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トップメッセージ

行政書士制度70周年を
迎えるにあたって
令和３年２月22日、行政書士制度は70周年を迎えます。皆様とともに、このような記念すべき節目の年を
迎えることができ、大変嬉しく思います。
また、これまで行政書士制度の発展に寄与してこられた諸先輩方を始め、関係各位の並々ならぬ御努力に
思いを馳せますと、制度が歩んできた70年という重みに言葉では言い表せないほどの深い感慨を覚えます。
この場を借りて、関係の皆様に深甚なる敬意を表しますとともに、衷心より感謝を申し上げます。
さて、行政書士制度の歴史を振り返りますと、その起源は古く、諸説によれば江戸時代にまで遡ると言わ
れています。明治初期の太政官達「司法職務定制」による代書人制度に始まり、大正９年の内務省令第40号
「代書人規則」によって法制度として確立した後、昭和26年２月22日法律第４号として「行政書士法」が制
定されました。その後、数次の法改正を経て、今日に至りますが、この間、私たち行政書士は国民と行政の
架け橋として、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利
益の実現に貢献してまいりました。
過去には司法制度改革や行政改革、ときには規制緩和による業務独占廃止論が取り沙汰されるなど制度の
根幹を揺るがすかのような危機的状況に直面した時期もありましたが、それら時代の荒波をいくつも乗り越
え、そのたびに活動の幅を広げ、現在では全国に約５万人の会員を擁し、地域にとって必要不可欠な法律専
門職としての確固たる地位を築いています。
行政書士の業務に関しましても、社会の要請に応じて発展してまいりました。基幹業務である許認可業務
においては、以前にも増して高い専門性やコンサルティング能力が求められるようになり、また、社会の
複雑化・多様化に伴って、権利義務・事実証明に関する業務の需要が拡大しています。このほか、近年は
ADRや成年後見、公共嘱託、災害支援など社会貢献的側面を持つ業務の比重も高まりつつあります。
これに加えて、昨今ではデジタル化への対応を含め、社会生活の変化とともに、新たにクローズアップさ
れる業務もあり、今や法定業務にとどまらず、多方面にわたってその職能を生かすことが期待されています。
70年という時を経て、現代の高齢化や国際化に加え、国民の価値観が多様化した社会に適応し、国民に必
要とされる制度であり続けるために、私は今こそ、
「地域との共生」
「役所との共生」
「他士業者との共生」と
いう３つの共生、更には多様性のある社会の実現を目指し、
「多文化との共生」を標榜すべきと考えています。
これは行政書士の特性として、地域密着型であり、立場が異なる方々の間に立って合意を形成しながら手
続を進めていくという、未来志向型の業務特色に起因する考えです。
このような観点から、国や自治体に対し、共生社会の実現に向けた未来志向型の提言を積極的に行ってい
くことで、行政書士の存在感はより一層高まっていくものと思われます。今後、行政改革が推進することを
考えれば、このような取組の継続が行政機関の支援者としての位置付けを確かなものにしていくのではない
かと考えています。
また、行政書士の特性を色濃く反映した方針を打ち出すことによって、他士業者や関係団体等との相互理
解が進み、信頼関係の構築に役立つものと考えます。他士業者の中において認知度が上がり、連携が推進さ
れることで、国民に対しては新たな価値を提供し利便向上に資するだけではなく、業界にとっても受任業務
の安定・増加、社会全体への浸透促進に加え、結果として無資格者の排除にもつながるのではないかと考え
ています。
未だ終息の見えないコロナ禍の状況下ではありますが、いついかなる時代においても、国民の負託に応え、
国民の生活向上と社会の発展に寄与していくことが私たち行政書士の使命です。このことを意識し行動する
限り、行政書士制度は社会に必要とされ、確実に進化し続けることでしょう。
行政書士制度70周年に際し、輝かしい伝統を次世代に継承するためにも、私自身、今一度、過去の歴史を
教訓にして、更なる社会的地位の向上と制度の発展に全力で取り組んでいくことをお誓い申し上げます。
引き続き、御理解と御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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執行部から

行政書士制度に新たな価値の創出を
副会長

大塚

謙二

日頃から、皆様におかれましては日行連の事業運営に深い御理解と御支援を賜り誠にありがとうございま
す。心から感謝申し上げます。
さて、いよいよ令和２年度も終盤を迎えていますが、これまで日行連が「withコロナ」を踏まえた新たな
事業実施形態や生活様式を取り入れた施策を組織的に展開してきたこと、これが行政書士制度に新たな価値
を創出させる期待へと変容しつつあるようです。
昨年、我が国では菅義偉新政権が誕生し、デジタル・ガバメント推進を着実に図ることを目的にデジタル
庁の創設を決めました。私が担当している許認可業務部においても運輸交通部門、建設・環境部門、農地・
土地利用部門、社労税務・生活衛生部門の４部門全てにおいて、許認可手続に関するデジタル化の今後の対
応方針を策定することが喫緊の課題とされているところです。これに対処すべく、各部門では個別具体的に
関係省庁と制度設計に関する情報収集や要望活動に力を注いでいますが、将来の電子申請においては広範な
利便性と真正担保を両立させた適正かつ適法な代理システムの確立が求められており、そのためには、集積
してきた情報等を共有できる体制を確保し、総合的に分析、事業遂行に当たる必要があり、改めて日行連が
一丸となって同事業を推進していけるよう、許認可業務部ではその実現に寄与してまいる所存です。
また、担当委員会の一つであるＯＳＳ対策特別委員会に目を向けますと、政府の規制改革推進会議のワーキ
ンググループが、自動車保有関係手続のＯＳＳに関連する自動車保管場所証明申請（警察庁所管）、自動車税
環境性能割申告等手続（総務省所管）、自動車登録関係手続（国土交通省所管）を特に優先順位が高いオン
ライン利用率の大胆な引き上げ対象の手続に選定し、関係省庁に改めて高い目標設定を求めています。これ
までも各省庁に対しては日行連としての要望を行うなど、手続の円滑な実施に行政書士を利活用するようお
願いしてきたところですが、引き続き、同分野において国民の権利利益の実現に資することができる制度に
再構築されるよう関係方面に対し粘り強く交渉していく所存です。
そして本年度に入り、常住会長の方針の下、新たに設置された法教育推進委員会につきましては、当面の
目標として、法教育に触れるきっかけとなるよう、相談窓口の設置を行うなど、まだ法教育を実施していな
い単位会を支援する方策を提案したいと考えています。将来的には各単位会が、その意義や理念について掴
み、会得していただこうとするものです。
どの部門、委員会も私たち行政書士業務の根幹をなすものです。そして、それぞれの分野で「withコロナ」
や「デジタル化」がキーワードとされています。令和２年度の締め括りに向け、これらのキーワードを忘れ
ることなく各分野での施策提言に精一杯努力する所存です。何卒、御理解と御協力をよろしくお願いいたし
ます。
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行政書士70年の軌跡
昭和26年２月22日に行政書士法が公布され、本年で70周年を迎えました。行政書士は社会の調和を図り、
誠意をもって公正誠実に職務を行うことを通じ、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命
としています。今一度、歴史を振り返り、その使命を胸に「頼れる街の法律家」としての責務を果たしてまい
ります。

●行政書士制度の成り立ち

行政書士は、1951（昭和26）年の行政書士法成立によって制度化された国家資格者で、官公署への手
続や権利義務・事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。
その前身は、1872（明治5）年の太政官達「司法職務定制」による代書人制度でした。
代書人制度において、市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として
活動を行っていました。
明治30年代後半には、代書人を取り締まる「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められるよ
うになりました。1920（大正9）年11月、これら監督規定の統一化を目的として、内務省によって「代
書人規則」が定められました。
戦後、代書人規則は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」によ
り、1947（昭和22）年12月に失効しましたが、その後、住民の便益に向け法制化を求める社会の動き
を受け、1951（昭和26）年2月10日、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政
に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的（行政書士法第1条）と
した「行政書士法」が成立し、同月22日、法律第4号として公布され、3月1日から施行されました。
このようにして、行政書士制度は発足し、数次の法改正を経て、現在に至っています。

⾜ᨻ᭩ኈࡢ噞❶ࡣࠊ
ࢥࢫࣔࢫࡢⰼᘚࡢ୰
ࠕ⾜ࠖࡢᩥᏐࢆ㓄ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ
ㄪ┿ᚰࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、
国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一､ 行政書士は､使命に徹し､名誉を守り､国民の信頼に応える。
二､ 行政書士は､国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三､ 行政書士は､法令会則を守り､業務に精通し､公正誠実に職務を行う。
四､ 行政書士は､人格を磨き､良識と教養の陶冶を心がける。
五､ 行政書士は､相互の融和をはかり､信義に反してはならない。
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行政書士70年のあゆみ
昭和

26 年 ～ 平成 10 年
行政書士70年のあゆみ

昭和26年
昭和28年
昭和35年
昭和38年
昭和39年
昭和45年
昭和46年

昭和47年
昭和55年

昭和56年
昭和58年

昭和59年
昭和60年

昭和61年

昭和64年
平成₂年
平成₇年
平成₈年
平成₉年

平成10年
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行政書士法公布・施行
日本行政書士会連合会創立総会
行政書士法改正
・強制入会制度へ移行
琉球行政書士法施行
行政書士法改正
・実地調査に基づく図面類の作成を業に含める
法施行20周年記念大会
法制定20周年記念誌発刊
行政書士法改正
・登録事務が都道府県から行政書土会へ移管
・行 政書士会及び日本行政書士会連合会に法人格
が付与
・行政書士の責務に関する規定を新設
沖縄行政書士会が沖縄県行政書士会と会名変更
行政書士法改正
・提出手続代行、相談業務を業に含める
法制定30周年記念式典
法制定30周年記念誌発刊
日本行政書士政治連盟結成
行政書士法改正
・行政書士試験の国家試験への移行
・登録即入会制へ移行
行政書士会館竣工
全国行政書士事業団設立
行政書士法改正
・登 録事務が行政書士会から日本行政書士会連合
会へ移管
・日本行政書士会連合会に資格審査会を設置
法制定35周年記念式典
法制定35周年記念誌発刊
行政書士法改正
・軽微な会則変更は都道府県知事の認可を要しない
（日本行政書士会連合会の会則に対する自治大臣の

認可についても同様）
申請取次行政書士制度が発足
法制定40周年記念式典
法制定40周年記念誌発刊
法制定45周年記念式典
法制定45周年記念誌発刊
有
 限会社全行団設立
行政書士法改正
・目的規定の創設
・罰劃の強化
・欠格事由「破産者で復権を得ないもの」の追加
自治省に「行政書士制度のあり方に閲する懇談会」
が設置
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世界の流れ
昭和26年 サ
 ンフランシスコ講和会議が開かれ、サンフラン
シスコ平和条約と日米安全保障条約が結ばれる。
昭和28年

テレビ放送が開始する。

昭和35年 岸
 信介内閣が日米相互協力及び安全保障条約（新安
保条約）の批准を強行採決する。
国 民所得倍増計画が出され、高度経済成長政策
が進められる。
安保闘争が激化する。
昭和38年

ア メリカ・イギリス・ソ連の間で部分的核実験
停止条約が成立する。
ア
 メリカ大統領のケネディが遊説中に暗殺される。

昭和39年

東京オリンピックが開催される｡
東海道新幹線が開通する｡
アメリカで公民権法が制定される。

昭和45年

日本万国博覧会が開催される｡

昭和46年

沖縄返還協定が調印される。

昭和47年

沖縄返還が実現する。
日 中共同声明が発表され、中華人民共和国との
国交が正常化する。

（～昭和63年）
昭和55年 イラン＝イラク戦争が起こる。
初の衆参同日選挙。
モ スクワオリンピック、アメリカなど67ヶ国の
IOC加盟国が不参加を表明。
昭和56年

福井謙一がノーベル化学賞を受賞する。
チャールズ王子（英）、ダイアナ妃と結婚。

昭和58年

東京ディズニーランドオープン。
任天堂「ファミリーコンピュータ」
（ファミコン）
を発売。

昭和59年

ロサンゼルスオリンピック開催。
日本の平均寿命が男女とも世界一となる。
オーストラリアからコアラ₆頭が日本初上陸。

昭和60年

電電公社が民営化され、ＮＴＴが発足する。
専
 売公社が民営化され、日本たばこ産業株式会社
（ＪＴ）が発足する。

昭和61年

ソ 連のチェルノブイリ原子力発電所で爆発事故
が起こる。
男女雇用機会均等法施行。

平成元年

昭和天皇が崩御し、平成へと改元される。
中国で天安門事件（第₂次）が起こる。
ア ジア太平洋経済協力会議（APEC）が創設さ
れる。
ドイツ「ベルリンの壁」が崩壊。
消費税が導入される。

平成₂年

東西ドイツが統一される。
イラク軍がクウェートに侵攻する。

平成₃年

多国籍軍とイラク軍の間で湾岸戦争が起こる。
独
 立国家共同体（CIS）が成立し、ソ連が消滅する。

平成₄年

マーストリヒト条約が結ばれる。
湾岸戦争をきっかけとして、ＰＫＯ協力法案が成
立する。

平成₅年

日 本新党の細川護煕が非自民党₈党派連立内閣
を発足し、55年体制に幕を引く。

平成₆年

大江健三郎がノーベル文学賞を受賞する。
社 会党の村山富市が自民・社会・新党さきがけ
の₃党連立内閣をつくる。

平成₉年

香港がイギリスから中国へ返還される。
消費税が₃％から₅％に引き上げられる。

平成10年

長野オリンピック開催。

平成

11 年 ～ 令和３年
行政書士70年のあゆみ

平成11年

平成12年
平成13年

平成15年

平成17年
平成19年
平成20年

平成21年
平成22年

平成23年
平成26年
令和₂年

令和₃年

行政書士法改正
・行 政書士試験施行に関する事務が都道府県知事
の自治事務へ移行
・指定試験機関制度の導入
・受験資格要件の廃止
・行 政書士会及び日本行政書士会連合会の会則よ
り報酬規定を除外
・行 政書士会及び日本行政書士会連合会に報酬に
関する統計の作成及び公表に関する努力義務を
課す
 政書士試験の施行に関する定め（自治省告示第250号）
行
制定
財団法人行政書士試験研究センター設立
制度50周年記念フォーラムの開催（名古屋）
（NHK教育テレビ「金曜フォーラム」で放送）
制度50周年記念式典・天皇皇后両陛下御臨席
制度50周年記念講演会
制度50周年記念祝宴開催
制度50周年記念郵便切手発行
記念誌「行政書士五十年史」発刊
行政書士法改正
・目的規定の整備
・代理権の付与
・行政書士証票の導入
行政書士法改正
・行政書士法人制度の創設
・研修等の努力義務を課す
・懲戒手続に関する規定の整備
・罰則に関する規定の整備
日本行政書士会連合会研修センター開講記念式典
行
 政書士試験の施行に閲する定め（総務省告示1098号）
改正
法制定55周年記念式典
日本行政書士会連合会中央研修所を設置
行政書士法改正
・聴聞・弁明手続代理業務の明定
・欠格事由に関する規定の整備
・懲戒手続に関する規定の整備
・罰則に関する規定の整備
行政書士ADRセンターの設立運営開始
法制定60周年記念式典
行政書士会が行う官民からの業務受託について
総務省の有権解釈により事実上担保される
一 般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
設立
日 本行政書士会連合会被災者相談センター福島事
務所を開所
行政書士法改正
・特定行政書士に行政不服審査の手続代理権が付与
日本行政書士会連合会事務局の移転
行政書士法改正
・目 的規定に「国民の権利利益の実現に資するこ
と」を明記
・一人行政書士法人の許容
・行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
制度70周年記念式典（予定）

世界の流れ
平成12年

北朝鮮と韓国による南北首脳会談が実現する。
白川英樹がノーベル化学賞を受賞する。

平成13年

野依良治がノーベル化学賞を受賞する。

平成14年

田 中耕一がノーベル化学賞、小柴昌俊がノーベ
ル物理学賞を受賞する。

平成15年 小
 惑星探査機「はやぶさ」打ち上げ（2010年₆月
13日地球に帰還）。
アジアでSARS集団発生。
平成16年

アテネオリンピック開催。

平成17年

香港ディズニーランドが開業。

平成20年

第92代首相に麻生太郎就任。
北京オリンピック開催。
主要国首脳会議（G8サミット）が北海道洞爺湖
町で開催。

平成21年

第93代鳩山由紀夫内閣成立。
第44代アメリカ合衆国大統領にバラク・オバマ
が就任。ノーベル平和賞を受賞。

平成22年

根岸英一、鈴木章がノーベル化学賞を受賞する。
小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還。

平成23年

東日本大震災発生。
世界人口が70億人に達する。

平成24年

山中伸弥がノーベル生理学・医学賞を受賞する。
東京スカイツリーが開業。
ロンドンオリンピック開催。

平成25年

富士山が世界文化遺産に登録。
和食が無形文化遺産に登録。
長嶋茂雄と松井秀喜が国民栄誉賞を受賞する。
韓国 朴槿恵が同国初の女性大統領として就任。

平成26年

赤 崎勇、天野浩、中村修二がノーベル物理学賞
を受賞する。
消費税が₅%から₈%に引き上げられる。
富 岡製糸場と絹産業遺産群の世界文化遺産登録
決定。
ソチオリンピック開催。

平成27年

大 村智がノーベル生理学・医学賞、梶田隆章が
ノーベル物理学賞を受賞する。
ラグビーＷ杯にて日本₃勝。
パリ同時テロ130人死亡。
北陸新幹線開業。
安全保障関連法が成立。

平成28年

マイナンバー運用開始。
北海道新幹線が開業
熊本地震発生。
選挙権が１８歳以上に引き上げられる。

平成29年

14歳棋士、藤井聡太四段が29連勝の新記録。
トランプ米大統領が就任。

平成30年

平昌オリンピック開催。
西日本豪雨発生。
史上初の米朝首脳会談。

令和元年

令和に改元。憲政史上初の生前退位。
消費税が10%（標準税率）になる。

令和₂年

新型コロナウイルスが全世界で大流行。
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日本行政書士会連合会

歴代会長

日本行政書士会連合会は、行政書士法の施行を受け昭和28年に創設されました。現在は、全国47都道府県に設立されて
いる行政書士会によって組織されています。70年のあゆみを振り返るとともに、歴代の会長を御紹介いたします。

初 代
安藤 治右衛門

(S28.2.22～S28.8.8)

第６代
浅井 光義

第₂代
沓間 萬章

(S28.8.9～S30.6.25)

第７代
橋本 雅晴

第₃代
吉村 勇

第４代
橋本 雅晴

第５代
清丸 顕雄

(S30.6.26～S35.12.10)

(S35.12.11～S39.7.25)

(S39.7.26～S40.7.24)
(S40.12.10～S41.4.15)

第８代
鈴木 金蔵

第９代
佐藤 義哉

第10代
後藤 佐

(S41.4.16～S43.5.14)

(S43.5.15～S46.6.13)

(S46.6.14～S52.6.21)

(S52.6.22～H2.4.20)

(H2.6.1～H3.6.19)

第11代
眞達 格

第12代
住吉 和夫

第13代
盛武 隆

第14代
宮内 一三

第15代
宮本 達夫

(H3.6.20～H5.6.17)

(H5.6.18～H9.6.20)

(H9.6.21～H15.6.27)

第16代
北山 孝次

第17代
遠田 和夫

第18代
常住 豊

(H21.6.20～H27.6.19)
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(H27.6.20～R1.6.21)

(R1.6.22～現在)

(H15.6.28～H19.6.22)

(H19.6.23～H21.6.19)

行政書士制度70周年に寄せて

～歴代会長からのメッセージ～

※今回、日行連の歴代会長で現役の行政書士である皆様にお祝いのメッセージをいただきました。
第12代会長
住吉
（H5.6.18～H9.6.20）

和夫

お陰様で行政書士制度70周年を迎えることができました。夢見る思いです。私は50
年前、先輩の行政書士が行う河川敷売り払い申請の姿に魅せられて行政書士になりま
した。
昔のことを書かせていただきます。
行政書士になった当時は自動車の仕事が行政書士業務の主流で、車庫証明業務で行政書士の社会的地位を
築きました。同郷の鈴木金蔵会長の時代です。佐藤義哉会長時代には、行政書士制度を政治家の皆様に理解
していただく事業を展開し、特に中曾根康弘総理大臣にはお世話になりました。
私は行政書士業務を社会に周知することに力を注ぎました。
行政学の権威・原田尚彦一橋大学教授に日行連の顧問をお願いしました。次に経済学者・堺屋太一先生の
講演会を日比谷公会堂で開催、言語学者・金田一春彦先生に行政書士倫理綱領の監修をいただくなど、行政
書士制度を広める事業を進めました。
少しパフォーマンスに過ぎましたが、70周年の記念として歴史の一齣を紹介させていただきました。
今、社会と国民の生活は想像もつかない変革期を迎えています。大企業はますます大きくなり、また世界
的になります。しかしその根底には庶民がおり、企業を支えています。更に国民の生活文化は大転換期に入
ります。日本古来の先祖を中心とした生活と伝統は大きく変わり、先が見えません。
これからの行政書士は、単に技術を学ぶだけでは対処できない時が来ると考えます。日本の伝統文化と共
に世界的な価値観と道徳を学ぶ時代が来たと考えています。

第13代会長

盛武

（H9.6.21～H15.6.27）

隆

コロナ社会は働き方改革やデジタル化、規制緩和を加速させ、国民生活や経済活動を
激変した。行政書士制度をこの時代の新しい創造マシーンとするにはいかにすべきか。
デジタル社会では、非資格者がAIを駆使した、多種多様なアプリ等により資格者の
業務独占領域への新規参入が始まっている。国民が資格者より付加価値の優れたアプ
リを選択する脱士業の時代を迎えている。
行政書士が、国民や経済社会に提供すべきサービスとは何か。行政書士の士業界における優位戦略とは何
か。それはデジタルデータサイエンティストとして先端技術を網羅したオンライン上の士業コミュニティー
を創設し、行政書士界が業務連携した資格市場をリードするシステム戦略的政策を構築することである。
日行連が士業の枠を超えたサービスと付加価値を国民に提供するプラットフォーマーになることで、資格
者業界のトップリーダーとして士業秩序を作り上げることができる。
日行連も全国行政書士会も、既に実現の第一歩を踏み出している。国や地方自治体等、いわゆる官公署に
提出する書類や事実証明、それに代わる電磁的記録への行政書士代理人欄の設置要望施策である。いま、非
資格者が行う手続によって、国民の被害が社会問題化しているこの時に、地方議会、国会への行政書士の記
名押印欄の設置請願は、法の目的である「国民の権利利益の実現に資すること。
」の実現にかなうものである。
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第14代会長

宮内

（H15.6.28～H19.6.22）

一三

行政書士法が公布、施行されてから、本年で70周年を迎えることとなりました。
一行政書士として誇らしく、また、会務に携わらせていただいた者としては非常に
感慨深いものがあります。
思えば、昭和48年に登録・開業して以来、昭和、平成そして令和という３つの時代
を行政書士として制度と共に歩んでまいりました。自らの業務に日々奮闘する中で、私なりに制度の発展に
貢献したいとの思いから会の活動にも積極的に参画し、東京都行政書士会及び日本行政書士会連合会の理
事、副会長そして会長を務めさせていただきました。
在職期間中には、行政改革・司法制度改革による業務独占資格の廃止論など制度存続の危機に直面した苦
い思い出もありますが、一方で、行政書士制度50周年には、記念式典に天皇皇后両陛下の御臨席を賜るとい
う大変名誉な喜びもありました。
あれから20年。悲願であった行政不服申立代理権を付与された特定行政書士が誕生し、平成15年の法改正
で実現した行政書士法人は、先の法改正を受けて本年６月からは一人法人が認められるなど、瞬く間に過ぎ
たように感じるこの間にも、行政書士制度は着実に発展を続けてきていることを改めて実感し、嬉しく思い
ます。
この70周年の節目が、更なる制度発展のために新たな一歩を踏み出す契機となることを祈念しております。

第15代会長

宮本

（H19.6.23～H21.6.19）

達夫

行政書士制度70周年を迎えることができましたことを心よりお慶び申し上げます。
今日の発展に寄与されました方々の御努力に、深く感謝申し上げる次第です。
「記念特集号」発刊にあたり、私が日行連会長を職務していた往時を思い出し、お
話申し上げたいと思います。
時代背景として、規制緩和推進計画が閣議決定されており、行政書士業務の見直しを求められていました。
当時、日行連会長が兼務していた日政連会長を独立させることができ、それにより、各政党への相談ごと
が大変スムーズになりました。加えて他士業団体との交流も再開され、行政書士制度に対し一層の御理解を
賜ることにつながりました。
加えて、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（ADR法）」の認証取得に際しては、各関係者
の御理解を賜り、無事「行政書士ADRセンター」の運営及び手続が実施される運びとなりました。
このことは、兼任会長を分けたことにより、各方面に力を集中できたためと思っております。
結びに、70周年という大きな節目を契機としまして、会員の団結を強められ日本行政書士会連合会の御発
展を祈念いたしますとともに、皆様方の御活躍、御健勝を祈念いたしまして、私のお祝いの言葉といたします。
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第16代会長

北山

（H21.6.20～H27.6.19）

孝次

昭和26年２月22日に行政書士法が公布され、本年で70周年を迎えます。
法制定以来数次にわたる行政書士法の改正を経て、現在の行政書士法があります。
当初の「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の作成」
を職務とする業務規定から、「提出手続の代理」
「相談業務」が追加され、「電子文書の
作成」
「聴聞・弁明の代理」が業務として定められ、私の会長の時に、行政不服審査法の大改正に合わせるよ
うに国会議員の先生を始め関係各位の御理解御支援のもとに「行政不服申立代理権」が法定化されました。
行政書士を取り巻く環境は、いつの時代にも厳しいものがあり、他士業との業際だけでなく、各種業界と
の問題も抱えています。「自動車の登録・車庫証明問題」や規制改革の中での「行政書士の業務独占廃止問
題」など行政書士の存続を危うくする危険性を秘めています。
時代は、ＩＴの時代になり、行政手続も電子化され、簡素化がされてきています。菅内閣になり、再び行
政改革やデジタル化が大きく進んでいくことでしょう。
行政書士の仕事は、今までの70年の間、電子化や規制改革に伴う簡素化などが行われていましたが、基本
的なところではそれほど大きな変革が行われたというところまで来ていません。今後10年くらいの間に、早
ければ５年くらいで大きな変革が訪れると考えなければならないでしょう。
日行連においては、そのような流れの中で、行政書士の更なる資質向上とコンプライアンスの確立を図り、
行政と国民から信頼され、必要とされる存在となれるように指針を定め、具体的施策を推進されることを期
待しております。

第17代会長

遠田

（H27.6.20～R1.6.21）

和夫

行政書士制度は、本年２月で法制定から70周年を迎えます。
華やかな喜ばしさを感じるとともに、身の引き締まる思いを抱きます。
私が日本行政書士会連合会の会長を務めさせていただいた際、この歴史を常々背中
に感じながら、制度の発展、地位向上に向けて、努力してまいりました。
特に、行政書士法の目的規定に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記することなどを内容とする
法改正の実現にあたっては、会員の皆様、国会議員の皆様、関係省庁の皆様とともに検討・推進し、それを
現在の常住会長が引き継いで、形にしてくれました。諸先輩方により築き上げられてきたこの制度に、また
一つ歴史が刻まれることとなり、関係各位には感謝の想いでいっぱいです。この法改正による実りを、会員
が一丸となって是非育てていってほしいと願っています。
この先も80、90そして100周年と、行政書士制度はその社会的役割を担っていくものと思います。一方、
100周年を迎える未来はどのような社会になっているか、想像することは容易ではありません。
だからこそ、社会の変革と国民の要請に柔軟に対応し、常に将来のビジョンを持ち、それに向かって行動
していくことの大切さを、最近とみに実感しています。
「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし。故に、
夢なき者に成功なし。」
（吉田松陰）
歴史への誇りを胸に、夢を持ち、また一歩、歩みを進めましょう。
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スペシャルリポート 寄稿

“まちの法律家”行政書士職の繁栄を祝う
―行政書士法70周年にちなんで
東京都立大学名誉教授
格・登録者に含まれつつあることが留意され

はじめに
― ― 登録行政書士の₅万人規模を支えるもの

てよかろう。
３）たまたま筆者は、1997年度から東京都行政書
士会の顧問を仰せつかり、98年の行政書士法

１）
「行政書士」職が法定されたのは、1951年の行

制の立法改革に携った後、同年10月からの「試

政書士法によってで、その70周年に当たる2021

験研究センター」試験の初代委員長を務める次

年までの間における同法の諸改正を踏まえて、

第となった。そして、試験委員長退任直後から

“まちの法律家”行政書士職は歴史社会的な発

『行政書士法コンメンタール』を書き下ろし出

展を遂げてきている。

版させてもらっており（北樹出版、2004年初版、

 元来、法的専門士業の中で、
「行政書士」は、

2019年新10版）、行政書士の皆様に数多く御熟

司法書士・税理士・社会保険労務士などのよ

読いただき感謝申し上げている。

うに業務分野が限定されず、行政手続代理のほ

 こうした筆者にとっては、行政書士法70周年

か民事「権利義務」業務にも通ずる点で、弁護

の今日、「行政書士」の登録者が５万人規模に

士に準ずる一般法律専門職に当たる。

達しているという繁栄を支えているはずの制

 ただし、
“訴訟代理”弁護士に比べて法律専

度状況の要因を、本論において法学的に分かり

門度が下がるだけ、“まちの法律家”として住

やすく分説したいと思う。

民生活や事業実務に日常的に役立つ「法律事
務」代理に任じているのだと目されている。
２）しかし、今日の「行政書士」登録者が５万人
規模に達しつつあることは、資格試験制との関
わりで弁護士と比較評価されても、一般法律職
としての繁栄を全国的に象徴しているであろう。
 後で本論として論ずるように、2000・平成12
年から始まった「行政書士試験研究センター」
試験の合格者を主に、
「行政書士」登録者・「行
政書士会」の会員が2001・平成13年１月に約3.5
万人だったのが、2020・令和２年11月には4.9
万人超えとなっている（『月刊日本行政』2021
年１月号52頁に、2020年11月末には49,701人と
報ぜられた）。
 これは、弁護士の登録者数が、1999・平成11
年の約1.6万人から、2003年以降の法科大学院・
現司法試験制を経た2020年の4.2万人超え（日
弁連『自由と正義』同年10月号54頁・同年７月
末日に42,116人）に上ったと報ぜられるのと比
べても、誠に興味深い。わけても、法科大学院
修了の「法務博士」が相当数、行政書士試験合

10
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 政書士試験の国家事務化から
行
指定センター試験制へ

― ― 行政書士の全国通用資格を支える試験制度の
改革史

１）行政書士法（以下、適宜「本法・書士法」と
いう。）当初の、都道府県知事による行政書士
試験に基づく行政書士資格は、各都道府県の区
域内に限られていた。
 それを全国通用資格に改革する1983年の本
法改正によって、「試験を行う」主体が自治大
臣と書かれ、ただし都道府県知事への「機関委
任事務」と定められるに至った。
 ところが、1999年地方分権改正の本法によっ
て、「試験の施行」が国の機関委任事務から都
道府県の「自治事務」に戻され、ただし「総務
大臣が定める」試験編制として、指定機関であ
る「行政書士試験研究センター」への施行委任
が可能と定められた（現３条１項、４条１項）。
そして「行政書士試験合格証」は、大臣と知事

告示）
。
２） そもそも「行政書士」士業は、戦前の代書

１項２号・第２項）
２）行政書士法が当初的に規定していた官公署提
出書類の作成（１条の２第１項）は、独占業務

人以来他の士業職と違って主に各地方業務と

だが“事実行為代行”であった。

して自然成長したという特色があり（地域密

 それに対し、今世紀における行政書士法の上

着型）、第二次世界大戦後の「行政書士法」も、

記改正による法認業務と解されるのは、法律効

日本行政書士政治連盟（日政連、1981年以降）

果を伴う“法律行為代理”という「法律事務」

を含む自主的立法運動に基づく改正を経てき

なのである。

ており、上記の試験制度が国・自治省の政府提

 それはしかも、「行政処分」手続と「契約」

案改正立法に依ったのは異例であった（兼子仁

手続の代理にわたり、民事「契約代理」も行政

『行政書士法コンメンタール』新10版８～11頁、

書士の伝統的な業務とされる（1920・大正９年

67～71頁、参考）。

内務省令・代書人規則で「権利義務」書類作成

 しかし、そうしてもたらされた指定国家試験

が共同独占業務と位置付けられていた）。今日、

制は、今後とも行政書士登録者を増やしてい

民事契約代理の専門資格は、行政書士試験中の

くであろう。そして、
「日本行政書士会連合会」

「民・商法」科目で裏付けられている。

（以下、「日行連」という。）は、試験「指定機

 もっとも、大手の契約例とされる交通事故示

関」となった試験研究センターの法人設立者と

談や遺産分割協議の取りまとめにあっては、後

して働いたわけであった。

述する弁護士法72条にいう紛争「法律事件」に

３）もっとも、無試験で行政書士の資格を有する

関与しない範囲にとどまらなくてはならない。

者に、行政公務員の長期「行政事務」担当者

３）それ以上に、許認可等の「行政処分」手続と

（高校卒17年以上、本法２条６号）が位置付け

しての「申請」代理は、申請の「受理」効果を

られているという問題がある。

目指すわけで、文書提出より以上の法律事務に

 これは、行政書士業務が自治体行政に日常コ

ほかならない。

ミットしてその専門性を地域的に生かしてい

 そこにおいて実は、申請代理人書士にとっ

ることと連なっているわけだが、今後に争訟代

ては、処分行政庁との「口頭」協議によって、

理職として弁護士と協働していけるためには、

申請「受理」と望ましい許認可処分内容を目指

試験制度の再改革に連なる行政公務員退職者

すという、「口頭」代理法律行為がむしろ肝要

の新入会員研修の役割がそこに絡んでいよう。

なのである。
 とはいえ、
「口頭」業務が大事なのは、
「聴聞」

₂ “まちの法律家”ら

しい代理「法律
事務」の拡充
― ― 業際問題を乗り越えて
（₁）行政書士法改正に示された「代理」法律事務
の法定
１）1993年「行政手続法」を踏まえた行政書士法
の諸改正が、以下のように行政書士の法律行為
「代理」業務を法定するところとなったと解され
る（前掲コンメンタール34頁以下、参考）
。
① 2001年――官公署「書類提出手続の代
理」、
「契約」書類の「代理人作成」
（行政書
士法１条の３第１項１号・３号）
② 2008年――「聴聞」・申請手続の「代理」
（行政書士法１条の３第１項１号）

代理の方に違いない。事業停止命令や許認可
取消処分といった「不利益処分」に先立つ「聴
聞」にあっては、弁明書を出すだけの「弁明の
機会」とは違って、処分行政庁との協議に及ぶ
「口頭」意思表示代理が重要になる。
 このように行政書士にとって「口頭」業務
は大事なのだが、本来、依頼者住民がアプロー
チしてくる「相談」業務（書士法１条の３第１
項４号）において、まず明らかだろう。
 法律専門職としては、書類作成において専
門性が顕著と思われやすいが、弁護士の法廷
弁論に代表されるとおり、行政書士の「相談」
や申請・聴聞「代理」に伴う「口頭」業務こそ、
専門的な報酬源に値しているはずなのだ。

③ 2014年――「特定行政書士」の行政「不
服申立て」代理権（行政書士法１条の３第
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の共同著名・公印づきとされる（同年の自治省
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の２第１項）。

（₂）
「特定行政書士」に対する行政「不服申立て」


 司法書士にあっては、司法書士法（2002年改

代理権の創設

正）によって、簡易裁判所での一定民事訴訟代

１） 申請拒否・受理不作為や許認可停止・取消

理権までが特別法定されている。

しなどの不利益的処分等に対する不服申立て・

 こうして見ると現行法では、行政書士の訴訟

「審査請求」代理は、紛争「法律事件」に関わ

代理適格は不十分と目されており、争訟代理で

るため、後述する弁護士法72条によって特別法

あるADR調停申込代理を含めて将来テーマに

律根拠が不可欠と定められた事項に当たる。
 2014年改正の書士法１条の３第１項２号は、
「行政不服審査」に臨む「不服申立て」代理権

残されてしまっている。
３）
「司法書士」業務との関係では、「登記」申請
代理は司法書士の独占ゆえ（司法書士法73条１

（“行服代理権”）を特別法定したもので、しか

項）、行政書士は為しえない。他方、登記申請

も当面、行服代理は日行連の特別研修課程を

添付書類であっても、不動産売買・賃貸借契約

修了した「特定行政書士」のみに授権されてい

書の作成代理の方は弁護士・行政書士の共同

る（同条第２項）。この日行連研修制度の大改

独占と解される。

革によって、将来「行政書士」全員が行服代理

 なお、2017年不動産登記規則の改正によっ

できるような法改正が望まれるところである。

て、「法定相続情報一覧図」の登記所保管・写

２）本来、
“行服代理”は、行政処分の申請・聴

し交付申出の代理は、他士業者とともに行政書

聞代理に次ぐワンストップサービスのはずな

士も共同業務と新規定され、所有者調査の手立

ので、現書士法下で、一般行政書士が申請・聴

てと注目されている（法務省令247条１・２項。

聞代理をしたケースの“行服”代理を「特定行

前掲コンメンタール30～31頁、参考）。

政書士」だけに委ねなくてはならないようで
は、正に「行政書士」職の専門資格レベルの向
上が問われるのだと言えよう。
（₃）弁護士・税理士・司法書士との業際問題をめ
ぐって
１） 弁護士法72条本文によると、「弁護士……で
ない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、……
行政庁に対する不服申立事件その他一般の法
律事件に関して……代理……その他の法律事
務を取り扱（う）ことを業とすることができ
ない」。ここにいう「法律事件」は“法的紛争
事件”と解釈するのが、文理上も条理上も正
しいであろう（前掲コンメンタール52～54頁、
参考）。
 そして、同条本文に続くただし書きで、「他
の法律に別段の定めがある場合は、この限りで
ない」とされ、それに該当した一例が、特定行
政書士の“行服代理”である。それに比して
行政書士会が現に取り組んでいるADR調停人
の資格認定はADR法で根拠付けられているが、
調停申込代理には目下のところ法定根拠がな
い（前掲コンメンタール55・56頁、参考）。
２）それに対し、税理士は税務訴訟に弁護士代理
人の「補佐人」として出廷陳述できる、と税理
士法改正で裏付けられている（2001年改正２条
12
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 都道府県「行政書士会」の地
各
域的業務指導と“日行連”の総
括活動

１）
“まちの法律家”行政書士と言う場合の“ま
ち”とは、商店街・オフィス地区の都市「街」
中と、農林地方町村内とを指していよう。
 いずれにしてもその場合の書士業務は、「行
政書士会」が各府県内で仕切っている下で、各
“まち”の地域的活動として行われている事実
を意味する。
 「行政書士事務所」の多くが書士の自宅営業
であっても、その地域的業務実態は、住民生活
や事業実務の日常的代理として、地方弁護士事
務所とのプラス落差を示していると知られる。
 都道府県弁護士会の実勢は、大都市圏に集
中し、地方府県の弁護士会との落差が著しかっ
た点は、都道府県行政書士会が全国各地方にわ
たって書士会員数を相当に確保している実情
に示されていよう（上述のように全国登録者数
の規模が今日かなり似ていても、地方分散状況
に大きな差が存した）。
 行政書士事務所に若手書士が「使用人として
勤務する」仕組み（2003年改正法１条の４）は、
この地方分散増を後押ししていると認められる。

その働きは下記のように整理されよう。

していないのに、行政書士法は事務所「補助

① 日行連は1985年から行政書士を所管名

者」を根拠付け（19条の３、「従業者」の守秘

簿に「登録」させる機関であり（書士法

義務。後述する日行連の補助者章も）、その補

６条１・２項。８条１項の事務所登録も）、

助的働きも行政書士業の地方分散の一助であ

不適格者の登録拒否を議決する「資格審査

ろう。

会」を設けている（６条の２第２項．18条

２）改めて、都道府県“単位会”としての「行政

の４第１項）。不正行為者には登録取消処

書士会」制は、1971年単位会登録制から85年に

分をしなくてはならない（６条の５）。

“日行連”
「登録」制へ昇化しても、依然繁栄し

 これにより日行連は、行政書士の専門資

続け、2003年・書士事務所「法人」化による

格を公証しており、「行政書士証票」の交

複数事務所制のメリットをも示していよう（な

付（６条の２第４項。会則に基づく「行政

お、2019年・条件付き１人法人制）。

書士登録証」も）、
「行政書士徽章」と「補

 1999年・地方分権改革法制に基づく「地域」

助者章」の着用義務（徽章会則３条・７

自治体行政とのコミットが、各地域の「行政書

条）がそれを目立たせている。

士」業務を活性化させてきた（兼子仁『地域自

② 日行連の会則を守ることは行政書士の

治の行政法』北樹出版、2017年、103～106頁、

法定「義務」であり（書士法13条）、会則

参考）。各単位会による自治体行政への直接貢

順守の指導が単位会のそれと並んで、書士

献が盛んな様子はもとよりである（庁内無料相

業務の信用・品位確保を裏付ける（前掲コ

談会の受託、各種委員推薦など）。

ンメンタール115頁、参考）。

３）そもそも行政書士の事務所所在地の単位会の

（2006年日行
 そこには、「行政書士倫理」

「入会」は、単位会経由の日行連「登録」を受

連制定）における、依頼者にかかる書士業

けた時に成る（書士法６条の２、16条の５第１

務規律が深く関わっていよう。

項）。そして各単位会の「会員」書士に対する

③ 日行連の「研修」を受ける書士責務（書

指導・監督が、行政書士業務の適正・公正を日

士法2003年改正13条の２。単位会研修と並

常的に保証していることは間違いなかろう。

んで）が、書士業務の適正・公正を支える

 その具体的仕組みは、次に論ずる“日行連”

力も当然大きい（倫理研修を含めて、前掲

による書士「登録・研修」制を別にすると、単

コンメンタール116・117頁、参考）。

位会の重要な働きは以下のようであろう。

 2007年設置の「中央研修所」が、新入会

① 行政書士の報酬額掲示・会費納入・帳

員研修を始め、2014年法改正に基づく“行

簿備付けや事務所・補助者の届出等をめ

服代理権”に関する「特定行政書士法定研

・業務
ぐって、会則に基づく「業務研修」

修」
（１条の３第２項）が加わって重きを成

調査指導（前掲コンメンタール105～109

している。

頁、参考）。

 なお、2005年入管法施行規則改正に基づ

② 都道府県知事に対する年次会員事項報

く日行連の「申請取次行政書士」管理委員

告及び会員書士懲戒事項報告（書士法17条

会による実務研修会が、地方入管局長への

１・２項）など（前掲コンメンタール163・

届出要件となっている（前掲コンメンター

164頁、171頁、参考）。ここには、2004年

ル39頁、参考）。ここでは、取次書士が入

改正で創られた、一般住民からの知事に対

国外国人の出頭に代って入管申請代理で

する行政書士「懲戒請求」制が深く関わっ

きるという、国際的メリットを示す。

ていよう。
４）日行連は、専門士業の全国団体として、単位
会を媒介に、各行政書士の専門的業務責任につ
いて指導・総括し、全国書士の社会的責任体
制を保証する立場にある。上述した業際問題に
ついて関係他団体と協議することを別として、

₄

 ジタル行政・事業をサポート
デ
するデジタル書士業務を進める

１）国の「デジタル庁」創設及び後述のスーパー
シティ法に象徴されるデジタル化時代に、行政
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 また、弁護士法が法律事務所員について規定

スペシャルリポート 寄稿
書士の専門業務もデジタル手続に深くつなが

備事業」が新規定され（西上治「国家戦略特

らなくてはならない。

別区域法の一部改正 ― ― いわゆるスーパーシ

 既に早く行政書士法の2002年改正によって、

ティ法」有斐閣『法学教室』2020年11月号49頁

行政手続オンライン化法（「行政手続等におけ

以下、参考）、これは行政書士の先端デジタル

る情報通信の技術の利用に関する法律」）に関

業務を進展させるに違いない。

連して、行政書士の作成業務対象に「電磁的記

３）そもそも、前述した行政申請代理手続のオン

録」が規定された（書士法１条の２第１項括弧

ライン化は、行政書士のデジタル専門性に支え

書き）。

られるとともに、その一層の向上を求めていよう。

 しかしそれとともに、今世紀の書士法改正で

 その際に、申請代理手続がデジタルガバメン

法定された「代理」法律事務には、前述した

トとして諸行政部門間でワンストップサービ

「口頭」の相談・協議が関連し、そのデジタル・

ス（OSS）化しているようだと、電子証明行政

オンラインにあっては「メール交換」として

書士のデジタル手続専門性もそれに即応する

可視化される次第となり、これは文書作成と

ことが当然に違いない。

口頭業務の合流とも申せよう。そうした「メー

 加えて、先に述べた「メ―ル交換」における

ル交換」では、情報表現に書類作成に類する書

表現法の工夫が、書類とオンラインデータとの

士の専門性が生かされる必要が大であろう。

比較・調整としてコンプライアンス上も肝要

２） 加えて、今日のデジタルガバメントとして、
行政及び民間事業における「デジタル手続」に

 この点は、スマートフォンを含めてデジタ

コミットする行政書士の“デジタル業務体制”

ル表現の専門レベルを問われる行政書士職に

が大いに専門性の向上を求められていよう。

とって、重要な研修テーマであろう。事務所

 既に、2000年の電子署名法（「電子署名及び

「補助者」の業務補助にあっても、タッチしや

認証業務に関する法律」）に基づく、「公開鍵

すいデジタルデータとなるが故に、行政書士職

暗号」方式による電子署名・デジタル署名が、

の専門的指導・監督においてしっかり踏まえ

行政手続における代理電子申請を裏付ける「電

ている必要があると考えられるのである。

子委任状」制を生み出した。
 2004年には日本商工会議所発行の「行政書士
電子証明書」が、日行連認定を受けて広まった
（日行連「行政書士電子証明書の発行開始につ
いて」
『月刊日本行政』同年４月号31頁）。2010
年からは、日行連認証局下の東京都行政書士会
が電子入札コアシステム認証局として「ICカー
ド電子証明書」を発行している（『行政書士と
うきょう』2009年11月号７頁）。
 さらに、2019年末の法改正による“デジタル
手続法”
（前記・行政手続オンライン化法改め
「情報通信技術を活用した行政の推進に関する
法律」）に基づいて、行政手続のオンライン化
が進展し、行政書士電子証明書を用いた申請代
理では、住民票写しや登記事項証明などの添付
書類が不要となっている（内閣官房IT総合戦
略室「デジタル手続法の概要」
『月刊日本行政』
2020年３月号３～５頁、参照）。

プロフィール
東京都立大学名誉教授
専攻 行政法学

兼子 仁（カネコ マサシ）
（略歴）
1935年

東京都生まれ

1957年

東京大学法学部卒業、助手就任

1960年

東京都立大学講師

1965年

東京大学法学博士（新制論文）

1975年

東京都立大学法学部教授

1994～1997年 日本学術会議会員
1998年

東京都立大学定年退職、名誉教授

2000～2004年 行政書士試験委員長
2001～2007年 川崎市市民オンブズマン就任
主著
行政書士法コンメンタール新10版（2019年、北樹出
版）
、政策法務の新しい実務Q&A（2017年、第一法規）
、
地域自治の行政法（2017年、北樹出版）
、自治体行政
法入門＜法務研修・学習テキスト＞（2011年改訂版、

 なお、2020年６月の“スーパーシティ法”
（国

北樹出版）
、地方公務員法＜同上＞（2006年初刷、北

家戦略特別区域法の一部改正）において、自治

樹出版）
、自治体・住民の法律入門（岩波新書、2001

体や事業者によるAI等の「データ連携基盤整
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年初刷）
、変革期の地方自治法（岩波新書、
2012年初刷）

スペシャルリポート 寄稿

日本行政書士会連合会

行政書士会と私～行政書士会とのお付き合い

顧問

糠谷

秀剛

自動車販売協会連合会（以下、「自販連」という。）
との対決事案がありました。車の登録手続書類は、

1967年春、神田にあった法律事務所に「イソ弁」と

「官公署に提出する書類」でありますから、その作

して入所いたしました。その事務所の事務員さんの中

成を報酬を得てすることが行政書士専管業務であ

に司法試験を目指す、小日山秀晴さんという有能な人

ることは、行政書士法の明定するところです。と

がおられました。彼は、裁判所の民事手続の実務を、

ころが車販売業者が、車両売買契約の手続過程で、

新米弁護士の私に手取り足取り教えてくれました。

登録手続書類や車庫証明申請書類を「有料で」作成

1971年夏、縁あって私はアメリカのロースクール
へ勉強に行く機会に恵まれました。

することで、軋轢が生じました。
この問題については、その後行政書士会及び自販

1974年夏に帰国すると、小日山さんは行政書士

連の努力で、協力体制が築かれているものと承知し

試験に合格し、資格を取って張り切っておられまし

ておりますが、時折不協和音が生じて、非行政書士

た。彼は、行政書士として身を立てる決意を固め、

事案として顔を出すことがあります。業界法規制の

東京会の会員さんとだけでなく、全国の有志の先生

宿命と言える問題です。

方との勉強会をして活躍しておられました。その御
紹介で、当時東京会会長でいらした佐藤義哉先生と

1987年２月、私を行政書士会に結びつけるキュー

面談させていただくこととなりました。そして東京

ピッドの役を果たしてくださった小日山行政書士が、

会の顧問として採用されました。

癌のため50歳の若さで急逝されました。お元気でお

佐藤先生は、1977年６月に連合会長に選出され、小
生は連合会の顧問弁護士となったのでした。
顧問は、会のために働くものであり、時の執行部

られたら、行政書士会のためにきっと御活躍された
と思います。惜しい人を亡くしました。
佐藤会長は、執行部を数期継続するうち、資金

の「政権」顧問でないことは言うまでもありません。

の支出について様々な噂が出るようになり、絶対的

時には会のため、会長に対してさえも苦言を呈する

と思われた佐藤会長の政権にも陰りが見え始めるよ

役割を担っているものと理解しております。

うになりました。次期会長候補の先生から、佐藤会

佐藤会長は、実力者であられ、政界との太いパイ
プも構築し、行政書士法の改正などのためのロビー

長執行部による連合会の予算執行に疑義というより
「不正」があると指摘する事態に至りました。

活動など積極的に展開しておられました。そのよう

佐藤会長から当職に、不正呼ばわりに対して名誉

な行政書士会「勢力」涵養の過程で、自前の会館を

棄損の訴えを提起し、その代理をするように要請

持ちたいと、国有財産の払い下げを得て、目黒区青

されました。私は、「佐藤会長は、すでに大会長に

葉台に日行連・東京会合同の会館を建設されました。

おなりになっておられるのだから、泰然と構えて、
そんな訴訟はお止めなさい」と助言いたしました。

行政書士法に定める業務の規定と現実の実業界
の実態とのギャップで種々の問題が生じておりま
した。

そんなことで私は顧問を解任される結果となりま
した。
佐藤先生は、
1990年、会長をお辞めになられました。

大きな課題の一つに、自動車の登録手続書類を自

私は連合会の顧問でも何でもない立場になりま

動車販売業者が作成する件で、一般社団法人日本

したが歴代の会長さんは皆さん、何か課題を抱える
2021. ２

No.579

15

SPECIAL REPORT

行政書士制度７０周年記念に寄せて

スペシャルリポート 寄稿
と私の事務所にやって来られました。このことは、

は建白書、上申書など、書をお上に奉ることがなさ

私が真に行政書士会のため、提言をしてきたことが

れました。これを書ける人は、特殊なエリートだっ

お役に立ったとお認めいただけたことだと、内心自

たことでしょう。

負しています。
顧問を離れて10年を経過したのち、滋賀会の盛武

明治になり、職業としての代書人、代言人が登場
しますが、当初は代書人の方が上位にあったと言

隆連合会長の２期目の1999年、顧問に復帰させてい

われています。たまたま、法廷での陳述の代理は、

ただきました。

代言人が担うこととなり、書く方と言えば、タイプ

そして現在に至るまで、特に法規監察部を中心に
連合会のお手伝いをさせていただいています。

ライターなど機械が発達したため、世の中の変化で
代書の比重は軽くなったようです。

今期、東京会の常住豊会長が連合会長に就任され

当初、官公署に提出する書類を作成するというこ

ておられますが、先の理事会で、私はこの執行部の

とは高度でかつ重要な仕事であったのですが、その

任期中の顧問として継続して選任していただきま

後の時代の変化にもかかわらず、行政代書そして行

した。ありがたいことと思っております。

政書士の仕事が、「文書の作成」のままで止まって

自分では若いつもりでいましても、寄る年波は潔

しまったことの呪縛は、歴史の皮肉でありました。

く受け入れなくてはならないと思っています。いつ

司法代書そして司法書士には、裁判所等司法機関

も最後の御奉公であると認識し、行政書士会のた

への提出書類の作成のほかに、登記手続代理という

め、これまでの経験を生かし、活動したいと決意し

業務が任されたのに、行成書士に書類作成・提出か

ているところであります。

ら、行政機関への許認可等申請などの申請代理への
発展がなされないままになったのは、残念でなりま

行政書士の仕事
行政書士は、行政機関と市民の架け橋と言われます。

せん。
現在、特定行政書士に行政不服手続における代理

庶民がお役所に、無筆のため口頭で訴えをして来

権が認められております。だとすれば、その前段階

て窓口が混乱混雑するばかりだから、書き物にして

である行政手続に行政書士の代理が法定されていな

提出せよとの歴史がありました。

いのは、不思議なことです。規制緩和の時代ですか
ら、行政手続代理権限が独占的なものになることは

現代は、行政への申請も複雑に進歩・進化してお

ないとしても、一般業務として許認可申請等手続代

ります。そのような申請を行政に分かりやすくせよと

理権限があることが「公認される」ことが求められ

消費者一般に要求しても、それは無理であります。や

ます。

はり専門職による申請のお手伝いが必要です。それ

行政窓口で法定業務として規定がないから代理

が消費者の権利保護となり、行政の円滑化につなが

人としての申立てはできないなどという無理解は

ります。

決して生じてほしくないものです。
今後、行政書士が許認可等の行政手続代理人とし

歴史を見ますと、右筆など為政者の言葉をまとめ

て最も業務熟達者であることの実績を積み重ね、依

上げて記録し、発出文書として清書する宮廷の書記

頼者からと行政窓口からとの双方の信頼を獲得し、

官（scrivener）が示されております。

それが業務拡大の結果をもたらすものと確信して

古代エジプトの王が、「so it is written, so it shall

おります。

be done」と羊皮紙かパピルスかに書いたものを示
すシーンが、ドラマによく示されます。これらを書
いたのは、宮廷書記官と思われます。

イギリスにおいて、司法サービス業務の解禁が恐
ろしい勢いで進行していることが報告されています。

御所では、天皇の勅令以下公的文書も令旨と呼ば

一般法律業務の法資格者による独占が解消され

れた私的文書さえも専門の書記が書いたとされて

たことに加えて、オンラインによる訴訟手続の進

います。

化、非法律家が法律事務所の持分権を取得するこ

書と言えば、下し文が原則のようですが、日本で
16
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との許容（資格者と非資格者との共同事業体解禁）、

識能力がありますよ、と本来の場所でサービスを提

のＣＯＶＩD19がその変容を促進しているように見受

供する勝負をするのが資格者の本舞台であります。

けられます。
いずれにしても、世の中の変化には目まぐるしい
ものがあります。そのような変化の中で、最強の種
は何か、の問いが思い出されます。
強者か、知者か、いや最強なのは環境順応者であ

この業際問題の建設的解決方法の要諦は、「附帯
密接関連業務理論」ではないかと思います。
当該業務は、どの資格の業務範囲内か、資格形式
論だけでは明瞭な線引きができないとき、実質論の
「知識能力があるか」で補充することとするのです。

るとの「定理」のとおり、変動する世界に順応する

それぞれの資格者が、日ごろ取り扱っている本来業

能力を持つものだけが生息を継続することができる

務とその密接業務であれば、当該業務に習熟してい

のだと、改めて気付かされる現代であります。

て消費者等のためにその事務を執り行う十分な知

法律及び周辺業務の資格も、万古不易というわけ
にはまいりません。社会の発展、市場の変化に順応

識能力があると考えられ、消費者保護に欠けるとこ
ろはないはずです。

しなければ生き残っていけないということは、全て
の職種に平等の運命であります。

そこで、その附帯密接関連業務については、その
資格者にこれを正当な業務範囲と認めましょうと

隣接法律専門職間の業際問題
以上のように見てくると、司法書士、社会保険労
務士、行政書士が、これは「おらが独占業務だ」な
どと争っていることが、コップの中の争いそのもの
に見えてきます。
そもそも資格制度は、
「専門的な事務を処理するの
に必要な知識及び能力を有する者に資格を与え、業
として当該事務の処理をすることについては、有資
格者に限って認めることとしている」
（詳解行政書士
法）からです。
前半は、消費者・依頼者・市民のため当該知識能
力を持つ者だけが事務処理を行うことができるこ
とにして、消費者等の権利保護に資することとした
ものです。後半は、非資格者の消費者等へのアクセ
スを排除して、取締りを組織化し摘発しやすくした
ものです。
実質論でいくならば、権利保護のためには、知識
能力が現にある者なら「誰でも」事務処理をしてい
いはずです。しかし、知識能力を持つのかどうかの
判断を消費者に課するのは酷というものです。そこ
で能力者の見分けを分かりやすいものとして社会
に混乱を生じさせないため、形式論の「資格制度」
が導入されているわけです。この形式論の資格論議
から議論を起こして、この業務は「おらが資格の既
得権の範囲だ」との主張を振り回すことをすると、
消費者は辟易します。
実質論である、あなたのために業務を提供する知

するわけです。
こうしてお互いが認め合えば、資格者のいがみ
合いはなくなり、サービスを受ける消費者等もハッ
ピーということになります。正に建設的ウインウイ
ンの関係となります。
これは要するに、資格者がお互いにその業務を尊
重し合う相互乗入れの考え方であります。
例として、以下のものが示されております。
司法書士には、その施行規則31条１号で財産管理
人や同条２号で後見人等に就任する業務が規定さ
れています。この業務につき、行政書士も就任でき
るとするものです。
これについては『月刊日本行政』2020年10月号10
頁に解釈上準法定業務としての附帯密接関連業務
の論述が示されておりますので参照していただき
たいと思います。

プロフィール
弁護士

糠谷 秀剛
（ヌカヤ シュウゴウ）
（略歴）
1937年

東京都生まれ

1963年

東京大学法学部卒業

1967年

弁護士登録、東京弁護士会入会

1974年

米国・ニューヨーク大学ロースクール法学

同年司法試験合格

修士
1988年

日本弁護士連合会

1991年

東京弁護士会

理事

副会長
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など恐ろしい変容（進化？）が示されており、現今

トピックス クローズアップ

河野行政改革担当大臣を表敬訪問
訪 問 日

令和₂年12月₁日（火）

出 席 者

石田祝稔公明党行政書士制度推進議員懇話会会長、
常住会長、金沢専務理事、野田行政書士制度調査室長、関谷同副室長

去る12月１日、常住会長を始めとする日行連役
員が、河野太郎行政改革担当大臣を表敬訪問しま
した。また、訪問に際して、公明党行政書士制度
推進議員懇話会の石田会長にも御同席を賜りま
した。
河野大臣に、行政改革・規制改革に係る行政手
続のデジタル化に関して、本会としての取組を御
説明させていただくなど、非常に有意義な訪問と
なりました。

野上農林水産大臣を表敬訪問
訪 問 日
出 席 者

令和₂年12月10日（木）
〈日行連〉常住会長、大塚副会長、村山許認可業務部長、有賀次長（農地・土地利用部門）、
杉山部員（同）
〈富山県行政書士政治連盟〉星野会長

12月10日、日行連並びに富山県行政書士政治連盟の関係役員で、野上浩太郎農林水産大臣を表敬訪問いた
しました。
御多忙の中、快く御対応いただきました野上大臣に、平素より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、農林水産業に従事しておられる方々に対する行政書士の様々な支援に関する取組につ
いて御説明し、更なる行政書士の活用について御理解と御協力をお願いいたしました。
野上大臣からは、日頃の農林水産行政への協力
に関して、感謝の言葉が述べられるとともに、六次
産業化の取組、農業委員会の中立委員としての関
与、農業経営相談所の登録専門家としての活動等
について、引き続き支援願いたいとの要請をいた
だきました。加えて、令和３年度に本格稼働する
農林水産省共通申請サービス（eMAFF）について、
行政書士の代理申請も可能としていることから、デ
ジタル機器に不慣れな農業者のサポートに御協力
をお願いしたいとのお言葉をいただきました。
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訪 問 日

令和₂年11月16日（月）

出 席 者

常住会長、水野副会長、杉山理事

TOPICS

江島経済産業副大臣を表敬訪問

CLOSE UP

去る11月16日、常住会長を始めとする日行連役
員が、江島潔経済産業副大臣を表敬訪問しました。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大に対する
行政書士による支援として、持続化給付金や家賃
支援給付金への申請支援、各都道府県行政書士会
に無料相談窓口を設置して相談体制の整備を図る
など、一連の対応について報告いたしました。
江島副大臣からは、引き続き、行政書士による
支援を期待する旨のお言葉をいただき、非常に有
意義な訪問となりました。

日本維新の会行政書士制度推進議員連盟総会を開催
開 催 日
出 席 者

令和₂年11月25日（水）
〈日行連〉常住会長、佐々木・水野各副会長、金沢専務理事
〈日政連〉加藤幹事長、田中副幹事長、相羽国会等対策委員長

この度、日本維新の会の議連総会が開催され
ました。片山虎之助共同代表の御挨拶の後、本
会よりデジタル・ガバメントの推進に向けた行
政書士利活用に関する要望項目について御説明
させていただきました。
御出席いただいた議員の方々から多数御質問
を頂戴し、意見交換の場を設けていただくこと
ができました。日行連・日政連の御提案、要望
をお伝えするだけでなく、大変活発で有意義な
意見交換を行わせていただくことができました。
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立憲民主党行政書士制度推進議員連盟総会を開催
開 催 日
出 席 者

令和₂年12月₃日（木）
〈日行連〉常住会長、光宗・佐々木・水野各副会長、金沢専務理事
〈日政連〉井口会長、野田副会長、加藤幹事長、相羽国会等対策委員長

この度、立憲民主党の議連総会が開催されました。赤松広隆議連会長の御挨拶の後、役員補充の件につい
ての議題が諮られ、承認されました。
また、本会よりデジタル・ガバメントの推進に向けた行政書士利活用に関する要望項目について御説明さ
せていただきました。
当日は大変多くの所属議員に御出席いただき、
議員の方々から多数御質問を頂戴し、意見交換の
場を設けていただくことができました。デジタル・
ガバメントにおける日行連・日政連の御提案、要
望をお伝えするだけでなく、災害時における被災
者支援に関する行政書士の役割・実績などについ
ても報告させていただき、大変活発で有意義な意
見交換を行わせていただくことができました。

第２回 自由民主党行政書士国会議員懇話会を開催
開 催 日
出 席 者

令和₂年11月18日（水）
〈日行連〉常住会長、金沢専務理事
〈日政連〉井口会長、杉山副会長、加藤幹事長、相羽・千葉・石川各常任幹事

去る11月18日、第２回自由民主党行政書士国会議員懇話会が開催され、野田毅自由民主党行政書士制度推
進議員連盟会長並びに自由民主党の現職国会議員の中で行政書士登録をされている先生方にお集まりいただ
きました。
まず、棚橋泰文懇話会会長による開会の御挨拶から始まり、出席された議員及び日行連・日政連役員の自
己紹介が行われました。
自己紹介の後、デジタル・ガバメントの推進に向けた行政書士利活用に関する要望書を提出するととも
に、今後のデジタル化の流れにおける行政書士の役割
についての説明や全国の行政書士登録をしている地方
の議員・首長の人数についての紹介がなされました。
出席された議員の先生方とは、行政手続のデジタル
化及びデジタル庁の創設、不正アクセスの防止策、マ
イナンバーカードの普及促進、新型コロナウイルス感
染症に関する経済支援対策、災害における被災地支援
活動等、多岐にわたる論点の質疑・意見交換を活発に
行うことができました。
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令和２年度
日本行政書士会連合会会長会を開催

CLOSE UP

令和２年11月12日（木）午前９時30分から12時にかけて、虎ノ門
タワーズオフィス６階・カンファレンスルーム（ROOM７）におい
て、全国の行政書士会会長による会長会が開催されました。今回は、
「コロナ禍での各単位会及び日行連における取組について」をテーマ
として意見・情報交換を行いました。また、議事終了後には、全国
暴力追放運動推進センター田中法昌専務理事に、暴力団等排除対策
における最新の状況等について御講演いただく機会を設けました。
以下に概要を御報告いたします。

会長会は、松村日行連総務部長の司会により午前９時30分、45単位会会
長の出席と、一部日行連役員等のオブザーバー出席の承認を得て開会した。
はじめに、会則第34条の規定に基づき議長の選任が行われ、堀井京都会
会長が議長に就任し、中嶋奈良会会長を副議長に選任した。

○意見・情報交換
コロナ禍での各単位会及び日行連における取組について

堀井議長

中嶋副議長

 日本行政書士会連合会の取組について、松村総務部長、坪川国際・企業経営業務部長、関口中央研修所長か
ら報告が行われ、理事会及び定時総会を書面議決にて開催したこと、持続化給付金申請に係る業務の手順につ
いての説明動画を会員専用サイト「連con」にて公開していること、各種研修はVODを用いて実施していること
等が伝えられた。
 続いて、田村岩手会会長、秋山群馬会会長、向井石川会会長、村山兵庫会名誉会長（大口会長代理）から、
各単位会における取組について報告が行われ、意見交換が行われた。
＜事前アンケートの結果＞
新型コロナウイルス感染症の流行下において、会として取り組まれた事項はありますか。
はい：４５単位会 いいえ：２単位会

＜発表内容（概要）＞
【岩手会 田村会長】
・研修会及び相談会を可能な限り実施するためガイドラインを作成。懇親会は中止する等の対策を行った。
【群馬会 秋山会長】
・定額給付金及び持続化給付金について、20％から30％の手数料で業者が業務を受託している事例が散見され
たため、国民救済の制度であることから高額な手数料の設定は控えるよう会長声明を発出した。
・自民党の群馬県連に、持続化給付金及び家賃支援給付金の申請を業として行うことができるのは行政書士のみ
である旨の申入れを行い、県から各市町村及び県内商工会へ行政書士の活用を周知するよう通達が出された。
【石川会 向井会長】
・持続化給付金等に係る相談対応のため相談員を募集し、応募会員に対し研修会及び説明会を開催した。相談
会は、県の予算により委託される形で実施し、持続化給付金の申請代行も行っている。
・石川県経営持続給付金について、給付通知書を紛失した人も石川会が要件の確認を行い発行した「給付対象
者確認書」を県に提出することで受給が可能になっており、この件に係る相談が最も多数であった。
【兵庫会 村山名誉会長（大口会長代理として発表）
】
・相談員派遣のため県市町に働きかけた結果、神戸市から派遣要請があり相談員を配置。電話無料相談会も開催した。
・神戸市の持続化給付金行政相談窓口への対応のため延べ160名の会員を派遣した。
・大規模災害協定を締結している県から要望があり、会が開催したHACCPセミナーにて新型コロナウイルス感
染症に係る連絡が行われた。
 意見交換の後、堀井議長による取りまとめがあり、議長・副会長が退任し、会長会は閉会した。
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日行連と中国地方協議会との連絡会を開催
開 催 日

令和₂年12月₄日（金）

場

鳥取県西伯郡伯耆町

所

「ロイヤルホテル大山」
出 席 者

常住会長、田後専務理事、
中嶋中国地方協議会会長

ほか26名

12月４日（金）
、鳥取県西伯郡伯耆町ロイヤルホ
テル大山において、日行連と中国地方協議会（以下、
「中国地協」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田後専務理事、中国地協からは５単位会（鳥取・島根・岡山・広島・山口）の会
長、副会長等総勢29名が出席しました。午後１時30分、鳥取会の植原総務部長の司会のもと開会し、中嶋中
国地協会長（鳥取会会長）、常住日行連会長からの挨拶の後、中嶋会長が議長に就任して日行連・単位会の
諸課題等について協議が行われました。
はじめに常住会長から、日行連の本年度事業計画及び「３つの共生」を柱とする基本方針について説明が
なされ、コロナ禍における各種支援事業やデジタル・ガバメントへの取組等に関する進捗が報告されまし
た。続いて、中国地協からの意見・要望事項に対し日行連から回答がなされました。特に、苦情対応、コロ
ナ禍での会務運営上の留意点について活発な意見交換が行われました。
午後５時、野津中国地協副会長（島根会会長）より閉会の挨拶がなされ、連絡会は盛況のうちに閉会しま
した。
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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11月22日（日）、23日（月）

場

AP東京八重洲10階ROOM「Ｙ₂」

所

参 加 者

₃単位会（東京・埼玉・神奈川）から合計10名、裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部本部員

令和２年11月22日から23日の２日間にわたり、「令和２年度調停スキルに関する研修（応用編）」を開催し
ました。令和元年に大阪府行政書士会館で開催した「令和元年度調停スキルに関する研修（基礎編）
」に引
き続き、中央研修所と裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部の共同事業として、調停スキル応用編の研修
プログラムの策定の完了に基づき、その内容の実証・精査を行うこととして実施しました（「令和元年度調
停スキルに関する研修（基礎編）」の概要につきましては、「月刊日本行政」2020年１月号（No.566）を御参
照ください。）。
応用編では、捉えたイシューをいかに戦略的に使うかをテーマに、①共通基盤と梃子（レヴェレイジ）、
②謝罪の取り方、③差異の顕在化、④イシューの作り方等の基礎編で学んだスキルやIPN分析のトレーニン
グをより深化させ、調停のプロセスを意識したロールプレイを実践することにより、実際に調停ができるよ
うになることを目的としています。
なお、今回は新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、研修の参加者を東京近県のADRセ
ンターから少人数の先生方に絞り、開催いたしました。
一部ではありますが、当日の研修の模様と参加者の感想を御紹介いたします。
＜研修₁日目＞

＜研修₂日目＞

＜内容＞

＜内容＞

○挨拶・事務連絡（講義の紹介）

○挨拶（前日の振り返り）

○講義「基礎編で学んだことの振り返り」

○調停ロールプレイⅡ

○講義「パラフレイジング」

①説明・役作り

○講義「リフレイミング」

②ロールプレイ

○ワーク「リフレイミングのトレーニング」

③グループで振り返り

○講義「ＩＰＮ分析」

○講義「ロールプレイの振り返り」

○ワーク「ＩＰＮ分析」

○講義「合意について」

○講義「調停ロールプレイと観察者チェックリスト」

①合意書作成のプロセス

○調停ロールプレイⅠ

②合意書の書き方

①説明・役作り

○講義「深刻な紛争」

②ロールプレイ

①見解の相違・偏見

③グループで振り返り

②正義感の主張

○講義「話し合いを進めるヒント」
①共通基盤と梃子（レヴェレイジ）

③過度な怒り
○調停ロールプレイⅢ

②謝罪の取り方

①説明・役作り

③差異の顕在化

②ロールプレイ

④イシューの作り方

③グループで振り返り

○振り返り

○まとめと全体の振り返り
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調停スキルに関する研修（応用編）の
開催報告

I nfo

インフォメーション
＜研修₁日目＞
関口副本部長・中央研修所長が司会進行となり事務連絡等が
伝えられた後、入江本部長から開講の挨拶がありました。現在、
18の行政書士会がADR認証を取得しているが、それぞれで行わ
れている研修内容に差異があることや各単位会における研修の
負担を軽減する目的から、レビン小林久子先生に監修をいただき
ながら、標準的なプログラムの作成に取り組んでいることが紹介
されました。また、基礎編・応用編ともにADR本部員が講師と
なって収録し、VODコンテンツとして中央研修所研修サイトに
登載する予定であることが報告され、各ADRセンターにて適切
な形で御利用いただき、既に掲載されているADRに関する研修
と合わせて、行政書士の調停スキルの標準化を図りたい旨の説明
がありました。
続いて、大山真哉会員（東京会）が講師となり、講義を開始
しました。１日目では、はじめに基礎編の内容の復習として、
①パラフレイジング、②リフレイミング、③ＩＰＮ分析について理
解を深める講義やそれらのワークを参加者２人１組になって行いました。
また、参加者４人１組になり、調停人・申込人・相手方、その観察者役に配役され、日本語学校に通う外
国人学生と、学校側のトラブルを想定事例とした調停ロールプレイを行いました。ロールプレイの後は再び
講義を行い、調停を進める上で役立つ概念（話し合いを進めるヒント）を学びました。

＜研修₂日目＞
翌日は、前日に解説された様々な調停スキルの振り返りに始まり、２つ目の想定事例として、ペットに関
する近所とのトラブルに関して、グループや配役を変えつつ調停ロールプレイを行いました。
その後、講義の中でローププレイの振り返りを行いながら、調停人の調停の進め方、合意の確認と合意書
作成のプロセス・書き方（合意の取り方）、深刻な紛争（和解の障害物）について学びました。
そして、研修プログラムの最後に、敷金返還に関するトラブルを想定事例とした調停ロールプレイを行い
ました。最後の調停ロールプレイでは、研修の中でこれまでに学んできた調停の始まりから終わりまでの全
体の流れを意識しつつ臨みました。
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＜意見交換＞
研修プログラム終了後、大山講師及び入江本部長と参加者に
よる意見交換が行われました。
２日間にわたる研修プログラムを実際に体感してみた結果、
気付いた点、分かりづらかった点、改善すべき点など忌憚のな
い意見を出し合い、より良いプログラムとするための有意義な
意見を聞くことができました。
最後に、入江本部長より閉講の挨拶があり、２日間のスケ
ジュールを終えたことへの慰労の言葉とともに、基礎編・応用編の模様は年度内に中央研修所研修サイトへ
搭載する予定であることや本会ADR本部の現在行っている事業についての紹介がありました。また、調停
スキルの維持・向上に関し、既存のVOD研修で齟齬が生じている箇所については適宜修正しているが、気
付いた点等があれば、各ADRセンターにも御指摘をいただきたい旨のお願いがあり、加えて、本会ADR本
部として、次年度以降に基準となる効果測定を作成したいとの意向も示されました。
今回の研修は、コロナ禍の影響もあり、小規模での開催となりましたが、ADRに関して様々な立場や知
見を持った方に御参加いただき、積極的な意見交換を行うことができました。また、参加された先生方のス
キルアップに資するとともに、研修の結果は研修プログラムの実証・精査のために大いに役立つものとなっ
たと思います。
研修終了後に本研修やADR事業についてのアンケートを実施したところ、参加者より多くの御意見をい
ただきましたので、一部抜粋して御紹介いたします。
＜参加者の感想＞※一部内容を修正しています。
・調停実務に直結した研修の開催を期待します。
・ロールプレイで、申込人、相手方、調停人等、違う役を経験できたのは貴重な時間となりました。
・今後の単位会で行う研修のために、とても参考になりました。
・単位会で広報活動をするには限界があるので、本部による今後の広報活動等に期待します。
・基礎編をしっかり行わないと、応用編を見た会員が理解するのはかなり大変だと感じました。
・オンラインと対面研修のハイブリットで実施すると良いと思う。
・VOD 研修の更新をより頻繁にしてほしい（法律の改正に合わせて）。
・さすがに応用編ということもあり、中身が濃く勉強になりました。
最後になりましたが、研修開催にあたり、御協力いただいた各ADRセンターの関係者の皆様に深く感謝
いたします。
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東京出入国在留管理局
申請予約システムの利用開始について
＜国際・企業経営業務部

国際部門＞

令和２年12月14日、東京出入国在留管理局庁舎４階において、オンラインで申請予約が完了した申請専用
の受付窓口として、Ｆカウンターが開設されました。
Ｆカウンターでの申請は、事前にオンラインで予約申請が完了した申請案件に限られ、予約をしていない
場合は、２階の一般申請窓口（Ｂカウンター）を御利用いただくことになりますので十分に御注意願います。
なお、従前のFAXによる申請予約の申出（毎週火曜日及び木曜日の週２回実施）は、申請予約オンライ
ンシステムの開始により、令和２年12月24日をもって廃止されましたので御承知置きください。
＜概要＞
★

予約の入力は、カレンダーに表示された開庁日の中から申請日の選択が可能です。

★

申請日の前日午前11時59分まで入力が可能です。

★ 予約可能な時間帯は、午前９時から午後３時半までの任意の30分間（１枠）の選択をすることができます。
★

取次者１名につき、１枠あたり20件までの予約が可能です。また、予約可能な５開庁日のうち、３枠ま
での予約が可能です。
キャンセルは、申請予約日の前々日の午後６時まで可能です。ただし、一部のみをキャンセルすること

★

はできません。
★

予約対象手続は、以下のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請
・資格外活動許可申請

詳細については、東京出入国在留管理局ホームページを御確認ください。
＜東京出入国在留管理局ホームページ＞
http：//www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/index.html

※東京出入国在留管理局では、在留カードの後日交付（Fカウンター受付）も開始されました。
東京出入国在留管理局本局のみの取扱いですので、御注意ください。
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資金調達・銀行取引アドバイスに関する
オンラインセミナー 開催の御案内
＜中央研修所＞

コロナ禍により厳しい経営環境にある中小企業にとって、円滑な資金調達と銀行との良好な関係構築は、
今後の安定した資金繰りのために非常に重要な要素となります。しかしながら、その知識やノウハウを持た
ない中小企業が多く、この点について中小企業支援の専門家である私たち行政書士が適切なアドバイスをで
きるようになれば、大きな支援となります。
今般、中小企業支援と金融機関との連携経験のある実務者を講師に迎え、「資金調達・銀行取引アドバイ
スに関するオンラインセミナー」を開催いたしますので、以下にお知らせいたします。
本セミナーは会員限定でオンライン配信といたします。申込方法につきましては今後、本会ホームページ
にて御案内いたします（２月上旬公開予定）。皆様の御参加をお待ちしています。
日

時

令和３年３月２日（火）13：00 ～ 16：00

場

所

パソコンやスマートフォンを通じて御視聴ください。

テ ー マ

資金調達・銀行取引アドバイスについて

講

行政書士

師

赤沼

慎太郎

氏（神奈川県行政書士会会員）

プロフィール
2004 年、行政書士赤沼法務事務所を開業。事業再生・事業承継・起業の支援を中核に事
業を展開し、資金繰り指導、資金調達支援など、起業家、経営者の支援を精力的に行っ
ている。2010 年より行政書士、税理士などの中小企業支援者向けの財務コンサルティン
グの勉強会『赤沼創経塾』を主宰。著書に『専門家のための資金調達の実務』
（翔泳社）
、
『銀行としぶとく交渉してゼッタイ会社を潰すな ! 』
（かんき出版）、『税理士・会計事務所
のための事業再生ガイド』（中央経済社）、等多数。
講師から一言
今回のテーマは会社の数字に関わるため、税理士の分野だと思う方が多いかもしれませ
んが、財務支援は税理士の得意分野というわけではありません。行政書士として取り組
むメリットなどについてもお伝えできればと思います。
定

員

WEB開催のため定員の定めなし

対 象 者

行政書士

参 加 費

無料

申込方法

本会ホームページからお申込みをお願いします（２月上旬受付開始予定）。

そ の 他

本年度末までに中央研修所研修サイトのVOD研修に登載予定です。
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WEB開催 行政書士限定

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。

山形県委託事業「令和₂年度外国人雇用制度
理解促進事業」外国人材活用セミナー開催報告

山形県
行政書士会

令和２年７月、山形県より県内中小企業・小規模事業者が抱える人材確保への課題に対応するため、
「特定
技能」等の外国人雇用に関する在留資格制度理解促進セミナー開催の業務委託を受けました。開催日時や会場、
内容や講師の選定は全て行政書士会にて行う仕様となっており、10月28日（水）山形会場（山形市）
、11月５日
（木）庄内会場（三川町）でそれぞれ実施しました。セミナーは３部構成で、出入国在留管理局、業務精通会員
に講師を依頼しました。
PR期間が１か月足らずの中、新型コロナウイルス感染拡大のため、来場者を半数に抑えた予約制にして来場
者を把握する方式を採りながら、新聞紙面やラジオでの告知を含めた宣伝・広報活動を実施しました。
これに加えて、当会会員による積極的な周知活動などもあり、山形会場では定員100名のところ87名、庄内会
場においては定員40名のところ36名と、ほぼ満席に近い予約状況となりました。
第１部では、仙台入管の統括審査官から最新法令の解釈運用や東北、特に山形県を中心に実数データをお示
しいただきながら説明していただきました。第２部では、宮城会の櫻井克俊会員から外国人採用の実例、第３
部は、当初予定していた特定技能受入事業者の講師の方が急病のため内容を変更せざるを得なくなり、急遽、
特定技能外国人の受入業務に精通する前記櫻井会員と宮城会
の武山真志郎会員に担当していただいて、実際の受入企業の
様子をたくさんの写真とともに説明していただきました。多
くの来場者が熱心にメモを取り、興味を持っていた様子でし
た。我々行政書士もコロナ後の在留許可申請業務等に新たな
気持ちで臨まねばならず、特に当会では「特定技能」の資格
について更なるスキルアップが必要だと感じました。

司法研修についてのお知らせ

愛知県
行政書士会

平成17年度から名城大学と日行連との合意により、日行連が目指す司法・準司法制度の一角を担うに足る
資質を担保するための人材育成として、名城大学大学院法学研究科科目履修を例年４月から開講していまし
たが、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、名城大学との調整の結果、令和３年度も本年度に引き
続き、後期日程の９月から開講を実施することとなりましたので、お知らせいたします。
なお、実施要項につきましては、令和３年５月号の「月刊日本行政」に掲載予定です。
御不明点等は、愛知県行政書士会へ御連絡ください（TEL：052－931－4068）。
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宮城県
行政書士会

コロナ禍における行政書士記念日の
広報活動

今般、コロナ禍という状況に鑑み、行政書士記念日の広報活動として、新たにリーフレットを作成しました。
行政書士記念日は一般市民や自治体には十分に普及しているとは言えず、また、記念日に関する広報物が少な
い状況にある中で、令和３年２月22日には行政書士制度70周年を迎えることもあり、この機会に行政書士の歴
史と仕事を是非知っていただく必要があると考えました。
内容は、江戸時代の代書屋から始まる行政書士の成り立ちや代書人の歴史変遷表、現在の業務などを分かり
やすく紹介しています。このリーフレットを、街頭ＰＲ活動で宮城会作成の業務紹介チラシとともに配布し、一
般市民や自治体へのＰＲ活動、会員への啓発等に使用したいと考えています。
例年、当会は行政書士記念日企画として、
「東北弁落語で知る行政書士の仕事」
と題し、真打の落語家を招いて行政書士業務に関連する落語、行政書士業務の
セミナー、対面による困りごと無料相談会の３つの事業を同一日に実施して、多
数の市民の皆様に御来場をいただいてき
ました。

促し、制度の普及を図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日
を「行政書士記念日」と定め、平成19年度より実施しています。
このパンフレットは、行政書士のしごと
への理解を深めていただくため、江戸時
代の代書屋からはじまる、行政書士の成
り立ちについて、ご紹介するものです。

こんなときは行政書士にご相談ください

＜暮らしのお困りごと＞

行政書士は、70 年の歴史を持つ
国家資格者であり、
皆さんの暮らしとビジネスに役立つ
行政手続のスペシャリストです。

● 遺言に関すること

↓
↓

本年度は、コロナ禍により行政書士記
念日の広報活動が縮小することとなりま

公式キャラクター
↓
ユキマサくんのご紹介 ↓

「行政」と書いて「ユキマサ」と読ませて
おります。
なぜ猫なのか？行政書士法が施行された２
月 22 日が、ニャンニャンニャンで猫の日
となっていることが由来と言われておりま
す。ゆるキャラグランプリの、
「企業その他
部門」で７位を取った強者です。

● 財産相続に関すること

● 日本国籍取得に関すること

など

＜ビジネスのお困りごと＞

演目「ぜんざい公社」
今野家 ちょすな
演目「締め込み」

● 会社・法人設立に関すること
● 建設業・経審・入札参加に関すること
● 飲食店・風俗営業に関すること
● 運送業に関すること
● 著作権に関すること

仙台戦災復興記念館

など

※ 区役所等で行政書士による無料相談会を開
催しております

行政書士のバッジは、コスモス（秋桜）の花
びらの中央に「行」の文字を配したもので、
「調和と真心」をあらわしています。

参加無料
月

● 土地活用に関すること

【お問い合わせ】

りたいと思います。

予約不要
令和2年

● 契約書等に関すること
● 自動車に関すること

● 廃棄物処理業に関すること

したが、行政書士の自覚と誇りを持って、
行政書士記念日の普及に取り組んでまい

昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日。「行政書士の自覚と誇りを

２月２２日は
行政書士
記念日です

宮城県行政書士会事務局

今野家世はね
真打ち / 東方落語プロジェクト所属
宮城県栗原市金成出身
生粋の宮城弁と独特の優しい笑顔が人気。
女役や小ずるい役人などが持ち味。

東北公済病院
◎

広瀬通

今野家ちょすな

◎

東方落語プロジェクト所属

仙台大町郵便局

宮城県仙台市出身

大町西公園駅

入門し、話芸の成長著しい期待の若手。
時に、その小さな身体からは想像できない
ほど、パワフルな噺が飛び出すことも。

青葉通
青葉通一番町駅

〒980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目３－５
ＴＥＬ：０２２－２６１－６７６８

宮城県行政書士会

令和₂年度のリーフレット・表紙

令和元年度のチラシ

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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埼玉県行政書士会：行政書士ＡＤＲセンター埼玉
１．センター紹介
（１）埼玉県行政書士会（以下、「埼玉会」という。
）では、平成24年６月４日に「裁判外紛争解決手続の利
用の促進に関する法律」に基づく法務大臣の認証（第114号）を得て、行政書士ＡＤＲセンター埼玉（以下、
「当センター」という。）の名称で認証紛争解決手続業務を開始しました。
A D R

御

（２）当センターでは、離婚、相続、交通事故、建物という４つの紛争分野を取り扱っています。詳細は次
A D R
頁末の認証紛争解決事業者情報を御覧いただければ幸いです。
ADR

（３）当センターでは、電話による問合せへの対応と、埼玉会会館４階の調停室において来所による事前相
談と調停を実施しています。
AD R
（４）当センターでは、現在、行政書士調停人候補者36名、手続関与弁護士３名の名簿を調製備置しており、
センター長以下７名の運営委員で業務を分掌しています。
（５）当センターへ調停を申し込む際には、申込人に申込手数料３,600円及び第１回期日手数料３,600円を納
付していただきます。第２回以降の期日手数料３,600円については、申込人と相手方に原則半額ずつ負
担していただきます。

₂．活動の現状と課題
（１）当センターは、平成24年６月４日に認証紛争解決手続業務を開始してから、本年で９年目になります。
活動実績は次のとおりです。
離

婚 遺 産 分 割 賃貸借建物 交 通 事 故 そ

問合せ件数

７

21

７

11

26

相 談 件 数

１

２

１

１

０
０

累
計
他 （合R 2 . 4 . 1 ～計）（H24.7.1～）
72
1089
５

74

受 理 件 数

０

１

１

０

２

35

調停実施件数

０

０

０

１

１

27

調停合意件数

０

０

０

１

１

19

（２）当センターでは、ポスター及びパンフレットを作成して、行政書士
制度広報月間に合わせて広報活動を展開するとともに、会報と研修会
を通じて、埼玉会会員に対しても広く支援協力を呼び掛けています。
（３）当センターでは、調停人候補者養成研修として、２年ごとに現調停
人候補者能力向上研修と一般会員向け研修を毎年開催しています。
（４）当センターでは、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、調
停室にアクリル板を設置し、換気、検温、消毒を徹底しています。ま
た本年度は、クラウドミーティングシステムを利用して一般会員向け
研修を行います。
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₃．ＡＤＲの拡充と活性化に向けた対応
（１）当センターでは、平成30年10月に取扱範囲を「埼玉県内又は埼玉県に隣接する都県」に拡大する届出
を行いました。今後は遠方当事者の利便性を考慮して、電話会議またはテレビ会議システムを利用した
調停期日手続の導入なども検討してまいります。
（２）当センターでは、毎月様々な問合せがあり、埼玉会会員及び隣接都県会員から紹介を受けるケースも
徐々に増えています。一方で、取扱対象外の問合せ件数も多いことから、ポスター及びパンフレットの
デザインを刷新して、より分かりやすいものとしました。更に会報では取扱対象外となる問合せ事例も
周知し、一般会員向け研修では模擬調停を実施して具体的に理解を深めていただけるように取り組んで
います。
（３）ＡＤＲを拡充し活性化するために、当センターの運営委員及び調停人候補者はより一層の経験を積み重
ねて、知識の習得と技術の維持向上に努めます。また、他の認証紛争解決事業者とも積極的に情報交換
して事業の質を高めていく所存です。そして、会員や関係機関との連携も更に強化して、より多くの紛
争当事者に当センターを利用してもらえるように事業を推進してまいります。

かいけつサポート：認証紛争解決事業者情報
名

称：埼玉県行政書士会

住

所：埼玉県さいたま市浦和区仲町３丁目11番11号

代表者氏名：関口 隆夫
紛争の分野・種類・範囲（規則第₉条第₁項第₁号）：
１ 当事者のいずれか一方が埼玉県内又は埼玉県に隣接する都県に居住する未成年の子を有しない夫婦の

離婚及び離婚給付に関する紛争（離婚紛争）
２ 被相続財産が埼玉県内に所在している場合の相続及び相続人又は被相続人が埼玉県内又は埼玉県に隣
接する都県に居住又は居住していた場合の相続に伴う遺産分割協議に関する紛争（相続紛争）
３ 埼玉県内又は埼玉県に隣接する都県において発生した車両（道路交通法（昭和35年法律第105号）第
２条第１項第８号）の交通による死傷又は物の損害に起因する損害賠償に関する紛争のうち、物の損
害（車両の損害等）又は加害車両が農耕作業用小型特殊自動車（小型耕運機）や軽車両（自転車等）
などの自動車賠償責任保険（共済）の対象外車種である場合の紛争（交通事故紛争）
４ 埼玉県内又は埼玉県に隣接する都県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原状の回
復に関する紛争（賃貸借建物紛争）
○ただし、上記４分野とも公序良俗に反する内容、当事者双方が国籍法（昭和25年法律第147号）第４条
第１項に定める日本国民でない者の場合は取り扱いません。
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中央研修所通信₂月号

ビデオ・オン・デマンド研修の紹介について
【許認可業務部編】
＜中央研修所＞
ビデオ・オン・デマンド（VOD）研修は、時間や場所を問わずいつでも受講が可能です。
本年度、新たに中央研修所研修サイトに登載されたコンテンツのうち、許認可業務に関する講座について
御紹介いたします。順次、公開いたしますので、是非御活用ください。
【令和₂年10月27日

配信開始】

農作物栽培高度化施設について
平成30年11月16日に施行された改正農地法により、農業委員会へ届出を行うことで、底面を全面コンクリート張り
にした農業用ハウス等のいわゆる「農作物栽培高度化施設」の設置が可能になりました（農地法第43条）。
専ら農作物の栽培の用に供されるもので省令等の基準を満たすものと判断された場合、全面コンクリート張りとし
た場合であっても、当該敷地は農地とみなされ、転用行為には該当しないこととなりました。当該土地は農地の扱い
のままとなりますので、固定資産税は農地として課税され、相続税納税猶予の適用地にすることもできます。
本講座では、このような農作物栽培高度化施設に係る改正農地法を始め、令和２年７月28日に改正された最新の農
地法第43条及び第44条の運用について詳しく解説しています。届出の実務に資する内容ですので御活用ください。

【令和₂年10月28日

配信開始】

産業廃棄物処理業許可申請とその取得に伴う地元説明会の留意点
行政書士業務の中で、産業廃棄物処理業許可には、多くの行政書士が携わっています。しかしながら、収集運搬業
許可に関し、積み替え保管、また中間処理業や最終処分業となると案件自体も数少なく、手続も煩雑で時間がかかり、
地元説明会という大きな壁もあるため、関わることは少ないでしょう。
そこで、本講座は産業廃棄物処理業の基本から見直し、許可申請の手続の中で、なぜ法律で規定されていない地元
住民との合意形成が求められるかを考察し、産業廃棄物処理施設が多くの住民から忌避されるかを考え、地元説明会
における行政書士に期待されている役割を解説いたします。行政手続法における行政指導や申請に対する審査や応答
の方式についても踏まえながら、地元説明会、事業計画説明会の心得についても触れる内容となっています。

【令和₂年12月₁日

配信開始】

継続検査OSS申請のすべて ～概要から準備、実践まで～
①継続検査OSS申請について ～依頼人からの大量申請対応（実践編）
自動車保有関係手続のOSS申請は、政府が行政手続のデジタル化を推進している中、自動車登録業務を行う行政書
士にとって避けて通れないものとなってきています。OSS申請のスタートラインに立つためには様々な団体への書類
提出等事前準備が必要ですが、本講義では、その必要な手続やそれぞれの問合せ先について、横断的に全て網羅して
いますので、『講義どおりに準備を進めていただければ、OSS申請が始められる』という内容になっています。
また、OSS申請の中でも特に、窓口申請と比べて行政書士・依頼人双方にメリットの大きい『継続検査OSS』にス
ポットを当て、そのメリットや効率的な申請方法を御案内いたします。
②「スマート継続OSSシステム」について ～継続検査OSS業務正確性向上のために～
『継続検査OSS申請』は行政書士だけが準備を済ませれば始められる申請ではありません。なぜなら添付書類のう
ち『電子保安基準適合証』の作成は指定整備工場の検査員の業務だからです。スマート継続OSSシステムでは、車検
証情報をもとに電子保安基準適合証と申請データの作成・送信が同時にできますので、添付書類と申請データの内容
が一致し、素早く正確にOSS申請ができるようになります。
行政書士・依頼人双方にメリットの多いシステムですので、是非指定整備工場とも連携して、スマート継続OSSシ
ステムを御活用いただきたいと思います。
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【令和₃年₂月

配信予定】

障害福祉サービス事業等の指定申請について
障害者自立支援法施行以後、障害福祉事業所やその利用者の数は年々増え続けています。障害福祉事業と行政書士
の関わりとしては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス、児童
福祉法に基づく障害児通所支援事業の指定申請、各種届出のほか、運営に関わるコンサルティング、国保連への請求
代行等、多岐にわたります。
本講座は、障害福祉分野の業務未経験者向けに、行政書士が行う障害福祉事業の支援について、行政書士の関わり
方から手続のポイントまで解説した基礎的な内容となっていますので、是非御活用ください。

～中央研修所研修サイト 利用登録の御案内～
中央研修所研修サイトは、
ビデオ・オン・デマンド（VOD）研修を受講するためのサイトです。
行政書士会会員であれば、どなたでも基本無料で御利用いただけます。


（107講座を登載済

※2020年12月現在）

2021. ２

No.579

33

法教育推進委員会から

法教育推進委員会の事業活動方針について
～支援の方向性に関して～
法教育推進委員会
１ はじめに
令和２年度に設置された法教育推進委員会は、行政書
士の法的な専門性等を活用し行う法教育事業を推進する
ことにより、地域社会に貢献し、もって行政書士制度の
普及並びに次世代の会員育成を目的としています。
各事業は以下のとおりです。
①法教育に関する調査、研究及び情報収集
②法教育事業の広報啓発活動
③各単位会が行う法教育事業の支援
④それらを達成するために必要な事項
あくまで法教育の実施主体は各単位会であり、日行連
が行う広報啓発や調査研究、情報収集はその実施のため
に活用され、支援につながるものでなければなりません。
そこで、当委員会は支援内容や支援方法などを明らか
にすることで、支援の方向性を示してまいります。なお、
支援体制については近く御提示する予定です。
₂ 法教育の対象について
一般的に法教育とは、
「法律専門家ではない一般の人々
が、法や司法制度の基礎になっている価値を理解し、法
的なものの考え方を身に付けるための教育」と言われま
す。これを当委員会の設置目的に照らして考えると、
「行
政書士の法的な専門性を活用して、国民に法的なものの
考え方を身に付けてもらう教育」を推進することになりま
す。国民全般を対象とし、キャリア教育や生涯学習など
も含め、小・中学生、高校生に限らない法教育事業を支
援します。
法教育の具体的講義内容は、対象に応じて設定される
ものと思われますが、予防法務の専門家として、行政書
士が行う法教育の喫緊の課題は、2022年４月の成年年齢
引き下げに関するものであると考えています。
※ 教育機関等との連携支援
 当委員会の将来目標として、各単位会が通常実施
している様々な「無料相談会」と同レベルでの法教
育事業を各単位会が計画、実施できるようにしたい
と考えています。しかし、法教育事業は無料相談会
のように単独で開催できるものではなく、他者からの
依頼等に基づいて、あるいは共催等によって実施さ
れるものです。つまり、教育にまつわる関係者・関
係団体などの教育機関等との連携が必要不可欠とな
ります。是非、小・中学校、高等学校に大学を含め
た教育機関等との関係性づくりに取り組んでいただ
き、この方面への支援に特に注力していきたいと考
えています。とりわけ小・中学校、高等学校の新学
習指導要領と法教育への理解は、現場の先生方との
関係性を構築する上で非常に重要です。その理解促
進に努めることこそが、地域社会に貢献し、次世代
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委員長

濵田

哲郎

の会員育成につながるものであると同時に、教育行
政に対して行政書士をアピールできる絶好の機会で
あると思います。
₃ 法教育の支援方法について
各単位会が行う法教育事業への支援方法として、まず、
各単位会の具体的な取組事例（成功例や失敗例）を収集
し、地域や対象ごとのノウハウを蓄積した上で、各単位
会への提供を推し進めてまいります。
ノウハウについては、以下の事項等が考えられ、具体
的な内容を提示できるよう努めます。
○教育機関等との関係構築に関するもの
○人材育成・発掘や組織体制に関するもの
〇講義テキスト・資料に関するもの
〇継続的に法教育を実施するためのもの
なお現在、上記にあるとおり各単位会の取組事例収集
を図っており、近く御提供できるよう準備を進めています。
₄ 法教育活動の視察について
当委員会の設置目的として、社会貢献と行政書士制度
の普及などを挙げましたが、言い換えれば、行政書士に
とって法教育の意義、理念でもあり、継続的に法教育を
実施するために欠かせないものとなります。しかし、各単
位会においては、実際に法教育の臨場感や聴講者の反応
を経験するまではイメージが湧きづらいかと思います。
そこでまず、当委員会は法教育に触れるきっかけとし
て、先行単位会が行う法教育活動の視察を推奨し、視察
をサポートする方策を提示してまいります。
₅ 最後に
将来的には各単位会自身が意義や理念について掴み、
会得してもらわなければなりません。そうすれば、その
強い想いは周囲に伝わり、地域とのより強い関係性が構
築でき、行政書士の地位向上につながるものと考えます。
当委員会は、これらの実現のため活動していく所存です。

き
動
の
連
行
日
の）
（主なも

12

2020.

ート

レポ
マンスリー

2日

（水）

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

次年度単位会賀詞交歓会等の対応に
ついて

⑶

次年度単位会総会の対応について

⑷

その他

8日

（火）

10日
（木）

/Dec

登録委員会

【登録審査】
⑴

審査件数（90件）

⑵

その他

許認可業務部
農地・土地利用部門会議
【協議事項】

常任理事会（～₃日）

⑴ 農
 林水産省共通申請サービスについて
⑵

【合議事項】
⑴

⑵

行政書士賠償責任補償制度・出張封

総括及び日本行政への寄稿について

印取付作業代行業務補償保険料の見

⑶

次年度VOD収録等について

直しについて

⑷

その他

封印取付け委託要領等の改正に係る

法務業務部会（～11日）

周知文書について
⑶
⑷

規制改革・行政改革ホットラインへ

【協議事項】

の対応について

⑴

専門員の登用について（農地・土地

⑵ 本
 年度VOD研修コンテンツの作成に

利用部門）
⑸

3日

（木）

その他

中央研修所運営会議

⑶
日
14
（月）

各研修事業の推進について

【協議事項】
⑴

7日

（月）

その他

行政のデジタル化への総合的対応に
ついて

⑵

⑵ 中
 央研修所研修サイトの運用について
⑶

その他

行政書士制度調査室会議

【協議事項】
⑴

本年度事業の進捗について
ついて

日政連事務局の移転に伴う賃料按分
等の変更について

⑹

中立委員行政書士意見交換会に係る

本年度事業の進捗確認と今後の方向
性について

⑶

その他

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議（～₈日）
【協議事項】
⑴

HACCPのセミナーについて

⑵

社労業務の取扱について

⑶

本年度の事業状況の確認

⑷

次年度の事業計画について

⑸

その他
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き
動
の
連
行
日
の）
（主なも

12

2020.

ート

レポ
マンスリー

16日
（水）

裁判外紛争解決手続（ADR）推進
本部会議（～17日）
【協議事項】

22日
（火）

⑴ A
 DR代理権の取得に向けた対応につ
いて
⑵

認証取得済単位会課題検討協議会の
開催について

23日
（水）

⑶ 日
 行連によるADR調停人養成のため

⑷
⑸
⑹

17日
（木）

登録委員会

【登録審査】
⑴

審査件数（113件）

⑵

その他

法教育推進委員会
【協議事項】
⑴

⑵ 「月刊日本行政」への掲載について

いて

⑶

研 修VODコンテンツの利活用に係

会アンケートについて
⑷

法教育推進パンフレットについて

関係機関・団体との連携強化と情報

⑸

おしごと年鑑の協賛について

分析について

⑹

その他

その他

⑴ 事
 業執行スケジュールの確認について
⑵

照会案件について

⑶

オンライン会議の実施に係る各規則
の改正案について
職務上請求書の作製等に係る見直し

24日
（木）

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

【合議事項】
⑴ 法
 教育推進委員会の基本方針（案）に

について
法人の手引きについて

ついて
⑵ 日
 本行政書士会連合会が取り組む成年

⑹ 本
 年度総務部長会議 議事後アンケー

後見制度推進のための基本方針（案）

ト結果について
⑺ 行
 政書士制度70周年記念式典について
⑻

法教育実践ガイド改訂に向けた単位

る検討・改善について

【協議事項】

⑸

法教育に関する体制づくりについて

のプログラムと効果測定の策定につ

総務部会（～18日）

⑷

/Dec

について
⑶

その他

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

⑷

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
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コスモス成年後見サポートセンター
「成年後見制度利用促進特別委員会」の
取組と調査報告について ①
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
成年後見制度利用促進特別委員会 委員長 曽 根 寧 之
₁．はじめに

そこで、この基本計画では、これまでの制度運用

令和２年は、成年後見制度が施行されて20年、一

の反省から、全国どこに住んでいても誰でも成年後

般社団法人コスモス成年後見サポートセンター（以

見制度を利用できるようにするための仕組みの構築

下、「コスモス」という。）が設立されて10年目を迎

や、ともすれば財産管理偏重になっていた成年後見

えました。

制度実務の運用を、本人の身上保護をより重視した

平成12年にスタートした介護保険制度は、それま

「寄り添い型」に転換するための方針が示され、意

での行政による措置制度から契約によって介護サー

思決定支援や身上保護を重視した適切な後見人を選

ビスを受ける制度へと大きな転換を図るものであ

任し、チームとして本人を見守るための仕組みとし

り、契約締結に必要な意思能力に欠ける人をいかに

て、中核機関の設置や地域連携ネットワークの構築

して支援していくかという視点のもと、禁治産・準

が各自治体で進められています。

禁治産制度に代わる新しい仕組みとして成年後見制
度がスタートしました。

₂．成年後見制度利用促進特別委員会の取組

それから20年の間に介護保険制度が国民の中に大

コスモスでは昨年度、新たに基本計画に係る中核

きく浸透していった一方、車の両輪であるはずの成

機関または地域連携ネットワーク参画への対応を行

年後見制度の利用が進まない中、平成29年には成年

うことを目的に、成年後見制度利用促進特別委員会

後見制度利用促進基本計画（以下、「基本計画」と

が組織されました。本委員会では、基本計画に関す

いう。）が閣議決定され、今、全国の自治体ではこ

る調査研究、情報収集のほか、各支部または単位会

の基本計画に基づく取組が進められています。

の活動状況についての調査を行い、得られた情報を

成年後見制度は認知症や知的障がい、精神障がい

精査し提供することで各支部の取組を支援すること

によって判断能力が低下した方々が利用対象です

が主な事業となります。本委員会として、まずは地域

が、特に認知症等により判断能力が低下した高齢者

の実情を把握するため、地協単位で行われていた各

は、預貯金の引出し等の金銭管理や介護サービスや

支部の連携を図るための協議会に参加し、支部それ

医療機関との契約が困難となり、消費者被害や詐欺

ぞれに抱える課題や地域の現状の洗い出しを行いま

のターゲットになりやすい等、今後、超高齢社会の

した。そこで、各支部に共通してある「困難案件に

進行や単身世帯の高齢者の増加が見込まれる日本に

対する取組」
「家庭裁判所との対応」
「単位会との関係

おいて、ますます成年後見制度の必要性が高まって

性」
「中核機関への取組」といった課題に、
「先進的事

います。その一方で、利用が進まない理由として、

例の紹介」を加えた５つのテーマに沿って、良い結

社会生活上の大きな支障が生じない限り制度利用が

果ばかりでなく、そこに至るまでの苦労や実際に直面

検討されにくいことや、法律専門職等が後見人に選

している問題をできるだけありのままに伝えられるよ

任されても意思決定支援や身上保護等の福祉的視点

う、各地域担当委員が見た現状の評価と将来への展

に乏しい運用がなされる場面があり、全体として制

望を交えて報告書にまとめることといたしました。

度利用にメリットを感じられていないことが課題と
して挙げられています。
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₃．困難案件に対する取組について

照会に応えていくことができないだけでなく、中核

行政書士が成年後見制度に関わる場合、基本的に

機関や地域連携ネットワークにおける信頼関係の構

社会貢献活動の一環として取り組んでいますが、先

築も危ぶまれることから、受け皿となり得る会員を

行する他士業と比較されることが多く、その格差が

いかに集め、育てることができるかが、コスモス全

大きいことは否めません。しかし、他士業に比べて

体としての急迫な課題となっています。入会前研修

会員数も多く、地域偏在が少なく、許認可業務等を

においても繰り返される「社会貢献」という意義は、

通じて市民と役所の間に立って調整を図ることに長

報酬や業務性を必ずしも否定するものではありませ

け、制度の中心的役割を担う社会福祉協議会や地域

ん。しかし、これら地域社会からの期待に応えるた

包括支援センター、あるいは介護福祉施設や病院等

めには、他の士業に肩を並べて活動していくのだと

との連携が比較的容易であることは、他士業に勝る

いう気概も必要であり、在籍する会員の目的も、知

「強み」であると言えます。

識習得にとどまらず実際に受任することが最も重視

今後、地域連携ネットワークや中核機関に参画し

されるべきであることから、会員それぞれの後見業

ていくためには、この強みを存分に生かすことで

務に対する温度差が生じないようコスモスに所属す

行政からの認知度を高めることが重要ですが、これ

ることの意義を感じてもらうことが今後の課題と言

に加え、他士業が受任に消極的であるがゆえに、最

えます。

近コスモスに対して候補者照会が増えてきている困

そして、コスモスに所属する者に対する内部的な

難案件に対する取組についても考える必要がありま

取組として、継続的なスキルアップ研修を実施する

す。

ことによる能力担保は重要であり、家庭裁判所など

困難案件という概念は、二つに大別することがで

の外部的評価に直結する指標であることから、今後

きます。一つは、いわゆる生活困窮者支援が中心

更なる充実が求められています、また、成年後見制

となるもので、他士業で受任されないため家庭裁判

度利用支援事業として報酬助成を行っている自治体

所や市町村から照会があるものの、報酬が見込めず

も増えていますが、全国的に見ると、首長申立てに

受け手に負担となるケースです。他方は、生活困窮

積極的ではない市町村や当該事業に係る対象範囲を

者支援以外の、例えば、高齢者や障がい者の虐待対

限定しているほか、当該事業の条例等未整備、ある

応、目や耳が不自由な方の支援のほか、今後増加し

いは整備済みでも予算措置がなされていない市町村

そうな矯正施設退所者や在留外国人高齢者など、経

もあるため、各単位会や政治連盟などとともに条例

済的問題だけではなく、複雑な生活課題を抱えてい

等の早急な整備や対象者の制限を外すよう提言して

るケースです。他士業が受任していないケースを受

いくことも必要であるし、状況が整い次第、コスモス

任することで、家庭裁判所や市町村に対し、コスモ

独自の報酬助成制度の創設に向けた検討も必要と言

スの活動を意識付けすることにつながる反面、受任

えます。

できる者が限られることと、統一的な研修プログラ

制度利用が必要な方は認知症高齢者に限らず、知

ムが確立されていないことから、生活困窮者支援に

的障がい者や精神障がい者にとっては親亡き後など

対するハードルの高さが受任につながりにくいとい

の特有の問題を抱えており、精神上の障害のほかに

う課題を抱えています。

経済的・肉体的虐待を受けていたり、目や耳等の他

まず、受任体制としての受け皿の大きさを見る

の身体的な障がいを抱えていたりするほか、矯正施

と、全国に48,918名（令和２年５月末日現在）の行

設退所者や在留外国人等など、社会的なハンディを

政書士会員がいる中で、コスモス会員は２,054名

背負っている方々にとっても、必要な公的サービス

（令和２年７月１日現在）と、全体に占める会員数

を受ける上で成年後見制度が必要な場面は増えてき

の割合は他士業に比べて低く、入会前研修を修了し

ています。

て入会する会員は徐々に増えているものの、退会す

私たちが標榜する身近な街の法律家が必要とされ

る者も後を絶たないというのが現状です。このよう

る社会が、成年後見制度の場面でも大きく広がって

な状況下では「地域偏在が少ない」という行政書士

いると言えます。

の強みはあっても、その必要とされる地域に会員が



（続く）

確保できていなければ、家庭裁判所や自治体からの
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会員の動き

御協力のお願い

◆登録者数（令和₂年12月末日現在）
合
計
内
訳
男 42,376名
・個人事務所開業
男 40,574名
・行政書士法人社員 男
1,282名
・使用人行政書士
520名
男

～日本行政を正確 · 迅速にお届けするために～
49,708名
女 7,332名
女 6,723名
女 287名
女 322名

◆異動状況（令和₂年12月中の処理件数）
新規登録 合 計
内 訳
男
138名 女
登録抹消 合 計
内 訳
男
144名 女
・廃 業
139名
30名
・死 亡
・その他
0名
◆法人会員（令和₂年12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
176名
38名
169名
25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
984
610
374

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
編集後記に何を書こうかと考えてい

（森）

たところ、昔読んだ「たかが江川されど江川」とい
う本を思い出し読み返してみました。江川卓氏は作
新高校時代から甲子園で活躍、後に巨人のエースと
して大活躍をしましたが、そこに至るまでに大変な

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。

苦労がありました。３度ドラフト１位で指名されて

事務所所在地に変更がないのに日本行政が

一旦、阪神に入団、巨人のエースだった小林繁氏と

届かなくなった場合は、お早めに日行連事務

の交換トレードの末、巨人に入団しました。当時は

局までお問合せください。

ドラフト制度の盲点を突いた「空白の一日」として
社会問題にもなりました。現役中は批判的なファン
も多い中、圧倒的な存在感で江川の投球は今でも鮮
明に記憶に残っています。
先の行政書士法改正により、国民の権利利益の実
現のために行政書士は存在すると明記されました。
本年で70周年を迎える行政書士制度、志は高く持ち
ながらも変なプライドは捨て「たかが行政書士され
ど行政書士」という気持ちで業務に取り組むことも

・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。

生きる道としては悪くはないのではないでしょうか。
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