


 
 

－1－ 

 
           １  目次、今月の表紙の一言 

           ２  平成２８年度定期総会開催 

           ３  なるほど！ザ・契約 第４回開催、申請取次行政書士の動向 

           ４  おじゃましま～す！ 

           ５  支局かわら版（日光） 

           ６  支局情報（宇都宮、足利、佐野、那須、小山、芳賀） 

           ９  木もれび 

          １０  アドちゃんの談話室 

          １１  栃木県行政書士会カレンダー（７月）、日行連だより 

          １２  業務連絡 

          １７  政連だより（平成２８年度定期大会開催、他） 

          １８  交差点、財務経理部からのお知らせ（収入証紙販売） 

          １６  研修会のお知らせ 

          ２２  会員の動き 

           

           

              

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

栃木県行政書士会会報誌 

行政書士 

とちぎ 

2016 年 

6 月号 

CONTENTS 

No. 474 

「「ヒヒママララヤヤのの青青いいケケシシ」」    

撮撮影影地地：：日日光光市市（（上上三三依依水水生生植植物物園園））  撮撮影影者者：：大大鹿鹿幸幸雄雄（（宇宇都都宮宮支支部部））  
 
日光周辺の山々は、たくさんの珍しい花の宝庫になっています。足に自信がない人

には、それらを気軽に鑑賞できるのがこの植物園です。園内は、高原・湿性草原・水

生植物池に分けられており、６月には「天空に１番近い花」とも言われる、ヒマラヤ

の青いケシが見頃になります。 

今月の表紙 



 
 

－2－ 

 
 
 

 

 

 

 ５月２０日（金）午後１時より、ホテル東日本

宇都宮において会員３７８名の出席（本人出席６

１名、委任状出席３１７名）のもと、平成２８年

度定期総会が開催された。 

 

 会長あいさつの後、栃木県知事のあいさつ、続

いて知事表彰状授与、栃木県行政書士会長表彰状

授与、感謝状授与が行われた。 

 

 

 来賓祝辞の後、議長団として小山支部の髙山久

会員、芳賀支部の綱川敏文会員が選出され議案審

議に入った。各議案については、いずれも原案通

り可決承認された。 

 

議案第１号 平成２７年度補正予算並びに事業報

告、同決算について 

（１）平成２７年度補正予算の承認について

（一般会計） 

（２）平成２７年度事業報告について 

（３）平成２７年度決算報告について 

議案第２号 平成２８年度事業計画並びに同予算

について 

 （１）平成２８年度事業計画について 

 （２）平成２８年度予算について 

議案第３号 日本行政書士会連合会定時総会に関

する事項について 

 （１）日本行政書士会連合会定時総会に向けて

の要望について 

 （２）代議員の選任について 

 
（広報部 山本昭子） 

平平成成２２８８年年度度  定定期期総総会会開開催催 
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 ５月２７日（金）「なるほど！ザ・契約」１０回

シリーズの第４回目が開催された。前回までの総

論からいよいよ実務

に即した各論部分の

講義内容に出席者も

前回を上回る２３名

の会員に出席してい

ただいた。講師は、

今回から宇都宮支部

の松岡英彦会員にお

願いした。 

今回の講義内容は、①宅地贈与契約書 ②自動

車贈与契約書 ③土地売買契約書 ④動産売買契

約書 ⑤債務承認並びに債務弁済契約書を基に松

岡会員の経験から具体例を用いて書式作成上の注

意点等解説していただいた。 
各論を勉強する上で基礎となるものが総論で

あるので、より理解を深めるためにも、できれば

次回出席される方は、もう一度総論の復習をした

上で受講していただきたい。 
次回からの受講もできるので、ぜひ多くの会員

にこの機会を利用してもらいたい。 
（業務部第５グループ 大橋勝典） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ななるるほほどど！！ザザ・・契契約約  第第４４回回開開催催 

福島会研修会「家族信託実務について(基礎編)」開催のご案内 

 福島県行政書士会のご好意で、福島会で開催する研修会にぜひご参加くださいとの案内がありま

したので、周知致します。 

研修内容にご興味のある方、参加希望の方は、栃木会事務局にご連絡ください。 

 

 １．日  時 平成２８年７月２日（土）午後１時３０分～４時３０分 

 ２．場  所  福島県郡山市駅前２丁目１１－１（ビッグアイ ７階） 

「市民交流プラザ 大会議室」ＴＥＬ０２４－９２２－５５４４ 

 ３．内  容 「家族信託実務について(基礎編)」 

 ４．講  師 弁護士 遠藤英嗣 氏（日本成年後見法学会 常務理事） 

 ５．参 加 費 1,000 円（資料代） 

 ６．申込方法 栃木会事務局に電話でお申し込み下さい。（事務局電話番号：028－635－1411）

 ７．申込期限 ６月２７日（月）正午まで。 

新規申出（５月）          １名 
更新申出（５月）          ３名 
申請取次行政書士（５月末現在） １０６名 
 

※新規申出は面談の上、受け付けますので予約制となります。（予約先：０２８－６３５－１４１１）

 次回の予約締切日：６月３０日（木） 受付日：７月１３日（水）時間は予約時に案内します。 
※更新の書類締切は毎月１５日です。 
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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今月は、塩那支部の堀江崇夫会員の事務所にお

じゃましました。 

 

氏 名 堀江崇夫（ほりえ たかお） 
事務所 行政書士堀江事務所 
    塩谷郡高根沢町大字宝積寺２３６１－１ 
入会日 平成２７年１１月１５日 
 
○行政書士になったきっかけは。 
 平成２３年に行政書士合格、平成２４年に宅建

合格、平成２５年に司法書士に合格しました。 
平成２７年４月に司法書士事務所を開設。 

 行政書士業務の相談があったことがきっかけで

行政書士の登録をしました。 
司法書士・行政書士、両方の資格を持っていた

方がより依頼者に対し、適切なアドバイスができ

依頼者の利益になると考えたからです。 
 
○行政書士になる前の職業は。 
 司法書士の補助者として４年事務所勤務しまし

た。その中で組織の中で働くよりも、自己責任に

おいて自分のペースで働く方が性に合っていると

感じ、独立に至りました。 
 
○業務の主なものは。 
農地転用や建設業の更新などです。いずれもあ

まり件数をこなしていないので、これからもっと

力を入れていきたいです。 
 
○趣味を教えてください。 
ガンプラ（ガンダムのプラモデル）作成、ＤＶ

Ｄ鑑賞（特にアメリカドラマ）、スポーツクラブ

通いです。 

 まだ開業して半年にも関わらず、しっかりとし

た事務所を構えており、しっかりと趣味のガンプ

ラも飾ってありました。 
 また、宝積寺駅徒歩３分の好立地にありますが、

事務所のすぐ前が線路なので大変電車の音が気に

なりました。相手の話が聞こえないほどでしたが、

立地上我慢といったところでしょうか。 

 

県行政書士会や支部の行事も積極的に参加いた

だいている堀江会員です。まだ３０代であり今後

の活躍も期待したいと思います。 
私も若い方？の一人として堀江会員とともに県

行政書士会をもっと盛り上げていきたいと思いま

す。 
 
堀江会員には、ご多忙中にもかかわらず取材に

応じて頂きまして、大変ありがとうございました。 
 

（塩那支部支局長 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 
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 日光連山の中腹、標高１，３００ｍから１，６

００ｍにかけて広がる「キスゲ平園地」は、春の

ツツジ類から夏の「ニッコウキスゲ」だけでなく、

さまざまな種類の

花々が咲き競う草

原です。 

 園地内には遊歩

道や展望台のほか、

最上部まで続く１

４４５段の天空回

廊（階段）も整備

され、草原に咲くさまざまな美しい花を楽しみな

がら、関東平野の

雄大な展望も楽し

めます。空気が澄

んだ日には「富士

山」や「東京スカ

イツリー」などを

望むこともできま

す。 

 ニッコウキスゲとは・・・ 

 ６月中旬から７月中旬にキスゲ平を黄色に染め

あげるように咲きます。日本を代表する群生地で

あることから、名に「ニッコウ」と冠するように

なったと言われています。 

 この天空回廊は、 

レストハウスから 

最上部の展望台ま 

で１４４５段あり 

ます。レストハウ 

スと展望台の標高 

差は２３７ｍあり、 

展望台まで登るに 

は約４０分かかります。 

 

花ごよみ 

種類 花の咲く時季 

カタクリ ４月中旬～５月中旬 

アカヤシオ ４月下旬～５月上旬 

シロヤシオ ５月中旬～６月中旬 

ニッコウキスゲ ６月中旬～７月中旬 

シモツケ ７月中旬～８月上旬 

ワレモコウ ７月中旬～９月中旬 

オヤマリンドウ ８月上旬～９月中旬 

 

 

交通案内 

          鉄道・バス  

   至大笹牧場   日光駅から東武バス 

            「霧降高原行」か「大笹 
 キスゲ平園地     牧場行」に乗り「霧降高原」   

         下車 約２６分 
         車   

          日光街道から霧降大橋 

         を渡り、青柳日光線（県道） 

         約３０分 

   東照宮 

 
       日光街道     至宇都宮 

     

     日光駅  
   

 園地内の散策により森林浴効果や心身の健康増

進が期待できます。 

 夏は涼しいですよ。・・・ 

（日光支局長 手塚志郎） 

 

 

 

 

 

 

 

支局かわら版
日光市霧降高原「キスゲ平園地」 

日光支部 

キスゲ平園地 

キスゲ平園地入口 

案内板 園地入口からレストハウスを覗く

案内板 満開のシロヤシオ 

天空回廊（階段900段から展望台を覗く） 

1445段の天空回廊（階段）



 
 

－6－ 

 

 

 

 

【宇都宮】 

 

宇宇都都宮宮支支部部定定期期総総会会開開催催  

 ５月１４日（土）午後４時より、ホテルニュー

イタヤにおいて宇都宮支部平成２８年度定期総会

が開催されました。 

 平成２７年度事業報告・決算報告・監査報告及

び平成２８年度事業計画・予算、並びに役員選考

方法について承認されました。 

 総会終了後の懇親会においては、普段顔を合わ

せる機会が少ない会員同士も情報交換や近況報告

を行うなど大変有意義な時間となりました。 

（支局長 羽石真弓） 

 

フフェェススタタｍｍｙｙ宇宇都都宮宮２２００１１６６  

 ５月１５日（日）「フェスタｍｙ宇都宮２０１６」

が開催され、夏のような日差しが照りつけるなか、

様々な展示や出演が繰り広げられました。 

 今回で２９回目を迎えるこのイベントは、宇都

宮市民憲章推進協議会が主催となり、４月１日の

「市民の日」を記念し、市民憲章にある「明るく、

楽しく、美しいまちづくり」を推進するため、市

民が自由な発想で事業に参加し、まちづくりや郷

土愛、コミュニティ意識を醸成することを目的と

しています。 

 会場は、バンバひろば、宇都宮城址公園、オリ

オン通り、オリオンスクエア、中央市民活動セン

ターがあり、我ら宇都宮支部はオリオンスクエア

にＰＲ活動のブースを設けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リーフレット、ポケットティッシュ、うちわの

３点セットを行政書士の活動をＰＲしつつ会場の

方々に配り歩きました。ピンクのコスモス模様の

ウチワはとても人気が高く「ステキなうちわをど

うもありがとう」と何人もの方に声をかけていた

だきました。 

 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、こちらも子

供から大人まで大人気でした。たくさんの方に「行

政書士さんてどんなことをするのですか？」とい

う質問をしていただき、ＰＲ活動は大成功でした。 

（支局長 羽石真弓） 
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【足 利】 
 

足足利利支支部部定定期期総総会会開開催催  

５月１４日（土）午後３時より足利市民プラ

ザにおきまして、平成２８年度の足利支部定期

総会が開催されました（４月１日現在の会員数

が７８名で本人出席１７名及び委任状出席４

１名で成立）。 

冒頭にピカピカの２名の新入会員（小林謙二

会員及び岡部高洋会員）から自己紹介をしても

らいました。ご活躍を期待しております。 

選任された殿岡正敏議長によって、平成２７

年度事業報告及び決算承認、平成２８年度事業

計画（案）及び予算（案）などの議案が審議さ

れまして、滞りなく承認可決されました。 

支部長に偏り過ぎていた「会務」を３副支部

長の下に分担する軽減策も軌道に乗ってきて

います。支部活動や支部研修会などについて活

発な質疑応答が行われた点、相変わらずの支部

役員会とほぼ同じ顔ぶれで行われた点につき

まして付記させていただきます。 

 

４時半に終了後、場所を移しまして５時から

懇親会が開催され、引き続いて活発な質疑応答

や情報交換が行われました。 

（支局長 杵渕 徹） 

 
 
【佐 野】 
 

佐佐野野支支部部定定期期総総会会開開催催  

 ５月１４日（土）午前１１時より、ホテルマリ

アージュ仙水において平成２８年度佐野支部定期

総会が開催されました。 

 来賓の横山会長、須永名誉会長のあいさつをい

ただいてから、議案に入りました。 
 議案内容は、平成２７年度事業経過報告、同決

算報告、平成２８年度事業計画、同予算について

です。審議の結果、報告および案は承認されまし

た。 
総会の終了後、昼食までの時間で情報交換を行

いました。会員の出席率向上のための案、無資格

者申請の防止策など建設的な意見も頂きました。 
今回の定期総会から会場を変えてみました。ス

ペースに余裕があり、豪華に感じました。 
来年度の総会は、出席会員数が増えるようアプ

ローチしてみようと思います。 
（支局長 江藤正巳） 
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【那 須】 
 

那那須須支支部部定定期期総総会会開開催催  

 ５月１３日（金）午後４時３０分から、那須塩

原市にある「遊山」にて支部定期総会を開催しま

した。出席会員は１５名、委任状出席は５５名で

した。 
 議事に先立ち、昨年逝去された那須支部の会員

に向けて、黙とうを行いました。 
 支部定期総会の開催にあたり、来賓として県議

会議員阿部寿一議員及び栃木県行政書士会佐藤

栄一副会長から祝辞を賜りました。 
 議長は執行部一任により相馬秀和会員が選任さ

れ議事の進行を行いました。議案として議案第１

号では、平成２７年度事業報告・収支決算報告。

議案第２号では平成２８年度事業計画・収支予算

について審議し、可決承認されました。 
 総会終了後には懇親会も行われました。そこで

も那須支部をより良くしようと思う意見が活発に

交わされていました。 

 
（支局長 熊田慎一） 

 
 
【小 山】 
 

小小山山支支部部定定期期総総会会開開催催  

 ５月１３日（金）午後５時から、小山市東城南

の小山市城南市民交流センター「ゆめまち」にお

いて、小山支部の定期総会が開催されました。 
栃木県行政書士会の稲葉昌俊副会長、栃木支部

の松本明支部長を来賓としてお迎えし、出席者２

９名、委任状出席３０名、総数５９名の出席のも

と、平成２７年度の事業報告・決算、平成２８年

度の事業計画・予算について慎重な審議が行われ、

承認されました。また、新会員の挨拶や、福利厚

生旅行、農業委員会の委員の栃木市の事例、空き

家対策についての説明がなされました。 

  
総会終了後は、小山市羽川にある「福寿司」に

移動し懇親会を行いました。 
 懇親会には栃木県行政書士会横山眞会長をお迎

えし、また多くの会員が出席され、小山支部の結

束を再確認した素晴らしい親睦会になりました。 
（小山支部 野村泰紀） 

 
 
【芳 賀】 

 

芳芳賀賀支支部部定定期期総総会会開開催催  

芳賀支部定期総会が、４月２７日（水）午後５

時より、真岡市民センター商工会館内けやき会館

において開催されました。出席会員総数３６名（出

席会員数１３名、委任状出席会員数２３名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
綱川支部長の挨拶の後、来賓の稲葉県副会長よ

り祝辞を賜りました。 
 議長が選任され直ちに議案審議に入り、すべて

の議案について可決承認されました。 
 総会終了後は懇親会において、会員相互の親睦

を深めました。 
（支局長 大塚一芳） 
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今年の夏は、東日本では平年並みかやや暑いと

予想されています。官公庁等で導入されたクール

ビズも今年で１２年目。エアコンの設定温度を  

２８℃に、というのもすっかり浸透してきました

ね。とはいえ、我慢のしすぎで熱中症になってし

まうのも本末転倒ですので、エアコンも上手に使

用したいものです。 
 
さて、皆さまは環境省が実施している「ライト

ダウンキャンペーン」をご存知でしょうか？ 
毎年、夏至の日から７月７日まで、地球温暖化

防止のために、ライトアップ施設や各家庭の照明

を消すよう呼びかけるものです。 
今年の夏至は６月２１日。そして７月７日は言

わずと知れた七夕ですが、実はもう一つ“クール

アース・デー“という日でもあるのです。 
“クールアース・デー“とは、２００８年、洞

爺湖サミットが７月７日に開催されたことをきっ

かけに、「天の川を見ながら、地球環境の大切さを

日本国民全体で再認識しよう！」と定められたも

の。この、６月２１日と７月７日の両日、夜８時

から１０時までの２時間を特別実施日として一斉

消灯を呼びかけ、全国の参加施設数と削減電力を

集計するんだそうです。昨年も、東京駅や東京ス

カイツリーなど全国の主要なライトアップ施設で

実施されました。 
 
なんだかとても壮大な取り組みに思えてきま

したが、一般家庭でできることはごく簡単。全て

の照明を消す必要はありません。余分な照明を間

引いて消灯するなど、それぞれの環境に合わせて

安全な実践をすればＯＫです。 
 
佐野市でも、毎年７月に「クールアースデー 

ｉｎＳＡＮＯ」というイベントを行っており、今

年は７月１６日（土）の午後に佐野駅周辺で開催

される予定です。ミニライブや様々なパフォーマ

ンスが行われ、日が暮れると、廃油で作ったエコ

キャンドルが点火されて幻想的な雰囲気に包まれ

ます。 
興味のある方、ぜひ足を運んでいただけたらと

思います。 
（支局長 川田有美） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～事務局よりお知らせ～ 

栃木県より下記の手引きが届きました。事務局窓口にありますので、ご希望の方はご自由に 

お持ちください（無料）。 

郵送をご希望の方は、会員専用ホームページのトピックスに６／２付で掲載されている申込書 

を事務局宛にＦＡＸして下さい。 

「建設業許可申請の手引き(平成２８年度版)」 

 「経営規模等評価申請及び総合表評定値請求の手引き(平成２８年度版)」 

※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。 

平成２８年度特定行政書士法定研修 講義会場変更のお知らせ 

  【変更前】とちぎ福祉プラザ → 【変更後】栃木県行政書士会２階 

※10/23の考査会場は変更ありません。 
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ウチで６年間習ったのにこの程度だと思われ

たら困るので、他人に言ってはいけない――この

言葉は、私が小学生時代６年間雨にも負けず風に

も負けず健気に週１回通い続けた書道教室の先生

から、小学校からの卒業すなわち書道教室からの

卒業に際して贈られた言葉です。それに対して素

直な私が「ここで習っていたことは隠します」と

答えると「否、３、４年間だったら通ったと言っ

ても構わない」との温情判決が下されました。 

 この書道教室は、習字のみならず躾も厳しいと

の評判で各学年から２０名近くが通っていたと思

います。でも、６年間通い続けた子は毎年数名で

した。部活動などの関係から小学校卒業時に辞め

るのが常でしたが、先生からも認められ本人にも

意欲があれば、中学生でも通うことができました

が、意欲も能力もない私は、当然のように書道教

室から解放されたのでした。この言葉とともに。 

 先生が私に遠慮なく〝失礼なこと〟を言えるの

は、それなりに６年間にわたる交流があったから

で、記憶に残るエピソードを紹介します。ウチの

母は〝不肖の息子〟が面倒をかけている手前、お

中元とお歳暮をその時季になると私に託すのが常

でした。幼気な私は嫌々ながら「つまらないもの

ですが…」と教えられた言葉とともに持参するこ

とになります。「いつもすみません、とお母さん

に伝えてね」と大人な対応の先生に対して「また

ぁ～待ってたくせに～」と、照れ隠し半分で憎ま

れ口をたたく私。激怒を通り越して「まったくキ

ネ君は面白いんだから～」と大爆笑の先生。この

出来事はキッチリと母親へと伝達されて、母親か

らも苦笑されました。厳しいはずの躾も私へは効

果がうすかったのです。もっとも「高い月謝を払

ってもらっているのに、少しも上達しないからキ

ネ君のお母さんに申し訳ない」と申し訳なさそう

にしんみりつぶやく、『しんみり作戦』で半年に

１度くらい幼気な私は涙ぐまされるのでした……。 

 さて、３、４年間ならばＯＫだが、６年間はＮ

Ｇという私の字。興味ありますか。この『行政書

士とちぎ』をご覧の方々の中で私の直筆の字を見

たことがある人は何人くらいいますかね。この原

稿も当然ながらパソコンですし……。 

自己申告をしてみますと、気を入れて書いた

場合はボールペンで書いても点を打ったり撥ねた

りする〝はったり〟の効いた字を書けますが、気

を入れないで書いた場合は〝ミミズ〟の這った字

となります。どちらが私本来の自然な字かといい 

 

ますと〝ミミズ〟の方になりますか……。 

そして、気がつけば、何の因果か、下手くそ

な字を書く私ごときが〝代書屋〟などを生業にす

ることになったわけです。現実問題としては、書

類もパソコン打ちが主流となっているので手書き

文字を駆使する場面は減ってきています。兼業し

ています社会保険労務士業務でいえば、電子申請

までしなくても、パソコン入力で各種書類を作成

している同業者は増えてきていると思います。聞

いた話で面白いのは、ハローワークで各種書類を

パソコンで読み取らせた場合に、手書きで記入さ

れた数字が読みづらいとはじかれてしまい担当者

が手入力するのですが（私の場合は数字が汚いの

で多発）、パソコン入力された数字もはじかれて

しまうそうです。その数字は限定的らしいので、

機械と機械の相性なのかもしれません。 

さて、６年間にわたる週に１度の書道教室通

いですが、１人で通っていたわけではなくて、近

所の同級生Ｙ夫君と一緒でした。彼とは仲良しで、

６年間１度も同じクラスにはなりませんでしたが、

この週に１度の書道教室通いは途切れることなく

続きました。低学年から中学年、高学年と経つう

ちに、通っていた同級生もだんだんと減っていき

ましたが、私とＹ夫君は６年間通い続けることが

できました。２人で通っていたからだと思います。

ケンカらしいケンカもすることはなかったのです

が、中学卒業後はなんとなく疎遠になってしまい

ました。近所に住んでいるのに顔を合わせること

もなかったのですが、この３月に地元紙の『おく

やみ欄』で名前を見つけてしまいました。最初同

姓同名かと思いましたが、年齢や住所を確認する

と、本人で間違いありません。 

告別式に列席させて頂いたのですが、ロビー

に小学校時代の写真も何枚か飾られていて、あの

頃の笑顔を思い出すことができました。その頃の

話をする機会はいつか来るものだと楽観していた

のですが、永久に失われてしまったのですね。 

一緒に何度も遊んだことのある弟君に話しか

けました。「わかる？」「…？」名前を告げると、

「いつも（遊びに）混ぜてもらいましたよね」と

思い出してくれました。年齢を確認すると４歳下

とのことでした。あの頃は小さくてかわいかった

のですが、もう４歳差を感じさせない、ただのお

じさんになっていました。いろいろな意味で、そ

ういうお年頃になってしまったのですね。 

（足利支部  杵渕 徹） 

お習字と私 
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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 

122 H28.5.2 平成 28年春の叙勲受章者のお知らせ 

126 H28.5.2 平成 28年度特定行政書士法定研修に係るご案内 

134 H28.5.12 平成 28年 5月分会費納入について（お願い） 

174 H28.5.16 平成 28年熊本地震の発生に伴う支援金の募集について 

176 H28.5.18 
平成 28年熊本地震に係る自動車保管場所証明書の有効期間等の取扱いにつ

いて（周知依頼） 

187 H28.5.20 「持分なし医療法人」への移行手続きについて（周知依頼） 

190 H28.5.20 
平成 28年度日本行政書士会連合会定時総会における会長表彰受賞者決定に

ついて（通知） 

 日 予定 時間 主催 

6 水 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 

7 木 建設業法等法改正研修会（とちぎ福祉プラザ３階） 13:30~15:00 業務第２グループ

11 月 編集会議 13:30~ 広報部 

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 
12 火 登録説明会 10:00~ 総務部 
13 水 ＴＩＡ無料相談会 10:00~ 業務第４グループ

申請取次新規受付 13:30~ 申取管理委員会

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 
20 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６人予約問い合わせ：小山市生活安心課0285-22-9282）

9:00~12:00 小山支部 

22 金 シリーズ研修「なるほど！ザ・契約」（第６回） 13:30~16:40 業務第５グループ

24 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 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 

27 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）※要事前予約（先着６名予約先：行政書士会小山支

部田村晋也0285-45-0297） 

9:00~12:00 小山支部 

28 木 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６名予約先：行政書士会小山支部生田目

安夫0285-52-2350） 

9:00~12:00 小山支部 

栃木県行政書士会カレンダー（７月） 

日行連だより 
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191 H28.5.20 日本政策金融公庫「創業支援セミナー」への協力について（お願い） 

192 H28.5.23 
平成 28年度日本行政書士会連合会定時総会議案資料の送付及び議案に対す

る質問書の提出について 

204 H28.5.23 
平成 28年度特定行政書士法定研修における申込者の増加のためのご協力の

お願いと申込期間の延長について 

205 H28.5.23 平成 28年度特定行政書士法定研修申込期間延長のご案内 

192 H28.5.24 
平成 28年度日本行政書士会連合会定時総会議案資料の送付及び議案に対す

る質問書の提出について 

206 H28.5.24 
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく事業主行動計

画の実施のお願いについて（会員周知願い） 

207 H28.5.24 
（一社）クラウド活用・地域ＩＣＴ投資促進協議会への日行連の加入と今後

の周知等協力について 

216 H28.5.25 消費税軽減税率制度導入協議会への協力体制について（お願い） 

 

 

 

 

 
 

５月１２日（木）栃木県庁で開催された標記の会議に出席したときの建設業許可行政庁による社会

保険加入指導の前倒しに関する資料を掲載いたします。 
その他の資料や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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

関東地方社会保険未加入対策推進会議栃木県ワーキンググループ
資料              ～業務部第 2 グループより～ 
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大田原市より、標記について通知がありました。 
大田原市のホームページでもご確認いただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

大田原市より 開発行為指導要綱の改正について（通知） 
                        ～大田原市より～ 



－14－ 

 

 
 
標記の件について、日行連より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。 

 

 

 

 
 
厚生労働省では平成２６年１０月１日から「持分なし医療法人」への移行による税制優遇措置及び

低利の融資の制度を開始されております。本優遇措置は平成２９年９月３０日をもって終了いたしま

すが、全国約４万の対象医療法人の内、現在までに移行された件数はごくわずかに留まっている状態

です。 
同制度の手続きは医療法人の資産評価に重点が置かれており、そのため、相談先として税理士など

が紹介されております。しかし、移行の手続きの中で「都道府県による定款変更の認可」が必要とさ

れております。 
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。 
 

 

 

 
 
神戸市より平成２８年６月２７日から「神戸市郵送請求処理センター」を開設する旨の文書が届き

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。 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

平成２８年熊本地震に係る自動車保管場所証明書の有効期間等の
取り扱いについて              ～日行連より～ 

「持分なし医療法人」への移行手続について
                         ～日行連より～ 

神戸市郵送請求処理センターの開設について
                         ～神戸市より～ 

栃木県からのお知らせ

 

～大人の責任と役割～ 

憲章の理念を実践しましょう！ 

 
栃木県では、“子どもを育むための大人の基本理

念や行動指針”として、平成２２年２月に「とちぎ

の子ども育成憲章」を制定しました。 
この憲章は、県民が力を合わせて子どもたちを健

全に育てていくために、大人が具体的に取り組む姿

勢を分かりやすく示しています。 
 是非、子どもたちが夢や希望を持ち心豊かでたく

ましく成長するために、私たち大人が積極的に子ど

もたちと関わっていきましょう。 
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標記の件について、栃木県県土整備部より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。 
 

  
 

建設業法等の一部を改正する法律等の施行について 
                    ～栃木県県土整備部より～ 
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５月２０日（金）、ホテル東日本宇都宮におい

て、平成２８年度栃木県行政書士政治連盟定期大

会が開催された。 
 
元宇都宮市議会議長の諏訪利夫議員連盟副会

長による挨拶の後、元粟野町議会議員の浅野吉知

幹事長、元河内町議会議員の住吉和夫顧問、宇都

宮市議会議員の郷間康久幹事、小山市議会議員の

土方美代幹事、さくら市議会議員の岡村浩雅幹事、

元西方町議会議員の山ノ井一男幹事、元矢板市議

会議員の宮澤昭夫幹事による来賓挨拶をいただい

た。次に神奈川行政書士政治連盟加藤幹夫会長、

茨城県行政書士政治連盟國井豊会長からの祝電が

披露され、その後、議案の審議に入った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議案第１号 平成２７年度補正予算の承認につい

て 
議案第２号 平成２７年度運動経過報告の承認に

ついて 
議案第３号 平成２７年度決算報告の承認につい

て 
監査報告 
議案第４号 平成２８年度運動方針について 
議案第５号 平成２８年度予算について 
議案第６号 日本行政書士政治連盟定期大会に関 

する事項について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議案第１号から第３号まで、それぞれ会計責任

者、幹事長より説明があり、賛成者多数により承

認された。 
 監査報告が監事よりなされ、引き続き議案第４

号から第６号までが審議され、賛成者多数により

承認された。 
（広報部専門部員 齋藤丈威） 

 
 
 
 
 
 去る５月６日（金）、午前１０時より宇都宮市不

動前で行われました標記の行事に参加しました。

県内の衆参国会議員と県議会議員、市町の首長と

議員、そして各種団体から１３０人くらいが集ま

りました。 
 先ず開会の後、自民党選挙対策委員長の茂木敏

充県連代表の挨拶があり、その後、二荒山神社宮

司による神事が執り行われました。そして参議院

議員・上野みちこ氏から今夏の参院選に対する力

強い決意とお礼の挨拶があり、１１時３０分に終

了しました。 
なお、事務所所在地は、宇都宮市不動前１丁目

３番２１号です。 
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫）

政連だより 

「「上上野野みみちちここ  事事務務所所開開所所式式」」にに参参加加ししてて  

平平成成２２８８年年度度定定期期大大会会開開催催  
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 去る５月２２日（日）午前１０時３０分より宇

都宮市の栃木県教育会館で行われました標記の会

に出席して参りました。７００人ぐらいの集会で

ありました。 
開会、そして後援会会長、中央からは枝野幸男

民進党幹事長も来賓でおいでになり、それぞれが

挨拶をされました。そして、参院選立候補予定の

たのべたかお氏本人から詳細に立候補した経緯を

話され、参加者全員でガンバロー三唱をして１１

時３０分閉会となりました。 
なお、たのべたかお後援会事務所所在地は、宇

都宮市平出町４１４１番地１です。 
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫） 

 
 
 
 
 
 
 
４月１６日（土）

さくら市氏家公民

館において「（一

社）コスモス成年

後見サポートセン

ター栃木県支部」

主催による標記の

市民公開講座が開催された。 
さくら市とさくら市社会福祉協議会の後援

も頂き、２０名の参加者があった。無料相談会で

も熱心に質問をされ「参加して本当に良かった」

と声を掛けて頂いた。 
年内にあと２回講演会を予定している。相続の

手続で成年後見制度が必要な場合もあるので、行

政書士としては必要な知識である。一緒に活動す

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） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「「たたののべべたたかかおお後後援援会会総総連連合合会会  結結成成大大会会」」にに出出席席ししてて  

交差点 一一般般社社団団法法人人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  

相相続続・・遺遺言言・・成成年年後後見見講講演演会会、、無無料料相相談談会会開開催催さされれるる  

 財務経理部より 

 
 

会では栃木県収入証紙を販売しています。会員が購入する場合、額面１万円につ

き１枚、アドちゃんイラスト入りのクリアファイルを進呈しておりますので、ぜひ

ご利用ください。 
 

※ 一度のご購入が、おおむね１０万円以上 または 一金種が１０枚以上の場合は、前日のお昼

までに、お電話かＦＡＸにてご予約ください。 
（事務局 TEL：028-635-1411・FAX：635-1410） 

 

栃木県収入証紙の販売について 

クリアファイルは、透明タイプと

カラータイプがあります。今なら

色々なカラーを取り揃えていま

す♪ 
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建設業法等法改正研修会              業務部 第２グループ主催 

 

○開催日時 平成２８年７月７日（木）１３：３０～１５：００ 

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

○研修内容 本年６月１日から施行されている建設業法等の一部改正に関する研修会です。 

○対 象 者 会員、補助者 ※ただし、会員を含め１事務所１名まで。 

○講  師 栃木県 県土整備部 監理課 建設業担当 

○受 講 料 無 料 

○締め切り ７月１日（金） 

○そ の 他 

 各自、栃木県県土整備部発行の下記の手引きを持参下さい。 

「建設業許可申請の手引き(平成２８年度版)」 

 「経営規模等評価申請及び総合表評定値請求の手引き(平成２８年度版)」 

※手引きは、県土整備部のホームページからダウンロードできます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」（第６回）   業務部 第５グループ主催

 
契約書作成のための民法を学ぶシリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」第６回目のご案内です。

第４回から各論が始まり、契約書の雛形を資料に実務的な講義が続いています。これまで受けて

いない方も、契約書の作成をやったことが無い方も、多くの発見があること間違いなし。 
 

○開催日時 平成２８年７月２２日（金）１３：３０～１６：４０ 
○開催場所 栃木県行政書士会館２階 
○研修内容 契約書作成のための民法を学ぶシリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」 
第６回『「俺の」売買③、消費貸借①』 

○対 象 者 会員、補助者 
○講  師 行政書士 松岡英彦 
○受 講 料 ５００円（各回５００円かかります） 
○テキスト ５００円（既に購入されている方は申込み不要です） 
○締め切り ７月１９日（火） 
○そ の 他 受講者は六法を用意してください。（スマホやタブレットでの閲覧でも可） 
 
※全１０回ですが、興味のある内容の回だけ受講されても構いません。 
※受講の申込みは、各回ごとにお願いします。 
※全１０回のカリキュラムは会報・平成２７年１２月号、１７ページをご参照ください。 
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倫理研修規則に基づく「倫理研修会」開催のお知らせ      総務部主催 

 

平成２５年に設置された倫理研修規則に基づく「倫理研修会」を下記の要領で開催します。 
会員は“倫理研修を受講するよう努めなければならない。また、初回受講後は５年毎に研修を

受講するよう努めなければならない。”と規則で規定されておりますので、昨年度までに開催し

た倫理研修を受講されていない会員は、今回の研修に参加されるようお願い致します。 
また、“新規登録会員は、その登録の日の属する年度の研修を受講するように努めなければな

らない。”という規定もありますので、今年度登録された方もお申込みをお願い致します。 
 
○開催日時 平成２８年８月３日（水）午後１３：３０～１６：５０（受付１３：００～） 
○開催場所 栃木県行政書士会館２階 
○対 象 者 会 員（補助者の方は受講出来ません。） 
○講師・内容 

講  師 内   容 時   間 

岡井正樹 行政書士 コンプライアンスについて １３：３０～１４：３０ 

金敷 裕 行政書士 職務上請求書について １４：４０～１５：４０ 

青木裕一 行政書士 業際について １５：５０～１６：５０ 
 

○受 講 料 無 料 
○締め切り ７月２９日（金） 
 
※ 全講義受講された方のみ、受講したものと認めます。 

<
広
告> 
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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 

7/7 
建設業法等法改正研修会 
※会員を含め１事務所１名まで 

無料 ７/１ 
会員 補助者 

－ － 
  

7/22 
シリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」

（第６回） 
500円 ７/１９

会員 補助者 

（500円） 

－ 
  

8/3 倫理研修規則に基づく「倫理研修会」 無料 ７/２９
会員 補助者 

－ － 
  

 

支部名  会員氏名
 

ＦＡＸ  
補助者 

氏名 

 

 
※ 補助者のみの出席の場合でも会員名を記入してください。 

※ 補助者のみの出席の場合は申込欄の「補助者」に○を記入し、会員と補助者が出席する場合は「会

員」と「補助者」の両方に○を記入してください。 

※ 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。 

 

 

 
 

 

 

■Ｈ28.６より許可に係る業種区分に解体工事業が追加されます 

・経審制度と評点計算及び評点アップのポイントについて 
・評点の算出方法やシミュレーションについて 

(弊社ソフト『経審太助』を使用して具体的に解説します) 

   【場所】とちぎ福祉プラザ 【定員】先着 20 名 【参加費】２，０００円/名   

【時間】13：00 受付 13：30 開始 

お申し込みは当社ホームページをご覧ください。 

 

 

                株式会社ネットコア（登録経営状況分析機関第８号）  
  〒320-0857 宇都宮市鶴田2-5-24 ｸﾚｲﾝｽﾞ 21 1F-A 

   TEL:028-649-0111 FAX:028-649-0303 

   URL:http://www.netcore.co.jp （担当：金藤・眞藤・関） 

募 集 

 ７／１４（木）経審セミナーを開催します！ 
<

広
告> 
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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 
H28.5.1 

321- 

0222 

大塚ゆう行政書士事務所 
0282-82-9832  

大塚 悠 下都賀郡壬生町駅東町 26-18 

 佐 野 
H28.5.1 

327- 

0843 

山本琴絵行政書士事務所 
0283-21-5003  

山本 琴絵 佐野市堀米町 602-23 

 足 利 
H28.5.15 

326- 

0814 

行政書士大竹義紀事務所 
0284-21-4472  

大竹 義紀 足利市通 5-2820-3 

 宇都宮 
H28.5.15 

320- 

0851 

行政書士加納事務所 
090-2743-6109  

加納 佳市 宇都宮市鶴田町 3180-13 

 宇都宮 
H28.5.15 

321- 

3225 

たかまつ行政書士事務所 
028-678-2007  

髙松 順子 宇都宮市満美穴町 742-2 

 那 須 
H28.5.15 

329- 

2735 

行政書士沼野井隆事務所 
0287-37-0866  

沼野井 隆 那須塩原市太夫塚 5-221-662 

 宇都宮 
H28.5.15 

320- 

0838 

行政書士あおば事務所 
028-678-3993  

遠山 恵一 
宇都宮市吉野 1-11-7

サクラハイツ301号 
 宇都宮 

H28.5.15 
320- 

0051 

やまこし行政書士事務所 
028-625-8655  

山越 好之 宇都宮市上戸祭町 2936-42 

 栃 木 
H28.5.15 

328- 

0075 

おおたしろ行政書士事務所 
0282-22-6313  

太田代 芳代 栃木市箱森町 9-38 

【退 会】荻原久男会員、福田稲平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 

那 須 荻原 久男 H28.3.22 死亡 足 利 大竹 義夫 H28.5.31 廃業 

宇都宮 大房 道雄 H28.5.31 廃業 宇都宮 福田 稲平 H28.5.5 死亡 

 

 

  

 

 

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 28年 5 月 31 日現在）

行政書士とちぎ６月号 №474 

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 

 
2016 年はラニーニャ現象が発生する可

能性が出てきたそうです。ラニーニャ現
象ってエルニーニョ現象よりもあまり聞
かないですよね。 
ラニーニャ現象が発生すると日本の夏

が猛暑になる可能性があるとか。 
もしかすると今年の夏はものすごい暑

いかもしれません。 
（松本智美） 
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