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　５月２０日（金）１３時３０分より、ホテルニ

ューイタヤ本館３階「天平の間」において、会員

５６３名の出席（本人出席９４名、委任状４６９

名）のもと、令和４年度栃木県行政書士会定期総

会が開催された。

　開会に続きご逝去に対しての黙祷後、安野光宣

栃木県行政書士会会長挨拶、福田富一栃木県知事

挨拶の後、栃木県知事表彰授与、栃木県行政書士

会長表彰授与、感謝状授与が行われ、来賓祝辞、

祝電披露が行われた。

　その後、議長として、那須支部支部長一戸養子

会員、日光支部支部長福田豊会員が指名され、議

案審議に入った。

　議案第１号　令和３年度事業報告並びに同決算

　　　　　　　について 

　（１）令和３年度事業報告について 

　（２）令和３年度決算報告について 監査報告

　議案第２号　令和４年度事業計画並びに同予算

　　　　　　　について

　（１）令和４年度事業計画について

　（２）令和４年度予算について

　議案第３号　綱紀委員の補欠選挙について

　議案第４号　日本行政書士会連合会定時総会に

　　　　　　　関する事項について

　（１）日本行政書士会定時総会に向けての要望

　　　　について

　（２）代議員の選任について

　各議案については、いずれも原案通り可決承認

された。

　　　　　　　　　　　（広報部　小太刀庸恭）

令和４年度栃木県行政書士会定期総会開催

栃木県知事　福田富一様 日本行政書士会連合会 会長 常住豊様
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　４月２６日(火)１４時から宇都宮市総合コミュ

ニティセンターを会場とする対面式Ｚｏｏｍによ

るオンライン配信方式の併用型にて、行政書士に

係わる「消費税インボイス制度における適格請求

書等保存方式の概要」についての研修会が開催さ

れました。

　会場での参加者は３４名、オンライン参加者は

５４名、合計８８名と多数の参加があり、インボ

イス制度に対する関心の高さがうかがえました。

　研修会は、安野光宣会長からの開催挨拶の後に、

本会の監事や財務経理部副部長等も歴任され、税

理士でもある大戸孝男会員に講師として登壇して

いただきました。大戸会員からは、令和５年１０

月１日より開始が予定されている消費税における

適格請求書等保存方式（いわゆる「インボイス制

度」）について、インボイス制度の導入により我

々行政書士の事務所経営に影響を受けることが想

定される様々なポイントを取り上げながら次のよ

うな講義がありました。

　まず、消費税インボイス制度導入をめぐる経緯

と今後予定されているインボイス制度導入による

行政書士への影響についての説明がありました。

続いて、消費税の基本的な仕組み、仕入税額控除、

仕入税額控除の要件としての適格請求書等保存方

式、適格請求書への登録番号等の記載事項、消費

税額等の端数処理を含む記載の留意点等の解説が

ありました。

　次に、適格請求書発行事業者としての義務や適

格請求書の交付を受ける際の仕入額控除の要件等、

取引相関図や行政書士の他に兼業がある場合に発

行する領収証、行政書士が外注先等から交付を受

ける領収証のサンプル等を使用して、適格請求書

にあたらない場合も含めて具体的な解説がありま

した。

　また、税額計算の方法等に関して免税事業者等

からの課税仕入れに係る経過措置、簡易課税制度

を選択している場合の注意点や適格請求書発行事

業者の登録申請の手続、一般課税・簡易課税・免

税事業者の各パターン別で適格請求書発行事業者

の登録申請を行うか否かの判断、免税事業者であ

る場合に登録申請を行う場合の注意点、適格請求

書発行事業者登録と事業者免税点制度の関係、基

準期間の課税売上高が微妙な場合の考え方につい

て等、実例とあわせて詳細な説明がありました。

　さらに、これから行政書士法人を設立する場合、

法人設立後の最長２年間の免税期間において適格

請求書を発行する必要が想定されるときの検討事

項のアドバイスもありました。

　最後に、事前に提出された質問が取り上げられ、

「日本行政書士会連合会の定める領収証の基本様

式に関する規則」の基本様式をベースとして行政

書士が発行する請求書や領収証を適格請求書とし

て使用する場合の修正案の解説がありました。そ

のなかで、軽減税率の適用対象となるものが無い

場合は、例えば「軽減税率（８％）対象０円（消

費税額等０円）」といった記載は不要との補足説

明もありました。

　研修時間は約１時間半でしたが大戸会員による

実例を交えた丁寧で分かりやすい講義に、参加者

の皆様は終始熱心に耳を傾けていました。講師の

依頼を快くお引き受け頂いた大戸会員や質問をお

寄せ頂いた会員、参加者の皆様には、この場をお

借りして感謝を申し上げます。

　適格請求書発行事業者の登録申請を行うかどう

かは任意でありますので、会員によって、その判

断は異なるとしても、行政書士に適格請求書の発

行を求める依頼者が想定される場合、その登録の

検討は必要になるものとおもわれます。本研修会

の当日は、会員によっては支部の総会と重なって

しまい、残念ながら参加できなかった方もいらっ

しゃるかと存じます。中小企業支援部では第２回

目のインボイス制度等に関する研修会の開催に向

けて企画調整しておりますので、次回も多くの会

員にご参加をいただければ幸いです。

　　　　　　　　（中小企業支援部　青木裕一）

消費税インボイス制度研修会
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１．建設業許可について

個人で許可をとった場合で、氏名の変更（改姓・

改名）があったときには、事実の発生した日から

３０日以内（経営管理責任者や専任技術者も兼ね

ている場合は２週間以内）に、戸籍抄本又は住民

票の抄本を添付書類として変更届出書を提出しな

ければなりません。

なお、法人で許可をとった場合で役員等に氏名

の変更（改姓・改名）があったときには、戸籍抄

本又は住民票の抄本ではなく、登記事項証明書（商

業登記）、役員等の一覧表（第１号別紙１）が必要

になります。

また、個人、法人ともに、経営管理責任者や専

任技術者に対しても氏名の変更（改姓・改名）が

あった場合には、事実の発生した日から２週間以

内に変更届出書を提出しなければなりません。

法人で許可をとった場合の経営管理責任者の

氏名の変更については、戸籍抄本又は住民票の抄

本ではなく、登記事項証明書（商業登記）が必要

になります。

商業登記については司法書士の独占業務です

ので、職務上請求書は使えません。

２．産業廃棄物収集運搬業許可について

新規、更新ともに住民票抄本（本籍地（外国人

は国籍等）が記載されたもの。個人番号が記載さ

れていないもの）が添付書類にあります。申請日

前３月以内に発行された最新の内容であることに

も注意してください。

法人の場合は①役員（監査役、相談役、顧問等

を含む。）②発行済株式総数の１００分の５以上の

株主又は出資者③政令で定める使用人の全員分が

必要です。

また、個人で許可をとった場合で氏名や住所の

変更があれば、変更の日から１０日以内に変更後

の住民票抄本（本籍地が記載されたもの）を添え

て変更届を提出する必要があります。

以上の詳細については、管轄の官公庁が発行す

る手引きをご覧ください。

毎月、職務上請求書管理委員会では控え書類を

チェックしています。文言についてスタンプ印を

作成して使用されている会員の方がいらっしゃい

ますが、必ず控えの書類にも行政に提出する書類

と同じように記載してください。請求者の欄にも

事務所名の記載をお願いいたします。

細かい指摘で恐縮ですが、職務上請求書の取扱

いに関して控え書類についても記載漏れのないよ

うに細心の注意をお願い致します。

（職務上請求書管理委員会委員 江藤正巳）

今月号では建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可等で職務上請求書を使用する場合についてご説

明いたします。

職務上請求書の購入方法や記入の留意点については、会員専用ページにも掲載しています。
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　４月２０日（水）午後３時から４時まで、佐野

支部定期総会をオンライン方式にて開催いたしま

した。支部総数６３名の内、総会の本人出席１３

名、委任状３９名の計５２名になりました。

　議案の内容は令和３年度事業経過報告、同決算

報告、令和４年度事業計画、同予算、役員改選に

ついてになります。慎重に審議を行いました結果、

報告及び案は全て可決承認がなされました。

　今年度も社会情勢を鑑み密集を避け、オンライ

ン方式にて開催いたしました。総会は支部会員が

意見を述べることのできる貴重な場でもあります

ので、無事に開催することができまして一安心で

す。オンラインによる方式は、ＰＣの設定変更、

アカウント作成等が必要になるため、参加を促す

事前説明などがとても重要である認識をもちまし

た。支部の今後の活動に活かしたいと思います。

　今年度も佐野支部では無料相談会の開催など様

々な事業に参画する予定でおります。佐野支部役

員以外の会員のみなさまにもぜひ積極的にご参加

いただき、佐野支部を盛り立てていただけますと

幸いです。

　　　　　　　　　　　（佐野支部　栗原　崇）

　５月１２日（木）午後１時３０分より、足利市

民プラザ１０２号室において、令和４年度足利支

部定期総会が開催されました。

　足利支部の会員数は７５名ですが、コロナの影

響もあり、実際に出席をした会員は１１名でした

が、委任状出席の会員が４６名で合計５７名とい

うことになり、無事に開催することができました。

　吉沢副支部長の開会の言葉に始まり、相山支部

長の挨拶の後に、新入会員紹介がありました。議

案審議では、令和３年度事業報告及び収支決算の

報告、令和４年度事業計画及び予算案について審

議され、承認されました。

　新入会員の方も２名出席していただきましたの

で、閉会後、足利支部の役員の方々と名刺交換な

ど交流を深めていただけたようでした。今後の、

新入会員の方のご活躍に期待致します。

　　　　　　　　　　　（足利支部　本間美帆）

【足　利】

足利足利足利利足利足利足利支部支部支部支部部支部支部支部支部支部部支部支部支 定定期定期定期定期期定期定期期定期期総会総会総会総会会総会総会総会総 開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催足利支部定期総会開催

【佐　野】

佐野佐野佐野野佐野佐野佐野支部支部支部部支部支部支部支部支部支部部部支部支 定定定期定期定期期定期定期期定期期総会総会総会総会総会総会総会総総総 開催開催開催開催開催開催開催開開催開催開催佐野支部定期総会開催

会では電話無料相談「行政書士相談センター」 ０２８－６３８－０９１９(まるくいく)を

運営しています。この電話には、相続、遺言を中心に、日々様々な相談が寄せられています。

事務局でご相談の概要をお聞きした後、相談員(行政書士)にお伝えし、その後、相談者様か

ら相談員の事務所または携帯電話へ電話をしていただきご相談に応じるシステムです。

随時、電話相談員を募集しておりますので、ご協力いただける方、もう少し詳しく

内容を確認したい方は事務局までお問い合わせください。詳細をご案内いたします。
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　令和４年度栃木県行政書士会栃木支部定期総会

が、５月１３日（金）午後４時より、キョクトウ

とちぎ蔵の街楽習館において開催されました。

支部会員総数　　８７名

合計出席会員数　６１名

（出席会員数１８名、委任状出席会員数４３名）

　上記のとおり会員の出席があり、支部規則第

１３条により本総会は有効に成立することが確認

され、定刻、山野井会員司会のもと、綾部副支部

長の開会のことばにより総会が開催されました。

石塚副支部長の挨拶の後、県会長代理の毛塚県会

副会長、栃木市議会選挙で２期目の当選を果たし

た浅野貴之議員より挨拶を賜りました。

　司会者一任により議長は毛塚智会員が選任され、

支部規則１７条に基づき議長は議事録署名人に福

田会員を、書記に田中会員を任命しました。以上

を次第に従い行った後議案審議に入りました。

第１号議案　令和３年度事業報告

第２号議案　令和３年度決算報告及び監査報告

第３号議案　令和４年度事業計画（案）

第４号議案　令和４年度予算（案）

第５号議案  役員補欠選任について

　第１号議案につき石塚副支部長、第２号議案に

つき太田代会計から報告がなされ、永島監事から

内容が正確かつ適正である旨の監査結果の報告が

なされました。手塚会員より、第１号議案令和３

年度事業報告の４その他の日向野智恵子会員新規

登録事務所調査との報告は新規ではなく、変更で

はないかとの質問があり、変更であることが確認

されました。第１号議案、第２号議案について議

長が承認を求めたところ、賛成多数で承認されま

した。

　続いて、第３号議案、第４号議案の審議に入り

ました。第３号議案について石塚副支部長、第４

号議案について太田代会計より説明がなされまし

た。第３号議案、第４号議案ついて議長が承認を

求めたところ賛成多数で原案のとおり承認されま

した。

　第５号議案につき、石塚副支部長より役員補欠

選任について原案が提出されました。第５議案に

ついて議長が承認を求めたところ賛成多数で原案

のとおり承認されました。

　第５号議案が承認され、前支部長の辞任後、栃

木支部は支部長不在でしたが、石塚副支部長が栃

木支部長に選任されました。また、毛塚智会員が

副支部長に、矢部会員が監事にそれぞれ選任され

ました。

　以上をもって議案審議が終了したので議長は議

長席を退席しました。午後５時、綾部副支部長か

ら閉会の言葉があり、本総会は閉会しました。

　すべての議案につき承認されたことを報告申し

上げます。

　　　　　　　　　　　　（支局長　田中順子）

　５月１３日（金）午後１時半より、令和４年度

那須支部定期総会が出席者１６名、委任状出席

４５名（支部会員７７名）を得て開催されました。

　大江宣武会員を議長に選任後、「令和３年度事

業報告・収支決算」「令和４年度事業計画・収支

予算（案）」について審議され、いずれも賛成多

数で承認されました。

　新型コロナウィルスにより、一作年度は、多く

の事業、打合せが中止に追い込まれました。昨年

度はオンライン技術の活用により、役員会及び研

修会を２回実施できたことは特筆すべきことでし

た。

　支部事業の推進は、支部の活性化そのものです。

本年度は、新型コロナウィルスの状況を見ながら

ではありますが、昨年度に実施できなかった対面

による無料相談会を含め予定した事業を進めるこ

とと致しました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　室賀芳明）

【栃　木】

栃木栃木栃木木栃木栃木栃木支部支部支部部支部支部支部支部支部支部支部支部支 定定期定期定期定期定期期期定期期総会総会総会総会総会会総会総総総 開催開催開催開催開催開催開催開栃木支部定期総会開催

【那　須】

那須那須那須須那須那須那須支部支部支部部支部支部支部支支部支部支部支部支 定定期定期定期期定期期定期定期定期期総会総会総会総会総会総会総会総総総 開催開催開催開催開催開催開催開開催開催催那須支部定期総会開催



行政書士とちぎ 2022.6

－14－

　５月１４日（土）午後４時よりホテルニューイ

タヤにて、令和４年度宇都宮支部定期総会が開催

されました。

　議案審議に先立ち、支部長あいさつ、来賓の福

田富一知事より祝辞をいただき、新入会員の紹介

が行われました。

　続いて、議事に入り令和３年度事業報告・決算

及び令和４年度事業計画・予算について審議承認

されました。

　総会後には、十分な感染症対策を実施した上で

３年振りとなる懇親会が開催され、会員同士が情

報交換を行うなど、大変有意義な時間となりまし

た。

　　　　　　　　　　　　（支局長　小池　学）

　５月２２日（日）宇都宮城址公園にて開催され

た「フェスタｍｙ宇都宮２０２２」に宇都宮支部

は無料相談ブースを設け参加しました。

　コロナウィルス感染拡大の影響により３年ぶり

の開催となったこのイベントには、老若男女問わ

ず多くの人々が足を運んでおり、市民の郷土愛や

コミュニティ意識を強く実感することができまし

た。また、嬉しいことに栃木行政書士会宇都宮支

部の各種グッズやパンフレットが大人気で、お昼

過ぎには用意していた頒布物がなくなってしまう

ほどでした。

　相談内容は、相続に関することから空き家問題、

不動産の活用といった身近な相談が多くよせられ

ました。

　今後もこうした活動に積極的に参加し、頼れる

街の法律家として市民の皆様からの信頼を得ると

ともに、行政書士としての自覚や意志を見つめ直

す機会として捉え、研鑽を重ねていきたいと思い

ました。

　　　　　　　　　（宇都宮支部　小曽根将太）

【宇都宮】

宇都宮支部定期総会開催

【宇都宮】

フフェフェェェスタスタスタスタスタスタｍｙｍｙｍｙｍｙｙｍｙｙｍｙｙ宇都宇宇宇都宇都宇都都宇宇宇都宇宇都宇都宇都宮２宮２宮２宮２宮２宮２宮２宮２宮 ０２０２０２０２２０２２２に２に２に２に２に２に参加参加参参参加参加参参参加参参加参参加参フェスタｍｙ宇都宮２０２２に参加
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日 予 定 時 間 主 催

木 登録説明会 ～ 総務部

市民相談会 於 足利市役所１階市民相談室） ～ 足利支部

金 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

水 ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）相談会 ～ 国際部

総務部会 ～ 総務部

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２階マナヴィの部屋）

～ 足利支部

木 農地法基礎研修会 ～ 土地利用開発部

金 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

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

木 封印報告書確認 ～ 封印管理委員会

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

火 登録説明会 ～ 総務部

水 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 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

木 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 下野市市民協働推進課 ）

～ 小山支部

栃木県行政書士会カレンダー（７月）
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栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（５月）　　　　　　　　　　０名

更新申出（５月）　　　　　　　　　　４名

申請取次行政書士（５月末現在）　１５２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。

※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：６月３０日（木）　受付日：７月１３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。）

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

令和４年度「男女共同参画週間」の実地について

ウクライナ避難民等への支援活動について（協力依頼）

日行連事務局体制について

理事会の協議結果について

デジタル推進委員へのご協力要請について

令和４年５月分会費納入について

ウクライナ避難民への支援に関する各自治体との連携について

「旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部を改正する政令」

の閣議決定について

道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行について

新型コロナワクチン接種の推進について

令和４年度日行連定時総会議案に対する質問書の提出について

エコアクション２１審査員試験の募集開始について

特定記録等事務代行等委託要領の制定について

令和４年度日行連定時総会における会長表彰受賞者決定について

出入国管理及び難民認定法に係る省令等の一部改正の周知について（周知）

令和４年度行政書士制度ＰＲポスターの作成・配付について

日行連だより

「日本行政４月号」４２ページに年間の開催日程と修了証書発送予定日が掲載されております。

新規・更新とも、受講予定の方は日程・申込期間をご確認ください。
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標記の件について、栃木県農政部農政課より情報提供がありました。

なお、最新の「農地法関係事務処理の手引」は栃木県のホームページに掲載されています。

主な改訂点

１．令和４年３月３１日付け農地法施行規則改正に係る改訂

（１）「許可を要しない場合（主なもの）」として、「市町村が文化財保護法の規定による土地の

発掘（試掘に係るものに限る。）を行うため農地を一時的に農地以外のものにする場合（施

行規則第２９条第２０号、第５３条第１９号）」を追加。

（２）許可申請書記載事項の簡略化に対応（施行規則第３１条第１号・第２号）。

（３）申請書添付書類の簡略化に対応（規則第３０条第１号、第５７条の４第２項第１号）。

（４）市街化区域内の農地転用に係る届出の添付書類とされていた、「都市計画法第２９条第１項

の許可を受けたことを証する書面」を削除（旧施行規則第５０条第２項第３号の削除。）。

２．令和４年３月３１日付け「農地法関係事務処理要領」別紙１の第４の６の（３）のエの（イ）

のｃの（ａ）の改訂に対応し、事業計画変更申請時の添付書類を簡略化。

３．令和３年６月１４日付け「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用

許可制度上の取扱いについて」の改正に対応し、申請添付書類の内容を改訂。

４．鳥インフルエンザ、 豚熱等の家畜伝染病の発生を想定し、「許可を要しない場合（主なもの）」

として、「家畜伝染病予防法の規定による焼却又は埋却の用に供する場合（施行規則第２９条第

１９号、第５３条第１８号）」を追加。

５．関係様式の押印廃止に対応し、押印欄を廃止。

６．土地選定経過書の記載例を新設。

７．農政課検討会の廃止に伴い、「許可から申請までの標準的な日程」を改訂。

８．その他所要の改訂実施。

標記の件について、標記の件について、国交省及び軽検協から日行連経由で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。

別添 国交省通達一式

別添 軽検協通知一式

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】政令の閣議決定について

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】自動車の積載制限

「旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部
を改正する政令」の閣議決定について ～日行連より～

「農地法関係事務処理の手引」の改訂の概要
～栃木県農政部農政課より～

特定記録等事務代行等委託要領の制定について
～日行連より～

道路交通法施行令の一部を改正する政令（自動車の積載制限）の
施行について ～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。

出入国管理及び難民認定法に係る省令等の一部改正の周知について

官報（第 号）

標記の件について、宇都宮市経済部農業企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。

「宇都宮農業振興地域整備計画の変更に係る判断基準」に係る取扱について

標記の件について、宇都宮市都市整備部より周知依頼がありました。

詳細は、宇都宮市のホームページをご確認ください。

宇都宮市トップページ 市政情報 都市計画・まちづくり 都市マスタープラン

ネットワーク型コンパクトシティ（ ）形成に向けた市街化調整区域の取組み

標記の件について、宇都宮市都市整備部より周知依頼がありました。

詳細は、宇都宮市のホームページをご確認ください。

宇都宮市トップページ 市政情報 都市計画・まちづくり 立地適正化計画

立地適正化計画に係る支援制度（誘導施設立地への支援・浸水対策への支援）

標記の件について、下野市建設水道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、および下野市のホ

ームページをご確認ください。

下野市景観計画の策定及び景観法に基づく届出に係る取扱いについて

下野市トップページ 市政情報・市民参加 都市計画 まちづくり 届出・手続き関連

下野市景観条例に基づく届出について

下野市景観計画の策定及び景観法に基づく届出に係る取扱いについて
～下野市より～

出入国管理及び難民認定法に係る省令等の一部改正の周知について
～日行連より～

宇都宮農業振興地域整備計画の変更に係る判断基準に係る取扱につ
いて ～宇都宮市より～

宇都宮市 市街化調整区域の地区計画活用促進に向けた助成制度に
ついて ～宇都宮市より～

宇都宮市 立地適正化計画に基づく誘導施設の浸水対策への支援制
度について ～宇都宮市より～
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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　　野　葉子

事務所名称　行政書士　野事務所

所　在　地　宇都宮市滝の原１丁目３番５２号　

　　　　　　アメニティフラットⅡ３０１

入　会　日　令和３年４月２日

　宇都宮市内にある、　野会員の事務所へおじゃ

ましました。

Ｑ　どのようなきっかけで、行政書士になったの

ですか。

　学生時代は他県で過ごしましたが、卒業後は実

家のある那須塩原市にＵターン就職しました。

　４０代になって栃木県内で転職先を探しました

が、希望の転職先を見つけることが出来ずに、埼

玉県へと引っ越すことになりました。

　それまでのｄｏｏｒ ｔｏ ｄｏｏｒの生活から

一変して、ラッシュアワーの通勤電車でホームシ

ックにかかってしまい、趣味の自動車の仲間から

の『行政書士の資格を取れば仕事はある』の言葉

を信じて資格取得を目指したのがきっかけです。

Ｑ　どのような業務をされていますか。

　前職は埼玉県中小企業団体中央会で、ものづく

り補助金の地域事務局員をしていました。

　現在ご依頼頂いている業務の大半は、このもの

づくり補助金の申請ですが、事業再構築補助金の

お話も頂いております。

　他に農地転用届出・許可申請、自動車登録申請

・車庫証明、電子内容証明・契約書作成、申請取

次の業務を経験しております。

Ｑ　開業されていかがですか。

　資格を取得して開業できたことにより、私の人

生はこれまでとは大きく変わりました。

　開業するには、ちゃんと生活していけるだけの

収入が得られるだろうかと不安になることもあり

ましたが、努力の末に掴んだ資格なので、きちん

と活かせるように研修会等にも参加して日々精進

したいと思っています。

Ｑ　趣味などは。

　趣味は御朱印集めを兼ねた登山ですが、コロナ

禍に陥ってからは行動制限もあって、あまり計画

が立てられずにいます。

　平成から令和へと変わった３年前のゴールデン

ウィークに、１０日かけて西日本を自走しながら

御朱印を集めてきたことは、今となっては良い思

い出となっています。

　　野会員とは昨年の支部総会で初めてお会いし

ました。それ以来、この１年間で私が参加した研

修会では何度もお会いする事があり、とても勉強

熱心だと感じておりました。

　その成果を日々の行政書士業務へ着実に生かさ

れているようで、今後益々の活躍に期待していま

す。

　　　　　　　　　　　　（支局長　小池　学）

御朱印集めの際に撮影した富士山５合目にて
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支局かわら版

支部那須
日本考古学発祥地の地

 

　那須野が原は、箒川と那珂川に囲まれた南北に

長い木の葉の形を扇状地であることは、以前もご

紹介した。木の葉の右側下方、大田原市湯津上地

区に位置するのが今回紹介する侍塚古墳である。

　那須野が原でも、黒磯、西那須野地区は明治初

期まで広大な荒地であったが、水の豊富なこの地

は、古くから人が住み着いた土地となった。

四世紀頃には、多くの古墳が作られ、中でも上侍

塚古墳、下侍塚古墳の両古墳は共に１００メート

ルを超える大きな前方後円墳である。

昨年２０２１年６月に、航空レーザで古墳測量が

行われ、赤色立体図などが公開された。近くのな

す風土記の丘湯津上資料館には詳しい報告が展示

されている。興味のある方は、ご覧頂きたい。

　那珂川の河岸段丘上に作られた古墳の廻りには、

散策路が作られ大きな下侍塚古墳の廻りに幾つも

の小さな古墳が並んでいる。

　下侍塚古墳に柵はない。誰でも古墳に上ること

ができる。案内板によると高さは９ｍとあるが、

登ってみると、大きさの割に起伏を実感できる。

　近くには、１３００年ほど前にこの辺りを治め

た、那須国造の碑が見つかっている。これを含め

約３３０年ほど前、水戸光圀が学術的な目的をも

って発掘調査を行ったことをもって、大田原市は、

「日本高校額発祥の地」と紹介している。

　ここから北、那須連山の方角に目をやると緩や

かな丘陵を眺めることができる。大河ドラマ「鎌

倉殿の１３人」の時代、那須野が原の地は、鎌倉

殿を始めとする名にし負う武士が馬を馳せ、狩り

を行った地でもある。今は広大な農地となってい

るが、古の人々の息吹を大いに感じることができ

る。

　　　　　　　　　　　　（支局長　室賀芳明）
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研　修　名

７/１４ ５００円 ７/８農地法基礎研修会

農地法基礎研修会 土地利用開発部　主催

○開催日時 令和４年７月１４日（木）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 ７月８日（金）

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８月号に掲戴いたします。

○開催日時 令和４年９月２９日（木） 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２１１号～第２８０号の修了証をお持ちの方に

ついては、２０２３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下さい。（受講しない場合、有効期限をもってその効力を失います。）
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　５月はぐずついた天気の日が多く、どちら
かといえば肌寒い日が多かったですね。その
一方で、５月２９日には今年初めての猛暑日
が観測され、佐野市で最高気温３５．２℃を
記録するなどありました。５月中に全国で初
めての猛暑日が観測されたのは、２０１９年
５月２５日に大分県竹田市で３５．０℃を観
測して以来、３年ぶりとのことです。これか
ら本格的に雨が多くなりますが、健康管理に
は気をつけていきたいものですね。
　　　　　　　　　（広報部　小太刀庸恭）
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