
ユキマサくんエントリー中
8/1㈫～11/10㈮の投票期間中、１日１回、

皆様の投票をお願いします。

この冊子は、
助成を受け作成されたものです。

の社会貢献広報事業として
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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。
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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。
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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。

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。

遠田和夫
の

眼信頼される組織で
　　　　　あるために
信頼される組織で
　　　　　あるために
信頼される組織で
　　　　　あるために

　人は寄り添い、支え合って生きています。私自身の人生を振り返ってみても、これまで一貫して
そうでしたし、この先の人生においてもおそらくそうなのだろうと思います。きっと、そのように
して生きていくことが人生の理想なのだろうと、私は考えています。とは言え、実際の私の感覚と
しては、互いに支え合うというよりは、ただただ周囲の人々に支えられ、助けられているという意
識が強くあります。何かの事業を行わなければならないときでも、想像と理屈ばかりが先行し、行
動が伴わないこともよくあります。そういう中で、周囲で支えてくれる人たちが力を与えてくれる
ことによって、実際の行動に移すことができるというのは、本当に有り難いことだと感じます。物
事を進めるというのは本当に大変な作業だと思いますが、支え合うことで一歩一歩、進めていくこ
とができると思っています。

　組織の話でいうと、まず組織のトップが理想や希望をイメージし、それに向けてどう動けばよい
のか、自らの思いを巡らせることから始まります。そして、その思いはトップ一人の力だけではな
く、組織を構成する多くの人々、また協力者の助けを得て、実現に向けて動き出します。そして、組
織として検討する中で、様々な意見（もちろん賛成意見や反対意見、その他多くの意見が出される
ことが理想です。）を集約し、紆余曲折の中で全体としての結論を導き出すことで、その組織はよう
やく具体的に前進することができます。そのような経過を繰り返すことによって、組織はトップの
理想を現実の形に置き換えながら、発展の道を歩んでいくのです。もちろん、発展の道の途中では、
予想もしない『反対方向の力』が加わることもあります。競合他社など様々な利害関係の中で外圧
がかかってくることは仕方のないことであり、そのようなときこそ一致団結して外圧に対抗する必
要があります。そのためにも、常に組織力を高める努力を怠ってはならないですし、この点からも
組織の中での「支え合い」を極めて重要なものとして意識する必要があるでしょう。

　ところが、この『反対方向の力』が内部から出てきたらどうでしょう。例えば、組織としての様
々な意見を調整しながらやっと導き出した結論に基づき前進を始めた矢先に、同じ組織の中から
「自分はあの結論には反対だ」という意見が、外部に向けて発信されたらどうでしょうか。組織の
構成員として活動をしていれば、多かれ少なかれ個人的な意見が組織の結論と一致しないこともあ
るはずです。構成員一人ひとりがそれを前提とし、受け入れていかなければ組織活動は成り立たな
いですし、構成員としての責任も果たすことができないことは言うまでもありません。しかし、組
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織決定の後も、個人的な意見を声高に、しかも外に向けて発信する者が現れたとしたらです。

　外圧をかけてくる組織から見れば、これは有り難い話として受け取られてしまうでしょうし、こ
こぞとばかりに圧力を強めてくるかもしれません。それも憂慮されるべきことではありますが、む
しろ怖いのは、それまで協力関係にあった者が、自分たちの協力先として、その組織を信用・信頼
することができなくなることだと思います。そのような組織の姿からは、組織としての推進力、発
展性を感じることは到底難しいでしょうし、その組織の出した結論そのものに対しても疑念の目を
持たざるを得なくなるでしょう。しかもそれは、そのときだけでなく、この先長きにわたってその
ような目で見られることにもなりかねません。外部の人が信用・信頼する組織として受け入れるこ
とが難しくなることは容易に想像できますし、関わることすら避けられるようになる恐れもあるで
しょう。組織内部の「支え合い」が崩れることによって、組織同士の「支え合い」も崩れてしまう
のです。そのようなことは決してあってはならないことですし、そもそもそのようになってしまっ
た組織を「組織」と言うこと自体にも疑問を持たざるを得ないのではないでしょうか。

　私は、真の組織とは、それを構成する者たちが、自身や組織としての欠点や弱点をしっかりと認
め、それを鑑みながら、互いに協調しあって行動することができる組織だと考えています。自身や
組織の欠点や弱点を認識することは他者の意見に真摯に向き合うことにつながりますし、それがで
きれば関係者間で協調し物事に当たろうという姿勢が生まれます。そして組織内で互いに協調しあ
うことで全体の活動が安定し、そのようになって初めて、その組織は前を向き歩みを進めることが
できるようになります。それが組織活動としての良い結果を生み、構成する者たちに更なる向上心
が生まれてくるという好循環が生じてくると考えるのです。

　では、協調し合うために持つべきものは、何でしょうか。私は、周囲の人と同じ目線を認識する
こと、そしてその上で自身を磨くための努力をすることだろうと考えています。努力することを単
なる苦労と捉える人もいますが、人は、その苦労を味わってこそ成長ができますし、その分多くの
喜びを得ることができるものです。誰もが仕事をする上において（もちろん、私自身も会務を行っ
ていく上で）困難な事態に何度も直面しますし、その都度様々な苦労をしなければなりません。し
かし、自らの行っていること、目指すことが正しいのだと信じるならば、苦労の果てにその困難は
乗り越えられるはずです。その上で、周囲の人と同じ目線を認識することを常に心掛けることがで
きれば、自らの苦労も他者の苦労も受け入れやすくなり、各々の苦労を組織の努力として集結させ
ることができるのです。そしていつか、組織の夢や目標が現実のものとなったとき、そこに所属す
る者たち皆で、大きな喜びと楽しみを分かち合うことができます。人同士の支え合いを、肌で感じ
ることができるのです。

　さて、このように組織の中で苦楽を共にして生きていくとき、その組織の仲間への感謝の気持ち
を持つことはとても大切です。たとえ夫婦であれ、気の置けない友人であれ、互いに一つの組織を
構成する仲間であるならば、相手に感謝する気持ちを持つことで支え合わなければなりません。そ
して、感謝の気持ちと同じくらい大切なのは、自らに与えられた役割をどのように受け止め、対処
するかということについての明確な認識と覚悟ではないでしょうか。不平不満を述べるばかりでは
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なく、組織を構成する者たちが最終的に目指すものが一つであるとの認識の下、いかに自らに課せ
られた物事を処理するか、それを成し得たときの喜びになるのかに思いを巡らせることが、重要な
のだろうと考えています。

　私が会長として、全国約４６,７００名の会員の皆様のためにと努力します。そのとき、同じ方向に役
員・会員が向かうことができれば、一人ひとりの努力は小さくても、積み上げることで未来への希
望を抱くことのできる大きな成果が得られることになるでしょう。私も会長として２期目を歩み出
しましたが、振り返るとこれまでの私にも足りないところがあったと猛省しています。一度信用を
失えば、それを取り戻すのに２年以上は掛かるでしょう。そのようなことに陥ってはいけません。
これまでの経験によれば、会長が代わることで組織の内部に変調を来すと、その組織への信頼はゆ
らいでしまいます。それは単なる内部の争いといった問題だけではなく、社会を構成する組織、制
度として外からどのように捉えられているのかという視点で考えたとき、その将来にも関わる重い
問題だと思っています。実際、日頃から私たちの制度を支えてくださっている大切な方からそのよ
うな御意見をいただいたこともあり、組織を司る者として真剣に受け止めなくてはならないと思っ
ています。

　私の２期目の政策のスタンスはどうなのかと言えば、これまでと一切変わりません。「原点に戻
り、全力で臨む」ということのみです。それは、行政書士制度を愛しているからこそ生じる、社会
システムの変化と多様化の中で、ともすればぼやけてしまいがちな行政書士制度の真の姿を改めて
明確にし、社会の中での存在感を一段と高めたいという強い思いです。その思いで、これからの２
年間を再び全力で努めたいと思っています。私の進めようとしていることが間違いであるとの判断
が下されたときには、仕方がありません。その時にはまた、行政書士は不毛の時間を費やすのだろ
うかという心配もありますが、そうならないために人の話に耳を傾け、一致団結して物事を進めな
ければならないと、再び思いを強くしています。
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　本年度も行政書士制度広報月間が始まります。例年に倣い、別掲の「平成２９年度行政書士制度広報月間実
施基本要綱」に基づき、全国の行政書士会が様々な催しや相談会を通じて、行政書士制度のPRと非行政書士
を排除する監察活動を推進してまいります。

　今期、広報部では「行政書士制度のPR活動の強化・充実」という基本方針にのっとり、一人でも多くの国
民の皆様に行政書士制度を認知してもらうことを目的として、本会公式キャラクターである「ユキマサくん」
を積極的に活用した事業を展開しています。また、行政書士のポータルサイトである日行連ホームページに
ついても、より見やすいサイト構成を検討し、併せてコンテンツの充実化を図り、機能的で安全性の高いホ
ームページの構築・運営を目指します。
　また、会員の皆様が欲しい情報にいち早くアクセスできるよう、会員サイト連conの改修を進めるととも
に、本誌「月刊日本行政」の誌面についても、実務に有益な記事の増加を企画するだけでなく、会長を始め
とした執行部の考えを見える化し、日行連の各事業について理解を深めていただけるような情報発信にも努
めたいと考えています。

　昨年度に引き続き、広報部では、行政書士制度のPR強化を目的として「ゆるキャラグランプリ２０１７」に参
画いたしました。本事業に関しては、前年度、制度の周知につながるとの多数の支持をいただく一方で、貴
重な会費を源泉とした多額の事業費を効果の分からない催事に使用するのはいかがなものかといった懐疑的
な意見や、猫のキャラクターを前面に押し出すことへの違和感、さらには国家資格者としての地位や品格に
悪影響を及ぼすのではないかといった否定的な意見まで耳にしました。
　しかしながら、制度の認知度向上こそ、今後の法改正の実現や各事業の円滑な推進、ひいては業務依頼件
数の増加等につながる第一歩であると考え、行政書士が既存業務のほか、法教育や成年後見業務の推進等、
社会貢献や国民目線の事業に取り組んでいることを改めて知っていただき、真に国民に必要とされる制度と
しての位置付けを確かなものにしていければと考えています。
　「ユキマサくん」は、関係省庁や議員の先生方にも一定の認知を得て、表敬訪問の際にも話題に上ること
が増えており、関係構築に一役買っています。また、一般市民にも着実に浸透しており、特に親しみやすく
愛嬌のある姿は子どもたちに大変人気があります。「ユキマサくん」を通じて行政書士という資格に興味を持
ち、将来なりたい職業として行政書士を選んでもらえるようになれば、制度の未来は明るく拓けるのではな
いでしょうか。

　広報活動は、その成果が見えにくく、また時間を要します。会員の皆様が誠実に業務を遂行し国民の皆様
の負託に応え続けること、あわせて、そのような行政書士の取組を正確に継続的に発信することで、社会と
の信頼関係は構築されます。社会との信頼関係なくしては、制度の維持発展は望めません。広報活動は、制
度の存続に関わる重要な一翼を担っているといっても過言ではありません。
　広報月間を機に、改めて広報の役割を再認識していただき、様々な催事を通じて国民の皆様に対し、行政
書士は「頼れる街の法律家」であり、「行政手続のスペシャリスト」であることを周知していただければ幸い
です。一丸となって、行政書士制度広報月間を推進していきましょう。御理解と御協力をお願い申し上げま
す。

　広報月間の推進に向けて
平成２９年度行政書士制度広報月平成２９年度行政書士制度広報月間間

日本行政書士会連合会　広報部　
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平成２９年度行政書士制度広報月間
の実施について

＜広報部＞　

　本会及び各都道府県行政書士会では、毎年１０月を行政書士制度広報月間と定め、行政書士制度の普及・浸

透及び適正な運用と会員の意識高揚を図ることで行政手続の円滑な実施に寄与すべく、電話相談や社会貢献

事業等様々な活動に取り組むこととしています。

　本年も、以下基本要綱に基づき実施いたしますので、会員各位におかれましては、広報月間の趣旨につい

て御理解いただき、各都道府県行政書士会の取組に積極的に御協力くださいますようお願いいたします。

平成２９年度行政書士制度広報月間実施基本要綱
１．期　　間　　（１）準備期間：平成２９年９月１日（金）から９月３０日（土）まで
　　　　　　　　（２）実施期間：平成２９年１０月１日（日）から１０月３１日（火）まで
２．推進団体　　日本行政書士会連合会
３．実施団体　　日本行政書士会連合会・各都道府県行政書士会
４．後　　援　　総務省・各都道府県
５．目　　的
（１）行政書士の各種業務及び社会貢献に関する広報活動及び監察活動に一層積極的に取り組み、行政
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により、国民の理解と信頼を得る
ことを通し、行政書士制度の一層の普及・浸透を図る。

（２）行政書士法の適正な運用を通じて行政書士の社会的使命を遂行し、業務の拡大と会員の資格者た
る意識の高揚を図る。

（３）重点業務
　　　　１　権利義務関係業務　　　　　　　７　風俗営業関係法に関わる業務
　　　　②　事実証明関係業務　　　　　　　８　入国管理関係法に関わる業務
　　　　③　知的資産に関わる業務　　　　　９　開発行為に関わる業務
　　　　④　建設業法関係業務　　　　　　　⑩　公有地等に関わる業務
　　　　⑤　農地法関係業務　　　　　　　　⑪　行政不服申立代理業務
　　　　⑥　運輸交通関係法に関わる業務　　⑫　法人設立に関わる業務
（４）社会貢献
　　　　１　調停による紛争解決の支援
　　　　②　成年後見分野等の支援
　　　　③　大規模災害被災者支援
６．具体的計画の策定
（１）本月間用の資料及びポスター等の効果的活用を図るとともに、行政書士電話相談、街頭無料相談
の開設等により、直接国民に働きかける広報活動を展開する。

（２）官公署と住民との橋渡し役として、適正な役割を果たすため、関係官公署に対し窓口における理
解と協力を求める。

（３）友誼団体並びに関係団体との友好関係を保持増進し、行政書士制度への理解を求める｡
７．報　　告
各都道府県行政書士会は、今後の制度発展の参考に資するため、行政書士制度広報月間実施結果報
告書を日本行政書士会連合会に提出するものとする。
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広報月間によせて
日本行政書士会連合会　法規監察部　

　広報月間中に行われる監察活動の本来の担当部である法規監察部として、ここに「広報月間
によせて」をお届けすることとします。
　さて、日行連では、それほど遠くない過去において、「監察」はもはや時代遅れであり広報
を強化すれば足りるといった言い方が大勢を占め、もともとは「監察月間」であったものが
「制度強調月間」となりさらには「広報月間」となったことに象徴されるように、「監察」と
いう文言が日行連から姿を消していた時期がありました。法規監察部も法規部だったわけです
（現在法規監察部長である私の部長としての出発点は、その法規部長でした。）。
　その後、広報の充実が必ずしも悪貨の駆逐につながるわけではない現実、行政書士の総本山
である日行連に「監察」という文言さえなくてよいのかといった主に法規部の提言を踏まえ、
再び「法規監察部」として「監察」という文言が復活したわけです。しかし、「広報月間」は
依然として「広報」月間のままですし、この文章も「広報月間によせて」という標題で寄稿を
求められるに止まったままという状況があるのも事実です。
　このことは、「監察」の復活について、名前だけの復活に止め、特に積極的な個別的監察活
動には慎重にならざるを得ない要因があることの証左にほかなりません。簡単に言えば、行政
書士の業務範囲が極めて広範であることの裏返しとして、行政書士側がギルド的な感覚で職域
確保を主張するとすれば、かつて業務独占を排し名称独占とする土俵際まで追い詰められたよ
うに、行政書士制度に対する拒絶反応を再燃させ制度そのものを危うくする恐れが現存すると
いうことです。日行連中枢はその圧力を常に実感させられていると言っても過言ではありませ
ん。この点は、以前発行した「監察読本」において、監察に関する日行連としての基本姿勢を
お示しする中で触れておいたところです。
　このような背景に加えて、文書の発信権限の問題や、法規監察部の人的及び財政的な制約の
問題もあります（「監察」の復活に伴って、人的及び財政的な配慮がなされたわけではありま
せん。）。そこで、法規監察部が破綻なく全国一律に主導できる監察活動としては、いわゆる一
般予防的観点から、監察的意味合いを持った発信（監察的広報）を行っていくことと、非違事
例の総量的な把握という手法を梃子として外部に注意を喚起していくというところに収斂させ
ざるを得なかったわけです。
　そのような中で、前年度から文書の発信権限について、諸条件を踏まえての上ですが、法規
監察部長名での非違事例に対する警告文書の発信が認められることになりました。現に、単位
会の御協力のもと、法規監察部の人的及び財政的制約の中で対応しうるものについて対応させ
ていただき成果をあげ、報告をさせていただいたものも出てきているところです。上述の背景
を考えると、日行連として細心の配慮を要する極めて狭い道であるとは思いますが、可能な限
りこの道も追及していくべきだと考えています。
　ただ、広報月間中における全国一律の監察活動の重点項目としては、先述の非違事例の総量
的把握という手法の継続とせざるを得ず、本年度も、「建設業法に係る許認可申請業務（知事
許可に限る）」を推奨することとし、単位会の御協力を仰ぐこととしました。もちろん、日行
連の基本姿勢に則ったその他の監察活動を否定するものでは全くありません。
　今後も法規監察部として歩むべき道を求めて研究努力を積み重ねてまいりますので、皆様の
御支援・御協力を心からお願い申し上げます。

（文責・部長　伊藤庄吉）
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平成２９年８月１６日

各単位会長　様
法規監察部　　　　
部長　伊藤　庄吉　

「行政書士制度広報月間」における監察活動の実施について
　日本行政書士会連合会では、本年１０月１日から同月３１日までを「行政書士制度広報月間」として定め、
「実施基本要綱」により、制度の普及・浸透を図る目的で様々な運動を展開することとしておりますが、
例年どおりこの機会に広報活動と表裏をなす監察活動にも取り組むこととしております。
　当該活動に関して、昨年度は「建設業法に係る許認可申請業務（知事許可に限る）」に係る調査を重
点活動項目といたしましたが、今年度についても引き続き、同項目を重点活動項目とし、昨年度と同様
の手法による調査を推奨いたします。非違事例の総量的な把握という手法を梃子として外部に注意を喚
起するという目的を果たすためには、複数年の継続が有効であると考えるからです。
　ただ、このことは、各地の実情に応じた他分野の調査等の監察活動を否定するものでは全くありませ
ん。この点ご留意いただき、各地の実情に応じた活動の推進もされるよう、あわせてお願いいたします。
　つきましては、当該活動の成果を上げるため、貴会におかれまして、下記の諸点にご留意のうえ、各単
位会の実情に応じた計画を策定され、監察活動の実施についてご対応をくださるよう、お願いいたします。

記

１　各都道府県主管部長より、各局部課、警察本部、市町村及びその出先機関の長に対し、｢行政書士制
度広報月間｣の趣旨の徹底が図られるための、文書発出の協力要請。

２　関係各団体、特に建設業協会、自動車販売店協会、食品衛生協会、料理飲食店組合、遊技業組合、
風俗営業組合、産業廃棄物協会等と十分協議をし、行政書士法遵守方の協力要請。

３　友誼団体として、税理士会、司法書士会、土地家屋調査士会、社労士会、宅地建物取引業協会､建築
士会等の各団体と協議をし、行政書士法遵守方の協力要請。

４　重点要望項目「建設業法に係る許認可申請業務（知事許可に限る）」に係る都道府県への調査（別
添報告書（添付資料１）への記入をお願いします。また、可能であれば発出文書等の資料をお送り
ください。）。なお、他の業務分野についても調査等を実施された場合には、同様のご報告をお願いい
たします。

監察活動実施の御案内
＜法規監察部＞　

活 渇潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟

活 渇潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟

　１０月から始まります「行政書士制度広報月間」にあわせて、行政書士会として監察活動にも取り組むこと

としています。今年度の重点活動項目も、昨年度に引き続き「建設業法に係る許認可申請業務（知事許可に

限る）」とさせていただきました。各単位会に宛てて以下の書面（抜粋）を発信していますので、御一読い

ただくようお願いいたします。
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川端達夫衆議院副議長公邸での食事会
 Info 

１
日　に　ち　　平成２９年７月２１日（金）

出　席　者　　遠田会長ほか日行連役員、

　　　　　　　山下会長ほか日政連役員 計６名

　７月２１日、港区赤坂にある衆議院副議長公邸にお

招きいただき、食事会が催されました。川端達夫衆

議院副議長のほか、赤松広隆衆議院議員（民進党行

政書士制度推進議員連盟会長）、小川淳也衆議院議

員（同幹事長）が出席されました。〔奥野総一郎衆

議院議員（同事務局長）も出席予定でしたが、政務

により急遽欠席となりました。〕

　公邸に植えられた木々や芝生が緑に輝く様を拝見しつつ、和やかな雰囲気の中での懇談となりました。

　日頃から行政書士制度に御理解、御協力をいただいていることに感謝申し上げるとともに、日行連、日政

連は、今後一層、国民目線に立った制度の発展に向けて努力する旨、お約束しました。

　川端衆議院副議長からは、公務や政治の行方などについて貴重なお話を伺うとともに、行政書士のますま

すの活躍に期待するお言葉をいただきました。

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。
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　本年度の特定行政書士法定研修考査について、以下のとおり概要及び注意事項をお示しいたします。受験
される方は、よくお読みになり十分に理解された上で受験ください。

考査会場
　○考査は、あらかじめ発行されている考査受験票に記載の会場にて受験してください。

当日の持ち物
　○考査受験票、行政書士証票、鉛筆またはシャープペンシル（BまたはHB黒）、消しゴム
　※10月中旬までに受験票が届かない場合は、日行連研修課（03－6435－7330）まで御連絡ください。

受験の際の注意
○原則として、考査開始後１０分を過ぎた遅刻者は受験できません。（当日は集合時間に遅刻しないよう、会場への交通手
段、所要時間等を事前に確認し、時間には余裕をもってお出掛けください。） 
○１３時５０分から考査に関する諸連絡をさせていただきますので、１３時４５分には考査受験票の座席番号の座席に着席して
ください。

　○考査会場ではすべて監督員の指示に従ってください。
○考査時間中は、考査受験票、行政書士証票、上記筆記用具及び腕時計（計時機能だけのものに限る）以外を机の上に
置くことは認めません。
〇考査時間中は、携帯電話等すべての電子機器類及び音響機器の使用はできません。必ず電源を切って鞄にしまってく
ださい。また、耳栓の使用も禁止します。

　○考査問題は、考査終了後持ち帰ることができます（途中退室時を除く）。
　○考査開始後１時間と考査終了前10分間は退出できません。
〇空調設備等により寒暖の差が生ずる可能性もありますので、体温調節のしやすい服装で御来場ください。
○考査時間中にやむを得ずトイレに行く際には黙って手を挙げ、監督員の指示に従ってください。
○周囲の受験者の受験の妨げになるなど受験者の受験態度が著しく不良であるものあるいは不正の手段により考査を受
けようとし又は受けたものに対しては、受験を中止させ、退場させることがあります。

特定行政書士法定研修 考査概要

特定行政書士法定研修 考査の受験に関する注意事項

１．出題科目、出題数及び出題範囲

出題範囲出題数考査科目

平成２９年４月１日現在施行されている
法令を出題範囲とする。

２０問①行政法総論　②行政手続法
③行政不服審査法　④行政事件訴訟法

１０問⑤要件事実・事実認定論　
⑥特定行政書士の倫理（複合問題を含む）

※上記科目に関する理解度を測るための考査であり、出題内容は、厳密に法定研修の講義口述内容
に限定されるものではありません。

２．出題形式
　　四肢択一式 （マークシートによる択一式問題で行われます。）

平成２９年度特定行政書士法定研修
考査受験にあたっての注意事項等

＜中央研修所＞

 Info 

２

その他、特定行政書士法定研修に係る情報を、
　日行連ホームページ＞会員サイト（連con）＞中央研修所＞特定行政書士法定研修に関するお知らせ
に掲載していますので、併せて御確認くださるようお願いいたします。

以上、受験者各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。

平成29年10月22日（日） 14：00～16：00（全国一斉開催平成29年10月22日（日）　14：00～16：00（全国一斉開催））
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１日１回の投票をお願いし
ます！

　8月1日（火）～11月10
日（金）までの期間、PC

・携帯電話・タブレット

等の各端末から、1メール
アドレスごとに1日1回投票

できます（初回のみ

メールアドレスとパスワー
ドの設定が必要です）。御

家族やクライアントの

皆様と、投票期間中は毎日
ユキマサくんへの投票をお

願いします。

ポ
チ
っ
と
ニ
ャ
〜

11月には三重県桑名市で決選投票があって、今からドキドキ…。
他のゆるキャラさんとの交流も楽しみだニャ～♪
入場券は事前購入もできて、ちょっぴりお得。
行政書士制度の宣伝部長としてのボクの活躍を見に、是非応援しに
来てほしいニャ！　アクセス方法などは以下HPをチェック！

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

　本誌7月号から御案内してまいりましたとおり、本会公式キャラクターのユキマサくんが「ゆるキャラグラ
ンプリ2017」にエントリーしています。8月1日（火）に開始された投票期間も残すところあと1か月余り
となりました。
　多くの皆様に御協力いただき、「企業・その他」部門、約500エントリーのうち、ユキマサくんは4位（平
成29年9月4日現在）をマークしています。エントリー数から見ると大健闘ではありますが、更なる行政書士
制度の認知度向上のためには、まだまだ皆様の御協力が必要です。御家族や周りの方も巻き込んで、ゆる
キャラグランプリの上位を目指しましょう！

ユキマサ通信
＜広報部＞

 Info 

３

ラ
ス
ト
ス
パ
ー
ト
で

追
い
上
げ
だ
ニ
ャ
！

【日　程】　１１月１８日（土）・１９日（日）２日間 ９：００～１６：００（予定）
【会　場】　ナガシマリゾート　駐車場内特設会場（三重県桑名市長島町浦安３３３）
【入場料】　大人５００円（当日６００円）、小中学生２００円（当日３００円）、未就学児 無料

芦

斡

梓

扱
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「ゆるキャラグランプリ2017 in 三重桑名・ナガシマリゾート」概要
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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２９年度東北地協総会及び特別講演会を開催青森県
行政書士会

　平成２９年度日行連東北地方協議会総会が平成２９

年６月８日～９日、青森県八戸市の三陸復興国立

公園内にある風光明媚な「八戸シーガルビューホ

テル　花と月の渚」において開催されました。

　役員改選では、会長に日當正男青森会会長を、

副会長に相場忠義秋田会会長、縮修二山形会会長、

金沢和則福島会会長、そして監事に田村格岩手会

会長、佐々木政勝宮城会会長をそれぞれ選出しま

した。

　総会終了後、「デザインと行政書士　協働・協

業・協創」をテーマに、八戸工業大学感性デザイン学部感性デザイン学科長である高橋史朗教授を講師とし

てお招きし、特別講演会を開催しました。地域をデザインする等、非常に興味深い内容であり、今後の行政

書士と地域との関わりについて指針になる講演となりました。

大崎町・阿久根市・姶良市との締結について鹿児島県
行政書士会

　「大規模災害時における相談業務等の応援に関する協定」を平成２９年６月２０日に大崎町と、６月２９日に阿

久根市と、８月４日に姶良市と締結しました。

　それぞれの調印式において、大崎町の東町長からは「町としても相談体制の確保は非常に心強い。今後も

迅速な対応が取れるよう、さらに連携を図っていきたい。」と、阿久根市の西平市長からは「行政による公

助が強化され、地域防災力の向上につながるものと確信している。防災対策に万全を期し全力で取り組んで

いきたい。」と、姶良市の笹山市長からは「災害発生時の被災者支援は、災害対策の根幹をなすもの。本協

定の締結に至ったことを心強く感じている。安

心・安全なまちづくりの推進に向け、協力をお願

いしたい」との抱負と御挨拶を頂きました。

　鶴会長は、「大規模災害発生時に、自治体と連

携・協力して、被災者に対する相談窓口の開設や

生活再建に必要な申請書類の作成及び提出補助等

の被災者の支援をしていきたい。」と抱負を述べま

した。鹿児島会の協定は、今回の締結をもって８

市１町となりました。今後も、県内の他の各市町

村との協定締結を進めてまいります。 姶良市との調印式の様子
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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：広島

【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29年11月22日（水）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

広島ガーデンパレス
（広島県広島市東区光町1－15－21）

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29年10月24日（火）9時～11月1日（水）17時
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、固くお断りしています。

受付期受付期間間

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

留意事項
申込先　FAX【03−6459−0190】

H29.11.22（水）開催　行政書士申請取次事務研修会（於：広島ガーデンパレス）
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

○〈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 】
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許認可業務部
運輸交通部門会議
【協議事項】
１　VOD研修の具体的内容の検討につ
いて

２　OSS担当者会議の開催日程・プログ
ラム等の検討について

３　その他

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

常任理事会（～４日）
【合議事項】
１　平成２９年度会長会の開催概要及びテ
ーマについて

２　専門員の登用について
３　行政書士法第７条第２項適用に向け
た具体的措置の取組状況に関するア
ンケート調査の実施について

４　その他

3333333333333333333333333333333333日日
（木（木））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１１１件）
２　その他

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　委員長・副委員長の互選について
２　平成２９年度事業の具体的推進について
３　その他

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（火（火））

法務業務部全体会議（～１７日）
【協議事項】
１　民法改正への対応について
２　成年後見制度の研究について
３　所有者不明土地研究会への対応につ
いて

４　法定相続情報証明制度について
５　ゆうちょ銀行との連携強化について
６　業際問題に関する対応について
７　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（水（水））

国際・企業経営業務部
国際部門会議
【協議事項】
１　帰化申請手続における検討課題につ
いて

２　単位会担当者との意見交換の実施に
ついて

３　外国人雇用管理アドバイザーについて
４　外国人就労定着支援研修について
（報告）

５　特定行政書士の英訳について
６　在留申請オンライン化に係る意見集
約について

７　外国語パンフレットの改訂について
８　その他

広報部会（～１８日）
【協議事項】
１　ゆるキャラグランプリの対応について
２　行政書士制度PRポスターについて
３　広報月間関連事項について
４　月刊日本行政関連事項について
５　宝くじ協会への助成申請について
６　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（木（木））

申請取次実務研修会（名古屋）
（受講者２９３名）

国際・企業経営業務部
企業支援部門会議
【協議事項】
１　中小企業庁への働きかけについて
２　知的資産経営WEEKへの対応につ
いて

３　「行政書士が行う中小企業支援パン
フレット」の改訂内容の検討

４　「中小企業における情報セキュリ
ティの普及促進に関する共同宣言」
に係る対応の検討

５　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（金（金））
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国際・企業経営業務部
知的財産部門会議
【協議事項】
１　著作権相談員養成研修の改善について
２　著作権法教育シンポジウム計画につ
いて

３　知財業務全国担当者会議の準備につ
いて

４　著作権相談員の利活用について
５　オーファン制度実証事業への取組に
ついて

６　その他

許認可業務部
農地・土地利用部門会議（～２２日）
【協議事項】
１　VOD研修の収録について
２　農林水産省との意見交換について
３　中山間地域等直接支払制度について
４　農地法３条許可の下限面積の緩和に
ついて

５　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（月（月））

登録小委員会
【登録審査】
１　審査件数（１０４件）
２　その他

許認可業務部
運輸交通部門会議（～２３日）
【協議事項】
１　VOD研修の具体的内容の検討につ
いて

２　OSS担当者会議の開催日程・プログ
ラム等の検討について

３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（火（火））

法規監察部会
【協議事項】
１　照会案件等について
２　監察案件について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（水（水））

許認可業務部
建設・環境部門会議（～２４日）
【協議事項】
１　VOD研修の具体的内容の検討につ
いて

２　書籍改訂作業について
３　建設業関連業務に係るアンケート調
査の実施について

４　国交省所管会議等への対応について
５　関係団体との意見交換について
６　その他

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

２　住宅宿泊事業法について
３　経過措置業務について
４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（木（木））

総務部会（～２９日）
【協議事項】
１　新執行体制への部署別課題事項に係
る対応について

２　会長会アンケートにおける発表単位
会等の検討について

３　照会案件の対応について
４　FATF第４次審査に伴う対応について
５　事務局長連絡会テーマ選定について

ADR推進本部会議（～２９日）
【協議事項】
１　平成２８年度事業報告について
２　平成２９年度事業の具体的推進について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（月（月））

特定行政書士研修委員会
【協議事項】
１　座長、副座長の選任について
２　考査出題問題の決定について
３　考査問題校正に係るご確認の日程と
次回会議日程について

４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（火（火））

規制改革委員会（～３１日）
【協議事項】
１　平成２９年度事業の具体的推進について
２　「規制改革ホットライン」集中受付に
係る対応について

３　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（水（水））
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御協力のお願い
～日本行政を正確・迅速にお届けするために～

【編集委員】
　広報部長　井口由美子
　次　　長　小林八重子
　部　　員　國井　　豊
　　　　　　岡　　　伸
　　　　　　若林　三知
　　　　　　鶴　　信光

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１０月号

第５３９号

平成２９年９月２５日発行

2017.10　No.53924

　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。

　まずは会員の皆様に、昨年に引き続き
「ゆるキャラグランプリ２０１７」にエント
リーしたユキマサくんへ毎日投票いただいていることに
御礼申し上げます。
　なぜ「行政書士」は他士業と間違われるのでしょう？
きちんと名刺を交換したにもかかわらず、司法書士の小
林さんと言われたり、宛名に書かれてそれが配達された
りすると自分が否定された気分になります。
　皆様にもそんな経験が少なからずあるのではないで
しょうか…？
　他士業は仕事の内容が明確だからでしょうか。税金に
関することは税理士さん、登記は司法書士さん、社会保
険は社労士さん等々。しかし、一般市民の皆様の悩みは
多岐にわたっており、だからこそ、行政書士がその窓口
となることで問題を整理し、ワンストップで解決できる
ことをアピールしていかなければなりません。ゆるキャ
ラグランプリへの出場でユキマサくんの知名度が上がる
ことは、とりもなおさず、行政書士の知名度アップにつ
ながります。
　投票期間はあと１か月余りです。まだ投票したことの
ない方も、一度チャレンジしてみてくださいませんか。
１日に４６,０００票が入ったらと、手を合わせて祈っています。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（小林）

◆登録者数（平成２９年８月末日現在）
４６,９８５名合 計　 　
６,３７１名女４０,６１４名男内 訳　 　
５,９８７名女３９,３０５名男・個人事務所開業
１８０名女９０４名男・行政書士法人社員
２０４名女４０５名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成２９年８月中の処理件数）
２０７名新規登録　合　計
３９名女１６８名男　　　　　内　訳
８７名登録抹消　合　計
１０名女７７名男　　　　　内　訳

６５名　　　　　・廃　業
２２名　　　　　・死　亡
０名　　　　　・その他

◆法人会員（平成２９年８月末日現在）
６８７法 人 事 務 所 数
４２７・主たる事務所数（行政書士法人数）
２６０・従たる事務所数


