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～総務部より～

職務上請求書の使用に関し、総務部から注意や指導をすることが多くなっています。職務上請求
書を使用する際は、
「職務上請求書 取扱いの手引」
（平成２５年以前に入会の会員は「リスクマネ
ジメントガイドブック」
）を確認して、適正な使用をお願いします。
また、以下の事項も今一度確認してください。ご不明なことがあれば、総務部に問い合わせをお
願いします。

職務上請求書は
は受任業務で必要な場合にしか使
使えな
ない
職務上請求書は、
「戸籍法」及び「住民基本台帳法」の規定により定められた資格者が、職務上必
要である場合に限り請求できることが認められています。
“職務上”ですから、行政書士法に規定さ
れた業務にのみ使用することができ、逆に言えば業務以外に使用することはできません。
弁護士、司法書士、税理士など８つの資格者それぞれに職務上請求書はありますが、行政書士の
職務上請求書は“行政書士が、行政書士の職務を受任し、遂行するために必要な場合”のみ使用で
きるもので、兼業者であっても行政書士業務以外の職務に行政書士の職務上請求書を使用すること
はできません。

連合会および本会の規則を確認する
る
職務以外の使用は、根拠法令（
「戸籍法」及び「住民基本台帳法」
）に違反するので、職務上請求
書に関しては扱いや使用に関して規則を設けています。日行連「職務上請求書の適正な使用及び取
扱いに関する規則」
、本会「職務上請求書取扱規則」
（いずれも会員に配布されている本会例規集を
参照。日行連ＨＰ会員専用サイトや本会ＨＰ会員専用ページにも掲載）を確認し、規則に沿った購
入、使用でなければなりません。

購入申込みをする場合は、使用済み控えを再確認して
て
職務上請求書を購入する場合は、購入申込書と誓約書、使用済み控えの提出が必要となります。
使用済み控えはその場で事務局員が次の２点の確認をしています。
１．使用済み控えの用紙が５０枚あること
２．利用目的の種別欄に未記入部分がないこと
確認した際、利用目的の種別欄に未記入部分があると、その場で頒布できないことになります。
未記入理由書を添付してもらうなど、追加の提出物があるためです。
速やかな受け渡しをするために、購入申込みの際は使用済み控えを再確認してください。

補助者にも記
記入や
や使用の
の適切な教育を
を
行政書士会員は業務で多忙なため、役場まで戸籍や住民票を取得に行くのを補助者に任せる場合
も多く、使用済み控えでもそれが伺えます。補助者は行政書士の監督下にありますので、記入や使
用を任せるのであれば、会員と同じ知識を有するように適切な教育をお願いします。

使用した際は、
、事件簿にも記入をする
る
日行連「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則」第１２条（帳簿への記録）で規定
されているとおり、職務上請求書を使用した際はその番号の用紙をどの受託事件（業務）に用いた
かが分かるように、帳簿（事件簿）に職務上請求書の番号を記入して管理する必要があります。
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令和３年度 ⾏政書⼠試験要項（抜粋）
１．試験概要
(1)試験日及び時間
令和３年１１月１４日（日） 午後１時～午後４時
※試験室への入室：午前１１時５０分より可
※集合時刻：午後０時２０分
(2)試験の科目及び方法
※筆記試験
試験科目
内 容 等
行政書士の業務に
憲法、行政法（行政法の一般的な
関し必要な法令等
法理論、行政手続法、行政不服審
（出題数４６題）
査法、行政事件訴訟法、国家賠償
択一式及び記述式
法及び地方自治法を中心とする。
）
民法、商法及び基礎法学の中から
それぞれ出題し、法令については
令和３年４月１日現在施行されて
いる法令に関して出題。
行政書士の業務に
関連する一般知識 政治・経済・社会、情報通信・個
等（出題数１４題） 人情報保護、文章理解
択一式
(3)試験場所
宇都宮大学峰キャンパス（栃木県宇都宮市峰町 350）
２．受験申込み手続き
(1)郵送による受験申込み
①受付期間
令和３年７月２６日（月）～８月２７日（金）
②郵送先
（一財）行政書士試験研究センター試験課 宛
受験願書と一緒に配布する封筒を使い、郵便局の
窓口から「簡易書留郵便」で発送してください。
８月２７日（金）までの消印有効。
③提出書類
受験願書一式（
「振替払込受付証明書」および「顔写
真」を添付したもの）
④受験手数料
７,０００円
受験願書の受付期間内に、必ず所定の払込用紙に
より、郵便局の窓口で払い込んでください。
⑤受験願書の配布場所及び配布期間
【配布場所】
（栃木県内のみ記載）
・栃木県経営管理部文書学事課
（宇都宮市塙田 1－1－20 栃木県庁舎本館内）
・栃木県広報課県民プラザ室
（宇都宮市塙田 1－1－20 栃木県庁舎本館内）
・栃木県上都賀県民相談室
（鹿沼市今宮町 1664－1 栃木県庁上都賀庁舎内）
・栃木県芳賀県民相談室
（真岡市荒町 116-1
栃木県庁芳賀庁舎内）
・栃木県下都賀県民相談室
（栃木市神田町 6－6
栃木県庁下都賀庁舎内）
・栃木県安蘇県民相談室
（佐野市堀米町 607
栃木県庁安蘇庁舎内）
・栃木県足利県民相談室
（足利市伊勢町 4－19
栃木県庁足利庁舎内）

・栃木県小山県民相談室
（小山市犬塚 3－1－1
・栃木県那須県民相談室
（大田原市中央 1－9－9
・栃木県塩谷県民相談室
（矢板市鹿島町 20－22
・栃木県南那須県民相談室
（那須烏山市中央 1－6－92
・栃木県行政書士会
（宇都宮市西一の沢町 1－22

栃木県庁小山庁舎内）
栃木県庁那須庁舎内）
栃木県庁塩谷庁舎内）
栃木県庁南那須庁舎内）
栃木県行政書士会館）

【配布期間】
令和３年７月２６日（月）～８月２７日（金）
(2)インターネットによる受験申込み
①受付期間 令和３年７月２６日（月）午前９時～
８月２４日（火）午後５時まで
（一財）行政書士試験研究センターのホームページに
アクセスし、必要事項を入力して下さい。
注）本人名義のクレジットカード又はコンビニエンス
ストアで払い込んでください。
※都道府県庁、行政書士会等での受付は行いません。
３．受験票の交付
受験票は、令和３年１０月２５日（月）
（予定）に発
送します。試験当日試験場に必ず持参してください。
４．試験結果の発表と通知
試験結果は、令和４年１月２６日（水）午前９時か
ら、合格者の受験番号を（一財）行政書士試験研究セ
ンター事務所の掲示板に公示（掲示）します。公示後、
受験者には全員に合否通知書を郵送します。
また、
（一財）行政書士試験研究センターのホームペ
ージに合格者の受験番号を登載します。
合格者には、令和４年２月１０日（木）
（予定）に合
格証を簡易書留にて発送します。
５．特例措置の実施
(1)身体の機能に障がいのある方等で試験中に特例措
置を希望される方には、障がいの状況により必要な
措置（点字試験を含む）を行うことがあります。
(2)特例措置を希望される方は、受験申込みに先立って、
必ず（一財）行政書士試験研究センターまでご相談
ください。事前に連絡なく、直接試験場に来られた
場合には対応いたしかねますのでご注意ください。
６．連絡先（問い合わせ先）

一般財団法人 行政書士試験研究センター
所 在 地 〒１０２－００８２
東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館３階
電話番号（試験専用）０３－３２６３－７７００
ホームページ https://gyosei-shiken.or.jp
本ページは抜粋です。
「郵送による受験申込み」の手続
きをされる方は、必ず試験案内・受験願書をお取り寄せ
いただき、全文をご覧ください。
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令和３年度 ⾏政書⼠試験監督員の募集について
栃木県行政書士会では、令和３年１１月１４日（日）に宇都宮大学峰キャンパスで行われる行政
書士試験の試験監督員を募集します。
行政書士を志す受験者の将来を左右する試験です。公正で厳粛な態度で臨める方を希望します。
監督員は、下記の説明会および試験当日の両方に必ず出席できる方に限ります。
また、今年は新型コロナ感染症の対応等により、試験当日の業務内容が例年と異なったり、
試験会場に変更が生じることもあり得ますので、あらかじめご了承の上、お申込みください。
◎応募資格

栃木県行政書士会会員
※ただし、行政書士試験に関する講座を開設している専門学校等を経営して
いる会員やその講師をしている会員は応募できません。

◎業務内容

試験当日の試験室準備、準備状況確認、試験室の試験実施に伴う業務、
答案用紙回収・点検等

◎説 明 会

令和３年１１月５日（金）１３:３０～１６:３０
令和３年１１月８日（月）１３:３０～１６:３０
※両日とも同じ内容です。
いずれかご都合のよい日、または「どちらでもよい」をお選び下さい。

◎説明会場

宇都宮市文化会館３階 第１会議室
（宇都宮市明保野町７-６６）

◎試 験 日

令和３年１１月１４日（日）
（監督員としての業務は９:００～１８:００頃）
※当日は現地集合になります。

◎申込方法

下記申込書を事務局宛てにＦＡＸ送信して下さい。

◎申込〆切

令和３年９月１０日（金）１７:００

◎募集人数

５０名前後（受験者数により増減あり）
※応募多数の場合は抽選等により、試験場責任者において選任いたしますので
あらかじめご了承ください。結果については、１０月１５日までに郵送でお知
らせいたします。

◎旅費日当

（一財）行政書士試験研究センターの支給規程により、試験終了後に指定口座へ
振込となります。あらかじめ本人名義の口座を直接センターに届け出る必要があ
ります。詳細は、８月末までに当会ホームページの会員専用ページ「事務連絡」
に掲載します。

栃木県行政書士会事務局 行（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０）

令和３年

月

令和３年度 ⾏政書⼠試験 試験監督員申込書
支

部

説明会希望日

氏

名

１１／５（金） ・ １１／８（月） ・ どちらでもよい
（いずれかに○をつけてください）
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日

【佐 野】

令和３年度第２回理事会
令和３年
令和
３年
年度
度第
第２回理事
２回
回理事
理事会
会
【足 利】

令和３年度第２回理事会
令和３年
令和
３年
年度第２回
度第２回理事
度第
２回
回理事
理 会
日時：令和３年７月３１日（土）
１３時３０分～
場所：足利市民プラザ
出席：１２名（新入会員２名含む）
主な議題は、①無料相談会（毎年「行政書士広
報月間」に合わせて１０月に開催）と②支部研修
会についてです。
①につきましては、東京都で感染者が連続して
３千人超（当日は４千人超）、栃木県でも連続し
て３桁（当日は過去最多の１７０人）というとて
も前向きには検討できない空気の中、１０月まで
感染者数に一喜一憂するのも大変なので、「中止」
という結論に至りました（会場が閉鎖される可能
性も）。２月については、市民セミナーは行わず
に無料相談会のみ開催する方向性も視野に検討す
る事となりました。その際には、相談会は１０カ
所同時進行する可能性もあるので、仕切りのアク
リル板も１０セット必要となるが、その場合には、
どこの手配となるのか県会に確認する事となりま
した。
②につきましては、支部総会開催通知で行った
アンケートなどから、テーマは「外国人関係」と
なりました。講師は豊富な経験から支部の金井善
久会員（予定）に依頼する事となりました。１１
月を予定。昨年は行わなかったので何とか行いた
いものです。
その他として、支部ホームページや「広告費」
の活用方法などについて話し合われました。また
ドローン関連にも行政書士業務が関わっていると
いう話題もあって興味深い時間でした。
（支局長 杵渕 徹）

７月１４日（水）１５時より令和３年度第２回
佐野支部理事会がオンライン会議にて開催されま
した。河田支部長をはじめ８名の出席者で開催さ
れました。新たに選任された役員による新体制で
は初めての理事会です。
『報告事項』としまして、「支部会員の動き」、
「県理事より担当の説明」がありました。
『議題』では、大きく３つ取り上げ、「令和３年
度事業計画」、「支部ホームページリニューア
ル」、「支部連絡網」と活発な意見交換・調整・
確認を行いました。
また、最後に「今後の行政相談の実施方法」に
ついて、参加市民からの要望についてへの具体的
な改善施策、佐野市の見回りネットワークを活用
した高齢者へのサービス拡充などへの意見交換・
アクションアイテムなども議論されました。
当支部の理事会は、先輩役員から聞いてはおり
ましたが、役員同士が自由に発言できるような雰
囲気で開催されていることを実感できました。経
験不足の新役員である私も安心して参加すること
ができました。このような環境の元では、自由闊
達な意見・アクションも出てくるため、積極的な
行政への貢献が望めると思いました。非常に楽し
みな理事会で、ぜひ今後とも盛り上げに一役を買
って参りたいと思います。
（支局長 坂上隆之）

２０２２
２年版 行政書士手帳の頒布について

～事務局よりお知らせ～

例年どおり２０２２年版の行政書士手帳を販売します。購入をご希望の方は、会員ホームページの
事務連絡に掲載されている申込書にご記入の上、事務局宛にＦＡＸして下さい。
[価
格] 1,150 円（税込）
[申込〆切] 令和３年９月３０日（木） ※〆切厳守

－５－
行政書士とちぎ 2021.8

栃木県行政書士会カレンダー（９月）
日
1 水
2
7

木
火

8

水

9
10
13

木
金
月

14
15

火
水

16

木

17
21
22

金
火
水

24
26

金
日

27
28
29
30

月
火
水
木

予
定
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）
建設業関連研修会（於:栃木県教育会館）
暴力団等排除対策委員会（於:コンセーレアイリスホール）
支部長への連絡会（於:コンセーレアイリスホール）
支部長会（於:コンセーレアイリスホール）
ＴＩＡ相談会
小山市外国人相談会
申請取次新規受付
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）
登録説明会
広報部会
相続研修会第１回（於:宇都宮市文化会館）
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）
貨物自動車宇運送事業研修会第１回
ＫＩＦＡ相談会
国際部会
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 0285-22-9282）
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）
ＴＩＡ企業向け相談会
封印報告書確認
行政書士無料相談（於:栃木市役所本庁舎２階市民相談室）
市民法務部会
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:野木町社会福祉協議会 0280-57-3100）
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 0285-22-9282）
農地法基礎研修会
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)
ＵＣＩＡ相談会
制度推進部会
登録説明会
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:080-8720-9587）
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時
間
13:30～16:00

主
催
足利支部

13:30～
13:30～14:30
14:30～15:30
15:30～16:30
10:00～
10:00～
13:30～
13:00～16:00

建設環境部
暴対委員会
総務部

10:00～
13:00～
14:00～16:30
10:00～15:00
13:30～15:00
10:00～
13:30～16:00
10:00～12:00

総務部
広報部
市民法務部
宇都宮支部
運輸交通風営部
国際部
国際部
小山支部

13:00～16:00

佐野支部

10:00～12:00
13:30～15:00
14:00～16:00
13:30～15:00
10:00～12:00

国際部
封印管理委員会
栃木支部
市民法務部
小山支部

10:00～12:00

小山支部

13:30～15:30
13:00～16:00

土地利用開発部
宇都宮支部

15:00～17:00
10:00～12:00
10:00～
10:00～12:00

国際部
制度推進部
総務部
小山支部

国際部
小山支部
申取管理委員会
足利支部

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
行政書士による月次支援金登録確認機関向け動画の配信及び誓約書の提出について
372
R3.7.8
（協力依頼）
373
R3.7.8 許認可等申請書への行政書士代理人欄設置の請願活動について（お願い）
402
R3.7.8 令和３年度定時総会議事録の送付について
413
R3.7.15 エコアクション２１審査員試験の募集開始について（周知）
430
R3.7.15 宅地建物取引業許可等の電子申請化に向けたアンケートへのご協力について（依頼）
442
R3.7.15 令和３年度行政書士ＰＲポスターの取扱いについて
451
R3.7.15 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）について
452
R3.7.15 新型コロナウイルス感染症対策としての職場における積極的な検査等の実施について
令和３年毎月勤労統計調査特別調査への調査協力依頼に関するお願いについて
463
R3.7.15
（会員周知願い）
令和３年７月の梅雨前線に伴う大雨による自動車の抹消登録申請時の特例的取扱につ
468
R3.7.15
いて（周知）
469
R3.7.15 限度超過車両の新制度の運用の詳細決定について（周知）
緊急事態宣言に伴う自動車登録申請書の添付書類の有効期間に係る特例的取扱いにつ
471
R3.7.15
いて（周知）
472
R3.7.15 ＣＣＵＳ認定アドバイザー認定講習の受講候補者選定のご協力について（依頼）
479
R3.7.15 日本行政書士会連合会会則の一部変更に係る総務大臣認可について
480
R3.7.15 新型コロナウイルス感染者の発生に関するご報告
489
R3.7.15 新型コロナウイルス感染症対策としての夏休み期間中における留意事項について
犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に
502
R3.7.29
本人確認書類として船舶観光上陸許可書が用いられた場合の留意事項について
511
R3.7.29 理事会の議決結果について
524
R3.7.29 「おしごと年鑑２０２１」への協賛について
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栃木県事業承継支援補助金について
～栃木県産業労働観光部より～
栃木県産業労働観光部経営支援課より、栃木県による一時金補助金の案内が届いております。
詳細は県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/2021zigyousyoukei.html
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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～
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。
許可申請書類の提出方法について等、一部改正されています。
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。
改正内容の通知（収集運搬業許可申請）.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）収集運搬業許可
申請の取扱いについて.pdf
改正内容の通知（処分業許可申請）.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

栃木会の
申請取次行政書士
の動向

新規申出（７月）

０名

更新申出（７月）

１名

有効期限切れによる減少

１名

申請取次行政書士（７月末現在） １３８名

◆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）方式の開催予定です。開催月等の概要と申込書は、日行連
ホームページと「日本行政」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」の写しを栃木会事務局へ提出する必要があります（ＦＡＸ、
メール添付可）
。
「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。
※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：８月３１日（火） 受付日：９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。）
【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。
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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

おじゃましま～す！

氏
名 飛田 藍
事務所名称 行政書士あい事務所
所 在 地 宇都宮市二荒町５番地７
MUSASHI futaara BASE ３０７
入 会 日 令和３年４月１５日

令和２年度の行政書士試験に合格でき、いき
なりの開業はどうなのかとも悩みましたが、早
く行政書士の業務に触れたいと思い、開業に至
りました。

宇都宮支部最若手？の新入会員。飛田会員の事
務所へおじゃましました。

Ｑ 開業後に依頼のあった業務はありますか。
Ａ 道路使用許可、古物商許可申請、車庫証明と
自動車登録、補助金関係です。
Ｑ 趣味などは。
Ａ 私は秋田県出身なのですが、せっかくゴルフ
場の数が多く、プレー代が割安な栃木県に住ん
でいるのだからと思い、周りの友達が始めたこ
ともあって、ゴルフにハマっています。１００
切りを目指していますが、なかなか上達しませ
ん（泣）

Ｑ どのようなきっかけで、行政書士になったの
ですか。
Ａ 昨年の３月頃から、コロナウイルスが世界的
に蔓延し、当時は飲食店で勤務していたため、
勤務日数が激減しました。
それが、これから先の自分の生活を見つめ直
すきっかけになり、資格も何も持っていない私
がひとつ何か自信が持てる物をつくりたいと思
い、数多くある資格試験を調べていくなかで、
行政書士という資格がある事を知りました。
行政書士が携わる業務はとても幅広く、いろ
んな人のいろんな悩みを解決できるのではと魅
力を感じ、勉強を始めました。
最初は、慣れない法律用語ばかりで苦戦しま
したが、勉強していく中で「社会のルール」を
知ることができ、楽しく勉強を進めていく事が
できました。

Ｑ これからどのような業務をしていきたいです
か。
Ａ 「行政書士ってどんなことをしているの？」
と友人や知人によく聞かれます。
私も、受験勉強をしているときは、行政書士
業務がどのようなものか全く知らなかったです
し、普通に生活をしていく上で行政書士に仕事
を依頼したことはありませんでした。
若い世代にも、行政書士ってこんな事をして
いるんだ！という事を、もっと周知させていき、
行政書士業務を通じて、夢や目標を持っている
人をサポートできるよう、多方面の知識をもっ
て、一人一人に寄り添った対応、様々な業務を
こなしていきたいと考えています。
飛田会員は、華の２０代若手会員ですが、若い
だけではありません。今回お話をうかがう中で、
行政書士法に規定された大切な書類作成のポイン
トについての質問を受けましたし、開業前にご自
身でＪｗ＿ｃａｄの勉強をされ、押さえるべき点
は的確だと感心しました。
これまでに応対されたお客様の声を的確に確認
しながら、一つ一つ丁寧に着実に仕事を進めてい
る事が伺えました。
これからの活躍に期待しています。
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（支局長 小池 学）

支局かわら版

明 治 貴族が描いた未来

三島、青木、戸田、佐野、埼玉、豊浦、加治屋、
永田等々、これらは、那須野が原を占める那須塩
原市、大田原市にある地名です。ご存知の方もい
るかと思いますが、この地名は明治期の開拓にま
つわる由来があると言われています。
“わずか１４０年前まで人の住めない荒野が広
がっていた日本最大の扇状地「那須野が原」。
明治政府の中枢にあった貴族階級は、この地に私
財を投じ大規模農場の経営に乗り出します。“
で始まるのは、日本遺産「明治貴族が描いた未来
～那須野が原開拓浪漫譚～」にあるように、この
地は、明治期に始まったといっても過言ではあり
ません。それまでは、那須連山の裾野に広がる広
大な原野であったようです。
明治期の日本は、精力的に近代化を目指したユ
ニークな時代かと思います。ここ那須野が原では、
近代大規模農業を目指し開拓を進めた先人の面影
を随所に見ることができます。
中でもよく知られているのは、青木修蔵が作っ
た白亜の青木別邸でしょうか。

那須支部

那須野が原は、扇状地なるがゆえに水がなく、
地味も良くありません。広くなだらかな傾斜地に
用水を通し、牧場経営が積極的に行われました。
その結果、現在では、北海道を除けば最も多くの
乳製品を提供するなど、畜産が盛んな地となりま
した。
今では、乳製品を扱う牧場は勿論ですが、チー
ズ工房を営む牧場もあれば、子供向けの遊園地を
模した牧場、ひいては、馬に乗れる牧場まであり
ます。

那須ファームビレッジ（狭原地区）

旧青木別邸（青木地区）

千本松牧場（千本松地区）

春は菜の花、夏はひまわり、秋はコスモスと建
物と相まって、訪れる方も多いところです。
街中にも大山別邸も趣のある建物です。

戦後の農地改革や未墾地解放等により、農地や
山林が解放され、事実上農場は解体しましたが、
未だ当時の面影を残すものを幾つも見ることがで
きます。
（支局長 室賀芳明）

旧大山記念館洋館（下永田地区）
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シリーズ「相続」研修会 第１回

市民法務部 主催

市民法務部では、今年度も相続に関する研修を４回シリーズで企画いたしました。
新入会員の方、相続業務をこれからやってみたいと思う方は、ぜひご参加ください。
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。
今年度も新型コロナの影響から、会場を変更し先着順での受付となります。
申し込みは各回ごとにお願いします。
○開催日時 令和３年９月１３日（月）１４：００～１６：３０
○開催場所 宇都宮市文化会館 ３階 第１会議室 （宇都宮市明保野町７－６６）
○研修内容 相続の相談から受任と実務の基礎
○講
師 行政書士 細見愛子
○対 象 者 行政書士、補助者（多くの事務所の方が受講できるように、一事務所、会員１名
もしくは補助者１名でお願いします。
）
○定
員 ４０名
○受 講 料 ５００円
○締め切り ９月６日（月）

貨物自動車運送事業研修会（全２回） 第１回

運輸交通風営部 主催

○開催日時 令和３年９月１４日（火）１３：３０～１５：００
○開催場所 栃木県行政書士会館２階
○研修内容 ・運送事業者への支援
・一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更申請について
○講
師 行政書士 石井 治夫
○対 象 者 行政書士、補助者
○定
員 １８名
○受 講 料 ５００円
○締め切り ９月８日（水）
※ 第２回は令和３年１０月１２日（火）
「一般貨物自動車運送事業経営許可申請書の作成から申請までの知識を身につける」を予定して
います。

農地法基礎研修会

土地利用開発部 主催

○開催日時 令和３年９月２４日（金）１３：３０～１５：３０
○開催場所 栃木県行政書士会館２階
○研修内容 農地法第３条、第４条、第５条の基礎を学びます。
（昨年度実施した研修会と同じ内容になります。
）
○講
師 行政書士 小林 謙二
○対 象 者 行政書士、補助者
○定
員 １８名
○受 講 料 ５００円
○締め切り ９月１５日（水）

－12－
行政書士とちぎ 2021.8

研

修

名

９/１３

シリーズ「相続」研修会

９/１４

貨物自動車運送事業研修会
（全２回）第１回

第１回

９/２４ 農地法基礎研修会

５００円

９/６

５００円

９/８

５００円

９/１５

研修会に関する連絡とお願い
今年度の研修会に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止ならびに参加される会員の健康を守
るため、県の催物開催の対応を基準として、研修会場の広さに応じソーシャルディスタンスを維持す
るため定員を設け、先着順の受付とします。
申し込みを受け付けた方には「受講者証」を、定員を超えた後に申し込まれた方には「その旨の連
絡文とキャンセル待ち番号」をＦＡＸで返信しますので、申込書にはＦＡＸ番号を必ず記入の上、お
申込みください。キャンセル待ちの方が受講可能になった場合は、前日までにご連絡いたします。

★ 研修会当⽇は必ず「受講者証」をご持参ください。
★ 受講者証受領後、やむを得ず⽋席することになった場合は、速やかに事務局まで
ご連絡ください。（キャンセル待ちの⽅が受講できるようになるため。）

建設環境部より「産業廃棄物収集運搬業特別研修会」開催日程のお知らせ
今年度の「産業廃棄物収集運搬業特別研修会」は下記の日程で行います。
研修会の詳細および申込書は、行政書士とちぎ１０月号に掲戴いたします。
○開催日時 令和３年１２月１日（水） ９：３０～１７：００
○場

所 栃木県教育会館 小ホール

昨年度までに発行された修了証のうち、第１４１号～第２１０号の修了証をお持ちの方に
ついては、２０２２年３月３１日が有効期限となります。修了証の更新を希望される方は、
今年度の研修会をご受講ください。（受講しない場合は、有効期限をその効力を失います。）
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3213235

かしはら行政書士事務所

R3.7.1

3280053

堀江行政書士事務所

R3.7.15

3260845

髙田行政書士事務所

R3.7.15

3230155

かきのき行政書士事務所

R3.7.15

宇都宮
樫原
栃
堀江
足
髙田
小
柿木

博
木
優子
利
政義
山
嘉成

【行政書士法人入会】
支 部・名 称
宇都宮
行政書士法人ＧＯＡＬ 宇都宮支店

028-667-6136

宇都宮市鐺山町 602-91

0284-62-3378

足利市大前町 259-7
0285-49-1454

小山市大字福良 1260-3

事

設立年月日

R2.9.1

0282-25-5930

栃木市片柳町 2-52-2

務

電

所

宇都宮市池上町 2-7
石下ビル 3 階

話

028-616-8852

社
員
一般社員
髙松順子

田中隆亘会員のご冥福をお祈りいたします。
佐

野

宇都宮

田中
根岸

隆亘
俊夫

【変 更】
支 部
氏 名
芳 賀
矢野健太郎
宇都宮
佐藤 達也

R3.6.22
R3.7.5

死
廃

亡
業

小
芳

山
賀

関
長岡

伸朗

R3.7.15

廃

業

辰夫

R3.7.31

廃

業

変更事項
変 更 内 容
所在地／電話番号 真岡市荒町 5176-1 ／ 0285-82-0670
所在地
宇都宮市宿郷 3-10-5 新部ビル 101

令和３年度版「建設業許可申請の⼿引」「経営事項審査申請の⼿引」が届きました
栃木県県土整備部監理課より、上記２種類の冊子が届きました。
ご希望の方は、事務局窓口にありますのでご自由にお持ちください。（無料）
郵送ご希望の方は、当会、会員専用ＨＰの事務連絡に掲載の申込書を事務局宛にＦＡＸして下さい。

編集作業中は、まだまだ梅雨の終わりが感
じられないでいましたが、暑い夏が遣ってき
ました。例年のごとく、半端でない暑さが続
いています。また突然の雷と豪雨にＰＣの電
源を切り、上がるのを待つこともあります。
暑さに負けぬよう、睡眠と栄養のある物を食
べながらこの夏を乗り切りたいと思います。
（広報部 豊田近弘）
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