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今月の表紙の一言

蝋梅の里
撮影地：鹿招市 撮影者：大鹿幸雄（宇都宮支部）
蝋梅とは、中国原産の落葉灌木のことです。１月から２月の真冬に淡い黄色の花を咲かせ、
その花からはとても甘くフルーティな香りがします。英名は、Wintersweet といい名前の通
り香りはとても素晴らしいものです。日本初の蝋梅の香水も、上永野の蝋梅の里で販売され
ています。
蝋梅や 雪うち透す 枝のたけ
芥川 龍之介
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国有財産に関する申請業務研修会開催
業務部第２グループでは、１月１７日（火）行
政書士会館にて２０名の受講者を迎えて「国有財
産に関する申請業務研修会」を開催しました。

宇都宮財務事務所から、所長 安田充里様、管財
課長 早乙女長夫様、主任国有財産管理官 金子
竜様、国有財産管理官 大久保勇貴様の４名をお
迎えいたしました。
第１部は所長の安田様から「我が国の財政の今
と未来」というテーマで講話がありました。
我が国の財政がいかに借金（国債）に頼っている
か、通常の家庭ではとっくに自己破産に陥ってい
るということを家計と比較しながら判り易く説明
していただき受講者も納得の表情であった。
行政書士としても、このようなことを聞かれる

こともあると思いますし、話しの話題としてもこ
のような知識をもっていても損はないと思いまし
た。また、話しの途中では所長は東北出身という
ことで東北地方のイベントやうまいものなどの紹
介を面白く紹介していて飽きさせない工夫もして
いて反対に自分が講師になったときに話しの進め
方の参考になったのではないかと思いました。
第２部は大久保様から我々の業務に直結した、
国有財産に関する「土地境界確認申請」
「普通財産
売払申請」
「時効取得申請」について講義をしてい
ただきました。残念ながら時間的な制約から添付
書類について駆け足的な説明になってしまったよ
うです。受講者のなかには一つ一つの申請につい
て詳しい説明をしてほしかったという方もいたの
ではないかと思いました。これは第２グループと
して来期の計画をする際の反省点だと思います。
初心者としてはこれだけでは申請ができるま
でにはならないと思います。これを基本として各
自研鑚してスキルアップすることを期待します。
図書室には過去の研修資料がありますので大いに
参考になると思います。土地関係は難しいですが
受注して成果品をお客様に引渡ができればそれ相
当の報酬が得られると思います。ガンバって下さ
い。
（業務部第２グループ 福田勝守）

貨物自動車運送事業研修会 第９回開催
１月２１日（土）１４時より栃木県行政書士会
館において、講師に石井治夫会員を迎え、業務部
第１グループ主催の『貨物自動車運送事業研修会
（第９回）
』が開催されました。
今回の研修は「事業開始準備の支援手法を身に
付ける」と題して、一般貨物自動車運送事業経営
許可から運輸開始までの手続きについて学びまし
た。一般貨物は、許可後にも各種届出等を行う必
要がありますが、今回の研修はそれのみならず、
法令遵守状況の巡回指導にも対応した内容になっ
ています。
そのため、今回の資料には、様々な台帳や記録
簿類が含まれており、運送業者さんに課せられる

責任の一部が垣間見えるものになっています。
許可後に必要となる手続き書類の一部を参加者
全員で記入してみるなど、実務的な内容となって
います。今回記入してみた書類は、書く内容はそ
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こまで難しくないのですが、どこに何を出すのか
が意外とわからない書類なので、扱ったことの無
い会員には参考になったのではないでしょうか。
質問の内容も、行政書士業務のみならず、運送
業者さんの実務に目を向けたものなど多岐に渡り、
活発に質疑応答がなされました。その道の第一人
者に直接、今ぶつかっている疑問をぶつけられる
のも研修の醍醐味といったところでしょうか。

次回からは、許認可というよりは、さらに支援
に重きを置いた内容になっていきます。
行政書士が許認可について詳しいのは当たり前
です。こうした支援の知識を身に付けることで、
初めて顧客に満足される行政書士になれるのでは
ないでしょうか。
引き続き、多くの参加をお待ちしております。
（業務部第１グループ 栁 知明）

会員事務所訪問コーナー
今回は小山支部の桐生雅弘会員の事務所におじ
ゃましました。

氏 名 桐生 雅弘（きりゅう まさひろ）
事務所 桐生行政書士事務所
小山市大字小薬４０６番地１
入会日 平成２７年４月２日
○行政書士になったきっかけは？
小学校を定年まで勤め、今後は何をしようかと
考えていたところ、２６歳のときに取得した行政
書士の資格を活かし、地域に貢献できる行政書士
として仕事がしたいと思い登録をしました。
○力を入れている業務は？
これから超高齢化社会となり相続・遺言・成年
後見のニーズが増えてくるので力を入れようと思
っています。その他には、地域年金推進員として
中学生、高校生相手に年金について学んでもらう
啓蒙活動を行っています。また、ＡＦＰ（アフェ
リエイテッド・ファイナンシャル・プランナー）
取得を目指しており、３級の試験を受け、今度５
月に２級の試験にも挑戦します。

おじゃましま～す！
○趣味は？
バードウォッチングです。最近は参加できてい
ませんが、日本野鳥の会栃木支部の探鳥会に参加
し、春からはまたバードウォッチングを楽しみた
いと思っています。
その他には海外旅行が趣味で、これまでにはア
メリカ、東南アジア、ヨーロッパの各地へ行った
ことがあることに加え、子供が留学していたこと
もあり、休みを合わせて観光に行ったりしていま
した。
今行きたい場所は南米のマチュピチュ遺跡とウユ
ニ塩湖です。死ぬまでには行きたい絶景ナンバー
１とも言われておりとても興味があります。
○最後に一言？
現在自治会の副会長を任せられており、そちら
からも地域貢献できたらと思っています。
また、勤めていたころと比べ生活が不規則になり
がちなので健康に気をつけていきたいと思ってい
ます。
～桐生会員は退職前は小学校の校長を務めていて、
事務所には退職時に美術の先生に書いてもらった
という似顔絵が飾ってありました。桐生会員と接
して感じる気品や優しい雰囲気は教員として長年
子どもと接してきたことの表れなのだなと感じま
した。
お忙しい中お時間を作っていただきありがと
うございました。
桐生会員のますますのご活躍とご健勝をお祈
りいたします。
（小山支局長 野村泰紀）
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支局かわら版

日光田母沢御用邸記念公園

日光支部

御車寄
赤坂離宮から移築。明治時代の建物
公式の玄関として使用された。

「日光田母沢御用邸記念公園」について紹介い
たします。
所 在 地

栃木県日光市本町
（神橋から１㎞ほど西）
敷地面積
３９，３９０㎡（１１，９００坪）
床 面 積
４，４７１㎡（１，３５２坪）
（部屋数は１０６室）
建物の３階を除くすべての屋根がひと繋がりに
なっており１棟の床面積では我が国で最大規模の
木造建築です。

天皇陛下が公式の来客
との面会に使用された
部屋です。

えっけんじょ

謁見所
当時の皇室では外国の
お客さんとの交流のた
め、ビリヤードが行わ
れていました。

おたまつきしょ

御玉突所

御用邸本館の一部
よし ひと

日光田母沢御用邸は、明治３２年に嘉仁親王
（後の大正天皇）のご静養のために造営され、建
物はすべてがこのときに新築されたものではなく、
もともとこの土地に建てられていた資産家の別荘
が再利用されており、東京・赤坂の東宮御所から
移築された建物もあります。さらに、大正天皇即
位後にも多くの部屋が増築され、江戸・明治・大
正の各時代の用途の異なる建築が混在しており、
建造物群は国の重要文化財に指定されております。
日光田母沢御用邸は昭和２２年に廃止される
までの間、３代にわたる天皇・皇太子がご利用に
なりました。
栃木県により御用邸本館と庭園の一部の修復
工事が行われ、平成１２年に広く県民や観光客に
利用される日光田母沢御用邸記念公園として蘇り
ました。

１枚板の建具

庭園の端に隠れる防空壕入口

記念公園の正門

記念公園の一部
詳しくは、管理事務所・電話
０２８８－５３－６７６７へ問い合わせください
（支局長 手塚志郎）
みくるまよせ

御車寄
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【宇都宮】

離婚の実務研修会
１月１９日（木）栃木県行政書士会館において、
講師に弁護士 小倉崇徳氏をお迎えし、宇都宮支
部主催の
「離婚の実務研修会」
が開催されました。

【那 須】

無料相談会の実施
１月２８日（土）午前１０時～午後３時まで、
那須塩原市・いきいきふれあいセンターにて、第
４回無料相談会を行いました。参加会員は７名、
相談件数は予約で２件、当日で２件でした。相談
内容は、相続に関連するものでした。
今回の相談のなかで関心の高かったものは生前
の相続対策でした。これまでは相続に関しては、
事後対策的な内容が多くありましたが、今日は生
前の相続対策についての相談が見受けられました。
市民の関心が生前対策に向けられてきているよう
に感じました。行政書士の業務として予防法務的
な職域の将来性を感じられる相談会となりました。
新しい年も始まり、市民公開講座も控えています
ので、支部の活動にも力を注いでいこうと思いま
す。

（支局長 熊田慎一）

栃木会の
申請取次行政書士
の動向

今回の研修は、離婚の可否、婚姻費用、養育費、
面会交流、財産分与、慰謝料などの各論点につい
て学びました。
離婚の可否につては、判例や実務の体験談を交
えた講師の説明は、非常にわかりやすい研修とな
りました。また、調停の申立や婚姻費用、養育費
の算定表の見方など、離婚に関しての相談業務に
おいて役立つ内容となるものでした。
栃木県は全国的にみて不倫の件数が多いとい
う講師の話には驚きましたが、そのため、行政書
士も離婚相談が数多くきているのではないかと思
いました。また、離婚相談でどこまでが行政書士
として立ち入ることができるかなど、行政処分を
うけた事件を挙げ注意喚起をされました。
画一的なものでなく、個々の案件によって対応
するために離婚の基礎知識を学ぶ有意義な研修会
であると感じました。
（宇都宮支部 伊澤恵子）

新規申出（１月）
０名
更新申出（１月）
１０名
有効期限切れ（１２月末）による減少 ２名
退会による減少
１名
申請取次行政書士 （１月末現在）１１０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：２月２８日（火） 受付日：３月８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。
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政連だより
宇都宮市賀詞交歓会に出席して
１月４日（水）午前１１時より宇都宮市内のホ
テルで行われた標記の催事に、行政書士会の横山
眞会長、鈴木康夫副会長、金敷裕総務部長と宇都
宮支部役員の皆様、そして私とで参加しました。
この催しは、宇都宮市・宇都宮商工会議所・う
つのみや市商工会の三団体が主催であり、参加者
数は約６００人でありました。
宇都宮市佐藤栄一市長から新年の挨拶があり、

宇都宮商工会議所北村光弘会頭、そして福田富一
栃木県知事も順に挨拶されました。栃木県選出の
国会議員も出席され、宇都宮市議会渡辺道仁議長
の発声で乾杯をしました。
歓談の後、開会から一時間後、うつのみや市商
工会半田政夫会長の閉会のお言葉によりお開きと
なりました。
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫）

栃木県議会議員 中島ひろし「新春懇談会」に出席して
１月２１日（土）午後６時から宇都宮市内のホ
テルで行われた標記の催事に、手塚理恵幹事長と
共に参加しました。約３００人の出席者数であり
ました。
来賓の福田富一栃木県知事、船田元衆議院議員、
上野通子、高橋克法両参議院議員、星野光利上三
川町長それぞれの方々の祝辞がありました。

続いて、中島ひろし県議ご本人の挨拶では、
「県
議会において県土整備部に籍を置き、スポーツイ
ベントを行う施設の整備を行っている。
ひいては、
栃木県の発展に寄与していきたい」とのことでし
た。
そして、乾杯の後懇親会に入り、午後７時３０
分閉会となりました。
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫）

先日、日光市においてスケート競技のインター
ハイが開催され、スピードスケートの競技役員と
して参加させていただきました。競技初日は雪に
見舞われましたが、２日目からは天候に恵まれ、
最高のリンクコンディションとなりました。
選手たちはこの日の為に朝から晩まで苦しい
トレーニングを積み、たった数分の為に生活の全
てをスケート一色にしたことだと思います。
スピードスケートは基本的に個人レースです
が、１０年前に新しく誕生した"“チームパシュー
ト”というチーム戦の種目があります。３人１組
になり、男子は３２００ｍ（８周）
、女子は２４０
０ｍ（６周）のタイムを競います。このタイムは
３人のうち最初にゴールした選手のタイムを競う
のではなく、最後にゴールした選手（３人目）の
タイムが公式記録になります。そのため、３人の
うち１人だけズバ抜けて早くても意味がなく、全
員同時ゴールができるよう、互いの体力を温存す
るよう協力しないと勝てない種目です。基本的に

１周ごとに先頭を交代しますが、その間他の２人
は風の抵抗を避けて体力を残しておきます。体力
温存？と思うかもしれませんが、スピードスケー
トは早い選手だと時速６０キロのスピードが出る
と言われています。生身の身体でその風を浴びる
となるとかなりの体力が消耗されるので、チーム
ワークが勝利の鍵になります。来年、韓国で開催
予定の平昌オリンピックでもこのチームパシュー
トは公式種目になっており、男女ともに日本勢の
活躍が期待されます。
近年、スピードスケート人口は減少しており、
長野オリンピックの時のような活気が欠けている
ように感じます。私が小学生の頃は、休日になる
とスケートリンクがぎゅうぎゅうになるほどでし
たが、今は閑散としています。もっともっとたく
さんの子供たちにスケートの面白さを知ってもら
い、以前のような活気を取り戻してほしいと切に
願います。
（宇都宮支局長 羽石真弓）
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本の虫？ 悪い虫？
数年前か、もしかしたらもっともっと前かも知
れませんが、
「白い犬とワルツを」という新潮文庫
が１８０万部以上の大ヒットを記録しました。映
画化もされたと思います。大ヒットのきっかけを
作ったのは、
地方の本屋の店員さんが作成した
「妻
をなくした老人の前に現われた白い犬／この犬の
姿は老人にしか見えない／それが他の人たちにも
見えるようになる場面は鳥肌ものです／何度読ん
でも肌が粟立ちます／感動の１冊。プレゼントに
もぴったりです」という手書きのポップでした。
地方の本屋さんでの話題が、その地域の話題に
なり、そして全国的な大ヒットになり、全国紙の
記事になって私が読んで、感動したわけです。も
っとも、この記事には感動したものの、この文庫
本を買って読んでいないところが、私という人間
のチャーミングなところです。そして、最近も同
じような記事が掲載されていました、とさ。

１２月９日には、
「文庫Ｘ」の正体が「殺人犯は
そこにいる／隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人
事件（新潮文庫）
」だったと明かされ翌日記事とな
り、さらにその翌日には「天声人語」でも取り上
げられました。
「怯む気持ちは分かります（略）でも僕はこの
本をあなたに読んで欲しい。文責：長江（文庫担
当）
」
。
（中略）筆者も買ったが、行き先を知らされ
ぬミステリー列車風の興味だけではない。書店員
さんがこれほど言葉を尽くして薦めるならという
期待もあった。匿名のとげとげしい評がネットを
飛び交う昨今、実名の飾らぬ推薦文はひときわ新
鮮に響く。
（中略）意外なことに文庫Ｙとか新書Ｘ
といった続編は念頭にないそうだ。
「あくまでこの
渾身の１冊に即した企画です」
。
柳の下のドジョウ
を追わぬ姿勢が潔い。
（１２月１１日付）

本を買うのが好きな私は、全国で６５０以上の
書店が同じ本を「文庫Ｘ」の装丁で並べたそうな
ので、ぜひ欲しかったのですが、近郊の本屋さん
では見かけることができませんでした。でも結果
書名も、著者も、もちろん中身も隠された覆面 にびっくり。すでに購入していたのです。私に本
本が、異例の売り行きを見せている。名付けて「文 を選ぶ眼力があったわけではなくて、理由はもっ
庫Ｘ」
。気になる本の正体は、９日に明かされる。 と単純明快で、地元に関係する内容だったからで
「怯む気持ちは分かります」
「それでも僕は、こ す。でも、軽く眺めただけでした。買った段階で
の本をあなたに読んで欲しいのです」――。読者 ほぼほぼ満足してしまったからでした。
本の内容には軽々しく触れられないので、本に
へのメッセージが手書きの文字でびっしり書き込
まれたカバーがかけられ、透明フィルムで包まれ まつわる苦い思い出を……。中学時代に図書委員
ている。
（中略）すでに同じ本を持っていたら返品 だった私は、週に１度の当番の度に図書を数冊借
できるが、ツイッター上には「既読だったのです りてロッカーに放置して、また翌週図書を交換し
、
「図書室
が、だからこそ、この本が文庫Ｘに！と感動でし ていたら（理由はわかりませんが……）
た」といった感想も。
（中略）
「秘密を共有する権 便り」みたいなものに図書を借りた人のランキン
利も一緒に買っている」など、好意的な反響が多 グが掲載されていて、見事トップになっていまし
た。幸い誰もそんなものは読まないので、評判に
い。
（平成２８年１２月５日付朝日新聞）
もならず詮索もされませんでしたが、陰で１人冷
やはり、地方の本屋の店員さんが企画して７月 汗をかき、２度と図書を借りないと心に誓ったも
下旬から始めたフェアから火が点いて、その書店 のでした。自分の意図しない行動が思いもかけな
での売れ行きが月数冊だったのが秋には月１７１ い結果をもたらすこともあるという経験でした。
３冊になって、全国的には累計で１８万部に達し
田舎に住んでいて困るのは、新聞などで目にし
たそうです。ポイントの１つは「手書き」ではな
いかと思います。パソコンがどんなに進化したと たり、ラジオなどで耳にして触手を刺激された書
しても、手書きの自由自在のレイアウトと人間味 籍を探してみても、ないことが多い事ですね。ま
は表現できません。足利出身の「相田みつを」先 ぁ、買っても読まないことが多いのですがね。き
生の書をワープロで打ってみたことがありました っと、買うだけでホッとしてしまうのですね。
が、本当に味気ないつまらないものでした。やは
（足利支部 杵渕〝本の虫 悪い虫〟徹）
りあのレイアウトあってのものだと思います。
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栃木県行政書士会カレンダー（３月）
日
1 水
3
4
7
8

金
土
火
水

10
13
14

金
月
火

15

水

16
18
22

23

木
土
水

木

26

日

27

月

予
定
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）
国籍法・通則法研修会
貨物自動車運送事業研修会（第１２回）
倫理研修会
登録説明会
登録事前相談会
ＴＩＡ相談会
申請取次新規受付
総務部会
外国人在留資格無料相談
（於：足利市生涯学習センター会議室）
編集会議
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）
相続実務研修会「分割協議書作成と相続預金の解約手続きに
ついて」
ＫＩＦＡ相談会
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）
平成２９年度予算計画会議
貨物自動車運送事業研修会（第１３回）
会計精査
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）
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）
登録説明会
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）
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)
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)
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時
間
13:00~16:00

主
催
足利支部

13:30~
14:00~17:00
13:30~16:50
10:00~
11:00~
10:00~
13:30~
13:30~
13:00~16:00

業務第４グループ
業務第１グループ
総務部
総務部
総務部
業務第４グループ
申取管理委員会
総務部
足利支部

13:30~
10:00~15:00
13:30~16:10

広報部
宇都宮支部
業務第４グループ

10:00~

業務第４グループ

10:00~12:00

小山支部

13:30～
14:00~17:00
13:00~
10:00~12:00

業務第１グループ
財務経理部
小山支部

10:00~12:00

小山支部

10:00~

総務部

10:00~12:00

小山支部

13:00~16:00

宇都宮支部

15:00~17:00

宇都宮支部

日行連だより
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
1263
H29.1.6 OSS 申請共同利用システム事前登録開始のご案内について
日本貿易振興機構（JETRO）「新輸出大国コンソーシアム」における届出済行
1264
H29.1.6
政書士の活用について
H29.1.12 平成 29 年 1 月分会費納入について（お願い）
1313
H29.1.20 成年後見制度に関する自治体への働きかけについて（お願い）
1315
H29.1.20 「規制改革ホットライン」集中受付に係る意見・要望について（ご報告）
1337
H29.1.20 成年後見関連団体との連携に関するアンケートの実施について（依頼）
内閣官房・内閣府及び厚生労働省からの「年金ニュース」の周知依頼につい
1350
H29.1.23
て（お願い）
1363
H29.1.26 「中央研修所通信」の頒布について
1364
H29.1.26 対日直接投資推進会議規則・行政手続き見直しＷＧ緊急報告について

「農地法関係事務処理の手引き」について
～栃木県農政部より～
栃木県農政部より「農地法関係事務処理の手引き」について改正の通知がありました。
改正内容
１ 農業委員会の権限に属する事務であり、県による処理が行われないもの（第３条許可、農業生
産法人及び非農地証明）については削除した。
２ 平成２７年の法令改正に伴う改正
法令改正の内容を反映させた。
（１）転用許可権限の国から県への移譲
（２）事務区分（自治事務・法定受託事務）の改正
（３）県による農業会議への意見聴取から農業委員会による農業委員会ネットワーク機構への
意見聴取への改正
（４）条ずれへの対応
３ 国及び県の通知による運用を追記
国及び県の通知による運用のうち手引きの内容（事務処理内容及び添付書類）と関連するもの
を反映させた。
４ その他
用語の修正その他の必要な整理を行った。
この手引きは県のホームページからダウンロードできます。
（下記ＵＲＬ参照）
［栃木県ホームページ 農地等の転用の許可制度］
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g01/nouchityousei/noutitenyou.html
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都市計画法に基づく開発許可事務等の権限移譲による申請窓口等の変更につ
いて（真岡市）
～栃木県県土整備部及び真岡市より～
平成２９年４月１日から栃木県都市計画課が所管する開発許可事務等が真岡市へ権限移譲されます。
１ 真岡市へ権限移譲する事務
都市計画法に基づく開発許可関係 ※真岡市内の開発許可関係は真岡市が許可権者となります。
２ 新しい窓口
真岡市建設部都市計画課
権限移譲直前期の取扱いは、原則として下表のとおりとします。
事務
土木事務所受付
真岡市受付
事前協議
本表の期日に間に合うかを事案ごとに確認して取扱い
を判断します。
適用除外協議
移譲までに協議が調う見込みがあるかを事案ごとに確
認して取扱いを判断します。
開発行為許可申請及び建築許可申請
３月３日（金）まで
（上記事前協議後）
４月３日（月）以降
開発証明書の交付申請
３月２１日（火）まで
完了検査実施日
３月３日（金）まで
※県都市計画課での開発登録簿の写しの交付は、３月３０日（木）までとなります。
４月３日（月）以降は真岡市で交付しますのでご了承ください。
詳細については当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。

真岡市農業委員会 許可申請締切日の変更について
～真岡市より～
標記の件について、平成２９年４月から下記のとおり変更になります。
【変更前】毎月１０日（１０日が土・日・祝日の場合は、翌日の開庁日）
【変更後】毎月１０日（１０日が土・日・祝日の場合は、前日の開庁日））
詳細については当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。
広 告

<
>
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貨物自動車運送事業研修会（全１４回）

業務部 第１グループ主催

○開催日時（各回１４時～１７時）
回数

開催日

内容
「事業用自動車の登録・保険・税等に関する知識を
身につける」

第１２回

３月 ４日（土）

第１３回

３月１８日（土）「事業改善の支援手法を身につける」

第１４回

４月 １日（土）

「安全マネジメント構築支援手法を身につける」
閉講式

○開催場所 栃木県行政書士会館２階
○研修内容
本研修は貨物自動車運送事業関連業務の実務スペシャリストを養成するための研修です。カリ
キュラムの全日程に出席することで事業者を指導する知識が身につけられるようになります。
会員専用ページにも記載しましたが、第１０回と第１２回の内容が入れ替わっております。
○対 象 者 会員、補助者
○受 講 料 各回２千円（テキスト代を含みます。お釣りの出ないようにお持ち下さい。
）
○締め切り
第１２回
２月２４日（金）
第１３回
３月１０日（金）
第１４回
３月２４日（金）
※ 全１４回の研修を受講された会員には、栃木県行政書士会会長名による修了証が発行されま
す。
※ 受付の開始時刻は１３時４５分からです。その前においでいただいても、対応いたしかねる
可能性がありますのでご注意下さい。

広 告

<
>
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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、今年度登録された会員で前回（８月）の研修に出席できな
かった方はお申込みをお願い致します。
○開催日時 平成２９年３月７日（火）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。
）
○研修内容、講師
講
師
内
容
時
間
行政書士 岡井正樹

コンプライアンスについて

１３：３０～１４：３０

行政書士 金敷 裕

職務上請求書について

１４：４０～１５：４０

行政書士 青木裕一

業際について

１５：５０～１６：５０

○受 講 料 無 料
○締め切り ３月３日（金）
※ 全講義受講された方のみ、受講したものと認めます。

相続実務研修会「分割協議書作成と相続預金の解約手続きについて」
業務部 第５グループ主催
（内容の詳細は、今号に同封した別紙の案内文書をご覧ください）
○開催日時 平成２９年３月１４日（火）１３：３０～１６：１０
○開催場所 栃木県教育会館 ３階 大会議室（宇都宮市駒生１－１－６）
○対 象 者 会員、補助者（ただし、各事務所１名でお願いします。
）
○研修内容、講師
講
師
内
容
時
間
相続の基礎知識と遺産分割協議書の
１３：３０～１５：００
行政書士 桐生雅弘
作り方
行政書士 手塚理恵

銀行における預金解約等の手続き

○受 講 料 ５００円
○締め切り ３月１０日（金）
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１５：１０～１６：１０

募 集

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

会員 補助者

3/4

貨物自動車運送事業研修会 第 12 回

2000 円

2/24

3/7

倫理研修規則に基づく「倫理研修会」

無料

3/3

3/14

相続実務研修会「分割協議書作成と
相続預金の解約手続きについて」

500 円

3/10

3/18

貨物自動車運送事業研修会 第 13 回

2000 円

3/10

4/1

貨物自動車運送事業研修会 第 14 回

2000 円

3/24

会員 補助者
会員 補助者

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

会員 補助者

支部名

会員氏名

ＦＡＸ

補助者氏名

会員 補助者

※ 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。

～ 小山支部研修会のご案内 ～
次のとおり小山支部研修会を開催致します。他支部会員の受講も歓迎致しますので、ぜひご参加ください。
○日 時 平成２９年３月１４日（火）午前１０時から正午まで
○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
第一部「都市計画法に基づく開発行為の許可等に関する審査基準について」講師：小山市担当職員
第二部「小山市における空き家問題の現状と対策について」講師：小山市担当職員
第三部「土地利用関係の業務に関するフリートーキング形式での研修会」講師･座長：行政書士 稲葉 昌俊
○定員 １５名
※受付は原則として先着順とさせていただきます。申込者数が定員に達した場合、申し込み受付期間内で
あっても募集を終了させていただきますので、ご了承ください。
なお、申し込み者各位宛に受講の可否についてメールにて通知します。
○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。
《他支部会員の申し込み要領》
次の各事項を明記のうえ、電子メールにてお申し込み下さい（電子メールでのみの受付とさせて頂きます）
。
（１）支部名 （２）会員氏名 （３）連絡の取れる電話番号 （４）ＦＡＸ番号
・送付先アドレス：oyama@gyosei-tochigi.org ・締め切り日：平成２９年３月３日（金）
※小山支部会員の皆様には別途案内文を送信致しますので、その案内文をご参照ください。
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栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 29 年 1 月 31 日現在）
事 務 所 名

登録年月日
入会年月日

郵便番号

3220606

行政書士大森三男事務所

H29.1.1

3294421

鶴見貞治行政書士事務所

H29.1.1

3211411

町田真実行政書士事務所

H29.1.15

支部・氏名

栃 木
大森 三男
栃 木
鶴見 貞治
日 光
町田 真実

所

在

電

地

話

備 考

0282-92-2080
栃木市西方町本城 448-1
0282-43-5657

栃木市大平町西野田 1

0288-53-2605

日光市稲荷町 3-356-7

【退 会】木村昇会員、瀧田明会員、久保正一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

足 利

岩崎

昇

H29.1.12

廃 業

足 利

木村

昇

H28.11.27

死 亡

小 山

瀧田

明

H28.12.6

死 亡

佐 野

久保 正一

H28.11.18

死 亡

足 利

潮田 廣實

H29.1.31

廃 業

氏 名
齋藤 丈威
瀬野尾 勉
星野 一明
佐藤 栄一

変更事項
事務所名
所在地/電話番号
所在地/電話番号
所在地

【変 更】
支 部
宇都宮
宇都宮
日 光
塩 那

変 更 内 容
サイトウ行政書士事務所
宇都宮市みどり野町 27-13 / 028-306-1266
日光市南小来川 204-1 / 0288-25-3330
矢板市上町 8-11

業務関連書籍（参考図書）のお知らせ
業務部では、下記の書籍を購入しました。
会館２階の図書室にありますので、業務の参考資料としてお役立て下さい。

農地法の説例解説

弁護⼠ 宮﨑直⼰ 著（⼤成出版社）

広 報 部 よ り

新年早々、骨折で緊急入院、手術で加
療中。二本足で歩ける事の素晴らしさに
気付きました。やっぱり健康が一番です
ね。
寒さ厳しき折、皆様くれぐれも御身ご
大切にご自愛下さい。
（広報部 小室明男）
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