
日本行政書士会連合会

日本行政月　

刊

月

刊

MONTHLY
No.

APR.
2020

569
令和2年3月25日発行 第569号 毎月1回25日発行

●特定行政書士になろう
トップメッセージ

●鳥の目・虫の目・魚の目
執行部から

●入管法改正と行政書士の役割
特　集

●地域活動から始まる空き家対策の取組
　Vol.1
●令和2年度特定行政書士法定研修
　募集要項
●令和元年度「行政書士制度広報月間」
　実施報告
●令和元年度「行政書士制度広報月間」
　監察活動報告書　集計結果

トピックス

4



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569号 2020 APR

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：024－973－7163（予約専用）
　　　　　通話料はお客様負担となります。
相談時間：13：00～16：00　毎週水曜日（祝祭日・年末年始休業）
所 在 地：福島県郡山市堂前町10番10号

■

4

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。

特定行政書士になろう  …………………………………………………………………１トップメッセージ

鳥の目・虫の目・魚の目 ……………………………………………………………２執行部から

入管法改正と行政書士の役割 ……………………………………………………３特集

地域活動から始まる空き家対策の取組　Vol.１  ……………………11
令和２年度特定行政書士法定研修募集要項  ……………………………16
令和元年度「行政書士制度広報月間」実施報告  ……………………20
令和元年度「行政書士制度広報月間」監察活動報告書　集計結果  ……41

トピックス

令和元年度行政書士試験結果一覧  …………………………………………………………44
著作権教育伝道師の公募結果について  …………………………………………………45

インフォメーション

■ Pick UP!  単位会  ……………………………………………………………………………46
■ 日行連の動き（2月）  …………………………………………………………………………48
■「行政書士申請取次事務研修会」の御案内  …………………………………………………51
■ コスモスInformation  ………………………………………………………………………54
■ 全行団ニュース  …………………………………………………………………………………56
■ 会員の動き／広報部員のひとり言／  …………………………………………………………60
　 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～



トップメッセージ

2020.4　No.569 1

１．はじめに
　「特定行政書士」は、行政書士法の規定に基づき日行連が実施する研修（以下、「法定研修」という。）を受講
し考査に合格した行政書士で、業務として行政不服申立てに係る手続の代理を行うことができます。
　この法定研修は、平成２６年１２月の改正行政書士法施行を受け、平成２７年度より開始されたもので、令和２年度
は６度目の開催となります。この５年余りの間に、４,２００名を超える特定行政書士が誕生しました。
　令和２年度の特定行政書士法定研修は、申込期間を例年より伸長し、４月１日～６月１９日としています。まだ特定
行政書士の研修を修了されていない会員の皆様には、是非とも積極的にチャレンジしてほしいと願っています。
２．行政書士と不服申立て
　そもそも、特定行政書士に与えられた業務範囲とはどういったものでしょうか。行政書士法によると「前条の
規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査
請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成
すること。」（行政書士法第１条の３第１項第二号）とあります。従来行政書士は、自身が関わった許認可申請に
ついてでさえ、審査請求等の手続を行うことはできませんでした。
　平成２６年の改正行政書士法の最大のポイントは、それまで弁護士しか携わることができなかった行政不服申
立て手続の代理が行えることになり、特定行政書士は許認可申請に関わる全ての手続において代理できるよう
になったことだと考えます。言い換えれば、行政手続における事前手続から事後手続まで、特定行政書士は一貫
してその任を担えることになったのです。ただ、その一方で「許認可申請を行うのが主たる業務で、『特定行政
書士』になることに大きな意味はない。」というような意見もあります。こういった論調は、極小的な見方だと
感じています。許認可申請において適切な手続をするためにも、事後手続まで知識を修得しておいた方が多様
かつ複雑な対応が可能になると考えられます。
３．特定行政書士になる意味
　特定行政書士になるメリットの一つは、「“まちの法律家”行政書士のワンストップサービス業務」（「新８版行
政書士法コンメンタール」兼子仁著、北樹出版）という表現に象徴されるように、行政書士のブランド力アップ
であると考えられます。そもそも行政書士には、予防法務の専門家として「実社会生活に交渉を有する事項を証
明するに足る文書」を作成することが求められています。そのためには「要件事実・事実認定」の知識が必要不
可欠であり、そうした能力担保を最も端的に証明し得るのが「特定行政書士」の資格であると考えられます。そ
の証左に、法定研修では要件事実・事実認定論の修得が求められます。この知識は、予防的措置をその任務とす
る行政書士にとって必要なものと言えます。
　また、特定行政書士が、例えば産業廃棄物処理施設の設置許可に対する周辺住民による不服申立てなど、第三
者による不服申立て手続の代理が行えることにも注目すべきと考えます。この点は、日行連発行の「特定行政書
士業務ガイドライン」や「新８版行政書士法コンメンタール」（前出）で触れられています。前述の「特定行政
書士になることに大きな意味はない。」とする論調は、特定行政書士が行う不服申立て手続について、クライア
ントからの依頼を受けて行う不利益処分に対する不服申立ての代理のみが着目されていることに起因するので
はないかと思います。
　第三者の代理人となるケースでは、最終的には裁判も視野に入れた対応も求められるでしょう。不服申立て
の段階から裁判の証拠となり得る文書を作成することはもちろん、裁判となれば、行政書士は許認可手続のプロ
フェッショナルとして、弁護士は訴訟のプロフェッショナルとして、役割分担をしながら連携して取り組んでい
くことが求められると考えます。正に「国民の権利利益の実現」に資する行政書士の未来像であると言えます。
４．終わりに──これからの行政書士像
　私たち行政書士が、どのようにして「行政の円滑な実施に寄与し」「国民の権利利益の実現」を果たしていく
のかは大きな課題です。
　もちろん日行連としても、特定行政書士の今後の活躍の場について弛まず研究を重ねていかなければなりま
せん。「行政書士の未来」について思うとき、「特定行政書士」は必携の資格であると思います。

　あなたも「特定行政書士」になり、行政書士としての幅を大いに広げてみませんか。
　そして是非、行政書士制度の未来を築く一翼を担っていただければと思います。

特定行政書士になろう
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執行部から

鳥の目・虫の目・魚の目
副会長　鶴　　信光

　昨年６月の日本行政書士会連合会（以下、「日行連」という。）の定時総会において副会長に選出されまし
た、鹿児島県行政書士会会長の鶴信光と申します。新年度の始まりに御挨拶申し上げます。

干支に因んで
　今年の干支は「 庚子 」です。「庚子」とは新しい息吹と繁栄の始まりであると言われています。前回のネ

かのえ ね

ズミ年（子年）である平成２０年から昨年までの１２年間に、日行連では特定行政書士制度の発足や昨年１２月に
公布された行政書士法の一部改正等がありました。新しい干支の始まりにあたり、侃々諤々で議論する中に
も結論が出たら役員・会員は一丸となって行政書士制度の維持・発展を目指して活動していきたいものだと
改めて思いました。

担当副会長として
　昨年６月に常住会長から経理部と規制改革委員会の担当副会長を任命されましたので、ここで担当副会長
としての所見を述べます。
（１）経理部関係
　従来、日行連の予算案の当期事業活動の収支差額は赤字で、不足分を前期繰越額で補填している状況
にありますが、これは健全な予算案とは言えず見直すべきであると考えています。この件については常
住会長も同様の考えであり、令和２年度の予算案では、当期事業活動の支出額は、当期事業活動の収入
額の範囲内になるものと思います。

　　（ちなみに、鹿児島会の昨年度予算案の当期事業活動の収支差額は０円です。）
（２）規制改革委員会関係
　政府の規制改革会議等の動向を常に把握し、行政書士制度に関連する規制緩和や法令の改正案等に対
し関係部署と連携して意見を取りまとめ、同委員会にて速やかに意見書を提出することを継続していき
たいと考えています。

鳥の目・虫の目・魚の目
　組織運営者は「鳥の目・虫の目・魚の目」を持つべきであると思っています。
鳥の目：俯瞰する（行政書士会を取り巻く全体像を把握し、大所高所から組織の進むべき方向を判断し

実行することが大切と考えます。）。
虫の目：現場をよく把握する（組織の先端である《現場》の状況を熟知しなければ、諸施策も机上の空

論になり役に立たないものと考えます。）。
魚の目：変化を把握する（魚は常に潮目の変化を把握しています。変化に対応できない者（組織）は生

き残れないということは、古今東西の歴史が物語っています。社会の変化をいち早くキャッチ
し、迅速に対応することが肝要であると考えています。）。

最後に
　行政書士制度発展のために、常住会長を補佐し会務に邁進していく所存ですので、御指導御鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。
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はじめに

　外国人労働者の導入の必要性とそれに係る入管法
の改正は、外国人の受入れについての従来の入管法
制の仕組みに変更を迫るものであるが、入管制度の
基本的な仕組みの限界から、法の適用・運用につい
て様々なひずみをもたらすこととなり、現在に至っ
ている。
　そのことは、そのひずみを埋める役割の一端を行
政書士等に担わせてきたところがあるが、今後わが
国で在留する外国人が、量的に拡大し、在留も長期
継続化する中で、より一般的な、新たな役割を担う
責務を行政書士に求めるものであるともいえる。

１　入管法の基本的性格

　戦後入管法制は、ポツダム勅令として占領軍によ
り定められ、その後法律としての効力を認められる
に至っている。そのこともあって、他の行政作用法
と異なる、いくつかの制度的な特徴がある。

（出入国という「点」を捉えた管理体制）
　入管法制の特色を論じる時、筆者は道交法による
運転免許制との対比をすることがある。道交法は一
定の運転能力がある者に対し運転免許を与え、免許
更新の時期が来るまでは運転者による運転は自由で
あり（どういう運転をしようとペーパードライバー
となろうと）、更新時に改めてチェックするのみで
ある。もちろん、その期間中に事故を起こしたり、
速度制限に違反すると認定されれば別であるが。
　入管法制の場合にも、ある意味運転免許に近いと
ころがあり、適法に入国し在留資格を持つ外国人に
対し、その資格に適合する在留をしているかを継続
的にチェックする仕組みにはなっていない。数か

月・数年後の在留期間更新という「点」の際におい
て、再度在留適格があるか否かということがその時
点で再審査されるに過ぎなかった。
　このため外国人にとっては、入国後在留資格にあ
まり適合しない活動を行っていても、違法活動でな
ければチェックされず、更新時に帳尻を合わせれば
良いということになりかねない。例えば、日本人配
偶者として在留資格を得て入国し、ほどなくして離
婚したとしても、資格更新時点では別の日本人の配
偶者となることにより、在留資格の継続を主張する
外国人の例が挙げられる。
　こうした意味で、制定当初の入管法の規定は大部
分が入国と出国（退去強制）に関する規定であり、
在留中に係る規定はほとんどなかった。今日、出入
国管理庁が出入国在留管理庁に名称変更され、また
入国と出国に関する規定のみではなく、在留に関す
る規定が大幅に増加しているのは隔世の感があるが、
それでも入管法制が点の管理を中心としてきた経緯
から、在留中の継続的な管理体制にはなおなり切れ
ていないといわざるを得ない。

（外国人の地位と継続的監督の困難性）
　外国人の場合、もともとわが国に継続して居住す
る法的利益を持つものではないことが、その制度の
特殊性を示し、継続的監督を困難なものにしている
面がある。例えば運転免許の場合、自動車を運転す
るのは元来自由であり、運転免許が必要なのは公道
上の走行に限られる（砂浜や敷地内での運転には道
交法は適用されず、運転免許という資格はなくとも
運転はできる）。また、道交法に違反した運転者に
対しては、反則金の支払いを命じたり、免停数か月
の処分に付することにより、適法な運転体制に戻る
ように誘導したりする。
　これに対し、外国人は在留許可を受けなければ入

入管法改正と行政書士の役入管法改正と行政書士の役割割

千葉大学名誉教授　多賀谷　一照
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国することはできず、船舶などにより事実上入国し
たとしても、それは不法入国であり、法的な利益は
不法入国者には原則として認められない。日本に在
留する権利・自由というものは、自動車の運転とは
異なり、外国人には認められていない（EUの場合、
EU域内の諸国間を自由に行き来する自由をEU市民
は有しているが、それはEUローマ条約があるから
である）。また、違法な活動を行った外国人に対し、
「在留停止３か月」として収容するというような処
分をすることもできない。
　わが国の一般営業許可法制において、許可取消は
最後の手段であり、多くの場合、それ以前の行政指
導あるいは営業停止処分により、違法な操業を行わ
ないように継続的に指導・監督をするのが通常の方
式である。しかしながら、入管の場合には、在留を
認めるか、在留資格を取消して出国させるか、いず
れかであり、その間の選択肢はない。不法入国・違
法残留の外国人は、収容して本国に送還するのが原
則である（現実には、仮放免される例が少なくない
が）。そのため、外国人にとって、入管当局は在留の
可否を決める公権力的な機関であり、その規制をで
きれば逃れたい存在であって、営業許可制のように、
入管局の行政指導に服するというような関係にはな
り得ないのである。

（警察制度とは別建て）
　大陸法、例えばフランスにおいては、国内警察が
外事警察もしくは特別警察として、治安維持のため
外国人の管理を行う仕組みとなっている。外国人が
在留許可の更新をする際には、入管事務所ではなく、
警察署に行くことになる。警察であれば、入出国時
のみならず、在留中も一定のコントロールを行う権
限も人員も備えている。
　これに対し、わが国では、恐らく戦前の警察によ
る統制権限を廃止しようとする占領軍の意図もあっ
て、外事警察に関する権限が大幅に削減された。内
務省が解体されたことより、外国人に関する管理権
限は、出入国管理局として法務省管轄におかれ、警
察庁並びに都道府県警察とは別建ての組織となって
いる。
　今回の制度改正により、出入国管理庁は「出入国
在留管理庁」と名称を変更し、出入国のみではなく、

在留も管理することになった。しかしながら、出入
国在留管理庁は、それまでの経緯から国内における
在留の管理を行う出先の執行機関をほとんど有して
おらず、都道府県警察とも（別組織であるため）有
機的な連携を取り難いところがある。
　もちろん、外国人が国内で犯罪（入管法違反を含
む）を犯した場合においては、都道府県警察が司法
警察権限を行使することになるが、行政警察を含め
て、警察が外国人を日本人一般とは別異に扱い、特
別の監視体制を取ることは困難である。

（専門資格中心であり、移民計画を持たないこと）
　入管法の在留許可制を説明するとき、筆者は、突
飛な例えであるが、近世における農民の河川からの
取水権、取水管理に例えることがある。そこでは、
河川の流水を自らの水田に引水しようとする農民同
士の水争いを回避するため、農民毎に河川から水田
への取水口の幅や取水期間が決められている。取水
口の幅が広ければそれだけ取水量は多くなり、狭く
なれば取水量は限定される。
　在留資格は、例えていえば、外国人のわが国への
流入を調整する取水口のようなものである。専門的
職業資格を中心とし、取水口を狭めておけば、流入
する外国人の量は限定されるはずである。ただ、そ
の枠を逸脱的に利用して、大量の外国人が流れ込ん
でくる例がないわけではない。かつて興行資格で
もって、東南アジア系の芸能を業とする外国人が大
量に流入し、社会問題となったことがあった。これ
に対応するために、入管局は上陸許可にかかる基準
を改正して対応したが、そのことは換言すれば、取
水口の幅を狭めたり、フィルターを設けたりして、
流量を抑える措置と類似の対応を取ったのに他なら
ない。他の在留資格においても、法律上定められて
いる在留許可の枠自体は変更することなく、上陸許
可基準を調整することにより、入国する外国人の数
の調整を行っている。
　今日の河川法制においては、河川水の利水許可は、
取水口の幅のみによってコントロールされるのでは
なく、全体としての流量制御の要素が加わっている。
上流でダムを開発し、流水量を確保することなどに
より、農業用水、家庭用水、工業用水など、利水ご
とに流量が確保されている（渇水だからといって、



2020.4　No.569 5

S
P
E
C
IA
L R
E
P
O
R
T

農業用水用の流量を家庭用水に廻すことは、簡単に
はできない）。移民制度をとっているアメリカなど
においては、この流量確保と同じように、職種ある
いは外国単位で、移民を受け入れる外国人を人数に
より確保する計画的なコントロールが行われている。
　これに対し、従来のわが国の入管法制においては、
入口を広狭に設定する対応に留まり、外国人の流入
人数を数的に、計画的に制御するという仕組みは取
られていない。恐らく当初は入国する外国人の数が
限定的であることから、計画管理の必要性はなかっ
たのであろう。しかしながら、新しく設けられた特
定技能資格においては、分野ごとに概ねの人数が設
定されている。そのことは、わが国入管法制におい
ても、外国人の流入量を計画的に管理する段階に
入っていることを示すものであるといえよう。

（公私の機関等の管理）
　入管法で用いられている最も多い表現の一つに、
「本邦の公私の機関」という表現がある。「高度専門
職」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」
「技能」「特定技能」などの在留資格は、「本邦の公
私の機関との契約に基づいて」行われる活動を行う
外国人に付与される。
　この「公私の機関」は、外国人の就労契約の一方
主体となるものであるが、留学生の場合の学校と合
わせて、在留中の外国人が所属する組織として、入
管局による外国人の在留管理の手掛かりとなるもの
であり、実質的に「監理」の代行を期待されるもの
である。所属機関である公私の機関は、所属する外
国人の動静を一定期間ごとに入管庁に届け出ること
とされている。また、在留する外国人が所属機関で
ある公私の機関から離脱したり、別の公私の機関に
移籍する場合には入管局に届け出なければならず、
公私の機関等の所属機関も、中長期在留外国人の受
入れの開始・終了を届出なければならない（法１９条
の１６，１７）。なお、「技能実習」の場合には、「実習
実施者」として、より細かい規定が置かれている。
のみならず、「実習実施者」には中小企業等も多く、
組織的に脆弱なこともあるので、実習機関を監理す
る「監理団体」を設けることにより組織管理の仕組
みが重畳的に整備されている。
　このように「公私の機関」などの施設（ストック）

を介して外国人を管理するのが、わが国の入管法制
の特色である（ただし、日本人配偶者、家族滞在、
定住者などは別であるが）。その反面、外国人があ
る公私の機関から別の公私の機関に移籍する、ある
いは外国人が公私の機関に所属することなく起業す
る、全くの自由人として生活するなど、組織を離れ
てフローする場合のコントロールを、入管法は想定
していないということができる。

２　技能実習資格と特定技能資格

　技能実習制度は、技能を実習するという目的を
OJT（On-The-Job Training）として実現するとい
う建前の仕組みであり、この制度によって現在でも
３０万人程度の外国人が労働者として働いている。し
かしながら、技能を修得するという実質がない現場
で、低賃金で単純労働を強いることを結果として許
容する仕組みとなっており、社会的に強い批判を招
いた。このような批判を受けて、技能実習適正化法
が制定されたのである。
　他方において、サービス産業など技能実習の実態
が余りない分野にも外国人雇用を拡大してほしいと
いう産業界からの要望を承けて、国は入管法を２０１９
年度に改正し、「特定技能」という新たな資格を設け、
外国人を労働者として受け入れることを正面から認
めることになった。人口減少の中で日本人人材を確
保することが困難な状況にあることから、外国人に
より不足する人材の確保を図るべき「特定産業分野」
において、特定技能資格の外国人の就労を認めると
いうものである。
　制度は、昨年４月から施行されているが、準備期
間が短かったこともあって、特定技能の資格を持つ
外国人は、令和２年になってもなお３千人程度に留
まっており、目標を大幅に下回っている。したがっ
て、外国人労働力の供給の仕組みとしては、技能実
習制度がなお数多く用いられている。両制度は、と
もに外国人労働者の受入れを間接・直接目的とする
ものであるにせよ、制度の仕組みがかなり異なるも
のであり、その中での行政書士の果たし得る役割も
異なっている。それ故、以下では両者を対比しつつ、
それぞれの特徴を述べることとする。
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（それぞれの制度の目的）
　技能実習制度は、「研修・技能実習」という呼称
がかつて用いられていたことが示すように、元来が、
外国人の技術研修を目的とするものであった。わが
国の大企業が海外に進出し、現地工場で生産を行う
場合において、その国で雇用する労働者に十分な技
能を修得させるための制度であった。一部の潜在的
能力のある外国人を日本に招き入れ、数年の間日本
の工場で研修をして技能を修得してもらい、本国に
帰って、現地工場での生産でリーダーとしての役割
を担ってもらう。そういう趣旨で作られた制度であ
る。
　したがって、技能実習制度は日本で修得した技術
を本国で生かしてもらうための仕組みであり、日本
で労働者として働いてもらうための制度ではない。
修得する技能もない産業分野で、事実上の労働力と
して外国人を受け入れるために、技能実習制度を用
いるのは、制度の趣旨に反するところがある。これ
に対し、特定技能制度は、わが国で人材が不足する
分野において、労働人材として外国人の受入れを目
的とするものであり、そこには「研修」や「技能実
習」の建前はない。労働者として働いてもらうため
の制度であり、技能をわが国で修得してもらうため
の制度ではない。これが、第一の違いである。

（監理と支援）
　第二に、大企業が技能実習生として、現地子会社
から外国人を呼び寄せるような場合ではなく、中小
企業や農漁業者が技能実習生を受け入れる場合には、
受入れの適正化を図るために、監理団体という仕組
みが考案された。これは、建設業、運輸業、製造業
などの中小企業が同種企業間で構成する事業協同組
合が、監理団体としての役割を果たし、組合員たる
企業が外国人を適正に受け入れるように指導すると
いうことを、少なくとも建前としていた。そこでは、
事業協同組合制を用いて、業界内部での自律的コン
トロールが機能すれば、逸脱的利用はアウトロー事
業者などに限定されるであろうという建前があった
のである。しかるに、現実には、アウトローに留ま
らず、事業協同組合の実質を持たない「異業種協同
組合」が外国人雇用を主たる目的として設立され（事
業組合は届出だけで設立できる）、監理を名目に、実

質的には営利的な外国人受入れ事業を行い、人権侵
害的な取扱いを誘発して強い批判を浴びたことは周
知のところである。
　このような経緯があることから、特定技能資格制
度においては、監理団体のような強い権限を有する
組織を介在させることをせず、登録支援機関による
各種支援を行うというソフト的な仕組みになった。
登録支援機関は、監理団体のように、外国人を「監
理」するのではなく、外国人のわが国での在留を支
援する役割を果たすものである。その役割は、建設
業などの許可において、中小企業を支援する行政書
士の役割とある意味類似していると見ることもでき
る。

（外国人の技能レベル、地位）
　技能実習資格で受け入れる場合、受入れ機関で
OJTとして技能を磨くために来日するのであり、当
該外国人にあらかじめ専門的な技能は求められない
（それが、結果として一部の事業者により、事実上
の単純労働者の受入れ枠として用いられてきたのは
皮肉であるが）。
　これに対し、特定技能１号は、特定の産業分野に
おいて労働者として働いてもらうために受け入れる
のであるから、作業場などの現場で戦力となるため
のミニマムな能力（日本語能力を含む）があらかじ
め求められる。その基準は、具体的には産業分野
（介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械
製造業、電気・電子関連産業、建設、造船・船用工
業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料
品製造業、外食業）ごとに異なるものであり、日本
語能力と合わせて試験等により確認することとなる。
　技能実習資格で来日する外国人は、単身で家族帯
同することはできず、一定期間（最大５年）在留し
た後には必ず帰国しなければならない。これに対し、
特定技能資格で来日する外国人は、特定資格２号に
進めば、家族帯同が可能となり得る。その意味で、
特定技能資格は、他の専門的職業にかかる在留資格
と同様に、継続的在留への道を開くものであるとい
うことができる。

（監理団体・委託登録支援機関の役割と監督）
　技能実習の場合においては、企業単独型を除いて

●スペシャルリポート　寄稿
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は、元来、営利を目的としない監理団体が受け入れ、
当該団体の責任及び監理の下に、企業等の公私の機
関との雇用契約に基づいて、技能等の修得をすると
されていた。したがって、雇用主としては監理団体
を介することが必要であり、監理団体は企業等の実
施機関（実習実施者）を指導・監督する役割を担う
こととなった。この仕組みを前提として、監理団体
が技能実習制度の運用について、事実上強い権力を
行使してきたのは周知のところである。
　これに対し、特定技能の場合、受け入れる機関が、
直接海外で採用活動を行ったり、国内外のあっせん
機関等を通じて採用することが可能であり、登録支
援機関を介することも任意である。したがって、登
録支援機関は監理団体のような強力な権力を行使す
る法的な裏付けは有しない。
　監理団体については、元来は、技能実習生の受入
れに関する手続において、その非営利要件等が入管
法関連法令により定められていた。しかるに、制度
の運用により多くの問題が生じたことから、２０１７年
に技能実習適正化法が制定され、監理団体への監督
が強化された。それによれば、監理団体は届出制で
はなく、許可制とされ、許可にかかる主務大臣は法
務大臣並びに厚生労働大臣とされた。許可の申請に
係る事実関係については、新たに設けられた「外国
人技能実習機構」が事実関係を調査するとされた。
外国人技能実習機構は、法律により設置された認可
法人であり、監理団体・実習実施者に対し、公権力
を行使して実地検査を行うことができる。受入れ企
業等は実習実施者として技能実習計画を策定し、主
務大臣の認定を受けるが、認定に係る審査について
は、実務としては機構に委任されている。このよう
に、技能実習適正化法は、技能実習生を労働者とし
て保護するために、法務省（入管局）並びに厚生労
働省の共管の仕組みを造り、技能実習機構の業務も
両省庁から出向する職員が中心として担うものとさ
れた。しかるに、新たに設けられた「特定技能」資
格は、平成３１年４月に施行された改正入管法に基づ
くものであり、法令上は主として出入国在留管理庁
と名称変更した入管局（法務省）が主務官庁の役割
を果たすような建前となっている。もっとも、特定
技能資格の外国人も労働者である以上、労働諸法の
適用をうけ、労働施策の総合的な推進並びに労働者

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
（旧雇用対策法）２８条により、特定資格外国人を雇
用する事業者は、厚生労働大臣に雇用状況の届出等
の義務を負っている。その他、技能実習資格とは異
なり、「特定技能」については、後述のように、産
業分野別に受入れ可能人数が示され、受入れ基準が
別個に設けられており、産業分野別に設けられる協
議会に加入するなど所管官庁の監督が及ぶような仕
組みとなっている。

３　特定技能資格と行政書士の役割

　新しく設けられた「特定技能」資格は、すでに述
べたように、日本人の人材が不足している産業分野
において、分野ごとに就労資格として外国人を受け
入れるものである。
　改正法によれば、特定技能外国人を受け入れる企
業等の機関は、外国人ごとに、その外国人の職業生
活上、日常生活上、社会生活上の支援（入国前の情
報提供、住宅の確保等）に関する支援計画を策定し
なければならない。
　受入れ機関（実習実施者）自身が、これらの支援
を自ら実施することが困難な場合、受入れ機関から
委託を受けた登録支援機関が、在留資格認定証明書
の交付申請（原則本人が行う）から始まって、
－生活オリエンテーション、生活のための日本語
習得の支援
－外国人からの相談・苦情対応
－外国人と日本人の交流の促進の支援
－転職に係る支援
などを行う。
　登録支援機関としては現時点ですでに３,０００以上
の団体が出入国在留管理庁に登録しており、そのう
ちには行政書士（法人）や、協同組合など色々な
者・組織が名を連ねている。技能実習生に対する監
理団体としての役割を果たしてきた組織が、事業存
続のために特定技能資格者の登録支援にも乗り出し
ていることも当然予想される。
　しかしながら、特定技能の資格は、技能実習制度
の焼き直しであってはならず、登録支援機関の仕組
みは新たな、監理団体とは異なる制度とすることを
目指すものである。行政書士が支援機関として業務
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を行う場合には、その趣旨に沿ったものでなければ
ならない。

（産業分野ごとの受入れ体制）
　技能実習制度は、技能実習が可能な職種を個別に
指定する形で制度化されている。発足当時は、１７種
１７作業であったのが、今日では７６種１２８作業に及ん
でいる。しかしながら、技能実習であることから製
造業や一次産業が中心であり、外食業や宿泊業には
及んでいなかった。特定技能は、これらサービス産
業も含めて、技能実習ではなく、就労者として外国
人を受け入れるものであり、産業分野ごとに、厚労
省・経産省・国交省・農水省が産業政策として、受
入れを進めるものである。
　所管省庁である厚労省（介護、ビルクリーニング）、
経産省（素形材産業、産業機械製造業、電気・電子
関連産業）、国交省（建設、造船・船用工業、自動
車整備、航空、宿泊）、農水省（農業、漁業、飲食
料品製造業、外食業）が、産業分野ごとに協議会を
設置し、制度や情報の周知、法令順守の啓発のほか、
地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等
を行うとされている。各省庁は受入れ機関である企
業等が協議会に参加し、その調査・指導に応じるこ
とを求めている。また、求められる人材の基準（技
能水準、日本語能力水準）、受入れ停止のあり方、雇
用形態（農漁業で派遣を認めている以外は、直接雇
用原則）などが産業分野別の基準で定められている。
　なお、建設分野においては、受入れ業者が外国人
受入れに関する建設業者団体に所属すること、建設
業者の許可を受けていること、受入れ建設企業単位
での受入れ人数枠を設置すること、「建設特定技能
受入れ計画」について国交省の認定を受けることな
どが、特例として定められている。介護分野につい
ては、すでにEPA（経済連携協定）による受入れの
ほかに、「技能実習」としての介護、在留資格「介
護」としての介護という制度的仕組みがあるが、「特
定技能」としての介護は、「技能実習」としての介
護と在留資格「介護」の中間の在留形態として位置
付けられることになる。
　このように、分野によって受入れ体制、受入れ基
準は様々であり、行政書士が関わるあり方も分野に
よって異なってくることになろう。 

（受入れ機関のあり方）
　技能実習制度は、本来、高度な技能を有する企業
が「企業単独」型で行うものであるが、これに加え
て中小企業等、単体では外国人に対する技能実習体
制を組めない事業者が協同組合等を介する「団体監
理」型の技能実習を行う仕組みが設けられた。「団体
監理」型は、受入れ人数の多さもあって、問題とな
る事案の発生も、主としてこちらの形態で見られた。
　特定技能資格において、新たに産業分野として加
わる外食業、宿泊業などのサービス産業は、全国展
開（場合によっては、国際的に展開）する事業者が
少なからず存し、その場合の支援計画の作成、支援
機関のあり方も技能実習制度とは異なるものとなる
であろう。場合によっては、全面的に外部委託する
ことなく、事業体が組織内部で支援体制を組織し、
そこで外国人支援を専門として行う者が雇用される
体制（ある意味での「企業単独型」）となる可能性
がある。
　他方、これら産業分野は小規模な事業者も膨大に
存在する。かつ、就労者の出入りも多い分野であり、
一定期間継続して働くことを前提とする技能実習と
は異なる支援体制が取られる必要がある。

（受け入れる外国人）
　技能実習の場合には、監理団体が外国から技能実
習生として受入れ、あるいは技能実習１号として受
け入れた外国人が２号に移行するというように、受
け入れる仕組みが単線的であった。これに対し、特
定資格の場合には、外国から特定資格者として受け
入れる場合と並んで、他の資格で日本に在留する者
が資格変更として特定資格に移行することが可能で
ある仕組みとなっており、当面はこの資格変更によ
る特定資格外国人の数がかなりの割合を占める可能
性がある。
　外食産業等は、従来から留学生の資格外活動とし
てのアルバイトを数多く雇用してきているが、これ
らの留学生が卒業し、帰国せず、また、企業等に就
職して「技術・人文知識・国際業務」の資格で在留
する道を選ばず、なお数年日本に在留するために、
国内試験（技能・日本語）に合格して特定技能資格
を取得する道を選ぶ可能性がある。
　また、技能実習２号を良好に修了した外国人は試

●スペシャルリポート　寄稿
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験を免除されて、特定技能に移行することができる
とされている。この場合、移行対象職種と特定技能
の産業分野の対応関係が職種と作業名単位で求めら
れる。なお、技能検定３級もしくはこれに相当する
技能実習評価試験に合格していない外国人の場合に
は、移行のためには、実習実施者（受入れ企業）に
よる当該技能実習生に関する評価調書を提出するこ
とにより、この免除特例に該当するとされている。
　このようにして、特定技能資格については、外国
から来る外国人のみならず、他の資格からの変更に
よるほか、特定技能資格者自身が、同一の職種でも、
日本人労働者と同様に、より良い処遇を求めて他の
受入れ企業に転職したり、あるいは農漁村部から都
市部の企業に転職したりする事例も見られるであろ
う。このような場合、外国人がそれまで所属してい
た「公私の機関」（受入れ企業）というストック（施
設）に外国人の擁護・管理を専ら委ねることは限界
がある。公私の機関が技能実習制度のように私企業
等である場合には、それまで雇用してきた外国人が
他の機関に移動することに消極的な姿勢を見せるこ
ととなる可能性がある。そうした場合に、「公私の
機関」間を移動する（フローする）外国人が不当な
取扱いをなされないようにサポートする支援機関の
役割が重要になってくる。

（支援機関）
　登録支援機関のうちには、監理団体であった事業
者が登録している可能性があり、支援に名を借りて
営利的に活動する事業者が出てくる可能性を否定で
きない。前述したように、技能実習適正化法により、
監理団体には許可制が取られ、逸脱的団体への規制
権限が定められた。これに比べると、特定技能に係
る支援機関は登録制とされており、逸脱的な活動を
行う事業者を実効的に規制し、場合によっては排除
する仕組みは技能実習のようには整備されていない。
　行政書士としては、自律的コントロールを行い、
そのような逸脱的活動を行わない、安全・安心な支
援機関グループであるという評価を受ける必要があ
る。
　出入国在留管理庁は、支援計画作成を中心に、日
本語能力を証する資料、技能を証する資料など膨大
な書類作成義務を事業者に課すことによって、事業

者による制度の逸脱的利用を防止しようとする。各
種申請書類の量的多さは、行政書士にとってはその
役割を生かせる機会でもあるが、特定技能資格の外
国人並びに雇用者が手続によって疲弊することのな
いように手配するとともに、外国人が安心して日本
社会で働くことができるように、その就労環境・生
活環境を改善する役割を果たすことが期待される。

（特定技能資格外国人と日本社会への融合）
　特定技能資格や技能実習制度以外の、「医療」「教
育」など専門・技術的分野に係る資格でもって入国
してきた外国人の場合には、一定の技能を有してい
る者として、日本社会でも処遇され、立場を維持す
ることが可能である。また、短期滞在者、留学生、
技能実習生など、一定期間後は帰国する外国人の場
合は、いずれ帰国する者として、日本社会に受け入
れる必要はない一時的存在として許容されてきた。
　これに対し、特定技能資格の場合、２号に進めば、
家族帯同が可能となり、日本に継続的に居住し続け
る可能性があることから、彼らを日本社会に融合す
る仕組みを作る必要性がある。
　十分な受入れ体制なしに受け入れたこともあって、
問題が発生した事例として、日系二世等の受入れが
ある。日系二世・三世に血統主義により定住者資格
を与えたわが国の平成元年度の制度改正により、２０
万人規模の日系移民の子孫が日本に入国した。彼ら
には就労制限はなかったが、多くは工場労働者とし
て受け入れられた。その際、日系人であるというこ
とで、いずれ日本社会に溶け込むであろうことを前
提にしていたのか、受入れのための施策は十分とは
言い難かった。
　しかしながら、血統的には日本人であるといって
も、ポルトガル語・スペイン語などを母国語とし、
異国で生まれ育ってきた彼らは文化的には外国人で
あり、日本社会に直ちに溶け込むことは容易ではな
かった。朝鮮人・中国人の場合には、従前から同一
民族が日本に少なからず在住し、日本社会での生き
方・溶け込み方のノウハウがあることが想定される
が、日系人の場合にはいきなり日本国内に、受入れ
態勢なしに来日した可能性がある。移住以前の係
累・親戚の助力も、彼ら日系人が工場労働者として
一定の地域に限定して居住していたこと、移住して
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から月日が経って親戚等と疎遠になりがちであるこ
ともあって限界がある。
　特に彼らが帯同した子供が義務教育年齢であった
としても、外国籍であるという理由で、義務教育制
に組み込まれなかった。これら子弟のうちには、日
本語も母国語も十分に習得できず、どちらの社会に
も溶け込めず、犯罪に走ってしまったものが少なく
ない。
　かくして、彼らは入国した後にも、一定の地域に
留まり、日本人社会との間に距離を持ち、閉鎖され
た社会集団として存在している可能性がある。彼ら
を日本社会に受け入れさせようとする努力は、数多
くの外国人住民を抱えた自治体や企業によって行わ
れたが、限界があった。
　特定技能資格で来日する外国人について、日系人
の場合のように、十分な受入れ態勢を取ることなく
放置することがあってはならない。彼らは高度専門
職・技術職である外国人とは異なり、日本社会で働
き手として以外の存在意義を自ずから認められる層
ではない。対応を誤り、そのまま放置すると、非正
規労働者として社会の下層を構成し、日本社会の格
差社会化を助長しかねない。特に家族帯同が認めら
れた場合、彼らの子供たちを、日本の教育システム
に無理なく組み込ませ、その中から輩出する優秀な
人材が、将来の日本社会を支えることになる可能性
に道を開いておかねばならない。

（諾成契約、口約束などの日本的慣習）
　日本社会は、同一民族により構成されていること
もあって、お互い気脈が通じ、阿吽の呼吸で社会的
取決めが進められることが多い。重要な、多額の金
銭のやり取りが伴う取引においては書面が用いられ
るが、日常生活に関する約束は、信頼関係を前提と
し、諾成契約として口約束や認め印の捺印で済ます
ことがしばしばである。
　このような口約束の慣行は、日本語を十分には解
せず、異文化社会で生育してきた外国人には通用し
ない。日本人同士であれば、省略するような取決め
も、書面として取り交わさなければ、意思疎通を欠
いてトラブルとなる可能性がある。
　行政書士の役割として、法律で定められているも
のとして、行政機関に提出する書類の作成代行のほ

かに、「その他権利義務又は事実証明に関する書類
を作成」することの代行がある。財産関係や身分関
係に関する民事書類の作成のみならず、売買・賃借・
示談などの契約書、契約申込書、請求書、各種協議
書などや、名簿・資格証明、交通事故調査報告書、
経営関係書類（財務諸表・営業報告書等）、許可・
届け出に添付する図面類などの、いわゆる事実証明
書類の作成の代行を業務とすることができる。
　阿吽の呼吸で、これらの書類を必ずしも必要とし
ない、あるいは簡略化することが可能な日本人同士
の関係とは異なり、外国人との間では、口約束で関
係を進めていくと思わぬ食い違いが発生するリスク
がある。それ故、これらの書類を作成するニーズは
日本人に比べ、はるかに高いであろう。このような
業務を通じて、登録支援機関としての役割に留まる
ことなく、特定技能資格外国人を日本社会の中に無
理なく融合させる役割が行政書士には求められてい
るといえよう。

●スペシャルリポート　寄稿

プロフィ−ル

多賀谷一照
千葉大学名誉教授

行政書士試験研究センター
理事長

（略歴）
１９４８年生まれ
東京大学法学部卒業、同大学院を経て、千葉大学助教
授・教授・副学長、NHK経営委員会委員として奉職し、
獨協大学法学部教授を２０１８年に退職。
総務省情報通信行政・郵政行政審議会会長、放送を巡
る諸課題に関する検討会座長、外国人技能実習機構評
議員など。
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地域活動から始まる
　　　　 空き家対策の取組
地域活動から始まる
　　　　 空き家対策の取組
地域活動から始まる
　　　　 空き家対策の取組
地域活動から始まる
　　　　 空き家対策の取組

１．取組のきっかけ、経緯、現在の状況

取組のきっかけ、経緯
相羽：みなさんこんにちは。日本行政書士会連合会 

法務業務部長の相羽と申します。本日は、大
きな社会的関心事項となっている空き家問題
に関して取り上げていきます。この背景には、
少子高齢化現象も一つの要因となっており、
今後ますます、事態は深刻化していくのでは
ないでしょうか。日行連におきましても、空
き家対策推進事業として各単位会に向けた周
知等の活動を図ってまいりたいと思います。

　　　今日は、すでに空き家対策の先進的な取組を
行っている３名の会員の皆様からお話を伺い
たいと思います。まずは、空き家問題に関わ
り始めたその活動のきっかけと、どのような
過程で進めてこられたのか、３名の先生方に
お話を伺いたいと思います。それでは、本多
先生から、御自身の自己紹介を兼ねて、その
きっかけ、また、どんな過程を経て今日に
至ってきたかということをお伺いしたいと思
います。それでは、本多先生、よろしくお願
いいたします。

本多：京都府行政書士会の常
任理事で空き家対策プ
ロジェクトリーダーの
本多智一と申します。
よろしくお願いいたし
ます。私が空き家対策
に関わり始めたきっか
けは、行政書士としてではなく地元の地域活

動に地域住民として参加したことです。京都
の東山にある六原学区という所が私の地元な
んですけれども、六原まちづくり委員会とい
う組織がありまして、たまたま、そこが京都
市のモデル地区になっており、委員会の活動
に京都市の職員であったり、大学の先生で
あったり、他の士業の方々が大勢、社会実験
的に参加されているという経緯があります。
そのままの流れで、気が付いたら空き家対策
に詳しい人たちの一人になっていた、という
経緯で、行政書士としてもお声掛けいただく
ようになり、今に至っています。平成３０年度
と令和元年度は、京都会として、国土交通省
の空き家対策担い手強化・連携モデル事業に
参加しています。最近はすっかり個人として
の業務から会の事業運営に重点が移ってきて
います。

相羽：ありがとうございます。それでは、長野県か
らお越しの二瓶先生、お願いします。

二瓶：長野県行政書士会の二
瓶裕史です。よろしく
お願いします。私も本
多さんと同じように、
行政書士として空き家
に関わり始めたのでは
なく、平成２７年、地元
である長野県伊那市の「空き家アクティベー
ター」として、なかなか流通しにくい空き家
を促進させる「アクティベーター＝促進させ
る人」の公募により採用され、空き家との関
わりが始まりました。市の担当職員が言うに

　空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されて５年になろうとしています。この５年を節目に法の見
直しが検討されています。今回は、先進的に取り組んでいる３名の会員から、どのような経緯で空き家に取
り組むことになったのか、抱える課題等についてお話を伺いました。会員の皆様のこれからの活動の参考に
なれば幸いです。

＜法務業務部＞
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は、「①法律に詳しい人、②不動産屋さんとコ
ミュニケーションを取れる人、③日常的に相
談業務をしている人、④地元の地区名に詳し
い人、⑤地域の区長さん達に対して顔が利く
こと」そういった人材を求めているというこ
とでお声掛けいただきまして、平成２７～２９年
度の間、伊那市の空き家の専門員ということ
で活動してまいりました。大体月に３０～４０件
程度の空き家を処分したいという相談から、
良い空き家はないかと物件を探している人の
相談まで、幅広く受けてきたわけですけれど
も、これは行政書士としての知識・経験がか
なり生きた３年間だったなというふうに思い
ます。長野会を見てみますと、昨年、ようや
く空き家対策のプロジェクトチームができた
ところであり、情報収集として、各自治体が
空き家対策について行政書士にどういう期待
をしているかというようなアンケートなどを
取らせていただいて、行政の悩みや、行政書
士ができることの調査を始めたという段階で、
会としてはまだまだ本格的に取り組むことが
できていない状況です。個人的には、今まで
の３年間のつながりもありますので、地域の
方からは空き家の相談を受けたり、市に対し
て政策提言をしたりというようなことをさせ
ていただいています。会での取組はこれから
かなという感じですので、またいろいろと情
報をいただけたらと思います。

相羽：それでは、群馬県からおいでいただいていま
す武田先生、お願いします。

武田：群馬県行政書士会高崎
支部長の武田洋典です。
よろしくお願いします。
高崎市は、取組方が先
ほどの皆さんとちょっ
と違い、最初から組織
として始まっています。
群馬県の高崎市には、全国でもトップクラス
の空き家助成制度があります。１つ例を出し
ますと、老朽化した建物を解体した時に、そ
の解体費用の５分の４まで、１００万円を限度
に助成金が出る制度です。もちろん全てがで
きるというわけではなくて制限がありますの

で、それをクリアしたときというのが条件で
す。それともう一つ、解体だけではなく利活
用ということも一緒に行っています。高崎支
部には、「行政書士高崎事業協同組合」がござ
います。入会して１～３年くらいの会員がす
ぐ退会してしまうという問題があったもので
すから、高崎支部の先輩たちがこれを憂いて、
何とかしたいという気持ちで事業協同組合を
作りました。現在高崎支部は事業協同組合を
中心に、この空き家問題に取り組んでいます。
高崎市にも、私ども事業協同組合から働きか
けて、協同して空き家問題に取り組んでいま
す。

相羽：特に、二瓶先生は当時、市議会議員であった
と聞いていますが、それは議員としての活動
と個人の行政書士としての活動を並行して行
われていたということでしょうか。

二瓶：空き家の専門員になったときには議員ではな
かったんですけれども、議員をやっていたと
いう経験もあって各地域に入り込みやすかっ
たということはあると思います。また日常的
に、地域の景観だとか、空き家の問題などに
ついて市民から相談を受けていたので、そう
いう意味でもこの空き家の分野は入り込みや
すかったのかなというふうに思います。

相羽：本多先生は、個人として六原の地域から活動
を始めた結果、国土交通省のモデル事業に参
加するに至ったということですが、どのよう
なプロセスだったのでしょうか。

本多：国土交通省の空き家対策担い手強化・連携モ
デル事業として、京都会と京都市がタッグを
組んで、「空き家対策コーディネーター」とい
う制度を新しく始めましょう、ということで
スタートしたのが平成３０年度になります。近
所の空き家にお困りの近隣の皆さんと行政の
間をつなぐ人たちが一番足りていない。そこ
は二瓶先生も先ほどおっしゃっていた地元に
詳しい人である必要があるということで、地
域密着型の我々行政書士が、それぞれの地区
ごとに担当者を決めて、地元の空き家の相談
事は我々にお任せください、というように人
員を選抜して制度を始めたのが平成３０年度モ
デル事業です。その発展として、相談体制の
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拡張というような形で更にレベルの高いもの
を実現できるようにということで始めたのが
令和元年度モデル事業です。昨年度は４２０万
円ほどの予算で、令和元年度はおおよそ１.５倍
ぐらいの規模で、結構大掛かりに動いている
感じですね。

相羽：開始当初、すぐにコーディネーターを希望さ
れる方々はいらっしゃったのでしょうか。

本多：そうですね、京都会では５年以上前から空き
家対策研修をしていたんですけども、やはり
実践の機会がないということが悩みになって
いましたので、コーディネーターという制度
を始めるにあたっては、やっと実践の場が得
られたということで、多くの希望者が手を挙
げてくれました。昨年度は選抜して３０名弱で
動いたんですけども、今年は８０名規模でやら
せていただいています。京都会の会員数が
９００名程度ですので、１割近くの会員が事業
に参加しているということになります。

相羽：京都の本多先生からはモデル事業としての昨
年度の実績のお話がありました。コーディ
ネーターを８０名養成されたということで、研
修の実施等、研鑽を重ねてきているようです。
群馬の武田先生の方は事業組合という、また
違う形態で進めてきた経緯がありました。実
際には何名ぐらいの方がこの事業協同組合に
会員として入っていらっしゃるのでしょうか。

武田：５０名余りだと思っています。ただ、実際に活
動しているメンバーは、２０～３０名くらいが参
加してくださっている状況だと思いますね。

相羽：その３０名の方々も研修等を重ねていらっしゃ
るものと思いますけれども、どのくらいの研
修を重ねたら、メンバーになることができる
のでしょうか。

武田：相談会の相談員になるための研修会を開催し
ています。その研修を受けていただき、その
方が相談員になっていくというフローがあり
ます。空き家の相談と相続の相談は親和性が
あるものですから、その２つの研修会や相談
会を混ぜながら事業を展開しています。 

２．取り組む中で生じた問題

相羽：今、３名の先生方からお聞きしたところ、そ
れぞれの共通点は、皆さん個人としての活動
から始まったというところだと思います。特
に、この個人の活動を、今度は支部または単
位会において組織化していくのにあたり、様
々な壁にぶつかった経験があろうかと思いま
す。そのときに障害となった問題点、または
どのような苦労があったか伺いたいと思いま
す。長野の二瓶先生、いかがでしょう。

二瓶：取り組み始めたのが平成２７年度からで、その
頃から行政書士として関わっているというわ
けではありませんが、行政書士としての経験
が生きる、知識が生きるという場面がかなり
多かったので、個人的にはこの分野は行政書
士が取り組むべきだと思っています。支部の
研修会や役員会のときなど様々な場面で空き
家対策に取り組みましょうという話をしても、
当初は鼻で笑われるような感じでしたね。
「空き家対策？行政書士の仕事じゃないで
しょ。」という感じですね。今では当たり前に
なっているADRや成年後見を、日行連や各
単位会が始めたときも同じような反応があっ
たと思います。社会貢献的な活動というのは
それを取り組むことのメリットはなんだろ
うっていうことをやっぱりすぐ考えてしまう。
そうなるとなかなか取り組めないのかな、組
織としては難しいのかなという感じで、興味
のある個人が頑張ってやっているけれど、組
織としてはなかなか手が出ないというような
現状があるのではないかと思います。関係者
の間で話はしたんですけどそんな感じでした
ね。会で取り組むというのもなかなか難しい
なっていう感じはありました。

相羽：ありがとうございます。それと比較して、事
業協同組合を作った群馬の武田先生はいかが
でしょうか。

武田：私どもは事業協同組合の中で活動させていた
だいていますが、年に３回、相談会と同時に
セミナーをやっています。そこで相談会を繰
り返すうちに、あることに気付きました。そ
れは、空き家は不動産という意識が強かった
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のですが、実は空き家問題はモノの問題では
なくて、人の問題だということに気付きまし
た。人の問題であれば人が密接に関わらない
と解決ができないと思いました。我々は人に
関わることが得意な士業であると認識してい
ますので、行政書士がチームで空き家問題に
関わるということが非常に合っていると思っ
ています。

相羽：武田先生に１つお聞きしたいのですが、高崎
支部で、支部や行政書士会ではなく、事業協
同組合を作って取り組んでいくことになった
背景には、どういう問題があったのでしょう
か。

武田：実は、個人レベルで空き家問題に取り組んで
いる方がいらっしゃったのですが、個人と空
き家問題、個人と高崎市という話合いの中で、
やはり個人では限界というものがありました。
そこで、私どもは人を集めてチームとして何
かできないだろうかということで、高崎支部
が最初、組み立てをしましたが、契約云々の
段階において、高崎事業協同組合で進めてい
くフローがベストじゃないかということで話
がまとまりまして、最終的に高崎事業協同組
合の中でチームとしてやっていこうという流
れになりました。

相羽：ありがとうございます。また、京都の本多先
生は、京都会の事業に入れ込んで、そして国
交省のモデル事業に採択される１つの大きな
事業に展開していったという、その過程には
苦労があったと思います。全国で個々に取り
組む会員の参考になればと思いますので、詳
しくお話いただけますか。

本多：あまり参考にはなるかわからないですが、京
都市と、このモデル事業を始めるにあたって
は、京都市側の悩み、行政の悩みといっても
いいと思いますけども、特定の個人とは契約
できないという、これは武田先生が仰ってい
たのと同じ話ですね。「本多さん個人は信用
しているけれども、京都府行政書士会の会員
の方であればどなたでも同じレベルで対応し
ていただけるのだろうか、という点について
は不安があるのが正直なところ。」と言われた
こともあります。その中で、たまたま平成２９

年から私が常任理事になりましたので、個人
ではなくて会として話ができないかと持ち掛
けました。京都市の担当者レベルの見解とし
て、「本多さんがクオリティコントロールを
して、出してくれるスタッフ（＝行政書士）
の能力担保をしてくれるんだったらいいよ。」
ということでしたので、「では、私が中心と
なって会員をしっかり教育し、能力担保研修
を経た上でスタッフを編成します。」と。仕組
みとしてもある程度わかりやすい、モデル事
業として全国に発信できるところまで、京都
市と京都会で一緒にルールを簡素化しつつ落
とし込んで、空き家対策コーディネーターと
いう制度を始めましょうかというように持っ
ていったのが平成３０年の話です。これは、組
織化するというよりも、私の個人的な事業に
近いようなところから始めたことを、会の事
業としてどうやってスキームに落とし込んで
いくのか検討したという形になるので、会と
か組織ありきではなくて私個人への信用がス
タート地点となり、そこから組織化へと広
がった、ということになるでしょうか。

相羽：ありがとうございます。本多先生のその活動
というのは、御自身が住まわれる六原という
地域での、住民としての活動から全てが始
まっているということです。そして、組織化
していくにあたっては、たまたま常任理事と
いう役職が組織化していく要素の１つだった
のかもしれないということだと思います。
二瓶先生からも出ていましたけれども、行政
書士会または支部といった組織として空き家
対策をどのように動かしていくかというと、
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内部の理解を得るには非常に時間がかかると
いうことです。その辺りはどうしたら対応で
きるのでしょうか。二瓶先生がぶつかった問
題点については、どうしたら打破できるで
しょうか。何か行政書士会の運営に携わる皆
さんの参考になるところがありますでしょう
か。

二瓶：そうですね。また後でも話題になると思いま
すけど、「よし、行政書士業務としてこれを取
りにいこう。」って思うからたぶん手が出ない
と思うんですね。行政書士既存の業務を取り
にいくというよりも、広く地域に溶け込んで
「私たちに何でも相談してください。」という
中でたまたま行政書士業務があったっていう
スタンスで始めていかないと難しいので、そ
れを理解してもらうっていうのがまず第一歩
かな、と思いますね。

相羽：士業が仕事として組織化を急ぐのではなく、
本多先生の言うように、各々が地域において
「何かみんなの役に立ちたい」との想いで活
動に参画する、この一歩が大切なのですね。

　　　ただ、本多先生も地域活動から始まっている
とは言いますが、最初からすぐにリーダーに
なっていたのではないと思うのですが、具体
的には、どのような活動から始まったので
しょうか。

本多：今も地域の中では一地域住民の立場であり、
地元には地元のリーダーがいます。地元の先
輩たちと一緒に地域のために動いている形で
す。これは自治体の取組であったり、考え方
にもよると思いますけれども、この人が取り
回すのであれば安心だと思ってもらえるだけ
の材料が、スタート前にどれだけ積み上げら
れているかが重要なんだと思います。行政と
しては外部に依頼してもどんなクオリティの
ものが出てくるかわからないというリスクに
意識がいってしまう。この人が先頭に立って
クオリティコントロールしてくれるんだった
ら安心だ、という材料がないと踏み出せない
のではないかと感じています。それは京都市
のような自治体としての実績があって、セオ
リーが積み上がっているところであれば、そ
のハードルも上がるでしょうし、今は何もわ

かりません、手探りでやっていきましょうと
いう自治体であれば、割と低いハードルから
スタートできるかもしれないですね。

相羽：ありがとうございます。今、自治体の話が出
ましたけれども、特に自治体は役職や担当者
がよく変わりますよね。そんなときに信頼関
係を長く保つ方法があれば教えてください。

本多：そうですね。多くの自治体では空き家対策の
担当部署が決まったのはここ数年だと思いま
す。京都市は空き家対策の特措法ができる前
から空き家対策条例がありましたし、更にそ
の前から担当部署もありましたので、そこの
責任者の方々と代々お付き合いがありました。
その中で、行政の担当者に残っていないノウ
ハウが実は外にある、というような状況が出
来上がってきたと。この外部におけるノウハ
ウの蓄積を行政側が自覚したときに「あの人
たちに頼んだ方が安心だ。」というふうになっ
たのかなと思います。ですので、全国的には
数年後、自治体の空き家対策部署で異動が発
生してからがポイントになってきそうです。

相羽：ありがとうございます。まず本多先生の個人
的な活動から始まり、そしてまた役所の方か
らは、あなたを信頼しているからあなたが集
めてきてくれた人が対応してくれればお任せ
したい、というように信頼を積み重ねていっ
たことから始まっているということですね。
やはり、組織は人なり、またその人がそこに
いるということが重要であるという大きな課
題を、本多先生からいただいたような気がし
ます。

　次号では「そもそもの空き家問題の潜在的原因」
「空き家対策の専門性とは」といったテーマで、お
話を伺います。

より詳しい内容はYouTubeでも御覧いただけ
ます。詳細につきましては、会員専用サイト
「連con」を御確認ください。
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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
　２０２０年４月１日（水）９：００～
　２０20年６月１９日（金）１７：００
※再受講・再受験を希望される方も期間内の申込み
が必要です。

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

　３　受講料払込期限
　　　２０２０年６月２４日（水）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　結果通知
　修了者の考査受験番号を会員専用サイト「連con」
内「特定行政書士法定研修に関するお知らせ」に掲
載（１１月（予定））するとともに、本人宛て郵送（１２
月（予定））にて通知いたします。

　２　考　査
　２０２０年１０月１８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単位会の設定
クールよりお申込みください。所属単位会が設定
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、先着順に受付いたします。

※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、御希望に沿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いたします。
＜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、中止となる場合があります。

※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

〈申込手続に関する照会〉㈱全行団 特定行政書士法定研修受付係　　０３−６４５０−１６２２
〈研修内容・特定行政書士制度に関する照会〉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

令和２年度特定行政書士法定研修募集要項

＜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/）
　「R２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専用サイト「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。
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＜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
釈 若錫錫

措置を講じています。つきましては、初回受講年度から４年目以降の受講希望者は、新規（８万円）の
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

受講料が必要となりますので御留意ください。
釈 若錫錫錫錫錫

※２・３年目に申込みをしていない場合も初回受講年度から３年を経過した場合は、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年目の受講においては、改めて全講義受講を完了することが必要です。

１年目
（※４年目） ２年目 ３年目

新規受講
（８万円）

再受講＋受験
（４万円）

考査受験
（無料）

受講なし

再受講＋受験
（無料）

再受講＋受験
（４万円）

再受講＋受験
（４万円）

考査到達基準

未到達

考査到達基準

未到達

考査到達基準

未到達

ア

イ

ウ

エ

エ
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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、７月１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　７月７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（全日程に完全出席した者のみ、考査の受
験を認めています）。
・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、受講態度が著しく不良である受講者に対し、
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
は認めません。

 考査受験票の交付 
１　受験票は、全講義の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・座席番号
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座席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、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。

 結果発表と結果通知 
１　修了者の考査受験番号を会員専用サイト「連con」
内「特定行政書士法定研修に関するお知らせ」に掲載
（１１月（予定））するとともに、結果通知書を本人宛て
に郵送（１２月（予定））いたします。

２　付記手続完了後、修了者には、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。

３　採点内容等についての問合せには、一切応じられま
せん。

４　結果通知書等を紛失した場合は、申出により再発行
します（実費負担）。

５　申込み後、結果通知書発送予定時期までの間に、本
申込書の記載事項（氏名・事務所所在地・TEL・FAX・釈 若錫 釈 若錫錫錫錫錫 釈 若錫 釈 若錫所属単位会）に変更があった場合はその旨御一報くだ釈 若錫錫錫錫さい。

 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　なお、本研修の実施に係る受講者名簿の調製、通知
の発送、その他の研修の実施に必要な範囲において利
用させていただきます。また、受講者名簿等について、
本研修の実施に必要な範囲において、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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※初回受講年度から2年目の方は、希望する受講パターンにチェックしてください。

※初回受講年度から3年目の方は、該当する受講パターンにチェックしてください。
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日行連での活動

Ⅰ．PR活動
　報道機関約９０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。
　また、「頼れる街の法律家」にふさわしい誠実かつ
親しみやすい雰囲気を持つ俳優の駿河太郎さんをモ
デルに起用して行政書士制度PRポスターを作成し、
各単位会や関係機関等へ配付するとともに、駿河さ
ん出演の行政書士制度PR動画を制作し、ホームペ
ージ上で公開した。

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２１
単位会、それ以外の１日のみ実施したのは３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。 

３．実施場所
　29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９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
　期間中の実施日数は１単位会あたり平均４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９９名、期間中の全国合計は３９０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
のスタッフが対応したとの結果となった。

５．相談受付件数
　総数６６９件の相談が寄せられ、内訳は「権利義
務・事実証明」が５７５件（８６％）、「許認可関係」
が９４件（１４％）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３０８件（54%）と最も多く、次いで「不
動産関係」８０件（１４%）、「各種契約」２５件（４%）、
「会計記帳・定款・内容証明」２０件（３%）、「戸籍
関係」19件（３％）であった。
（「その他」を除く。）
　「許認可関係」では、「入管関係」に関する相談
が２４件（２６％）と最も多く、次いで「農地転用」
２０件（２１％）、「建設・風営」１５件（１６%）、「自動

　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、総務省の後援をいただき、全
国の自治体及び各単位会の御協力の下、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
活動を推進しています。その活動のうち、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４０回目となりました。
　令和元年度「行政書士制度広報月間」中に各単位会が実施した、「行政書士電話相談」及びPR活動につい
て取りまとめた集計結果及び総評等を以下に報告いたします。
　なお、本集計結果は所定の様式による各単位会からの報告書データを基に集計したものです。

＜広報部＞

令和元年度「行政書士制度広報月間」実施報令和元年度「行政書士制度広報月間」実施報告告
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車関係」７件（７％）、「土地開発」５件（５％）、
「法人設立」４件（４％）であった。（「その他」
を除く。）
　その他の事例として、成年後見や離婚に関する
相談が増加している傾向が見られた。

６．問題点等
　１１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て、効果的な
告知方法や幅広い行政書士業務の周知活動につい
て検討する必要があるとの意見や、相談内容の複
雑化・多様化を受け、相談員の人員確保、人選、
指導方法について課題とする意見があった。その
他、電話回線の不足、相談場所の確保について検
討が必要である等の意見があった。（「特にない」旨
の回答及び未記入であった単位会は、計３６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１,１６３か所を数えた。
そのうち、電話による無料相談の会場は２４９か所、対
面による無料相談の会場は９１４か所であった。
　本会が作成した行政書士制度PR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１０,９４７枚、駅・店頭６０８枚、会員事務所
３６,５１２枚となった。全国総配布枚数は５９,６５９枚と
なった（前年比１０5％）。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
６,５９６件の相談が寄せられた（前年比９1％）。その
うち電話は前記のとおり、６６９件（１０％）、対面は
５,９２７件（９０％）であった。

３．広告媒体
　４4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）３２単位会、新聞広告３8単位会、テレビ広告
１３単位会、ラジオ広告１５単位会であった。
　一方、マスコミによる報道は、新聞報道19単位
会、テレビ報道６単位会、ラジオ報道１1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
について、最も少なかった単位会は０円、最も多かっ
た単位会は4,827,057円で、全国総額は４６,６２６,００７円
であった。また、１単位会当たりの単純平均は
９９２,０４3円であった。
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《いきいき健康・福祉フェア２０１９》

・毎年参加しているフェアにおいて、今回ブース内

の整理整頓を行った。

・来場者数が少ないため、相談数が増えない。

・ステージ発表を従来のセミナー形式から来場者参

加型のクイズ形式に変更したが、シナリオ作成に

労力がかかった。

・昨年に倣い、法務局人権擁護委員の方々と協力し、

寸劇発表・トートバック作成を行った。

《交通安全運動》

・参加者が減少した。

・交通安全運動で、ポケットティッシュ（メッセー

ジ付き）を配布した。 （札幌支部）

良かった点：毎年函館市内で行っている市民講座に

ついて、今回は旧南茅部町にて開催した。当初

の見込みでは、南茅部方面の来場者が多いもの

と予想していたが、函館市内からの来場者が半

数以上あり、函館市内で行っている市民講座が

根付いているものと思われる。

悪かった点：想定以上に無料相談の利用者があった

ので、相談ブースの急な増設となってしまった。

工夫した点：例年、市民講座のチラシを各会員へ複

数枚配布して、各会員に開催PRをしてもらっ

ているが、今回は各会員への配布を止め、会場

近隣地域への新聞折込みを２回行った。

今後の課題：市民講座は今年で１８回を数えるが、構

成（第一部講演会、〇×クイズ、第二部無料相

談会）がマンネリ化しているので、もう少し市

民を呼び寄せられるもの、また、マスメディア

が取材しやすく、食いつくような構成を考えて

いきたい。 （函館支部）

　相談者に回答するにあたり、難しい専門用語を多

用せず、なるべく日常的に使う言葉や平易な言葉を

用いて回答した。今回、行政書士制度広報月間の活

動としては、平日の対面無料相談のみだったので、

相談者の多くが高齢者だった。今後の課題として、

もっと多くの方、特に若い方に知ってもらえるよう

に、インターネットを活用しての宣伝も考えていき

たいと思う。 （小樽支部）

　今回の広報月間中の無料相談会は、一部地域の町

内に的を絞り、町内の会館にて「困りごと相談」と

題して開催したが、無料相談だけでは相談件数が伸

びなかったので、今後はセミナー等と合わせて開催

する必要がある。 （空知支部）

　無料相談会について、相談数の減少傾向が続いて

いたが、この２、３年は少し増加している。１１月３

日に開催している無料相談会＆講演会の来場者も昨

年に比べ増加した。ただ、現在行っている活動は若

干マンネリ化してきたため、今後は新たな取組を検

討する必要があると感じている。 （旭川支部）

　広報活動として、ポスター及びパンフレットを各

地区の官公庁等に配付し、行政書士の活動について

PRを行った。無料相談会を広報月間内に実施でき

なかったので、今後の課題として検討していきたい

と考えている。 （網走支部）

　令和元年度、各単位会において実施された広報月間事業に関するアンケート結果（全体の総評及び今後の

課題）について、御紹介いたします。

全体の総評及び今後の課全体の総評及び今後の課題題
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　本年度から支部として各市の商工会議所及び各町

の商工会の会員となったため、ポスター等配布の訪

問先に加え、積極的なPRを行った。 （室蘭支部）

　今年初めて、地域のケーブルテレビとコンタクト

を取った。こちらも相手も手探り状態で、相談会を

映像として残すことの問題や別の取材日程と重なっ

たことなどにより、当日の取材がかなわなかった。

しかし、ケーブルテレビの御厚意によりCM作成に

加え、相談会までの約１０日間、１日２回放送してい

ただいた。来年以降も同様の協力を得られるよう努

力したいと考えている。 （苫小牧支部）

　次年度以降の広報月間中の訪問先について、従来

の訪問先に加えて行政書士として業務に関わる可能

性のある関係機関を様々な視点から考慮し検討して

いきたい。また、それらの関係機関への行政書士制

度の周知に努めるとともに、こちらから様々な業務

の提案を行っていくべきだと感じた。訪問した官公

庁等は概ね協力的であり、ポスター掲示等を快く引

き受けてくれた。今後とも、訪問した官公庁等と情

報を共有し、地域に密着した街の法律家として周知

していただけるように努めたい。 （十勝支部）

　毎年、国・道の出先機関及び市町村の窓口並びに

商工会等を訪問し、行政書士業務のPRを行ってい

る。訪問先においても我々の活動趣旨を理解しても

らっていると感じる。 （釧路支部）

　例年どおり、関係する官公署、農協、金融機関等

を訪問し周知活動を行った。次年度は、他支部や北

海道会以外の単位会の活動を参考に、当支部でもよ

り効果的にPRできることがないか検討したいと思

う。 （根室支部） 

秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士秋田県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　行政書士制度広報月間におけるPR活動について、

本会及び各支部において継続的に活動している。毎

年、各行政機関・各種関係団体への訪問を実施し、

訪問先においては「行政書士制度広報月間」の認知

度が高まっていると感じられる。毎年開設している

電話及び対面相談は、訪問予約などもあり、利用者

への認知度向上に伴い、相談者も増加傾向にある。

チラシやグッズを活用した広報活動を行ってきた効

果が表れていると感じるが、今後無料の広報誌など

も活用しながら、より効果的な広報活動を行えるよ

うに活動を継続していきたい。

岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士岩手県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・業務紹介のチラシ等、公共の場所に常時設置して

もらえるような配布物があれば良いと感じた。

・各自治体広報紙への掲載による宣伝効果が大きく、

今後も積極的に活用したい。

・他の催事での集客が多かったため、相乗効果によ

り、相談者が増加した。

・台風明けの相談会だったが、例年並みの相談が
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あった。

・集客施設にポスターの掲示をするなど、多くの方

の目に触れるようにしたい。

・広報月間における広報活動としての無料相談につ

いて、今後は会場を確保して「対面相談」も実施

したい。

・無料相談会について、相談者が知った媒体の多く

が「回覧」と分かり、今後は各種職場に拡大し、

相談者の増加を図りたい。

・近年より相談者数が増加、今後も媒体を活用し、

更なる相談者の増加に努めたい。

・相談者が増えたことによって対応が追い付かず、

次年度は相談会の開催数を検討する必要がある。

・台風１９号の影響により、１０月１２日沿岸で開催予定

のなんでも相談会、１３日久慈支部で開催予定の相

談会が中止となり、翌週１９日の宮古支部での相談

会も雨で避難勧告が発令され、中止となった。

青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士青森県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　１０月は他士業も無料相談会を開催しているためか

相談者が少なかった。 （中弘支部）

　八戸市が開催した４士業合同無料相談会が同一週

に開催されたため、例年に比べ相談件数が少なかっ

た。 （三八支部）

　周知活動が少なく、相談者がほとんどいなかった。

来年は広報誌等に掲載してもらうこととしたい。

 （西北五支部）

　他士業との合同開催により多様な相談に対応する

ことができた。 　（十和田支部）

　行テラスののぼり旗を活用した。 （上三支部）

福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士福島県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　本年度のPR活動は、①各行政機関、各種関係団体

への訪問、②（電話、対面）無料相談会を実施した。

①については、台風被害の混乱の影響で２支部にお

いて訪問を取り止めたが、他４支部で実施した。各

訪問先において「行政書士広報月間」が浸透してお

り、訪問の目的や趣旨を十分に理解していただけた

と思う。また、「行政書士会パンフレット」（業務案

内）を訪問の際に持参し、窓口に置いていただける

よう依頼した。こうした活動を通じて、更なる周知

と高い信頼が得られると考えられる。②については、

電話相談、対面相談ともに相談件数は減っている。

本年度も支部との共催で「女性行政書士による女性

のための無料相談会」を開催する予定としている。

女性に限定することで、相談者からは好意的な意見

を得られているので、今後も継続して開催する必要

性はあると感じる。 
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宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士宮城県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・ホームページと新聞広告により、本会と１２支部の

無料相談会を広報し、県民に行政書士制度の普

及・浸透を図る活動を推進した。

・本会での「電話無料相談」は、女性相談専用電話

と一般用電話を設置し、相談件数は１件であった。

１２支部では、官公署等にポスター掲示、チラシ配

布、自治体広報誌・新聞等への告知を掲載し、相

談件数は権利義務・事実証明１７５件、許認可関係１３

件であった。県全域への行政書士制度の拡充に努

めた。

・新規に行政書士業務の紹介シリーズとして、農地

転用のチラシを作成し、支部作成のチラシと共に

官公署等に配布した。支部の中には、独自に官公

署等に支部会員名簿付きチラシの配布等をしたと

ころもある。

・人員や予算等の課題もあるが、限られた条件の中

で広報活動を展開して、行政書士制度の普及・浸

透を図っていきたい。

山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士山形県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　  

　無料相談６６件中、遺言・相続が６０.６％であった。高

齢社会が原因であると考えられるが、他の分野も

PRし、より相談内容が多様化すれば良いのではな

いかと思う。ポスター・チラシ等もデパート・金融

機関・スーパー等の人が集まるところに配布し、広

く呼び掛ける必要があると思う。地元の協力による

出店・販売等、交流を図りながらのイベント開催も

効果があるように思う。

東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士東京都行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　今回は相談会の台風対策について事前に検討した。

この時季は台風が来ることが予想され、相談会が中

止になる支部があるのでは、という懸念があった。

その場合、チラシなどに掲載した相談会当日に相談

者が訪れ、混乱をきたす可能性があるため、台風情

報に注意を払い、台風が通過する日に相談会を開催

する支部には連絡を入れる、もしくは支部から連絡

を入れてもらうようにし、相談会の開催、中止を確

認するようにした。その上で、相談会を中止あるい

は開催する場合でも、東京会のHPやSNSで即座に

周知を図れるようにした。実際、土日に台風が上陸

し相談会を中止する支部があったが、計画どおり周

知を行った。今後の課題としては、平日であれば

HPやSNSに加えて、東京会の市民相談センターで

相談会の開催状況を直に聞くことができるが、土日

祝日は相談センターが休みなので、HPやSNSで一

方的に伝えることになる。これだけでは周知に限界

があるので、今後はチラシなどに、中止が予想され

る場合はHPで確認してもらうよう記載するなど、

相談者に相談会の開催情報がうまく伝わるような工

夫をしていきたいと考えている。 
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神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士神奈川県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　行政書士フェスタ２０１９について、例年どおり、新

都市プラザ（そごう横浜店地下２階正面入口）にて

２日間にわたっての開催を計画していたが、台風１９

号の直撃が予測されるため２日目は中止とした。中

止を決めたタイミング及び中止に対する事前の手配

を手際良く進めることができた結果、特段の混乱を

招くこともなく安堵している。会場運営においては、

相談部からの要請により相談会場の環境整備を図る

とともに、各業務部のパネルの修正等、担当部署等

と緊密にコミュニケーションをとって臨んだことに

より、各業務部等によるステージでの行政書士業務

の説明や県内の音楽大学出身者によるユニット演奏

など、２日間のスケジュールを１日に集約したにも

関わらず、ユキマサくんの愛嬌のあるゆるキャラぶ

りも手伝って足を止める方が多く、盛り上がりを見

せることができた。また、本イベントへの動員及び

行政書士の更なる知名度アップを図るべく、読売新

聞神奈川県版に５段広告にて支部名を明記し、本会

と支部が一体化したイベントであることを訴求する

とともに、県政記者クラブへのプレスリリースを

行った結果、神奈川新聞の地域欄への告知掲載も実

現した。メディア訴求によってどれだけの動員が図

れるかは判断が難しいところだが、神奈川会の存在

感を会場内はもとより、会場外にもアピールできた

と一定の評価をしている。アナウンサー兼業の会員

の司会やボランティアとして参加していただいた会

員のチラシの配布や相談会場への適切な誘導を始め、

各スタッフの応対一つひとつによって、相談に来ら

れる方、行き交う人々に行政書士スピリットをしっ

かりと伝えられたと感じている。本イベントが本会

と支部の活動にとって明日を切り開くジャンピング

ボードになるよう願ってやまない。

千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士千葉県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　広報月間中に県内９支部の会員が訪問した官公署

の窓口数は４７６か所に上り、業務内容を記載したリ

ーフレットなどのPRグッズを配布した。リーフ

レット、ポケットティッシュ、クリアファイルはユ

キマサくんを使用したデザインに変更して統一性を

持たせた。リーフレットは昨年度まで業務別に８種

類あったものを廃止して、新たに一つのリーフレッ

トにわかりやすくまとめたものを作成した。各地域

で開催された無料相談会は、台風第１５号及び１９号の

影響により中止となった会場があったにもかかわら

ず、１９５件（昨年２４４件）の相談件数があった。相談

のうち、７７.９%が相続に関するものであった。地域

新聞の掲載数も４６誌（昨年度４４誌）と増加した。ユ

キマサくんを使用したリーフレット、ポケット

ティッシュ、クリアファイルは街頭で配布する際に

大変好評であったため、今後もユキマサくんを活用

した広報活動を検討していきたい。 



2020.4　No.569 27

C
LO
SE UP

T
O
P
IC
S

茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士茨城県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・広報用チラシについて、昨年同様A３サイズにし、

本会の取組を紹介するコーナーをわかりやすく写真

付きで設けた。また、開催予定の市町村を追記し、相

談者が相談会場を探しやすいように工夫した。

・広報用チラシ、新聞、PRグッズ（定規付きカード

ルーペ）には本会HPのQRコードを付けて閲覧し

やすいように工夫した。

・本年度初めて作成した定規付きカードルーペは高

齢者に好評だった。

・広報月間中の台風１９号の影響により、８か所の相

談会及び１か所のラジオ出演が中止となった。一

方で、那珂川及び久慈川等の氾濫により一部の会

場では台風１９号の被災者相談を行うため、急遽人

員を増やして対応した。

栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士栃木県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　本会館建物とJR宇都宮駅に垂れ幕を設置して、広

報月間である旨の周知を行った。また、県内１０支部

長に依頼して各支部の官公署にも通知文とポスター

を持参した。支部によっては支部名を入れた粗品

（朱肉等）を配布した。認知されにくい士業をアピ

ールしようとする行為は、大いに歓迎できる。加え

て、各支部で無料相談会を実施するとともに、クリ

アファイルやポケットティッシュなどのノベルティ

グッズを配布して行政書士制度のPRに努めた。三

士会（行政書士会、司法書士会、土地家屋調査士会）

でも、３会場での相談会を実施した。三士会での相

談件数は総計７４件、うち行政書士会は１６件だった。

いずれの相談会においても相続・遺言の相談が主で

あった。この行政書士制度広報月間の趣旨が市井の

方々に少しでも理解を得られ、我々の職域の活動に

波及することを願いたい。

埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士埼玉県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　例年どおり、県内全２３支部・２４会場において対面

式の相談会を計画した。事前に公共機関にポスター

掲示やチラシの設置、自治体広報誌に無料相談会の

告知記事の掲載をお願いしたほか、埼玉新聞にカラ

ーで案内広告を掲載した。また、今年初めての試み

として、FMラジオNACK５にて２０秒スポットCM

を３日間にわたり放送するなどのPR活動も行った。

台風１９号の影響により７会場で開催中止となったた

め、昨年に比べ全体の相談件数は減少している。相

談の内容としては、相続・遺言に関するものが全体

の３分の２を占めており、その他では成年後見や行

政書士の開業についての相談も目立った。本年は大

型の台風が関東を直撃し、公共交通機関の計画運休

や公共施設等の閉館、また会場自体が被災する等、

予想を超えた事態に該当の支部は対応に追われた。

今後は相談会予備日を設ける等、何らかの対応策を

検討する必要も考えられる。 
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群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士群馬県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　平成２８年度から毎年、相談員の資質向上及び育成

を目的とした研修会を開催しており、各支部におけ

る相談会での相談員のレベルも上昇したと認識して

いる。本年度は昨年度と比較すると相談件数が４３％

増加した。その相談内容は、例年と同じく市民が関

心を持っている遺言相続の分野が７割を占めている。

今後の課題としては、特に「終活」の相談が増加す

ると予測し、行政書士業務に深く関わるので対策を

講じたいと考えている。

長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士長野県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　例年どおり、役員が分担し官公庁等訪問を行い、

昨年度から新たに郵便局への広報も開始した。長年

の広報活動により、行政書士の認知度は進んでいる

ものと思われる。無料相談会については、新聞広告

や市町村広報誌による来場者が多く、告知の効果を

実感した。他士業の広報活動も盛んに行われている

中、行政書士会の広報活動が埋没しないよう、より

効果的かつ効率的な広報活動を模索していきたい。

本年、１０月１２日の台風１９号の接近により、長野会で

は千曲川本流を中心に水害による大きな被害があっ

た。本会ではフリーダイヤルによる無料電話相談を

開設するとともに、千曲市、佐久市において罹災証

明書申請に係る手続相談及び申請受付ボランティア

を通して行政書士のアピールをさせていただいた。

特に、千曲市においては市長から感謝の言葉をいた

だき、議会諸報告において本会の名前が取り上げら

れた。また、この度の災害に対し全国からのお見舞

い並びに御支援をいただいた日行連関係各位と全国

の会員に心から感謝し御礼申し上げたい。

山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士山梨県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　県内各支部が一斉に実施する無料相談会について

は、台風の影響により４会場が中止となり、１会場

が午前中のみの開催となった。中止となった会場に

は、張り紙をするなどして中止を告知する対応を

行ったが、台風の影響が前日から出ており、十分な

告知を実施することができなかった。今後は、HP

を利活用した告知が行えるように対策を考えたい。

また、本年は有料広告の回数を減らし、ローカル紙

のイベント告知欄（無料）を活用するなどして費用

対効果の向上を目指した。「県民の日」事業への参加

においては、簡単なクイズを口頭で出題し、ユキマ

サくんグッズが当たるクジを引いてもらうなどの事

業を実施した。口頭でクイズを出すことで会話が生

まれ、行政書士の存在と活動を知ってもらう良い機

会になったと感じた。 
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静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士静岡県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　新聞題字下広告について、年間を通じて１２回の掲

載スケジュールを、本年度は１０月広報月間に３回/

月、２月２２日の行政書士記念日に対して２回/月に

変更することに加えて、静岡会としてテレビCMを

作成、その１５秒間のスポットCMを強化月間中に静

岡第一テレビで１８本、SBSテレビで１２本放送した。

その結果、本年度の広報月間における相談件数が増

加し費用対効果が見られた。今後、各支部からの年

間活動報告をいただき、成果や問題点等を検証して

いきたいと考えている。

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会新潟県行政書士会 　 

　広報月間事業の皮切りとして９月初めの２日間に

わたり関係行政機関・団体・報道機関を訪問し、行

政書士制度についての説明、理解を求める協力依頼

を行った。今年の全国会長会が９月下旬、本県湯沢

町で開催されたことから、当日BSNラジオ局の取材

という形でインタビューを受け、その際に１０月の無

料相談会の広報も行った。また、毎年９月末にテレ

ビ新潟の夕方の情報番組に、若手会員２名を出演さ

せて広報月間のPRを行っているが、今回放送後の

反響が大きかった。今年は国際交流協会と連携し無

料相談会の周知をした結果、国際業務に関する相談

件数が増加した。このことを受け、関係機関との連

携が重要であると実感した。１０月１日の県会での電

話無料相談では対面でないこともあって、相続遺言

（家族の事情等）に関する相談が多数寄せられ、顔

の見えない相談媒体の必要性も感じた。また、町内

回覧板に無料相談会のPRチラシを入れたところ、

反応が良く地域に密着した媒体として効果が大き

かった。県内各地２２か所で対面無料相談会を行った

ところ、遺言・相続に関する相談件数が圧倒的に多

く、その他契約、農地関係、許認可申請手続等多岐

にわたる相談が寄せられた。相談内容が複雑化して

おり、様々なケースに対応できるよう、相談員の研

鑽が必要であると思われる。今年の広報グッズとし

て、行政書士の取扱業務を掲載したしおり型うちわ

を作成し無料相談会の来訪者に配布した。

愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士愛知県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　今年も例年同様、多数の官公庁へ広報月間の協力

を依頼し、本会・支部各所において相談会を開催す

ることができた。中でも１０月５日に開催した電話相

談会に関しては、新聞広告を行っただけでなく、新

聞社により開催記事を掲載していただけたため、相

談件数が前年を大きく上回ることができた。ただ、

電話相談会の相談が午前中に偏り、午後は時間を持

て余すという状況だったので、今後改善の余地がな

いか考えていきたいと思う。 
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岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐岐阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜阜県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士岐阜県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　各支部において、地域の特性をいかしたPR方法

により無料相談会の開催案内や行政書士制度の広報

を行った。今後はより幅広い世代の要望に応えるべ

く、自治体広報誌、地元紙、放送媒体、インターネッ

トなどのメディアを複数利用して行政書士に対する

認知度向上と行政書士制度の浸透に努めたい。また、

他士業と共催しての無料相談会では幅広い相談対応

が可能になるばかりでなく、士業間において交流が

深まり、実務での更なる業務連携への期待も感じる

ことができた。

三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士三重県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　昨年同様、事前にメディア周りを行い、当日新聞

広告を行ったが、無料相談の件数は０件であった。

原因として、昨年行った県内各市町の広報誌への掲

載依頼を行わなかったことが挙げられる。次回は広

報誌への掲載も含め、告知方法について早い時期か

ら検討しなければならないと思う。配布用グッズの

マイクロファイバークロス（めがね拭き）は好評を

得たため、今年で３年連続の作成となったが、そろ

そろ新しいグッズを考案していく必要がある。

福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士福井県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　本年度の無料相談会について、相談内容・件数と

も昨年度と同程度であり、遺言・相続関係が７割を

占め関心の高さが伺えた。いずれの相談員も真摯に

対応し、相談者にとっては専門家に話を聞いてもら

うことで安心されたのではないか。若い会員も積極

的に参加し、経験豊富な先輩方と同席して良い経験

になったと思われる。９月下旬に広報月間用に１５秒

のテレビCMを１５回放映したところ、多くの人から

反響があり、行政書士の知名度向上に役立てること

ができた。今後も予算が許す限り続けていきたい。

また、本年度の広報月間に合わせ、行政書士業務の

紹介リーフレットを専門分野別に６種類作成し、相

談会や関係官公庁に配布した。業務にも活用してい

きたい。

石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士石川県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　石川会では１０月４日から６日にかけて、県内１０会

場において無料相談会を開催し、３日間の期間中に
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３７５件の相談が寄せられ、昨年の２４２件、一昨年の１９５

件と比べて大幅に相談件数が増加した。本年度はテ

レビ報道への露出を増やすこと、対面による相談会

の前にメディア報道されることを意識し、県内の報

道機関を巡回した。その結果、４日までに６回のテ

レビ報道、４回の新聞報道につながった。対面によ

る無料相談会の会場はショッピングセンターが多い

ため、広報グッズとしてオリジナルエコバックを製

作し、ユキマサくんとともに配布し、行政書士制度

のPRに努めた。相談件数の増加に対応するために、

より多くの会員に御協力いただき、相談員の確保に

努めることが次年度に向けた課題である。また、近

年の相談件数の増加は、これまでに実施してきた広

報活動に加え、各支部の協力によるチラシの配布や、

当日会場で相談会を知った方の相談が増えているこ

とに起因しているのではないかと考えている。その

ため、次年度は各支部との連携を深め、相談会場で

のPR活動について強化することを検討している。

富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士富山県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　富山会では、本会及び県下６支部で相談会を実施

した。HPで告知を行うとともに、９月の最終日曜

日に新聞広告（２社）を掲載し、相談会の広報に努

めた。今回も富山支部の協力を得て、富山市各町内

会回覧板での告知に取り組み（４年目）、月初めの相

談会には行列ができた。電話相談も増加傾向にあり、

今後、更に相談員の質と量の確保に努めたい。その

他の支部では、チラシを作り、各市町村役場・地区

センターへ配布するとともに、開催日時を大幅に増

やしたり、土日の相談日を設けたり、ショッピング

センターなど身近な会場を選定したりするなど、各

支部が工夫して行政書士の認知度向上に努める姿勢

が見えた。他方、相談件数が減った支部もあり、開

催日時・開催場所・駐車場の確保・回覧の検討など、

より相談者が来やすい環境整備を進めていきたい。

また、今後の取組として、SNSを使った広報活動を

検討していく予定である。

滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士滋賀県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　本年度は、公開講座と無料相談会をセットにする

支部があった。公開講座の受講者が続いて相談会に

参加するとまではいかなかったが、時間帯や講座テ

ーマを変えるなどにより、次につなぐことができる

のではないかと思う。また、女性行政書士による女

性のための相談会を例年どおり開催したところ、昨

年よりも相談者数が増えて９名となった。内容の半

分が離婚の話で、他の相談会と相談内容の比率が異

なることもあり、継続する必要性を感じた。また例

年、折込みチラシ４０,０００枚を実施している支部では、

他支部に比べて相談件数が多いものの、費用対効果

を考えると別の手法を模索する時期に来ているとの

見方がある。別の支部では、新聞広告ではなく記事

として扱ってくれたことがある新聞社が、今年は対

応できなかったことにより、その支部の相談件数が

半減していた。プレスリリースに力を入れることで、

相談件数が増える可能性があると思う。単位会レベ

ルで改善できる点は、まとめて対応することも検討

したい。 
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大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大阪阪阪阪阪阪阪阪阪阪阪阪阪阪阪阪阪阪阪阪府府府府府府府府府府府府府府府府府府府府行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士大阪府行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　本年度も大阪メトロ（地下鉄）の車内ガイド放送

を行った。無料相談会の具体的な日程を放送するこ

とはできなかったが、「行政書士による無料相談、大

阪府行政書士会館にお越しの方は次の駅をご利用く

ださい」と１か月に約１万１千回余り放送した。地

下鉄を利用する方に「行政書士」「無料相談」とい

うワードを何度も流し続けることは、行政書士の知

名度向上にもつながり、その意味では車内ガイド放

送は有用であると考えている。年間を通して放送し

ているが、次年度も続けることとし、広報月間には

特に「無料相談」というキーワードを強調して放送

したいと思う。また、関係各所にもポスターやパン

フレット、グッズを持参して挨拶に伺った。昨年、

刷新したパンフレットやリーフレットの内容を一部

改訂するとともに、平成２４年度に一般公募で採用し

た「大阪」「行政書士」をイメージした青空を基調

としたイラストに、大阪バージョンのユキマサくん

を配置したA５クリアファイルを新たに作成した。

手にされた市民の方からは「手にとりやすいサイズ

で良い」「買い物バッグにも入れやすいので便利」「タ

コヤキを持ったユキマサくんが大阪らしくて可愛ら

しい」といった声をいただき大好評だった。 

京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都府府府府府府府府府府府府府府府府府府府府行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士京都府行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　HPや新聞広告、自治体広報誌などの媒体を利用

し、広報月間のイベントについて周知を行った。限

りある財源の中で、各支部、各会員の協力の下、効

果的に広報活動が行われている。無料相談会では

「終活セミナー」を合わせて行い、来場者を増やす

試みが実施されている。無料相談会には社会貢献と

広報活動という２つの側面があると考えられるが、

広報活動として捉える場合には、来場者数の少ない

開催場所については、場所や時間、周知方法など課

題は多いと感じる。広報ポスターの配布及び掲示は、

行政機関や民間団体などに直接訪問することで、確

実なPR活動が期待できるので、今後も関係先の拡

大を図っていく。

奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士奈良県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　今回、主要駅前における行政書士制度広報活動及

び（一社）コスモス成年後見サポートセンター（以

下、「コスモス」という。）主催のセミナーにおける

広報活動について、多くの市民の方々に幅広くPR

を行うことができたという点で良い活動ができたと
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思う。駅前における広報活動では配布物をほぼポ

ケットティッシュに絞ったことで、無理なく受け

取ってくださる方が多く、直接手渡しすることで会

話ができたり、お声掛けいただいたりする機会を持

つことができた。当初想定していた配布数を大幅に

上回り広くPRすることができ、また費用対効果と

しても高い活動ができたと思う。半面、行政書士が

具体的にどのような業務により生活や仕事のお役に

立てるか、といった部分のPRについては、若干イン

パクトに欠ける部分もあったのではないかと思われ

るため、今後より理解を深めていただけるよう検討

していきたいと思う。コスモスのセミナーにおける

広報活動については、行政書士会とコスモスの関係

やそれぞれの特徴を知っていただくことができたた

め、双方にとって良いPRの機会になった。関係機

関への資料持参及び郵送による行政関係への広報活

動に加え、直接的な市民の方々への広報活動も行う

ことにより、全体的にバランスが取れた活動ができ

た。新聞やテレビ、ラジオ等のマスメディア活用に

ついては今後の検討課題としたい。

和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士和歌山県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　今回も昨年同様、県下８支部が広報月間中に各官

公署（県庁、市役所、警察署、保健所等）を訪問し、

各窓口にて文書を交付するなどして行政書士制度の

理解を深めてもらうための活動を行った。我々の業

務等も認識していただき、毎年継続している効果が

出てきているように思う。行政書士は「県民と行政

との橋渡し役」として県民生活の向上、発展という

目的のために業務を遂行しており、そういう意味で

は行政書士と官公署とは同じ目的のために日々活動

していることになる。広報月間は行政書士制度を

PRすると同時に、行政書士と官公署が忌憚なく意

見交換、情報交換を行える貴重な機会でもあり、こ

れを基に官公署と良好な関係を築いていくことがで

きれば、我々行政書士だけでなく県民全体の利益に

つながっていくと考えている。今後も引き続き、広

報活動を積極的かつ継続的に行い、行政書士制度の

PRひいては県民生活の向上に資するよう努めてま

いりたい。

兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士兵庫県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　県内各地における広報月間無料相談会は、着実に

地域に根付いているものと思われるが、成年後見・

ADR・特定行政書士・著作権相談員等については、

こちらからスポットを当てるなどしていかないと、

まだまだ国民からの認知度は低いと思う。本年度は、

新たな取組としてSDGsを取り上げ、行政書士広報

月間記念公開セミナーを実施した。これからも国連

が提唱する国際行動規範であるSDGsに応えつつ、

行政書士制度の普及・発展を図る取組を行ってい

く。 
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鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士鳥取県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

良かった点：準備期間中にも各種団体等訪問を実施

したため、予定していた企業・団体を全て訪問

することができた。直接訪問することは非効率

的と思われるかもしれないが、逆に団体等の責

任者等には行政書士の仕事に対する良い印象を

植え付けることができたと思う。

今後の課題：担当者との時間調整や山間部への訪問

が大変だった。訪問と宣伝媒体としてのマスコ

ミ利用を、いかに効果的に運用するかについて

検討が必要である。

島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士島根県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　例年どおり県内各支部において、広報月間に合わ

せてPR活動を行った。無料相談会については、相

談者が訪れやすいように雰囲気づくりを行うなど創

意工夫の必要があると感じた。県民の皆様に周知す

る広報活動が予算上の制約から、効果の大きいテレ

ビやラジオの利用が限定的となり、新聞等の紙媒体

が主体となったことが残念だった。今まで以上に効

果的なPR活動を行うため、今後はマスコミに記事

にしてもらえるような工夫が必要と思われる。

岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士岡山県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

良かった点：昨年度の本会における相談は、仮事務

所への移転もあって一昨年までの面談方式を止

め、フリーダイヤルの電話相談のみに絞ったと

ころ相談件数が飛躍的に伸びた。本年度は微減

ではあったが、３日間を通じて相談件数はほぼ

変わりなく安定したもので、この方式の有効性

を確認できたと思う。面談方式の併用と異なり、

場所を取らないことも長所であった。

今後の課題：官公署への協力依頼に際し、PR用ポ

スター及び会員名簿を郵送し、その後、理事が

手分けして官公署窓口へ挨拶に赴いて制度の重

要性と遵守の依頼をすることが長年のやり方と

なっているが、理事の負担も大きく、より効果

的かつ簡易な方法を検討する時期にきているの

ではないかと考えている。 
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広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士広島県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・全体としては、無料電話相談件数、対面無料相談

件数ともに昨年を下回る結果となった。

・広島支部の無料相談会では、特設ステージにてギ

タリストの森本ケンタさん（特に広島のテレビ、

ラジオで活躍中）と行政書士が、終活と相続につ

いて対談する場を設けるなど新たな取組を行い、

積極的な行政書士業務の周知に努めた。

・今後の課題として、行政書士業務を広く知っても

らい、多くの相談者に来場してもらえるよう、引

き続き積極的な広報活動に努める必要がある。

山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士山口県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　本会にて無料電話相談、県下７支部において無料

相談会を実施した。電話相談については、合計１６件

で昨年より減少した。そのうち１０件が相続に関する

相談であり、５件が不動産に関する相談であった。

無料相談会については、合計４７件で昨年の２倍以上

の相談があり、そのうち３５件が遺言・相続に関する

相談であった。例年、遺言・相続に関する相談件数

は多く、相談員には当該分野、特に改正相続法に関

する知識の習得に努めていただき、また、成年後見

制度や敷金返還等の不動産関係についても研鑽を重

ねてほしいと考えている。

香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士香川県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　今年は相談件数が少なかった。相談会場の場所が

奥まった場所にあったり、看板等の掲示ができない

場所だったりと、相談者が寄りにくい会場が多いこ

とを毎年の課題点として認識しているところであっ

たが、今年もこれを解消することができなかった。

例年、四国新聞に会員有志による全面広告を出して

いたが、今年は予算の関係で行うことができなかっ

た点も、相談件数の減少につながったのではないか

と思われる。来年は、可能であれば名刺広告を復活

させ、できないのであれば、これに代わる広告方法

を検討しなくてはならないと思う。

徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士徳島県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　本会事務局における電話相談について、新たな試

みとして、昨年まで相談件数の少なかった２回目の

相談日の前に、地元の放送局のイベント告知コー
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ナーで告知を行ったことが相談件数の増加につな

がったのかもしれない。また、例年実施している地

方紙への全面広告の掲載について、最終面に入れら

れたことが、電話相談でも新聞広告を見て電話した

という相談者が複数いたことからも目立ちやすく宣

伝効果があったと考えられる。一方で、各支部が実

施した相談会は相談件数が少なく、中には相談者が

一人も来なかった会場もあり、今後、１回のみの新

聞広告に頼らない告知等の手法を検討する必要があ

ると思う。また、会場をどこにするのか、開催日程

をいつにするのか等も含め工夫しなければならない

と考えている。相談会については、無駄な会場を省

き、本当に相談したい相談者の来場を促すという観

点から予約制にすることも検討したい。

高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士高知県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　本会では広報月間中、各支部主催の無料相談会の

開催と、県下市町村の自治体や関係各所への訪問活

動を行った。各支部主催の無料相談会について、こ

の時期恒例の行事となっている一部地域では、地域

の方々から多数の相談が寄せられ、行政書士の相談

会として定着してきている。また、高齢者支援セン

ターから紹介されて相談会に来られた方もいて、信

頼できる相談先との連携が少しずつ広がっていると

感じる。今回、行政書士会として初めて相談会を開

催した自治体では、今後の継続した取組を通じて、

地域の身近な相談窓口として信頼を得ていくことが

期待される。訪問活動も恒例行事となっており、定

期的な訪問を通じて行政書士制度の理解と適正な運

用について啓蒙を図ることができた。 

愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士愛媛県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　各支部無料相談会での相談件数は８５件で、昨年

（９１件）より微減となった。主な相談内容は、全体

件数の５４％が遺言・相続で、次いで不動産関係１６％、

成年後見８％と続き、それ以外にも件数は少ないも

のの、多岐にわたる相談があった。無料相談会の開

催を知った媒体としては、市町広報が８１％となり、

新聞広告が９％、タウン情報誌が５％と続き、昨年

まで効果の見えなかった新聞等への広告が実を結び

つつあると感じられる。なお、昨年同様に四国中央

市では町内放送でも告知していただいた。電話無料

相談の件数は１３件と昨年並みで、開催を知った媒体

として新聞広告が１００％であり、昨年同様、ホームペ

ージでの告知が認知されるまでにはまだまだ時間が

かかるものと思われる。無料相談の件数を増加させ

たいという意思は変わらないが、それ以上に目に付

きやすく、アピールできる広告づくりを意識して

行っていきたい。

福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士福岡県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　県下２４か所で無料相談会を開催し、行政書士業務
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の周知等を行った。無料相談会の告知に関し地元新

聞２紙に５段広告を５回掲載するとともに、９月３０

日の地元紙朝刊に会長と村上裕章九州大学大学院法

学研究院長との対談記事を全面広告として掲載した。

また、会長が地元テレビ局の番組に出演して無料相

談会や行政書士業務について紹介した。本会独自に

相談会日程案内及び業務案内のチラシを作成し、支

部を通じて県内各地の行政機関等にポスターととも

に配布して、無料相談会及び行政書士業務の周知を

行った。期間中の相談件数は１８６件であった（１０月１

日の電話相談５件含む）。県から９月に受託し本会

が実施する外国人材受入企業支援事業の広報活動並

びにADRセンターに係る周知活動も推進した。引

き続き、広範で身近な行政書士業務について、より

一層の周知を図る活動をしていきたい。

佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士佐賀県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　今年は例年に比べ、積極的にメディアを使った

PRを行った。しかし、こちらの思惑に反して相談

者数が伸びなかった。今後は告知媒体とその効果の

検証を行って、より効率の良いPR活動をしていく

必要があると感じた。また、相談会の会場として行

政書士会館を選んだが、車以外でのアクセスがしづ

らい場所にあるので、そのような点を考慮した上で

会場の選定をする必要があったように感じた。良

かった点としては、相談の対応を見ていると相談員

のレベルが年々上がっているように感じることがで

きた点である。今後は、相談員同士が情報を共有で

きるような体制を整え、相談員の数を増やし、更に

レベルアップできる環境を整えていきたい。最後に

なるが、行政書士制度広報月間PR活動報告書の様

式が記入しづらいので改善をお願いしたい。

長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士長崎県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　当日９名の相談員で対応した。会場設営をしてい

る間にも相談者が来場している状態で、開始早々４

か所に設置した相談ブースが満席になるほどの盛況

であった。相談者は合計１５組で、内容は相続関係が

主だったが、成年後見、役員変更、国籍、お墓等、

例年に比べてバラエティーに富んだ内容であった。

今年も時間制限を設けず、ゆっくりと話を聞くこと

ができたので、相談者の皆様に喜んでいただけたも

のと思う。

熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士熊本県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　本年度は地元TV局の朝の情報番組（AM９：５０～

１０：５０、月～金）に出演し、番組内の特集「くらし

の豆知識」で行政書士の業務内容を紹介した。放送

時間も２０分程度あり、実際に相談された方にも出演

していただき、予想を上回る内容であったと感じて

いる。また、１０月１日～３１日の間にTVコマーシャ

ルを３２本（１５秒/本）放送して広報活動を行った。初



●トピックス　クローズアップ

2020.4　No.56938

めての試みだったが、次年度以降も継続できるもの

は継続していきたいと思う。また、例年どおり９月

の最終週に地元新聞の最終面（TV欄下段）に広報

月間行事予定等を掲載し、電話無料相談会、街頭無

料相談会、市民公開講座、各支部無料相談会の告知

を行ったが、相談件数は例年とほぼ同じ結果だった。

広報月間だけではなく、日常的に行政書士制度の広

報活動を行っていく必要があると毎年感じているが、

時間的な制約や予算等の問題もあり難しい面も多い。

今後、広報部員だけではなく、多くの会員から意見

をいただき、考えていきたいと思う。

大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士大分県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・県内各地で無料相談会を開催していることもあり、

行政書士の知名度向上といった目的は一定程度果

たしつつある。ただ、これはあくまでも経過目標

であって、最終的な目標は「各行政書士が安定し

た収入が得られるよう一定数の業務を受任できる

こと」である。このことは結果的に「国民の利便

に資すること」につながるということを鑑み、今

一度、会としての広報月間の意義を確認すべきで

はないかと考える。

・今回、希望会員による名刺広告と併せて無料相談

会開催に係る新聞告知を行った。会員から掲載料

を受領したこともあり、一定の大きさ（５段広告）

を確保することができ、反響も大きかった（日曜

日の朝刊に掲載したことも功を奏したようであ

る。）。

・時折、会員から「広報月間はいつ？何をするの？」

といった声が聞こえ、各行事への取組に関し、会

と会員との意識の差を強く感じる。そのため、今

後は名刺広告以外にも、会員の協力を得て「会と

会員が一体となって行う広報活動」について検討

し積極的に進めていきたい。

宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士宮崎県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　今回の無料相談会において工夫した点は、①中心

市街の大型商業施設内で開催したこと、②１階の会

場は、受付兼簡易相談会場とし、相談者を７階のメ

イン会場に案内する機能を持たせるとともに、その

場（１階）での相談を希望する相談者にも対応でき

るようにしたこと、③施設内の通行者にチラシやポ

ケットティッシュを配布したこと、④来客の多い土

曜日に開催したことが挙げられる。 （宮崎支部）

　市の広報紙への掲載に加え、回覧板にチラシを入

れたことでかなりの宣伝効果があった。土地柄、市

の広報、回覧板の影響力が（特に年配の方に対して）

大きいと感じた。相談内容について、司法書士兼業

者、税理士兼業者に対応をお願いするものが大半を

占めていたので、行政書士会としての相談会のあり

方を検討する必要があるのではないかと感じた。

（都城支部）

　今回、新聞社に依頼し、無料相談会の案内を記事

にして掲載してもらったほか、新聞折込みチラシを

地域限定で配布したが、予想したほどの効果はな

かった。案内・周知の方法について、開催場所や日

時の設定等も勘案し再検討したい。 （日南支部）

　市広報回覧板へチラシを入れてPRしたが、さほ

ど効果は上がらなかった。今後の課題として、市の

広報誌や新聞掲載など広報の徹底に努めたい。

（小林支部）

　会員全員で広報月間に取り組み、行政書士に対す
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る認識の共有ができたと思う。 （日向支部）

　毎年行っているので、市民にはかなり浸透してき

ているように感じるが、現状、新聞広告１回という

告知のあり方について、PRという意味では、新聞広

告の回数を増やすなり、SNS等を活用するなりして、

費用対効果も勘案し検討していきたい。 （延岡支部）

鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士鹿児島県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

　本年度広報月間に先駆けて、日行連作成の制度

PRポスターを、各支部を通じて全県域に配布し各

施設・機関に掲示した。１０月１日の電話無料相談を

本会事務局で開催したことを皮切りに、１０月２３日の

本会主催の街頭無料相談会を「市街地にある広場」

で実施し、２５件の相談を受けた。また、県内各支部

においても、それぞれの地区で無料相談会を積極的

に行った。過去の実績に基づき街頭無料相談会の成

否は広報活動が肝心であると考え、本年度は県内全

ての日刊紙、テレビ、ラジオに対しイベント実施に

係る告知依頼を行った。特に「市街地にある広場」

での街頭無料相談会当日には初めて百貨店の館内放

送を行ったところ大きな効果があった。また、広報

月間及び行政書士記念日の無料相談会も、過去に相

談会に訪れた方が再度相談に来るなど、回を重ねる

ごとに徐々に市民に浸透していると感じられた。し

かし、マスコミのイベント告知枠だけでは限界があ

るので、今後は報道各社へ積極的に接触しイベント

の告知や広報について、より一層の協力が得られる

よう努力したい。 

沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士沖縄県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

良かった点：各支部合同で無料相談会を実施した。

全体的な傾向として相続の相談が多く、相談者

からはよく理解できたとの意見をいただいた。

行政書士の役割や業務の内容を幅広く周知でき、

県民サービスとしての役割も十分に果たせたと

思う。また、無料相談会を実施するにあたり、

新入会員にも積極的に参加してもらった。無料

相談会の趣旨やどんな相談内容が多いのかなど、

いい経験になったと思う。今後も積極的に新入

会員に参加してもらい、経験を積んでもらって、

今後の業務に役立ててもらいたい。

悪かった点：一部の支部では、無料相談会の地域へ

の広報ができず、相談件数が少なかった。市町

村発行の広報誌へ無料相談会開催に係る告知を

掲載する必要がある。

今後の課題：各地域によって相談件数に差があるこ

とから、どのように相談会の周知をすれば相談

件数の増加につなげることができるかが課題で

ある。また、各支部で事前に行う無料相談会の

周知方法や活動の仕方等、更に検討しなければ

ならないと感じた。
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総　括 ＜広報部＞

　各単位会におかれましては、令和元年度｢行政書士制度広報月間｣に際し、行政書士制度の普及・浸透

を図るための活発な広報活動を実施していただき、誠にありがとうございました。

　本年度におきましても、台風の影響により開催予定の無料相談会を中止せざるを得なかったとの報告

や相談内容の複雑化・多様化に対応できるような相談員の確保・人選等について課題とする意見があり

ましたが、一方で継続的な取組による｢行政書士制度広報月間｣の認知度が高まっているとの報告もあり

ました。改めて皆様の御協力に感謝申し上げます。

　相談内容につきましては、｢権利義務・事実証明｣が全体の８６％を占め、その中では約４０年ぶりの相続

法改正もあり、｢遺言・相続｣に関する相談が約半数と国民の皆様の関心の高さが窺える結果となりまし

た。

　広報活動におきましては、広告媒体やチラシ・PRグッズ等の効果的な活用により相談件数の増加に

至った回答もあれば、相談件数の減少を受けてPR方法の検討を必要とする回答もありました。いずれ

にしましても、様々な工夫を凝らして活動を行っている単位会が多く見られました。

　行政書士制度の維持発展には、全国の会員皆様が、それぞれの地域社会において常日頃の業務や｢身近

な街の法律家｣としての継続的な貢献活動を行うことにより信頼を得ることが不可欠です。今後、広報

部といたしましても、広報月間のみならず、特に令和３年２月の行政書士制度制定７０周年に向けて、単

位会における広報活動をバックアップするべく効率的かつ効果的な広報活動を推進してまいりますので、

引き続き御理解と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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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１　実施単位会 

　４７単位会で実施。
　

２　実施日時 

　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１３単
位会であった（報告書中期間の特定がない単位会が
２単位会あった）。
　実施要綱に合わせて実施した単位会は３３単位会、
期間を延長ないし、ずらして実施した単位会は１２単
位会であった（期間を限定せず通年で活動している
単位会が２単位会あった）。
　

３　単位会として特に注力した分野・活動 

　特に注力した分野を農地法関係とした単位会は３５
単位会で最も多く、次いで建設業関係が２８単位会、
運輸交通関係が２０単位会、権利義務関係が１９単位会、
事実証明関係が１５単位会、入管法関係が１４単位会、
風営法関係が１０単位会、開発行為関係が９単位会、
産業廃棄物関係が７単位会、知的財産関係が５単位

　令和元年度「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。

農地法
建設業
運輸交通
権利義務
事実証明
入管法
風営法
開発行為
産業廃棄物
知的財産
公有地

特
に
注
力
し
た
分
野

35

28

20

19

15

14

10

9

7

5

4

関係団体への
申入れ

官公署への
申入れ

特
に
注
力
し
た
活
動

37

28

21

18

8その他

無料相談

媒体活用

＜法規監察部＞

令和元年度「行政書士制度広報月間令和元年度「行政書士制度広報月間」」
監察活動報告書 集計結監察活動報告書　集計結果果

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
２８単位会、以下、媒体活用が２１単位会、関係団体へ
の活動が１８単位会、その他が８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８件（２単位会）、勧告０件、警告２件（１
単位会）、告訴０件、告発０件、その他２５件（４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８０４件あり、そ
の内訳は、広報月間実施の援助協力（文書発出等）
３０１件、非行政書士の実態調査（申請書類の閲覧等）
５６件、窓口規制表示板（設置・継続等）２６８件、窓
口における会員名簿（交付・差替等）１２７件、その
他５２件であった。
　各申入れ先の主な内訳は、以下のとおり（上位５
項目まで）。 
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本人申請
44％
本人申請
44％
本人申請
44％代理人

（行政書士）
39％

代理人
（行政書士）
39％

代理人
（行政書士）
39％

代理人
（行政書士以外）

17％

代理人
（行政書士以外）

17％

代理人
（行政書士以外）

17％

申請件数（総数）28,790件

◇文書の発出等による広報月間実施の援助協力では、
農業委員会が３９単位会、以下、市町村が３７単位会、
都道府県庁が３５単位会、警察本部が３１単位会、警
察署・保健所・土木事務所が各３０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１６単位会、以下、都道府県庁が
１３単位会、市町村が９単位会、土木事務所が６単
位会、警察署が５単位会。

◇窓口規制表示板の設置・継続等では、市町村・農
業委員会が各４０単位会、以下、都道府県庁が３７単
位会、警察署・土木事務所が各３３単位会、保健所・
陸運局が各２４単位会、警察本部が１７単位会。

◇窓口における会員名簿の交付・差替等では、市長
村が１９単位会、以下、農業委員会が１８単位会、土
木事務所が１５単位会、都道府県庁・警察署が各１４
単位会、保健所・陸運局が各１１単位会。

◇その他の申入れでは、市町村・農業委員会が各１０
単位会、以下、警察署・その他が各５単位会、都
道府県庁・土木事務所・陸運局・入国管理局が各
４単位会、警察本部・保健所が各３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７単位会、「成果は少し
あった」が３４単位会、「成果はなかった」が３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２７７件あり、
その内訳は、広報月間実施の援助協力（文書発出等）
１８２件、非行政書士の実態調査（申請書類の閲覧等）
８件、窓口規制表示板（設置・継続等）２１件、窓口
における会員名簿（交付・差替等）４０件、その他２６
件であった。
　各申入れ先の主な内訳は、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２６単位会、以下、建設業協会等が２３単
位会、自動車販売店協会等が２１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、商工会等が３単位会、以下、自動車販売店協会
等・建設業協会等が各２単位会、その他が１単位会。

◇窓口規制表示板の設置・継続等では、商工会等が
８単位会、以下、自動車販売店協会等・建設業協

会等が各５単位会、その他が２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・その他が各６単位会、以下、自動車販売店
協会等・建設業協会等が各５単位会、司法書士会・
調査士会・社労士会が各４単位会。

◇その他の申入れでは、自動車販売店協会等が５単
位会、以下、建設業協会等・その他が各４単位会、
宅建協会等・調査士会が各３単位会。

 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３１単位会、「成果はなかった」が２単
位会、「その他」が３単位会であった（複数回答含む）。

５　農地法関係業務に係る監察的広報に関する調査

（１）活動の有無について
　本年度の広報月間においては、農地法関係業務に
ついて、調査の実施を推奨した。これに基づき農業
委員会等に対する調査を実施した単位会は２1単位会、
未記入もしくは実施していないとした単位会は２６単
位会であった（調査を試みるも詳細な回答が得られ
ない単位会が５単位会あった）。
　なお、本年度の広報月間において、建設業法に係
る許認可申請業務に関する調査を昨年度に引き続き
実施した単位会は５単位会であった。

（２）結果
　調査を実施した２1単位会のうち、１６単位会が農業
委員会等からの回答を得た。集計結果は、以下のと
おり。
申請件数（総数） ………………………… ２８,７９０件
本人申請 …………………………………… １２,８０６件
代理人（行政書士）申請 ………………… １１,１７０件
代理人（行政書士以外）申請 …………… ４,８１４件
※各申請件数は具体的に回答があったもののみを集計。 
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件　数課　　　　題

16活動の拡充

8行政窓口との関係

8調査・排除の方法論

5他団体との関係

5会員との関係

3調査の難しさ

2行政窓口以外の者への周知

2人員の問題

5その他

（※複数回答含む）

（３）分析
　当該調査は、平成３０年度にも重点項目としていた
農地法関係業務について、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。実施単位会は２０
単位会であり、平成３０年度の２４単位会より減少した
ものの、具体的な申請件数の回答を得た単位会は１６
単位会と増加した。当該調査の主眼は、行政書士法
違反に対する一般予防活動の実施にあり、少なくと
も調査を実施した地域の農業委員会等、行政窓口側
が行政書士法及び行政書士制度について再認識する
という点においては有効に作用しているものと思わ
れる。
　各単位会の調査件数の集計を本人申請、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、４割弱が行政書士の代理申請で
あり、５割弱が本人申請であった。各単位会の実情
に応じて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、以前の調査において、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ことがわか
る。また、依然として行政書士以外の代理申請が見
受けられるが、昨年度と比べると減少していること
から、各単位会における監察活動が有効に作用して
いるものと思われる。

６　今後の課題  

や協力体制の構築など）等と続いている。以上の点
が、今後対応すべき主な課題ということになる。
　監察活動の拡充を課題として挙げた、監察活動の
推進に積極的な単位会が、昨年に引き続き最多と
なった点に注目することができるほか、行政窓口と
の関係については、窓口における申請者等の本人確
認の徹底がなされていないことや窓口担当者の行政
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。
　調査・排除の方法論については、個人情報保護等
の問題から、詳しい実態を調査することが難しいと
の回答が依然として多く見られた。
　また、他団体との関係については、行政書士会の
みで違法行為を排除することの難しさ等の理由から、
他団体とのより深い関係構築が必要であるとの回答
があった。

７　総　　評 

　各単位会の総評を見ると、継続的な取組による成
果を実感している単位会が多く、次年度以降も引き
続き同様の活動を計画するとともに、活動範囲の拡
充（関係団体等への更なる働きかけ・協力関係の構
築など）や効率的な実施方法の検討など、より一層
の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。また、継続的な取組によって官公庁
等と緊密な協力体制が構築されたことにより、これ
まで要請しても対応いただけなかった活動や今回新
しく実施した活動に対しても、快く承諾していただ
けるようになったとの回答もあり、継続して監察活
動を行うことの重要性を実感している単位会が多く
見られた。
　さらに、非行政書士排除の活動においては、行政
書士の存在を広く一般に認知させることも重要であ
るとの回答や一般的な予防としての監察活動と並行
して、行政書士の資質を向上させる必要性があると
の回答もあり、行政書士制度における監察活動の本
来あるべき姿を再認識した単位会も見受けられた。
　その一方で、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寄
せられた。先の国会において、非行政書士排除に関
して、前向きな協力をいただける趣旨の答弁があっ
たことも踏まえ、これまで以上に関係機関との連携
を強化する方向での取組を検討していく必要性が感
じられた。

以上

　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、①「活動の拡充」（継続的取組や更に踏
み込んだ調査の必要性など）が最も多く、次いで②
「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など）・「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な対応方
法など）、③他団体との関係（業界団体等への働きか
けなど）・会員との関係（単位会内部での認識共有



●インフォメーション

2020.4　No.56944

　令和元年度行政書士試験結果について、令和２年１月２９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

１１.１１４０１,２６４１,６１５北 海 道

８.２１８２１９２９４青 森 県

９.６２８２９１３７９岩 手 県

９.６７２７５０１,０００宮 城 県

５.９９１５３１９３秋 田 県

６.５１２１８６２４１山 形 県

９.２４０４３３５６２福 島 県

９.６５４５６０７２９茨 城 県

８.８４９５５４７１３栃 木 県

１０.０６０６００７９０群 馬 県

１２.８２３３１,８２０２,３８５埼 玉 県

１２.４２３５１,８９７２,４７２千 葉 県

１３.３１,１９２８,９３９１２,３３９東 京 都

１２.５２９９２,３９９３,１２４神奈川県

９.６４９５１１６４２新 潟 県

９.８２７２７６３５９富 山 県

１２.３４０３２６４０７石 川 県

１１.０１７１５５２０５福 井 県

８.１１６１９８２５３山 梨 県

１０.７５０４６８６０３長 野 県

８.４３５４１５５３３岐 阜 県

９.０９０９９６１,２８０静 岡 県

１０.９２９２２,６７５３,４２５愛 知 県

５.１１８３５１４７１三 重 県

合格率
（％）合格者数受験者数受　　験

申込者数試験地

１１.７４３３６７４７４滋 賀 県

１１.２９４８４０１,１０６京 都 府

１３.１４７１３,５９２４,６４１大 阪 府

１４.１２１１１,５０１１,９２１兵 庫 県

９.１２５２７４３３５奈 良 県

８.２２３２７９３５４和歌山県

９.１１０１１０１４１鳥 取 県

１２.９２６２０２２５９島 根 県

１０.４５７５４６７３５岡 山 県

９.１６４７０７９３６広 島 県

７.０１６２２９２９４山 口 県

９.９１８１８１２５１徳 島 県

１２.０３３２７４３５９香 川 県

８.８３０３４２４１９愛 媛 県

１０.４１７１６４１９９高 知 県

１０.８１７１１,５８３２,０８４福 岡 県

６.５１６２４７３２１佐 賀 県

１１.８２９２４６３１８長 崎 県

８.５３６４２３５５２熊 本 県

５.７１３２２７２８５大 分 県

７.０１７２４２３１９宮 崎 県

１０.８４３３９７５１６鹿児島県

８.０３３４１２５５３沖 縄 県

１１.５４,５７１３９,８２１５２,３８６計

令和元年度行政書士試験結果一覧
 Info 
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著作権教育伝道師の公募結果について

＜国際・企業経営業務部　知的財産部門＞

 Info 

２

　日本行政書士会連合会（日行連）、国立大学法人山口大学（山口大学）、一般社団法人コンピュータソフト
ウェア著作権協会（ACCS）は、２０１９年５月に締結した「著作権の普及啓発に係る包括連携協定」を元に、
「著作権教育Eネットワーク連絡会」として協働して、より効果的な著作権の普及啓発活動を実施するため著
作権教育伝道師を公募いたしました。その結果、応募総数８６名の御応募をいただきました。書類審査及び山
口大学、ACCSを招いた対面審査を行い、著作権教育の普及啓発にその意欲と経験をいかしていただくべく、
以下の５名の会員に就任していただくこととなりましたので、御報告いたします。

　今後、上記伝道師には以下のような課題の対応にあたっていただきます。

【課題】 １　行政書士がなぜ法教育、著作権教育を担うのか
　　　　 ２　学校教育法、学習指導要領、著作権法など、知っておくべき知識の整理
　　　　 ３　マニュアル、指導案などコンテンツの作成検討
　　　　 ４　地域への落とし込みの方法
　　　　 ５　その他

　公募に際しては多くの御応募をいただき、誠にありがとうございました。
　今回、御希望に沿えない選考結果となった会員の皆様におかれましても、引き続き御指導をいただきたく、
何卒よろしくお願い申し上げます。

北海道会　 工藤　保広 会員　　　 神奈川会　 那住　史郎 会員
静 岡 会　 中津川浩淳 会員　　　 富 山 会　 仙波　芳一 会員
佐 賀 会　 徳永　　浩 会員

日本公証人連合会からのお知らせ
実質的支配者となるべき者の申告書の改訂について

　株式会社等の定款認証の際には、実質的支配者となるべき者の申告書の提出が必要と
なっています。この度、その申告書の書式が改訂されましたので、お知らせいたします。
新しい書式は、以下の日本公証人連合会のホームページからダウンロードできます。
（http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan）

　改訂箇所は、以下の３点です。

１　公証人氏名欄の不動文字「公証人　　殿」を「認証担当公証人　　殿」に改め、公証人の氏名
については、記載しても記載しなくても差し支えないようにしました。

２　「（商号）」及び「（名称）」の文字を大きくして、本欄が目立つようにしました。
３　電子申請の場合の読み仮名と統一を図るため、実質的支配者となるべき者の氏名欄の不動文字
「よみ」を「フリガナ」に改め、読み仮名をカタカナで記載していただくようにしました。
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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。

　令和２年２月４日、高松信用金庫本店にて香川会と高松信用金庫による「地域活性化に関する連携協定」
が締結されました。
　本協定は、「街の法律家」としての行政書士と「地域金融機関」である高松信用金庫が相互に連携を図り、
互いが有する資源を有効活用して、郷土の中小企業の繁栄と家庭の幸福創造を支援することを目的としてい
ます。
【本協定の取組事項】
１　中小企業の支援に関する事項（８項目）
創業・第二創業における許認可取得及び事業承継並びに知的財産
活用経営に関する支援等

２　家庭の支援に関する事項（５項目）
　遺言・相続関連及び示談書等並びに任意後見制度に関する支援等
３　その他中小企業及び家庭の地域活性化の支援に寄与する事項
　今後は上記取組事項を具体化するとともに、高松信用金庫３１店舗の各
営業エリア内において本会会員を選任し、交流を図り、会員個人の業務
範囲の拡大に積極的に取り組んでいきたいと思います。

高松信用金庫と「地域活性化に関する
連携協定」を締結しました

香川県
行政書士会

　令和元年１２月２３日、奈良会は、奈良県信用保証協会（以下、「協会」という。）との間で「中小企業支援の
連携に関する覚書」を締結しました。
　毎年１０月は行政書士制度広報月間ですが、この広報月間中に協会を訪問し意見交換させていただいたこと
が契機となり、協会と本会との間で協力関係を構築することについて協議を行うこととなりました。
　調印式には、協会から松谷幸和会長を始めとする理事の皆様、経営支援部の担当者が、本会からは中嶋章
雄会長、黒田敬子副会長、受託業務管理部・監察部・広報部の担当者が出席しました。
　調印式の後は、和やかな雰囲気のもと、両会の役員・担当者間での意見交換が行われ、今後の両会の連携
を進めていく上で有意義な時間となりました。
　協会は、保証業務を通じて地域の方々の支援を続けてこられ、令和元年１２月３日で創立７０周年を迎えられ
ました。奈良県内の金融機関経由の融資案件に対する保証を
行うのみならず、融資相談の最初の窓口としても積極的に取
り組んでおられます。早速、本年度中に本会の研修に協会担
当者をお招きし、「創業時の保証制度」を中心に保証協会の業
務について説明いただくことになりました。
　一方、本会からも、融資案件に関連して許認可業務に関す
る相談があれば、相談員や研修講師の派遣要請等に対応させ
ていただくなどの連携を予定しています。

奈良県信用保証協会と「中小企業支援の
連携に関する覚書」を締結

奈良県
行政書士会
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　石川会では社会貢献活動の一環として、昨年度より地域の公民館や福祉施設を訪問して遺言や相続、成年

後見制度など身近な法律知識に関する出前講座を行っています。

　２月５日、金沢市立西公民館を訪れ、「遺言の作成・終活の知識」というテーマで開催した出前講座には、

雪のちらつく悪天候の中、地域の高齢者１８名が参加し、「体の自由が利かなくなったら？」「認知症になった

ら？」「自分が死んだあと残された妻（夫）はどうなる？」といった高齢者に身近な法律知識について、実

際にあった事例を交えて紹介しました。

　出前講座の最中には、講師の体験談に会場が沸く場面や、自身の経験と照らし合わせて深く考えるような

場面も見られました。

　終了後の質問コーナーでは、「遺言書がなかったらどうなるのか」「延命措置拒否の意思を紙に書いておけ

ば有効になるのか」「成年後見制度にはお金がかかるのか」など、多くの質問が寄せられ、高齢者にとって

身近な問題である遺言の作成や終活の知識への関心の高さを感

じました。

　出前講座を開始した昨年度は５件の開催でしたが、本年度は

１３件の申込みがあり、出前講座に対する市民のニーズの高さを

実感しています。石川会ではこれからも出前講座や法教育特別

授業等の社会貢献活動を通じ、「行政書士」が身近な街の法律家

であることを県民・市民の皆様に実感いただけるような活動を

続けてまいります。

公民館や福祉施設への行政書士
出前講座について

石川県
行政書士会

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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法規監察部会
【協議事項】
１　次年度事業計画及び予算案について
２　照会案件等について
３　その他

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（６５件）
２　その他

４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４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　次年度予算案の策定に係る基本方針
について

３　今後の行政書士法改正要望について
４　その他

常任理事会（～６日）
【合議事項】
１　公益社団法人日本複製権センター及
びサートラスとの協定について

２　出入国管理及び難民認定法施行規則
の一部を改正する省令案等（オンラ
イン申請）に係る意見書の提出につ
いて

３　専門員の登用について
４　「おしごと年鑑２０２０」事業への参画に
ついて

５　オンライン申請に係る今後の対応に
ついて

６　その他

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（水（水））

許認可業務部
農地・土地利用部門会議（～６日）
【協議事項】
１　農林水産省との意見交換について
２　次年度事業計画及び予算案について
３　「権利者探索の手引き」について
４　パブリックコメントへの対応について
５　その他

OSS特別委員会
【協議事項】
１　次年度事業計画及び予算案について
２　軽自動車OSSへの対応について
３　その他

中央研修所運営会議
【協議事項】
１　次年度事業計画及び予算案について
２　アンケート内容について
３　日本行政に掲載する紹介記事について

総務部会（～７日）
【協議事項】
１　総務部事業執行スケジュールについて
２　本年度総務部事業報告案について
３　次年度事業計画及び予算案について
４　日本行政書士会連合会会則の一部改
正（案）について

５　行政書士倫理の一部改正（案）につ
いて

６　日本行政書士会連合会事務局職員就
業規則の一部改正（案）について

７　照会案件の対応について
８　行政書士法人の手引の改訂について
９　その他

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（木（木））
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電子申請推進委員会（～７日）
【協議事項】
１　本年度事業報告について
２　次年度事業計画及び予算案について
３　その他

行政書士制度あり方検討委員会
（～７日）
【協議事項】
１　「行政書士制度の中長期ビジョン」等

に関する諮問について
２　次年度事業計画及び予算案について
３　その他

選挙管理委員会
【協議事項】
１　本年度事業報告及び決算見込みにつ
いて

２　次年度事業計画及び予算案について
３　その他

資格審査会

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
１　次年度事業計画及び予算案について
２　行政書士及び行政書士法人の業務範
囲について

３　政策提言について
４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（水（水））

規制改革委員会（～１３日）
【協議事項】
１　次年度事業計画及び予算案について
２　「規制改革ホットライン」提出意見の
回答について

３　その他

許認可業務部会（～１４日）
【協議事項】
１　次年度事業計画及び予算案について
２　本年度事業の進捗状況について
３　その他

法務業務部会（～１４日）
【協議事項】
１　本年度事業の具体的推進について
２　次年度事業計画及び予算案について
３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（木（木））

登録委員会（～１９日）
【登録審査】
１　審査件数（８７件）
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（火（火））

ADR推進本部会議（～２０日）
【協議事項】
１　ADR代理権の取締に向けた対応に
ついて

２　認証取得単位会課題検討協議会につ
いて

３　ADR調停人養成のためのプログラ
ムと効果測定の策定について

４　単位会が実施する研修への講師派遣
対応等について

５　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（水（水））
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ADR認証取得済単位会
課題検討協議会

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　本年度事業報告（案）について
２　手引き改訂について
３　異議申立て案件について
４　責任者会議のテーマ等について
５　パンフレットについて
６　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（木（木））

申請取次実務研修会（大阪）
（受講者３６０名）

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（金（金））

許認可業務部
農地・土地利用部門会議（～２６日）
【協議事項】
１　次年度事業について
２　本年度事業の振り返り
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（火（火））

経理部会（～２７日）
【協議事項】
１　特定資産運用について
２　顧問税理士について
３　本年度事業報告案について
４　次年度予算案について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（水（水））

電子申請推進委員会（～２８日）
【協議事項】
１　GビズIDに関する経済産業省との意
見交換

２　デジタル推進本部（仮称）の設置に
ついて

３　デジタルガバメント実行計画に対す
る提案書について

４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（木（木））
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＜受講申込の手順＞

申
請
取
次
関
係
研
修
会
受
付
係

①本ページをコピーし、下記の
　申込票兼連絡票に御記入の上、
　A4判のまま、FAXにてお申込
　みください

②ニ営業日以内に受付係より受講
　料振込方法を貼付したFAXを返
　信いたします

③払込期限までに御入金ください

④入金確認後、受付係より受講票
　をFAX送信いたします

以上で受講申込手続完了です。
※下記の留意事項を御確認の上、御受講
くださるよう、お願いいたします。

　　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：大阪

【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

私は、開催概要及び留意事項について承諾し、下記研修会に申し込みます。
2020.5.21（木）開催　行政書士申請取次事務研修会（於：ウェスティンホテル大阪）

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】※4月20日（月）9時受付開始

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：会員専用サイト「連con」＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ 】

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
※行政書士証票の交付後に、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

2020年5月21日（木）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。遅刻・早退など受講の
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

ウェスティンホテル大阪
（大阪市北区大淀中1-1-20（新梅田シティ内））

会会　　場場

2020年4月20日（月）9時～4月27日（月）17時　厳守
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、受付いたしかねます。

受付期受付期間間

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6756－9885】
宛てにお申込みください（右図＜受講申込の手順＞を御参照く
ださい）。なお定員に達した場合、先着順での受付とさせてい
ただきます。
※２営業日以内に返信FAXが届かない場合に限りお問合せください。

申込方申込方法法

30,000円（消費税込）
※払込期限までに御入金がない場合は申込辞退として取り扱われます
ので御注意ください。
※一度納入された受講料は、災害等により研修会が中止になった場合
を除き返金しません。

受 講受 講 料料

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
御承知おきください。

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

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

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

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

ユキマサくんのスポーツバージョンが新登場！

要チェック
だニャ！

～「連con」掲載例～

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

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

   登録はお済
みですか？

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

りです。

　「裁判所ごとに報酬額が異なるのは不公平です。

報酬概算をわかりやすいものとして公表すべきで

す。」「身上保護についての活動が十分でなかった場

合には、報酬を減額すべきです。」「知的障害者は資

産形成が難しいにもかかわらず制度利用が長期にわ

たるため、その特性に配慮した報酬のあり方を検討

してもらいたい。法人後見の活用を推進してもらい

たい。」「すでに成年後見制度利用支援事業という報

酬助成事業がありますが、国は社会保障の一つとし

て、後見人等の報酬を適切に確保できる体制を整え

ていくべきと考えます。成年後見制度の利用を希望

する方あるいは必要とされる方が、お金がないとい

う理由をもって利用ができないという事態にならな

いように、法整備を含めた議論が必要です。」「成年

後見利用支援事業の拡充だけではなく、成年後見に

関しての補完という意味で、要介護者や障害者等の

必要な金銭管理支援等を可能にするため、判断能力

低下を要件としないで日常生活自立支援事業が活用

できるよう関係整備をぜひお願いします。」「今後、

後見人等の担い手の確保が難しくなる中、市民後見

人の養成は重要ですが、１人の市民後見人を養成し、

これを維持するためには毎年５０～１００万円のコスト

（税金）が掛かるといわれています。研修費など自

己の負担で養成される専門職後見人を活用すること

で低コスト（少ない税金投入）による成年後見人の

確保が可能です。」

　裁判所は、今後も引き続き利用者側、後見人側の

双方の意見を聞きながら具体的な検討を行い、新た

な報酬算定の考え方に基づく運用にをしていく方針

とのことです。

成年後見制度利用促進における国の動き３

　日本行政３月号に引き続き、令和元年１１月２０日に

実施された成年後見制度利用促進専門家会議第３回

の中間検証WG（ワーキング・グループ）について

報告いたします。

　今回の会議のテ－マは、①後見人等の選任・交代、

②後見人等の報酬、③診断書の在り方等の検討、④

医療等に係る意思決定が困難な人への支援、⑤欠格

条項の見直しについてです。

　厚生労働省からは、①後見人等の選任・交代に関

する取組として、地域連携ネットワーク・中核機関

の整備を通じて、適切な後見人等の選任・交代、後

見人等の適切な支援に向けた仕組みをつくることや、

成年後見制度利用支援事業の実施状況等に関する報

告がありました。さらに、適切な後見人候補者の選

任のために行う家庭裁判所に推薦する受任調整会議

及び後見人支援について、８つの自治体による取組

例が紹介されました。

　最高裁判所からは、①後見人等の選任・交代、②

後見人等の報酬に関する取組状況の報告があったほ

か、③診断書の在り方に関しては、平成３１年４月に

導入された本人情報シートの利用状況について、約

半数ほどにとどまっている旨の報告があり、更なる

周知・活用が呼びかけられました。

　WG委員からは、全国どの地域に住んでいても必要

な人に必要な支援が届くような仕組みをつくることが求

められること、報酬の問題は本人や家族の一番の関心

事であり、意思決定支援や身上保護の観点も踏まえた

適切な報酬算定に関する考え方が示される必要がある

こと、医療等に係る意思決定が困難な人への支援等に

関するガイドラインについては、研修等を通じて医療現

場に浸透させることが重要であること等、各テーマにつ

いて様 な々意見が出されました。

ココココココココココココココココココココススススススススススススススススススススモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモススススススススススススススススススススIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffoooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooコスモスInformationnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn　　

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター　
理事　原　田　裕　仁
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コスモス正会員・賛助会員募集のお知らせ

　コスモスは全国約４８,０００名の行政書士のうち、４,０００名以上の会員で活動することを目指しています。
コスモスの活動目的を御理解いただき、ぜひ御加入いただきますようお願いいたします。
　正会員となるためには、各コスモス支部で開催される入会前研修（３０時間）を受講し、考査に合格
する必要があります。入会を希望される方は、次の事項について御確認ください。
　・コスモスは社会貢献を実施する団体であり、会員に対する業務の斡旋を目的としていません。
　・入会金１０,０００円、年会費２４,０００円を御負担していただきます。
　・成年後見賠償責任補償制度に加入する必要があります（年５,８１０円）。
　・入会後も２年の間に、更新研修（８時間以上）を受講していただきます。
　・後見業務について、年に４回報告する義務があります。
　入会前研修の実施時期については、お近くのコスモス支部までお問い合わせください。なお、コス
モス支部が設置されていない単位会の会員は現時点では入会できません。
　また、コスモスの活動を支援していただける賛助会員（後見業務を行わない者）を募集しておりま
す。行政書士資格、所属単位会、個人、法人などの制限はありません。詳しくはお近くのコスモス支
部へお問い合わせください。

　昨年１２月、行政書士の業務が多様化し、また専門

職として期待される社会的活動の範囲が大きく広が

る中で、行政書士法の一部を改正する法律（令和元

年１２月４日・法律第６１号）が成立いたしました。こ

の改正により行政書士法の目的に「国民の権利利益

の実現に資すること」が明記されました。私たちコ

スモス成年後見サポートセンターの会員が、暗中模

索の中、取り組んできた成年後見制度の利用を促進

するための活動、被後見人等の幸せを願いながら一

つ一つの事案に真摯に向き合い、正に、被後見人等

の権利利益の実現を図るために行ってきた活動の方

向性が行政書士の行う活動と軌を一にすることがで

きたものと、今回の改正を大変心強く受け止めてお

ります。

　私たちコスモス成年後見サポートセンターは、行

政書士が専門職として成年後見制度の利用促進に深

く関与していくことが、国民の権利利益の実現に資

することを今一度深く自覚し、日本行政書士会連合

会と強力な連携体制のもと事業活動を推進してまい

ります。

近況報告（新年賀詞交歓会開催報告、行政書士法改正）

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター　
業務執行理事　勝　尾　太　一

　令和２年１月１７日、ANAインターコンチネンタ

ルホテル東京にて、令和２年新年賀詞交歓会が開催

されました。本年から日本行政書士会連合会、日本

行政書士政治連盟に加え一般社団法人コスモス成年

後見サポートセンターの共催となりました。

　常住豊日行連会長、井口由美子日政連会長の挨拶

に続き、髙尾明仁理事長が成年後見制度の利用促進

を担う団体として、御来駕の皆様に新年の御挨拶を

申し上げました。

　このような晴れがましい場において、コスモス成

年後見サポートセンターの名を広くお知らせするこ

とが実現できたことについて関係各位に深く感謝申

し上げます。 

新年賀詞交歓会で挨拶をするコスモス高尾理事長
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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。

　オリンピック・パラリンピックま
で４か月となりました。多くの競技がある中、ア
ーチェリーに注目しています。アーチェリーとい
う競技は７０m先の標的に向けて矢を放ちます。中
心から１０点、９点…１点と外側に向かって点数が
小さくなります。予選では的を目掛けて、７２射を
放ち合計点数を競います。強靭な精神力が必要で
あることに加え、雨や風、寒さや暑さに適応する能
力が必要となります。決勝は、１対１のトーナメ
ント方式です。より多くのプレッシャーを乗り越
えた選手が勝者となります。
　競技とは異なりますが、時代の先に照準を合わ
せて、日々生じる問題を乗り越えて目標達成を目
指す姿は、我々行政書士の業界にも通じるものが
あるのではないでしょうか。
　アーチェリー強豪国と言えば、隣国の韓国です。
オリンピック・パラリンピックでは日本の活躍を期
待したいところです。頑張れニッポン！

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（森）

会員の動き
◆登録者数（令和２年２月末日現在）

４８,８６１名合 計　 　
7,103名女41,758名男内 訳　 　
6,550名女40,059名男・個人事務所開業
252名女1,194名男・行政書士法人社員
301名女505名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和２年２月中の処理件数）
１２９名新規登録　合　計
26名女103名男　　　　　内　訳
１３２名登録抹消　合　計
15名女117名男　　　　　内　訳

101名　　　　　・廃　業
28名　　　　　・死　亡
3名　　　　　・その他

◆法人会員（令和２年２月末日現在）
９１０法 人 事 務 所 数
561・主たる事務所数（行政書士法人数）
349・従たる事務所数


