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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。

　「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
２０２１年４月号トピックス「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」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。

２３ページ左段１５行目
正誤

～専門職として後見業務の知識と～～専門職として沽券業務の知識と～
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　令和３年も５月を迎え、社会全体も新しい年度が動き始めています。昨今の激しい社会状況の流れの中で、
私たち行政書士に対しても、大きな期待が寄せられているところです。今回は、日本行政書士会連合会（以
下、「日行連」という。）の「新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受けた事業者の支援」の現況と
「マイナンバーカード普及促進事業」について、触れたいと思います。

〇新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受けた事業者の支援
　今般、中小企業庁は、新型コロナウイルスの感染拡大により、２度目の緊急事態宣言の発令に至ったこと
に伴う事業者の救済支援を目的として、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」制度を創設しました。
この制度では、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」を設置することとな
り、日行連からの強い働きかけが実り、行政書士、行政書士法人にこの「登録確認機関」として登録申込を
求める旨の協力依頼を受けました。日行連ではこれに即応し、至急単位会での取りまとめをお願いし、２,０００
を超える「登録確認機関」への登録申込を行いました。
　現在は個々の行政書士、行政書士法人が直接、経済産業省（中小企業庁）一時支援金のホームページから
「登録確認機関」となるための登録申込ができる仕組みとなっています。また、事業確認後の申請サポート
についても、申請者の依頼に基づき積極的に取り組んでいるところです。
　同時期に一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会（以下、「組合中央会」という。）から生活衛生関係事
業者への支援要請をいただきました。これまで日行連では、全国組織の事業組合から全国展開となる事業の
依頼を受けたことはなく、画期的なことでした。
　求められた支援の内容は、中小企業庁における「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」等や各都道
府県にて独自に実施されている各種給付金等に関し、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者からの個別
の相談・申請支援要請への対応です。本件については、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しての国からの補助事業として取り扱われています。
　日行連では、各単位会に対応体制の整備等をお願いし、現在、相談員の手配と個別の相談案件への対応を
迅速に進めています。

〇マイナンバーカード普及促進事業
　マイナンバーカード（個人番号カード）の国民への発行について、政府は、２０２３年３月末（令和４年度末）
までに、ほぼ全国民に行き渡ることを目指しています。本年３月末現在で、その交付枚数率は、人口の２８.２％
となっています。そのような中、今般、総務省から日行連に対して、改めてマイナンバーカード普及促進へ
の協力要請がありました。
　今般の協力要請をされた事業には、国の予算が手当てされています。日行連としての協力方については、
個々の会員による顧客の方々への取得申請の勧奨活動や、全国の商業施設等に設置が検討されている出張申
請受付会場における申請サポートなどが考えられ、現在、総務省と協議を重ねています。
　デジタル・ガバメントの実現、行政手続のデジタル化の促進は、国民の負担軽減や非常事態時における給
付金等支給の迅速化などにつながるものです。このデジタル社会の実現に向けて、オンライン上での本人確
認（電子証明書の利用）や民間事業者による利活用（ICチップの空き領域の活用）が可能であるマイナンバ
ーカードは、大きな役割を果たすと考えられます。
　また、マイナンバーカードは行政書士にとっても、オンライン上で業務にあたる際の行政書士資格確認の
有力な手段になり得るものです。マイナンバーカードに日行連が管理する行政書士登録情報を紐付けること
で、それが可能となりますので、日行連としては、関係省庁へ働きかけています。
　このような観点から、日行連は国と連携し、マイナンバーカードの普及促進にあたってまいります。各単
位会、会員の皆様におかれましても、御理解、御協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。あわせて、
会員の皆様・御家族の皆様のうち未取得の方におかれましては、上記の趣旨を御理解の上、是非早期に取得
していただきたいと思います。

　コロナ禍が続く中、事業者救済と並行し、国、地方それぞれにおけるデジタル化の推進が、今後の社会イ
ンフラとして、極めて重要な地位を占めるものと考えます。日行連ではこれからも、全国の単位会、会員の
皆様と協力し、社会貢献を果たしつつ、業務の拡充に努め行政書士の存在感を高めてまいります。引き続き
の御理解、御協力をよろしくお願い申し上げます。

コロナ対策支援の現況と
マイナンバーカード普及促進に向けて
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執行部から

行政書士制度の飛躍を願って

「諸君よ　紺いろの地平線が膨らみ高まるときに　諸君はその中に没することを欲するか　じつに諸君はそ
の地平線に於る　あらゆる形の山岳でなければならぬ」

  本年、行政書士制度は７０周年を迎えました。多くの先達の御努力により、行政書士制度は、幾度となく制
度の根幹を揺るがす危機を経ながらも、その時々に誠実に対応した結果、着実に前進し、これから先もその
歩みは止まることはないものと考えます。

「ああ諸君はいま この颯爽たる諸君の未来圏から吹いて来る 透明な風を感じないのか」

　そして、６月４日には改正行政書士法が施行されます。法第１条の目的が「この法律は、行政書士の制度
を定め、その業務の適性を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便
に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」と改正されます。これを機に、行政書
士制度が時代の風に乗り、更なる飛躍を遂げることを期待します。
　　
「諸君はこの時代に強ひられ率ゐられて　奴隷のやうに忍従することを欲するか」
「むしろ諸君よ　更にあらたな正しい時代をつくれ　宙宇は絶えずわれらに依って変化する」
「潮汐や風…あらゆる自然の力を用ひ尽くして　諸君は新たな自然を形成するのに努めねばならぬ」

　政府は、本年９月に「デジタル庁」を創設する予定です。このことにより、国や地方自治体においてはICT
化が加速し、デジタルトランスフォーメーション（DX）が推進されていきます。私たちの業務においても
当然にデジタル化、オンライン申請が進んでいきます。日本行政書士会連合会においては、新設の「デジタ
ル推進本部」において対応していくことになりますが、受け身の対応ではなく、攻めの対応をするべく準備
を進めているところです。デジタル化を制度発展、業務拡大の好機と捉え、的確な対応を進めていくことに
より、行政書士の存在感を高めていくことが肝要と考えます。そして、新たな社会システムの構築に寄与し
ていくことが求められているのだと考えます。

「ぼくはきっとできると思う。なぜならぼくらがそれをいまかんがえているのだから。」

　最後に、２年間、専務理事として日本行政書士会連合会の事業運営に関わらせていただき、その間、役員
の皆様を始め多くの方々の御協力、御支援を賜り感謝申し上げます。今後も行政書士として日々精進してい
きたいと考えています。ありがとうございました。

（太字部分は宮沢賢治の名言格言より引用）

専務理事　金沢　和則
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●スペシャルリポート　寄稿

岩手県行政書士会によ岩手県行政書士会によるる
被災地支援活動を終え被災地支援活動を終えてて

岩手県行政書士会　会長　田村　　格

　平成２３年３月１１日、犠牲者・行方不明者１万８千
人以上と言われ、千年に一度とも言われた東日本大
震災の発生から本年で１０年の歳月が経過しました。
ここで、岩手県行政書士会（以下、「当会」という。）
が、被災県民のために行ってきた活動を振り返って
みたいと思います。
  東日本大震災の津波により、岩手県では４万台の
自動車が流失したものと推定されました。この流失
自動車の相談に応じるため、岩手運輸支局は「移動
自動車相談所」を被災地に開設し、これに当会から
も相談員を派遣しました。その後、自動車廃車手続
の出張受付を被災地で行うこととなり、当会は、こ
れに協力するとともに、更に独自に廃車手続無料受
付所を設置し、自動車廃車手続を本格的に行うこと
となりました。これにより、廃車関与件数は、１,７００
件以上に及びました。この間の相談員のスケジュー
ルは過酷なもので、朝５、６時に内陸を出発、昼休
みは交代でおにぎりを頬張る程度、夜８時過ぎに帰
宅するという状況で、相談者の長蛇の列との戦いで
した。反省点としては、廃車処理問題にもっと早く
関与できなかったのかという点です。ある自治体で
は、有料で業者に依頼した後だったということもあ
り、迅速な動きが必要であることを痛感しました。
ともあれ、この功績に対して、平成２４年３月１２日に
東北運輸局長から感謝状が授与され、更に同年７月
２７日に国土交通大臣から感謝状が授与されました。
　自動車廃車手続の一段落後、法テラス大槌、法テ
ラス気仙等岩手県復興局が主催する相談所へ相談員
を派遣するとともに、当会独自の被災者支援活動と
して、山田町・釜石市・陸前高田市の３か所で月１

回「なんでも相談会」を実
施しました。当初、被災者
への補助金の相談が多くな
ることが予想されたため、
被災市町村の補助金に関す
る情報を収集し、市町村ご
とにグループを分けて研修
を行い、研修を受けた者を
相談員として派遣しました。
その後の相談内容としては、
相続に関するものが多くを
占めていきました。
　この当会独自の相談会に
おける相談件数が多かった
ため、平成２７年からは岩手
県との共催で相談会を実施
することとなり、県から支
援を受けることとなりまし
た。また、盛岡市において
も、「もりおか復興支援セ
ンター」に相談員を派遣し、盛岡市に避難した被災
者を対象とした支援を展開してまいりました。
  以上のような被災者支援活動を１０年続けてまいり
ましたが、今般、岩手県と協議の上、当初の目的を
達したということで終了することとなりました。
　この間、日本行政書士会連合会、全国の単位会、
会員の皆様からあたたかい御支援をいただきました
ことに深く感謝申し上げます。また、相談員として
参加していただいた会員の皆様、本当にありがとう
ございました。

平成２３年１０月２２日　釜石市廃車手続出張受付所 平成２３年１２月１日　大槌町廃車手続出張受付所及びなんでも相談会
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● スペシャルリポート　寄稿

東日本大震災を振り返っ東日本大震災を振り返ってて
宮城県行政書士会　会長　佐々木政勝

【はじめに】
　２０１１年３月１１日、東日本大震災が発生しました。
日本行政書士会連合会、全国の単位会各位から多額
の浄財、東京都行政書士会（以下、「東京会」という。）
からは多大な人的支援を頂戴しました。改めて感謝
を申し上げながら、現今のコロナ禍と重ね、この１０
年を振り返ります。
　震災では産官学が共に力を尽くし、日本が世界に
発信する復興の「鋳型」を創り上げました。その底
流には被災しながらも倫理を重んずる姿、そして支
援者の惻隠の情があったことは特筆すべきことで
しょう。
　それでは復興の現場から見えてきたものから導き
出してきた、宮城県行政書士会（以下、「当会」と
いう。）のささやかな「鋳型」について稿を進めた
いと思います。

【経過概況】
　東日本大震災の復興におよそ３４兆円規模の予算が
投入されましたが、現在、高速道路に代表される社
会資本などのハード面は７割までの完成度です。被
災者は、避難所から仮設住宅、更に復興住宅へと３
度の分断を経験し、加えてコロナ禍による４度目の
分断となりました。
　家庭崩壊、鬱病、アルコール依存、孤独死が顕在
化していますが、福祉関係者はこれを１０年前に既に
予測していました。彼らには精神的な支えが必要で、
これからの復興は社会福祉にシフトすることが必須
です。
　他方、家を再興したが借金の返済が困難になった
ケースもあります。高齢者の復興住宅は近い将来、
確実に空き家化が進むでしょう。補助金による事業
所の復旧はできたが販路が戻らない、借入金の返済
に困っている、挙句の果てに後継者がいないなど、
文字どおり「なりわい」の喪失となりました。被災
地は、まもなくこれまで日本が経験したことのない
人口減少、過疎化、地場産業の縮小という社会、経
済の構造的問題に直面していきます。 

【宮城会の活動】
　さて当会は、被災現場で何を感じ、どのような活
動をして、どのように整理してきたのか。

１．グループ補助金等
　当会はグループ補助金申請業務その他を受託する
一方で、会員は商工会議所やコンサルタント等にた
どりつかない業務案件を必死で拾っていました。そ
こで、会も会員も業務処理能力を身に付けなければ
ならないことに気付きます。当会の基本方針である
「研修事業の充実」に結び付くのです。

２．自動車廃車手続代行申請、相談（東北運輸局か
らの感謝状）
　宮城運輸支局ほか延べ２１０余の会場にて、東京会
からの応援１００名を含む延べ１,３００名の相談員の派遣
が実現し、約１万台の自動車廃車手続に係る支援が
行われました。

３．ふるさと再生支援特別委員会の設置
　発災の翌年、ふるさと再生支援特別委員会を設置
します。石巻市など被災地域のイベント会場などで
相談事業などを展開しますが、補助金申請手続が行
政書士業務であることを知らなかったという声が耳
に入ります。
　商工会議所等の補助金申請業務の実態と重ね合わ
せると、私たち行政書士の業界は何も努力しなけれ
ば、他団体に浸食され先細りしていく業界であると
深刻な危機感を持ちました。そこで、当会の基本理
念に明確に「行政書士制度の維持発展」を謳うことと
なります。

４．ワンストップの相談事業（他士業との共生）
　復興から年月が経過するに従い、相談の内容は複
合的な案件になっていきます。そこで、隣接士業な
ど１０団体ほどに呼び掛けて、ワンストップで解決を
図る「くらしのなんでも相談会」を開催し、昨年７
回目を実施しました。 
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５．政策提言（役所との共生）
　復興の過程で国会議員や県庁幹部等に、障害とな
る法規制の改正、運用の是正、行政書士会の活用を
求めたものの実現には至りませんでした。陳情を実
現させるには日頃からの関係構築に向けての働きか
け、すなわち政治活動が大事だと反省しました。
　それ以降、地元選出の国会議員とコミュニケーシ
ョンが取れるよう関係構築に努力し、また宮城県議
会の議員有志による「行政書士議員連盟」（２０１９年）
を立ち上げていただき、知事への陳情活動を行って
います。
　さらに、行政書士を兼ねながら議員活動を行って
いる方々による集合組織（協議会）を作っていただ
き、自治体への働きかけを担っていただいています。
　その成果として昨年１２月、協議会メンバーの橋渡し
によって仙台市との業務提携が実現しました。

【まとめ】
①当会は基本理念のもとに事業活動を３つの方針
「外に働きかける事業」、「研修事業の充実」、「自
ら律する事業」に収斂しました。その上で、復興
支援、事業運営を進める中で必要であると気付い

た空き家、法教育、会費未納など１３の新規事業に
着手しました。
②２０１９年秋の台風１９号被害では、東日本大震災での
経験を生かし、支部による速やかな罹災証明書発
行支援、廃車手続代行を行うことができました。
当会の掲げる「外に働きかける」意識が定着に向
かっています。
③会員が自由に議論する場として「やかんミーテン
グ」を会長主宰で開催し、新事業の牽引役育成を
目指しています。一昨年の入管法改正の際には、
この場からワーキングチームが生まれ、メンバー
は被災地企業などに出向き、外国人就労支援に精
力的に取り組んでいます。

　震災復興は地方創生に直結すると考え、会務を進
めてまいりました。震災は、どん底からの出発でし
たが、希望がありました。しかし、資本主義、文明
に変革を求めている新型コロナウイルスの世界的大
流行は、先が見えないという辛さがあります。当会
の本年度のテーマは「企業支援」です。事業承継の
マッチングスキームを模索しながら、地域に根ざし
た支援をしてまいりたいと考えています。

※写真は震災発災時の石巻市南浜町の風景、「くらしのなんでも相談
会」を世話する事業所付近の当時の写真です。代表者は、この写真
を事務室に飾り、復活を誓ってきました。
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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。

訪 問訪　問　日日　　令和３年３月４日（木）

出 席出　席　者者　　常住会長、大塚副会長、村山許認可業務部長、田村次長、田中次長、有賀次長

　３月４日、常住会長を始めとする日行連役員が、大西英男国土交通副大臣を表敬訪問いたしました。副大

臣室では、鎌原建設業課長、奥原建設市場整備課長、金子自動車情報課長、山口土地調整官が同席されました。

　御多忙の中、快く御対応いただきました大西副大臣に、平素から行政書士制度に御理解をいただいている

ことについて感謝を申し上げるとともに、自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）の利用率向

上や所有者不明土地対策、低未利用地の利活用促進等における行政書士の取組を御説明いたしました。また、

建設業許可・経営事項審査の電子申請については、行政書士が代理人として申請しやすいシステムの構築を、

建設キャリアアップシステム（CCUS）では、

代理人行政書士の氏名入力欄を設けるなど、

行政書士の意見を電子申請においても採用

していただくよう要望いたしました。

　大西副大臣からは、これらの国土交通行

政は、行政書士の存在なしには成り立たず、

引き続き国土交通省と行政書士会で協力し

て取り組んでいきたいとのお言葉をいただ

き、非常に有意義な訪問となりました。

大西国土交通副大臣を表敬訪大西国土交通副大臣を表敬訪問問
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　令和２年度、各単位会において実施された広報月間事業に関する実施報告（全体の総評及び今後の課題）

について、御紹介いたします。

＜広報部＞

北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士北海道行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

《いきいき健康・福祉フェア２０２０》

・広報的活動が中止となっている中、大きなイベン

トが開催され、参加できたのは良かった。

・コロナ対策のため、会場でのステージ講演ができ

ず、残念だった。

・来場者が少なかった。

《交通安全運動》

・一般会員の参加者が増えた（昨年の１名から４名

に増加した）。

・天候が不順のため、時間を短縮した。

（札幌支部）

例年であれば、１０件を超える相談があるが、新型コ

ロナウイルスの影響もあり、通行人が少なく、それ

に伴い相談者も少なかった。相談者に回答するにあ

たり、専門用語を多用せず、なるべく日常的に使う

言葉や平易な言葉を用いて回答した。今後も感染対

策を徹底しつつ、行政書士業務を多くの方に知って

いただけるよう、広報に努めていきたい。

（小樽支部）

新型コロナウイルスの影響を考慮し、各市町村には

郵送にてポスター掲示等を依頼した。

（空知支部）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、例年

１１月３日に開催している無料相談会＆講演会は中止

し、ポスター配布も郵送で実施した。次年度以降は、

対面や訪問を伴わない新型コロナウイルス感染症に

対応した活動方法を検討する必要があると思う。

（旭川支部）

令和２年度広報活動として、新型コロナウイルスの

影響に注意しつつ、ポスター・パンフレットを各地

区の官公庁等に配布し、行政書士の活動について周

知を行った。次年度以降も行政書士をどのように

PRしていくか検討し、広報活動を行う予定として

いる。　　　　　　　　　　　　　　　（網走支部）

コロナ禍の下ではあったが、精力的に訪問しPRす

ることができた。　　　　　　　　　　（室蘭支部）

毎年行っているイオンモール苫小牧での無料相談会

について、合同で行っている社労士会から６月には

行わない旨の連絡をもらったこと、また苫小牧でも

９月末頃から感染者が増加したことを踏まえ、中止

を決定した。　　　　　　　　　　　（苫小牧支部）

例年、支部理事が十勝管内の官公署等約１２０か所を

訪問し広報監察活動を行っている。本年度は新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため、訪問は自治体の

みとし、大半を郵送で行った。都市計画法関係業務

の窓口を新たな対象として活動を行ったが、非行政

書士行為に関する情報は得られなかった。

（十勝支部）

本年度は新型コロナウイルスの影響もあり、相談会

等を開催することなく、例年どおりの官公署等の訪

問で終始した。次年度は新型コロナウイルスの状況

令和２年度行政書士制度広報月間実施報令和２年度行政書士制度広報月間実施報告告
全体の総評及び今後の課題につい全体の総評及び今後の課題についてて
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を勘案しながら、有効な広報手段を検討していきた

いと思う。　　　　　　　　　　　　　（根室支部）

秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士秋田県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

全体としてコロナ禍による影響を考慮し、対面によ

る無料相談会を中止せざるを得ない状況であった。

そのような中でも、大仙支部における対面相談につ

いては、相談員はフェイスシールド、待機会員はマ

スクを着用するなど、コロナ対策を十分に行った上

で実施した結果、折込みチラシの効果もあり、相談

件数が１７件と例年以上の相談に乗ることができて良

かった。秋田支部においては、電話相談会を実施す

ることが初めてだったこともあり、実施のためのノ

ウハウがなかったため、当日の混乱を防ぐ観点から

FAXによる事前申込で相談受付をし、相談日にこ

ちらから電話をする方法を試みたが、相談者側から

見て煩わしい点もあったのではないかと思われ、新

聞広告等の事前告知を行った割には、相談件数に反

映されなかった。次年度以降も電話による無料相談

を実施する際には、その点も考慮して企画するよう

に反省会で意見交換が行われた。秋田会全体として、

新型コロナウイルス感染防止策を講じた上での相談

会を開催できるようにマニュアル作りを行い、各支

部に情報提供し、広報月間を実りある事業にしてい

きたいと考えている。 

岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩岩手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士岩手県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・新型コロナウイルスの影響により、相談会を開催

できなかった。

・自治体広報誌の宣伝効果が大きいので、今後も活

用したい。

・新聞折込みチラシに相当な効果があった。

・チラシを全戸回覧するようになって、相談件数が

大幅に増えた。

・新型コロナウイルス感染症が終息するまで、無料

相談は会員事務所での開催が望ましいと考えている。

・昨年と比較して、相談員・相談件数ともに増加した。

・新型コロナウイルス感染症対策に係るガイドライ

ンに沿って、消毒液・パーテーションの設置等を

して相談会を開催した。

青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士青森県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

コロナ禍の状況において、今後どのような体制で臨

めばよいのか、また、相談者への対応をどのように

すればよいのか、具体的に日行連から示していただ

きたい。　　　　　　　　　　　　　　（青森支部） 
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密集を避け、分散を図る相談会のあり方を考える必

要がある。　　　　　　　　　　　　　（中弘支部）

広報月間におけるPR活動も必要であるが、日々の

業務を通じて積極的な活動を継続することが重要で

ある。　　　　　　　　　　　　　　　（南黒支部）

相談会の開催について、コロナ対策を徹底し、無事

に終了することができた。　　　　　　（上三支部）

福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士福島県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

対面による市町村無料相談については、関係市町村

と調整して、基本的な感染防止対策（検温、消毒、

マスク着用等）を行いながら実施した。一般市民向

けのPRが不十分であったと思う。SNS導入等の方

策を講じるようにしなければならないと感じた。

宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士宮城県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・新型コロナウイルスの感染拡大防止等のため、無

料相談会を開催しない支部があった。

・宮城会では、ホームページと新聞広告により、宮

城会と支部の無料相談会を広報し、県民に行政書

士制度の普及・浸透を図る活動を推進した。

・宮城会での電話無料相談について、女性相談専用

電話と一般用電話を設置し、相談件数は８件で

あった。

・支部では、官公署等に対しポスター掲示、チラシ

配布、自治体広報誌・新聞等への告知の掲載を依

頼し、相談件数は権利義務・事実証明関係５１件、

許認可関係２件であった。

山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士山形県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

一部の支部では、支部管内に感染者が出たことなど

もあり、全体的に相談者が少なかった。ほとんどの

支部で、自治体の広報誌に相談会の案内を掲載して

いたため、自治体の広報誌を見て来られた相談者が

多かった。また、複数の支部では独自のポスターや

チラシを作成し配布を行ったため、コロナ禍におい

ても相談につながったものと思われる。毎年開催し

ていたイベント（フェスタ）を新型コロナウイルス

の影響により中止せざるを得ない状況となり、非常

に残念であった。各訪問先の対応は大変良く、毎年

の広報月間における活動の成果が実を結んだものと

考える。新型コロナウイルス感染防止対策のため、

山形会から飛沫防止パーテーションを各支部へ配付

し、無料相談会時に使用するようお願いした。その

他、コロナ対策として相談会開催時には、会場に消

毒液を設置した。また、山形会にて検温器を購入し、

支部で開催する相談会時に貸出しを行った。 
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東京会では新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から、例年開催していた東京都庁内での無料相談会

を中止した。また、各支部で予定していた街頭無料

相談会も使用会場の都合等により中止となるものが

多かったため、新聞の折込みチラシ（都庁無料相談

会と各支部の無料相談会の日程を記載したもの）も

取りやめた。無料相談会の案内については東京会の

ホームページを活用し、相談会日程表の掲示、開催

予定の変更等の情報を随時発信した。本年度の広報

月間中において、都内ではコロナ禍により、多くの

人を集める形式での無料相談会は開催できないため、

「検温、手指消毒、三密の回避」を徹底してクラス

ターを発生させないこと、相談者と相談員の安全を

守ることを最重要課題とした。そのため、例年に比

べ相談件数自体は減少したが、必要な対策はできた

のではないかと考えている。東京会としての街頭無

料相談会は開催できなかったが、各支部においては

新型コロナウイルス感染拡大防止策を施した上での

開催や、オンラインでの相談会、仮想空間での相談

会といった新しい形式での取組も始まった。まだま

だ検討しなければならないことも多いが、試行錯誤

しながら新しい様式に対応すべく進んでいきたいと

考えている（上記の写真は中野支部での街頭無料相

談会の様子。飛沫防止対策のために相談者と相談員

の間にアクリル板を設置し相談にあたった。）。 

神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士神奈川県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

毎年１０月の第２金・土曜日に横浜そごう前、新都市

センター広場において開催していた、行政書士業務

PRイベントを併催した「行政書士フェスタ」大相談

会がコロナ禍により断念せざるを得なかったため、

各月実施している「５か国語による外国人無料相談」

（月・水・金）、「裁判外紛争解決手続きADR」（火・

木）、広報月間を契機に木曜日を追加した「市民相談

センター」（火・水・木）に関し、「そうだ、行政書

士に相談しよう！」とのキャッチフレーズの下にて

強調した読売新聞神奈川版全５段広告を掲載し、訴

求した。更にタウンニュース社と地域連携を目指し

て、１８支部長のインタビュー取材記事と共に行政書

士制度７０周年をアピールし、タウンニュースweb版

を掲載する度にFacebookに発信するなど、例年と

は違ったメディア露出が果たせたことは良かった点

として評価している。また、神奈川新聞タブロイド

版「H!P」（季刊高校生応援新聞）では、高校生記者

による神奈川会所属の女性会員への取材記事が掲載

され、同ページには行政書士のお仕事図鑑的広告を

掲載してリクルートを兼ねた紙面づくりを行うなど、

行政書士制度が７０周年を迎える中で、次の７０年を担

うべき高校生へアプローチできたことは、県内にお

いて行政書士の未来志向性を示せたものと考えてい

る。今後も大小様々なメディアを駆使し、あらゆる

層を意識した広報活動を展開していくことによって、

行政書士の存在感をより高め、一段と認知度が向上

するものと確信している。こうした広報月間におけ

る活動の成果の一つとして、地域メディア・タウン

ニュース社と昨年１１月２５日に包括連携協定を締結し、

街の法律家と街のジャーナリストが力を携えて地域

社会の発展に寄与することを誓い合う結果となった

ことも付け加えておきたい。 
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昨年の相談件数２０８件と比べて、本年は６０件と大幅

な減少となった。新型コロナウイルス対策のため、

対面相談会はほとんど行わず、予約制の電話無料相

談をメインとしたからと考えられる。また、対面相

談だけでなく、街頭のパンフレット等の配布につい

ても、同様の理由により行わなかった。新型コロナ

ウイルスの感染拡大が収まらない限り、来年も同様

であることが予想される。

茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士茨城県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・広報用チラシ（A３二つ折り）の表紙に「行政書

士がこたえる　相続・遺言　無料相談会」と大き

く掲載し、相談内容として例年一番多い相続・遺

言を強くPRした。また、表紙に「こんな疑問・お

悩み等ありませんか？」という項目を設けること

で注目してもらい、チラシを手に取ってもらえる

きっかけとした。

・広報用チラシ及び新聞に行政書士制度７０周年のロ

ゴを掲載した。

・昨年から、広報用チラシ、新聞及びPRグッズ（ポ

ケットティッシュ）に茨城会ホームページのQRコ

ードを掲載してアクセスしやすいようにした。

・広報月間中の台風１４号の影響により、１か所の相

談会場が中止となった。

・地元ラジオ局に取り上げてもらい、PRできた。

・新型コロナウイルス感染症防止策については、マ

スク、アルコール消毒液及び飛沫防止パーテーシ

ョンを用意して相談会に臨んだ。また、広報用チ

ラシには「なお、各会場におきましては感染症対

策等十分留意しておりますが、ご来場の皆様にも

ご配慮いただけますようお願いいたします。」とい

う文言を掲載した。

・新型コロナウイルス感染症の影響により相談会場

数が減ったが、相談件数は思ったほど減少しな

かった。

栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士栃木県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

例年と同様に、会館建物に懸垂幕、JR宇都宮駅に横

断幕を設置して、広報月間である旨の周知を行った。

しかし、無料相談会は新型コロナウイルス感染症の

影響で例年のようには進められず、昨年の１５会場か

ら９会場に縮小し、開催する場所にはアルコール消

毒液を準備、また相談者ともパーテーション越しの

対応とせざるを得なかった。会場数は少なくなった

が、コロナ禍でも無料相談会に足を運ばれる相談者

は皆真剣で、相談員が丁寧に対応をしたことで、例

年同様もしくはそれ以上に県民の利便に資する活動

ができたように感じる。また、社会貢献とPRを兼

ね、予算の許す範囲でコロナ禍により不足しがちな

使い捨てマスクを自治体等に寄贈した。これらは各

自治体の医療機関や介護施設で活用されるとのこと
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で大変喜ばれるとともに、新聞や自治体のホームペ

ージで取り上げられたので、行政書士の認知度アッ

プにつなげられたと思う。毎年地道に行政書士制度

広報月間の活動を進めることで、少しずつでも行政

書士の知名度や職務内容が広まっていくことを望ん

でいる。

埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼埼玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉玉県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士埼玉県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

例年どおり、全２３支部において対面式の無料相談会

を実施した。会場はこれまでで最も多い３０か所で、

事前PRとして、９月中に公共機関へポスター掲示

やチラシの設置、また自治体の広報誌に無料相談会

の案内を掲載いただくようお願いした。新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、各会場とも昨年まで

とは様子の異なる相談会となった。これまでは市民

まつりなどのイベント会場や商業施設で相談会を行

うことが多かったが、本年度はイベントが開催され

るのか、また会場が借用できるのか等が決まらず、

相談会の告知が遅れた会場も多かった。また、昨年

の大型台風による相談会中止も記憶に新しく、天気

予報を気にしながら相談会当日を迎えた会場もあっ

た。各会場とも、アルコール消毒液や透明な仕切り

板、予備のマスクなどを用意し、三密を避けて相談

員の人数を減らすなどの対応策を講じた。当日、相

談員は検温をした上で、マスクを着用し会場入りし

た。全体の相談件数は昨年の２割減となり、コロナ

禍の影響は大きかったものと思われる。以前のよう

に平穏に相談会を開催できる日が一日も早く来るよ

うコロナ禍の収束を願うとともに、相談会の開催に

あたっては今後も工夫をしていきたいと考えている。

 

群群群群群群群群群群群群群群群群群群群群馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士群馬県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

群馬県内１２支部のうち、３支部が従来の対面相談会

から電話相談に変更、更に４支部が相談会を中止し

た。その影響もあり、昨年度の対面相談件数（１２６

件）と本年度件数（７８件）を比較すると前年比６１.９％

である。コロナ禍により、事前予約制にて実施し、

スムーズな対応ができたという声がある一方で、予

約制を認識していながらも予約せずに来場する相談

者もいるため、このような場合の対策も今後は考慮

しなくてはならないとの意見もあった。

長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士長野県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

対面無料相談は、新型コロナウイルス感染症対策の

ため、パーテーション（アクリル板）を使用し、ア

ルコール消毒剤で消毒を徹底するとともに、手指消

毒剤を用意し、相談室のドアを開放して実施した。

電話無料相談は、相談者から支部事務局（受付）へ

電話をいただき、支部長が相談員に振り分け、相談

員から相談者に電話をすることで、相談者が電話料

金を気にすることなく相談できるようにした。新聞

広告、自治体広報誌、テレビスポットCM等、効果的

な広報活動を今後も継続して行いたい。 
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コロナ禍で対面の活動が制限される状況を受け、県

下一斉無料相談会は中止することとした。公共の場

を利用することを前提としたコロナ対策ポリシーを、

早い段階で確立して対応する必要があったと思うが、

物品もノウハウも不十分な状況下では、対面による

リスクを避けることを優先せざるを得なかった。代

替として実施した電話による無料相談会は、山梨会

としては久しぶりであったが、非対面であることが

手軽さと相談へのハードルを下げたという面もあっ

たように思う。結果として、対面と電話それぞれの

メリットを確認できたことは収穫であった。

静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士静岡県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

本年度も前年度と同様、県下全国版の新聞題字下広

告を年間１２回掲載した。昨年制作した静岡会スポッ

トCMを利用して、８月に放映された静岡第一テレ

ビ２４時間テレビ４３「愛は地球を救う」に協賛し、１０

月の広報月間に弾みを付けた。１０月の広報月間では、

昨年よりも短い期間でSBSテレビ・静岡第一テレビ

の２局において合計２９本のスポットCMを実施した。

また、各支部で実施する無料相談のため、デザイン

を一新したクリアファイルやミニノート、マスクケ

ース等を作成して配布し、有効に活用していただい

た。しかし、コロナ禍の中、感染拡大を考慮した無

料相談等の実施のため、無料相談所の開設並びに相

談件数に大きな影響を受ける結果となった。 

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士新潟県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

新型コロナウイルス感染症対策として、無料相談会

での消毒、アクリル板の設置、スペースの取り方に

工夫を凝らした。また、予約制とした会場もあった。

PRグッズの効果的活用に努めた。

愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士愛知県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

本年度も例年どおり、１０月の広報月間に愛知会及び

各支部において無料相談会を実施した。例年と異な

る点として、新型コロナウイルス感染防止対策のた

め、相談者・相談員間の距離に注意すること、相談

員全員の検温、アルコール消毒、マスク着用を徹底

した。また、PRグッズとして作成したマスクケー

スを各支部に配布し、より多くの相談者に各相談会

場へ足を運んでいただけるよう工夫した。１０月３日

に愛知会で開催した無料電話相談会では、NHKに

ラジオで告知を行っていただけたこともあり、相談

件数が倍増し、開始から終了まで会場内の電話が鳴

り止むことがないほどであった。ただ、複雑な相談

内容もあり、１件３０分以内で終了することが難しい

ケースが多かったので、今後は何らかの方策を考え

ていかなければならないという課題が残った。 
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対面での相談会実施に際しては、除菌剤、マスク着

用、飛沫防止パーテーションの設置など新型コロナ

ウイルス感染症対策を行い、相談員及び相談者の感

染予防に努めた。しかし、来場者数の予測がつきに

くいなどの理由により、会場の手配ができず、対面

での相談会を実施できなかった支部もあった。web

会議システム「Zoom」等を活用した相談会を検討し

た支部もあったが、相談者の多くを占めると思われ

る年齢層に馴染みがあるとは考えにくいため断念し

た。三士業（司法書士、土地家屋調査士）合同での

相談会を実施した支部では、各士業がうまく連携し、

守備範囲の広い相談対応ができたと思う。岐阜会及

び支部の相談会においても相談内容は相続に関する

ものが多く見受けられ、また高齢者からの相談も多

いため、感染状況にも留意して今後の会場対応や開

催方法等を検討していきたい。

三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士三重県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

例年開催している各支部での無料相談会について、

新型コロナウイルス感染症の影響で開催できない支

部が相次いだ。広報グッズについては、アルコール

タイプの除菌ウェットティッシュとメモ帳を作成し

配布を行った。今後の無料相談会の開催方法やグッ

ズ配布の方法を考えていかなくてはならない。

福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士福井県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

コロナ禍の中で行われた県下７か所の無料相談会の

相談者数は、前年度の約７割であった。地方新聞紙

の全面広告や自治体広報誌を見られた方がそれぞれ

半数近くを占めた。会場では、周囲に配慮し、隣と

の遮蔽用衝立を設置した上で相談ブースの間隔を広

く空け、相談員の前を透明アクリル板で仕切り、ア

ルコール消毒及びマスク着用を徹底した。今までに

ない対応だったが、相談者の御理解をいただき、安

心して相談されている様子だった。相談内容は、例

年どおり相続・遺言関係が多かったが、今回の特徴

として、コロナ禍における各種支援策に伴う相談が

見受けられた。今後とも、昨年作成した６種類の行

政書士業務紹介リーフレットの活用や報道機関への

告知を通じて広報活動を進めていきたい。

石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士石川県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

石川会では、新型コロナウイルス感染症の影響が全

国に広がる中、でき得る限りの感染対策をした上で、

今このときに相談を必要としている方のために無料

相談会を開催することとした。従来は、ショッピン

グセンターの催事スペースを活用していたが、今回

は風通しの良い金沢港クルーズターミナルや密を避

けることができる公共施設などを会場とした。また、

初めての試みとしてweb会議システム「Zoom」を利

用したオンライン相談にも挑戦した。本年度は集客
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ではなく、行政書士制度の周知に重きを置いた広報

活動を心掛けた。新聞広告では人生ゲームに着想を

得て「行政書士と歩む人生体験ゲーム」と題し、行

政書士が人生の様々な場面で活躍していることを知

ることができる全１５段カラー広告を掲載した。また、

急速に進む電子化の中で、本当に困ったときに頼り

になるのは人（行政書士）であるということをテー

マとしたテレビCMを制作し、広報月間中に放映し

た。相談者数は、昨年の３７５件から８０件と大幅に減

少したが、今回でなければできない広報活動に取り

組むことができたと考えている。

富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士富山県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

富山会では、コロナ対策に万全を期し、本年度も富

山会及び県下６支部で相談会を実施した。ホームペ

ージで告知を行うとともに、９月の最終日曜日に新

聞広告（２社）を掲載し、相談会の広報に努めた。富

山支部の協力を得て、富山市各町内会回覧板での告

知に取り組んだ（今回で５年目）。コロナ対策として、

富山会及び富山支部の相談を予約制にした影響か、

総相談件数は例年より少なめであった。しかし、入

管関係の相談や持続化給付金等コロナ関連の相談が

あり、相談者に役立つ無料相談会となった。その他

の支部では、土日の相談日を設ける、ショッピング

センターなど市民に身近な会場を選ぶなど、それぞ

れ工夫する姿勢が見えた。今後、更に相談員の質の

向上と人員の確保、無料相談会の開催告知に努めた

い。行政書士の知名度向上に関し、改めて無料相談

会が果たす役割の大きさを感じた。

滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士滋賀県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

相談会は、新型コロナウイルス感染症対策として、

ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、予

備マスクの準備、アクリル板・アルコール消毒液の

設置、換気、体温測定を行うなどして開催した。相

談会によっては、更に年齢を考慮したり、万一感染

者が出た場合に感染経路がたどれるように、氏名・

住所の記入をお願いしたりするなどコロナ対策に努

めた。また、コロナ禍により支部活動が自粛された

ことによって浮いた予算を、相談会の広報に充てた

支部においては、相談者数が激増したこともあり、

広報活動の重要性が垣間見えた。今回、広報月間の

相談会が全て１０月の開催となり、比較的コロナ禍の

影響は小さかったものの、１１月以降のようにコロナ

感染者が増加した場合には、リモート開催による非

対面での相談に切り替えるなど、今後の課題として、

相談会の手法を根本的に考え直していく必要がある。 
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本年度も大阪メトロ（地下鉄）の車内ガイド放送を

行った。無料相談会の具体的な日程を放送すること

はできなかったが、「行政書士による無料相談、大阪

府行政書士会にお越しの方は次の駅をご利用くださ

い。」というアナウンスを１か月に約１万１千回余り

放送した。地下鉄を利用する方に「行政書士」「無

料相談」というワードを何度も流し続けることは、

行政書士の知名度向上にもつながり、その意味では

車内ガイド放送は有用であると考えている。例年ど

おり、ポスターやグッズを持参して関係各所に訪問

した。支部によっては直接の訪問を自粛し郵送にて

対応した。また、対面の無料相談会においては、パ

ーテーションの設置、フェイスシールドの着用、対

角線上に座るなど感染防止対策を行った。対面の無

料相談会ではなく電話にて対応する支部もあった。

また、本年度はユキマサくんをかたどったリフレク

ター（交通安全用反射材）を作成した。手にされた

市民の方からは「猫の形で可愛い」「交通安全にな

るので孫の分まで欲しい」と子供から年配の方まで

大好評だった。

京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都府府府府府府府府府府府府府府府府府府府府行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士京都府行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

京都会では新型コロナウイルス感染症対策のための

ガイドラインを策定し、それに基づいて行動してい

る。具体的な対策の指針が示されていることで、各

支部においても統一的な対策を実施した上で、広報

月間の活動を概ね例年どおり行うことができた。し

かし、不特定多数の施設利用者が絶えず移動する商

業施設内での相談会の中止や、恒例の地域イベント

自体が中止となり、PR活動ができなくなった事例

も確認している。今後も、これまで対面で行ってき

たPR活動が制限される可能性を踏まえ、webや紙面

での広告の効果的な利用について、予算配分を考慮

しつつ検討する必要がある。

奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈良良良良良良良良良良良良良良良良良良良良県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士奈良県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

本年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を

踏まえ、人の多い場所に行くこと、不特定多数の人

と接するおそれのあるイベントや相談会の開催を見

合わせる形で広報月間PR活動を行うこととした。

役所や関係機関等への広報物配布について、例年は

窓口に持参したり、担当者と面談した上で配布した

り、郵送したりしていたが、本年度は基本的に郵送

配布にて統一することとなった。相談会等イベント

については、広報部主体で開催することを避け、奈

良会の無料相談会運営委員会が毎月開催している定

例の相談会（コロナ禍で中止していたが、９月から

再開した）とコラボレーションする形で開催するこ
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ととした。また、それに先立ち、制度PRと相談会の告知

を兼ねて新聞広告を掲載するとともに、Facebook

でも告知を行った。相談会場では消毒液やアクリル

ボードを設置し、細目に換気するなど感染防止対策

を行うとともに、PR活動においては人と接するこ

とを避けるよう配慮して行ったが、オンラインによ

る相談やPR活動についての取組が進んでおらず、

今後の課題として検討を進める必要があると実感

した。

和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士和歌山県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

例年同様、県下８支部において広報月間中に官公署

（県庁、市町村役場、警察署、保健所等）を訪問し、

各担当者とお会いして行政書士制度のPRを行うと

ともに、非行政書士排除の要請を行った。今回は新

型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、直接訪

問することに若干のためらいもあったが、先方の都

合も伺いつつ、必要最小限の人数で訪問した。この

ような状況下でも、やはり直接担当者の方々とお会

いして意見交換、情報交換をすることが官公署との

良好な関係構築につながると考えており、今後も引

き続き積極的な広報活動に努めたいと思う。また、

コロナ禍において様々な困難に直面している中小企

業等事業者の皆様への支援に関しても、我々行政書

士が活躍できる場があると考えており、今後はこち

らの方面にも力を入れていきたいと考えている。

兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士兵庫県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

１０月２９日実施の広報月間記念公開セミナーでは、飲

食店・食品関係事業者にとっての焦眉の課題である

「HACCP（ハサップ）」を取り上げた。比較的広い

会場を用意したが、お断りしなければならないほど

の申込み（定員１４０名の会場に対し１/２の定員で実

施）をいただき、内容も好評であった。１０月１日実

施の「法の日」無料相談会では、「成年後見、ADR、

特定行政書士、著作権相談員、女性の起業」等を特

掲して無料相談会を実施したが、これらの分野の相

談にはつながらず、更なる工夫が必要である。無料

相談会では、段ボールの組立て式対面パーテーショ

ンを用いて実施し、違和感なく感染症対策ができた。

長袖のスタッフジャンパーが暑くて、相談員から不

評だったので、袖のないビブスを準備したところ好

評だった。

鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士鳥取県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

コロナ禍による様々な制約がある中での活動となっ

た。訪問して面談が可能な事業所等に対しては「新

しい生活様式」を心掛けて広報活動を行った。マス

ク等を着用していたため、事業説明等を行う際の会

話はできるだけ短時間かつ小声で済ますよう努めた。

悪かった点ではないが、これまで経験したことのな

い事態に右往左往したという印象であった。一方、
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高齢者等が多数入所している社会福祉施設等に対し

ては、責任者等への訪問・面談ではなく、リーフレッ

トやチラシ等の広報紙を郵送するという方法で対応

した。活動に参加いただいた会員に対して、それぞ

れ仕事を持ちながら対応していただいたことに頭が

下がる。来期もコロナ禍での広報活動が予想される

が、「新しい生活様式」の下、広報部とともに立案

する広報月間活動計画に基づいて粛々と実行してい

きたいと思う。

島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士島根県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・広報活動について、コロナ禍にも関わらず官公署

を訪問するなどして、広報活動を全県的に展開で

きたことは満足すべき点である。また、例年より

数は少なかったものの、対面での相談会を実施で

きたことは、コロナ禍においても市民に奉仕する

行政書士の姿勢を示すことができたと自負してい

る。しかし、官公署の一部において、未だ行政書

士の役割を理解されていないところがあるなど、

日常的なコミュニケーション不足があることを実

感させられた。また、行政書士の役割に関し、市

民を始め対外的に広報する手段についても工夫の

余地があることを認識した。

・新型コロナウイルス感染防止対策について、電話

相談による非対面相談会の実施のほか、対面相談

においては、アクリル板の設置、マスクの着用、

手指の消毒、検温等の対策を徹底した。大規模イ

ベント等が中止となり、PR活動の機会は例年よ

り少なくなった。 

岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士岡山県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

コロナ禍により広報活動は制限せざるを得なかった。

例年、広報月間中に官公署の窓口を担当理事が訪問

して、挨拶を兼ねて広報月間への協力を依頼してい

るが、今回は先方の迷惑にならないよう、できるだ

け時間を短縮するため、①名刺はもらわなくても可、

②応対してくれた官公署の担当者の氏名の確認は不

要、③あらかじめ送付しておいたポスターや会員名

簿の確認についても先方に時間を取らせてまでの確

認は不要との方針で実施した。相談会記事の掲載依

頼のための報道機関へのアプローチについても、例

年は、担当理事が直接報道機関を訪ねて依頼してい

たところ、今回は郵送での依頼にとどめた。また、

対面での相談会は実施しなかった。しかし、電話に

よる相談会には、例年を超える相談が寄せられ、行

政書士会への期待が少なくないことを実感した。次

年度以降の状況は予測できないが、この期待に沿え

るような活動をしなければならないと考えている。

広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士広島県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・１０月１日に「電話無料相談及び行政書士の役割・
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仕事等」と題し、会長へのラジオインタビュー及

びラジオライブ放送を行った。

・本年度は無料電話相談件数、対面無料相談件数と

もに昨年とほぼ同数となった。　

・広島支部の無料相談会においては、元カープ選手

と行政書士が対談する場を設けるなど、積極的に

行政書士業務を周知することができた。

・今後の課題について、行政書士業務を広く知って

もらい、多数の相談者に来場してもらえるよう、

引き続き積極的な広報活動に努める必要がある。

山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士山口県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

支部で実施した対面無料相談会について、昨年より

相談件数が減少したが、電話無料相談会については

相談件数が前年比２倍近くの増加となった。対面無

料相談会の件数が減少した原因については、新型コ

ロナウイルス感染症拡大によるものと思われる。相

談内容の内訳は、例年同様、遺言・相続が最も多かっ

た。相談員には遺言・相続の分野、特に改正相続法

に関する知識の習得に努めてほしいところであり、

関連法令、成年後見制度、不動産関係についても研

鑽を重ねてほしいところである。

香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士香川県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

前年度は他士業と合同の広告が中心であったため、

香川会独自のイベントである電話相談の告知をする

ことができず、相談件数が０件だったが、本年度は

他士業と合同の新聞広告以外に、新聞のイベント情

報や各市町の広報誌に独自に電話相談のお知らせを

掲載することができたため、電話相談が４件あった。

また、対面相談に来られた方に対する、相談会をど

こで知ったかというアンケートの結果も新聞広告が

一番多く、次いで各市町の広報誌という結果であっ

た。経費の問題はあるが、他士業と合同だと香川会

独自のイベントが告知できないため、香川会独自で

新聞広告を行う等の見直しも必要ではないかと考え

ている。コロナ対策については、各会場にアルコー

ル消毒液を設置、手指のアルコール消毒やマスク着

用を励行し、マスクを着用していない方へのマスク

の配布や体温測定を行った会場もあった。

徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士徳島県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

例年、無料電話相談と各支部での無料相談会を実施

していたが、本年度はコロナ禍での広報月間となっ

たことから、対面の相談会は行わず、電話による無

料相談を例年の２回から５回に増やし、感染防止対

策を徹底して実施した。新聞広告も例年１回のとこ

ろ５回に増やし、無料電話相談の当日に広告を掲載

した。新型コロナウイルスへの感染を不安に思う相

談者にとっても、対面での相談より電話での相談の

方が安心して相談しやすかったようで、相談件数も

例年より多くなった。初回に相談が集中する点につ
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いては、次年度以降の電話相談の方法として検討す

べき課題となった。

高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士高知県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

例年同様、県下市町村の自治体や関係各署への訪問

活動を行った。コロナ対策として、少人数の訪問に

とどめ、訪問の際の対話も必要最小限となるよう配

慮した。また、感染防止対策として、「検温」「相談

員のマスク着用・手指消毒の徹底」「受付を相談室

外に設け、入室人数の制限をする」「相談者にもマス

ク着用・手指消毒に関し協力をお願いする」「アク

リル板設置」等を行った。支部が主催する無料相談

会について、コロナ患者の有無など地域の実情に応

じた開催とせざるを得ず、２か所にとどまった。案

内方法としては市町村の広報を活用し、恒例行事と

なっているところでは、地域の方々から多数の相談

が寄せられ、行政書士の相談会として定着してきて

いると感じる。訪問活動や相談活動は、この時期の

恒例行事となっており、今後も行政書士制度の理解

と適正な運用について、啓蒙を図る取組を推進して

いく予定である。

愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛媛県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士愛媛県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

各支部の無料相談会における相談件数は８２件で、昨

年（８５件）より微減となった。主な相談内容は、遺

言・相続（６１％）で、次いで不動産関係（１３％）と

続き、その他、件数は少ないが内容は多岐にわたっ

ていた。無料相談会の開催を知った主な媒体は、市

町広報（７９％）で、次いでタウン情報誌（１４％）と

続き、市町村広報や新聞などの既存媒体のほか、タ

ウン誌への広告が実を結びつつあると感じられた。

電話無料相談の件数は１１件と昨年並み（１３件）とな

り、開催を知った媒体として、新聞広告が４５％であ

るのに対し、タウン誌が５５％と例年にない傾向が見

られた。ホームページでの告知が周知されるまでに

はまだまだ時間がかかるものと思われる。無料相談

の件数を増加させたいという思いは変わらないが、

今後は目に付きやすく、PRできる広告作りを行っ

ていきたい。なお、本年度の無料相談会については、

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、遮蔽板

の設置や消毒液の用意など万全の体制で行い、無事

に終えることができた。

福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士福岡県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

本年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り、県内各地区のイベントが中止となり、各支部で

予定していた無料相談会の一部も中止となった。し

かしながら、県内１３会場で無料相談会を行い、行政

書士の活動をPRすることができた。また、テレビ、

ラジオ、新聞広告などの媒体も活用し、従来からの

行政書士業務のみならず、事業者向けの新型コロナ

ウイルス対策相談窓口の開設や、福岡県からの委託

事業である外国人材相談窓口の運営などを広報する

ことによって、行政書士の幅広い業務を自治体、企

業、住民に対しアピールすることができた。

佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士佐賀県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

コロナ禍での広報月間となったため、支部主催の相

談会の開催については、支部に判断を委ねた。その

結果、会場等の兼ね合いもあり、２支部が相談会の
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開催を見送った。また、佐賀会での対面による相談

会では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

遮蔽用のアクリル板、消毒液などを準備したが、支

部のためのアクリル板は準備が間に合わず、貸出し

などにより対応することとなった。今回、対面での

相談は推奨していなかったが、対面を希望して来場

された方が多かった。

長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士長崎県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

本年度はコロナ禍によりイベント等の実施はできな

かったが、今後、行政書士制度のPRのためにも無料

相談は継続していきたいと考えている。

熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊熊本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士熊本県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

本年度は、例年広報月間中に開催している市民公開

講座を２月の行政書士制度７０周年記念事業として開

催することとし、電話無料相談、街頭無料相談、各

支部による対面無料相談会を行った。相談件数は例

年とほぼ変わらない結果であった。１０月１日に電話

無料相談会を開催することから、９月２７日に新聞広

告を掲載したが、街頭無料相談会は１０月２１、２２日を

予定していたため、広告掲載から２０日以上間隔が開

く結果となり、集客の面で課題があると感じた。コ

ロナ対策としては、街頭無料相談会ではアクリルパ

ーテーションの設置、相談員のマスク・フェイスガ

ードの着用、アルコールによる除菌、手指消毒を

行った。相談者の検温に関しては、会場である百貨

店の意向で行わないこととなった。今後の課題とし

ては、テレビ媒体の活用、熊本会電子対策部との連

携によるインターネットの積極的な活用を行っていき

たい。

大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士大分県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・コロナ禍での開催ということもあり、対策に苦慮

した。相談会開催時には、パーテーションの設置、

消毒液・マスクの準備、検温、体調を問うための

アンケートの実施などといったコロナ対策を行っ

た。今回は通常どおりのスタッフ数で臨んだが、

今後は増員（コロナ対策のための要員）が必要だ

と感じた。

・外出自粛ムードが懸念されたが、予想に反して相
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談者数が例年より大きく上回った会場もあった。

支部独自で開催した相続セミナーが大盛況であっ

たこともあり、世間の関心の高さがうかがえた。

今後は成功事例を大分会全体で共有し、大分会だ

けでなく、支部全体の取組強化につなげたい。

・相談会やセミナーへの参加人数の増加が、現実的

に「行政書士業務の周知」や「会員の受任件数の

伸び」につながっているのかといった長期的な分

析も今後は必要である。分析結果を基にイベント

内容の検討、見直しを行い、制度の発展につなげ

たい。

・市町村報及び新聞広告の反響の大きさを改めて感

じた。有効な媒体・手段に限定し経費を投入する

ことが重要であると感じた。

宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士宮崎県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

・工夫した点としては、無料電話相談会の告知手段

について、宮崎市が発行する広報誌への広告掲載

を行ったことが挙げられる。新型コロナウイルス

感染予防の観点から、対面による相談会は実施し

なかった。　　　　　　　　　　　　（宮崎支部）

・例年、無料相談は対面にて実施してきたこともあ

り、電話による相談は参加者の反応もいまいち

だった。電話口では相手方の真意をつかみきれな

い難しさを感じたので、反省点として今後に生か

したい。　　　　　　　　　　　　　（小林支部）

・相談件数が２件と少なく、広報不足を感じた。

（日向支部）

・本年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点から、電話での無料相談となった。相談件数は

意外と多く、対面の場合、遠方の会場まで来られ

ないという方もいるため、電話相談の方が良いの

ではと感じた。次年度の相談会においては、対面

とともに電話相談も実施できればより良い相談会

になると思われるので、検討していきたいと思う。

（延岡支部）

・高千穂町役場、五ヶ瀬町役場を訪問するにとど

まった。　　　　　　　　　　　　（高千穂支部）

鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士鹿児島県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

対面相談においては、コロナ禍により来客数が少な

いと予想していたが、前年度を上回る相談者が訪れ

たこと、また新聞社（２社）が取材に来たこともあ

り手応えを感じた。電話相談については宣伝が足り

なかったと思う。今後は県内市町村の広報を通じて

告知に力を入れたいと考えている。

沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士沖縄島県行政書士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 　 

本年度広報月間における無料相談会の開催は、コロ

ナ禍ということもあり、沖縄会での対面相談や各支

部での開催は中止とし、電話のみの相談会を実施し

た。計４回の開催で１１件の相談があった。そのうち、

相続に関する相談が６件と多く、その関心の高さが

うかがえる。今回、全体としての相談件数は少な

かったが、電話対応のみでも「行政書士に相談する」

という認知度は上がったと思う。
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！
特 定 行 政 書 士
～特定行政書士は「政策法務のプロ」として活躍が期待される資格です～

　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。
　令和3年度の特定行政書士法定研修の申込みを開始しました。次頁からの
募集要項をお読みいただき、今こそ、特定行政書士になりましょう。

サムライ

なろう 約4,500人が
活躍中！

4/1～6/18
申込受付中！

士 
が
新
た
な
刀
を
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っ
た

そ
の
刀
の
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前
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定
」
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令和３年度特定行政書士法定研修
募集要項

＜中央研修所＞

 Info 

１

　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）

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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TEL:
FAX:

TEL

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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申請取次申出書等提出書類の様式変更
について

 Info 

２
＜申請取次行政書士管理委員会＞

　今般、各単位会に配付している「申請取次事務処理の手引き」の改訂に伴い、令和３年４月１日から申請
取次申出書等提出書類の様式が変更されましたので、お知らせいたします。
　様式の変更に合わせて、提出いただく添付書類も変更されています。運用開始から半年間（令和３年９月
末まで）は、移行期間として旧様式による申出を認めることとしますが、添付書類に不足がないよう、「届
出書類（新規・更新）のご案内」をお読みいただき、所属単位会を通じて手続をお願いいたします。
　「届出書類（新規・更新）のご案内」及び新様式のデータにつきましては、以下のサイト内に掲載してい
ますので、そちらから御確認とダウンロードをお願いいたします。
＜掲載場所＞
・会員専用サイト「連con」ログイン＞ 申請取次行政書士の届出関係書式（TOPページの左側にリンクがご
ざいます。）

「理由書」を提出し更新手続をされた方々へ 
　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。
　各研修会の申込等の詳細については、「令和３年度開催概要」に則り、日行連ホームページ及び会員専用
サイト「連con」の以下のページにて御案内いたしますので御確認ください。
＜掲載場所＞
・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３年度開催概要

申込期間
開催案内

（日行連HP詳細発表）
受講期間研　修　会　区　分

５月１０日（月）～
　　５月１９日（水）

４月中旬
６月１５日（火）～
　　６月２９日（火）

行政書士申請取次事務研修会（新規）２

７月７日（水）～
　　７月１６日（金）

６月中旬
８月１７日（火）～
　　８月３１日（火）

行政書士申請取次実務研修会（更新）３

９月８日（水）～
　　９月１７日（金）

８月中旬
１０月１９日（火）～
　　１１月２日（火）

行政書士申請取次実務研修会（更新）４

１１月１２日（金）～
　　１１月２２日（月）

１０月下旬
１２月２１日（火）～
　　１月４日（火）

行政書士申請取次事務研修会（新規）５

１２月２４日（金）～
　　１月７日（金）

１１月下旬
２月４日（金）～
　　２月１８日（金）

行政書士申請取次実務研修会（更新）６
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　２０２１年３月３１日、許認可業務部建設・環境部門にて令和２年度事業として取り組んだ書籍「建設業法と建

設業許可 第２版～行政書士による実務と解説～」を発刊しました。これは２０１９年３月に刊行し、好評を博し

た初版を、先般の建設業法の改正を踏まえて改訂したものです。

　第２版の改訂にあたっては、令和元年に大きく改正された建設業法（２０２０年１０月施行）への対応を柱とし

つつ、建設キャリアアップシステムや建設業法とSDGs（持続可能な開発目標）についても解説するなど、昨

今の建設業界を取り巻く話題について幅広く掲載し、建設関係業務に関わる全ての人にとって、日々の業務

の参考にしていただける内容となっています。

　是非、全国の書店もしくは株式会社全行団にてお買い求めください。

＜許認可業務部　建設・環境部門＞

＜目次＞

序章　建設業法の成り立ちと令和元年改正

１　建設業法の制定

２　建設業法の改正概要

３　令和元年建設業法改正の経緯

４　主な改正項目

第１章　建設業許可制度

１　建設業の許可（法２条～４条）

２　一般建設業の許可（法５条～８条）

３　特定建設業の許可（法15条～17条）

　　建設業許可業者が作成する財務諸表の意義

第２章　技術者制度

１　技術者制度とは

２　各種制度における技術者の位置づけ

　　建設キャリアアップシステム（CCUS）について 

第３章　請負契約

１　工事請負契約とは

２　法上の対等な立場と現実の元下関係

３　契約書の記載事項

４　契約書の無い工事の違法性とみなし契約

５　契約変更

６　現場代理人と監督員

７　不当な契約

８　見積り

９　一括下請負の禁止

10　契約不適合責任（旧：瑕疵担保責任）

11　元請負人の義務

　　建設業とSDGs

　　～エコアクション21を活用したSDGs経営～

「建設業法と建設業許可　第２版

　　　　　　～行政書士による実務と解説～」

日本行政書士会連合会編　日本評論社

判型：A５判　　ページ数：３０４頁

定価：２,４２０円（税込）

襖 鴬横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

「建設業法と建設業許可 第２版～行政書士
による実務と解説～」 の発刊について

 Info 

３
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　本誌１２月号（No.５７７）でお知らせしましたとおり、本会では本年１月、行政書士法第１０条の２第２項の規

定に基づき「報酬額統計調査」を全国一斉に実施しました。

　本会が実施する「報酬額統計調査」は、本会報酬額統計調査規則に基づき５年ごとに行われるもので、今

回が８回目となります。入会後５年を経過した会員の中から、単位会ごとに１００分の２０を乗じた数の会員を

行政書士名簿及び行政書士法人名簿から無作為に抽出した７,５５３名を対象に、１月初旬、協力依頼通知ととも

に調査票を送付しました。

　今回調査対象とした業務は、前回の２８５項目から１２５項目増の４１０項目で、それぞれについて令和２年１月か

ら１２月までの間に実際に当該業務で受領した１件あたりの報酬額（消費税込み、立替金含まず）を調査票に

記入していただき、無記名・郵送により２月２６日を最終締切りとして回収しました（回収数：２,１８２／回収

率：２８.９％）。

　その後、回収した回答を業務項目別に精査し、他の回答と明らかに前提条件が異なると思われるものなど

若干数を整理した上、業務項目別に有効回答者数と金額分布を示すとともに、「最小値」、「最大値」、「平均値」

及び「最頻値」を求めました。

　御多用中にもかかわらず御協力いただいた会員の皆様、また側面的に御支援をいただいた各単位会に厚く

御礼申し上げます。

　なお、業務項目別の詳細結果については、現在、本会ホームページ（日行連について＞情報公開＞報酬額

の統計）に公表しています。本誌では次号に掲載いたします。

令和２年度報酬額統計調査の実施結果
について

＜総務部＞

 Info 

４

　本年度定時総会において執り行う、本会会長選挙（令和３年６月１４日実施予定）に係る「立候補届出等の

要領と選挙運動の注意について〈立候補予定者向け要領〉」を５月６日から会員専用サイト「連con」の「日

行連からのお知らせ」にて公開・配付いたします。

　なお、立候補予定者向け事前説明会は開催いたしませんので、立候補予定者におかれましては、当該要領

を御確認いただき、各種届出及び選挙活動等を行うよう御留意願います。

令和３年度日本行政書士会連合会会長選挙
立候補予定者向け要領の配付について

＜選挙管理委員会＞

 Info 

５
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単位会別会員数一覧
〈令和３年４月１日現在〉

 Info 

６

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減R２
１０.１

R３
４.１増減R２

１０.１
R３
４.１

１２６２７△ ３１,８６８１,８６５北海道

北
海
道
地
方
協
議
会

０２２△ ３２９７２９４秋 田

東
北
地
方
協
議
会

０４４７３７５３８２岩 手

０１１△ １３５３３５２青 森

１１０１１△ ２０７３９７１９福 島

１２０２１６９７２９７８宮 城

０３３△ １０４２２４１２山 形

８１９３２０１４１７,０５５７,０９６東 京

関
東
地
方
協
議
会

１５６５７７３,０６６３,０７３神奈川

３２７３０３２,１８３２,１８６千 葉

２８１０△ ９１,２００１,１９１茨 城

１９１０△ １８７２８７１栃 木

１３３３４１２,４８２２,４８３埼 玉

１３４△ ６１,１０８１,１０２群 馬

０８８△ １２９８５９７３長 野

０４４０３５７３５７山 梨

０２０２０△ ２９１,５４２１,５１３静 岡

０１３１３△ ５８８５８８０新 潟

４５０５４４３,０９９３,１０３愛 知

中
部
地
方
協
議
会

０１０１０３８４８８５１岐 阜

１４５△ ４７１５７１１三 重

０３３０３２３３２３福 井

０４４９３７５３８４石 川

０４４△ １３９６３９５富 山

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減R２
１０.１

R３
４.１増減R２

１０.１
R３
４.１

０５５△ ２４８９４８７滋 賀

近
畿
地
方
協
議
会

６８１８７４０３,３９４３,４３４大 阪

０１５１５１２８９７９０９京 都

０８８△ ９４５７４４８奈 良

０１１６３３５３４１和歌山

３２３２６１１,８７５１,８７６兵 庫

０３３１２１５２１６鳥 取
中
国
地
方
協
議
会

０２２△ ３２６６２６３島 根

０８８０８０２８０２岡 山

０１３１３△ ２１,１６８１,１６６広 島

０３３△ ２４８１４７９山 口

２５７５４００４０５香 川四
国
地
方
協
議
会

０７７△ ５３３６３３１徳 島

０１１３２５１２５４高 知

０６６△ ９５５８５４９愛 媛

１２０２１１５１,６０３１,６１８福 岡

九
州
地
方
協
議
会

０２２△ ２２４８２４６佐 賀

０５５８４０５４１３長 崎

１８９５６４８６５３熊 本

０６６△ １３６３３６２大 分

０４４△ １５０４５０３宮 崎

０１０１０△ ３８２５８２２鹿児島

０４４５４０４４０９沖 縄

３８７５５７９３３９４９,４４１４９,４８０合　計
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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３年２月１５日、三重会では行政書士法制定７０周年を祝う記念式典を開催しました。当初は７０周年とい
う大きな節目を迎えるにあたり、盛大に催す予定でしたが、コロナ禍のため、やむなく規模を縮小しての実
施となりました。
　そこで、知恵と工夫を凝らし、式典に合わせた記念事業として「俳句コンクール」を発案、俳句の投稿を
通して少しでも行政書士の存在等を世に知らしめたいという目的で、ホームページや新聞等を駆使し、広く
全国から俳句を募ることにしました。
　うれしいことに、応募総数は予想をはるかに超えた１,４３９句に及び、その応募俳句については、新進気鋭の
俳人家藤正人氏によって選考、入賞者の決定がなされました。
　式典当日は２部制とし、第１部では三重県知事鈴木英敬氏を来賓としてお招きして、三重県知事表彰、三
重県行政書士会会長表彰並びに会長特別表彰の授与式を執り行い、第２部において、記念事業として実施し
た「記念日を詠む俳句コンクール」の入賞者発表及びその講評について、家藤氏本人による動画配信を会場
で上映する形で実施しました。あわせて、YouTubeでの同時ライブ配信によって全会員が視聴できるように
するとともに、年度末までは当会ホームページで動画を公開する
こととしました。
　誰もが予想だにしなかった、令和２年から続くコロナ禍にあっ
て、特に人との接触が不可避である広報・普及活動については、
感染予防最優先という前提があり、その活動がかなり制約を受け
続けているのも事実です。
　今回実施したこのような三重会の試みも、今後の広報の在り方
として参考にしていただける部分もあるのではないかという自負
の下、ここに紹介、報告させていただきます。

行政書士法制定７０周年記念事業
「記念日を詠む俳句コンクール」を開催

三重県
行政書士会

　行政書士制度７０周年を記念し、令和３年２月１７日に食品関係事業者及び行政書士を対象とした「HACCP公
開リモートセミナー」を開催しました。
　令和３年６月１日からHACCPの導入が完全義務化されることを見据え、食品関係事業者に対して注意喚
起を促すとともに、我々行政書士がHACCP導入のサポート役を担えることをPRする目的として開催しました。
　セミナーは「第１部：HACCP制度の概要」、「第２部：HACCPの具体的な導
入方法」の２部構成とし、講師は第１部・第２部共に大阪会の河英生会員に担
当していただきました。河先生は普段からHACCPの導入支援を数多く経験さ
れていらっしゃることもあり、具体的な事例を挙げながらの解説により、
HACCPの導入はこれから始めるというような事業者の皆様にも大変わかりや
すい説明をしていただきました。
　当会では会員向けの研修会は、ほぼ全てをwebで実施していますが、一般の
方も対象としたオンラインセミナーは、ほとんど経験がない状態であったため、
どれくらいの方に御参加いただけるか不安な部分もありましたが、結果として
７０名以上の方に御参加いただくことができました。
　当会としては今後もインターネットを積極的に活用し、県民の皆様が必要と
している情報をタイムリーにお届けすることで、行政書士制度をより多くの方
に周知していきたいと考えています。

行政書士制度７０周年記念
「HACCP公開リモートセミナー」の開催

石川県
行政書士会
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　令和３年２月２２日、行政書士制度は７０周年を迎えました。また、令和２年には福井県行政書士会が設立さ
れて６０年が経ちました。福井会では１年半ほど前に記念事業実行諮問委員会を立ち上げ、誰もが立ち寄れる
屋外イベント「行政書士フェア」の開催を企画していましたが、コロナ禍により開催できず、一から企画を
練り直すこととなりました。
　記念事業も自粛しようかという話もありましたが、周年記念ということもあり、奥ゆかしい県民性とはい
え、「ここで何かをアピールしなくては！そうだ、動画を作成してYouTube配信してはどうだろう？広報を
兼ねた記念誌も作ろう！」という話になりました。
　すぐに動画作成チームと記念誌チームが編成され、①周年という節目を記念する、②行政書士の認知度を
上げる、③次世代の行政書士への情報提供という３つの目標を掲げ、制作を開始しました。
　完成した３本の動画（「行政書士って儲かるの？」「女性に行政書士を目指してほしい４つの理由」「行政
書士の魅力座談会」）全てに当会の会員が出演し、行政書士の魅力を熱く語っています。日行連制作の「行
政書士制度紹介動画」とあわせて、YouTubeで「福井県行政書士会」で検索すれば、視聴できます。
　記念誌は「やってみようよ行政書士」というタイトルで、行政
書士のあゆみを双六形式でたどりながら業務内容も理解してもら
えます。学生の方に見てもらいたいとの思いから、目を引くピン
ク色を基調として二つ折りA４サイズにしました。誌面記載の
QRコードを読み込めば動画も視聴できます。
　今後はより多くの方に見ていただけるように、学校や市町、商
工会に配布予定です。各単位会にも送付しましたので、御覧くだ
さい。
　今回の取組については、福井新聞に取材を受け、２月２２日に掲
載されました。

「行政書士制度７０周年記念行事」
奮闘記

福井県
行政書士会

　香川会では、令和３年２月２３日に行政書士登録を希望する方を対象とした登録入会事前説明会を開催しま
した。
　今回で３回目となる説明会には県内外から２７名の参加があり、令和２年度行政書士試験合格者や公務員経
験の方、令和３年度以降の受験を検討している方など、幅広い方々にお集まりいただきました。
　説明会では、はじめに入江宏幸会長の挨拶の中で行政書士制度は本年で７０周年を迎えたことが紹介され、
次に松本健士副会長から行政書士業務についての説明がありました。その中で、行政書士が行うことのでき
る業務は非常に広範囲に及ぶこと、また今後のデジタル化や行政書士法改正の流れに沿った説明もあり、行
政書士業務に対する理解を更に深めていただけたと思います。
　その後、村井孝之総務部長による事務所開業体験談に移り、開業しておよそ１４年の間には辛く苦しい場面
もあったが、誠実に業務に取り組んでいくうちに人との縁や信頼関係が培われ、次の仕事へとつながり、今
では県内で最多の受任件数となった分野もあるとの話に、
参加者は真剣に耳を傾けていました。
　質疑応答では、登録手続の詳細や開業後の集客方法など、
開業に向けた具体的な質問も挙がっていました。また、説
明会の終了後に行ったアンケートでは、「開業についての
不安が解消された」「行政書士業務に取り組んでいく情熱を
感じた」などの感想があり、これから開業を目指す方々に
とって、自身の事務所運営をイメージしていただく良い機
会になったのではないかと思います。

登録入会事前説明会の開催について香川県
行政書士会
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　２月２７日、宮城会として初めての企画である「入会希望者向けセミナー」を開催しました。検温等の実施
予告の上、呼び掛けたところ、コロナ禍にあっても１０名が参加し、２時間の予定を目一杯利用しての実施と
なりました。
　セミナーの第１部では、現在業務に積極的に取り組んでいる若手・中堅の会員３名に登場していただき、
それぞれ「外国人業務に特化した行政書士Ａさん」、「法人社員から独立後、自宅からオフィスに事務所移転
した許認可業務、民事法務を得意とする行政書士Ｂ氏」、「都市近郊の事務所を承継した建設業専門の行政書
士Ｃさん」として、開業当時からこれまでの体験談を披露してもらいました。
　ガイダンスでは、開業当時の思いと現実とのギャップの中で収入確保のために苦労したという話や、子育
てと行政書士ビジネスの両立のため、やむなく外に事務所を手
配して子どもと距離を置いたという割り切りが必要であると
いった説得力のある話、会員名簿への登録が仕事につながる大
きな契機になり、更に事務所を承継する機会を得られ、建設業
に特化していった話など内容は多岐にわたりました。
　このような個性ある経験談が、個別相談の手掛かりになった
のか、第２部の相談会では、開業費用についての相談を始め、
参加者全員の意見交換があり、初の企画としては上出来と言え
る結果となりました。既に入会登録を済ませた参加者もおられ
たことをお伝えし、今回の報告とさせていただきます。

「入会希望者向けセミナー」を開催
しました

宮城県
行政書士会

司法研修実施のお知らせ愛知県
行政書士会

　日行連が目指す司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の担保として、必要な法律知識と業務能力を身
に付けていただくため、平成１７年度から日行連と名城大学との合意により、名城大学大学院法学研究科科目
履修を開講し、人材育成を目指しています。
　令和３年度は民法Ⅴを開講します。単位修得が可能であり、また業務に活用できるような講義を開講しま
すので、是非受講されますよう御案内申し上げます。
　なお、新型コロナウイルスの影響に鑑み、名城大学との調整の結果、web会議システム「Zoom」を活用し
た遠隔授業とし、前年度に引き続き後期日程の９月から開講を実施いたします。
　詳細については、愛知会へお問い合わせください。

　《実施要項》
　履修科目：民法Ⅴ（親族）
　出願資格：修了年限４年以上の大学を卒業した行政書士会員､
　　　　　　または行政書士経験３年以上の行政書士会員（この場合は日行連の推薦状が必要）
　開催方法：Zoomを活用した遠隔授業（受講方法は大学より案内）
　諸 費 用：１）入学検定料：１７,５００円　または　継続検定料：１０，０００円
　　　　　  ２）学　　　費：１科目（２単位）で５７，２００円
　開講時間：土曜日の１時限～２時限（１科目１５時限で２単位）
　　　　　　１時限　９：１０～１０：４０、２時限　１０：５０～１２：２０
　開 講 日：民法Ⅴ：９月１８日、１０月２日、１０月１６日、１０月３０日、１１月１３日、１１月２７日、１２月１１日、
　　　　　　　　　　１月８日
　申込方法：愛知会へお問い合わせください（TEL：０５２－９３１－４０６８）
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●中央研修所通信５月号

＜中央研修所　所長　関口　隆夫＞

「行政書士のためのコンプライアンス研修（行政書士法）」の再収録について

　中央研修所では、会員の皆様の研鑽に供するため、

中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマンドシ

ステム）に１００本以上の研修講座を登載しています。

　特に行政書士として身に付けておくべき倫理等に

関する講座を「コンプライアンス研修」として登載

し、とりわけ「行政書士のためのコンプライアンス

研修②」は、平成２５年度に初登載されて以来、多く

の単位会において新規登録会員等の研修に活用され、

登載講座の中でも最も多く視聴されている人気講座

の一つとなっていました。この度、本年６月４日の

改正行政書士法の施行に先立ち、総務省の御協力を

得て、「行政書士法」解説部分について再収録を行い

ました。

　従来の「行政書士のためのコンプライアンス研修

②」は「行政書士法」及び「行政書士の倫理と専門

家責任」の２部構成でしたが、今回の一部再収録に

伴い、中央研修所内で検証を行った結果、それぞれ

を単独の講座として登載することが妥当との結論に

達しました。

　今後は、新たに改正行政書士法の内容を盛り込み、

法律に特化した内容の「行政書士コンプライアンス

研修（行政書士法）」と、行政書士が知っておくべ

き一般教養講座として有用な「行政書士の倫理と専

門家責任」が、それぞれ単独の講座として登載され

ることとなります。

　第１２次改正となる今回の行政書士法改正では、第

１条の目的規定に「国民の権利利益の実現に資する

こと」が追加され、我々行政書士は今まで以上に高

い倫理観をもって業務に当たることが求められてい

ます。この機会に改めて行政書士法に対する理解を

深めていただきますよう、コンプライアンス研修を

御活用ください。

　また今回の改編に伴い、２部構成であった講座を

２つに分割し、新たに２つの講座として登載するこ

ととしたため、システムの都合上、下表に示すよう

に、今までの「行政書士のためのコンプライアンス

研修②」の視聴履歴はリセットされ、修了証の発行

はできなくなりました。同様に旧「行政書士の倫理

と専門家責任」の視聴履歴も新講座に引き継ぐこと

はできませんので御注意いただきたいと思います。

　中央研修所では会員の皆様に当研修サイトを御活

用いただけるよう、今後とも新規講座の登載に加え、

登載中の各講座について順次見直しを図ってまいり

ますので、当研修サイトを是非御利用いただきます

よう重ねてお願い申し上げます。

「行政書士のための 
コンプライアンス研修②」 

令和2年度をもって登載終了 

※視聴履歴がリセットされ、修了証は発行できな
くなりました。 

＜令和3年度（令和3年4月）以降＞＜令和2年度（令和3年3月末）まで＞  

 

「行政書士のための 
コンプライアンス研修② 

「行政書士法」 

「行政書士の倫理と専門家責任」 

新登載「行政書士法」  

単独講座として継続登載 



2021.5　No.58236

山口県行政書士会：行政書士ADRセンターやまぐち

１．センター紹介

　行政書士ADRセンターやまぐち（以下、「当センター」という。）は、平成２７年４月１０日付で認証（認証番

号１３６号）を取得しました。

　当センターでは「敷金の返還又は原状回復についてのトラブル」と「ペットについてのトラブル」という、

生活に密接しているトラブルを取り扱っています。こういった内容のトラブルを裁判所の調停で解決した場

合、その後も続くであろう生活に支障を来すことが多くなるのではないでしょうか。

　当センターでは「対話促進型」又は「自主交渉援助型」と呼ばれる調停を実施しています。これは、当事

者双方が同席しての話合いを大切にしているというところが、裁判所で行われている調停と大きく違うとこ

ろです。例えば、御近所の方が飼っているペットに噛まれ負傷した場合、当然にケガの治療費、損害を被っ

たことへの賠償など金銭にまつわることを話し合うことも大事だとは思いますが、実はそれより大事なこと

があります。それは、その後の当事者双方がトラブル発生前と変わることなく平穏な生活を送ることです。

裁判所で行われる調停では、上記の場合、金銭での決着を中心とした話合いしか行われません。

　しかし、当センターでは当事者双方で話をしていただくことができますので、以後どうしたら再発を防げ

るか、当事者の一方が抱えている事情などを共有して話を進めていくことが可能です。それは、トラブルを

根本から解決し、当事者双方の心に完全な充足を与えるものであり、裁判所における調停がゼロサムの関係

を築くものに対し、当センターの調停はwin－winの関係を築くことにあります。未来に向けて問題を解決で

きること、これが当センターの大きなメリットの一つです。

２．活動の現状と課題

　本年度における当センターの調停件数は、残念ながら０件ですが、問合せ件数は増加傾向にあります。山

口県庁等から紹介をいただく機会も増えていることから、これらの相談を調停に進め、実績を積むことが今

後の課題であると考えます。

　また、新型コロナウイルスの影響を考慮して、オンラインでの相談対応、将来的にはオンライン調停など

も視野に入れて対応していくことも必要になってき

ていると感じています。

　しかしながら、あくまでも「対話促進型」を採択

し、当事者双方が同席した上で行う調停であること

が強みであるADRですので、オンラインの場合の

弊害もあると考えられます。例えば表情一つ取って

も、画面を通して見るのでは、同席調停でなければ

わからない表情の変化や心の機微を見逃してしまう

おそれがあります。アクリル板を使用して調停を行

うのも一つの方法ではありますが、今後はオンライ ロールプレイの模様
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名　　　称：山口県行政書士会

住　　　所：山口県山口市惣太夫町２番２号

代表者氏名：杉山　久美子

紛争の分野・種類・範囲（規則第９条第１項第１号）：

１　山口県内において発生した愛護動物（動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）

第４４条第４項に関する愛護動物をいう。以下同じ。）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

２　山口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

ン対策が必要となる状況も考えると、調停人養成の段階でオンラインによる調停のトレーニングを取り入れ

ていく必要があると思います。

３．ADRの拡充と活性化に向けた対応

　当センターだけでなく、ADRそのものの認知度が低いということが残念でなりません。当センターで取

り扱う範囲に関連する各所に対し、引き続き粘り強く告知を行っていきたいと考えます。また、一般の方に

向けて、ADR制度そのものを広く知っていただけるよう活動したいと思います。

　ADRはまだまだ日本には馴染みの薄い制度ではありますが、裁判所で行われる調停とは違ったメリット

が多くあると考えます。ADRが紛争解決の方法の選択肢の一つとなることを目指して尽力する次第です。

一般会員の皆様におかれましても御理解御協力いただきますようお願い申し上げます。

研修風景
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　群馬会では、平成３０年度から法教育の普及に向けて活動を続けています。全国には先進的な活動を続ける
諸先輩方が多くいらっしゃる中、拙い内容で非常に恐縮ではございますが、当会の活動の様子を御紹介させ
ていただきます。

１．事業実施前の準備と背景
　高崎支部の女性会員による法教育チーム（５名）を結成し、平成３１年５月頃から小学校での法教育実施に
向けて検討を重ねました。
　これまで高崎市の小学校において延べ３回の授業を実施していますが、実施までの流れは以下のとおりです。

①チームの発足
　子供たちに、自分の身近にある法律の存在に気付き、法律を
守ることで自分が守られているのだということを知ってほしい
という思いで、子供たちのための法教育チームを発足しました。
　最初のきっかけとなったのは、母親として小学校で耳にした
現場の声でした。子供たちを取り巻く環境は昔に比べ、とても
変化が速く、大きなリスクを伴うことが多々あります。法律や
決まりを「知らない」ことによって被る不利益もあります。子
供のうちから法的な物事の考え方を身に付けることは、子供を
守るために非常に重要なことであると考え、子供たちへの法教
育実施に向けてチームを発足しました。

②対象と内容の決定
　対象は小学校高学年としました。授業を聞いて、法律を自ら
の身近な問題として置き換えることができる年齢であり、中学
校に入学して生活環境が変わる前のタイミングで自分たちの行
動と責任について知ってほしいという理由からです。
　内容は担任の先生方からのヒアリングを基に、学校ごとに変
えていますが、原則として子供たちの生活の中で実際に起きて
いる身近な事例を取り上げ、わかりやすく伝える工夫をしてい
ます。

③実施に向けた広報
・群馬県学校生活協同組合の推薦セミナーに登録
群馬県学校生活協同組合では、児童向け・教職員向けに様
々な社会学習、生涯学習の外部講師やセミナーを紹介してい
ます。行政書士会が行う法教育について趣旨を説明したとこ
ろ、御賛同いただき、推薦セミナーとして登録していただき
ました。広報誌や校長会での紹介など、広報活動に御協力を
いただいています。

・首長及び各学校への趣旨説明
高崎市長及び各学校の校長先生や学校関係者などに対し、
法教育の趣旨や概要を記載したパンフレットを作成・配布し、
法教育の実施に向けて精力的な打診を行いました。

法教育の取組について

＜群馬県行政書士会＞
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・新聞掲載による広報
当日は地元新聞社の記者による取材が入り、翌日
の新聞に写真入りで大きく掲載していただきました。
実施校の校長先生のもとには、他校の先生や地元の
方々から反響が寄せられたそうです。

２．事業実施の状況
　法教育テーマ『守ることで守られる』
　①　第１回　令和２年１月２８日
　　　　　　　小学校６年生（１２０名）　
　②　第２回　令和２年９月２５日
　　　　　　　小学校５・６年生（２２名）
　③　第３回　令和３年１月２８日
　　　　　　　小学校６年生（８８名）

　授業は４５分間ですが、一方通行の講義ではなく、子
供たちが参加し自ら考えることができるようクイズ形
式で行いました。NHKで放送されている「バラエティ
生活笑百科」をアレンジして、司会者がクイズを出題
し、子供たちには「赤マント」と「青マント」の２つ
の意見を聞いて正解だと思う方に挙手をしてもらいま
す。子供たちの答えが割れることが多く、会場がどよ
めいたり、自分の考えを挙手して発表したりする子もいました。
　クイズの題材は、実施前に担任の先生方から子供たちの様子や直面している問題などをヒアリングし、そ
の学校のオーダーに沿うよう、内容を少しずつ変えています。子供たちの生活に身近な民法の契約や未成年
の法律行為、SNSにまつわるトラブルなどが中心となります。
　また、内容だけでなく授業の雰囲気も大事なポイントにしています。例えば、①③はいわゆるマンモス校
ですが、学校から「子供たちに楽しみながら法律に触れてほしい」という要望があり、高崎支部の女優陣に
よる「赤青マント」の寸劇を盛り込んだり、全員が参加できるようクイズを多めに出題したりしました。一
方、②は小規模校であり、かつ「法律の専門家の話を聞きたい」というオーダーだったため、あえて条文や
判例を紹介し、クイズではグループでの話合いの時間を作り、答えをまとめる形式にしました。

３．実施後
　実施後には、学校側へお願いをして子供たちに対しアンケートを実施しました。自由記入欄には感想や意
見、質問がびっしりと書かれており、良かった点、改善すべき点などが具体的に把握できたため、非常に参
考となりました。
　また、各学校では法教育の実施後に振り返りの授業時間を設けており、法教育の授業を通して感じたこと
や気付いたことについて話し合ったり感想文を書いたりしています。「聞いて終わり」ではなく、子供たちが
自分で考えて学ぶきっかけ作りとしての役割を果たせた授業となったのではないかと思います。

４．事業の今後
　これまでは高崎市内の小学校での活動でしたが、今後は県下全域に活動を広げ、また事業を継続していく
ためにも、講師を増やしていくことが課題となっています。そこで、群馬会では業務推進グループの所管業
務の一つとして法教育を位置付け、講師の育成や積極的な広報活動に取り組んでいます。

　以上が群馬会における法教育の主な取組です。これまで実施
経験がなく、私たちも手探りの状態でしたが、子供たちに自分
を守る道具として法律のことを知ってほしいという共通の思い
で、何度も話合いを重ね、知恵を出し合って実施に至ることが
できました。
　実施にあたり御指導御協力をいただいた全ての皆様方に感謝
申し上げ、行政書士による法教育が更に充実し広がっていくこ
とを祈念いたしまして、本稿を終えさせていただきます。
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国際・企業経営業務部
知的財産部門会議
【協議事項】
１　弁理士法改正の対応について 
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（月（月））

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　国交省への照会について
３　その他

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（７７件）
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２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（～４日）
【合議事項】
１　次年度事業計画（案）及び予算（案）
について

２　「月刊日本行政」に係る全行団との覚
書の内容変更について

３　入管法等建設分野の基準を改正する
告示案に関するパブコメについて

４　会員からの文書写しの請求について
５　農地法施行規則の一部を改正する省
令案に関するパブコメについて

６　専門員の登用について
７　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（水（水））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　本年度事業報告案について
２　次年度事業計画案について
３　申取関係研修VOD方式の今後の運
用について

４　異議申立案件について
５　単位会からの照会について
６　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（水（水））

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
１　内閣官房を含む各省等との協議状況
について

２　行政手続添付書類の分析について
３　条解行政書士法改訂版について
４　申請書への行政書士代理人欄設置要
望の請願について

５　事業の総括について
６　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（木（木））

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　国交省からの依頼について
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（月（月））

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　国交省への照会について
３　その他

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

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（火（火））
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登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１８０件）
２　その他

総務部会（～１９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　海外の連絡事務所設置に係る単位会
からの照会について

５　書面による総会議決の実施に関する
規則の制定（案）について

６　その他

法規監察部会
【協議事項】
１　一人法人制度導入に伴う会費取扱い
の考え方について

２　照会案件等について
３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（木（木））

法務業務部会
【協議事項】
１　共同養育計画書について
２　本年度事業について
３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（金（金））

行政書士制度あり方検討委員会
【協議事項】
１　行政書士制度中長期ビジョン等に関
する諮問について

２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（月（月））

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（～２５日）
【合議事項】
１　理事会の議案等について
２　４月理事会の開催方について
３　交通事故業務に関する知事処分につ
いて

４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（水（水））

※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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られた使命なのではないでしょうか。そして、その

前提に立つことで見えてきた課題もあります。

　例えば、家庭裁判所（以下、「家裁」という。）と

の関係は各地域によって実情は様々であり、受任依

頼が継続的にあるような良好な関係を築いていると

ころもあれば、候補者として申し立てても他の士業

が選任されたり、親族後見人の場合と同じ扱いを受

けたりするなど、およそ専門職として認められてい

ない事例も存在しています。いかにして良好な関係

を築いたかは、継続的な受任実績によって信頼を高

めた結果であったり、たまたま理解のある裁判官や

書記官の赴任によって風向きが変わったりとその理

由は必ずしも明らかでなく、厳しい状況にある支部

にとっては打開策に乏しい現状にあるのは否めませ

ん。しかし、家裁側の視点に立てば、全国各地に乱

立する成年後見関連の活動を行う団体とコスモスが

どう違うのか分からないという考えも理解できます。

そのためにもコスモスは、日本行政書士会連合会

（以下、「日行連」という。）が設立した団体であり、

各都道府県に法人格を有する単位会と密に連携し、

充実した研修カリキュラムによって能力担保がなさ

れていることを、全国の会員の実績を含めてアピー

ルする必要があると考えます。

　そして、家裁との関係が良好とは言えないまでも、

候補者が問題なく選任されるようになって初めて、

より信頼されるための施策を講じることができます。

誤解を恐れずに言うならば、資産が潤沢にあり、各

制度の支援が手厚く、特段の問題がない案件ならば、

親族も他の士業も嬉々として受任するのかもしれま

せん。しかし、そうではない何らかの問題を内包す

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　④

　過去３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、本号が最終回にな

ります。

　本号では、「最後に」と題して、これまでの調査

結果から、コスモス本部及び各支部並びに各単位会

での今後の活動に向けて、何かヒントになればとい

う思いで意見をまとめさせていただきました。

７．最後に

　行政書士が行う社会貢献活動の一環として成年後

見分野に取り組む意義は、「行政書士の特徴と強み

は何か」に言い換えることができるのではないで

しょうか。

　既に超高齢社会が到来し、なお核家族化や若者の

都市部集中が続く日本にとって、認知症高齢者を含

む判断能力に不安のある方の生活を地域社会がいか

にして支援し見守っていくかを考えれば、親族でな

い第三者として専門職後見人に求められる期待は計

り知れないものであると言えます。

　ここまで見てきたように、他の士業に比べて地域

偏在が少ないことや本来業務である許認可業務等を

通じて行政との関わりが深く、幅広い業務範囲ゆえ

に様々な機関、部署との調整機能を果たすことに長

けていることが行政書士の特徴や強みです。言い換

えれば、それら能力を発揮し成年後見を通じて社会

に貢献することが、コスモスそして行政書士に課せ

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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あれ周辺業務であれ、これまで述べてきたような各

会員や地元の行政書士に向けられる地域社会からの

期待や果たすべき役割に変わるところはありません。

コスモスに所属する多くの会員が、他の士業に肩を

並べて活動していくのだという気概を持ち、目の前

にある課題解決のために日々研鑽を積みながら社会

貢献を実践している一方で、そういった意識に乏し

い会員との間で支部内部でも温度差が生じているこ

とも少なからず存在してしまっています。この法改

正が、コスモスに所属しなくとも成年後見業務を行

うことができるという誤ったメッセージとして受け

取られることのないよう、適切な業務管理によって

周囲の信頼を高め、充実した研修によって高い業務

スキルと倫理観を醸成するための団体として、成年

後見分野における行政書士の中心的役割を担い続け

ることが重要だと思うのです。

　現在、大きな課題としてある地域連携ネットワー

クや中核機関への参画は、会員個々の日々の地道な

活動の延長線上にあると言えます。会員一人ひとり

の活動を支援していくことがコスモス支部の役割で

あり、支部の更なる発展のために各単位会、コスモ

ス本部、日行連が有機的に連携し一体となって取り

組むことが重要です。今まさに、成年後見制度を通

じて、地域社会に求められる行政書士像を確立する

時期なのかもしれません。

（おわり）

る「困難案件」こそ、我々が特に取り組むべき意義

があるのかもしれません。多くの支部が家裁から

「報酬が出ないが受任できるか」と問われるように、

ニーズがそこに存在するのは確かです。社会貢献が

必ずしも報酬の存在や業務性を否定するものではあ

りませんが、「何でも受けます」という姿勢の裏には、

報酬が見込める案件との抱き合わせや受任実績を作

りたいという一部会員の努力によって支えられてい

ることも無視してはいけません。この課題解決のた

め、成年後見制度利用支援事業の報酬助成制度が不

十分な自治体への働きかけ等が考えられますし、コ

スモス支部だけではなく、単位会や政治連盟と連携

した首長や議員等への働きかけが効果を上げている

ことを認識しなければなりません。また、コスモス

独自の報酬助成基金の創設や個人会員には限界のあ

る受任件数の問題や困難案件に、チームとして取り

組むための解決策として、法人後見の導入は急務の

課題であり、コスモス本部として早期に方向性を示

す必要があると思われます。

　さらに、困難案件に取り組むために必要不可欠な

受任者の受け皿確保も重要であり、一つには会員個

々の能力アップのための研修内容の充実が挙げられ

ます。法的知識や実務上必要なスキルの習得に加え、

生活困窮者やコミュニケーションが難しい方、矯正

施設退所者、在留外国人等の他士業の研究がこれま

で盛んでなかった分野に関する研修コンテンツが充

実し選択可能となれば、会員の幅広い活動につなが

り、新たなニーズの掘り起こしにも寄与するのでは

ないでしょうか。このように目の前にある課題を整

理した上で「困難案件」に積極的に取り組むことで

実績を重ねることができれば、コスモスは他の士業

に負けず劣らない信頼を勝ち取ることができると考え

ます。

　このほどコスモスは日行連との間で改めて協定を

締結し、日行連が設立した成年後見制度を推進する

ための団体であることを再確認し、更なる連携強化

につながる内容が盛り込まれることとなりました。

また、一昨年には行政書士法の一部を改正する法律

が成立し、その目的として「国民の権利利益の実現」

が新たに規定され、成年後見業務への注目が集まっ

ています。しかし、成年後見業務が行政書士業務で
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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。

　古典落語に「天狗裁き」という噺
があります。にやにやと楽しそうな
夢を見ている様子の夫に「どんな夢を見たのか」
と妻が聞く。夫は「夢は見ていない」と。納得で
きずに夫婦喧嘩に発展。隣人が仲裁に入るも「どん
な夢を見たのか」とまた聞かれ「夢なんか見てい
ない」と。すると隣人とも喧嘩に。今度は、長屋の
大家が夢の話を聞きたがるがやはり「夢なんか見て
いない」と。長屋から出て行けと言われる始末。立
ち退きを断ると奉行所での裁きに。奉行にも夢の
話を聞かれるが「夢は見ていない」と。奉行の怒
りを買って庭木に吊るされる。そこに突風が。気
が付くとそこは山奥、目の前には天狗が。天狗に
なら話せるだろうと言われるが「見てない夢の話は
できない」と。天狗は長い爪で夫を八つ裂きに。夫
は苦しみ悶える。うなされている夫に妻が「ところ
でお前さん、どんな夢を見たんだい？」
　長引く新型コロナウイルスの脅威。実は全て夢
だったというようなオチにはならないものかと思
います。

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（森）

会員の動き
◆登録者数（令和３年３月末日現在）

４９,４８０名合 計　 　
7,317名女42,163名男内 訳　 　
6,703名女40,325名男・個人事務所開業
285名女1,295名男・行政書士法人社員
329名女543名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和３年３月中の処理件数）
１５３名新規登録　合　計
22名女131名男　　　　　内　訳
４１１名登録抹消　合　計
52名女359名男　　　　　内　訳

368名　　　　　・廃　業
42名　　　　　・死　亡
1名　　　　　・その他

◆法人会員（令和３年３月末日現在）
１,０１１法 人 事 務 所 数
627・主たる事務所数（行政書士法人数）
384・従たる事務所数
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