
102018  OCT

MONTHLY551No.

日本行政書士会連合会
平成30年9月25日発行  第551号  毎月1回25日発行

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

EYES

特集

平成30年著作権法改正の概要
トピックス

行政書士制度広報月間への取組
平成３０年度 全国広報担当者会議の開催報告

行政書士制度の発展のために
～私が思うリーダーのあるべき姿～

EYES

対談
平成３０年度 行政書士制度PRポスターモデル　 　日本行政書士会連合会会長

小芝風花さん×遠田和夫



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/

通刊551号 2018 OCT

月号

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：024－942－2002（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：福島県郡山市方八町2－13－9 光建ビル５階

■
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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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私が考えるリーダーの資質
　会員の皆様にとって、日行連の会長とはどのような存在なのでしょうか。

　日行連会長として、３年目を迎え、会長の職務が最も充実する時期に入りつつあると感じています。平成

２７年６月に会長に就任した際には、まず関係する国会議員の皆様や省庁に会長としての私の顔や名前を覚え

ていただき、こちらも覚えることから始めました。お互いそれぞれの性格や考え方を知り、理解しながら物

事を進めていくことが必要ですが、それには時間が掛かります。年に３～４回の挨拶回りだけでは、覚えて

もらうことはできません。すぐに伝えたい提案・主張があっても、まずは自身を覚えていただくことから始

まり、そのための努力が必要となります。省庁も人事異動がありますが、このつなぎに関してもやっと形が

整ってきたと感じています。これからが日行連会長としてより力を発揮できる、スタートに立っているとい

う気がします。日行連にとって難題は多くあります。会長としてはまさにこれからだと、一段と気を引き締

めて会務に邁進したいと考えています。

　日行連の会長は、全国４万７千を超える会員の皆様の先頭に立って、行政書士制度の維持・充実・発展と

いう目的のために、リーダーとして全力で進んでいくことが求められます。信頼されるリーダーであるため

には、どうあるべきなのでしょうか。昨今、スポーツ界のリーダーの資質の問題が話題になっています。な

ぜこのようなことが起こるのか。組織でのガバナンスの欠如、または時間の経過とともに自己中心的になり

がちな、リーダーという立場の陥りやすい罠のようなものも原因にあるのだと思います。自己の損得に偏ら

ず、全体を見渡し、正しい判断ができるように常に心掛けていなければなりません。社会幸福の実現の為に、

強い信念と、人としての思いやりを持つこと、そして冷静な判断・決断をしなければならないと思います。

目標を掲げることの大切さと責任
　リーダーにはこのような資質に加え、やはり大きな「目標」を掲げることが大切です。目標を設けないと、

人間は弱いもので、安易な方向に日々流されていきます。また、そのようなリーダーが率いる組織に発展の

道はないでしょう。

　日行連の会長である私にとっての目標は、制度の基盤整備を図ること、すなわち原点に戻ること、また、

それを強固な土台とし、将来の発展につなげることです。

　目標を設けると、次に待ち受けているのはそれを達成するための苦難の連続です。私個人の業務上の経験

としても、数多くの申請書類に埋もれ、眠れない夜が続いたことがあります。目標に向かう中でいくつもの

疑問にぶつかりながら、理想と現実の狭間で悩んできましたし、それは今になっても同じです。それでもこ

のような経験から学ぶことは数多くあり、その一つ一つが現在の自分自身を形作っているのだと思います。

会員の皆様も同じように、日々疑問と苦悩の中にあるのではないでしょうか。
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　日行連会長としての目標達成に向けて、課題・問題は尽きることがないと言っても過言ではないほど、多

くあります。規制改革やITの進化による電子化、所有者不明土地問題を始めとする社会構造の変革からもた

らされる問題など、諸問題がまさに目の前にあります。しかも、今ある現実はいつまでも続くものではない

のですから、時代の流れをしっかりと見極め、その時々に適切に対応していかなければなりません。行政の

円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資するという制度目的の下に、「国民に寄り添った身近な街の

法律家」という言葉が行政書士に対して普通に使われるように、日行連が、また、会員の皆様自らが、対

応・行動をしなければならないのだと思います。会員の皆様の御苦労が報われるように、また、苦難の数以

上に幸せという現実をつかみ取るために、日々目標に向かって全力で努力していくことが大切だと考えます。

　社会の変化、流れは早いものです。今、私を含む日行連の役員は、自身の置かれた立場に責任を持って行

動しなければなりません。この２～３年が日行連にとって、行政書士界にとって、非常に大きな意味を持つ

ことになると感じています。この大切な時期に会長である私の責任、また、役員・執行部の責任は、重いも

のがあります。当然、各都道府県行政書士会の会長を始め役員の皆様にも責任が生じます。そのような時期

であることを、会員の皆様一人一人が認識し自覚していただく必要があると思っています。

自ら選んだ「行政書士」の道を歩むということ
　私たち行政書士にとって、登録し業務を始めた時が、すなわち苦難という道に踏み込んだ時であり、自ら

の意思で、人生の新しい道を歩き出した瞬間です。これを契機に行政書士という資格・仕事に誇りを持ち、

職責として国民の苦難に向き合い、生活の一部を手助けする責務が生じます。その職責を果たすためには、

自ら苦しむこともあります。様々な案件があり、業務に関係する多くの法律も学ばなければなりません。そ

の一つ一つが国民目線になじむよう、努力が必要となります。行政書士として登録した理由や都道府県行政

書士会への入会に対する考えは、会員各々で違うと思いますが、行政書士会は登録即入会（強制入会制）で

す。したがって、会員には業務に関する知識だけではなく、行政書士会に所属する組織人として、また社会

人として更には国家資格者としての倫理観や道徳も求められます。しかし、この道は紛れもなく私たち自ら

が選んだ道であり、そこから逃げないようにしたいものです。会員の皆様が行政書士として誇りを持って生

きていけるよう、日行連の会長として、リーダーとして、業界の将来を見据えた上でしっかりと目標をお示

しし、行政書士界の将来を明るく照らしていきたいと思います。会員の皆様にとって、自ら選んだ道が笑顔

あふれる人生となるように願っています。

根底にあるべきは愛情
　ここまで、リーダーの資質、目標を掲げることと責任、自ら選んだ道をしっかり歩むことについて書いて

きましたが、これらの考えの根底に流れるものは、「相手を想う心」や「愛情」なのだと思います。この気

持があるから、この社会は保たれていると思いますし、また、そういう社会でありたいと思います。

　身近なところで言えば、私は日行連の事務局に対してしばしば叱ることがあります。どうして怒っている

のか、その理由は都度それぞれの職員に説明していますし、全体の状況を把握しながら、その職員の将来も

見据えて考えながら話していますが、時に反発をする者もいます。日行連の会務はミスは許されない、とて

も厳しいものです。私としては、これからも愛情を持って接し、どうすれば良い方向に向かうのか、どうす

れば人間としても成長してくれるのか、相手のことを想いながら指導していきたいと思っています。

　「時は移っても、信念は貫きたい」。これは私が行政書士になったときからの信条です。会員の皆様と共

に、より良い社会、より良い行政書士制度の実現に向けて、努力していきたいものです。
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　第１９６回通常国会に提出された｢著作権法の一部を
改正する法律案｣が、平成３０年５月１８日に成立し、同
年５月２５日に平成３０年法律第３０号として公布され
た１｡今回の改正は、平成２９年４月に文化審議会著作
権分科会において取りまとめられた文化審議会著作
権分科会報告書２（以下「分科会報告書」という。）
等を踏まえ、デジタル化・ネットワーク化の進展に
対応するべく、著作物等の公正な利用を図るととも
に著作権等の適切な保護に資するため、必要な改正
を行うものである。また、印刷物の判読に障害のあ
る者の著作物等の利用機会を促進するため、世界知
的所有権機関において、平成２５年６月に採択された
「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害の
ある者が発行された著作物を利用する機会を促進す
るためのマラケシュ条約」３の締結のため必要な措
置を講じるものである。具体的には、主に以下の４
点について規定の整備を行うものである。 

なお、特に改正が複雑な①については、具体的な条
文の解説も行う。

デジタル化・ネットワーク化の進展に
対応した柔軟な権利制限規定の整備
　情報通信技術の進展等の時代の変化に柔軟に対応
できるようにするため、著作物等の市場に悪影響を
及ぼさない一定の著作物等の利用について、適切な
柔軟性を備えた権利制限規定の整備を行うものであ
る。なお、制度設計の検討に当たっては、米国の
フェアユース規定のように非常に柔軟性の高い規定
を導入することの是非も含め、様々な選択肢を対象
として検討した。その結果、我が国の企業の法令順
守意識、国民の著作権に対する理解の度合い、訴訟
制度、立法府と司法府の役割分担の在り方、罪刑法
定主義との関係といった観点を総合的に勘案し、我
が国の諸状況を前提とすれば、フェアユース規定の
ような規定ではなく、明確性と柔軟性の適切なバラ
ンスを備えた複数の規定の組合せによって対応する
ことが最も望ましいとの判断に至った。
　具体的には、次のように、通常権利者の利益を害
しないと考えられる行為類型に該当するものとして
著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とし
ない利用（第３０条の４）及び電子計算機における著
作物の利用に付随する利用等（第４７条の４）に関す
る規定、権利者に及び得る不利益が軽微な行為類型
に該当するものとして電子計算機による情報処理及
びその結果の提供に付随する軽微利用等（第４７条の
５）に関する規定を、それぞれ適切な柔軟性を持た
せる形で整備することとした５。

１　改正法の条文等の詳細については、文化庁ホームページ <http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/>
を参照願いたい。

２　<http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/h2904_shingi_hokokusho.pdf>
３　同条約の全文等の詳細については、外務省ホームページ <https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page25_001279.html> を参照願いたい。
４　本稿では、それぞれの改正事項につき、改正後の著作権法の主な該当条文を掲載している（改正箇所は下線部分）。
５　柔軟な権利制限規定の整備にあたっては、デジタル化・ネットワーク化の進展等による時代の変化に柔軟に対応できるように、抽
象度を高めた規定を整備することとしている。もっとも、技術の進展等によって、現在想定されないような新たな利用態様が現れ

● スペシャルリポート　寄稿

①デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な
権利制限規定の整備
②教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
③障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規
定の整備
④アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整
備等

　このうち、①、③及び④に係る改正事項について
は平成３１年１月１日に、②に係る改正事項について
は公布の日から起算して３年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日に、それぞれ施行することとし
ている。本稿では、これらの改正の概要を解説する４。

平成３０年著作権法改正の概平成３０年著作権法改正の概要要
＜文化庁長官官房著作権課＞
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● スペシャルリポート　寄稿

　また、新たに規定を整備するに当たり、現行法の
権利制限規定のうち新設する規定と権利制限の趣旨
が共通するものについては、それぞれ当該新設規定
に整理・統合することとした（具体的内容について
は後述する）。なお、こうした整理・統合は、現行
法において権利制限の対象として想定されていた行
為については引き続き権利制限の対象とするとの趣
旨の下で行われている。

　著作物が有する経済的価値は、通常、市場におい
て、著作物の視聴等をする者が当該著作物に表現さ
れた思想又は感情を享受してその知的・精神的欲求
を満たすという効用を得るために対価の支払いをす
ることによって現実化されていると考えられる。こ
のため、著作物に表現された思想又は感情の享受を
目的としない行為については、著作物に表現された
思想又は感情を享受しようとする者からの対価回収
の機会を損なうものではなく、著作権法が保護しよ
うとしている著作権者の利益を通常害するものでは
ないと評価できる。
　このため、第３０条の４を新設し、著作物は、技術
の開発等のための試験の用に供する場合、情報解析
の用に供する場合、人の知覚による認識を伴うこと
なく電子計算機による情報処理の過程における利用
等に供する場合その他の当該著作物に表現された思
想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させること
を目的としない場合（以下「非享受目的」という。）
には、その必要と認められる限度において、利用す
ることができることとした。
　なお本条は、上記のように実質的に通常権利者の
対価回収機会を損なわないものの形式的には権利侵
害となってしまう一定の行為を広く権利制限の対象
とする趣旨で整備したものである。
　ここにいう「享受」とは、一般的には「精神的に
すぐれたものや物質上の利益などを、受け入れ味わ
いたのしむこと」６を意味することとされており、
ある行為が本条に規定する「著作物に表現された思
想又は感情」の「享受」を目的とする行為に該当す
るか否かは、先に述べた立法趣旨及び「享受」の語
義を踏まえ、著作物等の視聴等を通じて、視聴者等
の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得るこ
とに向けられた行為であるか否かという観点から判
断されることとなるものと考えられる。なお、本条
では「享受」の目的がないことが要件とされている
ため、仮に主たる目的が「享受」の他にあったとし
ても、同時に「享受」の目的もあるような場合には、
本条の適用はないものと考えられる７。
　第３０条の４は、このような非享受目的の著作物利

　（著作物に表現された思想又は感情の享受を目
的としない利用）
第三十条の四　著作物は、次に掲げる場合その他
の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら
享受し又は他人に享受させることを目的としな
い場合には、その必要と認められる限度におい
て、いずれの方法によるかを問わず、利用する
ことができる。ただし、当該著作物の種類及び
用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の
利益を不当に害することとなる場合は、この限
りでない。
一　著作物の録音、録画その他の利用に係る技
術の開発又は実用化のための試験の用に供す
る場合
二　情報解析（多数の著作物その他の大量の情
報から、当該情報を構成する言語、音、影像
その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分
類その他の解析を行うことをいう。第四十七
条の五第一項第二号において同じ。）の用に供
する場合
三　前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現
についての人の知覚による認識を伴うことな
く当該著作物を電子計算機による情報処理の
過程における利用その他の利用（プログラム
の著作物にあつては、当該著作物の電子計算
機における実行を除く。）に供する場合

る可能性があることや、著作物の利用市場も様々存在すること等を踏まえ、著作権者の利益が不当に害されることがないよう、「著
作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」とのただし書を設けている。

６　新村出編「広辞苑第七版」（岩波書店、２０１８年）７６２頁。
７　例えば、漫画の作画技術を身につけさせることを目的として、民間のカルチャー教室等で手本とすべき著名な漫画を複製して受講
者に参考とさせるために配布したり、購入した漫画を手本にして受講者が模写したり、模写した作品をスクリーンに映してその出
来映えを吟味してみたりするといった行為については、たとえその主たる目的が作画技術を身につける点にあると称したとしても、
一般的に同時に「享受」の目的もあると認められることから、第３０条の４は適用されないものと考えられる。 

１　著作物に表現された思想又は感情の享受を目的
としない利用（第３０条の４関係） 
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用を柱書において広く権利制限の対象としつつ、同
条各号において非享受目的として典型的に想定され
る場合を例示することとしている。このうち、同条
第１号は改正前の第３０条の４を、第２号は改正前の
第４７条の７をそれぞれ元とするものである。これら
の現行規定が権利制限の対象としていた行為に加え
て、例えば、人工知能（AI）の開発のための学習用
データとして著作物をデータベースに記録する行為８

や人の表現の知覚による認識を伴うことなく行われ
るシステムのバックエンドでの著作物の利用、プロ
グラムの調査解析を目的とするプログラムの著作物
の利用（いわゆる「リバース・エンジニアリング」）９等
も権利者の許諾なく行えるようになるものと考えら
れる。

２　電子計算機における著作物の利用に付随する利
用等（第４７条の４関係）
　現行法では、情報の送信の障害の防止、電子計算
機における情報処理や情報通信の円滑化・効率化の
ためにキャッシュ等を作成する行為が権利制限の対
象となっている（第４７条の５第１項第１号及び第２
号、第４７条の８及び第４７条の９）。また、機器の保
守・修理等のための一時的な複製やネットワークの
サーバーのデータの滅失等に備えたバックアップの
ための複製をする行為が権利制限の対象となってい
る（第４７条の４、第４７条の５第１項第２号）。上記の
著作物利用行為のうち前者は、「主たる著作物の利
用行為」（例えば現行第４７条の５第１項第１号の場合
はネットワークを通じた公衆送信）によって可能と
なった著作物の利用を円滑又は効率的に行えるよう
にするために付随的に行われるものである。また、
上記の著作物利用行為のうち後者は、「主たる著作
物の利用行為」（例えば現行第４７条の４の場合は機器
の内蔵記録媒体への著作物の複製）によって可能と
なった著作物の利用ができる状態を維持し、又は当
該状態に回復するために行われるものである。それ
ぞれの「主たる著作物の利用行為」が行われる際、
必要に応じて権利者に許諾権の行使を通じた対価回
収の機会が確保されているところ、これらの行為は

「主たる著作物の利用行為」の補助的・補完的な行
為に過ぎず、「主たる著作物の利用行為」とは別に著
作物の新たな享受の機会を提供するものではなく、
独立した経済的重要性を有さないものと評価できる。
したがって、これらの行為について「主たる著作物
の利用行為」とは別に権利者に対価回収機会が与え
られなかったとしても、著作権法が保護しようとし
ている著作権者の利益を通常害するものではないと
評価できる。
　このため、第４７条の４を新設し、電子計算機にお
ける利用に供される著作物について、当該利用を円
滑又は効率的に行うための付随的な利用に供するこ
とを目的とする場合（第１項）や、電子計算機にお
ける利用を行うことができる状態を維持し、又は当
該状態に回復することを目的とする場合（第２項）
には、その必要と認められる限度において、利用す
ることができることとした。
①　電子計算機における著作物の利用を円滑又は効
率的に行うための付随的な利用に供することを目
的とする利用（第１項）

８　収集した学習用データを第三者に提供（譲渡や公衆送信等）する行為についても、当該学習用データの利用が人工知能の開発とい
う目的に限定されていれば、本条に該当するものと考えられる。

９　分科会報告書では、「表現と機能の複合的性格を持つプログラムの著作物については、対価回収の機会が保障されるべき利用は、プ
ログラムの実行などによるプログラムの機能の享受に向けられた利用行為であると考えられる」と整理されている。今回の改正は
これを踏まえて法制化を行ったものであり、いわゆるリバース・エンジニアリングは、プログラムの実行などによってその機能を
享受することに向けられた利用行為ではないと評価できることから、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に
享受させることを目的としない場合」に該当するものと考えられる。

　（電子計算機における著作物の利用に付随する
利用等）
第四十七条の四　電子計算機における利用（情報
通信の技術を利用する方法による利用を含む。
以下この条において同じ。）に供される著作物は、
次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作
物の電子計算機における利用を円滑又は効率的
に行うために当該電子計算機における利用に付
随する利用に供することを目的とする場合には、
その必要と認められる限度において、いずれの
方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該
利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害
することとなる場合は、この限りでない。
一　電子計算機において、著作物を当該著作物
の複製物を用いて利用する場合又は無線通信
若しくは有線電気通信の送信がされる著作物
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　本項は、権利制限の対象となる場合を各号に列挙
した上で、これにとどまらず、柱書において、各号
に掲げられる場合と同様に著作物の電子計算機にお
ける利用を円滑又は効率的に行うための付随的な利
用に供することを目的とする場合における著作物の
利用を広く権利制限の対象とするものである。同項
第１号は改正前の第４７条の８を、第２号は改正前の
第４７条の５第１項第１号及び同条第２項を、第３号
は改正前の第４７条の９をそれぞれ元とするものであ
る。
　これにより、これら各号に整理された改正前の規
定により権利制限の対象となっていた行為に加えて、
例えばネットワークを通じた情報処理の高速化を行
うためにキャッシュを作成する行為や、インター
ネットサービスプロバイダがウィルスや有害情報等
のフィルタリングを行うために行う複製行為等が新
たに権利者の許諾なく行えることとなるものと考え
られる。
②　電子計算機における利用を行うことができる状
態を維持し、又は当該状態に回復することを目的
とする利用（第２項） 

　本項は、権利制限の対象となる場合を各号に列挙
した上で、これにとどまらず、柱書において、各号
に掲げられる場合と同様に電子計算機における著作
物の利用を行うことができる状態を維持し、又は当
該状態に回復するために行われる利用に供すること
を目的とする場合における著作物の利用を広く権利
制限の対象とするものである。同項第１号は改正前
の第４７条の４第１項を、第２号は改正前の第４７条の
４第２項を、第３号は改正前の第４７条の５第１項第
２号をそれぞれ元とするものである。
　これにより、これら各号に整理された改正前の規
定により権利制限の対象となっていた行為に加えて、
例えば、メモリ内蔵型携帯音楽プレイヤーを他の同
様の機能を有する機器に交換する際に一時的にメモ
リ内の音楽ファイルを他の記録媒体に複製する行為

　（電子計算機における著作物の利用に付随する
利用等）
第四十七条の四　（略）

を当該送信を受信して利用する場合において、
これらの利用のための当該電子計算機による
情報処理の過程において、当該情報処理を円
滑又は効率的に行うために当該著作物を当該
電子計算機の記録媒体に記録するとき。
二　自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の
用に供することを業として行う者が、当該他
人の自動公衆送信の遅滞若しくは障害を防止
し、又は送信可能化された著作物の自動公衆
送信を中継するための送信を効率的に行うた
めに、これらの自動公衆送信のために送信可
能化された著作物を記録媒体に記録する場合
三　情報通信の技術を利用する方法により情報
を提供する場合において、当該提供を円滑又
は効率的に行うための準備に必要な電子計算
機による情報処理を行うことを目的として記
録媒体への記録又は翻案を行うとき。

２　（略）

２　電子計算機における利用に供される著作物は、
次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作
物の電子計算機における利用を行うことができ
る状態を維持し、又は当該状態に回復すること
を目的とする場合には、その必要と認められる
限度において、いずれの方法によるかを問わず、
利用することができる。ただし、当該著作物の
種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著
作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
一　記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を
行うために当該機器に内蔵する記録媒体（以
下この号及び次号において「内蔵記録媒体」
という。）に記録されている著作物を当該内蔵
記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、
及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録
媒体に記録する場合
二　記録媒体を内蔵する機器をこれと同様の機
能を有する機器と交換するためにその内蔵記
録媒体に記録されている著作物を当該内蔵記
録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及
び当該同様の機能を有する機器の内蔵記録媒
体に記録する場合
三　自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の
用に供することを業として行う者が、当該自
動公衆送信装置により送信可能化された著作
物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復
旧の用に供するために当該著作物を記録媒体
に記録するとき。
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　昨今のデジタル・ネットワーク技術や情報処理技
術の発展により、コンピュータを用いて大量のデー
タを処理し、そこから有用な情報を抽出する様々な
サービスを提供することが可能となっており、これ
によって、サービス利用者が自己の関心に合致する
著作物等の書誌情報や所在に関する情報を提供する
サービス（所在検索サービス）や情報解析によって
新たな知見や情報を生み出すサービス（情報解析サ
ービス）に該当する様々なサービスが提供されてい
る。これらのサービスは、電子計算機による情報処
理により新たな知見又は情報を提供することには社
会的意義が認められる一方で、著作物の利用の程度
を軽微なものにとどめれば、基本的に著作権者が当
該著作物を通じて対価の獲得を期待している本来的
な販売市場等に影響を与えず、ライセンス使用料に
係る不利益についても、その度合は小さなものにと
どまること等を踏まえ、権利制限の対象とすること
が妥当なものと考えられる。
　このため、第４７条の５を新設し、電子計算機によ
る情報処理により新たな知見や情報を創出する一定
の行為について、その結果の提供の際、著作物の一
部を軽微な形で提供できることとする（第１項）と
ともに、当該行為の準備のために複製等を行うこと
ができる（第２項）こととした。

　（電子計算機による情報処理及びその結果の提
供に付随する軽微利用等）
第四十七条の五　電子計算機を用いた情報処理に
より新たな知見又は情報を創出することによつ
て著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げ
る行為を行う者（当該行為の一部を行う者を含
み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う
者に限る。）は、公衆への提供又は提示（送信
可能化を含む。以下この条において同じ。）が行
われた著作物（以下この条及び次条第二項第二
号において「公衆提供提示著作物」という。）
（公表された著作物又は送信可能化された著作
物に限る。）について、当該各号に掲げる行為の
目的上必要と認められる限度において、当該行
為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、
利用（当該公衆提供提示著作物のうちその利用
に供される部分の占める割合、その利用に供さ
れる部分の量、その利用に供される際の表示の
精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。
以下この条において「軽微利用」という。）を
行うことができる。ただし、当該公衆提供提示
著作物に係る公衆への提供又は提示が著作権を
侵害するものであること（国外で行われた公衆
への提供又は提示にあつては、国内で行われた
としたならば著作権の侵害となるべきものであ
ること）を知りながら当該軽微利用を行う場合
その他当該公衆提供提示著作物の種類及び用途
並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の
利益を不当に害することとなる場合は、この限
りでない。
一　電子計算機を用いて、検索により求める情
報（以下この号において「検索情報」という。）
が記録された著作物の題号又は著作者名、送
信可能化された検索情報に係る送信元識別符
号（自動公衆送信の送信元を識別するための
文字、番号、記号その他の符号をいう。）そ
の他の検索情報の特定又は所在に関する情報
を検索し、及びその結果を提供すること。
二　電子計算機による情報解析を行い、及びそ

の結果を提供すること。
三　前二号に掲げるもののほか、電子計算機に
よる情報処理により、新たな知見又は情報を
創出し、及びその結果を提供する行為であつ
て、国民生活の利便性の向上に寄与するもの
として政令で定めるもの

２　前項各号に掲げる行為の準備を行う者（当該
行為の準備のための情報の収集、整理及び提供
を政令で定める基準に従つて行う者に限る。）は、
公衆提供提示著作物について、同項の規定によ
る軽微利用の準備のために必要と認められる限
度において、複製若しくは公衆送信（自動公衆
送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以
下この項及び次条第二項第二号において同じ。）
を行い、又はその複製物による頒布を行うこと
ができる。ただし、当該公衆提供提示著作物の
種類及び用途並びに当該複製又は頒布の部数及
び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし
著作権者の利益を不当に害することとなる場合
は、この限りでない。

等が新たに権利者の許諾なく行えることとなるもの
と考えられる。

３　電子計算機による情報処理及びその結果の提供
に付随する軽微利用等（第４７条の５関係） 
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　本条第１項の権利制限の対象となるサービスにつ
いては、同項各号に限定列挙されている。同項各号
では、第１号でインターネット検索エンジンに関す
る改正前の第４７条の６を含む形で所在検索サービス
を、第２号で情報解析サービスを権利制限の対象と
なる行為として定めている。これにより、第１号で
は例えば特定のキーワードを含む書籍を検索し、そ
の書誌情報や所在に関する情報と併せて、書籍中の
当該キーワードを含む文章の一部分を提供する行為
（書籍検索サービス）等が、第２号では大量の論文
や書籍等をデジタル化して検索可能とした上で、検
証したい論文について、他の論文等からの剽窃の有
無や剽窃率、剽窃箇所に対応するオリジナルの論文
等の本文の一部分を表示する行為（論文剽窃検証サ
ービス）等が、それぞれ権利者の許諾なく行えるこ
ととなるものと考えられる。また、第３号では所在
検索サービスや情報解析サービス以外にも同条の趣
旨が妥当する新たなニーズが発生した場合に、政令
で定めることにより当該ニーズに係る行為を権利制
限の対象として追加することができることとしてい
る。
　著作物の利用行為主体については、各号に掲げる
行為を政令で定める基準に従って行うことが求めら
れる。
　著作物の利用態様は、各号に掲げる行為（所在検
索や情報解析等の結果の提供）の目的上必要な限度
において、当該行為に付随して行われるものに限定
され、これらの目的を離れて独立して著作物を提供
することは認められない。また、著作物の利用は軽
微なものでなければならない。ここにいう「軽微」
とは、利用に供される部分の占める割合、その利用
に供される部分の量、その利用に供される際の表示
の精度などの外形的な要素に照らして判断されるこ
ととなる１０。さらに、ただし書により、著作権者の利
益を不当に害しない利用であることが求められる。
　これらの要件により、形式的には所在検索や情報
解析等の結果とともに著作物が表示されるサービス
であっても、その表示等が一般的に利用者の有して
いる当該著作物の視聴等にかかわる欲求を充足する

ことになって、そのオリジナルの著作物の視聴等に
係る市場に悪影響が及ぶような場合、例えば、いわ
ば「コンテンツ提供サービス」と評されるような場
合については、本条の権利制限の対象とならないも
のと考えられる。
　第２項は、第１項に規定する利用の準備のための
利用を対象とするものであり、所在検索や情報解析
等を行うために必要な情報を収集してデータベース
を作成等１１する行為が想定される。

教育の情報化に対応した権利制限規定
等の整備

１０　「公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分の占める割合」は例えば楽曲であれば全体の演奏時間のうち何パーセントに
当たる時間が利用されているか、「その利用に供される部分の量」は例えば小説であればどの程度の文字数が利用されているか、「そ
の利用に供される際の表示の精度」は例えば写真の画像データであればどの程度の画素数で利用されているか、「その他の要素」と
しては、例えば紙媒体での「表示の大きさ」が想定され、写真の紙面への掲載であれば何平方センチメートルの大きさで利用され
ているか、といったことがそれぞれ意味されるものと考えられる。なお「軽微」に該当するか否かの判断にあたっては、例えば利
用目的に公共性があるかといった点は考慮されない。

１１　作成したデータベースを第三者に提供（譲渡や公衆送信等）する行為についても、当該データベースの利用目的が第１項の軽微な
利用の準備に限定されている限り、権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられる。

　（学校その他の教育機関における複製等）
第三十五条　学校その他の教育機関（営利を目的
として設置されているものを除く。）において教
育を担任する者及び授業を受ける者は、その授
業の過程における利用に供することを目的とす
る場合には、その必要と認められる限度におい
て、公表された著作物を複製し、若しくは公衆
送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可
能化を含む。以下この条において同じ。）を行い、
又は公表された著作物であつて公衆送信される
ものを受信装置を用いて公に伝達することがで
きる。ただし、当該著作物の種類及び用途並び
に当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は
伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害
することとなる場合は、この限りでない。
２　前項の規定により公衆送信を行う場合には、
同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補
償金を著作権者に支払わなければならない。
３　前項の規定は、公表された著作物について、
第一項の教育機関における授業の過程において、
当該授業を直接受ける者に対して当該著作物を
その原作品若しくは複製物を提供し、若しくは
提示して利用する場合又は当該著作物を第三十
八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映
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　学校等の教育の質の向上や教育機会の充実等に資
するよう、ICTを活用した教育における著作物等の
利用の円滑化を図るため、学校その他の教育機関に
おける授業の用に供するための著作物の利用に関す
る権利制限規定（第３５条）について、現在権利制限
の対象となっているコピー（複製）や遠隔合同授業
におけるネットワークを通じた送信（公衆送信）に
加えて、新たに遠隔合同授業のための公衆送信以外
の公衆送信等についても広く対象とするとともに、
今回新たに権利制限の対象となる公衆送信について
権利者に補償金請求権を付与することとした。これ
により、例えば学校等の授業や予習・復習用に、教
師が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端
末に公衆送信する行為等について、文化庁長官が指
定する単一の団体への補償金支払を条件として、権
利者の許諾なく行えることとなるものと考えられる。
　補償金請求権の行使については、権利行使に係る
手続き費用を低減し、第３５条の改正の趣旨を実現す
る観点から、文化庁長官による指定を受けた団体
（指定管理団体）によるワンストップでの処理を可
能とするための規定の整備も併せて行っている（第
１０４条の１１から第１０４条の１７）。

障害者の情報アクセス機会の充実に
係る権利制限規定の整備 

　障害者の情報へのアクセス機会の向上のため、視
覚障害者等のために書籍の音訳等を権利者の許諾な
く行うことを認める権利制限規定（第３７条第３項）
において、音訳等を提供できる障害者の範囲につい
て、現行法で対象として明示されている視覚障害や
発達障害等のために視覚による表現の認識に障害が
ある者に加え、新たに、手足を失ってしまったなど
いわゆる肢体不自由等の障害がある者が対象となる
よう規定を明確にした。これにより、世界の視覚障
害者等の著作物へのアクセスの改善を目的とする
「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害の
ある者が発行された著作物を利用する機会を促進す
るためのマラケシュ条約」を我が国が締結すること
が可能となる。
　また、併せて、権利制限の対象とする行為につい
て、現行法で対象となっているコピー（複製）、譲
渡やインターネット送信（自動公衆送信）に加えて、
新たにメール送信等を対象とすることとした。
　これらの見直しにより、例えば肢体不自由で書籍
等を保持できない者のために音訳図書を作成・提供
することや、様々な障害により書籍等を読むことが
困難な者のために作成した音訳データをメール送信
すること等を権利者の許諾なく行えることとなるも
のと考えられる。 

　（視覚障害者等のための複製等）
第三十七条　（略）
２　（略）
３　視覚障害その他の障害により視覚による表現
の認識が困難な者（以下この項及び第百二条第
四項において「視覚障害者等」という。）の福
祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、
公表された著作物であつて、視覚によりその表
現が認識される方式（視覚及び他の知覚により
認識される方式を含む。）により公衆に提供され、
又は提示されているもの（当該著作物以外の著
作物で、当該著作物において複製されているも

のその他当該著作物と一体として公衆に提供さ
れ、又は提示されているものを含む。以下この
項及び同条第四項において「視覚著作物」とい
う。）について、専ら視覚障害者等で当該方式に
よつては当該視覚著作物を利用することが困難
な者の用に供するために必要と認められる限度
において、当該視覚著作物に係る文字を音声に
することその他当該視覚障害者等が利用するた
めに必要な方式により、複製し、又は公衆送信
を行うことができる。ただし、当該視覚著作物
について、著作権者又はその許諾を得た者若し
くは第七十九条の出版権の設定を受けた者若し
くはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た
者により、当該方式による公衆への提供又は提
示が行われている場合は、この限りでない。

し、若しくは口述して利用する場合において、
当該授業が行われる場所以外の場所において当
該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行
うときには、適用しない。
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アーカイブの利活用促進に関する権利
制限規定の整備等
　我が国の有する文化資料を適切に収集・保存し、
またそれらの効果的な活用を促進することで我が国
の文化創造の基盤となる知的インフラの強化に貢献
するため、アーカイブの利活用促進に関する以下の
整備を行うこととした。

１　国立国会図書館による外国の図書館への絶版等
資料の送信（第３１条関係） 

　絶版等の理由により一般に入手困難な資料で、デ
ジタル化した資料を、国立国会図書館が他の図書館
等に送信することができる図書館送信サービスにつ
いて、日本文化の発信等の観点から、外国の図書館
等の施設に対しても送信できることとした。これに
より、日本研究を行っている外国の図書館等に貴重
な資料を提供できることとなるものと考えられる。

２　作品の展示に伴う美術・写真の著作物の利用（第
４７条関係） 

　（美術の著作物等の展示に伴う複製等）
第四十七条　美術の著作物又は写真の著作物の原
作品により、第二十五条に規定する権利を害す
ることなく、これらの著作物を公に展示する者
（以下この条において「原作品展示者」という。）
は、観覧者のためにこれらの展示する著作物

　技術進歩に伴う見直しとして、美術館等において、
展示作品の解説や紹介を目的とする場合には、必要
と認められる限度において、小冊子に加えて、タブ
レット端末等の電子機器へ掲載できること等を規定
（第１項、第２項）している。これにより、例えば、
会場で貸出される電子機器を用いて、より作品の細
部を拡大して制作手法を解説することや、展示方法
の制約により観覧者が目視しづらい立体展示物の底
面や背面の造形を解説すること等が権利者の許諾な
く行えることとなるものと考えられる。
　また、同様に近年の情報通信技術の発展により、
美術館等に行く際に、施設のウェブサイトやメール
マガジン等で展示作品の情報を調べることが一般的

　（図書館等における複製等）
第三十一条　（略）
２　（略）
３　国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物
について、図書館等又はこれに類する外国の施
設で政令で定めるものにおいて公衆に提示する
ことを目的とする場合には、前項の規定により
記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用
いて自動公衆送信を行うことができる。この場
合において、当該図書館等においては、その営
利を目的としない事業として、当該図書館等の
利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供す
るために、自動公衆送信される当該著作物の一
部分の複製物を作成し、当該複製物を一人につ
き一部提供することができる。

（以下この条及び第四十七条の六第二項第一号
において「展示著作物」という。）の解説若し
くは紹介をすることを目的とする小冊子に当該
展示著作物を掲載し、又は次項の規定により当
該展示著作物を上映し、若しくは当該展示著作
物について自動公衆送信（送信可能化を含む。
同項及び同号において同じ。）を行うために必要
と認められる限度において、当該展示著作物を
複製することができる。ただし、当該展示著作
物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び態
様に照らし著作権者の利益を不当に害すること
となる場合は、この限りでない。
２　原作品展示者は、観覧者のために展示著作物
の解説又は紹介をすることを目的とする場合に
は、その必要と認められる限度において、当該
展示著作物を上映し、又は当該展示著作物につ
いて自動公衆送信を行うことができる。ただし、
当該展示著作物の種類及び用途並びに当該上映
又は自動公衆送信の態様に照らし著作権者の利
益を不当に害することとなる場合は、この限り
でない。
３　原作品展示者及びこれに準ずる者として政令
で定めるものは、展示著作物の所在に関する情
報を公衆に提供するために必要と認められる限
度において、当該展示著作物について複製し、
又は公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、
送信可能化を含む。）を行うことができる。ただ
し、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該
複製又は公衆送信の態様に照らし著作権者の利
益を不当に害することとなる場合は、この限り
でない。
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　著作権者不明等著作物の裁定制度は、著作物の権
利者が不明等の場合に、文化庁長官の裁定を受け、
かつ通常の使用料の額に相当するものとして文化庁
長官が定める額の補償金を著作権者のために供託す
ることで、当該著作物を利用することができるもの
である。今般の改正では、補償金等の支払を確実に
行うことが期待できる国や地方公共団体等について、
事前の供託を求めないものとし、権利者と連絡をす
ることができることになった際に、事後的に権利者
に補償金を支払うことを認めることを規定（第２項）
している。同様に、申請中利用に当たって供託をす
ることが求められる担保金も、国や地方公共団体等
については免除し、権利者が現れた場合に、利用に
係る補償金を直接権利者に支払えば足りることとし
ている（第６７条の２）。

　（著作権者不明等の場合における著作物の利用）
第六十七条　（略）
２　国、地方公共団体その他これらに準ずるもの
として政令で定める法人（以下この項及び次条
において「国等」という。）が前項の規定によ
り著作物を利用しようとするときは、同項の規
定にかかわらず、同項の規定による供託を要し
ない。この場合において、国等が著作権者と連
絡をすることができるに至つたときは、同項の
規定により文化庁長官が定める額の補償金を著
作権者に支払わなければならない。
３　第一項の裁定を受けようとする者は、著作物
の利用方法その他政令で定める事項を記載した
申請書に、著作権者と連絡することができない
ことを疎明する資料その他政令で定める資料を
添えて、これを文化庁長官に提出しなければな
らない。
４　（略）

になっていることを踏まえ、展示作品に関する情報
を広く一般公衆に提供することを目的とする場合に
は、必要と認められる限度において当該作品に係る
著作物のサムネイル画像（作品の小さな画像）をイ
ンターネットで公開できること等を規定（第３項）
している。

３　著作権者不明等著作物の裁定制度の見直し（第
６７条等関係）



井口広報部長　本日はお忙しいとこ

ろ、このような機会をいただきまして、

誠にありがとうございます。私は、本

日司会を務めさせていただく広報部

長の井口と申します。どうぞよろしく

お願いします。

小芝さん　よろしくお願いいたします。

井口広報部長　目が綺麗で、お顔が

かわいいから、こちらが緊張しちゃっ

て……。

小芝さん　いえ、そんな。とんでもな

いです。こちらこそ、緊張しています。

井口広報部長　私ども日本行政書士

会連合会では、毎月「月刊日本行政」

という会報誌を発行しておりまして、

現在、全国４万７,０００余名の行政

書士の会員のほか、中央省庁、都道

府県、それから全国の国会議員の皆

様にお届けしています。このように、

たくさんの方々に御覧いただいている

小芝さん　ヤッター！

遠田会長　御活躍を期待しております。

今日は本当にありがとうございます。

小芝さん　ありがとうございます。

井口広報部長　それでは早速です

が、今回、モデルをお引き受けいた

だいた際の小芝さんのお気持ちを聞

かせていただけますか。

小芝さん　正直に言うと、本当に勉

強不足で、行政書士と聞いてもあまり

ピンときていませんでした。それでい

ろいろ調べさせていただくと、車の

登録など、すごく自分の生活の身近な

ところで活躍されているんだなという

ことを知りました。私も２０歳を越え

たので、これから様々な場面でお世

話になるのかなと思っています。今回、

このようなポスターのモデルに起用し

ていただいて、本当に嬉しく思います。

ありがとうございます。

井口広報部長　調べていただいて、

何か私たち行政書士に対するイメージ

というのはいかがでしょうか？

小芝さん　自分が最近まで未成年

だったということもあり、暮らしの様々

な手続というのは親に任せっきりなこ

ともあって、こういった制度があるん

だなと知る機会がなくて。なので、私

の同年代の友達も含め、これから社

会に出て接する機会というか、お世

わけですけれども、今回特別に平成

３０年度行政書士制度のＰＲポスター

のモデルをお受けいただいている小

芝風花さんと、遠田会長との特別対

談を企画させていただきました。こち

らは、行政書士制度の広報月間であ

る１０月にちなみ、１０月号への掲載

を予定しています。どうぞよろしくお

願いいたします。

小芝さん　よろしくお願いいたします。

井口広報部長　御自身のことや行政

書士制度のことなど、いろいろなお話

を伺えればと思っています。

井口広報部長　まずはじめに、ポス

ターモデルを引き受けていただいた

お礼を兼ねまして、遠田会長から御

挨拶をお願いいたします。

遠田会長　今日はお忙しいところあ

りがとうございます。

小芝さん　こちらこそありがとうござ

います。

遠田会長　今回お会いできるのを楽

しみにしておりまして、若い小芝さん

がこれからどういう風に成長するのだ

ろうという期待と、それから、これま

で、行政書士制度ＰＲポスターのモ

デルになられた方は、いろんなところ

で活躍されるというジンクスもありま

すので。

平成30年度　行政書士制度PRポスターモデル

小芝 風花さん

日本行政書士会連合会　会長

遠田 和夫



話になる機会も増えていくんだろうな

と思っています。

井口広報部長　いろいろ勉強してい

ただいているみたいで、嬉しいです

ね。ありがとうございます。

　今まで機会がなくてというお話でし

たが、まったく別の業界で活躍されて

いらっしゃるお二人ということで、今

の仕事につかれたきっかけについて

それぞれお聞かせください。まずは

遠田会長からお願いします。

遠田会長　私は、物心ついた頃から

正義をモットーに生きてきたつもりな

んですけれども、いろいろ仕事をして

いく中で、皆さんに喜んでいただける

というところが基本になってきました。

自分が正しいと思うことしかやらない

というふうに生きていたら、私の母

が、「それだけでは生きていけないよ」

と、周りと協調する必要性を説かれま

した。それから、「女性の気持ちもちゃ

んと分からないといけないよ」という

ことを、結婚する前に言われたんです

よ。そういったこともあって、たまた

ま書類を作る手伝いをしたときにすご

く喜んでもらったこともあり、そういう

人の気持ちに応える喜びを知ったとこ

ろがきっかけかなと思います。

小芝さん　すごいです！人のためから

始まったんですね。

遠田会長　今もそれは変わらないとこ

ろです。時が移ってもこの信念は貫き

たい、最後までそう生きたいと思ってい

ます。

小芝さん　何か人のためにできるって

すごいことですね。

遠田会長　私たちは、生まれてから死

ぬまで、人の一生に関わる仕事をして

います。その中で、相手が喜んでくれて、

喜んでくれた上にお金もいただけるとい

うことは、非常にありがたい話ですよ

ね。女優さんも同じだと思います。演じ

て、みんなが喜んで、すばらしいねと

言ってもらって、それで生活ができるん

小芝さん　この間、四川風麻婆豆腐

を作りました。家族には結構好評で

した。あと、生姜焼きとか、基本的

なものから勉強しています。

井口広報部長　すばらしいですね。

どんどんメニューが増えそうで、御家

族も楽しみですね！

　ところで、今、お二人がお仕事され

ている上で、一番大切にしていること

をお伺いしたいのですけれども。ま

ず、会長からお願いできますか。

遠田会長　私は信頼されることが第一

だと思っていますし、信頼を失ったとき

にはもう終わりだと思っています。特に

こういう仕事柄というのもありますが、

会長までしているわけなので、私の一

挙手一投足は、全て会員に影響すると

思っています。方言の影響もあって発

言が誤解されることも多 あ々りますが。

もう40年ぐらい交通違反もしたことは

ないし、全てのことに対して慎ましく、

自分を管理しているつもりです。

小芝さん　御出身はどちらなんですか？

遠田会長　九州の佐賀です。

小芝さん　方言の影響って結構あり

ますよね。

井口広報部長　小芝さんはどうです

か？

小芝さん　私、大阪出身なんです。

井口広報部長　方言、出ないですよね。

小芝さん　家では出ます。あと、スタッ

フさんとか関西出身の方がいると、つ

られてどんどん出ちゃうんですよね。

井口広報部長　そうですよね。やは

り慣れ親しんだ言葉には私も安心し

てしまいます。みんな、同じですね。

だから。そういうふうに考えることがで

きれば良いですよね。

小芝さん　そうですね。好きなこと

ができて、それがお仕事になるってい

いですね。

井口広報部長　では、小芝さんが女

優というお仕事を志望されたきっかけ

を教えていただけますか？

小芝さん　私は、小学校３年生から中

学２年生までフィギュアスケートを習っ

ていたんです。なので、テレビとかも

全然見る機会がなくて、本当に芸能

界のことも分からなかったんですけど、

たまたま浅田真央さんが出演している

CMで、スケートを滑っているのを見て、

「わぁ、こんなＣＭに出てみたい」と言っ

たのを私の姉が聞いていて。それでオー

ディション雑誌を買ってきてくれて、「た

ぶん書類審査で落ちると思うけど、出

すだけ出してみよう」と言って応募した

のがオスカープロモーションのオーディ

ションです。このオーディションでグラ

ンプリをいただいて所属したのが始まり

です。

井口広報部長　たまたま目にされた

CMがきっかけで、そして今、大活躍

されて…。多忙な毎日を過ごされてい

る小芝さんだと思いますけど、最近、

何かハマっていらっしゃることなどがあ

れば教えていただきたいのですが…。

小芝さん　20 歳を越えたので、最近

はお料理ぐらいできなきゃいけないな

と思って、レシピを見て少しずつ作る

ようになりました。

井口広報部長　得意料理はあります

か？



では、小芝さんにもお伺いしますが、

小芝さんがお仕事されていく上で大事

にされていることは何ですか？

小芝さん　私は、ご縁を大切にしよ

うと思っています。例えば、今日の撮

影でもこんなにたくさんの方が携わっ

てくださっていて、ここで出会ってお

仕事ができるって、すごく素敵なこと

だなと思っています。一度お仕事して、

またあの子と一緒に仕事したいなと

思ってもらえるような仕事をしたいし、

人との出会いを大切にしたいなと常日

頃思っています。

井口広報部長　私たちの仕事も、そ

ういう意味では一緒ですよね。縁が

あって、お役に立ちたいというのが基

本的にあって。

遠田会長　そういうことで広がってい

きますしね。お互いに持ちつ持たれ

つですから、そのとおりだと思います。

井口広報部長　そろそろまとめとい

うことで、私たち行政書士の仕事に

ついて、これからのことも含めて会長

にお伺いしたいんですけれども、行

政書士の仕事は、たくさんありまし

て、先ほどは車の登録の話がありま

したが、建設業の許可だったり、農

地に家を建てたりするときの手続だっ

たり。そのほかには、現代の高齢社

会の中で、相続や成年後見といった

社会問題に対しても、行政書士会と

して社会貢献に取り組んでいますが、

そのあたりのことも含めて、会長から

ができる、非常にやりがいのある仕

事ですよね。小芝さん、いかがでしょ

う。今日、こうやって会長と話をされて、

行政書士に対してどういった印象を持

たれたでしょうか。

小芝さん　行政書士はすごく頼りに

なるんだなということを知ることがで

きたので、これから何かがあったとき

には気軽に相談させていただけそう

だなとすごく安心しました。

井口広報部長　ありがとうございま

す。それでは最後に、全国 4万 7,000

人の会員に向けて何かメッセージをい

ただけませんでしょうか。

小芝さん　会長のように、人のため

にお仕事をされるって、本当に素敵

なことだと思います。大変なこともあ

ると思うんですけど、私もこれから頑

張りますので、困ったときは助けてく

ださい。よろしくお願いします。

井口広報部長　本日は貴重なお時間

をいただきまして、誠にありがとうご

ざいました。

小芝さん　こちらこそ、ありがとうご

ざいました。

遠田会長　ありがとうございました。

井口広報部長　今後ますます小芝さ

んが活躍されることを願っております。

ありがとうございました。

お聞かせいただけますか。

遠田会長　一万種類とも言われてい

る行政手続がありますが、それらは

人の一生に関わることで、社会貢献

に限らず、それらをお手伝いする行

政書士の仕事というのは、依頼者の

幸せにつながる仕事だと思うんですよ

ね。いろいろなことがありますが、嫌

な相手と接したときだって、自分の家

族だと思えば、嫌な人も嫌でなくなっ

ていくということもあると思います。

そういう形で皆さんをサポートしてい

ければ良いのかなと思っています。地

道にやっていくことで認められる。相

手に認めてもらえるように頑張ること

が大事ですよね。

井口広報部長　行政書士というのは、

国民の方々に寄り添って、様々な人

が抱えている問題に対してお手伝い

PROFILE
小芝 風花(こしばふうか)

［生年月日］1997年4月16日（21歳） ［出 身 地］大阪府
［血 液 型］A型 ［趣　　味］編み物・お菓子作り
［特　　技］フィギュアスケート
［受　　賞］２０１１年１１月 「ガールズオーディション２０１１」 グランプリ 受賞
　　　　　２０１５年２月 第５７回ブルーリボン賞 新人賞 受賞
　　　　　２０１５年５月 第２４回日本映画批評家大賞 新人賞（小森和子賞）受賞

［略　　歴］
　●映画
　　2018年10月13日 京都府先行公開　10月20日全国公開「文福茶釜」（川島涼香役）　
　●テレビ＜ドラマ＞
　　２０１５年度下半期 ＮＨＫ 連続テレビ小説「あさが来た」（ヒロインあさの長女・白岡千代役）
　　２０１７年８月 ＮＨＫ ヒロシマ８．６ドラマ「ふたりのキャンバス」主演（柳井里保役）
　　２０１9年1月 ＮＨＫドラマ10「トクサツガガガ」主演（仲村叶役）
　●舞台
　　２０１７年９月・１０月 ＫＡＡＴ×パルコ プロデュース公演「オーランドー」（サーシャ姫役）
その他、イメージキャラクターとしての起用も数多く採用されている。



　広報部では、毎年 10月に実施している行政書士制度広報月間事業の一

環として、行政書士制度ＰＲポスターを作成し、会員の皆様を始め、各単位

会や各自治体などに配付し、掲示の御協力をいただいています。

　今年度のポスターモデルは、女優の小芝風花（こしばふうか）さんです。

平成 30 年 3月15日、多忙を極めるスケジュールの合間を縫って、関係者

立会いの下、ポスター撮影が行われました。初めこそ緊張した面持ちでした

が、撮影が進むにつれ、女優としての本領を発揮され、様々な表情を見せ

ていただきました。清楚な中にも芯の強さがあり、知的で好奇心旺盛な小

芝さんの雰囲気は、変わりゆく時代にも柔軟に対応できる、明るく前向きな

行政書士像に相応しいものでした。

　今年度は付帯事業として、撮影終了後の短い時間ではありましたが、1分

間の制度ＰＲ動画の収録のほか、遠田会長との特別対談が実現しました。

制度ＰＲ動画は、本年 10・11・12月、来年 2・3月の期間限定で本会ホームペー

ジにて公開いたしますので、お見逃しのないよう御覧ください。

　今後とも、広報部一丸となって行政書士制度のＰＲ活動に努めてまいりま

すので、御理解御協力のほどお願い申し上げます。



●トピックス　クローズアップ

2018.10　No.55116

　本年も行政書士制度広報月間を迎えます。例年に倣い、別掲の「平成３０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。

　日行連では、一昨年、昨年と行政書士制度のPR強化を目的として日行連公式キャラクターのユキマサくん
を「ゆるキャラグランプリ」に出場させました。馴染みのあるネコのキャラクターを通じて士業の堅苦しい
イメージを無くし、行政書士が国民の皆様に寄り添い、日々の暮らしやビジネスにおける困りごとを気軽に
相談いただける「頼れる街の法律家」であること、行政手続のスペシャリストとして行政と国民の皆様の架
け橋となる「身近な街の法律家」であることを広く知っていただくために、様々なユキマサくんグッズを作
成しPR活動を展開いたしました。皆様の応援のお陰もあり、企業・その他部門で、一昨年が１１位、昨年が７
位という結果を残すことができ、一定の成果があったものと思っています。
　一方で、効果が具体的に目に見えない分、「ゆるキャラグランプリ」に参画することに対して疑問の声が
あったのも事実です。しかし、他士業にない公式キャラクターだからこそ【ユキマサくん＝行政書士】とい
うイメージが定着するよう、あらゆる方法をもって全会員で育てていくことが大切だと思います。
　本年は「ゆるキャラグランプリ」に参画いたしませんが、この広報月間の間、ユキマサくんが全国で大い
に活躍できるよう皆様の御協力をお願いいたします。

　さて、広報部ではこの一年、日行連ホームページのサイトの構成をより見やすくし、欲しい情報を早く正
確に提供できるように適宜改修を行ってまいりました。また、会報誌についても会長の運営方針を示した
「遠田和夫の眼」に加え、隔月で副会長の思いを掲載しています。さらに、各業務部からの法改正等の情報
に加えて各省庁からも寄稿いただき、会員の皆様へより早く情報を発信できるよう努めています。
　その様な中、本年度は７月２５、２６日の二日間にわたり全国広報担当者会議を開催いたしました。いくつか
の単位会からの事例発表やグループでの意見交換を通じ、会報誌発行に関して抱えていた悩み解決のヒント
が得られたとか、単位会独自のアイデアで作られた広報グッズが大変参考になった等の感想が寄せられまし
た。本年の広報月間においては担当者会議での成果が発揮され、各単位会で様々な広報活動が展開されるも
のと期待しています。

　広報活動は一朝一夕に成果が表れるものではありません。また、どんなに広報活動を頑張ったとしても、
たった一人の品位を損なう行為により一瞬で全国の「行政書士」の信用がなくなってしまうと言っても過言
ではありません。そして、その信用回復にはそれまで以上の時間を費やすこととなります。
　私たち一人ひとりの仕事に対する「誠意」が何よりの広報活動であり、社会との信頼関係なくして広報活
動は成り立ちません。一人ひとりが「頼れる街の法律家」であり「身近な街の法律家」であることを誇りに
思い、会員一丸となってこの広報月間を推進していただきますよ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３０年度行政書士制度広報月平成３０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３０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３０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３０年９月１日（土）から９月３０日（日）まで
　　　　　　　　（２）実施期間：平成３０年１０月１日（月）から１０月３１日（水）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
ことを通じて行政書士制度の更なる普及・浸透を図る。

　　＜重点業務＞
　　　　①　権利義務関係業務　　　　　　　⑦　開発行為に関わる業務
　　　　②　事実証明関係業務　　　　　　　⑧　運輸交通関係法に関わる業務
　　　　③　相続に関わる業務　　　　　　　⑨　風俗営業関係法に関わる業務
　　　　④　法人設立に関わる業務　　　　　⑩　入国管理関係法に関わる業務
　　　　⑤　建設業法関係業務　　　　　　　⑪　知的資産に関わる業務
　　　　⑥　農地法関係業務　　　　　　　　⑫　行政不服申立代理業務
　　＜社会貢献＞
　　　　①　調停による紛争解決の支援（ADR）
　　　　②　成年後見等の支援
　　　　③　大規模災害時における支援活動
（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。

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の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。
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監察活動実施の御案内
＜法規監察部＞　

　10月から始まります「行政書士制度広報月間」に併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。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。

平成３０年８月２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、下記のとおり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

点活動項目としたところ、多くの単位会のご理解とご尽力により、一定の成果を得ることができました。

　今年度は、平成２２・２３年に調査を行ってからしばらく経過したことや、所有者不明農地・耕作放棄地

に対する各単位会の取り組み状況などを踏まえて、「農地法関係業務」を重点項目とすることとし、非

違事例の総量的把握という手法による調査を推奨いたします。本調査の主眼は、一般予防的意味に重点

を置いた監察活動にあり、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こと

を目的としております。もとより、他分野及び他手法による調査等の監察活動を否定するものではあり

ませんので、この点ご留意のうえ、各地の実情に応じた活動もあわせて推進されるようお願いいたしま

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は、下記の諸点を中心に、貴会の

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　重点活動項目「農地法関係業務」に係る都道府県・農業委員会に対する調査。

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
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平成３０年度 全国広報担当者会議の開催報平成３０年度 全国広報担当者会議の開催報告告

１　会報誌について
　茨城会
　広報共通の課題として、
「行政書士って聞いたことは
あるけど、何をしているのだ
ろうか？」ということを、一
般市民にどうお知らせするか
が挙げられる。そこで茨城会
では、会員向けの会報誌とは
別途、一般の方向けの情報誌「 季 のきらめき」を発

と き

行。行政書士の仕事内容を個人向け、企業向けと、
毎回２パターン作成し、少しでも分かりやすく伝え
ることを意識しながら、各支部で取材を行い地域に
根差した情報を掲載することで、手に取っていただ
きやすい誌面作りを心掛けている。
　また、取材先である各市町村の市長や町長の顔写
真とコメントを掲載することで、行政との結びつき
を大切にしながら連携を図っている。
　主な送付先は、行政機関、金融機関等で、計３８８か
所に郵送配付している。 

開　催　日　　平成３０年７月２５日（水）、２６日（木）

場　　　所　　虎ノ門タワーズオフィス６階「ROOM７」

出 席 者 数　　６７名

　平成３０年７月２５日・２６日、全国広報担当者会議を開催した。

　全国から各単位会の広報担当者を招き、広報活動に関する情報提供や意見交換等を行うことを通じて、効

果的かつ効率的な広報活動の推進を図り、行政書士制度の認知度向上を目指すことを目的としたもので、平

成２４年以来、６年ぶりの開催となった。

　山田副会長による開会のことばに始まり、井口広
報部長によるあいさつの後、事前に行った広報活動
に関するアンケート結果に基づき、単位会の取組に
ついて事例発表及び質疑応答、日行連が行う広報活
動についての意見交換が行われた。事例発表の概要
は以下のとおり。
 

１ 日 目
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　滋賀会
　会員向けに「行政書士し
が」を発行。誌面トップに会
長、副会長または各部長の執
筆記事を掲載することを基本
とし、ホームページでの公開
範囲も当該ページのみとして
いるため、２ページ目以降は
自由に企画している。インタ
ビュー記事を掲載する特集企

画や、会員参加型の「会員投稿ペンリレー」企画が
あり、これについてはPRも兼ねて特に新入会員に
執筆を依頼している。
　誌面下部には、職務上請求書の適正な使用及び取
扱いに関する注意喚起文等を掲載し、会員への周知
を行うこととあわせて、このような周知をしているこ
とについて、行政の方へのPRにもつながるよう工夫し
ている。また、誌面作成において、差別用語には十分
配慮している。
　研修会等イベントに関する案内は、修正等があっ
た場合に融通が利きやすいため、誌面掲載ではなく
チラシを作成し同梱するようにしている。 

２　広報グッズについて
　東京会
　「あげたいものではなく、もらいたいもの」を、
高価にならない範囲で行事ごとに検討し、作製して
いる。東京マラソンEXPOの会場でグッズ配布を
行った際には、台紙を付けてユキマサくん缶バッジ

　奈良会
　会員及び一般の方向けに
「行政書士なら」を発行。広
報部は１０名体制としており、
１人の負担を減らし、より中
身の濃いものを作ることを目
指している。作るものがブレ
ないよう、今年度の基本方針
は「ちょっと背伸びをする広
報誌。活動範囲を広げ、利用

するツールを増やし、新しい活動をする。」と定め、
「読んでもらえる、使ってもらえる広報誌」をコン
セプトに作成している。
　「ユキマサくんの行政書士見習い日記」等、スト
ーリー仕立てに業務を紹介していく企画を設け、一
般の方にも面白く読んでいただけるよう工夫してい
る。また、似たような内容になりやすい報告記事に
ついては、キャッチフレーズやレイアウトを工夫す
ることによって目に留めてもらうようにしている。 

を配布したところ、また欲し
いと反響があった。
　対外向け広報誌として
「Puente（プエンテ）」を発行。
広報担当者自ら取材を行って
いる記事や、学識者、有識者
の方に執筆いただき、オーソ
ライズされた内容を掲載する
ことで、高度なものとして喜

ばれている。主に公立図書館、学校、その他病院等
に配付している。 

　大阪会
　グッズ作製にあたって、以
前は様々な色を用いていた
が、統一感を持たせるため、
現在は基調となるカラーを
決めて行っている。配布時
に「行政書士ってどんな仕事
をしているの？」と聞かれる
ことがあるため、業務内容を
グッズの外側に記載し、示し

ながら説明できるように工夫した。
　大阪にあるデザイン専門学校を訪問し、学生に
「大阪」をイメージしたデザインを募集し、パンフ
レット・リーフレット等のデザイン統一を図った。
　クリアファイルに関して、A４サイズだと鞄に入
らず道行く人になかなか手に取ってもらえないが、
小さいA５サイズのものを配布するとあっという間
になくなった。これを踏まえ、今年度はA６サイズ
（通帳が入るような大きさ）を作製予定。 

　広島会
　「わたしのエンディングノ
ート」を作製し、無料相談会
等で活用している。非常に好
評で、ホームページでデータ
をダウンロードできるように
したり、販売を行ったりと、
各会員の営業グッズとしても
使っていただいている。
　「とっつきやすい」をコン

セプトに、業務紹介リーフレットを作製。全国から
平和公園に届く折り鶴の再生紙の利用や、環境への
配慮からベジタブルインクの使用、また二次元バー
コード（音声コード）を載せ、目の不自由な方が音
声読み上げサービスを受けられる等、話題作りも含
めたPRを行うように工夫している。 
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　神奈川会
　「行政書士フェスタ」と題
し、毎年２日間にわたって、
暮らしと事業の無料相談会を
行っている。昨年は２日間で
約４００件の相談があった。ま
た、相談には至らなくても、
行政書士業務に関するパネル
等を設置したことで、立ち止
まって見ていただいたり、会員と話をしたりと、広
報効果は高い。
　当該イベント開催にあたりチラシを作成し、事前
に県内の市役所、区役所にもチラシを配付し置いて
いただくことで、それを見て来場される方が多く効
果的であった。また、役所が発行している広報誌へ
の掲載や電車広告を出し、広く周知している。当日
は、チラシだけでは受け取ってもらえないと考え、
ティッシュペーパーとセットにして配布した。
　今年度から、県内で抜群の稼働率を誇る「横浜ス
タジアム」に神奈川会の看板を出しており、テレビ
での露出もあるため、話題になっている。 

４　ホームページについて
　北海道会
　ホームページには年４回発
行している会報誌のバックナ
ンバーのみならず、会報の発
行がない月に、登録している
会員宛てに事業報告・イベン
ト・研修等のお知らせを配信
しているメールマガジンの
バックナンバーもあわせて掲
載している。
　会員ページには、会員の変更手続に関するマニュ
アルや様式、業務で必要な証明書・申請書・委任状
等のダウンロードが可能となっており、利便性が高
くなるよう工夫している。
　広報媒体には、北海道会マスコットキャラクター
の「たくまくん」を全面的に押し出して広報活動を
行っており、イラスト画像データをホームページに
掲載し、会員各位に利活用いただくようにしている。
その他、もともとTVCMとして作成したCMをホー
ムページに掲載し、行政書士のPRを行っている。
　更新作業については、委員会で各部・各事業の担

３　制度PR活動について
　宮城会
　各支部に、ポスターの必要
部数及びどのようなグッズが
必要か事前調査を行った上で
対応している。
　１０月の電話無料相談会では、
一般ダイヤルと女性専用ダイ
ヤルの２回線を設けて行った
が相談件数が伸びず、今後の
検討課題としている。
　昨年の行政書士記念日事業では、「落語と寸劇で
知る行政書士のしごと」と題し、東北弁落語で離婚・
空き家問題に触れながら行政書士業務を紹介すると
ともに、成年後見に関する寸劇を行った結果、広報
効果が高かった。
　宮城会の「行政書士業務ガイド」シリーズとして、
遺言・遺産相続に関するチラシを県民に配布し好評
を得ている。そのほか新たに、暮らしとビジネスの
困りごと、会社・法人設立、建設業・経審・入札参
加資格、飲食店・風俗営業許可に関するチラシ作成
を広報戦略の一環として進めている。 

　埼玉会
　一般の方向けの情報誌「彩
りコミュナス」を年３回発行。
「捨てられないように作る」
をコンセプトに、手元に長く
置いてもらうにはどうすれば
良いか検討し、地域ごとの見
どころや文化的な情報等をグ
ラビアで紹介しながら、業務
関連記事や無料相談会の開催案内を掲載し、行政書
士をPRするよう工夫している。また、表紙や取材
の写真撮影、記事の執筆は、できるだけ会員が行う
よう心掛けている。
　各市町村で取材を行う折には、必ず観光協会等に
足を運び、資料提供のお願いをし、最後は完成した
冊子を持参してお礼をするようにしていることも
あって、市町村との連携が密接になった。
　配付先について、各支部では、一般の方に行政書
士を知ってもらうにはまず、行政機関の担当の方に
知ってもらおうと、役所の相談会を行っている部署
に直接冊子を持参したり、全課で回覧いただいたり
している。他にも、資料館、博物館、美術館、神社、
観光協会、バス会社、サービスエリア、美容院等に
配付している。
　その他、バナースタンドを作製し、総会や賀詞交
歓会の際に使用してPR活動に役立てている。 
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５　SNSについて
　石川会
　行政書士の存在が市民に
とって更に身近な存在となる
よう、平成２９年８月からFace
bookページを開設し、毎月５
～１０件程度の記事を投稿して
いる。SNS導入のメリットと
して、ホームページは受動的
な情報発信であるのに対し、
SNSは市民に対しこちらから能動的な情報発信がで
きることが挙げられる。
　運営上工夫している点として、無料相談会の案内、
研修会の実施、行政書士試験、法改正情報等、市民
向けの情報のみを発信することで、ホームページと
の差別化を図っている。また、文字ばかりにならな
いようユキマサくんの写真や画像を使用し、親しみ
やすい投稿をするとともに、ユキマサくんが話して
いる形で詳細はホームページへ誘導するなど、シン
プルな内容でタイムリーな投稿を心掛けている。
　今後は、より多くの市民に閲覧いただけるような
記事づくりと、フォロワーを増やしていくことが課
題である。 

当者を決定し、各部等の責任者から依頼のあった案
件を担当委員がアップするという流れになっており、
基本的に会員の事務所で行っている。
　今後は、セキュリティ保護に関する対応が課題で
ある。 

６　ユキマサくんの活用について
　愛知会
　愛知県行政書士会館の最寄
り駅構内（ホームドア）に３
種類のパターンでユキマサく
んを活用した広告を掲示して
いる。その目的としては、毎
月行っている常設の無料相談
会に係る広告を地元紙に掲載
しているが、それだけだと月
によって相談件数の偏りが出てしまうため、常に掲
示することでそれを解消するためと、会館までの地
図を載せており、それを見ることによって、実際に
相談に来られる方を分かりやすく誘導できるように
するためである。
　ユキマサくんのイラストが入った卓上カレンダー
については、年末のあいさつを兼ねて官公署を訪問
し、窓口に置いてもらうことをお願いするとともに、
広報月間から２か月経過しての非行政書士排除に関

　遠田会長によるあいさつの後、６つのグループに
分かれ、「効果的かつ効率的な広報活動について」を
テーマに、主に会報誌、広報グッズ、制度PR活動の
３つの視点から、グループディスカッションが行われ
た。限られた時間の中、具体的な活動事例を交えた
熱心な意見交換が展開された。概要は次頁のとおり。

する情報等を伺うきっかけづくりに利用している。

　以上の発表に加え、各単位会のその他取組、日行
連への意見・要望等も含め、活発な意見交換が行わ
れた。その後、小林広報部次長による「まとめ」が
あり、休会となった。

２ 日 目

各単位会のオリジナルグッズを展示
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各グループの発表概要
制度PR活動広報グッズ会　報　誌

・無料相談会やセミナー等、継続して行って
いくことが大事ではないか。
・会報、ホームページ、新聞広告、無料で出
演できるテレビ番組への出演等、点と点が
つながって線になり、線がつながっていけ
ば面になるといった、立体的な広報ができ
れば効果的ではないか。
・マスコミの活用や、政治連盟と協力しなが
ら広報活動を行っていくことも必要である。

・「ユキマサくん」を活用していくべき。
・グッズ作製において、特に置き型のカレン
ダーは、裏面に行政書士業務を記載する等
工夫ができ、めくったときに目に付きやす
く良いのではないか。
・カレンダーに単位会名や支部名を入れるに
あたって、各単位会のみで作製すると費用
がかさむため、日行連で取りまとめを行い、
デザインには各単位会のご当地ユキマサく
んを入れるようにすれば効果的ではないか。
・官公署等に置いていただくことで、一般の
方の目にも触れやすくなり、行政書士を
知ってもらうきっかけとなるのではないか。

・会員向けの会報誌をしっかり作ることで、
官公署や一般企業の方から見ていただける
ものになる。これも、会報誌の一つのあり
方ではないか。
・対外向けの広報誌については、単位会から
郵送するのではなく、各支部の担当者が官
公署等に直接持参することで、行政書士へ
の理解を示していただけるようになるので
はないか。
・各支部の会員各位による協力が得られると、
皆で作ったものという意識になり、良いの
ではないか。

AグルーAグループプ
（北海道・山形（北海道・山形・・
埼玉・愛知・滋賀埼玉・愛知・滋賀・・
鳥取・徳島・熊本鳥取・徳島・熊本））

・将来、行政書士を目指そうと考えてもらえ
るよう、法教育に力を入れる。
・ラジオCMについて、広報月間の１か月間、
期間限定で地元のFMで流すようにすると
費用が抑えられ良いのではないか。
・岐阜会ではオリンピックナンバーの出張封
印を行う際、PRも兼ねて新聞社やケーブ
ルテレビに取材にきてもらった。このよう
な事例を日行連に把握してもらい、他単位
会に発信することで活動を共有することが
でき、効果的ではないか。
・日行連への要望として、記者クラブに入っ
てもらい、行政書士の活動等をPRしてほ
しい。

・会の規模によって作製できるものも変わっ
てくるが、「安くて良いもの」を基本に作製
するのが良いのではないか。
・A６サイズのファイルは一般の方に手に
取っていただきやすく良いと思う。

・広報誌の内容について、会員の事務所訪問
や趣味の話をするコーナー等、業務とは関
係のない記事を掲載することも良いのでは
ないか。
・表紙について、会員を対象にフォトコンテ
ストを行ったり、ユキマサくんを探せとい
う企画で表紙から興味を持ってもらうこと
は工夫がなされていて良いと思う。

BグルーBグループプ
（秋田・東京（秋田・東京・・
岐阜・大阪・島根岐阜・大阪・島根・・
高知高知））

・市役所に懸垂幕を出していただき、広報月
間のPRを行ったが、費用もかからなかっ
たため良いと思う。
・市との共催で行事を行うと市民の安心感が
高まり効果的であった。
・郵便局と連携して相談会を行うことで、相
談件数が伸び効果的である。
・遺言の書き方教室の開催にあたり、メディ
アにプレスリリースをかけたところ、大き
な反響があり効果的であった。

・グッズ作製よりも、広告に力を入れている。
・食べ物をグッズとして配布することについ
ては、取扱いに注意しなければならず非効
率的ではないか。

・会員向けだけでなく、対外向けの広報誌を
発行していくのは良いと思う。
・表紙の写真について、観光協会から提供し
てもらうことで、少しでも編集作業の負担
軽減になり良いのではないか。
・なかなか記事が集まらないという悩みを抱
えている会が多いが、有識者に寄稿いただ
くことは効果的である。

CグルーCグループプ
（岩手・神奈川（岩手・神奈川・・
長野・三重・京都長野・三重・京都・・
岡山・愛媛・宮崎岡山・愛媛・宮崎・・
沖縄沖縄））

・マスコミを活用したPRを行う場合は、通
常のものにはなかなか興味を持ってもらえ
ないため、例えば災害に関することや、外
国語が話せる行政書士がいる相談会を開催
する等、話題性のあるものを発信していく
必要がある。
・市の会報に掲載していただける可能性があ
るので、行政機関経由で一般市民に広報活
動を行うと効果的ではないか。
・日行連への要望として、単位会分をとりま
とめてのグッズ作製や、スポンサー的な大
きな活動をしてほしい。

・クリアファイル、エンディングノート、業
務別のパンフレット、トートバックが人気
があり良いと思う。
・グッズの配布場所について、やみくもに　
配布するのではなく、役所前に絞る等工夫
すると良いのではないか。

・紙媒体とは別途、PDF化を検討する。ただ
し、これだけでは印刷費の削減にはつなが
らないため、この点において更に検討が必
要である。
・広報誌の役割として、会員向けの情報提供
か対外向けの情報提供か、性格が重なって
いるところもあるため、解決策の検討が必
要（例えば会員の処分情報の掲載方法、ホ
ームページとの併用等）。

DグルーDグループプ
（青森・千葉（青森・千葉・・
群馬・福井・奈良群馬・福井・奈良・・
広島・福岡広島・福岡・・
鹿児島鹿児島））

・支部ごとに町内会を通じて案内を全戸配布
をした事例がある。一般家庭に行政書士制
度のPRを行うには、非常に効果的ではな
いか。
・ラジオ・テレビCM、新聞広告と、様々な
媒体を使って総合的に取り組むことも良い
のではないか。

・有全行団からグッズを購入して配布してい
る単位会もあるため、各単位会ごとの必要
数をまとめて一度に注文すれば、単価を下
げられる可能性があるのではないか。
・単価が高価なものは配布を躊躇する部分も
あり、結果的に残ってしまった事例がある
ため、配布用には安価なものの方が良いと
思われる。

・会員向けと対外向けの情報発信をどのよう
にバランスをとっていくかが課題である。
会員向けのものは基本的に従前どおり伝統
的に作成していくべきではないか。
・対外向けのものについても、ホームページ
やSNSと併用しながら制度推進のため作
成していくべきではないか。
・日行連への要望として、全国どこでも使用
できるような情報を各単位会と共有する場
を設け、それぞれの地域の特性をいかした
情報を付け加えながら、掲載していければ
効率的ではないか。
・紙媒体のものを希望者のみに送付すること
については、賛否両論あり、仕分けに係る
事務局の負担も想定されることから、断念
した事例がある。今後改めて検討が必要。

EグルーEグループプ
（福島・茨城（福島・茨城・・
静岡・石川静岡・石川・・
和歌山・山口和歌山・山口・・
佐賀佐賀））

・タレントを起用して行った講演会は、集客
力が大きく効果的であった。
・役所と協力し、無料相談会のチラシを回覧
板で全戸配布した際には、相談者が多数訪
れ、効果的であった。
・路面電車での車内アナウンスを行っている
事例は良いと思う。

・予算の関係上、オリジナルのグッズを作製
していない単位会もあり、その場合は、日
行連や有全行団が作製したグッズを活用し
ている事例がある。
・エコバック、ティッシュ、ボールペン、法
被、派手なビブス、派手なスタッフジャン
パー、どらやき等、単位会によって様々な
ものを作製しているが、１２か月分のカレン
ダーが１枚ものになっているカレンダーは、
先々の曜日が一目で確認できるため、貼っ
ていただけるところが多く効果的である。

・単位会ごとに発行頻度は異なるが、内容に
ついて、あまり変化がないということが共
通課題として挙げられる。今後、より読ん
でいただけるように、レイアウトの工夫等、
実践していく。
・紙媒体で送付している単位会が多いが、送
料の問題等を考えると、今後、データとし
て配付することについて検討が必要。
・広報誌のタイトルを、堅いものから柔らか
いイメージのものに変更することは、馴染
みやすくなり良いのではないか。
・マニュアルの作成等、役員が変わっても継
続していける仕組みづくりが必要である。

FグルーFグループプ
（宮城・栃木（宮城・栃木・・
新潟・富山・兵庫新潟・富山・兵庫・・
香川・長崎・大分香川・長崎・大分））
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　各グループによる発表・質疑応答が終了した後、２日間を振り返り、井口広報部長による本会議の総括が
行われた。

総　括
　担当者会議開催にあたり、今年度１０月の広報月間でその成果を生かしていただきたいとの思いから、日行
連総会後わずか１か月での開催となり、出席された方、特に事例発表をお願いした単位会の方には御負担を
おかけしました。関係の皆様には、この場を借りて改めて御礼申し上げます。
　さて、会報誌については、経費削減の観点から電子化を進めている単位会が多数ありました。ただ、全て
を電子化する環境が整っていないため一部電子化による配信としているところが多いようですが、効率化を
優先して紙媒体をなくすことが果たして効果的広報活動なのか、今後の課題として残りました。
　その他、会報誌の構成を大がかりに改訂することに対する抵抗や原稿収集の大変さ、そもそも予算が限ら
れているため新しいことができない、部員が少ない等の意見が出されました。
　広報グッズについては、各単位会から独創的な発想で作成された「実物」を御提供いただき、それらを展
示の上、当日希望される単位会に持ち帰っていただいたところ、大変好評で、是非参考にしたいとの声があ
ちこちで聞かれました。
　また、日行連に対しての御意見もいただきました。テレビや新聞の全国紙で広報をしてほしい、単位会で
使えるものをデータで提供してほしいといった御意見がありましたので、今後の広報活動の参考とさせてい
ただきたいと思います。
　２日間の日程を通じて、他会の広報活動を知ることにより、「自らが抱えていた悩みや課題について他会で
も同じような問題を抱えていることが分かり少し安心した」とか、「問題解決の糸口を見つけられて大変参考
になった」といった感想とともに、「このような情報交換の場を２年に一度でもいいので開催してほしい」と
の意見もいただきました。
　一方で、単位会の規模が違うため、会員数の少ない会としてはあまり参考にならなかったとの意見もあり
ました。おっしゃるとおり、予算も違えば部員数も違います。他会の広報活動と同じように行うことは難し
いと思いますので、それぞれの単位会の個性を生かした活動を実施していただければと思います。
　参加された多くの方から大変参考になったとの感想をいただき、開催したことについては一定の成果が
あったものと思います。日行連広報部としては、１０月の広報月間に是非とも今回の成果をいかし、昨年とは
違った広報活動を展開していただき、多くの会から
その報告が寄せられることを大いに期待しています。

　総括に続き、田岡法規監察部次長から「法規監察
部からのお知らせ」があった後、本会議で得られた
貴重な情報・意見が各地における今後の広報活動の
推進に寄与することを期待し、小林広報部次長の閉
会のことばをもって終了した。

　会議終了後に本会議を受けてのアンケートを実施したところ、多くの御意見・御感想をいただきましたので、一
部抜粋して御紹介いたします。
＜今回の会議の内容について＞
・各単位会によって会員数、予算等規模の違いはあるが、広報部員の考え方、意識によって様々な活動形態がある
ことが分かった。他府県の広報部の意見が聞けて大変参考になった。
・全国の担当者が一同に会する機会は真に貴重でした。地方だけの集まりでは、あまり得られないこと、奇抜なア
イディアを聞かせてもらえることは大変嬉しい。 
・悩みも共通しているものが多く、共に改善方法を考えることができた。このような機会は全国的なレベルを引き
上げる方法として非常に有効だと感じた。
＜今後の広報活動について＞
・会報において、もっと対外的なPRの視点をもって作成する必要性を痛感した。部の活動における継続性の担保に
ついて、引き続き考えていきたい。
・マンネリだった部分を改善していきたい。限られた予算の中で効果的なものを考えておられる会もあり、とても
参考になった。
・できないことは割り切って、地域の特性に応じた活動を行いたいと思う。

 
北海道行政書士会か北海道行政書士会からら
はるばる「たくまくん」はるばる「たくまくん」がが
遊びにきてくれたニャ遊びにきてくれたニャ♪♪

会議を受けてのアンケート結果
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＜法務業務部＞

株式会社ゆうちょ銀行を訪問
 Info 

１

日　に　ち　　平成３０年８月２日（木）

出　席　者　　（株式会社ゆうちょ銀行）
　　　　　　　　小藤田　実 常務執行役営業部門補佐
　　　　　　　　山本　浩和 営業部門営業第二部部長
　　　　　　　　後藤　典弘 営業部門営業第二部営業推進担当
　　　　　　　　　　　　　 グループリーダー兼マネージャー
　　　　　　　（日本郵便株式会社）
　　　　　　　　本間　信行 金融営業部ゆうちょ営業推進部長
　　　　　　　（日行連）
　　　　　　　　遠田　和夫 会長
　　　　　　　　野田　昌利 副会長
　　　　　　　　杉山久美子 法務業務部長

　法務業務部では、８月２日、遠田会長を始め関係役員でゆうちょ銀行本社を訪問し、高齢者支援事業にお
ける本会との連携に関する意見交換を行いました。
　既に九州地方協議会の各単位会が結んでいるゆうちょ銀行九州エリア本部との無料相談会に関する覚書及
び日本郵便九州支社との「見守りサービス」を中心とした覚書をリーディングケースとして、全国的に高齢
者支援に関する連携事業を展開していくことを話し合い、今後、本会とゆうちょ銀行本社との間でも覚書の
締結に向けて前向きに検討していくことで合意をいたしました。
　各地協または各単位会での役割、各店舗との連絡窓口の整備、相談員養成のカリキュラム作成、顧客向け
または職員向けセミナーの開催、地域の実情に合わせた仕組みづくり等々、詳細な事項につきましては今後
調整していくところではありますが、まずは本会とゆうちょ銀行本社との間で大枠の覚書を、年度内を目標
に締結することを目指してまいります。

左から　本間　信行 金融営業部ゆうちょ営業推進部長
　　　　野田　昌利 副会長
　　　　小藤田　実 常務執行役営業部門補佐
　　　　遠田　和夫 会長
　　　　山本　浩和 営業部門営業第二部部長
　　　　杉山久美子 法務業務部長
　　　　後藤　典弘 営業部門営業第二部営業推進担当
　　　　　　　　 　グループリーダー兼マネージャー
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＜国土交通省土地・建設産業局との協議＞
　８月１日、国土交通省土地・建設産業局の担当者が来館され、「土地関係業務連携支援協議会（仮称）」（以
下、「協議会」）への参加協力依頼を受けました。
　先の国会で成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の円滑な実施のために、国
土交通省の各地方整備局（北海道開発局及び沖縄総合事務局を含む。）のブロックを単位として協議会が設
置されることとなります。
　行政書士会には会議への参加のほ
かに、講習会・講演会等への講師派
遣、用地業務等に係る参考事例の紹
介等の役割が期待されており、所有
者不明土地問題に関する行政書士の
役割はますます大きくなるものと思
われます。
　そのため、本会といたしましては、
９月を目途に各単位会で各ブロック
における代表・連絡窓口を調整して
いただき、今年中または年明け早々
に開催予定の第１回協議会総会から
行政書士会が参加する段取りで進め
ています。

＜法務省民事局との協議＞
　８月２日、法務省民事局の担当者が来館され、成年後見登記の証明書の記載事項に係る省令改正について
の説明を受けました。
　現行では、登記事項証明書には、後見登記等ファイル等に記録されている事項の全て（更正・変更の履歴
を含む。）が表示されていますが、更正前の登記事項や変更前の登記事項（過去の住所等）について、登記
事項証明書に表示しないでほしいとの要望がかねてから寄せられており、また、これらの登記事項を公示す
る必要性も低いと考えられることから、今般、以下の概要で省令を改正することとなりました。
・登記事項証明書には、更正前の登記事項を記載しない。
・成年被後見人等の住所等、申請によって登記事項が変更された場合も、特別の請求がない限り、登記事
項証明書には、変更前の登記事項を記載しない。

　改正省令は今年１０月に公布され、１２月に施行される予定ですので、会員の皆様におかれましてはあらかじ
め御承知おき願います。
　詳細は法務省ホームページを御参照ください。

関係省庁との協議について
 Info 

２
＜法務業務部＞
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　近年、急速なICT化等により、社会環境が日々変化する中で、行政書士業務の複雑化、専門化が進んでおり、
行政書士の果たすべき社会的役割が一層期待されているところです。
　総務部では、行政書士の果たすべき役割を鮮明にし、さらなる行政書士制度の確立に向けて、今後の政策
の決定、実行に生かすことのできる有益な情報を得るため、「行政書士実態調査」を実施いたしました。また、
本年度は、政府よりFATF第４次審査の対応が求められていることから、犯罪収益移転防止法に基づく行政
書士の業務に関する項目についても調査いたしました。
　本調査は、月刊日本行政５月号（No.５４６）に「行政書士実態調査票」を同封並びに日行連会員サイト上の
WEBアンケートにて５月１日から６月１１日まで行い、回答数は４,３３８通（FAX回答：３,４３４通、WEB回答：
９０４通）で、平成３０年４月１日現在の会員４６,９１５名を母数とする回収率は９.２％。男女内訳は、男性３,７１６名
（８５.７％）女性５９２名（１３.６％）未回答３０名（０.７％）となりました。

＜総務部＞

平成３０年行政書士実態調査集計結果について
 Info 

３

２．業務歴
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）人数業務歴
３２．３%３０．８%１３３７５年未満
１８．２%１８．９%８１９１０年未満
１０．４%１２．０%５１９１５年未満
７．７%９．２%３９７２０年未満
３０．５%２８．２%１，２２４２０年以上
０．９%１．０%４２未回答
１００．０%１００．０%４，３３８合　計

３－１．職業属性
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）人数職業属性
４７．９%５２．０%２，２５４行政書士専業
５０．７%４７．０%２，０４１他資格兼業
１．４%１．０%４３未回答
１００．０%１００．０%４，３３８合　計

３－２．他資格兼業
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）人数他資格兼業

０．１%０．１%１弁護士
０．３%０．３%６弁理士
１．０%１．０%２３公認会計士
２５．６%２７．３%６３０税理士
１５．２%１５．６%３６０土地家屋調査士
８．１%７．９%１８３司法書士
１５．６%１４．８%３４０社労士
１５．６%１５．１%３４７宅建士
１８．６%１８．０%４１６その他
１００．０%１００．０%２，３０６合　計

１．年齢構成
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）人数年齢

１．１%０．８%３３２０～３０歳
１０．２%８．０%３４７３１～４０歳
１２．８%１７．３%７５２４１～５０歳
２０．５%１７．９%７７６５１～６０歳
３７．２%３５．６%１，５４３６１～７０歳
１８．０%１９．９%８６４７１歳以上
０．２%０．５%２３未回答
１００．０%１００．０%４，３３８合　計
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４．行政書士登録資格
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）人数登録資格
６５．６%６８．５%２，９７１行政書士試験合格
０．０%０．２%７弁護士
０．１%０．２%８弁理士
０．３%０．３%１４公認会計士
１３．７%１３．４%５８３税理士
１９．６%１５．５%６７４行政事務
０．７%１．９%８１未回答
１００．０%１００．０%４，３３８合　計

５－１．補助者
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）件数補助者
３１．８%３２．３%１，４０３あり
６４．０%６６．３%２，８７８なし
４．２%１．３%５７未回答
１００．０%１００．０%４，３３８合　計

５－２．補助者の人数
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）人数補助者の人数
５８．０%５３．２%７４７１名
２９．２%３１．８%４４６２～３名
８．７%８．４%１１８４～５名
４．０%６．６%９２６名以上
０．０%０．０%０未回答
１００．０%１００．０%１，４０３合　計

６－１．従業員
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）件数従業員
２２．３%２０．６%８９５あり
６３．５%７６．５%３，３１７なし
１４．２%２．９%１２６未回答
１００．０%１００．０%４，３３８合　計

６－２．従業員の人数
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）人数従業員の人数

４２．３%３６．２%３２４１名
３０．８%３３．１%２９６２～３名
１２．２%１３．１%１１７４～５名
１４．７%１７．５%１５７６名以上
０．０%０．１%１未回答
１００．０%１００．０%８９５合　計

７．事務所の形態
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）件数事務所の形態
８６．２%８３．７%３，６３１単独事務所
３．１%２．８%１２１共同事務所
８．６%９．４%４０７合同事務所
１．３%２．４%１０３行政書士法人
０．８%１．８%７６未回答
１００．０%１００．０%４，３３８合　計
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８．取扱業務
割合件数業務名№
１０．６%２，０３８建設業許可関係（経審等含む）１
２．５%４８８開発許可、宅地造成、都市計画関係２
０．８%１５７国土法届出、土地利用関係３
０．１%１４特定施設設置届出等４
２．４%４６１宅建業の免許５
０．５%９７特殊車両の通行許可６
７．３%１，３９８農地法関係７
０．６%１２２森林法関係８
０．３%４９砂利、採石等河川法関係９
１．２%２２１建築士事務所登録１０
０．３%６２測量業者登録１１
３．１%５９８自動車登録１２
５．２%９９８車庫証明１３
２．０%３７６運送業許可関係１４
０．３%４９倉庫業１５
０．２%３１旅行業登録１６
１．８%３４３風俗営業許可１７
２．２%４２９古物営業、質屋営業１８
０．１%２７警備業関係１９
０．１%１６貸金業登録２０
１．６%３０４道路占用、道路使用許可２１
４．８%９１３産業廃棄物、一般廃棄物許可２２
０．１%１５薬事法関係２３
０．４%７５食品営業２４
０．３%５５旅館業、ホテル２５
０．０%６店舗（大規模店舗届出・商店街整備計画等）２６
０．０%６理容所、美容所開設届２７
０．０%１クリーニング業開設届２８
０．１%２７消防法関係手続２９
０．１%２６浄化槽工事業登録３０
０．６%１２４墓地関係許可３１
５．３%１，０２４株式会社等設立３２
０．２%４３会社の合併３３
０．５%９４事業承継３４
０．７%１２８医療法人の設立３５
０．１%１８宗教法人の設立３６
０．１%１５学校法人の設立３７
０．８%１６２NPO法人の設立３８
０．３%５１社会福祉法人の設立３９
０．４%７９社団等の公益法人設立４０
０．１%２７知的財産権関係手続４１
２．８%５３７入管業務４２
１．１%２１０国籍、帰化４３
０．２%４３渉外戸籍４４
０．３%４９外国査証申請４５
０．３%４９外国向け認証文書の作成４６
０．３%５１外務省の認証（公的証明）４７
０．０%４現地法人の設立４８
０．１%２８旅券申請４９
０．３%６３労働者派遣事業、有料職業紹介５０
０．９%１７６社会保険、労働保険の適用５１
０．０%９労働保険事務組合の設立５２
０．１%１８組合の設立５３
０．４%８６酒類販売業の免許５４
０．８%１６３国有財産払い下げ５５

０．０%９たばこ小売業５６
０．０%３前払式証票発行届出等５７
０．１%１２輸出輸入関係５８
０．８%１５０電気工事業の登録５９
０．１%１１電気用品取締法関係６０
０．１%２５事業協同組合等の設立６１
０．３%６０地縁団体の許可６２
０．０%４火気、危険物取扱業務６３
０．０%３高圧ガス・液体石油ガス販売事業届出等６４
０．５%１０２自動車税、不動産取得税等税務関係６５
１１．３%２，１７６相続、遺言６６
０．３%５２告訴告発状６７
０．６%１０６交通事故関係６８
４．８%９２４各種契約書の作成６９
３．１%５８９内容証明７０
１．１%２１７測量、土地境界７１
２．２%４２０記帳会計７２
１．３%２５３各種補助金、給付金の申請、融資申込み７３
４．１%７９０議事録、定款、自治会規約、就業規則等の作成７４
１．２%２３３任意後見手続７５
０．３%５９確定日付７６
０．０%７温泉掘削許可７７
０．０%４聴聞・弁明等手続代理７８
０．０%４行政不服申立手続代理７９
１．８%３４８その他８０
１００．０%１９，２１４合　計

９．年間売上高
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）人数年間売上高

７８．０%７８．７%３，４１５５００万円未満
１１．４%１１．３%４９２１，０００万円未満
５．０%５．３%２３０２，０００万円未満
１．９%１．８%８０３，０００万円未満
０．９%０．８%３５４，０００万円未満
０．６%０．５%２３５，０００万円未満
０．７%０．８%３６１億円未満
０．３%０．３%１１１億円以上
１．２%０．４%１６未回答
１００．０%１００．０%４，３３８合計
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１２－２．賠償責任保険の請求
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）人数請求

４．６%１０．３%１４９あり
２４．６%７０．２%１０１３なし
７０．８%１９．５%２８１未回答
１００．０%１００．０%１４４３合　計

１０．公共的役職・所属機関
（現在）

割合人数会員属性
１７．６%１２５調停委員
６．９%４９行政相談員
９．２%６５民政委員
３．５%２５農業委員会
０．１%１国土利用計画審議会
２．１%１５都市計画審議会
４．１%２９空家対策審議会
０．４%３建築審査会
０．３%２開発審査会
０．０%０農政審議会
０．４%３公益認定等審議会
３．９%２８行政不服審査会
０．３%２審理員

０．３%２審査請求対象者検討会議
（家裁成年後見）

３．９%２８成年後見関係機関懇談（連絡）会
６．１%４３固定資産評価審議会
２．５%１８人権擁護委員
３８．２%２７１その他
１００．０%７０９合　計

（過去）
割合人数会員属性
１６．０%７１調停委員
４．３%１９行政相談員
１１．１%４９民政委員
４．５%２０農業委員会
０．２%１国土利用計画審議会
４．５%２０都市計画審議会
１．１%５空家対策審議会
１．１%５建築審査会
０．５%２開発審査会
０．２%１農政審議会
０．５%２公益認定等審議会
１．８%８行政不服審査会
０．０%０審理員

０．２%１審査請求対象者検討会議
（家裁成年後見）

２．０%９成年後見関係機関懇談(連絡)会
６．３%２８固定資産評価審議会
４．７%２１人権擁護委員
４０．９%１８１その他
１００．０%４４３合　計

１１．議員等
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）人数会員属性

１．６%０．０%０国会議員
７．９%８．３%５都道府県会議員
８８．９%９１．７%５５市区町村会議員
１．６%０．０%０地方公共団体首長
１００．０%１００．０%６０合　計

１２－１．行政書士賠償責任保険
割合（Ｈ２５）割合（Ｈ３０）人数保険
２９．２%３３．３%１，４４３加入している
６９．８%６６．０%２，８６４加入していない
１．０%０．７%３１未回答
１００．０%１００．０%４，３３８合　計
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１４．ハイリスク取引の有無
割合人数ハイリスク取引
０．６%２あり
９９．１%３３６なし
０．３%１未回答
１００．０%３３９合　計

１５．特定取引で本人確認ができなかった理由で謝絶
割合人数謝絶
１．５%５あり
９８．５%３３４なし
０．０%０未回答
１００．０%３３９合　計

１６．本人確認記録の作成件数

※以下①～③の特定取引において、平成27年度から平成29年
度までに個人・法人を対象として本人確認記録を作成し、
その作成件数に応じた人数の合計を集計しています。

①宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
法人
（H２９）

個人
（H２９）

法人
（H２８）

個人
（H２８）

法人
（H２７）

個人
（H２７）件数

９１４５１２８１８１
４９３１１２３２
０７１２０２３
１２１２０２４
１１０１１１５
００００００６
０００００２７
００００００８
００００００９
００００００１０
０１０１０１１１以上
３２４３０５３２９３１０３２８３１０未回答
３３９３３９３３９３３９３３９３３９合計

②会社等の設立又は合併に関する行為又は手続
法人
（H２９）

個人
（H２９）

法人
（H２８）

個人
（H２８）

法人
（H２７）

個人
（H２７）件数

４５３６３２３４３０３０１
１７１５１５１５１３１５２
１１１０１５１６９９３
８１０５３６２４
１０７４３１０３５
３２７３０１６
０２２２０１７
０２１３０１８
０２０００１９
３０３１２１１０
２８０１０３８１１以上
２４０２４５２５５２４９２６６２６７未回答
３３９３３９３３９３３９３３９３３９合計

③２００万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の
管理又は処分

法人
（H２９）

個人
（H２９）

法人
（H２８）

個人
（H２８）

法人
（H２７）

個人
（H２７）件数

１７２２１７１
２７１５０４２
０１０１０２３
１０１２０１４
０００００１５
０００００１６
０００００１７
０１００００８
００００００９
００００００１０
０１０１０１１１以上
３３５３２２３３５３２８３３８３２１未回答
３３９３３９３３９３３９３３９３３９合計

①宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
法人
（H２９）

個人
（H２９）

法人
（H２８）

個人
（H２８）

法人
（H２７）

個人
（H２７）件数

７１２５６６１５１
３８２１０２３２
０２１２０１３
０２０１０２４
０１０００１５
００００００６
０００００１７
０００１００８
００００００９
００００００１０
０２０１０１１１以上
３２９３１２３３１３１８３３１３１５未回答
３３９３３９３３９３３９３３９３３９合計

１７．取引記録等の作成件数

※以下①～③の特定取引において、平成２７年度から平成２９年
度までに個人・法人を対象として取引記録等を作成し、そ
の作成件数に応じた人数の合計を集計しています。

犯罪収益移転防止法に基づく行政書士の業務に関する実態調査集計結果

※特定取引…行政書士法第１条の２、第１条の３若しくは第
１３条の６に定める業務又はこれらに付随し、関連する業務
であって、顧客等との間で次の行為等の代理又は代行を行
うことを内容とする契約の締結
①宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
②会社等の設立又は合併に関する行為又は手続
③２００万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管
理又は処分

１３．特定取引実施の有無
割合人数特定取引
７．８%３３９あり
９１．６%３，９７４なし
０．６%２５未回答
１００．０%４，３３８合　計
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②会社等の設立又は合併に関する行為又は手続
法人
（２９）

個人
（H２９）

法人
（H２８）

個人
（H２８）

法人
（H２７）

個人
（H２７）件数

２８２５１９２６１９２４１
１４１６９１０１１１０２
１１６１６１１９７３
６８４３５３４
８８３４９３５
５２８２００６
１２２２０１７
０２０２１１８
１００００１９
３０３１２０１０
１４２６２７１１以上
２６１２６６２７３２７２２８１２８２未回答
３３９３３９３３９３３９３３９３３９合計

③２００万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の
管理又は処分

法人
（H２９）

個人
（H２９）

法人
（H２８）

個人
（H２８）

法人
（H２７）

個人
（H２７）件数

１８０３０６１
２８１５０４２
０００１０２３
１０１２０１４
００００００５
０００００１６
００００００７
０１００００８
００００００９
００００００１０
０１０１０１１１以上
３３５３２１３３７３２７３３９３２４未回答
３３９３３９３３９３３９３３９３３９合計

１８．取引時確認等を的確に行うための措置の取組状況
①使用人等に対する教育訓練の実施

割合件数取組状況
１４．７%５０実施済
１８．０%６１未実施
４７．８%１６２該当無
１９．５%６６未回答
１００．０%３３９合　計

②取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成
割合件数取組状況
１０．３%３５実施済
６７．３%２２８未実施
２２．４%７６未回答
１００．０%３３９合　計

⑥確認記録・取引記録等の継続的な精査
割合件数取組状況
４３．４%１４７実施済
３５．７%１２１未実施
２０．９%７１未回答
１００．０%３３９合　計

③統括管理者の選任
割合件数取組状況
１３．２%４５実施済
１９．８%６７未実施
４７．８%１６２該当無
１９．２%６５未回答
１００．０%３３９合　計

④リスク評価書の作成
割合件数取組状況
４．１%１４実施済
７３．８%２５０未実施
２２．１%７５未回答
１００．０%３３９合　計

⑤取引時確認等に際して必要な情報の収集・整理・分析
割合件数取組状況
４３．４%１４７実施済
３５．７%１２１未実施
２０．９%７１未回答
１００．０%３３９合　計

⑩取引時確認等に係る監査の実施
割合件数取組状況
８．０%２７実施済
６８．１%２３１未実施
２３．９%８１未回答
１００．０%３３９合　計

⑦高リスク取引を行う際の統括管理者による承認
割合件数取組状況
８．０%２７実施済
６８．１%２３１未実施
０．０%０該当無
２３．９%８１未回答
１００．０%３３９合　計

⑧高リスク取引に関する情報の整理・分析結果の書面化・
保存

割合件数取組状況
５．９%２０実施済
１８．９%６４未実施
５６．６%１９２該当無
１８．６%６３未回答
１００．０%３３９合　計

⑨必要な能力を有する職員の採用のために必要な措置の
実施

割合件数取組状況
２．７%９実施済
２１．８%７４未実施
５７．２%１９４該当無
１８．３%６２未回答
１００．０%３３９合　計
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＜申請取次行政書士管理委員会＞

申請取次関係研修会（更新）についての御案内
 Info 

４

　届出済証明書の更新には、「届出済証明書」に記載の有効期限までの間（交付から３年間）に、実務（更
新）研修を受講し修了証書の交付を受けた後、所属単位会を経由して更新手続を行うことが必要です。更新
手続が未了のまま有効期限が経過すると、更新はできず、再度取次業務を行うためには、改めて事務（新規）
研修を受講し修了証書の交付を受けた後、所属単位会を経由して申出手続を行うことが必要となります。
　研修会は、大雨、台風、地震その他の天災等により、公共交通機関の運休等の発生に伴い開催が中止とな
る等のケースも想定されますので、お早めに御受講ください。

平成３０年度の行政書士申請取次研修の開催日程は、既開催分を除き下表のとおりです。

＜天災等による公共交通機関の運休等が発生した場合の措置について＞
　日行連では、研修会当日に天災等による公共交通機関の運休等が発生した場合等の措置について、「振替措
置」「返金対応」を行う場合があります。更新手続に万全を期していただくためにも、早めの御受講をお願
いいたします。

申請取次実務研修会（更新）申請取次事務研修会（新規）

会　　場開催日会　　場開催日

メルキュールホテル札幌　　　　（札幌）１０月１９日（金）１名古屋サンスカイルーム（名古屋）２月１日（金）１

TKPガーデンシティ広島駅前大橋（広島）１１月３０日（金）２シェーンバッハ・サボー（東　京）３月２５日（月）２

シェーンバッハ・サボー　　　　 （東京）１２月１７日（月）３

新大阪ワシントンホテルプラザ　（大阪）３月１日（金）４

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
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　平成３０年６月１５・１６日、山形県かみのやま温泉郷

「日本の宿古窯」において平成３０年度東北地協定時

総会が開催されました。

　総会に先立ち、地協会長表彰の表彰状授与式が執

り行われました（受賞者２５名）。

　総会では、日當正男地協会長が議長となり、第１

号議案から第５号議案まで上程され、熱心に審議が

行われた結果、上程された５議案全て原案通り、満

場一致で可決承認されました。

　その後、各単位会の会長から現況報告があり、平

成２３年３月１１日に発生した東日本大震災、空き家問題、人口減少等東北６県が抱えている種々の悩みについ

て共有し、引き続き、頼れる街の法律家として地域住民に窓口を大きく開き、常に国民の利便に資するべく

活動を行うとの認識で一致しました。

　未曾有の大震災から早７年余り、絶望のどん底から日々研鑚を重ね、希望に満ちた社会に向けて忌憚のな

い意見交換が行われました。

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。

平成３０年度東北地協定時総会を
開催しました

青森県
行政書士会

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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　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：広島

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30年11月30日（金）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

TKPガーデンシティ広島駅前大橋
（広島県広島市南区京橋町1－7）

会会　　場場

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。

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

平成30年11月1日（木）9時～11月9日（金）17時　厳守
※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

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。
H30.11.30（金）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：TKPガーデンシティ広島駅前大橋）

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

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票

【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】

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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登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（９７件）
２　その他

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

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　平成３０年度地協連絡会資料について

常任理事会（～９日）
【合議事項】
１　平成３０年度地協連絡会資料について
２　平成３０年７月豪雨に伴う災害支援金
の募集について

３　平成３０年度会長会の開催概要及びテ
ーマについて

４　オーファンワークス実証事業実行委
員会からの事業受託について

５　広報活動に係るメーリングリストの
開設について

６　その他

許認可業務部
農地・土地利用部門会議
【協議事項】
１　平成３０年度事業の具体的推進について
２　その他

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））

国際・企業経営業務部
知的財産部門会議（～１０日）
【協議事項】
１　著作権相談員養成研修の改善について
２　知的財産部門VOD収録について
３　知財分野における政府方針等の確認
と今後の対応について

４　著作権教育に関するプレゼンについて
５　その他

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（木（木））

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　業務提携に係る打合せ
２　建設業関連書籍の執筆事業について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（月（月））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（７３件）
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（火（火））

許認可業務部
運輸交通部門会議（～２３日）
【協議事項】
１　平成３０年度事業の具体的推進について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（水（水））

経理部会（～２４日）
【協議事項】
１　経理規則改正案について
２　中小企業退職金共済の掛け金について
３　ゆうちょ銀行口座の取扱いについて
４　災害助成基金積立資産の要件変更に
ついて

５　会館取得積立特定資産の積立先につ
いて

６　その他

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　申請取次事務処理の手引き改定につ
いて

２　前回責任者会議に係る内容確認につ
いて

３　修了証書の取り扱いについて
４　平成３１年度申取研修会開催日程につ
いて

５　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（木（木））

申請取次実務研修会（名古屋）
受講者（２６８名）

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（金（金））
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電子申請推進委員会（～２８日）
【協議事項】
１　平成３０年度事業の具体的な活動につ
いて

２　単位会からの照会について
３　電子委任状取扱事業者との意見交換
４　その他

国際・企業経営業務部
企業支援部門会議（～２８日）
【協議事項】
１　企業支援部門VODの検討について
２　単位会からの照会に対する回答につ
いて

３　企業支援業務実務者会議の開催につ
いて

４　ソーシャルビジネスに関するパンフ
レットの作成について

５　標準化支援業務について
６　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（月（月））

法規監察部会
【協議事項】
１　総務部依頼への対応について
２　中央研修所依頼への対応について
３　行政書士関係法規集の改訂について
４　照会案件等について
５　監察案件等について
６　監察的広報に係るアンケートについて
７　移動法規監察部会の開催について
８　その他

広報部会（～２９日）
【協議事項】
１　全国広報担当者会議の総括と今後の対
応について

２　平成３０年度広報月間関連事項について
３　平成３１年度行政書士制度PRポスタ
ーについて

４　月刊日本行政関連事項について
５　助成申請について
６　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（火（火））

規制改革委員会
【協議事項】
１　「規制改革ホットライン」集中受付に

係る対応について
２　その他

行政書士制度調査委員会
【協議事項】
１　死亡・相続ワンストップサービスに
ついて

２　デジタル・ガバメント実行計画につ
いて

３　外国人材の受入れ政策について
４　今後の委員会の組織的位置付けにつ
いて

５　行テラス構想に関する考え方について
６　その他

法務業務部
【協議事項】
１　相談業務について
２　行テラス構想について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（水（水））

行政書士制度あり方検討委員会
【協議事項】
１　大規模災害対策本部のあり方に関す
る諮問について

２　その他

総務部会（～３１日）
【協議事項】
１　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

２　照会案件の対応

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（木（木））



2018.10　No.55138

教えて！行政書士のしごと教えて！行政書士のしごと
頼れる街の法律家
行政書士の業務を御紹

介

相続や自動車登録手続などの暮らしに関することから、外国人雇用関係
や法人手続などビジネスに関することまで、多岐にわたる行政書士の仕事。
前号のQ３～４に引き続き、「種苗法に関連する行政書士業務」について、
そのポイントや相談の多い事例などをQ＆A方式でお答えします。

種苗法に関連す種苗法に関連するる
行政書士業行政書士業務務

品種登録により発生する「育成者権」の効力は、次に掲げる行為等には及びません。

（１）新品種の育成その他の試験又は研究を目的とした品種の利用
　　①　新品種の育成に使用するため、登録品種の種苗を増殖すること
②　登録品種の特性を調査し、登録された特徴どおりのものであるかどうか確認するため、
登録品種の種苗を増殖し、栽培すること　等

（２）一部の例外を除く農業者の自家増殖
農業者の「自家増殖」とは、農業者（農業者個人と農業生産法人）が正規に購入した登録
品種の種苗を用いて収穫物を取得し、その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗とし
て用いることです。
農業者の自家増殖については、原則として育成者権の効力が及びませんが、それを制限す
る契約を結んだ場合、または種苗法施行規則別表第三に定められた栄養繁殖性植物（地下茎、
塊茎、塊根、鱗茎（りんけい）、むかご（ヤマノイモなどの葉の付け根に出るわき芽のうち、
別の個体になるもの）については育成者権の効力が及び、自家増殖には許諾が必要です。別
表第三に定められた栄養繁殖性植物の種類については、対象植物を随時拡大することとして
います。最新の情報につきましては、品種登録ホームページの「関係法令等」で御確認くだ
さい。

育成者権の効力の例外（「自家増殖」に対する制限を含む。）
について教えてください。

A

Q5

自家増殖が禁止されている植物の例

オクラ、キャベツ、ブロッコリー、キュウリ、スイカ、メロン、ダイコン、カブ、ト
マト、ナス等野 菜

カリン、クルミ、スグリ、ナツメ、パパイヤ、バナナ等果 樹

アイリス、アルストロメリア、アロエ、アロカーシア、エスキナンツス、エピデンド
ラム、エリシムム、オーニソガラム、オリヅルラン、オンシジウム、ガーベラ、カス
ミソウ、カ卜レア、カランコエ、カリブラコア、クラッスラ、クレマチス、ジゴカク
タス、シンビジウム、スパシフィラム、セネキオ（シネラリアを除く〉、セントポー
リア、チューリップ、デンドロビウム、トケイソウ、カーネーション、ペチュニア、
ヘメロカリス、ペラルゴニウム、ヘレボルス、リンドウ、ローダンセマム等

草 花 類

アカシア、アジサイ、アデニウム、アフェランドラ、ガマズミ、カラタチ、カンノン
チク、キョウチク卜ウ、クチナシ、デロスペルマ、ドウダンツツジ、ドゥランタ、パ
キラ、ヒサカキ、ポインセチア、ミヤマシキミ、メディニラ、モクレン、ラウァンドゥ
ラ、ルクリア等

鑑 賞 樹

きくらげ、しいたけ、つくりたけ、はなびらたけ、ひらたけ、ほんしめじ、やなぎま
つたけ等き の こ
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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～
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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。

　ここ数年、普通では考え及ばないこと
が、天にも地にも起こっているように思
えてならない。西日本の広域に及ぶ災害は、記憶に新し
いし、復旧も遅々として進んでいない。
　また、東京医科大学の裏口入学の報道も忘れられない。
　北海道新聞のコラムで『医』の持つ意味の解説が掲載
されていたが、『匚』昔は隠れたところに悪霊が取り憑く
と考えられていて、それを取り除くために『矢』のよう
に駆けつける者・・それが医者だという。
　多くの医者はそのような志の高い人だと思うが、私の
近くでそうとも思えない事案が起きていて腹立たしい思
いをすると、たった一人でも全てと思いたくなる。私た
ちもまた、誰かが問題を起こすと『行政書士』がと言わ
れてしまう。
　他山の石では決してない。『士』とは広辞苑によると｢
学徳を修め、敬重すべき地位にある人｣とある・・嗚
呼・・漢字の持つ意味を今一度見つめ直したい・・嗚呼

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（小林）

◆登録者数（平成３０年８月末日現在）
４７,８８４名合 計　 　
６,６８９名女４１,１９５名男内 訳　 　
６,２５５名女３９,７１３名男・個人事務所開業
２０３名女１,０１９名男・行政書士法人社員
２３１名女４６３名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成３０年８月中の処理件数）
２３２名新規登録　合　計
５１名女１８１名男　　　　　内　訳
１０９名登録抹消　合　計
１４名女９５名男　　　　　内　訳

９２名　　　　　・廃　業
１６名　　　　　・死　亡
１名　　　　　・その他

◆法人会員（平成３０年８月末日現在）
７９３法 人 事 務 所 数
４８９・主たる事務所数（行政書士法人数）
３０４・従たる事務所数


