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日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所

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。

＜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

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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就任１年を経て就任１年を経て就任１年を経て

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。

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

 1　行政書士という資行政書士という資格格

　私は、会長に就任した際、国民の皆様に安心を与えるためには、行政書士が社会からより一層の信頼を得

る必要があることを述べました。そして目指す姿として、「より深い法的識見を身に付け、行政手続を極めた

上で、国民生活に寄り添った最高水準の支援を提供できる法律家」ということを挙げました。

　法律上、行政書士業務は非常に広範囲にわたります。単に許認可と申しましても、自動車の登録申請、農

地の転用許可、飲食店などの営業許可、建設業や運送業関係の許可など挙げると切りがありません。権利義

務・事実証明に関する書類もまた、民民間で用いられる契約書や内容証明郵便、相続関係の書類まで含むと

非常に幅広く、その内容も極めて変化に富んでおり、とても一言で言い表すことができないのが行政書士業

務です。

　このようなことを鑑みれば、一人の行政書士があらゆる行政書士業務について深い法的識見を持ち、その

手続を極めることは、ほぼ不可能なことと言えるでしょう。だからこそ各行政書士は業務経験を積むにつれ

それぞれの得意分野を見付け出し、そこに特化して高度な専門的技術と識見を磨いていくことになります。

そして、その究極の果てに国民の皆様への「最高水準の支援」があるものと考えます。行政書士は、経験を

積めば積むほど必然的に業務範囲は絞られ、それに反比例するように存在価値が高まっていく。そういう資

格であると言えるのではないでしょうか。

 2　資格者の存在価資格者の存在価値値

　当然のことではありますが、資格者としての存在価値はそこにあります。誰でもできる手続を本人に代

わって行うだけでは、「資格」を与えてまで特定の人間に担わせる意味はありません。そこに一般の方が持ち

合わせない専門家としての特殊な知識や技術を活かす能力があるからこそ、資格者なのです。私たち行政書

士のみならず法律系の各士業も皆同様に、それぞれの取り扱う業務範囲が決められており、その中で必要な

　私がこの日本行政書士会連合会の会長職を仰せつかったのは、ちょうど１年前の定時総会でした。振り返

りますとこの１年は本当に矢のように過ぎていきましたし、また２年という任期は本当に短いものであると

痛感しています。行政書士制度をより素晴らしいものとするため、これからの１年をこれまで以上に大切に

過ごし、有意義なものにしていかなければならないと、改めて身の引き締まる思いでおります。そのような

心情を抱えつつ、本稿をとりまとめながら、これからの行政書士像とともに新たな１年に向かう私の考えを

確認してまいりたいと思います。
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 3　国民がより活用しやすい資格制度になるため国民がより活用しやすい資格制度になるためにに

　十数年前に国の施策として司法制度改革が叫ばれ、法曹人口の拡大とともに隣接法律専門職の活用も大き

なテーマとなりました。これにより多くの課題が克服されながらも社会の求めは時代とともに変遷し続け、

ここに来て法科大学院制度にも見直しが必要になっています。資格制度のあり方についても、時代に応じた

捉え方をしなければならないのです。

　では、今求められる「時代に応じた資格制度」とはどのようなものでしょうか。本来、すべての資格者、

すべての士業は国民に理解し活用してもらうことを目指しているはずです。国民を置き去りにした「資格者

のための資格制度」では、到底社会に受け入れられるはずはありません。したがって、目指すべき資格制度

の形は国民目線で探してこそ、見えてくるものだと考えています。まずは行政書士制度をそこに近付けてい

かなければなりません。

　今現在、国民の中において「行政書士」はどのように認知されているのでしょうか。「行政書士」という

名前そのものは、多くの国民に浸透しているものと想像します。とは言え、その実際、とりわけ業務内容に

ついては、まだまだ認知が低いと言わざるを得ないのではないでしょうか。司法書士、社会保険労務士等、

他士業との違いも、一般の方には少し難しいかもしれません。このような状況では、せっかく私たちが専門

家としての知識や技術を持っていたとしても、それを活用できる場所がありません。それどころか、本当の

意味での専門家になるチャンスをつかみきれません。ここで私たちがやるべきは、国民目線に立ち「行政書

士」とは何かということを、改めて国民の皆様に御案内していくことです。

　まず、御自身の事務所の看板やホームページ、配布しているチラシ等を確認してみてください。専門用語

が多用されていませんでしょうか。一般の方に「農地転用許可」、「権利義務・事実証明書類の作成」と御案

内しても、実生活に直結したイメージをできないのが普通だろうと思います。「空いている畑を駐車場に活

用しませんか」、「大切な約束事を書面に残します」と言い換えれば、一般の方のイメージはぐっと広がりま

す。これはほんの小さなことですし、一つの例に過ぎませんが、これからの時代は私たちが自ら国民の皆様

に近づく努力をしなければなりません。まずは行政書士制度を国民の皆様により一層理解していただき、活

用しやすい資格制度になる。そして、そこで私たちが極めた専門家としての知識や技術を大いに発揮できれ

ば、これほど幸せなことはないと私は考えます。

　新たな１年、そのような国民目線でのきめ細やかな心遣いをもって、精一杯努力してまいりたいと強く考

えています。どうぞ引き続き御支援を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

能力を追求するからこそ、「士業」としての価値が高められるのです。

　そのような考え方からすれば、行政書士は行政書士の業務、他士業は他士業の業務を極めるという原則こ

そが最も価値のあることであり、最も国民が求めている結果を実現できる最良の手段なのではないかと考え

ます。しかしながら現実は、国民の声などとの説明が付かない、国民の中に浸透したはずの士業の業務範囲

を遥かに踏み越えた業務拡大を目標に掲げる士業もあり、このままでは国民生活は資格者によって利便性を

高めるどころか、混乱と不審の社会に陥ってしまうのではないかと危惧しています。

　そのようなことにならないよう、私たち行政書士は、本来の業務範囲をしっかりと守りつつ、国民の真の

声に耳を傾けながら自らの専門性を究極まで磨き上げていくべきです。私の次なる１年間も、当然そのこと

を心の中心に据えた施策を講じていこうと考えています。



C
LO
SE UP

T
O
P
IC
S

2016.7　No.524 3

　前号に引き続き、平成２８年３月１９日（土）に開催
した知的資産経営WEEK２０１５「座談会」での意見交
換について報告します。

光宗：３番目のテーマ、支援を実施する上で、報酬
を得られるまでに持っていくことは最初はな
かなか難しいと思いますが、具体的に何を報
酬の対象としておられるのでしょうか。

　　　　中島先生はいかがですか。
中島：報酬体系は、１回ごとの

訪問コンサルティングに
対する報酬と知的資産経
営報告書作成の報酬で分
けています。専門家派遣
制度に携った場合、支援
先に訪問した時間分の謝
金のみいただきます。事
務所での作業等は謝金の金額には反映されて
いませんので、訪問分の報酬と報告書作成分
の報酬を加えた当初の提示額から、その謝金
分を差し引いた金額を御請求します。２回目
のセッションの時には、１回目のセッション
で引き出した情報をまとめたものを提示しま
す。その際に、経営者には、「これを作成する
のにどれだけの労力がかかっているのだろ
う」と感じていただけるようで、思ったより
安かったと思われることが多いです。

　　　　この形にすると、コンサルティング契約の
ように半年間の収入を把握することができま
す。複数回に分けて請求する方法が良いかど
うかは分かりませんが、お客様からは「１回
ずつの支払の方が楽」との感想を頂いていま
す。その後に「従業員の前で報告したいので、
社内研修で発表をしてもらえませんか」と
いった業務に発展することもあります。

光宗：１回の訪問時間はどれぐらいですか。
中島：目安は３時間としています。初めは３時間は

長いと感じるかと思いますが、実際にはあっ
という間に感じることの方が多いです。経営
者が話し出されると、４時間程度かかること
もありますが、基本的には１回３時間を目安
として、月１回程度のペースで訪問しています。

　　　　「月１回でもこういったセッションの時間
を作ることは大事ではないですか」と常に
言っています。自身も戦力として実働されて
いる経営者もいらっしゃり、お忙しいので、
２週間に１回は厳しいかもしれないと考えて、
宿題のためにも月１回と設定しています。月
１回ペースが最適ではないかと思います。

＜第三業務部　知的資産部門＞

知的資産経営WEEK２０１５「座談会」の開催報知的資産経営WEEK２０１５「座談会」の開催報告告

光宗：髙谷先生、いかがですか。
髙谷：私はそれだけの価値をクライアントに感じて

いただく対価だと思っています。私の場合で
すと、お客様の方から「知的資産経営（報告
書作成）支援をお願いします。」という御依頼
はまだ少ないですが、例えば融資、経営革新、
補助金等の資料作成の御依頼をいただいた中
で自社を見直すきっかけとして知的資産経営
をお勧めしています。その時の状況によって
サポートの内容や時間は異なりますが、私も
中島先生がおっしゃっていた通り、１回の
セッションは大体３～４時間程度です。最終
的にはそのプロセスや成果を目に見える形に
してお渡しするようにしています。その方が
クライアントも報酬を支払いやすいと思います。

光宗：知的資産経営支援は見えない部分も多いです
が、知的資産経営報告書、そこから経営革新、
という方向で業務の議論ができないかなと思
います。クライアントとの関係構築には経営
者との信頼関係が重要で、単なる書類だけの
関係ではないと思いますがいかがでしょうか。

髙谷：知的資産経営支援を通じて融資、経営革新、
補助金等に携わりますが、融資の実行や承認、
採択されて終わりではなくて、関わりが深け
ればその先の業務にもつながり信頼関係を築
き、顧問契約をさせていただくことがありま
す。

光宗：益子先生はいかがですか。
益子：私自身は、先に道を作ってくださった方が

行ってきたことの価値を貶めるようなことは
してはいけないと心掛けていまして、今まで
一度も無報酬で知的資産経営報告書の作成や
支援を行ったことはありません。これは気を
付けています。

光宗：川島先生は、まだ始められて経験が浅い中で、
報酬に関して考えていることは何かありますか。

川島：私も無報酬では行わない
ようにはしています。自
分が作ったものに対して、
必ず報酬をいただいてい
ます。

光宗：作業時間等を基礎にして、
ということですか。

川島：初めての取組ですので、
どれぐらいの時間と労力がかかるのかが分か
らないため、なかなか報酬の決め方は難しい
と感じています。

髙谷：報酬の請求の仕方で気を付けないといけない
のは、クライアントの中には金額だけ見て高

中島滋賀会会員

川島兵庫会会員
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いと思ってしまう方もいらっしゃいますので、
報酬については最初にお話をします。まだ経
営者の間でも認知度が低い知的資産経営とい
う分野ですので、途中でトラブルにならない
ように最初の段階でスケジュールや報酬等を
分かりやすく御説明して、お互いが認識した
上でスタートするようにしています。

光宗：では、４番目のテーマとして、知的資産経営
を継続するために必要な支援についてお聞き
します。川島先生、いかがでしょうか。

川島：継続していくための取組というわけではない
ですが、知的資産経営自体が経営全般に関
わっている考え方なので、補助金の申請等だ
けで終わらずに、他に何かあったときにお声
掛けいただくなど、次々つながっていくと感
じます。支援する企業の理念まで入っていく
ほど深く関わりを持っているため、信頼もさ
れます。知り合いを紹介していただくことも
あり、つながりと広がりがある取組だなと強
く感じています。

光宗：髙谷先生、今までの話を聞いていかがですか。
髙谷：私は、継続して仕事を御

依頼くださるある社長に
「なぜ、私に仕事をくれ
るのか」と直接聞いたこ
とがあります。「頭の中
を見える化してくれる」、
「経営者や従業員の気付
きにつながっている」、
「取引先からの評判が上がった」等の回答が
いただけると思っていましたが、そうではな
く「髙谷さんは上から目線ではなく、自分と
同じ目線で話を聴いてくれるから」と返事は
至ってシンプルでした。

　　　　私は普段から、人と人とのつながりが大切
だと考えて、私という人間を理解してもらえ
るよう努めています。それは別に良く見せよ
うとかではなく、例えば仕事でもプライベー
トでもクライアントからお困りごとを相談さ
れたら、親身になって応じたり、事業を進め
る中で分からないことがあれば管轄の役所に
問い合わせて、すぐに返信してさしあげる、
そういった積み重ねが信用につながっていく
のだと思います。知的資産経営支援を通じて、
クライアントが今までどのように事業をされ
てきたのか、何を大事にしているのか、どん
な強みがあるのか、従業員のことをどう思っ
ているのか、これから何をしていきたいのか
等を把握できているので、クライアントの御
要望に合うような形で提案をします。クライ
アントがやりたいことの一歩先を提案するこ
とで、「髙谷にお願いして良かった」と価値を
感じていただけるように努力をしています。

光宗：益子先生、いかがでしょうか。
益子：依頼を継続するために、というテーマは知的

資産経営支援に限らず、行政書士業務全般に

言えると思いますが、基
本は御用聞きではないで
しょうか。支援先の経営
者にできるだけ連絡を取
り、例えば「今度ある会
社の社長とお会いする機
会があります。この分野
に興味があったかと思い
ますが、一緒に来ませんか」と御案内したりし
ます。そういったところから、少しずつコンタクト
を取ることが良いのではないかと思います。

髙谷：クライアントによっては士業選びに苦労され
ていらっしゃると聞いたことがあります。私
たちがお客様に選ばれる理由を理解して知っ
ておくことが継続するコツであり、私たち自
身の知的資産になるのかなと思います。

光宗：東京の方に多いことだと思いますが、フット
ワークの軽さが重要ということでしょうか。

髙谷：そういう面もあると思いますが、知的資産経
営支援を通じて、経営者のこと、会社のこと、
従業員のこと、夢や目指していること、今ま
で取り組んできたこと、クライアントの取引
先との関係等をいかに理解しているかがポイ
ントになると思います。

光宗：中島先生、いかがでしょうか。
中島：なぜもう一度業務を依頼してくれるか、一言

で言えば、クライアントを僕のファンにする
ことだと思います。ファンにするというのは、
人間的な魅力ももちろん大切ですが、さらに
僕自身は、自分のパーソナリティーや強みの
ほか、欠点も含めて活かせると思う部分を伸
ばすように普段から心掛けています。それか
ら、日頃からクライアントとのコミュニケー
ションを取るようにしています。普段なかな
か会うことがないクライアントでも、例えば
知的資産経営支援が１回終わったら、「その
後どうなりましたか」とメッセージを送った
りしています。また、クライアントのお店等
を利用したりもします。

髙谷：私も飲食店や美容院でしたら自分が客として
行ってみたり、物を作っている会社でしたら
実際に使ったりして交流を深めています。

中島：僕は、知的資産経営支援を始め、色々なクラ
イアントを紹介する記事をブログやSNSサイ
トなどに投稿しますが、これだけでも喜ばれ
ます。そういうところを、まめに取り組んでいます。

髙谷：ほかにも、例えば補助金関連でしたら、補助
金にチャレンジしたいと考えているお客様に
公募の開始時期や採択率等の情報をメールで
お送りしています。

光宗：５番目のテーマとして、知的資産経営報告書
が担う意義、果たす役割についてお聞きしま
す。

　　　　川島先生、始められてから１年程の段階で
自分なりに思われることをお願いします。

川島：知的資産経営支援とは知的資産経営報告書の

髙谷東京会会員

益子東京会会員
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作成だけではありませんが、「見える化」する
ためのツールとして非常に重要だと思います。
読み手や内容にもよりますが、興味のある内
容だったら細かい部分でも読み込んでもらえ
ると思います。そうでなければ一覧性の良さ
やパッと目につくような形などの分かりやす
さが必要です。自社の目標とすべきことや、
その目標に向かっていく手段を明確にするた
めのツールとして、とても有効だろうと考え
ます。

光宗：髙谷先生、いかがですか。
髙谷：私は、知的資産経営報告書は「会社の教科書」

として１社に１冊は保有していただきたいと
思います。それも１回作成して終わりではな
くて、毎年見直し、更新していくことが大切
だと思います。なぜかというと、会社は生き
ていますし、外部環境も刻々と変化している
ため、それに対応できるよう自社の強みを再
認識して、計画の変更も必要になるかもしれ
ないからです。

　　　　知的資産経営報告書は外部に発信するコ
ミュニケーションツールとしても有効ですし、
組織力強化のための従業員教育にも活用でき
るので、従業員一人ひとりに配付して自社の
歴史から現在に至るまでの魅力を共有し、強

みをとことん磨いていただきたいと思います。
知的資産経営報告書はそれぐらい会社にとっ
ても重要で、果たす意義も大きく、「会社の教
科書」のような役割を担うのではないかと私
は思います。

光宗：益子先生、いかがでしょうか。
益子：報告書が担う意義、目的ですが、自社の強み

やこだわりを「見える化」することで、第三
者に訴えやすくなることだと思います。

光宗：中島先生、いかがですか。
中島：知的資産経営報告書の担う役割は、地域活性

ではないでしょうか。知的資産経営報告書を
開示することで取引先とのやり取りが円滑に
なります。また、従業員にも配付していただ
いていますが、それを見て、自社を好きに
なってもらう。従業員が自社のファンになれ
ば、これほど有意義なことはないと思います。
銀行や後継者とのやり取りもスムーズにいき
ます。皆様が取り組んでいくことで、次第に
地域が活性していく。そういう意味で、知的
資産経営報告書は万能ではありませんが、非
常に有能だと思います。

光宗：たくさんの御意見をありがとうございます。
　　　　それでは、これをもちまして、知的資産経

営WEEK２０１５「座談会」を終了いたします。

　平成２８年熊本地震に関して、本誌６月号（No.５２３）において、本会の取組や現地への訪問を報告するとと
もに、会員の皆様宛てには「支援金のお願い」を同封し、広く協力をお願いしているところです。今後も引
き続き、被災地の熊本県及び大分県並びに九州地方の各行政書士会や関係機関と連携し、情報の収集に努め
るとともに、段階を追って変化する被災地支援の課題への対応に全力を挙げて取り組むこととしています。
　また、被災地においては、余震も収束しない中、自身も被災されている方を含め、多くの行政書士会員が
被災者支援活動、自治体への協力活動を続けています。
　この度、熊本県行政書士会及び大分県行政書士会より、これまでの活動と今後の動きについて報告を受け
ましたので、以下に紹介します。

　熊本会では平成２８年熊本地震発生以降、会員の被
災状況の確認と並行して、地震発生直後に熊本陸運
局を訪問し、災害協定に基づく登録業務の支援を申
し出るとともに、日本政策金融公庫熊本支店を訪問
し被災者支援について協議を行いました。４月２２日
には熊本県と協議を行い益城町、西原村、御船町、
阿蘇市、南阿蘇村等への支援を申し入れ、２４日には
熊本市からの支援要請を受け会員の派遣を決定、翌
日から熊本市各区役所にて罹災証明書の受付業務の
支援を開始しました。また、３０日には益城町からの
支援要請を受け、５月１日から罹災証明書の受付業
務の支援を開始し、町内９箇所の会場に派遣し、協
力会員は延べ２８５名（内九地協からの協力会員２５名）

となりました。
　このほか、阿蘇市での罹災証明書の受付業務の支
援や外国人被災者のための生活相談会相談員として

「平成２８年熊本地震」にかか「平成２８年熊本地震」にかかるる
熊本県行政書士会並びに大分県行政書士会の状況報熊本県行政書士会並びに大分県行政書士会の状況報告告

熊本会活動報告と今後の動熊本会活動報告と今後の動きき（（概要）概要）

益城町グランメッセでの支援の様子
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支援活動を行ってまいりました。
　その後は中央区役所での「無料相談コーナー」を
再開するとともに、５月２０日からは、高齢者の方や
県外に避難されている方等、何らかの事情で役所に
出向くことができず罹災証明書の申請ができない被
災者の方への支援として、無料で罹災証明書交付申
請代行の支援を行っています。本申請支援について
は、新聞広告を始め、テレビ、ラジオでの告知、各
避難所や病院、銀行等でのチラシの配布など広く周
知活動を行っています。またNPO団体の連絡協議
会へ参加し、この支援を御案内したところ、熊本県
の社会福祉協議会とも連携することができ、特に益
城町では各避難所に「重要なお知らせ」を掲示して
いただき、各避難所を巡回しての罹災証明書交付申
請代行の受付の要請があり、既に実施しています。
代行の依頼は基本的に電話で受け付け、依頼者のと
ころへ近くの会員を派遣しています。６月１０日まで
に約２7０件の依頼があり、随時９０名の会員が活動で
きる体制をとっています。受付で特に多いのは、８０
歳以上の女性の一人暮らしの方で、「どうしていい
か分からなかった、本当にありがたい」と泣きなが
ら電話をされる方もあり、御自宅に伺った会員に何
度も感謝の言葉をかけてくださる方もいらっしゃい
ます。このような報告を聞くにつけ、今こそ本当の意味
での行政書士の存在が求められていると感じています。
　他にも益城町のグランメッセでテントの下で一日
中立ちっぱなしで活動している会員もいて、ほとん
どの会員が自身も被災しながら様々な支援活動を
行っていますが、感謝の言葉を励みに日々頑張って
います。現在、新たに南阿蘇村、菊陽町から支援要
請があり、今後は被災者の給付金申込手続の支援を
予定しています。
　まだまだ余震が続いていますが、引き続き熊本会
一丸となって被災者支援に務め、一日も早い復旧・
復興を目指してまいります。

　平成２８年熊本地震の発生に伴い、九州各地で甚大
な被害が発生し、人々の生活や経済活動に大きな影
響を及ぼしました。県内被災各市町村では、被災さ
れた方々向けに、罹災証明書の受付業務を行ってい
ます。
　大分会では、平成２８年４月２２日に災害本部を立ち
上げ、被災各市町村を訪問し、要望を伺ってまいり

ました。その中で、平成２６年に大分県と締結した災
害協定に基づき、別府市から協力要請がありました。
要請後すぐに、支援員希望の会員を募り、５月９日
から１７日までの平日午前８時３０分から午後５時まで、
別府市役所において、罹災証明書受付業務の支援を
行いました。別府市役所では、ゴールデンウィーク
期間中も罹災証明書の受付業務支援を行っていまし
たが、その後も、連日、個人法人を問わず、多くの
方が罹災証明書の申請にお越しになりました。５月
１７日時点で、相談件数は約２,３００件余り、そのうち受
理件数は約１,６００件で、約５００件との別府市の想定を
大幅に上回る申請でした。
　県内の一部の地域で、地震による居住家屋の倒壊
がありましたが、被害の多くは、屋根天井、内外壁、
基礎といった住居部分や、塀や石垣といった非住居
部分への深刻な損壊・損傷でした。特に、地震保険
に加入されていない方等は、多額の負担を強いられ
ることから、今後の再建や修繕等について大変悩ま
れていました。また、梅雨時期を控えて破損した家
屋、構造物を放置すると、雨水等により被害の拡大
が予想されるため、早急に対策を講じなければなら
ず、余震が続く中、大きな不安を抱えていらっしゃ
います。別府市における罹災証明書の受付業務支援
は、５月１７日に一旦終了しましたが、大分会では、
今後も被災地域を中心に無料相談会の開催等被災者
に寄り添った支援活動を続けてまいります。
　また、大分を始め九州の観光事業が地震による風
評被害等の影響で大打撃を受けています。災害支援
と共に復興支援として関係機関とも協力し、大分県
全体の活性化につながる活動にも力を注いでまいり
ます。

罹災証明書交付申請無料代行支援のチラシ

由布市役所での打合せの様子

別府市役所での罹災証明書受付業務の支援の様子

大分会活動報告と今後の動き（概要大分会活動報告と今後の動き（概要））
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平成２８年春の叙勲
宮内一三会員に旭日中綬章

 Info 

１
　平成２８年５月１３日（金）、ザ・プリンス パークタワー

東京（東京都港区）において、総務省主催の平成２８年春

の叙勲伝達式が行われました。

　叙勲は、永年にわたり業務に精励し、衆民の模範であ

る者に授与されるもので、「行政書士功労」として、平

成２８年４月２９日（金）、宮内一三会員（東京会）の旭日

中綬章が発令されました。これを受け、叙勲伝達式にお

いて叙勲が伝達された後、皇居にて拝謁に臨みました。

　また、伝達式及び拝謁の終了後には、伝達式と同会場

において、本会主催の記念品贈呈式が行われました。贈

呈式では、遠田会長より記念品が贈呈され、宮内会員か

ら謝辞が述べられました。

　行政書士としての叙勲受章者は、昭和４６年春に始まり、

今回の宮内会員の受章によって、計１０１名となりました

（旭日中綬章２名、旭日小綬章４名、旭日双光章９名、

勲四等瑞宝章１名、勲五等双光旭日章３７名、勲五等瑞宝

章４８名）。

受章者プロフィー受章者プロフィールル

（敬称略・平成２８年４月２９日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　業　昭和４８年３月１９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務歴　４３年１ヶ月

【役員歴】

　東京会　理　事《昭和５６年５月～昭和６０年５月、

　　　　　　　　　昭和６２年１２月～平成３年５月》…７年５ヶ月

　　　　　副会長《平成３年５月～平成４年１０月、

　　　　　　　　　平成５年５月～平成９年５月》…５年５ヶ月

　　　　　会　長《平成９年５月～平成１９年５月》…１０年０ヶ月

　日行連　理　事《平成５年６月～平成７年６月》…２年０ヶ月

　　　　　副会長《平成９年６月～平成１５年６月》…６年０ヶ月

　　　　　会　長《平成１５年６月～平成１９年６月》…４年０ヶ月

通算役員歴（重複を除く）　計２２年１１ヶ月

 宮内  
みやうち

 一三 （７０歳・東京会）
かずみ
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平成２８年春の褒章
深貝　亨・下道利幸・礒田都貴代・山上正雄・福田　守・
赤土　勝・村山豪彦・對馬久子・松本正昭・白土和明
各会員に黄綬褒章

 Info 

２
　平成２８年５月１７日（火）、ルポール麹町（東京都千代田区）において、総務省主催の平成２８年春の褒章伝

達式が行われました。深貝亨（北海道会）・下道利幸（岩手会）・礒田都貴代（神奈川会）・山上正雄（埼玉

会）・福田守（群馬会）・赤土勝（福井会）・村山豪彦（兵庫会）・對馬久子（広島会）・松本正昭（大分会）・

白土和明（宮崎会）各会員に黄綬褒章が伝達された後、皇居にて拝謁に臨みました。

　黄綬褒章は業務に精励し衆民の模範である者に授与されるもので、「行政書士業務精励功績」として、平

成28年４月２９日（金）、各受章者に対し発令されました。

　また、伝達式及び拝謁終了後は、ホテルニューオータニ東京（東京都千代田区）において本会主催の記念

品贈呈式が行われ、遠田会長より各受章者に対し、記念品の贈呈及び祝辞が贈られた後、各受章者より謝辞

が述べられました。

　行政書士としての業務精励功績による黄綬褒章受章者は、昭和５５年秋以降、今回の受章者を含めて計１７２名

となりました。

受章者プロフィー受章者プロフィールル
（敬称略・平成２８年４月２９日現在）

 下道   利幸 
したみち としゆき

（６２歳）［岩手会］

開　業　昭和５８年８月１２日
業務歴　３２年９ヶ月

【役員歴】　岩手会　　理　事（平成元年５月～平成１１年５月） … １０年
　　　　　　　　　　会　長（平成１５年５月～平成１７年５月） … ２年
　　　　　　　　　　理　事（平成２５年５月～平成２７年５月） … ２年

計　１４年０ヶ月
　　　　　日行連　　理　事（平成１５年６月～平成１７年６月） … ２年

計　２年０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）　計　１４年１ヶ月

 山上   正  雄 
やまがみ まさ お

（７８歳）［埼玉会］

開　業　昭和５３年４月１日
業務歴　３８年１ヶ月

【役員歴】　埼玉会　　理　事（平成５年５月～平成７年５月） … ２年
　　　　　　　　　　副会長（平成９年５月～平成１３年５月） … ４年
　　　　　　　　　　理　事（平成１３年５月～平成１５年５月） … ２年
　　　　　　　　　　副会長（平成１５年５月～平成２１年５月） … ６年

計　１４年０ヶ月
　　　　　日行連　　理　事（平成１７年６月～平成１９年６月） … ２年

計　２年０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）　計　１４年０ヶ月

 礒  田   都  貴  代 
いそ だ と き よ

（６９歳）［神奈川会］

開　業　昭和６１年３月１３日
業務歴　３０年２ヶ月

【役員歴】　神奈川会　副会長（平成７年５月～平成１１年５月） … ４年
　　　　　　　　　　副会長（平成１３年５月～平成１７年５月） … ４年
　　　　　　　　　　会　長（平成１７年５月～平成２１年５月） … ４年

計　１２年０ヶ月
　　　　　日行連　　理　事（平成１５年６月～平成２１年６月） … ６年

計　６年０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）　計　１２年1ヶ月

 深貝   亨 
ふかがい とおる

（６２歳）［北海道会］

開　業　昭和６０年３月６日
業務歴　３１年２ヶ月

【役員歴】　北海道会　理　事（平成９年６月～平成１１年５月） … ２年
　　　　　　　　　　副会長（平成１１年５月～平成１５年５月） … ４年
　　　　　　　　　　会　長（平成１５年５月～平成１９年５月） … ４年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　１０年０ヶ月
　　　　　日行連　　理　事（平成１６年６月～平成１９年６月） … ３年
　　　　　　　　　　副会長（平成１９年６月～平成２１年６月） … ２年

計　５年０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）　計　１２年１ヶ月
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 福  田   守 
ふく だ まもる

（７０歳）［群馬会］

開　業　昭和４９年５月１３日
業務歴　４２年０ヶ月

【役員歴】　群馬会　　理　事（平成１５年５月～平成１９年５月） … ４年
　　　　　　　　　　副会長（平成２１年５月～平成２３年５月） … ２年
　　　　　　　　　　会　長（平成２３年５月～現在） … ４年１１ヶ月

計　１０年１１ヶ月
　　　　　日行連　　理　事（平成２３年６月～現在） … ４年１０ヶ月

計　４年１０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）　計　１０年１１ヶ月

 松本   正昭 
まつもと まさあき

（７２歳）［大分会］

開　業　昭和５１年８月５日
業務歴　３９年９ヶ月

【役員歴】　大分会　　理　事（平成９年５月～平成１４年５月） … ５年
　　　　　　　　　　副会長（平成１４年５月～平成１５年５月） … １年
　　　　　　　　　　会　長（平成１５年５月～平成１７年５月） … ２年
　　　　　　　　　　理　事（平成１７年５月～平成１９年５月） … ２年

計　１０年０ヶ月
　　　　　日行連　　理　事（平成１５年６月～平成１７年６月） … ２年

計　２年０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）　計　１０年０ヶ月

 赤  土   勝 
あか ど すぐる

（８６歳）［福井会］

開　業　昭和６１年３月３１日
業務歴　３０年１ヶ月

【役員歴】　福井会　　理　事（平成１３年５月～平成１７年５月） … ４年
　　　　　　　　　　副会長（平成１９年５月～平成２７年５月） … ８年

計　１２年０ヶ月
　　　　　日行連　　理　事（平成１９年６月～平成２３年６月） … ４年

計　４年０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）　計　１２年０ヶ月

 對  馬   久  子 
つし ま ひさ こ

（６７歳）［広島会］

開　業　昭和５８年９月７日
業務歴　３２年８ヶ月

【役員歴】　広島会　　理　事（平成１１年５月～平成１９年５月） … ８年
　　　　　　　　　　副会長（平成１９年５月～平成２１年５月） … ２年
　　　　　　　　　　会　長（平成２１年５月～平成２３年６月） … ２年

計　１２年０ヶ月
　　　　　日行連　　理　事（平成２１年６月～平成２３年６月） … ２年

計　２年０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）　計　１２年１ヶ月

 白  土   和明 
しら ど かずあき

（６８歳）［宮崎会］

開　業　昭和５１年１２月１８日
業務歴　３９年４ヶ月

【役員歴】　宮崎会　　理　事（昭和６２年５月～平成９年５月） … １０年
　　　　　　　　　　理　事（平成１１年５月～平成１３年５月） … ２年
　　　　　　　　　　副会長 （平成１３年５月～平成１５年５月） … ２年
　　　　　　　　　　会　長 （平成１５年５月～平成２３年５月） … ８年

計　２２年０ヶ月
　　　　　日行連　　理　事（平成１５年６月～平成２３年６月） … ８年

計　８年０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）　計　２２年１ヶ月

受章者と記念撮影

 村山   豪彦 
むらやま ひでひこ

（６２歳）［兵庫会］

開　業　昭和５３年２月１８日
業務歴　３８年２ヶ月

【役員歴】　兵庫会　　理　事（昭和６０年５月～平成９年５月） … １２年
　　　　　　　　　　理　事（平成１１年５月～平成２１年５月） … １０年
　　　　　　　　　　理　事（平成２３年５月～平成２５年５月） … ２年
　　　　　　　　　　会　長（平成２５年６月～現在） … ２年１１ヶ月

計　２６年１１ヶ月
通算役員歴（重複を除く）　計　２６年１１ヶ月
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　本会公式キャラクターのユキマサくんが、「ゆるキャラグランプリ２０１６」の「企業・その他 ゆるキャラ」

部門にエントリーいたしました。ユキマサくんが宣伝部長となって、行政書士制度の普及・発展に寄与でき

るよう、広報部一丸となり取り組み、また会員の皆様も巻き込んで盛り上げていきたいと思っています。投

票方法等、詳細については次号に掲載予定です。

　皆様、応援よろしくお願いいたします。

ユキマサくんが「ゆるキャラグランプリ２０１６」
にエントリーしました

＜広報部＞

 Info 

３

所属：日本行政書士会連合会
猫界の行政書士を目指しているユキマサだニャ！
行政書士って知ってるかニャ？暮らしやビジネスの
「どうしよう」を解決する「頼れる街の法律家」ニャ。
今日も誰かの困りごとを解決するニャ !
応援よろしくニャ !

ゆるキャラグランプリ ユキマサくんページ
http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00003147

　広報部では、毎年１０月に実施する行政書士制度広報月間に向け、約８万枚の行政書士制度PRポスターを作

成し、各単位会を通じて会員の皆様に配布するとともに、各行政機関等にも配布し、当月間への御協力をお

願いしております。

　本年度のポスターモデルは、タレントの小島瑠璃子（こじまるりこ）さんです。小島さんは、バラエティ

タレントとして活躍される傍ら、スポーツキャスターや、生活

情報番組でメインキャスターを務めるなど、多方面で活躍され

ています。

　２月２４日（水）にポスター撮影が行われ、多くのスタッフの

方々が忙しく動き回る中、小島さんの柔らかな笑顔もあり、終

始和やかな雰囲気で撮影は進みました。ポーズのリクエストや

最後には記念撮影にも快く応じてくださり、気さくな人柄を見

せていただいて、撮影は無事終了いたしました。

　近々、各単位会へお届けする予定で進めております。

平成２８年度行政書士制度PRポスターを撮影
＜広報部＞

 Info 

４

撮影現場の様子
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　「民泊サービス」については、実態が先行し、必要な旅館業の許可を得ていない事例が多く見られるとの

指摘もあり、適切な規制の下でインバウンド需要等のニーズに応えた「民泊サービス」が推進できるよう、

政府として早急に法整備を行うことが必要とされています。今後、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業

法（平成２３年法律第１３８号）とは別に、住宅を活用した「民泊サービス」の推進のための法制度が創設され

る予定です。

　これらを踏まえ、今般、第一業務部　警察・環境部門では、政府において検討されている「民泊サービス」

の新制度創設について、「利用者及び国民の安心・安全の確保」及び

「許認可の専門家である行政書士の活用」を主題とした意見書を作

成し、平成２８年５月１９日に国土交通省観光庁及び厚生労働省に対し

提出しましたので、御報告いたします。

　会員の皆様におかれましては、今後の動向を注視いただくととも

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。

「民泊サービス」の新制度創設に係る
意見書の提出について

＜第一業務部　警察・環境部門＞

 Info 

５

　“社会を明るくする運動”は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した

人たちの改善更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯

罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。

　第６６回運動では、犯罪や非行をした人を社会から排除・孤立させるのではなく、

再び受け入れることが自然にできる社会にするため、「出所者等の事情を理解し

た上で雇用する企業の数を増やすこと」、「帰るべき場所がないまま、刑務所から

社会に戻る人の数を減らすこと」、「薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支

える地域の環境を作ること」を重点事項としています。

　本運動では、これらの重点事項を踏まえ、犯罪や非行をした人の再犯・再非行

を防止するため、全国各地で地域の実情に応じた活動を展開しています。

　“社会を明るくする運動”の趣旨に多くの方々に御賛同いただき、犯罪や非行をした人の立ち直りについて、

地域社会の理解と協力の輪が広がっていくことを期待します。

第６６回“社会を明るくする運動”
ポスター

■鉄拳さんが本運動のためにパラパラマンガを制作しました。YouTube「法務省チャンネル」を御覧ください。
■本運動の概要は「おかえり　更生保護」で検索してください。

第６６回“社会を明るくする運動”
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

＜法務省保護局　更生保護振興課＞

 Info 

６
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　届出済証明書の　更新　を希望される方へ

「行政書士申請取次実務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会

開催地：名古屋

最近の入国・在留資格審査（就労に係る諸申請等）における取
扱い等に関する理解を深め、事務手続能力の向上を目指します。

趣趣　　旨旨

入国管理局より届出済証明書の交付を受けている行政書士
※取次者として申出中の方は、届出済証明書の交付後にお申込みくだ
さい。

対対　　象象

平成28年8月19日（金）13時～17時（受付開始12時30分）
※13時の開講までに必ず御来場ください。大幅な遅刻など受講の状況
により修了証書を交付できない場合がありますので、御注意ください。

日日　　時時

TKP名古屋駅前カンファレンスセンター
（愛知県名古屋市中村区名駅2-41-5 CK20名駅前ビル（旧船場ビル））

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

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

受 講受 講 料料

平成28年7月19日（火）9時～7月27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

講義終了後、講義内容の理解度の確認のため効果測定を実施
します。
※基準点に到達されない方にはその旨通知いたしますが、効果測定
の結果に関わらず修了証書を交付します。
　各自受講後に取次者証の更新手続を行ってください。釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫

効果測効果測定定

○〈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。
○〈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〉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　行政書士申請取次関係研修会受付係　受付照会 TEL 03−6450−1622

留意事項
お申込先　FAX【03−6459−0190】

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票
H28.8.19（金）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：TKP名古屋駅前カンファレンスセンター）

ＴＥＬ下欄には、行政書士証票のとおりに記入（括弧表示がある場合はそれも記入）

（　　　　　　　　　　　　　　）

ふりがな
受講者氏名

ＦＡＸ

登録番号

平成　　　　年　　　　月　　　　日届出済証明書有効期限

〒
事務所住所
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教えて！行政書士のしごと教えて！行政書士のしごと
あなたの街の法律家
行政書士の業務を御紹

介

相続や自動車登録手続などの暮らしに関することから、
外国人雇用関係や法人手続などビジネスに関することまで、
多岐にわたる行政書士の仕事。
今回は、「農地法に基づく手続」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。

農地法農地法にに
基づく手基づく手続続

　農地について、農地において権利の移動、設定を行う場合や、農地を住宅・駐車場・倉

庫・資材置場など農地以外のものにする場合（転用と言います）に農地法第３条から第５条

の規定に基づく手続が必要となります。転用を目的とする手続については、市街化区域内に

農地がある場合は届出、それ以外の場合は許可となります。

　市街化区域とは、市街地であったり、今後計画的に市街地として街づくりを進めていく地域として定

められている場所です。

A
Q1 農地法に基づく手続にはどのようなものがありますか？

　その手続について、見込みの有無の調査を行った上で、申請書及び図面を含む添付書類の

作成を行い、申請から許可証や届出受理通知書の受領まで、事務手続の代行を一括して行っ

ています。まずは、見込みの有無について調査しますので、農地の所在や具体的な御依頼の

内容を確認させていただきます。具体的には権利の移動の場合は、農地の規模や耕作している農作物に

ついて、権利を受けられる方について、転用を目的とする場合は、転用後の用途や建築物を予定してい

る場合はその用途や規模についてなどです。

行政書士に依頼する場合の業務の内容や手順について
教えてください。 Q2

A

　権利の移動を目的とする場合は人について等、転用を目的とする場合は農地の存する場所

について等、詳しく許可基準が定められています。詳しくは、お近くの行政書士又は農業委

員会にお問合せください。

許可の目安になる基準や要件等がありますか？Q3
A
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登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１９３件）
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（火（火））

OSS特別委員会
【協議事項】
１　国交省との協議について
２　その他

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　フォローアップシステムの運用につ
いて

２　法的根拠の整備について
３　申請取次行政書士管理委員会責任者
会議について

4　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１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　その他

常任理事会（～１３日）
【合議事項】
１　民泊サービスの制度設計に係る意見
書について

２　法改正要望書について
３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））

大規模災害対策本部会議
【協議事項】
１　平成２８年度熊本地震への対応につい
て

２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

申請取次事務研修会（大阪）
（受講者１９７名）

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（金（金））

登録委員会
【登録審査】
　１　審査件数（２０６件）
　２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（火（火））



Learn!  Make use!  Have fun!

学ぶ 活かす 楽しむ  魅力ある中小企業の取組をリポート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。
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長野県長野県

岡山県岡山県

長野県
行政書士会について
教えてニャ！

2929

3030
岡山県

行政書士会について
教えてニャ！

長野県　岡山県
2929
長野県長野県
29
長野県

3030
岡山県岡山県
30
岡山県

本会では“組織力の強化”をスローガンに、会員
間の「共助」と「共生」の組織を目指し「相互扶
助」の精神の下、コミュニケーション能力を高め
るための改革に取り組んでいます。まずは縦割り
組織から風通しの良い組織へ。同時に支部間格差
の是正を行い、本会と支部との一層の連携を図る
ための、幾つかの施策を掲げて活動しています。

真田 幸村

会員間の「共助」と「共生」の組織を目指します

長野県行政書士会
〒380-0836 長野県長野市南県町1009-3 長野県行政書士会館
TEL 026-224-1300　FAX 026-224-1305

男女ともに平均寿命が日本一の長野県（平成２２
年厚労省発表）。１９８０年代に考案された健康長
寿を目指した体操「PPK運動」の、「PPK」と
は何の略でしょう？
①ピンピンキター　②ピンピンコロリ
③ピーチクパーチクコケコッコー

桃太郎
岡山土産で有名な吉備団子を手に、鬼退治で知られる桃
太郎の昔話は、「温羅伝説」を基にして伝わったものと言
われています。岡山駅から
東へ伸びるメインストリー
トは「桃太郎大通り」と言
い、駅には精悍な顔をした
桃太郎像、マンホールの蓋
にも桃太郎、など至るとこ
ろにいる桃太郎を是非見に
来てほしいニャ！

岡山県行政書士会
〒700-0822 岡山県岡山市北区表町3-22-22 岡山県行政書士会館
TEL 086-222-9111　FAX 086-222-9150

本会は、会館での無料相談会はもちろん、官公
署・銀行・公民館・地域行事へ出向いての無料相
談会も開催しています。また、相談会と市民講座、
さらに、終活セミナー「遺言を書いてみませんか」
を併せて開催し、多くの参加者から「また参加し
たい。」との声をいただき、行政書士を身近に感じ
ていただいています。

無料相談会や終活セミナーを開催！

ご当地クイズのこたえ　　長野県：2　岡山県：3

江戸時代初期の大坂夏の陣で３,５００の兵を率いた勇敢な
武者振りとその活躍で有名な、根強い人気を誇る真田幸
村。現在、放映中のNHK大
河ドラマ「真田丸」の反響で、
更に人気が高まっています。
その真田を生み育んだ地、
長野県上田市で真田幸村を
感じてほしいニャ！

広く県民に愛され、明るい希望と活力を
与え、岡山県の名を高めることに功績が
あった人に授与される岡山県県民栄誉賞
第１号となったのは？
①宮間あや　②有森裕子　③高橋大輔
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Learn!  Make use!  Have fun!

学ぶ 活かす 楽しむ  魅力ある中小企業の取組をリポート毎号、あらゆる分野から「日本行政」編集部選りすぐりの情報をお届けします。



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～

【編集委員】
　広報部長　田村　　格
　次　　長　井口由美子
　部　　員　小林八重子

砂原　紘一
土井　正親

発　行　人　遠田　和夫
発　行　所　日本行政書士会連合会

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

製作・印刷　三陽メディア株式会社

月刊日本行政７月号
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平成２８年６月２５日発行
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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。

　ユキマサくんが、なんと「ゆるキャラ
グランプリ２０１６」にエントリーすること
になりました！このグランプリには「ご当地ゆるキャラ」
部門と「企業・その他ゆるキャラ」部門があり、ユキマ
サくんは「企業・その他ゆるキャラ」部門へのエントリ
ーです。
　昨年の結果を見てみますと、「ご当地ゆるキャラ」部門
では、「出世大名家康くん」が６９５万票で第１位、「みきゃ
ん」が６９１万票で第２位でした。「企業・その他ゆるキャ
ラ」部門では、静岡セキスイハイム不動産の「しずな～
び」が６０万票で第１位、東京ガスエネルギー株式会社の
「エネライヌ」が５２万票で第２位でした。
　全国の行政書士４万５千名が一致団結すれば・・・・。
　投票開始は、７月２２日（金）から投票終了は、１０月２４
日（月）までです。
　皆様の御協力を切にお願いします。ユキマサくんに愛
の１票を。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（田村）

◆登録者数（平成２８年５月末日現在）
４５,９６０名合 計　 　
6,016名女39,944名男内 訳　 　
5,703名女38,833名男・個人事務所開業
155名女771名男・行政書士法人社員
158名女340名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成２８年５月中の処理件数）
３６２名新規登録　合　計
64名女298名男　　　　　内　訳
１１５名登録抹消　合　計
15名女100名男　　　　　内　訳

95名　　　　　・廃　業
18名　　　　　・死　亡
2名　　　　　・その他

◆法人会員（平成２８年５月末日現在）
４５０法 人 会 員 数
５８０法 人 数
365・主たる事務所数（行政書士法人数）
215・従たる事務所数


