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　新年おめでとうございます。

　昨年の５月の総会において新会長として選任され、新年を迎えられることに会員の皆様に感謝申

し上げます。

　昨年は行政書士会にとりまして厳しい年でありました。

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業の絞り込みを含め感染対策に重きを置いた事業を

進めてまいりました。ＷＥＢによる研修会を開催するケースも増え、今後進むと想定されるデジタ

ル化への意識を強くすることとなりました。本会としてもデジタル化への対応を進めるためにデジ

タルシフト推進委員会の立ち上げをすることとしました。デジタル化への動きに対し日行連と情報

共有をし、対応していきたいと考えています。

　また、職務上請求書の不正請求により当会の会員が逮捕される事件が発生し関係各所に多大なご

迷惑をおかけすることとなってしまいました。会員の皆様にもご迷惑、ご心配をかけ誠に申し訳あ

りません。会員の皆様のお手元にはすでに届いていると思いますが、本事件を受け、本会では、職

務上請求書の取扱規則の改正を行いました。総務部管掌の管理委員会を組織し、本会の役員等が使

用済の職務上請求書の確認をさせていただくこととなりました。ご不便をおかけする場合もあるか

と思いますがご理解、ご協力頂けるようお願い致します。

　苦難の１年でしたが、良いこともありました。この難局に副会長や理事の皆さんが協力をしてい

ただいたことや、他の単位会の会長から親切にご指導いただいたこと、非常にありがたく感じまし

た。やっぱり、人と人のつながりは大切にしなければいけないと再確認いたしました。

　本年は、ぜひ明るい未来が描けるように理事の皆さんと共に考えていきたいと思います。会員の

皆様も良い年となることを願っています。

栃木県行政書士会

令和４年 会長年頭所感

会長　安　野　光　宣宣
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　栃木県行政書士会の皆様、あけましておめでとうございます。

　栃木県行政書士会の皆様には、日頃から、県民や企業と行政

をつなぐパイプ役として、御尽力いただいておりますことに深

く感謝いたします。

　年頭に当たりまして、私の所信を申し上げます。

　まず、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、保健

・医療提供体制の整備やワクチン接種促進に向けた取組を着実

に進めますとともに、引き続き、国や市町、関係機関等と緊密

に連携し、県民の暮らしと健康を守るため、必要な対策に万全

を期して参ります。

　一方、地域経済は大きな打撃を受け続けており、産業の基盤

が脅かされるとともに、企業活動やイベントの自粛・縮小等に

より、ひとの交流機会が減少している状況にあるため、引き続

き、通常に近い社会経済活動の一日も早い回復を図って参ります。

　また、県政の基本指針である栃木県重点戦略「とちぎ未来創造プラン」には、ポストコロナを見

据え、これまでとは異なる考え方や価値観を前提とする「新たな日常」の視点を取り入れた取組も

盛り込んでおり、栃木県版まち・ひと・しごと創生総合戦略「とちぎ創生１５戦略（第２期）」と

の連携を図りながら、各種プロジェクトをより積極的に展開して参ります。

　具体的には、地方への関心の高まりを好機ととらえ、新しい生活様式を基本として、移住・定住

の促進や関係人口の創出・拡大に取り組み、栃木県へのひとの流れを着実なものとして参ります。

　また、ＡＩ・ＩоＴ、ロボットなどが生活の中で溶け込み、生産性や利便性を向上させることに

より、経済発展と地域課題の解決を図ることができる社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０）の実現に向け、

デジタル技術の更なる活用やデジタル人材の育成に取り組んで参ります。

　さらに、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け、２０３０年における温室効果ガス排出

削減目標を達成するため、オール栃木体制による脱炭素化を進めるとともに、気候変動の影響によ

り、自然災害の頻発・激甚化が懸念される中、栃木県の地域特性に即した適応策を推進して参る考

えであります。

　さて、今年はいよいよ「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」開催の年です。１月には国体の冬

季大会、１０月には国体の本大会、全国障害者スポーツ大会であるとちぎ大会と続きますので、市

町や競技団体・関係機関と連携を図りながら、大会のスローガンである「夢を感動へ。感動を未来

へ。」のとおり、県民が夢と希望を抱き、多くの方々の心に残る大会となるよう準備に万全を期し

て参ります。

　近年、働き方やビジネスモデルの多様化、東京一極集中是正の兆し、環境問題への意識の高まり

などの大きな変化が生じてきており、これまで解決が困難であった課題に対して積極的に取り組む

好機が到来しております。これを逃すことなく、新しい時代の潮流を的確にとらえ、デジタル技術

も有効に活用しながら、栃木県の将来像である「人が育ち、地域が活きる　未来に誇れる元気な“

とちぎ”」の実現に向け全力で取り組んで参りますので、栃木県行政書士会の皆様のより一層の御

理解と御支援をお願いいたします。

　本年が栃木県行政書士会の皆様にとって素晴らしい年となりますことをお祈り申し上げまして、

新年の御挨拶といたします。

　　令和４（２０２２）年１月

栃木県知事　福　田　富　一
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　新年おめでとうございます。令和４年の年頭にあたり、県議会

を代表し、謹んで御挨拶を申し上げます。

　栃木県行政書士会の皆様におかれましては、日頃より県民と行

政との架け橋として、高い倫理観のもと県民生活に密着した法務

サービスを提供するなど活動いただいております。また、新型コ

ロナウイルス感染症に関する事業者等への支援を行う県地域企業

事業継続支援金など各種支援制度の申請手続き等において多大な

御支援・御尽力を賜り、改めて感謝の意を表する次第であります。

　私は、歴史と伝統ある栃木県議会の第１０８代議長に昨年３月

に就任いたしました。就任早々新型コロナウイルス感染症の拡大

により警戒度レベルが引き上げられ、夏には本県に再び緊急事態

宣言が適用される非常に厳しい環境下ではありましたが、県議会では、新しい生活様式の取組や医

療体制の整備・拡充、ワクチン接種の推進、企業への休業支援等、喫緊の課題について、二元代表

制の一翼を担う立場として迅速な対応に努めて参りました。お陰をもちまして、議長としての重責

を果たしながら新春を迎えることができました。これもひとえに皆様方の温かい御支援・御協力の

賜物と心から感謝を申し上げる次第であります。今後はポストコロナを見据え、感染防止と社会経

済活動の両立に向けて、力を尽くして参りますので、引き続き皆様の御協力を賜りますようお願い

いたします。

　さて、今年１月、第７７回国民体育大会冬季大会「いちご一会とちぎ国体」が日光市で、更に１０月

には国体本大会及び第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」が県内市町の各会場

で、全国から多くの選手団の皆様をお迎えし開催されます。この、本県の多彩な魅力と実力を広く

発信する絶好のチャンスを確実に生かし、本県が未来に向かって力強く躍進するために、引き続き

県議会の責務をしっかりと果たして参ります。

　皆様方におかれましては、「行政手続きの専門家」・「街の法律家」としてのお立場から、県政

運営の円滑化や県民生活の向上のため、今後とも御尽力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、栃木県行政書士会のますますの御発展と、会員の皆様方の御健勝・御多幸を祈念申し上

げ、新年の挨拶といたします。
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　新年、明けましておめでとうございます。

　年頭にあたり、県内市長を代表いたしまして、御挨拶を申し上

げます。

　さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症の変異株と闘う厳し

い１年でありましたが，コロナの収束の見通しが立たない困難な

状況の中で開催された東京オリンピック・パラリンピックにおけ

る選手達の活躍は、多くの国民に勇気と感動を与えてくれました。

　県内１４市におきましては、県民の皆様の健康と暮らしを守る

ため、国や栃木県など多くの方々との連携・協力のもと、感染拡

大防止や社会・経済活動の両立に向けて全力で取り組んでまいり

ました。

　こうした中、ワクチン接種や気候変動対策，DXの推進など多くの課題への対応が求められている

とともに、本年は「いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会」が開催されますことから、栃

木県市長会といたしましては、県民の皆様がより安全・安心に暮らすことができる明るい年となる

よう、これまで以上に県内１４市相互や栃木県、栃木県町村会などと連携しながら取り組んでまい

ります。

　栃木県行政書士会の皆様におかれましては、行政手続の専門家として、また、地域住民と行政の

パイプ役として、今後とも御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、貴会のますますの御発展と会員の皆様の御健勝，御活躍を祈念申し上げ、新年の御挨拶

といたします。

　令和４年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　行政書士会の皆様には、つつがなく新しい年をお迎えのことと、

心よりお慶び申し上げます。

　さて、昨年は、新型コロナウイルスの変異株が猛威を振るい、

市民生活や経済活動に甚大な影響を及ぼし、今なお、感染再拡大

への不安が続いております。一方で、地方移住への関心の高まり

や、デジタルの活用を通じた多様な働き方、暮らし方の可能性が

広く認識され、地方への関心が一層高まった年でもありました。

　人口減少・少子高齢化に加え、気候変動、脱炭素化やコロナ禍

における社会変容への対応など、様々な重要課題への取組みが求

められる中ではありますが、本年は「いちご一会とちぎ国体・い

ちご一会とちぎ大会」が開催される年でもありますことから、栃木県全体を元気にできるよう、我

々栃木県町村会１１町は、栃木県、栃木県市長会などとの連携を一層強固なものとし、地域住民の

ために、持続可能で安全安心な地域社会を構築するよう全力を傾注して参る所存です。

　行政手続きの専門家であります行政書士の皆様におかれましては、今後とも町村行政の円滑な遂

行と地域住民の福祉の増進に対し、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　年の始めに当たり、栃木県行政書士会のますますのご発展と、皆様にとって幸多き一年でありま

すようお祈り申し上げ、新春のごあいさつといたします。

新 年 挨 拶新 年 挨 拶 栃木県町村会長　古　口　達　也栃木県町村会長　古　口　達　也新 年 挨 拶 栃木県町村会長　古　口　達　也
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佐野支部　須 永 　 威

　大東亜戦争、父が軍人、満州ハイラルで東京の仲人さん

から写真１枚で母は結婚、私が出生し、その後内地勤務と

なり、板橋、横浜、鹿沼に疎開し、特に横浜では大空襲に

遭い命さながら、朝晩Ｂ２９が防空壕に入らないと、爆弾

の危険があり当時は小学１年生、夜も寝る前、枕元にラン

ドセルを置き、空襲警報の合図があると防空頭巾をかぶり

直ちに防空壕に逃げた記憶が、いまだに明確に脳裏に焼き

付いています。

　戦争が益々盛んになり、命の危険を感じ、鹿沼市の菊沢

村の山の中に逃げ、後に終戦になり、終戦後は父の出生地

赤見に疎開し、その後、佐野に父が家を建てました。

　これまで幼稚園から６カ所の転居を余儀なくされ、友達

ができるとすぐ別れが待っているという感じ、子供にとっ

て辛い思い出ばかりでした。

　昭和４４年に事務所開業のため、現在地に事務所及び住

宅を建築し、やっと落ち着いた次第です。

　戦争を経験した者として、戦争は２度と起こしてはなり

ません。

波乱万丈の人生

芳賀支部　押 野 　 佑

　会員の皆様明けましておめでとう御座います。

　皆さまお元気な事とお察しいたします。

　今年は寅年、私も寅年ですが車を購入した際に乗用自動

車の運転席に虎のマスコットを飾り付けて、小さな頭を撫

でてスタートさせています。

　新聞にも勇猛果敢に行動する事により発展もすると記載

されており、前途が開けるのではないでしょうか。

　皆さん、今年の夢には何を求めておりますか。

　仕事の事、健康維持の事、車の買い替え、住宅の改装等

あれもこれもと限りないのは誰もが同じことでしょう。計

画の立て直しをすることにより進める事が宜しいのではな

いでしょうか。

　私は、現在２日に１度、近くの低い山に４０分程の短時

間散歩をし、平地を合わせ１時間余りで戻ります。北側から南へ進む頂上付近では、遠く南方の山

間に富士山が、西方には日光男体山から那須連山の秋から冬の季節が美しく眼に入り、山間地の良

さが嚙み締められます。

　新しい年を迎え元気に頑張りましょう。

年頭の挨拶として
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宇都宮支部　齋 藤 昭 二

　新年あけましておめでとうございます。日頃は大変お世話になってお

ります。

　昨年は新型コロナで世界が大変な騒ぎでした。これ以上、大きな騒ぎ

にならないで欲しいと願っております。

　今年は昨年に続きデジタル化社会がさらに進もうとしているようです。

ソフト、ハード、制度などもさらに進化するとともに、その時代に合わ

せていくことは時間、労力、費用等も伴います。私は、概要等はわかり

ますが、実際は何かと厳しいところだと感じております。

　行政書士会の方たちにもお世話になりますので、ご指導、ご鞭撻の程、

よろしくお願いいたします。また、会員皆様のご健勝、ご繁栄を願って

おります。

寅年にあたり

那須支部　岡 部 正 治

　明けましておめでとうございます。寅年の年男です。

　昨年は、はからずも秋の叙勲におきまして、旭日小綬章を

受章させていただきました。

　皆様のお力添えの下、私なりに事業や団体活動を精一杯頑

張ってきたことが、このような形で評価されまして、身に余る

光栄です。

　人生においては、私生活で得られる思い出も確かに大切で

すが、生き甲斐や達成感という話になりますと、やはり仕事

が中心であると感じております。

　人生を千里の道に例えますと、私はまだ道半ばにいると思

っております。コロナ禍や自然災害のような試練の際には士

業の情報力が極めて重要となります。

　一人では限界がありますので、職員と共に「虎軍」を形成

し、経営者が困ったときに頼りになる存在でありたいと思っ

ております。

千里の道を虎軍で進む

那須支部　大 江 宣 武

　１９５０年の寅年は五黄の寅といわれ、周囲から多少煙たがれること

があるが他人を魅了する力があり、臨機応変に対応することができる能

力に長けている、とも言われてきました。同級生を見ると地域のリーダ

ー的な存在が多く否定できないものがあります。

　そんな私が、勤務していたコンサルタント会社を飛び出し行政書士に

なったのも必然だったのかと思います。しかし、現実は甘くなく毎日悶

々とした日々が続きました。

　それが変わったのは栃木県行政書士会事務局（旧）での勉強会に事務

局職員から誘われてからでした。メンバーは１０人前後で、メンバーも

若くテーマについて熱く議論したものです。そこで行政書士業務の面白さを気づかされました。こ

れからは、若い会員に仕事の面白さや楽しさを伝えていきたいと思っています。

　人生は１回限り、悔いのないように人生を楽しんでいきましょう。

人生を楽しもう！
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小山支部　土 方 美 代

　あけましておめでとうございます。

　年女ということで原稿依頼を受けたとき、ふと、２０年

前の入会当時のことを思い出しました。「小山支部に威勢

のいいお姉ちゃんが入会したんだって」と噂になり、はじ

めての総会で先輩方にご挨拶回りをしたところ、「君は何

年生まれ？」「寅年です」「ああ、やっぱり・・・」。こ

のやっぱりが、どのような意味なのか未だに定かではあり

ませんが、なんとなく理解できる歳になりました。寅年の

女性は、強いイメージがあるようですが、自分的には小虎

といいますか、トラ猫だと思っております。

　そんな私にとって行政書士は天職だとも思っています。

依頼人ひとり一人と向き合い、何を望んでいるのかを伺い、

まだ目に見えないイメージを具現化する。許認可一つとっ

ても、ただ言われた許可を取るのではなく、なぜその許可

が必要なのか？　許可が必要な本当の理由は何なのか？　そして、その先のビジョンは何なのか？

それらを依頼人と一緒に考え、二人三脚で作り上げていく充実感と、「あなたに依頼してよかった」

という感謝の言葉が、今でも私の原動力となっています。

　今年もすべての方々が、ゆっくりひとつずつ素敵な年輪を重ねていただけることを心より祈って

おります。

謹賀新年

宇都宮支部　井 上 尉 央

　あけましておめでとうございます。

　年男として初めて寄稿します。早いもので今年で

開業１９年目に入りますが、諸先輩方の指導に支え

られ、未だに気持ちは駆け出しの新人のままです。

その一方で、業務として宇都宮ブレックスの立ち上

げから日本一まで、宇都宮花火大会の復活、３Ｘ３

（３人制バスケットボール）世界選手権の宇都宮開

催などに携わり、これまでの行政書士業務の枠を超

え社会における行政書士の存在意義を高めることに

貢献できたかな、とも自負しています。

　２０２２年は新時代の幕開けです。「壬寅」は厳

しい冬を越えて、芽吹き始め、新しい成長の礎とな

る年と言われています。来たるデジタル化社会・国

際化社会に向け、私自身も原点に戻り新しい成長に

向けて精進していこうと思います。

新しい成長に向けて

３Ｘ３世界選手権を主催した

ＸＳＭ社代表取締役中村氏（右）と私（左）
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宇都宮支部　仙 波 信 夫

　年男として私の７２歳の発展を希望する良い年であり、皆様とお祝い

をしたいと思います。

　私は６０歳で定年となり還暦となりましたが、老年の実感は薄かった

と思う。ところが７０歳の古希になると老年の実感が高まってきたので

す。身体の変調は勿論のこと、やる気なども衰えを感じる昨今です。

　しかしながら、これからが私の老年人生の始まりであると思うのです。

このことから趣味としている実家での農業に力を入れるとともに、地域

発展に尽くすことは勿論のこと先人が地域で築いてきた神社・仏閣・お

地蔵様の管理等に取り組んでおります。

　これらのことは、身体を使っての重労働であり自分を鍛えることが出

来ます。また、各種病気防止の抗体を高めることが出き、元気に行政書士会の仕事も出来ます。皆

様もお体をご自愛のうえ、ご一緒に良い年になることを願っています。

古希からの人生に思う

那須支部　中 田 幸 雄

　今年は五黄の寅年。強運の五黄土星と強い金運力の

寅が重なる３６年に一度の金運奇跡の年とされている

そうです。宝くじで高額当選するかも？　夢物語は兎

も角、いつまでも病気をせず健康で元気に過ごしたい

と思う。

　今は健康と実益を兼ねて野菜作りをしています。野

菜づくりは天候に左右されますし、土を耕し土手の草

刈り・防虫対策と思ったより大変なことが多い。同じ

ように育てた積りでも生育に違いが出たり、出来が悪

かったりしてがっかりすることもあります。それでも

何よりも嬉しいのは、おいしい野菜が出来たときです。去年はサトイモが不作で数が少なかったの

が残念でした。これからも頑張っておいしい野菜を作ってまいります。

楽しい家庭菜園

宇都宮支部　中 田 好 則

　新年、明けましておめでとうございます。

　何を書こうかと、ずいぶん悩みましたが趣味の登山

について書くことにします。

　ここ数年、振り返ると山ばかり登っています。昨年

お世話になった上越、会越の山々。山深い山塊に降り

注ぐ雨を日本海と太平洋に分け隔てる分水嶺でもあり、

大陸から吹き付ける冬の冷たい風が山肌に雪を落とし

ていく豪雪地帯。人を寄せ付けない山域。その魅力が

わたしを離さないのです。深山幽谷、静寂の中、ただ

一人。稜線と谷と空。何も考えずに、否、自然の雄大

さにただ圧倒されて考えも及ばないだけかも知れませ

ん。そんな状態が自分には堪らなく良いのです。

　さて、今年もどこの雪山から、思い馳せつつ、会員皆様のご健康を願い素晴らしい年になること

をお祈りしたいと思います。

山深いところで

谷川岳方面から万太郎山の尾根を望む
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宇都宮支部　福 田 　 栄

　あけましておめでとうございます

　本年もよろしくお願いいたします

　行政書士会に登録させていただいて５年ほど経ち

ました。この間、諸先輩方に学ぶことが多いです。

先輩会員の中には、公立学校の校長先生の定年退職

後や、役所を定年退職後に、行政書士登録されてい

る方もいらっしゃいました。今までのご経験を礎に

してさらに学び、活動されていらっしゃる態度には、

見習う点があります。

　『壮にして学べば、則ち老いて衰えず

　　老いて学べば、則ち死して朽ちず』

　　　　　　　『言志四録』江戸時代の儒学者：佐藤一斎

　私も歳を重ねても、自己研鑽に励み、行政書士として活動を続けたいと思います。もし怠けたり

していたら、あの時の意気込みはどうしたのか、と私に問いかけてください。

　皆様に、今年が素敵な年となりますことを、お祈り申し上げます。

あけましておめでとうございます

足利支部　川 内 和 明

　今年６回目の年男を迎えることになりました。今年は五

黄の寅年と言うことで、 高の金運の年だそうで３６年に

一度回って来るとのこと。すると前回の五黄の寅年は３６

歳の年ということになる。どうだろうその年はそれ程有難

い金運に巡りあえただろうか。残念ながら金運とは全く無

縁の生活を送っていたと思う。それが現在まで延々と続い

ている様に思えて仕方が無い。ごくごく普通のありふれた

生活であった。

　そこでこのありふれた生活とはどの様な生活環境であっ

たか思い直してみた。

　結論から言えば、仕事面・健康面等、特にこれといって

特筆することなく、ごく普通の生活環境であった様に思う。

しかしどうだろうこの普通の生活環境こそが自分や家族に

とっても 高の幸せであり、 高の贅沢であると言う考え

に至った訳です。

　そこで残りの人生をどの様に生きていけば良いものか少

し考えてみました。その結果、現在の年齢等を考えると

　何事に関してもとにかくあせらずにスローテンポでじっくりと生きる

という結論に達しました。さて皆様はいかがですか？

瞑想年男

ＮＨ４００便　機内から
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宇都宮支部　池 田 　 猛

　いつの間にか、６回目の年男になりました。行政書士として、ファイナ

ンシャルプランナーとして、技術士として、お客様のご依頼に何でもお応

えすることを基本に仕事をさせていただいています。老若男女、色々な人

たちとの出会いがあり、刺激を受けながら、改めて人生の勉強をしていま

す。今まで分かっていたつもりのものが、中途半端で失敗したり、人の親

切に涙したり、実に楽しい人生です。これからも、周りの人のお支えをい

ただきながら、働くシニアとして、チャレンジ精神を持って頑張っていき

たいと思います。

　シニア世代は、実に楽しい！

シニア世代、万歳！

宇都宮支部　前 原 浩 典

　今年で６回目の寅年を迎え、６０歳の還暦を迎えます。ひ

と昔前であれば十分長生きですが、超高齢化社会で１００才

以上の方が８万人以上いる現代では、まだまだ若輩者です。

　ともあれ、今年の壬寅（みずのえとら）は、家族思いの優

しい虎であり、厳冬を乗り越え、春の胎動を促す年という意

味だそうです。

　思い返せば、昨年８月に、ＶＯＤ方式となった特定行政書

士研修を自宅で受講し、苦心しつつ考査受験に臨み、法定研

修修了者に加えて頂きました。今年は、新しい業務も加えな

がら、地道に実務を重ね自分を磨いていきたいと思います。

　写真は、コロナ禍前の２０１９年９月に、榛名神社の壽老

人像にて、御利益を授かっている所です。

寅年に想うこと

塩那支部　永 井 裕 子

　毎日があっという間で気づけば年女なのだと驚

きました。

　行政書士会に入会して４年目になります。まだ

まだ分らない事も多く、毎日が勉強だと感じてい

ます。

　コロナ禍では今までになくあらゆる面において

環境変化が続き、マイナス思考になりがちでした。

ですが、これもある意味では自分と向き合う時間

と捉え、仕事だけでなく、私生活においてもゼロ

地点に戻り、考える時間を持つことが出来ました。

　今年は自分にできることは何かを精査し、更に

業務に携わることができたらなと思っています。

　私の苦手なのは早起きと、何かを継続して行うことですが、愛犬と朝夕５０分ずつの散歩により

精神面が鍛えられています。

　今年も健康に気を付けて皆さんと良い年にしていきたいです。

　よろしくお願いいたします。

新たな一年のスタート！！
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小山支部　星 野 良 一

　コロナ禍で遠出もできない。近くの鎌倉道中道を歩いた。

中道は鎌倉より奥州に通じる重要な街道で、鎌倉幕府を支え

た下野の御家人（小山・宇都宮氏など）が領地内を整備した。

奥州藤原氏攻めでは源頼朝も通ったであろう。

　出発は小山市内の間々田八幡宮とした。湧水による大きな

沼が前面にあり、軍団の休憩に適している。北側には本殿が

鎮座し、蛇祭で有名である。沼沿いに北東に伸びた道路を

１．５㎞進むと、千駄塚古墳がある。高さ１０ｍの巨大円墳

で周囲には堀の痕跡も残る。旅の目印になったであろう。さ

らに自然にできた道らしく、適度にくねった道を１．５㎞進

むと安房神社がある。今も湧水がみられ、左側に鎌倉道の案

内板がある。ぶらぶら歩きで往復３時間のコースでした。

鎌倉道中道（なかつみち）を歩く

那須支部　塚 本 さ ゆ り

　あけましておめでとうございます。会員の皆

様には日頃よりお世話になっております。大変

親切にしていただいていつもありがとうござい

ます。

　毎年、小さな家庭菜園で野菜を育てていまし

た。土は砂利交じりで栄養がなく、土づくりか

ら少しずつ手を入れてきました。そのかいもあ

り、ピーマンやトマトなどは元気に育っていま

したが、昨年は放置してしまい、何も収穫でき

ませんでした。じゃがいもを植えた記憶があり

ますが、気づいたら雑草になっていました。

　「努力を惜しまず続けること」を今年の目標とします。

謹賀新年

栃木支部　堀 江 優 子

　明けましておめでとうございます。昨年栃木県行政書士会に登録

いたしました堀江優子と申します。今回、広報部様より寄稿のご依

頼を頂き、皆様へのご挨拶の良い機会に有り難いという思いと〔年

女企画？、、、初寄稿で即歳がバレる。〕という不都合の両方を抱

いたのが率直な感想です。

　しかし、ふと我に返ると今年３６歳を迎える３児の母。これはも

はや年齢を気にするレディでもありませんでした。この歳で新たに

１年生から始められることに期待と不安を抱いておりますが、せっ

かく生まれ故郷の栃木で夢であった開業を果たしたのだから、恥じ

らいは捨てて一歩一歩周りへの感謝を忘れずに精進して参りたく存

じます。本年よりどうぞ宜しくお願い申し上げます。

人生をまた１年生から
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　１２月９日（木）１３時３０分よりコンセーレ

において、第３回理事会が開催されました。

　安野会長の挨拶後、安野会長・関副会長より下

記の事項が報告されました。

（１）日本行政書士会連合会の近況報告

（２）令和３年度行政書士試験実施結果の報告

　報告の後、安野会長が議長に就任して議案審議

に入り、上程された議案はすべて承認されました。

　議案第１号　令和３年度事業推進状況について

　　　　　　　中間監査報告

　議案第２号　栃木県行政書士会デジタルシフト

　　　　　　　推進委員会規則の制定について

　議案第３号　栃木県行政書士会積立金管理規程

　　　　　　　の改正について

　議案第４号　栃木県行政書士会会則施行規則の

　　　　　　　改正について

　議案第５号　栃木県行政書士会綱紀委員選任規

　　　　　　　則の改正について

※議案第６号　栃木県行政書士会職務上請求書取

　　　　　　　扱規則の改正について　

　議案第７号　議案第２号から第６号における字

　　　　　　　句の一部修正委任について

　議案の審議終了後、協議事項に入りました。

「令和４年度　関東地方協議会と日行連の連絡会

の計画について」中三川総務部長より説明があり、

令和４年１２月１～２日に開催予定であることが

公表され、協力お願いがされました。

　協議事項が終わり、続いて支部長との意見交換

会が開催され、要望事項などが出された意見交換

会後、理事会を終了いたしました。

　※議案第６号の改正内容については、次ページ

　　をご覧ください。

　　　　　　　　　　　　（広報部　豊田近弘）

令和３年度　第３回　理事会開催

日本行政書士連合会「職務上請求書の適正な使用及び取り扱いに関する規則」の５条にあるとお

り、““行政書士又は行政書士法人は、職務上請求書を、その職務上必要な請求に限り使用できるもの

とし、これ以外の請求や、身元調査等、人権侵害のおそれがある使用は、これを行ってはならない。”

と記されています。

この規定は、職務上必要な請求であっても人権侵害の恐れがある場合には職務上請求書の使用は

できないということです。

当然、人権侵害の恐れがあるか否かの判断は行政書士に委ねられることになりますので、人権の

擁護、個人情報の保護といった観点から適切に判断しなければなりません。戸籍等を取得された側

の立場になって、その内容が依頼人に伝わった場合に生じる問題の有無などをよく考慮して、職務

上請求書を使用してください。その使用については、専門家としての責任を求められる場合があり

ますので安易な使用は控えるようにお願いします。

その他にも、単純取得の禁止（行政書士業務を受任せず、戸籍や住民票の取得のみの依頼で職務

上請求書を使用しないこと）、他士業業務での使用の禁止（兼業をしている他士業の業務において戸

籍等が必要になった場合に、行政書士の職務上請求書を使用しないこと）など、職務上請求書の使

用には注意すべきことが多数ありますので、会報等で定期的に周知を図っていきます。

また、本会ホームページの会員専用ページには“職務上請求書の留意点”について多くの資料が

掲載されていますので参考にされ、適正に使用されますようお願いします。
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令和３年１２月に開催された理事会で職務上請求書取扱規則が改正され、職務上請求書管理委員

会（以下、「委員会」とする。）が設置されました。委員会において令和４年１月１日以降の職務上

請求書の払出し方法を変更しましたので、ご承知おきください。

【職務上請求書払出しまでの手順（R4.1.1 以降）】

①事務局へ以下の書類等を持参（または郵送）

・購入申込書

・誓約書

・使用済み職務上請求書綴り

↓

②事務局は３点の書類等に不備が無いことを確認し、預かる（委員会まで保管）

（使用済み職務上請求書綴りに不備（未記入等）がある場合は預かりません）

↓

③毎月２１日以降に委員会を開催

・使用済み控え用紙を確認し、払出しの可否の判断

・払出し不可とした場合、対応の協議

↓

④払出し可と判断された購入申込みに対し、翌１日に新しい職務上請求書を発送

（裁断処理（パンチ穴）をした使用済み控え綴りも同封する）

（費用支払いがまだの場合は、請求書と払込票も同封する）

【払出しのスケジュールについて】

【その他、注意事項】

・職務上請求書使用済み控え綴りが添付されていない購入申込み（初回申込み）は、委員会に関係

なく職務上請求書の払出しをします。

・委員会で、記入内容だけでは払出し可否の判断が出来ない場合、会員に業務の確認をするため、

上記スケジュールのようにはならず、払出しまで長期間かかります。また、払出し不可の場合は

払出しがなされず、総務部でその後の対応をします。

・払出し日の１日が、土曜・日曜・祝日など事務局の休日に当たる場合、次の事務局の営業日に発

送します。

・職務上請求書の使用および記入に関しては、職務上請求書取扱いの手引きを参考にされ、適切な

使用をお願いします。（手引きは、当会ホームページの会員専用ページに掲載しています）

以上

前月２１日から当月２０日の購入申込みを

事務局において保管

委員会

２１日から月末にかけて

委員会を開催、確認

※翌月１日※

前月委員会分

払出し（郵送）

※当月２０日※※前月２１日※

行政書士

または

行政書法人

事務局

事務局
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　１２月１日（水）９時３０分より、栃木県教育

会館５階小ホールにおいて産業廃棄物処理業等に

係る診断書等作成特別研修会が開催されました。

今回の研修会は建設環境部と中小企業支援部の共

催企画となります。

　栃木県に申請する場合、本特別研修を修了する

ことにより、経理的基礎の審査基準（追加書類）

にある、中小企業診断士などに、行政書士も含ま

れることとなります。

　受講内容は、１時間目　廃棄物の処理及び清掃

に関する法律概要については、当会の顧問弁護士

である伊藤幹哲先生に、２時間目　産業廃棄物処

理業等の許可申請の実務については青木裕一会員

にご講義頂きました。実際の判例や事例を挙げて

わかりやすく講義をされていました。

　午後１時半より、３時間目　財務諸表に基づく

経営分析については松本伸一会員に、４時間目　

経営診断書作成の実務については一戸養子会員に

ご講義頂きました。

産業廃棄物処理業等に係る診断書等作成特別研修会開催

　１１月２２日（月）１３時３０分より栃木県行

政書士会会館２階の会場とオンライン形式とのハ

イブリッドの形態にて、中小企業支援部主催の本

年度第１回目となる「会社設立・企業支援」研修

会を開催しました。

　講師は、中小企業支援部・副部長の金田修治会

員に務めていただきました。今回の研修会は、感

染症拡大防止の観点から会場受講者の人数を制限

して会場８名、オンライン２９名の計３７名の参

加がありました。

　本研修会では、金田修治会員から明るく歯切れ

の良い語り口で会社設立のスケジュールの立て方

から定款の作成、誤記証明書、認証後の書類作成

や株式会社と持分会社等との違いなどについてポ

イントを押さえ、ご自身の実務経験でのエピソー

ドも踏まえながら、他士業との関わり方なども含

めて、分かりやすく丁寧な解説がありました。

　特に、実際に書類の「袋とじ」や「割印」の方

法、使いやすい製本テープの選び方についても実

例を交えて詳細に説明をされていたことが印象的

でした。近年は急激に押印廃止やペーパーレス化

が進行中ですが、「電子的な書類」と「紙の書類」

の共存についても考える機会にもなりました。

　さらに、会社設立の手続きだけではなく、法人

の設立後に行政書士の関与できる分野についても

触れられ、他士業とも連携して、行政書士が設立

に係わった法人の支援にも携わる業務についての

アドバイスもありました。

　途中、オンラインでの配信に多少戸惑うところ

もありましたが、研修会は１時間半以上に及び、

参加者は熱心に講義に聴き入り、実践的で実務に

直結する充実した研修会となりました。ご参加を

頂きました皆様のご協力に心から感謝いたします。

　　　　　　　　（中小企業支援部　青木裕一）

「会社設立・企業支援」研修会開催
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　１２月７日１３時３０分から当会会館に於いて、

栃木県警察本部生活安全部生活環境課　課長補佐

井上誠氏を講師にお招きし、会員１２名の参加の

もとに開催されました。

　講義は先ず法令面からなされ、風俗営業は「風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

に適合しなければなりません。

　この法律の中で風俗営業の許可が必要な業種は、

１号から５号と、特定遊興飲食店となります。ま

たこの他に性風俗関連特殊営業（例・個室付浴場

業、モーテル、ラブホテル等）がありますが、今

回は紙面の都合上、許可申請の も多い１号営業

（社交飲食店営業）についての講義内容について

ご案内いたします。

　風俗営業の許可を取得するためには、大きく分

けて３つの要件を満たさなければなりません。そ

の３要件とは、

　１．人的欠格事項該当しないこと

　２．禁止区域でないこと

　３．営業所の構造等が基準に適合していること

であり、人的欠格事項については我々では調査不

能ですので、申請人の申し出に不安がある場合は、

警察で事前相談されると良いと思われます。

　禁止区域については、用途地域によって風俗営

業の許可は取得できますが営業ができないと言う

場合もありますので注意が必要です。（例えば、

近隣商業地域は風俗営業の許可は取得できますが、

建築基準法では禁止されております。）

　申請手続きに入る前に市役所に行き、必ず用途

地域の確認をしておきましょう。

　現場検査からの注意事項として、

　１．客室内に見通しを妨げる、高さ１メートル

風俗営業研修会の開催

　１２月３日（金）および６日（月）の２日間、

１０時から１５時まで東京出入国在留管理局宇都

宮出張所において無料相談会を実施した。

　同出張所のある宇都宮法務総合庁舎内に相談会

場を設けたが、相談件数は両日合わせて３件とや

やさみしい結果となった。相談会場が庁舎の都合

上同出張所内に設置することができず、在留資格

の相談のみならず同出張所と計画していた申請書

作成サポートなどが難しい状態だった。

　相談ブースの設置場所の再検討、事前案内や告

知等を積極的に行うなど、抽出した課題を改善し、

次年度以降に反映させ、本県に在留する外国人の

方々の適正な手続きのサポート、東京出入国在留

管理局との連携強化による信頼関係の強靭化に努

めていきたい。

　　　　　　　　　　　　（国際部　井上尉央）

　書類を作成する人が用語を理解し、納得できる

ように、懇切丁寧に解説して頂きました。

　なお、現在は更新制を導入しており、新規に受

講される方、更新として受講される方共通の研修

会となっています。

　９時３０分から１７時までという長い時間でし

たが、たいへんわかりやすく、尚且つ内容の濃い

研修会だったと思います。

　来年度も、このような研修会を企画していきた

いと思います。

　　　　　　　　　　（建設環境部　江藤正巳）

東京入管宇都宮出張所無料相談会開催
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　１２月１６日（木）１４時から１６時４５分ま

で行政書士会館２階会議室において第３回研修会

が開催され、会場参加者とＺｏｏｍによる参加者

を含めて２８名が受講されました。

　講師に小山支部の佐藤実会員を招き、「遺産分

割協議書の作成」と「遺言執行者の実務」につい

て各種事例等を交えて書類作成上の留意点など詳

しく講義していただきました。

　遺産分割協議書の作成において、土地・建物の

記載は法務局から 新の登記事項証明書を取り記

載することや、未登記建物がある場合は市町の固

定資産評価証明書の記載を転記する、更に、遺産

分割協議書作成後に新たに遺産が発覚した場合の

再協議の手間を省くため、条項の 後に「本協議

に記載なき遺産及び後日判明した遺産は相続人の

何某に相続する」の文言を入れておくことで、相

続事案の長期化を避けるメリットがあることなど

解説されました。

　また、遺言執行の実務では、受任した場合の開

始から完了までの具体的な手順や、遺言執行者が

第三者に復委任できる範囲等について解説され、

民法の規定の改正により遺言書の執行に当たって

は、令和元年６月３０日以前に作成された遺言書

については「やむを得ない事由が無ければ第三者

に委任することができない」となっていたが、令

和元年７月１日以降に作成された遺言書であれば、

遺言執行者は第三者に委任させることができるこ

とになったことなど説明され、日頃から法律改正

等の情報収集の必要性を痛感させられた研修会で

した。

　　　　　　　　　　（市民法務部　村上和雄）

　　を超えるような衝立・間仕切り・観葉植物等

　　が設置されていないこと

　２．店内の照明の照度が自由に変えられるスイ

　　ッチが設けられていないこと

などがあげられます。他にも注意を要することも

ありますが、誌面の都合上割愛させていただきま

す。

　風俗営業は、法令・規則・条例等で細かく規制

されておりますので、これらと照らし合わせなが

ら、申請は適法且つ適正に行わなければなりませ

ん。

　なお、「特定遊戯飲食店」については、栃木県

内で許可がなされる場所はありませんので、ご注

意下さい。

　また店舗を居抜きで買い取り申請をする場合、

前の人がやっていたから、と言う言葉を鵜呑みに

せず自分で 初から調査をしてください。

　前の営業者が必ずしも適法に営業をしていたと

は限りませんので十分な注意が必要です。

　以上ですが、分からないこと等ありましたら、

事務局を通じて運輸交通風営部までお問い合わせ

ください。

　　　　　　　　（運輸交通風営部　相山有美）

シリーズ「相続」第３回研修会開催
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栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（１２月）　　　　　　　　　　０名

更新申出（１２月）　　　　　　　　　　４名

退会による減少　　　　　　　　　　　　１名

申請取次行政書士（１２月末現在）　１４６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：１月３１日（月）　受付日：２月９日（水）時間は予約時に案内します。

【令和３年分の申請取次実績報告書の提出について】

　年に一度の取次実績の報告時期です。令和３年分（令和３年1月から１２月分）の実績報告書

の提出をお願いします。

（提出期間：２０２２年１月１日～１月３１日。郵送、ＦＡＸ、メールいずれも可）

★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。

※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ヶ月半前から受付開始します。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。）

　１２月２２日（水）１３時３０分より、栃木県

行政書士会２階会議室にて、会社設立研修会第２

回「事業承継・Ｍ＆Ａの概論と実務」が会場参加

者４名、オンライン参加者２１名にて開催されま

した。

　第１部は、宇都宮支部金田会員による「事業承

継・Ｍ＆Ａ」の概要、用語の説明、事業承継の種

類など基礎的な事から始まり、行政書士として関

われること、他士業では関わる事のできない、行

政書士ならではの強みである許認可手続き、契約

書作成などについて、ご自身の経験談を盛り込み

ながら丁寧に講義して下さいました。

　第２部は、小山支部青木会員による「事業承継

・Ｍ＆Ａ」の実務について、イタリアのメディチ

家を例にあげ、事業承継に向けての５つのステッ

プ、対応業務、ご自身でも作成に苦労されたとい

う事業承継計画表について講義して下さいました。

　事業承継・Ｍ＆Ａは行政書士一人で行うのでは

なく、他士業の方や事業引継ぎ支援センター等の

方々と協力し合いながら行うことが成功への秘訣

と感じました。 　　　　　　　　（中小企業支援部　西川育美）

「事業承継・Ｍ＆Ａの概論と実務」研修会開催
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■高齢者等生活サポート項目集 ≪ 連続 回シリーズ 第４回目 ≫
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■高齢者等生活サポート項目集 ≪ 連続 回シリーズ 第４回目 ≫
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日 予 定 時 間 主 催

火 産業廃棄物収集運搬業許可申請研修会 ～ 建設環境部

水 市民法務部会 ～ 市民法務部

木 暴力団排除対策委員会（於：宇都宮市文化会館第２会議室） ～ 暴対委員会

支部長への連絡会（於：宇都宮市文化会館第２会議室） ～ 総務部

支部長会（於：宇都宮市文化会館第２会議室） ～ 支部長会

火 登録説明会 ～ 総務部

水 ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）相談会 ～ 国際部

小山市外国人相談会 ～ 国際部

申請取次新規受付 ～ 申取管理委員会

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）

～ 足利支部

木 広報部会 広報部

月 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） ～ 宇都宮支部

火 土地利用開発部会 ～ 土地利用開発部

東京入管相談会 ～ 国際部

水 ＫＩＦＡ（鹿沼市国際交流協会）相談会 ～ 国際部

～ 国際部

行政書士専門相談（於 小山市役所新庁舎２階相談室）

（予約問い合わせ 小山市生活安心課 ）

～ 小山支部

木 ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）企業向け相談会 ～ 国際部

離婚給付等契約に関する研修会 ～ 市民法務部

金 封印報告書確認 ～ 封印管理委員会

行政書士無料相談（於 栃木市役所本庁舎２階市民相談室） ～ 栃木支部

土 市民公開講座「遺言・相続・成年後見について」

無料相談会（於：足利市民プラザ 西館３０１号室）

～ 足利支部

月 ＵＣＩＡ（宇都宮市国際交流協会）相談会 ～ 国際部

火 制度推進部会 ～ 制度推進部

行政書士による相談（於 佐野市役所市民活動スペース）

（問い合わせ 佐野市市民生活課 ）

～ 佐野支部

木 登録説明会 ～ 総務部

行政書士専門相談（於 小山市役所新庁舎２階相談室）

（予約問い合わせ 小山市生活安心課 ）

～ 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）

（予約問い合わせ ）

～ 小山支部

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

～ 宇都宮支部

月 シリーズ「会社設立・企業支援」研修会 第３回 ～ 中小企業支援部

栃木県行政書士会カレンダー（２月）

～

国際業務研修会（於 栃木県教育会館１階中会議室）

総務部会 総務部～

倫理研修会（於 栃木県教育会館３階大会議室） 総務部～

職務上請求書管理委員会 総務部～金

市民公開講座「相続・遺言について」

無料相談会（於 小山城南市民交流センター「ゆめまち」）

～ 小山支部
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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

外国語対応可能な士業のリストの新規登録及び情報更新時の様式変更について

令和３年度所得税等の確定申告に向けた による申告について（周知）

マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の推進について

令和３年１２月分会費納入について（お願い）

マイナンバーカード代理申請手続事業説明会の開催について

法教育に関する相談窓口の御案内について

出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）及び削減状況の公表について

行政書士制度７０周年記念動画のデータ提供について

令和４年１月１日からの公証事務運用の改定について（周知）

令和４年新年賀詞交歓会及び理事会の開催について

令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の交付について

（周知）

自動車事故対策費補助金の一部の申請受付期間の延長について（周知）

無人航空機登録制度の事前登録受付の開始について（周知）

自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車登

録番号標交付時期猶予について（周知）

「水際対策強化に係る新たな措置に基づく建設・不動産分野での申請について」の

講演について（周知）

封印取付け委託要領等の一部改正について（周知）

特定行政書士全国担当者会議について

マイナンバーカード申請手続相談員に関する再募集等について

ＷＥＢセミナー「消防法セミナー」の開催について（周知）

デジタル手続法施行日に係る住民基本台帳法の改正に伴う戸籍の附票の写しの交付

に関する取扱いの変更について

行政書士試験の会場確保等に係る都道府県への協力依頼について

理事会の開催について

警察行政手続サイトにおけるオンライン申請対象手続の追加について（周知）

下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について（周知）

標準見積書の活用等による労務費及び法定福利費の確保の促進について（周知）

日行連だより

 
令和 年 新春交流会の中止について

毎年、多くのご来賓のご臨席を賜り、新春の恒例行事として定着した

新春交流会ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する

ため、昨年に引き続き今年も中止することになりました。

ご理解くださいますようお願い致します。
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　１２月１６日（木）午後３時より、キョクトウ

とちぎ蔵の街楽習館（栃木市市民文化交流センタ

ー内）で栃木支部研修会が行われました。

　「行政書士事務所経営の基礎」というテーマで

栃木支部の副支部長である綾部会員が講師を務め

ました。

　栃木支部のみならず、宇都宮支部、鹿沼支部、

小山支部、佐野支部の会員の参加もありました。

配布された研修会資料には、「金なし、ツテなし、

能力なし。日々やりくり、日々いっぱいいっぱい。

何もない所から始まる経

営」というサブタイトル

がありました。

　綾部会員が入会してか

ら、今までやってきたこ

とを時系列で追いながら、

そのとき、実際にどんな

ことをやっていたのか、

また、実感したことなど

を通して事務所経営のひとつの例を知ることので

きる研修内容でした。

　共感できるところ、なかなか普段は聞けないこ

と、またはとても参考になるところのある研修だ

ったと思います。思わず、吹き出してしまうよう

なところもあり、今までにないユニークな研修会

でした。

　　　　　　　　　　　　（支局長　田中順子）

【栃　木】

栃木栃木木栃木栃木栃木栃木栃木栃木栃栃 支支支支部支部支部支部支部支部支支部部部研修研修研修研修研修研修研修研修研修会会会会会会会会会栃木支部研修会

能力なし。日々やりくり、日々いっぱいいっぱい。 　　　　　　　　　　　　（支局長　田中順子）

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。

国土交通省から通知があり、栃木県においても、通知に記載された経営規模等評価の再審査の特例

について、下記のとおり取り扱うこととなりました。

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。

「経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて」及び「建設業法第七条第二号ハの国土交通

大臣が認定する者への工事担任者の追加について」の送付について

［国交省文書］経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて

［国交書文書］建設業法第七条第二号ハの国土交通大臣が認定する者への工事担任者の追加につ

いて

標記の件について、栃木県環境森林部資源循環推進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。

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の一部改正について

【改正概要】収集運搬業審査基準

【新旧対照表】収集運搬業審査基準

【改正後】収集運搬業審査基準

当該改正省令及び告示により、令和３年６月１６日以降に経営規模等評価を申請した建設業

者であって、申請の際に能力評価の結果を証する書面等の写し（レベル判定結果通知書）を

提出することができなかった者は、令和４年４月２６日（省令公布から４ヶ月間）までの間

に限り、再審査の申立てに応じる。

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
の一部改正について ～栃木県環境森林部より～

「経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて」及び「建設業法第七条第二号ハ
の国土交通大臣が認定する者への工事担任者の追加について」～栃木県県土整備部より～
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【日行連発第 号】デジタル手続法施行日に係る住民基本台帳法の改正に伴う戸籍の附票の写し

標記の件について、日行連より、周知依頼がありました。

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。

の交付に関する取扱いの変更について

［総務省からの文書］

デジタル手続法第 号施行日（令和 年 月 日）において施行される改正内容

デジタル手続法の一部の施行期日を定める政令等について（通知）

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 号】住民基本台帳法の改正に係る現行の職務上請求書を使用した戸籍の附票の

写しの請求ついて

戸籍の附票の写しを請求する際に、「戸籍の表示（本籍地及び筆頭者）、在外選挙人登録情報」

の記載が必要であることを求めるための書式

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 号】令和 年 月 日からの公証事務運用の改定について

添付 日本公証人連合会周知依頼

別添 令和 年 月 日からの公証事務運用の改定について

別紙 執行文（単純・数通）付与申立書

別紙 執行文（事実到来・承継）付与等申立書

別紙 正謄本請求書

別表 嘱託人作成文書への押印を廃止する書類について

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 号】無人航空機登録制度の事前登録受付の開始について

住民基本台帳法の改正に係る現行の職務上請求書を使用した戸籍の
附票の写しの請求ついて ～日行連より～

デジタル手続法施行日に係る住民基本台帳法の改正に伴う戸籍の
附票の写しの交付に関する取扱いの変更について ～日行連より～

令和 年 月 日からの公証事務運用の改定について
～日行連より～

無人航空機登録制度の事前登録受付の開始について
～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 号】自動車 による変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び

自動車登録番号標交付時期猶予について

添付 協力依頼

添付 地方局宛通知

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 号】封印取付け委託要領等の一部改正について（周知）

［国交省文書］封印取付け委託要領の一部改正について

［国交省文書］封印取付け委託要領の運用等の一部改正について

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 号】警察行政手続サイトにおけるオンライン申請対象手続の追加について

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 号】自動車事故対策費補助金の一部の申請受付期間の延長について（周知）

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 号】令和 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の交付

について（周知）

自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の
取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について ～日行連より～

自動車事故対策費補助金の一部の申請受付期間の延長について
～日行連より～

令和 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金
の交付について ～日行連より～

封印取付け委託要領等の一部改正について
～日行連より～

警察行政手続サイトにおけるオンライン申請対象手続の追加について
～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 号】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について

国交省文書（主要民間団体宛て）

国交省文書（建設業団体宛て）

国交省文書（建設業団体宛て 留意事項）

概要

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 号】標準見積書の活用等による労務費及び法定福利費の確保の推進につい

て

国交省文書（建設業団体宛て）

総務省・国交省文書（地方公共団体宛て）

国交省文書文書（民間発注者団体宛て）

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。

ＷＥＢセミナー「消防法セミナー」の開催について

標準見積書の活用等による労務費及び法定福利費の確保の促進につ
いて ～日行連より～

下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について
～日行連より～

ＷＥＢセミナー「消防法セミナー」の開催について
～日行連より～
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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

　　

　今回は小山支部の斎藤千晴会員の事務所へおじ

ゃましました。

氏　　　名　斎藤　千晴

事務所名称　行政書士斎藤ちはる事務所

所　在　地　小山市本郷町２丁目６番２０号

入　会　日　令和３年６月１５日

Ｑ：行政書士を目指した動機を教えて下さい。

Ａ：以前は愛知県で警察官として働いていました

が、結婚を機に栃木県へ転居することになり退職

しました。その後は子供も生まれ、しばらく専業

主婦をしていましたが、再び仕事をしたい気持ち

が強くなりました。専門的で前職の経験も生かせ

る仕事ではないかと思い、行政書士になろうと思

いました。

Ｑ：合格後は、すぐに開業されたのでしょうか？

Ａ：平成２８年の試験に合格し、「よし、仕事す

るぞ！！」と意気込んでいましたが、その翌年に

第２子を出産したのでしばらく子育てに専念して

いました。子供が３歳になってこども園に入園し、

日中仕事ができる環境が整ったので開業に至りま

した。

Ｑ：どのような業務を主にされていますか？

Ａ：まだそれほど業務を取り扱っていないのです

が、佐野自動車登録代行センターで自動車登録関

係を中心に勉強中です。

Ｑ：行政書士としてやりがいを感じるのはどんな

時ですか？

Ａ：開業後間もないので、まだまだやりがいを感

じるまでには至っていませんが、お客様から「あ

りがとう」と言ってもらえた時には大変嬉しく思

います。

Ｑ：今後の目標を教えて下さい。

Ａ：今後は、仕事と子育てのバランスを取りつつ

も、全力で業務に取り組みたいです。開業してか

らは自分の無知を痛感する日々です。知識と経験

を積んで「頼れる街の法律家」を目標にがんばっ

ていきたいです。

Ｑ：座右の銘は何でしょうか。

Ａ：「継続は力なり」です。

Ｑ：趣味や休日の過ごし方

Ａ：趣味は、３年前に始めたトランペットです。

だんだんと自分の演奏したい曲も吹けるようにな

り、良い音が出ると爽快な気分になれます。子供

がいるのでアニメソングをよく吹いています。特

に「名探偵コナン」のメイン・テーマは私自身も

好きな作品で、曲の出だしがかっこよくて演奏し

ていると心が躍るようで、とても好きです。休日

は子供たちと一緒に遊んで過ごしています。

　はきはきとしっかりとした話し方をされる一方

で、穏やかな笑顔が印象的な斎藤会員。「頼れる

街の法律家」として活躍するために、業務と子育

てを両立しながら日々努力されています。筆者と

同時期に登録されており、置いて行かれないよう

に自分も頑張らねばと、お話を伺いながら決意を

新たにする次第でした。末筆となりますが、快く

取材を受けて頂き感謝いたします。今後のますま

すのご活躍を期待します！

　　　　　　　　　　　　（支局長　田邉幸樹）
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支局かわら版

支部日光
神橋（しんきょう）－ 山菅の蛇橋（やますげのじゃばし）

　勝道上人は１０人のお弟子さんを連れて、今の

鹿沼市古峯ヶ原の方から、山を越え谷を渡ってや

って来ました。そして、今の神橋の所へ出たので

す。大谷川の両岸は、切り立ったがけでその下を

流れる水は深くて、流れが速くどうしても渡るこ

とができませんでした。勝道上人は、岩の上にす

わり、神様や仏様をおがみ、「わたしは、この川

（大谷川）を渡り、向こう岸（今の山内）に神様

や仏様をおまつりするつもりです。どうかこの勝

道の願いを聞きとどけ、この川を渡らせてくださ

い。」と、熱心にお祈りしました。

　すると、向こう岸の岩の上に、青と黒のしまの

着物を着て、首にドクロをつるした恐ろしそうな

神様が現れ、「わたしは深沙大王（じんじゃだい

おう）であるぞ。今、勝道の願いを聞きとどけ、

川を渡らせてやろう。」と叫ぶと、手に持ってい

た２匹のへび（蛇）を川の上に投げました。２匹

のへびは、空中で大蛇となり、からみ合って、橋

のように川の上へ渡りました。しかし、へびの背

中はつるつるすべるし、うろこはきらきらと光っ

ているので、とても怖くて渡れませんでした。と

ころが、深沙大王が口の中で何かじゅもんをとな

えると、へびの背中いっぱいに山菅（芝生の草の

ように細長い草）が生えて、へびの体をかくした

のです。

　それで、勝道上人たちはぶじに川を渡ることが

できたのです。へびが橋をかけたところは、今ま

でに何十回と橋がかけかえられ、今のようなりっ

ぱな「神橋」となったのです。

　勝道上人はぶじに川を渡った後、大谷川のほと

りに四本龍寺（しほんりゅうじ）と本宮神社（ほ

んぐうじんじゃ）を祀りました。この四本龍寺で

修業を重ねながら、男体山の登頂をめざしたので

す。

出典（八木沢亨著「子どものための日光のむかしばなし」

より）

　出典（日光文化財愛護少年団育成会編『わくわ

く日光社寺たんけん』）。

　写真提供は日光在住の画家「坂本正子」氏。

昨年のお正月夕方の様子です。

　　　　　　　　　　　　（支局長　石川　茂）

　勝道上人は、奈良時代の７３５年（天平７年）下野の国芳賀郡に生まれました。幼い時の「山川を歩

いて日光の三神（さんじん）に会い、人々を救え」との神様のお告げに従い、７６６年（天平神護２年）

初めて日光に来ました。
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離婚給付等契約に関する研修会 市民法務部 主催

昨今増加している離婚相談について、弁護士の目線から行政書士が作成する離婚協議書等の

留意点を踏まえ、ご講義いただきます。

○開催日時 令和４年２月１７日（木）１３：３０～１５：３０

○開催場所 栃木県行政書士会館２階からＺｏｏｍによる配信

○研修内容 離婚給付等契約に関して

○講 師 弁護士 伊藤 幹哲 氏

○資 料 申込者には、後日ダウンロード方法をＦＡＸまたはメールにてお知らせします。

会場受講者も、ご自身でご用意ください。会場では配布いたしません。

○対 象 者 会員、補助者（会場受講は一事務所に付きどちらか１名。）

○受 講 料 無料

Ｚ ｏ ｏ ｍ 受 講 希 望 者

○定 員 ８０名（先着）

○申込方法 メールのみ。研修会名、会員名、登録番号を記載して送信ください。

本会代表メールアドレス：

※ 申込者には本会代表メールアドレスから必ず一度返信します。

※ 申込後、２月８日正午までに返信メールが届かない場合は、事務局までお問い合せください。

○申込締切 ２月７日（月）

○受講方法 「Ｚｏｏｍ」を使用します。（無料にてご利用可能です。）

※ 聴講にはインターネットに接続されたスピーカー付きのパソコン（又はスマートフォン、タ

ブレット等）が必要です。事前に操作方法を各自でご確認ください。

※ 音声や映像の途切れを防止するため、有線でのインターネット接続をお薦めいたします。

※ インターネット接続利用料は各自でのご負担となります。

会 場 受 講 希 望 者

○定 員 コロナ対策のため定員は１０名で基本的には先着とします。受講者証を送信します。

○申込方法 ＦＡＸもしくはメールによる申込。ただしメールの場合は、Ｚｏｏｍ受講希望者と勘

違いする可能性があるため、必ず会場での受講希望と記載願います。

○申込締切 ２月７日（月）

（申し込み状況によっては、期日前に締め切らせていただきます。）
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倫理研修規則に基づく「倫理研修会」開催のお知らせ 総務部 主催

倫理研修規則に基づき「倫理研修会」を下記の要領で開催します。

規則に、会員は“倫倫理研修を受講するよう努めなければならない。また、初回受受講後は５年毎に

研研修を受講するよう努めなければならない。”と規則で規定されておりますので、５年以内に開催

した倫理研修を受講されていない会員は、今回の研修に参加されるようお願い致します。

また、“新新規登録会員は、その登録の日の属する年度の研修を受講するように努めなければなら

なない。”という規定もありますので、今年度登録された会員の方はお申し込みください。

倫理は実際の業務に直結しませんが、おろそかにすると処分を受け、社会的信用を失うなど大変

な事態に陥ることもあります。是非この機会に受講され、いま一度倫理を見直してください。

○開催日時 令和４年２月２４日（木）１３：３０～１５：３０（受付１３：００～）

○開催場所 栃木県教育会館（宇都宮市駒生１－１－６）３階 大会議室

○研修内容 倫理研修規則に基づく「倫理研修会」

１３：３０～１３：４５ 会長あいさつ および「業務上の倫理について」

講師：会長 安野光宣

１３：４５～１４：００ 「職務上請求書の使用および記入の注意点について」

講師：総務部長 中三川浩志

１４：００～１５：２０ 「行政書士の業務における委任の実務」

講師：今泉法律事務所 伊藤 一 弁護士

伊藤幹哲 弁護士

１５：２０～１５：３０ 研修全体や倫理に関しての質疑応答

○対 象 者 会員（補助者の方は受講出来ません。）

○受 講 料 無料

○申込締切 ２月１８日（金）

※ 全講義受講された方のみ、倫理研修規則に規定された“受講”とみなします。

栃栃木県行政書士会倫理研修規則

（目 的）

第第１１条条 この規則は、栃木県行政書士会（以下、本会という。）会員が、行政書士法の規定を遵守す

る為に、行政書士の倫理に関する研修（以下、研修という。）の実施について必要な事項を定め、

もって会員の品位と信用を高めることを目的とする。

（受 講）

第第２条 会員は、研修を受講するよう努めなければならない。また、初回受講後は５年毎に研修を

受講するよう努めなければならない。

２ 新規登録会員は、その登録の日の属する年度の研修を受講するよう努めなければならない。但

し、登録の日がその年度の研修終了後である場合は翌年度の初回の研修を受講するよう努めなけ

ればならない。

（指 導）

第第３条 会長は、前条の研修を受講していない会員に対して、研修を受講するよう指導を行う。

（運 営）

第第４条 研修の運営は、総務部が行うものとする。

（実 施）

第第５条 研修は、毎年１回以上実施する。
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シリーズ「会社設立・企業支援」研修会 第３回 中小企業支援部 主催

第３回目では、事業計画書作成についての研修会を行います。

中小企業診断士による事業計画書の作り方や心掛けていること、企業分析方法の解説として

ＳＷＯＴ分析、ＶＲＩＯ分析等にも触れていただく予定です。

シリーズ研修ではありますが、内容は各回独立していますので、受講したい内容のみの参加

で問題ありません。興味のある会員は、是非ご参加ください。

Ｚｏｏｍで行いますが、先着１０名のみ行政書士会館でも受講できます。

○開催日時 令和４年２月２８日（月）１３：３０～１５：３０

○開催場所 栃木県行政書士会館２階からＺｏｏｍによる配信

○研修内容 事業計画書作成について

○講 師 中小企業診断士 半田 富男 氏

○資 料 申込者には、後日ダウンロード方法をＦＡＸまたはメールにてお知らせします。

会場受講者も、ご自身でご用意ください。会場では配布いたしません。

○対 象 者 会員

○受 講 料 無料

Ｚ ｏ ｏ ｍ 受 講 希 望 者

○定 員 ８０名（先着）

○申込方法 メールのみ。研修会名、会員名、登録番号を記載して送信ください。

本会代表メールアドレス：

※ 申込者には本会代表メールアドレスから必ず一度返信します。

※ 申込後、２月２１日正午までに返信メールが届かない場合は、事務局までお問い合せくだ

さい。

○申込締切 ２月１８日（金）

○受講方法 「Ｚｏｏｍ」を使用します。（無料にてご利用可能です。）

※ 聴講にはインターネットに接続されたスピーカー付きのパソコン（又はスマートフォン、

タブレット等）が必要です。事前に操作方法を各自でご確認ください。

※ 音声や映像の途切れを防止するため、有線でのインターネット接続をお薦めいたします。

※ インターネット接続利用料は各自でのご負担となります。

会 場 受 講 希 望 者

○定 員 コロナ対策のため定員は１０名で基本的には先着とします。受講者証を送信し

ます。

○申込方法 ＦＡＸもしくはメールによる申込。ただしメールの場合は、Ｚｏｏｍ受講希望

者と勘違いする可能性があるため、必ず会場での受講希望と記載願います。

○申込締切 ２月１８日（金）

（申し込み状況によっては、期日前に締め切らせていただきます。）
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国際業務研修会 国際部 主催

○開催日時 令和４年２月１６日（水）１３：３０～

○開催場所 栃木県教育会館１階中会議室（宇都宮市駒生１－１－６）

○研修内容 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。

○対 象 者 会員（申請取次者でなくても受講できます。補助者は不可）

○受 講 料 無料

○申込締切 ２月１０日（木）

○○定 員員 相相談事事例発表者とと相談会オブザーバーをを含め３３０名

＊＊研修会会場に定員があるため、相談事例発表者とと相談会オブザーバーもも必ず申し込

みみをしてください。

※「出出入国管理法令集」」、「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 
法法令集をを必必ずごご持参ください。

２/１６ 無　料

無　料

２/１０国際業務研修会

研　修　名

離婚給付等契約に関する研修会

２/２４ ２/１８
倫理研修規則に基づく

「倫理研修会」開催のお知らせ

２/１７
無　料 ２/７

ＺＯＯＭでの受講希望者はメールでお申し込みください。

シリーズ「会社設立・企業支援」

研修会　第３回
２/２８

無　料 ２/１８

ＺＯＯＭでの受講希望者はメールでお申し込みください。
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　昨年で収まると思っていた新型コロナウ

イルスは、新しい株を作り、一向に衰える

気配がありません。新しい生活様式として、

マスクや手洗いが習慣化されたことは、風

邪の予防にも幸いしているようです。

今年もよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　（広報部　小平磨弓）
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