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今月の表紙の一言

足利の花火大会
県内最古の歴史を誇る足利の花火大会。１９０３年に始まり本年が１０３回
市内を流れる渡良瀬川に架かる田中橋の河川敷で打ち上げられ、その数約２万発。
尺玉、スターマインなどが次々と打ち上げられ、夜空に大輪の花が開く。
夏の風物詩である花火は、日本人の心意気。桜などと並んで人気がある。
「橋の上、玉や玉屋の声ばかり、何故に鍵屋と言わぬ錠なし」
写真提供 (公社) 栃木県観光物産協会
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佐野創業・経営支援ネットワークなんでも相談会開催
７月２５日（火）午後１時から４時３０分まで、
佐野商工会議所３階大会議室において、「佐野創
業・経営支援ネットワークなんでも相談会」が開
催され、当会からは、佐野支部の須永威会員、長
竹基行会員の２名に相談員として対応していただ
きました。

相談会場には、日本政策金融公庫、佐野信用金
庫、信用保証協会、行政書士、中小企業診断士、
税理士、女性相談コーナーのブースがあり、相談
者との相談に応じ、多くの相談者が来場していま
した。
行政書士ブースにも、相談者からの予約が２件
あり、相談員が、事業に関連する問題点、事業に
関する契約書等の相談に応じ、相談者は、相談員
からの回答に満足していた様子でした。
こういった行政機関や金融機関と、行政書士を
含めた士業との合同相談会は、
行政書士の知名度、
職域拡大に役立てていく上でも、大切な機会であ
ると思われますので、積極的に活用していけたら
と思います。
（中小企業支援部 根岸愼治）

栃木会、茨城会、群馬会、北関東三県行政書士会意見交換会開催
北関東三県において、お互いの県に許可申請す
ることも多いので、情報を共有する場を持ちたい
との希望が数年前よりありました。今回、茨城会
が幹事会となり、７月２５日栃木県行政書士会館
において実現しました。
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議 題
「農地法・建設業関係における非行政書士排除の
取組みと手続の違いについて」
今回特に時間を割いたのは、農地法関係の非行
政書士排除についてでした。各会とも非常に苦労
していますが、関係法令を良く調べ、継続して活
動することで一致しました。栃木会の佐藤栄一副
会長より、栃木会が実施している、情報公開法に
基づく、開示請求、警告書の発送、懲戒処分につ
いて、詳しい説明を行いました。
農地法、建設業申請について、添付書類、委任
状、申請窓口等について発表がなされ、あっとい
う間に３時間が経過しました。次回はもっと時間
をとっての開催を約束しました。

（総務部 手塚理恵）
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３つ目は、支部結成５０周年記念式典・記念コ
ンサート・祝賀会の開催です。５月の定期総会後
に行う予定です。
５０周年の節目を迎え、事業計画も盛り沢山で
すが、歴史ある小山支部に在籍する慶びをこれま
で支部を支えて来られた先輩方と分かち合い、一
つひとつの事業に取り組んでゆきたいと思います。
（支局長 髙橋真知子）
【小 山】

小山支部第２回理事会開催
【佐 野】

佐野支部第１回理事会開催

７月１９日（水）午後１時半より小山市小山城
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、今年度の事業計画について協議が行
われました。
小山支部は今年、
支部結成５０周年を迎えます。
そのため今年度は、小山支部で毎年恒例で行っ
ている事業（交通安全運動への参加、小山市・下
野市・野木町における毎月の無料相談会、栃木支
部との合同研修会、市民公開講座・無料相談会等）
に加え、支部結成５０周年記念としての事業を複
数計画しています。今回の理事会においては、主
に以下の３つの記念事業について内容の確認・意
見交換が行われました。
１つ目は、小山市・下野市・野木町内公民館等
での無料相談・無料公開講座の開催です。１０月
の行政書士制度強調月間に合わせて行う予定です。
２つ目は、支部結成５０周年記念としてのバス
旅行開催です。１１月を予定しています。支部単
位での旅行は例年行っていますが、今年は特に会
員の親睦を図ることを主眼に置き、見学ツアー等
を盛り込んだゆったりめの行程で多数の会員が参
加しやすい内容にしてはどうかという提案があり
ました。見学の内容については、東海テラパーク
での原発見学等、会員の知識向上に役立つものを
検討していく予定です。

７月１５日（土）午後６時よりとんかつ神楽佐
野店において、平成２９年度第１回理事会が開催
されました。理事及び相談役、顧問の計８名が参
加しました。
第１回目の今回は、今年度の佐野支部活動につ
いて話し合いました。具体的には、無料相談会、
支部研修会、市民公開講座、社会貢献活動等の内
容について様々な意見、アイディアが出されまし
た。
行政書士制度への有効な宣伝方法、相続・空き
家対策の研修、社会貢献活動として認知症サポー
ター養成講座の受講など様々な意見が交わされま
した。
とりあえず無料相談については、広報月間であ
る１０月に開催することが決定されました。
支部の行事は、人がたくさん集まればそれだけ
達成感もあります。
佐野支部の今年度の行事になるべく多くの人が集
まってもらえるよう、準備と宣伝に力を入れたい
と思います。
（支局長 江藤正巳）
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この他にも、１３名の参加者ひとりひとりの活
躍があり、
１８時から３時間のカラオケでしたが、
楽しい時間はあっという間で、
短くさえ感じます。
個性豊かな会員の集まりでは、３時間では足りな
いのかもしれません。
でも、さすがに４時間は無理。ということで、
次回も３時間の熱い、
熱い暑気払いを報告します。
（支局長 大塚文子）

【栃 木】

暑気払いの開催

【鹿 沼】
はじめに、去年は栃木支部会員として、始めて
この支局情報に寄稿しました。
その際、次回も会員の活躍を報告するとお伝え
しましたが、約束どおり今年も会員の「活躍」を
報告できることを嬉しく思います。
では、さっそく栃木支部の熱い、熱い暑気払い
をご報告いたします。
栃木支部では７月２８日（金）１８時よりレス
トランカラオケＳＨＩＤΛＸにて参加者１３名の
もと暑気払いを行いました。
今年の「活躍」一人目は７月１５日付での新入
会員
（再入会）
の小林会員が聴かせてくれました。
小林会員が歌うアリスの「チャンピオン」はスク
リーンにアリスのコンサート風景が映し出され男
性会員の大合唱となりました。
気分は谷村新司か、それとも堀内孝雄といったと
ころでしょうか。今回の一番の盛りあがりだった
かもしれません。
次は、福田会員が歌う沢田研二の「勝手にしや
がれ」です。栃木支部きってのダンディー、金子
会員が被っていた帽子を福田会員に被せると、こ
れまた気分は沢田研二！？スクリーンに映ったジ
ュリーが帽子を投げるとき、それは金子会員の高
価な帽子が宙に舞う瞬間でもありました。
そして、私が師と仰ぐ前支部長松本会員の登場
です。松本会員が歌うは、オヨネーズの「麦畑」
です。この曲をご存知の方は、もう察しがついた
かもしれません。
「
（松本会員）俺らと一緒に暮らすのはおよね お
めえだとずーと前から決めていた 嫁っこさ来て
おくれ（太田代会員） やんだたまげたな 急に
何言うだ 俺らも前から松っつあんを 好きだと
思ってた」そう、これを言わせるがため、松本会
員は太田代会員と歌ったのです。さすが、師匠！
さすが、松っつあん！！

無料相談会開催

７月８日（土）午前１０時～午後３時まで、鹿
沼市文化活動交流館 多目的創作工房にて、無料
相談会を開催しました。参加員数は７名、無料相
談会への相談件数は１５件、相談者は１７名お越
しになりました。一時は、相談員７名がフル稼働
で対応に当たるも、順番待ちの方がでてしまう位
の盛況ぶりとなりました。
相談内容は、相続に関連するものが半分以上を
占め、市民の方々の相続に関する意識の高さを感
じた内容でした。相続は大きく分けて、相続発生
後の対応と、相続前の対応と二つに分かれます。
これまでは、
相続後のケースが多かったのですが、
今回は、相続前の予防的な相談が増えたことが印
象的でした。
また、相続以外では、施設建設や離婚等もあり
ました。お越しになられた方々の年齢層も２０代
～８０代と幅広く、地域の方々の疑問が多岐に及
ぶ事に驚きました。現在の行政書士には、幅広い
知識と柔軟な対応が求められる時代になったこと
をあらためて感じました。
鹿沼の地域の方々の困ったを解決するためにも、
鹿沼支部として今後も無料相談会等の活動に力を
注いでいこうと思います。
（支局長 小太刀庸恭）
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【那 須】

那須支部研修会
７月２２日（土）那須塩原市のいきいきふれあ
いセンターにて第１回那須支部研修会を行いまし
た。参加会員は１８名でした。研修の内容は自動
車ワンストップサービスの今後の取り組みについ
て、
講師は田渕徹会員が担当してくださいました。
最初に、自動車の登録・車庫証明の那須地区で
の現状にについて説明がありました。続いてＯＳ
Ｓの概要や基礎的な部分についての説明がありま
した。
新しい制度の移行も平成３０年２月の予定との
ことで、今後の課題や問題点、那須地区ではどう
いった対応が必要になるのか？など、地域性を考
慮したより実践的な部分にも触れながら、詳しく

また暑い夏がやってきました。７月には九州地
方は物凄い豪雨で甚大な被害が出ました。毎年全
国各地でこうした被害が出ていますが、主たる原
因はやはり世界的な地球温暖化のせいなのでしょ
うかね？約１８年ほど前だと思いますが、県北地
域も夏の時期に大雨が続いてかなりの被害があり
ました。ニュースでそのことを知った大学時代の
友人が、本当に久しぶりに電話をくれ安否を気遣
ってくれました。
私がまだ小学生の頃ですが、毎日夕立があった
夏がありました。
小学校の近くに住んでいたので、
毎日学校が終わると小学校のグラウンドで遊んで
いました。
夕方になると黒い雲が空を覆い尽くし、
雷がなり始め、しばらくすると雨が降り出し、１
時間くらいは降っていたような記憶があります。
急いで家まで駆け足で帰るのですが、家に着くま
でにすっかりびしょ濡れになっているのです。母
親から「いつまでも遊んでいるからだ」と叱責さ
れたようにも思いますが、その辺りのことは記憶
が曖昧で、夕立の後の清々しさだけが記憶に残っ
ています。あの夕立の後の清々しさを夏になると
思いだします。

説明をして頂きました。
制度改正に伴い、これまでの棲み分けに変化が
生じることも考えられますので、新制度への対応
の準備をしていきたいと思います。

（熊田慎一）

年生の時の甲子園への代表校は作新学院。何と言
っても代表選手は江川卓投手。高校通算ノーヒッ
トノーランが８回、完全試合が２回とまさに高校
球界のスターでした。その江川投手が甲子園で迎
えた最終回。相手校は忘れましたが、同点で満塁
の大ピンチ。フルカウントになった時、江川投手
の周りに内野陣が集まりました。ヒソヒソと何か
を相談し、守備に戻った選手たち。江川投手が投
げたボールは大きく外れて、フォアボールの押し
出し。サヨナラ負け。試合は予期せぬ形で終わり
を告げました。
後日談ですが、内野陣が話し合ったことは江川
投手の一言。
「好きなボールを思いっきり投げさせ
てほしい。ボールになるかもしれない」
。
「お前の
好きな球を投げろ。
お前のお陰で甲子園に来れた」
。
マスコミ等の取材やらでチームで浮いた存在だっ
た江川投手はこのときに初めてチームに溶け込ん
だと語っています。
江川投手が最後に投げた時も夕方でかなりの
雨が降っていました。夕立に近かったように思い
ます。江川投手の心の中で清々しさが残った夕暮
れ時であったと今でも思います。

夏の風物詩と言えば、高校野球。都道府県を代
表する高校球児が集う憧れの甲子園。私が高校３

－5－

（那須支局長 村上文夫）
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日
4 月
6 水

9
11

土
月

12
13

火
水

14
16
20

木
土
水

予

定

土地利用入門研修会
支部長会
暴力団等排除対策委員会
支部長への連絡会
足利市民相談室 行政書類（遺言など）
（於：足利市役所１階市民相談室）
第二回無料相談会（於：大田原西地区公民館）
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）
登録説明会
ＴＩＡ相談会
申請取次新規受付
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）
測量研修会 ～初歩の測量学＆実地研修～（座学編）
鈴木康夫氏黄綬褒章受章祝賀会 （於：ホテル東日本宇都宮）
ＫＩＦＡ相談会
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

時
間
13:30~15:30
10:30~
13:30~
14:30~
13:00~16:00

主
催
土地利用開発部

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

那須支部
広報部
宇都宮支部
総務部
国際部
申取管理委員会
足利支部

9:30~15:30
17:00~
10:00~

土地利用開発部

10:00~12:00

小山支部

9:30~12:00
13:30~16:00
13:00~16:00

土地利用開発部

15:00~
10:00~
7:55~

国際部
総務部

暴排委員会
足利支部

国際部

室）※予約制（予約問い合わせ：小山市生活安心課
0285-22-9282）
21

木

測量研修会 ～初歩の測量学＆実地研修～（実地編）

24

日

25
27

月
水

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)
ＵＣＩＡ相談会
登録説明会
愛好会ゴルフコンペ

行政書士専門相談（於：小山市役所）※予約制（随時受付・ 10:00~12:00

宇都宮支部

小山支部

先着４人 予約問い合わせ：小山市生活安心課
0285-22-9282）

28

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」 10:00~12:00
相談室）※要事前予約（小山支部 田村会員 0285-45-0297）
シリーズ「相続」研修会（第２回）
13:30~16:40
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 10:00~12:00
会議室）※要事前予約（先着６名 予約先：行政書士会小山
支部 生田目会員 0285-52-2350）
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小山支部
市民法務部
小山支部

平成２９年度版「建設業許可申請の手引」「様式第二十号の三 健康保険等
の加入状況」の留意点について
～県土整備部監理課より～
県土整備部監理課より建設業許可申請の手引のＰ.６１に掲載されている「様式第二十号の三 健康
保険等の加入状況」の記入内容について、特に留意いただきたい点のお知らせがありました。
保険加入の有無の欄について、注意書きをご確認くださいますようお願いいたします。
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建設環境部
からの
お知らせ

建設業「経営業務管理責任者」の要件、
添付書類について、質問を募集します。

建設環境部では、建設業法の許可基準である経営業務管理責任者の要件が一部緩和されたことに伴
い、県土整備部監理課の担当者を講師に招き、１２／１２(火)に研修会を実施する予定です。
（募集案内は追って会報に掲載します。
）
今回の研修においては、経営業務管理責任者の要件、添付書類等について、集中的に講義いただき
ますが、事前に会員より質問を受付けし、回答していただくスタイルをとりますので、疑問や質問の
ある方は、
「表題」
「疑問や質問の内容」
「支部」
「氏名」を明記のうえ、当会建設環境部宛にメール又
はＦＡＸをお寄せ下さい。９月３０日締め切りとし、当部にて取りまとめた上、監理課へ提出します。

表題

内容

支部

氏名

宛先

栃木県行政書士会 建設環境部 行
FAX：028-635-1410 e-mail：gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp

※お願い
建設業の各種申請は午後４時３０分までにしましょう。
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〆切

9/30(土)

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
№
297
324
315
330
341

346

受信日付

文書の表題

H29.7.4
H29.7.7
H29.7.11
H29.7.14
H29.7.19
H29.7.24

建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の緩和について(周知)
入管法違反容疑での会員逮捕について
平成 29 年 7 月分会費納入について（お願い）
知的資産業務に関する新規著作権相談向けマニュアルの送付について
平成 29 年度定時総会議事録の送付について
日本行政書士会連合会事務局の体制について
「ゆるキャラグランプリ 2017」エントリーに伴う周知へのご協力について（お
願い）
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の改正法につい
て
平成 29 年度行政書士制度広報月間における催事実施予定について
ユキマサくん応援メーリングリストの配信について（お願い）
「規制改革ホットライン」集中受付に係る意見・要望募集について（お願い）
理事会の議事結果について（7/19、20 開催）

H29.7.24
H29.7.24

351
357
371
374

H29.7.26
H29.7.26
H29.7.28
H29.7.31

政連だより

「船田はじめ君を励ます会」に参加して
去る６月３０日（金）、宇都宮市内で行われま
した標記の会に行政書士会の横山会長と参加しま
した。６００人くらいの参加者数でありました。
開会のあと、来賓挨拶に入り衆議院議員の簗和
生氏、参議院議員の上野通子氏、同じく渡辺美知
太郎氏、栃木県知事・福田富一氏、下野市長、県
議団、市町議団、友誼団体代表の順でした。
ご本人は現在、自民党において憲法改正推進本
部本部長代行を務めており、挨拶の中で「改憲手
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続きは丁寧さが必要」と述べ、加えて内容につい
ては期限にとらわれず与野党協調で進めることの
重要性を訴えておりました。さらに「私の政治信
条は、ひとつ目は『極端に走らない中庸』、ふた
つ目は『政治は結果責任』」と熱く語られており
ました。
その後、懇親会に入り、午後７時過ぎに横山会
長と会場をあとにしました。
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫）

会員事務所訪問コーナー

おじゃましま～す！
人から同意が取れないだけで、全体計画がダメに
なってしまう仕事でもあります。お陰で地元説明
会や地主さんから承諾をもらう際は、緊張で夜眠
れなかった事も少なくありませんでした。また、
植生調査で山の中に入ることもありましたが、ク
マ、蛇、ハチが怖かった記憶があります。
同意をもらうって本当に大変ですよね。その時
に、注意にしていることはありますか？

氏
名
事務所名称
所 在 地
入 会 日

まずは、信頼関係を築く事を第一に考えてやっ
ています。不動産という性質上、先祖代々受け継
いできた土地であったり、家族と共に歩んできた
家である場合も多いので、見えない部分を大切に
する気持ちを常に忘れない様にしていました。常
に安心してもらう事をモットーにしています。

田島 保夫（たじま やすお）
行政書士田島法務事務所
鹿沼市千渡６８８番地
平成２９年４月１５日

今年の４月から開業とのことですが、開業され
たきっかけと、これまではどのようなお仕事をさ
れてきたのかを教えてもらってもいいですか？
東京の測量設計会社に勤務しており、定年退職
をしたので、持っていた行政書士資格で事務所を
開設しました。そこの会社の仕事は、大手ゼネコ
ン等からの業務を中心に請負って、ゴルフ場の建
築や鉄道、工業団地、地区の再開発等の計画が入
ると、その土地を測量して、境界協定や開発行為
等の必要な申請等を行う会社でした。
それは、大規模プロジェクトですね！大きい所
だとどの位の規模を手掛けたのですか？
数年掛かりで取り組む仕事はざらです。これま
で大きい所ですと、９００ｈａなんて所もやりま
した（※１ｈａ＝１万㎡）
。こういう規模だと、大
体、過疎地が多いので、現場の詰め所で平日は寝
泊まりして、土日は家に帰るという生活でした。
そういう仕事をしたことがないので、全然想像
できないのですが、一番大変だった事は何です
か？
土地を確保して許可をもらう仕事って、プロジ
ェクトの取っ掛かりの部分なので、地主さんの一

趣味等はありますか？
山の中で仕事していたからかもしれませんが、
植物、山草や高山植物は好きです。また、音楽は
全般的に好きで、アコースティック・ギターを今
でも弾いたりします。今は孫とギターで一緒に歌
ったりしてますよ！
今後の仕事の目標を教えてもらえませんか？
本当は定年退職したばかりなので、もう少し、
ゆっくりするつもりだったのですが、以前の仕事
場からの依頼があって、今は栃木県内の再開発の
仕事の手伝いをしています。見ての通り、親から
受け継いだ田畑もあるので、農業もやらなくては
ならないのですが、何かと忙しくて手が回ってい
ないのが実情ですね。
また、自治会のボランティアで、夏休み中、地
域の小中高校生に自治会館を開放して、自主学習
の場所を提供する予定です。地域の方々に少しで
も還元できればと考えております。
「土地開発のプロ」という言葉が似合う田島さ
んでした。本人には申し訳ありませんが、周りの
方が暇にしてくれないと思います。また地元にも
奉仕の心を忘れない素晴らしい方でした。
（支局長 小太刀庸恭）
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支局かわら版

大瀬観光やな と 鎌倉山

栃木県の南東部に位置する芳賀郡茂木町は、那
珂川が流れ、里山に囲まれた棚田が棚田百選にも
選ばれる長閑で自然豊かな町です。ゆずが名産で
道の駅もてぎで提供されている「ゆず塩ラーメン
」は道－１グランプリで優勝し、休日には長蛇の
列になるほどの人気となりました。昨年は町の中
心部に「ふみの森もてぎ」という図書館がオープ
ンし、町民の交流の場として文化イベント等も頻
繁に行われています。また最近では、完全無農薬
で栽培されている「松きのこ」というきのこが新
たに発売されるなど、町の活性化に向けて積極的
な取り組みが行われています。中心部を外れると
豊かな自然を生かしてキャンプや那珂川でのカヌ
ー下りなどのアウトドアが盛んにおこなわれてい
ます。
そこで今回は、アウトドア
シーズン到来の夏にぴったり
な観光スポット「大瀬観光や
な」
を紹介したいと思います。
大瀬観光やなは茂木町の北部
を流れる那珂川を利用して作
られた観光施設です。「やな
」とは鮎を捕るために仕掛け
られた漁具で、毎年やな漁が
解禁される７月に設置し１０
月のシーズン終了と共に解体
されます。素材はたくさんの
竹でできており、人が乗って
鮎を素手で捕まえることがで

栃木会の
申請取次行政書士
の動向

芳賀支部

きます。夏休みと重なるこの時期は、水遊びをし
ながら鮎を捕まえる子供たちで大いに賑わいます。
大瀬観光やなの店舗は一年中営業していて、那
珂川を眺めながら鮎などの料理が味わえます。炭
火を使って自分で鮎を焼ける席も用意されていて
那珂川を眺めながら鮎の塩焼きも堪能できます。
自然の風を感じながら鮎を食し、川のせせらぎを
聴きながら川の流れを眺めているとついつい時間
を忘れてしまいそうになります。
大瀬観光やなから少し南に行くと栃木景観百
選にも選ばれている鎌倉
山があります。標高２０
０ｍほどの山で、登山道
を歩いて登る他にも車で
頂上付近まで行くことが
できます。山頂付近の展
望台からは那珂川を一望
できるほか、遊歩道も整
備されているので自然を
楽しみながら散策するこ
とができます。
この鎌倉山ですが、夏の景色もさることながら
冬の景色はまた格別です。晩秋から初冬の日の出
の頃には山から下りる冷たい空気が温かい川面に
触れて川霧が発生するため、雲の海に山々が浮か
んで見える雲海を楽しむことが出来きます。
山と川を同時に満喫できるこの場所に、この夏
ぜひ遊びに出かけてみてはいかがでしょうか。
（支局長 矢野 健太郎）

新規申出（７月）
０名
更新申出（７月）
１名
有効期限切れによる減少
１名
申請取次行政書士（７月末現在） １０９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：８月３１日（木） 受付日：９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。
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交差点

（一社）コスモス成年後見サポートセンターだより
公開講座開催される

１．内容：成年後見と相続・遺言
２．日時:７月１５日（土）
３．会場：日光市大沢公民館
４．出席者：１３名
５．相談者：１名
６．後援：日光市、日光市社協
＊まだまだ成年後見制度の認知度が低いので、関
係機関を訪問し制度普及に務める。
（
（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）

第２８回全国女性行政書士交流会 IN 宮城
７月９日（日）～１０日（月）宮城県松島町の
センチュリーホテルに北海道から沖縄までの女性
行政書士１０５人があつまった。

今回の女性会は岩手会・福島会・宮城会の共催
である。
開会の挨拶、歓迎メッセージのあと「戸籍が無
いという現実～今、資格者にできること」講師：
井戸まさえ様の研修があり、続いて震災のスライ
ド上映そして懇親会に移った。
有志の方々のアトラクション、とくに「せんだ
いすずめ踊り」を全員で楽しみ、次回開催地は「愛
知会」と決定し再会を約束して別れた。
（広報部 山本昭子）

第７回 愛好会ゴルフコンペ開催のご案内
発起人 青木勇夫
毎年９月に開催しております行政書士ゴルフ愛好会のコンペの早いもので７回を数えます。
今年は７回目にして初めて栃木市のコースで開催をします。これまで県央・県北では遠いと遠慮さ
れていた県南の方は、是非ともご参加くださいますようお願い致します。
愛好会とはいえ、ゴルフ好きの集まりですので、行政書士会の会員の方、ご家族の方、補助者の方、
どなたでも参加できます。お誘い合わせの上お気軽にお申し込み下さい。
１．開催日時
２．開催場所
３．参加費用
４．競技方法
５．表
彰
６．申込方法

平成 29 年 9 月 27 日（水）7 時 55 分（現地集合）
アゼリアヒルズ C.C.（栃木市梅沢町１番地）栃木 IC から 6 ㌔
9,800 円（コンペ代 800 円、プレー代・昼食代・税等 9,000 円）＊セルフプレー
1 ラウンド・新ぺリア方式（トリプルボギーカット、上限ハンデ 36）
優勝、準優勝、３位、跳び賞、ブービー賞、ドラコン賞、ニアピン賞、参加賞
事務局・大塚宛に電話でお申し込み下さい（9 月 19 日(火)締め切り）
。
（事務局電話番号：028－635－1411）
（組合せ等は参加者に後日連絡致します）
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平成２９年度 行政書士試験監督員の募集について
栃木県行政書士会では、平成２９年１１月１２日（日）に宇都宮大学峰キャンパスで行われる
行政書士試験の試験監督員を募集します。
行政書士を志す受験者の将来を左右する試験です。
公正で厳粛な態度で臨める会員を希望します。
監督員は下記の監督員説明会および試験当日の両方に必ず出席できる方に限ります。
また、試験当日は現地集合となります。
◎応募資格

栃木県行政書士会会員。
※ただし、行政書士試験に関する講座を開設している専門学校等を経営してい
る会員やその講師をしている会員は応募できません。

◎業務内容

試験当日の試験室準備、準備状況確認、試験室の試験実施に伴う業務、
答案用紙回収・点検等

◎説 明 会

平成２９年１１月７日（火）１３:３０～１５:００（場所は両日とも
平成２９年１１月９日（木）１４:３０～１６:００ 行政書士会館２階会議室）
※両日とも同じ内容です。いずれかご都合のよい日をお選び下さい。

◎試 験 日

平成２９年１１月１２日（日）
（監督員としての業務は９：００～１７：００）

◎申込方法

下記申込書を事務局宛てにＦＡＸ送信して下さい。

◎申込〆切

平成２９年９月８日（金）

◎募集人数

３０名前後（受験者数により増減あり）
※応募多数の場合は抽選等により、試験場責任者において選任いたしますので
あらかじめご了承ください。結果については、１０月１０日までに郵送でお知
らせいたします。

◎旅費日当

（一財）行政書士試験研究センターの支給規程により、試験終了後に指定口座へ
振込となります。あらかじめ本人名義の口座を直接センターに届け出る必要があ
ります。金額の詳細は８月末までに当会ホームページの会員専用ページ「トピッ
クス」に掲載します。

栃木県行政書士会事務局 行（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０）

平成２９年

月

平成２９年度 行政書士試験 試験監督員申込書
支

部

説明会希望日

氏

名

１１／７（火）１３：３０～ ・ １１／９（木）１４：３０～
（いずれかに○をつけてください）
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日

平成 29 年度 行政書士試験要項（抜粋）
１．試験概要
(1)試験日及び時間
平成２９年１１月１２日（日） 午後１時～午後４時
※試験室への入室：午前１１時５０分より可
※集合時刻：午後０時２０分
(2)試験の科目及び方法
※筆記試験
試験科目
内 容 等
行政書士の業務に
憲法、行政法（行政法の一般的な
関し必要な法令等
法理論、行政手続法、行政不服審
（出題数４６題）
査法、行政事件訴訟法、国家賠償
択一式及び記述式
法及び地方自治法を中心とする。
）
民法、商法及び基礎法学の中から
それぞれ出題し、法令については
平成２９年４月１日現在施行され
ている法令に関して出題。
行政書士の業務に
関連する一般知識 政治・経済・社会、情報通信・個
等（出題数１４題） 人情報保護、文章理解
択一式
(3)試験場所
宇都宮大学峰キャンパス（栃木県宇都宮市峰町 350）
２．受験申込み手続き
(1)郵送による受験申込み
①受付期間 平成２９年８月７日（月）～９月８日（金）
②郵送先
（一財）行政書士試験研究センター試験課 宛
受験願書と一緒に配布する封筒を使い、郵便局の
窓口から「簡易書留郵便」で発送してください。
９月８日（金）の消印があるものまで受け付けます。
③提出書類
受験願書一式（
「振替払込受付証明書」および「顔写
真」を添付したもの）
④受験手数料
７,０００円
受験願書の受付期間内に、必ず所定の払込用紙に
より、郵便局の窓口で払い込んでください。
⑤受験願書の配布場所及び配布期間
【配布場所】
（栃木県内のみ記載）
・栃木県経営管理部文書学事課
（宇都宮市塙田 1－1－20 栃木県庁舎本館内）
・栃木県広報課県民プラザ室
（宇都宮市塙田 1－1－20 栃木県庁舎本館内）
・栃木県上都賀県民相談室
（鹿沼市今宮町 1664－1 栃木県庁上都賀庁舎内）
・栃木県芳賀県民相談室
（真岡市荒町 5197
栃木県庁芳賀庁舎内）
・栃木県下都賀県民相談室
（栃木市神田町 6－6
栃木県庁下都賀庁舎内）
・栃木県安蘇県民相談室
（佐野市堀米町 607
栃木県庁安蘇庁舎内）
・栃木県足利県民相談室
（足利市伊勢町 4－19
栃木県庁足利庁舎内）

・栃木県小山県民相談室
（小山市犬塚 3－1－1
栃木県庁小山庁舎内）
・栃木県那須県民相談室
（大田原市中央 1－9－9
栃木県庁那須庁舎内）
・栃木県塩谷県民相談室
（矢板市鹿島町 20－22
栃木県庁塩谷庁舎内）
・栃木県南那須県民相談室
（那須烏山市中央 1－6－92 栃木県庁南那須庁舎内）
・栃木県行政書士会
（宇都宮市西一の沢町 1－22 栃木県行政書士会館）

【配布期間】
平成２９年８月７日（月）～９月８日（金）
(2)インターネットによる受験申込み
①受付期間 平成２９年８月７日（月）午前９時～
９月５日（火）午後５時まで
（一財）行政書士試験研究センターのホームページか
らインターネット出願画面に接続し、画面の項目に従
って必要事項をもれなく入力して下さい。
注）本人名義のクレジットカード又はコンビニエンス
ストアで払い込んでください。
※都道府県庁、行政書士会等での受付は行いません。
３．受験票の交付
受験票は、平成２９年１０月２０日頃に発送します。
試験当日試験場に必ず持参してください。
４．試験結果の発表と通知
試験結果は、平成３０年１月３１日（水）午前９時
から、合格者の受験番号を（一財）行政書士試験研究
センター事務所の掲示板に公示（掲示）します。公示
後、受験者には全員に合否通知書を郵送します。
また、
（一財）行政書士試験研究センターのホームペ
ージに合格者の受験番号を登載します。
合格者には、平成３０年２月末日までに合格証を発
送します。
５．特例措置の実施
(1)身体の機能に障がいのある方等で試験中に特例措
置を希望される方には、障がいの状況により必要な
措置（点字試験を含む）を講ずることがあります。
(2)特例措置を希望される方は、受験申込みに先立って、
必ず（一財）行政書士試験研究センターまでご相談
ください。事前に連絡なく、直接試験場に来られた
場合には対応いたしかねますのでご注意ください。
６．連絡先（問い合わせ先）

一般財団法人 行政書士試験研究センター
所 在 地 〒１０２－００８２
東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館３階
電話番号（試験専用）０３－３２６３－７７００
ホームページＵＲＬ http://gyosei-shiken.or.jp
本ページは抜粋です。
「郵送による受験申込み」の手続
きをされる方は、必ず試験案内・受験願書をお取り寄せ
いただき、全文をご覧ください。
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測量研修会 ～初歩の測量学＆実地研修～

土地利用開発部 主催

○開催日時
①座学 平成２９年９月１４日（木）
９：３０～１２：００<初歩の測量学>
１３：００～１５：３０<課題で理解を深める>
②実地 平成２９年９月２１日（木）
９：３０～１２：００<午前の部>
１３：３０～１６：００<午後の部>
※午前、午後のいずれか一方 [雨天順延]
○開催場所
①座学 栃木県行政書士会館２階
②実地 宇都宮市八幡山公園（宇都宮市塙田 5 丁目 2-70）
※集合場所等の詳細は、9/14 の研修会でご案内します。
○研修内容
①座学 測量の基礎を学びます。測量を全く行った事がない方向けの内容です。
②実地 小グループに分かれて、測量機器を使った実地研修を行います。
※会では、研修会で使用する測量機器と同様の機器の貸出(有償)を行っていますので、
研修会終了後、実務でも活かせる研修内容になっています。
○対 象 者
測量初心者（行政書士専業者）で、座学研修、実地研修とも出席できる方
○定
員
①座学 ３０名
②実地 ３０名
※実地研修が午前の部午後の部どちらになるかは、9/14 の座学研修時にお知らせします。
※申し込み者が定員に達した場合は、栃木会 会員専用ＨＰのトピックスに掲載するほか、
申し込み者各位宛に受講可否について、ＦＡＸで通知します。
○講
師
行政書士 福田勝守
○受 講 料
①座学 ５００円 ②実地５００円 ※合計額１０００円を 9/14 の研修会初日に徴収。
○各自用意するもの
関数電卓（三角関数の計算ができるもの）
メーカーによって操作方法が異なりますので、電卓の取扱説明書もお持ち下さい。
※座学、実地どちらでも使います。
○締め切り
９月８日（金）
※注 定員に達し予定より早く締め切った場合は、会員トピックスに掲載いたします。
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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２９年１０月２４日（火）１３：３０～１６：４０
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
「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
行政書士と自動車業界

１時限目

１３：３０
～
１５：００

２時限目

１５：１０
～
１５：４０

３時限目

１５：４０
～
１６：２５

４時限目

１６：２５
～
１６：４０

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
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
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
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１９日（木）
※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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土地利用入門研修会

土地利用開発部 主催

○開催日時 平成２９年９月４日（月）１３：３０～１５：３０
○開催場所 栃木県行政書士会館２階
○研修内容 土地利用に関する農地法と都市計画法について学びます。初級者向けの研修会です。
○対
象 行政書士、補助者
○講
師 行政書士 佐藤栄一
○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 ８月３１日（木）
※この研修会は、P１９に掲載した「土地利用関係業務取扱行政書士名簿登載の募集」の
第三種で応募する場合、受講が必須となります。

シリーズ「相続」研修会（第２回）

市民法務部 主催

相続の実務は多岐にわたる上、依頼ごとに内容が異なるため、幅広い知識が必要な業務です。
単発の研修会では「基礎的な説明」や「ひとつの手続きの説明」で終わってしまうことが多いた
め、今年度は相続業務のシリーズ研修を全１０回で計画し、集中して学んでいきます。
９月の第２回目は「戸籍の見方」についての研修です。
相続では、戸籍を遡らなくてはならない場合があります。誰の戸籍の、どの部分を確認して、
どのように遡っていけばいいのか…、今の戸籍謄本と見た目が違うので何がどこに書いてあるの
かわからない…など、戸籍の見方に時間を要する方もいるでしょう。
相続業務をやらない方にも、知って損はない知識ですので、受講されることをお勧めいたしま
す。
○開催日時 平成２９年９月２８日（木）１３：３０～１６：４０
○開催場所 栃木県行政書士会館２階
○研修内容、講師
シリーズ「相続」研修会 第２回
第１部（13:30～15:00）
「戸籍の見方①」
第２部（15:10～16:40）
「戸籍の見方②」
講師＝桐生雅弘 行政書士（第１部、第２部とも）
○対 象 者 会員、補助者
○受 講 料 ５００円（各回５００円かかります）
○締め切り ９月２５日（月）
※全１０回のシリーズですが、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。
※第１回目は８月２８日（月）に、「民法（相続法 概論）」などの内容で開催します。８月２４
日まで申し込みを受け付けていますので、会報７月号で詳細をご確認ください。
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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

９/４

９/14

９/21

受講料

土地利用入門研修会
測量研修会
～初歩の測量学＆実地研修～
①座学（実地研修も出席出来る方）
測量研修会
～初歩の測量学＆実地研修～
②実地（座学研修も出席出来る方）

申込
〆切

500 円

8/31

500 円

9/8

500 円

9/8

会員 補助者

－

昼食
\500
程度

－

－

会員 補助者

－

－

－

－

－

－

―

シリーズ「相続」研修会（第２回）

500 円

9/25

10/24

日行連自動車登録ＯＳＳセンター
構想に係るＤＶＤ研修会

500 円

10/19

ＦＡＸ

会員 補助者

ﾃｷｽﾄ
申込

―

９/28

支部名

申込

会員 補助者

会員 補助者

会 員
氏 名
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。

足利支部主催研修会のご案内
以下の内容で足利支部の研修会を開催します。他支部会員の方も受講できます。
○開催日時 平成２９年９月６日（水）午前１０時～午後０：００
○開催場所 足利市民プラザ（足利市朝倉町２６４番地）１０２号室
○研修内容 「法定相続情報証明制度」の施行について
講師：法務局担当職員
「農地転用許可申請に伴う諸問題」について
講師：当支部理事 殿岡正敏
〇「意見交換会」 過去の実務経験等を座談会形式で意見の交換を実施
進行：当支部副支部長 相山有美
○受講料 無 料
○申込先：足利支部 相山有美 会員宛
申込方法：ＴＥＬ０２８４－６４－９７８７ または ＦＡＸ０２８４－６４－９７８８
申込〆切：平成２９年９月５日（火）
○その他 足利支部以外の会員の参加大歓迎。
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土地利用関係業務取扱行政書士名簿登載の募集
平成25年、平成27年に作成した業務推進を図るための土地利用関係業務取扱行政書士名簿を今年度も
作成いたします。名簿は、会のホームページに掲載するほか、土地利用関係の官公署窓口等に送付する
予定です。この名簿の区分条件に合致し、かつ登載を希望する会員は、下記区分をよく読んだうえ下の
記載欄に誤りのないよう記載し、ＦＡＸで応募してください。
（複数の区分の応募も可能。過去に応募済の場合は、継続掲載するので応募不要。現在公表されている
名簿を確認するには、当会ＨＰトップの「土地利用関係業務取扱行政書士名簿はこちら」をクリック。）
第一種 設計資格者（都市計画法第３１条の規定する設計資格者）
※設計資格者は、都市計画法施行規則第１９条第一号による区分を記入してください。
宅地開発に関する技術に関する実務経験年数
② 年
左欄がトの会員のみ
都市計画法施行規則
①
土木、建築、都市計画又は造園に関する実務経験年数
第１９条第一号
③ 年
宅地造成技術講習修了年（修了証書をＦＡＸのこと）
④
第二種 実務経験者（都市計画法等、農地法等別実務経験年数等を表示）
※実務経験者は、最初に携わった年から現在までのうち、直接申請等の業務に係る延年数を
記入してください。
・都市計画法による開発行為申請・土地開発指導要綱による申請
⑤年から現在まで⑥年間
・森林法による林地開発
・農地法第３条申請、第４条申請、第５条申請、非農地証明等
⑦年から現在まで⑧年間
・農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域の変更申出等
第三種 研修会修了者（次の土地利用開発部主催研修会を２回両方修了した者。途中退席不可。）
平成29年 9月 4日（月） 土地利用入門研修会 →募集案内は会報８月号P１７に掲載
平成29年10月17日（火） 大規模開発研修会
→募集案内は会報９月号に掲載予定
私は、土地利用開発部主催研修会全２回を修了いたしました。

⑨欄に○を記入

★★ 第三種で応募する方には、10/17(火)の研修会当日、応募用紙を配布･回収いたします ★★
※注 希望により名簿に登載された会員は、公表されますので以下の点に充分ご注意ください。
・自己責任による受託をすること
・無理な受託はしないこと
・手に負えないときは依頼者に承諾を得て共同受任に切り替えるなど、トラブル防止に努めること

栃木県行政書士会
会長 横山 眞 殿

（申込締め切り日＝10/20(金)・FAX 送信先＝028-635-1410）

平成
年
月
日
私は、下記により土地利用関係業務取扱行政書士名簿への登載を希望いたします。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
①が「ト」の場合、記入

年
他の保有資格

年

昭和
平成

年

昭和
平成

年 延

年

昭和
平成

年 延

年

土地家屋調査士・測量士・建築士・司法書士・その他(

※④⑤⑦欄は昭和又は平成の該当するものを、他の資格欄は保有する資格を○で囲んでください。
※①が「ト」の場合は、修了証書もＦＡＸしてください。
※第一種 設計資格者による応募の場合、実務経験年数⑤～⑧の記入もお願いします。

支部名：

会員名：
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)

栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 29 年 7 月 31 日現在）

支部・氏名

事 務 所 名

登録年月日
入会年月日

郵便番号

3212341

木村行政書士事務所

H29.7.1

3213223

行政書士市村和彦事務所

H29.7.1

3220036

行政書士大門事務所

H29.7.15

3200851

田村清行政書士事務所
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広 告

<
>

広 報 部 よ り

行政書士とちぎ８月号 №48８

暑い日が続いております。
会員の皆様には、充分「身体」に気を付けて業務
にご精励ください。
広報部も新部員の構成となり会報の発行に身を
引き締め一文字一文字を大切に前任部員の編集
を見習いつつ、これからの２年間努めさせて頂き
ます。

（堀越功）
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