


－1－ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

元元気気をを出出ししてて  

進進みみままししょょうう  

副副会会長長  青青木木  勇勇夫夫

  このたびの総会において、三たびの役職を与えていただきました。この

ことは、自らが書士会の役職の集大成とすべきことを肝に銘じ、須永会長

に仕えていきたいと思います。 

  さて、書士会としては、特に総会に於いて要望のあったことは必ず実施

すべきと考えます。そして、本年は十一年に一度廻って来る関東地方協議

会の開催の当番会であります。これを大過なく完了する為には、相応の精

力を傾注しなければなりません。現在、当然準備に取り掛かり、その期日

は１１月２４日(木)と２５日（金）那須で行うことになっております。会

員、そして役職員の格別のご協力をお願いいたします。 

  さて、世相は東日本大震災の発生を起因として、これによる二次、三次

災害が加わり、更にこれに震災発生前より漂っていた景気の低迷を抱き込

み、国民全体の士気が異常に疲弊している時と思います。よって、書士業

どころか、あらゆる業種に至るまで悪影響を及ぼし国内の景気は大変困窮

の最中とも言えると思います。 

  しかしながら、このようなことを克服していくべき責任も、国民ひとり

一人に与えられているものと考えます。書士業務もその一端を担う訳です

が、書士会としてもそれに加担していかなければなりません。「それに

は・・・」と問われれば公共委託事業受託もそのひとつと考えます。それ

には常に公共機関が出す情報に目を向けていかなくてはなりません。加え

て会員同士がアイディアを出し合い、これを業務に結び付けていくという

発想を求められる時であるとも思います。 

  どうぞ会員の皆々様、こんな時こそ７８０余名の英知を結集してこの難

局を乗り越えて、よい時代をつくることに元気を出して邁進しようではあ

りませんか。 

  今期もどうぞよろしくお願いいたします。 
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 ７月１１日（月）午前１０時３０分より行政書

士会館において、押野佑副会長出席のもと、支局

長会議が開催されました。 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このたび、支部長を仰せつかりました岸清美で

ございます。どうぞ宜しくお願い致します。 
会務については、会員の皆様の為になるような 

 
 
 
 

 
 
 
今年度は、新しく支局長になった人が多いこと

から、田代昌宏部長より、広報に掲載する文章の

作り方から、送付の方法、特に、写真については、

撮影の仕方や、人物に対する肖像権の問題など、

懇切丁寧な説明が行なわれました。 
なお、発刊に当たって、会長からの希望を踏ま

えて、許可が下り次第名称の変更や、新記事とし

て、各部長、委員長の抱負、支部長の投稿を掲載

すること及び、栃木県内を一巡する市町の「おら

が街を」ＰＲする記事などを、取り入れることに

なりました。 
そのほか、会員からの自由な投稿なども、積極

的に掲載することとなりましたので、皆様のご協

力をお願いいたします。 
          （広報部 山ノ井一男）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業を推進したいと考えています。具体的には、

充実した研修と無料相談会の実施です。７月にベ

テラン会員対応型の研修会を実施しましたが、今

後も多岐にわたる業務に対応した研修を目指し

ます。又、当支部は年間約４０回ほど無料相談会

を開催していますが、新たに宇都宮市後援による

東日本大震災被災者無料相談会及び、須永県会長

が重要視している中小企業発展に寄与すべく商

工会議所との連携による無料相談会開催について

も現在取り組んでいます。更に、市政と行政書士

との連携及び役割を再認識すべく、幹事会におけ

る宇都宮市長講話会の開催も予定しています。会

員の皆様の発展に貢献すべく努力していく所存で

ございますので、何とぞご協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

支 部 長 紹 介   宇都宮支部長  岸 清美 

栃木県行政書士会 栃木県行政書士会 

支支局局長長会会議議開開催催  
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西方町は、県の南西部、東西に長く、南北が短

い地形で、人口は約６７００人、県内で最も小さ

い自治体です。 
平成２３年１０月１日に栃木市と合併します。 
これまで歩んできた西方町の幕を閉じて、栃木

市西方町として、新たな歴史をつくる“旅立ち”

となります。 
先人から引き継がれてきた、西方の「地」は、

これからも、多くの人々の営みの中で永遠に続い

ていきます。 
室町時代初期の築城といわれ、戦国時代２９０年の歴史ロマンを秘めた西方城址（城山）からは、

前日光の山々の恵みをうけて流れる思川、圃場整備された田園地帯、イチゴやニラ栽培のハウス、

総合文化体育館、道の駅、学校や病院、そして、生活の息吹を感じることの出来る集落などが一望

できます（右上写真）。 
また、朝日に映える筑波山など、遠く地平線の彼方まで広がりをみせる、関東平野も一望できま

す。 
また、八百比丘尼伝説や真名子八水など、数多くの名所旧跡・地域資源の残る「旧真名子村」は、

多くの人の“ふるさと”です。 
平成２１年１１月に国道２９３号沿いにオープンした道の駅「にしかた」は、美しい田園風景の 

中にあり日光連山の四季を楽しませてくれます。 
道の駅「にしかた」は、西方町の直営で運営され、利用するお客さんの「おもてなし」と農産物

や地域産品の直売、農村レストランなど、多くの皆さんに関わっていただいて、地域の“産業の振

興と活性化”につながる運営を目指しています。 
 どうぞお立ち寄りください。 

また、道の駅の西に広がる「本城地区」は、本年２月

“とちぎのふるさと田園風景百選”に認定されました。 
この本城地域には、思川を堰き止めた西方町の宝「小

倉堰」があって、毎秒３．３トンの取水量で西方町の水

田を潤しています（左写真）。 
そして、自然と工業との理想的なバランスを追求した

インダストリアルパークの宇都宮西中核工業団地、野球

場、テニスコート、花の滝や鏡池のある総合公園「ふれ

あいパーク」、思川の河川敷に整備された「かっぱ広場」

もあります。 
さらに、「前日光」のきれいな水が地下水となり、その地下水を水道水として汲み上げる“水源地”

もあります。 
西方の水は「おいしい」です。これからも、西方町の良さに磨きをかけることになります。どう

ぞよろしくお願いします。 
（西方町役場総務課） 

      わがまち自慢  ― 西方町 ―   

町の良さに磨きをかけて合併へ 

今今 月月 のの 表表 紙紙   
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今月はエミリーの愛称でご存知の方も多いと

思います。高橋江美会員（宇都宮支部）。支局長に

なって初めてのインタビューです。私が緊張しち

ゃいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏 名：高橋 江美（たかはし えみ） 
事務所：宇都宮市城南１－１－９ 
登録日：平成１６年１１月１５日 
まずはマジメな感じから。行政書士になったきっ

かけは何ですか？ 
 「人生１８０度自ら変えなければいけないこと

があったんです。当時、自分を守るためには法

律を知らないと損をする状況だったので、法務

業している友人にしつこいくらいに法律のこ

と聞き続けてたんです。そこでふと友人の仕事

を思いっきり邪魔していることに気付いて、少

しは自分で法律調べなくちゃと思ったのがこ

の業界に入るきっかけです。その後、これから

の人生何がしたいだろうと自分を見つめ直し

たら、法律をもっと勉強してみたいなぁって…。

その時、『行政書士』という職業があることを

知って、資格を取得しました」 
社会保険労務士も持ってますよね。２つも試験を 
受けて合格するってすごいですね。 
 「全然すごくないですよー。これから働かなく

ちゃならないから労働基準法は知っておいた

方がいいなぁって思ってたら、社労士という資

格があることを知って、そのまま資格学校に入

っちゃったんです。社労士の受験仲間にすごく

助けられましたよ。苦手な分野の勉強方法を教

えてもらったら急に成績アップなんてことが

あったし…。一人では合格できなかったと今で

も思ってます。 
 行政書士試験も難しかったです。もともと飽き

やすい性格で、まず長文きら～い！が前提で、

歴史の勉強とかは、縄文時代から始めると平安

時代で飽きちゃってたし（笑）。でもこの頃、 

 
私の人生の中で一番勉強した期間だったから、自

分で今日はちゃんと勉強したね！って時は、『エミ

リー、今日も頑張った！えらいじょ！』って自分

を褒めてあげてましたよ（笑）」 
褒めちゃって下さい。２つとも受かっちゃうなん 
てやっぱりすごーい！！ 
「今もだけど、この時に信じてやってきた言葉

があるの。誰が言ったのか、書いたのかもわか

らないんだけど、額にいれて飾ってあるんだ

な」 
 
  
 
 
 
 
 
どんな業務をしているんですか？ 
「会社設立や建設業ですね。たまに相続って感

じです。先輩方や同期の人たちが本当にとても

いい方たちばかりで幸せ空間で仕事ができて

いるということをいつも感じています。わから

ないことがあると、皆さん本当によく助けて下

さいました。こうした縦と横のつながりに支え

られてここまで来られたんだと、本当に感謝し

ています。この場をかりてお礼を言いたいです。

いつも面倒をみていただき本当にありがとう

ございます」 
さて、業務から少し離れて、ご趣味は？ 
 「ダイエット歴２０年（爆笑）！！今は平均週

１回くらいスポーツジムに通ってます」 
スポーツジムではどんなことをやっているの？ 
 「ルームランナーやエアロバイクをひとりで

黙々と。それとスタジオでボディパンプをやっ

てるの。バーベルみたいな物を持って踊るんだ

よ。だから今年の夏は二の腕スッキリ！水着が

着られるはずだったんだけど…」 
 
残念ながら水着への道はまだ遠いようです…。 
来年こそナイスボディのエミリーと会えるか

も！？今回はお忙しい中、お時間をいただきあり 
がとうございました。 
（宇都宮支局長 竹島尚子） 
 

現在事務所の HP を作成中 

エミリーちゃんです→ 

おじゃましま～す！ おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 
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 私の事務所所在地の矢板市で、関東地方におけ

る今年 後の花火大会が開催されます。 
 

つつじの郷やいた花火大会２０１１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 わが塩那地区では多くの地域が災害救助法適用

地域に指定されています。 
ちなみに矢板市は、水道の復旧まで震災から約

１か月以上かかり、また未だ市内の被災者の方々

が市営住宅等に避難しご自宅に戻れないという状

況がつづいております。 
そんな状況下なので、一時は自粛ムードの高ま

りから、夏祭りをはじめ、さまざまなイベント、

そして本花火大会の開催が懸念されておりました

が、「地元に元気を！」という商工会等の働きかけ

により、例年通り本花火大会が開催されることに

なりました。 
 
第１部のファミリータイムでは、「札幌よさこ

いソーラン祭り２０１１ジュニア大会」で見事に

優勝を獲得した“舞まいｋｉｄｓ”の演舞や、地

元中高生の吹奏楽部によるコンサートなどが行わ

れます。 
第２部の花火大会では、大玉・尺玉多数で約１

万発の花火が打ち上げられます。 
 
 さて、この花火大会。 
通常、花火大会というと、「浴衣着て～、うちわ持

って～、ビール片手に～・・」などというイメー

ジがありますが、なにせ今年 後なわけですから、

けっこう寒いです。 
 
観客の皆さんは、上着を着込んで、毛布をかぶ

り、カセットコンロを持ち込んで鍋を囲んでいる 

 
方すらいらっしゃいます。もちろんポットは必須

です。 
そんな寒い花火大会ですが、夏の花火大会とは

またちょっと一味違った良さがあります。 
浴衣がコートに替わり、うちわがカイロに替わ

り、ビールが日本酒に替わっただけ・・・いやい

やビールは寒くても美味しくいただけます。 
そして、なにより寒いので、花火は間髪入れず

に打ち上げられます。 
 
大きな花火大会になると解説や休憩が多くな

ってしまいがちですが、この花火大会ではやって

る方も見ている方も寒いので、とにかく打ち上げ

ます。 
また矢板という土地柄、寒くなくても空気が澄

んでおり、周りに明るいものや高い建物は何もな

く、場所取りに困るような花火大会ではありませ

ん。ただただ寒い星空の下、大輪の花を満喫でき

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また今大会は、地元商工会や中小企業、行政が

一丸となって復興の祈りを込めて開催する花火大

会のため、矢板市オリジナル復興支援ステッカー

等も販売しております。 
  
ちなみに当日は、私も商工会青年部に所属して

いるため模擬店テントで売り子をしております。 
いや、多分寒いので、体を温めるためにビールを

飲んでいるでしょう。 
私の姿を見つけてくださりお声をかけてくだ

さった方には、もれなく酔っ払いの「笑顔」をサ

ービスいたしますので、ご遠慮なくお申し付けく

ださい。 
なお当日夕方より交通規制がありますので、お

時間に余裕をもって、遠方の皆様もお誘いあわせ

の上、ぜひご来場ください。 
（支局長 植木智美） 

つつじの郷 

やいた花火大会２０１１ 
支局かわら版

塩那支部 

<開催日時> 

１０月１５日（土） 

第 1 部 ファミリータイム

 15:00～ 

第 2 部 花火大会 

    19:00～ 

<場所> 

道の駅やいた周辺 

 ※矢板 IC から 10 分 

（本部およびステージ 

：道の駅やいた） 
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【宇都宮】 

行行政政書書士士ととししてて被被災災者者へへ何何ががででききるるかか？？  

７月５日（火）９時３０分から１０時４０分ま

での予定で宇都宮市役所会議室において、被災者

支援制度の説明会が行われた。これは先日の支部

理事会で制度推進部が検討していた、「震災時にお

ける行政書士としての関わり方」のひとつとして、

郷間市議にご尽力をいただき、市が行っている支

援制度について教えていただけることとなった。 
① 罹災証明書 ②災害擁護資金の貸付 ③住 

宅改築・改修に対する利子補給 ④災害復旧対策

資金融資 ⑤県農漁業災害対策特例措置条例に基

づく融資制度 ⑥県がんばろうとちぎの農業緊急

支援資金について 大変慌しいタイムスケジュー

ルではあったが、それぞれの内容を各担当課の

方々から説明いただいた。 
その後、場所を変えて１２時まで相談員勉強会 

と今後の活動について話し合った。 
話し合いの結果、今回被害の大きかった清原地

区で無料相談会を実施することとなった。至急ポ

スター・チラシを作成・配布し、告知をすること

となったのである。 
この時の勉強会の資料を齋藤順子会員が用意

して下さった。 東日本大震災法律相談Ｑ＆Ａは

大変読み応えがあった。被災者生活再建支援制度

の概要も被災者が一番知りたいことであろう。そ

の手続き等も資料としてしっかり用意してあり素

晴らしいものであった。 
 
 

震震災災おお困困りりごごとと無無料料相相談談会会  大大成成功功！！  

 ７月３０日（土）９：３０～１５：３０清原地

区市民センター学習室を借りて、行政書士による

震災お困りごと無料相談会を行った。 
 ５日の打ち合わせ後、すぐに支部執行役員が宇

都宮市の後援許可を受けるべく、活動を開始した。

同時に清原地区市民センターへ会場を予約。その

後、ポスター・チラシを齋藤順子会員が自らデザ

インし形にして下さった。 
 各相談員もチラシ配布を手伝い、時期が遅いの

ではないか？告知が行き渡らないのではないか？

数々の不安を抱えながら、当日を迎える。                        
 当日は雨が今にも落ちてきそうな曇り空だった。

しかし相談員の心配に反して、相談者は９：３０

の開始前から並んで待っていた。 
相談員を７人ずつ午前と午後に分けて配置し、相

談会に臨んだ。 
午前中１０件、午後８件と時間いっぱい相談者

が相次いだ。これには相談員もビックリ！しかし

被害地区にはこんなにも困っている人がまだ大勢

いるんだ、ということを改めて知り、今回の無料

相談会を開催したことが決してムダではなかった

という大きな手ごたえを感じた。 
 相談案件は罹災証明関連の手続きについてが多

かった。やはりまだあまり認知されてはいないよ

うだ。他にはお見舞い金以外の支援策はないか？

住宅の建替えをしたいが支援策はないか？敷地内

のがけ崩れの修復と補強費用に援助はないか？ひ

び割れした道路（旧県道）に置きっぱなしの土嚢

の撤去はいつになるのか？など本当にさまざまな

悩みが相談された。相談員も誠実にできる支援や

その手続き方法などを答えていった。 
 終了時間ギリギリまで相談者が訪れ相談件数は

全部で１８件にも及んだ。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この一回にとどまらず、被害の大きかった他地

区でも無料相談会を実施していけるかどうか、今

後の課題である。 
 今回の相談会は執行役員を始め、関係者の多大

なご尽力のおかげで、成功を収めることができた。

ご尽力いただいた方々にこの場を借りて、心より

お礼を申し上げたいと思う。 
（支局長 竹島尚子） 

 

第第一一回回  支支部部研研修修会会～～土土地地関関連連業業務務～～  

 ７月２７日（水）１３：３０～１５：３０行政

書士会館２階において、「都市計画法による開発許

可制度の概要と申請実務」「都市計画法第３４条第

１１号の改正について」と題して、宇都宮市都市

計画課より講師をお招きし、研修会が行われた。 

 支 局 情 報 
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先日の総会でも是非、土地関係業務の研修会

を！との要望があった通り、参加者席はほとんど

埋まっていた。それだけ行政書士にとって、密着

した業務のひとつなのだろうと、関心の高さが伺

える。 
 さて、研修内容はまず研修テーマ１「都市計画

法による開発許可制度の概要と申請実務」につい

て、開発許可制度の沿革、開発行為とは、の説明

に続き、申請の実務を手引きと審査基準をもとに

注意点などのご説明をいただいた。 
 
 
 
 
 なでしこジャパンが、「ＦＩＦＡ女子ワールドカ

ップドイツ２０１１」にて、初優勝を飾った。男

女を通じ、ＦＩＦＡが主催する成人のワールドカ

ップで、アジア初の優勝なのだそうである。とて

も感動的な試合とその結果の優勝であった。 
 なでしこジャパンは、財団法人日本サッカー協

会（ＪＦＡ）により組織される女子サッカーのナ

ショナルチームであり、これまで、オリンピック

には３回出場し、ＦＩＦＡ女子ワールドカップに

は、全６回出場しているそうだ。そして、この度、

ついにアメリカに勝利し、念願の優勝を手に入れ

たのである。 
 なお、「なでしこジャパン」という愛称は、日本

の女性の清楚な美しさをほめる意である「大和撫

子」が基になっているそうだ。すなわち、「大和撫

子が世界に羽ばたき、世界に通用するように」と

いう意味が込められているそうである。ちなみに

「大和」を「ジャパン」としたそうだ。 
 私は元々、正直申せば運動音痴であり、その結

果、サッカーを含め、スポーツには全く縁のない

人間である。しかし、彼女たちの戦いをみている

うち、スポーツの枠を超えた、自分にとって、し

っかり学ぶべきものがあるように思えたのである。 
 第１に、諦めないこと。負けるのではないか、 
 

 続いて研修テーマ２「都市計画法第３４条第１

１号の改正について」第３４条の概要と改正の背

景とポイント（５０戸連たんの取り扱いについて）

のご説明をいただいた。現在は経過措置期間内で

あり、Ｈ２４．３．３１までは旧条例に基づいた

審査基準のままで、建物の建築が可能であるが、

Ｈ２４．４．１以降は建築不可となるので、業務

に携わる際には注意願いたい。 
 後に、開発行為に係る申請に関しては、事前

の相談が一番重要であるとのお話があった。微妙

な判断が必要になる場合が多く、二度手間になら

ないよう、ぜひ事前の相談をお願いしたいとのこ

とであった。 
 今回は多忙な中、宇都宮市の職員３名を講師に

迎え、その業務に携わっていないとなかなか聞け

ない説明を丁寧にしていただき、大変有意義な研

修であった。講師の方々には心より感謝申し上げ

たいと思う。      （支局長 竹島尚子） 
 
 
 
 
勝てないのではないか、と不安に思った時点で、

勝利を得ることはできなくなる。彼女たちの戦い

には、これらの疑念が一切ないのだ。不安に思っ

た時点で、やはり物事はうまくいかなくなってし

まう。諦めず、前向きに。これを実行していかな

ければならない、と感じた。 
 第２に、常に冷静でいること。彼女たちの戦い

をみると、慌てたり焦ったり怒ったりする様子が

みられない。どんなときにも冷静に、現在起きて

いる状況を分析しているようにみえる。 
 第３に、現状の分析に基づき戦略を立て実行す

ること。彼女たちは、現状を分析した結果、ベス

トな対策をほんの短時間において数人で打ち合わ

せ、そのとおり実行するのである。しかし、その

ためには、メンバー間の連帯感がまず重要であり、

次に、相手方についての情報や個々のメンバーの

技術力に関する情報等について、メンバー同士、

互いに共有していなければならないだろう。 
 第４に、相手をたたえるということ。試合の時

は敵かもしれぬが、その戦いが終われば敵ではな

い。相手の健闘に感謝の気持ちを述べ、相手をた

たえることのできる人となりたい、と考える。 
 「なでしこジャパン」より学んだこれらのこと。

今後、肝に銘じ、何事にも取り組んで参りたい。       

（小山支部支局長 渡邉康明） 
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１１００カカ月月  

 平成２２年１０月に登録しました沼田龍之助で

す。登録前に想像していた行政書士業と比べると、

扱う業務の種類が多く、とてもやりがいを感じて

います。まだまだ判らないことも多くありますが、

少しずつ仕事が増えてきましたので、新しい会員

さんの参考になればと、この１０カ月に取り組ん

だことや目標などを記してみます。 

 

「さまざまな無料相談会」 

①個人での相談会 

占い師をしている叔母の勧めで、宇都宮市宿郷

町のスーパー２Ｆにある「占いコーナー」のスペ

ースを使い、毎週月曜日に『「暮らしの困りごと」

無料相談会』を行っています。直接業務を依頼さ

れることは希ですが、真摯に回答することにより、

将来の依頼に繋がると信じて対応しています。 

②県外での相談会 

それとは別に、学習塾を経営している頃、教材

の製作スタッフとして知り合った東京の若い行政

書士の方々と、東京・西東京市のデパートでも無

料相談会を行いました。単位会は異なりますが、

若い同業者の発想には刺激を受ける事が多くあり

ます。 

このメンバーとは現在、風営法申請に関する勉

強会を企画していて、今後も一緒に行政書士とし

ての知識を高めていければと思っています。 

③先輩との相談会 

知り合いの葬祭会社に協力してもらい、私自身

が企画して、栃木会の諸先輩や私よりも新しい会

員と「相続・遺言の無料相談会」を実施しました。

業務獲得の糸口になるということよりも、先輩の

回答のしかたは非常に勉強になります。今後も同

様の相談会を企画していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「"農業"へのこだわり」 

宇都宮大学の農学部で学んだこともあり、私自

身の目標は「農業」に関する業務を多く手掛ける

ことです。具体的には、農業生産法人の設立から

営農計画書作成、各種融資・補助金の申請、農地

取得に伴う農地法３条の申請…などです。 

「この業務をやりたい」と強く思うことは大切な

ことで、個人のホームページに「農業法人設立」

に関するページを作成し、営業の際も「農業」に

関する業務をアピールしてきました。 

お陰様で現在までに、農業生産法人設立１件、

農地法３条移転２件、農地開発事業計画書作成１

件を受注させていただきました。今後の展望とし

ては、ホームページにこれらの実績を公開可能な

範囲で掲載し、業務に繋げていければと思ってお

ります。 

 

「知っていただく努力」 

 これからも行政書士として、市民の皆様の身近

な法律家として、社会貢献できるよう、業務に研

鑽を重ねていきたいと考えています。 

行政書士をはじめとする「士業」は、事務所の

机に座っていても、仕事は入ってきません。とに

かく、人に会い、話をすることが大切だと思いま

す。会合、セミナー、飲み会…とにかく、人と会

うチャンスは、億劫がらなければたくさんありま

す。 

私自身も、まだまだ、たくさんの人に知ってい

ただく努力を怠りなく続けていこうと思っていま

す。       （宇都宮支部 沼田龍之助） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～事務局より～ 

社労業務取扱証明書の発行について 

例年通り、事務局では、下記の対象者の方の社労業務取扱証明書の申し込みを受け付けます。

ご希望の方は日行連 HP から様式をダウンロードしていただくか、栃木会事務局より入手の

うえ、お申し込み下さい。（月刊日本行政９月号にも案内掲載予定） 

○対象者 ： 昭和５５年９月１日現在の行政書士会入会者のうち、社労業務取扱証明書の 

発行を希望する者（ただし、既に発行を受けている者は除く） 

○単位会〆切日（必着） ： 平成２３年９月３０日（金）  
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 １．試験概要 

(1)試験日及び時間 

 平成２３年１１月１３日（日） 午後１時～午後４時 

  ※試験室への入室：正午より可 

  ※受験上の注意等の説明：午後０時３０分開始 

(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 

関し必要な法令等 

（出題数４６題） 

択一式及び記述式 

（４０字程度） 

憲法、行政法（行政法の一般的な

法理論、行政手続法、行政不服審

査法、行政事件訴訟法、国家賠償

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

平成２３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 

等（出題数１４題）

択一式 

政治・経済・社会、情報通信・個

人情報保護、文章理解  

 

(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 平成２３年８月１日（月）～９月２日（金） 

②郵送先 

（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。 

  ９月２日（金）の消印があるものまで受け付けます。 

③提出書類 

受験願書（「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5197    栃木県庁芳賀庁舎内） 

・栃木県県南県民センター 

（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      栃木県庁小山庁舎内） 

・栃木県那須県民相談室 

（大田原市中央1－9－9    栃木県庁那須庁舎内） 

・栃木県塩谷県民相談室 

（矢板市鹿島町20－22     栃木県庁塩谷庁舎内） 

・栃木県南那須県民相談室 

（那須烏山市中央1－6－92栃木県庁南那須庁舎内） 

・栃木県行政書士会 

（宇都宮市西一の沢町1－22  栃木県行政書士会館） 

【配布期間】 

 平成２３年８月１日（月）～９月２日（金） 

(2)インターネットによる受験申込み 

①受付期間 平成２３年８月１日（月）～８月３０日（火） 

 （財）行政書士試験研究センターのホームページから 

インターネット出願画面に接続し、画面の項目に従っ 

て必要事項をもれなく入力して下さい。 

 注）本人名義のクレジットカードが必要です。 

※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、平成２３年１０月下旬に発送します。 

 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、平成２４年１月３０日（月）午前９時

から、合格者の受験番号を（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、（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、平成２４年２月末日までに合格証を発 

 送します。 

５．特例措置の実施 

(1)身体の機能に障害のある方で試験中に特例措置を 

希望される方には、障害の状況により必要な措置 

（点字試験を含む）を講ずることがあります。 

(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（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） 

 

財団法人 行政書士試験研究センター 
所 在 地 

〒１００－００１２ 

  東京都千代田区日比谷公園１－３ 市政会館１階 

電話番号（試験専用）０３－５２５１－５６００ 

ホームページＵＲＬ http://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。 

平成23年度 行政書士試験要項（抜粋） 
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平成２３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、平成２３年１１月１３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会員を希望します。 
 監督員は下記の監督員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、試験当日は試験会場の駐車台数に限りがあるため、「公共の交通機関の利用」または「行政

書士会館に集合し、車で乗り合わせて移動」のいずれかの交通手段に限らせて頂きます。 
 なお、今年度から旅費日当の支給は金融機関への振り込みとなります。 
 

  ◎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  平成２３年１１月２日（水） １４：００～１６：３０ （２回とも行政書士 

         平成２３年１１月７日（月） １４：００～１６：３０   会館２階会議室） 

          ※両日とも同じ内容です。いずれかご都合のよい日をお選び下さい。 

  ◎試 験 日  平成２３年１１月１３日（日）（監督員としての業務は９：００～１７：００） 

◎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  平成２３年９月２０日（火） 

  ◎募集人数  ５０名 

          ※応募者多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承下さい。 

           結果については、１０月上旬にお知らせする予定です。 

  ◎旅費日当  (財)行政書士試験研究センターの支給規程に準じ、指定口座へ振り込みます。 

         金額の詳細は８月末までに当会ホームページの会員専用ページ「トピックス」 

         に掲載します。 

 
 
栃木県行政書士会事務局 行（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０） 

平成２３年度 行政書士試験 試験監督員申込書 

平成２３年  月  日 

支    部  氏    名 
 

 

説明会参加日 

 

１１／２(水)  ・  １１／７（月）       ←いずれかに○ 

 

試験監督員になった 

場合の試験会場まで 

の交通手段（希望） 

 

公共の交通機関 ・ 行政書士会館より乗り合わせ ←いずれかに○ 
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日 予  定 時  間 主  催 

 1 木 宇都宮市の公共交通シンポジウム研修会 第１回（全３回）

（於：栃木県総合文化センターサブホール） 

15:00~17:00 六団体連絡協議会

 2 金 三役会兼支部長会 10:30~ 総務部 
総務部会 13:30~ 総務部 

5 月 成年後見特別委員会 13:30~ 成年後見特別委員会

6 火 登録説明会 10:00~ 総務部 
Jw_cad を基礎から学ぼう③ 13:30~ ICT 特別委員会

7 水 業務研修部会 13:30~ 業務研修部 
足利市市民相談室 行政書類（遺言など） 

（於：足利市役所１階市民相談室） 

13:00~16:00 足利支部 

8 木 業務開発部会 13:30~ 業務開発部 
9 金 編集会議 13:30~ 広報部 
10 土 福利厚生旅行（東京方面日帰り）  総務部 
12 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） 10:00~15:00 宇都宮支部 
13 火 ＡＤＲ調停人養成 初級編第１回「メディエーション」 10:00~16:00 業務開発部 
14 水 ＴＩＡ相談会 10:00~ 総務部 
15 木 行政書士ゴルフコンペ（於：宇都宮ロイヤルゴルフ倶楽部）   
18 日 外国人在留資格相談室 

（於：足利市生涯学習センター会議室） 

13:00~16:00 足利支部 

21 水 行政書士専門相談（於：小山市役所）※予約制（随時受付先

着４人 予約問い合わせ：小山市生活安心課0285-22-9282）

10:00~12:00 小山支部 

会計ソフトの基礎を学ぼう① 10:00~ ICT 特別委員会

行政書士基礎講座「収入 UP と安定した事務所経営」 13:30~15:30 業務研修部 
22 木 登録説明会 10:00~ 総務部 
25 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) 

13:00~16:00 宇都宮支部 

26 月 宇都宮市国際交流協会無料相談会 

（於：うつのみや表参道スクエア５階国際交流プラザ) 

15:00~17:00 宇都宮支部 

28 水 会計ソフトの基礎を学ぼう② 13:30~ ICT 特別委員会

ＩＣＴ特別委員会 15:30~ ICT 特別委員会

29 木 産業廃棄物収集運搬業特別研修会 9:30~17:00 業務研修部 
30 金 商工会議所無料相談会（於：宇都宮商工会議所） 10:00~15:00 宇都宮支部 

 
  広報部より  

     ○業務に関する情報 

     ○書士会に関するご意見 

     ○日常において感じること 

     ○とっておき情報 

     ○写真・作品等 
   原稿はできるだけメールでお送りください。ＦＡＸの場合はワープロ印刷等鮮明に読み取れる状態でお送りください。 

 送付先 

 

    ※編集の都合により掲載に時間がかかる場合や、内容により掲載できない場合もございます。ご了承下さい。 

栃木県行政書士会カレンダー（９月） 

 

栃木県行政書士会 

メール：gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp   FAX：028-635-1410 

郵 送：〒320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町１－２２  

会員の皆様の 

投稿をお待ち 

しております 

行政とちぎに投稿しませんか？
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           正副会長の動き 
  
 

日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 
7/ 1(金) 10:30～12:00 財務経理部会 会長、小林 平成23年度具体的事業計画等 

13:00～16:00 会計精査 小林 平成23年4～6月分精査 

15:00～ 委託業務について 会長 栃木県労働局 

7/ 4(月) 10:30～12:30 三役会 全員 関地協特別委員会について他 

13:30～17:00 総務部会 会長、青木 平成23年度具体的事業計画等 

7/ 5(火) 10:30～12:00 申請取次行政書士管理委員会 会長 平成23年度の運営方法検討 

13:30～16:30 業務開発部会 会長、手塚 平成２３年度具体的事業計画等

7/ 6(水) 13:30～15:15 成年後見特別委員会 会長、押野 平成２３年度具体的事業計画等

7/ 8(金) 14:00～17:00 日行連関地協会長会 会長 東京合同相談センター会議室 

7/11(月) 10:30～13:00 支局長会議 押野 記事作成、投稿方法の説明会 

13:30～16:30 広報部会 会長、押野 平成２３年度具体的事業計画 

7/13(水) 13:30～17:00 日行連理事会 会長 行政書士会館地下講堂 

7/14(木) 10:45～12:00 

13:30～ 六団体連絡協議会 手塚 ㈳栃木県建築士事務所協会 

7/15(金) 13:30～19:00 行政書士試験責任者説明会 会長 八重洲富士屋ホテル 

7/21(木) 13:30～17:00 関地協連絡会特別委員会 全員 関地協運営計画 

15:30～17:00 三士会 会長、田渕 栃木県司法書士会館 

17:00～ 関東信越税理士会総会 小林 東武ホテルグランデ 

7/25(月) 13:30～ 六団体連絡協議会 小林 ㈳栃木県建築士事務所協会 

7/26(火) 13:30～15:00 財務経理部綱紀委員会合同部会 会長、小林 高額会費滞納者について 

7/28(木) 13:30～19:30 東京会ヒルフェ設立記念式典 会長 渋谷エクセルホテル東急 

7/29(金) 13:30～17:30 業務研修部会 手塚 アンケート集計、研修計画 

7/30(土) 18:00～ 栃木県議会議長の就任を祝う会 会長 宇都宮グランドホテル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

栃木県行政書士ゴルフコンペ開催のご案内     発起人 青木勇夫 

 今年 3 月に計画しましたゴルフコンペには多くの会員の皆様にお申し込みを頂き、ありがとうございま

した。大震災直後でもあり、やむなく中止とさせて頂きましたが、社会も落ち着きを取り戻しつつありま

すので、再度計画しご案内させて頂きます。 

会員の皆様におかれましては業務にお忙しいことと思いますが、時には仕事以外の交流も必要かと思い

ますので、腕自慢の方も、運動不足解消目的の方も、お誘い合わせの上お申し込み下さいますようご案内

致します(3月に申し込まれた方も、そうでない方も気軽にお申し込み下さい)。 

 １．開催日時 平成23年 9月15日（木）8時10分（現地集合） 

 ２．開催場所  宇都宮ロイヤルゴルフ倶楽部（栃木県宇都宮市横山町1304） 

 ３．参加費用 9,000円（プレー代、昼食代、パーティー代、賞品代込み） 

 ４．競技方法 1ラウンド・新ぺリア方式（トリプルボギーカット、上限ハンデ36） 

５．申込方法 事務局・大塚宛に電話でお申し込み下さい（8月29日締め切り）。 

（事務局電話番号：028－635－1411）（組合せ等は参加者に後日連絡致します） 
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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（実費）。 
 
日行連№ 受信日付 文書の表題 備考 

事務連絡 H23.7.4 
平成23年度定時総会出席代議員に対する交通費補助金の送金につ

いて 

 

363 H23.7.7 
厚生労働省からの毎日勤労統計調査特別調査に対する調査協力依

頼について 

 

364 H23.7.7 
「行政書士制度広報月間」の実施に伴う援助協力方について（お願

い） 

 

366 H23.7.7 
日本行政書士会連合会の定める領収証様式第１号の一部誤記につ

いて 

 

368 H23.7.7 常任理事会の議事録について  

372 H23.7.7 

住宅セーフティネット基盤強化推進事業（裁判外紛争処理手続の活

用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業）の開始に

ついてのご連絡 

 

377 H23.7.12 
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める

証令の一部を改正する省令」の施行について 

 

378 H23.7.15 不正商品対策協議会会報の送付について  

389 H23.7.15 
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政

令」の公布・施行について 

 

391 H23.7.15 平成23年度行政書士制度ＰＲポスターの作成・配布について  

393 H23.7.15 ＡＤＲ事業推進等に関するアンケートについて(協力依頼）  

397 H23.7.15 

「自動車運送事業者に対する安全指導業務（適正診断・指導講習）

の実施に関する旅客自動車運送事業運輸規則等の改正」に関するパ

ブリックコメント 

 

400 H23.7.20 
「改正産活法（産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措

置法）説明会 

 

405 H23.7.20 「開発許可制度運用指針改正案」に係る意見募集について  

406 H23.7.20 OSS申請における行政書士電子証明書の取扱いについて（ご連絡）  

407 H23.7.22 
「行政不服審査法における不服申立ての代理権獲得」に係る請願活

動等の進捗状況について 

 

417 H23.7.22 理事会の議事結果について（7/13,14）  

425 H23.7.28 平成23年度インターネットによる研修の実施予定について  

429 H23.7.28 日本行政書士連合会におけるグループウェアの運用継続について  

432 H23.7.28 執行官の採用選考受験案内について  

442 H23.7.29 日行連パンフレット増刷に係る事前調査について  

                                      

日行連だより 
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  今般、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省

令」 が平成２３年７月１日付けで公布・施行されました。 

  あわせて、同日、法務省ホームページで「『専門士』の称号を付与された専門学校卒業生の就労を

目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて」が公表されておりますのでお知らせい

たします。 

   

記 

■法務省 HP 

  「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸        

許可基準の見直しについて 

     http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00098. html 

 
 
 
 
 
 
Ⅰ.「届出済証明書」の交付事務に関する変更について 

   これまで、届出済証明書(新規・更新)の交付につきましては、毎月５日に委員会担当者の面談

による交付式を行っておりましたが、8月より面談を行わず事務局による随時交付と致します。 

 

Ⅱ.「倫理研修懇談会」について 

   入管業務を行なう行政書士が逮捕される残念な事件が増えており、また、外国人とのトラブル

も増える傾向にあることから、ここ数年来、入管当局から申請取次行政書士のモラル低下が指摘

されており、これを受けこの春より日本行政書士会連合会申請取次行政書士管理委員会では、指

定研修において資質の向上を図るべく効果測定を実施しております。 

 

   上記の理由から、当委員会では年に二回(２月・１０月)「倫理研修懇談会」を開催する事とし

ました。 

《倫理研修懇談会の内容》 

① 東京入国管理局宇都宮出張所より所長を講師に招き、昨今の入管行政や取次を含む申請状況等

について講義を頂くこと。 

② 申請取次者が日頃の業務において抱える諸問題について、情報交換、意見交換を行い事件やト

ラブルを未然に防止し、円滑な業務遂行の参考とすること。 

③ 申請取次行政書士の知識として必要な諸法令や規則省令告示等の改正、その他事務連絡等につ

いて周知徹底を図ること。 

 

Ⅲ.「倫理研修懇談会」の出席者名簿の作成について 

   申請取次行政書士(届出者)の申請取次業務の適正化を図る為に、「倫理研修懇談会」の出席者名

簿を作成し、必要に応じて研鑚資料として入国管理局等に提出いたします。 

 

   申請取次行政書士(届出者)は、年に二回(２月・１０月)行われる「倫理研修懇談会」のいずれ

かに一度は出席をして下さい。 

なお、日時などの詳細につきましては、後日お知らせ致します。 

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める
省令の一部を改正する省令」の施行について   ～日行連より～ 

申請取次行政書士管理委員会よりお知らせ（重要） 
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」につきましては、平成２１年５月

に公布され、本年４月１日に施行されたところですが、本年７月８日付けで「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。 

   

記 

●環境省 H P  

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13970 

 

 
 
 
 
 
今般、自動車保有関係手続のワンストップサービス申請システム (以下「OSS」という。) におい

て、７月１９日より、行政書士電子証明書 (セコムパスポート forＧ－ＩＤ) が使用できるように

なりましたのでお知らせいたします。 

OSS については、本年１月から発行を開始した「セコムパスポート forＧ－ＩＤ」への対応が間に

合わず、旧来の日本商工会議所発行の行政書士用電子証明書 (タイプ１－Ｇ)を補完的にご利用いた

だいておりましたが、今後は OSS 利用のために、タイプ１－Ｇを取得していただく必要がなくなり

ます。 

  本件の詳細につきましては、国土交通省 OSS サイトの『ご利用方法』中の「当サービスで利用可

能な電子証明書を発行できる認証機関」に掲載されておりますので、ご確認くださいますようお願

いいたします。 

 

国土交通省 OSS サイト URL: 

http://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html 

 

「ご利用方法」⇒「４．事前準備」…「当サービスで利用可能な電子証明書を発行できる認証機関」 

 

 

 
 
 
 
群馬県は、産廃処理業の経理的基礎が充分でない処理業者について、許可甲請 (新規・更新・変

更）の際、従来任意形式での収支改善計画の提出を求めていたが、今年度より、規定の書式による

収支改善計画書(別紙参照)を作成し、申請者の記名押印が必要となった。 

作成は、行政書士も可能である。 

 
 
 
 
 
 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する
政令」の公布・施行について                   ～日行連より～ 

行 連

OSS 申請における行政書士電子証明書の取扱いについて 
            ～日行連より～ 

産廃処理業許可にかかわる収支改善計画書の書式について 
               ～群馬県行政書士会より～ 

行 連
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 標記の件につきましては、平成２２年６月１８日に閣議決定され、平成２３年７月１９日に施行

されました。 

 

＜警察庁ＨＰ＞  

 http://www.npa.go.jp/koutsuu/index.htm  

※条文及び新旧対照条文等の詳細につきましては、警察庁のホ一ムページにてご確認ください。 

 

＜添付資料＞  

  「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則について」 

 

 

 

「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正
する規則」の施行について           ～日行連より～ 

 
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則について 

 

１ 趣旨 

     「「国民の声集中受付月間（第１回）」において提出された提案等への対処方針について」

（平成２２年６月１８日閣議決定）を踏まえ、自動車の保管場所証明の申請等について

の申請者の負担を軽減するため、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」の

改正を行うもの 

 

２ 内容 

（１） 自動車の保管場所証明の申請等を行うに当たり、自動車の使用の本拠の位置と保管

場所の位置が同一である場合には、所在図（※１）の添付を省略することができること

とする（※２、※３）。 

 （２）上記改正に伴い、様式の変更等所要の規定を整備する。 

 （３）施行期日は平成２３年７月１９日とする。 

 

     ※１ 所在図：自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置並びに保管場所付近の道路及び目標とな

る地物を記載した書面 

 

※２ 現行規則においても、自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置の変更を伴わない申請に

ついては所在図の添付を省略することができるが、今回の改正はこの範囲を拡大するもの 

 

※３ 現行規則と同様、特に必要な場合は、警察署長が所在図の提出を求めることができることとす

る。 

 



建設業の財務諸表作成ポイント 

１．作成にあたって
　財務諸表の作成にあたっては、建設業法施行規則別記様式第１５号及び１６号の国土交通
大臣の定める勘定科目の分類を定める件に基づき、法人の場合には建設業法施行規則別記様
式第１５号から１７号の３、２５号の９の書類を個人の場合は様式第１８号から１９号を作
成して下さい。

２．消費税の処理について
　経営規模等評価申請をする場合で、消費税の課税事業者は税抜きの財務諸表を作成し、免
税事業者は税込みの財務諸表を作成します。
　消費税の課税業者で税込処理で決算書を作成している場合は、税抜処理を行わなければな
りません。その際は、損益計算書のみを税抜処理して財務諸表を作成します。
　また、経営規模等評価申請をしない場合は税抜き又は税込みを選択して作成して下さい。

３．消費税抜処理の方法
　　①租税公課に含まれている消費税額を控除します。
　　②損益計算書の課税課目を税抜の金額に修正します。
　　③租税公課から控除した消費税額と、損益計算書から控除した消費税額の差額を算出する。
　　④租税公課から控除した消費税額　＞　損益計算書から控除した消費税額　の場合は、
　　　差額を営業外費用に計上します。
　　⑤租税公課から控除した消費税額　＜　損益計算書から控除した消費税額　の場合は、
　　　差額を営業外収益に計上します。

３．端数処理の方法
　財務諸表は、千円単位の金額で作成します。
　その際、千円未満の端数処理が必要になります。
　千円未満の端数は、切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれかの方法で処理します。
　また、それぞれの合計金額についても、端数処理後の合計金額を算出するのではなく円単
位の合計金額の端数を同じように処理して転記します。よって、それぞれの合計金額は計算上
合わない場合があります。

４．仮払消費税等と仮受消費税等の処理について
　　①貸借対照表に、仮払消費税等と仮受消費税等が計上されている場合は、相殺処理をして、
　　　仮払消費税　＜　仮受消費税　の場合は、未払消費税等として流動負債に計上します。
　　　仮払消費税　＞　仮受消費税　の場合は、未収還付消費税等として流動資産に計上します。
　　②貸借対照表に、仮払消費税等だけが計上されている場合

下請工事が決算期に完成していない場合、下請業者に支払った工事代金にかかる消費税等
が仮払消費税等として計上されている場合は、相殺処理する必要はありません。

　　③貸借対照表に、仮受消費税等だけが計上されている場合
　　　期末の消費税未納税額と金額が一致している場合は、科目名を未払消費税等に修正します。
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５．財務諸表の金額一致（それぞれの番号の金額は一致します。）

①

②

①

③
④
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③

④
⑥

⑥

⑤

⑤

②
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産業廃棄物処理業に係る経営診断作成のポイント

１．比率分析は決算書の実数同士の割り算で算出するものです。規模が異なる他社との比較に有
　効な分析です。比率分析は分析手法が確立されており、非常に多くの場面で活用されます。
　　比率分析は経営分析には欠かせないツールで、次の４種類に大別できます。
　（１）安全性分析（会社の支払能力をチェック）
　（２）収益性分析（利益を上げる力をチェック）
　（３）生産性分析（経営の効率をチェック）
　（４）成長性分析（成長の可能性をチェック※今回は使用していません。）
　ほとんどの比率は、貸借対照表や損益計算書の項目同士の割り算で算出されます。
そして、算出された比率が、他社や業界標準と比較してどうかというヨコでの比較や、直近３年間
の推移はどうかというタテでの比較に応用されます。

　（１）安全性分析の主な指標
　　　　①自己資本比率（％）
　　　　②流動比率（％）
　　　　③当座比率（％）
　　　　④固定比率（％）
　　　　⑤固定長期適合率（％）

　（２）収益性分析の主な指標
　　　　⑥総資本経常利益率（％）
　　　　⑦売上高総利益率（％）
　　　　⑧売上高経常利益率（％）
　　　　⑨損益分岐点比率（％）
　　　　⑩総資本回転率（回）

　（３）生産性分析の主な指標
　　　　⑪１人当たり売上高（円）
　　　　⑫労働生産性（円）
　　　　⑬労働分配率（％）
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検証ポイント（金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕を引用）

　中小・零細企業等の債務者区分については、その特性を踏まえて判断する必要があるが、その
際の検証ポイントは、以下のとおりです。
また、次のような中小・零細企業等の特性にも留意する必要があります。

①　中小・零細企業は総じて景気の影響を受けやすく、一時的な収益悪化により赤字に陥りやす
い面がある。
②　自己資本が大企業に比べて小さいため、一時的な要因により債務超過に陥りやすい面があ
る。また、大企業と比較してリストラの余地等も小さく黒字化や債務超過解消までに時間がか
かることが多い。
③　中小・零細企業に対する融資形態の特徴の１つとして、設備資金等の長期資金を短期資金の
借換えの形で融資しているケースがみられる。

　以上のような中小・零細企業の経営・財務面の特性や中小・零細企業に特有の融資形態を踏
え、赤字や債務超過が生じていることや、貸出条件の変更が行われているといった表面的な現象
のみをもって、債務者区分を判断することは適当ではありません。

１．代表者等との一体性
　　中小・零細企業等の場合、企業とその代表者等との間の業務、経理、資産所有等との関係
は、大企業のように明確に区分・分離がなされておらず、実質一体となっている場合が多い。
　　したがって、中小・零細企業等の債務者区分の判断に当たっては、
　　①当該企業の実態的な財務内容
　　②代表者等の役員に対する報酬の支払状況
　　③代表者等の収入状況や資産内容等
　　　について、次のような点に留意し検討する必要があります。
　　　なお、代表者等には、例えば、代表者の家族、親戚、代表者やその家族等が経営する関係
　　企業等当該企業の経営や代表者と密接な関係にある者などが含まれます。

（１）企業の実態的な財務内容
　　①代表者等からの借入金等については、原則として、これらを当該企業の自己資本相当額に

加味することができます。
　　　なお、代表者等が返済を要求することが明らかとなっている場合には、この限りではあり

ません。
　　②また、当該企業に代表者等への貸付金や未収金等がある場合には、その回収可能性を検討

し回収不能額がある場合には当該企業の自己資本相当額から減額します。

（２）代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産内容等
イ　例えば、企業が赤字で返済能力がないと認められる場合であっても、代表者等への報酬
や家賃等の支払いから赤字となり、金融機関への返済資金を代表者等から調達している場
合があるので、赤字の要因や返済状況、返済原資の状況を確認する必要があります。

　借入金返済能力　＝　減価償却費＋当期利益（キャッシュフロー）
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例）
　借入金　÷　（減価償却費＋当期利益）＝返済可能期間（年）
　３０００万円の借入で、減価償却費２００万円、当期利益１００万円の場合
　３０００万円　÷　（２００万円＋１００万円）　＝　１０年（返済期間）

ロ　代表者等の収入状況については、個人については個人収支や資金繰り等、関係企業につ
いては企業収支や資金繰り等により確認します。

ハ　代表者等の預金や有価証券等の流動資産及び不動産（処分可能見込額）等の固定資産に
ついては、返済能力として加味することができます。
　　なお、その場合に、代表者等に係る借入金がある場合にはその額を控除します。(また、
代表者の第三者に対する保証債務の有無についても勘案します。）
（注）当該借入金等の確認については、債務者の実態が把握できる資料に基づき確認を行う
必要があります。

　　上記の場合において、代表者等の支援の意思の確認については、当該代表者等の確認
書、あるいは金融機関の業務日誌等により確認します。（ただし、代表者等が保証人となっ
ている場合は意思確認は不要です。）

２．企業の技術力、販売力、経営者の資質やこれらを踏まえた評価
　　企業の技術力、販売力、経営者の資質やこれらを踏まえた成長性については、企業の成長発
展性を勘案する上で重要な要素であり、中小・零細企業等にも、技術力等に十分な潜在能力、
競争力を有している先が多いと考えられ、診断書作成においてもこうした点について着目する必
要があります。
　　企業の技術力等を客観的に評価し、それを企業の将来の収益予測に反映させることは必ずし
も容易ではありませんが、診断書作成においては、当該企業の技術力等について、以下の点を
含め、あらゆる判断材料の把握に努め、それらを総合勘案して判断を行うことが必要です。
（１）企業の技術力、販売力等
（イ）企業や従業員が有する特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知的財産権を背景とし

た新規受注契約の状況や見込み
（ロ）新商品・サービスの開発や販売状況を踏まえた今後の事業計画書等
（ハ）取扱い商品・サービスの業界内での評判等を示すマスコミ記事等
（ニ）取扱い商品・サービスの今後の市場規模や業界内シェアの拡大動向等
（ホ）取扱い商品・サービスの販売先や仕入 れ先の状況や評価、同業者との比較に基づく販売

条件や仕入条件の優位性
（２）経営者の資質
　　　過去の約定返済履歴等の取引実績、経営者の経営改善に対する取組み姿勢、財務諸表など

計算書類の質の向上への取組み状況、ISO等の資格取得状況、人材育成への取組み姿勢、後継
者の存在等の企業の技術力、販売力、経営者の資質やこれらを踏まえた評価を行います。

　　　また、法律等に基づき技術力や販売力を勘案して承認された計画等（例えば、中小企業の
新たな事業活動の促進に関する法律の「経営革新計画」「異分野連携新事業分野開拓計画」
等）企業の技術力、販売力、経営者の資質等に関する評価を行うことも大切です。
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研修会場：栃木県行政書士会館２Ｆ ※会場変更の場合あり(随時掲載) 
下記以外の研修会も企画中です。決まり次第掲載いたします。 

        【平成２３年度】 “研修会” 年間予定表 

 

◆一般研修会(全会員向け) 受講料：以下参照                       業務研修部主催 

9 月 29 日(木) 9：30～17：00 

(12:40～13:30 昼食休憩) 

産業廃棄物収集運搬業特別研修会 

講 師：AM 青木裕一(行政書士)、PM 松岡英彦(行政書士)

受講料：2,000 円(500×4 コマ)/遅刻・途中退席不可 

  ※昼食代 500 円(希望者のみ) 

10 月 13 日(木)13：30～16：00 一般研修＜土地開発＞※実務事例に沿った研修予定です。 

講 師：前澤眞一(行政書士) 

受講料：500 円(中～上級者向けの研修) 

2 月 15(水)、16 日(木)10：00～17：00

(12:00～13:00 昼食休憩) 

法定業務研修(DVD)「遺言・相続・遺産分割」 

受講料：1,000 円(2 日間)＋ﾃｷｽﾄ代：1,050 円 

※昼食代 500 円(希望者のみ) 

◆基礎講座(新入会員向け) 受講料：無料                                     業務研修部主催 

9 月 21 日(水)13：30～15：30 収入ＵＰと安定した事務所経営 

講 師：田渕 徹(行政書士) 

11 月 15 日(火)13：30～15：30 国際関係業務 

講 師：深見 史(行政書士) 

12 月 20 日(火)13：30～15：30 風俗営業業務 

講 師：岸  宏(行政書士) 

1 月 17 日(火)13：30～15：30 会計記帳業務 

講 師：堀越 功(行政書士) 

2 月 21 日(火)13：30～15：30 建設業 

講 師：岸 清美(行政書士) 

3 月 13 日(火)13：30～15：30 農地法 

講 師：田渕 徹(行政書士) 

 ※10 月の基礎講座はありません 

◆パソコンを使った業務の研修会(全会員向け) 受講料：各回 500 円     ＩＣＴ特別委員会主催 

9 月 21 日(水)10：00～12：00 

 

会計ソフトの基礎を学ぼう！  

第 1 回 会計ソフトの紹介と導入方法 -個人事業主の場合-

講 師：小林幸雄(行政書士) 

9 月 28 日(水)13：30～15：00 会計ソフトの基礎を学ぼう！  

第 2 回 会計ソフトの利用方法 -法人の場合- 

講 師：小林幸雄(行政書士) 

12 月 12 日(月)13：30～15：00 

 

定款・オンライン請求研修会 

講 師：稲葉昌俊(行政書士) 

 

各研修会への申し込み方法については、開催月近くの「行政書士とちぎ」へ掲載いたします。 
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会計ソフトの基礎を学ぼう！ ～２回シリーズ～    ICT特別委員会主催 

 主に会計ソフト初心者の方を対象に、零細企業向けの会計ソフトを紹介し、その会計ソフトの 

導入方法や使用方法を学んでいただく講習です。 

 
○ 開催日時 

第１回 平成23年 9月 21日（水）10：00～ 

第 2回 平成23年 9月 28日（木）13：30～ 

 

○ 開催場所 

  栃木県行政書士会館２階 

 

○ 研修項目および講師 

  第 1回「会計ソフトの紹介と導入方法 －個人事業主の場合－」（行政書士 小林幸雄） 

    会計ソフトの導入方法や使用方法を説明します。個人事業主を例に、導入方法、日々 

の取引入力、残高試算表の作成などの会計ソフトの基礎を学びます。 

 

第 2回「会計ソフトの利用方法 －法人の場合－」（行政書士 小林幸雄） 

    会計ソフトを利用した管理方法や便利な機能の使用方法を説明します。法人を例に、 

消費税の設定、固定資産の管理、貸借対照表、損益計算書等の作成方法を学びます。 

 

○ 受講料 

  １回につき500円 

 

○ 特記事項 

 ・第1回目の日は、同日午後に業務研修部主催の基礎講座「収入UPと安定した事務所経営」 

があります。午後の講座もお申し込みの方で、お弁当（実費）を希望される方は、研修会 

申込書の昼食欄に○をつけてお申し込み下さい。 

 ・1回のみの受講も可能です。 

ＡＤＲ調停人養成  初級編 第１回（計３回）    ADR特別委員会主催 

○開催日時 

平成23年 9月 13日（火）10：00～16：00 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修項目及び講師 

「メディエーション」  （行政書士 土方 美代） 

 裁判外紛争解決手法を学ぶ研修です。 

○受講料 

500円 
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産業廃棄物収集運搬業特別研修会のお知らせ         業務研修部主催 

○開催日時  平成23年 9月 29日（木）9:30～17:00 

○場  所  栃木県行政書士会館２Ｆ 

○受 講 料  計 2,000円（１科目500円／全４科目） 

○対  象   行政書士会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１科目終了ごとに、お手持ちの「出席確認カード」に修了印を押印します。（全４科目） 

※４科目を修了した行政書士には、４時限目終了後、栃木県行政書士会より修了書を交付します。 

※ 行政書士が作成する診断書類を提出する場合は、修了書の写しを添付することとなっております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行政書士基礎講座 第６回                業務研修部主催 

○ 開催日時 

平成23年 9月 21日（水）13：30～ 
 

○ 開催場所 

  栃木県行政書士会館２階 
 

○ 研修項目および講師 

「収入UPと安定した事務所経営」（行政書士 田渕 徹） 

 

時 間 割 研 修 科 目 講 師 

１時間目 行政書士 
青木 裕一 

行政書士 
松岡 英彦 

9：30～11：00 

２時間目 11：10～12：40 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律概要 

産業廃棄物収集運搬業許可申請の実務 

３時間目 

４時間目 

13：30～15：00 財務諸表に基づく経営分析 

15：10～16：40 産業廃棄物収集運搬業の経営診断書作成の実務 

※本年度全４科目受講できない方については、「出席カード」を来年度以降受講する際まで

大切に保管しておいてください。 
注）受講カード紛失の場合は、全科目再受講となりますのでご注意ください。 

途中からの入退室の場合は、出席扱いはせず修了証の発行は行いません。 
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宇都宮市の公共交通シンポジウム研修会開催のご案内(全 3回)     

＜六団体連絡協議会主催＞ 

 毎年、当会は「六団体連絡協議会」として栃木県土地家屋調査士会、(社)栃木県宅地建物取引業

協会、(社)栃木県建築士会、(社)栃木県建築士事務所協会、(社)栃木県測量設計業協会と連絡協議

会を設けております。 
この協議会は、土地・建物等に係る諸問題を解決し、相互の連携と研鑽による社会への貢献を目

指す目的で組織されました。 
今般、宇都宮市を中心とした地域の中心市街地の空洞化や交通渋滞、それに伴う高齢者の買い物

弱者化の現状を憂慮し「環境にやさしい公共交通ネットワーク創りを目指す市民の会」を設立す

る予定の最中、新たな取り組みとして宇都宮市の掲げる「ネットワーク型コンパクトシティ」の

形成をテーマとした研修会を開催することとなりましたので、多くの方にご参加いただきたいと

思います。 
第1回≪うつのみやが目指すまちづくりと公共交通ネットワーク≫ 

○日 時  平成 23 年 9 月 1 日（木）15：00～17：00 
○場 所  栃木県総合文化センターサブホール 
○対 象  各団体の会員及び一般市民 
○内 容  「宇都宮市におけるネットワーク型コンパクトシティ」 
○講 師   宇都宮市長 佐藤 栄一 
※今後予定される第 2 回、3 回 研修会＜開催予定＞ 

   第２回：１１月頃予定   第３回：平成２４年２月予定 
 
こちらにご記入の上、ＦＡＸ（０２８－６３５－１４１０）にてお申し込みください。 

支部名  会員名  

 

研修会申込書 
申込欄に○を付けＦＡＸ願います。（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０） 

研修名 受講料 申込〆切 申込 ﾃｷｽﾄ申込 
昼食 

\500 程度

９／１３ ＡＤＲ調停人養成 初級編 第１回 500円 9/9  －  

９／２１ 会計ソフトの基礎を学ぼう！第１回 500円 9/16  －  

９／２１  
行政書士基礎講座 第６回 

収入UPと安定した事務所経営 
無料 9/14  － － 

９／２８ 会計ソフトの基礎を学ぼう！第２回 500円 9/26  － － 

９／２９ 産業廃棄物収集運搬業特別研修会 2,000円 9/22  －  

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

募 集 
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【入 会】             

 支部・氏名 
入会年月日 

登録年月日 郵便番号 事   務   所 電   話 備 考 

 

 
小 山 

H23.7.1 
323- 

0062 
小山市大字立木 1462-1 0285-23-6139  

仁平 充男 

 塩 那 
H23.7.1 

329- 

1224 

塩谷郡高根沢町 

大字上高根沢 192-2 
028-675-3639  

齋藤 誠治 

 宇都宮 
H23.7.1 

321- 

0118 
宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ 3-7-9 090-7504-1644  

市川 才子 

 宇都宮 
H23.7.15 

321- 

0901 
宇都宮市平出町 356-8 028-663-8851  

田﨑 幸枝 

 

【退 会】石海敏弘会員のご冥福をお祈りいたします。 

支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 

小 山 斉藤 晃 H23.7.13 廃 業 日 光 石海 敏弘 H23.6.29 死 亡 

 
【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

小 山 青木裕一 
事務所名称 

事務所 

フレックスコンサルタント行政書士事務所 

小山市東城南 1-1-6 

那 須 福嶋敏雄 事務所名称 行政書士福嶋敏雄事務所 

足 利 江原弘義 事務所 足利市朝倉町 2-1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県行政書士会員の動き

編

集

後

記

 

（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます）

（平成 23年 7月 31 日現在）

行政書士とちぎ 8 月号 №416 
発行人  栃木県行政書士会 会長 須永 威 
〒320-  宇都宮市西一の沢町１番 22号 
 0046  電 話 028-635-1411（代） 
     ＦＡＸ 028-635-1410 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.gt9.or.jp/gyosei 
編 集  広報部 
定 価  250 円 
印刷所  有限会社 高久印刷 

 皆様お気づきでしょうか。今月号から本誌

のタイトルが変わっております。これまでの

「行政とちぎ」から「行政書士とちぎ」に。

一般読者の目に触れる機会が増加してい

ることもあり、行政書士の認知度向上に寄与

できればと考えております。 

（広報部部長 田代 昌宏）

～総務部からのお願い～ 

会議や研修会の際は、クールビズでのご来館を 
 会員の皆様もご存じのことと思いますが、東日本大震

災による原子力発電所事故の影響で電力の供給に多大

な影響が生じています。 

 夏も終盤とはいえ、まだまだ暑い日は続きます。エア

コンを使用する場合でも冷房温度は 28 度で運用してい

きますので、ご理解とご協力をお願い致します。 

≪事務局からのお知らせ≫ 
栃木県県土整備部から平成２３年度版

「建設業許可申請の手引」が届きまし

た。 

事務局窓口にあります。 

なお、数に限りがあります。 

※ 希望者には郵送も致し 

ますが、送料はご負担 

いただきます。 
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