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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

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。

＜対面相談・電話相談（予約制）＞
電話番号：0800－800－3200（フリーダイヤル、予約専用）
相談時間：10:00～16:00（土日・祝祭日・年末年始休業）
所 在 地：福島県郡山市方八町2－13－9 光建ビル５階

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おります。

■
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　平成２８年４月１４日、熊本県熊本地方を震源とする

震度７の地震が発生しました。２日後の１６日未明に

も同じく震度７の本震とされる地震があり、その後

も余震が続いています。お亡くなりになられた方々

に心から哀悼の意を表しますとともに、被災され避

難所等で不自由な生活を余儀なくされておられる皆

様には、心からお見舞い申し上げます。ライフライ

ンについても徐々に復旧が進んでいるとの報道がな

されていますが、避難生活の長期化による被災者の

方々の健康被害の報道に心を痛めております。

　本会では、地震発生直後から被災地の各行政書士

会と連絡を取り、会員の安否や被害に係る情報収集

に努めるとともに、４月１９日に大規模災害対策本部

を立ち上げ、同日第１回本部会議を開催して具体的

な対応を始めました。また、４月２０日、２１日に開催

した理事会において、まずは全国の行政書士会から

義援金を募集することを決定し、併せて被災地の行

政書士会と被災会員の皆様を始め被災地の方々への

支援について、全国の行政書士会が協力して取り組

むことを確認いたしました。

　また、被災地の行政書士会に対し、第一次の支援

金を支出して、地元における行政・被災者支援事業

に対する支援を加速させています。

＜平成２８年５月１０日時点での取組状況＞

（１）熊本県・大分県各行政書士会での取組
　①熊本県行政書士会

　４月２５日から５月６日までの間、熊本市や益城町

からの要請を受け、罹災証明発行に係る申請受付業

務に約８０名体制、のべ３００名弱の行政書士会員を派

遣してきました。今後、他の被災地域でも罹災証明

申請の受付が開始されるにあたっては、自治体の要

望を踏まえつつ協力体制を拡充して対応する方針で

す。

　また、今後想定される災害給付金の申請や被災者

からの各種相談などについても、積極的に協力して

いくこととしています。

　②大分県行政書士会

　５月９日から、別府市における罹災証明発行手続

についての受付サポート業務に行政書士会員を派遣

しており、また、協力地域の拡充に対応できるよう

体制を整えています。

　今後においても、熊本会同様、被災地の状況に応

じた協力を行っていく方針です。

（２）周辺地域の行政書士会への協力要請
　いまだ大きな余震が続いていることもあり、被災

地支援、復興支援が長期化することも考えられ、被

災地の行政書士会会員のみでは対応が難しい場面が

想定されます。

　そこで、九州地方の各行政書士会に対し、特に人

的な支援に関する協力・支援体制の確保を申し入れ

ました。

（３）被災者の権利利益の保全等に向けた申入れ
　熊本地震による災害は、政府により４月２６日に

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関

する法律」（激甚災害法）に基づく激甚災害に指定

され、同月２８日には「特定非常災害の権利利益の保

全等を図るための特別措置に関する法律」（特定非常

災害特別措置法）に基づく特定非常災害に指定され

ました。

　本会では、政府に対し、各省庁から許認可等に係

る有効期限の延長や行政上の義務の履行に係る免責

措置に係る告示を発令されるにあたっては、行政書
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日本行政書日本行政書士士会会連合会 会長連合会　会長　遠田遠田　和夫和夫　
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士からヒアリングするなどして被災地の実態と専門

家の意見を十分に反映していただき、迅速かつ出来

る限りの措置を講じていただくよう、申入れを行い

ました。

（４）関係中央省庁及び被災地自治体への協力の申
入れ

　本会では、総務省とも連携しつつ、法務省入国管

理局、消費者庁、中小企業庁、熊本県や大分県を始

めとする被災地自治体などに対し、①行政の受付窓

口等における支援、②行政等の相談窓口における相

談員の派遣、③被災者が行う各種行政手続における

申請書類の作成や手続の代理、④行政書士会による

無料相談会の設置などについて、協力を申し入れま

した。

（５）熊本県内の被災地域の訪問及び申入れ
　５月６日、井口熊本会会長の御協力の下、遠田会

長（大規模災害対策本部長）と荒岡専務理事（同本

部災害対策部長）が熊本県内の被災地域を訪問しま

した。

　現地では九州地方の各行政書士会会長も合流し、

熊本県選出（熊本２区）で自由民主党行政書士制度

推進議員連盟会長を務めていただいている野田毅衆

議院議員の事務所〔野田議員と面談〕、熊本市役所

〔大西市長と面談〕、熊本県庁〔市町村課長と面談〕、

益城町役場〔西村町長に御挨拶〕を順番に訪問しま

した。それぞれの訪問先においては、熊本会会員を

始めとする行政書士の支援・協力活動に対し御礼が

述べられ、本会からは引き続き協力関係を強化継続

することを申し入れました。

　訪問した先、特に益城町では全壊・半壊の建物が

目立ち、お住まいになっていた方などに想いを馳せ

ると胸が締め付けられました。各役所や避難所では、

関係職員の方々が必死に業務にあたっていました。

また、自らも被災されている方を含め、会員の皆様

が罹災証明受付業務などの被災者支援活動に熱心に

取り組んでおられる姿を拝見し、本当に頭が下がる

思いでありました。

　引き続き、本会では、全国の行政書士会と連携し、

被災地の行政書士会及びその会員の皆様を支援する

とともに、国民と行政の架け橋である行政書士の公

共的役割を果たし、被災地の行政機関や被災者の皆

様の支援にも全力を挙げて活動してまいります。

野田毅自民党議員連盟会長と面談（熊本市内・野田毅事務所） 大西一史熊本市長と面談（熊本市役所内）

熊本県市町村課長と面談（熊本県庁内） 西村博則益城町長と御挨拶（益城町役場内）



2016.6　No.523 3

S
P
E
C
IA
L R
E
P
O
R
T

建設業許可制度につい建設業許可制度についてて

＜第一業務部　建設・農地部門＞

●スペシャルリポート　第一業務部　建設・農地部門

はじめに はじめに 

　本誌２月号（No.５１９）で御紹介しました「建設業『経

営業務の管理責任者』についての考察」に続き、今

号におきましては２月号に掲載した規制改革実施計

画における閣議決定（平成２７年６月３０日）の一部推

移と、技術者資格制度及び許可行政庁における業種

区分の捉え方の相違や、各許可行政庁における独自

の「運用」や「裁量」について、種々考察したいと

思います。

られ、監理・主任技術者の専任を必要とする金額要

件については、現行の工事請負金額２,５００万円以上

（建築一式５,０００万円以上）から３,５００万円以上（建築

一式７,０００万円以上）に改めるとされています。本改

正については、当初、平成２７年度措置とされていま

したが、昨年からの杭打ち偽装事件等が影響し、結

論や措置が大幅に延期されるのではないかと予想さ

れていたものの、予定通り平成２８年６月から実施さ

れることとなり、大幅に増額された金額要件や実施

時期を巡っては、概ね評価できる改正内容となった

のではないかと思います。

　確かに、工事請負金額２,５００万円の現場技術者専任

配置については、以前より、技術者不足に悩む建設

業界から厳しい金額要件であるとの声がありました

ので、技術者配置が緩和されることにより、時代に

即した改正内容として建設業界の改善と発展に寄与

することとなるでしょう。また、特定建設業の許可

がなければ請け負えない下請外注費の制限の緩和も、

私たち行政書士の関与の深い中小零細企業の経営環

境を大きく改善することにつながりますので、いず

れの変更も建設業界にとっては朗報となることで

しょう。ただし、「建設業法施行令等の一部改正等

について（通知）」（平成９年３月２６日付・建設省経

建発第九三号）において、「（中略）…建設業法、建

設業法施行令及び建設業法施行規則の規定中、「請

負代金の額」その他の個々の取引に係る請負代金に

係る用語は、当該取引に係る消費税及び地方消費税

の額を含むものとする。」と明記されており、「請負

代金の額」という場合には、消費税込みの金額を指

し示すこととなっていますので御注意ください。消

費税につきましては、平成２９年４月に税率１０％へ増

税することを予定しており、今後も増税基調は続く

経済環境にあるものと思われますので、この際、本

　平成２７年６月３０日閣議決定された規制改革実施計

画の中では、建設業許可制度についても言及されて

います。当該計画は、潜在需要を顕在化させること

による経済活動の支援、日本経済の再生に資する各

種規制の見直しを行い、経済社会の構造改革を進め

ることを目的としたものであり、そのことは２月号

でも触れさせていただいたところです。特に、監理

技術者等の専任に係る請負金額要件については「経

済・社会情勢の変化等を踏まえた見直しについて、

平成２７年度に検討・結論・措置する」と明記されて

います。新聞報道によりますと、国土交通省は平成

２８年２月２９日、監理技術者配置の金額要件の緩和な

どを定める建設業法施行令の一部を改正する政令案

をまとめ、同日から３月２９日までの期間にパブリッ

クコメントを実施し、６月１日に施行する見通しで

あるとのことです。本改正においては、監理技術者

配置が必要となる工事の金額要件としている下請合

計金額３,０００万円以上（建築一式４,５００万円以上）が

４,０００万円以上（建築一式６,０００万円以上）に引き上げ

規制改革実施計画における閣議決定 規制改革実施計画における閣議決定のの
一部推移につい 一部推移についてて
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　建設工事の業種区分における許可行政庁の判断基

準等については、許可事務ガイドライン等に示され

ていますが、ここでは特に「機械器具設置工事業」

という業種区分について取り上げたいと思います。

「機械器具設置工事業」の内容としては、「機械器具

の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機

械器具を取付ける工事」と定義されており、その例

示として「プラント設備工事」、「運搬機器設置工事」、

「内燃力発電設備工事」、「集塵機器設置工事」、「給

排気機器設置工事」、「揚排水機器設置工事」、「ダム

用仮設備工事」、「遊戯施設設置工事」、「舞台装置設

置工事」、「サイロ設置工事」、「立体駐車設備工事」

が挙げられています。（平成２６年１２月２５日付・土地建

設産業局建設業課発「建設工事の内容及び例示等の

改正について」）

　また、建設業許可事務ガイドラインの記載を見る

と、「機械器具設置工事」への該当性判断については、

以下のように解説されています。 

　業種区分「機械器具設置工事」への該当性をめぐっ

ては、次のような事案が度々報告されています。あ

る申請者が新規許可の申請にあたり、「契約書」、「仕

様書」、「設計図書」、「写真」等を添えて、当該ケー

スは「機械器具設置工事」に該当するのか否かを事

前に都道府県許可行政庁の担当窓口に伺いをたてた

ところ「本事案は「機械器具設置工事」に該当しな

い」との判断を示されました。しかし、申請者は「機

械器具設置工事業」の許可取得を諦め切れず、国土

交通省地方整備局に同じ資料を持ち込み、同様の伺

いをたてたところ「本事案は「機械器具設置工事」

に該当する」との判断がなされました。

　このように、許可基準が明示されている建設業法

であっても、許可行政庁の「運用」や「裁量」によ

り、結果に差が生じてくる場合があることに留意す

る必要があります。

　また、前述の「機械器具設置工事」への該当性判

許可行政庁における「運用」 許可行政庁における「運用」やや
 「「裁量」とされる判断基準につい裁量」とされる判断基準についてて

件通知は撤廃し、政令で定める金額は「消費税抜き」

で示されることが好ましいという考え方もあるので

はないでしょうか。

　また、建設業許可基準の見直しの一環として、経

営業務管理責任者としての「経験年数」要件の見直

しも行われることとなり、５年の経営経験年数や同

等の能力を有する者の要件の経験年数について、経

験を代替する研修制度の創設などにより一定程度短

縮することの可能性について検討し、平成２８年度に

結論・措置するとされております。この見直し内容

への日行連第一業務部建設・農地部門としての考察

については、２月号に掲載したとおりですが、今後

も政府の動向等を注意深く見守り、状況に応じて提

言等を行っていきたいと考えています。

（１７）機械器具設置工事　

①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具

類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具

の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気

通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものも

あるが、これらについては原則として『電気工事』

等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、

これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複

合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に

該当する。

②「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含ま

れる。

③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等

の給排気用に設置される機械器具に関する工事で

あり、建築物の中に設置される通常の空調機器の

設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工

事』に該当する。

④　公害防止施設を単体で設置する工事については

『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止

施設ごとに、例えば排水処理施設であれば『管工

事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等

に区分すべきものである。
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断もさることながら、建設業法第７条第２号（ロ）

により認められた１０年以上の実務経験を有する者に

ついては、国土交通省令様式第９号「実務経験証明

書」を用いて、１０年の実務経験を証明する書類とし

て使用されていますが、許可行政庁により求められ

る裏付資料は千差万別です。例えば、建設工事の実

務経験を立証するために１０年以上も遡って預金通帳

等の入金を確認し、一人で二業種の実務経験が必要

な場合においては２０年以上の裏付まで要求する許可

行政庁があるのです。税務上、預金通帳を含む経理

書類の保存期間は原則７年とされているところ、そ

れ以上の期間にわたる預金通帳等の提示を求めるこ

とは、建設業法第７条第２号（ロ）該当者を許可行

政庁が「運用」と「裁量」を以て、法律以上の制限

を課しているとも言えるのではないでしょうか。

　今般、建設業法の一部改正が実現し、「とび・土

工工事業」から「解体工事業」が独立しましたが、

ここにおいても前述のケースと同じように、許可行

政庁により「解体工事」の定義付けや解釈に温度差

があるようにも思えます。「解体工事」の定義につい

て議論を深めている許可行政庁もあれば、全く議論

されていない許可行政庁もあるようです。「解体工

事業」が独立した背景にはそれだけの理由があった

はずですので、建設業法の一部改正の趣旨に基づき

適切な対応が図られることを望みます。

　経営事項審査における審査項目についても、同様

のことが言えます。「その他の審査項目（社会性）」

における審査において、雇用保険、健康保険、厚生

年金加入の有無について、申請業者としてそれら社

会保険制度に加入していることを求めているのか、

申請業者の個々の従業員にまでそれらを求めるのか、

判断がつきにくいという問題点が存在しています。

これらの解釈によっては、「経審」における評点が大

きく変動することから、「経審」の客観性を損ねてい

る要因の一つと言えるでしょう。

　建設業法で定められた基準の審査や解釈は、平成

１２年４月に施行された「地方分権一括法」の影響も

あるのかもしれませんが、各地域における指導内容

に隔たりがあり、現場は大変困惑しているとの声も

聞きます。許可行政庁には、建設業許可制度や経営

事項審査の手続を通して、我々行政書士のみならず

そのクライアントである建設事業者が困惑すること

のないような指導をお願いしたいと思うところです。

 建設技術者資格の拡大と規制緩和につい建設技術者資格の拡大と規制緩和についてて 

　建設業法第７条第２号、及び同法第１５条第２号に

示された建設技術者の要件は、国土交通大臣が定め

るものとして規定されているところです。国家資格

者等の資格は、法改正後の「解体工事業」を含めて、

様々な資格があげられています。しかしながら、比

較的取得しやすい資格から、取得しにくい資格まで

各業種区分間における資格の種類は多岐にわたって

います。その中でも特に目を向けてほしい業種区分

として、上述した「機械器具設置工事業」及び「電

気通信工事業」があります。「機械器具設置工事業」

で指定された資格は「技術士」、「電気通信工事業」

で指定された資格は「技術士」及び「電気通信主任

技術者」であり、そのうち「電気通信主任技術者」

は資格試験合格後、主任技術者となるために５年の

実務経験が必要となるため、建設業許可を取得しに

くい資格となっています。「解体工事業」で採用され

た民間資格である「解体工事施工技士」のように、

「機械器具設置工事業」と「電気通信工事業」にも

民間資格や、業界資格における指定拡大に向けた規

制緩和、新しい資格の創設等の措置を行い、より実

態に則した制度へ改善されることを強く願うところ

であります。

　これら制度改善を行うことにより、資格取得によ

る若年労働者の励み・モチベーションの高揚を喚起

せしめ、もって建設産業に従事する技術者の減少に

歯止めをかけるべく、是非採用していただきたい施

策であると確信しています。
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●スペシャルリポート　第三業務部　国際部門

入管業務に関するＱ＆Ａ（上級編入管業務に関するＱ＆Ａ（上級編））

＜第三業務部　国際部門＞
　国際業務に携わる行政書士全体のスキルアップに寄与するため、Ｑ＆Ａ形式で実務に役立つ情報をお届け
します。

Ｑ．在留資格「企業内転勤」では、本店と支店間の転勤や
親会社と子会社間の転勤、子会社と子会社間の転勤のみな
らず、関連会社への転勤も対象になるとのことですが、そ
れはどのような場合でしょうか。

　すなわち、単独２０％以上の出資関係がある場合（類型１）
はそれだけで、在留資格「企業内転勤」の対象となります
が、単独１５％以上２０％未満の出資関係の場合（類型２）と
合同２０％以上の出資関係の場合（類型３）は、”プラスア
ルファの関係（人事、資金、技術、取引等の関係）”との
合わせ技で、はじめて「企業内転勤」の対象となることに
なります。議決権と人事、資金、技術、取引等の関係との
合わせ技を加味すれば、他社の議決権の１５％以上を所有す
る場合であれば、「企業内転勤」の対象となるので、本店・
支店間の関係または親子会社間の関係でなくても、諦めな
いようにしましょう。
　最後に、図１で具体的なケースを考えてみたいと思いま
す。外国企業甲社の職員が日本企業Ｃ社に転勤する場合、
「企業内転勤」の対象になるでしょうか？派遣元の甲社と
派遣先の日本企業Ｃ社との間には資本関係はありません。
しかし、日本企業Ｃ社の親会社に当たる日本企業Ａ社が、
外国企業甲社の議決権の２０％を保有しているところ、親会
社であるＡ社は子会社のＣ社にとって、「出資、人事、資金、
技術、取引関係等において緊密な関係があることにより自
己の意思と同一の議決権を行使すると認められる者」にな
りそうです。したがって、前述の類型３の「複数の子会社
が合同で他社の２０％以上の議決権を所有する場合」に該当
します。
　よって、日本企業Ｃ社から外国企業甲社への業務委託が
質量とも相当な量であれば、「重要な影響を与えることが
できる場合」に当たるので、外国企業甲社から日本企業Ｃ
社への転勤は、「関連会社」間の転勤として「企業内転勤」
の対象になります。　

【図１】

　本誌３月号（No.５２０）から３号にわたって実際の事例を
基にした解説を交え、難易度分けしたＱ＆Ａ形式での連載
をしてまいりました。
　第三業務部としましては、今後も国際業務に役立つ情報
を発信してまいります。

Ａ．本店・支店間の転勤や親子会社間の転勤が、在留資格
「企業内転勤」の対象となることはよく知られていますが、
果たして「企業内転勤」の対象はそれらに限定されるので
しょうか。在留資格「企業内転勤」は、「本邦に本店、支
店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所
の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該
事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の
項の下欄に掲げる活動」とされています（出入国管理及び
難民認定法別表第１の２の「企業内転勤」の項の下欄）。
「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」と
の文言から、同一会社内の転勤が「企業内転勤」の対象と
なることは明確ですが、系列企業内の転勤が「企業内転勤」
の対象となるか、対象となる場合、どの範囲までかは明確
ではありません。
　この点、法務省の入国在留審査要領は、系列企業内の転
勤も「企業内転勤」の対象となる旨明らかにし、系列企業
内とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則（昭和３８年大蔵省令第５９号）（以下「財務省規則」とし
ます。）が第８条にて定義する「親会社」「子会社」「関連
会社」としています。
　財務省規則は、「関連会社」を次のように定義しています。

　「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、
①出資、②人事、③資金、④技術、⑤取引等の関係を通じ
て、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方
針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合
における当該子会社以外の他の会社等をいう。（第８条第
５項）
※①～⑤の付番とアンダーラインは、筆者にて加筆。

　さらに、財務省規則は、「重要な影響を与えることがで
きる場合」として４つの類型を規定しています（財務省規
則第８条第６項）。簡略化すると、以下のとおりとなります。 

【「重要な影響を与えることができる場合」の４類型】

類型１：単独で他社の２０％以上の議決権を所有する場合
⇒　出資関係（２０％以上の議決権）のみで「重要な影響を
与えることができる場合」に該当

類型２：単独で他社の１５％以上の議決権を所有する場合
⇒  出資関係（１５％以上の議決権）に、「人事、資金、技

術、取引等の関係」を加味してはじめて「重要な影響
を与えることができる場合」に該当

類型３：複数の子会社が合同で（※）他社の２０％以上の議
決権を所有する場合

⇒  出資関係（２０％以上の議決権）に、「人事、資金、技
術、取引等の関係」を加味してはじめて「重要な影響
を与えることができる場合」に該当

※合同することができるのは、自己の議決権と、「出資、人
事、資金、技術、取引関係等において緊密な関係がある
ことにより自己の意思と同一の議決権を行使すると認
められる者」および「自己の意思と同一の内容の議決権
を行使することに同意している者」の議決権です。

類型４：複数の子会社が契約等で共同で他社を支配する場
合

日本企業Ａ社 日本企業Ｂ社 日本企業Ｃ社

外国企業甲社
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日 に日 に ちち

場場 所所

司司 会会

議議 長長

議事録署名議事録署名人人

構 成構 成 員員

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、予定していた５議案に加え、「OSSに係る要望書について」が第６号議案として追加さ

れ、以下６議案について審議した。

襖

襖

鴬

鴬

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

平成２８年４月２０日（水）、２１日（木）

虎ノ門タワーズオフィス８階「ROOM７」

山田　美之　総務部長

遠田　和夫　会長

月見里和夫（静岡会）・島田　忠一（京都会）両理事

５６名のうち、５１名出席(開会時)

須永　威・増田　由明　両監事、末廣　元孝　選挙管理委員会委員長

第１号議案

マイナンバー制度対応に係る関係規則の一部改正（案）について

【 議 案 審 議【　議　案　審　議　】】

　「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」と
いう。）では、個人情報のうち特定個人情報（個人番号を含む個人情報）の取扱いについて、特例として、一般法である
「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）よりも厳格な保護措置を講
じるものとされている。
このことに伴い、
・新たに番号法に基づく個人番号及び特定個人情報の保護等を取扱う事務を経理部が所管し、従前どおり個人情報保
護法に基づく個人情報の保護（特定個人情報の保護を含む）を総務部が所管することを明確化し、併せて本会の保
有する情報の公開についての所管も明確化するため、日本行政書士会連合会会則施行規則の一部を改正する。

・手当の支給対象の役員等については、役員等の就任時に個人番号の提供を求める必要があることから、所要の措置
を講じるため、日本行政書士会連合会役員等手当支給規則の一部を改正する。

・本会各部の業務分掌を改定すべく、日本行政書士会連合会会則施行規則の一部を改正することとしており、当該規
則との整合を図るべく日本行政書士会連合会事務局組織規則の一部を改正する。

　これらの必要な規定の整備を行うことについて承認が求められ、すべて異議なしで可決され、平成２８年４月２１日から
施行する。
〇日本行政書士会連合会会則施行規則の一部改正（案）

＜新旧対照条文＞

現　行改正案
（各部の業務）
第３条 （略）
２ 総 務 部
　一 ～ 八 （略）
（新設）

　九　その他､ 他の部の所管に属さない事項に関すること｡

３ 経 理 部
　一 ～ 三 （略）
（新設）

４ ～ ８　（略）

（各部の業務）
第３条 （略）
２ 総 務 部
　一 ～ 八 （略）
九　情報の公開及び個人情報の保護（特定個人情報の保護を含
む）に関すること。

　十 その他､ 他の部の所管に属さない事項に関すること｡

３ 経 理 部
　一 ～ 三 （略）
　四　特定個人情報等を取扱う事務に関すること。

４ ～ ８　（略）
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〇日本行政書士会連合会役員等手当支給規則の一部改正（案）
＜新旧対照条文＞

〇日本行政書士会連合会事務局組織規則の一部改正（案）
＜新旧対照条文＞

　社会の複雑・多様化による様々な変化により、行政書士制度を取り巻く状況も日々刻々と変化していることから、そ
れらに的確かつ迅速に必要な検証・措置を講じるための「制度調査室（仮称）」の実現も視野に入れながら、日本行政書
士会連合会制度調査委員会を設置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。平成２８年４月２１日から施
行する。

第２号議案

日本行政書士会連合会行政書士制度調査委員会規則（案）について

現　行改正案
別表別表

日本行政書士会連合会行政書士制度調査委員会規則
（目　的）
第１条　日本行政書士会連合会（以下「本会」という。）は、行政書士制度に関する情報の収集、分析及び管理を行う
ため、本会会則施行規則第２条の２に基づき行政書士制度調査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（事　業）
第２条　委員会は、次の事業を行う。
　一　行政書士制度やこれに関連する情報等の収集、分析に関すること。
　二　過去の案件の背景や経緯を含めた情報の蓄積及び整理等の業務情報の共有化に関すること。
　三　前号に掲げるもののほか、本委員会の目的を達成するために必要な事項。
（組　織）
第３条　委員会は、会長が委嘱する７人以内の者をもって組織する。
２　委員会には、委員長及び副委員長各１人を置く。
３　委員長は、会務を総理する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
（任　期）
第４条　構成員の任期は、委嘱した会長の任期と同一とする。
（雑　則）
第５条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は構成員の会議において別途定めることができる。
附　則
  この規則は、平成２８年４月２１日から施行する。

分掌事務係課
１～２（略）
３　個人情報の保護（特定個人情報の保護を含
む）に関すること。
４　行政書士会館に関すること。
５　什器備品の管理に関すること。
６　その他、他の部署に属さないこと。

総
　
　
務

総
　
　
務

（略）（略）（略）
１～２（略）
（削除）

法
務

法
務
・
政
策 （略）政

策

１～２（略）
３　特定個人情報等を取扱う事務に関すること。
４　行政書士会館に関すること。
５　什器備品の管理に関すること。

経
　
　
理

経
　
　
理

（略）（略）（略）

分掌事務係課
１～２（略）
（新設）

３　行政書士会館に関すること。
４　什器備品の管理に関すること。
５　その他、他の部署に属さないこと。

総
　
　
務

総
　
　
務

（略）（略）（略）
１～２（略）
３　個人情報の保護に関すること。

法
務

法
務
・
政
策 （略）政

策

１～２（略）
（新設）
３　行政書士会館に関すること。
４　什器備品の管理に関すること。

経
　
　
理

経
　
　
理

（略）（略）（略）

現　行改正案
（役員等の手当の額）
第５条　（略）
（新設）

（新設）

（役員等の手当の額）
第５条　（略）
２　前項の手当の支給を受ける役員等は、本会が日本行政書士会
連合会特定個人情報保護規則第５条第１項第二号に定める事務
を行うため、役員等の就任に際し、個人番号カードの表裏の写
し、又は個人番号の通知カードの写しと運転免許証等の身元確
認書類の写しを本会に提出しなければならない。

３　前項の提出目的は、あらかじめ当該役員等に通知するものと
する。
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　第１号議案　平成２７年度事業報告
　第２号議案　平成２７年度決算報告（決算報告書・監査報告書）
　第３号議案　平成２８年度事業計画（案）
　第４号議案　平成２８年度予算（案）
以上の４議案を定時総会に上程することの承認が求められ、異議なしで可決された。

第３号議案

平成28年度定時総会に上程する議案について

第４号議案

平成28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２８年度定
時総会の議事運営委員会委員として本会役員から以下の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　福田　　守（群馬会）
　理事　入江　宏幸（香川会）
　理事　井口由美子（熊本会）

第５号議案

日本行政書士会連合会旅費規則の一部改正について
　事務局職員に対する旅費支給について、実費精算であることを明確化すること、出張者の旅費（運賃）について、本
会が直接支払えることを明確にするために日本行政書士会連合会旅費規則の一部を改正することについて承認が求めら
れ、賛成多数で可決された。平成２８年４月２１日から施行する。

＜新旧対照条文＞

＜新旧対照表＞

現　行改正案
（国内旅費の支給） 
第４条　国内旅費は出張の都度､ 第３条に定める条項により計
算して得た額を通貨をもって直接当該出張者に支給する｡

（海外旅行傷害保険） 
第１７条　（略） 

（規則の運用） 
第１８条 （略）

（国内旅費の支給） 
第４条　国内旅費は出張の都度､ 第３条に定める条項により計
算して得た額を通貨をもって直接当該出張者に支給する。た
だし、本会が出張者の運賃を交通機関等に直接支払った場合は、
その者に対する当該運賃については支給しないものとする。
（海外旅行傷害保険） 
第１７条　（略） 

第４章　　そ の 他
（規則の運用） 
第１８条 （略）

現　行改正案
別表第１（略）
別表第２

別表第１（略）
別表第２

摘　要区分及び支給額旅費の種類番号
普通運賃ほか急行、新
幹線、指定席料金等を
含む

鉄道、航空、船舶、
バス運賃に係る実費

運 賃１

上限15,000円実費宿 泊 費２
出発日及び帰着日を含
む。

（１日）5,000円出張手当３

摘　要区分及び支給額旅費の種類番号
JR線、民営鉄道、その他
運行あるもの。

普通運賃
新幹線料金
急行料金
特別急行料金
指定席料金

鉄道運賃
船舶運賃
バス運賃

１

１　北海道、四国、九州
の各地方協議会区域内
と東京の間
２　その他前項に準ずる
場合

往復料金航空運賃２

朝、夕食を含む。（１泊）15,000円宿 泊 費３
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　OSSの適用拡大にあたり、本会と各単位会が連携した活動を展開するために利用する要望書について報告事項として
ではなく理事会議案として取扱うことが求められ、賛成多数で承認された。議案上程され、この要望書の採用について
承認が求められ、異議なしで可決された。

【報告事項】
（1）平成28年度定時総会日程について
（2）平成29年新年賀詞交歓会の日程及び開催会場について
（3）厚生労働省からの学生向け労働関係法令の法教育協力依頼について
（4）平成28年度行政書士試験協力事務に関する文書について
（5）行政不服審査委員の発令について

第６号議案

OSSに係る要望書について

要　　望　　書

適用拡大が予定されている自動車保有関係手続きのワンストップサービス
（ＯＳＳ）において、行政書士の積極的な活用を要望します。

＜要旨＞
　現在11都府県で実施されている自動車保有関係手続きのワンストップサービス（以下「OSS」と略します。）は、
平成29年度から、対象地域が順次全国に拡大されるとともに、対象手続きを現在の「型式指定車の新車新規登録」
のみから「移転登録」「変更登録」「抹消登録」「継続検査」などに拡大することになっております。
　そこで、拡大されるOSSの手続きにおいて行政書士の積極的な活用を要望します。
＜内容＞
　行政書士は、自動車関係手続きの専門家として、これまでも当該手続きを担ってまいりましたが、OSSへの対応
についても、いち早く日本行政書士会連合会においてOSS申請ソフトを独自に開発するなど、これに積極的に備え
ております。電子化により国民の利便性が向上することは、日本行政書士会連合会としても大いに歓迎するところ
であり、当該施策に積極的に協力する所存です。
　行政書士は、全国津々浦々に45,000余名の会員が所在しており、OSS手続きにおいてもなお必要となる自動車保
管場所に係る申請における保管場所の現地調査や図面類の作成、物の管理、受け渡しなど、対象地域の拡大に対し
てそのネットワークを活かした対応を図ることが可能です。
　一方、対象手続きの拡大においては、これまでの新車新規登録手続きと異なり、権利義務関係が複雑なものや、
手続きが数次にわたるものもあり、国民の財産に関する利害が交錯する手続きが多く、これらは国民の権利・利益
に大きく関わるものであり、正確に対処しうる法的知識が求められています。また、自動車登録手続きは、国が自
動車の所有権を公証する手続きであり、豊富な経験と法律知識を有するとともに、法律により厳格な守秘義務が課
せられ、法的・倫理的な責任が課せられた中立的な国家資格者である行政書士が関与することにより、手続きの公
正性・正確性を確保し、国民の権利の保護が実現され、ひいては国民の利益保護に適うものです。
　そこで、拡大されるOSS手続きにおいて、行政書士を積極的に活用していただくことを強く要望します。

以　上　

現　行改正案

摘　要区分及び支給額旅費の種類番号
特別の事情があり、か
つ会長が必要と認めた
ときに限る。

グリーン料金、寝台
料金、船舶１等料金、
タクシー料金

特別料金４

支出する場合は、出張
等の態様により事務局
長の判断による。

食事料については、
原則、宿泊費・出張
手当に含まれる。

備考

摘　要区分及び支給額旅費の種類番号
出発日及び帰着日を含む。（１日） 5,000円出張手当４
出張等の態様により事務
局長の判断による。

（昼食）現物
又は1,100円

食 事 料５

特別の事情があり、かつ
会長が必要と認めたとき
に限る。

グリーン料金、寝台
料金、船舶１等料
金、タクシー料金

特別料金６

備
考
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　平成２８年３月１８日（金）、虎ノ門タワーズオフィスRoom７において、第三業務部知的資産部門主催の知的

資産経営WEEK２０１５「第１回日本行政書士会連合会知的資産経営コンテスト」を開催しました。

　当日は、知的資産経営について４名の行政書士会員に御自身の知的資産経営支援の事例を交え発表してい

ただきました。審査員として国立大学法人山口大学経済学部内田恭彦教授と龍谷大学政策学部中森孝文教授

を迎えて、第三業務部と評議の結果、以下のとおりの審査結果となりました。

　大　　賞　　滋賀県行政書士会　中島　巧次　会員

　準 大 賞　　東京都行政書士会　髙谷　桂子　会員

　優 秀 賞　　東京都行政書士会　益子　光宣　会員

　　　　　　　東京都行政書士会　髙谷　桂子　会員

　　　　　　　東京都行政書士会　梶原　恭子　会員

　特 別 賞　　兵庫県行政書士会　川島　三佳　会員

　本コンテストは、中小企業関係者、行政書士に対して知的資産経営の有用性や中小企業支援の方法を示す

大変意義のある時間となり、また、好評のうちに終了することができました。

＜第三業務部　知的資産部門＞

知的資産経営WEEK２０１５「第１回日本行政書士会連合知的資産経営WEEK２０１５「第１回日本行政書士会連合会会
知的資産経営コンテスト」の開催報知的資産経営コンテスト」の開催報告告

※優秀賞は
　３人一組
　での受賞

　平成２８年３月１９日（土）、知的資産経営WEEK２０１５
「第１回日本行政書士会連合会知的資産経営コンテ
スト」の開催を受けて、第三業務部知的資産部門と
当該コンテスト発表者の髙谷東京会会員、益子東京
会会員、中島滋賀会会員、川島兵庫会会員の４名を
迎えて座談会を実施しました。
　今後の知的資産経営の展望について、知的資産経
営支援に携わる行政書士の視点から幅広い意見交換
を行うことができました。 

＜第三業務部　知的資産部門＞

知的資産経営WEEK２０１５「座談会」の開催報知的資産経営WEEK２０１５「座談会」の開催報告告

光宗：昨日は知的資産経営WEEK２０１５「第１回行政
書士会連合会知的資産経営コンテスト」に向
けて、準備の段階から先生方には御尽力いた
だき、おかげさまで無事に終了することがで
きました。心から御礼を申し上げます。

　　　　本日の座談会の進行役を務めます日本行政
書士会連合会第三業務部長の光宗です。

　　　　それでは、行政書士の今後の知的資産経営
の展望をテーマに意見交換を始めます。まず
第１に、「知的資産経営をクライアントに促
すきっかけとは？」ということで、クライア
ントとの最初の関係をどう形成していくべき
か。知的資産経営に取り組む必要性をどのよ
うに訴え、支援を行うための環境をどう整え
ていくのか。皆様、形式にかかわらず、御意
見をお願いいたします。

　　　　川島先生、まだ取り組まれて１年との事で
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すが、取り組むきっかけ等を踏まえて、お話
しください。

川島：最初は、近畿地方協議会のイベントで事例と
して知的資産経営報告書の作成をお願いされ、
協力しました。その中で社長が社内だけでな
く、関係企業の集まりでも配ってくださり、
「自分たちも知的資産経営報告書を作りた
い」というお話もいただいています。

　　　　別のクライアントにも、自社の事業を形に
して見えるように整理しました。そして、周
りのステークホルダーに提示できるものが欲
しいと、何件かその取組をしてほしいという
お声はいただいています。

光宗：その段階で、難しかったこと、御苦労された
ことはどんなことがありますか。

川島：知的資産経営は言葉自体が難しい上に、分か
りづらいものです。「知的資産なんてうちに
はありません」、そういった反応が返ってく
ることがありました。

光宗：髙谷先生、いかがですか。
髙谷：きっかけは、創業者と既に事業を行っている

経営者への対応と２通り考えられると思いま
す。創業者の場合ですと、設立手続から入り
「どんな事業をするのですか？」、「どんなこ
だわり（強み）があるのですか？」、「そのこ
だわり（強み）をどう活かしていくのです
か？」などをお聞きし、知的資産の棚卸し→
知的資産のストーリー化→実現可能性の高い
アクションプラン等の策定というような流れ
へつなげていきます。私は最初から「知的資
産」という言葉はあまり使わずに、分かりや
すいように工夫をして、例えば「会社の宝」
という言葉に言い換えたりしています。

　　　　既に事業を行っている経営者に対しては、
雑談の中から経営者の悩みや会社が抱えてい
る課題などを丁寧にお聞きして、課題解決の
方法の一つとして、自社を見直すという意味
で「知的資産の見える化・活用」を御提案し、
その一連の作業を経営者と従業員と一緒に取
り組む環境づくりをお勧めします。

光宗：知的資産経営という言葉を出さずに、企業や
クライアントの課題や悩み等を汲み取るとこ
ろから入っていくわけですか。

髙谷：私が一方的に押し売りしても受け入れてもら
えません。いかにお客様に私自身や知的資産
経営に興味を持ってもらえるかが大切で、私
の方もそこにニーズがあるのかどうかを見極
めるためにも丁寧に悩みや課題をお聞きしま
す。

光宗：益子先生、いかがですか。
益子：私は、お客様に対して促す等の情報発信をあ

まりしていなくて、お客様との話の中で、「知
的資産経営支援ということもやっています」
と携わっている業務の話をすると、お客様か
ら、「うちも大体そういうことをやっていま
すよ」、「うちもそういうところを大切にして
いますよ」といった話になることが多いです。
ただし、そこで「すぐに支援してください」
ということには一切なりません。既にお客様
の方で取り組むための下地作りができていて、
そういう段階になったときにヒアリングや分
析をどうするのか、どうやって落とし込んで
いくのかということを普段から磨くようにし
ています。

光宗：中島先生、いかがですか。
中島：クライアントに促すきっかけは、ステージに

よって違うと思います。現状、僕の場合は、
クライアントから、直接「知的資産に興味が
あるので、うちもお願いしたい」とアプロー
チがあります。しかし、誰も知的資産経営を
知らない段階から取り組んできましたので、
その段階に到るまでに様々な苦労があり、最
初の３年は手弁当でもいいから知的資産経営
の良さを情報発信していこうと取り組んでい
ました。ただ、僕が知的資産経営の良さを伝
えるときに注意しないといけないと思ったこ
とは、まず自分に興味を持ってもらうこと。
何をするかというよりも、誰が発信している
か、誰がやるのかといったことは、経営者と
しても非常に重要なところだと思います。い
くら良い情報でも、受け手がその発信者に対
して興味を持たなければ、情報が入ってこな
いと思います。僕はその３年間、「僕のキャ
ラクターはこうだ」ということをブログや
SNSで発信し続けました。

髙谷：人間関係から構築するというところは確かに
あります。

中島：他のきっかけとしては、例えば「知的資産経
営報告書を作らせてください」といくと、こ
れは対等関係ではなくなります。ものづくり
補助金や小規模事業者持続化補助金等の申請
資料には何を書かなければならないかという
と、自社の商品・サービス、顧客ニーズ、そ
れに対する他社との差別化ができる強み、そ
れに基づく販売計画、事業計画等が必要にな
り、この内容をしっかり書いたらまさに知的
資産経営報告書になります。

　　　　そういうところから入っていき、大概経営
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者さんが認識している魅力と本当の魅力にず
れが生じていたりするので、最初は手弁当で
も構わず支援に取り組んできました。そこで
良かったら、経営者さんに情報発信してもら
う。その中で、「知的資産って大事だな」とい
うことが普及していくと思います。その上で
後は、お客様の声を集めていき、それを発信
していくわけです。

光宗：その段階へいくまでに人間関係を構築するこ
とが大切なわけですか。先ほど髙谷先生も言
われましたが、具体的な経営者の方の悩みを
聞く等の形から入り、信頼関係を築く。その
過程の最後の結果として知的資産経営という
形になるわけですか。

中島：より具体的に言えば、「戦略やマーケティン
グで何か悩みはないですか」、「後継者に事業
を引き継ぐ時に、後継者に自分がやってきた
ことを知ってもらいたいという思いは何かな
いですか」というところから入っていきます。
ただし、そこには知的資産経営とは何である
かだけではなく、戦略論やマーケティング論
等の知識がある程度必要になってきます。そ
ういうことに興味を持って実際に取り組もう
と思われる経営者は、かなり勉強されていま
す。法的なことはこちらの方が詳しいかもし
れないですが、戦略的なことやマーケティン
グについて、しっかり切り込んで話せないと
信用してもらえません。だから、行政書士業
務ではないかもしれないですけれども、「こ
の人は分かっているな」という知識を備えて
いないと、話を聞こうかなという土台に乗っ
てこないと思います。

光宗：行政書士業務全般に共通することですが、確
かに信頼関係が形成されないと依頼されませ
ん。

中島：そこまで関係が築けると、「ここまで経営の
話ができるなら」と会社設立の業務でも、他
社より高くても納得していただけます。例え
ば事業目的、定款の作成業務の時に、一緒に
考えて、「理念的な、顧客価値的なことを盛り
込んでみたらどうですか」と提案したり、一
緒に商号を考えたりします。そこまでできる
と、定款における事業目的の変更でも、何ら
かの提案をして、そこからヒアリングを行い、
その中で情報の汲み取りをするというのも一
つの入り口だと思います。知的資産経営への
入り口はいくらでもあるので、どう知的資産
経営につなげていくかが重要だと考えます。

光宗：そういう知的資産の観点から現状の行政書士

業務にいろいろ活用できるということですか。
中島：中小企業の会社設立、議事録の作成、役員変

更もそうですし、事業目的の変更はまさに関
わってきます。建設業者の皆様でも、例えば
経審の中で、単に変更届出をして、経審の資
料を揃えて、分析をして書類を作るだけで終
わって欲しくない。その中でコミュニケーシ
ョンをとって、関係の構築を大事にしてもら
いたいです。

光宗：２番目のテーマとして、知的資産経営支援過
程において注意すべきこと、クライアントが
期待する成果という観点に関してお話を伺い
たいと思います。川島先生、いかがですか。

川島：私は本当に経験が浅いので、これが鍵になる
というところはまだ分かりませんが、今回、
報告書を作らせていただく際のヒアリングの
中で、社長が今まで思いがあってやってこら
れたことを再確認できたことをすごく喜ばれ
ました。自分の方向性は間違っていなかった
ということと、いろいろな取組をされている
企業だったので、それが全部つながっている
とはっきり分かったことに喜んでいただけた
のかなと思います。

　　　　また、知的資産経営報告書は、完成までに
とても時間がかかりますが、最初のセッショ
ンのときに初めは何だかよく分からないよう
な反応だったのが、次第に「そういうことか」
と最初のセッションが終わるときには完成が
楽しみという感じで受け取られていたので、
その期待に応えられるようにやらせてもらい
ました。

光宗：髙谷先生、いかがですか。
髙谷：クライアントが期待する成果は、経営者の頭

の中を整理して、言葉や図表等を使って「見
える化」し、目標達成までのロードマップを
描いてあげることだと思います。

　　　　ただ書面に落とし込んでいくだけではなく、
クライアントと時間をかけてじっくりコミュ
ニケーションをとりながら中長期計画を立て
て、それを年間カレンダーに数値とその数値
の裏付けとなる知的資産の活用を示し、具体
的に何をしたらいいのか、ということを優先
順位を付けて見える化していきます。こうし
たプロセスを経営者と従業員が一緒に取り組
むサポートをしますので、私と経営者、そし
て従業員との信頼関係も構築できます。見え
る化したロードマップやマーケティング計画
書、予算書、もちろん知的資産経営報告書な
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どは、打合せのたびにテーブルに並べて進捗
状況を確認し合います。知的資産経営報告書
と同様に作成して終わりではなく、とことん
活用していくコツをお伝えすると大変喜ばれ
ます。結果的には、それが他社にはマネがで
きない「自社の強み」を徹底的に磨き上げる
ことにつながるからです。 

光宗：今伺った話も踏まえまして、注意されたこと
はありますか。

髙谷：私は、「お客様と同じ目線でお話を聴くこと」
を心がけています。知的資産経営の支援を通
じて、お客様に細かいことを質問したり、宿
題をお願いしたり、現場を案内してもらった
りしますが、どんな時でも上から目線になら
ずに同じ目線でお話を聴く努力をしています。

　　　　以前「コンサルタントの方で会社を診断す
ると言って、経営者や従業員に対して横柄な
態度をとる方がいて経営者も従業員も嫌な思
いをした」と、聞いたことがありました。

　　　　私は、経営者や従業員から「教えていただ
く」というスタンスで接し、人間関係を構築
していくところから入っていきます。それが、
知的資産経営支援から行政書士の本来業務へ
とつながる醍醐味であると考えています。

光宗：益子先生、いかがですか。
益子：まずは傾聴すること、話を聞くということで

す。相手に興味を持ち、好奇心を持って、「な
ぜこういう事業をやろうと思われたのです
か」など、“なぜ”を繰り返して、より相手
から情報引き出せるように心掛けてヒアリン
グをします。

　　　　次に、ヒアリングしたものを形にするのに、
例えばある発言に対してその場で、「それは
こういうことです」と言えればベストですが、
「この間聞いた話は一言で言うとこういうこ
とですよね」と、後でまとめを提示し、もや
もやとしたものを言語化することで、経営者
も確信を持てます。

　　　　そして、次は言語化したものをつなげてさ
しあげます。そうすると、全て個別の視点、
意味があり、それが明確な因果関係でつな
がって、業績につながるというところをきち
んと示してあげることができます。そこで注
意しなくてはいけないことは、因果関係を
しっかり考えてさしあげるということです。
例えば「社長、これはブルーオーシャン戦略
です」などの耳に心地のいいキーワードを並
べることもできますが、そんな話をしてしま
うと、借り物のことになってしまい、ここの

因果関係が薄くなってしまいます。そこは社
長の考えや会社の中で起きていること、外部
環境も含めて因果関係をしっかり考えてさし
あげる。個人的には知的資産経営のお話を人
から聞いて、報告書を見せてもらったときに、
「こういうことが書いてあるけど、本当なの
かな」といつも思ってしまうので、今申し上
げた点をしっかり考えるのが注意すべきとこ
ろなのかなと思います。

光宗：書類の作成過程において、先ほどから「見え
る化」などがありましたが、注意されている
ことは何かありますか。

益子：それは書類を見る対象によって変わると思い
ます。一般的なことで言えば、書類化する時
に字が多過ぎるものはなかなか読んでもらえ
ません。本当に会社に興味があり、この会社
を知りたいという方でしたら、情報量が多く
てうれしいとなりますが、それは対象によっ
て変わると思います。時間がない人のために、
すぐに見て分かるシンプルな表現にしたり、
文字ばかりではなくて、チャートや図式等も
入れて、パッと見て分かるようにしてさしあ
げることも、サービス精神があって良いと思
います。

光宗：中島先生、いかがでしょうか。
中島：ほとんどキーワードは出ていると思いますが、

僕が思うキーワードは３点ほどあります。ま
ず言葉の変換能力。それと前提条件として、
傾聴とかヒアリングに至るまでの質問力。話
を聞いていく上で、質問の仕方次第でより深
まりが出てくると思います。

　　　　また、見せ方という部分では、大体６回の
セッションを月１でやらせていただいていま
すが、１回のセッションにつき必ず３時間録
音して、それをもう１回聞き直して落とし込
み、文章だけでなく図示化します。この図示
化する際に仮説力が大切で、その仮説に基づ
いてフローチャートを作ります。それを受け
て、次のセッションの１週間前ぐらいまでに
は、メールで確認のお願いをします。すると
「話した内容がもう形になっている」と感動
してもらえますし、そこで気付きもあると思
います。この辺りは淡々と進めるのではなく、
支援者個人の経営者のモチベーションを上げ
ていくやり方ではないかと思います。　

（以下次号（以下次号））
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VOD研修「農地法関連手続きの基礎」
「建設業許可申請の基礎知識」の御案内

＜中央研修所＞＜第一業務部＞

 Info 

１
　中央研修所業務研修部は、本会第一業務部 建設・農地部門の支援を得て、中央研修所研修サイトに、行
政書士の基幹的業務とも言える農地法関連手続きの入門編として基礎を解説した「農地法関連手続きの基礎」
と、主に初めて建設業許可申請業務を取扱う新入会員を対象とし基礎的な内容を解説した「建設業許可申請
の基礎知識」のVOD研修を追加登載し、幅広く御覧いただけるよう無料で配信しております。
　各講師による講座案内を御紹介いたしますので御参照いただき、是非この機会に御覧ください。

農地法関連手続きの基礎

第一業務部　建設・農地部門　専門員　杉本　　守　
　日本の農業は今、大きな転換期を迎えています。
　農家の高齢化や後継者不足、さらには遊休農地の増加など、さまざまな問題に直面しています。加え
てTPP（環太平洋パートナーシップ協定）の妥結。これにより国内の農産品の消費量は低下するとみら
れています。一方で海外での日本食ブーム。それに伴う輸出の増加は、新たな市場開拓を目指す農家に
とって追い風となるかもしれません。そして、食料自給率の向上を目指す政府と安価な食材を求める消
費者との意識格差。
　このような問題の解消を試みるため、今後さまざまな施策が講じられるでしょう。
　今まさに、我々行政書士の力が求められています。これまでに培ってきた行政書士としての知識と経
験は、これからも国民と行政の架け橋として重要な役割を担うことでしょう。
　「農地法に興味はあるけど・・・」「農地法は複雑だし・・・」そんな方は受講してみてください。
　「農地法はやっているけど、これからは・・・」そんな方は確認してみてください。
　「業務の幅を広げたい」「農業に関心がある」そんな方は勉強してみてください。
　農地法の必要性、他法令との関連、各手続きについて、等々。
　農地法の手続きを始める前の基礎となる、業務を進める上で役立つ知識についてまとめてみました。
　無料で配信していますので、是非受講してみてください。

建設業許可申請の基礎知識

第一業務部　建設・農地部門　部員　田中　秀人　
　本編は、行政書士業務の王道でもある建設業許可申請について、分かりやすく解説した内容になって
います。「建設業許可申請の基礎知識」と銘打っていますが、『基礎知識』にとどまらず、これから建設
業許可申請を手掛けてみたいと思っている新人から、既に相当数扱ってきたベテランに至るまで、大変
中身の濃い内容で、必見の価値があるものです。

　オープニングでは、依頼者に対するアプローチを含め、業務を遂行する上でのヒントに触れ、徐々に
具体的な内容に切り込んだ構成となっており、きっとあなたの業務にプラスになるはずです。本解説で
は建設業関連業務に携わってきた知見と経験、建設業法のみならず関連する判例にも踏み込んでいます。
建設業許可に関する書籍が数多く出回っている中、行政書士の実務研修の手引きとして是非御活用いた
だきたいと思います。
　建設業許可関係の研修収録、VOD配信は久々のことです。中央研修所研修サイト（建設業・経審）に
て無料で配信しています。好きな時に何回も受講でき、聞き漏らしや気になる箇所のチェックも可能で
す。是非受講してみてください。
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平成２８年度特定行政書士法定研修講義
プログラムの一部変更について

＜中央研修所＞

 Info 

２
　本誌５月号（No.５２２）にて御案内いたしました「平成２８年度特定行政書士法定研修募集要項」内の講義科

目について、「要件事実・事実認定論」（３コマ）、「特定行政書士の倫理」（３コマ）としていたところ、「要

件事実・事実認定論」（４コマ）、「特定行政書士の倫理」（２コマ）とさせていただきます。

専修大学大学院における
平成２８年度司法研修開催中止のお知らせ

＜中央研修所＞

 Info 

３
　本誌３月号（No.５２０）にて御案内いたしました「平成２８年度司法研修（専修大学大学院）」については、法

律学応用特論「家事事件手続法」の科目設定を行い、出願受付を行いましたが、受講希望者１４名との結果と

なりました。

　上記本誌誌面にて注記しましたとおり、申込者が最少開講人数（３０名）に満たないことから、平成２８年度

の当該研修は開催中止となりましたので、お知らせいたします。１４名の受講希望会員の意向に沿うことがで

きず、誠に遺憾ではありますが、御理解賜りますよう何とぞよろしくお願いいたします。

　なお、次年度の当該研修につきましては、専修大学と開催へ向けた協議を行うこととしており、より多く

の会員様に御応募いただくため、周知方法についても改善することを検討してまいります。

平成２７年度収録の中央研修所
研修サイト追加登載講座の御案内

＜中央研修所＞

 Info 

４
　平成２７年度の中央研修所事業としておりました中央研修所研修サイトへの追加登載講座について、次ペー

ジのとおり御案内いたします。こちらは先般、本会ホームページにも情報を掲載しておりますので、併せて

御確認ください。なお、本来は、各講座の登載後適時に御案内をすべきところですが、平成２７年度は収録が

年度の後半に偏ったこともあり、全容についての御案内とさせていただきます。

　平成２７年度から始まりました「特定行政書士プレ研修」、「特定行政書士ブラッシュアップ研修」のほか、

各業務分野、各手続にわたる多彩な講座を追加しておりますので、積極的に御受講くださいますよう、お願

いいたします。特に法律専門職者の基礎固めとして、新たに＜行政書士のための基礎法律講座＞の枠組みを

御用意し、第一弾として、伊藤真弁護士を講師に迎え「行政書士のための憲法」を登載しました。今後も順

次充実をさせてまいりますので、御期待ください。
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平成２７年度収録　中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマンド研修）追加講座一覧
中央研修所

講師（※敬称略）受講料名称カテゴリ登載日
申請取次行政書士管理委員会無　料申請取次研修会効果測定用設問集の解説外国人関係近日公開
ジュピター・コンサルティング株式会社
代表取締役　大山　雅己
経済産業省 中小企業庁 事業環境部
財務課 課長補佐　伊藤　良太 他

無　料中小企業支援フォーラム中小企業支援H２８．４．２２

㈱法学館館長／伊藤塾塾長
　弁護士　伊藤　真無　料①行政書士のための憲法行政書士のための

基礎法律研修H２８．４．１９

専修大学
　法学部長・教授　白藤　博行2,160円（※）平成２７年度特定行政書士

　　　ブラッシュアップ研修⑦福岡
特定行政書士

ブラッシュアップ研修H２８．５．９

専修大学法科大学院
　教授・弁護士　藤代　浩則2,160円（※）平成２７年度特定行政書士

　　　ブラッシュアップ研修⑥北海道
特定行政書士

ブラッシュアップ研修H２８．５．９

専修大学法科大学院
　教授・弁護士　藤代　浩則2,160円（※）平成２７年度特定行政書士

　　　ブラッシュアップ研修⑤大阪
特定行政書士

ブラッシュアップ研修H２８．４．１２

弁護士　南淵　聡2,160円（※）平成２７年度特定行政書士
　　　ブラッシュアップ研修④愛知

特定行政書士
ブラッシュアップ研修H２８．４．１２

弁護士　野村　創2,160円（※）平成２７年度特定行政書士
　　　ブラッシュアップ研修③東京

特定行政書士
ブラッシュアップ研修H２８．４．１２

弁護士　山下　清兵衛2,160円（※）平成２７年度特定行政書士
　　　ブラッシュアップ研修②東京

特定行政書士
ブラッシュアップ研修H２８．４．１２

弁護士　野村　創2,160円（※）平成２７年度特定行政書士
　　　ブラッシュアップ研修①東京

特定行政書士
ブラッシュアップ研修H２８．４．１２

第一業務部　社労税務経営部門
　次長　岩瀬　喜臣無　料中小企業支援のための一般労務管理知識

（労働基準法）中小企業支援H２８．４．１１

東京都行政書士会
　会員　三上　陽三ゲオルク無　料特殊車両通行許可申請におけるオンライン

申請運送・自動車H２８．３．３１

行政書士ADRセンター東京
　調停人候補者　田中　壽一無　料専門編（Ｂ）敷金返還・原状回復分野（３）

「法令」ADRビデオ講座H２８．３．２４

行政書士ADRセンター東京
　調停人候補者　近藤　総一無　料専門編（Ｂ）敷金返還・原状回復分野（２）

「ケーススタディ」ADRビデオ講座H２８．３．２４

行政書士ADRセンター東京
　調停人候補者　近藤　総一無　料専門編（Ｂ）敷金返還・原状回復分野（１）

「ガイドライン」ADRビデオ講座H２８．３．２４

行政書士ADRセンター埼玉
　運営委員　前田　新太郎無　料専門編（Ａ）自転車事故分野（３）

「保険論」ADRビデオ講座H２８．３．２４

行政書士ADRセンター岡山
　センター長　長野　秀昭無　料専門編（Ａ）自転車事故分野（２）

「損害賠償論」ADRビデオ講座H２８．３．３１

行政書士ADRセンター岡山
　センター長　長野　秀昭無　料専門編（Ａ）自転車事故分野（１）

「道路交通法」 ADRビデオ講座H２８．３．３１

行政書士ADRセンター東京
　調停人候補者　綾　崇無　料法律編（３）

「調停調書及び合意書の作成」ADRビデオ講座H２８．３．２４

行政書士ADRセンター香川
　運営委員　大山　真哉無　料法律編（２）

「ADRに関する特有の法律問題」ADRビデオ講座H２８．３．２４

行政書士ADRセンターやまぐち
　センター長　松本　貴志無　料法律編（１）

「債務名義と合意書の既判力」ADRビデオ講座H２８．３．２４

弁護士　山脇　康嗣無　料国際業務に関するセミナー外国人関連H２８．３．１６
日本行政書士会連合会
　専務理事　伊藤　浩無　料電子政府と行政手続及びマイナンバー制度

が行政書士業務に与える影響についてその他H２８．３．１０

総務省行政管理局
　管理官　奥田　直彦無　料電子政府と行政手続・マイナンバー制度 その他H２８．３．１０

第一業務部　警察・環境部門
　専門員　谷田部　智敬無　料改正風適法の解説

「２０１５年（平成２７年）６月２４日改正」風俗・各種営業H２８．２．５

第一業務部　建設・農地部門
　部員　田中　秀人無　料建設業許可申請の基礎知識 建設業・経審H２８．２．５

［実演者］行政書士ADRセンター東京
　調停人候補者　久保田　詳子・
　綾田　光章・森岡　潤家

無　料実務編（３）行政書士ADR模擬調停
「敷金返還・原状回復に関する紛争事例」ADRビデオ講座H２８．２．１

第一業務部　建設・農地部門
　専門員　杉本　守無　料農地法関連手続きの基礎農地・土地開発H２８．１．５

日本行政書士会連合会　中央研修所
　所長　伊藤　庄吉無　料ガイダンス特定行政書士プレ研修H２７．４．１

一橋大学法科大学院法学研究科
　教授　山田　洋3,240円行政手続法特定行政書士プレ研修H２７．４．１

慶應義塾大学大学院法務研究科
　教授　橋本　博之3,240円行政不服審査法特定行政書士プレ研修H２７．４．１

専修大学
　法学部長・教授　白藤　博行3,240円行政事件訴訟法特定行政書士プレ研修H２７．４．１

―1,080円確認テスト特定行政書士プレ研修H２７．４．１
（※）特定行政書士ブラッシュアップ研修は、特定行政書士のみ受講可能です。
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日税連との懇談会・日公連との懇談会・
川端衆議院副議長公邸での食事会の開催報告

 Info 

５
■日本税理士会連合会との懇談会
日　に　ち　　平成２８年２月２９日

出　席　者　　遠田会長ほか関係役員３名

　２月２９日、日税連役員との初の懇談会が行われました。日税連

からは、神津信一会長を始めとする関係役員４名の皆様が出席さ

れ、本会からは、遠田会長ほか関係役員３名が出席しました。

　初めての開催でしたが、終始打ち解けた雰囲気の中で親交を深

めることができ、大変有意義な一時となりました。

　今後とも税理士・行政書士相互の制度について理解を深め、協力関係を築いていくことを確認するととも

に、次年度以降も継続して懇談会を開催することとしました。

■日本公証人連合会との懇談会
日　に　ち　　平成２８年３月４日

出　席　者　　遠田会長ほか関係役員等５名

　３月４日、日公連役員との懇談会が行われました。日公連から

は、小 敏美会長を始めとする関係役員６名の皆様が出席され、

本会からは、遠田会長ほか関係役員５名が出席しました。

　先般の特定行政書士誕生に伴う行政書士法人の定款認証手続に

関し、全国の公証人役場に周知していただいたことに対し御礼を

申し上げるとともに、公証人・行政書士両制度に係る意見交換を行いました。また、会館を移転してから初

めての懇談会ということで、日公連の皆様には新しい会館内を御見学いただきました。

■川端達夫衆議院副議長公邸での食事会
日　に　ち　　平成２８年４月６日

出　席　者　　遠田会長を始めとした日行連・日政連の関係役員

　　　　　　　６名

　４月６日、衆議院副議長公邸にお招きいただいての食事会が催

されました。川端達夫衆議院副議長のほか、赤松広隆議員、小川

淳也議員、奥野総一郎議員、林久美子議員が出席され、日行連・

日政連からは、遠田本会会長を始めとした関係役員６名が出席しました。

　公邸のお庭に植えられている桜の花がほころぶ様子を拝見させていただき、一同和やかな雰囲気の中での

会食となりました。

　公邸での食事会にお招きいただいたことに御礼を申し上げるとともに、行政書士制度に対する一層の御理

解、御協力をお願いしました。川端衆議院副議長からは、副議長職の公務について貴重なお話を伺うととも

に、行政書士の今後の活躍に期待する御言葉をいただきました。



In
fo
rm
a
tio
n

2016.6　No.523 19

内閣総理大臣主催「桜を見る会」に出席
 Info 

６
　平成２８年４月９日（土）午前、東京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、天候に恵まれて春らしい穏やかな陽気の中、安倍総理を始め各界の著名人が多数参加され、約１
万６千人の招待者で会場は大きな賑わいを見せました。
　日行連・日政連から、遠田会長ほか関係役員が招待され、御家族同伴で出席し、舞い散る桜の花びらを楽
しみながら、和やかなひとときを過ごされました。

＜日行連参加者＞
遠田和夫会長（佐賀会）、吉村学（北海道会）・常住豊（東京会）・
山田高嗣（愛知会）各副会長、益本納常任理事（熊本会）、
小林八重子（北海道会）・水野晴夫（神奈川会）・鈴木康夫（栃木会）・
山本準一（長野会）・西川剛史（愛知会）・中嶋章雄（奈良会）・
野田昌利（福岡会）各理事、徳永浩委員（佐賀会）
＜日政連参加者＞
北山孝次会長（大阪会）、田崎敏男（東京会）・丹野豊子（福島会）・
加藤和雄（福岡会）各副会長、相羽利子幹事長（新潟会）、
島岡清美（東京会）・田中元英（東京会）両副幹事長、
桑原一男常任幹事（岐阜会）、及川暉久（岩手会）・杉本知則（千葉会）・
武田昭芳（神奈川会）・手塚理恵（栃木会）各幹事、
加藤幹夫支部長（神奈川会）

「行政書士ADRセンター奈良」「行政書士
ADRセンター宮城」が法務大臣認証を取得

＜裁判外紛争解決機関推進本部＞

 Info 

７
　かねてより準備を進めておりました「行政書士ADRセンター奈良」及び「行政書士ADRセンター宮城」
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。
　両センターは、それぞれ平成２７年１２月に法務省に対して認証申請書を提出しておりました。この度、現地
調査及び審査等が終了し、奈良会は平成２８年４月１日付、宮城会は同月５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大阪会に続いて「行政書士ADRセンター奈良」は１４番目、「行政書士ADR
センター宮城」は１５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１４４号及び１４７号として事業を開始しました。
　今後の「行政書士ADRセンター奈良」及び「行政書士ADRセンター宮城」の大いなる活躍を期待してお
ります。
行政書士ADRセンター奈良
〒６３０－８２４１　奈良県奈良市高天町１０番地の１　㈱T.T.ビル３階
　　　　　　 TEL（０７４２）９５－５４００
取り扱う紛争の範囲：①外国人の職場環境等に関する紛争
　　　　　　　　　　②自転車事故に関する紛争
「ADRの代理権獲得を目指して奈良会もADRに参入しました。社会貢献
として多くの利用が見込めるようADR活用の情報を発信していきたいと
思います。」

行政書士ADRセンター宮城
〒９８０－０８０３　宮城県仙台市青葉区国分町３丁目３－５　リスズビル５F
　　　　　　 TEL（０２２）７９７－９７０１
取り扱う紛争の範囲：①自転車事故に関する紛争
　　　　　　　　　　②建物賃貸借の敷金返還又は原状回復に関する紛争
「認証に当たって、多くの単位会様から御協力をいただき、ありがとうご
ざいました。引き続き関係機関との協力を重視しながら、県民に頼りにさ
れるセンター運営・調停の実施を志していきます。また、自主交渉援助型
（対話促進型）調停の利点を積極的にアピールし、紛争の解決機関として
広く認知されることを目指していく所存です。」
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各単位会の取組をお知らせします。

行政
ホット
ライン

各単位位会 取組取 をお知単位 知らせします知ら

　平成２８年２月１５日に大阪府と「大規模災害時にお
ける大阪府行政書士会による相談会業務に関する協
定書」、３月８日に大阪市と「災害時における大阪府
行政書士会による相談会業務及び行政手続き支援に
関する協定書」、３月１５日に堺市と「災害時における
行政書士業務に関連する協力活動に関する協定書」
を締結しました。いずれも大阪府下で大規模災害が
発生した場合において、大阪府、大阪市、堺市から
の要請に応じて会員を派遣し、被災者に対する相談
会の開催を中心とした支援をするという内容です。

大阪府・大阪市・堺市と防災協定を締結
この３行政との協定締結により、大阪府下全ての地
域において行政書士による被災者支援ができるよう
になりました。
　今後は関連部署が連携し、実施マニュアルの策定
のほか、相談員のスキル養成のための研修会なども
実施していく予定です。
　行政書士法第１条にある「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」
という目的に沿った行政書士としての社会的使命を
果たしていきたいと思います。

大阪府
行政書士会

『行政書士記念日市民公開講座』を開催神奈川県
行政書士会

　平成２８年２月２２日（月）、横浜情報文化センター６
階情文ホールにて行政書士記念日市民公開講座を行
いました。
　新堀ギターグループ創立者で芸術学、哲学博士の
新堀寛己先生を講師にお迎えし、「行政書士に期待
する『日本再生の２つの方法』」と題した御講演、ま
たトップギタリストによる生演奏を御披露いただき
ました。
　日本の光と影に焦点を当てた話に始まり、現状の
日本の影を打開する、人々に生きがいを作るために

音楽、とりわけギターが
持つ底知れない力や脳に
与える影響・仕組みを、
新堀先生ならではの切り
口で実例を交えてお話し
いただきました。
　さらにそれを目前で示
す形で生演奏があり解説
いただきました。会場の事前準備で、１０名近い新堀
ギタースタッフが音響チームを含めて念入りな準備
をされていました。講師の哲学・信念が聴講者の心
の奥まで伝わったのではないでしょうか。まさに体
全体で感じる素晴らしい講演でした。そして、記念
日ならではのメッセージとして、行政書士に期待す
る役割を熱く語っていただきました。講演会後には、
ＣＤや著書の販売会も行われました。
　市民公開講座終了後は、来賓の皆様を交えて交流
会を開催し、会員の皆様と楽しく懇談されました。
新堀ギターグループから交流会の中でも生演奏を御
披露いただき、参加者一同、素晴らしい時間と空間
を共有しました。
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　沖縄県那覇市と沖縄士業等ネットワーク協議会
（１０士業団体）は、３月２９日に「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」を締結し
ました。協定は災害時の被災市民の不安問題に対し、
各々士業が専門的立場から相談、支援するのが目的

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」を締結

です。沖縄県民は他地域と異なり、自然災害に対し
認識が薄いように思われ、今回の締結を機に他の自
治体への波及並びに行政書士の社会貢献への関わり
で、業務、制度が更に周知されることが期待されま
す。

沖縄県
行政書士会

平成２８年４月５日火 掲載
琉球新報社提供

　宮城会では、平成２８年４月５日付で、民間紛争解
決手続の業務（ADR業務）に係る法務大臣の認証を
受けました（認証番号第１４７号）。東北地方では第１
号、全国では１５番目の認証取得となりました。認証
された紛争解決手続の紛争の範囲は、自転車事故紛
争（自転車同士又は自転車と歩行者との事故）と賃
貸借建物紛争（賃貸住宅の明渡し時の敷金の返還や
原状回復の紛争）です。この２分野について、調停
人候補者として約２０名が登録を受けています。
　認証に先立ち、３月２６日にホテルメトロポリタン
仙台にて、祝賀会を開催しました。当日は、宮城県
選出の国会議員や、ADRセンターの立ち上げに御
協力いただいた大学の教授や仙台弁護士会、仙台市、
その他多くの関係者の来賓に加え、本会会員が
ADRセンターの門出を祝いました。
　ADRセンターでは、ホームページ開設、ポスター
やチラシの作成を行い、関係機関への周知広報を図
ると同時に、県下１２支部による無料相談会でのPR

行政書士ADRセンター宮城が
開設祝賀会を開催

を予定しています。また、ADRセンターで取り扱
う紛争について、その解決に寄与すべく、調停人候
補者の養成や能力の向上を図っていきます。ADR
センターが、県民にとって魅力ある紛争の解決機関
となり、また本会会員にとっても頼れる存在となる
よう、今後も活動を行ってまいります。

宮城県
行政書士会
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　　新規　に申請取次業務を行うことを希望される方へ

「行政書士申請取次事務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会

開催地：福岡

【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

わが国の出入国管理制度と入国・在留資格審査における取扱い
等に関する理解を深め、事務手続能力の修得を目指します。

趣趣　　旨旨

新規に申請取次業務を行うことを希望する行政書士
※行政書士登録を申請中の方は、行政書士証票が交付された後に、御
自身の登録番号を確認の上、お申込みください。

対対　　象象

平成28年7月29日（金）10時30分～17時（受付開始10時）
※１０時３０分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

TKPガーデンシティ博多新幹線口
（福岡県福岡市博多区博多駅中央街5－14福さ屋本社ビル）

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

30,000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28年6月30日（木）9時～7月8日（金）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

当日、理解度を確認する効果測定を実施いたします。
※効果測定の結果、基準に到達せず「入管業務を適正に行う知識を著
しく欠く者」と判定された場合、修了証書は交付されません。予め
御承知おきください。

効果測効果測定定

○〈本「事務研修会」は新規向けの研修です〉更新向けの「実務研修会」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〉受講票及び行政書士証票とともに筆記用具（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〉効果測定の結果は、研修会後２週間程度で通知いたします。基準に到達された方には、修了証書を同封します
　（本研修会の修了証書は交付の日から１年を経過すると失効しますので、御注意ください）。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。
○〈廃業勧告処分等を単位会より受けている場合〉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 】

留意事項
お申込先　FAX【03－6459－0190】

H28.7.29（金）開催　行政書士申請取次事務研修会（於：TKPガーデンシティ博多新幹線口）
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

〒
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
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教えて！行政書士のしごと
あなたの街の法律家
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、「道路占用許可と道路使用許可」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。

道路占用許道路占用許可可
とと

道路使用許道路使用許可可

　地下や上空を含む道路上に、一定の物や施設などを設置して、継続して道路を使用する場
合は、道路法第３２条の規定に基づき、道路管理者の許可が必要となります。
　具体的には、電柱や公衆電話といったものや、下水道管やガス管といった埋設管、鉄道・
軌道や歩廊・雪よけ、地下街・地下室などが該当します。

　占用料が徴収されることもあります。

A
Q1 道路占用許可申請はどのようなときに必要ですか？

　道路は本来、人や車が通行する目的で使用するものです。本来の目的以外に使用する場合
は、道路交通法第７７条の規定に基づき、警察署長等の許可が必要となります。
　具体的には、工事などの作業を行う場合、石碑や広告板などを設置する場合、露店や屋台
を出す場合、イベントや祭礼行事など催事をする場合、街頭でビラを配る場合等です。

　各種許可が必要にも係らず、許可を取得しなかった場合は罰則の規定があり、手続の際に申請手数料
が必要となります。

道路使用許可申請はどのようなときに必要ですか？Q2
A

　御依頼の内容を精査させていただいた上で、申請書や図面を含む添付書類の作成を行い、
申請から許可証の受領まで、事務手続の代行を行っております。許可までの審査に時間を要
しますので、お早めにお近くの行政書士にお問合せください。

行政書士に依頼できる業務や手続の内容、
手順について教えてください。Q3

A

Ｑ　申請先を教えてください。
Ａ　道路占用許可は道路管理者。具体的には一般国道のうち指定区間内であれば国土交通大
臣、指定区間外や都道府県道の場合は、都道府県知事や政令指定都市の市長、市町村道
の場合は市町村長となります。

Ａ　道路使用許可の場合は、その行為を行おうとする場所を管轄する警察署長となります。
Ｑ　占用料や手数料はいくらですか。
Ａ　占用料は許可内容や規模によって金額が異なります。また手数料は都道府県によって金額が異なり
ます。お近くの行政書士又は、提出先の道路管理者、警察署にお問合せください。

よくある相談事例を教えてください。Q4
A



日行連の動き
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特定行政書士研修委員会
【協議事項】

１　新委員の委嘱について

２　副座長の選任について

３　平成２８年度特定行政書士法定研修に

ついて

４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（金（金））

登録委員会

【登録審査】

１　審査件数（１６２件）

２　その他

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（火（火））

OSS特別委員会

【協議事項】

１　今後の対応等について

２　その他

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（水（水））

桜を見る会９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（土（土））

期末監査（～１３日）１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（火（火））

申請取次実務研修会（広島）
（受講者１１０名）

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（金（金））

登録委員会
【登録審査】

１　審査件数（１７６件）

２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（月（月））

正副会長会
【協議事項】

１　理事会の議案等について

２　常任理事会の合議事項等について

３　その他

常任理事会（～２０日）
【合議事項】

１　理事会の議案等について

２　監察案件への対応について

３　OSSに係る要望書案について

４　アジア・環太平洋ナレッジマネジメ

ント国際会議開催に係る寄附につい

て

５　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（火（火））
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理事会（～２１日）
【議案審議】

第１号議案：マイナンバー制度対応に係る

関係規則の一部改正（案）に

ついて

第２号議案：日本行政書士会連合会行政書

士制度調査委員会規則（案）

について

第３号議案：平成２８年度定時総会に上程す

る議案について

第４号議案：平成２８年度定時総会議事運営

委員会委員の選出について

第５号議案：日本行政書士会連合会旅費規

則の一部改正（案）について

第６号議案：OSSに係る要望書について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（水（水））

中央研修所運営会議
【協議事項】

１　平成２８年度事業計画及び予算見積表

（案）について

２　当面の課題について

３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（木（木））



Learn!  Make use!  Have fun!

学ぶ 活かす 楽しむ  魅力ある中小企業の取組をリポート全国の行政書士会を訪れたユキマサくんが、各会の特色とご当地の情報をお伝えします。
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群馬県

広島県

群馬県
行政書士会について
教えてニャ！

27

28
広島県

行政書士会について
教えてニャ！

群馬県　広島県
28
広島県
28
広島県

27
群馬県
27
群馬県

群馬県は、４７都道府県の中で、県民１人あたりの
行政書士の割合が１番高い県です。それだけに、
県民に身近な相談相手として行政書士が広く周知
されている県でもあります。地域に密着し、気軽
に相談できる街の法律家として、会員一人一人が
行政書士の地位向上に努めております。

富岡製糸場

県民１人あたりの行政書士の割合が１番

群馬県行政書士会
〒371－0017 群馬県前橋市日吉町1－8－1 前橋商工会議所4F
TEL 027－234－3677　FAX 027－233－2943

群馬県といえば伊香保温泉、草津温泉は有
名ですが、バラエティーに富んだ温泉も相
当数あります。実在する変わった名称の温
泉はどれでしょう？
①尻焼温泉　②井尻温泉　③冷却温泉

嚴島神社
景勝地としての厳島（通称「宮島」）の中心は、嚴島神社。
海上に浮かぶ朱の大鳥居と社殿で知られ、主要な建造物
はすべて国宝又は国の重
要文化財に指定されてい
ます。中でも平清盛が奉
納した「平家納経」は、
日本美術史上特筆すべき
作品の一つとされている
んだニャ！

広島県行政書士会
〒730－0037 広島県広島市中区中町8－18 広島クリスタルプラザ10F
TEL 082－249－2480　FAX 082－247－4927

広島県は都市圏、瀬戸内海の島しょ部、中国山地
の山間地と様々な地理的要件が混在しているのが
特徴で、会員約１,１００名が９支部に所属し、それぞ
れの地域に密着した無料相談会の実施や行政書士
のPR活動に力を入れています。広島市大規模土
砂災害の際にもいち早く避難所に相談所を開設し、
多くの会員が被災者の相談に応じました。

９支部に分かれた無料相談会の実施

ご当地クイズのこたえ　　群馬県：1　広島県：2

富岡製糸場は、長さ約１４０ｍの繰糸所に３００釜の繰糸器が
並び、約１５０年前の設立当時、世界最大規模の製紙工場で、
現在までほぼ変わらぬ姿で残されています。全国から集
まった工女は、伝習を終えると器械製糸の指導者として
出身地へ戻りました。平
成２６年「富岡製糸場と絹
産業遺産群」は、世界遺
産に登録されたニャ！

世界遺産であり、日本三景のひとつであ
る｢安芸の宮島｣は島全体が神域とされて
いることから、島内に建ててはいけない
掟とされるものはなんでしょう？
①コンビニ　②お墓　③二階建て住宅
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Learn!  Make use!  Have fun!

学ぶ 活かす 楽しむ  魅力ある中小企業の取組をリポート毎号、あらゆる分野から「日本行政」編集部選りすぐりの情報をお届けします。



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～

【編集委員】
　広報部長　田村　　格
　次　　長　井口由美子
　部　　員　小林八重子

砂原　紘一
土井　正親

発　行　人　遠田　和夫
発　行　所　日本行政書士会連合会

〒105－0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
虎ノ門タワーズオフィス10階
TEL 03－6435－7330　FAX 03－6435－7331

製作・印刷　三陽メディア株式会社

月刊日本行政６月号

第５２３号

平成２８年５月２５日発行
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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。

　一年の折り返し地点間近の６月にな
りました。雨の日が多い時季なのに「水
無月」ですね。
　この場合の“無（な）”は“の”にあたる連体助詞な
ので、「水の月」ということのようですが、８月１１日に
「山の日」が制定され今年から施行されますので、一年
１２箇月で唯一国民の祝日が無い月になってしまいます。
これならいっそのこと文字通り「祝無月」と表記した方
が良いかもしれません。
　ところで、日本人が一年、あるいは一生の節目に行う
「祝い」や「祭り」には何らかの食べ物がセットになっ
ているケースが多々あります。赤飯やぜんざいはもちろ
ん、正月のお節料理やお雑煮、お屠蘇に始まって、七草
粥、小豆粥、節分の福豆、節供のひし餅やちまき、七夕
そうめん、土用しじみ、お盆の白玉団子、彼岸のぼた餅
におはぎ、大晦日の年越し蕎麦、そして婚礼の三三九度、
七五三の千歳飴…など、なるほど日本人の素朴で豊かな
精神生活から発生し、生活に根差した祈りや感謝の習慣
としてしっかりと定着した大衆のハレの祝日には、お決
まりの行事食といったものがあるようです。
　そう考えると、チョコレートという強い味方のあるバ
レンタインデーも日本人の「祭り」として定着するのか
も…。でも明治以降に制定された国民の祝日でお決まり
の食べ物があるのは、どれどれなのでしょうか？　
　新たに制定された祝日が、今後幾世代、幾世紀続いて
いけるものなのか。梅雨ならぬ露の身になりはしないか。
　“・・・・制度”と同様、ちょっと心配してしまいます。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（土井）

◆登録者数（平成２８年４月末日現在）
４５,７１３名合 計　 　
5,967名女39,746名男内 訳　 　
5,665名女38,652名男・個人事務所開業
152名女762名男・行政書士法人社員
150名女332名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成２８年４月中の処理件数）
３７５名新規登録　合　計
67名女308名男　　　　　内　訳
１０３名登録抹消　合　計
10名女93名男　　　　　内　訳

92名　　　　　・廃　業
11名　　　　　・死　亡
0名　　　　　・その他

◆法人会員（平成２８年４月末日現在）
４４６法 人 会 員 数
５７４法 人 数
360・主たる事務所数（行政書士法人数）
214・従たる事務所数


