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   政治に関心を持とう！

本号が皆様に届く頃には梅雨も明け、真夏の太陽が降り注いでいるこ
 とでしょう。 
去る５月23日の政治連盟定期大会において、書士会会長　小林一二氏
の提案により、政治連盟栃木会発足以来の慣例を取り払い、行政書士を
取り巻く環境が著しく変化を遂げてきている昨今に合った組織編制をす
る必要を強く感じたので、書士会長、政治連盟会長を別人とすることに

なりました。図らずも私が指名を受け、幹事会において互選されました。私にとっては、寝耳に水
のことであり、大変な驚きと責任の重さを痛感しております。
6月10日開催いたしました第２回幹事会において副会長、幹事長等の人事を決定いたし、いよい

よ今年度の事業に着手いたします。今年4月は統一地方選挙が行われ、会員候補、推薦候補を多数
当選させることができました。これひとえに会員の皆様の強いご支援の賜物であります。
政治連盟の役割は皆様ご承知のとおり、我々の職域の確保、官公署への広報活動や業務上の改革
への応援を頂くことにあります。そのため、会には行政書士議員連盟という政治団体があり、会長
には菅沼清県議会議員が就任しております。我々の日常業務は、県、市町村への申請が大多数であ
ります。そのためには、これら議員連盟のお力を相当お願いいたさねばならない事が今以上に多く

発生することでしょう。
特に行政書士法の改正により昨年7月より施行された代理権による委任状等の取り扱いについて
も県との話し合いにご協力を頂いております。
『政治は嫌いだ』
だから政治連盟の会費は納めないという会員もおります。これは間違っていると思います。我々の
活動により、法律の改正や、許認可手続きの簡素化などは、これら政治の動きが大きく関与されて
おります。でありますから、自分は政治に関係ないといっても、その成果を会員自身も享受してい
るわけであります。ですから、「義務を行わずして権利だけを得る」という考であってはなりませ
ん。どうか、今以上に政治に関心を待っていただきたいと思います。
政治連盟栃木会は昭和57年に発足いたし、現在21年目に入っております。そのため規約も現在の
状況に合った規約に変更をしなくてはなりません。今年度は規約の見直し作業を進めてまいります。
どうか、会員の皆様の今一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。

－2－

日本行政書士政治連盟栃木会  会長 浅　野　吉　知



第2回理事会及び幹事会開催
平成１５年度定期総会後初の理事会及び幹事会
が６月１０日（火）午前１０時３０分から行政書
士会館２階会議室において開催され、本年度事業
の具体的推進について審議がなされた。
理事総数３５名中３３名の出席があり、本会が
適法に成立したことを確認した後、会則の規定に
より小林一二会長が議長に就任し、議事録署名人
に市川浩一理事、齋藤裕理事を指名、下記議案の
審議を行なった。
第1号議案 各部・綱紀委員会の編成について
小林会長より各理事に辞令が交付され、所属部
・委員会が決定し、２年間の事業執行体制が決定
した。今回１４名が新任という新鮮な顔ぶれとな
り、参加した理事・監事・綱紀委員・委員全員が
自己紹介及び抱負を述べた。
第2号議案 顧問・相談役の委嘱について
元日行連会長の鈴木金蔵先生に顧問を、前県副

会長の須永威先生に相談役を委嘱することを承認
決定した。
第3号議案 平成15年度事業の具体的推進について
先に決定した各部・委員会に分かれて事業執行

計画表に基づき、予算・日程・具体的執行事項及
び専門委員の委嘱等が協議された。
昼食後理事会を再開、各部長・委員長より事業

執行計画が発表され質疑応答の後、各部・委員会
の事業計画は可決承認された。
第4号議案 宇都宮市所有土地の件について
金敷裕副会長より、現在宇都宮市より賃借して
いる駐車場は、公売により売却された場合には契
約解除となり、会館の有効利用の為にも長期安定
的駐車場の確保が必要との説明があり、購入の為
の詳細な資金計画案等が提示された。
本件は理事会の議決を経て、総会の特別決議を

得なければならず、購入に当たっての具体的手続
きも含めた慎重なる審議の結果、駐車場用地の購
入と臨時総会の開催を決定した。
第5号議案 臨時総会の招集について
第4号議案の決定を受けて７月中旬に臨時総会
を開催することを賛成多数で承認決定した。
議事終了後、岸宏日行連理事より日本行政書士

会連合会の現況及び行政書士法改正案の状況等の
報告がなされた。支部長会においては、９支部長
が出席し、自己紹介の後、様々な意見要望が出さ
れ、活発な議論が展開された。
最後に、７月３０日に下野新聞社、総務省、栃

木県等共催による全国リレーフォーラム「電子自
治体と未来のくらし」が栃木県総合文化センター
で開催され、本会より金敷副会長がパネリストと
して参加する旨の報告がなされ、理事会は無事閉
会した。
引き続き、午後４時２０分から日政連栃木会幹
事会が代議員２５名の出席のもと開催された。浅
野吉知新会長の挨拶の後、議員連盟会長の菅沼県
議、同副会長の鯉沼県議よりご挨拶をいただき、
その後議事に入った。
会則により浅野会長が議長となり、議事録署名

人を指名した後、報告事項として副会長、幹事長
副幹事長を指名した。
第1号議案 各委員会の構成について
第2号議案 平成15年度運動計画の推進について
事業執行計画表に基づき詳細な説明がなされ、

質疑応答の後可決承認した。
第3号議案 顧問の委嘱について
行政書士議員連盟会員１２名の他、行政書士会
小林会長の計１３名に顧問の委嘱をする旨承認さ
れた。
幹事会終了後、５時３０分からプラザインくろ
かみにて懇親会が開催され、本日の長時間の会議
の労をねぎらうとともに、今後の各人の活躍を祈
念して宴を閉じた。

（広報部　松本　伸一）
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産業廃棄物処理業に係る特別研修会開催
６月１７日（火）午後１時３０分から護国会

館において、特別研修会が開催されました。本

特別研修会は、宇都宮市廃棄物対策課の産業廃
棄物収集運搬業許可申請に係わる審査基準の見
直しによる診断書類作成の能力を身につけるた

め、下記全４科目中２科目を実施いたしました。

尚、行政書士として診断書類を提出する場合、
全科目受講終了時に交付される修了証の写しを

添付することが義務付けられました。

※上記４科目を繰り返し年２回程度実施します。

今後の日程は、HP・会報でお知らせします。

研修会開催にあたり、小林会長より特別研修

会に到る経緯についての説明の中で、全国で初
めての取り組みであり、行政書士の職域の拡大

のためにも重要な研修会となるので認識を新た
にして取り組むようお話がありました。

第1科目は、公認会計士　佐藤行正様を講師

に招き、実際の決算報告書を基に、企業の経営
状況を、（1）安全性分析、（2）収益性分析、

佐藤　行正氏

（3）生産性分析の３点に絞り説明がありまし
た。

算出した数値から、同業他社との比較、同社
の過去との比較等から経営状況を分析し、改善

案を導き出し、企業を寄りよい方向に導くこと
が、重要であるとの説明がありました。

第2科目は、行政書士　市川浩一氏が講師と

なり、実際の申請書類に基づいて、申請に当た
り特に注意をしなければならない点、間違いや
すい点を重点的に実務に則した流れで解りやす

く説明がありました。
研修会は、宇都宮市環境部廃棄物対策課から

渡辺氏、山本氏の２名の特別参加者を含め、87
名の参加者があり、皆熱心に受講されてお

り、会員の特別研修会に対する関心の高さがう
かがえました。　　　（業務研修部　鈴木昇）
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市川　浩一氏



第1回広報部会開催
６月１８日（水）１０時から小林会長、金敷

担当副会長出席のもと、行政書士会館２階にお
いて開催した。６月４日の理事会での大筋の年
間事業計画について再確認をしながら、盛だく
さんの案件を処理した。
担当副会長が広報部は初めて、ということも

あり、記事の収集からはじまり、会員の手元に
届くまでの一連の流れを確認しながら、これか
ら2年間これまでの素晴らしかった「行政とち

ぎ」を、“より一層の充実と躍進”を目標に、
リフレッシュした新たな「行政とちぎ」の船出
となるに相応しい実りある部会となった。

午前中の広報部会に引続き午後１時半から、
同じく小林会長、金敷担当副会長の出席のもと
に、１０支部の支部長のうち９人の支部長と広

報担当理事４名と専門委員、事務局の計１７名
の出席により開催した。毎期第1回目の支局長
会議は、これまで何回か外部から講師（新聞社
の方、NHKの方等）をお招きし、原稿・文章
の書き方、取材の仕方等々の興味深い話を伺っ
た年もあったそうだが、今年は外部講師依頼の
手配の時間もなく、思いあぐねていたところ、
何と内部に目をやれば私達のすぐそばに、講師
にうってつけの方がいらしたのでお願いした処、

快諾？のお返事を頂いた。
その講師とは、広報部の専門委員でもある足

利支部の新井紀代会員で、実に見事な手法・手
腕のうちに会議は終了し、きっと支局長の方々
の帰りの足取りは、必ずや来る時よりも軽くな
られたであろうような会となった。
そんな新井会員の手法をちょっとご紹介しま
しょう。最初に資料が机の上に並べられていた。
しばらくすると白紙が配られた。「えー？今日
は何かテストでもするの？」との声がチラホラ。
そんな白紙のことなんか忘れかけていた頃、「
それでは皆さん、先ほどお渡した紙に、仕事上
のことでも私生活のことでも何でも結構ですか
ら、今悩んでいること、気になっていることを
書いて下さい。そして書きながらで結構ですか
ら、耳はこちらの方にお願いします。」と。皆
何やら下を向いて書き始めた。しばらくして回
収された。またしばらくすると「それでは先ほ
ど皆さんに書いていただいたことも含めて、再
度自己紹介を一人１分３０秒でお願いします。
では－さんからお願いします。」一問「えっ－
！」と小さな声があがったが…話し始めると皆
１分半では到底収まらないほどのスピーチとな

り、とても和やかで楽しい会となった。一人１
分３０秒という時間は、会議終了予定時刻から
割り出したものだったので、終了予定時刻を大

幅にオーバーして終了となった。　（広報部）

▲新広報部員と支局長
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第1回支局長会議開催



☆思いを文字に書き直して伝えたいもの

がある。

☆国会議員の数が多すぎるのでは？

☆「支局長には絶対ならない！」で通し

てきたが、くじ運にはずれてやってい

る。

☆熊と温泉の地で暮らしている。

☆国会移転の候補地だが、行政書士も地
域の有り方を学ばないといけない。

☆旅行が好き！早くこの2年を（任期）

終えればと思う。

☆田園地帯に住んでいる。仕事は待って

いてもこない。

☆なのに…営業には歩いていない。

☆夜眠れないで困っている。押し入れで

寝てみたり、窓に風呂マットをはった
りなど工夫してはいるが……。

☆海に潜るのが唯一の趣味だ。

☆年間売上はビビたるものだ。
☆「おじゃまします」を見て、新人の先

生方の苦労を感じた。が、研修を積ん

で努力することが大切。
☆正しい情報、隠さない情報からこそ次

の発展もある。

☆50代後半になった。

☆仕事も日本経済も心配。

☆積極的に生きたい。

☆国語力以上の外国語は身につかない。
☆入会3ヶ月、やっと方向が見えてきた。

☆のんびり歩いていた方が長生きできる

かも？

☆行政書士会の会報は月に1回…まさか
たいしたもんだ。他の団体で広報誌を

やっているが、発行部数を減らす動き

さえある。
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☆国がしっかりしていないとダメだなあ。

☆降る雨の音も、川面に落ちる場合と屋

根に降る場合とで違う。書くことは生

きること。その通りだと思う。文章を

とおして知りたい。

☆援助ばかりの外交と映ってしまう現状

☆しゃべることはいいが、書くことは難

しい。

☆悩みは、改まった場所で話すのがへタ

なこと。考えがまとまらないとだめだ

思う。

☆夜の仕事をしている……？

～子供たちへの勉強指導でした（笑）～

☆今度の休みは何をしよう？？いい過し

方が思い浮かばない。

☆会のこと…それしかない！

☆産業の講習会、手回のようなケースは、

全国でも初めてのことだった。

☆個人が成り立つ事務所経営を目指すた

めに何をなすべきか。

☆なかなか本や新聞を読む時間がないが、

広報の仕事をすることになってから、

毎日活字に接する。辞書も離せない。

☆発想の転換が必要かも…。それには穴

を掘ることだ。

☆穴にもいろいろある。

☆新しい方向のひとつにインターネット

がある。女性の悩みにきちんと応える。

しかし、基本的には権利うんぬんの前

に人としてどうなのか…ということで

はないか。

☆今日も牛久の収容所から外国人の相談

があった。「出たい！なんとかしてく

れ」しかしこの人の場合は状況として

厳しいので「あきらめなさい」と言っ

て説明したが、自分の都合の悪い部分

になると「日本語わからない！」

やはり人間は自分の理解を越える部分

に出会うと自分に都合のよいきめ方を

してしまうというひとつの例かも。

☆「SARS」の影響で海外に行けない。

☆私も夜の仕事をしているが、それが逃

げ道になっているのでは？と反省する

こともある（塾の先生です…）

☆先輩の土俵にも上がってあらしてもよ

いのでは？…。

☆インターネット上で相談にのるという

仕事もある。

☆ただはよくない！定価があって身が引

きしまる。

☆いろんな意見をのせてこそ活性化につ

ながる。

☆表現力の乏しさ。

☆考えることは沢山ある。ひとつひとつ

やるしかない。
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☆アパート経営者に、会う機会があった。

アパートには離婚者も多いので、離婚

の相談にのれる人がいてほしいと言う。

☆結婚フィクサー相談もあるのでは？

☆それはもっと大変！
☆「お気持ち」ってどれくらい？

☆支局長の仕事って何ですか？

☆示談書・協議書にすればお金はとれる

が問題は解決しても人間関係は壊して

しまう。生活はキツイが人間らしい法

律家になりたい。

☆営業に行ったら、「ぼくんとこは○○

先生が入っている」片方からは「客を

とるな」重ならない領域を求めさまよ

っている。

☆支局長をやる人がいない現状がある。

☆ことばに温度のある行政書士になりた

い。

これらたくさんの、つぶやき・ホンネ

の中から感度のいい視点をみがきつつ読

者の皆さんの求めるものにせまりたいと
感じた支局長会議2003でした。

平成15年6月17日（水）広報部



平成１５年６月２６日から２７日にかけて、
赤坂プリンスホテルに於いて日本行政書士連合
会の平成１５年度定時総会が開催されました。
総会に先立ち午前１０時から総務大臣表彰表

彰状授与式が行われ、当会の会長小林一二氏、
副会長岸宏氏、森章氏、関口長四郎氏を含め全
国で３０名の会員が受賞されました。受賞者を
代表して当会の森章氏が代表受賞し、永年の行
政書士としての誇りと感謝を込めて、総務大臣
表彰受賞者代表謝辞を行いました。
次いで定時総会が午前１０時４５分から開催
され、盛武連合会会長の挨拶の後、議案審議に
入りました。議案は以下の通りです。
第１号議案　平成１４年度事業報告
第２号議案　平成１４年度決算報告
第３号議案　平成１５年度事業計画（案）
第４号議案　平成１５年度予算（案）
第５号議案　日本行政書士連合会会則の一部改

正（案）
第６号議案　日本行政書士連合会役員選任規則

の一部改正（案）
第７号議案　役員の改選
第１号議案・第２号議案は一括上程され、事

前に提出されている質問書に沿った答弁の後、
再質問を受け賛成多数で可決されました。当会
からも第１号議案について、「行政書士登録申
請の事務所表示（屋号）の件」・「申請手続代
理における国税庁（所管する書証明）の件につ
いての進捗状況」について質問書を提出してあ
りましたが、的を射た回答を得る事が出来なか
ったのが残念です。
第３号議案・第４号議案も一括上程され同様

に審議され可決されました。
第５号議案は、総会代議員の任期を明示し、

欠員補充時の残任期間を明確化するとともに、
１０１人未満の単位会にあっても１人の代議員
を選出できるようにした事と、書面により行わ

▲総務副大臣より表彰される森章氏

れている総会、理事会、会長会に関する通知、
請求並びに議決手続きを、電子情報処理組織に
より行えるようにする事、さらに登録関係手数
料及び行政書士登録申請書類の保存期間を改正
するとともに、行政書士名簿の備付けに関し、
電磁的記録に係る記録媒体により行えるよう関
係条項を改正することであり、賛成多数で可決
されました。
第６号議案は、「総会の代議員名簿を選挙期
日の２０日前までに選挙管理委員会に提出しな
ければならない。」を「１５日前まで」と改正
するもので、賛成多数で可決されました。
第７号議案のうち、会長は選挙により選任さ
れ、現東京会会長の宮内一三氏が当選され、新
連合会会長が誕生しました。
翌日、副会長６人、理事４９人、監事３人が

選考により選任されました。
以上、提出議案はすべて原案通り可決承認さ

れ閉会しました。
詳細については、「日本行政」に掲載される
ことと思いますので、お読み頂きたいと思いま
す。　　　　　　　　　（広報部　金敷　裕）
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▲質問する小林会長



次のいずれかに該当する者については、入札に参加する資格はありません。

ア　建設業法第2条第3項の規定による建設業者でない者。（建設業の許可を受けていない者）

イ　地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者。

ウ　地方自治法施行令第167条の4第2項に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者。

エ　申請をする日の1年7箇月前の直前の営業年度終了の日以降に（申請日現在有効な）経営に関する事項の

審査（経営事項審査）を受けていない者。

オ　栃木県内に主たる営業所（以下「本店」という。）を有する者（以下、「県内業者」という）で、県税

（地方消費税を含む）に未納がある者。

栃木県外に本店を有する者（以下「県外業者」という。）で、法人の申請者にあっては法人税、消費税又

は県税、個人の申請者にあっては申告所得税、消費税又は県税に未納がある者。（県税については本県に納

税義務を有する者に限る。）

平成15年10月1日から平成17年3月31日まで

（1）受付方法　　郵送で受け付けます。（持参では、受け付けませんのでご注意ください。）
※申請書郵送の際に、申請封筒には「栃木県建設工事入札参加資格審査申請書在
中」と明記し、トラブルを未然に防ぐため、郵便書留で送付してください。

（2）提出先　　〒320－8501

栃木県宇都宮市塙田1－1－20
栃木県土木部監理課建設業担当

（3）受付期間　　平成15年7月14日（月）～平成15年7月25日（金）（当日消印有効）
※なお、上記以外の期間の受付は一切行いませんので御注意ください。

下記において取扱います。

※栃木県のホームページから申請書及び同記載要領をダウンロードすることもできます。
http：//www.pref.tochigi.jp/

栃木県土木部監理課　建設業担当
TEL028－623－2390
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緑豊かな森林にひたって森林の香気を浴びて心

身を鍛えることを「森林浴」と言います。

塩原渓谷歩道はマツ、モミ、落葉樹の原生が豊
富で森林浴に最適です。

それでは、有数な中からコースをご案内します。

がまいし

暮石園地から箒川渓谷にかかる吊橋を渡り回顧

滝の、観瀑台へ。そこから山越えをして留春の滝

へと続くコースです。急な登り下りのある健脚向
けのコースで、登山気分が味わえます。

もし体力にあまり自信のない方は、吊橋（10

0m）を渡って回顧滝（落差７０m）を見るだけ

でも四季折々の渓谷美を楽しむことができます。

箒川ダム（東電ダム）駐車場からダムを渡り、

ブナ、ミズナラなどの原生林を通りぬけて布滝の

観瀑台へ。水しぶきで暑さ知らずの別天地です。

又、ヤシオツツジも見事なところです。

山を越えると不動の湯、岩の湯の露天風呂があ

り温泉浴も楽しめます。コースは比較的ゆるやか

で家族連れでゆっくり楽しむ事もできます。

コース内に天皇の間（旧御用邸）記念公園、塩

原温泉ビジターセンター、新設の七ツ岩吊橋があ

り、足湯につかり精一杯休息もできます。

ビジターセンターから塩の湯温泉、八方ヶ原方

面への分岐までのコースです。

針葉樹の林を抜けると、浅緑色の岩の間を清ら
かのまた

かに流れる鹿股川にかかる仙人岩吊橋があり、川

をのぞくと、イワナやヤマメなどの渓流魚を見る

ことができます。
他に数コースがあり、大変利用者も多く自然と
のふれあいができます。

（K．K）
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車庫証明センター運営協議会は、６月７日
（土）に「ホテルニューイタヤ」で定期総会を
開催し、平成１４度事業報告・決算・退職積

立金特別会計決算・監査報告及び会則一部改正
案・平成１５度事業計画案・予算案・留任の
正副会長を承認した。
議事に先立ち、開会のことばを高島佐野セン

ター長が、続いて清水運営協議会会長が挨拶
で「IT特別委員会」の設置を含め将来を見据
えたピジョンを持たなければならないことを強

調、そして本会の小林会長が行政書士も時代の
要請として、より高度な専門知識が求められて
いると挨拶された。
会則に基づき清水会長が議長となり議事に入
った。第１号議案から３号議案、監査報告が報

告どおり承認された。第４号議案の会則一部改
正案から7号議案の役員選任まで案が提案され、
質議応答の後原案どおり承認された。
閉会のことばを松長足利センター長が述べ、

総会を締めくくった。
総会後、懇親会に入り和やかに歓談の花を咲
かせた。

（運営協議会　松本　明）

６月２１日（土）行政書士会館にて女性部会
を開催しました。宇都宮支部の田代会員の協力
を得てインターネットの活用方法を勉強しまし
た。深見会員や土方会員の様に自分のホームペ
ージを持っている人から初心者までレベルはさ
まざまです。初心者を対象に会のホームページ
や役に立つホームページに実際にアクセスして
使い方を教えてもらいました。次回もインター
ネット講習会を開催します。　　（手塚理恵）

日政連の定期大会
日政連の第２３定期大会が６月２７日午前
10時30分から日行連定時総会に引き続き赤
坂プリンスホテルにて開催された。
会議において、単位会からの会費の徴収につ

いて、現在は「単位会会員全員分を納入してい
る」制度を「政治連盟加入者のみの納入」とす
るよう規約の改正を行う動議が提出された。
当会の代議員５人全員も動議提出賛成者とな
った。（動議提出は５単位会２０名）
採決の結果、代議員１９０名中、６９名の賛
成者がいたが動議は否決された。
役員改選においては、日行連会長　宮内一三
氏（東京会）が会長に選出された。
定時総会は午前１１時３０分に閉会した。
その後１２時から幹事会が開催され、幹事長
に畑光氏（東京会）を選出、続いて副会長６名

を選出して閉会した。
（日政連栃木会会長　浅野吉知）
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ある日の午後４時ごろ、お得意様との商談中
に、突然、数年使用していた携帯電話の電源が
切れてしまった。昨日充電したのにどうしたの
かなと思いながら、携帯電話のボタンをいろい
ろ押してみたが、うんともすんとも言わない。
お客様からの注文は今まで携帯電話が主だっ
た。携帯電話がだめになればお客様との連絡が
だめになる。こちらからの連絡は、普通電話で
なんとかなるが、お客様が迷惑してしまう。お
客様はスピードを要求しているからだ。
携帯電話をすぐ直さなくてはと、急いでサー
ビスセンターに駆けつけた。時間は午後4時半
だった。店員が充電してくれたら復帰した。良
かったと思ったがいつまた駄目になるかと心配
になったので、機種を新しくすることにした。
その手続きに約２時間かかるという。お店の閉
店時間ギリギリだ。２時間は永いので、事務所
に戻ることにした。その日は事務所には誰もい

なかったからだ。事務所なら普通電話があるし、
お客様との連絡も何とかなるからだった。
午後７時１５分ごろお店から事務所に電話が
あった。手続が終わったというので、早速取り
に行った。新しい携帯電話を手に取るとほっと
して疲れがどっと出た。本当に疲れた。そして
携帯電話の有り難味がわかった。
危機管理は国家だけのものではない。
携帯電話を業務用と緊急用の2つ持てば良い
のかと思った。　（栃木支局長　大森　昭雄）

栃木県の南東部に位置する茂木町。山と川と
公園に囲まれた「道の駅・もてぎ」は北関東の
観光と交流の拠点として多くの方々に利用され
ています。
駅内にはフラワーガーデンや遊戯広場をはじ
め地元特産品の展示販売、郷土食・健康食をテ
ーマにしたレストランなどの施設も充実してい
ます。また、体験のできる道の駅として、リー
スや染色など各種教室を開催しています。
さらに施設のすぐそばをSLが走るなど、見

所いっぱい滞在型の首の駅です。

○おもてなし館…地域・道路情報を提供
○アグリハウス…おすすめは栃木和牛の焼肉
○手づくり館…おすすめはこんにゃく料理

○新鮮野菜の直販・花苗・かぼちゃまんじゅう・
手作りアイスクリーム・手打ちうどん・そば
など。

○ツインリンクもてぎ（車で15分）
国際規格のレースが開催できるロードコース
と、アメリカンモータースポーツが楽しめる
オーバルコース、オートキャンプ場、「バイ
クと車のミュージアム」等がある。
○茂木健康温泉（車で15分）
小高い丘の上に建っており、浴室から日光
連山、那須連山が見渡せる。露天風呂あり。
特に薬湯風呂が大好評。
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