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

2021年₂月号トピックス「令和₂年度日本行政書士会連合会会長会
を開催」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。
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　日本行政書士会連合会（以下、「日行連」という。）では、これまで大規模災害等に対して、迅速かつ丁寧
な被災者支援活動を展開してまいりました。
　本年３月11日をもって、平成23年３月11日に発生した東日本大震災から10年が経過しました。また、平成
28年４月14日に発生した熊本地震についても、本年４月14日で発生から５年が経とうとしています。我が国
を襲った未曾有の大規模災害から一つの節目を迎える時期が、今まさに到来しようとしています。
　改めて、犠牲となられた多くの方々の御冥福をお祈りし、被災された全ての方々に、心からお見舞い申し
上げます。
　また直近では、本年２月13日夜に福島県沖を震源とする最大震度６強の地震が発生いたしました。この地
震により被災をされた全ての方々にも、心よりお見舞い申し上げます。東日本大震災による余震との関連も
指摘されており、政府の地震調査会からは、「少なくとも、今後10年は大きな余震が発生する状況が続く」
との注意喚起がなされています。
　日行連は、被災された多くの方々を支援させていただくため、大規模災害対策本部を迅速に設置し、その
時々の状況に応じて必要な支援事業を展開してまいりました。
　東日本大震災では、震災後に福島県郡山市に「被災者相談センター（福島事務所）」を設置・運営し（現
在は福島県行政書士会にて運営）、被災自動車の抹消登録に係る無料相談・無料手続など行政や原子力損害
賠償支援機構と連携した事業、法テラスとの協力、被災された方々への義援金の募集、各地域での相談会の
開催など、多面的な被災者支援事業を展開いたしました。
　熊本地震におきましても、支援体制を迅速に整備し、総務省や熊本県等からの支援要請を受け、被災自治
体の受付窓口に行政書士を派遣し、罹災証明書申請受付業務の支援活動を行いました。また、何らかの事情
で役所に出向くことができず、罹災証明書の申請を行えない被災者に対し、無償で罹災証明書交付申請代行
を行ってまいりました。
　以上のような支援実績や経験を生かし、現在は、新型コロナウィルス感染症による政府の各種支援施策を
実効性あるものにするため、中小事業者向けの持続化給付金や家賃支援給付金等の申請支援を行っていま
す。この度、生活衛生業者向けの各種給付金の申請等の支援について、一般社団法人全国生活衛生同業組合
中央会から支援要請を受け、会内で必要な体制整備をしたところです。本事業は、当該組合中央会を指導す
る公益財団法人全国生活衛生営業指導センターに対する国からの補助事業の中で取り扱われ、支援対応を
行った行政書士に対して一定額の謝金が支払われる予定となっています。
　緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金においては、不正受給防止等の観点から、事前に事業の確認を
行う「登録確認機関」（事業確認機関から名称変更）が新たに設けられました。その対象に行政書士・行政書
士法人が位置付けられ、大きな役割を期待されています。会員の皆様におかれましては、引き続きの御協力
をお願い申し上げます。
　行政書士は地域密着型の国家資格者であるからこそ、常日頃から地域に根ざした活動を行っています。特
に、災害時などの緊急事態発生時には、被災者などの方々に寄り添い、きめ細やかな支援活動を迅速に展開
することが可能です。この行政書士の特性を生かしつつ、日行連では、これまでの大規模災害等での経験も
生かしてまいります。さらに、ここ数年の相次ぐ水害やこの冬の大雪、激甚化する災害により被災された方々、
並びに新型コロナウイルス感染症による影響を受けた方々に対する必要な支援活動を行ってまいります。
　今後とも各都道府県行政書士会の御協力を得ながら、大規模災害等が発生した際には、地元自治体や関係
機関等と連携した迅速な支援活動が行えるよう、必要な体制整備・標準化を図ってまいりたいと考えています。
　各単位会及び会員の皆様には、引き続き御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

大規模災害等に対する
取組について
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₁　事実証明業務とは
　行政書士法第１条の２第１項には、いわゆる独占業務として「事実証明に関する書類の作成」が規定され、
官公署提出書類の作成、権利義務に関する書類の作成と並び、行政書士業務の３本柱の一つと解されている
ところです。それは、代書人規則（大正９年内務省令第40号、昭和22年失効）においても同様であったこと
から、正に行政書士の本来業務と言えるでしょう。また、ｅ－Ｇｏｖの法令検索で、「事実証明」をキーワード
に全文検索してヒットする士業法は、行政書士法しかありません。
　日行連においては、事実証明業務の「調査、研究及び指導に関すること」は法務業務部（かつての第二業
務部）の業務と規定されており（会則施行規則第３条第７項）、私は平成19年度から当部の事業に関わって
きました。しかし、事実証明書類は多種多様であり、画一的な作成手法を確立しにくいことから、その調査
研究はなかなか進んでいません。

₂　事実証明書類とは
　一般に事実証明書類の定義として、刑法第159条（私文書偽造等）の「事実証明に関する文書」を「実社
会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書」とした判例の立場（大判大９・12・24、最決昭33・９・
16等）が参考になります。ただし、罪刑法定主義の観点から、これでは広すぎるとの批判があり、「法律的
にも何らかの意味のある、社会生活の重要な利害に関係のある事実を証明しうる文書」に限定すべきとの説
も有力です。
　行政書士法の「事実証明に関する書類」の定義についても、「書類」と「文書」の違いはありますが、上
記の判例による解釈と同様、かなり広範な書類が含まれると考えられます。官公署提出書類、権利義務に関
する書類に付随する事実証明書類もあり、社会生活上の様々な場面において、行政書士は事実証明書類の作
成を業としています。
　その中でも、法務業務部が現在改めて注目しているのが、交通事故業務に関する事実証明書類です。事故
状況調査報告書、医療調査報告書、損害調査報告書等がそれにあたります。当事者間の過失割合、後遺障害
の程度、現在及び将来の損害額等を裏付ける資料として有用な事実証明書類であり、最終的には、民事交通
訴訟の証拠書類として採用される可能性があります。

₃　出廷陳述権とは
　民事訴訟法は第60条に「補佐人」に関する規定を置いています。この補佐人の規定を踏まえ、裁判所の許
可を得ることなく当事者または訴訟代理人とともに裁判所に出頭して陳述する権利を一般に出廷陳述権と言
います。
　民事交通訴訟等においては、法律論よりも事実関係の立証が重要なカギを握るとよく聞きます。事実関係
を一番よく知っているのは当事者本人です。訴訟代理人が完全に把握しているわけではありません。また、
当事者本人であっても事実関係を理路整然と陳述できるとは限りません。そのようなとき、事実関係の調査
を行い、当事者の事情を細大漏らさず聴取している行政書士が裁判に加われば、適時に適切な陳述が可能と
なり、国民の利便だけでなく、弁護士の効率的な業務遂行にも資するものでしょう。

₄　法改正要望項目として
　現在、行政書士法改正要望項目の見直しを行っているところですが、多岐にわたる要望項目中、「行政事
件訴訟の出廷陳述権」は従前より掲げられてきました。行政書士は、行政手続の専門家であると同時に、事
実証明業務の専門家でもあることから、「事実証明業務にかかる出廷陳述権」もあわせて要望項目に追加し
ようとしています。事実関係が争点となる訴訟の件数は、行政事件訴訟のそれより圧倒的に多く、国民の利
便に資する度合いも高いものと思われます。また、事実証明業務にかかる出廷陳述権が認められれば、各種
ＡＤＲ機関等においても当事者との同席が認められることとなり、事実証明業務の専門家としての地位確立
につながるものと思います。

事実証明業務の専門家としての地位確立を
専務理事　田後　隆二

執行部から
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　寄稿

東日本大震災と東日本大震災と
原発事故後の活動を振り返って原発事故後の活動を振り返って

福島県行政書士会　副会長　小泉　誠

　今、私の手元には「福島県行政書士会　東日本大

震災・原発事故記録集」があります。

　文字どおり、10年前の平成23年３月11日（金）午

後２時46分に発生した未曽有の自然災害と人災を

体験した福島県行政書士会（以下、「当会」という。）

と会員の約３年間の活動を記録したもので、日本行

政書士会連合会（以下、「日行連」という。）を始め、

多くの単位会の皆様から受けた義援金によって発

行の日の目を見たこともあり、冊子は各単位会のほ

か国会議員の先生方や県内各市町村にも贈らせて

いただきました。

　あの震災と事故から10年。記録集に目を通しつつ

当時を思い出し、災害発生後における行政書士会及

び会員が県民、地域住民の生活再建に尽くした姿を

振り返ってみたいと思います。

　そして、この回顧が毎年のように自然災害に見舞

われる日本にあって、各単位会の皆様が取り組む災

害支援の何らかのお役に立てればと願うものです。

　なお、各活動の報告に先立ち、東日本大震災にお

ける福島県の被害を改めて確認します。

　福島県は白河市、大熊町などで震度６強を観測

し、その他の地域で震度６弱から震度５弱を観測し

ました。

　被害状況は

〇人的被害　死者4,147人、重傷者20人、軽傷者163人

　　　　　　 死者のうち余震を含む地震・津波が直

接の原因で死亡した方1,606名、災害に

関連して死亡した方（災害関連死）2,316

名、遺体は見つかっていないが死亡届

が出されている方225名

〇住家の被害　 全壊15,435棟、半壊82,783棟、一部

破損141,054棟、床上浸水1,061棟、床

下浸水351棟

〇非住家の被害　 公共建物1,010棟、その他36,882棟

となっています。

※ 数値は県災害対策本部発表の令和３年１月８日

現在における被害状況速報によるものです。

以下、各種活動等について報告します。

₁　安否確認

　東日本大震災によって事務局が入っていた郡山

商工会館ビルは、倒壊の危険があると判断され使用

禁止となったことから、事務局閉鎖を余儀なくされ

ました。急遽、当時の会長事務所に使用できる事務

≪被災単位会における災害支援活動について≫≪被災単位会における災害支援活動について≫
広報部

　今般、広報部では、東日本大震災から10年、熊本地震から５年を経過する時期を捉え、近年多発する自然
災害に際し、地域密着型の国家資格者を標榜する行政書士として、また行政書士会としてどのような支援活
動を行うべきなのかをテーマとした特集を企画いたしました。
　大規模な災害を経験し、自らも被災する中で災害支援活動を展開された単位会にスポットを当て、その経
験や独自のノウハウ等を広く周知したいと考えています。本号から順次掲載していく予定としていますの
で、よろしくお願いいたします。
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用品を運び出し、事務局職員は会員の安否確認を

行っていましたが、原発事故の深刻化による事務局

の一時閉局や避難指示、自主避難も重なり、終える

までには２か月近くを要しました。

　災害発生後における会員等の安否確認と被害状

況確認は、会として最初に行う重要事項であり、複

数の安否確認手段と体制整備（確保）をするととも

に、会員からの積極的な安否報告も必要と思われま

した。

₂　事務局移転

　前述のように事務局が使用できない状態となっ

たことから、新たな適地として郡山駅東口にあるビ

ルの一角を確保し、震災１か月後の４月11日、使

用禁止となっていたビルから役員等の手によって

引っ越し作業を行い、新事務局での事務を再開しま

した。

　役員を務めていた女性会員には大変な重労働

だったようですが、大規模災害において「ここは大

丈夫」というところは存在しないと考え、代替事務

局の設置についても災害対策の計画に明記してお

く必要があると感じました。

₃　運輸支局による移動自動車相談所への協力

　震災で自動車が津波に流されるなどの被害に遭

われた方を対象とした、自動車諸手続の相談や自動

車の無料点検を行う移動自動車相談所が４月７日

から各避難所で開設され、当会でも延べ17か所、36

名が参加しました。

　会員の中にも避難者、被災者が多くいる場合にお

ける支援は、可能な人が可能な場所で行う以外にな

いということを実感しました。

₄　被災自動車の抹消登録

　国土交通省では３月25日、自動車が津波で流され

登録番号がわからない、印鑑登録証明書を取るのが

困難、実印をなくしたなどの状況があるとして、被

災自動車の抹消登録申請の特例的取扱いを発表し

ました。

　当会では会員の手によって、これに対応すべく準

備が進められ、会としては事務局移転後の４月22日

から電話受付及びその手続を開始し、８月11日に終

了しました。

　この間の参加会員は延べ225名で、相談件数が約

1,500件、処理件数は730件余でした。

　なお、抹消登録手続は有志会員において翌年３月

まで継続され、処理件数は1,700件近くに及びました。

　また、抹消登録の相談受付は、10月12日、郡山市

にて開設された「日行連災害対策本部福島事務所」

に引き継がれ、平成24年３月からは原発事故による

警戒区域内居住者等を対象に継続されました。

　被災者支援として行った抹消登録は様々なこと

を走りながら考え、そして走った感のある支援でし

たが、申請窓口職員が書類作成を手伝ってくれた

り、手続依頼をした被災者から礼状が寄せられたり

するなど、会員の熱意はもとより関係者との共助に

よる充実した支援になったと思います。

　移動自動車相談所への協力や自動車の抹消登録

の支援については、国土交通大臣、東北運輸局長か

らそれぞれ感謝状が授与されました。

₅　原子力損害賠償支援機構の相談事業への参加

　原発事故による損害賠償のため、９月12日、国等

の出資による原子力損害賠償支援機構が設立（平成

26年８月「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に改

称）され、当該機構が主催する相談会の相談員とし

て行政書士に参加してほしいとの要請を受け参加

することとなりました。

　10月下旬に研修会が行われ、その後、県内各地に

　寄稿
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散在する原発事故によって避難された方々が居住

する仮設住宅の集会所等において弁護士、行政書士

による相談会が開催され、この事業は現在も継続し

ています。

　ちなみにこの相談会は、弁護士は損害賠償請求に

関する法律相談やＡＤＲ申立の相談に対応し、行政

書士は損害賠償や日常生活に関する困りごと、東京

電力及び国等に対する要望を聞き取り、記録し報告

するというものです。

　ある相談員は、最初は何を話してよいのかもわか

らず、ただただ、ひたすら被災者の方々の心に寄り

添い話を聞かせていただくことから始め、数か月後

から、避難した先々での出来事などを聞かせていた

だけるようになったと述懐しています。

　筆者も継続して相談員として参加していますが、

初期の相談会においては故郷での生活を懐かしん

だ相談者が、通っていた学校の校歌を私に歌って聞

かせるという場面もあり、また、寝たきりの夫人を

介護する老夫婦が住む仮設住宅を訪れて相談を受

けたこともありました。

　現在、仮設住宅はなくなり、避難者の多くは異郷

の地に自宅を建築、あるいは災害復興住宅等に居住

していますが、新たな環境とコミュニティに困惑す

る方も多く、原発事故のもたらした人心に対する影

響は計り知れないものがあると感じています。

　なお、福島県から県外への避難状況についての発

表資料によれば、令和３年１月13日現在で28,959名

が46都道府県に避難されています。

₆　会員による避難所慰問

　福島支部会員で音楽好きの仲間が集まった「吾妻

山ズ」は震災前の平成22年６月に結成されたバンド

で、翌年の当会賀詞交歓会でも演奏を披露してくれ

ました。

　原発事故による避難者は多数、福島市を始めとす

る周辺市町の体育館等で避難生活をされており、吾

妻山ズによる避難所慰問活動は計４回行われました。

　回想には、「音楽は直接的ではないにしろ、間接

的に人の心を癒してくれることを肌で実感した。」

とあり、また、サインを求める年長者がいた、オリ

ジナル楽曲の譜面を求めた人がいた、子供たちは笑

顔で一緒に童謡を歌ってくれたとも記してあり、好

きな音楽を通して、避難されていた方々に一時の心

の安らぎと希望を持っていただいたことで目的は

達成できたものと思います。

₇　損壊家屋解体撤去申請の受付業務

　大震災から３か月になろうとする５月下旬、い

わき市から当会いわき支部に対し、「地震で損壊し

た家屋を解体する事業をいわき市が行うが、その申

請受付を行政書士会で担っていただきたい。」との

打診があり、急遽100余名の支部会員に連絡を取り、

うち約45名が受付開始前日である５月31日の説明

会に参集しました。

　市の担当者から業務内容の説明があった後、とり

あえず今後１週間の担当者を割り振り、翌６月１日

から市内各支所等において申請受付及び相談に従

事、当初は９月末で終了する予定でしたが、最終的

には翌年３月まで延長されることとなりました。

　一時期は５名の行政書士で対応しても間に合わ

ないほどの長蛇の列ができたこともあり、また、申

請書類等の不備により受付ができないにもかかわ

らず、無理を通そうとする申請者がいるなど立場を

異にした貴重な経験をさせていただきました。

　ただ、未登記、未相続の建物なども多くあり、特

例の取扱いで処理するものもありましたが、行政書

士業務に直結する貴重な勉強の機会ともなりました。

　余談になりますが、令和元年東日本台風（台風19号）
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で福島県は大きな被害を受けました。その際には県

との災害協定に基づき、いわき市から県を通じて要

請を受け、いわき支部会員が罹災証明の申請受付支

援を行いましたが、その約１か月後、同市から「台風

19号で被災した家屋の解体撤去申請を受け付けるが、

東日本大震災時において行政書士会がこの受付をし

たと聞いており、またお願いしたい。」との申出を受

け、支部会員の協力を得て約半年間にわたり、従事

しました。

おわりに

　以上、記録集などをもとに当会の活動等を大まか

に記させていただきました。

　福島県は東日本大震災の被災に加え、福島第一原

子力発電所事故により、今でも３万人近くの方々が

避難生活を余儀なくされています。

　ある支部においては、原発事故による放射能問題

を捉えて「原発廃止」を総会で決議し、関係機関に

周知したこともありました。

　当会においても、被災者支援を通じて生じた損害

賠償の対象となる自動車についての質問及び要望

書を東京電力宛に提出しました。

　冒頭にも記載しましたが、毎年のように自然災害

が日本を襲う昨今、今やここは安全だという都道府

県はないといっても過言ではないでしょう。

　そのような中でも被害がなかった、家族も無事

だった、あるいは被害が軽くて済んだという会員の

協力によって、行政書士会の名のもとに相談会や都

道府県等との災害援助協定に基づく各種支援など

が行われますが、その際に行政書士に求められるの

は、日常業務に必要な知識のほか「被災者のための

各種支援制度」を知っていることだと思います。

　被災者は、被災前と同じような生活に戻ることが

希望であり、悩みとなります。

　悲嘆にくれた被災者に希望の光を見い出しても

らうためには、被災者の負担軽減につながる支援制

度を活用してもらうことではないかと体験者とし

ては思っています。

　筆者は東日本大震災で自宅が全壊となり、新たな

自宅を得るまでの３年間は「みなし仮設（民間ア

パート）」に入居し家賃補助を受けることができま

したし、罹災証明申請窓口で被災者生活再建支援制

度の説明を受けたことから、その手続を行い、基礎

支援金100万円、住宅を再建した際に加算支援金200

万円の支給を受けています。

　日行連を始め各単位会の皆様からの義援金の配

分を受けたことも大きな励みとなり、今もこうして

行政書士業務を続けています。

　また、被災事業者はいかにして事業を再建するか

が大きな課題となりますが、東日本大震災では事業

用施設の復旧・整備に対する支援として、中小企業

等のグループが復興事業計画を作成し、認定を受け

た場合に施設の復旧・整備について補助金を受け

ることができる「中小企業等グループ施設等復旧整

備補助事業（グループ補助金）」が実施されました。

筆者はグループ構成員である個人・法人の約２０事

業者の構成員別復興事業計画書等の書類作成業務

にあたりました。

　事業者の再建にかける熱意を伝える文面の作成

に苦心したことが思い出されますが、この制度は今

では多くの災害被災地において、事業者の再建に活

用されています。

　何かの本に危機管理の要諦は「悲観的に構えて楽

観的に対処すること」と書いてあったような記憶が

あります。この記憶が正しいかどうかは別として、

災害に限らず、日常業務においても「よくないこと

を想定して対策を考えておく」ことが大切だと常日

頃思っているところです。
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農業委員会中立委員行政書士意見交換会を開催農業委員会中立委員行政書士意見交換会を開催

　平成27年の農業委員会法改正から３年が経過し、各地域の農業委員会が改選期を迎えている現状を踏ま
え、許認可業務部では、令和２年11月26日（木）、全国４か所の都道府県から中立委員*として任命されてい
る会員を集めて意見交換を行いました。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、参加者を東京と山口
の２会場に分散し、Wｅb会議ツール「Zｏｏm」により両会場をつなぐ形で実施いたしました。以下にその概
要を御報告いたします。

＜出席者＞ （敬称略）
農林水産省農地政策課　　農業流動化調整官　小関　修一
　　　　　　　　　　　　農業委員会Ｇリーダー　経営専門官　千田　和德
　　　　　　　　　　　　農業委員会Ｇ総務係　今野　　壮

（一社） 全国農業会議所　  事務局長　稲垣　照哉
日本行政書士会連合会　　会 長　常住　　豊
　　　　　　　　　　　　専務理事　金沢　和則（福島県石川町　中立委員）
　　　　　　　　　　　　許認可業務部　部長　村山　豪彦
　　　　　　　　　　　　許認可業務部　農地・土地利用部門　次　長　有賀　一雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　員　杉山久美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　員　濵田　哲郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専門員　小関　敏和
中立委員　　　　　　　　山梨県行政書士会　会員　渡辺　　浩（山梨県鳴沢村）
　　　　　　　　　　　　兵庫県行政書士会　会員　足立　康裕（兵庫県丹波市）
　　　　　　　　　　　　山口県行政書士会　会員　藤原　典子（山口県周南市）
　　　　　　　　　　　　長崎県行政書士会　会員　大宅　和子（長崎県佐世保市）

*中立委員… 農業委員会等に関する法律第八条第６号に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害
関係を有しない者

＜許認可業務部　農地・土地利用部門＞

東京会場「日行連第１会議室」 山口会場「山口県行政書士会会議室」

司会を務める村山許認可業務部長
（兵庫県姫路市の事務所にて参加）
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＜挨拶＞

常住会長：本日は、農業委員
会中立委員行政書
士意見交換会に御
参集いただきまし
て、誠にありがと
うございます。許
認可に絡む手続、
農地における手続
は、伝統的に私たち行政書士の業務の
中核をなすものであるということが言
えます。会員の先生方におかれまして
は、各地域において、農業に関して様々
な支援、施策に携わっていただいてい
ることに深く感謝申し上げます。農水
分野というものは、我が国において極
めて重要な産業の一つと私は考えてい
ます。農水の分野がしっかり地域に根
ざして発展していく、この一助を私た
ち行政書士が担わせていただく、この
ような使命があると考えています。本
日は、是非皆様方のそれぞれの立場に
おける御経験を基に、積極的に意見交
換していただき、農水分野が着実に地
域に根付いていくための一助となるこ
とを期待申し上げます。

小関調整官：平成27年の農業委
員会法の改正以降
は、農業委員の中
に中立委員という
仕組みができ、そ
れ以降、行政書士
の皆様には積極的
に農業委員に参加
していただいており、この場をお借り
して御礼申し上げたいと思います。コ
ロナ禍が収まらないという中にあって、
我々も現場の農業委員会を円滑に運営
できるように、いろいろと知恵を出し
ていますが、なかなかデジタル化が進
んでいないところも多く、運営に支障
を来しているというお話も伺っていま
す。今般、こういった意見交換の場で、
様々な現場の状況について、行政書士
会の皆様の目から見た実態、あるいは
課題をお聞きした上で、我々の方でも、
どういったことが改善していけるのか、
参考にさせていただきたいと思います。

稲垣事務局長：平成27年に農業委員会法が改正され、農
業委員会の業務の中に農地利用の最適
化というものが明記されたほか、農業

委員会の組織が大
きく変わるような
大改正が行われて
から５年目を迎え
ようとしています。
その中で農業委員
会の中に利害関係
のない者、すなわ
ち中立委員を必ず入れるようにとの改正
が行われ、行政書士の先生方にも入って
いただいています。全国農業会議所は、
全国の市町村にある1,702の農業委員会
の全国団体であり、今回の改正を重く
受け止め、中立委員の中核を担ってい
る行政書士の先生方と良好な関係を築
いていきたいと考えています。農業委
員のほかに、農地利用最適化推進委員
という新たな委員の二本立てで農業委
員会が設置され、農業委員が２万3,000
名、最適化推進委員が約１万7,000名、合
計で約４万名に達します。２万3,000名の
農業委員のうち、中立委員は1,980名で
あり、現在91名の行政書士の方が中立委
員となっています。平成27年の法律改正
により、農業委員会が必ず実施しなけれ
ばならない業務として、農業委員会法
第６条２項に農地利用の最適化という
業務が追加され、担い手への農地集約、
遊休農地の発生防止・解消、新規参入
の促進の３点を農地利用の最適化と位
置付けて取り組んでいます。そして「月
刊日本行政」2020年６月号において、
遊休化のおそれがある農地の所有者か
ら担い手の方へ、農業経営基盤強化促
進法（以下、「基盤法」という。）の所
有権移転の申出を使って成果を上げて
いる取組が記載されていますが、これ
は正に農地利用最適化の取組であり、
こういう取組をしている行政書士の皆
様と農業委員会が密接に連携をとって
いく必要があると考えています。

＜アンケート結果について＞

有賀次長：稲垣事務局長から、
農業委員に就いて
いる行政書士の数
の紹介がありまし
たが、このデータ
を基にして、当会
でどのくらい女性
が活躍しているか
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ということを調査しました。その結果、
全体の約25％を占めており、全国平均
の約２倍となっています。今回参加さ
れた中立委員行政書士の会員への事前
アンケートから見えてきた内容は、１
つ目に農業委員会が高齢化している傾
向があること、そして２つ目に農業委
員会の事務局の担い手が非常に多忙を
極めていること、最後に、行政書士が
農業委員に入るメリットとして、幅広
い知識を持っていることから気軽な相
談相手として農業委員会の所掌事務以
外のものでも対応していけるというこ
とです。

＜農地の集約について＞

渡辺会員：山梨県鳴沢村の農
業委員会に所属し
ています。鳴沢村
では農家の方の高
齢化が進んでいま
す。そういった方
が引退すると必然
的に農地が荒廃し
ていきます。小規模な農業者が多く、
さほど広くない農地が点々と遊休農地
として残っており、効率的ではない農
地が生まれる状況にあります。後継ぎ
がいない上に、近くに農業をやりたい
人もいないという相談を受け、農業を
やりたい人は村外の方でも構わないの
で、そういう人を積極的に紹介してい
ます。

足立会員：丹波市は、京阪神
地区から自動車で
約１時間の位置に
あり、近年、都市
部からの移住を機
に農業に挑戦する
若者が増加してい
ます。その場合、
農地法の「下限面積」の規定が負担に
なっています。農地や耕作機械の購入
等初期投資が高額なため、いざ現実的
な段階になると、移住そのものをため
らう場合も少なくありません。気楽に

「お試し感覚」で始められる農業があっ
てもいいのではないかと考えています。

藤原会員：周南市は、新幹線が停車する徳山駅があ
り、主にコンビナートなど工業地域が
多くありますが、合併で面積も大きく

なり、梨や葡萄な
どの果樹園や酪農
をしている方もい
て、農業も多種に
わたっています。
農業委員としての
担当地区はその中
で も 都 市 部 の た
め、第二種、第三種農地が多く最適化
もなかなか難しく、高齢化も進んでい
るほか、担い手不足の中で遊休農地も
目立ってきており、そういったところ
の転用も最近広がっている状況です。

大宅会員：佐世保市は九州の
西の端にあり、海
が近いこともあっ
て農業はもちろん
水産業も盛んです
が、一方で、山間
部に属しているた
め平地が少なく、
矮小な土地が多くあります。高齢化が
進んでいる場所については、貸したい
と思っていても農地バンクで受け付け
てもらえない現状があり、少額ではあ
りますが、補助金を準備する等の対応
を行い、どうにか借り手を探して利用
権設定を進めているところです。農業
を始める場合、どうしても収入が安定
しないのではないかという不安がある
ため、専門家として支援制度を詳しく
説明できるという点で行政書士が関与
するメリットがあるかと思います。

金沢専務理事：農地集約について
は、あまり進展が
ありませんが、人・
農地プランにおけ
る地区ごとの会合
を行っている中で、
高齢化が進んでい
る一部地域では、
農地を集約して法人化をしようという
話が出ています。ただ、以前法人化し
たところは、法人化したまではいいの
ですが、携わった人が少しずつ抜けて
いき、継続が難しくなっている状況に
もなっています。中山間地域のため、
広大な農地がなく山林の中にあったり
することから、改善策について県の担
当部署と定期的に話合いをしている状
況です。

小関専門員：農地の手続に関しては、基盤法で所有権
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を移転できるとこ
ろとできないとこ
ろが存在している
状況であり、基盤
法を利用して所有
権移転ができると
ころに関しては積
極的にその活用を
提案し、手続については行政書士が代
行しますという話ができますが、３条
でしか対応できない地域になると手続
が止まってしまうことが多いです。農
業を引退する方は高齢な方が多く、細
かい調整や事務作業を嫌う方も多いの
で、行政書士が代理する形で関わると
意外なほどスムーズに取引が進むこと
もあるため、基盤法での取引ができる
と、かなり解消されていくのではない
のかな、ということを一番強く感じて
います。

小関調整官：各地域の特徴なり課題なりを伺いまし
たが、正に我々が問題意識を持ってい
ることと大体同じというのが感想です。
農業分野では高齢化が進み、事業の承
継先も見つかりません。これは最も重
要な課題と認識しており、様々な施策
を展開し、農地が持続的に耕作され、
食料を生産していけるような農業構造
を目指していますが、やはり収入や生
産性という点で安定性に欠けるという
ところから、職業の選択先として見て
もらえないことが大きな課題となって
います。安定性に関し、解決策の一つ
の方法として法人化がありますが、そ
の法人も高齢化している状況です。中
国・四国地方では集落営農組織という
ものを立ち上げて、そこに農地を集約
して地域全体で農地を守っていく取組
をやってきましたが、今度はその集落
営農組織が単独で存続できないという
ことで、市町村をまたいで連合するよ
うな取組も始まっています。行政だけ
では細かい部分に目配せできないとい
うのが実態のため、行政書士の皆様に
は中立委員としての客観的な立場から
現場の方々に助言をいただきたいと思
います。

千田経営専門官：試しに農業をやってみるという話があ
りましたが、例えば、趣味としてであ
れば市民農園整備促進法や特定農地貸
付法で整備されているため、農業を始
めたい人がどこまでやりたいかを見極

めて適切なアドバ
イスができれば良
いのかと思います。
また、所有権移転
を基盤法の利用集
積計画で手続する
ことについて、基
盤法が利用できず
３条でしか所有権移転ができないという
話がありましたが、市町村にマンパワー
がなくて、集積計画の作成まで手が回ら
ないということなのか、それとも条件
が合わないということなのか、どちら
でしょうか。

小関専門員：基盤法の所有権移転は、山梨県では甲
府市だけしか使えません。そもそも市
町村が受け付けてくれないため３条で
やるしかない状況です。素晴らしい法
律があっても、使えないのが現状です。
放棄地にしてしまうような人は、中間
管理機構の窓口にも行かないような人
が多いため、自由に動ける行政書士が
もっと流動的に対応できる仕組みがあ
れば非常にありがたいです。

稲垣事務局長：鳴沢村の話でもありましたが、人・農
地プランの話合いで、多くのところで
障壁となってくるのは、うちの村には
中心的経営体がいないからやらないと
いうことです。結局そういうところは
外の人に担ってもらうしかないと思い
ますが、外部の力を借りるという発想
にならない中で、行政書士や立場が異
なる方からのアドバイスが重要になっ
ていくと思います。中立委員ならでは、
利害関係がない人ならではのアドバイ
スが生きるのではないかと思います。

＜農地支援の活用について＞

濵田部員：中立委員の方は、
元々は農業委員で
はなくて申請側と
して農業委員会や
農業委員と接して
いる中で、農地支
援をどのように活
用していくかとい
う観点から、中立委員としてどう感じ
ているかを伺いたいと思います。

杉山部員：山口県は限界集落ばかりで、様々な場
所に小規模農地があるような感じで非
常に厳しい状況です。既に農地に戻ら
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なくなってしまっ
た 土 地 な ど を 含
め、遊休農地や所
有者不明土地が相
当数あると思いま
す。費用をかけて
も、なかなか厳し
い状況があるとい
うのが山口の遊休農業の現実であり、全
国的に考えても様々な面で施策を講じ
なければ、日本にとって重要な産業であ
る農業が衰退してしまうということに危
機感を持っているところです。そういっ
た中で、農業支援について、行政書士
ができることを見える化できれば、何
か役に立てるのではないかと考えてい
ます。

足立会員：農地法第３条第２項第５号の「別段面
積」に関し、「住まいるバンク」という
丹波市が主催する空き家バンク制度に
は、空き家に付随した農地を農業委員会
による「別段面積の設定」により下限面
積に関わりなく取引が可能となり、現在
課題となっている「空き家問題」と「耕
作放棄地対策」の解消を図っています。
また、「農の学校（みのりのがっこう）」
という、丹波市立（公立）の栽培技術や
経営を学ぶ学校が令和元年度から開校
し、全国から年齢層も様々な受講生が入
学し、徒弟制度的な農業技術の習得で
はなく、理論的、汎用的な農業従事者の
育成を目指しています。余談ですが、昨
年度の卒業生の何名かは丹波市内の空
き家及び農地を購入し、農業に従事して
いると伺っています。上記の事例からも

「仕組みづくり」「学校教育とは異なる人
材育成」の必要性や重要性を再認識して
います。

藤原会員：農業は、好きでやっている人は成功して
いるなと思います。周南市にとてもお
いしいほうれん草を作る農家の方がお
り、必死に改良して良いものを作って
います。他にも実家が酪農している息
子さんが、牛乳を使用した生クリーム
でジェラートなどを作ってお店や道の
駅で販売しており、大変人気でよく売
れています。やはり好きなことを仕事
としている前向きな方が成功されてい
るように感じます。

＜法人化について＞

有賀次長：少し視点を変えて、今後の農業経営のサ
ポートというテーマで、まずは行政書
士としての業務の一環でもある法人化、
農地所有適格法人の設立という観点か
ら意見等あれば伺いたいと思います。

渡辺会員：法人化して大規模にやりたいという方
に対して、手続上の話は整備されてい
ることもあり、対応できると思います
が、重要なのは農業に魅力を感じても
らうことであり、若年層がなかなか農
業に参入しない理由というのは、３Ｋ
というイメージがまずあること、それ
から農業で経営は成り立つのかという
ところにあると思います。法人化によ
り少なくとも経営面での心配は軽減で
きるということが分かれば、比較的、
農業に魅力を感じていただける方も出
てくるのではないかと思います。

金沢専務理事：法人化に関しては、単純にみんなが集ま
り、農地集積をして地主同士がみんな
で耕作できるようにするというような
法人は長続きしないと思います。農業
委員としてでなく、行政書士として法
人化のお手伝いをしたときは、何を作
るかというところから、売り場所、加
工の有無というところまで、会社組織
として将来に残っていくようなものを
考えていくのが大事なんじゃないかと
いうことを話しています。

大宅会員：地域の仲間だけで行っていると、今後高
齢化してしまうということは、特に言
われています。いかに後継者なり、後
に続く人たちをうまく巻き込んでいく
か、取り込んでいくかということだと
思います。

小関調整官：行政書士という立場を超えて農業につ
いて真剣に考えていただいているとい
うのは、驚きと共に心強い気持ちがあ
ります。個別経営というのを盛り上げ
ていくことは非常に重要なことですが、
農業地域というのは農業だけで成り立
つわけではなく、農業をやっている方
は別の役割で地域と関わっていたり、
兼業農家の方もいたりします。様々な
農業者がいる中で、地域全体の農業を
どう盛り上げていくかなど、行政書士
の方々にはアドバイスいただければと
思います。農業者や役場の農業部門の
担当者はどうしても考え方が内側に向
きがちなので、農業だけじゃない一歩

めて適切なアドバ
イスができれば良
いのかと思います。
また、所有権移転
を基盤法の利用集
積計画で手続する
ことについて、基
盤法が利用できず
３条でしか所有権移転ができないという
話がありましたが、市町村にマンパワー
がなくて、集積計画の作成まで手が回ら
ないということなのか、それとも条件
が合わないということなのか、どちら
でしょうか。

小関専門員：基盤法の所有権移転は、山梨県では甲
府市だけしか使えません。そもそも市
町村が受け付けてくれないため３条で
やるしかない状況です。素晴らしい法
律があっても、使えないのが現状です。
放棄地にしてしまうような人は、中間
管理機構の窓口にも行かないような人
が多いため、自由に動ける行政書士が
もっと流動的に対応できる仕組みがあ
れば非常にありがたいです。

稲垣事務局長：鳴沢村の話でもありましたが、人・農
地プランの話合いで、多くのところで
障壁となってくるのは、うちの村には
中心的経営体がいないからやらないと
いうことです。結局そういうところは
外の人に担ってもらうしかないと思い
ますが、外部の力を借りるという発想
にならない中で、行政書士や立場が異
なる方からのアドバイスが重要になっ
ていくと思います。中立委員ならでは、
利害関係がない人ならではのアドバイ
スが生きるのではないかと思います。

＜農地支援の活用について＞

濵田部員：中立委員の方は、
元々は農業委員で
はなくて申請側と
して農業委員会や
農業委員と接して
いる中で、農地支
援をどのように活
用していくかとい
う観点から、中立委員としてどう感じ
ているかを伺いたいと思います。

杉山部員：山口県は限界集落ばかりで、様々な場
所に小規模農地があるような感じで非
常に厳しい状況です。既に農地に戻ら
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引いた視点で提案いただければと思い
ます。

千田経営専門官：法人化の話については結局、法人化する
のがゴールではなく、どうしていくの
かが先にないと成り立たなくなってき
ています。経営の継続ということを立
ち上げ段階から考えていかないと、問
題を先送りするだけで解決にならない
と思っています。

稲垣事務局長：全く同感で、法人化は手段であって、経
営の発展上、家族でやっているよりは
法人化した方がいいという判断になっ
たときの選択肢の一つであり、先に経
営のビジョンがあって、結果として法
人化を選ばれているということが大事
だと思います。農林水産省の政策で農
業経営相談所というものを各県に組織
し、そこに士業の方やコンサルタント
の方などいろいろな立場の方にエント
リーをしてもらっていますが、行政書
士の専門的な知見を生かせるようなプ
ラットフォームの強化の必要性を改め
て感じました。

＜農業経営サポートについて＞

有賀次長：引き続いて、農業経営相談所に専門家登
録して活躍している行政書士も多くい
る中、農業委員会としてどのように既
存の法人と向き合っていくべきなのか
ということについて、御意見をいただ
きたいと思います。聞くところによる
と、法人は作ったものの、役員の変更
手続も懈怠しているような法人も多く
見受けられます。

渡辺会員：経営的なサポートということで、以前、
認定農業者の方の経営計画書を提出し
てもらって、経営が成り立たないと補助
金を出していたが、それでも経営がうま
くいかないということがありました。再
認定の際に、再度、経営計画書を農業
委員会に出してもらったのですが、絵に
描いた餅になってしまう。経営計画書
を作る前の段階で、自分たちがどういう
農作物を作り、どういう販路で売ってい
くかということが明確に決まっていな
いためです。行政書士が別の視点から、
どういう販路を使えば売上が上がる可
能性があるとか、その販路を切り開いて
いくためにはこんな手続が必要だとか
を伝えつつ、より現実的な数字を経営
計画書に落とし込むお手伝いをするこ

とが必要かと思います。
金沢専務理事：ただ法人を作り、それを目的としたので

はおそらく失敗するというのはそのと
おりです。高齢化が進み耕作に携われ
る人間が少ないため、集約して法人化
するといったときに、従来どおり稲作で
田んぼだけをやり、その結果、失敗し
たところがあります。私は以前、福島
県で県の事業の六次化産業のセミナー
に関わっていましたが、そのときに一
番大事だと思ったのはマーケティング
で、最初に何を作ろうかではなく、ど
のくらいの値段で何を作るのかという
のを決めることです。まずは、経営戦
略としてどういう形で法人を残してい
くのかと考えたときに、売上をどうす
るのかが一番大事なことだと思います。

杉山部員：全国的に知っている人もおられると思
いますが、山口県の過疎化地域出身の
女性が、その地元で作られた日本酒を
ドバイや香港などに販路を見つけて販
売しています。日本では８万円ほどで
すが、ドバイでは同じものが80万ほど
で売られており、酒米を作る地元農家
の収入もアップしています。収入の確
保ということは、農業に従事するため
には必要不可欠なことであり、これは
販売ルートの確保と合わせて成功した
例です。もう１点は、山口銀行が出資
をしているものであり、銀行に勤務し
ている若手の職員が数人、現地の古民
家に住み込みで地元のワサビ農家に教
えてもらいながらワサビの栽培をして
いる事例です。この他にも、多角的な
農業経営を考えているとのことで、著
名な方々がアドバイザーとして参加さ
れています。この場合は、潤沢な資金
と人脈に支えられた成功事例だと思い
ますので、全てに適応できるわけでは
ありませんが、何かヒントになるもの
がないかと思っています。

足立会員：許認可に関係してくると思いますが、養
父市等の特区での成功事例や特徴的な
ものがあれば教えていただきたいと思
います。

藤原会員：周南市は人口減少が進んでおり、現在は
市全体に活気が減少している状況です。
周南市ブランドなどは、品質が良いと
思う物も多々ありますが、アピールが
できていません。どのようにアピール
していくのかという戦略を考えていか
なければいけないと思います。

2021. ４　No.58112

トピックス　クローズアップ



濵田部員：教育が今後の農業において重要だろう
という提案がありましたが、宮崎県で
は県立の農業大学校に行政書士を講師
として派遣し、農業従事者育成のため
講座を持っています。その中で、農地
所有適格法人に勤めたいという学生は
確実に増加しており、実際に就職にも
つながっています。農業委員会や農業
経営相談所ともある程度の連携が必要
になってくると思いますが、若い後継
者を雇用して育てていくということを、
設立当初から考える法人が増えればと
思っています。

小関調整官：先ほど丹波市の足立会員から質問のあっ
た特区、養父市の取組について簡単に
紹介します。養父市は中山間というよ
りも山間地域で、高齢化が著しく進ん
でいる中、農業者だけでは地域の農業、
農地を守っていけないという観点から、
一般企業の参入を促進するために、農
地所有適格法人の要件を満たさない一
般の会社であっても、農地の所有権を
取得できるような仕組みができないか
ということで、５年前、それが認めら
れ、現在６社が参入しています。ただ、
本来、特区としての一つの大きな目玉
であった農地の所有権の取得について
は、６社全体で大体1.6ヘクタールほど
で非常に小さな面積となっており、実
際はリース方式で経営を続けていると
いうのが実態です。

＜外国人材活用について＞

有賀次長：現状、担い手が高齢化し不足しているの
は事実で、そのような中で、新型コロ
ナウイルスの感染拡大前は外国人を積
極的に受け入れてきたという実績もあ
ります。行政書士は、外国人の手続に
ついて独占して業務を行っている士業
の一つであり、農業委員会で活躍して
いる会員から見て、外国人材の活用と
いう観点で御意見をいただきたいと思
います。

渡辺会員：鳴沢村では少なくとも外国人を雇い入
れているところはありません。県全体
で考えれば分かりませんが、外国人を
受け入れて農業をやりたいという方が
そもそもいるのかどうかが分からない
状況です。いずれにしましても、自身
で農業をやっていける方を育成するの
がメインになってきます。外国人を雇

い入れる余裕があるのかというのが疑
問であり、外国人を雇えるとしたら、
大規模でやっていて経営が安定してい
るところなど、ごく一部だと思います。

金沢専務理事：現在は休業中ですが、技能実習生の監
理団体の監査や法的保護講座の講師な
ども担当していました。いわき市で結
構大きく農業を行っている法人で、生
産から加工、販売までを行っていると
ころがあり、そこには技能実習生とし
て多数の外国人がいました。10年ほど
前までは中国人の方が多かったですが、
最近は東南アジアの方が多いです。

藤原会員：周南市で技能実習の監理団体があるか
調べたところ、10団体ほどありました。
しかし、その10団体の中で農業者を扱っ
ているところがなく、組合にも話を聞
きましたが、現在では取り扱っている
事例はないと言われました。

大宅会員：会員からの情報ですが、監理団体の事務
局をやっている会員がおり、コロナ禍
でなかなか帰れなかった外国人が数名
程度農業を頑張ってやっているという
話がありました。また、県内には農水
産業向けに特定技能の方を派遣する団
体もあります。特定技能の場合、業務
の範囲が制限されないということがあ
り、繁忙期など、農家が必要なときだ
け雇えるというのが大きなメリットと
してあります。

小関調整官：労働力と経営支援という点から、輸出の
話も出ましたが、青森に黒ニンニクで
有名な農業法人があります。その経営
者は早い段階から法人を設立し、特に
ニンニク、長芋、ニンジン等を東南ア
ジア、中国、台湾、フィリピン、マレー
シア、それから、最近はアメリカにも
輸出しています。その経営を支えてい
るのは、多くの技能実習生です。技能
実習生の労働力がないと経営が成り立
たないほど活躍しています。外国人の
労働力に関しては、特に関東近辺では
約３割が外国人労働者であり、３人に
１人は外国人労働者が活躍していると
いう実態があると聞いています。この
状況を良しとするか、一時的なものと
見るのかはいろいろと意見があるとは
思いますが、既に一つの労働力として
無視できないところに来ています。

稲垣事務局長：全国農業会議所には、技能実習生の試験
機関としての業務があります。技能実
習生が滞在期間を延長するためには試
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験を受けなければならず、その試験機
関ということで技能実習生と関わって
います。現状としましては、千葉県や
茨城県辺りの野菜農家は、ほとんど外
国人抜きでは経営が成り立っていない
という状況だと思っています。また、
新規就農のアプローチとして、いきな
り農業を始めるということでなく、農
業法人に就職し、スキルや人間関係を
構築した上で独立するという方法もあ
ります。全国農業会議所では農の雇用
事業という形で、平成20年度から、雇っ
ている人の研修費用を助成する事業を
行っています。農業委員会でもそういっ
たものを活用している事業者の情報を
共有し、農業委員会の業務としても、
雇用と一定の接点を持つようなことも
考えていく必要があります。

今野係員：今回のテーマとして、農地集約や農業
経営サポート、外国人活用と様々な話
が出てきて、その中で農業委員として
活躍できること、更に中立委員として
行政書士が担っていくべき役割などに

ついて、様々な意
見が出たと思いま
すが、特に最近の
問題としては新型
コロナウイルスの
問題があり、農家
の 方 や 農 業 委 員
の方が集まれず、
連携が取りづらい状況にあると思いま
す。そこに関しては農林水産省として
も様々なサポートを行っているつもり
ですが、農業委員会として、また、中
立委員として様々な活動をやってもら
えればありがたいと感じています。今
後、コロナ禍がどのように終息してい
くかは誰も分からない状況ですが、コ
ロナが落ち着いた段階になっても、様々
な農地行政で活躍ができるように協力
をしていただきたいと思います。農林
水産省としては、今後も行政書士の方々
といろいろ協力しながらやっていきた
いと考えています。

＜総　括＞
　農地集約では担い手不足または農業従事者の高齢化という点で、農地の有効利用の集約を進めても思
うように収益が得られないことや後継者不足という問題点を認識できたと思います。農業経営サポート
の観点からは、収益を見据えた事業計画を持った法人の立ち上げをより一層支援していく中で、そこか
ら雇用を生み出し、収益を上げ、外国人雇用の受け皿になっていくという法人経営の例にならい、そう
いった法人設立の後押しを、中立委員、そして行政書士会として行っていきたいと思います。

東京会場 山口会場
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　令和３年２月４日（木）に開催予定であった理事会は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う東京都

における緊急事態宣言発出を受けて、日本行政書士会連合会会則第30条及び第79条の規定に則り書面

議決にて行われた。

　以下７議案について、全議案が可決された。

　役員等が本会の会務運営にあたり、本会との連絡に使用する通信回線費用の補填として毎年１月に支払っ

ている事業通信費に関し、その基準等を明確にするため、新たに規則を定めることについて、承認が求めら

れた。採決の結果、賛成49名、反対０名、棄権１名で可決された。令和３年２月10日から施行する。

※別表省略

日本行政書士会連合会事業通信費に関する規則(案)
　（目的）

第 ₁条　この規則は、日本行政書士会連合会（以下「本会」という。）の役員、部員及び委員会の委員（以

下「役員等」という。）に支給する事業通信費に関し、その適正な運営を図るため、必要な事項を定

めることを目的とする。

　（事業通信費）

第 ₂条　本会は、役員等が会議出席及び出張以外で本会の会務運営のために、会長又は会長から委任

を受けた者の命を受けてその職務にあたった場合の電話、ファクシミリ、インターネット等を利用

し発生した通信回線費用の費用弁済として、別表１のとおり支払う。

　（事業通信費の支給）

第₃条　事業通信費は、対象者ごとに年額で定めることとし、別表１のとおりとする。

₂　事業通信費の支払は、原則として毎年１月に金融機関経由により行うものとする。

　（支給額の調整）

第 ₄条　役員等が１月以前に任期途中で退任又は死亡した場合、支給額を在任月数で按分した額を退

任の場合本人へ、死亡の場合遺族へ支給する。

₂　１月以後５月までに就任した役員等には、支給額を在任月数で按分した額を６月に支給する。

　附　　則

　（施行期日）

₁　この規則は、令和３年２月1０日から施行する。

【　議　案　審　議　】【　議　案　審　議　】
第１号議案

日本行政書士会連合会事業通信費に関する規則（案）

理事会の報告
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令和２年９月１日現在の委員会等の構成 方針 見直し後の委員会等の構成（案） 備　考

₁ 登録委員会 継続 登録委員会

₂ 申請取次行政書士管理委員会 継続 申請取次行政書士管理委員会

₃ 規制改革委員会 継続 規制改革委員会
制度調査室と連携し、対外
的な活動を行う部署として
継続。

₄ 電子申請推進委員会 別に検討 （別に検討）
他の電子申請関係組織との
関係を踏まえ、別途検討を
求める。

₅
行政書士制度あり方検討委
員会

分割統合 ―

⇒ 対外戦略的事項に係る調
査研究は、制度調査室に
統合。

　 内政的事項に係る調査研
究は、都度関係部門担当
者で構成するPTで対応。

₆
裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）
推進本部

継続
裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）
推進本部

₇ 法改正推進本部 継続 法改正推進本部

₈
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

継続
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

令和２年７月理事会にて名
称変更済み。

₉ 改正行政書士法対応委員会 継続 改正行政書士法対応委員会

10 行政書士制度調査室
他事業を
吸収して

継続
行政書士制度調査室

あり方検討委員会の制度全般
の調査研究事業を吸収統合。

11 大規模災害対策本部 継続 大規模災害対策本部

12 法教育推進委員会 継続 法教育推進委員会

令和２年度新設３委員会13 暴力団等排除対策委員会 継続 暴力団等排除対策委員会

14 権利擁護推進委員会 継続 権利擁護推進委員会

15 新設 デジタル推進本部

・令和３年度から事業開始。
・ 電子申請推進委員会との関

係性を含め令和２年度内に
デジタル推進PTにおいて
組織詳細を検討。

16 選挙管理委員会 継続 選挙管理委員会

　行政書士制度あり方検討委員会からの答申を参考に取りまとめた委員会等組織体制の見直し案に関し、前

回理事会での意見等を踏まえ再調整した最終案について、承認が求められた。採決の結果、賛成48名、反対

１名、棄権１名で可決された。

第₂号議案

委員会等構成の見直しによる組織改編（案）
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　組織体制の見直しにあたり、行政書士制度調査室の所管事業が増加することから、同調査室の従来からの

事業活動を縮小することなく新たな所管事業に対応するため、行政書士制度調査室規則を一部改正すること

について、承認が求められた。採決の結果、賛成47名、反対２名、棄権１名で可決された。令和３年度定時

総会終結の翌日から施行する。

第₃号議案

日本行政書士会連合会行政書士制度調査室規則の一部改正（案）

日本行政書士会連合会行政書士制度調査室規則の一部改正（案）
新旧対照条文

改正案 現行
　（ 組　織 ）

第 ₃条　調査室は、会長が本会会則施行規則第２

条に定める部及び同第２条の２によって設置さ

れた委員会の各長並びに単位会の個人会員のう

ちから委嘱する15人以内の者をもって組織する。

₂～₅　（略）

　（ 組　織 ）

第 ₃条　調査室は、会長が本会会則施行規則第２

条に定める部及び同第２条の２によって設置さ

れた委員会の各長並びに単位会の個人会員のう

ちから委嘱する10人以内の者をもって組織する。

₂～₅　（略）

　デジタル推進本部の設置にあたり、電子申請推進委員会を廃止し、当該委員会が所管していた行政書士電

子証明書の発行等の管理業務を登録委員会に移管するため、またその他一部文言訂正を行うため、登録委員

会規則を一部改正することについて、承認が求められた。採決の結果、賛成50名、反対０名で可決された。

令和３年４月１日から施行する。

第₄号議案

日本行政書士会連合会登録委員会規則の一部改正（案）

日本行政書士会連合会登録委員会規則の一部改正（案）
新旧対照条文

改正案 現行
　（ 登録委員会の職務 ）

第 ₃条　（略）

₂　前項の審査は、本会の定める「行政手続法施

行に伴う行政書士の登録及び登録の取り消し、登

録の抹消並びに標準処理期間等の基準」に基づい

て行うものとし、書面審査を原則とする。

₃～₇　（略）

　（ 登録委員会の職務 ）

第 ₃条　（略）

₂　前項の審査は、本会の定める「行政手続法施

行に伴う行政書士の登録及び登録の取り消し、登

録の抹消並びに標準処理期間等の基準」に基づい

ておこなうものとし、書面審査を原則とする。

₃～₇　（略）

　（行政書士電子証明書の発行等管理）

第 ₃条の₂　登録委員会は、前条の職務のほか、

行政書士名簿登録事項を利用して行政書士電子

証明書の発行及び失効等を管理する。

　（新設）
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　組織体制の見直しにあたり、行政書士制度あり方検討委員会の事業を行政書士制度調査室に移管するなど

した上で同委員会を廃止することとし、その設置根拠となる行政書士制度あり方検討委員会規則を廃止する

ことについて、承認が求められた。採決の結果、賛成48名、反対１名、棄権１名で可決された。令和３年度

定時総会終結の翌日から施行する。

　令和２年11月の理事会にて可決承認された行政書士法人事務取扱規則の一部改正について、条文中「継続

届」と表記すべきところ「合併届け」との誤植があり、これを修正することについて、承認が求められた。

採決の結果、賛成50名、反対０名で可決された。

第₆号議案

日本行政書士会連合会行政書士制度あり方検討委員会規則を廃止する規則（案）

第₇号議案

行政書士法人届出事務取扱規則の一部修正（案）

（１）令和３年度事業計画基本方針案について

（２）行政書士法人届出事務取扱規則様式の一部改正（案）について

（３）日本行政書士会連合会会則の一部を改正する会則（案）について

（４）日本行政書士会連合会会議規則の一部改正（案）について

（５）日本行政書士会連合会役員選任規則の一部改正（案）について

（６）行政書士法改正項目表（案）について

（１）OSS利用促進に係る関係省庁等への要望書の提出について

（２）丁種封印の取扱いについて

（３）法教育に関する相談窓口の設置について

（４）弁理士法改正の動きへの対応について

【　協　議　事　項　】【　協　議　事　項　】

【　報　告　事　項　】【　報　告　事　項　】

　デジタル推進本部の設置にあたり、電子申請推進委員会を廃止し、当該委員会が所管していた行政書士電

子証明書の発行等の管理業務を登録委員会に移管することに伴い、行政書士電子証明書の発行及び失効等に

関する規則を一部改正することについて、承認が求められた。採決の結果、賛成50名、反対０名で可決され

た。令和３年４月１日から施行する。

第₅号議案

行政書士電子証明書の発行及び失効等に関する規則の一部改正（案）

行政書士電子証明書の発行及び失効等に関する規則の一部改正（案）
新旧対照条文

改正案 現行
　（ 発行手順等 ）

第 ₈条　行政書士電子証明書発行手順等に関し必

要な事項は別に登録委員会が定める。

　（ 発行手順等 ）

第 ₈条　行政書士電子証明書発行手順等に関し必

要な事項は別に電子申請推進委員会が定める。
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成年後見制度利用促進基本計画に係る成年後見制度利用促進基本計画に係る
実態調査の結果報告実態調査の結果報告

＜法務業務部＞

　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､ 総合的かつ計画的な推

進を図るため､ ｢成年後見制度利用促進基本計画｣

（以下、｢基本計画｣ という｡）に基づき成年後見制

度の利用施策が推進されています｡

　この度､ 日行連では､ 基本計画の中間年を迎える

にあたり､ 各単位会､ コスモス等の関係団体の協力

を得て､ 行政書士に関する成年後見業務について実

態調査を行いました｡ 御協力いただいた各方面にお

かれましては､ 誠にありがとうございました｡

　この調査結果からも､ 今後ますます行政書士が成

年後見分野に参入していく必要があることが読み

取れます｡ 各単位会と関係団体が連携･協力するこ

とで､ 行政書士の存在をアピールするとともに､ 更

なる成年後見制度の利用促進に貢献できるものと

思います。

　日行連としても関係方面への働きかけを今後と

も続け､ 成年後見制度の利用促進に尽力してまいり

ます｡

＜調査結果・検証＞

詳細は後掲 ｢統計表｣ を御参照ください｡
₁　単位会として､ 各市区町村等が設置する中核機関への参入状況

既に各市区町村が設置している
中核機関に参入している単位会：
13都県（31市町村）<27.7%>

　日行連が予測していたよりも多くの地域で活躍されていることを強く
感じています｡ 令和２年度に入り､ 中核機関への参入が一気に増加して
きており、既に中核機関で活動している単位会においては､ 中核機関の
相談､ 広報､ 受任調整､ 後見人養成の各事業に参画できるよう、更に活
動を強化されることを期待しています｡ また、既に中核機関に参入して
いる単位会の活動を見ると､ やはり日頃からの各市区町村や社会福祉協
議会等や各地域の各種関係団体との連携･協力が重要であることが見て取
れます｡ 単位会においては､ 是非参考としていただき、今後の活動に生
かしていただきたいと考えています｡
　全国的には、まだまだこれからですが、中核機関の受任調整会議に参
画できれば､ 受任の機会は増加していくものと考えています｡
　基本計画に係る中間検証報告書を受けて､ KPI（成果指標）が令和元年
５月30日に公表されました｡ これによれば、全国1,741市区町村中、設置
は589市区町村であり､ 三士会中心で進められている現状においては厳し
い面もありますが､ 今後とも単位会とコスモス等各成年後見団体にて連
携･協力の上、挑戦をしていただきたいと考えています｡

₂　単位会として、中核機関設置準備委員会等への参入状況

中核機関設置準備委員会等に
参入している単位会：
９府県（14市町村）<19.1%>

　中核機関設置の準備段階から単位会等として関わっていくことができ
れば､ 何らかの形で中核機関に関与できるものと考えています｡
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₃　単位会は関与していないが､ 行政書士による成年後見団体独自の参入状況

成年後見団体独自の参入：
16団体（61市町村）<34%>

　コスモス等各成年後見団体におかれても、前記１の活動とともに各種
審議会や委員会等の委員として行政書士としての信頼を得ており､ また
相談会､ 市民講座､ セミナー参加､ コスモスプランでの説明等を行うな
ど積極的な働きかけを行うことが功を奏しているものと考えられます｡
　行政書士としての関わりは､ 前記１と合算して見ると､ 27都道府県（92
市町村）、57.4%と約６割弱の都道府県の行政書士が活躍をしています｡
これを契機に行政書士の受任件数の増加につながっていくことを期待し
ています｡

₄　単位会として､ 協議会等の合議体設置の市区町村への参入状況

協議会等の合議体に参入して
いる単位会：
12都県（15市町村）<25.5%>

　単位会として､ 協議会等の合議体に参画することで行政書士の存在と
成年後見業務への取組を理解していただけるものと考えています｡
　KPI（成果指標）によれば､ 全国1,741市区町村中、設置は150市区町村
であり､ まだまだ参入の余地はあるものと考えています｡

₅　成年後見団体独自として､ 協議会等の合議体設置の市区町村への参入状況

成年後見団体独自の参入：
13団体（56市町村）<27.7%>

　コスモス等各成年後見団体として、各地域の各種団体等との連携･協力
体制がとれているものと考えられます｡ 行政書士の知名度向上とともに
中核機関等への参入につながるものと思われます｡
　行政書士としての関わりは､ 上記４と合算して見ると、18都道府県（69
市町村）、38.3%と約４割弱となっています｡

₆　都道府県あるいは各市区町村の市民後見人養成講座への講師派遣状況

講師派遣を行っている単位会等：
16都道県（41市町村）<34%>

　都道府県や各市区町村に対し、単位会として成年後見団体と協同し､
関与形態はそれぞれですが､ 市民後見人養成に貢献しています｡
　基本計画においても市民後見人の養成が強調されています｡ 行政書士
もその一翼を担うことで､ 行政書士が成年後見制度への取組にも関わっ
ているという存在感をアピールすることにつながると考えています｡ そ
のためには各都道府県､ 各市区町村との日頃の連携･協力体制が必要では
ないかと考えます｡ また、各士業､ 関係団体との連携･協力も必要です｡

₇　単位会において､ 成年後見制度を担当する部署の状況

担当部署のある単位会：
36都道府県<76.6%>

　法定業務ではないと考える単位会もあろうかとは思いますが､ 行政書
士が社会貢献として行い得る業務であり､「月刊日本行政」等でも発信し
ているとおり、超高齢社会における高齢者･障がい者の権利擁護支援の重
要性を御理解いただき､ 是非成年後見制度を担当する部署未設置の単位
会におかれても御検討をお願いするものです｡

₈　単位会において､ 会員に対する成年後見制度の研修実施状況

研修を実施している単位会：
33都道府県<70.2%>

　既に単位会において会員に対する成年後見制度の研修を実施していた
だいています｡
　研修を通して､ コスモス等各成年後見団体に入会していない会員に対
し､ 成年後見制度の重要性を理解していただくとともに、関係団体に入
会するきっかけを与え､ 不正防止対策にも資するものと考えていますの
で､ 御理解の上、未実施の単位会におかれても、単位会として一般会員
向け研修の御検討をお願いするものです｡
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₁． 単位会として、各市区町村等が設置す
る中核機関への参入状況

参入していると回答した単位会における具体的内容

 岩手会

市区町村
　盛岡広域５市町村（盛岡市、滝沢市、雫石町、紫
波町、矢巾町）

参入年月日
　令和２年10月28日

参入に至った経緯
　「盛岡広域成年後見センター」は、盛岡広域５市
町（盛岡市、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町）
により令和２年４月20日に設置され、運営業務は
NPO法人に委託している。
　同センターの業務内容は、広報・啓発、相談対
応、利用促進、申立支援、受任調整、市民後見人に
関する業務、関係機関等との連携調整、後見人等支
援、地域連携ネットワークの構築となっている。
　地域連携ネットワークの構築は同センターが関係
機関、団体と調整し進めて来ていたが、10月28日に
最初の会議が開催されることになり、本会にも出席
要請があったことから、出席することとしている。
　本会としては、昨年度から家庭裁判所、県や主な
市町を会長等が訪問し、中核機関の地域連携ネット
ワークを構築する際は行政書士会の参加等について
要請してきたが、上記５市町にも訪問要請を行った。
　なお、質問６の協議会等の参入状況にある２市町
にも訪問活動を行った結果、審議会委員に委嘱をさ
れたと考えている。

 青森会

市区町村
　弘前市、黒石市、平川市、大鰐町、藤崎町、田舎
館村、西目屋村、板柳町

参入年月日
　令和２年４月１日

参入に至った経緯
　８市町村の中核機関である弘前圏域権利擁護支
援センターより、同センター主催による後見人等候
補者受任調整会議への参加要請があったため。

 山形会

市区町村
　山形市

参入年月日
　令和２年４月１日

参入に至った経緯
　当会支部（山形支部）と山形市長との年１回の懇
親会に、コスモス県支部として毎年出席していた。
６年間にわたり委員の登用を呼び掛けた結果、本年
度実現した。山形市からはコスモスではなく山形支
部へ「山形市成年後見推進協議会」推薦依頼の文書
が届き、コスモス県支部会員を推薦した。昨年８月
27日に第一回の協議会が開催された。

 茨城会

市区町村
　牛久市

参入年月日
　令和元年10月

参入に至った経緯
　牛久市成年後見地域連絡協議会から県行政書士
会に対し、同会の運営委員としての参入依頼があっ
たため。

⑴参入している⑴参入している⑴参入している●
● ⑵参入していない

27.7％27.7％27.7％

72.3％72.3％72.3％

⑴　参入している 13
⑵　参入していない 34

成年後見制度利用促進基本計画に係る実態調査　統計表
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 群馬会

市区町村
　安中市、藤岡市

参入年月日
　令和２年６月18日（安中市）、令和２年５月14日
（藤岡市）

参入に至った経緯
　藤岡市：藤岡市社会福祉協議会で、相続・遺言・
後見の無料相談を行っていた。
　安中市：安中市社会福祉協議会で毎年、遺言・相
続・後見の無料相談会を開催していた。

 長野会

市区町村
　伊那市、駒ヶ根市、箕輪町、南箕輪村（以上一次
中核機関）、上伊那成年後見センター（二次中核機関）

参入年月日
　令和元年７月12日（伊那市）、令和２年2月20日
（駒ヶ根市）、令和２年３月26日（箕輪町）、令和２年
６月１日（南箕輪村）、令和元年４月１日（上伊那成
年後見センター）

参入に至った経緯
　長野県上伊那地域では、既に十数年前から伊那市
社会福祉協議会主催の「権利擁護事例研修相談会」
に行政書士が参加させていただいていました。長野
県の方針で、上伊那地域及び長野地域に後見セン
ター設立の予算措置が行われ、まず上伊那成年後見
センター設立に向け活動が始まり、行政書士会伊那
支部も参画しました。その後、上伊那成年後見セン
ターを市町村の共同出資で設立し、法人後見を実施
するようになり、受任審査会の専門職として行政書
士会に推薦依頼があったことから、コスモス会員を
推薦し、これを契機に行政書士が専門職として後見
人を受任することができるようになりました。
　その後、中核機関設立にあたり、行政書士会伊那
支部にも運営委員派遣依頼があり、参画することと
なりました。

 静岡会

市区町村
　浜松市

参入年月日
　平成31年４月１日

参入に至った経緯
　静岡会とコスモス静岡は、平成28年の成年後見制
度の利用の促進に関する法律制定後から、協力して
成年後見の分野における行政書士が活躍できる場
を確保していくことを確認した。
　翌平成29年３月の成年後見制度利用促進基本計
画の閣議決定を機に、静岡県内の各自治体に対して
地域連携ネットワークの立ち上げに際し行政書士
を参加させるよう要望活動を開始した。
　この要望活動には常に静岡会とコスモス静岡が両
輪となって自治体へ働きかけることを重視し、行政
書士全体の重要な取組であることをアピールした。
　特に浜松市においては、県会西遠支部の顧問議員
の協力もあって浜松市福祉部の部長との懇談が実
現し、成年後見分野における行政書士活用を強くア
ピールすることができた。
　結果、平成29年６月に浜松市から成年後見制度利
用促進連絡会を開催するにあたり、県会西遠支部に
対して参加を要請する連絡が入った。
　以来、年４回のペースで浜松市の成年後見制度利
用促進連絡会が開催され、毎回行政書士会から代表
を参加させ、中核機関の設置、地域連携ネットワー
クの構築に向けた話合いを重ねてきた。
　平成31年４月に浜松市における中核機関の設置
（事務局は浜松市社会福祉協議会）が決まり、行政
書士会もその一翼を担うこととなった（中核機関自
体が２重構造のようになっているという制約は残
されているが・・・）。
　現在、中核機関が担う事業として年８～10回程度
の無料相談会が行われ、毎回、弁護士、司法書士、
社会福祉士、行政書士が２人一組となって交替で相
談員を務めている。

 新潟会

市区町村
　新潟市
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参入年月日
　令和元年７月

参入に至った経緯
　以前から福祉協議会等の連絡会に積極的に参加し
ていたため。

 愛知会

市区町村
　岡崎市、幸田町

参入年月日
　平成30年４月（岡崎市）、平成29年４月（幸田町）

参入に至った経緯
　単位会主導で各支部長とコスモスあいち役員が
各市町村を訪問し、行政書士会が立ち上げた成年後
見の団体であるコスモスあいちを紹介し、「コスモ
スあいちの会員は、専門職として沽券業務の知識と
経験を持っているので成年後見利用支援事業に協
力、支援ができます。」と平成28から30年まで毎
年３月にPＲを行った。
　更に訪問時、地元行政機関と関わりの深い支部長
とともに参入できるよう市町村へ働きかけをした。
また、地元議員の口添えを依頼し、市長へ直接PＲ
を行った。

 三重会

市区町村
　明和町

参入年月日
　令和２年度参画予定

参入に至った経緯
　明和町より単位会事務局に委員の選出について
打診があり、コスモス成年後見サポートセンター三
重県支部に推薦依頼がなされた。

 岡山会

市区町村
　岡山市

参入年月日
　令和２年４月１日

参入に至った経緯
１�．岡山県においては、平成15年２月から岡山高齢
者・障がい者権利擁護ネットワーク（以下「ネッ
ト懇」という）が、他職種の連携で勉強会、高齢
者障がい者を対象とする「なんでも相談会」を
行っていた。
　�　行政書士は平成16年後半から有志が自主的に
参加をし、平成19年２月より「法定後見等研究
会」を有志で立ち上げ研修を重ね、その後、特定
非営利活動法人おかやま成年後見サポートセン
ター（以下、「おかサポ」という。）を平成21年４
月に会員13名で設立するとともに、ネット懇の活
動にも他の多職種専門団体との連携を通じ、継続
して参画し研鑽を重ねてきた。
２�．ネット懇に参画する弁護士会、リーガルサポー
ト、ぱあとなあ岡山、おかサポなど８団体が連携
し、岡山市に成年後見制度利用促進事業における
助成制度の改善を求め、交渉を続けてきた。
３�．そうした中、基本計画が示され、おかサポを含
めた８団体は、岡山市と１年にわたり中核機関設
置の準備の協議を重ねてきた。
　�　準備段階では、各専門職団体の成年後見実践団
体代表者が委員として中核機関設置運営準備会と
して協議してきたが、最終的に岡山市の要綱設置
において、各士業団体からの推薦を取る形で岡山
県行政書士会からの推薦を得たNPO法人おかサポ
の理事長が岡山市の中核機関である「岡山市成年
後見センター」の運営委員となったものである。
４�．現在「岡山市成年後見センター」の運営委員は
岡山弁護士会、岡山県司法書士会、岡山県社会福
祉士会、中国税理士会岡山支部連合会、岡山県社
会保険労務士会、岡山県行政書士会の推薦を受け
た各会の会員１名ずつと、学識経験者（大学教
授）、市職員５課の担当者の合計12名である。

 福岡会

市区町村
　行橋市

参入年月日
　令和２年７月１日

参入に至った経緯
　行政書士会内に成年後見利用促進を進める委員
会を設置。委員会の活動として各自治体へ訪問し広
報活動を行った結果、専門職として行政書士会に委
員としての参画要請があった。
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 大分会

市区町村
　大分市、宇佐市

参入年月日
　平成30年（大分市）、平成30年（宇佐市）

参入に至った経緯
　市役所から県会に打診があったため。

参入していると回答した単位会が担っている機能

₂． 単位会として、現在中核機関設置準備
委員会等への参入状況

₃． 単位会は関与していないが、行政書士
による成年後見団体独自の参入状況

参入している成年後見団体における具体的内容

 北海道会

参加団体名
　一般社団法人北海道成年後見支援センター

市区町村
　札幌市、岩見沢市、上富良野町、釧路市、士別市、
紋別市

参入年月日
　平成26年４月１日（札幌市）、令和元年９月１日
（岩見沢市）、令和２年２月１日（上富良野町）、平
成26年４月１日（釧路市）、平成31年４月１日（士
別市）、平成30年６月７日（紋別市）

参入に至った経緯
１．岩見沢市
　①�2018年８月�国の成年後見制度利用促進計画を

受けて地元会員と理事で市役所を訪問。
　②�2019年９月�岩見沢市成年後見支援センター運
営協議会委員推薦依頼、地元会員推薦を経て、
現在に至る。

２．上富良野町
　①�2020年２月�北海道より道成年後見バックアッ
プセンター運営委員である理事に上富良野町へ
の派遣を要請。

　②�2020年２月�上富良野町権利擁護センター運営
委員会（中核機関立上げ）に地元会員を派遣、
現在に至る。

３．釧路市
　①�2016年４月�釧路市権利擁護成年後見センター

運営協議会に理事が参加、現在に至る。
４．札幌市
　①�2013年１月�会員が論考「成年後見の社会化」（北

後見人支援機能

受任調整を含む成年後見制度利用促進機能

広報機能

相談機能

運営委員 9

7

7

6

5

⑴有⑴有⑴有
●
●
⑵無

19.1％19.1％19.1％

80.9％80.9％80.9％

⑴有⑴有⑴有●
● ⑵無

34％34％34％

66％66％66％

⑴　有 16
⑵　無 31

⑴　有 9
⑵　無 38

　 市区町村数
山形会 1
千葉会 1
群馬会 3
長野会 4
大阪会 1

市区町村数
岡山会 1
徳島会 1
高知会 1
福岡会 1
合計 14
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大法政ジャーナル19号105頁）公表。石田穣著
「民法体系Ⅰ民法総則」信山社195頁で参考引用
される。

　②�2014年４月�北海道大学教授（民法）が理事を
札幌市市民後見推進事業運営委員会委員に推薦、
現在に至る。

　③�2017年５月�日本成年後見法学会第14回学術大
会で会員が報告。報告テーマ「本人の意思の尊
重と身上配慮義務の明確化」

　④�2019年５月�日本成年後見法学会第16回学術大会
を北海道大学に招致（北海道会＋当センターで）。

　　　報告者：�厚労省、札幌家裁、札幌市（札幌市
成年後見制度利用促進基本計画案）

　⑤�2019年５月�札幌市地域福祉社会計画審議会臨
時委員に理事を派遣、現在に至る。

　　�審議会権利擁護部会にて「札幌市成年後見制度
利用促進基本計画案」審議、札幌市に答申。

５．士別市
　①�2019年４月�士別地域成年後見センター発足。
士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町の１市３町
で構成。弁護士、司法書士、社会福祉士と共に
参加、現在に至る。

６．紋別市
　①�2013年～�行政書士が中心となり後見業務にお

いて他士業との業際問題が起きないよう無料
相談会を通して連携を深める。その後、成年後
見制度推進ネットワーク会議へと発展。

　②�2018年６月�紋別市成年後見センター設立準備
委員会が設置され委員として理事が委嘱を受
ける。

　③�2019年５月�紋別市成年後見センター立ち上げ、
運営委員会の委員長に理事が就任、現在に至る。

 福島会

参加団体名
　特定非営利活動法人あいづ安心ネット

市区町村
　会津若松市・喜多方市ほか11町村

参入年月日
　令和４年４月１日（各自治体の予算措置後）参入
予定

参入に至った経緯
　10年前から成年後見・介護等に関心がある士業会
員・介護関係者が任意に定期的に会合を開いていた
「あいづ安心ネット」が発展的に中心母体となった。

 東京会

参加団体名
　公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ

市区町村
　武蔵野市、町田市

参入年月日
　令和２年10月（武蔵野市）、令和２年４月（町田市）

参入に至った経緯
武鷹地区（武蔵野市）
　・�令和元年、武蔵野市成年後見制度利用促進基本
計画策定委員会の委員に、ヒルフェ会員１名が
就任。基本計画の策定に携わった。

　・�令和２年、武蔵野市成年後見制度地域連携ネッ
トワーク連絡協議会が発足し、ヒルフェ会員が
副会長に就任。

町田地区　（町田市）
　・平成18年～
　　�　ヒルフェの前身である東京都行政書士会成
年後見センタ―設立準備委員会の時から、町田
市役所の成年後見担当窓口を訪問し、行政書士
の後見制度についての活動を報告。

　・平成25年
　　　町田市の第三者後見人連絡会議に参加。
　・平成26年
　　�　町田市市民後見人育成委員会の委員に、ヒル
フェ会員１名就任。

　・平成29年
　　�　町田市市民後見人育成委員会の委員に、ヒル
フェ会員が追加で１名就任（合計２名）。

　・平成30年
　　�　町田市社会福祉協議会福祉サポートまちだ
事業充実検討委員会の委員に、ヒルフェ会員１
名就任。

　・令和元年
　　�　町田市社会福祉協議会福祉サポートまちだ
事業充実具体化委員会の委員に、ヒルフェ会員

2021. ４　No.581 25

T
O
P
IC
S

C
LO

SE U
P



１名就任。
　・令和２年
　　�　町田市権利擁護支援検討委員会の委員に、ヒ
ルフェ会員が就任（正委員１名、副委員２名）。

 神奈川会

参加団体名
　一般社団法人コスモス成年後見サポートセン
ター神奈川県支部

市区町村
　横浜市

参入年月日
　令和２年４月

参入に至った経緯
　横浜市においては、従前から成年後見関係委員会や
連絡会等に対する委員や助言者の派遣、研修会への講
師派遣、候補者の推薦等を通じて、市、地域包括、社
協、医療福祉関係者、他士業を含む関係団体との連携
を図っており、平成18年から横浜市内各区の成年後見
サポートネット（区協議会の前身）に参入しています。
こうした経緯の中で、利用促進基本計画の下でも、引き
続き横浜市及び同市18区の協議会全てに委員を派遣し
ています。横浜市及び同市各区では、相談機能、広報
機能、受任調整を含む成年後見制度利用促進機能、後
見人支援機能等については、中核機関ではなく実質的
に協議会がその役割を担っていることから、本設問にお
いては協議会における状況を含めて回答しています。
　関係者、関係団体との連携に向けた活動は、地域
の実情を踏まえながら、神奈川県下の各地域におい
て地道に続けられており、横浜市のほか、次の市町
村において中核機関又は中核機関設置準備委員会
等に参入しています。
　厚木市、川崎市、座間市、茅ヶ崎市、大和市、平
塚市、小田原市、秦野市、伊勢原市、足柄上地区

 千葉会

参加団体名
　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
千葉県支部

市区町村
　木更津市、館山市、山武市、市川市、柏市、白井市、
千葉市

参入年月日
　平成30年11月（木更津市）、平成31年２月（館山
市）、平成30年７月（山武市）、令和２月４月（市川市）
※但し、受任者調整会議は先行して平成26年より参
加、平成28年４月（柏市）、平成30年９月（白井市）、
令和元年10月（千葉市）

参入に至った経緯
　県内54全市町村の担当部署を訪問し、コスモス成
年後見サポートセンターを活用していただくよう
働きかけを行ったため。

 埼玉会

参加団体名
　川口市成年後見センター、成年後見センターこし
がや

市区町村
　川口市、越谷市

参入年月日
　平成24年（川口市）、令和２年８月（越谷市）

参入に至った経緯
・�平成23年秋に、川口市が社協に委託して成年後見
センターを立ち上げる情報を得、社協に挨拶に行
き、委員を推薦する用意があることと、委員に加
えて欲しい旨の要望を伝えた。その後、平成24年
に設立準備委員会、平成25年に川口市成年後見セ
ンターとなり、引き続き委員を務めている。メン
バーは市の高齢課と障害福祉課、社協担当者、行
政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士、民生委
員、障害者団体（NPO）である。コスモス会員
が前期に引き続き委員長を務め、３年目になる。
中核機関に係る検討は、令和元年から委員会でさ
れていたが、令和２年８月の運営委員会で正式に
令和３年度中に成年後見センターが中核機関と
なることが決まり、現在の成年後見センターに
マッチング機能と後見人支援機能を追加する形
となった。市から社協の人件費にかかる予算増加
も市の承認を得たと聞いている。

2021. ４　No.58126

トピックス　クローズアップ



・�以前から、成年後見センターこしがやのケース調
整会議に弁護士と行政書士が委員に入っていた。
これまで定例会は行政側だけで開催していたが、
８月に行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士、
税理士、社会保険労務士を定例会に招聘し、今後
成年後見センターの機能を増やし、中核機関とな
るべく協議会を設けたいとの議事があり決まった。

 愛知会

参加団体名
　犬山市人権擁護自立支援委員会、北名古屋市権利
擁護事業検討委員会、稲沢市成年後見支援センター
設立委員会

市区町村
　犬山市、北名古屋市、稲沢市

参入年月日
　平成30年２月（犬山市）、平成30年２月（北名古
屋市）、令和２年４月（稲沢市）

参入に至った経緯
　市民向けセミナー、無料相談会、寸劇を定期的に
開催し、相談者から受任する地元会員も増えてき
て、行政担当者とも信頼関係を構築していった。さ
らに、準備委員会発足の際、コスモススプランを説
明し、参画に至った。

 三重会

参加団体名
　中核機関：
　　①伊賀地域福祉後見サポートセンター
　　②伊勢市成年後見サポートセンター
　中核機関設置準備委員会：�
　　③四日市地区福祉連絡協議会
　　④法人後見運営委員会

市区町村
　①伊賀市・名張市、②伊勢市、③四日市市、④熊
野市

参入年月日
　①②について、本年度より参画しているが、新型
コロナウィルス感染症の影響�により本格始動には
至っていない。

参入に至った経緯
　伊賀市・名張市、伊勢市、四日市市、熊野市より
コスモス成年後見サポートセンター三重県支部に
推薦依頼があった（伊勢市については、設立の直前
に市長訪問を行っている）。

 石川会

参加団体名
　一般社団法人コスモス成年後見サポートセン
ター石川県支部

市区町村
　津幡町

参入年月日
　令和１年８月₈日

参入に至った経緯
　平成27年８月より、津幡町権利擁護ネットワーク
連絡会の幹事として、同町の成年後見制度の利用促
進事業に関わる。
　令和元年８月に構成された同町の権利擁護部会
の一員として、成年後見制度利用促進法に基づく中
核機関（町単独、事務方：包括支援センター）の発
足に関わる。

 奈良会

参加団体名
　権利擁護支援推進会議（第１回）

市区町村
　奈良市

参入年月日
　令和元年10月

参入に至った経緯
　各専門職団体の現状と権利擁護に関する地域連
携ネットワークについて意見交換。
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 鳥取会

参加団体名
　コスモスとっとり

市区町村
　鳥取市

参入年月日
　令和２年６月

参入に至った経緯
　従来から市と後見支援団体（（一社）アドサポセ
ンターとっとり）とで受任調整会議が行われていた
が、受任者を増やすべくリーガルサポートセンター
と共にコスモスも受任の引受手団体として参加する
ようになった。コスモスの役員がアドサポの役員で
もあったことから、働き掛けにより参入に至った。

 島根会

参加団体名
　①一般社団法人松江成年後見センター、②出雲成
年後見センター、③石見成年後見センター、④益
田・鹿足成年後見センター

市区町村
　①松江市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、
②出雲市、大田市、③浜田市、江津市、川本町、邑
南町、美郷町、④益田市、津和野町、吉賀町

参入に至った経緯
　島根県には４つの成年後見センターがあり、それ
ぞれが家裁と社協、市町村と連携を取って専門職後
見人の受任調整と支援を行っている。そのため、各
士業の成年後見支援機関（リーガル、コスモスなど）
はあまり機能をしていない。コスモスについては支
部を設置しておらず、連携協定を締結している。
　成年後見制度がスタートして間もない2000年７
月に、出雲市内の弁護士、司法書士、行政書士、社
会福祉士、行政職員などが中心となり出雲成年後見
センターが設立された。制度発足当初から多職種協
働による成年後見支援を行っており、2004年からは
市から業務委託されるなど、全国的にも先進的な取
組をしている。その影響でその他の市町村にもセン
ターが立ち上がることとなり、現在は県内に４つの
成年後見センターがあり、裁判所からの推薦依頼と

情報提供を受け、センターから適任者を推薦すると
いう連携システムができている。
　その中で行政書士は約50名程度センターに加入
しており（全会員の２割近く）、そのほとんどの方
が複数受任をしている。また、副会長や運営委員の
ほか、事務局を引き受けている会員もおり、成年後
見業務の推進を積極的に行っている。

 徳島会

参加団体名
　社会福祉法人鳴門市社会福祉協議会

市区町村
　鳴門市

参入年月日
　令和２年７月21日

参入に至った経緯
　法人後見事業準備委員会委員の推薦を受けた。

 高知会

参加団体名
　土佐清水市権利擁護センター

市区町村
　土佐清水市

参入年月日
　令和２年４月１日

参入に至った経緯
《土佐清水市の事例》
　土佐清水市は高知県の最西南端に位置し高齢化率
45％を超える市であるが、急速な高齢化と若者の流
出により、認知症を患う一人暮らし高齢者をどのよう
に支援するかが大きな課題であった。また、同市内の
法律専門職は司法書士１人であり、隣接市町村の中
心部から車で片道40分かかることから、当該市町の
行政書士に後見ニーズが集中している状況であった。
　コスモス高知は、発足した平成24年から毎年２回
程度必ず市高齢者支援課、地域包括、社協に挨拶回
りを行っていたところ、コスモス会員の１人と地域包
括職員とが個人的な知り合いであったことがきっかけ
で個別に相談を受けるようになった。同じく困難事例
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を持つ社協にもつながりが広がって継続的に相談を
受けるようになり、平成29年11月頃、身寄りのない独
居高齢者で施設入所を検討していた方に対する後見
申立が具体化したことで、市長申立ての候補者とし
て推薦され、平成30年７月に選任されるに至った。
　土佐清水市社協は、制度周知のためのセミナーな
どを実施していたが、平成30年10月から市内５か所
で行う市民公開講座の講師に当該会員が抜擢される
こととなった。また、利用促進法の施行に伴い、土
佐清水市は平成31年３月、上述の地域事情により後
見需要に比べ薄い支援体制を強化するため、権利擁
護センターの設置や市民後見人の養成を盛り込んだ
成年後見制度利用促進基本計画を策定し、司法書
士、社会福祉士、NPO法人、行政職員等で構成さ
れる成年後見制度利用促進協議会が発足し、当該会
員も委員として参加することとなった。平成30年度
より土佐清水市社協による市民後見人養成研修がス
タートし、当該会員も講座の一つを受け持っている。
　促進協議会は令和２年３月、土佐清水市社協内に
権利擁護センターを設置することを決議し、同年４
月１日より権利擁護センター「らいとはうす」が設立
された。センターは相談機能を中心として窓口的役
割を果たし、必要な機関へつなげることが主な事業
であるところ、法律専門職に対する二次相談窓口と
して、当該会員との間でアドバイザー契約を締結す
ることとなった。これは、行政書士が日常業務の中
で関係者との間で交通整理役を果たす能力に期待し
たものであり、実際に困難案件の解決策を示し、司
法書士などとも協力して課題解決に取り組んでいる。
　高知県西部の幡多地域には６つの市町村があり、
当初は広域での中核機関・地域連携ネットワーク
の構築を目指していたところ、他市町村の動きが鈍
く、しびれを切らした土佐清水市が先行的に動いた
というのが実情である。そのため、中核機関に期待
されるマッチング機能や後見人支援機能などは人
材面・財政面ともに課題が多く現実的ではなく、最
低限の機能を有した形でのスタートであり、将来的
な広域での取組も視野に入れている。

《四万十市の事例》
　コスモスより成年後見制度利用促進に向けた「コス
モスプラン」が発出された後、平成30年10月の制度強
調月間の官公署訪問にて、高齢・障害担当課にて趣旨
説明を行った。その中で、実務担当者から課長クラス
が参加しての意見交換会を打診したところ、同年11月
に開催が実現した。その中では、利用促進法の趣旨と

四万十市の実情について現状認識を行い、市としても
取り組むべき危機感を共有することができた。
　その後、四万十市地域福祉計画の改訂に伴い、同
計画内に成年後見制度利用促進に関する項目を入
れることになったことから、弁護士、司法書士、社
協らによる協議会が発足し、コスモス会員も２名参
加することとなった。計２回開催された協議会では
専門職による意見聴取が行われ、現在、市が計画策
定作業を進めているところであるが、この協議会が
将来的には中核機関の中心的役割を果たすことが
見込まれている。

 宮崎会

参加団体名
　一般社団法人コスモス成年後見サポートセン
ター宮崎県支部

市区町村
　宮崎市

参入年月日
　平成30年12月１日

参入に至った経緯
　宮崎市より（一社）コスモス成年後見サポートセ
ンター宮崎県支部に対し、中核機関設置に向けた準
備検討委員会の開催を予定しているとの打診があっ
た。これは、従前からのネットワーク会議へ参加し
ていたことによるものだと考えられる。前記打診を受
け、宮崎市担当課へ単位会会長、副会長、総務部長、
コスモス宮崎県支部の支部長の４名で訪問し、意見
交換を行った。その後、（一社）コスモス成年後見サ
ポートセンター宮崎県支部会員が、平成30年12月１
日から令和２年11月30日まで、成年後見利用促進体
制整備検討委員会委員の委嘱を受けたもの。

 鹿児島会

参加団体名
　鹿児島市社会福祉協議会成年後見制度利用促進
委員会

市区町村
　鹿児島市
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参入年月日
　平成30年８月

参入に至った経緯
　平成26年２月
　�　鹿児島市広報紙で成年後見制度利用に関する
新年度計画があることを知り、早速、担当課であ
る鹿児島市長寿支援課を訪問した。
　�　担当課長に、コスモス成年後見センターを説明
し、新年度計画で創設する予定の会に関係団体と
して参入させて欲しい旨を依頼した。
　平成26年４月
　�　新規事業として始まった「鹿児島市成年後見制
度利用支援連絡会」の参加機関としての案内を受
けた。
　�　同連絡会には、コスモス支部長、幹事の２名が
出席して意見交換や連携を行った。
　�　同連絡会は、平成30年４月の第10回連絡会まで
開催された後、鹿児島市が鹿児島市社会福祉協議
会に事務委託、社会福祉協議会に成年後見セン
ターを設置して成年後見事務を行うこととなった。
　平成30年８月
　�　鹿児島市社会福祉協議会成年後見センターが設
置され、同センター発足時からコスモス支部役員
が社会福祉協議会成年後見制度利用促進委員会委
員として委嘱され、現在に至っている。
　�　なお、同委員会の専門士業は、弁護士会、司法
書士会（リーガル）、税理士会、社会福祉士会と
コスモス支部の５団体である。
　�　家庭裁判所はオブザーバーとして参加している。

参入していると回答した成年後見団体が担っている
機能

₄． 単位会として、協議会等の合議体設置
の市区町村への参入状況

₅． 成年後見団体独自として、協議会等の
合議体設置の市区町村への参入状況

後見人支援機能

受任調整を含む成年後見制度利用促進機能

広報機能

相談機能

運営委員 12

10

10

8

11

⑴有⑴有⑴有●
● ⑵無

25.5％25.5％25.5％

74.5％74.5％74.5％

⑴有⑴有⑴有●
● ⑵無

27.7％27.7％27.7％

72.3％72.3％72.3％

⑴　有 12
⑵　無 35

　 市区町村数
岩手会 2
宮城会 1
山形会 1
東京会 1
埼玉会 1
群馬会 2

静岡会 1
新潟会 1
愛知会 1
三重会 1
山口会 2
徳島会 1
合計 15

⑴　有 13
⑵　無 34

　 市区町村数
北海道会 9
岩手会 1
宮城会 3
東京会 3

神奈川会 22
千葉会 6
埼玉会 6

　 市区町村数
三重会 1
石川会 1
兵庫会 1
山口会 1
徳島会 1
宮崎会 1
合計 56
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₆． 都道府県あるいは各市区町村の市民後
見人養成講座への講師派遣状況

₇． 単位会において、成年後見制度を担当
する部署の状況

₈． 単位会において、会員に対する成年後
見制度の研修実施状況

⑴有⑴有⑴有●
● ⑵無

34％34％34％

66％66％66％

⑴有⑴有⑴有●
● ⑵無

23.4％23.4％23.4％

76.6％76.6％76.6％

⑴有⑴有⑴有●
● ⑵無29.8％29.8％29.8％

70.2％70.2％70.2％

⑴　有 36
⑵　無 11

⑴　有 33
⑵　無 14

北海道会、三重会 業務部
秋田会 社会貢献事業等特別委員会
岩手会 成年後見制度利用支援委員会

青森会 専門実務特別委員会市民法務チーム
成年後見担当

宮城会 社会貢献活動推進特別委員会　高齢
者 ・ 障がい者等支援班

山形会 成年後見特別委員会
東京会 市民法務部
神奈川会 民事法務部
千葉会 市民法務業務部
埼玉会 社会貢献部
群馬会 業務推進グループ
長野会、岐阜会 法務部
山梨会 成年後見担当副会長

静岡会 相続家事 ・ 成年後見委員会　コスモス
支援 G

新潟会、福井会 社会貢献委員会
愛知会 法人経営部
石川会、山口会 社会貢献事業部
滋賀会 成年後見制度特別委員会
大阪会 公益活動推進部
京都会 公共政策部
奈良会 第 2 業務部
兵庫会、佐賀会 総務部
鳥取会、徳島会 業務指導部
島根会 成年後見支援委員会
岡山会 民事法務部

広島会 業務推進委員会　成年後見プロジェク
トチーム

福岡会 高齢者等総合支援事業推進委員会
長崎会 成年後見部会
宮崎会 高齢者等支援事業委員会
鹿児島会 法務業務部

（₃） 市区町村数への講師派遣 16単位会中
⑴　有 16
⑵　無 0

（₄） 市区町村（社協等への委託も含む）の要請を
受けて、 16単位会中

⑴　単位会として派遣している 3
⑵　成年後見団体として派遣している 13

（₂） 都道府県（社協等への委託も含む）の要請を
受けて、 ₄単位会中

⑴　単位会として派遣している 0
⑵　成年後見団体として派遣している 3
⑶　単位会と成年後見団体と協働して派遣している 1

　 市区町村数
北海道会 3
秋田会 1
岩手会 1
福島会 3
宮城会 1
東京会 1

神奈川会 8
埼玉会 ₃

静岡会 1
愛知会 1
富山会 3
島根会 8
岡山会 1
徳島会 1
高知会 3
大分会 2
合計 41

⑴　有 16
⑵　無 31

（₁） 都道府県（社協等への委託も含む）への講師
派遣 16単位会中

⑴　有 4
⑵　無 12

2021. ４　No.581 31

T
O
P
IC
S

C
LO

SE U
P



令和２年度「行政書士制度広報月間」実施報告令和２年度「行政書士制度広報月間」実施報告

＜広報部＞

 日行連における活動

Ⅰ．ＰＲ活動
　報道機関約90社に報道リリースを送付するとと
もに、総務省及び各都道府県庁に行政書士制度広報
月間に係る文書を送付した。
　また、「頼れる街の法律家」にふさわしい知性が
感じられ、かつ、落ち着いた雰囲気を持つ俳優の藤
木直人さんをモデルに起用して行政書士制度PＲポ
スターを作成し、各単位会や関係機関等へ配付する
とともに、藤木さん出演の行政書士制度PＲ動画を
制作し、ホームページ上で公開した。
　そのほか、単位会が行う無料相談会等のイベント
に活用してもらうべく、ユキマサくんの除菌ウェッ
トティッシュを作成し、各単位会に配付した。

 各単位会における活動

Ⅰ．行政書士電話相談
₁．実施単位会
　 　「行政書士電話相談」について回答のあった47

単位会中、41単位会で実施された。

₂．実施日時
　 　41単位会から実施日の報告があり、本会の実施

要綱に基づき10月１日のみを実施日としたのは
13単位会、それ以外の１日のみ実施したのは５単
位会。また、複数日にわたり実施した単位会は23
単位会であった。

₃．実施場所
　 　25単位会が各単位会事務局を実施場所とし、事

務局以外に支部や会員事務所等を会場として複

数箇所で行った単位会は16単位会であった。

₄．実施日数及び回答スタッフ（相談対応人員）人数
　 　期間中の実施日数は１単位会あたり平均６日

であった。回答スタッフ延べ人数は、日数や実施
形態の違いから単位会により大きくばらつきが
あり、最も少なかった単位会は１名、最も多かっ
た単位会は61名、期間中の全国合計は512名と
なった。１単位会あたりの単純平均では、期間中
延べ12名のスタッフが対応したとの結果となっ
た。

₅．相談受付件数
　 　総数710件の相談が寄せられ、内訳は「権利義

務・事実証明」が617件（87％）、「許認可関係」
が93件（13％）であった。

　 　「権利義務・事実証明」では、「遺言・相続」に
関する相談が407件（66%）と最も多く、次いで

「不動産関係」55件（９%）、「各種契約」28件（５
%）、「戸籍関係」が８件（１％）、「知的財産」が
６件（0.9％）、「会計記帳・定款・内容証明」が
４件（0.6%）であった（「その他」を除く）。

　 　「許認可関係」では、「入管関係」が28件（30％）
と最も多く、次いで「農地転用」が20件（22％）、

「建設・風営」10件（11%）、「土地開発」が５件
（５％）、「自動車関係」３件（３％）、「法人設立」
が２件（２％）であった（「その他」を除く）。

　 　その他の事例として、持続化給付金等のコロナ
支援対策に係る相談や成年後見に関する相談が
増加している傾向が見られた。

₆．問題点等
　 　13単位会から問題点等に関する意見が寄せら

れた。内容は、事前予約制による相談件数の減
少、相談が集中した際の相談員や電話回線の確
保、告知方法の在り方、相談時間の設定等につい

　本会では、1０月₁日から同月31日までを「行政書士制度広報月間」と定め、総務省の後援をいただき、全
国の自治体及び各単位会の御協力の下、広く国民に行政書士の存在をアピールし、制度の普及・浸透を図る
活動を推進しています。その活動のうち、電話による無料相談「行政書士電話相談」は、昭和55年の開設以降、
今回で41回目となりました。
　令和₂年度は、令和₃年₂月に迎える行政書士制度7０周年記念に向けて、例年以上にPＲ活動を展開する
予定としていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、十分な活動が行えない結果となりました。
しかしながら、このような状況下においても、各単位会においては感染防止対策を徹底し、できる限りのPＲ
活動を実施していただきました。
　以下に令和₂年度「行政書士制度広報月間」中に行われた「行政書士電話相談」及びPＲ活動について、
各単位会の実施結果を取りまとめて御報告いたします（総評及び今後の課題に関しては、次号に掲載する予
定です。あわせて、御参照ください。）。
　なお、本集計結果は所定の様式による各単位会からの報告書データを基に集計したものです。
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て課題を認識したとの意見があった。その他、電
話相談では資料の確認に限界がある、コロナ感
染防止対策として相談員の事務所にて電話相談
に応じられるようリモート対応した等の意見が
あった（「特にない」旨の回答及び未記入であっ
た単位会は、計28単位会であった。）。

Ⅱ．ＰＲ活動
₁．イベント会場
　 　全単位会で実施された無料相談の受付会場は、

電話と対面を合わせると全国で874か所を数えた
（前年比75％）。そのうち、電話による無料相談の
会場は266か所、対面による無料相談の会場は608
か所であった。

　 　本会が作成した行政書士制度PＲポスターは全
国に配布され、その内訳は、単位会事務局以外
に公的施設11,139枚、駅・店頭91枚、会員事務所
38,813枚となった。全国総配布枚数は59,028枚と
なった（前年比99％）。また、チラシやPＲグッズ
を配布した単位会は38単位会であった。

₂．相談受付件数
　 　電話無料相談と対面無料相談を合わせ、総数で

4,084件の相談が寄せられた（前年比62％）。その
うち電話は前記のとおり、710件（17％）、対面は
3,374件（83％）であった。

₃．広告媒体
　 　43単位会が、自治体広報紙（誌）を含むマスコ

ミ媒体に広告を出した。内訳は、自治体広報紙
（誌）32単位会、新聞広告39単位会、テレビ広告
10単位会、ラジオ広告11単位会であった。

　 　一方、マスコミによる報道は、新聞報道22単位
会、テレビ報道５単位会、ラジオ報道８単位会で
あった。

　 　広告媒体の利用や配布物の作成等に要した経
費について、最も少なかった単位会は０円、最
も多かった単位会は4,600,000円で、全国総額は
41,978,572円であり、１単位会あたりの単純平均
は893,161円であった。

電話無料相談における項目別相談件数

0

遺言・相続
不動産関係
各種契約
入管関係
農地転用
建設・風営
戸籍関係
知的財産
土地開発

会計記帳・定款・内容証明
自動車関係
法人設立
その他

50 100 150 200 250 300 350 400 450

407

55

28

28

20

10

８

６

５

４

３

２

134

総括（広報部）
　令和２年度 ｢行政書士制度広報月間｣ につきましては、各単位会において新型コロナウイルス感染症
による様々な制約がある中、行政書士制度の普及・浸透を図るための活発な広報活動を実施していただ
きましたことに厚く御礼申し上げます。
　各種催事の開催についても、使用会場の都合等により中止・規模の縮小をせざるを得なかったとの回
答がある一方で、感染予防対策の徹底やオンラインツールの活用により相談会等を開催することで一定
の成果を得られたとの回答もありました。改めまして皆様の御協力に感謝申し上げます。
　相談内容については ｢権利義務・事実証明｣ が全体の約９割を占め、前年同様 ｢遺言・相続｣ に関す
る相談が約６割と、この分野においては段階的な法改正の影響もあり、国民の皆様の関心の高さがうか
がえる結果となりました。
　広報活動に関しては、次年度への対策に向けて開催マニュアルが必要との回答もあり、今後、相談会
のあり方については検討の必要性を認識している単位会も多いことと思います。
　広報活動は、一朝一夕にその成果が目に見えて表れるものではありません。それぞれの地域社会にお
いて、会員一人ひとりが常日頃の業務や ｢身近な街の法律家｣ としての活動を継続的に行っていること
に支えられています。日行連として、このことを再認識し、単位会における広報活動をバックアップす
べく、効率的かつ効果的な広報活動を推進してまいりますので、今後とも御理解と御協力のほどよろし
くお願い申し上げます。
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令和２年度「行政書士制度広報月間」令和２年度「行政書士制度広報月間」
監察活動報告監察活動報告

＜法規監察部＞

　47単位会で実施。

　広報月間の実施にあたり、日行連の実施要綱では
９月１日から同月30日までを準備期間、10月１日か
ら同月31日までを実施期間とした。
　実施要綱に合わせて準備を行った単位会は29単
位会、期間を延長ないし、ずらして実施した単位会
は10単位会であった（報告書中期間の特定がない単
位会が８単位会あった）。
　実施要綱に合わせて実施した単位会は32単位会、
期間を延長ないし、ずらして実施した単位会は10単
位会であった（期間を限定せず通年で活動している
単位会が５単位会あった）。

　特に注力した分野・活動を農地法関係とした単
位会は32単位会で最も多く、次いで建設業関係が25
単位会、都市計画法関係が22単位会、運輸交通関係
が18単位会、権利義務関係が17単位会、事実証明関
係が14単位会、入管法関係及び産業廃棄物関係が13
単位会、風営法関係が11単位会、知的財産関係及び
公有地関係が５単位会であった（複数回答含む）。

また、特に注力した活動として、官公署への活動と
した単位会が38単位会、無料相談とした単位会が26
単位会、以下、関係団体への活動が18単位会、媒体
活用が14単位会、その他が５単位会であった（複数
回答含む）。

　　
　行政書士制度広報月間中における具体的な監察
活動は、以下のとおり。
■摘発・排除活動
　注意11件（４単位会）、勧告０件、警告２件（１
単位会）、告訴０件、告発１件（１単位会）、その他
25件（５単位会）。

■官公署に対する申入れ
　官公署に対する申入れの総件数は759件あり、そ
の内訳は、広報月間実施の援助協力（文書発出等）
297件、非行政書士の実態調査（申請書類の閲覧等）
70件、窓口規制表示板（設置・継続等）251件、窓
口における会員名簿（交付・差替等）100件、その
他41件であった。
　各申入れ先の主な内訳は、以下のとおり（上位５
項目まで）。

◇ 文書の発出等による広報月間実施の援助協力で
は、都道府県庁が39単位会、以下、市町村・農業
委員会が各37単位会、土木事務所が31単位会、警
察本部・警察署が各30単位会。

₁ 実施単位会

₂ 実施日時

₃ 単位会として特に注力した分野・活動

₄ 期間中の具体的監察活動

　令和２年度行政書士制度広報月間中に各単位会が実施した監察活動の結果について、以下に概要を報告い
たします。
　なお、この結果は報告をいただいた47単位会のデータを基に集計したものです。

農地法

建設業

都市計画法

運輸交通

権利義務

事実証明

産業廃棄物

入管法

風営法

私有地

知的財産

特
に
注
力
し
た
分
野

32

25

22

18

17

14

13

13

11

5

5

媒体活用

官公署への
活動

特
に
注
力
し
た
活
動

38

26

18

14

5その他

無料相談

関係団体への
活動
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◇ 申請書類の閲覧等による非行政書士の実態調査
では、農業委員会が20単位会、以下、市町村が13
単位会、都道府県庁が11単位会、土木事務所が７
単位会、警察署が６単位会。

◇ 窓口規制表示板の設置・継続等では、農業委員会
が37単位会、以下、都道府県庁・市町村が各35単
位会、警察署・土木事務所が各32単位会、陸運局
が24単位会、保健所が23単位会。

◇ 窓口における会員名簿の交付・差替等では、農業
委員会が15単位会、以下、市町村が14単位会、都
道府県庁・警察署が各12単位会、保健所・土木事
務所・農業委員会・陸運局が各９単位会。

◇ その他の申入れでは、市町村・農業委員会が各８
単位会、以下、都道府県庁が５単位会、警察署・
土木事務所が各４単位会、警察本部・保健所・陸
運局・その他が各３単位会。

　なお、官公署に対する申入れにおける活動成果で
は、「成果は大きかった」が11単位会、「成果は少し
あった」が24単位会、「成果はなかった」が２単位
会、「その他」が４単位会であった（複数回答含む）。

■各種団体に対する申入れ
　各種団体に対する申入れの総件数は214件あり、
その内訳は、広報月間実施の援助協力（文書発出
等）155件、非行政書士の実態調査（申請書類の閲
覧等）４件、窓口規制表示板（設置・継続等）14件、
窓口における会員名簿（交付・差替等）23件、その
他18件であった。各申入れ先の主な内訳は、以下の
とおり（上位３項目まで）。

◇ 文書の発出等による広報月間実施の援助協力で
は、商工会等が26単位会、以下、建設業協会等が
20単位会、自動車販売店協会等が19単位会。

◇ 申請書類の閲覧等による非行政書士の実態調査
では、商工会等が１単位会、自動車販売店協会
等・建設業協会等・その他が各１単位会。

◇ 窓口規制表示板の設置・継続等では、自動車販売
店協会等・商工会等が各４単位会、以下、建設業
協会等が３単位会、その他が２単位会。

◇ 窓口における会員名簿の交付・差替等では、商工
会等が５単位会、自動車販売店協会等・その他が
各４単位会、以下、建設業協会等・宅建協会等・

司法書士会が各２単位会。

◇ その他の申入れでは、自動車販売店協会等・その
他が各４単位会、以下、商工会等が３単位会、調
査士会が２単位会。

　なお、各種団体に対する申入れにおける活動成果
では、「成果は大きかった」が５単位会、「成果は少
しあった」が23単位会、「成果はなかった」が３単位
会、「その他」が４単位会であった（複数回答含む）。

（₁）活動の有無について
　令和２年度の広報月間においては、都市計画法関
係業務について、調査の実施を推奨した。これに基
づき都道府県・市町村に対する調査を実施した単
位会は12単位会、未記入もしくは実施していないと
した単位会は35単位会であった。
　なお、今回の広報月間において、農地法に係る許
認可申請業務に関する調査を令和元年度に引き続
き実施した単位会は７単位会であった。

（₂）結果
　調査を実施した12単位会のうち、10単位会が都道
府県・市町村からの回答を得た。集計結果は、以下
のとおり。
　申請件数（総数）   3,771件
　本人申請   469件
　代理人（行政書士）申請   677件
　代理人（行政書士以外）申請   1,797件
　内訳不明   828件
　※具体的に各申請件数の回答があったもののみを集計。

（₃）分析
　当該調査は、都市計画法関係業務を重点項目とし
て、各地の実情に応じての調査の実施方を推奨した
ものである。実施単位会は12単位会であった。当該
調査の主眼は、行政書士法違反に対する一般予防活
動の実施にあり、少なくとも調査を実施した地域の
行政窓口側が行政書士法及び行政書士制度につい

₅ 都市計画法関係業務に係る監察的広報に関する調査

代理人
（行政書士）申請

18％

代理人
（行政書士）申請

18％

代理人
（行政書士）申請

18％
代理人

（行政書士以外）申請
48％

代理人
（行政書士以外）申請

48％

代理人
（行政書士以外）申請

48％

内訳不明
22％
内訳不明
22％
内訳不明
22％

本人申請
12％
本人申請
12％
本人申請
12％

申請件数（総数）3,771件
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て再認識する、その点においては有効に作用してい
るものと思われる。
　各単位会の調査件数の集計を本人申請、代理人

（行政書士）申請、代理人（行政書士以外）申請に
分けて比較すると、約18%が行政書士の代理申請で
あり、約12%が本人申請であった。農地法関係や建
設業関係といった業務を重点項目とした例年まで
の調査結果と比較すると、行政書士による代理申請
の割合は低い数値であった。ただし、業務の性質
上、単純比較できるものではなく、また、各単位会
の実情に応じて対応を依頼しているため、数字上で
の評価は難しいところである。今後の監察活動にお
いても重点項目として採用し、改めて効果を比較検
証すべき必要がある。

　今回の調査では、併せて他会の参考となるよう
な効果のあった取組内容や事例についても調査を
行った。７単位会からの回答があり、チラシやポス
ター等の広報作成物の配布を行った取組のほか、４
単位会では請願・陳情を行った事例が報告された。

　各単位会から寄せられた報告書における課題を
俯瞰すると、①「行政窓口との関係」（行政窓口との
協力体制の構築や行政書士制度への理解など）が最
も多く、次いで②「活動の拡充」（継続的取組や更に
踏み込んだ調査の必要性など）・「調査・排除の方
法論」（窓口での調査方法や違反者への具体的対応
方法など）、③コロナ禍における活動（新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のための対策）等と続いて
いる。
　以上の点が、現在クリアすべき諸課題ということ
になる。
　最多の「行政窓口との関係」については、行政機

関との連携協力が監察活動で非常に重要である中、
窓口の担当者の行政書士制度に対する認識・理解
が低いことが多い。また、窓口担当者が一定期間で
異動することによって、新しい担当者に対して再度
同じことを説明しなければならない煩雑さがある
などの回答があった。
　次に多かったのは「活動の拡充について」であ
り、無資格者による行政書士法違反の事案が確認さ
れたことで対応に追われたという報告もあり、継続
的な調査や啓発活動の必要性を感じたとの回答が
あった。
　そして、注目すべきは「新型コロナウイルス感染
症拡大防止のための対策」である。今回、感染拡大
防止のために従来と同様の活動を行えず、十分と
は言い難いと回答した単位会も複数あった。その中
で、対面の相談会の相談件数は例年より減少気味で
あったが、電話相談は昨年を大幅に上回ったという
回答もあった。

　各単位会の総評を見ると、令和２年度監察活動に
おいては新型コロナウイルスの感染拡大防止の徹
底に苦慮し、訪問の中止・人数制限等、あらゆる制
約の下で限定的な活動を余儀なくされたと回答し
た単位会が多数あった。多くの単位会が活動の縮
小・制限を余儀なくされる一方で、非行政書士排除
ポスター及び窓口規制表示板の設置、市町窓口での
行政書士証票の掲示の徹底が進んだ等、一定の成果
を得られたと回答した単位会もあった。次回以降に
おいても同様の対策が必要となる可能性があり、申
請手続のオンライン化がより一層加速することも
予測され、今後、監察活動のあり方について、予防
対策の徹底と監察活動の拡充の双方を両立させる
方法を検討して臨むことが課題となる。

₆ 具体的な対策及び結果

₇ 今後の課題

₈ 総　評

課　　　　　題 件　数

行政窓口との関係 14

活動の拡充 9

コロナ禍における活動 7

調査・排除の方法論 5

会員の理解・人員の問題 5

他団体との関係 2

行政窓口以外の者への周知 1

その他 5
（※複数回答含む）
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1
Info 建設キャリアアップシステムの

普及促進に係る協力について

　建設キャリアアップシステムは、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を横断的に登録し
蓄積することで、技能者の処遇改善や将来にわたる建設業の担い手を確保することを目的としており、平成
31年４月から運用が開始されています。この建設キャリアアップシステムの登録手続については、行政書士
は、権利義務・事実証明に関する書類の作成として、事業者、技能者等から委任を受けて、代理人として申
請することが可能です。
　今般、システムを運営する一般財団法人建設業振興基金から、建設キャリアアップシステムの普及促進へ
の協力依頼とともに、行政書士がシステムに登録する際の留意点の見直しについて周知依頼がありましたの
でお知らせいたします。

＜許認可業務部　建設・環境部門＞
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⾏政書⼠が依頼を受けて⾏う建設キャリアアップシステム情報登録申請について

１．⾏政書⼠の⽅が依頼を受けて⾏う建設キャリアアップシステムへの情報登録
⾏政書⼠の⽅が、技能者及び事業者（以下「依頼⼈」という。）からの依頼を受けて、建設キャリアアップシステム（以下「本システ

ム」という。）の情報登録を⾏う作業については、本システムが定義する代⾏申請により⾏っていただく必要はありません。
代⾏申請は、「技能者が所属する事業者等（所属事業者、元請事業者、上位下請事業者等）が技能者本⼈に代わって情報登録する場合」

の措置として設定したものであり、⾏政書⼠が⾏う業務には適⽤されません。
このため、⾏政書⼠の⽅は事業者登録を⾏っていただく必要はなく、通常の⾏政書⼠業務として、依頼⼈からの依頼に基づいて情報登録

を⾏っていただくことになります。
※建設キャリアアップシステムは、建設技能者の処遇改善を⽬的として構築されたものであり、また、登録された個⼈情報は、建設現場
に関係する建設会社等の関係者に限定して共同利⽤（個⼈情報保護法第23条第5項第3号）することとされているため、⾏政書⼠の⽅
が事業者登録を⾏うことはできません。

• インターネット申請による情報登録に必要となる「申請ログインＩＤ」及び「パスワード」の取得において、メールアドレスのみ
⾏政書⼠のメールアドレスを使⽤します。メールアドレス以外の情報は、依頼⼈の情報を使⽤します。

• 事業者が依頼⼈の場合、「登録責任者」の項⽬には、事業者の担当職員の情報を記⼊していただきます。ただし、メールアドレス
のみ⾏政書⼠のメールアドレスを記⼊していただきます。登録完了後は、必ず変更申請にて、「登録責任者」のメールアドレスを
⾏政書⼠から事業者の担当職員のメールアドレスに変更していただきます。技能者申請についても同様です。

• 最後に依頼⼈のみが知るパスワードに変更していただきます。

２．⾏政書⼠の⽅が建設キャリアアップシステムに情報登録する２つのパターンと留意事項

• インターネット申請による情報登録に必要となる「申請ログインＩＤ」及び「パスワード」の取得において、依頼⼈のメールアド
レスを使⽤します。この場合、依頼⼈が取得した「申請ログインＩＤ」及び「パスワード」を、依頼⼈から⾏政書⼠に提供いただ
き、情報登録を⾏っていただく必要があります。

• 事業者が依頼⼈の場合には、「登録責任者」の項⽬には、事業者の担当職員の情報を記⼊していただきます（⾏政書⼠の⽅の情報
を記⼊しないよう注意してください）。

• 申請内容に不備があった場合は、依頼⼈あてにその旨のメール通知があります。⾏政書⼠の⽅は、情報登録申請後は依頼⼈と情報
共有を図りながら、申請内容の修正及び再度申請を⾏っていただく必要があります。

⾏政書⼠の⽅が依頼⼈からの依頼を受けて本システムに情報登録する場合には、以下の２つのパターンのうち１つを選択していただき
ます。その際、個⼈情報保護⽅針および利⽤規約（CCUSホームページのインフォメーションに掲載）を依頼⼈に説明していただく必要が
あります。

パパタターーンン１１ 依依頼頼人人ののメメーールルアアドドレレススをを使使用用すするる方方法法

パパタターーンン２２ 行行政政書書士士ののメメーールルアアドドレレススをを使使用用すするる方方法法

【令和２年12⽉ ⼀部改定】

1

事業者 ⾏政書⼠

※事業者の新規登録（インターネット申請）の場合

⾏政書⼠が依頼を受けて⾏う建設キャリアアップシステム情報登録申請について
パパタターーンン１１ 依依頼頼人人ののメメーールルアアドドレレススをを使使用用すするる方方法法

 依頼⼈と⾏政書⼠との委任契約の締結
 個⼈情報保護⽅針および利⽤規約の依頼⼈への説明

本システムにて新規申請を申込み、
申請ログインＩＤ及びパスワードを取得

※申込みメールアドレスは事業者の担当職員を登録

申請に必要な添付書類の準備
①事業者確認書類
②社会保険等の証明書類 等

本システム画⾯にて、
登録情報の⼊⼒及び書類の添付

申請ログインＩＤ
及びパスワードを
⾏政書⼠に提供

申請完了通知メールが届く
※審査完了ではない

（申請内容に不備がない場合、不備が解消された場合）
申請情報の確認及び審査完了通知のメールが届く

事業者ＩＤの取得 事業者ＩＤの情報保管

提供を受けた申請ログインＩＤ
及びパスワードを使⽤してシステムにログイン

（申請内容に不備がある場合）
不備通知メールが届く

申請情報の修正
添付書類の修正等

事業者と連絡を取り合い、修正⽅法を検討の上、修正

「登録責任者」欄には事業者の担当職
員の情報を⼊⼒

⾏政書⼠に連絡

⽀払⽅法を選択し、事業者登録料の⽀払い ※⾏政書⼠と連絡を取り合い、
事業者登録料の⽀払⽅法を検討

2

事業者 ⾏政書⼠

本システムにて新規申請を申込み、
申請ログイン⽤ＩＤ及びパスワードを取得

※申込みメールアドレスは⾏政書⼠のメールアドレスを登録

新しいパスワードを設定してログインし、本システム画⾯にて、
登録情報の⼊⼒及び書類の添付して申請

事業者ＩＤの取得、保管

変更申請にて登録責任者のメールアドレスを⾏政書⼠から事業者
の担当職員のメールアドレスに変更

ログインＩＤ及び初期パスワード、セキュリティコードを使⽤して
パスワードを変更し、システムにログイン

⾏政書⼠が依頼を受けて⾏う建設キャリアアップシステム情報登録申請について

事業者ＩＤ、パスワードの取得

※事業者の新規登録（インターネット申請）の場合パパタターーンン２２ 行行政政書書士士ののメメーールルアアドドレレススをを使使用用すするる方方法法

申請に必要な添付書類の準備
①事業者確認書類
②社会保険等の証明書類 等

「登録責任者」欄には⾏政書⼠のメールアドレスを⼊⼒、
メールアドレス以外は事業者の担当職員の情報を⼊⼒

⽀払⽅法を選択し、事業者登録料の⽀払い ※あらかじめ 事業者登録料の⽀払⽅
法を選定しておく

セキュリティコードを使⽤して、パスワードを事業者のみ知るパスワードに変更

 依頼⼈と⾏政書⼠との委任契約の締結
 個⼈情報保護⽅針および利⽤規約の依頼⼈への説明

3
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2
Info デジタル社会における申請等取次業務

について

　行政手続のデジタル化に伴い、各種申請等の方法が電子申請へと移行しつつあります。申請方法が変わっ
たとしても、皆様が職責として、申請等に係る的確な事実確認を行い、申請内容の非虚偽性の立証に努める
ことに変わりはありません。それゆえ、届出済行政書士になろうとする皆様には、単位会長に誓約書を提出
していただいています。主な誓約内容は、次の３点です。

　一　許可を受けさせることを目的として、資料の内容が偽りであると知りながら提出しないこと。
　一　申請内容に係る虚偽の説明を行わないこと。
　一　 申請人又は入管法上の代理人から直接依頼を受けることなく、第三者を介して依頼を受けた申請を取

り次がないこと。

　申請取次行政書士管理委員会では、これまでの集合研修で、これらの誓約事項に違背することがないよう
「依頼者（申請人または入管法上の代理人）と直接面談し、申請等の取次ぎを行うこと。」と注意喚起を行っ
てまいりました。
　しかしながら現下の状況においては、やむを得ず、テレビ電話やテレビ会議システム等オンラインにより
面談をする機会も多くなっているものと思われます。このような場面では、少なくとも依頼者に在留カード
又は旅券等の写真入りの身分証明書の提示を求め、本人確認を行うとともに、申請等の意思確認を行ってい
ただきますようお願いいたします。
　オンライン面談は、コミュニケーション手段として便利な一方で、画面越しの空気感（五感）の違いや双
方の通信状況や撮影環境の差異による重要な情報の見落とし、無料通信アプリなどを使用した場合の個人情
報の漏洩、ITリテラシーの欠如に起因する感情的な対立などの問題点も指摘されています。
　こうした現状に鑑みると、現時点ではオンライン面談のみでは必ずしも完結しないとわきまえ、「不明瞭な
事由があれば、再度確認を行う。」「必要な時には直接面談を行う。」という姿勢を持つことも大切と考えます。
　直接面談の際には、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」の活用をお勧め
します。同アプリケーションでは、在留カード及び特別永住者証明書のIＣチップの内容を読み取り、読み
取った情報と券面に記載された情報を見比べることにより、その情報が偽造・改ざんされたものでないこと
を容易に確認することができます。

　「在留カード等読取アプリケーション」の無料配布について
　http：//www.moj.go.jp/isa/publications/press/02_00002.html

　申請等取次制度は、会員の皆様の誠実かつ適正な業務の積み重ねによって維持発展していきます。引き続
き、御理解と御協力を賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

　なお、当管理委員会では、「入管業務に関する職務倫理（基礎編）」「入管業務に関する職務倫理（事例編）」
の講座を作成し、中央研修所研修サイトに登載しています。予防法務の一助として、是非御覧ください。

＜申請取次行政書士管理委員会＞
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3
Info 令和₃年度

行政書士申請取次関係研修会について

　令和３年度の行政書士申請取次関係研修会（行政書士申請取次事務研修会、行政書士申請取次実務研修会）
の開催日程が決まりましたので、お知らせいたします。

令和3年度開催概要

研　修　会　区　分 受講期間 開催案内
（日行連HＰ詳細発表） 申込期間

1 行政書士申請取次実務研修会（更新） ₄月₇日（水）～
₄月21日（水） ₂月中旬

₃月₂日（火）～
₃月11日（木）

※受付終了しました。

₂ 行政書士申請取次事務研修会（新規） ₆月15日（火）～
₆月29日（火） ₄月中旬 ₅月10日（月）～

₅月19日（水）

₃ 行政書士申請取次実務研修会（更新） ₈月17日（火）～
₈月31日（火） ₆月中旬 ₇月₇日（水）～

₇月16日（金）

₄ 行政書士申請取次実務研修会（更新） 10月19日（火）～
11月₂日（火） ₈月中旬 ₉月₈日（水）～

₉月17日（金）

₅ 行政書士申請取次事務研修会（新規） 12月21日（火）～
₁月₄日（火） 10月下旬 11月12日（金）～

11月22日（月）

₆ 行政書士申請取次実務研修会（更新） ₂月₄日（金）～
₂月18日（金） 11月下旬 12月24日（金）～

₁月₇日（金）

〇 開催方法
　・�各会員が個々の端末（パソコン・タブレット・スマートフォン）から中央研修所研修サイトにアクセス
し、VOD（ビデオ・オン・デマンド）システムに登載されたビデオ講座を受講する形式です。

　　所定の期間内であればいつでも、何度でも御自宅や事務所等にて聴講可能です。

○ 研修会の区分
　・�「行政書士申請取次事務研修会」は、入国・在留手続関係の申請取次を新規に行うことを希望する行政
書士を主な対象とする研修会です。

　・�「行政書士申請取次実務研修会」は、地方出入国在留管理局より届出済証明書の交付を受けていて、更新
を希望する行政書士を主な対象とする研修会です。

○ 留意点
　・開催概要は現時点での予定であり、変更される場合があります。
　・�各研修会の申込等の詳細については、日行連ホームページ及び会員専用サイト「連con」にて御案内い
たしますので、御確認いただきますようお願いいたします。

　　◆�日行連ホームページTOP＞日行連の活動＞中央研修所＞申請取次関係研修案内
　　◆�会員専用サイト「連con」ログイン＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ
　・�令和２年度の実務研修会中止に伴い「理由書」を提出し更新手続をされた方々につきましては、令和３
年度内に実施されるいずれかの実務研修会を受講し、受講後は速やかに当該研修の修了証書（写し）を
所属単位会に届け出ていただくようお願いいたします。

所持する届出済証明書の有効期間を経過した場合は、再度、行政書士申請取次事務研修会（新規）を受講
していただくこととなりますので、十分御留意ください。

＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞
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4
Info 令和₃年度特定行政書士法定研修

募集要項

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

₁　受講資格
　 　行政書士（申込時点において、行政書士名簿に登録されて

いる者）

₂　研修内容
　 　以下の「講義」を所定期間内に所定時間受講し、「考査」に

おいて基準に到達することをもって修了となります。
　⑴　講　義
　　 　受講期間内に、各自で中央研修所研修サイト（ビデオ・

オン・デマンドシステム）（以下、「研修サイト」という。）
に登載された18時間[１時間×18コマ]のビデオ講義を受講し
ていただきます。

　＜受講期間＞2021年₈月₂日（月）～₉月17日（金）
　＜講義科目＞

　⑵　考　査
　　 　2021年10月17日 (日) 14:00 ～ 16：00に所属の単位会が指

定する会場において実施（全国一斉開催）します。
　＜考査について＞
　 　上記科目に関する理解度を測るための考査で、マークシー

トによる30問択一式問題で行われます。
　＜出題範囲及び到達基準点について＞
　 　講義科目（法定研修テキスト及びサブテキスト「行政書士の

ための行政法」「行政書士のための要件事実の基礎」（いずれも
日本評論社刊）を含む）の内容の理解を問う出題となります。

　 　なお、到達基準点は、例年およそ6割程度です。

₃　申込みについて
　⑴　申込期間
　　　2021年４月１日(木) 9:00 ～ 2021年６月18日(金)17：00
　　※ 再受講・再受験を希望される方も期間内の申込みが必要

です。
　⑵　申込方法
　　 　別紙受講申込書に所定事項を御記入の上、ＦＡＸ（03-6368-

9861）でお申込みください。
　　 　申込受付後、翌週月曜日（休日の場合は、翌営業日）に受

講料入金方法（ゆうちょ銀行への払込方法）に関するＦＡＸ
を返信します。

　⑶　受講料払込期限
　　　2021年６月23日（水）までにお支払ください。

₄　受講料
　　₈万円（テキスト代含む）
　　※ 再受講・再受験の受講料は、次頁＜再受講制度について＞

を御確認ください。

₅　結果通知
　 　修了者の考査受験番号を本会ホームページの会員専用サイト
「連cｏn」（以下、「会員サイト」という。）内「特定行政書士法定
研修に関するお知らせ」に掲載（11月（予定））するとともに、受
験者の事務所所在地宛てに郵送（12月（予定））にて通知します。

₆　その他
　 　特定行政書士法定研修に関する情報は、会員サイト内「特

定行政書士法定研修に関するお知らせ」に掲載しますので、
随時御確認ください。

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

＜中央研修所＞

研　修　概　要

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

～注意事項～
＜申込みについて＞
※申込期間は厳守いただくようお願いします。
※振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。
※一度納入された受講料は、お返しできません。

＜講義について＞
※ 令和３年度は、研修サイトでのｅ-ラーニング研修となります。
※ 自宅又は事務所等で、各自でビデオ講義を視聴していただ

きます。
※ 受講に際しては、パソコン、タブレットもしくはスマート

フォン等の動画を再生できる機器とインターネット接続環
境が必要となります（一部サポート対象外となるブラウザ・
機種がありますので、あらかじめ研修サイトにアクセスし、
視聴確認をお願いします）。

＜考査について＞
※ 考査は18時間の全講義の受講を終了した方のみ受験できま

す（初回受講年度から２年目の再受講の方を除きます）。
※ 13：45には、指定の座席に着席してください。13：50から

考査に関する諸連絡を行います。

＜災害発生等における講義・考査の中止について＞
※ 研修サイトの運用が継続できない場合など、講義ビデオの

提供を中止することがあります。
※ 講義中止の場合は、受講期間を延長するなど可能な限り実

施に向けた措置を講ずることとしますが、長期間にわたり
実施環境が整わない場合には、次年度への振替とします。

※ 安全に開催できないおそれがある場合など、考査を中止す
る場合があります。

※考査中止の場合は、次年度への振替とします。
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＜再受講制度について＞

＜特定行政書士法定研修　申込み・受講手続の流れ＞

　当該法定研修では、以下のとおり初回受講年度を含む₃年間に限り再受講を可能とし、受講料の減
免措置を講じています。つきましては、初回受講年度から₄年目以降の受講希望者は、新規（₈万円）
の受講料が必要となりますので御留意ください。

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

※ ₂年目・₃年目の方は、受講申込書の上記㋐～㋓に対応する記入欄へ御記入ください。
※ ₂年目の㋐再受講（任意）については、講義を受講しない場合でも、全講義を受講終了したものとし、

考査を受験することができます。

１年目
（※４年目） ２年目 ３年目

新規受講
（８万円）

再受講(任意）
＋受験(４万円）

考査受験
（無料）

受講なし

再受講(義務）
＋受験(無料）

再受講(義務）
＋受験(４万円）

再受講(義務）
＋受験(４万円）

考査到達基準

未到達

考査到達基準

未到達

考査到達基準

未到達

ア

イ

ウ

エ

エ
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研修における諸注意
講義受講票の交付
⑴ 受講票は、入金確認後、６月30日（水）頃からＦＡＸに

て送信します。受講票は、受講期間中紛失されないよ
う、各自にて保管してください。

⑵ ７月７日（水）を過ぎても受講票が届かない場合、又
は受講票の記載事項に誤りがある場合には、㈱全行団 
特定行政書士法定研修受付係（03-6450-1622）まで御
連絡ください。

講義の注意事項
⑴ 講義は、中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマ

ンドシステム）（以下、「研修サイト」という。）でのｅ-
ラーニング研修形式で実施します。自宅又は事務所等
で、各自でビデオ講義を視聴してください。

⑵ 受講に際しては、パソコン、タブレットもしくはスマー
トフォン等の動画を再生できる機器とインターネット接
続環境が必要となります（一部サポート対象外となるブ
ラウザ・機種がありますので、あらかじめ中央研修所
研修サイトにアクセスし、視聴確認をお願いします）。

⑶ 受講期間開始前（７月20日頃）に、申込時に指定され
た資料送付先宛てにテキスト・サブテキスト・研修サ
イト利用マニュアル等受講に必要な資料一式を送付し
ます。受講期間開始３日前までに届かない場合には、
㈱全行団 特定行政書士法定研修受付係まで御連絡くだ
さい。

⑷ 研修サイト利用マニュアルに沿って、全講義ビデオ（約
１時間×18コマ）を最後まで視聴し、受講してください。

⑸ 全講義を100％受講された方のみ、考査の受験が可能
となります（初回受講年度から２年目の再受講（任意）
の受講者を除く）。

⑹ 本研修講座の動画やテキスト等について、講義受講の
目的以外の使用又はいかなる形での二次利用も認めら
れません。「中央研修所研修サイト利用規約」に則り、
ビデオ講義を視聴してください。

考査受験票の交付
⑴ 受験票は、全講義の受講終了を確認できた受講者にのみ、

ＦＡＸにて送信します。受験票には、氏名、受験番号・座
席番号及び所属単位会、会場名等が記載されています。

⑵ 受験票は、考査当日、会場に必ず持参してください。
⑶ 考査３日前までに受験票が届かない場合、又は受験票

の記載事項に誤りがある場合には、㈱全行団 特定行政
書士法定研修受付係まで御連絡ください。

考査当日の注意事項
⑴ 当日は、集合時刻に遅刻しないよう、会場への交通手段、

所要時間等を事前に確認し、時間には余裕をもってお
出掛けください。開始後10分を過ぎた遅刻者は受験で
きません。

⑵ 当日は、監督員の指示に従い受験してください。また、
考査実施中に災害等不測の事態が発生した場合は、係
員・監督員等の指示に従い、避難等行ってください。

⑶ 当日は、考査受験票、行政書士証票、鉛筆・シャープペン
シル（B又はHB黒）及び消しゴムを必ず持参してください。

⑷ 所持品の管理は各自で行い、忘れ物に十分御注意くだ
さい。当事務局では責任を負いかねます。 

⑸ 必ず会場の所定の場所で受付を行ってください。受付
開始、開場時間は会場ごとに異なりますので、受験票、
又は本会ホームページ等を御確認ください。

⑹ 会場内では、以下の点に御留意ください。
　・ 会場内では、受験票に記載された座席番号の座席に

着席してください。
　・ 考査時間中は、受験票、筆記具及び腕時計以外を机

の上に置くことはできません。
　・ 会場で生じたごみは、各自で持ち帰ってください。

結果発表と結果通知
⑴ 修了者の考査受験番号を会員サイト内「特定行政書士

法定研修に関するお知らせ」に掲載（11月（予定））する
とともに、受験者の事務所所在地宛てに郵送（12月（予
定））にて通知します。

⑵ 修了者には、行政書士名簿への付記手続完了後、所属
単位会を経由して、特定行政書士である旨の通知書を
交付します。

⑶ 合否・採点内容等についての問合せには、一切応じら
れません。 

⑷ 結果通知書等を紛失した場合は、申出により再発行し
ます（実費負担）。 

特例措置の実施
⑴ 特別の事情により、研修サイトによる講義を御自身で

受講することが困難な場合には、必ず申込前に本会事
務局研修課まで御相談ください。

⑵ 身体の機能に障がいのある方で、車椅子、拡大鏡、補
聴器の使用など、受験に際して特別の措置を希望され
る方には、障がいの状況により必要な措置を講ずるこ
とがあります。

⑶ 特例措置を希望される方は、必ず申込前に本会事務局
研修課まで御相談ください。事前の連絡なく、直接会
場に来られた場合には対応しかねますので、御注意く
ださい。

個人情報の取扱い
⑴ 本研修への受講申込みにより御提供いただいた個人情

報は、「日本行政書士会連合会個人情報保護規則」に基
づき、適正に取り扱います。

⑵ 本研修の実施に係る受講者名簿の調製、通知の発送、
その他の研修の実施等必要な範囲において利用します。
また、受講者名簿等について、本研修の実施に必要な
範囲において、都道府県行政書士会に配付する場合が
あります。その他、同規則17条に基づき、個人情報を
第三者に提供することはありません。

その他
⑴ 申込後、結果通知書発送予定時期までの間に、行政書

士名簿登録事項に変更が生じた場合は、行政書士登録
変更手続等所定の手続を行っていただくとともに、そ
の旨御一報ください。

⑵ 災害等の発生により研修講義及び考査の実施を変更又
は中止する場合には、本会ホームページ又は会員サイ
トにて発表します。

お問合せ・御連絡先
〇本研修の申込手続に係る御照会
　㈱全行団 特定行政書士法定研修受付係 03-6450-1622
〇本研修の内容、特定行政書士制度に係る御照会
　日行連事務局研修課 03-6435-7330
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令和 3年度 特定行政書士法定研修 受講申込書

私は募集要項・諸注意事項について承諾・同意し、下記のとおり研修に申し込みます。

登録番号

以下の受講者氏名欄には、行政書士証票のとおりに記入してください（括弧表示がある場合はそれも記入）。

所属単位会

ふりがな

受講者氏名

ＴＥＬ ＴＥＬ:

ＦＡＸ
ＦＡＸ:
※FAX 機をお持ちでない場合は【郵送希望】と記入してください。

資料送付先

自宅宛てに資料の送付を希望する場合には、下記にチェック☑
をしてください（指定がない場合は会員登録上の事務所所在地
に送付します）。

□　自宅宛てへの送付を希望

※上記にチェックされた場合には会員登録上の自宅住所地に送付します。
※ 今後、本研修に関する送付物（結果通知書を除く）についても、同様と
します。

※ 結果通知書については、事務所所在地以外への送付を希望することは出
来ません。

希 望 す る
受講パターン

※初回受講年度から 2年目の方は、希望する R3 研修の受講形態にチェックしてください。

□㋐再受講（任意）＋受験

〈4万円〉

□㋑考査受験

〈無料〉

該 当 す る
受講パターン

※初回受講年度から 3年目の方は、該当する R3 研修の受講属性にチェックしてください。

□㋒再受講（義務）＋受験

〈無料〉
・初回受講年度で考査到達基準「未到達」

・ 2年目受講年度で「講義受講＋考査受験

　〈 4万円〉」だった方

□㋓再受講（義務）＋受験

〈4万円〉
・初回受講年度で考査到達基準「未到達」

・ 2年目受講年度で「受験のみ〈無料〉」

　あるいは「受講なし」だった方

※ 申込後、結果通知書発送予定時期までの間に、行政書士名簿登録事項又は本申込書に記載の資料等送付先に変更が生じた場合は、行

政書士登録変更手続等所定の手続を行っていただくとともに、その旨御一報ください。

　【日行連研修課 ＴＥＬ:０３－６４３５－７３３０】

【初回受講年度から 2年目の方】【初回受講年度から 2年目の方】は「希望する受講パターン」を御記入ください。

【初回受講年度から 3年目の方】【初回受講年度から 3年目の方】は「該当する受講パターン」を御記入ください。

受講申込書送付先 FAX番号
【 ０ ３ - ６ ３ ６ ８ - ９ ８ ６ １ 】
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5
Info

令和₂年度行政書士試験結果一覧

　令和２年度行政書士試験結果について、令和３年１月２7日（水）に以下のとおり発表されました。

　なお、詳細は（一財）行政書士試験研究センターホームページ（https://gyｏsｅi-shikｅn.ｏr.jp/）を御覧く

ださい。
（単位：人） （単位：人）

都道府県 受 験
申込者数 受験者数 合格者数 合格率

（％）

北 海 道 1,636 1,189 114 9.6

青 森 県 306 231 17 7.4

岩 手 県 383 310 23 7.4

宮 城 県 1,033 790 61 7.7

秋 田 県 229 186 13 7.0

山 形 県 289 218 13 6.0

福 島 県 589 432 29 6.7

茨 城 県 834 635 54 8.5

栃 木 県 746 592 53 9.0

群 馬 県 811 634 45 7.1

埼 玉 県 2,716 2,063 216 10.5

千 葉 県 2,596 2,013 232 11.5

東 京 都 12,355 9,051 1,246 13.8

神奈川県 3,548 2,693 276 10.2

新 潟 県 696 545 50 9.2

富 山 県 376 297 22 7.4

石 川 県 421 329 33 10.0

福 井 県 233 187 20 10.7

山 梨 県 274 218 12 5.5

長 野 県 651 496 43 8.7

岐 阜 県 567 447 28 6.3

静 岡 県 1,315 948 94 9.9

愛 知 県 3,402 2,669 294 11.0

三 重 県 500 403 33 8.2

都道府県 受 験
申込者数 受験者数 合格者数 合格率

（％）

滋 賀 県 393 285 42 14.7

京 都 府 1,259 955 133 13.9

大 阪 府 4,805 3,667 432 11.8

兵 庫 県 2,095 1,636 195 11.9

奈 良 県 583 468 45 9.6

和歌山県 364 281 28 10.0

鳥 取 県 138 110 13 11.8

島 根 県 264 200 21 10.5

岡 山 県 776 575 45 7.8

広 島 県 1,016 818 71 8.7

山 口 県 328 253 28 11.1

徳 島 県 255 193 18 9.3

香 川 県 374 291 37 12.7

愛 媛 県 463 357 41 11.5

高 知 県 191 155 13 8.4

福 岡 県 2,054 1,562 148 9.5

佐 賀 県 338 268 16 6.0

長 崎 県 317 241 13 5.4

熊 本 県 552 412 27 6.6

大 分 県 341 267 8 3.0

宮 崎 県 339 252 10 4.0

鹿児島県 520 409 30 7.3

沖 縄 県 576 450 35 7.8

計 54,847 41,681 4,470 10.7
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　石川会では、令和３年２月11日に行政書士開業セミナーを開催しました。当会は毎年、行政書士開業セミ
ナーを開催してきましたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症への配慮から、会場での開催ではなく、
オンラインでの開催としました。行政書士試験の受験を考えている方から、本年の行政書士試験合格者、開
業間もない方まで県内から20名、また、オンラインでの開催ということもあり、県外からも５名の方に御参
加いただきました。
　セミナーではまず、谷川竜一業務部長から「行政書士業務について」の説明がなされました。行政書士が
取り扱う書類の数は数万あると言われており、業務範囲が多岐にわたることから、石川県内で相談を受ける
ことが多い主な業務（建設業許可申請・産業廃棄物収集運搬業許可申請・その他許認可申請・遺産分割協議
書・金銭消費貸借契約書・その他契約書等・総会議事録等）について説明をしました。また、開業後に悩む
ことが多い業務の進め方、業務の覚え方についても説明しました。
　次のセクションでは、３名の行政書士が自身の経験等について話をしました。始めに、「専門特化事務所
の行政書士の声」として、入管業務に専門特化している菅原純平会員から専門特化事務所の面白味、専門特
化できたサービス等についてお伝えし、次に「補助者経験から独立開業した行政書士の声」として、補助者
経験から独立開業した吉田美緒会員から補助者として経験を積もうと思った経緯、補助者経験後開業して良
かったこと、補助者経験をしたからこそ身に付けられたこと等をお伝えしました。
　最後に「組織型事務所の行政書士の声」として、補助者を多数抱え事務所の運営をしている濱田隆弘会員
から事務所の特徴、組織型事務所を運営することとなったきっかけ、組織型事務所のメリット・デメリット、
組織型事務所の醍醐味等をお伝えしました。それぞれが特徴を生かしなが
らも開業の経緯や行政書士の面白味という共通のテーマで話し、参加者の
皆様がそれぞれの話を比較しながら、自身が開業した場合のイメージを考
えることができたのではないかと思っています。
　参加者の皆様には、「行政書士は、人や企業の人生の分岐点で関わること
ができる数少ない素晴らしい職業である。」ということをお伝えできたので
はないかと考えています。石川会は、今後も行政書士を目指す方により多
くの情報を提供する場を設け、行政書士制度の周知活動を続けていきます。

行政書士開業セミナーをオンラインで
開催しました

石川県
行政書士会

各単位会の取組をお知らせします。各単位会の取組取取 をお知らせします。

　香川会では、昨年12月25日、一般社団法人香川県専修学校各種学校連合会（以下、「香川専各」という。）
と「香川県専修学校各種学校連合会と香川県行政書士会との連携・協力に関する包括協定書」を締結しま
した。香川専各は、香川県内の専修学校及び各種学校における教育の
振興を図ることを目的として設立された団体で、県内にある私立専修
学校や各種学校が参加しています。香川専各に参加している学校には、
外国人留学生が在学している学校も多く、当会では在留資格の専門家
として相互に連携・協力し、セミナーの講師や就職時の在留資格の手
続のアドバイス等について協力していくこととしています。
　香川会では、この協定をきっかけに、在留資格の業務における会員
の能力向上、その他の外部団体との連携等、国際業務の強化に取り組
んでいきたいと考えています。

一般社団法人香川県専修学校各種
学校連合会との協定について

香川県
行政書士会

左：（一社）香川県専修学校各種学校連合会　大平康喜会長
右：香川県行政書士会　入江宏幸会長
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ユキマサくんのスポーツバージョンが新登場！

会員専用サイト「連con」の御案内
   登録はお済

みですか？

　日行連会員専用サイト「連con」では、関係省庁や団体からの各種業界情報のほか、業務に役立つ様々な
情報を掲載しています。
　会員の方であれば誰でも利用できますので、ぜひアカウント登録をしていただき、御活用くださいますよ
うお願いいたします。

★アカウント登録の方法
①日行連ホームページ（https://www.gyosei.or.jp)にアクセスし、「会員ログイン」をクリックする。
②「初めてご利用の方」をクリックし、遷移先の画面にて基本情報を入力・確認の上、送信ボタンを押す。
③ 基本情報で入力したメールアドレスに、仮登録の確認メールが届くので、メールに記載されている登

録確認ページへのURＬをクリックする。
④遷移先の画面にてログインID・パスワードを設定し本登録完了。

※エラーが表示される場合は、日行連事務局広報課（kouhou@gyosei.or.jp）までお問い合わせください。
※ 設定した情報（ログインID・パスワード・メールアドレス等）は、いつでも御自身で変更すること

ができます。「連con」ログイン後、トップページ左上「プロフィール」ボタンを押し、遷移先の画面
にて適宜変更してください。

～「連con」掲載例～

★アカウント情報（ログインID・パスワード）を忘れた場合
ログインID・パスワードを設定したかわからない、現在の登録状況を知りたい、という方は、日行連
事務局広報課（kouhou@gyosei.or.jp）までメールでお問い合わせください。
その際、「登録番号・氏名・所属単位会・生年月日（西暦）※本人確認のため」を記載いただくと御案
内がスムーズです。

要チェック
だニャ！

・業務別パンフレット
・『申請取次研修会効果測定用設問集』
・申請取次研修会の効果測定に係る事前予習用参考資料
・外国語パンフレット（英語・中国語・韓国語　etc.）
・『知的資産業務一覧』・『知的資産契約マニュアル』など

実用的な資料のほか、名刺やHＰなどの作成に利用できるユキマサくんの
各種イラスト（フリー素材）がダウンロードできます！

ロゴマークもダウンロードできます！

行政書士制度７０周年を
盛り上げよう！
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１．センター紹介
　行政書士ＡＤＲセンター香川（以下、「当センター」という。）は、

平成27年３月10日に、法務省より認証通知書の交付を受け、法務

省「かいけつサポート」の認証紛争解決事業者第135号として事

業を開始しました。行政書士会としては11番目、香川県内では５

番目の認証となります。

　当センターの取り扱う紛争は、①外国人の就労・就学に関する

紛争、②自転車事故に関する紛争、③愛護動物（ペットその他の

動物）に関する紛争、④敷金返還・原状回復に関する紛争の４分野となってお

り、これらの分野において、トラブルの当事者に寄り添った迅速な紛争解決に

取り組み、行政書士としての社会的役割を果たすとともに、ＡＤＲ法の理念が県

民に浸透するよう努めています。

₂．活動の現状と課題
（１）調停

　 　当センターで実施した調停件数は３件で、いずれも愛護動物分野となって

います。件数としては、まだまだ少ないのが現状です。ＡＤＲをより知っても

らい、いかにして調停につなげていくかが現在の課題です。

（２）広報活動

　 　これまで広報活動として、ペットトラブル無料相談会の実施（愛護動物分野）、かがわ国際フェスタへ

の参加（外国人分野）、不動産、賃貸業関係団体への訪問（敷金分野）などを実施しています。

　 　加えて、香川県行政書士会（以下、「本会」という。）は、香川大学法学部において「行政書士制度の

概要と行政書士の実務」という全15コマの講座（令和２年度は

オンライン授業を実施、履修者数92名）を実施しているところ、

そのうちの２コマの内容を「裁判外紛争解決制度」とすること

により、受講生にＡＤＲ制度、特に自主交渉援助型調停について

理解してもらうとともに、上記４分野に関するトラブルに接し

た場合には当センターを思い出してもらえるよう努めています。

（３）調停人候補者のスキル向上

　 　調停スキルの向上には、実際の調停を経験することが最も良いと思われますが、実際には調停件数が少

ないことから全員が経験することは難しい状況です。そのため、より実践を意識したロールプレイを行う

「調停研究会」や過去に行った調停を題材にした「事例検討会」を開催することによって、調停スキル向

上に努めています。

　 　さらに、近年の法令改正などに対応するために、関連団体で開催される研修会等にも積極的に参加して

います。

A D R

A D R

御

ADR

A RD

香川県行政書士会：行政書士ADRセンター香川
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（４）新規調停人候補者の確保

　 　これからも継続して積極的にＡＤＲ事業を行っていくためには、一定数の調停人候補者の確保が必須で

すが、近年、新たに調停人候補者として登録する本会会員が少なくなっているのが現状です。そこで、本

会の「新入会員研修会」においてＡＤＲ制度（自主交渉援助型調停）の意義を概説した上で当センターの

紹介をすることにより、調停人候補者に興味を持ってもらえるよう働きかけています。

　 　また、本会の業務研修部・企画開発部と合同で、通常の相談業務や市民相談員としての活動のための

「相談スキル研修会」を実施しています。この研修会は、傾聴・ハーバード流交渉術・IPN分析などの調

停技法も内容に含まれており、これらの研修を通して、通常の相談業務や市民相談員としてのスキル向上

を図るとともに、調停人候補者への関心やＡＤＲ制度の認知度向上も目指しています。

₃．ADRの拡充と活性化に向けた対応
　当センターとＡＤＲ制度を広く知っていただくため、今後一層様々な情報発信を行っていこうと考えてい

ます。

　まず、ＡＤＲ制度について、特に自主交渉援助型調停の利点をより広く理解してもらえるよう、関連団体

への訪問や無料相談会の実施などを積極的に行っていきたいと考えています。

　また、香川大学での講座についても、学生からの声を反映するなどして、より良いものにしていきたいと

考えています。

　また例えば、より広くペットに関連する総合的な相談会を実施し、その中でＡＤＲ制度による解決を試み

ることが相応しいと思われる問題があれば、ＡＤＲ制度及び当センターの紹介をするという方法も検討して

います。

　加えて、本会の国際業務委員会と香川専修学校各種学校連合会との間での協定締結を契機として、従来の

入管業務にとどまらず、外国人の就労・就学に関する紛争について、ＡＤＲの側面からも連合会加盟校及び

協力企業との間で関係を築いていきたいと考えています。

名　　　称：香川県行政書士会
住　　　所：香川県高松市林町２２17番地15
代表者氏名：入江　宏幸
紛争の分野・種類・範囲 （規則第₉条第₁項第₁号）：
１–（１）　 香川県内に事業所を有する事業者（事業を行う個人を含む。）に雇用されている外国人若しくは

香川県内の事業所に派遣されている外国人派遣労働者を一方又は双方の当事者とする宗教、慣
習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境、職場環境に関する紛争

１–（２）　 香川県内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価
値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争

２　 香川県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故（自転車以外のものとの交通事故を除
く。）に関する紛争

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

４　香川県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争

かいけつサポート：認証紛争解決事業者情報
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法教育推進委員会から

　富山会では、平成29年度から社会貢献及び行政書士制度の普及・浸透、更には次世代の会員の育成を目的
として、法教育の推進・実施をしてまいりました。
　全国には経験豊富な単位会、諸先輩方が多数おられる中、この度は富山会における取組を御紹介する機会
をいただきました。この報告が、特に初の法教育の実施に向けて準備を進めておられる単位会の一助となれ
ば幸いと存じます。

₁．事業実施前の準備と背景
　富山会では、総会での議決を経て、平成29年度に法教育推進特別委員会を新設しました。委員を会員の中
から募ったところ、予想以上に多数の申し出があり、委員長を含めて18名の委員で委員会を組織し、富山会
では初となる法教育の実施に向けて協議、準備してきました。実施までの主な流れは、以下のとおりです。

　①東京会から講師をお招きして研修会を開催
　　 　富山会では、法教育の実施に向けての第一歩として、東京会で当時法教育推進特別委員会副委員長を

されていた寺田康子会員（現・日行連法教育推進委員会委員）を講師にお招きし、会員に向けた研修会
を開催しました。研修会の中では、法教育の意義や背景、授業実施までの具体的な取組、授業の内容な
どを教えていただくことができ、会員の法教育に対する関心が高まったとともに、法教育の実施に向け
て大きな後押しとなりました。

　② 法教育推進特別委員会の設置、法教育の意義等の確認、役割分担
　　 　総会の議決を経て、法教育推進特別委員会を設置しました。委員会では日行連発行の「法教育実践ガ

イド」をもとに、「法教育の意義」や「単位会による法教育事例」等を確認することから始めました。
　　 　そして、委員を「企画担当」と「渉外担当」とに分け、具体的な授業プランの考案を「企画担当」が

担い、学校等に対する広報活動は「渉外担当」が担うことにしました。

　③対象と内容の決定
　　 　委員会では前記「法教育実践ガイド」を参考に、対象をどうするか協議しました。様々な意見があり

ましたが、初めは対象を絞って進めていこうということで、「中学１年生」を対象とすることに決定し
ました。

　　 　そして、富山会が提供する法教育として、以下のような４つのテーマを決め、広報活動を行うことに
しました。

　　　・身近なルールを考える　　　　　　　　・決まりを守る意味
　　　・トラブルに巻き込まれないために　　　・他人の権利を侵害しないために

　④実施に向けた広報活動
　　 　広報活動は委員のうち「渉外担当」が中心となって進めていきました。まずは富山県教育委員会を訪

問し、独自に作成したチラシを持参して説明と協力依頼を行い、富山県中学校長会でのチラシ配布の御
協力をいただくことができました。校長会から県内の全ての公立中学校に周知していただいたことで個
別に申込みがあり、
実施につなげること
ができました。

　　 　なお、第１回法教育
授業の実施にあたっ
ては、プレスリリー
スを行い、新聞に掲
載をしていただくこ
とができました。そ
の新聞記事を御覧に
なった県内の高校か
ら直接連絡をいただ
き、高校での法教育
の実施にもつながり
ました。

「法教育の取組」

富山県行政書士会
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₂．事業実施の状況
　富山会では前述の流れに沿って、平成30年度に法教育を実施することができました。

・平成30年７月　第１回法教育授業「決まりを守る意味」中学１年生対象
・平成30年12月　第２回法教育授業「決まりを守る意味」中学１年生対象
・平成30年12月　第３回法教育授業「トラブルに巻き込まれないために」高校１年～３年生対象

　授業実施前には、学校の担当教諭と数回打合せと内容確認を行いました。担当教諭からは法教育授業を通
じて生徒に伝えたいことなどの具体的な要望もありました。

₃．実施後
　事前に担当教諭と打合せをし、授業の最後にアンケートと感想記入用紙を配布しました。その際、保護者
の方ともルールについて話すきっかけになってほしいという願いから、保護者の記入欄を設け、帰宅後に保
護者の方と一緒に話して記入してくださいと伝え、後日、担当教諭に回収していただきました。
　また、学校側の許可を得て、内部研修用として、当日の授業の模様をビデオ録画させていただきました。
後日、法教育推進特別委員会内でビデオを視聴しましたが、実際の授業を共有することで良かった点や改善
点などを具体的に話し合うことができました。

₄．事業の今後
　法教育推進特別委員会では第１回法教育授業の実施を目標に進めてきました。その結果、関係者の皆様や
会員の御協力によって目標を達成することができました。
　今後は、この行政書士による法教育を継続していくことが重要であると考え、平成31年度から「企画研修
部」の所管業務の一つとして法教育を位置付け、継続的に広報活動を行っています。

　以上が、富山会における法教育の主な取組です。
　当初は当然、行政書士による法教育を実施した経験者はいませんでした。しかし、必ず実施するという目
標を共有し、知恵や意見を出し合いながら、また足を使ってPＲ活動を行い、実施にたどり着くことができ
ました。
　頼れる街の法律家である行政書士による法教育が全国各地で更に広がっていくことを祈念いたします。

【生徒と保護者の感想（抜粋）】
生徒の感想 保護者の感想

ただルールやマナーを教えてもらうだけでなく、自
分たちで考えるということが楽しかったし、自分
でも守りたいなという気持ちになりました。行政
書士の方の仕事も少し知れて良かったと思います。

社会のルールについて意見を交わせたとのこと、
良い経験になったようです。「法」と言われると難
しいもののように感じますが、普段の生活の中で
も考える機会が持てればと思いました。

携帯電話の利用の仕方について、自分の使い方は
本当にこれであっているのかと考え直すことがで
きました。

親から言うことも大切ですが、今回の講義のよう
に教わる時間を与えていただいてとても良いと思
います。
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＜中央研修所＞
　裁判外紛争解決手続推進本部（以下、「ＡＤＲ推進本部」という。）は、中央研修所研修サイトのVOＤ（ビ

デオ・オン・デマンド）システムにおいて、ＡＤＲビデオ講座を開設し、「模擬調停・動物愛護分野」、「行政

書士のための対話促進型調停入門」、「調停における基本的スキルとロールプレイ・法律編・手続編・実務

編・専門編」を通して、ＡＤＲ調停人に必要な調停知識及び能力の獲得を目指し、必要とされる基礎的知識

の習得のための講座を登載し、会員の皆様の自己研鑽を支援してまいりました。

　ＡＤＲ法成立後、東京会を皮切りに本年３月には三重会を含めた19の単位会が法務省の認証を取得してい

ます。ただし、認証の取得時期、取扱分野、研修体制等については単位会ごとに差異はあるものの、特に研

修体制と講師の養成は単位会の共通の課題として、早くから統一的なテキスト、VOＤの作成が求められて

いたところです。

　そこで、ＡＤＲ推進本部では、各単位会のＡＤＲセンターにおける調停人養成研修の内容及び調停人のスキ

ルの標準化を図り、あわせて、各センターにおける調停人養成研修の負担軽減を目的に、対話促進型同席調

停のスキルに関する研修プログラムを新たに作成しました（概要は次のページを御確認ください）。

　本プログラムは、対話促進型同席調停の第一人者である九州大学名誉教授のレビン・小林久子先生監修の

下、ＡＤＲ推進本部が作成したものです。本プログラムの学習により、対話促進型同席調停の普及を通して

成熟した市民社会が醸成され、もって社会平和や市民生活の安定・安寧に貢献することができるものと確信

しています。

　本プログラムの内容は、「ＡＤＲビデオ講座」（１）行政書士のための対話促進型調停入門Ⅰ・Ⅱ、（２）調

停における基本的スキルとロールプレイ、（３）模擬調停・動物愛護分野の続編として、より体系的に実践

的能力を取得することを目的として、「基礎編」「応用編」の２部構成で作成されています。VOＤとこれに連

動したテキスト、ワークシート、スライド、手順書から構成されており、使用者の利便性を第一に考えて作

成しました。

　VOＤ収録に先立ち、研修プログラム内容の実証・精査を目的として、基礎編については令和元年10月大

阪で、応用編については令和２年11月東京にて検証研修会を開催しました。各会場とも終了後、参加者と意

見交換を行い、問題点、改善点について討議、協議して見直しを行い、修正を加えました。

　本プログラムは、VOＤを活用しての間接学習が可能ですし、またVOＤと手順書を参考に会員が講師となっ

て会場で直接研修することもできますので、各センターの実情に即して御利用いただければと思います。既

に登載済みのＡＤＲ研修講座と併せて御活用いただき、調停スキルの向上等のため積極的に御利用いただき

ますようお願い申し上げます。

中央研修所通信₄月号

調停スキルに関する研修プログラムについて

～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。
100を超える様々な講座を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。

↓利用登録は
　こちらから
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調停スキルに関する研修  基礎編  
₁．基礎編の目的
　基礎編では、ＡＤＲが利用されるまでの歴史的流
れ、紛争管理の中心理論、調停のプロセス、調停の
スキルを学び、ロールプレイによりイシューを捉え
るところまでを体験することにより、調停の基礎を
習得する。

₂．研修時間・内容
（１）研修時間
　15時間　（１日５時間（90分×３コマ）×３日間）

（２）研修内容
　「プログラム」のとおり

₃．研修教材
（１）プログラム（講師・受講生）
（２）テキスト（講師・受講生）
（３）ワークシート（講師・受講生）
（４）スライド（講師）
（５）手順書（講師）

₄．プログラム
₁日目　講義「調停の歴史と理論」
　　　　講義「調停のプロセス」
　　　　講義「紛争の理解」
　　　　講義「調停スキル」
　　　　ワーク「 傾聴トレーニング・閉じた質問、

開かれた質問」

₂日目　講義・ワーク「パラフレイジング」
　　　　講義・ワーク「リフレイミング」
　　　　講義・ワーク「サマライジング」
　　　　講義「調停の用語」
　　　　講義「ロールプレイについて」
　　　　調停ロールプレイⅠ

₃日目　講義「ブレーン・ストーミング」
　　　　講義「コーカス」 
　　　　講義「合意について」「終わりの言葉」
　　　　講義「対話促進型調停の流れ」
　　　　調停ロールプレイⅡ
　　　　調停ロールプレイⅢ

調停スキルに関する研修　応用編
₁．応用編の目的
　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話合いを進めるヒント
を学ぶ。そのうえで、合意や深刻な紛争についての
理解を深め、さらに、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る。
　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。

₂．研修時間・内容
（１）研修時間
　10時間　（１日５時間（90分×３コマ）×２日間）

（２）研修内容
　「プログラム」のとおり

₃．研修教材
（１）プログラム（講師・受講生）
（２）テキスト（講師・受講生）
（３）ワークシート（講師・受講生）
（４）スライド（講師）
（５）手順書（講師）

₄．プログラム
₁日目　講義「基礎編で学んだことの振り返り」
　　　　講義・ワーク「パラフレイジング」
　　　　講義・ワーク「リフレイミング」
　　　　講義・ワーク「IPN分析」
　　　　講義「 調停ロールプレイと観察者チェック

リスト」
　　　　調停ロールプレイⅠ
　　　　講義「話し合いを進めるヒント」

₂日目　調停ロールプレイⅡ
　　　　講義「ロールプレイの振り返り」
　　　　講義「合意について」
　　　　講義「深刻な紛争」
　　　　調停ロールプレイⅢ
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日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）

  日日
（火）（火）
222

  日日
（水）（水）
333

  日日
（金）（金）
555

  日日
（木）（木）
444

  日日
（火）（火）
999

  日日
（月）（月）
888

  日日
（金）（金）
121212

登録委員会
  【登録審査】
　⑴　 審査件数（40件）
　⑵　 その他

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　週刊誌記事への対応について
　⑶　 屋外広告物許可等申請書類の作成・

提出を屋外広告業者が行うことにつ
いて

　⑷　その他

常任理事会（～₄日）
  【合議事項】
　⑴　 規制改革ホットラインへの追加意見

提出について
　⑵　 特定技能制度に係るオンラインセミ

ナーの開催について
　⑶　 建設業セミナー（建設業セミナー2021）

について
　⑷　その他

暴力団等排除対策委員会
  【協議事項】
　⑴　 日行連暴力団等排除対策委員会の活

動理念について
　⑵　 全国暴力追放運動推進センター協力

会員入会について
　⑶　 顧問の配置について
　⑷　 本年度事業報告及び決算見込につい

て
　⑸　 次年度事業計画及び予算（案）につ

いて
　⑹　 その他

許認可業務部会議
農地・土地利用部門会議
  【協議事項】
　⑴　次年度事業予算について
　⑵　その他

法教育推進委員会
  【協議事項】
　⑴　 本年度事業報告（案）及び次年度事

業計画（案）について
　⑵　法教育推進パンフレットについて
　⑶　法教育実践ガイドの改訂について
　⑷　おしごと年鑑について
　⑸　その他

選挙管理委員会
  【協議事項】
　⑴　 本年度事業報告及び決算見込みにつ

いて
　⑵　 次年度事業計画及び予算案について
　⑶　 次年度会長選挙執行に係る諸準備に

ついて
　⑷　その他

資格審査会

規制改革委員会（～10日）
  【協議事項】
　⑴　 次年度事業計画及び予算について
　⑵　 「規制改革ホットライン」に係る対応

について
　⑶　 政府における規制改革及びデジタル

ガバメントの動向について
　⑷　 その他

許認可業務部
建設・環境部門会議
  【協議事項】
　⑴　 建設業許可に係る電子申請について
　⑵　 特定技能制度セミナー及び建設業セ

ミナーについて
　⑶　 書籍改訂について
　⑷　その他

許認可業務部会
  【協議事項】
　⑴　 次年度予算について
　⑵　 押印廃止とデジタル化について
　⑶　 その他

2021. ４　No.58154



日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）

  日日
（月）（月）
151515

  日日
（火）（火）
161616

  日日
（水）（水）
171717

  日日
（木）（木）
181818

  日日
（金）（金）
191919

  日日
（木）（木）
252525

  日日
（水）（水）
242424

行政書士制度調査室会議
  【協議事項】
　⑴　 次年度の事業計画及び予算について
　⑵　 行政手続のデジタル化への総合的対

応について
　⑶　 令和₂年度事業の進捗確認と今後の

方向性について
　⑷　その他

OSS対策特別委員会
  【協議事項】
　⑴　 軽自動車OSSへの対応について
　⑵　 次年度事業計画及び予算について
　⑶　その他

登録委員会
  【登録審査】
　⑴　 審査件数（78件）
　⑵　 その他

  【協議事項】
　⑴　 行政書士法改正に伴う法人継続に係

る会費の考え方について
　⑵　 本年度事業報告案について
　⑶　 本年度決算見込み及び次年度事業計

画・予算案について
　⑷　 行政書士登録事務処理要領の冊子化

について
　⑸　 行政書士法人届出事務処理要領につ

いて
　⑹　BCＰに係る対応案について
　⑺　 登録システム構築の基本的な方向性

について
　⑻　その他

法務業務部会
  【協議事項】
　⑴　 次年度事業計画及び予算の策定につ

いて
　⑵　その他

権利擁護推進委員会
  【協議事項】
　⑴　  次年度事業計画案及び予算案について
　⑵　 行政書士が関与する権利擁護の理念、

方針案について
　⑶　 部門別活動方針について
　⑷　その他
　

改正行政書士法対応委員会
  【協議事項】
　⑴　 次年度事業計画案・予算案の策定に

ついて
　⑵　 特定行政書士による不服申立て事例

の収集について
　⑶　 行政不服審査制度の見直しに向けた

論点整理に関する意見交換について
　⑷　その他

法規監察部会
  【協議事項】
　⑴　照会案件等について
　⑵　その他

裁判外紛争解決手続（ADR）推進
本部会議
  【協議事項】
　⑴　本年度の事業について
　⑵　その他

法務業務部
成年後見部門会議
  【協議事項】
　⑴　 各種協定の見直し、締結について
　⑵　 基本方針（案）について
　⑶　その他

経理部会（～26日）
  【協議事項】
　⑴　 新規特定資産について
　⑵　 本年度事業報告案、次年度事業計画

及び予算案について（経理部）
　⑶　 次年度予算案について（全体）
　⑷　 一人法人制度導入に係る会費の取扱

いについて
　⑸　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

22021.　　/Feb

認証取得済単位会課題検討協議会
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行政書士の業務について
子供たちにもわかりやすく
説明されているニャ！

日本行政書士会連合会協賛
小中学生向けキャリア教育教材

「おしごと年鑑2020」
の御紹介

※おしごと年鑑とは、企業・団体等からの協賛を
得て、小中学校の児童・生徒に向けたキャリア
教育用副教材として毎年改訂・発刊されてい
る書籍であり、全国の小中学校等へ寄贈され、
授業の中で活用されています（本年度実績　
協賛：135社　寄贈：66,870部）。

日行連では、将来を担う若年層に対し行政書士制度を

PRするため、朝日新聞社から発刊されている

キャリア教育教材「おしごと年鑑2020」に協賛しています。

日行連掲載ページ

各単位会で実施する
法教育事業にも

活用いただけるニャ！

説明されているニャ！

活

2021. ４　No.58156



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　③

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

　過去２回にわたり、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の結果報

告を本誌に掲載してきましたが、本号では、「中核

機関への取組について」及び「先進的事例の紹介に

ついて」を取り上げます。

₅.中核機関への取組について

　令和２年２月に発表された厚生労働省の成年後見

制度利用促進施策に係る取組状況調査結果におい

て、全国1,741自治体のうち中核機関の設置ができ

ている所は160か所ほどで、その多くは計画すらな

い状況でした。基本計画の対象期間は平成29年から

概ね５年とされ、令和３年度が最終年度となり、既

に中核機関や地域連携ネットワークが構築された自

治体も出ていることからスピード感のある取組が重

要であるところ、中核機関設置に向けて協議会等

を構成している150市町村のうち46か所で行政書士

（会）が参画していることから見ても、今後の活動

によっては中核機関等への参画は十分に可能である

と考えます。

　そもそも、なぜ中核機関等への参画がコスモス

（行政書士）にとって重要となってくるのでしょう

か。先に述べたように、過去の運用の中で法律専門

職等が後見人に選任されても意思決定支援や身上保

護等の福祉的視点に乏しい運用がなされる場面があ

り、本人の身上保護をより重視した「寄り添い型」

に転換するための方針が示される中、中核機関が担

う具体的な機能の一つとして「成年後見制度利用促

進機能」が求められ、この機能の中に「受任者調整

（マッチング）等の支援」というものが定められて

います。このことから、これまで家庭裁判所が一義

的に担ってきた受任者選定が、今後は中核機関を中

心に進められることが予想されます。現在、各自治

体において中核機関設置に向けての協議会等が設置

されつつありますが、ここに委員等としてコスモス

（行政書士）会員が参画できず、三士会（一般的に

後見専門職と言われる弁護士、司法書士、社会福祉

士）によって運営が独占された場合、中核機関から

後見人候補者としてコスモス（行政書士）会員が推

薦されることは非常に難しくなるのではということ

は容易に予想されます。

　各支部においては、このような事態に対応するた

め、中核機関等への参画を目指し行政や社協の窓口

訪問等を継続的に行っているものの、ただ単なる挨

拶訪問だけでは制度運用の中心的な担当者との関係

性を深めていくことは困難かと思われます。そのた

め、まずはコスモスの活動内容を知ってもらうこと

で信頼を高めることを目的に、市民向け相談会実施

にあたって自治体や社協と協働し後援や共催を謳う

ことで「一緒に活動する」雰囲気の醸成と対外的ア

ピールにつなげたり、基本計画に関する条例制定や

成年後見制度を取り巻く制度構築のために地元議員

や顧問県議団等を通じて福祉関係担当へ働きかけを

行ってもらったりするなどして、専門職団体が参加

する協議会委員への登用や地域からの受任依頼にも

つながっている事例も多く報告されています。

　いずれにしても各自治体で確固たる地位を築くに
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至った直接的で即効性のある要因を認めることは難

しく、地道な実績の積み重ねによってでしか信頼を

勝ち取ることはできないと思われます。中核機関や

地域連携ネットワークに参画することは喫緊の課題

であるものの、参画する以上は、コスモスが主導権

を握って進めていくくらいの心構えは必要であると

思われますし、そのためにも各支部においては、成

年後見制度利用促進施策に係る勉強会等に積極的に

取り組み、外部団体との関係構築とともに、人材育

成も併せて進めていく必要があります。

₆．先進的事例の紹介について

　前号までに述べてきたように、市民や関連団体か

ら信頼を得るための活動は地道で継続性を伴うも

のであり、即効性はあまりないと言わざるを得ませ

ん。しかし、各支部では限りある資源を有効活用し

創意工夫による地域性のある活動によって、長期的

にはコスモスの知名度向上や新規入会者の獲得につ

ながり、結果として、これまで述べてきたような基

本的な活動との相乗効果によってより良い結果をも

たらすのではないかと思われます。

　例えば山梨県支部では、県内３つの金融機関と成

年後見制度に関する支援協定を締結し、来店者の判

断能力に不安があり預金を引き出せないと行員が判

断したときに、「裁判所に行って聞いてください」と

いうのではなく、「コスモス所属の行政書士なら呼べ

ますが、呼びましょうか？」という案内がなされて

います。その結果、支部が受けた相談のうち、その

多くが金融機関経由でもたらされたものであり、具

体的な受任依頼や課題解決につながっています。こ

の実現には、コスモス会員それぞれの信頼を増すた

めの統一マニュアルの作成や、金融機関担当を希望

する会員向けに研修と業務に関する誓約書提出を求

めるなど、山梨県支部の努力と単位会執行部の協力

が根底にあるのは言うまでもありません。

　対内的な取組として大阪府支部は、単位会が主催

する「登録証授与式（入会式）」「行政書士試験合格

者講習会」で過去の支部活動時に撮影した写真をス

ライド形式にしたＤVＤを流す方法により、コスモ

スのPＲ並びに勧誘を行い、単位会と二人三脚でコ

スモス会員獲得の活動をしています。最近では、「終

活業務をしたい」「後見事務もしたい」と民事法務を

事務所の柱にしようと行政書士登録をする会員も一

定数いるように思いますし、そういう意欲のある会

員に対し、早い段階で「コスモス成年後見サポート

センター」という存在を知らせてあげることが会員

獲得という観点においては極めて有効な手段となり

得るはずです。また一方で石川県支部においては、

単位会と共催で県民公開セミナーを開催し、各会

100名程度の参加者を集め、その事前PＲとして、県

内各自治体や地域包括支援センターへの訪問に加え

て、県内の福祉施設、障がい者団体、特別支援学校

等に対して約1,000通のＤＭ発送を行っているなど積

極的な広報活動を展開しています。千葉県支部おい

ては、基本計画の実行にあたり各自治体における予

算措置も重要な要素であるところ、未だ後見制度へ

の理解に乏しい地元議員に懇談や勉強会を通じて困

難事例への対応について実情を伝えたり、成年後見

分野への行政書士の活用を求める活動を行ったりし

ています。また、福岡県支部においては、認知症サ

ポーター養成講座受講の証として配布されるオレン

ジリング500人計画を行っています。これは関連団

体への挨拶まわりの際に、「認知症に理解を持って

いる士業」というオレンジリングを見せ合うことで

仲間意識の醸成や会話のきっかけになること、また

後見業務を行わない一般会員に対しコスモスを後見

専門職団体として認識してもらうための意識変化を

期待する目的があります。

　私たちは、「困難事例の受任」「家庭裁判所との関

係」「中核機関への参画」「単位会との関係」という、

正道を通じてコスモス支部活動の拡大を図ろうとし

てきました。その道は非常に大事であるし、地道に

続けていくべきだと思う一方で、ここで例示列挙し

た活動も、コスモス会員拡大、家庭裁判所、自治体、

当事者団体との関係性構築への援護射撃になると

思っています。ここに記載した支部以外にも、独創

的かつ先進的な取組が行われているはずであり、随

時各支部の先進的取組を他の支部に紹介する体制が

恒常的に構築されることが、全国組織の意義の一つ

であると思います。

 （続く）
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　あっという間に各種申請・届出様式

から押印欄が消えました。

　そして懸念していた、なりすまし申請によるトラ

ブル事例が、早速報告されているようです。

　押印があろうがなかろうが、大切なのは「申請者

の意思がきちんと反映されたものなのかどうか」と

いうことではないでしょうか。

　電子申請であれ窓口申請であれ、記名入力され

ただけの申請書で受付するというのであれば、申請

データを送信もしくは申請書を提出したのは申請者

本人なのか、代理人だというのであれば、代理権限

がきちんとある者なのか、こういった本人確認のプ

ロセスがこれまで以上に重要となるはずではないの

かな、と思う今日この頃です。

御協力のお願い
～日本行政を正確 · 迅速にお届けするために～

　日本行政の発送は、行政書士名簿にある会
員の事務所所在地と当該会員の氏名を表記し
てお届けしています。

・ お届け先に事務所名の表示しかなく、会員
氏名が表示されていないため返送されてく
る事例が多々あります。事務所の入口に会
員氏名を明確に表示されるか、最寄りの郵
便局に事務所内の御本人宛に送付してもら
えるよう届け出を行ってください。
・ 事務所所在地に変更があった場合は、速や

かに所属単位会にお届け願います。また、
最寄りの郵便局への転送依頼届けもお忘れ
なく。

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

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

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

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

広報部員のひとり言
from

EDITORS
（池垣）

月刊 日本行政₄月号

第581号

令和₃年₃月25日発行

発　行　人　常住　豊
発　行　所　日本行政書士会連合会
　　　　　　〒105－0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
　　　　　　虎ノ門タワーズオフィス10階
　　　　　　ＴＥＬ 03－6435－7330　ＦＡＸ 03－6435－7331
製作・印刷　三陽メディア株式会社

【広報部】
　広報部長　前田　　望
　次　　長　西村　　誠
　部　　員　森　　伸二
 小林八重子
 池垣真理子

会員の動き
◆登録者数（令和₃年₂月末日現在）
合　　計 49,738名
内　　訳　　　　　　男 42,391名 女 7,347名
・個人事務所開業　　男 40,562名 女 6,739名
・行政書士法人社員　男 1,289名 女 284名
・使用人行政書士　　男 540名 女 324名

◆異動状況（令和₃年₂月中の処理件数）
新規登録　合　計 125名
　　　　　内　訳　　男 105名 女 20名
登録抹消　合　計 135名
　　　　　内　訳　　男 120名 女 15名
　　　　　・廃　業 102名
　　　　　・死　亡 31名
　　　　　・その他 2名

◆法人会員（令和₃年₂月末日現在）
法 人 事 務 所 数  998
・主たる事務所数（行政書士法人数） 620
・従たる事務所数 378

　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。

2021. ４　No.58164
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