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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。
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トップメッセージ

令和₂年度行政書士制度
広報月間にあたって
毎年10月の行政書士制度広報月間は、国民の皆様に行政書士制度をPRする重要な機会です。また、これ
まで「そうだ、行政書士に相談しよう！」という気運を高めるべく様々な事業活動を展開してまいりました
が、この機会に関係者が協力し合い、全国一斉に広報活動を活性化させることで、各種事業に弾みをつける
という意味においても大きな意義があります。
地域密着型の国家資格者として、全国の会員がそれぞれの地域社会と密接に関わりを持ち、地域の皆様の
ために活動することが、ひいては行政書士の社会的地位及び認知度の向上に資するという理念のもと、関係
の皆様には更なる御協力をいただき、本年度も以下の２つの活動を推進いたします。
〇広報活動について
日行連の主な取組としましては、昨年に引き続き、各地における「行政書士無料相談」の実施を主導する
とともに、総務省や全国の自治体の後援を得た行政書士制度PRポスターの掲示を推進いたします。本年度
は新型コロナウイルス感染症の影響により、官公署への訪問や無料相談会などの催しに際し、感染防止に留
意した対応が求められます。関係者の皆様におかれましては、特に対面による相談会において、相談者が安
心して相談できるような環境づくりに努め、親身に応じる姿勢の中にも、一定の配慮を伴った言動を心掛け
ていただくようお願いしたいと思います。
私たち行政書士は、いかなる状況下においても国民の皆様に寄り添う存在です。コロナ禍でお困りの方は
もちろんのこと、成年後見や相続など、身近なお悩みごとにつきましても、この機会を利用して、気軽に行
政書士に御相談いただけるよう努めてまいりたいと思います。多数の皆様の御利用を願っています。
〇監察活動について
職域の確保並びに制度目的の実現を図るべく、非行政書士排除のための監察活動を推進いたします。最近
では持続化給付金申請に関し、詐欺まがいの事件が横行しています。正に非行政書士によって国民の権利利
益が侵害されている状況です。このような事態を未然に防ぎ、国民の皆様が行政書士を利用できる環境を整
備し、国民の権利利益の実現に資するためにも、各地における継続的な監察活動は不可欠です。
各単位会におかれましては、日頃から、官公署を訪問し、非行政書士の排除に関する協力依頼を行うとと
もに、行政書士法違反者並びに疑義のある者に対し警告や指導を行っていただいていることと存じますが、
この機会に、指導後の是正が行われたかどうかの確認にも注力していただき、一歩進んだ課題の抽出等に取
り組んでいただければと思います。日行連としましても、全国の取組成果を踏まえ、各地における制度の適
正な運用に資するべく、対応を検討してまいりたいと考えています。
以上、これらの活動を通じて、地域社会に貢献し、国民の皆様の制度への理解と信頼を得ることをもって、
行政書士制度の維持発展につなげてまいりたいと考えています。本年度におきましても、行政書士制度広報
月間における各種事業の推進に御支援、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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今後の行政書士制度の維持・発展のために
副会長

水野

晴夫

副会長に選任され、２年目を迎えています。現在、新型コロナウイルスの影響により日行連の事業活動が
大きく制限されていますが、国民や事業者の皆様に貢献できる行政書士として最大限の力を発揮するべく、
引き続き、常住会長体制をサポートし、制度の発展、アフターコロナに向けて努めてまいりたいと思います。
さて、事業活動においては担当部署をしっかりと守っていくことが肝要かと心得ますので、私の担当する
国際・企業経営業務部、申請取次行政書士管理委員会について以下に述べます。
まず、国際部門ですが、入管行政においても、新型コロナウイルスの影響により、在留資格制度そのもの
に変更はないものの、各種手続や期間に関する猶予措置等がなされています。更新手続を３か月延長（既に
終了しています）、認定証明書での来日を６か月まで延長、在留カード受領の郵送申請、オンライン申請を
カテゴリー３まで拡大など、申請窓口が密にならないような対策も講じられています。また、技能検定試験
の未実施、入出国の制限などで外国人が移動できないため、技能実習生・特定技能の受入れも進んでいませ
ん。このような状況に鑑み、出入国在留管理庁とは連携して、できるだけ多くの情報を発信してまいります
ので、会員の皆様におかれましては、会員専用サイト「連con」などを随時確認していただくようお願いい
たします。昨年同様、国際業務セミナーも実施したいと考えていますので、よろしくお願いいたします。
次に知的財産部門ですが、本年３月に福井大学にて予定していた山口大学、（一社）コンピュータソフト
ウエア著作権協会と共催の著作権シンポジウム、並びに東京会と共催の種苗法・GI法の研修会が中止にな
りました。後者の研修会については、昨年同様に東京会との共催にて、本年11月に東京会でのWEB研修会、
本会での中央研修所研修サイトへのVOD登載等の実施を計画し、農林水産省に協力を依頼しています。ま
た、著作権法の改正に鑑み、（公社）日本複製権センター等との連携も継続してまいります。昨年は、著作
権教育伝道師となる会員を公募し、５名の方を選出いたしました。本年度はこの方々を中心に、まずは行政
書士向けに著作権教育マニュアルを作成して展開するとともに、ゆくゆくは教師・学生向けにも拡充してい
くことを計画しています。そして、本年度、新たに設置された法教育推進委員会とも連携してまいりたいと
考えています。
企業支援部門では、コロナ禍の対応に忙殺されています。政府、特に経済産業省・中小企業庁が出してい
る新型コロナ対策に関する支援策、すなわち持続化給付金や家賃支援給付金に関する申請業務について、行
政書士がオンライン申請を代理できる仕組みの創設などを求め、行政書士の活用を強く訴えています。業務
として支援できるのは行政書士だけであり、行政書士のメールアドレスで申請できることも確認していま
す。会員の皆様におかれましては、オンライン申請が苦手な中小企業や個人事業主の方々に対し積極的な支
援をしていただきたいと思います。関連して、会員専用サイト「連con」にて、持続化給付金の申請手続を
解説した動画も公開していますので、参考にしていただければ幸いです。その他、GoToキャンペーンにつ
いても国土交通大臣にお会いして支援協力の申入れを行いました。引き続き、行政書士の活用について各方
面に訴えていきたいと思います。
最後に、申請取次行政書士管理委員会について、各地で予定している研修会ですが、現在のところコロナ
収束の目途が立っていないこともあり、今後の開催が未定です。特例措置として、出入国在留管理庁の了解
のもと、更新される会員の皆様には更新申請を単位会に認めていただき、後に開催される研修会を受講して
いただくこととしています。また、新規に届出済証明書を取得しようとする会員の皆様には、日行連のVOD
研修を受講していただき、資料に同封した効果測定とテーマに応じたレポートを提出していただく代替措置
を実施いたしました。今後の開催方法等について、出入国在留管理庁とも協議を行い、検討を進めています
ので、会員の皆様には御不便をおかけいたしますが、御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
以上、私の担当部門について述べました。会員の皆様とともに一丸となってこの難局を乗り切ってまいり
たいと思います。御支援、御協力のほどよろしくお願いいたします。
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SPECIAL REPORT

中長期在留外国人等を対象とする
在留申請手続のオンライン化について
出入国在留管理庁 在留管理支援部 在留管理課
補佐官 小林 仁
₁

背景

我が国国内の在留外国人数の顕著な増加傾向を受け、在留資格手続の件数も大幅に増加しています。こう
した中、政府の「未来投資戦略2018」
（2018年６月閣議決定）において、「外国人を適正に雇用し、また、外
国人雇用状況届出等を履行している所属機関を対象に、外国人本人に代わって手続を行うことを可能とする
在留資格手続上のオンライン申請を本年度から開始する。」とされました。これを受け、出入国在留管理庁
では、「在留申請オンラインシステム」を2019年７月に導入しました。この結果、申請のために地方出入国
在留管理官署の窓口にお越しいただくことなく、事務所等のパソコンから24時間365日申請をすることが可
能となっています。

₂

在留申請手続のこれまでの歩み

（₁） 2019年₃月、オンラインでの手続を希望する方の事前利用申出の受付を開始しました。外国人を適
正に雇用しているなど一定の要件を満たす所属機関の職員の方や所属機関から依頼を受けた弁護士及
び行政書士の方等をオンラインシステムの利用対象者としました。
（₂） 同年₇月、オンライン申請の受付を開始しました。在留期間更新許可申請のほか、同申請と同時に
行う再入国許可申請や資格外活動許可申請を対象手続としました。また、外交、短期滞在、特定技能
を除く別表第１の在留資格を有する外国人のうち、原則として上場企業などカテゴリー１、２の機関
（※）や大学に所属・在籍する外国人を対象としました。
※導入当初は、オンライン申請の対象となる外国人は、日本の証券取引所に上場している企業等に所属する外国人に限定されていました。

（₃） 2020年₃月、オンライン申請の対象を拡大しました。在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更
許可申請、在留資格取得許可申請及び就労資格証明書交付申請を対象となる手続に追加し、対象とな
る在留資格に「特定技能」を追加しました（※）。また、オンラインシステムの利用対象者のうち、
現に有効な申請等取次者証明書や届出済証明書を有している方については、郵送による利用申出を認
めることとしました。
※「特定技能」に係る出入国管理及び難民認定法改正法は、平成30年12月に成立したところ、システム開発内容を確定させる
タイミングに間に合わなかったため、このタイミングで「特定技能」を追加しました。

（₄） 同年₄月、
「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」のカテゴリー₃の機関
（※）に所属する外国人を対象に追加しました。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
特例的な取扱いとして認められている「特定活動」への変更・更新を希望する外国人も、オンライン
申請の対象に追加しました。
※前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が１,000万円未満の団体・個人に所属する
外国人もオンライン申請の対象に追加しました。

（₅） 同年₇月、専門学校や日本語教育機関に在籍する留学生を対象に追加したほか、外交、短期滞在を
除く別表第１の在留資格の外国人については、原則として、全てオンライン申請の対象に追加しまし
た。
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₃

対象となる手続

① 在留資格認定証明書交付申請
② 在留資格変更許可申請
③ 在留期間更新許可申請
④ 在留資格取得許可申請
⑤ 就労資格証明書交付申請
⑥ 再入国許可申請（②から④と同時に申請を行う場合）
⑦ 資格外活動許可申請（②から④と同時に申請を行う場合）

₄

対象となる外国人の在留資格

出入国管理及び難民認定法別表第１の在留資格が対象（外交、短期滞在を除く。）

₅

具体的な手続（詳細は、以下のURLを御確認ください。）

※出入国在留管理庁ホームぺージ「在留申請オンラインシステム」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html
（₁）利用申出
 「在留申請オンラインシステム」を利用するためには、事前に依頼を受けた所属機関を管轄する地方出
入国在留管理官署で利用申出の承認を受ける必要があります。利用申出が承認された場合、認証IDが付
与されることとなります。

（注意点）
◦行政書士の方が、オンラインシステムを利用するには、所属する行政書士会を経由して、その所在地を
管轄する地方出入国在留管理官署に申請等取次者として届出を行い、届出済証明書を取得している必要
があります（届出済証明書に係る手続については、各行政書士会によって異なりますので、所属する行
政書士会へお尋ねください。）。なお、届出済証明書を有している方は、郵送により利用申出が可能とな
りますので積極的に郵送による利用申出を御活用ください。
◦行政書士の方がオンラインシステムの利用申出を行うことができるのは、所属機関からオンラインでの
手続に係る依頼を受けている場合に限られます。
◦異なる所属機関に在籍する外国人の手続を行おうとする場合は、当該所属機関毎に利用申出を行い、所
属機関毎に認証IDが付与されることとなります（認証IDを１つにまとめることはできませんので御注
意ください。）。
◦利用申出の承認を受けた方は、承認メールが届きますので、メール本文中にあるURLからログインの
上、パスワードの設定を行ってください。
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 実際に「在留申請オンラインシステム」を利用するにあたり、利用申出の承認メールに記載された認証
IDと設定したパスワードを入力し、ログインを行う必要があります。オンラインでの受付が完了すると、
即時に申請受付仮番号が、翌日に申請受付番号が発番され、行政書士の方や申請人へメールでお知らせし
ます。

（注意点）
◦オンライン申請を行う場合は、利用申出の際に提出した外国人リストに、当該外国人が記載されている
必要があります。利用申出後に新たに所属することとなった外国人など外国人リストに掲載されていな
い外国人についてオンラインで申請する場合は、利用申出を行った地方出入国在留管理官署へ新たな外
国人リストを郵送で提出した上で、申請を行ってください（外国人リストは、メールでの提出も可能で
すので、各地方出入国在留管理官署へお尋ねください。）。
◦オンライン申請を行う前に、当該外国人がオンラインシステムの対象範囲に含まれているか、以下の
URLで確認してください。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf
◦一部の在留資格に係る申請については、
「在留申請オンラインシステム」上での電子データによる提出
ではなく、郵送又は窓口持参による提出が必要ですので、以下のURLで確認してください。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf
◦オ ンラインで手続したい外国人が複数いる場合、「在留申請オンラインシステム」にログイン後のメ
ニュー画面に一括入力用のテンプレートファイルを掲載していますので、同ファイルを御利用いただけ
れば、複数人の入力を一括で入力することが可能です。
◦システムの操作方法に関するお問合せについて、在留申請オンラインシステムヘルプデスクを御利用く
ださい。メールでのお問合せも可能です。
＜在留申請オンラインシステムヘルプデスク＞
T e l：050－3786－3053
Mail：mjf.support.cw@hitachi-systems.com
◦オンラインで受け付けた申請は、在留カード裏面右下部にある在留期間更新許可申請欄への申請受付印
の押印及び申請受付票の交付はしないため、申請受付番号をお知らせするメールが申請中であることを
証明するものとなることから、手続完了まで受信したメールを削除しないようお願いします。
◦在留カードの受領方法については、郵送による受領と出頭による受領を選択することができます。ただ
し、再入国許可申請や資格外活動許可申請を行っている場合などは、旅券への証印が必要となることか
ら、郵送による受領ができません。なお、在留資格認定証明書は原則として郵送による受領のみとなり
ますので、地方出入国在留管理官署の窓口で受領を希望される際は、申請を受け付けた地方出入国在留
管理官署へ御相談ください。
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（₂）オンライン申請

スペシャルリポート 出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
（₃）定期報告
 認証IDの有効期間は１年間です。定期報告は、有効期間後も継続して「在留申請オンラインシステム」
の利用を希望する場合に、有効期間更新前に引き続き利用いただくことが適当かどうかを確認させていた
だくために行うものです。

（注意点）
◦行政書士の方が提出を行う場合、所属機関から定期報告に係る依頼を受けている必要があります。定期
報告に係る依頼を利用申出に係る依頼と同時に受けていただいても差し支えありません。
◦有効期限の２か月前になりましたら、利用者へメールで定期報告の案内を送付します。定期報告の受付
後、利用継続の承認の結果が出るまでおおむね１か月必要となりますので、御注意ください。

₆

最後に

令和２年７月14日に閣議決定された政府の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和２年度
改訂）」に記載されているとおり、今後は、所属機関に加え、外国人本人がオンラインシステムを利用して
申請ができるよう検討していくことになっています。行政書士の皆様におかれましては、現状では、依頼さ
れた所属機関ごとに認証IDを付与されていることもあり、利便性の観点から、物足りないと感じられる点
もあろうかと思いますが、外国人本人の検討と併せて、今後、更なる利便性向上のための方策について検討
していく予定です。また、現下の新型コロナウイルス感染症への対応の一環として、地方出入国在留管理官
署の窓口混雑緩和を図るため、オンライン申請の普及を一層図りたいと考えています。「在留申請オンライ
ンシステム」の更なる普及・利便性向上のために、行政書士の皆様においても、積極的にオンライン申請を
御利用いただければ幸いです。
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SPECIAL REPORT

行政書士及び行政書士法人の
業務範囲に関する考え方について
―附帯密接関連業務について―

＜行政書士制度調査室＞
去る令和元年12月20日（金）、行政書士制度調査
室（以下、「制度調査室」という。）の野田室長と伊
藤顧問（前行政書士制度調査室副室長）が総務省自
治行政局行政課を訪問し、行政書士及び行政書士法
人の業務範囲に関して、かねて提出してあった以下
のお伺いに対する御意見（口頭による回答）をいた
だきました。制度調査室としては、行政書士業務が
多様化している中、行政書士及び行政書士法人の業
務範囲に関する考え方、特に附帯密接関連業務につ
いて前期から総務省と協議を重ねてきた内容を会員
の皆様に御理解いただき、今後の業務に生かしてい

ただきたく御報告する次第です。
本記述については全て、皆様に周知することにつ
いて行政課の御了解をいただいていますが、下記照
会に対する回答だけでは理解しにくいと思われま
す。そこで、特に行政書士の業務範囲にとって重要
な内容であると考えられることに鑑み、制度調査室
より、前期から協議にあたられてきた伊藤顧問の文
責において、経緯等を含め御説明いたします。
なお、このことが行政書士制度にとって一定の成
果であるとするならば、今後全国の会員の皆様が一
丸となって育てていただけるものと期待しています。

行政書士及び行政書士法人の業務範囲について
標記について、３点照会しますので、御教示ください。
１．行政書士法人においては業務に附帯し密接に関連する業務（以下「附帯密接関連業務」という。）
が業務範囲とされているが、行政書士については、次のいずれか。
① 行政書士は、法定業務以外は業務となし得ない。
② 行政書士についても、行政書士法上、附帯密接関連業務の範囲で法定業務に準じて、業務と
なし得る。
２．入管法上の登録支援機関に登録することについて、次のいずれか。
① 行政書士は、行政書士を離れた一個人として登録することはできるものの、行政書士として
はなし得ない。また、行政書士法人は、いかなる意味においてもなし得ない。
② 行政書士は、法定業務の附帯密接関連業務として、行政書士法人は、定款で附帯密接関連業
務を定めていれば、登録の上、支援計画の全てを実行することは可能である。
３．司法書士法施行規則第31条第１号及び第２号に規定する業務に相当する業務について、次のいず
れか。
① 行政書士及び行政書士法人は、なし得ない。
② 行政書士については，法定業務及び附帯密接関連業務の範囲で、行政書士法人についても、
定款で附帯密接関連業務を定めていれば同様に、行政書士法施行規則に定めるまでもなく、他
士業法に違反しない限りにおいてなし得る。
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省庁に対して、登録支援機関としての業務が行える
か否かの照会がなされました。
これを受けて、司法書士及び社会保険労務士にお
いては、所管省庁より当該士業法人について否定的
な回答がなされたようで、その後司法書士法人及び
社会保険労務士法人については、概要書から削除さ
れるに至っています（後記参考資料参照）。
これに対し、我が行政書士及び行政書士法人につ
いては、所管の総務省から出入国在留管理庁に対し
て、最終的に以下のとおりの回答が行われました。

＜総務省からの意見＞
総務省からは、その場での確認であることを前提
に、照会１は「②」、照会２は「②」、照会３も「②」
となる旨が、各設問別に示されました。
＜発端＞
事の発端は昨年５月に遡ります。前段で色々な経
緯があったのですが、要は、出入国在留管理庁より、
登録支援機関概要書の機関類型に記載された各士業
及び士業法人の見直しを図るため、それぞれの所管

行政書士及び行政書士法人が登録支援機関となり得るかについて
回答
○ 行政書士については、行政書士法第１条の２及び第１条の３に規定する各種書類の作成業務や相
談業務等に附帯する業務の範囲であれば、登録支援機関として支援計画の全部を実施することは可
能であると考えられる。
○ また、行政書士法人についても、行政書士法第13条の６において業務の範囲が規定されており、
同条第１号において総務省令に定める業務を行うことができるとされているところ、行政書士法施
行規則第12条の２第４項における「行政書士業務に附帯し、又は密接に関連する業務」の範囲であ
れば、行政書士法人についても登録支援機関として支援計画の全部を実施することは可能であると
考えられる。

行政書士法人が行う財産管理業務や後見業務につい
ても話題に上ることになったのです。

この回答がなされるに際しては、総務省より本会
に意見を求められたことから、複数回の調整を重ね
ました。その中では、論理の発展上、行政書士及び
◇

以下では、上記回答に対する以下の疑問を出発点
とする、今回のことの経過をかいつまんでお示しし
ます。それにより、冒頭にお示ししたお尋ねと回答
の背景や意味を御理解いただけるのではないかと思
います。
＜疑問＞
上記の回答を子細に読むと、次のような疑問が生
じます。
① すなわち、確かに行政書士法人については、
附帯密接関連業務が省令とは言え明文をもって
定められているが、行政書士については、それ
に相当する明文はない。それにもかかわらず、
「附帯する業務の範囲であれば、」とは、どうい
うことなのか。
 行政書士法人が行政書士業務を法人組織で行
うための制度である以上、行政書士法人が行政
書士法人業務たる附帯密接関連業務として登録
支援機関となることが可能だというのであれ
ば、前提として行政書士も行政書士業務たる附
8
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◇

◇

帯密接関連業務として登録支援機関となること
が可能であるということでなければならないは
ずで、この回答は、その意味であろうか。
② その意味だとすると、行政書士においても、
附帯密接関連業務の存在が認められていること
になるのではないか。
③ そして、それが認められるのであれば、司法
書士が省令規定を根拠に行っている財産管理業
務や後見業務は、行政書士においては、独占非
独占の法定業務や附帯密接関連業務の複合分野
として、つとに本会法規監察部から見解を示し
てきたように、わざわざ省令で定めるまでもな
く行政書士の業務たり得るはずである。現に比
較的最近自由民主党の会議中に自治行政局長よ
りそのような回答がなされた旨が上記の調整の
中で教示されたし、業務範囲の広い行政書士は
特定のものだけ特掲するというのは適切でない
との判断まで示していただいたではないか。

疑問を書面としてまとめ、回答可能かどうかも含め
とりあえず非公式にお尋ねしました。その書面は、
次のとおりです。

行政書士及び行政書士法人の業務範囲に関する照会
行政書士及び行政書士法人の業務範囲について、いささか疑義がありますので、以下のとおりお尋
ねします。御教示のほど、よろしくお願いいたします。
＜照会₁．行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し又は密接に関連する業務について＞
行政書士法人については、行政書士法（以下「法」という。）第13条の６において、定款で定める
ことにより、法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち法第１条の２及び第１条の３第
１項に規定する業務（以下「法定業務」という。）に準ずるものとして総務省令で定める業務等につ
いて、業務範囲とすることが認められている。そして、総務省令である行政書士法施行規則第12条の
２には、第四号で「行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務（以下「附
帯密接関連業務」という。）が定められており、行政書士法人の業務範囲となっている。
本来行政書士法人が行政書士の業務を組織的に行うことを目的として設立されるものである（法第
13条の３参照。）ことに照らすと、行政書士法人の業務範囲となり得るものは前提として行政書士の
業務範囲でなければ、首尾一貫しない。法施行規則が行政書士法人について附帯密接関連業務を業務
範囲と定め得ているのは、行政書士が法定業務だけでなく附帯密接関連業務をも行い得ることを前提
としているのだと考えなければならない。詳解行政書士法（第４次改訂版、以下「詳解」という。）も、
上記の「法令に基づき」には法令等において行政書士が行うことが特段禁止されていない場合を含む
旨述べている（146頁）のであり、ただ行政書士法人について定款で定める必要があるのは、法の擬
制である法人の特性によるものと考えられる。
しかも、行政書士法人については、附帯密接関連業務も業務範囲にある以上、法の規律が及ぶが、
これに対して、行政書士については、附帯密接関連業務は法定業務ではなく明文の規定もないので、
法の規律は及ばないということになるのだとすれば、クライアントの信頼や期待に反することになる。
ひいては、国民の利便に資することを制度目的の一つとする行政書士制度の存在に対する疑念すら生
じかねない。
以上によれば、附帯密接関連業務は、行政書士の業務として法上明記されていないものの、法定業
務に準ずる業務として法上容認されていると解さざるを得ないと考えるが、それで相違ないか、御教
示願います。
＜照会₂．行政書士又は行政書士法人は、出入国管理及び難民認定法上の登録支援機関に登録するこ
とは可能か＞
① 行政書士は法第１条の２及び第１条の３に規定する各種書類の作成業務や相談業務等（特に外
国人の出入国在留に関するそれら）を業務としており、その附帯密接関連業務を含めて、登録支
援機関として支援計画の全てを実施することは可能である。
② また、行政書士法人も、定款で法定業務等の附帯密接関連業務を業務と定めていれば、同様に、
登録支援機関として支援計画の全てを実施することは可能である。
③ なお、行政書士及び行政書士法人以外の登録支援機関が法１条の２に規定する各種書類の作成
に及べば、行政書士法違反の問題を生じ得る。
以上のとおり考えるが、それで相違ないか、御教示願います。
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＜その後の経過＞
ここに至って、なすべきことは明らかでした。総
会間際で時間的余裕もありませんでしたので、やや
荒っぽいかなとは思いましたが、行政課に、前頁の

スペシャルリポート 行政書士制度調査室
＜照会₃．行政書士又は行政書士法人は、行政書士法施行規則に明定せずとも、司法書士法施行規則
第31条第₁号及び第₂号に定める業務に相当する業務を行うことは可能か＞
行政書士は、法上「権利義務又は事実証明に関する書類」一般の原則として独占的な作成権限を与
えられており（法第１条の２、第19条第１項及び第21条第２号）、また当該書類の代理人としての作
成及びその作成に関する相談をも法定業務として認められている（法第１条の３第１項第３号及び第
４号）。しかも、代理人としての作成権限にかかる規定については、「詳解」により「ここでいう『代
理人として』とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務と
位置付けるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものである。」
と示されており、法律行為の代理が法上少なくとも黙示的に規定されていることが認められている。
これに、附帯密接関連業務が解釈上法上業務として加わることになる。
これらに照らすと、司法書士法施行規則第31条第１号及び第２号に定める業務に相当する業務は、
行政書士においては、すでに法上行政書士業務の範疇に含まれ得ると見られるのであり（もちろん弁
護士法や他士業法の法律上の権限分配に反しない限りにおいてであるが、この点は省令で定めている
司法書士法等においても同様である。）、行政書士法人においても、法定業務に加え、定款に附帯密接
関連業務を規定することにより、行政書士の場合と同様のことが言えることになると考えられる。
以上によれば、司法書士法と文理や構造の異なる行政書士法においては、行政書士法施行規則にわ
ざわざ特掲するまでもなく、司法書士法施行規則第31条第１号及び第２号に定める業務に相当する業
務を、他士業法に反しない限りにおいて行うことは可能であると考えるが、それで相違ないか、御教
示願います。

（文責：伊藤庄吉）
総務省の御意見は、「内容的には過不足なく、そ
のとおりであるが、文書で正式に回答することは差
し控えさせていただきたい。」ということのようで
した。総会がいよいよ差し迫っていましたので、あ
◇

＜最近の経過＞
その後、役員改選や部の編成などを経て時間が経
過し、私は制度調査室の顧問という立場を得ること
となりましたが、そのことを端緒として、再び本件
に関わることになったわけです。
さてこの間、11月の末には、行政書士法の改正が
成立しましたが、その審議の過程である衆議院の総
務委員会で、目的規定の改正理由について、提案者
側委員から、次のような説明がなされました。その
ことを知った時、今回のことにも大いにつながりが
あるように思えましたし、それが冒頭の総務省訪問
を後押しした面もありますので、お示ししておきた
いと思います。
すなわち、「行政書士の業務は、法１条の２にご
ざいますように、他人の依頼を受け報酬を得て、官
公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に
関する書類を作成することでありますけれども、こ
の点、平成26年の行政書士法改正では、特定行政書
士に行政不服審査の手続代理権が付与されたという
ことと、法定業務以外においても、成年後見制度に
おける専門職後見人を務める例が多く見られるな
ど、行政書士の業務は多様化しているわけでござい
ます。そこで、理由ということですが、本改正案で
は、行政書士の多様な業務が国民の公法上及び私法
上の権利利益に関わるものであることに鑑みて、行
10
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わてて簡略化したのが、冒頭にお示しした質問書で
あったわけです。残念ながら、回答に至らず、時間
切れとなってしまいました。
◇

◇

政書士法の目的をより実態に即したものとするた
め、法の目的に『国民の権利利益の実現に資するこ
と』を加えることとしたものでございます。」と、
述べられたのでした。
この説明は、いろいろ示唆に富む内容を含んでい
ますが、ここでは、法定業務以外の行政書士業務の
多様化、しかもそれを背景の一つとしての行政書士
法の目的規定の改正とは如何なることなのか、とい
う点が特に気になるところです。法に少なくとも足
掛かりすらないものを理由に行政書士法の目的規定
を改正するというのは、論理矛盾ではないのかとも
思われます。そして、兼子博士の法定外業務論に対
する官側の評価に接してきた側としては、先の登録
支援機関の件と言いこの件と言い、法定外業務論と
いうことはありえないので、ひょっとすると、「条
解行政書士法第一分冊」でその端緒に触れておいた
（49頁参照。）附帯密接関連業務の範囲で行政書士法
上行政書士の準法定業務というものを考えるべきで
あるとの立論（準法定業務論とでも呼ぶべきか。）
に近い考え方が、官側において事実上承認されつつ
あるのではないかと思われたのです。
そこで、野田室長と共に、冒頭の総務省訪問と
なったのでした。
（文責：制度調査室顧問 伊藤庄吉）

SPECIAL REPORT

参考資料：登録支援機関概要書
旧様式

（以下省略）

新様式

（以下省略）
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令和２年春の黄綬褒章

原谷勝夫・清水勝利・ 賀良子・雨貝洋子・加藤政司・
増田幸子・平櫛惠美子・田中サヱ・河野耕八郎・松村葊土

各会員に黄綬褒章伝達

令和２年６月から７月にかけ、各地において「令和２年春の褒章伝達式」が行われ、原谷勝夫（山形会）・
清水勝利（東京会）
・

賀良子（千葉会）・雨貝洋子（茨城会）・加藤政司（埼玉会）・増田幸子（福井会）
・

平櫛惠美子（奈良会）・田中サヱ（和歌山会）・河野耕八郎（徳島会）・松村葊土（熊本会）各会員に常住会
長から黄綬褒章が伝達されました。
例年は、総務省主催の伝達式が開催されていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図る観点か
ら本年は中止となり、日行連主催の記念品贈呈式についても同様に開催を見送ることとしたため、黄綬褒章
と記念品は、各地で常住会長から各会員に贈呈されました。
黄綬褒章は業務に精励し衆民の模範である者に授与されるもので、「行政書士業務精励功績」として、令
和２年４月29日（水）に各受章者に対し発令されました。

受章者プロフィール
（敬称略・令和₂年₄月29日現在）
はらや

かつお

しみず

原谷 勝夫

理

清水 勝利

（７４歳）
［山形会］

（８２歳）
［東京会］

開

開

業

業務歴
【役員歴】 山形会

昭和54年₂月₈日
41年₃か月

事(昭和58年₅月～平成₉年₅月)…14年

副会長(平成₉年₅月～平成15年₅月)…₆年
計

20年

【通算役員歴】(重複を除く)計

20年

はが

業務歴

あまがい

ようこ

雨貝 洋子

（７１歳）
［茨城会］

開

昭和43年₂月₃日

開

52年₃か月

業務歴

業

理 事(平成₇年₅月～平成15年₅月)…₈年
副会長(平成15年₅月～平成17年₅月)…₂年
副会長(平成21年₅月～平成23年₅月)…₂年
副会長(平成25年₅月～平成27年₅月)…₂年
副会長(平成29年₅月～令和元年₅月)…₂年
理 事(令和元年₅月～) ……………
11か月

No.575

40年₁か月

理 事(平成₉年₅月～平成15年₅月)…₆年
副会長(平成17年₅月～平成19年₅月)…₂年
会 長(平成19年₅月～平成21年₅月)…₂年
計 10年
日行連 理 事(平成17年₆月～平成21年₆月)…₄年
計 ₄年
【通算役員歴】(重複を除く)計 10年1か月

よしこ

計 16年11か月
【通算役員歴】(重複を除く)計 16年11か月

2020.10

昭和55年₃月₇日

（８１歳）
［千葉会］

業務歴

12

業

【役員歴】 東京会

賀 良子

【役員歴】 千葉会

かつとし

【役員歴】 茨城会

理

業

昭和50年₅月15日
44年11か月

事(平成11年₅月～平成17年₅月)…₆年

副会長(平成19年₅月～平成23年₆月)…₄年
会

長(平成23年₆月～平成26年₄月)…₂年11か月

【通算役員歴】(重複を除く)計

12年11か月

かとう

まさし

ますだ

増田 幸子

加藤 政司

（９１歳）
［福井会］

開

開

業

昭和52年₇月20日
42年₉か月

事(昭和54年₅月～昭和56年₆月)…₂年₁か月

理

事(平成15年₅月～平成23年₅月)…₈年

業務歴
【役員歴】 福井会

理

18年₁か月

【通算役員歴】(重複を除く)計

18年₁か月

ひらくし

副会長(平成₇年₅月 ～ 平成11年₅月)…₄年
計

10年

【通算役員歴】(重複を除く)計

10年

えみこ

たなか

［奈良会］
（６９歳）

［和歌山会］
（７６歳）

開

昭和58年₇月₁日

開

36年10か月

業務歴

業

業務歴
理

事(平成₅年₅月～平成₇年₅月)…₂年

【役員歴】 和歌山会

副会長(平成₇年₅月～平成₉年₅月)…₂年
理

14年

【通算役員歴】(重複を除く)計

14年

かわの

昭和53年₃月₇日
42年₂か月

事(平成₇年₆月～平成15年₅月)…₈年

副会長(平成15年₅月～平成19年₅月)…₄年
計

12年

【通算役員歴】(重複を除く)計

12年

こうはちろう

まつむら ひろつち

松村 葊土

河野 耕八郎

（６４歳）
［徳島会］

（７０歳）
［熊本会］

開

開

業

業務歴
理

理

業

事(平成₉年₅月～平成19年₅月)…10年
計

【役員歴】 徳島会

さえ

田中 サヱ

平櫛 惠美子

【役員歴】 奈良会

42年₂か月

事(平成元年₅月 ～ 平成₇年₅月)…₆年

副会長(平成23年₆月～令和元年₅月)…₈年
計

昭和53年₃月１0日

昭和54年₂月19日
41年₂か月

事(平成₉年₅月～平成29年₅月)…20年

副会長(平成29年₅月～) ……………₂年11か月
計

22年11か月

【通算役員歴】(重複を除く)計

22年11か月

CLOSE UP

理

業

TOPICS

（７１歳）
［埼玉会］

業務歴
【役員歴】 埼玉会

さちこ

業

業務歴

昭和52年１0月₈日
42年₇か月

【役員歴】 熊本会

理 事(平成元年₅月～平成₃年₅月)…₂年
会 長(平成₅年₅月～平成₉年₅月)…₄年
理 事(平成₉年₅月～平成11年₅月)…₂年
計 ₈年
日行連 理 事(平成₉年₆月～平成11年₆月)…₂年
副会長(平成11年₆月～平成13年₆月)…₂年
計 ₄年
【通算役員歴】(重複を除く)計 10年₁か月
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広報月間の推進に向けて
令和₂年度行政書士制度広報月間
日本行政書士会連合会

広報部

本年も行政書士制度広報月間を迎えます。例年に倣い、別掲の「令和２年度行政書士制度広報月間実施基
本要綱」に基づき、全国の行政書士会が様々な催しや相談会を通じて、行政書士制度のPRを推進してまい
ります。しかしながら、本年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、例年とは異
なる対応が求められる場面が想定されるため、注意が必要です。各単位会におかれましては、一般の方々へ
の配慮のみならず、関係者に対しても十分な感染防止策等を講じた上で各種事業を実施していただきますよ
う、御協力のほどお願い申し上げます。
さて、日行連広報部では、主として本誌「月刊日本行政」の発行、日行連ホームページ及び会員専用サイ
ト「連con」の管理・運用を行うとともに、総務省の後援を受けて実施する広報月間事業、行政書士記念日
事業、日行連公式キャラクターのユキマサくんを活用した広報活動を推進しています。
昨年度におきましては、多様性のある社会の実現に向けた取組として、訪日外国人の増加等を見込み、
ホームページに多言語ページを新設したほか、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を視野に
入れ、スポーツをモチーフとした日行連公式キャラクターユキマサくんの新たなイラストを作成するなど、
行政書士が国民に身近な国家資格者であることを広く周知できるツールを作成し、行政書士制度の更なる普
及推進を図りました。
一方で、従前の「行政書士活用ガイド」を改訂し、会員の皆様の利便性を重視し業務別パンフレットとし
て無料データ公開したほか、「月刊日本行政」においては、有識者や関係省庁・関係団体からの寄稿を積極
的に掲載し、最新の法改正情報や業務に有益な情報の提供に努めるなど、会員の皆様の業務支援を目的とし
た事業も実施し、多方面に広報活動を展開しました。
本年度におきましても、「月刊日本行政」の誌面の充実化、ホームページ等を活用した情報提供等、広報
活動のベースとなる事業を継続的に推進するとともに、コロナ対策をテーマとした新規グッズの配付やユキ
マサくんの新イラストの公開など、引き続き、内外に対し、会員の皆様のニーズや費用対効果を意識しつつ、
時流にあわせた、より効果的な広報事業を実施してまいります。
本年度はいよいよ行政書士制度70周年を迎えるということもあり、この機会を捉えた各種事業も企画して
います。すでに配付しています本年度の行政書士制度PRポスターには、70周年記念ロゴを配し、老若男女
問わず、知名度及び好感度の高い俳優の藤木直人氏を特別に起用いたしました。例年にも増して、国民の目
に留まりやすく、幅広い層に興味を持っていただけるものと考えています。その他、令和３年２月に開催予
定の70周年記念式典にあわせた事業等も予定していますので、会員の皆様とともに制度70周年を大いに盛り
上げていけたら幸いです。
最後に、毎年申し上げていることですが、広報活動は、その成果を一朝一夕に実感することはできませ
ん。各地において地道に継続的に取り組まなければならないものです。また、様々な広報活動を実施しても、
日頃から会員一人ひとりが誠実に業務を遂行し、国民の負託に応えて社会との信頼関係を構築していなけれ
ば、その効果は半減してしまいます。日行連としましても、この機会に、各種の活動が全国の会員の皆様の
不断の努力により支えられていることを再認識し、今後も行政書士の地位向上に資するべく広報活動を推進
してまいりたいと考えています。
本年度も関係者一丸となって行政書士制度広報月間を推進していただきますよう、御理解と御協力のほど
よろしくお願い申し上げます。
14
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＜広報部＞
本会及び各都道府県行政書士会では、毎年10月を行政書士制度広報月間と定め、行政書士制度の普及・浸
もって国民の権利利益の実現に資するべく、無料相談や社会貢献事業等様々な活動に取り組むこととしてい
ます。
本年も、以下基本要綱に基づき実施いたしますので、会員各位におかれましては、広報月間の趣旨につい
て御理解いただき、各都道府県行政書士会の取組に積極的に御協力くださいますようお願いいたします。

令和２年度行政書士制度広報月間実施基本要綱
₁．期

間

（１）準備期間：令和２年９月１日（火）から９月30日（水）まで
（２）実施期間：令和２年10月１日（木）から10月31日（土）まで

₂．推進団体

日本行政書士会連合会

₃．実施団体

日本行政書士会連合会・各都道府県行政書士会

₄．後

援

総務省・各都道府県（申請予定）

₅．目

的

（１）行政書士の各種業務及び社会貢献に関する広報活動及び監察活動に一層積極的に取り組み、行政手
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
より、国民の理解と信頼を得ることを通じて行政書士制度の更なる普及・浸透を図る。
（２）行政書士法の適正な運用を通じて行政書士の社会的使命を遂行し、業務の拡大と会員の資格者たる
意識の高揚を図る。
₆．具体的計画の策定
（１）本月間用の資料及びポスター等の効果的活用を図るとともに、行政書士電話相談、街頭無料相談の
開設等により、直接国民に働きかける広報活動を展開する。
（２）官公署と住民との橋渡し役としての適正な役割を果たすため、関係官公署に対し窓口における理解
と協力を求める。
（３）友誼団体並びに関係団体との友好関係を保持増進し、行政書士制度への理解を求める｡
₇．行事に際しての事故防止・公衆衛生対策等
（１）使用設備の安全点検や必要な警備の確保など、十分な安全配慮の上、執り行う。
（２）今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、手洗いや手指の消毒の励行、マスクの着用、室内
の換気の徹底、人と人との距離を十分に保つことなど、感染対策を徹底する。
₈．報

告

 各都道府県行政書士会は、今後の制度発展の参考に資するため、行政書士制度広報月間実施結果報告書
を日本行政書士会連合会に提出する。
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透及び適正な運用と会員の意識高揚を図り、行政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、
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令和２年度行政書士制度広報月間の実施について
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広報月間によせて
日本行政書士会連合会 法規監察部
広報月間は、かつては「行政書士制度監察月間」と称し、それが「行政書士制度強調月間」
と名称を変え、平成19年度より現在の「行政書士制度広報月間」と改められ、その広報活動
の中で監察活動も継続して実施されてきました。
活動の名称が変更されてきた背景には、私たちが取り扱う行政書士の業務範囲が極めて広
範であり、全ての業務において職域確保を前面に掲げて厳格に強権的な監察活動を展開する
ことは、他士業や産業界との軋轢を生み、その結果として国民の支持を失い、行政書士制度
自体に拒絶反応を引き起こすのではないかという懸念があったことも関係しているものと思
われます。
このことから、日行連は日常的に予防的観点から監察活動を行っているところですが、特
に広報月間においては、各単位会の協力を得て行政書士制度の理解を広めるとともに、非違
事例の総量的な把握という手法を梃子として外部に注意喚起することで、非行政書士に対す
る監察活動も同時に実施してまいりました。
「監察」の目的は、行政書士の職域確保と、制度目的の実現を図ることにあります。
ただ、行政窓口において行政書士法違反行為かどうかの判断は非常に困難であり、たとえ
非行政書士が書類を作成・申請しても受け付けざるを得ない状況もあるやに聞いています。
この現状をこのままにしておくことは、行政書士資格のない者に依頼したことで国民が不
利益を被る恐れがあることはもちろん、行政書士制度の適正な運用にも大きな影響があるこ
とから、今後、何らかの対策を講じていかなければなりません。法規監察部だけでなく、日
行連全体で検討課題として取り組んでまいりたいと思います。
本年度においても各単位会の御協力の下、全国の行政機関、公共的団体、業界団体、国民・
地域住民に対し行政書士制度の啓発並びに監察活動を実施することが、制度発展につながっ
ていくものと思いますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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＜法規監察部＞
本会では、10月に実施される「行政書士制度広報月間」に併せて監察活動にも取り組むこととしています。

CLOSE UP

各単位会に宛てて以下の書面（抜粋）を発信していますので、御一読くださるようお願いいたします。

日行連発第472号
令和２年８月３日
各単位会長

様
日本行政書士会連合会
会長

常住

豊

法規監察部
部長

平岡

康弘

「行政書士制度広報月間」における監察活動の実施について
日本行政書士会連合会では、本年10月１日から同月31日までを「行政書士制度広報月間」として定め、
「実
施基本要綱」により、制度の普及・浸透を図る目的で様々な運動を展開することとしておりますが、例年ど
おりこの機会に広報活動と表裏をなす監察活動にも、下記のとおり取り組むこととしております。
当該活動に関して、昨年度は「農地法関係業務」に係る調査を重点活動項目といたしましたところ、多く
の単位会のご理解とご尽力により、一定の成果を得ました。
今年度については、「都市計画法関係業務」を重点活動項目とし、非違事例の総量的把握という手法によ
る調査を推奨いたします。本調査の主眼は、一般予防的意味に重点を置いた監察活動にあり、非違事例の総
量的な把握という手法を梃子として外部に注意を喚起することを目的としております。
もとより、他分野及び他手法による調査等の監察活動を否定するものではありませんので、この点ご留意
のうえ、各地の実情に応じた活動もあわせて推進されるようお願いいたします。
つきましては、当該活動の成果を上げるため、貴会におかれましては、下記の諸点を中心に、貴会の実情
に応じた計画を策定され、監察活動の実施についてご対応をくださるよう、お願いいたします。
なお、当該活動におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に十分努めていただきます
よう、ご理解・ご協力お願い申し上げます。
記
１ 各都道府県主管部長より、各局部課、警察本部、市町村及びその出先機関の長に対し、｢行政書士制度
広報月間｣ の趣旨の徹底が図られるための、文書発出の協力要請。
２ 関係各団体、特に建設業協会、自動車販売店協会、食品衛生協会、料理飲食店組合、遊技業組合、風俗
営業組合、産業廃棄物協会等と十分協議をし、行政書士法遵守方の協力要請。
３ 友誼団体として、税理士会、司法書士会、土地家屋調査士会、社労士会、宅地建物取引業協会､ 建築士
会等の各団体と協議をし、行政書士法遵守方の協力要請。
４

重点活動項目「都市計画法関係業務」に係る都道府県・市町村に対する調査。
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理事会の報告
令和２年７月29日（水）に開催予定であった理事会は、新型コロナウイルスの感染確認者数が東京
都を中心に全国で再び急増するなどの事態を踏まえ、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５議案について、全議案が可決された。

【

議

案

審

議

】

第１号議案

単位会会則（準則）改正（案）について
令和元年12月に公布された行政書士法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）について、令和
３年６月４日の施行までの間に、各単位会が必要な措置を講じるための単位会会則（準則）の改正案が提案
された。
改正法では、行政書士法の目的規定に「国民の権利利益に資すること」が明記されたほか、社員が一人の
行政書士法人の設立等が許容され、また、社員が一人の行政書士法人が、当該社員の死亡により社員が欠亡
したことを理由に解散した場合、相続人等の同意を得て新たに社員を追加し、当該法人を継続することがで
きることとされた。また、会員が、行政書士法又は行政書士法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処
分に違反するおそれがあると認めるときは、単位会が当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講
ずべきことを勧告することができる旨が規定された。
これを受け、単位会会則における会員たる行政書士法人の継続等に関する手続の整備や会員に対する注意
勧告に関する規定について、指針を取りまとめた内容となっている。
採決の結果、賛成52名、反対０名で可決された。
第 2 号議案

行政書士証票に関する規則の一部改正（案）について
行政書士証票の氏名の記載に関し、職名の括弧書き表示の根拠規定を定めるとともに、行政書士証票の再
交付に関し、実情に合わせた機動的な再交付申請を行うため、新たな規定を設け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、令和２年８月31日から施行する。
日本行政書士会連合会

（ 証票の記載事項 ）
第₃条

18

行政書士証票に関する規則の一部改正（案）
＜新旧対照条文＞

改正案

行政書士法人の社員である行政書士の場

（ 証票の記載事項 ）
第₃条

現行

行政書士法人の社員である行政書士の場

合、証票には、行政書士名簿に基づき次の各号

合、証票には、行政書士名簿に基づき次の各号

に掲げる事項を記載する。

に掲げる事項を記載する。
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一 氏名（会則第39条第３項の規定に該当する

一

氏名

場合は、氏名に続き括弧内に職名を記載する。）
略

二～七

略

₂ 行政書士又は行政書士法人の使用人である行

政書士の場合、証票には、行政書士名簿に基づ

政書士の場合、証票には、行政書士名簿に基づ

き次の各号に掲げる事項を記載する。

き次の各号に掲げる事項を記載する。

一 氏名（会則第39条第３項の規定に該当する

一

CLOSE UP

₂ 行政書士又は行政書士法人の使用人である行

氏名

場合は、氏名に続き括弧内に職名を記載する。）
二～七

略

二～七

略

₃ 前２項に掲げる場合以外の場合、証票には、 ₃ 前２項に掲げる場合以外の場合、証票には、
行政書士名簿に基づき次の各号に掲げる事項を

行政書士名簿に基づき次の各号に掲げる事項を

記載する。

記載する。

一 氏名（会則第39条第３項の規定に該当する

一

氏名

場合は、氏名に続き括弧内に職名を記載する。）
二～六

略

二～六

略

（ 証票の再交付 ）

（ 証票の紛失又はき損による再交付 ）

第₆条

第₆条

行政書士は、次の各号のいずれかの事由

行政書士は、証票の紛失又はき損により

により証票の再交付を申請しようとするときは、

その再交付を申請しようとするときは、会則第

会則第47条第１項第六号に定める手数料を添え、

47条第１項第六号に定める手数料を添え、行政

行政書士証票再交付申請書（以下「再交付申請

書士証票再交付申請書（以下「再交付申請書」

書」という。別記様式第２）により単位会を経

という。別記様式第２）により単位会を経由し

由して本会に申請しなければならない。

て本会に申請しなければならない。

一

証票の紛失

二

証票のき損又は劣化

三 経年等により行政書士証票に貼付された
写真での本人確認が困難となった場合
四 新旧各様式が有効である場合において、
新様式での再交付を希望する場合
₂ 単位会は、再交付申請書の提出があったとき

₂ 単位会は、再交付申請書の提出があったとき

は、会則第47条第１項第六号に定める手数料を

は、会則第47条第１項第六号に定める手数料を

納入させ、本会に進達するものとする。

納入させ、本会に進達するものとする。

₃ 単位会は、申請者が手数料を納入したときは、 ₃ 単位会は、申請者が手数料を納入したときは、
領収証を発行し、その写し２通のうち１通は再

領収証を発行し、その写し２通のうち１通は再

交付申請書に添付して本会に送付するとともに、

交付申請書に添付して本会に送付するとともに、

１通は単位会において保管するものとする。

１通は単位会において保管するものとする。
2020.10
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₄ 単位会は、再交付申請書の提出があったとき

₄ 単位会は、再交付申請書の提出があったとき

は、これを受理してから30日以内に本会に進達

は、これを受理してから30日以内に本会に進達

するものとする。

するものとする。

₅ 本会は、再交付申請書の進達を受けたときは、 ₅ 本会は、紛失又はき損による再交付申請書の
単位会を経由して当該申請者に新たな証票を交

進達を受けたときは、単位会を経由して当該申

付する。この場合、再交付を受ける者は、新た

請者に新たな証票を交付する。この場合、き損

に交付される証票の受領と同時に既に交付され

により再交付を受ける者は新たに交付される証

ている証票（以下「旧証票」という。）を返還す

票の受領と同時に既に交付されている証票を返

るものとする。

還するものとする。

₆ 本会は、単位会から旧証票の返還の進達を受

₆ 本会は、単位会から証票の返還の進達を受け

けたときは、行政書士名簿に所要の事項を記録

たときは、行政書士名簿に所要の事項を記録の

のうえ、その旧証票を廃棄処分する。

うえ、その証票を廃棄処分する。

₇ 本会及び単位会は、証票の再交付をしたとき

₇ 本会及び単位会は、証票の再交付をしたとき

には、それぞれ行政書士名簿に所要の事項を記

には、それぞれ行政書士名簿に所要の事項を記

録しておくものとする。

録しておくものとする。

第 3 号議案

各部・委員会等の構成員の選任について
定時総会にて追加選任された横山眞理事（栃木会）の配属並びに法教育推進委員会、暴力団等排除対策委
員会、権利擁護推進委員会の各構成員を会長一任とすることについて承認が求められた。採決の結果、賛成
51名、反対１名で可決された。

＜横山理事の配属＞
・許認可業務部（運輸交通部門）部員
・登録委員会委員

＜新設₃委員会の役員構成＞（敬称略）
法教育推進委員会
担当副会長

委員長

光宗五十六

濵田

大塚

委員
哲郎（宮

謙二

担当専務理事

副委員長

金沢

山賀

20

崎）

和則
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良彦（東

京）

寺田

康子（東

京）

田畑

浩（静

岡）

古川

正美（茨

城）

善養寺貴洋（新

潟）

山本

修史（埼

玉）

川西

孝昭（富

山）

亀田

恒義（群

馬）

野口

直美（大

阪）

暴力団等排除対策委員会
委員長

水野

晴夫

中嶋

鶴

信光

委員
章雄（奈

担当専務理事

副委員長

金沢

向井

和則

隆郎（石

良）

川）

嘉美（北海道）

奥山

浩実（大

阪）

永澤

敏敬（東

京）

廣田

賢市（兵

庫）

長谷川虹兒（新

潟）

有田

一德（広

島）

西堀

俊徳（愛

知）

田中

雄一（福

岡）

川口

隆志（岡

山）

赤羽

康志（長

野）

細川

榮子（岩

手）

吉川

明宏（愛

知）

幹（東

京）

上辻

靖夫（兵

庫）

笠間由美子（神奈川）

野元

惠水（広

島）

CLOSE UP

中山

TOPICS

担当副会長

権利擁護推進委員会
担当副会長

委員長

佐々木政勝

若林

髙尾

委員

三知（三

重）

明仁

担当専務理事

副委員長

田後

山崎

隆二

林

節子（東

京）

第 4 号議案

一般会計の予備費の使用について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて各単位会に無料相談窓口を設置したことに伴う負担軽減措
置として、各単位会に対して支援金を交付するため、経理規則第50条に基づき、一般会計の予備費のうち
24,000,000円を「業務対策費」に充当することについて、承認が求められた。採決の結果、賛成52名、反対
０名で可決された。
第 5 号議案

日本行政書士会連合会道路運送車両法及び
行政書士法施行規則改正反対特別委員会規則の一部改正（案）について
当委員会の名称について、デジタルガバメント実行計画（令和元年12月20日改定（閣議決定））に定めら
れた国家施策である「行政手続の電子化」に対応するための諸活動に影響を及ぼす懸念があることから、そ
の名称を「日本行政書士会連合会自動車保有関係手続ワンストップサービス（OSS）対策特別委員会」に変
更するとともに、第１条の中に委員会本来の目的である「不当な道路運送車両法及び行政書士法施行規則の
改正に反対する」旨を明記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、令和２年８月７日から施行する。
日本行政書士会連合会道路運送車両法及び行政書士法施行規則改正反対
特別委員会規則の一部改正（案）
新旧対照条文
（ 名称 ）

改正案

日本行政書士会連合会自動車保有関係手続ワン
ストップサービス（OSS）対策特別委員会規則

（ 名称 ）

現行

日本行政書士会連合会道路運送車両法及び行政
書士法施行規則改正反対特別委員会規則
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（ 特別委員会の設置 ）

（ 特別委員会の設置 ）

第１ 条

第１ 条

日本行政書士会連合会（以下「本会」と

日本行政書士会連合会（以下「本会」と

いう。）は、行政手続の円滑な実施に寄与し、国

いう。）は、行政手続の円滑な実施に寄与し、国

民の権利擁護に資する行政書士制度を維持・発

民の権利擁護に資する行政書士制度を維持・発

展させるとともに、不当な道路運送車両法及び

展させるため、本会会則第32条に基づき、道路

行政書士法施行規則の改正に反対するため、本

運送車両法及び行政書士法施行規則改正反対特

会会則第32条に基づき、自動車保有関係手続ワ

別委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

ンストップサービス（OSS）対策特別委員会（以
下「委員会」という。）を設置する。

【

協

議

事

項

】

（１）行政書士法人届出事務取扱規則及び行政書士法人届出事務取扱交付金交付規則の一部改正（案）
について

22
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I nfo

日 に ち

令和₂年₇月28日（火）

出 席 者

常住会長、光宗・佐々木・水野・大塚・髙尾・鶴各副会長、
中嶋理事（奈良会会長） 計₈名

総務大臣・内閣府特命担当大臣（マイナンバー）の高市早苗大臣を、
総務省の大臣室に表敬訪問しました。
まず、高市大臣から、行政書士が日頃より国民と行政の架け橋として
の役割を担っていること、特に昨今の新型コロナウイルス感染症や豪雨
災害に関して総務省から日行連を通じて行政書士に特段の協力を依頼
し、対応されていることに対し、感謝の言葉が述べられました。
常住会長からは、先の行政書士法改正に対する御礼を述べ、コロナ対
策や災害対策に関して、行政書士による支援活動を更に推進することを
改めて表明するとともに、行政書士のより一層の活用をお願いしまし
た。併せて、その環境整備に向けて関係各所に働きかけを行っているこ
とを御説明しました。
マイナンバーカードの活用についても意見交換がなされ、最後に高市 徹底したコロナ対策のため、マスクを着用しての
大臣から行政書士の更なる活躍に期待する言葉をいただきました。
記念撮影となりました。

I nfo

2

行政書士証票の表記変更について
＜登録委員会＞

令和２年７月の理事会において、行政書士証票に関する規則の一部改正（案）が承認されたことに伴い、
令和２年８月31日発行分より、職名を使用する会員の行政書士証票の氏名表記が以下のとおり変更されます
のでお知らせいたします。
（表面）

「職名：」が
追記されました。

（表面）

※別記様式第１–１–１の場合
※新たな表記での行政書士証票の再発行を希望する場合は有償となります。
2020.10
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Information

１

高市総務大臣への表敬訪問について

インフォメーション

I nfo

3

令和₂年度行政書士制度PRポスターの
撮影現場から
＜広報部＞

広報部では、毎年10月に実施している行政書士制
度広報月間事業の一環として、行政書士制度PRポス
ターを作成し、会員の皆様を始め、各単位会や各自治
体などに配付し、掲示の御協力をいただいています。
本年度のポスターモデルは、俳優の藤木直人（ふじ
き なおひと）さんです。
ドラマや映画などで大活躍中の藤木さんですが、多
忙を極めるスケジュールの合間を縫って、令和２年３
月19日、関係者立会いの下でポスター撮影が行われま
した。様々な役を演じている藤木さんですが、撮影で
も多くの表情を見せていただき、こちらが圧倒され
る現場でした。また、当日は日行連公式キャラクター
のユキマサくんとの記念撮影にも快く応じてくださ
り撮影は無事に終了いたしました。
ポスター撮影後は、昨年度も御好評いただいた行政
書士制度PR動画を収録しました。令和２年８月３日
から令和３年７月30日までの期間限定で本会ホーム
ページにて公開していますので、お見逃しのないよう
御覧ください。
本年度も広報部一丸となって行政書士制度のPR活
動に努めてまいりますので、御理解御協力のほどよろ
しくお願い申し上げます。

PROFILE
ふ じ き

藤木

なおひと

直人

［生 年 月 日］1972年₇月19日（48歳）
［出

身

地］千葉県

［血

液

型］A型

［ス ポ ー ツ］水泳、テニス、
フィッシング
［略

歴］

＜テレビ＞
・NHK連続テレビ小説「あすか」、「なつぞら」
・フジテレビ系「ナースのお仕事」、「Love Revolution」
・日本テレビ系「ギャルサー」、「ホタルノヒカリ」
・TBS系「高校教師」、
「Around40～注文の多いオンナたち～」
・テレビ朝日系「夜光の階段」
＜映画＞
「花より男子」、「g@me」、「20世紀少年（第₂，₃章）」
＜舞台＞
「冬の絵空」、「海辺のカフカ」、「尺には尺を」、「魔都夜曲」、
「グッドバイ」
◆その他、役者活動と並行して音楽活動も行っている。

日行連ホームページにて制度PR動画公開中
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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

「給付対象者確認書」の発行等、
持続化給付金の申請サポート事業を実施

石川会では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた市民や事業者を支援するため、日行連の要請
に従って、本年４月より無料電話相談窓口を設置してまいりました。また、当会独自の対応として、当会会
議室において対面によりその場で持続化給付金の申請サポートを行う事業を７月から隔週で実施しています。
この申請支援事業は一般の県内事業者を対象としていますが、同月から石川県が持続化給付金の受給者を
対象として独自に上乗せ給付を開始したことに伴い、県が設置したコールセンターへ事業者から持続化給付
金の申請希望があった際には、県からの委託のもと、その事業者の申請支援も行うこととなっています。今
後は家賃支援給付金についても県と連携して事業を進める予定です。
また、前述の県独自の上乗せ給付については、持続化給付
金を受けた事実を確認する資料として給付通知はがき（振込
みのお知らせ）の写しを添付書類として求めているところで
すが、事業者の中にはそのはがきを紛失してしまった方もい
ます。そこで当会では県の依頼を受け、そのはがきの代わり
となる「給付対象者確認書」の発行を行っています。はがき
を紛失した事業者に持続化給付金申請時の添付資料を持参し
てもらい、面前で確認・聞き取りを実施し、作成しています。
石川会では今後も市民や事業者の支援を継続すべく、県や
県内自治体との連携を模索し、コロナ対策関連事業を進めて
いきたいと思います。

兵庫県
行政書士会

新型コロナウイルス感染症対策施策に関する
無料電話相談の報告

兵庫会では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、５月13日(水）から、当会研修室において、新
型コロナウイルス感染症対策施策に関する無料電話相談窓口を設置して、国民の皆様や事業者の皆様からの
御相談、お問合せに応じる取組を行いました。
初日には、読売テレビとNHK、新聞社１社の取材がありました。両テレビ局の放映やテロップが当日と
翌日以降もあり、相談日には16件の問合せがありました。相談内容（分野）の多くは、休業要請（時間短縮
含む）関係の経営継続支援金、持続化給付金、特別定額給付金に関するものでした。「持続化給付金は、い
つ支給されるのか」
「２週間たっても何の連絡も来ない」
「インターネット環境がないがどうしたらいいのか」
といった問合せが多く寄せられました。
５月下旬には、７月末まで無料電話相談を継続することを
決定しました。７月に入ると家賃支援給付金の相談が増える
とともに、
「持続化給付金の他に使える制度はないのか」とい
う問合せが増えてきました。７月までの取組で対応した件数
は60数件となりました。
このようにして、無料電話相談に対応する行政書士と事務
局職員とが一丸となって、新型コロナウイルス感染症により
影響を受けた事業者の方々、生活に不安を感じている方々へ
の支援を行いました。
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（和歌山県行政書士会：行政書士ADRセンター和歌山）
₁．センター紹介
和歌山県行政書士会（以下、「和歌山会」という。）では、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
（通称：ADR法）の施行により、社会貢献事業の一環としてADR活動への取組を開始しました。平成16年４
A D R

御

月にADR特別委員会を設置、同年７月に行政書士ADRセンター和歌山（以下、「本センター」という。）を
A D R

創設しました。平成19年７月会則の変更認可、平成22年１月弁護士会との協定書を締結、同年２月ADR認
ADR
証申請を法務大臣に提出し、認証（第72号）を受けました。

本センターの取り扱う紛争は、「外国人の就労・就学に関する紛争」
「自転車事故に関する紛争」の２つの

AD R
分野で、これらの裁判外紛争解決手続機関として活動しています。最近急増している私人間トラブルの解決

のため、県民の皆様が利用しやすく、当事者間の対話を促進し、お互いが納得のいく解決のサポート役とし
て、『やさしい紛争解決手続』を提供することにより、行政書士としての社会的役割を果たし、そして地域
社会の健全な発展に寄与する社会貢献事業を積極的に推進したいと考えています。

₂．活動の現状と課題
現在は、毎月の「定例無料相談会」と10月の「街頭無料相談会」
「電話無料相談会」の相談案件の中から、
自転車交通事故と外国人問題の事例があればADR相談業務につなげていく活動や、行政書士制度広報月間
等を利用し、県の広報紙等でADRに関する普及啓発をした
り、役所等を訪問して窓口にパンフレットの設置を依頼し
たりするなどの広報活動を展開し、ADR機関の利用促進を
目指していますが、未だ申立てには至っていません。
いかにして本センターとADR事業の社会的認知度を向
上させていくかが最大の課題です。今後、他県の活動を参
考にして調停事業につなげていきたいと考えています。
また、調停人・ADR相談員の拡充を目的として、２つの
分野の専門的な業務を行う上で必要な経験や知識の習得、
並びに対話をスムーズに進める技術の維持向上のために、
手続実施者の養成研修、調停の実務研修やトレーニング、
毎月の定例無料相談会を実施しながら、調停人・ADR相
談員のスキルアップに取り組んでいます。例えば平成29年
から平成31年にかけては、３回にわたって大阪大学大学院
法学研究科・大阪大学法学部の仁木恒夫教授に「新しい紛
争解決

ADR（民間調停）について」と題して講義して

いただき、ADRについて広くかつ深く学ぶ場を設けるな
どしました。
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₃．ADRの拡充と活性化に向けた対応
和歌山会は認証取得済単位会の中で最も会員数の少ない単位会です（「月刊日本行政」令和２年５月号掲
載の「単位会別会員数一覧」
〈令和２年４月１日現在〉による）。よってADR事業に充てられる人員や予算も
限られており、組織や紛争分野についての拡充には自ずと限界があります。それでも、昨年８月に調停申込
手数料を30,000円から5,000円に引き下げるなど、本センターの利用を促進するため、足元の改革に努めてい
ます。広報活動においても、従来からの自治体の広報誌への広告掲載に加えて、自転車販売店に個別に案内
を送付するなど、よりきめの細かい取組も行っています。また、一般会員からの協力の重要性を踏まえ、和
歌山会の会報「行政書士わかやま」
（第57号、平成30年１月発行）に「ADR（裁判外紛争解決手続）事業へ
の更なるご支援のお願い」と題する記事を掲載し、ADR事業についての概要とともに、ADR事業に取り組
む意義を改めて訴え、広く会員に支援を呼びかけました。加えて、ADR調停の質の向上については、定期
的な研修の実施にとどまらず、本センターの調停人候補者の半数が裁判所の民事・家事調停委員であること
から、こうした調停人候補者が裁判所における調停で培った経験等をフィードバックする機会も適宜設けて
います。
和歌山会におけるADRの拡充と活性化に向けた対応については、上述のような地道な取組をもってそれ
にあたるものと位置付けています。

かいけつサポート：認証紛争解決事業者情報
名

称：和歌山県行政書士会

住

所：和歌山県和歌山市九番丁１番

代表者氏名：笠野

義二

紛争の分野・種類・範囲（規則第₉条第₁項第₁号）：
 歌山県内に事業所を有する事業者（事業を行う個人を含む。）に雇用されている外国人又は和
１–（１） 和
歌山県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
１–（２） 和
 歌山県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
価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争
２ 和歌山県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
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中央研修所通信１０月号

「いつでも」
「どこでも」
「何度でも」
中央研修所研修サイトVOD講座の魅力
＜中央研修所

所長

関口

隆夫＞

中央研修所研修サイト 活用されていますか？
あり、御自身の都合に合わせて「いつでも」研修を
本稿執筆時現在、日行連中央研修所研修サイトに
受講することができます。これが第一の魅力です。
は105のVOD講座が登載されています。
さらに、どんな魅力的な研修会であっても、例え
新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、申請取
中央研修所研修サイトは、
ば北海道在住の会員は東京で開催される研修を受講
次行政書士関係研修会を始めとした日行連主催の研
ビデオ・オン・デマンド（VOD）研修を受講するためのサイトです。
することは時間的にも経済的にも大きな負担です。
修会はほとんどを中止せざるを得ませんでした。各
行政書士会会員であれば、どなたでも基本無料で御利用いただけます。
ところがVOD講座であれば、タブレットやスマー
単位会におかれましても、各種行事・研修会の開催
（105講座を登載済 ※2020年 月現在）
トフォンを利用して、自宅・事務所など全国どこか
について大変な御苦労をされていることと存じます
らでも平等に研修を受講することができます。「ど
が、このような時こそ中央研修所のVOD講座を是
こでも」受講できる、これが第二の魅力です。
非御活用いただきたく、その魅力について御紹介さ
〜VOD研修のメリット〜
また、集合型研修の場合、時間に沿って研修が進
せていただきます。
行していきますので、重要な論点について聞き逃
集合型研修は、時間・場所・回数に制約がありま
○時間や場所を問わず、研修受講ができ
ます！
しという事態が起こり得ますが、VOD講座の場合、
す。基本的に一度きりですので、諸事情の発生によ
○すきま時間を活用し、業務知識をアッ
プできます！
必要な場面に立ち戻って何度でも再視聴することが
り出席を予定していた研修会に参加できなかった場
○何度でも分かるまで繰り返し学習できます！
できますので、研修の理解度が深化します。「何度
合、再度受講する機会は保証されていません。
○様々な端末に対応しています！
でも」受講できる、これが第三の魅力です。
しかし、VOD講座はPC等を利用して好きな時間
Internet Explorer以外のブラウザにも対応しています
に研修を受けることができます。変化の急激な現代
このように、魅力満載のVOD講座について、コ
社会において時間管理は重要です。時間は万人に平
Google-Chrome、Safari、Firefoxにて御利用いただけます。
ロナ禍で家にいる機会が多いこの時期に是非御視聴
等に与えられていても、研修会場までの移動時間は
スマートフォン、タブレットにも対応しています
いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
人により様々です。遠隔地の会員にとって、これは
iOS10.3、Android8.0以上にて御利用いただけます。
大きなハンデです。VOD講座ならば機会は平等で
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7日

（金）

【協議事項】
本年度事業の具体的推進について

⑵

今後の研修会の開催について

⑶

次年度の研修会年間スケジュールの

【協議事項】
⑴

18日
（火）

異議申立案件について

⑸

その他

正副会長会

25日
（火）

【協議事項】
⑴

常任理事会の合議事項等について

⑵

本年度「日行連と各地方協議会との
連絡会」の開催日程について

⑶

その他

26日
（水）

【合議事項】
本年度「日行連と各地方協議会との

登録委員会
【登録審査】

21日
（金）

24日
（月）

審査件数（132件）

⑵

その他

法規監察部会
【協議事項】
⑴

日公連からの文書について

⑵

その他

⑶

その他

法教育推進委員会
【協議事項】
⑴

本年度の活動計画について

⑵

その他

許認可業務部
建設・環境部門会議
⑴

書籍改訂について

⑵

その他

【協議事項】

その他

⑴

HACCPにかかる対応について

規制改革委員会

連絡会」資料について
⑵

⑵

【協議事項】

常任理事会（～19日）
⑴

宗教法人、墓地、埋葬等に関する
業務について

策定について
⑷

/Aug

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議

申請取次行政書士管理委員会
⑴

8

27日
（木）

⑴

昨年度事業報告について

⑵

本年度事業の具体的推進について

⑶

その他

電子申請推進委員会
【協議事項】
⑴ デ
 ジタル推進本部PTの活動について
⑵

電子申請推進委員会の活動について

⑶

行政書士法施行規則第₉条について

⑷

電子証明書発行スキームについて

⑸

その他

暴力団等排除対策委員会
【協議事項】
⑴

本年度事業項目・具体的推進事項に
ついて

⑵

その他
2020.10
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2020.
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レポ
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【協議事項】

【協議事項】

⑴ 本
 年度事業項目・具体的推進事項に

⑴ 事
 業執行スケジュールの確認について

ついて

照会案件について

⑵

⑶ 行政書士制度70周年記念式典について
⑷

令和₂年度報酬額統計調査に係る業
者選定について

⑸

その他

/Aug

権利擁護推進委員会

総務部会（～28日）

⑵

8

28
28日
（金）

その他

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
⑴

分科会の進め方と目標設定について

⑵

その他

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、一部WEB会議にて開催

会員の皆様へ
職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関するお願い
行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位の保持に努めなければなりま
せん。
特に職務上請求書の使用にあたっては、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、行政書士等の資格
者が職務上必要ある場合に限り行使できることとされており、限られた資格者にのみ認められた国民利
便のための制度であるため、個人情報保護、人権の擁護などの観点からも高い倫理意識に基づいた厳正
な取扱いが求められ、職務上請求書の偽造、不正使用、人権侵害のおそれがある戸籍等の取得は決して
許されることではありません。
会員各位におかれましては、「戸籍法」、「住民基本台帳法」、「行政書士法」、本会の「職務上請求書の
適正な使用及び取扱いに関する規則」等の趣旨を十分に理解され、適正な使用及び厳格な取扱いに努め
ていただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
なお、職務上請求書の払出し方法については、各単位会で運用が異なりますので、所属単位会の関係
規則等を御確認願います。
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令和₂年度コスモス広報月間の実施について
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
広報委員長 勝 尾 太 一
私たち、一般社団法人コスモス成年後見サポート

実施しないこととしました。

センター（以下、「コスモス」という。）は、日頃よ

厚生労働省等が公表した情報によれば、若者世代

り、成年後見制度の利用を検討している方はもとよ

の新型コロナウイルス感染により重症化する割合は

り、まだ制度の利用を検討していない一般の方にも

低いものの、高齢者、基礎疾患をお持ちの方につい

成年後見制度を周知し、必要に応じて制度を利用し

ては重症化の割合が高いとのことです。言うまでも

ていただくために市民向け無料公開講座を開催し、

なく成年後見制度を利用する方の多くは高齢者であ

対面での無料相談会などを実施しています。支部に

り、基礎疾患を持っている方も少なくありません。

よっては、成年後見制度が身近な制度であることを

新型コロナウイルス感染について、クラスター

より分かりやすく伝えるため、落語や講談、会員自

（集団）が発生した場合にはより多くの方々に深刻

らが寸劇を披露するなど工夫をこらした積極的な活

な影響を与えることが広く伝えられています。市民

動を実施しています。

向け公開講座や対面での無料相談会を実施すること

また、地域包括支援センターなど成年後見制度の

は、このクラスター（集団）発生の危険性が高まる

支援にかかる各種団体、家庭裁判所、市区町村など

こと、成年後見制度の周知・利用促進を担うコスモ

成年後見制度の実施を担う官公署に対し、コスモス

スの広報活動からクラスター（集団）が発生するこ

が成年後見にかかる研修を積んだ行政書士により構

とは本末転倒であり回避しなければならないことを

成された団体として、成年後見制度の一翼を担って

総合的に判断し、本年は例年どおりの広報活動を行

いることを周知し、各種団体及び官公署との連携を

わないこととしました。市区町村などの要請や協定

強化していくための活動を実施しています。

により無料相談会等を実施する場合には、市区町村

これまでコスモスは、毎年４月の前後１か月を含

と協議の上、規模・時間等を確認し、市区町村が定

む期間をコスモス広報月間として全国の支部が一斉

める実施要項を厳格に遵守し万全の対策をとること

にこれらの活動を集中的に実施してきました。昨年

としました。

からは、日本行政書士会連合会、全国の単位会の御

しかし、コロナ禍にあっても成年後見制度の利用

協力のもと日本行政書士会連合会の広報月間と時期

が抑制されるものではありません。直接の接触を避

を同一にし、行政書士が行う社会貢献活動の一環で

けながら制度にかかる情報提供を行い、専門職団体

あるコスモスの活動と存在を広く周知してきたとこ

としていつでも市民、各種支援団体等の要請に応え

ろです。

る準備が整っていることを周知するためパンフレッ

コスモスとしては、この広報月間を極めて重要な

ト類の送付、web会議システムの導入など支部の実

活動と位置付けています。しかし、本年は、新型コ

情に応じた広報活動は引き続き実施します。今後と

ロナウイルス感染拡大防止のため例年実施してきた

も、コスモスの活動に御賛同、御支援くださいます

市民向け公開講座の開催、対面での無料相談会等を

ようお願いいたします。
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法規委員会の役割
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
法規委員長 吉 川 明 宏

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

コスモス設立10年目の年に、法規委員会を設置し

には、日々の業務を執行するために、四つの委員会

た理由は、これまでの10年で見えてきた組織の歪み

が設置されています。その中で一番新しい委員会

をただし、膿を出し切り、組織を律するためでしょ

が、本年度設置された法規委員会です。

うか。令和元年の12月に設置されたので、会報を読

法規委員会の設置は、令和元年の社員総会におい

んでいただく頃には、活動期間は10か月となります

て、第10期に実現すべき「重点項目」の一つとして

が、組織としての理想像を実現するために努力を重

発表されました。その後、令和元年12月10日に開催

ねるとともに、今後、５年、10年と活動を継続する

された理事会において、定款施行規則を改正し、委

ための礎を築くことにも注力していきます。

員会として正式に設置され活動を開始しました。

成年後見制度を必要とする方は、今後もますます

改正された定款施行規則によると、法規委員会の

増え続けると考えられます。「専門職後見人を」と

業務は、①定款及び諸規則等の整備に関すること。

いう声も多く寄せられることとなるでしょう。その

②諸法規の調査研究及び運用に関すること。③法

要望に応え続けるためには、コスモスも洗練された

律問題の法的解釈及び意見の提示に関すること。と

組織であることが必要です。今後も、規則の改正を

なっています。こうして文字に表してしまうと、意外

始め、組織の仕組みを整理し、コスモス成年後見セ

とこじんまりと纏まった印象を受けますが、設置の

ンターの会員であって良かったと思っていただける

構想段階では、日本行政書士会連合会に設置されて

よう、他の委員会とも連携を図りつつ尽力していき

いるような法規監察部と行政書士制度調査室の機能

たいと思います。

を併せ持つ組織を作ることが目的であったようです。

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合せください。なお、コスモス支
部が設置されていない単位会の会員は現時点では入会できません。
また、コスモスの活動を支援していただける賛助会員（後見業務を行わない者）を募集しています。
行政書士資格、所属単位会、個人、法人などの制限はありません。詳しくはお近くのコスモス支部へ
お問合せください。
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会員の動き

御協力のお願い

◆登録者数（令和 2 年 8 月末日現在）
合
計
内
訳
男 42,164名
・個人事務所開業
男 40,419名
・行政書士法人社員 男
1,240名
・使用人行政書士
男
505名

～日本行政を正確 · 迅速にお届けするために～
49,402名
女 7,238名
女 6,645名
女 271名
女 322名

◆異動状況（令和 2 年 8 月中の処理件数）
新規登録 合 計
内 訳
男
216名 女
登録抹消 合 計
内 訳
男
90名 女
・廃 業
84名
16名
・死 亡
・その他
0名
◆法人会員（令和 2 年 8 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
250名
34名
100名
10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
958
593
365

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

（小林）

例年だと12月に入って床の間に掛
ける掛軸『人間万事塞翁馬』を５月に掛けた。中
国の故事で、塞翁と馬との織りなす様が、吉凶は
『糾える縄のごとし』だと・・・。
年の瀬に、来し方を思い起こし、あんなこと、
こんなことと反省も込めて眺めるのが常であった
のに。
３月からは、あらゆる行事が延期、再延期、中
止などとコロナ禍に飲み込まれてしまった。人間
万事だよね、きっと歓びが待っているよね・・・
と、掛軸に自問自答。
しかし、こうした変化の時こそ、マイナスをプ
ラスに転換、対応できる人や企業が、生き延びる
ことができるのだと識者はいう。
言 う は 易 し 行 う は 難 し・・・ ぶ つ ぶ つ 独 り
言・・・だが、お茶の稽古に欠かせないと思って
いた麻茶巾が、「使った感想をお願いします」と
『新茶巾』不織布、つまり紙？が届いたのだ。
これが変化に対応するということかと思った。
いつ、どのような形で「普通の生活」になるか
は予想できないが、令和２年の大晦日は『無事千
秋楽』を掛けたいと願っている。
月刊

日本行政10月号

発
発

行
行

人
所

第575号
令和₂年₉月25日発行
44

2020.10

No.575

製作・印刷

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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