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理事会開催の報告
日にち

平成27年4月22日（水）
、23日（木）

場 所

虎ノ門タワーズオフィス8階「ROOM7」

司 会

末廣 元孝総務部長

議 長

北山 孝次会長

議事録署名人

荒岡 克巳
（埼玉会）
・
堀内 裕造
（島根会）
各理事

構

成

員

オブザーバー

56名のうち、52名出席（開会時）
黒田 積・竹澤 信雄・増田 由明各監事、
安達 孝藏選挙管理委員会委員長

本理事会では、
以下4議案について審議され、
異議なしで可決された。

議案審議

第 1 号議案

日本行政書士会連合会会館移転準備委員会設置規則の廃止（案）について

平成26年度事業として定時総会で承認を受けた行政書士会館の移転については、
関係団体との調整を含め準備
を終え、
平成26年10月14日から移転先の東京都港区の虎ノ門タワーズオフィス10階にて業務が開始された。これを
受け、
会館移転準備委員会は所期の目的を達成したものとし、
日本行政書士会連合会会館移転準備委員会設置規則
を廃止することについて承認が求められ、
異議なしで可決された。平成27年度定時総会の終結をもって廃止する。

第 2 号議案

行政書士登録事務取扱規則様式の一部改正（案）について

行政書士法第7条の3第1項並びに本会会則第44条の2第1項及び第2項に基づき、
行政書士の登録に特定行政書士
である旨の付記をするにあたり、
従来の行政書士名簿（様式第9号）上にこれに対応した項目を新たに設ける必要が
あることなどから行政書士登録事務取扱規則様式の一部改正を行うものとし、
このことについて承認が求められ、
異議なしで可決された。平成27年11月1日から施行する。

行政書士登録事務取扱規則様式の一部改正
内容
様式第9号中、
住所欄、
事務所欄について、
従来の各2欄から各1欄に改める。
属性欄について、
従来の「使用人」を「個人使用人、
法人使用人」に分類する。
行政書士以外の類似資格欄について、
「宅建主任者」を「宅建士」に改める。
最下欄に「特定行政書士法定研修の修了」欄、
「修了年月日」欄を新設する。
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第 3 号議案

平成 27 年度定時総会に提出する議案について

第1号議案 平成26年度事業報告
第2号議案 平成26年度決算報告（決算報告書・監査報告書）
第3号議案 平成27年度事業計画（案）
第4号議案 平成27年度予算（案）
第5号議案 役員の改選

以上の5議案を定時総会に上程することの承認が求められ、
異議なしで可決された。

第 4 号議案

平成 27 年度定時総会議事運営委員会委員の選出について

日本行政書士会連合会会議規則第31条及び日本行政書士会連合会議事運営委員会規則第4条に基づき、
平成27年
度定時総会の議事運営委員会委員として本会理事から以下の3名を選出することについて承認が求められ、
異議なし
で可決された。

理事 金敷 裕

（栃木会）

理事 光宗 五十六（広島会）
理事 松本 修

（香川会）

協議事項
（1）平成27年度定時総会における役員選考に関する申し合わせ（案）について

報告事項
（1）平成27年度定時総会日程について
（2）平成27年度会長選挙日程について
（3）平成28年新年賀詞交歓会の日程及び開催会場について
（4）登録システム再構築の進捗及び行政書士証票の「交換制」について
（5）平成27年度行政書士試験協力事務に関する文書について
（6）特定行政書士法定研修に係る概況報告について
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「開国」対「鎖国」の二項対立を越えて
筑波大学准教授 明石 純一

活発化する日本の外国人政策

SPECIAL REPORT

日本の外国人政策の戦略的構想 <その3>

現政権が受入れを進める理由は至極単純である。
深刻な少子高齢化により日本は人手が足りていない

外国からさらに多くの働き手を呼び込もうとする動き

のだから、外国人に頼るしかない。これにはしかし、

が、
今日の日本において、
極めて活発である。現政権

反論が挟まれる。外国人労働者の受入れは日本の

が目下掲げている対策のうち、
もっともわかりやすく、
かつ

雇用条件や労働環境を劣化させる。ゆえに、
まず自

即効性がありそうな措置は、
外国人技能実習制度の

国民の就労促進が最優先されるべきである。ただし、

拡充であろう。 表1 からわかるように、2014年度に入

議論は応酬される。就労期間を制限し定住を認めな

ると、
日本政府は、
海外から労働力を調達する制度の

ければ問題はない。否、
そのような受入れ方は倫理

検討を進め、
具体的な規定も設け、
現在に至る。圧倒

的妥当性を欠いている、云々。日本における外国人

的なスピード感をもって、
外国人労働者の受入れ拡大

労働者の受入れの是非を争うこれらの主張は、以前

が実現する見込みである。

から繰り返されてきたものであるが、
それでもなお人々

表1：外国人労働者の受入れをめぐる2014年度の主な動向
2014 年

4月

建設分野における外国人材の活用に
係る緊急措置
第 6 次出入国管理政策懇談会・外
国人受入れ制度検討分科会「技能実
習制度の見直しの方向性に関する検
討結果（報告）
」

6月

「日本再興戦略 改訂 2014」閣議決
定➡技能実習制度の拡充や国家戦
略特区での受入れを含む外国人材の
活用など
入管法改正➡｢高度専門職」の新設
や在留資格の整備ほか（2015年4月1
日施行、一部除く）

の直観に訴えるわかりやすさがある。
しかし筆者は、
このわかりやすさが、外国人の受入
れという実際には相当に複雑な政策課題を単純すぎ
る構図にはめ込んでしまっているのではないか、
と憂
慮している。そしてこのような構図が、
日本の外国人
政策を戦略的に構想する上での支障になっていない
だろうか。さらには、根拠乏しき感情論の温床になっ
ていないかどうか。本連載の最後に、
自戒の意味を
込めて、
外国人政策を構想する際に見落としやすい、
しかし重要だと思われる論点をいくつか提示しておき
たい。

8月

外国人建設就労者受入事業に関する
告示

10 月〜

外国人介護人材受入れの在り方に関
する検討会

11 月

外国人建設就労者受入事業に関する
ガイドライン ※造船分野においても
策定作業中

12 月

第6次出入国管理政策懇談会報告書
➡｢技能実習制度の見直し」など

1月

技能実習制度の見直しに関する法務
省・厚生労働省合同有識者懇談会
報告書➡制度の拡充および適正化の
ための具体的方策

3月

「外国人の技能実習の適正な実施及
び技能実習生の保護に関する法律
案」および「出入国管理及び難民認
定法の一部を改正する法律案」の閣
議決定、国会提出

自国への流入や定住に関して強制力を専権的に行

（出典）筆者作成

使できる唯一のプレイヤーといってもよいが、個々の人

2015 年

開国対鎖国という
二元論の落とし穴
外国人の受入れをめぐる「単純すぎる構図」と先
に述べたが、開国対鎖国という見方こそがその原型
である。私たちが外国人政策を論じるときに容易に行
き流されてしまうこの二元論は、
受入国政府が移民や
外国人労働者を思い通りに規制できるという一種の
誤断を招きやすい。確かに受入国政府は、
外国人の
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間は、
政府の期待や都合により他国へと移り住むわけ

あり、外国人政策における戦略性の欠如を端的に物

ではない。多くの先進国で経験されているように、歓

語っている。 表1 にある「外国人の技能実習の適

迎されざる外国人は増加する一方で、望む人材の誘

正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」

致は成果が表れにくいのである。

が成立すれば、技能実習生の受入れに対する監督

日本において後者の例となるのは、2012年に導入さ
れた「外国人高度人材ポイント制」であろうか。当初

管理機能は強化されるが、
その成果をみるのはまだ数
年先のことになる。

の1年間の受入数は、政府が見込んだ2,000人を大幅
に下回り、500人以下に留まった。その結果を受けて
認定基準を引き下げているのであるが、
本末転倒とい

損得勘定を超えて
社会統合の準備を

われても仕方がない。上の見込み人数に達したのは、
2014年9月のことであった。
政策立案者の意図に沿った結果が常に得られるわ

構想していく際にやっかいになるのは、移民や外国人

けではないからこそ、
受入れの是非よりも、
受入れの健

労働者の受入れは受入国にとってコストになるのか

全さや社会的評価に気を向け、
それを高めるべく労力

ベネフィットになるのか、
という二元論である。頻繁にな

を割くべきであろう。先に挙げた受入れ消極派の諸

されるこの損得勘定は一見明快だが、筆者の理解で

見解に含めなかったが、
日本の論者のなかには、外国

は、
この問いの立て方それ自体が難を生み出す。移

人労働者はその法的地位からして脆弱であり、搾取

民のもたらすホスト社会への影響は定量化でき、
また

の対象になりやすいということを専らの理由として、受

それは先天的に決定されているという前提にとらわれ

入れに反対するものが少なくない。足りない分だけ必

やすいからである。

要に応じて労働力を輸入するという考え方がそもそも
不遜である、
という意見もそこに加わる。
この意見は真理の一端を突いてはいるし尊重すべ

4

開国対鎖国の構図と同じく、
日本の外国人政策を

もちろん、著名な大企業に勤める外国人ビジネスエ
リートの誘致が、受入国の経済や財政にプラスである
ことはほぼ自明といってよい。当該人物の年齢、
学歴、

き場合もあるが、
外国人労働者の受入れ=悪行とみな

職歴、資格、収入、資産などは、受入基準の根拠とし

すのはミスリーディングだと思える。日本に比べると人

て合理性を有する。しかしそうしたわかりやすい合理

権問題に敏感な欧米諸国でも、人手不足を補うため

性とは別に、
自国への移住者がホスト社会に及ぼす

に外国人労働者の有期雇用は行われているが、
前述

諸影響が事後的に決まりうる、
つまり受入国からの政

のような道徳的批判を、
日本が招くほどには招かない。

策的働きかけ如何で変わりうるという側面を見過ごし

人権外交で知られるカナダでは、
メキシコやカリブ諸国

てはならない。

から相当数の季節農業労働者を毎年受け入れてい

この働きかけの中身は、移民の社会統合（Social

るが、
自国民が敬遠する低賃金の重労働を途上国出

Integration）と呼ばれるものである。あくまでもニュ

身の外国人に頼るという点において、
日本における農

アンスの問題であるが、社会統合の同化主義的な要

業分野での技能実習生の受入れとその本質におい

素を薄め社会包摂（Social Inclusion）という言葉が

て変わることはない。

使われることもある。社会統合政策は、
自国に居住

とかく日本が国際社会から強く非難されがちなの

する移民の権利を保障し義務を履行させるための法

は、1990年代前半に作られその後運用されてきた「研

制度整備や、公用語習得を含む教育、生活、就労分

修・技能実習制度」がことさら劣悪な労働環境や賃

野での公的支援策などから構成される。その政策・

金未払等の問題を引き起こしてきた、
という経緯によ

施策の種類は多岐に渡り、
ヨーロッパの有識者グルー

るのだろう。人手不足解消のための労働力として彼

プが中心となり作成している「移民に対する統合政

（女）らを受け入れているのではないという「建前」

策指標」（Migrant Integration Policy Index）に

に政府が固執してきた姿勢のせいでもある。この姿

は、148もの指標が含まれている。通称MIPEXと称さ

勢が日本の国としての信用や評判を損ねているので

れる上記指標をもとにしたスコア化の試みに日本も参

2015.6 No.511

特集

加しており、40に近い参加国のなかで、
その順位には

おわりに

いで二カ国目としてMIPEXに最近参加した韓国は、

外国人の受入れをめぐる開国対鎖国という構図や

2007年に「在韓外国人処遇基本法」を、
翌2008年に

損得勘定に現れる二元論は、
社会統合政策の不備と

は「多文化家族支援法」を制定、
さらに公的な「社会

も相まって、
日本が外国人政策を構想するときに行き着

統合プログラム」を提供しているだけあって、
その順位

く袋小路のようなものである。ホスト社会と移民の間に

は日本より上にある。最上位グループには、
スウェーデ

互恵的な信頼関係を築くための理路が、
そこから導か

ン、
ポルトガル、
カナダといった国が連なる。これらの国

れることはない。

では、海外出身者やその二世の自立や自活を促すた
めの行政サービスや公的支援が厚いとされる。

国としての基本的理念や政府主導の制度整備は
外国人の受入れを成功させるための極めて重要な要

筆者は、
ランキングの上位国が移民受入れの成功

素であるが、
十分条件とはいえまい。本連載では論じ

例で日本が失敗例だといいたいわけではない。移民

なかったが、
この政策課題に関わる自治体や地域住

の社会統合を促す制度があることと、移民の社会統

民、
企業や市民社会組織など複数のステークホルダー

合が実質的に進んでいることは、
同義ではない。ここ

の協業は可能かどうか。どのような条件下で連携が

で強調したいのは、外国人の受入れの是非の根拠を

生まれ、
深まるのか。移民の社会統合に必要なリソー

損得に求めすぎると、受入れ側の意識の持ち方や講

スは何処で得られるのか。このような当たり前の問い

じる政策次第でその損得が経年的に変わりうるという

に向き合い、
実践的な試行錯誤を重ねていくしかない。

視点を欠落させてしまう、
というところにある。自国へ

日本では、
そのような問いすら発せられることなく、
試行

の移住者のホスト社会への貢献や負担のうち、後天

錯誤も対話も不十分のまま、
外国人政策が立案、
実施

的に定まる部分は決して少なくないことに留意したい。

されてきた経緯がある。

自国への移住者の社会統合を促す予算は将来に

日本は移民の受入れの「後進国」であり、
そのため

向けた先行投資。少なくとも移民の福祉依存を長期

の制度も未発達である、
という評価が国内外に定着し

的に回避するための必要経費。日本の為政者や政

て久しい。しかしそのような評価をもって、
未来を悲観

策立案者からは滅多に聞かれない政策的発想であ

してばかりでは能がない。悲観は現実をより悲観的な

る。移民の社会統合という責任を率先して引き受け

それへと変えてしまう。ゆえに「後発利益」を享受でき

ようとする政治リーダーは今の日本に不在であり、
その

る、
というのが筆者なりに思い至った現状の見立てであ

役割を担う独立官庁や専門部局も存在しない。

る。理想を掲げ、
現実を見据えて、
外国人政策を戦略

前号（No.510）で述べたように、現政権は、外国か
らより多くの働き手を招き入れようとする目下の取組が

SPECIAL REPORT

下から数えれば早々に辿りつく。アジアでは日本に次

的に構想する余地が、
この国には十分に残されている
と確信している。

「移民政策」ではないことを繰り返し述べている。均
質的な社会に慣れ変化を好まない国民を刺激しない

筑波大学准教授

明石 純一

選択であり、為政者の心情を察すれば驚くべきことで

あかし じゅんいち

はない。ただしこうした責任回避は、
ホスト社会と移
民の間に相互不信を生みそれを増幅こそすれ、両者
の関係を好転させはしない。このアジェンダを禁忌の
枠から外せるならば遅きに失するということはないにせ
よ、責任や負担の次世代への先送りを私たちはもっと
恐れたほうがよい。

プロフィール
筑波大学大学院国際政治経済学研究科修了。
博士（国際政治経済学）
。移民政策学会理事。
主な著書に、
『入国管理政策：
「1990年体制」の成立と展
開』
（ナカニシヤ出版）
『
、移住労働と世界的経済危機』
（明
石書店、編著）など。大学では、政治学・公共政策学の観
点から、世界の国際人口移動と移民政策について講義。
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特定行政書士法定研修 申込期間の延長について
〈中央研修所〉

本誌5月号（No.510）で御案内しました「特定行政書士法定研修」の募集要
項について、
より多くの会員の皆様に受講機会を提供させていただくため、
申込



Ჶဎᡂ᧓Ჸ

٭Э

  உ  ଐᲢᲣ᳸

 உ  ଐᲢஙᲣ

期間を延長することとしましたので、
お知らせいたします。
なお、受講料払込期限は、6月8日（月）で変更ありませんので、御留意く
ださい。

 உ  ଐᲢᲣ᳸

★募集要項の詳細等は、
下記の特設サイトＵＲＬを御参照ください。
http://tokuteikensyu.com

ࢸ٭

 உ  ଐᲢᲣ
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内閣総理大臣主催「桜を見る会」

平成27年4月18日（土）午前、東京の新宿御
苑にて安倍晋三内閣総理大臣主催の「桜を見
る会」が開催されました。
当日は、天候に恵まれて春らしい穏やかな陽
気の中、各界の著名人が多く参加され、約1万2
千人の招待者で会場は大きなにぎわいを見せま
した。
日行連及び日政連より、
北山会長（大阪会）を
始めとする関係役員が招待され、
御家族同伴で
出席し、遅咲きの桜を楽しみながら、和やかなひ
とときを過ごされました。

Info

3

＜日行連参加役員＞
北山孝次会長（大阪会）
、
中村利雄副会長（千葉会）
、
金敷裕（栃木会）
・前多利彦（石
川会）
・高尾明仁（大阪会）
・中野辰宏（大阪会）
・岩本昌信（京都会）
・光宗五十六（広
島会）
・山本重吉（広島会）
・松本修（香川会）各理事
＜日政連参加役員＞
中西豊会長（東京会）
、
山下寛副会長（福井会）
、
相羽利子幹事長（新潟会）
、
田中元英
副幹事長（東京会）
、
吉岡三男常任幹事（東京会）
、
和田英幸（長野会）
・丁子泰征（石
川会）
・島田忠一（京都会）
・山崎芳高（佐賀会）各幹事、
青木勇夫（栃木会）
・鎌田敬（鹿
児島会）各支部長

森林の土地の所有者届出制度について
〈林野庁からのお知らせ〉

新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。
■届出対象者 個人・法人を問わず、売買や相続等によ
り森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届
出をしなければなりません。
（※国土利用計画法に基づく
土地売買契約の届出を提出した方は対象外）

6
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■届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、
取
得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
※詳しくは、
市町村や都道府県の林務担当までお問い合
わせください。
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平成27年度行政書士制度PRポスターを撮影
〈広報部〉

本会広報部では、毎年10月に実施する行政書士制度

影は進みました。ポーズのリクエストにも快く対応し、最後

広報月間に向け、約8万枚の行政書士制度PRポスターを

には一緒に記念撮影にも応じてくださり、
気さくな人柄を見

作成し、各単位会を通じて会員の皆様に配布するととも

せていただいて、
撮影は無事終了いたしました。

に、各行政機関等にも配布し、当月間への御協力をお願
いしております。

新しいポスターは夏頃、各単位会へお届けする予定
で、
現在デザインを調整中です。

本年度のポスターモデルは、
スポーツキャスター・タレン
トの田中理恵（たなかりえ）さんです。元体操選手であ
る田中さんは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会組織委員会理事や日本体育大学助教を務めるな
ど、
社会貢献活動にも力を尽くされています。
ポスター撮影は、
去る3月25日（水）に東京都内のスタジ
オで行われ、多くのスタッフの方々が忙しく動き回る中、田
中さんの柔らかな笑顔もあり、終始和やかな雰囲気で撮

Info
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撮影現場の様子。真剣な眼差しが印象的でした。

「行政書士ＡＤＲセンターやまぐち」が
法務大臣認証を取得
〈裁判外紛争解決機関推進本部〉

かねてより準備を進めていました山口会の「行政書士ＡＤＲセン

認証通知書

ターやまぐち」は、平成26年4月15日に事前相談を開始し、平成27年
2月4日に法務省に対して認証申請を行っておりましたが、
その後、現
地調査及び審査等が終了し、平成27年4月10日、法務省より認証通
知書の交付を受けました。
これにより、「行政書士ＡＤＲセンターやまぐち」は法務省「かい
けつサポート」の認証解決機関第136号として事業を開始しました。
行政書士会としては、
香川会に続き、
12番目の認証となります。
取り扱う紛争分野は、①愛護動物に関する紛争、②敷金返還等
に関する紛争です。

今後はＡＤＲについて県民の方に認知していただくことを心
がけ、愛護動物と敷金という生活に密接な関係のある紛争
分野を選択したことを最大限に活用していくことを目標に掲げ
て前進していく所存です。
（行政書士ＡＤＲセンターやまぐち）

2015.6 No.511
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平成27年度会長会（愛媛県松山市開催）に向けた
愛媛県知事・松山市長への表敬訪問
〈総務部〉

平成27年9月10日（木）に愛媛県松山市で開催予定の本年度会長会に向け、
去る3月17日（火）
、18日（水）の2日間で
本会総務部関係者等が、
中村愛媛県知事・野志松山市長を表敬訪問し、
御挨拶と開催案内文書をお渡ししました。

＜中村愛媛県知事への表敬訪問＞
左から 末廣総務部長、
矢野愛媛会会長、
北上専務理事、
中村愛媛県知
事、
遠田副会長、
小林副会長

Info
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知的資産経営セミナーを開催（知的資産経営WEEK2014参加）
〈近畿地方協議会〉

近畿地方協議会では、
平成27年1月23日（金）に、
小規

モデレーター（兵庫会）が、
片桐社長の勧める「ゆる起業

模事業者・経営者を対象に「しなやかで強い 小規模事

5原則」では具体的にどのようなアドバイスをしているか？

業者の時代がやってきた!!〜知的資産を活用して元気な

山岡社長には知的資産経営に出会いどのように変わった

事業開発を推進するために〜」
と題するセミナーを開催しま

か？パネリストの中島会員（滋賀会）には支援先の知的資

した。このセミナーの目的は、
「小規模企業振興基本法」

産を掘り起こすときはどのような点に注意しているか？等を

の施行を受け、
小規模事業者の「競争力の源泉となる強

提起し、
事業経営者と支援者の双方から知的資産の掘り

みや魅力」
（知的資産）の掘り起こしと活用を行政書士が

起こし・活用の重要性が浮き彫りにされました。参加者か

支援していることをアピールすることで、
近畿各地から小規

らも多くの質問が出て、「知的資産経営」に対する関心

模事業者・支援機関・金融機関・士業者が参加し、
満席

の高まりと、
行政書士への期待の大きさが感じられました。

となりました。

今回は、
大阪会会館を会場とした定員80名のコンパクト

大脇会員（大阪会）の司会により開会し、村山近畿地

なセミナーでしたが、
この規模であれば地協レベルで、
い

協副会長（兵庫会）の主催者挨拶、上田知彦近畿経済

つでもどこでも開催し、地域の小規模事業者に対し知的

産業局地域経済部課長の来賓挨拶に続いて、第1部で

資産経営の推進と支援者としての行政書士の浸透を図

は、
起業コンサルティングで活躍されている片桐実央銀座

ることができます。その意味で、
このセミナーの成功は大き

セカンドライフ（株）社長より「知的資産の活用と元気な経

な意義があったものと考えます。

営者たち〜創業・起業支援の最前線から学ぶこと〜」と
題した基調講演が行われました。
第2部では、
下請から脱却して、
介護事業で事業再生に
成功された山岡健一（株）サンクフルハート社長より、
知的資
産経営との出会い、
成功の要因について熱く語られました。
第3部パネルディスカッションでは、「知的資産経営が、
中小企業に元気をもたらす理由とは？」をテーマに、上辻

8

＜野志松山市長への表敬訪問＞
後列左から 末廣総務部長、
北上専務理事
前列左から 矢野愛媛会会長、
野志松山市長、
遠田副会長
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岡山県
行政書士会

「中小企業支援等に関する覚書」をトマト銀行と締結

岡山会は、平成27年3月27日（金）本会理事会室に
おいて、株式会社トマト銀行（本社 岡山市）と「中小企
業支援に関する覚書」を締結しました。

り地域の企業経営者の要望に応えたい。」と述べられま
した。
また、本会藤井会長は、「この度の業務連携でトマト

覚書の内容は、岡山県を中心とした地域の中小企業

銀行様のお力をお借りすることにより、地域の経営者の

者及び農林水産業者の経営の安定及び経営基盤の

方々に、知的資産の活用に興味を持っていただくととも

強化を目的とした支援を円滑に行い、地域経済の活性

に、経営者の皆様方のお考えをよく伺いながら、一緒に

化を図ることを目的とし、
トマト銀行と本会が連携して企

知的資産経営に取り組むことで、企業の持続的収益の

業への情報提供・相談対応等を行って、知的資産経

向上に向けた御支援ができるものと確信しております。」

営の推進に取り組むもので、岡山会と地域金融機関と

と語りました。

の締結は初めてです。特筆すべきは、知的資産経営の
支援に加えて、
地域金融機関（トマト銀行）がこれを受け
新たな融資制度をスタートさせる点で、行政書士会と地
域金融機関との締結は全国でも初めてです。
トマト銀行取締役社長 髙木晶悟氏は、冒頭の挨拶
の中で「地域金融機関は、
かねてより企業の財務諸表
のみにとらわれず、会社の現状をきちんと把握する地域
密着型金融の必要性が唱えられ、
社員の企業経営に対
する目利き能力を高めると同時に、外部専門家の積極
的な活用が必要とされていることから本会との連携によ

広島県
行政書士会

左から 髙木晶悟トマト銀行取締役社長、藤井薫岡山会会長

「広島市長による成年後見人申立てに係る戸籍調査等
受託業務」に関する契約締結

平成27年4月から、
広島市が成年後見人等申立ての
ための調査が必要と判断した者の親族一覧表の作成
を、
広島会が受託することとなりました。
この件について、平成27年3月27日（金）
、広島市役
所において、光宗会長他本会関係者と広島市高齢福
祉課福祉係の長瀬文彦主幹立会いにより契約を締結
しました。これを機に広島市のみならず、同様の首長申
立てに係る戸籍調査等を受託できるよう励んでいきたい
と念願しております。
左から 山本副会長、光宗会長、広島市長瀬主幹、中浜コスモス広島支部長
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埼玉県
行政書士会

法教育「初めての出前授業」

埼玉会では社会貢献部を中心に昨年度から法教育

その折、
今年に入っ

の実施に向けて準備を進めてまいりましたが、平成27年

てさいたま市立海老

3月16日（月）さいたま市見沼区の市立海老沼小学校

沼小学校から出前授

において初めての出前授業を行いました。 対象は3年

業の依 頼がありまし

生で、1組から3組の3クラスで45分の授業をそれぞれ行

た。学校側と授業内

いました。授業内容は学校側の希望で「いじめ」という

容や日程について打

テーマを取り上げ、
いじめ防止対策推進法に触れながら

ち合わせをし、
シナリオ

いじめについて説明し、生徒たちと一緒に考え、
ユキマサ

を何度も練り直しなが

くんを主役にした寸劇を交えて授業を行いました。

らリハーサルを重ねて
授業に臨みました。ク
ラスにより、
生 徒との
応答により臨機応変
に対処対応する場面

埼玉新聞 平成27年3月20日
（金）
無断転載・複写不可

もありました。授業を終えて子供たちがどのように受け止
めてくれたのか心配でしたが、埼玉新聞に今回の出前
授業の記事が掲載され子供たちの感想が載っていまし
た。その中に「お話を聞いて劇を見て＜いじめはかっこ
悪い＞と思いました。」という感想があり「いじめを考えよ
法教育活動を始めるにあたり、昨年3月に法教育に
ついては実績のある千葉会の法制度学習推進委員会

なりとも生徒たちの心に届いたことを嬉しく思いました。

を訪問し、
いろいろと御教示いただきました。そこでの

本会は、子供たちに法ルールの必要性や考え方を

助言を参考に、
まず学校や教育委員会等へのプレゼン

分かりやすく説明し、
よく考えていただくとともに、
この活

テーション資料の作成から始めました。 初めての事業

動を通じて行政書士の役割、
仕事についての理解をよ

でしたが皆で意見を出し合い検討を重ねて資料を完成

り深めてもらえるよう今後も法教育活動を継続して実

させていきました。

施したいと考えております。

福島県
行政書士会

日本政策金融公庫と
「中小企業等支援に関する覚書」を締結

福島会は、平成27年3月10日
（火）
、
日本政策金融公
庫福島支店、会津若松支店、
いわき支店及び郡山支店
と「中小企業等支援に関する覚書」を締結しました。
許認可申請、法人設立や各種相談対応等地域に密
着したサービスを提供する行政書士と、創業支援、事業
再生支援、農林水産業支援にノウハウを持つ日本政策
金融公庫が連携し、情報提供、相互の内部研修等への
講師派遣、地域における経済情報・動向等に係る情報
交換、個別企業からの相談への対応、各種セミナー・相
談会の共催等で相互協力し、中小企業者及び農林水
産業者支援のための連携を進めてまいります。

10

う」「いじめをなくそう」という私たちのメッセージが多少
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岩手県
行政書士会

小学生を対象とした ｢法教育授業」の実施

岩手会では、平成26年度における新たな事業として
「法教育に関する調査研究」を掲げました。いわゆる｢法
教育授業」への取組です。
今、
社会秩序の根幹をなす「法」の大切さが改めて認
識されていることから、本会としても何かの形で法教育の

今後においても「法」をより身近なものとするため、
引
き続き同様の取組を行っていきたいと考えております。
結びに、「法教育授業」に関し、
いろいろと御指導を
いただきました東京会の先生方に厚く御礼を申し上げ、
「法教育授業」実施の報告といたします。

実践に取り組むこととした次第です。
しかし、初めての取組のため、数回の部会での協議に
おいても先が見えない状態が続きましたが、
日行連第三
業務部知的資産部門専門員の大塚先生の御指導と
御協力により、平成27年2月19日（木）盛岡市立米内
小学校で、6年生（17名）を対象とした「著作権の大切
さについて学ぶ」（4班編成によるグループワーク）につ
いて出前授業を実施いたしました。 内容は、行政書士
の仕事について（講話）
、
著作権総論「おじゃる丸 著作
権ってなーに｣（動画）
、各論（グループワークＪＡＳＲＡＣ
｢○×クイズ」）を実施し、最後にアンケートを記入してい
ただきました。
以上の内容でしたが、
授業に参加をしていただいた米
内小学校6年生の皆さんからのアンケートでは「これから
は、
著作権というものに気をつけたいと思います」などの感
想が多く寄せられ、
また法教育授業の様子については地
方紙「盛岡タイムス」にも記事として取り上げられました。

会員の皆様へ
職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関するお願い
行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、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、何卒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
関係規則等をご確認願います。
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新規に申請取次業務を行うことを希望される方へ

「申請取次事務研修会」のご案内
主催：日本行政書士会連合会
趣

旨 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。

対

象 新規に申請取次業務を行うことを希望する行政書士

①本ページをコピーし、下記の申込
票兼連絡票にご記入の上、A4判
のまま、FAXにてお申込ください

申込方法 下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03−6459−0190】宛て
にお申込みください（右図＜受講申込の手順＞をご参照ください）。

受講希望会員

場 アパホテルTKP札幌駅前
（北海道札幌市中央区北2条西2-19 TKP札幌ビル内）

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払込期限までにご入金ください

申請取次関係研修会受付係

時 平成27年7月10日（金）10時30分〜17時（受付開始10時）
※10時30分の開講までに必ずご来場ください。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、
ご注意ください。

会

札幌

受講申込の手順

※行政書士登録を申請中の方は、行政書士証票が交付された後に、ご自身
の登録番号を確認の上、お申込みください。

日

開催地

受 講 料 ３０，
０００円（消費税込）
※一度納入された受講料は、不参加の場合でもお返しできません。
④入金確認後、受付係より受講
票をFAX送信いたします

受付期間 平成27年6月15日（月）9時〜6月23日（火）17時
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、固くお断りしています。

効果測定

当日、理解度を確認する効果測定を実施いたします。

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

※効果測定の結果、基準に到達せず「入管業務を適正に行う知識を
著しく欠く者」と判定された場合、修了証書は交付されません。
予めご承知おきください。

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票
H27.7.10（金）開催 行政書士申請取次事務研修会（於：アパホテル TKP 札幌駅前）
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）

TEL
FAX

受講者氏名
（

） 登録番号

〒
事務所住所

お申込先：ＦＡＸ ０３−６４５９−０１９０
留意事項
○〈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には十分ご注意ください。
○〈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）を必ずご持参ください。
○
〈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、ご注意ください）
。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。
○〈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 】

【申込手続に関する照会先】全行団
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申請取次関係研修会受付係

受付照会 TEL

03-6450-1622

日行連の動き マンスリーレポート −主なもの

7

日
（火）

登録委員会
【登録審査】
（1）審査件数（224件）
（2）その他

8

日
（水）

OSS特別委員会（〜9日）
【協議事項】
（2）その他

日
（木）

日
（水）

4

/ Apr

理事会（〜23日）
【議案審議】
第1号議案 日本行政書士会連合会会館移
転準備委員会設置規則の廃止
（案）
について

（1）OSSの手続拡大に係る対応等について

16

22

2015.

第2号議案 行政書士登録事務取扱規則様
式の一部改正（案）
について
第3号議案 平成27年度定時総会に提出す
る議案について
＜総会第1号議案＞
平成26年度事業報告

期末監査（〜17日）

＜総会第2号議案＞
平成26年度決算報告（決算報
告書・監査報告書）

17

日
（金）

18

日
（土）

20

日
（月）

申請取次実務研修会（福岡）
（受講者119名）

＜総会第3号議案＞
平成27年度事業計画（案）
＜総会第4号議案＞
平成27年度予算（案）

桜を見る会

＜総会第5号議案＞
役員の改選
第4号議案 平成27年度定時総会議事運営
委員会委員の選出について

登録委員会
【登録審査】
（1）審査件数（195件）
（2）その他

21

日
（火）

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
（3）その他

常任理事会（〜22日）
【合議事項】
（1）理事会の議案等について
（2）その他

2015.6 No.511
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教えて！行政書士のしごと

業承継②
第33回 事
暮らしに関することから、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、その中から、事業承継についての御質問にお答えします。

Q1 「事業承継」を円滑に進めるためのポイントはありますか。

A

事業承継を円滑に行うにはその企業の理念、強みや弱みなどの事業のＤＮＡを引き継ぐことが大切です。そ
れには知的資産経営の手法が有効です。企業の知的資産、競争力の源泉となる強みがどの企業にもあります。
どのような理念や想いがあって、どのような努力や工夫を行って、ノウハウや技術などの会社の強みをつくっ
てきたか これらを理解することで、今までなぜ会社が利益を上げ続けてこれたかなどが分かります。これら
会社が成り立ってきた仕組みを後継者がしっかりと承継して初めて円滑な事業承継ができたと言えます。
承継のための法律上の手続はもちろん大切ですが、これらを承継することで会社の運営をスムースにつな
げることができます。知的資産経営の手法で企業の知的資産（強み）を認識することが大切なポイントです。

Q2 「事業承継」に知的資産経営が役立つケースを教えてください。

A

親族内承継、EBO（従業員が承継）及びMBO（取締役等が承継）のいずれのケースにおいても事業のＤＮＡ
を承継することこそ円滑な事業承継を実現させます。上記Ｑ1のとおり知的資産経営の手法が経営者の理念
や想い、会社の強みや弱みを整理してくれます。
さらに、これらを後継者そして後継者を支える主だった社員らが一緒に理解し、共有していくことができ
ます。また知的資産経営により事業価値を高めることができますのでM&Aにより企業を売却する場合であっ
ても企業の価値を高く、有利に評価してもらえることになります。

Q3 よくある相談事例を教えてください。

A

経営権が分散しないように後継者に集中させたい、株式の評価が高いため相続した場合に相続税が負担に
なってしまう、などの手続上の御相談があります。
最近多くなってきたのは、適当な後継者がいないという御相談です。親族が承継しない選択肢があることを
御案内しています。親族が承継するケースでは、後継者（2代目、3代目）が社員の信頼を得てリーダーシップ
がとれるようにするにはどうするか、などの御相談があります。

● 次回の「教えて！行政書士のしごとＱ＆Ａ」第34回は、「自動車登録」について掲載します。
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学ぶ 活かす 楽しむ

魅力ある中小企業の取り組みをリポート

中小企業列伝
第18回

〜明日を支える小さな巨人たち〜

株式会社アーマリン近大 取締役 宮下 盛

皆さんも「近大マグロ」という名を一度は耳にしたことがあるだろう。世界初のクロマグロの完全養殖に成功した近畿大学
（以下近大）がブランド化した養殖魚である。広く一般に知られる発端となったのが、大阪と東京で話題となった養殖魚専
門料理店「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所」だ。大学直営店のようにみえるが、この運営を担っているのが、
近大発のベンチャー企業である株式会社アーマリン近大だ。今回はそこで取締役を務める宮下 盛氏に話を伺った。

「儲けるために模索し、開発することが、社会貢献につながる」
「自分たちで研究費を稼ぎ、
話をもちかけられたんです」と養殖魚専
販売会社として設立された。起業して
研究を続けてきた」
門料理店開店までの道のりを語ってくれ
養殖魚の販売に専念するようになって気
戦後の食糧難に打ち勝つため、近大
た宮下氏。渡りに船と飲食店経営に乗り
づいたのが、
消費者にはまだまだ、
養殖
初代総長である世耕弘一氏の「海
出したが、
大学が関わっているため、
株式会社アーマリン近大 取締役 宮下 盛
を耕せ」という言葉のもと、食卓に
文部科学省の許可を取る際に、
居
安心、
安全な魚を安定して届けるべ
酒屋はお酒がメインであるためＮＧ
く、研究を続けてきた近畿大学水産
がでる。しかし、
日本料理なら問題な
研究所。設立当初から故原田博
いとのことで、
養殖魚専門料理店を
士を中心に水産資源を持続させる
出店することで落ち着いたそうだ。
ため、
育てる漁業を提言し、
ブリやマ
「天然資源に頼らない完全養殖
ダイなどの完全養殖を成功させてき
の有効性と養殖魚の美味しさにもっ
た。そんな近大が、2002年に資源
と気づいてほしい」
、
その強い想い
の枯渇が懸念されていたクロマグロ
が出店につながり、
世界から注目をあ
の完全養殖を実現。その成功まで
びる「近大マグロ」をブランド化させ
には実に32年もの時間がかかった
た。この大きな成功を成しえたアー
あなたの仕事を支える「チカラの源」は？
という。「水産研究所は1948年の
マリン近大が、次に目指すのは、養
開設当初から、
自分たちで研究費を
殖魚の海外輸出だ。大学とも連携
稼ぎ、研究を続けてきました。です
し、
これからも養殖漁業の発展のた
から、研究のためにベンチャー企業
め、
今度は養殖魚販売のフロントラン
をつくったのではなく、
ここは、
はじめ
ナーとして走り続けてくれるだろう。
からベンチャー企業のようなものだった
魚の美味しさが伝わっていないということ
プ ロ フィー ル
んです」とアーマリン近大取締役の宮下
だ。
「近大のつくった魚だから食べてくだ
宮下 盛（みやした しげる）
氏は当時を振り返った。このような長期
さい」といっても、
「魚ならどこのでも一緒
近畿大学農学部水産学科卒業。1966年よ
的な研究を持続できたのも、宮下氏をは
だよ」といわれてしまう始末。配合飼料
り海水魚類養殖の父といわれる故原田輝雄
博士に師事。1968年近畿大学水産研究所
の改良などで、
以前よりも格段に美味しく
じめ研究員にベンチャー的な資質が備
白浜実験場に勤務し、2001年教授となる。
なっているにもかかわらず、
養殖魚は天
わっていたからだろう。
2011年から水産研究所長に就任し現在に至
る。 主にヒラメ、マダイをはじめとする海水魚
然魚より劣るというイメージが払拭されて
類の種苗生産・完全養殖技術開発に従事し、
いなかった。
「養殖魚は、
安心、
安全で
「養殖魚は安心で美味しいと
1970年に水産庁が立ち上げたマグロ増養殖
に関する初めての研究プロジェクト「マグロ類
美味しいことを広くアピールしたかった!」
広くアピールしたかった！」
養殖技術開発企業化試験」に当初から参画。
と宮下氏は熱く語る。
「研究者ではなく、
商売人じゃないの
2003年に近畿大学初のベンチャー企業とし
て誕生した株式会社アーマリン近大にも立ち
か」と揶揄されることもあったというが、20
上げ当初から関わり、2013年には、「近大マ
年前から風向きが大きく変わる。行政の 「目指すは、養殖魚の世界進出へ」
グロ」などを提供する養殖魚専門料理店「近
どうすればもっと、
養殖魚の美味しさに
後押しもあり、
全国的に大学も研究のた
大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究
所」を大阪と銀座に出店。
気づいてもらえるのか。
「アンテナショップ
めにベンチャー企業を立ち上げろという
● 株式会社アーマリン近大
をつくろうかと思案していたが、
飲食店経
機運が高まった。そうして生まれたのが
〒649-2211
和歌山県西牟婁郡白浜町1番地5
営のノウハウはない。そんな時、
サントリー
アーマリン近大だ。もともとは水産研究
http://www.a-marine.co.jp/
の営業マンに居酒屋をつくらないかという
所が育てた養殖魚の稚魚及び成魚の
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毎号、
あらゆる分野から「日本行政」編集部選りすぐりの情報をお届けします。

の
ひととき

Web
活用塾
第3回

「ホームページの
重要性｣
ＳＮＳサイトの活用について
大嶋 隆史

世代を問わず多くの人が

したりとＳＮＳとホームページは密接な

のない広告配信を行うことにより、結

利用しているＳＮＳとは

関係になりつつあると言えます。

果としてホームページへのアクセスを

ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス）と聞くと、普 段 から

増やすことができます。

SNSの活用術

しかし、アクセスが増えたとしても、

利 用されている方は Facebook や

企業が SNS を活用する場合、社

誘導先のホームページがターゲットに

Twitter、Ｌ
ＩＮＥ等を思い浮かべるか

外向けには自社商品の広告、宣伝と

マッチした訴求力を保持していないと

と思います。利用されていない方に

して利用されます。具体的には、大

せっかくのユーザーを逃してしまうこと

とってはピンとこないと思いますので簡

手国内ビールメーカーが年賀企画とし

にもなりかねません。今までにも触れて

単に御紹介させていただくと、 人同

て Facebook・Twitter 上で友 人、

きましたが、現在は様々な端末やユー

士のつながりを重視したコミュニケー

知人に自社のビールが当たる抽選券

ザー層からホームページへのアクセス

ションサイト という位置付けのもので

をプレゼントできるキャンペーンを実施

があるため、いかにユーザーのニー

す。具体的には、プロフィールを共有

し、多くの方に利用されました。一方、

ズに合った情報を提供するか、安心

したり、写真を投稿したり、メッセージ

社内向けには業務の効率化や社内

感や信頼感を与えることができるかと

を送りあったり、グループを作って特定

意識の共有のために使われ、社内の

いうのがホームページのテーマではな

の範囲を決めて交流を行ったりするこ

情報共有・技術継承のために活用し

いかと思います。是非一度ホームペー

とができるサイトで、今や世代を問わ

ているという事例もあります。このよう

ジの在り方について考えてみてはい

ず多くの人が利用しています。

に企業内でのソリューション的な活用

かがでしょうか。

もできる SNS は、ますます利用シーン

ＳＮＳとホームページの

が増えるでしょう。

密接な関係性
ＳＮＳの利用は年々進んでおり、近
年では政府機関も情報発信の手段と

プロフィール
大嶋 隆史

ＳＮＳへの広告掲載と

おおしま りゅうじ

ホームページの重要性

株式会社 THREE PIECE LAB
代表取締役社長

してや、企業が自社商品の宣伝や顧

企業側が Facebook 等のＳＮＳ利

客囲い込みのために利用する例が増

用者に対して広告掲載をする場合、

えてきました。

細かく広告配信先のターゲットを指定

上げに参画。大阪支店長として営業の

そういったビジネスでの利用が進む

することができます。例えば、性別を

統括に従事。30歳を期に現在の株式会

につれ、企業のホームページ内にＳＮ

限定して広告を配信したり、特定のエ

Ｓサイトの情報を埋め込んだり、ＳＮＳ

リア、年齢にのみ広告を配信したりす

業所を構え大手企業から個人事業主まで

ることが可能です。そういった、無駄

トータルなWebソリューションを提供。

サイトから企業のホームページに誘導

大学卒業後、
リクルート関連の企業に就
職。その後、IT系ベンチャー企業の立ち

社THREE PIECE LABを創業。
現在7期目を迎え東京、大阪、岡山に事
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会員の動き

ひとり言

■登録者数（平成 27 年 4 月末日現在）
合

計

45,028 名

内

訳

男 39,265 名 女 5,763 名

個人事務所開業

男 38,333 名 女 5,501 名

行政書士法人社員

男

651 名 女 127 名

使用人行政書士

男

281 名 女 135 名

■異動状況（平成 27 年 4 月中の処理件数）
新規登録 合 計
内

訳

414 名
男

355 名 女

登録抹消 合 計
内 訳

昨年、
第186回国会で衆参両院
の全会一致の可決により改正行
政書士法が成立し、6か月後に施
行されました。これにより、長年の
（山本）
悲願であった行政不服申立て手
続に係る代理権が付与され、
我々
行政書士は新たなフィールドへ挑戦することとなります。
本号に掲載し御案内しているとおり、特定行政書士と
なるための特定行政書士法定研修の募集が始まりまし
た。この研修は7月から47都道府県行政書士会それぞ
れが指定する会場にて講義が開催され、10月4日に実施
する理解度を確認する考査において基準点に到達する
ことで、
特定行政書士となることができます。特定行政書
士は行政庁に対する不服申立ての手続について代理す
ること等を業とすることができるようになります。
今後の行政書士会の発展と、制度の充実のために多
くの会員の皆様の御参加を期待したいと思います。
この時期、
皆様の単位会でも支部総会を始めとして総
会がめじろ押しだと思います。北山会長が任期満了を
迎えるため、
日行連会長もどなたかに交代されます。単
位会会長も多くのところで交代があるものと思われます。
会長の交代があっても、
この特定行政書士制度を始め
とした行政書士制度がますます発展し、
国民の負託に応
え続けるためには、会員の皆様の御理解と御協力、
そし
て熱意が必要です。様々な場面での積極的な御参加を
お願いいたします。

広報部員の

59 名
126 名

男

119 名 女

7名

廃 業

103 名

死 亡

23 名

その他

0名

■法人会員（平成 27 年 4 月末日現在）
法人会員数

380

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 〜
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。

月刊

次号予告

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。

学ぶ 活かす 楽しむ

中小企業列伝

知のひととき
第19回

2015 年 7 月号
【2015 年 6 月 25 日発行】

ご当地ほうもん記！
！岩手県 ＆ 宮崎県 編
※ 内容は予告なしに変更されることがあります。
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