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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おります。
■ 日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所
＜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

日本行政書士会連合会 ● Eメール nichigyoren@gyosei.or.jp

● ホームページ http://www.gyosei.or.jp/
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会員の皆様を始め、各都道府県行政書士会や
国民の皆様に対してお伝えしたいことを
順次掲載してまいります。

日行連会長の使命と
行政書士制度を守る覚悟

遠田和夫
の

眼

平成２９年度は、また新しい挑戦が始まります。
平成２７年６月に会長に就任した後、最初の一年間は前執行部の事業計画を完結することに注力し、二年目
に入って私自身が打ち出した基本構想のもと、日行連の会務運営を担ってまいりました。残り僅かとなった
任期を含め、この一年間で何が成し遂げられるか分かりませんが、行政書士が国民の皆様にとって最も身近
な相談相手として存在し続けること、さらに日行連の組織としての威厳を確立するとともに、会員の皆様に
とってできるだけ透明性を持った会務運営を続けることを目標に、日々歩みを進めています。３月の年度末
までに各部・委員会のこの一年間の事業成果を集大成としてまとめ、同時に、新しい事業年度の計画立案を
行います。
本年度の事業としては、『条解・行政書士法』の作成、過去４年間の日行連総会質問回答の事例集をはじめ、
定時総会までには成果の全体像を示していきたいと全力を上げているところです。また、私にとって大きな
判断を要したことに、平成２９年４月からの自動車保有関係手続ワンストップサービス（OSS）対象手続拡大
に伴う対応がありました。既に平成２７年１１月理事会においてお示ししたとおり、当時、中間登録を含むすべ
てのOSS手続について、自動車関連５団体を行政書士法の適用除外とするように求められていました。国の
電子政府推進政策の一環として進められてきた件ではありますが、日行連総会の決議に沿って断固反対を貫
いてきました。「I
T利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」（平成２５年１２月２０日 高
度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）により、
「行政書士法施行規則第２０条の改正の必要性につい
て検討し、必要な措置を講ずる」とされ、以降順次、国土交通省、総務省等関係省庁間で検討が進められて
きた中で、最後まで「断固反対」すべしとの意見がある一方、一部の理事からは一定の理解を示しつつOSS
推進のための行政書士にとっての環境整備を進めるべきではないかとの意見もありました。この問題への対
応は、日行連会長である私にとって本年度の大きな課題であり、ひいては行政書士制度そのものにとって目
下最大の課題でもあることから、苦しい中にも心を砕き、全力を挙げて制度を守るとともに、影響を最小限
に食い止めました。引き続き、OSS推進において行政書士にとって最善の環境整備に関する要望は強く主張
し、鋭意取り組んでいるところです。

利を争えば乱を長じる
一方、他士業との業際問題に目を向けますと、こちらも心しなければならない重い課題が存在しています。
これまで本誌でも述べてきたとおり、過去の法改正において行政書士が他士業の業務を奪ったということは
ありません。法改正の際、弁護士業務との接点が問題とはなりますが、基本的に弁護士法第７２条は弁護士業
務を明確に位置付ける根幹であり、当然遵守されなければならないものと考えます。同様に、その他の士業
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との関係についても本来はそれぞれの法で業務が定められているのですから争うべき点はなく、個人個人が
必要に応じてその資格を取れば良いものであると考えています。
しかし、現実は「付随業務」であるとの主張のもと、法定された範囲を超えて行政書士業務に踏み込んで
来ようとする他士業の動きがあります。そのような主張が受け入れられるのであれば、当然行政書士にとっ
ても「付随業務」は存在するのであり、条件は同じはずです。本来、各士業の専門性をそれぞれの法律で担
保することで国民の皆様の様々な権利が守られているのであり、
「付随業務」という言葉だけでその法的担保
を超えた範囲の業務を許容すべきではありません。しかし、もしそのような理由で業務開放を突きつけられ
るのであれば、私たちも同様の理論をもって対抗するしかありません。本意ではありませんが、それも会長
として負っている使命の一つだと考えています。双方がそのような主張をぶつけ合うようなことになれば、
いっそ士業の垣根をなくし相互乗り入れの道を探るべきだという議論も大きくなるでしょう。正論は一つだ
けでもなく、二択でもありません。どのような結論に導かれるのかは分かりませんが、間違いなく言えるこ
とは、法を守るべき者が法を遵守できないとすれば、社会の混乱が生じることは明白であり、これは国民の
皆様にとって大変由々しき問題であるということです。
誰であろうと自分の存在、家族、コミュニティを脅かすものがあれば、それに全力で対抗するのは自然の
理であり、明白なことだと考えます。世界に目を向けてみると、自分たちの利益だけを求めた結果発生した
悲惨な争いが各地で起きています。自らも同等のものを提示し相手に開放することをせず、ただただ自分た
ちの利だけを求めれば乱がおきる、それは当たり前のことです。日行連は争いを生むのではなく、不動の心
で国民の皆様への貢献を追求すべく様々な事態に臨み、しかし緊急の時は全会員に呼びかけ、心を一つにし
て物事の解決を図るべきです。したがいまして、会員の皆様には日々修練を積み上げ、一層の技術の向上と
より高い資格者としての誇りを築いていただくことをお願いしたいと思います。
江戸中期に書かれた佐賀鍋島藩の武士の教えをまとめた書物『葉隠』に、
「武士道と云うは死ぬ事と見つ
けたり」という言葉があります。「その日その日に全力を尽くす。もうその日は戻ってこないのだから、いつ
死んでもいいのだという覚悟を持つこと」を説いています。行政書士制度のこれからの道を開くべく、会員
の皆様におかれましても、この言葉を持って日々を過ごしていただきたいと思っています。明るい明日の創
造のために。
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VOICE 私の想い

質の高い成果を求めて、
会長を傍で支える役員の
想いをお届けします。

依頼者の心に寄り添い、地域に密着した活動を
副会長

常 住

豊

平素より、関係各位、そして会員の皆様には、日本行政書士会連合会の会務運営に、御理解と御協力を賜
り誠にありがとうございます。私も、微力ではありますが、副会長に就任以来、行政書士制度の発展に全力
を尽くしています。
私は、行政書士業務は大きく分けて二つあると考えています。
一つは、市民と役所との架け橋になって、許認可申請などの行政手続をすることです。これは、私たち行
政書士の伝統的業務ともいえるでしょう。特定行政書士が誕生し、行政不服の申立代理権が付与されました。
このことにより、行政書士は、行政手続における事前的措置から事後的救済まで一貫して、その任を担える
ことになったのです。
もう一つは、昨今の複雑化・多様化する世の中で、市民と市民の架け橋になって、合意を形成して契約書
や協議書を作成することです。この業務において、私たち行政書士は、依頼者の良き相談相手となり、依頼
者の心の叫び、魂の叫びを受け止めなければなりません。そして、法律的な解決のみならず、事実的、心情
的な解決をも模索していくべきでしょう。
これら二つの業務に共通していることは、違う立ち位置の方の間に立って、合意を形成して物事を進める
ということです。そして、その目的はともに予防的措置を取ることであり、すなわち予防法務であると考え
ます。
このように考えてまいりますと、行政書士は業務を通して、体験的に対話促進型紛争解決手法を得ている
と言えます。この手法は、まさに各単位会のＡＤＲセンターが用いている手法であり、当事者の言い分を心
情的な部分まで聴くことに特徴があることから、法律的なことのみならず、事実的、心情的なことをも含め
て解決できる特徴があります。この技法を更に科学的、技術的にトレーニングしているのが、各単位会ＡＤＲ
センターで実施している調停人候補者養成研修であると考えます。対話促進型紛争解決手法は、他士業者と
の差別化要因にもなり得ると考えられますので、会員の皆様には、是非そのスキルアップをしていただきた
く存じます。このスキルを日常の業務に生かすとともに、無料相談会などでも大いに活用していただきたい
と存じます。
行政書士は、地域密着型の国家資格者であるべきと考えます。リーガルサービスの町医者となり、総合医
となって、国民の皆様の負託に応えていかなければなりません。そのためには、時には依頼者の店の奥のこ
とまで、相談に乗ることも必要でしょう。そして、市民や事業者に寄り添いながら、問題点を共有するとと
もに、その解決策を示し、依頼者の人生や事業に貢献し成功に導いていく使命があると考えます。このこと
が、まさに街の法律家としての役割といえるでしょう。
私は、行政書士の業務に自信と誇りを持っています。会員の皆様も同様のことと存じます。私たち会員一
人ひとりが現場において、依頼者の利益が最大限となるような成果を出していくことを通して、地域から信
頼の得られる、そして期待される存在になっていきましょう。
皆様の益々の御支援と御協力を心からお願い申し上げます。
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質の高い成果を求めて、
会長を傍で支える役員の
想いをお届けします。

行政書士制度を未来へ繋ぐために
副会長

山 田

高 嗣

今の日本では、社会環境の変化が凄まじいスピードで進んでいます。私が行政書士登録をしたのが昭和５８
年であり、正直その当時は、事務所の土地柄もありますが、農地転用、建設業許可が行政書士の仕事のよう
に思っていました。その後、いわゆる風営法、入管法、サラ金規正法等の施行・改正の都度、関係所管から
単位会を通じて業務の照会や研修等があり、営業努力をしなくても仕事は充分にあり行政書士として食べて
いくことには何の不自由もなかったように思います。
また、自動車関係においても、車庫証明についてだけですが、販売店等の方から（連絡があり）申請の依
頼がきていました。振り返れば、業務の依頼人（顧客）だけでなく、各種受付窓口においても、お互いに信
頼関係がきちんとできており、業務がしやすい社会状況の中、私としては楽しい時代に行政書士になり、現
在に至っています。
さて、御存知の方も多くいると思いますが、行政書士制度の変革・歴史について、初心に戻って整理した
いと思います。
まず大正時代に内務省省令により代書人規則が成立し制度がスタートしました。地方行政、特に警察関係、
当時外国人入管は警察の所管であり、代書人の業務でありました。また、許認可関係はもちろん出版・著作
権（著作権登録申請）も業務に含まれていました。問題はこの代書人規則が、第二次世界大戦終結により明
治初期から７５年間、国の機関として存続してきた内務省が解体されたことで失効してしまったことが、行政
書士制度が発展するための一部障害になってしまったと思います。代書人規則の中には、所轄警察署長の許
可を受けることや、すでに補助者に関する条項もあり、同じく警察署長の認可が必要とされていました。
また当時の行政書士法第１条には、現行法第１条の２と同様の業務に関する条項があり、その中には「報
酬を得て」という文言は入っていませんでした。現行法でも「報酬を得て」という文言が入っていなければ、
と思うのは私だけでしょうか。我々の業務に関係する法律も様々に制定・改正されています。中には非常に
厳しい改正もあり、行政書士業務が侵食を余儀なくされかねないものもあると思います。このような改正に
はしっかり対峙していかなければなりません。
行政書士制度については、現在まで、このように変遷してきたという状況ですが、一方、社会状況はと言
いますと、例えば、私は自動車の免許を取得してから運転することが楽しく、学生の時から暇さえあればド
ライブをしていました。自動車の進歩は目覚ましく、排気ガス規制によりアクセルをどんなに踏み込んでも
加速が鈍い時がありましたが、数年の間にこの問題に対応して高出力でクリーンな車が開発され、またオイ
ルショックによる燃費の問題も数年の間に素晴らしい改善がなされました。さらにハイテク化も進み自動運
転車が開発されており、東京オリンピックでは一部実用化されるのではと報道されています。これらは、企
業努力、長年の実績、長期的な研究開発の賜物だと思います。
このような企業努力と同様に、行政書士制度も社会状況の変化に遅れないよう対応していかなければなり
ません。研究開発にあたるもの、個々の業務資料、例えばバイブルのようなものも必要不可欠になるでしょ
う。それについては、日行連においては法規監察部関係ではありますが、最近では「行政書士のための行政
法」が出版され、これは素晴らしいことです。また数年前には知的財産関係のバイブルが出ましたが、その
他は記憶にありません。年末、事務所の書籍を整理しておりましたら、月刊日本行政増刊号なるものを見つ
けました。平成元年３月号「行政書士の消費税必携」で３
００ページに及ぶもので、国税庁企画課長編で定価
２０
,
００円（送料実費）です。現在はインターネットで何でも調べられる時代ですから、いろいろな意見はある
でしょうが、官庁に対する対応等を思えば（官庁との関係を親密なものにすることを考えれば、）こういう
ものも必要であると思います。
一方、ネット申請は今後ますます普及していくでしょう。またAI
（人工知能）の普及も進んでくるでしょ
う。つい先日新聞記事をAI
が書いたところ、誰も気付かなかったそうです。いま、私が書いているこの文も
近い将来、ボタン一つでもっと素晴らしい文章ができることになると思います。そうなると、我々行政書士
だけではなく、全ての士業の将来がどうなっていくのか、安穏とはしていられないと思います。
日行連の役員として、何か事が起きた時に対応に追われるのでなく、過去の素晴らしい知見の蓄積を活用
し、将来に向かって我々の存在意義を発信することがいつでもできるように、常に準備を整えておくことが
大切であります。遠田会長も、行政書士制度についてのデータベース化とその活用を進めております。私も
会長とともに、行政書士制度が国民の皆様のために、過去から未来へ続くよう、制度発展に向けて尽力して
まいります。
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～新時代の行政書士業務のあり方を考える～（その２）
～新時代の行政書士業務のあり方を考える～（その２
）
平成２７年度国際業務に関するセミナー（ダイジェスト版）
弁護士
第３

１

行政法理論や
行政法理論や
入管法判例の徹底活
入管法判例の徹底活用
用

山脇

康嗣

よる退去強制令書の発付が、在留資格を付与した行
政処分に係る権限ある機関による撤回処分の性質を
併せ持つ処分であると考えられるので、在留資格は、

退去強制手続中や在留資格取消手続中の在留期

退去強制令書が発付されたことによって失われると

間更新申請

解される。
したがって、退去強制手続中（退去強制令書発付

東京地裁平成１４年２月１９日判決（裁判所ＨＰ）は、
在留資格を有して我が国に在留中の外国人が、退去

処分前）の在留期間更新許可申請は可能であるし、

強制事由に該当することになった場合における当該

行う必要がある。また、就労系在留資格を有する者

外国人の在留資格及び在留期間の効力について、入

について退去強制手続が立件された場合（売春関係

管法は何ら規定を設けていないから、退去強制事由

業務従事、専従資格外活動、入管法別表第１の在留

に該当することになった場合でも、その者が在留資

資格保有者について一定の刑罰法規違反による有罪

格を喪失し又は在留期間が当然に消滅又は失効する

判決確定）に、就労が認められなくなるのは、退去

とはいえないと判示している。

強制令書が発付される時点であり、それまでは、就

入管法２４条は、本邦に在留する外国人は、同条に

労不可との仮放免許可の条件が付されていない限り

定める退去強制事由に該当し、かつ、法律に定める

は、就労が可能である。それに対し、偽造旅券行使

一定の手続による場合を除き（「次章に規定する手続

による不法入国者については、当初の上陸許可処分

により」）、本邦からの退去を強制されることはない

自体が無効であり、公定力がない。したがって、不

ことを明確に示し（坂中英徳・齋藤利男『出入国管

法入国者は、形式的には在留資格を有していたとし

理及び難民認定法逐条解説〔改訂第３版〕
』４６７頁

ても、無効な行政処分によるものであり、公定力は

（日本加除出版、平成１９年））、かつ、入管法５章は、

ないから、退去強制令書が発付される前であっても、

入管法２４条を受けて、容疑事実に係る退去強制対象

就労することは認められない。

者該当性について、入国審査官の審査、特別審理官

上記については、在留資格取消手続についても同

の口頭審理及び異議の申出に対する法務大臣の裁決

様である。つまり、在留資格取消事由が発生し、在

の三審制により慎重に審理するという構造をとって

留資格取消手続が立件されても、在留資格取消処分

いる（坂中英徳・齋藤利男『出入国管理及び難民認

がなされるまでは、在留資格は有効に存続する。

定法逐条解説〔改訂第４版〕』６０７頁（日本加除出版、

よって、在留資格取消手続中（在留資格取消処分前）

平成２４年））から、この三審制を経て退去強制令書が

の在留期間更新許可申請は可能であるし、行う必要

発付（入管法４９条６項等）されてはじめて在留資格

がある。

が確定的に失われると解される。これは、在留資格
を付与した行政処分（在留期間更新許可処分、在留

２

在留状況不良（一定期間継続して在留資格該当

資格変更許可処分等）の有する公定力からも導かれ

性ある活動を行わなかったこと）等を理由に、

る帰結である。

在留資格変更許可申請が不許可となった場合に

上記のとおり、在留資格は、退去強制事由が発生
したこと自体によっては失われない。主任審査官に

とるべき手段の選択
まず、申請時点における有効な在留資格の保有と
2017.
2 No.
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これまでの入管業務の「常識」を打ち破り、
これまでの入管業務の「常識」を打ち破り、
新たな専門的ステージ
新たな専門的ステージに
に

● スペシャルリポート 第三業務部 国際部門
いう、在留資格変更許可に係る形式的要件との関係

雇されれば、在留資格該当性が失われる。給与所得、

では、行政法上の公定力理論が重要である。在留資

事業所得及び雑所得等が増えれば、翌年の住民税額

格該当性が失われていたとしても、在留資格取消処

が上がる（所得割）。給与所得から特別徴収（地方

分がなされていない限りは、在留資格を付与した処

税法３２１条の３第１項本文）される住民税額は毎年、

分は有効に存続している。よって、申請時点におけ

市区町村から勤務先に通知されるため（２か所以上

る有効な在留資格保有という形式的要件は満たして

から給与を受けている場合に、どちらの会社で特別

いる。

徴収を行うか、換言すれば市区町村がどちらの会社

しかし、在留資格変更許可申請においては、狭義

に報告をするかについては、原則として給与額が多

の相当性が要件となるところ、同要件については要

い方の会社に報告することが多い）、副収入の存在

件裁量がある。よって、在留資格該当性ある活動を

が会社の知るところとなる。ただし、給与所得以外

行わなかったという事実認定を覆せない限りは、申

の所得（事業所得等）については、地方税法３２１条

請人にとって不利な手続である。それに対し、在留

の３第２項但書により、特別徴収ではなく普通徴収

資格認定証明書交付申請においては、狭義の相当性

を選択することができる。もっとも、事業所得を赤

は要件とならない。そして、活動の非虚偽性につい

字で申告した場合、その分（給与に対する）住民税

て要件裁量がない。多くの在留資格にあっては、在

額が減るので（損益通算）、給与から源泉徴収される

留資格該当性についても要件裁量がない。また、上

べき住民税額の減少という事実により、会社に副業

陸拒否事由に該当しない限り、効果裁量もない。し

（事業所得の発生）が発覚する可能性がある。つま

たがって、狭義の相当性がないことを理由に在留資

り、地方税法３２１条の３第２項但書による普通徴収

格変更不許可処分を受けた場合には、いったん帰国

の選択が適用できるのは、給与所得以外の所得（事

することを前提に、在留資格認定証明書交付申請を

業所得等）が黒字でそれに対して住民税が課税され

試みた方が良いことが多い。

る場合である。給与所得以外の所得（事業所得等）
が赤字のため、給与所得と相殺されて所得税や住民

第４

マイナンバー制が
マイナンバー制が
外国人に与える本当の影
外国人に与える本当の影響
響

税が計算（損益通算）されている場合には（雑所得
については損益通算されない）、損益通算後の金額
をもとに決定した通知書及び納付書が会社に送付さ

マイナンバー制が施行されても、租税実体法が変

れることになるので、会社に副業が発覚する可能性

わるものではない。また、マイナンバーの利用目的

がある。地方税に係る普通徴収の選択の可否及び損

は、行政手続における特定の個人を識別するための

益通算の有無という観点からは、外国人の副業によ

番号の利用等に関する法律で限定されているところ、

る収入が、給与所得、事業所得及び雑所得のいずれ

入管法に基づく審査は含まれていない。したがって、

であるかの区別が重要である。

マイナンバーによって収集された情報を入国管理局
が直接に利用できるわけではない。マイナンバー制
の施行により、各種の税務書面を提出する際などに

第５

外国人技能実習新法
外国人技能実習新
法

おける本人確認が厳格化されるとともに、マイナン

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の

バーによって特定個人との紐付けが容易となること

保護に関する法律案が可決成立した場合、許認可

によって、課税庁に所得が把握されやすくなる。そ

（技能実習計画の認定、実習実施者の届出、監理団

の結果として、入管法上の各手続に影響が及びうる

体の許可）、監理団体に対する外部監査及び監理団

というのが正確な理解である。

体の外部役員就任等において、新たな行政書士業務

マイナンバー制が外国人に与える影響を考えるに
あたっては、「何が」、「いつ」、「誰に」、「なぜ」発
覚し、
「何に影響」するのかという整理の視点が重要
である。例えば、外国人が就業規則で定められた副
業禁止規定に違反し、かつそれが入管法上違法な資
格外活動にあたること等を理由に、会社から懲戒解
6
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が発生する。

第６

（４）要件事実を意識しない、感覚的な「もやっと
した処理」や「ぐちゃっとした処理」をやめ、
また、ことさらに真実を隠蔽したり、誤導的な

改正入管法及び既存法令の適用による不正申請

記載をしたりすることはせず（事実や外形の積

の摘発

極的な仮装を行うことは論外）、客観的な事実

入管法改正により、在留資格等不正取得罪（改正

関係を前提に、緻密な法令解釈（裁量統制を含

入管法案７０条１項２号の２）及び営利目的在留資格

む）、的確な（合理的な経験則に基づく）事実

等不正取得助長罪（改正入管法案７４条の６）が創設

認定・証拠評価に基づく、法律家として王道の

される。在留資格等不正取得罪及び営利目的在留資

処理を徹底する。

格等不正取得助長罪の構成要件における「偽りその
他不正の手段」とは、故意をもって行う虚偽の申立

（５）不利に評価される可能性がある事実であって

て、不利益事実の秘匿、虚偽文書の提出等の不正行

も、ことさらに隠すのではなく、当該事実が存

為の一切をいうとされる（東京地裁平成２５年１２月３

在することを前提に、当該事実に対するあるべ

日判決（（平２４（行ウ）７２４号）ウエストロー・ジャ

き評価や、それを踏まえたあるべき入管法解釈

パン）参照）。つまり、影響の少ない軽微なものも不

を、行政法理論、入管法判例、入管法の上位規

作為態様によるものも、全て含むとされる。また、

範である日本国憲法及び国際人権規約等から導

近時、不実の申請書を入国管理局に提出して、同局

き、それを理由書等において、適切に主張立証

の外国人出入国情報システムに虚偽の事実を記録さ

する。

せようとしたことをもって、電磁的公正証書原本不
実記録未遂罪で逮捕される事例も出現している。入

（６）緻密な法令解釈をするために、行政法理論、

管法改正により、捜査当局は、入管法違反を、あら

入管法判例、入管法の上位規範である日本国憲

ゆる規定を使って徹底的に取り締まることが可能と

法及び国際人権規約を、正確に理解する。

なり、その意向も現に示されているといえる。した
がって、入管業務を扱う全ての行政書士や弁護士は、

（７）的確な（合理的な経験則に基づく）事実認定

今こそ、大きな意識改革を行い、後記２のような事

や証拠評価のトレーニングについては、行政書

項を確実に履践する必要がある。

士界における、入管業務についての他士業の追
随を許さない圧倒的なノウハウの蓄積を活用す

２

業務上の留意点

る。

（１）法令構造及び事案内容が複雑化し、裁判所に
よる裁量統制も進化する中で、これまで「常識」

（８）上記のような処理を徹底することこそが、刑

と思われていた経験主義的な対応だけでは、限

罰規定の濫用から、資格者として自分の身を守

界が出てきていることを、明確に認識する。

ることにつながる。上記各事項を履行するため
には、官側（入国管理局職員）からのレクチャ

（２）法務大臣等の「自由裁量」といった、現代で

ー（これはこれで極めて重要）を受けるだけで

は通用しない概念に代表される、業界に長らく

は到底足りず、同一事象（法令改正や実務運用

蔓延してきた「誤解」を捨て去る。

など）について、常に、弁護士や学者等からの
情報入手を怠らない。

（３）電磁的公正証書原本不実記録罪の適用や、在
留資格等不正取得罪・営利目的在留資格等不正

（９）報酬設定、報酬請求時期、報酬請求方法、記

取得助長罪の創設等による捜査機関の取り締ま

録（帳簿等を含む）の残し方、本人以外の関係

りの徹底強化と、外国人犯罪については特に裏

者（と名乗る者）への対応、行政書士法上の守

付け捜査が不十分であり濫用の歯止めがない現

秘義務の範囲（依頼人から「聞きたくなかった

実を、明確に認識する。

事実」を聞いてしまった場合の対処）等につい
て、十分に留意する。
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１

偽装滞在者対策としての営利目的在留資格等
偽装滞在者対策としての営利目的
不正取得助長罪が行政書士に
不正取得助長罪が行政書士
に与える重大な
与える重大な影
影響

● スペシャルリポート

第一業務部

建設・農地部門

改正建設業法等について（その２
（その２）
）
＜第一業務部

執行役員等の経営業務の管理責任者への追加
執行役員等の経営業務の管理責任者への追
加
（１）背景

建設・農地部門＞

（３）範囲
（２）で述べた「執行役員等」については、許可
を受けようとする個々の業種区分の建設業について、

従来、建設業法では、許可を受けて建設業を営も

それぞれの建設業に関する「事業部門全般の業務執

うとする場合は、法人であればその役員（業務を執

行に係る権限委譲」を受けている必要があります。

行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者）

すなわち、事業の一部のみ分掌する事業部門、例え

のうち常勤である者のうち一人が、個人である場合

ば、一部の営業分野のみ、資金・資材調達のみを分

はその者又は支配人のうち一人が、建設業に関して

掌する場合等の業務執行に係る権限委譲を受けた執

５年以上の経営業務の管理責任者としての経験等を

行役員等は、経営業務の管理責任者として認められ

有することが求められてきました。

ないとされています。

しかしながら近年、建設業法の許可制度創設当時
と比較して、取締役の人数が減少する一方、執行役
員制度の導入が進み、企業における業務執行のあり
方が変化してきました。
そこで、「国土交通大臣に係る建設業許可の基準
及び標準処理期間について」（平成１
３年国総建第９９

（４）確認方法
当該「執行役員等」が「役員」に該当するか否か
の判断には、建設業法施行規則（昭和２４年建設省令
第１４号）別記様式第７号に加え、以下に掲げる書類
により確認することとなっています。

号）及び「建設業許可事務ガイドライン」
（平成１３

①執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締

年国総建第９７号）の一部を改正し、新たに「執行役

役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを

員等」を経営業務の管理責任者へ追加することとな

確認するための書類（組織図その他これに準ず

りました。

る書類）
②業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けよ

（２）概要
前述した「役員（業務を執行する社員、取締役、
執行役又はこれらに準ずる者）」に、以下のものを経
営業務の管理責任者としての経験を有する者に準ず
る者として、追加しました。
「業務を執行する社員、取締役又は執行役に準
ずる地位にあって、許可を受けようとする建設
業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を
経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限
委譲を受けた執行役員等」（「建設業許可事務ガ
イドラインについて」Ｐ．
２２一部抜粋）
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うとする建設業に関する事業部門であることを
確認するための書類（業務分掌規程その他これ
に準ずる書類）
③取締役会の決議により特定の事業部門に関して
業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、
かつ、取締役会の決議により決められた業務執
行の方針に従って、特定の事業部門に関して、
代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な
業務執行に専念する者であることを確認するた
めの書類（定款、執行役員規程、執行役員職務
分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取
締役会の議事録その他これらに準ずる書類）

確認資料につき、 表４ を参照してください。

SPECI
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表４
許可の有無にかかわらず、以下の書類
①組織図その他これに準ずる書類
執行役員経験
確認書類

②業務分掌規程、過去の稟議書その他これに準ずる書類
③定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会議事
録その他これらに準ずる書類

特定建設業における請負金額の下限の引上げ
特定建設業における請負金額の下限の引上
げ

社会保険の加入状況の変更届の提出、
社会保険の加入状況の変更届の提出
、
監理技術者の講習の修了証の交付の取りやめ等
監理技術者の講習の修了証の交付の取りやめ
等

（１）背景
将来にわたって建設工事の適正な施工が確保され

（１）社会保険の加入状況に変更があった場合は、
その都度、変更届を提出することとなりました。

るよう、社会経済情勢の変化に応じた規制の合理化
により、技術者の効率的な配置を図る必要がありま

（２）監理技術者の講習の修了証の交付を取りやめ
て、監理技術者資格者証に講習修了の旨を記載

す。

する方法に変更となりました。（もしくは、資

そこで、建設業法施行令の一部を改正する政令が

格者証の裏面に講習受講シールの貼付）

閣議決定（平成２８年４月１日）され、特定建設業の
許可を必要とする一件あたりの建設工事の下請代金
の額等を引き上げることとなりました。

法改正後の現状
解体工事業の新規申請あるいは業種追加等は、随

（２）概要
①特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要

時申請がなされているようです。しかしながら、許

となる下請契約の請負代金の額の下限について、

可行政庁よっては「区分の考え方」における運用方

以下のようにそれぞれ引き上げられました。

法にバラツキが見られるという現状があります。申

※いずれの金額も消費税込。

請の際には、許可行政庁の考え方に十分留意するこ

建築一式工事

とが必要となります。

４，
５００万円 ⇒ ６，
０００万円

上記以外の建設工事 ３，
０００万円 ⇒ ４，
０００万円

このことを踏まえ、
「とび・土工・コンクリート
工事業」で解体工事を行っている建設業者は、経過

あわせて、民間工事において施工体制台帳の作

措置後の対応を適切に行っていかなければなりませ

成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限

ん。

についても同様の引上げが行われることとなり

執行役員経験での経営業務の管理責任者としての
認定は、上述したように確認資料が多く、また、企

ました。

業の内部資料による確認が必要になる等のため、困
②工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又

難を極めることが予想されます。

は監理技術者を専任で配置することが必要とな

執行役員制度を導入している大企業であれば、確

る重要な建設工事の請負代金の額についても、

認資料となる書類の整備が行き届いているでしょう

以下のようにそれぞれ引き上げられました。

が、それらを貸し出してくれるかといった問題も考

※いずれの金額も消費税込。

えられます。中小企業では、取締役会が設置されて

建築一式工事

５，
０００万円 ⇒ ７，
０００万円

いない等、執行役員制度自体の存在の確認が困難で

上記以外の建設工事 ２，
５００万円 ⇒ ３，
５００万円

す。今後の運用に、注視していく必要があると思わ
れます。
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● スペシャルリポート 第一業務部 建設・農地部門

今後の建設業法について
今後の建設業法につい
て
国土交通省は、建設産業の１０年後を見据えた政策
の議論を始めました。建設産業の将来や建設業関連
制度の基本的な枠組みを検討するために有識者によ

業界内部の問題・課題解決を先送りにすることを許
されてきた節が多々ありました。今後は他の産業と
同じように、一つの産業として確立されることが求
められてきているのではないでしょうか。
建設業界では、スーパーゼネコンを筆頭とした元

る「建設産業政策会議」を設置しました。初会合は、 請企業が世界屈指の技術力を持ち、超高層の建築物
平成２８年１０月１１日に東京都内で開催されました。建

や大深度のシールド工事等の困難な工事を次々と施

設産業は高齢化、担い手不足、賃金水準の低さ等が

工し、日本の建設技術の高さを世界に示してきまし

課題となっていますが、１０年後も建設産業が「生産

た。

性」を高めながら「現場力」を維持できるように、

一方、そうした工事を支える多くの下請企業では、

制定から約７０年が経過した建設業法の改正も視野に、 従来からの慣習である「一日働いていくら」の職業
関連制度の基本的枠組みの検討を進めていくとして
います。本会議は、平成２９年６月を目途に取りまと
めを行うこととしています。
また、平成２８年１０月１９日に国土交通省は「適正な

観が今現在も残っている状況です。
そういった中小の建設業者と深くかかわっている
のが、私たち行政書士です。私たち行政書士もこの
大きな変革に取り残されることなく自己研鑽に励み、

施工確保のための技術者制度検討会」を開催しまし

建設業界に最も身近な士業であることを自覚して、

た。これまでの検討を踏まえて、「監理技術者制度

建設業界発展に資するよう努めていくことが必要で

運用マニュアル」の改正、技術検定の見直し（２級

はないのでしょうか。

学科試験の年２回実施化）を決定しました。
さらに、建設業法に基づく国家資格（技術検定）
がない５業種（電気通信、機械器具設置、さく井、
消防施設、清掃施設）のうち、工事量が最も多い
「電気通信工事」に関する新たな国家資格（技術検
定）の創設も決定しました。電気通信工事において
は、監理技術者の９７．
２％が実務経験によって監理技
術者の資格を得ている現状にあり、監理技術者要件
が厳しいことも作用して、監理技術者数が減少傾向
にありました。今後は、他の４業種に関しても順次
検討されていくことが予想されます。
これらを踏まえると、今後建設業法の改正が行わ
れることが予想されますので、国の動向に注目して
いかなくてはなりません。

最後に
最後
に
平成２４年から始まった「社会保険未加入対策」の
期限（平成２９年度）が迫ってきています。期限経過
後の動静が見逃せない状況の中、建設業界が大きく
変わろうとしており、また、変わることが求められ
ています。
今まで建設業界は他の産業と比べて特別視され、
10
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証券取引等監視委員会事務局開示検査課
課長補佐

証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」とい
う。）は、平成２８年８月２６日に「金融商品取引法に

御園

一

状況の変化を常に意識し、市場に対する投資家の信
頼を保持すべく、以下のような取組みを行っている。

おける課徴金事例集～開示規制違反編～」
（以下「事
例集」という。）を公表した。

（１）上場企業の経営環境の変化等に伴う開示規制

金融商品取引法に基づく情報開示が適正に行われ

違反の潜在的リスクに着目した情報収集・分析

るためには、有価証券報告書等を提出する上場企業

我が国金融・証券市場においては、金融商品取引

等や有価証券報告書等の財務諸表の監査証明を行う

法の規定に基づき、約３６
,
００社の上場企業をはじめと

公認会計士・監査法人（以下「監査人」という。
）

する有価証券の発行者等から有価証券報告書等の開

による自主的な取組みはもちろんのこと、不適正な

示書類が提出されている。

情報開示が行われた場合に多大な損失を被る可能性

証券監視委では、これまで、市場内外の様々な情

のある投資家の適正な開示への関心が不可欠である。 報の収集・分析により、個別企業の有価証券報告書
事例集は、適正な開示を支えるこうした様々な市場

等における虚偽記載等に関する端緒を発見し、摘発

関係者の方々の参考としていただけるよう、開示検

等を行ってきたところであるが、結果として、課徴

査において認識された不適正な会計処理等の傾向及

金納付命令勧告の対象は、新興市場の上場企業など、

びその概要を取りまとめ、平成２０年以降、毎年、公

比較的規模の小さい上場企業の占める割合が高く

表しているものである。

なっている。

今般公表した事例集では、最近の事例等を追加・

しかしながら、前述の大規模上場企業による不適

編集するとともに、最近の開示検査の取組み、市場

正会計が発覚し、また、最近の事案として、グロー

関係者へのメッセージ、開示規制違反の発生原因等

バル化した企業の海外子会社の管理体制の不備等に

を記載してより活用しやすいものとした。本稿では、 起因した虚偽記載等がみられるようになったことな
これらの項目を中心にご紹介する。

どを受け、約３６
,
００社ある上場企業による開示規制違
反を、より迅速・効率的に発見・抑止すべく、経営

１ 最近の開示検査の取組みについて

環境の変化等に伴う開示規制違反の潜在的リスクに
着目した情報収集・分析等を開始・強化している。

昨今では、企業統治のあり方を定めた会社法が改

特に、最近のマクロ経済動向等に着目すれば、中

正され、また、コーポレートガバナンス・コードの

国や新興国における経済の減速や資源価格の下落等

適用が始まるなど、上場企業を取り巻く状況は変化

による業績悪化を隠蔽しようとする潜在的リスク、

してきており、上場企業による企業情報の開示に対

海外事業進出に伴い海外子会社等による不適正な会

する市場の期待も一層高まってきている。

計処理を隠蔽しようとするリスク等に留意する必要

このような中、平成２７年度には、日本を代表する

があると考えている。これら以外にも、上場企業に

グローバル企業で不適正会計が発覚し、大規模上場

おける新たな事業やビジネスモデルの変更に伴う損

企業における不適正会計の潜在的リスクが認識され

失の隠蔽等の不正が行われるリスク等にも留意する

たところであり、証券監視委としては、このような

必要がある。
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課徴金事例集（開示規制違反編）の
課徴金事例集（開示規制違反編）の
公表について
て
公表につい

● スペシャルリポート 寄稿
（２）虚偽記載等の原因の究明

引所自主規制法人は平成２８年２月に「上場会社にお

開示検査の実施においては、虚偽記載等の事実の

ける不祥事対応のプリンシプル」を公表したところ

みならず、その原因についても究明し、検査対象企

である。本プリンシプルは、不祥事が発生した上場

業と議論の上、改善を求めている。その際、虚偽記

企業に強く期待される対応や行動に関する原則（プ

載等が行われることとなった直接的な原因にとどま

リンシプル）として、①不祥事の根本的な原因を解

らず、その原因を生じさせた根本的な原因について

明すべく、最適な調査体制を構築するとともに、社

も、究明することとしている。

内体制についても適切な調査環境の整備に努める旨、

この根本的な原因を究明する理由として、次の２
つが考えられる。

②調査の客観性・中立性・専門性を確保するために
は、第三者委員会の設置は有力な選択肢となるが、

１つ目の理由は、不適正な会計処理の対象となっ

その際、委員選定プロセスを含め、その独立性・中

た取引等が１つ発見されても、同じ動機等によって

立性・専門性の確保に十分配慮する旨、③根本的な

他の取引等について不適正な会計処理が行われてい

原因に即した実効性の高い再発防止策を策定し、迅

る蓋然性が高く、その根本的な原因であるその動機

速かつ着実に実行するとともに、その運用・定着に

等を究明しなければ、虚偽記載等の全体像を把握す

関しても十分に検証すべき旨、④不祥事に関する情

ることができないと考えられることである。

報開示は、その必要に即し、把握の段階から再発防

２つ目の理由は、原因を考慮した改善策を講じず

止策の実施の段階に至るまで迅速かつ的確に行う旨

に、発見された虚偽記載等に形式的に対処するだけ

が定められている。証券監視委としても、本プリン

の改善策にとどまった場合には、本質的な改善には

シプルの考え方は、不適切な開示を行った企業につ

つながらず、その上場企業において適正な開示を行

いてその再発防止が期待されるばかりでなく、適切

うための体制が確立されないため、再度、同じ原因

な開示に大いに資するものと考えているところであ

による虚偽記載等が発生するおそれがあると考えら

る。

れることである。

また、本プリンシプルにおいて根本的な原因の解

証券監視委は、不適正な開示が行われた背景にあ

明のための有力な選択肢とされている第三者委員会

る原因について、検査対象企業と議論することに

の設置に関しては、平成２２年７月に、日本弁護士連

よって、事案の徹底した解明及び問題の再発防止に

合会より「企業等不祥事における第三者委員会ガイ

つなげるという意識を持って、開示検査に取り組ん

ドライン」が公表され、第三者委員会のあるべき姿

でいる。

等が示されている。

さらに、開示規制違反に対して、開示検査による

開示検査の実施に際し、上場企業等による虚偽記

事後的対応のみならず、未然防止の観点から、この

載等が判明した場合には、本プリンシプルや本ガイ

ような取組みにより究明した原因等について、事例

ドラインに基づき、その企業自身において根本的な

集等に記載し積極的に情報発信をすることにより、

原因についても徹底した調査を行い、企業自身が正

上場企業はもちろんのこと、他の市場関係者等につ

しい企業情報を市場に対し迅速に提供するとともに、

いても、その自己規律強化につなげていきたいと考

適正な情報開示を行うための体制の構築等の企業自

えている。

身による取組みの実施が期待されるところである。
なお、「開示検査に関する基本指針」において、

（３）企業自身の適正な取組みの慫慂

検査対象先が、検査対象先と利害関係のない外部の

上場企業には株主をはじめとする多様なステーク

専門家によって構成される委員会を設置して調査を

ホルダーが存在するため、上場企業において不祥事

実施した場合において、合理性が認められる場合に

が発生した場合には、その影響は多方面にわたり、

は、証券監視委は、その調査資料や調査結果等を開

当該上場企業の企業価値の毀損のみならず、市場全

示検査の事実認定において判断材料とすることがで

体の信頼性への影響も懸念されることから、日本取

きると規定している。
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２ 市場関係者へのメッセージ

正の実例やその発見に至る端緒、必要な対応等につ

（１）上場企業の皆様へ
企業が適正な開示を行うためには、適切なガバナ
ンスが構築され、取締役・監査役による監督・監査

原因を理解することは、今後の監査に役立つものと
考えている。
また、前述（１）のとおり、証券監視委としては、

をはじめ内部監査等が有効に機能していることが不

事例集が、監査人と上場企業とのコミュニケーショ

可欠であるが、最近の不適正な開示が行われた事案

ンを図るため、広く活用されることを期待している。

では、その発生原因として、取締役会・監査役会の
機能不全や内部統制の機能不全が指摘されるケース
も存在する。
事例集における不適正な会計処理の具体的事例や
その発生原因等は、取締役の皆様が自社のガバナン

（３）投資家等の皆様へ
上場企業における不適正な開示が行われた場合に
は、当該企業に投資を行っていた投資家が多大な損
害を被ることはいうまでもない。

ス体制が形式だけでなく実質を伴ったものとなって

投資家、とりわけ機関投資家におかれては、事例

いるか、実効的な内部統制が確保されているかなど

集を参考に、正確な企業情報等の開示や会計監査の

について改めて点検する際の参考になるものと考え

品質などに関心を寄せていただくとともに、例えば、

られる。

投資先企業との建設的な「目的を持った対話」（エ

また、監査役は、独立の立場から取締役の職務執

ンゲージメント）の中で、投資先企業に対し、コン

行を監督することにより、不適正な情報開示を防止

プライアンス経営の徹底等を優先課題とするよう求

することがその役割のひとつであると考えられる。

めていただくことが、市場全体における適正な開示

監査役の皆様が、企業情報の開示の適正性等を確保

に関する規律の向上につながるものと確信している

する観点から、監査役会等の独立性・客観性・実効

ところである。

性を高めるためにどのような対応が必要であるかな
どを考えるに当たり、事例集が参考になるものと考

３ 開示規制違反の発生原因

えている。
いずれにしても、適正な情報開示を確保する観点

証券監視委は、開示検査において、虚偽記載等の

から、内部監査等において事例集が大いに活用され

原因についても究明し、検査対象企業と議論の上、

ることを期待するものである。

改善を求めている。その際、直接的な原因にとどま

さらに、企業情報の開示の適正性等を確保するた
めには、監査人から経営陣へのアクセス、監査人と
企業との十分な連携等を確保するための適切な態勢

らず、直接的な原因を生じさせている根本的な原因
についても、議論を行うこととしている。
根本的な原因となる事象・状況は、検査対象企業

整備に取り組むことも求められているところであり、 のビジネスモデル、ガバナンスの状況、事業環境等
上場企業（監査役等）と監査人とのコミュニケーシ

の変化等、様々であるが、証券監視委は、事案の徹

ョンを図るためにも、事例集が広く活用されること

底した解明及び問題の再発防止につなげるという意

を期待している。

識を持って、根本的な原因の究明に取り組んでいる。

（２）監査人の皆様へ
会計監査は、企業による財務状況の的確な把握と

最近の開示検査では、以下のようなことが開示規
制違反の発生原因として把握されている。

適正な開示を確保し、その適正・円滑な経済活動を
支え、これを日本経済の持続的な成長につなげてい

（１）強い権限、影響力を持った特定の役員等の主

く前提となる極めて重要なインフラであると考えら

導による事案（【事例３，
１６，
２１】参照）

れる。監査人にとって、事例集を参考に、過去の不

特定の役員等の主導により不適正な会計処理等が
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いての理解を深めるとともに、その不正の根本的な

● スペシャルリポート 寄稿
行われているケースが散見されている。このような

に行うことができる態勢を有していなかったことや、

ケースにおいては、発生原因として、経営トップ等

監査委員会が主体的に監査人の監査の方法及びその

のコンプライアンス意識の欠如や取締役・取締役会・

結果の相当性を検証する態勢や監査人に対して十分

監査役の機能不全等が指摘されている。

な情報提供を行う態勢を整備していなかったほか、

取締役・取締役会・監査役の機能不全の背景には、

経営監査部が会計処理の観点での監査を十分に実施

不適正な会計処理等を主導した役員等が、創業者で

していなかったにもかかわらず、監査委員会は取締

あることや在任期間が長いことなどから、強い権限、

役会を通じて必要な是正措置を講じさせなかったこ

影響力を持っており、同役員等に一任する風潮、他

となどがあった。

の役員等が異論を差し挟むことが難しい雰囲気など
があった。

（４）海外子会社等の管理体制の不備
（【実態把握１，２】参照）

（２）事業環境の変化等の背景が窺われる事案
（【事例１，２】参照）

事業拡大のため海外子会社等で新規に事業を開始
したところ、事業が軌道に乗る前に不適正な会計処

上場廃止基準に抵触することを回避するためや、

理が発覚し、自発的な訂正が行われたケースが散見

新たに開始した事業において売上の過大計上が行わ

された。このようなケースでは、海外子会社等の財

れたケースがみられた。このようなケースにおいて

務情報に対して、現地固有の統制環境やリスクの評

は、発生原因として、コンプライアンス意識の欠如、

価も踏まえた適切なモニタリングを行うなどの海外

内部統制の機能不全等が把握された。

子会社等を管理する体制が十分に整備できていな

背景として、電力の小売自由化など、競争の激化

かったという問題点が認められた。

が予想される事業環境の中、一定の影響力を持つた
めに事業規模を拡大する必要があるとして、売上至

４ 終わりに

上主義に傾倒したり、ビジネスモデルの継続が困難
な状況となり事業内容が頻繁に変遷する状況下にお

今般公表した事例集では、上記のほか、課徴金納

いて、業績立直し等の必要性に迫られていたことな

付命令勧告に至った事例の傾向や、開示規制違反の

どがみられた。

手法の傾向、個別事例の概要等を記載している。本
稿ではその全てをご紹介することはできないが、

（３）コーポレート・ガバナンス上の不備
（【事例４】参照）
長期間にわたり広範に不適正な会計処理が継続さ
れていたケースにおいては、発生原因として、歴代

「月刊日本行政」の読者の皆様におかれては、適正
な開示への理解の一助とするためにも、事例集の全
文が記載されている証券監視委ウェブサイト（※）
をご一読いただきたい。

社長による予算達成要求と当該要求に対する社内牽
制機能不足が認められた。

※「金融商品取引法における課徴金事例集

さらに、取締役会や監査委員会が本来期待されて

～開示規制違反編～」

いた役割を果たして代表執行役たる歴代社長に対す
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i
/
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る牽制機能を発揮することができなかったというコ
ーポレート・ガバナンス上の不備が認められた。
その根本的な原因として、当社においては、執行
役等の選解任や報酬等に係る原案策定等の権限が社
長に集中していたが、その状況下において、取締役
会への報告や社外取締役に対する情報提供が不十分
であり、取締役会で重要な議題について審議を十分
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2月22日は行政書士記念日

北海道行政書士会
■テレビ・ラジオＣM
テレビCM・ラジオCMにより、行政書士記念日、行
政書士業務、特定行政書士制度の紹介をする。
■新聞への広告掲載
■支部の無料相談会
各支部において、平成２９年２月２
２日の実施を原則と
しつつ、各支部の事情に応じて無料相談会等を実施
１ 札幌支部 地下鉄広告
概
要：２月上旬～中旬に札幌市営地下鉄及び路
面電車の車内に広告を掲示
２ 函館支部 PR活動 行政書士カフェ
日
程：２月２５日（土）
会
場：函館市総合福祉センター“あいよる２１”
３ 小樽支部 無料相談会
日
時：２月２１日（火）１０：００～１６：０
０
会
場：長崎屋小樽店１階公共広場
広
報：前日までに北海道新聞後志スペースに告
知掲載予定
４ 空知支部 無料相談会
日
時：２月２２日（水）１０：００～１５：００
会
場：岩見沢市民会館を予定
５ 旭川支部 くらしの無料相談会
日
時：２月２２日（水）１８：００～２１：００
会
場：旭川市神楽公民館
６ 網走支部 無料相談会
日
程：２月１９日（日）、２２日（水）
会
場：雄武町役場、イオン北見店、斜里町ゆめ
ホール知床、遠軽町福祉センター
広
報：道新、地元新聞に掲載
７ 室蘭支部 無料相談会
日
程：２月中
会
場：室蘭市、登別市、伊達市、洞爺湖町の会
場を予定
８ 苫小牧支部 無料相談会
日
程：２月２３日（木）
会
場：苫小牧市民活動センター
９ 日高支部 新聞広告等
概
要：日高報知新聞に２月１５日から２２日当日ま
でに３回広報。町の広報誌により広報

潅 十勝支部 無料相談会
日
時：２月２２日（水）１０：００～１５：００
会
場：とかちプラザ１階大集会室
広
報：前日までに十勝毎日新聞に広告掲載、
広報誌「おびひろ」で告知
環 釧路支部 無料相談会
日
程：２月２２日（水）
会
場：釧路市役所防災庁舎
甘 根室支部 新聞広告
概
要：釧路新聞にて２月２２日に広報
岩手県行政書士会
■「ユキマサくん」を起用したテレビCM
ネコの鳴き声で始まる「ユキマサくん」を起用した
１５秒のCM
■ＩＢＣ岩手放送での９０秒スポットPR
毎週土曜日の午前中に放送される県内の情報番組。
ユキマサくんのイラスト入りクリアフォルダーとユ
キマサくんのバッチをセットで、抽選で１
０名の視聴
者にプレゼント
■２月２２日に「電話無料相談会」を開催
相続や遺言などに重点を置いた「電話無料相談会」
福島県行政書士会
■女性行政書士による女性のための無料相談会
相談者、相談員ともに女性限定の無料相談会を開催
日
時：平成２９年２月１９日（日）１１：００～１６：００
場
所：福島県郡山市
「イトーヨーカドー郡山店
西部コミュニティルーム」
対 象 者：女性限定
相談内容：離婚・セクハラ・ストーカー・DV、遺言・
相続に関すること、消費者契約に関する
こと、会社経営に関すること、成年後見
に関すること、風俗営業に関すること
宮城県行政書士会
■『東北弁』落語とやさしい『終活』セミナー
日
時：平成２９年２月２５日（土）１３：３０～１６：３０
会
場：仙台市戦災復興記念館「地下展示ホール」
※入場無料
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昭和２６年２月２２日に行政書士法が公布されたことにちなんで、２月２２日を「行政書士記念日」と定め、行
政書士の自覚と誇りを促すとともに組織の結束と行政書士制度の普及を図ることを目的としているニャ。
各都道府県行政書士会では、以下に掲載のとおりさまざまなイベントや相談会等を開催し、行政書士制度
について広く国民の皆様にPRする予定だニャ。会員の皆さんにおかれましては、御協力のほど何とぞよろ
しくお願いしますニャ。
行政書士記念日とボクの誕生日は同じ日だから、セットで覚えてくれると嬉しいニャ♪
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● トピックス クローズアップ
山形県行政書士会
■無料相談会
日
時：平成２９年２月２２日（水）１０：００～１５：００
会
場：山形県行政書士会館
神奈川県行政書士会
■「行政書士記念日」市民公開講座
日
時：平成２９年２月２２日（水）１４：００～１６：００
会
場：情文ホール
演
題：ごきげんで生きる４８の方法
内
容：大谷由里子様（元吉本興業プロデューサ
ー）による記念講演。元吉本興業・伝説
のマネージャーに熱く語っていただきま
す。大谷さんの『笑い』を用いたユニー
クな『人材育成法』は、NHKスペシャル
や日本経済新聞など、数々のメディアで
取り上げられ話題となっています。
※一般県民の方、神奈川会以外の行政書
士の方も参加可能
茨城県行政書士会
■平成２９年新春交流会
日
時：平成２９年２月２２日（水）
午後２時２２分～午後５時
（受付開始 午後１時３０分）
会
場：水戸京成ホテル「２階瑠璃の間」
TEL：０２９－２２６－３１１１
第 １ 部：新春講演会 午後２時２２分～
第 ２ 部：新春交流会 午後３時４５分頃～
栃木県行政書士会
■新春交流会
日
時：平成２９年２月１０日（金）１６：００～
場
所：ホテル東日本宇都宮
■市民公開講座『相続・遺言・終活について』と無料相談会
○栃木市
日
時：平成２９年２月１８日（土）
講演１４：００～ 無料相談会１５：１５～
会
場：栃木公民館
○那須塩原市
日
時：平成２９年２月１８日（土）
講演１４：００～ 無料相談会１５：３０～
会
場：厚崎公民館 大研修室
○高根沢町
日
時：平成２９年２月１９日（日）
講演１３：３０～ 無料相談会１５：００～
会
場：元気あっぷむら 多目的ホール
○佐野市
日
時：平成２９年２月２５日（土）
講演１３：００～ 無料相談会１４：３０～
会
場：イオンモール佐野新都市 イオンホール
○宇都宮市
日
時：平成２９年２月２５日（土）
講演１３：３０～ 無料相談会１６：００～
会
場：総合コミュニティーセンター 大集会室
群馬県行政書士会
■リーフレットやティッシュを配布するなどの周知活動
前橋市にあるショッピングモール（けやきウォーク）
にて、本会が作成した行政書士業務に関するリーフ
レットやユキマサくんティッシュを配布し、一般の
方々に対する周知活動を実施
■新聞広告掲載
読売新聞（企画広告面）、上毛新聞（１面）の各紙に
行政書士記念日についての広告を掲載予定
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長野県行政書士会
■行政書士記念日無料相談会
２月２２日（水）の行政書士記念日に併せ、県下８支
部で無料相談会を開催。 相続手続・遺言や日常生活
における契約等の専門家である行政書士が相談に対
応。
※詳細につきましては、各支部にお問合せください。
相談内容：
・新築をしたい、車を購入したい、事業を始めたい
・各種許可及び認可申請手続（車庫証明・農地転用・
会社設立等）
・相続の手続をしたい…相続手続・遺言の手続、公
正証書作成
・書類の作成を依頼したい…嘆願書・陳情書・上申
書・始末書・念書・示談書の作成手続、内容証明
郵便作成手続
・外国人の方…国際結婚、留学生が卒業後日本で就
職したい
・少し老後を考えたい…成年後見等日常生活におけ
る諸手続等
・生活保護に関する相談
○上田支部
日
時：平成２９年２月１８日（土）９：００～１２：００
会
場：上田市中央公民館 ２階第１会議室
TEL：０２６８－２２－０７６０
○諏訪支部
日
時：平成２９年２月１８日（土）１０：００～１６：００
会
場：諏訪市公民館２０２号室
TEL：０２６６－５３－６２１９
○伊那支部
日
時：平成２９年２月８日（水）１３：００～１６：００
会
場：伊那支部事務所
TEL：０２６５－７３－２２０８
○飯田支部
日
時：平成２９年２月１９日（日）１０：００～１５：００
会
場：南信州・飯田産業センター
TEL：０２６５－５２－１６１３
○長野支部
日
時：平成２９年２月１日（水）１３：００～１６：００
会
場：もんぜんぷら座
TEL：０２６－２１９－００２０
日
時：平成２９年２月１４日（火）９：３０～１２：００
会
場：東長野いこいの家
TEL：０２６－２４４－６７２１
日
時：平成２９年２月１７日（金）１３：００～１６：００
会
場：かがやきひろば柳町
TEL：０２６－２３５－００１９
山梨県行政書士会
■県内の各ラジオ局へスポット広告
県内のラジオ局（FM、有線を含む）７社での広報。
■新聞への広告掲載
毎日新聞へ「今日は行政書士記念日」の広告を掲載。
■会独自に制作した広報動画を会員が活用し、一斉に
発信する活動
広報動画を各会員がタブレットやパソコンを活用し、
業務と並行して発信する一斉活動を行う。
新潟県行政書士会
■新潟日報紙面広告
地元新聞（新潟日報）に、行政書士業務及び掲載希
望会員の名刺広告を掲載。

三重県行政書士会
■無料相談会などイベントの実施
支部による無料相談会やグッズの配布等を各地域で
実施
■新聞への一面広告掲載
フルカラー刷りの記事広告を中日新聞に一面掲載し、
広告の下半分は掲載希望者の個人氏名の広告掲載
■平成２９年「行政書士の業務」説明会の開催
新規入会の申込みが増えるきっかけとなった、「行
政書士有資格者」及び「行政書士を目指す方」を対
象とした行政書士業務説明会を開催
福井県行政書士会
■行政書士による無料相談会
相談員募集の際の会員に対する啓発活動、相談員に
なった会員の自己研鑽、及び新聞や自治体広報誌で
一般市民に向けた行政書士活動のPR
○福井支部
日
時：平成２９年２月２２日（水）１０：００～１６：００
会
場：福井市役所市民ホール
○武生支部
日
時：平成２９年２月２６日（日）１３：００～１７：００
会
場：鯖江市嚮陽会館中会議室
富山県行政書士会
■無料相談会
日
時：平成２９年２月２２日（水）１０：００～１５：００
富山会場：富山県行政書士会
高岡会場：高岡市中川本町１６番６号 古城ビル２階
高岡支部
滋賀県行政書士会
■行政書士記念日特別講演会
日
時：平成２９年２月２５日（土）１３：００～１７：００
会
場：滋賀県防災危機管理センター
共
催：滋賀県防災危機管理局
内
容：１３：００～１３：３０
滋賀県防災危機管理センター視察
１３：４０～１７：００（予定）
講演・質疑応答
○講師：滋賀県防災危機管理局
地震・防災室参事 係長 渡辺 正人氏
演題：滋賀県の防災時における行政書士業務等に
ついて

○講師：滋賀県警察本部
刑事部組織犯罪対策課
滋賀県警部 池田 宏氏
演題：滋賀県の暴力団排除活動について
○講師：滋賀県総務課 担当者
法制訴務係 課長補佐 小川 一記氏
演題：行政書士の倫理について
○講師：滋賀会会長 盛武 隆
演題：行政書士制度を考える
（これからの行政書士の生き方）
※参加費無料
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岐阜県行政書士会
■中日新聞に名刺広告を掲載
日
程：平成２９年２月２２日（水）
内
容：行政書士記念日に中日新聞岐阜県版（発
行部数約３８万部）に希望者を募り、名刺
広告を掲載

TOPI
CS

愛知県行政書士会
■２月２２日中日新聞広告
行政書士制度のPRと県民の生活向上と社会的繁栄
進歩に寄与するため、平成２９年２月２２日の「行政書
士記念日」に会員有志を募り中日新聞へ全面広告を
掲載
■愛知県内公証人と行政書士による遺言・相続無料相談会
公証人と行政書士が市民向けの無料相談会を開催し、
一般市民の法的ニーズを満たす社会的意義のある活
動と、公証役場と行政書士会それぞれの認知度を高
める広報活動を実施
日
時：平成２９年２月２５日（土）１３：３０～１６：３０
会
場：ウインクあいち １３階

京都府行政書士会
■市民向けセミナーと無料相談会
日
程：平成２９年２月２２日（水）
会
場：京都市消費生活総合センター
内
容：終活セミナーと題し、市民向けセミナー
と無料相談会を開催（京都市と共催）
■無料相談会
日
程：平成２９年２月２２日（水）
会
場：ゼスト御池河原町広場
■新聞広告
上記開催告知を含め、行政書士制度PRのための新聞
広告を実施
和歌山県行政書士会
■街頭無料相談会
日
時：平成２９年２月１２日（日）１３：００～１６：００
場
所：オークワ和歌山中之島店 １階
兵庫県行政書士会
■地域FM『声の年賀状』での「市民公開講座」紹介
日
程：平成２９年１月１日～３日（各局３回／１日）
主
催：阪神支部
支部内容：・FMあまがさ（８２．
０MHz）
・さくらFM（西宮）（７８．
７MHz）
・エフエム宝塚（８３．
５MHz）
・ハッピーエフエムいたみ（７９．
４MHz）
■神戸新聞全面広告
日
程：平成２９年２月７日（火）
主
催：本会企画部
内
容：・神戸支部市民講座の案内
・本会市民公開講座及び古民家再生公開
セミナーの案内
・阪神支部市民公開講座等の案内
・２月９日（木）『ラジオ関西１DAYス
ペシャル／１日まるごと行政書士記念
日特集』紹介
・特定行政書士制度紹介
・専門部会紹介
・各支部概要ならびに無料相談会の紹介
・行政書士ADRセンターの紹介
・会員協賛広告
■ラジオ関西（５５８KHz）でラジオ広報
日
程：平成２９年２月９日（木）
主
催：本会広報部
内
容：『ラジオ関西１DAYスペシャル／１日ま
るごと行政書士記念日特集』
・３番組にて出演等広報
・行政書士インフォメーション
・２０秒スポットCM １０本
■市民講座・無料相談会
日
時：平成２９年２月１
１日（土）１３：３０～１６：３０
会
場：神戸市産業振興センター９階
定
員：１０８名
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● トピックス クローズアップ
主
催：神戸支部
第 １ 部：講演会 ディズニー式「仕事が楽しくな
る感動のエピソード」
講師：有限会社加賀屋感動ストアーマネージメント
代表取締役 加賀屋克美氏
第 ２ 部：市民相談会
■行政書士記念日企画
実感！！古民家再生公開セミナー
日
時：平成２９年２月１
５日（水）１３：３０～１６：００
会
場：神河町 オムライス専門店ビコーズ（BECAUSE）
定
員：３０名
主
催：本会企画部・姫路支部
内
容：・行政施策活用のススメ 古民家再生物
件移転オープン店主体験談
・兵庫県の古民家再生の取組紹介
・神河町役場 移住政策、古民家再生の
取組紹介
・古民家を活用したオフィス運営について
・地域創生行政書士の関わりについて
■市民公開講座【要約筆記有り】
本格落語で地域創生、知れば知るほど行政書士
日
時：平成２９年２月１８日（土）１３：３０～１６：３０
会
場：洲本市市民交流センター
定
員：１５０名
主
催：本会企画部・淡路支部
第 １ 部：模擬調停「ペットのトラブル解決模様」
（行政書士ADRセンター兵庫）
第 ２ 部：寸劇「教えて！成年後見」
（コスモスひょうご）
第 ３ 部：落語講演「“笑い”で考える地域創生」
（落語家 笑福亭松枝師匠）
■サンケイリビング広報掲載
阪神支部主催市民公開講座の案内
主
催：阪神支部
内
容：サンケイリビング阪神中央版（西宮市、
芦屋市、宝塚市の一部）の１月２８日号（１
月２６日・２７日配布）と２月１
１日号（２月
９日・１０日配布）に掲載。
■市民公開講座【要約筆記有り】
「男女共同参画？」（西宮市ゆるキャラ みやたん登場）
日
時：平成２９年２月２２日（水）１３：３０～１６：３０
会
場：西宮市プレラホール
定
員：２００名
主
催：阪神支部
第 １ 部：兵庫県の取組紹介
講師：兵庫県企画県民部男女家庭課
男女共同参画班長 鷺森正人氏
第 ２ 部：「セクシュアルハラスメントについて」
講師：県立男女共同参画センター
（イーブン）情報アドバイザー
柏原吉野氏
第 ３ 部：映画上映：「わたしは マララ」（２０１４年
ノーベル平和賞を受賞した１７才の少女の
ドキュメンタリー映画）
島根県行政書士会
■無料相談会
支部主催の無料相談会を実施
■街頭でのPR活動
PR用ポケットティッシュやチラシを配布
■テレビ・ラジオ・新聞・広報誌によるPR
ケーブルテレビ・FMラジオ・地方新聞・市町広報誌
によるPR
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広島県行政書士会
■「市民公開講演会～落語で終活」
日
程：平成２９年２月１９日（日）
場
所：広島市南区文化センター
内
容：１４：００～１７：００
行政書士による無料相談会
１４：００～１４：４０
市民公開講演会「落語で終活」
講師：行政書士 生島清身氏（天神亭きよ美）
１５：００～１６：００行政書士向け講演会
香川県行政書士会
■行政書士記念日 無料相談会
日
程：平成２９年２月１９日（日）
場
所：イオン綾川
佐賀県行政書士会
■ゆうちょ銀行提携無料相談会
日
時：平成２９年２月２２日（水）１０：００～１５：００
会
場：ゆうちょ銀行佐賀店会議室
内
容：相続の手続及び遺言の作成・手続に関す
る無料相談会を実施
■パンフレット及びコスモスの種の配布
日
時：平成２９年２月２２日（水）１４：００～１５：００
会
場：ゆめタウン佐賀
長崎県行政書士会
■ゆうちょ銀行との相談会
個人ユーザーとの無料相談
熊本県行政書士会
■行政書士記念日ゆうちょ銀行無料相談会
日
程：平成２９年２月２２日（水）
会
場：ゆうちょ銀行熊本支店及び八代店
内
容：行政書士２名以上による無料相談会
大分県行政書士会
■郵便局・ゆうちょ銀行との連携による無料相談会
日
程：平成２９年２月２２日（水）
内
容：九地協として取り組む、ゆうちょ銀行主
催の無料相談会。相続や遺言の手続等、
郵便局・ゆうちょ銀行の業務と関係のあ
る分野に関して無料相談会を実施。
鹿児島県行政書士会
■ゆうちょ銀行無料相談会
日
時：平成２９年２月２２日（水）～
２４日（金）（予定）
１０：００～１５：００（予定）
会
場：鹿児島市東郵便局
沖縄県行政書士会
■県民無料相談会
日
程：平成２９年２月１０日（金）
会
場：県庁ロビー
■遠田日行連会長による行政書士記念日講演会
日
程：平成２９年２月２４日（金）
内
容：毎年行政書士記念日事業として、講演会
や無料相談会を開催。今回は、遠田日行
連会長が「行政書士制度変遷並びに将来
像について」
（仮題）というテーマで講演
予定。

I
nfo

＜第三業務部

知的資産部門＞

他人の著作物、実演（歌手の歌唱、演奏、俳優の演技等）、レコード（CD等）、放送又は有線放送を利用
（出版、DVD販売、インターネット配信等）する場合には、原則として、
「著作権者」や「著作隣接権者」
の許諾を得ることが必要になります。
しかし、許諾を得ようとしても、「権利者が誰だか分からない」、「（権利者が誰か分かったとしても）権利
者がどこにいるのか分からない」、「亡くなった権利者の相続人が誰でどこにいるのか分からない」等の理由
で許諾を得ることができない場合があります。このような場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官
の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、適法に利用することができるのが、
文化庁が定めた「著作権者不明等の場合の裁定制度」です。
ところが、本制度を利用して、裁定申請をしようとする場合、権利者が不明であるという事実を担保する
に足りる程度の「相当な努力」を費やして権利者を捜索しなければなりません。しかし、著作物に係るもの
となるため、書誌情報を読み解く必要が生じるなど、利用者にとって大きな負担となり、本制度の利用が進
みませんでした。
今般、そういった利用者負担を軽減し、より円滑に利用できる環境を提供するために、著作権に係る権利
者団体９団体によるオーファンワークス実証事業実行委員会が中心となって、「著作権者不明等の場合の裁
定制度の利用円滑化に向けた実証事業」を文化庁から委託を受けて実施することになりました。
本実証事業では、利用者のニーズを把握し、権利者団体が中心となって権利者の捜索等の作業を集中的に
処理することで、権利者の捜索等の利用者に係る負担を軽減させ、また、一定期間にまとめて申請を行うこ
とで、著作物一件あたりの補償金を低減させることで裁定制度の利用率向上を図っています。
著作権の登録申請等の代理、代行業務は、行政書士の専管業務であり、本会としても著作権の専門家とし
ての著作権相談員の養成を進めていることから、積極的に本事業に協力し、裁定制度の利用向上に繋げるべ
く、尽力する所存です。
なお、本事業のより詳しい内容は、日本複製権センターウェブサイト特設ページ（ht
t
p:
//j
r
r
c.
or
.
j
p/
or
phanwo
r
ks
/）を御覧ください。オーファンワークス実証事業実行委員会では平成２９年３月２
１日（火）にシ
ンポジウムを開催し、当該実証事業に係る結果報告等を行う予定です。

平成２８年１１月９日（水）に開催された当該事業のプレスリリースの模様
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著作権者不明等の場合の裁定制度の利用円滑化に
向けた実証事業に参加します

● インフォメーション

I
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２

『行政書士の知恵と工夫が会社を盛り立てる！
～行政書士の強みを活かした中小企業支援～』
を開催！！
＜中央研修所業務研修部＞

中小企業支援フォーラム平成２９年２月２８日（火）開催
中央研修所業務研修部では、平成２９年２月２８日（火）、中小企業支援フォーラム『行政書士の知恵と工夫
が会社を盛り立てる！～行政書士の強みを活かした中小企業支援～』を、イイノホール＆カンファレンスセ
ンター（東京都千代田区）で開催いたします。
これまでは、行政書士業務の本丸とも言える法人設立や許認可手続などを支援の入口にするとともに、本
会で取り組んできた「知的資産経営」の手法なども取り入れながら、中小企業支援業務を我々の業務として
確立するべく、これまで過去４回にわたり行政書士による中小企業支援フォーラムを開催してまいりました。
既に、行政書士の専管業務である「許認可手続」はもとより、
「助成金・補助金・融資手続」
、「企業秘密
保護規程などの各種規程整備」、「報告書作成を含む知的資産経営支援」など、様々な場面で多くの先生方が
御活躍されていますが、本フォーラムは、これを更に普及させるべく、また、新入会員をはじめとした皆様
方が積極的に中小企業支援業務に取り組んでいただくきっかけ作りのために、精一杯有意義な内容にしたい
と考えています。是非とも会員の皆様、そして中小企業経営者の皆様に御参加いただければ幸いです。
また、本フォーラムの模様は、これまでと同様、インターネットを使ってリアルタイムに全国各地の事務
所等でも御覧いただけるUs
t
r
eam（視聴には事前の申込みによるI
D、パスワードの取得が必要となります。）
によるインターネットライブ無料配信も行いますので、遠方の皆様もこちらを活用して、是非とも御参加く
ださい。
なお、本フォーラムの詳細及び申込方法等は、同梱したチラシを御覧ください。
多くの会員の皆様、中小企業経営者の皆様の御参加をお待ちしております。
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マイナンバー制度に関する
マイナンバー制度に関する
VOD研修の聴講を終えて
VOD研修の聴講を終えて
中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマンド研修システム）において、電子申請推進委員会では、マ
イナンバー制度に関するVOD研修を登載し、多くの方に聴講していただき好評をいただいております。
このたび、聴講者からコメントをお寄せいただきましたので、御紹介いたします。マイナンバー制度に関
心のある方で、まだ聴講されていない方は、どうぞこの機会に聴講ください。
Ｎ会員

二つの講義ではマイナンバーの誕生から運用までカラー図表を多用し説明しており、深い理解を得

られました。平成２８年に始まる啓蒙としてはマスコミからの情報だけが頼りでしたので助かりました。
この機会にお願いしたいことがあります。会報等で、東京での研修やイベントの案内を知るが、地方に住
んでいる者にとっては出席が困難です。また、地方での研修も仕事の都合で受講できないことも多いため、
もっとVOD講座を増やしてください。今回たまたまマイナンバーを視聴してみてレベルの高さを知りまし
た。それまで利用していなかったのがもったいなかったと思います。I
T活用は行政書士の力になると思い
ます。
Ｋ会員

平成２８年１月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が始まったマイナンバー制度ですが、

行政書士業務においては、クライアントへの社内規程起案業務等が新たなニーズとして考えられます。また、
行政書士自身も顧客の個人情報保護に対する厳格な対応が求められてくることが予想されます。そこでマイ
ナンバー制度の基礎知識の向上と新たなビジネスチャンスのヒントを得られればと思い、中央研修所研修サ
イトのマイナンバー関連の二つの講義を受講しました。
私自身はマイナンバー制度の概略や今現在必要な手続等については理解をしていましたが、VOD研修の
講義は電子政府の概要やマイナンバー制度の歴史的背景・将来の利活用例等まで説明されており、短時間に
も関わらず大変内容の濃い講義でした。現時点では行政書士業務においてはマイナンバー制度の影響はほと
んどありませんが、近い将来にはマイナンバーを記載することで「住民票」や「納税証明書」が省略できる
とのことです。その時に備えて、個人情報の取扱いなどについて日々研鑽を積んでいきたいと思います。
最後になりますが、中央研修所研修サイトには大変お世話になっています。行政書士業務を行うにあたり
最低限知っておくべき内容をコンパクトにまとめていますので、私のような新人には大変助かります。これ
からもVOD研修を継続・拡充していただくようよろしくお願いいたします。
Ｔ会員

マイナンバー制度が施行されて一年が経過しましたが、身の周りを眺める限り、大きな混乱なく運

用されていると思います。これは、マイナンバー制度に対する不安の声が大きく、失敗が許されない状況で
スタートしたため、安全対策に極めて慎重に対処したこと、また運用範囲をかなり限定的に開始したことに
よると考えられます。
VOD研修を受講したことにより、制度の概要や根拠となる法律などについて学んだことに加え、政府のI
T
戦略の変遷についても理解が深まりました。また制度の開始に伴い、行政書士が関わる分野として、自分の
事務所の従業員への対応と、顧客からの相談対応が挙げられていましたが、今のマイナンバーの利用範囲で
は行政書士への相談は少ないように思われます。今後、利用範囲が拡大し、既に決まっている預貯金の口座
への付番や医療分野への拡大などに加え、民間や地方自治体などに利活用が広がっていけば、行政書士が活
躍する場面も増えていくと思われます。今後の制度の推移を注視する必要があると感じました。
※本コメントについては、
「マイナンバー制度に関するVOD研修」
（平成２７年度収録）を聴講いただいたもの
になります。
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＜中央研修所・電子申請推進委員会＞

● インフォメーション

I
nfo

国会議員の皆様とともに

３

②

①

①自由民主党
行政書士制度推進議員連盟
野田毅会長
②公明党
行政書士制度推進議員懇話会
山口那津男顧問（党代表）、
石田祝稔会長
③民進党

④

③

⑥

行政書士制度推進議員連盟
赤松広隆会長
④高市早苗総務大臣

⑤

⑦

⑤大島理森衆議院議長
⑥川端達夫衆議院副議長
⑦山崎正昭（当時）参議院議長

日本行政書士会連合会は、行政書士制度の発展に向け、国会議員の皆様とともに歩んでいます。
行政書士法は議員立法であり、法改正の必要性など、国会議員の皆様との問題意識の共有が不可欠です。
現在、自由民主党、公明党、民進党に行政書士制度推進のための議員連盟（公明党は議員懇話会）があり、
議連会長をはじめとした関係議員の皆様とは、本会の実情と課題点を共有させていただいています。
これからも、日本行政書士政治連盟と連携しつつ、議員連盟の皆様はもちろん、内閣、各党の幹部議員、
衆参両院の関係役職にある議員の皆様にも広く働きかけ、行政書士制度の発展に向けて全力を尽くしてまい
ります。

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なうとともに、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。
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日行連と九州地方協議会との連絡会を開催
日行連と九州地方協議会との連絡会を開
催
場

I
nformati
on

開催日：平成２８年１１月１９日（土）
所：福岡県福岡市「博多サンヒルズホテル」

出席者：遠田会長、伊藤専務理事

１１月１９日（土）午後３時から、日行連と九州地方協議
会との連絡会が開催されました。日行連及び九州地方協
議会の各会から参加者が集まり、日行連の事業や制度が
抱える諸課題をテーマに活発な意見交換が繰り広げられ
ました。
連絡会には日行連の遠田会長と伊藤専務理事、同地協８単位会の会長、さらに各単位会の副会長や理事ら
がオブザーバーとして加わり、総勢３７名が出席。冒頭、遠田会長及び鎌田九地協会長の挨拶が行われた後、
遠田会長から日行連の事業や取組について説明が行われ、続いて各単位会から提出された質問事項等に対す
る質疑応答に移りました。日行連の今後の方向性や現在の行政書士業務における課題、制度上の疑問点、ま
た地協の取組等への意見や要望、報告等があり、充実した内容の中、午後５時に連絡会は終了しました。

日行連と東北地方協議会との連絡会を開催
日行連と東北地方協議会との連絡会を開
催
開催日：平成２８年１１月２５日（金）、２６日（土）
場

所：岩手県盛岡市「ホテルメトロポリタン盛岡」

出席者：遠田会長、矢野副会長

１１月２５日（金）・２６日（土）、日行連と東北地方協議会
との連絡会が開催されました。
日行連からは遠田会長と矢野副会長、東北地協からは
６単位会の会長、副会長等を含め、総勢２８名が出席。
午後２時から始まった連絡会では、同地協会長の丹野福島会会長が議長に就任し、出席者の自己紹介を経
て、日行連・単位会の諸問題に関する意見交換が行われました。
意見交換の前半では、遠田会長から行政書士法改正要望や制度調査委員会設置趣旨、法定相続証明制度な
どについて詳細な説明がなされました。後半では各単位会における活動の現状報告がなされたほか、日行連
に対し、職務上請求書の取扱いの均一化や倫理研修の義務化などに関する要望が出されました。
全体を通して前向きで活発な意見交換が行われ、午後５時、連絡会は盛況のうちに終了しました。
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各単位会の取組をお知らせします。
各単位
単位
位 会 取組
取 をお知
知ら
知らせします

岩手県
行政書士会

「留学生の在留資格と就職に関する
セミナー＆相談会」を開催

平成２８年１１月１５日、岩手大学において、留学生の在留資格と就職に関するセミナー＆相談会を開催しまし
た。岩手会では、毎月１回、盛岡市と北上市にある各国際交流協会で実施される外国人向けの相談会に相談
員を派遣しています。近年、留学生から、就職するにあたっての在留資格変更や卒業後に日本で起業したい
などの相談が散見されるようになりました。この状況に対し、県内で最も多くの留学生を受け入れている岩
手大学と岩手県外国人留学生就職支援協議会の協力を得て、今回のセミナー＆相談会を開催するに至りまし
た。
セミナーは、行政書士が講師となって２部構成で実施し、１９名の参加がありました。第１部の『外国人留
学生が日本で暮らすということ』では、在留資格やみなし再入国許可についての説明や、実際に留学生が携
帯している在留カードで在留期間を確認するなど、留学生の日常生活をサポートする日本人学生チューター
や大学職員の方々にも分かりやすい内容の講義となりました。
第２部の『外国人留学生が日本で就職するということ』では、就職先が決まっ
た後、在留資格変更許可申請手続の方法や面接時に会社に確認することなど、
実践的な内容となりました。
セミナー終了後の相談会では、３名の行政書士が、就職後の在留資格変更の
手続や、家族滞在に関するものなど３組の相談に応じ、相談者は、通訳やチュ
ーターの援助を受けながら、熱心に相談員の回答に耳を傾けていました。
次回の開催に向けて、アンケートでも要望の多かったレジュメを多言語に翻
訳すること等を検討することとなりました。今後、岩手県においても、ますま
す留学生の増加が期待され、本会の活動がその一助となることを願ってやみま
せん。

埼玉県
行政書士会

災害時における被災者支援に関する協定を締結

埼玉県行政書士会と埼玉県は、平成２８年３月８日に「災害時にお
ける被災者支援に関する協定」を締結しました。県内の地震災害・
大雨災害・風雪災害等の自然災害並びに火災等の人為災害（大規模
事故）が発生した場合において、被災者支援のための行政書士が関
与できる業務相談を相互に協力し、実施することを目的としています。
県との協定締結後、埼玉会として災害対策本部の設置、被災者支
援相談員の登録、相談業務内容等支援要綱を定め、直ちに対応可能
な体制を整えました。この要綱の定めにより相談員の登録には、罹
災証明の作成の仕方等の研修会を行い、現在１
２０名が登録していま
す。
この県との被災者支援の協定の締結により、県内の各市から個別
に協定を結びたいとの要請があり、昨年１１月に「さいたま市」「川
越市」「鴻巣市」各市と、市長と荒岡会長が同席し、署名押印し、
締結しました。その後も各市から問合せがあり、更に増えるものと
思われます。
今後は、万が一の災害に備え、定期的な見直しを含め相談員の充
実等に努め万全を尽くしてまいります。
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奈良県

橿原市と被災者支援協定を締結

行政書士会

平成２
８年１１月９日、奈良会は橿原市との間で「災害時における被災者支援のための行政書士業務について
の協定」を締結しました。
本協定は奈良県、桜井市、上牧町、生駒市に続き５箇所目であり、協定の主な支援業務として考えられる
ものは、災害時に被災者の方が様々な公的支援を受けるために必要な「罹災証明書」の発行に関する手続支
援業務であります。
ただ、協定の詳細については、これから詰めていかなければならない部分が多く、その部分を具体的にし
ていくことや、協定締結だけで終わることなく、万一の災害発生の際には速やかに被災者支援が実行できる
ようにマニュアル等を作成していくことが今後の課題です。
そのため、本会では９月に熊本会及び益城町役場等に担当者２名を派遣し、熊本会及び自治体関係者と意
見交換をしてまいりました。その成果をもとに現在、マニュアル等の作成を進めていく計画をしています。
昨年４月の熊本地震の被害、また最近では１１月に発生した東日本大
震災を思い起こさせる福島県沖での地震など災害のニュースを見るた
び、奈良県も例外ではなく、いつこのような大規模災害に見舞われて
もおかしくないと日々考えさせられます。
起こらないに越したことはありませんが、万一、大規模災害が発生
した際には、作成したマニュアル通りに速やかに行動し、少しでも被
災された方々のお役に立てるよう、また、地域の一日も早い復興に少
しでも役立てるように、本会もしっかりと準備を整えなければならな
いと思います。

愛知県

司法研修実施のお知らせ

行政書士会

日本行政書士会連合会が目指す司法･準司法制度の一角を担うに足る資質の担保について、必要な法律知
識と業務能力をつけていただくため、平成１７年度から日行連と名城大学との合意により、名城大学大学院法
学研究科科目履修を開講し、人材育成を目指しています。
平成２９年度の科目履修では、ゼミ形式で行う民法と講義形式で行う行政法の科目で実施します。単位修得
が可能な上、業務に活用できるような講義を開講しますので是非受講されますよう御案内申し上げます。
詳細については、愛知県行政書士会へお問合せください。
《実施要綱》
履修科目

①民法Ⅴ（親族）ゼミ形式

②行政法Ⅰ（行政救済法関係）講義形式

出願資格

修了年限４年以上の大学を卒業した行政書士会員、
または行政書士経験３年以上の行政書士会員（この場合は日行連の推薦状が必要）

会

場

名城大学（天白キャンパス）

定

員

①２５名（ゼミ形式）

②５０名（講義形式）

申込方法

愛知県行政書士会へお問合せください（TEL０５
２－９３１－４０６８）

諸

１）入学検定料：１７,
５００円 または 継続検定料：１０,
０００円
２）学
費：１科目（２単位）で５７,
２００円
２科目の場合は １１４,
４００円

費

用

開講時間

土曜日の２時限～４時限（各科目１５時限で２単位）
２時限 １０：５０～１２：２０、３時限 １３：１０～１４：４０、
４時限 １４：５０～１６：２０

開

①民 法Ⅴ：４月２２日、５月１３日、５月２７日、６月１０日、６月２４日
②行政法Ⅰ：４月１５日、５月２０日、６月３日、６月１７日、７月１日

講

日
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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

開催地： 東京

「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
趣

旨

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。

対

象

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。

日

時

平成29年3月13日
（月）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。

会

場

シェーンバッハ・サボー
（東京都千代田区平河町2－7－4）

申込方法
申込方
法

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）。

受 講 料

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。

受付期間
受付期
間

平成29年2月14日（火）9時～2月22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。

効果測定
効果測
定

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。

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票
H29.
3.
13（月）開催

行政書士申請取次事務研修会（於：シェーンバッハ・サボー）

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

ＴＥＬ
ＦＡＸ

） 登録番号

（
〒

事務所住所

お申込先

FAX【03－6459－0190】

留意事項
○〈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〉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 】

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

頼れる街の法律

家

御紹介

行政書士の業務を

教えて！行政書士のしごと
NPO法人の
NPO法人の
設立

Q4

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。
前号のQ1・Q2・Q3に引き続き、「NPO法人の設立」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。

費用や期間について教えてください。

A

申請後、２箇月間の縦覧期間（所管官庁が指定した場所で書類が公衆の縦覧に供されます）
を経て認証となります。
標準処理期間は自治体によりまちまちですが、縦覧期間があることから、事務処理の期間
を含め、最低でも３箇月程度は見ておく必要があります。
なお、この期間とは別に、申請書案の作成に要する期間や所管官庁（または委託された団体）との事
前協議の時間が必要ですので、NPO法人の設立にあたっては、十分時間に余裕を持った計画を立てるこ
とが重要です。
NPO法人は認証申請や登記申請に手数料等の費用は掛かりません。株式会社に比べ、非常に安く設
立することができると言えます。
なお、平成２７年度の報酬額統計調査によると、行政書士による設立認証申請の報酬額平均は１９３,
２１１円
となっています。

Q5

よくある相談事例とそれに対する対応を教えてください。

A

NPO法人のメリット、デメリットを教えてほしいとの相談が一番多いです。一般的にメ
リットは、信用面や節税対策、デメリットには、様々な事務管理（税務関連書類、決算後の
事業報告書、所轄庁への各種届出など）や法人の情報公開、更に所轄庁に監督されるため、
法律上の規定を守らなければ、罰則規定によって、罰金や過料が課せられるということが挙げられます。
ただ、その相談者により、メリット、デメリットは変わりますので、相談者の求めるものを汲み取れる
よう、打合せの時間をしっかりと取ることが一番の対応だと思います。

Q6

最近の動向について教えてください。

相談者の中には、NPO法人の事業は税金が掛からないと思っている方が多くいらっしゃ
います。これは、NPO法人のメリットに非収益事業（特定非営利活動）は公益法人と同様に
非課税ということが挙げられているからだと思います。しかし、NPO法人の非収益事業で
も法人税法の「収益事業」に該当してしまうと、税務上は『収益事業』として法人税の課税対
象になってしまいますので、気を付けるべきところだと思います。

A

Q7

A

その他
設立したら終わりと考えるのではなく、その後もそのNPO法人と一緒に活動していくと
いった気持ちで、打合せ等に対応されていれば、相談者からの信頼に応えられると思います。
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の動き
日行連
なもの）
（主

ート

レポ
マンスリー

１日
（木）
（木
）

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 学識者懇談会について

７日

第三業務部会（～８日）

８日

全国法規監察担当者会議（～９日）

（水）
（水
）

常任理事会（～２日）
【合議事項】
１ 覚書の更新について
２ インターネットを利用した在留資格
関連手続に関する要望書（案）につ
いて
３ 各部門での専門員の登用（継続）に
ついて
４ 成年後見制度利用促進委員会への参
画について
５ 自民党行政書士議員懇話会について
６ JETRO新輸出大国コンソーシアム
への参加及び高度外国人材の活用ワ
ークショップの後援について
７ 理事会の日程について
８ 【理事会議案】事業執行に係る組織改
編に関する日本行政書士会連合会会
則施行規則等諸規則の一部改正（案）
について
９ OSSに係る理事会決議の周知方に
ついて

２日

第一業務部

（金）
（金
）

【協議事項】
１ OSS担当者会議について
２ 日行連OSSシステムについて
３ その他

５日

第一業務部
社労税務経営部門会議

（月）
（月
）

６日
（火）
（火
）

（木）
（木
）

９日
（金）
（金
）

登録委員会
【登録審査】
１ 審査件数（９０件）
２ その他

全国OSS担当者会議（～７日）
経理部会（～７日）
【協議事項】
１ 調達に関するガイドライン（案）に
ついて
２ 次年度事業計画（案）及び予算見積
表の提出について
３ 義援金の取扱いについて
28
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総務部会（～９日）
【協議事項】
１ 平成３０年度以降の会長会会場の選定
方法について
２ 情報セキュリティ対策に係る対応に
ついて
３ 総会質問事例集（仮称）について
４ 行政書士倫理について
５ 個人情報保護規則及び特定個人情報
保護規則の改正案について
６ コンプライアンス研修について
７ 法教育について
８ 学識者との懇談会について
９ 行政書士証票の更新制について
１
０ その他
準

運輸交通部門会議

【協議事項】
１ 中小企業支援フォーラムについて
２ 実務者ヒアリング結果のとりまとめ
について
３ VOD研修について
４ その他

【協議事項】
１ 日本版高度外国人材グリーンカード
導入に係る取組について
２ 日本貿易振興機構（JETRO）
「新輸
出大国コンソーシアム」事業に係る
スキーム構築について
３ 次年度VOD研修コンテンツの制作
について
４ 著作権相談員リーフレットの作製に
ついて
５ 著作権者不明等の場合の裁定制度の
利用円滑化に向けた実証事業の進め
方等について
６ 空き家対策に係る省庁訪問先の確認
等について

１３日
（火）
（火
）

中央研修所運営会議
【協議事項】
１ 〔VOD〕中央研修所研修サイトの利
用規約（案）の取扱いについて
２ 〔VOD〕システム改修について
３ 〔VOD〕単位会への一部利用開放の
ためのアンケート結果について
４ 〔業務研修〕法定業務研修実施要項の
改定
５ 〔特定〕次年度の受講管理システムに
ついて

改正行政書士法対応委員会
ガイドライン作成チーム
【協議事項】
１ 特定行政書士の業務範囲に係るガイ
ドラインの作成について

1
2

2016.

１４日
（水）
（水
）

OSS特別委員会
【協議事項】
１ 今後の対応について
２ その他

１９日

【協議事項】
１ VOD研修聴講会員からの会報『月刊
日本行政』へのコメント掲載の精査
２ 本年度・次年度VOD研修について

第二業務部会（～１５日）

申請取次実務研修会（東京）

【協議事項】
１ 「行政書士が行う相談業務」ガイドラ
インについて
２ 権利義務・事実証明に関する文例集
の更新について
３ 全国成年後見業務会議のコスモスへ
の開示について
４ 次年度中央研修所事業計画案の策定
について
５ 成年後見賠償責任補償制度の加入対
象者に係る検討について
６ 賛助会員として成年後見法学会への
入会について
７ 成年後見利用促進のための各単位会
への取組協力依頼について

（木）
（木
）

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１ 次年度申取研修会日程（案）について
２ 総務省に対する行政書士法施行規則
改正提案（案）について
３ 日本行政書士会連合会会則一部改正
（案）について
４ 審査基準の改定について
５ VOD研修について
６ その他

（月）
（月
）

電子申請推進委員会

１５日

/
Dec

第一業務部全体会議（～１６日）
【協議事項】
１ 本年度事業予算執行・進捗状況等に
ついて
２ 業務参考情報の提供方法について
３ 会議開催方法について
４ 次年度の部門設置（名称等）について
５ 全国OSS担当者会議を踏まえた対
応について
６ 次年度イベント等実施計画について
７ 次年度VOD研修について
８ 規制改革ホットライン未提出案件へ
の対応について
９ 中建審委員への登用に係る要望書に
ついて
１
０ その他
準

（受講者３９０名）

２０日

登録全体委員会（～２１日）

２１日

行政書士制度調査委員会全体会議

２２日

正副会長会

（火）
（火
）

（水）
）
（水

（木）
（木
）

【登録審査】
１ 審査件数（８３件）
２ その他
【協議事項】
１ 被災会員からの変更登録申請について
２ 総務部との合同会議について
３ 登録抹消案件について
【協議事項】
１ 条解行政書士法の作成
２ 制度調査室の構想
【協議事項】
１ 常任理事会の合議事項等について
２ 日公連との懇談会対応について
３ その他

常任理事会
【合議事項】
１ 理事会の議案等について
２ JETRO新輸出大国コンソーシアム
事業における在留資格手続等に係る
取次行政書士の活用について
３ 知財創造教育推進コンソーシアムへ
の参画について
４ 行政書士証票の更新制について
５ 成年後見利用促進のための各単位会
への取組協力依頼について

広報部会（～１６日）

第一業務部 社労税務経営部門会議

【協議事項】
１ ゆるキャラグランプリについて
２ 行政書士記念日事業について
３ 月刊日本行政関連事項について
４ 日行連発信ツールの管理・運営について
５ 次年度行政書士制度PRポスターの
選定について
６ その他

【協議事項】
１ 中小企業支援フォーラムに係る打合せ
２ その他
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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。
魅力ある取組をリポート

福井県

東尋坊

福井県
て
行政書士会につい
！
ャ
教えてニ

大幅な組織改革で新たな取組にチャレンジ！！
本会では、平成２７年に大幅な組織改革をして、組
織の中心となる３つの業務部を作りました。その
下で現在、７つの業務グループ（Ｇ）が勉強会等

日本海の奇勝として名高い東尋坊は、地質科学的にも珍
しい輝石安山岩の柱状節理という奇岩からなっており、
１kmにわたる断崖は迫力満点です。また、越前海岸は
日本水仙三大群生地の一つであり、１２月～２月の開花シ
ーズンにはあちこちで越前水仙
の甘い香りがします。他にも、
冬の味覚の王様である越前がに
や、日本一のめがね枠生産量を
誇ることも忘れちゃいけない
ニャ！

を行っています。例えば、建設業関係Ｇや相続関
係Ｇは、既存業務を深く掘りさげる研修を、また、
知財関係Ｇやその他の関係Ｇでは新規業務の開拓
に鋭意取り組んでいます。

福井県は○○度が日本一の県です。さて、
何でしょう？

福井県行政書士会
〒910－0005 福井県福井市大手3－7－1 福井県繊協ビル6F－604
TEL 0776－27－7165 FAX 0776－26－6203

①魅力度

44

滋賀県

福井県
44

②幸福度

③物知り度

＊『全47都道府県幸福度ランキング２０１６年度版』
東洋経済新報社 刊行より

滋賀県

43
福井県

琵琶湖

滋賀県
滋賀県
て
行政書士会につい
教えてニャ！

様々な企画でPR強化！
本会では行政書士のPRのため、広報月間には県
庁や各市役所、報道機関などを訪問し、行政の機
関誌や新聞に掲載していただいています。また、

河川法上は「一級河川淀川水系琵琶湖」と呼ばれている
琵琶湖。日本最大の面積を誇る湖であるため、滋賀県の
大半を占めると思われがちですが、実際は県土の約６分
の１に過ぎません。
琵琶湖に浮かぶ島々に行けたり、湖
上クルーズやウォータースポーツ、
パラグライダーで湖を一望したりと
レジャーが充実しており、また、鮎
や鱒、しじみといった淡水の魚介も
美味しく食べられるなど、観光には
最適です。ビワマスの握りを是非食
べてみてほしいニャ！

無料相談会の開催なども各支部が努めて行ってお
り、行政に働きかけて毎月開催している支部もあ
ります。さらに、本会の外部との連携を深めるべ
く、各部が様々な企画を行っています。
滋賀県行政書士会
〒520－
0056 滋賀県大津市末広町2－
1 滋賀県行政書士会館
TEL 077－
525－
0360 FAX 077－
528－
5606

福井県：2

滋賀県：1
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ご当地クイズのこたえ

30

日本三名橋の一つで、古くは軍事や交通
の要衝であった瀬田の唐橋（大津市）
。
こ
の橋を由来とすることわざは何でしょう？
①急がば回れ ②危ない橋を渡る
③騎虎の勢い
※前号（１月号 No
．
５３０）４２ページ「ご当地ほうもん記 大阪府編」におきま
して、あべのハルカスの所在地の表記に間違いがございました。
正しくは大阪市阿倍野区です。お詫びして訂正いたします。

MIR
MIRYOKU
RYO
RY
OKU
K
KU
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会員の動き

御協力のお願い

◆登録者数 （平成２８年１２月末日現在）
合
計
内
訳
男 40,
281名
・個人事務所開業
男 39,
072名
・行政書士法人社員 男
835名
・使用人行政書士
男
374名

～日本行政を正確・迅速にお届けするために～
女
女
女
女

◆異動状況 （平成２８年１２月中の処理件数）
新規登録 合 計
内 訳
男
151名 女
登録抹消 合 計
内 訳
男
116名 女
・廃 業
109名
・死 亡
23名
・その他
2名
◆法人会員 （平成２８年１２月末日現在）
法 人 事 務 所 数
・主たる事務所数（行政書士法人数）
・従たる事務所数

４６,
４５８名
6,
177名
5,
835名
158名
184名

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

１８５名
34名
１３４名
18名

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

６２０
392
228

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。

f
r
om
EDI
TORS

広報部員のひとり言
新しい年を迎えて早くも２月も目前で

（小林）

◦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

す。しかし、旧暦では２月３日が元旦で

更があった場合には、所属単位会を通じ日

すから、今頃がお正月ということになります。季節の移

行連登録委員会に提出される当該会員の変

ろいを肌で感じるのは旧暦の方がぴったりするように思

更登録申請の処理手続の結果により行いま

いますが私だけでしょうか？

す。

利休が残した手紙の中に「早梅の文」がありますが、
日付は霜月２８日となっていて、陰暦なので１２月になるの

事務所所在地に変更がないのに日本行政が

でしょうか？これも旧暦ならぴったりするのにと思った

届かなくなった場合は、お早めに日行連事務

りします。

局までお問合せください。

昨年は『ユキマサくん』がゆるキャラグランプリにエ
ントリーしたので、松山市を訪問することができました。
城下町らしい落ち着きと近代化された町並の中を、

◦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

「坊っちゃん列車」が昔のままに走りながらも、新しい

長６か月までとさせていただきますので、

歴史を刻んでいることに成熟した都市を感じました。

あらかじめ御了承願います。

成熟と言えば、商売繁盛や物事が成就すると言われる
酉年にあやかって、まずは目標を立てなければなりませ
ん ね。健 康 第 一、お 酒 は ほ ど ほ ど か ら 始 め ま し ょ う
か・・・・

月刊 日本行政２月号
第５３１号
平成２９年１月２５日発行
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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。

遠田 和夫
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
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