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～日本行政を正確・迅速にお届けするために～

行政書士制度70周年記念ロゴ（表紙）について
「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。
たくさんのコスモスの花で「₀」を作り、行政書士制度70周年を迎えるにふさわしい華やかなロゴに仕上げました。

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

電話番号：024−973−7163（予約専用）
通話料はお客様負担となります。
相談時間：13：00〜16：00 毎週水曜日（祝祭日・年末年始休業）
所 在 地：福島県郡山市堂前町10番10号

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

新型コロナウイルス感染症に
関する無料電話相談窓口を
各都道府県行政書士会に設置
しています。

● ホームページ https://www.gyosei.or.jp/

トップメッセージ

令和元年度事業を振り返るとともに、
今なすべきことについて
昨年６月の定時総会にて会長に選任され、早いもので一年が経とうとしています。改めて昨年度事業を振
り返り総括したいと思います。
昨年は、かねてより要望してまいりました行政書士法の一部改正が実現しました。その中でも、行政書士
法の目的規定に「国民の権利利益の実現に資すること」が明記されたことは、特定行政書士制度の創設に加
え、これまでの成年後見制度や災害支援活動などへの取組が評価された結果であり、今後、更なる活躍を期
待されてのことと特筆すべき成果であると考えます。
具体的な事業としては、外国人政策に係る行政書士の更なる活用など関係各所への積極的な提言に加え、
これまで以上に金融機関との連携を推進しました。成年後見制度の利用促進に寄与し、当該制度における行
政書士の地位の確立を図るべく、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターと改めて協定書を締結し
連携強化を図りました。
会長として初めて各地方協議会との連絡会に参加し、各地の課題について共有しました。いただいた現場
の声にこそ民意が反映されており、全ての事業活動の原点となり得るものと理解しています。社会の要請と
して真摯に受け止め、私自身も襟を正して、今後の日行連の施策に反映してまいりたいと思います。
また昨年は、台風等による自然災害が頻発し、図らずも災害支援の在り方を再考する契機となりました。
日行連としては、単位会と連携し迅速に各地の復興支援活動が行えるよう大規模災害等の対策に関する規則
を定め、被災単位会への支援を通じて、被災者支援活動を推進しました。
そして、現在においては、新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大を受け、各単位会に無料電話相談窓
口を設置していただき、休業や営業自粛を余儀なくされる事業者の方々や、職場が休業したことにより収入
が減少した方や失職された方に対する支援活動を行っています。
新型コロナウイルス感染症の拡大は、日行連の事業活動にも多大な影響を及ぼしています。本来であれば、
理事会開催を始め総会に向けて、また総会後の新年度事業の本格的な始動に向けて準備を進めるべき時期に
ありますが、人の移動を控え、三密を避けるために書面議決やWEB会議等取り得る手段を尽くして事業を
継続している状態です。定時総会の開催についても通常どおりの開催は困難であると考えています。５月末
まで緊急事態宣言が延長され、開催地である東京は正に特定警戒都道府県の指定を受けており、日々感染者
の発生が報道されています。代議員の皆様と日行連役職員の安全面に配慮し、かつ日行連事業を停滞させる
ことなく推進していくために、総会を書面議決により実施することといたします。しかし、日行連の会則・
規則には、総会を書面議決で行うことについて具体的な規定が設けられていません。一方で、総会の書面議
決を明確に制限する規定も存在しないことを確認しました。その上で、総務省や顧問弁護士とも協議を重ね、
手続を検討しました。形式面では会則第82条の施行規則への委任規定を根拠とし、理事会議決により、令和
２年度定時総会に限り、総会の議決を書面で行う「令和２年度定時総会の開催に係る臨時特例会則施行規則」
を設定しました。また、実質面では会則の規定に基づき任期中の代議員の皆様の同意を得ることとしました。
どうか御理解賜りたく存じます。
日行連だけでなく日本全体が、かつて想像すらしなかった事態に直面しています。しかし、このような時
こそ、頼れる街の法律家として国民に寄り添い、社会に貢献するための活動を継続していくことが求められ
ています。歩みを止めることなく事業活動を継続してまいりますので、各単位会及び会員の皆様には引き続
き、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う
国、地方自治体による対策への対応について

現在、国、地方自治体では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により危機的状況にある、国民
への生活支援、企業等への事業支援に関する施策の拡充を進めており、これら各種の行政手続において、専
門家として行政書士がサポートすべき領域はますます拡大する状況にあります。我々行政書士には、各種制
度、各地域に応じた積極的な取組が求められています。
経済産業省が進める「持続化給付金」
（感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金）については、電子申請が前提であり、
電子申請代理のスキームはシステム上無いものの、行政書士が必要書類を含め事実を確認し、電子入力にお
ける支援を行うことで、本人による申請をサポートすることができ、これについては所管の中小企業庁から
も特段の協力要請がなされているところです。
都道府県での対応について、例えば、東京都では「東京都感染拡大防止協力金」
（事業者の施設の使用停止
や施設の営業時間の短縮等により協力する中小企業、個人事業主等に対して支給される協力金）、「東京都理
美容事業者の自主休業に係る給付金」
（ゴールデンウィーク期間を含めたSTAY HOME週間において、自主
的に休業した中小企業及び個人事業主等の理美容事業者に支給される給付金）に関し、専門家による事前確
認制度（申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前確認することにより、円滑な申請
と支給を目指すもの）が取り入れられ、その専門家として行政書士が指定されました（会員の皆様は、専門
家向けの手引き等について、本会ホームページの会員専用サイト「連con」に掲載してありますので御参照
ください。）。この制度は、全国の行政書士を対象とするものであり、こうした取組は、他の道府県等におい
ても今後制度化される可能性も考えられます。また、各地域における各種許認可等の期限延長等の情報も的
確に収集し、依頼者への対応を適切に行う必要があることからも、これまで以上に各自治体との情報共有、
連携強化が求められていくものと考えます。
会員の皆様におかれましては、国民、事業者からの切実な声に基づく、こうした社会、行政の動きを適正
に捉えていただき、行政書士としてできることを適切かつ着実に行っていただきたく存じます。
まさしくこのことが、行政に関する手続の円滑な実施にも、国民の権利利益の実現にも直接つながるもの
であると確信いたします。
我々行政書士は、今こそ「頼れる街の法律家」の実践、推進を図るべきときであり、会員の皆様の更なる
御理解、御協力を何卒よろしくお願いいたします。
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執行部から

『雨ニモマケナイ行政書士』
専務理事

金沢

和則

雨ニモマケズ 風ニモマケズ
いついかなる時においても休むことなく
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ 丈夫ナカラダヲモチ
顧客が必要な時には常に対応できるように準備を怠らず
慾ハナク 決シテ瞋ラズ イツモシヅカニワラッテヰル
身近な相談相手、または支援者としての自覚を持ち、相手に寄り添う姿勢を忘れずに
穏やかな心で対応し
一日ニ玄米四合ト 味噌ト少シノ野菜ヲタベ
決して贅沢をせずに慎ましやかに
アラユルコトヲ ジブンヲカンジョウニ入レズニ
自己主張をせず、相手の身になった思考をするように努め
ヨクミキキシワカリ ソシテワスレズ
傾聴の姿勢に徹するとともに、的確な助言を行い、自己研鑽に努めることを忘れず
野原ノ松ノ林ノ蔭ノ 小サナ萱ブキノ小屋ニヰテ
顧客の信頼を得るための事務所経営を目指し
東ニ病気ノコドモアレバ 行ッテ看病シテヤリ
西ニツカレタ母アレバ 行ッテソノ稲ノ ヲ負ヒ
南ニ死ニサウナ人アレバ 行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ
北ニケンクヮヤソショウガアレバ ツマラナイカラヤメロトイヒ
地域に深く根ざし、強い使命感を持って、互いに支え合い、立場の違いをよく理解した上で
トラブルの解決に当たり
ヒドリノトキハナミダヲナガシ
サムサノナツハオロオロアルキ
顧客や相談相手のために愚直に誠実に寄り添って進み
ミンナニデクノボートヨバレ ホメラレモセズ クニモサレズ
サウイフモノニ ワタシハナリタイ
特段の名声などは望まず、地域の中に当たり前のように存在し、困ったときに「そうだ」と
相談先に選ばれるような行政書士でありたい
宮澤賢治は『雨ニモマケズ』の中で、謙虚で自己犠牲の精神を持った理想像を表現しています。そして、
理想と現実の違いによる葛藤が表現されています。このことを私たち行政書士に置き換えると、先の行政書
士法の一部改正により、「国民の権利利益の実現に資すること」が目的規定に明記されたことによる、今後
の行政書士像の在り方を考えさせられます。行政書士制度は時代の大きな変革期の中で、ある意味、生き残
りを賭けたところにあるのかもしれません。令和という新しい時代に、変化のスピードに遅れることなく、
時代にふさわしい新たな行政書士制度を目指していかなければなりません。そのために、皆様とともに、現
状に取り残されることなく、行政手続や権利義務関係のプロとして、そしてデジタル社会の中においてもそ
の専門性を生かせるような制度を目指すべく、微力ながらお手伝いができればと考えていますので、よろし
くお願いいたします。
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スペシャルリポート 寄稿

行政書士の前進と課題
弁護士、神戸大学名誉教授

一


行政書士の権限の拡大・法律家への
更なる前進

行政書士業務は、大きく分けると、行政関係と民
事関係に分かれる。もともと官公署に提出する書類
の代書業から出発したから、行政書士という名称が
残っているが、権利義務に関する書類又は事実証明
に関する書類の作成という民事法に関しても重要な
業務をこなしている（行政書士法第１条の２）。
そして、行政関係では、聴聞代理権（行政書士法
第１条の３第一号、2008年）、不服審査代理権（行
政書士法第１条の３第二号、2014年）と大幅に進展
してきた。
そして、これらの目的は、従来はいずれも、「国
民の利便に資する」
（改正前の行政書士法第１条）と
いう曖昧な表現であったが、2019年の改正¹で、「国
民の権利利益の実現に資する」と明確になった。こ
の改正にいう国民の権利利益は、立法過程で、「公
法上及び私法上のもの」の両方をいうと説明され、
行政手続のほか民事上のものも含むものである。
したがって、行政書士の業務は、「利便」という、
何の業務かわからないものから、権利利益という、
法律問題を扱うことが法制度上も明確になったので
ある。
兼子仁著『行政書士法コンメンタール新10版』
（北
樹出版、2019年）の冒頭では、「街の法律家として
弁護士と並ぶ一般法律専門職」という見出しが付い
ている。そして、司法改革の時代に、行政書士が
法曹と並ぶ隣接法律専門職種として位置付けられ、
「日常の法律相談や法的代理といった『法律事務』
に任ずる“まちの法律家”である」と評価されてい
る。口頭の相談、代理業務が専門的な報酬源になり
つつあるという。
この兼子氏による行政書士の位置付けが更に前進
して、行政書士は、行政関係と民事関係の両方を扱
う法律家であることが明確になったのである。しか
も、その業務の範囲は、司法書士、税理士などの他
の「士」業のような制限がなく、それとは比較にな
1

4

阿部

泰隆

らない広範囲の業務をこなす資格なのである。
そして、行政書士はこの権限を活用し、周辺部分
の見識によりコンサルタントとしても活躍できる。
しかし、課題も少なくない。

二

行政書士法の更なる改正の必要

１．行政書士の名称変更の提案
行政書士会は、行政書士がこのような権限を有す
ることから、「街の法律家」と称しているが、筆者
は、「街」の意味は不明だと思うし、「行政」書士で
は、民事の権利義務に関する権限を有しないと誤解
されるし、「書士」も、代書人時代を引きずってい
るように見えなくもない。事務弁護士、紛争外弁護
士等はなかなかしっくりしないし、弁護士との誤認
混同のおそれもある。行政書士の業務を言い表す、
適切な名称についても再考すべき時期にきているの
ではないだろうか。
₂．劣悪な条文は改正せよ
（₁）聴聞代理等規定の意味不明
 行政書士法の改正条文は意味がわかりにくいも
のが多いように思う。聴聞代理等の文章は、「当
該官公署に提出する書類に係る許認可等（行政手
続法（平成５年法律第88号）第２条第三号に規定
する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号に
おいて同じ。）に関して行われる聴聞又は弁明の
機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続
において当該官公署に対してする行為（弁護士法
（昭和24年法律第205号）第72条に規定する法律事
件に関する法律事務に該当するものを除く。）に
ついて代理すること。」
（行政書士法第１条の３第
１項第一号）と定められている。
 しかし、聴聞や弁明の機会などが必要なのは許
認可等に関してではなく、許認可の取消・停止・
改善命令・指示等であるから、意味不明である。
許認可等に関してを、許認可の取消・停止・改善


2019年の改正では、目的規定の改善のほか、一人法人制度の導入、行政書士会の会員に対する注意勧告権限が規定された。日本行
政書士会連合会「月刊日本行政」№568（2020年３月号）12頁以下。
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（₂）不服審査代理規定の意味不明

三

文献

１．阿部泰隆著『行政書士の業務』
行政書士法に関する書物は多数ある。筆者も『行
政書士の業務』
（信山社、2012年）を公刊している。
これは、重要ではないと思われる条文の解説は除い
て、特に行政書士の業務に関わることと、非弁とし
て摘発されないようにその業務の境界線を解説した
ものである。そのほか、電子政府による規制緩和
（第１章第７節）、法治国家の観点からの行政書士の
あり方（第３章）、これからの業務拡大の留意点（第
４章）、規制緩和・弁護士増員の狭間の行政書士（第
５章）、専門家の責任（第６章）、弁護士との住み分
け（第７章）等を扱っている。
各種実定法については、法治国家であり、放置国
家にならないようにとの観点から、役所のいい加減
な指導に屈しないで頑張ることを説いている。ほか
の書物には、法律家にとっては大事なこの視点がほ
とんどない。

 不服審査の代理の文言は、「前条の規定により
行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る
許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審
査請求等行政庁に対する不服申立ての手続につい
て代理し、及びその手続について官公署に提出す
る書類を作成すること」
（行政書士法第１条の３第
１項第二号）である。
 ここでも、許認可等に関する審査請求・・・と
₂．兼子仁著『行政書士法コンメンタール』
規定されている。これも意味があいまいであり、
これに対し、よく読まれているらしい前記兼子仁
審査請求の対象の定めとしては適切ではない。
著は、行政書士法全般を解説している。行政書士の
「許認可等に関する」というだけでは、普通に読
業務の範囲（行政書士法第１条の２、第１条の３）
めば、第三者に与えられた許認可を争う場合に限
を中心とする第１章（21～55頁）のほか、第２章行
られる。例えば、原発許可、マンションの建築確
政書士試験、第３章登録、第４章行政書士の義務、
認を争う周辺住民の審査請求である。このほか
第５章行政書士法人、第６章監督、第７章行政書士
に、行政処分を受けた相手方が、許認可の取消・
会及び行政書士会連合会、第８章雑則、第９章罰則
停止、許認可に関する命令、附款などを争う際に
まで丁寧に解説している。筆者が強調している行政
代理できるかどうかは文言上明確ではない。ここ
書士の業務の拡大や業務の在り方はそれほどではな
で、「関する」という文言が用いられているとこ
く、それ以外の点も解説されている。したがって、
ろから、これを肯定するべきものだとされている
拙著も御参照いただければ幸いである。
（後記「特定行政書士業務ガイドライン」14頁）が、
もう少しわかりやすい法文とすべきである。
₃．『行政書士のための行政法』
 さらに、ここで「行政書士が作成した」となっ
これは行政書士が不服審査代理権を取得したの
ているので、本人が書面を作成して申請した事案
で、特定行政書士の研修を行うための書物である
は対象外であるが、不服審査を代理する特定行政
書士が作成していなくても、他の行政書士（特定 （日本評論社、2015年）。
内容を見ると、行政法学の一般的な解説と個別業
行政書士でなくてもよい）が作成した許認可に係
務に特化した解説がある。
る案件であれば、対象に入るということらしい
一般的な解説は、ほかの教科書の簡略版のような
が、わかりにくい文章である。本人が作成した書
印象を持つので、わざわざ出版する価値があるの
面はなぜ対象外であるのか、不明である。それこ
か、筆者のようにきちんとした教科書を書いたつ
そ代理が必要なのではないか。
もりの者（『行政法解釈学Ⅰ・Ⅱ』
（有斐閣、2008～
 行政書士会が法改正の運動をするときは、きち
2009年）
、
『行政法再入門上・下』
（
信山社、2016年））
んとした条文案を作成して、政党や法制局で手直
から見れば、普通の教科書を勉強してほしいし、行
しされても、対応できるようにしておくべきであ
政書士になるときに行政法を勉強しているはずであ
る。
るから、今さらという気がする。しかも、この解説
は、裁判を念頭に置いた記述も多い。行政書士はそ
のことも考慮すべきかもしれないが、重要性は低い
と思う。
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命令・指示等を含むと読ませるのであろうか。
 しかも、弁護士法第72条に規定する「法律事件
に関する法律事務に該当するものを除く」とされ
ているので、「事件性」のない、つまりは争いの
ないケースに限られる。しかし、聴聞で反論する
ことは既に争いがあることである。そこで、聴聞
は意味がないことになりかねない。兼子仁著の該
当箇所解説は、この条文は不合理であるので、限
定解釈するが、本当にできが悪い条文で、素直に
読めば無意味な制度である。この条文は早急に改
正されるべきである。

スペシャルリポート 寄稿
他方、この『行政書士のための行政法』は、各論
として、道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、
廃棄物処理法、建設業法、出入国管理及び難民認定
法、農地関係法、風営法など、行政書士の専門分野
である行政法の特殊領域について丁寧な解説がなさ
れている。ただ、ここでも、弁護士が訴訟を念頭に
おいて解説しているような感じである。例えば、処
分性がなければ公法上の当事者訴訟によるという
170頁の解説は、処分だけを対象とする不服審査に
は妥当しないので、行政書士向けではない。執筆者
が皆弁護士である関係で、行政書士の実務に沿った
解説であるとの感じは薄い。
₄．『詳解

応したら良いかといった、行政書士にとって重要
な点の解説が欲しい。
 筆者の書物に記載している例では、農地法で
は、農地転用の許可の際に隣地の同意が求められ
るが、それは行政指導であるので、断るべきか、
それとも、自分の農地の周辺部分を分筆して、自
分で自分が同意するという裏の手口を使うか²、
パチンコ営業では、近隣に診療所があると不許可
になるので、既存業者が新規の同業者の出現を防
止するために診療所を誘致する出店妨害がある
が、どう対応すべきか³、などの問題がある。
 ところが、最近は、行政書士の重要な業務分野
について丁寧な道案内の書物が出版されている。

行政書士法 第₄次改訂版』

これは行政書士法の主管庁である総務省の職員が
作成した逐条解説書である（ぎょうせい、2016年）。

（₂）日 行連『特定行政書士業務ガイドライン
「第₂版」』
 これは、初版2017年、第２版2019年刊行で、行
政不服審査法の要点の解説と不服審査における裁
決例を３つ掲げ、さらに、具体例での演習（災害
弔慰金の不支給事例）、各種書式（委任状、審査
請求書、弁明書、反論書、文書閲覧請求書等）を
掲載して、特定行政書士の不服審査の実践に役立
つものである。

₅．『条解行政書士法』
これは日本行政書士会連合会自身が専門チームを
結成して、日行連の立場を示すために作成した専門
書である（ぎょうせい、2017年）
。ただ、第一分冊
ということで、第１条から第１条の３と第19条に
限られている。これは、前記の『詳解 行政書士法』
を基本に兼子仁著『行政書士法コンメンタール』を
参照して、必ずしも明らかではない隙間の重要な点
を研究したものということである。特に弁護士法第
72条との関係に詳しく、更に兼子氏とのこの点に関
する対談が掲載されている。

（₃）日 行連『建設業法と建設業許可 行政書士
による実務と解説』
（日本評論社、2019年）
 この書物には実務上必要なことが事細かに書い
てある。具体的な処分事例も極めて有用である。
これだけの書物を書かれた執筆者は、専門の法律
家である。

₆．実務書
（₁）実務書の必要性
 筆者は前記『行政書士のための行政法』では足
りない、各分野の実務に挑戦する行政書士向け留
意点がわかる専門解説書が必要と思っていた。例
えば、外国人の在留関係では、法制度の解説がな
されているが、更に踏み込んで、虚偽名義あるい
は虚偽証明書による在留資格取得の処理、国籍取
得のための日本語能力の程度、政府の外国人受入
れ拡大策への対応などの解説が欲しい。また、廃
棄物処理法の許可基準では、廃棄物処理法第７条
第５項第三号（第７条の２第２項において準用す
る場合を含む）に基づく廃棄物処理法施行規則第
２条の２の第二号ロが「的確に、かつ、継続して
行うに足りる経理的基礎を有すること」と定めて
いる。この実務上の運用は種々あるのかもしれな
いが、どれだけあれば満たしたことになるのか、
更新許可の際にも厳格に適用されるのか、どう対

（₄）日行連『外国人実務事例集』
（令和元年度版）
 これには各種の許可などについて成功例、失敗
例が掲載されている。現場での役所との折衝、必
要な書類の入手など、実務に不可欠な技術が満載
されている。
 それ以外の分野でも類書を出版されることが望
まれる。

四

１．非弁に注意
行政書士は街の法律家といってみても、本来の法
律家ではない。兼子仁著の「街の法律家として弁護
士と並ぶ一般法律専門職」という見出しはいささか
行き過ぎだと思う。本来の法律家は、紛争の際に敵
味方に分かれて争うものであり、これに対して、行

2

阿部泰隆著『やわらか頭の法戦略』
（第一法規、2006年）235頁以下。

3

阿部泰隆著『行政書士の業務の拡大』
（信山社、2012年）79頁。
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業務上の留意点

₂．紛争性がある不服申立てのための相談も権限内
（₁）行政との紛争に関する相談も権限内
 上記の点は民事では従来どおりであるが、行政
事件では、行政書士に不服申立て代理権が認めら
れたので、事件性のある相談でも、適法に行える
ことになった。これは民事とは異なる（弁護士法
第72条に挑戦する）行政書士の権限の大きな拡大
である。
 ただし、不服審査代理のための相談ではなく、
訴訟提起の相談であれば、弁護士に任せなければ
ならない。
（₂）行政不服審査の代理受任啓発を
 行政不服審査法は、2016年に改正法が施行され、
審査請求については審理員が両当事者の主張を整
理し、最終的には行政不服審査会が答申を提出す
る。この委員会には、研究者のほか、行政書士を
含めた各種「士」業など外部の者も入っているの
で、かなり中立的かつ専門的になっているといえ
るのではないだろうか。証人尋問の不備はあるも
のの、救済の制度として大きく前進している⁴。む
しろ、行政に忖度して、証拠歪曲、屁理屈、事実
誤認でも役所を勝たせることが少なくないように
思える裁判所⁵よりもましかもしれない。
 ここで、特定行政書士や弁護士が代理して弁護
すれば、救済率はもっと上がると思われる。しか
し、現実には弁護士もほとんど関与していないと

言われ、行政書士の代理も極めて少ないようであ
る。これでは、せっかくの資格も宝の持ち腐れで
あるし、国民の権利利益の実現にも寄与しない。
 そこで、行政書士会としては、依頼者に対し
て、審査請求の際には代理を依頼してもらえるよ
うに、これまで以上に宣伝・啓発に力を入れるべ
きである。
₃．当面は弁護士と共同で
行政書士は聴聞代理権との関係で行政手続法、行
政不服申立てとの関係で行政不服審査法に通じてい
るべきであるが、普段はその必要はない。実体法上
の法理論もそれほど必要はない。そこで、行政書士
は聴聞や不服審査については一般には慣れていな
い。しかも、この業務は、裁判における証人尋問、
裁判そのものに近いので、前線の戦場と同じで、書
面作成とは異なり臨機応変に戦う必要があり、行政
書士が急に権限を得たからといっても、よほど慎重
に行わないと、失敗して専門家としての賠償責任を
負うことになりかねない。特定行政書士の試験は、
そうした専門能力を確認していないと思う。
したがって、最初は、行政事件に強い弁護士と共
同してやってみて、慣れたら自分一人でやる方が安
全だと思う（弁護士も普通はイソ弁を何年かやって
から独立している）し、依頼者のためにもなると思
う。お互い縄張り争いをせずに、弁護士と行政書士
の業務の共同を推進すべきである。
民事でも、書類作成だけと思ったら、紛争になっ
てしまった場合、弁護士業務であるから、行政書士
は手を引かなければならない。相続などではよくあ
るケースである。依頼者から受任の時によく事情を
聞くことが安全策である。
₄．事件の周旋禁止
弁護士との共同作業といっても、非弁護士が弁護
士に報酬を得る目的で（弁護士法第72条）事件を周
旋すると、弁護士は、弁護士法第27条に違反する。
弁護士職務基本規程第12条では、弁護士は、その職
務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者と
の間で分配してはならないとし、同13条は、弁護士
は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他
の対価を支払ってはならないとなっている。
弁護士は弁護士法違反であれば懲戒処分に処さ
れ、刑事罰を受ける。職務基本規程違反でも懲戒処
分を受ける。

４


曾和俊文著「行政不服審査法と政策法務」自治実務セミナー2020年５月号２頁以下では、
裁判なら、行政の広い裁量を前提として、
違法ではないとされそうな案件でも、合理的かどうかをきちんと分析しており、権利救済に大いに役立っていることが分かる。

５


阿部泰隆著『最高裁上告不受理事件の諸相Ⅱ』
（信山社、2011年）、『行政の組織的腐敗と行政訴訟最貧国』
（現代人文社、2016年）。
さらに、濱秀和著『行政訴訟の回顧と展望―中東の笛備忘録』
（信山社、2014年）143頁以下は、行政訴訟の悲惨な状況を改善する
気が裁判所にも法務省にもなく、現行行訴法がよくできているなどと言う専門部の判事がいたりして、そして研究者も行政訴訟の
ユーザーの要望からも離れていることを指摘している。
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政書士は、こうした紛争性のある弁護士業務には立
ち入れないとされていることは未だ変わらない。行
政書士業務で注意すべき最大の点は、弁護士の独占
業務を侵害し、非弁活動として、刑事犯に処される
ことのないようにすることである。
では、行政書士と弁護士の業務の境界はどこにあ
るか。弁護士の独占業務は、法律事務、法律事件と
いう用語で規定される。法律事務だけであれば、問
題はないが、法律事件を扱えば非弁活動になる（弁
護士法第72条）。この解釈は争いがあったが、最高
裁判決（昭和46年７月24日刑集25巻５号690頁）で
は、紛議があって初めて事件である。拙著（60～72
頁）では判例を丁寧に解説した。日行連の前記『条
解行政書士法』もこの点は詳しい。
兼子仁著（51～55頁）でも、行政書士がしてはな
らない非弁活動の解説がなされているので、私見と
比較して、併せて参照されたい。

スペシャルリポート 寄稿
周旋した非弁護士も、報酬を得る目的であれば、
弁護士法第72条違反になる。そこで、弁護士に事件
を紹介しても、紹介料をもらってはならない。
したがって、特定行政書士から弁護士に依頼する
のではなく、依頼者から、特定行政書士と弁護士の
両方に委任するようにしてもらうのが良いのではな
いか。「士」業の方も、一人でやるよりも報酬は安
くなるが、業務を分担できるし、安全である。裁判
になれば、行政書士は手を引いて、弁護士だけに任
せることになる。
₅．後の裁判をにらんだ業務を
それから、行政書士は、普段は行政側と仲良くし
てなんとか許認可を取ろうとするから、そこで失敗
しても、争うことは少ない。争うと次の許認可で不
利になると考えている。また、許認可を取ろうとす
る過程で、行政からの無理難題を承認したりする
と、後の裁判で不利になる。行政指導に従わなかっ
たら、賠償請求できるのに、従ったので、賠償請求
できなかった案件がある（拙著『行政書士の業務』
164頁）。
そこで、特定行政書士として不服申立てをしよう
とするなら、あるいは依頼者が最終的には裁判を視
野に入れているなら、そのことを念頭において業務
を行う必要がある。

と、各種の申請を電子申請で格安に行える（会社設
立などそうであった）ので、商売繁盛である。
令和元年に制定された「情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法律」
（デジタル手続法）は、
平成14年の「行政手続等における情報通信の技術の
利用に関する法律」が改名されたものである。
これはもともと行政手続のオンライン化を主な内
容としていたが、改正後は、データの標準化や業務
改革の推進等を盛り込んでいる。行政手続等の利便
性の向上や行政運営の簡素化・効率性を図ることを
目的としている。そして、国の行政機関には、オン
ライン化のための情報システムの整備を義務付け
る。令和元年12月には、「デジタル・ガバメント実
行計画」が閣議決定された。利用者の利便が増大す
る。行政手続においてこれまで必要であった添付書
面が撤廃される。住民票の写しや登記事項証明書の
提出の省略がなされる。例えば、法人設立を例にす
ると、申請はデジタルで行い、一度提出した情報は
二度提出することを要せず、登記事項証明書は不要
で、行政手続のほか民間手続を含めワンストップ
サービスが実現する⁷。
こうしたデジタル環境を整えると、効率的に業務
を行えるので、顧客も増える。弁護士もそれには簡
単に参入できない。IT時代は、行政書士にとって、
強い追い風である。

参考文献
五 弁護士が立ち入れない業務を
阿部泰隆著『行政書士の業務』
（信山社、2012年）。
「提言：行政書士は弁護士も入れない専門性を確立
１．専門分野に特化を
せよ」
『行政書士の業務』９頁。
私見では行政書士は、弁護士と競争するのは良い 「就業規則の作成は社会保険労務士と行政書士のい
が、行き過ぎると紛争性があるとされて非弁活動だ
ずれの業務かー「士業の業務独占重複問題」の一事
として犯罪者にされるリスクがあるので、弁護士が
例」自治実務セミナー2013年９月号８～11頁。
得意としない業務に特化する方が得策だと思う。こ 「行政書士の行政不服申立て代理権、法改正で導入」
れまでも建設業とか外国人関係がそうであったし、 自治実務セミナー2014年９月号８頁以下。
廃棄法、農地法、風営法、運輸関連法、旅館業法等
を専門としている行政書士も少なくない⁶。前記の
プロフィール
『行政書士のための行政法』は本来はこうした業務
阿部 泰隆
を志す者のためであろうが、筆者は、それは実務に
東京大学法学部卒業、弁護士、
大きく貢献するものではないと感じている。前述の
神戸大学名誉教授
ように実務で必要なことを書いた実務書が有用であ
研究分野：
る。
₂．デジタルオンライン化の追い風
行政書士が単なる代書業であれば、IT化の進展
で絶滅危惧種になるであろう。しかし今日、IT化
の時代で、きちんとITで処理できる体制を整える

行政法総論（行政行為論、行政手続法、情報公開法を含めて）
憲法と行政法との接点、行政争訟法、国家補償法、環境法、
廃棄物法、都市計画法、土地法、水法、租税法、消費者法、
警察法、社会保障法、地方自治法、政策法学（立法政策学、
民事法を含む）訴訟戦略（民事訴訟を含む）等
阿部泰隆HP：http://www.eonet.ne.jp/~greatdragon/

６


伊藤庄吉著「序―行政書士の役割について」
、本文で述べた『行政書士のための行政法』の１頁以下に、伊藤氏が専門分野で活躍
していることが記載されている。

７

日本行政書士会連合会「月刊日本行政」№568（2020年３月号）３頁以下。
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スペシャルリポート 農林水産省経営局農地政策課

SPECIAL REPORT

相続未登記農地の活用について
～法改正の概要及び制度の利用状況～
農林水産省経営局農地政策課
経営専門官（有効利用グループ）名須川 信児

１．はじめに
土地の所有者が分からず、その利活用に支障をき
たしているという事例は全国的に問題となってお
り、現在、政府において関係省庁が連携してこの問
題に取り組んでいる。
農林水産省では、令和５（2023）年度までに全農
地の８割を担い手に集積するという目標を掲げ、農

○ ことが判明した。
所有者不明農地等の実態
一方で、この調査では、相続未登記農地であって

○ 相続未登記農地及びそのおそれのある農地は全農地の約２割（93.4万ha）を占め
も、適切に管理が行われておらず遊休農地となって
になっているのは６％（5.4万ha）にとどまり、多くは実態上は耕作がなされている。

いるものは約６％（5.4万ha）にとどまることも同
○ しかしながら、当該農地を農地中間管理機構に貸付けようとすると、法定相続人を

集めなければならないことから円滑に貸付けが進まず、農地の集積・集約化の妨げ

時に判明した。
ある。

相続未登録農地等の実態調査結果
結果

定義

相続未登記農地

47.7万ha

地中間管理機構（以下、「農地バンク」という。）の

うち遊休農地

2.7万ha

整備等により農地の流動化を進めているが、その

相続未登記のおそれのある農地

45.8万ha

際、相続時に登記がなされず、法定相続人による共

うち遊休農地

2.7万ha

有状態にある農地（以下、「相続未登記農地」とい

合 計

93.4万ha
（農地（447万ha）の20.8％）

う。）が、農地の集積・集約化の阻害要因となって
きた。

うち遊休農地

このような中、平成30年11月16日に「農業経営基
盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行さ
れ、相続未登記等で所有者が不明な農地であって
も、簡易な手続で、農地バンクへの最長20年間の利
用権設定が可能となった。
そこで本稿では、相続未登記農地の状況とその活
用に向けた法改正の概要等について解説する。

5.4万ha
（相続未登記農地等の６％）

つまり、実態面では登記こそ行われていないもの
の、共有持ち分を有する者が耕作・管理を続けてき
たのであろうと推測される。
しかしながら、これら事実上の管理者にも高齢化
の波が押し寄せている。事実上の管理者が引退した
場合、その相続人が引き継いで次の事実上の管理者
となれば良いが、必ずしもそうなるとも限らない。

₂．相続未登記農地の実態
農地については、現実問題として、その有する価
値に比べ登記にかかるコストが大きいこと等を理由
に、適切に相続登記がなされないことが往々にして
あった。
他方、従来の制度で貸し借りする場合、こういっ
た相続未登記農地は、その共有者である多くの相続
人の同意が必要となる等の厄介な代物であった。
農林水産省が平成28年に行った調査によると、全
農地のおよそ２割にあたる93.4万haにおいて、この
ような相続未登記及びそのおそれのある状態にある

こうしたことから、特に事実上の管理者がいる場
合、簡易な手続で農地を貸し出せるようにしてはど
うかという声が出てきた。

₃．所有者不明農地の利用に係るこれまで
の農地制度上の措置と課題
（１）農業経営基盤強化促進法
 過去、農業経営基盤強化促進法においては、相
続未登記等により共有状態となっている農地につ
いては、その過半の持分権者の同意があれば最長
５年間、利用権設定ができることとしてきた。
 しかしながら、相続人が多数に及ぶ場合には、
2020.6
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○ 「相続未登
登記名義人
された農地。

○ 「相続未登
住民基本台
できず、相続未
のある農地。

○「遊休農地」
１年以上耕作
作される見込

※ 各農業委員
上の農地の登
定資産課税台
のデータとそ

スペシャルリポート 農林水産省経営局農地政策課
農地の出し手が自ら全ての相続人に当たって、多
大な時間と費用を費やして、過半の持分権者の同
意を取る必要があること、加えて、その場合で
あっても最長５年間しか利用権の設定ができず、
５年ごとに同意を取り直す必要があること等か
ら、貸付を断念する事例もあり、集積・集約化が
円滑に進まない一因となってきた。

（₂）所有者の過半が不明な場合の手続の特例
 これまで、過半の持分権者が不明である場合に
は、農業経営基盤強化促進法による利用権の設定
はできなかった。それを今回の改正により、新た
に以下の手続により、過半の持分権者が分からな
い場合（例えば、共有者の一人が管理している場
合）であっても、簡易な手続で、農業経営基盤強
化促進法（農用地利用集積計画の公告）により最

（₂）農地法

長20年間の利用権を設定することを可能とした。

 平成21年の農地法の改正時に、食料の安定供給
という農地の公益機能を継承させていくという観

①市町村から農業委員会への探索要請

点から、農地について、その適正かつ効率的な利

 農地バンクに利用権設定をしたい所有者の不明

用を確保しなければならない旨の責務規定（農地

な農地がある場合、市町村は農業委員会に当該農

法第２条の２）が置かれるとともに、全農地を対

地の共有者の探索を要請する。

象としてその利用の状況を確認する調査（利用状
況調査）が行われることとなり、併せて過半の持

②農業委員会による他の共有者の探索

分権者が不明の遊休農地について、農業委員会に

 市町村からの共有者の探索要請を受けた農業委

よる公示、都道府県知事の裁定を経て、農地バン

員会は、一定の範囲に限って、具体的には、既知

クに最長５年間の利用権設定ができることとして

の共有者及び登記名義人の配偶者及び子等に限っ

きた。

て、共有者を探索する。

 しかしながら、そもそも相続人の全体像が把握
できないために過半の持分権者が不明であるかも

③農業委員会による公示

分からず、農業委員会が公示して良いかの判断が

 ②で明らかになった共有者の同意を得て、農業

できない、都道府県等が訴訟になった場合を恐れ

委員会は、当該農地について農地バンクに最長20

て、農業委員会に必要以上の探索を要求するなど

年間の利用権を設定しようとする旨を６か月間公

の手続に慎重になる、これらの手続を経ても最長

示する。確知できない共有者で異義がある者は、

で５年間までしか利用権を設定できない等の問題

この期間中に異議を申し出ることができ、異議が

があり、実際の活用は令和元年９月末時点で19件

なかった場合には、確知できない共有者も農地バ

にとどまっていた。

ンクへの貸付に同意したものとみなすこととして
いる。

₄．農業経営基盤強化促進法等の改正内容
について
これらの課題や相続未登記農地の実態等を踏ま
え、改正法では以下のとおり措置を行った。

 なお、賃借については農地法の裁定と異なり、
法務局に供託することなく、代表者等（事実上の
管理者等の、これまで当該農地を管理していた者
等）に一括で支払われることとなるので、これま
でよりも、より農地を貸しやすくなるものと考え
ている。

（₁）利用権の設定期間の延長
 これまで最長５年間しか利用権が設定できな

④市町村による農用地利用集積計画の公告

かったところ、この利用権の存続期間の上限を

 ③で異議がなければ、通常の農用地利用集積計

「５年」から「20年」に延長した。また、農地法

画の場合と同様に、示した農用地利用集積計画を

上の遊休農地措置における都道府県知事裁定によ

市町村が公告する。これにより、農地バンクに最

る利用権の存続期間も、同様に上限を20年間に延

長20年の利用権が設定される。

長した。
10

2020.6

No.571

この際、反対者が自ら耕作する意思がある場合に

 農地法の既存の裁定制度についても、より使い

は、その者が耕作することとなるが、耕作する意思

勝手を良くする観点から、農業委員会による共有

もなく、農地バンクに貸したくない等の理由で反対

者の探索の範囲を農業経営基盤強化促進法に倣っ

することも想定される。

て限定し、また利用権の期間の上限についても、

しかしながら、そういった場合には、誰にも農地

先に述べたように５年から20年に延長した。

を貸せず、当該農地が遊休化することが明らかであ
ることから、（３）の農地法による裁定手続に移る

（₄）反対者がいた場合

こととなり、結果的に農地バンクに利用権が設定で
きることとなる。

 農業経営基盤強化促進法の特例は、共有者の中
に反対者がいた場合は活用できない。

○ 所有者不明農地の利活用のための新制度（フロー図）
≪

農
業
経
営
基
盤農
強地
化
促
進
法

担い手が借りた
い場合

判共
明有
し者
ての
い過
る
場半
合が

市
町
村

作成

所有者（共有者）
が貸したい場合

≫

その他（農地中間
管理機構や農委
が主導する場合）

判
明共
し有
て者
いの
な過
い半
場が
合

市
町
村

探索の要請

農
業
委
員
会

探索・公示
＜探索範囲を一定
の範囲に限定＞

市
町
村

作成

農
用
地
利
用
集
積
計
画
農
用
地
利
用
集
積
計
画

公告

公告

≪

*

≫

判
明共
し有
て者
いの
な過
い半
場が
合

農
業
委
員
会

探索・公示
＜探索範囲を一定の範囲に限定＞

₅．改正後の制度の利用の状況について

*

20 農
年地
以中
内間
の管
利理
用機
権構
設へ
定の

*従来は5年以内

新設

農遊
地休
法農
地

20
年
以
内
の
利
用
権
設
定

農
地
中
間
管
理
機
構

申請

都
道
府
県
知
事

20 農
年地
以中
内間
の管
利理
用機
権構
設へ
定の

裁定

*従来は
5年以内

₆．行政書士の活躍への期待

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法

これまで相続未登記農地の現状と、その活用に向

律」が施行されてから半年が過ぎ、この原稿を執筆

けた新制度について述べてきたが、相続未登記農地

している時点（令和２年２月末時点）で農業経営基

の活用に向け中心的な役割を果たす農業委員会で

盤強化促進法については、最初に着手した鹿児島県

は、既に多くの行政書士の方々が農業委員として任

喜界町を筆頭に16県28市町村81件、農地法について

命され、活躍されていると承知している。

は28道県66市町80件の公示がなされた。

さらに今後、相続機会の増加等に伴い、農業の現

まだ実際に担い手への貸付まで行われている事例

場においても、法律的な知識に基づくアドバイスを

は少ないが、この制度に対する現場のニーズの大き

行うことのできる行政書士の皆様への期待が大きく

さを感じているところである。

なっていくことが想定される。
皆様におかれては、引き続き、農業委員会の行う
各種取組への積極的な参画をお願いしたい。
2020.6
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（₃）農地法による裁定手続

スペシャルリポート 許認可業務部 農地・土地利用部門

農業経営基盤強化促進法を活用した
農地の所有権移転について
＜許認可業務部

農地・土地利用部門

１．はじめに

専門員

小関

敏和＞

₂．農業経営基盤強化促進法による所有権
移転の要件と利点

行政書士として農地法関連業務に携わると、必ず

農地の処分を希望する所有者は、通常の処分方法

と言っていいほど肥培管理がされていない農地、い

だと、まず農地法第３条の許可を取得し、次に売買

わゆる「耕作放棄地」を目の当たりにします。これ

や贈与契約等に基づく所有権移転登記を行い、最後

は、土地の耕作者たる所有者が高齢で病気療養中な

に売却時の譲渡所得の確定申告をする必要があるな

ど耕作を継続できない場合や、先代より農地を相続

ど、行政手続に翻弄されることが一般的かと思いま

したものの生活状況の変化から都市部に生活の拠点

す。また、一連の行政手続を代理人に依頼して行う

を持ち、そもそも自身の保有農地の場所を把握して

には、多くの士業に業務を依頼しなければならず、

いない場合など、管理したくてもできない状況に起

農地の売却価額に対して、手続等にかかる費用が多

因しているものと思われます。こうした背景の中、

く、こうした観点から特に高齢者や病気療養中の方

我が国では農地集積を促進するための法律である

などは農地の処分に後ろ向きになる傾向がありま

「農業経営基盤強化促進法」が整備され運用されて
きました。

す。
それを一定程度解決させる手続が、農業経営基盤

この農業経営基盤強化促進法は、国民生活の安

強化促進法による所有権移転です。法第４条第４項

定・経済発展のためには、効率的かつ安定的な農業

第一号に定める利用権設定等促進事業により所有権

経営を確立することが重要であることに鑑みて、係

を移転させる場合、第６条の基本構想を定めた市町

る農業経営を目指して意欲ある農業者に対する農用

村は、第20条の公告をするとその所有権が移転し、

地の利用集積、経営管理の合理化その他の農業経営

所有権移転登記を当該市町村が嘱託で行うことがで

基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずる

きるようになります。

ために整備された法律です（法第１条）。

さらに、この農地が農用地区域内の農地であった場

本稿においては、特に本法による所有権移転に焦

合、この手続は租税特別措置法第34条の３第１項の

点を当て、私たち行政書士の関与すべき部分につい

規定による譲渡所得の特別控除の適用も受けられま

て、私の経験をもとに解説していきたいと思いま

す。

す。
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移転の要件と利点を具体的かつ簡潔にまとめると以下の表のようになります。
要件
㎰ᆅἲ

㎰ᴗ⤒Ⴀᇶ┙ᙉಁ㐍ἲ
≉せ௳࡞ࡋ

㈙ྍ⬟㎰ᆅ

㈙ࡢせ௳

利点

チྍᚋ⏦ㄳ⪅ࡀᒚ⾜
ͤྖἲ᭩ኈ౫㢗ࡍࡿሙྜࡣ
ࠉሗ㓘➼ࡢ㈝⏝ࡀᚲせ

このように農地を売る者、農地を取得する者の双
方が要件を満たしている場合、農業経営基盤強化促
進法による所有権移転を選択した方が譲渡人、譲受

ケース ₂
自己所有農地の中に囲繞地状態で第三者が農地を
所有しているが、互いに国土調査があるまでその

人双方にメリットが多いことがわかります。

事実を知らずに第三者の農地を含めて耕作してい

₃．農業経営基盤強化促進法による所有権
移転の申出について

農業経営基盤強化促進法を利用することにより、

以下に、農業経営基盤強化促進法による所有権移
転について、私が関与した代表的な事例を列挙しま
す。
ケース１

た。その状態を解消したい。

囲繞地所有者は費用を負担することなく、その所
有権を耕作者に譲渡することができた。
ケース ₃
他者の所有する農地を届出することなく、親世代
から耕作してきているが、現所有者は相続により
承継した方で都市部に住んでいる。耕作者は所有

荒れ地となっていた農地を借りて、天地返しを行い、

者に対し、毎年小作料を支払っているが、自身の

多年にわたり整備を継続して耕作しているが、将来、

代で届出のない耕作権（いわゆるヤミ小作）を解

子に承継する前にこの土地を購入したい。

消させたい。

譲渡所得控除が大きく、手続が簡便である農業経営

所有者の方も土地を処分したかったが、遠方でか

基盤強化促進法を利用することにより、所有者の理

つ多忙であるが故に放置してきた。手続が簡便な

解が得られスムーズに手続を行うことができた。

農業経営基盤強化促進法を利用することにより、
所有者には事前に連絡し書類を用意していただい
た上、一度面談しただけで全ての手続が完了した。
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スペシャルリポート 許認可業務部 農地・土地利用部門
農業経営基盤強化促進法による所有権移転の特

す。また、後に参考例として、私の事務所のある

徴は、農地法関連の許可申請と比較して、書類的に

甲府市で必要となる添付書類の一覧や登記関係依

も簡便であり、手続完了までの時間的・費用的負担

頼書等を掲載しますので御覧いただきたいと思い

が少ないことです。以下にその処理の流れを示しま

ます。

処理の流れ
農用地利用集積計画

農用地利用集積計画の告示

＜参考例＞甲府市で必要となる添付書類一覧・申請書等
登 記 嘱 託 申 請 書

農地銀行（所有権移転）の申請に係る提出書類一覧
買い手・売り手が用意するもの
書類名
１ 農用地利用集積計画（Ｂ）

通数 ﾁｪｯｸ欄
３通

□

平成

備考
・裏面は買い手が記入
・別紙「記載要領」に沿って記入

甲府市長

樋

口

雄

一

買い手が用意するもの
書類名
２ 農地流動化（譲受・交換）委託申出書

通数 ﾁｪｯｸ欄
１通

□

年

月

日

・実印を押印

備考

様

住

所

氏

名

・実印を押印
・裏面も記入
・地元の農地銀行推進員又は農業委

印

員の署名及び押印が必要
３ 登記嘱託申請書

１通
１通

□
□

・実印を押印

４ 登録免許税の税率の軽減措置に係る土

２通

□

・市町村で取得

農業経営基盤強化促進法第２０条の規定により、平成
年
月
日に
公告があり所有権を取得した後記不動産につき、次に掲げる書面を添えて
所有権移転登記の嘱託を請求します。

・実印を押印

地の取得についての証明願
５ 住民票

売り手が用意するもの
書類名
６ 農地流動化（譲渡・交換）委託申出書

通数 ﾁｪｯｸ欄
１通

□

備考
・実印を押印
・裏面も記入
・地元の農地銀行推進員又は農業委
員の署名及び押印が必要

７ 承諾書

２通

８ 譲渡所得（所得又は連結所得）の特別

１通

□
□

・実印を押印

□
□

・市町村で取得

・実印を押印

控除に係る土地等についての証明願
２通
１通
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在

甲府市

字

名

①地番

不
動
産
の

９ 印鑑登録証明書
 固定資産（土地・家屋）評価証明書

・甲府市役所資産税課で取得

○ 適用
（１）買い手は、取得する土地を長期に渡り農地として利用すること。
（２）買い手は、取得する土地を含め経営面積が５０ａを超えていること。
○ メリット
（１）買い手
・ 農業委員会が本人に代わって登記の手続きをします。
・ 登録免許税の軽減（農用地区域で認定農業者に限る。）
２０/１０００が １０/１０００に
（２）売り手
・ 譲渡所得税の特別控除（農用地区域の場合）
８００万円控除

14

所

表
示

添付書類
ア 登記義務者の承諾書
イ 請求者の住所証明書

②地目

③地籍㎡

備考

（様式第８号）

登録免許税の税率の軽減措置に係る
土地の取得についての証明願
平成
甲府市長

樋

口

雄

一

年

譲渡所得（所得又は連結所得）の特別控除に
係る土地等についての証明願
月

日

様
住

所

氏

名

記

地番

地目

地籍㎡

樋

口

雄

一

農用地利用集積計画
土地の取得年月日
の公告の年月日

年

月

日

様

印

土地の表示

土地の所在

平成
甲府市長

租税特別措置法第７７条の規定による所有権の移転の登記に係る登録免
許税の税率の軽減を受けたいので、下記事項について証明願います。

1

SPECIAL REPORT

（様式第１０号）

住

所

氏

名

印

租税特別措置法第３４条の３第１項（第６５条の５第１項又は第６８条
の７６第１項）の規定による土地等を譲渡した場合の譲渡所得（所得又は
連結所得）の特別控除の適用を受けるため、下記の土地等は、農業経営基
盤強化促進法第１９条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定
めるところにより譲渡したものであり、かつ、当該土地等が農業振興地域
の整備に関する法律第８条第２項第１号に規定する農用地区域内にあるこ
とを証明願います。
記
土地等の所在

当該申請者は、租税特別措置法施行令第42条の4第1項に規定する効率的かつ安定的な
農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たしていること。
3 当該土地は、農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進
事業により取得した土地であること。
4 当該土地は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画に
おいて同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域内に存すること。
5 当該土地は、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地又は同項第
2号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地であること。

地番

地目

地籍㎡

農用地利用集積計画の公
告の年月日

備考

2

産発第

号

年

号

上記のとおり相違ないことを証明します。
平成

上記のとおり相違ないことを証明します。
平成

産発第

月

年

日

月

日

甲府市長
甲府市長

樋

口

雄

樋

口

雄

一

一

₄．おわりに

しかしながら唯一の問題点は、農業経営基盤強
化促進法の所有権移転手続に消極的な自治体もあ

現在、所有者不明土地の問題が大きく取り上げら

り、当該制度を利用することができない地域があ

れ、こうした土地には中山間地域の農地なども多く

ることです。私が業務を行っている山梨県におい

今後の課題となっていますが、まずは新たな所有者

ても、法第６条の基本構想は定めているものの、

不明土地を作り出さないことが重要です。

権利移動は受け付けない市町村もあり、こうした

農地に関しては、譲渡人と譲受人が知人同士であ

市町村では、同一の状況で農地を売却する場合に

ることや近隣耕作者であること、または当該農地の

多くの手続が必要で過大な費用負担を必要とする

小作者が買い取るなど取引相手が決まっているこ

ことになります。このような市町村に対しては制

とが多くあります。このような場合には、私たち行

度自体を啓発していくことも私たち行政書士に求

政書士が積極的に関与することで農業経営基盤強

められることかもしれません。

化促進法の所有権移転を促進することができます。

所有者不明農地をこれ以上増やさないため、私

逆に言えば、この申出を業として行える唯一の士業

たち行政書士は、現在の法律の範囲内で可能な手

である私たち行政書士が、地域の農業委員や耕作

続は鋭意促進していくことが必要です。関係する

者、農地所有者とのつながりを密接に持ち、耕作

市町村の担当者と連携し、積極的に農業経営基盤

放棄地や近い将来耕作放棄地になることが予想さ

強化促進法の所有権移転を利用していただきたい

れる農地を意欲のある農業者に集約することこそ、

と思います。

将来の所有者不明農地を拡大させないために必要
なことです。
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対談
トピックス クローズアップ

「相続法改正－40年ぶりの相続法大改正」
新制度導入にある重要な論点
弁護士（東京弁護士会所属） 伊東
日本行政書士会連合会 会長 常住

大祐
豊

＜法務業務部＞
改正民法が本年４月１日に施行され、自筆証書遺言の保管制度が本年７月10日に施行される予定です。こ
のことを受け、この度、新聞等の各メディアにおいて本改正の問題点を指摘され、また関係する書籍等も出
版されている伊東大祐弁護士と対談を行いました。
伊東大祐弁護士は、事務所は東京都心にありますが、お住まいになられている地域への貢献にも大変関心
が高く、東京都目黒区社会福祉協議会の成年後見ネットワークに在籍されているほか、東京都行政書士会目
黒支部及び東京都社労士会目黒支部が共催する「目黒士業交流会」
（目黒区に事務所所在または居住する８士
業者が情報交換と懇親を図る任意の集まり）に参加されています。同会において、伊東先生は本件に触れら
れ、参加する士業者に注意喚起されました。８士業の中でも、特に、地域社会において遺言作成支援等を業
務とする機会が多い行政書士には、伊東先生の着眼に学ぶべきことが多く、また相談業務の内容が変わると
いう危機意識が強かったこともあり、その後も本件について意見交換が続いています。
この交流をきっかけにして、今回は改正民法において、法律専門職として留意すべき点について対談を行
うことになりました。会員皆様の業務の参考になれば幸いです。

今回の改正全体に係る所感

ぶりの相続法大改正」により、多くの新制度
等が導入され順次施行されている中、法律専

常住：伊東先生には、大変お忙しい中、今回このよ

門職の一翼を担う我々行政書士も各種の新制

うにお話を伺う機会を頂戴し、誠にありがと

度や改正点への対応を始めているところで

うございます。本日はどうぞよろしくお願い

す。まず、「40年ぶりの相続法大改正」の全

します。

体像について触れていきたいと思います。今

伊東：常住会長には、以前、
私の所属する東京弁

割前の預貯金の払い戻し」、「自筆証書遺言の

護士会の政策団体「法

方式緩和」、「遺留分減殺請求権の金銭債権

友会」で交流の機会

化」、「相続の効力等に関する見直し」、「特別

を持たせていただき、

寄与料制度の導入」、７月には「自筆証書遺

ありがとうございまし

言の保管制度」など、多くの制度新設、見直

た。今回の相続法改

しが導入されました。伊東先生は、本改正に

正については、法 制

ついて全体的にどのような印象を持たれたで

審議会に付議される前の法務大臣の私的諮問

しょうか。実務上、特に注意していく必要が

機関の段階から関心を持っていました。どう

あると思うことはありますか。

ぞよろしくお願いいたします。
常住：さて、平成30年民法等改正、いわゆる「40年
16

回の大改正では、
「配偶者居住権」、
「遺産分
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伊東：改正内容は多岐にわたりますが、全体的にと
言いますと、改正によって変更された点や新

伊東：改正の目玉とも称される「配偶者居住権」や

更されたのかを理解することが難しいし、改

「法務局による遺言書保管制度」等の新制度

正が実務に及ぼす影響についても正しく把握

導入の陰に隠れる形で、各種専門家の中でも

できないのではないかということをまず押さ

あまり論じられていないながら、従来我々が

えておく必要があると思います。

行ってきた法務相談の内容を根底から覆す可

常住：確かに、民法第900条

能性を孕む重要論点、すなわち、「遺言の効

第４号ただし書の非

力を著しく減じる『特定財産承継遺言につい

嫡出子の相続分と嫡

ての対抗要件主義の適用』が開始された」と

出子の相続分が異な

いう点が、実務上の対応方法への懸念ととも

ることは違憲とする

に浮上しています。

決 定（ 平 成25年 ９ 月
４日・最高裁大法廷
決定）には、この40

常住：どういうことでしょうか。この問題について
詳しく御説明いただけますか。
伊東：それでは、既に御承知のことかと思いますけ

年間の目覚ましい社会情勢の変化を感じまし

れども、改めて今回の相続法改正の中で行政

た。こういった変化を受け、それが判例法理

書士の皆さんも懸念されている「特定財産承

に反映されてきた訳ですね。昭和22年改正で

継遺言についての対抗要件主義の適用」とい

は家督制度が廃止され、日本の家族の形その

う点について、少し説明させていただきま

ものが大きな変化を遂げ、昭和55年改正では

す。従来の判例（最判平成14年６月10日）は、

配偶者の法定相続分の引上げ、寄与分制度の

新法でいうところの特定財産承継遺言（旧法

新設等により相続人間の衡平が図られまし

下のいわゆる「相続させる遺言」）について、

た。超高齢社会を迎えた中で、今回の改正で

相続不動産は遺言に基づく登記等の対抗要件

は、どのような意味を持つでしょうか。

を備えなくても、その権利の取得を第三者

伊東：私としましては、「超高齢社会が進んだこと

に対抗できると判示していました。つまり、

で、相続開始時点で相続人（特に配偶者）の

＜図１＞の例示のようなケースで、自営業者

年齢が従前より高齢化していることに伴い、

Aが所有する事業所兼住居の土地建物を事業

配偶者の生活保障の必要性が相対的に高ま

承継者である長男Bに全て単独で相続させる

り、逆に子の生活保障の必要性は相対的に低

旨の遺言があれば、他の法定相続人である次

下していること」、また、「要介護高齢者の増

男Cが仮にこの土地建物における自らの法定

加による相続と療養看護の在り方の問題や、

相続分を先に登記して所有権を主張しても、

高齢者の再婚の増加による家族形態の変化が

Cの所有権主張は無効であった訳です。Cの

見られ、法定相続分に従った遺産の分配では

遺留分の問題は残るにしても、事業承継を

実質的な公平を図ることができない場合が増

目的としたAの意思は、この点では、遺言に

えていること」、このような社会情勢の変化

よって実現できていたことになります。

を捉えて、相続法制の在り方についての検討

常住：自営業者の方や中小・零細企業経営者の方々

が国で強力に進められたものと認識していま

から御相談を受ける機会の多い行政書士も、

す。

もしこのAから事業承継を目的とした相続方
法の相談を受けた場合には、
「事業所兼住居
の不動産は事業の後継者である長男Bさんに
2020.6
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CLOSE UP

を把握しておかないと、それがどのように変

TOPICS

積されていた相続法の解釈や、判例法理自体

「特定財産承継遺言についての対抗要件主
義の適用」 の概要

たに設けられた制度より前に、改正までに蓄

対談
トピックス クローズアップ

「そろそろ相続のことを考えたいが、事業所兼自宅の土地建物を法律どおり � 分の � ずつ
長男 B と次男 C に相続させるのは不安。次男 C には現金を少し多めに相続させて、事業所兼
自宅の土地建物は後継者である長男に全部相続させたいのだが・・・。」

相続させるという遺言を作成すれば、法定相

果、特定財産承継遺言による権利取得であっ

続分の心配をしなくても大丈夫ですよ。」と

ても、登記等の対抗要件を備えなければ、法

いったアドバイスをしていたと思います。さ

定相続分を超える部分についての権利取得を

らには、自らを遺言執行者に指定することや

第三者に対抗できなくなってしまったので

遺言を公正証書にすること等をアドバイスし

す。これは、前述の取扱いを変更する重要な

ているケースも多いでしょう。

規定なのです。しかも、旧法下で作成した遺

伊東：我々弁護士も、多くの場合、このAには同様

18

言であっても、改正法施行後に相続開始した

のアドバイスをしていたと思います。ところ

場合には、新法が適用となってしまいます。

が、新法はこの取扱いを一変させる第899条

つまり、今までどおりに「遺言を書けば大丈

の２という条文を新設しました。これによれ

夫ですよ」とアドバイスしていたものが、取

ば、相続による権利の承継については、遺産

り返しがつかない事態に陥る危険性が出てき

の分割によるものかどうかにかかわらず、法

ました。

定相続分を超える部分については、対抗要件

常住：これまでは、仮にそのように先に法定相続分

主義が適用されることになります。その結

を登記されてしまっても、遺言書があれば
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善意悪意を問わず、遺言に基づく相続登記が

くなってしまったわけですね。

される前に債務者たる相続人の法定相続分に
権利行使をすれば、有効なものとなると解さ

反する相続人の処分行為に関する規定（第

れるのです。つまり、例示の次男Cが、父A

1013条）との関係が現れるのですが、例え

の意思に反する意図がなかったとしても、多

ば、遺言執行者がある遺言に基づいて、ある

額の借金を抱える債務者である場合、
「Cに独

相続不動産を承継する受益相続人以外の相続

自の返済の能力なし」と判断したCの債権者

人が、当該遺言による登記が未了の間に、法

である金融業者等がAの死亡を知って、いち

定相続分に相当する共有部分を第三者に譲渡

早くCの持ち分に対して債権者代位によって

したとき、これまでは、遺言執行の妨害行為

登記をなし、仮差押えや差押えを行ってしま

は絶対無効であるとされてきました。ところ

えば、もはや長男Aとしては対抗できず、事

が新法では、第三者が「善意」である場合、

業承継を諦めたくないのであれば、競売の結

この「善意」の第三者が登記を先に具備すれ

果、権利を取得した第三者から「人手に渡っ

ば、新法第1013条第２項ただし書により保護

た持ち分を高値でも買い戻さざるを得ない」

され、この法定相続人の無効な処分行為が治

という事態に陥る可能性さえ生じるのです。

癒されることになってしまうのです。

常住：本件は、今まで旧法の下でお客様にアドバイ

常住：つまり、この遺言者Aのケースでは、事業承

スしてきた行政書士にとって本当に大きな問

継のために「事業所兼自宅を後継者である長

題だと感じます。遺言というものの性質から

男Bに相続させる」という遺言を作成し、執

考えても、「遺言の内容は作成時点から関係

行者を指定し、その遺言を公正証書にしてい

者一同が把握しています」などという状況は

たとしても、仮に次男Cが自らの法定相続分

稀であり、現実的ではありません。実際に

を先に登記し、持ち分を「善意」の第三者に

は、例示のケースでは、遺言者である父Aか

売却してしまえば、Aの望まない結果になる

ら次男Cに、「この不動産は事業を継ぐ長男B

可能性が生じることになりますね。遺言の効

に相続させるから、理解してくれ」と伝える

力が著しく制限されます。これこそ正に、従

ことができれば幸い、といったところではな

来、我々行政書士が行ってきた「法務相談の

いでしょうか。ましてや、「相続人の債権者」

内容を根底から覆す可能性を孕む重要論点」

のことを想定すると、相続人の債権者からの

ということですね。

転得者の善意も悪意もないとすれば、
「とに

伊東：そのとおりです。行政書士に限らず、我々弁

かく、何が何でも、いち早く執行者就任通知

護士も同様の問題に直面しています。更に問

を送り、遺言に基づく相続登記を行う。」と

題となるのは、このケースの次男Cが必ずし

いうことしか対応策はなさそうです。今まで

も兄Bの事業承継に反する意思を持っていな

のように、「四十九日が終わったら御遺族に

かったとしても、例えば多額の借金がある

遺言を開示して・・・」などと悠長なことは

等、「相続人の債権者」がいる場合などです。

言っていられなくなりますね。

相続人の債権者については、新法第1013条第
３項により、遺言の内容や執行者の有無にか
かわらず権利を行使できる旨が規定されてい
て、この点、同条第２項ただし書により善意
の場合に保護される第三者とは取扱いを異な
らせています。すなわち、相続人の債権者は、
2020.6
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伊東：さらに、遺言執行者がいる場合には、遺言に

TOPICS

ひっくり返すことができたが、それができな

対談
トピックス クローズアップ
に着手しなければいけません。また、本改正

改正経緯

前に作成された遺言書でも、施行後に亡くな

常住：この改正に至った経緯というのは何かあった
のでしょうか。
伊東：はっきりした記述は見当たらないのでよく分

り相続開始した場合、全てについて本法が適
用になる点で注意が必要です。
常住：まず、すぐ連絡が来る仕組みを作っておかな

からないというのが正直なところではありま

いといけないですよね。そして、現時点では、

すが、法制審議会の議事録を見ると、「改正

遺言書作成に携わり遺言執行者に指名されて

の内容をよく周知してくれ」
「差押えによる執

いる行政書士としては、まず本件の論点につ

行妨害の件は手当を考える必要がある」と指

いて十分に認識し、可能であれば遺言者の方

摘する意見が述べられています。従来は、公

にこの改正内容を説明して「亡くなった時点

正証書遺言で遺言執行者を定めておけば、遺

で、どなたかからすぐに御連絡いただけるよ

言の内容が全てであったのが、これをひっく

うお願いする。」という対応しかなさそうで

り返す改正です。これまで学会で議論されて

す。公正証書遺言を作成して、遺言執行者に

いた全て相続させる遺言と遺贈との対比やそ

指定されるケースがよくありますが、大体、

の他相続をめぐる権利関係において、相続さ

正本を我々が預かっておいて、謄本を本人に

せる遺言の効力だけが強すぎるのではないか

持っていただくことも多いので、この内容を

というバランス論はあったのですが、そのよ

見られてもいい家もあれば見られない方がい

うな中、最高裁の判例は遺言絶対優位で固

い家もあるというのが難しいところですね。

まっていました。私は、それはそれで健全な

「遺言書を作成して誰々に預けてあるよ」と

価値判断だったと思っています。これを理論

話している家庭は、すぐに亡くなった連絡を

上の不整合ということで、全てひっくり返し

いただけることが多いのですが、対して「子

てしまったのが今回の改正であると考えてい

供に黙ってとりあえず作っておきたい」とい

ます。

うケースが困ります。子供たちは遺言の存在
を知らず、我々は子供たちとの面識もなく、

実務上考え得る対応策
常住：では、この点に関して、我々が実務上何か注

あります。親御さんとは信頼関係があっても
子供たちとは全く付き合いがないという家も

意することで、不都合な場合を回避すること

多く、そういうところへの手当をしておかな

ができないでしょうか。例えば、「死因贈与

いと怖いですね。

契約」によって事前に当該不動産に仮登記を

伊東：正 にそのとおりですね。また、このような

する方法が思い浮かびますが、死因贈与契約

ケースを防ぐために一つ有効と考えるのが、

の場合、法定相続人への贈与であっても税務

死因贈与契約や家族信託です。

の面で、
「相続させる遺言」による場合に比
べて経済的な負担がより大きくなるという問
題が生じます。ケースバイケースで、様々な
対策を検討することが求められます。
伊東：亡くなったことの連絡がすぐ来ない場合があ
ります。信託銀行が行う遺言信託だと、通知
する責任者を決める仕組みになっているた
め、亡くなった情報を早く掴んで直ちに実行
20
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死因贈与契約

家族信託をしておけば、そのような現象を

伊東：
「死因贈与契約」の場合は、相続開始までに

常住：相続や事業承継の場面で、信託をいかに活用

名義は変更になりませんが、受贈者を権利者

していくかが、金融機関を含めて大きな関心

とする仮登記を行うことで、順位保全をする

になっていますね。
伊東：そうですね。家族信託の契約を作成してデザ

解されていたもので、他の相続人やその債権

インする、という役割が我々に求められてい

者が先に登記等を行うことをブロックするこ

ると思います。また、本人らに任せっきりで

とができます。特定財産承継遺言の場合は受

はなくて、信託監督人や受益者代理人となっ

益相続人の順位保全のための仮登記はできま

て、チェック役として関わり続ける必要があ

せんので、死因贈与契約ははるかに強力に承

りますね。

継者の権利を守ることができます。しかし、

常住：遺言書等を作って終わりではなく、許認可な

デメリットとして、登記すると権利者の名前

どを通じて、日頃から継続的に関わり続ける

が出てしまうため、相続人間での損得が分

ことで、生活変化の状況に応じてフォローし

かってしまい、そのため関係がギスギスする

ていくことができますね。中には、遺言作成

おそれがあります。

だけでそれ以降全く関わりがなく没交渉的に

常住：地方では、土地一つずつの評価額は低いが、

なってしまうパターンが間々あります。そう

数多く所有しているという相続案件も結構あ

すると状況変化が分からず、急に亡くなった

りますね。そうすると、一筆ごとに登記する

連絡を受けても、財産や相続人の状況を把握

となると、経費がかかりすぎるという問題点

するのに苦慮します。手当をきちんとしてお

がありますよね。

くべきですね。

家族信託

処分遺言の弱点

伊東：
「家族信託」は、ある意味最強の対処ができ

伊東：対抗要件主義化の弱点が一番顕著に表れるの

ます。遺言代用の家族信託を用いる場合は、

は、次のようなケースです。配偶者もお子さ

被相続人が生前の段階で、委託者である被

んもいない方が、遺産は公共に寄付したいと

相続人から受託者に名義が変更されていま

希望したとします。しかし、その方には借金

すから、他の相続人やその債権者が先に登

まみれの兄弟がいます。遺産となる財産の中

記等を行うことを完全にブロックできます。

に不動産があると、大抵の寄付先は不動産の

また、死因贈与契約については、方式の点

現物はもらってくれず、遺言執行者が売却の

を除いて遺贈の規定が準用されるため、遺

上、金銭で寄付してほしいと言われます。い

言書の書換え同様に、前の死因贈与契約を

わゆる処分遺言にするわけです。このような

取り消し、新たな死因贈与契約を他の受贈

ケースで、遺言執行者が、直ちに執行に着手

者と結ぶこともできてしまいます。遺言等

して、買主を探して売却しようとした矢先

が変更できることは大切なことですが、他

に、兄弟の債権者が差押え、仮差押えをして

方、強いて書き換えさせるということも現

きたとすると、もはやそれを排除することは

実に行われており、その結果、お年寄りが

できません。対抗要件主義化されても、遺言

大変可哀想な立場に置かれる現象もありま

執行を急げば妨害行為を排斥できる余地はあ

す。熟慮の上、承継者を変更できない形の

りますが、このケースのような場合は相当の
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ことができます。これは以前からそのように

TOPICS

防ぐことができます。

対談
トピックス クローズアップ
確率で債権者に負け、せっかくの寄付の希望

できたのも、感度の高い行政書士の先生と共

は叶いません。兄弟には遺留分もないのに、

感したことがきっかけです。行政書士の先生

その債権者が棚からぼた餅的に債権回収を遂

方とは、互いに切磋琢磨しつつ、互いに協力

げてしまうのです。このようなケースは、信

して国民のために必要な法的サービスを、高

託を活用して受託者のもとで売却させ、寄付

いクオリティで提供していけるように、手を

先を受益者として金銭を給付すれば、債権者

携えていきたいと思っています。

は手出しできません。

常住：本日はありがとうございました。
プロフィール

終わりに

伊東

常住：私は平素から、「他士業者との共生」を謳っ

ひまわり信託研究会代表
一般社団法人民事信託活用支援機構理事
日本弁護士連合会信託センター委員
東京弁護士会信託法研究部元部長・部員

ており、社会変化の激しい中で行政書士が国
民生活を支える存在であり続けるためには、
法律家、隣接法律専門職が互いに連携してい
くことが重要であると考えています。また、
市民に身近な法律専門職として地域に密着し
て貢献していく行政書士像を定着させていき
たいと考えています。最後に、このような観
点から、伊東先生が弁護士として、我々行政
書士に求めること、期待すること等、「行政
書士へのメッセージ」をお願いしたいと思い
ます。
伊東：私は弁護士であり、行政書士の先生方とは良
い意味で競い合う関係にありますが、行政書
士の先生方が相続の分野で市民のための法律
家として活発な活動を続けてこられたこと
に、大変敬意を感じています。新しい信託法
ができた平成18年当時、弁護士会でも遺言・
相続分野にもっと積極的に関わろうという掛
け声があり、我々弁護士も努力を重ねてきま
したが、その当時、インターネットで「遺言」
「遺言書」等を検索すると、上位20件程度の
うち８割程度までが行政書士の先生方のサイ
トでした。今回の対抗要件主義の改正につい
ては、私は弁護士の間で問題提起を続けてい
るのですが、紛争化した段階での案件が活動
領域の中心を占める弁護士においては、事前
対策や遺言執行業務などにおける重大な変更
の危険性についての感度が弱いと感じていま
す。今回、この対談という貴重な機会を頂戴
22
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大祐（いとう

だいすけ）

（略歴）
東京大学法学部卒業後、参議院法制局にて₅年間立法事務
に従事。野党提出の消費税廃止関連法案（地方税法改正、
地方交付税法改正、消費譲与税法廃止等）などの作成に携
わる。司法修習47期、平成₇年₄月弁護士登録。一般民事
事件、刑事事件その他通常の弁護士業務のほか、府中青年
の家裁判代理人（同性愛者差別を争う憲法事件）、キャン
ディ・キャンディ事件（著作権紛争）なども手がける。信
託法全面改正後、民事信託・家族信託の研究・普及に取り
組む。
（著書等）
『信託法からみた民事信託の実務と信託契約書例』
（日本加除
出版）
『パッとわかる家族信託コンパクトブック』
（第一法規）
『ヒアリングシートを活用した 遺言書作成聴取事項の
チェックポイント』
（新日本法規）
『民事信託の基礎と実務』
（ぎょうせい）
『40年 ぶ り の 相 続 法 の 大 改 正:相 続・ 遺 言 は こ う 変 わ る 』
（Amazon Kindle）
『シミュレーションでみる 遺産分割方法のメリット・デメ
リット』
（新日本法規・近刊）
『信託フォーラム』
『家族信託実務ガイド』
『月刊弁護士ドット
コム』等に信託に関する論稿多数
改正相続法の対抗要件主義の導入等の問題については、「改
正相続法と遺言の確実な実現に関する研究会」
（https://
www.igonjitusgen.com/）を結成して研究活動中。

＜参考書籍＞
『概説 改正相続法 平成30年民法等改正、遺言書保
管法制定』
（きんざい）
『一問一答 新しい相続法―平成30年民法等（相続
法）改正、遺言書保管法の解説』
（商事法務）
『～税務もふまえたアドバイスができる～相続法改
正後の弁護士実務』
（第一法規）
『Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務
重要条文ポイント解説162問』
（日本加除出版）

トピックス クローズアップ
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理事会の報告
令和２年４月21日（火）、22日（水）に開催予定であった理事会は、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、会議出席者の安全確保と感染防止のため、書面議決にて行われた。
以下７議案について、全議案が可決された。

議

案

審

議

】

CLOSE UP

【
第１号議案

特定資産の要件変更について（登録システム再構築、周年記念事業）
日行連が現在保有している特定資産のうち、「登録管理システム再構築特定預金」について、各単位会が
それぞれ独自に保有し運用している管理システムの統合に向けて、相応の期間と費用が必要であるとの考え
から、積立期限を設けず、積立限度額を引き上げる旨の提案があった。
また、「周年記念事業積立特定預金」について、本年度実施予定の70周年記念事業立案時点で、現在の限
度額では記念事業の計画を実施するには十分とはいえないとの判断に至り、積立限度額を引き上げる旨の提
案があった。
以上２件の特定資産の要件変更に係る提案について承認が求められた。採決の結果、賛成52名、反対０名
で可決された。
「登録管理システム再構築特定預金」
②積立の方法：平成26年度より毎年2,000万円、５年間を目安に計上する。
積立ての限度額は、２億円とする。
「周年記念事業積立特定預金」
②積立の方法：2019年度より、積立の限度額を4,000万円として積み立てる。
※取り消し線は削除箇所、下線は変更箇所
第 2 号議案

日本行政書士会連合会法教育推進委員会規則（案）について
昨今、社会貢献、行政書士制度の普及という観点から法教育事業に取り組む単位会が増加し、組織全体で
推進していく必要性も高まってきているところ、日行連においては本事業に本格的に取り組む部門がないこ
とから、法教育推進委員会を新規に設置することについて承認が求められた。採決の結果、賛成48名、反対
４名で可決され、令和２年度定時総会終結の翌日から施行する。
第 3 号議案

日本行政書士会連合会暴力団等排除対策委員会規則（案）について
近年、社会的な暴力団等排除に係る気運の高まりもあり、多くの単位会において、その対策のための委員
会が設置されているところ、日行連においても組織的に対応を図り、資格者としての公正誠実な責務遂行を
実現するため、暴力団等排除対策委員会を新たに設置することについて承認が求められた。採決の結果、賛
成43名、反対９名で可決され、令和２年度定時総会終結の翌日から施行する。
第 4 号議案

日本行政書士会連合会権利擁護推進委員会規則（案）について
社会構造の多様化に伴い、人々の権利を擁護する仕組み作りは、今後の重要な課題になると考えられると
ころ、先般の行政書士法改正により、目的規定に権利利益の実現が追加され、業務と国民の権利の関与が条
文上明確になったこの機会に、権利擁護活動への積極的な取組を推進すべきとの考えから、権利擁護推進委
員会を新たに設置することについて承認が求められた。採決の結果、賛成42名、反対９名、棄権１名で可決
され、令和２年度定時総会終結の翌日から施行する。
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トピックス クローズアップ
第 5 号議案

令和２年度定時総会に上程する議案について
総会第１号議案
総会第２号議案
総会第３号議案
総会第４号議案
総会第５号議案

令和元年度事業報告
令和元年度決算報告（決算報告書・監査報告書）
日本行政書士会連合会会則の一部改正（案）について
令和２年度事業計画（案）
令和２年度予算（案）

以上の５議案を定時総会に上程することについて承認が求められた。以下の採決の結果、全議案が可決さ
れた。
＜採決結果＞
総会第１号議案：賛成52名、反対０名
総会第４号議案：賛成47名、反対５名
総会第２号議案：賛成52名、反対０名
総会第５号議案：賛成47名、反対５名
総会第３号議案：賛成52名、反対０名
第 6 号議案

令和２年度定時総会議事運営委員会委員の選出について
日本行政書士会連合会会議規則第31条及び日本行政書士会連合会議事運営委員会規則第４条に基づき、令
和２年度定時総会の議事運営委員会委員として、本会役員から３名を選出することについて会長一任とする
ことの承認が求められた。採決の結果、賛成52名、反対０名で可決された。なお、本議案の可決を受け、会
長より以下の３名が選出されたことが報告された。
理事

山本

準一（長野会）

理事

井上

超由（滋賀会）

理事

濱田

哲郎（宮崎会）

第 7 号議案

行政書士倫理の一部改正（案）について
令和元年12月４日に公布された行政書士法の一部を改正する法律（令和元年法律第61号）により、行政書
士法第１条の目的が改正され、令和３年６月４日から施行されることを受けて、同条の規定に関わる行政書
士倫理の一部を改正することについて承認が求められた。採決の結果、賛成52名、反対０名で可決され、本
理事会にて改定された。
行政書士倫理の一部改正（案）
＜新旧対照条文＞
改正案
行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な
実施に寄与するとともに、国民の利便に資し、もっ
て国民の権利利益の実現に資することにある。そ
の使命を果たすための基本姿勢をここに行政書士
倫理として制定する。

現行
行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な
実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資するこ
とにある。その使命を果たすための基本姿勢をこ
こに行政書士倫理として制定する。

（業務の規律）
（業務の規律）
第32条 行政書士は、国民の利便に資し、もって 第32条 行政書士は、国民の利便に資するため、
国民の権利利益の実現に資するため、真正な書類 真正な書類を作成し、行政に関する手続の円滑な
を作成し、行政に関する手続の円滑な実施に寄与 実施に寄与しなければならない。
しなければならない。

【

協

議

事

項

】

（1）単位会会則（準則）の改正について
（2）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
（3）行政書士証票に関する規則の一部改正（案）について

【

報

告

事

項

】

（1）令和２年度定時総会日程について
（2）行政書士制度70周年記念事業について
（3）令和２年度行政書士試験協力事務に関する文書について
（4）令和元年台風19号被害等への被災者支援活動に対する支援金支給について
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＜許認可業務部

建設・環境部門＞

この度、許認可業務部建設・環境部門では、国土交通省土地・建設産業局に御協力いただき、行政書士、
建設業者及び関連団体の皆様向けにセミナーを開催いたします。
昨今、頻発する災害に対応するため、建設業者に求められる役割は増していますが、その他にも働き方改
革や担い手不足、ICT化への取組等、建設産業には課題が山積しています。そのような状況の中で、主に中
小建設業者をサポートする行政書士にとっては、法改正により業務の見直しを迫られる関与先への積極的な
サポート、また、行政書士自身も電子化・簡素化等により、変化する仕事の仕方に対応しなければなりませ
ん。
今回は国土交通省より、土地・建設産業局 青木由行局長、藤井裕士建設業政策企画官を講師に迎え、建
設産業の動向や業務への影響について御講演いただき、参加者の皆様の今後の経営にいかしていただきたい
と考えています。
本セミナーはWEB配信にて実施いたします。パソコンやスマートフォンを通じてどこでも視聴可能です。
皆様の御参加をお待ちしています。
日

時

令和２年６月25日（木）13：30～17：00

内

容

13：30

主催者挨拶

13：40

第１部講演会
「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（仮）

」
国土交通省土地・建設産業局

15：10

休憩

15：35

第２部講演会

局長

青木由行 様

「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（仮）

」
国土交通省土地・建設産業局建設業課
17：00

建設業政策企画官

藤井裕士 様

閉会挨拶
※時間・内容は変更になる可能性があります。

申込方法

詳細は本会ホームページ及び会員専用サイト「連con」にて御案内しています。
※定員に達し次第募集を終了いたします（応募の状況によっては、既に定員に達し、募集を
締め切っている可能性もありますので御留意ください。）。

参 加 費

無料

主

催

日本行政書士会連合会（共催：ワイズ公共データシステム株式会社）

後

援

国土交通省、日刊建設工業新聞社、日刊建設通信新聞社
【本件に関するお問合せ先】
日本行政書士会連合会 事務局業務課業務一係
MAIL：gyoumu1@staff.gyosei.or.jp
T E L：03－6435－7330
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Information

建設業セミナー（WEB配信）開催の
お知らせ

I nfo

インフォメーション
の作成・備置き、支援の実施、各種届出）のいずれについても、最新の実務運用を踏まえて
徹底的に解説します。また、１４の特定産業分野ごとに異なる上乗せ規制、技能実習制度や特

I nfo

定

員

さらに、平成３０年入管法改正に伴う行政書士業務のあり方そのものの変化及びそれへの対応
お役立てください。

＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞
５００名（事前申込の先着順） ★当日の申込みはお受けできません。

対新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、申請取次関係研修会についてはこれまで３月東京事務（新
象 者
行政書士、弁護士、国際交流団体
規）、４月仙台実務（更新）、５月大阪事務（新規）、６月東京実務（更新）の開催中止を決定していますが、
申
込方法
本会ホームページからお申込みをお願いいたします。（１１月１１日（月）１５：００受付開始）
事態が収束してきたとしても、当面は感染防止に配慮し、標記の研修会につきましても、会員の皆様の健康
なお、定員に達し次第、締切りとさせていただきますので、あらかじめ御了承ください。
と安全を最優先に考え、研修会の開催を中止することといたしましたので、御報告申し上げます。

中止が続き、新規に申請取次業務を行うことができない方が増えてきている現状に鑑み、現在、本事務研
参 加 費
２０
,
００円（お支払の際にシステム手数料３
３０円が別途必要となります。）申込画面から、オンラ
修会の代替措置を検討し準備を進めているところです。
イン決済にてお支払いください。
詳細につきましては、今後、会員専用サイト「連con」にて御案内いたしますので、今しばらくお待ちく
※なお、お申込み後の返金には対応いたしかねます。
ださい。
会員の皆様には、御不便御迷惑をおかけすることとなり大変恐縮ですが、何とぞ御理解御協力のほどお願
そ の 他
当日は会員限定でライブ配信（無料）をいたします。
（１２月１７日（火）１０：００に会員専用サ
い申し上げます。
イト「連c
on」へ専用ページを公開します。なお、回線の都合等により画像等が乱れる場合
がありますので御了承ください。）
また、当日の模様は、後日（令和２年２月頃を予定）中央研修所VOD研修として掲載する予
定です。
本件に関するお問合せは、下記の連絡先までお願いいたします。
TEL：03－6435－7330（日本行政書士会連合会

事務局業務課業務三係）

登録委員会からのお知らせ
行政書士業務を廃止される方へ
行政書士は、その業を廃止しようとするときは、遅滞なく、その旨を所属の行政書士会を経由して日
本行政書士会連合会に届出なければならないとされています（行政書士法施行規則第１２条）。
また、その手続は、行政書士法第７条の４及び日本行政書士会連合会会則第５３条に基づき規則で定め
ることとなっており、登録の抹消日については、日本行政書士会連合会が行政書士登録抹消届出書を受
釈錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫若
け付けた日又は届出者が希望する廃業日のいずれか遅い日とすることとしています（行政書士登録事務
釈錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫若
取扱規則第２４条の４）。
行政書士業務の廃止を予定されている方は、廃止予定日が決まった場合、事前に所属の行政書士会に
御連絡いただき、所属の行政書士会の案内に従い、その旨を届出いただきますようお願いいたします。
なお、廃止予定日を月末とされる場合は、必ず当該月内に届出書が所属の行政書士会から日本行政書
士会連合会に到達することが条件となりますので、所属の行政書士会に手続日程等を御確認の上、お手
続きください。
※廃業を予定する月内に届出書が日本行政書士会連合会へ到達しなかった場合、上記規定により抹消日
が翌月となるため、所属の行政書士会において翌月分の会費が発生する場合がありますので十分に御
留意ください。

2019.
11 No.
564

26

2020.6

No.571

13

I
nformati
on

２

令和₂年₇月17日(金)開催・
策に言及します。本セミナーを受講していただくことによって、今後の事業戦略の立案にも
申請取次事務研修会(福岡)の中止について
定建設・造船就労者制度との関係についても解説します。

（東京都行政書士会：行政書士 ADR センター東京）
₁．センター紹介
行政書士ADRセンター東京（以下、「ADRセンター」という。）は、平成21年に全国の行政書士会に先駆
けてADR法に基づく法務大臣の認証を得て、活動を開始しました。平成22年３月に愛護動物分野で初めて
A D R
御
の調停を実施し、現在に至るまで63件の調停が実施されています。昨年度、開設10周年を迎え、10年間で総

問合せ件数は２,300件超、事前相談を行った回数は256回を数えました。一時期はテレビや新聞、メディアの
A D R
取材も多くありましたが、最近は落ち着いてきており、それでもパンフレットの設置やポスターの掲示など
ADR

を役所の窓口等にお願いするという地道な広報活動が功を奏し、市区役所、保健所、動物愛護センター、警
察署等の行政からの紹介や他団体からの紹介が絶えない状況です。現在は３～５件程度の事件を常時取り
扱っています。

AD R

取り扱う紛争分野は規定の４分野ですが、調停人候補者の数は外国人分野71名、自転車事故分野30名、愛
護動物分野22名、敷金・原状回復分野21名と、延べ人数で140名を超える規模になりました（令和２年３月
１日現在）。取扱い事件数としては愛護動物分野が圧倒的に多く、少人数ながらも多くの実務を調停人が経
験することで経験値を上げ、利用者からの高評価を得ています。次いで自転車事故分野の件数が多く、警察
署でパンフレットを受け取ってすぐお電話をいただく利用者等が目立っています。敷金・原状回復分野は開
設当初は件数が少なかったものの、業界団体等にアプローチし、利用いただくようPR活動を続けることで、
最近では申込件数が増加してきています。外国人分野に関しては、なかなか実績を上げることができていま
せんでしたが、昨年度１件の調停実施があり、利用者に満足いただける結果となりました。
調停人養成の側面では、調停人候補者等の養成研修を原則１年に１回行っており、研修期間も３～４か月
の中で収まるように、受講生の負担をなるべく少なくする努力を重ねています。
広報活動としては、上記のほか、消費生活センターや都内の図書館との連携、都内の学校での教員向けコ
ミュニケーション・スキルアップ講座の開催、さまざまなキャンペーン企画等、運営委員が中心となって
ADRの普及啓発・利用促進に日々取り組んでいます。

₂．活動の現状と課題
ADRセンターの調停プロセスは、問合せ
の電話受付から始まりますが、問合せとそ
の後の対面による事前相談の実績は右図の
とおりです。
昨年度は特に１月以降新型コロナウイル
ス感染症の影響もあり、数値的にはやや下
がってしまったことは否めませんが、ADR
センターの傾向として、年度の後半に申込
みや調停実施が多く集中することを鑑みる
と、例年どおりの実績であったことが推測
できます。
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調停が申し込まれた事件は、審査を経て受理し、手
続を進めます。右図は、受理及びその後の手続の取扱
実績推移です。
一昨年度と比較すると、数値が下がってしまいまし
たが、調停成立（合意）率については上がっていると
言えます。
今後の課題としては、件数を上げることも必要です
が、１つ１つの事件を大切にし、確実に市民の皆様
から信頼を得ていくということが非常に重要だと考え
ています。また、調停人の数を増やすことも継続して
行ってまいりますが、研修よりも広報活動に力を入
れ、実務を重ねることによって既存の調停人の経験値を上げ、利用者のニーズに応えることによってADR
事業の活性化につなげていきたいと思っています。

₃．ADRの拡充と活性化に向けた対応
前述のとおり、会の中での研修の充実はもちろんですが、対外的な広報活動によりADRセンターの利用
を促すことが行政書士会の、ひいては日本のADRの拡充と活性化につながると考えています。新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、全国的にテレワークの活用が進められ、オンラインにおけるADR（ODR：
Online Dispute Resolution）のニーズも今後飛躍的に高まっていくと思われます。ADRセンターでは既に運
営委員会もウェブ上で行うなど、オンラインでの取組を開始しており、近い将来ODRが実現できるよう検
討しているところです。会員、市民の双方に魅力的なADRセンターとなるよう、今後も精励してまいりた
いと思いますので、更なる御理解と御協力をいただければと思います。

かいけつサポート：認証紛争解決事業者情報
名称：東京都行政書士会
住所：東京都目黒区青葉台三丁目１番６号
代表者氏名：常住 豊
紛争の分野・種類・範囲（規則第₉条第₁項第₁号）：
１–（１） 東京都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又は東
京都内の事務所に派遣されている外国人派遣労働者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労働環境、職場環境に関する紛争
 京都内の学校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
１–（２） 東
値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争
２ 東京都内において発生した自転車の走行に起因する交通事故（自転車以外のものとの交通事故を除
く。）に関する紛争
３ 東京都内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、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
関する紛争及び東京都内において発生した愛護動物による傷害事故、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
 京都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
４ 東
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各単位会の取組
各単位会の取組をお知らせします。
取 をお知らせします。

石川県
行政書士会

行政書士開業セミナーを開催

令和２年２月22日、石川県地場産業振興センターにおいて、行政書士開業セミナーを開催しました。石川
会では毎年行政書士開業セミナーを開催しており、本年は行政書士法が公布された「行政書士記念日」であ
る２月22日に開催しました。20代から60代までの行政書士試験の受験を考えている方や本年の行政書士試験
合格者など31名の方々に参加していただきました。
セミナーではまず、谷川業務部長より「行政書士業務について」の説明をしました。行政書士が取り扱う
書類の数は数万あると言われており、業務範囲が多岐にわたることから、石川県内で相談を受けることが多
い主な業務（建設業許可申請・産業廃棄物収集運搬業許可申請・その他許認可申請・遺産分割協議書・金銭
消費貸借契約書・その他契約書等・総会議事録等）について説明しました。また、開業後に悩むことが多い
業務の進め方についても説明し、不明点があれば会としてフォローすることをお伝えしました。
次に、宮田会員より「事務所開業体験談～専業行政書士の歩み～」というテーマで体験談を紹介し、日々
どのように業務を進めているか、実際に受けている業務の内容、専門
性・行政書士力を身に付けるためにやってきたこと、売上推移、問合
せ内訳等を詳細に説明しました。
その後の登録手続に関する説明にも多くの方に参加いただき、参加
者からは「行政書士の実際の業務内容など試験勉強では得られない知
識を得ることができ、開業に向けた具体的なイメージができた。」
「行
政書士の実状を知ることができて安心できた。」などの感想をいただ
きました。石川会では、今後もこのような行政書士開業セミナーを開
催し、行政書士制度の周知・発展に貢献できるよう努めてまいります。

岡山県
行政書士会

岡山市中核機関に参画しました

成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関について、岡山県内においては平成31年４月１日に初め
て総社市に設置されましたが、他市町ではこれからという状況にあります。
岡山市は、令和２年４月１日に中核機関（運営主体：岡山市社会福祉協議会 名称：岡山市成年後見セン
ター）を設置、その後、同市から中核機関運営委員会の運営委員の選任依頼があり、本会が弁護士会、司法
書士会、社会福祉士会とともに選任されました。
本会からは下浦政昭会員（NPO法人おかやま成年後見サポートセンター（以下、「おかサポ」という。）
理事長）を推薦し、今後、岡山市中核機関運営委員会の委員として参画していただき、運営会議や権利擁護
支援検討・受任者調整会議において、岡山市成年後見センターの運営、成年後見制度の普及・啓発、相談対
応、支援方針の検討、後見人等候補者の推薦等を担っていただくことになりました。
おかサポは、平成21年４月に設立以来、任意団体である岡山高齢者・
障がい者権利擁護支援ネットワーク懇談会のメンバーとして、他士業
とも連携しながら、着実に成年後見業務において三士業と肩を並べる
実力を付けてきました。また、行政書士の知名度向上にも貢献してき
たものと考えています。
岡山会においては、今後ともおかサポと協力し、他市町の状況も注
視しながら、より一層社会貢献の一環として成年後見業務の推進を
図ってまいります。
なお、岡山会は、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
とも連携して行政書士界全体の地位向上に努めていきたいと考えてい
岡山市成年後見センター
ます。
藤原啓祐センター長
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15日
（水）

16日
（木）

成年後見₄団体における意見交換会
申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
⑴

₅月大阪事務研修会の開催可否及び
新型コロナウイルス感染症の予防に
係る今後の対応等について

⑵ 「日行連申請取次行政書士の届出に

係る処分に対する異議申立手続規
則」の改正について
⑶ 聴
 聞手続ガイドラインの作成について
⑷

その他

20日
（月）

4

/Apr

正副会長会
【協議事項】
⑴

常任理事会の合議事項等について

⑵

その他

常任理事会（～21日）
【合議事項】
⑴

理事会議案について

⑵

本年度定時総会について

⑶

本年₇月理事会について

⑷

後援申請について

⑸

申請取次関係研修会の開催について

⑹

その他

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、会議は全てWEB会議にて開催

理事会（書面議決にて実施）
第₁号議案：特定資産の要件変更について
第₂号議案：日本行政書士会連合会法教
育推進委員会規則（案）に
ついて
第₃号議案：日本行政書士会連合会暴力
団等排除対策委員会規則
（案）について
第₄号議案：日本行政書士会連合会権利
擁護推進委員会規則（案）
について
第₅号議案：令 和₂年度定時総会に上程
する議案について
第₆号議案：令和₂年度定時総会議事運営
委員会委員の選出について
第₇号議案：行政書士倫理の一部改正（案）
について
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成年後見制度利用促進における国の動き 5
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
理事
前号に引き続き、令和２年２月27日に実施された
成年後見制度利用促進専門家会議第５回の中間検証
WG（ワーキング・グループ）について報告いたしま
す。
新型コロナウィルス感染拡大防止対策が行われる
中での開催であり、結果として、委員が集合して実
施する会議では令和元年度の最後の中間検証WGとな
りました（第６回の中間検証WGは持ち回り決議とし
て実施されたため。）。
今回の会議のテ－マは、「成年後見制度利用促進基
本計画の中間検証に係る意見交換等について」です。
まずは、厚生労働省から、令和元年10月１日時点
の自治体の取組状況調査結果報告がありました。中
核機関の設置済みの自治体について、平成30年10月
時点で79だったものが、令和元年10月時点で160、権
利擁護センター等については413から429、合計589
（約33.8％）となり、全市区町村の３分の１を超えた
状況であるとの報告がありました。一方で、「具体的
な検討をしていない」未整備の自治体が759、全体の
48％である結果が報告されました。
最高裁判所からは、大規模な家庭裁判所において
検討中の報酬算定の大枠の考え方に関する報告があ
りました。
後見人等の報酬のあり方については、大規模な家
庭裁判所を中心に具体的な検討が行われています
（大規模な家庭裁判所とは、東京家庭裁判所と大阪家
庭裁判所になります。）。報酬額の算定については、
後見人が行った事務の内容や負担等に応じ、財産管
理事務のみならず、身上保護事務についても適切に
評価した上で報酬を算定するという方向で検討が進
められています。
その他、全体に関する各委員からの主な意見は以
下のとおりです。
「日常生活自立支援事業は、ハードルが低く用いやす
い制度である一方で、成年後見制度に切り替わった
ときに卒然と本人の財産から報酬が差し引かれてし
まう扱いに変わるため、ハードルが高く感じますの
で、日常生活自立支援事業と成年後見制度との関係
をぜひ今後整理してほしいと思います。」
「法人後見については、障がい者の家族の立場では、
（特に社会福祉法人による法人後見で）利益相反が起
こらないような仕組みをしっかり検討していただき、
ぜひ進めていただきたいと思います。」
「意思決定支援ガイドラインの策定について、このガ
イドラインをどう生かしていくのかが今後大事なの
ではないかと感じています。また、複数の意思決定
支援ガイドラインが存在する中でこれをどう使って
いくのかを検討していただきたいと思います。
」
「中核機関や権利擁護センターの整備等については、
まだ十分とは言えません。全く検討予定のない自治体
はなぜ取り組もうとしないのか理由が知りたいです。
」
「報酬算定については、成年後見制度の場合、裁判所
が審判という形で決定するため、一般的な支払感覚
とかなりかけ離れています。もしこれから成年後見

原

田

裕

仁

制度の利用促進をさらに進めていくならば、要介護
認定後にサービスを利用している方の数が現状で500
万人程度と言われているので、これを個別に家庭裁
判所が報酬を決定するというのは、現実的に限界が
あると思われます。何か抜本的な仕組み改変が必要
だと考えます。
」
「今回の会社法の欠格事由の廃止に関して、会社法の
欠格事由は廃止されましたが、取締役である個人に
後見が開始されると、民法の委任の規定が適用され、
これは会社法第330条、民法第653条３号により、取
締役の任務が終了することを意味します。この点、
専門職にも改正の内容が正確に伝わっていないよう
であり、会社法改正の内容を正確に国民に理解して
もらうことが必要です。
」
「民事信託が普及してきていますが、一部には濫用例
もあり、成年後見制度の潜脱のための利用も見られ
ます。判例では、民事信託の一部を公序良俗違反で
無効としたものもあるため、今後、民事信託の健全
な利用状況の調査が必要です。
」
「資産が少ない方でもこの制度を社会支援として利用
できるための視点を何らかの形で反映してもらいた
いです。特に、認知症高齢者等の単独世帯が増加し
ていて、資産が多い方々ばかりではありません。こ
の制度が本当にメリットのある制度として、低所得
者であっても適切に利用できるように検討をお願い
します。
」
「報酬について、今回最高裁判所は、あらかじめ報酬
の目安を示し、本人がおおよその報酬額を予測でき
るようにする方向性を示しましたが、問題は自分の
得られるメリットとこれを本人の財布から報酬とし
て支払うことを理解して、本人が積極的に制度利用
の申立をしたくなるような社会を目指すことである
と思います。資産が少ない方の利用への公的助成に
ついては、使いやすい制度である日常生活自立支援
事業との関係整理も重要です。今後、報酬において
は公的助成のあり方を根本的に見直して考えること
が必要です。
」
「親族後見人への支援的監督人について、中核機関が
未成熟の地域において親族後見人に法律職の後見監
督人を付して親族後見人への支援的要素を含む構想
については、寄り添うべき支援を行う親族後見人と
是正を求める監督人は方向性が異なり、同一人物に
二役を担わせるのは困難、不適切ではないかと思い
ます。
」
「本人の収入、資産が少なくて、後見業務が困難で業
務量が多いケースにおいては、業務量が増える傾向
にもあります。仮に業務量に応じて高額な報酬が付
与されたとしても、実際には報酬をもらうことがで
きないという事態も想定され、後見人にとってはか
なりハードルが高くなり、収入、資産の少ない方の
後見人の成り手の確保がますます難しくなる可能性
があります。新しい報酬算定基準を導入するのであ
れば、報酬助成制度の拡充が望まれます。
」
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『成年後見という業務』
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
副理事長

岡

清

二

成年後見制度とは、判断能力が不十分な人の判断を

が閣議決定され、現在、全国の自治体が主体となって、

他者が補うことによって、本人を法律的に支援するた

「誰もが」
「どこにいても」
「同じメリットを享受できる」

めの「意思決定支援法制」をいいます。民法に基づく

仕組み作りを進めているところです。

「法定後見」と、任意後見契約に関する法律に基づく

実際、成年後見制度を利用する人も、後見業務を行

「任意後見」があり、2000年４月１日にスタートしまし

う人も、全国の地域によってその環境はまさしく千差

た。日本行政書士会連合会は社会貢献活動の一環とし

万別です。司法専門職が大勢いる大都会と司法過疎地

てこの成年後見制度の一翼を担うべく、2010年８月４

では、同じ制度とはいってもこれに携わるアプローチ

日「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」

は全く異なります。そんな状況にあって、今の我が国

を設立し、現在全国に42の支部を有するに至っていま

において最も地方の隅々にまで存在している専門職が

す。

行政書士ではないでしょうか。
「コスモス」は、地方に

ところで、成年後見制度は、これを必要とする状況
にある人数に比べ、現実に利用されている人があまり

老親を置いて都会で暮らす人の、都道府県を横断した
相談に応じられる数少ない全国組織です。

にも少ない現状にあります。そこには「財産管理」に

成年後見業務とは、判断能力が十分でない人の単な

重きを置き「身上保護」を軽視してきたことや、硬直

る財産管理だけでなく、その人がその人らしく生きる

化した運用、裁判所の敷居の高さ等、いくつもの理由

ための「意思決定」のお手伝いこそが重要な業務です。

が考えられました。そこで、2016年５月13日「成年後

自己がその受け手になったときのことを想起してみて

見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、次い

ください。人生においていかに尊い仕事に従事できる

で2017年３月24日「成年後見制度利用促進基本計画」

のか、行政書士冥利に尽きるというものです。

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い合わせください。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）を募集しております。
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
い合わせください。
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会員の動き

御協力のお願い

◆登録者数（令和 2 年 4 月末日現在）
合
計
内
訳
男 41,603名
・個人事務所開業
男 39,898名
・行政書士法人社員 男
1,202名
・使用人行政書士
男
503名

～日本行政を正確 · 迅速にお届けするために～
48,698名
女 7,095名
女 6,523名
女 258名
女 314名

◆異動状況（令和 2 年 4 月中の処理件数）
新規登録 合 計
内 訳
男
194名 女
登録抹消 合 計
内 訳
男
143名 女
・廃 業
134名
26名
・死 亡
・その他
0名
◆法人会員（令和 2 年 4 月末日現在）
法 人 事 務 所 数 
・主たる事務所数（行政書士法人数）
・従たる事務所数

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
219名
25名
160名
17名

る事例が多々あります。事務所の入口に会
員氏名を明確に表示されるか、最寄りの郵
便局に事務所内の御本人宛に送付してもら
えるよう届け出を行ってください。
・事 務所所在地に変更があった場合は、速や

かに所属単位会にお届け願います。また、
最寄りの郵便局への転送依頼届けもお忘れ
931
572
359

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

from
EDITORS

広報部員のひとり言

（池垣）

新型コロナウィルス感染症の感染
拡大が止まらず、緊急事態宣言が発出中の５月に、
本号が発行される頃には、収束の見込みが立って
いますようにと祈りを込めてこの編集後記を書い
ています。長期間に及ぶ自粛生活の中で、人を思
いやること、あれもこれも手に入れたいと欲張り
過ぎないこと、育児や教育を他人任せにせず親が
子と向き合うこと、また家族や友人たちと集い笑
い合えることや、芸術や文化に触れ心豊かな時を
過ごすなど自由に生き生きと活動できる毎日を当
たり前と思わずに感謝すること・・・忘れかけて
いた大切なことに気付いたという方も多いようで
す。また、テレワークの活用等により、図らずも
働き方改革も進むこととなりました。生き方や生
活スタイルを見つめ直し、人類がより良い方向に
行動修正するよう与えられた試練なのかもしれま
せん。このような厳しい時には、国民に寄り添う
良き相談相手として、我々行政書士の力が求めら
れる場面も多くなると思います。そうした期待に
応えるためにも、まずは自分自身と身近な大切な
人々の健康を守らなければなりません。十分に気
を付けて日々の業務にあたってまいりましょう。
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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。

常住 豊
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
三陽メディア株式会社
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