栃木県行政書士会会報誌

行政書士

１

目次、今月の表紙の一言

とちぎ

２

平成２９年度第１回理事会開催

３

貨物自動車運送事業研修会 第１４回開催

４

鈴木康夫副会長黄綬褒章受章、交差点

５

職印証明書の発行について

月号

６

おじゃましま～す！

CONTENTS

７

支局かわら版（小山）

８

支局情報（小山、宇都宮、塩那）

９

申請取次行政書士の動向

2017 年

5

No.

１０

木もれび

１１

アドちゃんの談話室

１２

栃木県行政書士会カレンダー（６月）
、日行連だより

１３

業務連絡

１４

政連だより

１５

研修会のお知らせ

１６

会員の動き

485
今月の表紙の一言

井頭公園バラ園
撮影地：真岡市 撮影者：大鹿幸雄（宇都宮支部）
バラ園では春の開花シーズンは最も華やかに彩られ、多くの来園者の目を楽しませてくれます。
また、秋のシーズンも趣のあるバラを楽しむことができます。
春の見頃：５月下旬～６月上旬
秋の見頃：１０月上旬～１０月中旬

－1－

平成２９年度第１回理事会開催
よび各担当部より報告説明および質疑応答が
行われた後、可決承認された。

４月１４日（金）行政書士会館にて、平成２９
年度第１回理事会が開催された。上程された議案
は以下の通り。理事３４名中、出席者は３３名。

議案第４号 会費の免除申請について
申請を行った会員の属する支部長および総務
部長より、２件の免除申請について、説明があ
り、質疑応答の後、可決承認された。

《報告事項》
（１）業務関連６部の編成について
（２）平成２９年度定期総会開催について
（３）日本行政書士会連合会の近況について
（４）平成２８年度行政書士試験の結果について
《議案》
議案第１号 平成２９年度顕彰候補者について
各候補者とも規程を満たしていることに関
して説明が行われた後、可決承認された。

議案第５号 大田原市との空家等所有権利者調査
業務委託契約の締結について
本会が進めてきた空き家対策の協力につい
て、大田原市から依頼があったため当該業務委
託契約締結について、総務部および那須支部長
より、経緯説明があり、質疑応答が行われた後、
可決承認された。
議案第６号 議案第２号、第３号における字句の
一部修正委任について
第２号、第３号の議案が可決承認されたため、
各規程等の改正・制定に当たって、本文の趣旨
に反しない字句の修正を総務部に一任して頂
く旨の説明がなされ、可決承認された。

《支部長との意見交換会》
（１） 支部長会からの要望報告について
議案第２号 支部助成金の基準等について
①傷害保険加入について
議長と総務部より、本基準等に関して、「支
②広告費について
部がその区域内にある市又は町において無料
③支部交付金、支部助成金の改正について
相談会を主催したときは、一会計年度内にそれ
④県内全市町での無料相談会の開催について
ぞれの市又は町における無料相談会について
⑤支部の福利厚生事業の補助金新設について
１回を限度に、金２０，０００円を上限とし、
⑥支部設置５０周年記念事業について
交付する」という改正案がまとめられたとの説
⑦支部再編成について
明があり、可決承認された。
上記について支部長会から報告および要望を
議案第３号 総会に付議すべき事項について
受け会長より協力についての説明があった。
・総会議案第１号 平成２８年度補正予算並
びに事業報告、同決算について
以上、２時間半にわたり慎重審議が行われ無事
・総会議案第２号 平成２９年度事業計画並 閉会した。
びに同予算について
（広報部 松本智美）
・総会議案第３号 役員の選任について
・総会議案第４号 綱紀委員の選任について
・総会議案第５号 日本行政書士会連合会定 ※最新の会則・規則につきましては、当会ホーム
時総会に関する事項について
ページの「会員専用」ページにてご覧いただけま
総会に付議すべき上記事項に関して会長お す。

－2－

貨物自動車運送事業研修会 第１４回開催
４月１日（土）午後２時より栃木県行政書士会
館において、講師に千葉会の髙山先生を迎え、運
輸交通風営部の「貨物自動車運送事業研修会（第
１４回）
」が開催されました。

今回の研修は「運輸安全マネジメント」につい
てであり、
（１）運輸安全マネジメントとは。
（２）
運輸事業者における安全管理の進め方。
（３）運輸
安全マネジメント構築支援の手順。についての研
修が行われました。
運輸事業者の事業が順調に推移し、業務の拡大、
繁栄を得るためにもこの
「運輸安全マネジメント」
の構築は必要不可欠なものであって、これを支援
する行政書土にあっては、運輸事業者の運輸安全
に対する幅広い知識を身に着け事業者の良き相談
相手となりいろいろな支援をしていくことにより、
事業者の信頼を得ることができ、顧問契約の確保
にもつながることになります。
安全は、公共交通機関の最も基本的なサービス
であり、公共交通機関に対する国民の信頼の根本
をなすものです。
しかしながら、近年公共交通機関による事故も
増えており、この信頼が崩れかねない現状となっ
ているところから、各運輸事業者にあっては、安
全対策の構築が急務となっています。貨物自動車
運送事業の一翼を担う我々行政書士も各運輸事業
者が実施する「運輸安全対策」をマネジメントす
るのも社会的使命と考えられます。
「運輸安全マネジメント」で必要なのはマネジ
メントシステムを理解しＰ（方針・計画）Ｄ（実
行）Ｃ（実績確認）Ａ（改善活動）のサイクルを
少なくとも１年に２回以上回すことを念頭に「運
輸安全マネジメント」を構築していく必要があり
ます。

このように、安全対策がいかに必要であるか、
また、構築した安全対策を効率よく実施していく
には豊富な経験と知識が必要であり、我々行政書
士としては、日々知識の習得と実務能力の向上に
努めなければならないと痛感させられた研修会で
した。
今回の研修会で「貨物自動車運送事業研修会」
全１４回がすべて終了となりました。
この研修会をもって貨物自動車運送事業のプ
ロとなったわけではありません。まだ入り口に立
ったばかりと言っても過言ではありません。今回
の研修を受けられた会員諸氏におかれましては、
配布された資料を基に日々研鑽に努め実務能カの
向上を図っていただければ幸いと思います。
本研修の開催にあたり、千葉会の髙山先生、埼
玉会の小川先生・渋井先生・髙橋先生には快く講
師を引き受けてくださる等多大なるご協力に大変
感謝しております。紙面をお借りして御礼申し上
げます。
研修終了後閉講式を執り行い、受講者に記念品
が送られ、全回受購者には横山会長より「修了証」
が授与されました。
振り返れば、長いようでもあり、短いようでも
あった「貨物自動車運送事業研修会」でした。ス
タッフとしても初めてのシリーズ化した研修会で
あり行き届かない面も多々あったかとは思われま
すが、
何分不慣れであったためとご容赦願います。
スタッフの皆様長丁場お疲れさまでした。
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（運輸交通風営部 相山有美）

鈴木康夫副会長

黄綬褒章受章

このたび、平成２９年春の褒章において、当会の副会長である鈴木康夫氏が黄綬褒章
受章の栄に浴されました。氏は、行政書士の業務に精励する傍ら、述べ２０年の長きに
わたり、本会の役員として行政書士会の発展に力を尽くされております。
会にとりましても大変喜ばしいことであり、心よりお祝い申し上げます。
拝謁は、５月１６日（火）皇居宮殿「豊明殿」にて行われます。
［鈴木康夫氏略歴］
昭和４８年
昭和５５年～昭和５６年
昭和６２年～平成 元年
平成 ９年～平成１５年
平成１７年～平成２７年
平成２７年～現在
平成２７年～現在

交差点

栃木県行政書士会入会
栃木県行政書士会 理事
栃木県行政書士会 理事
栃木県行政書士会 理事
栃木県行政書士会 理事
栃木県行政書士会 副会長
日本行政書士会連合会 理事

（一社）コスモス成年後見サポートセンターだより

「相続、遺言、成年後見」公開講座、無料相談会開催される
４月１６日（日）ゆめまち（小山城南市民交流
センター）において、
「一般社団法人コスモス成年
後見サポートセンター栃木県支部」主催による市
民公開講座および無料相談会が開催された。

栃木県行政書士会、小山市社会福祉協議会、小
山商工会議所、株式会社下野新聞社の後援をいた
だき、２９名の参加と７名からの相談があった。

－4－

第一部として社会福祉士の檜山光治氏と平澤
文夫会員による「成年後見制度について」
、第二部
として桐生雅弘会員による「相続・遺言について」
という多くの市民が関心をもっている講座内容で
あった。
参加者からは「わかりやすく丁寧に説明され大
変参考になった」
「相続争いを回避するため、遺言
書がいかに必要かがよくわかった」などの感想が
あった。
超高齢化社会に突入している我が国にとって
「相続・遺言・成年後見」は、頼れる街の法律家
である行政書士がますます活躍できる場でありま
す。
今後一緒に活動できる会員を募集してます。
（
（一社）コスモス成年後見サポートセンター
栃木県支部 関野義明）

～総務部よりお知らせ～

職印証明書の発行について
本年の行政書士とちぎ２月号に同封した「職印のデータ化に伴う印影の提出について」は、多くの
会員の皆さまにご協力をいただきましてありがとうございました。
職印証明書の発行について、当面の間、下記の方法で運用いたしますので、お知らせいたします。
職印データの提出は随時受け付けておりますので、まだ提出されていない方は提出をお願いいたし
ます。
また、職印を作り替えた方は「職印改印届（栃木県行政書士会会則施行規則 別記様式第２号）」
の提出が必要になります。

職印データ提出済の場合
提 出 書 類
手

数

職印証明書交付申請書（栃木県行政書士会会則施行規則 別記様式第14号）

料

1,000円（１通）

会員による
窓 口 申 請
会員による
郵送での申請

職印データ未提出の場合

○
○
※手数料は申請時にお支払下さい。(★)
入金確認後、証明書を発行いたします。

○
補助者による
窓 口 申 請

※会員が作成した「職印証明書交付申請書」
を持参すること。
※窓口で補助者証を提示すること。

×
※会員本人が職印を持参のうえ、
栃木県行政書士会事務局窓口
にて申請をしてください。

○
補助者以外の
使者による
窓 口 申 請

※会員が作成した「職印証明書交付申請書」
を持参すること。
※会員からの委任状を持参のこと。
※使者の本人確認書類（写真つき）を持参
のこと。

(★)手数料の振り込み先 ゆうちょ銀行
[ゆうちょ銀行からの振込の場合]

００３８０－２－１３２１９ 栃木県行政書士会

[他金融機関からの振込の場合]

店番０３９ 当座 ００１３２１９ 栃木県行政書士会

申請書は会員専用ホームページの「各種データ」－「事務局関連」のページにあります。
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会員事務所訪問コーナー

おじゃましま～す！

杵渕：ライブにはいつ頃から行っていますか？
三上：大学生時代に単発でしたが、クラシックと
融合した「アルフィー クラシック」に参加し
たことがあります。定期的に行くようになった
のは、ここ２年くらいです。
杵渕：今までに何回位行かれていますか？
三上：６回かな。まだまだ達人には及びません。
１回のライブで３ｋｇくらい痩せるのではな
いかという程全身全力応援なので、体力的には
年３～４回がちょうどいいようですね。
杵渕：いつもスリムな体形を維持されている秘訣
がわかった気がします。特筆すべきエピソード
がありましたら、お教え下さいませ？
氏 名 三上 洋子（みかみ ようこ）
三上：さいたまスーパーアリーナでの夏イベント
事務所 みらい行政書士総合事務所
で思いがけず桜井さんが間近に拝める席でド
足利市本城２‐１９０１‐８
キドキ。他の１万７千人の誰にも負けないよう、
入会日 平成２６年８月１日
いつもの何倍も拳を振り上げました。
杵渕：今回の「私にとっての矢沢さん、あなたに 杵渕：いつものクールなイメージからは全く想像
できませんね。私は、日本武道館での最前列体
とっては誰？」は、三上洋子さんです。
験とインストアライブで矢沢洋子さん（ご令嬢
三上：それは、『ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ（以下、ア
／あッ、同じ名前！）と握手できた事が冥途の
ルフィー）
』ですね！
土産です。お宝なんてありますか？
杵渕：高見沢俊彦さん、坂崎幸之助さん、桜井賢
三上：４０周年記念の「ＡＬＬ ＳＯＮＧＳ Ｉ
さんの３人組ですが、推しメンは？
Ｎ ＭＡＧＩＣＡＬ ＤＩＣＴＩＯＮＡＬＹ」
三上：特に桜井賢（まさる）さんのファンです！
でまさに辞書。デビュー以来の３２６曲の歌詞
杵渕：シブいですね。その理由は？
が１頁に１曲載っていて、付属のペンでタッチ
三上：唯一無二の、あの『美声』ですネ。
すると、ＣＤ並みの音源で全曲聴けるスグレモ
杵渕：ファンになられたきっかけは？
ノです（喜）
。高かったです……。ＣＤに握手
三上：小学生時代に偶然ラジオから流れていたの
会やサイン会の抽選券が入っているのですが、
を聞いた記憶があり、大学生時代に思い出した
残念ながら当たりません（涙）
。
ように曲を聴き始めました。はっきりファンだ
杵渕：私は、バスタオルや公開レコーディングの
と自覚してからは、まだ３年ですネ。
招待状が当たった事があります。普段の行いの
杵渕：イチオシの曲を教えて下さい。
違いですね。ファンクラブへの加入は？
三上：ズバリ『ＳＷＥＡＴ＆ＴＥＡＲＳ』です。
三上：もちろん。「ＡＬＦＥＥ ＭＡＮＩＡ」っ
ライブではかなり盛り上がりますヨ！
ていうんです。会報誌も充実しているし、誕生
杵渕：以前『君だけを守りたい』
（ウルトラマンダ
日カード、クリスマスカード、カレンダーなど
イナのエンディングテーマ）が気に入ってシン
特典満載です。息子も入会しています。
グルＣＤを購入しましたら、作詞作曲が高見沢
「ＹＡＺＡＷＡ ＣＬＵＢ」という公
さんでした。セルフカバーを聴いてみたいので 杵渕：私は、
式ファンクラブが昭和５７年に出来たときか
すが、発表されていますか？
ら会費を支払い続けています。最後の最後にな
三上：ふふふ、セルフカバーが『Ｎｏｕｖｅｌｌ
りますが、行政書士としての、抱負を？
ｅ Ｖａｇｕｅ』というアルバムに収録されて
三上：皆様の身近な提出書類のお役立ちになれた
いますので、今度プレゼントしますネ。
らと思います。よろしくお願いします。
杵渕：チケットやグッズを購入するためにアルフ
＊この「私にとっての矢沢さん、あなたにとって
ィー貯金をされているそうですが？
三上：５００円玉貯金です。小銭入れの中に５０ は誰？」コーナーに登場してアツイ〝ファン魂〟
０円玉があるのを見つけると、使わずに貯金箱 を激白したい方は是非是非ご連絡下さいネ。
（足利支部支局長 杵渕 徹）
へ……。年間７万円近くは貯まりますヨ。

－6－

支局かわら版

天平の花まつり・しもつけ風土記の丘資

小山支部

今回は下野市の天平の花まつりについて紹介し
たいと思います。
行政書士会小山支部の範囲は小山市、野木町、
下野市となっており、これまで私の記事では小山
市の琵琶塚古墳・摩利支天塚古墳と野木町の煉瓦
窯を紹介してきました。
そこで次は下野市の文化財を紹介したいと思い
しもつけ風土記の丘資料館へ取材に向かいました。
旧国分寺のこの一帯はのどかな公園が広がり、栃
木県埋蔵文化財センターや国分寺跡等の史跡が集
まっている地域となります。
私が取材のためしもつけ風土記の丘資料館へ向
かっていると、すごい人だかりがあり、駐車場は
いっぱいで何かイベントをやっていることは一目
瞭然でした。
車を降りて近づいてみると「天平の花まつり」
が開催されており、大きなステージで歌等のショ
ーが行われていました。また、屋台もたくさん出
ていてとても活気に満ちていました。
この花まつりでは、園内に約４５０本の桜が植
えられていて、中には日本各地の有名な桜の実生
苗から育った花もあるとのことです。カメラをも
って一生懸命撮影している人も何人も見かけまし
た。
あまりに天平の花まつりが盛り上がっていたた
め、当初の目的であったしもつけ風土記の丘資料
館に行き忘れそうになりましたが、こちらにも触
れていきたいと思います。
しもつけ風土記の丘資料館は栃木県から近年下
野市に移管され再オープンしました。近接する史
跡や古墳から出土した土器や埴輪などが展示され
ています。
また、
現在花まつりの最中であるということで、
日本三大桜をはじめ多くの桜が展示されておりま
した。
この他にもこの一帯にはみどころのある文化財
がたくさんあり、散歩がてら散策してみてはいか
がでしょうか。

天平の花まつり会場

しもつけ風土記の丘資料館内

（小山支局長 野村泰紀）
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れる等気持ちよく活動に励むことができました。
このような地道な活動で、少しでも市民の皆様
の安全啓発に協力できたらと思うのと同時に、自
分自身が当事者とならないように運転には細心の
注意を払いたいものです。

【小 山】

小山支部理事会の開催
４月１１日（火）午後２時３０分から小山城南
市民交流センター「ゆめまち」にて理事会が開催
されました。
（支局長 野村泰紀）
【宇都宮】

宇都宮支部第 1 回理事会開催

あいさつ、経過報告、議案の審議、連絡事項と
つつがなく進行しました。
議案の中では決算報告や収支予算案についての
他、役員の改選の年なので、そのことについても
審議がなされました。
小山支部では５月１２日（金）午後５時より定
期総会が行われます。多くの支部会員の参加を期
待しております。
（支局長 野村泰紀）

４月３日（月）行政書士会館２階において、平
成２９年度第１回理事会が開催されました。
理事、監事及び相談役の１９名が出席し、各担
当より平成２８年度の事業報告及び平成２９年度
の事業計画の報告があり、昨年度まで支部の活動
として行っていた「宇都宮市国際交流協会無料相
談会（年１２回開催）
」が今年度より本会の国際部
が行うとの報告がありました。また、５月１３日
（土）に開催される、宇都宮支部定期総会議案書
の内容に不備がないか、誤字脱字がないかの確認
作業を行いました。

春の交通安全県民総ぐるみ運動
４月６日（木）午前７時３０分から「春の交通
安全県民総ぐるみ運動」への協力として、市内羽
川交差点にて啓発チラシの配布運動を行いました。
この運動には小山支部として毎年数回協力し
ており、今回は６名の参加となりました。
今年は役員改選の年であり、宇都宮支部では前
当日は天気も良く、自転車通学の中学生からも
「おはようございます」と元気よくあいさつをさ 回の定期総会において承認された新たな役員選考
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方法が導入されます。役員改選によって支部に新
しい風が吹くよう、そして各々のアイディア、力
によって宇都宮支部が更なる発展を遂げるよう盛
り上げていただきたいです。
（支局長 羽石真弓）
【塩 那】

塩那支部定時総会の開催

役員改選について審議されました。
特に第５号議案については、村上和雄新支部長が
選任され、今後積極的に支部活動していくとの抱
負を述べられました。
支部行事に参加する新入会会員も増えてきま
した。３市３町の広大な地域ですが、会員間の連
携を密にして地域に無くてはならない行政書士を
目指して頑張ります。
参加された会員の皆様、お疲れ様でした。今年
度もよろしくお願い致します。

４月１６日（日）午後５時～さくら市喜連川
ホテルニューさくらにて、平成２９年度の定時総
会が開催されました
来賓として、本会横山会長の出席のもと、２３
名の会員の皆様に出席頂きました。
議事として、第１号議案 平成２８年度事業報
告、第２号議案 平成２８年度決算報告並びに監
査報告、
第３号議案 平成２９年度事業計画
（案）
、
第４号議案 平成２９年度予算（案）
、第５号議案
（支局長 岡村浩雅）

業務関連書籍（参考図書）のお知らせ

埼玉県行政書士会、茨城県行政書士会より各単位会発行の書籍の寄贈がありました。
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。

⾵俗営業 申請マニュアル

埼⽟県⾏政書⼠会 ⾵俗保健部 発⾏

風適法、埼玉県条例等の法改正に準じた解説
及び許可申請等に係る要領・手順・例証等に
ついて説明されています

新訂版 ⾵俗営業許可申請・届出⼿引書
茨城県⾏政書⼠会 保健⾵営部 発⾏

茨城県内の所轄警察署への申請を中心に
一連の事務手続きを記載した手引書

栃木会の
申請取次行政書士
の動向

新規申出（４月）
２名
更新申出（４月）
２名
他会へ転出（２月末）による減少
１名
申請取次行政書士（４月末現在） １１１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：５月３１日（水） 受付日：６月１４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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我が家には猫が一匹いる。黒い猫だ。名前はク
マゴロウ。８年ほど前の夏であろうか、肥料とし
て生ごみを畑に埋めていたのだがそれを目当てに
母猫とその子猫が３匹、家の周りに現れるように
なった。私が畑に行くとその４匹が現れては食い
物の取り合いを始めるのだ。毎日現れるので勝手
に名前を付けた。母猫の名前はまりも。子猫のう
ち２匹はクマゴロウとネコキチ、もう１匹体格が
良い子猫がトラ次郎（３匹は黒いのにこいつだけ
キジトラ柄だった）
。
その中で毎回食い物の争奪戦
に敗れる鈍くさいのがクマゴロウである。別に私
は飼育しているつもりはないが畑に行くと４匹で
食い物を催促するようになった。３匹はかなり距
離を取ってニャーニャー言っているだけだが、ク
マゴロウは私の足元にまで寄ってくるのである。
そんなある日、クマゴロウがあまりに近いので試
しに尻尾を撫でてみた。最初はかなり驚いて逃げ
ていったが、再度撫でてみたところ私から離れな
くなってしまった。そんなわけで我が家の猫とし
て迎えることとなった。
なぜクマゴロウという名前かというと、腹を見
せて寝転がるとクマの子にそっくりだったからで
ある。真っ黒かと思いきやよく見ると腹の一部が
白い。３匹の父親は近所一帯を取り仕切る真っ白
なボス猫（名前はパパ）だったので、まりもの遺
伝子に負けないようその一部だけ白い毛を遺

し、父としての意地を見せたのだろう。
さて、飼い猫とはいえクマゴロウは元野良であ
る。家の中にじっとしていられないので、毎晩外
の猫ベッドで寝ていた。しかし、１歳ともなれば
もうお年頃である。縄張の中にそんなヤツがいれ
ばボス猫は黙っていない。息子といえども縄張を
荒らす不届き者である。バカ面して寝ているクマ
ゴロウを容赦なく襲撃する。クマゴロウは大けが
をして病院に行くこともあったが、それでも頑と
して家の中で寝ようとしない。自分の縄張だと主
張して引かなかったのだろうが、父親の強大な力
の前にことごとく敗走するのだった。
だが、栄枯盛衰、驕れるものは久しからず、世
代交代の波は押し寄せた。１年もの激戦の末、ク
マゴロウは絶対王者に膝をつかせて見せた。かく
して我が家の主となったクマゴロウは並み居る強
豪猫を退け、タヌキとの異種格闘技戦を制し、防
衛戦に敗れることなく王座に君臨し続けている。
去勢手術をすればケンカをしなくなると獣医
に言われて去勢したのに、全く効果なし。自分が
オカマだという自覚がないまま防衛記録を伸ばし
続けている。
男らしく育てよと言い聞かせてきたが、今では
少しはオカマらしくしろと言い聞かせている始末
である。
（支局長 綾部一成）

広 告

<
>
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生まれて初めてかもしれま
せん。何かって『両毛新聞（足利地域のローカル
夕刊紙）
』を見て驚いた事です。もちろん「おくや
み」欄を見て驚いた事はありますが、ここで詳細
を記す事は当然ながら自粛の対象となります。３
月６日付同紙に「４２７年の時空を超えて／名刀
／足利の地に」というタイトルが添えられて、閑
散としているのが常である（あくまでも個人的な
感想ですので実態を表しているものではありませ
ん）足利市立美術館前の広場にスゴイ数の若い女
性が詰めかけている写真が掲載されていたのです。
ジャニーズ関連のイベントかと見間違うばかりで
す。何と言うことでしょう。何故、若い女性が殺
到しているのでしょうか。
『山姥切国広（やまんば
ぎりくにひろ）展』らしいのですが、人名なのか
さえ不明ですが、国広富之さん（俳優で代表作に
「噂の刑事トミーとマツ」
）との関係は……。
チラシによると、
「山姥切国広」とは、
「刀工・
堀川国広による名刀」で「国広の代表作」と言わ
れていることがわかりました。つまり、堀川国広
さんの代表作が「山姥切国広」で、国広富之さん
の代表作が「噂の刑事トミーとマツ」なのです。
併記すべきかどうかは、
皆目わかりませんが……。
足利ゆかりの名刀を展示した『山姥切国広展』
は３月４日（土）から４月２日（日）まで開催さ
れまして、１ヵ月間で約３万８千人が訪れました
（平成６年に開館した同美術館の新記録との事）
。
ちなみに矢沢永吉さんが昭和５３年８月２６日
に後楽園球場で開催したワンマンライブの入場者
数は３万８千人から５万人まで諸説ありますが、
「時間よ止まれ」という代表曲の発売前に企画し
ているところがスゴイと、某評論家が賞賛してい
ました。
４月２日付の朝日新聞の「天声人語」でも紹介
されていましたが、それによりますと〝絶世の美
男子と化した名刀が次々登場する〟人気のゲーム
『刀剣乱舞』で「山姥切国広」にはまった２０代
や３０代の女性が押し寄せたらしいです。が、ゲ
ームから現物の刀剣へと感情移入するのでしょう
か。
「刀剣を間近で見ると、曲線が力強い。表面を
覆う白の奥に鉄本来の青が透けて輝く▼魅力の一
端はわかった気がするが、それにしても名刀を取
り巻く女性陣の熱には気おされた。
『やまんば様』
と両手を合わせる女性もいる。憧れの王子によう
やく会えたという感激の面持ちに見えた」との記
述からは、着流し姿で日本刀に白い粉（怪しい粉
ではない）をポンポンとまぶしている（？）オジ

サンとは異なって、若い女性が日本刀にタダタダ
うっとりしている姿を想像してしまいますが、そ
れはそれで怖い光景……。
そうそう堀川国広と足利との関係性は、チラシ
によりますと、天正１８年に「山姥切国広」の作
刀を国広に依頼したのが足利の領主・長尾顕長
（恥
ずかしながら初めて聞いた名前で〝ながおあきな
が〟なのですが、〝明菜が〟と変換されました）
で、同年に足利学校で脇指「布袋国広」を打った
とされている事かららしいです。もちろんロック
の布袋寅泰さんとは無関係かと思われますが、フ
ジテレビの音楽番組でガッチリと握手を交わした
り、ＮＨＫの音楽番組で共演したりと、矢沢さん
とは無関係ではありません。なお、国広富之さん
は京都市の出身。
『両毛新聞』は、４月２６日付で「びっくり／
女性で溢れた中心街」のタイトルで足利市企画政
策課がまとめた総括を掲載していますが、経済効
果は約４．２億円との事です。ちなみに男性は地
球上に３５億人＋５千万人との事です。足利市も
毎月発行している広報『あしかがみ』の５月号の
裏表紙に「刀剣フィーバー／足利が山姥切国広に
沸いた３０日間」のタイトルで異例のフォトレポ
ートを掲載しています。最近の足利市は「素通り
禁止！足利」
をキャッチフレーズにしていまして、
人口は４月１日現在で前月比▲１６９人の約１４
万８千人。本当に久しぶりの明るい話題ではあり
ました。
生まれて初めてかもしれません。何かって平日
に仕事で市内を自動車で移動していて、閑散とし
ている旧市内を若い女性が単独や複数で回遊して
いる姿を見た事です。ゴールデンウィーク（意固
地なＮＨＫでは大型連休）には全国的な知名度に
なった「フラワーパーク」に観光客が詰めかけま
すが、足利の東端に位置していますので、その人
たちを旧市内に引き寄せるには至っていません
（素通り！ＯＫ）
。
唐突ですが、この駄文を作成している今は４月
３０日で、６月号（締切りは５月３１日）の「支
局かわら版」用の原稿として余裕をもって準備を
していたのですが、何となく完成してしまいまし
た。当初の予定通り「支局かわら版」とすれば本
当に楽なのですが、
「楽な道を選べば、楽な道に潰
される」という矢沢さんの教えに従って、この駄
文は、
「アドちゃんの談話室」へ投稿してしまうと
いう、茨の道（茨城への道ではない）を選ぶ私は、
サムライ。
（足利支部 きねぶち とおる）
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栃木県行政書士会カレンダー（６月）
日
6 火
8 木
9 金
12 月
14 水

19
20
21

月
火
水

予

定

時
間
登録説明会
10:00~
一日行政相談（佐野）
10:15~
編集会議
13:30~
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
ＴＩＡ相談会
10:00~
申請取次新規受付
13:30~
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） 13:00~16:00
ＵＣＩＡ相談会
15:00~
登録説明会
10:00~
ＫＩＦＡ相談会
10:00~
事例研修会
13:30~

主
催
総務部
制度推進部
広報部
宇都宮支部
国際部
申取管理委員会
足利支部
国際部
総務部
国際部
国際部

10:00~12:00

小山支部

行政書士専門相談（於：下野市保健福祉センターゆうゆう館
会議室）※要事前予約（先着６名 予約先：行政書士会小山
支部 生田目副支部長 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)

10:00~12:00

小山支部

13:00~16:00

宇都宮支部

行政書士専門相談（於：小山市役所本庁舎地下１階市民相談

10:00~12:00

小山支部

行政書士専門相談（於：野木町老人福祉センター「ホープ館」 10:00~12:00
相談室）※要事前予約（小山支部 田村副支部長 0285-45-0297）

小山支部

行政書士専門相談（於：小山市役所本庁舎地下１階市民相談
室）
※予約制（予約問い合わせ：小山支部 青木支部長 0285-32-8186）
22

木

25

日

28

水

室）
※予約制（予約問い合わせ：小山支部 青木支部長 0285-32-8186）

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
4
H29.4.4 著作権相談員リーフレットの送付について
5
H29.4.4 自動車登録番号標等を返付する際の取扱い方法について（周知）
「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラ
6
H29.4.4
イン（第２版）」について（ご案内）
26
H29.4.9 種苗法施行規則の一部を改正する省令及び平成 20 年農林水産省告示第 534 号
厚生労働省からの「平成 29 年度臨時給付金（経済対策分）」及び「年金ニュ
30
H29.4.9
ース（第 2 号）」の周知依頼について（お願い）
29
H29.4.9 一般社団法人全国自動車標板協議会との基本確認書の締結について（通知）
31
H29.4.11 行政書士法施行規則の一部改正について
34
H29.4.14 平成 29 年度日本行政書士会連合会定時総会代議員数算出表について
42
H29.4.14 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）
27
H29.4.17 平成 29 年度特定行政書士法定研修実施に関する広報媒体の送付について
47
H29.4.17 平成 29 年 4 月分会費納入について(お願い)
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56
62
65
67
73
78
79
83

H29.4.21
H29.4.21
H29.4.25
H29.4.27
H29.4.27
H29.4.28
H29.4.28
H29.4.28

「行政書士の法教育実践ガイド」の送付について
成年後見制度利用促進基本計画へのご出席について（依頼）
丁種封印に係る準則について（通知）
「特定行政書士業務ガイドライン」の送付について
平成 29 年度特定行政書士法定研修に係る会員宛て周知の依頼について
内閣府「成年後見制度利用促進基本計画に係る説明会」へのご出席について
平成 29 年春の黄綬褒章受章者のお知らせ
法定相続情報証明制度に係る法務省通達について

法定相続情報証明制度に係る法務省通達について（周知）
～日行連より～
日行連より標記の件について周知依頼がありました。
本年５月２９日に不動産登記規則の一部を改正する省令が施行され、法定相続情報証明制度の運用
が開始されることに伴い、
法務省より各法務局長、
地方法務局長に対し下記の通達が発出されました。
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。
記
・「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて（通達）」
（平成２９年４月１７日・法務省民二第２９２号）

自動車登録番号標等を返付する際の取扱い方法について
～日行連より～
平成２９年４月３日からラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの交付が開始されるこ
とに伴い、道路運送車両法第１１条第２項各号及び第２０条第１項各号に該当する場合で、かつ、自
動車登録番号標に一定の破壊措置を講じた時は、これを自動車の所有者に返付できることとなりまし
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。

出張封印業務を扱っている会員の皆様へ（周知）
～日行連より～
平成２９年２月２８日付け国土交通省通達（国自情第２４２号、２４３号）において、甲種受託者
が行政書士に封印の取付け作業を行わせるためには、一般社団法人全国自動車標板協議会（以下「全
標協」という。）と当連合会との間で、基本的事項を確認しておくこととされているところ、今般、
全標協との基本確認書を取り交わしましたので、通知します。
つきましては、本基本確認書に記載のとおり、すでに甲種受託者と各単位会との間で締結している
確認書をもって、通達で追加及び変更された内容が反映されたものとみなされることとなりましたの
で、ご承知おきください。
下記の関連資料につきまして、当会ＨＰ会員専用「トピックス」に掲載しております。
記
・基本確認書（平成２９年４月１日締結）
・基本確認書（平成２０年２月１５日締結）
・封印委託の拡大について（国土交通省・参考資料）
・国土交通省通達（国自情第２４２号、２４３号）
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立地適正化計画に基づく支援制度について
［都市機能誘導施設立地促進補助金］～宇都宮市都市整備部市街地整備課より～
宇都宮市では、立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域内に医療・福祉、子育て支援、商業等の
誘導施設を維持・確保するための補助制度を設けていますのでご活用ください。
詳しくは、下記の宇都宮市役所のホームページをご覧下さい。
（会員ＨＰ「トピックス」にも掲載）
また、ご不明な点は、宇都宮市 都市整備部 市街地整備課までお問い合わせください。
[宇都宮市役所ホームページ] トップページ > 市政情報 > 都市計画・まちづくり
> 都市マスタープラン U-plaza > 立地適正化計画に係る支援制度

政連だより
平成２９年度第１回幹事会開催
４月１４日（金）行政書士会館にて、平成２９
年度第１回幹事会が開催された。幹事３４名中出
席者は３０名。
青木勇夫栃木県行政書士政治連盟会長のあいさ
つの後、栃木県行政書士議員連盟の石渡丈夫元小
山市議会議長、諏訪利夫元宇都宮市議会議長、土
方美代小山市議会議員、山ノ井一男元西方町議会
議員による来賓のごあいさつを頂き、日本行政書
士政治連盟手塚理恵幹事長により連盟の近況が報
告されたのち、議案審議となった。

上程された議案は次のとおり。
《議案》
議案第１号 大会に付議すべき事項について
・大会議案第１号 平成２８年度補正予算の承認
について
・大会議案第２号 平成２８年度運動経過報告の
承認について
・大会議案第３号 平成２８年度決算報告の承認
について
・大会議案第４号 平成２９年度運動方針につい
て
・大会議案第５号 平成２９年度予算について
・大会議案第６号 役員の選任について
・大会議案第７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
大会に付議すべき上記事項に関して会長およ
び各担当部より報告説明および質疑応答が行われ
た後、可決承認された。
（広報部 松本智美）

ご当選おめでとうございます
４月に実施されました県内の市・町議会議員選挙におきまして、本会会員の皆様が見事当選さ
れましたのでご報告致します。今後、各議会での活躍を祈念するとともに、行政書士の地位向上
にもご尽力くださいますようお願い申し上げます。 （栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫）

☆佐野市議会議員選挙（４月９日投開票）
金子 保利 会員（現職 ４期目）
☆塩谷町議会議員選挙（４月１６日投開票）
中塚
操 会員（新人 初当選）
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国際業務相談事例・入管基礎研修会

国際部主催

○開催日時 平成２９年６月２１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（補助者の方は受講出来ません）
○受 講 料 無
料
○締
切 ６月１６日（金）
※ 資料、座席および駐車場をご用意する都合上、
申し込みが必要になりました。

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

無 料

6/16

申込

ﾃｷｽﾄ
申込

昼食
\500 程度

－

－

会員 補助者

6/21

国際業務相談事例・入管基礎研修会

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。
広 告

<
>
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栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 29 年 4 月 30 日現在）
登録年月日
入会年月日

郵便番号

H29.4.2

3200051

歸山正美行政書士事務所
宇都宮市上戸祭町 520-8
（株）都市開発コンサルタント内

3270827

行政書士田沼穣事務所

H29.4.2

3230012

行政書士小林靖幸事務所

H29.4.2

3210132

行政書士シイネ事務所

H29.4.2

3291104

戸村浩史行政書士事務所

H29.4.15

3220002

行政書士田島法務事務所

H29.4.15

支部・氏名

宇都宮
歸山 正美
佐 野
栗原 典子
小 山
小林 靖幸
宇都宮
椎根 一雄
宇都宮
戸村 浩史
鹿 沼
田島 保夫
【退 会】
支 部

事 務 所 名
所

在

電

地

話

備 考

028-625-4187

0283-22-1586

佐野市北茂呂町 7-5

小山市大字羽川 517-235

0285-22-6469

028-653-6310

宇都宮市雀の宮 5-5-6

宇都宮市下岡本町 2005-21

080-5401-7066

0289-74-5695

鹿沼市千渡 688

氏 名

退会年月日

備 考

支 部

氏 名

退会年月日

備 考

佐 野

柴田 利男

H29.4.7

廃 業

足 利

金井 繁夫

H29.4.19

廃 業

塩 那

小泉

H29.4.21

廃 業

賢

【変 更】※市町村合併に伴う変更
支 部
氏 名
変更事項
小 山
服部 豪兒
所在地
宇都宮
大塚 幹夫
所在地/電話番号
宇都宮

梶内 隆幸

所在地/電話番号

宇都宮
宇都宮
宇都宮
足 利

市田
茂
屋代 正道
荒川 孝一
三上 洋子

所在地/電話番号
事務所名
電話番号
電話番号

変 更 内 容
下野市下石橋 636-19※
宇都宮市大和 2-12-50 / 028-341-2382
宇都宮市陽南 2-14-34 陽南イタリハイツ 206 号室
028-663-8484
宇都宮市幸町 2-１ / 028-307-7718
屋代行政書士事務所
0285-50-9232
0284-41-1365

広 報 部 よ り

新緑５月は総会があり役員２年の任
期を迎えます。広報部員は会員の顔と
いえる「行政書士とちぎ」の発行にご
苦労様でした。また、他の部の役員の
方々も役職を全うされまして有難う御
座いました。次期役員の方々のご活躍
を期待致します。
（広報部 堀越 功）
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