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日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所
＜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

■

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。
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　秋も深まる季節となり、気が付けば令和元年もあと２か月を残すのみとなりました。振り返りますと、今
年もまた幾つもの自然災害に見舞われることとなりました。８月末には九州北部豪雨があり、佐賀・福岡・
長崎の各県で河川の氾濫や冠水被害、また、その他の地域でも土砂災害などがありました。また９月初旬の
台風１５号では、千葉県における想定を超えた長期間にわたる停電があり、連日報道された地域の方の不自由
な生活の様子は記憶に新しいところです。さらに、過去に経験したことのないこの台風の暴風被害は凄まじ
く、千葉・神奈川各県、そして東京都でも島しょ部の受けた被害は甚大なものがありました。被害に遭われ
ました皆様に対し、改めまして御見舞い申し上げますとともに、今後も私たち行政書士にできることで、可
能な限りお力添えさせていただきたいと考えています。

　さて、時にそのような災害などの苦難もありますが、日本行政書士会連合会（以下、「日行連」という。）
としては、行政書士制度の維持・発展と国民利便の向上を目指し、計画した事業活動をしっかりと進めてい
かなければなりません。その一つとして、去る９月２６日（木）、新潟県湯沢町において令和元年度会長会が
開催されました。本年度は、①地域との共生について、②役所との共生について、③多文化共生についての
３つのテーマを掲げ、幾つかの単位会による事例発表、そしてそれら事例に関しての意見交換を行いました。

　地域との共生では、豪雨災害に際して行った自治体支援として、被災直後の罹災証明の発行から中小企業
の復興補助事業における補助金交付申請の審査支援まで、具体的な事例と課題が報告されました。また、空
き家対策への協力や地域金融機関との連携事例など、多様な形での地域社会への関与が報告されました。地
域に寄り添い、密接な関係を築き貢献することは、行政書士の重要な責務です。このような単位会の活動が
さらに効果を上げ、地域住民の方からの信頼が一層高まるよう、日行連としても積極的に取り組む覚悟です。
　また、役所との共生に関しては、法教育の実践活動とその効果等の報告があり、また、それについての活
発な質疑応答がありました。授業の内容について各単位会で様々な工夫をされていますが、その妥当性・適
正性をいかに検証していくべきかという課題も提示されました。法教育は、社会貢献としての活動であると
ともに、行政書士制度を一般の皆様に認知していただく機会でもあり、さらには将来の行政書士誕生にもつ
ながる大変意義深い事業です。私の所属する東京会においては、かなり以前から取り組んでいましたが、今
回、会長会のテーマとして意見交換されるまでに全国に浸透したことは、感慨深い思いがあります。日行連
としてもさらに力を入れ、前向きに取り組まなければならないと再認識いたしました。
　そして、多文化との共生に関する事例発表の中では、国際交流の推進ということで、兵庫会からSDGs（持
続可能な開発目標）への取組が挙げられました。SDGsは、２０１５年に国連サミットで採択された貧困、不平等、
保健、気候変動等の課題に対処しつつ、経済成長や産業化促進も目標とする、開発途上国と先進国が一体と
なって取り組む国際開発目標です。日本としての取組において、行政書士が協力できることは多岐にわたる
と考えます。国民が一丸となって取り組むべきこの目標に対し、私たち行政書士が積極的に関与し、力にな
ることができればうれしいことだと思います。

　会長会に出席された皆様においては、今回交わされた様々な意見や情報を単位会に持ち帰り、地元での問
題や課題の解決、そして行政書士制度の普及・発展に大いに役立てていただけるものと信じています。その
ことが会員の皆様の業務にも良い影響を与えてくれることと思います。日行連としても、今回出された様々
な意見を参考に、より前向きに事業に取り組んでまいります。引き続きの御支援御協力をよろしくお願い申
し上げます。

令和元年度会長会を開催して
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執行部から

行政書士制度の維持・発展のために
副会長　水野　晴夫

　この度、令和元年度日行連定時総会において副会長に選任されました、神奈川会所属の水野晴夫です。執
行部体制も一新され、新たな気持ちで会務に邁進し、常住会長のスローガンである「体験主義・現場主義・
行動主義」に基づき活動してまいります。各担当者がそれぞれの担当部署をしっかり守っていくのが肝要か
と心得ますので、ここでは私が主に担当する国際・企業経営業務部、申請取次行政書士管理委員会について
述べます。
　はじめに国際・企業経営業務部の国際部門について、昨年度、出入国管理及び難民認定法が改正され、本
年４月に入国管理局が出入国在留管理庁に格上げされたことは、来日し在留する外国人が増大していること
による在留管理強化を図る目的であると思われます。このことにより、制度の運用やガイドラインの変更な
どにも注目していく必要があります。オンライン申請のスタート、特定技能などの在留資格の拡大、永住審
査の厳格化など留意すべき点は数多くあります。特定技能制度は我々行政書士にとってビジネスチャンスで
もある反面、我々だけでなく多くの業者も参入することが考えられます。中には利益優先を考えている業者
もいるかもしれませんが、我々はしっかりとした識見をもって対応していかなければなりません。外国人が
在留するために必要となるサポートは多岐にわたります。多文化共生という形で共に生きていく姿を実現す
ること、これも我々行政書士の役割であると思います。本年度は国際部門の企画として、「特定技能」セミ
ナーの開催、国際業務に関する事例集の発行を検討していますので、随時、皆様に御案内いたします。
　次に知的財産部門ですが、この部門をより一層活性化していきたいと考えています。著作権相談員制度を
継続し、相談員資格を持つ会員が活躍する場の拡充を模索してまいります。山口大学、一般社団法人コン
ピュータソフトウエア著作権協会（ACCS）との三者協定の締結を踏まえ、今後は教育現場への知財教育を
実施していく予定です。また、公益社団法人日本複製権センター（JRRC）との連携により企業内複製の権利
処理、著作権法改正により新たにスタートする授業目的公衆送信補償金制度への協力、著作者不明等の場合
の裁定制度の利用の円滑化に向けたオーファンワークス実証事業へも、引き続き対応してまいります。さら
に、種苗法やGI法（地域の特性に基づいた産品の名称を知的財産として登録保護する「地理的表示保護制度」）
についても専門員の協力を得て取り組んでまいりたいと思います。
　企業支援部門では、より具体的な施策を模索していきます。現在、常住会長が力を入れていることの一つ
に金融機関との連携があります。日本政策金融公庫、全国信用協同組合連合会などを訪問し、連携の方法を
協議しています。今後は中小企業庁、日本商工会議所へもアプローチしてまいります。
　申請取次行政書士管理委員会においては、申請等取次者証明書の新規取得・更新に係る研修の開催事務を
担っています。入管業務を志す会員が増え、毎回満席になるほど注目度が高いことから、しっかりとした研
修及び倫理研修を実施し、会員の法令順守とスキルアップに努めてまいります。
　これからの時代は、「ボーダレス社会」（国境、人種、業種、業態、時間、組織、仕事、性別などの線引き
がなくなる社会）になると言われています。我々の業界に関して言えば、世界中から外国人が来日し在留す
ることにより、制度が変わったり、資格の境界が薄れたりするなどの懸念もあります。職域の拡大を引き続
き進めていくことも重要ですが、我々の既存業務をしっかり維持し、発展させていくことも必要不可欠です。
また、そのための活動も日行連の役割として行っていかなければなりません。その結果として各会員事務所
が発展し、そして、国民の利便に資するように尽力してまいりたいと思います。何とぞ御支援御協力のほど
よろしくお願いいたします。
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著作権教育伝道師の公募について
＜国際・企業経営業務部　知的財産部門＞　

　日本行政書士会連合会（日行連）、国立大学法人山口大学（山口大学）、一般社団法人コンピュータソフト

ウェア著作権協会（ACCS）は本年５月に締結した「著作権の普及啓発に係る包括連携協定」を元に、この

度、「著作権教育Eネットワーク連絡会」として協働して、より効果的な著作権の普及啓発活動を実施するこ

とといたしました。

　 公募趣旨 

　当連絡会では、著作権の普及啓発活動の一環として「児童・生徒等に向けた知財教育出前授業」「教

員に向けた知財教育指導案に係る出張講義」等の普及に向けたプロジェクトを実施することとしており、

本公募は、その対応人材となる知財教育に精通した行政書士を全国的に募集することを目的としています。

　 著作権教育伝道師とは 

　著作権教育の知見を持ち、教育現場での実践経験があることはもちろんですが、何よりもその普及啓

発活動に意欲的かつ継続的に力を入れて、全国に教え伝えることを使命として活動できる方を発掘すべ

く命名したものです。

単位会

全国から意欲・知見のある行政書士を公募する。日行連

専門的な知見及び実践経験から検討事項について対策を考える。

＜主な検討事項＞

・著作権教育の普及に向けて必要な人材の発掘やその育成方法
・単位会との連携スキーム　など

＜目指す成果＞

・育成目標の明確化
・育成スキームの確立

育成スキームを活用して、知財支援人材の育成を行う。

伝道師

　＜日行連⇒伝道師⇒単位会＞

　知財教育の全国的な普及と知財支援人材としての行政書士を普及するための伝道師！
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＜公募の流れ（予定）＞

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「著著著著著著著著著著著著著著著著著著著著作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道師師師師師師師師師師師師師師師師師師師師 特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設ササササササササササササササササササササイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ著作権教育伝道師　特設サイトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」をををををををををををををををををををを開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設ししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたを開設しました！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
https://www.gyosei.or.jp/dendoshi/

こちらからエントリーシートのダウンロードができます。 ※特設サイトイメージ　

11月 1日

11月30日

12月下旬

1月下旬

2月上旬

3月

本誌及び以下の特設サイトにて指定エントリーシートを掲載。
郵送またはメールにて応募。書類選考の実施。

＜公募期間：11月 1 日～11月30日＞

書類選考結果の通知 通知

対面審査の実施（開催場所：都内） 選考

対面審査選考結果の通知 通知

認定
勉強会・意見交換会等の開催

選考

※次年度以降、継続的に協力していただくこととし、長期的な登用を想定しています。
　予め御了承の上、御応募くださいますようお願いいたします。
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著作権教育Eネットワーク連絡会　各代表者より一言

日本行政書士会連合会　会長　常住　　豊

　著作権教育は広くは法教育として捉えることができます。法教育については、私の地
元東京都北区で１０年前から取組を始めており、「地域密着」「そうだ行政書士に相談しよ
う」の活動理念の下、現在では都下において大きな広がりとなっています。
　インターネット、情報化社会において小中学校の義務教育では無論のこと、大学教育の現場でも著作
権に関する知識や情報リテラシーの習得が必須となっています。国策である知的財産推進計画において
求められている知財支援人材として、行政書士が地域の皆様や国民の皆様のために尽くせるよう、知財
業務の分野においても一層積極的に活動していく所存です。
　三者協定の具体化としての今回の著作権教育伝道師公募をきっかけに、将来的には全国の教育現場で
リーガルサービスを受けられる制度等の確立を目指したいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会　専務理事　久保田　裕

　当協会では、著作権の普及活動の一環として、教育機関に職員を講師として派遣する
出張授業や先生方に対する研修を請け負っています。しかしながら、職員の人員が限ら
れることや、東京から全国の学校に出前授業を行うため交通費の問題もあり、全国展開
の充実には課題があります。この度の日本行政書士会連合会、国立大学法人山口大学との著作権の普及
啓発に係る包括連携協力に関する協定により、三者の協力の下、著作権教育の推進が一層図られること
に大いに期待しています。
　さて、この度の著作権教育伝道師は、本協定に基づく著作権教育を実施する重要な役割を担います。
地域に根ざした法教育を行う行政書士ならではのきめ細かい指導やその後のフォローは、ピンポイント
で講演を実施する我々だけではできないことです。
　コンテンツ立国を目指す我が国において、著作権は必須の知識であり、地域の魅力を伝え、地域を活
性化させる「コンテンツ」は著作権に支えられています。ぜひ著作権教育伝道師に御応募いただき、著
作権教育を通じて次代を担う子どもたちの著作権知識の向上、地域の活性化に御協力ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国立大学法人山口大学　教授　木村　友久

　山口大学では、実践的な知的財産教育を目指して２００２年頃からカリキュラム開発を進
めてきました。従来、知財教育は専門家養成を先行する傾向がありましたが、Society５.０
の時代に向けて、文理を問わず知財の知識とスキルを駆使して事業戦略やコンテンツビ
ジネスに関与する人材が求められるようになりました。そのため、２０１３年度から全学部初年次生全員
（約２,０００人）に知財教育必修化を開始し、その後も学士課程から大学院に至るまで知財教育カリキュラ
ム体系を整備しているところです。２０１５年７月３０日には文部科学大臣から「教職員の組織的な研修等の
共同利用拠点（知的財産教育）」の認定を受け、国内外の教育機関を対象に知財教育の研修も担当して
います。本学の取組の特徴は、学生の専門分野や発達段階に合わせて迅速に教材開発を行うシステムに
あります。一方で、行政書士の皆様が進めてきた法教育には定評があり、その現場での実践を持ち寄っ
て知財教材や教育手法を三者連携で開発することは時宜にかなったことだと期待しています。著作権教
育伝道師に御応募いただき、三者と連携して子どもたちの創造性を高める著作権教育システムの構築に
御協力ください。
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＜著作権教育伝道師　公募概要＞

著作権教育Eネットワーク連絡会主　 　 催

著作権教育Eネットワーク連絡会におけるプロジェクトでの出前授業、出張講義の対応
（令和２年度以降、１名につき年２～３回を予定）
※教育機関からの依頼を受けて、適宜対応者を派遣予定
＜その他対応内容＞
・出前授業・出張講義の企画提案、実施
・知財教育の普及に向けて必要な人材やその育成方法の検討
・育成人材の普及方法、拡大化、推進計画の検討
・全国的な普及に向けて全単位会との連携方法の検討
・上記の対応を目的とした連絡会、勉強会、教材等の編集会議等への出席（選定後、適宜）
※活動内容に応じて報告書を提出いただく場合あり

内　 　 容

数名公 募 人 数

行政書士で、会費滞納者ではなく、綱紀事項及び処分事項に該当していない者公 募 要 件

１　知財教育分野に精通し専門知識を有している方
２　著作権相談員養成研修を修了している方
３　法教育に関し、教育機関での授業等の実践経験、講演等の実演経験がある方
４　著作権教育の普及啓発に尽力する意欲のある方
５　東京都内で開催予定の対面審査に出席可能な方
６　従事期間後も日行連、各単位会の実施する知財教育事業における中核人材として協力
していただける方

公 募 人 材

１～３はい
ずれか又は
全てを満た
す方

指定エントリーシートの送付（郵送または電子メール）応 募 方 法

令和元年１１月１日～１１月３０日（必着）公 募 期 間

書類審査、対面審査（開催時期：令和２年１月、会場：東京都内を予定）
※必要に応じて複数回選考を行う場合あり
※選考後に勉強会、意見交換会等を実施し、その後、当連絡会より認定（予定）

選 考 方 法

書類審査については１２月下旬までに書面にて通知予定
対面審査については翌年２月上旬までに書面にて通知予定

選 考 結 果
通 知 方 法

選考基準や合否の理由についてはお答えいたしません。
選考後、伝道師として制作された成果物としての著作物は広く使用することが想定されます。
対面審査進出者には、著作物使用承諾書への御署名をお願いする場合がございますので、
御了承ください。

注 意 事 項

エントリーシート送付先
　日本行政書士会連合会　事務局業務課宛
　　〇郵　　　送：〒１０５－０００１　東京都港区虎ノ門４－１－２８　虎ノ門タワーズオフィス１０F
　　〇電子メール：gyoumu３@staff.gyosei.or.jp
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著作権教育伝道師　エントリーシート

（西暦）　　　　 年　　　月　　　日

生年月日

氏  名

出前授業等の実践経験、知財教育（法教育）の研究・普及活動経験があれば、その内容について自由にお書きください。

□公募概要の内容を理解し、承諾の上、申し込みます。

ふりがな 性別

男 ・ 女

登録番号
（８桁）

事務所所在地　〒

TEL 携帯電話

事務所URL
（任意）

E-mail

著作権相談員養成研修

　□修了　　　　□未修

出前授業等の実践経験

　□あり　　　　　□なし

知的財産管理技能士

　□１級　　□２級　　□３級　　□なし

著作権ビジネス検定

　□上級　　　□初級　　　□なし

教員免許

　□あり（ □小学校 ・ □中学校 ・ □高校 ）　　　　　□なし

小中高等学校向けテキスト等の作成経験

　□あり　　　　　□なし

※送付が可能な場合は同封してください。

単位会での役職経験

　□あり　　　　　□なし

（役職：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

以下の□にチェックの上、お申込みください。
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山東昭子参議院議長を表敬訪問
 Info 

１
日　に　ち　　令和元年９月１８日（水）

出　席　者　　＜日行連＞常住会長、光宗・佐々木・髙尾・鶴各副会長、金沢・田後両専務理事、
　　　　　　　　　　　　松村・平岡・相羽・坪川各常任理事、國井理事
　　　　　　　＜日政連＞井口会長、杉山副会長

　この度、山東昭子参議院議長（全国比例区）を表敬訪問いたしました。
　御多忙の中、快く御対応いただいた山東議長に対し、日行連の常住会長から、
日頃から行政書士制度に御理解をいただいていることに感謝申し上げるととも
に、今後一層の制度発展に向けて邁進することをお約束いたしました。
　山東議長からは、全国で多くの女性行政書士が活躍している点に触れられ、
女性行政書士の更なる飛躍を期待するお言葉を頂戴しました。

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。



In
fo
rm
a
tio
n

2019.11　No.564 9

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減Ｈ３１
４.１

R１
１０.１増減Ｈ３１

４.１
R１
１０.１

２１９２１４２１,７９４１,８３６北海道

北
海
道
地
方
協
議
会

０２２２２８８２９０秋 田

東
北
地
方
協
議
会

０５５９３６９３７８岩 手

△ １２１６３４５３５１青 森

０８８１８７２７７４５福 島

０１８１８２６９２９９５５宮 城

０２２６４１６４２２山 形

７１６６１７３１９５６,６５４６,８４９東 京

関
東
地
方
協
議
会

３５０５３５０２,９６７３,０１７神奈川

１２２２３５３２,０６８２,１２１千 葉

０８８２０１,１７７１,１９７茨 城

０７７８８８４８９２栃 木

△ １３０２９３３２,４２０２,４５３埼 玉

０２２２７１,０７０１,０９７群 馬

１６７△  ３９８５９８２長 野

△  １４３４３４５３４９山 梨

△  １２０１９５１,５３５１,５４０静 岡

０１０１０１４８７６８９０新 潟

４４０４４６３２,９８５３,０４８愛 知

中
部
地
方
協
議
会

△  １６５△  ５８３４８２９岐 阜

０４４９７１９７２８三 重

△ １４３△  １３３５３３４福 井

０４４９３６１３７０石 川

０３３△  ２４００３９８富 山

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減Ｈ３１
４.１

R１
１０.１増減Ｈ３１

４.１
R１
１０.１

△  １６５１１４６４４７５滋 賀

近
畿
地
方
協
議
会

１２６５７７７５３,２５１３,３２６大 阪

△  ３１９１６２１８７４８９５京 都

０７７２４４３４４５奈 良

０１１３３４１３４４和歌山

０２３２３３１１,８２３１,８５４兵 庫

０３３０２１８２１８鳥 取
中
国
地
方
協
議
会

０２２３２６１２６４島 根

２６８９７８１７９０岡 山

２１１１３６１,１５７１,１６３広 島

１２３７４７８４８５山 口

０５５５３８９３９４香 川四
国
地
方
協
議
会

１３４５３３７３４２徳 島

０１１７２３６２４３高 知

１４５５５５７５６２愛 媛

０１８１８２８１,５３４１,５６２福 岡

九
州
地
方
協
議
会

１０１７２４１２４８佐 賀

０４４１３３９０４０３長 崎

△  ２１０８３６１５６１８熊 本

１４５７３４７３５４大 分

１３４５４９８５０３宮 崎

０６６１３８０１８１４鹿児島

０３３１３３８２３９５沖 縄

２８６４８６７６８６７４７,９０１４８,７６８合　計

単位会別会員数一覧
〈令和元年１０月１日現在〉

 Info 

２
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　中央研修所では、特定行政書士を対象とした「特定行政書士ブラッシュアップ研修」を開催いたします。本
年度は、昨年度に引き続き２部構成とし、第Ⅰ部として、平成２７・２８・２９・３０年度に法定研修を修了した特
定行政書士を対象に、書類作成に焦点をあてた「実践編」講座を御用意しました。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（http://tokuteikensyu.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期待しています！
　※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がありません。

第Ⅰ部　開催日程 ※会場、講師は変更になる場合があります。

講　　師会　　　場地区（定員）日　　　　程

野村　　創 弁護士TKP新橋
カンファレンスセンター

東京
（８０名）

令和元年１１月２８日（木）
～２９日（金）①

藤代　浩則 弁護士TKP京都駅前
カンファレンスセンター

京都
（８０名）

令和元年１２月９日（月）
～１０日（火）②

講義日程　【１日目】１３：００～１７：００（１限・２限）/【２日目】１０：００～１２：００（３限）
　　　　　※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。
　　　　　　（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。）
内　　容　個別許認可分野における不服申立手続に関する手続書面（申立書等）作成と円滑な業務を行う上

での実践的な知識・スキルの修得を目指す。
受 講 料　８,８００円（税込、１開催受講分）
申込期間　①②１１月１日（金）９時～１１月１１日（月）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・２８・２９・３０年度修了者）

＜中央研修所＞

『令和元年度特定行政書士ブラッシュ
アップ研修～実践編～』の御案内

 Info 

３

【経歴】
　明治大学文学部卒業後、法務省に入省。
　その後弁護士登録、現在に至る。
【活動】
・第二東京弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員
・第二東京弁護士会法科大学院支援委員会
・第二東京弁護士会常議委員
・平成２２年（新）司法試験考査委員（行政法）
・平成２３年（新）司法試験考査委員（行政法）
・平成２３年（新）司法試験予備試験考査委員（行政法）
・平成２４年司法試験考査委員（行政法）

　前回に引き続き、農地法、建築基準法、廃掃
法等の紛争事例を題材に、紛争処理の考え方、
審査請求書や反論書の起案方法等を学習してい
きたいと考えます。
　講師自身、レジュメを読むだけの眠たい講義
は大の苦手ですので、眠たくならない、より実
践的・実務的な講義内容にしたいと考えます。
　至らない点もあるかと思いますが、受講いた
だければ幸いです。野村 　創 弁護士

【経歴】
・平成９年４月
　　弁護士登録
・平成２１年～
　　日本行政書士会連合会中央研修所講師
・平成１７年４月～２６年３月　
　　専修大学法科大学院客員教授（行政法等担当）
・平成２６年４月
　　専修大学法科大学院教授（行政法等担当）就任

　ブラッシュアップ研修においては、行政不服申
立制度の基礎的事項の確認と、実際に申し立てる
ために必要となる申立書の書き方、不服申立審理
に臨むにあたっての代理人としての心構えを中心
に講義を進めていきます。基礎的な知識をどのよう
に実践に役立たせることができるのかについて、具
体的な２、３の事例を題材として分かりやすい講
義を心掛けます。更なるブラッシュアップを目指す
皆様の積極的な御参加をお待ちしてます。藤代 浩則 弁護士

※第Ⅱ部の開催日程については、日本行政１２月号に御案内を掲載予定
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・【研 修 内 容】

○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

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。

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。

受講者氏名
ふ り が な

事務所
所在地

〒

TEL／FAX
TEL

所属会／修了年度 平成       年度

【第Ⅰ部】
受講希望欄に
○印を御記入
ください

（複数受講可）

受講希望 開催日 開催地
（定員）

講 師
（敬称略） 会  場

令和元年

①
１１月
２８日（木）～
　　 ２９日（金）

東京
（80）

野村 　創
弁護士

②
１２月
　９日（月）～
　　 １０日（火）

京都
（80）

藤代 浩則
弁護士

＜受講申込書送付ＦＡＸ番号＞

＜留意事項＞

【研修申込受付】

申込受付期間：11/1（9時)～11/11（17時)【厳守】
※申込み多数の場合は、抽選となる場合があります。

FAX

会

TKP新橋
カンファレンスセンター

TKP京都駅前
カンファレンスセンター

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

参加希望

懇親会に参加します（会費4,000円）
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＜中央研修所＞

新在留資格「特定技能」に関するセミナー
開催の御案内

 Info 

４

　２０１９年４月１日より、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行され、
在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」が創設されました。
　これらの在留資格は、多くの企業や国際交流団体からの注目度も高く、在留資格申請の取次業務等で外国
人とも関わりの深い行政書士が本制度の適正な運用に寄与すべきとの観点から、この度「新在留資格『特定
技能』に関するセミナ―」を開催することといたしましたので、お知らせいたします。
　皆様の御参加をお待ちしています。

日　　　時　　令和元年１２月１７日（火） １３：００ ～ １６：００　（１２：００受付開始）

場　　　所　　シェーンバッハ・サボー（砂防会館別館）
　　　　　　　（東京都千代田区平河町２－７－４）

講　　　師　　山脇　康嗣　弁護士
申請取次行政書士を経て、弁護士登録
現在、慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師（入管法）、同研究科グローバル法
研究所（KEIGLAD）客員所員、第二東京弁護士会国際委員会副委員長、日本弁護士
連合会人権擁護委員会特別委嘱委員（出入国在留管理庁との定期協議担当）、日本行政
書士会連合会法律顧問
主著に『〔新版〕詳説　入管法の実務』（新日本法規）、『入管法判例分析』（日本加除
出版）、『技能実習法の実務』（日本加除出版）、『Q&A外国人をめぐる法律相談』（新日
本法規）、『外国人及び外国企業の税務の基礎』（日本加除出版）など

テ　ー　マ　　特定技能制度の実務～分野横断的かつ重層的な理解の重要性

目　　　的　　在留資格「特定技能」を創設した平成３０年改正入管法は、我が国の外国人政策の歴史的な転
換と位置付けられます。特定技能制度は、短期間で立法作業が行われたものとしては精緻な
ものと評価できますが、極めて複雑な仕組みとなっており難解です。特定技能制度をめぐっ
ては、いまだ多くの誤解が関係者の間に蔓延しています。それだけに申請取次行政書士等の
専門家が果たすべき役割は重大です。
本セミナーでは、骨太で本質的な理解を可能とすべく、まず、我が国の外国人政策の歴史的
経緯について考察し、近時の入管立法の特徴を分析します。具体的には、（１）「点の管理」
から「線の管理」・「面の管理」 への移行（入国管理政策から入国在留管理政策へ）、（２）
入管法制の中に労働法的規制を多く取り込む分野横断的規制、（３）間接管理の手法（監理
団体による実習監理、教育機関による外国人留学生の在籍管理、入管庁が信頼できると認め
る所属機関によるオンライン申請、登録支援機関等による支援計画に基づく特定技能外国人
に対する支援等）です。その全てが平成３０年改正入管法にも妥当することを確認した上で、
特定技能制度について詳説します。許可要件（特定産業分野該当性、業務区分該当性、受入
機関適合性、契約適合性、支援計画適合性、上陸許可基準適合性）及び許可後の手続（帳簿

開催地：東京
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登録委員会からのお知らせ

　行政書士は、その業を廃止しようとするときは、遅滞なく、その旨を所属の行政書士会を経由して日
本行政書士会連合会に届出なければならないとされています（行政書士法施行規則第１２条）。
　また、その手続は、行政書士法第７条の４及び日本行政書士会連合会会則第５３条に基づき規則で定め
ることとなっており、登録の抹消日については、日本行政書士会連合会が行政書士登録抹消届出書を受釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫け付けた日又は届出者が希望する廃業日のいずれか遅い日とすることとしています（行政書士登録事務釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫取扱規則第２４条の４）。
　行政書士業務の廃止を予定されている方は、廃止予定日が決まった場合、事前に所属の行政書士会に
御連絡いただき、所属の行政書士会の案内に従い、その旨を届出いただきますようお願いいたします。
　なお、廃止予定日を月末とされる場合は、必ず当該月内に届出書が所属の行政書士会から日本行政書
士会連合会に到達することが条件となりますので、所属の行政書士会に手続日程等を御確認の上、お手
続きください。

※廃業を予定する月内に届出書が日本行政書士会連合会へ到達しなかった場合、上記規定により抹消日
が翌月となるため、所属の行政書士会において翌月分の会費が発生する場合がありますので十分に御
留意ください。

行政書士業務を廃止される方へ

の作成・備置き、支援の実施、各種届出）のいずれについても、最新の実務運用を踏まえて
徹底的に解説します。また、１４の特定産業分野ごとに異なる上乗せ規制、技能実習制度や特
定建設・造船就労者制度との関係についても解説します。
さらに、平成３０年入管法改正に伴う行政書士業務のあり方そのものの変化及びそれへの対応
策に言及します。本セミナーを受講していただくことによって、今後の事業戦略の立案にも
お役立てください。

定　　　員　　５００名（事前申込の先着順）　★当日の申込みはお受けできません。

対　象　者　　行政書士、弁護士、国際交流団体

申 込 方 法　　本会ホームページからお申込みをお願いいたします。（１１月１１日（月）１５：００受付開始）
なお、定員に達し次第、締切りとさせていただきますので、あらかじめ御了承ください。

参　加　費　　２,０００円（お支払の際にシステム手数料３３０円が別途必要となります。）申込画面から、オンラ
イン決済にてお支払いください。
※なお、お申込み後の返金には対応いたしかねます。

そ　の　他　　当日は会員限定でライブ配信（無料）をいたします。（１２月１７日（火）１０：００に会員専用サ
イト「連con」へ専用ページを公開します。なお、回線の都合等により画像等が乱れる場合
がありますので御了承ください。）
また、当日の模様は、後日（令和２年２月頃を予定）中央研修所VOD研修として掲載する予
定です。
本件に関するお問合せは、下記の連絡先までお願いいたします。
　TEL：03－6435－7330（日本行政書士会連合会　事務局業務課業務三係）
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　石川会では、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法
の一部を改正する法律」の施行後、県内各所にて入管法改正に
関するセミナーを開催してきました。今回、能美市役所より市
内の外国人採用を検討している企業向けに講演依頼があり、８
月６日、能美市役所において能美市役所主催「採用力向上セミ
ナー」が開催され、「質の高い外国人材を採用するための７つの
ポイント」というテーマで約１時間半講演を行いました。
　石川会から産学官連携推進委員会の菅原委員を講師として派
遣し、市内の製造業の方など２１名の企業担当者が参加しました。
　能美市は、北陸先端科学技術大学院大学の留学生や技能実習生などが多く在住し、外国人住民比率が県内
トップの市です。そういった背景もあり、参加した企業担当者は外国人雇用についての関心が高く、能美市
に在住する外国人を能美市内の企業で採用したいという想いが伝わってきました。
　セミナーでは、「外国人就労法制の概要」や「就労系在留資格審査の本質」、「外国人材活用成功企業の事例」
などから改正入管法、外国人採用に関する知識を学び、今後外国人材の採用力向上のためには、社内の受入れ
体制の整備や採用計画の策定、行政書士という専門家の適切な活用がポイントになってくることを伝えました。
　また今後、白山商工会議所、小松商工会議所において、外国人雇用に関するセミナーを開催することが決
まっています。
　石川会としては、令和元年７月５日に石川会事務局内に開設した「石川県外国人材受入サポートセンター」と
共同して、行政書士は外国人に関する手続にとどまらず企業の外国人採用コンサルタントとしても活躍している
こと、そして行政書士が企業の外国人採用・在留資格申請の専門家であるということをPRし続けてまいります。

各単位会の取組をお知らせします。各単位会の取組取取 をお知らせします。

能美市役所において「採用力向上
セミナー」を実施

石川県
行政書士会

　令和元年８月２９日、北海道会は公益社団法人全日本不動産協会北海道本部と「空家等対策に関する協定書」
を締結しました。締結式は、北海道会の会館で行われ、双方の関係者及びマスコットキャラクターが参集し、
和やかな雰囲気の中で執り行われました。
　本協定は、平成２７年２月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」を踏まえ、相互に協力・
連携をし、空家等発生の未然防止、既に発生している空家等へ
の迅速な対応、空家バンク等の利活用による不動産の適正な流
通の支援、その他空家等対策に資する取組を行い、地域社会の
良好な環境の形成や市民生活の安全性並びに利便性につなげる
ことを目的としています。
　なお、当日は新聞社やテレビ局の取材もあり、道民に北海道
会の取組について広くアピールができたものと思います。
　また、北海道会では平成２９年１２月に夕張市とも「空き家等対
策に関する協定書」を締結しており、引き続き、空家等対策へ
の取組に力を入れてまいります。

公益社団法人全日本不動産協会北海道本部と
「空家等対策に関する協定書」を締結しました

北海道
行政書士会
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【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
お申込先　FAX【03−6756−9885】※11月19日（火）9時受付開始

　届出済証明書の　更新　を希望される方へ

「行政書士申請取次実務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会

開催地：東京

最近の入国・在留資格審査（就労に係る諸申請等）における取
扱い等に関する理解を深め、事務手続能力の向上を目指します。

趣趣　　旨旨

出入国在留管理庁より届出済証明書の交付を受けている行政書士
※取次者として申出中の方は、届出済証明書の交付後にお申込みくだ
さい。

対対　　象象

2019年12月16日（月）13時～17時（受付開始12時30分）
※１３時の開講までに必ず御来場ください。遅刻など受講の状況により
修了証書を交付できない場合がありますので、御注意ください。

日日　　時時

シェーンバッハ・サボー（砂防会館別館）
（東京都千代田区平河町2－7－4）

会会　　場場

2019年11月19日（火）9時～11月27日（水）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。

受付期受付期間間

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営業日以内に受講料に関するFAX返信がない場合に限り、
お問合せください。

申込方申込方法法

15,000円（消費税込）
※一度納入された受講料は、不参加の場合や単位会の処分等により受
付拒否事由に該当している場合でもお返しできません。
※振込期限までに御入金がない場合は申込キャンセルとして取り扱い
ます。

受 講受 講 料料

講義終了後、講義内容の理解度の確認のため効果測定を実施
します。
※基準点に到達されない方にはその旨通知いたしますが、効果測定
の結果に関わらず修了証書を交付します。
　各自、受講後に取次者証の更新手続を行ってください。釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫

効果測効果測定定

私は、留意事項について承諾し、下記研修会に申し込みます。
2019.12.16（月）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：シェーンバッハ・サボー）

ＴＥＬ下欄には、行政書士証票のとおりに記入（括弧表示がある場合はそれも記入）

（　　　　　　　　　）

ふりがな
受講者氏名

ＦＡＸ

登録番号

　　　　　　年　　　　月　　　　日届出済証明書有効期限

〒
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

留意事項
〇 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「実務研修会」は更新向けの研修です〉新規向けの「事務研修会」とは異なりますのでお申込みには十分御注意ください。
○〈持参品〉受講票及び届出済証明書とともに筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）を必ず御持参ください。
○〈修了証書〉再受講の場合を除き、効果測定の結果に関わらず修了証書を交付します。各自、受講後に取次者証の更新手続
を行ってください。なお、修了証書の氏名については、行政書士証票に記載されている氏名で発行いたします。

○〈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 】
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登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（７２件）
２　その他

ADR推進本部会議（～４日）
【協議事項】
１　ADR代理権の取得に向けた対応に
ついて

２　認証取得済単位会課題検討協議会の
開催について

３　日行連によるADR調停人養成のた
めのプログラムと効果測定の策定に
ついて

４　単位会が実施する研修への講師派遣
対応及び研修VODコンテンツの利
活用に係る検討・改善について

５　関係機関・団体との連携強化と情報
分析について

６　認証申請単位会及び認証取得済単位
会への支援について

７　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（火（火））

正副会長会
【協議事項】
１　常任理事会の合議事項について
２　その他

４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（水（水））

常任理事会（～５日）
【合議事項】
１　専門員の登用について（総務部）
２　コスモス成年後見サポートセンター
との協定書締結について

３　コスモス成年後見サポートセンター
次期役員候補について

４　専門員の登用について（国際・企業
経営業務部）

５　三者協定に係る著作権教育伝道師
（仮）の公募について

６　国際業務セミナーにおける受講料徴
収について

７　オーファンワークス実証事業業務委
託契約の締結について

８　本年度地協連絡会の資料について
９　国立国会図書館インターネット資料
の収集について

⑽　１１月の理事会の運営について
⑾　その他

法改正推進本部会議
【協議事項】
１　これまでの行政書士法改正成立まで
の傾向と背景について

２　臨時国会に向けた対応方針について
３　その他

法務業務部（～６日）
法務事務・成年後見部門会議
【協議事項】
１　本年度事業の具体的推進について
２　引継ぎ事項について
３　その他

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（木（木））
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2019.9/Sep

OSS特別委員会（～６日）
【協議事項】
１　前年度事業報告について
２　本年度事業の具体的推進について
３　その他

経理部会（～１３日）
【協議事項】
１　特定資産の取扱について
２　経理部事業におけるBCP対策につ
いて

３　監査での指摘事項に対する対応につ
いて

４　新年度予算案策定について
５　顧問税理士について
６　その他

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　研修関係について
２　設問集改訂作業について
３　手引き改訂について
４　パンフレットの作成について
５　VOD研修の収録内容・担当講師等に
ついて

６　国際・企業経営業務部との合同会議
について

７　「規制改革ホットライン」への対応
について

８　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議
【協議事項】
１　本年度事業の具体的推進について
２　その他

申請取次事務研修会（東京）
（受講者５９１名）

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（金（金））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（８１件）
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　本年度事業の具体的推進について
２　その他

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
１　行政書士制度調査室の事業形成につ
いて

２　政策提言・パブコメへの対応方針に
ついて

３　デジタル・ガバメントへの対応戦略
について

４　総務省照会について
５　その他

法改正推進本部会議
【協議事項】
１　対応経過の共有と臨時国会に向けて
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））



日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）
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許認可業務部
運輸交通部門会議
【協議事項】
１　OSS・封印業務担当者会議について
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（木（木））

総務部会（～２６日）
【協議事項】
１　総務部事業の推進方について
２　照会案件の対応について
３　日行連ホームページの掲載内容に係
る確認について

４　その他

許認可業務部
農地・土地利用部門会議
【協議事項】
１　農水省への対応について
２　日行連ホームページの掲載内容に係
る確認について

３　「規制改革ホットライン」に係る意
見・要望募集について

４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（水（水））

常任理事会
【協議事項】
１　名誉会長・相談役会の開催について
２　その他

会長会（新潟県南魚沼郡）
【意見・情報交換】
１　地域との共生について
２　役所との共生について
３　多文化共生について
４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（木（木））

申請取次事務研修会（仙台）
（受講者１１５名）

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（金（金））
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　日行連会員専用サイト「連con」では、関係省庁や団体からの各種業界情報のほか、業務に役立つ様々な
情報を掲載しています。
　会員の方であれば誰でも利用できますので、ぜひアカウント登録をしていただき、御活用くださいますよ
うお願いいたします。

会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用ササササササササササササササササササササイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連ccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」のののののののののののののののののののの御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案　　会員専用サイト「連con」の御案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内

★アカウント登録の方法
①日行連ホームページ（https://www.gyosei.or.jp）にアクセスし、「会員ログイン」をクリックする。
②「初めてご利用の方」をクリックし、遷移先の画面にて基本情報を入力・確認の上、送信ボタンを押す。
③基本情報で入力したメールアドレスに、仮登録の確認メールが届くので、メールに記載されている登
録確認ページへのURLをクリックする。
④遷移先の画面にてログインID・パスワードを設定し本登録完了。

※エラーが表示される場合は、日行連事務局広報課（kouhou@gyosei.or.jp）までお問い合わせください。
※設定した情報（ログインID・パスワード・メールアドレス等）は、いつでも御自身で変更すること
ができます。「連con」ログイン後、トップページ左上「プロフィール」ボタンを押し、遷移先の画
面にて適宜変更してください。

ボクらのイラスト
使ってニャ～

要チェック
だニャ！

～「連con」掲載例～

・『申請取次研修会効果測定用設問集』
・申請取次研修会の効果測定に係る事前予習用参考資料
・外国語パンフレット（英語・中国語・韓国語　etc.）
・『知的資産業務一覧』・『知的資産契約マニュアル』など

実用的な資料のほか、名刺やHPなどの作成に利用できるユキマサくんの
各種イラスト（フリー素材）がダウンロードできます！

   登録はお済
みですか？

★アカウント情報（ログインID・パスワード）を忘れた場合
ログインID・パスワードを設定したかわからない、現在の登録状況を知りたい、という方は、日行連
事務局広報課（kouhou@gyosei.or.jp）までメールでお問い合わせください。
その際、「登録番号・氏名・所属単位会・生年月日（西暦）※本人確認のため」を記載いただくと御案
内がスムーズです。



学学ぶぶ  活活かすかす 楽 楽しむしむ 魅力ある取組をリポート魅力ある取組をリポート

Learn!  Make use!  Have fun!

  学ぶ 活かす 楽しむ 魅力ある取組をリポート

2019.11　No.564 21



2019.11　No.56422



御協力のお願い
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　日本行政の発送は、行政書士名簿にある会
員の事務所所在地と当該会員の氏名を表記し
てお届けしています。

◦お届け先に事務所名の表示しかなく、会員
氏名が表示されていないため返送されてく
る事例が多々あります。事務所の入口に会
員氏名を明確に表示されるか、最寄りの郵
便局に事務所内の御本人宛に送付してもら
えるよう届け出を行ってください。
◦事務所所在地に変更があった場合は、速や
かに所属単位会にお届け願います。また、
最寄りの郵便局への転送依頼届けもお忘れ
なく。

　広報部では日本行政が返送されてきた場合、
所属単位会に宛名の調査の依頼を行うととも
に、それが確認されるまで以降の発送を停止
いたします。

◦発送停止の解除は、所属単位会に依頼した
宛名調査の結果に加え、事務所所在地の変
更があった場合には、所属単位会を通じ日
行連登録委員会に提出される当該会員の変
更登録申請の処理手続の結果により行いま
す。

　事務所所在地に変更がないのに日本行政が
届かなくなった場合は、お早めに日行連事務
局までお問合せください。

◦発送停止期間中のバックナンバーを希望さ
れる場合、在庫管理上、直近発行号を含み最
長６か月までとさせていただきますので、
あらかじめ御了承願います。

　日本行政の正確・迅速な
お届けのため、皆様の御理
解・御協力をよろしくお願
いいたします。

会員の動き
◆登録者数（令和元年９月末日現在）

４８,７６８名合 計　 　
７,０３５名女４１,７３３名男内 訳　 　
６,５３５名女４０,１２６名男・個人事務所開業
２３０名女１,１１４名男・行政書士法人社員
２７０名女４９３名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和元年９月中の処理件数）
１５５名新規登録　合　計
３２名女１２３名男　　　　　内　訳
１９５名登録抹消　合　計
２４名女１７１名男　　　　　内　訳

１６８名　　　　　・廃　業
２７名　　　　　・死　亡
０名　　　　　・その他

◆法人会員（令和元年９月末日現在）
８６２法 人 事 務 所 数
５３２・主たる事務所数（行政書士法人数）
３３０・従たる事務所数

　東京オリンピックのチケット販売
開始にあわせ、６月１４日より「チケット不正転売禁
止法（略称）」が施行されました。この法律は、興
行入場券の適正な流通を確保し、興行の振興を通
じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生
活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活
の実現に資することを目的としています。
　いつからか演劇、演芸、音楽、スポーツなどのチ
ケットが高額で転売されるようになりました。販
売する側は「もっと儲けたい」、購入する側は「高
額を払ってでも入手したい」という利害が合致し取
引が成立していきます。その結果、本当にチケッ
トを入手したい人が手に入れることができなくな
り社会問題になっています。根底に「得をしたい」
「損をしたくない」という考えがあるからだと思い
ます。そんな時、ダスキンの創業者である鈴木清
一氏の残した「自分に対しては、損と得とあらば、
損の道をゆくこと」という言葉が思い出されます。

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（森）


