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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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　多くの先人達が築き上げてきた行政書士制度は、これから先も行政書士である私たち一人一人の力と想い
で、さらに国民の皆様の利便に資することができる制度になるよう発展させていかなければなりません。こ
のことは、行政書士として実現すべき使命として、非常に重要で大切なことでもあり、日々、心の奥底に持
ち続けなければなりません。
　行政書士制度が６５年余り経過した今こそ、大局的な見地から制度全体の足跡を辿りつつ、その時代、その
時に起きた歴史的な動きをひもとき、どのような未来を作りあげるべきかを考えていきたいと思います。

①行政書士法の制定（昭和２６年）～日本行政書士会連合会設立（昭和２８年）
　戦後、それまでの代書人規則が、昭和２２年１２月３１日をもって失効しました。その後、「国民の便益のための
法制化の要望」が高まり、行政書士法が昭和２６年２月１０日に成立し、同月２２日に公布されました。（この“２
月２２日”は、後に行政書士記念日となります。）
　同法により、行政書士の業務は「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又
は事実証明に関する書類を作成すること」とされ、併せて、「その業務を行うことが他の法律において制限
されているもの」は除外されることとされました。
　また、昭和２８年２月２２日に大阪市で日本行政書士会連合会（以下「日行連」という。）の設立総会が開催
され、初代会長に安藤治右衛門氏（千葉県行政書士会）が選出されました。

②第一次行政書士法改正（昭和３５年）～第三次行政書士法改正（昭和４６年）頃
　行政書士会の自主的な指導力を強化し、行政書士の品位保持、業務改善、適正化に資することを目的にし
た第一次法改正が、昭和３５年に行われました。この法改正により、都道府県行政書士会（以下「単位会」と
いう。）と日行連が、従来の「設立することができる」から「設立しなければならない」ものとされました。
さらに、この法改正では、行政書士会に入会していない行政書士は業として行政書士業務を行うことができ
ない“強制入会制度”に移行されるという、制度にとって非常に大きな分岐点となりました。
　昭和３７年には、「月刊日本行政」の前身となる日行連の「会報」が創刊され、各単位会の情勢、会員個々
の情報等が掲載されるなど、制度広報活動が開始されました。
　また、昭和３８年に沖縄琉球立法院にて琉球行政書士法が制定され、昭和４２年に琉球行政書士会という名称
で日行連に加入し、昭和４４年に沖縄行政書士会に名称変更され、昭和４５年の日行連定時総会で正式に加入承
認されるという歴史的な動きもありました。
　昭和４５年になると、行政書士法が制定され２０周年を迎えたことから、石川県にて「行政書士法制定２０周年
記念総会・式典」が開催されました。また、強制入会制度に移行以来、１０年が経過してようやく日行連事務
局が独立し、専従職員が２名採用され、事務局体制の強化・整備が図られました。
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　翌年の昭和４６年には、行政書士制度の強化を図るため、多岐にわたる所要の措置を講じた第三次法改正が
行われました。「責務規定の設置」は、行政書士の責務に関する規定として、「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を害するような行為をしてはならない」ことが追加されました。「登録事務の移
譲」は、従前の都道府県から単位会にその事務が移譲されるとともに、「登録の抹消」として、２年以上業
務を行わない行政書士を所定の手続を経て登録の抹消ができることになりました。「行政書士事務所」では、
出張所に関する規定が削除され、行政書士が設ける事務所が１か所に限定されることになりました。「報酬
額の単位会会則の規定化」も行われ、行政書士報酬の基準を日行連が会則で定めることとし、それに基づき
単位会が報酬額を会則に規定することになりました。さらには、「日行連等への法人格付与」として、単位会、
日行連ともに法人格が付与され、これに伴い単位会会則なども整備されました。
　一方で、沖縄の歴史的な動きも生じ、昭和４７年には復帰の日を期して「沖縄行政書士会」から「沖縄県行
政書士会」へと新たに名称中に県が入り、沖縄に行政書士法が適用された記念すべき年になりました。

③第四次行政書士法改正（昭和５５年）～第七次行政書士法改正（昭和６１年）
　昭和５５年には、行政書士業務の明確化が図られることになった第四次法改正が行われました。それまで行
政書士法第１条では「書類作成業務」のみが法定されていましたが、「他人の依頼を受け、報酬を得て、同
法第１条により作成することができる書類を官公署に提出する手続を代わって行うこと」と「当該書類の作
成について相談に応じること」も業務として位置付けられました。さらに、社会保険労務士法に規定する業
務については、それまで社会保険労務士が行政書士から分離した士業であるという経緯もあり、行政書士法
に定める「他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」との規定の対象
から除外されていましたが、本改正により、社会保険労務士法を特別に扱う措置は廃止され、社会保険労務
士との業務の分離が行われました（この改正の際現に入会している会員については、当面の間、社会保険労
務士法第２条第１項第一号及び第二号の事務を業とすることができるとされています。）。この法改正に際し
ては、同年６月に愛媛県にて「行政書士法制定３０周年並びに法改正記念式典」が全国から多数の参加のもと、
盛大裡に開催されました。
　翌年の昭和５６年には、日本行政書士政治連盟（以下「日政連」という。）が設立されました。行政書士法
は議員立法であることを踏まえ、行政書士の社会的・経済的地位の向上を目指して、日行連と連携して、立
法府である国会での活動等を担うために設立され、現在に至っています。
　昭和５８年には、行政書士の資質向上と単位会による会員指導の強化が図られた第五次法改正が行われまし
た。主な改正点は２点で、１点目は、従来、行政書士登録と単位会への入会手続は別になっていましたが、
本改正により登録を受け行政書士となった場合には、当然に、当該単位会の会員になることが規定されまし
た（いわゆる「登録即入会制」）。２点目は、試験制度の改善として、従来、都道府県知事が行っていた行政
書士試験を自治大臣（当時）が行うものに改められ、自治大臣から都道府県知事に試験事務を委任する形に
なりました。
　翌年の昭和５９年には、前会館でもあった行政書士会館を東京都行政書士会との共同建築で東京都目黒区青
葉台に竣工しました。建築費用の一部として会債を発行し、会員の皆様にも多くの御協力をいただきました。
　昭和６０年は、様々な関連規定等を整備した第六次法改正が行われました。主な改正点は、昭和46年以降単
位会が行っていた登録事務が日行連に移譲されるとともに、登録の拒否、取消し等に関する必要な審査を行
うため、日行連に資格審査会を設置することとされたことです。
　翌昭和61年には第七次法改正が行われ、日行連及び単位会の会則の軽微な変更についてはそれぞれ総務大
臣及び都道府県知事の許可を要しないこととされ、行政事務の簡素合理化及び日行連・単位会の自主性の強
化が図られました。 
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④法制定４０周年（平成２年）～行政書士制度５０周年記念式典及び第八次行政書士法改正（平成１３年）
　平成２年には、東京にて「行政書士法制定４０周年記念式典」が盛大かつ厳かな雰囲気の中で開催されました。
　平成５年には、日行連と全国社会保険労務士会連合会で関係議員立合いの下、社労業務に関する覚書が締
結されました。
　平成７年には、阪神・淡路大震災が発生しました。日行連は直ちに「兵庫県南部地震対策本部」を設置し、
情報収集や義援金募集を行うとともに他士業団体に先がけて被災者に対する行政手続電話相談を開設し、被
災者支援活動に尽力しました。同年６月には東京にて「行政書士法制定４５周年記念式典」が盛大かつ厳粛に
開催されました。
　平成８年には、昭和５９年に設立された事業団から、各種保険取扱いを主な業務とすることを引き継いだ有
限会社全行団が設立されました。さらに、翌年の平成９年には、行政書士法の目的規定を設置した第七次法
改正が行われました。一方、行政書士制度の根幹を揺るがす規制緩和問題が発生し、日行連、日政連、各単
位会が一丸となり国民や国会議員等に対して行政書士制度への理解を求めるとともに士業懇談会も開催する
など、行政書士制度の理解・充実を図る必要性を痛感した年になりました。
　平成１０年に入ると高度情報化の波が行政書士制度にも押し寄せてきました。当時の自治省内に「行政書士
制度のあり方に関する懇談会」が設置され、高度情報化社会における行政書士制度の果たすべき役割等が研
究されました。さらには、国策としての電子申請推進を見据え、行政書士用電子証明書の自前発行を目的に
日行連認証局を設置し、米国ベリサイン社においてキーセレモニーが行われました。
　平成１１年は、地方分権一括法により、行政書士試験関連では同試験事務の自治事務化、指定試験機関制度
の導入、受験資格要件の廃止の３点について行政書士法の一部改正が行われました。また、日行連及び単位
会の会則記載事項から報酬規定が削除されました。
　平成１２年には、日行連からの１億円の出損により、（財）行政書士試験研究センターが設立され、同セン
ターによる初めての行政書士試験が実施されました。
　そして翌平成１３年は、行政書士制度にとって大きな節目となりました。行政書士制度が５０周年を迎えたこ
とから、天皇皇后両陛下の御臨席を賜り、当時の森内閣総理大臣を始め閣僚等の多数の御来賓に御参加いた
だき、東京国際フォーラムにて「行政書士制度５０周年記念式典」を開催しました。加えて、行政書士法の目
的規定の整備、行政書士の代理業務の明確化、行政書士証票制度の導入を柱とする第八次法改正が行われま
した。特に、提出手続を代理すること、書類を代理人として作成することを業務として明確化したこの法改
正は、「代理」業務を行政書士法に位置付けたという点で、大変意義深いものでした。

⑤オンライン化法整備法による行政書士法改正（平成１４年）～（社）コスモス成年後見サポートセンター設立（平成２２年）
　平成１４年は「電磁的記録の作成業務等」が、新たな行政書士業務として位置付けられました。従来の行政
書士業務について、紙媒体を電磁的記録に置き換えた場合でも、行政書士業務となりました。
　その一方で、「電磁的記録」の作成業務の中でも定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続
に関して、相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定められた者については、行政書士でない者に
係る業務制限から除外されることになりました。
　平成１５年には、行政書士の業務遂行能力の強化と規律の向上が図られた第九次法改正が行われました。主
な改正点は３点で、１点目は、行政書士事務所の法人化が認められ、行政書士業務を組織的・継続的に、よ
り高度かつ専門的に行えるようになりました。２点目は、会員に対して、日行連及び単位会が実施する研修
を受け資質向上を図るよう努力義務が課されました。３点目は、何人も都道府県知事に対し、行政書士又は
行政書士法人の懲戒事由に関し、適当な措置をとるよう求めることができるようになり、併せて、都道府県
知事は、行政書士又は行政書士法人に対し処分を行った場合は、その旨を公告しなければならいこととされ
ました。
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　平成１７年は、自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）に係る行政書士法施行規則の改正が行
われ、行政書士法第１９条但書の対象となる手続・者について、（一社）日本自動車販売協会連合会が行うOSS
による新車新規の自動車保有関係手続が定められました。
　平成２０年は、聴聞弁明代理の法定化、欠格事由・懲戒・罰則に関する規定を整備する第十次法改正が行わ
れました。また、国の規制改革の動きも進み、商業登記の開放に向けた運動が展開されましたが、水面下で
当時の日行連執行部の一部と日本司法書士会連合会との間で確約書が締結され、その夢は断たれました。
　一方で、日本弁護士連合会との間において、法務大臣の認証を得て設置する行政書士ADRセンターの運営
等に関する基本合意書を締結し、翌年には東京都行政書士会が、単位会で初の認証を受けました。現在は１５
単位会で認証ADRセンターを運営しています。
　そして、平成２２年には、日行連からの２千万円の寄付によって（一社）コスモス成年後見サポートセンタ
ーを設立し、社会貢献事業への取組をより本格化させました。

⑥第十一次行政書士法改正（平成２６年）～現在
　平成２６年は、行政不服申立代理を新たな行政書士業務として位置付ける第十一次法改正が行われました。
また、日行連本部機能の強化を図るため、目黒区青葉台から現在の港区虎ノ門に事務局を移転し、日行連本
部機能の強化が図られるとともに、国会関係や中央官庁とのつながりをより強めることができました。
　そして、私が平成２７年の日行連総会で新会長に選出され、現在に至ります。本誌３月号（No.５３２）の「遠
田和夫の眼・決断の重さを知る」でも記述しましたが、行政書士制度を取り巻く環境は急速に変化し、厳し
さを増しています。
　具体的に申し上げると、行政書士法改正については、理事会決議に基づき、①聴聞又は弁明の機会の付与
に係る手続代理規定における弁護士法第７２条の制限について、特定行政書士を除外すること、②行政書士法
人の設立要件となっている二人以上の社員数を一人でも可とすること、の２項目を最重要項目とし、他３項
目と合わせて、要望活動を行っています。
　ADRについては、手続実施者としての実績と経験を踏まえ、行政書士が当事者の代理を行うことでより一
層国民の皆様に利用しやすいADRを浸透させるべく、努力を重ねています。
　OSS適用拡大については、一部手続を除き、自動車関係団体による中間登録への参入を阻止するに至りま
した。今後は、行政書士によるOSSの利用促進に向け、会員が一丸となって取り組む必要があります。
　この他、成年後見制度における行政書士の活用、法定相続情報証明制度・所有者不明土地問題・空家対策
等の各種国策案件への対応、さらには他士業との業際問題など、適切な対応を取りつつ、行政書士制度の未
来に融合させる施策へとつなげるよう、目の前の課題に一つずつ取り組んでいます。

　今回、行政書士制度の歴史的な動きと現在に至る経緯を御説明し、その将来像にも触れました。これから
先、行政書士制度を前に進めていくには、行政書士が深い法的知見を身に付け、行政手続に精通し、国民の
皆様に信頼され頼られる国家資格者の高みを目指さなければなりません。まだ先の話ではありますが、天皇
皇后両陛下をお迎えできた「行政書士制度５０周年記念式典」のように、行政書士制度１００周年記念行事に向
けて制度の未来ビジョンを明確に打ち出さなければなりません。そのためには、内部の団結力が必要不可欠
となります。

　最後になりますが、吉田松陰の残した名言に「夢なき者に成功なし」という言葉があります。行政書士制
度の未来の夢は、私たち行政書士一人一人の手の中にあります。４万６千名超の会員の皆様の力が一つにな
れば、大きな推進力となります。共に行政書士制度の発展に取り組んでいこうではありませんか。そして、
行政書士制度の明るい未来という夢を共に実現させましょう。
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第三業務部事業の総括と今後の展望について第三業務部事業の総括と今後の展望について第三業務部事業の総括と今後の展望について
国際・企業経営業務部部長国際・企業経営業務部部長 光宗  五十六光宗  五十六

行政書士業務の
向上発展のために業務部から

　第三業務部長を拝命してから二年が経ち、遠田会長を始め、役職員の皆様に御指導いただき、全力で務め
てまいりましたが、間もなく任期が終わろうとしています。第三業務部が何をしているか、今後何をしよう
としているのか、会員の皆様に御理解を頂くために、この二年間の活動を総括したいと思います。
　国際部門での大きな事業としては、行政書士から弁護士になられた山脇弁護士に御登壇いただき、「国際業
務に関するセミナー」を開催しました。平成２７年度は、行政不服審査法の行政書士代理権取得を考えた斬新
な講義内容で、平成２８年度には、実務に精通した行政書士に対して、判例からの新たな視点を与える有意義
な講義でした。共に募集開始からすぐに定員に達し、過去に例を見ないほど盛況なセミナーであり、行政書
士業務のスキルアップにつながる非常に充実した内容でした。本セミナーの模様を中央研修所研修サイトに
て、VODで公開していますので、是非御活用いただければと思います。
　この「国際業務に関するセミナー」のほか、法務省に訪問し、入管法改正に伴う不法在留に対する慎重な
対応をお願いしました。入管申請についても、平成２９年度からネットワーク申請が実施されることが検討さ
れていることから、現在、法務省に申入れを行っており、注視しなければならない案件と考えています。
　次に知的資産部門での大きな事業として、平成２７年度に過去の知的資産経営WEEKを踏まえ、その集約と
して「知的資産経営コンテスト」を実施しました。実務に精通する会員の発表から知的資産経営の活かし方
や活用することでいかに行政書士業務を拡げられるか等、非常に実りのある内容でした。また、平成２８年度
には第一業務部（当時）と連携して「中小企業支援フォーラム」を開催し、こちらも大盛況でした。
　著作権分野においても、文化庁施策「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」
及び内閣府施策「知財創造教育推進コンソーシアム」への参画を果たす等、大きな変化がありました。これ
まで当該分野ではあまり大きな動きはありませんでしたが、今までと違った新しい風が吹いてきていると感
じています。今後、政府の動向に注視するとともに、現行の著作権相談員の制度を包括した新しい対応体制
が必要になるでしょう。
　最後に業務開拓部門ですが、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」に
おいて、協議会構成員に「行政書士」が明文化されていないことから、行政書士を構成員としていただくよ
う、所管省庁との交渉から一年目は始まりました。交渉は難航しましたが、行政書士も空き家対策協議会の
構成員として明記され、平成２８年４月１日付で改正法が施行されました。
　二年目には、この法改正を受けて、各単位会における空き家対策事業に係る進捗状況を伺うアンケートを
実施させていただき、自治体との協定締結や協議会委員に加わる等、実績を集約して、今後も積極的な要望、
推進をお願いさせていただきました。私が会長を拝命している広島会においても、審議員への登用を要望し
たところ、広島県、呉市、尾道市等で協議会委員への登用や福山市、三原市で公共受託等、新たな動きが出
ています。他士業に先行されていた業務分野ではありますが、行政書士の本来業務について周知できたこと
は大きな成果だと考えています。
　終わりになりますが、皆様の御指導、御協力の下遂行できましたことを深く感謝し、総括とさせていただ
きます。

「第三業務部」とは執筆時点での部署名であり、
平成２９年４月１日付で「国際・企業経営業務部」に改編されました。
以下、各次長の原稿においても同様です。
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日々変わりゆく世界情勢に合わせた法改正や施策への対応日々変わりゆく世界情勢に合わせた法改正や施策への対応日々変わりゆく世界情勢に合わせた法改正や施策への対応
国際・企業経営業務部次長
（国際部門）　　　　　　　
国際・企業経営業務部次長
（国際部門）　　　　　　　 水 野  晴 夫水 野  晴 夫

行政書士業務の
向上発展のために業務部から

　国際部門では、平成２８年度には大きく分けて以下の４つの事業を進めてきました。

　一番大きな事業としては、「国際業務に関するセミナー」を開催しました。平成２９年１月２６日（木）に名

古屋サンスカイルームにて、平成２７年度に引き続き山脇康詞弁護士を講師として迎え、テーマを「最重要入

管法判例の徹底解析～判例法理の進化と実務への活用～」として、判例の法的拘束力の範囲を把握した上で、

申請実務にどう活用し、落とし込んでいくかを詳しく御講義いただきました。当日は行政書士や一般の方を

含めて約２６０名が来場され、大変盛況のうちに閉会することができました。なお、当日の講義については、中

央研修所研修サイトにて公開しています。また、平成２７年度開催した本セミナーのダイジェスト版を本誌１、

２月号の２回に分けて掲載していますので、御活用いただければと思います。

　次に、日本貿易振興機構（JETRO）「新輸入大国コンソーシアム」に日行連としても参画し、各単位会へ

本施策に係る協力依頼を行ったことがあります。概要としては、中小企業支援の一環として日本に滞在して

いる外国人の在留資格変更や高度人材への資格変更を各地域の届出済行政書士がサポートする方針である旨

を各単位会に周知し、その協力を仰ぎました。

　３点目に法改正に伴う制度変更に対応するよう、適宜、働きかけや周知を行ったことです。内部向けの周

知としては、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）の一部を改正する法律について、附帯

決議の第六項「同法第七十四条の六の運用に当っては、入国・在留手続の適正な支援業務に不当な介入が行

われることがないよう、十分に留意すること。」につき、この留意する対象に行政書士も含まれることを確

認し、その旨を各単位会へ周知しています。外部に向けた働きかけとしては、「日本再興戦略２０１６」に基づ

き法務省では在留資格に関する手続についてインターネットでも申請が可能となるよう、法務省令を改正す

る方針を打ち出したことから、外国人本人に代わって行政書士もインターネットを利用した申請書の提出が

可能となるよう、日行連として要望書を提出しています。

　４点目としては、行政書士会員の業務の参考となるよう、各種施策を展開しました。スペイン語・ポルト

ガル語の改訂版行政書士業務紹介パンフレットや韓国家族法改正に対応した申請書等の各種ツールを作成し、

会員サイト「連con」にて公開しています。この他にも本誌で、「入管業務に関するQ&A」、「在留資格「高度

専門職」の取次業務について」、「EUブルーカードと日本の外国人高度専門職受入制度について」等の業務の

参考となる記事掲載も行いました。

　私が会長を拝命しています神奈川会としては、平成２９年１月２３日（月）にJICA横浜にて「在日日系人にた

め生活相談員セミナー」が開催され、日行連と連携して日系人のため在留許可無料相談会への協力を行いま

した。この他にも、先述の韓国家族法改正に係る申請書変更や入管法改正に係る確認事項、日本貿易振興機

構（JETRO）「新輸入大国コンソーシアム」の施策等について、適宜、周知を行っています。
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知的財産権等に係る諸業務の拡充に向けて知的財産権等に係る諸業務の拡充に向けて知的財産権等に係る諸業務の拡充に向けて
国際・企業経営業務部次長
（知的資産部門）　　　　　
国際・企業経営業務部次長
（知的資産部門）　　　　　 赤 司  久 人赤 司  久 人

行政書士業務の
向上発展のために業務部から

　知的資産部門では、平成２８年度の事業として大きく分けて、①各省庁及び関係団体との連携の強化、②知

的資産経営支援業務に係る体制確立、③知的財産権（主に著作権）分野に係る行政書士の関与の強化の３点

を実施しました。

　まず、各省庁や関係団体との連携の強化については、おおむね例年通り、経済産業省や文化庁、（一社）

日本音楽著作権協会等と継続して関係強化に努め、後述の著作権分野の進展につながりました。

　次に知的資産経営支援業務に係る体制確立については、本部門事業での平成２８年度一番大きな取組として、

第一業務部（当時）社労税務経営部門と連携を図り、平成２９年３月に行政書士の強みを活かした中小企業支

援を紹介した「中小企業支援フォーラム」を開催しました。当日は知的資産経営の考えを業務の中で実践し

ている行政書士会員が登壇し、知的資産経営の実践の利点や行政書士業務との親和性等について、実践例の

紹介を交えて御講義いただきました。当日は行政書士会員や金融機関関係者を中心に約１２０名の方に御来場

いただき、本フォーラムを中継したUSTREAM配信については、延べ２９０名ほどに視聴され、中小企業支援分

野における皆様方の関心度の高さや熱意に触れることができたと思います。

　３点目の知的財産権（主に著作権）分野に係る行政書士の関与の強化については、特筆すべき点として、

「日本再興戦略２０１６」や「知的財産推進計画２０１６」の影響もあるのか、目覚ましい大きな動きがありました。

　まず、文化庁施策「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」がスタートし、そ

の後の実施スキームに日行連も積極的に関わっていく方針が確認され、平成２８年１１月にアドバイザーとして

参加を果たしたということです。デジタル化があらゆる分野で進行する中で、行政書士が著作物の利用促進

の担い手として位置付けられる大変な機会になり得るのではないかと考えます。

　また、平成２９年１月に内閣府施策「知財創造教育推進コンソーシアム」が発足し、日行連が正式な委員と

して加入したことです。数年後には、各都道府県に少なくとも１か所の地方版コンソーシアムを立ち上げる

予定であると言われています。日行連として、今後は現行の著作権相談員の研修等を充実し、教育現場で講

師として活躍できる人材を数多く育成・確保していくことが急務であると考えます。

　以上の二つのトピックスは、将来的には行政書士の主要業務の一つに育つ可能性を秘めていると思います

ので、新年度の役員には是非積極的に推進していただきたいと考えています。

　なお、これらの知的資産部門の情報については、全国的に情報共有を行うため、適宜本誌や会員サイト「連

con」等の媒体を用いて発信しています。

　最後に私が会長を拝命しています佐賀会においては、特に知的資産部門の情報を会議資料や出張報告書等

を添えて、理事会、部会、支部長会等の折に報告してきました。著作権関係の情報については、現在進行形

で不明な部分も多いため、今後明確になるにつれて日行連として全国に正確な情報を発信する必要があると

考えます。
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空き家対策事業は国土の均衡ある発展への必須課題空き家対策事業は国土の均衡ある発展への必須課題空き家対策事業は国土の均衡ある発展への必須課題
国際・企業経営業務次長
（業務開拓部門）　　　　
国際・企業経営業務次長
（業務開拓部門）　　　　 高 橋  靖 祐高 橋  靖 祐

行政書士業務の
向上発展のために業務部から

　適切な管理が行われていない空き家等が、平成２５年には約８２０万戸にも達し、防災上、また衛生・景観上
でも深刻な影響を与える状態となっています。
　平成２８年度における本部門の最重要課題は、前年に引き続きこの「空き家問題」でした。「空家等対策の
推進に関する特別措置法」の円滑な運営に関して、行政書士が専門家として果たせる役割について、丁寧な
議論を繰り返しながら以下の方針を確認して事業を展開してまいりました。
　第一に、空き家対策事業に関する各単位会の実績を取りまとめました。
　平成２８年５月に実施した「第三業務部に係るアンケートについて（依頼）」（日行連発第２３０号）で報告さ
れた、各単位会の取組実績状況の資料を作成し、「各単位会における空き家対策事業に関する実績・活動一覧」
として発表しました。このアンケートの結果に基づき、さらに、回答後における空き家対策事業の動向調査
のため、第２弾のアンケート調査を同年１０月に実施しました。
　第二に、前述の調査結果を取りまとめ、関係省庁の訪問への備えとしました。
　この関係省庁訪問は、行政の部署によってはいまだ行政書士の認知度が低いことがあって、交渉に苦労を
しているという単位会からの御意見があったためでもあります。
　そこで、空き家の「利活用」のうち、新規開業（起業）に着目し、その際に必要となる許認可申請代行業
務を中心に、行政書士を活用することのメリットを訴え、行政書士を積極的に活用していただけるよう、お
願いしようという目的でした。
　このように、行政書士が専門家として果たせる責務は何かという観点から事業を展開してまいりました。
　次に、私が会長を拝命しています宮城会の当該分野における考えと現状について、述べさせていただきま
す。
　「国土審議会土地政策分科会企画部会」から平成２８年８月に発表された「土地政策の新たな方向性２０１６」
では、「人口減少下にあっても、国民が豊かさを実感できる土地利用を実現する」ためには「・・脱市場化
的な活用も含め、隠れた多様な需要」を呼び起こしていくことが求められる、と言っています。このような
取組は、宮城会において論議されている「空き家問題」解決への方向と一致する方向です。
　宮城会における空き家問題に対する考えは、日行連からの情報を基本に据え、可能な限り「利活用するこ
と」を前提にし、それによって、防災、景観、安全、衛生等の側面の改善が図られることはもとより、以下
のような効果が予想されるものであり、国土の均衡がとれた発展も期待できるという考えです。
①空き家を保育所等に利用することによって、待機児童ゼロを実現し少子高齢化を防ぎ、人口減少に歯止
めをかける。
②地域内に空き家を利用した小規模小売店を起業させて、高齢者の運転機会を減らす。加えて地域内の就
労場所を増やし若年人口増に資する。
③域内居住相続権者の増加により、地方から大都市への資産大量移転を防ぐ。
④耕作放棄地を「耕作地」に戻し、食糧自給率向上に資する。
⑤こうして「地方空洞化、過疎化の進行」にブレーキを掛け、バランスの良い国土の発展に資することが
できる。

　宮城会では、宮城県及び仙台市に、このような提案をしながら空き家問題解決のスキームの中に行政書士
の起用をお願いしており、宮城県及び仙台市ともにその方向で現在進行中です。
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１．経営組織の在り方の見直し（ガバナンスの強化）４．地域における公益的な取組を実施する責務
２．事業運営の透明性の向上　　　　　　　　　　　５．内部留保の明確化と福祉サービスへの再投下
３．財務規律の強化　　　　　　　　　　　　　　　６．行政の関与の在り方

　前号では社会福祉法人制度改革の概要と改正のあった理事・理事会、必ず設置しなければならなくなった
評議員会と評議員について御説明しました。今号では、こちらも改正に伴い、新たに設けられた会計監査人
と、改正のあった監事について御説明します。また、本改正で見直されたコンプライアンス面強化のための
「事業運営の透明性の向上」、「財務規律の強化」についても御説明していきます。

社会福祉法人制度の改革につい社会福祉法人制度の改革についてて
～社会福祉法の大改正～（その２～社会福祉法の大改正～（その２））

＜法務業務部＞

【監　事】についてのまとめ

概　　　要項　　　目
【条　件】
①評議員・理事及びその法人の職員は兼務不可であること。
②次の者が含まれていること。
１）社会福祉事業について識見を有する者
・社会福祉に関する教育・研究者
・社会福祉事業又は社会福祉関係行政従事経験者
・公認会計士、税理士、弁護士等
２）財産管理に関して識見を有する者
・弁護士、公認会計士、税理士
・公益法人又は民間企業における財務・経理の担当経験
者

③監事のうちに、各監事及び理事について、配偶者及び三親
等内の親族その他各理事と省令で定める特殊の関係がある
者がいてはならないこと。

【欠格事由】
・法人
・成年被後見人又は被保佐人
・社会福祉法、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身
体障害者福祉法の規定に違反して刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなるまでの者
・解散を命じられた社会福祉法人の解散当時の役員 
・反社会的勢力の者

資格

※これまで法律では「１人以上」となっており、しかし「社
会福祉法人審査基準」や「（旧）社会福祉法人定款準則」
では「２人以上」となっていた。今般の改正では、その
「２人以上」ということを法律に記載した。

２人以上

数

※満了日は、選任後２年以内に終了する会計年度の最終のも
のに関する「定時評議員会」の終結の時。
※既存の法人において平成２９年４月１日に存在する監事の任
期は、その任期にかかわらず、平成２９年４月以降に開催さ
れる最初の「定時評議員会」の終結の時までである。した
がって、最初の「定時評議員会」において、改正法に基づ
く監事を選任する必要がある。

２年
※定款の定めにより、その任期を短縮することができる。

任期

 ※既存法人における改正法に基づく最初の「監事」の選任
方法については、上記「任期」の記載を参照のこと。

評議員会の決議による。
※欠員が定款で定めた定数の３分の１を超えた場合には遅
滞なく補充しなければならない。

選任
方法

【権　限】
・理事の業務執行の監査
・理事及び法人の職員に対する事業の報告の求め又は業務
及び財産の状況の調査
・理事会に出席しての意見申述
・理事会招集の理事への請求（招集通知が発せられない場
合、理事会を招集することができる。）
・理事の法人の目的範囲外行為、法令、定款違反行為の事
実、又はそのおそれがある場合であって、法人に著しい
損害が生ずるおそれがあるときの理事に対する行為の差
止めの請求

権限
及び
義務

※本号では上※本号では上記記１１．の【監事】及び【会計監査人】か．の【監事】及び【会計監査人】からら、、３３．まで掲載します。．まで掲載します。

●スペシャルリポート　法務業務部
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概　　　要項　　　目
・会計監査人が下記のいずれかに該当するときの全員の同
意による会計監査人の解任
①職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
②会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
③心身の故障のため、職務執行に支障があり、又はこれ
に堪えないとき。

【義　務】
・監査報告（書）の作成
・計算書類及びその附属明細書並びに事業報告及びその附
属明細書の監査
・理事の不正行為又はそのおそれがあると認めるとき、あ
るいは定款違反、著しい不当な事実があると認めるとき
の理事会への報告
・理事会への出席
・評議員会への理事提出議案、書類等に法令や定款違反、
著しく不当を事項があると認めるときの評議員会への報
告

権限
及び
義務

※改正法は、監事に独立した権限を与え、そして義務を課し
ているため、その報酬や費用についても法律で規定が設け
られた。

・監事の報酬は、定款でその額を定めていないときは、評
議員会で決定する。なお、この場合、監事は評議員会で
報酬について意見申述ができる。
・監事は、費用の前払い請求、支出費用の請求などを法人
に対してすることができ、法人は、その費用が監事の職
務執行に必要でないことを証明しない限りはこれを拒否
できない。

その他

概　　　要項　　　目
【条　件】
①公認会計士又は監査法人であること。
②公認会計士法の規定により、計算書類について監査するこ
とができない者（法人と著しい利害関係を有する者等）は
なることができない。

【欠格事由】
法定事項なし
※公認会計士又は監査法人が条件なので、すでに当該資格
において、欠格事由が法定されていることによる。

資格

※置く場合には、定款で定める。（人数も）
※以下の要件のいずれかに該当する法人（特定社会福祉法
人）の場合は「必置」である。
◎平成２９・３０年度においては・・・
　収益（事業活動計算書におけるサービス活動収益のこと。
以下同じ。）が３０億円を超える又は負債（貸借対照表にお
ける負債のこと。以下同じ。）が６０億円以を超える法人
◎平成３１・３２年度においては・・・
　収益が２０億円を超える又は負債が４０億円を超える法人
◎平成３３年度以降においては・・・
　収益が１０億円を超える又は負債が２０億円を超える法人
※必置要件に該当しない法人も、財務会計に関する事務処理
体制の向上等の支援につき、公認会計士・監査法人、税理
士・税理士法人を活用することが望ましいとされている。

１人（法人含む）以上
※必置ではない。

数

※満了日は、選任後１年以内に終了する会計年度の最終のも
のに関する「定時評議員会」の終結の時。ただし、当該
「定時評議員会」（当初は平成３０年度の定時評議員会）で
別段の決議がなされなければ再任したものとみなされる。
［みなし再任］

１年

任期

※解任については、評議員会及び監事にその権限がある。
　（※監事による会計監査人の解任権限については、上記【監
事】の箇所を参照のこと）

評議員会の決議による。
※欠けた場合又は定款で定めた員数が欠けた場合に、遅滞
なく補充されないときは、監事が、一時会計監査人の職
務を行うべき者を選任しなければならない。

選任
方法

※会計監査人は、次のいずれかの者を使用して職務執行して
はならない。
①公認会計士法の規定により、計算書類について監査するこ
とができない者（法人と著しい利害関係を有する者等）。
②その法人の理事、監事又は職員。
③その法人から公認会計士あるいは監査法人の業務以外の業
務により継続的な報酬を受けている者。

【権　限】
・計算書類及びその附属明細書の監査
・財産目録その他の省令で定める書類の監査
・会計帳簿の閲覧及び謄写
・理事及び法人の職員に対する会計に関する報告の求め
・（職務執行に必要があるときのみ）業務及び財産の状況の
調査
・監事との意見の相違の際の評議員会での陳述

権限
及び
義務

【会計監査人】についてのまとめ

●スペシャルリポート　法務業務部
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（次号へ続く）

概　　　要項　　　目
【義　務】
・会計監査報告（書）の作成
・財産目録その他の省令で定める書類の監査結果の会計監
査報告書への記載又は記録
・理事の職務執行に関する不正行為等を発見したときの監
事への報告
・評議員会での出席を求める決議による出席及び意見陳述

権限
及び
義務

・会計監査人の報酬の決定は、監事の過半数（監事が2人の
場合は全員）の同意が必要。その他

２．事業運営の透明性の向上
　今般の改正法では、これまで批判の多かった社会福祉法人の事業運営について、透明性を向上させるため
に、情報公開の対象の拡大とルールの明確化がなされました。
　備置き・閲覧請求可能書類が増えたり、閲覧請求権者の範囲が拡大しました。また、それら書類の公表に
ついても新たに規定されました。そして、毎会計年度終了後に届出しなければならない書類も増えました。
以下、まとめたものです。

・定款（変更後のものも含む）
・事業報告（書）及びその附属明細書
・貸借対照表、収支計算書及びその附属明細書
・監査報告（書）［※会計監査報告（書）含む］
・財産目録
・役員等名簿
・役員等の報酬の基準の記載書類（又は記録）
・現況報告書

備置き・閲覧

・定款（変更後のものも含む）
・貸借対照表、収支計算書及びその附属明細書
・現況報告書
・役員等の報酬の基準記載書類（又は記録）
※方法は、インターネットによる。
※平成２８年４月１日から。役員等の報酬の基準記載書類は平成２９年４月１日から。

公　　　表

※評議員・法人の債権者のみであって、以下のもののみ。
・定款（変更後のものも含む）
・事業報告（書）及びその附属明細書
・貸借対照表、収支計算書及びその附属明細書
・監査報告（書）［※会計監査報告（書）含む］
※平成２９年４月１日から。

謄本・抄本の交付請求

３．財務規律の強化
　新たに役員等の報酬の基準を定めること、及びそれを公表することは上記にて記載したとおりですが、こ
れ以外にも、法人は役員等、職員その他それらの配偶者や三親等内の親族等に「特別の利益」を与えること
を禁止（平成２８年４月１日から）しました。

　このほか、「役員等（理事・監事・会計監査人）及び評議員の損害賠償責任の明確化」や「罰則の強化」
が図られましたが、その詳細についてはここでは省略します。

　なお、このほかに、「社会福祉法人会計基準」が「省令」として規定され、会計基準が統一されたことや
所轄庁への届出について、以下のとおり改正されました。

「会計年度終了後３か月以内に、計算書類等（貸借対照表、収支計算書、事業報告書、附属明細書、監
査報告（書）（※会計監査報告（書）含む）及び財産目録等（財産目録、役員等名簿、役員等の報酬の基
準記載（記録）書類、現況報告書）を作成し、所轄庁に届出なければならない。」
※この規定は平成２９年度から施行。

行政書士業務！

▲
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１　中山間地域等：山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域（食料・農業・農村
基本法（平成十一年七月十六日法律第百六号）第35条）

日本の農業を再確認す日本の農業を再確認するる
～中山間地域等直接支払制度について～中山間地域等直接支払制度について～～

＜許認可業務部＞

はじめに はじめに 

　私たちが住む日本の国土は、およそ７０%が山岳地

帯であり、平野の面積はおよそ２５%と、大規模な農

業生産活動に適しているとは言い難い国土となって

います。特に中山間地域等１では、農業の生産条件

が不利であるために農地の流動化が促進されず、耕

作放棄地が年々増加しています。しかし、中山間地

域等における農業生産活動の維持・継続は、食料の

供給だけでなく、洪水や土砂崩れを防ぎ美しい風景

や生き物の住処を守るといったように広く国民全体

に及ぶ効果をもたらすものであり、当該地域におけ

る農業生産活動は国民生活及び国民経済にとって重

要な意義を有しています。そこで、中山間地域等に

おいて農業生産活動を継続していただくため、中山

間地域等直接支払制度による支援が平成１２年度から

実施され、平成２７年度から第４期対策（平成２７年度

から平成３１年度）が開始されています。

　私たち行政書士が農地行政と農家支援に深く関わ

る中で、日本の農業の未来を考えるとき、このよう

な制度を知っていることは、業務の選択肢の幅を広

げ、より農業従事者の方々に寄り添った提案ができ

るのではないでしょうか。そこで本稿では、「中山

間地域等直接支払制度」の概要について説明してい

きたいと思います。

中山間地域等直接支払制度と 中山間地域等直接支払制度とはは 

　中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件の不

利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用

地を維持・管理していくための取決め（協定）を締

結し、その取決めにしたがって農業生産活動等を行う

場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

　中山間地域等直接支払制度は、多面的機能支払、

環境保全型農業直接支援とともに、『日本型直接支

払制度』の一つとして位置付けられており、農業の

有する多面的機能の維持・発揮のための地域の共同

活動や営農活動に対し、国、都道府県及び市町村が

支援を行うために平成２７年４月から施行されている

『農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法

律（平成２６年６月２０日法律第７８号）』に基づいて実

施されています。

　中山間地域等直接支払制度で対象となる地域、農

用地等については、以下のとおりとなっています。

【制度の対象地域等】

１．制度の対象となる地域及び農用地

　地域振興立法（８法）で指定された地域におい

て、傾斜がある等の基準を満たす農用地

（１）対象地域

①　「特定農山村地域における農林業等の活

性化のための基盤整備の促進に関する法律

（特定農山村法）」、「山村振興法」、「過疎地

域自立促進特別措置法」、「半島振興法」、

「離島振興法」、「沖縄振興特別措置法」、「奄

美群島振興開発特別措置法」、「小笠原諸島

振興開発特別措置法」等によって指定され

た地域

②　①に準じて、都道府県知事が特に定めた

基準を満たす地域 
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（２）対象農用地

①　急傾斜地（田：１/２０以上、畑・草地・

　採草放牧地：１５°以上）

②　緩傾斜地（田：１/１００以上１/２０未満、

　畑・草地・採草放牧地：８°以上１５°未満）

③　小区画・不整形な田

④　高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある

農用地

⑤　積算気温が低く、草地比率の高い草地

（北海道のみ）

⑥　①から⑤の基準に準じて、都道府県知事

が定める基準に該当する農用地

２．対象者

　集落等を単位とする協定を締結し、５年間農業

生産活動等を継続する農業者等

３．交付金の使途

　交付金は協定参加者の話合いにより、地域の実

情に応じた幅広い使途に活用できます。

【協定の種類】

　協定には、①対象農用地において農業生産活動等

を行う複数の農業者等が締結する集落協定と、②認

定農業者等が農用地の所有権等を有する者と利用権

の設定や農作業受委託を受けるかたちで締結する個

別協定の２種類があります。

　協定に定める活動内容には、『農業生産活動等を

継続するための活動』と『体制整備のための前向き

な活動』があり、『農業生産活動等を継続するための

活動』のみの場合は交付単価の８割の額が交付され、

これに加えて『体制整備のための前向きな活動』を

行う場合には交付単価の１０割が交付されます。

　『農業生産活動等を継続するための活動』としては、

耕作放棄の発生防止活動や水路・農道等の管理活動

といった農業生産活動や、周辺林地の管理・景観作

物の作付といった多面的機能２を増進する活動が挙

げられます。

　『体制整備のための前向きな活動』としては、①農

業生産性の向上として機械・農作業の共同化や高付

加価値型農業、生産条件の改良や担い手への農地集

積、担い手への農作業の委託などがあります。また、

②女性・若者等の参画を得た取組として、新規就農

者による営農や六次産業化などがあり、③集団的か

つ持続可能な体制整備として、協定参加者が活動等

の継続が困難となった場合に備え、活動を継続でき

る体制を構築するなども当てはまります。

　さらに、これらの活動に加え、集落協定の広域化

支援や小規模・高齢化集落支援、超急傾斜地の農用

地の保全や有効活用に取り組むなど、地域農業の維

持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付

単価に所定額が加算されますが、一方で、５年間の

協定期間中に農業生産活動が行われなくなった場合

には、原則として協定の認定年度に遡って、協定農

用地についての交付金の全額を返還することになり

ます（ただし、協定に参加する農業者の病気・高齢

や自然災害などのやむを得ない事由がある場合には、

この交付金返還の義務が免除されます）。

　中山間地域等において農業や集落の維持を図って

いくためには、協定参加者が地域の将来や地域の農

地をどのように引き継いでいくか話合いを行うこと

が重要となります。 

　 
２　多面的機能：「農業の有する多面的機能」とは、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農
村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。（農業の有する
多面的機能の発揮の促進に関する法律第３条第１項）
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　平成２８年８月に発表された中山間地域等直接支払

交付金の実施状況によりますと、平成２７年度に締結

された協定数は計２５,６３５協定で、集落協定が２５,１２３

協定、個別協定が５１２協定となっています。また、平

成２７年度に交付金が交付された面積は６５万４千ha

であり、交付総額は５１,４０５百万円となっています。

　集落協定を作成する際の必要規定事項の一つであ

る集落マスタープラン（集落が目指す将来像とその

実現に向けた活動計画）の内容を見ると、集落の目

指すべき将来像としては「将来にわたり農業生産活

動等が可能となる集落内の実施体制構築」が７９％で

最も多く、将来像を実現するための活動方策として

は「共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備」

が７３%で最も多くなっています。

おわり おわりにに 

　この制度の申請の際には、該当農業地域の規模の

大小を問わず事業計画（５か年）の策定が必要であ

り、協定が認定された後に実際に事業計画に沿って

活動してもらい、その活動実績の確認（金銭出納帳、

領収書、写真等の証拠書類による確認）が完了した

後に、活動実績に応じた交付金が支払われます（１

年毎）。また、この制度に基づく交付金は、補助金と

は異なり、交付金受取者が事業計画に基づき柔軟に

使用可能となっています。

　農業従事者の方々の間では、この制度は広く知ら

れており、便利で有益な制度であるという認識は有

していらっしゃるそうです。しかし、今後５～１０年

後の農業経営が成り立つ見通しが立てられず、申請

については消極的という意見もあるようです。

　さらに、高齢化が進む産業の中で、農業に専従さ

れてこられた方々は必ずしも書類作成が得意ではな

いこともあり、現在、市町村担当者が書類作成を手

伝う等の対策を講じておられるとのことですが、人

手が不足しており、外部の援助が必要な状況にもあ

るようです。協定数も近年は頭打ちの状況であり、

制度の活用のためには更なる援助が必要となってい

ます。

　私たち行政書士は農業政策を理解し、農家と行政

とのパイプ役として農地行政に深く関わってまいり

ました。これまで培った知識と経験は、地域の農業

の現状と問題点を把握し、地域に根ざした活動をす

るために役立つことでしょう。地域のために活動す

る行政書士は、頼れる街の法律家としてのあるべき

姿の一つであると考えます。

　この制度の理解が、皆さんの業務の理解をさらに

深め、今後の活動の一助となることを願いつつ、こ

れからも情報を発信していきたいと思います。

参考文献

・「中山間地域等直接支払制度」（平成２９年３月５日

時点）

　<http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/>

 ① 協定の作成 
集落の現状、目標、役割分担等を地域で話し
合い、集落として目指すべき方向やそのため
の活動内容、交付金の使用方法等を定めた協
定を作成します。（５年毎）

 ② 協定の提出（市町村が認定）
作成した協定を市町村に提出し、市町村長が
認定します。
協定は、『農業の有する多面的機能の発揮の
促進に関する法律』に基づく事業計画と一緒
に提出します。

 ③ 活動の実施 
　　　協定に基づき、活動を実施します。

 ④ 実施状況の確認（市町村が実施）
協定代表者等の立会いの下、市町村が活動の
実施状況を確認します。

 ⑤ 交付金の支払 
交付金は、市町村に交付申請書を提出し、交
付決定を受けた後、集落の活動内容や活動実
績に応じて支払われます。
交付金の負担割合は国（地方農政局等）が２
分の１、都道府県が４分の１、市町村が４分
の１となっています。

手続の流れと現 手続の流れと現状状 

●スペシャルリポート　許認可業務部
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　平成２９年１月２６日（木）名古屋サンスカイルームに
て、「国際業務に関するセミナー」を開催しました。平
成27年度に引き続き、弁護士の山脇康嗣氏を講師に迎
え「最重要入管法判例の徹底解析～判例法理の進化と
実務への活用～」というテーマで、判決のうち法的拘
束力のある部分や、判例の射程範囲という概念を正確
に押さえた上で、申請実務に直接的に活用するための
方策を具体的に講義していただきました。会員や行政
機関関係者等、約２６０名が参加しました。
　本会第三業務部（開催日時点）国際部門の水野次長
の司会のもと、蓑原副会長、遠田会長の挨拶後、山脇
講師による３時間を超える熱心な講義が行われ、最後
に伊藤中央研修所長の挨拶で閉講となりました。本誌面では、講義内容の一部を御紹介します。
　講義は、行政書士が具体的に直面する業務に引きつけて理論や講師が厳選した２９件の判例を紹介するとい
う内容でした。まず、判例の理解がなぜ必要なのかという点に関し、①法令の解釈は、裁判所が最終的な判
断を下すこと、②裁判所法上、上級審の裁判所の判断は、下級審の裁判所を拘束すること、③行政事件訴訟
法上、行政庁に対する拘束力があり、制定法主義の我が国でも、確定した判例には事実上の強い法源性があ
ること、との説明がなされました。そして「法の支配」の理念が貫徹する我が国では、確定判例は実務家に
とって最強の武器となると強調されました。私たちは日常業務において、通達や、入国・在留審査要領を当
たり前に参照していますが、行政見解より確定判例が優先されるという当然のことが、この国際業務の業界
では、あまり重視されてこなかったという講師からの問題提起がありました。
　そして有名な「マクリーン事件（昭和５３年１０月４日最高裁判決）」の解説では、①この判決が生きていると
考えるかどうかで、平成２８年の入管法改正での罰則（在留資格等不正取得罪、営利目的在留資格等不正取得
助長罪）の新設が私たちに与える影響の度合、②行政庁が自ら定めた裁量基準に拘束されるか、という論点
に対し、最新の判例で入国管理局の裁量がどのように扱われているのかを説明することで、判例が着実に進
化していること、かつ入管法の分野はそれが顕著であることを明らかにしました。国際業務に携わっていな
くとも、法律家であれば興味をそそられる、または無関心ではいられない非常に実践的で、示唆に富んだ内
容の講義でした。講師が何度も繰り返された「この判例法理を実務に活用すれば、この分野において行政書
士が最強かつ最高かつ最大の職能集団となるはず」という思いに私たちは応えなくてはなりません。
　その他、講義で触れられた判例等の一部（論点）を御紹介します。
・入管法２２条の４第１項３号（現２号）の「偽りその他不正の手段」の意義
・行政手続法に基づいて作成され、公にされている処分基準に係る平成２７年３月３日最高裁判決（民集６９巻
２号１４３頁）が、行政手続法が適用されず、かつ、公にされていない黙示の審査基準（例えば、上陸拒否事
由該当者に対する在留資格認定証明書交付基準、告示外定住基準、告示外特定活動基準）にも及ぶか
・入管法７条１項２号の「活動の非虚偽性」要件に係る事実認定のあり方
・在留資格該当性の全体的判断の理論（横の関係と縦の関係）
・再入国許可処分における法務大臣の裁量（退去強制事由には該当しないが上陸拒否事由に該当し、執行猶
予期間中である外国人による再入国許可申請）
・実体的判断過程統制審査を中心とする判例法理の進化
・永住許可処分における法務大臣の裁量
・「技術」の在留資格該当性判断における裁量の有無
・入管法２４条４号イの「専ら」「明らか」の意義
・「日本人の配偶者等」の在留資格該当性判断における裁量の有無
・「短期滞在」の在留資格該当性
・「短期滞在」からの在留資格変更で要求される「やむを得ない特別の事情」の意義

　本セミナーの様子は、中央研修所研修サイトにて公開していますので、本誌面で御興味をもたれた会員の
方は是非御覧ください。

＜中央研修所＞

国際業務に関するセミナーの開催報国際業務に関するセミナーの開催報告告
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１　受講資格
　行政書士（申込時点において、行政書士名簿に登録
されている者）

２　研修内容
　以下の「講義」を所定の期間内に所定時間受講し、「考
査」において基準に到達することをもって修了となります。
１　講　義
　所属単位会が設定する講義日程（クール設定）・
会場において、１８時間［１コマ（１時間）×１８］の
DVD視聴による講義を受講してください。

３　申込みについて
　１　申込期間
　　　平成２９年５月１日（月）９：００
　　　　　　～５月３１日（水）１７：００
※再受講・再受験を希望される方も期間内の申込み
が必要です。

　２　申込方法
　別紙受講申込書に所定事項を御記入の上、FAX
（０３－６３６８－９８６１）でお申込みください。
　申込受付後、翌週月曜日（休日の場合は、翌営業
日）に受講料入金方法（ゆうちょ銀行への払込方法）
に関するFAXを返信いたします。

　３　受講料払込期限
　　　平成２９年６月５日（月）までにお支払ください。

４　受講料
　　８万円（テキスト代含む）
　　※再受講・再受験の受講料は、以下注意事項欄の〈未

修了者に対する再受講制度について〉を御確認く
ださい。

５　合否通知
　　本人宛に郵送にてお知らせいたします。
　　（平成２９年１２月（予定））

時　間（コマ数）科　　　目
１時間（１コマ）行政法総論
１時間（１コマ）行政手続制度概説
２時間（２コマ）行政手続法の論点
２時間（２コマ）行政不服審査制度概説
２時間（２コマ）行政不服審査法の論点
２時間（２コマ）行政事件訴訟法の論点
４時間（４コマ）要件事実・事実認定論
２時間（２コマ）特定行政書士の倫理
２時間（２コマ）総まとめ

　２　考　査
　平成２９年１０月２２日（日）１４：００～１６：００に所属単
位会が指定する会場において実施（全国一斉開催）
されます。
＜考査について＞
　上記科目に関する理解度を測るための考査で、マ
ークシートによる３０問択一式問題で行われます。
＜出題範囲及び合格基準点について＞
　講師の講義口述内容のほか、法定研修テキスト及
びサブテキスト『行政書士のための行政法（第２版）』
『行政書士のための要件事実の基礎』（いずれも日本
評論社刊）からの出題となります。なお、考査合格
基準点は、およそ６割程度です。 

＜講義科目＞

～注意事項～
＜講義について＞
※所属単位会が設定するクール・会場以外での受講
はできません。

※各クール設定については、単位会により異なりま
すので、御希望に添えない場合があります。

＜考査について＞
※各単位会の考査会場については、特定行政書士特
設サイトを参照してください。

※考査は１８時間の全講義を受講した方のみ受験でき
ます。

※13：45には、指定の座席に着席してください。
　13：50から考査に関する諸連絡をさせていただきます。

＜申込みについて＞
※申込期間厳守。所定の期間外の受付はいたしかね
ますので、必ず期間内にお申込みください。

※御希望のクールから、先着順に受付させていただ
きます。

※一度お申込みいただいた希望受講クールについて
は、変更いたしかねます。

※各会場とも、一定の受入人数を確保していますが、
万が一、会場の収容人数を超えた場合等には、お
申込みをお断りすることもあります。

※振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。
※一度納入された受講料は、お返しできません。

＜未修了者に対する再受講制度について＞
※従来、前年度特定行政書士法定研修を受講・受験
し不合格となるなど未修了者に対しては、受講料
半額（考査受験のみであれば無料）にて御案内し
ていましたが、これに加えて、平成29年度から、
初回受講年度から３年目の方を対象として再受講
制度の拡大措置がとられることとなりました（詳
細は17ページを御参照ください）。

　本研修は、行政書士法第１条の３第１項第２号に規定
する業務を行うのに必要な行政不服申立手続の知識及び
実務能力の修得を目的とし、行政書士法第１条の３第２
項に規定する研修（以下「特定行政書士法定研修」とい
う。）として、日本行政書士会連合会会則第６２条の３の規
定に基づき実施するものであります。所定の講義を受講
し、理解度を確認する考査において基準に到達すること
により特定行政書士となります。

TOPICS

1 平成２９年度 特定行政書士法定研修
募集要項

＜中央研修所＞　

ホームページでの情報掲載について
○各単位会の講義日程（クール設定）及び考査会場は、
特定行政書士特設サイト（http://tokuteikensyu.com/）
　「H２９法定研修」に掲載しています。
　必ず日程を御確認の上、お申込みください。
○今後、特定行政書士法定研修に関する情報を、日行
連ホームページの会員サイト（連con）内「特定行政
書士法定研修に関するお知らせ」に掲載いたします。
※随時御確認ください。

研　修　概　要
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＜特定行政書士法定研修　申込み・受講手続の流れ＞

＜再受講制度の拡大措置に係るお知らせ＞

＜従来の措置＞ ＜拡大後の措置＞
1年目 2年目

新規受講
（8万円）

3年目

新規受講
（8万円）

1年目 2年目

再受講＋受験
（4万円）

考査受験
（無料）

3年目※

再受講＋受験
（無料）

再受講＋受験
（4万円）

再受講＋受験
（4万円）受講なし

新規受講
（8万円）

考査受験
（無料）

再受講＋受験
（4万円）

不合格

不合格

不合格
不合格

不合格

不合格

平成２９年度の特定行政書士法定研修から、再受講制度が拡大します。

従来は、平成２７年度・２８年度の募集要項等にて御案内のとおり「考査において不合格であった場合、
次年度に限り、受講料については半額、又は考査の受験のみであれば無料」とさせていただいてい
ました。
今般、再受講制度について、不合格等未修了者を対象として、初回受講の翌々年度（※）まで再受
講チャンスが拡大することとなりました。

この機会に是非、御受講を御検討ください！

本件に関するお問合せ先：日本行政書士会連合会事務局研修課　TEL ０３-６４３５-７３３０

※３年目受講においては改めて講義受講を完了することが必要です。
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研修における諸注意
 講義受講票の交付 
１　受講票は、入金確認後、６月１2日頃からFAXにて送
信いたします。受講票には、氏名、受講番号及び所属
単位会、受講クール等が記載されています。受講票は、
講義当日、会場に必ず持参してください。

２　６月２０日を過ぎても受講票が届かない場合、又は受
講票の記載事項に誤りがある場合には、㈲全行団 特
定行政書士法定研修受付係（０３－６４５０－１６２２）まで連
絡してください。

 講義当日の注意事項 
１　当日は、係員の指示に従い受講してください。
２　なお、以下の点に御留意ください。
○持参品
・講義受講票、行政書士証票、筆記用具等を持参して
ください。
○受付・開場
・必ず会場の所定の場所で受付を行ってください。
　原則、講義開始の３０分前から受付を開始します。
※会場によりこれと異なる場合がありますので、「特
定行政書士特設サイト」にて御確認ください。
○その他
・受講票は、研修会の講義日程を通じて継続して使用
しますので、紛失されないよう、各自にて厳重に管
理してください。
・受講票に記載された受講番号の座席に着席してくだ
さい。
・原則、講義（１８時間）受講率１００%の受講者のみ、考
査の受験を認めています。
・各日とも遅刻又は中座、早退をした場合は出席と認
めません（全日程に出席した者のみ、考査へと進む
ことができます。）。
・講義会場において、周囲の受講者の受講の妨げにな
るなど、受講者の受講態度が著しく不良であるとき
は、当該受講者に対し、退席を命じる場合がありま
す。この場合は、理由を問わず、受講料の返還は行
いません。また、当該受講者は、以後の研修（講義、
考査）に参加することができません。

 考査受験票の交付 
１　受験票は、講義の出席・受講状況の確認後にFAXに
て送信します。受験票には、氏名、受験番号及び所属
単位会、会場名等が記載されています。受験票は、考
査当日、会場に必ず持参してください。なお、単位会
のクール設定によっては受験票の発送が考査日の直前
となる場合もありますので、当日受験票が持参できな
い場合でも、考査会場受付にて講義の終了と本人確認
を行った上で受験していただけます。

 考査当日の注意事項 
１　当日は、監督員の指示に従い受験してください。
２　なお、以下の点に御留意ください。
○持参品
・考査受験票、行政書士証票、鉛筆・シャープペンシル
（B又はHB黒）及び消しゴムを必ず持参してください。

○受付・開場
・必ず会場の所定の場所で受付を行ってください。受
付開始、開場時間は会場ごとに異なりますので、特
定行政書士特設サイトにて御確認ください。

○開始後１０分を過ぎた遅刻者は受験できません。
○その他
・受験票に記載された座席番号に着席してください。
・考査時間中は、受験票、筆記用具及び腕時計以外を
机の上に置くことは認めません。

・当日災害が発生した場合における実施に係る情報に
ついては、本会事務局研修課（03－6435－7330）に
お問合せください。

 研修（講義・考査）当日の注意事項 
１　当日は、集合時刻に遅刻しないよう、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。

２　会場で生じたゴミは、全て各自で持ち帰ってくださ
い。

３　所持品の管理は各自で行い、忘れ物に十分御注意く
ださい。本会では責任を負いかねます。 

４　研修（講義・考査）実施中に災害等が発生し、避難
する場合は、係員・監督員等の指示に従ってください。

 合否結果の発表と通知 
１　合否結果は、平成２９年１２月（予定）に受験者に宛て
合否通知書として郵送します。これをもって発表に代
えさせていただきます。付記手続完了後、合格者には、
所属単位会を経由して、特定行政書士である旨を付記
通知書により通知します。

２　採点内容等についてのお問合せには、一切応じられ
ません。

３　合否通知書を紛失した場合は、申出により再発行し
ます（実費負担）。

 特例措置の実施 
１　身体の機能に障がいのある方で、車椅子、拡大鏡、
補聴器の使用など、受講・受験に際して特例措置を希
望される方には、障がいの状況により必要な措置を講
ずることがあります。

２　特例措置を希望される方は、申込みをする前に必ず
本会事務局研修課（０３－６４３５－７３３０）まで御相談くだ
さい。事前の連絡なく、直接会場に来られた場合には
対応いたしかねますので御注意ください。

 個人情報の取扱い 
１　本研修への受講申込みにより御提供いただいた個人
情報は、「日本行政書士会連合会個人情報保護規則」に
基づき、適正に取り扱います。

２　なお、本研修の実施に係る受講者名簿の調製、通知
の発送、その他の研修の実施に必要な範囲において利
用させていただきます。また、受講者名簿等について、
本研修の実施に必要な範囲において、所属単位会に配
付させていただく場合があります。その他、同規則１７
条に基づき、個人情報を第三者に提供することはあり
ません。
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日　に　ち　　平成２９年３月２３日（木）

出　席　者　　遠田会長、常住副会長、田中秀人理事

　３月２３日、遠田会長を始めとした日行連役員が石井啓一国土
交通大臣と面会し、中央建設業審議会委員に行政書士を登用し
ていただきたい旨の要望書を手交しました。
　建設業許可申請書を作成し、経営事項審査・入札参加資格申
請手続を代理人として行うことができる唯一の国家資格者とし
て行政書士が、現場の声を吸い上げ、事業者・国民目線に立っ
て貢献させていただきたい旨をお伝えしました。

　本年度定時総会において執り行う、本会会長選挙（平成２９年６月２２日実施予定）に係る「立候補届出等の
要領と選挙運動の注意について〈立候補予定者向け要領〉」を５月８日（月）から本会ホームページ内の会
員サイト「連con」の「日行連からのお知らせ」にて掲載・配付いたします。
　なお、立候補予定者向け事前説明会は開催いたしませんので、立候補予定者におかれましては、当該要領
を御確認いただき、各種届出及び選挙活動等を行うよう、御留意願います。

石井啓一国土交通大臣へ要望書を提出
（中央建設業審議会委員登用について）

 Info 

１

 Info 

３
本会ホームページにおける平成２９年度本会会長
選挙立候補予定者向け要領の配付について

＜選挙管理委員会＞

日　に　ち　　平成２９年３月２日（木）

出　席　者　　遠田会長ほか関係役員等６名

　３月２日、日本公証人連合会（以下「日公連」という。）の役
員の皆様との懇談会が行われました。日公連からは、小西敏美
会長を始めとする関係役員６名の皆様に御出席いただきました。
　双方の近況として、本会からは、主に取り組んでいる事業に
加え、行政書士法人や特定行政書士の状況、制度PRとしてのゆ
るキャラグランプリ２０１６への参加、熊本地震被災地における被
災者支援・復興支援、相談会などにおける公証人との協力体制などについて、日公連からは、遺言・任意後
見・定款認証の年別件数のほか、改正民法法案での事業に係る貸付債務に関する個人保証の制限における公
証人の役割について、それぞれ説明し、意見を交わしました。
　和やかな雰囲気の中での懇談となり、今後も両会の協力関係を推進することを確認しました。

日本公証人連合会との懇談会
 Info 

２
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単位会別会員数一覧
〈平成29年４月１日現在〉

 Info 

４

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減H２８
１０.１

H２９
４.１増減H２８

１０.１
H２９
４.１

０１８１８５１,７２６１,７３１北海道

北
海
道
地
方
協
議
会

０２２△ ３２９２２８９秋 田

東
北
地
方
協
議
会

１３４２３６２３６４岩 手

０１１１３２９３３０青 森

０６６△ １４７４９７３５福 島

１１６１７△ １９２２９２１宮 城

△ １１０△ ４４１９４１５山 形

１２１２０１３２２８６,１６２６,１９０東 京

関
東
地
方
協
議
会

２３９４１△ ５２,８１３２,８０８神奈川

２１５１７０１,９４２１,９４２千 葉

０７７０１,１５４１,１５４茨 城

０４４△ ２８４８８４６栃 木

２２５２７△ ３２,３５２２,３４９埼 玉

０２２△ １０１,０７２１,０６２群 馬

０４４△ １７１,０００９８３長 野

０３３０３３８３３８山 梨

１１４１５△ ８１,５４８１,５４０静 岡

０８８△ ５８７０８６５新 潟

５２３２８△ １３２,８８６２,８７３愛 知

中
部
地
方
協
議
会

０４４△ ７８３４８２７岐 阜

０２２△ ３７２３７２０三 重

０４４△ ４３３８３３４福 井

０２２△ ４３６３３５９石 川

０２２△ １３９３３９２富 山

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減H２８
１０.１

H２９
４.１増減H２８

１０.１
H２９
４.１

１４５△ ６４５１４４５滋 賀

近
畿
地
方
協
議
会

４５１５５３０３,０３２３,０６２大 阪

４１１１５△ １８４６８４５京 都

１５６３４３０４３３奈 良

０００△ ５３５２３４７和歌山

１１５１６△ １７１,７９１１,７７４兵 庫

０３３△ ３２１３２１０鳥 取
中
国
地
方
協
議
会

０２２△ ５２７１２６６島 根

０８８△ ９７７９７７０岡 山

１６７△ １０１,１１０１,１００広 島

０１１△ ５４７６４７１山 口

０４４△ ３３８４３８１香 川四
国
地
方
協
議
会

１０１△ ４３３８３３４徳 島

０００１２２５２２６高 知

０４４４５６０５６４愛 媛

１１０１１３１,４３１１,４３４福 岡

九
州
地
方
協
議
会

△ １１０４２２７２３１佐 賀

１２３△ １３７３３７２長 崎

３６９２５９３５９５熊 本

０４４１３３４３３５大 分

０３３△ ７４９３４８６宮 崎

０４４２７８４７８６鹿児島

０３３△ ２３７３３７１沖 縄

４２４７２５１４△ ９６４６,３０１４６,２０５合　計
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　福岡会では、以下のとおり相談会を実
施しました。
実施日時：２月２２日（水）１０時～１５時
（博多店のみ２３日も実施、９時３０分～１６時）

実施店：４店舗【博多店・北九州店・福岡東店・久留米店】
広報の取組：西日本新聞（２回）、毎日新聞（２回）、
　　　　　　県会ホームページ
相談実績：
　博多店１９件（２日間計）
　北九州店９件
　福岡東店６件
　久留米店９件
主な相談内容：
　相続２５件　遺言１２件
　成年後見制度の利用
　３件ほか

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

　２月２２日「行政書士記念日」に九地協で一斉に無料相談会を実施しました。

　平成２７年度に
相談会を行った
ゆうちょ銀行熊
本支店・八代店

に加え、平成２８年度は熊本中央郵
便局・熊本上通郵便局でも開催す
る運びとなりました。相談員を各
店舗２名ずつ配置し、相談１件に
つき１時間程度掛けてお話を伺い
ました。各店舗とも４～５件の相
談が寄せられ、内容は全て遺言・
相続に関するものでした。相談者
にはノベルティグッズをお渡しし、
行政書士制度のPRに努めました。

　㈱ゆうちょ銀行宮崎店での「行政書士
記念日無料相談会」に相談員を派遣しま
した。
　事前予約制にて、御予約を頂いた５組

の相談者に対して、相談員二人一組にて御相談に預かりま
した。内容は、相続・遺言・成年後見に関するものでした。
　ゆうちょ銀行の御担当者からは、相談者が感謝しつつ帰ら
れる様子に、行政書士による無料相談会の有用性を感じら
れ、次の機会を待ちたいとの有り難いお言葉を頂きました。

　佐賀会では、行政書士記念日の平成２９
年２月２２日、ゆうちょ銀行佐賀店で無料
相談会を実施しました。時間制限をせず
にじっくりと傾聴したことから、相談者

もリラックスした雰囲気の中で、十分に自分の気持ちを打
ち明けることができたようです。それによって相談員も最
も適切な助言ができ、
相互に満足のいく相談
会になりました。今後
の展開について、ゆう
ちょ銀行から積極的な
提案も頂いており、会
員の業務獲得機会の拡
充に資するべく、この
行事の更なる充実を図
りたいと思います。

　大分会では、行政書士記念日事業とし
て平成２９年２月２２日１０時から１５時過ぎま
で大分中央郵便局と別府郵便局、杵築郵
便局にて無料相談会を開催しました。大

分中央郵便局では２６件、別府郵便局では１３件、杵築郵便局
では７件の相談がありました。
　これに併せて、２月２３日・２４日は、９時から１５時まで大
分東郵便局でも同様の相
談会を開催しました。両
日とも相談件数は５件ず
つでした。
　相談内容は相続や遺言、
生前対策に関するものが
多く、告知活動は主に、市
報や各種メディア、郵便
局・ゆうちょ銀行による
DM等を通じて行いました。

　沖縄会では、行政書士記念日事業とし
て平成２９年２月２２日、パレット久茂地ゆ
うちょ銀行那覇支店９階会議室において、
相続・遺言セミナーと無料相談会を開催

しました。前年に比べセミナー参加者・相談者が大幅に減
少してしまいましたが、
今後継続して開催する
ため必ず乗り越えてい
かなければならない課
題であると前向きに捉
え、その対策をゆう
ちょ銀行と協議し、よ
り良い広報方法など解
決策を考えていきたい
と思います。

福岡県
行政書士会

佐賀県
行政書士会

大分県
行政書士会

熊本県
行政書士会

宮崎県
行政書士会

沖縄県
行政書士会

　長崎会では、ゆうちょ銀行各店にて事
前予約を含め相談者の募集を行った上で、
長崎店・佐世保店の２会場で「無料相談
会」を開催しました。相談内容は相続・

贈与・遺言・成年後見などについて長崎会場３件、佐世保
会場５件でした。
　今後、各地郵便局との無料相談会開催など県下各地へ拡
大するため、更に体制整備をしていく必要があります。

長崎県
行政書士会
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行政書士記念日「市民公開講座」を
開催しました！

神奈川県
行政書士会

　神奈川会では、２月２２日の行政書士記念日事業として、昨年に引き続き「市民公開講座」を開催しました。

　御講演いただいた㈲志縁塾代表取締役　大谷由里子氏は、元吉本興業プロデューサーであり、「伝説の女マ

ネージャー」として知られている方です。現在は、人材活性プロデューサーとして全国各地からのオファー

を受け、講演や研修、インバウンドの企画立案を行っておられます。

　今年は一般市民の皆様が多数参加され、講師の笑いを交えた熱い語りかけに引き込まれていました。「ご

きげんで生きる４８の方法」という演題で、自身の体験談も交えて明解に示していただき、会場内は笑いと元

気に満たされました。

　講演終了後には著書の販売が行われ、大谷先生

は笑顔で一人一人にサインと握手で応じておられ

ました。お帰りの際、参加者の嬉しそうな様子が

印象的でした。市民公開講座終了後は、会場を中

華街に移し、御来賓の皆様を交えて交流会を開催。

講師の大谷先生も御来賓・役員の皆様と楽しく懇

談されていました。参加者一同、素晴らしい時間

を共有でき、大変意義深い行政書士記念日事業と

なりました。

行政書士記念日事業群馬県
行政書士会

　群馬会では２月２２日、前橋市にあるショッピングモール「けやきウォーク前橋」にて、行政書士記念日事

業を行いました。来店する方たちに、本会が作成したリーフレットやティッシュを配布しました。昨年は高

崎駅前で行い、今年で２回目でした。配布できた数は昨年に比べて少なかったものの、受け取った方の何人

かから、その場で相談を受けるなど、単なる配布のみではなく、行政書士の業務内容等をきちんと理解して

いただけたのではないかと考えています。

　事業を行うに当たっては、各メディアの協力を得て広報活動を行っただけでなく、当日は、群馬テレビと

上毛新聞社からの取材を受け、群馬テレビでは当

日のニュースで放映され、上毛新聞では翌日の朝

刊に記事が掲載されました。主に県内での広報で

はありましたが、行政書士制度の周知活動として

は大きな効果があったものと考えています。

　本会では、平成２９年度以降も効果的な行政書士

記念日事業を行い、単位会にしかできない地域に

寄り添った活動を目指していきます。



2017.5　No.53424

山形県下で「防災・空き家」に係る協定を締結山形県
行政書士会

　山形県には現在３５の市町村がありますが、その中で、平成２８年１１月４日に天童市、平成２９年２月２２日には

大蔵村、そして同年３月１３日には、かねてから念願の山形県との「大規模災害時における被災者支援に関す

る協定」の締結が実現いたしました。さらに３月３０日には、遊佐町との協定締結が完了いたしました。天童

市・大蔵村とは、同協定のほか、同日付で空き家対策に関する協定も締結済みです。そして現在、県都山形

市を始め、米沢市と協定の締結を検討しています。

　東日本大震災や熊本地震における地域会員の被災者への献身的なサポートは山形県においても称賛されて

おり、本会としても行政書士としての知見を活か

し、行政手続の支援・調査協力、さらには相談体

制の確立を図り、行政と国民の皆様とのパイプ役

として、国民の皆様の利便に資する社会貢献を今

後一層進めていきたいと考えています。

日向市と大規模災害時における協定を締結宮崎県
行政書士会

　平成２９年１月１２日、日向市役所において「大規模災害時における行政手続相談等に関する協定」の調印式

が行われました。調印式では出席者の紹介、協定書の朗読の後、蓑原会長と十屋日向市市長が調印をし、協

定が締結されました。

　協定では、大規模な災害が発生して「災害救助法」が適用された場合に、罹災証明書の発行や廃車手続等

の支援を行うため、臨時の窓口や移動相談所に本会から行政書士を派遣することになっており、蓑原会長は

「万が一、大規模な災害が起きた場合には、市と連携しながら復興支援につながるよう誠心誠意取り組みた

い」と述べました。こうした協定を県内の自治体

と結ぶのは６例目となりますが、協定を結んで終

わりではなく、実際の取組や防災訓練時の協力体

制等について、引き続き協議・検討を行うことと

しています。

　今回の調印式の様子はNHK宮崎放送局を始め

とする各社で報道されており、県民からの関心の

高さが伺えます。本会では、今後も他の自治体と

の協定締結を進めていくとともに、しっかりとし

た支援体制を整えていきたいと考えています。
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　沖縄会では平成２９年２月２４日、県立博物館・美術館講座室で行政書士記念日事業の一環として、遠田和夫

日行連会長、徳永浩佐賀会副会長を講師に招き「行政書士記念日講演会」を開催しました。

　第一部では、遠田会長に「行政書士の将来像について」と題し、御講演いただきました。御自身のサラリ

ーマン時代の話に始まり、行政書士制度の沿革と続き、「日行連は単位会では対応できないことの処理や、行

政書士が有利になるよう各界と交渉することが重要な役割である」と述べられました。また、日行連の運営

については、情報を包み隠さず公開し、予算を大切に使うことを第一に考えていくことを強調されました。

そして行政書士の将来像については、自らを

正し、研鑽を積み、真の意味での法律家にな

ることであると述べられ、「夢なき者に成功

なし」という言葉といくつかの小話を披露さ

れ、和やかな雰囲気のなか講演を締めくくら

れました。

　第二部では、徳永佐賀会副会長に「特定行

政書士の誕生とその活躍～戦略的に考える行

政不服申し立て～」と題し、御講演いただき

ました。行政不服審査法、行政手続法の詳細

な解説と、実務上の注意点の説明がなされ、

大変意義のある講演会になりました。

日本行政書士会連合会東北地方協議会主催
「家族信託」に関する研修会

福島県
行政書士会

　平成２９年２月２４日、仙台シルバーセンターで「家族信託」に関する研修会を開催し、東北６県の行政書士

１００名以上が参加しました。

　講師は、一般社団法人家族信託普及協会で代表理事を務める芳屋昌治氏で、研修内容は学問的なものでは

なく、ビジネスの実践手法でした。

　家族が認知症になる前に成年後見制度を利用したり、生前に遺言書を残すことは、皆様も御存じの制度で

あると思います。これらの制度以外の対応として、家族間であらかじめ、委託者、受託者、受益者を定め、

認知症になる前や生前に信託契約を結ぶことで、認知症になったときや亡

くなられたときに、その信託契約に基づき、銀行からの預金引き出しや、

遺産分配や貸家の修繕などが実行される家族信託という新しい制度が紹介

されました。民事信託の分野の一つで、相続税の対策にもなります。信託

のメニューは種類豊富で、応用範囲も広いので、発想次第でビジネスに広

がりが見いだせるのではないでしょうか。その副次的効果として、今まで

家族間で相続などのことが話されていない状態から、家族信託の内容を話

し合うことでコミュニケーションが生まれるということも考えられます。

　東北地方協議会では、平成２９年度も継続してこの研修を実施し、さらに

実践的内容を紹介していくことも予定していますので、本協議会だけでな

く、各単位会や支部の研修会などでも取り上げられることを期待しています。

平成２８年度「行政書士記念日講演会」を開催沖縄県
行政書士会

琉球新報社提供
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法教育を実施しました大分県
行政書士会

　大分会では平成２９年３月３日、大分市立東大分小学校にて、５年生を対象とした法教育の出前授業を実施

しました。昨年から情報収集や会議を重ね、法教育の事業を推進してまいりました。その過程では紆余曲折

あり、うまく進まないこともありましたが、他の単位会や大分市の担当課の御協力もあり、準備開始からお

よそ一年で開催することができました。

　授業の内容は「著作権」についてです。近年においては知的財産の保護、活用が重要性を増していること

から、このテーマを選びました。これを小学生に分かり

やすく理解してもらうためにはどうすれば良いか、先進

の単位会のやり方を参考に授業内容を練りました。

　授業当日は、人気アニメのDVDやクイズ形式で著作

権について考えてもらい、生徒たちからは笑いや積極的

な発言などが度々出て、楽しくかつ有意義な授業ができ

たのではないかと思います。

　本会では、今後もこの事業を続けていきたいと思って

います。岩手会を始め、情報を頂いたすべての単位会に

対し、この場を借りて御礼を申し上げます。

自治体からのお知らせ
住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度の導入について

　神戸市から、本人通知制度の導入について通知がございましたので、お知らせいたします。会員各位
におかれましては、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」等の趣旨と併せて十
分に御理解いただき、引き続き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いたし
ます。

　なお、詳細については以下の自治体ホームページを御確認ください。
　http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shomeisho/honnintuuchiseido.html
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　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

入国管理局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

平成29年6月12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。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

シェーンバッハ・サボー
（東京都千代田区平河町2-7-5）

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

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。

受 講受 講 料料

平成29年5月16日（火）9時～5月24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

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

○〈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。
〇〈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〉申請取次関係研修に関する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　行政書士申請取次関係研修会受付係　受付照会 TEL 03−6450−1622

留意事項
お申込先　FAX【03−6459−0190】

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票
H29.6.12（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

平成　　　　年　　　　月　　　　日届出済証明書有効期限

〒
事務所住所
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2017.3/May

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　特定行政書士法定研修の未修了者へ
の救済措置について

３　その他

常任理事会（～３日）
【合議事項】
１　ホームページ及び会員サイト構築特
定預金の設置について

２　法定業務研修のVOD化（案）について
３　次年度事業計画・予算見積案について
４　条解行政書士法の作成に係る専門員
の再登用について

５　次年度特定行政書士法定研修のサブ
テキストについて

６　福島原子力災害の被災市町村への専
門家派遣依頼について

７　文書開示請求について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））

第一業務部　社労税務経営部門会議
【協議事項】
　１　VOD研修収録について

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（金（金））

登録委員会
【登録審査】
　１　審査件数（８６件）
　２　その他

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

改正行政書士法対応委員会
ガイドライン作成チーム会議
【協議事項】
１　特定行政書士業務ガイドラインの初
校確認作業について

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））

第一業務部　運輸交通部門会議
【協議事項】
１　自動車封印管理業務受託に係る準則
策定について

２　封印取付け委託申請書様式案に係る
対応について

３　その他

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（木（木））

申請取次事務研修会（東京）
（受講者２４４名）１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日

（月（月））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　本年度事業報告/次年度事業計画に

ついて
２　日本行政書士会連合会会則一部改正
（案）について

３　審査基準の廃止及び申取委員会規則
（準則）の改定（案）について

４　本年度申請取次行政書士責任者会議
の取りまとめについて

５　次年度申請取次関係研修会等について
６　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（火（火））

総務部会
【協議事項】
１　次年度事業計画・予算見積案について
２　理事会議案について
３　平成３０年度会長会開催地の募集方法
について

４　単位会間における職務上請求書の融
通について

５　補助者の雇用形態について
６　日行連情報公開規則に基づく行政書士
用電子証明書を用いた請求について

７　平成２９年度日行連事務局長連絡会議
の開催について

８　次期総務部への申し送り事項について
９　職印に「特定行政書士」の文言を用
いることについて

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（木（木））

登録委員会
【登録審査】
　１　審査件数（１８０件）
　２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（火（火））

第一業務部　運輸交通部門会議
【協議事項】
１　自動車封印管理業務受託に係る準則
策定について

２　封印取付け委託申請書様式案等につ
いて

３　単位会向けの参考情報について
４　常任理事会決議（案）について
５　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（水（水））

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（～２４日）
【合議事項】
１　各部門専門員の登用について（継続）
２　ゆるキャラグランプリ２０１７エントリー
に関する周知チラシの作成について

３　次年度行政書士試験協力事務に関す
る文書について

４　理事会議案について
５　文書開示請求について
６　申請取次行政書士の届出に関する審
査基準の廃止及び行政書士会申請取
次行政書士管理委員会規則（準則）
の改正について

７　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（木（木））

行政書士制度調査委員会作業部会
（～２９日）
【協議事項】
１　「条解行政書士法」（仮称）の作成に
ついて

２　今後の製本作業スケジュールについて

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（火（火））
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　皆様も御存じのように毎年２月２２日は行政書士記念日です。この記念日は昭和２６年２月２２日に行政書士法

が公布されたことにちなみ制定されたもので、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ます。この目的に沿い、各単位会でも無料相談会やセミナー、講演会、

ラジオCMや自治体広報誌などの各種媒体による広報活動等、様々な事業に取り組まれています。

　今年、私は沖縄県行政書士会から特別講演会の講師としてお招きいただき、「行政書士の将来像について」

というテーマで講演をさせていただきました。行政書士制度の歴史、これまでの法改正の内容や変遷をひも

ときながら、時折、私自身が行政書士として開業する前のこと、開業してからのこと、志してきたことや想

いについて、小噺も交えながら、堅苦しくならないようにお話しました。

　行政書士制度の変遷を考えるには、私たちの使命である、国民の皆様の利便に資すること、行政と国民の

皆様との架け橋であること、という視点を忘れてはいけません。この使命をなおざりにしては、私たち行政

書士は存在し得ず、また、今後のさらなる行政書士制度の発展・普及を目指しても、何の成果も得られない

ことは明白でしょう。行政書士として皆様それぞれに想いがあり、現実とその狭間で壁にぶち当たることや

様々な判断に迷うこともあるでしょう。私も、一行政書士として、逡巡する瞬間は多々あります。そんな時

にはこの行政書士としての使命に立ち戻

り、依頼者の方に必要とされ、愛される

人になるという視点で思考します。全国

４万６千名超の会員の皆様がそれぞれの

立場、環境でそのような思考を広めてい

ただければ、行政書士制度が国民の皆様

に必要とされる制度として盤石な体制が

構築できるものと考えます。

　日行連会長として、判断し、決断する

ことのすべてに会員の皆様の想いを背

負っている責任を感じ、日々会務に当

たっています。時に、このような講演会

で講演させていただくことや、各地で会

員の皆様と交流させていただき様々な御

意見を伺うことは、思考を整理し、独り

よがりな考えに固執していないかを振り

返ることができる機会でもあります。こ

のような貴重な機会に感謝するとともに、

明日の行政書士制度のために今日も初心

を忘れずに取り組んでまいります。

会長　会長　遠田　和夫遠田　和夫会長　遠田　和夫
行政書士の使命行政書士の使命
想想随随
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　本会ホームページ及び会員サイト「連con」は、昨年４月のリニューアルから一年が経過いたしました。リ

ニューアル後、連conの御利用登録はお済みでしょうか？リニューアル前に御利用いただいていたID及びパ

スワードはリセットされていますので、以下の手順でお手続ください。

　連conには、業務関連情報や研修資料等を掲載し、随時更新してまいりますので、是非御活用ください。

各項目を正しく入力し、最後に各項目を正しく入力し、最後に
「私はロボットではありません」「私はロボットではありません」
の左側にチェックを入れ、指示のの左側にチェックを入れ、指示の
内容の画像を選択してください内容の画像を選択してください

ホームページトップ画面からスタートホームページトップ画面からスタート
しますします 初回ログインは初回ログインは

こちらからこちらから

2回目以降の回目以降の
ログインはログインは
こちらからこちらから

メールに記載されたメールに記載された
URLにアクにアクセスして、スして、
本登録を完了して本登録を完了して
くださいください

入力したアドレス宛に入力したアドレス宛に
メールが届きますメールが届きます

登録したパスワードを登録したパスワードを
忘れた際はこちらから忘れた際はこちらから

ホームページトップ画面からスタート
します 初回ログインは

こちらから

2回目以降の
ログインは
こちらから

各項目を正しく入力し、最後に
「私はロボットではありません」
の左側にチェックを入れ、指示の
内容の画像を選択してください

メールに記載された
URLにアクセスして、
本登録を完了して
ください

入力したアドレス宛に
メールが届きます

登録したパスワードを
忘れた際はこちらから

広報部からのお知らせ広報部からのお知らせ広報部からのお知らせ 利用登録、
よろしくニャ！

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。

　広報部長としての任期も残り少なくな
り、私にとりまして最後の後記となりま
した。
　この一年間、広報部は皆様の御協力を得まして様々な
活動をしてまいりましたが、一番印象に残っている活動
といえば、｢ゆるキャラグランプリ｣への初挑戦でありま
した。ユキマサくんのかわいいイメージで、行政書士を
知ってもらうということに一定の成果が得られたのでは
ないかと思っています。平成２９年度も、｢ゆるキャラグ
ランプリ｣への挑戦を続けていきたいと考えています。
平成２８度の決選投票は愛媛県で開催されましたが、平成
２９年度は三重県とのこと。決選投票に向けて盛り上がる
ことを期待します。
　 LINEでユキマサくんのスタンプが発売になりました。
といってもスマートフォンをろくに使いこなしていない
私にとりましては、何をどうしたら良いのやら？とにか
くかわいいユキマサくんがたくさん使えるそうですので、
LINEをしている皆様にはお勧めです。御利用をよろし
くお願いします。
　日本行政の誌面の充実には広報部一丸となって取り組
んでまいりました。会長のEYES、副会長・専務理事等の
VOICE、各部の活動状況報告など、積極的に記事を掲載
してまいりました。残り少ない任期ですが、今後も日本
行政の誌面が充実するよう企画してまいりたいと思いま
す。今後とも御愛読をお願いします。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（田村）

◆登録者数（平成２９年３月末日現在）
４６,２０５名合 計　 　
6,172名女40,033名男内 訳　 　
5,826名女38,784名男・個人事務所開業
162名女870名男・行政書士法人社員
184名女379名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成２９年３月中の処理件数）
１４８名新規登録　合　計
24名女124名男　　　　　内　訳
４１７名登録抹消　合　計
47名女370名男　　　　　内　訳

376名　　　　　・廃　業
37名　　　　　・死　亡
4名　　　　　・その他

◆法人会員（平成２９年３月末日現在）
６５４法 人 事 務 所 数
411・主たる事務所数（行政書士法人数）
243・従たる事務所数


