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申し上げます。　一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
東日本大震災の被災に係る各種行政手続、今後の暮らしや事業の悩みなど、電話による無料相談を実施しています。
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　私がこの原稿を執筆しているのは１月の下旬です。平成３０年という新たな年を迎えました。また、本誌が

発行される頃には、平成２９年度最後の月を迎えます。新年を迎えたとともに年度の変わり目にあたり、この

１年間で私自身は成長したのか、日行連は前に進んだのか、行政書士制度は発展したのか、繰り返し自問自

答しているところです。皆様にとって、この１年はどのような１年でしたでしょうか。また、次の１年はど

のような目標を掲げていますでしょうか。

　１月１９日、日行連は日本行政書士政治連盟と共催で、毎年恒例の新年賀詞交歓会を開催いたしました。今

年も会員の皆様はもとより、国会議員の皆様、関係省庁、士業団体、関係団体、学識者の皆様など、多くの

御来賓の方々に御来場いただき、華やかな雰囲気の中でいつにも増して盛況となりました。御来場いただい

た皆様に感謝申し上げます。また、これは会員の結束による結果であり、単位会、会員の皆様が日頃より制

度の発展に尽力いただいていることの証でもあります。新たな年の始まりに、大きな希望を感じさせる会で

あったと思います。

　さらに、私は日行連会長として、各単位会が開催する新年祝賀会にも、できる限り出席させていただきま

した。御来賓の皆様はもちろんのこと、各地の会員の皆様から、地域の事情・悩みを含めたくさんの御意見

を頂戴いたしました。飲食のリラックスした場であっても皆様真剣そのもので、祝賀会が終了してもその熱

い思いは尽きることなく、二次会三次会と深夜に及ぶことがほとんどでした。日程が重なるケースも多く、

会長代理として副会長等が出席させていただいた単位会もありましたので、出席した副会長等からも、お受

けした御意見をしっかりと聴きたいと思います。

　私が受けた御意見は、行政書士法改正要望、所有者不明土地問題、空き家対策、成年後見、裁判外紛争解

決手続（ADR）、申請取次業務、建設業等の申請業務、自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）、

特定行政書士の活用など、ここに書き切れないほど多岐にわたるものでした。中には意見を述べられる御自

身が注力している分野を中心に考えるような持論も見受けられましたが、これも貴重な声の一つです。これ

を「言いっ放し、聴きっ放し」にしては意味がありません。会全体の課題として共有し、方向性を集約して

いくことが大切で、私をはじめとする日行連の役員はもちろんのこと、会員の皆様一人一人も、その自覚を

持つことが必要だと感じました。

　また、過去を振り返っての御意見もありましたが、その時その時の決断があったのだと思います。後に

なって評価することも大事ですが、それは前向きなものでなくてはなりません。制度のあるべき姿に真剣に

向き合った決断だったのかどうかを見つめ直し、それを必ず「未来につなげていく」ことが必要です。 



EYES

2018.3　No.5442

　年度も終わろうとするこの時期は、事業報告をまとめ、次年度の事業計画を練るときです。まさに「過去

を振り返り、未来につなげていく」作業です。過去に「新たな事業」として取り組んできた事業も、３年を

目途に見直し、新たな施策への取組に向ける必要があると考えています。事業を続けること自体が目的化す

ることは避けなければなりません。個々の事業の目的を常に認識し、効果を検証し、継続させるのか発展的

に収束させて次の新たな事業につなげるのか、この判断の繰返しが大切であり、止めれば制度の衰退につな

がります。また、社会の動きは目まぐるしく、国民生活に困難や課題が生じた際には、情報を収集・集約し、

直ちに対応しなければ、せっかくの行政書士制度の強みを国家施策の中で生かしきれなくなります。これは

国民の皆様にとっても行政にとっても損失であり、その意味でも、私たち日行連の事業計画は非常に重い意

味を持つものと言えると思います。そのような観点からも、事業計画は時期を逸せず速やかに執行すること

が必要です。流れに乗り遅れれば、気付かないうちに行政書士制度にとっての致命傷になりかねません。

　これを踏まえ、日行連の各部、委員会、中央研修所等の執行組織には、当然ですが、日行連全体が連携し

た方向性をしっかりと持たせ、事業の継続自体が目的化とならない事業計画案を組むよう、指示しています。

また、会議のあり方に関しても、想定外の新たな社会問題が表出した場合であっても、対応計画を整理し即

座に関係機関への行動に移すことができるよう、必要な時間を確保した会議設定をするように指示していま

す。先述した日行連の新年賀詞交歓会や各単位会の新年祝賀会の場でいただいた御意見も、事業計画案の策

定の際に大いに参考にさせていただきたいと思っています。

　ところで、全国組織の連合会である日行連の事業計画は、単位会では難しい、連合会にしかできない案件

が中心となります。数ある重要な項目の中の一つとして、引き続き、関係省庁・団体との連携強化を挙げた

いと考えています。特に他士業の中央団体との信頼関係の構築は、重要な課題です。

　行政書士制度を始め、各士業制度のあり方は、やはり国民の皆様の視点に立つこと、困難な場面に直面し

た方々に寄り添うことが原点だと思います。どの士業も同じ想いを共有しているはずであり、連携すれば大

きな力になります。私は、大きな意味でこの連携が必要な時代が、それほど遠くない将来にやってくると感

じています。

　個々の場面を切り取れば対立した過去もありますが、業務範囲は違っても、依頼者からよく話を聴き、代

理や書類作成につなげていく過程はどの士業も同じです。まずはお互いに傾聴する姿勢を大切にし、話合い

を進めたいと思います。単位会レベルの各地域における各士業間は、連携が取れているケースがほとんどで

す。中央でもしっかり連携を図り、各々の士業の強みを互いに尊重して、国家的な課題に取り組んでまいり

たいと考えます。
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民泊について 民泊について 

　民泊とは、住宅（戸建住宅、共同住宅等）の全部
又は一部を活用して宿泊サービスを提供することで
す。民泊は、多様化する宿泊ニーズ、急増する外国
人観光客の宿泊需要、空き家の有効活用等の地域活
性化などに対応するため、住宅を利用した宿泊サー
ビスの健全な普及を目指すことを目的としています。
　民泊に対する様々なニーズに応え、宿泊者の安全
性の確保、近隣住民とのトラブル防止などが適切に
図られるよう、旅館業法等の現行制度における規制
のあり方を見直し、適切な規制の下で民泊を推進す
ることができるよう類型別に規制体系に基づいた法
制度が新たに整備されました。平成２９年３月「住宅
宿泊事業法（以下 民泊新法）」が閣議決定され、平
成２９年６月９日に成立し、６月１６日に公布されまし
た。これに伴い「住宅宿泊事業法施行規則」、「国土
交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」、及び「厚生労
働省関係住宅宿泊事業法施行規則」が、平成２９年１０
月２７日に公布されました。民泊新法は平成３０年６月
１５日に施行されます。

民泊に関する法規制 民泊に関する法規制 

　民泊はこれまで１．旅館業法、２．特区民泊/民
泊条例（旅館業法上の特例扱い）の規制の枠内にお
ける限りで認められてきましたが、新たに３．民泊
新法（平成３０年６月施行）により３種類の法に基づ
く民泊営業ができることとなります。
１．旅館業法において旅館業は、①ホテル営業、②
旅館営業、③簡易宿所営業、④下宿営業の４つに
分類されており、民泊営業をするには簡易宿所営
業許可が必要です。
　　簡易宿所営業は、客室を多数人で共用する宿泊
施設での営業でカプセルホテルや山小屋、キャン
プ場のバンガローなどが該当します。

２．特区民泊/民泊条例による民泊は、国家戦略特
別区域の認定を受けた区域で自治体の条例により
規定される地域内に限られ、民泊営業を行うには
行政機関の営業認可が必要です。
　　国家戦略特別区域とは、国が進める新しい経済
特別区域のことで、地域を限定した規制緩和や税
制面の優遇で民間投資を引き出し、産業の活性化
等を推進する地域です。
３．民泊新法による民泊は、旅館業法等の規定に当
てはまらない新しい営業形態で、対象となる施設
は住居、営業日数の上限設定等の規定があり、民
泊営業を行うには行政機関へ届出、登録が必要で
す。
　　民泊営業に係る詳細な要件は「住宅宿泊事業法
施行規則」に家屋、設備の定義、届出等要領、宿
泊者名簿、報告義務、管理業務の委託方法などが
定められ、「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行
規則」に宿泊者の安全等の確保を図るための措置、
住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業の登録などが
定められ、「厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行
規則」に居室の床面積、宿泊者の衛生確保を図る
ための措置が定められています。

住宅宿泊事業法（民泊新法） 住宅宿泊事業法（民泊新法） 

　民泊新法は、民泊に関わる一連の事業者の適正な
運営を確保しつつ、国内外からの宿泊需要に的確に
対応し、観光客の来訪や滞在を促進することで国民
生活の安定向上及び日本経済の発展に寄与すること
を目的として定められた法律です。
　民泊は住宅を活用した営業形態であるため、今ま
で宿泊施設を作ることができなかった住居地域でも
民泊営業が可能ですが、自治体の条例などで営業が
規制されることもあります。民泊は「家主居住型」
と「家主不在型」の２つに分類され、住宅の貸し出
しが認められます。ただし「家主不在型」について

民泊に関する「住宅宿泊事業法（民泊新法）」民泊に関する「住宅宿泊事業法（民泊新法）」のの
施行にあた施行にあたりり

＜許認可業務部　社労税務・生活衛生部門＞

● スペシャルリポート　許認可業務部　社労税務・生活衛生部門
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は、住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要があり
ます。営業日数（人を宿泊させた日数）については
年間最大１８０日以内に制限されますが、自治体の条
例などで営業日数を短縮されることもあります。
　さらに、関係法規則において、以下の内容が定め
られています。
【住宅宿泊事業法施行規則】
①人の居住の用に供されていると認められる家屋
について
②都道府県が法第１８条の規定に基づく条例を制定
しようとするときの手続について
③届出等様式等について
【国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則】
①宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置に
ついて
②住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業の登録要件等
について
③登録等様式について
【厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則】
　①居室の床面積について
　②宿泊者の衛生確保を図るための措置について
【住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令、住宅宿
泊事業法施行令】
①住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準
について
②住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料につ
いて

民泊新法の事業者 民泊新法の事業者 

　住宅宿泊の事業者は３種類に分類されます。
１．「住宅宿泊事業者」
　民泊新法の施行後、住宅宿泊事業者は都道府県
知事（保健所設置市はその首長）に対して「届出」
をすることで、旅館業法の許認可がなくとも民泊
（住宅宿泊事業）を運営することができます。運
営に対する主な規制は、①一年間の営業日数、②
衛生管理、安全確保、③外国語による施設案内等、
④宿泊者名簿の備え付け、⑤苦情、問合せへの対
処、⑥宿泊日数等の定期的な報告等があります。
２．「住宅宿泊管理業者」
　住宅宿泊管理業者とは、住宅宿泊事業者が届出
した住宅の部屋数が適切な管理数を超える場合、
家主不在型の民泊事業者から委託を受ける場合な

ど、住宅宿泊管理業、住宅宿泊事業の適正な遂行
のための措置を行う民泊運営代行会社のことをい
います。住宅宿泊管理業を行うものは、国土交通
大臣に「登録」をする必要があります。
　住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置とし
ては、住宅宿泊事業者への管理受託契約に係る必
要事項を記載した書面の交付、衛生水準の確保、
騒音防止の説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作
成・保管などがあります。
３．「住宅宿泊仲介業者」
　住宅宿泊仲介業者とは、住宅宿泊事業者と宿泊
者との間の宿泊契約締結の仲介を行う会社のこと
をいい、運営にあたっては観光庁長官の「登録」
をする必要があります。
　住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置とし
ては、宿泊者への契約内容の書面による説明、標
識の掲示、利用料金の事前公示などがあります。

 民泊新法における民泊営業申民泊新法における民泊営業申請請 

「民泊新法」「住宅宿泊事業法施行規則」及び「国
土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」「厚生労働省
関係住宅宿泊事業法施行規則」において、それぞれ
の事業者に対して「届出」「登録」など事業運営に
ついて必要となる手続、及び事業者として実施する
べき「業務」の内容、それらの「監督」権限等につ
いて詳しく定められています。
１．「住宅宿泊事業者」を都道府県知事等に届出する
のに必要な書式、添付書類等は次のとおりです。
・住宅宿泊事業届出書（商号、名称又は氏名、住
所等を記載）
・誓約書
・住宅の所在地、営業所又は事務所を設ける場合
はその名称と所在地
・住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託先の
住宅宿泊管理業者の商号等
・住宅の図面、登記事項証明書、転貸承諾書、区
分所有建物の規約等
・宿泊者名簿の備え付け、標識の掲示、宿泊日数
の報告
　届出に係る様式等一式は
http://www.mlit.go.jp/common/００１２０７７７９.pdf
からダウンロードしてください。

２．「住宅宿泊管理業者」を国土交通大臣に登録する

● スペシャルリポート　許認可業務部　社労税務・生活衛生部門
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のに必要な書式、添付書類等は次のとおりです。
・住宅宿泊管理業者登録申請書（商号、名称又は
氏名、住所等を記載）
・略歴書、誓約書
・営業所又は事務所の名称及び所在地
・財産的基礎に有する書類等
・登録は５年ごとに更新、登録時には登録免許税
（９万円）の支払い
　登録に係る様式等一式は
http://www.mlit.go.jp/common/００１２０７７８０.pdf
からダウンロードしてください。

３．「住宅宿泊仲介業者」を観光庁長官に登録するの
に必要な書式、添付書類等は次のとおりです。
・住宅宿泊仲介業者登録申請書（商号、名称又は
氏名、住所等を記載）
・誓約書
・営業所又は事務所の名称及び所在地
・登録は５年ごとに更新、登録時には登録免許税

（９万円）の支払い
　登録に係る様式等一式は
http://www.mlit.go.jp/common/００１２０７７８０.pdf
からダウンロードしてください。

　なお、民泊に係る届出、登録は、住宅宿泊事業法
施行前の平成３０年３月１５日から事前申請が可能です。

まとめ まとめ 

　民泊新法は平成３０年６月に施行されますが、その
間の民泊に関わる地方自治体条例、旅館業法、消防
法、建築基準法等の関連法令の動向を注視する必要
があります。さらに民泊新法の施行後においても民
泊事業者の届出、登録の担当機関が地方自治体、国
土交通省及び厚生労働省と跨がっており、各機関で
状況に応じた制度の見直し、法整備等が予想されま
す。今後の進展を調査、確認して業務に取り組むこ
とが重要です。

住宅の提供

住宅宿泊仲介事業者

都道府県知事 国土交通大臣

管理の委託（不在型の場合）
宿泊者 住宅宿泊管理業者住宅宿泊事業者

届出 監督 登録 監督

監督
登録

観光庁長官 情報共有

サ
イト
を
通
じ
た
予
約・
支
払

物
件
情
報
の
提
供

〔参考〕観光庁作成資料
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● スペシャルリポート　法務業務部

はじめに はじめに 

　近年、様々な業界で空き家対策関連施策が進めら

れています。本稿では長野会の二瓶裕史会員が平成

２７年から地元自治体からの委嘱により取り組んでお

られる空き家対策について、その報告をもとに行政

書士の立場から今後の展望を記しました。

伊那市の概要 伊那市の概要 

　伊那市は長野県の中心より南に位置し、「南アル

プス・中央アルプスの３,０００m級の山々に囲まれ、天

竜川・三峰川の扇状平野の間に広がる、自然豊かで

どこか懐かしいふるさとのような地」（長野県伊那市

『移住・定住ガイドブック』より）です。人口は約

６９,０００人、面積は東京２３区より少し広い６６７.９３㎢ あ

ります。“天下第一の桜”と称される「高遠城址公園」

があることや「信州そば発祥の地」としても知られ

ています。

深刻な空き家問題 深刻な空き家問題 

　昨今、「空き家問題」が大きく取り沙汰されていま

す。平成２５年住宅・土地統計調査の結果から、全国

の空き家率が発表されました。総住宅数は６,０６３万

戸と５.３％上昇しましたが、同時に空き家率は１３.５％

と過去最高を更新１しました。空き家は、防災や環

境・景観等広い範囲で問題となり、草木の繁茂や害

虫の発生等により深刻な相隣関係の問題となること

もあります。このようなことから空き家対策は全国

各地で急務とされています。各省庁でも空き家（空

き地含む）関連の施策が練られ、国全体の問題とし

て取り組まれていることが分かります。

　これまで主に問題とされてきたのは「特定空き

家２」と言われる、いわゆる「危険な空き家」でした。

しかし、過疎対策・人口減少対策という視点で空き

家を見たときに現れる「利活用」という面での空き

家問題も出てきました。

人口減少対策と空き家 人口減少対策と空き家 

　地方創生の時代、移住・定住の推進は当地も人口

減少対策として官民がともに力を入れている施策の

一つです。現在、伊那市では企画部地域創造課に

「移住・定住相談窓口」を設置し、移住・定住相談

についてのワンストップサービスを試みているとこ

ろです。相談件数は約３０件／月３あり、集落支援員４

として委嘱されている移住定住コーディネーターを

中心に相談対応にあたっています。二瓶会員は、集

落支援員として市長からの委嘱を受け、「空き家ア

クティベーター（空き家利活用の専門員）」として

空き家利活用に関する相談を中心に対応しています。

　「移住ブーム」とも言われている昨今ですが、移住

は簡単に成し遂げることができるものではありませ

空き家対策と行政書空き家対策と行政書士士
～長野県伊那市での取組から～長野県伊那市での取組から～～

＜法務業務部＞

１　前回調査は平成２０年。空き家数は５年で６３万戸増え８２０万戸
となった。さらに平成４５年（２０３３年）には３０％を超えるとも
いわれる。

２　特定空き家の判断基準は下記のいずれかに該当すること。
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、②著し
く衛生上有害となるおそれのある状態、③適切な管理が行わ
れていないことにより著しく景観を損なっている状態、④そ

の他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不
適切である状態。

３　宝島社『田舎暮らしの本』において、平成２６年から２年連続
で「子育て世代にぴったりな田舎部門」全国第１位を取得し
たことから、相談件数も増加傾向にある。

４　地方自治体が、地域の実情に詳しい人材で、集落対策の推進
に関して、 ノウハウ・知見を有した人材を「集落支援員」
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ん。移住を決断するまでにあたる大きな壁として

「働く場」と「住処（すみか）」があります。当然、

移住相談の中でもこの２つが大きな割合を占めます。

　ここで重要なキーワードとなるのが「空き家の利

活用」です。移住希望者がいるのに、空き家（特に

一戸建て）の流通がないため移住の機会を失ってい

る、というケースが多くあります。そこで、人口を

増やしたい自治体としては、こういった移住希望者

を受け入れるための住宅を掘り起こしたい、という

思いがあります。

　多くの市区町村で「空き家バンク」が制度として

置かれています。何らかの理由５で空き家になって

しまった物件を所有している方が、その物件の有効

活用を求めて自治体の空き家バンクに登録するもの

です。

　市区町村としては移住相談のたびに受ける「何か

いい物件はないか？」の問合せに対して、特定の宅

建業者の特定の物件を案内することが難しいという

事情があります。そこで、「移住・定住希望者向けの

物件」ということで、市区町村の移住定住施策の趣

旨に賛同し空き家バンクに登録してもらい、相談が

あった際はそこから積極的に紹介をしていく、とい

うことを進めています６。

　伊那市ではこれまでに約１００件の物件が登録され、

そのうちの約７割が移住定住希望者向けの「住処（す

みか）」として利用されています。中には大きくリノ

ベーションをし、オシャレなカフェを起業した若者

もいます。

行政書士と空き家対策 行政書士と空き家対策 

　さて、二瓶会員が伊那市から委嘱を受けて行って

いる業務ですが、正しく行政書士としてのキャリア

が直接いきてくる業務が多数あります。業務の紹介

をしながら指摘をしていきます。

　伊那市から依頼されている活動内容は、①空き家

の利活用促進（利活用可能な空き家の掘り起こしと

利用希望者とのマッチング）、②空き家バンク制度

の推進、③移住定住コーディネーターと連携し移住

に関わる研究及び相談対応、の３点です。業務は大

きく分けて「相談業務」、「調査業務」、「書類（資料）

作成業務」、「企画業務」の４点があります。

　１点目、相談業務としては、（ア）所有している

空き家をどうしようか悩んでいる、（イ）所有してい

る空き家を有効に使ってもらいたい、（ウ）伊那市に

移住したいと考えているがおすすめの空き家はない

か、（エ）市内で住み替えをしたいが良い空き家はな

いか、といった内容についての支援・アドバイスに

なります。

　（ア）及び（イ）について、建築基準法の問題や、

農地法の問題が絡むことも多く、特に農地の処分に

ついてはかなりのサポートができるでしょう。また、

実際に宅建業者を入れて媒介契約を結ぶときにも７、

契約内容の相談や確認を依頼されることがあります。

　（ウ）及び（エ）について、家庭菜園をやるため

の農地を取得したいが、農地取得のための必要下限

面積に届かない場合の相談や、賃貸借契約・売買契

約についての相談などについてアドバイスをします。

また、最近増えているのが「移住＋起業」というス

タイルです。こういった相談に対しても、例えば

「空き家を利用して小さなカフェを開きたい」とい

う場合、移住相談から起業まで同じ人間がアドバイ

ス（支援）できることになります。

　そして、（ア）から（エ）の相談対応に関して、

すべてに共通するスキルとして相談技法（面談技法）

があります。重要な財産の処分を検討している所有

者からの相談、また、人生の一大決心をしようとし

ている移住希望者の方の愚痴や悩みも含めた様々な

として委嘱。集落支援員が、集落への「目配り」として、集
落の状況把握、集落点検の実施、住民と住民、住民と市町村
の間での話合いの促進等を実施。総務省から財源の手当て
がなされる。

５　 多くは「自身が都会へ引っ越したため」または「両親が住
んでいた実家を相続により取得したため」。

６　伊那市の場合には、空き家バンクに登録された物件を利用す

るための条件として、その物件所在地に住民票を移し自治会
などの地域活動に参加することとしている。つまり、別荘利
用や二地域居住の「二地域目」利用は認めない方針。

７　空き家を有効利用したいと考え、伊那市空き家バンクに物件
を登録する場合、市内の協力宅建業者と媒介契約を締結する
必要がある。 
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相談に丁寧に応じることが望まれます。これは正に、

長年ADRの研修等で培ってきたスキルを思う存分

発揮することができる場です。

　２点目、調査業務については、空き家バンク登録

時に提出された土地建物の登記事項証明書の確認か

ら始まり、現地（物件）調査までとなります。現地

を訪れ、物件の状態の確認、間取りの確認を行いま

す。

　また、相続登記がなされていない物件であった場

合、集落支援員としての業務からは離れますが、戸

籍を収集して相続人確定のための調査をすることも

あります（登記申請は司法書士へ依頼します）。

　３点目、書類（資料）作成業務については、現地

調査をもとに間取り図の作成を行い、媒介を行う宅

建業者へ渡すための資料を作成します。このあたり

は行政書士業務そのものである「事実証明書類」の

作成となります。

　４点目、企画業務については、これまでの行政書

士としてのキャリアや人脈等をいかして、提案を行

います。

　全体の業務を通して、法的に問題がないかどうか

のリーガルチェックを行うことも求められている能

力ではないかと思います８。

おわりに おわりに 

　空き家対策というと司法書士が先行しています。

しかし、司法書士が関わっている空き家対策は基本

的には特定空き家分野であり、所有者不明物件の所

有者特定業務についてとなります９。

　相続人確定及び相続関係図の作成についてはもち

ろん行政書士業務となりますが、我々行政書士が新

たな活躍の場を求めるとすれば、「空き家の利活用」

の分野の方が幅広い知見がいかされるのではないか

と思います。相続・農地・許認可と、「これぞ行政

書士業務」という案件が多く見られます。

　移住施策・空き家利活用支援を担う人材の必要な

スキルは、聴く技術、法的知識（契約、農地法、建

築関連法規）、起業支援スキルが挙げられます。そ

して一番は、地域のことをよく知っていることです。

身近な法律家として日常的に市民と接している行政

書士にとっては是非とも関わっていただきたい分野

である、ということがお分かりいただけたでしょう

か。

　現在、全国空き家対策推進協議会10の「所有者特

定・財産管理部会」に、日弁連・日司連・日行連が

有識者として参加しています。また、「空き家バン

ク部会」にもオブザーバーとして参加をしています。

多くの場面で行政書士の能力が求められています。

各単位会や支部として、空き家対策に関して自治体

と協定を結ぶことや、事業委託を受けることなどし

て積極的に関わっていただきたいと思います。また、

これから各自治体で法定協議会を設置する情報があ

れば、各単位会や支部で行政書士を委員として推薦

するなどして、空き家対策の推進に協力し、「空き家

対策の専門家＝行政書士」を広げていきましょう。

８　その他に、行政書士とは関係ありませんが、補助金の相談
（受付）や、情報発信、他市町村（議会）からの視察の対応
等も行っています。

９　各自治体の空き家に関する法定協議会には、多くの自治体で
司法書士が委員として選任されている。ここでは主に、自治
体の空き家政策や危険な空き家への対応について話し合わ
れる。

10　空き家問題に係る情報の交換・共有をすること、法務・不動
産等の専門家等と連携し対応策について協議・検討すること
及び実践的な空き家対策について政策提言等を行うことを
目的とした全国組織。

● スペシャルリポート　法務業務部
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　法務省民事局は平成２８年６月２１日に「民法（相続

関係）等の改正に関する中間試案」を取りまとめま

したが、その後も引き続き法制審議会民法（相続関

係）部会において要綱案の検討がなされています。

　法務業務部としても、この中間試案については、

追加分も含めてパブリックコメントに対し意見を提

出しているところですが、この相続関係の民法改正

は、既に施行日時が決定している債権法の改正に続

き、行政書士の業務に大きく関わるものであり、中

間試案の中では配偶者の居住権の保護、遺産分割に

関する見直し、遺言制度に関する見直し、遺留分制

度に関する見直し、相続人以外の者の貢献を考慮す

るための方策について議論がなされています。

行政書士の業務との関連性 行政書士の業務との関連性 

　これらは、現代の高齢化社会の進展や家族の在り

方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み、配

偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配

慮等の観点から、相続に関する規律を見直す必要が

あるという諮問を受けて始まったものですが、相続

や遺言に関しての民法改正は、行政書士の法定業務

に大きく影響を及ぼすものです。

　例えば、遺産分割協議書の作成時、配偶者の居住

権の保護や相続分の見直しなどが改正される予定で

あり、また遺言に関しては、自筆証書遺言作成支援

を行う場合の方式が緩和される予定です。 

特に行政書士業務への影響がある改正点 特に行政書士業務への影響がある改正点 

　今回は、自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度

の創設について取り上げてみたいと思います。

　自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度の創設に

よって、現段階で想定される行政書士の業務にプラ

スに働くと考えられる点は次の通りです。

①　「財産の特定に関する事項」について、遺言者

に代わって作成が可能になる。

②　現在は、遺言者の事情に応じて、自筆証書遺

言と公正証書遺言のいずれかを勧めるだけであ

るが、改正後は、自筆証書遺言を法務局で保管

をするか、それ以外で保管するか、それぞれの

メリットやデメリットを説明しての提案ができ

る。

＊　②の場合のいずれであっても、自筆証書遺言

の①については作成支援だけでなく直接作成が

可能になるため、遺言者の負担が軽減される。

自筆証書遺言の方式緩和 自筆証書遺言の方式緩和 

◎財産の特定に関する事項の自書除外

　まず、自筆証書遺言の方式緩和ですが、法務省民

事局では、現行の自筆証書遺言の方式について、全

文の自書を改め、遺贈等の対象となる財産の特定に

関する事項については自書しなくてもよいものとす

る要点を掲げています。家庭裁判所における自筆証

書遺言や秘密証書遺言の検認件数は年々増加してい

ますが、現行法では、自筆証書遺言は「全文、日付

及び氏名」をすべて自書しなければなりません。（民

法第９６８条第１項）

　しかし、遺言を残そうとする高齢者等にとっては、

全文を自書することはかなりの労力を費やすもので、

この点が自筆証書遺言の利用を妨げる要因であると

民法（相続関係）等の改正に関する中間試案を受け民法（相続関係）等の改正に関する中間試案を受けてて
～自筆証書遺言の方式緩和と保管制度の創設～自筆証書遺言の方式緩和と保管制度の創設～～

＜法務業務部＞

● スペシャルリポート　法務業務部
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の指摘がされています。

　さらに、遺言内容の加除訂正についても、遺言者

による場所の指示と変更した旨の付記、そして署名

と変更箇所への押印というかなり厳格な方式となっ

ています。（民法第９６８条第２項）　もしこの方式に

不備があれば、せっかく遺言を残した被相続人の最

終意思が遺言に反映されないおそれがあるとの指摘

もされています。

　そこで、中間試案では、例外的に遺贈等の対象と

なる財産の特定に関する事項については、自書でな

くてもよいとしています。

◎財産の特定に関する事項の記載方法とその加除訂正

　例えば、対象財産が不動産であれば不動産の表示

（土地であれば所在、地番、地目及び地籍、建物で

あれば所在、家屋番号、種類、構造及び床面積）、

預貯金であれば預貯金の表示（銀行名、口座の種類、

口座番号及び口座名義人）が財産の特定に関する事

項にあたります。

　財産の特定に関する事項を自書しない、つまりパ

ソコン等による作成や、遺言者以外の者による代筆

などで作成する場合は、遺言者は、その事項が記載

された全てのページに署名及び押印が必要になりま

す。ただし、財産の特定に関する事項を加除訂正す

る場合は、遺言書の加除訂正の方式同様、自書が必

要となります。また遺言書に押印する際は、全て同

一の印を押捺印しなければならないことも考えられ

ています。

　次に、遺言書の加除訂正の際に、署名及び押印が

必要とされている点を改め、遺言者の署名のみでよ

いものとすることとしています。なお、財産の特定

に関する事項を自書しない場合は偽造又は変造のリ

スクを考慮し、加除訂正については現行法の規律を

維持する（署名と押印の両方を必要とする）ものと

することも考えられています。その上、全てのペー

ジに署名と押印を求めており、使用する印鑑につい

ては、全て同じものでなければならないということ

も言われています。 

◎改正のメリット

　確かに現行法上、高齢者等の遺言者が、不動産や

預貯金債権を、正確に記載していくことはかなりの

神経と労力を要します。それが自書でなくてもよい

ということになれば、遺言者の負担軽減が図れるこ

とはもとより、行政書士がその作成をすることも可

能になりますので、加除訂正する場合は現行法通り

の方式が必要であっても、行政書士であれば加除訂

正のないものを作成することは当然のことですし、

遺言者のさらなる負担軽減が図れると考えます。

　もちろん、その全ページに遺言者の署名は必要で

すが、それでも現行法と比較するとかなり簡便化さ

れ、自筆証書遺言の作成率は高まるのではないで

しょうか。

自筆証書遺言の保管制度の創設 自筆証書遺言の保管制度の創設 

　次に自筆証書遺言の保管制度の創設ですが、これ

は自筆証書遺言を作成した者が一定の公的機関に遺

言書の原本の保管を委ねることができる制度を創設

するものです。

◎自筆証書遺言の問題点

　自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、その保

管は遺言者が行うことが多く、作成後に遺言書を紛

失したり、又は相続人によって隠匿若しくは変造さ

れるおそれがあること、遺言書の存在を相続人が把

握していなかった場合、遺産分割協議が成立し、分

割が完了してしまったり、協議完了後に遺言書が発

見され、協議が無駄になる場合があることがありま

した。

◎その改善と保管方法

　自筆証書遺言を確実に保管し、相続人がその存在

を把握することのできる仕組みを確立する必要があ

るということから、この制度の創設が検討されてい

ます。

　保管をするのは一定の公的機関であり、新たな制

度に基づく業務を担うだけの人的担保と利便性の観

点から、当初は法務局、公証役場、市区町村等が望

ましいとされていましたが、現時点では、データの

● スペシャルリポート　法務業務部
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管理等、全国統一的に行えることが必要ということ

などから、法務局に落ち着いたようです。

　また、遺言書の原本を保管する際には、災害等に

よる滅失のおそれを考慮して、遺言書の内容を画像

データにしたものを別途保管することを想定してい

るようです。

◎保管された自筆証書遺言の保管の有無の確認と原

本の閲覧方法

　遺言書の原本については、相続開始後も相続人等

には交付せず、公的機関で一定期間保管すること、

保管の申し出は遺言者本人に限定すること、遺言書

の保管の有無の確認請求及び保管されている遺言書

の原本の閲覧請求等ができるのは相続人、受遺者及

び遺言執行者（以下「相続人等」という。）とする

ことなどが検討されています。

　公的機関に遺言書の有無の確認を相続人が請求し

た場合は、戸籍謄本等の提出を受けて相続人である

ことを証明させることを想定しています。

◎申出人以外の相続人への通知と検認不要

　そして、相続人等は公的機関に対して、相続開始

後に公的機関に保管されている遺言書の原本の閲覧、

又は正本の交付を申し出ることができ、公的機関は

申し出があった場合は、申出人以外の相続人等に対

して、遺言書を保管している旨を通知しなければな

らないものとするようです。

　また今回、この制度によって保管された自筆証書

遺言については、家庭裁判所の検認を要しないもの

とすることも検討されています。

◎自筆証書遺言の保管制度の創設で懸念される点

　この制度について、確かに信頼のおける公的機関

が自筆証書遺言を保管すれば、改ざんや紛失のおそ

れはなくなるでしょうし、検認が不要となれば、遺

言執行において時間の短縮と労力の軽減が図れるで

しょう。

　しかし、遺言者は公正証書遺言の制度があるにも

かかわらず、なぜ自筆証書遺言を選択するのでしょ

うか。

　実際に自筆証書遺言を選択する複数の遺言者から

聞いたところでは、単に費用が安価という理由だけ

ではなく、何らかの理由でその内容を誰にも知られ

たくない、自分の死後に初めて明らかにされること

を望んでいるとの回答がありました。

　とすれば、例え自筆証書遺言を封緘して公的機関

へ持参しても、公的機関は画像データでの保管を想

定しているため、それを開封して画像に残さなけれ

ばなりません。

　つまり、秘匿しておきたい遺言の内容を、画像と

して見える形で保管されてしまうこと、ここに一つ

問題があると考えます。

　もう一点は、どこまで公的機関が保管する遺言に

関わるのかということです。現段階では、遺言者本

人の確認は行うものの、遺言者の遺言能力やその内

容まで担保することはできないでしょう。

　また、民法第９６８条の定める方式への適合性を外

形的に確認するとなっていますが、やはりここでも

遺言書の内容を法務局の事務官が確認することとな

ります。

　そして、相続人等から遺言者の死後、申し出がな

ければ、遺言書の保管されている旨をどうやって相

続人等に伝えるのか、今のところは定まっていませ

ん。将来的には遺言者が死亡したら、自動的に相続

人等に通知するシステムの検討もされるようですが、

こちらはすぐすぐという訳にはいかないでしょう。

　つまり、わざわざ法務局へ出向いて、見ず知らず

の事務官に、自身の自筆証書遺言の内容を外形的に

とはいえチェックされ、画像データに残したにもか

かわらず、死後、相続人等からの申し出がない、あ

るいは方式には不備はなかったものの、内容的に不

備があったような場合、せっかく保管された遺言が

無駄になるかもしれないということです。

◎遺言者の選択肢を広げる行政書士からのアドバイス

　そうであれば、行政書士が今まで以上に積極的に

自筆証書遺言の作成支援を行い、方式的にも、内容

的にも法改正に合致した遺言書が整うようにして、

法務局での画像データの保管を了承する遺言者には、

法務局での保管をしてもらい、検認不要というメ

リットを活かしてもらう、一方、しっかりとした自

筆証書遺言を作成し、それを信頼のおける者に預け
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るということを選択した遺言者には、行政書士が責

任を持って預かるという選択肢を創設し、遺言者の

精神的負担を軽減させることもできると考えます。

　そもそも行政書士は、自筆証書遺言の作成支援や

公正証書遺言の原案作成を法定業務としているわけ

ですから、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言

での保管が適切な遺言者には、こちらを勧めること

も必要でしょう。

まとめと今後の展望 まとめと今後の展望 

　いずれにしても、今回の自筆証書遺言に関する法

改正は、行政書士にとっては大きなチャンスと言え

ます。全国の単位会でも、「遺言書作成支援の専門

家」としてしっかりとPRをされることが重要です。

　ただ、まだ内容的には確定したものではないので、

今後も改正の内容については行政書士にとって不利

なものにならないよう、しっかりと注視し、いち早

く情報収集を行っていきたいと考えています。

　また今後、件の「法定相続情報証明制度」での法

定相続情報一覧図の中に、相続人の住所地等、より

詳細な情報や、遺言執行者の情報、法務局での自筆

証書遺言の保管の有無等が必要に応じて記載される

可能性もあり、今よりも利用範囲が広がることも想

定されます。

　この制度も上手に活用しながら、国民の皆様のた

めに、新たな法改正に則した支援を積極的に展開し

ていきましょう。

● スペシャルリポート　法務業務部
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１　平成３０年新年賀詞交歓会について
２　所有者不明土地問題への取組について
３　空き家問題対策について
４　法定相続情報証明制度に関する対応経過について
５　行政書士の行う高齢者支援のキャッチコピーの公募について
６　著作権教育シンポジウムの開催について
７　日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所に係る
覚書の終了に伴う取扱いについて

８　ゆるキャラグランプリに係る対応について

理事会の開催報告

　本理事会では、以下１議案について審議し、可決された。その他、理事会終了後には総務省担当者を
お招きし、FATF第四次対日相互審査に係る対応について講演が行われた。 

襖

襖

鴬

鴬

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

平成３０年１月１８日（木）
虎ノ門タワーズオフィス８階「ROOM７」
山田　美之　総務部長
遠田　和夫　会長
大塚　謙二（富山会）・堀　誠（大分会）両理事
構成員５６名のうち、５１名出席（開会時）
福士  力・鎌田  敬・増田　由明 各監事、高橋　靖祐　選挙管理委員会委員長、
横山　眞（栃木会）・平岡　康弘（静岡会）・井上　超由（滋賀会）・
堀井　泰史（京都会）各単位会長

【 議 案 審 議【　議　案　審　議　】】

開 催開 催 日日
場場 所所
司司 会会
議議 長長
議事録署名議事録署名人人
出 席 者出 席 者 数数
オブザーバオブザーバーー

第１号議案

行政書士会館の日本行政書士会連合会の持分の全部を東京都行政書士会に譲渡する件

【 報 告 事 項【　報　告　事　項　】】

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◆特別講演
　「FATF第四次対日相互審査に向けて」
　　　　　　　　　　　　総務省自治行政局行政課
　２０１９年に実施されるFATF（Financial Action Task Force）対日相互審査について、その目的と効果や審
査に向けた対応とスケジュール、行政書士との関係などについて説明があった。

１　平成３０年度事業計画基本方針案について
２　日本行政書士会連合会会則の一部改正について
３　職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則の一部改正について

【 協 議 事 項【　協　議　事　項　】】

　東京都行政書士会から、行政書士会館の日本行政書士会連合会の持分全部の譲渡を求める申入れがあった
ことに関して、当該申入れに応じることとし、今後、東京会へ譲渡するために必要な対応を図ることについ
て、理事会の承認が求められ、異議なしで可決された。

特別講演の様子
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平成30年新年賀詞交歓会の開催報平成30年新年賀詞交歓会の開催報告告

　遠田日行連会長は冒頭、新年の挨拶とともに新年
賀詞交歓会の開催に際し、多くの国会議員並びに関
係省庁、友誼団体各位の御臨席を賜ったことに対し
謝辞を述べた。
　続いて、「平成２９年の定時総会において皆様から
多くの御支援をいただき、日行連の会長に再任して
以来、行政書士制度のために夢中で日々を送り、気
が付けはもう半年が過ぎたのかと、驚きの気持ちで
新年を迎えた。昨年は『条解行政書士法』の発刊や、
所有者不明土地など国家的課題にも取り組み、行政
書士制度の基盤固めと新たな活躍の場の開拓を進め
ることで、制度の次なるステージに向けた道筋を描
いた一年であった」と、この一年を振り返った。
　さらに、「本年はその道筋をより具体的な形にし
ていかなかればならない貴重な一年であり、国民と
行政の橋渡し役である行政書士がその専門能力をよ
り効果的に発揮し社会に貢献するための「行テラス」
構想の検討、さらには組織戦略を練る機関としての
「制度調査室構想」の加速化、また特定行政書士制
度の更なる推進にも取り組まなければならない。」と
の決意を述べるとともに、関係各位には引き続き御
指導を賜るべくお願いし、御来場された皆様の御健
勝と御多幸を祈念して挨拶を締めくくった。
　続いて、山下日政連会長が新年の挨拶とともに、
平素より行政書士会へのお力添えを賜っていること
に対し御礼の言葉を述べ、最後に、「時代に即した行
政書士業務が維持できるよう、皆様の御理解をいた
だきながら法改正に取り組んでいきたい」と挨拶を
締めくくった。

　奥野総務副大臣はまず、新年の挨拶に続き、平成
２６年の法改正によって行政不服申立て手続を代理で
きる特定行政書士が多く誕生したことについて触れ、
行政書士が新たな業務分野で活躍し、行政サービス
に対する国民の利便性向上に寄与していくことに期
待を寄せられた。
　また大規模災害時には「被災地の各行政書士会を
中心として、被災自治体からの要請等にいち早く応
え、罹災証明書の発行や生活相談会の開催等、被災
者の生活再建を支援していただいた」とし、日行連、
各行政書士会及び行政書士の取組に対し御礼を述べ
られた。
　さらに、本格的な人口減少・高齢化に伴う行政問
題に対し、「総務省では地方公共団体が持続可能な
形で行政サービスを提供できるよう、高齢者人口が
最大となる２０４０年頃の行政課題を整理し、今後早急
に取り組むべき対応策を検討している。国民にとっ
て効率的で利便性の高い行政基盤の確立に向けて、
様々な行政手続に精通し、幅広い知識と経験をもっ
て時代の変化や制度改正に対応してきた行政書士の
皆様方に期待される役割は、ますます大きくなる」
と行政書士との協調の必要性に言及された。
　最後に、「行政書士制度の一層の充実及び円滑な
運用を期して、日本行政書士会連合会や各行政書士
会と十分な連携を図ってまいりたい」と述べられる
とともに、日行連と日政連のますますの発展と行政
書士の皆様の健勝を祈念するお言葉をいただいた。

　平成30年１月１９日（金）正午、日行連・日政連共催による新年賀詞交歓会が、東京都港区赤坂のANAイン
ターコンチネンタルホテル東京において、国会議員・関係省庁・友誼団体等からの御来賓を含め、７００名を超
える参加者を得て盛大に開催された。
　交歓会は、山田日行連総務部長及び吉原日政連総務副委員長の司会のもと、荒岡日行連副会長のことばで
開会。遠田日行連会長・山下日政連会長の挨拶、御来賓祝辞と続いた後、鏡開き、乾杯が行われた。その後
も多数の御来賓から挨拶を賜り、今後の行政書士の活躍に多くの期待の声をいただいた。
　終始華やいだ雰囲気の中、午後１時半、千葉日政連副会長による閉会のことばで盛会裡に終了した。

（以下、開催概要）
　　
主催者挨拶（概要）

遠田日行連会長 山下日政連会長

総務省代表祝辞（概要）

奥野総務副大臣



2018.3　No.544 15

C
LO
SE UP

T
O
P
IC
S

鏡開き
　縮日行連副会長による掛け声で鏡開きを行った。

乾　杯：宮本日行連相談役

中締め：太田日行連副会長

閉会のことば：千葉日政連副会長

御来賓（誌面の都合上、鏡開き前後の数名を掲載・順不同）　 ※肩書は賀詞交歓会開催時点のもの

野田 毅　日本行政書士政治連盟顧問・自
由民主党行政書士制度推進議員連盟会長

片山 虎之助 日本行政書士政治連盟顧問 石井 啓一 国土交通大臣

奥野 信亮 総務副大臣 赤松 広隆 衆議院副議長・立憲民主党
行政書士制度推進議員連盟会長

山口 那津男 公明党代表

石田 祝稔 公明党行政書士制度推進議
員懇話会会長

逢坂 誠二 立憲民主党行政書士制度推
進議員連盟副会長

玉木 雄一郎 希望の党代表

小川 淳也 民進党・希望の党・無所属
の会行政書士制度推進議員連盟幹事長
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【参議院議員】
山本 博司宮崎  勝羽田 雄一郎竹谷 とし子山東 昭子片山 さつき衛藤 晟一石井 正弘
若松 謙維宮沢 由佳堀井 巌谷合 正明榛葉 賀津也片山 虎之助大家 敏志石井 苗子
渡辺 美知太郎山口 那津男増子 輝彦塚田 一郎関口 昌一河野 義博大島 九州男礒崎 陽輔

山田 修路松川 るい中泉 松司高野 光二郎斎藤 嘉隆大沼 みずほ井原 巧
山本 一太松下 新平長峯 誠高橋 克法佐々木 さやか岡田 広魚住 裕一郎
山本 順三三浦 信祐新妻 秀規滝沢 求佐藤 啓小野田 紀美宇都 隆史

【衆議院議員】
務台 俊介日吉 雄太谷川 とむ塩谷 立岸本 周平小川 淳也井上 義久 石井 啓一
武藤 容治平野 博文田野瀬 太道繁本 護北川 知克奥野 信亮今村 雅弘 吉野 正芳
宗清 皇一福井 照田畑 裕明階 猛北村 誠吾奥野 総一郎岩田 和親茂木 敏充
村上 誠一郎藤井 比早之玉木 雄一郎柴山 昌彦木原 稔小倉 將信上野 宏史鈴木 俊一
森山 浩行船田 元渡海 紀三朗新藤 義孝熊田 裕通小田原 潔衛藤 征士郎  大島 理森
盛山 正仁古川 元久とかしき なおみ菅原 一秀高村 正大加藤 寛治大串 博志赤松 広隆  
八木 哲也古川 康富田 茂之鈴木 憲和古賀 篤金子 万寿夫大串 正樹逢沢 一郎 
山下 貴司古田 圭一中谷 一馬高市 早苗小島 敏文金子 恭之 大口 善德  青柳 陽一郎
吉川 貴盛古屋 範子中谷 真一髙木 毅小林 史明鴨下 一郎逢坂 誠二秋葉 賢也
吉田 統彦細田 博之中村 裕之高木 陽介坂本 哲志河村 建夫大島 敦 石田 祝稔
若宮 健嗣堀内 詔子根本 幸典髙鳥 修一櫻田 義孝城内 実太田 昭宏泉 健太
渡辺 周松田 功野田 毅竹下 亘佐藤 明男黄川田 仁志太田 昌孝伊藤 忠彦
渡辺 博道宮澤 博行初鹿 明博田中 良生左藤 章岸 信夫岡島 一正伊藤 渉

宮下 一郎馬場 伸幸谷 公一 佐藤 茂樹 岸田 文雄岡本 三成稲田 朋美

※肩書は賀詞交歓会開催時点のもの

【総務省】
総務省大臣官房総括審議官　吉田 眞人
行政不服審査会事務局長　山内 達矢
総務省自治行政局長　山﨑 重孝
総務省大臣官房審議官　篠原 俊博
総務省自治行政局行政課長　吉川 浩民
総務省自治行政局行政課監査制度専門官　山口 憲明
総務省自治行政局行政課行政書士係長　手塚 聡
総務省自治行政局行政課行政書士係総務事務官　新井 亮平
総務省自治行政局地域政策課長　村手 聡
総務省行政管理局管理官　黒田 忠司
総務省行政管理局行政手続室主査　三宮 友樹
総務省行政評価局長　讃岐 建
総務省大臣官房審議官　吉開 正治郎
総務省行政評価局評価監視官室上席評価監視調査官　井上 隆彦
行政不服審査会事務局総務課長　植山 克郎

【関係省庁】
内閣府成年後見制度利用促進担当室
農林水産省農村振興局農村政策部地域振興課中山間地域室
農林水産省食料産業局知的財産課
中小企業庁事業環境部財務課
国土交通省政策統括官
国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室
国土交通省土地・建設産業局建設業課
国土交通省道路局道路交通管理課
国土交通省自動車局自動車情報課

【友諠団体等】
日本弁護士連合会　
日本弁護士政治連盟　

日本税理士会連合会　
日本公認会計士政治連盟
日本公証人連合会　
一般社団法人日本海事代理士会　
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会
日本不動産鑑定士政治連盟
一般財団法人行政書士試験研究センター
日本弁護士連合会ADRセンター
公益財団法人入管協会
公益財団法人海外日系人協会
一般財団法人日本国際協力センター
一般財団法人建設業振興基金
一般財団法人建設業情報管理センター
一般財団法人日本情報経済社会推進協会
一般社団法人日本自動車販売協会連合会
軽自動車検査協会
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人全国自家用自動車協会
一般財団法人関東陸運振興センター
公益社団法人著作権情報センター
公益社団法人日本文藝家協会
一般社団法人日本音楽著作権協会
株式会社日本政策金融公庫融資企画部
株式会社日本政策金融公庫融資企画部融資企画グループ
セコムトラストシステムズ株式会社
全国中小企業団体中央会
公益社団法人日本不動産学会
アクタスマネジメントサービス株式会社
株式会社ハル代表取締役
株式会社日経ピーアールイベント事業本部イベント事業局
自由民主党組織運動本部団体総局
自由民主法曹団

自由民主党本部
駐日インドネシア共和国大使館特命全権大使館
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
三陽メディア株式会社
GMOグローバルサイン株式会社
ソフトブレーン・オフショア株式会社
株式会社法学館・伊藤塾
東京海上日動火災保険株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
KMG税理士法人
日本加除出版株式会社
株式会社ぎょうせい
新日本法規出版株式会社
株式会社大成出版社
株式会社東海AD.エージェンシー
内閣官房参与　西川 公也
公明党顧問　漆原 良夫 
前衆議院議員　松木 けんこう
自由民主党副総裁　高村 正彦（代理）
自由民主党 憲法改正推進本部特別顧問　保岡 興治（代理）

【学識者】
尚美学園大学名誉教授　大橋 豊彦
弁護士　髙﨑 玄太朗
弁護士　流矢 大士
政策研究大学院大学教授　福井 秀夫
税理士・日本行政書士会連合会監事　増田 由明
弁護士　山下 清兵衛
弁護士・日本行政書士会連合会顧問　山脇 康嗣
公益社団法人日本仲裁人協会関西支部顧問　レビン小林 久子

【衆議院議員】代理出席
森 英介細田 健一中曽根 康隆武内 則男後藤 茂之鬼木 誠井上 信治 麻生 太郎
山尾 志桜里細野 豪志中谷 元竹内 譲小林 茂樹小渕 優子井上 英孝野田 聖子
山際 大志郎堀井 学中根 一幸武田 良太 小林 鷹之海江田 万里井林 辰憲上川 陽子
山口 泰明堀越 啓仁中野 洋昌武村 展英小宮山 泰子加藤 鮎子岩屋 毅  河野 太郎
山崎 誠本多 平直西村 明宏竹本 直一  近藤 昭一門山 宏哲うえの 賢一郎梶山 弘志
山田 賢司前原 誠司西村 智奈美田所 嘉德斉藤 鉄夫金子 俊平浦野 靖人赤澤 亮正
山花 郁夫牧 義夫西村 康稔田中 和德櫻井 周金田 勝年江田 康幸 赤羽 一嘉
山本 公一牧島 かれん額賀 福志郎棚橋 泰文 笹川 博義神谷 昇枝野 幸男 あきもと 司
山本 幸三牧原 秀樹野田 佳彦田畑 毅佐々木 隆博神谷 裕江渡 聡徳浅野 哲
山本 拓 桝屋 敬悟橋本 岳田村 憲久佐々木 紀神山 佐市遠藤 利明穴見 陽一
山本 和嘉子松原 仁 馳 浩辻 清人佐藤 公治亀岡 偉民大岡 敏孝あべ 俊子
柚木 道義松本 純濵地 雅一津島 淳佐藤 英道河井 克行大河原 雅子甘利 明 
横光 克彦松本 文明原口 一博 辻元 清美佐藤 ゆかり神田 憲次大塚 高司荒井 聰
笠 浩史松本 洋平原田 憲治土屋 品子塩崎 恭久城井 祟大塚 拓池田 真紀
和田 義明道下 大樹平口 洋津村 啓介篠原 豪北側 一雄大西 健介池田 佳隆
鰐淵 洋子三ツ林 裕巳平沢 勝栄  寺田 稔白石 洋一木原 誠二大見 正伊佐 進一

御法川 信英福田 達夫冨樫 博之新谷 正義木村 次郎岡下 昌平石川 香織
三原 朝彦福山 守冨岡 勉鈴木 淳司木村 弥生岡田 克也石﨑 徹
宮内 秀樹藤原 崇長尾 敬薗浦 健太郎吉良 州司岡本 あき子石田 真敏
宮川 伸船橋 利実長尾 秀樹平 将明國重 徹岡本 充功石破 茂
宮路 拓馬古屋 圭司永岡 桂子 高木 美智代 國場 幸之助小里 泰弘石原 伸晃  
本村 賢太郎星野 剛士長島 昭久武井 俊輔小寺 裕雄尾辻 かな子井野 俊郎

【参議院議員】代理出席
渡辺 猛之宮本 周司福岡 資麿中西 祐介杉  久武酒井 庸行片山 大介伊達 忠一

室井 邦彦藤川 政人中野 正志武見 敬三櫻井 充北村 経夫石川 博崇
矢倉 克夫舟山 康江長浜 博行伊達 忠一佐藤 正久熊野 正士磯﨑 仁彦
山下 雄平舞立 昇治中山 恭子田名部 匡代里見 隆治上月 良祐伊藤 孝江
山田 宏牧山 ひろえ野上 浩太郎徳永 エリ島村 大古賀 之士上野 通子
吉川 ゆうみ松村 祥史馬場 成志豊田 俊郎末松 信介小西 洋之江島 潔
吉田 博美三宅 伸吾平木 大作中西 健治杉尾 秀哉こやり 隆史大野 泰正

平成３０年新年賀詞交歓会御来平成３０年新年賀詞交歓会御来賓賓 （敬称略・順不同（敬称略・順不同））
※受付時集計のため追加等の可能性あり
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　いきいき健康・福祉フェアでは、相談員として女

性会員を多数動員し、全体的に柔らかな雰囲気作り

を行ったところ、足を止めていただける来場者が多

く、軽い立ち話から相談に入るという流れで、結果

的に相談件数の増加につながった。配布物目当てで

足を止める来場者も多いので、次年度は予算を多め

に取り、配布物の種類を増やしたい。 （札幌支部）

　９～１０月は、地元の調停協会、総務省依頼の行政

相談など、毎年各団体の無料相談が集中する時期で

ある。相談者の立場に立って広報月間の時期を見直

すことを検討してほしい。 （小樽支部）

　毎月定例で開催している無料相談会は相談数の減

少傾向が続いている。他士業、他団体等、類似の無

料相談会が増えているためだと認識している。毎年

１１月３日に行っている市民講座は遺言・相続をテー

マとしてきたが、今年から介護もテーマに加え、福

祉施設から講師を迎えて講演を行ったところ、来場

者の反応も良く、昨年に比べ客足が伸びた。期間中

の相談件数も増加した。 （旭川支部）

　昨年度から１１月実施の行政評価局の無料相談に参

加しているが、広報月間外なので、次年度以降は広

報活動を工夫して活動したいと考えている。

 （網走支部）

　当支部の相談会は、市内で最も人出の多いショッ

ピングモールで、かつ最も人出の多い土曜日に行っ

ている。また、社労士会と合同での開催のため、当

初は立ち寄る人も多かったが、年々減る傾向にあり、

今年は２名と低調だった。この実情を分析して、来

年は、場所・開催曜日・開催時間帯を変更する必要

がある。また、必ずしも社労士会との合同が集客に

寄与しているとは思えないので、その継続も検討す

る予定である。 （苫小牧支部）

　継続して取り組むことにより、官公署や関係機関

の理解・認識が深まっていると感じる。本年度は、

初めて地元のFMラジオで無料相談会のPRを行った。

次年度以降も工夫して広報活動を展開したいと思う。

 （十勝支部）

　工夫した点としては、今回から相談者の受付時に

相談会の開催をどのような媒体で知ることができた

かをアンケートすることにし，相談者への相談会の

アピールの方法を考える際の有効なデータとして蓄

積することとしたことが挙げられる。この取組を継

続して行うことにより、より効率の良い広告の仕方

を探りたいと思う。 （釧路支部）

　毎年訪問しているので、認知度は上がってきてお

り、警察署の窓口に警告看板を設置できたことで、

更なる広報につなげたいと思った。 （根室支部） 

平成２９年度広報月間実施報平成２９年度広報月間実施報告告
総評及び今後の課題につ総評及び今後の課題についいてて

　本年度、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（総評及び今後の課題）につ

いて、御紹介いたします。
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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 　 

　無料相談会開設のPR方法として工夫した点は、

経費があまりかからず広く周知できることから、市

町村広報誌や新聞の無料情報コーナーなどに掲載を

依頼したことである。行政書士の無料相談が定着し

つつあると感じるが、他士業の相談会と重なること

もあり、相談件数が少ない時もあるので、効果的な

PR方法を検討する必要がある。なお、相談者から

行政書士の無料相談の対応が親切であるとの評価を

いただいたことは良かったと思う。今後とも､相手

の立場に立って丁寧な対応を心掛け、行政書士が身

近で頼れる街の法律家として認知されるように努め

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 　 

　相談日の周知期間や相談会の開催場所、集客が多

い曜日等の検討が必要である。各自治体広報紙への

掲載により相談者が増えた。今後もそういった働き

掛けが必要と考える。今までの配布物と共にチラシ

の配布を行ったところ、相談者が増加した。自治体

等の訪問材料としてポスター以外の業務紹介のチラ

シや簡易リーフレット等を支部に配付してもらえる

とありがたい。昨年度と違う会場で相談会を行った

ところ相談件数が増加し、一定の効果があった。市

外の近隣市町村での相談会の開催も検討したい。

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 　 

　会場を昨年の２か所から１か所にしたが、ほぼ平

年並みの相談数があり、それなりの成果があった。

開催準備が遅れ、市の広報誌告知ができなかった。

今後、市民講座や講演会等イベントとの併催も検討

したい。 （青森支部）

　チラシ配布について、例年より２名増で対応し２

時間で１６０枚配布したが、なかなかお客様に受け

取ってもらえない場面があった。 （上三支部）

　土地家屋調査士会との合同開催となり、相談者数

もまずまずであった。今後はさらに多くの他士業と

連携し、より多くの相談に応じられるようにしたい。

 （十和田支部） 
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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電話及び対面無料相談会を実施した。

①については、例年どおり実施し、どの訪問先にお

いても「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、新たに「行政書士会パンフレット」（業務案内）

を作成して訪問の際に持参し、窓口に置いていただ

けるよう依頼した。こうした活動を通して、更なる

周知、高い信頼が得られると考えられる。②につい

ては、昨年と比べて電話相談、対面相談ともに相談

件数は大幅に増加した。また、対面相談については、

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」を新たに開催した。女性に限定した結

果、相談者からは好意的な意見が得られ、今後も継

続して開催する必要性を感じた。

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 　  

　本会が全県的な広報を担当し、ホームページと３

社の新聞広告により、広報月間における本会と１２支

部の無料相談会等を広報して県民に行政書士の存在

と活動を広く知ってもらうことができた。

　本会会議室での「電話無料相談会」（１日実施）は、

スタッフ８名（男性４名、女性４名）で行ったとこ

ろ、相談件数は４件であった。また、１２支部の広報

活動は、県民の無料相談会、官公署へのポスター（日

行連作製）配付、チラシ配布、自治体広報誌・新

聞・ラジオによる広報を行った。相談件数は、権利

義務・事実証明１６１件、許認可関係８件であり、行

政書士制度の拡充に努めた。

　本年度の実績を踏まえて、次年度は効果的かつ効

率的な実施方法を検討し、県民の生活向上に貢献で

きるような広報活動に努めたい。

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 　 

　毎年９月３０日に新聞一面広告（県内版）を掲載し

ており、各地区での無料相談会の情報も掲載してい

る。相談会にいらした方からのアンケートでは、新

聞を見て知ったとの回答が大半となっているので、

新聞での宣伝効果はあると思われる。しかし、支部

によっては、定期的に市町村にて無料相談会を開催

しているが、平日の相談件数は少なく相談の来所者

をどうしたら増やせるのか広報の方法等について検

討する必要があると思う。 
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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 　 

　行政書士制度広報月間のPR活動として、東京会

は、相談会の告知を「広報東京都１０月号」、新聞折

込チラシ、東京会ホームページ、Twitter、Facebook

で行った。さらに各支部でも区報・市報や支部ホー

ムページ等での告知掲載の他、オリジナルグッズの

配布、ラジオでの広報など幅広いPR活動を行った。

都庁での相談会及びいくつかの支部相談会では行政

書士制度の宣伝部長「ユキマサくん」が登場し、行

政書士制度のPR活動に大いに貢献したと思う。各

支部においては、役所、地域のお祭りや有名なス

ポットで相談会を実施し、行政書士制度を地域社会

に周知した。多くの支部が、毎年、同じ会場で相談

会を開催しているため、行政書士による相談会が地

域に定着してきていると思う。とはいえ、台風や記

録的寒気の到来などがあり、会場によっては、相談

会の実施が難しいところもあった。悪天候の際にも

相談会を実施できるように準備を進めることが今後

の課題である。 

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 　 

　行政書士フェスタの２日間は両日とも天候が悪く、

また昨年より広告媒体を減らしたにもかかわらず、

３５０件近くの相談をいただいた。毎年同じ時期に同

じ場所で開催していることの成果を実感できた。参

加した会員の頑張りで、２日間で１万セットを超え

るチラシとポケットティッシュを配布したが、途中

で配布物が足りなくなり、急きょ追加で配布物を用

意した。うれしい誤算であったが、今後はそのよう

なことがないよう事前の準備を周到に行いたいと思

う。次年度もさらに認知度の定着を図りつつ、経費

面を工夫し、効率の良い運営を実現したい。

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 　 

　本年度も例年同様に多数の会員の協力を得ること

ができたので、官公署の訪問や街頭キャンペーン・

無料相談会などを通して、広く市民に行政書士制度

のPR活動をすることができた。市町村の広報誌へ

の掲載も行ったので、多数の方々が相談に訪れた。



2018.3　No.544 21

C
LO
SE UP

T
O
P
IC
S

次年度においても、引き続き集客のために、なるべ

く早めの時期から各支部と連絡を取り合って、可能

な範囲で広報誌を活用していきたいと思う。また、

時代に適した様々な方法でPR活動を行っていきた

い。なお、各支部に貸出しを行っている備品やグッ

ズ等についても、次年度はより充実したものにして

いきたいと思う。本年度の広報月間も多数の会員の

皆様の御協力とお力により進めることができた。こ

の場を借りてお礼を申し上げたい。

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 　 

　衆議院議員総選挙と広報月間の日程が重なり、期

日前投票所になる相談会場もあったため、会場変更

の案内を新聞広告やホームページなどで強調して周

知した。広報用チラシの日程表について、これまで

支部別順だったが、相談者が見やすいよう今回から

開催日順にした。本年度作成した付箋については、

広報月間以外にも本会のPRグッズとして活用でき

るので、定例相談会場を始め、市町村窓口や関係団

体に継続的に配布していきたい。 

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 　 

　昨年度に引き続き、対面無料相談会の開催に力を

入れ、今年は１５か所で開催することができた。遺

言・相続の相談では必ず相続税や譲渡税など課税関

係についても聞かれるので、税に詳しい方にも同席

していただくことが望ましいと感じたが、費用の面

で課題が残る。また、一般の方々は、行政書士・司

法書士・税理士がどう違うのかが分からないので、

行政書士の更なる広報の必要性を感じさせられた。

毎年１０月前後は他士業や行政でも無料相談会が開催

されることが多いので、相談者が足を運びやすい会

場を設定したり、PRの方法を検討し、差別化を図っ

ていきたいと思う。

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 　 

　埼玉会では、県内２３支部全部で対面式の相談会を

実施した。１０月は各種イベントを実施する自治体も

多く、そうした会場にブースを設けるなど、積極的

にPRに努めた。広報月間に合わせて毎年オリジナ
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ルポスターを作成しているが、本年は出張封印をテ

ーマとして制作し、そのポスターを会員及び各支部

に配布し、日行連のポスターと共に自治体などに掲

示を依頼したほか、相談会当日は会場にも貼り行政

書士をアピールした。また、行政書士の業務案内を

三つ折り冊子にして各会場で配布した。会場ではお

揃いの法被を着用してグッズを配るなど、イベント

色も出し、相談に来た方は緊張せずにお話しできた

と思う。各会場とも多めの人数で対応したため、来

場者を待たせることが少なく、またゆっくり相談を

受けることができた。項目別相談件数では、権利義

務・事実証明の「その他」に離婚と成年後見が多く

含まれているため、今後項目の見直しを検討してい

ただきたい。

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 　 

　昨年、相談員の資質向上を目的とした研修会を開

催したことから、各相談会での相談員のレベルも上

がったと思われる。各支部で行われた無料相談会に

おいても、開催時期を他士業の相談会とずらしたり、

広告媒体を変更するなどして周知方法の再検討を行

うなど工夫した。今後も相談者数の増加を図りたい

と思う。相談内容が、相続・遺言に関するものに

偏っている現状については、周知方法を工夫するな

どして、相談内容が幅広いものになるようにしてい

きたいと思う。 

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 　 

　相続手続をする士業としての行政書士の認知度は

上がっていると思われる。広報については、新聞広

告、自治体広報誌にも掲載され効果があった。今後

の課題としては、相談者が事前に御自身でも調べて

くる方が増えていることもあり、行政書士として中

途半端な知識では対応できないこともある。行政書

士としても日々研鑽を積むことが大切であり、研修

会等に参加し行政書士全体の資質の向上を図りたい

と感じた。

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 　 

　１０月１４日、山梨県下５か所にて広報活動を兼ねた

無料相談会を行った。会員は早朝から会場の準備を

行い、どの会場も多くの県民が相談に訪れていた。

相談内容は多岐にわたり、会員自身も勉強になった。

　相談内容としては、やはり相続を含めた老後の心

配が多い。今後、私たち行政書士の職務である生活

保護受給者に対する相談にも力を入れていく必要が
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あると思った。個人の事務所には相談に訪れるが、

プライバシーの関係で周りの人には知られたくない

といった事情により、オープンスペースの会場では

相談しにくいこともあるのだと思った。今後、社会

貢献の一環として取り組む必要があると感じた。ま

た、一般県民の皆さんには、行政書士の職務を理解

されている部分も多くあると思った。特定の業務に

偏ることなく、幅広い職務をこなせるようになるこ

との重要性を感じた。

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 　 

　県民への周知を図るため、各地の行政広報誌への

情報掲載依頼の他に、静岡県行政書士会館にて１０月

２・３日に行った電話無料相談会の情報を２日間に

わたり新聞に掲載するとともに、相談会初日には会

長がラジオに出演してPRを行った。また、電話無

料相談会には、業務部の会員の他、コスモス静岡の

会員も参加し相談対応の充実を図った。県内各支部

での会場型相談会では、PRグッズとして作成した

業務案内パンフレット及びクリアファィルを配布し

た。相談内容としては、例年に比べて多岐にわたる

行政書士業務の相談が多く寄せられた。 

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新潟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 　 

　相談会来場者の高齢化が顕著で、遺言・相続関係

の相談が圧倒的に多い。特殊なケースもあり、相談

員が研修などで相続関係の知識を充分に習得したう

えで対応することが求められる。相談会場は交通の

面で高齢者が来場しやすい場所を設定する必要があ

る。また、相談会開始直後は来場者が多く、順番待

ちになるケースがあり、待合スペースの確保も検討

が必要である。相談会の広報については、新聞折込

チラシの効果も大きいが、市町村広報誌のお知らせ

欄を見て来場された方も多く、継続していきたい。

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 　 

　新聞広告の反響率が年々低くなっている傾向があ

る。多様な広告方法を検討するとともに、かけた予

算に見合った広告に随時変更していく必要性を感じ

る。受けた相談内容に対しては、常設の相談会を担

当している相談員、各支部にて選抜された相談員に

担当してもらっていることもあり、特に問題なく対
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応できている。相談内容は「遺言・相続」のテーマ

が多いが、相談者の抱えている問題自体が複数分野

に関連しているケースも多く、相談を受ける側も幅

広い分野についての研鑽が求められている。

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 　 

　相続・遺言の相談が多い。中には資料等を事前に

用意してくる方もいた。岐阜支部内の全市に対し市

広報誌への掲載依頼をしたところ、２誌に掲載され

た。西濃土地建物相談会を大垣市役所市民相談室に

て年４回実施するとともに、JAにしみの農業祭に

て無料相談会及び支部名入りボールペンを配布した。

ポスター配布や無料相談会をPRする中で、行政書

士に対する認知度、期待度は高まってきていること

を実感した。また、各行政機関の対応も広報月間に

関しては、かなり浸透してきており大変友好的であ

ると感じた。故郷祭りへの参加の際には、天候にも

恵まれ５００枚のチラシの配布ができた。１０月２２日に

可児市において法の日の無料相談会を開催する予定

であったが、開催会場が衆議院議員選挙の投票所と

して使われることとなり、他の会場の確保等も困難

であったため、相談会は中止となった。 

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 　 

　本年度は、本会での電話無料相談の告知を県内全

市町の広報誌へ掲載を依頼し、１０市町の広報誌へ掲

載してもらった。その効果もあり、昨年度よりも多

くの相談を受けることができた。事前告知として地

元メディア周りも行っているが、なかなか取り上げ

てもらえない。その中で、ケーブルテレビでは告知

映像を放送してもらいやすいので、各支部で行う無

料相談会の告知を積極的に行うと良いと感じた。ま

た、県内主要駅への駅貼りポスターの掲示を１７駅で

行ったが、南勢地域（尾鷲市、熊野市）の主要駅に

はポスターを掲示できるようになっていないため、

南勢地域においては他の手段も検討していきたい。

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 　 

　無料相談会の開催日を他の士業より早くしたこと

で昨年より相談件数が増えたのではないかと思う。

相談窓口が埋まり待たせてしまうこともあり、今後

は出来るだけ相談者を待たせないように、窓口を増
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やすか、相談者が増えてきたら簡潔に回答する等臨

機応変に対応することが大事ではないかと思った。

広報媒体としては、新聞、ラジオで広報したが、相

談者は新聞と自治体の広報誌を見て来られた方が多

く、ラジオの効果はいまひとつと思われる。次年度

はテレビ等も考えた広報活動をしてみたいと考えて

いる。

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 　 

　１０月の無料相談会開催時には、既に他の士業にお

いて遺言相続等の無料相談会を実施しているため、

相談件数が伸びない。本会では１０月の第２週では遅

いため、９月２９日から３日間、前倒しで実施してい

る。アンケートによると新聞のカラー広告やチラシ

の配布は集客に効果があった。昨年度に引き続き、

石川行政評価事務所と合同開催を実施したが相談は

なかった。できれば相談件数の多い会場で、またよ

り多くの会場で実施したい。「のぼり」以外にユキマ

サくんパンチングバルーンを置いた相談会場は、と

ても目を引き、行政書士の相談会をPRできたと思

う。今回、相談会場を１か所増やしたが、次年度以

降、より相談件数を伸ばすため、広告の仕方、相談

会場の選定を含め検討していきたい。 

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 　 

　無料相談会の開催会場として、例年開催している

本会事務所（２日間）及び総曲輪グランドプラザ

（１日）の他、アピアショッピングセンターの２階

ハッピー広場にて行ったところ、駐車場が広く来場

の利便性が良くなったためか、相談者数が１日で５１

人（本会事務所は２日間で２９人。総曲輪は３９人。）

と飛躍的に増加したため、今後も利用を予定するこ

ととした。また、開催チラシを町内の回覧板で回覧

したところ、これを見て来場した方（４４名）が、こ

れまで行っている新聞広告（２社）を見てきた方

（２７名）に比べ１.６倍となる効果があった。それに比

べると、TVコマーシャルを見た方は数名と少なく

費用対効果が低いことから、今後の検討課題となっ

た。 
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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 　 

　７つある支部では、２年ごとに新聞折込チラシを

入れる支部があるなど多少の違いはあるものの、ほ

ぼ例年どおり、相談会と各団体への訪問が実施され

た。中には、グッズを作成して配布する支部がある

など、新しい試みも見られた。また、３回目となる

「女性行政書士による女性のため無料相談会」を実

施したが、これは回を重ねるごとに相談件数を順調

に伸ばしており、今回は盛況であった。そのため次

回は、予約制にするなど何らかの策を講じなければ、

相談件数増加への対応が難しいと予測している。大

きな問題としてはまず、地域によって相談者が非常

に少ないという点が挙がる。相談会を毎月実施して

いることの裏返しなのか、当該地域の行政書士の認

知度が低かったり、広報が弱かったりするためであ

るのか不明ではあるものの、相談会自体のあり方を

考え直す必要があるのかもしれない。次に、会とし

て目玉となる大きなイベントが用意できなかったこ

とが挙げられる。広報月間でありながら、行政書士

の認知度の底上げに寄与するような企画が準備でき

なかったため、模索しながらも次年度は予算を編成

して行動に移したい。 

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 　 

　本年度も昨年度と同様、ラジオ放送を利用した２０

秒スポットCMや車内アナウンスを放送し、また行

政書士の制度及び業務のPRなど、知名度向上のた

め関係各所への訪問を行った。広報月間のノベル

ティグッズについても昨年度同様附箋を用意し、一

般市民の方にも大変好評であった。また、本年度は

広報月間期間中である１０月１４日に大阪市中央区なん

ばウォーク内クジラパークにおいて、相続・遺言・

成年後見、入管・帰化、各種許認可の無料相談会を

開催した。無料相談会では行政書士のPRのためパ

ンフレットやPRグッズが入ったユキマサくんのビ

ニール袋を配布した。用意していたものが１時間足

らずで全てなくなるほどの盛況ぶりであった。また、

ユキマサくんの登場に加え、本年度は初めてなんば

ウォークの館内放送で相談会の案内がなされ、「行

政書士」というフレーズが何回も放送された。多く

の一般市民の皆様に「行政書士」をアピールできた

のではないかと思う。 



2018.3　No.544 27

C
LO
SE UP

T
O
P
IC
S

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 　 

　平成２９年１０月１９日京都市消費生活総合センターに

おいて、京都市との共催で市民向けセミナー及び無

料相談会を実施した。京都市の協力を得て広く周知

することができ、当日は多くの参加者が集まった。

　第１部の市民向けセミナーでは、「相続を考える

～配偶者が安心して暮らせる老後～」「お墓・納骨

のいろいろ～葬儀から改葬・墓じまい～」といった

今関心が高い２つのテーマを、講師の三浦東八公共

政策部副部長が解説した。

　第２部の無料相談会では、本会の専門相談員とコ

スモス成年後見サポートセンター京都府支部会員が

相談にあたった。相談者たちは遺言や相続、成年後

見等について熱心に質問し、帰りには「相談できて

良かった」との声も聞かれた。セミナーに関するア

ンケートでも、大半の方が「役に立った」と答え、

手応えを感じることができた。

　また、各支部においても無料相談会を開催し、多

くの相談者が会場を訪れた。会場側から次回開催を

要望されるケースもあり、この取組が行政にも評価

され、無料相談会定期開催に繋がっていると思われ

る。次年度に向けては、相談員のレベルアップ、相

談者が非常に多い場合の対応策、経費の節減などの

課題が挙げられた。これに加えて、本年度も官公署、

関係機関及びマスコミ等へ行政書士制度PRポスタ

ーの掲出依頼や行政書士の業務・専門分野をPRすべ

く京都新聞への広告掲載を行った。 

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 　 

　奈良会では、無料相談会（一般向けと女性限定）

と、「PRキャラバン」と称して２日間かけてユキマ

サくんと共に奈良県下の６か所の駅を巡るPR活動、

２つの役所への表敬訪問を行った。無料相談会につ

いては、案内を関係各所に設置、新聞にも無料で掲

載していただいた。PRキャラバンにおいては、配

布グッズとして、受け取った方の手元に長く残るよ

うマグネットとエコバックを新たに作成し、駅や周

辺施設を利用される多くの方に配布できた。PR活

動の後、地元の新聞に活動を取り上げていただき、

表敬訪問を行った奈良市役所においては、市の広報

誌に「市政の頼れるパートナー」とのコメント付き

で写真を掲載いただいた。経費をかけず、企画メン

バーや会員も楽しめ、そして、広くPRするという企

画目標は達成したと思うが、もっと多くの会員に参

加していただけるような活動内容にしていくことが

課題である。 



●トピックス　クローズアップ

2018.3　No.54428

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 　 

　和歌山会では支部単位で広報月間の対応を行って

いる。この形態は３０年継続しており、その成果はか

なり浸透してきている実感がある。官公署の担当係

官は２～３年の周期で異動するため、特に継続して

活動する必要があると思う。また、窓口での本人確

認の徹底についても、継続して取り組む必要がある

と思う。ただ、各支部によって会員数が多い支部

（１５０名）と少ない支部（２１名）があり、ここに行

動力の差があるように思われるので、今後の課題と

したい。

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 　 

　兵庫会では、行政機関向けとして、各支部、業務

部を中心に兵庫県内の官公署や行政関連施設等を訪

問し、行政書士制度の普及や行政書士の活動への理

解と協力をお願いした。その結果、県内各所の官公

署等でポスターの掲示や業務案内のパンフレット等

の設置をさせていただくことができ、多くの方に行

政書士の存在を知ってもらえる環境を拡充すること

ができた。また、関係機関の協力のもと「非行政書

士の監察活動」（法規部）の調査も従来どおり行った。

次に一般市民向けの活動として、１０月１日の「法の

日」及びその前後に合わせて、本会の全１０支部が県

内各地で「無料相談会」を実施し、たくさんの市民

の方に来場いただいた。「女性行政書士による女性

のための無料相談会」（総務部）や本年度、初の試

みとして、特定行政書士や著作権相談員による「電

話無料相談」も行った。また、「暮らしの手続き安心

セミナー」を開催し、多数の参加をいただいた。そ

の他、新聞広報、報道機関へのパブリシティ（広報

部）、地域FM出演（ADRセンター等）のメディア活

用を行い、準備期間を含めた２か月間に及ぶ行政書

士制度広報月間を終えた。結果、行政関係機関との

信頼関係の構築や一般市民の皆様への周知・浸透が

進んだのではないかと思う。

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 　 

　予定していた訪問先を訪問することはできたが、

本会役員等が業務多忙のため、訪問するための時間

調整や配分が難しく、広報月間の１０月末日までの予

定を逸脱し１１月中旬頃まで繰り延べた。しかし、各

行政機関や各種団体等を訪問することで、更なる行

政書士の認知度向上に貢献できた。この様な訪問は、

ともすればマンネリ化になりやすい反面、継続は力

なりで、好感の持てる態度や身だしなみ等を意識し、

更なる認知度を高めるため、訪問にも工夫を凝らし

ていきたい。 
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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 　 

　公民館での無料相談会は２か月に一度、継続的に

実施しており、行政書士に対する信頼や業務等の認

知に関し、大いに役立っている。相談会は、市町広

報・告知放送でPRしたが、昨年度より件数は少な

かった。無料電話相談は、広報の効果が即時には見

られないのが残念だった。無料相談を例年と同じ場

所・方式で実施した。相談内容は相続に関する相談

が主であった。相談会を広間で行ったため、個室を

望む声や車椅子利用の相談者がいたこともあり、急

きょ個室を借用して対応するケースがあった。施設

側に事前の申入れを行っておく必要性が認められた。

高齢の相談者が多く、付き添いが必要な相談者が見

られ、高齢化の伸展に伴い、今後、一層この傾向が

予想され、待ちの相談会から一歩踏み出す取組の必

要性を感じた。例年どおりの広報活動を行ったが、

次回からは実施する行事を少しでも増やしていきた

い。１０月１３日の無料相談会の前哨戦として江津市で

開催した８月２２日と９月２３日の相談会には、合計１３

人の相談者があり貢献したが、１０月１３日の相談会に

は相談者０人で反省した。しかし、「地域への回覧

板」の形式を採用したことが、今後の広報手段とし

て有効に機能すると判断した。ますだ産業祭にて無

料相談会を行ったところ、例年になく相談者が多く、

午前午後と２名交代で行ったが、それでも待ってい

ただくほど盛況となった。 

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 　 

　会館で実施した電話相談が低調であったので、改

めて電話相談のあり方を検討する必要がある。官公

署に文書を送付し協力をお願いするとともに、理事

が手分けして、窓口を訪問し、PR用のクリアファイ

ルを持参して協力をお願いしたところ大変好評で

あった。次に、会長のラジオ出演によるPRのうち、

特にRSKラジオの公開生放送の反響が大きく、今後

ともこの活動を進めていきたい。今後の課題として

は、官公署に文書を送付し協力をお願いする際、PR

用ポスターを郵送しているが、理事が手分けして、

窓口訪問の際にPRポスターを持参し掲示をお願い

する方法を検討したい。

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，相談件数が昨年と比べ３倍となっ

た（４０件増）が、その要因は電話無料相談がNHKの

昼のローカルニュースで報道されたことによる。対

面無料相談会の相談件数は、天候に祟られた会場も
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あるなど件数が伸び悩んだが、件数が増加した会場

では、広報チラシの作成配布（新聞折込等）を行っ

たり、集客力のある会場に変更したことなどが功を

奏していることが伺える。今後，広報効果の高い放

送メディア（特にNHK）で継続的に取り上げてもら

えるようメディア関係者との関係維持を図りながら、

パブリシティの一層の強化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 　 

　山口県下７支部でそれぞれ無料相談会を開催した

が、相談者が２～９人と少なかった。支部別では、

５件が３支部、６件が１支部、９件が３支部で、２

件は他士業との合同相談会であった。この理由とし

ては、市民が行政書士の業務について知らないこと

や、弁護士会や司法書士会も相談会を定期的に行っ

ており、そちらに相談に行っていることが理由と思

われる。相談会の開催については、各自治体の広報

誌等に掲載されているので開催自体を知らないとは

考えにくい。従って、今後とも行政書士制度の周知

を徹底していきたい。また、相談内容は、遺言・相

続が圧倒的に多いので、相談員にはこの分野につい

て更なる研鑽を積んでほしい。 

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 　 

　毎年、四国新聞に会員有志の協力のもと全面広告

を出している。名刺広告の形をとっているため、掲

載された会員には当然に広告料の支払いをお願いす

ることとなり、支出をする会員にとっても、広告を

お願いする執行部としても結構な負担となっている。

本会が全額負担して全会員の名簿を載せるという案

等が毎年出てくるが、予算の都合上、最終的に名刺

広告という方法になってしまう。ただこの四国新聞

への掲載は広告として有効であると思われるため、

中止ではなく継続を前提として検討を進めていきた

い。

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 　 

　電話無料相談、対面無料相談とも、全体数は年々

減少している。１０月１日から１週間は「法の日」と

いうこともあり、他士業も１０月には県内各所で相談

会を開催している。しかしそのことだけが、相談件

数減少の原因ではないと思われる。今回は徳島会と
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して初めての試みである「終活セミナー」を主催し

た。１０月１日の徳島新聞全面広告では多くのスペー

スを割いて「終活セミナー」をアピールし、別途告

知のためのチラシを作成し関係各所への配布をした。

また、徳島県や徳島市のほか、徳島新聞社、四国放

送に対して後援を得るために奔走したり、四国放送

の情報番組に会長ら理事が出演して大々的に告知も

した。結果、多くの一般聴衆がセミナーに参加して

盛況のうちにイベントを終えることができた。結論

として、イベントを成功させる要素は積極的なPR

と催す側の意気込み次第であると考えられる。

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 　 

　従前は「無料相談」「遺言・相続・成年後見」と

書かれたのぼり旗を掲げていたものの、それ以外に

具体的な相談内容についての案内はなかった。そこ

で、単に「無料相談」等とするのではなく、相談会

場の衝立等、よく見える位置に具体的な相談内容

（遺言・相続・成年後見・法人設立・農地・墓地等）

を記載した案内を掲げることで相談者が劇的に増加

した。また、相談会場である商業施設の担当者から

の助言に基づき、プライバシーに配慮しつつもある

程度相談者がいることが外部から見えるようにする

ことで「入りやすい雰囲気」を作った結果、相談者

が増加した。 

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 　 

　昨年と比較し、電話無料相談件数は１３件と微増で

あり、対面の無料相談については開催日に台風の接

近等の影響もあり７５件と振るわなかった。新聞広告、

タウン情報誌広告及び新聞折込合同チラシ広告と

いったPR媒体の効果について、デザインの変更、広

告の文章を一部変更することで目に止まりやすく

なったと自負している。費用対効果としては、大き

な成果こそ見られないが、目に見えない効果は存在

すると思われるので、今後も新聞・タウン情報誌等

広告の複数回出稿や他のPR方法も含め、積極的に

検討していきたい。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、アピールを行える広告作りを行っていきたい。

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 　  
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　県下２４か所で無料相談会を開催し、行政書士業務

に関する周知を行った。無料相談会の告知に関して、

２紙に延べ９回の半５段広告を掲載し、相談会日程

案内と業務案内チラシを、支部を通して県内各地に

配布し、無料相談会及び行政書士業務の周知を行っ

た。また、９月３０日の地元紙朝刊に本会会長と福岡

県企画・振興部長との対談を全面に掲載し、県の業

務と行政書士の関わり及び行政書士業務の周知を

行った。これについては、新聞社の企画記事とする

ことで、掲載費用の削減を図った。これらの活動に

ついては、無料相談会における行政書士業務の紹介

グッズの充実、事前のマスコミ各社への告知活動等、

今後さらに検討すべき事項がある。

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 　 

　例年とほぼ同じ広報活動を行った（昨年度まで実

施していた地元テレビの一分間無料告知は行わな

かった）が、本会及び各支部の無料相談件数は昨年

度よりも下回る結果となった。本年度は休日が相談

会開催日となったこともその一因かと思っており、

次年度以降の課題と考えている。また、新聞広告に

よる告知も予算を割き、継続して行ったものの、そ

の費用対効果はあまりなかったと言わざるを得ない。

次年度は限られた予算の範囲でより知恵を絞り、費

用対効果が高い広報活動に取り組みたいと考えてい

る。幸い九州地方協議会の広報担当者会議で他県の

取組を伺う機会があり、それも参考により広報活動

に努力していきたい。 

長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑﨑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﨑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 　 

　行政書士制度のPRのため、今後も無料相談を継

続した方が良いと思う。相談件数は少ないが地道に

広報活動をするしかないと思う。時間制限を設けず

話を聞くことができたので、相談者の皆様にも喜ん

でいただけた。

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 　 

　本年度も例年どおり電話無料相談会・街頭無料相

談会・市民公開講座の３件を柱として広報活動を展

開した。電話無料相談会に関しては例年より相談件

数が少なく、街頭無料相談会及び市民公開講座にお

いては例年どおりの相談及び集客をすることができ

た。特に市民公開講座においては、本年度は熊本県

南部に位置する人吉市で開催したが、地元支部との

連携も順調に進み、有意義な市民公開講座の開催と

なった。人吉市の地元紙、人吉新聞には告知記事か

ら開催記事も掲載され、人吉市での広報活動として

は効果があったのではないかと考えられる。また、
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１０月１日には熊本日日新聞朝刊に広報月間行事予定、

各支部における相談会日程、有志会員８２名による名

刺広告を１面１５段広告として掲載したところ、多く

の県民の方から反響があり、今後も継続して掲載し

ていく予定とした。しかし、新聞や折込広告による

広報活動に関しては、一定の効果は見られるものの、

相談者や来場者の数に関し、まだまだ満足すること

はできず、今後はTVやラジオの情報番組等を活用

した広報活動を取り入れていきたいと考えている。

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 　 

　今回初めて新聞折込を利用したが、街頭配布より

労力も少なく効率が良いと感じた。また、新聞広告

よりも経費が抑えられるため、今後も活用したい。

取り掛かりが遅れてしまい、電話相談会の告知が十

分にできなかった。今後の課題としては、県内全域

に告知が行き渡るよう、各支部長にも御協力いただ

き、チラシ配布を行っていきたい。老人ホーム等の

施設への配布、地区回覧板等の利用も検討したい。 

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 　 

　幅広い相談に対し具体的なアドバイスができるように、

相談員は行政書士専業以外に、司法書士、税理士、

社会保険労務士資格を持った会員の協力を得て行っ

た。チラシの配布、ラジオ出演や公共機関への訪問な

ど、支部役員一丸となって無料相談会の周知を行った

が、当日は地元の大きなイベントと重なった影響もあり、

相談者数が少ないという結果になった。 （都城支部）

　無料相談会の案内を新聞折込広告チラシで３０００枚、

宮崎日日新聞と朝日新聞に地域限定で配布したが、も

う少し広範囲に配布した方が良かった。 （日向支部）

　北川、北方、北浦町へ事前に表敬訪問し、相談がな

い場合は出向かない旨の了解をとった。 （延岡支部）

　地域柄、無料相談会が農繁期と重なるので、開催

時期を考えなくてはならない。毎月１回社会福祉協

議会で弁護士会の無料相談会が開催されているため、

そちらに行かれる方が多い。 （高千穂支部）

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会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会鹿児島県行政書士会  
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　電話相談では、相談者が居住の支部長へ連絡し翌

々日には当該支部の会員が相談者を訪問するなど、

迅速な対応ができたのは良かった。ただ、相談員４

名が、約７時間もの時間を県会事務局に詰めた割に

は、相談がたった１件であったことは、PR不足で

あったと反省している。次回は様々な方法を駆使し

て県域全体に当該相談実施の周知・宣伝に努めたい。

　対面相談では、若手の相談員が主体となって、積

極的に街頭に出て、道行く人々に対して親切丁寧に

ガイダンスを行い、相談者の掘り起こしが多数でき

た。ただし、午後３時以降は相談の受付はなく、更

なる工夫が必要と感じた。次回は開催時間の検討を

行った上、実施に臨みたい。なお、参加した相談員

１５名には、手の空いたときは積極的に他のブースの

相談を傾聴するよう促した。そうすることによって、

相談員個々人のスキルアップが図られ、相談員相互

の信頼感が生まれた。相談会終了後には、反省会と

称する従事相談員同士の飲み会の要望が多数出され

るなどこれまでにない連帯意識を醸し出した。 

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 　 

　沖縄会並びに県内８支部では、官公署・マスコミ・

関係機関への訪問を行い、行政書士制度の広報に努

めた。また、本会・支部主催で無料相談会を１２会場

で開催した（今回も相続関係の相談が最多）。市町村

広報への掲載依頼時期の検討など課題もあったが、

概ね広報月間全体を通してスムーズに運営できたと

思われる。課題として、各支部からの要望事項をい

かに取り上げ実行していくか、また、コスモス成年

後見サポートセンターとの連携が挙げられる。

総　括 ＜広報部＞

　本年度は、例年行っている広報月間報告に加え、全単位会にアンケートをお願いし、総評と今後の課

題について回答をいただきました。

　全体的に１０月は他士業でも無料相談会が実施されており、相談日が重なることで来場者が少ないとの

声が多数ありました。また、本年は台風の影響を受けたところや、予定していた会場が衆議院議員選挙

の期日前投票の会場となったところもあり、想定外の出来事で対応に苦慮された単位会もあったようで

す。

　PR活動についてはテレビ、ラジオなどのメディアの活用や、新聞紙面を使っての告知、またチラシの

配布や市町村が配布する広報誌等への掲載など各地で様々な活動が行われているようですが、やはり費

用対効果を考えた時に、市町村の広報誌への掲載が効率の良い告知につながっているようです。

　全体的に、相談者の減少を課題に挙げている単位会が多いようですが、一方で課題克服のために本年

度新しい取組に挑戦し飛躍的に効果を上げている単位会も多数見受けられました。

　広報活動はすぐに効果が現れるものではないかもしれませんが、他県の広報活動の取組を知ることに

より、各単位会がこれまで抱えていた課題を克服し、より効果的な広報活動の参考にしていただければ

幸いです。
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　Info　

１

　平成27年4月から開始した法制審議会・民法（相続関係）部会にお
いて、相続法の改正要綱案がまとめられ、通常国会に同案が提出され
ることとなりました。相続法制の大幅な改正は約40年ぶりで、高齢化社
会等の社会情勢に対応した見直しとなっています。この法改正の動向
は、実務にも直接的に影響を及ぼすものですので、皆様の関心はとて
も高いのではないでしょうか。
　この講座では、現行法（親族法・相続法・家事事件手続法）の全体像
を学びながら、相続法改正によってどのような影響が生じうるか、でき
る限り、具体的にお話ししたいと考えています。なお、今後の法案審議
の動向について不確定な部分もありますが、講座当日は最新の情報を
交えてお話しいたします。皆様の貴重なお時間を頂戴しますので、「受
講して良かった」と思っていただけるように頑張ります。どうぞよろしく
お願いいたします。

（ささき　たけし）
《プロフィール》
・青森県八戸市生まれ。
・立命館大学大学院法学研究科民事法専攻
　博士後期課程修了（博士 [法学 ]）
・札幌学院大学法学部准教授を経て、現在、
　専修大学法学部教授
・専修大学法学部法科大学院で家族法を担当

講 師：佐々木　健　教授

　家事事件手続法は、家庭裁判所で行われる家事審判及び家事
調停の手続を定めた法律です。手続法の講義は、淡々と手続に
ついての話が続くと思うでしょう。でも、私の講義は違います。
ある事例を出して、その問題点をまず検討して、手続では何に
注意すべきか、実務では何を中心として事実認定され、審判官
が法的判断をするかを受講生の方への質問とその回答という方
式で進めます。したがって、受講生の方はいつ講師から質問さ
れるかという緊張感とともに、自分だったらどう答えるかなどを
考えながら、講義を受けることができます。
　その意味では、受講生の参加型の講義です。
　講義の途中で、疑問点があれば、質問をすることも自由です。

（みやおか　たかゆき）
専修大学理事・専修大学法科大学院教授
今村記念法律事務所代表弁護士
《プロフィール》
　昭和31年　愛媛県松山市生まれ
　昭和54年　専修大学法学部卒業
　昭和62年　司法試験合格
　平成 2年　弁護士登録
　平成14年　専修大学理事
　平成15年　専修大学法科大学院教授
　平成17年　学校法人北上学園　理事・評議員
　平成19年　日本税法学会理事
　平成22年　石巻専修大学経営学部経済研究科
　　　　　　非常勤講師
　平成24年　足立区男女共同参画苦情処理委員
　平成26年　足立区いじめ調査委員会委員長

講 師：宮岡　孝之　教授

「家事事件手続法」の専門的知識が習得
でき、専修大学大学院科目履修生として
2単位を取得できます。是非この機会を
有効に御活用ください！

判及び家事
淡々と手続に
は違います。
続では何に
れ、審判官
回答という方
師から質問さ
えるかなどを

も自由です。

　平成１６年から、日行連が専修大学大学院と連携して行っている平成３０年度司法研修が開講します。
今回は昨年に引き続き「家事事件手続法」を中心とした講義を予定しています。
　「家事事件手続法」は、成年後見等に関する事項や、夫婦関係・親子関係、親族・扶養に関する
事項、遺産分割・相続の承認等に関する事項についての審判や調停が対象となります。この分野に
関するニーズは年々高まっており、今後行政書士に対する相談や、実際に業務として取り扱う件数
も伸びていく分野ではないでしょうか。また、今回は相続法改正の動向についても講義を予定して
います。
　講師からは、昨年とはまた違った切り口で、受講生の皆様と一緒に、実際に使える法律知識や事
例をしっかりと習得できる講義内容の予定と伺っています。この機会をいかして、「頼れる街の法
律家」として国民の皆様のお役に立てるよう、たくさんの会員の皆様の受講をお待ちしています！
（出願方法等、詳細は次ページへ！）

平成３０年度専修大学大学院
司法研修開講の御案内

＜中央研修所＞
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【受講希望会員は、記事下段にある出願方法をよく御確認の上お申込みください。】

　本会は、平成１６年度から、専修大学大学院の御協力を得て、科目等履修生として単位を取得できる司法研
修を実施し、１０年以上にわたり、司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の担保を目指して、必要な能力
を身に付けるための司法研修を展開してまいりました。
　平成１６年度から平成３０年度（平成２６・２８年度休講）にかけて「行政救済法」「家事審判法」「要件事実・事
実認定論」「家事事件手続法」等の科目を設定、開講しています。平成３０年度は「家事事件手続法」を設定し
開講させていただく予定です。
　本講義は、隣接法律専門職種としての位置付けを得ている行政書士が、より一層の法的素養を積み、更な
る飛躍を目指す上で意義があり、また成年後見等の分野で活躍する行政書士にとっても、大変参考になると
思われますので、多くの方の受講を期待いたします。
　本研修会は専修大学大学院での正規の授業として実施します。一般の大学院生と同じ立場で学習すること
となりますので、成績や受講態度が悪ければ単位認定されません。誠意と熱意をもって講義に臨まれるよう
お願いいたします。

目　　　的　　大学院科目等履修生として高度な専門分野の研究を行い、将来において、司法・準司法制度
の一角を担える人材の育成を目指すことを目的とします。

出 願 資 格　　平成２９年３月末現在で、高等学校を卒業している全国の会員を対象とします。
なお、大学又は大学院を卒業していない会員につきましては、高等学校卒業後の行政書士の
業務歴５年以上、短大卒業後の行政書士の業務歴３年以上を有することを出願資格とします。

講 義 概 要　　1　科目・単位数及び担当講師

２　受講上の注意
①事前に教材と予習範囲が指定されますので、必ず指定された予習をした上で出席してく
ださい。また、レポートの提出やテストがあり、総合的評価の結果、単位を取得できな
い場合があります。出席して講義を聴いているだけの研修ではありません。
②厳格な出席管理が行われ、出欠状況が単位認定の評価に影響しますので、御承知おきく
ださい。
③受講にあたっては、行政書士の品位を保ち大学の秩序を乱す行為をしないよう心掛けて
ください。
④総合的評価の結果に基づき、大学院の単位が与えられます。証明書発行料金（和文４００円、
英文７００円）の負担により単位の証明書の発行を受けることができます。
⑤図書館等の大学の施設利用については、ガイダンスの際に大学側から説明がありますの
で、それに従ってください。

担当講師単位数科　目　名

専修大学法科大学院
宮岡　孝之　教授
佐々木　健　教授

２単位
（１５コマ）

法律学応用特論
「家事事件手続法」

　なお、最少開講人数（３０名）が設定されています。申込者が３０名に満たない場合には開講されません
ので、予め御承知の上お申込みいただきますようお願いいたします。
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３　開催日及び時間割　　
　　平成３０年９月２９日（土）１０時００分～　手続　
　　　　　　　　　　　　　１０時２０分～　ガイダンス　
※必ず出席されるよう、お願いします。なお、ガイダンス（講義初日）の御案内につい
ては、後日（８月頃を予定）送付させていただきます。

授業時間講義日程

２・３・４時限平成３０年９月２９日（土）第１回

２・３・４時限　　　　１０月６日（土）第２回

２・３・４時限　　　　１０月２０日（土）第３回

２・３・４時限　　　　１１月１０日（土）第４回

２・３・４時限　　　　１１月１７日（土）第５回

時間割時限

９：００～１０：３０　 １時限

１０：４５～１２：１５☆ ２時限

１３：０５～１４：３５☆ ３時限

１４：５０～１６：２０☆ ４時限

１６：３５～１８：０５　 ５時限

４　受講場所
　　専修大学　神田校舎
　　東京都千代田区神田神保町３－８（専修大学HP：http://www.senshu-u.ac.jp/）

５　定員
　　５０名程度（所属会不問）

費　　　用　　1　受講金額について
　　４８,０００円（内訳：登録料１２,０００円＋履修料３６,０００円）

２　費用に関する注意点
登録料・履修料については、一定の審査を経て合格後、本会にお振込みいただきます。本
会から一括して専修大学に納入することとしています。

出 願 方 法　　以下の、日行連HP内にある要項を御確認の上、必要書類を整え、期間内に日行連に御提出く
ださい。

日行連HP ＞ 会員サイト（連con）＞ 中央研修所 ＞ 開催案内 ＞ 
「平成３０年度専修大学大学院における司法研修の出願方法について」

　
（出願期間 ）
　　平成３０年２月２６日（月）～平成３０年３月１６日（金）＜締切日消印有効＞

　　　　　日行連HP　https://www.gyosei.or.jp/
　　　　　【お問合せ先】日行連事務局研修課
　　　　　　　　　　　　TEL：０３－６４３５－７３３０

◇法律学応用特論「家事事件手続法」　 ※時間割（参考）
☆印が付いている時限で開催さ
れます。
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　法務業務部では、事業計画「高齢社会に対応した成年後見制度及びその周辺制度の調査研究」に基づき、
行政書士が、成年後見制度のみならず、遺言や相続などその周辺制度も含めたトータルな高齢者支援に最も
貢献できる隣接法律専門職であることをアピールするため、下記の募集要項のとおり、キャッチコピーを募
集しています。
　審査の結果、採用されたキャッチコピーは、今後、本会が作成するリーフレットやその他関係広報媒体に
利用させていただく予定です。皆様からのたくさんの御応募をお待ちしています。

募集要項
目　　　　的　　日行連は、これまでも超高齢社会の到来に対し、社会貢献として高齢者が利用する成年後

見制度に着目し普及に努めてきました。このことを社会的にも知らしめ、行政書士の認知
度をより向上させるために本公募を実施することといたします。

選 考 基 準　　以下の点を基準に選考します。
　　　　　　　　・行政書士の知名度向上に資するもの。
　　　　　　　　・行政書士の行う高齢者支援業務の認知度の向上に資するもの。

応 募 資 格　　どなたでも御応募いただけます。

応 募 方 法　　特設サイト（https://ngr-kp.com）にて現在募集しています。
　　　　　　　　　サイト内の「入力フォーム」にしたがって御応募ください。

スケジュール　　・募集期間　１月30日（火）～４月３０日（月）
　　　　　　　　・結果公表　５月中

副　　　　賞　　採用者（１名）には、賞金１０万円及びユキマサくんグッズを贈呈します。

留 意 事 項　　・応募作品は未発表かつ自作のものに限ります。
・応募点数に制限はありません。
・採用作品の著作権や使用権に関するすべての権利は、日本行政書士会連合会に帰属します。
・採用作品には、修正を加える場合があります。

お問合せ先

　　　日本行政書士会連合会　事務局　業務課業務二係　　TEL：０３－６４３５－７３３０

応募者の個人情報につきましては「日本行政書士会連合会個人情報保護規則」に基づき、
厳格に取り扱わせていただきます。

たくさんの
応募

待ってるニ
ャ！

個人情報の
取 扱 い

「行政書士の行う高齢者支援」
キャッチコピーの公募について

＜法務業務部＞

　Info　

２
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　平成３０年度の行政書士申請取次関係研修会（行政書士申請取次事務研修会、行政書士申請取次実務研修会）
の開催日と開催場所が決まりましたので、お知らせいたします。

平成３０年度　開　催　概　要

会　　　場開催地開　催　日研　修　会　名

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

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

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

アークロイヤルホテル福 岡 ７月１３日（金）行政書士申請取次実務研修会（更新）４

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

平成３０年度行政書士申請取次関係
研修会について

＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞

　Info　

３
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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。

岡山県議会において請願が
採択されました

岡山県
行政書士会

　平成２９年１２月２２日、１１月定例岡山県議会において、岡山県行政書士会及び岡山県行政書士政治連盟（岡山
政連）が共同提出した「岡山県各機関における行政書士法の遵守徹底による窓口規制の適正化を求める請願」
が採択されました。
　この請願は、非行政書士が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成及び代理するこ
とができないという行政書士法の趣旨への理解を深め、非行政書士による書類作成・提出行為を撲滅するた
め、これまで以上の指導強化と県民利益擁護に鑑みた窓口指導及び規制を求めるものです。
　岡山会では、平成元年９月２６日、県議会に非行政書士による不当な書類作成と提出行為の排除に関して、
県の各機関に対する指導及び周知徹底についての請願を行い採択されましたが、３０年近い時の経過とともに、
県の各関係機関の窓口の行政書士制度に対する認識も薄れ、警告掲示板の設置の依頼に対して正当な理由も
なく拒絶される窓口も散見されることから、今回の請願の提出となりました。
　また、請願が採択されるには、議員の過半数の同意が必要と
なるところ、岡山政連が「岡山県議会行政書士制度推進議員連
盟」の創設を働き掛け、岡山県議会議員（定数５５名、欠員１名）
の３分の２に近い３５名を構成員として、平成２９年６月１３日に設
立する運びとなり、請願採択の基盤の構築を図りました。
　今後も、県民の利益を擁護するために、行政書士法の趣旨を
岡山県各機関にしっかりと理解していただき、窓口指導の徹底
をお願いすることにより、非行政書士による違法な書類作成及
び提出行為の排除等のための活動を継続してまいります。

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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　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：那覇

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4月13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

ホテルロイヤルオリオン
（沖縄県那覇市安里1－2－21）

会会　　場場

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6756－9885】
宛てお申込みください（右図＜受講申込の手順＞を御参照くだ
さい）。

申込方申込方法法

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

受 講受 講 料料

平成30年3月15日（木）9時～3月26日（月）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、下記研修会に申し込みを行います。
H30.4.13（金）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：ホテルロイヤルオリオン）

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
○ ご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。
今回は、「住宅宿泊事業法（民泊新法）」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。

住宅宿泊事業住宅宿泊事業法法
（民泊新法（民泊新法））

Q3
　民泊新法の事業者（３類型）において、１．住宅宿泊事業者は、都道府県知事等に届出申請、２．
住宅宿泊管理業者は、国土交通大臣に登録申請、３．住宅宿泊仲介業者は、観光庁長官に登録申
請します。１．住宅宿泊事業者の届出は、届出書に氏名等の要件を記載して図面、登記事項証明
書、契約書等の書類を添えて民泊を営む住宅ごとに提出します。２．住宅宿泊管理業者及び３．
住宅宿泊仲介業者の登録は、登録申請書に商号等の要件を記載し申請します。登録は５年ごとの
更新、登録時に財産的基礎を有する書類等の添付が予定されています。

住宅宿泊事業法（民泊新法）における民泊申請はどのようなものですか？

A

　民泊新法は、民泊に関わる事業者の適正な運営を確保しつつ、国内外からの宿泊需要に対応し、
観光客の来訪や滞在を促進することで国民生活の安定向上及び日本経済の発展に寄与することを
目的としています。民泊新法は、事業者を１．住宅宿泊事業者、２．住宅宿泊管理業者、３．住
宅宿泊仲介業者の３類型に区分し、それぞれの事業者に対して「届出」や「登録」を義務づけ、
事業運営における必要な手続、実施する事業内容及び規制、事業の監督及び罰則等について規定
しています。平成３０年６月１５日の法施行に向けて、法施行令/施行規則の制定及びガイドライン
の整備が行われました。

住宅宿泊事業法（民泊新法）とはどのようなものですか？

A

Q2

　民泊とは住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することです。民泊はこれまで①
旅館業法、②特区民泊/民泊条例の規制内で認められてきましたが、新たに③民泊新法の成立によ
り３種類の法に基づく民泊営業ができることとなります。 ①旅館業法において旅館業は１．ホ
テル営業、２．旅館営業、３．簡易宿所営業、４．下宿営業の４つに分類されており、民泊営業
を行うには簡易宿所営業許可が必要です。②特区民泊/民泊条例による民泊営業は、国家戦略特
区の認定を受けた区域で条例により規定される地域内に限られ、民泊営業するには行政機関の認
可が必要です。③民泊新法による民泊は、民泊営業を実施する事業者が行政機関等へ届出、登録
申請することが必要です。

民泊に関する法規制にはどのようなものがありますか？
A

Q1



日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）
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20181/Jan

登録委員会
【登録審査】
1　審査件数（５６件）
２　その他

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（火（火））

行政書士制度あり方検討委員会
【協議事項】
1　「組織体制の見直し等に関する」諮問
への答申について

２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（水（水））

正副会長会
【協議事項】
1　理事会の議案等について
２　常任理事会の合議事項等について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（水（水））

常任理事会
【合議事項】
1　理事会の議案等について
２　成年後見制度利用促進にかかる要望
書（案）について

３　専門員の登用について

理事会
【議案審議】
第１号議案：行政書士会館の日本行政書士

会連合会の持分の全部を東京
都行政書士会に譲渡する件

総務部会
【協議事項】
1　平成３０年新年賀詞交歓会の確認につ
いて

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（木（木））

新年賀詞交歓会１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（金（金））

登録委員会
【登録審査】
1　審査件数（７７件）
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（火（火））

OSS特別委員会（～２５日）
【協議事項】
1　次年度事業計画・予算見積案について
２　OSS利活用及び軽自動車への拡大
に関する対応について

３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（水（水））

申請取次実務研修会（名古屋）
（受講者１８５名）

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（金（金））

ADR推進本部会議（～３０日）
【協議事項】
1　次年度事業計画・予算見積案について
２　各事業の推進について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（月（月））
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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。

　早くも３月号の発行の時期となり、広
報部長に就任し８か月が過ぎようとして
います。
　この会報誌の発行は記事の構成を考え、原稿を集める
ところから始まりますが、その前に原稿執筆の依頼が不
可欠です。という次第ですので、当然のことながら就任
直後の会報誌は記事が少なく正直かなり焦りました。
　月日を重ねるごとに業務部からの掲載依頼が増え、少
しずつ体裁は整ってきたものの、やはりタイムリーな情
報提供という部分の解決は難しく頭の痛い部分です。
　次年度は広報部の力を結集し更なる誌面の充実に努め
てまいりますので、会報誌に対する御意見などございま
したら広報部にお寄せください。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（井口）

◆登録者数（平成３０年１月末日現在）
４７,１６４名合 計　 　
6,448名女40,716名男内 訳　 　
6,055名女39,329名男・個人事務所開業
195名女965名男・行政書士法人社員
198名女422名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成３０年１月中の処理件数）
１６０名新規登録　合　計
16名女144名男　　　　　内　訳
１２５名登録抹消　合　計
14名女111名男　　　　　内　訳

104名　　　　　・廃　業
20名　　　　　・死　亡
1名　　　　　・その他

◆法人会員（平成３０年１月末日現在）
７３９法 人 事 務 所 数
459・主たる事務所数（行政書士法人数）
280・従たる事務所数


