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今月の表紙の一言 

戦後７０年、１９４５年８月１５日の戦争終結から今年で７０年の節目を迎えます。

宇都宮は第１４師団があった軍都として有名ですが、１９４５年７月１２日深夜、宇

都宮はＢ２９爆撃機による焼夷弾爆撃を受け、市街地の約半分を焼失し多くの犠牲者が

出ました。八幡山には、八幡山旧陸軍地下司令部跡が残されています。 

今月の表紙写真は、この旧陸軍地下司令部跡の出入り口の写真です。地下司令部は、

本土決戦を見据え、１９４５年６月中旬から建設を始め、終戦時未完成であったが、「米

軍が進駐してきた時に笑われる、このままでは日本軍の名折れである」と作業が続けら

れ、すべての穴の貫通を待って作業を中止、部隊が解散となったそうです。この地下壕

の建設作業は、日本人だけで行われたとの事です。 

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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支支局局長長会会議議のの開開催催  

７月１０日(金)午前１０時３０分より、栃木県

行政書士会館において開催された。 

出席は、会長・担当副会長・広報部長及び広報

部員・専門員と各支部支局長の総勢１７人。 

会長・副会長のあいさつに続き夫々の自己紹介

と、思うところをひと言付け加え一巡した。 

支局長が一部入れ替わったことに伴い、作業要

領、記事作成についてとパソコンからの投稿方法

の説明が行われた。 

余裕のひとときがあったので「行政書士とち

ぎ」に対する各人の思いを交換した。 

（広報部副部長 山本昭子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）コスモス成年後見サポートセンター栃

木県支部による「相続・遺言・成年後見」講座が

７月１１日（土）日光市中央公民館で開催された。 
１８名の参加者があり、無料相談も２件あった。

次回は１０月に茂木町で開催予定である。高齢者

社会を支えるためにも、私達と一緒に活動をする

会員を募集中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（一社）コスモス成年後見サポートセンター 
栃木県支部 手塚理恵） 

栃木県行政書士会 

先月号掲載の表から一部追加・変更がありましたので、再掲いたします。 
那須支部 鹿沼支部 
支 部 長 
副支部長 
 
理    事 
 
 
 
 
理事/支局長 
理事/事務局 
監    事 
 
顧    問 

 

田 沼 芳 友
冨 田 倫 子 
一 戸 養 子 
佐 藤 勝 好 
田 渕   徹 
豊 田 近 弘 
髙 野 雅 之 
オブライエン奈美 
熊 田 慎 一(※1) 
大 森 修 一 
織 田 哲 徳 
薄 葉 士 郎 
小 沼 忠 男 
大 槻 武 徳 

支 部 長 
副支部長 
 
理  事 
 
 
理事／会計 
監  事 
 
顧  問 

 

神 山 忠 雄 
浅 野 吉 知 
鈴 木 東四郎 
城 守 澄 子 
江 連 寿 子 
小太刀 庸 恭(※2) 
徳 原 清 一 
石 嶋 利 彦 
髙根沢 直 人 
小 林 健 一 
 

※1 大島有一会員から変更 
※2 追加 

平平成成 2277・・2288 年年度度新新役役員員一一覧覧（（那那須須支支部部・・鹿鹿沼沼支支部部））  

交差点 市民公開講座開催される 
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支局長となって初めての原稿がこのコーナーと

なります。噂通り、引き受けてくれる会員さんを

探すのに大変苦労しました。そんな中、やっと引

き受けてくださったのが今回訪問した古口讓一

（こぐちじょういち）会員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名  古口讓一（行政書士・土地家屋調査士） 

事務所 塩谷郡高根沢町大字文挾１番地３ 

入会日 平成１５年４月１日 

 

Ｑ 行政書士・土地家屋調査士を生業にされた理

由は？ 

 

Ａ 父が仕事をしていたので家業を継ぎました。

また、県庁に勤めていた時、河川工事や土木に長

く従事していたので、大体のことはわかっていた

からです。 

 

Ｑ 現在、力を入れている業務は？ 

 

Ａ ①農地関係業務、②開発関係業務、③登記測

量業務（土地家屋調査士業務）です。特に、分

家住宅、農振除外といった、相続がらみの案件

が多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 趣味は何ですか？ 

 

Ａ 写真撮影や旅行です。高根沢町の文化協会写

真クラブに在籍しています。その中で、新潟県十

日町市の花火を見に行ったり、鎌倉へ行ったりし

ました。町内の行事にも積極的に参加し、最近で

はなまず祭りに参加しました。他、土地家屋調査

士会の旅行で、セブ島・サイパン・グアム・台湾

へ行きました。その行先々で、写真を撮っていま

す。 

 日本土地家屋調査士会連合会では、写真コンク

ールがあり何度か入選したことがあります。 

 

 その入選した写真を見せてもらいました。どれ

もこれも素晴らしく、構図の取り方はまさにプロ

級でした。 

 高根沢町中央図書館で、年に何度か上記写真ク

ラブの展覧会が開催されます。機会がありました

ら是非皆様も古口会員の写真をご覧頂ければと思

います。 

 最後に写真コンクールに入選した作品を提供し

て頂きました。 

 

 

 古口会員、お忙しい中取材に応じて頂きありが

とうございました。 

（塩那支局長 岡村浩雅） 

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 

新規申出（７月）           ０名 
更新申出（７月）           ０名 
有効期限切れ（６月末）による減少   １名 
申請取次行政書士（７月末現在）  １０３名 
 

※新規・更新とも栃木会書式の「確認書」が必要になりました。また、新規の手続は予約制で

す。詳細は、会のホームページの会員専用ページのトピックスをご覧ください。 

栃木会の 

申請取次行政書士 

の動向 

「東京スカイツリー」 
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「道の駅日光」として、4月にオープンした「日

光街道ニコニコ本陣」についてご紹介いたします。 

 この施設は、世界遺産の日光の社寺へ向かう

日光街道や鬼怒川・川治温泉へ向かう会津西街道

などが合流する中心市街地にあります。 

 主な施設は、「日本のこころのうたミュージ

アム・船村徹記念館」・「多目的ホール」・「屋

台展示コーナー」・「商業施設」・「観光情報館」

等があります。 

 

 

 

 

 

 

日光街道ニコニコ本陣全景 

 

施設の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 日本のこころのうたミュージアム 

・船村徹記念館 

作曲家船村

徹氏の作品の

ほか日光の自

然・文化遺産

を大迫力の映

像で体感でき

る３Ｄシアタ

ーなど見どころが盛り沢山です。 

入館料 

個人 
大人      540円 休館日 

 毎週火曜日 

（祝日の場合

はその翌日）

 年末年始 

小・中・高校性 320円 

団体 

大人      430円 

小・中・高校性 210円 

② 多目的ホール 

ホール・楽屋・会議室があり、「日光杉並木」

をイメージし、杉板を壁面素材に使用したホール

です。客席は３８０席あります。 

③ 屋台展示コーナー 

江戸時代から受け継がれた伝統の彫刻屋台・花

屋台が展示され、いつでも観覧できます。 

④ 商業施設 

地元のフレッシュ野菜・人気の日光グルメ・お

土産を一堂に集めた個性豊かな複合ショップです。 

⑤ 多目的広場 

まちなかの賑わいを発信するイベントスペース

です。 

⑥ 観光情報館 

観光案内所・観光情報コーナーです。 

⑦ その他 

「コンビニエンスストア」・２４時間使用でき

る「トイレ」があります。 

 

毎日大賑わいの施設です。日光にお越しの時は

お立ち寄りください。 

（日光支局長 手塚志郎） 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

支局かわら版 
「道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣」 

日光支部 

多目的広場 

多目的ホールと屋台展示コーナー 

 
 

  

 

② 

① 

③ 

④

⑥ 

⑦ 

⑤ 

多目的 

  広場 

駐車場 

日光街道 
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【小 山】 

「行政書士専門相談会」相談員説明会 

７月２９日（水）午後１時から小山市小山城南

市民交流センター（ゆめまち）で「行政書士専門

相談会」相談員説明会が行われました。 

 小山支部では小山市、下野市、野木町でそれぞ

れ月に１度行政書士による無料相談会を行ってい

ます。 
この説明会では相談会での注意事項、相談員の

担当等の確認をしました。 
この相談会は、相談に訪れる住民の悩みや心配

事を解決するだけではなく、行政書士活動のＰＲ

や、新しい会員にも経験豊富な会員とペアになっ

て相談業務にあたれるということで経験を積むこ

とができる場となっています。 
 私も先輩方相談員を参考にして、より相談者に

的確な回答と安心感を与えられるようになりたい

です。 
（支局長 野村泰紀） 

 
 

第１回理事会の開催 

７月２９日（水）午後２時半から小山市小山城

南市民交流センター（ゆめまち）で第１回理事会

が行われました。 
 そこで新しく支部長になった青木支部長の下、

今年度の事業計画が話し合われました。 
その中でも特に法の日無料相談会について、日

帰り研修旅行について、栃木支部との合同研修会

については熱い議論が交わされました。 
しかし結論までは至らなかったので、次回以降

の会議に持ち越しとなりました。 
 そして毎年恒例の忘年会＆ボーリング大会は、

年の後半にイベントが集中しているため、次の年

に新年会として行うことに決定しました。 
 １年のイベントの予定を見ると、楽しめそうな

もの、ためになりそうなものも多いので、ぜひ多

くの会員に参加していただきたいです。 
 

（支局長 野村泰紀） 
 
 
【那 須】 

研修会の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
７月２９日（水）午前１０時３０分～午後３時

３０分まで、那須塩原市にある西那須野公民館に 
おいて、第一回那須支部研修会が開催されました。 
参加会員は１３名でした。 
 研修は２部構成で行われ、午前の部として「平

板測量」について大槻武徳会員より測量における 
基礎知識と、アリダートを実際に使用しての実地

研修を行い、機械の設置、測定方法などご教示頂

きました。測量の基礎を体感することが出来たこ

とは、貴重な経験となりました。 
 午後の部では、「ＣＡＤの使い方」について、田

渕徹会員より、各自ＰＣを使用してのＣＡＤの基

本的な操作方法や測量成果の図面への展開、紙媒

体をデジタル化する手法などをご教示頂きました。 
 今回の研修では、測量と製図の基礎を知ること

で、普段目にする図面への理解を深めることがで

きました。 
（支局長 熊田慎一） 

支 局 情 報 
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非常に明快な回答を、私自身が期待し書くこと

にしよう。 
理由は単純である。変な雑音（意見）をシャッ

トアウトしたからだ。 
あくまでも勝手な理解と想像での、筆運びにな

るのではないかと思いつつ、さぁ～いってみよう。 
先ず「純粋」とは、混じりけのないこと・異質

なものを含まないこと・邪念や私欲がないこと、

等々ではないだろうか。 
 いろいろな団体（公・私的）に関わってきたけ

れども、そこでの人事関係をみると殆どが、その

時々の中心人物と何らかの係わりを持っている。

極端に言えば直接間接に利害関係が絡んでいるよ

うだ。断言できないが、そのような傾向にあるこ

とは否めない気がする。特にひどいのは、自身の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
職業に関連する人との繋がりで、良好な関係を保

とうとしたり、利用しようとしている人がいるこ

とだ。 
｛このこと自体は、決して悪いことだとは思はな

い｝ 
だが、そのために付和雷同になっている人を見聞

する。 
｛組織も、業界・地域・奉仕・趣味・その他、多

数あるが、次元が違うのではないだろうか。私的

なことなら団体外で夫々の立場で堂々と対応すれ

ばよい｝ 
組織のためには、意見が衝突しても信念や主張

を曲げないで、個人的な事情を超えた、発言や行

動できる人間であって欲しいと願う。 
それが「純粋な組織人」ではなかろうか。 

（椎名日寛） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５回 愛好会ゴルフコンペ開催のご案内       発起人 青木勇夫 

 毎年９月の開催が定着してきた愛好会のゴルフコンペも今年で５回目となりました。毎年参加者も
増え、楽しさも入賞する難しさも高まっております。今年も多くの皆様と自然の中で交流したく、初
めての方も毎年参加されている方も、お誘い合わせの上お気軽にお申し込み下さい。 
 １．開催日時 平成 27 年 9 月 8 日（火）8 時（現地集合） 
 ２．開催場所  サンヒルズカントリークラブ（宇都宮市上横倉町 1000）宇都宮 IC から 5km 
 ３．参加費用 9,054 円（コンペ代 1,500 円、プレー代・昼食代・税等 7,554 円）＊セルフプレー 
 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．表  彰 優勝、準優勝、３位、飛び賞、ブービー賞、ドラコン賞、ニアピン賞、参加賞 
 ６．申込方法 事務局・大塚宛に電話でお申し込み下さい（8 月 28 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） 

左から平成 23 年（宇都宮ロイヤル G.C.）、24 年（大日向 C.C.）、25 年（広陵 C.C.）、26 年（烏山城 C.C.）。 

純粋な組織人 
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 最近、図書館へ行きましたか？ 
 
学生時代、夏休み中はよく涼みに・・・いえ、

勉学に勤しむために通ったものです。 
大人になってからはあまり行かなくなってし

まいましたが、最近また子どもと行くことが増え、

図書館の魅力を再認識しております。 
 
昔は、本を読んだり調べ物をする場所、という

イメージだった図書館ですが、いまや大きく進化

しているんですね～。例を挙げますと・・・ 
 
１． ネットで蔵書検索・予約 
 ほとんどの図書館では、ＯＰＡＣ（オーパック：

Ｏｎｌｉｎｅ Ｐｕｂｌｉｃ Ａｃｃｅｓｓ Ｃ

ａｔａｌｏｇ）というシステムで蔵書の検索・予

約ができます。現在の貸出状況・予約人数がわか

る他、予約した資料が用意できればメールで連絡

をもらえるので便利です。人気図書は忘れた頃に

メールが来ることもありますけれど。 
また、栃木県立図書館のＨＰからは県内の図書

館を横断検索することができ、いつも利用してい

る図書館に探している本がない場合は、最寄りの

図書館を通じて他の図書館の本を借りることもで

きます（申込方法は、各図書館により異なります）。 
 
２． ＣＤやＤＶＤが充実 
 ＣＤでは音楽や朗読・落語を、ＤＶＤでは映画

や落語・日本の昔話などを借りられます。 
 
３． 新聞や雑誌も読み放題 
 本屋さんではなかなか置いていない専門誌もあ

りますし、最新刊はもちろん、バックナンバーも

そろっています（保存期間は３年～永年）。 
最新刊ばかりを何冊もナナメ読みして今のト

レンドを知るもよし、趣味の雑誌を何年分も読ん

で知識を深めるもよし、ですね。 
 
４．イベントを開催 
絵本の読み聞かせや、地元の民話を語る会、コ

ンサートや美術展など様々なイベントが開催され

ています。 
今の時期は、読書感想文・自由研究・工作など

夏休みの宿題に役立つ本を紹介している特設コー

ナーも多いです。 
 
５．本のリサイクル 
 年に何回か、利用価値の低くなった本を無償で

配布する「リサイクル市」を行っています。絶版

になってしまった本など掘り出し物が見つかるか

もしれません。 
 
 さて、ここで豆知識をひとつ。 
「国立国会図書館」ってご存知でしょうか？ 
日本で一番大きな図書館で、日本国内で発行され

たすべての出版物は、この国立国会図書館に納本

されるのだそうです。つまり置いていない本は無

いに等しいわけですね。 
利用できるのは１８歳以上、館外への貸出は不

可等の制限はありますが、ぜひ一度行ってみたい

と思っています。 
 
図書館の魅力は、なんといっても無料で本が借

りられること！ いつもと違うジャンルの本に挑

戦もしやすいですし、借りてみたらあんまり面白

くなかった～なんて時には無理して読まずに次の

本に行くのもアリだと思います。 
私のように何年も足が遠のいていた方、久しぶ

りにお近くの図書館をのぞいてみてはいかがでし

ょうか。 
 

 
 

（佐野支部支局長 川田有美） 

 



－8－ 

 

 
 
 

 日 予  定 時  間 主  催 

1 火 顧問契約をめざす 中小企業支援研修 第１回 13:30~16:30 業務第３グループ 
2 水 登録説明会 10:00~ 総務部 

グループリーダー会議 13:30~ 業務部 
グループ会議 15:30~ 業務第３グループ 
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 

3 木 支部長会 11:00~  
暴力団等排除対策委員会 13:30~ 暴力団等排除対策委員会

支部長への連絡会 14:30~  
8 火 愛好会ゴルフコンペ（サンヒルズＣＣ）   
9 水 ＴＩＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ 

申請取次行政書士新規受付 13:30~  
グループ会議 13:30~ 業務第１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 

10 木 編集会議 13:30~ 広報部 
14 月 会館建設検討特別委員会 10:00~ 会館建設検討特別委員会

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） 

10:00~15:00 宇都宮支部 

15 火 業務研修会「遺言・相続・遺産分割」１日目 9:30~16:30 業務第５グループ 
16 水 ＫＩＦＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ 

グループ会議 13:30~ 業務第４グループ 
総務部会 13:30~ 総務部 

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 

17 木 登録説明会 10:00~ 総務部 

18 金 産業廃棄物収集運搬業特別研修会 9:30~17:00 業務第２グループ 
小山・栃木支部合同研修会「マイナンバー制度から派生す

る行政書士業務について」※P14参照 
14:00~16:30 小山・栃木支

部合同 
23 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 

24 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 

25 金 業務研修会「遺言・相続・遺産分割」２日目 9:30~15:30 業務第５グループ 
27 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 

28 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 

29 火 顧問契約をめざす 中小企業支援研修 第２回 13:30~16:30 業務第３グループ 

栃木県行政書士会カレンダー（９月） 
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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

  H27.7.7 平成 27年度 日本行政書士会連合会新役員名簿の送付について   

281 H27.7.9 平成 27年 7月分会費納入について(お願い)   

305 H27.7.14 特定行政書士法定研修テキストの乱丁に係る追加配付について   

319 H27.7.17 特定行政書士法定研修テキストの乱丁に係る具体的な手順について   

323 H27.7.27 平成 27年度定時総会議事録の送付について   

326 H27.7.27 消費税特別措置法に基づく事業者遵守事項の周知徹底について（お願い）   

 

 

 

 
 

県土整備部より標記の２種類の冊子が届きました。 
ご希望の方は、事務局窓口にありますので、ご自由にお持ちください（無料）。 
郵送ご希望の方は、当会ＨＰ会員専用「トピックス」にある申込書を事務局宛にＦＡＸして下さい。 

 ※数に限りがありますので、１会員１冊ずつとさせていただきます。品切れの際はご了承下さい。 
※この手引は、栃木県のホームページからダウンロードできます。 

 

 

 

 

 
 
本年１０月５日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以

下「番号利用法」という。）が施行され、平成２８年１月１日からは国税に関する申告書、申請書、

届出書その他の書類には個人番号又は法人番号（以下、「番号」という。）を記載することとなりま

す。 
これに伴い、自動車重量税還付申請書についても番号の記入が必要となることから、ＯＣＲシート

第３号様式の３を改正し、平成２８年１月以降に自動車重量税還付申請を行う場合はこちらの様式を

使用していただくことになります。 
ただし、永久抹消登録申請又は解体届出のみを行う場合は、平成２８年１月以降も改正前の様式を

使用することは差し支えありません。 
なお、番号利用法においては、個人番号の提供を受ける者（自動車重量税還付申請の場合は運輸支

局長等）は、当該提供をする者から個人番号を確認できる書類（個人番号カード、個人番号通知カー

ド等）及び本人の身元を確認できる書類（個人番号カード、運転免許証等）の提示を受けることにな

っております。 
その他詳細及び申込書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。 

 
 
 

日行連だより 

平成２７年度版「建設業許可申請の手引」及び「経営規模等評価申請及び総合
評定値請求の手引」改版（６月版）について      ～ 県 土 整 備 部 よ り ～

マイナンバー制度に伴う OCR シート第 3 号様式の 3 の改正につ
いて                   ～日行連より～ 
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宇都宮市農業委員会より標記について下記内容の案内がありました。 
 

記 
１ 目的 

農地転用許可基準（立地基準）において第１種農地（甲種農地を含む。）である場合，原則とし

て農地転用は許可できないとされているが，例外的に許可できるものとして農地法施行規則（昭和

２７年１０月２０日農林省令第７９号）第３３条第４号に「住宅その他申請に係る土地の周辺の地

域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの（甲種

農地にあっては，敷地面積がおおむね５００㎡を超えないものに限る。）」という規定があること

から，宇都宮市内の農地における運用基準（「集落に接続」の考え方）を以下のとおり定めること

により，優良農地の確保及び農業・農村の維持発展に繋げていく。 

ただし，開発許可を要するものについては，この基準のほか開発許可基準を満たすものに限る。 

２ 運用基準 

(1）「集落」について 

５戸以上の家屋の敷地相互間が原則５０ｍ以内の間隔で繋がっている状態とする。 

（農地を分断する要因とならない道路や水路等を挟んでいても繋がっているとする。） 

(2）「接続」について 

上記集落内にある家屋の敷地と許可申請地が間隔を置かないで接している状態とする。 

（農地を分断する要因とならない道路や水路等を挟んでいても接しているとする。） 

３ 運用開始 

平成２７年６月５日以降の申請分から適用する。 

 

 
 
 
 
 
 

農地法施行規則第 33 条第 4 号の運用基準について       
～宇都宮市農業委員会より～ 
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 １．試験概要 

(1)試験日及び時間 

 平成２７年１１月８日（日） 午後１時～午後４時 

  ※試験室への入室：正午より可 

  ※受験上の注意等の説明：午後０時３０分開始 

(2)試験の科目及び方法         ※筆記試験 

試験科目 内 容 等 

行政書士の業務に 

関し必要な法令等 

（出題数４６題） 

択一式及び記述式 

（４０字程度） 

憲法、行政法（行政法の一般的な

法理論、行政手続法、行政不服審

査法、行政事件訴訟法、国家賠償

法及び地方自治法を中心とする。）

民法、商法及び基礎法学の中から

それぞれ出題し、法令については

平成２７年４月１日現在施行され

ている法令に関して出題。 

行政書士の業務に

関連する一般知識 

等（出題数１４題）

択一式 

政治・経済・社会、情報通信・個

人情報保護、文章理解  

(3)試験場所 

 宇都宮大学峰キャンパス（栃木県宇都宮市峰町350） 

２．受験申込み手続き 

(1)郵送による受験申込み 

①受付期間 平成２７年８月３日（月）～９月４日（金） 

②郵送先 

（一財）行政書士試験研究センター試験課 宛 

  受験願書と一緒に配布する封筒を使い、郵便局の 

  窓口から「簡易書留郵便」で発送してください。 

  ９月４日（金）の消印があるものまで受け付けます。 

③提出書類 

受験願書一式（「振替払込受付証明書」および「顔写

真」を添付したもの） 

④受験手数料 

７,０００円 

  受験願書の受付期間内に、必ず所定の払込用紙に 

より、郵便局の窓口で払い込んでください。 

⑤受験願書の配布場所及び配布期間 

【配布場所】（栃木県内のみ記載） 

・栃木県経営管理部文書学事課 

（宇都宮市塙田1－1－20 栃木県庁舎本館内） 

・栃木県広報課県民プラザ室 

（宇都宮市塙田1－1－20 栃木県庁舎本館内） 

・栃木県上都賀県民相談室 

（鹿沼市今宮町1664－1 栃木県庁上都賀庁舎内） 

・栃木県芳賀県民相談室 

（真岡市荒町5197    栃木県庁芳賀庁舎内） 

・栃木県下都賀県民相談室 

（栃木市神田町6－6   栃木県庁下都賀庁舎内） 

・栃木県安蘇県民相談室 

（佐野市堀米町607   栃木県庁安蘇庁舎内） 

・栃木県足利県民相談室 

（足利市伊勢町4－19  栃木県庁足利庁舎内） 

 

・栃木県小山県民相談室 

 （小山市犬塚3－1－1      栃木県庁小山庁舎内） 

・栃木県那須県民相談室 

（大田原市中央1－9－9    栃木県庁那須庁舎内） 

・栃木県塩谷県民相談室 

（矢板市鹿島町20－22     栃木県庁塩谷庁舎内） 

・栃木県南那須県民相談室 

（那須烏山市中央1－6－92栃木県庁南那須庁舎内） 

・栃木県行政書士会 

（宇都宮市西一の沢町1－22  栃木県行政書士会館） 

【配布期間】 

 平成２７年８月３日（月）～９月４日（金） 

(2)インターネットによる受験申込み 

①受付期間 平成２７年８月３日（月）午前９時～ 

９月１日（火）午後５時まで 

 （一財）行政書士試験研究センターのホームページか

らインターネット出願画面に接続し、画面の項目に従

って必要事項をもれなく入力して下さい。 

 注）本人名義のクレジットカード又はコンビニエンス

ストアで払い込んでください。 

※都道府県庁、行政書士会等での受付は行いません。 

３．受験票の交付 

 受験票は、平成２７年１０月下旬に発送します。 

 試験当日試験場に必ず持参してください。 

４．試験結果の発表と通知 

  試験結果は、平成２８年１月２７日（水）午前９時

から、合格者の受験番号を（一財）行政書士試験研究

センター事務所の掲示板に公示（掲示）します。公示

後、受験者には全員に合否通知書を郵送します。 

  また、（一財）行政書士試験研究センターのホームペ

ージに合格者の受験番号を登載します。 

  合格者には、平成２８年２月末日までに合格証を発 

 送します。 

５．特例措置の実施 

(1)身体の機能に障がいのある方で試験中に特例措置

を希望される方には、障がいの状況により必要な措

置（点字試験を含む）を講ずることがあります。 

(2)特例措置を希望される方は、受験申込みに先立って、 

必ず（一財）行政書士試験研究センターまでご相談

ください。事前に連絡なく、直接試験場に来られた

場合には対応いたしかねますのでご注意ください。 

６．連絡先（問い合わせ先） 

一般財団法人 行政書士試験研究センター 
所 在 地 〒１０２－００８２ 

 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館３階 

電話番号（試験専用）０３－３２６３－７７００ 

ホームページＵＲＬ http://gyosei-shiken.or.jp 

 本ページは抜粋です。「郵送による受験申込み」の手続

きをされる方は、必ず試験案内・受験願書をお取り寄せ

いただき、全文をご覧ください。 

平成27年度 行政書士試験要項（抜粋） 
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平成２７年度 行政書士試験監督員の募集について 

 
栃木県行政書士会では、平成２７年１１月８日（日）に宇都宮大学峰キャンパスで行われる 

 行政書士試験の試験監督員を募集します。 
  行政書士を志す受験者の将来を左右する試験です。公正で厳粛な態度で臨める会員を希望します。 
 監督員は下記の監督員説明会および試験当日の両方に必ず出席できる方に限ります。 
 また、試験当日は現地集合となります。自家用車の乗り入れを希望する会員は下の申込書で車種・

車両ナンバーを報告してください。 
 なお、旅費日当の支給は金融機関への振り込みとなっております。 
 

◎応募資格  栃木県行政書士会会員であること。 

  ◎業務内容  試験当日の試験室準備、準備状況確認、試験室の試験実施に伴う業務、 

         答案用紙回収・点検等 

  ◎説 明 会  平成２７年１０月２７日（火） 行政書士会館２階会議室 

         ①午前の部１０:００～１２:００ ②午後の部１３:３０～１５:３０   

          ※午前・午後とも同じ内容です。いずれかご都合のよい時間をお選び下さい。 

  ◎試 験 日  平成２７年１１月８日（日）（監督員としての業務は９：００～１７：００） 

◎申込方法  下記申込書を事務局宛てにＦＡＸ送信して下さい。 

  ◎申込〆切  平成２７年９月１０日（木） 

  ◎募集人数  ４０名前後（受験者数により増減あり） 

          ※応募者多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承下さい。 

           結果については、１０月１５日までに郵送でお知らせ致します。 

  ◎旅費日当  （一財）行政書士試験研究センターの支給規程に準じ、指定口座へ振り込みます。 

         金額の詳細は８月末までに当会ホームページの会員専用ページ「トピックス」 

         に掲載します。 

 
栃木県行政書士会事務局 行（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０）   平成２７年  月  日 

平成２７年度 行政書士試験 試験監督員申込書 

支    部  氏    名 
 

 

説明会希望時間 ① 午前の部  ・  ② 午後の部    ←いずれかに○ 

【希望者のみ記入】

試験監督員になった 

場合の乗り入れ車両 

 

メーカー・車種 （例：ホンダ・フィット） 

（       ・       ） 

車両ナンバー  （例：宇都宮123わ 4567） 

（               ） 
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【平成２７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 

11月 11日(水) 

13：30～15：00 

貨物運送事業研修会 

 

受講料  \500 

 

12月 3日(木) 

13：30～15：00 

自動車登録・車庫証明研修会 受講料  \500 

 

12月 17日(木) 

13：30～15：00 

風俗営業研修会 受講料  \500 

 

◆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(水) 

13：30～15：00 

建設業のポイント研修会 

講 師：河田 力(行政書士) 

受講料   \500

9月 18日(金) 

9：30～17：00 

[特別研修会] 産業廃棄物収集運搬業特別研修会  

講 師：青木裕一(行政書士)、金敷 裕(行政書士) 

受講料 \2,000

10月 16日(金)  

10月 26日(月)  

 ※両方出席できる方 

[座学研修]測量研修会(測量を全く行った事がない方向けの内容) 

[実地研修]測量研修会(小グループ別に測量機器を使った計測) 

講 師：福田勝守(行政書士) 

受講料   \500

受講料   \500

 

11月 26日(木)  

  13：30～15：00 

市街化調整区域の開発行為 

講 師：秋葉憲司(行政書士) 

受講料   \500

 

2月 3日(水) 

13：30～15：30 

[実務研修]ＣＡＤ研修会 

講 師：稲葉昌俊(行政書士) 

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 

9月 1日(火) 

13：30～16：30 

[顧問契約をめざす 中小企業支援研修] 

第１回 中小企業支援行政書士への道筋 

許認可等から継続的支援へ(会計記帳・決算書分析) 

講 師：松本伸一(行政書士)、久我臣仁(行政書士) 

受講料  \500 

9月 29日(火) 

13：30～16：30 

[顧問契約をめざす 中小企業支援研修] 

第２回 事業計画書作成支援と補助金 

 講 師：水沼啓幸(中小企業診断士) 

受講料  \500 

10月 29日(木) 

13：30～16：30 

[顧問契約をめざす 中小企業支援研修] 

第３回 融資申込支援（創業計画・経営改善計画） 

 講 師：日本政策金融公庫 

受講料  \500 

2月予定 [顧問契約をめざす 中小企業支援研修] 

第４回 知的資産経営報告書ＢＣＰ 

受講料  \500 

2月予定 [顧問契約をめざす 中小企業支援研修] 

第５回 行政書士による事業承継支援 

受講料  \500 

 
 
 



 
 
 

－14－ 

◆業務第４グループ（国際関係業務）主催研修会 

偶数月第３水曜日 

13：30～ 

 

国際業務相談事例研修会・基礎研修 

 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。 

受講料 無料 

◆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 

9月 15日(火) 

9：30～10：30 

10：30～11：30 

11：30～12：30 

13：30～14：30 

 

14：30～15：30 

15：30～16：30 

ＤＶＤ研修「遺言・相続・遺産分割」 

 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 

 ４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 

 ５時限目 相続分 

６時限目 法定相続分等 受講料\2,000

(２日分) 9月 25日(金) 

9：30～10：30 

10：30～11：30 

11：30～12：30 

ＤＶＤ研修「遺言・相続・遺産分割」 

 ７時限目 相続財産の範囲の確定等 

 ８時限目 相続開始から遺産分割までの間 

９時限目 遺留分減殺請求等 

13：30～14：30 

 

14：30～15：30 

 

 10時限目 相続税の基礎知識  
講 師：鈴木 寛(行政書士) 

 11時限目 相続にかかわる名義変更手続 
ＤＶＤ研修 

10月～３回シリーズ 契約に関する研修会  

 
 
 

 小山支部と栃木支部では、多くの会員が関心

のあるマイナンバーについての研修会を下記の

とおり開催致します。 

小山・栃木支部以外の会員でもご興味がある

方は受講できますので、申し込み要領に沿って

お申し込み下さい。 

○日 時：9月 18日(金)午後2時～4時 30分 

○場 所：小山城南市民交流センターゆめまち 

（小山市東城南4－1－12） 

○内 容：「マイナンバー制度から派生する 

行政書士業務について」 

○講 師：行政書士 四本平一 先生 

（千葉県行政書士会 前副会長） 

○受講料：500円 

○資 料：事前にメールにて送付しますので、 
受講者ご自身で印刷して、研修会の 
当日にお持ち下さい。 

○懇親会：研修会終了後、小山市内にて開催。 

     会費4000円。 
（希望者のみご参加下さい。） 

《他支部会員の申し込み要領》 

 次の事項を明記のうえ、小山支部宛にメール

でお申し込み下さい。(メールでのみ受付致します。

ＦＡＸや電話等は不可とさせていただきます。） 

 ①支部名  

②会員名  

③連絡の取れる電話番号  

④ＦＡＸ番号  

⑤懇親会への参加または不参加 を記入。 

・送付先アドレス：oyama@gyosei-tochigi.org 
・締め切り日：平成27年 9月 10日（木） 
 
※小山・栃木支部会員の皆様には別途案内文を送

付致しますので、その案内文をご参照ください。 

～～小小山山・・栃栃木木支支部部  合合同同研研修修会会ののごご案案内内～～ 
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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」の業務研修会を開催します。

大半がＤＶＤによる研修ですが、法改正のありました相続税に関する部分は会員講師を招いての

講義になります。相続業務は多種多様ですが、基本を身につけたい方はこの２日間の研修にお申

込みください。 
 
○開催日時 
平成２７年９月１５日（火）、９月２５日（金）。両日とも午前9:30開始（受付9:00～）。 

○開催場所 
栃木県行政書士会館２階 

○対 象 者 
会  員（補助者は受講できません） 

○講  師 
 ＤＶＤおよび行政書士 鈴木 寛 
○受 講 料 
２，０００円（２日分。テキスト代含む） 

○締め切り 
９月１０日（木） 

○研修内容 
１日目（９月１５日） 

 時   間 内   容 
１時限目  ９：３０～１０：３０ 遺言相談への対応 
２時限目 １０：３０～１１：３０ 遺言書の作成、遺贈、遺留分等 
３時限目 １１：３０～１２：３０ 相続の開始、相続人 

（昼食休憩） 

４時限目 １３：３０～１４：３０ 
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 
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 

 
２日目（９月２５日） 

７時限目  ９：３０～１０：３０ 相続財産の範囲の確定等 
８時限目 １０：３０～１１：３０ 相続開始から遺産分割までの間 
９時限目 １１：３０～１２：３０ 遺留分減殺請求等 

（昼食休憩） 

１０時限目 １３：３０～１４：３０ 
相続税の基礎知識 
※講師：鈴木 寛 会員 

１１時限目 １４：３０～１５：３０ 相続にかかわる名義変更手続 
 
※ 受講料は全額、研修初日（9/15）に集金致します。 

※ 昼食を申し込まれた参加者からは当日の朝、受付で昼食代を集金します。（１食530円） 
※ ２日目からの研修申込みや一部のみの受講はできません。 
※ ２日目の午後は講師による研修があるため、時間は目安となります。 

業務研修会「遺言・相続・遺産分割」 
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産業廃棄物収集運搬業特別研修会           業務部 第２グループ主催 

 

栃木県内における産業廃棄物収集運搬業許可申請に係る診断書作成特別研修会を下記要領にて 

開催します。本特別研修を修了することにより、経理的基礎の審査基準（追加書類）にある、 

中小企業診断士などに、行政書士も含まれることとなります。 

 

○開催日時  

平成２７年９月１８日（金）９：３０～１７：００ 

○開催場所  

とちぎ福祉プラザ ３階 福祉研修室Ａ（宇都宮市若草１丁目１０番６号）駐車場あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○研修内容 

時 間 割 研 修 科 目 講 師 

１時間目  9：30～11：00 廃棄物の処理及び清掃に関する法律概要 行政書士

青木裕一２時間目 11：10～12：40 産業廃棄物収集運搬業許可申請の実務 

３時間目 13：30～15：00 財務諸表に基づく経営分析 行政書士

金敷 裕４時間目 15：10～16：40 産業廃棄物収集運搬業の経営診断書作成の実務 

○対 象 者  

行政書士 

○受 講 料  

２,０００円（１科目５００円 全４科目） 

○昼  食  

希望者のみ（実費５３０円） 

○締め切り  
９月１１日（金） 

※１科目終了ごとに、お手持ちの「出席確認カード」に修了印を押印します。（全４科目） 
途中からの入退室の場合は、出席扱いはせず修了証の発行は行いません。 
前回までに何科目か受講された方はお手元の受講カードを確認の上、当日必ず持参下さい。 

※４科目を修了した行政書士には、４時限目終了後、栃木県行政書士会より修了書を交付します。 
※行政書士が作成する診断書類を提出する場合は、修了書の写しを添付することとなっており 
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【公共交通機関】 

1.ＪＲ宇都宮駅から関東バス 

・『清住・細谷』行「戸祭」下車、 

（乗車時間約25分）、徒歩約8分  

・『西塙田経由宝木団地』行「福祉プラザ」下車 

（乗車時間約25分）、すぐ  

・『山王団地』、『石那田』、『今市・日光東照宮』、

『船生』行きの「長岡街道入口」下車 

（乗車時間約25分）、徒歩約5分  

2.東武宇都宮駅から関東バス 

「東武駅前」から乗車、運行先及び下車場所は、

1項と同じ。（乗車時間約20分） 
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顧問契約をめざす 中小企業支援研修 第１回    業務部 第３グループ主催

 

○開催日時 

平成２７年９月１日（火）１３：３０～１６：３０ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

顧問契約を目指す中小企業支援研修会全５回シリーズの第１回目です。今回は研修テーマを「中

小企業支援行政書士への道筋～許認可等から継続的支援へ」とし会計記帳や決算書の分析につ

いて行います。 

○対 象 者 

会  員 

○講  師 

行政書士 松本伸一、久我臣仁 

○受 講 料 

５００円 

○締め切り ８月２６日（水） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

\530 

９／１ 
顧問契約をめざす  

中小企業支援研修 第１回 
500円 ８/２６  － － 

９／１５ 

９／２５ 

業務研修会 

「遺言・相続・遺産分割」 
2,000円 ９/１０  －  

９／１８ 産業廃棄物収集運搬業特別研修会 2,000円 ９/１１  －  

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

 

※ 研修会申し込み後、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 
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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 

 栃 木 
H27.7.1 

328- 

0012 

福田行政書士事務所 
0282-22-8189  

福田 雅友 栃木市平柳町 1-2-33 

 宇都宮 
H27.7.1 

321- 

0901 

行政書士南木英樹事務所 
028-307-6955  

南木 英樹 宇都宮市平出町 2720 

 足 利 
H27.7.1 

326- 

0338 

小林謙二行政書士事務所 
0284-43-8627  

小林 謙二 足利市福居町 562-2 

 宇都宮 
H27.7.1 

329- 

0605 

こばやし行政法務事務所行政書士小林信幸 
0285-37-8901  

小林 信幸 河内郡上三川町大字西蓼沼 662-1 

 宇都宮 
H27.7.1 

320- 

0036 

総研五十嵐行政書士事務所 
028-622-9912  

五十嵐 仁 宇都宮市小幡 2-4-5 光ビル 

 宇都宮 
H27.7.15 

321- 

0138 

行政書士小林春男事務所 
028-612-3878  

小林 春男 宇都宮市兵庫塚 3-41-35 

 栃 木 
H27.7.15 

329- 

4306 

浅野貴之行政書士事務所 
080-1246-8957  

浅野 貴之 栃木市岩舟町曲ケ島 952-1 

【退 会】 

支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 

宇都宮 大金 勇夫 H27.7.13 廃 業 宇都宮 清水 正彦 H27.7.31 廃 業 

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

栃 木 髙田 貴志 所在地/電話番号 栃木市平柳町 3-61-13/0282-27-3110 

塩 那 萩原 正紀 所在地/電話番号 塩谷郡高根沢町大字花岡 1050-18/028-676-0488 

塩 那 岡村 浩雅 電話番号 028-688-0801 

 

 

  

 

 

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 7 月 31 日現在）

行政書士とちぎ 8 月号 №464 

発行人  栃木県行政書士会 会長 横山 眞 
〒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 

広報部の担当役員が変わりました。

前任者を見習い編集に望みます。行政

書士会の顔として、行政書士とは、「何

ぞや」の払拭に会報を通じて新役員一

同邁進いたします。 

（広報部担当副会長 堀越 功） 
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