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■

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。 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。

２０２１年１月号特集「外国人行政と行政書士の業務」において、一部表記に誤り
がありました。正しくは以下のとおりです。お詫びして訂正いたします。

４ページ、「２　入管法制定当時の出入国在留管理」上から１行目

正誤

入管法が制定された昭和２６年から入管法が制定された平成２６年から

　「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。

行政書士制度７０周年記念ロゴ（表紙）について
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　令和２年度末を迎えるにあたり、コロナ対策支援の中で顕在化してきた、デジタル社会に向けて取り組む

べき課題等について述べさせていただきます。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済社会活動への影響により、多くの国民や事業者が深刻な

経済的苦境に立たされたことから、国や地方自治体では様々な給付金や助成金等の制度を設け対応してきま

した。しかしながら、急場で対応せざるを得なかったこともあり、その手続において十分な制度設計がなさ

れず、結果として、本当に必要な方に必要なタイミングで支援が届いたとは言い難い状況でした。

　私たち行政書士においても、持続化給付金、家賃支援給付金の各制度では、電子上の申請手続が困難な国

民、事業者からの依頼に対応するべく、法に基づく代理人が責任をもって作成、申請するための代理人欄の

設定を強く要望してまいりました。しかしそれが叶わず、違法な業者の介在による高額な報酬請求や不正受

給指南等が横行し、社会問題となりました。その後、観光庁における地域共通クーポン取扱店舗登録申請に

おいては、代理人欄を設けていただき対応できることとなりました。また今般、一般社団法人全国生活衛生

同業組合中央会から、各種給付金・一時支援金等生活衛生業申請に関し、全国規模での支援依頼をいただき

ました。詳しくは、所属の単位会を通じて御案内させていただきます。会員の皆様の御協力をよろしくお願

い申し上げます。

　行政のみならず、私たちにも電子化に対応する視点が必ずしも十分であったとは言えず、今後再び、前述

のような事態に至らないよう適切な対策を講じる必要があります。

　現在、政府では、本年９月に国・地方行政のIT化やDX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

を目的としたIT分野担当の「デジタル庁」を創設することとしています。

　私たちもこうした行政の動きに連動し、これまでの電子申請推進委員会を発展的に解消した後継部署とし

て、次年度に「デジタル推進本部（仮称）」（以下、「デジタル本部」という。）を新設する予定としています。

　デジタル本部では、デジタル・ガバメントの進展に伴う行政書士制度のあり方について検討を進め、デジ

タル社会におけるあるべき行政書士像を示していきます。喫緊の課題としては、行政書士の資格認証につい

て、経済産業省が進める認証システムであるgBizIDとの接続を可能にするため、行政書士名簿管理データと

のAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）連携を構築いたします。また、マイナン

バーカードについては、総務省等と連携し、その普及促進への協力に向けた取組を推進してまいります。

　さらに、日行連のDX対応や登録システムにおけるデータベースの単位会との一元化等についても急がれ

る課題として、検討を進めていきます。

　コロナ禍により、デジタル社会の構築に向けた動きが加速度的に進みつつある今、これを好機と捉え、電

子代理申請を始め、デジタルデバイドの問題に対しても行政書士が果たすべき役割をしっかりと見定め、積

極的に取り組みます。

　そして、誰しもがデジタル化の恩恵を享受できる社会の実現に向けた方策を打ち出していきたいと考えます。

　会員の皆様には、引き続き御理解、御協力をいただきますようお願い申し上げます。

コロナ対策支援とデジタル
社会への貢献について
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執行部から

君子は豹変す

１　丑年にちなんで
　本年の干支は丑ですが、牛は昔から田畑の耕作や牛乳の生産等で農家を助けてくれる重要な家畜です。ま
た、牛が重労働を要する農業作業を黙々と手伝ってくれる様子から、丑年は「忍耐」や「発展の前兆」の年
であると言われています。
　これまでの丑年では、１９９７年の「消費税の５％への引上げ」、２００９年の「選挙による政権交代」「裁判員制
度の開始」等、新しいことが起きた年でもあったことは、会員の皆様の御承知のとおりです。
　昨年は、自然災害が多く発生したほか、新型コロナウイルスの感染拡大で社会の有り様が一変した年であ
り、本年も耐え忍ぶ年になることも十分考えられますが、コロナ禍に対応した事業運営を推進し、日行連の
発展へとつながる年にしましょう。

２　当職が担当する各部・委員会の活動状況について
　当職が担当する各部・委員会の活動状況等をお知らせいたします。
（１）経理部に関して
経理業務に熟知している宮元経理部長以下次長、各部員及び担当職員が真摯に業務に取り組み、収支の
把握と適正な予算執行に努めています。
（２）規制改革委員会に関して
本年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、集合形式による委員会の開催は思うようにできず、オ
ンラインにて委員会を開催している現状にあります。
同委員会は「規制改革ホットライン」への対応のみならず、規制改革等・民間開放に関する調査研究等
に取り組み、政府の政策等に対応できる体制にする必要があることから、今後はそれに見合った予算措置
をする必要があると考えています。
現在、日當委員長以下副委員長、各委員は、担当職員と連携を図り、委員としての誇りと熱意をもって、
懸命に事業運営に取り組んでいます。
（３）暴力団等排除対策委員会に関して
当委員会は本年度に新設された委員会であり、同委員会には中嶋委員長以下１０名のメンバーがいます。
発足後、オンライン会議等で熱心に協議し、以下の事項等を推進しています。
①警察庁及び全国暴力追放運動推進センターとの情報交換
②全国暴力追放運動推進センター専務理事による講演会の開催
③暴力団等排除対策委員会の未設置単位会（５単位会）に対する設置の働きかけ
④日行連暴力団等排除対策委員会の活動理念の制定
⑤単位会に対する情報提供

３　君子は豹変す
　このことわざの意味を、今日では「機を見るに敏で世渡り上手である」と解釈されていることが多いよう
ですが、本来の意味は「君子は豹の皮が美しく変わるように、日々善に向かって変化し続けていく」とのこ
とです。
　組織である日本行政書士会連合会も常に時代の変化に対応した組織改革・事業運営（組織の再編・会議開
催の方法等）を行うべきであると考えます。

副会長　鶴　　信光
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●スペシャルリポート　国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課

低未利用地の利活用促進に向け低未利用地の利活用促進に向けたた
長期譲渡所得の１００万円控除につい長期譲渡所得の１００万円控除についてて

国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課

１．はじめに
　地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加す
る中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促
進するため、令和２年度税制改正において、低額の
低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得の１００万
円控除制度が創設され、令和２年７月から施行され
た。本稿では、本制度について、創設の背景や概要、
具体的な手続等について解説する。

２．特例措置創設の背景
　国土交通省「土地基本調査」によると、世帯や法人
の保有する土地のうち約６％にあたる１１万１０００ha
が空き地のままとなっている。また、総務省「住宅・
土地統計調査」によると、空き家の総数は、１９８８年
の３９４万戸から２０１８年には８４９万戸と３０年間で２.１５倍
に増加している。このうち、「賃貸用又は売却用の
住宅」等を除いた「その他の住宅」の数は、１９８８年
の１３１万戸から２０１８年には３４９万戸と３０年間で２.６６倍
に増加している。
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　こうした空き地や空き家は、①想定したよりも売
却収入が低い、②相対的に譲渡費用（測量費、解体
費等）の負担が重い、③課される譲渡所得税の負担
感が大きい、といった理由から、売却されずに放置
されてしまう例がある。

３．特例措置の概要
  こうした背景の中、令和２年度税制改正により、
低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の
１００万円控除制度が創設された。本特例措置は、低

額の低未利用地を譲渡した場合に、その長期譲渡所
得から１００万円を控除する制度であり、本特例措置
適用の主な要件は以下のとおり。
・令和２年７月１日から令和４年１２月３１日までの間
の譲渡であること
・譲渡した者が個人であること
・都市計画区域内の低未利用土地等（土地基本法第
１３条第４項に規定する低未利用土地※又は当該低
未利用土地の上に存する権利）であること及び譲
渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市
区町村長の確認がされたものの譲渡であること
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※居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、
又はその利用の程度がその周辺の地域における同一
の用途若しくはこれに類する用途に供されている土
地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められ
る土地

・譲渡の年の１月１日において所有期間が５年を超
えるものであること
・低未利用土地等とその上物の取引額の合計が５００
万円以下であること
　通常、土地や建物を譲渡して利益が出た場合には、

譲渡した価格から取得費、譲渡経費を除いて得た譲
渡所得の約２０％が所得税・住民税として課税されて
いるところ、本特例措置の適用対象となる場合、譲
渡所得から１００万円が控除でき、空き地・空き家を売
却するインセンティブとなる。本特例措置が活用さ
れることにより、新たな利用意向を示す新所有者に
よる土地の適切な利用・管理、土地の有効活用を通
じた投資の促進、地域活性化、所有者不明土地の発
生予防が期待される。 

•

•

20%

12 31

20%

20

４．特例措置適用のための手続
　行政書士の方々においては、特に土地等の譲渡が
宅地建物取引業者を介さず相対取引にて行われた場
合等に、本特例措置適用のための手続等を代理する
場合があると想定される。
　本特例措置適用のためには、売主は物件所在地の

市区町村に確認書の交付申請をし、市区町村におい
て
・譲渡された土地等が都市計画区域内にある低未利
用土地等であること
・買主が購入した土地等を利用する意向があること
等について確認された確認書を、管轄税務署におけ
る確定申告の際に提出する必要がある。 
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　確認書の交付申請のための書類としては、譲渡さ
れた土地等が都市計画区域内にある低未利用土地等
であるかどうかの確認のため、申請書及び売買契約
書の写しに加え、以下のいずれかの書類の提出が必
要となる。
①空き地・空き家バンクの登録を確認できる書類
②宅地建物取引業者による現況更地・空き家・空
き店舗の広告
③電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる
書類

④①～③の書類を提出できない場合、その他要件
を満たすことを容易に認めることができる書類

　また、買主の利用する意向があることの確認でき
る書類として、買主による利用開始予定時期及び利
用用途等を記した書類、その他の要件の確認のため、
登記事項証明書の提出が必要となっている。
　具体的な書面の様式は、国土交通省のホームペー
ジに掲載している。 

•

•

•

•

•

•

•

•
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５．適用事例
　本特例措置が令和２年７月に創設されて以降、適
用事例も出てきている。本稿では、山形県鶴岡市の
２事例を紹介する。
　１つ目の事例は、３人の地権者が所有する空き地
について、それぞれ単体の売却を行った場合は、将
来住宅を建てる際に接道要件（建築基準法第４３条に
おいて、建築物の敷地は、道路に２ｍ以上接しなけ
ればならない。）を満たさず、建築確認を受けること
ができない可能性があったところ、本特例措置が売

却のインセンティブとなり、宅地建物取引業者のコ
ーディネートにより、まとまった事業用地として一
括譲渡された事例である。
　２つ目の事例は、北九州市在住の所有者が、両親
の住んでいた鶴岡市内の土地付きの住宅を相続し空
き家となっていたが、売却しても手元に残る額が少
なく、売却に踏み切っていなかった。それまで所有
者が管理のために定期的に現地を訪問し、交通費や
宿泊費等が掛かっていたが、本特例措置により１３万
円ほど税負担が軽減され、空き家を解体して売却し、
新たに住宅用地として譲渡することができた。 

６．終わりに
　本特例措置は、市区町村の地域活性化・移住促進
等の施策を後押しするものである。地域の宅地建物
取引業者等の皆様の協力もいただきながら、低未利
用地の流通を進め、地域における様々な投資の喚起

や地域活性化が促進されることが期待される。本特
例措置を活用して、空き地や空き家の流通の活性化
が促されるよう、今後も関係者の皆様の御理解・御
協力をお願いしたい。
　また、国土交通省YouTubeやホームページにて、
本特例措置の詳細を掲載している。
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https://youtu.be/ZqjwXXaM9z0

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html 
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●スペシャルリポート　公益社団法人日本食品衛生協会

飲食店における新型コロナウイルスの予飲食店における新型コロナウイルスの予防防
公益社団法人日本食品衛生協会　
公益事業部技術参与　山下　千恵

１　COVID-１９の病原体（新型コロナ
　　ウイルスSARS-CoV-２）について
　はじめに、感染症対策全般から新型コロナウイル
スCOVID-１９に特化して解説します。

（１）感染症の基本
　全ての感染症が流行するために必要な要素は３つ
あります。
　感染源（病原体）、感染経路（どのようにうつる
のか）、感受性個体の３つであり、感染症対策はこの
３者への対応となります。
①感染源対策　病原体の特徴（増殖方法・薬剤耐

性・生態等）を知り、有効な殺滅
方法・治療方法等を発見し実施し
ます。

②感染経路対策　人体のバリヤー破綻を防ぎ、侵
入を防止します。

例：創傷感染→傷口の消毒、抗生物質・暴露後
ワクチン接種

呼吸器感染→気道を介する侵入防止、患者
からの排出防止

消化器感染→汚染された食品・水等を摂取
しないなど

③感受性個体対策　新たな感染症では全ての個体
が感受性を持っています。
ワクチン開発による抵抗力の
付与、重症化した個体の隔
離・濃厚治療。感染しても軽
症で推移する事象を把握し、
全体対策とするなど。

（２）コロナウイルス感染症の歴史
　コロナウイルスは様々な動物にそれぞれ固有のタ
イプが分布しています。ヒトにおいても一般的なコ
ロナウイルスは通常の風邪の原因の１０～１５％を占め
る病原体として知られています。しかし、過去にヒ
トに感染し、重篤な感染を引き起こしたコロナウイ
ルスが３種類知られており、いずれも動物由来です。
①２００２年　中国広東省発　SARS（重症急性呼吸

器症候群）コウモリ由来コロナウイル

スがハクビシン等を介してヒトに感染。
患者数約８０００人

②２０１２年　アラビア半島発　MERS（中東呼吸器
症候群）ヒトコブラクダ由来コロナウ
イルスがヒトに感染。

③２０１９年　中国湖北省発　COVID-１９（新型コロ
ナウイルス感染症）　宿主動物未詳
（コウモリ由来株に近似、媒介動物不
明）。情報伝達が遅れ、世界に拡大。

（３）新型コロナウイルス感染症の特徴と対策
　現時点では感染源・感受性個体に対応する十分な
特効薬・ワクチン等がないため、以下の疾病特性を
踏まえた感染経路対策（排出者対策）となります。
＜疾病の特徴＞
①感染経路　飛沫感染、接触感染。食品が感染源

となった事象は報告されていません
（食品安全委員会、FDA、ICMSF等）。

②潜伏期等　１～１４日（平均５日）、患者は発症前
からウイルスを発生させ、発症直後
の感染力が強く、重症例ほどウイル
ス量が多いという特徴があります。

③感染可能期間　発症２日前～発症後１０日程度と
考えられています。気道で増殖
し、分泌物・唾液等に混入し咳
やくしゃみによって拡散します。
血液・尿・便からの検出例は稀
です。

④季節性　一般的なコロナウイルスによる風邪は
冬季に多いですが、当ウイルスについ
ては不明です。

＜対策＞
　自覚症状が無い発症前からウイルスが排出される
ことから、健康状態に異常を感じない場合でも「も
しかしたら自分もかかっているかも」の意識のもと、
個人の衛生対策が重要です。

飛沫防止（気道分泌物等）⇒
個体間距離の確保（WHO推奨　最低１m）、マス
ク着用、熱・咳等がある場合の室内待機、ゾーニ
ング、換気等、３密（密閉・密集・密着）の回避 
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接触防止（気道分泌物等）⇒
毎日の健康チェック、清潔な作業着、手指を介し
た汚染拡大防止（手指の洗浄消毒、うがい、ディ
スポ手袋着用等）、施設の清掃等清潔維持、交差汚
染の防止など

（４）新型コロナウイルス感染症の臨床症状等
　発症後の症状は以下のとおりです。
①主症状　発熱、呼吸器症状、頭痛、倦怠感（消

化器症状は多くない）
②その他の症状　嗅覚異常、味覚異常（イタリア

の報告では約３割に見られた）
③経過　発症～１週間程度
　　　　　風邪症状・味覚嗅覚異常
　　　　　８０％が軽症のまま治癒

発症後１週間～１０日
　呼吸器症状の悪化（咳・痰）
　全体の２０％
発症後１０日以降
　呼吸器症状の重症化・集中治療
　全体の５％
救命できず死亡する症例
　全体の２～３％

＊重症化リスク因子：
６５歳以上の高齢者、BMI３０以上の肥満者、高血圧
慢性疾患保有者（呼吸器・腎・心疾患、糖尿病）、
免疫力低下（臓器移植、HIV、悪性腫瘍等）、喫煙、
妊娠

＊帰国者・接触者相談センター等への相談該当目安：
主症状＋重症化リスク保有者及び４日以上の症状
持続者
④新型コロナウイルス濃厚接触者の定義（２０２０.４.２１
　厚生労働省「積極的疫学調査実施要領」から抜粋）
ア　患者（確定例）の感染可能期間（発症２日前
～）に長時間の同居・同席

イ　感染防護策なしに患者（確定例）を診察・看
護・介護

ウ　患者の気道分泌物・体液等に直接接触
エ　必要な感染防護策なしで患者と１ｍ以内に１５
分以上同席

⑤医師から知事への届出基準（２０２０.５.１３　厚生労
働省）

＜新型コロナウイルス感染症（症例定義）＞
ア　患者＝症状＋SARS-CoV-2検出
イ　無症状病原体保有者＝濃厚接触歴＋SARS-
CoV-２検出

ウ　疑似症患者＝以下の疑う症状がある
エ　感染症死亡者（疑いを含む）＝原因不明の肺
炎で死亡

＜疑う症状の定義＞
ア　発熱または呼吸器症状＋濃厚接触歴

イ　３７.５℃以上の発熱＋呼吸器症状＋渡航・居住
歴（発症１４日前）

ウ　３７.５℃以上の発熱＋呼吸器症状＋渡航・居住
歴（発症１４日前）のある者との濃厚接触

エ　医師により集中治療等を要すると判断＋新型
コロナウイルス感染症との鑑別実施

オ　医師による臨床判断

２　COVID-１９　これまでの経緯
２０１９年１２月　　　中国から報告
　　　　　　　　既に欧州・米国に拡大
２０２０年１月３０日　WHO緊急事態宣言
　　　２月１日　日本「指定感染症」に指定

２月２５日　政府の基本指針が決定
３月４日　ダイヤモンド・プリンセス（客船）

でクラスター発生
３月１３日　「新型インフルエンザ等対策特別

措置法」改正（別掲参照）
　　　　　COVID-１９新型コロナウイルス感

染症を「新型インフルエンザ等」
に含め対応する。指定期間は２０２１
年１月３１日まで（政令）。

４月７日　同法に基づく緊急事態宣言（期
間：４/７～５/６、地域：埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、大阪
府、兵庫県、福岡県）。京都府・
愛知県等自治体独自による宣言も
なされた。

４月１６日　緊急事態宣言実施区域、全都道府
県に拡大

　　　　　外出制限、特定施設・催事等の制
限要請・指示（対象：学校・社会
福祉施設・１０００㎡超の劇場・映画
館・体育館・ショッピングセンター等）

５月６日～段階的に対象区域縮小
５月２５日　東京都等自治体の緊急事態終了 

● スペシャルリポート　公益社団法人日本食品衛生協会

緊急事態解除要件　以下を総合的に判断

１．感染の状況（疫学的状況）
オーバーシュートの兆候は見られず、クラス
ター対策が十分に実施可能。
（例：直近１週間の累積報告数が１０万人あた
り０.５人未満）

２．医療提供体制
感染者、特に重症者が増えた場合でも、十分
に対応できる医療提供体制が整っている。

３．監視体制
感染が拡大する傾向を早期に発見し、直ちに
対応するための体制が整っている。
（例：PCR検査等が遅滞なく行える等）



2021.3　No.580 9

S
P
E
C
IA
L R
E
P
O
R
T

※直近の流行状況等については以下を参照してくだ
さい。
　厚生労働省ホームページ「国内の発生状況など」
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-１９/kokunainohasseijoukyou.html
　NHK特設サイト「新型コロナウイルス」
　　https://www３.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji１１/

３　国民の健康・安全の保護と　　　
　　国民生活・経済の安定のために
（１）各種「ガイドライン」
　各国、国際機関から発出された感染症予防に関す
るガイドライン等は以下のとおりです。
２月９日　FDA（米食品医薬品局）「Food Safety 

and the Coronavirus Disease ２０１９
（COVID-１９）」
食品関連従事者の衛生管理、従事者が
発症した場合の事業者の対応

３月１３日　農林水産省「食品事業者の従業員に新
型コロナウイルス感染者が発生した時
の対応及び事業継続に関するガイドラ
イン」

４月７日　FAO/WHO「COVID-１９ and food
　　　　　safety: guidance for food businesses」
　　　　　食品関連従事者の衛生管理（食品配達

を含む）
５月４日　新型コロナウイルス感染症対策専門家

会議による提言
新型コロナウイルス感染症対策の基本
的対処指針「新しい生活様式　実践例」

５月１４日　①（一社）日本フードサービス協会、（一
社）全国生活衛生同業組合中央会
「外食業の事業継続のためのガイド
ライン」
②（一財）食品産業センター「食品製
造業における新型コロナウイルス感
染症感染拡大予防ガイドライン」

９月３日　ICMSF（国際食品微生物規格委員会）
SARS-Cov-2と食品安全に関わる意見
①当該ウイルスは食品安全上のハザー
ドとみなすべきではない。労働管理
上の重要なハザードであり、周囲へ
の健康影響を最小限に抑える対策が
必要。
②SARS-CoV-２対策はHACCPシステム、
GMPの上に構築され、統合強化さ
れていることがベスト。食品衛生管
理を再確認してほしい。具体的には
前述①のとおり。従事者の健康管理
で毎日の体温チェック追加、皆が触
れる箇所の清掃・消毒の強化、配送

員も含むマスク着用などを加味。最
新情報にアンテナを張る。

（２）飲食店等事業者が行うべき対策の基本的スタ
ンス

　２０２１年１月７日、第二次緊急事態宣言が発出され
ました。また、ウイルスの変異株の拡大も伝えられ
ています。先行きは長く苦しいものが予想されます
が、我々には英知が蓄積されつつあります。第二次
緊急事態宣言が解除になってもウイルス自体が消滅
したわけではありません。
　感受性個体が存在する限り、感染拡大の阻止・重
症化回避の取組を継続する必要があり、今後も感染
症の基本を踏まえた自主的な対応が各個人・組織に
求められています。
　新型コロナウイルスの感染経路は飛沫感染、接触
感染であり、防除対策の重要なポイントは、この２
つに絞られます。食品を介しての感染拡大は無いこ
とがわかっており、幸いなことに、これまで全食品
事業者が取り組んできたHACCPに沿った一般衛
生管理の確実な実施に「３つの密（密閉・密集・密
接）を避ける」視点を加味すれば対策できます。
　飲食店等は最大の施設数・従事者数を有する業種
です。これは欧米先進国でも同様であり、WHO、
FDA等からも事業者対策・従事者対策・顧客対策の
注意点が公表されています。
　以下のガイドラインは、業界団体等が先進諸国の
対策も踏まえて行った提言であり、日本だけの独断
専行ではなく、孤独な戦いでもありません。

（３）「新しい生活様式（厚生労働省ホームページ
抜粋）」

　全ての人が、感染症予防も含め、新しい生活様式
を理解し取り入れる必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_００００１.html#Q２-１

＜個人の感染防止３つの基本＞
①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い
□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
□家に帰ったら、まず手や顔を洗う。人混みの多い
場所に行った後は、できるだけすぐに着替える、
シャワーを浴びる。
□手洗いは３０秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う
（手指消毒薬の使用も可）など
※高齢者や持病を持っている等、重症化リスクの高
い人と会う際には、体調管理をより厳重にします。
※イベント等の主催者は上記ガイドライン等を参考
にして開催要領を作成・実施します。 
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● スペシャルリポート　公益社団法人日本食品衛生協会

（４）外食業事業継続のためのガイドライン（一社）
日本フードサービス協会、（一社）全国生活衛生
同業組合中央会

　http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/safety/FSguideline_２０５１４.pdf
　飲食業を含め、食品の製造・加工等を行う事業は
国民生活・国民経済の安定確保に不可欠であり、顧
客・従事者の健康と安全を維持しつつ、業務を継続
することが求められています。当ガイドラインを踏
まえ、各自の状況に合わせて改良して運用する必要
があります。
①事業再開にあたっての基本事項
　食品の安全と衛生管理、店舗・施設の清掃・消毒、
従業員の健康チェックと健康管理・個人衛生の徹底、
社会的距離の確保
②お客様の安全
　ア　入店時
　　　掲示による事前案内を行う。
ⅰ　発熱・咳等、異常がある場合は店内飲食を断る。
ⅱ　店内が込み合う場合は入店を制限する。
ⅲ　順番待ちは社会的距離（２m）を確保、また
は整理券を配布する。

ⅳ　手指の消毒
ⅴ　飲食時以外はマスク等を着用する。
　イ　客席設営
ⅰ　２m（最低１m）の間隔を確保（横並び、パ
ーティション、グループ区分）

ⅱ　会話を控えさせるためにBGMなどを工夫する。
　ウ　サービス
ⅰ　お客さまとの対面を避ける。従業員はマスク
着用、カウンターにはパーティションを設置
する。

ⅱ　入れ替えの都度、客席の清拭消毒を行う。
ⅲ　会計窓口はパーティション、受渡しはトレー
（時々消毒）、電子マネー等を活用する。

　エ　テイクアウト
ⅰ　事前予約等で滞留時間を節減
ⅱ　店内飲食との動線区分
ⅲ　「早めにお召し上がりください」等の食中毒防
止のための注意喚起

　オ　デリバリー
配達員は雇用関係にない場合もあるが、配達
員の使用者には管理責任が残る。
ⅰ　配達員の健康チェック、衛生教育を行い、手
指の消毒、マスク着用、Boxの消毒を１回ご
とに実施させる。

ⅱ　食品渡し口は別に設ける。食品に直に触れな
いよう袋等に入れて渡す。

ⅲ　「早めにお召し上がりください」等の食中毒防
止のための注意喚起を配達員からお客さまに
対して行わせる。 

③従業員の安全衛生確保
ⅰ　一般衛生管理（特に従事者の健康管理・衛生
管理）の徹底、マスク・フェイスシールド等
の着用

ⅱ　事業者の対応として、従事者とのリスクコ
ミュニケーション（情報・意見の交換）は重
要。トイレ・更衣室等共有スペースの管理ル
ールを周知徹底させる。

④店舗の衛生管理
ⅰ　一般衛生管理を徹底する。お客さまが触れる
資材・備品等（カトラリー、容器包装等を含
む）の清拭消毒（アルコール、次亜塩素酸Na
希釈液、台所用洗剤等使用）、トイレの衛生管
理（清掃消毒頻度増、ハンドドライヤー使用
中止、紙タオル設置等）

ⅱ　感染防止用備品（消毒剤、不織布マスク、手
袋、紙タオル、廃棄用合成樹脂袋等）のロー
リングストック（先入れ先出し、常に一定量
を確保すること）、リスト化、確保

ⅲ　廃棄物処理について、残飯等厨芥、感染性を
疑う廃棄物（使用済みマスク、ティッシュ等）
はマスク・手袋を着用し、厨房内作業着と着替
えて取り扱う。

ⅳ　フロアのみの担当者も清潔なユニフォームを
着用する。

ⅴ　ドリンクバー、ビュッフェ、サラダバー等は
従事者が取り分けるなどの工夫を行う（お客
さまが触れる器具等は頻繁な清拭消毒・交換
が必要なため）。

ⅵ　卓上には調味料類・漬物類等を置かない。

（５）食品製造業におけるガイドライン（一財）食
品産業センター

　https://www.shokusan.or.jp/wp-content/uploads/２０２０/０５/２００５０１４-Guide-line.pdf
　製造業においては、お客さまと同一平面上にない
ため、事業者として実施する手順に重心を置いて記
載されている。
①新型コロナウイルス感染予防に関する基本的知
識・職場ルール等の周知徹底
・発熱・息苦しさ等の自覚症状がある場合は出
勤しない。
・飛沫感染防止として、３密を避ける（換気・
対人距離・マスク着用等）。不要な会話の回避
・接触感染防止として、適切な手指の洗浄、手
袋交換、設備・器具の清掃・消毒

　②換気の徹底
　　・換気設備の活用、定期的な窓等の開放
　③従業員の健康管理
・体温測定・体調の記録、不調の際の責任者へ
の連絡と自宅待機の徹底
・新型コロナウイルス感染症を疑う自覚症状が
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ある場合の責任者連絡
・正しい手指の洗浄消毒、手袋装着の徹底
・マスク、ヘアネット、フェイスシールド、清
潔な作業着等の着用
・咳エチケットの徹底

　④社会的距離の確保
・マスクを着用しない場合、１ｍ以上（発声時
は２ｍ以上）の対人距離を確保する。
・マスクを着用しない人との同席は１５分以内に
とどめる。
・休憩場所・食堂・更衣室の一時滞在人数を制
限し、密度を減らす。
・極力マスクを着用する、入退場時に手指の洗
浄消毒を行う。

　⑤必要な施設・設備の整備
　　・手指の洗浄消毒設備、必要な資材の供給
・トイレの使用ルールの徹底（蓋をして流す、
使用後の手指の洗浄消毒、ハンドドライヤー
や共同タオルの撤去、ペーパータオルの設置）
・共用部分（トイレ、食堂、休憩室、更衣室等）

の清掃消毒のルール化　
⑥事業者・管理者は施設・設備の管理運営方法を
ルール化し周知徹底する。
必要な資材を供給し、記録を残す。新たな情報
に注目し、要請に対応する。
⑦事務職員については、テレワーク等が可能な部
署はテレワークや時差勤務等を実施し、事務手
続の合理化により接触を避ける運営とすること
が望まれる。

（６）世界は１つ　One World
　もはや「コロナ前」の世界には戻れません。言い
換えれば、私たちはなんと幸運に期待した管理運営
に終始してきたことかと思い至ります。コロナ以前
のラッキーな状態に感謝するとともに、今回の事象
を糧に自国の体制を整え、食の喜びを世界中のより
多くの人々と享受し、事業の継続を図るために、今
後は原材料生産国等への衛生管理体制づくりへの技
術支援等も視野に入れ、感染症対応も含めたグロー
バルなHACCP管理を推進する必要があると考えます。

※参考：新型インフルエンザ等特別対策措置法（抜粋まとめ）
＜総則＞
第一条〔目的〕　新型インフルエンザ等の対策実施計画、発生時の措置、緊急事態措置その他特別の措置を定めることにより、新
型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小とな
るようにすることを目的とする。
第二条〔定義〕　新型インフルエンザ等、新型インフルエンザ等対策、新型インフルエンザ等緊急事態措置等
第三条〔国・地方公共団体の責務〕
　国の責務：対策の実施、地方公共団体等の対策の的確かつ迅速な支援、ワクチンその他の医薬品の調査及び研究の推進、国際的
な連携確保、調査及び研究に係る国際協力の推進
　地方公共団体の責務：新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する。
　指定公共機関及び指定地方公共機関の責務：新型インフルエンザ等対策を実施する。
　国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関の相互連携協力、的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。
第四条〔事業者及び国民の責務〕　事業者及び国民の予防行動と施策協力、事業者の拡大防止努力義務、医療提供業務や国民生活
及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者（登録事業者）の業務継続努力義務
第五条〔基本的人権の尊重〕　国民の自由と権利の制限は必要最小限のものでなければならない。
第六条〔政府行動計画の作成及び公表等〕　内閣総理大臣による国内外の情報収集・計画の策定・体制整備
第七条〔都道府県行動計画〕　都道府県の行動計画の作成、総合的な事業推進、情報収集・調査、情報提供、感染防止のための協
力要請、まん延防止措置、医療従事者の確保等医療の提供体制確保、住民の生活及び地域経済の安定、区市町村等への情報提供、
体制整備、関係機関・他自治体等との連携等について計画を策定し内閣総理大臣に報告
第十条〔物資及び資材の備蓄等〕
第十二条〔訓練〕防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮する。
第十三条〔知識の普及等〕　国及び地方公共団体の国民に対する啓発義務。知識・理解と関心を深める。
＜発生時の措置＞
第十六条〔政府対策本部の組織〕　政府対策本部の長は、内閣総理大臣（内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名
する国務大臣）をもって充てる。
第十八条〔基本的対処方針〕　政府対策本部は、政府行動計画に基づき「基本的対処方針」を定める。基本的対処方針は、発生状況、
全般的な方針、対策の実施に関する重要事項等を定める。
第二十三条〔都道府県対策本部の組織〕　都道府県対策本部の長は都道府県知事をもって充てる。本部員は　副知事、教育長、警
視総監又は道府県警察本部長、特別区の消防長、知事が職員のうちから任命する者とする。本部員のうちから、都道府県知事が指
名する者をもって副本部長に充てる。
第三十二条〔新型インフルエンザ等緊急事態宣言等〕　緊急事態措置を実施すべき期間（最長二年）、緊急事態措置を実施すべき区
域、緊急事態の概要
第四十五条〔感染を防止するための協力要請等〕　新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、国民
生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認める場合に協力要請を行う。
第四十六条〔住民に対する予防接種〕　政府対策本部は、国民の生命及び健康の保護、国民生活及び国民経済の安定性維持のため、
予防接種の対象者及び期間を定める。　　等
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● スペシャルリポート　寄稿

任意後見制度につい任意後見制度についてて
神田公証役場　公証人　小島　浩

　これから成年後見制度のうち、法定後見とともに
一方の柱である任意後見制度について解説していき
ます。行政書士の皆様は、車庫証明や建設業の許認
可申請等の業務を始め町内会役員等の日頃の活動を
通じて、預貯金の管理等で困っている高齢者から依
頼を受けたり、あるいは介護施設に入居されている
方の親族から、入居されている方の自宅や賃貸住宅
等の管理等について相談を受けたりすることが少な
くないと思います。そのような場合に、解決策の一
つとして、任意後見制度の利用をお勧めすることが
できます。以下、任意後見制度の概観、後見人とな
るときに気を付けるポイント等をテーマに、大きな
項目として、第１に任意後見制度を必要とする現状
等を、第２に任意後見制度、第３に任意後見制度の
これからの課題等を述べ、さらに、第２の任意後見
制度において、要となる実務の取扱い等を説明します。

第１　はじめに（成年後見制度を必要とする現状等）
　１　高齢者・認知症等の人の著しい増加
　２　任意後見制度とは
第２　任意後見制度
　１　立法の経緯等
　２　任意後見制度の仕組み
　３　利用の実態について
４　任意後見契約を締結するまでの手続（本人の
判断能力低下前）

　５　類似する他の制度との選択や併用等
　　⑴　遺言との併用
　　⑵　通常の委任契約との選択
　　⑶　法定後見との違い
　　⑷　民事信託との選択
　　⑸　民事信託との併用
　　⑹　見守り契約との併用

　　⑺　尊厳死宣言との併用
　　⑻　死後事務委任契約との併用
　　⑼　元気なうちに安心の６点セット
　６　任意後見契約の発効（本人の判断能力低下後）
　７　任意後見委任事務の遂行
　８　任意後見契約の終了
　９　死後の事務委任について
第３　任意後見制度のこれからの課題等
　１　任意後見制度の問題点
　２　専門家として任意後見に関わる上での課題

　以上の順に説明していきます。これをきっかけに
任意後見を始めとする高齢者の財産管理、身上保護
等に関する制度に興味を持っていただき、機会を見
つけて任意後見等の業務に関わっていただけるよう
に、実践的に分かりやすくお伝えしたいと思います。

第１　はじめに（成年後見制度を必要
　　　とする現状等）

１　高齢者・認知症等の人の著しい増加
⑴　高齢者の増加
　令和を迎え、私たち日本人の平均寿命は、男性
約８１歳、女性約８７歳と大きく伸び、医療の進展と
ともに今後も更なる長寿化が予想されています。
古来より長寿は喜ばしいものですが、一方ではこ
れに伴うライフスタイルの変化、高齢者の介護の
増加、認知症の人の増加があります。現在６０歳の
人の約４分の１が９５歳まで生きるという試算もあ
り、正に「人生１００年時代」を迎えようとしてい
ます。健康寿命は、男性で約７２歳、女性で約７５歳
とされ、平均寿命から考えると、その間の９～１２

　超高齢社会において、ますます成年後見制度の需要が高まっています。今回は、任意後見制度とこれに伴
う公正証書遺言等の関連諸制度について、公証人の小島浩先生に寄稿いただきました。
　本稿は、中央研修所研修サイトに登載しているVODコンテンツ「任意後見について」の内容をより詳細に
解説いただいたものとなっています。
　任意後見に関心はあるが知識面で不安がある、といった会員の方にとって業務のヒントになれば幸いです。
是非、上述のVODコンテンツとあわせて御参考ください。
　なお、実際に後見業務を行う場合には、単に任意後見契約の知識にとどまらず、介護・医療にまつわる様
々な知識や関係機関との連携も必須となります。一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター等の団体
に所属し、必要な研修、業務指導を受けることを強く推奨します。（法務業務部）
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年は、何らかの制限が日常生活に加わり、様々な
影響のほか、金融機関の窓口へ出向くことが困難
になるなど円滑な金融サービスの利用にも支障が
出るようになります。また、長寿化に加えて、少
子高齢化となり、これを背景として夫婦のみの世
帯が割合を伸ばすとともに、未婚率の上昇やライ

フスタイルの多様化と相まって、いわゆる「おひ
とりさま」の単身世帯もその割合を急速に伸ばし
ています（注１、２）。単身高齢者（独居）も増加し、
５０％程度に達し（特に後期高齢女性）、都市部、
特に埼玉、千葉、神奈川での高齢化が顕著となる
と言われています。 

注１　金融審議会市場ワーキング・グループ２０１９年６月「高齢社会における資産形成・管理」報告３、４頁
　　　https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/２０１９０６０３/０１.pdf参照
注２　鈴木隆雄著「超高齢社会のリアル」大修館書店９頁
注３　注１の文献５、７頁
注４　日本経済新聞２０１８年８月２６日朝刊
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（出典）厚生労働省「第２２回完全生命表」、「平成２９年簡易生命表」、厚生労働科学研究班「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策
の費用対効果に関する研究」（平成２４年度）、「健康寿命の全国推移の算定・評価に関する研究－全国と都道府県の推移－」（平成２９年度）
より金融庁作成

⑵　認知症の人の増加
　６５歳以上の人口のうち、認知症にり患する割合
は、厚生労働省の推計によると、２０１５年５２０万人
（１６％）、２０２５年約７００万人（２０％）とされていま
す。また、年齢別の認知症有病率は、８０歳から８４
歳では男性の約６人に１人、女性では約４人に１
人、８５歳から８９歳ではこの割合はそれぞれ倍ほど
に増加し、８９歳以降の年齢でも更に増加していま
す（注３）。

⑶　認知症患者の保有する金融資産
　認知症患者が保有する金融資産は、２０１８年８月
１４５兆円、２０３０年度には２１５兆円に達すると見込ま
れています。「認知症になると資産活用の意思表
示が難しくなり、そのお金が社会に回りにくくな
る。国内総生産の４割に相当するマネーが凍結状

態になれば、日本経済の重荷になりかねない。お
金の凍結を防ぐ知恵を官民で結集する必要があ
る。」という指摘がされています（注４）

２　任意後見制度とは
　このように高齢者・認知症の人が著しく増加して
おり、その対策は重大かつ喫緊の課題になります。
誰でも「老いと死」を逃れることはできません。本
人の生前から死後までの間に、財産管理・身上保護
などに利用できる主な制度は次のとおりです。健康
で判断能力のある間は移行型の任意後見（委任契約）、
信託、見守り契約を、判断能力が低下したときには、
任意後見、法定後見、死後に備えて遺言、信託、死
後事務委任を利用することになります。 
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　任意後見制度は、認知症等（知的障害・精神障害
なども含みます。）の精神上の障害による判断能力の
低下などに備えて、元気な間に自らの判断で財産の
管理、身上保護等の法律行為に関する事務を信頼で
きる人に委任しておき、認知症等で事理を弁識する
能力（その法律行為をするに際し、それをした場合
としない場合とを比較して利害得失の判断ができる
こと、判断能力とも言えます（注５））が不十分な状況
になったときに、それ以降、任意後見人に委任した
事務を任せるというものです。そして、この制度の
特徴は、任意後見人が本人の財産等の使い込みを防
ぎ、任務を全うするよう、本人の財産・身上を保護
するため、家庭裁判所により任意後見人を監督する
任意後見監督人が選任され、任意後見監督人を通じ
て家庭裁判所が間接的に監督する仕組みになってい
る点にあります。

第２　任意後見制度

１　立法の経緯等
　従前の禁治産・準禁治産制度を改めて、「自己決定
の尊重の理念（本人の残存能力の活用、本人が障害
のない人と同じように生きるというノーマライゼー
ション等の理念を含みます。）」と「本人保護」の理
念の調和を旨として、平成１１年１２月１日に民法の一
部改正がされました。成年後見とは、後見人に財産
管理や介護・医療契約等の代理等を行ってもらうこ
とにより、保護を必要とする人を護る制度と言えま
す。この改正と共に、介護保険がこれまでの措置か
ら契約へと改正され、介護を必要とする人が自ら契
約をすることになり、このことも成年後見制度と併
せて大きな改正になりました。制度としては、認知
症・知的障害、精神障害など自ら介護保険等を契約
できない場合は、成年後見制度を利用して後見人が
本人に代わって契約をするということを想定されて
いました。もっとも、介護保険については本人に代
わって、家族等が手続を代行することも多いようで
す。
　概略は下図のとおりです。 

注５　小林昭彦・大門匤・岩井伸晃編著「新成年後見制度の解説【改訂版】」きんざい５０頁

● スペシャルリポート　寄稿
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（出典）小林昭彦・大鷹一郎・大門匤編「一問一答　新しい成年後見制度〔新版〕」商事法務１１頁

新しい成年後見制度の概要
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（判断能力の課度） ＝ 判断能力
不十分

判断能力
著しく不十分

判断能力
欠く常況

任意後見契約
の締結

補助開始の審判

保佐開始の審判

後見開始の審判

任　意　後　見　監　督　人　の　選　任

任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人

本人・配偶者・四親等内の親族・検察官等
申立て

本　

人

（出典）前掲小林昭彦他編「一問一答　新しい成年後見制度〔新版〕」１９頁

法定後見（補助・保佐・後見）制度と任意後見制度の対応関係

後見開始の審判保佐開始の審判補助開始の審判

精神上の障害により判断能力を
欠く常況に在る者

精神上の障害により判断能力が
著しく不十分な者

精神上の障害（痴呆・知的障害・
精神障害等）により判断能力が
不十分な者

〈 対 象 者 〉
（判断能力）

要
件

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人（任意後見法）
市町村長（整備法）

申 立 権 者
開
始
の
手
続 不要不要必要本 人 の 同 意

成年被後見人被保佐人被補助人本 人機
関
の
名
称

成年後見人保佐人補助人保 護 者

成年後見監督人保佐監督人補助監督人監 督 人

日常生活に関する行為以外の行
為民法１３条１項所定の行為

申立ての範囲内で家庭裁判所が
定める「特定の法律行為」（民
法１３条１項所定の行為の一部）

付 与 の 対 象同
意
権
・
取
消
権

後見開始の審判保佐開始の審判
補助開始の審判
＋同意権付与の審判
＋本人の同意

付 与 の 手 続

本人・成年後見人本人・保佐人本人・補助人取 消 権 者

財産に関するすべての法律行為同左申立ての範囲内で家庭裁判所が
定める「特定の法律行為」付 与 の 対 象

代
　
理
　
権

後見開始の審判
保佐開始の審判
＋代理権付与の審判
＋本人の同意

補助開始の審判
＋代理権付与の審判
＋本人の同意

付 与 の 手 続

不要必要必要本 人 の 同 意

同左同左本人の心身の状況および生活の
状況に配慮する義務身上配慮義務責

務

補助・保佐・後見の制度の概要

（出典）前掲小林昭彦他編「一問一答　新しい成年後見制度〔新版〕」28頁
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　成年後見には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、裁判所の手続によって後見人が選ばれ、
後見が開始する制度です。図のとおり、法定後見に
は、後見、保佐、補助と３つの段階に分かれますが、
裁判所が申立によりこの順に対応する後見人・保佐
人・補助人を選任します。これに対し、任意後見は、
保護を利用する人自らが後見人を選任するというも
のです。先ほど述べた民法の一部改正に伴い、新た
に任意後見契約に関する法律（以下、「任意後見法」
という。）として設けられ、平成１２年４月１日施行さ
れ、昨年で２０周年を迎えました。この任意後見制度
は、イギリスの継続的代理権法等を参考にして、①
自己決定の尊重と②本人の保護との調和を図る観点
から新たに設けられました。この制度は、監督人・
裁判所による監督の下、本人の意思（任意後見契約）

に基づき権限を付与された後見人が財産の管理を行
うというものです。しかも、任意後見契約の効力が
生じた後も、本人は行為能力について何ら制限を受
けることがないため、後見人による契約とは関係な
く単独で自ら契約を締結することができます。また、
法定後見と違って、任意後見の場合は、行政書士等
の資格制限を受けることや建設業法、古物営業法等
の許可要件について改正前のように制限を受けるこ
とはありません。（注６）

２　任意後見制度の仕組み
　概略は下図（山本修・冨永忠祐・清水恵介編著
「任意後見契約書の解説と実務」三協法規出版５頁）
のとおりです（任意後見法２条、４条参照）。 

①本人
任意後見契約

②任意後見受任者 任意後見人

申立て

家庭裁判所
選任

③任意後見監督人

発効

監督

①本人・・任意後見契約の委任者で、多くは７０代か
ら８０代の方になります。この点は、できればイギ
リスやドイツ等の諸外国に倣って、早めに老後の
人生設計をしっかり考えることのできる５０代後半
頃からの利用を促進できることが望ましいとされ
ています。最もメリットの実感できるケースとし
て挙げられるのは、単身者で老後・医療等につい
てプランを立て、自ら信頼する友人・専門家に託
すという例です。
②任意後見人・・任意後見監督人が選任される発効
前の段階では、「任意後見受任者」と言います（任
意後見法２条３項）。本人の生活、療養看護及び
財産管理に関して付与された代理権を用いて事務
を行います。後見人には、多くは子・甥・姪など
の親族や士業の専門家が選任されています。親族
に頼めない方も増えており、本人が適切な後見人
を選任することが難しく、専門家等による紹介・
マッチングが求められています。ポイントは、本
人と信頼関係を保つことができるかどうかが目安
になります。身近な例として挙げると、本人に何
かあれば駆け付けるか、若しくは適切な方に連絡
を取り付ける等により、善後措置を講じるという
関係を持ち続けることができるかということで
しょうか。相性もありますので、いったん任意後
見契約を締結しても、その後本人とうまくいかな
いときは、後見受任者を辞任して契約を解消する
ことも少なくありません。
③任意後見監督人・・契約の当事者ではありません
が、任意後見人の事務を監督し、この事務に関し

● スペシャルリポート　寄稿

て家庭裁判所に報告する任務を行います。後見受
任者らからの選任申立てを受けて、家庭裁判所が
申立人、任意後見人と関係のない第三者、多くは
弁護士、司法書士、行政書士などを選任します。

３　利用の実態について
⑴　任意後見契約の締結件数
　平成１２年の６５５件から始まり、毎年その利用件
数は増加し、令和元年では年間１万３,９３７件になり、
月平均で１,０００件を超えています。しかし、最高裁
判所の統計資料である成年後見事件の概況で公表
されている平成３１年（令和元年、２０１９年）の法定
後見（後見開始２万５,１７２件、保佐開始６,３７２件、補
助開始１,８２５件）に比較すると、本来、任意後見は
成年後見制度の中心となるべき位置付けであるの
に、その利用者数は低迷しており、また、何より
も任意後見監督人選任の申立てが少なく、平成３１
年で６５０件（うち、認容６３３例）しかありません。成
年後見制度の実際の利用者数（成年後見は利用が
開始されると、本人の死亡まではほぼ終了しませ
んので、累計となります。）を見ますと、最高裁
判所の前記概況によれば、２０１９年１２月末時点で、
成年後見制度全体で２２万４,４４２人、その内訳は成年
後見１７万１,８５８人、保佐３万８,９４９人、補助１万９８３
人で、任意後見（任意後見監督人選任後のもの）
はわずか２,６５２人で全体の１.２％にしかすぎません。
また、成年後見全体の利用者数は、前記の平成２７
年（２０１５年）の高齢者・認知症になると推定され

注６　成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律参照
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る５２０万人と比べても、数％程度と非常に少ない
と言えます。

⑵　成年後見制度利用促進基本計画
　このように利用者数が少ないことについて、国
としても危機意識を持ち、平成２８年５月１３日に成
年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、
これを受けて、平成２９年３月２４日に成年後見制度
利用促進基本計画が閣議決定されました。その中
で、任意後見の利用促進に関し、①関係者と後見
人等がチームとなって日常的に本人を見守り、本
人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行
う体制を構築すること、②任意後見契約のメリッ
ト等の周知、早期の段階からの相談・対応体制を
整備すること、③不正の未然防止・早期発見など
につながるように、地域連携ネットワークの下で
チーム対応を検討することなどが定められました。
行政書士会においては、コスモス支部が担ってお
り、逐次、各地の地域連携ネットワーク、全国各
地の自治体で設置される中核機関や包括支援セン
ターなどに参加するとともに、日頃から連携を
図っています。現状を見ますと、多くの包括支援
センターにおいては、身上保護の点では主任ケア

マネ、社会福祉士、保健師等が関与し、充実して
いますが、財産管理の点については行政書士等の
専門家の積極的な関与が待たれます。

⑶　利用目的、利用場面
　この制度を利用する主な目的は、本人の判断能
力が低下したときに、①相続や財産の管理、②日
常の金銭の管理や身の回り、③介護や医療が必要
になった場合の手続等の不安からです。任意後見
人としては、このニーズに対応することになりま
す。なお、身寄りのない方が施設入所の際、身元
保証を付けるために任意後見を利用することにつ
いては、本来の目的とは異なるものとされており、
特に施設入所の支払保証については、後で本人に
求償することもありますので、利益相反を生じる
おそれがあり、好ましくないとされています。専
門家として任意後見人になる場合には、施設入所
の保証人となるにしても、その範囲を本人の財産
の範囲内に限定するように注意する必要があります。

４　任意後見契約を締結するまでの手続　
　（本人の判断能力低下前） 

【判断能力低下前】
〇専門家による相談（ライフプラン、利用する制度の選択、契約内容の確定）
　　　↓
①任意後見契約公正証書の作成 ← 公証人（公証役場）
　　　↓
②任意後見契約の登記 ← 登記官（法務局）
　　　↓
【判断能力低下後】
③診断書の作成 ← 精神科医（病院）
　　　↓
④任意後見監督人の選任 ← 家庭裁判所裁判官（家庭裁判所）
　　　↓
〇専門家等による任意後見の実施

　概略は上図（前掲山本修他編著「任意後見契約書
の解説と実務」６頁）のとおりです。
　順を追って見ていきましょう。以下の説明は、専
門家である行政書士の方が自ら任意後見人として受
任することを想定しています。これ以外に、本人の
家族等が任意後見人を受任し、行政書士の方は、こ
の任意後見契約について助言や公証人との契約締結
を仲介したり、これに引き続いて後見業務の相談・
助言をしたりという関与もあります。この２つは、
業務の内容が違いますので、区別して扱ってください。

⑴　専門家による相談
ア　本人からの相談のほか、本人の身近な方やあ
るいは社会福祉協議会、包括支援センターなど
を通じて、相続問題の解決、自宅の管理、施設

の入所費用・生活費等の支払に充てるための預
貯金の払戻し等で困っているとの相談が寄せら
れることがあります。
まず、本人からライフプランを聞き取り、利
用する制度を選択し、契約内容を確定すること
になります。ライフプランの聞き取りですが、
具体的にはライフプランノート（注７）等を参考に
します。詳しい内容になっていますが、この程
度の聞き取りをしておかないと、任意後見人と
して職務を担当するときに、本人の意向、意思
を尊重して、これに沿うことが難しくなります。
信頼関係を作るためにも、本人との３～４回の
面談は欠かせません。ここで大切なことは、で
きるだけ多くの関係者の方に連絡して、支障の
ない方には一緒に説明を受けて、検討していた

注７　前掲山本修他編著「任意後見契約書の解説と実務」２４２頁
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だくという点です。関係者というのは、推定相
続人（配偶者、子、兄弟）のほか、他に適当な
関係者がいないときは本人と関わりの深い友人
や地域福祉サービスを受けている場合にはその
担当の方等です。こうすることにより、より正
確な情報が把握でき、必要な措置を取ることが
できます。もっとも、実際には、上記の関係者
の中には、遠隔地や本人との交友関係や諸々の
事情から連絡を取ることが難しい場合もありま
す。そのときには、連絡が取れなくてもその人
の意向も推し量りつつ、手続を進めることにな
ります。なお、親族の方が任意後見人（任意後
見受任者）として予定されており、行政書士と
して助言等をする立場で関与するときには、推
定相続人間で、遺産をめぐる争いがあるかどう
か、候補者となっている親族の方が任意後見人
（任意後見受任者）として適任かどうか等も調
査・確認し、本来の目的に反した使い方（例え
ば、本人の財産を把握し、財産の管理をしつつ、
自分に有利な遺言を作成する等。）があれば、任
意後見契約が後々紛争になるおそれがあるので、
その点について助言しておきます。
イ　次に、類似する他の制度と比較し、任意後見
契約を選択するかどうかを決めてもらいます。
契約内容、具体的にはいつから、誰にどのよう
な代理を委任するかなどを確定していきます。
特に代理の内容は法律事項に限られ、任意後見
人は自らが介護や買物をするわけではなく、介
護士や社会福祉士等に依頼することなども含め
て、契約内容及び重要事項について、イラスト
入りの書面を渡すなどして分かりやすい説明を
します。
ウ　任意後見契約には、３つの利用形態、すなわ
ち将来型、移行型及び即効型があります。将来
型は、任意後見契約のみを締結し、将来委任者
の判断能力が低下するまで代理権を発生させな
い類型です。移行型は、任意後見契約の締結と
同時に一般的な財産管理等の委任契約も締結し、
将来判断能力が低下したときに任意後見契約に
移行させるというものです。即効型は、判断能
力が低下しているけれども、任意後見契約を締
結できる判断能力がある（補助程度で良いと言
われています。）ときに、締結後すぐに任意後見
契約の効力を生じさせるというものです。任意
後見契約の締結、特に即効型については、どの
程度の判断能力が必要かという点について、難
しい問題があります。少なくとも、任意後見契
約の趣旨、すなわち一定の財産管理と身上保護
を受任者に依頼すること、契約を締結した場合
としない場合とでどういう結果になるか、その
利害得失を判断する能力が必要です。この能力

がないと任意後見契約を締結することはできま
せん。これに加えて、本人が進んで任意後見契
約を利用したいという積極的意思を有している
ことや契約内容についても自らの希望を反映さ
せる意欲を持っているかという点も必要である
という見解もあります。本人の意思能力につい
て、迷ったときには、かかりつけ医師の診断を
受けたり、公正証書の作成を予定する公証人と
も相談したりしていただくことになります。意
思能力の点に不安があるときには、任意後見契
約ではなく、法定後見（後見、保佐、補助）の
制度を進める方が良いと思います。理由は、意
思能力が欠けているとして後に任意後見契約が
無効となるおそれがないこと等にあります。
この３つの類型は、それぞれ特徴があります。
自己決定の尊重と本人の保護という任意後見制
度の趣旨から見ると、本人の判断能力がしっか
りしているときに、将来の判断能力が低下した
ときに備えて、信頼できる受任者に自己の生き
方を尊重した余生を託すという将来型が自然な
流れです。これに対し、移行型は、本人の判断
能力の低下する前の段階、つまり契約締結時
（又は本人が希望した時点）から、本人の代わ
りに、財産管理・身上保護をしてもらえるので、
入院中等で必要なお金を引き出したり、身体が
不自由な状態にあるときに介護契約や施設入所
契約等をしてもらったりすることができ、便利
で使い勝手がいいとも言えます。また、移行型
の場合には、本人が任意後見受任者の任意契約
の代理事務の働きぶりを監督でき、その間に、
お互いの相性や信頼関係を持てるかどうかを確
認して、任意契約締結後のより良い関係を構築
できる機会とも捉えることができます。特に、
身内ではない専門家が任意後見受任者になる場
合にはこのような利点もあるように思われます。
次に即効型は、前記のとおり委任者の意思能力
の点で難しい問題があり、従前からほとんど利
用されていませんし、また一般社団法人コスモ
ス成年後見サポートセンター（以下、「コスモ
ス」という。）でも推奨していませんので、基
本的に利用せず、これに代えて法定後見を検討
することになります。
この３つの類型の利用比率は、当初将来型が
過半数を占めていたのですが、日本公証人連合
会が実施した最近の調査結果（注８）によれば、移
行型が７５％と大半を占め、残りの２３％余りは将
来型で、即効型はほとんど利用されていません。
移行型については、代理権限を悪用して不当に
財産を処分するおそれや本人の判断能力が低下
した後も任意後見監督人の選任申立てをせず、
移行しないまま、本人保護の体制が法の規定ど

注８　日本公証人連合会機関誌「公証　第１９２号」１４７頁以下「任意後見契約に関するアンケート調査結果について」参照

● スペシャルリポート　寄稿
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おりに機能していないという批判があります。
この問題は、任意後見受任者において、本人の
判断能力が低下した場合には、選任申立てを速
やかにすることが義務であると定め、この義務
を果たしていただくことが現状では最も適切な
解決方法と言えます。しかし、任意後見監督人
の選任申立ての際には、本人が意思表示をでき
ないときを除いて、本人の同意を得る必要があ
ります（任意後見法４条３項）ので、実際には
簡単なことではありません。任意後見受任者と
なられたときは、この申立てを速やかに行う必
要があります。「任意後見監督人を選任すると
倍の費用がかかる」とか、「任意後見受任者の貴
方を信頼しているからもう一人の監督人を選任
する必要がない」等の点から、本人が任意後見
監督人の選任申立てを拒み、強行すると信頼関
係を損なうことになり、本人の同意を得ること
が事実上難しい場合があります。困ったときに
は、コスモス等と相談され、実務の智慧を得る
ことも解決策の一つと思います。いずれにして
も、本人の判断能力が低下したのに任意後見監
督人を選任しないまま、財産管理契約に基づき
委任事務を行うことは、客観的に見ると、任意
後見受任者としての義務に違反しており、場合
によっては推定相続人らから責任を追及される
おそれがあります。

⑵　任意後見契約公正証書の作成
　ア　公正証書によって作成する理由は何か

任意後見契約は、通常の委任契約と異なり、
法務省令で定める様式の公正証書によって締結
する必要があります（任意後見法３条）。公正証
書による契約とされた理由は、次の点からです。
①公証人が委任する本人の意思能力を確認する
ことにより、適法有効であることを担保し、
確実な立証を可能にすることにあります。実
務上、公証人が直接本人と面接することとさ
れており、代理は基本的に認めない運用に
なっています。
②原本が公証役場で保管され、改ざん・滅失等
を防ぐことができます。
③代理権に関する公的証明等のため、必要不可
欠な任意後見契約の登記を遺漏なく行うこと
ができることなどにあります。委任者と受任
者が、そろって公証役場に出向いて、公証人
の面前で、契約内容を確認して署名押印する
ことになります。公証役場に行けないときは、
公証人が本人のところに出張することもでき
ます。

　イ　作成に必要な書類
①本人につき、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
及び実印 

　②受任者につき、住民票、印鑑証明書及び実印
なお、本人確認資料としては、上記の印鑑証
明書及び実印に代えて運転免許証、パスポー
ト等及び認印によることもできます。代理権
目録を特定するため、不動産登記謄本等が必
要なこともあります。

　ウ　受任者の住所について
受任者の住所は、住民票の住所を記載するこ
とになっており、現在のところ、事務所住所は
認められていません。この点は、日本弁護士連
合会等から専門職については、被後見人の郵便
物が受任者の自宅に送達されることにより、管
理に支障が生じるおそれや本人等から自宅に押
し掛けられても困る事態等があるため、住民票
の住所に代えて事務所住所を記載できるよう法
改正の要望がされています。

　エ　受任者の報酬
契約ですので、自由に決めることができます。
仮に月額３万円の報酬としても、第１の１で述
べた健康寿命との関係で、期間中の合計額は７
年で２５２万円、１２年で４３２万円になります。これ
に加えて、任意後見監督人の選任に伴い、その
報酬も負担するので、本人には相当の経済的負
担になります。任意後見人として負担する事務
量は、本人の生活状況、特に施設入居の有無等
でも相当違いがあります。事務量に応じた適切
な報酬額を定めること、例えば施設入居の場合
には事務量が少なくなることに応じて報酬を減
額する必要もあるでしょう。なお、法定後見の
場合は、東京家裁での基準が目安として公表さ
れていますので参考になるかと思います。もっ
とも、この基準については本人の財産の多寡よ
りも業務（事務の負担量）を重視して報酬を決
める方向に改定が予定されており、既に一昨年
の３月、最高裁から各地の家庭裁判所に対して
改定を促す通知が出されました（東京新聞２０１９
年３月２６日朝刊）。業務によるとした場合、基
本的には数万円前後が一つの目安となるような
気がします。報酬を毎月いただくことができれ
ば、それがベストですが、場合によっては認知
症等により本人が物盗り妄想に駆られたり、預
金額が減ることを大変気に病まれたりされるこ
とがあります。亡くなられた際に、一括して清
算する方法もあるようですが、その場合には、
遺言執行者に就任する予定でないと相続人から
支払を受けることになりますので、即時に支払
を受けることは難しいかもしれません。

　オ　公正証書の作成手数料
基本手数料は、将来型でも即効型でも任意後
見に関する契約のみを記載した証書は、報酬を
定めてあるかどうかに関わらず一律１万１,０００
円です。移行型（委任契約と任意後見に関する
契約を同じ証書に記載するもの）の委任契約部
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分の手数料は、報酬がある場合は１０年間の報酬
額を２倍にした額を目的価額として算定します。
例えば、月額３万円とすると、目的価額が７２０万
円になるので１万７,０００円（報酬を定めないとき
は１万１,０００円）です。上記の月額３万円の例で
移行型の手数料を算定すると、委任契約部分が
１万７,０００円、任意後見部分が１万１,０００円で合
計２万８,０００円です。公正証書の手数料は、この
基本手数料のほかに正謄本代がかかりますが、
任意後見契約の場合、正謄本代として１万５～
７,０００円程度と、それとは別に登記手数料等とし
て５,０００円程度がかかります。死後事務委任契
約の手数料は、上記の委任契約部分の手数料の
算定方法と同じです。なお、公証人が病院等に
出張して作成する場合には別途加算になります。

⑶　代理権目録について
　ア　目録の様式について

任意後見契約は、本人が後見受任者に対し法
律行為を委任する契約ですので、委任する法律
行為を確定しておきます。代理権の範囲は、代
理権目録を作成する方法によりますが、法律上
２つの様式が定められており、附録第１号様式
（チェック方式）と附録第２号様式（具体的に
記載する方式）です。現状は、上記のチェック
方式は詳細で説明に時間がかかることもあり、
ほぼ全件、附録第２号様式で作成しています。
代理権を変更しようとすると、いったん解除し
て新たに作成することになる場合もありますの
で、代理権目録に記載する代理権に過不足がな
いようにします。

　イ　介護、見守り等事実行為の委任
任意後見契約は、法律行為を代理する制度で
すので、介護等の事実行為を代理権の目的とす
ることや代理権目録に記載することはできませ
ん。もっとも、任意後見契約とは別に、事実行
為を委任することはできますので、任意後見契
約とは別の契約として、任意後見契約と一体と
して公正証書中で契約することができます。特
に見守り契約については、必要性が高いと言わ
れています。具体的な文案は、公証人の方と相
談して決めていきます。

　ウ　死後事務の委任
葬儀、埋葬等の死後の事務は、任意後見終了
後の事務であるため、代理権目録に記載できま
せん。しかし、任意後見契約とは別の契約とし
て定めることができます。死後事務委任契約に
ついては、後ほど説明しますが、行政書士等の
専門家が任意後見人になる場合には、親族の場

合と異なり、遺体の引取り、葬儀、片付け等の
ため、その権限や費用の支出のためにも締結し
ておくことが必要です。

　エ　医療行為及び延命治療の拒絶の委任
いずれも本人のみが決定できる一身専属的な
行為であり、代理になじまないとされています。
しかし、医療・ケアについて本人の意思が確認
できない場合には、本人の推定意思を尊重して、
本人にとって最善の治療方針をとることもやむ
を得なかったり、医療現場で即時の同意を求め
られたりすることもあり、緊急の対応が難しい
ところです（注９）。ライフプランの聞き取りや日
頃の活動を通じて本人の意向をあらかじめ確認
しておくことが大切になりますし、また、親族
と連携を取る必要があります。延命治療の拒絶
については、あらかじめ尊厳死宣言公正証書を
作成してもらうこともあります。
オ　特定できない包括的・白紙委任的な権限の委任
本人保護の必要、登記事項であることから、
法律上特定することが求められており、包括的
な委任、例えば「日常生活一般」「療養看護に
関する事務の全部」などという特定できない広
範囲な事務は認められていません。

　カ　委任事務・代理権の範囲の変更
代理権の範囲を拡大したい場合には、追加代
理権目録による任意後見契約を締結します。こ
れに対し、代理権の範囲を縮小したい場合には、
いったん合意解約した上で新たに縮小した代理
権目録による任意後見契約を締結することにな
ります。

⑷　移行型後見受任者の権限濫用防止
　移行型については、包括的な財産管理などの委
任契約による代理権濫用、任意後見受任者による
財産の着服・横領のほか、本人が認知症等になっ
て判断能力が低下した後にも、後見監督人の選任
の請求をせずに、任意後見契約の効力を生じさせ
ないで後見監督人を欠いたまま、任意後見受任者
が財産管理を継続しているという批判があります。
これを防止する観点から、次の条項等を設けるこ
とがあります。
ア　任意後見監督人の選任の請求を義務とする規
定を定める
現在、公証人会で行われている移行型の公正
証書の文例は、「委任者が精神上の障害により
事理を弁識する能力が不十分な状況になったと
きは、受任者は、速やかに、家庭裁判所に対し、
任意後見監督人の選任の請求をしなければなら
ない。」と定めています（注１０）。 

● スペシャルリポート　寄稿

注９　厚生労働省２０１８年３月「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」参照
　　　https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701
注１０　日本公証人連合会編著「新版　証書の作成と文例　家事関係編［改訂版］」立花書房１１７頁
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　イ　見守り条項を入れる
定期的に本人の安否、心身状態及び生活状況
の確認を委任契約の段階から任意後見受任者に
義務付けるものです。少なくとも１か月に１回
は電話・訪問等で本人と連絡を取ることが大切
です。そうしないと、本人との信頼関係も作れ
ません。これに関連して、日頃から地域の中核
機関や地域包括支援センター、基幹相談支援セ
ンター等との連携を図っておくことが大事です。
地域に密着して活動されている関係機関の方か
ら、本人についての情報を受けることや後見監
督人の選任の必要性等についても助言・支援を
受けることが期待できますし、緊急時にも援
助・協力をお願いできると思います。
ウ　移行前の委任（財産管理）契約について監督
人を設ける
移行する前の委任（財産管理）契約の段階で、
任意後見受任者に対する監督人を選任するとい
うもので、任意後見受任者が親族等で個人であ
れば、行政書士・弁護士等の専門家を監督人と
することが考えられます。また、任意後見受任
者が専門家の場合には、専門家の所属している
団体との間で監督人とする契約を締結すること
もあります。この場合、委任者、受任者、監督
人の三者で契約を締結しますが、二重の費用負
担がかかるという問題が生じます。実務では、
費用負担を生じないように、専門家が所属して
いるコスモス、リーガルサポート、弁護士会等
でそれぞれ自主的な監督を行っている例もあり
ます。

　エ　委任契約の代理権を限定する
濫用を防ぐために、管理する財産を必要な範
囲に限定し、代理権の範囲を日常生活に必要な
範囲内での財産の管理、保存とし、預貯金等の
払戻しについても一定の限度額を定めるという
方法もあります。要は、受任者の権限をできる
だけ必要かつ最小限の代理とし、これを超える、
例えば高額の預金の引出しや自宅の売買などの
必要があるときは、その都度、個別に代理権限
を本人から与えてもらうという方法です。必要
のない高額の預金等が後見人において自由に引
き出せるとなると、一時的な流用の誘惑に結び
付くかもしれません。任意後見契約では、代理
権の範囲の変更が容易ではないという難点があ
りますが、お勧めできる方法と言えます。念の
ためですが、一時的な流用といっても、横領に
問われますから、厳しい刑事罰を受けることに
なります。

⑸　複数又は予備的受任者、法人受任者
ア　複数の受任者を定めることもできます。この
場合、代理権をそれぞれ単独で代理か、共同で
代理するか決めますが、共同で代理すると、全

員の同意が必要となるので、迅速に対応できる
ように一般的には単独で代理することとしてい
ます。なお、公正証書の作成手数料は受任者ご
とにかかります。複数の受任者を選任する場合
は、本人の財産に余裕があり、事務が多く、一
人で対応することが困難である、あるいは関係
者に反社会的団体に属する者がいる、本人が希
望し、かつ十分な資産があるというケースが典
型的です。また、不意の対応に備える意味でも、
万全を期して複数で対応することがあります。
特に、後見受任者が比較的高齢の場合には、予
備的な備えとして複数で契約することがあります。
一方、予備的受任者については、後見登記法
に予備的契約を登記事項とする明文の規定がな
く、制度としては認められていません。実務上
では、任意後見委任者甲と複数の任意後見受任
者乙、丙を定め、後見監督人選任請求の順序に
つき、「甲乙間の契約については、乙が家庭裁判
所に対し、乙について任意後見監督人の選任を
請求し、任意後見監督人が選任されたときから
その効力を生ずる。なお、甲丙間の契約は、乙
の死亡、病気等により、乙の任意後見人として
の職務の遂行が不可能又は困難となったときに、
丙が家庭裁判所に対し、丙について任意後見監
督人の選任の請求をするものとし、任意後見監
督人が選任されたときからその効力を生ずる。」
と定めることになります。もっとも、この特約
は登記されませんし、家庭裁判所もこれに拘束
されません。
イ　コスモス等の法人も自ら受任できます。例え
ば、本人の入居している施設が交通の不便な場
所にある場合や反社会的勢力該当者が関与し、
対応に困窮する場合等のほか、親亡き後に、残
された障害者のある我が子の介護等の問題など
のように、後見業務が長期にわたり、永続性や
安定性を求められるケースに適しています。

⑹　任意後見契約の登記
　任意後見契約の公正証書を作成したときは、公
証人は登記所に登記の嘱託をします。この登記が
されていることが、任意後見監督人を選任するた
めの要件であり（任意後見法４条１項柱書き）、法
定後見に優先する効力が与えられているためです
（同法４条１項ただし書き２号、１０条１項）。嘱
託をするときは、その公正証書の謄本及び登記申
請書に代理権目録を添付して登記を嘱託します。
約１０日後に嘱託登記が終了した旨の通知がはがき
で公証役場に届きますので、公証役場にこの通知
について連絡を頼んでおくと良いと思います。登
記がされた後は、後見受任者・代理権目録等が記
載されている登記情報を取得することができます。
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５　類似する他の制度との選択や併用等
⑴　遺言との併用
　任意後見契約を利用する方は、７０代以上の方が
８４％と大半を占めており、その内訳は、８０代以上
が５７％、７０代が２７％となっています（注１１）。
　第１の２で簡単に説明しましたが、老後の生末
が憂いのないように、家族・親族・友人等とも相
談して、まずは元気な間に、もしもの事態に備え
て任意後見契約を利用する、亡くなった後に備え
て遺言を作成する方が多いようです。遺言には、
大きく分けて①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、
③公正証書遺言、④危急時遺言があります。令和
２年７月以降、①自筆証書遺言について、法務局
等に保管する制度が新設されました。おそらく高
齢者の方からは、財産分け（遺言）に関する相談
が多いと思います。遺言を作成する場合には、上
記のうち、③公正証書遺言によることをお勧めし
ます。その理由は、a 公証人が遺言者の意思能力
を確認し、かつ必要な手続を遵守するので、遺言
が無効となるおそれがない、b 遺言内容について
遺言の対象事項外かどうかも含めて適切な助言を
受けることができる、c 長期間（少なくとも遺言
者が１２０歳に達するまで）安全に保管される、d 家
庭裁判所の検認が不要、e 戸籍謄本、住民票、登
記事項全部証明書等の資料も事情により提出しな
いで作成できる、f 遺言公正証書の作成費用は、
長期間（遺言者が１２０歳になるまで）保管される
ことも考慮すると比較的安価であるなどの点が挙
げられると思います。一人暮らしの方や面倒を見
てくれる子や親族がいない方は、遺言を作成して
おかないと、死後に相続財産を誰にどのように分
けるか難しくなり、相続人がいないときは国庫に
帰属することになります。一方、生前においては、
認知症等の場合に財産の管理・身上保護をする人
がいないと本人の保護・財産管理ができずに困り
ます。いわば、相続と任意後見を一対として利用
することで、健康寿命から平均寿命へとスムーズ
につながります。実際にも、遺言と併せて任意後
見契約をされる方は、相当数に上っています（注１２）。
　任意後見と遺言は、セットで安心という制度で
すので、どちらかの相談を受けたときは、セット
の利用を御案内すると良いと思います。

⑵　通常の委任契約との選択
　ア　通常の委任契約（財産管理契約）　

いわゆる委任契約で、法律行為を他人に委託
する契約になります。法律行為だけでなく、そ
れ以外の介護等の事実行為も準委任契約として
委任することができます。本人の判断能力が低

下しても、その効力は失われません。一見する
と、これで全部足りると思われるかもしれませ
ん。問題は、本人の判断能力が低下した後は、
受任者を監督する人がいないことになり、本人
の保護が十分できないことにあります。そのた
め、任意後見契約では、判断能力の低下に備え
て公的機関が関与し、後見人に対する監督をす
ることにしました。

　イ　任意後見契約の特殊性
任意後見契約は委任契約ですが、次の点で通
常の委任契約とは異なる特徴があります。
①契約の様式性・・法務省令で定める様式の公
正証書による。

　　②任意後見監督人の選任による効力発生
任意後見契約は、任意後見契約が締結、登記
された後、本人が「精神上の障害により本人
の事理を弁識する能力が不十分な状況」と
なったときに、「本人、配偶者、四親等内の親
族又は任意後見受任者」の申立てによって、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任します
（任意後見法４条）。これによって効力が発
生します。

　　③任意後見人に対する監督
任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督
し、その事務に関して家庭裁判所に定期的に
報告します（任意後見法７条１項１号、２号）。
任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その
他その任務に適しない事由があると認めると
きは、任意後見監督人は家庭裁判所に対して
任意後見人の解任を請求することができます
（任意後見法８条）。

　ウ　任意後見か委任契約かの選択
まず、いつから財産管理や身上保護を委任す
るか、次にその時点において、本人の判断能力
の有無がポイントになります。本人の判断能力
はしっかりしているが病気等で不自由なため、
契約締結時から直ちに財産管理等を委任したい
という例で見ていきます。一例として、入院費
用の支払のため１、２回の預貯金の払戻し等を
委任する場合、通常の委任契約になります。こ
れに対し、移行型の任意後見とは、基本的には
期限を定めず、預貯金、不動産の管理、保全、
介護保険、介護ホームの入所契約などの広範囲
に及ぶ一般的な事項（ただし、前記のとおり濫
用の危険を考慮して、日常生活に必要な範囲に
限定することも少なくありません。）を依頼する
とともに、併せて身上保護も委任する場合、つ
まり任意後見契約が発効した場合と連携するこ
とを予定し、その趣旨に沿った委任事項（処分
行為を除いて、ほぼ同じ内容となる例も少なく

注１１　日本公証人連合会機関誌「公証　第１９２号」１５４頁
注１２　日本公証人連合会機関誌「公証　第１９２号」１７３頁

● スペシャルリポート　寄稿
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ありません。）を記載し、かつ本人が認知症等で
事理弁識能力が低下したときは任意後見に移行
するという定めがあるものです。また将来型は、
任意後見契約は締結しますが、特に本人が認知
症等で事理弁識能力が低下しない限り、任意後
見受任者には何らの権限もなく、低下したとき
に任意後見監督人選任を申立て、選任されたと
きに初めて任意後見人の権限が生じるというも
のです。違いは、受任者と契約した後、本人の
元気なうちから、すぐに財産管理等を任せる
（委任契約）までは同じですが、本人が認知症
等になり、事理弁識能力が低下したときには、
そのまま任意後見受任者に引き継いで財産管理
等を任せるかどうか（移行型の任意後見契約）
になります。委任契約だけの場合には、本人が
認知症等になり、受任者を監督できない状況に
なったときには、本人の保護ができなくなります。

　エ　委任契約と金融機関の扱い
移行型の包括的な財産管理についての委任契
約を締結した後、受任者において預貯金の払戻
し等をしようとすると、金融機関によっては窓
口で対応をしてもらえない場合があります。ス
ムーズな対応を図るためには、あらかじめ当該
金融機関と相談していただいて、必要な手続や
委任契約を締結することについて説明されてお
くと良いと思います。

⑶　法定後見との違い
ア　任意後見契約と法定後見は併用することがで
きません（任意後見法４条２項、１０条３項）。
その違いは以下①～⑥のとおりです。後見制
度について、本人の意思決定代行から意思決定
支援へという基本的な考え方の転換や本人の自
己決定権を尊重し、その制約を最小限にするこ
とが求められていることなどから、元気な間に
任意後見契約の利用をお勧めします。
①基本は、本人の判断能力があるときに、将来、
認知症等により判断能力が低下した場合に備
えて任意後見契約を締結することになります。
判断能力が低下し、不十分な状態となった場
合は、任意後見契約を締結することはできま
せんから、法定後見を利用することになりま
す。
②任意後見は、委任者（又は支援する人）が自
ら後見人候補者を選任できます。これが最も
大きな特徴です。法定後見の場合は、家庭裁
判所が職権で後見人候補者を選任します。
もっとも、法定後見の場合でも、家庭裁判所
によっては申立ての際に後見人候補者を申し
出ると、そのとおり選任する扱いもあります。
その点は実際に申立てをする裁判所の扱いを
確認されると良いと思います。
③法定後見の場合は、欠格事由により、その職

業を続けることができなくなることがありま
す。任意後見の場合は、そのような制限は受
けることはありません。もっとも、この点は
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適
正化等を図るための関係法律の整備に関する
法律により大幅に緩和されていますので、個
別に検討することになります。
④取消権の付与が必要の場合、例えば本人が高
価な物品を購入したり、詐欺等の被害に遭っ
たりするおそれがある場合には、取消権のあ
る法定後見を利用することで適切な解決が図
れます。任意後見では取消権は与えられてい
ませんので、本人の保護を万全にするために、
任意後見を締結した後でも、取消権の必要が
あるときには法定後見を申し立てることがあ
ります。
⑤後見人に対して報酬を支払うかどうかについ
ては、任意後見では家族等を受託者として無
報酬と定めることもできます。法定後見の場
合には、裁判所が定める報酬が発生します。
⑥利用する委任者側の意向として、自ら信頼で
きる後見人を選任したい、親族・知人に財産
を贈与したい、一緒に旅行したい、後見人の
方に報酬を支払うことが難しい等の事情があ
る場合には、これらの事情に寄り添うのは法
定後見よりも任意後見になりますので、これ
らを説明して、本人の元気な間に任意後見を
お勧めすることになります。

　イ　上記の２つの制度間の移行
　①任意後見→法定後見（任意後見法１０条１項）
特に必要がある場合に限り可能です（通常は
任意後見が優先されることになります）。
②法定後見→任意後見（任意後見法４条１項た
だし書き２号）
本人の判断能力が回復して任意後見契約を締
結する、極めて例外的な事例ですが、この場
合も任意後見が優先され、法定後見は特に必
要がある場合に限りできることになります。

⑷　民事信託との選択
　信託とは、委託者が信託の目的（例えば、委託
者の福祉・健康で文化的な生活の維持など）に従
い、財産（例えば、不動産、金銭等）を信頼でき
る受託者に託し、受託者は、受益者のために、そ
の信託財産から必要な給付を行うという制度です。
このうち、高齢者等の生活支援のため利用する信
託を福祉型信託、最近では民事信託（受託者を家
族とする場合を「家族信託」とも称されています。）
と言われて、ここ数年、NHK等マスコミで取り上
げられて利用される方も多くなりました。長所は、
委託者がどのような財産を誰に預け、それをどの
ように運用管理してもらうか、監督する人を定め
るかどうか、いつからいつまで信託するか、信託
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が終了した後の財産を誰にどのように渡すか（遺
言同様に、自ら指名する特定の人に残った財産を
承継させます。）などが全て委託者において自由に
決められることにあります。信託契約は、それぞ
れの個別事情に合わせて仕組みを考え、最も適切
な信託契約をデザインして、これを締結すること
になります。具体的には、不動産（特に収益物件）
や高額の金融資産を保有している方や事業者の方
等について、その財産管理・後継ぎ遺贈的な承継
（財産分け）や株式の信託等による事業の承継を
行うことなどに適しています。
　信託の難点は、適切な受託者を得ることや信託
の組成・管理・運用が専門家の助言なしでは難し
いことのほか、高齢者向けとして考えると、信託
はあくまでも財産管理が中心になり、本人の身上
保護の点については対応が難しいと言えます。ま
た、信託の受託者は、業として営む者については
内閣総理大臣の免許を受けていないとなれません
（信託業法３条）。したがって、行政書士として
信託の受託者となることはできません。行政書士
として信託に関与するときには、信託が適正に実
行されるように指導・監督するため、信託監督人
や受益者代理人に就任する等ということになります。

⑸　民事信託との併用
　例えば、民事信託を締結し、受託者（多くは子
等の家族）が不動産や多額の金銭を信託財産とし
て運用し、信託財産から給付された比較的少額の
金銭の管理と身上保護を任意後見人が担当すると
いう相互連携を図ることによって、それぞれの得
意分野に集中して高齢者の財産管理と身上保護が
できるという点にメリットがあり、最もお勧めの
ハイブリッド型と言われています。特に高額の金
銭を管理する場合には、大手の都市銀行ではこの
ような信託を特定の商品として扱っているところ
もあり、その場合には資産の安全な管理運用が図
られるものと思われます。代表的な利用例は、①
本人が認知症等になった場合、介護費用等を捻出
するため、自宅等を必要な時期に適宜処分できる
ようにしておきたい（認知症対策信託）、②共同賃
貸住宅等の収益物件について、本人が認知症等に
なった場合に備えて、管理を移しておきたい（認
知症対策信託）、③障害のある子や高齢で病弱な
配偶者の生活費、療養費を自己の財産とは別に確
保し、本人死亡後も定期的に支給しておきたい
（福祉型支援信託）、④先祖伝来の家産を直系の
子々孫々に継承させたい（後継ぎ遺贈型の受益者
連続信託）、⑤事業の経営者が子に株式等を譲渡
し事業を承継させたい（事業承継型の信託）等が
あります。なお、家族を受託者とする信託の場合
に、受託者が委託者（受益者）の任意後見人を兼
ねることができるかという問題があり、理論的に
は、受益者は受託者を監督する権限・地位にあり

ますので、地位を兼ねると利益相反となるので許
されないという消極説が有力ですが、任意後見人
の代理権の範囲を身上保護等に限定すれば可能と
いう積極説もあります。委任者から見て、信頼で
きる受託者とは別の任意後見人を新たに探すこと
は事実上難しい点があります。信託契約について
は、委託者の個別の事情に合わせて、契約の内容
を設定し、運用していきますので、実際に扱われ
る場合には、信託について経験豊富な専門家（弁
護士・司法書士・公証人等）の助言を受けること
をお勧めします。

⑹　見守り契約との併用
　一人暮らしの高齢者の方が、将来の判断能力低
下に備えて、見守り契約を締結しておくというも
のです。見守りの回数、内容、その報酬等は契約
で自由に決めることができますが、目安としては
訪問月１回、報酬５,０００円～１万円程度のようです。
将来型の任意後見契約を締結したときには、本人
の様子を見て適切な時期に任意後見監督人の選任
申立てをし、任意後見契約を発効できるように、
見守り契約を勧めておくと良いと思います。通常、
締結するときには、任意後見契約と一緒に行います。

⑺　尊厳死宣言（終末医療に関する宣言書）との併用
　尊厳死とは一般に、「回復の見込みのない末期
状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え、又
は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を
迎えさせること」をいうものとされています。後
見人は、できる限り本人の身上保護に努めますが、
医療に関する同意・選択は非常に難しい問題にな
ります。取り分け、延命治療の同意・不同意はあ
らかじめ本人の明白な意思がないと困ることにな
ります。このような事態に備えて、尊厳死宣言を
作成することは少なくありません。また、これに
代えて、本人の元気な間に医療に関する指図書を
作成することもあります。

⑻　死後事務委任契約との併用
　一人暮らしの高齢者の方が親族以外の第三者等
に死後の事務を委任するものです。任意後見契約
は、契約ですので本人の死亡と同時に終了します。
そのため、葬儀、埋葬、供養、医療費、入院費、
老人ホーム等の施設利用料、行政官庁等に対する
諸届出、相続財産管理人の選任申立手続等の事務
について、委任契約を締結しておくというものです。

⑼　元気なうちに安心の６点セット
　以上⑴から⑻までに説明した制度をいくつか併
せて利用するときは、利用する場面の順に次のよ
うになります。
　①　見守り契約
　②　移行型若しくは将来型の任意後見契約
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　③　民事信託
　④　遺言　
　⑤　尊厳死宣言
　⑥　死後事務委任契約
　これらの６つの制度を全て併用することもでき
ます。特に、身寄りのない一人暮らしの高齢者の
方には、これによって万全を期すことができると
思います。一般的には、任意後見契約と併せて、
上記の③民事信託、④遺言、⑤尊厳死宣言、⑥死
後事務委任契約の利用をお勧めし、検討していた
だくことになります。

６　任意後見契約の発効　　　　　　　　
　　（判断能力低下後の手続）
⑴　任意後見監督人の選任の審判の申立て
　任意後見契約は、任意後見監督人が選任された
ときから効力が生じます（任意後見法２条１号）。
任意後見受任者（このほか本人、配偶者、４親等
内の親族ら）が、本人の判断能力が不十分な状態
（具体的には、「契約の意味内容が理解できず、こ
の契約を締結するかしないかによる利害得失の判
断ができない状態にある」ことを言います。）に
あるときには、本人の住所地を管轄する家庭裁判
所に任意後見監督人選任の審判の申立てをしなけ
ればなりません。法定後見と違って、私的自治尊
重の点から検察官や市区町村長は申し立てること
はできません。
　申立ての際、必要となる資料及び手数料につい
ては裁判所のホームページに詳しい説明がされて
いますので、そちらを確認してください。

⑵　任意後見監督人選任の審判の手続
　ア　本人の精神状況の認定

審判にあたり、任意後見契約が発効し、任意
後見人の代理権行使が可能となるという重大な
効果が生じるため、本人の精神状況について医
師等の意見聴取が要件とされています（家事手
続法２１９条）。通常、かかり付けの医師による診
断書を提出します。申立てには本人の同意が必
要になりますし、陳述を聴取します。もっとも、
本人がその意思を表示できないときは必要とさ
れていません（任意後見法４条３項、家事手続
法２２０条１項）。
イ　任意後見受任者及び任意後見監督人候補者か
ら意見聴取
審判にあたって、任意後見受任者及び任意後
見監督人候補者から意見聴取がされます。ただ
し、任意後見受任者に対しては、任意後見契約
の効力発生に関する意見のみであって、任意後
見監督人の選任に関することは意見聴取の対象

とされません。監督を受ける立場にありますの
で、監督人の選任について意見を述べるのは適
切でないからです。
ウ　申立てをすると、家庭裁判所の許可を得ない
と取り下げることはできません（家事手続法２２１
条）。旧家事審判法のときには、申立人の意向
に沿わない監督人が選任されそうになった場合
に取り下げることもあったようですが、本人保
護のために、このような取下げができないもの
と改正されました。
エ　任意後見受任者に不適任な事由（任意後見法
４条１項３号）等がないこと。不適任事由とし
て定める３つの事由のうち、専門家の立場に関
係するのは、「不正な行為、著しい不行跡その他
任意後見人の任務に適しない事由がある者」に
なります。

　オ　任意後見監督人の選任
家庭裁判所は、本人の心身の状態並びに生活
及び財産の状況、任意後見監督人となる者の職
業及び経歴並びに本人との利害関係の有無、本
人の意見その他一切の事情を考慮して、適切な
者を選任します（任意後見法７条４項、民法８４３
条４項）。選任申立ての際、法の規定上では本
人の意見として任意後見監督人候補者を希望す
ることもできるように思われます。しかし、実
務上は、本人の希望は考慮されず、かえって本
人と何らかの利害関係があるかもしれないとい
う懸念もあって、希望した候補者は選任されな
い扱いのようです（注１３）。そうは言っても、誰が
任意後見監督人に選任されるかは、後見業務を
遂行する上で影響が大きいことは否定できませ
ん。この点は、各地の家庭裁判所によって、任
意後見受任者が行政書士等の専門家かどうか、
事件内容、利害関係、希望した後見監督人が専
門家の所属する団体の法人（例えばコスモス等）
により実際の運用は異なるかもしれませんので、
選任申立てを予定する家庭裁判所に、あらかじ
めその運用を尋ねられるのも一つの方法です。
実務上は、家庭裁判所から弁護士会、リーガル
サポート等の専門家団体に推薦依頼により推薦
された者や任意後見監督人選任名簿に登載され
ている専門家の中から、事案に応じて選任され
ているようです。なお、コスモス、リーガルサ
ポートや社会福祉協議会等の法人のほか、複数
の監督人を選任することも許されています。

７　任意後見委任事務の遂行
⑴　本人の意思尊重及び身上配慮義務
　任意後見監督人が選任されると、任意後見契約
の効力が生じ、任意後見人が職務を開始します。

注１３　東京家裁後見問題研究会編著「後見の実務　別冊判例タイムズ３６号」５９頁
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その職務は、本人の「生活、療養看護及び財産の
管理に関する事務」（任意後見法２条１号）を行
うことにあります。その職務を行うにあたっては、
「本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及
び生活の状況に配慮しなければならない」（同法６
条）とされています。具体的には、あらかじめラ
イフプラン等により本人の希望を聞き取っていた
ときには、それを尊重することや本人の意思を合
理的に推測し、本人の利益のためにどうすること
が最善（ベストインタレスト）となるかを判断し
て職務を執行します。しかし、これを具体的に判
断するとなると簡単ではありません。本人の生き
方やライフスタイル、価値観もあります。例えば、
親しい友人の海外旅行の費用まで負担するか、高
価なプレゼントを孫にあげるかなど実際の場面で
は難しい判断を求められることもあります。とき
には、本人が高価な着物を数着も購入するなどの
無駄遣いと思われる行為に及んだときにどう対処
するか、愚行権という言葉もありますが、本人が
いくら望んでも、本人の判断能力が不十分な状態
での意思になりますので、本人の保有している財
産や生活水準、判断能力が十分なときの本人の考
え方等から見て、本人の真意かどうかを見極める
ことになります。そのためには、本人が元気な間
にその考え方や方向を確認しておくことが、本人
にとって何が最善と言えるかの判断の助けになる
と思われます。なお、本人の財産管理を行う際に
は、①自己の財産を分けて管理する、②使い込み
をしてはならない、③交通費・日当等の名目で適
切でない支出をしてはならない、④本人の財産を
リスクのある投資等に使ってはならない、⑤管理
を怠ってはならないということは基本になります
ので、遵守しなければなりません。

⑵　後見人に就任直後にすべきこと
　移行型任意後見、すなわち通常の委任契約を先
に締結していた場合には、任意後見申立ての時点
から実行します。具体的に何をするかという点は、
コスモス始め、家庭裁判所のホームページや「初
めての成年後見」（日本加除出版）等で紹介され
ていますので、そちらを確認してください。なお、
任意後見の場合には、必ず後見監督人が選任され
ていますので、後見監督人と具体的な後見事務の
進め方等について打合せをすることは必須です。
以下、基本の取扱いとして具体的な項目ごとに簡
潔に紹介します。
ア　本人の財産を特定する（財産調査、財産目録
の作成）
本人の財産と後見人の財産とは混同しないよ
うに区別します。管理する際には、財産目録、
不動産、現金・預貯金、有価証券、負債も計上
して記載しておきます。登記情報等の裏付け資
料もできるだけ収集し、併せて保管しておきます。

　イ　関係機関へ後見人の届出をする
金融機関、証券会社、市区町村等の関係機関
に対して「後見届出」を行います。

　　①金融機関の届出
金融機関ごとにそれぞれ提出書類・署名押印
等が違うこともあります。あらかじめ問合せ
をして準備します。口座名義は委任者の名義
のままです。払出しについては、各金融機関
の記載方法によることになります。

　　②税金・年金・健康保険・介護保険
関係機関からの郵便物が届くように通知書等
の送付先の変更届をしておきます。
③有価証券（株券・投資信託等）、生命保険
関係会社からの郵便物が届くように通知書等
の送付先の変更届をしておきます。

⑶　今後の方針を立てる
ア　本人の生活状況を把握し、今後の方向性を検
討する
本人の心身の状態、療養介護を必要とするか、
今後の必要な療養介護、ケアプランを検討し、
現在保有する財産と収入・今後必要とする生活
費等のほか、今後売却等で捻出することのでき
る資産があるかなどを考慮して、財産管理及び
身上保護を行うことになります。

　イ　本人の収支予定表を作成する
収入と支出予定表を月額平均で作成します。
適正な財産管理を行うためには必要不可欠です。

⑷　就任中の職務
　以下は基本的な扱いですので、実際の現場では、
例えば毎月一定額を本人に渡すかどうかなどにつ
いて、本人の状況等により工夫して適切な管理を
行うことになります。
　ア　収支予定の方針に従って財産を管理する
　　①預貯金・現金の管理

毎月一定額の現金（例えば５万円）を本人に
渡して、買い物等に使う。払い出したら、現
金出納帳に記入するか、通帳にメモしておき、
それとともにこの裏付け資料を大学ノートに
貼り付けて管理番号を付けて保存します。ポ
イントは、通帳とこの裏付けが対応している
ということを一目瞭然にしておくことにあり
ます。

　　②不動産の管理
本人が居住する家屋の場合は、そのままにし
ます。賃貸物件の場合、管理会社に任せてい
るのであれば、管理契約や賃貸内容・管理費
等を確認しておきます。管理会社がない場合
には、普通は管理会社に依頼することになり
ます。

　　③保険の管理
通知が年に１回あります。保険期間の満了日
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や損害保険等の１年ごとの更新に注意します。
　　④各証書等の保管

大切な証書等は、貸金庫で保管することも良
いと思います。本人の自宅にそのまま保管す
る場合には、本人の判断能力の低下により紛
失することがあります。

　　⑤車の管理
本人の判断能力が低下して事故につながる危
険がある場合や盗難等に遭うこともあります。
必要がなければ処分します。

　　⑥負債の整理
日常生活に必要な光熱費等は、当然支払うこ
とになります。問題は、知人等からの借入で
す。その根拠や正当性を確認した上で対応す
ることになります。高額な場合には、後見監
督人とも相談して進めます。

　イ　財産管理状況を記録する
現金出納帳を兼ねた後見事務経過一覧表を作
成して、後見事務を行うごとに記録をし、その
裏付け資料があれば、それも残しておきます。

　ウ　後見監督人等への報告
任意後見契約で定められたとおり、定期的に、
例えば３か月ごとに後見事務に関し報告書を作
成して報告します。どのような事項を報告する
かは後見監督人と相談して、あらかじめ決めて
おきます。報告書の体裁、書式等が家庭裁判所
のホームページ等に登載されていますので参考
にできると思います。このほか、不動産の処分
や介護付き老人ホーム等との入所契約を締結し
たり、遺産分割協議など日常と異なる重要な職
務を行ったりした場合には、直ちにその件につ
いて、報告書を作成して提出することが望まし
いと思います。
当然のことながら、監督人から求められた場
合には、直ちに報告書を提出することになります。

⑸　取扱いに悩む問題
　ア　同居した場合の生活費の負担

例えば長男家族と同居している場合に、生活
費をどの程度負担すべきか。従前、大半を負担
していた場合はどうか。

　イ　冠婚葬祭の支出
　　　支出してよいか。その額はどうか。
　ウ　交通費の支出

施設の面会の際、毎回タクシーを利用してよ
いか。

　エ　本人の楽しみのための支出
付添いの費用も含めて海外旅行をしてよいか。

　オ　親族や友人からの金銭の借入の申出
例えば２,０００万円の本人預金があり、親族から

１００万円の借入れの申出があるとき。
　カ　家族の生活費の支払

例えば働いていない本人の息子（４０歳）から

毎月の生活費として３０万円を支払ってほしいと
申出があるとき。

　キ　相続税対策
相続税対策として、本人の土地を担保に、資
金借入れによりアパートを建築することや子孫
から暦年贈与（１１０万円）の贈与を受けたいと
の申出があるとき。

　ク　リフォーム代の支出
例えば本人と同居している長女夫婦が快適に
暮らすために、本人の預金からリフォーム代を
支出したいとの申出があるとき。

　これらの問題は、本当に難しい判断になります。
本人の意向がライフプラン等を通じて明確であれば、
基本的にはそれを尊重します。一方で、保有する資
産、特に金融資産額、収支予定もありますし、本人
がその時点で何を望んでいるかという点も大切です。
任意後見の場合には、できる限り、本人の意思を尊
重して代理事務を進めていきます。実際にこのよう
な場面に遭遇されると、本人の判断能力が低下しな
い前に、ライフプランなどをしっかり確認しておく
ことがいかに大切か実感されると思います。

８　任意後見契約の終了
⑴　終了事由
ア　任意後見契約は委任契約ですので、本人又は
任意後見人が死亡したときに終了します。この
ほか、破産手続開始決定を受けた場合や任意後
見人が後見開始の審判を受けた場合、契約の解
除によっても終了します。
イ　契約の解除の場合、後見監督人選任前であれ
ば、いつでも解除することができます。ただし、
真意を確認し慎重を期すため、公証人の認証を
受けた書面によって解除することになります。
やはり、信頼関係が失われたときに解除される
ことになります。
ウ　後見監督人選任後の解除は、正当な事由があ
る場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除す
ることになります。正当な事由とは、後見人が
病気・老齢などで活動できないような場合や本
人（家族等）との信頼関係が失われたときのよ
うな場合です。
エ　任意後見人に不正行為や著しい不行跡その他
任務に適さない事由があるときは、家庭裁判所
は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察
官の請求により、任意後見人を解任することが
できます（任意後見法８条）。

⑵　当事者の死亡等
　任意後見契約は、契約ですので、本人又は任意
後見人（任意後見受任者）の死亡により終了しま
す。任意後見契約の効力が生じる前に、任意後見
受任者が交通事故等で突然亡くなるという事態に
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備えて、予備的に任意後見受任者を指定しておく
ことも考えられますが、現行法上は認められてい
ません。その対策としては、先に説明したとおり、
任意後見受任者を①法人にする、②２人以上の複
数とすることがあります。

⑶　法定後見が開始された場合
　法定後見と任意後見とが同時に併存することは
認められず、任意後見優先の原則が採用されてお
り、任意後見先行、法定後見先行のいずれの場合
も任意後見を優先します（任意後見法４条１項・
２項及び１０条１項・３項）。その例外は、「本人の
利益のために特に必要があるとき」で法定後見を
優先します。この点に関する判例として、長女か
ら法定後見の申立てがされた後、妹が自らを後見
人とする任意後見契約を締結して、任意後見監督
人選任の申立てをしたという例（札幌高決平成１２・
１２・２５）があり、このケースでは妹側の申立てを
認めて任意後見を優先しました。もっとも、この
ようなケースでは、親族間の本人の財産管理をめ
ぐる紛争があり、相続等に有利になるように本人
を囲い込むための濫用的な申立てとなる場合もあ
り、関係者の利害・意向等を見極めて、慎重な対
応をすることになります。

⑷　財産引継ぎ事務
　本人の死亡により任意後見契約は終了します。
終了した後、遅滞なく、２か月以内を目途に終了
の経過及び結果を任意後見監督人に報告します。
ア　終了した場合、本人の死亡以外の事由のとき
には財産を本人又はその法定代理人等に引き継
ぐことになります。本人の死亡の場合には、本
人の相続人や遺言執行者に引き継ぎます。その
ためには、あらかじめ本人の相続人や遺言の有
無を確認しておいた方が良いかと思います。
イ　相続人がいない場合には、任意後見人が利害
関係人として家庭裁判所に相続財産管理人選任
の申立てをし（民法９５２条１項）、選任された相
続財産管理人に残余財産を引き継ぐことになり
ます。

９　死後の事務委任について
⑴　本人の死亡とその後の事務処理
　本人が死亡すると、任意後見契約も委任契約で
すので終了し、代理権も消滅します。そして、後
見人は保管していた財産を相続人に引き渡し、任
意後見事務の管理計算をして終えることになりま
す。しかし、実際には、相続人に引き継げないこ
とも多く、この間の財産管理をどうするかという
問題があります。 

● スペシャルリポート　寄稿

　第○○条（死後の事務処理に関する委任契約）
１　甲は、乙に対し、死後の次の事項を委任
する。
⑴　甲の生前に発生した乙の本件後見事務
に関わる債務の弁済
⑵　入院保証金、入院一時金その他残債権
の受領
⑶　甲の葬儀、埋葬に関する事務及び菩提
寺に対する甲の永代供養の依頼に関する
事務　
⑷　相続財産管理人の選任の申立て

⑵　死後の事務委任を設ける
　任意後見の公正証書に別の契約として次の定め
を置くことにより対処する方法があります。親族
ではない後見人の場合には、この委任がないと権
限がありません。
　　＜条項例＞ 

　なお、戸籍法が改正され、令和２年５月１日以
降、従前認められていた任意後見人のみならず、
任意後見受任者においても、死亡届出ができるよ
うになりました。

第３　任意後見制度のこれからの課題等

１　任意後見制度の問題点
⑴　任意後見制度の利用促進について
　始めに説明しましたように、高齢者人口ひいて
は認知症などの増加に比べ、任意後見契約を始め
成年後見制度の利用は少なく、特に任意後見監督
人を選任し、任意後見契約が効力を生じた任意後
見制度の利用は非常に少ないという現状がありま
す。その原因はいくつか指摘されていますが、任
意後見制度の仕組みが複雑で一般の方に周知され
ていないこと、後見人の報酬とともに、後見監督
人の報酬を支払うことになり、費用負担が大きい
こと、適切な後見人を選任することが難しいなど
の点にあります。令和２年２月末の厚生労働省の
利用促進啓発活動の一環として、利用者がメリッ
トを実感できる後見制度というテーマを掲げられ
ています。会員の方には、任意後見契約による実
例を積み重ねて、そのメリットを多くの方に紹介
していただければ、一人でも多くの方々に利用さ
れることにつながると思います。

⑵　任意後見制度をめぐる課題等
　任意後見制度の利用促進、濫用防止等を中心に
いくつかの課題が指摘されています。これらの課
題については、随時、日本弁護士連合会、日本司
法書士会連合会、リーガルサポート、日本成年後
見法学会等の各ホームページに詳細な検討結果と
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提言がなされていますので、是非御覧いただけれ
ばと思います。

２　専門家として任意後見に関わる上での
課題

⑴　専門家としての矜持
　任意後見の制度は、任意後見人として責任が重
い上に報告事項等も多く、かつ詳細ですし、本人
の身上保護をきちんと実行しようとすると、少な
くとも月１回は連絡・面会が必要になります。手
間がかかりますが、報酬は高くありません。おそ
らく専門家の方は、長い期間の中で、本人のトー
タルな法律的な依頼、手助けをするとともに、本
人の御家族・知人からの新たな事件の依頼等を受
けること等により、何とか手間とその報酬の均衡
を取られているのではないかと思われます。その
ときは、専門家として困っている方を助けるとい
う矜持を持っていただくほかありません。

⑵　専門家として求められる水準
　任意後見に関わる専門家の水準は、全国的に一
定以上でなければなりません。これは専門家であ
る以上、当然の義務であり、職業として求められ
る高度なものになります。具体的には、所属する
専門家の団体（例えばコスモスや地区ごとの団体）
で求める、任意後見人や任意後見監督人として就
任する上で、最低限必要な専門家としての水準を
満たしているかどうかということになります。で
きれば、そのような水準にあることを保証する審
査や更新の際、必要な講義・研修等が求められる
と思います。その理由は言うまでもなく、市民か
ら専門家として信頼を得ている以上、その信頼に
値する専門家としての水準であることが必要だか
らです。これにより市民から依頼されることにな
るとともに、家庭裁判所からも信頼されることに
なります。

⑶　専門家の不正への対処
　専門家として関わる以上、専門家の団体が自律
的に監督し、横領等の不正に対処しなければなら
ないと思います。市民から見ると、一人の専門家
が横領し不正な流用をしたとしても、それは専門
家つまり行政書士等という職業についての信頼性
が失われることになります。普通の人と異なる高
い倫理性と法的な見識を兼ね備えているはずの職
業人であるからこそ信頼を寄せたのに、それを損
なうことになります。これに対処するためには、
専門家の団体が自らそのような不正を働く会員が
出ないように、自主的に監督するほかありません。
そして、仮にそのような不正が行われた場合には、

無条件で補償することが最も望ましいことになり
ます。その理由は、本人に損害賠償等の請求をす
ることは難しく、新たな負担を強いることになり
ますし、不正を行った専門家にはおそらく被害を
弁償する十分な資力もありません。そうすると、
被害を受けた本人は、どこにも損害の請求や解決
策を持っていく場がありません。信頼して財産の
管理を預けた専門家に、大切な老後の資金を盗ら
れるという事態は避けなければなりません。その
ような事態が生じた場合には、損害賠償保険や専
門家の団体による補償等で損害を補填することが
必要です。この場合、会員の方が加入されている
個別の賠償保険は、横領等の故意には補償されま
せんし、過失であっても支払要件を満たすかどう
かの審査があり、判断能力が低下した本人が対応
することは困難で、早急な被害回復はほぼ望めな
いのではないかと言わざるを得ません。こうした
事態を避けるため、できれば、被害を受けた本人
の方に速やかに補償できる見舞金等の制度を専門
職団体として設けていただきたいと思います。

⑷　行政書士としての長所を生かす
　行政書士は、頼れる街の法律家として任意後見
人・監督人に就いたときに、その長所を生かすこ
とができます（注１４）。
　具体的に主なものを掲げると、①地域に根付い
ており、身近な高齢の方や認知症予備軍の方から
信頼を得ていること、②町内会を始め周辺の事情
に詳しいこと、③日頃から建設業や古物商の許認
可申請等に精通しており、本人の介護等に必要な
諸手続を適切に行えること、④日常業務を通じて
市区町村とも交流があり、後見制度の中核機関や
地域包括支援センター等とも連絡調整が容易であ
ること、⑤全国に数万人の会員を抱えており、全
国一律のサービス、監督・補償が将来的には可能
であることなどがあります。

⑸　市区町村・他の専門業種との連携
　市区町村を始め司法書士、弁護士、税理士、社
会福祉士、民事法務協会等との連携は必要不可欠
です。特に後見制度は、市区町村に設置される中
核機関や高齢者・障害者支援に関わる地域包括支
援センターや基幹相談支援センター等と連携して
多くの専門家が関与し、システムとして機能しな
ければ対処できません。また、より良い水準の仕
事をするためには、多くの専門的知識や情報を交
換しなければなりません。この連携に関し、コス
モスでは中核機関への参加を目指して、全国４２支
部の市区町村に働きかけるとともに、各地域の専
門家で構成される協議会に参加し、定期的な事例
検討会等で意見交換をし、あるいはこのような機

注１４　「日本行政２０２０年９月号No.５７４」６頁以下　常住会長発言参照
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会を設けるべく積極的な活動を行っています。こ
の機会を利用して、連絡会・協議会に積極的に参
加して、運営の柱となっていただきたいと思います。

⑹　終わりに（後見業務を始めるには）
　後見業務を始める方々に、日行連から発出され
ている次のメッセージをお届けして、終わりとし
ます。
　「任意後見契約は、行政書士が本人・家族等の
関係者を支援しながら、あるいは行政書士自らが
任意後見受任者となって、本人に最善の備えをし
ていただく重要な契約です。この契約には、本人
の財産管理・身上保護を担うため重大なリスクを
含んでいます。そこで、日行連としては、任意後
見制度の利用促進を図るとともに、任意後見受任
者（任意後見人）の職責の重大さと、制度上のリ
スクを回避するため、コスモス等の団体に加入し
能力担保と後見事務に関する管理監督を受けるべ
きであると考えています。」

＜主な参考文献について＞

１　任意後見に関するもの
①社団法人成年後見センターリーガルサポート編
集「任意後見実務マニュアル」新日本法規（２００７
年１月発行）
②山本修・冨永忠祐・清水恵介編著「任意後見契
約書の解説と実務」三協法規出版（２０１４年１月
発行）
③日本公証人連合会編著「新版　証書の作成と文
例　家事関係編［改訂版］」立花書房（２０１７年
３月発行）
④赤沼康弘・池田恵利子・松井秀樹編集代表「Q
＆A成年後見実務全書　第４巻」民事法務研究
会（２０１６年８月１３日発行）
⑤赤沼康弘・土肥尚子編「事例解説　成年後見の
実務」青林書院（２０１６年１１月７日発行）
⑥新井誠・赤沼康弘・大貫正男編「成年後見制度
　法の理論と実務　第２版」有斐閣（２０１４年７月
発行）
⑦新井誠・赤沼康弘・大貫正男編「成年後見法制
の展望」日本評論社（２０１１年４月１０日発行）
⑧小林昭彦・大鷹一郎・大門匤編著「新版　一問
一答　新しい成年後見制度」商事法務（２００６年
１１月発行）
⑨小池信行著「民事法務」３３４号～３４２号連載「法
律講座　成年後見制度」中の任意後見制度関係
部分
⑩東京家裁後見問題研究会編著「後見の実務　別
冊判例タイムズ」（２０１３年４月号） 

２　信託に関するもの
⑪道垣内弘人著「信託法入門」日経文庫（２００７年
５月１５日発行）
⑫東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編
「弁護士専門研修講座　民事信託の基礎と実
務」ぎょうせい（２０１９年９月３０日発行）

３　死後事務委任に関するもの
⑬松川正毅編「新・成年後見における死後の事務」
日本加除出版（２０１９年３月発行）

４　ホームロイヤー（見守り契約）に　　
　　関するもの
⑭日本弁護士連合会高齢社会対策本部編「改訂
超高齢社会におけるホームロイヤーマニュア
ル」日本加除出版（２０１５年２月１日発行）

５　専門雑誌など
　このほか、最高裁判所・東京家庭裁判所等のホー
ムページに成年後見に関する記事、「成年後見法研
究」第１号から第１５号、「実践成年後見」等の雑誌
があり、特に「実践成年後見」７１号「任意後見制度
の利用促進に向けて」、同８５号「任意後見実務の工
夫」というテーマで特集がされており、参考になり
ます。

● スペシャルリポート　寄稿

プロフィ－ル

小島　浩（こじま　ひろし）
昭和５１年４月岡山地裁判事補、長野、大阪、名古屋（法
務局）、東京、仙台、さいたまの地裁・高裁を経て、
松山地裁所長、大阪高裁判事（平成２６年６月退官）
神田公証役場（平成２６年７月１６日就任）
日本公証人連合会　法規委員、
任意後見小委員会委員長
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訪 問訪　問　日日　　令和２年１２月２５日（金）

出 席出　席　者者　　松本剛明議員、常住会長、大塚副会長、田後専務理事、村山許認可業務部長、
　　　　　　　田中次長（建設・環境部門）、角子専門員（同）

　１２月２５日、常住会長を始めとする日行連関係役員で、小泉進次郎環境大臣を表敬訪問いたしました。訪問
に際しては、自民党の松本剛明衆議院議員にも御同席を賜りました。
　御多忙の中、快く御対応いただきました小泉大臣に対し、環境経営システム（エコアクション２１）の活用
推進に関して行政書士が支援活動を展開していくこと、許認可等
の専門知識や経験を生かして環境分野におけるデジタル行政手続
の円滑化を支援していくことを御説明し、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。
　小泉大臣からは、環境経営システム（エコアクション２１）につ
いては日本商工会議所も力を入れており、連携を検討してはどう
かとのお言葉をいただくなど、環境分野に行政書士が尽力してい
ることを御認識いただく、大変有意義な訪問となりました。

　令和２年１１月１７日（火）、南紀白浜温泉ホテル川久（和
歌山県西牟婁郡白浜町）において「令和２年秋の叙勲伝達
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、池田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、
今回の池田会員の受章によって、１０７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１２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年秋の叙令和2年秋の叙勲勲
池田卓司会員に旭日双光章伝池田卓司会員に旭日双光章伝達達

小泉環境大臣を表敬訪小泉環境大臣を表敬訪問問

受章者プロフィー受章者プロフィールル

（敬称略・令和２年１１月３日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　業　昭和５０年３月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務歴　４５年８か月

【役員歴】
　和歌山会　理　事　平成９年６月～平成１９年５月……………１０年
　　　　　　副会長　平成１９年５月～現在………………１３年６か月

通算役員歴計２３年６か月

 池  田 　 卓  司 　（７１歳・和歌山会）
いけ だ たく じ
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＜許認可業務部＞

　令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」等に基づき、年内に各省庁において、押印を求める

行政手続の見直しを行うこととされました。これにより、自動車登録などの所有権を公証するような一部の

手続を除き、ほとんどの手続で押印が廃止されることとなりました。関係法令の施行規則等の改正に関し、

主な施行規則等を一覧として以下に掲載いたしますので、参考にしてください。

※この押印廃止に係る法令については、報酬額統計調査に記載されている業務を参考に作成しました。その

他の法令等については各自で御確認いただきますようお願いいたします。

押印廃止に係る該当関係法令一覧

法律施行規則及び省令

水質汚染防止法水質汚濁防止法施行規則1

大気汚染防止法大気汚染防止法施行規則2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則3

ダイオキシン類対策特別措置法ダイオキシン類対策特別措置法施行規則4

土壌汚染対策法土壌汚染対策法施行規則5

土壌汚染対策法汚染土壌処理業に関する省令6

大気汚染防止法大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する
省令7

医療法医療法施行規則8

再生医療等の安全性の確保等に関する法律再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則9

児童福祉法児童福祉法施行規則10

健康増進法健康増進法施行規則等の一部を改正する省令11

食品衛生法食品衛生法施行規則12

職業安定法職業安定法施行規則13

雇用保険法雇用保険法施行規則14

児童福祉法児童福祉法施行規則15

健康保険法健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第百三十条の二第
一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則16

健康保険法健康保険法施行規則17

健康保険法保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令18

介護保険法介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令19

建設業法建設業法施行令20

建設業法建設業法施行規則21

測量法測量法施行規則22

押印廃止となる許認可手続等の概要に
ついて

 Info 

１
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建築士法建築士法施行規則23

建築基準法建築基準法施行規則24

道路運送車両法自動車整備士技能検定規則25

道路運送車両法優良自動車整備事業者認定規則26

道路運送車両法道路運送車両法施行規則27

道路運送法道路運送法施行規則28

道路運送法自動車道事業規則29

道路運送車両法自動車型式指定規則30

航空法航空法施行規則31

道路法道路法施行規則32

倉庫業法倉庫業法施行規則33

宅地建物取引業法宅地建物取引業法施行規則34

建設業法施工技術検定規則35

道路法車両の通行の許可の手続等を定める省令36

河川法、河川法施行法河川法施行規則37

河川法、河川法施行法道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令38

下水道法下水道法施行規則39

都市計画法都市計画法施行規則40

道路運送車両法自動車登録規則41

道路運送車両法自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令42

道路運送車両法自動車登録規則43

海洋汚染防止法海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則44

旅行業法旅行業法施行規則45

浄化槽法浄化槽設備士に関する省令46

浄化槽法浄化槽工事業に係る登録等に関する省令47

浄化槽法浄化槽の型式の認定に関する省令48

貨物自動車運送事業法貨物自動車運送事業法施行規則49

航空法航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令50

航空法航空法施行規則の一部を改正する省令51

航空法航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令52

道路運送車両法装置型式指定規則53

航空法航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令54

屋外広告物法屋外広告物法施行規則55

道路運送車両法共通構造部型式指定規則56

住宅宿泊事業法住宅宿泊事業法施行規則57

道路運送車両法自動車の特定改造等の許可に関する省令58

道路運送車両法自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令59

森林法森林法施行規則60

農業振興地域の整備に関する法律農業振興地域の整備に関する法律施行規則61
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　令和２年１０月１日の改正建設業法等の施行に伴い、「建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能
力を有する者を定める件」（昭和４７年３月８日付・建設省告示第３５１号）の告示が令和２年９月３０日付で廃止
されました。このことにより、「経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について」（平成２９年６月２６日
付・国土建第１１７号）において認められていた３種類以上の経験の期間の合算を認めない許可行政庁がある
など、各都道府県で判断が分かれる状況となっていたことを受け、これを是正すべく、以下のとおり、国土
交通省不動産・建設経済局建設業課に問合せを行い、回答をいただきましたのでお知らせいたします。
　本件は、令和２年１２月１６日付「【周知】建設業法施行規則第７条第１号の解釈、押印廃止の取扱い等に係
る国土交通省への確認事項の報告について」にて会員専用サイト「連con」にて周知していますが、本会の
要請を踏まえ、令和２年１２月２５日付で「建設業許可事務ガイドライン」が改正され（令和３年１月１日から
適用）、経験期間の合算に関する規定が追加されていますので、併せてお知らせいたします。
　「建設業許可事務ガイドライン」については、国土交通省ホームページを御確認く
ださい。

　○国土交通省ホームページ（ガイドライン・マニュアル）
　　https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk１_０００００２.html

日行連発第１２０８号
令和２年１２月１５日

　各単位会長　様
　建設業許可部門担当役員　様

日本行政書士会連合会　
会長　常住　　豊　
許認可業務部　　　　
　部長　村山　豪彦　

建設業法施行規則第７条第１号の解釈、押印廃止の取扱い等
に係る国土交通省への確認事項の報告について

　令和２年１０月１日の改正建設業法等の施行に伴い、「建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上
の能力を有する者を定める件」（昭和４７年３月８日付・建設省告示第３５１号）の告示が令和２年９月３０日
付で廃止されました。これを受けて、「経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について」（平成２９
年６月２６日付・国土建第１１７号）において認められていた３種類以上の経験の期間の合算を認めない許
可行政庁があるなど、各都道府県で判断が分かれる状況となっております。
　また、令和２年１１月１６日付でパブリックコメントが実施されているように、建設業許可・経営事項審
査の申請書類への押印廃止が予定されております（１２月下旬に公布・施行予定）。
　このような状況を踏まえ、日行連では、国土交通省不動産・建設経済局建設業課に問い合わせを行い、
下記のとおり回答をいただきましたのでお知らせいたします。なお、本文書の記載内容は、あらかじめ
国土交通省不動産・建設経済局建設業課に確認済みです。 

建設業法施行規則第７条第１号の解釈、押印廃止の
取扱い等に係る国土交通省への確認事項について

 Info 

２
＜許認可業務部　建設・環境部門＞
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記

１．建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件（昭和４７年建設省告示
第３５１号）について

＜問い合わせ事項＞
　９月３０日付で同告示が廃止されましたが、これにより、本告示を根拠として認められていた経営業務
管理の経験期間の合算は　法令上の根拠を失っている。
　従来、経験期間を合算する取扱いをしてきた経緯もあり、今回の改正で合算が認められなくなった経
緯をお示しいただきたい。
　なお、経営業務管理の経験期間の合算の可否については、許可行政庁（都道府県）によって見解が異
なっている状況にあるため、貴省の見解と、新しい告示の発出等の今後の対応について教えていただき
たい。
　※規則７条イ（１）から（３）の経験年数の合算が可能か否かの質問。
具体的にいうと（１）取締役２年、（２）執行役員２年、（３）準ずる地位２年の経験年数を合算し
て６年の経験年数が認められるか、教えていただきたい。

＜国土交通省回答＞
　規則第７条第一号イ（３）の、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験の年数の合算に
ついて、お示しのような（１）取締役２年、（２）執行役員２年、（３）準ずる地位２年の経験年数を合
算して６年、という合算は認められるものと考えている。
　「建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件（昭和４７年建設省告示
第３５１号）」の告示は廃止されたが、旧告示の第一号イ及びロで規定していたものを、実質的に規則第７
条第一号イ（２）（３）に規定しているため、その規定に関する合算の解釈も変更はないと考えている。

２．建設業法施行規則第７条第１号ハ該当（国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体
制を有すると認定したもの）の告示等について

＜問い合わせ事項＞
　規則第７条第１号ハ該当についての告示や通知はいまだ発出されておらず「許可の基準」があいまい
な状態にあるため、告示の発出等の今後の対応予定について教えていただきたい。

＜国土交通省回答＞
　本規定はイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有していると考えられる場合に、そのような
会社等も認定するための個別審査規定になるため、何か具体的な基準を設ける類の規定ではなく、告示
等の発出予定はない。

３．押印の廃止について

＜問い合わせ事項①＞
　建設業許可申請書について、押印廃止の対象になっている一覧表から漏れている「決算届別紙８」、「届
出書２２号の３」は廃止の対象外なのか、教えていただきたい。

＜国土交通省回答①＞
　建設業法施行規則の別記様式で定めている押印欄は、例外なくすべて削除するため、当然これも押印
廃止の対象となる。

＜問い合わせ事項②＞
　申請者の意思確認、欠格事由の有無、処罰履歴の有無を確認する意味でも法人代表印、役員等の押印
は重要だと認識している。依頼者の了解を得た上で引き続き押印をもらって提出することは可能か、教
えていただきたい。

＜国土交通省回答②＞
　押印を禁止するという趣旨ではない。従来通り押印された申請書類は今まで通り受理するものと考え
ている。

以上
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オンラインセミナー

「建設分野における特定技能制度について
～建設業者が知っておくべきこと～」　開催のお知らせ

＜中央研修所＞

 Info 

３

　この度、国土交通省不動産・建設経済局国際市場課に御協力いただき、行政書士、建設業者の皆様向けに

セミナーを開催いたします。

　これから特定技能制度の利用を考える建設業者や建設会社をサポートする行政書士に向け、特定技能制度

の周知を図ることにより、制度利用の促進を目的としています。

　今回は国土交通省より、国際市場課の中見大志課長、丹羽桃子課長補佐を講師に迎え、建設分野における

特定技能制度について御講演いただきます。

　本セミナーはオンライン配信にて実施いたします。パソコンやスマートフォンを通じてどこでも視聴可能

です。皆様の御参加をお待ちしています。

日　　　時　　令和３年３月１８日（木）１３：３０～１６：１０（予定）

内　　　容　　第１部「特定技能制度の概要について」 国土交通省　国際市場課　課長　中見大志　様

　　　　　　　第２部「受入計画認定について」　　国土交通省　国際市場課　課長補佐　丹羽桃子　様

　　　　　　　※内容は変更になる場合があります。

申 込 方 法　　詳細は本会ホームページ及び会員専用サイト「連con」にて御案内しています。

　　　　　　　※申込期限：令和３年３月１０日（水）１７：００

参　加　費　　無料

共　　　催　  ワイズ公共データシステム株式会社

＜本件に関するお問合せ先＞

　日本行政書士会連合会　事務局業務課 業務一係

　MAIL：gyoumu１@staff.gyosei.or.jp

　TEL：０３－６４３５－７３３０



In
fo
rm
a
tio
n

2021.3　No.580 37

＜中央研修所＞

　この度、国土交通省不動産・建設経済局に御協力いただき、行政書士、建設業者及び関連団体の皆様向け
にセミナーを開催いたします。
　先般、新・担い手３法が施行され、建設産業の今後の方向性が示されました。増加する災害、担い手不足、
ICT化の加速等、建設産業は大きな変革期に入っています。特に主要な顧問先である中小建設業者からは行
政書士によるサポートを一層期待され、また、今回の法改正は、経営管理能力等許可要件見直しを始めとし
て、行政書士業務にも直結する内容を多く含みます。さらに、電子化・書類簡素化等により行政書士自身の
仕事の仕方も変えていかなければなりません。
　今回は国土交通省より、不動産・建設経済局 青木由行局長、建設業課 藤井裕士建設業政策企画官を講師
に迎え、建設産業立て直しの状況から今後の動向、業務への影響等について御講演いただき、参加者の皆様
の今後の経営に生かしていただくことを目的とします。
　本セミナーはオンライン配信にて実施いたします。パソコンやスマートフォンを通じてどこでも視聴可能
です。皆様の御参加をお待ちしています。

日　　　時　　令和３年４月１２日（月）１３：３０～１７：００
内　　　容　　１３：３０～１３：４０　主催者挨拶
　　　　　　　１３：４０～１５：１５　第１部講演
　　　　　　　　　　　　　　　「建設産業立て直しの主な経緯と今後の展望」
　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省　不動産・建設経済局　局長　青木由行 様

事業量の急激な減少で疲弊した建設産業を行政と業界の連携でどう立て
直してきたか、そして、今後の生産年齢人口減少という課題に、更には
コロナ禍という課題にどう立ち向かい、担い手確保、生産性向上を進め
ていくのか、建設産業の現状や将来の展望について御講演いただきます。

　　　　　　　１５：３０～１７：００　第２部講演
　　　　　　　　　　　　　　　「改正建設業法の施行、建設業を巡る最近の状況（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省　不動産・建設経済局建設業課　建設業政策企画官

藤井裕士 様
改正建設業法による経営業務管理責任者に関する規制の合理化、建設業
者の地位の承継について、押印廃止に係る法定様式等の改正、経営事項
審査の審査基準等の改正及び建設業許可等申請の電子化等、行政書士業
務に直結する事項について御講演いただきます。

　　　　　　　※時間・内容・講師は変更になる可能性があります。
申 込 方 法　　詳細は本会ホームページ及び会員専用サイト「連con」にて御案内しています。
参　加　費　　無料
主　　　催　　日本行政書士会連合会、ワイズ公共データシステム株式会社
後　　　援　　国土交通省
　　　　　　　株式会社日刊建設工業新聞社、株式会社日刊建設通信新聞社、株式会社日本工業経済新聞社、

株式会社北海道建設新聞社、株式会社建設新聞社、株式会社北陸工業新聞社、株式会社新建
新聞社、株式会社中建日報社、株式会社九建日報社

 Info 

４
オンラインセミナー

「建設業セミナー２０２１」開催のお知らせ

＜本件に関するお問合せ先＞
　日本行政書士会連合会　事務局業務課 業務一係

　MAIL：gyoumu１@staff.gyosei.or.jp
　TEL：０３－６４３５－７３３０
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 講師御紹介 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和３年度専修大学大学院
司法研修開講の御案内

＜中央研修所＞

 Info 

５

　日行連中央研修所では、平成１６年から専修大学大学院と連携して司法研修を開講しています。
　令和３年度は「行政救済法」をテーマに、５日間の集中授業で講義を実施します。
　本年度はお一人の先生が研究者の観点と実務家の観点の両面から講義を行っていただく予定です。
　許認可申請を中心に行政手続に携わる資格者として行政手続法や行政救済法に関する基礎的な知
識を身に付け、「身近な街の法律家」として国民の皆様の期待に添えるよう、より多くの会員の皆
様に受講いただければと思います（詳細は次ページの募集要項を御確認ください）。

【講師からのメッセージ】
　本年度のテーマは「行政救済法」ということで、久しぶりに授業を担当さ
せていただきます。よろしくお願いします。そもそも「行政救済法」につい
ていろいろな理解があると思います。私は、この間、行政手続法と行政不服
審査法の改正を経て、国民の権利利益の保護救済の重要性が一層高まり、そ
の結果、いわゆる「行政上の事前手続」と「行政上の事後手続」が相対化し、
さらに、行政手続法、行政不服審査法および行政事件訴訟を三位一体の「行
政救済法」と把握する必要性も高まったと認識しています。そこで、本講義
では、このような視点から、講義を行いたいと思います。
　皆さんは、日頃、行政書士としての業務に携わっておられ、文字どおり行
政手続のプロフェッショナルです。したがって、行政法、就中、行政手続法
の知識は十分に備えられていることと拝察いたします。しかし、行政のデジ
タル化がうたわれる時代にあって、これからはコンピュータで処理可能な手
続はコンピュータに委ねられます。全自動交付行政行為（処分）の登場も間
近いことでしょう。皆さんが習得すべき行政法学力は、もはや形式的な手続
ではなく、国民の権利保護救済のために何が最良の行政手続かを考える力です。
　本講義では、「行政救済法」の基礎理論を踏まえ、行政関係争訟（不服審
査および行政訴訟）の実際をしっかり勉強していただきたいと思います。個
別の行政争訟を取り上げる際には、皆さんの得意な行政領域における諸問題
を御披露いただき、こんな場合に、どのように答えるか・応えるかを皆さん
と一緒に考えてみたいと思います。
　「行政救済法」の学ぶべき内容は厳しいかわかりませんが、学ぶプロセス
は楽しいものにしたいものです。柔張りましょう。

講師：白藤　博行 教授
（法学部）

《プロフィール》
●三重県津市生まれ
●名古屋大学大学院法学研究科博
士課程（後期）単位取得満期退
学、法学修士。
●札幌学院大学法学部助教授を経
て、現在に至る。2004年より弁
護士登録。
●現在、専修大学法学部で行政
法・地方自治法などの講義を担
当。
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　本会では、平成１６年度より、専修大学大学院の御協力を得て、司法・準司法制度の一角を担うに足る資質
の担保を目指して、必要な能力を身に付けるための司法研修を展開してまいりました。令和３年度は「行政
救済法」をテーマに開講いたします。
　本講義は、特定行政書士会員にとっては、行政救済法に関するより学術的な知識を習得する機会であり、
また、これから特定行政書士になろうとする会員にとっては、一層の法的素養を積み、更なる飛躍を目指す
上で意義のある研修です。
　本講義は専修大学大学院での正規の授業として実施します。科目等履修生として一般の大学院生と同じ立
場で学習することとなりますので、成績や受講態度が悪ければ単位認定されません。誠意と熱意をもって講
義に臨まれるようお願いいたします。

専修大学大学院における令和３年度司法研修

募　集　要　項
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出願にあたっての注意事項
※必ず御確認の上、お申込みください。

◎最少開講人数は３０名です。申込者が３０名に満たない場合には開講されませんので、あらかじめ御了解
の上、お申込みをいただきますようお願いいたします。
◎令和３年度はオンライン講義（Google Classroom及びGoogle Meetを使用）での開催となります。
　 受講に際して必要な機器等は以下となります。各自で御用意ください。
　【受講上必要な機器等】
（１）パソコン（カメラ、マイクの付いたもの）　※カメラがない場合にはパソコン用カメラを別途
御用意ください。

（２）インターネット接続環境
（３）Google Chrome（Webブラウザ） ※PCにインストールされていない場合には事前にインスト
ールしてください。

◎パソコンの基本的な操作ができる方が対象となります。基本操作に関するサポートはありません。講
師の指示に従ってパソコンを操作する等のパソコンスキルが必要となります。
　※レポートの提出等でメールの送受信、ワード等による文書作成等を行うことがあります。
◎欠席した場合や御自身の通信環境により受講ができなかった場合も含め補講はありません。講義の録
画もありません。

目　　　的　　大学院科目等履修生として高度な専門分野の研究を行い、将来において、司法・準司法制度

の一角を担える人材の育成を目指すことを目的とします。

出 願 資 格　　出願時点で、大学又は大学院を卒業している会員、若しくは高等学校卒業後の行政書士業務

歴を５年以上又は短大卒業後の行政書士業務歴を３年以上有する会員を対象とします。

講 義 概 要　　１　科目名・単位数及び担当講師

担　当　講　師単位数科　目　名

専修大学　法学部　白藤　博行　教授２単位
（１５コマ）

法律学応用特論
「行政救済法」
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　　　　　　　２　受講上の注意

①事前に教材と予習範囲が指定されますので、必ず指定された予習をした上で出席してく

ださい。また、レポートの提出やテストがあり、総合的評価の結果、単位を取得できな

い場合があります。出席して講義を聴いているだけの研修ではありません。

②厳格な出席管理が行われ、出欠状況が単位認定の評価に影響しますので、御承知おきく

ださい。

③受講にあたっては、行政書士の品位を保ち、大学の秩序を乱す行為をしないよう心掛け

てください。

④総合的評価の結果に基づき、大学院の単位が与えられます。単位修得者は証明書発行料

金（和文４００円、英文７００円）の負担により、令和4年4月以降に単位修得証明書の発行を

受けることができます。

⑤図書館等の大学の施設の利用については、ガイダンスの際に大学側から説明があります

ので、それに従ってください。

⑥講義では授業内容に関する質問は可能ですが、実務に関する個別の案件についての質問

にはお答えできません。

　　　　　　　３　開講日（予定）

　　　　　　　４　受講方法

　　　　　　　　　オンライン講義（Google Classroom及びGoogle Meetを使用）

　　　　　　　５　定員

　　　　　　　　　５０名程度（所属会不問）

費　　　用　　４８,０００円（内訳：登録料１２,０００円＋履修料３６,０００円）

※登録料・履修料については、一定の審査を経て入学決定後、日行連にお振込みいただきま

す。本会が一括して専修大学に納入することとしています。

出 願 方 法　　会員専用サイト「連con」（https://www.gyosei.or.jp/members/#login）内にある

以下の要項を御確認の上、必要書類を整え、期間内に日行連に御提出ください。

　　　　　　　　　日行連ホームページ　＞会員専用サイト「連con」＞中央研修所　＞開催案内

　　　　　　　　　　＞「令和３年度専修大学大学院における司法研修の出願方法について」

出 願 期 間　　令和３年３月１日（月）～令和３年３月１６日（火）＜締切日消印有効＞

講義日程（予定）
■各開講日とも、２～４時限（９０分

×３コマ）の開催となります。

２時限（１０：４５～１２：１５）

３時限（１３：０５～１４：３５）

４時限（１４：５０～１６：２０）

第１回開講前に実施します。ガイダンス

令和３年１０月１６日（土）第１回

　　　　１１月６日（土）第２回

　　　　１１月１３日（土）第３回

　　　　１１月２０日（土）第４回

　　　　１１月２７日（土）第５回

【お問合せ先】日行連事務局研修課

TEL：０３－６４３５－７３３０
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　令和３年度の「特定行政書士法定研修」（行政書士法第１条の３第２項に規定する研修）
を以下のとおり実施することとしていますので、御案内いたします。
　新型コロナウイルス感染症について、先の見通しが立たないことから、令和３年度の特
定行政書士法定研修講義は中央研修所研修サイトでのVOD（ビデオ・オン・デマンド）方
式で実施いたします。詳細につきましては、本誌４月号に募集要項の掲載を予定していま
すので、あわせて御確認をお願いいたします。

趣　　　旨　　本研修は、行政書士法第１条の３第１項第二号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申
立手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第１条の３第２項に規定する研修
として、日本行政書士会連合会会則第６２条の３の規定に基づき実施するものです。所定の講
義を受講し、理解度を確認する考査において基準に到達することにより特定行政書士となり
ます。

対　　　象　　行政書士（申込時点において、行政書士登録が完了している者）

内　　　容　　以下の「講義」を所定の期間内に所定時間受講し、「考査」において基準に到達することをもっ
て修了とします。
＜講　義＞令和３年８月上旬から９月中旬の期間内に、各自で、中央研修所研修サイトに

登載された特定行政書士法定研修のVOD講座を視聴していただきます。
　　　　　１８時間［１コマ（１時間）×１８講義］
＜考　査＞令和３年１０月１７日（日）１４：００～１６：００に、所属単位会が指定する会場におい

て実施（全国一斉開催）します。マークシート方式択一３０問で行います。

受　講　料　　８万円 （非課税／テキスト・サブテキスト代含む）
※再受講・再受験の受講料は次号掲載の募集要項を御確認ください。

申 込 方 法　　FAXによる申込み
※申込受付後、受講料入金方法（ゆうちょ銀行への払込方法）を返信します。

申 込 期 間　　令和３年４月１日（木）～令和３年６月１７日（木）（予定）
※再受講・再受験を希望する方についても上記期間内のお申込みが必要です。

「特定行政書士法定研修」の御案内
 Info 

６

　平成26年の行政書士法改正により、行政書士は「特定行政書士」とい
う刀を持つことができるようになりました。
　侍は帯刀して侍です。しかし、むやみに刀を抜きません。刀を抜かず
して目的を果たします。特定行政書士は、許認可申請の事前手続から事
後手続までの全体に精通した政策法務のプロとして帯刀する法律家です。
　今こそ、特定行政書士になりましょう。
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　令和２年１２月２３日、千葉会では令和元年に発生した台風等に関する災害支援活動に対して、千葉県総務部

部長 石川徹様より千葉県知事からの感謝状を拝受いたしました。この感謝状は、令和元年房総半島台風、東

日本台風及び同年１０月２５日の大雨の災害により被災された地域及び被災された方々への支援活動に対するも

のです。千葉県及び被災地との協議を行い、災害時支援協定に基づく千葉県からの支援要請を受け、南房総

市と茂原市に支援員を派遣し、被災者支援の活動を行いました。一連の災害から一年が経過しましたが、復

旧復興はまだ道半ばです。被災された皆様には、一日も早く日常の

生活に戻れますよう、心よりお見舞いを申し上げます。

　千葉会では、災害発生時の支援活動を迅速に行うため、千葉県内

の各自治体との支援協定の締結に向けた活動を継続しており、令和

２年１２月末現在、１県２６市３町１村と協定を締結しています。今後

も万一の災害に備え、住民の皆様のお役に立てる体制づくりに努め

てまいります。

千葉県知事から感謝状を拝受千葉県
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１２月２３日、「仙台市と宮城県行政書士会との行政手続きに関する連携協定書」を取り交わしました。

　全国の政令都市の中で、行政書士会と災害時、そして通常時の業務において恒常的な業務連携を図るのは、

仙台市が初の自治体ではないでしょうか。大変光栄に感じています。

　今回の締結に至るきっかけは、仙台市のコロナ禍対策事業推進にあたり、宮城会が事業者等を支援する業

務などを受託する機会を得て、高い評価をいただくとともに、双方が連携を強固にすることによって、より

一層行政手続の質の向上が図られると認識したことにあります。

　これまでの仙台市との連携事業は、①区役所における各種行政手続の相談、

②空き家の調査等、③外国人住民からの相談などがあります。こうした実績を

踏まえた上で、今後、仙台市において業務連携のニーズが発生した場合には、

速やかに連携を図ることができる旨を規定しました。機動的連携によって、行

政、市民、宮城会による３者共存共栄の画期的な関係の構築が図られ、質の高

い社会貢献ができるものと確信しています。

　なお、今回の協定書の取り交わしにあたっては、市議会議員兼業の行政書士

に御尽力いただいたことをお伝えし、報告とさせていただきます。

仙台市と行政手続に関する恒常的な
連携協定を締結

宮城県
行政書士会
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　石川県内の各自治体では、住民の死亡に伴う各種手続をワンストップで行うための「おくやみ手続き窓口」

を設置する例が増えています。これを受けて、当該窓口に行政書士をＰＲするためのパンフレットを設置し

ていただけるよう申入れを行ったところ、現在までに３つの自治体において設置していただくことができま

した。

　最初に設置していただいた白山市では、担当課と数回の打合せを重ねることによって承諾を得ることがで

き、まずは日行連からデータで配布されている「そうだ、行政書士に相談しよう！１人で悩まない遺言・相

続」をパンフレット化して活用させていただくことにいたしました。また、それ以外にも行政書士が行うこ

とのできる相続関連手続を一覧にまとめた「おくやみ手続きに関連して行政書士がお手伝いできること」と

いうパンフレットも当会で作成し、日行連のパンフレット

と合わせて設置していただいています。

　白山市にパンフレットを設置していただいて以降、他の

自治体でも同様の窓口が設置されるとの新聞報道がある度

にパンフレットの設置を申し入れているところ、その後の

七尾市や輪島市では、白山市の前例があることから、スム

ーズに設置の承諾を得られるようになりました。

　今後は他の自治体においても同様の窓口が設置されてい

くことになると思われるため、引き続きパンフレットの設

置をお願いしてPR活動を続けていきたいと考えています。

「おくやみ手続き窓口」における
PR活動

石川県
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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北海道行政書士会：行政書士会北海道ADRセンター

１．センター紹介

　行政書士会北海道ADRセンター（以下、「当センター」という。）は、平成２５年５月２０日付で法務大臣の認
証（認証番号１２６号）を取得し、認証紛争解決事業者として業務を開始しました。
　当センターでは、札幌管内における「外国人の就労に関する紛争」、「外国人の就学に関する紛争」及び
「居住用建物賃貸借に関する敷金返還・原状回復に関する紛争」の３分野に係る紛争を取り扱っており、現
在調停人候補者４６名の体制で紛争解決に臨んでいます。
　現状、広い北海道の中でも札幌地裁管轄でしか調停ができないことを打破すべく、法務省・各弁護士会と
調整の上、旭川・釧路・函館の各地裁管轄に拡大し、全道一円での調停開催につながることを目標として活
動しています。
 

２．活動の現状と課題

　当センターへの毎年の問合せ・相談件数は１５～２０件程度、調停受理件数は４～５件程度で推移しており、
設立以来順調に調停件数を重ねてまいりました。しかし、最近ではコロナ禍ということもあり、残念ながら
調停申込に相手側が応じないことでの調停不成立が散見されています。
　当センターの最近の主な取組としては、以下のとおりです。
　①日本ADR協会主催シンポジウム「ADRはどう変わるか～IT化の可能性と課題～」（令和元年７月）について
法務省大臣官房司法法制部審査監督課課長及び同紛争解決業務認証係長の参加するADR協会シンポジ
ウムに、センター長がパネリストとして参加しました。シンポジウムへの参加にあたって、当センターで
は、全道７９か所の消費者センターにIT化の現状と可能性及びADRセンターとの連携についてのアンケー
トを実施しました。
アンケートの回収結果を当センターで資料化し、シンポジウムで発表
しましたが、この資料は今後のADRのIT化（ODR）についての貴重な
資料となりました。
　②裁判外紛争解決セミナーの開催（令和元年９月）について
京都大学大学院山田文教授をお招きして、裁判外紛争解決セミナーを
開催しました。「市民と裁判外紛争解決」、「ADR制度の展望」の２つの
テーマによる基調講演のほか、模擬調停の実演や参加者との意見交換な
どを行い、２日間で延べ１１１名の方々に参加いただき、ADR制度の普及・
周知を図ることができました。
③北星学園大学との連携事業（令和元年度～令和２年度）に
ついて
当センターでは、広くADRセンターを知っていただくこ
とも重要な課題と考えており、北星学園大学経済法学科の足
立教授ゼミナールの御協力を得ながら、当センター役員が
Zoom（オンライン会議）によるオブザーバー参加をし、ゼミ
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名　　　称：北海道行政書士会
住　　　所：北海道札幌市中央区北一条西十丁目１番６北海道行政書士会館
代表者氏名：宮元　仁
紛争の分野・種類・範囲（規則第９条第１項第１号）：
１　企業又は団体（以下「企業等」という。）が、別表に掲げる地方自治体（以下「札幌管内」という。）
に設置する事業所に就労する者同士及び札幌管内に事業所を設置する企業等と当該企業等に就労す
る外国人との間の労働環境、職場環境に関する紛争

２　札幌管内に設置された学校に就学する者同士及び札幌管内に学校を設置する者と当該学校に就学す
る外国人との間の教育環境に関する紛争

３　札幌管内に所在する居住用建物の賃貸借契約に係る敷金返還及び原状回復に関する紛争
【別表】
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、浦河町、様似町、えりも町、
新ひだか町、日高町、平取町、新冠町、苫小牧市、厚真町、安平町、むかわ町、室蘭市、登別市、白老
町、伊達市、壮瞥町、豊浦町、洞爺湖町、岩見沢市、美唄市、三笠市、由仁町、長沼町、栗山町、南幌
町、月形町、夕張市、滝川市、芦別市、赤平市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新
十津川町、小樽市、仁木町、余市町、赤井川村、古平町、積丹町、共和町、岩内町、蘭越町、泊村、神
恵内村、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町

かいけつサポート：認証紛争解決事業者情報

学生が自主的に考えた課題に基づく模擬調停を行っています。
これは、在学生の単位認定となる講座で、同大学経済法学科の教育の一環として、学生自らが企画・司
会進行を行う「自主交渉援助型調停」を題材としたものです。
なお、この模擬調停の模様は、大学当局・学生諸氏の了解をいただいた上でDVD化し、日行連ADR担

当部署・日本ADR協会・法務省等に送付しています。この連携事業を通じて、ADRという紛争解決手続
の周知のほか、行政書士業務の一端についても知ってもらうことができました。

　④札幌市との連携（令和２年１１月）について
札幌市市民文化局市民生活部消費生活課の訪問をきっかけに、札幌市消費者センターにおける敷金・原
状回復問題に係る当センターへの分担の可能性について協議を行いました。

３.　ADRの拡充と活性化に向けた対応

　２年前から当センターの調停人候補者の能力担保を目的として、
札幌家庭裁判所・札幌簡易裁判所に御相談の上、調停人候補者の中
から裁判所の調停委員への任用をお願いしています。
　一昨年は札幌家庭裁判所の調停委員２名の任用があり、お二人と
もその能力を遺憾なく発揮されて活躍しておられます。本年度も数
名の推薦を行う予定です。
　その他、当センターでは日本ADR協会と日本仲裁人協会の研修
会、セミナー、研究会等に委員を派遣して関連機関の方との連携に
努め、当センターの実績等を伝えるなどの情報交換も怠りなく実施しています。また近い将来、ODR（ITを
使う調停）への参入も視野に入れて活動を行います。
　今後は、他県の行政書士会ADRセンターと研修内容などの情報交換や合同研修会等の開催も実現させた
いと考えています。
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　宮崎会では、平成２４年度から法教育について検討し、活動してまいりました。この間に、様々な分野の皆

様の御協力を賜りながら関係を構築し、法教育を実施してまいりました。先鞭者である経験豊富な先輩諸兄

もいらっしゃる中、拙い内容にて大変恐縮ですが、各単位会における法教育活動実施への初動の一助となれ

ばと思い、当会の活動を紹介させていただきます。

１　事業実施前の準備と背景
　平成２４年度に企画開発部を担当部として法教育実
施のプロジェクトを開始（所属４名）しました。以
下が事前準備を含めたプロジェクトで検討・対応し
た主な内容です。
　①目的
・法教育は、「一般の方々が法や司法制度の基
本的な考え方や価値を理解し、法的な物事の
考え方を身に付けるための教育」とされてい
ます。このことから、宮崎会では、法制度を
理解している士業者として、一般の方々への
法制度への理解を促す社会貢献と捉え、その
活動を行っています。

　②プロジェクトの名称
　　・「法制度学習教室」

法教育の中でも法制度の理解を推進するとい
う部分に着目し、「法制度学習」と呼称しまし
た。

　③対象と内容
　　・小学生高学年向け：「いじめは人権侵害」

平成２４年度から平成２５年度当時は、宮崎県に
おいて、いじめの認知件数が多い状況であっ
たため、先進地域で実施されていた内容を参
考に内容を設定しました。

　　・一般の方向け：「相続・遺言・成年後見」
生涯学習の中で話題になることの多い分野に
ついて、出前講座という形で準備をしました。

　④実施に向けた広報
　　・アシスト事業に登録

宮崎県では教育委員会が「みやざきの教育」
アシスト事業という事業を行っており、企業
などが学校・家庭・地域などに対して、持て
る資源を活用して教育に生かすという事業を

しています。このため、第一歩として宮崎会
も一事業者としてこの事業に登録し、反応が
あることを期待しました。

　　・小中学校の校長会での趣旨説明
趣意書や実施要項等を準備し、各市町村の教
育委員会にお願いし、小中学校の校長会にお
いて「法制度学習」の趣旨を説明する機会を
いただき、実施の検討をお願いしました。

　　・その他
㈠　例年１０月の広報月間にあわせた首長への
挨拶まわりの際に、実施のお願いをしま
した。

㈡　地元県議の協力議員の先生方にも説明し、
県教育委員会との検討や県議会議場での
紹介をしていただきました。

㈢　当時の会長自らが精力的に首長や各校長
へ実施の打診をしました。

㈣　マスコミ各社への投げ込み記事という形
で記者発表を実施しました。

　⑤情報収集など
・地元大学の教授から法地理学の存在を教示い
ただき、その研究に参加する機会を得て、地
域性と法との関わりについて理解を深めまし
た。
・複数の小学校を担当されるスクールサポータ
ーの方に現場の課題を伺い、地域の子供たち
の現状を知ることに努めました。
・引きこもりの若者たちを支援するNPO法人の
代表の方から、その活動や課題を伺い、地域
の若者たちの現状を知ることに努めました。

 

法教育の取組について

＜宮崎県行政書士会＞



2021.3　No.580 47

２　事業実施の状況
　平成２７年度の事業実施にあわせて、専門の担当部
署として法定外業務委員会（所属４名、後に法制度
学習委員会に名称変更）を設置し、令和２年１１月ま
での間に以下の内容等を実施しました。
①小学生高学年向け「いじめは人権侵害」　合計１１
校
②一般の方向け「相続・遺言・成年後見」　合計
２団体
③中学生向け「いじめは人権侵害」　合計３校
④小学校教員向け「学校におけるいじめの現状と
その対応のあり方」　合計２校 
⑤大学校（教育訓練機関）向け「くらしと法律・
経済」　毎年１回 

＊①について、参観日に実施いただくこともあり、
保護者の方に観ていただく機会もありました。ま
た、地方紙、地上波、CATV、ラジオ局の取材や
報道をいただいたことが複数回あり、行政書士制
度のPRにつながりました。
＊①から③について、受講者に感想文等をいただき、
その後の実施にフィードバックしています。
＊①と②について、受講後にユキマサくんのぬいぐ
るみをクラスごとにお渡しし、教室に飾っていた
だいて、受講内容を忘れずにいてもらえるようお
願いをしています。
＊③と④について、①を実施していく中で、多数御
要望をいただいたため、準備の上、実施しまし
た。 

３　事業の今後
　現在は、県下全域に活動が広がり、また事業の継
続性を維持するとの観点から、講師を増やすため、
講師養成説明会を開催し、今では十数名の方が講壇
に立っています。
　また、法制度学習を幅広い世代に受講していただ
くべく、高校生向けの成人年齢引き下げに関する社
会生活上必要とされる法的知識の分野や、著作権に
関する分野等の準備もしているところです。他にも
宮崎会の各部・委員会へ担当分野の出前講座のメ
ニュー作りを要望しています。
　この活動は、行政書士の社会貢献として、また社

会資源の一員として、SDGｓの目標のうち、「４質
の高い教育をみんなに」や「１６平和と公正をすべて
の人に」の実現に微力ながらも役に立てるものと思
います。

　以上、これから益々の行政書士制度の発展を祈念
いたしまして、本稿を終えさせていただきます。な
お、宮崎会の本事業は、他単位会の役員担当者ほか、
皆様の御理解をいただけたからこそ成し得ています。
それらの実績に敬意を表するとともに、御協力に感
謝申し上げます。

メディア取材の様子

小学校教室での授業支援風景 中学校体育館での授業支援風景
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１．集合による研修について
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、集合研修による申請取次関係研修会の開催について、
中止を余儀なくされる状態が続き、皆様には御心配と御迷惑をおかけしています。
　本稿執筆時現在、第三波の渦中にあり、１１都府県に緊急事態宣言が発令されています。苦渋の決断ではあ
りましたが、皆様の安全確保の観点から、事務・実務研修会ともに、令和２年度の集合研修は全て中止する
ことといたしました。次年度も含め、当面の間は、出入国在留管理庁の了解を得て、地方出入国在留管理局
からの講師派遣による講義収録の御協力をいただきながら、VOD（ビデオ・オン・デマンド）方式で開催し
ていく方針です。

２．集合による研修会の中止に伴うVOD研修会の実施について

＜入国・在留手続関係を新規に行うことを希望する方への事務研修会＞
　集合による申請取次関係研修会の中止に伴い、中央研修所研修サイトに登載するVOD講義を用いて、同事
務研修会を令和２年７・８月にかけて１回（２クール設定）、１２月に１回実施しました。

＜申請等取次業務に係る届出済証明書の更新を希望する方への実務研修会＞
　同実務研修会を事務研修会と同様にVOD講義を用いて令和３年２月に実施しました。
　講義収録は、令和３年１月中旬に行われたものです。同講義では、コロナ禍における入管行政の現状等も
詳しく解説していただきましたが、講義内容につきましては、内容が更新される可能性がございます。新着
情報は、随時、日行連ホームページ等で御案内してまいりますが、常に最新の情報に御留意いただきますよ
うお願いいたします。
　なお、既に単位会に御案内のとおり、令和３年度内（令和４年３月末日まで）に届出済証明書の有効期限
を迎える会員の皆様には、更新届出時に実務研修会の修了証（写し）の添付を免除し、その代替として「令
和３年度内に実施される実務研修会を受講後、速やかに所属単位会に当該研修の修了証（写し）を提出する」
旨の「理由書」の提出を求めることとしています。

３．次年度の申請取次関係研修会について
　令和３年度の申請取次関係研修会につきましては、概ね次のとおり開催を予定しています。
　各研修会の受講期間・申込期間の具体的な日程については、日行連ホームページ及び会員専用サイト
「連con」に掲載いたしますとともに、次号でもお知らせいたします。

行政書士申請取次関係研修会について

＜中央研修所＞

２月１２月１０月８月６月４月開催月
（受講期間）

実務
（更新）

事務
（新規）

実務
（更新）

実務
（更新）

事務
（新規）

実務
（更新）研修会種別

１１月下旬１０月下旬８月中旬６月中旬４月中旬２月中旬
案内済

開催案内
（日行連HP詳細発表）

１２月下旬１１月中旬９月上旬７月上旬５月中旬３月上旬申込開始

※上の表は内定情報であり、一部変更となる可能性があります。最新情報はホームページを御確認ください。
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2021.１/Jan

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　建設業セミナーについて
２　特定技能に係るセミナーについて
３　建設業振興基金との打合せについて
４　その他

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（木（木））

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
【協議事項】
１　軽自動車OSSへの対応について
２　次年度事業計画及び予算について
３　その他

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（金（金））

裁判外紛争解決手続（ADR）推進
本部会議
【協議事項】
１　調停スキルに関する研修のテキスト
の確認について

２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（日（日））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（６０件）
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（火（火））

正副会長会
【協議事項】
１　常任理事会の合議事項等について
２　その他

常任理事会（～１４日）
【合議事項】
１　理事会の議案等について
２　行政書士制度７０周年記念式典及び２
月理事会について

３　日行連が取り組む成年後見制度推進
のための基本方針（案）について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（水（水））

４　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

５　丁種封印の取扱いについて
６　「おしごと年鑑２０２１」への協賛につ
いて

７　その他

総務部会（～１５日）
【協議事項】
１　事業執行スケジュールの確認について
２　本年度総務部事業報告案について
３　次年度事業計画案及び予算案について
４　照会案件について
５　オンライン会議の実施に係る各規則
の改正案について

６　本年度総務部長会議 開催後アンケ
ート結果について

７　その他

中央研修所運営会議
【協議事項】
１　次年度事業計画案・予算案の策定に
ついて　

２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（木（木））

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議
【協議事項】
１　HACCPセミナー報告及び今後の
対応について

２　次年度事業計画について
３　社労業務の取扱いについて
４　押印の見直しについて
５　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（火（火））

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
【協議事項】
１　次年度事業計画及び予算について
２　軽自動車OSSへの対応について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（水（水））
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2021.１/Jan

法改正推進本部会議
【協議事項】
１　２月理事会に提出する法改正要望項
目表について

２　その他

常任理事会
【合議事項】
１　行政書士法改正項目表（案）について
２　日本行政書士会連合会会則の一部を
改正する会則（案）の内容項目の追
加について

３　その他

法規監察部会
【協議事項】
１　先例総覧の改訂について
２　法改正履歴表の改訂について
３　会議規則改正について
４　照会案件等について
５　監察案件等について 
６　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（木（木））

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
１　次年度以降の規制改革・行政改革に
対する規制改革委員会との事業すみ
分けについて

２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（金（金））

許認可業務部
運輸交通部門会議
【協議事項】
１　次年度事業計画について
２　丁種封印の取扱いについて
３　委任状及び押印廃止について
４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（月（月））

裁判外紛争解決手続（ADR）推進
本部会議
【協議事項】
１　調停スキルに関する研修について
２　その他

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（９８件）
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（火（火））

広報部会
【協議事項】
１　本年度広報部事業報告（案）及び決
算見込について

２　次年度広報事業計画（案）及び予算
（案）について

３　次年度広報月間について
４　次年度行政書士制度PRポスターに
ついて

５　日行連ホームページ関連事項について
６　日本行政関連事項について
７　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（水（水））

権利擁護推進委員会
【協議事項】
１　行政書士が関与する権利擁護の理
念・方針案について

２　部門別活動方針について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（木（木））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　次年度事業計画について
２　申取実務研修会（VOD方式）の運用
について

３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（金（金））

※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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ば通常の審理を経て選任される。

③候補者として申立てがあれば選任されるが、資

産に応じて監督人の選任や後見支援信託（支援

預金）の利用が勧められる（事案の内容に応じ

て、主に親族が後見人となる場合に監督人の選

任や後見支援信託（支援預金）の利用により不

正防止等を目的とした運用がなされる場合があ

ります。）。

④候補者として申立てられても他の専門士業に変

更されるか、一般市民と同様の講習等を受けさ

せられる。

　下にいくほど専門職または専門職団体としての扱

われ方が低下する類型となっています。多くの支部

にとって、①が最も良い状況であり、家裁との関係

で目指すべき到達点ともいうべきものとして理解さ

れています。しかし、全ての支部がすぐに①を目指

す必要はなく、まずは依頼者が望む形を反映した②

の状況を作ることが重要となります。③については、

専門職を含む第三者後見人による横領事件等の不正

防止の観点から設定される経緯があり、今後も利用

は増える傾向があると言えます。④は、コスモス会

員が長時間に及ぶ入会前研修と考査を経て入会して

いるのにも関わらず、そういった専門的・法律的知

識があることについての認識が低い支部にとっては

非常に深刻であり、原因を考え、コスモス支部だけ

でなく単位会や日行連に協力を仰ぎ、認識を改めて

もらうための働きかけが必要であると考えます。

　以上のように、後見人等の選任権を持つ家裁との

関係は様々であり、その態様によって支部の活動が

左右されることは否めませんが、その対応が全てで

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　②

　前号の掲載に引き続き、一般社団法人コスモス成

年後見サポートセンター（以下、「コスモス」とい

う。）の成年後見制度利用促進特別委員会が行いまし

た、成年後見利用促進基本計画に関する調査研究、

情報収集及び各支部または単位会の活動状況につい

ての調査結果報告になります。本号では、「家庭裁

判所との対応」、「単位会との関係性」を取り上げます。

４．家庭裁判所との対応について

　家庭裁判所（以下、「家裁」という。）は各都道府

県に５０か所（北海道は４か所）、支部２０３か所、出張

所７７か所が設けられており、各家裁の裁判官の独立

した判断基準があるため全国一律の対応ではないこ

ともあり、行政書士を成年後見分野の法律専門職と

して認める家裁と認めない家裁が存在することは事

実として存在しています。

　家裁との対応に苦慮している支部が大多数である

現状から、どのように対応すればより良い関係性を

築くことができるか、私たちのコスモスがより発展

するために何が有効かを検討することも、今後の活

動方針として重要と考えます。

　各支部から寄せられた御意見から、家裁との関係

は地域によって様々であることが分かりました。以

下では、コスモスに対する家裁からの選任時におけ

る対応を次のように分類することができます。

①受任依頼がある（申立の段階において後見人候

補者が立てられていない場合には各専門職団体

に候補者の推薦依頼がありますが、コスモス支

部に対しても推薦依頼があることを言います。）。

②受任依頼はないが、候補者として申立てがあれ

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
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コスモスの活動が単位会のバックアップによって地

域における広範な周知・浸透、信頼される要因と

なっていると考えられ、単位会と連携することに

よって成果をあげている事例は枚挙にいとまがなく、

連携活動によって各支部・各単位会の連携強化につ

ながってきた実績があります。

　良好な関係性を持った支部の中には、単位会の業

務部（法務、私法、社会貢献活動部など）と密に関

連し連携しながら、外部団体からの依頼に応え、単

位会が企画する研修会や広報活動の一部にコスモス

会員の活動が組み込まれているところが多々存在し

ています。コスモスの活動は、高齢者、障がい者の

権利擁護支援にありますが、それは後見制度関係法

令に限らず、遺言・相続・死後事務など様々な法律

的な知識を必要とするものであり、その全てにおい

て支部独自で研修会を行うことは困難であると言え

ます。単位会にそういった社会貢献民事法務に関連

する部署があり日頃から連携が図れていると、外部

からの依頼にコスモス支部を実働部隊として対応で

きるほか、関連法の改正等に関する迅速な情報取得

につながったり、自治体から単位会が親族関係図作

成業務を受託するなど、単位会にもメリットがある

ほか、行政書士の新規登録者にコスモス入会案内を

勧めてもらい共同研修会を実施するなど、様々な場

面で相互に協力している単位会もあります。特に、

家裁や自治体から見て社会的信頼が厚く法人格のあ

る単位会と協力することにより得られる信頼度は絶

大であるため、成年後見制度に関連する各種委員会

との窓口となることは重要であり、他方で、支部が

単位会の外部団体からの権利擁護に関する事項を依

頼された際の受け皿になることによって、より専門

性の高い支援につながれば、単位会の信頼度も増し、

双方にとっても良い効果となることが見込まれるた

め、今後も単位会との良好な関係性を維持しつつ、

一体的な取組を講じ、より活発で効果的な活動を進

めていくことが強く望まれます。

（続く）

はなく、被後見人等の課題を解決でき、身上保護や

意思決定支援を通じて本人がメリットを実感できる

後見人等の活動を行えるコスモスであると、社会か

ら認識してもらうことがより重要であろうと考えます。

　そのための活動の一つは、行政書士が他士業より

強みを持っている、県・市区町村への働きかけ、市

町村計画の策定や中核機関設置に協力することが重

要であり、成年後見制度利用促進法の動きに連動し

た活動を行うことが結果として家裁から認められる

ことにつながるのではないかと考えます。

　２０２５年には、認知症高齢者が７３０万人を超えると

いう予想があり、今後ますます成年後見制度を利用

した本人保護の必要性は高まっていきます。すなわ

ち、後見実務に精通した後見人等が多数必要になる

ことから、コスモス会員数の増加を図り、研修等に

より研鑽を重ねて備えていくと同時に、市町村申立

ての候補者の依頼を受けることや親族申立て支援を

行うなどの地道な活動を積み重ねることで、法定後

見の受任（選任）件数が増加すれば、実績によって

必然的に社会的な信頼は得られるのではないかと考

えています。

５．単位会との関係性について

　成年後見分野に関する社会貢献活動の専門団体と

して日行連が設立したコスモスは、昨年９月、コス

モスがその設立目的を達成するために、コスモスへ

の便宜の提供条件やその他運営支援に関する必要な

事項について、連携強化につながる内容が織り込ま

れた協定を改めて日行連との間で締結しました。支

部設立以来、単位会によってバックアップがなされ

ていてコスモスの活動に対する理解がある単位会に

おいては関わりが良好で連携が取れているものの、

そうでない支部もあり、今後は、日行連とコスモス

本部との協定に準じ、支部でも単位会と良好な関係

性を構築し、一致団結して広報活動等に取り組んで

いくことが期待されます。

　支部発足当初より支部事務所が単位会事務局に

あって事務局員の共有や資金的な補助を得たり、単

位会と連携し、広報活動を行うなど積極的な支援を

受けていたりするところが多いのは、多くの一般行

政書士会員の御理解の賜物と理解しています。正に
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　日本行政の発送は、行政書士名簿にある会
員の事務所所在地と当該会員の氏名を表記し
てお届けしています。

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

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

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

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

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

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

　日本国民の、今後の人口推移を眺
めていたら、令和３５年頃には１憶人
を割り込むとの予想が出ていました。
　昭和４０年前後と同じ人口になるとか（東京オリン
ピック開催は昭和３９年）、第一次ベビーブーム世代
が大学受験の頃かと思います。あの頃、我が函館
は北海道の玄関口として、連絡船に乗る奥地（函館
より北を奥地と呼んでいました）の金の卵、集団就
職の若い人々や、遠洋漁業の出港地として多くの
漁師たちで町は賑わっていました。１９２０年、北海
道の最大の町である函館の人口は１５万人、小樽が
１１万人、なんと札幌は１０万人で第３位でした。
２０４５年の北海道の予想人口は、札幌が１８０万人で１
位、函館は１６万人で第３位とか・・。函館の人口
は現在２６万人ですが、昨年は３,４１７人が減少してい
て、消える町と言われています。コロナ禍で働き
方改革も進み、どこに住んでいようと情報は共有
できる時代になってきました。東京に集中してい
る省庁が分散し、過疎化著しい町に移転してくれ
ないかと拝む思いで願っています。

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（小林）

会員の動き
◆登録者数（令和３年１月末日現在）

４９,７４８名合 計　 　
7,342名女42,406名男内 訳　 　
6,732名女40,585名男・個人事務所開業
287名女1,297名男・行政書士法人社員
323名女524名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和３年１月中の処理件数）
１５９名新規登録　合　計
29名女130名男　　　　　内　訳
１１９名登録抹消　合　計
19名女100名男　　　　　内　訳

93名　　　　　・廃　業
26名　　　　　・死　亡
0名　　　　　・その他

◆法人会員（令和３年１月末日現在）
９９１法 人 事 務 所 数
614・主たる事務所数（行政書士法人数）
377・従たる事務所数


