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「70th」の「0」に行政書士のシンボルであるコスモスのシルエットを用いました。
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　本年度定時総会において事業計画が承認され、新たに日行連組織に加わった法教育推進委員会、暴力団等
排除対策委員会、権利擁護推進委員会の設立趣旨や活動内容等について、御説明いたします。
　これらの３委員会に共通して言えることは、地域に密着した行政書士であるからこそ、３委員会が担うそ
れぞれの分野で地域活動を推進する主体となって積極的に活動することが、私たち行政書士に求められると
いうことです。すなわち、これらの活動を各単位会で実践していただくための支援をする役割が、３委員会
に求められます。また、日行連に３委員会を設置することで、関係省庁・関係団体などとの連携が図れます。
　この３委員会の活動は、行政書士の社会活動の推進であり、社会的地位の向上に資するものと考えています。

法教育推進委員会
　行政書士が行う法教育は、平成２１年に東京都北区の小学校から草の根的に始まりました。その後、多くの
賛同者、協力者を得て、現在は各単位会において様々な法教育が実践されています。行政書士は予防法務の
専門家であり、その特性を生かした法教育を提供することに特徴があると考えます。特に初等教育において
は、発達段階に応じ、「きまりは何のためにあるのか」などのテーマを与え、子供たち自身に考えてもらい、
目的解釈を体得することを通して、法に対する規範意識を醸成できるものと考えます。身近な題材を取り上
げることにより、理解は深まります。子供たちの生活圏にある題材は、図書館、公園などであり、その多く
が行政法規です。そこに行政書士が法教育を提供する存在意義の一つがあるとも言えます。
　これまで日行連においては、総務部による先進単位会の取組事例の紹介、国際・企業経営業務部による著
作権教育への取組等が行われてきましたが、その活動は限定的でした。一方で、各単位会での実績が増える
につれ、制度全体としての方向性の提示やボトムアップを求める声等、多くの意見をいただくようになりま
した。このような状況を受け、総合的かつ集中的に取り組む専門部署として、法教育推進委員会を設置いた
しました。
　具体的な活動としては、法教育に関する省庁や他団体等との連携、単位会の取組等の調査研究、単位会で
の法教育実施にあたる支援として関連情報やツールの提供などが考えられるところです。
　法教育の対象は、児童、生徒、学生のみならず、社会教育・生涯学習としての社会人、高齢者にも及びま
す。あらゆる人へ法情報の提供をしていくことを目指し、図書館との連携もその選択肢となると考えます。
本委員会の活動は、地域に密着する行政書士としての社会貢献であるとともに、制度の普及・浸透、更には
次世代の会員の育成にも資するものと考えます。

暴力団等排除対策委員会
　私たち行政書士は、頼れる街の法律家を標榜しています。そうであるならば、行政書士は地域の安心、安
全に資する活動をする使命があります。特に、反社会的勢力へは断固とした姿勢で臨み、クライアントと私
たち自身を守っていかなければなりません。

３つの委員会の新設について
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　平成２３年度、日行連では会長会及び理事会において暴力団等の排除が決議され、各単位会が委員会の設置
に努めることとしました。これを受け、社会的な気運の高まりを受けた多くの単位会が、反社会的勢力対策
に関する委員会を設置しました。しかし昨今、反社会的勢力の活動は一層巧妙化しています。真面目に業務
に取り組んでいた会員が、気が付かないうちにそのような勢力に巻き込まれてしまうという危険性すらあり
ます。日行連としてはこの課題に対し、組織的に全国展開をして取り組むべく、暴力団等排除対策委員会を
設置いたしました。改めて全単位会に委員会を設置することを目指します。
　具体的な活動としては、警察庁等との連携による情報収集、単位会を通じた会員への情報提供、周知・啓
発活動などを想定しています。
　本委員会の活動により、地域の安心・安全に資するとともに、クライアントや全国の会員が反社会的勢力
に巻き込まれることなく業務に専念できる環境が整備され、公正誠実に社会的責任を果たせる健全な行政書
士制度が構築されることを目指してまいりたいと考えます。

権利擁護推進委員会
　昨年の行政書士法の一部改正により、第１条の目的に「国民の権利利益の実現」の文言が追加されました。
これにより、特定行政書士による行政不服審査の手続代理、成年後見制度における専門職後見人など、多様
化する行政書士の業務が国民生活における公法上、私法上の権利や利益に関与している実態が法に反映され
たと言えます。
　一方、国の政策等に鑑みれば、社会の多様性は今後更に進展することが予想されます。高齢者、障がい者、
外国人、LGBT等、少数派の方々は、社会的に弱い立場になりがちと言えます。一人ひとりの権利をしっか
りと守る仕組みを構築することが、極めて重要な社会的課題になると考えます。そして、このような時代で
あるからこそ、街の法律家たる行政書士の重要な責務に「権利の擁護」が位置付けられることは、必然であ
ると考えています。特に、私たち行政書士は、長年にわたり、申請取次制度による外国人への支援をしてま
いりました。今後は、更に多文化共生社会の実現を目指し、活動を推進していかなければなりません。この
ことからも、外国人の権利擁護は、行政書士にとって重要なテーマになると考えています。また、日行連は
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを設立し、成年後見への取組も強化しています。高齢者や
障がい者の権利擁護も、重要なテーマになると考えています。
　私たち行政書士は、倫理綱領にもあるとおり、従来より国民の権利の擁護を使命としてきました。そして、
これまでも業務を通して、多くの人々の権利を守ることに関わってきました。法改正がなされた今こそ、改
めて行政書士が行う権利擁護を内外ともに示し、新たな社会的役割として積極的に権利の擁護に取り組むこ
とが求められます。この重い責務をしっかりと果たすべく、新たに権利擁護推進委員会を設置いたしました。
　具体的な活動としては、行政書士による権利の擁護に係る調査研究や啓発活動など、またSDGsとの関わり
も含めて様々な展開を想定しています。
　本委員会の活動により、多くの方の権利が守られ、社会の健全な繁栄進歩が推進されるとともに、行政書
士制度に新たな価値が創出され、法律専門職としての地位が確固たるものになるよう努めてまいります。

　以上、いずれも昨今の社会情勢に鑑み、法律専門職団体として全国的な取組が必要であると認識していま
す。行政書士としての社会的責任を果たすとともに、その先の制度の発展も見据え、鋭意取り組んでまいり
たいと考えています。引き続き、御理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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執行部から

常住会長体制２年目に向けての御挨拶
日本行政書士会連合会　副会長　光宗　五十六

　平素は日行連の活動に御理解、御支援をいただきまして誠にありがとうございます。常住会長体制になり
２年目を迎えていますが、御承知のようにコロナ禍の影響により、日行連理事会、総会においては初の書面
決議の実施、また常任理事会、各部会においてはウェブ会議の実施、日行連事務局においては在宅勤務、時
差出勤など過去に例のない対応を強いられているのが現状です。一時はコロナ感染者の減少に伴い、他県を
越えた移動や経済活動の規制解除に徐々に各界の活動も再開しつつありましたが、東京を中心とする感染者
数が再び増加し、冬以降の二次感染が危惧されていました中、東京を中心とする感染者の拡大、地方への感
染者の増大により、冬を待つまでもなく異常な事態となりつつあります。９月開催予定であった石川県金沢
市での会長会の次年度への持越し、７月理事会もコロナ感染状況に鑑み７月末に開催を延期しましたが、感
染者の増大でやむなく書面決議としました。会員の皆様におかれましては、改めて手洗い・うがいの励行、
マスクの着用、ウェブ会議等密にならない会議の実施をお願いいたします。
　この状況下において、日行連としてはコロナ感染防止に配慮しつつ、事業を推進していかなければなりま
せん。今回の総会で御承認いただいた法教育、暴力団等排除、権利擁護の３委員会の事業推進など課題が山
積みです。７月理事会でお示しする会則改正に伴う一人法人、注意勧告の準則案もあります。この準則案に
基づき、次年度の単位会総会で会則改正を行い、知事認可をいただく運びとなります。担当している部の活
動状況を御紹介しますと、総務部は各総務案件だけでなく、来年２月５日に開催を予定している７０周年記念
式典というビッグイベントの準備もあります。広報部においては、会長から「月刊日本行政」の改編につい
て、学識者や関係官庁、（一社）コスモス成年後見サポートセンター、各単位会からの寄稿等によりイメー
ジアップを厳命されています。各士業においては、論文型、紹介型といった様々な会報誌の形態があります
が、本会の良さを生かした会報誌の実現に努めてまいります。行政書士制度調査室においては、「条解行政書
士法」第一分冊の改訂、政策提言、重要案件への戦略立案を主な業務としています。
　７月８日、日本経済新聞に常住会長による「そうだ、行政書士に相談しよう！」という記事が掲載されま
した。その中で会長が訴えられたのは、コロナ禍における持続化給付金、家賃支援給付金の申請等、それら
を本来業務とする行政書士の活用です。持続化給付金の申請において、国民の皆様が国家資格者でない者か
ら法外な報酬を請求される事案が社会問題となっていますが、国民の皆様の安全性、利便性を考えると、報
酬を得て業として国民の皆様から業務を受託できるのは行政書士だけであり、積極的な行政書士の活用を訴
えています。現在、各単位会において無料電話相談窓口を開設しており、市町においては行政書士の積極的
な活用を行っている地域もあります。会員の皆様におかれましては、持続化給付金、家賃支援給付金等の業
務の積極的な推進をお願いいたします。
　コロナ禍に伴う給付金の申請、遺言書保管制度に係る対応等、政府の新しい動きに対して、関係官庁には
過去例を見ないほど出向き、必要な対応・調整を行っています。形には見えませんが、今後に生きてくると信
じています。
　常住会長は「共生」という言葉をよく使われます。「共生」という言葉は決して妥協ではなく、お互いの
職域を尊重しながら業務を推進していくという意味です。持続化給付金等の申請においては、中小企業庁、
税理士会等からも報酬を得て申請ができるのは行政書士だけである旨の表記をいただき、一定の御配慮もい
ただいています。
　コロナ感染防止に配慮し、書面決議、ウェブ会議等により活動を進めているため、各事業の進捗が見えに
くい部分もありますが、そういった状況下にあるときこそ「ピンチはチャンス」の考えで鋭意対応を図って
まいりますので、引き続き御理解、御支援をお願いしまして御挨拶とさせていただきます。
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●スペシャルリポート　寄稿

はじめに

　農業者の減少・高齢化が進展する中、個々の農業

者の持続可能性の追求が極めて重要な課題となって

います。また、農業者は農産物の販売コストの削減

に努める中にあって、人手不足の状況下において、

いかに優秀な人材を確保していくかといった財務管

理・労務管理等の課題に直面しています。さらに、

集落単位での農地の維持・継続に向け、複数の農業

者で構成される法人の設立や経営発展等、地域固有

の経営の諸課題が顕在化していました。

　しかしながら、こうした諸課題に対する経営指導

としては、普及組織やJAによる営農指導や技術指

導が一般的であり、市町村の農政担当職員や普及組

織の体制が合理化されていく中、多岐にわたる農業

振興策メニューや各種行政手続に対し、きめ細やか

な指導事務について民間機関を活用していく体制が

望まれていました。

　このようなことから、平成３０年に普及組織や商工

系と連携しながら、士業を中心とした専門家による

指導体制を整えることとし、都道府県段階に農業経

営相談所を設置いたしました。

農業経営相談所における専門家の役割

　農業経営相談所においては、農業者に対する経営

相談・経営診断を効果的に行うため、専門資格を有

する者や学識経験者、実務経験者を農業経営相談所

が定める「専門家の登録規定」等に基づきそれぞれ

の農業経営相談所において公募しており、士業等の

専門家が選定、登録されています。令和２年３月末

時点における農業経営相談所に登録された士業等の

専門家は約２,２００名いらっしゃいますが、うち行政書

士は８５名が登録されており、全国の状況をみると、

県段階において行政書士を登録いただいていないと

ころもあります。農林水産省では、農業経営相談所

が行う公募に基づく専門家登録を随時、更新いただ

くよう周知していますので、行政書士の皆様におか

れましては、積極的に御応募いただければと考えて

います。

　農業経営相談所に登録された士業の専門家は、税

理士、中小企業診断士、社会保険労務士が約６割を

占めており、士業以外の方では経営コンサルタント

や農業法人、デザイナー等、多岐にわたっています。

　一般的には農業者が経営相談を受ける方法として、

農業経営相談所への窓口相談があります。また、普

及組織が市町村の協力及び支援対象者候補者となる

担い手の了承を得て農業経営相談所の経営戦略会議

において「重点指導農業者」として決定し、その後、

専門家等による「支援チーム」を編成した上で専門

家を派遣し、農業者の経営診断を実施しているとこ

ろです。

農業経営相談所による取組の成果

　農業経営相談所には、昨年度、重点指導農業者と

して支援を決定した者及び相談窓口を訪れた農業者

を合わせ約８,３００件の経営相談が寄せられ、農業経営

の法人化等、行政書士による法人設立のための手続

や定款作成支援、社会保険労務士による社会保険の

加入、税理士・中小企業診断士による経営継承・相

続等、専門家による経営診断が行われました。

　また、農業者が抱える課題に沿ったテーマ毎に、

経営セミナーや研修会と併せ出張相談会が開催され

農業経営相談所におけ農業経営相談所におけるる
行政書士等の活動に期行政書士等の活動に期待待

農林水産省経営局経営政策課経営育成グループ　
　経営専門官　髙塚　泰誠
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ました。農業経営相談所の認知度は高まりつつあり

ますが、まだまだ周知していく必要があるところで

あり、今後とも数多くの農業者の皆様に活用いただ

きたいと考えています。

　さらに、人・農地プランの実質化の実行を後押し

する観点から、市町村の要請に応じ農業経営相談所

の専門家を後継者不在の地域に派遣したり、認定農

業者のフォローアップや再認定の支援を行ったり、

さらには、自然災害の発生後、被災農業者を個別に

訪問し農業経営の再開に向けた相談活動等に対して

も専門家による支援体制を構築したりしているとこ

ろです。

本年度の農業経営相談所の活動に　　
あたって

　農林水産省では、毎年、農業経営相談所における

活動の基本方針を定めることとしており、本年５月

に地方農政局等を通じ都道府県（農業経営相談所）

宛てに通知し、農業経営相談所において事業計画及

び活動指標に係る目標を定めていただきました。

　そうした中、本年度は、新型コロナウイルス感染

症の影響を受ける農林漁業者に対する支援として、

これまで農業経営相談所が行ってきた経営診断等に

加え、第二次補正予算で成立した「経営継続補助金」

について、多数の相談が寄せられています。

　農業経営相談所では、これまで以上に地域の担い

手を支援する組織として重要な役割を果たしていく

ことが求められているところであり、「経営継続補

助金」の支援業務を担う士業等の専門家の登録の拡

大等、体制強化を農業経営相談所に図っていただく

ことといたしましたので、行政書士の皆様方の御登

録と農業者の支援にお力添えを賜りますようどうぞ

よろしくお願いいたします。
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　広報部では、平成２２年８月に設立された一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター（以下、「コスモス」という。）
の設立１０周年を記念して、成年後見制度の権威である中央大学法学部教授の新井誠氏、コスモスの髙尾理事長、日本行政書
士会連合会（以下、「日行連」という。）の常住会長による鼎談を企画、令和２年６月３０日に実施いたしました。
　当日は、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底し、日行連法務業務部の相羽部長の司会進行により、成年後見制度発
足から現在までの歩み、成年後見制度利用促進専門家会議の検討状況、今後の取組方などについて、大変有意義な意見交換
　　を行うことができました。

新井中央大学法学部教授
髙尾コスモス成年後見サポートセンター理事長
常住日本行政書士会連合会会長

による 鼎談

１．はじめに

相羽：新井先生、本日は足元の悪い中、遠方よりお
越しいただき、誠にありがとうございます。新
井先生、髙尾コスモス理事長、常住日行連会長
の鼎談ということで、先生の貴重な時間を頂戴
いたしますこと、重ねて御礼申し上げます。本
日は、どうぞよろしくお願いいたします。それ
では早速ですが、はじめに常住会長から御挨拶
をお願いします。

常住：改めまして、新井先生、本日は大変お忙しい
中お越しいただきまして、誠にありがとうござ
います。ご存じのとおり、行政書士会における
成年後見の取組については、他の３団体（弁護
士会、司法書士会、社会福祉士会）に比べます
と遅れてのスタートとなっております。私もヒ
ルフェ（東京都行政書士会が社会貢献活動の一
環として設立した公益社団法人）の理事長をさ
せていただき、また昨年からは日行連会長にも
就任しています。私たちは頼れる街の法律家を
標榜していますが、標榜しているだけでは意味
がないと考えています。この実践として、この
高齢社会に対して、また障がい者への支援も含
めた成年後見への積極的な取組が必要であると
感じています。

　　　日行連会長に就任して、これまでも当然に日
行連は成年後見に取り組んでまいりましたが、
やはり内部から見ても、外部への発信について
は、まだまだ心もとない点があるというのが率
直な印象です。内部体制をしっかりと固めて、
日行連とコスモスが一体となり、そして東京の
ヒルフェや北海道、岡山など、独自に単位会等
が設立している成年後見団体とも足並みをそろ
えて、行政書士会が一丸となって成年後見に取
り組んでいる状況を作りたいと思いまして、今、
活動を推進しているところです。

　　　以前から申し上げていることですが、行政書
士は他士業に比べて、３つの点において成年後
見に取り組むことがふさわしいと考えています。

　　　まず１点目は、地域密着型の国家資格者であ
るということです。被後見人を支えるためには、
後見人だけでは十分ではありません。行政書士
会の活動として、既に構築されている医療機関、
介護機関、行政機関など関係各所とのネットワ
ークを活用して、成年後見に取り組めるという
点です。

　　　それから２点目は、私たちの業務は広範囲に
及びますが、大きく分けると２つになると私は
理解しています。１つは伝統的な業務として、
市民と行政との架け橋になって、許認可申請に
代表される行政手続を遂行するということ。も
う一つは、昨今の複雑化・多様化する世の中に
なり、ますますニーズが高まっていると感じて
いますが、市民と市民との間に立ち合意形成さ
れる中で、契約書や協議書を作成するというこ
とです。この２つに共通して言えることは、違
う立ち位置の方々の間に立って、合意を形成の
もと手続をするということです。被後見人は意
思表示がしづらいので、その方の心の叫びとい
うものをしっかりと受け止められる訓練が、私
たち行政書士は業務を通じて、ヒアリング能力
として習得できており、これが特徴であろうと
考えています。

　　　３点目には、この２つの業務の共通項として
予防的措置、予防法務であるということです。
常に私たち行政書士は先を見越して、依頼者に
とってより良い方法論を考えるという思考が訓
練されているはずですので、これはまさに成年
後見を行う上で、被後見人の利益を考えた意思
決定をして行動するといったところに直結する
と考えます。

　　　日頃からこのような訓練がされている、更に

● スペシャルリポート　
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地域に密着しているという点を行政書士一人ひ
とりが自覚できるよう、良質な後見人を育成す
るとともに、外部へ発信し、日本で有効な成年
後見制度の活動を行えるようにしていきたいと
考えています。

　　　本日は新井先生から様々な御指導をいただけ
ればと思っています。どうぞよろしくお願いい
たします。

相羽：ありがとうございます。では次に、髙尾コス
モス理事長から御挨拶をお願いします。

髙尾：成年後見制度が始まってから２０年が経過しま
すが、行政書士会はもともと各地域において、
それぞれの団体で成年後見の取組を始めました。
当時の北山日行連会長が行政書士による団体を
作ろうということで、平成２２年８月４日に全国
組織として、一般社団法人コスモス成年後見サ
ポートセンターが立ち上がり、今年１０周年を迎
えることとなりました。

　　　当初は、会員数が１０支部５００名程度のところ
から始まり、現在は４２支部２,０７５名の会員数まで
増加しました。公益社団法人成年後見センタ
ー・リーガルサポートなど先行団体と比べると、
まだまだ人数も規模も小さいですが、遅ればせ
ながら頑張っているというところです。

２．成年後見制度発足２０年の歩み

相羽：ありがとうございます。先ほど制度発足２０年
というお話が出ましたが、平成１２年４月、介護
保険法と同時に成年後見制度がスタートして、
共生社会の実現、自己決定権の尊重、身上保護
（当時は身上監護）の重視という理念の下、新
井先生におかれましては、ちょうど抜本的な見
直しの時期にあたる平成２２年１０月に日本成年後
見法学会が中心となって第１回の横浜宣言を出
されたことは、私どもの知るところであります。
このあたりを含めまして、この２０年の歩み、そ
して先生の想いをお話しいただけますでしょう
か。

新井：今、お話がありました
ように、日本の成年後見
は平成１２年の４月にスタ
ートしました。ここで忘
れてはいけないのは、ど
うして平成１２年の４月に
成年後見が必要だったか
という点です。それは平

成１２年の４月に介護保険が導入されたからです
ね。これは国家プロジェクトとして、措置から
契約に変わったわけです。それまで介護という
のは行政の恩恵として、行政が措置していまし
たが、財政的な理由などもあり、介護保険が導
入されました。介護保険は契約制度であり、契
約によって介護サービスが受けられる。しかし、
契約の場合、意思能力のない人は契約できない
わけです。したがって、介護保険を導入するに
は、どうしても認知症の人などでもしっかり契
約できるシステムにしたい。そうすると、もち
ろん禁治産、準禁治産制度というのはありまし
たが、様々な問題があって使えないという状況
もあり、今回そこの話は時間の都合もあり割愛
しますが、新しい成年後見制度がどうしても必
要だということになりました。ですから、成年
後見が始まった最大の理由は、介護保険と成年
後見が車の両輪だったというところが非常に重
要で、この点をしっかり押さえておく必要があ
ると思います。また実は、成年後見制度を推進
したのは法律家ではなく、福祉関係者であった
という点もポイントです。そのことが、私の中
ではずっと法曹界に対する評価として支配して
いて、法律家は成年後見に対して冷淡だと感じ
ています。その意識を変えていかなければいけ
ないと思っています。

　　　介護保険と成年後見、この車の両輪が必ずし
もうまくいっていないので、私は、街の法律家
である行政書士が対応するニーズはあると思っ
ています。成年後見の原点という視点で考えれ
ば、そういうことが必要ではないかなと思います。

　　　平成１２年４月に成年後見がスタートした際、
一番大きな柱は任意後見の導入でした。これは
自己決定権の制度で、非常に良い制度でした。
２番目としては、法定後見の補助という制度の
導入でした。３番目に身上保護、そして４番目
として法人後見が可能になり、しっかりとした
体制になったということなのですが、先ほど法
律家は冷淡だと言ったことの理由は、例えば任
意後見の導入に関係します。ご存じだと思いま
すが、法制審の主要なメンバーは全員反対だっ
たのです。それはなぜかというと、任意後見で
はなく、民法の代理で対応できるだろうという
ことでした。確かに民法の代理学説はそういう
ことを言っているわけです。本人が任意代理権
を授与しておいて、能力がなくなってもその代
理権は続くということです。しかし、いざ濫用

新井教授
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とか不正の問題があったらどうするのかという
と、そこはネグレクトするわけです。ですので、
法制審の際に反対論が多々あって、一時は任意
後見の導入が見送られそうになったときに、小
林昭彦氏（前・福岡高裁長官）が参事官になっ
て、一気に巻き返したのです。このような経緯
もあり、任意後見の導入は、難産だったわけで
す。これは法曹界の抵抗によるものです。それ
が今でも伸びていない理由ではないかと、私は
理解しています。

　　　それから、法定後見の補助について、これも
能力の制約がなく、フレキシブルに定めること
ができる非常に良い制度です。ですから、成年
後見制度というのは、まず任意後見を使ってく
ださい、もし任意後見を使わずに法定後見を使
う場合でも、能力が少し低下した段階から補助
を使ってください、という２本立てでしたが、
ご存じのように、実際には任意後見の利用も、
補助の利用も非常に低迷しています。当初の理
念は生かされていないわけです。

　　　その後、日本成年後見法学会は非常に危機感
を持ちまして、何とかしなくてはいけないとい
うことで、平成２２年の１０月に横浜で第１回の成
年後見法世界会議を開きました。そこで横浜宣
言を出し、社会全体でこの制度を支えるべきだ
と訴えて、それが成年後見制度の利用促進法に
つながっていくということになります。

　　　ところで、世界会議の際は、行政書士の皆さ
んは参加されていましたか。

髙尾：横浜での開催ということで、神奈川会として
は対応いたしましたが、全国的に関心は低かっ
たと思います。

新井：少し関心が低かったですね。税理士会は結構
一生懸命で、特に女性税理士連盟が積極的に人
を出してきたということで、それに比べると、
少し出遅れた感はありましたね。

　　　世界中から成年後見の権威の方に集まってい
ただいて、横浜宣言を出したというのは非常に
良かったと思いますし、その後、これが続きま
して、２回目がオーストラリア、３回目がワシ
ントンD.C.、４回目がドイツ、５回目が韓国の
ソウル、そして今年はアルゼンチンでの開催を
予定していましたが、来年に順延になりました。
再来年はスコットランドの予定です。日本の学
会がスタートさせた世界会議がこれほどまで定
着したという意味では、非常に良かったと思っ
ています。

　　　ドイツの会議では横浜宣言が改訂されました。
本日は詳しいことを申し上げませんが、改訂版
横浜宣言を見てもらうと、一番新しい考え方が
出ています。後見という言葉はもうやめて、
「法的な支援と保護」という制度に名称を変え
ようという動きが出ています。

　　　平成２２年１０月、第１回の成年後見法世界会議
を開催して横浜宣言を出し、平成２６年１月には
障害者権利条約ができました。本条約の内容を
端的に説明すると、日本のやり方は間違ってい
ると言っています。つまり、任意後見なら良い、
法定後見の場合でも、できるだけ制約がないよ
うにしようということです。ですから当初、成
年後見を作ったときに掲げた理念、つまり、任
意後見の導入と補助の導入は、障害者権利条約
の考え方と合致しているのです。しかし、実態
はそうなっていなかったわけです。任意後見の
利用者は少なく、法定後見の約８５％は後見です。
後見というのは、少し厳しい言い方をすれば、
禁治産と実態は同じわけです。ですから、障害
者権利条約の立場から見ると、日本のやり方に
問題があるのですが、法務省や厚生労働省はな
ぜか、これは全然問題ないと言うのです。

　　　それで障害者権利条約ができたときの状況を、
私は「前門の虎、後門の狼」と言っています。つ
まり、利用を増やさないといけないわけですが、
利用を増やすとどうなるかというと、後見だけ
が増えるわけです。しかし、これでは良くない。
だから、前にも進めない、後にも進めないとい
うことで「前門の虎、後門の狼」というふうに
名付けました。

　　　そこで、新しい法律を作るより仕方がないだ
ろうということで、平成２２年１０月、世界会議が
終わったときから取組は進んでいましたが、学
会として成年後見制度の利用の促進に関する法
律（以下、「利用促進法」という。）の制定に邁
進しました。当時は弁護士会、司法書士会も協
力してくれました。行政書士会は少し力不足

● スペシャルリポート　
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だったかと思います。それが残念でしたね。あ
の時にもう少し力を入れていたら、現在の情勢
が変わっていたかと思います。議員会館で何回
も集会を開き、マスコミにも訴えて、各政党と
様々な話をしました。

　　　さて、利用促進法が平成２８年に制定されて、
現在は、成年後見をどう利用促進するかという
ところに注力している状況かと思います。最新
のトピックとしましては、認知症の方の金融機
関での対応をどうするかということが大きな社
会的な話題になっています。例えば、任意後見
を積極的に利用して、金融機関でもしっかりと
受け入れて欲しいのですが、現状そうなってい
ません。相変わらず任意代理しか使っていない
とか、そういう問題についてどう考えるのか、
あるいは、民事信託について、受託者が信託銀
行とかではなくて家族が行う場合、濫用も問題
になっています。一部無効だとする判例も出て
いますし、利用促進法の問題を除けば、その辺
りが最近の大きなトピックだと思います。

　　　成年後見の今までの流れをざっとお話しまし
たが、行政書士会はコスモスの設立も少し遅れ
ていたこともあり、その辺りをこれからどうリ
カバーしていくかというところが課題だと思い
ますが、いかがでしょうか。

常住：ご存じかどうか分かりませんが、行政書士会
としましては、コスモスができる以前は、各単
位会で任意に団体等を作ってくださいというこ
とで対応していました。

髙尾：そうですね。平成１８年、１９年頃は、日行連と
しては組織を作らないので、各単位会でそれぞ
れの地域で対応してくださいとお願いしていま
した。そこで、NPOや一般社団法人が設立され
ましたが、その後、平成２１年に方針転換をして、
やはり全国組織が必要だという話になりました。
当時は相当苦情をいただきましたね。

相羽：当時、神奈川会の礒田会長が、日行連の理事
会において成年後見に関して行政書士も一早く
参画するべきだと強く述べていました。私もそ
のことに同感していました。それから１０年の月
日が経ち、任意後見が進展しない理由について
検討しています。問題点は、被後見人にとって、
後見人、また後見監督人の両方に費用を支払う
必要があるという点です。非常に負担がかかる
ため、申立てまでいかないのです。費用面が一
番大きな理由かと思われます。

髙尾：司法書士は平成１０年、１１年の時からずっと成

年後見の取組に関わってきたわけですが、行政
書士は平成１２年の際に取り組まず、最初の立ち
上げが遅かったという点は否めないですね。成
功例として取り上げていただくのであれば、神
奈川会は平成１２年の９月にNPOを立ち上げて
おり、神奈川だけは４士業ということで、３団
体に遅れをとっていませんでした。

新井：東京のヒルフェの立ち上げも終わってました
ね。ですから、神奈川のNPOや東京のヒルフェ
などと、コスモスはその辺りを維持しながら、
どう行政書士会全体として成年後見を進めてい
くかということが１つの大きな課題ですね。

常住：私は、日行連として成年後見は当然に取り組
まなくてはならないことだと認識しています。
行政書士は国家資格者であり国民のために奉仕
する立場ですから、社会的に必要とされている
成年後見に対して、しっかり取り組むというこ
とは当然のことだと思っています。

　　　先日、日行連の総会が終了し、権利擁護推進
委員会を遅ればせながら立ち上げました。高齢
者や障がい者、外国人の支援など、様々な権利
擁護について啓発し活動を推進するための組織
です。特に成年後見については、先ほども申し
上げましたように、行政書士会は単位会独自に
団体を立ち上げている経緯があります。北海道
や東京、岡山なども役員に入れて、日行連とし
ても様々な立場の意見を聞いて、共同歩調を取
るような方向に持っていきたいと考えています。

　　　日行連とコスモスが共通認識を持って進める
ように対応を図っています。やはり数は力にな
ると思いますので、まずは１人１件受任しても
らう。そして、実際に成年後見をやったことに
よって実感が湧くと思います。成年後見は大変
重要な業務で、かつ私たち行政書士が行うべき
という、そういう認識が体験を通して理解でき
ると思いますので、その点を強調しながら会員
には呼びかけをしたいと思っています。日行連
としましては、権利擁護の意識、意思決定支援
を通して、自分たちがそこに深く関わるべきだ
ということを主張していきたいと思っています。

３．利用促進法、基本計画等について

相羽：次に、利用促進法の現状についてお話いただ
けませんでしょうか。

新井：利用促進法ができて、国においては利用促進
に関する基本計画が閣議決定されました。目標
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をいくつか定めていますが、ポイントが４つあ
りまして、１点目は利用者がメリットを実感で
きる制度、運用の改善ということで、まず意思
決定支援、それから個別的なことになりますけ
れども、任意後見、補助、保佐の利用促進と
いった点です。

　　　それから２点目は、権利擁護支援の地域ネッ
トワークづくり、いわゆる中核機関を作るとい
うことが２番目の課題です。３点目は、不正防
止の徹底と利用しやすさの調和です。特に任意
後見、そして後見制度支援信託や後見制度支援
預貯金、そういったものを普及させていくこと
が重要です。そして４点目は、その他の施策と
いうことで、例えば欠格事由の問題などが指摘
されています。

　　　１点目の利用者がメリットを感じる制度とい
う点に関しては、第一に意思決定支援がありま
すけれども、先ほど常住会長が言われていた点
はこのことではないかという気がします。つま
り、行政書士という職能は、市民と市民との合
意形成、これが重要だとおっしゃっていました
が、まさにそれが意思決定支援なのです。です
から、行政書士会としても、そういった合意形
成の在り方に関するノウハウ等を蓄積して、社
会的にアウトプットしていくということが必要
ですね。

　　　専門委員会では３士会とよく言いますが、こ
れはご存じのように弁護士会、司法書士会、社
会福祉士会です。私は、それに行政書士会が
入っていないということも意識して、３士会と
いう言い方をやめて欲しいと提言し、その後、
専門職能団体に変わりました。ぜひ行政書士会
も力を入れていただき、今まで蓄積されたノウ
ハウを使って意思決定支援はこうだということ
を提言してもらうと、国にとっても非常に良い
のではないかと思います。

常住：ありがとうございます。少し話が逸れますが、
行政書士会におけるADRでは、対話促進型紛
争解決手法をとっています。これもやはり合意
形成を重視しているという点においては同じと
考えられ、この点が他士業と比べた際の差別化
要因になるというふうにアピールしていきたい
と考えています。

新井：そうですね。国では様々な事業が動いていま
すけれども、行政書士会に声は掛かっていますか。

髙尾：掛かってないですね。
新井：ですよね。今、意思決定支援のプログラムな

どを作りつつありますが、そこに積極的に関与
するようにした方が良いですね。

常住：そうですね。ありがとうございます。
新井：あるいは、行政書士会自体でやってもいいか
もしれません。厚生労働省のお墨付きも得なが
らやっていくということも含めて、ぜひ前向き
に検討していただいたら良いかと思います。

相羽：関係省庁との連携が必要ですね。成年後見に
関して会長がメッセージを出したのは、おそら
く今回、常住会長が初めてではないかと思いま
す。それだけ、行政書士会はこの制度に関して
遅れているというか、遠慮しているといった状
況でした。

髙尾：いろいろなところに入り込めというアドバイ
スを散々いただいていたにも関わらず、なかな
か入れずにいましたが、今、日行連がこうやっ
て前に進もうとしていますので、ぜひ対応して
いきたいと思います。

常住：成年後見だけではなく、日行連はしっかりと
役人の方々とも連携すべきであり、こちらから
政策提言を行うべきだと考えています。現場か
ら様々な課題を提供し、建設的な意見を言う団
体の方が、役人の方々からしてみれば、頼りに
できると思います。

　　　この点を認識して、今後は行政に対してしっ
かりと政策提言をして、行政書士会は頼りにな
る団体だと知ってもらえれば、行政手続も円滑
になりますし、何より国民にとって良い政策を
言ってくる団体だから、意見を聞こうというこ
とになるのだと思います。ですので、そこを
しっかり積み上げていきましょうということで、
今、日行連ではシンクタンク的な機能を担う行
政書士制度調査室という部署を設置し、パブ
リックコメントや政策提言を検討しているとこ
ろです。

新井：２点目の中核機関については、全国１,７００余の
自治体に全て作るということになっています。
この点においても行政書士としてどのように関
与していくかということが大きな課題だと思い
ます。全国に隈なく点在している行政書士のメ
リットを生かして、アピールしていくことが非
常に重要ではないかなという気がしています。

髙尾：裁判所とはなかなか距離感があってお近づき
になれないところもありますが、本来、我々の
業務からすると、むしろ自治体とは近い関係に
あるはずです。中間年度ということもあり、我
々もより一層行政の動きに呼応し、積極的に参

● スペシャルリポート　
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画するように全国的なPRを展開しているとこ
ろなのですが、なかなか形にはなっていません。

　　　やはり先ほどから先生がおっしゃっているよ
うに、山間部や島嶼部などにはニーズがあるよ
うで、行政書士に声を掛けてくれるようなとこ
ろがあります。そういった意味では、３団体と
住み分けはできると思っています。我々は我々
で担えるポジションというところがあると思い
ます。なかなかそういった動きが見えないとい
う点については、更に力を入れてやっていかな
ければならないと思っています。

新井：そうですね。この中核機関が要ですからね。
髙尾：そこがなければ、我々もずっと参画できない
ままになるのではないかという危機感もあります。

新井：ぜひよろしくお願いします。
相羽：もう少し日行連が全国的に強く働きかけてい
かなければならないと感じます。この点が日行
連のトップたちができる仕事ではないかと思い
ますが、いかがでしょうか。

新井：そうです。まさに行政に一番近い専門職なわ
けですからね。

髙尾：そうですね。
新井：ここのところに注力できれば、また新しい展
開になると思います。

　　　最終報告をまとめるときまでに、役所や総務
省にしっかり話をして、行政書士も一定の役割
を果たせるということを強く主張する必要があ
るかなと思います。

常住：そうですね。政策を発表する前の段階から関
与していないと難しいという話ですよね。

新井：そうです。
髙尾：いつも「等」なんですよね。行政書士が後追
いする形になるんです。

新井：行政への働きかけなので、行政書士が一番で
きるはずではないでしょうか。

相羽：行政手続について一番精通していて、役所と
のつながりが強いのは行政書士ですからね。

常住：ただ、行政書士が他士業と比べて違う点は、
司法書士、税理士、土地家屋調査士などは所管
省庁と業務を行う省庁が同一なんですが、行政
書士は自治省からの流れがあるため所管省庁は
総務省ですが、実際は総務省管轄の業務という
のは少なく、国土交通省や法務省、農林水産省、
経済産業省などが主です。他士業者を見ている
と、所管する省庁にアピールすれば、そこが手
当てしてくれるという感じですが、行政書士会
は本当に守備範囲が広くて、全てをフォローし

なければいけません。
　　　それと、立法手法にも違いがあって、行政書
士法は議員立法ということなので、議員の先生
方も各会派との調整が必要です。それが強みで
もあるのですが弱みでもあって、マンパワーが
足りず対応しきれない、集中できない、という
点も関係しているのかなと思っています。

新井：なるほど。法務省だと入管があるから、そこ
は接点があるんですね。

常住：そこは大丈夫なんです。
新井：厚生労働省との接点はありますか。
常住：厚生労働省はあまりないですね。最近で言う
と、民泊関連で宿泊、旅館業法など、あとは医
療器具や医療法人ですね。

相羽：そうですね。医療法人の設立などは行政書士
の業務ですが、厚生労働省における行政書士業
務の認知度は低いのではないでしょうか。これ
もやはり日行連の働きかけが十分でないという
ことでしょうか。

常住：今こそ巻き返しを図るべく、担当部署には足
繁く省庁に提言したり意見交換したりするよう
に伝えています。

新井：いずれにしても行政とのパイプをしっかり
作っていただかないといけませんね。

髙尾：中核機関については各地域で取り組んでいか
なければなりません。

新井：そうですね。全国１,７４１か所、全て作るわけで
すから、そこで力を発揮してもらって、行政書
士会のネットワークをしっかりとしたものにし
ないといけないですね。

髙尾：実際、現場では門前払いされているといった
状況も聞いています。関係が構築されていると
ころは参画できていますが。

常住：地方によっては、参画できているところもあ
るんですよね。

髙尾：石川、高知、長野辺りは参画していると聞い
ています。

新井：そういう方式を会員の方に知らせていかなけ
ればいけないですよね。

髙尾：そうですね。どんどんフィードバックしてい
く必要がありますね。

相羽：行政書士の持っているアドバンテージという
のは、やはり士業の中でも会員数が多いことだ
と思います。また、常住会長が先ほどおっ
しゃったように政治方面も強い。にもかかわら
ず、十分に対応できていないというところも課
題ですね。
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新井：中間検証の３番目の不正防止についてですが、
ここはしっかりとやってもらわないと困ります
ね。ご存じのように、最近不祥事が続いていま
す。不祥事の防止について、日行連としてどの
ようにお考えでしょうか。

髙尾：我々も業務管理を行っ
ていますけれども、報告
された内容を見るだけで
はなく、報告書未提出者
をどうするかという点も
課題だと考えています。
おっしゃるように、コス
モスも２０１５年に元県議会
議員が捕まり大きな痛手
を被りましたが、一度の不祥事が致命的であり、
信頼回復に相当な時間がかかるということは重
々分かっているところです。

相羽：今回も会長メッセージが出ていましたね。
常住：ここのところ続きましたからね。
相羽：不正防止に関して、会長はどのようにお考え
でしょうか。

常住：なかなか難しいですね。
新井：コスモスとしてはどうですか。
髙尾：最近、大分県でも事件が起こりまして、元市
会議員をしていた方だったと記憶していますが、
それも任意後見だったと思いますが、報告書を
出していないんです。今までのコスモスの反省
すべき点として、３か月に１回業務管理を行っ
ていること、報告書の提出を義務付けているこ
とが強みでしたけれども、受任件数が０件の方
に関しては報告書の提出を義務付けていなかっ
たのです。しかし、本当に受任が０件で報告す
ることがないのか、受任しているけど出せない、
出したくても出せないような怪しい事案があっ
て出していないのかというところが選別できて
いませんでした。司法書士会は、以前から報告
書未提出ゼロキャンペーンを展開し、不正防止
に取り組まれていたと聞いています。遅ればせ
ながら、０件でも報告させて、まずは早急に報
告書未提出者の選別をできるようにして、再発
防止に努めたいと考えているところです。

相羽：法務業務部でも成年後見に関する各事業を推
進していますが、今、不正防止策をどうするか
というところの検討をしています。会員はそれ
ぞれ保険に入っていますが、当然、故意で行っ
たものに保険は下りません。使い込んでしまっ
た被保佐人、被後見人の財産に対してどのよう

な補塡ができるのかというところまでしっかり
と対応を検討しなければ、組織として信頼を得
られないのではないかと強く感じています。地
元新潟でも、逮捕まではいかなかったものの、
そういった事案が出てきたこともあり、提言し
ようと考えているところです。

新井：そうですね。最近の不祥事への対応もしっか
りとしていただきたいと思います。それと基本
計画からちょっと離れますけれども、最高裁が
発表している成年後見関係事件に関する昭和３１
年１月から令和元年１２月までの最新の概況につ
いて、各士業が全体の何％ぐらいを占めている
かという統計が出ていました。ご存じだと思い
ますが、司法書士が３７.７％、その次が弁護士で
２７.８％。３番目が社会福祉士で１８.４％。行政書
士はというと３.５％ですね。

相羽：少ないですね。
新井：この３.５％という数字についてはどのように思
われますか。やはりもう少し割合を上げていく
必要があるのではないかと思います。そのため
にはどうしたらいいのかということですが、そ
こで選任のされ方に関して、ここで言う行政書
士というのは、どういう人を行政書士として捉
えているんでしょうか。行政書士ということを
出さずにNPOとして選任されていたり、市民後
見人として選任されていたりするケースもある
のでしょうか。

髙尾：おそらく混ざっていると思います。市民後見
人として選任されていたりする場合や、その他
という扱いになっている場合があると思います。

新井：その他のカテゴリーに入っている人もいると
いうことですね。その辺りもどのように対応し
ていくか、課題としてありますね。例えば、弁
護士や司法書士は、それぞれ弁護士、司法書士
として選任されていると思いますが、行政書士
に関しては、そうではない方も随分いらっしゃ
るということなのですが、その他などの扱いも
行政書士に含めると、もう少し割合は上がりそ
うですかね。

常住：申立書の候補者欄に行政書士と記載してもら
えれば統計してくれるわけですよね。

髙尾：ただ、審判書に行政書士何々を選任するとい
うことで書かれている場合と、行政書士という
肩書がなく名前だけという場合があります。そ
れが申立て時なのか、途中で落ちてしまったの
かは分からないですが。

　　　不正防止にも関係しますけれども、コスモス

● スペシャルリポート　

髙尾理事長
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やヒルフェなどの団体に所属しないで業務を
行っている行政書士を、いかに団体に所属させ
るか、所属しないと業務ができないというふう
に持っていくかということに関しては、日行連
としてやらなければいけないことだと思います。
コスモスとしては、コスモスに所属することに
よるメリットを感じられるような仕組みづくり
ができるかが課題と考えています。コスモスだ
から候補者名簿が提出でき、そこから選任され
る形になるというような、そういう流れができ
ればと考えています。地方によってはそういう
ことができている、裁判所との関係がうまく
いっているところもありますが、一部でしかな
いので、そういうところを広げていくための取
組をやっていかなければならないと思っています。

常住：先ほど髙尾理事長が説明されたように、歴史
的に各単位会で対応してくださいという方針を
日行連が出していたものですから、自主的に
NPO法人等を作ってきた単位会にとっては、日
行連が急にコスモスを設立しますといっても、
全てが合流しなかったわけです。すでに行政書
士以外の人も入っていたりもしているので、調
整が難しかったと聞いています。当初、ヒル
フェなども二重加入禁止としていることについ
て様々な意見がありましたが、実績が上がって
きたことも関係するのか、最近は落ち着いてい
ます。行政書士が関与している団体は、広く包
括して指導していくなど、対応が必要だと考え
ています。結局、行政書士が中心になっている
団体が事件を起こせば、行政書士が表に出てき
てしまいますので、実際、方法は難しいとは思
います。

新井：そのためには総務省とのパイプの他に、裁判
所とのコンタクトというのもこれから必要に
なってくるのではないでしょうか。特に最高裁
事務総局家庭局ですね。

相羽：そうですね。省庁の考え方は比較的縦割りで、
行政書士は総務省が所管省庁ですので、法務省
は行政書士の方に向いていないというところも
あるんでしょうか。

常住：弁護士法、司法書士法は法務省が所管してい
るわけですから、そこは当然に法務省とすれば
力を入れるというか、理解はしていますよね。

相羽：新井先生がおっしゃったように、行政書士は
業務上自治体とのつながりが深く、常住会長も
地域との共生、役所との共生、他士業者との共
生という３つの大きな柱を掲げています。そう

いう点においては、行政書士会はまさに意思決
定支援に関与していける一番良い組織であると
思いますが、いまいち持ち味が生かせていない
のではないかと感じています。法務省や家庭裁
判所に対し行政書士として対応するにあたり、
何かヒントがないものでしょうか。

髙尾：行政書士の持ち味については、常住会長が
おっしゃったように、やはり合意形成していく
ための調整に長けているという素地があるとい
うことだと思います。また、コスモスの会員に
よれば、財産がない方、生活保護を受けている
方を支援する場面がとても多いということなの
で、当然に財産管理の失敗が財産の破綻につな
がるということを考えれば、そういう状況の中
で、本人にとって何をしたら喜ぶだろうという
ことを常に考えているわけですから、やはり身
上保護というか、意思決定支援のところが強み
ではないかなと思います。これをうまくアピー
ルできたら良いと思っています。

新井：意思決定支援に関しては、先ほど申し上げま
したように、今、国でも最終的なプログラムを
作ろうとしていますから、そこに参画できるよ
うに働きかけをしたら良いですね。

　　　ところで、法定後見はともかくとして、任意
後見については、法令上、なぜ行政書士ができ
るのかというところをもう少し詰めた方がいい
かもしれませんね。

相羽：先ほどのお話の中で、新井先生がおっしゃっ
たとおり、１,７００余の自治体の中核機関の中に、
地域のチーム支援として行政書士が入っていく
ということが、一番近道なのかなというように
思います。

新井：はい、そのとおりですね。
相羽：その辺り、これからの方向性について、常住
会長はどのようにお考えでしょうか。

常住：各単位会、もっと言うと各支部が、それぞれ
働きかけをしていくということが必要なところ
だと思います。

相羽：単位会の仕組みが重要ですね。
常住：それから、総務省へしっかりアピールすると
いうことですかね。中核機関の取りまとめとい
うのは厚生労働省でしょうか。

新井：もちろん市町村の話ですから、総務省も関係
しています。ちなみに１,７４１の市区町村で整備
されているところは５８９です。半分もいってい
ません。

相羽：政令指定都市はかなり準備が進んでいますよね。
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新井：そうですね。逆に遅れているところもありま
すが、私の見るところ、大きい都市はこれから
条例などを整備するというところもありますの
で、これからですね。

相羽：そこに参画していくということが必要なわけ
ですね。

常住：日行連としてコスモスと連携しながら、各地
域にメッセージを発信していく必要がありますね。

髙尾：単位会はコスモス支部としっかり連携してく
ださいと。

新井：そうですね。
相羽：会員が逮捕されてもコスモスには直接連絡が
来ませんよね。単位会にはいろいろな情報が入
るので、やはり単位会長の指導が必要だと思い
ます。

新井：中核機関よりもう少し大きいものは協議会と
言っていますけど、協議会を作ったところは
１５０と言っていました。１,７４１のうちの１５０です。
ですので、協議会に関与するというのも重要で
すね。

髙尾：新潟は入ってますね。
新井：それから、厚生労働省のプログラムの中で、
例えば、行政書士が講師を担当するとか、ある
いはそういった講習を受講するとか、そういう
こともこれから考えられるかもしれないですね。
地域連携ネットワーク、中核機関の立ち上げに
関与していくということが非常に重要なことで
はないかと思いますね。

髙尾：コスモス各支部は、それに向けて一生懸命取
り組んでいますが、門前払いをされたりして、
辛い思いをしているところもあります。今まで
の関係がしっかりしているところは良いですが。
ここで乗り遅れないようにすることが大事だと
認識しています。

新井：そうですね。今日の大きなポイントはそこで
すね。それで司法書士会はリーガルサポートを
立ち上げて、世間の司法書士に対するイメージ
が変わったわけですよね。

常住：そうですね。
新井：そして様々な法律改正にも結び付いていった
という経緯もあるので、行政書士会も同じよう
に取り組んで、会全体のステータスの向上とい
うことを考えたら良いのかもしれませんね。

常住：そうですね。結局、現場がどれだけ動いたか
で成果が変わってくると思いますので、日行連
から具体的な動き方のモデルを示したり、各地
の成功事例を紹介したりした方が動きやすいか

もしれないですね。
髙尾：コスモスも様々な指針を出して指導していま
すが、やはり各地域で必要とする対応が異なる
みたいなんですよね。ですので、各地域でも知
恵を絞ってもらう必要があると思います。

　　　成年後見の取組を足掛かりに、行政書士制度
がもっともっと高みに上っていこうという、そ
ういった気概を全国共通で持ちたいですね。

新井：そうそう。それは社会のためであり、ひいて
は国のためになるということですよね。

４．最後に

新井：最後になりますが、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大による影響について、成年後見に
関してはあまり表立って出てきてませんよね。
しかし、このことは非常に大きな問題だと感じ
ています。成年後見の関係者が、このコロナ禍
にどう対応するかということについて、まだ弁
護士会も司法書士会もどこも提言していないの
で、こういうことに注目してもらうのも良い
きっかけかもしれません。いずれにしても私と
しては、行政書士会が成年後見に更に積極的に
取り組んでいただいて、良い成果が出ることを
期待しています。

相羽：新井先生、ありがとうございます。そろそろ
お時間ですので、常住会長から最後に一言、お
願いいたします。

常住：今、私は「そうだ、行
政書士に相談しよう！」
という気運を高めようと
いうことを活動理念にし
ています。何を言いたい
かというと、私たちのク
ライアントは、一般市民
や中小企業者が多いので、
こういった方々が問題や
悩みを抱えていても、誰に相談していいか分か
らないという方がたくさんいらっしゃるという
現状があります。こういう方々のリーガルサー
ビスの町医者となり、総合医となってその負託
に応えていきたいと考えています。そして、課
題解決のときには専門医として対応していく、
こういうことが必要だろうということを、理念
として、思いとして訴えています。これを実現
するために、会務を遂行する上では、「３つの共
生」を掲げて、地域との共生、役所との共生、

● スペシャルリポート　

常住会長



2020.9　No.574 15

S
P
E
C
IA
L R
E
P
O
R
T

他士業者との共生、更には多様性のある社会の
実現を目指して、多文化との共生も標榜してい
ます。特に私たち行政書士は、外国人の在留許
可の取次申請については、３０年の歴史がありま
すので、政府が目指している外国人との共生社
会の実現、これについては在留許可の手続だけ
でなく、外国人の生活支援まで手当てしていき
たいと考えています。その中には、外国人の方
々の成年後見の対応というのも、今後の課題で
あろうと考えています。これはまさに行政書士
のお家芸となるはずですので、新設した権利擁
護推進委員会と連携して、いち早く取り組んで
いきたいと思っています。

　　　やはり行政書士は地域密着型ですので、地域
との共生を最も重要としていますが、今、行政
書士会としては、金融機関との連携も推進して
いまして、このことは財産管理に関し信託や預
貯金の問題等とも関係してきます。それから、
町会や自治会の役員なども積極的に引き受けて、
こういうところから、いわゆる市民後見人等の
問題であったり、地域の様々な課題が集約でき
たりすると考えています。その他、法教育も推
進していますが、児童、生徒、学生だけでなく、
あらゆる人に対する法情報を提供するという観
点で考え、社会教育としても関与していきたい
ということも考えています。

　　　また、空き家の問題や災害復興支援、コロナ
支援も含め、こういう場面において、ある意味
では社会的弱者である被後見人の方々に対して、
どのように光を当てるか。また、認知症の高齢
者がクローズアップされていますが、それだけ
ではなく、障がいをお持ちの方、特に知的障が
いであれば、法人後見の対応にもつながると思
いますので、コスモスとしても法人後見を積極
的に取り組んでいくことが重要であると考えて
います。いわゆる３団体がさほど手を付けてい
ないところで、行政書士会が率先して取り組み、
差別化要因としてアピールしていくということ
が重要です。

　　　今、新井先生がおっしゃったように、コロナ
禍における支援についても、一つの課題として
考えなければならないと認識しています。また、
災害復興時において、私たち行政書士は罹災証
明書の発行を支援したり、自動車の廃車手続を
行ったりしていますが、それだけではなくて、
社会的弱者である被後見人の皆様のために、災
害時や感染時の支援がどうあるべきなのか、で

きることを考える必要があると思っています。
　　　地域密着型である私たち行政書士だからこそ
できるという点をしっかりメッセージとして発
信し、それと同時に、法的根拠の整備も進め、
財産管理規定の明文化などに取り組みたいと考
えています。総務省からは、そのような明文規
定がなくとも行政書士法の解釈からすれば行え
ると言われていますが、解釈としてはそうでも、
実際に銀行などに行って、窓口で法的解釈がこ
うですと言っていたら実務としては進みません
から、やはり明文規定は必要であると思ってい
ます。

新井：今の常住会長の発言はまとめとして非常に的
確な発言でしたね。成年後見の大きな理念の一
つがノーマライゼーションということです。要
するに、共生社会を作るということで、まさに
行政書士の仕事が共生社会の実現だとおっ
しゃったのは、そのとおりだと思います。在留
外国人の問題や社会的弱者の権利擁護、そして
コロナの問題も含めて、ますます行政書士の活
躍する分野がこれから重要になってくると思い
ます。今が頑張りどころではないかと思います。

相羽：ありがとうございます。まだ遅くはないとい
うことですね。

常住：過去にどういう経緯があって、どこを正して、
どこを伸ばすかという見極めが大事だと考えて
いますので、引き続き、コスモス創立に関与し
た理事とも連携して鋭意対応してまいりたいと
思っています。

相羽：本日は皆様お忙しい中、どうもありがとうご
ざいました。

髙尾：ありがとうございました。

※写真撮影時はマスクを外していただくよう御協力
いただきました。
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＜許認可業務部 農地・土地利用部門＞

次代を担う農業従事者育成と行政書次代を担う農業従事者育成と行政書士士

～ 宮崎県立農業大学校での
１０年を振り返って ～

宮崎県行政書士会　副会長　小野　孝一

行政書士による講義の始まり 行政書士による講義の始まり 

　当会が宮崎県立農業大学校に講師を派遣して、本

年度でちょうど１０年になります。

　思い起こせば１１年前、当時の大学校の校長先生と

担当の先生から蓑原行滿会長（当時）に御相談をい

ただいたのが始まりでした。

　そもそも宮崎県は、農業算出額が全国第５位の位

置にあり、きゅうり・ピーマン・マンゴー・スイー

トピー・ブロイラー・宮崎牛など、全国に知られた

有数の食糧供給地域です。そうした中、県立農業大

学校はこれまで宮崎県の重要な産業である農業の担

い手を育成し、多くの優秀な人材を輩出してまいり

ました。そして、その多くが県内で活躍しています。

　せっかくの機会ですので、ここで宮崎県立農業大

学校を御紹介させていただきたいと思います。

　その歴史は古く、明治３２年に県農事試験場に見習

生を受け入れたのが始まりです。その後、組織変更

を繰り返し、昭和４７年に農業大学校となり、平成６

年にはキャンパスを現在の高鍋町の広大な敷地

（１０４ha）に整備し、２年にわたって農学科（作物、

野菜、花、果樹、茶、フードビジネスの各専攻）、

畜産学科（酪農、肉用牛、養豚、フードビジネスの

各専攻）に分かれ、恵まれた環境の中で多くの学生

が学んでいます。

　行政書士は、資格者代理人として、農地法に基づく手続については独占的に関与できることは異論のない

ところではありますが、その業務は、農地を農地以外の目的で利用するための転用手続が中心であるとの心

証が、都市部を中心に根強いのではないかと思います。

　しかしながら、一方で、農地集約に係る手続を始めとして、営農計画書の作成や農地所有適格法人の設立、

外国人材の活用など農業経営全般に対するサポートも多年にわたり地道に行ってきており、現場を知り農政

に深く関与する資格者として、この分野では確固たる地位を築いてきたこともまた事実です。

　こうした背景から、次代を担う農業後継者の育成においても多方面から要請があり、各単位会において活

動してきたところですが、今回はそうした実例の中から、高等教育機関である農業大学校において、農地法、

農業経営等の教育に長期間関与している宮崎会の事例を御紹介したいと思います。

　本誌の読者の皆様には本記事を通して、行政書士は、こと農業分野において、後継者育成にも積極的に関

与してきた本邦髄一の資格者であることを改めて認識いただけましたら幸いです。
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　それではここで、話を戻したいと思います。当時、

校長先生から「これまで農業の担い手として、高度

な専門知識の習得や実習に全力を傾け、一定の成果

をあげてきたが、現在の価値観が多様化し、国際化

が進む社会で、農業従事者においても専門分野に偏

ることなく、農業経営分野も含め社会の情報や一般

常識などの幅広い知識の習得を行う必要があると強

く感じている。そこで、専門科目に加え、新たに社

会人として、また農業従事者として役に立つ講座を

設けたい。」というお話を伺ったと記憶しています。

以上のことを踏まえ、大学校ではいろいろと検討さ

れた結果、「くらしと法律・経済」の講座を開設す

ることになりました。

実際の講義内容について 実際の講義内容について 

　このような経緯を経て、宮崎会に対し「くらしと

法律・経済」の法律分野を担当していただきたいと

いう御相談があり、その後、正式に受託し現在に

至っています。

　ちなみに、もう一つの分野である「経済」につい

ては、経済と景気に関する内容を地元地方銀行のシ

ンクタンクが、経営・マーケティングに関する内容

を経営学部を有する地元の大学がそれぞれ担当され

ています。

　ここで、当会が担当している講座の内容について、

御説明いたします。

　担当する講義は、科目「くらしと法律・経済」の

法律分野で、１時限６０分、受講対象者は２年生全学

科全員で、毎年４月に集中して講義を行っています。

各講座は以下のとおりで、１講座１会員で計５名の

会員が担当しています。

　①農地に関する法律

　　（農地所有適格法人、６次産業化を含む）

　②日常生活と法律（売買と契約を含む）

　③夫婦と親子の法律

　④職場の法律（マイナンバー含む）

　⑤法律の基本ルール（国民の義務と権利含む）

　特色としましては、それぞれの会員が得意とする

分野を担当しています。一人の会員で多岐にわたる

分野を一括して担当することはなかなか難しく、負

担もかかります。行政書士会の人材は多士済々、各

分野に高い専門性を備えた会員が存在するからこそ、

一つの団体で５つの講座を担当できるものと自負し

ています。

　この点は宮崎会に限ったことではなく、全国の行

政書士並びに各単位会に共通する点かと思います。

現在、宮崎会が宮崎県立農業大学校から受託してい

る「くらしと法律・経済」の講座に、行政書士会並

びに行政書士が持つメリットが大いに生かされてい

ると実感し、この１０年間講義を行ってまいりました。

　講義の内容につきましては、大学校の担当の先生

とも協議し、御希望をお聞きして、当初、７講座で

スタートいたしました。その後、試行錯誤の上、平

成２８年度より上記の５講座となり現在に至っていま

す。

　①については、将来の農業従事者に必要な知識と

して、農地法を中心に講義し、あわせて今後、農業

経営に関わることも予想し、農地所有適格法人と６

次産業化について話をしています。

　次に②と③については、一社会人として今後役に

立つ情報や、民法を中心に生活に密着した身近な法

律の話をしています。

　④については、当然、就職される学生もいること

から、労働基準法を中心に話をしています。

　最後に⑤では憲法を切り口に、国民の義務や権利

について基本的な話をしています。

　講義にあたっては、各担当の会員が工夫してオリ

ジナルの講義資料を作成・配布し、講義を行ってい

ます。また、同様にテスト問題も各担当会員が作成

し、大学校の方でテストを実施していただいています。

授 業 風 景
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　６０分という限られた時間の中で、各法律の話をし、

学生の皆様に御理解をいただくことは至難の業です

が、卒業後、社会人として、また農業従事者として

少しでも役立てていただきたいという思いで、担当

者は責任をもって対応しています。

大学校関係者へのインタビュー 大学校関係者へのインタビュー 

　本年度は講義を担当させていただいてから１０年と

いう節目にあたり、今回、大学校関係者を代表して

２名の方に、インタビューをさせていただきました。

　

小野：「くらしと法律・経済」の法律分野を受講して、

授業に対する感想をお聞かせいただけますで

しょうか？

有村：自分も２０歳になり、それ

とともに両親も歳をとる

につけ、家族で「相続」

について話す機会があり

ました。今回、法律分野

を受講できたことは、大

変勉強になりました。実

際に授業を受けて、法律

に関して知らないことが

多く、大変ためになったと同時に、社会に出

てからの法律の重要性を改めて実感いたしま

した。

小野：よろしければ、卒業後の進路と将来の夢をお

聞かせいただけますでしょうか？

有村：現在、農業系の企業・団体への就職を目指し

ています。そうした場で、社会経験を積み、

いずれは宮崎県の名産品となっているマンゴ

ー・アボカド・キンカンなどの柑橘系等を自

前の農場で栽培したいと考えています。授業

で「農地所有適格法人」についても学びまし

たが、農業経営を生産法人でやっていければ

と思っています。

小野：「くらしと法律・経済」について、御要望や

改善点がございましたら、お願いいたします。

有村：専門分野から離れますが、現在、香港で起き

ている人権問題、アメリカで大きなデモに発

展している人種差別問題についても、法律の

観点から詳しく学べればと思いました。

小野：御協力ありがとうございました。これからも

夢の実現のために頑張ってください。

小野：これまで１０年にわたり、「くらしと法律・経

済」の法律分野を担当させていただきました

が、御感想をお願いいたします。

垣内：「農業」と「法律」、一見

遠い分野のように思いが

ちですが、一市民として

「法律」を学ぶことは、

大変重要だと思います。

学生がこれから農業に従

事するにせよ、他の分野

に進むにせよ、法律は必

ず必要です。当校の「くらしと法律・経済」

の授業で、多岐にわたる法律を限られた時間

の中で熟知することは不可能ですが、学生に

は「法律」をより身近なものとして捉えてほ

しいという当初の目的の一つから考えれば、

大変プラスになっていると思っています。ま

た、個人的な見解になりますが、「くらしと法

律・経済」の授業は、今後も継続できればと

思います。あわせて、宮崎県行政書士会の皆

様には、引き続き御協力いただければと存じ

ます。

小野：「くらしと法律・経済」について、御要望や

改善点がございましたら、お願いいたします。

垣内：先ほども申し上げましたが、学生には「法律」

の重要性を認識してほしいという願いと、よ

り身近なものとして捉えてほしいということ

から、「法律」に関する話題やニュースもこれ

まで以上に盛り込んでいただきましたら、

「法律」に対する学生の関心もより一層高ま

るのではないかと思います。よろしくお願い

いたします。

小野：御協力ありがとうございました。貴重な御意

見感謝いたします。私どもも、この１０年を節

目とし、微力ではございますが、皆様の御期

待に応えられるよう精進してまいります。 

＊農学科
　（果樹専攻）２年
　有村太一さん

＊教務学生課　
　垣内佳介先生
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「くらしと法律・経済」への期待と課題 「くらしと法律・経済」への期待と課題 

　これまで、１０年にわたって「くらしと法律・経済」

の講義を担当させていただきました。この機会と御

縁に感謝しつつ、今後も御要請がある限り、行政書

士会として微力ではありますが、会員一同切磋琢磨

し、講義に臨んでいきたいと考えています。

　先にも述べましたが、行政書士会並びに行政書士

の最大の強みの一つである多方面に精通した優秀な

人材を生かし、「くらしと法律・経済」への期待に

応えていければと思っています。

　一方で課題もあります。この１０年間、ほぼ固定し

た講師陣で講義に臨んできました。それには、理由

があります。それは大学校から求められる講義内容

の安定化、レベルの平準化を保つ必要があったから

です。しかし、変化しないスタッフで長く続けるこ

とはマンネリ化や多様化する社会の変化に逆行する

おそれがあります。そこで、この１０年を節目とし、

これから２年間をかけて講師陣を一新することとい

たしました。このことにより、新たな風を吹き込み、

新陳代謝を行うことで活性化を図ることができれば

と思っています。

　現在、日本は超少子高齢・人口減少社会に突き進

んでいます。一方、世界に目を向けてみますと、む

しろ発展途上国を中心に人口の増大が進み、それに

伴う食糧不足も大きく懸念されています。人類がこ

の地球で生きていく上で、食糧の確保は最重要課題

の一つです。そうした課題に日本も貢献しつつ、国

内においても安心・安全な食糧の供給が求められる

中、農業分野の担い手となる次代の若手農業従事者

の育成は大変重要になっています。その育成の一翼

を我々行政書士も関われることに誇りと自信を持ち、

これまでの実績に加え、今後の期待に応えるべく、

より一層精進していかなければなりません。

　最後に、インタビューに御協力いただきました有

村太一さん、垣内佳介先生からの御要望も含め、め

まぐるしく変化していく社会情勢を踏まえ、「次代

を担う農業従事者」育成のため、微力ではございま

すが、行政書士として引き続き貢献させていただき

たいと存じます。
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【オンラインセミナー】建設業セミナー
を開催

 Info 

１
＜許認可業務部　建設・環境部門＞

日　　　時　　令和２年６月２５日（木）１３：３０～１７：００　　※オンラインによる配信

申 込 者 数　　２,６２７名（うち行政書士２,０４１名）

講　　　演

　第１部

　「頻発する災害と人口減少に立ち向かう我が国の建設産業のあり方」

　　国土交通省 土地・建設産業局 局長 青木 由行 様

　第２部

　「改正建設業法の施行をはじめとした建設業を巡る最近の状況について」

　　国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 建設業政策企画官 藤井 裕士 様

　令和２年６月２５日（木）、日本行政書士会連合会とワイズ公共データシステム株式会社の主催により、建
設業セミナーを開催いたしました。本セミナーは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラ
イン形式での配信となりましたが、行政書士を始めとして建設業関係者から
も数多く申込みをいただき、最終的に２,５００名以上の申込者数となりました。
　はじめに、常住会長より、昨今の建設業界においては、建設業法の改正や
建設キャリアアップシステムの構築を始めとする様々な施策が実施されてお
り、建設業許可や経営事項審査の電子申請化も控え、今後、行政書士に求め
られる役割は重要性を増していくとの挨拶がありました。

　第１部は、国土交通省 土地・建設産業局 青木局長より「頻発する災害と
人口減少に立ち向かう我が国の建設産業のあり方」をテーマとし、新型コロ
ナウイルス感染症の建設業界への影響やその対応、近年多発している地震・
台風等による自然災害への対応、建設業界への若年入職者の減少の課題、建
設キャリアアップシステムなど、建設産業の在り方について講演いただきま
した。
　

　第２部は、国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 藤井建設業政策企画官
より「改正建設業法の施行をはじめとした建設業を巡る最近の状況について」
をテーマとし、建設業法改正における監理技術者の専任の緩和や主任技術者
の配置義務の見直し、建設業許可制度における経営業務管理責任者要件等に
ついて講演いただきました。また、質疑応答として、建設業法施行規則等改
正の省令案の内容について、事前に用意した質問にも回答いただきました。

　完全オンラインでのセミナーの開催は初めての試みとなりましたが、講師のお二人には、建設業界の展望
から直近の建設業法の改正等の実務面の内容など幅広くお話いただき、受講した行政書士や建設業者等に
とって、大変有意義な講演となりました。
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社労業務取扱証明書の発行について
 Info 

２

　許認可業務部では、平成１１年から社労業務推進の一環として、標記事業を実施することとしています。

　つきましては、該当会員のうち、当該証明書の発行を希望する会員は下記事項を御確認の上、所属単位会

までお申込みください。

記

◇　対　象　者 ： 昭和５５年９月１日現在の行政書士会入会者のうち、社労業務取扱証明書の発行を希望す

る者（但し、既に証明書の発行を受けている者は除く。）

◇　申 込 方 法 ： 申込用紙「社労業務取扱証明書発行願い（様式１）」に記入の上、所属単位会に申し込ん

でください（申込用紙は会員専用サイト「連con」から入手可能です。）。

◇　申込締切日 ： 令和２年９月２５日（金）（単位会必着）
　　　　　　　　　※ 発行までに通常１～２か月ほどのお時間をいただいています。

◇　発 行 趣 旨 ：

１）行政書士法の一部を改正する法律（昭和５５年法律第２９号）附則第２項に規定する行政書士経過措置

者、すなわち当該法律の施行の際（昭和５５年９月１日）、現に行政書士会に入会している行政書士

であることを確認し、その者が社労業務取扱会員であることを証明するものです。

２）当該経過措置者の社労業務については、単位会による不断の推進活動とともに、全社連との申合せ・

覚書や社会保険庁、旧労働省による通達等によって、継続的に関係方面の理解を得てきていますが、

歳月の経過に伴い、窓口等においては、ともすれば周知を欠く場面もあります。このような事態に

対応すべく該当会員のうち希望する者に対し、当証明書を発行し、窓口等で確認の必要が生じた場

合に使用していただくこととしています。

３）経過措置に係る該当会員の社労業務について、当証明書発行の有無、所持・不所持は、業務上の何

ら新たな権利・義務、利益・不利益等を生じさせるものではありませんので、誤解なきよう願いま

す。

◇　留 意 事 項 ：

１）氏名が旧字・外字の場合、活字化の際に新字体に変更させていただく場合がございますので、あら

かじめ御承知おきください。

２）紛失等による証明書の再発行は、別途、「社労業務取扱証明書再発行願い（様式２）」にて所属単位

会経由で申し込んでください。再発行につきましては、実費本人負担となります。

３）証明書の返却に際しては、所属単位会を通じて日行連宛に、「社労業務取扱証明書返却届出書（様

式３）」を添えて返却願います。

４）なお、不明な点は所属単位会にお尋ねください。

＜許認可業務部　社労税務・生活衛生部門＞
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「行政書士法の一部を改正する法律（昭和55年法律第29号） 附則第2項」
に規定する「行政書士に係る取扱い」についての主な申合せ・覚書、通知等
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社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行にあたり留意すべき事項について

平成１０年６月１日付、庁保発第２０号、各都道府県民生主管部（局）長宛、社会保険庁運営部長通知　　　平成１０年６月１日付、庁保発第２０号、各都道府県民生主管部（局）長宛、社会保険庁運営部長通知　　　

　社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成１０年法律第４９号。以下「改正法」という。）の施行については、平成１０年６月
１日厚生省発社保第７１号・労働省発労徴第４９号をもって厚生事務次官及び労働事務次官から通達されたところであり、その施行
に当たって留意すべき事項等については別途通知することとしているところであるが、行政書士法の一部を改正する法律（昭和
５５年法律第２９号）附則第２項に規定する行政書士（以下「経過措置に係わる行政書士」という。）に係わる取扱いについては、
下記のとおりである。
　なお、このことについては労働省と協議済みであり、労働大臣官房長から都道府県労働基準局長及び都道府県労働主管部
（局）長あて別途通知されるので、念のため申し添える。

記
１　改正法の施行後においても、経過措置に係わる行政書士に関しては、従来行われてきた申請等の事実行為を行うことを妨
げるものではないこと。

２　改正法による改正後の社会保険労務士法第２条第１項第１号に掲げる事務については、経過措置に係わる行政書士は、引
き続きこれを行うことができるものであること。

社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行に当たり留意すべき事項について

平成１０年６月１日付、労働省発労徴第５０号、各都道府県労働基準局長・各都道府県労働主管部（局）長宛、労働大臣官房長通知　平成１０年６月１日付、労働省発労徴第５０号、各都道府県労働基準局長・各都道府県労働主管部（局）長宛、労働大臣官房長通知　

　社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成１０年法律第４９号。以下「改正法」という。）の施行については、平成１０年６月
１日厚生省発社保第７１号・労働省発労徴第４９号をもって厚生事務次官及び労働事務次官から通達されたところであり、その施行
に当たって留意すべき事項等については別途通知することとしているところであるが、行政書士法の一部を改正する法律（昭和
５５年法律第２９号）附則第２項に規定する行政書士（以下「経過措置に係わる行政書士」という。）に係わる取扱いについては、
下記のとおりである。
　なお、このことについては厚生省と協議済であり、また、社会保険庁運営部長から都道府県民生主管部（局）長あて別途通
知されるので、念のため申し添える。

記
１　改正法の施行後においても、経過措置に係わる行政書士に関しては、従来行われてきた申請等の事実行為を行うことを妨
げるものではないこと。

２　改正法による改正後の社会保険労務士法第２条第１項第１号に掲げる事務については、経過措置に係わる行政書士は、引
き続きこれを行うことができるものであること。
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　自動車保有関係手続のワンストップサービス（以下、「OSS」という。）については、平成２９年４月から対
象地域及び対象手続が拡大され、現在、新車新規・移転、変更登録等の中間登録については４４都道府県、継
続検査については全国の地域で運用が開始されているほか、令和元年５月７日からは、軽自動車OSSの運用
も開始されました。
　許認可業務部運輸交通部門では、行政書士業務を守るためには、個々の会員が紙申請でなくOSS申請を選
択する強い決意を持って結果を残し、他団体の参入がなくとも行政書士の力でOSS普及に寄与できるという
ことを国に示すことのほか、国民に対して、OSSの手続を代理する行政書士のPRを図る必要があると考え、
OSSの普及促進を図る全国の行政書士事務所に「日行連自動車登録OSSセンター支所」の看板を設置するこ
ととし、本年度も以下のとおり希望会員を募集いたします。
（令和元年度までに９５２箇所の行政書士事務所に看板が設置されました。）

１．日行連自動車登録OSSセンター支所看板を設置する意義について
　OSSにおいても申請終了後に受領しなければならない「証明物」（車検証、検査標章等）があるため、現在
も各地の行政書士が協力して、自動車登録手続と交付される「証明物」の収受・管理・送付業務を相互にや
り取りしています。
　このネットワークを「日行連自動車登録OSSセンター支所」の看板を設置することで公に周知し、その名
称を使用して自動車登録業務及び車庫証明業務を行うことにより、「OSS申請手続は行政書士へ依頼するも
のである」というイメージを、自動車ユーザーである国民に浸透させることを目指したものです。

＜許認可業務部　運輸交通部門＞

日行連自動車登録OSSセンター構想に
よる看板設置について

 Info 

３

２．「日行連自動車登録OSSセンター支所」の看板設置希望会員の募集について
　申請書（所属単位会にお問合せください。会員専用サイト「連con」にも掲載しています。）に必要事項を
記載の上、所属単位会の推薦を受け、所属単位会を経由して応募してください。
（締切：令和２年１１月２０日（金）単位会必着）
※ 看板作成費用９,２４０円（送料込・消費税別）は自己負担になりますので御注意ください。また、看板作
成費用のお支払いは代金引換になりますが、代引手数料の会員の皆様への負担はございません。

　※ 看板の納品は２月初～中旬頃を予定しています。 

申 請 

「証明物」の受領・管理  「証明物」の受け渡し

行政書士Ａ行政書士Ａ 行政書士Ａ 
Ｏ
Ｓ
Ｓ
看
板

行政書士Ｂ行政書士Ｂ 行政書士Ｂ 
Ｏ
Ｓ
Ｓ
看
板

運輸支局
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＜推薦条件＞
　① OSS申請業務の普及促進に取り組むこと。
　② VOD研修「OSS申請業務研修」を受講していること。
　③ 行政書士法及び関係法令並びに単位会会則、規則等に違反していないこと。
　④ 会費等の滞納がないこと。
　⑤ 依頼者に対する賠償責任を担保できる措置を講じていること。
　⑥ OSS申請に対応できる措置が講じられていること。
※ 日行連自動車登録OSSセンター支所看板の設置趣旨に鑑み、本年度から推薦条件
①、⑥について変更しました。

＜日行連自動車登録OSSセンター支所看板イメージ＞
　文　字：「日行連自動車登録OSSセンター
　　　　　　　　　○○支所（○○○○行政書士事務所）」
　材　質：アルミ複合版（厚さ３mm）
　地　色：白又は乳白色
　文字色：黒色
　徽　章：文字列の前に行政書士徽章マーク
　サイズ：横２５cm×縦１００cm

※ 支所名は事務所に最寄りの運輸支局・検査登録事務所の名称を使用します。
※ 支所名には行政書士名簿に登録された事務所名称を併記します。
　 （事務所名称の登録がない会員は「行政書士（氏名）事務所」とします。）

３．「日行連自動車登録OSSセンター支所」登録会員名簿の公開について
　OSSセンター支所登録会員間の相互協力体制の確立等を目的として、OSSセンター支所登録会員の名簿を
会員専用サイト「連con」にて公開しています。なお、看板設置済みの方で丁種会員である旨の記載を希望
する場合には、所属単位会に連絡してください。
＜公開情報＞
　① 会員番号　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑥ 事務所名称
　② 所属単位会　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑦ 事務所所在地
　③ 事務所に最寄りの運輸支局・検査登録事務所　 ⑧ 事務所電話番号
　④ 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑨ 丁種会員情報
　⑤ フリガナ

※ 公開内容は、行政書士名簿に登録された登録情報です（最寄の支局を除く）。そのため、みなし名称で
OSSセンター看板を作成された方の事務所名称は、空白となります。

※ 非公開を希望する場合には、所定の様式に非公開希望の旨を記載して、所属単位会に連絡してください。
非公開から公開に変更する際も同様です。

※ 現在は会員専用サイト「連con」での公開となりますが、今後、一般に公開させていただく可能性もご
ざいますので御承知おきください。
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各単位会の取組をお知らせします。各単位会の取組取取 をお知らせします。

　大阪府では新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置として、経営に大きな影響を受けている休
業要請外の中小企業等に対し、家賃等の固定費を支援し、経営の継続を図るべく「大阪府休業要請外支援金」
が創設されました。
　先に実施されている休業要請支援金のコールセンターには、個人事業主を中心に、申請書類の記載内容や
添付資料に関する問合せが多く、審査現場では、申請書様式の記載漏れ、添付書類の不備による返却が多い
などの問題が生じていました。
　そこで、今回の休業要請外支援金申請では、個人事業主の方々に対しスムーズな申請を支援するため、行
政書士等の専門家による「申請書類の事前確認」制度も併せて創設されました。
　大阪会では上記の確認制度に係る大阪府からの支援協力依頼を受け、自動音声による「事前確認行政書士
紹介専用ダイヤル」を６月１日に設置し、電話受付については２４時間対応を実施しました。音声登録後、後
日、担当行政書士を紹介するもので、大阪府が行う申請業務の円滑な運用に寄与するべく、大阪会が独自に
導入したものです。
　また、電話による行政書士紹介に加え、集中事前確認会を大阪府行政書士会館のほか、大阪府下各市役所、
公民館等で開催しました。確認会ではパソコンやプリンターも用意し、
パソコン環境が整っていない個人事業主の方々のサポートを行いました。
　確認会を利用された方から「資料を見ながらの説明で、わかりやす
かった」「２４時間電話での予約を受け付けており、また、顔を合わせて
の説明を受けられたのでとても助かった」など感謝の言葉をいただきま
した。
　電話による受付件数は５,９９５件、行政書士の紹介件数は３,５８９件、事前確
認会利用者数は７６５名でした。
　今後も府民の皆様のお力になれるよう、積極的に支援協力を行ってい
きたいと思います。

大阪府休業要請外支援金申請に
かかる支援協力について

大阪府
行政書士会

広報部からのお知らせ
行政書士制度PRポスターの取扱いについて

　広報部では、本年度も例年10月に実施している「行政書士制度広報月間」に向けて、行政書士制度PRポスター
を作成・配付し、各地において官公庁や関係団体への掲示にご協力いただくとともに、会員各位へ配付し、各事務
所にて掲示していただいているところです。
　つきましては、使用に際し、改めて以下の点にご留意いただきますよう、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上
げます。

　令和2年度ポスターモデルの藤木直人さんによる行政書士制度PR動画を日行連ホームページにて
公開しています。本動画の公開期間は、令和2年8月3日から令和3年7月30日までとなりますの
で、ぜひお見逃しのないよう御覧ください。

●令和2年度行政書士制度PRポスターの使用期間は、令和2年8月1日から令和3年7月31日まで
　の1年間です。
※昨年度のポスターの使用期限は令和2年7月31日となっていますのでご注意ください。
●ポスターの転売は固く禁じます。
●ポスターの画像を、会員個人が開設するホームページやブログ、SNS等に掲載しないようにお願
　いいたします。
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●中央研修所通信９月号

中央研修所研修サイトは、
ビデオ・オン・デマンド（VOD）研修を受講するためのサイトです。
行政書士会会員であれば、どなたでも基本無料で御利用いただけます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（105講座を登載済　※2020年4月現在）

中央研修所研修サイト 活用されていますか？

～VOD研修のメリット～
　○時間や場所を問わず、研修受講ができます！
　○すきま時間を活用し、業務知識をアップできます！
　○何度でも分かるまで繰り返し学習できます！
　○様々な端末に対応しています！
　☑Internet Explorer以外のブラウザにも対応しています
　　Google-Chrome、Safari、Firefoxにて御利用いただけます。
　☑スマートフォン、タブレットにも対応しています
　　iOS10.3、Android8.0以上にて御利用いただけます。
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１．センター紹介
（１）新潟県行政書士会は、平成２２年４月２６日にADR法に基づく法務大臣の認証を得て、認証紛争解決手続
の業務を開始しました。
行政書士ADRセンター新潟（以下、「当センター」という。）は、認証紛争解決手続の業務を担当して
います。

（２）当センターの取扱い分野は、平成２０年３月２６日に日本行政書士会連合会及び日本弁護士連合会との間
で締結した基本合意書に定める４分野です。
具体的には、①外国人の就労・就学に関する紛争（以下、「外国人問題」という。）、②自転車と自転
車又は自転車と歩行者との事故に関する紛争（以下、「自転車問題」という。）、③愛護動物に関する紛
争（以下、「動物問題」という。）、④居住用建物賃貸借に関する敷金返還又は原状回復をめぐる紛争（以
下、「敷金問題」という。）です。

（３）当センターは、新潟県行政書士会館３階にADR事務室を設置し、平日に相談者からの電話を受け、各
週担当の手続管理委員が問合せに対応できるようにするとともに、来所相談、調停実施ができるように
人員を配置しています。

（４）現在、当センターには、行政書士調停人候補者は１４名在籍し、当センターの取扱う全ての分野に対応
しています。
また、新潟県弁護士会から推薦された、当センターの運営及び調停手続に関与する弁護士が１名在籍
しています。

（５）当センターへの申込時には、申込手数料及び第１回期日手数料として７,６２０円（税別）を収めていただ
きます。
調停が第２回以降に開催される場合には、期日を迎えるごとに期日手数料として３,８１０円（税別）を収
めていただきます。
調停成立の場合には、成立手数料として、合意書に解決額として示された経済的利益の額の１００分の５
（成立手数料の最低金額は３,８１０円（税込）です。）を収めていただきます。

２．活動の現状と課題
（１）当センターは、平成22年４月26日に認証紛争解決手続の業務を開始してから11年目に入ります。平成
22年度から令和元年度までの10年間の実績は、次のとおりです。

（２）当センターにおける広報活動としては、消費生活相談センター、保健所等関係機関へのPR、タウン
誌・新聞紙等への広告掲載、愛護動物フェスティバル等でのPR活動を行ってきました。

（３）この10年間は、動物問題と敷金問題に注力して広報してきたこともあり、統計上、動物問題と敷金問
題は、問合せ件数の約92％、調停受理件数の約94％、調停合意件数の100％を占め、当センターの主要取
扱分野に成長しました。

（４）「調停人候補者を養成するために必要な研修」及び「現調停人候補者の資質保持及び能力の向上を図
るために必要な研修」を年間10回程度開催しています。

　　　「調停人候補者を養成するために必要な研修」及び「現調停人候補者の資質保持及び能力の向上を図
るために必要な研修」の技能編、法律編、分野編の全ての研修を修了することが、調停人候補者名簿に
登載されるための条件になっています。

　　　調停人候補者名簿は、２年ごとに更新する定めです。
（５）当センターは、出前授業の要請に応じて、行政書士の職業紹介を含めた対応を行っています。

新潟県行政書士会：行政書士ADRセンター新潟

合計敷金問題動物問題自転車問題外国人問題
   172    9266    10     4問合せ件数
   135    77    49     7     2相談件数
    15     3    11     1     0調停受理件数
    14     1    13     0     0調停実施件数
     5     1     4     0     0調停合意件数
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３．ADRの拡充と活性化に向けた対応
（１）ADRの拡充に向けた対応として、当センターの取扱い分野に対する理解を深めていく試みをいたしま

す。
　　　特に、動物問題は、非常に多様なテーマを内包しており、周知されていくほど、動物問題に対する知

見が集積され、紛争解決の実績を上げていくことができます。
（２）ADRの活性化に向けた対応として、問合せ・相談に係る対応は、争訟性を帯びるものが寄せられます

ので、調停を支える手続管理に関する技能を高める試みをいたします。
　　　特に、調停を支える手続管理に関する技能は、様々な分野に応用することができますので、行政書士

のキャリア形成と活躍の機会増大に応えられると考えます。
（３）最後に、行政書士全体にADRの拡充と活性化を図るためには、行政書士制度にADRに関する代理権

を創設し、代理権を持つ行政書士が登場することが必要であると考えます。
　　　ADRに関する代理権を持つ行政書士が登場することで、当センターの試みとは違う角度から顧客開
拓ができるため、認知度が今より格段に高まり、紛争解決の選択肢になりやすくなることが期待されま
す。

名　　　称：新潟県行政書士会
住　　　所：新潟県新潟市中央区笹口３丁目４番地８
代表者氏名：相羽　利子
紛争の分野・種類・範囲 (規則第９条第１項第１号)：
１　新潟県内に事業所を有する事業者（事業を行う個人を含む。）に雇用されている外国人（日本国籍
を有しない者をいう。以下この号において同じ。）若しくは新潟県内の事業所に派遣されている派遣
労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭
和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。）であってその派遣されている派
遣先の事業所が新潟県内である外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価
値観の相違に起因して生じた当該事業所内における労働環境、職場環境に関する紛争及び新潟県内
の学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校並びに第１２４条に規定する専修
学校及び第１３４条に規定する各種学校をいう。）に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗
教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争　

２　新潟県内において発生した自転車（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１１号の２に規定
する自転車をいう。以下同じ。）の走行に起因する交通事故（同条第８号に規定する車両のうち自
転車以外のものとの交通事故を除く。）に関する紛争　

３　新潟県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物（動物の愛護及び管理に関する法律（昭和
４８年法律第１０５号）第４４条第４項に規定する愛護動物をいう。以下同じ。）による傷害事故、愛護動
物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買
その他愛護動物に関する紛争　

４　新潟県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する
紛争

かいけつサポート：認証紛争解決事業者情報

出前授業の風景

　　　小学校・中学校・高等学校の先生が、当センターのホームページを御覧になって要請されることが多
く、当センターでは調停人候補者に希望を募り、派遣をしています。 
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許認可業務部
運輸交通部門会議
【協議事項】
１　行政書士によるOSS中間登録申請
の拡大に向けて

２　OSS・封印担当者会議の整理及び確認
３　丁種封印制度についての整理
４　VODについて
５　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（金（金））

許認可業務部
農地・土地利用部門会議
【協議事項】
１　日本行政９月号への寄稿について
２　今期の活動について
３　今後の活動について

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（月（月））

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　月刊日本行政の記事執筆について
３　パブリックコメント対応スキーム案
の検討について

４　その他

常任理事会（～８日）
【合議事項】
１　理事会の議案等について
２　本年度主要会議の運営方について
３　専門員の登用について
４　その他

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１２４件）
２　その他

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

国際・企業経営業務部
知的財産部門会議
【協議事項】
１　各種研修について
２　著作権シンポジウムの開催について
３　その他

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（木（木））

国際・企業経営業務部
国際部門会議
【協議事項】
１　本年度の活動について
２　単位会からの要望書について
３　その他

広報部会（～１５日）
【協議事項】
１　広報月間関連事項について
２　日本行政関連事項について
３　ホームページ関連事項について
４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（火（火））

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
１　分科会の進め方と目標設定について
２　自筆証書遺言書保管制度の対応経過
について

３　デジタル推進本部PTについて
４　今後の制度調査室の在り方について
５　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（木（木））

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　書籍改訂について
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（金（金））
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許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議
【協議事項】
１　本年度事業について
２　HACCPに係る対応について
３　関係機関への訪問について
４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（月（月））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１５０件）
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（火（火））

三業務部調整会議
【協議事項】
１　三業務部で連携すべき事案について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（月（月））

正副会長会
【協議事項】
１　常任理事会の合議事項について
２　HACCPに関するセミナーの開催
について

３　行政書士によるOSS拡大のための
短期・中期目標について

４　その他

常任理事会（～２９日）
【合議事項】
１　行政書士及び行政書士法人の業務範
囲に関する考え方について

２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（火（火））

法規監察部会
【協議事項】
１　本年度事業項目・具体的推進事項に
ついて

２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（水（水））

中央研修所運営会議
【協議事項】
１　会議日程について
２　本年度特定行政書士法定研修について
３　特定行政書士ブラッシュアップ研修
について

４　業務研修について
５　その他

総務部会
【協議事項】
１　本年度事業計画の確認について
２　会長会について
３　全国総務部長会議のテーマについて
４　７０周年記念事業について
５　その他

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
１　行政書士制度に影響する事案や国家
戦略案件への施策立案等の総合的対
応について

２　業際問題等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
有化について

３　行政書士総合相談事業への対応につ
いて

４　国等への行政書士利活用の政策提言
の発信について

５　その他
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理事会（書面議決にて実施）
【議案審議】
第１号議案：単位会会則（準則）改正

（案）について
第２号議案：行政書士証票に関する規則

の一部改正（案）について
第３号議案：各部・委員会等の構成員の

選任について

第４号議案：一般会計の予備費の使用に
ついて

第５号議案：日本行政書士会連合会道路
運送車両法及び行政書士法
施行規則改正反対特別委員
会規則の一部改正（案）に
ついて

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、一部WEB会議にて開催

会員の皆様へ
職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関するお願い

　行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位の保持に努めなければなりま
せん。
　特に職務上請求書の使用にあたっては、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、行政書士等の資格
者が職務上必要ある場合に限り行使できることとされており、限られた資格者にのみ認められた国民利
便のための制度であるため、個人情報保護、人権の擁護などの観点からも高い倫理意識に基づいた厳正
な取扱いが求められ、職務上請求書の偽造、不正使用、人権侵害のおそれがある戸籍等の取得は決して
許されることではありません。
　会員各位におかれましては、「戸籍法」、「住民基本台帳法」、「行政書士法」、本会の「職務上請求書の
適正な使用及び取扱いに関する規則」等の趣旨を十分に理解され、適正な使用及び厳格な取扱いに努め
ていただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
　なお、職務上請求書の払出し方法については、各単位会で運用が異なりますので、所属単位会の関係
規則等を御確認願います。



2020.9　No.57434

行政書士の業務について
子供たちにもわかりやすく
説明されているニャ！

日本行政書士会連合会協賛
小中学生向けキャリア教育教材

「おしごと年鑑2020」
の御紹介

※おしごと年鑑とは、企業・団体等からの協賛を
得て、小中学校の児童・生徒に向けたキャリア
教育用副教材として毎年改訂・発刊されてい
る書籍であり、全国の小中学校等へ寄贈され、
授業の中で活用されています（本年度実績　
協賛：135社　寄贈：66,870部）。

日行連では、将来を担う若年層に対し行政書士制度を
PRするため、朝日新聞社から発刊されている
キャリア教育教材「おしごと年鑑2020」に協賛しています。

日行連掲載ページ

各単位会で実施する
法教育事業にも

活用いただけるニャ！

説明されているニャ！

活
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ます。
　市民後見人や法人後見等の担い手の育成・活用の
促進については、担い手の確保や適切な後見人等を
選任する観点等から、自治体と家庭裁判所との連携
や広域での市民後見人の育成・活用の推進を図ると
ともに、社会福祉協議会やより多様な主体による法
人後見の活用が推進されます。
　その他、市区町村長申立の適切な実施や日常生活
自立支援事業については、市区町村長申立の適切な
実施のため、地域連携ネットワークの更なる整備が
推進されます。親族調査の在り方や本人の住所地と
居所が異なる場合等における市町村間の調整の方策
等については、今後も検討が続きます。成年後見制
度と日常生活自立支援事業等との連携の在り方等に
ついても、引き続き検討されていくことになります。
　不正防止の徹底と利用しやすさの調和については、
後見制度支援預貯金が後見人等による不正防止や親
族後見人の適切な選任に資することから、更なる導
入が推進されます。定期的な定額送金サービスの導
入が困難な金融機関においても提供可能な仕組みづ
くりや、後見以外の保佐・補助制度の下でも利用可
能な仕組みづくりが検討されます。
　任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に
ついては、任意後見制度の利用状況に関する調査結
果を分析し、本人の症状の定期的な確認方法など、
その制度趣旨に沿った適切な運用を確保するための
方策が引き続き検討されます。
　その他の不正防止対策については、各専門職団体
による不正防止の取組を着実に実施してもらうこと
としています。
　基本計画に盛り込まれているその他の施策につい
て、成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決定
が困難な人への支援では、令和元年５月に「身寄り
のない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人
への支援に関するガイドライン」が策定されました。
今後、ガイドラインを周知し、医療現場等への浸透
を図ることが重要とされています。
　成年被後見人等の権利制限の措置の見直しについ
ては、令和元年６月及び１２月、成年被後見人等に係
る欠格条項撤廃等の法制上の措置が講じられました。

成年後見制度利用促進における国の動き６

　令和元年度に全６回実施された成年後見制度利用
促進専門家会議を経て、令和２年３月１７日、成年後
見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書が取
りまとめられ、同月２４日、法務大臣、厚生労働大臣、
総務大臣で構成する成年後見制度利用促進会議に報
告されました。
　この中間検証報告書における今後のポイントは、
以下のとおりです。
　利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善
については、各種意思決定支援ガイドラインが策定
され、今後、新たに「意思決定支援を踏まえた後見
事務のガイドライン」を策定し、令和２～３年度に
かけて全都道府県において「後見人等向けの意思決
定支援研修」を実施する予定です。各種ガイドライ
ンについては、研修カリキュラムに盛り込むなど関
係者への普及・啓発が実施される予定です。専門職
団体においても同様に研修等を通じた周知・啓発を
行うことが望まれています。
　後見人等の報酬の在り方については、利用者がメ
リットを実感できる制度・運用に改善する観点から
検討が続いています。また、低所得の高齢者・障害
者に対しては、申立費用や報酬を助成する成年後見
制度利用支援事業の更なる推進・拡充を求めていま
す。
　任意後見・補助・保佐の利用促進については、成
年後見制度の広報・相談機能を備えた中核機関等の
体制整備を進めることとしています。また、国レベ
ルで、任意後見・補助・保佐等の全国的な広報活動
の実施と相談を受けることができる体制の整備を図
ることとしています。
　権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりにつ
いては、一定の進捗が見られるもののまだ十分に進
んでいません。今後、国から自治体へのきめ細やか
な支援を実施するとともに、都道府県が各市町村に
対する主導的な役割を果たすことが期待されていま
す。地域連携ネットワークの更なる構築に向けて、
弁護士会、司法書士会、社会福祉士会以外の多様な
主体との連携を図るとともに、地域共生社会の実現
に向けた包括的な支援体制との連携や地域福祉計画
への位置付け等による市町村計画の策定が推進され

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
理事　原　田　裕　仁
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コロナ禍における成年後見人等による活動（特別定額給付金申請）

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
広報委員長　勝　尾　太　一

　現在、私たち行政書士は、新型コロナウイルスに
対応するための国、地方自治体が推進する様々な施
策に関連する手続きの相談や申請手続を通じて国民
の皆様への支援を積極的に行っています。
　コスモス成年後見サポートセンターの会員は、行
政書士としてこれらの支援活動を行うとともに、御
本人様の法定代理人である成年後見人として、ある
いは付与された代理権に基づき保佐人、補助人とし
て（以下、「成年後見人等」という。）、特別定額給
付金の給付申請、受給等の手続を行ってきました。
　当センターは、会員に対して今回の特別定額給付
金申請に関するアンケートを実施した結果（集計途
中ではありますが）、多くの事例では、申請から給付
金の受給まで円滑に手続を終えることができたよう
ですが、一部において申請書それ自体の受領につい
て、あるいは申請書の記載方法について疑義を生ず
る事態が散見されました。もっとも、これらの事態
にあっても、行政書士として培ってきた行政窓口へ
の対応力、問題解決能力をいかんなく発揮し、遺漏
なく申請手続を完了し給付金の受給に至り、成年後
見人等の管理下に置かれ、あるいは御本人様にお渡

しすることができたケースもありました。
　しかしながら、今回の申請にあたり浮き彫りに
なった事態は、手続上の問題にとどまらず、地方自
治体等において未だに成年後見制度の普及・理解が
十分ではないと思われる事例（法定代理人による申
請にもかかわらず、御本人様からの委任による手続
と同様の取扱いとし、御本人様の記名・押印を求め
ること等）、あるいは生活の実態に即していない取
扱い（住民票上の住所ではなく、施設・病院に入
居・入院している場合の個別対応、世帯主に一括し
て給付金が振り込まれるため、御本人様が世帯主で
はない場合に御本人様に給付されるべき金銭を確保
するため世帯主に協力を求めること等）、さらには、
財産管理、御本人様の意思を尊重しこれを支援する
との立場から判断に窮する事例の報告も少なくはな
い状況が明らかとなりました。
　成年後見制度の普及・促進を団体の目的とする当
センターといたしましては、今回の結果を踏まえ、
御本人様にとってよりよい制度となるよう、現場か
ら制度の円滑な運用につなげるよう尽力してまいり
たいと思います。

　以上が成年後見利用促進基本計画中間検証報告書
の今後のポイントになりますが、各回の専門家会議
での具体的な議論内容に比べて、中間検証報告書は
非常に抽象的な表現の明記にとどまりました。ただ、
その中でも専門職として行うべきことについては
はっきりと明記されている部分があるため、コスモ

ス成年後見サポートセンターとしては、地域連携
ネットワーク・中核機関の設置・運営に関する協力
団体となるべく活動以外の部分においても、専門職
に求められている活動として明記されている部分に
ついて、しっかり対応していく必要があります。
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コスモス正会員・賛助会員募集のお知らせ
　コスモスは全国約４８,０００名の行政書士のうち、４,０００名以上の会員で活動することを目指しています。
コスモスの活動目的を御理解いただき、ぜひ御加入いただきますようお願いいたします。
　正会員となるためには、各コスモス支部で開催される入会前研修（３０時間）を受講し、考査に合格
する必要があります。入会を希望される方は、次の事項について御確認ください。
　・コスモスは社会貢献を実施する団体であり、会員に対する業務の斡旋を目的としていません。
　・入会金１０,０００円、年会費２４,０００円を御負担していただきます。
　・成年後見賠償責任補償制度に加入する必要があります（年５,８１０円）。
　・入会後も２年の間に、更新研修（８時間以上）を受講していただきます。
　・後見業務について、年に４回報告する義務があります。
　入会前研修の実施時期については、お近くのコスモス支部までお問合せください。なお、コスモス
支部が設置されていない単位会の会員は現時点では入会できません。
　また、コスモスの活動を支援していただける賛助会員（後見業務を行わない者）を募集しています。
行政書士資格、所属単位会、個人、法人などの制限はありません。詳しくはお近くのコスモス支部へ
お問合せください。
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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。

　「てんびんの詩」という映画を御
存じでしょうか。社員研修の教材と
して多くの企業で利用されており、商いの心得を
学ぶことができます。
　物語は商家に生まれた主人公の大作が、小学校
を卒業した際に父親から鍋蓋を売るように言われ、
仕方なく出かけるところから始まります。まずは
知り合いに押し売りのように勧め、道行く人に声
をかけても相手にされない。挙げ句、こんなこと
をさせる親を憎み、買ってくれない人々を憎むよ
うになります。他の行商人を真似てお世辞を言っ
てもだめ、結局、鍋蓋は１枚も売れずに目には涙が
あふれます。そんなある日、農家の井戸の洗い場
に浮かぶ鍋蓋を見ていると無性に愛おしくなり、
無意識にきれいに洗い始めました。その姿を見た
農家の女性は、大作の鍋蓋を売って欲しいと言い、
初めて鍋蓋が売れました。
　近江商人の教えに「売り手よし」「買い手よし」
「世間よし」の「三方よし」という言葉があります。
売り手の都合だけでは商売は成立しません。我々、
行政書士も「三方よし」の精神で業務に取り組む
必要があるのではないでしょうか。
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会員の動き
◆登録者数（令和２年７月末日現在）

４９,２５２名合 計　 　
7,213名女42,039名男内 訳　 　
6,619名女40,306名男・個人事務所開業
268名女1,232名男・行政書士法人社員
326名女501名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和２年７月中の処理件数）
３１９名新規登録　合　計
54名女265名男　　　　　内　訳
１０１名登録抹消　合　計
11名女90名男　　　　　内　訳

77名　　　　　・廃　業
24名　　　　　・死　亡
0名　　　　　・その他

◆法人会員（令和２年７月末日現在）
９４９法 人 事 務 所 数
587・主たる事務所数（行政書士法人数）
362・従たる事務所数


