


 
 

－1－ 

 

           １  目次、今月の表紙の一言 

           ２  栃木県行政書士会が「暴力追放功労表彰」を受賞 

           ３  電話無料相談の実施、顧問契約をめざす 中小企業支援研修 第３回 

           ４  一般貨物自動車運送事業研修会開催 

              「契約書作成についての基礎知識と留意点」研修会開催 

           ５  事業引継ぎパートナー カンファレンス２０１５ 参加 

              測量実務研修会開催 

           ６  測量機器を貸し出しています、平成２７年度関地協連絡会開催 

              交差点：(一社）コスモス成年後見サポートセンター栃木県支部 

           ７  おじゃましま～す！  

           ８  支局かわら版（小山） 

           ９  支局情報（那須、足利、小山、宇都宮、塩那、芳賀） 

          １２  木もれび 

          １３  アドちゃんの談話室 

          １４  栃木県行政書士会カレンダー（１２月）、申請取次行政書士の動向 

          １５  日行連だより 

              業務連絡（風俗営業許可申請に係る申請書類等の確認について他） 

          １７  研修会のお知らせ 

          １９  宇都宮支部研修会のお知らせ（他支部参加可） 

          ２０  会員の動き、平成 2８年賀詞交歓会のご案内 
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「「シシモモババシシララのの霜霜柱柱」」  撮撮影影者者：：大大鹿鹿里里子子  撮撮影影地地：：栃栃木木県県中中央央公公園園（（宇宇都都宮宮市市））  
 
 
シソ科の多年草にシモバシラという植物があります。花も目立たないありきたりの

草です。しかし、それが初冬に大変身するのです。よく冷え込んだ朝、枯れたこの草

の根本を見ると、茎から鱗状に氷が張り出し、まさしく、霜柱となって氷の彫刻を作

っています。 

これは、茎の維管束の中の水が凍って茎の外へと伸び出したもので、持ち上げてい

るのは茎の表皮です。それがこの植物の名の由来です。一度これが出来ると茎の構造

は壊れるので一年に一度だけ、シモバシラが咲かせる冬の花というわけです。 
 
 

宇都宮支部 大鹿幸雄

今月の表紙の一言 
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１０月２８日、栃木県総合文化センターサブホ

ールに於いて第１３回「暴力団追放栃木県民大

会」が開催されました。 
この大会は、暴力団等反社会勢力を社会から追

放しようと、栃木県暴力追放県民センターと栃木

県警察本部の主催で開催され、約４００人が参加

しました。 
大会は、栃木県暴力追放県民センター菊地理事

長、松岡県警本部長の挨拶で始まり、暴力団の追

放活動に功績があった個人や団体の表彰が行わ

れ、当会も暴力追放功労団体として表彰され、横

山会長が出席してまいりました。 

 
続いて、「暴力のない、明るく住みよいとちぎ」

をつくることは栃木県民すべての願いとする、暴

力団追放に取り組む大会宣言を金敷委員長が宣

言し採択されました。 

 
その後「暴力団の現状と排除対策」について

現状報告があり、休憩後に「暴力団犯罪の被害

に遭って、今、思うこと」と題して、佐賀県で

ご主人が暴力団関係者と間違われ被害にあった

犯罪被害者ご遺族の宮元篤紀さんの講演、栃木

県警音楽隊による演奏とカラーガード隊による

演技が披露され大会は幕を閉じました。

 

 
（暴力団等排除対策委員会） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

栃木県行政書士会 

本本会会がが「「暴暴力力追追放放功功労労表表彰彰」」をを受受けけるる 
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 「今日は、法の日です」自宅を出る時にカーナ

ビが知らせてくれました。緊張しながら運転する

道すがら、カーラジオで今日は、「ジャンボ宝くじ

のキャンペーンが有ります」「来春大学卒業予定者

への内定証書の交付式が行われます」とか、季節

の変わり目ならではの行事が盛りだくさんの日と

知りました。 

去る１０月１日（木）、行政書士月間の行事と

して、行政書士会館相談室において行政書士４人

で、午前１０時から午後４時までの問、電話相談

の回答員を担当させて頂きました。当日の下野新

聞に広報記事も掲載されていましたが、一日の相

談件数は合計５件でした。相談内容は、改正税法

の施行された年の影響と思われますが、何れも相

続関係の相談でした。 

 

 

 

 

  

 １０月２９日（木）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３

回」が開催されました。 
今回は、まず１時限目として講師に日本政策金

融公庫 宇都宮支店の原隆文様をお招きし、「融資

申込支援（創業計画・経営改善計画）」についてご

講義頂きました。

 
 この研修内容は、あくまで「融資する側」から

の視点として創業計画書の何が重要であるかとい

うことについて解説していただきました。数値的

なことも大事ですが、創業の動機や事業経験、人

脈を重視するというのは、言われてみると納得で

きるお話です。 
続いて２時限目は、那須支部の一戸養子会員に 

 
短時間の電話対応でしたが、大方の相談者から

は、感謝の言葉を頂けたと思います。自身として

は、最近の相談の定番分野の相続関係だったため

即答できたものの、他の重点分野についても更に

研鑽を積まなければと、肝に銘じました。 

 

（制度推進部 髙野雅之） 

 

 

 

 

 

よる「初めての記帳会計（決算書作成までの年間

の流れ）」です。

 
会計ソフト「会計王」を使い、例題をあげなが

ら実際にパソコンを打ち込んでいきました。参加

されたほとんどの会員がノートパソコンを持参し

ていて、タイトルの通り、設定から決算までを一

通りやってみました。 
実際にこのソフトをよく使い込んでいる一戸

会員ならでは、の細やかな説明でした。 
また、記帳会計のコツは「経験」「常に間違い

のないようチェックする」との話が個人的に印象

深いと感じました。 
記帳会計業務は、事務所の経営を安定させる定

番業務です。今後も、年に一度は企画していきた

いと思います。 
（業務部第３グループ 江藤正巳） 

電電話話無無料料相相談談のの実実施施

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３３回回  
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１０月１９日（月）１３時３０分より栃木県行

政書士会館２階において、講師に栃木運輸支局企

画輸送監査部門運輸企画専門官の駒村俊輔氏を講

師にお迎えし、業務部第１グループ主催で『一般

貨物自動車運送事業研修会』が開催されました。

 
 厚さ１２ミリの資料を前にどんな研修が行われ

るのかドキドキしましたが、研修内容は多少資料

を参考にしながらも、運輸支局において窓口や電

話での問い合わせが多いことを中心としたもので

した。 
 実際、私も貨物の許認可については、ホームペ

ージ経由でメールや電話で問い合わせをいただく

ことがあるのですが、それとも重複する部分もあ

り、業務受任の際の相談対応や説明にも役立つお

話が聞けたと思います。 
 その中で、特に誤解が多いと思っていたのが「一

般貨物」と「特定貨物」の違いで、一般貨物に比

べ、特定貨物の方が許可条件が緩いと思っている

方が多いことです。 
 
 
 
 
１０月２０日（火）業務部第５グループ主催に

よる標記の研修を開催した。 

 講師は宇都宮支部の小平裕一会員にお願いした。

前半は、「契約書作成の必要な知識、契約書作成上

の留意点」についての講義があり、契約書作成に

あたり、行政書士としての職域についても説明が

あった。後半は例文を基に、合意書を作成した。 

その後、講師と参加者から契約書を作成した経験

談が話された。行政書士として契約書作成は重要

な業務だが、職域を超えてはいけない事を良く理

解してほしい。 
 

 
 運輸支局の窓口においても、そういう誤解に基

づいた問い合わせが多いとのことでした。 
 確かに労働者派遣事業や信書便事業の場合は一

般と特定では許可要件に大きな違いがありますが、

貨物の場合は許可要件に違いはないんですよね。 
 一般貨物については、平成２７年６月以降申請

の業者については「一般（特定）貨物自動車運送

事業の運輸開始前の確認について」という書類を

提出することになったことと、事業所と都市計画

法の関係かなと思いました。 
 貨物の研修ではあったものの、旅客自動車運送

事業、利用運送の説明もあり、今回の研修は、業

務受任後ではなく、その前段階としての相談業務

に大いに役立つものだと感じました。 
 業務受任後はどうするのかというと、この厚さ

１２ミリの資料を熟読し、先輩行政書士の指導を

仰ぐのが良いのかなと思います。 
 貨物や旅客といった業務は、ボリュームが大き

く、新人さんには不安と気後れを生む部分があり

ますが、これからこの許可を取得しようとする業

者さんの不安はそれ以上に大きい部分があります。

なので、無理に専門家らしく大きく振る舞うので

はなく、業者と一緒に悩んだり二人三脚で向き合

うようなやり方でも十分に結果と信頼を得られる

業務だと思いますので、積極的に取り組んでいた

だけたらと思います。 
（業務部第１グループ 栁 知明） 

 
 
 
 
 
 

 
(業務部第５グループ 手塚理恵） 

一一般般貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業研研修修会会開開催催  

「「契契約約書書作作成成ににつついいててのの基基礎礎知知識識とと留留意意点点」」研研修修会会開開催催  
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 １０月５日（月）、業務部第３グループの所管業

務である事業引継ぎ、すなわちいわゆる事業承継

の支援者向けセミナーが東京にて開催され、当グ

ループから２名が参加しました。 

 

 「士業による小規模Ｍ＆Ａの実際」と題し、馬 
 
 
 
 
業務部第２グループでは１０月１６日（金）、

１０月２６日（月）の２日にわたり測量理論、実

技の研修をおこなった。参加者９名で、業務第２

グループ理事で土地家屋調査士の福田勝守会員が

講師を務めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１６日は行政書士会館で測量についての数学、

主に角度と距離の極座標を三角関数を駆使して直

角座標に変換し、基準多角点平均を行った。実際

の業務では、測角と測距を同時にできるトータル

ステーション及び、そのなかに組み込まれたプロ

グラムにより直角座標として出力可能であるが、

この過程（座学の内容）が理解されてないと行き

詰まることがある。 
 

 
場・澤田法律事務所の安部史郎弁護士が、基調講

演をなされました。第二会社方式や、株式譲渡、

事業譲渡等、第三者承継の各種仕組みを大変わか

りやすく、しかも触れるべき所にはしっかり触れ、

詳細な説明をなされていました。※興味のある方

は、資料が書士会館にあるのでご覧下さい。 
 事業承継の手続は、行政書士の業務が多く含ま

れております。具体的には、事業譲渡は事業資産

の売買契約等、各種契約の束の様なものです。ま

た、株式譲渡も基本的には株の売買契約によりま

す。行政書士の領域は、企業法務の観点ではまだ

まだ未発達です。しっかり能力担保していきたい

ですね。 
 多くの方が中小企業支援行政書士となることが、

これからの行政書士の進むべき道の一つであると

信じています。 
（業務部第３グループ 久我臣仁） 

 
 
 
 
２６日は八幡山公園にて、（株）コアミ計測機

とメーカーの（株）ペンタックスの技術者の協力

を得て、３組に分かれトータルステーションを実

際に設置し測定することを全員体験した。

 

測量専門学校で１年をかけて学ぶものの一部

とはいえ２日でやるわけで中身は濃い。当会では

土地家屋調査士との兼業者が９０数名いるが、そ

の外にも測量技術習得者を養成する為にこれらの

研修を数年実施している。トータルステーション

は会にあるのでどんどん利用して測量業務にチャ

レンジしてほしい。 
（業務部第２グループ 秋葉憲司） 

測測量量実実務務研研修修会会開開催催  

事事業業引引継継ぎぎパパーートトナナーー  カカンンフファァレレンンスス２２００１１５５  参参加加  
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平成２７年度日本行政書士会連合会関東地方

協議会連絡会『通称 関地協連絡会』が、山梨会

を担当会として１０月２９日（木）から３０日（金）

にかけて甲府富士屋ホテル内において行われまし

た。 
栃木会からは、会長以下７名の出席で参加しま

した。会長会、国際部会、風俗営業部会、農地部

会、運輸交通部会に分かれ、各単位会の実情と苦

悩、対策などを協議してきました。また、マイナ

ンバーの運用についての講演がありました。今後

の会務運営に役立てるよう情報を反映させたいと

思います。 
（副会長 佐藤栄一） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １０月２１日（水）茂木町元気アップ館にて「遺

言・相続・成年後見」公開講座を開催した。 
荒川崇会員、福田豊会員が講師を務め、２６名

の参加者があった。講座後の無料相談会には１２ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名の希望者があり、スタッフ全員で対応した。 
 会員も増加したので、公開講座の回数も増やし

ていく予定である。 
（（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） 

測測量量機機器器をを貸貸しし出出ししてていいまますす  

 会員の皆様の業務に活用していただくことを目的として、本会の備品 
である測量機器（トータルステーション）を貸し出しております。 
どうぞご利用ください。 

 
 期 間：７日以内／１回 
 使用料：１５，０００円／１回 
 その他：貸し出しのルールに沿ってご利用ください。 

申込時に「備品等借用申請書」の提出が必要になります。 
     貸し出しの際は、取扱いビデオ（約３０分）の視聴が必要です。 
     会の研修等で機器を使用する等、貸し出しができない場合があります。 
 ※貸し出しについてご不明な点は事務局にお問い合わせください。 
 

平平成成２２７７年年度度関関地地協協連連絡絡会会開開催催  

交差点 ((一一社社））ココススモモスス成成年年後後見見ササポポーートトセセンンタターー  

栃栃木木県県支支部部主主催催「「市市民民公公開開講講座座」」開開催催さされれるる
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 今月は栃木支部より吉見英人（よしみひでと）

会員を紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
氏 名 吉見英人（行政書士・社会保険労務士） 
事務所 栃木市大平町西野田３６３－５ 

セントラルヒルＢ 
入会日 ２００３年４月２５日 
 
綾部 行政書士になったきっかけは？ 
吉見 もともとは理系出身で、電機メーカーで半

導体関連の開発をしていましたが３０歳のと

きに退職し、専門学校で簿記の勉強をしていま

した。その時たまたま「行政書士」のパンフレ

ットが目にとまったのがきっかけです。それま

で行政書士という資格自体を知りませんでし

た。 
 
綾部 行政書士業務でメインは？  
吉見 建設業許可申請と産業廃棄物収集運搬業許

可申請です。今後、社労士業務とミックスさせ

て、社会保険の手続・労務管理・助成金などの

アドバイスをしていこうと考えています。 
 
綾部 流儀・モットー等仕事をするうえで心がけ

ていること、または譲れないことは何ですか。 
吉見 お客様の期待を裏切らないよう努めていま

す。 
綾部 具体的にどういった形で？ 
吉見 許可申請をするのに、事前にお客様からの

聞き取り等が必要となりますが、なるべくお客

様の手間とならない様に雛形等を用意する様

にしています。それと、当事務所でとれる公簿

書類などは当事務所でとる様にしています。 
綾部 代理業では確かに大切なことですね。 
 

 
 
綾部 お忙しいとは思いますがお休みは取れて

いますか。 
吉見 ほぼ休み無く働いています。 
綾部 お疲れ様です。 
 
綾部 吉見会員から仕事をいただくことがあり

ますが、自分に来た仕事を人にくれるというの

はもったいない気もします。その辺は何かしら

意図があるのでしょうか。 
吉見 いろいろな業務に手を広げすぎて当事務所

で全ての仕事をこなせない状況です。社会保険

労務士もしているので、社労士業務と親和性の

低い業務、土地関連の申請や相続・遺言などは、

他の行政書士さんや司法書士さんに振るよう

にしています。逆に僕の専門としている業務を

紹介して頂いていますね！ 
 
綾部 特に新入会員に向けて、建設業許可申請と

産業廃棄物収集運搬業許可申請において気を

付けるべきこと教えて下さい。 
吉見 建設業許可業務については、簿記の知識が

あった方がよいかと思います。産業廃棄物収集

運搬業許可業務については、申請する県によっ

て申請書の雛形や添付書類が違うのでちょっ

と面倒です。それと石綿含有廃棄物の許可をと

る場合は注意が必要かな。あと行政書士保険に

は入りましょうね！ 
 
綾部 今後は業務をどう展開していきたいです

か。 
吉見 お客様も増えてきて、いろいろな相談が来

るようになっています。当事務所だけでは対応

できない業務等もあるので、行政書士や他士業

とネットワークを組んでいければいいなと思

います。 
 
吉見会員、事務所移転おめでとうございます。 

ますますのご活躍を期待しております。 
 

（支局長 綾部一成） 
 
 
 
 

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、琵琶塚古墳・摩利支天塚古墳について

紹介したいと思います。 
 
この２つの古墳は小山市の北西に位置し、下野

市からも近い場所にあります。 
 これらの古墳は５世紀末から６世紀初頭、今か

ら１５００年ほど前に造られたとされており、栃

木市から壬生町にまたがる吾妻古墳とともに県内

最大級の古墳です。 
また、琵琶塚古墳・摩利支天塚古墳共に史跡に

指定されています。 
 

 

 

 
 琵琶塚古墳では２年前から発掘調査がなされて

おり、１０月３日に一般向けの調査研究報告会も

開催され、今後資料館を建てる計画もあるようで

す。 
 

 

 
 さて、歴史や学術的な観点からだけでなく観光

や散歩、ウォーキング等の視点から見てもここは

楽しめる場所となっています。１０月１０日にも

小山市主催のウォーキングが行われました。 
そこで、私がお薦めのコース紹介をしたいと思

います。 
 まず、琵琶塚古墳東にある見学者用の駐車場か

ら摩利支天塚古墳に向かいます。このとき道路を

挟んで琵琶塚古墳が見え発掘現場らしきブルーシ

ートも確認できます。摩利支天塚古墳に着くと入

口には案内板があり、歴史背景などにも興味を惹

かれます。後円部の墳頂には摩利支天社が祀られ

ており、社の裏側に回ってみると、丘の上から田

園風景が一望できます。 
 摩利支天塚古墳を一通り堪能したら、次は琵琶

塚古墳に向かいます。向かう道中の林道を通ると

きの木漏れ日がとても気持ちいいです。 
 琵琶塚古墳の入口にも案内板があり、そこから

古墳の方を見ると道路側だけでなく裏側でも発掘

作業が行われていたことがわかります。 
 それらの発掘跡を見ながら古墳の周りを一周し、

最後に墳頂の石碑を拝み、元来た道を戻るという

ルートです。案内板を見ながらゆっくり歩いて１

時間強というところでしょうか。 
 
 小山市のこのような身近な場所に１５００年前

を生きた人の記録が残っていると思うと神秘的で

不思議な気持ちになります。 
 皆さんも機会があったらぜひこの琵琶塚古墳・

摩利支天塚古墳を訪れてみてください。 
(支局長 野村泰紀) 

支局かわら版 
「琵琶塚古墳・摩利支天塚古墳」 

小山支部 

（写真：琵琶塚古墳）

（写真：摩利支天塚古墳）

（写真：琵琶塚古墳発掘調査跡）
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【那 須】 

無無料料相相談談会会のの実実施施  

 １０月５日（月）午前１０時～午後３時まで、

那須塩原市役所（本庁）市民室にて、第３回無料

相談会を行いました。参加会員は８名、相談件数

は５件でした。相談内容は、相続関連で４件、親

族関連について１件でした。今回は平日というこ

ともあり、相談件数は少ないものの、開始時間を

前倒ししての対応となりました。平日の市役所で

の開催としたことで、職員も含め、多くの市民の

目に止まった事はとても良かったと思います。ま

た、後日相談する為にと名刺やパンフレットをお

求めになる方もいらっしゃいました。 
（支局長 熊田慎一） 

 

広広報報月月間間官官公公署署訪訪問問  

１０月３０日（金）、広報月間活動の一環とし

て、田沼支部長、一戸副支部長、田渕支部理事と

私は、那須町町長、大田原市市長及び各市町農業

委員会・都市計画課、那須塩原警察署、大田原警

察署、県北健康福祉センター、大田原土木事務所、

県北森林事務所、那須地区消防本部を訪問致しま

した。 
訪問に際しては、次の内容についてお願いをし

ました。 
①「行政書士制度広報月間」として、行政書士

制度の普及等のためのポスター掲示等のお

願い 
②非行政書士の行政書士法違反（行政書士法第

１９条により禁止されている、同法第１条の

２及び第１条の３第一項の業務を非行政書

士が行うこと）について、窓口規制のお願い 
以上につきましては、数年重ねてのお願いのた

め、既に各官公署においてのポスターを掲示や、

受付窓口での規制や指導等のご協力を頂いており

ます。そのため、継続してのお願いとなりますが、

本年は、ご協力をお願いするに当たり、農業委員

会、都市計画課、土木事務所への訪問時に、窓口

対応の際ご利用いただけるよう、土地関係取扱行

政書士名簿も持参しました。 
継続してお願いをしているからこそ、各行政書

士は、業務を受任できるだけの知識や能力を身に

着けておく必要がありますし、能力等を身に着け

た行政書士も需要に見合う人数が必要となります。

また、非行政書士の規制をお願いするということ

は、各行政書士自身も、他士業法に抵触する行為

を行うことがないよう、注意を払わなければなり

ません。 
行政書士制度広報月間では、広報活動に於いて、

行政書士及び行政書士業務について認知度アップ

を図ると同時に、各会員が襟を正し、業務及び倫

理について改めて意識する良い機会ではないでし

ょうか。 

（那須支部 冨田倫子） 

支 局 情 報 
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【足 利】 

１１００月月はは頑頑張張っったた足足利利支支部部！！！！～～自自画画自自賛賛  
 
●１０月１３日（火）支部研修会 

 足利地場産センターにおいて、支部研修会が開

催されました。２部構成で前半は「相続に伴う戸

籍の取り方及び見方」がテーマで足利市役所から

加藤副主幹様と石島主任様の２名にお越し頂いて、

戸籍制度の沿革から職務上請求における留意点ま

で講義して頂き、講義後の活発な質問に対しても

丁寧に回答して頂きました。 

後半は「離婚相談の受け方・進め方」のテーマ

で小山支部の土方美代会員から講義して頂きまし

た。実体験に基づいたパワフルかつエネルギッシ

ュで、時にユーモアを交えながらの参加者を飽き

させない講義の進め方は、「講師のあり方」という

点でもとても参考になりました。もちろん、研修

内容もそこら辺の「離婚本」には載っていないポ

イント満載でした。相談相手に生半可な気持ちで

寄り添ってはいけないのですね。実戦で活用でき

る豊富な資料類も提供して頂きましたが、実際に

使用する際には、安易にそのまま使用するのでは

なく、自己責任で慎重に用いる事が必要になるか

と思います。土方会員にはお忙しい中、懇親会に

も参加して頂いて貴重なお話をして頂きました。 

出席者２７名（申込者２９名）で、他支部から

遠路７名の参加に感謝させていただく一方で、足

利支部からの出席は２０名だったのは、さびしい

事実でもありました。 

 

●１０月２１日（水）市民無料相談会 

 足利市民プラザ内第３０１号室をお借りして午

後２時から午後５時まで市民無料相談会を開催致

しました。相談員として協力した会員は８名でし

た。訪れた相談者は３名で、内容は相続関係や遺

言関係でした。告知は市の広報誌（あしかがみ）

のみで相談会場も人通りの少ない３階でしたので、

「相談件数０件」という不安も私の邪悪な頭をよ

ぎったのですが、結果はまずまずといったところ

でしょうか。「胸の中のモヤモヤがスッキリとはれ

ました」と帰られる相談者の笑顔と後ろ姿を、ホ

ッとしながら見送りました。相談者は３名とも女

性でしたので、対応できる女性会員に心強さを感

じました（ちなみに私は廊下で雑談ばかりしてい

ました、少し反省）。 

ショッピングセンター等の相談会の場合、通り

すがりの買い物客に声をお掛けして相談会に来て

頂く場合もありますが、相手は全く準備していま

せんから、一般論に終止して具体的な相談にはな

らない場合も多いものです。数も求めなければな

らないので仕方のない面もありますが……。無料

相談会にしましても、市民セミナーにしましても、

毎回頭を悩ますのが効果的な告知方法と集客です

が、何か妙案はないものでしょうか？ 

（支局長 杵渕 徹） 

 

 

【小 山】 

相相続続・・遺遺言言セセミミナナーー  

１０月１３日（火）午前１０時から小山市生涯

学習センター（ロブレ６階）で行政書士による相

続・遺言セミナーが開催されました。参加者は約

２０名で、講師は小山支部の佐藤実会員が務めま

した。 
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 このセミナーは生涯学習センターが「生活潤い

安心講座」ということで計画している無料の講座

の中の第１回目だそうです。 
 セミナーは２部構成で、第一部が「相続が発生

した場合の手続き」、第２部が「遺言書作成のすす

め」という内容でした。詳しく図解された資料を

基に、とても丁寧で分かりやすく、佐藤会員らし

さが出ているセミナーでした。 
参加者の多くはメモをとり、ときに頷きながら

熱心に聴いているようでした。また、既に相続問

題を抱えている参加者もいるようで、休憩時間や

セミナーが終わった後も質問に来ていました。 
 このセミナーを通じて、相続問題を軽減させる

ためにも遺言のすすめは必要だと再認識させられ

ました。 
（支局長 野村泰紀） 

 
 
【宇都宮】 

～～よよみみががええるる社社参参行行列列～～  

宇宇都都宮宮城城址址ままつつりり  
  

１０月１８日（日）毎年恒例の宇都宮城址まつ

りが開催され、宇都宮支部ではリーフレットやポ

ケットティッシュを配るなど周知活動を行いまし

た。 
 この宇都宮城址まつりは宇都宮の歴史を知って

もらおうと、平成８年から旧御本丸公園を会場に

開催したのがはじまりです。会場では、江戸時代

の格好をした方々が練り歩き、また伝統工芸体験

やインドカレー店などの飲食店、郷土物産や民芸

品販売など様々なブースが出展されており、会場

は大賑わいでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 宇都宮支部のブースの中央には、公式キャラク

ターのユキマサくんのパンチングバルーンを設置

し、大きなユキマサくんと並ぶ形でリーフレット

とポケットティッシュを配布しました。ユキマサ

くんは子供から大人まで大人気で、「どうしてユキ

マサくんていうの？」と質問する方がたくさんい

らっしゃいました。「行政（ぎょうせい）の文字か

ら名前が付けられました」とお話しすると、皆さ

ん声を揃えて「なるほど～！！」と納得の様子。

次いで「行政書士ってどんなことするの？」とい

う質問も頂くことができ、行政書士という仕事の

アピールに繋がったのではと思います。一緒に周

知活動をしてくれたユキマサくんにも感謝したい

です。 
（支局長 羽石真弓） 

 

 

【塩 那】 

広広報報月月間間ににおおけけるる高高根根沢沢町町役役場場表表敬敬訪訪問問  

９月３０日（水）午後２時より高根沢町役場を

表敬訪問致しました。  
出席者は、矢口正則支部長・佐藤栄一担当副会

長・古口譲一会員・町議会議員の齋藤誠治会員で

あり、加藤公博町長と意見交換させて頂きました。 

農用地区域、農用地内の農地転用、都市計画街路・ 
区画整理 ・空き家対策（調整区域内の農家住宅） 
等多くの話題が上がりましたが、私達行政書士に

直接関係の多い農業委員会、都市整備課への窓口

対応について理解を求めました。  
その後農業委員会事務局で委任状の添付につ

いてなど、周知徹底をお願い致しました  
町長をはじめ町執行部の皆様には、お忙しい中

対応して頂きまして本当に有り難うございました。  
（支局長 岡村浩雅） 
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【芳 賀】 

専専門門業業務務研研修修会会のの開開催催  

 １０月１９日（月）午後３時より、真岡市商工

会議所会議室で、芳賀支部専門業務研修会が開催

されました。 
 綱川支部長から、あいさつと暴力団等反社会的

勢力による不当要求対策についての研修報告があ

りました。 
 業務研修は相続税法についての内容であり、講

師は税理士でもある横山孝一会員が担当しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「一番落ち着く時節だね」と妻が言った。 
稲の収穫が終わり、町に住む親類のところへ、

宅急便で新米を送る荷作りが終わったところだ。

５月のゴールデンウィークに田植えをしたコシヒ

カリは、９月中旬に収穫をむかえた。 
毎年、稲刈りが終わった田んぼを眺めては、私

も妻と同じことを思っている。私が小学生の頃、

田んぼの代かきは馬でやっていた。その代かきが

耕耘機に変わり、今はトラクターになった。 
平らになった田んぼに、横一列に並んで手植え

が始まる端っこで、私も苗を植えた記憶がある。 
田植機は歩行用から、一度に何条も植えることが

できる乗用田植機になった。収穫は鎌で、一株一

株刈り取ったものだが、今はコンバインで刈り取

り、脱穀までを一気にやってしまう。 
地元のＪＡには、籾を貯蔵しておくカントリー

エレベーターが建ち、搬入待ちの軽トラックが長

い列を作るようになった。 
私も兼業で、４０年は農作業をやってきたから、

改良される田植機や、コンバイン等の農機具のお

かげで、体の衰えをカバーしながら、やってこら

れたのだと思っている。その分、農機具の出費は

結構大きなものだったと思っているが。ただ、あ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今後の業務において大変参考になる研修となり

ました。 
（支局長 大塚一芳） 

 
 
 
 
 
 
 
 
りがたいことに、近所の花卉栽培農家の方たちと

農機具の共同利用をしているので、少ない出費で

すんでいる。近頃は、あるものが欲しいと執着す

るようなことが無くなってしまっていた。ただ、

このところの冷え込みのせいか、キャビン付のト

ラクターが欲しいと思い始めている。年内には田

んぼを耕耘する作業がまだ残っている。私のトラ

クターを運転するスタイルは、ニット帽をかぶり、

ダウンと暖パンになる。トラクターにキャビンが

付いていれば、寒風を防いで暖かいはずだ。 
しかし、こんな話を聞いたのを思い出した。そ

ろそろ、新型のトラクターに買い換えようと、親

父さんが倅さんに言った。 
「４００万円の新型トラクターを買うつもりだ」

と、サラリーマンの倅さんは 
「親父、４００万円の金があったら、うちで食べ

る米の何年分だい」と、その言葉に親父さんは、

黙ってしまったそうだ。はたして、親父さんがト

ラクターを買い換えたかまでは、聞いていなかっ

た。 
 さて、私が妻にキャビン付のトラクターが欲し

いと言ったら、妻は何と言うだろうか。 
（芳賀支局長 大塚一芳） 
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 あれ、車がある。それも宇都宮ナンバーの乗用

タイプのワゴン車だ。東北のたいして有名な川で

もないこんな山奥で、しかも今日は遊ぶ確率の低

い木曜日の平日。なんで栃木県人とバッティング

なの！！ 先行して入渓されたなら今日は目的の

川での釣行は不可能。 

半信半疑ながらもっと上流にあるいつもの車

が置けるところに着いた。相棒のＦ氏と車中話し

の結論は、きっと彼等は二股になっている手前の

沢に入っており、我々の入渓する予定の沢はその

奥の沢で問題ないと勝手に自己中心的な解釈。胸

騒ぎしながら雨中急いで身支度を整えると、人が

やっと歩ける程度の山中を目的地の沢に向かって

歩き出した。一山越えるのに３０分は掛かる。そ

れも最後の難所のガレ場をロープを使用し登った

後１００ｍの急斜面を滑って落ちないよう気を付

けながらやっと川に着いたのだった。 

沢を見回す限り人はいないが、やはりさっきの

連中が先行していないかやはり心配だ。ドキドキ

しながら１００ｍほど上流に向かって急いで歩い

て行った。「ギャー！」やっぱり彼等がいた。上流

に向って段々に連なっている大小の岩の上に、白

いカッパを着た一人が釣竿を持っているのが確認

できた。多分我々の通ってきた入渓路でなく下流

から入ったと思われる。気落ちした私は、後から

少し遅れて来たＦ氏とこの場の事情を理解し仕方

なくこのまま車に戻り別の沢に行くことにした。 

 先ほどの道を汗ビッショリになり車に戻ったが、

別の沢に移動するには１時間は要するので、入渓

時間は９時過ぎになる。あまり奥深い沢には入れ

ないということで、あうんの呼吸の二人、「峠の沢」

を目指した。 

 川の車止めに着いたが、運よく先行者はいない。

早々入渓し遅ればせながら竿を出した。雨は相変

わらず断続的に降っていて川の水は増水しており、

いくらか濁りも交じっている。この川での釣には

ベストの条件だ。いいポイントでは予感通り９寸

前後の良型が釣れていて、１時間もするとビクに

魚が一杯になったので魚のハラワタとりと朝食の

ため休憩となった。 

 二度ほど腸とりをしさらに上流へと進みコンス

タントにイワナを釣り上げていよいよ魚止めにや

ってきた。この魚止めは過去に４９ｃｍのイワナ

を釣り上げたところだ。その下の段のプールでも

過去に４６ｃｍの大物を釣上げている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二人は右と左に同時にエサを投入した。すぐに

Ｆ氏にアタリがあったがまだ私の方には魚が掛か

った感触はない。Ｆ氏に釣り上げるのを少し我慢

してもらっているとどうやら私のエサにも食いつ

いたイワナのアタリがある。「ヨウイドン！」と二

人同時に竿を上げると私の手には大物の感触のア

タリがあり、グングンと深場に潜ろうとイワナが

暴れている。Ｆ氏の方も大物のようで、やはり竿

が弓のようにしなっていてなかなか魚が見えない。

二人で５ｍ四方程度（深さは約１．５ｍ）のポイ

ントでイワナと格闘していたが、Ｆ氏の方のイワ

ナが先にギブアップしたのか姿が見えタモに収ま

った。わたしの方は相変わらず魚が水面に上がっ

てこないばかりか水中にある倒木の方に必死に逃

げ込もうとしている。私は懸命に竿を絞り込みつ

いにイワナを水面へと寄せてきたが岩がゴロゴロ

していて足場が悪いので一人では取り込めそうに

ない。Ｆ氏が魚を取りこんでから私の方もタモに

すくってもらい無事ゲットした。二人で釣り上げ

たイワナの体長を計測すると同じ４２ｃｍであっ

た。 

 当然この二匹はその晩サシミとなり悪食の我々

の胃袋におさまった。南無・・・ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（木子 岩魚） 

 

釣釣紀紀行行２２８８
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 日 予  定 時  間 主  催 

1 火 制度推進部会 10:30~ 制度推進部 
2 水 正副会長と総務部の合同会議 10:00~  

総務部会 13:30~ 総務部 
3 木 自動車登録・車庫証明 研修会 13:30~15:00 業務第１グループ

7 月 登録説明会 10:00~ 総務部 
8 火 会館建設検討特別委員会 10:00~ 会館建設検討特別委員会 
9 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 
会計精査 13:30~ 財務経理部 
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 一日合同行政相談所（佐野） 10:15~ 制度推進部 
編集会議 13:30~ 広報部 

11 金 宇都宮支部研修会 13:30~15:30 宇都宮支部 
13 日 理事会・幹事会 13:00~  
14 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 
15 火 栃木県土砂条例研修会 13:30~15:00 業務第２グループ

16 水 国際業務相談事例・入管基礎研修会 13:30~ 業務第４グループ

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 

18 金 事務局との連絡会 15:00~ 総務部 
21 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 

22 火 風俗営業許可研修会 13:30~15:40 業務第１グループ

24 木 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 

登録説明会 10:00~ 総務部 
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 

25 金 自販連との連絡会 18:00~ 総務部 
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 

 
新規申出（１０月）          １名 
更新申出（１０月）          ４名 
申請取次行政書士（１０月末現在） １０４名 

 

栃木県行政書士会カレンダー（１２月） 

 

※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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 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 

事務連絡 H27.10.2 
タクシー運転者登録制度の全国拡大及び訪日外国人旅行者向け貸切バスの

臨時営業区域の設定期間の延長について 

616 H27.10.8 
総務省からの「マイナンバー制度の周知等協力依頼」及び「法人番号の通

知・公表開始スケジュール案内」について（会員周知願い） 

632 H27.10.8 e-Tax のご利用案内について 

641 H27.10.9 特定行政書士法定研修の受講・受験に係る次年度への振替措置等について

662 H27.10.15 マイナンバー対応について（参考） 

670 H27.10.16
国交省 OSSシステム更改に伴う利用者IDの管理方法等の変更について（周

知依頼） 

664 H27.10.20 平成 27年 10月分会費納入について（お願い） 

694 H27.10.23 経過措置会員が行う社労業務におけるマイナンバーの取扱について（周知依頼） 

695 H27.10.23
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」

について（周知依頼） 

706 H27.10.27 平成 27年度単位会申請取次行政書士管理委員会等への助成について 

708 H27.10.27 平成 27年度下期資格審査会の開催について 

718 H27.10.30 平成 27年度報酬額統計調査実施にあたっての広報について 

 

 

 
 
日行連より標記の件につきまして、周知依頼がありました。 

今般、女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備

するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が制定されまし

た。 

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。 
 

 

 

 
 
日行連より標記の件につきまして、周知依頼がありました。 

経過措置会員とは、昭和５５年９月１日時点で入会していた会員のことです。 

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。 
 
 

 

 
 
日行連より標記の件につきまして、周知依頼がありました。 

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。 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進
法）」について                    ～日行連より～

日行連だより 

経過措置会員が行う社労業務におけるマイナンバーの取扱について
～日行連より～

総務省からの「マイナンバー制度の周知等協力依頼」及び「法人番
号の通知・公表開始スケジュール案内」について ～日行連より～
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日行連より標記の件につきまして、周知依頼がありました。 

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。 

 
 

 

 
 
先般、栃木県警察本部生活安全部生活安全企画課と風俗営業許可申請に係る提出書類等について確

認を行いました。 
その内容は、下記のとおりとなりますので再度ご確認ください。 
１．提出部数は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第１条に規定さ

れているとおり、１通の申請書又は届出書となります。 
２．添付書類等は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添

付書類等に関する内閣府令に規定されている添付書類」となります。よって、略歴書及び都市計

画法に基づく用途地域証明等は添付を要しません。 
３．代理申請等（行政書士法第１条の３第１号）を行う場合は、各申請・届出毎に委任状を添付す

ることにより、申請者・届出者の欄は､誓約書や証明書の類を除き、代理申請を行う行政書士の記

名押印で可となります。その際、上段に申請者名（法人である場合には法人名及び代表者名）を

必ず記載してください（押印は不要です）｡ 
なお、委任状等の作成例は、本会ホームページ「会員専用」の「各種データ」→「研修資料等」の

２０１２年９月７日付に「栃木県への申請における「代理権行使の申請書類作成例」資料」が掲載さ

れていますので参考としてください。 
（総務部長 金敷 裕） 

 
 
 

総務省からの番号利用法施行に伴う本人確認書類として個人番号
カードを用いる際の留意事項等について    ～日行連より～ 

風俗営業許可申請に係る申請書類等の確認について 
    ～総務部より～ 
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自動車登録・車庫証明 研修会           業務部 第１グループ主催
 

○開催日時 

平成２７年１２月３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 

自動車登録・車庫証明についてご講義いただきます。 

○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３０日（月） 

国際業務相談事例・入管基礎研修会         業務部 第４グループ主催

○開催日時   

平成２７年１２月１６日（水）１３：３０～ 

○開催場所   

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容  

 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の２本立てです。 

 基礎と実例を一度に学ぶことができます。 

○対 象 者：会員 

○受 講 料：無料 

申込は不要です。お気軽にご参加ください。 

<

広
告> 
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栃木県土砂条例研修会              業務部 第２グループ主催 

○開催日時 

平成２７年１２月１５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 

栃木県土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について 
基本的なことを中心に学びます。 

○対 象 者 

会員、補助者 

○講  師 

栃木県環境森林部廃棄物対策課 

○受 講 料 

無  料 

○締め切り 

 １２月１０日（木） 

風俗営業許可研修会               業務部 第１グループ主催 
 

○開催日時 

平成２７年１２月２２日（火）１３：３０～１５：４０ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

風俗営業許可に関し、防犯協会担当者からは現場調査から見る問題点について、県警生活安全

企画課担当者からは法令についてご講義いただきます。 

○対 象 者 

会員、補助者 

○講  師 

公益社団法人 栃木県防犯協会 担当者 
栃木県警察本部 生活安全部生活安全企画課 担当者 

○受 講 料 

無  料 

○締め切り 

 １２月１４日（月） 
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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 

12／3 自動車登録・車庫証明 研修会 500円 11/30  － － 

12／15 栃木県土砂条例研修会 無料 12/10  － － 

12／22 風俗営業許可研修会 無料 12/14  － － 

 

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 

 

宇都宮支部研修会のお知らせ 
 
○開催日時 

平成２７年１２月１１日（金）１３：３０～１５：３０ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

相続に対応するための基礎知識、相続業務における注意点等 

※各自六法をご用意ください。 

○講  師 

弁護士 小倉崇徳 
○受 講 料 

５００円 

○締め切り 

 １１月３０日（月） 

 

宇都宮支部研修会（平成２７年１２月１１日開催）申込書 

※ＦＡＸ（０２８－６３５－１４１０）にてお申し込みください。 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

他支部の方も 

ご参加いただけます。

※会場の都合によりお申し込みをお受けできない場合があります

（定員４０名）。申し込み人数によっては会場を変更する場合もあり

ますので、お早めにお申し込みください。 
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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 

 那 須 
H27.10.2 

324- 

0058 

大塚弘大行政書士事務所 
0287-46-5031  

大塚 弘大 大田原市紫塚 4-3939-154 

 栃 木 
H27.10.15 

321- 

0216 

行政書士大塚法務事務所 
0282-82-8083  

大塚 文子 下都賀郡壬生町大字壬生丁 121-3 

【退 会】金子武会員、君島健司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 氏 名 退会年月日 備 考 

佐 野 金子  武 H27.8.3 死 亡 宇都宮 岡部 邦栄 H27.10.31 廃 業 

那 須 君島 健司 H27.9.30 死 亡 栃 木 森田 博志 H27.10.31 廃 業 

栃 木 若林 俊博 H27.10.31 廃 業     

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇都宮 根岸 俊夫 所 在 地 宇都宮市簗瀬 1-8-5 

栃 木 吉見 英人 所 在 地 栃木市大平町西野田 363-5 セントラルヒル B 

佐 野 矢野 裕基 

事務所名 

所 在 地 

電話番号 

矢野裕基行政書士事務所 

佐野市赤坂町 954-9 フェリーチェアピア 203 

0283-86-8635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 10 月 31 日現在）

行政書士とちぎ 11 月号 №467 

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 

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 

 

※参加希望の会員の方は、今号に同封の案内文書にある 

申込書で、お申込みください。 

平成 2８年 賀詞交歓会のご案内 

もうすぐ今年も終わろうとしていますね。

今年は私事ではありますが、色んな人生の転

機がありました。その中でも琥珀という新し

い家族を迎えたことが一番の出来事です。 

そんな琥珀ももうすぐ１歳。 

末永く精一杯の愛情をかけていきたいと

思います。 

（広報部 松本智美）
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