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　２月１７日（金）１２時よりホテル東日本宇都

宮にて、栃木県行政書士会・栃木県行政書士政治

連盟主催の新春交流会が開催されました。

　栃木県行政書士会長竹基行副会長の開会の言葉

に続いて、栃木県行政書士会安野光宣会長、栃木

県行政書士政治連盟手塚理恵会長より主催者挨拶

がありました。

　御来賓の栃木県知事・栃木県行政書士会名誉会

長福田富一様、栃木県市長会会長・宇都宮市長佐

藤栄一様、日本行政書士会連合会会長常住豊様、

日本行政書士政治連盟幹事長児島良孝様、衆議院

議員輿水恵一様、参議院議員高橋克法様、片山さ

つき様、栃木県議会議長山形修治様より御祝辞を

いただき、多くの県会議員の皆様に御登壇いただ

きました。

　栃木県行政書士会相談役須永威様のご発声によ

り乾杯が行われました。「とちぎの地元の酒で乾

杯を推進する条例」に基づき、乾杯酒は益子町産

のとちおとめがふんだんに使われた外池酒造の

「苺のお酒」が用意されました。

　和やかな雰囲気の祝宴の合間には、県内外のス

テージで活躍されている音楽ユニットＳＥＡＥＳ

のお二人による生演奏が披露され、会場に華を添

えていました。

　３年振りの新春交流会で、楽しみにされていた

方が多かったと感じ、これまでにも増して懇親を

深める事ができたようで、栃木県行政書士会相談

役横山眞様の中締めの後、毛塚勝行副会長の閉会

の言葉でお開きとなりました。

　　　　　　　　　　　　（総務部　小池　学）

令和５年新春交流会
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　１月１６日（月）１３時３０分から１５時３０

分まで栃木県行政書士会館でシリーズ「相続」第

４回研修会が開催されました。

　今回は宇都宮公証センター公証人の佐藤孝明先

生により「現行民法下の遺言について」と題して

①遺言の意義、②遺言の内容及び効力、③遺言の

執行について、実際の遺言公正証書を活用して分

かりやすく講義していただきました。①遺言の意

義のセクションでは、遺言の性質、遺言の方式及

び遺言の保管方法等を説明していただきました。

②遺言の内容及び効力のセクションでは、遺言の

機能、法定相続及び法定原則の修正等をお話しし

ていただきました。③遺言の執行のセクションで

は、執行を必要としない行為や執行を必要とする

行為を、それぞれ具体例を挙げて解説していただ

きました。

　会場受講とＺｏｏｍ受講合わせて３８人の会員

に参加いただきました。参加された皆様、大変お

疲れさまでした。

　　　　　　　　　　（市民法務部　髙山伸人）

「相続」第４回研修会

　２月２０日（月）午後１時半より、栃木県行政

書士会館２階にて建設業基礎研修会が開催されま

した。受講者は３６名（会場７名、Ｚｏｏｍ視聴

２９名）で、講師は栃木県県土整備部監理課建設

業担当 主査 関口 嵩様にお願いしました。

　内容としては、建設業法の目的、用語の定義、

概要をご説明頂いた後に建設業許可の許可要件、

許可制度とご説明頂きました。

　今回は基礎研修なので、発注者、元請業者、下

請業者などの建設業の用語や一般建設業と特定建

設業の違いなどを丁寧なご説明を受けました。

　今後、実際に建設業許可を受任した際依頼者

（社長）と打ち合わせをする時、今回の研修内容

を覚えていれば十分にやっていけると感じました。

　建設業許可はとても奥深い申請で依頼者によっ

て申請パターンも違います。しかし基礎がしっか

りしていれば対応できると思います。今回の基礎

研修が今後の実務に活かすことができればうれし

く思います。

　　　　　　　　　　（建設環境部　片栁秀明）

建設業基礎研修会
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　２月２２日（月）１３時３０分から１５時３０

分まで栃木県行政書士会館で離婚給付等契約に関

する研修会が開催されました。

　今回は本会顧問弁護士である今泉法律事務所の

弁護士伊藤幹哲先生により講義していただきまし

た。研修は具体的なＱ＆Ａ方式で、必要に応じて

養育費・婚姻費用算定表、婚姻費用請求書（案）

や離婚給付等契約公正証書（案）の参考資料を活

用しながら、大変丁寧に進めていただきました。

　そのため、離婚給付等契約公正証書作成等業務

の経験がない会員にとっても、大変貴重で実際の

業務にも役立つ研修となりました。

　会場受講とＺｏｏｍ受講合わせて２８人の会員

に参加いただきました。参加された皆様、大変お

疲れさまでした。

　　　　　　　　　　（市民法務部　髙山伸人）

離婚給付等契約に関する研修会

　２月２７日（月）１３時３０分より栃木県行政

書士会館において建設業許可・経営事項審査　電

子申請に関する研修会が行われました。会場参加

者７名Ｚｏｏｍによる参加者２７名となりました。

　講師は、栃木県県土整備部監理課建設業担当　

主査　関口　嵩様にご講義をいただきました。

研修内容は、令和５年１月１０日から実施されて

いる建設業許可・経営事項審査　電子申請システ

ムの申請状況についてです。前半が電子申請方法

～受付・審査・許可証の発行までの一連の流れに

ついての講義、後半が１月１０日から開始された

電子申請システムの現在の状況についての説明と

いう内容です。

　前半については、電子申請するにはあらかじめ

行政書士と申請者の両者がＧビズＩＤを取得して

システム上で委任関係を設定しなくてはならない

という点でちょっと障壁があると思いますが、今

後は電子申請がメインになっていくものと思われ

ますので、慣れていくことも必要かと思います。

もちろん、紙での申請もなくなるわけではありま

せんのでご都合の良い方で申請していただければ

と思います。

　後半の現在の状況については、電子申請が始ま

ってから約１か月半で変更届等、３件ということ

でした。但し、ＪＣＩＰの情報では栃木県内の質

問・不具合等の問い合わせが、メール１９９件、

電話３７５件となっている。これは全国レベルで

考えると、数万件の問い合わせがあったというこ

とになりパンク状態だというお話がありました。

まだまだ問題点が多い状況ですが、順次解消に向

けて対応していきたいということでした。

　短い時間でしたが、簡潔で非常にわかりやすく

有意義な研修会でした。建設業許可関係は多くの

会員の取扱業務だと思いますので、今後も定期的

に電子申請についての研修会を企画してデジタル

化への対応の一助になればと思いますので是非ご

参加ください。

　　　　　　　　　　（建設環境部　福田雅友）

建設業許可・経営事項審査　電子申請に関する研修会
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　２月２８日（火）１３時３０分より第３回目の

デジタル入門研修会が、行政書士会館２階及びオ

ンラインによるハイブリッドで行われました。会

場参加者は３名、オンライン参加者は１０名でし

た。

　「ＧビズＩＤの紹介」

と「ＧビズＩＤの取得」

について実習を伴う研修

です。講師は、デジタル

シフト推進委員会の青木

副委員長が務めました。

　「ＧビズＩＤ」を使うと、補助金の「電子申請」

だけでなく、様々行政サービスを受けることがで

きるようになります。本年１月１０日から始まっ

た建設業許可申請にも利用されるので、デジタル

シフト推進委員会としてテーマに選定致しました。

　研修に先立ち、Ｚｏｏｍ受講者に、パソコン操

作を遠隔で支援できるツールの導入を試みました

が、受講者側の混乱を招いてしまい、つまづいて

しまいました。次回以降の改善点として取り組み

ます。

　講座は、テーマを絞り込んだこともあり、講師

経験の豊富な青木副委員長がテンポよい説明を実

施していただけました。実習もわかりやすかった

と思います。

　次回４回目は、パソコンのセキュリティに関す

る説明と無料のＷｉｎｄｏｗｓ１０、１１標準の

セキュリティソフト「Ｗｉｎｄｏｗｓ　ｄｅｆｅ

ｎｄｅｒ」を設定する実習となります。セキュリ

ティについては、なかなか学習する機会が得られ

ないため、良い機会になると思います。また実

習する「Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｄｅｆｅｎｄｅｒ」は、

無料でありながら大手セキュリティソフトに引け

を取らないセキュリティ能力を備えています。特

別なインストール作業など必要のない実習となり

ますので、ぜひご参加ください。

　また、“デジタルシフト入門”と題して本誌に

も連載記事の投稿をしています。会員のデジタル

スキルアップに役立てていただければと思います。

こちらもご一読願います。

　　　（デジタルシフト推進委員会　室賀芳明）

デジタル入門研修会
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ＡＩ技術（特に機械学習機能）を取り入れたデ

ジタル技術が、急速に普及を始めています。本シ

リーズでも、検索、画像認識とスキャナー、翻訳

等のアプリについてご紹介しました。今回も、Ａ

Ｉ技術を用いた音声認識と文字起こしアプリにつ

いて、ご紹介します。

音声は、性別、話し方、言葉遣いなどで大きく

様相が異なります。声の情報と言語の情報を密接

に組み合わせながら、文字に変換する技術が音声

認識です。

「文字起こし」は、字の通り、録音データから、

人が文字を起こすことです。最近では、ＡＩ技術

を取り入れた音声認識技術により、コンピュータ

が文字を起こすことに変わりつつあります。

実用面では、録音データから議事録を作成した

り、インタビュー記事或いは講演記事を起こす作

業を直接人が行ってきました。速記や字幕もその

範疇です。場合によっては、筆談（口述筆記）も

その一つかと思います。

これらをデジタル化により、人を介さずにある

いは最小限の手間で文字化する技術です。

精度よく音声入力するコツは、翻訳アプリと同

じです。滑舌良く適当な速度で話すこと。区切り

を入れ、長く話さない事等となります。前回紹介

した音声翻訳アプリと同じです。

ＷＷｉｎｄｏｗｓの音声入力力 

Ｗｉｎｄｏｗｓ７以前から音声入力機能があ

ったようです。今から１０年ほど前です。

Ｗｉｎｄｏｗｓ１０からは、「Ｗｉｎｄｏｗｓ

＋Ｈキー」で音声入力機能が立ち上がり、ワード

に音声で入力が可能となります。

作業を行っていただければ、判りますが、句読

点、改行も認識してくれます。難しい漢字の変換

もできています。同音或いは発音が紛らわしい言

葉は、難しいですが、手直しは少ないと感じまし

た。

ススマートフォン用マイクロソフト３６５５ 

この１月から「Ｏｆｆｉｃｅ」モバイルアプリ

から名前が変わりマイクロソフト３６５となりま

デジタルシフト推進委員会

した。無料でありながら、多彩な機能を持ち、覚

えるのも大変なお得感のあるアプリです。前々回

に、スキャナーとして紹介しましたが、音声入力

機能（翻訳機能付き）について紹介します。

マイクロソフト３６５をタップし、ワードをタ

ップします。さらに「音声」をタップすることで、

ワード文書に音声入力が可能となります。誤字、

脱字も無く、句読点まで自動で入力してくれます。

入力の終了をタップすると、ワンドライブにワー

ドファイルが保存されます。この一連の流れは、

マイクロソフトならではと思います。ワンドライ

ブに保存されることで、後でパソコン等で編集し

たり、利用することが可能となります。

録録音ファイルから文字起こしし 

長い期間録音テープに頼っていた、会議議事録

の文字起こし作業も、変革期にきたように思いま

す。録音データからＡＩ技術を搭載した自動の文

字起こしサービスが急速に精度を増し、取って代

わろうとしています。ＣＬＯＶＡ Ｎｏｔｅ（クロ

ーバノート）、Ｎｏｔｔａ（ノッタ）は、ブラウザ

上から無料で利用できる文字起こしオンラインツ

ールです。時間制限はそれぞれありますが、操作

が容易く、精度が良いのも特徴です。

会議録音データを議事録にするには、文字変換

に要する数分の時間と、文字変換されたデータの

手直しに要する短い時間で議事録が作成できまし

た。録音データを聞き取って手入力するとどの程

度の時間を要するかわかりませんが、大幅な作業

軽減につながります。

デジタルシフト推進委員会では、会員のデジタ

ルスキルアップを図るため、研修会を開催してい

ます。

また会員専用ページには、紹介したアプリやツ

ールの紹介動画も掲載しています。こちらもぜひ

ご利用ください。

（デジタルシフト推進委員会 室賀 芳明）

第６回 音声認識と文字起こし
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　１月２８日（土）１３時３０分からさくら市喜

連川公民館に於いて、コロナ禍により、２年間も

延期となっていた支部研修会がフリートーク形式

で開催されました。

　テーマは、かねてより、話題となっていた報酬

金額について１１名の参加者全員から意見が出さ

れました。予定した報酬の項目は、①相続、②遺

言、③土地利用関係、④自動車関係、⑤その他と

盛りだくさんでしたが①から③についてのみで予

定をオーバーしてしまい大変に盛り上がる内容で

した。多くの会員は、会で公表している報酬額統

計調査を基に標準報酬を定めているものの請求に

あたっては、様々な事情を加味して決めているよ

うである。先輩会員の方からは以前あった歩掛表

の提示やそれぞれが経験した失敗談等の発表もあ

り、大変貴重な内容で充実した時間が経過してし

まいました。今後は、更に多くの会員が参加でき

る講座内容が興味のもてる研修会を期待していま

す。

　　　　　　　　　　　　（支局長　石下辰博）

　２月２日（木）午後１時より、あしかがフラワ

ーパークプラザにおいて、令和４年度第３回足利

支部理事会が開催されました。

　吉沢副支部長の開会の言葉、相山支部長の支部

長挨拶の後、２月１８日（土）に行われる市民公

開講座の実施について、当日のタイムスケジュー

ルや役割分担等を話し合い、確認致しました。

　次に、令和５年度の役員改選について来期から

就任する理事の人数等について、確認をしました。

　令和５年度には、新たに足利支部の会員になっ

た方にも、支部の活動に積極的に参加していだだ

けることを期待致します。

　　　　　　　　　　　（足利支部　本間美帆）

　２月１１日（土）午後１時３０分より、コンセ

ーレアイリスホールにて、宇都宮市の後援をいた

だき市民公開講座「相続・遺言について」を開催

しました。

　立春は過ぎたものの、前日には雪が降る天候と

なり当日の足元が悪くなるのではないかと心配し

ておりましたが、幸いにも積雪はほとんどなく、

予定時刻よりも早く多くの方にお集まりいただき

ました。

　伊澤支部長による挨拶、

栃木県行政書士会より安

野会長の挨拶に続き、第

１部は宇都宮支部副支部

長の金田会員による講演

会を開催し、２９名の方

に御参加いただきました。

相続と遺言について、短

時間で市民の皆様がより理解される内容でした。

　第２部は無料相談会を開催しましたが、相続や

遺言を中心に合計２４件の相談があり、支部役員

が協力して対応に当たりました。御参加いただい

た皆様には、行政書士に相談して良かったという

表情で帰られる様子だったのが印象的でした。

　宇都宮支部では、宇都宮市役所、うつのみや表

参道スクエアで毎月相談会を開催しておりますの

で、こちらも市民の皆様のご来場をお待ちしてお

ります。

　　　　　　　　　　　　（支局長　小池　学）

【宇都宮】

市民市民市民民市民民市民市民市民民民公開公公公開公開公開公公開公公公開開公開講座講座講座講座講座講座講座講座講座講 開催開催開催開催開催開催催開催催催市民公開講座開催

【足　利】

足利足利足利利足利足利利足利利利支部支部支部支部支部部支部支部部支支部支部理事理事理事理事理事理事理理事理事理事事会開会開会開会開会開開会開開会会 催催催催催催催催足利支部理事会開催

【塩　那】

塩那塩那塩那那塩那那那塩那塩那那那支部支部支部支部支部部支部支部支部部支部支部研修研修研修研修研修修研修研修研修修修会開会開会開会開会開会開会開開会開会開会 催催催催催催催催催塩那支部研修会開催
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　２月１８日（土）１３時００分よりあしかがフ

ラワーパークプラザにおいて、市民公開講座が開

催され、２３名ほどの方にご参加いただきました。

　１時限目は、齋藤和久会員による「遺言・相続」

の講義で、齋藤会員が作成した資料を元に、法定

相続分についてや自筆証書遺言と公正証書遺言の

違い、法務局の遺言書保管制度についてなどの講

義内容でした。

　２時限目は、吉沢文雄会員による「成年後見に

ついて」の講義で、パワーポイントを使いながら、

法定後見、任意後見、成年後見がどのような場合

に必要かなどの講義内容でした。

　両講師とも、難しい法律用語などを使わず、誰

にでも分かりやすい講義で、参加した皆様からも

積極的にご質問をいただき、好評な様子でした。

　講演終了後の無料相談会には１０件ほどの相談

が寄せられ、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が多様な相談に

応じていました。

　　　　　　　　　　　（足利支部　本間美帆）

【足　利】

市民市民市民市民民市民民市民市民民民民公開公公公開公開公開公開公公公開開開講座講座講座講座講座講座座講座講座講座講 開催開催開催開催開催催開催催催市民公開講座開催

　２月２３日（木）午後１時３０分よりキョクト

ウとちぎ蔵の街楽習館において、市民公開講座が

開催されました。今年は栃木支部が担当しました。

テーマは「相続及び遺言民事信託契約について」

でした。講師は司法書士でもある髙橋宏治会員が

務め、市民の方が１２名参加されました。

　遺言、生前贈与だけでなく、後見制度や民事信

託等、最近では様々な財産管理や承継の方法があ

ることや、それらの制度におのおのの特徴がある

ことについてなどの内容でした。これから制度を

活用するにあたり、どれを選んだらよいか、とて

も参考となる講座でした。

　続いて行われた相談会も６組の相談がありまし

た。相談員は１２名（栃木支部９名、小山支部３

名）で対応しました。相談終了後、相談者の方か

ら笑顔で「今日来てよかったです。」という言葉

をいただくことができて、とても嬉しく幸せな気

持ちになりました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　田中順子）

【栃　木】

市民市民市民市民民市民民市民市民民民民公公公公開公開公開公開公公開公開開講座講座講座講講座講座講座講座講座講座講 開催開催開催開催催開催開催催市民公開講座開催

令和５年１月１日から

「会員証明書」「職印証明書」の

手数料を減額しました

【改正前】 １通 円

↓

【改正後】 １通 円

交付申請書の様式、郵送での取扱いに関す

る説明は、会員専用ページ＞各種申請様式

に掲載されています。
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　２月２５日（土）午後２時より、那須塩原市い

きいきふれあいセンターにて、市民公開講座「遺

言書の書き方について」を開催しました。

　那須支部においては、３年ぶりの開催となりま

す。コロナ禍による中断が続いたため、会場に参

加していただいた方は９名と、以前と比べ半分以

下の受講者数でした。

　一戸支部長による挨拶に続き、那須支部の加藤

会員による「遺言書の書き方について」の講演が

行われました。遺言書をその場で書くことは大変

難しいことですが、何を考えればよいのか、よい

きっかけなったのではないかと思います。

　第２部は無料相談会を開催しました。相続や遺

言を中心に５件の相談があり、参加してくれた会

員が協力して対応に当たりました。実際に相談し

てみると、相談者からいろいろな話が飛び出しま

す。時間的にも、こちらを長く取っていましたが、

相談者には、あっという間だったように思われま

す。やはり、このようなイベントを開催すること

が重要だと改めて感じました。　

　　　　　　　　　　　　（支局長　室賀芳明）

【那　須】

市民市民市民市民民市民民市民市民民民民公開公公公開公開公開公開公公公開開開講座講座講座講座講座講座座講座講座講座講 開催開催開催開催開催催開催催催市民公開講座開催

　コロナウィルス、インフルエンザの同時流行で

まだまだ予断を許さない生活環境ですが、無事に、

２月２７日（月）午後１時３０分から４時００分

まで、佐野市役所１階ホールにて無料相談会を開

催することができました。当日は、佐野支部会員

８名にて対応をいたしました。

　当日は、マイナンバーカード新規作成申請で庁

舎内は多くの市民で賑わい、駐車場も道路も車で

溢れかえり、予約相談者に来庁いただけるのか不

安の状況でした。しかしながら、蓋を開ければ一

部のキャンセルがあったものの、予約で８件、フ

リーで１件と、前回１０月開催時のほぼ２倍の件

数でした。

　ご相談内容は、今回も、少子高齢化で年々死後

への不安も募っている世相を反映するかのごとく、

殆どが相続案件でした。内容も前回あたりから高

度かつ複雑な案件が多くなってきたのですが、今

回は、さらに相続に絡んだ不動産処理方法や相続

税に関するご相談が増えてきた印象です。

　終礼では、相談員間で「市民の皆様への更なる

サービスの向上」を目的として、５月までの活動

内容及びスケジュールの確認、役員人事などの今

後の支部組織の強化などが話し合われました。

　今後も行政と連携し、他支部にも追随しながら、

市民の皆様の「頼れる街の法律家」として更なる

飛躍を誓った一日となりました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　坂上隆之）

【佐　野】

支部支部支部部支部部支部支部部部無料無料無料料無料無料無料料無無料無料相談相談相談相談相談相談相談相談談会開会開会開会開開会開開会 催催催催催催催催催支部無料相談会開催
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栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（２月）　　　　　　　　　７名

更新申出（２月）　　　　　　　　　１名

転入による増加（２月）　　　　　　１名

返納による減少（２月）　　　　　　２名

申請取次行政書士（２月末現在）１５７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。

※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。）

※令和５年度の日行連の申請取次関係研修会の日程表が公表されました（ＨＰおよび「日本行政

　３月号」掲載）。申出に関する特例措置等については、日行連ＨＰ会員向けサイト「連ｃｏｎ

　に掲載されております。

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

業務周知用パンフレットの送付について

理事会の議事結果について

「自動車便覧（令和４年版）」の送付について

「戸籍の附票の写し」に係る犯収法施行規則の改正について

申請取次実務研修会（４月ＶＯＤ方式）の開催について

消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について

相続土地国庫帰属制度に係る申請の手引きについて

高齢者支援パンフレットデータ配布について

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について

一般倫理研修に係る分散受講の周知について

中央研修所研修サイトＶＯＤ講座

「行政書士コンプライアンス研修」の公開終了について

技能労働者の適正な賃金水準の確保について

日行連だより

※新規申出（失効し、再取得される方も新規扱いです）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（金）　受付日：４月１２日（水）時間は予約時に案内します。
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２０２３年度経営事項審査年間予定表



行政書士とちぎ 2023.3

－16－



行政書士とちぎ 2023.3

－17－

標記の件について、栃木県保健福祉部医療政策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。

医療法人の定款（寄附行為）の変更における事前協議の実施について

別紙

標記の件について、栃木県県土整備部都市計画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。

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

栃木県景観条例・景観法に基づく届出の窓口について

矢板市景観計画に定める届出対象行為

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】技能労働者の適正な賃金水準の確保について

国不入企第 号 技能労働者の適正な賃金水準の確保について

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】相続土地国庫帰属制度に係る申請の手引きについて

相続土地国庫帰属制度のご案内

医療法人の定款 寄附行為 の変更における事前協議の実施について
～栃木県保健福祉部より～

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 ～栃木県県土整備部より～

技能労働者の適正な賃金水準の確保について
～日行連より～

相続土地国庫帰属制度に係る申請の手引きについて
～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

　　

氏　　　名　塚原　和広（つかはら　かずひろ）

事務所名称　つかはら行政書士事務所

所　在　地　日光市瀬尾５４８番地

入　会　日　令和４年１１月１５日

Ｑ　行政書士になろうとしたきっかけは？

　法律を学んでいたことから、せっかくならばそ

の知識を生かして活動を行ってみたいなと思った

ことが始まりでした。思った以上に奥が深く、知

らないことだらけだなと思い知らされています。

　以前は、宮城会（青葉支部）に所属しておりま

した。３年ぶりの登録となります。栃木での交付

式は４名で行われましたが、このうち２名が再登

録という、かなり珍しい交付式でした。

Ｑ　取扱い業務は？　仲間とのお付き合いを大切

にされていますね

　今のところは、申請取次業務を主に行っていこ

うと思っています。ただ、思いも寄らぬところか

ら業務が変わることも常ですので、初心が通じる

のかなと思っていたりもします。あとは、車両系

の業務や福祉系の業務・補助金関係についても行

っていけたらと思います。また、おかげさまで、

以前東京や仙台にいた頃の同業者・他士業者・友

人とも今でも仲良くさせていただいております。

いろいろと話す中で、ゆるく共同してやっていこ

うと思っています。

Ｑ　日ごろ活動されるに当たり、大切にされてい

ること、心構えはありますか？

　「人を大切にすること」

　疎かになりがちなときもありますが、「人の話

を聞き、その思いを助けるのが行政書士の役割」

だと思います。企業・事業活動をしっかりと行っ

ていただくことは社会にとって欠かせないもので

す。社会が円滑に回ってゆくためには、まず、

「お客様の思い」を聞くことがいちばん大切だと

思います。

　そして、「その思い」を胸に業務に取り組んだ

結果、許可が下り、成果が出たときはとても嬉し

いです。お客様も大変喜んでくれます。「お客様

の思いを叶えるその一歩を後押しできた！何事に

も代えがたい喜びですね」。

座右の銘など好きな言葉はありますか？

　「読書百遍意自ずから通ず」

　ものごとは、結局１回ではわからないことが多

い。何回も読み考えることが重要なんだという意

味に解釈しています。出来の悪い自分を助けてく

れる言葉だとも思っています。

　「Ｄｏ！Ｄｏ！Ｄｏ！」

　Ｄｏ！＝やれ。よくＰＤＣＡなんて言われます

が、起業した友人に言わせると何よりも動くこと

だということです。動かないと何も始まらない、

だからとにかくＤｏ！＝やれと。動かない自分を

勇気づける言葉ですね。

趣味は何ですか？

　「釣りとサウナ」

　釣りは渓流ですね。なかなか行けませんけど、

川を見るとワクワクするのは小さい頃から変わり

ません。また、サウナは、とあるところで友人と

楽しみながら入ったり、いろいろなところに行っ

てみたりと楽しんでいます。

今後チャレンジしたいことは何ですか？

　一つは、「日光の栃木の自然をもっと体験する

こと」。

　あとは、「学習塾みたいな勉強を教える事業」

を行っていきたいと思います。人が輝きを放ち始

めるそんな場面に立ち会うことがどうやら好きみ

たいです。行政書士とこのあたりは共通するのか

なと思っています。やることが一つだけではもっ

たいないとも思っていたりします。

　　　　　　　　　　（日光支局長　石川　茂）
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支局かわら版
下野国庁跡

　仕事は楽しいものです。楽しいものですが、時

に楽しさの中に苦難ありのときもあります。そん

なときに私がふらりと行きたくなる場所を今日は

ご紹介したいと思います。

　それは、栃木市田村町にある下野国庁跡という

遺跡です。

こんな風景に心が癒されます。

　下野国庁は奈良時代にできた今でいう県庁のよ

うな役所であったそうです。郡里制により置かれ

た役所であり、下野国で一番大きかった都賀郡に

置かれました。ここは、奈良・平安時代には実は

大都会であった！！（びっくり！！）

　前殿という正殿の前にあった建築物が復元され

ています。

　国庁のそばには国庁と同じ規模の国司の館があ

り、税として納められたものを保管する倉庫とそ

れを守るための武官の住まいもあったそうです。

（税って租庸調！？）

　この下野国庁跡の近くに栃木県でいちばん大き

な古墳、２番目、３番目に大きな古墳があること

から、ここには力のある豪族が住んでいたことが

わかります。

　復元された前殿の裏に資料館があります。　

　資料館にある下野国庁の模型です。

　中央奥のいちばん大きな建物は天皇を祭る場所

ということで使われていなかったそうです。じゃ

あ、どこを使っていたのか？というと左右にある

脇殿なのだそうです。律令制の時代を感じます。

（脇殿は現在、藤棚となっています。）

　平安時代には平将門の乱を平定した藤原秀郷も

下野守に任命されたそうです。

　武士の時代になると平地は戦の場所となり、自

然の要塞がある場所へと武士たちは住まいを移し

ていったそうです。平地に役所を作ることができ

たのは奈良・平安時代が平和な時代だったからで

しょうか？

　資料館の方から国庁にまつわる楽しい話をたく

さんお聞きしました。

　そして、この静かな場所で、にぎわっていたで

あろう奈良、平安時代に思いを馳せる。そのとき、

ここで生きていたであろう人々はどんな思いでど

んな人生を生きたのだろう？

　そんなことを考えると、目の前の苦難も小さな

ことに思えてきます。

　　　　　　　　　　　　（支局長　田中順子）

栃木支部
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デジタル入門研修会第４回は、安心・安全なインターネット利用のために、「情報セキュリテ

ィ入門」についての研修を実施します。

インターネットを利用する際には、ウイルスやスパイウェア、フィッシングなど様々な脅威が

存在しています。そのため、安全なインターネット利用をするためには、セキュリティ対策が必

要不可欠です。

今回は、ＩＤやパスワードの設定等も組み入れた内容となり、講師以外のサポート委員が適切

に受講者のフォローをしていくことが必要なことから、Ｚｏｏｍ受講の併用はありません。

初めてセキュリティに触れる方から、セキュリティに興味がある方まで、幅広い会員に丁寧な

説明とフォローをしていきます。

研修の実習で使用する「 」は、ウイルスやスパイウェアなどのマルウェア

からパソコンを守ることができる無料で軽いソフトです。

この研修会では、ウィンドウズ１０又は１１標準で添付されている「 」の

設定方法を手順を追って学ぶことができます。

セキュリティ関連の質問があれば、事前に事務局までメール等で提出をお願いします。研修の

中で回答します。

また、研修会後にセキュリティ関連だけでなくパソコン及び周辺機器の個別相談会も開催しま

す。

○開催日時 令和５年４月２５日（火）１３：３０～１５：３０

○開催場所 栃木県行政書士会館２階 会議室

○研修内容 情報セキュリティ入門

１． セキュリティの基礎

・自分のデータを守り、管理することの重要性

・個人で実践する安心・安全なインターネット利用のためにできること

２． アカウントの管理方法

・ＩＤとパスワードの設定

・パスワードの保管方法

３． 無料のセキュリティアプリ「 」を設定する（実習）

・ の説明

・ の設定とＷｉｎｄｏｗｓの更新を行う（実習）

４． 質疑応答

５．（希望者のみ）パソコン等の個別相談

○講 師 行政書士 室賀芳明

○対 象 者 会員

○定 員 １８名（申し込み順）※受講者証を送信します。

○受 講 料 無料

○申込締切 ４月２０日（木）※定員に達した場合はその時点で締切となります。

○そ の 他 各自、ご自身のパソコンを用意してください。Ｗｉｎｄｏｗｓ１０以降のＯＳが搭

載されたものが望ましいですが、講師の画面と見た目が異なってもよろしければ、

Ｗｉｎｄｏｗｓ８でも大丈夫です。

また、会場でのインターネット接続（Ｗｉ－Ｆｉ設定）をサポート委員にお願いす

る方は、１３時１５分までにお越し願います。

デジタル入門研修会④ 情報セキュリティ入門 デジタルシフト推進委員会
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研　修　名

４/１９ 無　料 ４/１４国際業務研修会

４/２５ 無　料 ４/２０
デジタル入門研修会④

　情報セキュリティ入門

○開催日時 令和５年４月１９日（水）１３：３０～

○開催場所 栃栃木県教育会館 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 ４月１４日（金）

○定 員 ３０名

＊会の外国人相談会の相談員はお申込み不要です。

※「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 
法令集を必ずご持参ください。

国際業務研修会 主催国際部

≪おお願い≫ 日日行連中央研修所研研修サイト ＩＤ・・パスワワードの登登録について

日行連ＨＰのトップページに右図のようなバナーが表示されて

おり、クリックしますと、研修サイトが開きます。

ＩＤとパスワードの申込み後、研修サイトにログインしますと

各種講座（有料・無料どちらもあり）を受講することができます。

令和５年８月３１日より義務化される「一般倫理研修」は、このサイトからＶＯＤ（ビデオオン

デマンド）配信される予定です。皆様のご登録をお願いいたします。
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　３月１３日からマスクの着用が個人の判断
に完全にゆだねられることになるそうです。
３月号が皆様の元に届く頃には、既にその時
を迎えているはずですが、花粉の季節や日本
人の性質とも相まって、多くの人がまだマス
ク生活をしているのではないかなと予想して
います。今後マスクの流れがどうなっていく
のかとても興味があるのは私だけでしょう
か？
　　　　　　　　　　（広報部　野村泰紀）
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