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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。
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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。

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。

遠田和夫
の

眼共に、未来への
　　　　希望を目指して
共に、未来への
　　　　希望を目指して

　４月を迎え、いよいよ新年度が始まります。全国の会員の皆様も、また新たな心持ちで目標を掲げ、業務
に励んでいかれるものと思います。本誌新年１月号（No.５３０）でも述べましたが、私たち行政書士の業務は、
国民生活に密着したものとして、その存在価値が認められるものです。それは、この世に生を受けてから亡
くなるまでの一人の人間のライフステージにとどまらず、更に次の世代に継続、継承していくことにもなり
得るものであり、それだけ国民の皆様に寄り添う業務だと思っています。

　私としては、本年度も「挑戦」の連続となります。会長自らが「挑戦」と言うと、今までよりとてつもな
く大きな期待をされるかもしれません。しかし本質は至ってシンプルであり、基本的には原点に戻ろうとい
うことを考えています。私たち法律専門職の原点を振り返ると、元来、性善説の下に創成された職種であり、
その上で分担された法体系の下に様々な士業が置かれ、それぞれの役目を担ってきたと考えられます。
　しかし、その役目は時代とともにより複雑に変化しており、現代社会においては国民の皆様が理解し難い
複雑な立場に立たざるを得ない士業も存在します。例えば弁護士という資格は、現在の日本における司法制
度の中で与えられた使命として、被害者を助けることもあれば、加害者を弁護することも多々あります。複
雑、高度化した組織犯罪、大企業による不正事件などがテレビで報道される度、そこに弁護士の姿も登場い
たしますが、そこで加害者の弁護をしている姿を見ると、一般的な国民としては複雑な感情を抱いてしまう
場面もあるのではないかと思います。そのような関係性は、他の士業にも似たようなものがあるのかもしれ
ません。
　これに対し、行政書士は許認可を中心として権利義務・事実証明に深く関わることで、非常にシンプルか
つ分かりやすく、国民の皆様を支える存在になれるのです。時折、行政書士は法律専門職ではないと言われ
ることがありますが、産廃、建設業、風俗営業等を始め、それぞれの法律を熟知していないと許認可申請書
等を書き上げることはできません。弁護士、弁理士、公認会計士、税理士は行政書士となる資格を有しては
いますが、行政書士名簿への登録と都道府県行政書士会への入会をしないと行政書士にはなり得ないのです。
そのことに、行政書士は自信と誇りを持って良いのだと思います。他の士業と対峙するのではなく、それぞ
れの法の下で有機的に共存、共栄ができればと強く願っています。「国民の皆様のための力になる。」まずは、
行政書士としての原点をしっかりと目指そうと思っています。

　電子化が進めば士業の仕事はなくなるとも言われますが、私たち行政書士の仕事はどうでしょうか。権利
を主張する者が１００名いれば１００の主張があり、規制緩和と言いながら、官公署も複雑な書類（人間関係）に
翻弄されている実情から、許認可申請などにおいて、法律等で規定されていない書類の添付が必要となる事
例も数多く存在しています。例えば、農地転用の許可申請では隣地承諾を始め数多くの書類の添付が必要と
されたり、建設業許可申請では各種の証明書が求められます。車一台の保有においても当人の死亡により遺
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産相続につながる権利が発生したりと、考えれば切りがないほど、複雑な業務にあふれています。そう考え
ると、行政書士の仕事が簡単に電子化の中でなくなるとは思えません。
　一方で、そのような中でも定型かつ容易な業務は、いずれなくなっていく可能性が高いことも考えておか
なければなりません。かつて自動車の運転免許証の更新手続に関する書類の作成は、行政書士の主な業務の
一つでしたが、更新手続の簡略化や受付サービスの向上などにより当該業務そのものが急激に縮小したよう
に、いついかなる場合も国策、施策を感じながら、あらゆる可能性に真摯に向き合わないと、すべてのこと
に取り残されてしまことになるでしょう。

　行政書士制度にとって、今までは得るものより失うことが多かった気がします。制度が必ずしも前に進め
ていないのも現状として認識しておかなくてはならず、「日行連の会長は何をしているのか」とお叱りの言葉
をいただくことも真摯に受け止めなければなりません。そのような中で、私から皆様にお願いしたいことは、
今後も倫理に基づき、法を守り、毅然として業務に取り組んでいただき、その上で日行連及び各単位会の組
織運営に、是非とも沢山の御協力をいただきたいということです。

　皆様にはまず、各単位会の会長選任において、一人一人が自らの信念に基づき考えていただく。また制度
の維持発展に重要な情報等を単位会に出していただく。会員の皆様からの情報は、一旦は単位会にて収集、
吟味し、単位会から日行連に速やかに報告をいただきたいと願っています。

　その際には、まず日行連の実情と、日行連と各単位会のそれぞれの役割を御理解いただく必要もあるで
しょう。日行連の役員、例えば許認可業務部（第一業務部）は部長が四つの部門を統括し、各部門は次長及
び部員の二名から成りますが、その二名が必ずしもその部門の専門家から成り立っている訳ではありません。
さらに、多くて月に４日程度しか日行連に来られないような状況にあっても、ここから全国に様々な情報を
発していかなければならないのです。こうした組織形態上の実情を考慮すると、例えば各業務の詳細に関す
る研修などは、各単位会が担うべき役割と考えます。逆に、日行連は制度、政策を中心に士業の業際を始め、
省庁との連絡関係を密にし、各議員連盟、そして日政連からの情報を収集し、対応していくことを中心に事
業を展開することが、担うべき当然の役割だろうと考えます。

　会員の皆様には、例えば、非資格者が行政書士業務を行うことを表示している、資格者名列挙事例からの
「行政書士」の欠落、他民間団体の不当な介入、他士業者の業域の侵害など、行政書士制度に影響を与えか
ねない情報、その他現場ならではの貴重な情報の収集に、是非とも力をお貸しいただきたいと思います。こ
れらを会員の皆様が持つ権利と表裏一体の義務として考えていただければ、組織力は間違いなく向上するで
しょう。行政書士の知名度アップのための努力もまたしかりです。やらなければならないことは山積してい
ますが、それを皆様と共に考え、一つ一つ実現していくことができれば、最高ではないかと思います。

　本年度もこれから各単位会の総会、日行連の総会と続き、それぞれにおいて事業報告、事業計画、そして
役員の改選が議案として控えています。この時こそ、自らの思いをしっかりと日行連へ届ける良い機会です。
会員の皆様には、現状を踏まえ事業を丹念に見つめ直していただき、日行連という組織の会長には制度政策
がさらに向上、発展するような人物を選任していただきたいと考えています。そう考えると行政書士個人の
責任はとても重いものがありますが、それにより行政書士個人はもとより、日本行政書士会連合会、そして
行政書士制度そのものが、これから先、さらなる輝きを放つ明るい未来に向かえるものと信じています。
　「国民の皆様に喜ばれながら明るい未来を夢見て進んでいく。」平成２９年は酉年であるからこそ、素敵な予
感と希望で羽ばたける年にしたいと願っています。
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はじめに はじめに 
　平成２８年３月３１日、改正社会福祉法が成立、同日公布されました。なお、今般の改正は、社会福祉法人制
度の大改革（６６年ぶり！）であり、既存法人にも大きな影響があります。改正法の施行は、平成２９年４月１
日からですが、一部の条文（事項）は平成２８年４月１日から施行されています。なお、最も大きな改正事項
にかかる施行は、平成２９年４月１日からのものですが、既存法人はその前に定款変更、新たな会議体の設置
等、様々な準備が必要です。
　今般は、当該改正法の概要と改正法（完全）施行までに既存法人のやること、そしてそこへの我々行政書
士の新たな関わり方（業務）などについて、複数回に分けて概説します。

改正社会福祉法の主な内容 改正社会福祉法の主な内容 
　今般の改正は、大きくは「社会福祉法人制度の改革」と「福祉人材の確保の促進」という二つの内容に分
けられます。本稿では、その中でも最も大きな改正事項である「社会福祉法人制度の改革」について概説す
ることとします。

社会福祉法人制度の改革の概要 社会福祉法人制度の改革の概要 
１．経営組織の在り方の見直し（ガバナンスの強化）
　今般の改正で最も大きいものは、「評議員会の必置」及びその「議決機関化」です。旧法では「評議員会」
は任意設置であり、かつ「諮問機関」でしたが、改正法では、すべての社会福祉法人において必ず設置しな
ければならない機関とされ、これまで保育園や介護施設のみを運営している法人で設置していなかった法人
も設置しなければならなくなりました。それだけではなく「理事」と「監事」についても改正がありました。
そして「会計監査人」という機関も新たに設けられました。そして「理事会」が法律に明示されました。

社会福祉法人制度の改革につい社会福祉法人制度の改革についてて
～ 社会福祉法の大改正 ～（その１～ 社会福祉法の大改正 ～（その１））

＜第二業務部＞

【評議員】及び【評議員会】についてのまとめ
概　　　要項　　　目

【条　件】
社会福祉法人の適正な運営に識見を有する者
※適正選任手続を経ていれば特に制限なし
①役員（理事・監事）・会計監査人及びその法人の職員は兼
務不可であること。
②理事の数より多いこと。
③評議員のうちには、各評議員について、配偶者及び三親等
内の親族その他各評議員と省令で定める特殊の関係がある
者がいてはならないこと。
④評議員のうちには、役員の配偶者及び三親等内の親族その
他各役員と省令で定める特殊の関係がある者がいてはなら
ないこと。

【欠格事由】
・法人
・成年被後見人又は被保佐人
・社会福祉法、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身
体障害者福祉法の規定に違反して刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなるまでの者
・解散を命じられた社会福祉法人の解散当時の役員
・反社会的勢力の者

資格

１．経営組織の在り方の見直し（ガバナンスの強化）４．地域における公益的な取組を実施する責務
２．事業運営の透明性の向上　　　　　　　　　　　５．内部留保の明確化と福祉サービスへの再投下
３．財務規律の強化　　　　　　　　　　　　　　　６．行政の関与の在り方

※本号では上※本号では上記記１１．．の【評議員】及び【評議員会】と【理事】及び【理事会】まで掲載しますの【評議員】及び【評議員会】と【理事】及び【理事会】まで掲載します。。

●スペシャルリポート　第二業務部
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●スペシャルリポート　第二業務部

概　　　要項　　　目

～【評議員候補人材例】～
・社会福祉事業、学校等その他の公益事業経営者
・社会福祉に関する学識経験者（大学教員等）
・社会福祉法人関与実績のある弁護士、公認会計士、税理士
（ただし、当該法人から委託を受けて当該法人の記帳代
行・税理士業務等を行う者は不可）
・地域の福祉関係者（民生・児童委員）
※適正選任手続を経ていれば地域住民でも可
・退職後一定期間経過後の社会福祉法人職員（少なくとも１
年間程度当該法人元職員でも可）OB
・地域の経済団体が適切者として推薦する者等

資格

※経過措置として「小規模法人等」（平成２７年度収益が４億
円以下の法人・平成２８年度中設立法人）は、法施行から３
年間は「４人以上」とするとなっている。（定款の「附則」
にて対応可）

理事の数を超える数
（例：理事６人の場合は７人以上）数

※満了日は、選任後４年以内に終了する会計年度の最終のも
のに関する定時評議員会の終結の時。
※「定時評議員会」とは、毎会計年度終了後の一定の時期に
招集され、決算等の承認を行うために必ず開催する必要の
ある評議員会のことをいう。
※既存法人において旧法に基づき選任された評議員は、その
任期にかかわらず、改正法施行日の前日（平成２９年３月３１
日）に任期は満了。

４年
※定款の定めにより、「６年以内」まで伸長することができ
る。

任期

※既存法人は、国発出の「社会福祉法人定款例」に則って評
議員の選任方法を定款に定めるという「定款」変更をして、
平成２９年３月までに所轄庁の認可を受け、そして「評議員
選任・解任委員会」を設置して評議員を選任することとな
る。

定款の定めによる。
※ただし、定款の定めによるとしても、理事又は理事会が
評議員を選任することはできない。

選任
方法

　評議員会には、いわゆる「書面決議」が認められる。（一
般法人法の規定の準用によるもの）なお、いわゆる「書面決
議」があったとみなされる場合には、その時に「定時評議員
会」が終結したものとみなされる。（軽微な定款変更の際を
想定）
※評議員会の決議を必要とする事項については、たとえ定款
で理事や理事会で決定することができると定めても無効で
ある。

【普通議決事項】※過半数決議
・役員（理事・監事）、会計監査人の選任及び理事・会計
監査人の解任
・決算の承認
・監事の報酬
・評議員、役員（理事・監事）の報酬の基準の承認
・特別議決事項を除く法人の解散、合併及び清算
・定款で定めた事項

【特別議決事項】※２/３以上の多数決議
・監事の解任
・社会福祉法人に対する役員の損害賠償の一部免除
・定款の変更
・法人の解散
・法人の吸収合併、新設合併契約の承認等

議決
事項

※所轄庁、都道府県、社会福
　祉協議会が評議員確保が困
　難な法人の求めに応じて人
　材の情報提供等の支援・取
　組を行う仕組みを創設。

【理　事】及び【理事会】についてのまとめ
概　　　要項　　　目

【条　件】
①評議員・監事は兼務不可であること
②次の者が含まれていること
１）社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
　　・社会福祉に関する教育・研究者
　　・社会福祉事業又は社会福祉関係行政従事経験者
　　・公認会計士、税理士、弁護士等
２）当該法人の事業区域における福祉に関する実情に通じ
ている者

【欠格事由】
・法人
・成年被後見人又は被保佐人
・社会福祉法、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身
体障害者福祉法の規定に違反して刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなるまでの者
・解散を命じられた社会福祉法人の解散当時の役員 
・反社会的勢力の者

資格
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（次号へ続く）

概　　　要項　　　目

　　・社会福祉協議会等社会福祉事業団体の役職員
　　・民生委員・児童委員
・社会福祉関係ボランティア団体等民間社会福祉団体代
表者
・医師、保健師、看護師等保健医療関係者
・自治会、商店会等の役員であって当該者の参画により
施設運営や在宅福祉事業の円滑遂行が期待できる者

　３）施設設置法人の場合は、当該施設の管理者

※「施設」とは原則として第１種社会福祉事業経営施設であ
るが、保育所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所
等の第２種社会福祉事業経営施設が当該法人経営の中核で
ある場合には当該施設も該当する。なお、理事参加は上記
施設の管理者全員ということではなく、１人以上で良い。
③理事のうちには、各理事について、配偶者及び三親等内の
親族その他各理事と省令で定める特殊の関係がある者が3
人を超えて含まれないこと。
④当該理事、その配偶者及び三親等内の親族その他各理事と
省令で定める特殊の関係がある者が、理事総数の３分の1
を超えて含まれないこと。

資格

※これまで法律では「３人以上」となっており、しかし「社
会福祉法人審査基準」や「（旧）社会福祉法人定款準則」
では「６人以上」となっていた。今般の改正では、その
「６人以上」ということを法律に記載した。

６人以上

数

※満了日は、選任後2年以内に終了する会計年度の最終のも
のに関する「定時評議員会」の終結の時。
※既存法人において平成29年4月1日に存在する理事の任期は、
その任期にかかわらず、平成29年4月以降に開催される最
初の「定時評議員会」の終結の時までである。したがって、
最初の「定時評議員会」において、改正法に基づく理事を
選任する必要がある。

２年
※定款の定めにより、その任期を短縮することができる。

任期

※既存法人における改正法に基づく最初の「理事」の選任方
法については、上記「任期」の記載を参照のこと。

評議員会の決議による。
※欠員が定款で定めた定数の３分の１を超えた場合には遅
滞なく補充しなければならない。

選任
方法

※理事会は、必ず、理事の中から「理事長」１人を選定しな
ければならない。
※通常、「理事長」及び「業務執行理事」（※法人の任意設置）
が法人の日常の業務執行を行うが、左の太字の事項その他
の重要な業務執行の決定は、理事長、業務執行理事に委任
することができず、必ず理事会で行わなければならない。
※「業務執行理事」とは、理事会の決議により、理事長以外
の理事であって法人の業務を執行させるために選定した理
事をいう。理事長と異なり代表でないため、対外的な業務
執行権限はない。
※「理事長」及び「業務執行理事」は、３箇月に１回以上
（定款に４箇月を超える間隔で２回以上と定めることも可
能）、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければな
らない。

【議決事項】※過半数決議
・法人の業務執行の決定
・理事長及び業務執行理事の選定及び解職
・重要な財産の処分及び譲受け
・多額の借財
・重要な役割を担う職員の選任及び解任
・従たる事業所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
・理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制等の整備
・理事・監事及び会計監査人又は評議員がその任務を怠っ
たため、法人が損害を受けたときの損害賠償責任の免除
・その他の重要な事項

議決
事項

※「理事長」は、「理事」（の一員）である。・理事は、評議員会から特定の説明を求められた場合は、
必要な説明をしなければならない。
・理事は、定時評議員会において、事業報告の内容を報告
しなければならない。

その他
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　証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」とい
う。）は、平成２８年１２月１３日に長谷川委員長、浜田
委員、引頭委員が新たに就任し新体制がスタートし
たことを受け、平成２９年１月２０日に中期活動方針
（第９期）を公表した。
　本方針の策定にあたっては、本年が証券監視委が
設立されて２５年の大きな節目であることを踏まえ、
市場監視活動を新しいステージへ移行させる観点か
ら、証券監視委を取り巻く環境や、証券監視委が持
つ強み・弱みを改めて分析する（SWOT分析１）な
ど、これまでと大きく異なる手法を用いて行った。
　具体例として、証券監視委は、２５年間にわたる豊
富な検査・調査ノウハウの蓄積のほか、法曹関係者
や公認会計士などといったバックグラウンドが異な
る専門家集団（他に例を見ない組織形態）で構成さ
れていることなどが強みとして挙げられる一方、グ
ローバル化、IT化が進展する中、証券監視委自身が
常に変化し環境に対応し続けていかなければならな
いという課題が認識された。
　このような認識のもと、以下のとおり、証券監視
委の使命及び目指す公正透明な市場の姿を明確にし
た上で、その実現に向けて３つの戦略目標（広く
（Holistic）・早く（Timely）・深く（In-Depth））を
掲げ、具体的な施策（目標達成のための５つの施策）
を講じていくこととした。
　なお、本方針は、平成２９年１月時点での経済金融
情勢等を踏まえて作成されたものであり、今後、必
要に応じて見直すことがある。また、文中意見にわ
たる部分は、筆者の個人的見解である点にはご留意
頂きたい。

Ⅰ 証券監視委の使命（Mission）
　証券監視委の使命は、「市場の公正性・透明性の確
保及び投資者の保護」であることは発足時より普遍
であり、これまでの活動方針においても、明確に使
命として掲げ活動してきたところである。
　一方、発足時は刑事告発を主な監視手段としてい

た証券監視委は、２５年を経て、課徴金制度の導入（平
成１７年４月）、証券検査権限の拡大（平成１９年の金融
商品取引法施行）など、市場監視権限の充実・強化
が図られるとともに、体制も整備されてきており、
自立した市場監視機関として新しい使命を持って、
新しいステージへ移行していく必要があると認識し
ている。
　そこで、これまでの方針から更に踏み出し、市場
監視機関として「市場の公正性・透明性の確保及び
投資者の保護」を標榜するだけでなく、市場監視を
通して「資本市場の健全な発展への貢献」及び「国
民経済の持続的な成長への貢献」を行うことを使命
として改めて明記することとした。

Ⅱ 証券監視委が目指す公正・透明
な市場の姿（Vision）
～全ての市場利用者がルールを守り、誰からも
信頼される市場～

　今回、本方針を策定するにあたり、「証券監視委が
目指す公正・透明な市場の姿」とは何か、改めて内
部で議論を行い、「公正・透明な市場」とは全ての
市場関係者（ステークホルダー、プレーヤー）がそ
れぞれの立場でルールを守り、それを通じて誰から
も信頼される市場、と言い換えることができること
を確認した。
　公正・透明な市場の実現のための主な構成要素と
して、上場企業であれば適正なディスクロージャー、
証券会社等の市場仲介者であれば投資家の目線に
立った公正・中立な行動（フィデューシャリ－・デュ
ーティーの実践）、投資家であれば市場のルールの
理解及び遵守（自己規律）、また、これらを監視す
る当局等（自主規制機関を含む）はプロとしての監
視メカニズムを発揮する、というように、全ての関
係者それぞれがその役割を果たしていく市場が「証
券監視委が目指す公正・透明な市場の姿」と考えら
れる。 

証券取引等監視委員会 中期活動方針（第９期証券取引等監視委員会　中期活動方針（第９期））
～四半世紀の活動を踏まえた新たなステージへ～四半世紀の活動を踏まえた新たなステージへ～～

証券取引等監視委員会事務局長　佐々木　清隆

● スペシャルリポート　寄稿

１Strength（強み）, Weakness（弱み）, Opportunity（機会）, Threats（脅威）の頭文字を取ったもので、民間企業が中期経営計画を
策定する上でよく用いられる手法。
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Ⅲ 証券監視委における価値観　　
（Values）

　四半世紀の活動を踏まえ新たなステージに移行し
ようとする証券監視委がその使命を適切に果たして
いくためには、実際の業務を担う各職員が共通認識
を持って日々の業務に取り組んでいくことが重要で
ある。
　そのため、今回、証券監視委職員が日々の業務で
意識するべき共通認識について、各人の業務に具体
的に落とし込み、それぞれが職責を適切に果たして
いくことを通じて、全体として証券監視委の使命を
果たしていくことに資するよう、価値観として次の
６点を明確にした。
①　公正性（Fairness）：公正・中立な視点
②　説明責任（Accountability）：全体像・根本原因

の把握及びその対外的発信
③　将来を見据えたフォワード・ルッキングな視点

（Forward-looking Perspective）：不正行為の
予兆を早期に発見

④　実 効 性 及 び 効 率 性（Effectiveness and 
Efficiency）：資源の効果的な活用

⑤　協働（Collaboration）：自主規制機関、海外・国
内当局等との緊密な連携

⑥　最高水準の追求（Commitment to Excellence）：
監視のプロとして最高水準を目指す

　今後は、実際に、各職員が６つの価値観を意識し
ながら業務を行っていくことが重要であり、そのた
めに、各課の業務へ６つの価値観を具体的に落とし
込んでいくほか、人事方針等にも反映していく。

Ⅳ ３つの戦略目標　　　　　　　
（Strategic Objectives）

　証券監視委は、目指す市場の実現に向けて、以下
のとおり、広く・早く・深く市場監視を行っていく
ことを戦略目標に掲げ、与えられた使命を果たして
いくこととした。

（１）網羅的な市場監視（広く）
　証券監視委は、市場で起こっていることを常に注
意深く把握し、漏れのない、網羅的な市場監視を
行っていく必要がある。
　具体的には、近年の市場のグローバル化、IT技術
の進展等を背景として、新たな金融商品や取引形態
が次々に開発・販売等されているが、これら商品や
取引の中には、投資者保護上の問題があるものも存
在しうることから、こういった商品・取引等につい
ても網羅的に把握・分析し、必要に応じて次のアク

ション（検査・調査等）につなげていく。
　また、取引所内の現物株取引に対する監視等だけ
でなく、例えば、日銀のマイナス金利導入後におけ
る社債市場の動きを注意深く監視するといったマク
ロ環境を踏まえた対応を行うほか、PTS取引、ダー
クプール、デリバティブなどあらゆる商品・取引に
ついても網羅的な監視を行っていく。
　
（２）機動的な市場監視（早く）
　証券監視委の持つ大きな強みでもある情報力を最
大限活用しながら、機動的な市場監視を行っていく。
　具体的には、これまでの情報収集・分析活動に基
づく市場監視（事後チェック）は継続しつつ、マク
ロ的な視点に基づくフォワード・ルッキングなアプ
ローチを通じて、問題をより早期に発見し、必要な
対応を行うことにより、問題の未然予防・拡大防止
につなげていくほか、迅速な実態解明・処理を行う
ことにより、問題の早期是正にもつなげていく。
　
（３）深度ある市場監視（深く）
　証券監視委は、検査・調査において法令違反等の
問題が認められた場合、事案の実質面に着眼して、
その根本原因を究明・指摘し、金融商品取引業者（以
下「金商業者」という。）・上場企業等自身による改
善及び再発防止を促していくなど、深度ある市場監
視を行っていく。
　また、個別事案の分析にとどまらず、他の同様の
事例まで含めた横断的な広がりのある視点による分
析を行い、その結果、市場の構造的な問題が認めら
れた場合は、金融庁、自主規制機関等に制度改善の
提案を行うなどして、よりよい市場環境整備に貢献
していく。実際の法執行の現場を担う証券監視委で
あるからこそ気付くことができる問題意識は、市場
環境整備のために重要かつ有益であると認識してお
り、積極的なフィードバックを行っていく。
　

Ⅴ 目標達成のための５つの施策
　前記Ⅳに掲げた「３つの戦略目標」を達成してい
くための具体策について、監視のプロセス別に、検
査・調査の（１）入口、（２）実施、（３）出口に分
けて整理し、それらを支えるものとして、（４）IT
及び人材、（５）自主規制機関等との連携を加えた５
つの施策を掲げた。

（１）内外環境を踏まえた情報力の強化
　市場構造が急速に変化する中で、市場における問
題を早期に発見し、未然予防につなげていくために
は、従来の事後チェック型の市場監視にとどまらず、
市場環境のマクロ的な視点に基づく分析など、将来
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を見据えたフォワード・ルッキングな市場監視が重
要である。
　具体的には、例えば、マクロ経済環境の変化に伴
う上場企業等の業績や株価への影響が不公正取引等
のリスクとなり得ることから、国内外の経済情勢等
の影響を受けやすい業種・企業に係る情報収集・分
析を行い、その結果について証券監視委内で情報を
共有し、検査・調査に活用する等の対応を行ってい
く。
　このようなマクロ的な視点に基づく情報収集に加
え、グローバル化が更に進展する市場環境下におい
ては、海外からの情報収集も重要である。これまで
海外当局との間では証券監督者国際機構（IOSCO）
のMMoU（証券規制当局間の多国間情報交換枠組
み）等に基づき、情報交換を行ってきたところ、更
なる信頼関係の醸成に努め、例えば、電話一本で情
報をやり取りするなど、よりスムーズな情報交換を
行う関係を築いていくとともに、そこから得られた
海外の法執行状況や法制度等の有益な情報について、
市場監視に活用していく。

（２）迅速かつ効率的な検査・調査の実施
　発足当時、刑事告発を主な監視手段としていた証
券監視委は、その後、平成１７年の課徴金制度の導入
など、監視ツールの充実・強化が図られ、組織とし
ても独立した監視機関として体制が強化されてきた
ところである。このような中で、証券監視委の持つ
強みである充実した監視ツール、行政調査権限と犯
則調査権限を効果的に活用した市場監視が重要であ
る。
　その観点から、まず、機動性が求められる事案に
は、課徴金制度を積極的に活用し、問題が大きくな
る前に対応し改善を促していく一方で、重大・悪質
事案には犯則調査権限を行使し厳正に対応していく、
メリハリのある監視活動を行っていく。
　加えて、クロスボーダー取引による違反行為に対
しては、証券監視委内の専門部署（国際取引等調査
室）を中心として、当局間の情報交換枠組み
（MMoU）等を活用しながら、適切な法執行を行っ
ていく。なお、法執行には国内での法執行（課徴金
勧告等）はもちろん、海外当局に対する情報提供（を
通じた現地当局による厳正な対応）も含んでおり、
内外一体的に厳正な監視を行っていく。
　また、金商業者等に対しては、オンサイト・オフ
サイト一体のモニタリングを行い、各業者の業態、
規模その他の特性等を踏まえつつ、ビジネスモデル
の分析、それを支えるガバナンスの有効性やリスク
管理の適切性等に着目したリスクアセスメントを実
施し、その結果を踏まえて、リスクベースでオンサ

イト・モニタリング先を選定する。オンサイト・モ
ニタリングにおいては、金商業者等が取り扱う商品
の内容や取引スキームについて深度ある分析を行っ
た上で業務運営の適切性等について検証を進め、問
題が認められた場合には、その問題の根本的な原因
を究明していく。この流れを確立させ、更にモニタ
リングの高度化を進めていくことが重要である。

（３）深度ある分析の実施と市場規律強化に向けた
取組み

　証券監視委の行う検査・調査において、法令違反
等が認められた場合に、必要に応じて行政処分・課
徴金納付命令勧告や刑事告発を行うことは、重要な
職責の一つである。
　一方、証券監視委では、このような行政処分勧告
等を行うだけでなく、検査・調査においては、問題
の全体像を把握した上で、根本的な原因（ガバナン
ス、企業文化、人事評価、報酬等）を究明・指摘し、
検査・調査対象者（金商業者、上場企業等）の自主
的な体制の見直し等を通じて、再発防止につなげて
いく取組みにも力を入れているところである。
　また、検査・調査で得られた情報（例えば、不公
正取引の調査の過程で認められた、証券会社の売買
管理上の問題など）について、単線的な活用（この
場合は不公正取引に係る調査）にとどまらず、そこ
で得られた情報を多面的・複線的に活用（ここでは
金商業者に対するモニタリング）していくことで、
全体として市場監視機能を高めていく取組みも行っ
ていく。
　これらの取組みの結果、得られたインプリケーシ
ョンについては、個別勧告事案の公表時等において、
事案の意義、内容及び問題点を明確にした具体的で
わかりやすい発信を行っていくことにより、市場規
律の強化（未然予防、再発防止）につなげていくほ
か、市場の構造的な問題を把握した場合は、建議、
法制度の改善提言、自主規制機関等への問題提起等
を行うなど、より良い市場環境の整備に向け積極的
な貢献をしていく。
　更に、その問題が国際的な連携に関連する課題で
ある場合は、二国間及びIOSCO等の多国間の枠組み
での問題提起を行い、グローバルな市場監視にも貢
献していく。

（４）ITの活用及び人材の育成
　前記（１）～（３）の取組み・活動を基礎から支
えるものとして、IT（市場監視システム）及び人材
は極めて重要であり、「３つの戦略目標」を達成して
いくため、その充実・強化に努めていく必要があ
る。 

● スペシャルリポート　寄稿
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①　ITの活用
　ITやAI（人工知能）技術の進展を背景に、証券市
場の構造が大きく変化している中、実効的な監視活
動を行っていくためには、証券監視委自身において
も、IT技術の更なる活用（RegTech２）による市場
監視システムの強化が不可欠である。
　そのため、国内外の金融技術の動向や国内外の規
制当局・法執行機関におけるIT技術の導入状況等に
ついてヒアリングを行うなどして、取引監視システ
ム等、現行の市場監視システムにおけるIT技術の更
なる活用の可能性について検討を行っているところ
である（例：マクロ経済分析の市場監視への活用の
ためのシステム整備、市場監視へのビッグデータ活
用の可能性の検討）。
　また、FinTech等のIT技術の進展等に伴い、新た
な取引形態・商品等が次々と見られるようになった
現状の中、例えば、取引（資金決済、株式取引等）
がブロックチェーン技術を用いて行われた場合など、
従来の監視手法で対応できない可能性も考えられる
ところであり、このような技術の進展に適切に対応
していくため、IT業界・関連団体等との連携など、
網羅的な監視が行えるよう対応していく。
　一方、新たな技術への対応だけでなく、証券監視
委２５年の蓄積の強みでもあり、既に技術として確立
されているデジタルフォレンジック技術については、
技術の進展（データの大容量化等）に的確に対応で
きるよう、一層の環境の高度化を推進していく。
②　人材の育成
　金融取引がますますグローバル化、複雑化、高度
化する中で、市場を適切に監視し、証券監視委の使
命を果たしていくためには、市場監視に係る高度な
専門性だけでなく、幅広い視点（全体感）を持った
人材の育成に計画的に取り組んでいくことが重要で
ある。
　本方針を機に必要な業務の洗い出しを行い、業務
の内容を実現するのに必要な能力・スキルセットの
ある人材を育成・強化する。

（５）国内外の自主規制機関等との連携
　証券監視委が目指す公正・透明な市場の実現のた
めには、当局による市場監視だけでなく、自主規制
機関を始めとした市場関係者（ステークホルダー）
の果たしていく役割が更に重要となる。
　証券監視委は、自主規制機関がその機動性及び柔
軟性を活かしながら主体的な役割を更に果たしてい
くことに資するよう、これまで以上に証券監視委の

持つ情報や問題意識をタイムリーに共有するなど、
自主規制機関と連携して効率的・効果的な市場監視
を行っていく。具体的には、①売買審査態勢の高度
化（HFT取引の増加への対応）、②オン・オフ一体
モニタリングへの移行に伴う監査・検査の連携のあ
り方、について検討を行っていく。
　また、証券監視委は、上記のような自主規制機関
だけでなく、関係機関・団体等とも連携して市場規
律強化に努めてきたところであり、その連携を強化
していくとともに、認識の共有を図っていくなど、
これら取組みを通じて、全体としての市場監視機能
を強化していく。

Ⅵ 最後に
　前述のように、本方針は、平成２９年１月時点での
経済金融情勢等を踏まえて作成したものであるが、
市場を取り巻く環境が急激に変化する状況の中、証
券監視委自身も常にそれに合わせて変化し続けてい
く必要がある。
　このため、証券監視委自身もPDCAサイクルを適
切に機能させることにより、的確に自らの課題を洗
い出し、適切な対応を行うことが重要である。これ
までも、証券会社幹部や民間アナリストといった外
部有識者の意見を積極的に聞き、取り入れながら市
場監視業務に活用していたところである。
　今後とも引き続きこのような取組みを継続として
いくとともに、例えば、外部の有識者による会議体
（アドバイザリーボード）を設置するなどして、監
視のあり方も含めて不断の見直しを行いながら、
「広く」「早く」「深く」市場監視を行っていくこと
を通じて、全ての市場利用者がルールを守り、誰か
らも信頼される市場の構築を目指して、その使命を
果たしていく所存である。

２ここでは「規制当局・法執行機関に関する情報技術革新」の意味で使用。
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「特定行政書士法定研修」の御案内
＜中央研修所＞

 Info 

１

　平成２９年度の「特定行政書士法定研修」（行政書士法第１条の３第２項に規定する研修）
を以下のとおり実施することとしていますので、御案内いたします。
　なお、詳細につきましては本誌５月号に募集要項の掲載を予定していますので、併せて
御確認をお願いいたします。

　特定行政書士は、行政書士が作成した書類に係る許認可等に関する行政庁への不服申立手続について、代
理業務を行うことができます。このことは、特定行政書士制度の根幹ではありますが、今後、この制度が持
つ新たな可能性と高い期待値を現実のものとするためには、行政書士会全体で取り組まなければなりません。

　現時点ではその活用方法や範囲は可能性であり未知数でありますが、例えば、特定行政書士という国民の
目線に立った専門家として、行政機関等の行政不服審査会の委員に登用されるなど、特定行政書士になるこ
とにメリットはあってもデメリットはないと考えます。また、特定行政書士となることによって、国民の皆
様に「行政手続」のプロフェッショナルとして、さらにグレードアップしたサービスを提供できるようにな
ることは間違いありません。

　幸い、特定行政書士制度をバックアップしてくださる心強いパートナーの有識者・弁護士の方々がそれぞ
れのお立場で本研修に関わり、尽力をいただいているところでもあります。
　是非皆さんが本研修を受講され、一人でも多くの「特定行政書士」が誕生することを期待しています。

趣　　　旨　　本研修は、行政書士法第１条の３第１項第二号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申
立手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第１条の３第２項に規定する研修
として、日本行政書士会連合会会則第６２条の３の規定に基づき実施するものである。所定の
講義を受講し、理解度を確認する考査において基準に到達することにより特定行政書士となる。

対　　　象　　行政書士（申込時点において、行政書士登録が完了している者）

内　　　容　　以下の「講義」を所定の期間内に所定時間受講し、「考査」において基準に到達することをもっ
て修了とする。
＜講　義＞平成２９年７月から１０月初旬の間に、所属単位会が指定する日時、会場において

実施。１８時間［１コマ（１時間）×１８］の講義を受講。
＜考　査＞平成２９年１０月２２日（日）１４：００～１６：００に所属単位会が指定する会場において

実施（全国一斉開催）。マークシート方式択一３０問で行う。

受　講　料　　８万円 （非課税）

申 込 方 法　　ＦＡＸによる申込み
　　　　　　　※申込受付後、受講料入金方法（ゆうちょ銀行への払込み方法）を返信。

申 込 期 間　　平成２９年５月１日（月）～５月３１日（水）（予定）
※再受講・再受験を希望する方についても上記期間内の申込みが必要。

「特定行政書士」は行政書士制度の未来を問う試金石で「特定行政書士」は行政書士制度の未来を問う試金石ですす
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「平成２９年リニューアル版・
特定行政書士プレ研修」の御案内

＜中央研修所＞

 Info 

２
　「特定行政書士プレ研修」は、平成２７年４月１日から中央研修所研修サイトにおいてVOD（ビデオ・オ

ン・デマンド）研修として配信を行っていましたが、この度、講師である白藤博行教授（専修大学）、山田

洋教授（一橋大学大学院）、橋本博之教授（慶應義塾大学大学院）の御協力により、リニューアルを行いま

した。当研修は、特定行政書士法定研修のステップとなるだけでなく、隣接法律専門職に位置付けられる行

政書士にとって必須となる行政法関連の知識を今一度見つめ直すためにも有意義な研修です。

　著名な講師陣の講義を受講できる貴重な機会であるとともに、全会員に御受講いただける研修としていま

すので、是非このチャンスに御受講ください！

　なお、新しい「平成２９年リニューアル版・特定行政書士プレ研修」は、平成２９年４月１日から配信開始の

予定としていますので御期待ください。

※「要件事実」については、平成２８年７月１１日配信開始の講座を引き続き登載しています。

講師（敬称略）受講料（税込）講義時間科目

一橋大学大学院
教授　山田　洋３,２４０円９０分×３コマ特定行政書士プレ研修

「行政手続法」１

慶應義塾大学大学院
教授　橋本博之３,２４０円９０分×３コマ特定行政書士プレ研修

「行政不服審査法」２

専修大学
教授　白藤博行３,２４０円９０分×３コマ特定行政書士プレ研修

「行政事件訴訟法」３

１,０８０円３０問択一式の
確認テスト

特定行政書士プレ研修
「確認テスト」４

　　 　　　　　　　 平成２９年度　特定行政書士法定研修のながれ 　　　 　　　　　　



● インフォメーション

2017.4　No.53312

平成２８年度「行政書士制度広報月間」
監察活動報告書　集計結果

＜法規監察部＞

 Info 

３

１　実施単位会 
　４７単位会で実施。

２　実施日時 
　広報月間の実施に当たり、本会の実施要綱では９

月１日から同月３０日までを準備期間、１０月１日から

同月３１日までを実施期間とした。

　実施要綱に合わせ準備を行った単位会は３７単位会、

期間を延長ないし、ずらして実施した単位会は７単

位会（報告書中期間の特定がない単位会が３単位会

あった）。

　実施要綱に合わせ実施した単位会は３５単位会、期

間を延長ないし、ずらして実施した単位会は１１単位

会であった（期間を限定せず通年で活動していると

した単位会が１単位会あった）。

３　単位会として特に注力したテーマ・活動 
　特に注力したテーマを農地法関係とした単位会は

３２単位会で最も多く、次いで建設業関係が２９単位会、

運輸交通関係が１８単位会、権利義務関係が１５単位会、

入管法・産業廃棄物関係が各１４単位会、事実証明関

係が１３単位会、開発行為関係１２単位会、風営法関係

８単位会、公有地関係７単位会、知的財産関係が６

単位会であった（複数回答含む）。

　また、特に注力した活動として、官公署への活動

とした単位会が３７単位会、無料相談とした単位会が

３３単位会、以下、関係団体への活動が２０単位会、媒

体活用が１８単位会、その他８単位会であった（複数

回答含む）。 

４　期間中の具体的監察活動 
　広報月間中における具体的な監察活動は、以下の

とおり。
　

■摘発・排除活動

　注意３９件（５単位会）、勧告０件、警告６件（３

単位会）、告訴０件、告発０件、その他５件（４単

位会）。
　

■官公署に対する申入れ

　官公署に対する申入れの総件数は７５４件あり、そ

の内訳は広報月間実施の援助協力（文書発出等）２９０

件、非行政書士の実態調査（申請書類の閲覧等）６２

件、窓口規制表示板（設置・継続等）２３０件、窓口

における会員名簿の交付・差替等１１１件、その他６１件

であった。
　

　各申入れの主な内訳は、以下のとおり（上位５項

目まで）。

◇文書の発出等による広報月間実施の援助協力は、

都道府県庁が３９単位会、以下、市町村が３７単位会、

農業委員会が３５単位会、警察署が３１単位会、土木

事務所が３０単位会。
　

◇申請書類の閲覧等による非行政書士の実態調査で

は、農業委員会が１６単位会、以下、都道府県庁１３

単位会、市町村１０単位会、土木事務所８単位会、

警察署が５単位会。
　

◇窓口規制表示板の設置・継続等では、農業委員会

が３７単位会、以下、市町村が３３単位会、土木事務

所が３１単位会、警察署が３０単位会、都道府県庁が

２９単位会。

　平成２８年度行政書士制度広報月間中に各単位会が実施した監察活動の結果についてまとめた概要を、以下

に報告します。

　なお、この結果は報告をいただいた４７単位会のデータを基に集計したものです。
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◇窓口における会員名簿の交付・差替等では、市町

村が２０単位会、以下、農業委員会が１７単位会、都

道府県庁が１６単位会、土木事務所が１３単位会、警

察署が１２単位会。

◇その他の申入れは、農業委員会が１３単位会、以下、

市町村が１１単位会、都道府県庁が８単位会、警察

署が７単位会、保健所・土木事務所が各５単位会。

　なお、官公署に対する申入れにおける活動成果で

は、「成果は大きかった」が８単位会、「成果は少し

あった」が３４単位会、「成果はなかった」は１単位会、

「その他」が１単位会であった（複数回答含む）。

■各種団体に対する申入れ

　各種団体に対する申入れの総件数は２４４件であり、

その内訳は、広報月間実施の援助協力（文書発出等）

１７６件、非行政書士の実態調査（申請書類の閲覧等）

７件、窓口規制表示板（設置・継続等）１７件、窓口

における会員名簿（交付・差替等）２０件、その他２４

件となっている。

　各申入れの主な内訳は、以下のとおり（上位３項

目まで）。

◇文書の発出等による広報月間実施の援助協力では、

商工会等が２５単位会、以下、司法書士会が２０単位

会、宅建協会等・調査士会が各１９単位会。

◇申請書類の閲覧等による非行政書士の実態調査で

は、商工会等・その他が各２単位会、以下、建設

業協会等・税理士会・調査士会が各１単位会。

◇窓口規制表示板の設置・継続等では、商工会等が

５単位会、以下、建設業協会等・その他が４単位

会、自動車販売店協会等が３単位会。

◇窓口における会員名簿の交付・差替等では、商工

会等が７単位会、以下、建設業協会等が３単位会、

自動車販売店協会等・司法書士会・社労士会が各

２単位会。 

◇その他の申入れでは、商工会等が５単位会、以下、

自動車販売店協会等が４単位会、建設業協会等・

調査士会・その他が各３単位会となっている。

　なお、各種団体に対する申入れでの活動成果では、

「成果は大きかった」が５単位会、「成果は少しあっ

た」が２１単位会、「成果はなかった」が７単位会、

「その他」が１単位会であった。

（１）活動の有無について

　今年度の広報月間においては、建設業法に係る許

認可申請業務（知事許可に限る）について、調査の

実施を行うよう推奨した。これに基づき都道府県等

に対する調査を実施した会は１６単位会、未記入もし

くは実施していないとした会は３１単位会であった。

　なお、今年度の広報月間において、農地法関係業

務に係る調査を継続して実施した単位会は３単位会、

産業廃棄物収集運搬業の許可申請業務に係る調査を

継続して実施した単位会は２単位会であった。

（２）結果　　

　調査を実施した１６単位会のうち、１５単位会が都道

府県等からの回答を得ており、現時点での集計結果

は以下のとおり。

　申請件数（総数） ………………………… ２６,６３１件

　本人申請･ …………………………………… ８,７４０件

　代理人（行政書士）申請 ………………… ９,５６７件

　代理人（行政書士以外）申請 …………… １,３７０件

※具体的に申請件数の回答があったもののみを記載

していることから、申請件数の総数と本人・代理

人申請の合計数は必ずしも一致しない。

（３）分析

　当該調査は、平成２４・２５年度にも重点項目として

いた建設業法に係る許認可申請業務（知事許可に限

る）について、各地の実情に応じての調査の実施方

を推奨したものであるが、実施単位会は１６単位会で

あり、平成２４・２５年度と大きな差はない（平成２４・

５　建設業法に係る許認可申請業務（知事
許可に限る）における監察的広報に関
する調査
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２５年度はそれぞれ１３・１５単位会）。各単位会の調査件

数の集計を本人申請、代理人（行政書士）申請、代

理人（行政書士以外）申請に分けて比較すると、５

割弱が行政書士の代理申請であり、本人申請は４割

強であった。各単位会の実情に応じた対応を依頼し

ているため、数字上の評価は難しいところであるが、

以前の調査では僅かではあるものの本人申請が行政

書士の代理申請を上回っていたことを考えると、そ

の比率が逆転しており、行政書士の関与率が増加し

ている。ただし、地域差はあるとしても依然として

行政書士以外の代理人申請が多数見受けられ、行政

窓口での非行政書士排除の働きかけといった一般予

防的な監察活動の難しさがうかがえる。行政窓口の

行政書士制度への理解度の差も大きく影響している

ものと思われる。また、本人以外の者が本人申請と

して申請書類を持参しているとの報告が行政窓口の

担当者からあり、行政書士法違反行為が強く疑われ

るとの回答もあった。

　当該調査の主眼は、行政書士法違反に対する一般

予防的効果にあるが、年々行政窓口での理解が浸透

してきているとの所感がある一方で、継続的に行政

書士法違反行為をしているとみられる団体への対応

を課題として挙げる回答も複数あり、行政窓口に申

請する側の行政書士制度への理解度の向上や常習的

に違反行為をしている団体への対応が課題であろう。

６　今後の課題 
　各単位会から寄せられた報告書における課題を俯

瞰すると、「調査・排除の方法論」（窓口での調査方

法や違反者への具体的対応方法など）及び「行政窓

口との関係」（行政窓口との協力体制の構築や行政書

士制度への理解）が最も多く、続いて「行政窓口以

外の者への制度周知」（広く一般の人々の行政書士制

度への理解度向上）、「他団体との関係」（業界団体へ

の働きかけなど）と続いている。

　以上のような点が、クリアすべき諸課題というこ

とになる。例年と同じく調査・排除の方法論につい

て課題とする回答が多く見受けられた（昨年度は１４

件）。以前から同様の回答はあったが、今年度は特

に個人情報保護の関係から実態の調査が難しいとの

回答が多かった。また、本人以外の者による本人名

義での申請や名

義貸しが疑われ

る申請など行政

書士法違反が強

く疑われる申請

への対応を課題

として挙げてい

る単位会もあっ

た。

　行政窓口との関係を課題とした単位会は急激に増

えており（昨年度は６件）、窓口表示板の設置から時

間が経過していることや一年ごとに行政窓口の担当

者が異動することなどにより以前のような効果が見

られなくなったとの回答があった。さらに表示板の

設置の推進や窓口での本人確認を課題として挙げる

単位会もある。個々の行政窓口との関係をどのよう

にして構築し、行政書士制度への理解を得ていくの

かが一つの課題といえよう。

　また、行政窓口以外の者への行政書士制度の周知

を課題として挙げている単位会も複数あった。比較

的大きな企業であっても行政書士制度の認知度、理

解度が不足しており、このことが原因で非行政書士

行為を行っている場合もあることから、行政書士制

度の認知度向上は大きな課題であると思われる。

７　総　評 
　各単位会の総評をみると、継続的な取組による成

果を実感している単位会も多く、次年度以降の活動

範囲の拡充やより効率的な実施方法の検討など、さ

らなる活動の推進にも前向きであり、各単位会の意

識の高さがうかがえる。一方で、継続的に違反行為

を行っている者への対応について、一般予防的監察

活動の限界を指摘する声もあり、今後、その対応を

検討していく必要がある。

　今年度は、個人情報保護の関係で書類の閲覧が難

しく監察活動の実施が困難であったとの回答も多く

寄せられ、時代の変化に応じて、より効率的な取組

を検討していく必要性が感じられた。今後、各単位

会での課題や成功事例等の情報を共有する場を設け

るなど、全体の質の向上のための方策を検討してい

く必要があるだろう。

件　数課　　題
１５調査・排除の方法論
１５行政窓口との関係

４行政窓口以外の者
への制度周知

４他団体との関係
２会員の能力担保
７その他

（※複数回答含む）
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平成２８年度「行政書士制度広報月間」
PR活動報告書 集計結果

＜広報部＞

 Info 

４
　本会では、１０月１日から同月３１日までを「行政書士制度広報月間」と定め、全国の自治体及び各単位会の
協力により広く国民一般に行政書士の存在をアピールし、制度の普及・浸透を図る運動を展開しました。ま
た、その中で行った電話による無料相談「行政書士電話相談」は、昭和５５年の開設以来、今回で３７回目とな
りました。
　以下、今年度の「行政書士制度広報月間」中に行われた「行政書士電話相談」及びPR活動について、各単
位会の実施結果を取りまとめて報告します。
　なお、この結果は、所定の様式による報告書の提出があった４７単位会のデータを基に集計したものです。

日行連での活動 
Ⅰ．ＰＲ活動
　報道機関約１３０社に報道リリースを送付するとと
もに、総務省及び各都道府県庁に行政書士制度広報
月間の骨子を説明する文書を送付した。

各単位会での活動 
Ⅰ．行政書士電話相談
１．実施単位会
　「行政書士電話相談」について回答のあった４７単
位会中、３８単位会で実施された。
２．実施日時
　３８単位会から実施日の報告があり、本会の実施要
綱に基づき１０月１日のみを実施日としたのは１０単位
会、それ以外の１日のみに実施したのは１２単位会。
また、１０月１日を含めて複数日にわたり実施した単
位会は１６単位会であった。
３．実施場所
　３５単位会が各単位会事務局を実施場所とし、その
うち事務局以外にも会場を確保して複数箇所で行っ
た単位会は４単位会であった。また、支部及び各単
位会事務局以外の場所でのみ実施した単位会は、１
単位会であった。
４．回答スタッフ(相談対応人員)延べ人数
　回答スタッフ延べ人数は、日数や実施形態の違い
から単位会により大きなばらつきがあり、最も少な
かった単位会は１名、最も多かった単位会は１１５名、
期間中の全国合計は３５０名となった。１単位会あた
りの単純平均では、期間中延べ１０名のスタッフが回
答にあたったとの結果となった。
５．相談受付件数
　総数４７４件の相談が寄せられ、内訳は「権利義務・
事実証明関係」が４１１件（８７％）、「許認可関係」が
６３件（１３％）であった。
　「権利義務・事実証明関係」では、「遺言・相続」
に関する相談が２６１件（６４%）と最も多く、次いで

「不動産関係」３６件（９%）、「各種契約」３２件（８
%）、「戸籍関係」１２件（３%）であった。（「その他」
を除く。）
　「許認可関係」では、多い順（「その他」を除く。）
に「農地転用」２１件（３３％）、「自動車関係」１２件（２０%）、
「入管関係」が６件（１０％）、続いて「建設・風営」
４件（６%）、「法人設立」３件（５％）、「土地開発」
１件（２%）、の順であった。
６．問題点等
　「特にない」旨の回答及び未記入であった単位会
は、計２２単位会であった。その他、１６単位会から何
らかの意見が寄せられ、内容は、開催日程や件数の
減少について、周知PR方法の工夫・検討について、
また、相談内容の適切な把握及び回答に関する課題
等であった。

Ⅱ．PR活動
１．イベント会場
　全単位会で実施された無料相談の受付会場は、電
話と対面を合わせると全国で１,３７０箇所を数えた。
そのうち、電話による無料相談の会場は２７５箇所、対
面による無料相談の会場は１,０９５箇所であった。
　ポスターは、全国に配布され、内訳は単位会事務
局以外に公的施設９,９６７枚、駅・店頭１,００７枚、会員事
務所２６,９２４枚となった。全国総配布枚数は４３,９６３枚
となった。また、チラシやその他配布物を作成した
単位会は４３単位会あった。
２．相談受付件数
　電話無料相談と対面無料相談を合わせ、総数で
７,２９５件の相談が寄せられた。そのうち電話は前記
のとおり、４７４件（６％）、対面は６,８２１件（９４％）で
あった。
３．広告媒体
　４７単位会が、自治体広報紙（誌）を含むマスコミ
媒体に広告を出した。内訳は、自治体広報紙（誌）
３６単位会、新聞広告４３単位会、テレビ広告１１単位会、
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熊本地震の義援金及び
支援金に関する報告について

＜大規模災害対策本部＞

 Info 

５
　平成２８年４月１４・１６日の熊本地震の発生から、まもなく１年が経過しようとしています。
　本会では、４月１９日に大規模災害対策本部を設置し、種々の対応に当たってまいりました。義援金及び支
援金（以下「義援金等」という。）募集のお願いに対しては、昨年１２月末の募集終了までに、多くの単位会・
会員の皆様の御理解と御協力をいただきました。
　皆様からお寄せいただきました義援金等の総額は２５,２０３,５８３円となりました。これまでも本誌で、義援金
等の配分経過をお知らせしてまいりましたが、今回、義援金等の残額を全額、被災単位会に配分いたしまし
たので、以下のとおり御報告いたしますとともに、あらためて、皆様の御厚情に感謝申し上げます。
　なお、募集終了後にお振込をいただきました義援金等につきましては、今後、同様の災害が発生した際の
支援に充てさせていただきます。

１．義援金等の収納状況
　義援金の募集は４月２７日、支援金の募集は５月１７日から開始しました。皆様からの収納状況につきまして
は、以下の表のとおりです。（平成２８年１２月３０日現在）

ラジオ広告１４単位会であった。
　一方、マスコミにより報道された単位会は２８単位
会あり、内訳は、新聞報道２０単位会、テレビ報道７
単位会、ラジオ報道１６単位会であった。
　広告媒体の利用や配布物の作成等に要した経費の
全国総額は４６,７３７,７３９円であり、１単位会当たりの
単純平均は９９４,４２０円であった。
４．総評・今後の課題
　４２単位会から何らかの意見が示された。
相談者数が増加した単位会からは「他士業とのイベ
ント共催により相談体制が充実した」、又は「単位会
単独ではなく大きなイベントに参加することで効率
的な集客ができた」という意見が出された。減少し
た単位会からは、「いろいろな公的団体等が同時期
に行っているため相談者が拡散している」、「開催場
所や相談員の確保が課題」、「活動がマンネリ化して
いるため開催方法の工夫が必要」、との意見が寄せ
られた。
　告知方法について、「市区町村の広報媒体等への

掲載が、費用対効果が高いため、今後も継続を検討
していきたい」、「町内回覧板でのチラシ回覧の反響
が大きかった」との意見がみられ、配布物について
は、「チラシやポケットティッシュ、トイレットペー
パー、付箋の配布が効果があった」、「相談会の入場
チケットを配布したら効果があった」との意見がみ
られた。マスコミの活用についても、「宣伝効果の
拡大を図るためTVCMを採用した」との意見が出さ
れた。また、「紙媒体だけでなくWEBやSNSなどを
活用して時代に合った広報媒体や手法を開拓した
い」との意見もみられた。
　「遺言・相続に関する相談が多い」との傾向から、
「相談内容に偏りがあるため、行政書士が扱ってい
る業務内容を知ってもらえるようなPRが必要」と総
評している単位会もあった。
　本会公式キャラクターユキマサくんを活用した広
報活動を課題としている単位会もあり、今後の広報
月間を通じた行政書士制度の普及、浸透に意欲的な
意見が多く出された。

会員等からの
振込（支援金）支 援 金義 援 金単位会No

金　　額数
１５,０００２７００,０００３１９,１６８北海道１

　　　１６８,６８５秋 田２
５,０００１　１,０００,０００岩 手３
３,０００１　青 森４
６６,０００７　１８６,７３７福 島５

（単位：円）

会員等からの
振込（支援金）支 援 金義 援 金単位会No

金　　額数
　　　７１０,９８１京 都２７
　　　２３２,２２６奈 良２８
　　　１０１,００５和歌山２９

８３,０００２３,３５０,０００４７,５７１兵 庫３０
　　　１４７,１００鳥 取３１
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　　訃　報　　
　去る平成２９年２月１５日、日本行政書士会連合会　相談役で元副会長の梅林真五氏がお亡くなりになりました。
　故梅林真五氏は３５年余りの長きにわたり行政書士として業務に励み、その間、平成１５年５月から平成２１年５月ま
での６年間は福岡会会長として、平成１５年６月から平成２５年６月までの１０年間は本会理事として会の運営に尽力さ
れました。その間、常任理事を２年、専務理事を２年、副会長を２年務められ、行政書士制度の発展に大いに貢献
されました。それらの功績を称えられ、総務大臣表彰を受賞され、平成２６年５月には黄綬褒章を受章されました。
その後も、お亡くなりになるまで、本会の相談役を務められ、会の運営に対する助言や会員指導にあたるなど、行
政書士制度の発展向上に尽力されたことに深く感謝申し上げるとともに、故梅林真五氏の御遺徳を偲び、心から哀
悼の意を表します。

会員等からの
振込（支援金）支 援 金義 援 金単位会No

金　　額数
４９,０００８６１,１７１５３１,６００宮 城６
３,０００１　１４６,０００山 形７
８６,００１１２１,６００,３８５１,０００,０００東 京８
１２８,０００６１３５,１１４２００,０００神奈川９
２０,０００３５０,９０１千 葉１０
４０,０００３　１０５,３１０茨 城１１
１４,０００３　１００,０００栃 木１２
２５,０００４３００,０００２００,０００埼 玉１３
１,０００１　１００,０００群 馬１４
５６,０００５　５００,０００長 野１５

　　　５００,０００山 梨１６
３０,０００３　静 岡１７
５,０００１　５２４,１１０新 潟１８
１７,０００４１,５１８,８８２愛 知１９
１２,０００３３００,０００１３０,０００岐 阜２０
２４,０００４　７０,０００三 重２１
２５,０００２　５０,０００福 井２２
３,０００１　４００,０００石 川２３
１０,０００１　２００,０００富 山２４
１０,０００１　滋 賀２５
９８,０００９７１,２０１２,０００,０００大 阪２６

（単位：円）

会員等からの
振込（支援金）支 援 金義 援 金単位会No

金　　額数
３２,０００２　島 根３２
１０,０００１　１００,０００岡 山３３
２５,０００３４５０,０００ 広 島３４
３１,０００２１６６,３１１ １００,０００山 口３５

　　　５００,０００香 川３６
　　２０９,３２２ ３００,０００徳 島３７
　　　３００,０００高 知３８

３５,０００２　５００,０００愛 媛３９
１０,０００１１,０３９,９０９ 福 岡４０

　　　３２１,０２０佐 賀４１
２,０００１　１００,０００長 崎４２
　　　熊 本４３
　　　１００,０００大 分４４

６０,０００２８５９,９９２ 宮 崎４５
　　５００,０００ 鹿児島４６

１０,０００１　４６９,５００沖 縄４７
　１００,０００中国地協４８

２２８,０２２２　５８,３５９その他会員等４９
１,２７１,０２３１０５１１,３１３,１８８１２,６１９,３７２小 計

２５,２０３,５８２５,２０３,５８３３合合　計計

※義援金・・・被災会員支援のため、各単位会を対象として募集したもの。
　支援金・・・被災単位会が行う被災地支援活動に使用するため各単位会・会員を対象として募集したもの。

２．各被災単位会への義援金等の配分額
　いただきました義援金等の総額25,203,583円を以下の表のとおり各被災単位会及び自治体に配分いたしました。

以　上

【義援金】
分 配 額分 配 先分 配 日
５,０００,０００熊 本 会２０１６/７/１４
１,０００,０００大 分 会２０１６/７/１４
３,５００,０００熊 本 会２０１６/８/２２
２,０００,０００熊 本 会２０１６/１０/３１
１,１１９,３７２熊 本 会２０１７/１/３１

　　　
　　　

１２,６１９,３７１２,６１９,３７２２合合　　計計

【支援金】 （単位：円）
分 配 額分 配 先分 配 日
１,０００,０００熊 本 会２０１６/５/２
５００,０００大 分 会２０１６/５/２
５００,０００熊 本 市２０１６/５/６
２,０００,０００熊 本 会２０１６/６/１５
３,５００,０００熊 本 会２０１６/８/２２
２,５００,０００熊 本 会２０１６/１１/２１
２,５８４,２１１熊 本 会２０１７/１/３１
１２,５８４,２１１２,５８４,２１１１合合 計計



● インフォメーション

2017.4　No.53318

VODコンテンツが
新しく追加されました

 Info 

６
　平成２８年度、中央研修所・ADR推進本部では、新たにVODコンテンツに、以下のとおり講座を追加いた

しました。今回追加した取扱分野（外国人及び愛護動物）は、ADRに携わっておられる会員はもとより、一

般会員の方にも御覧いただき、活用いただける内容となっていますので、是非受講いただき知識を深めてい

ただきたいと思います。

　また、「調停における基本的スキルとロールプレイ」では、調停技法の基礎を分かりやすく解説していま

すので、実際のトレーニングでも御活用ください。

　今後、一般市民の皆様に、行政書士の行うADR事業を利活用いただくためにも、調停や調停人の資質向上

に努めることが重要であると考えますので、これらの講座を受講いただきますようお願いいたします。

　今回新たに収録した各講座と講師を御紹介いたしますので、平成２７年度の講座とあわせて御活用ください。

＜中央研修所・裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部＞

手続編（１）「調停規程」講師：行政書士ADRセンター香川　運営委員　大山  真哉

手続編（２）「概論」講師：行政書士ADRセンター東京　副センター長　山本  恵美子

手続編（３）「ADR法」講師：行政書士ADRセンターやまぐち　センター長　松本  貴志

専門分野（Ｃ）愛護動物分野（１）「愛護法」
　　　講師：行政書士ADRセンター香川　運営委員　中條　三千代

専門分野（Ｃ）愛護動物分野（２）「その他関連法」
　　　講師：行政書士ADRセンター東京　運営委員　竹内　正也

専門分野（Ｃ）愛護動物分野（３）「ケース・判例分析」
　　　講師：日行連　専務理事　伊藤　浩

専門分野（Ｄ）外国人分野（１）「異文化コミュニケーション」
　　　講師：東京会　企画開発部部員　東　麻未

専門分野（Ｄ）外国人分野（２）「入管法」
　　　講師：埼玉会　国際部副部長　吉松　昌晃

専門分野（Ｄ）外国人分野（３）「労務管理」
　　　講師：東京会会員　金光　仙子

「調停における基本的スキルとロールプレイ」
　　　講師：日行連ADR推進本部　本部長　　杉山　久美子
　　　　　　　　　　　　　　　　 副本部長　入江  宏幸
　　　　　　　　　　　　　　　　 専務理事　伊藤　浩
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広報部では、毎年８月を切替時期として、行政書士　広報部では、毎年８月を切替時期として、行政書士制制
度PRポスターを作成し、会員の皆様を始め、各単位度PRポスターを作成し、会員の皆様を始め、各単位会会
や各自治体に配付し、掲示していただいていますや各自治体に配付し、掲示していただいています。。
行政書士制度の認知度向上、PRを目的としたポス　行政書士制度の認知度向上、PRを目的としたポスタタ

ーに採用するモデルさんの選定は、広報部の重責であーに採用するモデルさんの選定は、広報部の重責であるる
とともに、楽しみでもあります。また、ポスター用のとともに、楽しみでもあります。また、ポスター用の写写
真撮影の現場や、会長とポスターモデルの方との談話真撮影の現場や、会長とポスターモデルの方との談話のの
席などにも参加させていただく機会は貴重な経験です席などにも参加させていただく機会は貴重な経験です。。
本年７月３１日まで掲示していただく小島瑠璃子さん　本年７月３１日まで掲示していただく小島瑠璃子さんにに
出演していただいたポスター用の写真撮影後には、短出演していただいたポスター用の写真撮影後には、短いい
時間ではありますが、遠田会長との談話の時間も設け時間ではありますが、遠田会長との談話の時間も設けらら
れました。その際の様子をお届けするとともに、次年れました。その際の様子をお届けするとともに、次年度度
ポスターの作成に向け、広報部一丸となって取り組んポスターの作成に向け、広報部一丸となって取り組んでで
いることを御報告いたしますいることを御報告いたします。。

撮影現場から
＜広報部＞

 Info 

７
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行政書士法施行規則の一部改正について
（お知らせ）

 Info 

８
　行政書士法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年総務省令第６号）が平成２９年２月１７日に公布され、

同日施行されたことに伴い、同施行規則第２条の２及び第１２条の２の改正が行われました。

　特に、第１２条の２（業務の範囲）の改正につきましては、行政書士法人が行う出入国関係申請取次業務

（特定業務）の範囲に係るものであり、新たに設立される行政書士法人はもとより、既存の行政書士法人で

あっても、定款の記載内容によっては変更登記（組合等登記令第３条）及び本会への届出（行政書士法第１３

条の１１）が必要となります。

　つきましては、本会が「行政書士法人の手引」の中に示す定款記載例の当該部分の変更例を以下のとおり

掲載いたしますので、御参考ください。（本件に係る総務省通知の内容は、日行連会員サイト（連con）に掲

載しています。）

　　

【変更前（定款記載例中第２条抜粋）】

八　出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第二十条第二

項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項（第二十二条の三において準用する

場合を含む。）及び第二十六条第一項に規定する申請に関し申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提

示を行う業務

【変更後（定款記載例中第２条抜粋）】

八　出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第十九条の

十一第一項及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項及び第三項、第二十条第二項、

第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項（第二十二条の三において準用する場

合を含む。）並びに第二十六条第一項の規定による申請、同法第十九条の十第一項の規定による届出並

びに同法第十九条の十第二項（第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第

四項において準用する場合を含む。）、第二十条第四項第一号（第二十一条第四項及び第二十二条の二

第三項において準用する場合を含む。）、第二十二条第三項（第二十二条の二第四項において準用する

場合を含む。）、第五十条第三項及び第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カ

ードの受領に係る業務並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法（平成三年法律第七十一号）第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四

条第一項及び第三項の規定による申請、同法第十一条第一項の規定による届出並びに同法第十一条第

二項（第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。）の規定

により交付される特別永住者証明書の受領に係る業務並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国と

の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法

律（平成二十一年法律第七十九号）附則第十六条第一項、第二十八条第三項及び第二十九条第一項の

規定による申請、同法附則第十六条第三項、第二十七条第五項、第二十八条第四項及び第二十九条第

三項の規定により交付される在留カード又は特別永住者証明書の受領に係る業務



In
fo
rm
a
tio
n

2017.4　No.533 21

平成２８年度行政書士試験結果一覧 Info 

９
　今年度の行政書士試験結果について、平成２９年１月３１日（火）に以下のとおり発表されました。

　なお、詳細は、（一財）行政書士試験研究センターホームページ（http://gyosei-shiken.or.jp）を御覧くだ

さい。
　　　　　　　　　　　　　（単位：人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

合格率
（％）合格者数受験者数受　　験

申込者数試験地

８.２０ １１１１,３５３１,７６８北 海 道

６.２７ １６２５５３２５青 森 県

３.９０ １３３３３４２２岩 手 県

１０.１０ ７９７８２１,０１８宮 城 県

８.５１ １６１８８２３８秋 田 県

６.０７ １３２１４２８９山 形 県

６.３２ ３０４７５５９１福 島 県

９.９５ ５６５６３７３７茨 城 県

６.６４ ３７５５７７１６栃 木 県

７.８４ ５６７１４９２９群 馬 県

９.９１ ２０６２,０７８２,６８１埼 玉 県

１０.８６ ２３４２,１５５２,７９５千 葉 県

１２.０３ ９８９８,２１８１１,１２０東 京 都

１１.６７ ３１２２,６７４３,５４４神奈川県

７.６４ ４３５６３７２３新 潟 県

１０.０４ ２６２５９３４０富 山 県

９.４３ ３０３１８３９４石 川 県

１１.８６ ２３１９４２４５福 井 県

９.３３ １８１９３２６１山 梨 県

１０.４３ ５３５０８６５８長 野 県

７.４６ ３５４６９５９６岐 阜 県

８.９２ ８７９７５１,２５８静 岡 県

９.６１ ２６３２,７３８３,４１７愛 知 県

７.９８ ２８３５１４５１三 重 県

合格率
（％）合格者数受験者数受　　験

申込者数試験地

９.８６ ３５３５５４６０滋 賀 県

１１.４９ １０４９０５１,１８６京 都 府

９.７７ ３４３３,５１０４,５２２大 阪 府

９.８８ １７０１,７２０２,２０６兵 庫 県

１１.４８ ４２３６６４４７奈 良 県

７.４６ ２２２９５３７４和歌山県

３.７４ ４１０７１３７鳥 取 県

６.５９ １２１８２２３５島 根 県

１０.８０ ６２５７４７２９岡 山 県

７.９９ ５９７３８９８３広 島 県

８.３６ ２３２７５３４９山 口 県

８.８７ １８２０３２６０徳 島 県

１０.０３ ２９２８９３７５香 川 県

１２.０２ ４４３６６４５２愛 媛 県

８.９０ １３１４６１９７高 知 県

９.０４ １４７１,６２７２,１１７福 岡 県

１１.８４ ２７２２８３０３佐 賀 県

９.２７ ２４２５９３３０長 崎 県

７.７５ ３３４２６５４１熊 本 県

７.４７ １８２４１３２２大 分 県

４.４９ １２２６７３３２宮 崎 県

８.７２ ３９４４７５４２鹿児島県

７.５０ ３０４００５４１沖 縄 県

９.９５ ４,０８４４１,０５３５３,４５６計
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各単位会の取組をお知らせします。

行政
ホット
ライン

各単位位会 取組取 をお知単位 知らせします知ら

第２８回全国女性行政書士交流会IN宮城
開催の御案内

宮城県
行政書士会

　「被災地の応援に行きたい！」そんなお声を受け、今年の女性行政書士交流会は福島・宮城・岩手の３県

合同開催。場所は日本三景の一つ、松島です。学びと交流、温泉と景観でリフレッシュ。素晴らしい仲間づ

くりの場として全国の皆様のお越しをお待ちしています。

実行委員代表　福島：丹野豊子、岩手：細川榮子、宮城：中本奈美

日　　　　　時　　平成２９年７月９日（日）～１０日（月）

場　　　　　所　　松島センチュリーホテル

　　　　　　　　　〒９８１-０２１３　宮城県宮城郡松島町松島字仙随８

　　　　　　　　　TEL：０２２－３５４－４１１１（代）

ア　ク　セ　ス　　仙台駅　　から　　JR東北本線　　約２５分　 松島駅　　 下車　徒歩１５分

　　　　　　　   　　　　   　　　　JR仙石線　　　約３０分 　松島海岸駅　  下車　徒歩１０分

スケジュール（予定）　　７月９日（日）

　　　　　　　　　　　１３：３０～　ホテルにて受付

　　　　　　　　　　　１４：３０～　開会（研修会・震災への想いスライド上映・記念撮影　ほか）

　　　　　　　　　　　１８：３０～　懇親会（仙台スズメ踊り、震災チャリティソング合唱　ほか）

　　　　　　　　　　　　　　　　松島の湯で日頃の疲れを癒してください。

　　　　　　　　　７月１０日（月）　いずれも申込み先着４０名様です。

　　　　　　　　　　　OPツアーA被災地コース　 復旧・復興途上の被災地を語り部と歩くコース

　　　　　　　　　　　OPツアーB松島コース　　 遊覧船・瑞巌寺など、日本三景松島堪能コース

お　申　込　先　　宮城代表：中本奈美

　　　　　　　　　FAX : ０２２９－２６－２９９０ 　

　　　　　　　　　Eメール：mjk０７０９@mbr.nifty.com（お申込専用）

　　　　　　　　　詳細については、各単位会を通じて

　　　　　　　　　または郵送等にて、御案内いたします。
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福井県と災害時応援協定を締結福井県
行政書士会

　平成２９年１月１８日、福井県と災害時応援協定を締結しました。締結式には、本会から山下寛会長ら５人、
県からは安全環境部清水秀男部長ら３人が出席し、多数の地元メディアも取材に集まる中、行われました。
　３．１１の大震災以後急速に高まった大規模災害に対する危機管理意識を背景に、全国の行政書士会と地方公
共団体との間で同趣旨の協定が結ばれています。福井県も昭和２３年６月２８日に起きた震度６の福井大地震で
は３，７２８人の命が奪われ、３５，０００棟余りの家屋が全壊、大火災も発生しました。
　また、昭和３８年と５６年には記録的な豪雪（それぞれサンパチ豪雪、ゴーロク豪雪と命名）に見舞われ、県
民のライフラインは長期にわたり寸断されました。県民にはこのような苦しい経験があり、最近の全国的に
相続く大規模災害に非常に敏感になってきています。イザという時に行政手続面で支援する体制作りができ
たということは、本会として大変ありがたいことです。
　ただ、会員に対する周知や実務研修はこれからです。締結
式の後、１月２７日には熊本県行政書士会井口由美子会長を始
め３名の先生方をお招きし、昨年４月の熊本地震における熊
本会の対応について詳しくお話を伺いました。罹災証明書発
行現場での奮闘の様子、申請書式の不統一による事務の煩雑
さなど、生の体験談には迫力があり、心から感銘を受けまし
た。
　本会の対応はまだ緒に就いたばかりです。今後山下会長の
指示のもと人員確保、作業マニュアル等を整備し、「備えあれ
ば患いなし」の訓戒を実践していく覚悟です。

ペーパーレス会議システムを本格導入神奈川県
行政書士会

　神奈川会は、会議運営の効率化、事務局の負担軽減、環境推進を目的に、平成２７年度から会議のペーパー
レス化を検討していましたが、平成２８年度からiPadを利用したペーパーレス会議システムを本格導入しました。
　導入以降、会議出席者からは、
●最初、iPadの操作に戸惑ったが、時間とともに慣れた。機能もシンプルで分かりやすい。
●紙資料がない状態で、本当に会議が成り立つのか心配であったが問題なく進行した。
●カラーで表示され拡大もできるので見やすく、紙資料より分かりやすい。
　また、事務局職員からも
●資料の差し替えが思った以上に簡単で、直前の依頼でもスムーズに対応することができる。
●iPadで拡大・縮小が容易なので、異なるサイズの書類も一律に扱えるようになった。
●コピー作業が激減したので、その分、他の業務に時間を費やせるようになった。
●適宜行っていた紙資料の事前送付も電子データの送付になるため、郵送作業の手間が省けるようになった。
と好評を得ています。
　実際、導入前と比較して、会議の準備時間は７５%、会
議資料の印刷・郵送コストは９４%の削減がなされ、事務
局の負担や経費について大幅な軽減を実現しています。
　本会では、現在の理事会や部長会・部門会議に加え、
定期的に実施している新入会員に向けた説明会や研修会
などにも利用範囲を広げ、さらなる会議運営の効率化を
図るとともに、配布物の削減による環境推進活動に貢献
してまいります。
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法教育出前講座の開催岡山県
行政書士会

　岡山会では、岡山市立岡山後楽館高等学校（以下「後楽館高校」という。）の協力を得て、平成２９年１月

１０日、本会では初めての法教育出前講座を開催しました。

　講座には５０分の時間を頂き、今年３月卒業予定の高校３年生１５３名（男子４３名、女子１１０名）を対象に、悪

徳ビジネスの手口や被害を学び、自分自身や友人を守る基礎知識を身に付けていただきたいという趣旨から

「悪徳ビジネスの被害者・加害者にならないために」をテーマとしました。

　出前講座開催に至った経緯は、今回講師を務めた１名が、地域作りに取り組む中で、高校生が地域の課題

と向き合う教育「地域学」に熱心に取り組んでいる後楽館高校の先生と数年前に出会い、教育や地域作りの

意見交換をしたことがきっかけとなりました。

　後楽館高校でのこの先生との最初の面談（法教育担当理事、講師予定者の２名で訪問）では、まず行政書

士業務の概要を簡単に説明したうえで、後楽館高校の生徒気質、学校を取り巻く環境や状況、学校からの要

望など、こちらで準備した質問に沿って学校側の御意見を伺うことに努めました。

　後楽館高校から出前講座の依頼を受け、第２回面談（法教育担当理事２名、講師予定者２名の計４名で訪

問）では、前回の面談の内容結果からいくつかのテーマをあらかじめメールで提案しておき、３学年の先生

方で検討していただいていました。学校からの要望を入れてほぼ提案どおりのテーマに決定しました。

　出前講座当日は、本会会員２名が分担して講師を務め、まずチラシを使い「行政書士は国家資格を有する

書類作成の専門家である旨」を簡単に説明した後、インターネットに関するものとして、ワンクリック詐欺・

SNSの正しい利用法、口座売渡しの簡単バイトの他、友人を巻き込むネットワークビジネスや特殊詐欺（出

し子、受け子）、仕事に関するブラックバイト・タレント事務所をテーマに、こうした悪徳ビジネスについ

て身近な話題や事例をもとに学んでいただきました。その上で、うまい話は怪しむこと、少しでも怪しいと

思ったら近づかない、誘われてもきっぱり断ること、もし自身が困った状況になった場合には、友達、家族、

学校などに相談すれば誰か必ず相談に乗ってくれる人がいること、また、専門家に早く相談することも重要

であることを強く訴えて講座は終了しました。

　多くの生徒の皆さんが講師の方を向いて熱心に話を聞いてくださっていたのが大変印象的でした。

　当日テレビ局２社による取材があり、正午前と夕方のニュースで、数名の生徒さんと行政書士会名を表示

しての講師のインタビューも放映されました。後楽館高校の先生からは、「今回の企画をベースに、他の学校

でも実施できるプログラムにしたい」とのコメントを頂き、今後の出前講座の開催機会が増えることが期待

されます。
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　平成２８年１０月１８日、農業委員会法改正に伴う農業委員会担当者会議に、３０分の時間を頂き農地手続の非行

政書士排除を目的とする監察活動を行ってまいりました。

　三重県勤労者福祉会館の会場には、各市町農業委員会事務局担当者だけでなく農林水産省経営局農地政策

課、東海農政局経営・事業支援部農地政策推進課、三重県農林水産部農地調整課の担当者など計６４名の農地

手続に携わる方が参加されていました。

　米田広報監察部長が行政書士の独占業務についての内容から話し始め、守秘義務、職業倫理、専門家責任、

非行政書士に対する罰則条文、そして非行政書士行為を防ぐ方法を分かりやすい資料をもとに説明しました。

参加されている担当者は、非行政書士排除に対し関心を持っているらしく、大きく頷き懸命にメモを取って

いる方もいらっしゃいました。

　本活動が実現したのは、昨年から広報監察部において、担当部署に対し「担当者会議で非行政書士行為の

注意喚起をさせて欲しい。」と１年以上かけて地道に訴え続け種をまいてきたからです。言うは易しですが、

実際に行動を起こさないと変革を起こすことはできま

せん。今回の担当者会議への参加は、今後につながる

大きな風穴を空けた、相当の快挙であったと考えます。

　また、本会議の２箇月程前、三重県農業会議及び三

重県農林水産部農地調整課に、各市町農業委員会事務

局に非行政書士排除に関する協力を周知していただい

た背景があっての今回の監察活動であったため、参加

されている担当者の関心が高かったものと思われます。

監察活動はあまり間を空けずに短期間に集中して行う

ことが効果的であると感じました。

平成２８年度農業委員会担当者会議での
非行政書士排除を目的とする監察活動の報告

三重県
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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　　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：仙台

【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

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。

対対　　象象

平成29年5月19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。大幅な遅刻など受講の
状況により修了証書を交付できない場合がありますので、御注意く
ださい。

日日　　時時

仙台サンプラザ
（宮城県仙台市宮城野区榴岡5－11－1）

会会　　場場

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）。

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。

受 講受 講 料料

平成29年4月18日（火）9時～4月26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。

受付期受付期間間

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

○〈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ご所属の単位
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 】

留意事項
申込先　FAX【03−6459−0190】

H29.5.19（金）開催　行政書士申請取次事務研修会（於：仙台サンプラザ）
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
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　広報部では、Facebook、Twitterのアカウントに続き、LINEのアカウントを開設し、行政書士制度に関
する情報を配信するとともに、公式キャラクターであるユキマサくんのイラストをLINEスタンプとして御
利用いただけるように準備を進めてまいりました。
　今般、アカウント開設が完了し、スタンプもLINEクリエイターズスタンプとして販売開始されましたので、
是非御利用ください（120円 / 40イラスト）。
　ユキマサくんLINEスタンプが広く利用され、行政書士制度の認知度向上の一助になれば幸いです。

検索用 ID
@yukimasa222

ユキマサくんLINEスタンプ一覧

LINEスタンプショップで「ユキマサくん」と検索してください。

ユキマサくんLINEスタンプ
登場のお知らせ
ユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキマママママママママママママママママママママママママママママママママサササササササササササササササササササササササササササササササササくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEスススススススススススススススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン　　　　　ユキマサくんLINEスタンププププププププププププププププププププププププププププププププププ
登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場のののののののののののののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららららららららららららら　　　　　登場のお知らせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

LINE でボクのスタンプが使えるようになったので、みんなに
活用してほしいニャ～！あと、日本行政書士会連合会の LINE
　アカウントと友だちになると、行政書士制度に関する情報が
　配信されるので、是非友だちになってみてニャ。
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第一業務部　建設・農地部門会議
【協議事項】
１　VOD研修について
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（水（水））

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　特定行政書士の英語表記について
３　特定行政書士法定研修の優遇措置に
ついて

常任理事会（～３日）
【合議事項】
１「所有者不明の土地が及ぼす自治体が
抱える問題と発生予防に関するシン
ポジウム」の後援名義承認申請につ
いて

２　専門員の登用について（継続）
３　封印業務の受託における事業方針に
ついて

４　行政書士会館賃貸借契約について
５　行政書士申請取次関係研修に係る日
本行政書士会連合会会則の一部改正
（案）について

会館管理運営協議会
【協議事項】
１　行政書士会館賃貸借契約の更新につ
いて

２　電気設備一部修繕について
３　次年度事業計画について
４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））

第一業務部　運輸交通部門会議
【協議事項】
１　全国OSS担当者会議の収録データ
確認について

２　封印受託業務に係る対応について
３　その他

中央研修所運営会議
【協議事項】
１　決算見込み・事業報告（案）について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（金（金））

行政書士制度あり方検討委員会
【協議事項】
１　次年度事業計画・予算見積案について
２　その他

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（月（月））

OSS特別委員会
【協議事項】
１　次年度事業計画・予算見積案について
２　その他

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（６６件）
２　その他

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

電子申請推進委員会（～８日）
【協議事項】
１　セコムトラストシステムズ社からの
提案について

２　決算見込み・事業報告（案）について
３　次年度事業計画・予算見積案について

資格審査会
総務部会
【協議事項】
１　決算見込み・事業報告（案）について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　平成３０年度の定時総会会場について
４　法教育のまとめについて
５　日行連総会質問事例集について
６「事業、財務及び懲戒処分等の情報公
表に関する規則」の一部改正（案）
について

７　コンプライアンス研修への講師派遣
について

８　照会案件について
９　次年度行政書士実態調査について
準１０ 　法令判例検索サービスについて
準１１ 　文書管理システムの導入について
準１２ 　Web会議の導入について

第三業務部会（～９日）
【協議事項】
１　次年度事業計画・予算見積案について
２　次年度の部門編成（名称）について
３　著作者不明等の場合の裁定制度の利
用円滑化実証事業に係るスキーム構
築について

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　申請取次行政書士管理委員会責任者
会議（近畿地協対象）について

２　決算見込み・事業報告（案）/次年度
事業計画・予算見積案について

３　次年度申取研修会担当分担について
４　単位会からの照会案件について
５　総務省に対する行政書士法施行規則
改正提案（案）について

６　日本行政書士会連合会会則一部改正
（案）について

７　その他

改正行政書士法対応委員会
ガイドライン作成チーム会議
【協議事項】
１　ガイドラインの作成費見積及びスケ
ジュールについて

２　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

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（木（木））
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第一業務部会（～１０日）
【協議事項】
１　次年度事業計画・予算見積案について
２　決算見込み・事業報告（案）について
３　月刊日本行政寄稿記事の執筆依頼に
ついて

４　会議開催方法について
５　その他

申請取次実務研修会（大阪）
（受講者２３２名）

ADR推進本部会議
【協議事項】
１　次年度事業計画・予算見積案について
２　リーフレットについて

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（金（金））

行政書士制度調査委員会 作業部会
【協議事項】
１「条解行政書士法（仮称）」の作成につ

いて
２「行政書士が行う相談業務（案）」につ

いて

規制改革委員会（～１４日）
【協議事項】
１　決算見込み・事業報告（案）について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（月（月））

法規監察部会
【協議事項】
１　次年度事業計画・予算見積案について
２　決算見込み・事業報告（案）について
３　本年度「行政書士制度広報月間」結
果報告書について

第一業務部　運輸交通部門会議
【協議事項】
１　自動車封印管理業務の受託に係る準
則策定について

２　その他

第二業務部会（～１５日）
【協議事項】
１　決算見込み・事業報告（案）について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　「行政書士が行う相談業務」ガイドラ

インについて
４　「成年後見制度利用促進基本計画の
案」に盛り込むべき事項に関するパ
ブリック・コメント対応について

５　月刊日本行政寄稿記事の執筆依頼に
ついて

６　ゆうちょ銀行との連携について
７　第１６回民事信託セミナーについて
８　成年後見賠償責任保険の加入条件に
ついて

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（火（火））

改正行政書士法対応委員会
ガイドライン作成チーム会議
【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

選挙管理委員会
【協議事項】
１　決算見込み・事業報告（案）について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　次年度会長選挙執行に係る諸準備に
ついて

４　その他

広報部会（～１６日）
【協議事項】
１　決算見込み・事業報告（案）について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　次年度広報月間について
４　次年度行政書士制度PRポスターと
付帯事業の対応について

５　日本行政について
６　HPについて
７　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（水（水））

登録全体委員会（～２２日）
【登録審査】
１　審査件数（６６件）
【協議事項】
１　被災会員からの変更登録申請について
２　登録抹消案件について
３　単位会への回答について
４　事務所の名称について
５　総務部との共同案件について
６　行政書士証票の券面について
７　決算見込み・事業報告（案）について
８　次年度事業計画・予算見積案について

22222222222222222222222222222222221111111111111111111111111111111111日日
（火（火））

第一業務部　運輸交通部門会議
【協議事項】
１　自動車封印管理業務受託に係る準則
策定について

２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（木（木））

経理部会（～２８日）
【協議事項】
１　決算見込み・事業報告（案）について
２　次年度事業計画・予算見積案について
３　ホームページ及び会員サイト構築特
定預金の設置について

４　次年度予算案（全体）について
５　「調達に関する取扱い～経理部内視
～」について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（月（月））
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教えて！行政書士のしごと
頼れる街の法律家
行政書士の業務を御紹

介

相続や自動車登録手続などの暮らしに関することから、
外国人雇用関係や法人手続などビジネスに関することまで、
多岐にわたる行政書士の仕事。
前号のQ1・Q2・Q3に引き続き、「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。

株式会社等株式会社等のの
設設立立

　株式会社設立に対しての相談事例のほとんどが、節税が目的です。まれに許認可等の要件

として必要だから法人を設立することもありますが、そうした例は少ないですね。

　節税が目的の場合は、税理士にきちんと依頼して、シミュレーションしてもらうようにし

ています。また、節税だけが目的の場合は、合同会社は設立の費用が安く済みますので株式会社ではな

く、合同会社をお勧めしたりすることもあります。ただ、合同会社にした場合は、社長の呼称は代表取

締役ではなく、代表社員になるので、その辺はしっかりと説明しておかなければならないですね。

よくある相談事例とそれに対する対応を教えてください。

A

　設立の際というわけではないですが、平成２８年１０月１日から「株主リスト」という新たな

書類を求められるようになったこと等の情報も、最近の動向としては重要だと思います。た

だ、法人設立についてはとにかく価格競争が激化していることが、最近の傾向であり、気を

付けた方が良いことなのではないでしょうか。インターネット等の情報社会の中ではやむを得ないのか

もしれませんが、私たちの知識や経験までもが安売りされているようで悲しくなります。価格競争の波

にのまれるのではなく、誇りを持って、適正な価格で対応したいものです。

Q5 最近の動向について教えてください。

　私たち行政書士には、許認可の知識という強力な武器があります。株式会社の設立に関し

ても、ただ設立するだけではなく、許認可が必要な会社を立ち上げる際は、その人的要件、

資産要件、そして目的の記載内容等が、その要件を満たしたものにしなければなりません。

これらの知識は、他の士業にはない武器です。これらの武器をいかし、設立後も顧客とは良い関係を築

き、様々な相談に乗れる頼れる存在にならなくてはなりません。

Q6 その他

Q4

A

A
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御協力のお願い
～日本行政を正確・迅速にお届けするために～
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　日本行政の発送は、行政書士名簿にある会
員の事務所所在地と当該会員の氏名を表記し
てお届けしています。

◦お届け先に事務所名の表示しかなく、会員
氏名が表示されていないため返送されてく
る事例が多々あります。事務所の入口に会
員氏名を明確に表示されるか、最寄りの郵
便局に事務所内の御本人宛に送付してもら
えるよう届け出を行ってください。
◦事務所所在地に変更があった場合は、速や
かに所属単位会にお届け願います。また、
最寄りの郵便局への転送依頼届けもお忘れ
なく。

　広報部では日本行政が返送されてきた場合、
所属単位会に宛名の調査の依頼を行うととも
に、それが確認されるまで以降の発送を停止
いたします。

◦発送停止の解除は、所属単位会に依頼した
宛名調査の結果に加え、事務所所在地の変
更があった場合には、所属単位会を通じ日
行連登録委員会に提出される当該会員の変
更登録申請の処理手続の結果により行いま
す。

　事務所所在地に変更がないのに日本行政が
届かなくなった場合は、お早めに日行連事務
局までお問合せください。

◦発送停止期間中のバックナンバーを希望さ
れる場合、在庫管理上、直近発行号を含み最
長６か月までとさせていただきますので、
あらかじめ御了承願います。

　日本行政の正確・迅速な
お届けのため、皆様の御理
解・御協力をよろしくお願
いいたします。

　『占星術界の巨星☆ かの高名なバートラム
･フォア師によるバーナム九星性格占い!!
【一白水星】理性の人。それだけに、他人から好かれ賞賛され
たいと思っているにもかかわらず自己を批判する傾向がある。
【二黒土星】規律正しく自制的なので外見的には地味な印象。
時として内心ではくよくよしたり不安になる傾向もある。
【三碧木星】多芸多才で若干才走る傾向がある。社交的な一方
で内向的で用心深く遠慮がちな面も持ち合わせている。
【四緑木星】社交性に富み周囲への気配りの人だけに、自分が
正しい判断や行動をしたかどうか真剣な疑問を持つ時がある。
【五黄土星】行動派。独自の考えを持っていることを誇りに思
い、十分な根拠もない他人の意見を聞き入れることがない。
【六白金星】弱みを持っている時でも普段はそれを克服するこ
とができる。高いプライドのため協調性を欠く場合も。
【七赤金星】愛嬌があり開放的だが、他人に自分のことをさら
け出し過ぎるのも賢明でないことにも気付いている。
【八白土星】誠実で強情。使われず生かしきれていない才能を
かなり持つ。熟慮が長所である反面チャンスを逸する傾向も。
【九紫火星】情熱的で多様性を好み、制約や限界に直面したと
きには不満を抱く。その願望にはやや非現実的な傾向も。』

　今日は『万愚節』↑。人は自分の信じたいこと（情報）を信
じるもの。権威あり気な言葉や情報にはご用心を!!
　広報に関わらせていただいた２年、今後もこのことを肝に銘
じていきたいと思います。どうもありがとうございました。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（土井）

◆登録者数（平成２９年２月末日現在）
４６,４７４名合 計　 　
６,１９５名女４０,２７９名男内 訳　 　
５,８５０名女３９,０３８名男・個人事務所開業
１５８名女８６３名男・行政書士法人社員
１８７名女３７８名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成２９年２月中の処理件数）
１４０名新規登録　合　計
２５名女１１５名男　　　　　内　訳
１４６名登録抹消　合　計
１８名女１２８名男　　　　　内　訳

１０９名　　　　　・廃　業
３４名　　　　　・死　亡
３名　　　　　・その他

◆法人会員（平成２９年２月末日現在）
６３６法 人 事 務 所 数
４０３・主たる事務所数（行政書士法人数）
２３３・従たる事務所数


