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顧顧問問契契約約ををめめざざすす  中中小小企企業業支支援援研研修修  第第１１回回  
 ９月１日（火）、業務部第３グループ主催の中小

企業支援研修第１回が開催された。 
講義は２部構成で、第１部は久我会員による

「行政書士業務としての中小企業支援業務」、第２

部は松本会員による「会計記帳業務」であった。

サブタイトルが「顧問契約を目指す」だからか、

参加者は３０名と会員の関心が高い研修である。 
 

 

 
この度の研修は第１回という事もあり実務の

難しい話ではなく中小企業支援業務のガイドライ

ンといったところだった。 
 今回の研修で最も私の記憶に残っているのは

「中小企業支援ができる行政書士の要素」の説明

である。その要素とは以下の３つである。 
①法律家としての能力の担保と維持・研鑽 
②経営者を相手にできる社会人としての人間力 
③業務の適正と品位 
私のように知的資産・会計記帳が専門外だとい

う会員や開業して間もない会員で業務の研修内容

が頭に入らなかった方でも、この要素についての

説明は理解できたであろう。この要素と研修で身

に着く能力はイコールである。どの研修に出ても

この３要素は磨かれると思われる。それゆえ研修

の意義は大きい。 
 
知的資産、会計記帳に関する研修は毎年行われ

ているが、受講したからこれらの業務がすぐにで

きるという訳ではない。これらの業務が専門外で

ある会員は、研修を受けても実践しない、資料も

見返すこともなく保管しているという方が多いで

あろう。行政書士が主戦場とする許認可業務では

ないし、受任頻度が低い、あまり扱わない業務な

ので研修を受けても解からない、自信を持って実

務に臨めないという理由で実践に至らないのだろ

う。これはすべての研修に共通して内在する問題

である。 
そのなかでも受任頻度の問題であるが、特に知

的資産経営報告書作成は、単発の仕事を積み重ね

てある程度顧客と付き合ってから、それこそ顧問

契約をしてからもらえるような仕事であるので、

そうそう単発で舞い込んで来る仕事ではないと思

われる。研修を受けたからその業務を獲得できる

とはなり難い。したがって一時の仕事を獲得する

ことを目標として研修を受けると実践する場がな

い。 
ある程度業務をこなすようになれば企業も相

手にしなければならない。そのときに単発契約か

らどうやって継続的顧客に繋げ、そして顧問契約

としていくか、自分の専門分野を磨き顧問を目指

すのか、または顧問契約を獲得しやすい分野のス

キルを一から身につけるのか、選択を迫られる。

そして顧問契約を目指す以上はそれだけの能力を

身につけておかなければならない。その準備とし

て、その選択肢を増やすために研修があるのでは

ないか。 
業務の実務を学んで終わりではなく、「３要素」

を磨き、顧問契約を獲得できる行政書士への道筋

を作るために研修を活用していただきたい。 
 

（業務部第３グループ 綾部一成） 
 
 
 
 
 

栃木県行政書士会 
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顧顧問問契契約約ををめめざざすす  中中小小企企業業支支援援研研修修  第第２２回回  
 ９月２９日（火）午後１時３０分より、栃木県

行政書士会館２階にて、業務部第３グループ主催

「顧問契約をめざす 中小企業支援研修 第２

回」が開催されました。今回は、講師に株式会社

サクシード代表取締役、中小企業診断士の水沼啓

幸先生をお招きし、「事業計画書作成支援と補助

金」についてご講義頂きました。 
 今回の研修会も、

第１回同様、ほぼ満

席となる盛況ぶりで

した。 
講義内容は大き

く三つに分かれ、①

事業計画、経営コン

サルティングについ

て②事業計画ワーク③補助金についてとなってい

ました。 
中小企業に対するコンサルティングのお話は

具体的で、他ではなかなか聞けない内容だったと

思います。 
 

途中、ワークの時間もありました。具体例をあ

げながら、自分ならどうコンサルティングをする

か実際に考えてみるというものです。あまり従来

の研修会ではなかったような部分で、個人的には

たいへん面白い体験でした。 
最後の補助金についても、本当に多種多様な制

度があることを初めて知った会員の方は多かった

のではないでしょうか。また、補助金自体も、現

在の政策により、昔と違って中小企業の方が利用

しやすくなっているようです。 
現在、パソコンや文書作成のスキルを持ってい

る人は、昔にくらべて確実に増えています。 
さらに、行政側もホームページを見れば、主旨

説明や書式をダウンロードできるようにサービス

を充実させています。 
今後は、私たち行政書士もただ単に許認可をと

るだけではなく、経営について多少なりともコン

サルティングできる知識が必要であると感じまし

た。 
（業務部第３グループ 江藤正巳）  

  

足足利利創創業業・・経経営営支支援援ネネッットトワワーーククななんんででもも相相談談会会  
 ９月７日（月）午後１時より、足利市商工会議

所４階わたらせホールにおいて「足利創業・経営

支援ネットワークなんでも相談会」が開催され、

栃木県行政書士会足利支部より杵渕徹会員が相談

員として出席されました。 
この相談会は、足利市、足利商工会議所、足利

市坂西商工会、日本政策金融公庫佐野支店、足利

小山信用金庫の五つの団体が主催したもので、今

回で第二回目ということです。 

 
上記５団体の他に、行政書士、中小企業診断士、

税理士が加わり、相談者はワンストップで相談に

のってもらえるというたいへん便利な相談会です。 
会場のスペースも広く、パーテーションで区切

られた場所が１３カ所もありました。よく大型商

業施設などでも相談会をやっていますが、やはり

相談者の身にもなると、相談会にパーテーション

は必需品かもしれません。 
一応、予約制をとっていますが、ブースが空い

ていれば臨機応変に相談できるというもので、実

際に行政書士のブースのあと税理士のブースへ移

動して相談というケースもありました。 
行政書士のブース 

も開始時刻と同時に 
相談者が訪れ、さら 
に次の相談者も待合 
室で待たされるとい 
うくらいの盛況ぶり 
でした。また、足利市のみならず市外からも相談

者が訪れていたようです。 
現在、県内各所ではいろいろな団体が毎月のよ

うに無料相談会をやっているのが現状だと思いま

す。これからの相談会は行政書士会単体ではなく、

他の士業や、日本政策金融公庫、商工会議所等と

の協同企画がもっと必要なのではないかと感じま

した。 
（業務部第３グループ 江藤正巳）  
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日日本本政政策策金金融融公公庫庫創創業業支支援援セセミミナナーー参参加加  
９月１６日（水）午後１時より、宇都宮東図書

館２階集会室において日本政策金融公庫主催の

「創業支援セミナー」が開催され、当会からは業

務部理事の久我会員を講師の一人として派遣しま

した。

 
このセミナーは創業予定の方、創業後間もない

方向けのもので、税理士、社会保険労務士、中小

企業診断士、行政書士、事業引継ぎ支援センター

担当者、日本政策金融公庫宇都宮支店担当者が講

師となり、それぞれの立場から創業者へのエール

とも言うべき講義を行うものです。最後には、事

前予約制ではありますが個別の相談会があり、お

得なセミナーになっています。 
当会が創業支援セミナーに講師派遣を始めて

から今年で４年目。今回の受講者は２０名を超え、

行政書士会会員の姿も見受けられました。会員か

らは「創業を考えているお客様や中小企業支援の

相談にのれるようになるために受講している。」と

今後を見据えた意見もありました。 
５時までの長丁場ではありましたが、受講者、

講師陣両方の熱い意識を感じさせられる素晴らし

いセミナーとなりました。 
（業務部第３グループ） 

 
  

産産業業廃廃棄棄物物収収集集運運搬搬業業特特別別研研修修会会開開催催  
９月１８日（金）宇都宮市のとちぎ福祉プラザ

において、産業廃棄物収集運搬業特別研修会が開

催されました。 
昨年１２月の第３回理事会において、当会で主

催するこの特別研修会の受講対象を他の単位会に

も条件付きで広げるという決議をした結果、今回

初めて茨城会より２３名の受講者を受け入れまし

た。また当会より１４名が受講し、オブザーバー

として福島会より２名の参加がありました。 
第１時間目「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律概論」第２時間目「産業廃棄物収集運搬業許可

申請の実務」 の講義を青木裕一会員が行いました。

第３時間目「財務諸表に基づく経営分析」第４時

間目「経営診断書作成の実務」の講義を金敷裕会

員が行いました。 
本特別研修会の全科目の受講を修了した茨城

会の２３名と当会の１２名は、栃木県並びに宇都

宮市の産業廃棄物収集運搬業の申請において、経

理的基礎の審査基準にある経営診断書を作成する

ことが可能になりました。 
膨大かつ緻密な資料に基づいたていねいな研

修であるからこそ、栃木県及び宇都宮市の申請実

務に必ず役に立つはずであり、できれば受講した

茨城会の会員から感想を聞かせてもらえればうれ

しい限りです。 
そして、今後の研修の実施のあり方次第で、さ

らに隣接する単位会からの受講希望も検討される

だろうと思います。全国でも珍しいスケールの大

きな研修事業になりそうです。これもひとえに他

の単位会に先駆けて、行政書士による当該診断書

作成代理について担当課と交渉した当会の先輩諸

氏の尽力の賜物と言えましょう。もちろん、全国

の審査基準が栃木県と同様の扱いになることがい

ちばん望まれるところですが。 

 

 
 （業務部第２グループ 河田 力） 
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平平成成２２７７年年度度第第１１回回暴暴力力団団等等排排除除対対策策委委員員会会開開催催  
９月３日（木）午後１時３０分から栃木県行政

書士会２階会議室において、栃木県行政書士会暴

力団等排除対策委員会が開催された。 

 
 今回の委員会は、まず横山会長が挨拶をし、続

いて、ご来賓である、栃木県警察本部刑事部組織

犯罪対策第一課、課長の川出吉幸様と公益財団法

人栃木県暴力追放県民センター、専務理事の橋本

源一郎様からご挨拶を頂いた。 
 次に、栃木県警察本部刑事部組織犯罪対策第

一課、暴力排除企画係長の青木浩二様より、「栃

木県内の暴力団等の現状について」の講話をし

て頂いた。その講話の中では最近の暴力団構成

員が減少傾向にあること、指定暴力団の状況、

検挙人員及び検挙理由、また暴力団対策法の内

容及び効果をご説明頂いた。 
 最後に、平成２７年度の事業についての検討

を行い、不当要求及び不当介入に関する質問と

意見交換が行われた。 
 我々行政書士とは暴力団からの接触がおこり

やすい業務を取り扱う職業である。もし暴力団

から仕事の依頼をされたときには、適切に対処

ができるよう、一人ひとりの行政書士が対処法

について正しい知識を持つべきであると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（暴対委員会委員 オブライエン奈美）  

  

  

暴力団等排除対策委員会組織図  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

～組織体制～  会 長    
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 横山 眞  代表委員    
  手塚 理恵   宇都宮 

相談役  副会長  松本 明   足利 
県警組織犯罪対策第一課  稲葉 昌俊     佐野 

課長 川出 吉幸 様   委 員   栃木 
県暴力追放県民センター  委員長  堀越 功   小山 
専務理事 橋本源一郎 様  金敷 裕  鈴木 康夫   芳賀 

   毛塚 勝行   塩那 
顧 問  副委員長  佐藤 栄一   那須 
大鹿 幸雄 
小瀬澤 敏 

 田代 昌宏 
前澤 眞一 

 長竹 基行   日光 
  岡井 正樹   鹿沼 
  オブライエン奈美    
  各支部代表者    
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第第５５回回  ゴゴルルフフ愛愛好好会会ゴゴルルフフココンンペペ  結結果果ののごご報報告告  
去る９月８日（火）、宇都宮市のサンヒルズカ

ントリークラブのイーストコースにおいて愛好会

のゴルフコンペを開催致しました。 
９月に入り秋雨前線が停滞しているところに

台風が接近し、終日雨が降る中でのラウンドにな

ってしまいましたが、初秋を感じさせられる木犀

の花の香りが程好く緊張感を和らげてくれ、男性

８人で和やかに楽しむことができました。 
また、最終ホールで自走式電動カートが無人の

まま行方不明になるというエピソードも、パーテ

ィーの席では笑い話となりました。 
上位の結果は下の表の通りですが、全員のグロ

ススコアは８８から１０５という狭い幅に収まっ

ており実力が拮抗しておりますので、もう一度ラ

ウンドすればどんな順位になるか分からないとい

う面白さのあるメンバー。毎年ご一緒するのを本

当に楽しみしております。 
今回、開催５回目となりましたが、少し寂しい

ことに昨年の参加者数（４組１５名）から半減し

ており、先生方はお仕事があるので平日の参加は

難しいのでは…という推察がありました。来年は

日曜日の開催にしてみようという意見で一致しま

したので、今回お仕事の都合で参加できなかった

方も加えて大きなコンペになることを期待して、

また来年も企画したいと思います。 
結びに、参加していただいた皆様のご協力に感

謝申し上げます。ありがとうございました。 
（発起人 青木勇夫） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛好会ゴルフコンペ結果（新ペリア・トリプルボギーカット） 
賞 氏名（支部） グロススコア ハンデ ネットスコア 

優 勝 木村久夫（宇都宮支部）  95(OUT47,IN48) 21.6 73.4 

準優勝 金子幸夫（栃 木支部） 102(OUT49,IN53) 26.4 75.6 

第３位 大塚正晴（事 務 局） 101(OUT51,IN50) 25.2 75.8 

 

 

 

「福田富一知事を囲む会」開催のご案内 
 
当会名誉会長の栃木県知事・福田富一様と会員の交流を図り、懇親を深めるために「福田富一知事

を囲む会」を開催致します。 
お忙しいことと思いますが、ぜひとも多くの皆様のご参加をお待ちしております。 
 
日  時：平成２７年１１月２７日（金）１８時～２０時 
場  所：ダイニング十五家（栃木県庁展望レストラン。県庁舎１５階） 
会  費：４，０００円（飲み放題付き。当日受付でお預かりします） 
申込締切：１１月２０日（金） 
（会報９月号に同封した開催案内通知の申込書でお申込みください） 
（通知文がお手元に無いときは、事務局にお問い合わせください） 
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 １０月の那須支部が担当するおじゃましますと

言えば、もうこの方しかいません。日本行政８月

号にも掲載されています、平成２７年度総務大臣

表彰を受賞されました小沼忠男（こぬまただお）

会員にお話を伺ってきました。 

 

 

氏 名 小沼 忠男 

住 所 那須塩原市木綿畑５７９ 

入会日 昭和５９年７月２日 

 

総務大臣賞を受賞されるに至った経歴を簡単に

ではありますが紹介させて致します。 

中学校の先生をされている時に当時の校長先生

からの勧めで行政書士となり、今年３２年目を迎

えられます。そのうちの２０年を那須支部の支部

長として務められ、うち１０年は本会の理事も兼

任されていました。那須支部での主な功績と致し

ましては、他業種との親睦研修や相続関係の研修

会の実施など支部の将来を見据えた活動に尽力さ

れました。 

また、地域住民の相続などの相談には親身に対

応し、時には病床にも足を運び遺言の手続きを行

うなど力を尽くされました。 

他にも車庫証明センターのセンター長を務め、

迅速かつ正確な仕事ぶりから地域住民からの信頼

を得て、多くの依頼を受けるなど実績を残されま

した。 

行政書士以外の活動では、旧黒磯森林組合にお

いて組合長を務めるほか、木ノ股隧道殉職者追悼

誌の編集・発行責任者を務めるなど、いろいろな

側面から地域社会に貢献され、現在も控えめでは

ありますが現役として活動されています。 

 

 当日伺いまして、まず拝見させて頂きましたの

は、総務大臣賞の賞状です。中央にある金の桐紋

が長年の功績を証明しています。もうひとつは記

念品として贈られた銀杯です。写真ではわかりづ

らいかと思いますが、中央に行政書士の徽章コス

モスが刻印され輝いています。 
 

Ｑ 総務大臣賞の受賞おめでとうございます。 

感想をお聞かせください。 

 

Ａ 長年の業績を評価されたことはとてもありが

たいことです。名誉会長福田富一氏からもお祝い

の連絡を頂きました。 

 

Ｑ ３０年の業務のなかで最も大切にしてきたこ

とは何ですか？ 

 

Ａ 地域の住民との関係を大切にすることです。

中学校教諭をしていたこともあり、先生と慕って

くれる方々が多くのものを運んできてくださいま

した。 

 

Ｑ これから小沼会員のあとに続く世代に何か助

言を頂けますか？ 

 

Ａ 実力をつけてください。多くのことを学び、

行政書士を頼って来られる方々の力になれるよう

業務に専念してください。 

 

今回の取材を通して、小沼会員の人柄の良さと

自分のことは二の次に考える姿勢がとても印象的

でした。収穫の秋、実るほど頭を垂れる稲穂かな

ふとそんな言葉が心に浮かびました。 

 小沼会員、本日はとても貴重なお話をありがと

うございました。 

（那須支局長 熊田慎一） 

 

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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足利市民ではないとまず目にする機会がな

いと思われる「広報あしかがみ」の平成２７

年９月号の表紙を飾っているのは、なんと

「あしかが輝き大使」の委嘱状を手にされて

いる歌手の森高千里さんです。７月２４日付

で就任されました。また、同日から東武伊勢

崎線足利市駅の列車到着メロディと、ＪＲ両

毛線足利駅の発車メロディが、森高さんと足

利市とをつなぐ名曲「渡良瀬橋」をアレンジ

したものに変更されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報には森高さんからの「１９９３年に発

表した『渡良瀬橋』は今でもたくさんの人に

聴いて頂き、私にとって思い出深い大切な作

品になりました／このたび、『渡良瀬橋』を

生んでくれた街・足利市の『あしかが輝き大

使』に任命され、さらに東武足利市駅並びに

ＪＲ足利駅で『渡良瀬橋』のメロディを発着

時に使って頂けるというお話を頂きました。

大変光栄です／これを機に、足利市に（渡良

瀬橋に）足を運んで頂けたらと思います／こ

れからも、たくさんの方に愛される足利市で

あって欲しいですし、私の曲が少しでもお役

に立てるなら、これほどうれしいことはあり

ません／これからも『渡良瀬橋』を大切に歌

い続けていきます」とのメッセージも掲載さ

れています。 

森高さんと足利市との関係を時系列で紹介

しますと、８９年に足利工業大学の学園祭で

ライブを行う／９３年に新曲の作詞をする際

に地図上で「言葉の響きの美しい川や橋」を

探し「渡良瀬川」という文字が気に入ったこ

とで、『渡良瀬橋』という曲が誕生し、市か

ら感謝状が贈呈される／０７年に夕日を背景

に渡良瀬橋が見える場所に歌碑が建立される

／１２年に２０年ぶりに足利市を訪れた半年

後に歌詞の中に登場する「八雲神社」が全焼

／１３年に足利市民会館でデビュー２５周年

記念ライブ（２日間）を開催し、その後の全

国ツアー会場での募金活動や八雲神社の絵馬

の販売などで１８７万円を寄付／１５年にな

って八雲神社は式年遷宮を終えた伊勢神宮１

２５社の中の「月讀荒御魂宮」の使われてい

たヒノキ材を譲り受けて、１、２年内に着工

予定となり、そして冒頭の記事に戻るのです

から、２０年以上続く「縁」という事になり

ます。 

 

以前１日市長に就任された際には前市長と、

今回の「あしかが輝き大使」就任時には現市

長とツーショットの記念撮影が行われていま

す。そうです足利市長になれば森高さんとの

歓談と記念撮影との可能性が待っているので

す。う～ん、足利市長か。まぁ、私は立候補

しませんけれどね……。 

 

（支局長 杵渕 徹） 

支局かわら版 
「森高千里さんと足利市」 

足利支部 
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【小山支部】 

第第２２回回理理事事会会のの開開催催  

  ９月９日（水）午後１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２回理事会が

開催されました。  

 
 経過報告、協議、連絡事項、要望事項とつつが

なく進行しました。予定では３時間の会議の予定

が１時間ほどで終了しました。このとき小山市で

は稀な水害が出るほどの大雨が降っていたので、

予定より早く終わったことでみんな助かっていた

ようでした。 
（支局長 野村泰紀） 

 

 

【小山・栃木支部】 

小小山山支支部部・・栃栃木木支支部部合合同同研研修修会会  

 ９月１８日（金）午後２時から小山市小山城南

市民交流センター（ゆめまち）で小山支部・栃木

支部合同研修会が開催されました。 

 
 当研修は千葉県行政書士会より四本平一様を講

師に迎えマイナンバー制度について解説していた

だきました。新制度ということで小山支部・栃木

支部以外の支部から受講に来る会員もおり、マイ

ナンバー制度についての注目度の高さがうかがえ

ました。 
 研修内容は「マイナンバー制度の概要」「中小企

業に課せられる義務」「マイナンバー制度から派生

する行政書士の業務」を要点として、とても解り

やすく今後の業務拡大にも活かせる内容でした。 
 最近ニュースでも頻繁に見るほど注目度の高い

制度なので、正しい知識を身に付け多くの人に周

知していければと思います。 
（小山支局長 野村泰紀） 

 
【塩那支部】 

第第２２回回役役員員会会のの開開催催  

９月１１日（金）午後６時～那珂川町小川総合

福祉センター内のすこやか共生館にて塩那支部第

２回役員会が開催されました。 

 
今回の大雨で開催が１日順延となりましたが、

１０名の役員の皆様に出席頂きました。 
 内容は、①行政書士制度強調月間について、②

支部研修旅行について、③支部無料相談会につい

て、④市民公開講座について話し合われました。 
②の支部研修旅行は１０月３１日（土）に福島

のスパリゾートハワイアンに行くことが決定され

ており、時間があったらあそこに行きたい、ここ

も行きたいと楽しい議論が交わされました。 
 また、③支部無料相談会については、来年度よ

り私の地元、さくら市での「ゆめ！さくら博」で

の開催を検討頂きました。 
 私も支部の会員の皆様とも仲良くやっていきた

いので、積極的に参加して参ります（取材もある

ので）。 
（支局長 岡村浩雅） 

支 局 情 報 
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今回は趣味の卓球について書いてみたいと思

います。 
まず私の卓球歴は中学高校の部活でプレイし、

その後少しブランクがあり２５歳くらいのときに

あるクラブに誘われて再開しました。今ではだい

たい週１で練習しています。 
 卓球の魅力を語る上で大きな要素が２つありま

す。それはスピードとスピンです。 
 スピードに関して言えば、上級者では平均時速

１００ｋｍを超えるほどです。野球のバッティン

グセンターを思い浮かべてみてください。野球を

やったことがない人でも時速１００ｋｍというの

はバットに当てることくらいはできる速度ですが、

１８ｍ先から飛んでくるボールと３～４ｍ（台の

長さは２．７４ｍ）先から飛んでくるボールでは

体感や到達するまでの時間は全然違います。しか

もカバーしなければならない範囲はストライクゾ

ーンの４倍ほどはあるのではないでしょうか。さ

らに言えばそれだけの速度のあるボールをコント

ロールして相手のコートに入れなくてはなりませ

ん。そんな速いボール打ち返せるわけないと思う

でしょう。その通りです。何の対策もなくこの速

度のボールを左右に打ち分けられるとプロでも返

球はできません。むしろ打つコースを限定してな

んとか返球できるというレベルでしょう。ではど

うしてお互いに返球しあいラリーが成立するので

しょうか。そこで２つ目の要素であるスピンが出

てきます。 
 見ているだけでは分かりにくいですが、卓球に

おいてスピンが与える影響は絶大です。例えばト

ップスピンをかけて打ち出したボールは、飛行中

は強い弧を描き、バウンド後に前に伸びて、相手

のラケットに当たったときに上に跳ね上がります。

逆にバックスピンをかけた場合は浮き上がるよう

な軌跡を描き、バウンド後に減速し、相手のラケ

ットに当たったときは下に落ちます。一見ゆっく

りと見えるボールでも回転によってラケットに当

たった瞬間にあらぬ方向に飛んでいくほどです。

卓球ではこの回転も考慮に入れて打たなければな

りません。 
 先ほどのスピードに合わせて、スピンまでもあ

ると更に返球は難しいのではと思うかもしれませ

ん。そう、難しいのです。難しいからこそ強く打

てるコースは限定され、コースさえ限定されれば

返球することはできるというわけです。 
 逆に決定打を打つためにはスピードやスピンで

相手の返球を制限して、予定通りに返ってきたボ

ールに早い打点で広角に打ち分けていくのです。 
「卓球は１００ｍ走をしながらチェスを行う

ようなスポーツである」と言われますが、このよ

うな戦略が必要なスポーツなのです。 
 卓球の魅力が少しは伝わったでしょうか。日本

ではまだまだ放映される機会は少ないですが、全

日本選手権（１月）と世界選手権（５月）は毎年

放映されています。この機会に卓球を見る目を肥

やして東京オリンピックに備えてみるのはどうで

しょうか。 
（小山支局長 野村泰紀） 

 

 
 
 

大雨による被害状況 

ご報告のお願い 

９月９日から１０日にか

けての大雨により自宅や事

務所が浸水等の被害に遭わ

れた会員の方で、まだ支部

長や事務局に報告されてい

ない方は、事務局まで被害

の状況をご報告くださいま

すようお願い致します。 

 
 
 
 
新規申出（９月）           ０名 
更新申出（９月）           ０名 
申請取次行政書士（９月末現在）  １０３名 

 
※新規の手続きは予約制です。詳細は、会の 
ホームページ－会員専用ページ－各種データ 
－事務局関連 をご覧ください。 

栃木会の申請取次行政書士の動向 
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昔、年をとったら蕎麦打ちをして楽しもうと考

えた。そして蕎麦打ち機械を３万円で買った。高

齢になる頃は蕎麦打ち機械など販売されていない

だろうと考えたからである。 
ところが最近はイタリー製のパスタ機が１万

円で買える。ショックだ。もっとショックなのは

結構高いものを買ったのに、機械より手打ちの方

が簡単なことだ、機械は５０年も棚の上に眠って

いる。 
若いころお金に不自由していたので旅の食事

は安い盛り蕎麦かうどんを食べた。蕎麦屋では蕎

麦を食べ、食堂ではうどんを食べた。食堂の蕎麦

は旨くなかった。いつしかまずい蕎麦が気になり

だした。 
良く何処の蕎麦が美味いかを問われるが、蕎麦

好き４０年の私には答えられない。蕎麦屋で味を

問われた時、返事に困り「売れる蕎麦ですね」と

返事をした。 
昔は柔らかい蕎麦が好まれた。五割蕎麦だ。今

は喉ごしの良い六割蕎麦を好む人が増えた。都会

の人には、皮の少し入った黒い太打ち麺を食べて

もらうと蕎麦の風味に驚く。 
十割蕎麦、山芋蕎麦、卵蕎麦、けし蕎麦、茶そ

ば、ゆず蕎麦、そして更科蕎麦などは変わり蕎麦

だ。それぞれ好む人が居る。良く三たて蕎麦と言

って挽きたて・打ちたて・茹でたて蕎麦が美味い

と言う。 
美味い蕎麦は解らないが美味い蕎麦の食べ方

は解る。茹でた後、水の切れないうちに食べるこ

とだ。五分以内に食べればどんな蕎麦でも美味し

い。挽きたて蕎麦は香りが食欲をそそる。打ちた

ての話はやや疑問だ。 
蕎麦とは不思議な食べ物で蕎麦粉と小麦粉に

水を加えるだけ。材料は極めてシンプル。うどん

もやや似ているが、蕎麦ほど騒がれない。 
水蕎麦、盛り蕎麦、ざる蕎麦、つけ蕎麦、かけ

蕎麦、蕎麦好きは、蕎麦つゆだけで、ネギもわさ

びも入れない。蕎麦の味が消えてしまうからだ。 
最初に水蕎麦で食べ、次につゆを軽くつけて食

べる。蕎麦つゆが薄まったらどぶ漬けにして、次

にネギやわさびを入れて味の変化を楽しむ。私も

賛成だ。 
 
 
 

 
 
かけ蕎麦が好きな人も多い、鰹節の香り、ネギ

の香り、つゆにつけた天ぷらの味、汁につかった

蕎麦がだんだん柔らかくなってゆくその変化を楽

しむ人もいる。 
結局旨い蕎麦は人によって違う、粉の産地、つ

なぎの量、製粉の仕方、皮の入れ具合、麺の太さ、

固さ、蕎麦つゆ、茹で方、気候、そして人の好み

等々、どの蕎麦がうまいと断定はできない。美味

しいは食べる人の好みによる。 
蕎麦の味は多種多様だ。これほど味の違いの多

い食べ物も少ない。それだけに好みの蕎麦との遭

遇は難しいし、今日の蕎麦はどんな味がするだろ

う、と期待と不安が交差する。好みの蕎麦に出会

えるか、この期待感がそば通の醍醐味だ。 
此処で蕎麦打ちの極意を披露しよう。 
蕎麦の産地は高原の畑、粉は皮入りの粗びき、

挽きたて、つなぎは二八、水の量は蕎麦粉の４０

～５０％、粉により調整、水は最初に７０％入れ

て団子がなくなるまで混ぜる。残りの水は状況を

見ながら加水しその都度混ぜる。こね鉢の底に粉

がなくなった瞬間に加水をやめる。蕎麦打ち第１

のポイントだ。あとはくくって練る。娘の肌の様

になればよい、第２のポイントだ。蕎麦が切れて

しまうのは練不足、とにかく練ることだ。餅にな

ったら延ばして切れば出来上がり。素人は専用打

ち粉を使う。第３のポイントは茹で方だ。沸騰し

てから１分～３分、時聞は麺の太さによる。茹で

あがったものを水でさらして笊に盛り、５分以内

に食べる。 
蕎麦打ちを楽しむ会と称し、月１回１５年間講

座を主催している。蕎麦打ちは楽しい。今日はう

まく繋がるか、味はどうか、出来上がるまでの緊

張感は何とも言えない。高齢になって蕎麦打ちを

やっていて良かった、としみじみ思っている。 
（宇都宮支部 住吉和夫） 

 
 
 
 
 
 
 

美美味味いい蕎蕎麦麦のの話話



－12－ 

 

  

 日 予  定 時  間 主  催 

4 水 日行連自動車登録ＯＳＳセンター構想に係るＤＶＤ研修会 13:30~16:40 業務第１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 

8 日 行政書士試験   

9 月 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 13:30~ 広報部 

東京入管宇都宮出張所における無料相談会 10:00~13:00 業務第４グループ 
11 水 ＴＩＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ 

申請取次新規受付 
 

13:30~ 申請取次行政書士

管理委員会 
一般貨物自動車運送事業研修会 ②（実務研修） 13:30~15:00 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 

12 木 会館建設委員会 10:00~ 会館建設検討特別委員会

13 金 登録説明会 10:00~ 総務部 
16 月 新入会員オリエンテーション 10:00~ 総務部 

総務部会 13:30~ 総務部 

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 
グループ会議 13:30~ 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 公証人による研修会「契約書を公正証書にするとき」 13:30~15:00 業務第５グループ 
20 金 一日合同行政相談所（於：小山） 10:15~ 制度推進部 

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 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 
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）※要事前予約（先着４名 予約先：行政書士

会小山支部 田村晋也 0285-45-0297） 

10:00~12:00 小山支部 

26 木 市街化調整区域の開発行為研修会 13:30~15:00 業務第２グループ 
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（先着４名 予約先：行政書士会小山支部 

生田目安夫0285-52-2350） 

10:00~12:00 小山支部 

27 金 登録説明会 10:00~ 総務部 

申請取次研修会 13:30~15:30 業務第 4 グループ 
知事を囲む会（於：十五家） 18:00~20:00  

栃木県行政書士会カレンダー（１１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 

482 H27.9.4 平成 27年 9月分会費納入について   

458 H27.9.4 『行政書士のための行政法』の送付について   

531 H27.9.15 
成年被後見人のマイナンバー通知カード受領に関する注意事項

について（周知依頼）   

532 H27.9.18 「自動車便覧(平成 27年度版)」の送付について   

545 H27.9.18 
平成 27年度著作権相談員養成研修及び名簿の集約に係る取り扱

いについて   

549 H27.9.18 産廃許可申請に係るアンケートについて（依頼）   

552 H27.9.18 
社会保障・税番号制度の利用開始に向けた貴会会員への周知・指

導方について（お願い）   

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

日行連だより 

10 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 10 月末日までに 10 月～12 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。 

納入期日（今回は第３期分に該当します。） 

第１期分（４月～６月）  →  ４月末日 

第２期分（７月～９月）  →  ７月末日 

●第３期分（１０月～１２月）→ １０月末日 

第４期分（１月～３月）  →  １月末日 

財務経理部からのお知らせ 

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。 

引落し日 

T-NET 申込の方、ゆうちょ銀行引落の方 10 月 27 日（火）

上記以外の方 10 月 26 日（月）
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顧問契約をめざす 中小企業支援研修 第３回    業務部 第３グループ主催 
 

○開催日時 

平成２７年１０月２９日（木）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３回目です。今回は２本立てになりま

す。１つ目の研修テーマは「融資申込支援（創業計画・経営改善計画）」。日本製作金融公庫担

当者にご講義頂きます。２つ目は「初めての記帳会計（決算書作成までの年間の流れ）」とし、

一戸会員が担当します。 

○対 象 者 

会  員 

○講  師 

日本政策金融公庫 担当者 

行政書士 一戸 養子 

○受 講 料 

５００円 

○締め切り １０月２３日（金） 

 

※電卓をお持ちください。 

 

※「初めての記帳会計（決算書作成までの年間の流れ）」ではソリマチ（株）の「会計王」を使用

して説明します。ソリマチ（株）のホームページから「会計王１６」の無料体験版がダウンロー

ドできますので、ノートパソコンをお持ちの方はインストールしてお持ちいただければ、実際に

操作しながら受講できます。 

一般貨物自動車運送事業研修会 ② （実務研修）   業務部 第１グループ主催 
 

○開催日時 

平成２７年１１月１１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 

一般貨物自動車運送事業許可申請における留意点や許可取得後の手続について、今回は実務に関

する講義となります。 

○対 象 者 

会員、補助者 

○講  師 

行政書士 石井 治夫 

○受 講 料 

５００円 

○締め切り １１月６日（金） 
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日行連自動車登録OSSセンター構想に係るDVD研修会  業務部 第１グループ主催 

○開催日時 

平成２７年１１月４日（水）１３：３０～１６：４０ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

昨年度も実施した「日行連自動車登録OSSセンター支所」看板設置希望会員を推薦するにあたり、

必須条件となるDVD研修です。 

看板設置を希望しない場合でも受講可能です。 

 

時間割 
テーマ 

研修内容 

１時限目 

１３：３０ 

～ 

１５：００ 

行政書士と自動車業界 

 

１.行政書士法の歴史と仕組み 

２.自動車業界の仕組みと業務 

３.日本行政書士会連合会その戦略と戦力 

２時限目 

１５：１０ 

～ 

１５：４０ 

行政書士の出張封印 

 

１.自動車の封印制度 

２.甲種からの再委託 

３.封印を巡る諸問題 

３時限目 

１５：４０ 

～ 

１６：２５ 

日行連OSSシステムの概要 

 

１.OSSの環境設定 

２.日行連OSSシステム 

３.申請（操作）方法 

４時限目 

１６：２５ 

～ 

１６：４０ 

日行連OSSセンターの役割 

 

１.OSS工程表について 

２.OSSセンターの意義 

３.OSSセンターの全国展開について 

○対 象 者 

会員、補助者 

○受 講 料 

５００円 

○締め切り 

１０月２８日（水） 

※日行連自動車登録OSSセンター支所 看板設置希望会員の推薦条件 

一 自動車登録業務及び車庫証明業務に精通していること。 

二 日行連DVDによる研修を受講していること。 

三 行政書士法及び関係法令並びに本会会則、規則等に違背していないこと。 

四 会費等の滞納がないこと。 

五 依頼者に対する賠償責任を担保できる措置を講じていること。 

六 OSSの稼働地域となった場合には、速やかに対応できる措置を講じること。 
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公証人による研修会「契約書を公正証書にするとき」開催  業務部 第５グループ主催 

 
宇都宮公証センターから公証人を講師にお招きして、公証人の仕事の内容、契約書を公正証書に

する意義やその際の注意点などを説明していただく研修会を開催致します。 
 

○開催日時 
平成２７年１１月１９日（木）１３：３０～（９０分程度） 

 
○開催場所 
栃木県不動産会館（宇都宮市西一の沢町６－２７）３階 大会議室 

 
○研修内容 
 契約書を公正証書にするとき 
○対 象 者 
会 員 

○講  師 
 公証人 佐藤 孝明 氏（宇都宮公証センター） 
○受 講 料 
５００円 

○締め切り 
 １１月１６日（月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎不動産会館は、行政書士会大駐車場

 の南側、宅建協会の建物です。 

 

 

※受付は研修会場で行います。 
 受付は１３時からです。 
 １３時前の入場はご遠慮ください。

 
 
 
 
 
 
 
※駐車場は地図の①～③を使用してください。
 ①行政書士会 大駐車場 
 ②不動産会館 駐車場 
 ③行政書士会 会館前駐車場 
 
※不動産会館では湯茶の用意ができません。 
 必要な方は持参してください。 
※不動産会館にゴミを捨てないでください。 
 持ち帰りをお願いします。  
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市街化調整区域の開発行為研修会          業務部 第２グループ主催 

○開催日時 

平成２７年１１月２６日（木）１３：３０～１５：００ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

市街化調整区域の開発行為の基礎を学びます 

○対 象 者 

会員、補助者 

○講  師 

行政書士 秋葉 憲司 

○受 講 料 

５００円 

○テキスト 

「栃木県開発許可事務の手引き（平成２７年４月）」栃木県県土整備部発行をご用意下さい。 

この手引きは、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されている他、 

県土整備部のホームページからダウンロードできます。 

○締め切り 

 １１月２０日（金） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

10／29 
顧問契約をめざす 中小企業支援研修

第 3 回 
500円 10/23  － － 

11／ 4 
日行連自動車登録 OSS センター構想に

係る DVD 研修会 
500円 10/28  － － 

11／11 
一般貨物自動車運送事業研修会② 

（実務研修） 
500円 11/6  － － 

11／19 
公証人による研修会「契約書を公正証

書にするとき」 
500円 11/16  － － 

11／26 市街化調整区域の開発行為研修会 500円 11/20  － － 

 

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 

 塩 那 
H27.9.1 

329- 

1334 

荒川行政書士事務所プラスワン 
028-682-1255  

荒川 秀夫 さくら市押上 164-19 

【退 会】 

支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 

那 須 月井  勲 H27.9.14 廃 業 芳 賀 鶴野えり子 H27.9.30 廃 業 

宇都宮 青木 宣夫 H27.9.29 廃 業     

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

足 利 村松 慶子 所在地/電話番号 足利市助戸新山町 1510-1 M&M203 / 0284-22-7790 

宇都宮 大久保英昭 電話番号 028-652-1235 

日 光 佐藤 裕子 所在地 日光市森友 783-16 

宇都宮 岩崎 一郎 事務所名 岩崎総合法務行政書士事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 9月 30 日現在）

行政書士とちぎ 10 月号 №466 

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 

ようやく秋本番。お月様とススキの相

性が良い！と感動しています。 

             私こと 

２年ぶりの広報部です。もっと身近な行

政書士とちぎにするために何か出来な

いか・・・と考えています。読者の皆さ

んのご意見をお待ちしています 

（広報部 山本昭子） 

すべての労働者とその使用者に適用されます。

特定の産業には特定最低賃金が定められています。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（０２８ 
－６３４－９１０９）又は、最寄りの労働基準監 
督署にお問い合わせください。 

最低賃金 栃 木 県 の 
確認しましょう！ 

時

間

額
７ ５ １円 

平成 27 年 10 月 1 日 発効 

毎年恒例の賀詞交歓会を開催致し 

ます。 
 
日 時：平成 28年 1月 8日（金） 

16:00～ 

場 所：宇都宮市上大曽町 492-1 

TEL 028-643-5555 

    「ホテル東日本宇都宮」 

大和西の間 
 
※お申込みは来月１１月号の会報に正式 

な案内文書を同封しますので、その用 

紙でお申込みください。 

今号は速報でのご案内ですので、まず 

はご予定の確保をお願い致します。 

平成2８年賀詞交歓会のご案内
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