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　１０月２８日（木）１４時から１６時４０分ま

で宇都宮市文化会館第１会議室において、シリー

ズ「相続」第２回研修会が開催されました。

　研修会開催にあたり、第１回研修会と同様に、

広い会場を確保し、一定の距離をとるように座席

は長テーブルに一人掛けとし、受付での体温測定、

手指消毒等新型コロナウィルス感染予防対策を徹

底して開催いたしました。

　今回は、小山支部の飯野洋会員から「民法と相

続税の基礎知識」をテーマに講義をしていただき

ました。資産税専門の税理士としても活躍されて

いる飯野洋会員から、民法と相続税法の違い、相

続税の基本的な仕組み、相続税申告における財産

評価の基礎等について講義をしていただきました。

　税理士としての立場からの遺産分割における留

意点や、相続税申告の際の土地の評価方法には路

線価方式と倍率評価方式があることなど、更には

相続税申告を税理士に依頼した場合の報酬金額等、

日頃私たちが相続業務を行う上で知っておくべき

知識について、実例を交えわかりやすく、かつ詳

しく講義をしていただきました。参加された会員

から活発な質問もあり、非常に有意義な研修会で

あったと思います。

　市民法務部では、今後も会員の皆様のお役にた

つ研修会の開催を予定しております。皆様のご参

加をお待ちしております。

　　　　　　　　　　（市民法務部　細見愛子）

シリーズ「相続」第２回研修会開催

　１１月２日、午後１時３０分から午後３時３０

分にかけ行政書士会館２階会議室において、運輸

交通風営部専門員兼封印管理委員会委員の飯塚会

員による「自動車登録研修会兼丁種封印事前研修

会」が実施され、１０名が受講しました。

　また同月９日午後２時から午後３時３０分の間

宇都宮市総合コミュニティセンター大集会室にお

いて、関東運輸局　栃木運輸支局主席運輸企画専

門官　横濱稔幸様をお招きして「丁種（行政書士

会）の封印委託業務」について講義をいただきま

した。

　指定研修会は丁種封印会員が年に１回受講する

ことが義務とされており、丁種封印会員３５名を

含む参加者４２名とともに運輸交通風営部員、封

印管理委員会も同席し受講しました。

　今年度も運輸支局御担当者からの直接講義で、

質疑応答の時間では分かりやすく答えていただき

ました。実務に直結していることから、皆真剣に

聞き入り、参加者の封印業務に対する高い意欲が

感じられる研修会となりました。

　研修会終了後の午後３時からは、事前研修受講

者１０名のうち６名が丁種封印業務等自動車登録

業務に十分精通した行政書士であるかどうかを考

査する「丁種封印事前研修会効果測定」に出席し、

６名全員が合格となりました。

　先輩丁種封印会員と共にご活躍されることをご

祈念申し上げます。

　　　　　　　　（運輸交通風営部　田代勝康）

丁種封印制度研修会兼指定研修会及び効果測定の開催
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　１１月１４日（日）宇都宮大学峰キャンパスに

おいて令和３年度行政書士試験が実施されました。

昨年来のコロナ禍においては、試験会場の確保に

苦慮してきたところです。

　今年の行政書士試験の受験申込者は、栃木県に

おいては昨年比１０．６％増でした。

　行政書士試験監督事務は（財）行政書士試験研

究センターが都道府県知事から委任を受けて行政

書士会が行なっていますが、コロナ感染症対策に

より試験室の収容率５０～６０％の制限があり、

他の国家試験とも重なり大教室が確保できず、

２４教室５３名の監督員と本部員１９名合わせて

総勢７２名のかつてない数の会員の協力を得まし

た。　

　幸い試験当日は快晴に恵まれ気温も上り、３０

分毎の教室のドアーや窓の開放による換気もスム

ーズに実施できました。無事に試験監督事務を終

了することができ、心より関係者皆様のご協力に

お礼と感謝を申し上げます。

　 後に、この写真の場所が何処かおわかりです

か？急遽スタッフ収容のために特別に借用した

『峰ヶ丘講堂』です。宇都宮大学卒業生でも入っ

たことのない方も多く、大正１３年に旧宇都宮高

等農林学校の講堂として建てられたもので、国指

定文化財です。

　「切妻造桟瓦葺妻入で外壁は柱形付下見板張と

する。内部は正面に演台を据え側背面にギャラリ

ーを廻らす。直線を強調した平坦な壁面や柱頭飾、

天井の緩やかな円弧状アーチ飾りなど、セセッシ

ョン的意匠で全体をまとめた優作。」との解説が

ありました。

（宇都宮大学峰キャンパス試験場責任者

　　　　　　　　　　　　　　　　関比佐江）

行政書士試験を終えて
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　１０月３０日（土）午前１０時より午後２時ま

で「道の駅きつれがわ」を活用して行政書士制度

広報月間内に支部主催の無料相談会が無事に開催

することができました。今までの質問の傾向から

特に司法書士や税理士などの資格をお持ちの行政

書士の会員に協力頂き、支部長をはじめ、会員６

名で当日は対応しました。

　会場となる一角に横断幕を掲げ来訪者を呼び込

めるような工夫を致しました。事前予約なしの相

談会の実施でしたが、相続に関する案件や所在土

地に関する案件などの相談に対応することができ

ました。

　当日の天気は、気温は高くありませんでしたが

晴れて、道の駅を利用する多くの人々に横断幕で

行政書士の活動を広報することができました。

今回の開催は、支部単独での無料相談会の実施で

した。今後は、住民に身近な有意義な活動が更に

支部内の他地区においても広めるため更に検討を

進め実施できることに期待しています。

　　　　　　　　　　　　（支局長　石下辰博）

　１１月１１日（木）午後３時より令和３年度第

３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１０名の出席者で

開催されました。

　『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」他がありました。

　『議案』では、大きく５つ取り上げ、「支部研

修会」、「市民公開講座」、「市民合同相談会当

番」、「支部ホームページ」、「その他」と活発

な意見交換・調整・確認を行いました。

　当支部の理事会に何度か出席させていただくう

ちに気付いたのは、既存の理事の方々には当たり

前のことかもしれませんが、新米理事の私として

は、いかに「行政書士として地域社会に貢献する

か」という意識が非常に高いことに刺激を受けて

おります。

　県理事による情報提供による討議は勿論のこと、

１０月に盛況であった市民公開講座を再度２月に

もう一度開催することを決定するなど、熱い議論

が交わされたことに示されます。

　それに加え、お客様対応のため、自身達もスキ

ルアップを考えるべく、支部研修会も開催する姿

勢。今回も自由闊達に大いに盛り上がる理事会と

なりました。尚、私はサポートしていただきなが

らになりますが、来年支部研修会の講師となった

ことは想定外でした（笑）。

　今後も積極的な行政への貢献を支部一体となっ

てできるよう、理事会中心に盛り上げていきたい

と思います。

　　　　　　　　　　　　（支局長　坂上隆之）

【塩　那】

支部支部支部支部部無料無料無料料無料無料相談相談相談相談相談相談談相談相談相談会会の会の会の会の会の開催開催開催開催開催開催催ににつにつにつにつについていていていてていていて支部無料相談会の開催について

【佐　野】

佐野佐野佐野野佐野佐野支部支部支部支部支部支部支部支部支部支部第第３第３第３第３回理回理回理回理理事会事会事会事会事会事会事佐野支部第３回理事会
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日 予 定 時 間 主 催

月 事務局年始休業

水 市民相談会 於 足利市役所１階市民相談室） ～ 足利支部

火 広報部会 ～ 広報部

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 登録説明会 ～ 総務部

月 ＵＣＩＡ（宇都宮市国際交流協会）相談会 ～ 国際部

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） ～ 宇都宮支部

火 会計精査 ～ 財務経理部

水 ＫＩＦＡ（鹿沼市国際交流協会）相談会 ～ 国際部

国際部会 ～ 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

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 ）

～ 佐野支部

木 ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）企業向け相談会 ～ 国際部

封印報告書確認 ～ 封印管理委員会

金 建設業基礎研修会 ～ 建設環境部

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

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

水 申請取次行政書士研修会（於：栃木県教育会館） ～ 国際部

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 ）

～ 小山支部

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 シリーズ「相続」研修会 第４回 ～ 市民法務部

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

金 登録説明会 ～ 総務部

栃木県行政書士会カレンダー（１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

建設特定技能外国人制度の説明会開催について（周知）

令和３年秋の叙勲受章者のお知らせ

特定行政書士制度に係るアンケートの周知協力について（お願い）

ＣＣＵＳ認定アドバイザー認定講習の受講候補者の追加推薦について（依頼）

令和３年１１月分会費納入について（お願い）

令和３年度特定行政書士法定研修に係る結果の公表について

建設キャリアアップシステム代行申請の解禁について（周知）

ＷＥＢセミナー「農林水産省共通申請サービス（ｅＭＡＦＦ）に関するセミナー」

の開催について（周知）

建設特定技能受入計画オンライン申請の委任状のご案内

マイナンバーカードの代理申請手続事業の実施に向けた具体的取り組みについて

（お願い）

宗教法人の登記に関する届出に係る登記事項証明書の添付省略について（周知）

申請取次実務研修会（２月ＶＯＤ方式）の開催について

日行連だより



行政書士とちぎ 2021.12

－13－

標記の件について、宇都宮財務事務所より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。

国有財産の売払及び境界確定申請にかかる提出書類一覧表の改正について

普通財産売払申請書提出書類一覧表

土地境界確定申請書提出書類一覧表

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】建設特定技能外国人制度の説明会開催について（周知）

【別添】 建設特定技能外国人制度の説明会申込書

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 号】建設特定技能受入計画オンライン申請の委任状 のご案内

委任状記入例

委任状書式

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】建設キャリアアップシステム代行申請の解禁について（周知）

行政書士の建設キャリアアップシステム登録及び講習会の実施について 依頼

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 号】経営事項審査における監理技術者講習の有効期間の取扱い及び経営事項審査の

改正の方向性について（周知）

中央建設業審査会資料 経営事項審査における改正の方向性について

建設キャリアアップシステム代行申請の解禁について（周知）
～日行連より～

経営事項審査における監理技術者講習の有効期間の取扱い及び経営
事項審査の改正の方向性について ～日行連より～

建設特定技能受入計画オンライン申請の委任状について
～日行連より～

国有財産の売払及び境界確定申請にかかる提出書類一覧表の改正に
ついて ～宇都宮財務事務所より～

建設特定技能外国人制度の説明会開催について（周知）
～日行連より～
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栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（１１月）　　　　　　　　　　０名

更新申出（１１月）　　　　　　　　　　０名

有効期限切れによる減少　　　　　　　　２名

申請取次行政書士（１１月末現在）　１４７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：１２月２７日（月）　受付日：１月１２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。

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。

宗教法人の登記に関する届出に係る登記事項証明書の添付省略について（周知）

宗教法人の登記に関する届出に係る登記事項証明書の添付省略につ
いて（周知） ～日行連より～

◇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、実務研修会を受講し、

「修了証書」の写しを栃木会事務局へ提出（ＦＡＸ、メール添付可）する必要があります。

年度内に申し込みできる実務研修会は残り1回のみです（１２／２４から先着順で受付予定）。

※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。）

届出済証明書の更新を希望される方へ、標記の件について、日行連より周知依頼がありました。

詳細は、日行連ＨＰの「お知らせ」欄をご覧ください。

申込受付期間：令和３年１２月２４日（金）９時～令和４年１月７日（金）１７時

※上記受付期間内であっても、定員に達した場合は受付が締め切られます。

行政書士申請取次実務研修会（ 月ビデオ・オン・デマンド方式）
のご案内 ～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　小太刀　庸恭

事務所名称　こだち行政書士事務所

所　在　地　鹿沼市栄町１丁目２番１号

　　　　　　グリーンベイビル２０２号

入　会　日　平成２１年１２月１５日

Ｑ：行政書士になろうと思ったきっかけは何です

か？　

Ａ：大学を卒業し一般の企業に就職したのですが、

丁度その頃はバブル崩壊の時代でした。その影響

で、景気に関しては暗い話題が多く、終身雇用の

概念も壊れ始めた時期でした。自分が入った会社

も、はたして定年まで自分を守ってくれるのか不

安で、２０代半ば頃から自己防衛のために様々な

資格取得に挑戦していました。

　行政書士はその内の一つだったのですが、４０

歳を目前にして、チャレンジするなら年齢的に最

後のチャンスだと思い、一念発起し独立してみよ

うと行政書士の道を選びました。

Ｑ：行政書士になって苦労したことはなんですか

？

Ａ：行政書士に限った話ではありませんが、会社

員という立場から個人事業主に変わったことで、

経理や挨拶回りなど、今まで無縁だったことをす

べて覚えて自分でこなさなければいけないのが大

変でした。

Ｑ：やりがいを感じるのはどういうときですか？

Ａ：同じ業務内容でもお客様の求めていることは

異なってきます。

　許認可にしても、とにかく早く許可が欲しい方

もいれば、時間がかかってもお客様自信が理解・

納得した上で許可を取って欲しい方など、お客様

によってバラバラです。許可取得は当たり前です

が、お客様の隠れたニーズを見抜き、それに応え

て業務をこなせたときが、最もやりがいを感じる

ときですね。

Ｑ：主にどんな業務をしていますか？

Ａ：相続や許認可が多いですが、一部の業務に絞

って専門的にやるのではなく、依頼された業務は

なるべく受けるようにしています。

Ｑ：行政書士になったばかりの会員へのアドバイ

スがあればお願いします。

Ａ：前の質問の回答とつながりますが、依頼され

た業務はできるだけ自分の手でやりとげる気持ち

が、開業したての頃は特に必要なのかなと感じま

す。

　本やインターネット等では、一部の業務を極め

て、他の専門家と連携しながら仕事をしていく方

が効率的と書かれているものが多くあります。

　しかし、そのやり方は、人口も業務の依頼数も

少ない地域ではなかなか成立しないのが現状です。

そのような地域で開業している方は、業務内容に

特化するのではなくお客様とのつながりを大切に

するべきだと私は考えています。

　例えば、相続の相談で農地が絡んできた場合、

農地転用の業務で得た知識があってアドバイスが

できる場合もあります。一見無関係に思える業務

も実は繋がっていたりするので、始めたてのころ

は勉強も兼ねて様々な業務にチャレンジしていく

ことも大切だと思います。

Ｑ：今後の目標などお答えいただけますでしょう

か？

Ａ：新型コロナウイルスの流行により、世間も法

律も大きく変わりました。変化する情勢に対応し

ていけるように、日々勉強を怠らないようにして

いきたいですね。

　小太刀会員は、鹿沼支部の中でも様々な役職を

担当しており、日々お忙しい中でも快く取材にご

協力いただきました。

　これからも益々のご活躍をお祈り申し上げます。

　　　　　　　　　　　　（支局長　大塚圭希）
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支局かわら版

支部塩那
塩那支部の管内について

　当会の塩那支部は、３市３町から構成されてお

り県土面積の約１４パーセントを占める９１０．

１５平方キロメートルが主な業務管内として支部

所属５７名の行政書士が活躍しています。

　この地域は、北部に釈迦が岳、鶏頂山や剣が峰

などの眺望の良い高原山山麓、東側には茨城県境

にまたがる八溝山地があり、森林面積も多く管内

面積の約５割弱を占め、４４５．５１平方キロメ

ートルとなっています。そのため、生業として昔

から林業も盛んに行われており、 近では、循環

型林業を実現するための工夫や太陽光発電など再

生エネルギーとしての取り組みなども行われてい

ます。

　一方、県内を縦断する長大な鬼怒川本流が西側

を流れ、東側には、那須連山を水源とする那珂川

本流が流れており、間の丘陵地は、数多くの支川

があり、平野部は扇状地の肥沃な土地が数多く、

耕作地に適した農地が存在し、管内面積の約３割

弱を占める２１５．１平方キロメートルで作物が

作られています。稲作の他にも果樹や花き、畜産

などで地域ブランドが生産されています。

　 近の話題では、令和の大嘗祭に使われる東の

「悠紀」地方に栃木県が選ばれ、斎田として高根

沢町の農家において「とちぎの星」を育成して納

めるなど全国的にも有名となっています。このよ

うに、栃木米をはじめ、カボチャ、リンゴ、花、

シイタケ、こんにゃく、養豚、食牛、川魚など数

多くの美味しい食材の生産地として県内外にも知

られています。

　この地は、古くは東山道をはじめ、江戸時代に

は５街道の一つで江戸から奥州に向かう奥州街道

が通過しており、作物生産だけの生業ではなく、

鬼怒川を利用した舟運の阿久津河岸場が設置され、

氏家が宿場として賑わっています。

　また、徳川家から特別で様々な厚遇扱いを受け

ていた喜連川藩の喜連川宿や那珂川を利用した舟

運もあり、烏山城の城下町として発達した烏山宿

も有しています。更に、地震で不通となった会津

西街道の代替道路として新たに矢板を通過して氏

家宿までの会津中街道や奥州の諸大名が参勤交代

の帰路に東照宮参拝を済ませて利用した日光北街

道、芭蕉も奥の細道で「農夫の家に一夜をかりて

明くればまた野中へ行く」と詠った塩谷町玉生が

あり、古くから「人やもの」の往来に使われてき

ています。このようにこの地域は、交通の要衝と

して発展をしてきています。

　現在では、全体で約６万世帯、１５万５千人も

の人々が暮らしています。鉄道が通り、高速道路

をはじめ道路の建設が進み、この地域の交通網が

整備され、更には、インターネットの普及も伴っ

て、産地と市場や消費地の距離や時間が短縮され、

工業団地、大型商業施設や道の駅など、関連する

様々な業種の産業が地域に根付き、先人達の求め

てきた豊かさの創造を今も継承して更に発展しよ

うとしています。

　この地域において、老若男女の求める豊かさを

実現するための社会活動や日常生活の中に私たち

行政書士としての活躍の場があり、社会的な使命

や意義も期待されていると感じています。

参考資料：栃木県統計ホームページ一部参照

　　　　　　　　　　　　（支局長　石下辰博）
（航空写真出典：常陸河川国道事務所ＨＰ空から見る那珂川）

（鬼怒川阿久津河岸跡）
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建設業基礎研修会 建設環境部 主催

○開催日時 令和４年１月２１日（金）１３：３０～１５：００

○開催場所 栃木県行政書士会館 ２階

○研修内容 建設業許可申請および経営事項審査について、栃木県から講師をお招きして学び

ます。

○講 師 栃木県県土整備部監理課建設業ご担当

○対 象 者 会員

○定 員 １８名

○受 講 料 無料

○申込締切 １月１４日（金）

産業廃棄物収集運搬業許可申請研修会 建設環境部 主催

○開催日時 令和４年２月１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 産業廃棄物収集運搬業許可申請の基礎について、栃木県から講師をお招きして学び

ます。

○講 師 栃木県環境森林部資源循環推進課ご担当

○対 象 者 会員

○定 員 １８名

○受 講 料 無料

○申込締切 １月２５日（火）

定員制研修会の受講者証について

定員制の研修会の場合、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下さい。
（キャンセル待ちの⽅が受講できるようになるため。）
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シリーズ「相続」研修会 第４回 市民法務部　主催

相続に関する研修会４回シリーズの 後となる第４回目です。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。

○開催日時 令和４年１月２７日（木）１４：００～１６：３０

○開催場所 栃木県行政書士会館２階からＺｏｏｍによる配信

○内 容 外国人の相続について

○講 師 行政書士 深見 史

○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、１月２０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 １月１９日（水）

○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 １月１９日（水）

（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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１/２１ 無　料

無　料

１/１４建設業基礎研修会

研　修　名

シリーズ「相続」研修会　第４回

２/１ １/２５
産業廃棄物収集運搬業

許可申請研修会

１/２７
無　料 １/１９

ＺＯＯＭでの受講希望者はメールでお申し込みください。

２２０２２年版「行政書士手帳」販売中

残部僅少ですが、２０２２年版「行政書士手帳」の販売をしております。

１．手帳の仕様 ビニールシート 黒（１６９×８３㎜）分冊方式・差込式

２．価 格 1,150円
３．販売方法 事務局にお越し頂ければその場で販売致します。

郵送ご希望であればお電話でお申し付けください(別途送料 250円)。
（事務局☎０２８－６３５－１４１１）※売り切れの時はご容赦ください。
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　地球温暖化が騒がれている中、また寒い冬

が来て、例年通り山には雪が降り、風が冷た

い季節になりました。年が押し詰まり、やり

残しを片付けておこうと思っても、つい億劫

になってしまう。コロナ禍は落ち着いていま

すが、感染が恐ろしくて外出を減らす生活と

なっています。風邪などひかぬよう、この冬

を過ごせればと思います。

　　　　　　　　　　（広報部　豊田近弘）
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那　須

戸室悠佳里

行政書士相馬肇事務所325-

0026
0287-62-3529

（令和 3年 11 月 30 日現在）

那　須

荻原　智光

行政書士荻原智光事務所324-

0036
0287-29-0179R3.11.15

R3.11.15

宇都宮

薄井　理人

薄井行政書士事務所321-

0944
028-661-7669R3.11.15

宇都宮市東峰町 3584-37

宇都宮

増山　和宏

ひまわり行政書士事務所320-

0806
028-651-5030R3.11.15

支　部 氏　名 変更事項 変　更　内　容

【変　更】

那　須 荻原　得子 R3.11.30 小　山 小嶋　孝雄 R3.11.30廃　業 廃　業

小　山 野村　　稔 R3.11.30 廃　業

芦川　宏一鹿　沼 090-7812-9233電話番号

岡本　祐樹

髙山　伸人

小　山 所在地／名称

宇都宮

小山市乙女 1-16-12-101 ／ＮＬＣ行政書士事務所

宇都宮市一条 2-4-11　ファーストレジデンス 305所在地

電話番号

増山　知司栃　木

028-612-3555

050-3401-2265電話番号

那須塩原市上厚崎 523-10

大田原市下石上 2109-3

宇都宮市中央 2-3-14
　SUNFLOWER 中央 101




