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東日本大震災及び熊本地震により、亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された皆様には心からお見舞い
申し上げます。　一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
東日本大震災の被災に係る各種行政手続、今後の暮らしや事業の悩みなど、電話による無料相談を実施しています。
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　平素より関係各位、会員の皆様の御支援御協力により、順調に会務が遂行されていますことに、心より御
礼を申し上げます。

　私たち行政書士は、最も国民に身近な国家資格者だと認識しています。また、地域に密着した活動を展開
しているからこそ、私たち行政書士の存在意義があるとも言えます。それを現実的にしていることの根拠に
は、現在約４８，０００名を超える会員が全国に点在していることが挙げられます。
　国民が困ったときに、行政書士に相談すれば、必ずや解決の道筋を示してくれると思っていただけるよう
に、私たち会員一人ひとりが日々努力をしていかなければなりません。そして、日本行政書士会連合会（以
下、「日行連」という。）としては、そのような会員の活動を後押しするとともに、「そうだ行政書士に相談
しよう」という気運を高めるべく活動を展開していく所存です。
　このような地道な活動を日々推進するとともに、更に活性化すべく、本年度も１０月に行政書士制度広報月
間を実施いたします。この月間において、２つの活動を展開いたします。

　１つは、市民や事業者の皆様に行政書士制度を広報する活動です。日行連としては全国一斉電話相談の開
設を主導しています。また、総務省や全国の自治体の後援を得た行政書士制度PRポスターの掲示も推進し
ています。これを受け、各都道府県行政書士会や各地域の支部においては、街頭無料相談会の実施や市民向
け公開セミナーの開催など、具体的な取組を展開しています。
　相談会においては、相談者に寄り添いながら、行政書士ならではの広い視野に基づく専門的な知見から解
決に向けての助言を行うことはもとより、事実的・心情的な解決をも目指し、相談者に満足していただける
ように努力をします。多数の皆様の御利用を願っています。

　もう１つは、非行政書士を排除すべく監察活動を強化します。行政書士として登録するには、行政書士試
験に合格するなど一定の資格要件を有し、法令に精通していることが求められます。また、各都道府県行政
書士会に入会し指導を受けるとともに、都道府県知事からの監督を受けます。さらに、倫理と守秘義務を遵
守しなければなりません。その上で行政書士は、行政書士法に基づき、許認可申請などの官公署に提出する
書類、契約書や協議書などの権利義務または事実証明に関する書類を作成することを独占業務としています。
　行政書士でない者が依頼者の書類を作成した場合、内容の不備により大切な権利を失ってしまうなど、不
測の事態が生じるかもしれません。このような事態を予防し、国民が安心して行政書士制度を利用できる環
境を整備し、行政書士制度の利用者を守るという観点からも、非行政書士排除に向けた監察活動を推進して
まいります。この点をどうぞ御理解いただきたく存じます。非行政書士による活動を見聞されましたら、是
非各都道府県の行政書士会宛てにお知らせいただきますようお願いいたします。

　これらの活動を通して、国民一人ひとりから信頼を得て、行政書士制度を発展させてまいる所存です。何
とぞ行政書士制度広報月間の実施に御支援御協力をお願い申し上げます。

令和元年度行政書士制度
広報月間にあたって
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執行部から

早急な課題解決を目指して
副会長　光宗　五十六

１．初めに
　前期に引き続き副会長に選任されました。浅学非才の私ですが、筆頭副会長の重責を担ってしっかりと常
住体制を支えてまいりますので、よろしくお願いいたします。
　今期、会長選挙を経て４年ぶりに連合会長が替わり、１２年ぶりに東京会から連合会長が誕生しました。今
後、地方と中央、国との連携がよりスムーズになるものと期待されます。新しく組織された常住執行部の構
成を見ても、全員参画型の人員配置であり、広く人材を登用しようという強い意向がうかがえます。会長選
挙も終わり、４万８千人の会員を抱えている執行部の責務として感傷に浸っている暇はありません。山積し
ている課題の解決を目指して、地道に前進あるのみです。皆様の御意見を吸い上げながら前向きに進めてま
いりますので、御指導、御支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

２．行政書士制度調査室について
　今、抱えている喫緊の課題としては、行政書士制度調査室の体制構築、行テラスの実施内容の確立があり
ます。連合会においてシンクタンク機能を有する部署の創設が切望され行政書士制度調査室ができましたが、
その運営体制、運営内容についてはこれから決めていかなければならないことが山積みです。連合会の根幹
を成す部分であり、心臓部を形成する重要な部分となるものですので、皆様の御意見を基に慎重かつ大胆に
進めさせていただきたいと考えています。

３．行テラスについて
　行テラス事業は行政書士制度調査室の担当となっていますが、そのネーミングや、ファーストステージと
して相談会に行テラスの名称を掲げるとしたことで短絡的に捉えられ、お叱りを受けている点もありますが、
始動したばかりであり、会員の皆様の評価も今後の運営にかかっていると考えます。早急に対応策を検討し
進めてまいります。

４．法改正の実現について
　次の重要課題として、前期から進めている法改正におきましては、この臨時国会での実現を目指し、最大
限努力いたします。各党議連の国会議員の先生方に御協力いただき、日政連との連携を密にして、早期に実
現したいと考えます。

５．組織改革について
　組織改革も重要な課題として挙げられます。中央研修所や改正行政書士法対応委員会等の様々な組織、部
署がありますが、人材面から、事務局の今後の運営体制の見直しも含め組織の集約が必要であり、早急な対
応が望まれます。

６．終わりに
　こういった課題を抱えている今、まさしく遂行型、トップセールスのできる連合会長が望まれています。
全員参画型の組織を基本とし、国に対し国民の立場を考えた政策提言ができる土壌を作り、他士業ともお互
いの職域を尊重しながら協調していくことが大切です。
　絶えず国民の立場に立ち、国民の利便に資するよう活動することが行政書士の最大の使命です。常住会長
の下、行政書士の存在意義を強く意識しつつ、地道に進めてまいりますので、御支援のほどよろしくお願い
いたします。
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　本年も行政書士制度広報月間を迎えます。例年に倣い、別掲の「令和元年度行政書士制度広報月間実施基

本要綱」に基づき、全国の行政書士会が様々な催しや相談会を通じて、行政書士制度のPRと非行政書士を排

除する監察活動を推進してまいります。

　さて今期、新たに選任された常住会長の理念をより広報的な視点で捉えれば、行政書士制度の維持発展の

ためには、全国の会員がそれぞれの地域社会と密接に関わることが重要であり、行政書士の社会的地位及び

認知度の向上に資する広報活動とは、そのような地域における活動をバックアップすることであると言うこ

とができます。

　このことは、これまで全国の単位会が各地で実施してきた電話相談や街頭における無料相談会等の地域住

民向けのイベントこそが広報活動の原点であり、これまで地域社会に対し地道な活動を継続してきた会員各

位の努力が今日の行政書士制度を支えてきたこと、そしてこれからの制度発展にも必要不可欠であるという

認識と方向性を同じくするものであると言えるでしょう。

　改めてこの広報月間を機に、日行連が行う広報事業の意義を見つめ、広報活動の本質について考えたいと

思います。

　日行連広報部では、主として本誌「月刊日本行政」の発行、日行連ホームページ及び会員専用サイト「連

con」の管理・運用を行うとともに、総務省の後援を受けて実施する広報月間事業、日行連公式キャラクタ

ーのユキマサくんを活用した広報活動を推進しています。

　各事業の意義について簡単に説明しますと、「月刊日本行政」の発行は、会員に対し業務に役立つ情報の提

供や日行連の方針等を発信するとともに、対外的にも国会議員や関係団体などに対し行政書士制度の理解促

進を図っています。

　ホームページの安定的な運用は、国民に対する行政書士業務の周知や制度の普及推進に資するほか、使い

やすい会員検索機能や分かりやすいコンテンツを提供し、ユーザーが欲しい情報にいつでもアクセスできる

ような環境を整えることで、行政書士の信頼性の向上、イメージアップに役立っています。

　そして、ユキマサくんの活用は、老若男女を問わず親しみやすいキャラクターを通じて、士業の堅苦しい

イメージから脱却し、行政書士が国民の身近な存在であることを広く周知することに貢献しています。

　最後に、広報月間の取組について、日行連では全国一斉電話相談の開設を主導し、あわせて、所管庁であ

る総務省を始め全国の自治体の後援を得た制度PRポスターの掲示を推進することにより、会員の意識高揚

を図るとともに、全国自治体との関係をより一層強固なものとし、ひいては行政手続の円滑な実施に寄与し、

国民の利便に資することによって、国民の制度への理解と信頼を得ることにつなげています。 

　広報月間の推進に向けて
令和元年度行政書士制度広報月令和元年度行政書士制度広報月間間

日本行政書士会連合会　広報部　
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　これら日行連が展開する広報事業は、全国組織としての視座から全国一律に対応することを基本として計

画・実行されており、各地の現場のニーズに寄り添ったきめ細かい対応ができないもどかしさを抱えながら、

また同時に、いずれの事業も全国の単位会並びに会員各位の理解と協力なくしては本来の目的を達成するこ

とはできないことを強く認識しているところです。

　全国の単位会並びに会員各位の協力なくしては成り立たないとは、単に、各地における広報活動の推進に

関して助力を期待するという意味だけではなく、冒頭にも触れたとおり、会員の皆様が日頃の業務において

顧客である国民と誠実に向き合い、また地域貢献活動を通じて社会との信頼関係を構築することこそが何よ

りの広報活動につながっているということを意味しています。

　どんなに人の目を引くポスターを掲示しても、かわいいユキマサくんグッズを配付しても、これらが機能

していなければ、その効果はたちまち半減してしまいます。テレビCMなどの大々的なPRは一時的な認知度

アップをもたらしますが、制度を浸透させるという意味合いにおいては、十分とは言えません。

　つまり、ここに広報活動の本質があると考えます。行政書士制度の維持発展に不可欠な国民の信頼は一朝

一夕に得られるものではなく、また、一夜にして信頼を失ってしまう恐れがあるということを、広報活動に

おいても同様に意識しなければならないのです。

　広報活動は、その成果をなかなか実感することができません。しかしながら、社会に対し継続して取り組

まなければ、求めているような成果は望めません。予算の多寡は関係がないとは言えませんが、継続するこ

との重要性を第一に、可能な範囲で工夫を凝らし、その時代に合わせた活動が肝要です。

　昭和５３年に監察強調月間として始まった広報月間の歴史は、制度の維持発展に重要な役割を担ってきたと

同時に、効率的かつ効果的な広報活動を模索した歴史でもあります。

　広報月間の提唱から４０年を経過した今、日行連広報部として、原点に立ち返り、各地における広報活動が、

各単位会の貴重な予算と人員を割いて展開していること、会員の皆様の不断の努力で支えられているという

ことを肝に銘じて、それらが有意義な活動となるよういかにして支援するか、という視点を改めて大切にし

ていきたいと考えています。

　令和３年２月には行政書士制度７０周年を迎えます。会員の皆様が行政書士であることを誇りに思えるよう

に、また節目の年に向けた機運を醸成するためにも全国会員が一丸となって、本年度も行政書士制度広報月

間を推進していきましょう。御理解と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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令和元年度行政書士制度広報月間の実施について
＜広報部＞　

　本会及び各都道府県行政書士会では、毎年10月を行政書士制度広報月間と定め、行政書士制度の普及・浸

透及び適正な運用と会員の意識高揚を図ることで行政手続の円滑な実施に寄与すべく、電話相談や社会貢献

事業等様々な活動に取り組むこととしています。

　本年も、以下基本要綱に基づき実施いたしますので、会員各位におかれましては、広報月間の趣旨につい

て御理解いただき、各都道府県行政書士会の取組に積極的に御協力くださいますようお願いいたします。

令和元年度行政書士制度広報月間実施基本要綱
１．期　　間　　（１）準備期間：令和元年９月１日（日）から９月３０日（月）まで
　　　　　　　　（２）実施期間：令和元年１０月１日（火）から１０月３１日（木）まで
２．推進団体　　日本行政書士会連合会
３．実施団体　　日本行政書士会連合会・各都道府県行政書士会
４．後　　援　　総務省・各都道府県
５．目　　的
（１）行政書士の各種業務及び社会貢献に関する広報活動及び監察活動に一層積極的に取り組み、行政
手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することにより、国民の理解と信頼を得る
ことを通じて行政書士制度の更なる普及・浸透を図る。

　　＜重点業務＞
　　　　①　権利義務関係業務　　　　　　　⑦　開発行為に関わる業務
　　　　②　事実証明関係業務　　　　　　　⑧　運輸交通関係法に関わる業務
　　　　③　相続に関わる業務　　　　　　　⑨　風俗営業関係法に関わる業務
　　　　④　法人設立に関わる業務　　　　　⑩　入国管理関係法に関わる業務
　　　　⑤　建設業法関係業務　　　　　　　⑪　知的資産に関わる業務
　　　　⑥　農地法関係業務　　　　　　　　⑫　行政不服申立代理業務
　　＜社会貢献＞
　　　　①　調停による紛争解決の支援（ADR）
　　　　②　成年後見等の支援
　　　　③　大規模災害時における支援活動
（２）行政書士法の適正な運用を通じて行政書士の社会的使命を遂行し、業務の拡大と会員の資格者た
る意識の高揚を図る。

６．具体的計画の策定
（１）本月間用の資料及びポスター等の効果的活用を図るとともに、行政書士電話相談、街頭無料相談
の開設等により、直接国民に働きかける広報活動を展開する。

（２）官公署と住民との橋渡し役としての適正な役割を果たすため、関係官公署に対し窓口における理
解と協力を求める。

（３）友誼団体並びに関係団体との友好関係を保持増進し、行政書士制度への理解を求める｡
７．報　　告
各都道府県行政書士会は、今後の制度発展の参考に資するため、行政書士制度広報月間実施結果報
告書を日本行政書士会連合会に提出する。
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広報月間によせて
日本行政書士会連合会　法規監察部　

　広報月間は、かつては「行政書士制度監察月間」と称し、それが「行政書士制度強調月間」

と名称を変え、平成１９年度より現在の「行政書士制度広報月間」と改められ、その広報活動の

中で監察活動も継続して実施されてきました。

　活動の名称が変更されてきた背景には、私たちが取り扱う行政書士の業務範囲が極めて広範

であり、全ての業務において職域確保を前面に掲げて厳格に強権的な監察活動を展開すること

は、他士業や産業界との軋轢を生み、その結果として国民の支持を失い、行政書士制度自体に

拒絶反応を引き起こすのではないかという懸念があったことも関係しているものと思われます。

　このことから、日行連は日常的に予防的観点から監察活動を行っているところですが、特に

広報月間においては、各単位会の協力を得て行政書士制度の理解を広めるとともに、非違事例

の総量的な把握という手法を梃子として外部に注意喚起することで、非行政書士に対する監察

活動も同時に実施してまいりました。

　「監察」の目的は、行政書士の職域確保と、制度目的の実現を図ることにあります。

　ただ、行政窓口において行政書士法違反行為かどうかの判断は非常に困難であり、たとえ非

行政書士が書類を作成・申請しても受け付けざるを得ない状況もあるやに聞いています。

　この現状をこのままにしておくことは、行政書士資格のない者に依頼したことで国民が不利

益を被る恐れがあることはもちろん、行政書士制度の適正な運用にも大きな影響があることか

ら、今後、何らかの対策を講じていかなければなりません。法規監察部だけでなく、日行連全

体で検討課題として取り組んでまいりたいと思います。

　本年度においても各単位会の御協力の下、全国の行政機関、公共的団体、業界団体、国民・

地域住民に対し行政書士制度の啓発並びに監察活動を実施することが、制度発展につながって

いくものと思いますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。



2019.10　No.563 7

C
LO
SE UP

T
O
P
IC
S

監察活動実施の御案内
＜法規監察部＞　

　本会では、１０月に実施される「行政書士制度広報月間」に併せて監察活動にも取り組むこととしています。

各単位会に宛てて以下の書面（抜粋）を発信していますので、御一読くださるようお願いいたします。

令和元年８月１日

各単位会長　様

法規監察部　　　　　

部長　平岡　康弘　

「行政書士制度広報月間」における監察活動の実施について

　日本行政書士会連合会では、本年１０月１日から同月３１日までを「行政書士制度広報月間」として定め、

「実施基本要綱」により、制度の普及・浸透を図る目的で様々な運動を展開することとしておりますが、

例年どおりこの機会に広報活動と表裏をなす監察活動にも、下記の通り取り組むこととしております。

　当該活動に関して、昨年度は「農地法関係業務」に係る調査を重点活動項目といたしましたが、今年

度についても引き続き、同項目を重点活動項目とし、非違事例の総量的把握という手法による調査を推

奨いたします。本調査の主眼は、一般予防的意味に重点を置いた監察活動にあり、非違事例の総量的な

把握という手法を梃子として外部に注意を喚起することを目的としております。

　もとより、他分野及び他手法による調査等の監察活動を否定するものではありませんので、この点ご

留意のうえ、各地の実情に応じた活動もあわせて推進されるようお願いいたします。

　つきましては、当該活動の成果を上げるため、貴会におかれましては、下記の諸点を中心に、貴会の

実情に応じた計画を策定され、監察活動の実施についてご対応をくださるよう、お願いいたします。

記

１　各都道府県主管部長より、各局部課、警察本部、市町村及びその出先機関の長に対し、｢行政書士制

度広報月間｣の趣旨の徹底が図られるための、文書発出の協力要請。

２　関係各団体、特に建設業協会、自動車販売店協会、食品衛生協会、料理飲食店組合、遊技業組合、

風俗営業組合、産業廃棄物協会等と十分協議をし、行政書士法遵守方の協力要請。

３　友誼団体として、税理士会、司法書士会、土地家屋調査士会、社労士会、宅地建物取引業協会､建築

士会等の各団体と協議をし、行政書士法遵守方の協力要請。

４　重点活動項目「農地法関係業務」に係る都道府県・農業委員会に対する調査。

活 渇潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟

活 渇潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟



●インフォメーション

2019.10　No.5638

大島理森衆議院議長を表敬訪問
 Info 

１
日　に　ち　　令和元年７月３１日（水）

出　席　者　　＜日行連＞常住会長、光宗・佐々木・水野・大塚・髙尾・鶴各副会長、金沢専務理事、日當理事
　　　　　　　＜日政連＞井口会長、小泉副会長、加藤幹事長、中村常任幹事

　この度、青森会名誉会長でもある日當理事に労を執っていただき、大島理森
衆議院議長（青森県第２区）を表敬訪問いたしました。
　御多忙の中、快く御対応いただいた大島議長に対し、常住会長から、日頃か
ら行政書士制度に御理解をいただいていることに感謝申し上げるとともに、今
後一層の制度発展に向けて邁進することをお約束いたしました。
　大島議長からは、地元青森県下を始め、日本全国において行政書士が国民か
らの求めに応じて活躍していることに対する感謝の意に加え、今後より一層の
活躍を期待する旨が伝えられ、非常に有意義な時間を過ごすことができました。

＜中央研修所＞

　２０１９年４月１日から、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行され、
在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」が創設されました。
　これらの在留資格は、多くの企業や国際交流団体からの注目度も高く、在留資格申請の取次業務等で外国
人とも関わりの深い行政書士が当該制度の適正な運用に寄与すべきとの観点から、この度「新在留資格『特
定技能』に関するセミナ―」を開催することといたしましたので、お知らせいたします。
　申込方法等の詳細については、日本行政１１月号及び本会ホームページ、会員専用サイト「連con」にて、
１０月下旬を目途に御案内する予定です。昨年度の申込状況を踏まえ、告知から申込開始日までは十分な期間
を設ける予定としていますので、詳細の発表をお待ちください。
　皆様の御参加をお待ちしています。

　日　時：令和元年１２月１７日（火） １３：００ ～ １６：００
　　　　　※次号で御案内する「行政書士申請取次実務研修会（更新／東京開催）」の翌日に開催します。
　場　所：シェーンバッハ・サボー（砂防会館別館）〔東京都千代田区平河町２−７−４〕
　講　師：山脇　康嗣　弁護士

新在留資格「特定技能」に関する
セミナー開催の御案内

 Info 

２ 開催地：東京
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申請取次行政書士管理委員会からの
お知らせ

 Info 

３
＜申請取次行政書士管理委員会＞

◎申請取次行政書士に係る届出済証明書の更新手続に関する変更につい ◎申請取次行政書士に係る届出済証明書の更新手続に関する変更についてて

　従来、申請取次行政書士が届出済証明書更新の申出を行う場合について、「届出済証明書の有効期間（３年）
に１回以上の実務研修の受講を必要」として御案内してまいりました。
　今般、制度の公平性等に鑑み、届出済証明書の有効期間が３年未満になる方（例：在留期間が３年未満の
外国籍会員等）について取扱いを明確化するため、以下のとおり修了証に係る表現を変更しましたのでお知
らせいたします。
　届出済証明書の有効期間は基本的に３年間となっているため、その場合は従来の取扱いと何ら変更はあり
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錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫
ません。
釈 若錫錫錫
　なお、従来から事務研修（新規用研修）の修了証をもって更新ができる取扱いはしていません。また、新
規の届出後、短期間で届出済証明書有効期間が満了する場合には、その期間内に実務研修を受講することが
必要となりますので、御留意ください。

【従　来】
・更新希望会員は、届出済証明書の有効期間内に、日行連が主催する行政書士申請取次実務研修会を１回
以上受講し、実務研修会修了証を取得すること。
・届出済証明書の有効期間は３年間。証明書発行の日の３年後の当月末。
【変更後】
・更新希望会員は、届出済証明書の有効期限から遡り３年の間に、日行連が主催する行政書士申請取次実
務研修会を１回以上受講し、実務研修会修了証を取得すること。
・実務研修修了証は、交付日から３年以内に有効期限が到来する届出済証明書の更新手続に使用すること
ができる。

 ◎◎行政書士の申請等取次者としての届出手続において提出いただく顔写真につい行政書士の申請等取次者としての届出手続において提出いただく顔写真についてて（（お願い）お願い）

　申請取次行政書士の届出手続において、以下のような写真が提出されるケースが各単位会において散見さ
れています。
　実際に、地方出入国在留管理局より差し替えを求められる事例も発生しています。
　差し替えに時間を要すると、その分届出済証明書の発行にも時間を要することが懸念されますので、証明
書に使用する写真であることを踏まえ、御配意いただきますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　・照明が十分でない（全体的に暗い）
　　　　　　　　　　・影がある
　　　　　　　　　　・目線が合っていない
　　　　　　　　　　・背景がある（事務所の壁紙、カーテン）
　　　　　　　　　　・上半身（胸あたりまで）が写っており、顔の確認がしづらい
　　　　　　　　　　・顔が切れている（頭頂部から顎先まで写っていない）
　　　　　　　　　　・写真紙に印刷されていない
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当委員会では、行政書士会員が円滑に業務を行うため、行政書士電子証明書の取得及び利用を推奨しています。

　　 行政書士電子証明書とは・・・？
　「行政書士」の資格を認証した上で、発行される電子証明書です。
　電子署名用の様々な電子証明書は「認証局」という認証機関が発行しており、行政書士電子証明書でいう
と、日本行政書士会連合会から指定を受けたセコムトラストシステムズ株式会社が認証局にあたります。

　行政書士電子証明書は、行政書士が電子的に書類を作成する場合、紙による書類の作成における記名と職
印の押印に代わる効力を持ち、電子申請時に行政書士電子証明書を添付することで法的効果が認められます。

　また、行政書士電子証明書を取得することで、自動車保有関係手続のワンストップサービスや電子定款の
認証、電波利用・電子申請・届出システム等を、電子申請で行うことができます。
　詳細は以下のURL先を御確認ください。
　＜セコムトラストシステムズ株式会社掲載の対応システム一覧＞
　https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/gyosei/gyosei-forgidtsys.html

・有効期限／提供価格（税抜）　期間２年（新規・更新）　１４,０００円
　　　　　　　　　　　　　　 期間３年（新規・更新）　２１,０００円

・対象者　行政書士電子証明書は、行政書士法第６条に基づき登録された行政書士のみ取得できます。
（行政書士の検索システム上に自身の行政書士登録情報が反映されていない状態では、行政書士
電子証明書は発行できませんので、行政書士登録手続完了後にお申込みください。）

　　 電子化のメリットは？
　本人以外の者が文書を不正に改ざんしていないことの証明もできる上、電子申請では窓口へ行かずに申請
することができます。
　また、電子定款の認証では収入印紙代が不要となり、OSSでは申請手続と税・手数料の納付をインターネッ
ト上で一括して行うことが可能です。

場合によって必要な書類

●代理受取人の印鑑登録証明書（書類到着時点で３か月以内の
もの）
※本人限定受取郵便の受取に代理人の方を指定する場合のみ

●戸籍（全部／個人）事項証明書（書類到着時点で３か月以内
のもの）
※行政書士名簿の氏名が「旧姓」で登録されている場合のみ
●パスポートの氏名（英字記載部分）のコピーまたは特別永住
者証明書や在留カードの裏表コピー
※外国籍の方で、電子証明書記載氏名をパスポート、特別永
住者証明書、在留カードと同じ記載にする場合のみ

「行政書士電子証明書」の御案内

＜電子申請推進委員会＞

 Info 

４

必要な書類

①　住民票（書類到着時点で発行日が３
か月以内のもの）

　　※個人番号の記載がないもの
②　印鑑登録証明書（書類到着時点で発
行日が３か月以内のもの）

③　振込控えもしくは振込控えのコピー

　　 電子証明書の発行時に必要な書類
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「行政書士電子証明書」の申込ボタン※１から進み「利用申込書」に必要
事項を入力後、「利用申込書」をプリントアウトし、署名／捺印（実印）
をしてください。

①　利用申込書の入力、
署名、捺印

署名／捺印（実印）をした「利用申込書」に記載のサービス料金を所定の
方法でお振込み後、「利用申込書」及び必要書類をセコムトラストシステ
ムズ株式会社へ送付してください。
（※申込書類が到着後、セコムトラストシステムズ株式会社から、審査開
始のメールが届きます。）

②　お振込み、
　　必要書類の送付

電子証明書が発行されると、セコムトラストシステムズ株式会社からダ
ウンロード方法の案内がメールで送られ、ダウンロードに必要なパスワ
ードと電子証明書の利用に必要なPINコードが本人限定受取郵便で送ら
れます。郵便局から通知書が届きますので、通知書、身分証明書を持参の
上、郵便局で本人限定受取郵便を受け取ってください。
（※通知書は住民票に記載された住所に届きます。）

③　郵便局からの通知書
到着、本人限定受取
郵便の受取

メールに記載されているダウンロードマニュアルに従って、証明書をダ
ウンロードしてください。
以上により、新たな電子証明書が皆様のパソコンに入ります。

④　電子証明書の
　　ダウンロード

最後に、本人限定受取郵便に同封されていた「受領書」をセコムトラスト
システムズ株式会社まで返送してください。
（※返信用封筒が同封されています。）

⑤　受領書の返送

≪　発行までの流れ　≫

行政書士電子証明書取得率（令和元年６月３０日現在）

取得率　9.95％証明書発行会員数　４,825名会員数　48,488名

※１　行政書士電子証明書の詳細及び申込に関しては、以下のURL先を御参照ください。
　　　＜セコムトラストシステムズ株式会社＞
　　　https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/gyosei.html

＜電子証明書のお申込み・ダウンロードに関するお問合せ＞
セコムパスポート for G-ID専用窓口

サービス窓口：セコムトラストシステムズ株式会社　CAサポートセンター
　　　　電話番号：0422−76−2072
　　　　受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00（土日・祝日及び年末年始を除く）

＜お知らせ＞
　先般、行政書士電子証明書の発行及び失効等に関する規則の改正を行いました。（平成３１年１月１７日施行）
　今後、以下の事由が生じたときは、行政書士電子証明書の失効処理を行いますので、予め御承知おきくだ
さいますようお願いいたします。
　一　利用会員の行政書士登録を抹消したとき
　二　行政書士電子証明書に記載の登録事項に変更を生じたとき
　三　利用会員からの申し出があったとき
　四　利用会員が行政書士法第１４条の規定により業務停止の処分を受けたとき
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令和元年度行政書士制度PRポスターの
撮影現場から

 Info 

５

［生年月日］
［出 身 地］
［血 液 型］
［趣　　味］
［特　　技］
［略　　歴］
〈テレビ〉
●NHK大河ドラマ「龍馬伝」（土佐勤王党 野上清吉役）
●TBS日曜劇場「半沢直樹」（湯浅社長役）
●TBS日曜劇場「小さな巨人」（レギュラー　藤倉良一役）
●テレビ東京「釣りバカ日誌２～新米社員浜崎伝助～」（鈴木昌之役）
●テレビ朝日日曜ワイド「おかしな弁護士」（五十嵐進役）
●BS日テレ笑点ドラマスペシャル「桂歌丸」（立川談志役）
〈映画〉
●２０１７年６月１４日公開「森の歌が聞こえる」（片倉先生役）
●２０１８年９月２８日公開「散り椿」（坂下源之役）
●２０１８年１０月２７日公開「殺る女」（加賀俊介役）
●２０１８年１１月１６日公開「人魚の眠る家」（江藤役）

1978年6月5日（41歳）
兵庫県
O型
音楽・サーフィン・ボクシング・空の写真を撮ること
弾き語り

　広報部では、毎年10月に実施している行政書士制度
広報月間事業の一環として、行政書士制度PRポスターを
作成し、会員の皆様を始め、各単位会や各自治体などに
配付し、掲示の御協力をいただいています。
　本年度のポスターモデルは、平成23年度以来8年ぶり
の男性モデルとなる、俳優の駿河太郎（するがたろう）さ
んです。
　ドラマや映画などで大活躍中の駿河さんですが、多忙
なスケジュールの合間を縫って、平成31年3月28日、関
係者立会いの下でポスター撮影が行われました。駿河さ
んのユーモア溢れる人柄に触れ、終始和やかな雰囲気で
撮影は進みました。日行連公式キャラクターのユキマサ
くんと一緒にポーズをとっていただくなど、記念撮影にも
快く応じてくださり撮影は無事に終了いたしました。
　ポスター撮影後は、昨年度も御好評いただいた行政書
士制度PR動画を収録しました。令和元年8月1日から令
和2年7月31日までの期間限定で本会ホームページにて
公開していますので、お見逃しのないよう御覧ください。
　本年度も広報部一丸となって行政書士制度のPR活動
に努めてまいりますので、御理解御協力のほどよろしく
お願い申し上げます。

日行連ホームページにて制度PR動画公開中

P R O F I L E

駿河 太郎
する　　 が　　　 た　　 ろう

＜広報部＞
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令和元年度特定行政書士法定研修の
考査の結果通知について

 Info 

６
＜中央研修所＞

　本誌５月号の「令和元年度特定行政書士法定研修　募集要項」（特定行政書士特設サイト（http://tokutei

kensyu.com）令和元年度法定研修ページにも掲載）にて、本研修の考査の結果通知を「本人宛て郵送にてお

知らせいたします。（２０１９年１２月（予定））」と御案内していましたが、より迅速に結果をお伝えできるよう、

本年度から、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））にて通知することといたしました

ので、お知らせいたします。

従来今後　

考査実施考査実施１０月

発表（連con）＝修了
※修了した者の考査受験番号のみ掲載

１１月

結果通知（郵送）＝修了結果通知（郵送）１２月

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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　石川会では、金沢大学外国人留学生の日本企業就職支援プロ
グラム担当者から講師派遣の依頼を受け、令和元年７月８日、
金沢大学において「日本で就職する際に知っておくべき法律的
な基礎知識」というテーマで留学生向けの特別授業を実施しま
した。講師には本会の産学官連携推進委員会から菅原純平会員
を派遣しました。
　金沢大学は“「かがやき・つなぐ」北陸・信州留学生就職促
進プログラム”を立ち上げ、学士課程あるいは修士課程・博士
課程を修了した高度専門留学生の人材活用を図っています。本
会が申請取次行政書士制度の周知を推進している中で、今回の講師派遣が実現しました。
　講義では「資格外活動許可」と「就労できる在留資格」についての説明に重点を置きました。資格外活動
許可については単にアルバイトの許可と考える学生も多いのですが、実は就職活動にも活用することができ
ます。具体的には就職活動の一環として行うインターンシップの場合などに、１週間２８時間を超える許可が
出ることもあります。資格外活動許可を上手に活用することで「自分にあった就職先を見つけることができ
ること」「在学中に自身のキャリア形成をより深く考えることができること」を伝えました。
　就労できる在留資格については、金沢大学の留学生の場合、主に５種類の在留資格を選択できる可能性が
あること、５月に始まった「N１特定活動」も選択肢に入れることで就職先の幅が広がることなどを話しま
した。入管法の条文を実際に読んで考えるという講義でしたが、金沢大学の留学生は皆、期待に違わず熱心
に受講してくれました。留学生にとっては外国の法律である日本の入管法ですが、よく読んでみると思いの
ほか自分たちに役立つ情報が含まれていると感じてもらうことができたと思います。
　本会では、今後も金沢大学との協力関係を深め、産学官の連携を推進してまいります。

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。

金沢大学の留学生向け特別授業に
講師を派遣しました

石川県
行政書士会

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。



2019.10　No.563 15

　　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：広島

【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、留意事項について承諾し、下記研修会に申し込みます。
2019.11.22（金）開催　行政書士申請取次事務研修会（於：TKPガーデンシティ広島駅前大橋）

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】※10月24日（木）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

2019年11月22日（金）10時30分～17時（受付開始10時）
※１０時３０分の開講までに必ず御来場ください。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

TKPガーデンシティ広島駅前大橋
（広島県広島市南区京橋町1－7 アスティ広島京橋ビルディング3階）

会会　　場場

2019年10月24日（木）9時～11月1日（金）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）
※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。
※振込期限までに御入金がない場合は申込キャンセルとして取り扱い
ます。

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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登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（９５件）
２　その他

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（火（火））

正副会長会
【協議事項】
１　常任理事会の合議事項等について
２　日行連会議室の取扱いについて
３　中央研修所各部長の委嘱について
４　申請取次関係研修会の対応について
５　その他

常任理事会（～８日）
【合議事項】
１　顧問弁護士について
２　本年度会長会の開催概要及びテーマ
について

３　後援名義の使用承認について
４　専門員の登用について
５　行政書士制度あり方検討委員会への
諮問事項について

６　司法アクセス学会学術大会報告者の
推薦について

７　その他

法改正推進本部会議
【協議事項】
１　議員立法成立までのプロセスについて
２　法改正推進に係る経過報告と今後の
対応について

３　その他

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（水（水））

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
１　本年度事業の確認と目標設定等につ
いて

２　体制・人員等について
３　その他

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　委員長、副委員長の互選について
２　研修会の運営について
３　研修会の申込受付のWEB化について
４　研修会受講料について
５　研修会のテキスト及び設問集の改訂
等について

６　次年度申請取次研修会の日程案につ
いて

７　単位会からの照会案件について
8　その他

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（木（木））

国際・企業経営業務部
国際部門会議
【協議事項】
１　新在留資格「特定技能」に関するセ
ミナーについて

２　外国人実務事例集の作製について
３　「月刊日本行政」業務関連記事の執筆
について

４　本年度の活動について
５　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（月（月））



2019.10　No.563 17

2019.8/Aug

国際・企業経営業務部
知的財産部門会議
【協議事項】
１　山口大学・ACCSとの三者協定につ
いて

２　著作権相談員養成研修について
３　知財分野における政府方針等の確認
と今後の対応について

４　JRRCとの連携について
５　その他

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（９３件）
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（火（火））

国際・企業経営業務部
企業支援部門会議
【協議事項】
１　地域活性化活動における関係団体と
の連携について

２　企業支援分野における政府方針等の
確認と今後の対応について

３　その他

電子申請推進委員会（～２２日）
【協議事項】
１　IT戦略の推進状況等について
２　提案書について
３　「月刊日本行政」業務関連記事の執筆

について
４　行政書士電子証明書の発行及び失効
等に関する規制の改正に伴う対応に
ついて

５　セコムトラストシステムズ株式会社
との意見交換会

６　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（水（水））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　研修会運営について
２　研修会のテキスト及び設問集の改訂
等対応について

３　申請取次事務処理の手引きについて
４　次年度申請取次行政書士研修日程案
について

５　会員からの異議申立てについて
６　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））

申請取次実務研修会（名古屋）
受講者（２４２名）

法規監察部会
【協議事項】
１　本年度事業項目・具体的推進事項に
ついて

２　照会案件等について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（金（金））



日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）
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規制改革委員会
【協議事項】
１　昨年度事業報告について
２　本年度事業の具体的推進について
３　その他

法務業務部
権利義務・事実証明部門会議
【協議事項】
１　本年度事業の具体的推進について
２　引継ぎ事項について
３　その他

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　本年度具体的事業の推進について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））

許認可業務部会
【協議事項】
１　本年度具体的事業の推進について
２　その他

総務部会（～３０日）
【協議事項】
１　総務部事業の担当及び推進方について
２　会長会アンケートにおける発表単位
会等の検討について

３　照会案件の対応について
４　BCP対策に係る情報資産の分散化
について

５　日行連ホームページの掲載内容に係
る確認について

６　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（木（木））

広報部会
【協議事項】
１　本年度事業計画及び予算の確認につ
いて

２　広報月間関連事項について
３　日本行政関連事項について
４　次年度行政書士制度PRポスターに
ついて

５　ホームページ関連事項について
６　国立国会図書館インターネット資料
収集について

７　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（金（金））
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学学ぶぶ  活活かすかす 楽 楽しむしむ 魅力ある取組をリポート魅力ある取組をリポート

Learn!  Make use!  Have fun!

  学ぶ 活かす 楽しむ 魅力ある取組をリポート

2019.10　No.563 21



2019.10　No.56322



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～

【広報部】
　広報部長　前田　　望
　次　　長　西村　　誠
　部　　員　森　　伸二
　　　　　　小林八重子
　　　　　　池垣真理子

発　行　人　常住　豊
発　行　所　日本行政書士会連合会

〒105－0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
虎ノ門タワーズオフィス10階
TEL 03－6435－7330　FAX 03－6435－7331

製作・印刷　三陽メディア株式会社

月刊日本行政１０月号

第５６３号

令和元年９月２５日発行

2019.10　No.56328

　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。

会員の動き
◆登録者数（令和元年８月末日現在）

４８,８０８名合 計　 　
7,027名女41,781名男内 訳　 　
6,534名女40,170名男・個人事務所開業
228名女1,117名男・行政書士法人社員
265名女494名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和元年８月中の処理件数）
２６０名新規登録　合　計
51名女209名男　　　　　内　訳
９０名登録抹消　合　計
12名女78名男　　　　　内　訳

71名　　　　　・廃　業
19名　　　　　・死　亡
0名　　　　　・その他

◆法人会員（令和元年８月末日現在）
８６２法 人 事 務 所 数
528・主たる事務所数（行政書士法人数）
334・従たる事務所数

　日本行政１０月号が皆様のお手元に
届く９月下旬は、草むらから秋の虫たちの涼しげ
な鳴き声が聞こえ始める頃ですが、この原稿を書
いている今はまだ連日３５度越えの猛暑で、街中の
公園からは降るようなセミの鳴き声が。私が住む
大阪では近年クマゼミが幅を利かせており、ヒグ
ラシやツクツクボウシのような涼感漂う鳴き声と
は正反対の、暑さ倍増これでも食らえ的な大合唱
といったところでしょうか。
　このクマゼミ、元々西日本の温暖な地域に分布
していましたが、最近生息域が北上しつつあるよ
うで、地球温暖化が要因の一つと言われています。
温暖化により気温の上昇、異常気象、海水面の上昇
など、生態系や自然環境への影響が心配されます
が、農業や漁業にも影響が及び、将来の食糧不足も
懸念されています。地球温暖化はもはや他人事で
はなく、私たち一人ひとりが本気で取り組むべき
課題であることに間違いはありません。北上する
クマゼミの大合唱は人類に対するアラームなのか
もしれませんね。

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（西村）


