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令和２年 新春交流会
新春
春交流会

２月１４日（金）日差しも暖かく春の気配が感
じられる佳き日に、ホテル東日本宇都宮にて栃木
県行政書士会・栃木県行政書士政治連盟共催によ
る令和２年新春交流会が開催されました。
会場には、国会議員、県議会議員、友誼団体、
関係団体、会員など約１４０名が集まりました。
初めに横山会長、青木政連会長から挨拶があり、
続いて、日本行政書士会連合会専務理事金沢和則
様、日本行政書士政治連盟副会長濱田隆弘様、衆
議院議員、船田元様、福田昭夫様、佐藤明男様、
内閣官房参与西川公也様、県議会議員を代表して
栃木県県議会副議長金子裕様、宇都宮市長会会長
佐藤栄一様と多くのご来賓の方々からご祝辞をい
ただきました。
次に、新しい時代への期待を込めて、日本行政
書士会連合会相談役住吉和夫様のご発声により乾
杯が行われました。
当会では毎年「とちぎの地元の酒で乾杯を推進
する条例」に基づき、乾杯酒を選んでいます。今
年は大田原市にある天鷹酒造の冬季限定の日本酒
『吟醸 天鷹 しぼりたて生酒』で杯を上げました。
また、今回より料理がコース料理からビュッフェ

形式に変更されました。これは、栃木県で行われ
ているフードロス削減のための具体的な取り組み
「とちぎ食べきり１５（いちご）運動」に賛同し、
フードロスの少ないビュッフェ形式に変更したも
のです。
和やかな雰囲気で祝宴が進み、途中、公務のお
忙しいところ参議院議員 高橋克法様が到着され
ご祝辞を頂戴した後、程なくしてマジックショー
開演のアナウンスがされました。
全世界で５０００回以上のマジックショーを開
催し、数多くのテレビ番組に出演しているパッシ
ョンプリンセス・荒木巴さんによるマジックが始
まりました。
ステージ前に用意された椅子席で見入っていた
会員も荒木さんの巧みな話術により、いつの間に
か舞台でマジックに参加する流れになりましたが、
その名演技ぶりはなかなかのもので、ショーを一
層盛り上げていました。
引き続き参加者は懇親を深め、宴もたけなわの
中、鈴木副会長による中締めで盛会のうちにお開
きとなりました。
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市 民 公 開 講 座
【宇都宮会場】
２月１５日（土）１３時３０分から、宇都宮市
総合コミュニティセンターにて、市民公開講座が
開催されました。
講師は深見史会員。相続・遺言に加えて、葬儀
・墓についてもお話しくださいました。
講義の３０分以上前から出席者がいらっしゃり、
５０名の方が参加されました。

相続や遺言をはじめ、相続法について、昨今法
改正が多く、情報が錯綜しています。その内容に
ついて、丁寧に具体例を挙げて解説されました。
深見会員は、「死を否定しない」「『ぼける』
ことを否定しない」として、年間１００本は観る
という映画の中から名作を厳選し、エンディング
ノートの重要性を紹介されました。映画好きには、
もってこいのテーマだったのではないでしょうか。
死んでから、葬儀や墓、遺品などがどのように扱
われるかを、映画を通じて客観的に知ることがで
きますから、エンディングノートの大切さをより
感じられました。

とです。
墓や遺骨についても、実際の事例を用いてお話
しくださり、行政書士としても勉強になる内容で
した。
講義後の無料相談会には、１６組、約３０名の
方が相談されました。
相続は誰にでも起こることですが、内容が難し
く、死が身近ではないことなど、不安が大きいも
のです。市民公開講座で、行政書士を知っていた
だく一助になれればと思います。
（広報部 小平磨弓）
【佐野会場】
２月１５日（土）１３時３０分より佐野市役所
１階市民活動スペースにおいて、市民公開講座が
開催された。
講座には２５名ほどの方が参加された。
塩﨑支部長のあいさつに続き、佐野市健康医療
部健康保険係長大島裕美様及び、小久保勝重様に
よる「国民健康保険と医療費について」というテ
ーマで講義をいただいた。
ついで、塩﨑支部長より「相続・遺言について」
というテーマで、相続手続きの概要及び遺言書の
説明と作成方法さらに最近の法改正について話さ
れた。
事例を入れた講義には、参加者ならずともため
になるものと感じた。特に公正証書遺言を書く直
前で亡くなった方の経験談は、深く感じるものが
あり、参加者にも感じて欲しい話であった。
講義の後に行われた相談会には、１０件の相談
が寄せられた。相続全般４件、遺言関係３件、相
続税関係３件だった。税理士も手配され、相続全
般の相談ができるような体制がとられていた。

また、相続や遺言は業務で取り扱いますが、葬
儀や墓については、あまり詳しく知らないという
行政書士もいます。
これもエンディングノートに書いておきたいこ
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（広報部 室賀芳明）

【足利会場】
２月１５日（土）１３時３０分より足利市民プ
ラザにおいて、市民公開講座が開催された。
相山支部長の行政書士業務の紹介を兼ねた挨拶
から始まった。講座には３０名ほどの方が参加さ
れた。
１時限目は齋藤和久会員による「遺言書の作成
と相続」の講義であつた。遺言書がある場合とな
い場合での相続の違い、遺言書の種類の説明がな
された。次に相続手続の概要についても話された。
２時限目は吉沢文雄会員による「成年後見制度
を知っておこう」の講義であった。成年後見が、
どのような場合に必要か、基本理念、法定後見、
任意後見についての説明がなされた。「成年後見
制度利用促進法」が施行され、その中で６士業が
連携することが必要と話された。

両講師とも、高齢の参加者が多いことを考慮し、
優しいことばで、わかりやすい講義であった。
講演終了後は、無料相談会が行われ８組の方々
が参加された。長時間にわたり、熱心に相談をさ
れていた。
足利支部では相談会において、社会保険労務士、
税理士、司法書士、土地家屋調査士の資格を持つ
会員を配置し、色々な相談に即座に対応できるよ
うな体制がとられていた。

【矢板会場】
２月１６日（日）１３時３０分より矢板市生涯
学習館２階研修室において、市民公開講座が開催
された。
講座には２８名の方が参加された。

村上支部長によるあいさつに続き、松本智美会
員による「事例に学ぶ相続・遺言＋終活」という
テーマで講義がなされた。
松本会員は事例を中心にクイズを交えた軽妙か
つ分かりやすく講話を進めていた。参加者も楽し
く理解されたのではないかと思われた。
引き続き、成年後見などの話を交えた終活の講
話も、参加者を引き込むような話しぶりで、心に
残る内容であった。
講義の後に行われた相談会は、１０件の相談が
寄せられた。不動産関連の相談が比較的多いよう
に感じられた。相談には、１時間以上かけたもの
が多く、懇切丁寧な相談会となっていた。

（広報部 手塚理恵）
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（広報部 室賀芳明）

【那須会場】
２月２２日（土）１３時３０分より那須塩原市
いきいきふれあいセンターにおいて、市民公開講
座が開催された。
講座には２０名の方が参加された。

田沼支部長によるあいさつ及び講演者の紹介に
続き、室賀芳明会員による「相続と遺言」、大江
宜武会員による「エンディングノートの書き方に
ついて」というテーマで講義がなされた。
室賀会員はパワーポイント資料を用い、相続と
遺言の基礎的な事項を、クイズ形式で話を進めて
いた。限られた時間内で、理解度を確認しながら
多くの話をすることは難しいと思われた。
引き続き、大江会員による終活の説明があった。
参加者に配られた行政書士会作成の“わたしのデ
ータ集”などを活用しながら、丁寧な説明がなさ
れた。
丁寧な講義の後に行われた相談会は、５件の相
談が寄せられた。
また、公開講座をなにで知ったかのアンケート
も取られていた。ちなみに、今回は、広報誌で知
った参加者が最も多く、新聞、紹介と続いた。ホ
ームページで知った参加者は１名であった。
（広報部 室賀芳明）

支部による無料相談会
当会では、市民公開講座のときだけで
はなく、支部主催による無料相談会が行
われています。
日時や場所は、ホームページの「行政
書士に相談する」
「県内各地無料相談会」
のページに掲載されています。

【小山会場】
２月２２日（土）１３時３０分から、小山城南
市民交流センター「ゆめまち」にて、市民公開講
座・無料相談会が開催されました。
開催前日に、北海道で小学生がコロナウイルス
に感染したことが報道され、受講生の出席が心配
される中、１６名の方が出席されました。
講師は細見愛子会員。相続・遺言を中心とした
終活一般的な内容でした。相続・遺言は、だれに
でも起こること。特別なことではないけれど、自
分に起こると慌てるものです。細見会員のわかり

やすい言葉に、講義に出席された方々も熱心に耳
を傾けていました。今年７月から始まる、法務局
での自筆証書遺言の保管制度についても触れ、ど
んな時に遺言を書く必要性があるかなど、具体的
な例を出して話してくださいました。
また、遺言や相続を考えるには抵抗がある方の
ために、エンディングノートの書き方が紹介され
ました。始めから書くのではなく、自分が気にな
るところから書き始めればいい。確かに、エンデ
ィングノートを最初から書くと、途中で挫折しそ
うです。

細見会員は、ご自身でも講座を開いていらっし
ゃるそうです。話すスピードや内容、視線の配り
方なども、勉強になりました。
講義後の無料相談会には５名の方がいらっしゃ
いました。相続や遺言は、実際に自分の身に起こ
ってみないと、分からないものです。市民公開講
座が行政書士を知っていただく機会になればと、
祈るばかりです。
（広報部 小平磨弓）

－５－
行政書士とちぎ 2020.3

宇都宮財務事務所による研修会
宇都宮財務事務所に
による研修会
１月３１日（金）１３時３０分より行政書士会
館において、宇都宮財務事務所による研修会を受
講者１８名の出席のもとで開催いたしました。
演題と講師の方を紹介しますと
１．行木寿夫様の講話
「日本の財政の現状等について」
「関東財務局宇都宮財務事務所における地域貢
献の取組みについて」
２．管財課長 山崎匡人様
「国有財産の概要について」
３．統括国有財産管理官 主任国有財産管理官
板倉哲様
「国有地払下げ申請等の手続きについて」
上記の内容について研修会が実施されました。
１は私達行政書士にとっては業務を遂行するため
に是非とも常識として知っておきたい講話内容で
あったと思います。
２と３はこれから土地関係を業務と考えている
方には必須の項目であると思います。今回は境界
協定申請と国有地払下げ申請の講義でしたが、理
解はできたでしょうか。本当に理解するためには
自分で更に研鑽をして実践して経験を積むことだ
と考えます。この二つの申請にも各種の図面の添
付が要求されています。しかし、申請要綱等を読
むと行政書士には厳しい内容となっています。行
政書士法第１条の２第１項の末尾に『その他権利
義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づ
く図面類を含む。）を作成することを業とする。』
と記載されています。この条文から考えれば、当
然、境界協定書、払下げ申請の図面類は行政書士

が作成して問題ないと考えます。今回の研修で痛
感したこととは、私見ですが土地関係を業務にし
たいと考えている会員の方には、ぜひとも測量技
術を習得していただき、正確な図面を作成してい
ただきたいと思います。
土地利用開発部では、会員が講師になってシリ
ーズで土地関係の研修会を実施しています。土地
を業務としたい人はシリーズで受講することを希
望しまう。
土地関係の業務は図面の添付が多いです。行政
書士の作成する土地関係の図面も精度を要求され
ます。光波測距機も会で用意しましたので、業務
に利用してもらいたいと思います。測量をマスタ
ーして官公署の要求する図面を作成することが、
行政書士の作製する図面の信頼度を向上させ、勧
告書の信頼を得るための近道だと確信いたします。
研修は業務の道しるべにすぎません。受講者の
皆様は各人でさらに研鑽を重ねて、是非、魅力的
な土地関係の業務に参加されることを期待します。

（土地利用開発部 福田勝守）

市民法務部 シリーズ「相続」第４回研修会開催
シリーズ「相続
続」第４回研修会開催
２月７日（金）市民法務部主催シリーズ「相続
研修会第５回」が行政書士会館で行われた。参加
者は３７名。テーマは「民法改正（相続法）とそ
の後の実務について」。小山支部の細見愛子会員
が講義を行った。
講義は２部構成で行われ、第１部は民法改正に
ついて、特に、変更となった部分につき詳しく解
説がなされた。
第２部は様々なケースを挙げ、それぞれ具体的
な説明があり、預貯金の仮払い制度について要件

をいかに明確に
するかなど、わ
りやすい解説で
あった。
その後、質疑
応答が行われ、
充実した研修会
となった。
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（市民法務部 岡井正樹）

『倫理研修会開催』
２月２１日（金）１３時３０分から栃木県行政
書士会館において会員３０名の参加のもと、総務
部主催の倫理研修会を開催しました。
内容は、初めに横山会長から行政書士としての
倫理とは、信用を得るための行動規範であり、行
政書士として行動することについての批判となる
もの。として、契約を遂行していくためにどう考
えるべきか…さらに職務上の請求書の取り扱いに
ついては人権問題に触れることになりかねないと
し、注意を呼び掛けながらその重要性の話があり
ました。
続いて、顧問弁護士である今泉法律事務所の伊
藤一弁護士、伊藤幹哲弁護士から、「行政書士の
業務における委任の実務」ということをテーマに、
委任契約とは何か、業務を進めていく上での注意
すべき点として、善管注意義務、報告義務、引渡
義務、士業務と金銭、さらには他士業業務におけ
る問題等の事例を挙げながらそれらの問題点につ
いて説明され、行政書士業務における注意すべき
点等を解説。特に目的完遂により業務が終了した
ときにおける引渡義務、預かった書類の返還、特
に業務を請けるにあたって、依頼人は何を望んで
いるのかを十分に聞き取り、どこまで遂行したら
成果なのかということの取り決めをしておくこと
が大切であり、それらを基に発生する報酬に関し
ての見積もりの提示をすることにより事後トラブ
ルが起きないような対応が必要であることを強調
されていました。
後半は「職務上請求書」というテーマで、日行
連が作成したＤＶＤを視聴しての研修でした。
特に職務上の請求書の使用に関しては、その記
載方法について詳細な解説があり、案件ごとの使
用の可否などについても事例等に基づき詳細に解
説していました。さらに、職務上請求書は、職務
上必要がある場合に限り使用できるものとされて
おり、限られた資格者にのみ認められた制度であ
ることを十分認識し、適正使用及び厳格な取り扱
いに努めていただきたいと強調していました。
行政は人権行政であり、行政書士は当然にその
人権行政にかかわっていくことになります。人権
実現という課題が根底に存在して業務を貫いてい
ることを十分に認識し、さらには昨年公布された
行政書士法の改正（目的）に見るように、「行政
に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに

国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現
に資することを目的とする。」という、より高い
スキルをもって業務にあたる必要があると感じさ
せられた倫理研修でした。
最後に、この研修は「倫理研修規則」に基づく
もので５年ごとに受講をするように努めなければ
ならないとされています。今回は、例年の１．５
倍近い参加者があり、その意識の高さを感じるこ
とが出来ました。受講されていない方は積極的に
受講されますことをお願いいたします。なお、新
規登録された会員については登録年度の研修を受
講するように努めなければならないとされていま
すので、今回参加できなかった方は来年度の参加
をお願いいたします。
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（総務部 中三川浩志）

【佐 野】

佐野支部第５回理事会開催
佐野支部
佐野
支部第
支部
第５回理
第５回理
第５
回理事会
事会開催
事会
開催

【小 山】

ボーリング・新年会開催される
ボーリン
リング
グ・新年
新年会開
会開催さ
会開
催される
催さ
れる
１月３１日（金）小山支部のボーリング大会と
引き続き新年会が開催されました。ボーリングの
参加者は１１名とやや少ない人数でしたが、日ご
ろの運動不足とストレス解消に楽しいひと時でし
た。結果は松井先生が昔取った杵柄で、１０年ぶ
りの優勝を果たしました。筆者も４０年ぶり、ス
トライクやスペアーを取った時の、皆とのハイタ
ッチ、何年ぶりだろうか、来年は準備して優勝を
目指します。その後小山市内に戻って、１５人が
加わり優勝者の表彰と新年会です。栃木支部より
支部長はじめ３名の御来賓を迎え、山根小山支部
長のあいさつに引き続き、小山市会議員の土方先
生と細野先生からの近況報告があり、和やかな歓
談のうちに新年会はお開きとなりました。幹事さ
んご苦労様でした。

（支局長 星野良一）

２月３日（月）午後６時よりみすゞにおいて、
令和元年度第５回佐野支部理事会が開催されまし
た。正副支部長、理事、監事、顧問、相談役の計
１１名が参加いたしました。
今回の理事会では２月１４日（金）と３月１３
日（金）に佐野市役所交通生活課が主催する合同
相談会への出席が確定になったことが報告されま
した。今までの合同相談会では相続に関する相談
ブースがありませんでした。今回、相続に関する
相談をお受けすることになりました。広報月間無
料相談会を開催した際には開始時刻前より相談者
様がお見えになっておりましたので、この分野に
関する市民のみなさまの関心度の高さがうかがえ
ます。合同相談会当日も市民のみなさまに相談に
来て良かったと思っていただけますよう、親身に
相談に乗りたいと考えております。

議案としては、市民公開講座の開催、佐野支部
規則の変更、退任役員慰労金の支給、支部定期総
会の開催日程を取り上げました。より良い佐野支
部規則を制定できるよう、時間をじっくり割いて
慎重に議論を行いました。今年行われます支部定
期総会の議題として挙げることができそうです。
間近に控えました市民公開講座の各自の担当部
門が決定し、当日大きなトラブルが起きることの
無いよう、注意点をよく確認しあいました。例年
佐野市内からだけでなく栃木県内各地の市民のみ
なさまが受講されます。市民のみなさまが有益な
情報を得ることができたと満足していただけます
と幸いです。
（支局長 中村光男）
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【佐 野】

【宇都宮】

佐野市合同相談会に参加
佐野市合
佐野
市合同相
同相談会
相談会に参
に参加
参加

宇都宮支部研修会開催
宇都宮支
宇都
宮支部
宮支
部研修会
部研修会
部研
修会開催
開催
２月４日（火）１３時３０分から行政書士会館
２階で宇都宮支部主催の研修会を開催しました。
講師に小倉崇徳弁護士をむかえ、約４０年ぶりの
相続法改正を踏まえて、「遺言・相続について」
講義していただきました。研修内容は相続の基本
ルールから始まり、配偶者居住権・遺留分と寄与
分・遺言執行者の権限及び預金債権の払戻し等で
す。実務に直結した内容も多く、各会員とも熱心
に受講していました。当日は、３０名以上の支部
会員が参加し、質疑応答では、個人事業主と配偶
者居住権の問題や遺言書の存在と分割協議の関係
に関する質問など、かなり掘り下げた内容となり
ました。今後も、会員の要望を反映した、より専
門性の高い研修を企画していきたいと考えており
ます。

２月１４日（金）１３時３０分から１６時まで
佐野市役所交通生活課が主催する合同相談会に初
めて参加いたしました。合同相談会には栃木県県
民生活部広報課所属の県民相談員、行政相談員、
宅建協会会員が参加されております。行政書士会
佐野支部は相続に関する相談を担当いたしました。
合同相談会開始時刻前に相談者がお見えになり、
開始時刻を待たずに相談に応じました。行政書士
広報月間無料相談会のときと同様に開始時刻前か
ら相談を受けましたので市民のみなさまの関心度
の高さを伺うことができます。
お見えになりました相談者に親身に寄り添い、
相談を受けましたので、帰り際にはとても明るい
表情をされ、前向きな姿勢になりました。一つ悩
みが減ることにより、みなさん明るい表情をされ
ますので、相談して良かったなと思っていただけ
たと感じております。

３月に行われる合同相談会、来年度に行われる
合同相談会に参加することも決まりました。定期
的に合同相談会に参加することにより、相続に関
する相談はまず行政書士にお願いしようという認
識が市民のみなさまに少しずつ広まっていきます
と幸いです。
（支局長 中村光男）
（宇都宮支部 田村尚枝）

－９－
行政書士とちぎ 2020.3

栃木県行政書士会カレンダー（４月）
日
1 水

予

定

時

間

会計精査

10:00～

主
催
財務経理部

部会

13:30～

総務部

2

木

会計監査

10:00～

財務経理部

6

月

正副会長と総務部の合同会議

13:30～

総務部

8

水

ＴＩＡ相談会

10:00～

国際部

外国人在留資格無料相談会
（於：足利市生涯学習センター会議室）

13:00～16:00

足利支部

9

木

登録説明会

10:00～

総務部

10

金

広報部会

13:00～

広報部

13

月

15

水

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
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
室）（予約問い合わせ：小山市生活安心課 0285-22-9282）
10:00～
ＫＩＦＡ相談会

宇都宮支部
小山支部
国際部

封印報告書確認

13:30～

封印管理委員会

国際業務研修会

13:30～

国際部

16

木

ＴＩＡ事業者向け相談会

10:00～

国際部

20
21

月
火

理事会・幹事会
ＵＣＩＡ相談会
登録説明会

13:30～
15:00～
10:00～

国際部

22

水

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：相談会受付窓口 080-8720-9587）
行政書士専門相談（於：下野市保険福祉センター「ゆうゆう
館」
会議室）
（予約問い合わせ：相談会受付窓口 080-8720-9587）
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階市民プラザ)

10:00～12:00

小山支部

10:00～12:00

小山支部

10:00～12:00

小山支部

13:00～16:00

宇都宮支部

23

木

26

日

総務部

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

1385
1367
1366
1412

R2.2.10
R2.2.10
R2.2.10
R2.2.19

1421

R2.2.27

1458
1472

R2.2.27
R2.2.27

「令和元年度日行連定時総会質問事例集」の送付について
令和２年２月分会費納入について
「自動車便覧（令和元年版）」の送付について
測量法施行規則の一部改正に関する意見提出について（報告）
行政書士総合相談センター「行テラス」の名称使用の凍結について（ご報告と
お願い）
令和３年新年賀詞交歓会及び令和３年１月の理事会について
新型コロナウイルスの発生を踏まえた対応について
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景観法に基づく届出及び栃木県景観条例に基づく届出に係る取扱
～栃木県県土整備部より～
いについて
標記の件について、栃木県県土整備部都市計画課よりお知らせがありました。
詳細については、当会ＨＰ会員専用「業務情報」に掲載されている下記の資料をご確認ください。

景観法に基づく届出及び栃木県景観条例に基づく届出に係る取扱いについて.pdf
栃木県景観条例・景観法に基づく届出の窓口について.pdf
真岡市景観計画に定める届出対象行為.pdf

建設業の国土交通大臣許可に係る許可証明書の取扱いについて
地方整備局等における国土交通大臣許可に係る許可証明書の発行手続きについては、令和２年度から
取扱いが改まります。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000089.html
https://www.mlit.go.jp/common/001315613.pdf

令和２年度佐野市農業委員会総会等の日程について
～佐野市農業委員会より～
標記の件について、佐野市農業委員会より周知依頼がありました。
詳細については、当会ＨＰ会員専用「業務情報」に掲載されている下記の資料をご確認ください。
令和２年度佐野市農業委員会総会等の日程について.pdf

留学生が特定技能１号へ変更申請する場合の注意点等について
～東京出入国在留管理局より～
標記の件について、東京出入国在留管理局より周知依頼がありました。
詳細については、当会ＨＰ会員専用「業務情報」に掲載されている下記の資料をご確認ください。
留学生が特定技能１号へ変更申請する場合の注意点.pdf
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会員事務所訪問コーナー
会員事務所訪問コーナ

氏
名
事務所名称
所 在 地
入 会 日

本間 美帆（ほんま みほ）
行政書士 本間事務所
足利市丸山町７１９
令和１年１２月１日

杵渕：昨年末に登録されたばかりの本間美帆会員
は、司法書士と土地家屋調査士（以下、調
査士）とを兼業されています。このトリプ
ルは珍しいと思いますが、開業に至る経緯
などは…？
本間：両親と共に、小さな工場を営んでおりまし
たが、２人の年齢を考えて閉鎖することに
なりました。これからの自分の生活を考え
たときに、定年がなく、ある程度の収入が
見込めるのではと思い、この職業を選びま
した。まず、昨年１０月に司法書士と調査
士とで開業しましたが、農地転用許可等の
行政書士業務も自分でできるといいのかな
と思いまして、追って登録したというわけ
です。
杵渕：選べばできるという職業ではありませんよ
ね。何だかんだ大変だったと思うのですが、
３つの資格取得には何年くらいかかりまし
たか？
本間：５年半ほどかかりました。最初に合格した
のが行政書士で、その後、司法書士と調査
士とは同じ年度に合格することができまし
た。
杵渕：５年半とは中々の粘り腰ですね。貼ってあ
る大相撲のポスターの影響もありそうです
ね？
本間：大相撲、大好きなんです！
毎場所必ず全取り組みを録画して、チェッ

おじゃましま～す！
クしています。最近は、炎鵬や照強などの
小さい力士や若手力士の活躍で、大相撲が
とても盛り上がっていてうれしい限りです。
その反面人気がありすぎて、観戦チケット
が中々取れず、生で見る機会が減ってしま
っているのは、ちょっと寂しい限りです。
杵渕：午後６時までなんて、働く人にとって困り
ものです。録画での観戦を楽しみにお仕事
に励んでいるわけですね。全取り組みなん
て、好角家（スー女？）ですね。いつ頃か
らお好きなのですか？
本間：大相撲は、祖母の影響で幼い頃からテレビ
観戦していたのですが、本格的に見始めた
のは、１５年ほど前からです。若貴ブーム
後、朝青龍が横綱として活躍していた時期
だったと思います。
杵渕：比較的短いサイクルで２回ほど足利場所
（巡業）があったと思いますが…？
本間：もちろん２回とも見に行きましたよ。巡業
は、力士との距離が近いので、本場所とは
違う楽しみがたくさんありますね。
杵渕：名刺や看板の〝花模様〟がステキ！
本間：ネット経由で作成依頼したのですが、デザ
イナーさんの話では、具体的な花をモチー
フにしたのではなくて、想像でデザインさ
れたそうです。可愛すぎず、堅くなりすぎ
ず、女性らしいデザインで評判も上々なの
で、とても気に入っています。
杵渕：１月２５日の支部役員会にオブザーバー参
加されましたが、どうでしたか？
本間：緊張気味で参加したものの、相山支部長を
はじめとても良い方ばかりでした。和やか
な雰囲気でしたので、出席して良かったな
と思いました。ただ、当日同時刻に、大相
撲で注目の一番（ちなみに正代×徳勝龍で
した）があったので、それがちょっと気に
なってしまいましたが……。
杵渕：最後に抱負などは…？
本間：お客様の要望に応えられるよう、日々勉強
を続け、明るく親しみやすい事務所にした
いと思っています。今後、いろいろとお世
話になることもあると思いますが、宜しく
お願い致します。
（足利支局長 杵渕 徹）
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支局かわら版

日本遺産

宇都宮市大谷町で採掘される大谷石、その石を
使った文化が平成３０年５月に「日本遺産」に認
定されました。今回はその大谷町と建造物をご紹
介いたします。
大谷石は宇都
宮城の築造に、
近年では帝国ホ
テルにも用いら
れた、かつての
宇都宮市のかな
めとも言える採
石産業でした。
大谷町は市内
から西北８ｋｍ
に位置し、採石
産業は約６０年
前をピークに運搬専用線路を有するほどの発展ぶ
りでしたが埋蔵量の減少や新建材の発展により多
くの企業が撤退をいたしました。
一時は静かな街並みになりましたが、露天掘りで
露わになった山肌はとても魅力的で隠れた観光ス
ポットに変化を遂げています。
太平洋戦争の戦没者を追悼する為、戦後８年の
歳月を費やし、かつての採石場の山肌を手彫りで
作った身長２７ｍの平和観音を一度はご覧になっ
た方もいらっしゃるのではないでしょうか？
近年では参道の入り口におしゃれなカフェもで
き、多くの方が平日にも関わらずランチを楽しま
れています。
平和観音の裏手には大谷寺があります。日本屈
指の洞窟寺院であり、特別史跡・重要文化財に指
定されていて、洞窟と一体化した寺の作りは趣と
共に歴史の深さを感じずにはいられません。
大谷寺を後にしたら是非足を運んでいただきた
いのは大谷資料館。かつての採石場跡をミュージ
アム化させた巨大な観光スポットです。その幻想
的、非現実な空間は多くのマスメディアにも注目
され映画、ドラマの撮影、コンサートにも使われ
ています。
大谷石は水分を多く含み空洞が有る事から、夏
涼しく冬暖かいと言われています。大谷石の特徴
である一定温度と豊富な水資源を生かした新たな
取り組みが始まっています。
「大谷夏いちご」です。いちごは１０月から５

大谷石の街

宇都宮支部

月の季節の果物です。夏でも食べたいとの要望が
寄せられ、地下水温が平均約１０度であり冷却、
保温性に優れた大谷石採石場跡に注目し、冷熱エ
ネルギーとして活用。地元企業が平成２７年より
本格生産を開始し、現在３社の企業が１００％地
域産出エネルギーで栽培しています。
大谷石は市内の様々な所で使われています。最
初に東武宇都宮駅近くに、大谷石で建造された
「松が峰教会」があります。１９３２年に作られ
た国内でも珍しい双頭づくりの教会で国の登録有
形文化財にも指定されています。近代ロマネスク
様式のモダンな造りの外観だけではなく、内部に
も大谷石が使われています。
大谷石の建造
物では珍しいも
のとして「星が
丘」にあります
大谷石畳による
道路です。現在
も通行可能な道
路ですが市内在
住の方でも知っ
ている方は少な
いのではないで
しょうか？
市内各地には
まだまだ大谷石
で造られたものが沢山あります。
宇都宮と言えば餃子と思われる方も多いですが、
自然と歴史に包まれた街をのんびりと散策なさっ
てみてはいかがでしょうか。

－14－
行政書士とちぎ 2020.3

（支局長 西川育美）

国際業務研修会
○開催日時
○開催場所
○研修内容
○対 象 者
○受 講 料
○締
切

国際部 主催

令和２年４月１５日（水）１３：３０～
栃木県行政書士会館２階
実際の相談事例を元に入管実務の基礎を学ぶことができます。
会員（申請取次者でなくても受講できます。補助者は不可）
無料
４月１０日（金）

出入国管理法令集」
、
「出入国管理実務六法」など、入管法・国籍法が登載されている
※「出
法令集を必ずご持参ください。

研
４/１５

修

国際業務研修会

名
無 料 ４/１０まで
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栃木会の
申請取次行政書士
の動向

新規申出（２月）
２名
更新申出（２月）
１名
有効期限切れによる減少（１月末日）
２名
申請取次行政書士（２月末現在）
１３５名

★申出の必要書類・費用等、詳細は「会のホームページ－
【会員専用】ページ－各種申請様式－
申請取次行政書士―申請取次行政書士の手続き（説明）
」をご確認ください。
※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：３月３１日（火） 受付日：４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。
（更新手続きは有効期限の２ヶ月半前から受付できます。有効期限月のお手続きの場合、期限内に
新たな証明書が届かないことがありますので、期限に余裕を持ってお手続きください。）
【ご注意】顔写真は、証明写真（写真館または証明写真機で撮影したもの）のご用意をお願い
いたします。（ご自分で撮影し家庭用プリンターで印刷したものは、影が入ったり、鮮明で
ないものがあり、入管で受付できないことが多いため）

栃木会会員専用ページに掲載されている各手続きの書式について（ご案内）
栃
栃木県行政書士会
栃
会員専用ページにログイン後、最初に表示されるページの「各種
申請様式」から、下記に関する申請の説明と書式がダウンロードできます。
申
書式の種類
内
容
補助者に関する申請
補助者の設置廃止時。補助者証の記載内容に変更があるとき。
有効期限付きの補助者証を保持しており、期限が到来するとき。
職務上請求書の購入
戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書を購入するとき。
申請取次行政書士の申出
（新規・更新）
行政書士登録の変更申請

東京入国管理局に申請取次行政書士として申し出るとき。
栃木会書式のみ掲戴。日行連書式は日行連ＨＰ「連ｃｏｎ」内。
住所、事務所所在地や電話番号、氏名等に変更があったとき。
職印を作り替えたとき。
行政書士登録の抹消・廃業
行政書士を辞めるとき。
単位会変更のときはこの中の「退会届」が必要になります。
証明書等の交付
栃木県行政書士会の会員であることの証明書、職印証明書、日本行政
書士会連合会の名簿に登録されていることの証明書が必要なとき。
会員証等の再交付
会員証、行政書士証票、行政書士登録証をき損、紛失し、再発行する
とき。
慶弔災害見舞金支給願い
栃木県行政書士会慶弔災害見舞金規程の第４条から第７条に規定する
事項に該当したときの報告書式。
ホームページ・会員名簿掲載 栃木県行政書士会のホームページ「栃木県の行政書士をさがす」ペー
取扱業務申込書
ジへ絞込み検索、および会員名簿用の取扱業務の登録、変更用の書式。
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【行政書士法人の変更】
支 部・名 称
栃 木
行政書士法人許認可事務サポートセンター

【変
支
栃
栃
足
足

更】
部
木
木
利
利

氏
田邉
佐藤
澁木
濵田

名
勇輝
示桂
豊文
和幸

変更事項

変

更

（令和 2 年 2 月 29 日現在）
内 容

栃木市大町 25-32

所在地

変更事項
所在地
所在地
氏名／事務所名
事務所名

変 更 内 容
栃木市大町 25-32
栃木市大町 25-32
渋木 豊文／渋木豊文行政書士事務所
渋木豊文行政書士事務所

少しずつ春に移り変わろうとしている中、
世界中で新型コロナウイルスによる肺炎が大
流行。毎日のニュースがその話題で持ち切り
です。2月の市民公開講座でもその影響でし
ょうか、昨年より参加者が減ったように思い
ました。マスクの購入もままならないことも
ありますが、こまめな手洗い、うがいなど予
防を怠らぬようにしたいと思います。
（広報部 室賀芳明）
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