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緊急事態の対応にあたって

　令和元年度は年度末が過ぎ、令和２年度に入りました。昨年６月に日行連会長に就任してからの９か月間、
予定していた事業を滞りなく執行できましたことは、関係各位の御協力の賜物と感謝申し上げます。
　また、昨年１０月より募集を開始しました「令和元年台風１９号等の災害に係る支援金」について、皆様の御
理解と御協力により一千万円を超える額の支援金が寄せられました。御協力いただきました皆様には御礼申
し上げます。
　被災地の各単位会においては、１０月からの約２か月間で延べ９４８名の会員が、各避難所等に設置された臨時
窓口での罹災証明書受付業務や無料相談、罹災証明書交付申請、被災自動車の抹消手続等のサポートなど被
災自治体と被災者の支援活動に従事しました。皆様からお預かりしました支援金は、各単位会の被災者支援
活動に充てさせていただきました。
　各単位会では、台風や地震等の災害に備えて、各自治体等と災害時の対応に関する協定を締結しています。
実際に災害が発生した際に、各単位会が地域における被災者支援の核となり、各自治体や関係機関等と連携
して地域の復旧・復興に貢献できましたことは、日頃からの取組の成果であるといえるでしょう。私たち行
政書士は地域密着型の国家資格者であるからこそ、地域において積極的に支援活動に取り組むべきと考えま
す。
　現在においては、正に世界中が新型コロナウィルス感染症（以下、「感染症」という。）のパンデミックに
見舞われています。日本においても、社会生活や経済活動が停滞し、国民の生活も混乱を極め、更なる長期
化に伴い、特に中小企業や個人事業主等の小規模事業者とそこで働く方々への影響は深刻さを増しています。
　また、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法（新型コロナ特措法）に基づく緊急事態宣言が、東京、
神奈川、千葉、埼玉の首都圏と大阪、兵庫、福岡の各府県で初めて発令され、日本全体が今までに経験した
ことのない局面を迎えています。
　日行連では、総務省からの要請を受けて各単位会に協力を依頼し、感染症対応のための無料の電話相談窓
口を設置しました。既に政府による様々な行政手続に関する期限の延長等の特例措置や公的な融資制度・補
助金制度等の支援策が講じられています。しかし、各事業者の方々がその中から必要な情報を的確に探し出
し、対応を図ることは困難です。かねてより日行連や各単位会では、株式会社日本政策金融公庫を始め各地
の金融機関と協定し連携して企業支援を行ってきました。今こそ、日頃から中小企業や個人事業主の方々と
接し、地域社会に根差した活動をしている行政書士は、身近な頼れる相談相手として寄り添い、この困難を
乗り越える支援を行わなければなりません。日々状況は変化していますが、日行連では、今後も必要な対応
策を講じてまいります。地域によっては、役所からの協力要請もあるかと存じますが、積極的な支援活動を
展開してまいりましょう。
　同時に、日行連を始め各単位会及び各支部などの活動についても、注意が必要だと考えます。「３つの密」
と言われる状況を避け、WEB会議を活用するなどして感染症拡大防止に配慮した会務運営が求められます。
また、このような状況にあるからこそ、多くの相談者・依頼者と接することがあるかもしれませんが、各会
員の事務所においても、咳エチケットはもちろんのこと、定期的に換気を行うなど適切な対応を心掛けてく
ださい。さらに、補助者等従業員の労働環境にも配慮するなど、一人ひとりが感染症拡大防止に努めること
が大切です。
　各単位会・会員の皆様には引き続き、感染症対応のための活動に御理解と御協力をお願い申し上げます。
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執行部から

特定行政書士のイメージ戦略
専務理事　田後　隆二

１．改正行政書士法対応委員会では
　専務理事就任とともに改正行政書士法対応委員会の委員長を拝命しました。「改正行政書士法対応」という
名称からは、昨年成立した改正法にも対応する印象を受けます。しかし、「特定行政書士制度の充実及び拡大
に必要な措置を講ずる」という目的達成のための事業に限定するのが現行規則です。特定行政書士制度対応
委員会と言った方が良いでしょう。特定行政書士になるまでの研修・考査は中央研修所の所管であり、なっ
た後のブラッシュアップ研修も同様であることから、当委員会の立ち位置は難しいところがあります。これ
まで「特定行政書士業務ガイドライン」を発行するなど、行政不服申立てを行政書士業務として確立するこ
とに主眼を置いてきた当委員会ですが、委員各位と協議を重ね、少し目先を変えることにしました。

２．伝家の宝刀は抜かずに勝負する
　特定行政書士は、平成２７年度に最初の合格者を輩出し、以来５年を経過しましたが、いまだ全会員数に対
して１０％弱の取得率にとどまっています。会員アンケートの結果によれば、特定行政書士にならない理由と
して、仕事にならない、受講料が高い、研修に出席する暇がないといった回答が上位に並んでいます。確か
に、行政不服申立て件数は少なくないものの、認容される案件は非常に少なく※１、「行政書士が作成した」
という限定の下では、認容数はほぼゼロに近いと思われます。
　ここで、発想の転換が必要です。伝家の宝刀をむやみに振り回すのではなく、抜かずに勝負する士（さむ
らい）のイメージです。法定研修は、行政不服審査法を学ぶことに限らず、その前提として行政手続法の理
解を更に深め、行政事件訴訟まで展望するカリキュラムが組まれています。そもそも行政書士として各種行
政手続の個別法に精通し、更に行政法全般にわたる知識と経験を会得した特定行政書士は、「政策法務のプ
ロ」としての活躍が期待されるのです。

３．政策法務のプロとは
　行政法の権威で、特定行政書士研修委員長をお務めの慶應義塾大学大学院法務研究科橋本博之教授から、
特定行政書士制度の在り方について『不服申立てを行って行政と争うためだけの資格ではなく、申請⇒事前
手続⇒事後手続の全体に精通した「政策法務のプロ」としての能力保障とすべき。基本的に、実務を行う行
政書士であれば、全員が取得しているべき資格として広く普及することを目指すべき。』とのアドバイスをい
ただきました。「政策法務」は、法令の解釈運用、条例、規則の改正や新規制定、訴訟など様々な法務活動
を通じて、政策を実現させることと一般に定義され、自治体職員の職務としてよく使われる用語です。行政
不服申立て手続は、行政の自己反省を促す機能を有するものであり、行政書士は行政と対立するのではなく、
同じ方向性で協力関係を築き、政策実現に寄与すべきと考え、「政策法務のプロ」という言葉を使用させて
いただくことにしました。ただし、胸を張って「政策法務のプロ」と名乗るには、更なる研鑽が必要である
ことは言うまでもありません。

※１　平成２８年度中に地方公共団体に対して新規に申し立てられた審査請求は１３,４０４件。同年度中に処理が終了した６,４１０件について、
裁決の内容を調査した結果は、認容：１５２件（２.４％）、一部認容：５６件（０.９％）。（総務省行政管理局 平成３１年３月２６日 平成２８年
度行政不服審査法施行状況調査（地方公共団体における状況の概要））
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●スペシャルリポート　厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課

はじめに
　厚生労働省では、一昨年（平成３０年）６月に、１５
年ぶりとなる食品衛生法の改正を行いました。前回
改正からこれまでの間に生じた私たちの食を巡る環
境の変化や食のグローバル化に対応するため、多地
域にまたがって発生する食中毒事例への対策強化や
食品用の器具・容器包装のポジティブリスト制度化、
特定の成分を含む健康食品による健康被害情報報告
制度の創設等、多くの項目が盛り込まれましたが、
本稿では、今回の改正の大きな柱の一つとなってい
るHACCP（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化
について解説します。

HACCPとは
　HACCPと は、 Hazard  

ハザード

 Analysis  
アナリシス

 and  
アンド

 Critical  
クリティカル

 Control  
コントロール

 Point （危害要因分析と重要管理点）の頭文
ポイント

字を取ったもので、食品の製造や加工の工程を衛生
的に管理し、安全な食品を生産するための手法の一
つです。FAO（国連食糧農業機関）とWHO（世界
保健機関）が合同で設立したコーデックス委員会と
いう、食品の国際基準を策定する政府間組織におい
て、１９９３年にHACCPのガイドラインが策定されて
以降、世界各国において、食品の衛生管理手法のス
タンダードとして普及が図られてきました。HACCP
による衛生管理では、具体的には、食品等事業者自
らが、①原材料の受入から最終製品を出荷するまで
の一連の工程において、発生するかもしれない｢危
害要因｣（例：「原材料に付着しているボツリヌス菌
が最終製品に残存していた場合、食中毒が起きる可
能性がある」など）をあらかじめ分析しておき（＝
Hazard Analysis）、②この危害要因を食品衛生上問
題とならないレベルにまで、取り除いたり減らした
りするためには、製造工程のどこで何をすればよい
か検討し、このうち特に重要な工程を｢重要管理点
（CCP）｣として定め（例：「食品を缶に詰めた後、
１２０℃４分間のレトルト殺菌を行う」など）、③この
重要管理点が、きちんと決められたとおり管理され
ているかをモニタリングする（例：「加熱温度と時
間を計測し、記録する」など）ことにより、最終製

品の安全を確保しようとするものです。 もし、あ
らかじめ設定した条件を逸脱している（例：「加熱
時間が不足していた」など）ことが判明した場合の
具体的な改善措置（例：「該当製品を再度加熱殺菌
する」など）も事前に決めておきます。従来のよう
な、最終製品の抜き取り検査に頼った管理では、不
具合のある製品をたまたま見逃す可能性もあります
が、HACCPでは、衛生管理上、キモとなる工程にお
いて、製品全量について、あらかじめ設定した条件
をクリアしたことを確認することで、最終製品の安
全性をより確実なものにすることを可能としていま
す。HACCPは、製造・加工業だけではなく、飲食
店や食品販売店等、様々な業種で応用可能な手法で
す。特に飲食店では、食中毒の予防対策として、食
品を中心部までよく加熱することが重要な管理点の
一つとなりますが、毎回食品に温度計を突き刺して
中心温度を計測する必要はなく、日常的には、例え
ば肉汁の色が透明になったかどうか、といった官能
的な指標によって管理することも可能です。また、
よく誤解される点ですが、HACCPは、あくまで衛
生管理の手法（ソフト）ですので、新たな施設や設
備（ハード）を整備する必要はなく、今ある施設・
設備を前提として取り組むことが可能です。

HACCPに沿った衛生管理の制度化の概要
　我が国では、これまで、食品衛生法に基づく規格
基準や各種の衛生規範に基づき、食品施設における
衛生管理の向上に取り組むとともに、総合衛生管理
製造過程と呼ばれる厚生労働大臣による個々の施設
の承認制度（いわゆる「マル総」制度）を始め、様
々な施策によりHACCPの普及を進めてきました。
しかしながら、大規模な食品等事業者では、８～９
割の企業で既にHACCPが導入されていますが、日
本の食品等事業者の大宗を占める中小企業において
は、導入は３割程度に留まっています１。一方、国内
の食中毒の発生状況に目を転じますと、ここ数年は、
発生件数が年間１,０００件程度、患者数２万人程度で足
踏み状態となっており、なかなか改善の兆しが見え
てこない状況です。そこで、食品の衛生管理の更な
る向上を図り、国内に流通する食品の安全性を確保

改正食品衛生法に基づくHACCP改正食品衛生法に基づくHACCPにに
沿った衛生管理の制度化につい沿った衛生管理の制度化についてて
厚生労働省医薬･生活衛生局食品監視安全課HACCP推進室　

室長補佐　福島　和子

１　平成３０年度食品製造業におけるHACCPに沿った衛生管理の導入状況実態調査（農林水産省）
　　https://data.go.jp/data/dataset/maff_２０１９１０２８_００３５
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することを目的として、今回の法改正により、原則、
全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の
実施を求めることとしました２。
　詳細については、食品衛生法施行令及び施行規則
において定めていますが３４、食品等事業者が実施す
る内容は具体的には次の４点です。
①　食品衛生法施行規則別表第１７及び別表第１８に
示された｢一般衛生管理の取組｣及び｢食品衛生
上の危害の発生を防止するために特に重要な工
程を管理するための取組（＝HACCPに沿った
衛生管理）｣に関する基準（図１）に基づき衛生
管理計画を作成し、食品等の取扱いに従事する
者及び関係者に周知徹底を図ること
②　必要に応じて、施設・設備の清掃･洗浄･消毒
や食品の取扱い等について具体的な方法を定め
た手順書を作成すること
③　衛生管理の実施状況を記録し、保存すること
④　衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に、
また、工程に変更が生じた際等に検証し、必要
に応じて内容を見直すこと

　一般衛生管理に関する基準は、施設・設備の衛生
管理や使用水の管理、ねずみ・昆虫対策、食品取扱
者の衛生管理等、食品取扱い施設における一般的な
衛生管理の内容を網羅したものですが、これは、厚
生労働省が従来示している「食品等事業者が実施す
べき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」（平
成１６年２月２７日付け食安発第０２２７０１２号別添　最終
改正：平成２６年１０月１４日付け食安発１０１４ 第１号）
の内容を、ほぼそのまま踏襲しており、また、これ
までの各都道府県等の条例において衛生管理の基準
として定められていたものと同様の内容ですので、
食品等事業者の方にとっては既になじみがあり、日
々実践している内容です。今回の法改正では、これ
をもう一歩押し進め、自らの施設において、どのよ
うに衛生管理を行うのか、それをどのような手順で

実施するのかを衛生管理計画や手順書という、第三
者にも明確に分かる形に（｢見える化｣）し、計画し
たとおりに実施できているか確認して記録を取り、
その記録内容などを定期的に検証することで、衛生
管理計画や手順書をより良いものに修正し、衛生管
理のレベルアップを図っていこうというものです。
そして、その衛生管理計画を策定する際に、HACCP
の要素を取り入れ、最終製品の安全性を確保してい
こうというものです。

HACCPの考え方を取り入れた衛生
管理の対象事業者（小規模営業者等）
　今回のHACCPに沿った衛生管理の制度化では、
製造、加工、調理、販売等を行う、原則、全ての食
品等事業者が、コーデックスのHACCPの７原則に
基づき、自ら危害要因分析を行い、その結果を踏ま
えて衛生管理計画を立てることとなっていますが、
小規模な事業者等に同様の内容を課すことは現実的
ではありません。そこで、小規模な製造・加工業な
ど、一定の業種については、自らの施設や使用する
原材料、製造方法等に応じて、危害要因を分析し、
衛生管理計画を一から作成する（「HACCPに基づく
衛生管理」）代わりに、まずは、各食品等事業者団
体が作成する手引書を参考にして衛生管理を実施す
るという、簡略化されたアプローチによる衛生管理
（「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」）を認
めることとしました。（大規模な製造・加工業や、と
畜場及び食鳥処理場（年間処理羽数３０万羽以下の認
定小規模食鳥処理場を除く。）については、｢HACCP
に基づく衛生管理｣が求められます。）（図２）
　HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象と
なる｢一定の事業者｣には、具体的には以下のような
事業者が該当します。
①　食品の取扱いに直接従事する者が５０人未満の

２　食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５０条の２（令和２年６月１日施行分）
３　食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令（令和元年１０月９日　政令第１２２号）
　　https://www.mhlw.go.jp/content/１１１３１５００/seirei１２２.pdf
４　食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（食品衛生法施行規則の一部改正）（令和
元年１１月７日　厚生労働省令第６８号）https://www.mhlw.go.jp/content/１１１３１５００/０００５６６１９０.pdf

図１
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製造・加工等の事業場
②　製造・加工等した食品の全部又は大部分を隣
接又は併設する店舗で小売販売するもの（例：
菓子の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、
豆腐の製造販売等）
③　飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の
食品を調理する営業者（学校、病院等の営業以
外の集団給食施設、そうざい製造業、パン製造
業（消費期限が概ね５日程度のもの）、調理機能
を有する自動販売機を含む）
④　容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれ
た食品のみを貯蔵・運搬・販売する営業者
⑤　食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包
装で包み小売販売する営業者（例：米屋、八百
屋、コーヒーの量り売り等）

　なお、①の小規模事業者に該当するか否かについ
ては、法人単位ではなく、事業場単位で判断するこ
ととし、また、総務や経理等の食品の取扱いに直接
従事しない職員はカウントしないこととしています。

業界団体が作成した手引書の活用
　「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対
象となる小規模事業者等が参考にする手引書につい
ては、現在までに、従業員数が数名程度の小規模飲
食店や、菓子製造業、麺類製造業、豆腐製造業等、
約６０の業種について作成され、厚生労働省のホーム
ページ上で公開されています５。これら手引書は、
作成した業界団体の会員でなくても、誰でも自由に
ダウンロードして活用することが可能です。各手引
書では、それぞれの食品を製造・加工・調理等する
上で、どのような危害要因が存在し、それら危害要

因をどのような方法でコントロールしていけば良い
かを、できるだけ分かりやすく解説しています。事
業者は、自分の業種か、又は原材料や工程等が似
通った業種の手引書を選択し、衛生管理の前提と
なっている危害要因について理解した上で、まずは、
手引書に収載された衛生管理計画や手順書、記録の
様式を活用し、その通りに実践するところから始め
ます（図３）。衛生管理の実施状況の記録については、
アクシデントが発生した時や、顧客からのクレーム
を受けたときなど、何か問題が生じた際に、その問
題についてどのように対処したかまで含めて詳細を
記録できるよう、記録様式の特記事項の欄を広く設
けてあります。これら記録については、記録を付け
ること自体を目的化するのではなく、記録した内容
を検証する（｢振り返る｣）ことが重要なポイントに
なります。週に１回又は月に１回など、定期的に記
録内容を見返すほか、同じような問題が繰り返し起
こっている場合などは、衛生管理の方法自体を見直
し、改善を図っていく必要があります。原材料やそ
の配合、製造工程等を変更した場合も同様です。こ
のようなPDCAサイクルを絶えず回していくことに
よって、その施設に最適化された衛生管理を作り上
げていくことが可能となります。
　これら手引書については、各都道府県等の食品衛
生監視員が食品等事業者の施設の監視指導を行う際
にも活用することで、制度の全国統一的な運用を
図っていくこととしています。また、厚生労働省で
は、食品衛生監視員に対して、HACCPの考え方を
取り入れた衛生管理に取り組む小規模な事業者等へ
の指導・助言のあり方等に関する研修を実施し、そ
の資質向上に努めています。食品等事業者の皆さん
が、食品衛生監視員からのアドバイスなども受けな

５　HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

図２
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がら、消費者により安全な食品を提供するために、
一歩ずつ衛生管理の向上を図っていっていただくこ
とを期待しています。
　なお、HACCPに沿った衛生管理の制度化は、本
年（令和２年）６月１日から施行されますが、１年
間の経過措置期間を設けているため、その間は、行
政処分等の措置は従来の基準に基づき取ることとし、
来年（令和３年）６月１日から本格的に施行される
こととなっています。よって、食品等事業者の方は、
この間に必要な準備を進めていただきたいと考えて
います。

営業届出制度の創設と営業許可制度の
見直し
　今回、原則、全ての食品等事業者がHACCPに
沿った衛生管理を実施することになったことに伴い、
これまで自治体が把握していなかった、営業許可の
対象となっていない業種の事業者に対しても監視指
導が行えるよう、営業の届出制度を新たに創設しま
した。これにより、営業許可業種以外の業種の事業
者は、施設の名称や住所、取り扱っている食品の種
類など、基本的な情報を管轄の保健所に届け出てい
ただく必要があります。許可とは異なり、施設基準
などの要件はありません。また、営業許可の対象業
種として、現在、政令で３４の業種が規定されていま
すが、昭和４７年以降、見直しがされておらず、現状
にそぐわなくなってきていたり、一つの施設で複数
の許可を取得しなければならない状況が生じたりし

ているため、これを機会に全面的に見直しを行いま
した。原則、一施設一許可となるよう、製造工程が
共通する業種を統合するなど、一つの許可業種にお
いて取り扱うことができる食品の範囲を拡大する手
当てがなされました。また、許可の要件となる施設
の基準については、各都道府県の条例によって定め
ることとなっていますが、この基準の内容が自治体
によって異なることがあり、特に広域に事業を展開
する事業者等にとって負担が生じている面があるこ
とから、各都道府県が施設基準を条例で規定する際
に参酌すべき基準として、食品衛生法の施行規則で
各営業許可業種の施設基準を定めました。これによ
り、施設基準の全国平準化を図ることとしています。
なお、営業届出制度及び見直し後の新たな営業許可
制度については、施行は令和３年６月１日からと
なっており、現在、各都道府県等において条例改正
等の作業が進められているところです。

おわりに
　HACCPに沿った衛生管理の本格施行まで１年余
りとなり、厚生労働省としても制度の周知と理解醸
成に努めているところです。弊省のホームページに
は、業界団体が作成した手引書のほかに、皆様から
よくいただく質問を踏まえて作成したQ&Aなど、
HACCPに関する情報を集めたサイト６があります。
引き続き内容の充実を図ってまいりますので、こち
らも是非御活用ください。

●スペシャルリポート　厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課

６　厚生労働省ホームページ　HACCP（ハサップ）
　　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

図３
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相談業務へ活かす対話促進型紛争解決手相談業務へ活かす対話促進型紛争解決手法法

＜裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部＞

● スペシャルリポート　裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部

１．行政書士と相談業 １．行政書士と相談業務務 

　日本行政書士会連合会（以下、「日行連」という。）

では、「『そうだ、行政書士に相談しよう！』という

機運を全国標準にしよう」を合言葉に活動展開を

行っていますが、皆様はこの「相談を受ける」こと

が行政書士の業務であることを、普段から認識され

ていらっしゃいますでしょうか。

　根拠となり得る明文規定としては、行政書士法第

１条の３第四号にその内容が定められています。た

だし、第１条の２第１項の書類作成業務の中に、通

常であれば相談業務も一連の過程として含まれるの

で、第１条の３第四号の規定は「結果的に依頼がな

かった場合」「初めから相談だけのつもりだった場

合」等の「書類作成に至らなかった場合」を指す規

定だと考えられています。

　行政書士の業務は、ほぼ全てにおいて相談から始

まると言っても過言ではないと思います。相談を経

ずに業務を行うケースとしては、毎回定型業務を依

頼されている顧問先など、よほど意思疎通ができて

いるクライアントから依頼された場合に限られるの

ではないでしょうか。

　昨今、この相談業務の重要性について、弁護士、

司法書士など他士業の業界でも大きく注目されてい

ます。新人士業者向けに書かれた書籍の中でも、こ

の相談業務について、かなりの紙面を割かれている

ものが多く出ています。

　この相談業務に対する姿勢・態度について、欧米

では「相談者中心主義」を採るべきという考え方が

あります。相談者中心主義とは、法律家・専門家は

相談者からその状況を丁寧に聴き取り、抱えている

問題や課題を整理し、相談者が採り得る選択肢を提

供することに注力し、その解決策は相談者自身に考

えさせる、決定してもらうことが望ましい、という

考え方です。これは、心理学の分野で言う「クライ

アント中心療法」を法律相談の世界でも採り入れよ

うと試みられているものです。

　従来であれば、法律相談は専門知識や情報を豊富

に持っている法律家が、それに乏しい一般市民に伝

達するという、言うなれば上下の関係のように捉え

られがちだったと思われますが、これを相談者と法

律家の横の関係と捉え、両者の合意形成と考えるの

です。では、相談業務をこのように合意形成と捉え

て行うにはどのようにすればよいでしょうか。そこ

でお薦めしたいのが行政書士会のADRで行われて

いる対話促進型紛争解決手法の相談業務への応用で

す。 

 ２２．行政書士会が選択し．行政書士会が選択したた
対話促進型調停と　　 対話促進型調停とはは

　あまり日本では知られていませんが、話合いで紛

争を解決する「調停」（メディエーション）が先行

して研究されている欧米では、調停にも様々なスタ

イルがあると考えられています。その中でも、行政

書士会が選択したのが「対話促進型調停」というも

のでした。

　対話促進型調停とは、中立公正な第三者である調

停人が紛争当事者の間に入り、その対話を促進させ

て解決策を模索する紛争当事者を支援するというス

タイルの調停で、通常、紛争当事者双方が同席の上、

調停人を含む三者が一つのテーブルを囲んで話合い

が行われます。

　紛争当事者の話を聴き、調停人が紛争の解決策を

提案するいわゆる「評価型」の調停に比べ、紛争当

事者が自ら解決策を模索するこの対話促進型調停は、

調停合意した場合の当事者の満足度が非常に高いと

言われています。これは、「紛争を解決するための
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● スペシャルリポート　裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部

答えは当事者自身が一番よく分かっている」という

対話促進型調停の理念が示すとおり、第三者から押

し付けられた答えより自分自身で生み出した答えの

方が納得度が高いということに起因しています。そ

の帰結として、約束した合意内容も守られやすく、

合意後の不履行の結果を生じさせにくい、とも言わ

れています。

　また、対話促進型調停は他のスタイルの調停に比

べ、話合いに非常に時間がかかることが一般的です

が、長時間かけてじっくり話合いができれば１期日

で合意が成立することもあり、結果として早期解決

が図れるケースがたくさんあります。

　日行連では、平成１７年にADRへの取組方針とし

て、この対話促進型調停を採用することを決定し、

その研究・普及啓発を進めてきました。

 ３３．調停スキルを相談業務に応用する．調停スキルを相談業務に応用する 

　この調停で調停人が利用しているスキル（対話促

進型紛争解決手法）を、是非私たち行政書士の相談

業務の場面で活用できればと思っています。調停に

おける調停人は当事者ではなく第三者であり、相談

業務の場面で相談を受ける行政書士は相談の当事者

であるので、調停の場面と相談業務の場面は全く同

じではありませんが、この視点を忘れることがなけ

れば、このスキルは大いに活用が可能です。

　調停において調停人が使用するこのスキルの大原

則は「傾聴」です。つまり、紛争当事者の話をきち

んと聴く、ということが大前提です。さらにその上

で、「繰り返し」や「言い換え」などを使いながら、

「私はあなたの話を聴いていますよ」というメッセ

ージを言外に送っていきます。

　この傾聴、人の話を丁寧に聴く、ということは簡

単なようで意外と難しいものです。心理学において

はカール・R・ロジャーズが初めて提唱したとされ

ていますが、そのポイントとして「積極的関心（受

容）」、「共感的理解」、「一致の姿勢」が挙げられて

います。誌面の都合上、一つひとつ詳細な説明はで

きませんが、これらのポイントを踏まえて聴くこと

が大切とされています。ADRの研修においてはこ

れらのポイントを踏まえて実際にトレーニングを行

い、体験的に身に付けていく内容となっています。

認証を取得している単位会、認証を目指している単

位会では、これらの研修を実際に受けられた方も多

くいらっしゃるのではないかと思います。

　例えば、このような傾聴のスキルというのは、相

談業務の場面においても同じように活用できるもの

です。調停においては、調停人が紛争当事者の話を

傾聴することによって、その間の信頼関係が醸成さ

れるのですが、行政書士業務においても、相談の段

階で依頼者との信頼関係を形成しておくことが、そ

の後の業務遂行の上でプラスに働くということは想

像に難くないでしょう。

 ４４．最後に．最後に 

　行政書士会が取り組むADR事業は、結果的に社

会貢献につながるかもしれませんが、その目的は

「紛争解決の分野で行政書士の地位を確立し、行政

書士に対する国民の信頼と支持を獲得する」ことで

あると考えられます。『そうだ、行政書士に相談し

よう！』を紛争解決の分野で達成し、「行政書士は、

聴き上手」であると国民に認識されるべくこの事業

を推進してまいりたいと考えています。会員の皆様

におかれましても、この対話促進型紛争解決手法を

御自身の相談業務に活用することを第一歩に、是非

ADR事業に御関心をいただき、御理解と御支援を

賜りますようよろしくお願いいたします。
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特 定 行 政 書 士
～特定行政書士は「政策法務のプロ」として活躍が期待される資格です～

　平成２６年の行政書士法改正により、行政書士は「特定行政書士」という刀
を持つことができるようになりました。
　侍は帯刀して侍です。しかしむやみに刀を抜きません。刀を抜かずして目
的を果たします。特定行政書士は、許認可申請の事前手続から事後手続まで
の全体に精通した政策法務のプロとして帯刀する法律家です。
　令和２年度の特定行政書士法定研修の申込みを開始しました。次頁からの
募集要項をお読みいただき、今こそ、特定行政書士になりましょう。

サムライ

なろう 約4,000人が
活躍中！

4/1～6/19
申込受付中！

士 
が
新
た
な
刀
を
持
っ
た

そ
の
刀
の
名
前
は・・・ 「
特
定
」
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今
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１　受講資格
　行政書士（申込時点において、行政書士名簿に登録
されている者）
２　研修内容
　以下の「講義」を所定の期間内に所定時間受講し、「考
査」において基準に到達することをもって修了となります。

　１　講　義
　所属単位会が設定する講義日程（クール設定）・
会場において、１８時間［１コマ（１時間）×１８］の
DVD視聴による講義を受講してください。

３　申込みについて　
　１　申込期間
　２０２０年４月１日（水）９：００～
　２０20年６月１９日（金）１７：００
※再受講・再受験を希望される方も期間内の申込み
が必要です。

　２　申込方法
　別紙受講申込書に所定事項を御記入の上、FAX
（０３－６３６８－９８６１）でお申込みください。
　申込受付後、翌週月曜日（休日の場合は、翌営業
日）に受講料入金方法（ゆうちょ銀行への払込方法）
に関するFAXを返信いたします。

　３　受講料払込期限
　　　２０２０年６月２４日（水）までにお支払いください。
４　受 講 料
　　８万円（テキスト代含む）
※再受講・再受験の受講料は、次頁＜再受講制度に
ついて＞を御確認ください。

５　結果通知
　修了者の考査受験番号を会員専用サイト「連con」
内「特定行政書士法定研修に関するお知らせ」に掲
載（１１月（予定））するとともに、本人宛て郵送（１２
月（予定））にて通知いたします。

　２　考　査
　２０２０年１０月１８日（日）１４：００～１６：００に所属の単
位会が指定する会場において実施（全国一斉開催）
されます。
＜考査について＞
　上記科目に関する理解度を測るための考査で、
マークシートによる３０問択一式問題で行われます。
＜出題範囲及び到達基準点について＞
　講義項目（法定研修テキスト及びサブテキスト『行
政書士のための行政法（第２版）』『行政書士のため
の要件事実の基礎』（いずれも日本評論社刊）を含む）
の内容の理解を問う出題となります。なお、考査到
達基準点は、例年およそ６割程度です。

～注意事項～
＜申込みについて＞
※申込期間厳守。所定の期間内に所属単位会の設定
クールよりお申込みください。所属単位会が設定
するクール以外でのお申込みはできません。

※所属単位会の設定クールが複数ある場合は、御希
望のクールから、先着順に受付いたします。

※各会場とも、一定の受入人数を確保していますが、
万が一、会場の収容人数を超えた場合等には、お
申込みをお断りする場合があります。

※一度お申込みいただいた希望受講クールについて
は、変更できません。

※振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。
※一度納入された受講料は、お返しできません。
＜講義について＞
※所属の単位会が設定するクール・会場以外での受
講はできません。

※各クール設定については、単位会により異なりま
すので、御希望に沿えない場合があります。

＜考査について＞
※考査は１８時間の全講義を受講した方のみ受験でき
ます。

※13：45には、指定の座席に着席してください。
　13：50から考査に関する諸連絡をいたします。
＜災害発生等における講義・考査の中止について＞
※講義・考査を安全に開催できない恐れがある際な
ど、中止となる場合があります。

※講義中止の場合は原則として別日振替としますが、
実施環境が整わない等の理由から改めて開催でき
ない場合があります。その場合は次年度への振替
とさせていただきます。

※考査中止の場合は、次年度への振替とさせていた
だきます。

　本研修は、行政書士法第１条の３第１項第２号に規定
する業務を行うのに必要な行政不服申立手続の知識及び
実務能力の修得を目的とし、行政書士法第１条の３第２
項に規定する研修（以下、「特定行政書士法定研修」とい
う。）として、日本行政書士会連合会会則第６２条の３の規
定に基づき実施するものです。所定の講義を受講し、考
査において基準に到達することにより研修を修了し、特
定行政書士となります。

＜中央研修所＞　

研　修　概　要

〈申込手続に関する照会〉㈱全行団 特定行政書士法定研修受付係　　０３−６４５０−１６２２
〈研修内容・特定行政書士制度に関する照会〉日行連事務局 研修課　　０３−６４３５−７３３０

時　間（コマ数）科　　　目
１時間（１コマ）行政法総論
１時間（１コマ）行政手続制度概説
２時間（２コマ）行政手続法の論点
２時間（２コマ）行政不服審査制度概説
２時間（２コマ）行政不服審査法の論点
２時間（２コマ）行政事件訴訟法の論点
４時間（４コマ）要件事実・事実認定論
２時間（２コマ）特定行政書士の倫理
２時間（２コマ）総まとめ

令和２年度特定行政書士法定研修募集要項

＜講義科目＞

ホームページでの情報掲載について
○各単位会の講義日程（クール設定）及び考査会場は、
特定行政書士特設サイト（http://tokuteikensyu.com/）
　「R２法定研修」に掲載しています。
　必ず日程を御確認の上、お申込みください。
○今後、特定行政書士法定研修に関する情報を、日行
連ホームページの会員専用サイト「連con」内「特定行
政書士法定研修に関するお知らせ」に掲載いたします。
※随時御確認ください。
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＜申込・受講手続の流れ＞

＜再受講制度について＞

　当該法定研修では、以下のとおり初回受講年度を含む３年間に限り再受講を可能とし、受講料の減免
釈 若錫錫

措置を講じています。つきましては、初回受講年度から４年目以降の受講希望者は、新規（８万円）の
釈 若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

受講料が必要となりますので御留意ください。
釈 若錫錫錫錫錫

※２・３年目に申込みをしていない場合も初回受講年度から３年を経過した場合は、新たに新規（８万
円）の受講料が必要です。

※２年目・３年目の方は、受講申込書の上記ア～エに対応する記入欄へ御記入ください。
　なお、３年目の受講においては、改めて全講義受講を完了することが必要です。

１年目
（※４年目） ２年目 ３年目

新規受講
（８万円）

再受講＋受験
（４万円）

考査受験
（無料）

受講なし

再受講＋受験
（無料）

再受講＋受験
（４万円）

再受講＋受験
（４万円）

考査到達基準

未到達

考査到達基準

未到達

考査到達基準

未到達

ア

イ

ウ

エ

エ
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研修における諸注意
 講義受講票の交付 
１　受講票は、入金確認後、７月１日頃からFAXにて送
信いたします。受講票には、氏名、受講番号及び所属
単位会、受講クール、会場等が記載されています。受
講票は、講義当日、会場に必ず持参してください。

２　７月７日を過ぎても受講票が届かない場合、又は受
講票の記載事項に誤りがある場合には、㈱全行団 特
定行政書士法定研修受付係（０３-６４５０-１６２２）まで連絡
してください。

 講義当日の注意事項 
１　当日は、係員の指示に従い受講してください。
２　なお、以下の点に御留意ください。
○持参品
・講義受講票、行政書士証票、筆記用具等を持参して
ください。
○受付・開場
・必ず会場の所定の場所で受付を行ってください。
　原則、講義開始の３０分前から受付を開始します。
※会場によりこれと異なる場合がありますので、「特
定行政書士特設サイト」にて御確認ください。
○その他
・受講票は、研修会の講義日程を通じて継続して使用
しますので、紛失されないよう、各自にて厳重に管
理してください。
・受講票に記載された受講番号の座席に着席してくだ
さい。
・原則、講義（１８時間）受講率１００%の受講者のみ、考
査の受験を認めています（３年目受講の場合も同様）。
・各日とも遅刻又は中座、早退をした場合は出席と認
めません（全日程に完全出席した者のみ、考査の受
験を認めています）。
・講義会場において、周囲の受講者の受講の妨げにな
るなど、受講態度が著しく不良である受講者に対し、
退席を命じる場合があります。この場合は、理由を
問わず、受講料の返還は行いません。また、当該受
講者は、以後の研修（講義、考査）に参加すること
は認めません。

 考査受験票の交付 
１　受験票は、全講義の受講状況の確認後にFAXにて
送信します。受験票には、氏名、受験番号・座席番号
及び所属単位会、会場名等が記載されています。受験
票は、考査当日、会場に必ず持参してください。なお、
単位会のクール設定によっては受験票の発送が考査日
の直前となる場合もありますので、当日受験票が持参
できない場合には、考査会場受付にて講義の終了と本
人確認を行った上で受験していただきます。

 考査当日の注意事項 
１　当日は、監督員の指示に従い受験してください。
２　なお、以下の点に御留意ください。
○持参品
・考査受験票、行政書士証票、鉛筆・シャープペンシル
（B又はHB黒）及び消しゴムを必ず持参してください。
○受付・開場
・必ず会場の所定の場所で受付を行ってください。受

付開始、開場時間は会場ごとに異なりますので、特
定行政書士特設サイトにて御確認ください。

○その他
・受験票に記載された座席番号の座席に着席してくだ
さい。

・開始後１０分を過ぎた遅刻者は受験できません。 
・考査時間中は、受験票、筆記用具及び腕時計以外を
机の上に置くことは認めません。

 研修（講義・考査）当日の注意事項 
１　当日は、集合時刻に遅刻しないよう、会場への交通
手段、所要時間等を事前に確認し、時間には余裕を
もってお出掛けください。

２　会場で生じたゴミは、各自で持ち帰ってください。
３　所持品の管理は各自で行い、忘れ物に十分御注意く
ださい。当事務局では責任を負いかねます。 

４　災害等が発生した場合における研修実施に関する情
報については、本会ホームページを御覧いただくか、本
会事務局研修課（０３-６４３５-７３３０）にお問合せください。
　研修（講義・考査）実施中に災害等が発生し、避難
する場合は、係員・監督員等の指示に従ってください。

 結果発表と結果通知 
１　修了者の考査受験番号を会員専用サイト「連con」
内「特定行政書士法定研修に関するお知らせ」に掲載
（１１月（予定））するとともに、結果通知書を本人宛て
に郵送（１２月（予定））いたします。

２　付記手続完了後、修了者には、所属単位会を経由し
て、特定行政書士である旨を通知書により通知します。

３　採点内容等についての問合せには、一切応じられま
せん。

４　結果通知書等を紛失した場合は、申出により再発行
します（実費負担）。

５　申込み後、結果通知書発送予定時期までの間に、本
申込書の記載事項（氏名・事務所所在地・TEL・FAX・釈 若錫 釈 若錫錫錫錫錫 釈 若錫 釈 若錫所属単位会）に変更があった場合はその旨御一報くだ釈 若錫錫錫錫さい。

 特例措置の実施 
１　身体の機能に障がいのある方で、車椅子、拡大鏡、
補聴器の使用など、受講・受験に際して特別の措置を
希望される方には、障がいの状況により必要な措置を
講ずることがあります。

２　特例措置を希望される方は、申込みをする前に必ず
本会事務局研修課（０３-６４３５-７３３０）まで御相談くださ
い。事前の連絡なく、直接会場に来られた場合には対
応いたしかねますので、御注意ください。

 個人情報の取扱い 
１　本研修への受講申込みにより御提供いただいた個人
情報は、「日本行政書士会連合会個人情報保護規則」に
基づき、適正に取り扱います。

２　なお、本研修の実施に係る受講者名簿の調製、通知
の発送、その他の研修の実施に必要な範囲において利
用させていただきます。また、受講者名簿等について、
本研修の実施に必要な範囲において、都道府県行政書
士会に配付させていただく場合があります。その他、
同規則１７条に基づき、個人情報を第三者に提供するこ
とはありません。
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※初回受講年度から2年目の方は、希望する受講パターンにチェックしてください。

※初回受講年度から3年目の方は、該当する受講パターンにチェックしてください。
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地域活動から始まる
　　　　 空き家対策の取組
地域活動から始まる
　　　　 空き家対策の取組
地域活動から始まる
　　　　 空き家対策の取組
地域活動から始まる
　　　　 空き家対策の取組 Vol.2

＜法務業務部＞
　空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されて５年となる節目に、法の見直しが検討されています。

前回のvol.１に引き続き、今回は、なぜ空き家問題が発生するのかという根本的な視点と、これにアプローチ

する専門性、専門家に求められる役割等について、先進的に取り組んでいる３名の会員にお話を伺いました。

会員の皆様のこれからの活動の参考になれば幸いです。

３．空き家問題の潜在的原因

相羽：空き家問題に関しては、管理の放置など、様
々な問題点があるように思いますが、このよ
うな問題点に関して、京都のお話を伺いたい
と思います。本多先生、いかがでしょう。

本多：はい。今、空き家対策とか空き家問題と言わ
れているものは、空家等対策の推進に関する
特別措置法（以下、「特措法」という。）がベ
ースになっていると言えます。この特措法で
言うところの空き家対策として、多くの人た
ちが取組を進めていますが、我々は法律の専
門家ですので、きっちりこの特措法を見る必
要があると思っています。特に１条の目的条
項です。特措法の１条には、周辺住民、近隣
住民の生活環境に悪影響を与えている空き家
があるので、近隣住民の皆さんの生活環境の
保全のために取り組んでいきましょうという
ことが書いてあります。近隣住民の生活環境
に悪影響が生じているというのが空き家問題
であって、その生活環境を保全することが空
き家対策ということなんですね。この法律を
しっかり見ていれば、空き家を流通させま
しょうというのは周辺住民の方にとって何か
メリットがあるのかという話になりますし、
近隣の皆さんのためにならないことを空き家
対策だと言ってやっている人たちがあまりに
多いことに気付くと思います。私は偽物だと
言っていますが、行政書士などの士業の中に
もそういった方が結構おられるというか、現
状は大半がそうだと思うんですね。たまたま
近隣の地域のために動いている人たちが全国
でもちらほらいらっしゃる程度で、それ以外
の大半の人は近隣住民のために仕事をしてい
ないというのが、僕は一番大きな問題点だと
思っています。法律に書いてあることを専門

家たる我々がしっかり理解することが重要だ
と考えます。

二瓶：空き家対策の中の手段の一つとして「流通」
というのがありますが、それを目的にする必
要もないし、むしろそれを主に考えることは
難しいと思います。従来から日常的にある相
続の相談の中で、たまたまそこに空き家とい
うワードがあったから空き家対策という話に
なるということが間違いで、じゃあ空き家対
策にどんどん取り組みましょう、じゃあ相続
の勉強をしましょうと、それも必要ですが、
そこが重要ではないってことですよね。地域
に入って広く相談を受けた時に、もしかした
らそこには行政書士の既存の業務としてでは
ないかもしれないが、地域のためにコーディ
ネートしていくという感覚が大切という感じ
ですね。

武田：私は高崎支部長というポジションですが、ど
ういう風に考えるかというと、会員のことを
第一に考えるんです。収益になりにくいん
じゃないかとか。だから行政書士会はこの問
題に取り掛かりづらかったのではないかと
ずっと思っていました。今、本多さんの話を
聞いたら、根本的に捉え方が違っていたのだ
と気付きました。近隣住民の生活のためとい
うことが原動力になって動いているというこ
とがわかりました。すごく良い話をしてくれ
ましたね。

本多：そもそもですけど、空き家対策という言葉は
少し前まで存在していなかったんです。特に
特措法ができて全国に広まった言葉です。新
しい制度や新しい法律ができた時、行政書士
にはよくある場面だと思いますが、民泊新法
ができた時などと同じように、特措法という
新しい法律ができて、新しい制度や社会問題
に対する取組が求められているということな
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んです。行政書士がこれまでにやっていた業
務に引き付ける必要はないですし、昔から趣
旨目的が大事ですと言い続けているわけです
から。なぜ法律をちゃんと読まないのかとい
うことですよね。基本的に空き家所有者や相
続人のみを想定した活動はいずれも空き家対
策とは言えない、というのが法の趣旨目的か
ら導かれる結論なんです。

武田：それって、京都だからそういう考えをしたと
いうことはないですか。例えば、他の地域で
も京都に類似して考えられる方法って何かあ
りますか。

本多：元々京都では特措法以前に条例があり、それ
を参考にして特措法ができているという経緯
もあるので、確かに京都では理念や考え方は
幾分前から定着しています。ただ、法律はで
きたものの、空き家対策をやりましょうとい
う法律の専門家たちがそれを読んでいません、
そこに書いてある趣旨目的を理解していませ
ん、読んだけれどもあえて違うことをやって
います、というのはやっぱり問題ですよね。

武田：我々の捉え方の問題だという話ですよね。な
るほど。面白いですね。

本多：相続の相談を受けるにしても、不動産や株式
の分け方で事業活動に影響が出ないかとか、
親族間で別のトラブルが生じないか意識する
のと同じように、近隣住民の生活環境の保全
に資するかっていう意識を持ってもらわない
といけないということなんですよ。

二瓶：他の士業との違いですよね。土地家屋調査士

は表示登記、司法書士、弁護士は相続財産管
理人になるとか、そういう狭い範囲でやるべ
き業務というのはあるんだけども、行政書士
はそうではなくて、もっとオールマイティに
広い視野をもって地域を見回す。そういうこ
とができるのは行政書士の利点なのかなと思
います。

武田：全く同じ意見ですね。一口に行政書士と言っ
てもいろいろなキャリアの方がいらっしゃる
んですよ。高崎ですと例えば教師の方とか、
エンジニア、研究者、営業職、そういう方は
それぞれのキャリアの中で多様な経験をされ
ているじゃないですか。そういう方が入って
くると様々な問題をフレキシブル（柔軟）に
解決できるので、正に行政書士の一番の強み
なのではないかと思います。

本多：地域のために動く人たちの、野球部でいうと
ころの部長では駄目で、監督じゃないと駄
目ってことなんですよ。もちろん自分がプレ
イングマネージャー（選手兼任監督）であっ
てもいいとは思うんですけど、そことは一線
を画して、実際に動いてくれる人たちのため
の指揮命令系統を一手に引き受けるというこ
とが大事なんです。地域団体の代理人、地元
のリーダーの代理人みたいなポジションで全
体を取り回すという役割が必要なんですね。

武田：戦略家みたいですね。
本多：そうですね。僕は「参謀」という言葉を使っ

ています。
二瓶：いいですよね。地域の参謀として動くという

出典：国土交通省令和元年空き家所有者実態調査　調査結果（概要）抜粋
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のは。
武田：そうですね。そういうものに挑戦していく行

政書士の新たなポジションとして、参謀とい
うのは重要な役割だと思うんですよ。例えば、
昔の戦国時代だったら戦略が失敗してしまえ
ば負けてしまうじゃないですか。だから大将
が戦略を考えて、いいスタッフを周りに置き
ながらどうやるのか考えていくわけです。今
言われた参謀のポジショニングは古いけれど
も新しくて面白い、大変良いお話のような気
がしますね。

二瓶：高崎の事業協同組合は今後そういう形で動い
ていこうという感じですか。

武田：今日お話を伺って、京都の話が非常に面白
かったんですよ。今回は京都、長野、群馬と
いうことで、ある意味全国から集まったと言
えると思いますが、こういう機会があると、
そんな考え方もあったのかと自分たちの考え
だけではなくて、他の人の考えも聞くことで
いろいろなことに気付くじゃないですか。そ
こで我々もまた変われるんですよ。だから、
こういう交流はすごく良い機会なんですよね。
例えば、高崎では参謀に必要な要件は多様性
と言っています。私は、行政書士は多様性を
身に付けなくてはいけないとずっと言ってい
るのですが、今回は良いきっかけ作りになる
と思います。こういう機会を増やすことに
よって、多様性を身に付けた人が高崎だけで
はなく全国に波及していく、波及効果が生ま
れる可能性があると思います。

二瓶：私も今まで、自分の空き家との関わりは地域
づくりという思いでやってきました。しかし、
やはり会で説明する時には、なんとなく儲け
る話をしなければならないから、農地転用の
話があるよとか、そこでカフェをやりたいな
ら許認可が必要ですよとか、相続の案件もあ
るよという話を全面に出してしまいがちじゃ
ないですか。行政書士を巻き込む時にそれだ
と逆に難しいのかなというのも感じてしまっ
て、もっと広く、もっと大きなことなんだよ、
楽しそうだよというイメージの方が広がるの
かなと、今日のお話を聞いて思いました。

本多：特措法ができた以上、我々としては絶対基準
が存在するので、そこはスタートラインにし
てもらいたいということと、あと当たり前な
んですが、地域の課題に対して、そこの参謀
として業務を行おうとする時に行政書士です
というだけでは信用なんてしてもらえません。
肩書きなど関係ないところで、個人としての

信頼を獲得していかないと駄目なんだと思う
んですよ。

武田：行政書士はそれを求められるわけだよね。
本多：普段から２００のエリアの参謀として動いてい

る武田さんって言ったらそれは信用になるん
でしょうけど、行政書士と言ったところで、
それがどうしたと思われてしまいます。行政
書士かどうかは問題ではないんですよ。特措
法の中で求められている地域コミュニティの
課題に対して、地域自身でそれが解決されな
いと意味がないんですね。外から来た人が、
なんかよく分からないまま変えていってくれ
ましたというのでは、その地域コミュニティ
の課題が一時的に解決されても、その自律的
な対応能力というのは身に付きません。専門
家に依存させるだけでは意味がないので、そ
の地域に自律的に解決できる能力をちゃんと
置いて帰らないといけないのです。それが参
謀の仕事であって、手柄は地域のリーダーで
ある武将じゃないと駄目なんですよ。

二瓶：「空き家のこと、地域のことを一生懸命やっ
てくれた本多さんのお仕事は行政書士だった
んだ。じゃあこれもできるでしょ。」っていう
流れが良いですよね。最初から「行政書士で
す。これができます。」って入っていってしま
うと、受け入れる側もちょっと商売の匂いが
するなという感じがしてしまいます。

本多：シンプルイズベストじゃないですけど、まず
は特措法をきっちり読む、理解する、趣旨目
的が大事というところは、行政書士以外の方
たちも含めて意識して欲しいですね。

武田：そうですよね。我々もそうかもしれないけど、
空き家対策に関する理解の仕方が少しずれて
いたという話じゃないですか。それを違いま
すよ、こうですよと説明するのも我々の仕事
かもしれません。そうすると、そこに我々の
価値があるのだと思います。少し考え方を変
えて、今のような試みは、これから必要なこ
とだと思います。

相羽：ありがとうございます。今日は３名からお話
を伺い、空き家対策に取り組む中での大きな
問題点に対し気付きを得た気がします。特に、
収益が見えないということに関しては、新し
い法律・制度であり、それに行政書士が一人
の人間としてどのように関わっていくかが大
切ということですね。
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４．空き家対策の専門性とは

相羽：空き家対策の専門性について、行政書士とし
てどのようにアプローチをしていったら良い
のでしょうか。

本多：今、行政書士としてという質問をいただきま
したが、行政書士という属性の前提をもって
空き家対策に臨もうと思うことそのものが間
違っているのだろうと思うんです。もちろん
行政書士としての特徴というのはあるとは思
いますが、行政書士という肩書きとか法定業
務からスタートしようなどという発想はしな
い方がいいと思います。あくまで、行政書士
の特徴で言いますと、他の士業と違って全体
のことを見る、調和を図るであったり、各種
行政との連携・調整のスキルがあるとか、地
元に密着している人が多いとか、そういう特
性はあるだろうと思います。しかし、行政書
士だからというところは二の次三の次という
か、そもそも考えなくていいと思いますね。

二瓶：おそらく行政書士というのは空き家対策をす
る上での付加価値でしかないと思うんですね。
行政書士だからなおさらそれができるね、と
いうだけで、行政書士だから入り込むという
ものでもない、行政書士だからできたという
プラスの部分、と考えた方が良いのかなと思
います。

武田：私は、人の問題だなと思っています。空き家
対策の仕事に携わる人間というのは、信頼さ
れる、頼られる人でないといけません。身近
で信頼される、というワードはシンプルだけ
ど非常にハードルの高い言葉です。先ほどの
京都の話もそうですが、人が人を信頼して、
地域で信頼を得るということが重要だと思う
んです。例えば、もちろん本多さんは信頼を
得られるけれども、二瓶さんも私も信頼して
もらえるような、全会員を信頼してもらえる
ような、そんな会作りというのが必要なのだ
と思います。時間がかかる地道な仕事だと思
いますが、そこが原点になっていくと思いま
す。

二瓶：よく人の心を動かすための３つの要素として
「信頼・情熱・論理」が挙げられますが、や
はり絶対欠いてはいけないのが「信頼」だと
言われるんですね。しっかり信頼関係ができ
ていると、多少の論理破綻は許されるみたい
な。ちょっと失敗があったとしても、あの人
がやってくれるならもう少し信頼しよう、み
たいな。そのくらいの信頼を地域の中で作っ

ておくということが、この空き家対策の前提
なのかなと思いますね。全く地域と関わりが
ない人が、この地域のために空き家対策をや
りますよと言ったところで、「あなたはこの
地域のことを知っているの？」という話に
なってしまいます。やはり、まずは信頼関係
を作り、そこから進んでいくのかなと思いま
すね。 

武田：先ほどの話にもありましたが、信頼を得るま
でというのがすごく大変だった、時間がか
かったということでしたよね。

本多：そうですね。私は地元の地域活動を７つほど
兼任していて、月のうち１/３ぐらいは地域
活動をやっているのですが、それを５年ほど
続けてきてやっと顔が売れてきた、そんなレ
ベルです。なかなか一朝一夕にはいかないで
すね。いろいろな人たちが、民生委員の、自
主防災の、空き家対策の本多君ね、と。その
中に、行政書士の本多君と言ってくれる人が
最近やっと出始めたかなぐらいです。行政書
士以外の肩書きで自分が認知されるように
なっていけばいくほど、地域の信頼は積み上
がってきているというふうに私は理解してい
ます。

武田：本多さんは、一朝一夕にではなく、時間をか
けながら地元密着で様々なことをやってきた
と。例えば、我々がそれを群馬県や長野県で
やろうとすると、やはりそれだけの時間をか
けなければ駄目だということですかね。

本多：本来、その部分というのは一市民として元か
らやっていてもおかしくない話なんですよね。
どの地域にも地元のために汗をかいている人
はいるわけです。それまで一切地域のために
働こうとしなかったのに、行政書士は街の身
近な相談役だ、とバッジを振りかざして私を
信用しなさいなんて、そんな馬鹿な話があり
ますかということなんですよ。これは議員さ
んなんかがよく言われることだと思いますが、
「地元のことを何もしていないのに、バッジ
を付けたら急に地域の代表のような顔をしだ
した」みたいな。そういうことのミニチュア
版を、行政書士はこのバッジでやってしまっ
ているんじゃないかな、と思わなくもないで
す。

二瓶：そうですよね。行政書士っていうのはその人
の個人の中の一部に過ぎません。それが全体
になって関わり始めようとすると、やはり上
手くいかないところがありますよね。

武田：人として関わっている感じがしますよね。地
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域に対する高い関心があって、強い信念や情
熱があるなと。今のお話で思うのは、我々が
同じことをやろうとすると、それと同じぐら
いの信念、情熱がないとこの事業は進まない
ということです。これは、各単位会も日行連
もそうかもしれません。ハードルは高いけれ
ども、持続的にやっていくことが大事だと
思っています。短期間ではなかなか難しいで
すよね。そういった地道なやり抜く力（＝グ
リット）と言っているんですが、そういった
力が必要だと思いましたね。

本多：地元を良くしようという意識をどれだけ持て
るのかというのは、行政書士が街の法律家と
して身近な相談相手と謳う中で、地元のこと
をそれぞれの行政書士が考えているべきで
あって、個人としてそう考えているのであれ
ば、業務と離れたところで個人としてやって
おくべきことがあるということです。そうい
うことが前提にないと地域の信頼というのは
獲得できない、というだけの話だと思うんで
す。ですので、街の身近な相談相手とか興味
ありません、ビジネスライクにやっていくん
ですという人がいてもいいとは思うんですが、
そういう人は空き家対策の素養はないと思い
ますし、おそらく興味もないんじゃないかな
と思いますね。

武田：京都では多くの会員が集まってチームとして
やられていますが、そういう人たちとは今の
ような意識を共有しながらやられているとい
うことですか。

本多：５年前からずっと地域活動をやるように言っ
ていますし、研修をやる度に、研修の最後に
「あなたが今参加している地域活動は何です
か」というアンケートを取っています。その
上位になる人を中枢に据えながらやっていま
すね。

武田：１回やったから大丈夫だということではなく
て、何回も繰り返して地域の役をやらないと
駄目なんですか。

本多：そうですね、PTA等は子どもの年齢によって
なくなってしまいますけど、町会長や他の役
をやっている人などは、この先何十年経って
も何か地域のことに関わっているんだろうな
という想定も入れながらやっていますね。

武田：つなぐみたいなイメージがありますね。駅伝
でたすきをつなぐみたいな、そんなイメージ
があって。もちろん、今我々も一生懸命やっ
ていますが、次の世代につないでいく、それ
によって行政書士というものが信頼できる人

だと、最終的に社会の人に知っていただける、
そのきっかけ作りのような気がしますね。

本多：空き家の問題は地域の問題なので、結局、お
隣とか町内の関係で世代間の話になるんです
よ。「ここは元々、誰々さんという人が住ん
でいて、今はその息子さんがこんな感じで、
更にお孫さんがどこの学校に行っていて」と
か。そういう話になってくると、もう世代間
の話なので、我々自身が関与していたとして
も、そこに今いる人間が死んだとしても、そ
の後の関係がどうなるかという、きっちりし
たものを遺していかなければならないんです
よ。将来って５年１０年先の話ではなくて、一
世代二世代の話なんですよね。それぐらい、
その地域の在り方に深いところで関わってい
くんだ、ということを意識しながらやろうと
すると、にわかにはできないだろうなと思い
ます。

武田：京都という土地柄なんでしょうか、人を大切
にしている感じがしますね。

本多：そうですね、付き合いが深いんだろうなと思
います。地域によって密度の差はあると思い
ますけど、それはその場所ごとの特性として、
関係性の濃さも含めてだと思いますので、そ
の地域ごとに一番良いやり方があるでしょう。
京都のノウハウが高崎でそのまま通用するの
かというとそうではなくて、高崎アレンジが
絶対に必要になりますし、そこでは地元の知
恵とか信頼関係のもとに、上手くアレンジす
る人が必要になるということなのだと思いま
すね。

二瓶：「空き家」と言っても、地域によって感覚が
違いますもんね。近所付き合いがどれくらい
濃いかというのでも違いますし。よく言う、
都会では隣に誰が住んでいるのか分からない
というようなコミュニティなのか、玄関開け
たら野菜が置いてあったというコミュニティ
なのか。そこでも空き家の問題の深刻さは大
きく異なると思います。自分にとってこの空
き家の危険度はどのくらいかという感覚は、
地域によって、つながりによって全く違いま
すね。空き家を誰が管理しているのかという
ことを地元の人が知っているだけでも、やっ
ぱり安心ですし。我々は予防法務の専門家で
もありますが、問題となる空き家の発生を予
防する観点からいえば、遺言の力というのも
多少あると思うんですよね。遺言で相続人と
された人が、管理しなければという意識を持
つこと、それから、遺言書に書いたことが知
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れ渡るという訳ではないけど、誰が相続した
かということがはっきり分かると、関係者や
近隣住民としては少し安心感があるのかなと
思いますね。

武田：現実問題として、私どもは空き家相談会と、
相続の相談会を別々に行っています。空き家
相談会を開催した時に、相談者から出てくる
のは相続の相談も多いです。

本多：そうなんですよね。「空き家の相談会」が空
き家対策かどうかは別問題という点ですよね。
相続の話とかももちろんそうなんですが、そ
れが地域の生活環境の保全につながるプロセ
スとしてやっているのかどうか、ということ
なので、本来、成熟した空き家対策が自律的
にできる地域であれば、近所の人が「（住んで
いる家が空き家になって周りに迷惑をかけな
いように）遺言書を書いておいて」と言うの
が一番理想的というかですね、「二瓶先生の
とこに頼みに行ったら」と近所の人が勝手に
あっせんしてくれたり、「近所の人に言われ
て遺言書を書かないといけないと思ったので
来ました」と相談に来たり、というぐらいに
なれば一番良い形ですよね。

武田：それは許認可や権利義務、事実証明の話と全
く同じですよね。最初から熟成されたスキー
ムが存在し、かつ適切なアドバイスができな
ければならないわけです。今の話は、関係性
が大変密接で、街全体としてきちっとしたも
のを維持していこうという姿勢が見えます。
許認可は、空き家の話とは別ですけれども、
根本的な考え方として、許可を取ればいいだ
けではなく、それ以外の部分でも取った方が
いいよとか取らない方がいいよとか、こうい
う話が行政書士の口から出るようになると素
晴らしいという気がしますね。

５．これから空き家解消に取り組む方への
メッセージ

相羽：それでは、これから取り組んでいこうとする
多くの方々へ、どうやったら空き家を解消す
ることができるのか、それぞれからメッセー
ジをいただきたいと思います。まず本多先生
の方から、いかがでしょう。

本多：大体こういう話をさせていただく時は、３つ
ないし４つのことをキーワードとしてお話さ
せていただいています。１つ目は、先ほども
申しました特措法１条の趣旨目的をちゃんと
理解してくださいということです。これはス

タートラインですので
必ずやっていただきた
いということですね。
それから２つ目に、我
々京都会では『空き家
対策基本書』という冊
子を国交省モデル事業
の中で作成していまし
て、京都会のホームペ
ージから無料でダウンロードしていただけま
す。結構ボリュームがある、しっかりした中
身のものです。全国でもすぐに導入できるフ
ローなどが書いてありますので、是非お読み
いただきたいです。それから、特に行政書士
の場合に申し上げていることが２つありまし
て、その１つ目は地域の活動に参加してくだ
さいということです。地域に信頼されるとい
うキーワードが今日もたくさん出てきました
が、地域で自分が汗をかいているという経験
なくして信用してくださいと言ったところで、
そんなものは無理な話です。地域の一員とし
て地元を良くするために、純粋に地域活動に
参加して汗を流すということを是非積み上げ
ていただきたいと思います。それから最後に、
このコスモスバッジは調和を表しているわけ
ですが、地域コミュニティの課題としての空
き家問題というのは、地域コミュニティの内
部の問題なんですよね。その中で解決する時
に特定の誰かをやりこめるなどという考え方
ではなくて、将来、それこそ代を継いだ後に、
子世代、孫世代に至るまで、この地域が目指
す姿にちゃんと向かっていけるようにという、
そういう調和を図っていくというのが空き家
対策の仕事になりますので、その意識は欠か
さないようにしていただきたいというのが私
からのメッセージとなります。

相羽：ありがとうございます。二瓶先生、いかがで
しょう。

二瓶：空き家の問題だけではないですが、各地域の
問題というのは当事者が一番良く知っている
んですよね。京都の空き家対策に詳しい本多
先生に、大阪の地域の空き家問題を解決して
ください、高崎の武田先生、山梨に来てくだ
さいというのは無理な話で、基本的なところ
は話ができても、実際の地域の問題はその地
域の人間が解決しなければいけません。そう
いった面を考えると、弁護士過疎地域も含め、
全国に何万人もいる行政書士がその地域に溶
け込んで、地域のことをよく知っている行政
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く会員がおりますが、行政書士というその資
格を強調するのではなく、地域の中に溶け込
み、地域の中で汗をかくということを本多先
生が一貫してお話されていました。もう一度、
本多先生に、会員の方へ、それから組織とし
て行政書士会、また連合会も含めまして全国
に向けてメッセージをいただけたらうれしい
です。

本多：行政書士や行政書士会として地域の信用を得
るためには、地域の信用がある人たちが実は
行政書士だったという順番が重要なんだと思
うんです。ですので、地元の信頼を勝ち取る
ためにそれぞれが個人として行動し、地元で
何かあったら相談できる、そういう人が実は
行政書士でしたということが全国各地で起き
ているという状況を実現して初めて、行政書
士会が、私たちは地元の信頼をベースにがん
ばっていますというように言えるのかなと思
います。会が国民に対して行政書士を信用し
てください、我々のところに相談に来てくだ
さいとPRしたところで、それは現実に即し
ていないところがあって、あくまでキャンペ
ーンでしかありません。やっぱり現実的なと
ころから底上げしていかなければならないと
いうことになるのだと思います。これは会と
かバッジ云々ではなくて、個人の行政書士と
しての在り方の問題だと思いますので、地域
に信頼される行政書士像というものをイメー
ジするのであれば、バッジのないところでも
地域に信頼される人であるべきだと思います
し、それを続けていただくということが必要
なんだろうと思います。

相羽：ありがとうございます。それでは、今日は３
名の先生方から思う存分、空き家対策に関し
てお話をいただきました。これで本日のパネ
ルディスカッションを終了いたします。あり
がとうございました 。

書士を中心として、課題解決だとかまちづく
りに取り組んでもらいたいなと思います。そ
の中で、行政書士に相談すると空き家対策が
進むんだなというのが結果として付いてくる
といいのかなと思いますので、できるだけ積
極的に地域に溶け込んで空き家の問題に興味
を持ってもらいたいですし、市民の方には何
か困ったことがあれば近所の行政書士に
ちょっと話を聞いてみる、相談してみるとい
うことをしていただけたらいいのかなと思い
ます。

相羽：ありがとうございます。武田先生、いかがで
しょう。

武田：私は、高崎支部と事業協同組合の立場があり
ますので、その立場から言わせていただくと、
空き家対策は「現場第一主義」という考えが
あります。相談会は継続して行っていくこと
が必要だと思っています。今日いろいろ教え
ていただいたんですけども、単純に空き家の
問題を解決するというスタンス（姿勢）では
なくて、バックボーン（背景）や周りの環境
のことまで配慮しながら聞き取ること。とこ
とん聞いて、それから様々な視点で問題解決
に向けた話を進めていくこと。こういうスタ
ンスが必要なんだなと思いました。高崎支部
では継続して、これからも相談会を実施して
いきますので、会員の取組方や姿勢が少しず
つ変わってくるのではないかと思います。楽
しみです。それともう一つ、最近、ラグビー
のワールドカップが開催されました。「ONE

　　　TEAM」という言葉がありましたが、高崎支
部は以前から、チームをとても大切にしてお
りまして、「チーム高崎」ということで一つに
なろうと取り組んでいます。一人の力ももち
ろん大切ですけれども、チームの力は数倍に
なると思っています。時間はかかるかもしれ
ませんが、みんなで力を合わせながら、この
空き家問題に取り組んでいく、今日は我々３
名だけかもしれませんが、これから全国の方
に空き家の取組を知っていただいて、空き家
問題が少しでも解決できるように進んでいく
というのが私の想いです。

相羽：ありがとうございます。本多先生の方から行
政書士のバッジの話が出ましたが、正に私ど
ものこのバッジにあるコスモスの花言葉は調
和と真心です。そしてまた今、群馬の武田先
生からは「ONE TEAM」というみんなで力
を合わせれば大きな力に変わるというお話が
ありました。特に、行政書士は地域に偏在な

より詳しい内容はYouTube
で動画をご覧いただけます。
ぜひ御視聴ください。
スマートフォンのカメラで右の
QRコードを読み取っていただくと、YouTubeに
関単にアクセスできます。または、YouTubeに
アクセスし、「日行連　空き家」と検索してください。
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令和元年度日行連法教育担当者会議の開催報令和元年度日行連法教育担当者会議の開催報告告
（近畿地方協議会・九州地方協議会（近畿地方協議会・九州地方協議会））

　令和元年１２月１６日、大阪府大阪市において「日行連法教育近畿担当者会議」を、また令和２年２月１８日、
佐賀県佐賀市において「九州地方協議会法教育担当者会議」を開催いたしましたので、御報告いたします。

〇日行連による「法教育の推進」

　日行連では、法教育の調査研究に取り組んでいくことを宣言し、平成２４年度より各単位会へのアンケート
の実施や視察を行い、単位会における法教育実践の支援に向けた活動を行っています。
　その一環として、平成３０年度に引き続き、地協ごとに各単位会の担当者を招き、情報提供や意見交換等を
通じて各単位会の取組実態を共有し、地協内で一層の連携等を図ることを目的とした「法教育担当者会議」
を、法教育授業実施にあわせて開催しました。

日行連法教育近畿担当者会議

日　　　時　　令和元年１２月１６日（月）１０時３０分～１１時１５分　法教育授業視察
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５時００分～１７時００分　担当者会議
場　　　所　　堺市立大仙小学校、大阪府行政書士会会議室
出　席　者　　近畿地方協議会法教育担当者、日行連総務部、大阪会関係者

〇大阪会による法教育授業

　堺市立大仙小学校で行われた大阪会による法教育授業の視察を行いました。堺市立大仙小学校は、生徒の
関心が高いインターネットやSNSについての授業を要望されているとのことから、今回の法教育は情報化社
会における表現の自由と知る権利をテーマとし、インターネットの便利さと注意することなどを内容とした
授業が行われました。授業ではワークシートを用いて、「SNS等にはどんなことを書いてもいいの？」などと
いったテーマについて、生徒が熱心に話し合う姿も見受けられました。

視察授業の概要
視 察 先：堺市立大仙小学校
対　　象：５年生　約６０名
講　　師：本村綾乃公益活動推進部副部長・河原伸明会員（大阪会所属）
タイトル：「表現の自由と知る権利～インターネットの便利さと注意すること～」
　授業では、冒頭に「行政書士ってどんなお仕事？」と生徒たちに問いかけ、行政書士の業務の広さや行政
書士が身近な街の法律家であることを紹介しました。
　その後、憲法や民法、刑法など法律について説明した後、３～５名のグループを作って、「自分の情報はど
の人までなら知られてもいい？」などのテーマで話し合い、最後にグループの代表者が意見を発表しました。
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身近なテーマに基づいて、生徒自身に考えさせることにより、表現の自由と知る権利についての大切さをわ
かりやすく伝えました。

内　　容：・情報を自由に得られるということ（知る権利）
　　　　　・表現の自由って何？
　　　　　・表現の自由があるから何でも言っていい？（グループワーク）
　　　　　・あなた自身のこと、どの人までなら知られていいですか？（グループワーク）

〇日行連法教育近畿担当者会議

司会進行：日行連総務部員　入江宏幸
出 席 者：玉山国雄（滋賀会）、髙尾明仁・
　　　　　黒田淳子・野口直美・本村綾乃（大阪会）、
　　　　　中川達也（京都会）、丹生優子（奈良会）、
　　　　　北井勝也（和歌山会）、上辻靖夫（兵庫会）、
　　　　　光宗五十六・松村和人（日行連）

　近畿地方協議会の各単位会担当者、日行連総務部が出席し、各単位会における取組や課題点について活発
に意見交換が行われました。
　法教育事業実施にあたり、最初の足掛かりや資料の開発の難しさについては、既に事業を実施している単
位会にヒアリングをし、資料を参考として提供してもらったこと、また担当講師の育成については、シナリ
オを作成した後、模擬授業を何度も行い、徐々にスキルアップをしていることなどといった意見がありまし
た。

　意見交換の中で、行政書士会が行う法教育の意義については、社会貢献や行政書士制度PRのためと広く捉
え、今後の法教育の推進のためには、日行連は各単位会の取組を集約・発信し、他単位会の好事例を参考に
することにより、全国で更なる発展を目指していくことが重要であるとの意見で一致しました。

九州地方協議会法教育担当者会議

日　　　時　　令和２年２月１８日（火）９時３０分～１１時３０分　法教育授業視察
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３時００分～１５時００分　担当者会議
場　　　所　　平松清風大学、佐賀県行政書士会会議室
出　席　者　　九州地方協議会法教育担当者、日行連総務部、佐賀会関係者

〇佐賀会による法教育授業

　佐賀市社会福祉協議会が運営する高齢者向けの教養講座「平松清風大学」にて行われた、法教育授業の視
察を行いました。佐賀会は、地元の各種団体に講師を派遣し「生涯学習としての法教育」に取り組んでおり、
この度は「遺言・相続・贈与について」をテーマに、受講者の笑いが起こる和やかな雰囲気の中、親しみや
すい講義内容で進められました。 
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視察授業の概要
視 察 先：平松清風大学
対　　象：約６０名
講　　師：徳永浩佐賀会副会長
タイトル：「相続と遺言について
　　　　　～思いやりが伝わる相続のために～」
　はじめに遺言書の作成は、多くの財産を抱える家庭でなくと
も重要であることが伝えられ、身近なシチュエーションを取り
上げながら、遺された家族に「思いやり」を伝える手段である
ことが示されました。
　また、法定相続人の範囲と家族構成ごとの相続割合については、図解を用いて分かりやすく説明され、エ
ンディングノートの作成についても、死後の事務への希望について自分の思いを見つめ直すきっかけとなる
ことから、元気なうちに気軽に書いてみると良いことが伝えられました。実際に遺言書を作成する際の手順
や相談先についても紹介があり、受講者が実践しやすい内容でした。

内　　容：・遺言の種類
　　　　　・遺言でなければできないこと／遺言でもできること（生前でもできること）
　　　　　・法定相続人と法定相続分
　　　　　・遺言書が重要となる例　等

〇九州地方協議会法教育担当者会議

司会進行：日行連総務部員　入江宏幸
出 席 者：田村公隆（福岡会）、赤司久人・
　　　　　多久島加代子・豊福崇・田口訓之・
　　　　　宮永朋子（佐賀会）、山脇正隆・渡邊真純・
　　　　　濱田宗一・鶴田隼人（長崎会）、櫻田直己（熊本会）、
　　　　　西畑智司（大分会）、清水愛美（宮崎会）、
　　　　　上村邦典（鹿児島会）、真栄里孝也（沖縄会）、
　　　　　光宗五十六・松村和人（日行連）

　九州地方協議会法教育担当者会議では、法教育における取組について各単位会の出席者から報告があり、
現状を共有するとともに、活発に質疑応答が行われ、貴重な意見交換の場となりました。
　視察した授業については、佐賀会より、平松清風大学側から相続や遺言に関する講義を依頼したい旨のオ
ファーがあり、これを受けて毎年２月に開催していることなどが報告され、また、他単位会の出席者からは、
一般の方にも理解しやすく親しみやすい講義であったことなど、授業の感想が伝えられました。
　また、早期から法教育授業を推進していた宮崎会より、資料の提供をいただくとともに、各単位会が抱え
る講師不足や担当者の任期により安定した事業の継続が困難であることなどといった課題について、また、
新入会員を含め法教育担当者以外の会員も講師を務めていることや法教育マニュアルを作成していることな
ど同会の取組について報告されました。
　日行連に対する意見も述べられ、日行連担当役員から、今後の法教育事業のあり方を検討していく上で参
考にしていきたいと伝えられました。
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片山さつき議員による特定技能制度等
に関する意見交換会の開催報告

 Info 

１
＜国際・企業経営業務部　国際部門＞

日　に　ち　　令和２年２月１２日（水）

場　　　所　　参議院議員会館　「講堂」

　２０１９年４月１日より新たに創設された在留資格「特定技能」について、在留外国人数が当初の想定に比べ
て伸び悩んでいることから、片山さつき参議院議員（自由民主党政務調査会外国人労働者等特別委員会委員
長）が発起人となり、特定技能制度の実態について実務者である行政書士による現場の生の声を聞くことを
目的として、意見交換会が開催されました。
　当日は、全国の単位会から１８１名の会員が参加し、はじめに法務省出入国在留管理庁、厚生労働省年金局、
国土交通省土地・建設産業局より担当官を講師に迎えて、特定技能制度全体の運用状況等に関する講演が行
われました。
　続いて開催された意見交換会では、片山さつき議員より御挨拶があり、特定技能制度の問題点や行政書士
業務に関する貴重な御意見を頂戴しました。

＜片山さつき議員による御挨拶＞
　特定技能制度について、初年度に４７,０００人の外国人を受け入れる予定
であったが、目標に追いついていないのが現状であるとし、特定技能外
国人の受入れに係る提出書類の作成が非常に複雑であるため、受入企業
等から敬遠されているなど、様々な問題点が挙げられるが、実務家であ
る行政書士から特定技能制度に関する具体的な意見を聞くことで、制度
改善につなげることができたら、未だかつてない画期的な成果になると
感じていると述べられました。
　また、特定技能制度の適正な運用に向けて、行政書士がサムライ業と
して本制度の何を担っていくことが適切なのか考えていくことが重要で
あるとして挨拶を締めくくりました。

●法務省出入国在留管理庁による講演
　特定技能制度の運用状況や二国間取決め、在留資格手続のオンライン化等について説明がありました。
　多くの在留資格において申請時に資料のアップロードが可能となる予定であるが、添付資料が多い特定技
能のオンライン申請については、ファイル容量の問題や原本を確認する必要性等から、当面、別途資料を郵
送または持参する方法も含めて現在検討中である旨、報告がありました。 

丸山　秀治
出入国在留管理庁
在留管理支援部長

財津　依人
出入国在留管理庁
在留管理支援部在留管理課法務専門官

近江　愛子
出入国在留管理庁
在留管理支援部特定技能企画室長

片山　さつき
参議院議員・自由民主党政務調査会
外国人労働者等特別委員会委員長
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●厚生労働省年金局による講演
　脱退一時金制度の設置経緯や制度の概要等について説明がありました。
　また、２０１９年４月に施行された改正出入国管理法により、期間更新に
制限が設けられている在留資格における在留期間の上限が５年になる
（特定技能１号）とともに、制度創設当時と比べて３～５年滞在した者
の割合が外国人出国者全体の約５％から約１６％に増加していることから、
今通常国会に提出する予定の年金制度改正法案（令和２年３月３日に国
会提出）に脱退一時金の支給上限年数を現行の３年から５年に引き上げ
るための措置を盛り込む予定である旨、報告がありました。

●国土交通省土地・建設産業局による講演
　建設分野における外国人材の受入状況や技能実習（建設分野）を巡る
失踪問題等について報告がありました。
　また、建設分野における外国人の受入れにあたって、建設技能者全体
の処遇改善、低賃金・保険未加入・劣悪な労働環境等のルールを守らな
いアウトサイダーやブラック企業の排除、他産業・他国と比べて有為な
外国人材の確保、失踪・不法就労の防止等の課題に対応するため、一般
社団法人建設技能特定人材機構（JAC）が設立された旨、説明がありま
した。

　講演後は、質疑応答の時間が設けられ、実務に関する具体的な質問や
特定技能制度に関する疑問等が出され、活気のある意見交換会となりま
した。
　最後に、片山さつき議員から総括があり、外国人材の受入れに関する
課題や特定技能制度等の適正な運用に向けて、行政書士の一層の活躍を
期待する御発言もありました。

質疑応答の主な内容については、会員専用サイト「連con」へ掲載しています。
HOME ＞ 業務関連情報 ＞ 国際部門

　２０２０年１月１４日に受付が開始された出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案等
（オンライン申請）に関するパブリックコメントについて、本会としては以下のとおり、官公署に提出
する書類の作成が、高度な職務倫理や専門的知見の担保された行政書士または弁護士が業務独占してい
る各法律の趣旨に則り、運用が適正かつ円滑に実施されることが求められるべきである旨、意見を提出
いたしました。

・新たに申請の対象となる「特定技能」については、添付資料の量や記載内容の複雑さからオンライン
申請には馴染まない。
・登録支援機関の職員による申請書の提出を認めるには、研修の義務付けや定期的な実態調査、書類作
成を業とする専門家の利活用などが必要不可欠である。
・添付書類等の信憑性の担保のため、電子署名を付すなど「権利義務・事実証明に関する書類の作成」
を業とする行政書士制度の積極的な活用を図るべきである。
・登録支援機関が１号特定技能外国人の支援を目的とするものである以上、オンラインを使用した申請
書の提出は、「１号特定技能」に限定されることを明記すべきである。
　
　在留資格手続のオンライン化について、行政書士法違反行為が行われないよう、今後も引き続き注視
してまいります。

小澤　時男
厚生労働省年金局
国際年金課長

小笠原　憲一
国土交通省土地・建設産業局
建設市場整備課長
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農林水産省との意見交換会の開催、
藤木農林水産大臣政務官を表敬訪問

 Info 

２
＜許認可業務部　農地・土地利用部門＞

　令和２年２月５日、農林水産省会議室において、農林水産省との意見交換会を実施いたしました。

　当日は二部構成で、農地法、農振法等の運用上の問題点や、農地中間管理機構特例事業、中山間地域直接

支払制度、農業経営サポート事業等に関して、現場の実情を踏まえた積極的な意見交換を行うとともに、農

業委員会における中立委員としての行政書士の登用や、農業分野での外国人材の利用における行政書士の活

用について要望しました。

　また、農林水産省との意見交換後、藤木眞也農林水産大臣政務官を表敬訪問いたしました。御多忙の中、

快く御対応いただいた藤木政務官に対し、日頃からの行政書士制度への御理解について感謝を申し上げると

ともに、現場を知り農政に深く関与する本邦唯一の士業として、今後も行政と農業者の架け橋となり、積極

的な支援を行っていく旨をお伝えしました。

＜第　一　部＞
左から、農林水産省名須川経営専門官（農地政策課）、森本利用
計画係長（農村計画課）、佐藤課長補佐（農村計画課）、日行連有
賀次長、杉山部員、濱田部員、小関専門員

＜第　二　部＞
左から、農林水産省四季経営専門官（就農・女性課）、高塚経営
専門官（経営政策課）、村下課長補佐（中山間地域・日本型直接
支払室）、渡辺調査官（農地政策課）、千田経営専門官（農地政策
課）、日行連以下左記に同じ

意見交換会の様子 藤木政務官（中央）を囲んで
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日本公証人連合会との懇談会を開催
 Info 

３
日　に　ち　　令和２年３月４日（水）

場　　　所　　ANAインターコンチネンタルホテル東京

出　席　者　　＜日公連＞大野会長、吉田総括理事、下川総括理事、彦坂常務理事、北原常務理事、
　　　　　　　　　　　　林常務理事、米村常務理事、渡辺事務局長
　　　　　　　＜日行連＞常住会長、光宗副会長、水野副会長、髙尾副会長、相羽常任理事、坪川常任理事、
　　　　　　　　　　　　渡部理事
　去る３月４日、毎年恒例となっている日公連役員の皆様との懇談会が行われました。はじめに日行連から、
令和元年１２月に成立した「行政書士法の一部を改正する法律」について説明した後、日公連から広報活動に
力を入れていることやテレビ電話による定款認証制度の開始、民法改正による保証意思宣明公正証書につい
て御説明いただきました。
　さらには、成年後見制度における任意後見契
約のニーズ等についても意見交換を図るなど話
題は尽きず、名残惜しい雰囲気を残しての閉会
となりました。
　公証人や行政書士を取り巻く環境が劇的に変
化する中で、より一層の協力関係を築いていく
必要性を共有することができ、大変有意義な会
となりました。

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。
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＜裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部＞

開　催　日　　令和２年２月２０日（木）

場　　　所　　日本行政書士会連合会会議室

出　席　者　　認証取得済単位会／北海道会、宮城会、東京会、
神奈川会、埼玉会、長野会、静岡会、新潟会、愛
知会、大阪会、京都会、奈良会、兵庫会、岡山会、
山口会、香川会、福岡会各担当者
日行連／裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部員

　２月２０日、行政書士会のADR事業の発展及び認知度の向上と、ADR機関運営における課題点等について
意見交換・情報共有を行うことを目的とした「認証取得済単位会課題検討協議会」を開催しました。
　当日は、法務大臣の認証取得済の調停機関を運営する１７単位会から合計１８名の代表者等と、ADR推進本部
員が出席しました。
　関口副本部長による司会進行のもと、常住会長、髙尾副会長の挨拶の後、各出席者の自己紹介が行われ、
続いて入江本部長からADR推進本部の取組について説明がありました。その後、以下のテーマに従って各
発表者から報告がなされ、報告に対する意見交換を行うとともに、単位会相互の情報共有を図りました。

①ADRセンターの運営（研修）について
　福岡会からADRセンター福岡の研修について、調停人養成研修や候補者向けのブラッシュアップ研修に
関する取組の報告が行われました。養成研修や効果測定の実施方法、研修で使用するVODの活用やスクリ
プトの準備、一般会員に養成研修への参加を促すためのPR方法などについて、活発な意見交換が行われまし
た。
②ADRセンターの運営（調停）について
　静岡会から外国人と地域住民とのトラブルに関する事例の報告が行われ、当該調停に係る当事者について
意見交換が行われました。他の単位会からも、外国人を当事者とするものに限らず、複数当事者に係る調停
の対応についても意見が述べられるなど、積極的な情報共有が行われました。
③ADRセンターの運営（広報）について
　埼玉会から関係機関への周知の方法、一般会員へのPRなどについて報告が行われました。また、出席者か
らは、各ADRセンターで取り組まれている広報活動の紹介や情報提供がなされました。
④ADRセンターの運営（その他）について
　上記の報告のほか、各単位会から広報活動や講師派遣事業などに関するADR推進本部への要望やADRセ
ンターの具体的な運営などについて提案があったことを受け、意見交換を行いました。
⑤ADR代理権について
　光永本部員からADR代理権の構想について、報告が行われました。代理人とは「ADRの手続を当事者に代
わり行う者」とし、その上で、代理の態様、紛争の範囲、改正が必要となる法令等、対話促進型調停との親
和性について、具体的な提案が行われました。出席者の中から代理人の振る舞いや代理人だけが有する専門
知識を活用することの制限の必要性、紛争の範囲をどの程度拡大または限定するのか、既存の調停人や手続
管理委員が代理人の役割を担えないかなど、多岐にわたり活発な意見交換がなされました。また、入江本部
長から、平成３１年４月の「ADR代理権の取得に向けて」（２０１９年提言）でも紹介されている、行政書士が代
理人として関与していれば調停を実施することができた、あるいは手続が円滑に進んだケース等の紹介があ
り、同種の事例の積み重ねが代理権の取得の推進に向け効果があるとの提案がなされました。
　以上の意見・要望等を受けて、ADR推進本部として、認証取得済単位会への一層の支援を図る必要がある
ことを実感し、引き続き検討を行うこととしました。

紛争を話し合いで解決するという選択肢のある社会の実現！

認証取得済単位会
課題検討協議会の開催報告

 Info 

４
エディとアール
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単位会別会員数一覧
〈令和２年４月１日現在〉

 Info 

５

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減R１
１０．１

R２
４．１増減R１

１０．１
R２
４．１

３２１２４△ ２１,８３６１,８３４北海道

北
海
道
地
方
協
議
会

０２２△１２９０２８９秋 田

東
北
地
方
協
議
会

△ １５４△９３７８３６９岩 手

０１１△３３５１３４８青 森

１８９△２１７４５７２４福 島

１１８１９△２９５５９５３宮 城

１２３△６４２２４１６山 形

１８１７３１９１８８６,８４９６,９３７東 京

関
東
地
方
協
議
会

２５３５５△６３,０１７３,０１１神奈川

１２３２４３２,１２１２,１２４千 葉

１８９△１２１,１９７１,１８５茨 城

２７９△１０８９２８８２栃 木

３２９３２△３２,４５３２,４５０埼 玉

０２２△６１,０９７１,０９１群 馬

０７７△１３９８２９６９長 野

０３３△１３４９３４８山 梨

０１９１９△２０１,５４０１,５２０静 岡

１１０１１△９８９０８８１新 潟

４４４４８△１４３,０４８３,０３４愛 知

中
部
地
方
協
議
会

１５６１８２９８３０岐 阜

１４５△１１７２８７１７三 重

０３３△８３３４３２６福 井

０４４△４３７０３６６石 川

１３４△２３９８３９６富 山

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減R１
１０．１

R２
４．１増減R１

１０．１
R２
４．１

０５５△３４７５４７２滋 賀

近
畿
地
方
協
議
会

４７７８１１４３,３２６３,３４０大 阪

△２１６１４△１１８９５８８４京 都

１７８３４４５４４８奈 良

０１１△５３４４３３９和歌山

１２３２４△１０１,８５４１,８４４兵 庫

０３３△５２１８２１３鳥 取
中
国
地
方
協
議
会

０２２△６２６４２５８島 根

０８８△３７９０７８７岡 山

△２１３１１△１４１,１６３１,１４９広 島

０３３△１４８５４８４山 口

０５５１３９４３９５香 川四
国
地
方
協
議
会

３４７△５３４２３３７徳 島

０１１０２４３２４３高 知

１５６△８５６２５５４愛 媛

２１８２０７１,５６２１,５６９福 岡

九
州
地
方
協
議
会

０１１０２４８２４８佐 賀

０４４△６４０３３９７長 崎

△１８７０６１８６１８熊 本

０５５４３５４３５８大 分

０４４△１５０３５０２宮 崎

３６９△７８１４８０７鹿児島

１３４△２３９５３９３沖 縄

５１６７６７２７△１２９４８,７６８４８,６３９合　計
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当委員会では、行政書士会員が円滑に業務を行うため、行政書士電子証明書の取得及び利用を推奨しています。

　　 行政書士電子証明書とは・・・？
　「行政書士」の資格を認証した上で、発行される資格証明書です。
　電子署名用の様々な電子証明書は「認証局」という認証機関が発行しており、行政書士電子証明書でいう
と、日本行政書士会連合会から指定を受けたセコムトラストシステムズ株式会社が認証局にあたります。

　行政書士電子証明書は、行政書士が電子的に書類を作成する場合、紙による書類作成時の記名・職印の押
印に代わる効力を持ち、電子申請時に行政書士電子証明書を添付することで法的効果が認められます。

　また、行政書士電子証明書を取得することで、自動車保有関係手続のワンストップサービスや電子定款の
認証、電波利用・電子申請・届出システム等を、電子申請で行うことができます。
　詳細は以下のURL先を御確認ください。
　＜セコムトラストシステムズ株式会社掲載の対応システム一覧＞
　https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/gyosei/gyosei-forgidtsys.html

・有効期限／提供価格　期間２年（新規・更新）　税込１５,１２０円
　　　　　　　　　　　期間３年（新規・更新）　税込２２,６８０円

・対象者　行政書士電子証明書は、行政書士法第６条に基づき登録された行政書士のみ取得できます。
（行政書士の検索システム上に自身の行政書士登録情報が反映されていない状態では、行政書士
電子証明書は発行できませんので、行政書士登録手続完了後にお申込みください。）

　　 電子化のメリットは？
　本人以外の者が文書を不正に改ざんしていないことの証明もできる上、電子申請では窓口へ行かずに申請
することができます。
　また、電子定款の認証では収入印紙代が不要となり、OSSでは申請手続と税・手数料の納付をインターネッ
ト上で一括して行うことが可能です。

　　 電子証明書の発行時に必要な書類

場合によって必要な書類

●代理受取人の印鑑登録証明書（書類到着時点で発行日が３か
月以内のもの）
※本人限定受取郵便の受取に代理人の方を指定する場合のみ

●戸籍（全部／個人）事項証明書（書類到着時点で発行日が３
か月以内のもの）
※行政書士名簿の氏名が「旧姓」で登録されている場合のみ

●パスポートの氏名（英字記載部分）のコピーまたは特別永住
者証明書や在留カードの裏表コピー
※外国籍の方で、電子証明書記載氏名をパスポート、特別永
住者証明書、在留カードと同じ記載にする場合のみ

必要な書類

①　住民票（書類到着時点で発行日が３
か月以内のもの）

　　※個人番号の記載がないもの

②　印鑑登録証明書（書類到着時点で発
行日が３か月以内のもの）

③　振込控えもしくは振込控えのコピー

「行政書士電子証明書」の御案内

＜電子申請推進委員会＞

 Info 
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行政書士電子証明書取得率（令和２年１月３１日現在）

取得率　１０.３％証明書発行会員数　５,０５８名会員数　４８,８６４名

※１　行政書士電子証明書の詳細及び申込みに関しましては、以下のURL先を御参照ください。
　　　＜セコムトラストシステムズ株式会社＞
　　　https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/gyosei.html

＜電子証明書のお申込み・ダウンロードに関するお問合せ＞
セコムパスポート for G-ID専用窓口

サービス窓口：セコムトラストシステムズ株式会社　CAサポートセンター
　　　　電話番号：0422−76−2072
　　　　受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00（土日・祝日及び年末年始を除く）

＜お知らせ＞
　中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマンド研修システム）へ行政書士電子証明書を使用した「電子
定款作成業務」についての講義を搭載いたしました。
　是非御活用ください。

【中央研修所研修サイト】https://gyosei.informationstar.jp/　
※講座一覧「電子申請」から視聴いただけます。

≪ 発行までの流れ ≫

「行政書士電子証明書」の申込ボタン※１から進み、「利用申込書」に必要
事項を入力後、「利用申込書」をプリントアウトし、署名／捺印（実印）
をしてください。

①　利用申込書の入力、
署名、捺印

署名／捺印（実印）をした「利用申込書」に記載のサービス料金を所定の
方法でお振込み後、「利用申込書」及び必要書類をセコムトラストシステ
ムズ株式会社へ送付してください。
（申込書類が到着後、セコムトラストシステムズ株式会社から、審査開始
のメールが届きます。）

②　お振込み、
　　必要書類の送付

電子証明書が発行されると、セコムトラストシステムズ株式会社からダ
ウンロード方法の案内がメールで送られ、ダウンロードに必要なパスワ
ードと電子証明書の利用に必要なPINコードが本人限定受取郵便で送ら
れます。郵便局から通知書が届きますので、通知書、身分証明書を持参の
上、郵便局で本人限定受取郵便を受け取ってください。
（通知書は住民票に記載された住所に届きます。）

③　郵便局からの通知書
到着、本人限定受取
郵便の受取

メールに記載されているダウンロードマニュアルに従って、証明書をダ
ウンロードしてください。
以上により、新たな電子証明書が皆様のパソコンに入ります。

④　電子証明書の
　　ダウンロード

最後に、本人限定受取郵便に同封されていた「受領書」をセコムトラスト
システムズ株式会社まで返送してください。
（返信用封筒が同封されています。）

⑤　受領書の返送
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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。

　福井会では令和２年２月１２日に、福井市立豊小学校において法教育の出前講座を実施しました。
　当会では平成２６年から毎年、小学校６年生を対象に『桃太郎と考える契約書』『生類憐れみの令』『行政書
士の仕事とは』などをテーマとし、紙芝居を使うなど工夫を凝らして開催してきました。今年のテーマは『法
律をつくってみよう』でした。
　豊小学校６年生３クラス約９０名に対し、当会の増田深雪法教育推進委員長と委員が講師となり、まず行政
書士業務を簡単に説明した後、「ルールがなければどうなる」と題して刑法の窃盗と道路交通法の通行区分を
例示し法律の必要性について分かりやすく講義しました。
　その後、数名ずつに班分けしたグループに、あらかじめ準備してきた『いじめ』『家族』『ペット』『ゲー
ム』『勉強』等の身近なテーマを与え、「私達の願い」と「その願いを達成するための決まりや罰則」をグル
ープごとに討議させ、その結果を画用紙に書き発表してもらいました。
　各グループとも積極的に意見を出し合い、「ゲームは時間を決めて、その時間内は親は注意をしない」「い
じめをなくすには、１か月毎日３分間みんなで手をつなぐ」等の発表がありました。
　法律を作った感想について、「みんなが納得のいく決まりを考え
るのは難しい」「これからはいろいろな決まり事を守る」等の発表
があり、将来を担う児童に法律の重要性を理解してもらえて、大変
有意義な機会となりました。
　当会では、今後も児童教育のための法教育推進事業を継続し、社
会貢献に努めてまいります。
　なお、今回の出前講座にNHK、福井テレビ、福井新聞の取材があ
り、各テレビ局とも２回の放映、２月１４日付福井新聞に掲載されま
した。

法教育出前講座を実施しました福井県
行政書士会

　令和２年３月１０日、三重会は、一般社団法人三重県中小企業診断会と「中小企業支援の連携に関する覚書」
を締結し、調印式を行いました。
   覚書の目的は、「中小企業者の経営安定が、新たな産業の創出に寄与して就業の機会を増大させ、また市
場における公正な競争を促進し、地域経済の活性化を促進することに鑑み、連携して中小企業者の活動を支
援すること」にあります。
  具体的な“連携”の在り方、内容については、以下の４項目
を掲げています。
　（１）中小企業への各種情報提供
　（２）相互の研修会等への講師派遣
　（３）地域における経済情報、動向等に関する情報交換
　（４）その他中小企業者の支援に寄与する事項
　以上により、両者の連携が、相互に協力・協働し得る体制づ
くりの一歩となることと自負しています。

「中小企業支援の連携に関する覚書」
を締結

三重県
行政書士会



2020.5　No.570 33

　群馬会では令和２年２月２２日に、講談師の神田織音氏をお迎えして、けやきウォーク前橋にて「相続遺言
成年後見講談」を実施いたしました。
　神田氏は、「成年後見制度」の必要性を世の中に広く知ってもらうため、全国で口演を行っており、実例
に基づいたその語りが分かりやすいことから人気のある講談師です。
　その神田氏が群馬県に来ていただけることとなり、順調に開催準備を進めてきた最中、直前になって、新
型コロナウイルスの蔓延が始まり、巷では大きなイベントが続々中止となるような自粛ムード一色となって
しまいました。
　そこで、来場者の感染防止策として体温の測定、マスクの配布、消毒液の設置、椅子の消毒、そして、当
初予定されていた１５０席を８０席に縮小するなどして、でき得る対策を取り実施しました。このような異常事
態の中でも、用意した席が全て埋まり無事に終了することがで
きました。
　講談は、日本芸術の話芸に魅了されるかのような感動的な内
容でした。講談師が張り扇で釈台をパンパンと叩き、調子良く
メリハリをつけて語る、そのリズミカルで絶妙な話芸に引き込
まれていくような感覚で、来場者の方も同じような感想を持た
れたのではないかと思います。
　この口演会を通じて、来場者の方に身近な街の法律家として
行政書士をアピールできたのではないかと期待を寄せたいと思
います。

令和元年度行政書士記念日事業群馬県
行政書士会

　石川会では、平成２８年度に判明した非行政書士活動事例の追跡及び現状把握を目的として、石川県土木部
監理課にて閲覧可能な建設業県知事許可業者約５,３００社全ての許可関連書類を閲覧し、非行政書士活動実態調
査を行いました。調査の結果、過去に指導を行った全ての事例において、以後の非行政書士活動は確認でき
ず、また、その他の全ての許可関連書類においても、非行政書士活動と認められる書類はありませんでした。
　また、今回は石川県の建設業許可申請における行政書士の関与率も併せて調査しました。令和元年８月時
点における全石川県知事許可業者の行政書士関与率は約６８％でしたが、直近５年に限定してみると、関与率
は８０％を超える結果となりました。個々の会員の日々の営業活動及び監察活動の結果があいまって、「建設
業許可＝行政書士」という図式が建設業界に浸透してきている実情を確認することができました。
　また、当会では石川県土木部監理課と建設業許可関連手続に係る
意見交換会を定期的に開催しており、本年度は令和２年２月１８日に
開催しました。この意見交換会では、県作成の許可申請書や経審手
引きの記載内容、窓口対応、法改正などによる変更箇所などについ
て活発に意見交換を行っています。当会からの改善要望なども積極
的に行い、採択されたものも少なくありません。この意見交換会を
通じて、許可行政庁である石川県とは建設業許可関連業務において
大変良好な関係を築き、令和２年度の法改正や電子申請などに対し
ても県と緊密に連携しながら万全の体制で臨んでまいります。

建設業県知事許可業者の非行政書士
活動実態調査を実施しました

石川県
行政書士会
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【申込手続に関する照会先】全行団　行政書士申請取次関係研修会受付係　受付照会 TEL 03-6450-1622
お申込先　FAX【03−6756−9885】※5月11日（月）9時受付開始

　届出済証明書の　更新　を希望される方へ

「行政書士申請取次実務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会 

開催地：東京

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

趣趣　　旨旨

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

対対　　象象

2020年6月8日（月）13時～17時（受付開始12時30分）
※１３時の開講までに必ず御来場ください。遅刻・早退など受講の状況に
より修了証書を交付できない場合がありますので、御注意ください。

日日　　時時

シェーンバッハ・サボー（砂防会館別館）
（東京都千代田区平河町2－7－4）

会会　　場場

2020年5月11日（月）9時～5月19日（火）17時　厳守
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、受付いたしかねます。

受付期受付期間間

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6756－9885】
宛てにお申込みください（右図＜受講申込の手順＞を御参照く
ださい）。なお定員に達した場合、先着順での受付とさせてい
ただきます。
２営業日以内に受講料に関するFAX返信がない場合に限り、
お問合せください。

申込方申込方法法

15,000円（消費税込）
※払込期限までに御入金がない場合は申込辞退として取り扱われます
ので御注意ください。
※一度納入された受講料は、災害等により研修会が中止になった場合
を除き返金しません。

受 講受 講 料料

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

効果測効果測定定

受　
　

講　
　

希　
　

望　
　

会　
　

員

＜受講申込の手順＞

申
請
取
次
関
係
研
修
会
受
付
係

①本ページをコピーし、下記の
　申込票兼連絡票に御記入の上、
　A4判のまま、FAXにてお申込
　みください

②ニ営業日以内に受付係より受講
　料振込方法を貼付したFAXを返
　信いたします

③払込期限までに御入金ください

④入金確認後、受付係より受講票
　をFAX送信いたします

以上で受講申込手続完了です。
※下記の留意事項を御確認の上、御受講
くださるよう、お願いいたします。

私は、開催概要及び留意事項について承諾し、下記研修会に申し込みます。
2020.6.8（月）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：シェーンバッハ・サボー）

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

（　　　　　　　　　）

ふりがな
受講者氏名

ＦＡＸ

登録番号

　　　　　　年　　　　月　　　　日届出済証明書有効期限

〒
事務所住所

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票

留意事項
〇 御記入いただいた個人情報は、本研修の実施並びに各単位会における取次行政書士の管理のほかには利用いたしません。
○〈本「実務研修会」は更新向けの研修です〉新規向けの「事務研修会」とは異なりますのでお申込みには十分御注意ください。
○〈持参品〉受講票及び届出済証明書とともに筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）を必ず御持参ください。
○〈修了証書〉再受講の場合を除き、効果測定の結果に関わらず修了証書を交付します。各自、受講後に取次者証の更新手続
を行ってください。なお、修了証書の氏名については、行政書士証票に記載されている氏名で発行いたします。

○〈刑事処分、知事による処分、単位会による処分等を受けている場合〉新規又は更新の申出後、受付ができない場合があり
ますので御所属の単位会にお問合せください。

○〈ホームページでの情報掲載〉効果測定に係る事前予習用参考資料等、申請取次関係研修に関する各種情報を次の場所に掲
載しています。

  【 掲載場所：会員専用サイト「連con」）＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ 】

 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を中止する場合があります。
 　申請取次関係研修会の中止等の最新情報は随時日行連HPに掲載します。
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登録委員会
【登録審査】

１　審査件数（８６件）

２　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（火（火））

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　令和２年度単位会総会の対応について

常任理事会（～５日）
【合議事項】

１　令和２年度事業計画及び予算（案）

について

２　日行連支払報酬一覧表（案）について

３　日行連内会議室貸出申請様式について

４　「おしごと年鑑２０２０」の掲載テーマ

について

５　専門員の登用について

６　コスモス成年後見サポートセンター

との覚書（案）について

７　電子証明書発行に係る行政書士名簿

の利用について

８　コスモス神奈川県支部２０周年記念行

事の後援依頼について

　９　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

⑽　民法・不動産登記法（所有者不明土

地関係）等の改正に関する中間試案

に対する意見書（案）の取扱いにつ

いて

⑾　その他

４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（水（水））

法改正推進本部会議
【協議事項】

１　行政書士法改正項目について

２　その他

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（木（木））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】

１　異議申立案件に係る進捗等の情報共

有について

２　申取行政書士の不正事案に係る情報

提供について

３　その他

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（金（金））

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議
【協議事項】

１　HACCPに係る対応について

２　その他

行政書士制度調査室会議
【協議事項】

１　政策提言に係る対応について

２　条解行政書士法（第二分冊）の構想

について

３　その他

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（月（月））

法規監察部会
【協議事項】

１　法改正への対応について

２　組織見直しへの対応について

３　照会案件等について

４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（月（月））
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登録委員会
【登録審査】

１　審査件数（２２６件）

２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

許認可業務部
農地・土地利用部門会議（～１９日）
【協議事項】

１　農林水産省共通申請サービスについて

２　総務省への訪問

３　農業経営に係る補助金・助成金セミ

ナー（仮題）について

４　次年度の活動予定について

５　その他

総務部会（～１９日）
【協議事項】

１　令和元年度総務部事業報告案について

２　令和２年度事業計画案及び予算案に

ついて

３　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各規

則案について

４　日行連事務局職員就業規則の一部改

正（案）について

５　法改正に係る単位会会則（準則）案

について

６　照会案件の対応について

７　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））

広報部会（～１９日）
【協議事項】

１　日本行政関連事項について

２　日行連ホームページ関連事項について

３　制度PR用制作物について

４　令和２年度行政書士制度広報月間に

ついて

５　その他

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】

１　新型コロナウイルス感染の予防に係

る今後の対応等について

２　本年度事業報告案について

３　手引きの改訂について

４　パンフレットについて

５　責任者会議の開催について

６　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３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

常任理事会（～２６日）
【合議事項】

１　理事会の議案等について

２　デジタル推進PTについて

３　専門員の登用について

４　新型コロナウイルス感染症の拡大防

止と今後の会議・イベント等の取扱

いについて

５　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（水（水））
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許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】

１　建設業セミナーに係る対応について

２　建設業書籍の改訂について

３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（木（木））

登録委員会からのお知らせ

　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 若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 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫取扱規則第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。

行政書士業務を廃止される方へ
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適任なのかということをもう少し議論していくこと
が必要です。」
　さらに、任意後見を発効につなげる手段・方法に
ついては、以下のように意見が整理されました。
　「法務省の資料から任意後見契約の発効率が
２.９％と極めて低い数字であることからこれが問題
視されていますが、例えば地域連携ネットワーク、
チーム対応の中で任意後見契約を発効させる時期を
適切に見極めるべきであるという意見があって、こ
れも非常に重要な視点です。地域連携ネットワーク
というと、従来、法定後見のことしか議論対象とさ
れていなかったわけですが、任意後見契約もこの中
に組み込んで適切な発効を促していくことが必要に
なります。また、既に自由民主党からは、適切な時
期に任意後見契約の発行をチェックする機能として
法務局の活用が有効であるという意見が出されてい
ますので、こういうものもしっかり考えてみる必要
があります。法務局は、相続法改正で、自筆証書遺
言の保管もするようになったため、そういう視点か
らも、この提言について考慮する必要があります。」
　障害者の権利に関する条約に対する日本としての
対応については、以下のように意見が整理されまし
た。
　「日本の成年後見制度については、海外諸国から
かなり厳しい目が向けられていることから、これに
ついて国際的にきちんとした対応をすることが求め
られています。この点に関して、日本の成年後見制
度では自己決定権の尊重が一番重要なところであり、
運用も自己決定権が尊重された仕組みになっている
ということを対外的にもきちんと示していくことが
必要です。」
　最後に不正防止の徹底と利用しやすさの調和につ
きましては、以下のように意見が整理されました。
　「後見制度支援信託や後見制度支援預貯金の利用
は、不正事案の発生を未然に抑止することに大きく
寄与しているものの、現在、保佐・補助類型では、
後見制度支援預貯金等を利用できない仕組みになっ
ており、保佐・補助類型でも後見制度支援預貯金等
が利用できるようになると、専門職を監督人に選任
するまでもなく、不正防止を図ることができる事案
も増えるはずです。」
　以上が第４回中間検証WGの報告になりますが、
次回の第５回中間検証WGでは、これまで行ってき
た全ての会議での議論を踏まえて、中間検証の取り
まとめに向けた意見交換が行われる予定です。

成年後見制度利用促進における国の動き４

　前号に引き続き、令和元年１２月２６日に実施された
成年後見制度利用促進専門家会議第４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。
　今回の会議のテ－マは、①制度の周知、②不正防
止の徹底と利用しやすさの調和についてです。
　まずは、厚生労働省から成年後見制度利用促進に
係る令和２年度予算案や、広報・啓発活動等に関し
て４つの自治体からの事例報告があり、続いて、法
務省から任意後見制度の利用状況に関する調査結果
等に関する報告がありました。その後引き続き、各
委員からの各論点について意見がありました。
　周知徹底、PRの必要性については、以下のように
意見が整理されました。
　「パンフレット等において、今までは、後見、保
佐、補助、任意後見契約という順で制度の案内をし
ていましたが、一番重要なことは自己決定権の尊重
であるため、今後PRする際には、任意後見契約をま
ず一番最初にもってきて、それから、補助、保佐、
後見と続くような構成であっても良いのではないか
と思われます。それが成年後見制度利用促進法の精
神でもあり、障害者の権利に関する条約の精神でも
あるはずで、そういうことも含めて、成年後見制度
の悪いイメージを払拭できるようなPRの仕方が重
要です。このような順序説明によって、成年後見制
度は自己の意思決定権が重視されている際立った負
担感がない制度であるということのPRになります。」
　次に、任意後見契約の実態については、以下のよ
うに意見が整理されました。
　「今回、法務省にまとめていただいた任意後見契
約の実態についての調査は極めて有益なものです。
その中で、任意後見契約を締結する時点での利用者
の平均年齢が８０歳であり、一番件数が多い区分が８３
歳だということは、予想以上に利用年齢が高い結果
です。これをもう少し低い年齢で契約してもらうよ
うな工夫が必要です。それから、任意後見契約の類
型について、移行型が全体の４分の３であるという
のも、そうではない類型にもっていくことが必要で
あり、受任者の７割が親族であるというのも新しい
知見でした。他の委員から、専門職後見人も活用し
てほしいような発言がありましたが、ここはしっか
りと比較法的な検討もする必要があると思います。
例えば、ドイツでは専門職が任意後見人になること
は法律的には必ずしも前提とはされていないため、
そういうことも含めて、誰が任意後見受任者として

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター　
理事　原　田　裕　仁

ココココココココココココココココココココススススススススススススススススススススモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモススススススススススススススススススススIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffoooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooコスモスInformationnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn　　
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講師派遣
　石川県行政書士会と共同で「出前講座」を実施し、
成年後見関係についてはコスモス会員が担当してい
ます。また、支部独自で学習会等へ講師を派遣して
います。（手をつなぐ育成会（知的障害児者の親の
会）、特別支援学校及びその保護者会、地域包括支援
センター、特別養護老人ホーム、　NPO法人アスペ
の会（発達障害児者の保護者会）　その他）
成年後見に関する専門職団体として各種機関、検討
会等へ参加
　「石川県成年後見制度連絡協議会」（士業団体と金
沢市社会福祉協議会で構成）へ参加しています。ま
た、「家事関係機関連絡協議会」（金沢家庭裁判所主
催）へも参加しています。家事関係機関連絡協議会
では、制度利用促進基本計画に基づき、特に親族等
後見人候補者の適切な選任とその支援、本人や家族
の意思を尊重した身上監護等で、成年後見制度が本
来有している社会的な役割を果たすことができるよ
う、制度・運用の改善に力を尽くしたいと考えてい
ます。

コスモス石川県支部の活動について

石川県支部長　近　藤　　　守

　当支部は、金沢家庭裁判所、連絡協議会等におい
て専門職団体として認められ、支部設立以来１００件
を超す後見人等の推薦依頼を受け、会議等において
意見を求められています。
成年後見人等への就任
　金沢家庭裁判所管内における、成年後見人等と本
人の関係別件数は下記の表の通りです。表中の「行
政書士」のほとんどはコスモス会員です。受任者数
の約８割は家庭裁判所からの成年後見人等候補者推
薦依頼に基づきコスモス会員を推薦し受任に至った
ものです。金沢家裁管内における受任数は、いわゆ
る先行３士会(弁護士、司法書士、社会福祉士)が全
体の半数以上を占めていますが、コスモスの受任者
数も増加しています（令和２年３月１日現在支部会
員数は４６名）。
無料相談
　石川県行政書士会の毎月の定例無料相談及び１０月
の広報月間での無料相談における、成年後見に関す
る相談は当支部が対応しています。また、隔年開催
のコスモス県民公開セミナーで無料相談を実施して
います。 
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３５９３００－０１４４１２０１２８４５２８２５６５１２１４平成２６年
３８９１３００－０２１１４１８１３７５２３０２４６５１０１４平成２７年
４０１８００－０２２３５３７１３１４９３４１８８１７６平成２８年
４０７８１０－０１６９４４６１５０５７２６１５６２２１１平成２９年
３７８３１０８０２９３２４５１１１４９２８２０６７３９平成３０年

金沢家裁管内の成年後見関係事件の概況（平成３０年１２月末現在）
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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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　日本行政の発送は、行政書士名簿にある会
員の事務所所在地と当該会員の氏名を表記し
てお届けしています。

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

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

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

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

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

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

「初春の令月にして　気淑く風和らぎ
　　　　梅は鏡前の　粉を披き  蘭は
　　　　　　　珮後（匂袋）の香を薫らす」
　元号由来の万葉集の歌（前文）で、希望に満ち
あふれた新年を寿いたのもつかの間。予想だにし
なかった、新型コロナウイルスが流行し、あらゆる
イベントや学校閉鎖などが相次ぎ、マスクを求め
る行列・・・街中はマスクで表情が隠された人・
人・人。テレビ放送の大相撲は無観客。自粛とは
何？？
　そしてついに、東京オリンピックの延期。桜が
咲き、青葉・若葉の頃にはコロナはすっかり影なし
と思っていたのに、世界中に蔓延して、お先真っ暗
の状態です。ウイルスと人間の戦いはずっと続い
てきたけれど、ウイルスまでもグローバル化した
のか？世界中の英知を集めて、一刻も早いワクチ
ン開発を願いたいです。自分にできることは、保
菌者にならないための【うがい・手洗い】そして
咳エチケットとしてのマスク着用。薫風・清風・
涼風この頃には収まってほしいな・・・

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（小林）

会員の動き
◆登録者数（令和２年３月末日現在）

４８,６３９名合 計　 　
7,087名女41,552名男内 訳　 　
6,527名女39,850名男・個人事務所開業
256名女1,198名男・行政書士法人社員
304名女504名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和２年３月中の処理件数）
１６５名新規登録　合　計
34名女131名男　　　　　内　訳
３８７名登録抹消　合　計
50名女337名男　　　　　内　訳

358名　　　　　・廃　業
28名　　　　　・死　亡
1名　　　　　・その他

◆法人会員（令和２年３月末日現在）
９２８法 人 事 務 所 数
571・主たる事務所数（行政書士法人数）
357・従たる事務所数


