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日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所
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■

東日本大震災及び熊本地震により、亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された皆様には心からお見舞い
申し上げます。　一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
東日本大震災の被災に係る各種行政手続、今後の暮らしや事業の悩みなど、電話による無料相談を実施しています。
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【お詫び】
　本誌５月号（No.５４６）５ページ中の記載について、一部表記
に誤りがありました。
　正しくは以下のとおりです。お詫びして訂正いたします。

（正）「～面積要件を１．０アール、つまり１００㎡まで～」
（誤）「～面積要件を０．１アール、つまり１００㎡まで～」
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　瞬く間に時は過ぎ去ります。今年もまた、定時総会の時期がめぐってきました。
　毎年６月の定時総会で各議案が承認されれば、その年度の事業が動き出すこととなります。実際には８月
頃から本格的に稼働を始めます。１２月は年末の慌ただしさもあり、年内の事業活動に費やせる時間は月半ば
までです。年が明けて１月になれば、次年度の事業計画・予算策定に取り掛かることとなり、同時に当年度
事業を確実に執行することにも集中して取り組まなくてはならず、あっという間に年度末を迎えます。しか
し、常々申し上げていることですが、このような時間的な制約の中にあっても、事業を消化することが目的
であってはなりません。その事業が全国の会員のためになるか、多くの会員の皆様の取組が国民の利益につ
ながるものであるかが一番大切なこととの考え方で、事業を進めるよう心掛けています。
　各単位会の会長、日行連の役員ともなれば、その責任は重く、そのことを十分に自覚することが必要です。
日行連役員として各党議員連盟の加入議員の先生方や関係省庁と交流する機会も多く、行政書士制度はもち
ろんのこと、我々を取り巻く社会情勢に関する幅広い知識と発言力・行動力が求められます。更に折衝など
の場面においては、柔軟さも必要で、時には人間性が問われます。熱意をもって事業に邁進するほど、取り
組むべき課題が見えてきて、あれもこれもとの思いは募りますが、役員の任期は２年です。今、目の前にあ
る年度事業を着実に推し進める一方で、長期的な展望に立ち、次世代につなげていけるような行政書士法改
正への取組や施策立案も必要です。副会長や常任理事とはこのような認識を共有して事業執行にあたっても
らっていますし、各理事においてもそれぞれの担当・役割においてその責任をしっかりと果たすべく尽力い
ただいています。

　こうした日行連の運営や事業執行における方針などについて、果たして、全国の会員の皆様に伝え切れて
いるのか、日行連の事業活動が全国に伝播し、会員の皆様の個々の業務にいかしてもらえているのかと考え
ることがあります。
　日行連は単位会の集合体です。各単位会からの推薦を受け、日行連定時総会で選任される日行連役員は、
その多くが単位会の会長や副会長の立場にある方々です。ですから、日行連の方針や推進する事業について
各単位会に持ち帰り、所属会員の皆様に広く周知いただくとともに、各単位会での事業活動に取り込んで推
進していただく、日行連と単位会のパイプ役を担っていただいています。各単位会には地域ごとの課題、問
題もあり大変かと思いますが、そういった課題についても、まずはしっかりと単位会内で議論して解決を図
り、単位会単独で解決できない全国的な問題、制度上の課題となれば、過去を検証し、単位会としての考え
を示した上で日行連に照会いただくなどして解決していくという形が望ましいと考えています。定時総会に
おいても例年、多くの質問が寄せられますが、過去、既に議論されたものについては各単位会であらかじめ
質問・回答集を確認していただき、今の行政書士制度にとって重要な施策等について、将来に向けた前向き
な議論の場となればと考えています。 
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　日行連の組織のあり方を申し述べてきましたが、全国約４７,０００名の会員を擁する日行連の会長は、組織に
おいて最高責任者であり、当然に自らを厳しく律しなければなりません。決して思い付きで行動したり判断
するようなことはせず、積み重ねた過去の経験を十分に踏まえ、いかすようにしています。また、外形上に
おいても、日行連の会長は行政書士制度の発展を全力で推し進める立場ですから、他士業との間に業際に係
る課題が生じる可能性がある以上、行政書士専業であることが求められると思います。
　ただ、私も人間ですので、困難な課題が並行して存在し、物事が思うように進まないときは、ややもする
と周囲のせいにしたり、独善的な気持ちが頭をもたげてきたりもします。しかし、そこはいったん気持ちを
落ち着かせ、自分に何が足りないのかを考え、謙虚な気持ちをもって周囲の人にも意見を求めるようにして
います。他者の不満を口にしても、課題の解決にはつながりません。
　これからも、信念と謙虚さと感謝の気持ちをもって、周囲の協力を得ながら、全力で会務にあたりたいと
思っています。

　日行連事業の「選択と集中」を考えるとき、その事業は全国の会員に利するものでなければならないと考
えており、行政書士法の改正においてもそれは同じです。行政書士法改正要望５項目について常任理事会で
確認の上、４月の理事会で報告して改めて法改正推進の方向性を共有しました。行政書士法第一条の目的規
定の整備を始めとした各要望項目について、できるだけ多くの会員の、そして依頼者である国民の利益につ
ながる法改正を目指します。「一人法人制度」については、当初から、この項目のみでの法改正は行わない
との考えがありましたが、これも前執行部からの考え方を踏襲することとしています。
　国民にとってより良い行政書士制度となるよう、そのあり方について各党議員連盟の先生方や総務省の御
理解、御指導をいただきながら、更には他士業団体にも説明を尽くして推進する必要があります。法改正は、
年度ごとの事業とは異なり、何期にもわたることがある一大事業です。平成２６年改正も５年以上の要望活動
を続けての結果でした。関係機関の理解だけでなく、法改正に向けた環境が全て整って初めて成しうるもの
で、まずは全力で取り組み続け、好機を捉えることが大切だと考えています。
　当然に、日本行政書士政治連盟との連携は重要です。行政書士法は議員立法です。今までの数次にわたる
法改正も、各党議員連盟の議員の先生方の御支援の下に実現してきました。日行連と日政連がそれぞれの役
割をしっかりと果たし、強固な連携をもって推進してまいります。また、法改正推進活動に加え、所有者不
明土地問題や空き家問題など国家的課題についても日政連による情報収集に期待しています。速やかにその
情報の共有を図り、日行連で適切な対応を図るという連携が必要であると考えています。

　以前、行政書士は私の天職だと申し上げたことがあったと思います。各単位会や全国の会員一人一人の理
解と協力をいただきながら、信念をもってぶれることなく、全身全霊で、行政書士制度の発展に努めてまい
ります。
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議事録署名議事録署名人人

出 席 者出 席 者 数数

オブザーバオブザーバーー

理事会の開催報告

　本理事会では、以下４議案について審議され、全議案が可決された。１日目休会後、一般財団法人行

政書士試験研究センター担当者から、平成３０年度の行政書士試験協力事務に関する説明があった。

襖

襖

鴬

鴬
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平成３０年４月１８日（水）、１９日（木）

虎ノ門タワーズオフィス８階「ROOM７」

山田　美之　総務部長

（１日目）遠田　和夫　会長

（２日目）荒岡　克巳　副会長

宮元　　仁（北海道会）

山田　美之（大分会）両理事

５６名のうち、５０名出席（開会時）

福士　力・鎌田　敬・増田　由明　各監事、高橋　靖祐　選挙管理委員会委員長（１日目）

【 議 案 審 議【　議　案　審　議　】】

第１号議案

行政書士会館の日本行政書士会連合会の持分を譲渡する件（案）
　日本行政書士会連合会及び東京都行政書士会が各々１／２を持分として共同所有する行政書士会館（東京
都目黒区青葉台）に関し、日本行政書士会連合会の持分である土地及び建物のすべてを、東京都行政書士会
に譲渡することについて理事会の承認が求められ、異議なしで可決された。

第２号議案

平成３０年度定時総会に上程する議案について
　総会第１号議案　平成２９年度事業報告
　総会第２号議案　平成２９年度決算報告（決算報告書・監査報告書）
　総会第３号議案　日本行政書士会連合会会則の一部改正（案）
　総会第４号議案　行政書士会館の日本行政書士会連合会の持分を譲渡する件（案）
　総会第５号議案　平成３０年度事業計画（案）
　総会第６号議案　平成３０年度予算（案）

　以上の６議案を定時総会に上程することについて承認が求められ、異議なしで可決された。

第３号議案

職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則の一部改正（案）
　近年増加傾向にある単位会及び会員等からの行政書士法人の職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関す
る照会に対し、現行の運用上の取扱いを明記するとともに、その他の修正を加えることで当該規則の整備を
図ることを目的とする改正について承認が求められた。異議なしで可決され、平成３０年４月１８日から施行す
ることとした。
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職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則の一部改正（案）
＜新旧対照条文＞

現　行改正案
（様式の自己作成の禁止）
第３条　行政書士又は行政書士法人は、前条に定める職務
上請求書のほかに、自ら職務上請求書の様式を作成し、
またはこれを使用してはならない。

（使用の制限）
第５条 （略）
２ （略）
３ （略）
＜新設＞

（払出し事務の取扱い）
第２０条　職務上請求書の払出し事務は、単位会のみが取り
扱うこととする。

２ （略）

（返戻された職務上請求書の取扱い）
第３０条 （略）
２　返戻された職務上請求書の綴りが、一部使用済みのも
のであったときは、未使用分を裁断処理した後、当該個
人開業の行政書士又は行政書士法人が控えを２年間保存
するために、これを返却するものとする。

３ （略）
４ （略）

（盗難等の報告及び未返戻の取扱い）
第３１条 （略）
２　本会は、前項の規定により単位会長から受けた報告に
ついて、総務省自治行政局行政課及び住民制度課に報告
し、周知を図ることとする。

（様式の自己作成の禁止）
第３条　行政書士又は行政書士法人は、職務上請求書のほ
かに自ら職務上請求書の様式を作成し又は職務上請求書
を複写し、これを使用に供してはならない。

（使用の制限）
第５条 （略）
２ （略）
３ （略）
４　行政書士法人にあっては、単位会を超えて複数事務所
間で、職務上請求書を共用してはならない。

（払出し事務の取扱い）
第２０条　職務上請求書の払出し事務は、単位会のみが取り
扱うこととする。この場合において、個人開業の行政書
士については、その所属する単位会が、行政書士法人に
ついては、主たる事務所又は従たる事務所の所在地の単
位会が、第２５条に定める払出し可能冊数について、それ
ぞれ取り扱うこととする。
２ （略）

（返戻された職務上請求書の取扱い）
第３０条 （略）
２　返戻された職務上請求書の綴りが、一部使用済みのも
のであったときは、未使用分を裁断処理した後、当該個
人開業の行政書士又は行政書士法人が控えを２年間保存
するために、これを返却するものとする。ただし、第１５
条第３号又は第４号に基づき職務上請求書が返戻された
場合において、正当な理由があるときは、返却を留保す
ることができる。
３ （略）
４ （略）

（盗難等の報告及び未返戻の取扱い）
第３１条 （略）
２　本会は、前項の規定により単位会長から受けた報告に
ついて、総務省自治行政局に報告し、周知を図ることと
する。

第４号議案

平成３０年度定時総会議事運営委員会委員の選出について
　日本行政書士会連合会会議規則第３１条及び日本行政書士会連合会議事運営委員会規則第４条に基づき、平
成３０年度定時総会の議事運営委員会委員として本会役員の中から以下の３名を選出することについて承認が
求められ、異議なしで可決された。
　理事　金沢　和則（福島会）　　　理事　村山　豪彦（兵庫会）　　　理事　平良　あき子（沖縄会）

　（１） 所有者不明土地問題に関する市区町村への働きかけについて

　（１）平成３０年度定時総会日程について
　（２）行政書士実態調査アンケートについて
　（３）空き家対策問題への取り組みについて
　（４）高齢者支援クリアファイルの活用、キャッチコピーの公募について
　（５）著作権教育シンポジウムの開催報告について
　（６）日本郵便、ゆうちょ銀行との連携事業について
　（７）行政書士試験協力事務について
　（８）行政書士法改正要望項目について

【 協 議 事 項【　協　議　事　項　】】

【 報 告 事 項【　報　告　事　項　】】
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著作権教育シンポジウムの開催報著作権教育シンポジウムの開催報告告

　当日は、後援をいただいた権利者団体等の関係者

を始め、著作権教育に関心を持たれている業界団体

等、数多く御参加いただきました。今回の催しによ

り、行政書士は著作権を含む知財業務を行っており、

知財人材育成や著作権教育の一翼を担う存在である

ことを再認識する機会となりました。

＜開催概要＞

主　　　催：日本行政書士会連合会

共　　　催：東京都行政書士会

後　　　援：内閣府 知的財産戦略推進事務局

（※順不同）　総務省

　　　　　　（公社）著作権情報センター

　　　　　　（公社）日本複製権センター

　　　　　　（公社）日本文藝家協会

　　　　　　（一財）ソフトウェア情報センター

　　　　　　（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会

　　　　　　（一社）日本音楽著作権協会

テ ー マ：著作権モラルの醸成から著作権教育の

普及・充実へ

参加対象者：教育機関関係者、権利者団体、行政書

士、一般の方

参 加 人 数：約１２０名 

第一部 基調講演

テーマ：「変化する時代に対応する知財人材育成」

講　師：木村　友久　氏

（国立大学法人山口大学 国際総合科学部教授

　大学研究推進機構知的財産センター 副センター長）

　知的財産推進計画２０１６、２０１７等で知財人材供給の

裾野として、知財を新たな社会人教養と位置付け、

知財人材育成の実践が明確化されたことから、山口

大学でも平成２５年度から全学生に対して知財教育を

必修化する取組が行われていることが紹介された。

授業教材は、最近の事件、事例を取り上げたり、商

品と知財（産業財産権）の関係、楽曲制作過程など

を素材として、具体的に考える題材を提供し、また、

全学生必修科目では、知財情報の検索、活用の基礎

についても触れる授業を実施していることなどが報

告された。さらに学部専門教育相当科目では、農業

と知財等、特定分野での知財に着目した授業も行わ

れていることが説明された。

　基調講演のまとめとして、学生は知財領域の学習

に多分に関心があり、知財教育を行う上では、まず

学生の興味を引く教材を提供する必要性等が述べら

れた。 

　平成３０年２月２８日、イイノホール＆カンファレンスセンターにて開催された「著作権教
育シンポジウム」の概要について御報告するとともに、開催の背景となった、新学習指導
要領の制定に伴う著作権教育の変化について御紹介いたします。

山口大学　木村　友久　教授

著作権教育シンポジウムについ 著作権教育シンポジウムについてて
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第二部 パネルディスカッション

テーマ：「著作権モラルの醸成から

　　　　　　　著作権教育の普及・充実へ」

モデレーター：木村　友久　氏

パネリスト：

・川瀬　　真　氏

　　　（国立大学法人横浜国立大学

成長戦略研究センター 客員教授）

・久保田　裕　氏

　　　（（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会 

専務理事）

・山賀　良彦　氏（東京都行政書士会会員）

・大脇伸太郎　氏（大阪府行政書士会会員）

　著作権教育の普及・充実について、パネリストか

ら様々な意見が述べられた。

　まず、元文化庁職員の川瀬教授からは、デジタル・

ネットワーク社会における著作権教育の必要性と実

践事例が示された。業界団体からは、大学で教壇に

立たれている久保田専務理事より、著作権侵害事犯

の現状とともに情報モラル教育の重要性が説明され

た。行政書士の取組としては、東京会の山賀会員、

大阪会の大脇会員の両名が登壇し、山賀会員からは

東京会での法教育の取組が報告され、東京会法教育

推進特別委員会が考える行政書士の法情報提供機能

について説明された。大脇会員からは大阪会におけ

る校長会での講演などの著作権教育に関する取組や

行政書士の知財人材としての意義が述べられた。ま

た、モデレーターの木村教授から新学習指導要領を

踏まえたアクティブ・ラーニングの事例が示された。

　聴講者からの質問では、「教育現場で著作権をテ

ーマに講義するにあたって、権利者と利用者のどち

らの視点を重視して教えるべきか、また限られた時

間の中でどこまで教えるべきか」との問いかけがあ

り、これに対して、まずは著作権法の体系を学ぶこ

とで短時間でも理解が深まるのではないかとして、

例えば、各権利の規定と権利制限の規定との関係を

教示することや創作者の疑似体験を通じて制度を学

ぶ手法等が登壇者から示された。 

横浜国立大学　川瀬　　真　客員教授

大阪会　大脇伸太郎　会員

（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会　久保田　裕　専務理事

東京会　山賀　良彦　会員
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第三部 行政インフォメーション

テーマ：「最近の著作権施策の動向」

登壇者：齊藤　瑛理子　氏

　　　　（文化庁長官官房著作権課

　　　　　　　　　　　　　　　著作権登録係長）

　２月２３日に閣議決定された著作権法の改正動向に

ついて言及され、法案が法律になるまでの過程や新

たな時代のニーズに的確に対応した権利制限規定の

在り方、また、教育の情報化の推進、著作権者不明

等の場合の裁定制度について説明された。

※行政インフォメーションを除く当日の模様は、中

央研修所研修サイトにてVOD視聴が可能です。

　このように「主体的・対話的で深い学び」は、「ア

クティブ・ラーニング」という用語で説明されてい

ます。この「アクティブ・ラーニング」に関しては、

既に「教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・

ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善のた

めの実践研究」にて実践地域等が指定されていると

ころです。

　また、学校図書館等の利活用に関して、従来の学

習指導要領以上に強く踏み込んだ書き方となりまし

た。これにより、従来は教諭が指導し、児童生徒が

学ぶという知識付与型の教育であったものが、新学

習指導要領では、児童生徒が自ら「主体的・対話的

で深い学び」を行い、教諭はこれを支援するという

スタイルが求められることとなりました。当然、授

業の在り方についても、今後、激変が予想されます。

　子供たちが、学習内容を人生や社会の在り方

と結び付けて深く理解し、これからの時代に求

められる資質・能力を身に付け、生涯にわたっ

て能動的に学び続けることができるようにする

ためには、これまでの学校教育の蓄積を生かし、

学習の質を一層高める授業改善の取組を活性化

していくことが必要であり、我が国の優れた教

育実践に見られる普遍的な視点である「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善（ア

クティブ・ラーニングの視点に立った授業改善）

を推進することが求められる。 

（出典：「小学校学習指導要領解説 総則編」

文部科学省　平成２９年６月　p．３－４）  著作権教育シンポジウム開催の背著作権教育シンポジウム開催の背景景
 ～～新学習指導要領の制定に伴新学習指導要領の制定に伴うう
 　　　著作著作権教育権教育の変化についての変化について～～

　先般、小学校及び中学校、高等学校の新学習指導

要領が告示されました。新学習指導要領では、著作

権を始めとした知的財産権について、教科（国語科、

音楽科等）においても学習しやすくなるよう、踏み

込んだ改訂がなされています。今後、著作権教育等

に関する講義等について、教育委員会や学校現場の

出講要請が増えることも想定されるため、新学習指

導要領の重要な改訂箇所と取組の在り方についての

ポイントを御紹介いたします。

＜新学習指導要領の重要な改訂箇所＞

　新学習指導要領では、「第１章　総則」の前に「前

文として」という形で学習指導要領のポリシーが新

設され、その中で「社会に開かれた教育課程」につ

いて特記されています。また、「主体的・対話的で深

い学び」が新設され、「社会に開かれた教育課程」

同様、「主体的・対話的で深い学び」という言葉が

新学習指導要領の各所に埋め込まれることとなりま

した。「主体的・対話的で深い学び」について、小

学校学習指導要領解説総則編では、次のように説明

されています。 
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（出典：「小学校学習指導要領」

文部科学省　平成２９年３月　p．１０７）

＜今後の取組の在り方＞

　現行の従来型モデル（アクティブ・ラーニング等

導入以前）は知識付与型であり、１コマ１回限りの

ため、記憶に留めにくく、行動変容にも結び付きに

くいのが現状です。

　新学習指導要領では、児童生徒が主体となり自ら

学ぶこと（「主体的・対話的で深い学び」等）、学校

図書館等を利活用すること、かつ、音楽科を含む各

教科において、著作権を含む知的財産権についての

内容を授業に大幅に取り入れることを求めています。

今後は、一つのテーマを２回に分けて授業を行う、

具体的には、１限目で今回取り上げる著作権の基礎

知識を付与する形の授業を行い（前述の従来型モデ

ル）、次の２限目で図書館を活用した調べ学習を行

い、グループ学習により、学習の転移を促す（アク

ティブ・ラーニングの視点に立った授業）というよ

うなモデルでの実施となるか、または、基礎知識を

付与する部分が「宿題」として事前に課す形態に置

き換えられることも考えられます。

　そうすると、従来（現在の出前授業等）は、年間

に１コマ、知識付与型で行ってきた授業に、「アク

ティブ・ラーニングの視点に立った授業」を加える

ことで、より効果的な学習を支援することができる

ということになります。街の法律家として学校教育

を支援する立場としては「アクティブ・ラーニング

の視点に立った授業」について、現場の教諭とこれ

まで以上により密接な連携をとって実践していただ

きたいと思います。

　現状は、学校からの講義内容の提示があることが

通例のため、著作権教育について具体的な要請がな

い場合が多いと思われますが、例えば、「情報モラ

ル」（新小学校学習指導要領　第１章 総則、第２ 教

育課程の編成、２ 教科等横断的な視点に立った資

質・能力の育成（１））を、法教育の一環として取

り上げつつ著作権教育の導入としながら、次第にコ

ピー＆ペースト、引用と出所の明示、音楽と著作者

等に順につなげて展開していく方法等、学校現場の

意識改革を促すことをきっかけとして、著作権教育

につなげる取組は十分に考えられます。

　著作権教育に関しては、これまでの著作権教育が

専ら「総合的な学習の時間」において実施されてき

たところですが、新学習指導要領では、教科におい

ても、具体的に明記されることとなりました。一例

として、小学校音楽科の学習指導要領において新設

された箇所を御紹介いたします。 

オ　表現したり鑑賞したりする多くの曲につい

て、それらを創作した著作者がいることに気

付き、学習した曲や自分たちのつくった曲を

大切にする態度を養うようにするとともに、

それらの著作者の創造性を尊重する意識をも

てるようにすること。また、このことが、音

楽文化の継承、発展、創造を支えていること

について理解する素地となるよう配慮するこ

と。 
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法規的照会に対する回答について
 Info 

１
＜法規監察部＞

　皆様御承知のとおり、本誌４月号（No.５４５）において、定期的な先例総覧としての取りまとめに先立って、
皆様の参考となると思われる法規的照会に対する回答について、御報告をさせていただきました。
　この度、同様に先例総覧の取りまとめに先立ち報告すべきであると考えられる事案が発生しましたので、
以下に御報告いたします。

　個人の司法書士が、司法書士法施行規則第３１条により司法書士の附帯業務として認められているとして、
「遺産整理業務」を行う旨をホームページにおいて掲載していることに関して、行政書士法違反の疑義があ
るとして、単位会から照会がありました。

【法令名及び条項号】

　司法書士法第２９条第１項第１号、司法書士法施行規則第３１条
参考条文（該当部分のみの抜粋）
○司法書士法
（業務の範囲）
第２９条　司法書士法人は、第３条第１項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、
次に掲げる業務を行うことができる。

　一　法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
　二号　省略
○司法書士法施行規則
（司法書士法人の業務の範囲）
第３１条　法第２９条第１項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一　当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事
業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二～五号　省略

【具体的な照会事項】

１　司法書士が行う任意相続財産管理業務については、法定代理人又は全ての相続人からの委任により
行うことが前提であり、相続人や相続人の一人から依頼を受けた行政書士が収集した戸籍、相続関係
説明図により全ての相続人が確定した後に、司法書士が法定代理人又は全ての相続人との業務委任契
約に基づき行うことができるものであり、全ての相続人が確定しない段階で、相続人の一人からの依
頼により、司法書士が自ら戸籍等を収集し相続関係説明図を作成することは、明らかに行政書士法違
反であることで相違ないか。
２　司法書士が行う任意相続財産管理業務について、１記載の業務委任契約に基づき相続財産処分を行
う場合で遺産分割協議書を証明書類として使用する場合、相続人や相続人から依頼を受けた行政書士
が作成した遺産分割協議書を使用する必要があり、受任した司法書士が自ら作成することは、明らか
に行政書士法違反であることで相違ないか。
３　上記、違反事例について、刑事告発などの対応が必要と思料しますが、日行連としての見解をお願
いいたします。

【照会】司法書士が行う任意相続財産管理業務について（平成２９年１月１０日付、【照会】司法書士が行う任意相続財産管理業務について（平成２９年１月１０日付、 広行発第５６号広行発第５６号））

注．別紙は省略いたしましたが、ホームページによると、司法書士法施行規則第３１条第一号を根拠としているもののようです。

【単位会見解・根拠】

　本県において、個人の司法書士が、公然と遺産整理業務ができる旨の記載がホームページに掲載され
る等、違法状態が放置されている状況にあり（別紙参照）注、何らかの措置が必要と考える。
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　論点の抽出・整理を慎重に行ったうえ、さらに数次の慎重審議を経て、本会の見解を回答いたしました。

【回答】司法書士が行う任意相続財産管理業務について（平成３０年３月２３日付、【回答】司法書士が行う任意相続財産管理業務について（平成３０年３月２３日付、 日行連発第１４３０号日行連発第１４３０号））
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日　に　ち　　平成３０年３月２３日（金）
出　席　者　　〈日行連〉遠田会長、山田副会長、山本専務理事、大塚理事
　　　　　　　〈日政連〉山下会長、千葉・石川両副会長、福田幹事長、長澤副幹事長、手塚常任幹事
　３月２３日朝、野上浩太郎内閣官房副長官と宮腰光寛内閣総理大臣補佐官の計らいにより首相官邸にお招き
いただき、日行連及び日政連の役員が表敬訪問いたしました。
　国会会期中で御多忙にも関わらず貴重な機会を頂戴し、首相官邸内にある両議員の執務室にて、喫緊の政
府課題等に取り組まれる日々の御公務について、大変有意義なお話を伺うことができました。

行政書士ADRセンター静岡
〒４２０－０８５６　静岡県静岡市葵区駿府町２番１１３号　　TEL：０５０－３７８４－８２１０
取り扱う紛争の範囲：①外国人の在留資格及び定住者の得喪に係る紛争
　　　　　　　　　　②外国人の学校内における教育環境に関する紛争
　　　　　　　　　　③外国人の労働環境・職場環境に関する紛争
　　　　　　　　　　④外国人の日常生活に関する紛争
　　　　　　　　　　但し、日本人と外国人との間に生じた紛争に限る。

「認証にあたり、先輩単位会様から多くの助言や資料の提供をいただき、ありがとうご
ざいました。静岡県は外国人が多く居住しており、本会はこれまでも積極的に外国人支
援活動を行ってきました。今後も関係機関との連携を進めながら、社会貢献として県民
から期待されるように精進してまいります。」

「行政書士ADRセンター静岡」が
法務大臣認証を取得

 Info 

３

　かねてより準備を進めておりました「行政書士ADRセンター静岡」が、裁判外紛争解決手続の利用の促進
に関する法律第５条に基づく法務大臣の認証を取得しました。
　同センターは、平成２９年１２月に法務省に対して認証申請書を提出し、その後、現地調査及び審査等の終了
を経て、平成３０年４月１日付で法務省から認証通知書の交付を受けました。
　これにより、行政書士会としては奈良・宮城に続いて１６番目に認証を取得し、法務省「かいけつサポート」
裁判外紛争解決手続の認証解決機関第１５５号として事業を開始しました。
　今後の「行政書士ADRセンター静岡」の大いなる活躍を期待しています。

首相官邸へ野上内閣官房副長官、
宮腰内閣総理大臣補佐官を表敬訪問

 Info 

２

＜裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部＞
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自由民主党「所有者不明土地等に関する
特命委員会」ヒアリングに出席

 Info 

４

日　　　時　　平成３０年４月３日（火）

　　　　　　　１５：３０～１６：３０

場　　　所　　自由民主党本部

出　席　者　　〈日行連〉遠田会長、

　　　　　　　　　　　　野田・太田両副会長、

　　　　　　　　　　　　杉山・井口両常任理事

　　　　　　　〈日政連〉山下会長

　４月３日（火）自由民主党本部において、「所有者不明土地等に関する特命委員会」の専門士業団体に対

するヒアリングが開催されました。

　当日招集された士業団体は、本会のほか３団体（日本司法書士会連合会・日本土地家屋調査士会連合会・

不動産鑑定士協会連合会）で、本会は野田副会長から、国の抱える大きな課題である『所有者不明土地問題』

に関し、その発生予防・解消・一部に所有者不明土地を含む場合の対処・支援策等について、専門的知見か

ら所見が述べられました。

　まず行政書士の業務について、第一に、所有者探索（戸籍等の調査、親族（相続）関係説明図作成）にお

いては、相続登記の有無に関わらず、行政書士の専管業務であること、第二に、行政書士は、土地の利活用

に関して俯瞰的に法令等の規制、用途、筆界、所有者等を調査の上、利用目的に応じて総合的な判断を段階

的に行い、許認可申請書類の作成、申請代理まで総合的に行う知見とスキルを有している法律専門職である

ことを説明しました。

　所有者不明土地の発生予防に関しては、遺言書作成支援や遺産分割協議書作成時において、不動産の受遺

者や相続人（所有者）をしっかり確定させることの重要性を依頼者に促し、耕作放棄地の削減、遊休農地、

放置森林の利活用の促進に関する手続書類の作成等に関しても支援を行えること、そして所有者不明土地の

解消に関しては、所有者・共有者の探索・住所（居場所）の確定（相続人調査・確定）、地方自治体窓口へ

の相談員派遣、自治体独自のマニュアル・データベース等の作成支援、士業間のコーディネート、土地利活

用の方向性の検討や法令・手続調査、所有者不明土地に至った原因及び相続人の意向調査、遺産分割協議支

援など、日常において培われた土地利用に関する多角的な知見とスキルの活用をもって、行政書士が様々な

分野での支援が可能であること等を述べました。

＜法務業務部＞
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会員の皆様へ
職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関するお願い

　行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位の保持に努めなければなりま
せん。
　特に職務上請求書の使用にあたっては、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、行政書士等の資格
者が職務上必要ある場合に限り行使できることとされており、限られた資格者にのみ認められた国民利
便のための制度であるため、個人情報保護、人権の擁護などの観点からも高い倫理意識に基づいた厳正
な取扱いが求められ、職務上請求書の偽造、不正使用、人権侵害のおそれがある戸籍等の取得は決して
許されることではありません。
　会員各位におかれましては、「戸籍法」、「住民基本台帳法」、「行政書士法」、本会の「職務上請求書の
適正な使用及び取扱いに関する規則」等の趣旨を十分に理解され、適正な使用及び厳格な取扱いに努め
ていただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
　なお、職務上請求書の払出し方法については、各単位会で運用が異なりますので、所属単位会の関係
規則等を御確認願います。

　全ての団体が発言した後、出席した議員の皆様からの質問では、とりわけ本会に対する質問が多く、行政

書士に対する期待の大きさを強く感じました。

　行政書士は、行政に対しても国民の皆様に対しても一番身近な士業であり、それぞれの地域の実情も熟知

しているため、地域貢献という使命をもって取り組んでいけると確信しています。これからも全国の単位会

や会員の皆様の御協力をいただきながら、この問題の解消に全力で取り組みたいと考えていますので、引き

続き御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。
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内閣総理大臣主催「桜を見る会」に出席
 Info 

５

各単位会の取組をお知らせします。各単位会の取組取取 をお知らせします。

日本郵政グループ主催のイベントに
参加しました

大分県
行政書士会

　平成３０年２月２４日、大分会は、はちまんの郷宇佐（宇佐市）にて行われた日本郵政グループ主催の「年金
セミナー・年金個別相談会」のイベントに参加しました。
　社会保険労務士による年金セミナー終了後、「終活の備えのための遺言」というテーマで本会会員が講演を
行い、延べ４０名近くの方に聴講いただきました。
　講演会では「自筆の遺言書と公正証書による遺言書の違い」や「遺言書作成が必要と思われるケース」、
「エンディングノートの活用」等について講義を行いました。
　日本郵政グループによる顧客向け個別相談会と共に、講演会終
了後は、引き続き行政書士による相続・遺言無料相談会が行われ、
「具体的な遺言作成方法」、「農地や山林の相続手続」、「公正証書
遺言を作成した場合の相続手続について」等の相談を受けました。
　今回のイベント開催にあたり、本会に声をかけていただきまし
た（株）かんぽ生命保険の御担当者様及び日本郵政グループの方
々に感謝するとともに、今後も地域貢献のために連携を強化して
いきたいと考えています。

＜日行連参加者＞　遠田和夫会長（佐賀会）、荒岡克巳（埼玉会）・山田
高嗣（愛知会）両副会長、山田美之（大分会）・宮元仁（北海道会）・井
口由美子（熊本会）・矢野浩司（愛媛会）・杉山久美子（山口会）・末廣元
孝（奈良会）各常任理事、相場忠義（秋田会）・常住豊（東京会）・若林
三知（三重会）・坪川貞子（福井会）・向井隆郎（石川会）・大塚謙二（富
山会）・藤井薫（岡山会）・山脇正隆（長崎会）・鶴信光（鹿児島会）・平
良あき子（沖縄会）各理事、小林八重子広報部次長（北海道会）、井上超
由滋賀会会長、堀井泰史京都会会長、岩城隆文香川会会長

＜日政連参加者＞　山下寬会長（福井会）、千葉一明（秋田会）・日當正
男（青森会）・有田敬（鳥取会）・髙杉千河生（山口会）各副会長、福田
守幹事長（群馬会）、堤俊郎（東京会）・土屋眞一（長野会）・岡伸（山梨
会）・村山豪彦（兵庫会）・安井健（岡山会）・出原月栄（徳島会）・幸後
洋子（愛媛会）・山﨑三郎（長崎会）各幹事、畑光相談役（東京会）、佐
々木政勝宮城県支部長（宮城会）、井上吉秋（山梨会）・青木克博（福井
会）・佐々木直樹（福井会）各会員

　平成３０年４月２１日（土）午前、東京都新宿区の新宿御苑にて、安倍晋三内閣総理大臣主催の「桜を見る会」
が開催されました。
　当日は、天候に恵まれ、初夏を思わせる爽やかな陽気の中、安倍総理を始め各界の著名人が多数参加され、
約１７,５００名の招待者で会場は大きな賑わいを見せました。
　日行連及び日政連からは、遠田日行連会長及び山下日政連会長ほか、多くの関係役員が招待され、同伴の
御家族の方と共に、華やかな雰囲気と新緑を楽しみながら、和やかなひとときを過ごされました。
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仙台市と住宅活用に向けた相談体制
に関する協定書を締結しました

宮城県
行政書士会

　平成３０年１月３０日、宮城会と仙台市は、「仙台市におけ
る既存住宅の活用に向けた相談体制の構築に関する協
定」を締結しました。これは、仙台市内にある戸建て住
宅を対象とする既存住宅（集合住宅を除く）の有効活用
を促すことにより空き家となることを防ぐとともに、住
宅の売却、賃貸などの活用に関し、行政書士等の士業が
参加する相談体制を一層強化することを目的とするもの
です。

　この協定書の主な内容は、①仙台市が既存住宅の所有
者等から売却、賃貸等の相談を受けたときは、私たち行
政書士を含む専門団体を紹介すること。②専門団体は、紹介された相談を受けるとともに、他の専門団体と
連携し利用しやすい相談機会の提供に努めることとなっており、この４月から取組が開始されました。

　今回の協定締結の背景としては、平成２９年度から実施している仙台市空家等対策計画に基づき設置された
「仙台市空き家対策検討会議」（宮城会も参加）において、専門団体が連携した相談システムの構築が必要
であるとの共通認識によるところです。
　このことにより、専門団体の連携による強化された相談体制が整えられることになり、円滑な既存住宅の
活用を促す可能性が高まるものと期待されます。

　なお、「仙台市空き家対策検討会議」では、平成３０年度は空き家問題の解決にあたって、「相談から処理へ」
に向けた対策を検討することが確認されています。

京都市から「住宅宿泊事業届出受付
業務」を受託しました

京都府
行政書士会

　京都会は、京都市から「住宅宿泊事業届出受付業務」を受託し、平成３０年３月１５日から会員が届出受付従
事者となって業務を開始しました。
　昨年、「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が成立したことに伴い、京都市では、近隣住民や宿泊者にとって安全
かつ安心で良好な生活環境の確保を図るため、近隣住民や宿泊者のみならず、事業者、行政機関など様々な
観点から検討し、京都市独自のルールとして「京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関
する条例」等を定めました。住宅宿泊事業法の施行は本年６月１５日ですが、京都市ではその準備として、住
宅宿泊事業の届出受付を３月１５日から開始することとされました。
　本業務は、毎月全ての平日に一定数の会員が従事し、延べ３５０余名の行政書士が京都市の担当部署に常駐す
るという、本会でも経験のない大規模な取組です。そのため、本会では特別プロジェクトチームを編成し、届出
受付従事希望者に複数の研修や考査を課して、迅速に１００名規模の体制を整え開始初日を迎えました。
　初日には、門川大作市長が激励に来訪され、挨拶では京都市の観光産業の発展と住環境との調和に向けて、
この届出受付業務の重要性が述べられるとともに、多くのマスコミが取材に入るなど、この業務の重責と期
待を感じました。今後も、本会一丸となって、この業務が滞りなく遂行するよう取り組んでまいります。

激励に訪れた門川大作市長（中央）、村上圭子副市長（右）
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　届出済証明書の　更新　を希望される方へ

「行政書士申請取次実務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会

開催地：福岡

最近の入国・在留資格審査（就労に係る諸申請等）における取
扱い等に関する理解を深め、事務手続能力の向上を目指します。

趣趣　　旨旨

入国管理局より届出済証明書の交付を受けている行政書士
※取次者として申出中の方は、届出済証明書の交付後にお申込みくだ
さい。

対対　　象象

平成30年7月6日（金）13時～17時（受付開始12時30分）
※１３時の開講までに必ず御来場ください。大幅な遅刻など受講の状況に
より修了証書を交付できない場合がありますので、御注意ください。

日日　　時時

アークホテルロイヤル福岡天神（定員260名）
（福岡県福岡市中央区天神3丁目13－20）

会会　　場場

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6756－9885】
宛てにお申込みください（右図＜受講申込の手順＞を御参照く
ださい）。なお定員に達した場合、先着順での受付とさせてい
ただきます。

申込方申込方法法

15,000円（消費税込）
※一度納入された受講料は、不参加の場合や単位会の処分等により受
付拒否事由に該当している場合でもお返しできません。
※払込期限までに御入金がない場合は申込キャンセルとして取り扱い
ます。

受 講受 講 料料

平成30年6月11日（月）9時～6月18日（月）17時　厳守
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、固くお断りしています。

受付期受付期間間

講義終了後、講義内容の理解度の確認のため効果測定を実施
します。
※基準点に到達されない方にはその旨通知いたしますが、効果測定
の結果に関わらず修了証書を交付します。
　各自受講後に取次者証の更新手続を行ってください。釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫

効果測効果測定定

私は、留意事項について承諾し、下記研修会に申込みを行います。
H30.7.6（金）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：アークホテルロイヤル福岡天神）

ＴＥＬ下欄には、行政書士証票のとおりに記入（括弧表示がある場合はそれも記入）

（　　　　　　　　　）

ふりがな
受講者氏名

ＦＡＸ

登録番号

平成　　　　年　　　　月　　　　日届出済証明書有効期限

〒
事務所住所

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票

【申込手続に関する照会先】全行団　行政書士申請取次関係研修会受付係　受付照会 TEL　03-6450-1622
お申込先　FAX【03−6756−9885】

留意事項
〇 御記入いただいた個人情報は、本研修の実施並びに各単位会における取次行政書士の管理のほかには利用いたしません。
○〈本「実務研修会」は更新向けの研修です〉新規向けの「事務研修会」とは異なりますのでお申込みには十分御注意ください。
○〈持参品〉受講票及び届出済証明書とともに筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）を必ず御持参ください。
○〈修了証書〉再受講の場合を除き、効果測定の結果に関わらず修了証書を交付します。各自、受講後に取次者証の更新手続
を行ってください。なお、修了証書の氏名については、行政書士証票に記載されている氏名で発行いたします。

○〈刑事処分、知事による処分、単位会による処分等を受けている場合〉新規又は更新の申出後、受付ができない場合があり
ますので御所属の単位会にお問合せください。

○〈ホームページでの情報掲載〉効果測定に係る事前予習用参考資料等、申請取次関係研修に関する各種情報を次の場所に掲
載しています。

　 【 掲載場所：会員ページ（連con）＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ 】
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教えて！行政書士のしごと教えて！行政書士のしごと
頼れる街の法律家
行政書士の業務を御紹

介

相続や自動車登録手続などの暮らしに関することから、外国人雇用関係
や法人手続などビジネスに関することまで、多岐にわたる行政書士の仕事。
今回は、「エコアクション２１の認証支援」について、そのポイントや相談
の多い事例などをQ＆A方式でお答えします。

エコアクション２エコアクション２１１
の認証支の認証支援援

エコアクション２１ガイドラインに基づき、以下の流れで取り組みます。
①　環境負荷を把握し、その削減のための目標を立てる（Plan）
②　①で立てた目標達成の取組を実践する（Do）
③　②の取組結果を評価（Check）し、改善につなげる（Action）
④　①～③の取組を環境活動レポートにまとめる
⑤　審査の申込み（最寄りの地域事務局に申し込む）
⑥　審査の実施（書類審査、現地審査の実施）
⑦　認証・登録される（ロゴマークが使用できる）

エコアクション２１に取り組むための手続を教えてください。
A

Q3

　企業がエコアクション２１に取り組む主なメリットは次のとおりです。
（１）業種別ガイドラインに沿って取り組むことで、「環境経営システム」、「環境への取組」、「環
境報告」を総合的に進められる。

（２）環境面だけでなく、経費の削減や生産性向上、目標管理徹底により経営面の効果も上がる。
（３）多くの大手企業が、環境への取組や環境経営システムの構築を取引条件の一つとしており、
これに対応することができる。また、認証・登録にあたり自治体の補助や入札参加資格審査
での加点を受けることができる場合があり、「優良産廃処理業者認定制度」においても、こ
の認証取得が要件の一つとなっている。

（４）銀行等の多くの金融機関で、取り組み事業者への低利融資制度が始められている。
（５）認証を受けることで、社会的な信頼を得ることができ、また、環境活動レポートを作成し、
外部に公表することにより、取引先や消費者等からの信頼性が向上し、企業の社会的責任
（CSR）活動の一環にもなる。

（６）審査の際、エコアクション２１審査人から取組に関する指導・助言を受けられる。
　　　（ここがISO14001との大きな違いです。）

エコアクション２１に取り組むメリットは何ですか？
A

Q2

　エコアクション２１とは、全ての事業者が環境への取組を効果的かつ効率的に行うことを目的と
して、環境省が策定した「ガイドライン」です。２００４年１０月からこのガイドラインに基づき、取
組を行う事業者を審査し認証・登録する制度が始まり、２０１８年４月末現在で７,９９７事業者の登録が
あります。
　エコアクション２１の主な特徴は以下のとおりです。
（１）中小企業でも取り組みやすい「環境経営システム」で、事業者の様々な問題の改善に役立つ。
（２）CO２、廃棄物排出量、総排水量、化学物質使用量の削減活動により、環境負荷を低減さ
せる。

（３）環境への取組の結果を「環境活動レポート」で公表するので、社会の信用が得られる。

エコアクション２１とはどのようなものですか？
A

Q1
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登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１７８件）
２　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（火（火））

法改正推進本部（～５日）
【協議事項】
１　今後の法改正の推進について
２　その他

４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（水（水））

期末監査（～１３日）
　

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））

申請取次実務研修会（那覇）
受講者（６４名）

11111111111111111111111111111111113333333333333333333333333333333333日日
（金（金））

正副会長会
【協議事項】
１　常任理事会の合議事項等について
２　理事会の議案等について
３　その他

常任理事会（～１８日）
【合議事項】
１　理事会の議案等について
２　行政書士法改正項目の重要項目につ

いて
３　その他

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１９５件）
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

理事会（～１９日）
【議案審議】
第１号議案：行政書士会館の日本行政書士

会連合会の持分を譲渡する件
（案）

第２号議案：平成３０年度定時総会に上程す
る議案について

第３号議案：職務上請求書の適正な使用及
び取扱いに関する規則の一部
改正（案）

第４号議案：平成３０年度定時総会議事運営
委員会委員の選出について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））

桜を見る会２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（土（土））

許認可業務部　建設・環境部門会議
【協議事項】
１　建設業関連書籍の執筆事業について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（月（月））

運輸交通部門とOSS特別委員会の
合同会議（～２５日）
【協議事項】
１　国交省からの要請に対する対応につ

いて
２　OSS担当者会議における意見・要望

について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（火（火））
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御協力のお願い
～日本行政を正確・迅速にお届けするために～
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　日本行政の発送は、行政書士名簿にある会
員の事務所所在地と当該会員の氏名を表記し
てお届けしています。

◦お届け先に事務所名の表示しかなく、会員
氏名が表示されていないため返送されてく
る事例が多々あります。事務所の入口に会
員氏名を明確に表示されるか、最寄りの郵
便局に事務所内の御本人宛に送付してもら
えるよう届け出を行ってください。
◦事務所所在地に変更があった場合は、速や
かに所属単位会にお届け願います。また、
最寄りの郵便局への転送依頼届けもお忘れ
なく。

　広報部では日本行政が返送されてきた場合、
所属単位会に宛名の調査の依頼を行うととも
に、それが確認されるまで以降の発送を停止
いたします。

◦発送停止の解除は、所属単位会に依頼した
宛名調査の結果に加え、事務所所在地の変
更があった場合には、所属単位会を通じ日
行連登録委員会に提出される当該会員の変
更登録申請の処理手続の結果により行いま
す。

　事務所所在地に変更がないのに日本行政が
届かなくなった場合は、お早めに日行連事務
局までお問合せください。

◦発送停止期間中のバックナンバーを希望さ
れる場合、在庫管理上、直近発行号を含み最
長６か月までとさせていただきますので、
あらかじめ御了承願います。

　日本行政の正確・迅速な
お届けのため、皆様の御理
解・御協力をよろしくお願
いいたします。

　今年の春は、東京、山梨は桜の開花宣
言がささやかれる中、春の〝雪〟に見舞
われ、まさに冬に逆もどり。本来は暑さ寒さも彼岸まで
と言われますが、自然の力のすばらしさ（？）を感じさ
せられます。
　地球温暖化が進み、今までみかんの花が咲かなかった
地域に、花が咲き、実をつける現象が珍しくなくなり、
ひいては、ゲリラ豪雨に見舞われ、土手の決壊による床
上浸水等の豪雨災害に見舞われる地域も多発しています。
しかし、この事は人間が何かにつけ、便利な世の中を作
ろうとするが故の現象であり、決して自然の悪口を言っ
てはならないと思います。
　私達は化石燃料への依存から脱し、再生可能なエネル
ギーを追求していかなければならないと考えるのは私だ
けではないと思います。
　このひとり言が会員の皆様に届く頃には、暑くて暑く
てと、真夏日が続く毎日になっているのではないでしょ
うか。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（岡）

◆登録者数（平成３０年４月末日現在）
４７,１８２名合 計　 　
6,500名女40,682名男内 訳　 　
6,096名女39,262名男・個人事務所開業
200名女982名男・行政書士法人社員
204名女438名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成３０年４月中の処理件数）
３７４名新規登録　合　計
63名女311名男　　　　　内　訳
１０７名登録抹消　合　計
12名女95名男　　　　　内　訳

91名　　　　　・廃　業
15名　　　　　・死　亡
1名　　　　　・その他

◆法人会員（平成３０年４月末日現在）
７６５法 人 事 務 所 数
473・主たる事務所数（行政書士法人数）
292・従たる事務所数


