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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おります。
■ 日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所
＜対面相談・電話相談（予約制）＞

電話番号：0800−800−3200（フリーダイヤル、予約専用）
相談時間：10:00〜16:00（土日・祝祭日・年末年始休業）
所 在 地：福島県郡山市方八町2−13−9 光建ビル５階

日本行政書士会連合会 ● Eメール nichigyoren@gyosei.or.jp

● ホームページ http://www.gyosei.or.jp/
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会員の皆様を始め、各都道府県行政書士会や
国民の皆様に対してお伝えしたいことを
順次掲載してまいります。

決断の重さを知る
〜平成28年度を振り返り新たな気持ちへ〜

遠田和夫
の

眼

平成２８年度も年度末となり、日行連の事業運営においても、一つの節目を迎える時期になりました。昨年
４月からのこの１年間は、自動車保有関係手続ワンストップサービス（OSS）の対象手続拡大や法定相続情
報証明制度の創設への対応を始めとして、例年になく、行政書士制度に大きな影響を及ぼす可能性が高い、
非常に高度な判断・決断を要する事案に対処しなければならない状況が続きました。さらに事案によっては、
一定の結論を出すまでの時間が限られる場合もあり、改めて時間との戦いの難しさと、様々な選択肢から一
つに絞ることの決断の重さを痛感いたしました。
そのような中でも、日行連会長として「的確な判断・最良の決断」を行うために、与えられた時間を最大
限に有効活用し、まず、一人でも多くの意見に耳を傾けるとともに、自分自身の心の中に存在する想い・利
害・欲等の煩悩を取り除き、目先の成果だけにとらわれず、物事の全体を捉えた大局的見地から思案・試行
を重ねました。結果として、全ての対応が適切であったとは必ずしも言い切れませんし、厳しい批判や忠告
の声も耳にしています。そのような声は今後の糧として素直に受け止め、自分自身と正面から向き合い、次
の日行連の事業運営に活かすべく、その方法を模索・実行していきたいと考えています。
今、政府が進める国家戦略として「日本再興戦略」が注目されています。これは、間もなく到来するであ
ろう第４次産業革命で日本が勝ち残るために、経済産業社会システムの変革を目的として、事業者目線での
規制・行政手続の改革を推進することが明示されているものであり、昨年６月に打ち出された２０１６年版では
既存の社会システムや産業構造、就業構造を一変させる可能性を示唆しています。そこに掲げられた、金融、
農業、観光、スポーツ等の幅広い分野における新たに講ずべき具体的施策は、非常に着目すべき内容であり、
日行連としても行政書士制度、行政書士業務との関連性・影響面から注視しなければならない事案として位
置付け、各施策の内容と影響を比較しながら分析・検証を行いました。今後、日行連として動かなければな
らない場面が来ると想定し、危機意識と緊張感を持って平成２９年度もその動向に注目していきます。

ここで、平成２８年度に結果を出した、主な事業実績を振り返ってみたいと思います。

①行政書士制度調査委員会の設置・始動
近年の日行連では、日々刻々と変化する行政書士制度を取り巻く現状に対して、的確かつ迅速に必要な検
証や措置を講じる政策を立案・実行していく必要性が高まっていました。平成２８年度は、まずそれに対応す
るための担当機関を会内に設置する必要性があると判断し、内外に存在する多様な情報の収集・分析と必要
な政策課題を検討・立案・提言し、迅速かつ的確な対応を図ることを目的とした行政書士制度調査委員会を
設置しました。
同委員会において、まず将来的な行政書士制度調査室の設置に向けた基幹構想を戦略的観点から検討する
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とともに、行政書士法の解釈について研究を行い、日行連としての見解・解説を加えた「条解・行政書士法」
の作成にも鋭意取り組みました。

②業務執行体制・組織の見直し
既存の業務部名称（第一業務部、第二業務部、第三業務部）では、所管の事業内容を具体的に表現してい
ないため、外部関係者に対しても明確に伝わらない側面がありました。この課題に対処するため、行政書士
制度あり方検討委員会からの答申も踏まえ、関係規則の改正を行い、
「第一業務部」を「許認可業務部」、
「第
二業務部」を「法務業務部」、「第三業務部」を「国際・企業経営業務部」へと名称の変更を予定しています。

③特定行政書士制度の推進
特定行政書士については、第二期として全国で７
６６名が誕生し、総数３０
,
００名を超す特定行政書士が今後ま
すます活躍の場を広げるものと期待しています。これに伴い、改正行政書士法対応委員会内に「特定行政書
士の業務範囲に関するガイドライン」の作成部会を設置して、改正行政不服審査法の研究と特定行政書士業
務を遂行する上で必要と思われる点を整理・集約し、ガイドラインの作成に取り組みました。

④行政書士制度のPR推進
「ゆるキャラグランプリ２
０１６」に、日行連公式キャラクターの「ユキマサくん」が初エントリーし、決戦
投票（愛媛県松山市）にも出展しました。多くの方々が注目する国民的行事の場への参加ということで、実
績がない中、まさに手探り状態でグランプリ上位を目指しました。
途中、思っていた以上に順位が伸び悩むなど、紆余曲折はありましたが、事前投票から松山市での決戦投
票までの約半年間、広報部が中心になってPRグッズを作成し、フェイスブック等のSNSの媒体も活用して、
会員を含めた多くの方々に「ユキマサくんに一日一票」を呼び掛けた結果、広く一般の方にもユキマサくん
のキャラクターが浸透するとともに、行政書士制度の認知度向上や理解促進と確かな手応えを感じることが
できました。

上述のとおり、平成２８年度に経験した重い決断の数々を振り返る今、日々思案・試行を重ね自分勝手な思
い込みは避け、厳しい批判や忠告も素直に受け入れる度量を持ちたいと思います。また、人間関係は全て約
束事、信用、信頼の上に成り立っていることを改めて肝に銘じ、平成２９年度においてもそれらを大切にしつ
つ物事の「決め時」を逃さず判断してまいります。

その平成２
９年度は、
「国民がより活用しやすい行政書士制度の確立に向けて」をキーワードに、決して業
界目線ではなく、主役である国民の目線を第一にして様々な政策を立案・実行・実現してまいります。何よ
りもその成果がはっきりと表れるように、物事を深くまで掘り下げて思案を重ね、取り巻く空気感や立ち位
置に神経を研ぎ澄ませて日行連会長としてのリーダーシップを発揮します。そして、郵政・J
R・農協に代表
されるように強大な地盤を持つ業界団体であっても、時代の変化や国策の方針転換によってその立場・位置
付けが揺らぐこともある現実を意識して、
「いつの時代も、どの事業も、いつどうなるか分からない」とい
う危機意識と常在戦場の精神を持って前に進んでいきたいと思います。
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VOICE 私の想い

質の高い成果を求めて、
会長を傍で支える役員の
想いをお届けします。

空家対策、さらなる推進を
副会長

蓑 原

行 滿

宮崎会では、一部の市との間で平成２６年度から「遊休農地所有者等に関する権利調査業務」を受託してい
ます。いわゆる所有者不明農地に対する相続人調査業務です。この業務の経験から、所有者不明土地は予想
以上に広がっているという感触を得ています。ある市との契約では、調査の完了した農振地域、いわゆる青
地内で総数数百筆にのぼる所有者不明農地のうち、２４筆（２４名）の相続人調査業務を受託しました。総数か
らすれば、たった２４名の調査ですが、３
００通に迫る戸籍等が必要になり、相続人数も５
０名以上にのぼり、旧
民法を駆使しないと相続判断がつかない事案が５件ほどありました。行政も困難事案を発注したつもりでは
ありませんでした。発注基準は、農地中間管理機構に回しやすい「優良遊休農地」かどうかです。比較的人
目につく優良農地でこの状態なら、人目につきにくい「山林」や「森林」ではどのような状態になっている
のか、考えるだけで空恐ろしい感じがします。国土交通省も平成２８年３月に「所有者の所在の把握が難しい
土地に関する探索・利活用のためのガイドライン（第１版）
」をまとめ、啓発に懸命です。用地買収や農地
山林に関する施策及び民間での土地利活用上、深刻な支障を生じるだけでなく、是正に膨大な負担を強いら
れることを指摘しています。このままでは国土開発が進まない、あるいはできなくなるかもしれない、との
危機感が見て取れます。
我々行政書士も、様々な機会をとらえて行政機関に対する働きかけをすることが必要です。部局ごとの対
策マニュアル策定への協力や、対策協議会等への参加など、支援のあり方は様々あろうかと思います。要は、
相続人調査の専門家としての行政書士を大いに活用してもらうために広報し、どしどし企画を提案していく
ことが肝要であると考えます。
そのための一助になる可能性を秘めているのが、土地と建物の違いはあるものの「空家等対策の推進に関
する特別措置法」ではないでしょうか。
「空家等」あるいは「特定空家等」の有効利用や措置のために、所
有者等の権利調査は欠かせません。既に多くの部局では「所有者が分からない」と頭を抱えているようです。
当然と言えば当然です。この特別措置法では、税務部局の持つ固定資産税課税情報を利用できるという画期
的な条文があるのですが、相続人全員の情報を期待するのは無理です。しかし、取壊し・リフォーム、また
は譲渡・賃貸、どの場面でも権利調整は不可欠であり、したがって相続人調査が必要です。
さらにこの法律には、空家等対策協議会の設置に関する条文があり、既に行政書士が同協議会委員に選任
されている自治体も存します。これらの委員には空家対策の一つである利活用を考慮する場面での活躍を期
待します。空家にリフォーム等を施し、他の用途で使用する場合、我々行政書士の得意分野である各種許認
可が必要になることがほとんどだと思われます。高齢者福祉施設に再生する、障がい者福祉施設に再生する、
飲食店や民泊施設に再生する、いずれも用途によって消防法や建築基準法、介護保険法や障害者総合支援法
や旅館業法等をクリアすることが求められます。この法律横断的思考は日々の行政書士業務そのものであり、
「我々がやらずして誰がやる」と言えます。
このように「空家等対策の推進に関する特別措置法」に関しては、
「相続人調査」や「許認可要件助言機
関」としての行政書士を大いに活用してもらうよう広報に努めるとともに、企画を提案していきたいと考え
ています。
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VOICE 私の想い

質の高い成果を求めて、
会長を傍で支える役員の
想いをお届けします。

行政書士制度調査委員会（室）のもっているインパクト
専務理事

伊 藤

浩

行政書士制度調査委員会規則が平成２８年４月の理事会で承認され、委員会が設置されてから約１０箇月が経
とうとしています。行政書士制度調査委員会のような仕組みを作ることは、歴代執行部が強く望んできたも
のでもあります（同様の組織は弁護士、司法書士、税理士は連合会組織において設置されている。ただし、
その機能は様々である）。
委員会の権能としては現在のところ
①

行政書士制度やこれに関連する情報等の収集、分析に関すること

②

過去の案件の背景や経緯を含めた情報の蓄積及び整理等の業務情報の共有化に関すること

③

前号に掲げるもののほか、本委員会の目的を達成するために必要な事項

が委員会規則によって定められています。
①は行政書士の制度や業務に関する情報収集を行うことだと考えています。まずは新聞や報道からの情報
の収集分析であり、必要な情報については直接担当官庁に出向いたり、日政連との連携による政治ルートで
の情報の収集・調査ということもあります。また、
「日本再興戦略２
０１６」を始めとする政府から出されてい
る報告書等にも目を通し、日行連としての取組を検討しています。
②は文書管理システムの構築と過去のデータの整理に関することです。
特に、紙媒体で残っているものをいかにデジタルデータ化するかが課題となっています。
③は委員会を将来「室」にするときのあり方の検討です。
また、稼働している分科会としては
① 「条解行政書士法」（仮称）の作成チーム（行政書士業務部分）
②

室構想チーム

があります。
現在もいくつかのテーマに関して試行的に情報分析等を行っています。 本格的に活動するのは今少し先
のこととなるでしょうが、日行連の中にこのような戦略構想機能、インテリジェンス機能、シンクタンク機
能の構想をもった部署が設置されたことの意味は非常に大きいと考えます。
委員会ができたことに安住せず、仏作って魂入れずとならないように、この行政書士制度調査委員会の活
動をどのように実のあるものとしていくかが問われているのだと思います。
私自身、担当専務理事としてこの行政書士制度調査委員会を少しでも前進させるべく、尽力してまいりま
す。
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総務省行政管理局

１ 国におけるオンライン申請の
取組の展開～現在まで

管理官

北川

修

成しました。
しかし、平成２０年頃から、整備したものの利用さ
れない受付システムの存在が問題とされ、利用が低

「役所まで足を運ばずに手続が済む」。それが日常

調で、将来的にも改善の見込みがないシステム、あ

の光景となることを目指して、政府はこの十数年来、

るいは元々書面も含め申請件数の少ない手続のオン

手続の電子化、オンライン利用を進めてきました。

ライン利用を停止することになりました。

オンライン申請は行政の電子化推進の一つの旗印で

一方、申請件数が多い手続や、利用頻度が高い手

あったと言えます。近年、単なる行政手続のオンラ

続については、国民生活や企業活動に関わりが大き

イン化だけではなく、手続も含め行政サービスとし

いことから、重点的にオンライン利用の促進を行う

てより大きな枠組みでとらえ、利便性向上を目指そ

ことになりました。具体的には、登記、国税、社会

うという議論も見られるようになりました。この背

保険・労働保険等の手続について、例えば、添付書

景には、情報通信技術の発展により大量データの通

類の削減、申請受付時間の拡大、手数料の軽減や士

信が技術的に容易になり、行政機関間の情報連携の

業等の資格者が本人に代わって行う場合の本人の電

可能性が高まってきたことにあります。

子署名省略等の措置を行うことにより、オンライン

しかしながら、このような議論に至るまでには紆

利用率は毎年度上昇を続けています。

余曲折がありました。本稿は、このような行政手続

重点的な取組を始めた平成２０年度のオンライン利

のオンライン化の経緯を振り返りつつ、現在の取組

用が可能な国の手続のオンライン利用率は、３４１
.％、

と今後の展開を御紹介するものです。

これが平成２７年度のオンライン利用率は４７３
.％です

行政手続のオンライン化への取組は、平成１３年１
月の「eJ
apan戦略」に遡ります。２１世紀を迎え、社

から、７年間で１３２
.ポイント上昇したことになりま
す。

会全体のI
T化を推進することを打ち出したこの戦

また、平成２７年度の主な分野のオンライン利用率

略の中で、行政手続については、
「２００３年までに、国

を見ると、登記分野は６６２
.％で７割近く、国税分野

が提供する実質的にすべての行政手続をインター

は５８％で６割近くが、既にオンラインにより手続が

ネット経由で可能とする。」と定められました。これ

行われています。社会保険・労働保険分野は８９
.％で

を受け、書面で行うことが決められている申請や届

前年度に比べると約３割伸びていますが、他の分野

出について、オンライン申請が可能となるよう、法

に比べると、まだオンライン利用が広く普及してい

制度（行政手続等における情報通信の技術の利用に

るとは言えません。その理由の一つとして、特に申

関する法律（行政手続オンライン化法、平成１５年施

請件数の多い社会保険分野においてオンライン利用

行））を整備し、受付のためのシステムの整備を行い

に先立って磁気媒体による申請が相当進んでいたた

ました。

め、磁気媒体からオンラインへの転換が遅れている

各府省は、それぞれ、必要な事項を省令に定め、

こともあるものと思われます。企業の中にはオンラ

受付システムを構築して、所管の手続についてオン

イン利用時のセキュリティを懸念し、磁気媒体を選

ラインで提出可能となるよう手続のオンライン化を

択する場合や更には「変える理由がない」として書

進めました。この結果、国の申請・届出等手続につ

面による申請を続けている例も見られますが、一方

いては、平成１７年度において１４２
,
５７手続中１３７
,
２０の

で、各手続でマイナンバーを扱う必要が生じたこと

手続、割合にすると９６％の手続のオンライン化を達

から、セキュリティを重視し、支店や営業所単位で
2017.
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寄稿

手続を行わず、本社で一括申請を行うこととし、そ
の際にオンライン利用に移行する動きもあります。

の決定を行い、計画的な取組を推進する。」
規制改革推進会議には行政手続部会が設置され、
上記再興戦略を踏まえた施策を進めるべく、議論が

２ 手続オンライン化を巡る
最近の動き

行われています。最初に、「外国企業の日本への投
資活動に関係する規制・行政手続」が取り上げられ
たのは、その背景として行政手続部会の参考資料に

政府がオンライン申請の取組を始める前は、経済

あるように、ジェトロの外国企業アンケートで、対

団体から「書面で手続を行わせること自体が規制で

日投資の阻害要因の１位に「行政手続・許認可等の

ある」という指摘がありました。当時、経済活性化

複雑さ」が上げられていること（２０１５年調査。２０１３

の手段として規制緩和が叫ばれ、まず、許認可制度

年調査では１位は「ビジネスコストの高さ」、「行政

そのものの見直し、事前規制から事後規制へという

手続・許認可等の複雑さ」は４位）などがあるもの

流れがあったのですが、更に手続を行う方法そのも

と思われます。

のについても「規制」という言葉が使われるように
なっていました。

同様に行政手続部会では、
「諸外国における行政
手続コスト削減に向けた取組」が紹介されており、

企業は、申請に必要なデータをシステムに保有し

この中で、英国やデンマークが民間における各行政

ているのだから、それを一々申請書として出力して

機関への手続コスト、その削減結果の測定等を行っ

提出するのではなく、そのままオンラインで提出で

たことの記載があります。

きれば負担軽減になるという論理です。この結果全

今後、行政手続部会では、先行的に外国企業の日

ての手続をオンライン化することとなった経緯は前

本への投資活動に関係する規制・行政手続の簡素化

述のとおりです。

に取り組むとともに、諸外国における取組の実態を

ところで、現在、政府の規制改革推進会議で再び

調査しつつ、また、企業や士業者等日常的に手続を

「行政手続のI
T化」がテーマの一つとして議論され

多く行う関係者の意見を聴取しながら、規制改革、

ています。これは、日本再興戦略２０１６（平成２８年６

行政手続の重点化、I
T化を一体的に進めるべき重要

月閣議決定）
（以下「再興戦略」
）において、「生産

分野を選定していくことになるものと思われます。

性革命を実現する規制・制度改革」として「新たな

これまでの経緯も踏まえ、網羅的でなく国民のニー

規制・制度改革メカニズムの導入」を行うため、「事

ズ等を勘案し「重点化」していくという視点は重要

業者目線で規制改革、行政手続の簡素化、I
T化を一

であろうと思われます。

体的に進める新たな規制・制度改革手法」を導入す
ることとされたことを踏まえたものです。
再興戦略では、更に具体的な施策の内容として、
次の記載があります。

３ マイナンバー制度～施策の展開
マイナンバーが平成２８年１月から利用開始され、

「・まずは、外国企業の日本への投資活動に関係す

例えば、今回の年末調整ではそれぞれ本人や家族の

る規制・行政手続の抜本的な簡素化について１

マイナンバーの記載が求められたところであり、い

年以内に結論を得る。

よいよ本格的に手続での利用が始まります。ちなみ

・外国企業の日本への投資活動に関係する分野以

に、国家公務員は昨年４月からマイナンバーカード

外についても、先行的な取組が開始できるもの

を身分証として利用する取組が行われています（こ

については、年内に具体策を決定し、速やかに

れは、公的個人認証機能を利用するものではなく、

着手する。」

カードに格納されたI
Cチップに認証用のアプリを

また、これらの取組とその実施状況等を踏まえつ

入れて利用するものです。）。

つ、「諸外国の取組手法に係る調査等を行い、規制・

また、本人に関する行政機関間での情報提供等の

手続コスト削減に係る手法や目標設定の在り方を検

記録の表示等が可能なマイナポータルの利用が今年

討した上で、本年度中を目途に、本格的に規制改革、

から開始されます。マイナポータルでは、プッシュ

行政手続の重点化、I
T化を一体的に進めるべき重要

型のお知らせサービスやワンストップサービスの提

分野の幅広い選定と規制・行政手続コスト削減目標

供も計画されており、マイナポータルを利用する際
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あることから、民間における幅広い利用が見込まれ

eTa
xやねんきんネットとの連携が行われるように

るところです。
今後、各行政機関は、これらの仕組みを活用しな

なります。
行政手続については、現状、マイナンバーは社会

がら、手続に当たって企業等から一旦提出のあった

保障、税、災害対策分野の利用に限られていますが、

資料・情報の行政機関間での内部共有による提出省

戸籍、旅券、在外邦人の情報管理、証券等公共性の

略や、調達結果など行政機関が公表する企業情報の

高い分野への拡大へ向けた制度改正も検討されてい

検索のしやすさ等の利便性向上に努めていくことに

ます。

なると思われます。

また、マイナンバーと同時に利用が開始された法

いずれにしても、今までの仕事のやり方を前提と

人番号については、利用の制限がなく、誰でも利用

せず、利用者目線を第一にした取組が一層求められ

が可能であり、ファイルでのダウンロードも可能で

ると考えます。

農業委員会法の改正について
農業委員会法の改正につい
て
～アンケート結果を受けて～
～アンケート結果を受けて
～
＜第一業務部
はじめに
はじめに

②

農業委員の選出方法を選挙制と市町村長の選任
制（議会・団体推薦）の併用から市町村議会の
同意を要件とする『市町村長の任命制』に変更

本誌 平成２８年３月号（No
５
.
２０）における、特集
『日本の農業を再確認する～遊休農地に関する措置

③

農地等の利用の最適化の推進活動を行う『農地
利用最適化推進委員』の新設

～』の中で農業委員会法の改正内容について御報告
しました。
「農林水産業・地域の活力創造プラン」

建設・農地部門＞

④

都道府県農業会議及び全国農業会議所について、

等に基づく農政改革の実行的な成果を上げるために

農業委員会の活動を支援するネットワーク組織

は、それにふさわしい環境を整備する必要がありま

として一般社団法人へと移行し、都道府県知事

した。そこで、農林水産省は、
「農業協同組合・農

又は農林水産大臣が『農業委員会ネットワーク

業委員会・農業生産法人」について一体的な見直し

機構』として指定

を行うこととしました。
平成２７年８月２８日に「農業協同組合法等の一部を

上記４点の改正項目の中でも、特に農業委員の選

改正する等の法律」が成立したことで、
「農業委員会

出方法の変更については、行政書士が農業委員へ任

等に関する法律（昭和２
６年法律第８８号）（以下「農

命される可能性がより一層高まることが期待される

業委員会法」という。）」についても一部改正され、

ことから、平成２７年１２月、委員任命に向けた関係各

農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積・

所への働きかけについての協力依頼文書を各単位会

集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促

宛に発出しました。

進）を推進するために、農業委員会委員（以下、
「農

さらに、平成２８年１０月には、各単位会における任

業委員」という。）の選出方法の変更等の委員会改

命状況の現状確認と任命促進に係る取組についてア

革が行われました（平成２８年４月１日施行）。改正項

ンケート調査を実施させていただきました。

目は以下の４点になります。
①

そこで今回は、改めて農業委員等の役割について

農業委員会の重点業務が、『農地等の利用の最

確認するとともに、上述したアンケート結果につい

適化の推進』であることを明確化

ても御紹介したいと思います。
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農業委員等の役割
農業委員等の役割

（同法第８条第６項）。その「農業分野以外の者」
の中には、行政書士も例示されており、農業に従事

農業委員会の機能が、①農地法に基づく許可事務

していない広範な者を募集しています（参考文献①

に関する意思決定、②担当区域における現場活動、

中のパンフレット参照）。また、農業委員の任命に

の二つに実質的に分けられていたことから、法改正

当たっては、
「年齢、性別等に著しい偏りが生じない

により、農業委員会は農地等の利用の最適化に関し

ように配慮しなければならない」（同法第８条第７

て熱意と識見を有する者の内から、農地利用最適化

項） こととされ、青年や女性についても積極的に任

推進委員（以下、「推進委員」という。）を委嘱しな

命するように改正されました。

ければならないこととなりました（農業委員会法第
１７条第１項）。

我々行政書士は、農地法や農振法といった手続を

このように農地等の利用の最適化推進のために活

通して、農家の方々と農業委員会とのパイプ役とし

動することが求められている農業委員と推進委員は

て、これまで農地行政と深く関わりを持ってまいり

密接に連携し合い、それぞれが的確に機能し、その

ました。これは、日本の農業が抱える問題に向き合

使命を果たしていくことが求められています。以下、

い、施策を理解した上で、農家の方々の思いに応え

それぞれの取扱業務・任命方法等について、概説し

る活動を続け、職責を全うしてきた成果でもありま

ていきます。

す。全国４
６０
,
００名以上の会員が活躍しており、公正

【取扱業務】
農業委員については、上述のように、農地法に基
づく許可事務等について、合議体としての意思決定
に参加することが主な業務となります。

な立場で、日本の農業を考えることができる、それ
が行政書士であり、農業委員会においてもその職能
は十分に発揮できると考えます。
一方で、行政書士は農業委員会に対する各種手続

新設の推進委員については、担当区域において、

において、深い関わりをもつことから、利益誘導や

担い手への農地利用の集積･集約化、耕作放棄地の

利益相反といった利害関係を有することになるので

発生防止･解消等の現場活動を行います。

は、と危惧されるかもしれません。その点について

【任命方法】
農業委員会法の改正により、農業委員については、

は、平成２４年３月２日に全国農業会議所から発行さ
れた『五訂

農業委員会の運営実務』の中の「農業

あらかじめ候補者の推薦・公募を実施した後、市町

委員が行政書士である場合」という項目にて一問一

村長が議会の同意を得た上で任命することになりま

答形式で記載があります。ここによりますと、
「本

した（公選制から任命制への変更）。また、農業委員

人に代理している農地の権利の設定移転の審議等に

については、
「農業に関する識見を有し、農地等の利

ついては、議事参与が制限されると解されます」が、

用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会

「『代行』を行っている場合は、書類の提出をもって

の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うこ

行政書士の業務を終了していると考えられるため、

とができる者」のうちから任命することとされまし

議事参与の制限を受けることにはならない」とされ

た（同法第８条第１項）。推進委員についても、農業

ています。

委員と同様に、あらかじめ候補者の推薦・公募を実

農林水産省経営局農地政策課と意見交換した際に

施した後、農業委員会から委嘱されることとされて

も、議事参与の制限については個別案件のみ該当す

います。

るため、担当者から「農業委員への登用に係るお話

さらに、農業委員会は農地等の権利移動の許可や

があれば、是非とも積極的に御対応いただきたい」、

農地法に基づく転用許可に関する意見具申等を行っ

という見解をいただいています。また、
「各都道府県

ており、公平・公正な判断が強く求められる組織で

の行政書士会が所属会員を農業委員として推薦する

あることから、農業分野以外の者の意見を反映させ

団体になることについても、業務に関係する団体という

ることが適当と考えられています。このため、市町

枠になるため、問題ない」旨の回答をいただいています。

村長は農業委員の任命に当たって、農業委員会の所
掌に属する事項に関し利害関係を有しないものが含
まれるようにしなければならないこととされました
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アンケート結果
ました。
アンケート調査の結果は、以下のとおりでした。
【問１】農業委員会法の改正により、新たに農業委員に任命された貴会所属会員数について、把握されてい
る限りで御教示ください。
把握していない／０名…………３９単位会
１名…………６単位会（推進委員１名含む）
２名以上……２単位会
【問２】農業委員会法が改正される前、既に農業委員として活動されていた貴会所属会員数について、把
握されている限りで御教示ください。
把握していない／０名…………３１単位会
１名…………１３単位会
２名…………３単位会
【問３】農業委員会法の改正後、貴会所属会員が新たに農業委員に任命されるために積極的な働きかけを
行った場合には、その活動内容について御教示ください。
また、今後、新たに働きかけを行いたい、または、行う予定がある場合、その内容について御教
示ください。
現在の取組として回答が多かったものは、①広報月間中の表敬訪問、②意見交換や懇談会の場での打
診、③都道府県並びに市町村の担当部署への協力要請、④会長名での積極的登用についての依頼文書の
発信、⑤改選期にある市町村への推薦、⑥会員に向けた案内、⑦行政書士会から推薦するための基準作
成といった項目でした。
【問４】農業委員会法の改正後、「行政書士の農業委員としての任命」について、農業委員会から問合せ等
がありましたか。問合せがあった場合には、その内容を御教示ください。
これまでのところ、各都道府県の行政書士会において、農業委員会から直接的な問合せについては、
ほとんどないという結果でした。
アンケート調査に御協力いただきまして誠にありがとうございました。

最後に
最後
に

これから委員改選を迎える市町村もあると思いま
す。是非、意欲のある方はお手を挙げていただき、

農地法に関連する手続は、行政書士の基幹業務の

各単位会・各支部におかれましても、バックアップ

一つであります。農業委員の任期は３年（同法第１０

をしていただくことで、数多くの行政書士が農業委

条第１項）と長く、時間的拘束もあることから、御

員に任命されることを期待しています。

自身の業務に支障が出ることを憂慮する方もいらっ
しゃるかもしれません。しかしながら、農業委員に

参考文献

任命され、地域の農地行政に深く関わっていくこと

①「平成２７年農業委員会法改正について」（農林水産

は、行政書士としての社会貢献の一つであると考え

省HP）<ht
t
p:
//
www.
ma
f
f
.
go.
j
p/j
/kei
ei
/koukai
/

ます。さらに、これまで業務を進める中で培ってき

noui
/27kai
s
ei
_noui
hou.
ht
ml
>

た農地行政に対する知識を一層深め、スキルをジャ
ンプアップさせるためのチャンスでもあるのではな

②「五訂

農業委員会の運営実務」
（全国農業会議所）

（平成２４年３月２日刊行）

いでしょうか。
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上述した農業委員任命促進に係る取組についてのアンケート調査は、平成２８年１０月に各単位会宛に発出し

● スペシャルリポート

第一業務部

警察・環境部門

動物愛護管理法改正の動向
動物愛護管理法改正の動
向
＜第一業務部

警察・環境部門＞

動物の愛護及び管理に関する法律（以下「動物愛

ておらず、また震災等で所有者の分からない犬が出

護管理法」という。）は、動物の虐待を防止して命

てきたことなどから、マイクロチップ装着の義務化

を大切にすること（愛護）と、自分の飼っている動

は是認できるところである。

物が周囲に迷惑をかけないように飼養すること（管
理）という二つの目的からつくられている法律です。 （２）幼齢販売の改正
昭和４８年に制定されて以来、平成１１年、１７年、２４

犬猫の販売については動物愛護管理法２２条の５に

年、３回の改正を経て現在に至っています。次の改

おいて「出生後56日」
（附則７条２項による経過措置

正は平成２９年か３０年が想定されています。最初は条

により現在は「49日」であり、同条３項において別

文の少ない法律でしたが、次第に充実してきていま

に定める日については施行後５年以内に検討すると

す。本稿では動物愛護管理法改正の留意点について

している。）を経過しないものについて、販売を制限

記載してみたいと思います。

されている。
従来の幼齢販売の問題点について指摘されてきた

次回の改正の主たる事項
次回の改正の主たる事項
（１）マイクロチップの装着義務化
マイクロチップは、直径２㎜、長さ約８～１２㎜ の

ことは、①成長後の問題行動（適切な社会化（犬
（犬同士・親兄弟姉妹等）又は猫（猫同士・親兄弟
姉妹等）としての社会化、人に慣れるための社会化）
がなされていない幼齢な犬・猫を販売すると、後々、

円筒形の電子標識器具で、内部はI
C、コンデンサ、

吠え癖、噛み癖等の問題行動を引き起こす可能性が

電極コイルからなり、外側は生体適合ガラスで覆わ

高まると考えられる）、②ワクチンの接種時期（幼齢

れている。それぞれのチップには、世界で唯一の１５

な犬・猫の販売に際して、適切な時期でのワクチン

桁の数字（番号）が記録されており、この番号を専

接種がなされていないと、当該個体が感染症にかか

用のマイクロチップリーダー（読取器）で読み取る

るおそれがある。また、その当該個体に起因する感

ことができる。

染症の蔓延のリスクが高まると考えられる）の２点

現在は、動物愛護管理法７条に所有者が自己の所

である。

有に係るものであることを明らかにするための措置

次回の改正で本則通りの「出生後５６日」とされる

の一つとして努力義務とされているところである。

予定であり、基本的には是認できるものである（施

従来からマイクロチップの装着については義務化

行は成立後１年以内となりそうである）。

を求める意見が多く、環境省と動物愛護団体と協議
を重ねてきたところである。
マイクロチップ装着のメリットとしては、①動物
の身元が分かる、②データ消失のおそれがないこと

動物愛護管理法
動物愛護管理
法
制度見直し検討事項について
制度見直し検討事項につい
て

が挙げられており、デメリットとして挙げられてい

動物愛護管理法については平成２
３年１２月の中央

たのは、①マイクロチップを埋め込むのに痛みを伴

環境審議会動物愛護部会動物愛護管理のあり方検討

う、②マイクロチップリーダーがなければ意味がな

小委員会によって提出された「動物愛護管理のあり

い、③MRI
撮影をしたときに画像に影響が出る場合

方検討報告書」（ht
t
p:
//t
i
nyur
l
.
c
o
m/
hu5t
ol
p）が参

がある、ということであった。

考になる。改正点の基本的な方向はここに出そろっ

様々な調査が行われた結果、健康被害は報告され
10
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ていると言っても過言ではない。環境省がこれから

● スペシャルリポート

第一業務部

警察・環境部門／第三業務部

国際部門

いのは、重要なものは５年ごとの法律改正で行うが、

な資料である。

それ以外の軽微なものは政令改正で行われることで
ある。最近では特定成猫の展示時間の制限の改正が

中央環境審議会動物愛護部会の重要性
中央環境審議会動物愛護部会の重要
性

あった。動物愛護管理法はこれまでの改正経緯を理
解することが重要である。

動物愛護管理法の改正は規制する側と業界との綱引
きの歴史といえる。環境省ホームページ（ht
t
p:
//t
i
nyur
l
.

参考文献

c
o
m/
l
egnynz
）において、中央環境審議会動物愛護

・「改正動物愛護管理法 解説と法令・資料」動物

部会の議事要旨、議事録が公開されているので、参
考としていただきたい。
これまでの改正の経緯を知るには良い資料である。

愛護管理法令研究会編（青林書院）
・「改正動物愛護管理法Ｑ＆Ａ」動物愛護論研究会
編（大成出版社）
・「改訂版

動物愛護管理法の改正の留意点
動物愛護管理法の改正の留意点

動物愛護業務必携」動物愛護管理法令

研究会編著（大成出版社）

動物愛護管理法の改正で気を付けなければならな

EUブルーカードと日本の外国人高度専門職
ブルーカードと日本の外国人高度専門職
受入制度について
受入制度につい
て
＜第三業務部

国際部門＞

この数年、外国人高度人材や移民の受入れ議論が

人統計によれば２０１６年６月末現在で、旧制度の高度

ますます活発となり、またグローバリゼーションの

人材「特定活動」滞在者は２０
,
４４名、新しい高度専門

退潮による先進各国での移民制限やシリア難民受入

職では高度学術研究活動の１号イが５４４人、専門・技

問題など各種問題点について新聞紙面上に掲載され

術の１号ロが２０
,
１１名、経営・管理の１号ハが９０名、

ない日はないと言っても良い状況となっている。

期限無制限の２号に移行した者が４３名の総計4
,
732

本稿ではそれらの議論の中でも外国人高度人材の

名となっている。

招致のための欧州連合（以下、
「EU」という。）と我

同様の制度を導入したEUのブルーカード制度の運

が国の制度と運用についての比較検討を行い、外国

用状況について、主にMar
c
oMa
zzes
c
hi
イタリア弁

人の入管手続実務を日常業務として扱っている行政

護士の２０１
６年１２月に発表した論文を参考に述べてみ

書士の知見を広げることに資したい。

たい。

高度な知識や技術を有した外国人人材の獲得は、

EU加盟国は各国独自の法令で外国人の在留管理

国の経済に好影響を与えるということで各国は入国

を行っているが、同時にEUの法律も適用されてい

管理上他の各種優遇措置を講じて、高度人材の招致

る。条約以外に加盟国内の団体や個人を直接拘束す

を行っていて国際的な人材獲得競争とも呼ばれている。

る規則（Regul
at
i
on）や加盟国での追加の立法措置

日本では、２０１２年５月７日にポイント制度による

が必要なEU指令（Di
r
ec
t
i
ve
）等ある。外国人高度

高度人材の受入れが始まったが、期待していたほど

人材についてのブルーカード指令は２００９年６月１９日

の利用がなかったため、２０１３年１２月にポイント計算

から施行され、２０１１年６月１９日までに各国は立法化

の緩和措置がとられ２０１４年６月には独立した新しい

しなければならないとされた。各国は受入れのため

在留資格として「高度専門職」に改めた。在留外国

の最低賃金など独自に制定することができ、例えば
2017.
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どの点を改正しようとしているかを一覧できる貴重

● スペシャルリポート

第三業務部

国際部門

イタリアは年間約２５０
,
００ユーロ、フランスは５３８
,
３７
ユーロなどとしている。英国、アイルランド、デン

（１）カテゴリー１の上場企業等では、提出書類が
他就労資格よりも多くなる

マーク以外の各国では漸次国内立法化された。ブル

（２）「短期間で永住者になれる」「勤務の傍ら副業

ーカードとは高技能の非EU市民がEUのどの国でも

で起業ができる」優遇措置は、受入機関側に

居住し、就労することを認める許可証のことである。

はマイナス要因であり、申請をするインセン

一つの国でカードを取得すれば一定期間後に別の国

ティブとならない

に移動して居住・就労することが可能である。欧州
委員会報告書では２０１２年に３６
,
４４件、２０１３年が１５２
,
６１
件発行され、両年とも経済が好調で人手不足が深刻
なドイツのシェアが７０５
.％、８５８
.％と他を圧倒して
いた。取得者の国籍はインドが一番多く、次に中国と
なっている。
２０１６年６月７日に制度利用拡大のための

（３）「経営・管理」で家事使用人を雇う際に要求
されない雇用主の給与制限がある
（４）転職した場合には、契約機関の届出に加え在
留資格変更許可申請も必要
（５）日本型企業は、高学歴若年者に入社時点では
高給を支払わない傾向がある

改訂案がRevi
s
i
on oft
heEU Bl
ueCar
d Di
r
ec
t
i
ve
というPDFで発表された。それには、最低限度給与

どの国も外国人高度人材の受入れには国民世論の

額を国の平均賃金のそれまでの１５
.倍から１４
.倍に引

反対が少なく機動的に政策対応がしやすいが、人材

下げ、提出すべき雇用契約書の期間を１年から６箇

獲得の面では同じような工夫をし、また困難を共有

月に短縮、EU域外の海外からの申請も可能、審査期

している。

間を９０日から６０日までに短縮、同じ国に３年（以前
は５年）滞在で長期居住資格取得が可能、５年間の

参考文献

関連職務従事が高等教育学歴と同等と認めるなどと

・TheEU Pol
i
cy t
oAt
t
r
actHi
ghl
y Ski
l
l
ed Wor
ker
s

なっている。

（Mar
c
oMazzes
c
hi２０１６）

これまで制度が活用されていなかった理由として、 ・OECD I
nt
er
nat
i
onalMi
gr
at
i
on Out
l
ook２０１６
各国独自の制度による労働ビザの方が有利で使いや
すい、職歴・学歴証の認証が煩雑であるなどが挙げ
られている。なお蛇足ではあるが、EU市民につい
ては、EUの他の加盟国に自由に移動し居住し、就労
する権利を有しているので、上記はあくまで非EU
市民を対象とした制度について述べたものである。
最後に日本の「高度専門職」在留資格の利用が進ま
ないことについては次のような原因があると考えられる
ので、EUの事情と比較するために付記したい。
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c
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?
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i
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s
i
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r
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i
veEur
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s
s
i
on（PDF）
・移民の経済学（東洋経済

ベンジャミン・パウエ

ル２０１６）
・外国人材の活用に向け求められる制度の再構築
（日本総研

J
RI
レヴュー２０１
５）

● スペシャルリポート

第三業務部

国際部門

＜第三業務部

国際部門＞

日本においてより多くの申請取次行政書士が在留

ることの疎明資料等も必要となり、一般的に提出書

資格「高度専門職」を活用できるよう、申請手続の

類が増えることが多い。また、高度専門職の在留資

概要を簡単に紹介する。

格を付与された後に別の会社に転職した場合は、所

高度専門職には第１号イ、第１号ロ、第１号ハ、

属機関等に関する届出だけでなく、在留資格の変更

第２号の４つの在留資格がある。まず第１号の在留

が必要となる。これら不便な点についても説明する。

資格を取得し、３年在留した後に第２号への変更を

高度専門職の申請を行うことが決まったら、通常

許可され得ることとなる。

の就労資格の疎明資料に加えて、さらに、７０点以上

第１号は、経営・管理や技術・人文知識・国際業

のポイントに達することを示す疎明資料等もそろえ

務、企業内転勤その他一定の在留資格に該当し得る

る。特に、実務経験を示すため、相談者の過去の会

外国人が、ポイント制により７０点以上に達する場合

社から在職証明書を取り寄せる場合等には、時間が

に、付与され得るものである。外国人が就労資格の

かかることもある。

申請の相談に訪れた場合、業務を行う上で、まず就

提出書類がそろったら、入国管理局に提出する。

労資格の要件を満たすか審査するため、履歴書や学

品川の東京入国管理局では、認定や変更、更新等の

位、日本で行う仕事の内容等を確認するのが一般的

通常の提出窓口に行く前に、まずC５の就労相談カ

であるが、この段階で、日本語能力試験Ｎ１合格や

ウンターにて書類の確認を受けることとなっている。

業務に関する資格の有無等、ポイント制の対象とな

そのため、通常の申請より時間がかかるので、注意

る項目についても、確認されたい。そして、ポイン

を要する。特に、申請取次の予約制を利用する場合、

ト計算表等を用いて、７０点以上に達するか確認する。

予約の時間より前にC５カウンターでの確認が終わ

学位や実務経験、予定年収額、年齢等に応じてポイ

るようにする。審査は、１０日～２週間ほどかかるこ

ントが付与される。第１号イ、ロ、ハ、それぞれポ

とが多いようだが、これは、提出先の入国管理局に

イント計算の方法が異なるため、相談者にとって適

よっても異なるかもしれない。

切な計算表を選ぶ。また、高度専門職第１号の資格

無事に高度専門職第１号の在留資格が付与された

該当性は、単純に「技術・人文知識・国際業務に相

ら、相談者には、将来所属機関である会社を変えた

当する場合はロ」「経営・管理に相当する場合はハ」

ら在留資格変更の手続が必要となる旨を伝えると親

等とは限らないため、イ、ロ、ハ、どの在留資格が

切であろう。また、３年後の第２号への申請や、概

適切か慎重に検討する。

ね５年後の永住許可申請の時期に連絡するのも一案

７０点以上に達し、高度専門職の資格該当性や上陸

である。

基準省令適合性が認められそうであれば、相談者に

本稿の執筆段階では、まだ正式には成立していな

対し、高度専門職の在留資格に該当し得ることと、

いが、近いうちに高度専門職に関する制度の改正が

高度専門職に認められる優遇措置について説明する。

予定されている。高度人材ポイント制をより活用し

優遇措置の例としては、一般的に審査期間が短い、

やすいものとするため、ポイントの加点対象を広げ

５年の在留期間の付与、親や家事使用人の帯同が認

る他、高度人材外国人として３年以上継続して本邦

められ得る、概ね５年後には永住許可の対象となり

に在留している者や、高度人材外国人として１年以

得る等の点がある。また、３年後に高度専門職第２

上継続して本邦に在留し、かつ一定の時期に８０点以

号に変更すると、在留期間は無期限になる。

上のポイントを有していた者等は、永住許可の要件

高度専門職は、通常の就労の在留資格の申請に必
要な疎明資料に加えて、７０点以上のポイントに達す

である「原則１０年在留」に関する特例が認められる
等、永住が許可されやすくなる方向である。
2017.
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の取次業務について

● スペシャルリポート
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新たな著作権処理を求めて
新たな著作権処理を求め
て
～文化庁・裁定制度の可能性を探る～
～文化庁・裁定制度の可能性を探る
～
オーファンワークス実証事業実行委員会

幹事

瀬尾

太一

前号（No
５
.
３１）で御案内したとおり、本会は著作権者不明等の場合の裁定制度の利用円滑化に向けた実証
事業に参加し、裁定制度の利用向上につなげるべく、協力しています。そこでオーファンワークス実証事業
実行委員会幹事の瀬尾様にオーファンワークス問題と当該実証事業の解説と行政書士への期待について、御
寄稿いただきました。

著作物のデジタル化とオーファンワークス問
著作物のデジタル化とオーファンワークス問題
題
著作物のデジタル化は、音楽に始まり、画像や書
籍、そして動画へとその範囲を拡大してきた。そし

写真を、自分の文章の挿絵にしたり、インターネッ
ト上で探した画像を自分のホームページに利用した
りする場合は、特段の許諾環境がない限り、著作者
の許諾を得て行うべき利用である。

てその制作はデジタル化によって、それまで専門家

しかしここで問題が生じる。許諾を取るべき著作

のみが制作可能であった領域まで、一般化してきて

者はどこにいるのか。そしてどのようにして許諾を

おり、それにつれて著作権者数も一挙に膨大なもの

取れば良いのか。まだ著作者名が分かる形で公表さ

となった。また、インターネットの普及により、公

れているものは良いが、全く表示されていないもの

表の場が大きく広がり、著作者の増加に見合うだけ

も大変多い。この場合、著作権処理をすることが事

の発表の場が確保されている。このような環境から、

実上、極めて困難になってしまうのである。

現在は著作物大量流通の時代を迎えていると言える

そもそも、これまでのように著作者としての自覚

だろう。そしてほとんどの著作物利用者は同時に著

のあるプロが制作を行っていた時代には、著作者で

作者であることから、
「一億総著作権者時代」などと

あることの主張は必須なものであった。なぜなら著

呼ばれることもある。

作権はプロとして成立するための必須要件であった

誰もが著作活動を行える時代、旧来の利用方法に

からである。しかし、多くの一般の方たちが制作し

加え、インターネットを通じて大変広範な著作物を

始めた現在、著作権の意識や著作権者である自覚が

手軽に利用できる時代、それはアナログ時代に比し

ない場合が多くある。このことが悪意なき著作権侵

て夢のような環境であろう。まさに、技術の進歩が

害の誘発や、著作権処理による利用障壁となってし

目指していた環境の実現である。

まっているのである。

しかし、ここで大きな問題が浮上してきた。著作

このような状況の中、著作権者不明の場合の著作

権処理である。すべての著作物には、無方式主義に

権処理は、オーファンワークス問題と呼ばれ、世界

よって何の手続も必要とせずに、制作されたその時

的に解決すべき重要なテーマとして取り上げられて

から著作権が発生している。つまり、社会的に溢れ

いる。オーファンワークスとは、著作者を親に、著

るばかりに公表され、利用されている著作物のすべ

作物を子に見立てて、著作者が不明であり、孤児（オ

てが著作権処理を必要とする状況にある。

ーファン）となってしまった著作物を指す。この問

もちろん、権利制限として、社会的に必要な状況
においては権利が制限されている部分もある。よく

題については、各国で様々な取組が行われ、制度が
模索されている状況である。

知られているものとしては、授業での複製や、私的
な範囲での複製などがある。しかし、それらは特別
な場合であって、一般的な利用においては権利処理

オーファンワークス問題への取組
オーファンワークス問題への取
組

をして許諾を受けなければならないことがほとんど

オーファンワークス問題について、各国では様々

と言えるだろう。例えばインターネットで見つけた

な取組が行われているが、そのほとんどは法的に権
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度を提案しようという試みである。なぜ、自分たち

し、極端な権利制限を行うことは、著作権者の権利

の権利を縮小する可能性がある方向に、自ら立ち

を不当に害することにもなりかねず、権利者も利用

入っていこうとするのか。そこにはデジタル時代を

者も満足できる解決方法はなかなか難しい。そして

見据えた大きな視点の転換があった。

我が国では文化庁長官による「裁定制度」によって

この問題について、２０１５年９月にオーファンワー

対応してきた。これは「相当の著作者捜索努力」を

クス勉強会という任意の研究団体が設立された。こ

利用者に義務付け、その上で一定の手続を踏み、文

れは権利者団体８団体によって構成されていた。そ

化庁に申請することで著作物の利用が可能となる制

れはすなわち、文藝、美術、写真、グラフィック、

度である。

脚本、シナリオ、漫画、音楽の８分野である。つま

しかし、この相当の著作者捜索とはどの程度の捜

り、映像関係を除くすべての分野を代表する団体が

索なのか、また利用に関しては供託金を収める必要

参加して、この問題に取り組むことを表明したので

があるが、この供託金についても一定の目安を申告

ある。このように権利者が大同団結した活動は極め

しなければならず、その算定が困難な場合も多いな

て珍しいと言える。なぜこのように権利者団体が団

ど、利用者からはあまり評判が良くない現実がある。

結してまで、この問題に取り組み始めたのか。まず

権利制限の大幅な拡張など、利用を優先させる制

それはこれまでのように、ただ権利を守る方向を主

度は、創作サイクルを破壊するとして権利者団体な

張し、利用者と対立していくことは、結局権利の行

どの反発を招くし、かといって現状では今後さらに

使を阻害して、最終的には権利者の利益とならない、

増加するオーファンワークスの権利処理に対応が困

と結論したからに他ならない。また、自らの権利の

難となる。このような相反する現実において、オー

行使と制限については、権利者団体が積極的に介入

ファンワークス問題の調整に世界中が頭を悩ませて

してイニシアティブをとること、そして利用者に

いるところなのである。

とっても満足できる制度を作ることで、利用者と対

しかし、日本においては、この世界の難問につい

立関係ではなく、信頼関係を築くことこそ、権利者

て、権利者団体が取り組んで解決しようと動き始め

の利益を最大化することだとして意見が一致したの

た。オーファンワークス問題の解決は、権利者の権

である。

利を制限する方向が必要なため、世界中の権利者団

この勉強会において様々な検討を行い、翌年３月

体がこぞって反対の立場をとっている中、日本では

にはシンポジウムを開催してその結果を発表した。

権利者団体自らがこの問題を解決するスキームと制

この結果については 表−１ を御参照願いたい。こ

表−１
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利制限を行うことで解決の道筋を探っている。しか

● スペシャルリポート

寄稿

のような複数の解決手段を併用して問題を解決する

画されており、２０１７年３月にはそのまとめを行い、

という考え方は「知財推進計画２０１６」にもうたわれ

実用化に向けて活動する予定で、現在、事業を行っ

ている「グラデーションのある解決方法」に相当す

ている。（ 表−２ 参照）この中で裁定制度の代理申

る。そしてこの解決策については、現在の裁定制度

請について、貴会へ助言を求めたことがきっかけで

を活かし、最小限の法改正で実現可能とするよう、

現在、貴会との御縁が結ばれた。これも大きな成果

計画されている。一点「拡大集中処理」については、

の一つで、このようにこれまで連携のなかった権利

小さくない著作権法の改正が必要であるが、世界的

者と業界団体、また、文化庁などの連携が大きく輪

な潮流の中では、避けて通れない道だと考えている。

を広げていくことで、難問とされた問題点をも解決
していくことができると考えている。
時代は大きく移り変わってきている。それは権利

実証事業の開始と今後の展望
実証事業の開始と今後の展望

者団体も利用者団体も、さらに業種団体も超えて、

オーファンワークス勉強会の結論を受け、また、

新しい制度を一致協力して構築すべき時代だと言え

勉強会を母体としてオーファンワークス実証事業実

るだろう。これを機に、さらに様々な問題について、

行委員会が組織され、２０１６年、文化庁から実証事業

権利者団体は取り組んでいかなければならない状況

を受託した。これは研究結果に基づいて、それがど

にある。その中で貴会に対する期待は大きい。新た

のように実際に機能するのか、どのような問題点が

な著作権制度の時代に、ともに進んでいくことを

あるのかを実証するための事業である。これは机上

願ってやまない。

の論理だけでなく、早期の実用化を視野に入れて計
表−２

＜プロフィ－ル＞
瀬尾

太一（せお

たいち）

写真家、日本写真著作権協会常務理事、日本複製権センター副理事長兼専務理事代行。
２００２年より、文化庁・文化審議会著作権分科会委員、法制問題小委員会委員、契約流通小委
員会委員等を歴任して著作権に関わる。内閣府知財戦略本部・検証評価企画委員会委員、新
たな情報財検討委員会委員。写真家を始めとする著作権者のデータベース構築に参加する。
個展として『異譚』（１９９２）、『裸行』（１９９７）、『幻花の舞』（２０１１）等がある。
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平成２９年１月１９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
相羽 利子（新潟会）・盛武 隆（滋賀会）両理事
５５名のうち、５２名出席（開会時）
須永 威・喜多 輝光・増田 由明 各監事、田澤 和雄（千葉会）・横山 眞（栃木会）・
紀平 昌人（三重会）・大塚 謙二（富山会）・太田 光三郎（京都会）・
村山 豪彦（兵庫会）各単位会長、末廣 元孝 選挙管理委員会委員長

襖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鴬
本理事会では、以下２議案について審議され、両議案が可決された。

襖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鴬

【

議

案

審

議 】

第１号議案

日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部規則の一部改正（案）
について
ADR法施行から１０年近くが経過し、認証取得済単位会の増加、特定行政書士制度が創設されたこと等を鑑
み、日行連が本来目指してきた「ADR代理権の獲得」という重点項目を明確にし、ADR代理権取得に関す
る条項を規定するのにふさわしい時期であるとの判断により、日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推
進本部規則の一部を改正することについて提案がなされ、理事会の承認が求められた。異議なしで可決され、
平成２９年１月１９日から施行された。
日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部規則の一部改正（案）
新旧対照条文
改正案
日本行政書士会連合会
裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部規則

現行
日本行政書士会連合会
裁判外紛争解決機関推進本部規則

（目 的）
（目 的）
第１条 日本行政書士会連合会（以下「本会」
という。）
は、 第１条 日本行政書士会連合会（以下「本会」
という。）
は、
裁 判 外 紛 争 解 決 手 続（ADR－Al
t
er
nat
i
veDi
s
put
e 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続（ADR－Al
t
er
nat
i
veDi
s
put
e
Res
ol
ut
i
on－）を通じて社会に貢献するため、本会会
Res
ol
ut
i
on－）を通じて社会に貢献するため、本会会
則施行規則第２条の２に基づき裁判外紛争解決手続
則施行規則第２条の２に基づき裁判外紛争解決機関
（ADR）推進本部（以下「ADR推進本部」という。）
推進本部（以下「ADR推進本部」という。）を設置す
る。
を設置する。
（事 業）
第２条 ADR推進本部は、次の事業を行う。
一 ADR代理権に関する調査、研究及び情報収集
二 ADR機関の設立に関すること
（削除）
三 前各号に掲げるもののほか、ADR推進本部の目的
を達成するために必要な事項

（事 業）
第２条 （同左）
（新設）
一 （同左）
二 ADRに関する調査、研究及び指導
三 前号に掲げるもののほか、ADR推進本部の目的を
達成するために必要な事項

第２号議案

事業執行に係る組織改編に関する日本行政書士会連合会会則施行規則等諸規則の一部改正（案）について
その時々の社会的実情に応じて必要な改編を行うべきである日行連組織の在り方については、重要な検討
課題であり、効果的な組織改編には相応の予算措置の下で十分な時間をかけて取り組む必要があるが、現在
の規則上、業務部の名称が事業内容を具体的に表現しておらず、交渉先等における日行連に対する認知向上
の妨げとなっており、事業推進に支障が生じていることについては、喫緊の課題となっていた。この状況に
ついては早期に改善する必要があるとして、暫定的に業務部の名称を変更するとともに各部の所管業務内容
の明確化を図るための改正を行うことについて提案がなされ、理事会の承認が求められた。異議なしで可決
され、平成２９年４月１日から施行する。
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● トピックス クローズアップ
日本行政書士会連合会会則施行規則の一部改正（案）
新旧対照条文
改正案

現行

（業務組織）
（業務組織）
第２条 本会は、会則第３条の事業を行うため次に掲 第２条 （同左）
げる部を置く。
一～四（略）
一～四（略）
五 許認可業務部
五 第一業務部
六 法務業務部
六 第二業務部
七 国際・企業経営業務部
七 第三業務部
（各部の業務）
第３条 第２条に定める、各部の業務は、次の各項の
とおりとする。
２～５ （略）
６ 許認可業務部
次の各号に掲げるものをはじめとする、許認可業務
全般についての調査、研究及び指導に関すること並び
に新たな業務の開拓に関すること。
一 運輸交通関係業務
二 建設・環境関係業務
三 農地・土地利用関係業務
四 社労税務・保健衛生風俗営業関係業務
五 前各号に属さない他業務

（各部の業務）
第３条 （同左）
２～５ （略）
６ 第一業務部
次の各号に掲げるものをはじめとする、許認可業務
全般についての調査、研究及び指導に関すること。
一 （同左）
二 農林建設関係業務
三 保健衛生風俗営業関係業務
四 社労税務経営関係業務
（新設）

７

法務業務部
７ 第二業務部
権利義務・事実証明に関する業務全般（実地調査に
権利義務、事実証明に関する業務全般（実地調査に基
基づく図面類を含む。）についての調査、研究及び指導 づく図面類を含む。）についての調査、研究及び指導に
に関すること並びに新たな業務の開拓に関すること。 関すること。
８

国際・企業経営業務部
８ 第三業務部
次の各号に掲げる業務についての調査、研究及び指
次の各号に掲げるものをはじめとする、国際及び企
業経営に関する業務全般についての調査、研究及び指 導に関すること並びに新たな業務の開拓に関すること。
導に関すること並びに新たな業務の開拓に関すること。
一 国際関係業務
一 （同左）
二 企業支援関係業務（知的資産を含む。）
二 知的財産関係業務
※このほか、日本行政書士会連合会自動車登録OSSセンター設置規則、日本行政書士会連合会大規模災害対策本部設置に関する
規則、日本行政書士会連合会事務局組織規則についても、上記組織名称の変更に整合させることを主目的とし、一部改正する
ことが承認された。誌面の都合上、新旧対照表は省略。

【

協

議

事

項

】

１ 日本行政書士会連合会個人情報保護規則及び日本行政書士会連合会特定個人情報保護規則の一部改正
（案）について
２ 平成29年度事業計画基本方針案について

【
１
２
３
４
５
６
７
８
９
18
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OSSにおける行政書士の活用について
平成２９年新年賀詞交歓会への対応について
「日行連総会質問事例集」について
事業、財務及び懲戒処分等の情報の公表に関する規則について
平成２９年度定時総会及び日行連会長選挙スケジュールについて
中小企業支援フォーラム（２月２８日）の開催について
成年後見利用促進のための各単位会への取組協力依頼について
平成２９年度各部委員会事業計画案及び予算見積案の提出について
平成２９年度会長会の開催について
2017.
3 No.
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平成29年新年賀詞交歓会の開催報告
年新年賀詞交歓会の開催報告
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、６００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月見里日政連総務委員長の司会のもと、矢野日行連副会長のことばで
開会。遠田日行連会長・北山日政連会長の挨拶、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。
途中、ユキマサくんによるダンスも披露されるなど、終始華やいだ雰囲気で交歓会は進み、午後１時半、
田崎日政連副会長による閉会のことばで盛会裡に終了した。
主催者挨拶（概要）

遠田日行連会長

（以下、開催概要）

総務省代表祝辞（概要）

北山日政連会長

島田総務大臣政務官

遠田日行連会長は、まず新年の挨拶とともに新年

島田総務大臣政務官は、まず新年の挨拶に続き、

賀詞交歓会の開催に際し、多くの国会議員並びに関

「地元の行政書士の先生方に様々な相談に乗ってい

係省庁、友誼団体各位の御臨席を賜ったことに対し

ただいた」として感謝を述べられた。

謝辞を述べた。

さらに、平成２６年度の法改正によって導入された

さらに、
「日行連では新時代の行政書士像を確立

特定行政書士制度については、
「昨年、一昨年と、多

するべく、特定行政書士の活用推進、業務執行体制

くの先生方が日本行政書士会連合会の実施する研修

の整備、ゆるキャラグランプリでの行政書士制度の

を修了され、現在約３０
,
００名の特定行政書士が誕生し

PRなど、制度の充実に果敢に取り組むとともに、所

た」として「今後とも行政手続の分野における専門

有者不明土地や空き家問題などの国の施策への対応

家として、今まで培われた豊かな知見を存分に発揮

や、さらにはOSSへの組織方針の決定などの難題にも

し、活躍して欲しい」と期待を寄せられた。

取り組んできた。新年賀詞交歓会において、笑顔で一

最後に、
「全国の約４６０
,
００名の行政書士の先生方が、

年間の御報告ができるのは、皆様から賜った沢山のお

行政と国民の皆様の架け橋としてしっかりと活躍し

力添えのおかげである」と改めて感謝の言葉を述べる

ていただきたい」と、激励のお言葉をいただいた。

とともに、「本年も国民の皆様に力強く応えることができ
る新時代の行政書士制度を目指すべく、組織を挙げて
全力で取り組んでいく」との決意を述べ、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、北山日政連会長が新年の挨拶とともに、
御多忙な中の御来場に御礼の言葉を述べ、最後に、
「日行連とともに行政書士制度の発展に尽力してい
く」と挨拶を締めくくった。
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平成２９年１月２０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

鏡開き
吉村日行連副会長による掛け声で鏡開きを行った。

乾

杯：宮内日行連名誉会長

中締め：常住日行連副会長
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EUP
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● トピックス クローズアップ

閉会のことば：田崎日政連副会長

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

島田 三郎 総務大臣政務官兼
内閣府大臣政務官

山口 那津男 参議院議員・
公明党代表

片山 虎之助 参議院議員・
日政連顧問

野田 毅 衆議院議員・自民党
行政書士制度推進議員連盟
会長

石田 祝稔 衆議院議員・公明
党行政書士制度推進議員懇
話会会長

赤松 広隆 衆議院議員・民進
党行政書士制度推進議員連
盟会長

西川 公也 衆議院議員・自民
党行政書士制度推進議員連
盟幹事長

山口 泰明 衆議院議員

小川 淳也 衆議院議員・民進
党行政書士制度推進議員連
盟幹事長

奥野 総一郎 衆議院議員・民
進党行政書士制度推進議員
連盟事務局長

太田 昭宏 衆議院議員・公明
党行政書士制度推進議員懇
話会顧問

平沢 勝栄 衆議院議員

桝屋 敬悟 衆議院議員・公明
党行政書士制度推進議員懇
話会副会長

近藤 昭一 衆議院議員・民進
党行政書士制度推進議員連
盟副会長

田所 嘉德 衆議院議員
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※受付時集計のため追加等の可能性あり

細田 博之
小林 鷹之
堀内 詔子
小林 史明
前田 一男
近藤 昭一
桝屋 敬悟
坂本 哲志
松原 仁
笹川 博義
松本 文明
佐田 玄一郎
宮崎 岳志
左藤 章
宮路 拓馬
佐藤 英道
務台 俊介
佐藤 ゆかり
村上 誠一郎
塩谷 立
森 英介
階 猛
盛山 正仁
柴山 昌彦
保岡 興治
島田 佳和
山口 泰明
鈴木 淳司
吉川 貴盛
鈴木 憲和
渡辺 博道
瀬戸 隆一
武井 俊輔
出席代理
武田 良太
【衆議院議員】
武正 公一
麻生 太郎
武村 展英
金田 勝年
田所 嘉德
岸田 文雄
津島 淳
松野 博一
土屋 品子
とかしき なおみ 塩崎 恭久
富田 茂之
山本 有二
豊田 真由子
山本 公一
中川 郁子
稲田 朋美
中谷 元
今村 雅弘
中谷 真一
松本 純
中根 一幸
石原 伸晃
中根 康浩
加藤 勝信
中野 洋昌
山本 幸三
中村 裕之
青柳 陽一郎
西川 公也
赤澤 亮正
西村 明宏
秋元 司
西銘 恒三郎
穴見 陽一
野田 毅
甘利 明
初鹿 明博
伊佐 進一
葉梨 康弘
石破 茂
比嘉 奈津美
伊藤 達也
平沢 勝栄
井上 信治
福井 照
井上 貴博
古川 元久
伊吹 文明
古川 康
今津 寛
古屋 圭司
岩屋 毅
細田 健一
漆原 良夫

江﨑 鐵磨
江田 康幸
枝野 幸男
江藤 拓
大岡 敏孝
大島 敦
大塚 高司
大畠 章宏
岡田 克也
小倉 將信
小沢 鋭仁
鬼木 誠
小渕 優子
梶山 弘志
門山 宏哲
金子 一義
金子 万寿夫
金子 恭之
神谷 昇
亀岡 偉民
川崎 二郎
河野 正美
川端 達夫
黄川田 仁志
岸 信夫
北神 圭朗
北側 一雄
木村 太郎
木村 弥生
工藤 彰三
河野 太郎
郡 和子
輿水 恵一
後藤 茂之
小松 裕
小宮山 泰子
小山 展弘
近藤 洋介
今野 智博
斉藤 鉄夫
櫻田 義孝
佐々木 隆博
佐藤 茂樹
下村 博文
新谷 正義
新藤 義孝

鈴木 克昌
関 芳弘
薗浦 健太郎
平 将明
髙木 毅
高木 美智代
高木 陽介
髙木 義明
髙鳥 修一
竹内 譲
竹下 亘
竹本 直一
田島 一成
田嶋 要
田中 和德
棚橋 泰文
谷 公一
谷川 とむ
田野瀬 太道
玉木 雄一郎
辻 清人
辻元 清美
土屋 正忠
角田 秀穂
津村 啓介
寺田 稔
土井 亨
遠山 清彦
渡海 紀三朗
冨樫 博之
冨岡 勉
長尾 敬
永岡 桂子
中川 俊直
中川 正春
長坂 康正
西村 智奈美
西村 康稔
丹羽 秀樹
額賀 福志郎
根本 幸典
野田 聖子
橋本 岳
馳 浩
馬場 伸幸
林 幹雄

日本公証人連合会
一般社団法人日本海事代理士会
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
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
一般社団法人行政情報システム研究所
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会議所
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
一般財団法人自動車検査登録情報協会
一般財団法人関東陸運振興センター
公益財団法人自動車情報利活用促進協会
【関係省庁】
公益社団法人著作権情報センター
林野庁森林整備部計画課長 小坂 善太郎
一般社団法人日本音楽著作権協会
国土交通省政策統括官 舘 逸志
株式会社日本政策金融公庫
国土交通省土地・建設産業局建設業課長 平田 研 不正商品対策協議会
国土交通省自動車局自動車情報課長 長崎 敏志 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
【友諠団体等】
公益社団法人日本不動産学会
日本弁護士連合会
アクタスマネジメントサービス株式会社
日本弁護士政治連盟
株式会社日経ピーアール
日本土地家屋調査士会連合会
自由民主党組織運動本部団体総局
全国土地家屋調査士政治連盟
公明党本部総務局
日本公認会計士政治連盟
公明党本部団体渉外部

【総務省】
総務省自治行政局長 安田 充
総務省大臣官房審議官 宮地 毅
総務省自治行政局行政課長 篠原 俊博
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 毛塚 健太
総務省自治行政局地域政策課長 松田 浩樹
総務省大臣官房審議官 堀江 宏之
総務省行政管理局管理官 加藤 剛
総務省行政管理局行政手続室長 久保 歩美
総務省行政管理局副管理官 高田 賀夫
総務省行政評価局長 讃岐 謙
総務省大臣官房審議官 三宅 俊光
行政不服審査会事務局長 山内 達矢
行政不服審査会事務局総務課長 植山 克郎

原口 一博
平口 洋
福島 伸享
福田 達夫
ふくだ 峰之
福山 守
藤原 崇
船田 元
古田 圭一
古屋 範子
堀井 学
前川 恵
前原 誠司
牧原 秀樹
升田 世喜男
松浪 健太
松野 頼久
三ツ林 裕巳
御法川 信英
三原 朝彦
宮内 秀樹
宮﨑 政久
宮澤 博行
宮下 一郎
武藤 容治
宗清 皇一
茂木 敏充
本村 賢太郎
八木 哲也
簗 和生
山尾 志桜里
山下 貴司
山田 美樹
山本 拓
柚木 道義
横路 孝弘
吉野 正芳
笠 浩史
若狭 勝
若宮 健嗣
渡辺 周
【参議院議員】
石井 正弘
石川 博崇
伊藤 孝江

魚住 裕一郎
大島 九州男
大野 元裕
岡田 広
小川 勝也
小野田 紀美
風間 直樹
片山 虎之助
河野 義博
熊野 正士
古賀 之士
小西 洋之
斎藤 嘉隆
酒井 庸行
佐々木さやか
里見 隆治
山東 昭子
島村 大
榛葉 賀津也
杉 久武
竹谷 とし子
田名部 匡代
新妻 秀規
羽田 雄一郎
平木 大作
福岡 資麿
増子 輝彦
松川 るい
宮崎 勝
室井 邦彦
山口 那津男
吉川 沙織
出席代理
【参議院議員】
鶴保 庸介
青木 一彦
有村 治子
礒崎 陽輔
磯﨑 仁彦
伊藤 孝恵
井原 巧
上野 通子
江島 潔
衛藤 晟一
大家 敏志

大沼 みずほ
大野 泰正
片山 さつき
北村 経夫
上月 良祐
櫻井 充
佐藤 正久
関口 昌一
高瀬 弘美
高野 光二郎
高橋 克法
滝沢 求
武見 敬三
伊達 忠一
谷合 正明
塚田 一郎
徳永 エリ
豊田 俊郎
中泉 松司
中川 雅治
中曽根 弘文
中西 祐介
中野 正志
長浜 博行
長峯 誠
中山 恭子
西田 昌司
野上 浩太郎
馬場 成志
林 芳正
平山 佐知子
堀井 巌
舞立 昇治
牧山 ひろえ
松村 祥史
三浦 のぶひろ
宮沢 由佳
矢倉克夫
山下 雄平
山田 修路
山本 一太
山本 順三
蓮舫
若松 謙維
渡辺 猛之

公明党広告局
中華人民共和国駐日本国大使館
在日ペルー共和国大使館
在日フィリピン共和国大使館
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 日本評論社
株式会社法学館・伊藤塾
中央大学法科大学院教授 安念 潤司
日本行政書士会連合会資格審査会前委員 砂子田 隆
尚美学園大学名誉教授 大橋 豊彦
獨協大学法学部教授 多賀谷 一照
弁護士・自由民主党法曹団 橋爪 雄彦
政策研究大学院大学教授 福井 秀夫
弁護士 山下 清兵衛
弁護士 山脇 康嗣
公益社団法人日本仲裁人協会
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
第一法規株式会社
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
前国会議員 樽床 伸二（代理）
※肩書は賀詞交歓会開催時点のもの
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【衆議院議員】
逢沢 一郎
青山 周平
赤羽 一嘉
赤松 広隆
秋葉 賢也
秋本 真利
荒井 聰
石田 祝稔
石田 真敏
伊藤 渉
井野 俊郎
井上 義久
井林 辰憲
岩田 和親
上田 勇
うえの 賢一郎
江渡 聡徳
衛藤 征士郎
遠藤 利明
大串 博志
大口 善德
逢坂 誠二
太田 昭宏
大見 正
岡本 充功
小川 淳也
奥野 信亮
奥野 総一郎
小田原 潔
門 博文
加藤 寛治
神山 佐市
鴨下 一郎
河井 克行
菅 直人
木内 均
岸本 周平
北川 知克
北村 茂男
木原 稔
熊田 裕通
高村 正彦
國場 幸之助
小島 敏文
後藤田 正純
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平成2
9
年新年賀詞交歓会御来
平成2
年新年賀詞交歓会御来賓
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賓
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全国OSS担当者会議の開催報告
担当者会議の開催報告
＜第一業務部

運輸交通部門＞

平成２８年１２月６日（火）・７日（水）の２日間にわたり、虎ノ門タワーズオフィスにおいて、第一業務部
運輸交通部門並びに道路運送車両法及び行政書士法施行規則改正反対特別委員会（以下「OSS特別委員会」
という。）主催の全国OSS担当者会議を開催しました。
本会議は、各単位会から運輸交通業務に精通した会員が参集し、平成２９年度から全国展開される自動車保
有関係手続のOSSについて、当該手続を我々行政書士が本来業務として積極的に利用推進していくことで、
政府の進める行政手続電子化の推進にとって行政書士が必要不可欠な存在であることを示していく準備を全
国規模で進めるための足掛かりとして開催しました。
初日は、益本第一業務部長の開会挨拶後、来賓御挨拶として国土交通省自動車局自動車情報課課長 長﨑敏
志様から本会議のテーマに即した内容について、国土交通省の今後の取組や展望を織り交ぜながら御挨拶い
ただきました。
「国土交通省としては、閣議決定に従い平成２９年４月以降、各都道府県の準備が整い次第、順次OSS稼働及
びOSS対象手続拡大を推進していくことになるが、OSS利用率向上のためには登録関連業務に精通した行政
書士の活躍が不可欠であることも認識している。そのため、OSS申請の利便性をより一層高めるために封印
受託の現制度に新たに行政書士専用の枠を設けることを検討していることも含め、引き続き良好な連携関係
を構築し、OSS利用率向上に協力してほしい」との御要望を頂戴しました。
続いて、宮原OSS特別委員会委員から「OSS全体の説明と現状、今後の展望について」と題し、講義して
いただきました。
初めにOSSの変遷から始まり、自販連OSS、日行連OSS接続システム（以下「日行連OSS」という。
）の作
成に至った経緯とその果たした意義、OSS対象手続拡大に対する対応状況、新しいOSS申請共同利用システ
ム（AI
NAS）の成り立ちが解説されました。そこで今後、日行連OSSはAI
NASと競合関係となるため、シ
ステムの使い勝手、利用料金、利用希望者数、保守管理費用等を含めて運用方針を検討する必要性があるこ
とが述べられました。また、稼働地域及び対象手続が拡大されるOSSについては、現状その全手続を行える
のは行政書士しかいないことを念頭に、行政書士がOSSの利用実績を積み重ねていくことで、行政書士はI
T
利活用の裾野拡大の担い手であることを証明することになると同時に、自動車業界の中間登録OSS参入阻止
につながっていくこと。そのための方策として、
①日行連OSSセンターのネットワーク化による活用、
②封印権の拡大、③OSSにおいても依然として残る
書面部分における行政書士法の適用に係る担保措置
の必要性が示されました。
続いて、米原静岡会会員から「行政書士のための
ハイブリッドOSS申請実践」と題し、講義していた
だきました。
現在の日行連OSSを利用し実際に申請している経
験をもとに、OSS申請に必要なハード面、通信面、
ソフトウェア面、申請面、情報・書類面についての
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いての説明がなされました。
上記講義に関する質疑応答終了後、本会議に先立ち各単位会から御回答いただいた行政書士によるOSS申

OSS申請率向上のための御意見や課題が提案されるなど、活発な議論が行われ初日は終会となりました。
二日目の冒頭で、遠田本会会長からOSSを行政書士が積極的に推進していくことの意義及び果たすべき責
任を今一度、会員各位が認識してほしいという挨拶がありました。
続いて、公益財団法人自動車情報利活用促進協会審議役 平川敏幸様から、来賓御挨拶を頂戴した後、同協
会事務局長 吉村仁様から「OSS申請共同利用システムについて」と題して御講義いただきました。
初めにOSS申請共同利用システム（AI
NAS）について、システム構築のコンセプト、機能・特徴、利用条
件、対象業務、サービス稼働時間、概算の利用料金といった事項が説明されました。
続いて、平成２９年４月から運用が開始されるAI
NAS利用者登録手続の方法や、本稼働に先立ち３月に利用
者向けにテストを実施予定であることが解説されました。
最後に矢野OSS特別委員会委員長から本会議の総括があり、吉村本会副会長の閉会の挨拶をもって会議は
終了となりました。
本会議は、OSSの全国稼働及び対象手続の拡大という登録関連業務を行う行政書士にとって非常に関心の
高いテーマでした。そのため出席した実務会員からは様々な御意見を頂戴いたしました。頂戴した御意見は、
今後検討すべき事項も多く大変有意義な会議であったと思います。
なお本会議の模様は、中央研修所の御協力により、後日、研修サイトにおいて会員の皆様にVOD研修とし
て配信いたしますので、是非御参考としていただきますようお願い申し上げます。

スマホをかざすと

動画が見られます

1
2

無料アプリ「COCOAR2」を
インストールし、起動
マークのある写真にスマホをかざすと、
スキャンが始まり動画が再生されます

アプリの
ダウンロードは
こちらだニャ！

本誌１月号（№530）p.
31に掲載したボクの動画はもう見てくれたかニャ？
スマートフォンをお持ちの方は右上のQRコードから無料アプリをインストールして写真をスキャンすると、動画が
見れるんだニャ♪是非ボクの活躍を見てほしいニャ～！（動画配信有効期限：平成２９年３月３１日まで）

3

2

1

4
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請率向上のためのアンケート集計結果に関する報告を益本第一業務部長が行った後、出席された方々から
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解説及び実際の物の受取までも含めた申請手続全体の流れ、申請結果のシステム上の表示のされ方などにつ
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全国法規監察担当者会議の開催報告
全国法規監察担当者会議の開催報
告
＜法規監察部＞
平成２８年１２月８日（木）・９日（金）、虎ノ門タワーズオフィスにおいて、法規監察部門の担当者の会議と
しては実に約３年ぶりとなる「平成２８年度全国法規監察担当者会議」を開催しました。全国から参集した担
当者６５名の出席のもと、伊藤塾塾長の伊藤真氏による講演のほか、会議に先立ち実施したアンケートへの各
単位会の担当者からの回答結果に基づき、発表、意見交換等が行われました。また、１日目の会議終了後に
は別会場にて懇親会が開催され、各参加者は情報交換をするなど相互に交流を深めました。
冒頭、常住法規監察部担当副会長の開会のことばがあり、その後遠田会長から挨拶が述べられました。続
いて日行連法規監察部役員の紹介を行った後、次第に則り会議を行いました。
○「講演経緯の説明」（伊藤法規監察部長）
伊藤塾塾長の伊藤真氏による講演に先立ち、今回講演を依頼するに至った経緯について説明を行った。
また、日行連の監察活動の取組について報告があった。
○「法的なものの見方について」（伊藤塾塾長伊藤真氏）
伊藤塾塾長の伊藤真氏から「法的なものの見方について」とのタイトルで講演いただいた。
一票の格差問題、債務整理について弁護士と司法書士の業務範囲が争われた判例、就業規則に関する社
会保険労務士との業際問題などを例に法的なものの見方とは何かについて述べられた。
○法規分野・監察分野に係る意見交換等
法規分野・監察分野の担当者に分かれて、いくつかの単位会が発表を行った後、意見交換を行った。終
了後、それぞれの分野での議論について結果発表を行った。主な意見等は以下のとおり。
・法規分野

代理申請の考え方について／相続業務に関する金融機関への働きかけ／行政書士が関わるこ
とができる介護分野業務について

・監察分野

行政窓口への非行政書士排除のための表示板の設置について／告発までの手法について

○顧問弁護士所見（糠谷顧問）
糠谷顧問から、２日間の会議の議論について所見をいただいた。すべての士業に共通することであるが、
国民のために何ができるのかを考えることが最も重要であると述べられた。
○総括（伊藤法規監察部長）
伊藤法規監察部長から２日間の会議の総括があった。
行政書士制度が置かれている状況を十分に理解したうえで、
引き続きの支援・協力をお願いしたいとの話があった。
○閉会のことば
常住法規監察部担当副会長の閉会のことばにより、終了
した。
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意見交換の様子
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認証取得単位会課題検討協議会の開催報告
認証取得単位会課題検討協議会の開催報
告
裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部（以下「ADR推進本部」という。）では、平成２
８年１１月１６日（水）、
ADR事業の発展及び認知度の向上と、ADR代理権取得に係る本部の方針等を伝播することを目的とした「認
証取得単位会課題検討協議会」を開催しました。
当日は、法務大臣の認証取得済の１５単位会（北海道会、宮城会、東京会、神奈川会、埼玉会、新潟会、愛
知会、大阪会、京都会、奈良会、和歌山会、兵庫会、岡山会、山口会、香川会）と、オブザーバーとして認
証取得を目指して申請準備中の５単位会（福島会、長野会、静岡会、三重会、福岡会）の計２０名の代表者と、
ADR推進本部役員及び本部員が出席しました。
杉山ADR推進本部長の開会挨拶の後、代表者の自己紹介を行い、続いて各代表者から事前アンケートの内
容に沿って以下の報告がなされた後、これに関する意見交換が行われ、単位会相互の情報共有を図りました。
（アンケートの内容等については次頁に掲載しています。）
①

センターの運営上の課題
調停人候補者養成研修のカリキュラム策定とその運用の難しさ、調停人候補者としての研修時間の短縮
が図れないか、取扱分野以外に関する相談の処理などについて課題報告がありました。

②

相手方の応諾についての工夫
各単位会で行っている相手方に応諾いただくための工夫について報告がなされました。具体的には、相
手方に対して、文書が到達する頃に電話をして口頭による説明を加える、事前相談の機会を設ける、より
分かりやすいように工夫して作成した資料を添えるなどの個別丁寧な対応が示されました。

③

PR方法での工夫
外部に対するPRとして、警察や市役所等の自治体や消費生活センターから事案を紹介してもらえるよ
うに連携を図ることの有効性について話し合われました。それと同時に、会員に対しても周知活動を行い、
調停事案を紹介してもらうことの重要性についても話し合われました。また、各単位会の取組状況とし
て、 隣接他士業とのタイアップ企画を実施し、人員的・経済的に協力してPR活動に取り組んでいること
が報告されました。

④

日行連ADR推進本部への要望等
中央研修所研修サイトのVODコンテンツの拡充や、単位会で各々が作成している調停人候補者養成研
修に係る資料の共有を図ることができないかといった検討がなされました。

⑤

オブザーバー出席単位会からの質疑・応答
申請準備中の単位会からも認証取得に向けて必要な準備、環境整備等についての質問が出され、認証取
得単位会の代表者及びADR推進本部から回答し、今後の活動に関する意見交換が活発に行われました。

最後に杉山ADR推進本部長から、ADR代理権取得への取組状況について経過報告があり、今後も認証取
得を目指す単位会の支援に注力するとともに、認証取得済単位会との連携を図りながら、一歩一歩着実に前
進していきたいとの意向が示されました。
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行政書士ADRセンター運営等に関するアンケート
事例報告を行った代表単位会の各回答の一部を原文のまま掲載いたします。

１．センターの運営上の課題について（例）制度上、人員面など
・手続実施者養成研修カリキュラムの作成について（他会とレベル調整）
・現在の手続実施者レベルアップについて
・センターの運営に関し、行政書士ADRセンター香川では運営委員は３年以上、調停人候補者・手続管理
委員候補者は５年以上の実務経験が必要であるとの要件があり、人員の確保が容易ではない状況にあり
ます。規則の見直し
（法務省への変更届出が必要な場合がありますが）等の対応が課題であると考えます。
・研修の運営に関しては、一部の方に負担が偏ってしまわないよう講師の人員を増やしていくことが課題
であると考えます。日行連主催の講師養成研修の開催や単位会の経費面を考慮して複数の単位会による
研修の共同実施等を検討してはどうでしょうか。
・調停手続に関しては、（認証後間もないため）調停人候補者・手続管理委員候補者名簿登載者が少ないこ
とから、調停人候補者・手続管理委員の選任が困難で一部の方に偏ってしまう傾向があり、今後の調停
人候補者養成研修で人員を増やしていくことが当面の課題であると考えます。

２．相手方の応諾についての工夫について
・昨年度と変わりませんが、レターを添付したり、BATNAを活用したり、中立性に配慮したりといった
基本的なことを誠実に行っています。
・単に文書を郵送するだけでなく、郵送前に電話で連絡を入れる。
・いきなり調停期日通知ではなく、事前相談の実施。
・センター発足時にはなかったものですが、現在は、相手方に申込人からの調停申込があったことのお知
らせとして最初にお送りする「重説依頼通知書」に同封するものとして、いくつかの対策を加えました。
丁寧な案内状と分かりやすい回答書の同封です。また、必ず同封される調停申込書の写しについても工
夫をして、相手方に応諾していただけるよう配慮しています。
・本センターは、相手方に調停に応じていただくために、相手方には手続報酬、費用の負担がかからない
応諾方式にしている。（当事者負担の依頼方式ではない。）
・ADR手続方法の説明として、ADRセンター長及び手続管理委員（調停人候補者）並びにADR相談員
（ADR手続実施方法の説明者）が行う。申込人には本センターのADR相談員が本センターの手続の教
示に関する相談受付と説明を実施し、申込受理があれば、相手方への呼び掛けを行っている。
・相手方には相手方を担当するADR相談員が担当者となって本センターの手続の教示に関する説明及び
相談に応じるようにしている。

３．PR方法での工夫について
・札幌市消費者センターへの働きかけで事案紹介がなされ、地域新聞でも取り上げられたことで、本セン
ターに相談が寄せられている。今後は、消費者センターを所管する札幌市消費生活課と札幌弁護士会に
協力を求め、ADRでの話合い紛争解決に関する相談会の開催も視野に入れている。
・本センターのチラシを市町村役場や警察署市民相談係の窓口に置いていただいている。配置は、運営委
員が割当分担及び支部長に個別に依頼している。有償で自転車商協同組合及び柔道整復師協同組合に毎
年会員へチラシの配布を依頼している。
・動物愛護センター・動物ふれあいネットワーク・不動産業協会・警察署等から例会時の講師を招聘して、
普段からの関係・連絡を密にし、相談案件の紹介件数を増やすようにしている。例えば国土交通省賃貸
住宅無料相談を行っていた期間は、敷金・原状回復案件の相談件数は確実に増加した。動物愛護センタ
ーからはセンターの存在を認知してもらって利用・紹介を受けている。
・新潟県内の法務省認証機関４士業（司法書士会・行政書士会・土地家屋調査士会・社会保険労務士会）
が協力して、年１回「まるごと１day調停相談会」を実施して、当日は街に出て、パンフレットを配布
する等のPR活動を行っている。
・単位会、支部が開催する市民向けの行事で「模擬調停」を実施。
・大学への出張模擬調停の実施。
・県民局、市役所、保健所、公民館、国際交流センター、商工会議所等へのパンフレット設置。
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＜第三業務部

知的資産部門＞

今般、本会は内閣府施策「知財創造教育推進コンソーシアム」に参加します。著作権に係る登録等の各種
申請代行業務は行政書士の専管業務であり、本会としても著作権相談員の養成や著作権に係る普及啓発活動
に取り組んでおり、各単位会においても著作権法に関する出前授業等の学習支援を行っています。これらの
取組から著作権の専門家としての意見を期待され、参加する運びとなりました。
当該コンソーシアムでは、小中高等学校等の教育機関と知財教育に関するコンテンツを提供している団体
との意見交換を通じて、教育現場のニーズを汲み取ることで、より良質なコンテンツを提供し、知財教育に
おける学習支援体制の拡充・構築を目的としています。
コンソーシアムへの参加を通じて、知的財産権等の制度全体の更なる発展につながるよう努めてまいります。

I
nfo

２

「民泊サービス」に係る情報の
提供方法について
＜第一業務部

警察・環境部門＞

民泊サービス（住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの）については、最近、インターネットを通じ
て空き室を短期で貸したい人と旅行者をマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、我が国でも
急速に普及している状況があります。
現在、政府において、民泊サービス推進のための法制度の創設が進められているところですが、関係する
情報を本誌誌面上でリアルタイムに提供することが難しいため、今後、関係省庁等からの発表情報は会員ペ
ージ「連c
on」を通じて情報提供しますので、御参考としてください。
会員の皆様におかれましては、今後の状況を注視していただくとともに、行政書士として民泊サービスの
適切な推進に積極的に取り組んでいただきますよう、御協力のほどよろしくお願いいたします。

I
nfo

３

中央研修所研修サイト
有料講座の一部公開終了のお知らせ
＜中央研修所＞

現在、中央研修所研修サイトに登載されている以下の講座について、期日をもって公開終了とすることと
いたしましたので、お知らせいたします。公開終了後は、新規に受講申込を行うことや、申込・購入済みの
場合であっても視聴することができなくなりますので、御留意ください。
分

特別研修

類

民事法

特定行政書士プレ研修
（※１）
その他

講
座
名
民事法総論、民法総則
物権
債権総論
消費貸借
売買
賃貸借
請負・委任・消費者契約法 等
不当利得・不法行為・使用者責任 等
行政手続法
行政事件訴訟法
行政不服審査法
ガイダンス
確認テスト
電子政府と行政手続・マイナンバー制度

公開終了期日

平成２９年３月３１日

平成２９年３月９日

※１：特定行政書士プレ研修については、平成２９年４月に新たな講座を配信する予定です。
以上
2017.
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１

知財創造教育推進コンソーシアムに
参加します

● インフォメーション

I
nfo

４

平成２９年度専修大学大学院
司法研修開講の御案内
＜中央研修所＞

平成16年度から、日行連が専修大学大学院と連携して行っている平成29年度司法研
修が開講します。今回は

についての講義を予定しています。

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。この分野は、行政書士も相談を受けることや、実際に業務とし
て取り扱うことの多い分野ではないでしょうか。
今後ますますニーズの高まるこの分野に対し、
知識をしっかりと習得し、

について法律
として国民の皆様の期待に添え

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！

宮岡孝之先生は今村記念法律事務所の代表弁護
士で、専修大学理事、そして専修大学法科大学
院教授も兼任され、一昨年の司法研修も担当い
ただいたんだニャ。
今回は、先生の担当された事件など、具体的な
事件を素材として、興味をもって受講できる講
座を予定されているので、受講生の皆さんにも、
素材ごとに、自分だったらどう考えるか等を意
識してもらいながら、講義を受けてもらうこと
ができるのニャ。
この講座で、手続だけでなく、実体法である民
法についても学んでほしいニャ
先生から、事前に有斐閣の「民法入門（第６版）」
等の入門書を読んでもらうと、講義がより分か
りやすいというアドバイスをいただいたので、
みんな参考にしてニャ〜！

ʻׅỉᄂ̲ЎỊẴẫỆࢫỆᇌếẻẬỂễẪẆݩஹࣱầᙸᡂỜỦẦỤӖᜒẴỦἳἼἕἚầ
ٻẨẟẲẆܖٻᨈỉҥˮờӕࢽỂẨỦỉỂẆẮỉἓἵὅἋử᩼ဇẲềẪẻẰẟὲ
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【受講希望会員は、詳細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
平成１６年度から平成２９年度（平成23
・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」等の科目を設定、開講しています。平成２９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、さら
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、たいへん参考に
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。
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をいただきます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ています。

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
科

目

名

法律学応用特論
「家事事件手続法」

２

単位数

担当講師

２単位
（１５コマ）

専修大学法科大学院
宮岡 孝之 教授（１２コマ）
家永
登 講師（３コマ）

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うえで出席して
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なわれ、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。
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身に付けるための司法研修を展開してまいりました。

● インフォメーション
３

開催日及び時間割
平成２９年１０月７日（土）１０時００分～
１０時２０分～

手続
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。
◇法律学応用特論「家事事件手続法」
講義日程

授業時間

第１回

平成２９年１０月７日（土）

２・３・４時限

第２回

１０月１４日（土）

２・３・４時限

第３回

１０月２８日（土）

２・３・４時限

第４回

１１月１１日（土）

２・３・４時限

第５回

１１月２５日（土）

２・３・４時限

※時間割（参考）
☆印が付いている時限で開催さ
れます。
時

限

時間割

１時限

９：００～１０：３０

☆ ２時限

１０：４５～１２：１５

☆ ３時限

１３：０５～１４：３５

☆ ４時限

１４：５０～１６：２０

５時限

１６：３５～１８：０５

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：ht
t
p:
//
www.
s
ens
huu.
ac
.
j
p/）
５ 定員
５０名程度（所属会不問）
費

用

１

受講金額について
４８０
,
００円（内訳：登録料１２０
,
００円＋履修料３６０
,
００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おります。

出願方法

以下の、会員ページ（連c
on）内にある要項を御確認の上、必要書類を整え、期間内に本会
に御提出ください。
日行連ＨＰ ＞ 会員ページ（連c
on） ＞ 中央研修所 ＞ 開催案内 ＞
「平成２９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２９年２月２７日（月）～平成２９年３月１７日（金）＜締切日消印有効＞
本会HP ht
t
p:
//
www.
gyosei
.
or.
j
p/
【お問合せ先】日行連事務局研修課
TEL：０３－６
４３５－７３３０
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平成２９年度行政書士申請取次関係
研修会について

I
nfo

＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞

平成２９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、取り急ぎお知らせいたします。

平成２９年度
研

修

会

名

開
開

催
催

概

日

要
開催地

会

場

１

行政書士申請取次実務研修会（更新） 平成２９年４月１４日（金） 横

浜

ワークピア横浜

２

行政書士申請取次事務研修会（新規）

４月２４日（月） 大

阪

大阪ガーデンパレス

３

行政書士申請取次事務研修会（新規）

５月１９日（金） 仙

台

仙台サンプラザ

４

行政書士申請取次実務研修会（更新）

６月１２日（月） 東

京

シェーンバッハ・サボー

５

行政書士申請取次事務研修会（新規）

７月１４日（金） 札

幌

札幌ガーデンパレス

６

行政書士申請取次実務研修会（更新）

８月１８日（金） 名古屋

名古屋サンスカイルーム

７

行政書士申請取次事務研修会（新規）

９月１１日（月） 東

京

シェーンバッハ・サボー

８

行政書士申請取次実務研修会（更新）

１０月２０日（金） 福

岡

ホテルセントラーザ博多

９

行政書士申請取次事務研修会（新規）

１１月２２日（水） 広

島

広島ガーデンパレス

１０ 行政書士申請取次実務研修会（更新）

１２月１８日（月） 東

京

シェーンバッハ・サボー

１１ 行政書士申請取次事務研修会（新規） 平成３０年１月２６日（金） 名古屋

名古屋サンスカイルーム

１２ 行政書士申請取次実務研修会（更新）

２月９日（金） 大

阪

大阪ガーデンパレス

１３ 行政書士申請取次事務研修会（新規）

３月９日（金） 東

京

シェーンバッハ・サボー

○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、入国管理局より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。
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５

届出済証明書の 更新 を希望される方へ

開催地： 横浜

「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
趣

旨

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。

対

象

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。

日

時

平成29年4月14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。

会

場

ワークピア横浜
（神奈川県横浜市中区山下町241）

申込方法
申込方
法

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6459－0190】
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）。

受 講 料

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。

受付期間
受付期
間

平成29年3月16日（木）9時～3月27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。

効果測定
効果測
定

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。

釈錫錫錫錫錫錫錫錫錫若

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票
H29.
4.
14（金）開催

行政書士申請取次実務研修会（於：ワークピア横浜）

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

ＴＥＬ
ＦＡＸ

（

） 登録番号

届出済証明書有効期限

平成

年

月

日

〒
事務所住所

お申込先

FAX【03−6459−0190】

留意事項
○〈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。
〇〈廃業勧告処分等を単位会より受けている場合〉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〉申請取次関係研修に関する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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行政書士申請取次関係研修会受付係 受付照会 TEL 03−6450−1622

新規 に申請取次業務を行うことを希望される方へ

開催地： 大阪

「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
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
※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、御
自身の登録番号を確認の上、お申込みください。

日

時

平成29年4月24日（月）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。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。

会

場

大阪ガーデンパレス
（大阪府大阪市淀川区西宮原1335）

申込方法
申込方
法

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6459－0190】
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）。

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。

受付期間
受付期
間

平成29年3月28日（火）9時～4月5日（水）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
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。
※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。

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票
H29.
4.
24（月）開催

行政書士申請取次事務研修会（於：大阪ガーデンパレス）

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

ＴＥＬ
ＦＡＸ

） 登録番号

（
〒

事務所住所

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。
○〈廃業勧告処分等を単位会より受けている場合〉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 】

【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
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行政
ホット
ライン
各単位会の取組をお知らせします。
各単位
単位
位 会 取組
取 をお知
知ら
知らせします

’
１７大分フォーラム開催の御案内
（一般社団法人全国建行協 主催）

大分県
行政書士会

一般社団法人全国建行協は、建設関係を専門的にその業務とする個々の行政書士有志の専門的業務研究集
団として、平成５年からフォーラム、意見交換会、研究会等を毎年開催していますが、平成２９年４月に大分
市において下記のようにフォーラムを開催します。
テーマは「建設業法のゆくえ」～どうする、どうなる建設産業～。
現在、国土交通省においては、１０年後の建設産業を見据えて、建設産業政策会議を設置し、法制度等基本
的枠組の検討に入っています。
建設業と深い関係のある我々行政書士にとりましても、今後の業務に少なからず影響があると考え、この
度のフォーラムを開催するものです。
地元大分の方はもちろん、全国から多くの方が御参加くださいますようお願い申し上げます。
なお詳細は、本法人のホームページ（ht
t
p:
//kengyokyo.
j
p）を御覧ください。
テ

ー

マ

建設業法のゆくえ

～どうする、どうなる建設産業～

開 催 日 時

平成２９年４月１４日（金）～４月１５日（土）

会

レンブラントホテル大分
大分市田室町９番２０号
TEL：０９７－５４５－１０４０

場

申 込 期 限

平成２９年３月３１日（金）
１日目 定員１００名、２日目 定員４０名
※両日とも申込先着順で、定員になり次第締め切らせていただきます。

日

４月１４日（金）
１２：３０ 開場
１３：００ 開会

程

第１部
第２部

基調講演 海堀 安喜 国土交通省建設流通政策審議官
パネルディスカッション
（テーマ）建設業許可、経審を考える
パネラー：山口 康夫 国士舘大学法学部教授
井村
登 公認会計士・税理士・
（一財）建設
業情報管理センター顧問
外数名

１７：００～１９：００ 懇親会
４月１５日（土）熊本地震視察バスツアー（益城町、熊本城等を視察予定）
ア ク セ ス

お問合せ先
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日豊本線JR大分駅 上野の森口（南口）から徒歩８分
レンブラントホテル大分HP ht
t
p:
//r
embr
andt
hot
el
.
co.
j
p/oi
t
a

大分フォーラム実行委員会事務局
行政書士 荒木 雅子事務所内（大分県行政書士会所属）
TEL：０９７－５５６－４５５７
FAX：０９７－５５６－４６４９
Mai
l
：asuot
o@oct
net
.
ne.
j
p
全国建行協公式HP ht
t
p:
//kengyokyo.
j
p

山梨県
行政書士会

県議会へ非行政書士行為排除の徹底を請願

平成２８年１２月５日、山梨県議会へ「山梨県各機関における非行政書士行為排除の徹底を求める請願」を行
い、１２月１９日の本会議で請願が採択されました。
このような請願は、平成５年にも県議会へ請願し採択され、山梨県から関係機関に行政書士制度の周知徹
底が行われたところですが、本会が平成２２年度に県内の市町村を対象として実施した農地法申請の受付状況
調査では、農地法第４条５条の受付状況（許可、届出の合計）は本人申請が５６.
４％、行政書士代理件数が２２.
４％、
その他の代理件数が２１.
２％となり、その前年と比較
すると行政書士代理件数が１ポイント低くなり、そ
の他の代理件数は２.
５ポイント高くなっています。
このような状況の中で、本会としても関係機関の
受付場所に、「行政機関への許認可申請書の作成や
提出手続は、資格のない皆様には業として行うこと
ができない旨」の文面を置かせていただく等の取組
をこれまで行ってきたところですが、一向に改善し
ないため、この度、本会の顧問となっていただいて
いる３人の県議会議員の皆様に紹介議員となってい
ただき、請願を行ったものです。

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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随想

この1年の出会いに感謝して・
・
・
会長

遠田

和夫

日行連会長として、なるべく各地に足を運び、より多く各単位会役員、会員の皆様と交流したいとの私自
身の思いから、全国を駆け巡った１年でした。
各単位会の定時総会・賀詞交歓会等、各地を訪問させていただく機会は多くありますが、例年９月から１１
月に開催される日行連と各地方協議会との連絡会は、地方協議会毎に各単位会からの出席者が一堂に会され、
日行連の会議等でお会いする機会が少ない方々とお会いし、皆様の行政書士制度に対する熱い思いに触れ、
また、私自身の考えを直接お伝えできる貴重な場となっています。
本年度も全８地方協議会との連絡会で、北は札幌から南は福岡まで各地を回りました。どの地方協議会で
も大いに談論風発し、夜は出席者の皆様と懇親し、密度の濃い時間を過ごさせていただきました。特に１０月
に琵琶湖畔のホテルで開催された日行連と近畿地方協議会との連絡会は、時期を併せて開催された近畿女性
行政書士交流会に出席させていただいたこともあり、特に印象に残っています。
初日は、日行連会長として日行連の推進する政策や私自身の思いの丈をお話しし、各単位会から御出席の
５０名近い皆様と有意義な意見交換をさせていただきました。２日目の連絡会の後は、琵琶湖クルーズに参加
して１時間あまりの遊覧を満喫しました。前日にホテルの外で眺めた夕暮れの月と湖の哀愁漂う情景も素晴
らしいものでしたが、船上から眺める琵琶湖の景色も美しく、しばし会務を忘れて心地良い風に吹かれなが
ら琵琶湖にまつわる戦国時代のお姫様の悲話に想いを馳せたひと時でした。
下船してからは、湖畔のレストランで開催された近畿女性行政書士交流会に合流させていただきました。
他の予定との兼ね合いから、ぎりぎりまで出席を調整しての参加となり、主催された皆様には御迷惑をお掛
けしてしまいましたが、参加された女性行政書士の皆様と名刺交換し、時間の許す限りお話をさせていただ
きました。４月に参加させていただいた全国女性行政書士交流会でも感じたことですが、本当に女性行政書
士の皆様のパワーには圧倒されます。明るく楽しい会合で、女性ならではの視点や考え方に接することがで
き、無理を押しても参加させていただいて良かったと感じています。
また、地元に戻ってから「遠田会長は昼食も摂らずに１時間あまりを参加者全員と名刺交換された。頭の
下がる思いであった。」と書いていただいたフェイスブックを拝見し、途中で失礼せざるを得なかったにもか
かわらず、そのように思っていただいたことが
嬉しく、皆様のお心遣いに胸が熱くなりました。
公私を問わず、様々な機会に全国の会員の皆
様と交流し、時には耳の痛い苦言も頂戴します。
しかし、それが日行連会長として、一行政書士
として、また、一私人としての力の源です。年
度末を迎え、改めてこの一年の皆様との出会い
に感謝し、皆様の期待に応えるために、これか
らも試行錯誤を続けてまいりたいとの思いを強
くしました。
近畿女性行政書士交流会に御参加の皆様と
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証券取引等監視委員会からの
証券取引等監視委員会からの
情報提供のお願いについて
情報提供のお願いについ
て
証券取引等監視委員会より不公正取引等の情報提供のお願いについて周知依頼がございましたため、
御案内いたします。 詳細につきましては、下記を御覧くださいますようお願いいたします。

＜証券取引等監視委員会からの情報提供のお願い＞
○

証券取引等監視委員会は、市場の公正性・透明性の確保と投資者保護を使命として市場監視に取り
組んでいます。当委員会では、市場において不正が疑われる情報や投資者保護上問題があると思われ
る情報を幅広く受け付け、市場監視や金融商品取引業者等のモニタリングに活用しています。
行政書士の皆様方におかれましては、不公正取引に関する情報、金融商品取引業者等の法令違反行
為や内部管理態勢等に懸念がある情報を入手された際は、当委員会の情報受付窓口までお寄せいただ
きますよう御協力をお願いいたします。
＜証券取引等監視委員会情報受付＞
電話番号：０５７０００３５８１（ナビダイヤル）
ht
t
ps:
//
www.
f
sa.
go.
j
p/sesc/
wat
ch/i
ndex.
ht
ml

○

悪質な業者が運用・販売するファンドによる投資者被害が発生しています。金融庁では、適格機関
投資家等特例業者（※）について、投資者への注意喚起として「連絡が取れない届出者リスト」や
「問題があると認められた届出者リスト」等をHPに掲載しておりますので、御参照の上、これらの適
格機関投資家等特例業者にかかる情報についても、入手された際は上記窓口まで御連絡をお願い致し
ます。
＜適格機関投資家等特例業者一覧＞
ht
t
p:
//
www.
f
sa.
go.
j
p/
menkyo/
menkyoj
/t
okurei
.
ht
ml

適格機関投資家等特例業者等
適格機関投資家等特例業者等は、下記I
～I
Vのリストのうち、いずれか一つに掲載されており、重
複掲載はありません。なお、監督当局において、金融商品取引法第６３条の２の規定に基づく廃止届
又は解散届等を受理した届出者につきましては、全てのリストから削除しております。
Ⅰ．業務廃止命令を発出した届出者リスト
ht
t
p:
//
www.
f
sa.
go.
j
p/
menkyo/
menkyoj
/t
okur
ei
/
０
３.
pdf
（平成２
８年１０月３１日現在）
Ⅱ．連絡が取れない届出者リスト
ht
t
p:
//
www.
f
sa.
go.
j
p/
menkyo/
menkyoj
/t
okur
ei
/
０
０.
pdf
（平成２
８年１０月３
１日現在）
Ⅲ．問題があると認められた届出者リスト
ht
t
p:
//
www.
f
sa.
go.
j
p/
menkyo/
menkyoj
/t
okur
ei
/
０
２.
pdf
（平成２８年１０月３１日現在）
Ⅳ．届出者リスト
ht
t
p:
//
www.
f
sa.
go.
j
p/
menkyo/
menkyoj
/t
okur
ei
/
０
１.
pdf
（平成２
８年１０月３１日現在）
（※） 通常、ファンド業務（ファンドの運用や販売業務）を行う場合には、金融商品取引法の厳格な
登録が必要ですが、適格機関投資家等特例業者（いわゆるプロ向けファンド業者）は、金融商品
取引法第６３条に基づく届出のみでファンド業務が行うことができ、基本的にはいわゆるプロ投資
家を相手に業務を行う者です。
なお、問題が認められた届出者等以外であっても、金融庁（財務局）が届出を受理したことを
もって、金融庁（財務局）が適格機関投資家等特例業者の信頼性を保障するものではありません。
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頼れる街の法律

家

御紹介

行政書士の業務を

教えて！行政書士のしごと
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、
「株式会社等の設立」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。

株式会社等の
株式会社等の
設立

Q1

A

株式会社の設立に際し、特有の事項がありましたら
教えてください。
本当に基本的な事項かもしれませんが、株式会社は営利を目的とした法人ですが、ＮＰＯ

法人や公益法人は非営利法人ですので、営利を目的としていません。ただし、それらの非営
利法人で営利事業を行うことが全くできないかというと、そんなことはありません。顧客が

株式会社の設立を依頼するに際して、節税が目的の方は非常に多いでしょう。節税が目的であるとする
と、非営利法人の方が節税効果が大きい場合があります。顧客がやりたい事業内容や、今後の事業展開
の予定次第では、株式会社の設立より、非営利法人をお勧めした方が良い場面というのもあるのではな
いでしょうか。

Q2

A

スムーズに進めるためのポイントについて教えてください。
まず、会社の名前（商号）が決まっているのかを確認します。決まっているのであれば、

すぐに会社の印鑑を作成するようにお願いします。この印鑑の作成待ちで、設立が遅れると
いうのは意外とよくあります。印鑑を作成してもらっている間に、発起人や取締役等の役員

予定者の印鑑証明をそろえてもらったり、事業目的や、資本金などについても検討してもらいます。そ
して印鑑が完成したら、改めて打合せをするのですが、うまくいけば一回の打合せだけで、設立までの
書類をそろえることができます。

Q3

A

費用や期間について教えてください。
期間については、顧客には約２週間というようにしています。急げば２～３日で設立はで

きると思いますが、この辺は顧客が役員予定者の印鑑証明等を急いでそろえてくれるか、全
員から押印がもらえるか、そして会社の印鑑ができているかといった、顧客の動きにかかっ

ている部分が大きいと言えるでしょう。
費用については難しいところです。会社設立に関しては、最近価格競争が激しくなっており、価格は
下がる一方です。ただ、コンサルタント等の付加価値をつけ、なるべく価格を下げないように努めます。
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の動き
日行連
なもの）
（主

1

2017.

ポート

レ
マンスリー

５日
（木）
（木
）

１０日
（火）
（火
）

１８日
（水）
（水
）

改正行政書士法対応委員会
ガイドライン作成チーム

総務部会
【協議事項】
１ 平成２９年新年賀詞交歓会の確認につ
いて
２ 本人確認ハンドブックの進捗状況に
ついて
３ 会長会について

【協議事項】
１ 特定行政書士の業務範囲に係るガイ
ドラインの作成について

登録委員会
【登録審査】
１ 審査件数（５２件）
２ その他

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

２
０日

新年賀詞交歓会

２
４日

登録委員会

（金）
（金
）

（火）
（火
）

法規監察部会

（木）
（木
）

常任理事会
【合議事項】
１ 理事会の議案等について
２ 日行連OSSシステムの今後の取扱
いについて
３ 行政書士会 封印業務の受託について
４ 第一業務部（運輸交通部門）専門員
の登用について（継続）
５ 中央建設業審議会委員への行政書士
登用の働きかけについて
６ 成年後見法学会 賛助会員としての
団体加入について
７ 第三業務部（知的資産部門）専門員
の登用について（継続）
８ 照会案件について
９ 情報公開規則に基づく文書の公開請
求について

理事会
【議案審議】
第１号議案 日本行政書士会連合会裁判外
紛争解決機関推進本部規則の
一部改正（案）について
第２号議案 事業執行に係る組織改編に関
する日本行政書士会連合会会
則施行規則等諸規則の一部改
正（案）について

【登録審査】
１ 審査件数（７９件）
２ その他

第一業務部 社労税務経営部門会議

【協議事項】
１ 全国法規監察担当者会議のまとめ
２ 照会案件等について
３ その他

１９日

/
J
an

【協議事項】
１ 中小企業支援フォーラムに係る打合せ
２ その他

２
６日
（木）
（木
）

２
７日
（金）
（金
）

改正行政書士法対応委員会
ガイドライン作成チーム
【協議事項】
１ 特定行政書士の業務範囲に係るガイ
ドラインの作成について
２ 特定行政書士の英語表記について

第三業務部

国際部門会議

【協議事項】
１ 在留資格のネット申請に係る日経新
聞からの取材依頼
２ 外国人の国保悪用に係る行政書士の
関与についての産経新聞の事実確認
３ JETRO海外展開支援行政書士紹介
制度のご紹介について
４ 次年度事業計画書及び予算見積表
（案）について

申請取次事務研修会（名古屋）
（受講者１４９名）
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全国の行政書士会を訪れたユキマサくんが、各会の特色とご当地の情報をお伝えします。
魅力ある取組をリポート

富山県
富山県
て
行政書士会につい
！
ャ
ニ
教えて

「行政書士」の名称自体をアピール！
「暮らしの中の困りごとは行政書士へ」をキャッチ
フレーズに、社会生活全般で行政書士を活用できる
ことについてアピールし、
「行政書士」の名称自体を
周知していくことに取り組んでいます。１０月には県
内全支部で無料相談会を開催しており、その周知の
ためにテレビ局や新聞社を訪問し、記事にしてもらっ
ています。新聞広告・テレビCM・回覧板を利用した告
知や、ラジオ番組への出演等、多様な広報チャンネル
を模索、活用しながらの広報活動を行っています。
富山県行政書士会
〒9300085 富山県富山市丸の内1815 余川ビル2F
TEL 0764311526 FAX 0764310645

富山駅
北陸新幹線も開業した県都の玄関口である富山駅。その高
架下空間には、トランジット・ライティング・ウォールと
いうアートガラスパネルがあります。富山ガラスを活用し
て作られており、
「山と海の文化、そしてその融合」が表現
されたこのガラスパネルが富
山駅を訪れる人を出迎えてく
れます。県内には、海越しに
立山連峰を眺められる世界で
も珍しい絶景ポイントがあり、
まさに山と海の融合を体感す
ることができ
るのニャ！

白えびは富山を代表する海の幸の１つで
「富山湾の甘い○○」と呼ばれています。
さて何でしょう？
①白髭 ②宝石 ③恋人

46

富山県
46

石川県

石川県
石川県
て
行政書士会につい
教えてニャ！

月例無料相談会を９会場で開催！
本会では、県民市民の皆様に行政書士無料相談会
を行っており、月例の相談会は現在９会場で開催
しています。また、高齢化社会となり、成年後見

石川県

45
富山県

兼六園
兼六園は日本三名園の一つで、六勝を兼ね備えていること
からその名を与えられました。六勝とは、
「宏大・幽邃」
「人
力・蒼古」「水泉・眺望」のことで、互いに相反した意味を
持ちますが、兼六園にはその６つの景観が共生しています。
また、兼六園のシンボルである
ことじ灯篭は、もともと同じ長
さの２股の脚を持っていました
が、一本の脚が折れてしまった
ため、片脚を石の上に乗せるこ
とでバランスを保っています。
ことじ灯篭と手前に架かる虹橋
が生み出す風景はなんとも美し
いニャ！

制度利用の必要性が増してくるかと思われますが、
後見の申立て等、非訴訟性の申立てができるよう
取り組んでいきたいと考えています。

石川県行政書士会
〒9208203 石川県金沢市鞍月2丁目2番地 石川県繊維会館3F
TEL 0762689555 FAX 0762689556

富山県：2 石川県：3
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ご当地クイズのこたえ

40

金箔の生産量日本一を誇る石川県金沢市。
全国生産量の何％を占めているでしょ
う？
①７０％ ②８７％ ③９９％
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魅力ある取組をリポート

U

Readers of the trend 〜Compass to the future〜

をよむ人

未 来 へ の 羅 針 盤
特殊メイク・造形工房 自由廊

代表 JIRO氏

【第2回】築き上げたオンリーワンの 価 値
スクールで特殊メイクを学び、卒業と同時
に会社を設立したJIRO氏。実績も資金も
無い全くのゼロベースから、いかにして業
界最高峰と称される会社を築き上げたの
だろうか？

─前回のインタビューで、会社を設立し
たけれど大変厳しい状況だったと伺い
ました。

ええ、社会経験もないままいきなり
社長としてスタートして、何をどうすれ
ば良いのかさえ分かりませんでした。
仕事がないから、当然お金も入ってこ
ない。30坪程のアトリエのコンクリート
床の一部にベニヤ板で居住スペースを
作って住居費を浮かせたり…。アトリ
エといってもスレート葺きの倉庫だか
ら、夏は灼熱、冬は極寒で、人が住め
る環境ではないんですよ。でも、様々な
ものを切り詰めて、時間もエネルギー
も全てを創作活動に費やしました。
─どんなお仕事を手掛けていたのでし
ょうか？

造形なら何でも（笑）。会社設立当
初から入社してくれた、僕の同期にあ
たる小松という社員と二人で何でも手
掛けました。特殊メイクの需要は映画
業界がメインでしたが、起業のきっか
けにもなったヘアーショーのように、美
容業界とのコラボ等、特殊メイクの新
しいジャンルを作りたいという思いが
ありました。しかし、細々とした仕事で
入ってくる売上げのほとんどは、アトリ
エの家賃と運転資金に消えて、僕も小
松も給料はなし。そんな状態が4年間
続きました。
─それは、随分と心細かったのではあり
ませんか？

めちゃくちゃ不安でした。多分僕一
人だったら押し潰されていたかもしれ
ません。でも、一緒にやっていた小松
がその不安を口にしていたので、僕は
「そんなことはない！絶対良くなる！」と
打ち消す役目。自分たちの夢に賭けて
いたんです。
─営業活動はどのようにされていたの
でしょうか？

スタートから4年目くらいまでは営業
活動より、とにかく良い作品を作るこ

と、自分たちの技術を高めることに主
軸を置きました。小さな仕事でも、凄い
と感じてもらえる作品を提供する、そ
れに全力を注ぎましたね。そして友人
に無料で会社のホームページを作成し
てもらって、仕事の成果を事細かくア
ップしました。若い僕たちに足りない
のは 実績 でしたので、インターネット
は「これだけのクオリティを提供でき
るんだぞ」ということを伝えるツールと
して有効でした。
─TVチャンピオンの特殊メイク選手権
でも優勝されましたよね。

ええ、すでに過去出場経験のある先
輩方から「次はJIROの番だ」と推薦し
ていただいて、オファーが回ってきた
のです。2回出場して、2回ともチャンピ
オンになりました。
─凄い！その後は大ブレイクですか？

それが全く。ちょっとは期待してい
たのですが（笑）。ケーキ屋さんだった
ら翌日から大行列だったかもしれませ
んが、
何しろ特殊メイクなので。
でも、チャンピオンの称号は依頼者
に対して僕たちの表現力や技術力を
証明する手立てとなったので、仕事を
獲得する後押しをしてくれました。
─では、その頃からお仕事が軌道に乗
ってこられたのでしょうか？

そうですね、ちょうど4 年目でやっ
と、僕と小松に15万円ずつの初任給を
支給することができました。それで住
む部屋を借りられるようになり、倉庫
のベニヤ板生活から脱出できたんで
す（笑）。儲けにならなくても妥協せず
に造ってきた作品の評価や、出会った
様々な方たちとのご縁等、地道に蒔い
た種が少しずつ育っていった結果だと
思っています。
なんとか地盤固めができた、そのタ
イミングで僕は外に出て、営業活動ら
しきものをスタートしたのです。4年間
多岐にわたる依 頼内容に対応してき
て、特殊メイクという技術は全然違う
ジャンルに放り込めば、そこで化学変
化を起こして新しいモノを生み出せ
る、という期待感をずっと抱いてきた
わけですよ。だから、外に出て誰と会っ
ても、こちらにアイデアがあればコラ

ボすることができて、仕事となり得るん
じゃないか、と考え始めたのが一つの
大きな変化でしたね。
─“自由廊”のブランドも確立できて、盤
石の体制が整いましたね。

だからといって、現状に満足して、こ
のままで良いとは考えていません。コン
スタントに切れ目なく制作依頼を頂け
るようにはなりましたが、依頼された案
件をただ引き受けて提供するだけで
は広がりがないんですよ。
「 俺たち、五
十歳、六十歳になってもこの作業場で
コツコツと作業しているのかなあ」と、
小松ともよく話したのですが、その度
に「いや違う。必ず新しい展開を迎え
る！」と肝に銘じて、常に次の一手を考
えてきました。
我が社の大きな武器となったのが、
映画の仕事に特化せず、他社が断るほ
どの厳しい案件を引き受けてきたこと
で磨かれた技術力、提案力です。経験
を積んで、低予算でも最良の成果を出
すための知恵も付いた。幸いだったの
は、手 掛けてきた仕事が映 像に偏ら
ず、イベント等至近距離で見られて、触
れられることもある作品が多かったた
め、徹底的にリアルの追及にこだわっ
てきたことです。それが今、映像技術
の飛躍的な進歩によって映画業界か
ら究極のリアリティが求められるよう
になり、こちらから一切営業をかけて
いないのに映画の仕事が舞い込むよう
になりました。リアルの追及、そこに僕
らが築き上げてきたオンリーワンの価
値があると思っています。
有限会社 自由廊 代表
ジ

ロ ー

JIRO
東京芸術大学卒業。特殊メイク・造形製作の世界に革
命を起こし、クリエイティブディレクターとしても映画、
ドラマ、CM等にその才能をいかんなく発揮。TV東京系
「TVチャンピオン」特殊メイク王選手権で2連覇を達
成。世界70カ国で読まれている『Make-up ArtistMagazine』にて「世界の注目アーティスト10人」に選出された。
http://jiyuro.net/
http://shanic-maiyel.tokyo/
次号インタビューでは、後進の育成やデジタル化の波にどう対応し
ていくのかといった今後の展望について伺います。お楽しみに！
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会員の動き

御協力のお願い

◆登録者数 （平成２９年１月末日現在）
合
計
内
訳
男 40,
292名
・個人事務所開業
男 39,
073名
・行政書士法人社員 男
844名
・使用人行政書士
男
375名

～日本行政を正確・迅速にお届けするために～
女
女
女
女

４６,
４８０名
6,
188名
5,
844名
158名
186名

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

◆異動状況 （平成２９年１月中の処理件数）
新規登録 合 計
内 訳
男
１０７名 女
登録抹消 合 計
内 訳
男
96名 女
・廃 業
74名
・死 亡
32名
・その他
0名

１２８名
21名
１０６名
10名

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

◆法人会員 （平成２９年１月末日現在）
法 人 事 務 所 数
・主たる事務所数（行政書士法人数）
・従たる事務所数

６２２
394
228

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。

f
r
om
EDI
TORS

広報部員のひとり言
早いもので、平成２
８年度も年度末とな

（砂原）

◦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

りました。私は広報部員となって６月で

更があった場合には、所属単位会を通じ日

２年となりますが、余りお役に立てず申し訳なく思って

行連登録委員会に提出される当該会員の変

います。

更登録申請の処理手続の結果により行いま

ところで、山梨会では平成２５年度に山梨県と大規模災

す。

害時における行政書士業務相談に関する協定を締結しま
したが、昨年４月の熊本地震における熊本会の素晴らし

事務所所在地に変更がないのに日本行政が

い取組をお聞きし、本会においても、大規模災害時に市

届かなくなった場合は、お早めに日行連事務

町村が行う罹災証明書の発行等、市町村が災害対策とし

局までお問合せください。

て実施する業務について、協力するための協定を締結す
ることとし、県内の全ての市を対象として現在話合いを
進めています。
既に話合いを行った市町村では、有難いことだと大変
喜んでいただき協定の締結が進んでいます。

◦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。

このような先進的な取組事例を、広報誌等を通じて紹
介し合うことは大変有意義なことだと思います。

月刊 日本行政３月号
第５３２号
平成２９年２月２５日発行
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