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栃木会の申請取次行政書士の動向
夏季休暇のお知らせ

今月の表紙の一言
太平神社の紫陽花（益子町）
梅雨に紫陽花が静かに濡れているのは、風情があってよいものですが、今年は異常気象
で、そうはいきませんでした。それどころか、異常事態で、
「シュウダンテキ ジエイケン
コウシ ヨウニン」なるものが忽然と現れました。その後からは、
「チョウヘイ」
「センシ」
「エイレイ」
・・・等々が、ついてくるのでしょうか。
紫陽花が涙に濡れるのは・・・
Ｏ・Ｋ・Ｓ・Ｎ写仲
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芳賀支部 神原邦雄

栃木県行政書士会
平成２６年度第２回理事会開催
６月１２日（木）行政書士会館２階にて、平成
２６年度第２回理事会が開催された。須永威会長
のあいさつの後、以下の報告が行われた。
《報告事項》
（１） 日行連の近況について
（２） 日行連定時総会について
（３） 関東地方協議会連絡会の近況について
（４） 本会の行事日程管理、会議開催案内等の
変更（Ｊ－ＭＯＴＴＯへの移行）につい
て

本年度より、正副会長、理事、専門部員、支部長、
支局長、事務局職員全員がユーザー登録をし、情
報を共有することになるとの報告がなされた。行
事日程の管理や会議開催の案内などもＪ－ＭＯＴ
ＴＯを通じてなされることになる。
報告が行われた後、出席者の確認が行われ、３
５名の定数に対し、３５名全員の出席により議案
審議が行われた。
《議案》
議案第１号 平成２６年度事業の具体的推進につ
いて
部ごとに分かれて検討し、その結果を部長が報
告した後に質疑応答がなされた。
本議案は賛成多数により可決承認された。

その後、支部長との意見交換会が行われ、事務
所調査や窓口規制に関する意見交換がなされ、理
事会は閉会した。
（広報部 服部一人）
特に、
（４）
のＪ－ＭＯＴＴＯへの移行については、

「行政書士法の一部を改正する法律」が成立
（平成２６年６月２７日・法律第８９号）
行政書士の不服審査の代理権に関して特定行政書士制度を創設する行政書士法の一部を
改正する法律が、６月２０日（金）の参院本会議で全会一致で可決、成立いたしました。
これにより、一定の研修課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に
提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対す
る不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成
することを業とすることができることになりました。
改正法の施行は、公布の日（６月２７日）から６か月後とされています。特定行政書士
養成研修等、今後の動きについては情報が入り次第本誌やＨＰにてお知らせいたします。
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～総務部より～

!

◆◇◆「契約その他に関する書類を代理人として作成する」業務について◆◇◆

行政書士業務として、行政書士法第１条の三において「契約その他に関する書類を代理人として作成
すること」が明記されています。
しかし、「弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務」に該当する書類を作成することは
できません。
行政書士の業務との関係で問題となるのは「その他の法律事件に関して法律事務を取り扱う」ことの
意味ですが、「新詳解 行政書士法（地方自治制度研究会 編集）34頁」には、「一定の事件性（すな
わち正常でない事態又は変動を示す案件）を持ったものに限定して禁止しているものと解されるもので
ある。」と記載されており、加えて「行政書士法コンメンタール（兼子仁 著）46頁」には、「したがっ
て、・・・契約書類の作成を法律判断を加えながら行政書士が行うことも、何ら紛議が予想されないも
のである限り弁護士法72条の禁止の対象外である」と記載されています。
さらに、「新詳解 行政書士法（地方自治制度研究会 編集）53頁」には、「弁護士法第72条に規定
する法律事件に関する法律事務に該当しないものは、紛争性がない、すなわち法律上の権利義務につい
て争いや疑義が具体的に顕在化していないものと解される。」と記載されています。
ただし、「行政書士法コンメンタール（兼子仁 著）42頁」には、「本号の規定振りはあくまで契約
書の代理人作成という書類作成に事寄せた書き方であって、それが立案プロセスで日弁連の了解を得ら
れた成果だということなので、解釈問題が大いに残されたことはやむをえまい。」と記載されており、
弁護士法72条に規定する「法律事件」「法律事務」の解釈について、「事件性必要説」と「事件性不要
説」の学説に分かれているなど、行政書士業務としての「契約その他に関する書類を代理人として作成
すること」に関しては、その解釈にいろいろと問題があるようです。

!

そこで、
行政書士が作成した書類が「契約その他に関する書類を代理人として作成する」業務（特に内容証明
書郵便等の作成）範囲を逸脱した行為（弁護士法第72条（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）に規
定する法律事件に関する法律事務）と誤解を生じさせないよう、内容証明書郵便等を代理人として作成
する場合には、次の事項に注意して作成してください。

!
! １．書面作成にあたっては、「依頼者の意向に従ってその趣旨内容を法律常識的な知識に基づ
! いて整理し、これを法律的に正確に表現した書面を作成すること。
! ２．依頼者（通知人等）の住所、氏名、電話番号等、連絡先を明記すること。
! ３．書面の中に、「書面作成代理人」であることを明記すること。
! ４．書面に関する連絡先は、依頼者（通知人等）であることがわかるように明記すること。
! ５．可能な限り、依頼者（通知人等）の印鑑を押印すること。
!
! ６．書面作成代理人である行政書士の連絡先（電話番号等）は、明記しないこと。
! ※連絡先が行政書士であるかのような誤解を受けないため
!
＜内容証明郵便等の作成代理における記名押印例＞
平成◯◯年◯◯月◯◯日
（甲） ◯◯県◯◯市◯◯町◯◯丁目◯◯番◯◯号
甲 野 太 郎
（印）
連絡先 ◯◯◯ー◯◯◯ー◯◯◯◯

!

本書面作成代理人
△△県△△市△△町△△丁目△△番△△号
行政書士 乙沢 一郎
（職印）
平成□□年□□月□□日作成
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会員事務所訪問コーナー

今回は、小山支部の野村泰紀会員の事務所に
おじゃましました。

おじゃましま～す！
－お父様がいれば心強いですね。
「業務でわからないことがあれば気軽に訊くこ
ともできますし、受任している業務を分担して
もらうこともできますから、本当に助かります」
－主な業務は何ですか？
「やはり遺産相続や遺言書作成などの業務が多
いです。ただ先日は企業の補助金申請の仕事を
初めてやりました。今後は許認可関係などの法
人のお客さん相手の仕事を増やしていきたいで
す。またその一助になるかと思い、現在社会保
険労務士試験も勉強中です」

氏 名：野村泰紀（のむらやすのり）
事務所：行政書士野村事務所
小山市大字横倉新田２８７番地２１
入会日：平成２５年４月１５日

－ご趣味は？

－行政書士になられたきっかけについてお聞か
せ下さい。
「元々は東京でサラリーマンをしていたのです
が、会社がコンピューター関連の会社で自治体
のシステムを扱っていたことから、役所への許
認可書類作成に携わる行政書士については元々
興味がありました。加えて父が行政書士として
私より早く独立開業したこともあって、父から
話を聞いて興味を持ったのが、行政書士に挑戦
しようと思ったきっかけです。合格後に東京か
ら地元の栃木に帰ってきて、父との共同事務所
という形で開業しました」
－実際行政書士になってみて、いかがですか。
「やはり営業の部分が重要だと感じて、もっと
力を入れなければならないと思っています。幸
い父との共同事務所なので、役割分担してやっ
ていこうと思っています。ただ仕事としてはお
客さんにとても喜んでもらえることが多く、本
当に充実しています」

－4－

「実は高校時代から継続して卓球をやっていま
す。東京にいた頃から社会人チームに所属して
いて、栃木に帰ってきてからも別のチームに参
加して、毎週土曜日には古河の市営体育館練習
をしています。また年５回は大会にも出場しま
す。
後は最近になって高校時代の友人に誘われて
ソフトボールを始めましたが、こっちは完全に
素人です（笑）」
－最後になにか一言どうぞ。
「まだまだ未熟ですが、近隣の人達に頼られる
ような行政書士になりたいというのが目標です。
そのために研鑽を積み、今後も頑張っていきた
いと思っています」
－お忙しい中お時間を作っていただきましてあ
りがとうございました。野村会員の今後の更な
るご活躍をお祈りいたしております。
（小山支局長 細野大樹）

支局かわら版

ラムサール条約湿地登録 渡良瀬遊水地

渡良瀬遊水地は栃木県の最南端に位置し、
栃木、
群馬、埼玉、茨城４県の県境をまたぎ、私が住む
栃木市藤岡町の半分以上を占める大湿原です。そ
の広さは３３００ヘクタール、東京ドーム７００
倍にもなります。外周約３０ｋｍを堤防で囲み、
その中にさらに堤防で囲まれた３つの洪水調整池
が造られた大きな水がめです。遊水地内では渡良
瀬川・巴波川・思川の３つの一級河川が旧谷中村
の東側で合流し、遊水地を出てからさらに埼玉県
で利根川と合流します。
かつて遊水地がなかったころ、渡良瀬川・思川
下流部の村々では毎年のように洪水に襲われてい
ました。最も苦しめられたのは渡良瀬遊水地の中
央に位置していた谷中村でした。度重なる堤防の
補修工事により疲弊した村を足尾銅山の鉱毒が襲
いかかります。そして谷中村は廃村にまで追い込
まれ、住民は移住を余儀なくされたのです。
谷中村の廃村後、明治４３年に起きた洪水の被
害が最も大きかったものだと言われています。渡
良瀬川・巴波川・思川の濁流が、もともと勾配が
緩やかで流れの悪い利根川に流れ込み、滞った水
は利根川を逆流し至るところで決壊を起こし、関
東平野の過半を浸水させるなど大きな被害をもた
らしたのです。
この洪水の後、足尾鉱毒事件以来遊水地の用地
買収を進めていた栃木県と、その周辺各県が費用
を負担し、内務省直轄の下で工事が進められて外
周の堤防が完成しますが、その後の昭和２２年の
カスリーン台風でまたもや甚大な被害を受けるこ
ととなります。この台風がもたらした雨により、
埼玉県加須市付近で破堤し、その氾濫は東京都葛
飾区及び江戸川区まで達し、遊水地周辺の町村も
冠水しました。
これを受け内務省は、遊水地機能の向上を図る
ため、遊水地の調整池化計画を策定しました。
４０年近くの時間をかけて改修され、平成９年
に３つの水量調整池からなる洪水調整施設として
現在の姿へと変貌を遂げた渡良瀬遊水地は、渡良
瀬川・巴波川・思川の洪水を３つの調整池で引き
受け、利根川の水流に影響を与えずに、利根川や
江戸川の洪水を河口まで安全に流下させることで
下流部を洪水から守る役を担っています。
渡良瀬遊水地は東京から６０ｋｍ圏内にありな
がら、広大な湿地を保ち、豊かな生態系を維持し
ている珍しい空間です。特にヨシ原は、本州では
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栃木支部

最大の面積１７００ヘクタールもの広がりを見せ
ます。そこには、植物で約１０００種、鳥類約２
６０種、昆虫類約１７００種、魚類約５０種、キ
ツネやタヌキ、
野ウサギが生息・生育しています。
毎年３月下旬には、湿地環境の保全、害虫駆除、
落ち葉を焼くことによってヨシを育ちやすくし、
飛散するヤナギの種などを焼くことによって林に
なることを防ぐ目的から、遊水地のほぼ全域のヨ
シ原に火を放ちます。湿地環境保全にヨシ焼きは
不可欠なのです。広大なヨシ原から巨大な火柱が
立ち昇り、空が煙で覆われる光景は必見です。

渡良瀬遊水地のヨシ焼き
渡良瀬遊水地は、平成２４年７月にラムサール
条約湿地に登録されました。ラムサール条約とは
「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に
関する条約」です。日本の野鳥の約半分、約２６
０種類の野鳥が確認される日本屈指の水鳥生息地
であるからこそ登録されたのです。
あまりに広大なので遊水地内をすべて見て回る
ことは容易ではありません。渡良瀬遊水地湿地資
料館では、渡良瀬遊水地及び湿地に関する資料の
公開を行っておりますので、あらかじめご覧にな
ってから散策されるとより一層その素晴らしさが
おわかりいただけると思います。
渡良瀬遊水地湿地資料館
【住所】栃木市藤岡町藤岡１７７８
【電話番号】０２８２－６２－５５５８
【交通】東武藤岡駅から徒歩１５分
【営業時間】９時～１７時
【定休日】月曜日（月曜が祝日の場合は火曜が休
館日）、１２月２９日～翌年１月３日）
【駐車場】あり【入館料】無料
（支局長 綾部一成）

支 局 情 報
【宇都宮】

第１８回宇都宮資産税税務研究会総会
梅雨の晴れ間、６月９日（月）、栃木県宅地建
物取引業協会県央支部及び当会宇都宮支部の合同
の宇都宮資産税税務研究会の第１８回総会が、開
催されました。

不動産取引のスペシャリストである宅建業者
と民事法務のスペシャリストである行政書士の双
方が、知恵を出し合い発展的意見を交換する相続
等の知識に欠かせない資産税の研究を目的として
結成された会と聞き及んでおります。先達の作ら
れたこの会がさらに発展するよう意見交換がなさ
れました。
総会の総括として、来賓としていらっしゃった、
宇都宮税務署副署長の島田厚様が、挨拶をなされ
ました。そして、市民になじみの薄い税目と言わ
れる資産税について、当会が研究し市民にわかり
やすく伝達する一助となることに感謝の御言葉を
戴きました。
来年に相続税の改正を控え、宇都宮資産税務研
究会の意義を再確認することとなりました。つい
でにお弁当の美味しさも再確認しました。
（宇都宮支部理事 久我臣仁）

◇総務経理部
主な議題として会員同士の親睦を図るための
事業について話し合われた。県との共催が可能か
どうか話し合われた。今回は宇都宮支部独自で一
泊旅行の方向で検討していくこととなった。場所
は岩手県の龍泉洞、雪の時期の湯西川など、案が
出た中で、今後も旅行会社などを通して話を詰め
ていく予定だ。
◇業務指導広報部
宇都宮市役所と市民プラザにおける無料相談
会等は今後も継続的に力を入れていく。その他の
イベントにも参加し、行政書士のＰＲに努める。
前年度も好評であった小平会員を講師に迎え、相
談の受け方を２回開催したいと考えている。
◇制度推進部
例年通りポスターの配布事業を実行すること。
非行政書士排除のためのお願い文を発行する予定
である。
各部の報告を終え、無事に理事会も閉会となっ
た。今後も支部の皆様が活動しやすくなるように
理事会で様々な案を出し合い、検討していきたい
と思った。
（支局長 竹島尚子）

第２回宇都宮支部理事会開催
６月９日（月）１３時から行政書士会２階会議
室において第２回宇都宮支部理事会が開催された。
理事１４名の出席により定足数に達している
旨報告があり、議題に入った。
今年度の事業計画案を具体的に企画するため、
各部に分かれて相談時間を設けた。

－6－

【那 須】

那須支部無料相談会の実施
６月２８日
（土）
午前１０時から午後３時まで、
那須塩原市にあるいきいきふれあいセンターにお
いて、無料相談会が実施された。参加会員は９名
であった。
今回の無料相談会では、初めての試みが２つあ
った。
まず１つ目は、相談者のプライバシーに配慮し
て、目隠しとなるパーテーションをそれぞれのブ
ースに設置することにした。
２つ目は、那須支部ではこれまで無料相談会の
周知を、市町村が発行する「広報」に掲載すると
いう方法で行っていたが、下野新聞にも無料相談
会３回分の広告を掲載した。この方法がどのよう

半年前、買い物中に見かけた顔に思わず反応し
てしまい、
次の瞬間、
後悔した。
「誰だったかな？」
なんとなく差し障りのない話をしながら、頭の中
ではものすごい勢いで記憶を探る。話の中の名前
から高校の同級生だということまでは分かったも
のの、名前が思い出せない。相手は、ちょいちょ
い私の旧姓で話を進めてくるので、考えた末「今
は、名字なんていうの？」
（我ながらいい案！）と
聞いてみた。すると「結婚してないから変わって
ないよ」
（最悪である）もやもやした気持ちのまま
「またね」とその場を後にした。
それから、しばらくたったある日、また同じ店
で「○○さん！」と呼ばれて振り向くと、彼女で
ある。ずっと、事あるごとに挑戦したものの思い
出せない日々が続いていた。今更、聞けるわけが
ない。昔の話をしても、全然思い出せなかった。
それからというもの、ずっと頭の中でぐるぐる
と記憶を探り続ける日々。やむなく、高校の同級
生に連絡してみることにした。高校の時の印象、
将来看護師を目指すと言っていた事、おそらく○
○中学校出身等・・・。それでも解決に及ばず、
私のもやもやは二人の友人達に伝染しただけで終
わってしまった。

な効果をもたらすかは、今後明らかになっていく
ことであろう。
なるべく多くの人々に、
「行政書士」
の活動を知ってもらうには、いったい何が最も効
果的であるのか、様々な方法を試しながら、模索
していきたいものである。
（支局長 オブライエン奈美）

ところが、３、４か月経ったある日、突然、
「○
○○○さん！！」
そう、
名前が浮かんだのである。
それもフルネームで。車を運転中にいきなり。考
えていたわけでもなく、本当に突然。やっと、も
やもやから解放され、もういつ会っても大丈夫と
思ったら会わないもので、いつの間にか頭の中の
解決済みの箱に入れてしまっていた。
ところで、私には忘れていたものが。そう、巻
き添えにしてしまった友人達の事。つい先日、ラ
ンチの誘いのメールをもらい、
「そういえば名前思
い出した？」と聞かれて、あれ？誰だったかな？
懲りずにまた、
忘れてしまっていることに気付く。
（自己嫌悪）
しかし、卒業アルバムを出してきた友人に何人
かの名前を挙げてもらい、無事に３人の記憶が一
致して一件落着となった。
年のせいか（認めたくはないが）
、あまり接点が
無かったせいか分からないが、何とも情けない半
年間だった。ただ、これから出会う人と顔を一致
させ覚えていく努力は、今までの何十倍も必要な
ことは認めるしかない。悲しいが。
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（鹿沼支局長 野澤佐江子）

交差点

自動車車庫証明申請センター運営協議会
定期総会開催

６月２１日（土）、ホテルニューイタヤにおい
て、自動車車庫証明申請センター運営協議会の定
期総会が開催されました。田代昌宏副会長の司会
のもと、押野茂木センター長の開会の言葉で始ま
り、宮嶋幸雄会長の挨拶の後、行政書士佐野自動
車登録代行センター石井治夫センター長からご祝
辞をいただきました。
議事は前年度事業報告・決算、今年度事業計画・
予算等が滞りなく承認可決され、渡邊宇都宮セン
ター長が閉会を宣し総会は終了しました。
この後、懇親会が開催されご来賓を代表し、栃木
県行政書士会須永威会長からご祝辞をいただき、
和やかな時間を過ごしました。

私の趣味

（運協副会長 小林幸雄）

～夢を叶える為に～

私は、団塊世代の一員なので、もちろんビート
ルズをリアルタイムで感じていたひとりです。
私の夢は、
「いつかはビートルズ」でした。
今から５年前のある日。私がオリオン通りを歩
いていた時に、
「きっといつか、が今なんだ」とい
う「ヤマハ大人の音楽レッスン」もう一度、楽器
をもとう。というポスターが目に飛び込んできま
した。私も、今しかないでしょうという思いで、
直ぐ、申込をしました。１年目は、アコースティ
ックギターのレッスンを受けて、総合文化センタ
ー小ホールで、グループ演奏による発表会があり
ました。曲目は「カントリーロード」とビートル
ズの「ラヴ・ミィ・ドゥ」でした。この時は、ス
テージに立つのが初めてで緊張している間に演奏
は終わってしまいましたが、プロと同じステージ
で演奏ができたという思いで、最高の気分を味わ
うことが出来ました。２年目からは、エレキギタ
ーのレッスンを受ける様になり、発表会の場所が
「ウエノ・Ｍサロン」に変わりましたが、この時
は、講師の先生方がバンドとして参加してくれ、
私は念願のビートルズの「オール・マイ・ラヴィ
ング」をギターを弾きながら歌うことが出来まし
た。３年目の発表会は、私が中学時代に洋楽にこ
っていたころに聞いていた、デル・シャノンの「ラ
ンナウェイ」邦題は「悲しき街角」をやりました。

翌年は１年お休みをして、今年は、前期高齢者の
仲間入りをしたこともあり、青春の夢をもう一度
という思いで、エレキギターのレッスンを再開し
ました。今年の発表会は、
「ＰＭＳ ＬＩＶＥ ＶＯ
Ｌ.５」と題して、ＢＡＮＤは、倉澤大樹（ＰＦ）
・
鈴木直行（ＢＡ）
・鈴木弘章（ＤＲ）
・鈴木芳博（Ｇ
Ｔ）といったプロの方々で、私は、若いころにカ
ラオケで良く歌っていた、アリスの「ジョニーの
子守歌」をギターを弾きながら熱唱（？）しまし
た。私は、あの倉澤大樹さんをバックバンドに迎
えての３分２３秒という、最後から２番目の至福
の時間を過ごすことが出来ました。皆様に感謝で
す。
（宇都宮支部 大鹿幸雄）
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栃木県行政書士会カレンダー（８月）
日
2 土
6 水
7
8
11

木
金
月

12
13

火
水

14
15
18

木
金
月

19
20

火
水

21
23
24

木
土
日

26
27

火
水

28

木

予

定

時
間
成年後見研修会
10:00~17:00
新入会員オリエンテーション
10:00~
総務部会
13:30~
登録説明会
10:00~
定例行政相談所
13:00~
編集会議
13:00~
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） 10:00~15:00
相談業務の受け方研修会②
13:00~
ＴＩＡ相談会
10:00~
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） 13:00~16:00
事務局夏季休暇
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)
綱紀委員会
ＫＩＦＡ相談会
相談事例研究
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 予約問合せ：小山市生活安心課 0285-22-9282）
制度推進部会
成年後見研修会
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)
土地利用研修会②農地転用入門
登録説明会
業務研修会「遺言・相続・遺産分割」
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）
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）

主
催
コスモス県支部
総務部
総務部
総務部
制度推進部
広報部
宇都宮支部
業務第５グループ
業務第４グループ
足利支部

15:00~17:00

宇都宮支部

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

綱紀委員会

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

制度推進部
コスモス県支部

13:30~15:00
10:00~
13:30~16:30
10:00~12:00

業務第２グループ
総務部

10:00~12:00

小山支部

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

宇都宮支部

業務第５グループ
小山支部

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

222

H26.6.4

文書の表題
第 26 回司法シンポジウム・プレシンポジウム「いま司法は国民の期
待にこたえているか～我が国の民事司法の現状と課題～」開催にあた
っての周知協力について（お願い）
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備考

233

H26.6.9

240

H26.6.9

255

H26.6.9

258
241

H26.6.9
H26.6.9

265

H26.6.11

285

H26.6.17

289

H26.6.17

292

H26.6.17

304
310
318

H26.6.24
H26.6.24
H26.6.27

平成 26 年度 6 月分会費納入について
大型車両の通行の適正化に関する関係政令、省令の整備及び関係通達
の改正等について（H25 道路法等の一部改正関連）
「新潟県水源地域の保全に関する条例」に係る広報協力について（依
頼）
ROBINS 単位会推薦者への「サイバー法人台帳 ROBINS」の周知について
e-Gov を利用した労働保険年度更新手続き等について
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「まとめ払
い」・「一括利用」・「ダイレクト方式電子納付」の新規利用及び更
新を希望する会員の取りまとめについて（お願い）
金融庁からの「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考
事例集について（周知依頼）
平成 26 年度中央研修所が実施を予定する研修について（お知らせ）
法改正にかかる進捗状況のご報告及び地元参議院議員への要請活動
について（お願い）
平成 26 年度行政書士制度 PR ポスターの作成・配付について
改正行政書士法成立のご報告と御礼
平成２６年度定時総会の議事結果について

金融庁からの「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集について

～日行連より～
今般、金融庁から別添のとおり、「経営者保証に関するガイドラインの活用に係る参考事例集」の
周知について協力依頼がありました。
「経営者保証に関するガイドライン」については、すでに平成２６年１月１６日付け日行連発第１
２１０号にて周知依頼をしておりますが、今般の参考事例集は、金融機関等によるガイドラインの積
極的な活用に向けた取組みが促進され、
ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、
中小企業等にとっても思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考となること、
さらには、
その他の経営支援の担い手が行う経営支援の一助となることを期待して作成されたものです。
中小企業支援の専門家としての行政書士のさらなる経営支援能力の向上が期待されていますので、
本参考事例集をご参考下さい。
参考事例集の詳細につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」からご覧いただけます。

産業廃棄物処理業研修会(Ｈ26.6.17 開催) 資料の掲載
～ 業務部 第 2 グループよ り ～
標記の件につき、当会ＨＰ会員専用の「各種データ」－「研修資料等」のページに掲載しました。
※掲載期間は３ヶ月程度を予定しています。
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政連だより
平成２６年度第２回栃木県行政書士政治連盟幹事会開催
６月１２日（木）行政書士会館２階にて、平成
２６年度第２回幹事会が開催された。

上程された議案は以下の通り。
《議案》
議案第１号「日本行政書士政治連盟栃木会旅費規
程の改正について」
議案第２号「日本行政書士政治連盟栃木会会費規
程の改正について」
議案第３号「平成２６年度運動計画について」

青木勇夫会長による挨拶の後、来賓として、石
渡丈夫元小山市議会議長（議連副会長）
、諏訪利夫
元宇都宮市議会議長（議連副会長）
、住吉和夫元河
内町議会議員（議連顧問）
、郷間康久宇都宮市議会
議員（議連幹事）
、出口芳伸下野市議会議員（議連
幹事）
、古澤悦夫元西方町長（議連幹事）
、山ノ井
一男元西方町議会議員（議連幹事）より挨拶をい
ただいた。

議案第１号と第２号に関しては、定期大会にお
いて規約の改正がなされ、名称が変更になったた
めに上程された。
議案第３号に関しては、定期大会で承認された
運動方針を推進していくために、
①
規約改正により支部が無くなった事での
情報収集力の低下を防ぐために、幹事ひと
りひとりが必要な活動を把握し、本部への
連絡を密にする。
②
平成２７年４月の統一地方選を控え、行
政書士協力候補者への支援を強化する。
③
栃木県行政書士会制度推進部および栃木
県行政書士議員連盟と連携を図り、官公署
訪問時には協力をする。
という３項目を重点に活動していくことが確
認された。
上記議案はすべて可決承認された。
その後、議員連盟との有意義な意見交換がなさ
れ、閉会した。
（広報部 服部一人）

「とちぎ自民党政経フォーラム」に参加して
去る６月２１日（土）午前１０時より宇都宮
市内のホテルで行われました自民党栃木県連の
政経フォーラムに、須永会長と参加して来まし
た。
まず、セミナーでは国歌斉唱のあと、県連会
長代行の佐藤勉衆議院議員より主催者挨拶があ
り、次にロンドン五輪メダリストの寺川綾様か
ら「スポーツ力」という題目での講演がありま
した。
続いてパーティーに入り、茂木敏充経済産業

大臣・県連会長から「経済的効果によって景気
はかなり上向きになっている。今後、これをい
かに地方に振り向けられるかが課題である。目
的達成に向けて精一杯頑張りますので、宜しく
お願い致します」と挨拶がありました。
その後、来賓としてお見えになった麻生太郎
副総理兼財務大臣がスピーチし、福田富一栃木
県知事のご挨拶もあり、１２時５０分に閉会と
なりましたことをここに報告致します。
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫）
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「相談業務の受け方」研修会 第２回 （全５回）

業務部 第５グループ主催

前年度も開催した「相談業務の受け方」研修会です。
前年度と異なる内容ですので、昨年受講された方もお申込み下さい。
○開催日時
平成２６年８月１２日（火）１３：００～１７：００
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
行政書士業務の中でも「権利義務に関する書類」と「事実証明に関する書類」を作成するため
には、依頼人の真意を汲み取るスキルが必要とされます。遺言・相続・離婚・各種契約書等、
正確なヒアリングを行うためのトレーニングです。
○対 象 者
会
員（補助者の方は受講出来ません）
○講
師
行政書士 土方 美代
○受 講 料
５００円
○注意事項
過去の研修「メディエーション」や「アサーティブコミュニケーション」を受講された方に
とっては、研修内容が重複するワークがありますのでご了承ください。
○そ の 他
各回独立した内容ですので１研修だけでも受講可能です（全て受講希望の方も毎回申込みをお
願い致します）
。
○締め切り ８月７日（木）

納税証明書の「署名省略オンライン請求」利用説明会
業務部 第３グループ主催
記帳会計・建設業会計業務研修会
○開催日時
平成２６年８月２２日（金）１３：３０～１５：３０
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○内
容
説明会では、宇都宮税務署担当者より納税証明書の署名省略オンライン請求について説明があ
ります。（３０分程度）
その後、一戸講師による記帳会計および建設業会計に関する基礎的な研修を行います。
○説明会担当者
宇都宮税務署 担当者２名
○研修会講師
行政書士 一戸 養子
○受 講 料 ５００円
○対 象 者
行政書士
○締め切り ８月１８日（月）
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業務研修会「遺言・相続・遺産分割」開催のお知らせ
業務部第５グループ主催
権利義務に関する業務のメインとなる「遺言・相続・遺産分割」のＤＶＤによる業務研修会を
開催します。４回すべて受講し、効果測定に合格された方には本会より修了証を発行します。
○開催日時
平成２６年８月２７日（水）
、９月１１日（木）
、９月２５日（木）
、１０月８日（水）
。
時間はすべて１３：３０～１６：３０
○受 講 料
２，０００円（＠５００×４日）
○テキスト代（過去に購入されたテキストを持参される場合は不要）
１，０８０円
○対 象 者
会
員（補助者の方は受講出来ません。
）
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
１日目（８月２７日）
時
間
内
容
１時限目
１３：３０～１４：３０
遺言相談への対応
２時限目
１４：３０～１５：３０
遺言書の作成、遺贈、遺留分等
３時限目
１５：３０～１６：３０
相続の開始、相続人
２日目（９月１１日）
相続人の中に未成年者、行方不明
４時限目
１３：３０～１４：３０
者が存在する場合の取扱い等
５時限目
１４：３０～１５：３０
相続分
６時限目
１５：３０～１６：３０
法定相続分等
３日目（９月２５日）
７時限目
１３：３０～１４：３０
相続財産の範囲の確定等
８時限目
１４：３０～１５：３０
相続開始から遺産分割までの間
９時限目
１５：３０～１６：３０
遺留分減殺請求等
４日目（１０月８日）
１０時限目
１３：３０～１４：３０
相続に関するその他の知識
１１時限目
１４：３０～１５：３０
相続にかかわる名義変更手続
１２時限目
１５：３０～１６：３０
効果測定
※ 受講料・テキスト代（購入者のみ）は、研修初日（８／２７）に集金致します。
※ 初めて受講される方は、テキストを必ずお申し込み下さい。過去に購入済みの方は、購入され
たテキストが使用可能ですので、研修会当日忘れずにご持参下さい。
※ 途中回からの申込みはできません。遅刻・途中退出は厳禁です。
※ 効果測定の合格者には、本会会長名で修了証が発行されます。
○締め切り ８月２５日（月）
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土地利用研修会② 農地転用入門

業務部 第２グループ主催

○開催日時
平成２６年８月２６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
農地転用の基礎的な内容を学びます。
○対 象 者
※この研修会は、土地利用関係業務取
行政書士
扱い行政書士名簿に「研修会修了者」
○講
師
として掲載を希望される場合、受講が
行政書士 河田 力
必須となります。
○受 講 料
５００円
○締め切り ８月２０日（水）

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

受講料

申込
〆切

申込

ﾃｷｽﾄ
申込

昼食
\500
程度

8／12

「相談業務の受け方」研修会 第２回
（全５回）

500 円

8/7

－

－

8／22

納税証明書の
「署名省略オンライン請求」利用説明会
記帳会計・建設業会計業務研修会

500 円

8/18

－

－

8／26

土地利用研修会②

500 円

8/20

－

－

2,000 円

8/25

8／27・9／11
9／25・10／8

農地転用入門

業務研修会
「遺言・相続・遺産分割」

－
※初めて受講される
方はお申込み下さい。

支部名
氏 名
ＦＡＸ

－14－

【平成２６年度】 “研修会” 年間予定表
申込書は、開催月近くの行政書士とちぎに掲載します。
下記以外の研修会も企画中です。決まり次第掲載いたします。
（注）ここに掲載の内容は、変更になることがあります。
◆業務第１グループ（運輸交通・警察関係業務）主催研修会
9 月 17 日(水)
13：30～15：00
10 月 2 日(木)
13：30～15：00
10 月 21 日(火)
13：30～15：00
12 月 2 日(火)
13：30～15：00
1 月 28 日(水)
13：30～15：00

貨物運送業研修会

未定

風営･古物商研修会

未定

風営･飲食店研修会

未定

自動車登録・車庫証明研修会

受講料 \500

倉庫業研修会

未定

◆業務第２グループ（建設・農林・環境関係業務）主催研修会
8 月 26 日(火)
13：30～15：00
9 月 18 日(木)
13：30～15：30
10 月 17 日(金)
10 月 23 日(木)
※両方出席できる方

[土地利用研修会②]農地転用入門
講 師：河田 力(行政書士)
[土地利用研修会③]市街化調整区域の開発
講 師：稲葉昌俊(行政書士)
[座学研修]測量に関する研修会
[実地研修]測量に関する研修会
講 師：福田勝守(行政書士)

受講料 \500

11 月 26 日(水)

[土地利用研修会④]分譲地の開発
講 師：前澤眞一(行政書士)
[実務研修]ＣＡＤ研修会
講 師：稲葉昌俊(行政書士)

受講料 \500

2 月 3 日(火)
13：30～15：30

受講料 \500
受講料 \500
受講料 \500

受講料 \500

◆業務第３グループ（中小企業支援関係業務）主催研修会
8 月 22 日(金)
13：30～15：30
11 月 13 日(木)
10：00～16：00
11 月
12 月
1月
2 月 12 日(木)
10：00～12：00
2 月 26 日(木)
9：30～17：30

記帳会計研修会及び e-Tax による納税証明書の交付請求説明会
講 師：一戸養子(行政書士)、税務署職員
ＤＶＤ研修「中小企業支援フォーラム」(H26.2.26 開催)

受講料 \500

補助金・助成金実務研修会
講 師：調整中
薬事法に関する研修会
講 師：調整中
医療法人に関する研修会
講 師：調整中
創業支援に関する研修会（法人設立、電子定款研修会）
講 師：久我臣仁(行政書士)、青木裕一(行政書士)
ＤＶＤ研修「著作権研修会」

未定
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受講料 無料

未定
未定
受講料 \500
受講料 \500
ﾃｷｽﾄ代\1,500

◆業務第４グループ（国際関係業務）主催研修会
11 月
1月
偶数月第３水曜日
13：30～15：30

申請取次行政書士研修会

未定

[基礎研修]外国文認証研修会

受講料 \500

国際業務相談事例研修会・基礎研修
受講料 無料
毎回、実際の相談事例を元に学ぶ研修会と初心者向けの基
礎的な研修会と２本立ての研修会です。基礎と実例を一度に
学ぶことができます。
申し込みは不要ですので、直接ご参加下さい。

◆業務第５グループ（権利義務・事実証明関係業務）主催研修会
8 月 27 日(水)
13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30
9 月 11 日(木)
13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30
9 月 25 日(木)
13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30
10 月 8 日(水)
13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30
8 月 12 日(火)
9 月 9 日(火)
10 月 14 日(火)
11 月 11 日(火)
13：00～17：00
11 月
12 月
1月

ＤＶＤ研修「遺言・相続・遺産分割」①
１時限目 遺言相談への対応
２時限目 遺言書の作成、遺贈、遺留分等
３時限目 相続の開始、相続人
ＤＶＤ研修「遺言・相続・遺産分割」②
１時限目 相続人の中に未成年者、行方不明者が存在する
場合の取扱い等
２時限目 相続分
３時限目 法定相続分等
ＤＶＤ研修「遺言・相続・遺産分割」③
１時限目 相続財産の範囲の確定等
２時限目 相続開始から遺産分割までの間
３時限目 遺留分減殺請求等
ＤＶＤ研修「遺言・相続・遺産分割」④
１時限目 相続に関するその他の知識
２時限目 相続にかかわる名義変更手続
３時限目 効果測定
相談業務の受け方研修会（５回）
講 師：土方美代 (行政書士)
※１回１回が独立した講義内容になっています。
※１回目は実施済

受講料\2,000
(\500×4 ｺﾏ)
ﾃｷｽﾄ代\1,080

受講料 \500

相続税法改正研修会

未定

弁護士から見る遺言・相続

未定

離婚について

未定

－16－

財務経理部からのお知らせ
７月は会費の納入月です。口座引落しの方は残高不足にご注意下さい。
なお、会費については７月末日までに７月～９月分までの会費を納める
こととなっております。
（当会会則第 20 条第３項）
皆様の御協力をお願い致します。
引落し日
T-NET 申込の方、ゆうちょ銀行引落の方
上記以外の方

７月 28 日（月）
７月 25 日（金）

栃木県行政書士会会則
第 20 条第３項 会費は、３か月を１期とし、４期に分納するもの
とし、当初月末までに納入しなければならない。
納入期日
第１期分（４月～６月）
→
第２期分（７月～９月）
→
第３期分（１０月～１２月）→
第４期分（１月～３月）
→

愛好会ゴルフコンペ開催のご案内

４月末日
７月末日
１０月末日
１月末日

発起人

青木勇夫

毎年９月に開催しているゴルフコンペも今回で４回目を向かえることとなりました。今回は一
昨年に日本プロゴルフ選手権が開催された名門コースを舞台に選びました。今まで参加していなかっ
たなんて関係ありませんので、多くの会員の方、補助者の方のご参加をお待ちしております。
１．開催日時 平成 26 年 9 月 24 日（水）7 時 50 分（現地集合）
２．開催場所 烏山城カントリークラブ（栃木県那須烏山市大桶 2401）
３．参加費用 若い男性 9,300 円、シニア(60 歳以上)or レディース 7,500 円
（プレー代(セルフ)、昼食代、パーティー代、賞品代込み）
４．競技方法 1 ラウンド・新ぺリア方式（トリプルボギーカット、上限ハンデ 36）
５．申込方法 事務局・大塚宛に電話でお申し込み下さい（9 月 10 日締め切り）。
事務局電話番号 028-635-1411（組合せ等は参加者に後日連絡致します）
広告

<
>
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栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 26 年 6 月 30 日現在）
入会年月日
登録年月日

郵便番号

3260844

坂上行政書士事務所

H26.6.1

3200055

黒尾行政書士事務所

H26.6.15

3270044

久間田行政書士事務所

H26.6.15

支部・氏名

足 利
坂上 隆
ｔ

事 務 所 名

宇都宮
黒尾 眞澄
佐 野
久間田欣和

所

在

平野保太郎

【変 更】
支 部

氏 名

足 利

矢野 裕基

佐 野

河田

力

H26.5.28

話

備 考

0284-62-6383
足利市鹿島町 569-2

028-623-0300

宇都宮市下戸祭 2-17-7

0283-20-6106
佐野市下羽田町 2001-3

【退 会】平野会員・伊澤会員のご冥福をお祈りいたします。
支 部
氏 名
退会年月日
備 考
支 部
宇都宮

電

地

死 亡

変更事項
事務所所在地
電話番号
事務所所在地

足 利

氏 名

退会年月日

備 考

伊澤 正隆

H26.6.12

死 亡

変 更 内 容
足利市巴町 2541-9
0284-20-1065
佐野市堀米町 244-10

事務局より

夏期休暇のお知らせ

栃木会の申請取次行政書士の動向
新規申出（６月）
更新申出（６月）
退会による減少
申請取次行政書士
（６月末現在）

下記の期間、事務局は夏季休
暇のため閉局となります。
ご不便をおかけいたします
が、ご理解とご協力の程よろし
くお願いいたします。

０名
０名
１名
９９名

広 報 部 よ り

理事会も終了し、新しい年度がスター
トします。
研修会も多く開催されますから、お見
逃しなく。
広報部はホームページをリニューアル
する作業に入りました。どんなホームペ
ージができるか、楽しみにしていて下さ
い。
（広報部担当副会長 手塚理恵）

8/1４(木)～8/1５(金)

行政書士とちぎ７月号 №451
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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