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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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行政書士の社会貢献を考える行政書士の社会貢献を考える行政書士の社会貢献を考える
副会長副会長 野 田  昌 利野 田  昌 利

行政書士制度の
発展のために執行部から

１　はじめに
　今、行政書士を取り巻く国家的問題として、少子高齢化における諸問題を始め、医療福祉における社会保
障問題、国土に係る問題（所有者不明土地、耕作放棄地、空き家問題等）、人手不足等の雇用問題、外国人
の在留に関する問題等が挙げられます。このような問題が山積している現代において、これらの諸問題をい
かに課題化し、どのように向き合っていくのか、業務を通し、または業務に係る知見をいかし、我々行政書
士に要請される社会的使命として、今後どのような役割を担っていくべきなのか、行政書士及び行政書士会
には、これらのことを改めて把握し、検討していく責務があると思います。

２　行政法規が示す目的と手段の関係にある行政書士の役割
　行政手続の基本となる行政法規二法の目的を見ると、行政手続法第１条では、「行政運営における公正の確
保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的」とし、行政不服審査法第１条
においても、「国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的」とするこ
とを規定しています。行政書士の担う役割として、行政書士法第１条では、「行政書士の制度を定め、その業
務の適正を図ることにより、行政に関する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
を目的」とすることを規定しています。この関係性は、行政書士の存在自体が国民の生活にとって、身近な
社会資源であることを行政書士制度が要請するものであると考えます。
　行政書士制度の意義をこのように捉えるならば、行政書士の業務と社会貢献の関係は、複雑化する社会機
構と多様化する国民生活の中において、国民の利便に資すること、つまり、現実の社会の中での多様化と統
一性を交通整理し、「国民に対する行政の最適化」を図るための前提条件であると考えることができます。

３　行政書士業務の公共性と行政書士の使命との関連性
　上記の行政法規二法及び行政書士法の規定により、行政書士は、行政運営（行政作用等）に日常的に携わ
り、国民の権利利益の保護及び救済に深く関与することからも、その業務は公共性が極めて高く、※“公文書
の公正性を確保するという重大な使命”を担い、※“この使命は、私達行政書士の行政書士業務及び行政書士
会活動その他公共的活動を通じて実現される（下線筆者）”との示唆を受ける点があります。ここで、「公共
的」という文言の解釈について、社会貢献という観点から、「公共性」を広義に捉え、本稿においては「公
共的又は公益的」と考えたいと思います。一般的な定義として、公共的とは、一般に開かれたものかつ誰も
が利益を享受することができるものであり、それに対して、公益的とは、広く社会の利益にかなうものです。

４　行政書士及び行政書士会による社会貢献
　このように、行政書士業務には、公文書の公正性を確保するという高度な公共性を伴った重大な使命があ
ります。しかしながら、個人経営者でもある行政書士には、同時に、この重大な使命と経営主体としての経
済性との調和が求められます。そうした中において、上述した現代の急速な社会経済の変化による課題に対
する社会的要求の高まりから、業務領域における法律専門職として、行政書士及び行政書士会の公共的活動
による社会的役割は、ますます増大するものと思われます。 
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５　具体的な公益活動
　ここに挙げる具体的な公益活動の考察による分類は、紙面の関係上割愛させていただきます。現在、行政
書士会が行う公益活動としては、災害時における対策本部設置による法的支援活動、ADR機関設置、成年後
見、法教育、市民無料相談の開催（国民の法情報・法システムへの貢献としての行政庁内や公共施設におけ
るもの）等が挙げられます。その他のものとして、公共嘱託事業を、行政運営上の節減と手続の円滑化及び
国民の負担軽減並びに専門職領域における社会的責務などの公益的見地から、公益活動の一貫として見るな
らば、行政書士試験事務の受託、入札参加資格審査申請の受付業務、建設業経営事項審査の受託業務、陸運
支局における年度末登録手続支援、外国人に関する無料相談その他の行政手続窓口支援業務、成年後見制度
利用相談支援業務及び同制度における首長申立て支援等の業務受託が挙げられます。最近では、上記した国
家的課題とされる空き家対策や遊休農地対策に関しても、所有者特定調査業務の受託、住宅宿泊事業法（民
泊新法）の受付窓口業務など、国の新たな施策から生まれる自治体行政事務の支援業務の受託も発生してい
ます。

６　行政書士の使命と行テラス構想
　こうして見ると、行政書士の公益活動は、国民生活と密接な関係を持つ行政運営を専門領域として支援す
ることを中心とし、その周縁として、とりわけ、民事領域における成年後見制度では、国民に寄り添った身
近な社会資源として、当該制度の普及啓発並びに後見人等候補者の育成及び輩出にも積極的に貢献し、これ
らの支援及び貢献が相まって、国民の財産及び身分関係等の権利義務及び事実証明に関与することによって、
広く国民の権利擁護、権利の保護及び権利利益の救済に寄与しています。さらに、入管業務においては、国
際化が進む中での多様化する家族や規制緩和に伴う職業選択のあり方等に鑑み、家族の中でも特に不安定な
立場におかれやすい「児童」の「権利擁護」も重要になってくるものと考えます。「児童の権利に関する条
約」では、条約第１２条にいわゆる「意見表明権」を定めており、「自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び
行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通
じて聴取される機会を与えられる（条約第１２条２）」と規定し、その「児童の意見」に関しては、「その児童
の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする（条約第１２条１）」とし、児童の権利を保障するに
あたって、きめ細やかな対応を要求しています。
　ここでもう一度、我々行政書士の使命の先にある究極の目的を確認したいと思います。それは、すべての
「国民の利便に資すること」、つまり、すべての「国民に対する行政の最適化」を図ることです。そうであ
れば、人権感覚及び人権意識並びに人格の向上を図ることに努めるのはもちろんのこと、行政法規を行政法
規たらしめる憲法の理念の下、広く公共的活動を含む社会貢献を伴って初めて、我々行政書士の使命の先に
ある究極の目的は、果たされるのでないかと考えます。また、特定行政書士等の新たな制度による業務範囲
の拡大に伴い、国民からの行政書士及び行政書士会に対する社会的要請は、公共的又は公益的活動において
も当然に高まるものと予想され、それとともに行政書士の活動範囲は広がっていくものと考えられます。
　本会としては、このような状況を踏まえ、行政手続のシンクタンクと総合相談窓口としての役目も担うで
あろう「行テラス」構想を一刻も早く進め、社会における行政書士の立ち位置を明確に示し、業務の拡充と
ともに広く公益活動に努め、より一層の社会貢献を果たさなければならないと考えます。

※引用：青山登志朗編著『行政書士業務必携』（大成出版社　２００５年）２頁

＜参考文献＞
　日本行政書士会連合会中央研修所監修『行政書士のための行政法』（日本評論社　２０１５年）
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農地の権利取得に係る下限面積要件の緩和につい農地の権利取得に係る下限面積要件の緩和についてて

＜許認可業務部　農地・土地利用部門＞

● スペシャルリポート　許認可業務部　農地・土地利用部門

はじめに はじめに 

　現在、農地法には「農地又は採草放牧地について
所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使
用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及
び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転す
る場合」、「権利を取得しようとする者又はその世帯
員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農
地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養
畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、い
ずれも、北海道では２ヘクタール、都府県では５０ア
ール（農業委員会が、農林水産省令で定める基準に
従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれら
の面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令
で定めるところにより、これを公示したときは、そ
の面積）に達しない場合」には、許可することがで
きない、と規定されている（農地法第３条第２項第
５号）。これは、一般的に農地の権利取得に係る下
限面積要件といわれている。上述のとおり、耕作面
積が北海道で２ヘクタール、他の都府県では５０アー
ルを下回ることになるような農地の権利取得は原則
許可できない、つまり、そのような小規模営農は認
めない、ということである。

下限面積要件の変遷 下限面積要件の変遷 

　この制限の歴史は古い。農地法の前身である農地
調整法（昭和１３年制定、以下「調整法」という。）
に既に規定されていた。当時は、「北海道で２町歩、
都府県で３反歩」（調整法第４条第２項第３号）で
あった。そして、昭和２７年の農地法制定時にそのま
ま引き継がれ「北海道で２ヘクタール、都府県で３０
アール」と規定された。このときには下限制限だけ
ではなく、上限制限まで設けられていた（北海道で
１２ヘクタール、都府県で３ヘクタール）。過小経営
も過大経営も不適正という訳である。しかし、昭和
４５年の改正によって、都府県の下限面積は５０アール
に引き上げられた（北海道については改正なし）。こ

れは、昭和２７年当時の第２種兼業農家（兼業所得の
方が農業所得よりも多い兼業農家）の多くが耕作面
積３０アール以下の経営規模に集中していたが、昭和
４５年当時のそれが５０アール以下に増加したという統
計的事情が影響していると思われる。そのため、当
時は今後も面積増が見込まれ、下限面積要件もさら
に引き上げられることが予想されていた。また、農
業生産力の増進及び大規模営農の推奨により、上限
制限が廃止された。今では１００ヘクタール越えの経
営体も特に北海道では珍しくないが、このような変
遷があったのだ。

下限面積要件の緩和 下限面積要件の緩和 

  そもそも下限面積要件が設定された理由は、限り
ある資源である農地を、零細農家より農業者として
生計を立て、意欲があり、能力もある農家に優先的
に分配するためである。
  ただし、平成２１年の農地法大改正以前から、①花
卉栽培等は集約的に営農が行われ、かつ、耕作面積
が４０アール未満で経営が成り立つので下限面積要件
の緩和が規定されていたし、②耕作可能な土地自体
に限りがある山間部等では、都道府県知事の公示に
より、下限面積要件より少ない面積（例えば都府県
なら２０アールとか１０アール、北海道なら２ヘクター
ルよりも少ない面積）を定めることもできた。とこ
ろが、②については国の承認手続を要していたため、
ハードルが高く活用は極めて低調だったようである。
　その後、平成１５年に創設された構造改革特別区域
制度の一つとして農地の権利取得後の下限面積要件
の特例設定基準の弾力化による農地の利用増進事業
（以下「特区」という。）では、内閣総理大臣の認
定を要件とするが、都道府県知事が１０アール以下の
面積を公示することにより、下限面積要件の大幅な
緩和が可能となり、さらに平成１７年にはこの特区制
度が全国展開され、農地法施行規則の改正をもって、
国の認定は不要とされた。その後、平成２１年の改正
によって、現在の規定である農地法施行規則第１７条
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第１項及び第２項が整備され、農業委員会が「別段
の面積」を公示し、定めることができるようになっ
ている。この「別段の面積」の規定は現在、非常に
活用が進んでいる。このことは、農業委員会自体が
元来の下限面積要件は現状に適合していないとの認
識であったことを如実に物語るものであろう。
　しかし、本章の冒頭で述べた零細農家の増加防止
や農地の細分化による非効率的な営農は認めないと
いう趣旨は堅持され、下限面積要件は原則として
残っている現状である。

課題と方向性について 課題と方向性について 

　課題を考える前に、統計的に俯瞰してみると（ 資
料１ 「経営耕地面積規模別経営体数」参照）、確か
にデータ数の山は北海道で１０ヘクタール以上、都府
県では５０アール～１ヘクタールの箇所にくる。つま
り、多くは下限面積要件以上の耕作面積で営農して
いることを表している。このことにより、国は下限
面積要件を堅持しようと考えており、原則の緩和は
不要と考えている節がある。では、次頁 グラフ−１
を見てみよう。
　平成２７年現在においても第２種兼業農家が５０パー
セントを超えてしまっている。農業だけで生計を立
てているのではなく、むしろ他の職業が収入源に
なっており、それゆえ農業生産力も比較的低い農家
＝零細農家（＝第２種兼業農家）という図式だった
はずが、上記二つのデータからは、第２種兼業農家
の多くは都府県で５０アール以上の耕作面積を有して
いることになっている。これら兼業農家では農業従

事者は高齢化し、世帯員数もそれほど多くないはず
で、人員的に効率的な営農が可能かどうか疑問であ
る。しかし、我々行政書士は業務上農家世帯と関わ
り合うため、この矛盾ともいえる事象に一つの原因
を提示できるのではないか。つまり、経営耕地面積
としてカウントされている面積のすべてが果たして
自作地なのか、ということである。貸付地が混入し
てはいないか。農地法的には不適切な貸付（いわゆ
る「闇小作」）を見聞きしたことは一度や二度では
ない。自分らで耕作するのは無理だが、農地が荒れ
るのは困る。それを防止するため第三者に作付けし
てもらい、収穫物を多少分けてもらう、という面積
が混入していると、その数量にもよるが下限面積要
件の根拠は崩れると思われる。したがって、より細
かいデータの収集、農家への細かい聞き取りが必要
だろうし、その上で下限面積要件の原則堅持を論じ
るべきであろう。
　また、「別段の面積」は、農地法第３条第２項第
５号に規定されているとおり「市町村の区域の全部
又は一部について」設定することができる。一つの
市であっても、一戸当たりの耕作面積が大きい集落
とそうでない集落があろうと考えられる。法もそれ
を想定して前述のような規定になった。活用は進ん
ではいるが、ある程度大きい市や中核市等の農業委
員会にあっては、より細かい調査を実施し、実情に
合った「別段の面積」の設定に尽力されたいと切望
する。農林水産省も「別段の面積」をもっと活用し
てもらいたい、そのための調査予算は出す、と述べ
ている。これらをもっと活用すべきではないか。 

● スペシャルリポート　許認可業務部　農地・土地利用部門

資料１
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最後に 最後に 

　近年、耕作放棄地の増加の問題は、所有者不明農
地問題や空き家問題と相まって大きな社会問題と
なっている。こうした課題に対して、下限面積要件
の緩和を活用したアプローチが広がっている。具体
的には農地法施行規則第１７条第２項の規定に基づく
「別段の面積」の設定である。この規定を使って下
限面積要件を０.１アール、つまり１００㎡ まで引き下げ
ている自治体も存在する。ただし、その場合は、空
き家と一体になって購入し、５年継続耕作を義務づ
けている。
　さらに、下限面積要件の緩和が耕作放棄地の減少
に与える影響についての研究及び提言も行われてい
る。この提言の中に※「下限面積要件を緩和した地域
を全体としてみると下限面積要件の緩和によって耕
作放棄地が有意に減少する効果は見られなかったも

のの、一戸当たりの経営耕地面積が小さい地域にお
いては下限面積要件の緩和により耕作放棄地が減少
することが確認された」とある。今後、農林水産省
あるいは各地の農業委員会に対して下限面積要件の
緩和に向け、更なる働き掛けが求められる。

※引用：貝澤紗希「農地の権利取得に係る下限面積要
件の緩和が耕作放棄地の減少に与える影響」

　　　 平成２７年　政策研究大学院大学　まちづく
りプログラム

＜参考資料＞
農林水産統計　２０１５年農林業センサス結果の概要
（確定値）（平成２７年２月１日現在）

専兼業別農家数（全国）グラフ−１
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＜改正行政書士法対応委員会＞

　平成３０年度の特定行政書士法定研修の申込みが始まります。そこで、特定行政書士を目指されることの意

義と価値として、以下のとおり御案内いたします。次頁の募集要項と合わせて、まだ特定行政書士になられ

ていない会員の皆様の御参考になれば幸いです。

日本行政書士会連合会

会長　遠田　和夫　

　特定行政書士は、平成２６年６月の行政書士法改正、同年１２月の施行を受け、日行連が実施する法

定研修の課程を修了した者には、法７条の３第１項の規定により特定行政書士である旨の付記がな

されることになりました。

　これにより誕生した特定行政書士は、限られた範囲内とはいえ、行政不服申立手続という法的紛

争性のある法律事務を取り扱うことができるようになりました。

　特定行政書士となるメリットは、大きく二つあります。

　一つは、許認可等の申請から不服申立手続まで、まさに行政手続の入口から出口までを一貫して

取り扱うことができるようになったことで、依頼者をより広く深くサポートできるようになり、こ

れまで以上に信頼を寄せてもらいやすくなります。

　二つ目は、行政の自己統制に寄与し、「より良い行政の実現」を図る活動が行政不服申立手続を

通してなせるということです。行政不服申立制度は、行政事件訴訟のように司法より行政行為等の

違法を指摘されるのとは異なり、行政の過誤を行政内部で是正できる機会を与えるものですから、

決して行政と対立するということではなく、「より良い行政の実現」を構築していくという前向きな

制度です。

　この二つのメリットを享受すれば、特定行政書士が高度な行政手続に関する専門家であると民か

らも公からも高く評価され、一層社会から必要とされる資格者として大いに活躍することができま

す。

　依頼者からより信頼され、社会からより必要とされる行政書士であるため、早めに特定行政書士

を目指されることを推奨します。

特定行政書士の意義と価特定行政書士の意義と価値値
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１　受講資格
　行政書士（申込時点において、行政書士名簿に登録
されている者）

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

３　申込みについて
１　申込期間
　　平成３０年５月１日（火）９：００
　　　　　～５月３１日（木）１７：００
※再受講・再受験を希望される方も期間内の申込み
が必要です。

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

３　受講料払込期限
　　平成３０年６月５日（火）までにお支払いください。

４　受講料
　　８万円（テキスト代含む）
※再受講・再受験の受講料は、次頁＜再受講制度に
ついて＞を御確認ください。

５　合否通知
　　本人宛に郵送にてお知らせいたします。
　　（平成３０年１２月（予定））

　２　考　査
　平成３０年１０月２１日（日）１４：００～１６：００に所属の
単位会が指定する会場において実施（全国一斉開催）
されます。
＜考査について＞
　上記科目に関する理解度を測るための考査で、マ
ークシートによる３０問択一式問題で行われます。
＜出題範囲及び考査到達基準点について＞
　講義項目（法定研修テキスト及びサブテキスト『行
政書士のための行政法（第２版）』『行政書士のため
の要件事実の基礎』（いずれも日本評論社刊）を含む）
の内容の理解を問う出題となります。なお、考査到
達基準点は、例年およそ６割程度です。

～注意事項～
＜申込みについて＞
※申込期間厳守。所定の期間内に所属の単位会の設
定クールよりお申込みください。所属の単位会が
設定するクール以外でのお申込みはできません。

※所属の単位会の設定クールが複数ある場合は、御希
望のクールから、先着順に受付させていただきます。
※各会場とも、一定の受入人数を確保していますが、
万が一、会場の収容人数を超えた場合等には、お
申込みをお断りする場合があります。

※一度お申込みいただいた希望受講クールについて
は、変更できません。

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

＜講義について＞
※所属の単位会が設定するクール・会場以外での受
講はできません。

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

＜考査について＞
※考査は１８時間の全講義を受講した方のみ受験でき
ます。

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

＜災害発生等における講義・考査の中止について＞
※講義・考査を安全に開催できない恐れがある際な
ど、中止とさせていただく場合があります。

※講義中止の場合は原則として別日振替としますが、
実施環境が整わない等の理由から改めて開催でき
ない場合があります。その場合は次年度への振替
とさせていただきます。

※考査中止の場合は、次年度への振替とさせていた
だきます。

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

＜中央研修所＞　

研　修　概　要

　本研修のお申込手続に係る御照会は㈲全行団 特定行政書士法定研修受付係 　 ０３－６４５０－１６２２
　本研修の内容、特定行政書士制度に係る御照会は日行連事務局 研修課　　　　０３－６４３５－７３３０

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

＜講義科目＞

ホームページでの情報掲載について
○各単位会の講義日程（クール設定）及び考査会場は、
特定行政書士特設サイト（http://tokuteikensyu.com/）
「H３０法定研修」に掲載しています。
　必ず日程を御確認の上、お申込みください。
○今後、特定行政書士法定研修に関する情報を、日行
連ホームページの会員サイト（連con）内「特定行政
書士法定研修に関するお知らせ」に掲載いたします。
※随時御確認ください。

平成30年度　特定行政書士法定研修　募集要項
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＜特定行政書士法定研修　申込・受講手続の流れ＞

＜再受講制度について＞

　当該法定研修では以下のとおり初回受講年度を含む３年間に限り再受講を可能とし、受講料の減免措
置を講じています。つきましては法定研修の実施が４年目となります平成３０年度は、初回受講年度から

釈 若錫錫錫錫錫錫錫
４年目の受講希望者は、新規（８万円）の受講料が必要となりますので御留意のほどお願いいたします。
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

※３年目に申込みをしていない場合（２年目に申込みしていない＜※初回受講のみ＞を含む）は新たに
新規（８万円）の受講料が必要です。

※２年目・３年目の方は、受講申込書の上記ア～エに対応する記入欄へ御記入ください。
　なお、３年目受講においては、改めて講義受講を完了することが必要です。
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研修における諸注意
 講義受講票の交付 
１　受講票は、入金確認後、６月１２日頃からFAXにて送
信いたします。受講票には、氏名、受講番号及び所属
単位会、受講クール、会場等が記載されています。受
講票は、講義当日、会場に必ず持参してください。

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

 講義当日の注意事項 
１　当日は、係員の指示に従い受講してください。
２　なお、以下の点に御留意ください。
○持参品
・講義受講票、行政書士証票、筆記用具等を持参して
ください。
○受付・開場
・必ず会場の所定の場所で受付を行ってください。
　原則、講義開始の３０分前から受付を開始します。
※会場によりこれと異なる場合がありますので、「特
定行政書士特設サイト」にて御確認ください。
○その他
・受講票は、研修会の講義日程を通じて継続して使用
しますので、紛失されないよう、各自にて厳重に管
理してください。
・受講票に記載された受講番号の座席に着席してくだ
さい。
・原則、講義（１８時間）受講率１００%の受講者のみ、考
査の受験を認めています（３年目受講の場合も同様）。
・各日とも遅刻又は中座、早退をした場合は出席と認
めません。（全日程に出席した者のみ、考査へと進
むことができます。）
・講義会場において、周囲の受講者の受講の妨げにな
るなど、受講者の受講態度が著しく不良であるとき
は、当該受講者に対し、退席を命じる場合がありま
す。この場合は、理由を問わず、受講料の返還は行
いません。また、当該受講者は、以後の研修（講義、
考査）に参加することができません。

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

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

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

○その他
・受験票に記載された受験番号の座席に着席してくだ
さい。

・開始後１０分を過ぎた遅刻者は受験できません。
・考査時間中は、受験票、筆記用具及び腕時計以外を
机の上に置くことは認めません。

 研修（講義・考査）当日の注意事項 
１　当日は、集合時刻に遅刻しないよう、会場への交通
手段、所要時間等を事前に確認し、時間には余裕を
もってお出掛けください。

２　会場で生じたゴミは、すべて各自で持ち帰ってくだ
さい。

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

４　災害等が発生した場合における研修実施に関する情
報については、本会ホームページを御覧いただくか、本
会事務局研修課（０３－６４３５－７３３０）にお問合せください。

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

 合否結果の発表と通知 
１　合否結果は、平成３０年１２月（予定）に受験者に宛て
合否通知書として郵送します。これをもって発表に代
えさせていただきます。付記手続完了後、合格者には、
所属単位会を経由して、特定行政書士である旨を通知
書により通知します。

２　採点内容等についてのお問合せには、一切応じられ
ません。

３　合否通知書を紛失した場合は、申出により再発行し
ます（実費負担）。

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

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

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

２　本研修の実施に係る受講者名簿の調製、通知の発送、
その他の研修の実施に必要な範囲において利用させて
いただきます。また、受講者名簿等について、本研修
の実施に必要な範囲において、都道府県行政書士会に
配付させていただく場合があります。その他、同規則
第１７条に基づき、個人情報を第三者に提供することは
ありません。
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全国知的財産業務担当者会議の開催報告（その２全国知的財産業務担当者会議の開催報告（その２））

＜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３．～６．を掲載します※本号では、上記３．～６．を掲載します。。

　前号に引き続き、平成２９年１１月２８日、２９日に各単位会から知的財産業務実務者、担当者が出席した「全国

知的財産業務担当者会議」の開催概要について、報告する。

３．農業分野における知的財産権業務の事例の発表
　江谷北海道会会員、山本静岡会会員に農業や水産品の加工分野における知的財産権に関する業務について、

発表があった。概要は以下のとおりである。

（１）江谷会員（北海道会）の発表

　農業分野における知的財産権業務ということで、限られた時間で

全てを語ることはできませんが、この概略を通じて、「農業」にも

う一度目を向けていただきたいことと、多くの行政書士が農業業務

に携わるきっかけとして知的財産権は良い切り口になるというとこ

ろの実証をお見せしたいと思います。

　まずは、北海道農業の背景について簡単に説明いたします。北海

道は国土のうち、２２.１％の面積を占めており、都道府県の中で最も

広い面積を有しています。しかしながら、寒冷地で半年近くが雪に

埋もれている地域であることから、いかに品種改良をして、農業技

術を改革していき、農業立国として仕上げてきたかという背景がございます。また、北海道の農業は他の都

府県と比べて、７割以上が専業農家であるという特色があります。実は専業であるところに非常に大きな違

いがあり、特に規模が大きい専業農家では、商品に対する付加価値を検討するところまで踏み込んでいるこ

とが稀でした。専業農家であるがゆえに、工夫の面で多少の弱みが出てしまったという背景があります。し

かし、この工夫やこだわりこそが知的財産権というところにつながっていくわけです。

　そこでこうした北海道農業の背景を基に、もう少し北海道会でも農業に目を向けてみようと農業支援に関

するパンフレットを提言させていただきました。行政書士が農業支援を行っていますという内容なのですが、

この中に知的財産権の語句は出てきません。なぜかというと、農家さんに知的財産権と伝えても、「うちに知

的財産権は関係ないよ」という捉え方になってしまいがちだからです。要するに、実態としては知的財産権

江谷会員
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を保有していますが、その語句から敬遠するような

傾向にあります。それをいかに解きほぐしていくか

が、私達の業務としての醍醐味や面白さにあたると

思います。

　私が平成１０年に開業した当初、ある農家さんのも

とへ伺うと、居間のカレンダーに様々なメモが書い

てあるのを拝見しました。実はそれがものすごい価

値があるもので、これはいわゆるビッグデータにあ

たります。例えば、長年のデータの蓄積から景色の

変化や風の匂いの傾向を割り出し、それを目安にし

て種をまく時期等を決めたりするとのことで、これ

が実績や経験、勘にあたります。農家さんは知的財産権と言われてもピンとこないわけですが、こだわりや

経験といった言葉に置き換えて、知的財産を「見える化」することがどういうことかをお話しすると、非常

に興味深く話を聞いてもらえました。

　さて、それでは農家さんを取り巻く知的財産はどういったものに分類できるか見てみたいと思います。こ

れは知的資産経営の発想での分類になりますが、人が持っている経験や勘等は人的資産を指し、農家さんが

保有する仕組みを作り上げていって構造化していくところは構造資産であり、それと農業に関係する取引企

業や自治体、JA等との関係を関係資産として分類できます。それらを整理するだけでも非常に農家さんか

らの信頼を得るというところがあります。農家さんは種を仕入れて、それを育成生産しても、そのまま全て

が生産物になる保障はどこにもありません。自然災害等に左右されやすい業態であるところに、いかに予防

法務的な考え方を持ち込んでいくかという点にも少し工夫が必要かと思います。

　農家さんを取り巻く知的財産のうち、実際に農家さんに寄り添うと分かる「見える資産」と「見えにくい

資産」についても、御紹介したいと思います。農業分野における知的財産のうち、「見える資産」については、

クミカン（組合勘定）や資本金、農地、農機具等の目に見えて分かるものが挙げられます。「見えにくい資

産」としては、先述のこだわりや経験にあたるものでして、例えば有機肥料の製造法や種まきや収穫の時期

等があり、そういう「見える資産」と「見えにくい資産」があることを押さえていただければと思います。

　次に農業分野における私の行政書士業務の変遷について御紹介いたします。私の業務の入り口は、最初は

プログラムに関する著作権でした。具体的に申し上げますと、ビニールハウスの温度管理設備を制御するソ

フトウェアについて、ある農家さんがそれを開発しまして、こうしたプログラムを第三者に対抗できるよう

なものにしたいと相談をいただき、登録を行いました。著作権について、いろいろ話していくうちに「何か

面白いものが有る」ということに気が付き、農家さんの持っているこだわりの部分や肥料のつくり方等の農

業の独特な仕事分野を権利化してみてはどうかと思うようになりました。そうして業務を進めていくうちに

ある農家さんから種を見せていただく機会があり、「品種登録したいと思っている」とお話を頂いて、品種

登録の方面へ進んでいったという経緯があります。最近は地理的表示制度（以下、「GI制度」という）や知

的資産に係る部分で様々な制度が出てまいりましたが、流れとしては著作権から入っていき、品種登録、育

成者権に関する業務へと進んできました。

　この他の農業分野における行政書士業務としては、「GAP」という農業に関する国際規格に関するものがあ

ります。これは農業生産工程の管理システムの中で、ポストハーベスト（農産物の収穫後に品質保持等のた

めに収穫品に農薬を散布すること）を想定して、自身の生産する農産物をいかに安全なものであるかを立証

できるようにしたマネジメントシステムのことを指します。また、「HACCP」という製品等の安全性を確保

しようとする衛生管理の手法についても注目が集まっています。今の流れとして、農家さんの作るものが食
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品加工部分の危害分析のうち、どれを行っているかを立証する時期に入ってきています。２０２０年までに中小

企業の１００％にHACCPを取り入れるよう国も指針を打ち出し、今までHACCPは厚生労働省が中心となって

進めていましたが、最近は農林水産省も積極的に推進しています。あとは、有機JASや植物工場に関するも

のがあります。植物工場に関しては農地法に絡まない業務ということもあり、天候に左右されず生産が安定

的にできる性質があることから、北海道の農業の背景にもマッチするため推進しています。この他にも農業

関係食品の表示や産地証明に関するものも関連業務としてあるかと思います。

　品種登録については、今、大きな変わり目が来ています。再び、電子出願が可能になったということで、

農林水産省の品種登録ホームページに詳細がありますので、確認してみることをお勧めします。行政書士が

存在しない市町村は、全国的に見てもおそらく少ないと思います。他士業に目を向けると、弁護士等はどう

しても都市中心型で偏在してしまっているケースが多いですが、そういう意味では電子出願で各地域の行政

書士が品種登録の出願ができるようになることには強みがあると思います。特に品種登録においては、実は

個人による出願が約８,８００件と出願件数全体の３割近くあるというところに注目しますと、もし電子出願をサ

ポートすることが可能になれば、非常に大きなインパクトになると考えられます。

　GI制度も全国どこでも皆さんにチャンスがありますので、山本会員の発表を参考にして、すぐに検討して

みてください。現在のGI登録の状況（平成２９年１１月１０日現在）としては、４８産品が登録されています。概ね

二百数十件の出願の中から４８産品が登録されたわけですから、今、困っている方がいらっしゃるはずです。

なお、私見ではありますが、GI制度に関する業務を遂行する上での課題を一つ申し上げたいと思います。そ

れはGIの申請等の支援活動の全体像をどういうふうに捉えて業務として包括契約をしていくかが重要であ

るという点です。登録だけ、申請書の書き方をお手伝いするだけでは、業務としてはおそらく成立しにくく、

やはり受けたからには、最後まで支援させていただけるような契約の仕方、それがやはり農家さんが求めて

いる業務の形態ではないかと感じています。

　最後に農業分野の業務を行う上で必須なものとして、農林水産省のメールマガジンの登録をお勧めします。

登録しておけば、メールで農林水産省の最新情報が送られてきます。例えば、農林水産省が今現在、何をや

りたいか、中小の農家さんや自営農家さんは何を求めているか、それがよく見えてくると思います。無料で

登録が可能ですので、是非御確認ください。

（２）山本会員（静岡会）の発表

　地理的表示法に関する業務に関してですが、私は第二次産業や第

三次産業から農林水産物の地理的表示法に入っています。私からは

地理的表示法に関する業務の概要や実際に支援業務を行った際に感

じた課題等について、発表いたします。

　さて、まず地理的表示について簡単に解説すると、ある生産地で

製造または加工をすることで登録産品に特性が生じ、登録産品の特

性等を表示名称から判断できるものを地理的表示と言います。生産

地の特性には自然的な特性と人的な特性がありまして、それらの特

性が産品の品質、社会的評価、評判等の特性と結び付いて初めて、

地理的表示が登録できます。地理的表示の登録要件は、通常は生産

地の自然的特性（例えば、ある地域では昼夜の寒暖差が大きいといった自然的な要因に起因して、高糖度の

農産物ができる等）が必要ではないかと思われると思います。しかし、自然的な特性や品質の特性がない場

合でも、生産地の人的な特性を活用すれば登録は可能になります。例えば、その地区が発祥の地であること

や歴史的な背景を産品の特性に結び付け、そういった人的特性があることから農林水産大臣賞の受賞等の社

山本会員
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会的評価や高い知名度が得られているといった社会的特性に結び付くといった方法でも登録が可能です。

　次に生産地について更に詳しく説明します。まず「生産」とは、産品が出荷されるまでに行われる一連の

行為のうち、産品に特性を付与し、または産品の特性を保持するために行われる行為と定義付けされており、

つまり「生産」が行われる場所が「生産地」となります。例えば、漁獲で特性が付与される場合、漁獲され

た場所が生産地となります。処理加工により特性が付与されるならば、処理加工される場所が生産地となり

ます。漁獲と処理加工の両方で特性が付与されるならば、どちらかを「生産地」とし、また一方を「生産の

方法」として申請することができます。

　ここからは私が実際に対応している「焼津鰹節」の事例を交えて、解説を進めていきたいと思います。地

理的表示の登録は、産品の品質等にその地域の独自の特性が結び付かないといけないわけですが、全国的に

出回っている商品の多くはF１品種※で雑種なものが中心です。食品の産品の場合、その特性が同種のものと

比べて、独自の特性がないときは、先述のとおり、生産地の人的特性か社会的特性に結び付けて登録する方

法があります。鰹節も大体F１品種ですので、人的特性が社会的特性に結び付いているとの方法で申請書を

書いています。

　次に、鰹節について簡単に補足しますと、鰹節は主に３種類あり、「荒節」、「枯節」、「本枯節」があります。

市場に出回っている鰹節というのは、９０％がカビをつけない「荒節」です。「焼津鰹節」を登録する場合は、

３種類一括して登録しようと考えています。「枯節」、「本枯節」というのはカビをつけるものを指しますが、

荒節と工程はほぼ似ているところがあることから、その共通の工程を見つけて登録するようにしています。

　続いて、GIマークについて解説します。GIマークは３種類（白黒、モノクロ（単色）、カラフルなもの）

があり、基本的にはカラフルなものを使用しなければなりません（平成30年３月現在では、モノクロのマー

クを表示することも認められている）。白黒、モノクロというのは、色が出ないときにしか許可が下りないと

のことで、GIマークのカラフルなものを使用する場合、印刷コストの分逼迫することから、そういった面で

GIの導入に反対する方もいました。

　私の対応している案件の課題としては、３点あります。まず、全国的に出回っている産品の最終製品が

BCPにより産地を分散していることがあります。具体的には、市場に出回るかつお削りぶしの最終製品は３

大産地（枕崎、山川、焼津）を概ね３０％程度ずつ配合しているため、「焼津鰹節」と名乗れるものが少なく、

組合員の中では「GIを取得しても意味がないのでは」という意見が出ています。

　２点目の課題としては、一度GI登録が完了すると類似名称が使えなくなることがあります。例えば、「焼

津鰹節」とGI登録された場合、「焼津の鰹節」といった類似名称が使えなくなります。また、GI登録した生

産工程に沿わない工程で鰹節を作る業者が組合の中にいる場合であっても、当該組合員はGI登録の要件から

は外れることになり、「焼津鰹節」を名乗れなくなります。さらにGI登録を受けた「焼津鰹節」の名称を商

品に表示する場合、GIマークと「焼津鰹節」の名称

を併記する必要があり、GIマークなしに自社名称だ

け表記させると類似名称として処罰されてしまうお

それがあります。これは組合員や削りぶし業者、小

売業者にも共通して言えることで、削りぶし業者や

小売業者がGI登録された名称を利用する場合にお

いては、生産業者からの証明書を発行し、保管する

必要も生じてきます。

　なお、これらの類似を回避する方法としては、「焼

津の鰹節削り」という類似名称があっても、「焼津鰹

節」というGI名称とマークを並立させることによっ
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て類似名称を回避する方法がヨーロッパではありま

す。また、食品表示法の原料原産地表示として「焼

津産鰹節」も名乗ることはできます。例えば、登録

された生産工程に則っていない鰹節は、「焼津鰹節」

とGIマークは使うことはできませんが、食品表示法

の「焼津産鰹節」は使用することができますので、

組合員外の方は食品表示法の「焼津産鰹節」を名乗

ることはできます。また、組合構成員の場合、地理

的表示法ではGIを登録する前に組合から脱退する

ことで、先使用権により、GIマークは使えませんが、

今までどおり「焼津鰹節」と名乗ることができるこ

とがあります。

　３点目の課題としては、GI申請を行うための組合員の取りまとめです。これは特に苦労した点でして、組

合の中には、登録すると産品を保護するために類似名称が使用できなくなる等の理由から反対する方がいま

す。自治体等の関係団体の協力を仰ぎながら説得を行っていますが、組合員全員の賛成がないとGIの登録を

行えません。静岡でも申請途中段階の団体が多くあるとのことで、どこの団体にも反対者がいるため、なか

なか意見がまとまらないとの現状を伺っています。日本ブランドと名乗れるメリットはありますが、その他

に保護されるものがないのもこうした現状の一因であると思っています。

　発表をまとめると、GIの申請をする場合、加工品より集積所がある一次産品のほうが申請はやりやすいと

思います。また、産品は全国規模の産品より、供給される場所が限定されている産品の方がその地域をまと

めやすい分、申請がやりやすいかと思います。私が進めている案件では、焼津が全国の約３０％を占めている

ことから、様々なところに影響力が働いており、鰹節組合と削りぶし組合が分かれていて、景品表示法の公

正取引規約に書かれている名称の許可を取りに行くことも一苦労でした。その辺りからも全国産品の方が難

しいと思う一因になっています。

　最後に余談ですが、一次産品と加工品では、一次産品は集積所がある方が申請は楽ですが、一方で加工品

の場合は、通常、それぞれの会社で販売しているため、統一的な面を見つけることが非常に難しいと思いま

す。ただ、一次産品の場合、農協やJA等が既に独自にGIの申請を進めていることが考えられますので、行政

書士としては入り込みづらいと思います。加工品の場合は、二次産業の産品であることから、加工等の工程

が複雑化しているため、その切り口からであればチャンスがあると思います。
※「F１品種」とは、一代に限り、収穫量や形質がそろってできるよう交配を調整された作物等のこと。

４．本会の知的財産に関する分野における取組について
　知的財産に関する分野の本会の取組状況に関して、赤司国際・企業経営業務部次長から報告があった。概

要は以下のとおりである。

＜本会の取組について＞

　国際・企業経営業務部知的財産部門では、知的財産権に関する行政書士業務の調査研究を行っています。

知的財産権を取り巻く環境は技術の進展とともにますます需要の増加が見込まれることから、今後、行政書

士の最も重要な業務分野の一つになると認識しています。本業務部では、著作権相談員を知的財産に関する

専門家として確立することを目指し、著作権相談員の利活用を推進することを検討しています。

　次に平成29年度の取組について、御紹介します。大きく分けて三つの事業を進めていまして、一つ目は内



●トピックス　クローズアップ

2018.5　No.54616

閣府が中核となって進めている「知財創造教育推進コンソーシアム」への協力があります。内閣府の仁科参

事官の御説明のとおり、平成28年度から本会もコンソーシアムの意思決定機関である推進委員会と、教育支

援の具体的施策を検討する検討委員会へそれぞれ委員を派遣しています。今後、各地域において教育機関と

支援機関のマッチングを行う地域版コンソーシアム構想等の検討を行っていく中で、各単位会でお持ちの教

材や取組等を調査しつつ、PRを進めていく所存です。

　二つ目に、「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」への協力があります。著作

権者が様々な理由から不明となっている著作物（以下、「孤児著作物」、または「オーファンワークス」とい

う）がありますが、こうした著作物は著作権者が不明なことから利用許諾が得られないという問題が生じる

ため、文化庁長官の裁定を受けることで利用許諾を得られる制度があります。この裁定制度は、著作権者が

不明であることを疎明する資料を準備する等、利用者にとって非常にハードルが高く、制度の利活用が進ん

でこなかった経緯があります。そこで、より安価に簡便に裁定制度を利用することができるように、権利者

団体を中心としたオーファンワークス実証事業実行委員会が設立され、現状のニーズ等を把握するとともに、

文化庁への裁定申請を定型的な手続とすることで手数料等のコストを低減させる実証実験が平成28年からス

タートしています。本会としても、本実証事業の開始当初から協力しており、平成29年度からは文化庁への

裁定申請を担当し、実務上の問題点等の確認を行っています。本分野は、権利処理が進まないために死蔵さ

れている著作物を抱える地域の図書館、あるいは大学等、地域性に関係なくニーズがあると考えられるため、

引き続き調査研究を進めていき、適宜、「月刊日本行政」等を通じて研究報告を行い、情報を提供していく

予定です。

　最後に三つ目として、著作権相談員の活用推進等について検討を進めています。アンケート結果にもある

とおり、現状、著作権相談員制度を活用する場面が見受けられないといった問題がございます。まずは著作

権相談員のレベルアップと活躍の場が必要であると考え、平成29年度は著作権の契約実務について解説する

VODコンテンツの拡充を検討しています。

５．アンケート結果に基づく意見交換
　赤司次長から事前に各単位会に依頼していたアンケート結果に関する所感が述べられ、意見交換を行った。

概要は以下のとおりである。

＜所感の概要＞

　まず知的財産権に対する取組としては、かなり地域によって差

がみられるという印象です。取組の事例等があるかを伺っている

設問については、積極的に進めている単位会を中心に非常に参考

になる実例を挙げていただきました。著作権相談員制度の改善に

向けての課題を伺った設問では、一番多かったのは、「日行連と

して広報してほしい」、「ブラッシュアップ研修を行ってほしい」

という御指摘をいただいています。日行連として今後取り組むべ

きは、やはり相談員のスキルアップを図るとともに、具体的にど

ういうふうな場面で御活躍いただくかということをしっかり考え

ていかなければならないという印象を持っています。著作権教育をどうやっていくか、また、知財の契約書

等の作成支援にも多くの会員が取り組んでいただければありがたいなと思っています。そして、「著作権相

談員制度の目的やビジョンを示してほしい」というような御指摘も数県からございました。この辺りを踏ま

えまして、会としてどのように進めるべきかを内部的にも検討して、皆様にお示ししたいと考えるところです。 

赤司次長
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＜質疑応答の概要＞

・オーファンワークス実証事業について、文化庁の裁定を受けるために、相当の努力を払って権利者捜索等

を行うことが必要とあるが、具体的にどの程度の内容まで求められるのか。

→権利者団体への問合せやインターネット上での検索が挙げられる。例えば小説の著作権者の捜索であれ

ば、文藝家協会に問い合わせるといったことが考えられる。

・現在の日行連の方針としては、文化庁への著作権登録に注力するのではなく、契約実務に主眼を置き、会

員へのフォローを行う方針を取っているとの解釈でよいか。

→文化庁への著作権登録等の申請が年間１,０００件未満である現状を考えると、本分野においては契約サポー

トやコンサルティングが主たる業務として考えられる。そのため契約実務についてもカバーしていけれ

ばと個人的には考えている。

・著作権相談員制度の発信力について、もう少し改善してほしいと思う。会員の資質向上に向けて努力して

きた経緯があることからも、そうした努力の内容を「見える化」して、発信してもよいのではないか。

→「知的財産に関する業務分野は行政書士の業務分野である」といった発信力が不足している点はあるか

と思う。今後の課題として検討していきたい。

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
　末廣部長から本会議の総括があった。概要は以下のとおりである。

＜総括の概要＞

　まず率直に感じたのは、このアンケートの中にもあるとおり、全

国的に見ると、まだまだ半数以上の単位会で研修や情報発信がされ

ていないのが現実です。様々なお話があった中で、お集まりの皆様

には、単位会に本会議の情報をお持ち帰りいただいて、温度差を埋

めていただければと思います。もちろん本会としてもできるだけ本

日の意見をもとに、バックアップできる体制、情報発信ができる体

制を検討してまいりたいと思います。単位会の皆様と連合会とが両

輪でこの知的財産権に関する業務を推進できればと思います。

（了）

末廣部長
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　２月９、１０日の２日間、大阪府行政書士会の協力のもと、平成２９
年度ADR調停人候補者実践セミナー（基礎編）を開催しました。こ
のセミナーは、日行連が目指すADR代理権取得に向けた中央研修
所と裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部の共同事業の一つであり、
参加者を通じて、各単位会に日行連が取り組むADR事業に対して
の理解を深めていただくとともに、ADR手続実施者の養成の一助
として実施しました。一部ではありますが、当日のセミナーの様子と参加者の感想を御紹介します。

　はじめに、髙尾本部長から開講挨拶があり、しばらく振りの地方開催で予想を超える多くの方に御参加い
ただけたことの御礼が述べられました。

＜裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部＞

　翌日は、前日に解説された様々な調停スキルの復習と、それらを実際に使用して、より実践的なトレーニ
ングを行いました。演習課題の難易度が上がるにつれて、参加者の表情は真剣そのものとなり、会場は大変
な熱気に包まれました。
　様々なトレーニングの集大成として、最後に、ペットに関する紛争事例を扱うロールプレイを行いました。
調停人役として、話合いを公正中立に進めるだけでなく、当事者から公平な取り扱いだと感じてもらうこと
や、当事者の話を言い換えや要約の技法を使いながら調停を進めていくことの難しさを実体験できたのでは
ないでしょうか。当事者役も、当事者の感情をしっかりと捉えて、当事者に成り切ることの大切さを理解さ

エディとアール

ADR調停人候補者実践セミナADR調停人候補者実践セミナーー
（基礎編）の開催報（基礎編）の開催報告告

開 催開 催 日日　平成３０年２月９日（金）、１０日（土）
場場　　所所　大阪府行政書士会会館　大会議室
参 加参 加 者者　全国２７単位会から合計３２名

　まずはアイスブレイクとして参加者同士の自己紹介を兼ねたレクリエーションからスタートしました。参
加者それぞれのセミナーにかける意気込みやADR事業に寄せる期待などを共有し、打ち解けた雰囲気に
なったところで講義に入りました。
　講義の結びに、光永本部員から参加者へのメッセージとして、ADRセンターを持つ単位会ではもちろんの
こと、現在はまだ認証申請していない単位会であっても、ADRによる解決が適切だと思う事案がある場合には
積極的にADR認証機関を紹介していただきたいこと、さらに、行政書士にADR代理権が認められた際には、参加
者の皆様が率先して困っている依頼人に寄り添い手助けする代理人になることが期待されていると述べられました。

＜研修２日目＞　講師：杉山　久美子　本部員
　～内容～
　・トレーニング…パラフレイズ、掘り下げの質問、感情を受け止める、IPN分析
　・演習…初めての挨拶と最初の聴き取り、要約、模擬演習、実践と振り返り
　・ロールプレイを始める前に…調停人の守るべきルール、当事者役を演じるためのルール
　・ロールプレイ…調停開始の挨拶、ペットに関する紛争事例「大切な家族」

＜研修１日目＞　講師：光永　謙太郎　本部員
　～内容～
　・ADR概論…行政書士会が取り組むADR、対話促進型調停の特徴、４つの取組分野の特性などを解説
・調停スキルのトレーニング…傾聴、繰り返し（パラフレイズ）、言い換え（リフレイム）、要約（サ

マライズ）、IPN分析
　・対話促進型調停の流れ
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日　に　ち　　平成３０年３月７日（水）
場　　　所　　日本行政書士会連合会
　３月７日、日本公証人連合会（以下「日公連」という）役員の皆様との懇談会が行われました。日公連か
らは、山本修三会長を始めとする関係役員５名が出席され、日行連からは、遠田会長ほか関係役員６名が出
席しました。
　日行連からは、現在取り組んでいる所有者不明土地や空き家対策の問題、相続関係の民法改正、法人手続
オンライン化、制度PRのための広報活動などに関する動向を御説明しました。日公連からは、遺言や任意後
見、定款認証についての公正証書の利用状況、
電子定款制度の利活用と潜在的問題点などにつ
いて御教示いただきました。議論は尽きず、名
残惜しい雰囲気を残しての閉会となりました。
　この度の懇談会によって、公証人・行政書士
が積極的に取り組んでいる遺言や任意後見、法
人手続について相互に理解を深め、今後更なる
協力関係を築くために大変有意義な機会を持つ
ことができました。

日本公証人連合会との懇談会を開催
 Info 

１

　今回のセミナーでは、ADRに関する研修を初めて受けるという方もかなりおられましたが、それぞれのレ
ベルでのスキルアップができ、参加者の皆様にADRを通じて暖かい絆が生まれた、大変有意義なセミナーと
なりました。最後になりましたが、セミナー開催にあたり、いろいろと御協力いただいた大阪会に深く感謝
いたします。

れていて、調停人役とのやり取りにも熱のこもった当事者役が多数おられました。
　時間も限られた中でありましたが、半分ほどのグループが合意に至ることができました。終了後の振り返
りでは、調停人役、当事者役双方からの感想や気づきなどが発表され、合意に達したグループの合意の内容
にグループごとの違いがあったことが分かりました。しかし、各グループの当事者役からは、それぞれの合
意の内容に満足しているという意見があり、当事者が調停の主役であるという対話促進型ADRの特徴が大
きく表れていました。

　セミナー終了後にアンケートを実施したところ、参加者より沢山の御意見をいただきましたので、一部抜
粋して御紹介いたします。

＜参加者の感想＞

・単に「聞いているだけ」の座学の研修とは違い、適宜“ワーク”が入ることで、２日間という研修も
あっという間に終わりました。工夫してプログラムしていただきありがとうございました。
・リフレイミングの練習など、普段できないような難易度のものに多く挑戦することができ、かつ細か
い説明をいただくことができてとても勉強になりました。
・ロールプレイ中、調停人として公正中立に話を進めていく難しさを感じました。何度も練習をする必
要があると実感しました。
・講義された調停スキルは、一般会員にも役立つ内容だと思うので、ADRに限らず多くの会員に知って
もらいたいです。
・ロールプレイをより沢山経験したいので、定期的に、近隣単位会やADRセンター同士で、又は近畿地
協や関西エリアで研修を企画していただきたいです。
・大阪会の調停室が、待合室も完備しているなど、充実していて素晴らしかったです。
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行政書士実態調査の御協力のお願い
 Info 

２
＜総務部＞

　近年の規制改革や急速な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
が進んでいます。また、ADR、成年後見、法教育等への取組などにおいても、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、このような状況の中、その時々における行政書士の果たすべき役割を鮮明にし、更なる行政
書士制度の確立に向けて、今後の政策の決定、実行にいかすことのできる有益な情報を得るため、５年に一
度「行政書士実態調査」を実施しています。また、本年度につきましては、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も挙げています。
　皆様には御多忙の折、大変恐縮ではございますが、本趣旨を御理解いただき、制度発展のためインター
ネットまたはFAXにて御回答いただきたく、何とぞよろしくお願い申し上げます。

実 施 方 法　　１　対 象 者：全会員
　　　　　　　２　回答方法：以下の方法から、１つお選びいただき、回答願います。

　※回答は１会員につき１回答までとさせていただきます。

回答締切日　　平成３０年６月１１日（月）

そ　の　他　　１　調査対象会員は平成３０年６月１日までの行政書士名簿登載者とします。
２　集計結果は「月刊日本行政」及び本会ホームページに掲載します。（平成３０年１０月頃を予定）
３　「犯罪収益移転防止法に基づく行政書士の業務に関する調査」においては、個人情報を御
提供いただく場合がありますが、御提供いただいた情報は、追加調査の御協力のお願い
に関する事項以外には使用いたしません。

４　不明点等がございましたら、下記まで御連絡ください。
　　【お問合せ先】日本行政書士会連合会事務局　総務課総務係

＜回答方法①：インターネット回答＞

本会ホームページ（https://www.gyosei.or.jp/）から会員サイト「連con」にログインし、「行政書

士実態調査」にアクセスの上、御回答願います。

※平成３０年５月１日（火）から、「行政書士実態調査」を本会会員サイト（連con）に掲載します。
※ログインID・PW（パスワード）が御不明な場合の確認方法については、次頁を御覧ください。

＜回答方法②：FAX回答＞

本誌に同封の「行政書士実態調査票（平成３０年４月）」に回答を御記入の上、FAXにて送付願います。

＜FAX送信先：０３－３４００－９９００＞
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日行連ホームページ
（https://www.gyosei.or.jp/）へ
アクセスしてください。

会員サイト「連 con」にログイン
してください。

❶

「行政書士実態調査」にアクセスして
ください。

「行政書士実態調査」をクリックし、
記載のURLにアクセス。

利用登録がお済みの方は、ID・PWを入力し、
ログインをクリック。
※PW が御不明の場合は、ログインページの
「パスワードを忘れた方」から再設定手続が
可能です。

※IDも御不明な場合は、メール件名に「会員
サイトへのログイン ID について」、本文に
「登録番号・氏名・生年月日」を明記の上、
以下アドレス宛に送信願います。

　＜kouhou@gyosei.or.jp＞

日行連ホームページのトップ画面の
「会員ログイン」をクリック。

❷

❸

行政書士実態調査　回答方法①（インターネット回答）

回答締切日：平成３０年６月１１日（月）
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単位会別会員数一覧
〈平成30年４月１日現在〉

 Info 

３

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減Ｈ２９
１０.１

Ｈ３０
４.１増減Ｈ２９

１０.１
Ｈ３０
４.１

△ １１９１８△ ５１,７４１１,７３６北海道

北
海
道
地
方
協
議
会

０２２△ ６２９３２８７秋 田

東
北
地
方
協
議
会

０４４△ ５３６３３５８岩 手

０２２７３３２３３９青 森

０７７△ １５７４４７２９福 島

２１７１９△ ３９３４９３１宮 城

２０２０４１９４１９山 形

９１４３１５２４０６,３５６６,３９６東 京

関
東
地
方
協
議
会

３４４４７１７２,８６０２,８７７神奈川

△ １２０１９５１,９９５２,０００千 葉

０８８△ １１,１６８１,１６７茨 城

△ １７６６８６５８７１栃 木

１２７２８△ １０２,３７９２,３６９埼 玉

０２２４１,０６４１,０６８群 馬

０４４△ ３９９０９８７長 野

１３４△ ３３４２３３９山 梨

３１６１９△ ２５１,５５３１,５２８静 岡

１９１０△ ７８７９８７２新 潟

２３３３５△ ８２,９３６２,９２８愛 知

中
部
地
方
協
議
会

０４４△ ９８３６８２７岐 阜

０２２△ ９７２９７２０三 重

０４４０３３７３３７福 井

１２３△ ９３６４３５５石 川

０２２△ ３３９９３９６富 山

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減Ｈ２９
１０.１

Ｈ３０
４.１増減Ｈ２９

１０.１
Ｈ３０
４.１

１５６△ １４５４４５３滋 賀

近
畿
地
方
協
議
会

２５７５９１０３,１４２３,１５２大 阪

２１６１８△ ３８５８８５５京 都

１６７２４３９４４１奈 良

１０１△ ２３４９３４７和歌山

５１６２１△ １１１,８０３１,７９２兵 庫

０３３０２１３２１３鳥 取
中
国
地
方
協
議
会

０２２△ ５２７０２６５島 根

△ １８７３７７７７８０岡 山

２８１０△ ５１,１２２１,１１７広 島

０１１２４６８４７０山 口

１５６△ ４３８３３７９香 川四
国
地
方
協
議
会

１２３△ ７３４２３３５徳 島

０１１０２２９２２９高 知

０４４△ ８５６６５５８愛 媛

２１４１６１６１,４５９１,４７５福 岡

九
州
地
方
協
議
会

０００３２３５２３８佐 賀

０４４４３７５３７９長 崎

１８９０６０３６０３熊 本

０４４△ ２３３６３３４大 分

０３３４４９２４９６宮 崎

１４５△ ２７９３７９１鹿児島

０２２６３７１３７７沖 縄

４１５５４５９５△ ４２４６,９５７４６,９１５合　計
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　神奈川会では毎年、行政書士記念日に市民公開講座を開催しています。
今年は２月２２日に県民共済みらいホールにて、「講座」の部分を「高座」
に変えて、「行政書士記念日市民公開講座（高座）みなとみらいユキマ
サ亭 街頭無料【講談】会～希望の目撃者、行政書士～」と題し、行政
書士の活躍を楽しく分かりやすく市民に伝えるべく、田辺凌鶴先生を筆
頭とする４名の講談師にお話を読んでいただきました。
　凌鶴先生は創作講談を意欲的に作り続ける気鋭の真打です。これまで
に創作した作品は実に１７０本以上にも及び、高い評価を受けた「死刑と裁
判員制度」や「お掃除ホームレス」など社会派に属する作品も数多くあ
ります。

　今回披露していただいた作品は
「旭堂南春」という、この日のため
に創作していただいた最新作です。
日本文化に魅せられたアメリカ人女
性が来日して「旭堂南春」という名
の講談師となり、ついには永住権を取得するまでの感動的な経過と行政
書士の活躍を描いた見事な傑作に仕上がっていました。稽古を重ねた話
術の迫力に会場全体が酔いしれて、正に圧巻のひとときでした。
　最後はその旭堂南春さん本人がサプライズゲストとして登場し、驚き
の歓声に包まれながら「坂本龍馬とお龍」のネタを一席披露して、興奮
冷めやらぬ間に終了しました。

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。

小学校で法教育授業を実施大分県
行政書士会

　２月２７日、大分会では昨年に続き、大分市担当課の御協力の下、大分市立小佐井小学校で６年生を対象に
法教育授業を実施しました。
　授業の内容は「著作権について」です。知的財産の保護や活用が重要性を増していることからこのテーマ
を選びました。
　授業では、人気アニメのDVDを活用しクイズ形式で著作権について考えてもらうことで、子供たちに法律
に興味を持ってもらうことができました。また、積極的に授業に参加し発言する姿も多く見受けられ、楽し
く有意義な授業を行うことができました。
　小学校においては平成２３年度から法教育の内容に充実が図られ
た「学習指導要領」が全面実施されています。
　価値観が多様化し複雑化する現代社会の中で、正しい法知識を
得ることは子供たちの将来においても意義が大きいものであるこ
とから、近年、教育関係者間においても法教育はますます重要視
されています。
　本会では、今後も継続的に法教育事業を推進し、社会的に問題
となっているいじめ等の解決の一助になれるよう、社会貢献に努
めてまいりたいと考えています。

行政書士の活躍が講談に神奈川県
行政書士会
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各種無料相談会の開催について鹿児島県
行政書士会

　平成２９年度末の３月に下記のとおり無料相談会を開催いたしました。

ゆうちょ銀行における無料相談会（平成３０年３月９日）
　鹿児島東郵便局において、郵便局利用者を対象に無料相談会を開催しました。
相談従事者は６名で、相談件数は５件ありました。

鹿児島運輸支局における年度末の自動車登録に関する無料相談会
（平成３０年３月２８～３０日）

　この相談会は今年で７年目となり、年度末の３日間、総勢５００名余りの相談者に対
し会員延べ２０名が対応し、鹿児島運輸支局の登録・抹消等の手続の混雑緩和を図って
います。例年、相談者及び鹿児島運輸支局の皆様に大変喜ばれています。

行政書士記念日事業を実施埼玉県
行政書士会

　２月２５日（日）、２６日（月）にさいたま市で行政書士記念日事業の一環としてイベントを開催しました。
　２５日は、浦和駅前商業ビルにてイベントを開催しました。会場にはポスターを掲示し、「彩りコミュナス」
（埼玉会発行情報誌）やパンフレットを並べて手に取っていただきました。また、輪投げやクイズ、風船を
用意したところ、小さな子供達が大勢集まり、「ユキマサくん」との写真撮影で賑わいました。その傍らで、
御両親や祖父母、通行人が会場の掲示物に興味を寄せる姿も多く見られました。無料相談会は実施しません
でしたが、通行人からの質問には近隣支部を紹介するなど、できる限り対応しました。このようなイベント
は初の試みで、告知方法や準備等の課題はあるものの、幅広い世代にPRする良い機会になりました。
　翌２６日には、新都心ビジネス交流プラザにおいて、埼玉県との共催により中小企業支援セミナーを開催し
ました（参加者７４名）。第１部は基調講演として株式会社ネクストスタンダード代表取締役社長の齊藤正明氏
から「マグロ船に学ぶ、社員がイキイキと働く仕事術」、第２部は
ICT活用のポイントとして、わたしスタイル総研代表の滝田加奈子
氏による「SNSを活用した採用と人材定着～ソーシャル・リクルー
ティングとBtoEブランディング」、そして第３部は講師、事業者、
行政書士の交流会という構成です。交流会と並行して行政書士相談
会・ICT相談会を開催し、参加者からの個別の相談にも対応しました。
当日はテレビ埼玉による取材も入り、当日夕方の情報番組「マチコ
ミ」にて放送され、広く行政書士を知っていただく機会となりまし
た。
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高齢者支援連携へ
日本郵便㈱九州支社と覚書締結

熊本県
行政書士会

　九地協（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、

沖縄）単位会と日本郵便㈱九州支社は３月２日（金）、熊

本市中央区のホテル日航熊本において「高齢者支援事業に

関する協業検討のための覚書」締結の調印式を行いました。

　調印式には日本郵便㈱の金子道夫九州支社長、米森寿美

男主幹地区統括局長が出席され、九地協からは各単位会会

長８名が出席し、ポスクマくん、ユキマサくん同席のうえ

記念撮影を行い、井口九地協会長、金子支社長挨拶の後、

署名押印して締結式は無事終了しました。

　この覚書は、昨年９月の㈱ゆうちょ銀行九州エリア本部との「覚書」締結に続くもので、超高齢化社会の

現況において、九州各県下の高齢者とその家族が安心して暮らすことができる社会を実現するため、高齢者

に対し、行政書士会が行う高齢者支援事業及び日本郵便

㈱が行う「みまもり訪問サービス」をより効果的に双方

の業務にいかし、かつ双方の認知度向上を図るための具

体的協業方法の検討を行う協議会を設置するものであり、

大きく社会貢献活動にもつながるものと考えています。

　早速、九地協では各単位会に郵政担当者を置き、今後

は福岡会を中心に具体的協業内容の検討を進めることと

しました。

会員の皆様へ
職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関するお願い

　行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位の保持に努めなければなりま
せん。
　特に職務上請求書の使用にあたっては、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、行政書士等の資格
者が職務上必要ある場合に限り行使できることとされており、限られた資格者にのみ認められた国民利
便のための制度であるため、個人情報保護、人権の擁護などの観点からも高い倫理意識に基づいた厳正
な取扱いが求められ、職務上請求書の偽造、不正使用、人権侵害のおそれがある戸籍等の取得は決して
許されることではありません。
　会員各位におかれましては、「戸籍法」、「住民基本台帳法」、「行政書士法」、本会の「職務上請求書の
適正な使用及び取扱いに関する規則」等の趣旨を十分に理解され、適正な使用及び厳格な取扱いに努め
ていただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
　なお、職務上請求書の払出し方法については、各単位会で運用が異なりますので、所属単位会の関係
規則等を御確認願います。
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第２９回全国女性行政書士交流会
開催の御案内

愛知県
行政書士会

　新緑の候、皆様におかれましては益々御健勝のこととお喜び申し上げます。

　この度、「全国女性行政書士交流会inあいち」として、基調講演「先人に学ぶ女性像」と、「行政書士とし

ての高齢化社会への対応」をテーマにパネルディスカッションを行います。

　また、輝く女性が集い交流する場として懇親会を実施いたしますので、ぜひ御参加ください。

　開催内容については、下記のとおりです。

記

テ　　ー　　マ　　先人に学ぶ女性像（女性活躍推進法の一助に向けて）

開　　催　　日　　平成３０年９月２８日（金）～２９日（土）

会　　　　　場　　名古屋マリオットアソシアホテル（名古屋駅直結）

　　　　　　　　　愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４　　TEL　０５２－５８４－１１２１

　　　　　　　　　※宿泊：名古屋JRゲートタワーホテル（名古屋駅直結）

　　　　　　　　　　愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３　TEL　０５２－５６６－２１１１

申　込　期　限　　平成３０年７月１３日（金）

日　　　　　程　　９月２８日（金）　１３：００　受付

　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：３０　開会（主催者挨拶・来賓祝辞）

　　　　　　　　　　　　　　　　　１４：００　基調講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演　題「先人に学ぶ女性像」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講　師：市川房枝記念会女性と政治センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　１５：３０　パネルディスカッション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーマ：行政書士としての高齢化社会への対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　１６：５０　閉会

　　　　　　　　　　　　　　　　　１８：００　懇親会

　　　　　　　　　　　　　　　　　２１：００　終了

　　　　　　　　　９月２９日（土）　９：００～１５：３５　オプショナル観光ツアー

お　問　合　せ　　あいちオルクドールの会　　佐藤　令（さとう行政書士事務所）

　　　　　　　　　電話　０５８６－４４－７５６５　　FAX　０５８６－５２－２２２６

　　　　　　　　　E-mail：sat.gyosei@dance.ocn.ne.jp
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　届出済証明書の　更新　を希望される方へ

「行政書士申請取次実務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会

開催地：東京

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

趣趣　　旨旨

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

対対　　象象

平成30年6月8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

シェーンバッハ・サボー
（東京都千代田区平河町2－7－5）

会会　　場場

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6756－9885】
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

15,000円（消費税込）
※一度納入された受講料は、不参加の場合や単位会の処分等により受
付拒否事由に該当している場合でもお返しできません。

受 講受 講 料料

平成30年5月14日（月）9時～5月22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

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、下記研修会に申込みを行います。
H30.6.8（金）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：シェーンバッハ・サボー）

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

（　　　　　　　　　　　　　　）

ふりがな
受講者氏名

ＦＡＸ

登録番号

平成　　　　年　　　　月　　　　日届出済証明書有効期限

〒
事務所住所

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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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Q1～5に引き続き、「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

〇本件、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。

　安全投資計画及び事業収支見積書について、以下の場合には事業許可は更新されません。
・計画上、５年間連続で収支を赤字としている場合（収入には他事業収入も含む）。
・人件費、車両整備費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支見積となっている場合。
・新規許可については、申請直近１事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合。
・更新許可については、申請直近１事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、
申請直近３事業年度の収支が連続で赤字である場合。

安全投資計画及び事業収支見積書の審査にあたって、事業
許可が更新されないのはどのような場合ですか？

A

Q7

次回更新時に、安全投資計画等を重点的に審査されることになります。

更新時に安全投資計画・事業収支見積書が履行されていな
いことが判明した場合はどうなりますか？

A

Q6

　以下の場合には事業許可は更新されません。
・法令試験の正答率が９０%未満の場合（貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以
上を取得している事業者は試験免除）。
・前回許可から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合。
・前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに
認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合。
・最低賃金法に基づく地域別最低賃金以上の賃金が支払われていない場合。

安全投資計画及び事業収支見積書関係以外に許可が更新さ
れない場合はありますか？

A

Q8

　法令試験は改めて受験していただくことになります。その結果、法令試験の正答率が９０％未満
の場合には許可は更新されません。ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星
以上を取得している事業者は、試験の受験が免除されます。
　また、不合格の場合には再試験があります。さらに、再試験の不合格者は基礎講習を修了する
ごとに試験の機会が１回与えられます。

更新時にも法令試験を改めて受験する必要はありますか？
また、法令試験に落ちてしまったのですが、再試験はありますか？

A

Q9



日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）
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登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（９８件）
２　その他

改正行政書士法対応委員会
【協議事項】
１　特定行政書士制度のPRについて

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（火（火））

正副会長会
【協議事項】
１　法改正要望項目について
２　国政の動向を含む諸課題への対応に
ついて

３　常任理事会の合議事項等について

常任理事会（～８日）
【合議事項】
１　次年度事業計画・予算案について
２　会則の一部改正（案）について
３　処分公表に係る取扱いについて
４　補助者の業務範囲に係る照会について
５　建設業関連業者との業務提携について
６　専門員の登用について
７　法改正要望項目について
８　民法（相続関係）改正への対応について
９　法定相続情報証明制度のパブリック
コメント対応について

潅　都市再生特別措置法の改正への対応
について

環　有識者への寄稿依頼に係る協力のお願い
甘　フリーダイヤルの取扱いについて

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（水（水））

法規監察部と法務業務部の合同会議
【協議事項】
１　照会案件等について
２　その他

申請取次行政書士管理委員会と国
際部門の合同会議
【協議事項】
１　外国人技能実習制度について
２　入管法に関する情報交換等について

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（木（木））

申請取次事務研修会（東京）
（受講者２８７名）９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日

（金（金））

総務部会（～１６日）
【協議事項】
１　平成２９年度事業執行状況の確認
２　次年度事業計画・予算案について
３　行政書士マニュアルの改訂について
４　職務上請求書の取扱いに関するガイ
ドラインの改訂について

５　照会案件の対応について
６　処分公表に係る取扱いについて

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（木（木））

行政書士制度調査委員会
【協議事項】
１　重点国家戦略案件への対応について
２　「条解行政書士法－第二分冊－」の方

向について
３　会員等からの訴訟事案への対応について

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（２０５件）
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（火（火））

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

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（月（月））

正副会長会
【協議事項】
１　常任理事会の合議事項等について

常任理事会（～２９日）
【合議事項】
１　理事会議案について
２　専門員の登用について
３　建設業関連業者との業務提携について
４　シンポジウムへの後援名義使用依頼
について

５　民法改正等に関する法務省への確認
事項について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））
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御協力のお願い
～日本行政を正確・迅速にお届けするために～
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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。

　最近、以前にも増して月日の流れのは
やさを痛感する。ジャネーの法則にいう
心理学的評価を超越した感覚といえる。人によって感じ
方に差異はあるだろうが、それでも現代社会におけるス
ピード感は、日々高速化しているように思えてならない。
一方で、ニュートンやアインシュタインは時間について
定義し、様々な理論を派生させた。１年は万人にとって
１年であり、その長さは絶対的だが、使い方や捉え方に
よって、少なからず差異を感じる相対的なものともいえ
る。意味合いは違うかもしれないが、時間に対する考え
方次第で、人生そのものに大きな影響を及ぼすような気
がしてならない。もう一日、まだ一日。もう５０歳、まだ
５０歳。能力の差による結果は別として、効率性やモチベ
ーションを追求することで、より有意義な日々を送れる
はずだ。行政書士の優位性を最大限いかすことで、自ら
の時間軸を確立し、理想的な行政書士像を共に求めてみ
ませんか。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（國井）

◆登録者数（平成３０年３月末日現在）
４６,９１５名合 計　 　
6,449名女40,466名男内 訳　 　
6,053名女39,076名男・個人事務所開業
194名女964名男・行政書士法人社員
202名女426名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成３０年３月中の処理件数）
１６８名新規登録　合　計
28名女140名男　　　　　内　訳
４１６名登録抹消　合　計
39名女377名男　　　　　内　訳

381名　　　　　・廃　業
34名　　　　　・死　亡
1名　　　　　・その他

◆法人会員（平成３０年３月末日現在）
７６０法 人 事 務 所 数
468・主たる事務所数（行政書士法人数）
292・従たる事務所数


