日本行政書士会連合会
令和元年11月25日発行 第565号 毎月1回25日発行

12
2019 DEC

MONTHLY
No.

トップメッセージ

各地方協議会と日行連との連絡会について
執行部から

今期の取組方針について
特集

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律の一部を改正する法律の解説
トピックス

新潟県湯沢町にて会長会を開催
花角新潟県知事、常住日行連会長、
相羽新潟会会長による鼎談

565

通刊565号

12

2019 DEC

月号

トップメッセージ

各地方協議会と日行連との連絡会について………………………………１

執行部から

今期の取組方針について……………………………………………………………２

特集

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律の一部を改正する法律の解説……………………３
新潟県湯沢町にて会長会を開催………………………………………………９

トピックス

花角新潟県知事、常住日行連会長、相羽新潟会会長による鼎談………１２
日行連と地方協議会との連絡会を開催……………………………………１６
公明党「行政書士制度推進議員懇話会総会・政策要望懇談会」 を開催 … … …１７

インフォメーション

立憲民主党「行政書士制度推進議員連盟総会」を開催 ……………………………１７
『令和元年度特定行政書士ブラッシュアップ研修』の御案内 ……………………１８
令和２年新年賀詞交歓会の御案内…………………………………………………………２０
■ Pi
ck UP! 単位会……………………………………………………………………………２
１
■「行政書士申請取次事務研修会」の御案内…………………………………………………２３
■ 日行連の動き（10月）………………………………………………………………………２４
■ 未来志向の賢者たち……………………………………………………………………………３１
■ ホッとひと息……………………………………………………………………………………３２
■ 全行団ニュース…………………………………………………………………………………３３
■ 会員の動き／広報部員のひとり言／…………………………………………………………４０
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～

東日本大震災及び熊本地震により、
亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げるとともに、
被災された皆様には心からお見舞い
申し上げます。 一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
東日本大震災の被災に係る各種行政手続、
今後の暮らしや事業の悩みなど、
電話による無料相談を実施しています。
■ 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：024−973−7163（予約専用）
通話料はお客様負担となります。
相談時間：13：00〜16：00 毎週水曜日（祝祭日・年末年始休業）
所 在 地：福島県郡山市堂前町10番10号

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

● ホームページ https://www.gyosei.or.jp/

トップメッセージ

各地方協議会と日行連との
連絡会について
朝晩の冷え込みも一層厳しくなり、季節の移ろいの速さを肌で感じるようになりました。このひと月の間
には、台風第１５、１９号が本州に上陸するなど、大規模な自然災害が発生しました。改めましてお亡くなりに
なられた方々に対し哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
日本行政書士会連合会（以下「日行連」という。）では、全国の単位会と連携して、被災の状況を把握し、
復興支援に協力してまいります。一つの具体的な活動としては、被災単位会が行う被災者支援活動をサポー
トする目的で、支援金の募集を開始いたします。被災地の行政機関や被災者の皆様の支援、被災者の皆様の
権利擁護に取り組んでまいる所存ですので、皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
さて、例年秋頃から順次開催している日行連と全国８地方協議会（以下「地協」という。）との連絡会が、
本年度は１０月４日の近畿地協を皮切りにスタートしました。東北地協、中部地協、北海道地協と続き、これ
から他の地協を回らせていただきます。
地協は、単位会相互の地域的な連絡調整を図り、各単位会の発展向上のために必要な事業を行うことを目
的としています。構成する単位会の間で研修会の相互乗り入れや各業務に関する担当者連絡会の開催などの
事業が展開されています。日行連と各地協との連絡会は、日行連の運営や事業推進について方針や進捗を御
説明させていただくとともに、各地協及び各単位会の取組や地域的な課題等を共有し、意見交換を通じて行
政書士制度の将来を共に考えるための貴重な場となっています。
本年度これまでに開催した連絡会では、行政書士法改正や監察活動に関するもの、業務に関連するところ
では丁種封印制度や“外国人支援士”についての御質問・御要望が多くみられました。行政書士法改正につ
いては、まずは、現在推進している①法の目的規定に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記するこ
と、②行政書士会による注意勧告に関する規定の新設、③社員が一人の行政書士法人の設立の許容の３項目
について早期の実現を目指します。そして、その次の改正については、かねてより私が申し上げている既存
業務の強化や非行政書士の排除（国民の皆様が安心して行政書士制度を利用できる環境を整備することは、
行政書士制度の利用者を守ることにつながります。）を含め各地協からいただいた様々な御要望を踏まえて検
討を進めてまいりたいと考えます。
また、日行連の事業計画に明記されている「行テラス」についても、多くの御意見をいただいています。
現場の声としてしっかりと受け止め、事業目的の実現を目指しつつ、その道筋については理事会等で柔軟に
検討してまいりたいと思います。
その他にも、行政書士制度の未来を見据えた行政書士試験のあり方や行政書士会における女性活躍推進へ
の取組、法教育への取組など、多角的な視点から多くの御意見・御要望をいただきました。また、各単位会
独自の取組についてもお話を伺い、同時に、出席された方々の行政書士制度への熱い思いと日行連に対する
期待の大きさを実感しました。年内に残り４つの地協を回らせていただきます。各地協との連絡会でいただ
きました御意見・御要望を真摯に受け止め、引き続き制度の発展に努めてまいります。今後とも御支援御協
力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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執行部から

今期の取組方針について
副会長

髙尾

明仁

この度、日本行政書士会連合会の副会長職を拝命いたしました大阪会所属の髙尾明仁と申します。連合会
の役員は４期目とはいえ、若輩者の私にこのような大役が務まりますかどうか大変不安で、かつ身の引き締
まる思いでございます。
しかしながら、お引き受けしましたからには一生懸命また全力で常住会長をお支えし、行政書士制度発展
のため少しでも貢献できますよう微力ながら頑張ってまいる所存ですので、会員・役員皆様方の絶大なる御
協力と御指導を切にお願い申し上げます。
さて、この度私は、法務業務部、行政書士制度あり方検討委員会、裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部
の３つの部署の担当を仰せつかりました。それぞれ大変重要で、なおかつ課題も多い部署と言えますが、こ
の３部署について今期の取組姿勢をお示ししたいと思います。
１．法務業務部について
言わずもがな、許認可業務部と並ぶ行政書士業務の根幹を成す部署です。「権利義務・事実証明部門」に
おいては、第一に民法改正の動向に注視しつつ、行政書士業務に係る影響を精査し、必要に応じて会報・
VOD等を活用して皆様に情報提供してまいります。第二に（株）ゆうちょ銀行との更なる連携を進めてまい
ります。相談業務における専門家派遣やセミナーにおける講師派遣等を通じ、より一層の連携を図るととも
に、日本郵便（株）とも協力関係を構築し、各郵便局の「みまもりサービス」との連携も進めていければと
考えています。第三に空き家問題や所有者不明土地に係る問題についても調査研究を進め、我々ができるこ
とを整理し、内外に発信してまいります。その他、今期においては自賠責請求業務に係る研究も再開し、我
々が行える業務範囲を明確にお示しできるように取りまとめてまいりたいと思います。
「法務事務・成年後見部門」においては、超高齢社会に対応すべく、「成年後見業務は遺言・相続業務と
ワンセット」との考えのもと、（一社）コスモス成年後見サポートセンター等とより一層の連携を図ってま
いりたいと思います。私自身も１０月３０日開催のコスモス理事会で理事長に就任いたしました。連合会からの
金銭的支援の再開も含め支援体制の更なる強化を目指して、その橋渡し役になれるよう努力してまいります。
その他、今期においては、高齢者支援のみならず障がい者支援においても力を入れ、社会福祉協議会との連
携も模索してまいりたいと思います。
２．行政書士制度あり方検討委員会について
今期、常住会長よりAI
やI
o
T・ビッグデータなどの第４次産業革命を背景に、①これらを踏まえた行政書
士制度の中長期ビジョンについて、②デジタル・ガバメントへの対応についてという大変大きなテーマに関
する諮問をいただきました。答申に向けて、まずは各単位会における問題点の抽出からその解決策（中長期
的ビジョン）を導き出すため、各単位会に対してアンケートを実施する運びとなっていますので、御協力を
賜りますようよろしくお願いいたします。その回答結果を踏まえ、「あるべき行政書士像・行政書士制度」
に迫ってまいりたいと思います。
３．裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部について
課題が山積している部署です。法務省の認証取得済単位会においても毎年いわば「開店休業」の状態が続
き、いよいよ疲弊してきているのではないでしょうか。悲願であるADR代理権の取得に向け、連合会として
一定の見通し・決着をつける時期に来ていると考えます。現在進行中の法改正が達成できましたら早急に本
改正についても取り組まなくてはならないと思っています。
以上、私の担当する３部署について今期の取組方針をお示しさせていただきました。しかしながら、連合
会副会長としましてはこの３部署に限らず、毎年起こっている大規模自然災害に対応する「大規模災害対策
本部」の仕事や、その他にも横断的に処理しなければならない事案の対応も求められていると思います。常
住会長の「体験主義、現場主義、行動主義」と同調すべく、私も精一杯汗をかいて走り回る所存です。皆様
の温かい御支援と御指導をよろしくお願い申し上げます。
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国土交通省土地・建設産業局建設業課

＜国土交通省土地・建設産業局建設業課＞
１．はじめに

３．本改正の経緯

令和元年６月５日、
「建設業法及び公共工事の入

建設業の働き方改革を進めるため、建設業の今後

札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改

１０年を見据えて、平成２９年７月に「建設産業政策

正する法律」が成立し、同月１２日に公布された（令

２０１７＋１０」が建設産業政策会議において示された。

和元年法律第三十号）。本改正法は、建設業の将来

これらの政策のうち、制度改正により対応を行うこ

の担い手を確保し、建設業の持続性を確保するため、

とが必要な項目について、平成３０年２月から中央建

建設業の働き方改革の促進、建設現場の生産性向上

設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部

及び持続可能な事業環境の確保の観点から改正を

会の下に設置された基本問題小委員会において審議

行ったものである。本稿ではこの改正法の概要等に

が行われ、同年６月に「中間とりまとめ」が示され

ついて解説する。

た。当該とりまとめを基に、法律の改正による対応
が必要な施策についてとりまとめ、平成３１年３月１５

２．本改正の背景
２．本改正の背
景
建設業は、我が国の経済成長を牽引する「基幹産

日に建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律の一部を改正する法律案を国会
に提出した。

業」であり、地域の暮らしの安全・安心を支える
「守り手」である。建設業就業者数は約５００万人に及
ぶが、建設業就業者の２０１８年度の年間の実労働時間

４．改正法の内容

の平均は２０３６時間であり、全産業の平均（１６９７時間）

４－１ 建設業の働き方改革の促進

と比べて３
００時間以上長く、製造業（１
９５４時間）と

（１）工期に関する基準の作成等（建設業法第３４条

比べても約８０時間長い状況となっている。年間の出
勤日数について見ると、建設業は年間２５０日であり、

関係）
受発注者双方による適正な工期設定の取組を促進

全産業の平均（２２０日）や製造業（２３３日）と比べて

するためには、まず、受発注者に対して中立な立場

高い水準である。また、他産業ではここ１０年ほどの

から工期についての考え方を明確にすることが重要

間で労働時間の短縮が進んできている中、建設業は

である。そのため、建設工事の受発注者及び有識者

横ばいで推移しており、長時間労働となっている現

で構成され、中立性の高い中央建設業審議会が建設

状にある。さらに、平成３１年４月１日より施行され

工事の工期に関する基準を作成し、その実施を勧告

た改正労働基準法では、時間外労働は原則月４５時間

できることとした。

かつ年間３
６０時間までとされ、特別条項でも上回る
ことのできない罰則付き時間外労働時間の上限が設
定されたが、建設業においても５年の猶予期間を経

（２）著しく短い工期の禁止（建設業法第１９条の５
及び第１９条の６関係）

て令和６年４月から上記の時間外労働の上限規制が

長時間労働の是正のためには、技能労働者に長時

適用されることとなっており、建設業の働き方改革

間労働を強いることを前提とするような工期設定で

は喫緊の課題である。

なく、雨天日など様々な事項を考慮した上で適正に
2019.
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国土交通省土地・建設産業局建設業課

建設工事の工期を設定することが重要である。この
ため、以下の事項を規定した。

（５）受注者の違反行為に関する事実の通知（入契
法第１１条関係）

建設工事の注文者は、通常必要と認められる

著しく短い工期の禁止について、国土交通大臣等

期間に比して著しく短い期間を工期とする請負

の許可行政庁が違反を把握する機会を確保する観点

契約を締結してはならないこととした。

から、各省各庁の長等は、公共工事の受注者である

①

②

実効性の確保の観点から、国土交通大臣等は、

建設業者が著しく短い期間を工期とする下請契約を

著しく短い期間を工期とする請負契約の締結禁

締結していると疑うに足りる事実があるときは、当

止に違反した建設工事の発注者に対し、必要な

該建設業者の許可行政庁に対し、その事実を通知し

勧告をすることができることとし、勧告に従わ

なければならないこととした。

なかったときは、その旨を公表できることとし
た。なお、その勧告・公表を行うため、当該発
注者に対して報告又は資料の提出を求めること
ができることとした。

（６）請負契約における書面の記載事項の追加（建
設業法第１９条関係）
受発注者双方の共通ルールとしてその遵守を促し、
働き方改革を促進するため、建設工事の請負契約の

（３）建設工事の工期の見積もり（建設業法第２０条
関係）
（２）において注文者に対し、著しく短い期間を

締結に際して書面に記載する事項に「工事を施工し
ない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」
を追加することとした。

工期とする請負契約を締結することを禁止した。そ
の際、建設業者からどの程度の工期が必要であるか
見積もりが示されることは、注文者としても適切な
工期で契約するために重要な要素である。このため、

（７）工期等に影響を及ぼす事象に関する情報提供
（建設業法第２０条の２関係）
建設工事の手戻りを防止し、適正な工期による施

建設業者は請負契約を締結するに際して、工事の工

工を推進するため、建設工事の注文者は、契約を締

程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかに

結するまでに、建設業者に対して、工期又は請負代

して、建設工事の見積もりを行うよう努めなければ

金の額に影響を及ぼす事象の発生のおそれがあると

ならないこととした。

認めるときは、その情報を提供しなければならない
こととした。

（４）入札契約適正化指針の記載事項の追加（入契
法第１７条関係）
建設業は、年度における繁忙期と閑散期の工事量
の差が大きいため、繁忙期においては長時間労働が

（８）下請代金の支払方法（建設業法第２４条の３関
係）
建設業従事者の働き方改革や処遇改善を図る上で、

発生する一方、閑散期においては仕事が少なくなり、

下請建設業者が雇用している労働者に賃金を円滑に

収入が不安定となるといった問題がある。そのため、

支払うことのできる環境を整備することは重要であ

適正な工期の設定や繁忙期と閑散期の工事量の差を

る。このため、元請負人は、下請代金の労務費相当

小さくする平準化の取組が不可欠であることから、

分は、現金で支払うよう適切な配慮をしなければな

公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針の記載

らないこととした。

事項として、公共工事の施工に必要な工期の確保及
び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図
るための方策に関する事項を追加した。
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４－２ 建設現場の生産性の向上
（１）建設工事従事者の知識及び技術又は技能の向
上（建設業法第２５条の２７関係）

（４）技術検定制度の見直し（建設業法第２７条関係）
将来的な技術者不足が懸念される中、若手技術者
の育成を図るとともに、監理技術者等となる一歩手

職長、登録基幹技能者を始めとした高度なマネジ

前にいる技術者の活用を図ることが必要である。そ

メント能力を有する熟練技能者など、建設工事に従

のため、技術検定を第一次検定及び第二次検定に再

事する者一人一人がより高いレベルにステップアッ

編した上で、それぞれの検定の合格者は政令で定め

プしていく意識を醸成することを通じて、生産性の

る称号を称することができることとした。政令で定

向上や資格、経験に見合った処遇の実現を図るため、

める称号については、第一次検定の合格者は級及び

建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施す

種目の名称を冠する技士補、第二次検定の合格者は

るために必要な知識及び技術又は技能の向上に努め

級及び種目の名称を冠する技士とすることを想定し

なければならないこととした。

ている。

（２）監理技術者の専任義務の緩和（建設業法第２６

（５）建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等

条関係）

（建設業法第４１条の２関係）

情報通信技術の発展や建設生産現場での活用の状

建設生産物の高度化・多様化や、工事作業の効率

況などを踏まえ、工事現場に監理技術者を専任で置

化、工期短縮の観点から、建設現場において工場製

くべき建設工事について、当該監理技術者の職務を

品が活用されるようになってきており、工場製品の

補佐する者として、当該建設工事に関し監理技術者

品質が現場の適正施工を左右するようになっている。

に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合

一方で、建設企業以外の工場で加工・組立・製造さ

には、当該監理技術者の専任を要しないこととした。

れる工場製品については、建設業法の規定が適用さ

監理技術者に準ずる者として政令で定める者として

れず、これまでは、工場製品に起因して建設生産物

は、今回創設する１級技士補等を想定している（「４

に問題が生じた場合に、当該工場製品の製造企業に

－２（４）技術検定制度の見直し」参照）。

対して指導監督ができなかった。今後、建設企業が
良質な工場製品を安心して利活用し、エンドユーザ

（３）主任技術者の配置義務の合理化（建設業法第
２６条の３関係）
今後、技術者不足が懸念される中、技術者配置の
合理化を図るため、特定の専門工事につき、一定の

ーに対して良質な建設サービスを提供するため、工
場製品に問題が生じた場合について以下の規定を整
備した。
①

国土交通大臣等は、建設業者等に指示をする

要件を満たす場合、元請負人が工事現場に専任で置

場合において、当該指示に係る違反行為が建設

く主任技術者が、下請負人が置くべき主任技術者の

資材に起因するものであると認められ、かつ、

職務を併せて行うことができることとし、この場合

当該建設業者等に対する指示のみによっては当

において、当該下請負人は、主任技術者の配置を要

該違反行為の再発を防止することが困難である

しないこととした。なお、この場合において、あら

と認めるときは、これを引き渡した建設資材製

かじめ注文者の承諾を得た上で、元請負人と下請負

造業者等に対して再発防止を図るため適当な措

人が合意する必要があることとし、また、元請負人

置をとるべきことを勧告できることとした。

は１年以上の指導監督的な実務経験を有する主任技

②

国土交通大臣等は、勧告を受けた建設資材製

術者を専任で配置しなければならないこととした。

造業者等が当該勧告に従わないときは、その旨

さらに、当該下請負人は、その下請負に係る建設工

を公表し、又は正当な理由がなくて当該勧告に

事を他人に請け負わせてはならないこととした。

係る措置をとらない場合において、建設工事の
適正な施工の確保が著しく阻害されるおそれが
あると認めるときは、当該建設資材製造業者等
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る措置をとるべきことを命ずることができるこ
ととした。

（３）不利益な取扱いの禁止（建設業法第２４条の５
関係）
下請負人が元請負人から不当に低い請負代金で契

①及び②の実効性を確保するため、国土交通

約を締結させられたなどの場合に、元請負人からの

大臣等は建設資材製造業者等に対して、報告徴

報復措置を恐れてその違反行為を許可行政庁に報告

収及び立入検査できることとした。

することをためらうことが懸念される。下請負人か

③

らの適切な情報提供を担保し、建設業の適正取引を
４－３

持続可能な事業環境の確保

（１）建設業の許可の基準の見直し（建設業法第７
条関係）

推進するため、元請負人は、その違反行為について
下請負人が国土交通大臣等に通報したことを理由と
して、不利益な取扱いをしてはならないこととした。

建設業の許可の基準のうち、許可を受けようとす
る建設業に関し５年の経営業務の管理責任者として
の経験を有する者等を役員等として配置することと

（４）建設業者団体の責務（建設業法第２７条の４０関
係）

している要件について、事業の継続性の観点から見

災害時において建設業者と地方公共団体等との円

直しを行った。これまでは、個人の経験により担保

滑な連携を図る上で、事前の災害協定の締結、協定

していた経営の適正性を、建設業者の体制により担

に基づく調整など建設業者団体は大きな役割を果た

保することとし、建設業に係る経営業務の管理を適

している。このため、建設業者団体の役割を明確化

正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通

する観点から、建設業者団体は、災害が発生した場

省令で定める基準に適合する者であることと改めた。

合において復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られ

国土交通省令で定める基準としては、現行の基準を

るよう必要な措置を講ずるよう努めなければならな

満たしている場合に加え、建設業の役員のみならず

いこととした。

相応の管理職の経験等を考慮したものを規定するこ
となどを検討している。また、建設業者として加入

（５）標識の掲示義務の緩和（建設業法第４０条関係）

すべき社会保険に加入していることについても規定

これまで下請業者も含め工事現場で施工する全て

する予定である。

の建設業者に許可証の掲示が義務付けられていたと
ころ、負担軽減の観点から、発注者から直接請け

（２）承継規定の整備（建設業法第１７条の２・第１７
条の３関係）
これまで建設業の譲渡や建設業者の合併・分割が

負った工事のみを対象とすることとした。なお、引
き続き適切な情報提供を行うため、施工体系図の記
載事項等について省令の改正を行う予定である。

あった場合には、事業を承継した者が新たに建設業
の許可を受ける必要があった。今回、事業承継の円
滑化を進める観点から、建設業の全部を譲渡、合併、

５．国会での審議

分割する場合において、事前に国土交通大臣等の認

改正法案は、令和元年５月１７日に衆議院国土交通

可を受けることで、事業の承継の日にこの法律の規

委員会において提案理由説明が、同月２２日に審議が

定による建設業者としての地位を承継することとし

行われ、同月２４日に附帯決議と併せて全会一致で賛

た。また、建設業者が死亡した場合においても、死

成が決議され、同月２８日の衆議院本会議において全

亡後３０日以内に申請し、認可を受けることで、相続

会一致で可決され、参議院に送付された。

人は被相続人の建設業者としての地位を承継するこ
ととした。

参議院では令和元年５月３０日に参議院国土交通委
員会において提案理由説明が、同年６月４日に審議
が行われ、同日に附帯決議と併せて全会一致で賛成
が決議され、同月５日の参議院本会議において全会
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国土交通省土地・建設産業局建設業課

一致で可決、成立し、同月１２日に公布された。

していくという役割を担うとともに、近年多発して

改正法案は、政府原案のとおり全会一致で可決さ

いる災害からの応急復旧や防災・減災など国民の安

れたが、国及び地方公共団体において、適正な工期

全・安心に寄与することも求められている。建設業

の実現が図られるよう努めること、請負代金の支払

が引き続きこうした使命を果たしていく上での最大

いの適正化などを図るとともに、重層下請構造の改

の課題は、全産業的に生産年齢人口の減少が進む中

善に向けた取組を進めること、建設労働者への賃金

での担い手確保である。今後、建設業をより魅力あ

の着実な支払いを確保することなどが衆・参の附帯

る産業とし、若年層や女性の入職を促進し、将来の

決議に盛り込まれており、政府としてはこれらの点

担い手を確保するためには長時間労働の是正や週休

に留意し、その運用について遺漏のないよう取り組

２日などの建設業の働き方改革を強力に推進してい

んでいく。

くことが不可欠である。まずは、本改正の円滑な施
行を図りつつ、建設業の働き方改革の実現に向けた

６．終わり
．終わりに
に
本法律は、法律の公布日（令和元年６月１２日）か
ら起算して１年６月を超えない範囲内において政令
で定める日から施行することとしている。ただし、
４－２（４）技術検定制度の見直しについては、法
律の公布日から起算して２年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日から施行することとしている。
建設業は、国民生活や産業活動を支える根幹的な
基盤である社会資本や住宅、オフィスビル等の建築
物の良質な整備を通じて、我が国の経済成長に貢献
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更なる改善に取り組んでいく。

〔参考〕
本法改正についての関連資料を会員専用サイト
「連c
o
n」にて掲載しています。
業務関連情報＞建設・環境部門の２０１９年８月２２日
付「７月２５日開催CI
I
C主催講演会資料の掲載につ
いて」記事を御確認ください。
※閲覧には会員専用サイト「連c
o
n」へのログイン
が必要です。

TOPI
CS

新潟県湯沢町にて会長会を開催
新潟県湯沢町にて会長会を開
催

CL
OS
EUP

常住会長の掲げる三つの共生に
ついて各単位会間で意見交換

た。
会議に先立ち、常住日行連会長による挨拶、相羽
新潟会会長より開催地単位会の会長として挨拶があ
り、続いて、中村千葉会会長より先日発生した台風

令和元年９月２６日（木）の午後１時３０分から５時

１５号による千葉県内における被災状況等の報告があった。

にかけて、新潟県南魚沼郡湯沢町「ナスパニューオ
ータニ」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
「地域との共生（空き家対策・防災対策の推進、地
域金融機関との連携など）について」、「役所との共
生（非行政書士の排除、法教育を生かした活動・役
所との連携など）について」、「多文化との共生（権
利擁護活動、国際交流の推進、在留資格に関する相
談会など）について」の３つをテーマとして意見交

常住日行連会長の挨拶

相羽新潟会会長の挨拶

換を行った。
○

○

○

○

○

○

○

会長会は、松村日行連総務部長による司会で午後
１時３０分、４７単位会会長の出席と、一部日行連役員

次に、会則第3
4
条の規定に基づき議長の選任が行
われ、髙尾大阪会会長が議長に就任し、堀井京都会
会長を副議長に選任した。議事録署名人には野津島
根会会長、黒田岡山会会長が指名された。

のオブザーバー出席の承認を得て開会した。

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の
趣旨について説明があり、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
2019.
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● トピックス クローズアップ

意見交換・情報交換（概要）
意見交換・情報交換（概要
）
テーマ①

「地域との共生（空き家対策・防災対策の
推進、地域金融機関との連携など）について」

テーマ②

「役所との共生（非行政書士の排除、法教育を
生かした活動・役所との連携など）について」
入江香川会会長、向井石川会会長、田後神奈川会
会長より各々の会での取組状況等についての報告が

有賀山梨会会長、山本愛媛会会長、山脇長崎会会
長より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。
＜アンケート結果＞

地域との共生に取り組んでいる
は

なされた後、意見交換が行われた。
＜アンケート結果＞

役所との共生に取り組んでいる
は

い：４５単位会

いいえ：２単位会

い：４６単位会

いいえ：１単位会

＜発表内容（概要）＞
○香川会（非行政書士の排除について）

＜発表内容（概要）＞

・行政事務申請受理部局に対する監察活動の実施。

○山梨会（空き家対策の推進について）

・行政官庁、自治体を訪問し、積極的な監察活動を

・山梨県が設置した「空き家対策市町村連絡調整会
議」の構成団体として情報交換を行うとともに、
「オール山梨空き家セミナー＆無料相談会」に相
談員を派遣している。
・「甲府市空き家等対策推進協議会」
、「同推進チー

実施した（具体的には、会員名簿の配布、非行政
書士排除プレートの設置、ポスターの掲示など）。
・香川県議会、高松市議会に対して、市所管窓口に
おける行政書士法の遵守についての請願、陳情を
実施した。

ム」の委員として有賀会長等が委嘱された。また
推進チーム会議への参加や甲府市における空家等

○石川会（非行政書士の排除、

対策に関する基本協定書の締結を行った。

法教育を生かした活動について）
・農地転用許可申請書に行政書士記載欄を設けたこ

○愛媛会（防災対策の推進について）

とにより、非行政書士による申請削減を図ってい

・平成３０年７月豪雨災害の際、市役所特設窓口にお

る。また、定期的に多くの自治体を回り、様式の

いて罹災証明書等の受付業務を支援するなど、愛

周知活動を実施した。さらに金沢市農業委員会に

媛会による被災者支援を行った。

警告プレート等を設置し、非行政書士排除に取り

・現在、常設の防災対策委員会を設置するため規則

組んでいる。

検討を行っており、委員会設置後は防災対策マ

・法教育について、テレビや新聞等の報道機関に取

ニュアルの策定や地震等に対する災害予防に取り

り上げてもらうよう、実施の際はニュースリリー

組む予定である。

スを発表することを必須としている。

○長崎会（地域金融機関との連携について）

○神奈川会（役所との連携について）

・ゆうちょ銀行各店主催の無料相談会や金融総合相

・神奈川県内の図書館と連携して１３か所で無料セミ

談会、相続セミナーに相談員を派遣している。
・九州運輸局長崎運輸支局と大規模災害時の相談員
派遣に関する協定を締結した。

ナーを実施した（平成３０年度）。
・神奈川県建設業許可相談コーナーにおいて相談事
業（年間約７
００件）を行うほか、神奈川県より経
営事項審査受付業務を受託している。
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・外国人材受入サポートセンター事業を県から受託

テーマ③

し、支援を行っている。
・サポートセンターの活動としては、相談業務やセ
ミナーの開催、外部講演へのセンター相談員の派

大口兵庫会会長、縮山形会会長、相羽新潟会会長

遣などを行っている。

より各々の会での取組状況等についての報告がなさ

議長が退任して、会長会は閉会した。

＜アンケート結果＞

多文化との共生に取り組んでいる
は

懇親会
懇親
会

い：４２単位会

いいえ：５単位会

会長会終了後、午後６時から８時にかけて同ホテ
ルにて懇親会が行われた。当日は御多忙の中、多数

＜発表内容（概要）＞

の御来賓に御臨席賜り、冒頭にギタリストの原荘介

○兵庫会（権利擁護活動について）

さんによるギターの演奏や、ミス日本酒グランプリ

・兵庫県住宅セーフティネットへのパブリックコメ

受賞者による説明のもと、希少価値の高い新潟の日

ントに係る対応をしている。

本酒が数多く振る舞われるなど、出席者の懇親が深

・ユニバーサル社会づくり推進セミナー等のセミナ

まる中、盛会裏のうちに閉会した。

ーを開催している。
・コスモスひょうご（（一社）コスモス成年後見サポ
ートセンター）との連携活動の推進を図っている。

○山形会（国際交流の推進、
在留資格に関する相談会について）
・山形市国際交流協会と連携し、在留資格等に関す
原荘介さんによるギター演奏

る相談を受けて、申請取次行政書士会員を中心に
相談員として対応している。
・山形県、山形県国際交流協会、山形会で連携し、

＜御来賓＞

山形県外国人総合相談ワンストップセンターを発

佐久間豊新潟県副知事

足している。

田村正幸湯沢町長
片山さつき参議院議員
鷲尾英一郎衆議院議員

○新潟会（国際交流の推進、
在留資格に関する相談会について）

泉田裕彦衆議院議員
漆原良夫前衆議院議員秘書

佐久間豊新潟県副知事

田村正幸湯沢町長

片山さつき参議院議員

鷲尾英一郎衆議院議員

泉田裕彦衆議院議員
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最後に、髙尾議長が全体をとりまとめ、議長・副

れた後、意見交換が行われた。

TOPI
CS

「多文化との共生（権利擁護活動、国際交流の
推進、在留資格に関する相談会など）について」

● トピックス クローズアップ

花 角 新 潟 県 知 事
常住日本行政書士会連合会会長 による
相羽新潟県行政書士会会長

鼎談

令和元年度の会長会が新潟県南魚沼郡湯沢町で開催されるにあたり、その前日となる９月２
５日（水）、
新潟県庁において花角英世新潟県知事、常住豊日本行政書士会連合会会長、相羽利子新潟県行政書士会会
長による鼎談が行われました。行政への協力を通じて国民生活の向上に貢献する行政書士の役割、
「住ん
でよし、訪れてよし」を基本理念とする新潟県の行政などについて語られる中で、それぞれの責務と今後
の共生のあり方が確認される、期待と希望に満ちた意見交換となりました。

１．はじめに
相羽：日本行政書士会連合会常任理事で、新潟県行
政書士会会長の相羽でございます。よろしくお
願いいたします。公務で大変お忙しい中、今回
このようにお話を伺わせていただく機会を頂戴
いたしまして、誠にありがとうございます。
私たち行政書士は、全国に４万８千名以上、
この新潟県下には約９００名近くいるわけですが、
全ての行政書士はいずれかの都道府県行政書士
会に所属しています。
今回は、その各都道府県行政書士会の会長に
よる年に一度の情報交換の場となっております
「会長会」が、初めて新潟県で開催されるとい
うことで、この機会を捉えまして、常住日行連
会長とともに、花角知事に行政書士制度に対す
る期待や新潟県の魅力などについて伺わせてい
ただければと存じます。

２．行政書士の役割と期待
相羽：それではまず、常住会長から行政書士制度に
ついて簡単にご紹介いただきたいと思います。
常住：日本行政書士会連合会会長の常住でございま
す。東京都行政書士会でも会長を務めておりま
す。よろしくお願いいたします。
それでは、既にご承知のところもあろうかと
思いますけれども、改めまして行政書士制度に
ついて、少しご紹介させていただきます。
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まして、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、遺言書や契約書などの権利義務、事実証明
に係る書類の作成などを業務として行っています。
かつては、行政書士というと依頼者の代わり
に書類を作成するというイメージが強かったわ
けですが、最近では書類作成にとどまらず、依
頼者の多様な困りごとの相談にも応じる、いわ
ゆるコンサルティングを含めた総合的なサービ
スも行う資格者に変化してきていると言えます。
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さらに、成年後見制度や裁判外紛争解決手続、
いわゆるADRなどの分野においても、法律専
門職の一翼を担う者としての責任を果たすべく、
社会貢献事業に取り組んでいます。
ご承知のとおり、行政書士制度は総務省が所
管し、各都道府県において知事の監督の下に運
営されておりますので、私たちとしましては、
自治体との関係を大切にしつつ、人と人の交わ
り、助け合いを基礎にして業務にあたっています。
相羽：常住会長、ありがとうございました。
それでは、このような行政書士制度に対し、
花角知事として期待するところをお伺いできれ
ばと思います。知事、いかがでしょうか。
知事：まず、行政書士の皆様
には、日頃から官公署に
提出する書類の作成や提
出手続の代理など、住民
と行政をつなぐパイプ役
として、行政の円滑な推
進にご協力いただいてお
りますことに、この場を
借りて、御礼申し上げま
す。
今ほど常住会長のお話にもありましたが、行
政書士の皆様には、まさに「街の法律家」とし
て、住民の多様な困りごとに応じていただいて
います。行政手続に精通し、幅広い知識と経験
で時代の変化や制度改正に対応されてきた行政
書士の皆様に担っていただく役割は、今後ます
ます大きくなるものと思われます。引き続き、
地域社会においてご活躍いただきたいと思います。

３．県の施策と行政書士の関わり
（１）基本となる理念
相羽：今、花角知事からご期待の言葉をいただきま
した。私たち行政書士は、いつの時代も社会の
期待にしっかりと応える責務があるわけですが、
それでは常住会長にお伺いします。
会長が最も力を入れていること、会長として

（２）県の災害対策と行政書士による支援
相羽：どうもありがとうございます。たくさんのご
期待をいただき、改めて身の引き締まる思いが
いたします。
今、災害対策のお話もありましたが、全国の
行政書士会においては、ここ数年で幾つもの地
域自治体との災害協定が締結されています。災
害対応、復興支援などにも力を入れていますよ
ね。
常住：そうですね。災害時には自治体そのものが機
能の一部を喪失してしまうことがあります。ま
た、被災地域では住民の方も物理的、あるいは
精神的に必要な手続などを取れる状況ではなく
なってしまうことも多くあります。そのような
とき、私たち行政書士はそれぞれの求めに適し
た形で、例えば相談窓口を開設して被災者の方
のご相談をお受けすることや、罹災証明の発行
や廃車手続を行うなど、様々なご支援をさせて
いただけると思っています。
また、行政書士は災害が落ち着いた後の復興
支援においても、例えば補助金や助成金の申請
など、様々な形で復興支援活動や地域活性化支
援などのお手伝いができます。
そのようなことも含めまして、災害への支援
ということで、各地の行政書士会は地元自治体
と様々な協定を結んでおります。
相羽：新潟県は、平成１６年の中越地震、平成２３年の
豪雨災害など、幾度となく大変な被害に遭って
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例えば、防災・危機管理体制の強化の面にお
いては、広域的な応援・受援体制等の整備に取
り組んでおり、他都道府県や国との連携を図る
とともに、行政書士会の皆様も含め、ボラン
ティア、NPO、企業・団体等がそれぞれのノウ
ハウを生かしたきめ細かな支援活動を円滑に行
えるよう、協力し合える関係づくりを推進して
います。
また、誰もが住み慣れた地域で安心して生活
できる社会を実現するため、例えば、認知症や
障害をお持ちの方であっても、必要なサービス
などを受けられるよう、成年後見制度の利用促
進を図ることが重要であり、成年後見人として
財産管理や身上保護のサポートをしていただく
行政書士の皆様の存在は、非常に大きいものと
考えています。
その他にも、行政手続等に関する住民相談や
所有者不明土地の取組など、地域に密着した行
政書士の皆様の社会貢献活動は、いずれも県民
生活の安全と安心の確保に寄与するものだと考
えています。
ぜひ、皆様のご協力もいただきながら、
「住ん
でよし、訪れてよしの新潟県」を目指してまい
りたいと思います。

TOPI
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のテーマといいますか、理念について、お話し
いただけますでしょうか。
常住：はい。私の活動理念は、
「そうだ行政書士に相談
しよう」という気運を全
国標準にしたいというこ
とです。
どのようなことかと申
しますと、一般市民や中
小企業者の中には、悩み
や問題を抱えていても誰
に相談すればいいのか分からないという方がた
くさんいらっしゃいます。行政書士は、全国各
地に存在していることや業務範囲の広さが大き
な強みですから、このような方々の悩みや問題
を聴き、一緒になって考え、問題の解決をして
いかなければならないと考えます。それにより、
人生や事業を成功へ導いていく使命があると思
いますし、そうでなければならないと思ってい
ます。
そのためには、会員一人ひとりがより一層業
務に精通しなければなりませんし、そういう会
員が活躍できる場をもっと作っていかなければ
ならないと考えています。それを推進すること
によって、私たち行政書士は、身近な良き相談
相手として市民の皆様に認知され、常にその生
活圏にいることによって安心を感じていただけ
る、必要不可欠な存在であると思っていただけ
るようになるのだと考えています。私は行政書
士のそのような位置付けを確固たるものにした
いと考えています。
相羽：常住会長、ありがとうございました。
今、会長のお話の中で「身近な良き相談相手」、
それから「常に生活圏にいる」という言葉があ
りました。その存在感も含めて、地域に密着し
て貢献していく行政書士ということであると思
いますが、その点について、花角知事としては
いかがでしょうか。
知事：今ほど相羽会長がおっしゃった「地域に密着
して社会に貢献していく行政書士」としての皆
様の活動は、本県の施策の実現に向けて、様々
な面で関わってくるものと思います。
本県は、多くの県民の皆様が新潟県に住んで
いることを誇りに思い、これからも住み続けた
いと思える新潟県であること、そして、多くの
国内外の方々が新潟県に魅力を感じ、訪ねて来
ていただける新潟県であること、そうした「住
んでよし、訪れてよしの新潟県」を基本理念と
しています。
そして、この基本理念の実現に向けて、まず
第一に、全ての県民の皆様の命と暮らしを守り、
県民生活の安全と安心を確保することが何より
も大切であると考え、様々な施策に取り組んで
いるところです。

● トピックス クローズアップ
います。当時の県としての対応や、ご苦労され
たことなどを教えていただけますでしょうか。
知事：本県は、平成１６年の新潟県中越大震災と水害、
平成１９年の中越沖地震、平成２３年の豪雨水害、
そして本年の山形県沖の地震など、度重なる災
害に見舞われてきました。
大規模災害の発生時には、制度の説明や生活
相談のために、被災された方が一度に役所に訪
れます。
そうしますと、様々な災害対応のために、既
にマンパワー不足に直面している被災市町村の
窓口が混乱し、長い待ち時間が発生するなど、
被災者の皆様の不満や苦情を招きがちです。
本県では、そうした教訓を踏まえて、県・市
町村合同応援体制「チームにいがた」を構築す
るとともに、先ほども申し上げましたように、
様々な企業・団体との協力・支援体制の強化に
取り組んでいるところであり、新潟県行政書士
会様とは、平成２５年に災害協定を締結させてい
ただきました。
この協定により、大規模災害時には、災害救
助法が適用された市町村からの要請に基づき、
行政書士会の皆様に被災者の申請書類作成の代
行や被災者支援相談センターの開設等を行って
いただくこととしており、被災された方にとっ
て非常に頼もしいことだと思っています。
相羽：ありがとうございます。
平成１６年の災害はその後の災害対応のきっか
けになっており、強く印象に残っています。最
初に災害に遭遇したのは７月１３日でした。五十
嵐川が大雨で決壊し、下流の三条市、見附市、
中之島村が水没して、多くの方々が被害を受け
ました。
そのとき、水没した車両の抹消登録、それに
伴い新しい車を購入する際の取得税・自動車税
の免除の手続や生活再建支援法による支援の相
談、許可認可の延長等の申し出に係る相談所を
開設したところ、電話相談も含め３００件以上の
相談を受けました。
ただ不幸にも、その年の１０月には中越地震が
発生し、今度は長岡市、魚沼市を中心とする中
越地方が震災で打撃を受けました。行政書士試
験日の前日で、対応に大変苦労したことは、今
も脳裏から離れることはありません。ですから
防災に関しては、非常に関心を持っています。
水害での対応にエネルギーを使い果たしてし
まったので、中越地震の時には他の士業の皆様
にも働きかけて、１１士業による相談会を長岡市
で開催しました。まさに相談のワンストップです。
７月の水害に関しては、
「水害記録誌」を後日
発行しました。国立国会図書館にも納本してい
ます。限られた予算で作成しましたので立派な
冊子ではありませんが、今後災害に遭遇したと
きの参考になるかと思います。
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（３）外国人との共生社会の実現
相羽：それでは、今度は多文
化共生という観点から、
新潟県の取組についてお
伺いしてみたいと思いま
す。
この４月に改正入管法
が施行されるなど、国に
おいて外国人労働者の受
入れの動きが進んでいま
すが、これに係る県の取組についてお話いただ
けますでしょうか。
知事：おっしゃるように、国において外国人材の受
入れの動きが進んでいるところです。しかし、
実際に外国人材を受け入れるとなると、技能実
習制度や外国人留学生の扱いなどに関するノウ
ハウを持っていない企業が多いという声が本県
でもよく聞かれました。
そこで、昨年１２月に行政書士会の皆様のご協
力をいただき、外国人材の受入れに係る相談に
応じていただく「新潟県外国人材受入サポート
センター」を設置したところです。
相羽：ありがとうございます。
昨年１２月、与野党の白熱した議論の中、外国
人材受入れを拡大する法案が国会で可決された
翌日の２７日に、県からの要請をいただいて、外
国人材受入サポートセンター事業を行政書士会
が受託しました。
県内において、外国人材の受入れを計画して
いる企業や団体等に対して、受け入れるにあた
り採用時において注意すべき点や、在留資格、
実習生の受入れ方法などといった相談に応える
とともに、受入れの適正化を目的に開設したも
ので、新潟県の期待に応えるべく緊張しながら
対応し今日に至っています。
相談業務の他にも、外国人材受入れに関する
情報の収集と提供、雇用に関するトラブル、そ
れから希望に応じて労働者と企業の橋渡しを行
うマッチングもやっています。行政書士会の特
徴を生かして、兼業会員の専門的知見も入れて
対応することで、企業の繁栄につなぐ役割を行
政書士が担えることは大変うれしいことです。
まして全国で初めての取組であり、県内外か
ら注目を浴びています。９月には群馬県の県議
会議員、行政書士会の幹部の方３０名が視察に来
ています。今後は外国人が日本で暮らしていく
中で直面する様々な問題に対し何ができるのか、
その立場に立って対応することも必要になるか
と思います。
常住：平成元年に行政書士が申請取次業務を行うよ
うになって以来、３０年にわたる業務経験を通じ
て、行政書士は外国の方と日本社会とのつなが
りをサポートしてきました。そのような中で、

４．新潟県の魅力
相羽：時間も無くなってまいりました。最後の質問
ということで、花角知事に新潟県の魅力を語っ
ていただこうと思います。よろしくお願いいた
します。
知事：はい。今年の秋は新潟県で国内最大級の文化
の祭典「国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭」
が開催されています。
本県は、上・中・下越地方、佐渡島と広く、
それぞれの地域に特色ある文化が育まれてきま
した。例えば、佐渡は世阿弥など流刑された文
人の影響により京の貴族文化がもたらされ、ま
た、金銀山の開発によって鉱山都市として発展
するなど、類のない独特の歴史を歩んで数多く
の文化財があります。
佐渡だけでなく県内の各エリアにも様々な特
色があることから、県内を７エリアに区分しテ
ーマを設け、観光や産業、食文化といった地域
文化の魅力を発信する取組を展開しているとこ
ろです。
あわせて、この文化祭の開催と同時期に「日
本海美食旅（ガストロノミー）」をテーマとす
る「新潟県・庄内エリア デスティネーション
キャンペーン」も実施しています。「ガストロノ
ミー」とは、その土地に昔から伝わる伝統食や
保存食、地元の特産品や旬の素材を使った料理
を味わい、その地域を知る「旅」のことです。期
間中は「ガストロノミー」をテーマにした食のメ
ニューが、県内各地の飲食店などで提供されます。
これらの催しにより交流の輪が広がることを
期待するとともに、開催後もそこで築かれた絆
や取組が継承され、皆様に新潟の文化や食の魅
力に触れていただけるよう、取り組んでまいり
たいと思います。
これから冬を迎えますが、
「雪」も本県の大き
な地域資源です。
食の豊かさも雪の恵みの一つであり、雪解け
水がおいしいお米や日本酒、農作物を生み出し
ています。
冬の新潟には、スキーやスノーボードなどの

５．おわりに
相羽：それでは最後に知事、そして常住会長から一
言ずつ、本日の鼎談の総括としてコメントをい
ただけますでしょうか。
知事：本日はどうもありがとうございました。
常住会長から「行政書士は身近な良き相談相
手」というお話もありましたが、行政書士の皆
様には、行政手続における行政と住民との架け
橋となっていただき、引き続き、住民生活のよ
り一層の向上にご尽力いただきたいと思います。
常住：短い時間でしたが、貴重なお話を聞かせてい
ただく中で、県や地域社会への行政書士として
の協力の仕方など、色々なヒントを与えていた
だけたと思います。今後の会の事業にも生かし
てまいりたいと思います。
花角知事におかれましては、これからも行政
書士制度へのご支援ご協力をよろしくお願いい
たします。どうもありがとうございました。
相羽：どうもありがとうございました。私も新潟県
民として、沢山ある新潟県の魅力を全国にアピ
ー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。
知事のますますのご活躍を祈念させていただ
きますとともに、今後とも行政書士制度へのご
支援を、何卒よろしくお願いいたします。本日
は貴重なお時間、誠にありがとうございました。

（了）
2019.
12 No.
565

1
5

CL
OS
EUP

アクティビティはもちろん、雪上イベントや雪
を見ながらの温泉など、様々な楽しみ方があり
ますので、ぜひ全国の皆様にお越しいただき、
特色ある文化や食とともに楽しんでいただきた
いと思います。
常住：お話を伺って、改めて新潟県の魅力にワクワ
クしてきました。今日は仕事でまいりましたが、
今度はプライベートで新潟県の魅力を満喫した
いなと思います。
相羽新潟会会長を中心に、行政書士会としま
しても、新潟県のますますのご発展のために可
能な限り協力をさせていただきますので、積極
的にご活用いただければと思います。

TOPI
CS

近年、政府は外国人との共生社会の実現を目指
しており、多様性のある社会にするべく取り組
んでいます。そういう動きの中で、行政書士は
入管業務だけでなく、外国の方の権利擁護まで
も含めて、その中核を担うべきだと考えています。
そういった意味で、官との連携は行政書士制
度を信頼していただけるからこそのものであり
ますし、新潟県と新潟県行政書士会の連携には
大きな期待を感じています。今後の展開が大い
に楽しみなのですが、私としましても、このよ
うな動きが全国的に広がるよう、推進に努めて
まいりたいと考えています。

● トピックス クローズアップ

日行連と近畿地方協議会との連絡会を開催
日行連と近畿地方協議会との連絡会を開
催
開 催 日

令和元年１０月４日（金）

場

奈良県奈良市「奈良ホテル」

所

出 席 者

常住会長、水野副会長

１０月４日（金）、日行連と近畿地方協議会との連絡
会が開催されました。
日行連からは常住会長と水野副会長、近畿地協か
らは６単位会（滋賀、大阪、京都、奈良、和歌山、
兵庫）の会長、副会長、総務部長等総勢３８名が出席
しました。午後３時３０分、奈良会の稲本総務部副部
長の司会のもと、大口近畿地方協議会幹事（兵庫会
会長）の開会のことばに始まり、中嶋同地方協議会会長（奈良会会長）
、常住会長の挨拶に続き、中嶋会長
が議長に就任して日行連・単位会の諸課題に関する意見交換が行われました。
はじめに、常住会長から日行連の本年度事業計画・重点施策や方針についての説明がなされ、行政書士法
改正や法教育の推進、非行政書士対策等の諸課題への取組状況が報告されました。続いて、各単位会からあ
らかじめ提出されていた意見・要望に対して、常住会長及び水野副会長から回答を行いました。特に、行政
書士法の改正や長期会費未納会員への対応など行政書士制度や行政書士会の運営の根幹に関わる議題につい
ては、各単位会の出席者から様々な意見、要望が上がり、白熱した討議となりました。
午後５時３０分、笠野同地方協議会副会長（和歌山会会長）の閉会のあいさつで、連絡会は盛況のうちに閉
会しました。限られた時間の中ではありましたが、出席者からは意欲的な発言が多く出され、大変有意義な
連絡会となりました。

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

令和元年１０月９日（水）

場

山形県上山市

所

「かみのやま温泉 日本の宿 古窯」
出 席 者

常住会長、鶴副会長

１０月９日（水）、山形県のかみのやま温泉において、
日行連と東北地方協議会との連絡会が開催されまし
た。日行連からは常住会長と鶴副会長、東北地協か
らは６単位会（秋田、岩手、青森、福島、宮城、山
形）の会長、副会長、総務部長等総勢３２名が出席し
ました。午後２時、山形会の佐藤総務経理部長の司会のもと、縮山形会会長の開会のことばで始まりました。
相場東北地方協議会会長（秋田会会長）
、常住会長の挨拶の後、出席者の自己紹介に続き、相場会長が座長
に就任して日行連・単位会の諸課題等に関する意見交換が行われました。
はじめに常住会長から、日行連の本年度事業計画・重点施策や方針についての説明がなされました。「そう
だ行政書士に相談しよう」を全国標準にしようという自身の考えのもと、様々な構想が述べられ、さらに行
政書士法改正や法教育の推進、出入国管理及び難民認定法の改正、登録支援機関に係る今後の検討課題等に
ついての状況報告がなされました。続いて各単位会からの現状報告が行われました。特に行政書士会館の建
設、長期会費未納問題、地域での相談会など多くの会で共通する課題、その他外国人サポート、金融機関や
大学との連携などといった各会の取組について、貴重な情報交換会の場となりました。
様々な意見と情報が出され熱気を帯びる中、午後５時１０分、金沢福島会会長による閉会のあいさつがなさ
れ、盛況のうちに連絡会は閉会しました。
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日

に

ち

令和元年１０月１日（火）

出

席

者

＜日行連＞常住会長、水野・髙尾両副会長、金沢専務理事
＜日政連＞井口会長、田崎副会長、加藤幹事長、相羽国対委員長

先の参議院議員選挙や内閣改造を受けて、新たな懇話会人事（案）が提案され、石田祝稔公明党議懇会長
を始めとする新役員が決定いたしました。
日行連からは、行政書士法改正の推進に係る御支援・御理解について厚く御礼申し上げるとともに、早期
成立に向けて、引き続きの御支援・御協力をお願いしました。また、政策要望として、
「行政書士のさらな
る専門的知見の活用」についても説明の場をいただき、外国人材受入れ政策や所有者不明土地問題等の関連
分野において実績のある行政書士の活用を要望するなど、大変充実した会となりました。

I
nfo

２

立憲民主党「行政書士制度推進議員連盟
総会」を開催

日

に

ち

令和元年１０月１６日（水）

出

席

者

＜日行連＞常住会長、光宗・水野・髙尾各副会長、金沢・田後両専務理事
＜日政連＞井口会長、太田副会長、加藤幹事長、田中副幹事長、宮元・相羽両常任幹事

赤松広隆立憲民主党議連会長のお声掛けのもと、大変多くの議連加入議員に御出席いただき、立憲民主党
議連総会が開催されました。赤松議連会長からは、国民のための行政書士法改正の実現に向けて、協力を惜
しまない旨の言葉を頂戴し、日行連・日政連からも、改めて法改正の推進に向けた御支援をお願いいたしま
した。
御出席いただきました議員の方々からは、外国人材受入れ政策や、昨今、頻発している自然災害に際して
の罹災証明書作成による被災者支援などにおいて、行政書士のより一層の活躍を求める御要望のほか、女性
行政書士会員の更なる活躍を促すための環境整備を検討すべきとの貴重な御意見を頂戴し、大変有意義な会
となりました。
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公明党「行政書士制度推進議員懇話会総会・
政策要望懇談会」を開催

● インフォメーション

I
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『令和元年度特定行政書士
ブラッシュアップ研修』の御案内

３

＜中央研修所＞
中央研修所では昨年度に続き「特定行政書士ブラッシュアップ研修」を開催いたします。
第Ⅱ部としての本研修は、平成２７～３０年度及び令和元年度に法定研修を修了した特定行政書士を対象に必
要な知識を修得するための講座として設定しています。また、今回は受講者を対象とした講師を囲んでの懇
親会（希望者のみ・会費制）も企画しました。
本研修の具体的な申込方法は、特定行政書士特設サイト（ht
t
p:
/
/
t
okut
ei
kensyu.
com）を御確認くださ
い。特定行政書士の皆様の積極的な御受講をお待ちしています。
※本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はありません。

第Ⅱ部

開催日程 （ 第Ⅰ部 は１１、１２月に開催）

※会場・講師は、変更になる場合があります。

日時

地区（定員）

会場

講師（敬称略）

③

２月２７日（木）～
２８日（金）

広 島
（８０名）

TKPガーデンシティ
PREMI
UM広島駅北口

南淵

聡

弁護士

④

３月１２日（木）～
１３日（金）

東 京
（８０名）

TKP新橋カンファレンスセンター

山下

清兵衛

弁護士

講義日程 ：［１日目］１３：００～１７：００（１限・２限）/
［２日目］１０：００～１２：００（３限）
（２日目の研修会終了後に講師を交えた懇親会（９０分程度）を予定しています。）
※懇親会の開催時間等詳細については特定行政書士特設サイトを御参照ください。
内
容 ：個別許認可分野における不服申立手続のシミュレーション、事例研究を通して手続書面（申立書
等）作成と円滑な業務を行う上での必要な知識の修得を目指す。
受 講 料 ：８,
８００円（税込、１開催受講分）
申込期間 ：（③④共通）令和２年１月３１日（金）９時～２月７日（金）１７時
※申込み多数の場合は抽選となる場合があります。
申込方法 ：右ページの申込用紙に御記入の上、FAX送信によりお申込みください。
対 象 者 ：特定行政書士（平成２７～３０年度及び令和元年度修了者）
南淵

聡

山下

弁護士

詣罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫警

PROFI
LE
平成１６年
平成１９年～平成２３年
平成１９年～平成２５年
平成２２年～平成２６年

弁護士登録
産能短期大学非常勤講師
総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員
日本行政書士会連合会行政法特別研修講師

ひとこと
日行連特定行政書士ブラッシュアップ研修講師を担当して、今回で
５年目になります。名古屋、大阪、福岡、大阪と担当して、今回は、
初めて広島を担当させていただくことになりました。
ブラッシュアップ研修では、行政不服審査法のおさらいとともに、
具体的な事例を使用して同法の理解を更に深めてもらいたいと考えて
います。また、具体的な事例を使用して、実際の不服申立手続の流れ
についてもお話しできればと思います。
皆様にわかりやすい講義ができればと考えています。よろしくお願
いいたします。
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清兵衛

弁護士

詣罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫警

PROFI
LE
平成１０年～
平成２１年～２６年
平成２２年～２５年
平成２６年～
平成２８年～２９年

第二東京弁護士会公法研究会代表幹事
大宮法科大学院専任教授（公法・租税法担当）
國學院大學法科大学院客員教授（公法担当）
桐蔭横浜法科大学院客員教授（租税法担当）
日弁連行政訴訟センター委員長

ひとこと
士業のネットワークとして、実務公法学会、租税訴訟学会、行政訴訟
学会を提唱し、行政事件弁護の研究を行う実務学会の運営活動を行っ
ています。特定行政書士の活動は研修だけでは不十分ですから、特定
行政書士制度を発展させるため「行テラス」（行政事件相談）活動や
「行政手続学会」（弁護士・行政書士・研究者の協働）活動が必要と考
えます。

令和元年度 特定行政書士ブラッシュアップ研修
受 講 申 込 書
※太枠内に必要事項を御記入ください。

I
nformati
on

登録番号
※受講者氏名欄及び事務所所在地欄には、行政書士証票のとおりに記入してください。
ふ

り

が

な

受講者氏名
事務所
所在地
TEL／FAX

〒

TEL

FAX

所属会／修了年度

会
受講希望

開催日

【第Ⅱ部】 令和２年
２月

③ ２７日（木）〜

受講希望欄に
○印を御記入
ください
（複数受講可）

開催地
（定員）

広島

２８日
（金） （80名）

３月

④ １２日（木）〜

東京

１３日
（金） （80名）

懇親会
参加される場合は
参加希望欄に○印を
御記入ください

平成・令和
講 師
（敬称略）

南淵

聡

弁護士

年度
会

場

TKPガーデンシティ
PREMIUM広島駅北口

清兵衛 TKP新橋
カンファレンスセンター
弁護士

山下

参加希望

懇親会に参加します（会費4,000円）

申込期間 ：令和2年1月31日（9時）〜 2月7日（17時）
【厳守】
※申込多数の場合は、抽選となる場合があります。

＜受講申込書送付ＦＡＸ番号＞
＜留意事項＞
○特定行政書士特設サイトに掲載の実施要項を御確認いただいた上でお申込み
ください。【特定行政書士特設サイト】http://tokuteikensyu.com
ƓբӳƤέ

・
【研 修 内 容】 ଐஜᘍٟ˟ᡲӳ˟ʙѦޅᲢᄂ̲ᛢᲣ 6'.
ȷ
【研修申込受付】 ȼμᘍׇཎܭᘍٟȖȩȃǷȥǢȃȗᄂ̲Ӗ˄̞

6'.
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令和２年新年賀詞交歓会の御案内

４

日本行政書士会連合会では、会員相互の親睦と行政書士制度の発展を期し、関係各議員、各省庁関係者及
び友誼団体等をお招きして、新年賀詞交歓会を開催いたします。本年度より、日本行政書士政治連盟に加え
て、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターと共同で開催いたします。
会員皆様の多数の御参加をお願いいたします。
日

時

令和2年1月17日（金）
正午から午後1時30分まで（午前11時から受付）
時から受付）

場

所

ANAインターコンチネンタルホテル東
インターコンチネンタルホテル東京
京
ボールルーム「プロミネンス」
ボールルーム「プロミネンス
」
東京都港区赤坂1－12－33
電話：03－3505－1111（代）

会

費

7千円

申

込

12月13日（金）までに各単位会に
日（金）までに各単位会に
お申込みください。
お申込みください
。

アクセス 「溜池山王駅」13番出口から徒歩1分
「六本木一丁目駅
「六本木一丁目
駅」3番出口から徒歩2分

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

2
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各単位会の取組
各単位会の取組をお知らせします。
取 をお知らせします。

石川県
行政書士会

「規制除外車両届出、標章・証明書
交付申請訓練」を実施しました

令和元年９月８日、金沢工業大学において石川県総合防災訓練が実施
され、石川会から向井会長、小山内社会貢献事業部長、防災協定グルー
プの担当者３名（計５名）が参加しました。
この訓練への参加は、平成２７年に石川会と石川県との間において締結
した防災協定に基づくものです。
訓練の想定は「９月８日午前８時００分頃、森本・富樫断層帯を震源と
するマグニチュード７．
２の地震が発生し、特に野々市市を中心に家屋の
倒壊等に伴い甚大な被害が発生し、野々市市の要請に基づき、県が直ち
に災害救助法を適用して、各防災関係機関に対して災害救助の出動要請
をするとともに、災害対策本部を設置したものである。」というもので、地域住民を始め、防災組織、自衛隊、
石川県警察本部、白山警察署、通信会社等が参加しました。
石川会の訓練内容は「規制除外車両届出、標章・証明書交付申請訓練」でした。
発災時において交通規制がかかるところ、救援部隊が移動するためには規制除外車両を届け出て標章を取
得する必要があります（警察の許可）
。そのため、訓練では県警本部と協同して、通行許可を求められた救
援車両につき、標章・証明書の申請をし、その交付を受ける訓練を実施しました。
訓練を通じて、発災時に備えた準備作業の洗い出しや組織体制の確立、人員手配の準備など必要事項の検
証を行いました。実際に県警本部に書類を提出する訓練では、作業の全容並びに手順を理解し、災害への対
応を確認することができました。
実際の災害時には、刻々と状況が変化する中、県警や報道機関、道路交通情報センター等に確認、連携を
取りながら規制除外車両について手続を進めなければならず、行政書士が災害時に地域の皆様を書類作成面
で支援する役割は重要であり、今後も体制を整えていく必要性を再確認した訓練となりました。

群馬県
行政書士会

しののめ信用金庫と包括的連携に
関する協定書を締結

群馬会は、以下のとおり、信用金庫では群馬県内最大手である、しののめ信用金庫と「包括的連携に関す
る協定書」を締結しましたので、御報告いたします。
１．本協定の目的
当事者双方が包括的連携のもと、地域の活性化と産業の振興を図るため、相互に協力し地域社会の発展に
寄与することとしています。
今後は、行政書士会（会員）が持っている専門知識やノウハウを活用し、創業や近年増えつつある外国人
労働者への手続などの顧客相談対応及び関連許認可手続等を、また、信用金庫は資金面や事業計画の策定の
面で、地域の取引先に対して、包括連携による経営支援を行い、もって地域創生、地域発展に貢献すること
を目指します。
２．本協定の内容
（１）群馬県行政書士会に所属する会員の活動や派遣、各種相
談等への対応
（２）群馬県行政書士会及び信用金庫の有するネットワークを
活用した中小企業等支援
（３）群馬県行政書士会の業務に関する相続・遺言、成年後見、
法人設立、許認可、不動産関係、その他の相談対応
（４）相互の研修等への講師派遣や個別企業からの相談対応
（５）その他、地域産業振興、中小企業等支援及び地域支援の
ために必要な事項
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山形県
行政書士会

中小企業者等の本業支援等に関して
株式会社きらやか銀行と包括協定を締結

本年９月１９日、山形会と株式会社きらやか銀行は、山形県内
の中小企業者及び顧客（以下「中小企業者等」という。
）の本
業支援を中心に、各種ニーズに応え、安定的に発展させること
が地域社会の活性化を促進し、豊かな地域社会の実現に資する
ことに鑑み、連携して互いにその知見をいかし、中小企業者等
の活動を支援することを目的として包括協定を締結しました。
主な内容として、以下の手続の協力・支援を行います。
①法人等の設立、経営計画書の作成及びアドバイス
②各種営業許認可に関する対応
③外国人の在留資格の取得、日本国籍の取得等の国際業務
④遺言、相続に関する手続
⑤土地利用に関する手続
⑥各種相談会の開催、その他中小企業者等の本業支援に資する事項
⑦銀行各店舗内へのパンフレットの備付け
この包括協定は、山形会として山形県内の地方銀行と初めて締結するもので、互いに連携を図る窓口を設
置して上記手続を円滑に推進していくことで合意しました。

香川県
行政書士会

香川大学法学部において特別講義・
寄附講座が始まりました

香川会は、平成２２年に締結した『国立大学法人香川大
学と香川県行政書士会との間における学術交流協定書』
に基づき、当会会員を対象とした法学研修を香川大学に
委託してまいりましたが、この度、新たに業務委託契約
を締結し、非常勤講師の委嘱を受けて、当会が香川大学
法学部の令和元年度後期講座を担当することになりまし
た。これにより、当会と香川大学が双方に蓄積された学
術文化を交換するという本当の意味での学術交流がよう
やく実現したことになります。
今回始まった講座は、当会会員が担当講師となり『行
政書士制度の概要と行政書士の実務』という科目（全１５回）で、現在、法学部の３年生を中心に約１
００名の
学生に受講していただいています。
【講義内容】
第１週
第２週
第３週
第４週
第５週
第６週
第７週
第８週

行政書士とは
建設業に関する仕事
風俗営業に関する仕事
自動車に関する仕事
法人設立に関する仕事
農地に関する仕事
土地利用に関する仕事
国際法務に関する仕事

第９週
第１０週
第１１週
第１２週
第１３週
第１４週
第１５週

権利義務に関する仕事
事実証明に関する仕事
成年後見制度（１）
成年後見制度（２）
裁判外紛争解決制度（１）
裁判外紛争解決制度（２）
これからの行政書士

受講生には、これらの講義を通じて、幅広い行政書士業務の中のほんの一部ではありますが、その代表的
なものを知ってもらうことにより、社会の様々な問題や課題と行政書士制度（業務）との間の「架け橋」と
なる人材に育ってもらいたいと考えています。また同時に、全講義を通して、私たち行政書士がリーガルサ
ービスの町医者となり、総合医を目指しているということも伝えています。
この講座が、
「そうだ行政書士に相談しよう」という機運を全国標準にするための一助になることを願って
います。
【参考】香川大学法学部シラバス『（特）行政書士制度の概要と行政書士の実務』
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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：名古屋

「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

対

象

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。
新規に申請取次業務を行うことを希望する行政書士
※行政書士証票の交付後に、御自身の登録番号を確認の上、お申込み
ください。

日

時

2020年1月24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。遅刻・早退など受講の
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

受付期間
受付期
間

名古屋サンスカイルーム
（名古屋市中区錦1丁目18番22号 名古屋ATビル2階）
2019年12月25日（水）9時～2020年1月7日（火）17時 厳守
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、受付いたしかねます。

申込方法
申込方
法

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6756－9885】
宛てにお申込みください（右図＜受講申込の手順＞を御参照く
ださい）。なお定員に達した場合、先着順での受付とさせてい
ただきます。
※２営業日以内に返信FAXが届かない場合に限りお問合せください。

受 講 料

30,
000円（消費税込）
※払込期限までに御入金がない場合は申込辞退として取り扱われます
ので御注意ください。
※一度納入された受講料は、災害等により研修会が中止となった場合
を除き返金しません。

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
私は、開催概要及び留意事項について承諾し、下記研修会に申し込みます。

2020.
1.
24（金）開催

行政書士申請取次事務研修会（於：名古屋サンスカイルーム）

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

留意事項
○ 御記入いただいた個人情報は、本研修の実施並びに各単位会における取次行政書士の管理のほかには利用いたしません。
○〈本「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。
○〈刑事処分、知事による処分、単位会による処分等を受けている場合〉新規又は更新の申出後、受付ができない場合があり
ますので御所属の単位会にお問合せください。
○〈ホームページでの情報掲載〉効果測定に係る事前予習用参考資料等、申請取次関係研修に関する各種情報を次の場所に掲
載しています。
【 掲載場所：会員専用サイト「連con」＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ 】

お申込先

FAX【03−6756−9885】※12月25日（水）9時受付開始

【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
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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
（火）
（火
）

登録委員会

中央研修所運営会議

【登録審査】

【協議事項】

１

審査件数（８３件）

２ その他

２日
（水）
（水
）

１

VOD研修に係る予算調整について

２

基礎法律研修の対応（科目設定）に
ついて

正副会長会

３

【協議事項】
１

コンプライアンス研修の対応（科目
設定、修了証の設定）、各単位会から

常任理事会の合議事項等について

のDVD提供要望について

２ その他

４ 法定業務研修のVOD化を含む各業
務部等への依頼事項について

常任理事会（～３日）

５ その他

【合議事項】
１ 次年度行政書士制度PRポスターに
ついて
２

許認可業務部専門員の登用について

３

成年後見賠償責任補償制度の加入対

７日
（月）
（月
）

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１

象者について
４

申請取次行政書士管理委員会規則等

ついて
２ 日行連HPの掲載内容の見直しにつ

の改正について
５ その他

３日
（木）
（木
）

いて
３

建設業法に係る国交省への要望事項
について

許認可業務部運輸交通部門と道路
運送車両法及び行政書士法施行規
則改正反対特別委員会の合同会議
【協議事項】
１

軽自動車OSSへの対応について

２ OSS申請率の向上に向けた取組に
ついて
３ その他

2
4

技能者情報登録申請サポート業務に
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４

書籍改訂版の出版に向けた対応につ
いて

５ その他

10

2019.

国際・企業経営業務部

電子申請推進委員会

国際部門会議

【協議事項】
１

【協議事項】
１

外国人実務事例集の作製について

２

韓国戸籍法改正に伴う家族関係証明

２

３

認定証明書を添付しての資格変更申

行政書士電子証明書資格審査に係る
検討について

４

国際業務に係るオンライン手続への

電子定款作成代理業務マニュアルの
作成について

要望について
５

行政書士電子証明書の発行及び失効
等に関する規則の改正について

請について
４

デジタルガバメントに対する取組方
針について

書等の代理交付申請について
３

/
Oct

５ その他

フィリピン労働雇用省の特定技能に
関するガイドラインについて

６

外国人支援士について

業務部調整会議

７

国際部門の活動について

【協議事項】

８ その他

8日

（火）
（火
）

国際・企業経営業務部

１

各業務部間の連携方法について

２

デジタル手続法に係る対応について

３ 日行連HPの掲載内容の見直しにつ

知的財産部門会議

いて

【協議事項】
１

農水分野の対応方について

２ 著作権教育Eネットワーク連絡会に
ついて
３

４ その他

１１日
（金）
（金
）

法規監察部会
【協議事項】

著作権相談員養成研修の見直しにつ

１

行政書士関係法規集について

いて

２

照会案件等について

３

監察案件等について

４ その他

４ その他

１５日
（火）
（火
）

登録委員会（～１６日）
【登録審査】
１

審査件数（９６件）

２ その他
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の動き
日行連
なもの）
（主

ート

レポ
マンスリー

１６日
（水）
（水
）

行政書士制度あり方検討委員会

広報部会（～１８日）

【協議事項】

【協議事項】

１ 「行政書士制度の中長期ビジョン」等

１ 次年度行政書士制度PRポスターに

に関する諮問について

１７日
（木）
（木
）

ついて
２ 行政書士制度７０周年記念事業について

規制改革委員会

３

【協議事項】

４ 日行連ホームページ関連事項について

１

行政書士記念日事業について

「規制改革ホットライン」に係る対

５

行政書士活用ガイドの改訂について

応について

６

月刊日本行政関連事項について

７

広告媒体について

２ その他

８ その他

中間監査（～１８日）
申請取次行政書士管理委員会
総務部会（～１８日）

【協議事項】

【協議事項】
１

２

３

１

研修運営について

日本行政書士会連合会大規模災害等

２

次年度の研修会場について

の対策に関する規則（案）について

３

設問集の改訂について

日本行政書士会連合会事務局職員育

４

手引きの改訂について

児・介護休業等規則の一部改正（案）

５

パンフレットの作成について

について

６

国際部門との合同会議について

嘱託職員就業規則の一部改正（案）

７ その他

について
４

行政書士法人の手引の改訂について

５

名誉会長・相談役会の開催について

６ 行政書士制度７０周年記念事業について
７

BCP策定に係る対応について

８ その他

１８日
（金）
（金
）

２３日
（水）
（水
）

申請取次実務研修会（福岡）
（受講者１５５名）

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 その他

2
6
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常任理事会（～２４日）
【合議事項】

２５日
（金）
（金
）

【協議事項】

理事会の議案等について

１

今後の「条解行政書士法」について

２

許認可業務部専門員の登用について

２

単位会へのパブコメ対応等の調査ア

３

行政手続きオンライン化に伴う要望

ンケートについて

内容について

３

各種政策提言について

規制改革ホットラインへの対応につ

４

行テラスについて

いて

５

TPP等関連政策大綱について

６

外国人実習雇用士への対応について

５ その他

（木）
（木
）

行政書士制度調査室会議

１

４

２４日

/
Oct

７ その他

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１

３０日
（水）
（水
）

キャリアアップカード登録申請支援

運輸交通部門会議
【協議事項】

に係る対応について

１ OSS・封印業務担当者会議について

２ 建設業法等に関する意見交換について
３

許認可業務部

２ OSS申請率向上のための取組につ

VOD研修について

いて

４ その他

３

VOD研修について

４ その他

法務業務部（～２５日）
権利義務・事実証明部門会議
【協議事項】
１

改正法（民法等）の行政書士業務に
対する影響の精査とその対応

２

（木）
（木
）

改正行政書士法対応委員会
【協議事項】
１

本年度事業の具体的推進について

２

特定行政書士法定研修の実施形態に
ついて

既存業務についてさらなる専門性の
確保のための研究及び情報提供

３

３１日

３

ンケート結果の分析について

空き家問題についての調査研究及び
関係各所への情報発信

４ その他

行政不服審査の運用状況に関するア

４

行政不服審査法実務セミナーへの対
応結果について

５ その他
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Learn! Make use! Have fun!

学ぶ 活かす 楽しむ

魅力ある取組をリポート
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会員の動き

御協力のお願い

◆登録者数 （令和元年１０月末日現在）
合
計
内
訳
男 4
1
,
7
6
5
名
・個人事務所開業
男 4
0
,
1
3
8
名
・行政書士法人社員 男 1
,
1
2
4
名
・使用人行政書士
男
5
0
3
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 （令和元年１０月中の処理件数）
新規登録 合 計
内 訳
男
1
2
8
名 女
登録抹消 合 計
内 訳
男
9
6
名 女
・廃 業
9
1
名
・死 亡
2
3
名
・その他
2
名
◆法人会員 （令和元年１０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

４８,
８０９名
7
,
0
4
4
名
6
,
5
2
8
名
2
3
7
名
2
7
9
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

１５７名
2
9
名
１１６名
2
0
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

８６８
5
3
2
3
3
6

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

（小林）

令和も師走を迎えました。振り返
ると今年はなんと多くの自然災害を
受けたことか、未だに深い嘆息の中に生活してい
る方々が多いと聞きます。地球温暖化が一段と加
速しているのでしょうか。
仮に・・仮に○○だったら、もしも○○大臣だっ
たら、だったら・・だったら・・と思うことは誰
でもあるかと思いますが、スウェ－デンのグレタ・
トゥーンベリさんには絶対、私はなれないと思い
ました。二者択一は日常ですが、学校を休んでも
環境破壊問題を訴えることに偉人出現と感じまし
た。南極の氷が溶けて、水の中を犬橇が走る画面
は、畏れをもって目を見張り、この状態は私たちの
せいだと思ったのに・・ついつい便利さを優先し、
買い物の折にはレジ袋を求めてしまいます。環境
破壊に荷担してしまう自分が情けないです。
１００年経った時にも夢を語り合う若者が溢れてい
て欲しいし【そうだ行政書士になろう】という士
業であってほしい。これからも多々改正されるで
あろう行政書士法も、国民生活向上につながる改
正であってほしい。来年こそは強い意思をもって
（？）まずはエコバック携帯励行で令和２年の春を
迎えたい！
月刊 日本行政１
２月号
第５６５号
令和元年１１月２５日発行

4
0
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発

行
行

人
所

◦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。

常住 豊
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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次
長
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誠
森
伸二
小林八重子
池垣真理子

