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　「基本に立ち返る」
　私は、平成２７年６月に日行連の会長に就任して以降、事あるごとにこの言葉を口にし、その重要性に触れ
てきました。
　そうすると、会員の皆様などから「どういうことか」と聞かれることも多くあります。
　基本に立ち返ることは、決して同じところにとどまり、過去に回帰することを意味しているのではありま
せん。私が常日頃から想っているこの言葉の真意と、現在の行政書士を取り巻く状況との関わりについて、
改めて書きたいと思います。

○企業にとっての社会的責任と存在意義
　まず、一つの例として、昨今、企業に対するESG投資が注目されていることを挙げます。
　ESG投資とは、環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）に配慮している企業を重
視・選定して行う投資のことで、国際連合が提唱し、欧米を中心に多くの資産運用機関や機関投資家がこの
ESGに基づく評価基準を採用しています。日本国内においては少々遅れを取りましたが、世界最大の年金基
金である年金積立金管理運用独立行政法人が２０１５年に採用したことで浸透しつつあり、投資を受ける企業は、
このESGに関する評価基準を満たすことが求められています。
　大企業になれば、末端のサプライヤー（自社の業務に必要な原材料やサービスなどの供給元）がどのよう
な労働環境、調達によって元請業者に納品しているのか、管理が行き届かなくなります。もしかしたら、い
わゆるブラックな環境、条件で労働者を働かせているかもしれない、有害な薬品を川に流して環境を汚染し
ているかもしれない、自社を含めそれらをしっかり調査し、場合によっては改善することが求められています。
　これは何を意味するのでしょうか。
　「企業は儲けることが第一」という言葉もよく耳にします。決して間違っていないのですが、より深く考え
表現してみると、
・製品やサービスを買った者が、それを享受して幸せになる。
・下請けや関連企業も含めた従業員は、誇りを持ち、給料を得て家族を養うことで幸せになる。
・経営者は、想い描く未来の社会像に向かって方針を出し、利益を上げることで幸せになる。
・投資機関には還元があり、その投資機関に信託した者を含め幸せになる。
というように、ある製品やサービスを生み出すことを軸にして、この誰も不幸にしない「幸せ」の好循環を
起こすことこそが、企業の存在意義ではないかと思います。
　誰かを貶めたり、人権を侵害したり、環境を破壊したりして得た利益は、短期的にはその企業を潤すかも
しれませんが、長期的に見れば、その企業が社会的責任を負う可能性が高くなります。
　社会の変化や時代の流れで、多少右に行ったり左に行ったりすることはあっても、都度、基本に立ち返り、
自らの存在意義を確かめて行動することが必要であり、また外部からもそれが求められる時代になっている
のではないかと思います。

○行政書士制度と日行連
　翻って、私たちの行政書士制度、そして弁護士や隣接法律専門職との関係において「基本に立ち返る」こ
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とについて述べます。
　行政書士制度の目的は、御存知のとおり、「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の
利便に資すること」です。これを追求すべく、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する
書類を作成することなどを業務としています。
　昨今では、これら法定業務の他にも、中小企業支援のための事業経営に関するアドバイザー的役割をも担
う業務の拡大や、将来のAI時代到来にあっても国民と行政に必要とされるべく「人との関わり」を重視した
業務への模索など、時代の要請に合わせた変化にも対応していくことが求められており、日行連も一連の事
業に力を入れているところです。
　加えて、ADR、成年後見制度、法教育などの社会貢献活動にも注力しており、日行連内における事業比率
も高まっています。
　一方で、行政書士の資格のみでは“食えない”（生計を立てるまでに至らない）会員が多くいることも事
実であり、日行連の会長である私としては、そのことにも思いを馳せなければなりません。
　社会貢献事業の大切さは、行政書士制度も社会とのつながりの中にあることを考えれば当然のことと思い
ますが、それに注力するあまり、日行連の事業が偏ったり、行政書士業界が疲弊したりするとすれば、それ
は本末転倒です。日行連の事業と財政状況を鑑みると、このままの状態を続ければ、近々に会費の値上げの
必要性に関する議論につながることも想像できます。
　長期的に持続可能な成長、制度の発展を続けるためには、やはり、基本に立ち返り、行政書士制度の目的
を実現するための「本来業務の確立と拡大」を大きな幹として育てることを第一に考えることが重要です。行
政書士の資格で“食える”会員を増やすことが、すなわち制度の目的の実現につながり、新しい形の業務や
社会貢献活動へと広がっていくものと思います。
　あわせて、組織運営上の話としては、日行連においてその事業は何のために行うのか、個々の事業計画に
しっかりとした目的と指針がなければなりません。それは過去の歴史や経緯を踏まえたものであるべきです
し、執行する役員はこれを十分理解し、会員の皆様に説明する必要があります。
　また、事業のスパンとして「３年」がキーワードになると考えています。計画し、執行し、振り返り、精
査し、軌道を修正する。このサイクルにおいても、基本に立ち返ることが重要です。

○隣接法律専門職との関係
　行政書士制度の周辺に目を向けてみると、身近な存在として弁護士や隣接法律専門職があります。
　これまで、様々な方面から、理屈を付けて行政書士の業務分野に入り込んでくる動きがありました。それ
はあたかも、我が国が直面している領土問題のように、また、国家間における正式な取決めを反故にするか
のように。また、社会の中で問題を煽ることも見られ、何事も訴訟で解決する方向を望んでいるかのような
錯覚を覚えることさえあります。
　各士業の間で、業際問題はどうしても生じます。そのような時にこそ、基本に立ち返って、各士業の成り
立ちやその存在意義、制度の目的を見つめ直し、私たち自らも襟を正すことを前提に、それぞれの業務範囲
をもって解決に当たるべきだと考えます。その上で、協力できるところは協力し合い、社会におけるそれぞ
れの存在価値を高め合うことが大切だと思います。

○おわりに
　いつの時代においても先人は皆、理想を掲げて物事に臨むものですが、その結果が理想に近いものであっ
たかと言えば、残念ながらそうでなかったこともあったと思います。私は会長として功を焦らずじっくりと
臨むべきだと思っています。功を急げば、落とし所を間違うことが多くなります。
　特に、行政書士法改正の要望項目は何のためか。私達には行政書士業務に関連する国民の権利を擁護する
責任があり、要望項目は国民の利便のためと考えますが、本当にそのような内容になっているか、またその
成立過程における調整においても、常に原点を見つめながら臨まなくてはなりません。
　私は、行政書士になる前の若い頃から、「人のために何かできることはないか。関わり合う人々が笑顔にな
り幸せになってくれるには、自分がどう行動すればよいか。」を常に心に持っていました。
　歴史と経緯を踏まえた行政書士制度を含む、士業界全体の制度の原点はもちろんのこと、その根底にある
人としてどうあるべきかということも大切にして、基本に立ち返りながら、これからも会務に邁進したいと
思っています。
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今期執行今期執行部部就就任任のの挨挨拶拶

フットワークを活かして会務に勤しみます

　会員の皆様、こんにちは。遠田会長の２期目に当たり副会長の大役を仰せつかりました埼玉会の荒岡と申
します。よろしくお願いします。日行連理事としては、３期目になります。１期目は、申請取次行政書士管
理委員会委員長、２期目は専務理事と登録委員長を務めさせていただき、過去４年間にわたり諸先輩方の指
導のもと、いずれも大変貴重な経験をさせていただきました。
　これらの経験を活かして、微力ながら会長の方針と意図を汲み、全力で補佐して与えられた職責を全うし
てまいりたいと存じます。担当する主な部署につきましては、総務部、登録委員会、行政書士会館管理運営
協議会です。いずれも、日行連の根幹をなす部署として、部長・委員長のサポート役として力を合わせて事
業の推進に尽力してまいります。
　そして、埼玉県は東京の隣県でもありますので、恵まれたアクセスを活かしてフットワークよく会務に勤
しんでいきたいと思います。
　今後ますます、私どもを取り巻く環境は目まぐるしく変わっていくと思われますが、会長を中心に役員全
員一致協力して、一つひとつ丁寧に制度発展のために諸課題に当たってまいります。
　結びに、会員皆様のますますの御活躍を祈念し就任の挨拶とさせていただきます。

副会長 　荒岡　克巳

新しい行政書士制度のあり方を目指して

　図らずも遠田会長から副会長を拝命しました、山形会会長の縮修二です。山形会から日行連の副会長就任
は初めてのことであり、責任の大きさに身が引き締まります。
　私の担当は、許認可業務部で、行政書士の基幹業務である許認可の４部門を有するとても大きな業務部で
す。加えて、中央研修所の所長という大役を仰せつかり、あまりの重責に戸惑いを感じています。
　しかし、一旦お引き受けした以上は、誠意をもって事に当たる所存です。
　「為せば成る。為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」　上杉鷹山の精神で、権利義務・事
実証明も国民の利便のためであり、世の中になくてはならぬこの「行政書士制度」発展のため微力ではあり
ますが、尽力する覚悟です。
　幸い担当する部門には、有能な頼りになる役員が配置されており、私を盛り立ててくれる陣容になってお
り、安心しています。
　特定行政書士の誕生で、行政手続の代理、聴聞弁明の代理、行政不服申立の代理（許認可等に関するもの）
と、行政手続について一貫して代理ができるようになったわけです。何千種類ともいわれる許認可申請を軸
とした行政手続は行政書士の専管業務であり、専門家といわれる職種であります。この分野を深堀り研究し、
根拠法令は何か、目的は何か等、法律家としての知見が必要ですし、また、新たな時代の必要な手続を早期
に感知する能力を高めるためにも、総合研修がますます必要不可欠であります。行政書士という制度が今後
脈々と人々に愛され、最も身近な頼りになる立場を維持し続けられるよう、社会のシステム・行政のシステ
ムの中にしっかりと組み込まれる制度にしていかなければならないと思います。
　スピード感をもって、お役に立つべく精進してまいりますので、全国の会員の皆様の御指導御鞭撻をよろ
しくお願い申し上げます。

副会長 　縮　 修二
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　私は、京都の日本海側に位置する舞鶴で、行政書士事務所を開業してから２６年目になります。京都会の会
長を勤めました後、連合会理事に推薦をいただきましたところ、思いもよらず連合会副会長の大役の任をお
受けすることになりました。
　この役職は、実際にやってみると、想像していた以上で、連合会の職務と事務所の業務との調整に四苦八
苦することも度々です。歴代の連合会役員が、いかに献身的に職務をされていたかが改めて分かり、頭が下
がる思いです。しかし、お引き受けした以上精一杯、奇しくも与えられた職務を全うしようと思いを新たに
しています。
　私は今回、従前の第三業務部に代わる部である「国際・企業経営業務部」と「電子申請推進委員会」等を
担当させていただくことになりました。
　いずれも専門性が高く、私の知見では遠く及ぶところではありませんが、それぞれの部長や委員長をお支
えし、行政書士の新分野業務としての育成のため、確固たる業務として位置付けられるよう基盤整備に邁進
する所存です。
　また、遠田会長の２期目を支える副会長として、中長期的視野に立ち、各単位会や国の機関との協議等を
通して行政書士の社会的地位の向上と他士業と並び立つ確固たる地位確立のため、微力ながらも力を尽くし
てまいりたいと存じます。

　　　　 思　　い

　平成２９年度定時総会において遠田会長が選任され、会長の命により副会長を務めてまいります。どうぞ、
２年間よろしくお願いいたします。
　さて、御存知のとおり、内閣府の規制改革推進会議が９月に、第２期（今後１年）において改革を進める
べき重要事項７つを掲げています。すべて行政書士制度に関係のあるものですが、特に「行政手続コストの
削減目標達成に向けた強力な計画遂行」と「官民データ活用と電子政府化の徹底」があります。前者につい
てコストの削減とあり、具体的には２０２０年までに行政手続コストを２０％以上削減するというものです。これ
について、コスト削減とは行政手続事務の処理時間を削減することであり、チャンスと捉え皆様とこの波に
乗って行政書士制度を発展させていくことが大切だと思います。後者については、マイナンバーの利活用、
また、非常に難しい電子委任状、入管業務等の電子申請について、しっかり対応しなければならないと思い
ます。
　また、ビットコインを例に、私だけかもしれませんが数年前に取引所の横領があり、もう仮想通貨はなく
なると思っていました。ところが、大手取引所が民放のCMをしており、その取引所の株主にメガバンク等
が名を連ねていると聞き、通貨として一部流通しています。なかなか理解できませんが、状況が大きく変
わっても、対応できる準備をしていくことが重要だと思います。
　以上の思いを持って２年間主に経理部、広報部の運営のサポートをしてまいります。また、規制改革委員
会についても委員長、委員の皆様のお手伝いをしてまいります。

副会長 　山田　高嗣

進化、躍進する行政書士を目指して

副会長 　太田　光三郎
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これからの行政書士の環境作りを目指して

　この度、新しく副会長を拝命いたしました光宗です。広島会会長も兼務しており、広島から副会長が選出
されるのは、初めてのことと記憶します。日行連理事に広島会副会長の立場で就任してからの１期目は総務
部、広島会会長に就任してからの２期目は常任理事、国際・企業経営業務部部長を務めさせていただきまし
た。日行連での経験をいかし、これからの行政書士のための環境作りを目指して前向きに対応していきたい
と思います。
　遠田会長からは、副会長という立ち位置を理解し、一業務に入り込むのではなく、担当分野を総括しなが
ら会長を補佐してほしい、と言われています。
　私の担当分野は、第一に申請取次行政書士管理委員会です。審査基準、内規等の各種規範の整備を進めま
す。第二に法規監察部です。伊藤部長、糠谷顧問と連携を取り、人材の育成に重点を置きながら進めていく
所存です。第三に行政書士制度あり方検討委員会です。前期、業務部の名称変更、業務分担の変更等前進が
ありましたが、今期も形に現れる成果を残したいと考えています。
　日行連に来て早４年が経ちました。環境への適応力は高い方ですが、副会長に就任しましても仕事との両
立を目指し、これからの新しい役員像を模索しながら粉骨砕身頑張りたいと思います。幸い、役員の先生方
は私に合わせていただいたのか、それとも光宗が心配だからと会長が気を遣っていただいたのか、真面目で
前向きな先生方ばかりです。
　今期もよろしくお願いします。

副会長 　光宗　五十六

新たなステージにおける
ビジョン策定に向けて

　この度副会長を拝命いたしました、福岡会会長の野田昌利です。
　担当部署は、法務業務部（権利義務・事実証明部門、法務事務・成年後見部門）と裁判外紛争解決手続（ADR）
推進本部が主な担当です。法務業務の中には独立した業務も数多くありますが、行政手続や企業法務を支え
る業務としても行政書士業務全体に横断的に関わる大変重要な部署です。
　今年度の検討課題、取組としては、空き家対策、所有者不明土地問題、法定相続情報証明制度のほか、民
法改正への対応、成年後見制度を中心とした高齢社会への対応などがあり、国策でもあるこれらの課題にお
いて単位会ではできないこと、日行連としてやるべきことに真摯に取り組んでまいります。
　本来、副会長の職務は会長を補佐することにありますが、そこでは担当部署の長期的視野に立った政策の
提案、各セクションの総合調整や組織体制構築に係る対応、対外的には省庁や関係機関との協議・折衝など
のほか、行政書士を取り巻く社会環境・システムの変化への対応が必要とされます。
　今年度事業計画の基本方針でも述べられていますが、国の「日本再興戦略２０１６」の施策における、第４次
産業革命の環境整備や新たな規制・制度改革メカニズムの導入は、これからの国の産業構造、社会経済シス
テム、行政手続まで大きく変わっていくことが予想され、これからの行政書士を含めた士業全体の変革・あ
り方が問われる時代に入ったと言えます。これらを踏まえ、日行連としても行政書士制度調査委員会を中心
に新たなステージにおけるビジョンの策定と戦略、戦術を立てていく必要があると認識しています。
　これらのことに対応すべく、遠田会長のもと副会長としての責務を全うしてまいりますので、会員の皆様
には今後とも御協力と御支援のほどよろしくお願いいたします。

副会長 　野田　昌利
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未来につなぐ行政書士制度を目指して

　会員の皆様方には、お変わりなくお過ごしのことと、お慶び申し上げます。
　この度、専務理事に就任いたしました、群馬会所属の福田守でございます。専務理事の職務は、日本行政
書士会連合会、会務執行規則第８条に定められており、会長の命を受け、部会・委員会等に出席して、状況
の把握と連絡調整を行うこと等を含め５項目あり、さらに登録委員会の委員となり、その業務を行うことと
定められています。まさにその職責の重大さに、身の引き締まる思いであります。
　私は、３期６年群馬会会長として、県担当課、関係部署、市町村と各種の折衝を行うとともに、「行政書士
は、県民にとって最も身近な相談相手であるべきだ」との思いをモットーに、会務執行に当たってまいりま
した。
　日行連と単位会の役割は、おのずから相違があります。日行連の役割について要約しますと、関係省庁と
の良好な関係を構築するとともに、行政書士に関連する法改正を見据え、行動し、国策と称する各種案件に
ついて、行政書士の登用、活用等を要望し、実現させていくことにあると思っています。
　各種相談会に行ってみますと、高齢化を背景に相続や遺言に関する相談、権利義務や事実証明に関する書
類の作成依頼など、多岐にわたっています。我々行政書士もより一層の専門的見識を求められています。現
状をしっかり認識するとともに、電子申請、規制改革の真っ只中にある現在、これからの行政書士制度はど
うあるべきか、政府の国家戦略を直視するとともに、将来の行政書士制度像をしっかり描き、見据え、会務
執行に当たってまいりたいと思っています。

専務理事 　福田　 守

付加価値のある行政書士を目指して

　全国の会員の皆様こんにちは。

　この度、日行連の専務理事を拝命いたしました長野会会長の山本準一と申します。微力ですが精一杯努め

る所存ですのでよろしくお願いいたします。

　就任に当たりまして、日行連の役員としての抱負を述べさせていただきます。

　端的に「行政書士」はこういう仕事をする資格者である、ということを誰にも分かりやすく社会に発信し

続けることと、行政書士の特化したフィールドでの職域を確保し、拡大させることが日行連の最大の使命で

あると考えます。それには行政書士法の改正も当然必要であり、各省庁との折衝や他士業会との調整を粛々

と推進していかなければなりません。

　今、行政書士を取り巻く環境の多様化、そして時代の変化のうねりの中、ピンチの局面ではありますが、

逆にいうとビッグチャンスの到来でもあります。

　従来の既成概念や固定観念を捨て、世の中に向けてどんどん仕掛けを行っていくべきだと考えます。

　どうか全国の会員の皆様、一致結束して行政書士制度の宣伝部長ユキマサくんと共に、我々行政書士一人

ひとりが積極的にアピールし、行政機関や企業・団体に行政書士制度を今以上に評価して貰えるよう、付加

価値のある行政書士を創り上げていこうではありませんか。

専務理事 　山本　準一
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今の、そして未来の
行政書士制度を支える存在に

　日行連の総務部は、日行連事業の中で、単位会に対する指導・連絡等の事務を中心に行っており、現在６
名で構成されております。
　行政書士の品位保持と制度遵守の徹底を事業の中心に据え、関係規則等の改正や照会対応、コンプライア
ンスの確立に努めています。他に、定時総会等諸会議や新年賀詞交歓会の開催、単位会相互の地域的連絡調
整の促進に関する事業、さらに様々な事項への対応を行っています。特に、平成２９年から３年計画で行われ
るFATF（ファトフ）への対応は、総務部の中心的な事業の一つとなっており、特定事業者として行政書士
が行わなければならない犯罪収益防止法に係る本人確認の徹底等に関し、各単位会を通じて会員の皆様へ御
協力をお願いしていくこととなります。
　また、本年度は、全国会長会のほかに、事務局長連絡会が５年ぶりに開催されます。いずれの会議も、各
単位会の運営に役立てていただけるよう実りある会議にすることはもちろん、活発な意見交換、情報交換を
行える場にし、日行連・単位会相互の連携が取れる体制を構築してまいります。
　総務部としては、会員の皆様が行政書士としての信頼の確立と地位向上が得られるよう、様々な方面から
お支えできる体制を整えていくことが重要と考えています。各単位会からのお声を参考にさせていただきな
がら、行政書士制度発展のために今後とも努めてまいりますので、会員の皆様の更なる御協力をお願いいた
します。

総務部 部長 　山田　美之

「一燈照隅　四万六千燈照国」
一人の燈と組織一体国民への燈

　遠田日行連会長から経理部長を拝命いたしました。

　「経理」とは経営管理の省略熟語と言われています。会務機関の中では最も地味な部署と認識されがちです

が、経営管理と捉えますと約７億円を全国約４万６千人の会員から預託され、その浄財を会員一人ひとりの

気持ちとして受け取りつつ、仕分配分を担う重責機関であります。よって原始証憑１枚のチェック、数円の

チェックであっても億千万円の決裁と同じ緊張感をもって経理する所存であります。

　また、経理部には一般企業で言う財務部としての要素も存在します。「引当資産」の計上方策とその資産等

の保管に関して最良となるよう、先の社会経済情勢を鑑みながら皆様に提案・提示し運用してまいります。

　加えて、日行連には二つの特別会計があり、各々現業として健全な予算執行が必要です。ところが、今後

は厳しい側面が現れる可能性があります。つきましては、会財政の健全化に対し皆様と共に熟考する必要が

生じた際の御協力、何とぞよろしくお願い申し上げます。

　最後に、経理部は総会等での数値結果でしか皆様に会務遂行を御照覧いただけません。しかしこの一隅に、

自分の持てる力を小なりとも精一杯発揮させ、皆様に気付かれぬほどほのかな燈であれ、組織を地道に照ら

し、同様に四万六千燈も国民を永遠に照らし続けていただけるような組織づくりに、微力ながら尽力いたす

所存であります。

経理部 部長 　宮元　 仁
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より効果的な広報活動を共に考える

　この度、広報部長に就任いたしました熊本会会長の井口由美子でございます。どうぞよろしくお願いいた
します。
　広報部は行政書士制度のPRと「月刊日本行政」の発行を主たる事業としています。
　PR事業として毎年１０月を「行政書士制度広報月間」と定め、各単位会では趣向を凝らした独自のPR活動
が行われていますが、情報交換の場がなかったため、毎年画一的なPR活動で終わっています。そこで部長就
任期間中に、単位会におけるPR活動に関する情報交換を目的とする全国広報部担当者会議を開催し、より効
果的な広報活動を共に考え実施したいと考えています。
　また、「月刊日本行政」に関しては原稿収集、編集、校正印刷を経るため、どうしても時間差が生じてしま
うのが最大の課題です。一瞬にして世界同時に情報伝達が行われるネット社会の一方で、紙ベースでの「月
刊日本行政」の必要性を問われることがありますが、形あるものだからこそ、毎月手元に届くことで会員で
あることを実感し、課題は残るものの会員相互の情報交換の場として必要なものと捉えています。就任期間
中、できるだけ多くの会員の皆様の御意見を反映した「月刊日本行政」の編集を心掛けたいと思います。
　最後になりましたが、日行連では公式キャラクター「ユキマサくん」を通して行政書士制度のPR活動を
行っています。各単位会においても「ユキマサくん」をどんどん活用いただき、制度普及に御協力いただき
ますようよろしくお願い申し上げます。

広報部 部長 　井口　由美子

法規監察部の基本方針について

　法規監察部長として通算５期目を迎えることになりましたが、今期も、次のような基本方針を堅持してま
いります。
①　法規関係について
　主に法解釈や法的整合性の判断が職務ということになります。その際、基本的に、条文の文理の枠内に
おいて、論理的整合性と具体的妥当性に配慮しつつ、可能な範囲で行政書士業界にとって－主に中長期的
な視点で－有益な解釈を提示することに努めてまいります（「条解行政書士法」の座長はしがきを、御参照
ください）。
②　監察関係について
　法解釈を前提としつつも、制度全体を見通した政策的判断が求められます。すなわち、行政書士法的に
疑義がある場合にも、相手方に塩を送る結果となったり足元をすくわれることはないのか、さらに行政書
士制度に対する拒絶反応を引き起こし国策の阻害要因などというレッテルを貼られることはないのか、と
いった点に細心の注意を払いながら、主張すべきは主張することに努めてまいります（この点は「監察読
本」においても触れてありますので、御参照ください）。

　なお、情報提供等、皆様の御支援御協力は不可欠ですので、よろしくお願いいたします。

法規監察部 部長 　伊藤　庄吉
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力の結集で「許認可業務」の
維持・発展を！！

　この度、常任理事及び許認可業務部長を拝命することとなりました矢野です。前期の副会長を挟んで前々

期は第一業務部長を仰せつかっておりましたから、返り咲きとなりました。

　言うまでもなく許認可手続は、我々行政書士にとって最も大切な、業務の大きな柱の一つであり、与えら

れた職責の重さに身の引き締まる思いであります。

　組織改編により、部の名称が変更されるとともに、４つの部門が「運輸交通部門」「農地・土地利用部門」

「建設・環境部門」「社労税務・生活衛生部門」に改編されましたが、２年間のブランクを経て、制度改正や

電子化の流れなど、許認可手続を取り巻く環境の大きな変化を目の当たりにしながら、会員の皆様の業務拡

充と制度の維持発展のためにいかに取り組むべきか・・・。制度全体を見渡し対応してきた副会長の経験も

生かしつつ、各部門の次長を中心に部門の先生方とともに精一杯取り組んでまいる所存です。

　行政書士制度の発展には、４６,０００名余りの会員の皆様のマンパワーの結集が不可欠であります。許認可手

続においても、国を始め全国津々浦々の官公署に対する日々の、一人ひとりの対応の積み重ねが制度の維持・

発展につながるものと考えます。私も与えられた職責の中で、行政書士制度発展のために微力ながら一所懸

命に取り組んでまいりますので、会員の皆様の御支援、御協力をどうぞよろしくお願いいたします。

許認可業務部 部長 　矢野　浩司

これからの時代も、私たちは変わらず
行政書士として活きる

　この役職を拝命して、既に数か月が過ぎていますが、この間、日行連として喫緊に対応しなければならな

い課題、行政書士の持ち味を活かした国の施策への対応など、部員を始めとする周囲の皆さんの協力を得な

がら、日々取り組んでいます。

　私たちの既存業務に関しては、規制緩和やIT化が進み、楽観的状況とは程遠いものとなっています。しか

し、この流れは国策として行われており、国民の利便性あるいは日本の活性化につながるのであれば、私た

ち行政書士も協力体制を取らなければなりません。

　その上で、国民の皆様のニーズに応え続けるために、既存業務＋α 、あるいは既存業務の隣にある未開拓

の業務、全く新しい角度で生み出される業務などを確立することを怠ってはならないと考えます。

　いつの時代も、私たち行政書士はその時代と共にしなやかに、そしてたくましく活きてきたのです。これ

からの私たちも、行政書士としてしっかりと前を向き、皆で協力しながら、新たな歴史の中を活きていける

と確信しています。

　私はこの信念を基軸に、しっかりと働いてまいる所存でございますので、今後ともよろしくお願い申し上

げます。

法務業務部 部長 　杉山　久美子
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国際・企業経営業務部部長を拝命して

　当部は平成２９年４月１日施行の改正会則施行規則により、第三業務部から名称変更されるとともに、担当

業務として企業支援関係業務が新たに追加されました。従いまして、当部では従来の国際関係業務・知的資

産関係業務に加え、企業支援関係業務の３部門の業務全般を担当することとなりました。

　以下、今期の主たる事業について、いくつか御案内いたします。

　まず、国際部門においては、在留資格申請オンライン化等の新制度に係る情報収集及び意見具申、渉外相

続をテーマとした実務者会議の開催等を検討しています。次に、知的財産部門においては、「著作権モラルの

醸成から著作権教育の普及・充実へ」をテーマとした「著作権教育シンポジウム」を開催することを計画し

ています。また、知財分野での業務推進のために、全国知財業務担当者会議の開催等も予定しています。最

後に、企業支援部門においては、中小企業支援パンフレットの改訂作業や事業承継分野での業務推進に係る

情報収集等の事業に対応する予定です。これらの事業を中心に幅広く取り組み、迅速な情報発信をしてまい

ります。

　現在、その職責の重さを改めて痛感し、身の引き締まる思いでございますが、各部門長及び部員の皆様と

一体化し、事業推進に邁進してまいりますので、各単位会及び会員の皆様の御協力をお願い申し上げます。

国際・企業経営業務部 部長 　末廣　元孝

よろしくニャ！
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　会長会は、山田日行連総務部長による司会で午後

１時３０分、４７単位会会長の出席（代理出席含む）と、

一部日行連役員のオブザーバー出席を得て開会した。

　冒頭、司会者から会則第３３条第１項の規定に基づ

く「各単位会間の連絡提携を緊密にし、単位会の円

滑な運営と進展を図る」ことを目的とした会長会に

ついての趣旨説明があり、理事会ではできない、単

位会としての実情や意見の交換を行うことを確認し

た。

　会議に先立ち、遠田日行連会長による挨拶があり、

続いて、来賓として御出席された達増拓也岩手県知

事から祝辞を頂いた。その後、田村岩手会会長から

開催地単位会の会長として挨拶があった。

　平成２９年９月１４日（木）の午後１時３０分から５時
にかけて、岩手県花巻市「ホテル千秋閣」において
全国の行政書士会会長による会長会が開催された。
今回は、各単位会が行っている「業務関係行政機関
との関係強化に対する取組について」、「暴力団対策
法に係る取組について」の二つをテーマとして意見
交換を行った。

業務関係行政機関との関係強化に
対する取組などについて各単位会
間で意見交換

活 渇潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟

岩手県花巻市にて会長会を開岩手県花巻市にて会長会を開催催

左から：ユキマサくん、遠田日行連会長、達増岩手県知事、
　　　　田村岩手会会長、そばっち

　続いて会則第３４条の規定に基づき議長の選任が行

われ、大塚富山会会長が議長に就任し、井上滋賀会

会長を副議長に選任した。議事録署名人には村山兵

庫会会長、杉山山口会会長が指名された。

 意見交換・情報交換（概要意見交換・情報交換（概要））

　大塚議長から今回の二つのテーマについて、次頁

テーマ①については大塚議長が議事進行し、テーマ

②については井上副議長が議事進行することが提案

され、議場の承認を受けて意見交換が行われた。

達増拓也岩手県知事
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＜発表内容（概要）＞

○宮城会

・宮城県及び仙台市との災害防止協定。

・宮城県と経営事項審査の補助業務、仙台市と戸籍

調査業務の業務提携。

・地元自治体を会場にした無料相談会、法の日に市

役所と他士業合同で無料相談会を実施。

○神奈川会

・横浜市における空家対策に関する協定、各市区と

の間で結んでいる行政書士相談実施に関する協定。

・横浜市空家対策等協議会委員として地元自治体が

設置する協議会に出席。

・各地域で常設の行政書士相談の実施。

・総務省行政相談委員や法務省人権擁護委員等への

就任。

・神奈川県が建設する動物保護センターの建設基金

に対し、会員による寄付を募り、合計で１１１万円の

寄付を実施。 

テーマ②

暴力団対策法に係る取組について

○石川会

・成年後見制度の白山市長申立てに係る戸籍調査等

に関する協定。

・石川運輸支局登録窓口相談業務に関する業務委託

契約。

・建設業許可関係業務に係る石川県土木部監理課と

の定期的な意見交換会の開催。

・在留資格関係業務に係る名古屋入国管理局金沢出

張所との定期的な意見交換会の開催。

・金沢市農業委員会において農地法関係業務に係る

書類作成時の確認等を実施。

○兵庫会

・大規模災害時における被災者支援協力協定。

・地方公共団体との意見交換、関係部署への挨拶回

り、研修会の講師依頼、地方公共団体主催のイベ

ント、セミナーへの参加・協賛。

・国際交流協会、国際フロンティア産業メッセ、

ニューメディア推進協議会などのイベント・セミ

ナーへの参加。

○高知会

・災害時における被災者支援協定。

・許認可業務担当者に研修会での講師を依頼。

○沖縄会

・那覇市との大規模災害等発生時における相談業務

の支援に関する協定。

・豊見城市との大規模災害等発生時における相談業

務の支援に関する協定。

　宮元北海道会会長、髙尾大阪会会長から取組状況

等についての報告がなされた後、意見交換が行われ

た。

＜アンケート結果＞

地元自治体との連携について
活発である　　　：３２単位会

活発とはいえない：１４単位会

※１単位会未回答

＜アンケート結果＞

地元自治体との協定について
結んでいる　：４２単位会

結んでいない：５単位会

テーマ①

業務関係行政機関との関係強化に対する
取組について

　佐々木宮城会会長、水野神奈川会会長、向井石川

会会長、村山兵庫会会長、田岡高知会会長、平良沖

縄会会長から各々の会での取組状況等についての報

告がなされた後、意見交換が行われた。
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　会長会終了後、午後６時から８時にかけて同ホテ

ル「瑞雲」にて懇親会が行われた。来賓として東京

オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大

会鈴木俊一担当大臣の代理堀間悟秘書、階猛衆議院

議員、木戸口英司参議院議員、田村誠岩手県議会議

長、小野寺好岩手県議会議員、千葉茂樹岩手県副知

事、上田東一花巻市長にお越しいただいた。アトラ

クションでは盛岡市の伝統的な踊り「盛岡さんさ」

が披露されるなど、出席者の懇親が深まる中、盛会

裏のうちに閉会した。

懇親 懇親会会

＜アンケート結果＞

暴力団等排除に向けた
四ない運動に係る取組状況

行っている　：２５単位会

行っていない：２１単位会

※１単位会未回答

＜アンケート結果＞

暴力団等排除対策委員会の設置状況
設置している　：30単位会

設置していない：17単位会

＜発表内容（概要）＞

○北海道会

・北海道暴力団追放道民大会及び札幌地区暴力追放

総決起集会に参加。

・北海道警察と北海道会との間で暴力団等排除対策

協議会を設置。

・新入会員義務研修において、北海道警察本部刑事

部組織犯罪対策局捜査第四課から講師の招聘。

○大阪会

・「三ない運動＋１（ワン）」として、暴力団を「恐

れない」、「利用しない」暴力団に「金を出さない」、

暴力団と「交際しない」旨のチラシを作成し、会

員や対外的機関に配付を行うなどの啓発広報活動。

・公益財団法人大阪府暴力団追放推進センターの府

民大会やセミナーへの出席。

・大阪府警察本部刑事部捜査第四課と意見交換会の

開催。

・不当要求防止責任者講習会の開催。

　最後に、井上副議長が全体のまとめを行い、議長・

副議長が退任して会長会は閉会した。

懇親会での「盛岡さんさ」

田村誠岩手県議会議長

小野寺好岩手県議会議員 千葉茂樹岩手県副知事 上田東一花巻市長

木戸口英司参議院議員階猛衆議院議員
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１．はじめに
田村：日本行政書士会連合会理事で、岩手県行政書

士会会長の田村でございます。よろしくお願

いします。本日は公務御多忙にもかかわらず、

このような鼎談の機会を設けていただき、あ

りがとうございます。

　行政書士は全国に４万６千名以上、岩手県

下には約３６０名おり、全ての会員はいずれか

の都道府県行政書士会に所属しています。そ

の都道府県会の会長が年に一回一堂に会して

意見交換を行う会長会を開催しており、７年

前から東京以外の地域での持ち回り開催とな

りました。本年度はここ岩手県で本日午後に

開催することとなっています。東北地方で初

の開催です。

　この機会を捉え、達増知事と岩手県の魅力

の発信や行政書士制度に対する期待などにつ

いてお話させていただきたく存じます。

２．行政書士の役割と期待
（１）行政書士業務の概要と社会貢献事業

田村：それではまず、行政書士の業務について、私

ども連合会の遠田会長から簡単に御説明させ

ていただきます。

遠田：日本行政書士会連合会会長の遠田でございま

す。佐賀県行政書士会では名誉会長を仰せつ

かっています。よろしくお願いします。

　行政書士制度は、行政に関する手続の円滑

な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資

することを目的としており、官公署に提出す

る許認可等の申請書類の作成並びに提出手続

代理、遺言書などの権利義務、事実証明及び

契約書の作成などを業務として行っています。

　昨今は、依頼されたとおりに書類作成を行

う、いわゆる代書的業務は少なくなり、多様

な課題に対応するコンサルティングを含む許

認可手続業務へと国民の皆様のニーズが移行

してきています。

　また、社会貢献事業にも力を入れており、

成年後見制度の利用促進や裁判外紛争解決手

続（いわゆるADR）などの分野についても取

り組んでいます。

　行政書士制度は総務省の所管で、都道府県

知事の監督を受けていますので、自治体との

関係を大切にしつつ、人と人の交わり、助け

合いを基礎において、業務に当たっています。

田村：遠田会長、ありがとうございました。 

　平成２９年９月１４日（木）、午後から開催される会長会に先立ち、達増拓也岩手県知事と遠田

日本行政書士会連合会会長、田村岩手県行政書士会会長による鼎談が行われました。

　行政書士制度に対する期待を始め、復興支援や所有者不明土地問題への対策、岩手県の魅

　　力発信など、和やかな雰囲気の中、有意義な意見交換を行うことができました。

達 増 岩 手 県 知 事
遠田日本行政書士会連合会会長
田村岩手県行政書士会会長

による 鼎談



2017.11　No.540 15

C
LO
SE UP

T
O
P
IC
S

（２）行政書士に対する期待

田村：続けて、達増知事から、行政書士制度に対す

る期待などについてお願いします。

達増：行政書士の皆様方には、日頃から住民と行政

との架け橋として、重要な役割を果たしてい

ただいており、行政の円滑な運営に御協力い

ただいています。

　岩手県においても、建設業や産業廃棄物処

理業、飲食店の営業許可手続等、幅広い分野

で行政提出書類の作成及び代理申請を行って

いただいています。

　また、成年後見制度の利用や、遺言書の作

成の相談など、住民の暮らしの中での問題の

解決に御尽力いただいており、今後も「街の

法律家」として住民に寄り添った支援をお願

いしたいと思います。

３．行政書士会のトピックス
（１）所有者不明土地問題への対応

田村：ありがとうございます。達増知事から行政書

士に対する期待をいただきました。

　ここで、昨今のトピックスとして日行連が

力を入れて推進している事業について、遠田

会長から御説明いただきたいと思います。

遠田：東日本大震災から６年が経ちました。復興事

業に当たっては、用地買収の難航による事業

の遅れが深刻な問題になったと伺っており、

達増知事も御苦労されてきたのではないかと

思います。

　東日本大震災の被災地においては、いち早

くこの問題がクローズアップされ、国におい

ても自治体の負担軽減のための取組や、財産

管理制度・土地収用制度の活用など、対策を

強化してこられたと承知していますが、それ

でもなお、抜本的な解決に至っていないのが

現状かと思います。

　被災３県の中でも、岩手県は、その収用委

員会が２０１４年６月、初めて復興事業で所有者

不明の土地の収用を認める裁決を出すなど、

力を入れていらっしゃるものと思いますが、

復興事業の推進に、所有者不明の土地の取扱

いが大きな障壁となっている現状は、今も変

わっていないのではないかと思います。

　この、いわゆる「所有者不明土地問題」は、

被災地はもちろん、それに限らず、超高齢化

社会を迎える我が国にとって大きな問題であ

り、本会も関心を寄せています。隣接法律専

門職として行政書士が力になれることを、全

国の自治体などの皆様に知ってもらうよう努

力しています。

　これまでの事例としまして、先ほど申し上

げました行政書士の専門性から、

○現在の所有関係等を分かりやすく把握する

ための親族・相続関係図の作成

○遺産分割協議書の作成による所有関係の整

理

○認可地縁団体認可申請

○国土利用計画法や農地法などに基づく申請

などについて、自治体から行政書士会が受託

するなどして連携しています。
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　本会としても、行政書士は最も地域に密着

した士業として、社会インフラの整備に寄与

できるのだという自負を持って、今後も積極

的に取り組んでまいりたいと思います。

（２）東日本大震災の復興支援

田村：東日本大震災から６年が経過しましたが、そ

の間、日行連からの支援の下、岩手会として

も全力を挙げて被災地支援活動を行ってまい

りました。

　被災からの約１年間は廃車手続無料相談会

を行い、廃車処理件数は１,７００件以上になって

います。

　私も陸運支局で相談を受けましたが、混乱

の中、被災でひしゃげたナンバープレートを

持参される方や、課税に大きな不安を持った

方など、本当に生々しい現実を目の当たりに

しました。

　その後は、法テラス、県主催の被災者相談

支援センターなどに相談員を派遣するととも

に、行政書士会独自の「なんでも相談会」を

各地で開催し、相談件数は８００件以上となり、

現在も活動中です。

　被災者からの相談内容については、最初は

支援金がどれくらいもらえるのかということ

が多く、高台移転が始まると住宅を再建するた

めの支援金や相続関係の相談等になりました。

　現在は、仮設住宅から被災者支援住宅に住

み始めたが、知り合いがいないため、自分の

話を聞いてもらえる人がいないという方が、

行政書士は一番話しやすいといっていろいろ

な話をして満足してお帰りになられるといっ

たこともあります。

　岩手会としては、今後も被災者に寄り添う

行政書士ということで活動してまいりたいと

考えています。

（３）諸課題に対する行政書士への期待

田村：続けて、達増知事から、所有者不明土地問題

への対策や復興支援に関する分野での、行政

書士への期待についてお願いします。

達増：東日本大震災津波、台風第１０号災害の発災以

来、行政書士の皆様には、自動車の廃車手続

や相続の相談など、被災された方々からの相

談業務に御尽力いただき感謝申し上げます。

　当時、様々な手続において混乱があった中、

行政書士の皆様に相談できる窓口があること

は、住民にとって非常に心強いものでありま

した。

　東日本大震災津波の被災地においては、所

有者不明、相続未処理、多数共有の土地等が

多く存在し、早期の工事着工の障害となるこ

とが懸念されたことから、県では国に対し、
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土地収用が容易となるよう要望を行い、平成

２６年施行の改正復興特区法にはその内容が盛

り込まれ、制度が活用しやすくなりました。

　こうした経験を踏まえ、県としては将来発

生が懸念される大規模災害時において、円滑

な用地取得により迅速な復興が可能となるよ

う、土地等の私有財産の制限のあり方などに

ついて、幅広い議論・検討を進めるよう国へ

提案しているところです。

　このような仕組みの前提として、土地の現

在の所有関係を把握するための、親族・相続

関係図の作成等、行政書士の皆様の業務は、

所有者不明、相続未処理といった土地の問題

解決の大きな助けとなります。

　今後、応急仮設住宅から恒久的な住宅への

移行が進む中で、困難を抱える方々への支援

がこれまで以上に必要となると思われます。

県としても、地域の実情に応じた復興を進め

てまいりますので、行政書士の皆様におかれ

ましても、今後とも、住民の相談に御対応い

ただき、御支援をいただきたいと思います。

田村：ありがとうございます。

４．PR事業への取組
（１）行政書士会のPR活動

田村：ここまで、行政書士の役割などについてお話

しさせていただきましたが、国民の皆様、官

公署の皆様に、まだまだ行政書士制度が知ら

れてない現状もあります。

　そこで、いま私ども日行連が取り組んでい

る制度PR事業について、遠田会長からお話

しいただきたいと思います。

遠田：毎年１０月に「行政書士制度広報月間」を実施

しており、PRポスターを貼ったり、全国で無

料相談会を集中的に開催したりしています。

　本年度は昨年度に引き続き、私どもの公式

キャラクター「ユキマサくん」を、ゆるキャ

ラグランプリ２０１７にエントリーさせています。

メールアドレス一つで一日一票投票できまし

て、１１月１０日までの間の得票数と三重県桑名

市で行われる決戦投票の合計で順位が決まり

ます。「企業・その他」部門で約500エントリ

ーされている中、今日現在の順位は６位と

なっています。

　グランプリへの参加は、少しでも国民の皆

様に身近な存在として行政書士を知っていた

だきたい、法教育などと絡めて若い世代での

認知度を高めていきたい、また、会員が楽し

みながら同じ方向を向いて一つになるための

ツールとして活用したいとの思いがあります。

田村：岩手県からも１２のキャラクターがゆるキャラ

グランプリにエントリーしていますね。この

会場の花巻温泉公式キャラクター「フクロ―」

もいます。また、エントリーはされていませ

んが、ここ花巻市にもシンボルキャラクター

「フラワーロールちゃん」がいますね。

（２）岩手県のPR事業

田村：岩手県におけるPR事業で、特に力を入れて

いるものは何になりますでしょうか。

達増：岩手県では、「わんこそば」をモチーフにした

「そばっち」というPRキャラクターが活躍し
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ています。メインキャラクターの「そばっち」

と、県内４つのエリアを代表する食材を盛り

つけたキャラクターが「わんこきょうだい」

です。

　岩手県の観光をPRするイベントや、産直

イベントのお手伝いに出かけ、活躍していま

す。昨年度も、「わんこきょうだい」は「希

望郷いわて国体」と「希望郷いわて大会」に

おいて、多くの来県者をお迎えする役割を果

たしました。

　また最近は、「銀河のしずく」や「金色の風」

といった県産米のPRに力を入れていて、こ

れを中心に岩手県の農水産物のブランド力強

化を図っています。

　県内には、平泉と橋野鉄鉱山の二つの世界

遺産、復興の歩みを続ける三陸海岸を始めと

した豊かな自然、先ほど申し上げた県産米の

他にも多彩な海産物やブランド肉などのおい

しい食べ物、花巻温泉を始めとする多くの温

泉があります。是非全国の皆様に知っていた

だき、岩手へ遊びに来ていただきたいと思い

ます。

５．岩手県のトピックス
田村：ありがとうございます。いま、県のPR事業

についてお話しいただきましたが、その他に、

岩手県においてホットなトピックスをお教え

いただけますか。この鼎談の概要は私どもの

会報誌に掲載しますので、全国でも先進的な

取組や岩手県の素晴らしいところなどについ

て、お話しいただければと思います。

達増：岩手県のトピックスとして、まず、ラグビー

ワールドカップ２０１９日本大会の開催がありま

す。この大会の１２開催都市の一つに、釜石市

が選ばれました。

　東日本大震災津波の被災地を代表して、世

界中から頂いた支援への感謝の思いと、復興

の姿を世界に向けて発信するという大きな役

割を担っており、県民が広く大会に関わり、

大会機運を盛り上げていくため、現在、実行

委員会において情報発信等に積極的に取り組

んでいるところです。

　年内には釜石会場の試合日程や対戦カード

が明らかとなることから、この機会を捉え、

一層の機運醸成を図るなど、官民の関係団体、

そして県民がオール岩手でスクラムを組み、

万全の体制で大会を迎えられるよう取り組ん

でまいります。

　さらに未来に繋がるものとして、現在、岩

手県では、ILC（International linear Collider

（国際リニアコライダー）：全長３１kmから

５０kmの地下トンネルに建設される大規模研

究施設のこと。）の誘致に、研究者と協力して

取り組んでいるところです。

　誘致に成功すれば、世界的な科学技術の発

展に貢献することとなり、岩手県が世界に対

して大きく開かれることになります。

　東日本大震災津波という未曽有の大災害か

ら復興し、人と自然が科学技術を介して調和

し共生する地域づくり・国づくりに、岩手県

も貢献していきたいと考えています。

遠田：実現すれば、世界中の多くの研究者が岩手県
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左から：ユキマサくん、遠田日行連会長、達増岩手県知事、田村岩手会会長、そばっち

に集まることになり、地域が元気になります

ね。素晴らしいことだと思います。

達増：ILCの建設で、また新しい許認可申請や届出

が増えるかもしれません。そうなれば、行政

書士の皆様の活躍の場も増えますね。

６．おわりに
田村：最後になりますが、先ほど話題にありました

東日本大震災について、岩手会による復興支

援活動をまとめた記録誌『明日を標す光』を

発行しました。実際の体験談や受けた相談の

内容などを記録しましたので、是非お目通し

いただければと思います。

達増：本当に貴重な記録誌だと思います。是非活用

させていただきたいと思います。

田村：本日は大変お忙しい中、貴重なお時間をいた

だき本当にありがとうございました。たくさ

んある岩手県の素晴らしさを私も全国にアピ

一ルしていきたいと思いますし、行政書士と

しても県と県民との架け橋になれるよう誠心

誠意努めていきたいと思います。また、日行

連としても本日お話しいただいたことをヒン

トに、国民の皆様や自治体の皆様にこれまで

以上に頼りにしていただける士業を目指して、

多くの課題に取り組んでまいりたいと思いま

す。今後ともよろしくお願いいたします。

達増：ありがとうございました。

遠田：ありがとうございました。

　この他にも、地方創生に必要な点などについても

意見が交わされ、遠田会長の地元佐賀県もここ岩手

県も、「地方の代表格」として頑張りましょうとエー

ルの交換がなされました。
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『平成２９年度特定行政書士ブラッシュ
アップ研修～実践編～』の御案内

 Info 

１ ＜中央研修所＞

＊＊＊＊＊＊＊今後のブラッシュアップ研修の御案内＊＊＊＊＊＊＊

第Ⅱ部　開催日程（予定）

　②　東京：平成３０年２月１日（木）～２日（金）
　③　福岡：平成３０年２月１５日（木）～１６日（金）
　④　大阪：平成３０年３月１日（木）～２日（金）

野村先生の書いた
『事例に学ぶ行政訴訟入門』
（民事法研究会）を読むと、
創造性・戦略性の考え方の
理解の参考になるニャ♪　

　中央研修所では、特定行政書士を対象とした特定行政書士ブラッシュアップ研修を開催いたします。
　今年度は、初の２部構成企画とし、第Ⅰ部として、平成２７・２８年度に法定研修を修了した特定行政書士を
対象に、書類作成に焦点をあてた『実践編』講座を御用意しました！
　本研修の募集要項等を平成２９年１０月下旬から特定行政書士特設サイト（http://tokuteikensyu.com/）に
掲載いたします。特定行政書士の皆様の積極的な御受講を期待しています！
※第Ⅱ部として、平成２９年度法定研修修了者を対象とした、特定行政書士ブラッシュアップ研修も下記 第Ⅱ部 開催
日程（予定）のとおり実施予定です。（平成27・28年度修了者も受講できます）
※今年度の特定行政書士ブラッシュアップ研修はVOD講座としての登載予定がありません。講師と対面する集合研
修に御参加いただくことにより、受講効果を高めていただけたら幸いです！

第Ⅰ部　開催日程

講義日程　［１日目］１３：００～１７：００（１限・２限）
　　　　　［２日目］１０：００～１２：００（３限）
内　　容　個別許認可分野における不服申立手続に関する手続書面（申立書等）

作成と円滑な業務を行う上での実践的な知識・スキルの習得を目指す。
受 講 料　８,６４０円（税込、１開催受講分）
申込期間　１１月２日（木）～１１月１０日（金）
申込方法　右ページの申込用紙に御記入の上、FAX送信により
　　　　　上記申込期間内にお申し込みください。
対 象 者　特定行政書士（平成２７・２８年度法定研修修了者）

講　　師会　　　場地区（定員）日　　　　程

野村　創　弁護士
TKP東 京 駅 大 手 町
カンファレンスセンター

東京
（１２０名）

平成２９年１１月３０日（木）～　
　　　　　　１２月１日（金）

①

※会場、講師は変更になる場合があります。また、申込者多数の場合は抽選となります。

 
詣 警罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫

Hajime Nomura
≪野村総合法律事務所　弁護士≫
経歴
・平成５年　明治大学文学部卒業
・平成５年　法務省に入省
・平成１０年　弁護士登録、現在に至る。
活動
・第二東京弁護士会民事介入暴力被害
者救済センター運営委員
・第二東京弁護士会法科大学院支援委
員会
・第二東京弁護士会常議委員
・平成２２年（新）司法試験考査委員
　（行政法）
・平成２３年（新）司法試験考査委員
 （行政法）
・平成２３年（新）司法試験予備試験考
査委員（行政法）
・平成２４年司法試験考査委員（行政法）

 講師：野村　創 弁護士 

　私は文学部出身ですが、学生時代から眠たい講義は苦手で、ソシュールの記号論
やヌルハチ（清朝初代皇帝）の一生をひたすら追い続けるような講義では、内職（行
政法の勉強）ばかりしていました。
　このような苦い経験に鑑み、眠たくない（寝かせない）、面白い講義を心掛けたい
と考えています。
　眠たくない講義をするには、受講者が受け身ではなく、主体的に講義に関わるこ
とが肝要と思います。
　翻って鑑みるに、行政不服申立て等の紛争性のある事件処理のためには、あるべ
き正解の答えを埋めていく思考方法ではなく、正解そのものを新たに作り出す創造
性、戦略性が必要です。この創造性、戦略性を身につける方法論としては、慣れと経
験によるしかないと思います。
　今回の講義では、眠たくならないために、また、慣れと経験の一助として、行政不服申
立てにまつわる手続の起案をメインとして、より実践的な内容を心掛けたいと思います。
　受講いただければ幸いです。

本誌１月号に御案内記事を掲載
予定です。（お申込はその時に！）
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日　に　ち　　平成２９年８月２５日（金）

出　席　者　　遠田会長、荒岡副会長、山本専務理事、山下日政連会長　計４名

　８月３日に発足した第３次安倍第３次改造内閣において、総務大臣・女

性活躍担当・内閣府特命担当大臣（マイナンバー）に就任した野田聖子大

臣（衆・岐阜県第１区）を、総務省の総務大臣室に表敬訪問しました。

　公務でお忙しく、限られた時間ではあり

ましたが、日行連公式キャラクターのユキ

マサくんを「かわいい」と手に取られ快く

写真撮影に応じていただくなど、穏やかな

雰囲気での訪問となりました。

　遠田会長から、行政書士制度を所管・監督する総務大臣の立場として日頃

から制度に御理解をいただいていることへの感謝を申し上げるとともに、今

後も総務省と一層の連携を図り、国民の利便と行政の円滑な推進に資するべ

く努力する旨、お約束しました。

　野田総務大臣からは、公務などについてお話を伺うとともに、行政書士の

更なる活躍に期待するお言葉を頂きました。

日　に　ち　　平成２９年９月７日（木）

出　席　者　　＜日行連＞遠田会長、荒岡・太田両副会長

　　　　　　　＜日政連＞山下会長、高杉副会長、

　　　　　　　　　　　　福田幹事長

　９月７日、遠田会長を始めとする関係役員が林芳正文部

科学大臣（参・山口県）を表敬訪問しました。

　公務御多忙の中、快く御対応いただいた林文部科学大臣

に対し、行政書士の専管業務である著作権の登録申請業務

を始め、著作権相談員として行う知的資産経営支援業務へ

の取組について御説明し、行政書士制度に対する一層の御

理解と御協力をお願いしました。

　また、日々の御公務等についてもお話を伺い、終始和やかな雰囲気で有意義な一時を過ごしました。

林文部科学大臣を表敬訪問
 Info 

３

野田聖子総務大臣を表敬訪問
 Info 

２
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ユキマサ通信 Info 

５ ＜広報部＞

ゆるキャラグランプリの投票期間中、毎日ポチっと投票してくれてありがとニャ！
前号でもお知らせしたとおり、11月18日（土）・19日（日）に、三重県桑名市で
決選投票があるニャ。
当日、ボクのブースでは、最新グッズがもらえるくじ引きイベントも実施予定。
たくさん人を集めて、行政書士制度の普及・浸透のため、精一杯PRして
くるので応援よろしくニャ！
会場でみんなに会えるのを楽しみに待ってるニャ～。
イベント詳細は以下HPをチェック！

【ゆるキャラグランプリ2017 in 三重桑名・ナガシマリゾート オフィシャルウェブサイト】
URL：http://www.yurugp2017-nagashima.com/

大島理森衆議院議長を議長公邸に
表敬訪問

 Info 

４
日　に　ち　　平成２９年８月２９日（火）

出　席　者　　遠田会長、荒岡・野田両副会長、山下会長ほか日政連役員　計７名

　大島理森衆議院議長（青森県第３区）を、千代田区永田町にある議長

公邸に表敬訪問しました。

　日行連の遠田会長から、行政書士制度

に御理解をいただいていることに感謝申

し上げるとともに、今後一層の制度発展

に向けて邁進することをお約束しました。

　大島議長からは、地元青森県下を始め、日本全国において行政書士が活躍

していることに対する感謝の意に加え、現在の日本を取り巻く状況について、

国際情勢なども含めたお話を頂きました。

　また、日本の法制度が諸外国から評価されていることに触れられ、国民と

行政の架け橋となっている行政書士制度も、同じく国際的に評価され、受け

入れられる制度ではないかとのお言葉を頂きました。
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単位会別会員数一覧
〈平成２9年１０月１日現在〉

 Info 

６

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減Ｈ２９
４.１

Ｈ２９
１０.１増減Ｈ２９

４.１
Ｈ２９
１０.１

１１８１９１０１,７３１１,７４１北海道

北
海
道
地
方
協
議
会

０２２４２８９２９３秋 田

東
北
地
方
協
議
会

０４４△ １３６４３６３岩 手

１１２２３３０３３２青 森

１６７９７３５７４４福 島

０１７１７１３９２１９３４宮 城

０００４４１５４１９山 形

１１１３２１４３１６６６,１９０６,３５６東 京

関
東
地
方
協
議
会

３４１４４５２２,８０８２,８６０神奈川

３１７２０５３１,９４２１,９９５千 葉

１７８１４１,１５４１,１６８茨 城

３４７１９８４６８６５栃 木

０２７２７３０２,３４９２,３７９埼 玉

０２２２１,０６２１,０６４群 馬

０４４７９８３９９０長 野

０３３４３３８３４２山 梨

１１５１６１３１,５４０１,５５３静 岡

１８９１４８６５８７９新 潟

５２８３３６３２,８７３２,９３６愛 知

中
部
地
方
協
議
会

０４４９８２７８３６岐 阜

０２２９７２０７２９三 重

０４４３３３４３３７福 井

０２２５３５９３６４石 川

０２２７３９２３９９富 山

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減Ｈ２９
４.１

Ｈ２９
１０.１増減Ｈ２９

４.１
Ｈ２９
１０.１

０５５９４４５４５４滋 賀

近
畿
地
方
協
議
会

２５５５７８０３,０６２３,１４２大 阪

１１５１６１３８４５８５８京 都

０６６６４３３４３９奈 良

０００２３４７３４９和歌山

０１６１６２９１,７７４１,８０３兵 庫

０３３３２１０２１３鳥 取
中
国
地
方
協
議
会

０２２４２６６２７０島 根

０８８７７７０７７７岡 山

１７８２２１,１００１,１２２広 島

０１１△ ３４７１４６８山 口

１４５２３８１３８３香 川四
国
地
方
協
議
会

１１２８３３４３４２徳 島

１０１３２２６２２９高 知

０４４２５６４５６６愛 媛

３１１１４２５１,４３４１,４５９福 岡

九
州
地
方
協
議
会

０００４２３１２３５佐 賀

１３４３３７２３７５長 崎

△ １９８８５９５６０３熊 本

０４４１３３５３３６大 分

０３３６４８６４９２宮 崎

０４４７７８６７９３鹿児島

△ １３２０３７１３７１沖 縄

４０５１４５５４７５２４６,２０５４６,９５７合　計
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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。

千葉県と「災害時における千葉県行政書士会の
被災者支援に関する協定」を締結

千葉県
行政書士会

　平成２９年８月２２日、千葉県庁において森田健作知事御出席の下、千葉県と「災害時における千葉県行政書

士会の被災者支援に関する協定」を締結しました。千葉会は、平成２４年の船橋市を始めとして千葉市など県

内８市と災害時における支援協定を締結していましたが、本協定により県内５４市町村全ての自治体の災害に

対して支援を行うことができるようになりました。

　支援の内容は、

　１．県及び県が指定する市町村への行政書士の派遣

　２．行政書士による被災者相談窓口の設置

　３．官公署に提出する書類の作成及び提出手続の代行

と多岐にわたります。これからも、災害時における被災者

の負担軽減及び被災市町村における事務の効率化に資する

よう、会を挙げて支援体制の構築、会員の研鑽に努めてま

いります。

石川県総合防災訓練での行政書士に
よる申請手続の模擬訓練

石川県
行政書士会

　石川会は、平成２９年９月３日に実施された石川県総合防災訓練に参加し、大規模災害発生後の救援活動の

模擬訓練を行いました。この総合防災訓練には、石川県内の官公署や民間機関（１０６機関・１８,０１３名）が参加

し、石川県金沢市で地震と津波による大規模災害が発生したものと想定して避難及び救援の訓練を行うとい

うものです。本会は、平成２７年１月に石川県と防災協定を締結しており、この防災協定に基づき要請を受け、

訓練に参加しました。

　本会は石川県警と共同し、金沢市立千坂小学校において「規制除外車両届出、標章・証明書交付訓練」を

実施しました。大規模災害発生時には、交通規制がかかり車両の通行が規制されるため、民間及び一部公立

病院等の救援部隊が通行するには、規制除外車両である

ことを警察署に届け出て標章を取得する必要があります。

救援部隊がスムーズに活動を開始することができるよう、

申請者から依頼を受けた行政書士が届出書類を作成し、

警察署に届け出て、標章を取得するまでの訓練を実施し

ました。この訓練には石川県知事も視察に訪れ、向井会

長が訓練内容を説明しました。

　今後は、この訓練に参加して得たノウハウを会員の共

有財産とし、災害発生時に行政書士が県民の支援に力を

発揮できるよう、研鑽を重ねる所存です。
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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：東京

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29年12月18日（月）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

シェーンバッハ・サボー
（東京都千代田区平河町2-7-5）

会会　　場場

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03−6459−0190】
宛てお申込みください（右図＜受講申込の手順＞を御参照くだ
さい）。

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。

受 講受 講 料料

平成29年11月20日（月）9時～11月29日（水）17時
※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

○〈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。
〇〈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
ますのでご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〉申請取次関係研修に関する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 】

【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

留意事項
お申込先　FAX【03−6459−0190】

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票
H29.12.18（月）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：シェーンバッハ・サボー）

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
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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、「任意後見制度」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。

　本人（委任者）が判断能力のある間に、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あ
らかじめ自ら代理人（任意後見人）を選任し、その任意後見人に権限を付与する制度です。自分の生
活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約（任意後見契約）を公証人の作
成する公正証書で結んでおくというものです。任意後見契約が締結されると東京法務局に登記がな
されます。この契約は、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる制度です。

任意後見制度とはどのような制度ですか？
A

Q1

　本人の財産管理…具体的には、自宅等の不動産や預貯金等の管理、税金や公共料金の支払等です。
　介護や生活面の支援（手続等）…具体的には、要介護認定申請手続、介護サービス提供機関と
の契約の締結、介護サービス費用の支払い、入院の手続、入院費用の支払等です。
　上記のように、任意後見人の仕事は財産管理を行い、介護や生活面の支援を行います。なお、
任意後見人自ら、掃除をしたり介護をするという事実行為をするのではなく、介護・福祉サービ
スが受けられるよう手配を行うことが職務の範囲です。

任意後見人の基本的な仕事はどのようなものですか？
A

Q4

　公証人の認証を受けた書面によって解除できます。合意解除の場合は、合意解除書に認証を受
ければ解除の効力が発生します。
　当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示をした書面に公証人の認証を受けます。公
証人の認証を受けた事実と任意後見契約を解除する意思を記載した内容証明郵便を、相手方に送
付してその旨を通告することが必要です。

任意後見契約を締結しましたが、途中で解除はできますか？ 
A

Q3

任意後見制任意後見制度度

※上記以外にも、諸経費が必要となります。

任意後見契約公正証書の作成に必要な費用は？

その他登記所に納付する
印紙代登記嘱託手数料公正証書作成の

基本手数料
本人等に交付する正本等の証書代、
登記嘱託書郵送用切手代など2,600円1,400円11,000円

基本料金A

Q2



日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）

2017.11　No.54028

電子申請推進委員会
【協議事項】
１　電子委任状の普及の促進に関する法
律への対応について

２　行政書士用電子証明書の属性情報に
ついて

２　行政書士用電子証明書の発行促進に
ついて

２　VODコンテンツの収録について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（金（金））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（６７件）
２　その他

法改正推進本部会議
【協議事項】
１　法改正項目の確認と今後の進め方に
ついて

２　将来の行政書士制度のあり方を見越
した新たな法改正要望項目の策定に
向けた意見交換について

許認可業務部（～６日）
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　書籍改訂作業について
２　VOD研修内容の具体的検討について
２　関係団体との意見交換について
２　国土交通省建設業課との意見交換に
ついて

２　その他

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（火（火））

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　コスモス協定書案について

常任理事会（～７日）
【合議事項】
１　平成２９年度地協連絡会資料について
２　文書開示請求について
２　専門員の登用について
２　SNSの運用について
２　規制改革ホットライン集中受付に係
る意見書の提出について

２　弁護士との法律顧問契約について

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（水（水））

改正行政書士法対応委員会
【協議事項】
１　平成２９年度事業計画及び予算の確認
について

２　特定行政書士による不服申立事例集
について

２　特定行政書士法定研修について

会館管理運営協議会
【協議事項】
１　委員長及び副委員長の選出について
２　行政書士会館修繕箇所と見積書の確
認について

２　その他

中央研修所運営会議
【協議事項】
１　当面の課題について
２　その他

法務業務部全体会議（～８日）
【協議事項】
１　民法改正への対応について
２　成年後見制度の研究について
２　法定相続情報証明制度について
２　所在者不明土地・空き家問題への対
応について

２　ゆうちょ銀行との連携強化について
２　日本行政への執筆依頼について
２　その他

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（木（木））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　申取委員会規則（準則）の改正につ
いて

２　単位会からの要望について
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（日（日））

申請取次事務研修会（東京）
（受講者４０８名）１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日

（月（月））
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2017.9/Sep

総務部会
【協議事項】
１　後援等依頼への対応の手引き（案）
について

２　地協からの意見・要望事項について

常任理事会
【合議事項】
１　会長会の運営について
２　コスモス協定書案について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（水（水））

総務部会
【協議事項】
１　会長会の運営確認について

会長会（岩手県　花巻市）
【意見・情報交換】
１　業務関係行政機関との関係強化に対
する取組について

２　暴力団対策法に係る取組について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（木（木））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１１７件）
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（火（火））

資格審査会

法務業務部
権利義務・事実証明部門会議
【協議事項】
１　民法（相続法）改正案へのパブコメ
対応について

２　法定相続情報証明制度PRチラシに
ついて

２　日本行政執筆依頼への対応について
２　法定相続情報証明制度に関する事務
連絡への今後の対応について

２　債権法改正対応VOD研修の収録に
ついて

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（水（水））

許認可業務部
運輸交通部門会議（～２１日）
【協議事項】
１　VOD研修の収録日程等について
２　OSS担当者会議の開催概要について
２　丁種封印制度推進に係る検討について
２　国交省関係部署への訪問について
２　その他

経理部会
【協議事項】
１　定時総会での質問・答弁内容について
２　特定資産の取扱いについて
２　予算見積書の様式について

行政書士制度調査委員会（～２２日）
【協議事項】
１　行政書士制度調査室の方向性について
２　「条解行政書士法」の今後の進め方に
ついて

２　「日本標準職業分類」（総務省統計局
作成）について

２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（木（木））

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議
（～２５日）
【協議事項】
１　VOD研修の具体的内容の検討につ
いて

２　住宅宿泊事業法について
２　広報部依頼への対応について
２　関係省庁への訪問について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（火（火））
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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。

　いつ頃からだろうか、政治がまるでゲ
ームのような様相を呈している。その勢
いたるや、止まるどころか皮肉なことに、進化しつつあ
るような気がしてならない。広義のポピュリズムといえ
なくもないが、大衆を扇動し、世論を形成する過程から
は、より最悪の帰結をもたらすような仮説を立てること
が容易であろう。
　既存の政党や政治家の質的問題、メディアによる恣意
的ともいえる情報のお茶の間への提供、受け手である有
権者のリテラシーの欠如等々、ゲーム化の要因は枚挙に
暇がない。これまで、犯人探しや政治改革と称する様々
な処方箋が幾度となく試みられた。残念ながら、政治不
信や政治離れは拡大するばかりといえる。歴史を振り
返ってみれば、政治への信頼が陰の極みに達したとき、
民衆は革命によって自らの手に政治を取り戻してきた。
　未来の歴史家が、今回の総選挙を流血なき革命の起点
と定義付けできるような、夢のある政治の実現を望むば
かりだ。
　ゆるキャラ投票、最終最後までの御支援を‼

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（國井）

◆登録者数（平成２９年９月末日現在）
４６,９５７名合 計　 　
６,３８４名女４０,５７３名男内 訳　 　
６,００１名女３９,２５１名男・個人事務所開業
１８４名女９０９名男・行政書士法人社員
１９９名女４１３名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成２９年９月中の処理件数）
１６４名新規登録　合　計
３４名女１３０名男　　　　　内　訳
１９２名登録抹消　合　計
２１名女１７１名男　　　　　内　訳

１６９名　　　　　・廃　業
２１名　　　　　・死　亡
２名　　　　　・その他

◆法人会員（平成２９年９月末日現在）
７０１法 人 事 務 所 数
４３７・主たる事務所数（行政書士法人数）
２６４・従たる事務所数


