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日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所
＜対面相談・電話相談（予約制）＞
電話番号：024－973－7163（予約専用）
　　　　　通話料はお客様負担となります。
相談時間：13：00～16：00　毎週水曜日（祝祭日・年末年始休業）
所 在 地：福島県郡山市堂前町10番10号

■

12

東日本大震災の被災に係る各種行政手続、今後の暮らしや事業の悩みなど、
電話による無料相談を実施しています。

令和２年を振り返って
～重点的にあたった事業とこれから～  １

担当部門の業務推進について   ３

建設業の許可の申請における健康保険等の加入状況についての
書面の取扱いについて   ７
ＨＡＣＣＰの制度化に関するセミナー（WEB配信）開催のお知らせ   ８
申請取次実務研修会（₂月VOD方式）の御案内   ８
令和２年度報酬額統計調査の実施について（御協力のお願い）   ９
行政書士制度70周年記念式典について   ９

「行政書士電子証明書」の御案内   10
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■ Pick UP！単位会   12
■ ADR認証取得済単位会の御紹介   14
■ 中央研修所通信12月号   16
■ 日行連の動き（10月）   17
■ コスモスInformation   22
■ 全行団ニュース   24
■ 会員の動き／広報部員のひとり言／   32
　 御協力のお願い ～日本行政を正確・迅速にお届けするために～

　「70th」の「₀」に行政書士のシンボルであるコスモスのシルエット
を用いました。
　たくさんのコスモスの花で「₀」を作り、行政書士制度70周年を
迎えるにふさわしい華やかなロゴに仕上げました。

2018年₃月号（No.544）₉～12ページに掲載の
記事の中に、一部誤解を与える表記があったこと
をお詫びいたします。

行政書士制度70周年記念ロゴ（表紙）について

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

武田総務大臣及び平井デジタル改革・
IT政策担当大臣を表敬訪問   ４
令和２年春の叙勲 盛武隆会員に旭日中綬章伝達   ５
日行連と地方協議会との連絡会を開催   ６



　令和２年も年末を迎えます。この一年間、様々なことがありましたが、最も大きな出来事は、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大であったと思います。

　４月に緊急事態宣言が発出された前後から、国民の皆様や企業に対して国や自治体による様々な支援策が

実施され、中には申請手続が必要なものもありました。本会は、各種申請の代理・代行を法令上業務として

行うことができる国家資格者の団体として、その社会的責任を踏まえ、行政書士の活用、特に代理申請が可

能な仕組み・システムの用意を関係各所に求めてまいりました。

　持続化給付金や家賃支援給付金の申請、Go To キャンペーン、特にGo To トラベルに関する申請手続の行

政書士による代理申請については、支援策を所管する経済産業省、国土交通省、農林水産省並びに行政書士

制度を所管する総務省の大臣、副大臣、大臣政務官の政務三役等と面会し、仕組みの確保をお願いしました。

また、日行連会長としては初めて総務事務次官とも面会し、行政書士の活用方について関係各所に要望して

いることを御説明し、御協力をお願いしました。加えて、観光庁や中小企業庁の担当者を訪問し、具体的な

対応策を含めた要望と打合せを行ってきました。

　これらの対応については、行政書士制度に深い御理解をいただいている国会議員の皆様の助言も受けつ

つ、御理解を求めて進めてまいりました。また、総務省の自治行政局行政課を始め、関係省庁の皆様にも御

理解御協力をいただきました。

　これらの活動により、行政書士制度への理解が形となってきています。持続化給付金の申請においては、

システム上の代理申請の仕組みの実装には至りませんでしたが、同システムにおいて行政書士の代理申請

は可能との見解を得、会員の皆様に周知しました。家賃支援給付金については、申請受付ホームページの

Q&Ａにおいて非行政書士の業務関与に対する注意喚起を行っていただきました。また、国が全国に設置し

ているよろず支援拠点に対し、行政書士の活用を周知していただき、申請を依頼したい相談者がいたときは

各都道府県行政書士会へ案内してくださるようになりました。Go To トラベルについては、地域共通クーポ

ン取扱店舗登録申請において、申請様式に行政書士の代理記入欄が設けられるとともに、行政書士が代理申

請する際の専用ページを設けていただきました。加えて、観光庁から各地域のGo To トラベル事務局に対し、

本会が行政書士の活用や各都道府県行政書士会との連携を申し入れている旨を周知いただきました。

　特に、官公署への電子申請上の様式に行政書士代理記入欄が設置されたことは、行政書士業務の中心であ

る許認可申請における電子代理申請の確立に向けた布石となるものです。すなわち、このことは許認可申請

という行政書士の伝統的業務を守ることにつながるものと言えます。

令和₂年を振り返って
～重点的にあたった事業とこれから～

2020.12　No.577 1

トップメッセージ



トップメッセージ

　前号のトップメッセージに引き続きのお願いとなりますが、地域共通クーポン取扱店舗登録申請の代理申

請業務実績の向上に向け、各単位会においては、会員の皆様が業務を受託しやすい環境づくりに努めてくだ

さいますようお願い申し上げます。また、個々の会員の皆様におかれましては、取引のある事業者を中心に

積極的な登録申請の呼び掛けを行っていただきますよう改めてお願い申し上げます。

　なお、持続化給付金やGo To トラベルに関する手続については、会員の皆様が代理申請する際の手順を解

説した動画を作成し、会員専用サイト「連con」にて公開していますので、是非御覧ください。

　この他、本年は新た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を設置しました。

役員である委員と専門的知見を有する多くの役員外委員とがしっかり連携し、行政書士の社会的地位の向上

に向けて活動を本格化させています。

　デジタル・ガバメント、社会のデジタル化への対応にも重点を置いてまいりました。行政手続の電子化が

急速に進むことは確実です。政府からは行政手続に関する押印の原則廃止も打ち出され、行政書士制度への

影響は大きいものと考えます。しかし、このような変革の中にあっても、デジタル化した環境を利用するの

は人であり企業です。また、変革の時であるからこそ、我々の行政書士制度が発展する機会であるとも言え

ます。これからも行政書士が国民・企業と行政とをつなぐ役割を担い、社会のデジタル化がより良い方向に

進むよう、本会として国等へ提言をしてまいる所存です。

　令和３年２月５日には、行政書士制度70周年記念式典を開催いたします。行政書士制度を担う会員の皆様

が、改めてこの制度に誇りを持って日々の業務に励もうと決意していただけるよう、また国民の皆様に行政

書士制度を深く知っていただけるよう、充実したプログラムにしてまいります。取り分け、会員の皆様に

とって喜ばしい御来賓の御臨席をお願いし、準備を進めていますので、是非御期待いただきたいと思います。
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₁　権利擁護推進委員会
　 　権利擁護は、人間、社会の進展とともに変わり、幅広いテーマを包含します。こうした活動は、理念を

掲げて推進できる団体でなければ成し得ないであろう、また行政書士制度が更なる高みに至るための必要
な活動ではないかと感じています。様々な分野において活躍するなど、実績のある委員が結集し、権利擁
護を推進するための基本理念の策定に向けた議論を重ねています。できれば２～３年間の中期計画も策定
して道筋を示し、日行連として息の長い活動にしたいと考えています。

₂　法規監察部
　 　監察活動において、行政窓口で行政書士法違反であるかを判断するには、行政側の協力を要するなど難

しいところがあります。電子申請の場合には更に困難さが増すものと予想されます。関係部署と情報を共
有しながら、日行連として対策を講じていかなければならないと考えています。また、法規的な照会に対
する回答については、検討に係る手順の工夫やWEB会議システムによる会議を開催するなど、迅速に回
答が示せるよう努力してまいります。

₃　電子申請推進委員会～加速する電子申請に対応するために～
　 　安倍内閣の未来投資戦略では、IＣTの利活用によって「いつでも誰でも簡単に」行政手続が行えること

が標榜されました。さらに、2020年９月に発足した菅内閣では、2021年早々にデジタル庁を新設すると報
道されており、行政手続のデジタル化が一層加速すると予想されます。このデジタル化にあたっては、申
請者の利益保護やスムーズな手続の観点からも行政書士の関与が必要であることを伝えていかなければな
りません。

　 　現在、会長直轄の２つのプロジェクトチーム（行政書士資格情報と電子申請を連携させる技術的なオン
ラインＰTと、電子申請について関係省庁と折衝するデジガバＰT）が機動的に動いています。一方、平成
30年３月の行政書士制度あり方検討委員会の答申を踏まえ、現在、組織見直しプロジェクトチームから一
層効果的に成果を出すような組織再編を示唆されています。

　 　当委員会は、昨秋から組織の横串を刺すように、電子化に密接に関わっている行政書士制度調査室、各
業務部等を交えた連絡会議を重ね、一定の方向性として①「令和２年度から会長直轄の２つのＰTを設け
る」、②「次年度には当委員会を発展的に解消し、日行連のデジタル推進の取組を一元化して担うデジタ
ル推進本部（仮称）を設置する」という構想を導き出しました。目下、同推進本部の設置に向けた準備も
進めています。同推進本部には電子化に精通した委員が集まり、情報の共有や機動力、行動力のある運営
が進められていくものと考えています。行政書士が行政手続のデジタル化に深く関わることによって、国
民の権利利益を守り、国民の負託に応えるという所期の目的実現に鋭意努力してまいります。

₄　改正行政書士法対応委員会
　 　当委員会の方向性は、今期大きく舵を切った感があります。
　 　一つは、審査請求の認容率の低さや、市民と行政の架け橋と謳いながら行政と争うという違和感などか

ら、伝家の宝刀を抜かずに行政法、行政手続法、行政不服審査法等の知見を生かして行政手続を進めるこ
とが有意義であるという考え方です。もう一つは、慶應義塾大学大学院の橋本博之教授（特定行政書士研
修委員長）が示してくださった「政策法務のプロ」という考えを推進しようということです。これは、不
服申立てに行政側の気付きを促す機能があることに着目し、行政と協力しながら政策実現に寄与しようと
するもので、「役所との共生」に通じます。私たちは事前の許認可などの行政手続から事後の行政不服申
立手続まで手続全体に精通した能力を備えることが重要です。

担当部門の業務推進について
副会長　佐々木　政勝

執行部から
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 ○武田総務大臣表敬訪問
令和２年10月14日（水）

〈日行連〉常住会長、光宗・佐々木・水野・大塚・
　　　　  髙尾・鶴各副会長、野田行政書士制度調査室長

○ 平井デジタル改革・IT政策担当大臣表敬訪問
令和２年10月13日（火）

〈日行連〉常住会長、光宗・佐々木両副会長、
　　　　  野田行政書士制度調査室長

〈日政連〉井口会長、石川常任幹事

　去る10月14日、日行連の関係役員が武田総務大臣を、また、その前
日の13日、日行連・日政連の関係役員が平井デジタル改革・IT政策担
当大臣を、それぞれ表敬訪問しました。

　「電子申請等における行政書士の利活用の促進に関する要望書」を両大臣に提出し、行政手続の電子化に
あたっては、行政書士が代理人として申請できる仕組みにしていただけるよう要望しました。加えて、行政
手続等の電子化推進に係る環境整備にあたり、行政書士の関与・活用も要望し、御理解と御協力をお願いし
ました。
　また、コロナ禍における持続化給付金やGo To キャンペーン等の各種支援策に行政書士会も積極的に取り
組んでいることを御報告いたしました。

　武田大臣からは、行政のデジタル化の推進にあたり、様々
な制度変更の際には是非協力願いたいとの御言葉をいた
だきました。また、災害発生時における行政書士会によ
る支援活動に対し感謝の意を述べられました。加えて、
マイナンバーカードの普及促進に関し、国民が広く制度
の利益を享受できるよう地域密着型の行政書士に制度周
知や申請サポート等で御協力をお願いしたい旨の要請を
いただきました。

　平井大臣からは、行政書士の実務的視点からもデジタル
社会における課題点や問題点、その解決策等について是
非提案をしてほしいとの御言葉をいただきました。また、
近く創設が予定されているデジタル庁が目指すポリシー
等について御説明をいただきました。

　公務御多忙の中、快く御対応いただいた武田大臣及び
平井大臣と終始和やかな雰囲気で有意義な一時を過ごす
ことができました。

日 に ち
出 席 者

日 に ち
出 席 者

武田総務大臣及び平井デジタル改革・武田総務大臣及び平井デジタル改革・
IT政策担当大臣を表敬訪問IT政策担当大臣を表敬訪問

武田総務大臣及び平井デジタル改革・武田総務大臣及び平井デジタル改革・
IT政策担当大臣を表敬訪問IT政策担当大臣を表敬訪問
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受章者のプロフィール受章者のプロフィール

　令和２年10月17日（土）、アヤハレークサイドホテル（滋賀県大津市）において「令和２年春の叙勲伝達式」

が行われました。

　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ったため、常住

会長から叙勲の伝達及び記念品が贈呈され、盛

武会員から謝辞が述べられました。

　行政書士としての叙勲受章者は、昭和46年

春に始まり、今回の盛武会員の受章によって、

106名となりました（旭日中綬章３名、旭日小

綬章６名、旭日双光章11名、勲四等瑞宝章１名、

勲五等双光旭日章37名、勲五等瑞宝章48名）。

令和２年春の叙勲令和２年春の叙勲
盛武隆会員に旭日中綬章伝達盛武隆会員に旭日中綬章伝達

（敬称略・令和₂年₄月29日現在）

盛武　 隆
もりたけ　    たかし

（77歳・滋賀会）
開　業：昭和48年₈月₈日
業務歴：46年₉か月

【役員歴】
　滋賀会　理　事　昭和53年₅月～昭和57年₅月………₄年
　　　　　副会長　昭和61年₅月～平成元年₅月………₃年
　　　　　会　長　平成元年₅月～平成13年₅月………12年
　　　　　会　長　平成17年₅月～平成29年₅月………12年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計31年
　日行連　理　事　平成元年₆月～平成₉年₆月………₈年
　　　　　会　長　平成₉年₆月～平成15年₆月………₆年
　　　　　理　事　平成17年₆月～平成19年₆月………₂年
　　　　　理　事　平成21年₆月～現在…………………10年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計26年10か月
　　　　　　　　　　　　通算役員歴（重複を除く）計36年
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日行連と東北地方協議会との連絡会を開催日行連と東北地方協議会との連絡会を開催

日行連と中部地方協議会との連絡会を開催日行連と中部地方協議会との連絡会を開催

 令和₂年10月₇日（水）

福島県郡山市「郡山ビューホテル」

常住会長、大塚副会長、相場東北地方

協議会会長　ほか21名

　秋が深まる10月７日（水）、福島県郡山市の郡山
ビューホテルにおいて、令和２年度日行連と東北地
方協議会（以下、「東北地協」という。）との連絡会
が開催されました。
　日行連からは常住会長と大塚副会長、東北地協か
らは６単位会の会長・副会長等を含む総勢24名が出席されました。午後２時に金沢福島会会長による開会の
言葉に始まり、同地協会長の相場秋田会会長、常住日行連会長による挨拶の後、連絡会が開始されました。
　常住会長より、日行連の当面の諸問題及び事業の説明が行われるとともに、コロナ支援策である地域共通
クーポン取扱店舗登録申請に、一人でも多くの会員が業務として精力的に取り組んでいただき、本事業を行
政書士の力で推進していただきたい旨が示されました。
　続いて、東北地協から提出された日行連に対する意見や要望事項に対して大塚副会長が答弁を行うなど、
諸問題に対する意見交換が行われました。
　午後５時になり、田村岩手会会長の閉会の言葉をもって、連絡会は盛況のうちに終了しました。

開 催 日開 催 日

場　 所場　 所

出 席 者出 席 者

 令和₂年10月23日（金）

福井県福井市「ザ・グランユアーズフクイ」

常住会長、水野副会長、坪川中部地方

協議会会長　ほか39名

　10月23日（金）、福井県福井市のザ・グランユアー
ズフクイにおいて、令和２年度日行連と中部地方協
議会各単位会（以下、「中部地協」という。）との連
絡会が開催されました。
　日行連からは常住会長、水野副会長、中部地協か
らは６単位会（愛知、岐阜、三重、福井、石川、富山）の会長・副会長等を含む総勢42名が出席。午後２時
に同地協副会長の森岐阜会会長による開会の言葉に始まり、同地協会長の坪川福井会会長、本会の常住会長
が挨拶され、その後、髙野福井会副会長が座長に選出されて連絡会の議事が開始されました。
　はじめに、常住会長から日行連の当面の諸問題と事業について説明が行われ、続いて、各単位会からあら
かじめ提出されていた要望・質問事項等に対して、水野副会長から回答がなされ、活発な議論、情報交換が
行われました。
　午後５時、同地協理事の大塚富山会会長の閉会の言葉をもって、連絡会は盛況のうちに終了しました。

開 催 日開 催 日

場　 所場　 所

出 席 者出 席 者
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１
Info 建設業の許可の申請における健康保険等の

加入状況についての書面の取扱いについて

　令和２年９月30日付で建設業許可事務ガイドラインが改訂され、「健康保険等の加入状況（様式第七号の
三）」が代理人の記名押印を不可とする書類となりました。これを受け、日行連として本件に対する問題点
と要望事項を取りまとめて要望を行ったところ、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長名義で全国の許
可行政庁宛に以下のとおり事務連絡が発出されましたのでお知らせいたします。
　当該事務連絡において、令和２年10月１日から当分の間（当面、12月31日まで）、代理人の記名押印によ
り作成された書面が提出された場合でも、当該申請を受領し、許可の審査を開始しつつ、後日、申請者の記
名押印により作成された書面との差し替えを求めるなど、柔軟な運用を行うよう要請がなされています。
　本件は、会員専用サイト「連con」にて10月13日付で周知していますので、あわせて御確認ください。

※各地方整備局建政部長等宛にも同じ内容の事務連絡が発出されています。

＜許認可業務部　建設・環境部門＞

事 務 連 絡

令和２年 月 日

各都道府県建設業担当部局長 殿

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長

建設業の許可の申請における健康保険等の加入状況についての

書面の取扱いについて

今般、令和２年 月１日付で建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 号）等が施行され、適正

な社会保険への加入が建設業の許可要件とされたところです。

これに伴い、健康保険等の加入状況については、従前は「健康保険等の加入状況（別

記様式第二十号の三）」により書面で提出することとし、建設業許可事務ガイドライ

ン（平成 年４月３日国総建第 号）において代理人の記名押印を可としていまし

たが、令和２年 月１日以降は、建設業法施行規則（昭和 年国土交通省令第

号）第３条第１項第２号に基づく「健康保険等の加入状況（別記様式第七号の三）」

により書面で提出することとし、併せて同ガイドラインを改正して、当該書面につい

ては代理人の記名押印を不可としたところです。

このように取扱いを変更したことを踏まえ、貴職におかれては、令和２年 月１

日から当分の間（当面、令和２年 月 日までとする。）、許可の申請に際して既に

代理人の記名押印により作成された当該書面が提出された場合でも、当該申請を受領

し、申請に係る許可の審査を開始しつつ、当該書面については後日申請者の記名押印

により作成された書面との差し替えを求めるなど、申請者の事業計画等に配慮した柔

軟な運用を行っていただきますよう、お願いいたします。

〇建設業の許可の申請における健康保険等の加入状況についての書面の取扱いについて
　（各都道府県建設業担当部局長宛）
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2
Info ＨAＣＣPの制度化に関するセミナー

（WEB配信）開催のお知らせ

　令和２年６月１日の改正食品衛生法施行によるＨＡＣＣＰ制度化により、全ての飲食店においてＨＡＣＣＰの
導入が法的義務となりました。
　今般、許認可業務部社労税務・生活衛生部門では、公益社団法人日本食品衛生協会に御協力いただき、行
政書士向けにＨＡＣＣＰに関するセミナーを開催いたします。
　昨今、私たちの食を巡る環境の変化や食のグローバル化を受けて、飲食店が取り組む衛生管理の重要度は
以前にも増して高まっています。
　本セミナーを通じて、行政書士自身がＨＡＣＣＰに対する正確な知識を習得し、専門家として事業者に対し
ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた食品衛生管理をサポートしていただくとともに、ＨＡＣＣＰに関する書類作成
を行政書士の業務に新たに加えるための一助になればと考えています。
　申込方法等については、本会ホームページ及び会員専用サイト「連con」にて12月上旬を目途に御案内す
る予定です。詳細は発表をお待ちください。
　皆様の御参加をお待ちしています。

日 時：令和₃年₁月18日（月）13：30～17：00（予定）
開催方法：WEB配信による開催
　　　　　※パソコンやスマートフォンを通じてどこでも視聴可能です。
講　　師（予定）：
　　　　　【第一部】公益社団法人日本食品衛生協会
　　　　　【第二部】日行連許認可業務部社労税務・生活衛生部門　青木茂隆専門員
参 加 費：無料

＜許認可業務部　社労税務・生活衛生部門＞

3
Info 申請取次実務研修会（₂月VOD方式）

の御案内

　今般、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て、更新を希望される会員の方を対象と
した申請取次実務研修会を、令和３年２月に実施することといたしました。当該研修は、中央研修所研修
サイトに登載するVOD（ビデオ・オン・デマンド）講座を用いた研修で、所定の期間内であればいつでも、
御自宅や事務所にてパソコン、タブレット、スマートフォン等で聴講可能な研修です。
　本研修会の開催概要や申込方法等の詳細につきましては、別途、12月上旬頃に日行連ホームページ及び会
員専用サイト「連con」にて御案内しますので、そちらを御確認ください。

＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞
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　本会では、行政書士法第10条の２第２項の規定を受け、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資する
ため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額についての全国的な統計調査を５年ごとに行うこととして
おり、本年度はその該当年度となっています。
　つきましては、下記のとおり調査を実施いたしますので、会員の皆様方におかれましては、対象となられ
ました際には積極的に御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　なお、会員専用サイト「連con」にも御協力のお願いを掲載していますので、あわせて御参照ください。

記

１．実施時期：令和３年１月

２．調査方法：郵送による調査票の送付及び回収

３．調査対象会員の抽出方法：
　　 　令和３年１月１日現在、行政書士会の会員であって、入会後５年を経過した会員（個人会員及び法人

会員）の中から、単位会ごとの会員数に100分の20を乗じた数を無作為に抽出する。ただし、社員又は
使用人である会員は除く。

４．結果の公表：本誌（令和３年５月号）及び本会ホームページにて３月末頃公表

 以上

4
Info 令和₂年度報酬額統計調査の実施に

ついて（御協力のお願い）

＜総務部＞

5
Info

行政書士制度70周年記念式典について

　昭和26年２月22日に行政書士法が公布されてから70周年を迎えるにあたり、令和３年２月５日（金）に日

頃より行政書士制度に御支援いただいている御来賓等を招聘した記念式典の開催を予定しています。

　当該記念式典に関する詳しい御案内については、次号にて掲載いたします。

　なお、これに伴い、例年１月に開催している新年賀詞交歓会については、令和３年は開催いたしませんの

で、何卒御承知おきくださいますようお願いいたします。
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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.htm

• 有効期限／提供価格 期間 2 年（新規・更新）14,000円（税込 15,400円）
   期間 3 年（新規・更新）21,000円（税込 23,100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

6
Info

「行政書士電子証明書」の御案内

＜電子申請推進委員会＞

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

● 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 場合によって必要な書類
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①　 利用申込書の入力、
署名、捺印

③　 郵便局からの通知書
到着、本人限定受取
郵便の受取

②　 お振込み、
　　必要書類の送付

④　 電子証明書の
　　ダウンロード

⑤　 受領書の返送

「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。

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。）

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。）

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。

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。）

※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

行政書士電子証明書取得率（令和２年９月30日現在）

会員数　49,441名 証明書発行会員数　5,300名 取得率　10.7％

 
＜お知らせ＞
　中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマンドシステム）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。

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：0570-020-213
　　　　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）

＜電子証明書のお申込み・ダウンロードに関するお問い合わせ＞

≪ 発行までの流れ ≫
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　石川会では、令和２年度の行政書士制度広報月間に合わせ、ＣMをリニューアルしました。今回、ＣMを
リニューアルした背景には、新型コロナウイルスの感染拡大の影響があります。石川会では従来、行政書士
制度広報月間に合わせて、行政書士業務並びに県内各所での相談会場の案内をメインにしたＣMを放映して
きました。しかし、今年は従来どおりの無料相談会の開催が困難となったため、今回は原点に立ち返り、「行
政書士制度周知」に徹した広報活動を展開しようと決定いたしました。
　撮影は令和２年９月に県内の某スタジオで行われました。ＣMは、とある会社社長がいくつかの相談ごと
を解決するため、あるモノに話しかけるシーンからスタートします。この内容については、今の時代に合う
ように、どうすれば15秒で行政書士制度をＰRできるか、県民の皆様に行政書士を印象付けられるかという観
点から検討し、こんな時代だからこそ私たち行政書士を頼ってほしいという想いを込めて制作しました。制
作したＣMは、10月１日（木）から４日（日）にかけて、北
陸朝日放送及びテレビ金沢において計39回放送されました。
実際のＣM映像は、以下のQRコードから視聴していただけま
す。多くの会員の皆様に見ていただければ幸いです。
　石川会は、今後も行政書士制度周知のため、今の時代だか
らこそ伝わる広報活動を展開していきます。

石川会のＣＭをリニューアルしました石川県
行政書士会

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。

　令和２年９月１７日（木）、「行政書士制度広報月間」におけるＰR活動のため、当会副会長及び広報部長が

東海ラジオ放送及び中日新聞社を訪問し、全国の行政書士会が10月の広報月間において１か月間にわたり広

報に力を入れて活動していること、その一環として愛知県内各地で相談会が多数開催されていることを説明

し、その告知に御協力いただきたい旨をお願いいたしました。

　訪問先では、担当者より快い対応を受けた上で、話題は行政書士の業務内容の紹介、特に本年はコロナ対

策に関するもので、助成金関係や外国人の在留資格状況のほか、相談会における相談で多い案件について説

明させていただきました。特に中日新聞社からは、より詳細に職務範囲に関する質問を受け、丁寧に説明し、

行政書士の職務が幅広く、様々な場面で県民の皆様のお役に立っていることをお話させていただきました。

　また同様に、令和２年９月29日（火）にＮＨＫ名古屋放送局を訪問し、その告知に御協力いただきたい旨

をお願いいたしました。

　今後ともこのような機会があれば積極的に広報活動を行い、行政書士が県民皆様方の身近にいて、そのお

役に立てることをアピールできるような活動を行っていきたいと考えています。

「行政書士制度広報月間」における
ＰＲ活動について

愛知県
行政書士会
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　令和２年５月下旬、神戸市経済観光局政策課から「持続化給付金神戸市申請サポート窓口」を開設するに
あたり、申請書類確認業務を行政書士にお願いしたいとの依頼がありました。
　神戸支部としては６月９日～30日までの16日間、計10か所の区役所・支所に延べ160名の支部会員を配置
する必要がありましたが、ベテランから新人まで多くの会員に協力していただき、全ての会場・日程に担当
者を配置することができました（西区役所及び西神中央出張所は明石支部が担当）。
　コロナ禍で集合研修を開催することができなかったため、急遽ビデオ講義を制作し、支部ホームページの
会員専用サイトに公開して、担当者にはWEB視聴により給付金制度やサポート業務の注意点などを学習し
てもらいました。そして、効率良く正確に書類を確認するために専用のチェックシートを作成し、担当者に
配付しました。
　各会場では自治体と連携して、市役所職員、区役所職員、行政書士からなる体制で応対し、約450名の市
民の方々をサポートすることができました。この窓口の開設は地上波のテレビニュースで取り上げられ、「サ
ンテレビニュース」、「ＮＨＫ神戸Live Love ひょうご」で放映
されました。
　翌７月についても週２回、兵庫区役所に会場を絞って「持
続化給付金神戸市申請サポート窓口」が開設され、毎日ほぼ
予約枠が埋まる状況となりました。
　今回の活動は大規模災害時の行政窓口支援を考える上で良
い経験になったと思います。これからも行政に協力し、市民
に奉仕することで社会貢献を実践して、「市民に愛される行政
書士」を目指します。

｢持続化給付金神戸市申請サポート窓口
事業｣ に関する報告

兵庫県
行政書士会

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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₁．センター紹介

　神奈川県行政書士会は、平成22年12月27日に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）に基づく法務大臣の認証を得て活動を開始しました。

　行政書士ＡDRセンター神奈川（以下、「当センター」という。）は認証紛争解決手続の業務及び運営を担

当しています。

　当初は「自転車事故に関する紛争」及び「外国人の就労・就学に関する紛争」の２分野のみでしたが、平

成29年２月７日に新たに「愛護動物に関する紛争」及び「居住用賃貸借建物についての敷金返還又は原状回

復に関する紛争」の２分野の認証を取得し、現在４分野を取

り扱っています。

　当センターは神奈川県行政書士会の一角にＡDR事務室及

び調停実施のためのＡDR室を設置し、平日火曜日と木曜日

の午後１時～４時に電話相談や来所相談等に対応し、調停に

ついては都度日程調整にて実施しています。

　行政書士調停人候補者は延べ28名が名簿登載され、取り扱

う全分野に対応しており、協定を結んでいる神奈川県弁護士

会から推薦された調停手続関与弁護士２名が在籍しています。

₂．活動の現状と課題

　当センターは活動を開始してから約10年、取扱分野が４分野となってから３年半を経過し、当初は自転車

に関する相談が圧倒的に多い状況でしたが、ここ２年ほどは、愛護動物問題と賃貸借建物に関する敷金返

還・原状回復のトラブルに関する相談が増えてきています。

　相談数に関しては、年間20～30件で推移していますが、調停実施に至ったのは７件程度です。申込みのう

ち相手方の応諾を得られなかったものが半数近くに上り、また、相談の際も相手と話し合う気持ちがない方

が多い状況で、ＡDRの知名度の低さと、当事者同士の話合いによる解決という認識をなかなかお持ちいた

だけないことが最大の課題と考えています。

　半面、特に敷金返還トラブルの分野において、話合いには至らなくてもＡDRセンターに申し込んだ、あ

るいは相談した、というだけで相手方から一定の譲歩が得られ解決に至るという事例も散見され、解決に向

けた一つの方策としての位置付けも認識されつつあります。

₃．ADRの拡充と活性化に向けた対応

　当センターの拡充・活性化に向けた広報活動としては、当初、行政書士フェスタでの出展やプレゼンテー

ション、市・区役所等の行政機関、警察署、消費生活センターなどへのチラシ配布が中心でしたが、取扱分

野に愛護動物問題が追加認証されて以降、動物愛護センターや保健所等へのチラシ配布を含めたＰR活動に

A D R

A D R

御

ADR

A RD

神奈川県行政書士会：行政書士ＡＤＲセンター神奈川

ＡＤＲ調停人養成研修
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も注力しています。

　さらに、近年は愛護動物問題についての行政

担当職員向け研修や動物愛護団体のセミナー等

への講師派遣を実施するなど、組織的な連携も

目指して対応しています。

　また、今後はチラシについても各分野の個別

チラシを準備し、より認識しやすいＰR活動を展

開してまいります。

　並行して、調停人候補者のスキルや情報提供の場として年間10回程度実施している研修会も、より実務に

即した内容を検討し調整していく予定です。

名　　　称：神奈川県行政書士会
住　　　所：神奈川県横浜市中区山下町２番地　産業貿易センタービル７Ｆ
代表者氏名：田後　隆二
紛争の分野・種類・範囲 （規則第₉条第₁項第₁号）：
１–（１）　 神奈川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若し

くは神奈川県内の事業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）　 神奈川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　 神奈川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

３　 神奈川県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動
物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関
する紛争

４　神奈川県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の現状回復に関する紛争

かいけつサポート：認証紛争解決事業者情報

行政書士フェスタでのＡＤＲプレゼンテーション

動物愛護団体セミナーへの行政書士ＡＤＲ講師派遣 動物愛護団体セミナー資料
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今月のおすすめ講座

アクセスは
こちらから
↓　↓　↓

＜中央研修所＞
　中央研修所では、中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマンドシステム）（以下、「VODシステム」と
いう。）に、改正民法の債権法、相続法に関する研修や成年後見制度に関する研修など、行政書士の業務研
修として、許認可業務に関する講座や、必要とされる基礎的な知識修得のための講座を登載し、会員の皆様
の自己研鑽を支援してまいりました。
　この度、国民生活の様々な場面において身近な相談相手として、民事法務に携わる専門家である行政書士
に対する期待の高まりを受けて、業務研修の分類を見直し、これらの講座を集約して「民事法務」のカテゴ
リを新設しました。
　社会のデジタル化の流れは、この新型コロナウイルス感染症の拡大という追い風を受けて急速に進みつつ
あります。デジタル技術が人々の働き方や人と人とのコミュニケーションに大きな変革をもたらし、デジタ
ル庁の創設に象徴される行政改革は、今後、行政書士制度にも多大な影響を与えるものと思われます。
　一方で、このコロナ禍において、会話や意思疎通の大切さを改めて認識することとなりました。デジタル
化が進み、ＡIが国民生活に浸透し、人と人との関係性がともすれば希薄となりかねない社会において、行
政書士の行政と国民、国民と国民間の架け橋としての役割は、ますます重要になるものと考えられます。
　特に、超高齢社会においては、高齢者や障がい者などの社会的弱者に寄り添い、権利利益の実現や権利の
擁護を図る行政書士には、成年後見制度における活躍が期待されています。
　どの分野の業務に携わる場合にも、民事法務に関する知識は行政書士として求められる素地です。この機
会に是非、「民事法務」講座を御視聴いただければと存じます。
　今回は、昨年度、収録・VODシステムに登載しました講座「任意後見について」を御紹介します。また、
本年度は、再度、小島公証人を講師に迎えて、任意後見制度に関するより実務的な講座を収録・登載する予
定です。

中央研修所通信12月号

　高齢者・障がい者の意思を尊重し、なによりも個人の尊厳の保持と本人の最善の利益を考え、認知能力が低下するなどし
た後も、専門職として財産管理や身上保護に努めるとともに、後見人の使命と役割をしっかり認識し、高い倫理をもって適
正な業務を遂行していただくための研修です。
　任意後見制度の仕組みから任意後見を利用する際の留意点、実際に後見人に就任し、委任事務を遂行するにあたっての本
人の意思の尊重や身上配慮、後見人としての矜持など、多くの事例に携わってこられた講師による公証人としての視点から
解説いただいた内容となっています。

「任意後見について」（₁時間40分）講師：公証人　小島　浩　氏
₁　はじめに～成年後見、任意後見制度の概要
₂　任意後見契約の締結～公正証書の作成
₃　移行型の権限乱用防止～遺言と任意後見
₄　�類似する他の制度との選択（任意・法定後見、信託）～任意後見契約の発効、
　　委任事務の遂行
₅　�後見人に就任直後にすべきこと～取扱いに悩む問題～任意後見契約の終了
　　～死後の事務～これからの課題等

「民事法務」カテゴリの新設について
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日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの） 102020.　　/Oct

広報部会
  【協議事項】
　⑴　次年度制度PRポスターについて
　⑵　制度70周年記念事業について
　⑶　ホームページ関連事項について
　⑷　日本行政関連事項について
　⑸　その他

国際・企業経営業務部
企業支援部門会議
  【協議事項】
　⑴　 Go Toトラベル事業への対応につ

いて
　⑵　その他

法教育推進委員会
  【協議事項】
　⑴　法教育の体制づくりについて
　⑵　省庁・外部団体との連携について
　⑶　法教育実践ガイドの改訂について
　⑷　中部地協からの質問について
　⑸　その他

登録委員会
  【登録審査】
　⑴　審査件数（123件）
　⑵　その他

行政書士制度あり方検討委員会
  【協議事項】
　⑴　本年度の事業推進について
　⑵　報告書のとりまとめについて
　⑶　単位会へのアンケートについて
　⑷　組織再編について
　⑸　その他

暴力団等排除対策委員会
  【協議事項】
　⑴　活動理念の検討について
　⑵　設置済単位会の活動状況について
　⑶　未設置単位会の活動状況について
　⑷　 関連団体への訪問、今後の対応につ

いて
　⑸　顧問の設置について
　⑹　その他

許認可業務部
建設・環境部門会議
  【協議事項】
　⑴　書籍の改訂について
　⑵　その他

電子申請推進委員会
  【協議事項】
　⑴　デジタル推進本部構想案について
　⑵　その他

総務部会（～15日）
  【協議事項】
　⑴　事業執行スケジュールの確認について
　⑵　総務部長会議について
　⑶　報酬額統計調査への対応について
　⑷　 行政書士制度70周年記念式典について
　⑸　その他

行政書士制度調査室会議
  【協議事項】
　⑴　 デジタル・ガバメント推進に係る提

言について
　⑵　 委員会等組織の見直し案に係る検討

について
　⑶　その他

全国総務部長会議

  日日
（金）（金）
222

  日日
（月）（月）
555

  日日
（火）（火）
666

  日日
（金）（金）
999

  日日
（水）（水）
777

  日日
（月）（月）
121212

  日日
（水）（水）
141414

  日日
（木）（木）
151515

  日日
（木）（木）
888

2020.12　No.577 17



日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）

正副会長会
  【協議事項】
　⑴　常任理事会の合議事項等について
　⑵　その他

常任理事会（～20日）
  【合議事項】
　⑴　理事会の議案等について
　⑵　 次年度行政書士制度PRポスターモ

デルについて
　⑶　 70周年記念パンフレット作成に係る

業者選定について
　⑷　 建設特定技能受入計画のオンライン

申請について
　⑸　 成年後見賠償責任補償制度の加入対

象者要件追記に係る検討について
　⑹　専門員の登用について
　⑺　日政連からの要請について
　⑻　その他

登録委員会
  【登録審査】
　⑴　審査件数（124件）
　⑵　その他

法改正推進本部会議
  【協議事項】
　⑴　各党議連向けの要望書について
　⑵　 法改正項目表の策定について
　⑶　その他

権利擁護推進委員会
  【協議事項】
　⑴　 行政書士が関与する権利擁護の理念・

方針案の策定について
　⑵　 四国地協との連絡会に関する質問・要

望事項等について
　⑶　その他

法規監察部会
  【協議事項】
　⑴　照会案件について
　⑵　監察案件について
　⑶　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

  日日
（水）（水）
212121

  日日
（木）（木）
292929

102020.　　/Oct

  日日
（月）（月）
191919

  日日
（火）（火）
202020
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「コスモス総務・財務委員会の紹介と活動について」

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
総務・財務委員長　木　原　早智子

　コスモスの総務・財務委員会は、委員長を含めた

５名で構成され、その名のとおり総務関連事務と

財務関連事務を担当しています。わかりやすく言う

と、会員に関することや会計に関することを主な業

務とするセクションです。例えば、会費未納者への

督促や会員資格喪失の手続なども総務・財務委員会

の役割です。主に委員会では、定款・諸規則の検証

及び協定書等の見直し、そして支部運営の支援・指

導といった事業を検討・協議しながら進めていま

す。

　現在、総務・財務委員会の活動の「タネ」の多く

は、各支部からの質問・要望（広報、研修、業務管

理関連を除く）や、支部運営上の様々な問題・悩み

です。支部運営を支援する事業の一つが、支部設置

規則の改正と支部規程モデルの作成です。支部規程

は各支部で定められていますが、その根拠となる支

部設置規則が改正されても以前のままであるなど、

不備のある支部規程が一部見受けられます。そうし

た支部に、支部設置規則に抵触せず、かつ、わかり

やすい支部規程に改正してもらうためにモデルを作

成することにしました。全国42支部もあると支部の

規模はバラバラで、当然ながら支部運営も多種多様

です。そのため、全支部の支部規程が同一内容とい

うのはあり得ず、一律なモデルは役には立ちませ

ん。そこで、工夫を凝らし、どの規模の支部でも実

情に合わせてアレンジできるよう、ガイドラインを

示したモデルに仕上げました。私自身、長く支部長

をしてきたので、本部の事業を行う際にも、支部長

の視点からも物事を捉えてみて、支部の運営が少し

でもスムーズになるようにと考えています。

　私は前任期においても総務・財務委員会に所属

し、当時から定款・諸規則の見直しに関わってきま

した。設立10年ともなると、制定時の規定が実情に

そぐわなかったり、周囲の環境変化により新たな規

定もしくは規則が必要になってきたりします。これ

に対応するための定款・諸規則の改正は前年度から

引き続き行われてきました。前年度は法規委員会を

設置して、総務・財務委員会から定款・諸規則の整

備など事業の一部を移管しました。しかし、総務・

財務委員会は会員や支部について規定する規則の見

直しを検討することが多く、実際には総務・財務委

員会と法規委員会のどちらが担当すべきか明確にし

づらい事業もあり、現在のところは共同して事業に

当たることもあります。そのため、双方の委員会の

委員長がもう一方の副委員長を兼任して、常に情報

共有しやすい体制にしています。

　どこの組織でも、総務というセクションは「何で

も屋」的なところがあります。定款施行規則の業務

分掌の規定にも「その他、他の委員会に属さない事

項」とあるように、コスモスでもどのセクションに

も属さないことは総務・財務委員会の仕事となりま

す。総務・財務委員会の活動は大変地味で目立たな

いものではありますが、当法人を支える屋台骨のよ

うな存在であると思って、今期も事業を推進してい

きます。
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危急時からwithコロナにおける後見等事務へ
～令和₂年を振り返る～

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

　令和２年は、世界中が新型コロナウイルス感染対

策に明け暮れた一年でした。

　１月15日、国内初となる感染者の発表がなされた

当初は、どこか他人事であった新型コロナウイルス

が驚くほどの速度で身近な猛威となり、日常生活へ

の影響も一気に拡大しました。マスク着用、手洗い、

消毒の徹底が求められる中、市中からマスク、除菌・

消毒用のスプレー、アルコールが姿を消し、４月７

日に７都府県を対象に発出された緊急事態宣言が、

４月16日には全国に拡大し、国内全ての地域におい

て不要不急の外出の制限、様々な活動の自粛が求め

られるに至りました。この時期は、目まぐるしい変

化についていくのが精一杯だったように思います。

　私たちコスモス会員も、この状況の変化に対する

べく、受任する案件ごとにヘルパー、ケアマネー

ジャー、御親族などの関係者と連絡を取り合い、安

全に後見等事務を継続することを模索していました

が、感染拡大のスピードや重症患者数、死亡者数の

急激な増大に加え、高齢者、基礎疾患を持つ方が重

症化しやすことが公表され、自らの行動に不安を

持っていた時期でもありました。

　初期の段階でとることができた対策方法はマスク

の着用、手洗い消毒の徹底でしたが、その後、緊急

事態宣言発出と合わせて不要不急の外出の自粛、三

密（密閉、密集、密接）の回避、人との接触を極力

控えること（ソーシャルディスタンスの確保）が明

らかになり、感染拡大防止のため何をすべきか、し

てはならないことは何かが、ある程度明確になり、

私たちの危急時における活動の基本が定まったよう

に思います。

　しかし、判断能力に欠く、あるいは不十分な方々

に毎日継続して行われる日常生活の介助・介護、通

院・受診などを自粛することはありません。後見等

を必要とする方々への支援は、不要不急ではなく要

至急の活動なのです。後見人等は身上保護と財産管

理を行うものであり、直接、日常生活の介助・介護

を行うものではありませんが、コスモス会員は少な

くとも月に１回以上、御本人様と直接面会し、心身

の状況、介護サービスの提供状況を観察・確認し、

御本人様とのコミュニケーションを試みます。意思

疎通がままならない方であっても後見人等が来るこ

とを楽しみにしている方も決して少なくはありませ

ん。直接の面会が禁止されてから10か月以上が経過

し、施設関係者から、御本人様が精神的に不安定に

なっているとの話を耳にすることが多くなってきた

ように感じます。

　危急時の対応から、withコロナ、コロナがある日

常において、これまで行っていた活動を再び行うた

めにはどのようにすれば良いのか、同じ活動ができ

ないならば、どのように代替して行くのか、御本人

様の意思を最大限に尊重し、その意思決定を支援し

ていくことは大きな課題でありながら将来解決すべ

き課題ではなく、今、解決していかなければならな

い課題です。

　困難な課題ではありますが、引き続き、コスモス

会員、コスモス執行部のみならず行政書士、各都

道府県行政書士会、日本行政書士会連合会が一体と

なって成年後見制度の推進に寄与するよう努めてま

いります。
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　年の瀬を迎え、本年も残すところあと
わずかになりましたが、今なお、コロナ禍という暗く長
いトンネルの出口は見えてきません。
　新型コロナウイルスは多くの犠牲をもたらすととも
に、年金受給者への給付金の支給に対する非難、自
粛警察による県外ナンバーの車への悪質な嫌がらせや
ネットでのデマの流布など人の醜い面をあらわにする
出来事が起きているとの報道は、まるでこの目に見え
ない新型ウイルスは体だけではなく、心まで蝕んでい
たようです。
　本年の世相を色濃く反映する「新語・流行語大賞
2020」のノミネートにおいても、「３密（三つの密）」
など感染拡大防止対策に関する言葉のほか、感染状況
に関わる「クラスター」、「濃厚接触者」、「ＰＣR検査」、

「アベノマスク」など新型コロナウイルスに関連する
言葉が半数を占める結果に納得する一方で、「さみし
さ」を感じずにはいられません。
　そんな中、赤いねじり鉢巻にオレンジのシャツ姿で、

「当たり前のことをさせてもらっているだけ」と全国各
地の災害現場に駆け付け、被災者と一緒になって復旧
作業に当たるスーパーボランティアと称される尾畠春
夫さんの緑綬褒章受章の話題は、きっと人の蝕まれた
心を動かしてくれると願ってやみません。
　もういい加減に「新型コロナウイルス」には自粛を
してもらいましょう。

御協力のお願い
～日本行政を正確 ·迅速にお届けするために～

　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。

広報部員のひとり言
from
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会員の動き
◆登録者数（令和₂年10月末日現在）
合　　計� 49,583名
内　　訳　　　　　　男 42,286名 女� 7,297名
・個人事務所開業　　男 40,514名 女� 6,702名
・行政書士法人社員　男 1,258名 女� 275名
・使用人行政書士　　男 514名 女� 320名

◆異動状況（令和₂年10月中の処理件数）
新規登録　合　計� 226名
　　　　　内　訳　　男 183名 女� 43名
登録抹消　合　計� 84名
　　　　　内　訳　　男 72名 女� 12名
　　　　　・廃　業 64名
　　　　　・死　亡 20名
　　　　　・その他 0名

◆法人会員（令和₂年10月末日現在）
法 人 事 務 所 数 � 966
・主たる事務所数（行政書士法人数）� 599
・従たる事務所数� 367

　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。
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