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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います。
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遠田和夫
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　　　 行政書士の未来
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AI の普及と
　　　 行政書士の未来

　多くの方がそうだと思うのですが、自身の未来を考えることは頻繁にあっても、自分が所属する組織や制
度の未来までは意外と考えが及ばないものです。それどころか、日々考えているはずの自分の未来でさえも、
実はしっかりと先の方までは見通せていないということも、よくあることなのではないでしょうか。
　純粋に自分自身の未来を考えることは大切なことですし、もっと広く、所属組織の未来という視点から俯
瞰的かつ客観的に未来を考えていくことも極めて大切なことです。私は日行連の会長として、特に責任を感
じていますし、そのようなことが自然とできる組織にしていきたい、なってもらいたいと願っています。
　今、世の中の仕組みは、情報技術（IT）の推進と未来社会の主役となるであろう人工知能（AI）の発展が
急速に進み、従来とは全く異なる姿に変貌しようとしています。そのような高度な技術が溢れる未来につい
て、私が語るのは少しばかりおこがましいという気持ちもありますが、組織と行政書士制度の先を見据えた
私なりの考えを述べさせていただきたいと思います。
　
　IT化の推進・AIの普及の中での行政書士業務
　先般、週刊エコノミスト（発行：毎日新聞出版株式会社）から、人工知能の脅威とチャンスについて行政
書士会の会長としてどのように考えるか、という取材を受けました。同誌の平成３０年２月１３日号に「AIに勝
つ！社労士 司法書士 行政書士」との特集が組まれ、インタビュー記事も掲載されましたので、お読みになっ
た方も多くいらっしゃると思います。国内大手の研究機関の調査結果として、行政書士ほか士業の業務の多
くが２０３０年頃にITの進歩やAIの活用により自動化されるという予測が示されたことを受け、その未来を考
察するという内容のものでした。記事では、国が取り組む電子政府の推進や、クラウドやインターネットを
利用した民間企業のITサービスの急激な成長が紹介され、行政書士等の「法律の専門家」の仕事を激変させ
ているということが書かれています。
　そのときの取材でも答えたのですが、行政書士の最大の強みは業務範囲の幅広さであり、それは現にすべ
ての士業の業務とも多様に連携したり、基盤にもなったりしているほどの広さがあります。したがって、
IT・AIの普及の中でも、この業務範囲の広さが生き残りの鍵になってくると考えています。過去にも私たち
の大きな業務であった自動車の運転免許証の取得手続等が、時代の流れの中で国策として私たちの手から離
れていきましたが、新たな国家的課題としての空き家問題や所有者不明土地問題への対応など、２０年前には
意識されていなかった活躍のフィールドが生じています。その一方で、いまだ紙を用いた許認可等は膨大に
残されているのも現実であり、私たちに課せられる使命は、IT・AIが普及していく将来においても広範な業
務範囲の中で形を変えつつ、重いものであり続けるのだろうと考えています。

　しかし、記事中の各士業の方の未来予測の方向は確信的なものとは言い難く、（私もそうなのですが）はっ
きりとした未来が描けていないのが現状だと思っています。人間の技術が、私たちの想像力を遥かに超えた
速度で進歩しているのです。そのような中で、どの士業も現在の中心となっている手続的な業務が縮小され
ることを想定し、それに対応する活路として、コンサルティング業務、あるいは本業に密接に関連する周辺
業務にも積極的に目を向け始めている様子がうかがえます。いくら「人間にしかできないものがある」と言っ
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ても、AI技術は今後も速度を増して発達していくでしょうし、人間の思考パターンを繰り返し蓄積していっ
た結果、将棋のAIが人間を超えてしまったように、もっと多くの分野で人間と対等、若しくはそれ以上にや
りとりができる状況が来ると考えています。今の世界はそこまで行っていませんが、その前段としてITの活
用が極めて広い分野で急速に進んでいることは現実であり、そのような状況に危機感を持っている会員の皆
様が多いことは、強く感じています。
　例えば、車社会においては現にOSSを筆頭に手続などの電子化が進んでいますし、政府では、建設業を始
めとした私たちの業務に関わる多くの分野でIT化推進の議論が活発に行われています。OSSの場合は、自動
車関係の仕事をしている会員の皆様を中心に、従来型の業務を超え、IT化の進んだ手続への対応に全力で取
り組んでいただかないと、この分野から行政書士が淘汰される側になってしまう恐れがありますし、政府の
IT化推進の議論に行政書士会が参加できていない現状もまた、しっかりと認識しなければなりません。組織
を挙げ、制度を挙げて対応していくことが、もはや喫緊の課題となっていることは事実です。

現状を捉えないと未来は語れない
　記事中で、他士業の会員も、時代からの遅れ、従来からの紙ベースの手続への依存、全体的な業務量と会
員数の問題など、現状への懸念を述べていますが、それぞれの言葉に「的を射た」と感じるところも多々あ
ります。未来を語るには、まずは現状をしっかりと確認しなければならず、このような会員の方の声も参考
にして、次年度に向けて縦横様々な角度から課題を分析し、その姿を明確にして取り組めるようにしてまい
りたいと思っています。そのためには、情報の集約を効率的かつ効果的に行える仕組みを構築し、スムーズ
に運用していくことが極めて重要です。
　時々、単位会の会員の方から私のところに、「単位会として省庁と折衝しているが進展しない」という旨
の訴えがありますが、これは情報の流れ、組織の役割分担という意味では少し修正が必要と考えます。地域
的な要望であれば単位会が地元自治体と交渉することは当然ですが、国の組織や省庁との折衝は、相手方か
らすれば組織全体に関わる話と捉えられるものです。日行連と単位会が一体となり、制度全体としての組織
活動を効果的に進めるためにも、対外的にも分かりやすいようにそれぞれの役割を整理した上で、情報はい
ち早く日行連に挙げていただきたいと思います。その上で日行連は、今何が起きていて、そのために私たち
がやるべきことは何かをしっかりと検討し、単位会に示し、単位会はそれを可能な限り速やかに実行し、ま
た会員に対して伝えていく。このような仕組みを確固たるものとして、この流れが行政書士制度全体として
全国的にスムーズにできるようになれば、IT・AI化のみならず、想像がつかないような未来にも組織一丸と
なって向かっていけると思っています。

　一方でまた、日行連内部の現状にも目を向けなければなりません。日行連の理事は、４７,０００名の会員一人
一人の将来を背負っています。法改正はもちろんのこと、会則や規則の改正作業にしてもたくさんの労力を
提供いただいています。国の施策に対する考え方や組織としての対応の方向性を整理し、制度を導く決定を
する責任はとても重く、これだけでも大変な御苦労をいただいていると思っています。
　しかし、未来を見据えたとき、私たちが果たすべき責務は、これだけでは十分とは言えないのではないで
しょうか。例えば、国等に対する政策提言など、もっと積極的に国民に対してのアプローチを強化していく
ことが必要であると、私は考えています。そのためには、理事の皆様には今以上に力を発揮していただくよ
う、さらなる御苦労をお願いしなければなりません。また、各部や委員会の事業を支援してくださる委員や
専門員の方にも、従来にも増して御協力をお願いする必要が出てまいります。その分の予算も確保しなけれ
ばなりませんが、そのための覚悟も含めて、従来型の組織からの脱皮が必要であると感じています。

　会員の皆様には是非とも未来を見つめていただき、日行連、そして単位会を前向きに御支援いただきたい
と思っています。これらの考え方は何も目新しいものではなく、行政書士が誕生したときから、組織の中で
日々考えられ、積み上げられてきたものだと思っています。私は常々「原点に戻る」ことの大切さを申し上
げていますが、それは正にこのような考えを日々かみしめながら未来に対峙していきたいとの思いからのも
のであることを御理解いただきたいと思います。
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T　近年の通信網の整備やデバイス機器等の低価格化によって、あらゆる情報はネットワーク経由でやりとり

できるようになっています。世の中に存在する様々なモノをネットワークに接続し、相互通信や自動制御、

遠隔計測などを行う技術「IoT」や、大量のデータの利活用によって、課題解決や生産性向上、付加価値の

付与などを試みる「ビッグデータ」といった概念は、「IT業界や製造業などの話であり、士業には無縁のも

の」として扱われがちですが、これは大きな間違いです。

　我が国では現在、第四次産業革命の象徴であるIoTやビッグデータ、人工知能（AI）などの技術を、あら

ゆる産業や社会生活に取り入れることを主たる政策として謳っています。

　急速に変化する社会環境や我が国の政策を俯瞰して見れば、行政書士やその他多くの士業が危機的状況を

迎えます。本稿では、第四次産業革命時代に向けて進められている政府の政策案を概説し、これからの行政

書士のあり方について述べたいと思います。 

第四次産業革命時代に生き残る行政書士のあり第四次産業革命時代に生き残る行政書士のあり方方

＜国際・企業経営業務部　企業支援部門＞

● スペシャルリポート　国際・企業経営業務部　企業支援部門

電子政府の実現で士業が不要になる？ 電子政府の実現で士業が不要になる？ 

　最も先進的な電子国家といわれるエストニアでは、

国民IDをチップに格納し、eガバメントポータルへ

のログインや電子署名などを積極的に行政手続に導

入してきました。その結果、住民登録を始め、年金

や保険の手続、納税などが容易となっています。

　このような話はエストニアに限らず、我が国にお

いてもマイナンバー制度の開始により決して他人事

ではなくなりました。とりわけエストニアは電子国

家の推進により、税理士や会計士といった士業が不

要となった顕著な例として、よく取り上げられてい

ます。

　ほかにも電子取引の浸透度が世界一とされるフィ

ンランドでは、電子決済システムが急速に拡大し、

請求や支払といった取引は、ほとんどペーパーレス

化されています。また、株売買や投信、保険といっ

た金融商品も携帯端末で取引することが一般的に

なっており、街の喫茶店やパーキングを始め、通信

販売に至るまで電子取引の活用例は日々進化してい

ます。このような環境の変化が我が国に確実に伝播

していることは言うまでもありません。

　そのほか、経済危機と高齢化を乗り越えるための

手段として電子政府化に成功したデンマークでは、

行政組織の横断化を図り、様々なステークホルダー

を巻き込んだプロジェクトの推進で行政事務の効率

化・高度化を果たしています。成功の鍵となってい

るのが、行政が委託するIT事業者の選択及び交渉や、

システムの保守維持を支援するKOBITと呼ばれる

組織の存在、公共データの整備・公開・民間活用と

言われています。

　福祉国家として医療保険、教育、高齢者介護・福
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祉などの公的支出も多いデンマークが見事に電子政

府を実現していることは、我が国の規範として扱わ

れる例として大変分かりやすいと言えます。なお、

デンマークは昨年から段階的に現金の流通を廃止す

るよう着々と進めています。これら電子政府の実現

に伴い、短絡的に士業が不要になると言いたいわけ

ではありませんが、行政に関する手続の円滑な実施

に寄与することを主目的とする我々行政書士のあり

方の変容は確実に求められています。

我が国の中小企業支援の実際 我が国の中小企業支援の実際 

　行政書士のあり方の変容を述べる前に、我が国の

中小企業支援者としての専門家の捉え方についても

説明する必要があります。本来、行政書士は企業や

事業者のスタートに最も近いタイミングで関わるこ

とができ、他の士業に対して大変優位なポジション

にいると言えます。これはIT業界などで用いられ

る上流工程と下流工程の概念で図示すれば一目瞭然

です。

　誤解のないように言えば、上流や下流といっても、

便宜上の表現であり、決して上下関係を表すわけで

はありません。上流工程とは最初の方の工程であり、

下流工程は後の工程です。また、上流工程が指示、

すなわち仕事を振る役割を担い、下流工程が仕事を

受けてこなす側の役割となります。つまり、資格の

特性としては本来、行政書士は企業支援分野で高い

ポテンシャルを有していたはずです。

　ところが現実問題として、行政書士が企業支援分

野において優位性を発揮できていません。この最た

る理由は、実務上独占業務の有無とビジネスシーン

におけるイニシアチブは必ずしもイコールではない

ことが挙げられます。

　そもそも、これから起業しようとする者や、事業

を始めて間もない者が、経営について相談しようと

考えた時に「独占業務の有無」や「業際」など考え

て決めることはありません。例えば、古くからの流

れとして商工会議所や経済同友会などの経済団体が、

相談先としては有力候補となるかもしれません。資

金繰りなどが念頭にあれば、日本政策金融公庫や地

元金融機関なども候補として挙がると思います。も

う少し最近の情勢を踏まえても、国内のほとんど全

ての事業者に事業計画を作成させることを促すため、

中小企業庁が打ち出した施策の担い手が商工会議所

であったことも記憶に新しいところです。

　２０１２年には、中小企業庁が多様化・複雑化する経

営課題を解決する専門家の区分として開始した「経

営革新等支援機関（以下「認定支援機関」）」という

受け皿があります。現在、国の施策として通常の士

業の支援を受けるよりも、認定支援機関の支援を受

けた方が中小企業や小規模事業者にとっては多くの

メリットを享受できるようにできています。それは

融資を受ける際の利率優遇が受けられるとか、補助

金申請時の必要条件であるとか、経営改善の支援時

にコンサルティング費用の３分の２の補助（上限２００

万円）を受けられるなど様々ですが、いずれにして

も独占業務は脅かされつつあります。なお、全国で

２万７,０００弱ある認定支援機関のうち、行政書士の認

定数は５０程度しかありません。その多くは税理士、

金融機関、中小企業診断士です。

　創業や第二創業（事業承継）に的を絞った場合で

あっても、国は２０１４年から、国の認定を受けた特定

創業支援事業者が積極的に支援を行える制度を構築

しています。２０１６年には認定支援機関さえも差し置

● スペシャルリポート　国際・企業経営業務部　企業支援部門
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いて「創業・第二創業補助金」申請の要件として特

定創業支援事業者の支援が条件付けされ、業界は騒

然としました。また、特定創業支援事業者の支援を

受ければ、株式会社設立時の登録免許税２分の１を

免除するなどの優遇もあります。

ますます加速する独占業務の無力化 ますます加速する独占業務の無力化 

　２０１６年からはIT導入補助金の申請手続を民間事

業者が担うことを前提としたIT導入支援事業者制

度が開始しました。IT導入支援事業者はITツール

を提供でき、ITサービス提供実績者でなければなら

ないことから、ほぼすべての行政書士が対象外と

なっています。

　そもそも補助金申請とは官公署に提出する書類と

して行政書士法第１条の２に規定する業務と考えら

れますが、経済産業省の見解を読み解くと補助金は

あくまで事業計画に対する財政上の補助制度であり、

事業計画とは経営者本人が策定することが前提のた

め、作成代理や提出代理という考えはあり得ないこ

ととされます（民事上の遺言に近いロジック）。

　さらに、このような補助金の分野に関わらず、

２０１７年６月には「未来投資戦略２０１７」が閣議決定さ

れ、法人設立に関する全手続をオンライン・ワンス

トップ化で処理することを目指すと宣言され、官民

で検討を開始することとされました。これは冒頭に

述べた電子政府構想の具体化について、本格的に我

が国が歩み始めたことを意味します。

　曰く、このワンストップの担い手はIT事業者が有

力とされており、筆者はIT導入支援事業者制度をな

ぞったようなものが想定されているように考えてい

ます。なお、ワンストップの範疇には当然、行政書

士が担ってきた定款認証（電子公証）や、司法書士

の独占業務である商業登記なども含まれています。

　さらに９月に公表された内閣官房日本経済再生総

合事務局「法人設立手続のオンライン・ワンストッ

プ化に向けて」では、法人設立手続のオンライン化

測定項目に具体例として「建設業許可」や「契約執

行」なども取り上げられており、法人設立手続には、

単純な法人設立のみならず、許認可や権利義務書

類・事実証明書類の作成なども含まれ得ることが示

唆されています。

行政書士のあり方も変化せざるを得ない 行政書士のあり方も変化せざるを得ない 

　以上のように、これから士業を取り巻く環境は不

確実性が高く、変化が激しくなることは明白です。

新たな時代で生き残るためには、既成概念を取り払

い、柔軟性や変化を受け入れる多様性が必要です。

また、第四次産業革命の例でも分かるように、IT

（情報技術）を使いこなす力を強化し、これまでの

独占業務は「作業」と割り切り、IoTやAIへの置き

換わりを受け入れて充分に活用し、自らは創造的な

「仕事」に注力する姿勢が求められます。

　もっとも、我々行政書士がこれまで築いてきた知

識や経験が決して無為になることはありません。む

しろ、これまで築いてきた許認可という強みをブラ

ンディングにいかして、独占業務に捉われないコン

サルティングという分野で戦うことができます。

　これからの行政書士は、独占業務で食うという単

一価値から脱却し、相対的な市場価値を模索しなけ

ればなりません。そのためには、独占の範囲外であ

る財務会計の知識や情報収集・分析などのスキル、

課題解決手法、ヒアリング力などの向上にも努める

必要があります。

　これらの能力向上の方向性や方法については、日
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はじめに はじめに 

　平成２９年５月２９日から、全国の登記所（法務局）

において、各種相続手続に利用することができる

「法定相続情報証明制度」が始まりました。制度の

内容については、本誌２０１７年７月号（No.５３６）のス

ペシャルリポートに掲載済みですので、既に皆様も

御承知のことと存じます。

制度の利用状況 制度の利用状況 

　制度運用開始から１０か月余りが経過し、実際に行

政書士がどのくらい利用しているのか、またこの制

度の利用についてどう感じているのかを調べるため、

試験的に法務業務部の構成員の所属単位会で、以下

のような内容で利用状況アンケートを行いました。

１．貴会会員が受任された「法定相続情報一覧図の

保管及び交付の申出」について、一覧図の使用目

的別にその件数をお答えください。

２．法定相続情報一覧図の写しを使用しての手続を

拒否された例があればお書きください。

３．本制度の「メリット」と感じられる部分があれ

ばお書きください。

４．本制度の「デメリット」と感じられる部分があ

ればお書きください。

５．貴会での本制度に関する研修の実施についてお

伺いします。

　今回は時期的に各単位会の事務局の繁忙期であっ

たため、構成員所属単位会に絞っての実施としまし

たが、この結果によれば、７単位会で１１０件余りの取

扱件数が報告されました。全単位会に実施したアン

ケートではありませんが、このアンケート結果から

現状の制度のメリット・デメリットもある程度見え

てきたように思います。

（制度利用に関するメリットとデメリット）

　メリットとしては、金融機関での相続手続の簡素

化、それに伴う依頼人の費用負担軽減、などが挙げ

られており、一方、デメリットとしては、数次相続

の場合、かえって面倒だ、出生から死亡までの被相

続人の戸籍がそろわなければ利用できない、法務局

までのアクセスに時間が掛かるので負担が増える、

申出人以外からの写しの再交付申請ができない、原

本証明は依頼者本人にしてもらわなければならない、

法定相続情報証明制法定相続情報証明制度度
～現状の考察と今後の展開について～現状の考察と今後の展開について～～

＜法務業務部＞

行連においても推進方針等の検討を進めていきます。

　また、現在上流工程に位置することになった経済

団体や認定支援機関等との連携体制を構築すること

も必須となります。この実現のために「行政書士」

という付加価値に加え、個々がこれまで培った専門

分野、経歴、前職、地理的優位性などをいかす必要

も生じるでしょう。 

　他の支援機関と連携するためには個々としてのス

ペシャリスト性よりも、行政書士という塊としての

ゼネラリスト性を売り出していく必要があります。

　現在の士業界は正にサムライにとっての幕末です。

独占業務という刀にこだわらず、新たな海に漕ぎ出

さなくてはなりません。かつてダーウィンが言った

ように、環境の変化で生存するのは、強い者でも、

賢い者でもなく、環境に適応できる人間だけです。
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などの意見が見られました。なお、不動産登記が付

随する場合は、現状の登記手続と同様の戸籍の範囲

が整えば、この制度の利用が可能であり、原本証明

も代理人で可能となっています。

（制度を取り巻く状況）

　ところで、この制度が創られたのは、金融機関で

の相続手続は、まず特段の事情がない限りは、遅滞

なく行われることがほとんどであるため、この制度

を利用してその手続をする相続人に、不動産が相続

財産にある場合、その登記手続をするよう促すこと

が目的でした。今や所有者不明土地の問題と絡めて

も、実際に機能すれば、その生い立ちに疑念がない

といえば嘘になりますが、有意義な制度だと考えま

す。

　ただ、我々が気に掛かるのは、平成２９年７月６日

付にて法務省民事局民事第一課から法務局及び地方

法務局の戸籍課長宛に発せられた事務連絡によると、

戸籍法第１０条の２第３項にある資格者が、相続人等

から法定相続情報一覧図の保管及び法定相続情報一

覧図の写しの交付の申出の委任を受けた場合、「受

任している事件又は事務に関する業務」に該当し、

同項に基づく戸籍謄本等の職務上請求をすることが

できるものと考えるということになっており、この

事務連絡と前後して、日本司法書士会連合会や日本

土地家屋調査士会連合会では、登記事件の有無に係

わらず、法定相続情報一覧図の保管及び法定相続情

報一覧図の写しの交付の申出の委任を受けた場合は、

戸籍謄本等の職務上請求ができるという論調で各会

員に周知を図っています。

（今後の動向について）

　この事務連絡については、民事第一課は戸籍の担

当部署であり、「各士業法に定める業務」については

何ら触れるものではないとの見解を伺っています。

言うまでもなく、各士業には、それぞれの法律で行

える業務について定められていますので、法律以外

のもので業際が変わることはあり得ない、あっては

ならないことです。

　例え細かなことであっても、これを軽々しく看過

すると、そう遠くない将来には、行政書士制度の崩

壊につながりかねません。

　もちろん、不動産登記規則に定められた「法定相

続情報証明制度」の利用促進には協力は惜しみませ

んが、行政書士制度は行政書士法に、弁護士制度は

弁護士法に、司法書士制度は司法書士法に、という

ように、各士業ともそれぞれの法律によって、国が

創設した制度なのです。法律同士に優劣はありませ

ん。各士業がお互いの制度を尊重し、国の重要な施

策に協力して取り組んでこそ、士業の存在意義があ

ると、国や国民の皆様から評価いただけるのではな

いでしょうか。

　我々行政書士も、「法定相続情報証明制度」を利用

することで、国民の皆様にとって利便が図れるので

あれば、今後も積極的にこの制度を利用し、「法定相

続情報証明制度」の更なる展開があった場合でも、

いち早く対応できるよう、備えておきましょう。
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誰に頼ったらいいのか分からないと悩んでいた時誰に頼ったらいいのか分からないと悩んでいた時、、
行政書士と出会っ行政書士と出会ったた

＜国際・企業経営業務部　国際部門＞

―海外展開先として数ある国の中で、ベトナムで事
業展開をするに至った経緯について教えてください。
濱村：小泉政権で、建設の労務単価や、色々な経費

がどんどんと削減されていき、建設業界が非

常に大変な時期を迎えそうな矢先に民主党政

権に代わったということがきっかけです。当

時は「コンクリートから人へ」という言葉が

生まれたくらい、建設業界は非常に大変な時

期でした。更に宮崎県で鳥インフルエンザが

流行、その後、口蹄疫という伝染病が発生し、

宮崎県全体が大きな影響を受けていました。

しかし、こういう時こそ、何かチャンスがあ

ると前向きな気持ちを忘れませんでした。

　　　「今後の人材不足を予想し、ベトナムで日本

の建設技術に関する教育機関を作ろう」と、

友人と喫茶店で話をしたことが、海外展開へ

至ったきっかけです。ベトナムと口にした特

別な理由はなく、ベトナム料理が食べたい等、

おそらくどこか頭の中にベトナムがあったの

だと思います。その後、１人でホーチミンへ

行き、現地のエネルギーを感じて日本へ帰り

ました。

　　　会社としては、あまり

芳しくない状況だった

のですが、東日本大震

災があった後で、「復

興活動が続き、建設業

界は必ず人材が不足す

　今回、国際部門では、平成２９年８月７日に開催された独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）
「中堅・中小企業海外展開最新事業セミナー」でアース建設コンサルタント株式会社（以下、
アース建設）の海外事業について、行政書士が支援していると紹介されたことがきっかけで、同社
へインタビューする運びとなりました。
　海外事業展開でどのように行政書士を活用し、現在はどのような取組をしているのかお話を伺い
ました。

鶴野 祐鶴野 祐二二
行政書士法人シンシアインターナショナ行政書士法人シンシアインターナショナルル
代表社代表社員員

長友長友 亮亮
アース建設コンサルタント株式会アース建設コンサルタント株式会社社
海外事業海外事業部部

濵村 哲之濵村 哲之進進
アース建設コンサルタント株式会アース建設コンサルタント株式会社社
代表取締代表取締役役

坪川 貞坪川 貞子子　（（インタビュアーインタビュアー））

日本行政書士会連合日本行政書士会連合会会
国際・企業経営業務部 国際国際・企業経営業務部 国際部部門門
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る、しかもエンジニアが必要だ」と思い、本

格的にベトナム事業を考えてみようと話が進

んでいきました。

―ベトナムへどのように展開をしていくかというと
ころで、壁に感じたことや苦労されたことは何で
しょうか。
濱村：１人でベトナムへ行ったけれども、どう進め

ていくべきか全く分かりませんでした。する

と、弊社の女性スタッフから、「JETROとい

うところが専門家による支援事業をやってい

ますよ。一度応募しませんか？」と提案して

くれたので、必要書類を提出したら、２～３

週間後、JETROから「面接に来てください」

と電話がかかってきました。面接時に、提出

した事業計画資料に対して「新規性がない」

等の厳しいお言葉をいただいたので、

JETROから採択通知が届いた時は、正直信

じられませんでした。その後は、ベトナムに

詳しい専門家の方が、私たちをぐいぐいと

引っ張ってくれました。大学をつくるのでは

なく、大学と協定を結び、大学の中にコース

を作るという流れを提案していただいたのも

専門家の方です。そのお陰で、投資する額が

非常に少なく済みました。また、国立大学と

協定を結ぶということは弊社の信頼性につな

がりますし、専門家の方に引っ張っていって

いただき、功を奏したかなと感じています。

―２０１５年に提携先の大学に日本建設技術コース※１

（Japan Construction Technologyコース、以下、
JCTコース）を開校され、第１期コースの卒業生は、
全員ビザを取得し、国内企業に就職をされたと存じ
ております。何人ぐらいの方を日本に呼ばれたので
しょうか。
長友：１期生は入校した時点では２３名いたのですが、

途中で学業に付いて行けなくなったり、学費

の支払いが滞ったり等、経済的な事情で中途

退学された方がいたので、卒業まで残ったの

は１５名でした。１５名のうち１３名が日本国内で

就職をしました。２名については成績が不十

分という理由です。日本の企業に就職して直

接採用となるので、しっかりとした知識と技

術のある人材を選定するために、弊社で面接

を行っています。成績が不十分な生徒に関し

ては、自らで就職先を探してもらいました。

その２名についても、ベトナム国内で就職を

しています。
※１　ベトナム ホーチミン市にあるホーチミン市建設短期大学
と提携し、設立された日本の建設技術を学ぶコース。既に建設の
基礎知識がある学生を日本の建設業界で働くための技術者へ、１
年間で育て上げることを目的としている。

―日本企業に雇用をマッチングさせる際に、苦労さ
れた点はございますか。
長友：弊社は元々建設コンサルタント業の会社のた

め、企業との付き合いがあまりなく、就職先

を見付けるというところで一番苦労しました。

最初は、ベトナムで知り合った日系企業から

の紹介が主でしたが、２期生から少しずつ宮

崎県内の企業が増えてきました。また、１期

生、２期生、３期生合わせて約５０名が卒業し

ています。現在、勉強しているのが４期生と

５期生で、これも合わせて５０名です。１期２５

名ほどで勉強しています。１期生は、現在も

日本で活躍しています。

―海外展開事業において、卒業から就職までどのよ
うな流れで進めていくのでしょうか。
長友：まず、日本の企業からベトナムの大学へ求人

を出していただきます。その後、直接現地で

模擬面接を行い、採用の意志をいただいてか

ら内定者を出します。その段階で、弊社から

鶴野先生へ連絡をし、内定を出した日本企業

はビザの申請が可能か否かというところから、

鶴野先生にヒアリングと調査を行っていただ

きます。

鶴野：人材育成をしているコンサルティング会社主

催のセミナーで、私が外国人の受入れや在留

資格について講演を行ったことがきっかけで、

濱村社長と出会い、本事業へ携わらせていた

だきました。建設関係は、現場仕事のイメー

ジがありますし、どういうところで専門性が
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認められ、どこが技術で、どこが技能実習の

対象になるのかという、在留資格の区別が非

常に重要になると思います。

濱村：大学と協定を結び、JCTコースを作りました

が、開講した時点では、技能実習生か技術ビ

ザか等の正確な道筋を決めておらず、どうい

うふうに彼らを日本に引っ張っていくべきか

全く分かりませんでした。誰に頼ったらいい

のか分からないと悩んでいた時、セミナーで、

外国人の受入れや在留資格について講演をし

ている鶴野先生と出会いました。

鶴野：技術・人文知識・国際業務という在留資格で、

エンジニアとして日本へ呼んでいますが、選

択肢として、技能実習で日本へ来ることはで

きます。実際に、日本の建設業界全体のニー

ズからいくと、技能実習で来ている外国人は

多いです。ですが、大学を卒業し、更にJCT

コースで学んだ方は、専門性のある技術の仕

事として日本に来たほうが、本人にとっても

メリットがありますし、その在留資格を申請

できたというのは良かったと思います。

濱村：在留資格を取得する際に、良かったなと思っ

たことは、大学と提携し協力協定を結び覚書

を交わす際に、JETROの所長が同行してい

たことです。また、卒業式や入学式の際には

必ず日本の総領事を呼び、日本国旗を付けた

車が学校にやってきて、スピーチをしていた

だきました。日本政府のバックアップが付い

ていますというアピールを全面に出していた

ので、非常にインパクトが強かったと思いま

す。

長友：１期生の数が少なかったということに、「本

当に日本に行けるのか」と、学生自体が半信

半疑だったと思います。ですが、１期生２期

生が日本で働いている実績があるので、３期

生、４期生、５期生と続いて人数も少しずつ

増えてきています。

―どのような企業が受け入れることが多いですか。
長友：建築関係も土木関係も両方です。北海道は内

定が出た段階で、就職しているわけではない

のですが、内定を含めますと北は北海道から

南は宮崎、鹿児島と全国に散らばっています。

鶴野：基本的には、在留資格認定証明書交付申請は

企業が所在地を管轄している入国管理局に申

請しますので、宮崎県のお客様であれば福岡

の入国管理局になりますし、首都圏であれば

東京ということになります。建設関係で内容

を把握する必要がありますので、企業訪問を

することで内容を確認し、対応しています。

ただ、全国にありますので、全てのお客様を

訪問できるわけではありません。入国管理局

は各企業の情報を文書で審査しているので、

自身の目で見なかったとしても、各企業様の

情報を詳しくヒアリングし、業務に関する写

真や帳簿などをできるだけ頂いて、この業務

はこういう専門性が必要で、どれぐらいの比

率でこういう仕事をしている、といったとこ

ろまでヒアリングさせていただいき、申請を

しています。

―海外展開分野以外で何か行政書士へ相談したいと
思うことはありますか？ 
長友：先日相談したことが一つあります。現在、弊

社では日本全国から色々な企業をお連れし、

現地の視察等、旅行会社がやるようなことを

行っています。そこで

旅行業法というものが

あるということを聞き、

旅行業法に抵触しない

範囲で行うにはどうす

ればいいのかと、鶴野

先生にお聞きしました。 
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―これから先、AIなどに取って代わられるというこ
とがあったとしても、やはり専門的な技術を持った
方は必ず必要ですので、優秀な人材が欲しいと待っ
ている企業もおられますよね。
濱村：たくさんいると思います。現在、５０～６０代の

エンジニアが多いので、１０年後に定年で、嘱

託といっても、人材不足が予想されます。若

いエンジニアがあまりいないのが現状です。

大手のゼネコン企業も、今後人材不足になる

と思います。外国人が日本に来て大学で学ぶ

となると、かなりコストがかかると思います

が、我々の事業は、自国で日本の技術を学ぶ

という部分では非常にコストが安く、日本で

就職できるということで、かなりメリットが

あると思います。今後、ますます建設系のエ

ンジニアは取り合いになると思います。

長友：１期生、２期生で卒業前に就職先を決めた学

生はほとんどいませんでした。卒業してから

企業へ連れていき就職していたので、卒業し

てから就職までの期間が空いていましたが、

現在勉強中の４期生の半分近くは既に内定が

決まっています。私が国内企業への採用に関

する営業をしているのですが、１年くらい前

は全く手応えがありませんでした。訪問をし

ても、「足りているから」「外国人はちょっと」

と断られることが多かったのですが、最近は

「人が足りてない」「日本人を募集しても来な

い」という状況で、外国人を雇いたいと考え

ている企業が徐々に増えてきました。また、

外国人を雇用したことで社内環境が良くなっ

たという声が上がっています。何も知らない

外国人が日本へ来て生活するとなったら、社

内のコミュニケーションが自然と増えて好循

環が生まれます。

鶴野：最初はテストケースとしてアース建設で１名

雇用して、在留資格の申請をしました。短期

大学を出ているので準学士というところで要

件を満たすことは認識していたのですが、実

際に審査を受けないと分からないので、慎重

に申請を進め、無事に取得することができま

した。 

鶴野：アドバイスというより

は、「旅行会社の社長

を御紹介しましょう

か」とお返事しました。

アース建設が企画して

いるベトナム視察は、

事業というよりは、紹

介のための一環として、必要な実費だけを頂

いている状況です。ですが、それを継続的に

行っていくにはかなりのコストがかかるので、

ある程度収益性も持ちながら行いたいとアー

ス建設は考えられているのだと思います。そ

うなると、旅行業法等をしっかり理解してい

ないといけないということで、先日お話をい

ただきました。

―海外展開や外国人材の雇用等の分野に取り組むと
きに苦労した点をお聞かせください。
濱村：建設業といっても、幅が広く色々な業種があ

るので、どういう大学の中でどういう学科を

教えるか等、カリキュラムについてものすご

く悩みました。なので、テキストもオリジナ

ルのものを作成し、教材として使用しても構

わないということで、大学側がそのテキスト

を認めてくれました。また、国土交通省から

助成金を頂き、１冊ベトナム語へ翻訳し製本

して、それをテキストとして現在使用してい

るというような状況ですが、その辺りは非常

に苦労しました。

―今、お話の中で国土交通省からの助成金と仰って
いましたが。
濱村：国土交通省の「外国人建設就労者受入事業に

係る人材活用モデル事業」に採択されまして、

テキストの翻訳、製本の費用として助成金の

申請を上げたら認定を頂きました。 
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長友：東京の入国管理局ですと、１～２か月かかる

のが普通だと思うのですが、テストケースは

３週間で取得できました。福岡の入国管理局

だったからということもあるのかもしれませ

ん。

鶴野：技術者の人材不足という問題の解決につなが

りますし、アース建設のコンセプトはとても

素晴らしいです。ベトナムは親日国なので、

現地の大学とカリキュラムを組むという計画

をスムーズに受け入れてもらえたのかなと思

いますが、実際に実行するケースは少ないの

で、アース建設の実行力はとても素晴らしい

と思います。全体の流れがしっかりとしてい

るので、当然、在留資格は許可されますよね

という気持ちでやっています。

―鶴野先生がこの事業に携われて、今後アース建設
へ期待されるようなこと、行政書士としての今後の
展開として期待されることがありましたらお聞かせ
ください。
鶴野：アース建設は、とてもしっかりとしたスキー

ムを作られているので、入学する学生も増え

ている状況です。日本文化や建設分野につい

てしっかり学んだ学生が来てもらえれば、今

後も人材不足の解決につながるのかなと考え

ています。ただ、人手不足だからという理由

だけで、外国人をどんどん受け入れていこう

という動きになってしまうと、「明らかに通

らないような申請が来る」と、入国管理局の

方が仰っていました。技能実習制度も新しく

施行されてから、手続が煩雑になっています

ので、必要な人材を適切に受け入れるという

ところをアース建設に広げていただければ、

我々行政書士の商機にもつながっていくと思

います。

―申請取次行政書士の今後の展望について、何か新
しい考えはお持ちでしょうか。
鶴野：実際に在留資格の仕事を始めて、企業側のニ

ーズが非常に高いなと感じました。

今まで小売業の販売員で在留資格が認められ

にくかったのですが、近年、日本に来る外国

人が増え、外国語を使いながら販売する専門

的な業務として受け入れられる裾野が徐々に

広がっていますので、時代の変遷、世の中の

ニーズに応じて変わってくるところに、いか

に敏感に反応するかが大事かと思います。ま

た、法改正が頻繁にされるので、日々情報を

集めながら、お客様にきちんと説明していく

ことが非常に大切です。世の中のニーズとい

うこともありますが、何か事件があると審査

が厳しくなるので、常に世の中は動いている

という意識を持ち、適正な判断をしていくと

いうことも大事かなと思います。

―アース建設の今後の新たな展開について、お聞か
せ願います。
長友：建設通信新聞と九州建設日報、他にも幾つか

の新聞で取り上げていただきましたが、ベト

ナムの国立トゥイロイ大学ハノイ本校と「治

水利水に関する技術と土木技術の発展への協

力及び技術移転の協力、人材育成」に関する

覚書をJETRO立会いのもと行いました。

濱村：我々の教育事業と建設コンサルタント事業を

成り立たせていきたいので、試行錯誤しなが

ら独立行政法人国際協力機構（JICA）と開拓
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していきました。国立トゥイロイ大学が治

水・利水分野でトップに君臨していると知り、

日本の施工技術等を我々と一緒に研究、開発

しませんかと提案をしました。それだけでは

足りないので、水利系の日本企業にトゥイロ

イ大学の学生が就職できるという付加価値を

付けました。そのためにはやはり日本語も学

んでもらわなければならないので、「JCTコ

ースというものがあります」と提案をしまし

た。学生が「日本の企業に就職したい」と希

望していても日本語が不十分だと就職できま

せん。ですが、JCTコースだと日本語と専門

的な技術の両方が学べるので就職につながり

ますし、日本企業が受注した時に参入できる

等、大学の視野が広がっていくと提案しまし

た。少しでも会話ができれば、日本企業にイ

ンターンシップで参画できますし、その際の

ビザ取得は行政書士に依頼しようと考えてい

ます。学生が日本文化に触れて、本格的に就

職したいと思ってもらえれば、すごく門戸が

広がっていくと思いました。そういった学生

のサポートをしたり、日本企業を紹介するこ

とで、弊社が窓口になる。そういう意味で、

今回の覚書を交わせたというのは、すごく貢

献できている気がします。

鶴野：インターンシップに関しては、まだこれから

の話だと思うのですが、インターンシップは

特定活動という在留資格になりまして、基本

的に大学と各企業の覚書が必要になります。

いきなり学生に「インターンシップ受けられ

るよ」と言っても、大学の了解がないとなか

なか進みません。

濱村：なので、弊社を経由してインターンシップ活

動を進めていくとすごく便利です。日本での

インターンシップの後押しができるので、日

本企業側も助かると思います。

―ベトナム以外の国で、事業展開していこうと考え
ていますか。
濱村：JETROの専門家から色々とアドバイスを受

けているのですが、ベトナムでの基盤をしっ

かり作った後、ミャンマーやインドネシア等

での展開を考えています。現在、ホーチミン

のみで事業展開しているのですが、「ハノイ

にも作ってほしい」という要望が来ています。

色々な形でそういった要望が出てきているの

で、受け皿となる日本企業をどう見付けてい

くのかということが、今後の大きな課題の一

つになってくると思います。４期生の半分ほ

どの内定が決まりましたが、今後は全員の内

定が決まるようにしていきたいです。また、

学生が増えることによって、弊社の収益も上

がりますので、収益を上げながら事業化して

いきたいです。そうすることで、行政書士の

活躍の場がどんどん広がっていくと思います。

もっとエンジニアが活躍してほしいので、今

後は企業への定着率増加を図りたいです。

―雇用分野のビジネスというのは、これからどんど
ん伸びるのでしょうか。
鶴野：伸びると思います。人手不足の問題がありま

すので、海外展開という視点からも、外国人

を雇用するということは、とても重要なこと

だと思います。欧米に比べて日本は外国人の

比率が低いので、国としてどう受け入れてい

くかという問題があります。国の方向性と各

企業のニーズが合致していると思いますので、

どういう曲線かは分からないですけど、やは

り伸びると予想しています。

濱村：山間部の村や町の役所にインフラ専門の技術

屋がいないという現状があります。その中で

インフラの調査をできる人がいないので、外

国人に頼るということが、将来役所の中で出

てくる可能性があると思います。なので、将
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来的に役所へ我々のエンジニアを派遣しても

いいなと考えています。

鶴野：日本でずっと働いてもらうということも、一

つの選択肢だと思いますし、５年ほど日本で

経験を積んだ後、ベトナムへ戻り、建設関係

の事業を立ち上げたり、会社の幹部になった

り等、日本という国に良い印象があると、他

の日本企業も海外で事業展開するチャンスが

広がっていくと思います。日本で働くという

ことがすごく大きなチャンスで、良い経験に

なるという認識が広がれば、高度な人材の流

れができると思います。

長友：まだ進出していません

が、将来的にベトナム

への進出を考えている

他企業から「実際にベ

トナムへ進出した時に、

現地の責任者として御

社の学生を雇いたい」

という話もいただきました。

濱村：戦前の強制労働等の歴史があるので、間違っ

た認識をしている外国人がたまにいます。な

ので、採用していただく各企業の社長へは、

他の社員と同様に雇ってほしいという話をし

ています。「やっぱり日本はこうだったんだ」

と思われないように、誠実に彼らを育てて支

えてほしいです。日本で経験を積み、あの企

業、あの社長にはとてもお世話になった、日

本の企業は素晴らしいと思ってもらいたいで

す。

【国際部門としての感想】

　自国にいて日本の技術を学べる環境を提供し、将

来の雇用をマッチングさせるというアイデアが、多

くの関係機関の協力を得て、日本とベトナムを結ぶ

国際的な事業へと展開したのだと思います。毎年、

学生数が増えているのも、実績が認められている証

拠です。日本で働きたいと夢を持ち、目を輝かせな

がら勉学に励む生徒たちが胸に浮かびます。

　企業とともに色々なことを一緒に考えながら提案

し、我々行政書士のサポートで安心して事業に取り

組んでもらえることは、行政書士冥利に尽きるよう

な仕事です。

　本インタビュー記事を通じて、行政書士会員の方

々の業務のきっかけやチャンス、励みになればと思

います。

※本会は、海外展開を目指す中小企業の皆様をサポ

ートするべく、JETROと連携し「新輸出大国コン

ソーシアム」の枠組みを通じて、在留資格手続に

係るサポートを行う行政書士の紹介サービスを展

開しています。

アース建設コンサルタント株式会社
海外事業部
イギリスの大学を卒業後、同社へ入社
し、海外事業部へ配属。
ベトナムへの事業展開を担当している。

 長友　亮 

行政書士法人シンシアインターナショナル
代表社員
大学卒業後、商社に就職。２００９年行政
書士登録。
アース建設コンサルタント株式会社の
海外展開に係る在留資格取得等に携
わっている。

 鶴野 祐二 

アース建設コンサルタント株式会社
代表取締役
宮崎県出身。大学卒業後、建設会社に
就職。８年間建設業の土木分野に携
わった後、同社を設立。
現在はベトナムの国立大学と締結し、
外国人へ日本建設技術に関する教育や
雇用支援等を行っている。

 濵村 哲之進 
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開 催開 催 日日　平成２９年１１月１６日（木）

場場　　所所　日本行政書士会連合会会議室

出 席出 席 者者　認証取得済単位会／北海道会、宮城会、東京会、神奈

川会、埼玉会、新潟会、愛知会、大阪会、京都会、奈

良会、和歌山会、兵庫会、岡山会、山口会、香川会

オブザーバー単位会／福島会、長野会、静岡会、三重

会、福岡会

日行連／裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部役員

＜裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部＞

　１１月１６日、行政書士会のADR事業の発展及び認知度の向上と、ADR機関運営における課題点等について意見
交換・情報共有を行うことを目的とした「認証取得済単位会課題検討協議会」を開催しました。
　当日は、法務大臣の認証取得済の調停機関を運営する１５単位会と、オブザーバーとして認証取得を目指して
申請準備中の５単位会から合計２０名の代表者と、ADR推進本部役員が出席しました。
　関口副本部長による司会進行のもと、遠田会長、野田副会長、髙尾本部長の挨拶の後、各出席者の自己紹介
を行い、続いて各出席者から事前アンケートの内容に沿って以下の報告がなされました。報告に関する意見交
換を行うとともに、単位会相互の情報共有を図りました。

①取組事例の報告
　神奈川会から「ADRセンターの取扱分野の変更認証手続」について、新潟会から「災害とADRに対する取
組」について報告が行われました。
②調停人養成研修の負担軽減について
　各単位会が行う調停人養成研修の負担軽減のための工夫について報告がなされました。研修カリキュラムや
受講料についての事例が具体的に紹介され、負担軽減に向けた意見交換が活発に行われました。また、統一的
な研修教材の作成、ロール・プレイの題材を共有するための仕組み作り、集合研修の地方開催等の要望が出さ
れ検討がなされました。
③VODコンテンツの活用状況について
　各単位会から、中央研修所研修サイトのVODコンテンツの活用状況について報告がなされました。一部の単
位会から、VODコンテンツを活用し調停人養成研修の負担軽減を図っている事例が紹介されました。また、法
律科目のVODコンテンツの拡充や効果測定の実施方法についての検討がなされました。
④PR活動の取組について
　各単位会の広報活動として、引越シーズンや動物愛護週間に敷金返還やペットに関するトラブルの無料相談
を実施している事例や、大学との学術交流でADRをテーマに講義を行っている事例等について報告が行われま
した。また、認証単位会が時期を合わせて全国規模のキャンペーンを行う等して効果的なPRを展開すること
はできないか、会員向けのPR活動として日行連や各単位会が発行する会報誌を活用できないかといった検討
がなされました。
⑤他士業ADR機関との連携について
　各単位会の取組状況として、他士業のADRセンターと合同で相談会やパネルディスカッションを開催した事
例や、士業間相互で研修の情報を共有し誘い合っている事例等について報告がなされ、他士業ADR機関との連
携についての意見交換が活発に行われました。

　以上の意見・要望を受けて、当本部として、「ADR制度及びセンターのPR活動やイベント展開等の広報活動」、
「調停人候補者養成のための全国共通テキスト等の作成」などを中心として、今後一層の認証取得済単位会へ
の支援を図る必要があることを実感し、検討を行うこととしました。

ADR認証取得済単位会課題検討協議会の開催報ADR認証取得済単位会課題検討協議会の開催報告告
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　国際・企業経営業務部 知的財産部門では、知的財産権の分野における行政書士業務の発展・進歩を図る

ことを目的とし、１１月２８日、２９日に各単位会から知的財産業務実務者、担当者が出席する「全国知的財産業

務担当者会議」を開催した。本稿では、本会議の当日の模様を報告する。

全国知的財産業務担当者会議の開催報告（その１全国知的財産業務担当者会議の開催報告（その１））

開 催開 催 日日　平成２９年１１月２８日（火）、２９日（水）

場場　　所所　虎ノ門タワーズオフィス８階「Room７」

出席者出席者数数　６６名

＜国際・企業経営業務部　知的財産部門＞

＜開催概要＞
　　１．内閣府施策「知財創造教育推進コンソーシアム」に係る今後の展望について
　　２．著作権教育の単位会での取組事例の発表
　　３．農業分野における知的財産権業務の事例の発表
　　４．本会の知的財産に関する分野における取組について
　　５．アンケート結果に基づく意見交換
　　６．行政書士の知的財産権業務における活躍の場の拡大に向けて

※本号では、上記１．～２．まで掲載します※本号では、上記１．～２．まで掲載します。。

１．内閣府施策「知財創造教育推進コンソーシアム」に係る今後の展望について
　昨年度から内閣府で施策が展開されている「知財創造教育推進コンソーシアム」の施策内容と今後の展望

等について、内閣府知的財産戦略推進事務局の仁科 雅弘参事官に講演いただいた。概要は以下のとおりで

ある。

　知的財産というのは誰かが創造しなければ始まりません。新しい

知財を創造し、その創造したものを権利化する、あるいは営業秘密

で保護することによって活用する。そうすることで、活力のある経

済社会が実現できると知財基本法上では考えています。

　社会や産業の構造が変化している中で、創造と知財を取り巻く環

境は大きく変化し、それに応じて求められる能力も変化しています。

例えば、人工知能が人間の能力に近づいてきていることから、人間

にしかできないような発想をする力がより必要になっています。ま

た、人々がモノ以外に価値を見いだすようになるといった変化が生

じていることから、共感や体験をうまく伝え、提供する能力が重視されてきています。さらには、ビジネス

モデルが競争力の源泉になってきていることから、価値を創造する仕組みをデザインするような力も求めら

れてきていると言えます。実のところ、そのような能力は既に子供たちに備わっていると考えています。例

えば、小中学生の発明活動を取ってみても、大人も驚くような発明をすることがあります。また、小学生が

ユーチューバーになっている等、ある意味でビジネスの仕組みをも理解していることも見受けられます。そ

仁科参事官
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ういった子供たちの能力を学校の先生方等が引き出していくことによって、子供たちが大人になったときに、

新しい知財を創造できるようになると考えています。

　では、具体的に知的創造教育とはどのようなものと考えているのでしょうか。「こんなものがあったらい

いな」、「いろんなものがあったらいいな」といった「いいな」を思い描き実現する、そして創造されたもの

を尊重するというマインドを理解させて育むことを知財創造教育の柱として考えています。また、より理解

を促すために、知識の詰め込みではなく、実体験を通じて、楽しみながら学んでいくことが重要と考えてい

ます。このような教育を行えるようにする支援体制を構築し、行政書士の先生方のような地域社会のキーパ

ーソンの方たちと連携して、学校の先生がうまく知財創造教育を行えるよう、サポートすることが我々の仕

事ではないかと考えています。

　日行連も委員として参加いただいている「知財創造教育推進コンソーシアム」では、現在、知財創造教育

の体系化を行っています。体系化の取組の一つとして、そもそもなぜ知財創造教育は必要なのかを整理して

います。また、実際に必要性を御理解いただけたとして、どういった内容で教育するのかというところにつ

いても併せて取りまとめています。さらに、新学習指導要領と我々がやろうとしている知財創造教育との関

係を対応表でまとめようとしています。改訂された学習指導要領では知財に関連する記載がこれまでよりも

かなり明確に書かれていまして、例えば、国語の授業で引用の仕方や出典の示し方について理解を深めるこ

と等が挙げられています。学校の先生も学習指導要領との関係で知財創造教育を理解していただければ、普

段の授業でうまく取り入れることが可能となり、支援者側の視点から見ると、どういう教材等を作れば、学

校の現場に参入しやすくなるかが分かるようになると考えまして、体系化を進めています。

　次に、学校の先生は、知財に関する専門的な知見をあまりお持ちでないこともあり、知財創造教育を実践

する場合には、専門的な知見をお持ちの方たちとの連携が不可欠であると考えられます。この課題の解決策

として、各地域で学校現場と支援者とのマッチングができる仕組みを作ることを考えています。この仕組み

ができると、例えば、学校の先生が知財について教えたいと思い、マッチング機関に相談すると、授業で使

えそうなコンテンツ、例えば、行政書士会がこういったプログラムを持っているといったことが見つけられ

るようになります。その結果、この教材を使ってみようか等の検討ができるようになります。

　平成30年度に入ると、教材の収集や作成を行う段階に移る予定です。是非、各単位会や各先生方で知財創

造教育に関するコンテンツや出前授業の仕組みをお持ちでしたら、収集に御協力をいただきたいと思います。

このコンソーシアムの取組は、平成29年の1月から本格的に議論を始めたところです。今後、皆様の御知見、

お持ちの教材等を活用させていただきながらこの取組を進めていきたいと思いますので、是非とも御支援を

いただければと思います。

２．著作権教育の単位会での取組事例の発表
　山賀東京会会員、廣嶼岩手会会員、中津川静岡会会員にそれぞれの単位会での著作権教育等の実践例や理

念について発表いただいた。概要は以下のとおりである。

（１）山賀会員（東京会法教育推進特別委員長）の発表

　著作権教育は、実はあまり行っていませんが、実際に行った事例

としては、引用の仕方を教えてほしいということで、小学校５年生、

６年生に２回ほど実施したことがありました。その学校の所在エリ

アは小説家が多く住んでいた場所であったことから地域に関する調

べ学習を行ったところ、その調べ学習が学校で賞をもらったため、

これをホームページにアップしたいと考えたが、出典や引用につい 山賀会員



●トピックス　クローズアップ

2018.4　No.54518

ての記載がなかったことに気づき、これはまずいだろうという話になりました。そうして困っていたときに

「東京会で法教育をやっているならば、著作権教育はできますか」という経緯があり、著作権教育の実践に

つながりました。

　そもそも法教育とは、法務省のホームページによると、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、

これらの基礎になっている価値を理解し、法的な物の考え方を身につけるための教育であるとされています。

法教育の実践を始めた当初、既に様々な士業が一生懸命取り組んでいることが分かり、そのような状況の中

で、なぜ私たち行政書士が法教育をするのかと逡巡しました。そのときに考えたのが、「行政書士＝地域の身

近な法律家」として、地域に密着した法サービスを提供する専門家であるとアピールすることが大事ではな

いかと考え、まずは教育委員会や小中学校へ挨拶に赴き、地域に根差した専門家で法律家として活動してい

る者だということを伝えました。

　法教育は文字どおり「教育」ではありますが、例えば、中高校生や大学生から相談を受けることを想定し

たとき、「君は大学生だから相談は受けられない」と言うのかといったら、決してそんなことはないと思い

ます。子供のトラブルを防ぐ意味でも、法情報を提供する意味は大きい。そこで法教育活動というのは、あ

らゆる人への法情報提供の実現に向けた活動だと思い至りました。

　最後に東京会での関係機関への連携状況について、御紹介します。まず、東京都教育庁の「『法』に関す

る教育」においてアドバイザーとして参画しており、東京都消費生活総合センターとは意見交換を行ってい

ます。他方で地域の図書館は、地域の様々な方が集まる重要な法情報を得る拠点であると考え、連携を進め

ています。単位会がそういう自治体の機関と連携する場面は多々ありますが、教育に関して私たちはあなた

方と連携していきたいと示す一つのツールとして法教育を活用しています。自治体の法関連業務を専門的に

行っている士業は誰なのかといえば、行政書士であると言えます。困ったときは、地域の教育に関する問題

や制度上の問題等でもお気軽に御相談くださいという切り口からもPRは可能ではないかと思います。

（２）廣嶼会員（岩手会）の発表

　岩手会では、平成２６年度にADRや成年後見以外の社会貢献事業

の一環として、子供向けの出張授業に取り組むことになりました。

実際に出張授業を行うにあたり、テーマや対象をどうするか等を検

討した結果、行政書士の業務とも関連の深い著作権をテーマにして、

法社会との接点が増えてくる中学生になる前の小学校６年生を対象

に卒業直前の２月に開催すると決まりました。

　実際の授業は、三部構成で実施しました。第一部では、自己紹介

を含め、行政書士の職業について話した後、著作権の概要説明を行

いました。「行政書士って聞いたことありますか」と尋ねると、きょとんとされている生徒が大多数でしたが、

簡単に仕事の話をして、「著作権について勉強するために今日は参りました」という流れで進めました。子供

たちに関心を持ってもらう工夫として、ユキマサくんのグッズ等を用意して、「著作物」や「著作者」等の

個別の項目解説と「著作権」全体の大まかな説明をしました。授業の中で一番伝えたいポイントとして、①

著作者、著作権者の許可をもらわないといけないこと、②他人のつくったものを使う場合には許可をもらう

必要があることをシンプルに伝えるように注意して授業を進めました。続く第二部は公益社団法人著作権情

報センター作成の著作権教育に関するDVDを見てもらい、第三部では子供たちを４人程度の班に分け、１名

ずつ行政書士をコーディネーターとして配置して、著作権クイズを実施しまして、最後にアンケートを書い

てもらい、授業は終了しました。４５分の授業時間ぎりぎりでしたが、アンケートを一生懸命書いてくれる子

ばかりで充実した内容でした。

廣嶼会員
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　当初は著作権をテーマに話をして、子供たちが興味を持って聞いてくれるかと心配しましたが、毎年熱心

に聞いてもらい、毎回あっという間の４５分間で楽しく過ごすことができる、そんな法教育授業になっていま

す。

（３）中津川会員（静岡会）の発表

　静岡会の中には小中学校、高校、大学に向けて行政書士の社会貢

献としての公教育を設定し実施に向けた調整を行う公教育出前講座

グループと著作権業務の普及啓発活動を担う著作権業務普及グルー

プという組織があり、ここでは両組織の取組について、御紹介しま

す。

　まず、公教育出前講座グループでは、平成２４年から静岡産業大学

におきまして冠講座という取組を実施しています。冠講座は、銀行

や税理士会等の外部団体が様々なテーマで講義を行う取組のことで、

静岡会では講義の到達目標を大きく二つに分けて設定しています。一つ目は、人の一生で役所の許認可、法

律相談等の必要なときに行政書士と関わることを理解してもらうこと。二つ目が、学生時代に学んでおくこ

と、新社会人となったときに知っておかなければならないこと、３０歳ぐらいになったときに役に立つことの

取得と蓄積をすることとしました。この講座のうちの１コマで「大学生が知っておきたい著作権について」

とのテーマで出前授業を実施しました。

　著作権業務普及グループの主な活動としては、約１６０名いる著作権相談員の自主勉強会が挙げられます。

大体３０名程度で月１回自主勉強会を開催していまして、テーマは著作権の基本的な事項から判例や契約書の

内容まで多岐に渡っており、著作権相談員としての能力も担保でき、公教育も十分できるような勉強会に

なっています。また、自主勉強会の会員が中心となり、著作権相談事例集を作成しました。これは実際に受

けた相談や自分たちで勉強したことを７４の事例にまとめたもので、他の単位会にも参考として順次提供して

います。昨年行った著作権講習会では、著作権相談員に登録後の法改正情報等をお持ちでない方や著作権に

興味のある新規会員向けに著作権相談員として公教育に参加するときの注意点等をお話ししました。例えば、

著作権相談員が公教育に参加する時の注意点として、まず対象の学校をよく調べることが肝要であり、また、

子供たちの興味を引くために、なるべく生活に根ざした形で話をすることも必要になってくること等をお話

ししました。（例えば、マリオカートの格好で東京都内を走っている人たちの話やCDレンタルをして音源を

パソコンに取り込むのはいいのか等）

　最後に、私見ですが、著作権業務というのは、なかなか業務には結びつきにくいと思われます。著作権の

公教育を実施することの目的として、もちろん一番大切なことは生徒さんに対する社会貢献です。一方で自

分のメリットが何もなく、ただ社会貢献という理由のみで公教育を行う人は少ないと思います。うちの子供

に「行政書士は何をする仕事なの？」と問われたことがあります。「建設業の許可申請とかね」と言っても、

子供には分からないし、大人にもなかなか理解が得られません。しかし、著作権の話題は、日常生活に近い

内容であるため、興味を持ってもらいやすいものです。そこでしっかり話すことができれば、あの人は法律

に詳しい人だと理解してもらえて、何か問題があったときに、相談ができる人だと認知してもらえるという

メリットがある。そういうことも含めて我々にとって、著作権というのはこれからも大切な業務になってく

ると思います。

中津川会員



●インフォメーション

2018.4　No.54520

　平成３０年度の「特定行政書士法定研修」（行政書士法第１条の３第２項に規定する研修）
を下記のとおり実施することとしていますので、御案内いたします。
　なお、詳細につきましては本誌５月号に募集要項の掲載を予定していますので、
あわせて御確認をお願いいたします。

趣　　　旨　　本研修は、行政書士法第１条の３第１項第二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
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る。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る。

対　　　象　　行政書士（申込時点において、行政書士登録が完了している者）

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
て修了とする。
＜講　義＞平成３０年７月から１０月上旬の間に、所属単位会が指定する日時、会場において

実施。１８時間［１コマ（１時間）×１８］の講義を受講。
＜考　査＞平成３０年１０月２１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）する。マークシート方式択一３０問で行う。

受　講　料　　８万円 （非課税）

申 込 方 法　　ＦＡＸによる申込み
　　　　　　　※申込受付後、受講料入金方法（ゆうちょ銀行への払込み方法）を返信。

申 込 期 間　　平成３０年５月１日（火）～５月３１日（木）（予定）
　　　　　　　※再受講・再受験を希望する方についても上記期間内の申込が必要。

「特定行政書士」は行政書士制度の未来を問う試金石です
　特定行政書士は、行政書士が作成した書類に係る許認可等に関する行政庁への不服申立手続につい
て、代理業務を行うことができます。
　今後は、この代理業務にとどまらず、この制度が持つ新たな可能性に対して、しっかりと検証し、
その実現に向けて行政書士会全体で取り組まなければなりません。

　現時点ではその活用方法や範囲については具体化されてはいませんが、特定行政書士という行政手
続法の専門家として、その見識を深め、国民と行政機関の間に立って行政手続に関する相談を受ける
役目を担うことや、「法テラス」と連携を図り、行政手続に関する相談は特定行政書士へという流れ
を作り出すことなど、可能性は十二分にあると考えます。
　さらに「行テラス」構想においても、特定行政書士の活躍ということもしっかりと織り込みながら
進めていく予定ですので、一人でも多くの方に本研修を受講いただき、「特定行政書士」として、新
しいステージを共に作り上げていくパートナーとなられることを期待しています。

　なお、本研修においては、特定行政書士制度をバックアップしてくださる心強い有識者・弁護士の
方々にも、それぞれのお立場できめ細かく御助力をいただいていますので、受講者にとって価値ある
内容のものとなっています。

＜中央研修所＞

「特定行政書士法定研修」の御案内
　Info　
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　本会では、１０月１日から同月３１日までを「行政書士制度広報月間」と定め、全国の自治体及び各単位会に

御協力をいただき、広く国民に行政書士の存在をアピールし、制度の普及・浸透を図る活動を推進しました。

その中で行った電話による無料相談「行政書士電話相談」は、昭和５５年の開設以来、今回で３８回目となりま

した。

　以下、今年度の「行政書士制度広報月間」中に行われた「行政書士電話相談」及びPR活動について、各単

位会の実施結果を取りまとめて報告します。

　なお、この結果は、所定の様式による報告書の提出があった４７単位会のデータを基に集計したものです。

（総評・今後の課題に関しては、先月号に詳しく掲載しています。あわせて、御参照ください。）

日行連での活動 
Ⅰ．PR活動

　報道機関約１３０社に報道リリースを送付するとと

もに、総務省及び各都道府県庁に行政書士制度広報

月間に係る文書を送付した。 

上旬

　　 　　　　　　　 平成３０年度　特定行政書士法定研修の流れ 　　　 　　　　　　

＜広報部＞

各単位会での活動 
Ⅰ．行政書士電話相談

１．実施単位会

　「行政書士電話相談」について回答のあった４７単

位会中、３８単位会で実施された。

２．実施日時

　３８単位会から実施日の報告があり、本会の実施要

綱に基づき１０月１日のみを実施日としたのは７単位

会、それ以外の１日のみ実施したのは１７単位会。ま

た、複数日にわたり実施した単位会は１４単位会で

あった。 

平成２９年度「行政書士制度広報月間」
PR活動報告書　集計結果

　Info　

２



●インフォメーション

2018.4　No.54522

３．実施場所

　３４単位会が各単位会事務局を実施場所とし、事務

局以外に支部や会員事務所等を会場として複数箇所

で行った単位会は６単位会であった。

４．実施日数及び回答スタッフ（相談対応人員）人数

　実施日数は延べ１８９日であった。回答スタッフ延

べ人数は、日数や実施形態の違いから単位会により

大きくばらつきがあり、最も少なかった単位会は１

名、最も多かった単位会は７２名、期間中の全国合計

は３５２名となった。１単位会あたりの単純平均では、

期間中延べ１０名のスタッフが回答にあたったとの結

果となった。

５．相談受付件数

　総数１,３４４件の相談が寄せられ、内訳は「権利義務・

事実証明」が１,２６２件（９４％）、「許認可関係」が８２件

（６％）であった。

　「権利義務・事実証明」では、「遺言・相続」に

関する相談が６８０件（５４%）と最も多く、次いで「不

動産関係」１３７件（１１%）、「各種契約」３４件（３%）、

「戸籍関係」２０件（２%）であった。（「その他」を

除く。）

　「許認可関係」では、「入管関係」が３１件（３８％）

と最も多く、次いで「建設・風営」１５件（１８%）、

「法人設立」１３件（１６％）、「農地転用」１１件（１３％）

であった。（「その他」を除く。）

　その他の事例として、成年後見に関する相談が増

加している傾向が見られた。

６．問題点等

　１５単位会から問題点等に関する意見が寄せられた。

内容は、相談件数の減少を受け、告知方法の工夫の

必要性を挙げている意見が多く、その他、幅広い相

談内容に応じるための体制や回答方法について課題

とする意見があった。（「特にない」旨の回答及び未

記入であった単位会は、計３２単位会であった。） 

Ⅱ．PR活動

１．イベント会場

　全単位会で実施された無料相談の受付会場は、電

話と対面を合わせると全国で２,４６８箇所を数えた（前

年比１８０％）。そのうち、電話による無料相談の会場

は２３５箇所、対面による無料相談の会場は２,２３３箇所

であった。

　ポスターは、全国に配布され、その内訳は、単位

会事務局以外に公的施設１０,９３８枚、駅・店頭２,３３９枚、

会員事務所３３,１２３枚となった。全国総配布枚数は

５２,６７９枚となった（前年比１２０％）。また、チラシや

PRグッズを配布した単位会は４３単位会であった。

２．相談受付件数

　電話無料相談と対面無料相談を合わせ、総数で

７,０１８件の相談が寄せられた（前年比９６％）。そのう

ち電話は前記のとおり、１,３４４件（１９％）、対面は５,６７４

件（８１％）であった。

３．広告媒体

　４７単位会が、自治体広報紙（誌）を含むマスコミ

媒体に広告を出した。内訳は、自治体広報紙（誌）

３９単位会、新聞広告４１単位会、テレビ広告１５単位会、

ラジオ広告１７単位会であった。

　一方、マスコミによる報道は、新聞報道２３単位会、

テレビ報道７単位会、ラジオ報道１３単位会であった。

　広告媒体の利用や配布物の作成等に要した経費の

全国総額は４３,８４１,０３３円であり、１単位会当たりの

単純平均は９３２,７８８円であった。
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１　実施単位会 
　４７単位会で実施。

２　実施期間 
　広報月間の実施にあたり、日行連の実施要綱では
９月１日から同月３０日までを準備期間、１０月１日か
ら同月３１日までを実施期間とした。
　実施要綱に合わせて準備を行った単位会は３２単位
会、期間を延長ないし、ずらして実施した単位会は
１４単位会（報告書中期間の特定がない単位会が１単
位会あった）。
　実施要綱に合わせて実施した単位会は３０単位会、
期間を延長ないし、ずらして実施した単位会は１６単
位会であった（期間を限定せず通年で活動している
とした単位会が１単位会あった）。

３　単位会として特に注力したテーマ・活動 
　特に注力したテーマを農地法関係とした単位会は
３２単位会と最も多く、次いで建設業関係が２８単位会、
運輸交通・権利義務関係が各１８単位会、事実証明関
係が１６単位会、入管法・開発行為関係が各１１単位会、

産業廃棄物関係が１０単位会、風営法関係が８単位会、
知的財産関係が７単位会、公有地関係が４単位会で
あった（複数回答含む）。
　また、特に注力した活動として、官公署への活動
とした単位会が３７単位会、無料相談とした単位会が
３０単位会、以下、媒体活用が２０単位会、関係団体へ
の活動が１９単位会、その他が９単位会であった（複
数回答含む）。

４　期間中の具体的監察活動 
　行政書士制度広報月間中における具体的な監察活
動は、以下のとおり。
■摘発・排除活動
　注意３２件（５単位会）、勧告０件、警告０件、告
訴０件、告発０件、その他４件（３単位会）。
　
■官公署に対する申入れ
　官公署に対する申入れの総件数は８１６件あり、そ
の内訳は広報月間実施の援助協力（文書発出等）３５３
件、非行政書士の実態調査（申請書類の閲覧等）５９
件、窓口規制表示板（設置・継続等）２３１件、窓口
における会員名簿の交付・差替等１１５件、その他５８件
であった。
　各申入れの主な内訳は、以下のとおり（上位５項
目まで）。
　
◇文書の発出等による広報月間実施の援助協力は、
市町村が３７単位会、以下、農業委員会が３６単位会、
都道府県庁が３５単位会、土木事務所が３４単位会、
警察署が３３単位会。

◇申請書類の閲覧等による非行政書士の実態調査で
は、農業委員会が１８単位会、以下、都道府県庁が
１４単位会、市町村が１０単位会、土木事務所が７単
位会、警察署が４単位会。 

　平成２９年度行政書士制度広報月間中に各単位会が実施した監察活動の結果についてまとめた概要を、以下

に報告します。

　なお、この結果は報告をいただいた４７単位会のデータを基に集計したものです。

＜法規監察部＞

農地法

建設業

運輸交通

権利義務

事実証明

入管法

開発行為関係

産業廃棄物関係

風営法

知的財産

公有地関係
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平成２９年度「行政書士制度広報月間」
監察活動報告書　集計結果
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◇窓口規制表示板の設置・継続等では、農業委員会
が３７単位会、以下、市町村が３５単位会、警察署が
３２単位会、土木事務所が３０単位会、都道府県庁が
２９単位会。

◇窓口における会員名簿の交付・差替等では、市町
村が１９単位会、以下、農業委員会が１８単位会、都
道府県庁・警察署が各１４単位会、土木事務所が１３
単位会。

◇その他の申入れは、市町村が１１単位会、以下、農
業委員会が１０単位会、警察署が９単位会、土木事
務所が７単位会、保健所が５単位会。

　なお、官公署に対する申入れにおける活動成果で
は、「成果は大きかった」が６単位会、「成果は少し
あった」が３２単位会、「成果はなかった」が２単位会、
「その他」が２単位会であった（複数回答含む）。

■各種団体に対する申入れ
　各種団体に対する申入れの総件数は２２６件あり、
その内訳は、広報月間実施の援助協力（文書発出等）
１５９件、非行政書士の実態調査（申請書類の閲覧等）
７件、窓口規制表示板（設置・継続等）２０件、窓口
における会員名簿（交付・差替等）２４件、その他１６
件となっている。
　各申入れの主な内訳は、以下のとおり（上位３項
目まで）。

◇文書の発出等による広報月間実施の援助協力では、
商工会等が２１単位会、以下、建設業協会等が１９単
位会、社労士会が１８単位会。

◇申請書類の閲覧等による非行政書士の実態調査で
は、自動車販売店協会等・商工会等・その他が各
２単位会。

◇窓口規制表示板の設置・継続等では、自動車販売
店協会等・商工会等・その他が各４単位会。

◇窓口における会員名簿の交付・差替等では、商工
会等が４単位会、以下、自動車販売店協会等・司
法書士会・調査士会が各３単位会、その他が５単
位会。

◇その他の申入れでは、商工会等が６単位会、自動
車販売店協会等・建設業協会等・宅建業協会等が

各２単位会となっている。

　なお、各種団体に対する申入れにおける活動成果
では、「成果は大きかった」が２単位会、「成果は少
しあった」が２３単位会、「成果はなかった」が５単
位会、「その他」が２単位会であった。

（１）活動の有無について
　本年度広報月間においては、建設業法に係る許認
可申請業務（知事許可に限る）について、調査の実
施を行うよう推奨した。これに基づき都道府県等に
対する調査を実施した単位会は１６単位会、未記入も
しくは実施していないとした単位会は３１単位会で
あった。
　なお、本年度の広報月間において、農地法関係業
務に係る調査を継続して実施した単位会は２単位会
であった。

（２）結果
　調査を実施した１６単位会のうち、１３単位会が都道
府県等からの回答を得ており、集計結果は以下のと
おり。
　申請件数（総数） ………………………… ２２,６４２件
　本人申請 …………………………………… １０,７７２件
　代理人（行政書士）申請 ………………… １０,７６５件
　代理人（行政書士以外）申請 …………… １,１０５件
　※具体的に各申請件数の回答があったもののみを記載。

（３）分析
　当該調査は、平成２８年度にも重点項目としていた
建設業法に係る許認可申請業務（知事許可に限る）
について、各地の実情に応じての調査の実施方を推
奨したものであるが、実施単位会は１６単位会であり、
平成２８年度と同じであった。各単位会の調査件数の

５　建設業法に係る許認可申請業務
　　（知事許可に限る）における
　　監察的広報に関する調査
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集計を本人申請、代理人（行政書士）申請、代理人
（行政書士以外）申請に分けて比較すると、５割弱
が行政書士の代理申請であり、本人申請も５割弱で
あった。各単位会の実情に応じての対応を依頼して
いるため、数字上の評価は難しいところであるが、
以前の調査ではわずかではあるものの行政書士の代
理申請が本人申請を上回っていたことを考えると、
その比率が逆転しており、行政書士の関与率が減少
している。また、地域差はあるものの依然として行
政書士以外の代理人申請が見受けられ、行政窓口で
の非行政書士排除の働き掛けといった一般予防的な
監察活動の難しさが窺える。行政窓口の行政書士制
度への理解度の差も大きく影響しているものと思わ
れる。また、監察活動に際し全国統一の調査依頼の
様式が欲しいという意見や、担当者欄が空欄で電話
番号のみを記載して分かりづらい形で代理人申請を
行っている団体があること、行政窓口において書類
提出者の本人確認がほとんど行われていない実態が
あること等の回答もあった。
　当該調査の主眼は、行政書士法違反に対する一般
予防的効果にあるが、年々行政窓口での理解が浸透
してきているとの所感がある一方で、継続的に行政
書士法違反行為をしているとみられる団体への対応
を課題として挙げる回答もあり、行政窓口に申請す
る側の行政書士制度への理解度の向上や常習的に違
反行為をしている団体への対応が課題であろう。

６　今後の課題 
　各単位会から寄せられた報告書における課題を俯
瞰すると、「行政窓口との関係」（行政窓口との協力
体制の構築や行政書士制度への理解）が最も多く、
続いて「調査・排除の方法論」（窓口での調査方法
や違反者への具体的対応方法など）、「行政窓口以外
の者への制度周知」（広く一般の人々の行政書士制度
への理解度向上）、他団体との関係（業界団体への働
き掛けなど）、会員の能力担保（信頼を高めるための
倫理規範意識の向上）となっている。
　以上のような点が、クリアすべき諸課題というこ
とになる。行政窓口との関係を課題とした単位会が
昨年度に引き続き増加し、最多となった点に注目す
ることができる（昨年度は「調査・排除の方法論」
と並んで１５件、一昨年度は６件）。内容としては、窓
口において本人確認が行われていないことや、行政
窓口の担当者の行政書士法・行政書士制度に対する
認識・理解が低いなどの回答があった。個々の行政
窓口との良好な関係をどのようにして構築し行政書
士制度への理解を得ていくのかが、継続した大きな

課題であるといえる。
　調査・排除の方法論の課題については、個人情報
保護等の問題から、申請の実態を調査することが難
しくなってきているとの回答が複数あった。また、
他団体との関係の課題については、業者であること
を秘匿するために個人名で申請するなど方法が巧妙
化しているため、業界団体を通じた働き掛けの必要
性があるとの回答があった。その他、会員の能力担
保の課題については、監察活動を通じて国民の信頼
を高めるため、行政書士の倫理規範意識の向上が必
要であるとの回答があった。

７　総　評 
　各単位会の総評をみると、継続的な取組による成
果を実感している単位会も多く、次年度以降の活動
範囲の拡充やより効率的な実施方法の検討など、更
なる活動の推進にも前向きであり、各単位会の意識
の高さが窺える。一方で、従来どおりの監察活動に
基づく非行政書士の排除の限界を指摘する声もあり、
今後、その対応を検討していく必要がある。
　昨年度に引き続き本年度も、個人情報保護の関係
で書類の閲覧が難しく監察活動の実施が困難であっ
たとの回答も多く寄せられ、時代の変化に応じて、
より効率的な取組を検討していく必要性が感じられ
た。今後、継続的に各単位会での課題や成功事例等
の情報を共有する場を設けるなど、全体の質の向上
のための方策を検討していく必要があると考える。

以上

行政窓口
との関係

調査・排除
の方法論

行政窓口
以外の者への
制度周知

他団体との
関係

会員の
能力担保

その他

今
後
の
課
題

20
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2
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　本誌３月号（No．５４４）に掲載いたしました平成３０年度の行政書士申請取次関係研修会（行政書士申請取次
事務研修会、行政書士申請取次実務研修会）の開催日程について、一部日程が変更になりましたのでお知ら
せいたします。また、会場名についても一部誤植がありましたので訂正いたします。
　※下記日程表の下線部が変更になりましたので御確認ください。

＜変更前：７月１３日（金）⇒ 変更後：７月６日（金）＞

平成３０年度　開　催　概　要
会　　　場開催地開　催　日研　修　会　名

ホテルロイヤルオリオン那 覇平成３０年４月１３日（金）行政書士申請取次実務研修会（更新）１

チサンホテル神戸神 戸 ５月２５日（金）行政書士申請取次事務研修会（新規）２

シェーンバッハ・サボー東 京  ６月８日（金）行政書士申請取次実務研修会（更新）３

アークホテルロイヤル福岡天神福 岡  ７月６日（金）行政書士申請取次実務研修会（更新）４

名古屋サンスカイルーム名古屋 ８月２４日（金）行政書士申請取次実務研修会（更新）５

シェーンバッハ・サボー東 京 ９月１０日（月）行政書士申請取次事務研修会（新規）６

メルキュール札幌札 幌１０月１９日（金）行政書士申請取次実務研修会（更新）７

TKPガーデンシティ広島駅前大橋広 島１１月３０日（金）行政書士申請取次実務研修会（更新）８

シェーンバッハ・サボー東 京１２月１７日（月）行政書士申請取次実務研修会（更新）９

名古屋サンスカイルーム名古屋平成３１年２月１日（金）行政書士申請取次事務研修会（新規）１０

新大阪ワシントンホテルプラザ大 阪３月１日（金）行政書士申請取次実務研修会（更新）１１

シェーンバッハ・サボー東 京 ３月２５日（月）行政書士申請取次事務研修会（新規）１２

※会場名について福岡（アークホテルロイヤル福岡天神）、札幌（メルキュール札幌）が正式名となりますので訂正いたします。

○ 研修会の区分
・「行政書士申請取次事務研修会」は、入国・在留手続関係の申請取次を新規に行うことを希望する行政
書士を主な対象とする研修会です。
・「行政書士申請取次実務研修会」は、入国管理局より届出済証明書の交付を受けていて、更新を希望す
る行政書士を主な対象とする研修会です。

○ 留意点
・開催概要は内定情報であり、一部変更となる場合があります。
・各研修会の申込みの詳細については、開催月の前月又は前々月にお手元に届く本誌の誌面で御案内いた
します。

＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞

所持する届出済証明書の有効期間が切れた場合、また有効期間内であっても期間満了までに行政書士申
請取次実務研修会（更新）の開催がない等により更新の準備が行えなかった場合には、再度行政書士申
請取次事務研修会（新規）を受講していただくこととなりますので、十分御留意ください。

平成３０年度行政書士申請取次関係
研修会について（一部日程変更のお知らせ）

　Info　

４
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日　に　ち　　平成３０年２月１日（木）
出　席　者　　〈日行連〉遠田会長、山田副会長　　 〈日政連〉山下会長、日當副会長、福田幹事長
　２月１日、遠田会長を始め山田副会長、日政連から山下会長、日當副会長、福田幹事長が野田毅自由民主
党所有者不明土地等に関する特命委員会委員長（衆･熊本２区）を表敬訪問し、所有者不明土地問題に関し、
所有者特定と利用権設定のための手続について、行政書士の積極的活用を求める要望書を提出しました。

日　に　ち　　平成３０年２月７日（水）
出　席　者　　〈日行連〉遠田会長、野田副会長、杉山法務業務部長
　　　　　　　〈日政連〉福田幹事長
　　　　　　　〈静岡会〉平岡会長
　２月７日、遠田会長を始め野田副会長、杉山法務業務部長、
日政連から福田幹事長、静岡会から平岡会長が葉梨康弘法務
副大臣（衆･茨城３区）を表敬訪問し、成年後見制度における
専門職後見人の表記において行政書士を明記していただく旨
を求める要望書を提出しました。

　これに先立ち、１月３１日、杉山法務業務部長、及
び日政連から山下会長、福田幹事長が細田博之自由
民主党総務会長（衆・島根１区）を表敬訪問し、同
要望書の提出にあたり事前の説明を行いました。

野田毅自由民主党所有者不明土地等に
関する特命委員会委員長を表敬訪問

　Info　

５

葉梨康弘法務副大臣を表敬訪問
　Info　

６
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　皆様御承知のとおり、各単位会からの日行連に対する法規的照会に関し、皆様の参考となる解釈を示すこ

ととなった事例につきましては、定期的に先例総覧として取りまとめ、御報告することとしています。

　しかしながら、この度、行政書士でない者が名刺に行政書士と紛らわしいと思われる名称を記載した事案

についての照会に対し、法規監察部において慎重審議のうえ、本会として初めての見解をお示ししました。

そこで、先例総覧の取りまとめに先立ち御報告すべきであると考えますので、以下に御報告いたします。

【照会】行政書士法第１９条の２について（平成２９年９月２８日付、 新行発第２２４号）

　行政書士でない者が名刺に行政書士と紛らわしいと思われる名称を記載し口頭で補足しつつ交付すること

の疑義、及び「紛らわしい名称」の意義について、単位会から照会がありました。

＜法規監察部＞

法規的照会に対する回答について
　Info　

７
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【回答】行政書士法第１９条の２について（平成３０年２月２日付、 日行連発第１１８７号）

　「行政書士法第１９条の２の規定の趣旨」、「紛らわしい名称の判断基準」、「適用事例の有無」について回答

いたしました。 
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　平成２９年度行政書士試験結果について、平成３０年１月３１日（水）に以下のとおり発表されました。

　なお、詳細は、（一財）行政書士試験研究センターホームページ（https://gyosei-shiken.or.jp/）を御覧く

ださい。
　　　　　　　　　　　　　（単位：人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

合格率
（％）合格者数受験者数受　　験

申込者数試験地

１５.３ ２０３ １,３３１ １,７１０ 北 海 道

１３.３ ３２ ２４０ ３０３ 青 森 県

１１.０ ３７ ３３８ ４１７ 岩 手 県

１４.９ １１６ ７７７ ９８９ 宮 城 県

８.７ １６ １８３ ２２３ 秋 田 県

９.６ ２４ ２４９ ３０２ 山 形 県

１１.２ ５０ ４４５ ５６８ 福 島 県

１２.９ ７０ ５４３ ７０３ 茨 城 県

１４.４ ７８ ５４２ ６７１ 栃 木 県

１３.９ ９１ ６５７ ８３７ 群 馬 県

１６.５ ２９９ １,８１５ ２,３０４ 埼 玉 県

１７.０ ３０４ １,７９１ ２,２７６ 千 葉 県

１８.１ １,６９７ ９,３８０ １２,６０６ 東 京 都

１６.９ ３７７ ２,２３０ ２,８７８ 神奈川県

１４.６ ７６ ５２１ ６６１ 新 潟 県

１４.２ ３７ ２６１ ３４４ 富 山 県

１３.６ ４３ ３１７ ４１２ 石 川 県

１１.５ １８ １５７ ２０６ 福 井 県

１５.５ ３２ ２０７ ２６０ 山 梨 県

１４.４ ７０ ４８７ ６３２ 長 野 県

１２.６ ５８ ４６０ ５５７ 岐 阜 県

１４.６ １４１ ９６６ １,２３４ 静 岡 県

１５.３ ４０４ ２,６４８ ３,３８１ 愛 知 県

１２.８ ４５ ３５２ ４４８ 三 重 県

合格率
（％）合格者数受験者数受　　験

申込者数試験地

１５.０ ５８ ３８６ ４９４ 滋 賀 県

１７.７ １４７ ８３２ １,１１２ 京 都 府

１７.２ ５８７ ３,４０４ ４,２７０ 大 阪 府

１７.２ ２９８ １,７３８ ２,２２０ 兵 庫 県

１５.５ ５３ ３４３ ４３３ 奈 良 県

１８.１ ５０ ２７７ ３３４ 和歌山県

１１.９ １３ １０９ １３４ 鳥 取 県

１２.０ ２２ １８４ ２３３ 島 根 県

１３.６ ７７ ５６６ ７１９ 岡 山 県

１４.８ １１３ ７６６ ９５７ 広 島 県

１１.５ ２７ ２３５ ３０６ 山 口 県

９.８ ２０ ２０５ ２７５ 徳 島 県

１４.１ ４１ ２９１ ３７８ 香 川 県

１７.３ ４９ ２８４ ３８１ 愛 媛 県

１５.０ ２２ １４７ １９２ 高 知 県

１３.４ ２０９ １,５６２ ２,０１４ 福 岡 県

９.３ ２１ ２２７ ２８８ 佐 賀 県

７.３ １８ ２４６ ３０６ 長 崎 県

８.９ ３８ ４２９ ５５４ 熊 本 県

１７.０ ４２ ２４７ ３１０ 大 分 県

９.９ ２３ ２３３ ３０５ 宮 崎 県

１５.１ ６６ ４３８ ５６３ 鹿児島県

１１.９ ４８ ４０３ ５１４ 沖 縄 県

１５.７ ６,３６０ ４０,４４９ ５２,２１４ 計

平成２９年度行政書士試験結果一覧
　Info　
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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。

法教育出前講座を開催しました岡山県
行政書士会

　岡山県行政書士会では、岡山市立岡山後楽館高等学校の協力を得て、昨年１月に引き続き平成３０年１月９
日、同校大講義室で法教育出前講座を開催しました。
　今回は、１時限５０分を２枠（昨年は１枠で実施。）の時間を頂き、今年３月卒業予定の高校３年生１６０名
（男子４０名、女子１２０名）を対象に、昨年と同じく悪徳ビジネスの手口や被害を学び、自分自身や友人を守
る基礎知識を身に付けていただきたいという趣旨から、テーマを「悪徳ビジネスの被害者・加害者にならな
いために」としました。
　講座は、昨年と同じ本会会員の女性と男性の２人が講師を務めました。
　前半は女性講師が、まずチラシを使って行政書士の業務を説明し、自身の経験を基に行政書士試験を受験
したきっかけ、行政書士になる方法について話し、そして持参したユキマサくんのパンチングバルーンの写
真撮影を例にして、SNSへの写真のアップなどSNSの正しい利用方法、なりすまし、預貯金口座の譲渡、特
殊詐欺(出し子、受け子)、簡単バイトについて、後半は男性講師が、ワンクリック詐欺、ネットワークビジ
ネス、ブラックバイト、悪徳タレント事務所などの事例を紹介しました。今回はビデオ動画も用いて悪徳ビ
ジネスに関する身近な話題や、昨年実際に倉敷市内で発生した事件なども取り上げながら講義しました。
　うまい話は怪しむこと、少しでも怪しいと思ったら近づかない、
誘われてもきっぱり断ること、もし自身が困った状態になったら、
友達、家族、学校などに相談すれば誰か必ず相談に乗ってくれる人
がいること、そして、秘密を守り相談に乗ってくれる専門家もいる
ことを強く訴えて講座は終了しました。先生からは、生徒達の関心
が高く、いつも以上に真剣に聞いていたとの言葉を頂きました。
　当日の朝、NHKの「きょうの動き」で紹介されたほか、翌日の山
陽新聞朝刊（岡山市民版）に掲載され、「身近なトラブルの怖さを
知った。」という生徒さんの感想も記事に載りました。

鳥取県から「外国人雇用サポート
デスク」業務を受託

鳥取県
行政書士会

　平成３０年１月１８日、鳥取県行政書士会は鳥取県から「外国人雇用サポートデスク」業務の委託を受け、同
月２２日、鳥取会事務局にて開所式が行われ、業務を開始しました。
　「外国人雇用サポートデスク」では、事務局に申込のあった外国人を雇用しようとする県下企業からの入
管法等についての一般的相談及び個別具体的な入管手続の相談につ
いて、申請取次行政書士等国際業務に精通した会員を紹介し、基本
的に会員事務所等で面談により対応します。相談料は県が負担しま
す。
　開所式において、平井鳥取県知事から「産業、雇用の基礎づくり
の場になって欲しい」とのお言葉を頂きました。有田会長は「専門
知識をいかし、企業の人材確保に協力したい。」と抱負を述べました。
　自治体からの受託事業は今回が初めてとなります。会を挙げて地
域の期待に応えられるよう取り組んでまいります。
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空き家の管理と処分に関する
無料相談会を開催

宮城県
行政書士会

　宮城県行政書士会石巻支部は、増え続ける空き家等の対策を石巻市から業務委託され、平成３０年１月１２日
に委託契約を交わしました。
　本市の現状及び課題は、総人口が年々減少傾向にあり、平成２２年より１５,２９０人の大幅な減少がみられ、今
後も相当数の人口減少が危惧されます。また、平成２９年の高齢者人口比率（６５歳以上）は３１.０９％と全国平均
を３.７９％上回っています。
　空き家率は１０.３%で県内８番目の空き家率になっており、地域の居住環境や景観、衛生等に深刻な影を落
とし、将来への不安も浮上してきています。
　このような居住環境の実態を鑑み、本年１月２８日（日）には石巻市中央公民館を会場として、本支部が第
１回「空き家無料相談会」を開催し、土地家屋調査士会・建築士会も参加して、解決策の深化と充実に努め
ました。
　相談された主な項目としては、家屋等の相続対策、解体・貸与、
維持管理、所有者不明の調査・境界等が多く見られました。また、
年金生活者、低所得者が抱える諸問題としては、管理維持費、解体・
登記手続費用、所有者の調査費用等の資金が不足し、解決が困難で
ある等が伝えられました。感想は、①何をどのような順序で処理す
べきか、②解体諸費用はどの程度要するのか、③将来の望ましい相
続のあり方が理解できた等、高い評価を得られました。このことを
踏まえ、来月の相談会に向けて内容の掘り下げと士業間、石巻市と
の連携を強化していきたいと思います。

八戸工業大学と連携協力協定を締結青森県
行政書士会

　平成３０年１月２３日、青森県行政書士会は、八戸工業大学との間で「連携・協力に関する協定」を締結いた
しました。
　これは、地域の活性化や再生及び地域産業の発展等の分野で相互に協力するとともに、これらに関与でき
る人材を育成することなどを目的としたものです。
　単位会と大学とのこのような目的での協定は、全国で初の試みです。
　八戸工業大学では、平成３０年度から地域づくりを学ぶコースを開設することとなっています。学長による
と、学内において地域の課題を理解するにあたって、行政書士の持つ豊富な経験や実績が学生のためになる
と判断したとのことです。
　大学の持つ研究や人材育成についての知識と、学生の豊かな発想力・創造力、そして我々行政書士の持っ
ている地域資源についての情報や地元企業についてのノウハウ等を持ち寄ることにより、県内各地域に眠る
資源の掘り起こしや、新たな事業の展開及び各企業とのマッチング
などに活かすことが期待できます。
　今後、「地域課題の発見と解決」や「地域資源の利活用に関わる
調査研究」などについて協力してまいります。具体的な連携内容は、
これから更に詰めていく必要がありますが、まずは、「空き店舗・
空き家の利活用」「地域企業の設立」「販売戦略の立案」などを協働
で行ってまいりたいと考えています。
　地域活性化につながり、全国のモデルケースとなることが期待さ
れます。
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　　新規　に申請取次業務を行うことを希望される方へ

「行政書士申請取次事務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会

開催地：神戸

【申込手続に関する照会先】全行団　行政書士申請取次関係研修会受付係　受付照会 TEL 03−6450−1622

わが国の出入国管理制度と入国・在留資格審査における取扱い
等に関する理解を深め、事務手続能力の修得を目指します。

趣趣　　旨旨

新規に申請取次業務を行うことを希望する行政書士
※行政書士登録を申請中の方は、行政書士証票が交付された後に、御
自身の登録番号を確認の上、お申込みください。

対対　　象象

平成30年5月25日（金）10時30分～17時（受付開始10時）
※１０時３０分の開講までに必ず御来場ください。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

チサンホテル神戸
（兵庫県神戸市中央区中町通2－3－1）

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）。

申込方申込方法法

30,000円（消費税込）
※一度納入された受講料は、不参加の場合や単位会の処分等により受
付拒否事由に該当している場合でもお返しできません。

受 講受 講 料料

平成30年4月25日（水）9時～5月8日（火）17時
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、固くお断りしています。

受付期受付期間間

当日、理解度を確認する効果測定を実施いたします。
※効果測定の結果、基準に到達せず「入管業務を適正に行う知識を著
しく欠く者」と判定された場合、修了証書は交付されません。予め
ご承知おきください。

効果測効果測定定

私は、留意事項について承諾し、下記研修会に申込みを行います。
H30.5.25（金）開催　行政書士申請取次事務研修会（於：チサンホテル神戸）

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

（　　　　　　　　　　　　　　）

ふりがな
受講者氏名

ＦＡＸ

登録番号

〒
事務所住所

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票

お申込先　FAX【03−6756−9885】

留意事項
○ 御記入いただいた個人情報は、本研修の実施並びに各単位会における取次行政書士の管理のほかには利用いたしません。
○〈本「事務研修会」は新規向けの研修です〉更新向けの「実務研修会」とは異なりますのでお申込みには十分御注意ください。
○〈持参品〉受講票及び行政書士証票とともに筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）を必ず御持参ください。
○〈修了証書〉効果測定の結果は、研修会後２週間程度で通知いたします。基準に到達された方には、修了証書を同封します
（本研修会の修了証書は交付の日から１年を経過すると失効しますので、御注意ください）。なお、修了証書の氏名について
は、行政書士証票に記載されている氏名で発行いたします。

○〈刑事処分、知事による処分、単位会による処分等を受けている場合〉新規又は更新の申出後、受付ができない場合があり
ますので御所属の単位会にお問合せください。

○〈ホームページでの情報掲載〉効果測定に係る事前予習用参考資料等、申請取次関係研修に関する各種情報を次の場所に掲
載しています。

　【 掲載場所：会員ページ（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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規制改革委員会（～２日）
【協議事項】
１　決算見込みについて
２　次年度事業計画・予算見積案について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（木（木））

許認可業務部　建設・環境部門会議
【協議事項】
１　書籍改訂作業について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（金（金））

選挙管理委員会（～６日）
【協議事項】
１　決算見込み・事業報告案について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　討論会の検討について

国際・企業経営業務部会（～６日）
【協議事項】
１　各部門における平成２９年度事業の経

過報告について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　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裁定申
請に係る作業報酬額の策定について

４　申請取次行政書士管理委員会との合
同会議について

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（月（月））

行政書士制度調査委員会（～７日）
【協議事項】
１　次年度事業計画・予算見積案について
２　重点国家戦略案件への対応経過と今

後の対応について
３　行政書士制度調査室の方向性について
４　「条解行政書士法」（第二分冊）の構

想について

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（５２件）
２　その他

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６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

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（水（水））

常任理事会（～８日）
【合議事項】
１　所有者不明土地問題に関する自治体

への働きかけについて
２　行政書士会館の譲渡に係る対応につ

いて
３　次年度「行テラス」構想について

中央研修所運営会議
【協議事項】
１　申請取次関係研修について
２　その他

許認可業務部　社労税務・生活衛生
部門会議
【協議事項】
１　VOD研修の具体的内容について
２　経過措置会員業務について
３　次年度事業計画・予算見積案について

改正行政書士法対応委員会
【協議事項】
１　次年度事業計画・予算見積案について
２　特定行政書士PRリーフレットの改

訂について
３　単位会からのガイドライン使用願い

について

総務部会（～９日）
【協議事項】
１　事業報告案について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　職務上請求書の適正な使用及び取扱

いに関する規則の改正について
４　照会案件の対応について

電子申請推進委員会
【協議事項】
１　事業経過報告について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　行政書士電子証明書の発行及び失効

等に関する規則の改正案について
４　電子委任状普及のための基本的な指

針について

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（木（木））
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20182/Feb

申請取次実務研修会（大阪）
（受講者２６０名）９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日

（金（金））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　申取委員会規則（準則）等の改正に

ついて
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　会員からの異議申立てについて
４　職務倫理レジュメ案について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（土（土））

法規監察部会
【協議事項】
１　次年度事業計画・予算見積案について
２　照会案件等について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（火（火））

広報部会（～１５日）
【協議事項】
１　決算見込み・事業報告案について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　次年度広報月間について
４　次年度行政書士制度PRポスターと

付帯事業の対応について
５　日本行政について
６　日行連ホームページについて

法務業務部会（～１５日）
【協議事項】
１　事業報告案について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　法定相続情報証明制度への対応経過

について
４　所有者不明土地問題への対応経過に

ついて
５　空き家問題への対応経過について
６　成年後見制度利用促進計画への対応

経過について
７　高齢者支援キャッチコピーの応募状

況について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（水（水））

許認可業務部会（～１６日）
【協議事項】
１　次年度事業計画・予算見積案について
２　事業報告案について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（木（木））

登録全体委員会（～２１日）
【登録審査】
１　審査件数（７８件）
【協議事項】
１　行政書士証票に関する規則の一部改

正について
２　会則の一部改正案について
３　行政書士法第７条第２項適用に向け

た具体的措置の取り組み状況に関す
るアンケート調査集計結果後の対応
について

４　成年被後見人等に係る欠格条項の見
直し等について

５　改元に伴う対応について
６　単位会からの報告について
７　単位会からの申請案件について
８　事業報告案について
９　決算見込みについて
準１０ 　次年度事業計画・予算見積案について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（火（火））

OSS特別委員会（～２３日）
【協議事項】
１　OSSへの対応について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））

許認可業務部　建設・環境部門会議
【協議事項】
１　建設業関連書籍の執筆事業について
２　公共工事の入札参加資格審査に係る

アンケート調査について
３　その他

経理部会（～２７日）
【協議事項】
１　経理部事業報告案について
２　次年度経理部事業計画・予算見積案

について
３　次年度予算案（全体）について
４　経理規則改正案について
５　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（月（月））
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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。
今回は、「一般貸切旅客自動車運送事業の更新許可」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。

一般貸切旅客自動一般貸切旅客自動車車
運送事業の更新許運送事業の更新許可可

　平成２９年４月１日から一般貸切旅客自動車運送事業許可（貸切バス事業許可）の更新制が始ま
りました。貸切バス事業許可について５年ごとの更新制を導入するものです。既存事業者の更新
については、平成２９年４月１日から平成３４年※３月３１日までの間に順次行われます。

一般貸切旅客自動車運送事業の更新制とは何ですか？
A

Q1

　更新制導入の理由としては、平成２８年１月１５日に発生した軽井沢スキーバス事故が背景にあり
ます。このような悲惨な事故を二度と起こさないよう、不適格者を排除し、貸切バスの安全・安
心を図るための対策の一つとして更新制が導入されました。

なぜ更新制が導入されたのですか？
A

Q2

　既存事業者の初回更新については、許可を受けた年の西暦下一桁を基準として更新の順番が決
まります。例：１９６８年６月１５日に許可を受けた事業者は、２０１８年６月１５日まで事業許可が有効です。
　なお、更新の期限は国交省から全事業者に対して通知されています。また、事業者ごとの更新
期限は各運輸局ホームページにおいて公示されています。

既存事業者の初回更新日はどのように決まりますか？
また、自分の更新の期限はどうやったら知ることができますか？

A
Q3

　有効期限を過ぎると許可は自動的に失効します。救済措置はありませんので、許可の更新を希
望する際には、必ず有効期限内に申請してください。

許可の有効期限内に申請を忘れた場合に何か救済措置がありますか？
A

Q4

　運輸局ホームページから申請書をダウンロードできます。また、運輸局の窓口でも交付されて
います。

更新の申請書類はどこでもらえますか？
A

Q5

○本件、更新許可制度は今後、許可基準及び申請書類が変更となる場合があります。更新日を迎える事業者
の方は申請前に運輸局への事前確認をお願いします。

※平成３１年５月に改元が予定されています。
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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。

　今年の函館は例年にない大雪でしたが、
４月になればそれも今は語りぐさ・・・・
　ところで、平成３０年宮中歌会始の御題は「語」でした。
　話す、語る、つなぐ等々、様々に思い巡らせる御題で
した。
　むか～し、むかし、おじいさんとおばあさんがなどと
「日本昔ばなし」の数々は語り継がれる物語でしょうし、
節句ごとの行事など、残しておきたいものが日本には数
多くあるなと一人頷いています。
　しかし、連絡手段が手紙から電話になり、携帯電話の
普及で、あっという間に、人々から声の調子で相手の体
調を推し測ることを奪いました。LINEをしていないと
「なぜ？」といぶかしげに言われる昨今ですが、隣の人
とLINEしあうという若い人が増えてくると、退化した
人間に顎はなくなり、口は付いているかなと変な想像を
してしまいます。文明の利器を享受しながらも、相手の
眼をしっかりみて、つながりを大事にしていきたいと
願っています。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（小林）

◆登録者数（平成３０年２月末日現在）
４７,１６４名合 計　 　
６,４６０名女４０,７０４名男内 訳　 　
６,０６５名女３９,３０９名男・個人事務所開業
１９５名女９６８名男・行政書士法人社員
２００名女４２７名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成３０年２月中の処理件数）
１２３名新規登録　合　計
２４名女９９名男　　　　　内　訳
１２３名登録抹消　合　計
１２名女１１１名男　　　　　内　訳

９２名　　　　　・廃　業
２９名　　　　　・死　亡
２名　　　　　・その他

◆法人会員（平成３０年２月末日現在）
７５０法 人 事 務 所 数
４６３・主たる事務所数（行政書士法人数）
２８７・従たる事務所数


