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今月の表紙
宇都宮駅東公園のイチョウ並木（宇都宮市）
写真提供 (公社) 栃木県観光物産協会
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福田富一知事を囲む会開催
１０月５日（木）１８時３０分より、栃木県庁
舎１５階にある展望レストラン「ダイニング十五
夜」において、栃木県行政書士会、栃木県行政書
士政治連盟と自動車車庫証明申請センター運営協
議会との共催で、福田富一知事を囲む会を開催し
ました。

２つ目は、２０２０年の東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会において、ハンガリー選手
団の事前トレーニングキャンプの誘致の実施に係
る覚書の締結についてでした。翌日の６日（金）
に、同国オリンピック委員会と覚書の締結をする
予定であるということでした。
最後に諏訪利夫議連会長の挨拶、青木勇夫政連
会長の中締めによっておひらきとなりました。
この日は十五夜の翌日でした。展望レストラン
から眺めた美しい満月がとても印象的でした。

手塚理恵総務部長の司会のもと、横山眞会長の
主催者挨拶、宮嶋幸雄運協会長の乾杯によって始
まりました。
その後、知事からご挨拶を頂きました。このと
き知事は大きく２つのことに言及されました。
まず１つ目は、栃木ふるさと支援センターの設置
についてでした。これは、地域に存在する、山、
農家の空き家、田や畑を、地域の皆さんで管理を
し、地域の資産を最大限に生かそうというもので
す。そうすることによって、ふるさとを離れて暮
らしている住民を安心させることができるのです。

（総務部オブライエン奈美）
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市民法務部 シリーズ「相続」 第３回 研修会開催
１０月２７日（金）１３：３０～１６：３０ま
で栃木県行政書士会館２階研修室において、シリ
ーズ「相続」第３回研修会が開催されました。
今回は税理士であり当会会員でもある堀越功会
員により、第１部「相続財産の調査・評価・管理・
分割について」
、第２部「相続税の概要について」
を大変わかりやすく講義して頂きました。
まず第１部は、被相続人の死亡による名義変更
や相続税納付のための資料となる「相続財産の調
査」が主な内容でした。
ここで問題となるのは、
「何が相続財産となるの

か」またその内容を証明するための資料を「どこ
で取得するのか」です。詳細は割愛しますが（当
日配布の資料参照、不参加の方は事務局にお問い
合わせください）資料に細かく明示されています
ので実務でそのまま使える内容となっています。
また財産（特に土地・建物）の評価についても講
義がありました。
次に第２部は、相続税のかかる財産、申告が必
要な人、申告期限などが主な内容でした。
皆様もご存知の通り、遺産に係る基礎控除額は
「３０００万円＋（６００万円×法定相続人の
数）
」
でこれを超えた場合に申告が必要となります。
超えるかどうかの大まかな判断は行政書士が行
い、税額控除を含めた詳細な検討は税理士にお願
いすべき内容です。
今回の講義内容である相続財産の評価や相続税に
関する内容は税理士と連携しあって慎重に業務を
進めるべきであると考えます。
今回も４２名という多くの会員に参加頂きまし
た。次回以降は外部会場が多くなります。参加予
定の方は会場をよく確認の上ご参加ください。
（市民法務部 岡村浩雅）

土地利用入門研修会開催
９月４日（月）午後１時３０分より栃木県行政
書士会館にて「土地利用入門」という題目で、土
地利用開発部による研修会が１９名の出席者のも
とで実施されました。
（土地利用開発部 福田勝
守）講師は土地利用開発部の部長である佐藤栄一
会員が担当いたしました。佐藤栄一会員は知る人
ぞ知る土地関係のエキスパートであり、昨年に引
き続いて講師になっていただきました。
今回の研修の目的は、
行政書士会員のなかで土地
関係の業務を手掛けてみたいと考えている会員の
方、向けの土地入門編です。今回の研修では、実
際に最も申請の多い事例について設例形式で取上
げていただき解説してもらいました。受講者には
非常に判り易かったものと思います。
入門編のため、
いろいろの角度から広く浅く土地
問題につて説明がありました。本日の研修で土地
関係の業務ができるかというと難しいと思います。
研修は業務への道しるべにすぎません。参考書を
購入するなど是非共受講者の皆様方は研修をもと
に各人で研鑚を積むことを期待します。

そして、土地の業務を依頼されましたら、まず
引き受けてトライしてください。どうしても判ら
ずつまずいたら、その道のベテランの会員に相談
するなどすればきっと解決策が出てくると思いま
す。是非、魅力的な土地関係の業務に参加して活
躍されることを期待いたします。
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（土地利用開発部 福田勝守）

測量研修会開催
土地利用開発部では９月１４日(木)に測量理
論を、９月２１日(木)には八幡山公園にて測量実
習を行った。
測量のできる行政書士の増員を目指して、毎年実
施しているもので
ある。行政書士会
では毎年数十名の
新入会員があるの
で、例年１０名程
度の参加を見てい
る。参加された会
員はトータルステ
ーションの操作が
できるようになる
が、その後定期的

に触らないと忘れてしまう。仕事がない場合はこ
のパターンになるので毎年参加されるのも一案か
とも思います。会ではトータルステーションを貸
与することになっています。各支部で研修を企画
した場合は、出前講座を行います。土地利用開発
部の３名の理事は測量の専門家ですので興味を持
った会員の疑問にお答えできます。測量専門学校
も閉校している時代、なかなか貴重な講座である
と自負しています。会員の皆様は測量に是非取り
組んでいただきたい。
このあと測量の成果(座標)を駆使して、現況図、
求積図、計画図、土量計算等に展開してゆき商品
化するわけですので、１２月にそのツールである
ＣＡＤの研修を行います。ふるってご参加くださ
い。
（土地利用開発部 秋葉憲司）

測量機器を貸し出しています
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。

ＯＳＳ研修会の開催
１０月２４日（火）午後１時３０分から同４時
４０分まで栃木県行政書士会館において、日行連
自動車登録ＯＳＳセンター構想に係るＤＶＤ研修
会が開催されました。
研修は四つのテーマを４時限に分けて行われ、
全てＤＶＤによる研修で、１時限目は、
「行政書士
と自動車業界」として（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。
２時限目は、「行政書士の出張封印」として、
（１）自動車の封印制度、
（２)甲種からの再委託、
（３）封印をめぐる諸問題。

３時限目は、「日行連ＯＳＳシステムの概要」
として(１)ＯＳＳの環境設定、(２）日行連ＯＳＳ
システム（３）申請（操作）方法。
４時限目は、「日行連ＯＳＳセンターの役割」
として、
（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、会員１８名の出席を得て実施されました。
研修終了後、参加者には終了証が交付され、鈴
木副会長より支所の申し込み等についての説明が
あり、研修会は盛況のうちに終了となりました。
（運輸交通風営部 相山有美）
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事業引継ぎにおける我々の役目
１０月２３日月曜日、業務部第３グループ主催
の中小企業支援研修第１回が開催された。
テーマは「栃木県事業引継ぎ支援センターにおけ
る事業引継ぎの取組み」
。
講師は同センター統括責任者大森 治氏。
栃木県事業引継ぎ支援センターとは、経済産業
省から委託を受け、事業引継ぎを支援する公的相
談窓口である。Ｍ＆Ａの仲介機関の紹介も行って
いる。士業等の外部専門家、登録民間支援機関、
金融機関との連携体制を整えており、相談件数、
Ｍ＆Ａ成約実績も増えている。
同センターにおける事業承継の支援スキーム
であるが、基本的には同センターが、支援者とし
て提携している専門家（士業）と連携して処理す
る。必要に応じて金融機関や士業、Ｍ＆Ａ専門家
に二次対応を要請し、処理させる。
では我々はどう関わるのか。今回の研修で大森
氏は、同センターの事業承継の支援スキームにお
いて我々に担ってもらいたい手続きや書類作成に
ついて具体的に例示をされている。手続きの中に
は行政書士が担うべき部分もあるということだ。
それをいかに受任するかである。
研修において大森氏は、承継させる側も承継す
る側も、早期に承継について理解し行動する必要
がある、
事業承継が起きてからでは遅い。
と言う。
（確かに元気なうちから引継ぎを考える事業者は
少ない。それが実状である。この状態が続けば２
０２５年までで約６５０万人の雇用と約２２兆円
の国内総生産・ＧＤＰが失われる。企業の廃業と
は我々にとっては顧問先が無くなるということで
ある。
）
大森氏は「事業者と日常的に接点の深い我々が
情報発信し、相談窓口となり、仲介機関・事業引

継ぎセンターに案件を挙げてほしい、そうすれば
行政書士が手続きに参加できる余地が出てくる。
」
と続け、行政書士が自分で持ち込んだ案件につい
ては、その行政書士に手続きを外注すると明確に
言及した。
同センターは事業承継支援の実績が増えるこ
とを望んでいる。そして我々士業こそが案件を見
つけてこられると期待している。ということは、
持ち込む案件が多ければ、
支援者として認められ、
仕事を振ってもらえるようになるということであ
る。
今回の研修の目的は事業承継の手続き的スキ
ルの向上を目的としていない。同センターと本会
の連携を口だけでなく実体化させることを目的と
したのだ。連携連携と言っているだけで仕事に繋
がっていなかったからである。
今回、同センターはどうすれば我々に仕事を振
ってくれるかの回答を得たことは大きい。
我々が同センターに連携を要望する、もとい、
仕事をくれと頼むのなら、まず先に我々が同セン
ターの利益になることをしなければならない。

（業務部第３グループ 綾部一成）

行政書士会福利厚生旅行
１０月２８日（土）に、行政書士会福利厚生旅
行として、群馬県の富岡製糸場、磯部温泉とこん
にゃくパークを訪れました。今回の旅行は、本会
が主催し、６支部（宇都宮、佐野、栃木、小山、
塩那、那須）が共催し、参加者は６９名でした。
昨年度と同様に、那須出発で本会経由のバスと、
小山出発で栃木経由のバスと、２台に分かれて目
的に向かいました。

最初の目的地は富岡製糸場でした。皆さんもご
存じにように、富岡製糸場と絹三条遺産群（蚕の
卵を生産した養蚕農家の田島弥平旧宅、蚕の飼育
方法を確立した高山社跡、通年で蚕養を可能にし
た荒船風穴）は、平成２６年にユネスコ世界遺産
委員会で世界遺産一覧表に記載されました。
ここで少し富岡製糸場の歴史をご紹介します。
明治維新後、富国強兵を目指した政府は、外貨獲
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得のために、洋式の繰糸器械を備えた官営の製糸
工場を設立することを決めました。そうして富岡
製糸場が設立され、明治５年に操業を開始し、昭
和６２年に操業を停止するまで、１１５年間に渡
り休むことなく稼働し続けました。

この製糸場は、洋式の製糸技術を導入するため
に、フランス人のポール・ブリュナを指導者とし
て雇い入れました。繰糸所は、長さが１４０メー
トルあり、当時の製糸工場としては最大規模でし
た。
このように操業当初は、フランスの技術を導入
しましたが、のちに日本独自の自動繰糸機を実用
化しました。その自動繰糸機の実用化に至るまで
製糸の技術革新を絶え間なく行いました。
富岡製糸場と絹三条遺産群は、高品質な生糸の
大量生産を実現し、世界のシルクファッションの
大衆化に貢献しました。またその高品質な生糸と
高い技術が世界に広まったことによって、世界の
絹産業の発展に影響を与えました。さらに富岡製
糸場の建築物の保存状態が良かったこともあって、
世界遺産として登録されるに至ったのです。
当時世界最大規模と言われた繰糸所の内部を
見学しましたが、明治時代に建築された建物とは
思えないほどに美しいたたずまいを残していまし
た。

次の目的地は、磯部温泉です。この温泉は「舌
切雀」
の伝説が生まれた地として知られています。
私達はその温泉地にある磯部ガーデンホテルで、
豪華なお昼ご飯を頂きました。お昼ご飯を食べた
あとは、温泉に入ったり、お土産を選んだり、そ
れぞれが自由にゆっくりと時間を過ごしました。
そして最後の目的地は、こんにゃくパークです。
群馬県は全国のこんにゃくの約９割を生産してい
ます。こんにゃくの成分のほとんどが水ですが、
群馬県のこんにゃくがおいしい訳は、利根川の源
流がある群馬県の水がおいしいからなのです。こ
のこんにゃくパークでは、こんにゃく料理を無料
で食べることができ、また様々なこんにゃく製品
が販売されているほか、群馬県の名産品も販売さ
れています。
旅行の目的の３か所を訪れたあとは、全員が無
事に帰路につきました。
会員、補助者、ご家族の方々のご協力により、
楽しく無事に旅行を終えることができました。あ
りがとうございました。

（総務部 オブライエン奈美）
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産業廃棄物収集運搬業特別研修会開催
１０月１１日（水）宇都宮市文化会館において
産業廃棄物収集運搬業特別研修会が開催されまし
た。今年の受講者総数は２６名でした。内訳とし
ては、茨城会より１３名、福島会より３名、当会
より１０名となります。
研修会の内容としては、第１時間目「廃棄物の
処理及び清掃に関する法律概要」
、第２時間目「産
業廃棄物収集運搬業許可申請の実務」の講義を青
木裕一会員が担当してくださいました。青木会員
の講義の中では受講者の意見を求める機会が多く
あり双方向性のある研修となりました。また、関
係法令を理解するうえで重要な廃棄物や収集運搬
業の定義についても判例を交えた具体的な内容が
印象的でした。
お昼休みを挟んで、第３時間目「財務諸表に基
づく経営分析」第４時間目「産業廃棄物収集運搬
業の経営診断書作成の実務」の講義を金敷裕会員
が担当してくださいました。冒頭では会計処理の
基本に触れ、徐々に個別具体的な診断の手法やこ
れまでの実務から得られた経験談などを交えなが
らの内容となっており、研修そのものが経験値と
なるような印象を受けました。
全科目が終了し参加者全員が修了証の交付を受
けることができました。
産業廃棄物収集運搬業許可申請に係る診断書類
の作成を行政書士が行う要件として、本研修会の

修了が義務づけられています。この制度を確立し
た当会の諸先輩方に敬意を表すと共に、他に類の
ない栃木会独自の制度であり、栃木県及び宇都宮
市に対する実効性を担保するための研修会である
ことに重きを置いて、これからも制度の維持管理
に尽力いたします。

（建設環境部 熊田慎一）

電話無料相談の開催
１０月は『行政書士制度広報月間』です。栃木
会においても１０月１日（日）に電話による無料
相談会を午前１０時から午後４時まで実施しまし
た。１０時の開始を待ちかねたように、時間にな
ると電話が鳴りだしました。応対は土地利用開発
部から佐藤、市民法務部から岡井部長、国際部か
ら伊澤理事の３名です。開始早々３本の電話回線
が埋まりました。もう一本回線があるので、入っ
たらどうしようとハラハラしましたが、心配をよ
そに順調に対応ができました。相談内容は相続関
係が圧倒的に多く、合計で１０件の対応となりま
した。身近な法律問題であることを改めて認識し
たところです。制度推進部では行政書士制度の啓
もう活動を行っていますが、強調月間にかかわら
ず、個々の行政書士が毎日の業務の中で、制度推
進の一員であるとの意識を持っていただき、業務

をされれば、より知名度の向上につながるものと
思いますので、会員諸士にもご協力をお願いする
ところです。

－7－

（制度推進担当 佐藤栄一）

【小 山】

小山支部第３回理事会開催
【芳 賀】

広報月間・無料相談会
１０月２日（月）広報月間活動の一環として
支部会員が市役所や警察署など官公署を訪問し
行政書士制度普及のためのポスター掲示と非行政
書士の行政書士法違反に対しての窓口での規制
強化のお願いを行いました。
午前１１時からは支部の理事が真岡市内にある
ホームセンターカンセキに集まり、お店の入り口
付近で買い物に来るお客様に対して行政書士会の
ＰＲパンフレットを配り広報活動を行いました。
パンフレットを配っていると足を止めて質問し
てくるお客様が何名もいて、立ち話の無料相談会
になるような場面もありました。
その後は広報活動に参加した理事全員で午後
２時から午後４時まで真岡市青年女性会館で無料
相談会を行いました。

相続関係や農地法関係の相談が数件あり、会員
それぞれが自分の得意分野で対応していました。
このような広報活動をしていると、事務所に
来ないまでも様々な悩みや心配ごとを持った方が
多くいて、行政書士に対する潜在的な需要がかな
りあるように感じられました。
広報活動や無料相談会を行うことで行政書士
を身近に感じでもらい、問題解決のために気軽に
相談できる相手として認識してもらうことが、今
後より重要になると再認識する一日となりました。
（支局長 矢野健太郎）

１０月３日（火）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３回理事会
が開催されました。
本会に関する連絡事項、前回理事会以降の会
議・行事等の経過報告の後、今後の支部事業執行
について協議が行われました。
下半期の事業として、
「行政書士制度広報月間」
の実施、間々田公民館での終活講座開催（小山市
社会福祉協議会と共催）
、献血ボランティア参加、
法の日無料相談会の開催（土地家屋調査士会と合
同）
、三支部（栃木・小山・鹿沼）合同研修会の開
催等多数予定されており、それらひとつひとつに
ついて内容の確認・協議を行いました。最後に
今年度最大の支部事業である支部結成５０周年記
念式典事業について、具体的な計画案に基づく協
議を行い、閉会となりました。
支部結成５０周年の節目を迎え、小山支部の歴
史が更なる発展に向けて新たなスタートを切れる
よう、青木支部長のもと支部会員が一致団結し、
記念事業の成功に向けて進んでゆきたいと思いま
す。会員の皆様には引続きご協力お願いいたしま
す。
（支局長 髙橋真知子）

市民講座開催
１０月２０日（金）午後１時半より間々田市民
交流センターに於いて、小山市社会福祉協議会と
の合同セミナー「楽しくわかる終活講座」を開催
しました。当セミナーは、間々田公民館が市民向
けの公民館講座の一枠として企画したものです。
小山市等が頒布している「思いつむぎノート」に
加え、当会からは実際に作成された遺言書や尊厳
死宣言書を使用して解説しました。当会が参画す
るのは初めてにも拘わらず、５３名もの参加を頂
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き、急遽大ホールに変更される程の大盛況に終わ
りました。
小山支部では、行政書士の認知度向上並びに小山
市民の安心な暮らしに貢献できるよう、こうした
新たな取組にも積極的にチャレンジしていく予定
です。

役割がこれまで以上に広がりをみせることが好循
環を生み出す原動力になることを期待したいと思
います。そのためにも私たち行政書士が相談者に
親身に寄り添うと共に、専門家としての知識をよ
り高める努力も必要かと思います。こうした無料
相談会を通して社会的に貢献する役割を少しずつ
広めていきたいと感じた相談会でした。
（支局長 村上文夫）

広報月間官公署訪問

（支局長 髙橋真知子）
【那 須】

無料相談会の開催

１０月１１日（水）
、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、那須塩原市長、那須町副町長、大田原市総
務課及び各市町農業委員会・都市計画課、那須塩
原・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
部を訪問し、次の内容についてお願いして参りま
した。

那須支部では１０月５日（木）に１０時から１
５時まで那須塩原市役所で無料相談会を行いまし
た。参加した会員は７名で、相談件数は６件でし
た。今月は行政書士制度の広報月間ということも
あり、相談件数がいつもより多かったのはより行
政書士を身近に感じていただける機会としても喜
ばしいことだったと思っております。

相談件数もさることながら、今回もすべての相
談内容が相続・遺言に関するものでした。相談者
は６０代から７０代とやはり高齢化社会を迎えて、
①「行政書士制度広報月間」として、行政書士
相続や遺言に対する関心が広まっていることの証
制度の普及等のためのポスター掲示等のお
ではないかと思っております。行政書士＝許認可
願い
の専門家という従来からの行政書士に対するイメ
②非行政書士の行政書士法違反について、窓口
ージが従来に比べて家庭法務など広がりを見せて
規制のお願い
いることではないかと思います。
毎年重ねてのお願いになりますので、既に各官
「あなたの街の法律家」という身近な存在であ
る私たちがより多くの市民の間で認識され、その 公署においてのポスター掲示や、受付窓口での規
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制や指導等のご協力をいただいております。
ただ、
昨年、那須塩原市長及び大田原市長とお会いした
際、
「市に寄せられる市民からの相談の中で、市で
の直接対応は難しくても、行政書士が対応可能な
内容の場合は、ご協力させていただきたい」とい
う申し出を行いました。
その後、
那須塩原市では、
市民の各窓口となる職員の皆様にも上記内容の周
知を図って下さり、大田原市では市役所に行政書
士パンフレットを設置して下さっています。本年
１０月５日に那須塩原市役所で実施した無料相談
会の際も、課税課に訪れた相続関係の市民の方に
対して、無料相談会をご案内下さいました。
毎年同様のお願いではありますが、昨年・本年
と、その度に市町長を始め、各官公署職員の方に
も行政書士業務について、よりご理解いただき、
「市町民のために」という視点から、相互に協力
の可能性を探るなど、新たな試みを行う良い機会
となり、
継続して行うことの重要性を感じました。
また、相続対策等の多様化、空き屋対策等、新
たな課題により、行政書士の業務としてもチャン
スが広がっておりますのが、官公署へのお願いを
行う一方で、各行政書士は、業務を受任できるだ
けの知識や能力が必要となります。
この広報月間に、重点的に広報活動を行うこと
で、行政書士及び行政書士業務の認知度を高める
と同時に、各行政書士が自身の知識や倫理を見つ
め直す良い機会にもなるのではないでしょうか。
（那須支部 冨田倫子）

栃木会の
申請取次行政書士
の動向

【塩 那】

無料相談会の実施
１０月２９日（日）１０：００～１５：００ま
で、さくら市氏家体育館にて開催された「ゆめ！
さくら博２０１７」の会場にて塩那支部無料相談
会を実施致しました。
当日は村上支部長はじめ地元さくら市の会員を
中心に６名で対応させて頂きました。内容は、遺
言・相続５件の相談が寄せられました。相談者か
らは「話を聞いてもらい心が軽くなった」との言
葉をもらい、こちらもうれしくなりました。
当日は２週連続での台風接近のためあいにく
の天気で、
来場者も昨年に比べれば減少しました。
そんな中事前にパンフレットをみて相談に来
られた方もおり、来年以降の継続を誓う一日でし
た。
参加された皆様雨の中お疲れ様でした。

（塩那支局長 岡村浩雅）

新規申出（１０月）
２名
更新申出（１０月）
１名
申請取次行政書士（１０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：１１月３０日（木） 受付日：１２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。
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栃木県行政書士会カレンダー（１２月）
日
1 金
5 火
6 水
7

木

9 土
10 日
11
12
13

月
火
水

14
17
18
19
20

木
日
月
火
水

22
23
24

金
土
日

27

水

28

木

29
30
31

金
土
日

予
定
丁種封印制度開始に伴う説明会
正副会長と総務部の合同会議
登録説明会
ＣＡＤ研修会
事業承継研修会第３回
三士会反省会
貨物自動車運送事業研修第２回
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）
広報部会
建設業研修会
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）
シリーズ「相続」研修会（第５回）
理事会・幹事会（喜連川温泉）
ＵＣＩＡ相談会
登録説明会
ＫＩＦＡ相談会
国際業務相談事例・入管基礎研修会
行政書士専門相談（於：小山市役所本庁舎地下１階市民相
談室）（予約問い合わせ：小山市生活安心課 0285-22-9282）
風俗営業許可研修会
天皇誕生日
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）
総務部会
事務局との連絡会
行政書士専門相談（於：小山市役所本庁舎地下１階市民相
談室）（予約問い合わせ：小山市生活安心課 0285-22-9282）
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）（予約問い合わせ：小山支部 田村会員
0285-45-0297）
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）（予約問い合わせ：小山支部 生田目会員
0285-52-2350）
年末年始休暇
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時
間
10:00～
13:30～
10:00～
13:30～
13:30～15:30
18:00～
13:00～16:30
10:00～15:00

主
催
運輸交通風営部
総務部
総務部
土地利用開発部
中小企業支援部
制度推進部
運輸交通風営部
宇都宮支部

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

広報部
建設環境部
国際部
申取管理委員会
足利支部

13:30～16:40
13:30～
15:00～
10:00～
10:00～
13:30～
10:00～12:00

市民法務部

13:30～15:40

運輸交通風営部

13:00～16:00

宇都宮支部

13:00～
15:00～
10:00～12:00

総務部
総務部
小山支部

国際部
総務部
国際部
国際部
小山支部

10:00～12:00

10:00～12:00

小山支部

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
№
全国知的財産業務担当者会議の開催について（11/28(火)～29(水)虎ノ門タ
661
H29.10.12
ワーズオフィス８階 Room7）
673
H29.10.13 「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）
H29.10.17 平成 29 年 10 月分会費納入について（お願い）
707
H29.10.20 特定行政書士の付記に伴う登録事務処理の取扱いについて
720
H29.10.26 新しい住宅セーフティネット法の施行について（周知）
内閣府「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に伴う各単位会の男女内訳調
726
H29.10.31
査について(お願い)
728
H29.10.31 個人情報保護規則改正条文の誤植(脱字)について
733
H29.10.31 「ゆるキャラグランプリ 2017」投票のご協力について（お願い）
737
H29.10.31 特定行政書士法定研修に係る次年度への振替措置について

東京入国管理局からの周知依頼文書について
～東京入国管理局より～
「年末年始の取次申請予約実施日について」および「取次申請予約様式等変更について」次のとお
り周知依頼がありました。
〇年末年始の取次申請予約実施日について
【年末】平成２９年１２月２８日（木）まで
【年始】平成３０年１月１１日（木）から
※予約受付締切は通常どおり前開庁日の１２：００です。
※１月４日（木）及び１月９日（火）については予約制を実施いたしませんが、Ｂカウンターにおい
て取次申請を行うことができます。
〇取次申請予約に係る申請取次リスト等の様式の変更について
東京入国管理局では届出済証明書を所持する弁護士・行政書士の方を対象に、毎週火・木曜日に専
用カウンターを開設し、予約制を導入しています。
予約対象者からの「申請取次リスト」の記載漏れが増加していること等から、今般、当該リストの
様式が大幅に改訂され、「取次申請予約申出書」も一部変更になりました。
予約申込みの際は、新「申請取次リスト記載注意事項」に従って当該リストの作成をお願いします。
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。

中山間地域等直接支払制度について
～日行連より～
農林水産省では、農業生産条件が不利な中山間地域等において、農地の耕作放棄地化を未然に防ぐ
こと等を目的として、中山間地域等直接支払制度を実施しています。
今般、「中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用」が改正され、「集落協定は、交付金に係る
事務の一部を行政書士等の当該集落協定以外の者に委託することができる。」とする旨の規定が追加
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。
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「ありがとう」をはっきりと……
以前にも少し触れた事があるような、ないよう
な記憶があるような、ないような気もするのです
が、書き手の記憶があやふやであれば、読み手の
記憶なんて、無いに等しいと思いますので、思い
つくまま、書き進めてしまいますね。
「すみません」って便利な言葉だと思いません
か。
「感謝」の意味にも「謝罪」の意味にも使えま
す。
「あっ、すみません」――これだけですと、ど
ちらの意味なのかわかりません。人ごみの中で他
人の身体にふれてしまったのか、ちょっとした親
切な行為に対してなのか……。どちらにしまして
も、ちょっとした「謝罪」か「感謝」を表して発
した言葉だと思います。
「心から」という点につい
ては少し欠けているのではとも思います。
まぁ、もっとも、
「ありがとう」も「ごめんな
さい」も乱発しすぎますと、薄っぺらな言葉に成
り下がってしまいますので、注意が必要ですね。
すみません【済みません】
おわびやあいさつの意味で使うことば。
「どう
も――・――が火を貸してください」
［
「ありがと
う」
「お願いします」などの意味で使う人が多い］

う言葉は、本当に謝罪なのでしょうか。
「謝罪いた
します」って、謝罪なのでしょうか。
「謝罪いたし
ます――『ごめんなさい』
」まで言及されて初めて
謝罪なのではないでしょうかね。
いかん【遺憾】
遺憾の意を表する①［自分のしたことに対し
て］釈明する。②［相手・第三者のしたことに対
して］軽い避難の気持ちをのべる。
先日（平成２９年９月）
、朝日新聞の投稿欄『ひ
ととき』に『ありがとうの達人』という文章が掲
載されていました。
『
（今春亡くなった夫の母が）最後にお世話に
なった病院で、オムツを交換してくれた看護師さ
んに「ありがとう、さっぱりした」と言っている
のを聞き、衝撃を受けました。認知症に加えてが
んも進行して、会話が半分ほどしか成立しない状
態だったのに、その言葉はあまりに自然でした』
『義母が教えてくれた「ありがとう」の訓練を
始めました。
（中略）飲食店で、コンビニで、宅配
便の受け取りで、意識して毎日たくさん言って暮
らしていこうと思います』

私の場合ついつい「あっ、どうも……」と「あ
ありがとう【有り難う】
りがとう」を省略してしまっています。
「ありがと
感謝やお礼の気持ちをあらわすことば。
［
「あり う」も「ごめんなさい」も、省略したり、
「すみま
がとうございます」はていねいな言い方］
せん」で代用しない事をと心がけます。
こんな駄文でごめんなさい。最後まで読んで頂
ごめん
いてありがとうございます。そして、生まれてき
家の中にはいるとき、別れるとき、悪いことを て、すみません（
『人間失格』より）
。
したとき、
許してもらうためのあいさつのことば。
＊辞書からの引用は「三省堂国語辞典」
［
「ごめんなさい・ごめんください・ごめんあそば
（足利支局長 杵渕〝人間・失格〟徹）
せ」はていねいな言い方］
「では、――・さっきは
――ね」
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ⓒ 高井研一郎

テレビ等で「気象情報（天気予報？）」に出演
されている気象予報士の先生は、
「昨日お伝えした
よりも早く雨が降ってしまいましたが……」との
言葉に続いて、
予報が外れた理由を実に堂々と
「解
説」して下さいます。まずは「ごめんなさい」だ
と思うのですが……。
お偉い方々が謝罪会見で使われる「遺憾」とい

会員事務所訪問コーナー

おじゃましま～す！
大塚
根岸

大塚

根岸

氏
名 根岸 愼治（ねぎし しんじ）
事務所名称 行政書士根岸愼治事務所
所 在 地 栃木市平柳町２－１９－１８
サンハイツＢ２０１
入 会 日 平成１５年３月７日

大塚

大塚

大塚

根岸

大塚

根岸

大塚

大塚
根岸

大塚

根岸

お忙しいところ、
ありがとうございます。
早速ですが、行政書士になったきっかけを
お聞かせください。
社会保険労務士の仕事と関連付けて、
行政
書士の仕事もできれば、仕事の幅も広がっ
ていくと考えてです。
行政書士の他に社会保険労務士としてお
仕事をされていますが、主な取り扱い業務
は何ですか？
また、今後取り組んでいきたい業務があ
れば一緒にお聞かせください。
会社や法人関係、会計記帳、建設業許可
等が主になります。他士業の方たちと連携
し、設立当初より事業主様との関係を築き
社会保険関係も含め仕事をしています。
今後は、相続関係分野で事業承継や家族
信託などに取り組んでいきたいと考えて
います。
いいですね。家族信託には、財産管理を
どうするか難しい問題に提案するひとつ
の方法だと思います。
仕事をするうえで、心がけていることな
どをお聞かせください。
社労士の仕事は、固定、継続する仕事に
なるので、お客様に「信頼されること」を
第一に考え取り組んでいます。
なるほど。行政書士との大きな違いの部
分ですね。固定…羨ましいです。

根岸

大塚

根岸
大塚
根岸

－14－

お休みの日には何をされていますか？
今は、平日は、支部長、部長として時間
をとられることも多く、定期的な休みがな
かなか取れていないかもです。夜や休みの
日にも仕事をまわすことも多いです。
大変ですね。そんななか、強引におじゃ
ましてすみません (;’∀’)
では、趣味はいかがですか？
趣味というわけではないですが、ＳＮＳ
は利用していて、特にフェイスブックは今、
友達２，２００人近くかもです。
２，２００人ですか？ ( ﾟДﾟ)
利用していないので詳しくはないです
が、すごい数字ですよね。
仕事のツールとしてもお使いですか？
仕事としては利用してないです。あくま
で個人として楽しんでいます。
では最後に、支部長としての意気込みや
新入会員などへ向けてお願いできますか。
この仕事は常に勉強が必要と考えます。
自己研鑽して成長していただけるよう支
部としても研修、イベントを実施していく
予定です。
本日はお忙しいなか、ありがとうござい
ました。
ところで、事務所を移転されたようです
が、まだ片付いてないようですね。
忙しくて…
撮ってもいいですか？
どうぞ。

（栃木支局長 大塚文子）

支局かわら版

フェスタｉｎ大谷２０１７

宇都宮支部

１０月２２日（土）大谷資料館・大谷景観公園
において、フェスタｉｎ大谷２０１７が開催され
ました。
そこで、
今回の宇都宮支局かわら版では、
大谷石の歴史を少し振り返ってみようかと思いま
す。
大谷石は、宇都宮市北西部の大谷町周辺で採掘
され、火山灰・火山砂などの火山噴出物が堆積し
てできた凝灰岩の一種となります。大谷石は日本
列島のほとんどがまだ海の中にあった新生代第三
紀の前半、海底火山が噴火して火山噴出物が海の
中で堆積したものであるとされています。ここで
驚きなのが、昔大谷町が海の中にあったというこ
とです。そんなファンタスティックな大谷石は重
量が軽いわりに耐火性に優れ、石室が柔らかいた
め加工しやすい特徴を兼ね備えているため古来よ
り多くの建築物に使用されてきました。
６～７世紀には古墳に用いられ、８００年代に
はかの有名な弘法大師（空海）が自ら大谷石を掘
り、大谷観音を作り上げたとのことです。この大
谷観音は、現在日本最古の石仏とされています。
（大谷観音本体は撮影禁止のため，写真を掲載で
きないのが残念です。）

近代では、現在国内最大の大谷石建造物である
宇都宮カトリック教会（松が峰教会）やアメリカ
の著名な建築家フランク・ロイド・ライトの設計
のもと東京都千代田区の帝国ホテルに使用されま
した。
この辺で話を、フェスタｉｎ大谷２０１７に戻
したいと思います。大谷石採掘場跡の巨大な地下
空間において今流行りのプロジェクションマッピ
ングの上映や、大谷景観公園の大谷石壁面のライ
トアップが行われていました。私は２２日の夜に
大谷石壁面を見るため足を運びました。
小雨の中、
周辺道路は大渋滞の混雑ぶりでした。５００メー
トルほど離れた駐車場から人混みの中を歩き、よ
うやくたどり着くとそこには青や赤、白にライト
アップされた壁面がありました。この記事が読ま
れている頃にはすでにライトアップ期間は終わっ
ていますので、
ぜひ来年足を運んでみてください。
最後の写真は栃木県民だったら一度は目にし
たことがある大谷石ガエルです。守り神とされて
いると聞き、仕事にミスがないよう見守ってもら
うため３センチほどのものを一匹購入し作業デス
クに置いておくことにしました。

大谷観音の近くには平和観音が位置しています。
この平和観音は太平洋戦争の戦没者を供養するた
めに、飛田朝次郎が大谷石採掘跡地壁面を利用し
て昭和２３年から６年をかけて制作したものにな
ります。高さは２６．９３メートルで，像の上ま
で登ることが可能で像上からは大谷町を一望する
ことができます。
（宇都宮支局長 髙山 伸人）
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事業承継研修会 第３回
中小企業支援部主催
～経営承継円滑化法による遺留分の特例～
○開催日時
平成２９年１２月７日（木）１３：３０～１５：３０
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○内
容
事業者を顧客に持つ我々は、時が経てば必ず事業承継と向き合うことになります。事業承継と
いうケースにおいて行政書士がどう関わり、仕事を獲っていくのか。
行政書士が敬遠しがちな「遺留分」をテーマに、昨年度までの総論的な研修等々から、いよい
よ各論に迫る研修です。
○研修会講師
行政書士
久我 臣仁
○受 講 料
５００円
○締め切り 平成２９年１２月１日（金）

貨物自動車運送事業研修会 第２回

運輸交通風営部主催

○開催日時
平成２９年１２月９日（土）１３：３０～１６：３０
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○内
容
・貨物自動車運送事業者への支援
・一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更申請について（増車、減車申請など）
○対 象 者
会員、補助者
○研修会講師
行政書士
石井 治夫
○受 講 料
５００円（当日は事務局が開いていないため、お釣りの出ないようお持ち下さい。
）
○締め切り 平成２９年１２月１日（金）
※ 次回（第３回）は平成３０年１月１３日（土）です。
「一般貨物自動車運送事業経営許可申請書の作成から申請までの知識を身につける」を予定し
ています。
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シリーズ「相続」研修会（第５回）

市民法務部 主催

シリーズで相続の実務を学ぶ研修会の第５回目は、
「法定相続情報証明制度の手続き」と「遺産分割
協議書の作成」の２つの講義です。
法定相続情報証明制度は今年の５月に運用が開始されましたが、利用したことのない会員も多いの
で“どのように使うか”
、
“どんな利点があるのか”法務局の登記官を講師に招き、説明をもらいます。
遺産分割協議書は、相続財産を分けるのに重要なので皆さんご存知だとは思いますが、改めて受講
してみると新しい発見もあると思います。大きな会場ですので、多くのお申込みをお待ちしています。
○開催日時
平成２９年１２月１４日（木）１３：３０～１６：４０
○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／コンセーレと同じ敷地内、地図参照）

《研修会場》
教育会館 ３階 大会議室
《駐 車 場》
地図内のＰの場所

○研修内容、講師
シリーズ「相続」研修会 第４回
第１部「法定相続情報証明制度の手続き」講師＝宇都宮地方法務局 青木恒一 統括登記官
第２部「遺産分割協議書の作成について」講師＝佐藤 実 行政書士
○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 １２月１１日（月）
※受付は１３時開始です。それ以前は会場（大会議室）への入場はお控えください。
※行政書士会館以外の会場ですので、湯茶の提供ができません。必要な方は持参してください。
※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４回目は１１月２２日（水）に「公正証書遺言について」の内容で開催します。詳細は会報１０月号で
ご確認ください。
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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１２月２０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 １２月１５日（金）
※「出入国管理法令集」をお持ちの方はご持参ください。

風俗営業許可研修会

運輸交通風営部主催

○開催日時
平成２９年１２月２２日（金）１３：３０～１５：４０
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○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風営法の概要についての講義と当会会員からの風営に関する質問の回答を
していただきます。
つきましては、風営に関する質問を会員の皆様より募集いたします。様式は問いませんが会員
名と支部名を記載し、ＦＡＸにて事務局までご提出下さい。
（なお、内容によっては回答できな
いものもありますことご了承願います。
）
○対 象 者
会員、補助者
○研修会講師
栃木県防犯協会 担当者
栃木県警本部 生活安全部生活安全企画課 担当者
○受 講 料
無料
○締め切り 平成２９年１２月１１日（月）
※ 風営に関する質問の締め切りは１２月１日（金）とさせていただきます。
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丁種封印制度開始に伴う説明会

運輸交通風営部主催

○開催日時
平成２９年１２月１日（金）１３：３０～１５：００
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○内
容
・ＯＳＳ（自動車登録ワンストップサービス）について
・行政書士による丁種封印受託について
・その他
○対 象 者
会
員
○説 明 者
栃木県行政書士会 運輸交通風営部
○参 加 費
無
料
○締め切り 平成２９年１１月２９日（水）

産業廃棄物収集運搬業 基礎研修会

建設環境部主催

○開催日時
平成２９年１月２４日（水）１３：３０～１５：００
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
産業廃棄物収集運搬業許可申請の基礎について学ぶ、初心者向けの研修会です。
○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
１月１７日（水）
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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

受講料

１２/１

丁種封印制度開始に伴う説明会

１２/７
１２/９

申込
〆切

申込
会員 補助者

ﾃｷｽﾄ
申込

昼食
\500
程度

無料

１１/２９

－

－

事業承継研修会 第３回

500 円

１２/１

－

－

貨物自動車運送事業研修会 第２回

500 円

１２/１

－

－

１２/１４ シリーズ「相続」研修会（第５回）

500 円

１２/１１

－

－

１２/２０ 国際業務相談事例・入管基礎研修会

無料

１２/１５

－

－

１２/２２ 風俗営業許可研修会

無料

１２/１１

－

－

無料

１/１７

－

－

１/２４

産業廃棄物収集運搬業 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。

『無期転換ルール』準備はお済みですか？
～事業主の皆様・有期労働契約で働く皆様へ～
無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算５年
を超えた時に、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転
換されるルールのことです。

詳しくは「無期転換ポータルサイト」へ
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無期転換サイト

政連だより

「志公会の設立と、さとう勉君の会長代理就任を祝う会」に参加して
去る９月２３日（土）午後６時より宇都宮市内
のホテルで開かれた標記の会に出席しました。
１０００人を超える出席者だと伺いました。
先ず、志公会会長の麻生太郎副総理兼財務大臣
の講演が１時間くらいありました。内容について
は、国政全般にわたることで、時にはユーモアを
交えてのお話しでした。その中で、さとう勉衆議
院議員について「国会対策委員長や議院運営委員
長を長く務め、あまり表に出ない地味な活躍をさ
れてきた。また選挙があるが、安定政権を維持し
ていく上でも、ご参会の皆々様のお力を是非とも
貸していただきたい」と話されました。

続いて、７時１０分から懇親会に入り、麻生衆
議院議員、山東昭子参議院議員、後援会の会長、
福田富一栃木県知事、松本純衆議院議員（神奈川
１区）
、上野通子・高橋克法・渡辺美知太郎参議院
議員、木村好文県議会議員、県内の市・町の首長
がそれぞれ来賓挨拶をされました。
本人挨拶の中では、
「麻生会長が目指していく
ことに協力をしていきたい」
、
「１０月に行われる
選挙に８回目の挑戦をしたい」との今後の目標を
力強く述べられました。
８時１５分、会場を後にしました。
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫）

西川こうや後援会 緊急役員会に出席して
去る９月２８日（木）午後６時から鹿沼市内の
施設で標記の会合が行われ、出席しました。会場
には衆議院小選挙区２区の範囲からの参加者で、
総勢３００人ぐらいでありました。
当日、衆議院が解散され、１０月１０日公示、
１０月２２日投開票で選挙が行われることの決定
を受けての緊急の後援会役員会でありました。
開会のあと、後援会総連合会の小曽戸廣会長、
自民党栃木県連選挙対策委員長の上野通子参議院
議員、渡辺美知太郎参議院議員、公明党栃木県連
代表の山口恒夫県議会議員、佐藤信鹿沼市長、斎

藤文夫日光市長らから激励があり、西川公也氏か
らは「これまでの実績を評価していただき、また
国会に送っていただきたい。
宜しくお願いします」
と挨拶がありました。
西川氏は、自由民主党行政書士制度推進議員連
盟の幹事長を長く務められており、法改正の際に
も特段のご尽力をいただきました。私たち士業団
体に対する功労者であるので、会員の皆様にも特
段のご支援をお願い致します。
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫）

会員の皆々様のご協力に感謝
第４８回衆議院議員選挙に関し、栃木県内にお
いては投開票日の１０月２２日（全国では投票翌
日の１０月２３日）
に全議席が確定いたしました。
本県においては、我々の仕事に係わる行政書士
法の改正等で多大なるご尽力をいただきました２
区の立候補者・西川公也前議員が、大願成就を逸
してしまいましたこと誠に残念でなりません。
突然の衆議院解散の日から、本連盟の手塚幹事
長、横山顧問をはじめとする役員各位には、団体

会議や役員会等の会合、応援演説や出陣式等にご
協力をいただきました。また、日政連からは福田
幹事長、日當副会長が２区の応援に入ってくださ
いました。そして何より２区の会員各位には、力
強く熱いご協力を賜りましたこと、伏して御礼を
申し上げます。ありがとうございました。
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫）
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鹿沼秋祭り
１０月７日・８日の鹿沼秋祭りに行った。今年
は例年にくらべ見物客の数が格段に多い。
とても暑い日であった。茨城から知人が来てい
ると連絡があったので待ち合わせ場所に向う。
知人はカメラを持って、次から次へと通過する
屋台に「すばらしい」をくり返しながらシャッタ
ーを切る。絢爛豪華な漆塗色付の彫刻屋台あり、
木肌そのものの美しさを誇るものあり…全２８基
は夫々美しい。
日が落ちる頃、次の客人一行を新鹿沼駅で迎え
る。
「ぶっつけ」は午後７時と知らされていて、駅
前の交差点に３台、５台と屋台が集合する。今宮
神社ですでにちょうちんに灯が入っている。遠く
から、ゆるゆると来る屋台は、動きにつれてあか
りがゆれる。幻想的だ。
昼間の暑さで熱中症気味という囃し方は大丈夫
なのかと心配するほどお囃子に夢中だ。６分のお
囃子合戦も、あっという間で楽しい思いをした。

（お囃子大好きおまつり女 山本昭子）

超超高齢社会を考える
「安楽死」という話題のなかで
橋田壽賀子さんといえば、昭和３９年（１９６
４年）３９歳の時テレビドラマの「愛と死を見つ
めて」で実質的に作家デビューして以来、
「渡る世
間は鬼ばかり」やＮＨＫ大河ドラマ「おんな太閤
記」など数多くの話題作を手掛けた脚本作家とし
て知られ、なかでもＮＨＫ朝ドラの「おしん」を
世に送り出しその人気を不動にしました。９２歳
になった今も人気脚本家として健在です。
その橋田さんが昨年「文藝春秋」１２月号に寄
稿した-「私は安楽死で逝きたい」が大変な反響を
呼びました。
その後、
同趣旨の新書版も刊行され、
関心は高くても口に出すことがいささかはばかれ
る安楽死が自然に話題に上るようになりました。
またＮＨＫテレビ「クローズアップ現代＋」
（９月
２６日放送）の「９２歳の安楽死宣言」に出演し
て生と死を突き詰めた心境を語っていました。
そこで安楽死という、一つの極限状態を考える
までに至った、長寿社会のなかの超超高齢社会の

抱える大きな課題、とくに確実に増加傾向にある
認知症と対策、そして、
「終活」による人生最後の
準備と、その果てにあるものを少しく考えてみま
した。
高齢化から超超高齢へ
統計上では１９７５年（昭和５０年）を境にし
て、特に高齢者の単独世帯が急増しています。こ
れは、産業構造の変化や物理的な事情により、長
寿化してきた親世代と子供世代との同居が困難に
なってきたことが主な原因です。喜ぶべき平均寿
命の伸びが、逆にひとり暮らしをますます増加さ
せるというのは現代社会の構造変化がもたらした
皮肉ともいえます。
老いとの戦いが社会的な問題として強く認識
され始めたのは、未だ認知症という表現の無かっ
た１９７０年代、
「恍惚の人」
という小説
（原作 有
吉佐和子）が注目され、映画にもなり（監督 豊
田四郎）
、
老人問題がにわかにクローズアップされ
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ました。それまでは、老いると個人差はあれボケ
が始まる、とみられていた痴呆症、それが実は恐
ろしい病気であることが「恍惚の人」が広まりゆ
くにつれて次第に認識されてきました。
もうひとつ、私にとって慄然とした出来事があ
りました。それは、１９８１年に公開されたアメ
リカ映画「黄昏」を観た時です。美しい湖畔の風
景をバックに、別荘で暮らす老夫婦とその家族の
葛藤を描いた傑作で、演じたヘンリー・フォンダ
とキャサリン・ヘップバーンはこの作品でともに
アカデミー主演賞に輝きました。映画の中では二
人が本当の老夫婦のようでしたが、問題は、主人
公のフォンダの役は、実はアルツハイマー型認知
症を患っていたことでした。
「帰り道が判らなくな
った」と呆然として老妻に救いを求める老優のお
びえ切った演技に、かつてジョンフォードの名作
西部劇「荒野の決闘」で颯爽とした保安官役の面
影はありませんでした。私にとっても、やがて両
親が、そしていずれは自分自身がこうした病に侵
される可能性がある、と感じ、この映画を通じて
人生の果てを見た思いでした。
あれから３６年が経ち、認知症の予防、そして
万一罹った時いかに症状を改善させるか、研究が
進んでおりますが、２０２５年の日本は団塊の世
代が後期高齢者となり、国民の５人に１人が７５
歳以上となり、そして１０人に１人が認知症を患
っているのでは、と予測する２０２５年問題は、
国家の骨幹を揺るがしかねません。このため医療
制度の改革と相まって、今や国では平成２９年３

月に、促進法に基づく「成年後見制度利用促進基
本計画」
を閣議決定し、
政府の取り組みとともに、
都道府県や市町村の役割等について規定しており
ます。この法律並びに基本計画の内容と進展につ
いては行政書士がその存在感を左右する大切な事
業でもありますので、詳細は改めて別の機会に譲
るとして、成年被後見人への権利擁護支援策は今
後格段に加速することが期待されます。
終活～死を見つめることは生きること
終活は、人生の終末を想定して、延命治療や介
護、相続などについての考えをまとめ準備を整え
る終末活動で、それらを体系的に記述するエンデ
ィングノートを試しに私もノートを作ってみまし
た。書き始めた当初はとても憂鬱で途中で何度か
頓挫しました。何しろ自分の人生の精算をする状
態を記すのです。しかしある程度まとまって来る
と、客観的にこれから自分が何をなすべきか、そ
してどう生きるかが見えてくるから不思議です。
覚悟を決めた結果、死への準備ノートは、まさに
計画的に生きようとするプランになります。
橋田さんの安楽死宣言も、実は老いと死を考え、
そのうえで生きることを示唆したのではないか、
と感じました。我が国の現行法制では、心情的な
観点は別にして、安楽死そのものは法理論的には
自殺関与罪あるいは殺人罪にも問われかねません。
それを承知のうえで、死を見つめることは即ち真
剣に生きることだ、と訴えたかったのではないか
と思います。
（足利支部 吉沢文雄）

〈広 告〉
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