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　３月３日（水）１３時３０分から栃木県教育会

館小ホールにおいて開催されました。

　第１部では、「栃木県の補助金・融資制度」と

して、「新型コロナウィルス感染症緊急対策資金」

及び「新型コロナウィルス感染症対策パワーアッ

プ資金」について、栃木県産業労働観光部経営支

援課　課長補佐　神山喜代治様よりのご説明をい

ただきました。

　次に、「ＢＣＰ策定支援事業」及び「地域課題

解決型創業支援補助金」、「事業継続力強化支援

計画」について、栃木県産業労働観光部経営支援

課　副主幹　阿部桂子様より、ご説明いただきま

した。更に、「経営革新計画」について、栃木県

産業労働観光部経営支援課　副主幹　津久井利恵

様より、ご説明いただきました。

　第２部では、「とちぎデジタルスイッチ」につ

いて、栃木県経営管理部行政改革ＩＣＴ推進課副

主幹　松本秀一様よりご説明をいただきました。

現在の行政書士業務においても、コロナ禍等の影

響もあり、ＩＣＴ推進等による電子申請の増加や、

提出書類への押印の廃止等、目まぐるしい変化が

日々起きております。

　また、皆様の取引先やお客様においては、売上

減少による資金繰りの悪化から、緊急融資の必要

性や、給付金の申請等、様々な業界でまったなし

の状況であろうかと思われます。

　その様な中、栃木県として、県内の企業や県民

への支援策を具体的に知ることができました。

　今回ご講義いただいた内容は、栃木県の融資制

度や補助金制度、事業計画の策定支援策等であり、

栃木県の行政書士として、今、知らなければなら

ないフレッシュな支援策です。

　ご講義いただきました内容については、誌面の

関係上割愛させていただきますが、いずれも栃木

県ホームページ等でご確認いただけますので、皆

様におかれましては支援策の内容をご確認いただ

き、今後の行政書士業務への参考にしていただけ

れば幸いです。

　　　　　　　　　　　（総務部　小太刀庸恭）

栃木県と共催による研修会
「栃木県の補助金・融資制度について」の開催
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　３月２４日（水）１３時からコンセーレ２階

「アイリスホール」において、総務部主催新入会

員を対象とした、行政書士業務についての研修会

が開催されました。

　本年も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

午後からの開催となりましたが２５名の新入会員

さんが参加して下さいました。

　横山会長より、あいさつ及び行政書士法の要点

解説から始まり、各専門部より講師を派遣し「行

政書士の取扱い業務」について、次のとおり説明

がありました。

・土地利用開発部　講師　部長　佐藤栄一会員

　土地利用開発に関する業務・関係法令（農地転

　用、開発行為等について）

・運輸交通風営部　講師　部長　安野光宣会員

　運輸交通関係（車両登録・出張封印・車庫証明・

貨物運送事業等）警察関係業務（風俗営業許可）

・国際部　講師　部長　深見史会員　

　国際業務について（事例研究会を偶数月第３水

　曜日午後実施）

・中小企業支援部　講師　副部長　井上尉央会員

　中小企業支援業務について（法人設立、議事録・

契約書作成、補助金・助成金申請等）

・建設環境部　講師　部長　長竹基行会員

　建設業・産業廃棄物収集運搬許可について

・市民法務部　講師　部長　増山知司会員

　権利義務・事実証明に関する書類の作成等の業

　務など

　参加された新入会員の方々が熱心に耳を傾けて

いました。質疑応答では、書類作成のポイントな

ど実務に直結した質問がなされるなど大変参考に

なった研修会でした。

　　　　　　　　　　　　（総務部　西川育美）

新入会員向け研修会

　３月１２日（金）１１時より、会館会議室にお

いて総務部主催の登録事前相談会を開催しました。

これは、登録資格を持ち開業を考えている方を対

象にした相談会で、毎年３月に開催をしています。

今年は登録申請を終えられた方も含め、１２名の

出席がありました。

　私を含め総務部の役員４名で対応をしましたが、

対応者それぞれの会員歴（経験）や登録前の仕事

が異なっていたので、質問に応じて適した者が回

答をすることができ、予定の時間をオーバーしま

したが出席者からの質問が尽きるまで対応をしま

した。

　毎年のことですが、出席者は事務所の運営や取

扱い業務、営業のしかたや安定した業務受注など

に不安や関心があるものです。今回の対応役員の

中でも小太刀理事は、短期間で事務所経営を軌道

に乗せられているので、その回答は特に参考にな

ったものと思います。また、若い行政書士でも活

躍できることを知り、希望を持たれたのではない

でしょうか。

　デジタル化が進み、行政書士の仕事が減少する

のではないかと不安に思われる人もいるでしょう

が、デジタル化できない仕事はまだまだあります

し、デジタル化に対応できない国民の手助けをす

るのも行政書士の役割であればチャンスをたくさ

ん見いだしていけるはずです。今回参加された志

を持った皆さんが、行政書士として活躍されるこ

とを期待しています。　

　　　　　　　　　　　（総務部　関　比佐江）

登録事前相談会の開催
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日 予 定 時 間 主 催

10 月 広報部会 13:00～ 広報部

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 宇都宮支部

12 水 ＴＩＡ相談会 10:00～ 国際部

小山市外国人相談会 10:00～ 国際部

市民相談 行政書類（遺言など）(於:足利市役所１階市民相談
室）

13:00～16:00 足利支部

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

申請取次新規受付審査会 13:30～ 申取管理委員会

17 月 ＵＣＩＡ相談会 15:00～ 国際部

19 水 ＫＩＦＡ相談会 10:00～ 国際部

行政書士による相談（於:田沼中央公民館）（問い合わせ:佐野
市市民生活課0283-20-3014）

13:30～16:00 佐野支部

20 木 封印報告書確認 13:30～ 封印管理委員会

推薦委員会 13:00～

総会・大会打合せ 14:00～

議長団との打合せ 15:30～

21 金 行政書士無料相談（於:栃木市役所本庁舎２階市民相談室） 14:00～16:00 栃木支部

23 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)

13:00～16:00 宇都宮支部

28 金 定期総会・定期大会（ホテルニューイタヤ） 13:00～

栃木県行政書士会カレンダー（５月）
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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

1659 R3.3.5
中小企業庁からの要請（「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」に係る申

請サポートのお願い）について

1698 R3.3.16 令和３年３月分会費納入について（お願い）

1722 R3.3.16 "押印手続きの見直し"推進下における行政書士の「職印」の取扱いについて

1737 R3.3.16 適正な価格による工事発注について（周知協力）

1739 R3.3.16
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更（令和３

年２月２６日）に伴う工事及び業務の対応について（周知）

1757 R3.3.16 クレジットカードを利用して地方税を納付した場合の納税証明書について（周知）

1781 R3.3.23
「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に

伴う道路占用の取扱いについて」の一部改正等について（周知）

1798 R3.3.23 自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策について（周知）

1808 R3.3.31 令和３年経済センサスに関する通知について

1836 R3.3.31 令和２年度報酬額統計調査の結果報告について

1840 R3.3.31
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の終了後における工事及び業務の

対応について（周知）

1841 R3.3.31 施工体制台帳の作成等についての改正について（周知）

1842 R3.3.31 書籍「建設業法と建設業許可」第２版の送付について

1845 R3.3.31 法教育パンフレットのデータ提供について

1868 R3.3.31 解体工事業許可の経過措置の延長について（周知）

1870 R3.3.31 経営事項審査の審査基準・項目改正について（周知）

日行連だより
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標記の件について、栃木県県土整備部都市計画課より、通知がありました。

１ 概要

これまで宇都宮、真岡、栃木、大田原土木事務所及び都市計画課で所管していた開発許可事務を

令和３年４月１日から都市計画課に集約するため、所要の改正を行うものである。

２ 主な改正の内容

（１）土木事務所からの進達関係 （第２条関係）

   申請書等の提出に当たり、開発行為等の規制に係るものについては土木事務所を経由すべき

  旨を削除し、土木事務所の数の副本は不要とする。

（２）別記様式改正関係 （別記様式第１０号外）

申請書等別記様式について、土木事務所の受付処理欄を削除。

３ 施行期日

令和３年４月１日

標記の件について、栃木県県土整備部監理課より、周知依頼がありました。

建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するため、技術検定制度の見直し部分について、

建設業法施行令の一部を改正する政令等が令和３年４月１日から施行されています。

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。

【国不建第449 号】建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について（通知）.pdf

【新旧対照表】建設業法施行令.pdf

標記の件について、日行連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および国土交通省の

ホームページをご確認ください。

【日行連発第1870 号】経営事項審査の審査基準・項目改正について.pdf

[国土交通省ホームページ]

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001396151.pdf

標記の件について、栃木県県土整備部監理課より、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。

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長につい

て.pdf

都市計画法施行細則の一部改正について
～栃木県県土整備部より～

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととす
る経過措置期間の延長について          ～栃木県県土整備部より～

建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について        
～栃木県県土整備部より～

経営事項審査の審査基準・項目改正について
～日行連より～
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標記の件について、日行連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。

【日行連発第1841 号】施工体制台帳の作成等についての改正について.pdf

【国不建第411号】施工体制台帳の作成等についての改正について.pdf

標記の件について、日行連より周知依頼がありました。

詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

[国土交通省ホームページ]

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001427.html

標記の件について栃木県環境森林部廃棄物対策課より周知依頼がありました。

改正の概要

申請書類の提出を原則として郵送で受け付けることとする事業者を次のとおり改める。

【改正前】全ての事業者

【改正後】東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県に所在する事業者

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。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業許可

申請の取扱いについて.pdf

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処分業許可申請

の取扱いについて.pdf

標記の件について栃木県環境森林部廃棄物対策課より周知依頼がありました。

県の組織改編及び申請に係る講習会の申込方法の変更に伴い、次の部分が改正されています。

・本庁所管許可の申請先：廃棄物対策課 → 資源循環推進課

・講習会の申込先：(公社)栃木県産業資源循環協会 → (公財)日本産業廃棄物処理振興センター

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。

【改正概要】収集運搬業審査基準.pdf

【新旧対照表】収集運搬業審査基準.pdf

【改正後】収集運搬業審査基準.pdf

【改正概要】処分業許可に係る申請書等.pdf

【新旧対照表】処分業許可に係る申請書等.pdf

【改正後】処分業許可に係る申請書等.pdf

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）
収集運搬業、処分業許可申請の取扱いの改正について～栃木県環境森林部より～

 

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業許可に係る審査基準、
処分業許可に係る申請書等の一部改正について～栃木県環境森林部より～

 

施工体制台帳の作成等についての改正について   
                    ～日行連より～

道路占用許可基準の緩和措置の占用期間の再延長について
～日行連より～



行政書士とちぎ 2021.4

－８－

栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（３月）　　　　　　　　　　１名

更新申出（３月）　　　　　　　　　　３名

申請取次行政書士（３月末現在）　１４４名

※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。）

※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：４月３０日（金）　受付日：５月１２日（水）時間は予約時に案内します。

【ご注意】顔写真は、写真館、カメラ店または証明写真機で撮影したもの。（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）※証明写真機の場合は髪で目が隠れたりしないようにご自身でよくご確

認ください。また、証明写真機の場合は頭の先からあごの先まで入りきらないことが多いので

カメラ店等で撮影することをお勧めします。

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、日行連の研修会は令和３年度も引き続き、

ＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）方式の開催予定とのことです。開催月等の概要は、日行連

ホームページと「日本行政」４月号に掲載されますので、受講を希望される方は随時、ご確認

　をお願いします。

◇実務研修の修了証書の代わりに「理由書」で更新手続きをされた方は、実務研修会（現在は

ＶＯＤ）を受講し、「修了証書」を提出する必要があります。「理由書」提出による受講猶予

　措置も当面の間、継続します（現在は令和３年度中までに有効期限を迎える方が対象）。

★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。

標記の件について、日行連関地協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。

【関地協発第２８号】東京出入国在留管理局からの「申請等取次者の皆様へ御協力のお願い」に

ついて.pdf

申請等取次者の皆様へ御協力のお願い_東京入管.pdf

標記の件について、栃木県総合政策部地域振興課より通知がありました。

詳細については、県のホームページをご確認下さい。

栃木県ＨＰ「地価公示結果」 http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/chika/kouji.html

東京出入国在留管理局から「申請等取次者の皆様へ御協力のお願い」
について ～日行連関地協より～

令和３年地価公示結果について      
                    ～栃木県総合政策部より～
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おじゃましま～す！おじゃましま～す！会員事務所訪問コーナ会員事務所訪問コーナー

　宇都宮支部の沼田龍之助会員の事務所におじゃ

ましました♪

氏　　　名　沼田　龍之助（ぬまたりゅうのすけ）

事務所名称　沼田行政書士法務事務所

所　在　地　宇都宮市陽南４－６－４９　

　　　　　　　　　　　　　小林ビル２Ｆ

入　会　日　平成２２年１０月２５日

Ｑ　行政書士になったきっかけについて教えてい

ただけますか？

Ａ　大学を卒業した後、１年間父親の建設業の仕

事をしました。恥ずかしい話ケンカ別れになり、

学習塾に就職、２年後に独立し学習塾を１５年経

営しました。大手塾の攻勢、少子化等で経営が苦

しくなり平成２１年に廃業、東京の法律予備校で

仕事をしながら司法書士を目指しましたが、合格

できず行政書士として独立しました。でも、今思

えば行政書士でよかったと思っています。

Ｑ　現在の主な業務はどのような業務でしょう

か？

Ａ　主な業務は、①農地転用（９９％太陽光発電

設備で、現在は営農型太陽光発電施設がメイン）、

②農地所有適格法人の設立、③食品・農業関係の

補助金申請、④風俗営業許可申請、⑤自賠責保険

書類作成業務です。

　農業という語句が多いのは、出身が農学部であ

ることに由来します。ただ、土木系の学科なので

栽培は不得意です（笑）。農地転用において、土

木・測量関係の用語について「大学での知識が役

立つとは」と驚いています。

　陽南に事務所があるのでＨＰ経由で、たまに自

動車の登録についての電話がありますが、車庫証

明を少しやるだけで、詳しくないため、他の行政

書士さんにお願いしています（苦笑）

Ｑ　事務所の運営ポリシーはお持ちですか？

Ａ　今年３月に急逝した父親とは仕事の確執で、

父の仕事の跡は継ぎませんでしたが、お手本にさ

せてもらっているところと、それは回避しておこ

うと気をつけている点がいくつかあります。

　気をつけているのは、過大投資です。父は仕事

が好きでしたが、後先考えずに機械を買い、人を

雇うところがありました。結果仕事が薄くなると

機械のローン、人件費がかさみます。運送業、建

材業（砂利採取）、建設業と３回会社を興し、つ

ぶしました。奇遇ですがこれらは全て行政書士が

許認可に絡む仕事ですね。余談ですが、建材業、

建設業のときに少し一緒に仕事をしたので、私は

大型ダンプとバックホー（ユンボ）に乗れます。

　一方、父は社長でしたが、一番先に事務所にき

て、掃除して、ストーブやエアコンをつけている

ようなところがありました。これは、私も実践し

ています。プラス湯飲みとかも洗っています（笑）

Ｑ　今後はどのようなことをこころがけますか？

Ａ　開業して１０年、なんとか、みなさんのご縁

で仕事をさせていただいているので、感謝の気持

ちを忘れることなく、これからも謙虚に事務所を

運営していきたいと思っております。

　農業関係を得意とされ、大型ダンプや重機ま

で乗りこなす知的でアクティブな沼田会員。

　静のイメージが強い行政書士業務ですが、動

を併せ持つ会員さんがいらっしゃる事に驚かさ

れた一日でした。

　　　　　　　　　　　（支局長　西川育美）
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　春というものは、始まりの季節ですね。

　進級する学生たちや、新社会人の方々の姿を目

にする度にその微笑ましさに思わず口元が緩んで

しまいます。

　しかし、微笑ましさを覚える反面、当事者でな

くともどこか気忙しい空気を感じてしまうのも、

また事実。

　春という季節は、知らず知らずの内に肩の力が

入ってしまうものなのかもしれませんね。

　そんな時ほど、ひと息つく時間を大事にした

い！

　そこで今日は私なりの気分転換をご紹介♪

　高根沢から烏山に向かう１０号線沿いを車で走

らせ辿り着いたのは、高根沢町にあるとあるラー

メン店。暖簾をくぐり、はやる気持ちをぐっと抑

えてメニューとにらめっこ。塩、醤油、とんこつ

と並ぶ中で今回はこのお店おすすめの塩を注文。

待つこと５分、ほかほかと湯気が立つラーメンと

ご対面。

　さて、いただきます！

 　こ、これは……！！

　さっぱりすっきりした魚介のスープの中にコク

がある塩の味が口いっぱいに広がり、そこにコシ

がある細麺が絡みついて至極の味わい。

　さらに幸せを噛みしめるように大きめのチャー

シューを口に運べば、柔らかく脂身は少なくほろ

ほろととろけていきます。

　どんどん箸を進め、あっと言う間に完食。

　ふう、ご馳走様でした！

　お代を支払い店から出ると、お腹が満たされて

肩の力が抜けている自分に気が付きました。

　……ううん、やっぱりラーメンの力は偉大だ。

　最近、ふと思ったことがあります。

　「人生というものは、短い」なんて言われてい

るけれど、おや、人生というものは案外長いぞ、

と。

　その長い人生の中で、無茶をしたり頑張ったり

する時間も絶対的に必要なのでしょう。

　けれど、それと同じくらいに肩の力を抜く時間

もとっても大切なのだと、この年齢になってさら

に痛感しています。

　深呼吸のコツは、息を吸うことではなく、息を

吐くことにあるらしいですしね。

　なので、美味しいラーメンだったり、自分なり

のひと息つける方法を探して、この気忙しい春を

めいっぱい謳歌しませんか？

　夏の足音も、すぐ傍に近づいてきていることで

すから。

　　　　　　　　　　　　（支局長　鈴木　忠）

支局かわら版

支部塩那
高根沢で、ほっとひと息
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栃栃⽊⽊県県⾏⾏政政書書⼠⼠会会 会会員員専専⽤⽤ペペーージジ⼀⼀部部リリニニュューーアアルルののごご案案内内
会員専用ページの「業務情報」と「事務連絡」を一部リニューアルしました。

会員専用ページをご覧になるには、パスワードが必要です。（パスワードは、昨年の５月号に別刷文書

として同封しています。新入会員の方には登録交付式でお渡ししています。）

業務書類作成例には、栃木県への申請

における代理権行使の申請書類、委任状

の作成例などが掲戴されています。

各種申請様式には、職務上請求書の購入、申請取次行政

書士の申出、行政書士登録内容の変更申請、証明書等の交

付等に関する説明（費用・必要書類等）や書式が掲戴され

ています。

業務情報には、官公署や日行連から

本会宛に届く業務に関する情報が掲戴

されています。（最新１０件）

職務上請求書の留意点には、具体的

な記入例等が掲戴されています。

過去の業務情報はこちら

NEW

NEW
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　広報部で動画を作成しました。栃木県行政

書士会のホームページに掲載する予定ですの

で、ご覧になってください。

　一つの動画を作るにも、多くの時間と労務

を使っているのだと、貴重な経験をいたしま

した。なお、動画は期間を区切っての公開で

す。ご了承ください。

　　　　　　　　　　（広報部　小平磨弓）

発行人 栃木県行政書士会 会長 横山眞
〒320- 宇都宮市西一の沢町１番 22 号
0046 電 話 028-635-1411（代）
  ＦＡＸ 028-635-1410

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://gt9.or.jp/
編 集 広報部

宇都宮

菊元　　功

ＣＤＰグローバル行政書士事務所
321-

0942
028-680-5080
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