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専門業務の決め方　３つの注意ポイント　～相続だけでやろうと思うんですが～

こんにちは！行政書士の中山繁生です。 
富山県のHさんから「相続専門でやっていこう
と思っていますが、実際、それだけでやって
いけるのでしょうか？」とご質問をいただき
ました。 !!!!!
Hさんは相続業務に興味があり、許認可など
を取り扱わずに、相続専門の行政書士として
やっていこうと考えておられます。 !
相続を専門にしようと思われたのは、身内の
相続でもめた経験があったことと、開業本に
専門を決めた方がよいと書いてあったからだ
そうです。 
では、Hさんからいただいたメールを 
要約してご紹介しますね。 !
──────[頂いたメール]─────── !
私は身内の相続でもめた経験が２回あり、そ
の経験を活かして、相続のみを取り扱う、相
続専門の行政書士事務所を予定しています。 !
そこで、ひとつお伺いしたいのですが、相続
専門で開業して実際やっていけるのでしょう
か？正直なところ、許認可に興味はありませ
ん。 
書籍にも専門を決めることの有利性が書かれ
ていました。 !
こじんまりとしたアットホームな事務所にし
たいので、あまり手を拡げようとも思ってい
ない場合、相続専門でやっていけるのでしょ
うか？ !!

相続の講座を購入予定でのご質問とお考えく
ださい。 
──────[頂いたメール]─────── !
確かに行政書士の開業本には、「専門を決め
ましょう」ということが書いてありますね。 !
だから「いろいろな実務の勉強をするよりも、
専門とする必要な実務だけを学べばいいんじゃ
ないの？」と感じますね。 !
実は本に書かれていたり、多くの人が言う業
務の専門を決める、ということに関して、沢
山の人が勘違いをしていることがあるんです。!!!!!
ここを勘違いしたまま専門を決めてしまうと、
場合によっては廃業ということもあります。 !
そうならないためにも、取り扱い業務の専門
を考えるときに注意すべき３つのポイントを
抑えておきましょう。 !
この３つのポイントをクリアして、専門を相
続にした場合は相続専門でやっていけます。 !
逆に、３つのポイントをクリアしていない内
に専門を決めてしまうと、うまくいかないこ
とがよくあるので、気をつけてくださいね。 !
では、専門を考えるときに気をつけるべき３
つのポイントです。 !!!!!!
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専門業務の決め方　３つの注意ポイント　～相続だけでやろうと思うんですが～

一番大切なのは３番目のポイントなので、忙
しいときは３番目のポイントだけを聞いても
らってもOKです。 !
では、まず１つ目のポイント、それは、お客
様がいるかどうか、ニーズが有るかどうかわ
からないうちに専門を決めてしまわないとい
うことです。 !!!!!
お客様がいるかどうかわからないのに、先に
取り扱い業務を決めて、それを専門にしてし
まうと、利益の出ない事務所になってしまい
ます。 !
いまからワープロ専門店を作っても、厳しい
ことが予想できますよね。 !
「貴方はボタンを押すだけ、あとはKodakが
全部やります」というキャッチコピーが有名
なコダック。コダックはカメラのフィルムを作っ
ていた会社ですね。 !!!!!
売上高が１兆円を超えるアメリカの大企業で
す。日本の富士フイルムが頑張っても追い越
せなかったフィルム業界の超大型巨人です。 !
その売上１兆円を超える大企業が、2012年に
あっけなく、潰れてしまいました。理由はな
ぜだと思いますか？ !
そうです！フィルムを作っていたからですね。!

今、フィルムのカメラを使っている人はほと
んどいませんね。 !!!!!
どんなに大きな会社でも、お客様が必要とし
ないものを作ると潰れてしまう、どんなにい
いエサをつけても、どんなに釣りの名人でも
魚のいないところでは、魚は釣れないという
ことですね。 !!!!!
常夏のシンガポールで売るのは、ファンヒー
ターよりクーラー。 
行政書士の業務もコレと同じです。お客様が
いない、ニーズがないところではどれだけ頑
張っても、うまくいきません。 !
実際に取り扱い業務を最初に決めて、それし
かやらないというスタンスでお客様が来なく
て廃業になった人もいます。 !!!!!
お客様がいないというのは、単にあなたの開
業した地域ではその業務のニーズがない 
ということもありますし、あなたの事務所の
近くにその専門業務の強力なライバルがいて、
お客様が流れてこないということもあります。!!!!!
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専門業務の決め方　３つの注意ポイント　～相続だけでやろうと思うんですが～

そうならないためにも、絞りこんだいくつか
の業務でホームページを作ったり、広告宣伝
をして、実際にお客様が来てくれるもの、問
合せがよくあるものを専門化していく。 
この流れがおすすめです。 !!!!!!
実際のところは、お客様が来てくれるものが
自動的にあなたのメイン業務、専門業務になっ
ていくという感じです。 !
ですから、まず、専門ありきではなく、幅を
もたせて取り扱い業務を決め、そこからお客
様に磨かれて専門になっていく。 !
専門は決めるというより、決まっていくもの
だったんですね。 !!!!!
そして、２つ目のポイントは、どんな業務か、
実際はどんなことをするのか、仕事の内容が
よくわからないうちに、先に専門を決めない
ということです。 !
どんなことをするのかよくわからないうちに
専門を決めてしまうと、ひとつの案件が終わ
るのに時間がかかりすぎて利益の出しにくい
業務だったとか、自分が思っていた仕事の内
容じゃなかったとか、この業務はちょっと気
が重たくてやりたくないなど、仕事にあまり
興味が持てないということが起こり得ます。 !!

そうなると、行政書士は儲からないなぁと感
じたり、仕事がつまらないなぁと感じて、毎
日が苦痛なものになってしまいます。 !!!!!!
もしかしたら取り扱い業務を変えると、利益
が出しやすかったり、興味を持てるものだっ
たりするかもしれませんね。 !
そうならないためにも、どんなことをするの
か、あらかじめ仕事の内容をざっくり体感し
ておくことがお勧めです。 !
そして３つ目のポイントなんですが、これは
とても大事な考え方なので、ぜひ採用してほ
しい考え方です。 !
３つ目のポイントは何かというと、専門の業
務だけできればよいという間違いです。 !
行政書士の仕事には、風俗営業許可やクーリ
ングオフなど特定の地域や特定の人にだけに
需要のある業務以外に、相続、遺言、離婚な
ど誰にでも起こりうる業務もあります。 !!!!!
さらに行政書士業務の中でも、建設業許可や
会社設立などの業務は、地域を問わず、需要
があります。 !
実はこの誰にでも起こりうる、そして地域を
問わない相続、遺言、離婚、建設、会社設立
などの基礎業務こそが事務所の売上を伸ばす
んですね。 
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誰にでも起こりうる、地域を問わないだけに、
人がいるところならどこでも必要とされる、 
可能性のある業務なんです。 !!!!!
逆に言うと、専門業務だけを取り扱うと、利
益が頭打ちになりやすかったり、地域を選ぶ、
ということです。 !
なぜ基礎業務が利益を伸ばすかというと、建
設業許可をとった会社の社長さんの遺言書を
書く、社長さんの親族が亡くなって、遺産分
割協議書を作る、社長さんの会社の社員さん
が離婚して離婚協議書を作る、なんて感じで、
基礎業務は地域を選ばず、誰にでも起こりう
るだけに、拡がりのある部分だからなんです
ね。 !!!!!
実際に会社設立から入って建設業許可と相続、
そして遺言とつながったお客様もいるし、離
婚協議書から入って会社設立、介護事業、紹
介で相続、とつながったお客様もいます。 !
変わったところで、相続から、依頼者の友人
の離婚協議書、友人の父の遺言書、友人の父
の会社設立、友人の父の建設業許可とつながっ
たお客様もいます。 !
今のお客様のパターンで、もし相続しか取り
扱っていなかったら、友人の離婚協議書、友
人の父の遺言書、会社設立、建設業許可の利
益はすべてのがしてしまいます。 !

わかりやすく１つの業務でざっくり１０万円
の利益とすると、相続だけで１０万円で終わ
るか、相続から建設業許可まで５０万円にな
るかでは、５倍の開きが出ますね。 
大きな差ですね。 !!!!!
せっかく仕事として受けられる能力があるの
に、捨ててしまうのはもったいないですね。 !
この仕事のつながりを作れるかどうか、これ
は相続、遺言、離婚、建設、会社設立などの 
基礎業務によるところが大きいんですね。 !
そしてこのつながりが利益を大きく伸ばして
くれます。 !
ですから、専門しかやらないというのではな
く、専門業務を中心に置き、または専門業務
を入り口にして、そこから基礎業務に拡げて
いくという方法で、一度お付き合いのできた
お客様とずっと一生お付き合いを続けていく、
お客様をライフサポートしていく。 
これが利益の伸びる、強い事務所を作るんで
す。 !!!!!!
食わず嫌いじゃないですが、最初っから専門
を決めるのではなく、まずはざっと業務の内
容を学んで仕事を体感し、そこから興味のあ
るいくつかの業務を選んで、実際にお客様を
集めて、その中でお客様の多いものを専門化
していきつつ、基礎業務でお客様のサポート
を続けていく。 
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この体制を準備しておくことが、強い行政書
士事務所、利益の伸ばせる事務所を作ります。!
やはり、収入源が専門業務の１種類しかない
状態、命綱が１本の状態だと不安ですよね。 !!!!!!
そのためにも、相続、遺言、離婚、建設、会
社設立などの基礎業務を押さえ、その上に 
専門を見つけるために許認可も幅広く学習し
ておくと、強い事務所づくりにとても有利に
なります。 !
そこで、Hさんのご質問、相続専門でやってい
けるのでしょうか？を３つのポイントに照ら
して考えると、 
１、相続業務の実際の仕事内容を知って興味
が持てる !
２、相続以外にも建設業許可、会社設立、車
庫証明などの興味のある仕事で実際にお客様
を集めてみる !
３、相続に関する問合せや依頼が一番多いの
で、相続をメインにしながら、遺産分割協議
書に名前の上がった人に、遺言書の作成をお
すすめしたり、離婚協議書が必要でないかを
尋ねたり、場合によっては、会社設立などの
業務につながることもあるので、何かあった
ら、まず、あの人に相談してみようと思える
存在になっていく。 !!!!!!

そうすることで、「相続専門でもやっていけ
ます」となります。 !
最初っから専門を決めるのではなく、まずは
ざっと業務の内容を学んで、仕事を体感し、
そこから興味のあるいくつかの業務を選んで 
実際にお客様を集めて、その中でお客様の多
いものを専門化していきつつ、基礎業務でお
客様のサポートを一生続けていく。 !!!!!
専門は決めるというよりも、決まっていくも
の。 
専門業務は入り口。 
入り口から入って来てくれたお客様をライフ
サポートで一生お付き合い。 !!!!!
この３つのポイント、参考にしてみてくださ
いね。 !
それでは、また！ 
中山繁生でした。
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