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今月の表紙の一言 

今月の表紙の写真は、昨年２月に私が大谷資料館のガイドをしていた時に、丁度、雪が

降ってきたのでその時に撮影した１枚です。大谷資料館は、大谷石の元採石場で、現在は、

資料館として一般公開されています。大谷資料館の地下採掘場跡は、大正８年から昭和６

１年までの約７０年をかけて大谷石を掘り出して出来た地下３０ｍの巨大地下空間です。

その広さは、２万㎡にも及び、野球場が一つ入ってしまう大きさです。大谷資料館は、昭

和５４年にオープンしましたが、昭和５６年からコンサートや美術展等の文化事業や映

画・テレビドラマ等の撮影が行われています。関連作品としては、「金田一少年の事件簿」

「喰霊-零-」「潜入探偵トカゲ」「るろうに剣心京都大火編」等があります。又、大谷の

イベントとして毎年９月の土・日に、フェスタｉｎ大谷が開催されています。 

以上、うつのみやシティガイド協会の大鹿がお伝えしました。 
 

Ｏ.Ｋ.Ｓ.Ｎ.写仲 宇都宮支部 大鹿幸雄
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１月９日（金）、ホテル東日本宇都宮にて、栃

木県行政書士会・栃木県行政書士政治連盟の平成

２７年賀詞交歓会が開催されました。 

 

まず、栃木県行政書士会田渕副会長の開会宣言

により開会され、続いて須永会長の挨拶と昨年の

報告があり、政治連盟からは青木勇夫会長より挨

拶がありました。 

 
そして、ご臨席を賜りました来賓の日本行政書

士政治連盟幹事長相羽利子様、衆議院議員福田昭

夫様、参議院議員上野通子様、参議院議員高橋克

法様、参議院議員渡辺美知太郎様より、ご祝辞を

いただきました。 

 

また、栃木県行政書士政治連盟の協力議員でも

ある栃木県議会議長の螺良昭人様、続いて大変懇

意にしていただいている公益社団法人栃木県宅地

建物取引業協会会長内山俊一様よりご挨拶をいた

だきました。 

 
 
 

 

その後、日本行政書士会連合会相談役の住吉和

夫様の御発声で乾杯が行われ、宇都宮市出身のピ

アニスト長島佑季さんの新年にふさわしいメロデ

ィの中、歓談の時間となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
祝宴では中盤に栃木県知事でもあり栃木県行

政書士会名誉会長でもあられる福田富一様がお見

えになりご挨拶をいただきより一層盛り上がり、

日本行政書士会連合会相談役浅野吉知様の万歳三

唱、栃木県行政書士会手塚理恵副会長の閉会のこ

とばまで、来賓の皆様と会員、会員同士がそれぞ

れ交流を深めることができました。 

 
（広報部 植木智美） 

栃木県行政書士会 

栃栃木木県県行行政政書書士士会会・・栃栃木木県県行行政政書書士士政政治治連連盟盟賀賀詞詞交交歓歓会会開開催催  
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１月９日（金）１５時よりホテル東日本宇都宮

にて新春特別研修会「特定行政書士について」が

開催されました。内容が特定行政書士についてと

いうことで注目度が高く、５６名もの会員が参加

しました。改正行政書士法対応委員長としてこの

テーマに精通しておられる中村利雄日本行政書士

会連合会副会長が講師を務めて下さいました。 

 

改正行政書士法の要旨、特定行政書士の概要、

法定研修、受講料等についての説明がありました

が、詳細については現在検討を進めている段階な

ので、確定しているわけではないとの事でした。 

 
今年の１０月には法定研修を修了した特定行

政書士が誕生する予定ですので、今後も注目して

いきたいと思います。 
（総務部 青木啓明） 

 

 

 

 １月１９日（月）、業務部第３グループにて栃木

県保健福祉部医療政策課の齋藤成宏様を講師にお

迎えし、栃木県の医療法人設立について研修会を

実施しました。 

 
 医療法人設立認可の手引きを基にわかりやすく

手続きの流れを説明していただきました。県内で

おおよそ２０件程度申請がなされ、決して多いも

のではありませんが、滅多に聴くことの出来ない

貴重な研修のため、皆さん熱心に耳を傾けており

ました。 
 
 医療法人について重要な要素として、非営利性

を強調していました。これは、ＮＰＯ法人でも勘

違いされやすいのですが、公益性を要求されるも

のではなく、また収益事業を行ってはいけないも 

 

 

 

 

のでもありません。利益（剰余金）の配当が禁止

されているという意味です。ここはよく間違われ

るのでご注意下さい。 

 

 医療法人の設立認可申請手続きの流れは以下の

通りです。 

 

１ 申請の申し出 

    ↓ 

２ 予備審査（申請書案等の提出） 

    ↓ 

３ 本申請 

    ↓ 

４ 設立認可 

    ↓ 

５ 法人設立登記 

    ↓ 

６ 登記届 

 

以上が設立までの流れとなります。これ以降も診

療所開設許可申請と続きます。 

 

法人設立は中小企業支援に携わる行政書士の

主要業務のです。この研修会により、行政書士の

中小企業支援業務のさらなる活性化につながれば

幸いです。 
      （業務部第３グループ 久我臣仁） 

新新春春特特別別研研修修会会「「特特定定行行政政書書士士ににつついいてて」」  

医医療療法法人人設設立立認認可可研研修修開開催催  
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国際業務イコール入管業務ではない、というこ

とは実はあまり知られていない。 
「国際業務やるには英語ができないといけな

いんでしょ？」「国際業務って外国人相手ですよ

ね？」「申請取次もってないから国際業務はできな

いんです」……これらは全部誤解だ。 
国際業務の範囲はたいへん広い。外国人と外国

が関連する業務、という定義に沿えば、当然だが

顧客は外国人ばかりではない。外国人が日本に住

むための手続き、日本に在留する外国人に係る

様々な事務手続きだけでなく、日本人が仕事や留

学で外国に行くときの手続き、日本在住の外国人

が他国に行くときの手続き、そこで発生する様々

な手続きに付随する書類の作成等も国際業務だ。 
それら文書にかかわる重要な業務の１つに「公

印確認」がある。この「日本の官公署が発行する

公文書に対する外務省の証明」は、想像以上に多

くの場面で必要とされる。１月２１日（水）に開

催された研修のテーマだ。 

 

 
 
 
１月２２日（木）行政書士会館にて、成年後見

の実務研修会を開催しました。研修会には２１名

の会員が参加しました。講師は齋藤順子会員にお

引き受け頂きました。齋藤会員はＮＰＯ法人成年

後見支援センターフォレストの立ち上げからのメ

ンバーで、成年後見に関しては、法定後見人、任

意後見人、任意後見監督人等の経験が豊富です。

講義はその経験に基づいて進められました。丁寧

な説明と相まって大変充実した内容でした。 
 
 
 

 
 
 
研修第１部では、第４グループ専門部員・風間

洋講師が、公印確認の典型例として戸籍・住民票

に係る公印確認・アポスティーユ（ハーグ条約に

よる付箋処理）について豊富な資料を基に詳細な

説明を行った。聞きなれない単語の多い分野では

あるが、一通り学んでおくと今後の相談業務の中

で必ずその知識が力を発揮する。文書認証に係る

業務は、今後国際業務の中でも特に力を入れたい

分野といえるだろう。 

 
研修第２部は、今年１月から順次施行される改

正入管法について。永島正志専門部員が条文を読

み込みながら丁寧な解説を行った。今回の改正は

在留資格の変更と増設を含んでいるため、たちま

ち日々の業務に影響する。相談者の利益を守るた

めには知識の蓄積を怠るわけにはいかない。２２

名の出席者は真剣に改正条文に向き合った。 
 

（業務部第４グループ 深見 史） 
 

 

 

 

 

「「基基礎礎研研修修」」外外国国文文認認証証研研修修会会開開催催  

成成年年後後見見実実務務研研修修会会開開催催  
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成年後見制度は次第に一般の理解が広まり、ま

すます利用者の増加が見込まれます。私たち行政

書士は、このニーズの高まりにしっかり対応でき

るようスキルアップを図る必要がありますので、

今後もこういった研修会を企画したいと思ってお

ります。 
（業務部第５グループ 高山 久） 

 

 

 

 

 

 

 

１月２７日（火）に宇都宮市文化会館第一会議

室において栃木県・栃木県行政書士会共催の研修

会が行われました。この県との共催による研修会

は、昭和５４年度から行政書士の資質向上などを

目的として毎年開催されているものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今年度の研修は二部構成になっており、第一部

は「“職務上請求”と住民基本台帳法をめぐる現状

について」という内容で、栃木県総合政策部市町

村課管理担当課長補佐の大嶋修一様に、職務上請

求書の根拠となる住民基本台帳法の説明や本人通

知制度の導入など最近の話題をご説明いただきま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
第二部は「行政書士の職務とは～その法律専門

的業務について」という内容で、東京都立大学名

誉教授の兼子仁先生に、行政書士法で規定されて

いる業務にまつわるお話や特定行政書士に関する

不服申立て代理についてなどを解説していただき

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研修会には９０名を超える参加者があり盛況

なものとなりました。兼子仁先生と言えば、やは

り行政書士法コンメンタールですよね。私も行政

書士試験の勉強の際にコンメンタールを使用して

いました。私は当日兼子先生の送り迎えを担当し

たのですが、車中で気さくに話をしていただけま

した。兼子先生は２月で８０歳になるそうですが、

講演中、ずっと立ったままお話しをされていたの

には驚かされました。後期高齢者をもじって『私

は元気高齢者です』と言われていたのですが、思

わず納得してしまいました。 
 
研修会終了後、兼子先生を囲んでの夕食会があ

りましたが、ここでも貴重な話をしていただきま

した。                         

（総務部 青木啓明） 

栃栃木木県県・・栃栃木木県県行行政政書書士士会会共共催催研研修修会会開開催催  

栃木県総合政策部市町村課管理担当課長補佐 大嶋 修一 様 

東京都立大学名誉教授 兼子 仁 先生 
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とちぎの知的資産みーつけた 

Ｆｉｎｄ２ 

 

ようやく２回目。栃木県の知的資産や知的資産

経営をご紹介する「とちぎの知的資産みーつけた」

です。毎回説明しますが、「本物の出会い栃木パス

ポート事業」は、栃木県の見えない資産（実際は

見えても気づかれない）を見える化する素晴らし

い知的資産経営なのです。栃木県は、栃木県内の

企業の知的資産経営の先導者となることでしょう。 
 知的資産経営報告書作成は、自分（事業主）自

身が気づいていない資産に気づいていただく作業

です。「本物の出会い栃木パスポート事業」も同様

なのです。 

今回は、当会の須永会長のお膝元の佐野市に行

ってきました！！佐野といえばゆるキャラグラン

プリで優勝した「さのまる」の誕生の地でもあり

ます。さのまるの被っているのは、佐野ラーメン

のどんぶり！！ということで、某サイトの佐野ラ

ーメンランキング１位の森田屋さんに行ってきま

した。間違いなく１位の味でした。ごちそうさま

ーと終わるわけにはいきませんね。 
 パスポート事業に載っている所に行かなくて

は・・・そこで、「佐野プレミアム・アウトレット」

に行ってきました。「ここは、昔から有名だし見え

ない知的資産じゃないんじゃない」とのおしかり

を受けそうですが、その通り。栃木県の有力な資

産に間違いない。完全に見えてる。ちょー有名。 
 しかし、違うんです。 

 「佐野プレミアム・アウトレット」を通して知

的資産経営報告書の分析の勉強ができるんです。 
 知的資産経営のための分析は、ヒアリングによ

る外部環境と内部環境の分析から始まります。「佐 
野プレミアム・ア 
ウトレット」は、 
アウトレットモー 
ルとしては初期の 
頃からあり、ほぼ 
競合がいないブル 
ーオーシャンであ 
ったと言っても過 
言ではないでしょ 
う。では、現在は 
どうでしょうか。 
アウトレットは関 
東でも乱立状態で 
あり、外部環境は最悪です。アウトレットモール

であることが外部環境により、強みから弱みに変

化してしまっています。 
 しかし、「佐野プレミアム・アウトレット」は、

栃木県のパスポート事業という外部環境を有効活

用し、それを関係資産から、構造資産として取り

込みました。自治体との連携により、他県のアウ

トレットにはない差別化を図ったのです。それを

実現したのは内部職員の人的資産によるところが

大きいのでしょうか。 
 このように知的資産経営報告書は、外部環境と

内部環境を分析し、将来の価値創造のストーリー

として収益に根拠づけるものです。どうですか？ 
知的資産あったでしょ。読んでくれてありがとう

ございました。 
知的資産経営報告書で行政書士の未来は明る

い！ 
 

（業務部第３グループ 久我臣仁） 

シリーズ 知的資産 
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氏 名：和知 英夫（わち ひでお） 
事務所：わち行政書士事務所 
    那須郡那珂川町馬頭１８６７－１ 
入会日：平成２０年７月１日 
 
Ｑ：今日はご協力いただきありがとうございます。 
早速ですが、社会保険労務士を兼業でなさってい

る和知さんですが、行政書士を登録したキッカケ

を教えてください。 
 
Ａ：以前は道路や橋などの土木関係の設計をして

いましたが、建設不況で仕事も減ってきたため、

他に仕事を見つけたほうがいいんじゃないかと考

えていたところに行政書士という士業に巡り合い

ました。 
仕事が終わって帰宅してから夜中に２～３時間

試験勉強をしました。せっかく苦労して合格した

んだからこの仕事をしようと思い登録しました。 
 
Ｑ：では、社労士になろうと思ったのはなぜ？ 
 
Ａ：行政書士と相性がいいと思えたからです。行

政書士の業務でも社労士関連について質問される

ことがありましたし、社労士の業務でも行政書士

関連について質問されたことがあります。 
 
Ｑ：行政書士業務で、力を入れている業務などは

ありますか？ 
 
Ａ：人口の少ない田舎町の事務所なので業務の量

も種類もあまり多くありません。依頼があればど

んな業務でもやってみたいのですが、相続や農転

などが今のところメインになっています。 

 
 
Ｑ：社会保険労務士と行政書士のどちらの業務も

やっていることで「良かったな～」と思うことは

どんなことですか？ 
 
Ａ：依頼人との会話の中で役に立つことがけっこ

うあります。行政書士の業務はかなり広範囲です

からさまざまな立場の依頼人に会うことになり、

いろいろな質問を受けた時に会話が広がるような

気がします。 
 
Ｑ：なるほど。では、これまで業務で「苦労した

な～」ということや、「失敗したな～」というこ

とが、もしあったら教えてください。 
 
Ａ： 初めての農転の時は苦労しました。資材置き

場だったので町の農業委員会も県の担当も厳しく

て、追加の資料を３回出しました。時間ばかりか

かって利益はほとんどありませんでした。でも、

いい経験だったと思います。あれ以上面倒な申請

は今のところありませんし、これからもないと思

います。希望的観測ですが。 
 
Ｑ：少しプライベートのことも聞かせてください。 
ご家族構成は？ ご趣味はなんですか？ 
 
Ａ：母と妻の３人暮らしです。子供達はそれぞれ

に独立しています。たまに孫と一緒に帰ってきた

ときに孫たちと遊ぶのが楽しみです。 
孫はかわいいですね。 
 
可愛いお孫さんに囲まれてとても幸せな時間を

お過ごしなんですね。 
今日は突然のお願いにもかかわらず快く引き受

けてくださりありがとうございました。 
 
和知会員は、いつもニコニコと優しい語り口調

のスラッと長身のオリエンタルダンディさんです。

私とほぼ同期の和知会員には、いつも支部での業

務などで助けてもらい本当に感謝しています。 
社会保険労務士のお仕事もお忙しいようですが、

数少ない塩那支部会員の精鋭ですので、より一層、

貪欲に知識と経験を積まれ、行政書士会でのご活

躍も今後期待したいと思います。 
 

（塩那支部支局長 植木智美） 

おじゃましま～す！ おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 
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今回は、高椅神社（たかはしじんじゃ）をご紹

介したいと思います。 
 
絹地区でもっとも大きい神社である高椅神社は、

平安時代の延喜式神名帳に記載されている１３０

０年以上の歴史のある由緒正しい神社です。 
言い伝えによると、日本武尊の東征の際にこの

地で戦勝を祈願して国之常立神等の神々を勧請し

たのが起源されています。 
その後、６８４年に景行天皇が日本武尊の戦跡

を巡視に訪れた際に、老齢の随臣が高橋姓を受け

てこの地に留まったのが、高椅神社の名前の始ま

りだとされています。 
特にこの高椅神社で美しいのが参道の楼門です。 
現在の楼門は、江戸時代この地を治めていた結

城家が宝暦四年（１７５４年）より１６年かけて

完成させたもので、工事は領内よりおよそ４００

０人の人夫が動員された大工事だったと伝えられ

ています。三間一戸の楼門ですが一階は扉がなく、

正面両脇間には随身（ずいしん）が祀られていま

す。前後を唐破風（からはふ）とした入母屋造り

で、屋根はかつて茅葺きだったものを現在は銅板

葺きに葺き替えられています。装飾彫刻もあちこ

ちについており、唐獅子の丸彫りや欄間（らんま）

の透かし彫りなども近くで見ると実に見事なもの

です。 
実はこの楼門は、小山市内で唯一の県指定の文

化財です。 

 
地元では今でもこの高椅神社はお正月、お祭り

等の様々な催しの際に人々が集まる場所として愛

されています。 
 
 

 
 
 
大みそかには多くの人が社務所に集まり、焚き

火を囲みながら新年の訪れを待ちます。また私が

以前入団していた小山市消防団の１８分団でも、

毎年出初式は必ずこの高椅神社の楼門へ放水する

のが習わしでした。 
 
また、秋季例大祭の際には社内の舞台で毎年

太々神楽が奉納されます。 
この神楽舞は出雲神楽をルーツとする流派で江

戸時代中期の伝来と言われています。神楽は天岩

戸開きやスサノオノミコトの八岐大蛇退治などの

神話を基に１４座で構成され、実に素晴らしいで

す。 
現在でも地元の神楽保存会の人々がこの伝統の

神楽を継承して伝えています。 
 
皆さんも機会があったらぜひこの高椅神社を訪

れてみて下さい。 
 
また、貴重な文化財である楼門は傷みが激しく、

昨年より修繕協議会が発足して市や県の支援を求

めて活動しています。修繕寄付金も募っておりま

すので、ご協力いただける方は同協議会までご連

絡いただけると幸いです。 
過疎高齢化に伴い、今後あちこちの伝統の習

俗・貴重な文化財も保護する者もなく朽ち果てて

打ち捨てられてしまう心配があります。 
個人的に行政と市民をつなぐ行政書士として、

こういった問題にも目を向けていきたいと思って

います。 
（神楽舞が奉納される舞台） 

 
 

（支局長 細野大樹） 

支局かわら版 
高椅神社 

小山支部 
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【宇都宮】 

湯西川温泉・アイスバックス観戦の旅 

１月３１日（土）、２月１日（日）にかけて、宇

都宮支部は湯西川旅行に行ってきました。 

 

一日目は、「湯西川かまくら祭り」を見学しまし

た。 
多くのかまくらがライトアップされており、中

でも河川敷沿いに壮大に並ぶミニかまくらの灯り

はとてもきれいで、ロマンチックな雰囲気を醸し

出していました。 
この日の前日には、全国的に雪が降ったため、

数十センチの雪が積もっており、良い状態で鑑賞

できたと思います。 
その夜は、お宿「彩り湯かしき花と華」に宿泊

しました。夕ご飯は、普段なかなか経験すること

のできない、囲炉裏を囲んでの食事でした。野趣

溢れる深山の郷土料理で、どれもすごく美味しか

ったです。 
私はお酒が強くなく、あまり飲めないのですが、

イワナの骨酒を頼んだところ、イワナのだしがよ

く出ていて、香ばしい独特の香りでとても美味し

く、ついキューっと飲んでしまい、かなり酔って

しまいました。 
夕ご飯後は、少し寝てから二次会に参加するつ

もりでしたが、酔いのために爆睡してしまい、起

きた時には二次会は終わっていました。 
 
二日目は、日光田母沢御用邸を見学しました。 
この御用邸は、大正天皇をはじめ、三代にわた

る天皇・皇太子がご利用になり、戦後は、博物館

や宿泊施設、研修施設として使用された建物です。 
 
 

 
 
江戸時代後期・明治・大正と三時代の建築様式

をもつ集合建築群ということで、一級の技術と由

緒ある歴史に触れ、高貴な伝統と和の文化を感じ

ることができました。 
その後は、アイスホッケー試合の観戦をしまし

た。 
私は初めてアイスホッケーの観戦をしたので

すが、迫力が想像以上にありました。ぶつかり合

いが激しく、また、あまり試合が止まらずスピー

ディーに展開するため、目を離すことができませ

ん。 
氷上の格闘技というのは本当で、実際にエキサ

イトした選手が相手選手にパンチを繰り出して乱

闘になり、反則を受けたりもしていました。 
さらに言えば、生で見るスポーツは、音に醍醐

味があると思います。 
応援の手拍子や、会場を盛り上げる効果音等が

気分を高めてくれるのですが、アイスホッケーは

特に選手との接触やシュートの音が凄く響き、圧

倒されました。 
残念ながら、地元チームの「Ｈ．Ｃ．栃木日光

アイスバックス」は負けてしまいましたが、地元

の発展のためにも、これからも注目して応援した

いと思います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回の旅行の参加者は、３０名でした。 

 
笑顔が素敵で気が利く添乗員さん、雪道なのに

安全安心に運転していただいたバスの運転手さん

のおかげもあり、楽しい旅行になりました。 
 

（宇都宮支部 齋藤丈威） 
 

支 局 情 報 
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私の夫はメイン州出身のアメリカ人です。栃木

県行政書士会の会員の方の中にも国際結婚をして

いる方がいると思いますが・・・国際結婚って本

当に大変なのです。 
 
今回は夫の日本語にまつわるエピソードをお

話ししたいと思います。 
 
彼はお隣さんと仲良しで、よくお隣に遊びに行

っています。 
そのお隣さんは、以前農業をしていましたが、

４０歳のときに農業をやめて、よそでお勤めをす

るようになりました。その時の職業が、彼による

と、「ネクタイロウドウ」だったそうです。 
彼は私に、それがどういう職業なのか聞きまし

たが、「ネクタイをしめてするロウドウってこと？

つまりホワイトカラー？」といった具合で、私は

さっぱり分かりませんでした。 
そんなある日、私がお隣さんとおしゃべりをし

ていたときに、お隣さんがボディービルに興味が

あり、体を鍛えるのが趣味で、農業をやめてから

は重い荷物を運ぶ仕事をしていたと聞いて、「あ、

ニクタイロウドウだ」とやっと分かりました。 
 
 我が家には家庭菜園があります。毎年３月にな

ると畑の準備を始めます。石灰をまき、耕すとい

った作業をするのですが、耕耘機がないので、お

隣さんに貸してもらっています。彼はなぜかこの

「耕耘機」という言葉を間違って覚えていて、「ウ

ンコキ」と呼んでいます。でもお隣さんからきち

んと耕耘機を借りてきているので、その言葉でき

っと通じているのでしょう。 
 
 ところで、私は住宅の火災保険や自動車保険は

英語でパンフレットや見積もりを作成してくれる

代理店を選びます。 
 あるとき彼が、日本語で書かれた住宅の火災保

険の見積もりを見ながら、「大塚さんのリスクって

何？」と私に聞いてきました。 
「大塚さんって一体誰？」と私は思いましたが、 

 
 
 

すぐにその漢字の読み方が間違っていると気が付

き、英語で作成された見積書を見るように勧めま

した。しかしそう言われたことが気に入らなかっ

たのか、「大塚さんのリスクって何？」と繰り返し

聞いてくるので、「じゃあ、それはどういう漢字？」

（日本人と違って、大きいに、一里塚の塚といっ

た漢字の説明ができない）と私が意地悪く聞くと、

「ジュウタクノジュウ」という返事が返ってきま

した。 
「住宅の住って・・？どちらの漢字にもあてはま

らないし・・」と思い、仕方なくその見積もりを

見に行くと、それは「大家さんのリスク」でした。

塚と家・・似ているけれど、ちょっとちがうんだ

よね～。それにそもそも大家さんのリスクは我が

家に関係がないし。 
 
 あるとき彼の親しい友人の親族が亡くなったの

で、今度その友人に会った時には、「このたびはご

愁傷様でした」と言うように教えたことがありま

した。 
「それは玄関で言う言葉じゃないの？」と彼が聞

いてきたので、「なんのこっちゃ～」と私は思い、

知らん顔をしていましたが、しばらくして気が付

きました。 
「それは御免下さいでしょー」 
 よそのお宅におじゃまするたびに、玄関で「御

免下さい」ではなく「ご愁傷様でした」と言って

いなければ良いのですが。 
 
 彼は日本語検定１級を目指して、日本語を勉強

しています。勉強の最中は問題文を音読しながら

解いています。 
「黒や紺といったスーツは冠婚葬祭には・・・ヒ

ナンです」 
「この機種はあの機種に比べて処理能力が・・・

オドル」 
「どうぞ、座布団を・・・ハイテ下さい」 
 
 皆さんの周りで国際結婚をしている方がいたら、

どうかその人をいたわってあげて下さい。 
（支局長 オブライエン奈美） 
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 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（要実費）。 
 
日行連№ 受信日付 文書の表題 備考

1071 H27.1.6 平成 26年度 ADR調停人講師養成研修及び総括研修について   

1097 H27.1.6 日本行政書士会連合会会則の一部変更に係る総務大臣認可について   

1101 H27.1.14 
土地家屋調査士による農地転用届出等の行政書士法違反行為に係る

対応について   

1121 H27.1.14 平成 27年 1月分会費納入について（お願い）   

1125 H27.1.14 平成 26年度研修事業の経過と留意点について   

 日 予  定 時  間 主  催 

3 火 会計精査 13:30~ 財務経理部 
4 水 登録説明会 10:00~ 総務部 

登録事前相談会 11:00~ 総務部 
総務部会 13:00~ 総務部 
足利支市民相談室 行政書類（遺言など） 

（於：足利市役所１階市民相談室） 

13:00～
16:00 

足利支部 

5 木 業務部全体会議 13:30~ 業務部 
6 金 土地分譲の開発行為研修会 13:30~15:30 業務第２グループ

9 月 三役会 10:00~  
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 宇都宮支部 

10 火 編集会議 13:00~ 広報部 
11 水 ＴＩＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

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 足利支部 
13 金 定例行政相談所 13:00~ 制度推進部 
16 月 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) 

15:00~17:00 宇都宮支部 

18 水 ＫＩＦＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

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） 

10:00~12:00 小山支部 

19 木 登録説明会 10:00~ 総務部 
22 日 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) 

13:00~16:00 宇都宮支部 

25 水 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） 

10:00~12:00 小山支部 

26 木 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） 

10:00~12:00 小山支部 

栃木県行政書士会カレンダー（３月） 

日行連だより 
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1120 H27.1.14 権利義務実務証明に関する文例集【第１版】について   

1129 H27.1.19 
「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（平成

26年 12月改訂版）について（周知依頼）   

1187 H27.1.28 行政書士法改正に伴う関係規則の一部改正について   

1188 H27.1.28 
事業、財務及び懲戒処分等の情報の公表に関する規則の一部改正につ

いて   

1202 H27.1.30 
「成年後見制度にかかるシンポジウム『成年後見制度における行政書

士の役割』」への出席者のご推薦について   

 

 

 

 
 

本県では、農地法等に係る許可等事務権限の一部について、既に宇都宮市を始め計１４市町に対し

て移譲しておりますが、今般の標記条例の一部改正に伴い、新たに真岡市に対して、権限の一部を移

譲することとなりました。 

なお、本県における農地法等関係事務については、平成２７年４月１日以降、「農地法・農振法に

係る事務区分について（栃木県）」のとおりとなります。 

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。 
 
 
 
 
 
日行連第二業務部より、「権利義務に関する文例集」を作成した旨の展開がありました。 

業務の参考となる文例が確認できるだけでなく、活用できるようにＷｏｒｄ形式のファイルも掲載

されておりますので皆様に周知致します。 

 

～掲載先～ 

 日行連ホームページ内 会員サイト（通称：連con（レンコン）） 

  →業務関連情報 

   →権利義務・事実証明部門 

    →権利義務に関する文例集について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」の一部改正に伴
う農地法等に係る許可等事務権限の移譲について ～栃木県農政部より～ 

権利義務事実証明に関する文例集について
         ～日行連より～ 

 
新規申出（１月）           ３名 
更新申出（１月）           １名 
申請取次行政書士（１月末現在）   ９７名 
 

※新規の手続は予約制になりました。詳細は会員ホームページのトピックスをご覧下さい 
（更新手続の方は従来どおり随時、受付します）。 

 
栃木会の 

申請取次行政書士 

の動向 
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１ 内容証明の作成に関連して 
 
◎職務上請求書使用について 
（平成 20 年 10 月 1 日 日行連発第 920 号 茨城県行政書士会会長宛 日本行政書士会連合会会長回答） 
（問）「裁判準備（内容証明等）」を行う為に、かような職務上請求書の使用は適法か否か。 
（答）法的紛争解決を必要とするに至っている段階での内容証明の作成は行政書士業務で
はなく、これを使用目的とした戸籍の附票の写しの職務上請求はできないものと思料する。 
 
２ 法定後見人の業務に関連して 
 
◎職務上請求用紙の使用について 
（平成 21 年 1 月 21 日 日行連発第 1424 号 埼玉県行政書士会会長宛 日本行政書士会連合会会長回答） 
（問）行政書士が法定後見人の業務を行うにあたり、家庭裁判所に提出する書類に添付す
る資料とするため、職務上請求書を使用し戸籍、除籍、原戸籍等請求の種別にあるものを
請求することができますか。 
（答）法定後見人は行政書士資格に基づき選任されるものではないので、法定後見人がそ
の立場で行う行為は行政書士業務ではありません。 

したがって、法定後見人が家庭裁判所に提出する書類に添付する資料とするために戸籍
等を請求することは、行政書士の職務上請求にはあたらず、職務上請求書を使用して請求
することはできないと思科します。 

 
３「事実証明に関する書類」の解釈 
 
○平成 22 年 12 月 20 日 最高裁判所第一小法廷にて、観賞ないしは記念のための品として
作成された家系図が、行政書士法１条の２第１項にいう「事実証明に関する書類」に当
たらないとされる判決があった。 

○その判決のうち「事実証明に関する書類」の解釈に関するところの抜粋は次のとおりで
ある。 
『本件家系図は、自らの家系図を体裁の良い形式で残しておきたいという依頼者の希望
に沿って、個人の観賞ないしは記念のための品として作成されたと認められるものであ
り、それ以上の対外的な関係で意味のある証明文書として利用されることが予定されて
いたことをうかがわせる具体的な事情は見当たらない。そうすると、このような事実関
係の下では、本件家系図は、依頼者に係る身分関係を表示した書類であることは否定で
きないとしても、行政書士法１条の２第１項にいう「事実証明に関する書類」に当たる
とみることはできないというべきである。』 

○この判決には補足意見がある。次は、その補足意見の抜粋である。 
『行政書士法１条の２第１項にいう「事実証明に関する書類」の外延は甚だ広く、行政
書士法の立法趣旨に従い、その範囲は「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわ
せて、国民の利便に資する」（同法１条）という目的からの限定を受けるべきであるとと
もに、職業選択の自由・営業の自由（憲法２２条１項）と調和し得るよう合理的に限定
解釈されるべきものである。そして、行政書士法１条の２第１項では「官公署に提出す
る書類その他権利義務又は事実証明に関する書類」とあり、文理上、「事実証明に関する
書類」の内容については「官公署に提出する書類」との類推が考慮されなければならな
い。このように考えると、「事実証明に関する書類」とは、「官公署に提出する書類」に
匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきものである。』 
 

 

 

 

【総務部より】 

１月号に引き続き、戸籍等の交付請求に関する先例を紹介します。これらの先例等があるこ
とにも十分に留意いただき、職務上請求書の適正な使用をお願いします。 

・職務上請求書の購入に際しては、次のことにご留意ください。 
 次のいずれかに該当するときは、職務上請求書を頒布することの可否について、総務部で審査します。したがってこの様
な場合、新たな職務上請求書がお手元に届くまで時間を要する場合があります。 

１ 職務上請求書の使用頻度が月１冊又は年度１０冊を超えるとき。 
２ 控え用紙紛失報告書、利用目的の種別欄等未記入理由書が添付された購入申込書であるとき。 
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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 

３／６ 土地利用研修会④ 土地分譲の開発行為 ５００円 ３/２  － － 

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

※申し込み後、やむを得ず欠席される場合は、早めに事務局までご連絡下さいますようお願いいたします。 
 

募 集 

土地利用研修会④ 土地分譲の開発行為        業務部 第２グループ主催 

○開催日時 

平成２７年３月６日（金） 

１３：３０～１５：３０ 

○開催場所 

宇都宮市文化会館 ３階 第２会議室  

（宇都宮市明保野町７－６６） 

○研修内容 

土地分譲の開発行為について学びます。 

 

 

○講   師 

行政書士 前澤眞一 

○受 講 料 

５００円 

○対 象 者 

 行政書士 

 

○テキスト 

「栃木県開発許可事務の手引き（平成２４年４月）」栃木県県土整備部発行を使用します。 

お持ちの方は、研修会当日忘れずにご持参ください。お持ちでない方は、栃木県庁県民プラザ 

や、地方合同庁舎の生協売店でも有償頒布しておりますので、各自お買い求め下さい。 

○締め切り 

 ３月２日（月） 

○特記事項 

この研修会は昨年１１月２６日に実施予定だった研修会です。当時お申し込みいただいた方も改め

てお申し込み下さい。 

※この研修会は、土地利用

関係業務取扱い行政書士

名簿に「研修会修了者」と

して掲載を希望される場

合、受講が必須となりま

す。（６月号に同封の研修

会の案内でお知らせのと

おり、土地利用研修会①～

④すべての受講が必要） 
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以前から行政書士とちぎ等でお知らせしていました業務推進を図るための土地利用関係業務取扱行

政書士名簿を作成いたします。名簿は、会のホームページに掲載するほか、土地利用関係の官公署窓口

等に送付する予定です。この名簿の区分条件に合致し、かつ登載を希望する会員は、下記区分をよく読

んだうえ下の記載欄に誤りのないよう記載し、ＦＡＸで応募してください。 

（複数の区分の応募も可能。平成25年作成の名簿に応募済の場合は、継続掲載するので応募不要。） 

第一種 設計資格者（都市計画法第３１条の規定する設計資格者） 

     ※設計資格者は、都市計画法施行規則第１９条第一号による区分を記入してください。 

都市計画法施行規則第１９条第一号 ①

宅地開発に関する技術に関する実務経験年数 

左欄がトの会員のみ 

土木、建築、都市計画又は造園に関する実務経験年数 

② 年

 

③ 年

第二種 実務経験者（都市計画法等、農地法等別実務経験年数等を表示） 

     ※実務経験者は、最初に携わった年から現在までのうち、直接申請等の業務に係る延年数を 

記入してください。 

・都市計画法による開発行為申請・土地開発指導要綱による申請 

・森林法による林地開発 
④年から現在まで⑤年間 

・農地法第３条申請、第４条申請、第５条申請、非農地証明等 

・農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域の変更申出等 
⑥年から現在まで⑦年間 

第三種 研修会修了者（次の業務部第２グループ主催研修会を４回全て修了した者。途中退席不可。） 

平成26年 7月11日（金） 土地利用研修会① 開発行為入門 

平成26年 8月26日（火） 土地利用研修会② 農地転用 

平成26年 9月18日（木） 土地利用研修会③ 市街化調整区域の開発行為 

平成27年 3月 6日（金） 土地利用研修会④ 土地分譲の開発行為 

私は、業務部第２グループ主催研修会４回全てを修了いたしました。 ⑧欄に○を記入 

★★★ 第三種で応募する方には、3/6(金)の研修会当日、応募用紙を配布･回収いたします ★★★ 

※注 希望により名簿に登載された会員は、公表されますので以下の点に充分ご注意ください。 
・自己責任による受託をすること 
・無理な受託はしないこと 
・手に負えないときは依頼者に承諾を得て共同受任に切り替えるなど、トラブル防止に努めること 

 

栃木県行政書士会        （申込締め切り日＝3/5(木)・FAX 送信先＝028-635-1410） 

 会長 須永 威 殿         

                            平成  年  月  日 

   私は、下記により土地利用関係業務取扱行政書士名簿への登載を希望いたします。 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

 年 年 
昭和 

平成 
年 延   年

昭和 

平成 
年 延    年 

他の保有資格 土地家屋調査士・測量士・建築士・司法書士・その他(       )

 ※④と⑥欄は昭和又は平成の該当するものを、他の資格欄は保有する資格を○で囲んでください。 

 ※第一種 設計資格者による応募の場合、実務経験年数④～⑦の記入もお願いします。 

    支部名：           会員名：            

土地利用関係業務取扱行政書士名簿登載の募集 
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【入 会】                

 

 
支部・氏名 

入会年月日 

登録年月日 郵便番号
事 務 所 名 

電   話 備 考
所  在  地 

 宇都宮 
H27.1.1 

320- 

0816 

鈴木寛行政書士事務所 
028-666-8512  

鈴木  寛 宇都宮市天神 2-7-18 

 足 利 
H27.1.15 

326- 

0026 

川内行政書士事務所 
0284-42-8044  

川内 和明 足利市常盤町 74 

 小 山 
H27.1.15 

329- 

0101 

平澤行政書士事務所 
0280-23-1069  

平澤 文夫 下都賀郡野木町大字友沼 889  

 宇都宮 
H27.1.15 

321- 

0132 

エス雀宮行政書士法務事務所 
028-655-5811  

鈴木 信次 宇都宮市雀の宮 6-1-45 

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

栃 木 福島 健寿 事務所名 エフ行政書士事務所 

宇都宮 大谷 佳史 所在地／電話番号 宇都宮市宝木町 2-805／090-2316-8826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

栃木県行政書士会員の動き

広

報

部

よ

り

（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます）

（平成 27年 1月 31 日現在）

行政書士とちぎ２月号 №458 

発行人  栃木県行政書士会 会長 須永 威 
〒320-  宇都宮市西一の沢町１番 22号 
 0046  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 

 毎年２月２２日は一般的にはネコの日
ですが、「行政書士記念日」でもあります。
行政書士法が交付されたのが昭和２６年
のこの日だそうで、これに合わせて全国の
行政書士会でイベントやＰＲが盛んにな
ります。当会でも新聞広告を出しています
が、今後は２月に限らず宣伝活動を広げて
いきたいと考えています。 

（広報部 田代） 

家内労働委託状況届の提出は４月３０日まで 

 家内労働法第２６条、同法施行規則第２３条により、家内労働者（内職者）へ業

務を委託した場合には遅滞なく、それ以後は毎年４月１日現在の委託状況について、

４月３０日までに労働基準監督署を経由して栃木労働局に委託状況届を提出するこ

とが定められております。 
 
 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。 

 なお、栃木労働局のホームページもご活用ください。 

 http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

栃木労働局よりお知らせ 
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