栃木県行政書士会
栃木県行政書士会・日本行政書士政治連盟栃木会賀詞交歓会
１月１０日（金）、ホテル東日本宇都宮にて、
栃木県行政書士会・日本行政書士政治連盟栃木会
平成２６年賀詞交歓会が開催されました。
色んな意味で栃木県行政書士会を代表する方々
がずらりと来賓と会員をお迎えしました。

そして、ご臨席を賜りました来賓の皆様にご挨
拶をいただきました。

ご挨拶をいただいた後は・・・。
待ってましたの乾杯！
賀詞交歓会ではまず、栃木県行政書士会会長の
須永より、日本の、そして栃木県の明るいニュー
スが述べられました。

１月１日に『とちぎの地元の酒で乾杯を推進す
る条例』が施行されたということで、この日は、
佐野・第一酒造さんの『開華 大晦日しぼり』で
乾杯することが案内されました。

続いて会長がゆるキャラグランプリ１位に輝い
た『さのまる』を連れて来たようなことを言うの
で、固唾を飲んで見守ると・・・。

大晦日に絞った新鮮なお酒で乾杯しました。
奇しくも、我が家も今年の正月は栃木の地酒で
乾杯していました。
辻屋善兵衛商店さんの
『桜川』
、
嫁は鳳凰美田さんの『桃』
。法令順守・・・ってわ
けではありません。だって美味しいから。
来月から栃木の地酒特集・・・は大変だから無
いかな。
来賓の皆様と会員が交流を深めることができま
した。多くのご参加、ありがとうございます。
（広報部 栁 知明）

ジャーン！！
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記帳会計研修会開催
１月２１日（火）午後１時３０分より行政書士
会館において、業務部第３グループ主催の記帳会
計研修会が開催されました。
この研修会の講師は、
日頃から会計記帳業務に多数携わり、数々の実務
に活躍されております一戸養子会員にお願いしま
した。

続いて、会計の基礎知識について、複式簿記の
システム（Double-Entry Bookkeeping System）
の概要を、順を追って分かりやすくポイントを絞
って説明された後、
実例に従って仕訳伝票や元帳、
試算表、決算書の作成を参加者全員で実際に行い
ました。
特に印象に残ったのは、会計ソフトの自動仕訳
の機能で作成された仕訳が正しいとは限らないか
ら、その間違いに気が付かなくてはならない、会
計ソフトがあるからといって記帳会計の業務がで
きるわけではなく、「複式簿記の基本は仕訳にあ
る。
」というお話しでした。

研修会では、まず、行政書士と記帳会計業務の
関わりについて、会計書類の記帳等は行政書士法
に定める「事実証明に関する書類の作成業務」で
あること、記帳会計は単独の業務として限定され
ることなく、建設業や産業廃棄物処理業等の許認
可手続に関する業務においても必要とされること
から、行政書士にとって記帳会計の知識は必須で
あり、
「行政書士は決算書の作成だけでなく、決算
書を読めなくてはならない。
」
ことが指摘されまし
た。

その後、行政書士と関わりの多い建設業におけ
る会計について、建設業の構造や工事の収益認識
の基準、建設業会計で特徴的な未成工事支出金、
未成工事受入金等の各勘定科目、工事別の個別原
価計算（Job Order Costing System）
、工事原価
報告書等についての説明が行われました。

この研修会の参加者数は２１名と盛大で、研修
中や研修終了後にも講師の先生に積極的な質問が
あるなど、たいへん活発な研修会となり、行政書
士による記帳会計業務に対する会員の関心の高さ
がうかがえました。
今回の講義の内容は、会計に関する基礎的な説
明から特定の業種に特化した専門的な知識まで盛
り込まれたもので、今後の行政書士の業務の幅を
広げるうえでも有意義な研修会となりました。
（業務第３グループ 青木裕一）
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会員事務所訪問コーナー

今月の「おじゃましま～す！」は、芳賀支部
の綱川敏文会員の事務所を訪問させていただき
ました。

おじゃましま～す！
モットーは？
お客様に対して誠実に対応することを心掛け
ています。

行政書士になって良かったことは？
いろいろな方との出会いです。
自分にとって大きな糧となっています。
趣味・特技は何ですか？
マラソンです。
年に４～５回、県内外の市民マラソンに出場
しています。（入賞したこともあって、賞状が
事務所に掲示してあります。）また、トレーニ
ングは、毎朝市内を５キロぐらい走っています。
氏 名：綱川 敏文（つなかわ としふみ）
事務所：綱川行政書士事務所
真岡市荒町３－３－１
入会日：平成２０年８月１日
入会の動機は？
公務員を定年退職して司法書士事務所を開業
した際に、行政書士の資格も取得していたので
入会しました。
専業ですか、兼業ですか？
司法書士、土地家屋調査士との兼業です。

仕事以外にも地域貢献活動等をされておりお忙
しい日々の中、事務所訪問も快くお引き受けいた
だき、ありがとうございました。
今後の更なるご活躍をお祈りいたしております。
（芳賀支局長 永山 松生）

主な取扱業務は？
相続、会社設立、契約、開発等です。

栃木会の
申請取次行政書士
の動向

今後の抱負は？
２年間、シルバー大学校で学んだ知識や技術
を生かし、福祉活動やボランティア活動の担い
手として積極的に地域貢献をしていきたいと思
っています。

新規申出（１月）
３名
更新申出（１月）
４名
有効期限切れ（１２月末）による減少
０名
申請取次行政書士（１月末現在）
９６名
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支局かわら版

冬の風物詩 白鳥の飛来

私の住んでいるところは、農家と酪農家のおお
い、のんびりした田舎で、鍋掛という地域です。
そんな地域の風物詩は、白鳥の鳴き声と、白鳥
が空を飛んでいく姿です。というのも、この地域
には、
白鳥が飛来する水場が、
２つあるからです。

那須支部

白鳥の飛来は、
１０月下旬ぐらいからはじまり、
そして、３月下旬ぐらいまでには、ほとんどの白
鳥が北国へ旅立って行きます。
春が近づくにつれて、
長い旅路に向けてなのか、
畑に降り立って、餌を食べている白鳥の様子をよ
く見かけます。

１つは、大田原市にある羽田沼野鳥公園（ハン
ダヌマ）で、もう１つは、我が家の近くに住む農
家の方が、自分の田んぼに水をはって、餌付けを
している場所です（３メートルぐらいのウルトラ
マンの人形が目印です）。
この羽田沼野鳥公園は、国の天然記念物のミヤ
コタナゴの生息地としても知られています。

そして、いよいよ北国を目指して飛んで行く白
鳥の姿を、毎日のように目にするようになるので
す。

場所は、那須塩原駅から車で１０分くらいのと
ころにあります（大田原市羽田７８５－１）。

私にとって、白鳥の飛来は、長い冬の始まりを
意味し、白鳥が北国へ帰っていくことは、楽しい
春の訪れを示すものなのです。

（支局長 オブライエン奈美）
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支 局 情 報
【宇都宮支部】

どんな相談でも、どんとこい！
宇都宮支部 相談事例研修会
１月２３日、宇都宮支部として今年度最初で最
後の研修会が開催された。研修第一部は、日本政
策金融公庫稲田満氏による同公庫の融資制度の解
説。中小企業主と関わる
機会の多い行政書士にと
って、事業展開に係る融
資や助成金に関わる相談
を受けることも多い。そ
の際に、同公庫の融資シ
ステムを事業主に説明で
きることは我々の価値を高めることにもなる。日
常的に関わっている中小企業事業主の力になるた
めにも、非常に有意義な講義となった。
研修第二部は、今や支部の通例となった小平裕
一会員による相談事例研修。行政書士に持ち込ま

去年の夏からずっと本格カレー作りにハマっ
ている。それまで料理といえばチャーハンぐらい
しか作ったことのなかった私だが、妻とぶらりと
寄った雑貨屋に置いてあった本格カレー作りの本
を何となく手に取ったのが、私がカレー道に入る
きっかけだった。
まずはいくつかのスパイスと共に、玉ねぎをフ
ライパンで深く色づくまで炒める。そこにショウ
ガやニンニクと共にカットトマトを加え、水気が
完全に飛ぶまでフライパンで炒めるのがおおよそ
のカレーの基本だ。水気が完全に飛んだらそこに
更に数種類のスパイスを加えて炒めて風味をだし、
最後にチキン・お湯などを加えて煮込むのである。
芳醇なスパイスの香り。ほろ苦く深みのあるタ
ーメリック。辛さと共に香ばしさを感じるカイエ
ンペッパー。爽やかだが独特のコリアンダー。８
から１０種類近い様々なスパイスを直にブレンド
して、市販のカレールウを一切使わずに作るカレ
ーは本当に美味しい。バターチキンカレー、カシ
ューナッツカレー、グリーンカレー、本格ビーフ
カレーなど、２０種類を超えるカレーにチャレン

れる相談で最も多いのは、言うまでもなく相続で
あり、最近では離婚である。小平講師はこの二つ
の領域に特化した事例を端的にまとめた「相談の
受け方」研修を行った。小嶋会員が相談者役を熱
演、出席会員がそれに対応する行政書士として難
問に回答する、という形のロールプレイング。一
筋縄ではい
かない相談
も多々ある。
行く先の定
まらない話
から問題を
抽出し、何
をどこまで
できるのかを考えるのが行政書士の仕事の第一段
階だ。回答は一つではなく、どれが正解というこ
ともないが、法に則した判断と、相談者の真の願
いを見極めることが行政書士には求められる。楽
しく充実した時間だった。
「こんなに面白い研修があるとは思わなかった」
あらゆる研修に出席している新入会員の感想だ。
（宇都宮支部 深見史）

ジし、時に勝利し、時に敗走しながらカレーの道
を進んできた。ここまでくるには、私の作るカレ
ーを一緒に食べて忌憚のない意見をくれる妻の存
在も大きかった。
最近は、市販のレシピに捻りを加えながらオリ
ジナルの味を追求する楽しみも覚えた。例えば最
初のサラダ油をバターに替えればコクと香りが深
くなるし、スパイスは足したり引いたりすること
で味が全く別なものに変化するのだ。
以前から夜たまに自宅でシェイカーを振って
本格カクテルを作るのを趣味にしていることもあ
り、将来子供たちが独立したら、行政書士と兼業
でカフェ＆バーでも開業しようかなどと妻と語ら
いながらカレーを
味わうのが、最近
の休日の楽しみで
ある。幸い私は行
政書士であるし、
飲食店やバー開業
の際の申請はバッ
チリだ。
（小山支部支局長 細野大樹）
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栃木県行政書士会カレンダー（３月）
日
4 火
5

水

6
10

木
月

12

水

14
17

金
月

18
19

火
水

20

木

23

日

25
26

火
水

27

木

予

定

時
間
10:30~
13:30~
10:00~
11:00~
13:30~

正副会長会
三役会
登録説明会
登録事前相談会
申請取次届出済証明書交付式
総務部会
会計精査
編集会議
登録説明会
行政書士無料相談（於：宇都宮市役所２階市民相談コーナー）
ＴＩＡ相談会
「公正証書遺言の作成について」研修
外国人在留資格相談室（於：足利市生涯学習センター会議室）
役所のこと何でも相談
登録説明会
宇都宮市国際交流協会無料相談会
（於：うつのみや表参道スクエア５階国際交流プラザ)
農業生産法人研修会
ＫＩＦＡ相談会
国際業務相談事例研修会
グループ会議
行政書士専門相談（於：小山市役所）※予約制（随時受付先
着４人 予約問い合わせ：小山市生活安心課 0285-22-9282）
グループ会議
全体会議
市民プラザ無料相談会
（於：うつのみや表参道スクエア５階市民プラザ)
国際業務の基礎研修
正副会長・部長・総務合同会議
行政書士専門相談
（於：野木町老人福祉センター「ホープ館」相談室）
登録説明会
行政書士専門相談（於：下野市ゆうゆう館 会議室２）
※要事前予約（定員４名 予約先：行政書士会小山支部
髙山久 0285-53-1672）
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主

催

13:30~
13:30~
13:30~
10:00~
10:00~15:00
10:00~
13:30~15:00
13:00~16:00
13:00~
10:00~
15:00~17:00

総務部
総務部
申請取次行政書
士管理委員会
総務部
財務経理部
広報部
総務部
宇都宮支部
業務第４グループ
業務第５グループ
足利支部
制度推進部
総務部
宇都宮支部

13:30~15:00
10:00~12:00
13:30~
15:00~
10:00~12:00

業務第３グループ
業務第４グループ
業務第４グループ
業務第４グループ
小山支部

14:30~
15:30~
13:00~16:00

業務部
業務部
宇都宮支部

13:30~
10:00~
10:00~12:00

業務第４グループ

10:00~
10:00~12:00

総務部
小山支部

小山支部

正副会長の動き
日 時
11:00～
10:00～12:00
15:00～18:30
13:30～15:00
1/ 8(水) 13:30～16:00
1/ 9(木) 12:00～
13:30～16:00

行 事
宇都宮市賀詞交歓会
総務部会

出席者
会長、青木、小林
田渕

内 容・場 所
ホテル東日本宇都宮
賀詞交歓会について等

総務部・制度推進部合同部会
業務部第 1 グループ会議
賀詞交歓会(東京都行政書士会)
編集会議

田渕、毛塚
小林
会長
手塚

1/10(金)

新年あいさつ回り
賀詞交歓会(栃木県行政書士会)
相談員連絡会
賀詞交歓会(埼玉県行政書士会)
賀詞交歓会(新潟県行政書士会)
労働局会議
業務部第４グループ会議
賀詞交歓会(群馬県行政書士会)
賀詞交歓会(中古車販売店協会)
日行連理事会
日政連支部長会
賀詞交歓会(日行連)
賀詞交歓会(千葉県行政書士会)
第一業務部社労税務経営部門
新年あいさつ回り
賀詞交歓会
(神奈川県行政書士会)
賀詞交歓会(栃木県建築士会)
県文書学事課との連絡会
賀詞交歓会
(栃木県軽自動車協会)
事例相談集編集作業
正副会長会
常任幹事会
三役会
コスモス栃木県支部との協議
電子申請推進委員会
さとう栄一新春の集い

全員
全員
会長、毛塚
田渕
手塚
会長、毛塚
手塚
会長
小林
会長
青木
全員
稲葉
会長

災害時協定について等
チラシの配布について
京王プラザホテル
行政書士とちぎの編集、校
正
官公署、友誼団体
ホテル東日本宇都宮
相談事業について
浦和ﾛｲﾔﾙﾊﾟｲﾝｽﾞﾎﾃﾙ
ホテル日航新潟
相談事業について
積み残し事業について
前橋商工会議所会館
東武グランデホテル
日行連
日政連
ANA ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京
三井ガーデンホテル千葉
官公署

毛塚

横浜ベイシェラトンホテル

田渕
会長、田渕
手塚

ホテルニューイタヤ
会則、規則等について
宇都宮グランドホテル

手塚
全員
全員、青木
全員
会長、稲葉
会長
会長、青木

国際業務の相談事例集
平成 26 年度事業方針計画
日政連栃木会の組織について
平成 26 年度事業方針について
平成 26 年研修について等
日行連
宇都宮グランドホテル

1/ 6(月)
1/ 7(火)

1/14(火)

1/15(水)
1/16(木)

1/17(金)
1/18(土)
1/22(水)

9:30～13:30
16:00～18:30
10:30～12:00
12:00～
13:00～
14:00～16:00
15:00～16:00
14:00～
12:00～
13:00～16:00
17:45～19:15
11:00～14:00
12:00～
10:00～13:00
15:00～

1/23(木)

1/24(金)
1/28(火)

1/29(水)
1/31(金)

18:30～
10:00～12:00
17:00～
13:00～17:30
10:00～11:30
11:30～13:00
13:30～15:00
15:00～16:15
13:30～14:30
18:30～
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日行連、日政連共催による平成２６年賀詞交換会が開催される
１月１７日（金）ＡＮＡインターコンチネン
タルホテル東京にて開催され、行政書士を応援
してくださる多くの来賓から祝辞を頂いた。
栃木会からは、正副会長、住吉和夫名誉会長、
浅野吉知日政連幹事、青木勇夫日政連栃木会会
長が出席した。
国会議員からは、「行政不服申立ての代理権
の取得」「行政書士制度のさらなる推進」につ
いて力強く語られた。
賀詞交換会終了後、衆・参議員会館の栃木県
選出の議員の事務所を訪問した。
（副会長 手塚理恵）

日行連だより
日行連から届いた文書の内、会員の皆様に役立つ文書の表題等を掲載いたします。文書の写し等必
要な方は事務局までご一報ください（実費）。

日行連№

受信日付

1179

H26.1.10

1196

H26.1.14

1207

H26.1.17

1210

H26.1.17

1230

H26.1.24

1231

H26.1.24

1232

H26.1.24

1244

H26.1.28

1246

H26.1.28

1257

H26.1.28

1262

H26.1.31

文書の表題
「ROBINS 特別研修」の中央研修所研修サイトへの掲載について
（ご連絡）
行政書士制度ＰＲ動画の配信について
代理人による保管場所証明申請等に関する取扱い上の留意事項
について
「経営者保証に関するガイドライン」について（周知依頼）
自動車保有関係手続きのワンストップサービス申請に係る「一括
利用」の利用規約変更および SSL サーバ証明書の更新に関する設
定変更のお願い等について
日行連自動車 OSS システムの小規模運用の実施延長及びデモ ID
の送付について
理事会の議事結果について
OSS システム SSL サーバ証明書更新に係る一括利用者システムの
証明書設定作業について
消費増税への対応について
警察庁丁規発第 81 号「代理人による保管場所証明申請等に関す
る取扱い上の留意事項について」の補足説明について
自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）の運用に関
する細目について
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備考

農転等許可申請等の受付締切日の変更について
～ 下野市農業委員会より～
下野市農業委員会より、標記の件について、お知らせがありました。
農転等許可申請等の受付締切日につきまして、４月から毎月１０日に変更になります。
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経営者保証に関するガイドラインについて
～日行連より～
日行連より、標記の件について、周知依頼がありました。
本ガイドラインは、中小企業の経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営者
及び金融機関による対応についての中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自律的な準則として、
策定・公表されたものです
詳細につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。

経営者保証に関するガイドライン及び経済対策の説明会について
～ 関東財務局 宇都宮財務事務所よ り ～
標記の件について、関東財務局宇都宮財務事務所より周知依頼がありました。
栃木県は平成２６年２月２５日１３時３０分から１５時３０分まで栃木県研修会講堂（宇都宮市塙
田１－１－２０）にて開催されます。
申込等の詳細につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。

代理人による保管場所証明申請等に関する取扱い上の留意事項について
～日行連より～
日行連より、標記の件について、周知依頼がありました。
今般、警察庁より、各道府県宛に「代理人による保管場所証明申請等に関する取扱い上の留意事項
について」（平成２５年１２月９日付、警察庁丁規発第８１号）の通知が出されましたので、以下の
とおりお知らせいたします。
なお、当該通知が出されたことにより、「行政書士法の一部を改正する法律の施行とこれに伴う自
動車保管場所証明申請書等の取扱い上の留意事項について」（平成１４年６月２７日付、警察庁丁規
発第７６号）及び「行政書士法の一部を改正する法律及び行政書士法施行規則の一部を改正する省令
の施行とこれに伴う自動車保管場所証明申請書等の取扱い上の留意事項について」（平成１６年８月
１３日付け警察庁丁規発第５０号）は廃止されております。

原議保存期間

5 年（平成 31 年 3 月 31 日）

有効期間

一種（平成 31 年 3 月 31 日）

警視庁交通部長
各道府県警察（方面）本部長殿
（参考送付先）
各管区警察局広域調整（総務監察・広域調整）部長

警察庁丁規発第 8 1 号
平成 2 5 年 1 2 月 9 日
警察庁交通局交通規制課長

代理人による保管場所証明申請等に関する取扱い上の留意事項について
代理人が、自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和 37 年法律第 145 号）に定める
自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書及び保管場所
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標章再交付申請書（以下「申請書等」という。）を作成又は提出した場合における取扱い上
の留意事項については、下記のとおりであるので遺憾のないようにされたい。
なお、「行政書士法の一部を改正する法律の施行とこれに伴う自動車保管場所証明申請書
等の取扱い上の留意事項について」（平成 14 年 6 月 27 日付け警察庁丁規発第 76 号）及び
「行政書士法の一部を改正する法律及び行政書士法施行規則の一部を改正する省令の施行
とこれに伴う自動車保管場所証明申請書等の取扱い上の留意事項について」（平成 16 年 8
月 13 日付け警察庁丁規発第 50 号）は廃止する。
記
１ 委任状の取扱いについて
代理人の作成又は提出に係る申請書等に基づき自動車の保管場所証明等を行う場合には、
代理権の有無及び範囲を警察署長が確認する必要があることから、当該申請書等の受理に際
しては、原則として委任状又はその写し(以下｢委任状等｣という。)を提出させること。
なお、代理権の授与には必ずしも委任状が必要とはされていないことから、代理人が委任
状を所持していない場合もあり得るが、自動車の保管場所証明等に係る事務を適正に遂行す
るためには、委任状等により代理権に係る確認を行うことが妥当であるため、委任状等の提
出について行政書士会等に対し指導を行うこと。
２ 本人の押印のない申請書等について
本人の記名はあるが押印がない申請書等について、これに代理人の記名押印があり、かつ、
当該代理人が当該申請書等の作成に関し代理権を有することを確認することができる場合
には、これを有効な申請書等として取り扱うこと。
３ 申請書等の記載事項の訂正について
代理人による申請書等の記載事項の訂正について、当該代理人が当該申請書等の訂正に関
し代理権を有することを確認することができる場合には、これを認めること。この場合、原
則として委任状等を提出させること。ただし、既に委任状等が提出されている場合であって、
当該委任の範囲に申請書等の記載事項の訂正が含まれているときは、この限りでない。
４ 申請書等の様式について
代理人から、申請書等の様式の変更について要望を受けた場合、これに応じないこと。た
だし、申請者等の住所、氏名等の記載欄に代理人として記名押印するために、当該欄の幅等
を変更することなく、申請者等の住所、氏名等の記載位置を欄内で移動させ、又はその文字
を縮小させることは、差し支えない。
５ 復代理について
復代理人が作成若しくは提出した申請書等に基づき自動車の保管場所証明等を行う場合
又は当該復代理人が申請書等の記載事項を訂正する場合は、申請者等が作成する委任状等及
び代理人が作成する委任状等により、復代理人の代理権の有無及び範囲を確認する必要があ
ることから、原則として当該確認に必要な委任状等を提出させること。
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～人権講演会 in 芳賀に参加して～
１月１８日（土）午後２時から芳賀町民会館に
於いて、栃木県主催、芳賀町共催による、人権講
演会 in 芳賀「歴史の中の人権」と題して、作家の
井沢元彦さんの講演会が開催されました。
当日は、会場が一杯になるほどの来場者があり、
栃木県民の人権に対する関心が高い事を再認識し
ました。
また、講演に際して手話通訳者とパソコン要約
筆記者が付き、耳に障がいがある人にもやさしい
講演会となっており、今後、当会がなんらかの催
しを開催する場合には、このような配慮も必要な
のではないかと感じました。
（総務部長 金敷 裕）

（講演中は撮影禁止のため、開始前の写真）

政連だより
「上野みちこ 心の共育Ⅳ」出版記念祝賀会に参加して
去る１２月１４日（土）午前１１時から、宇都
宮市内のホテルで行われた標記のイベントに、栃
木県行政書士会須永会長と参加してまいりました。
参加者数は４００人ぐらいでした。
県内の自民党衆参両議員が多数参加され、そし
て講演では自民党三役の野田聖子総務会長が障が
い児の母親としての経験談を話されました。結び
には、安倍内閣は成長戦略で「女性の活用」を掲
げており、今後女性の果たすべき役割は大きいそ

うです。よって、上野みちこ参議院議員のますま
すのご活躍を願うものですとの言葉で締め括られ
ました。
なお、上野通子著「みちこの心の共育」は既に
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを発刊済みで「みちこの心の共育Ⅳ」
は書士会に保管されていますことを付け加えさせ
ていただきます。
以上、報告いたします。
（日政連栃木会会長 青木勇夫）

今月の表紙の一言
小山市穂積地区は、思川西岸に広がる小山市でも有数の米作地帯です。国の減反政策により
ビール大麦との二毛作が中心になりました。その多くはアサヒビールの工場に納品されていま
す。同時に作付される小麦からは小山うどんが生産され、広く地域の食文化に貢献しています。
またこの地は、北に男体山、東に筑波山、南西に富士山を遠望する事が出来、関東平野の広
がりを実感することができます。
撮影場所は、私が２年間シルバー大学校南校（栃木市）に通学した農業道路沿いからです。

小山支部 野村 稔
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「公正証書遺言の作成について」

業務部 第５グループ主催

宇都宮公証役場より講師をお招きして、公正証書遺言の作成に関する行政書士向けの研修を開
催致します。
○開催日時
平成２６年３月１２日（水）１３：３０～１５：００
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
｢公正証書遺言の作成について｣
○講 師
公証人 山川景逸 氏（宇都宮公証役場）
○受講料
５００円
○締め切り
３月１０日（月）

農業生産法人研修会

業務部 第３グループ主催

○開催日時
平成２６年３月１８日（火）１３：３０～１５：００
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
農業生産法人に関する基礎的な研修です。
○講
師
行政書士 沼田龍之助
○受講料
５００円
○締め切り
３月１３日（木）

業務第４グループ定例研修会のご案内
毎月第３水曜日の１３：３０から行政書士会館にて開催しております国際業務相談事例研
修会の内容が３月１９日（水）より一部変更になります。
従来の事例研究に加え、入管業務の基礎的な研修（実際の申請書を使った手続きの流れ等）
を順次行っていきますので、初めての方も気軽にご参加ください
※申込みは不要です。直接会館までお越しください。
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国際業務の基礎

業務部 第４グループ主催

○開催日時
平成２６年３月２５日（火）１３：３０～
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
入管業務・国籍法の基礎的な研修会です。
○講
師
業務部第４グループ
○受 講 料
５００円
○受講対象
会 員
○締め切り
３月２０日（木）

募 集

研修会申込書

申込欄に○を付けＦＡＸ願います。
（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０）
研修名

３／１２

受講料

「公正証書遺言の作成について」

申込
〆切

申込

ﾃｷｽﾄ
申込

昼食
\500
程度

５００円

３/１０

－

－

３／１８

農業生産法人研修会

５００円

３/１３

－

－

３／２５

国際業務の基礎

５００円

３/２０

－

－

支部名
氏 名
ＦＡＸ
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栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 26 年 1 月 31 日現在）
入会年月日
登録年月日

郵便番号

H26.1.1

3200065

宇都宮市駒生町 1479-5

028-652-6318

H26.1.15

3210973

宇都宮市岩曽町 1353-31

028-612-8558

支部・氏名

宇都宮
鈴木 敏夫
宇都宮
大岩 浩之
【変 更】
支 部

氏 名

足 利

宮下 恭子

宇都宮

小山 靖夫

事務所

栃 木

田邉 勇輝

事務所名称

変更事項
事務所
電話番号
事務所名称

事

務

所

電

話

備 考

変 更 内 容
足利市常見町 2-17-7
0284-64-9822
行政書士宮下恭子事務所
宇都宮市上戸祭町 520-8
株式会社都市開発コンサルタント内
タナベ行政書士事務所

栃木県最低賃金総合相談支援センター
からのお知らせ
家内労働委託事業届の提出は４月３０日まで！
家内労働者へ内職等を委託している事業主は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委
託状況届」の提出が必要です。
これは毎年４月１日現在の家内労働者数等について、労働基準監督署を経由して栃木労働局に届
け出るものです。
用紙は最寄りの労働基準監督署にありますので、４月３０日までに提出してください。
なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは物品の提供を受け、他人を使わず自己一人、または同
居の家族だけで物品の製造・加工に従事し、工賃を得ている人をいいます。
したがって、宛名書きのような事務の代行、ホームページの構築などの物の加工を伴わない委託
は原則として該当しません。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（電話 ０２８－６３４－９１０９）または最寄りの労働基準監
督署にお問い合わせください。
また、栃木労働局のホームページもご活用ください。
広 報 部 よ り

当会のホームページが設置されておりますサ
ーバーにつきまして、利用方法の見直し作業が進
んでおります。本誌のデジタル版掲載等の一般向
け部分については部分的な変更になりそうです
が、グループウェア利用等の会員サービスに大き
な変更が予定されています。特に現在Ｗｅｂメー
ル利用中の方は影響が大きいため、総務部からの
お知らせをご覧の上、対処をお願いいたします。
（広報部長 田代昌宏）

行政書士とちぎ 2 月号 №446
発行人
〒3200046

栃木県行政書士会 会長 須永 威
宇都宮市西一の沢町１番 22 号
電 話 028-635-1411（代）
ＦＡＸ 028-635-1410
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.gt9.or.jp/gyosei
編 集
広報部
定 価
250 円
印刷所
有限会社 高久印刷
（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます）
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