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○御挨拶
　今般、日本行政書士会連合会（以下、「日行連」という。）会長に再度就
任いたしました東京都行政書士会所属の常住 豊と申します。
　令和₃年度の日行連定時総会において実施された会長選挙では、多くの皆
様の御支援をいただき当選することができました。心から感謝申し上げます。
　また、私が日行連会長に就任してから₁期₂年の間、会員の皆様の御支
援御協力を賜り、順調に会務運営がなされてきたことに、改めまして感謝
申し上げます。

○活動理念
　従来、私は「そうだ、行政書士に相談しよう！」という気運を全国標準に
したいと願っています。行政書士は、地域住民の方々の人生や事業者の事
業を成功に導くべく、リーガルサービスの町医者となり、総合医となり、課
題を解決するときには専門医となって働かなければならないと考えていま

す。地域住民や事業者の方々にとって、行政書士が生活圏にいる、事業者の営みに寄り添う、正に身近な良き
相談相手として、地域に必要不可欠で有益な国家資格者となるよう、その位置付けを確固たるものにしてまい
ります。
　そのためにも、会員一人ひとりが業務の確立した行政書士になれるように、許認可申請に代表される行政
手続と相談業務などの市民法務の業務を会員の皆様に修得していただき、その活動ステージが広がるように
努めてまいります。

○コロナ対策支援とデジタル化対応
　新型コロナウイルス感染症対策に係る支援と行政のデジタル化への対応、この₂点が、我が会の喫緊の課
題であると考えています。
　私たち行政書士の固有業務である許認可申請業務を守り、国民の権利利益の実現に資するべく、デジタル
化が進んでも行政書士が活躍できるようにするために、これまでも代理申請への働きかけを関係各所に行っ
てまいりました。その結果、関係各位の御理解御協力により、GoToトラベル地域共通クーポン取扱店舗登
録申請において、初めて行政書士の代理人欄を設けていただきました。
　デジタル化が進めば、なりすましの問題が生じます。行政書士が関与することで、行政手続が円滑になり、
国民の権利利益は守られ、また行政書士の許認可申請業務は守られます。そして、デジタル化への対応は、
市民法務の分野においても重要だと認識しています。

○行政書士法改正の推進
　皆様の御協力により実現した改正行政書士法が、本年₆月₄日に施行されました。改めて感謝申し上げます。
　これから、更に行政書士業務を強固にするための行政書士法改正を目指します。先般の日行連理事会にお
いて決定された行政書士法改正項目表において、行政書士制度に関する事項として、行政書士業務の適正化
や登録資格の見直し及び研修の義務化を、また行政書士業務・職域に関する事項として、聴聞又は弁明の機
会付与に係る代理手続関連やADR代理権等を重点項目に挙げました。実現に向けた方法を含め検討し、推
進してまいります。

○これまで以上に“必要とされる”国家資格者へ
　引き続き、行政書士業務に関係する様々な法改正等について、意見を求められるようにするために、関係
各所への政策提言を行ってまいります。また、地域密着型の活動を推進するために、現場が活動しやすいス
テージづくりをします。さらに、他士業団体の行政書士制度に対する理解の促進に努めます。そして、多様
性のある社会の実現、特に多文化共生社会の実現を目指し、その中心的役割を担ってまいります。

　前期₂年間の事業活動により、関係各所において、行政書士の活用への理解が進んでいると感じています。
引き続き、日行連役員や単位会の意見をいただきながら、会長としてトップセールスをして、デジタル社会
における行政書士の役割を確固たるものにしてまいります。
　皆様の御理解御支援を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

行政書士の新時代を創るために

会 長 再 任 の 御 挨 拶会 長 再 任 の 御 挨 拶

日本行政書士会連合会会長　常 住　　豊
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広島会における災害支援活動について広島会における災害支援活動について

広島県行政書士会　古田　康博

₁　災害の発生
　広島県では、平成30年７月６日昼過ぎから本格的
に降り始めた雨が、翌７日の朝方にかけて記録的な
豪雨となりました。
　当時、私は家族とともに、広島市内の大型商業施
設に夕食に出掛けていました。日暮れの頃から携帯
電話の警報がやけに多いなとは思いながらも、大き
な建物の中なのでさほどの危機感もなく、のんびり
と食事を楽しんで帰宅しようとすると、帰路として
予定していた道路が通行止めで使えなくなってい
ることがわかりました。そこで、大通りを通ること
としたものの、道路はタイヤの半分ほどが水に浸か
る状況で、水をかき分けながら走行して、何とか帰
宅することができました。
　翌朝、テレビをつけると豪雨被害の報道一色で、
大規模な人的被害が発生するなど、時間の経過とと
もに尋常でない被害の状況が明らかとなりました。
平成26年の広島豪雨災害の記憶が甦るとともに、行
政書士会としての対応の必要性を感じながらも、翌
日の月曜日を待つこととしました。
　近年、こうした想定外の自然災害が頻発してお
り、常に自らの身を守る行動を心掛けることが必要
だと痛感しました。

₂　大規模災害対策本部の設置
　当会においては、４年前の広島豪雨災害の経験を
もとに「広島県行政書士会大規模災害対策本部設置
に関する規則」を定めていたので、この規則に基づ
く対策本部を７月９日に設置し、翌10日には第１回
の大規模災害対策本部会議を開催することができ
ました。
　しかし、ＪＲを始め交通網が至る所で寸断されて
いたため、参加できない本部員がいたほか、当時、
当会会長が住んでいる呉市からはフェリーなどの

海路が唯一の交通手段であったり、日頃は１時間程
度で来られるところでも車で数時間かかるなど、多
難なスタートとなりました。
　今ではオンライン会議が当たり前の時代になって
きましたが、当時、そのような発想は全くなく、集
合可能な本部員のみで開催することとなりました。
　対策本部では、まず、県内９支部に依頼して会員
の安否確認と各地の被害状況について情報収集を
行いました。
　会員については、事務所の浸水などの被害が若干
見受けられましたが、幸いにして人的被害はなく安
堵しました。また、各地の被害状況については、広
島、呉、三原地域の被害が特に大きく、他の６支部
からは緊急対応不要との連絡を受けました。大規模
な災害ながら、被害は特定の地域に集中しているこ
とがわかりました。

₃　被災者支援活動
　これらの被害状況を踏まえて、行政書士として何
ができるかということについて協議した結果、この
度の豪雨では、屋根まで砂に埋まった車や流されて
途中で折り重なっている車などが頻繁にテレビで
放映されていたこともあり、自動車の被害が多く見
受けられたことから、当面、被災自動車に関する手
続について支援を実施することとしました。しか
し、被災地周辺の交通網は麻痺していたことから、
７月17日から８月10日までの間、自動車協議会の協
力を得て電話相談を実施することにしました。具体
的には、当会にかかってきた電話を事務局で取り次
ぎ、事務所で待機している自動車協議会会員から折
り返し電話するという方法で実施しました。
　また、当会で被災自動車に関する電話相談を行っ
ていることを知ってもらうため、パンフレットを作
成して広島県記者クラブに資料提供を行うととも
に、被災地周辺の公共施設等に周知を依頼しました。
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　なお、被災現場における相談会場の設置につい
て、自治体と連携を図ってきましたが、被災直後に
おいては、各自治体は災害対応に追われて相談会場
を設置する余裕はないという実情であったため、広
島市地域の士業連絡会の要請を受けて、７月15日か
ら９月14日までの期間中、約20名の相談員の派遣を
実施しました。
　行政書士会独自の対応としては、特に被害が大き
かった呉市内２か所の避難所に、８月19日から31日
までの11日間、「被災者支援相談センター」を設置
しました。この時点においても、多くの住民が避難
生活を余儀なくされており、被災者との直接対話に
よる支援を実施しました。被災から１か月が経過し
ており、支援活動としては遅いように感じるかもし
れませんが、呉市担当者と呉支部役員が再三調整を
した結果であり、緊急対応に若干の余裕の出た時期
が、この頃になったということです。
　「被災者支援相談センター」は、当会と防災協定
を締結している自治体から要請があったときに、当
会の費用負担で開設するもので、その時点では呉市
との防災協定は締結されていませんでしたが、協定
原案の合意が得られているなど締結直前まで準備
が進んでいたことから、協定に準じた「被災者支援
相談センター」を設置することとしました。
　なお、呉市との防災協定に関しては、災害対応が
落ち着いた翌年１月29日に呉市役所において調印
式が行われ、呉市長からは「協定によって、市民が
より安心して行政相談できるようになる。」との言
葉をいただきました。
　当会では、県内23市町全ての自治体との防災協定
の締結を目標としていますが、災害が広範囲に発生
したときの人員及び財源の確保が課題と考えます。

₄　グループ補助金
　災害対応における行政書士業務として、「グルー
プ補助金」の紹介をしておきたいと思います。
　当会が関わったグループ補助金としては、東日本
大震災、熊本地震に次いで全国で３例目となった西
日本豪雨災害に係る「中小企業等グループ施設等復
旧整備補助事業」（広島県、岡山県、愛媛県が対象）
で、中小企業等の施設復旧等費用の一部が補助され
るというものでした。
　この補助金は金額が大きく、補助申請手続も複雑
であるため、２年前の熊本地震で貴重な経験をされ
た熊本会の先生方に２度にわたってお越しいただ
き、会員を対象とした講習会を開催して申請手続の
具体例等について助言をいただくとともに、被害の
大きかった県内３か所において説明会を開催する
など、受入体制に万全を期して準備を進めました。
　しかし、申請事業がスタートすると、予想に反し
低調で、申請業務を受任する者はほとんどいない状
況が続きました。その原因としては、補助金の対象
が中小事業者であることから、県の事業のＰＲが商
工会組織を通じて行われ、そちらに相談が集中した
ことが考えられます。熊本県の事例に基づけば、こ
の補助金は片手間でできるような簡単なものでは
なく、そのうちに行政書士の出番があるというのが
おおよその見方でした。
　結果的には、約500億円準備された補助金の多く
が残されたまま、補助制度が打ち切られました。そ
の要因として、熊本地震とは災害の種類が異なり、
西日本豪雨災害では多くの人的被害がありました
が、そのほとんどが住居への土石流によって発生し
たため、事業者の被害が比較的少なかったこと、水
没地域においても個人商店などの零細事業者は再
建を望まず、これを機会に廃業を考える事例が多く
見受けられたことが挙げられます。
　この経験により、日頃から行政書士と商工関係行
政部局との関係性が薄く、補助金事業がスタートす
る時点において行政書士の存在が認識されていな
かったという課題が見えました。

₅　新型コロナウイルス支援業務
　当会では呉市役所の入口にコーナーを設けて、持
続化給付金等の申請業務がスタートした５月から

「新型コロナウイルス支援制度相談業務」を実施し
呉市と災害支援協定を締結

2021. ８　No.585 3

S
P

E
C

IA
L R

E
P

O
R

T



相談会場

　寄稿

ています。当初は年中無休で対応し、比較的落ち着
いた現在も規模を縮小して継続しています。今後、
感染状況や助成制度の状況により臨機応変に対応
することとしています。
　この判断には、昨年４月の総務省自治行政局行政
課長通知「行政書士の活用について」の影響があっ
たものと考えています。当初、今回のコロナ禍は自
然災害ではないが、これに準じたものとして災害協
定に基づく「被災者支援相談センター」としての業
務をスタートし、必要経費については当会が負担し
ていましたが、呉市において予算化がなされた７月
からは呉市からの受託業務として対応しています。

　災害対応は、「頼れる街の法律家」を標榜する行
政書士として力を注ぐべき業務と考えますが、いざ
となると必要なお金と人材の確保が課題となって
きます。
　例えば、上記の相談業務においても、呉市におけ

る予算化がかなわなければ、新型コロナウイルス感
染症が蔓延して継続対応が必要だとしても、早い段
階で撤退せざるを得なかったと思います。
　また、人材についても、多くの会員の協力を得て
何とか継続できていますが、兼業者の多い行政書士
会における人材確保の難しさは、多くの皆様が感じ
ていることではないでしょうか。
　行政書士が災害対応に積極的に関わろうとすると
きに、現実の対応を想定した準備が必要と考えます。
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千葉会における災害支援活動について千葉会における災害支援活動について

千葉県行政書士会

　令和元年９月から10月にかけ、千葉県内では下記
の２つの台風及び豪雨が立て続けに発生しました。

９月９日　　台風15号が千葉市付近に上陸
９月12日　　県内の41市町村に災害救助法が適用
９月20日　　当会に災害対策本部を設置
10月12日　　台風19号が静岡県伊豆半島に上陸
　　　　　　その後、関東地方と福島県を縦断
10月25日　　 台風21号と低気圧などの影響により、

千葉県、福島県を中心に豪雨が発生

　上記の自然災害の発生により、千葉県内の被害は
甚大なものとなり、多くの住民の方々が被災者と
なってしまいました。当会では被災地への視察や千
葉県との協議を行い、災害時支援協定に基づく千葉
県からの支援要請を受け、南房総市と茂原市に支援
員を派遣し、被災者支援活動を行いました。両市で
の被災者支援が終了するまでの当会の活動は以下
のとおりです。

９月18日　　 台風15号による被災状況の確認のため、
市原市、富津市、鋸南町、南房総市、
館山市の災害対策担当部署を訪問

　　　　　　 千葉県政策法務課と今後の対応につい
て協議

９月19日　　 当会ホームページに支援員募集文書を
掲載

９月20日　　 災害対策本部を設置
　　　　　　 各支部に対し、台風15号に関する会員

の被災状況について確認を依頼
９月25日　　 千葉県から支援要請（富津市）
９月26日　　 富津市役所へ詳細を確認
　　　　　　 （他都県からの支援が多数あったため、

当会からの支援は不要となった。）
10月２日　　 支援員への説明会を開催（災害支援時

の注意事項について）

10月15日　　 千葉県から支援要請（南房総市ほか）
10月16日　　 千葉県政策法務課と協議（支援員派遣

先、支援活動の詳細について）
10月24日　　 千葉県政策法務課、千葉県社会福祉協

議会と協議
　　　　　　 （支援員の派遣先を南房総市とし、支援

活動の詳細について打合せを行った。）
10月28日　　 南房総市復興支援課を訪問し、支援活

動の詳細について協議
10月29日　　 南房総市にて支援活動を開始
　　　　　　実施期間： 10月29日～11月11日
　　　　　　　　　　　（土・日を含む）
　　　　　　派遣人数： １日あたり２名
　　　　　　支援内容： 住宅修理のための補助金申

請書類の作成支援
　　　　　　　　　　　相談者の受付・誘導
　　　　　　 各支部に対し、台風19号、10月25日豪

雨に関する会員の被災状況について確
認を依頼

11月11日　　 千葉県から支援要請（南房総市、茂原
市、南房総市は期間延長を要請）

11月12日　　 茂原市建築課を訪問し、支援活動の詳
細について協議

　　　　　　 当会大会議室にて支援員実務講習を開
催（９名出席）

　　　　　　 南房総市に派遣する支援員を対象とし

被災から₂か月後の館山市街
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　寄稿

た支援業務の詳細を説明
　　　　　　各支援員の担当日程を調整
11月13日　　 茂原市役所にて窓口対応者向け事前説

明会に出席（４名出席）
　　　　　　 南房総市にて支援活動の期間を延長
　　　　　　（11月29日までの延長を要請）
　　　　　　実施期間： 11月13日～11月29日
　　　　　　　　　　　（火・土は窓口休み）
　　　　　　派遣人数：１日あたり２名
　　　　　　支援内容： 住宅修理のための補助金、災

害援護資金の借入等、各種
支援制度に係る申請書類の作
成支援及び申請受付業務

　　　　　　　　　　　相談者の受付・誘導
11月14日　　 茂原市役所にて窓口対応者向け事前説

明会に出席（７名出席）
11月15日　　茂原市にて支援活動を開始
　　　　　　実施期間：11月15日～12月１日
　　　　　　　　　　　（土・日を含む）
　　　　　　派遣人数：１日あたり２名
　　　　　　支援内容： 住宅修理のための補助金申

請書類の作成支援
11月19日　　 茂原市総合市民センターにて支援員実

務講習を開催（10名出席）
　　　　　　 茂原市に派遣する支援員を対象とした

支援業務の詳細を説明
　　　　　　各支援員の担当日程の調整
11月21日　　 市川市にて11月19日の欠席者向けに

支援員実務講習を開催（１名出席）
　　　　　　 茂原市に派遣する支援員を対象とした

支援業務の詳細を説明
11月29日　　南房総市における支援活動終了
12月１日　　茂原市における支援活動終了

〇南房総市　実施期間：10月29日～11月11日
　　　　　　　　　　　（土・日を含む）
　　　　　　　　　　　11月13日～11月29日
　　　　　　　　　　　（火・土は窓口休み）
　　　　　　派遣人数：１日あたり２名
　　　　　　支援内容： 住宅修理のための補助金、災

害援護資金の借入等、各種
支援制度に係る申請書類の作
成支援及び申請受付業務

　　　　　　　　　　　相談者の受付・誘導

　　 　台風15号以降の被災者を対象とした、住宅修
理補助金や被災者生活再建支援金、生活必需品
の支給等の申請書類作成支援、申請書類の受付
業務の支援を実施しました。受け付けた申請書
類は、市の審査を受けた後、補助金等の交付の
有無が決定されます。

〇茂原市　　実施期間：11月15日～12月１日
　　　　　　　　　　　（土・日を含む）
　　　　　　派遣人数：１日あたり２名
　　　　　　支援内容： 住宅修理のための補助金申

請書類の作成支援
　　 　10月25日の豪雨により、床上浸水1,445棟、床

下浸水803棟の被害があったことを受けて、被
災者を対象に、住宅修理のための補助金申請に
関する相談窓口を設置し、相談支援を実施しま
した。

　これらの支援活動では、被災地への支援員の移動
時間等を考慮した結果、千葉県内の千葉支部、市原
支部、安房支部、長夷支部の会員に御協力をいただ
き、無事に被災者支援を実施することができました。
　現在、当会では、千葉県ほか34市町村と災害時支
援協定を締結しています。今後、万一、同様の災害
が発生した場合には、災害時支援協定に基づく支援
活動を行うため、会員の皆様に御協力をお願いする
こととなりますので、その際には、何とぞよろしく
お願いいたします。
　被災地では、未だ修理が終わらない住宅が多数あ
ります。最後になりますが、被災された会員及び被
災者の皆様には、一日も早く日常の生活に戻れます
よう心からお見舞いを申し上げます。

被災後も営業を続ける店舗
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　寄稿

台風19号における災害支援活動について台風19号における災害支援活動について
長野県行政書士会

　令和元年の台風19号に係る災害に関し、千曲川に

よる浸水被害が甚大だった長野県千曲市の市役所

において、長野会所属の地元千曲市の行政書士によ

る罹災証明書申請に係る相談や申請を受け付ける

支援ボランティアを実施しました。

　災害発生から３日後の10月15日に、千曲市災害対

策本部に対し罹災証明書交付に係る申請相談ボラ

ンティアの申出を行い、翌16日から千曲市役所にお

いて罹災証明書交付申請の相談受付支援を始めま

した。当初は、罹災証明書交付に係る申請相談が主

な内容でしたが、３日ほど経過すると申請に関する

相談が少なくなり、交付申請の受付が主な内容に

なってきました。こうした状況により、市役所１階

の特設会場にて市職員と受付に並び、申請受付窓口

を支援することになりました。

　千曲市においては、住宅の床上床下浸水被害は

1,677件に上り、住宅家屋以外の事業所、工場、農地

などの罹災届出を合わせると相当な数になりました。

災害発生から３日後の10月15日から24日までの10日

間で、住宅の罹災証明書交付申請が600件を超えまし

た。その後、24日頃から、申請に訪れる方の数が少

なくなってきたことから、市役所１階に設置された特

設会場での受付は終了となりました。また、翌週の28

日からは、市役所４階の危機管理課の窓口で、市職

員のみの対応で可能な状況であると市当局が判断し

たことにより、双方協議の結果、罹災証明書交付申

請の支援は25日をもって終了することになりました。

　この度の災害に際し、行政書士としてボランティ

アによる社会貢献をさせていただきましたことは、

これまでにない貴重な体験であり、千曲市長並びに

長野県千曲市において長野県千曲市において
長野県行政書士会　理事　和田　英幸

　令和元年10月12日～13日にかけて、台風19号の接近により、長野県では千曲川の上流から中流域を中心に、
堤防決壊や堤防からの越水、千曲川へ注ぐ支流河川の水門を閉鎖したことによる内水氾濫、霞堤という遊水
機能のため堤防が初めから切れている箇所からの浸水などにより大水害が発生しました。
　以下に、長野会における災害支援活動について御報告いたします。

千曲市役所における罹災証明書交付申請に関する相談・申請受付支援
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　寄稿

市職員からも感謝されました。この度のボランティ

ア活動は市民の皆様に広く行政書士をアピールで

きたのではないかと思います。

　今後の課題としては、単位会と支部における役割

分担、大災害発生を想定した組織づくり、体制づく

りが必要であると感じました。また、近隣の単位会

との連携も重要です。いち早く御心配いただき、御

指導いただきました新潟会の相羽会長を始め、新潟

会担当者の御協力に、この場を借りて、改めて御礼

と感謝を申し上げます。

　地震や台風などの自然災害は、日本全国どこでも

毎年のように発生しています。これまで体験した単

位会の事例を体系化し、そのノウハウをまとめて、

全国の単位会が生かしていく重要性を肌で感じま

した。被災されました皆様に改めてお見舞い申し上

げ、一日も早い復旧復興をお祈りいたします。

₁　趣　旨
　はじめに、令和元年に発生した台風19号の一被災

者として、皆様には多大な御支援・御助力をいただ

きましたこと、改めて心から感謝申し上げます。

　この災害をきっかけに、今後、長野支部でも長野市

を始めとする自治体と災害協定を締結する予定です。

　そこで、これを機会に、実は行政書士が災害時に

どれだけ必要とされるか、私個人の被災経験と、私

のところに相談に来られた近隣の被災者の皆様の

お話を基に御紹介したいと思います。

₂　被災者に覆いかぶさる事務の山
　連日、泥掻き作業や水を吸った畳・ふすまの廃棄

などでへとへとな被災者のもとに、自治体から「被

災ゴミの処理方法」や「支援金申請・相談窓口の案

内」など細かい文字ばかりの文書が五月雨式に届き

ます。これをきちんと読み、最新情報を把握してお

くだけでも、相当な気力と事務処理能力を必要と

します。高齢者の方なら、なおのこと厳しいでしょ

う。

　災害復旧活動は、泥掻きや災害ごみの運び出しな

ど、額に汗をかく肉体作業が注目されがちですが、

一方で、元の生活を取り戻すために執らなければな

らない事務手続の多さと煩雑さも、被災者にとって

は呆然とするほどの負担なのです。

　例えば、運転免許証、社会保険証、マイナンバー

カード、銀行通帳、印鑑などを流失してしまった人

は、その再取得のために、何日も泥掻き作業の手を

止めなければなりません。

　さらに、被災者のための各種支援策を利用するに

も、かなりの手間がかかります。

　発災直後に、長野市から被災者に配布された「被

災者への支援制度の概要」には、11章108項目もの

目次が並んでいます。まず被災者は、この中から自

分が利用できる制度はどれかを把握しなければな

りません。それから、申請書を書くにしても、普段

ならコーヒーを飲みながらパソコンで記入すれば

苦もなく終わるようなことも、蛍光灯もつかない泥

だらけの家の中、ボールペンで書き込むしかないと

すれば、なかなか困難な作業となります。

浸水直後の事務所前（最上段の泥の線が浸水高）

長野市「被災者への支援制度の概要」目次

台風19号の被災者から見た台風19号の被災者から見た
災害時の行政書士へのニーズについて災害時の行政書士へのニーズについて

長野県行政書士会　長野支部理事　小西　勝
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内」など細かい文字ばかりの文書が五月雨式に届き

ます。これをきちんと読み、最新情報を把握してお

くだけでも、相当な気力と事務処理能力を必要と

します。高齢者の方なら、なおのこと厳しいでしょ

う。

　災害復旧活動は、泥掻きや災害ごみの運び出しな

ど、額に汗をかく肉体作業が注目されがちですが、

一方で、元の生活を取り戻すために執らなければな

らない事務手続の多さと煩雑さも、被災者にとって

は呆然とするほどの負担なのです。

　例えば、運転免許証、社会保険証、マイナンバー

カード、銀行通帳、印鑑などを流失してしまった人

は、その再取得のために、何日も泥掻き作業の手を

止めなければなりません。

　さらに、被災者のための各種支援策を利用するに

も、かなりの手間がかかります。

　発災直後に、長野市から被災者に配布された「被

災者への支援制度の概要」には、11章108項目もの

目次が並んでいます。まず被災者は、この中から自

分が利用できる制度はどれかを把握しなければな

りません。それから、申請書を書くにしても、普段

ならコーヒーを飲みながらパソコンで記入すれば

苦もなく終わるようなことも、蛍光灯もつかない泥

だらけの家の中、ボールペンで書き込むしかないと

すれば、なかなか困難な作業となります。

長野市「被災者への支援制度の概要」目次

₃　難解な被災者支援制度、困難な事務
　例えば、上記の長野市「被災者への支援制度の概

要」には、住宅が被災した人の支援策として、

　① 被災者用仮住居の提供（市営住宅・県営住宅・

職員宿舎等）

　② 借上型・建設型応急仮設住宅への入居

　③ 住宅の応急修理（災害救助法）

　④ 被災家屋の公費解体

が紹介されていますが、被災者に対して同様に仮住

まいを提供する①は期限が１年で、②は２年と異な

ること、②を利用した人は③の応急修理（半壊で補

助金59.5万円）が利用できないこと、④は一敷地内

の２棟のうち１棟に対しても対象となるが、棟続き

の母屋を残して離れを解体するのは不可であるこ

と、④は解体した後に住宅を再建するのは不可であ

ること等々、丁寧に説明書きを読まなければ選択を

誤ってしまうような複雑な制度になっています。

　もちろん、市役所に行けば担当職員が丁寧に説明

してくれますが、特に高齢者が自ら説明を聞きに行

くことは簡単ではないですし、たとえ行けたとして

も、そこで的確な判断ができるかどうかは心配が残

ります。

　ところで、被災家屋の公費解体申請には所有者の

意思確認が必要なのですが、ある方は、登記簿の所

有者が昭和30年代に亡くなった曾祖父のままだっ

たため、公費解体の申請期限が迫る中、戸籍を集め

て、17名が登場する相続関係説明図を作成し、多く

の相続人から同意書を徴取する必要がありました。

こうなると、私たちのような専門家でなければ不可

能な手続でしょう。

　これらのほかにも、火災保険・自動車損害保険等

の保険金請求、（けが、病気をした人の）入院手続、

介護施設の入所手続（自宅介護だった方たちが家屋

を被災して大変困りました。）、市県民税・国民健康

保険料・介護保険料等の減免・納税猶予申請、義援

金・見舞金請求、事業再建計画、融資申込等々、人

それぞれに膨大な事務手続が必要になります。通常

時であれば市役所の窓口で教わりながら書けば良

いようなものでも、災害時には市役所職員もそのよ

うな余裕が必ずしもあるとは言えず、とすれば、こ

の部分を担うことができるのは、行政書士しかいな

いということになります。

₄　行政書士へのニーズ
　以上のように、台風19号に係る災害では被災者が

抱える大量の事務の担い手としてのニーズが確か

にありました。

　そこで、従来、行政書士会として行っている災害

時の無料相談会や罹災証明書請求事務などの特定事

務代行に加え、将来的にはコストの公平的配分も前

提に、例えば期間限定で個々の被災者に係る災害復

旧事務一切を丸抱えするといった支援方法が取れな

いか、などと愚考するところです。

　台風19号に係る災害の発生直後、全国から大勢の

ボランティアの皆様が集まり、私たち被災者に多大

な力を提供していただきました。ボランティアの皆

様の力がなければ、決してここまで復旧できていな

かったでしょう。この場を借りて、心から感謝申し

上げます。

　もし、次に全国のどこかで災害が発生したとき

は、私は体力に全く自信がないので、行政書士の職

能を提供することで恩返しをしたいと思います。

復旧された千曲川堤防決壊箇所（長野市大字津野）
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　午後１時、開会に先立ち昨年度中に逝去された物故会員295名の御冥福を祈り、黙祷が捧げられた。続いて、光
宗副会長の開会のことばにより本総会の幕開けとなった。

　令和３年６月14日から２日間にわたり令和３年度定時総会を開催し、国民の権利利益の実現と行政書士制度の
更なる発展を見据え、熱心な審議が行われた。上程された７議案は全て原案どおり可決され、滞りなく全日程が
終了した。
　なお、本年度の総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止に最大限の配慮を行うべく、マスクの着用、手指の
消毒等を徹底することはもとより、質問に対する答弁に代わって回答書を配付するなどして会議時間の短縮に努
めたほか、QＲコードを活用した非接触型の受付、ソーシャルディスタンスを十分に保った座席の配置、座席間の
アクリル板の設置、参加人数を最小限に制限した上で、当日参加できなかった方のためにYouTubeにてライブ配
信を行うなど種々の感染対策を施して開催された。また例年、同時開催される総務大臣表彰表彰状授与式及び懇
親会の開催は中止とした。

定時総会の開催報告
令和₃年度

₁　開 会 の こ と ば
₂　会 長 あ い さ つ
₃　来 賓 祝 辞
₄　総 会 成 立 宣 言
₅　議 長 ・ 副 議 長 の 選 任
₆　議 事 録 署 名 人 の 指 名
₇　議 事 運 営 委 員 会 の 報 告
₈　議 案 審 議
　　第₁号議案 令和₂年度事業報告
　　第₂号議案 令和₂年度決算報告
　　第₃号議案  日本行政書士会連合会会則の一部を改正する会則（案）
　　第₄号議案  日本行政書士会連合会役員選任規則の一部改正（案）
　　第₅号議案 令和₃年度事業計画(案)
　　第₆号議案 令和₃年度予算(案)
　　第₇号議案 役員の改選

₉　議 長 ・ 副 議 長 の 退 任
10　新 役 員 あ い さ つ
11　閉 会 の こ と ば

開 催 日開 催 日 令和 3年 6月 14 日（月）、15 日（火）

ホテルオークラ東京

松村　和人　総務部長

青木　克博　代議員（福井会）

宮本　英泰　代議員（岐阜会）

太田　　光　代議員（和歌山会 )
神山由美子　代議員（滋賀会）

場 　  所場 　  所

司 会司 会

議 長議 長

副 議 長副 議 長

議事録署名人議事録署名人

令和₃年度 定時総会次第
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 《会長あいさつ》《会長あいさつ》
　はじめに常住会長は、コロナ禍にもかかわらず本総会に御参集いただいた代議員各位に
対し感謝の言葉を述べた。その上で、新型コロナウイルス感染拡大防止に鑑み、通常の形
態での実施がかなわず、総務大臣表彰表彰状授与式や懇親会の実施が中止となったこと、
人流の抑制や会議時間をできる限り短縮する目的から参加者を最小限にせざるを得なかっ
たことについてお詫びし、御理解御協力いただいた関係者に対し御礼の言葉を述べた。
　続いて、今般のコロナ禍において、政府の各種支援策に対し協力体制を整え、各単位会
における相談窓口の設置やコロナ関連の各種申請手続支援、一時支援金等の登録確認機関
としての役割などに取り組んだことを報告し、喫緊の課題として急速に進むデジタル化社
会への対応を強化し、誰もが等しくデジタル化の恩恵を享受できるよう、国民の権利利益を守っていく必要があ
るとの考えを示した。
　そして、本年２月に行政書士制度70周年という大きな節目を迎えたことや６月４日に改正行政書士法が施行さ
れたことを踏まえ、行政書士制度が70年の歴史にわたる諸先輩方の多大な努力の積み重ねであることや、行政書
士法の目的規定に「国民の権利利益の実現に資すること」が明記されたことを強く胸に刻み、地域に密着し貢献
する「街の法律家」として更なる地位の確立を目指していくとの決意を述べた。
　最後に、本総会が、今後のあるべき行政書士像を鮮明化させ、未来へと歩みを進める重要な総会であるという
認識の下に、慎重な審議が行われ、有意義な会議となることを期待するとして、挨拶を終えた。

 《来賓祝辞》 《来賓祝辞》
　総務大臣表彰表彰状授与式の中止に伴い、来賓の御臨席も取りやめとなったため割愛された。

 《総会成立宣言》 《総会成立宣言》
　代議員定数247名のうち、206名の出席（開会前、12時50分集計時）を受け、本会会則第20条の規定により、本
総会が有効に成立することが宣言された（最終出席代議員数232名）。

 《議長・副議長の選任》 《議長・副議長の選任》
　議場の司会者一任の声に基づき、議長に青木克博代議員（福井会）、副議長に
宮本英泰代議員（岐阜会）が選任された。

 《議事録署名人の指名》 《議事録署名人の指名》
　議長は、議事録署名人に太田光代議員（和歌山会）・神山由美子代議員（滋賀会）の２名を指名した。

 《議事運営委員会の報告》 《議事運営委員会の報告》
　赤司議事運営委員長から委員の紹介があった。続いて菊地同副委員長から、議事日程及び質問・回答の取扱い
等に関する議事運営委員会の申合せ事項を報告し、議場はこれを異議なしで了承した。なお、本総会への質問は
13単位会から計71件提出され（別掲参照）、質問への回答書が開会前に配付された。

 《議案審議》 《議案審議》
　本総会では、次の７議案について審議された。

第１号議案・第２号議案
　議長は、第１号議案「令和２年度事業報告」及び第２号議案「令和２年度決算報告」について一括上程した。
続いて、議長の求めに応じ、増田監事から令和２年度決算に関する監査報告がなされた。事前に代議員から提出
された各議案の質問に対する執行部の回答書を確認した後、当日の再質問について執行部による答弁が行われた。
議案ごとに採決を行い、それぞれ異議なしにより可決された。

第３号議案
　議長は、第３号議案「日本行政書士会連合会会則の一部を改正する会則（案）」について上程した。事前に代議
員から提出された本議案の質問に対する執行部の回答書を確認した後、当日の再質問について執行部による答弁
が行われた。会則第22条第２項の規定により採決を行い、出席代議員の３分の２以上の賛成により可決された。
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第４号議案
　議長は、第４号議案「日本行政書士会連合会役員選任規則の一部改正（案）」について上程した。事前に代議員
から提出された本議案の質問に対する執行部の回答書を確認した後、再質問がなかったことから直ちに採決を行
い、異議なしにより可決された。

第５号議案・第６号議案
　議長は、第５号議案「令和３年度事業計画（案）」及び第６号議案「令和３年度予算（案）」について一括上程
した。事前に代議員から提出された各議案の質問に対する執行部の回答書を確認した後、当日の再質問について
執行部による答弁が行われた。議案ごとに採決を行い、それぞれ異議なしにより可決された。

第７号議案
　議長は、第７号議案「役員の改選」について上程し、執行部に提案説明を求めた。
　金沢専務理事は、会則第６条、第７条及び役員選任規則第２条、第３条に基づき、会長については選挙、会長
以外の役員については選考により選出することを説明した。
　議長が役員選任規則第30条に基づき、会長以外の役員選考方法について議場に諮ったところ、議長一任となっ
た。議長は副議長に選考の方法を説明させ、その後、会長選挙に入った。
　末廣選挙管理委員長から会長選挙の立候補者について、届け出順に以下の２名であることが紹介されると、議
長の求めにより、各候補者は所信表明を行った。

　　常住　　豊　会員 （東京会）
　　中村　利雄　会員 （千葉会）

　議長は役員選任規則第19条第３項の定めにより、投票に先立って代議員と選挙管理委員会関係者以外を退席さ
せた上で議場を閉鎖し、選挙管理委員会に選挙事務を委任した。
　末廣選挙管理委員長は会長選挙を挙行し、終了後、議長に議場を返還した。
　議長は議場閉鎖を解除し、議事を再開した。その後、末廣選挙管理委員長から以下のとおり選挙結果の報告が
なされると、議長は常住会員を会長に選任することに決した旨を議場に宣告した。

　その後、常住会員に対して当選証書が交付された。新会長としての挨拶があった後、総会１日目の議事日程を
終了し、休会となった。
　２日目に入り、第７号議案の審議が再開された。副議長から副会長・理事・監事の候補者が議場に諮られ、異
議なしにより承認されると、議場は盛大な拍手に包まれた。

 《名誉会長の選任》 《名誉会長の選任》
　常住新会長から、遠田和夫元会長には引き続き名誉会長に就任願いたい旨の発議があり、異議なしにより承認
された。

 《議長・副議長の退任》 《議長・副議長の退任》
　全議事終了後、議長と副議長から退任のあいさつがあり、退任した。　

 《新役員あいさつ》 《新役員あいさつ》
　最後に、常住新会長及び６名の新副会長から代議員に対し、それぞれ就任の挨拶が行われた。
　
　午前９時25分、髙尾副会長の閉会のことばにより、令和３年度定時総会の全日程の終了が告げられ、閉会した。

選挙結果
投票総数　　　　　　　　２３２票
有効投票　　　　　　　　２３２票
(無効投票)　　　　　　　　　０票

うち　常住　　豊　会員　 １９８票
　　　中村　利雄　会員　 　３４票
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　　会　　　　　長　　　　会　　　　　長　　

常 住 　 豊　東京会名誉会長

　　副　　会　　長　　　　副　　会　　長　　

　　理　　　　　事　　　　理　　　　　事　　

　　監　　　　　事　　　　監　　　　　事　　

西 堀 俊 德　愛知会副会長 岡 　 俊 江　岡山会副会長 増 田 由 明　会員外※

 

※ 「特殊法人等整理合理化計画」（平成13年12月19日閣議決定）、「公務員制度改大綱」（平成13年12月25日閣議決定）及び「特別の法律により設立
される民間法人の運営に関する指導監督基準」（平成14年₄月26日閣議決定）に基づく公表対象者である退職公務員に該当する者。

令和₃年度　日本行政書士会連合会　新役員名簿令和₃年度　日本行政書士会連合会　新役員名簿

宮 元 　 仁　北海道会会長

相 羽 利 子　新潟会会長

坪 川 貞 子　福井会会長＊

髙 尾 明 仁　大阪会名誉会長＊

松 村 和 人　徳島会会長

野 田 昌 利　福岡会名誉会長＊

相 場 忠 義　秋田会会長

岡 田 秀 治　岩手会会長

野 崎 径 裕　青森会会長

金 沢 和 則　福島会会長

佐 々 木 政 勝　宮城会会長

岩 﨑 雅 幸　山形会会長

宮 本 重 則　東京会会長

田 後 隆 二　神奈川会会長

水 野 晴 夫　神奈川会名誉会長＊

四 本 平 一　千葉会会長

古 川 正 美　茨城会会長

安 野 光 宣　栃木会会長

関 口 隆 夫　埼玉会会長

多 田 隈 亨　埼玉会理事＊

秋 山 賢 治　群馬会会長

山 本 準 一　長野会会長

有 賀 一 雄　山梨会会長

平 岡 康 弘　静岡会会長

前 田 　 望　愛知会会長

森 　 伸 二　岐阜会会長

若 林 三 知　三重会会長

青 木 克 博　福井会副会長

向 井 隆 郎　石川会会長

大 塚 謙 二　富山会会長

盛 武 　 隆　滋賀会名誉会長

井 上 超 由　滋賀会会長＊

西 村 　 誠　大阪会会長

服 部 真 和　京都会常任理事

中 嶋 章 雄　奈良会名誉会長

笠 野 義 二　和歌山会会長

村 山 豪 彦　兵庫会名誉会長

大 口 　 晋　兵庫会会長＊

中 嶋 健 雄　鳥取会会長

野 津 好 正　島根会会長

川 口 隆 志　岡山会副会長

原 田 　 誠　広島会会長

杉 山 久 美 子　山口会会長

石 川 秀 幸　香川会副会長

田 岡 　 崇　高知会会長

山 本 大 樹　愛媛会会長

田 村 公 隆　福岡会会長

徳 永 　 浩　佐賀会副会長

山 脇 正 隆　長崎会会長

櫻 田 直 己　熊本会副会長

倉 橋 伸 一　大分会会長

濵 田 哲 郎　宮崎会会長

鶴 　 信 光　鹿児島会会長

白 木 　 純　沖縄会会長

山 本 修 三　会員外※

＊会長推薦
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令和₃年度 定時総会議案資料令和₃年度 定時総会議案資料
※第₂・₆号議案の資料は本会ホームページを御参照ください。

　令和２年度は、急激に感染を拡大させた新型コロナ
ウイルス感染症により、世界中が混乱に終始した１年
となりました。我が国においては、緊急事態宣言下で
新年度がスタートしましたが、７月に予定されていたこ
の年最大のスポーツイベントであった東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会が延期となるなど、予定
されていたあらゆる計画がこの感染症によって想像を
超えた変更を余儀なくされ、また私たちの生活様式も
かつて経験のないほどの急激な変化を強いられました。
　この社会全体に及ぶ大きな変化の中、本会において
も行政書士制度70周年記念式典の延期はありました
が、その他の各事業については、いかに滞りなく組織
を運営するかという課題を第一に取り組むとともに、
コロナ禍で困難な状況に陥った国民、とりわけ中小・
個人事業者等に対する支援など、身近な良き相談相手
たる行政書士としての社会的責任を果たすことに尽力
しました。
　組織運営においては、まずはコロナ禍でも事業が停
滞しないよう、従来にない方法も取り入れながら、各
種会議等を開催しました。特に定時総会については、
前例のない書面による議決という方法により各議案の
承認を得ましたが、これは総会を構成する代議員や単
位会の理解があって実現したものでした。また、その
他の会議ではオンライン会議システムを導入し、あわ
せて、従来集合形式で実施していた研修会やセミナー
等についても、中央研修所研修サイトを活用するなど
して実施しました。この新たな手法による会議や研修
等の実施は、結果として組織運営に大きな変革と気付
きをもたらすとともに、デジタル技術の活用によるプ
ラスの効果を生み、今後に期待をつなげるものとなり
ました。
　対外的事業については、コロナ禍で活動が制限され
る中、基本方針として掲げた「地域との共生」、「役所
との共生」、「他士業者との共生」という３つの共生に
沿って事業を推進しました。

地域との共生
　政府による新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
伴う経済対策に関連し、持続化給付金や家賃支援給付
金の支給申請、GoToトラベル地域共通クーポン取扱店
舗登録、そして一時支援金の支給申請やその登録確認
機関としての確認手続など、年間を通じて地域の中小・
個人事業者及び行政の支援に取り組みました。また、

（一社）全国生活衛生同業組合中央会と連携し、生活
衛生関係営業に従事する事業者に対する一時支援金申

₁

請支援等の個別相談・申請支援事業を開始しました。
　その他、法教育推進委員会及び暴力団等排除対策委
員会を設置し、地域社会に密着した貢献を高め、より
一層安心で公正な業務遂行を実現するための基盤を整
備しました。また、７月に全国各地で発生した豪雨被
害や２月に発生した福島県沖地震による被害に対し、
各地の単位会が行った地域支援活動に支援金を支給す
るなど、災害支援にも取り組みました。

役所との共生
　政府が推進するデジタル・ガバメントを行政書士と
して関与、支援するという観点から、日本行政書士政
治連盟と連携し、電子申請における代理システムの確
立、行政書士の活用等を内容とする要望書を各党の行
政書士制度推進議員連盟・懇話会に提出しました。ま
た、行政書士制度70周年にあたっての会長声明におい
て、組織としてデジタル化への対応に積極的に関与し
ていくことを重要課題として表明するなど、行政書士
団体としてのこのテーマへの姿勢を明確にしました。

他士業者との共生
　日本税理士会連合会との国家資格者データベース等
をテーマとした意見交換会や、公正証書遺言の普及に
関する日本公証人連合会との意見交換を行いました。
また、今回の弁理士法の改正においては、日本弁理士
会と折衝を行いました。行政書士業務に直接影響を及
ぼす改正項目については含まれないこととなり、今後
は、それぞれの立場を尊重し、連携して日本の知的資
産の保護・育成に努めることを確認しました。

　以上３つの共生の他にも、多様性のある社会の実現
を目指し、行政書士がその中心的役割を担うべく活動
するための権利擁護推進委員会を新たに設置しました。
また、特に「多文化との共生」の観点から、出入国在
留管理庁によるヒアリングの場面等で意見発信をする
など、コロナ禍での制限が多い１年ではありましたが、
従来にも増して多角的な事業活動を展開しました。

※ 各部、委員会、行政書士制度調査室、中央研修所等
からの報告は省略。

₂

₃

第₁号議案

令和２年度事業報告

【改正の理由①（第６条関係）】
　近年の組織運営においては会則施行規則の「部」以
外にも、中央研修所や制度調査室など、組織全体を俯

第₃号議案

日本行政書士会連合会会則の一部を改正する会則（案）
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瞰し事業を行う必要がある部署が設置されている。ま
た、現在のデジタル対応担当部署のように、国の政策
への対応等においては、時代に応じ、他部署との広範
な連携のもと、相当のスピード感を持った対応が求め
られることになる部署も存在する。
　これらの部署が効果的にその事業を推進し、組織上
の役割を十分に果たすためには、その長が常任理事
となり、常任理事会等で組織運営の全体を把握すると
ともに、事業執行に係る一定の議決権を付与すること
は、極めて有効であると考える。
　ついては、常任理事の定数の上限を増加するための
改正を提案するもの。

【改正の理由②（第22条の２、第79条、第79条の２関係）】
　日本行政書士会連合会における各種会議について、
構成員等が集合して開催する形態が基本であるが、大
規模災害や感染症の拡大など、集合しての開催が困難
な場合がある。そのような状況下にあっても、事業執
行の停滞を最小限に抑え、行政書士法に定める制度目
的を果たすべく、総会を始めとする各種会議の開催・
実施について、新たな規定を設けるための改正を提案
するもの。

（１ ）会則に規定がある総会について、書面による議
決を可能にする。（理事会及び常任理事会における
書面による議決は既に規定されており可能。）

（２ ）会則に規定がある理事会、常任理事会、正副会
長会、会長会、資格審査会について、オンライン
による開催や参加を明文化する。

【改正の理由③（第81条の４、附則（令和２年６月26
日定時総会承認）関係）】
　該当の法律及び規定の明確化を図るもの。

　日本行政書士会連合会会則（昭和46年11月５日自治
大臣認可）の一部を次のように改正する。

　第６条第２項中「７名以内」を「10名以内」とする。

　第22条の次に次の１条を加える。

　 (書面による議決）
第 22条の２　総会を招集する者は、特別な理由がある

ときは、総会で議決すべき事項について、書面によ
る議決を求めることができる。

２ 　前項の議決があったときは、総会を開催したもの
とみなす。

３ 　第１項の書面による議決は、予め代議員の同意を
得た場合に実施することができる。

４ 　前３項に定める書面による議決の実施に関し必要な
事項は、本章の規定にかかわらず規則で定める。

　第79条中「第30条に規定する書面」の前に「第22条
の２及び」を加える。

　第79条の次に次の１条を加える。
　 (オンライン会議システムの使用）
第 79条の２　会長は、特別な理由により現に会議場に

参集して会議を開催することが困難な場合は、理事
会、常任理事会、正副会長会及び会長会を、オンラ
イン会議システム（電気通信回線を利用した映像及
び音声の送受信により相手の状態を相互に確認しな
がら通話できる仕組みをいう。以下本条において同
じ。）を使用する方法（構成員の一部がオンライン
会議システムを使用する場合を含む。次項において
同じ。）により開催することができる。

２ 　資格審査会の会長は、前項に規定する場合は、資
格審査会を、オンライン会議システムを使用する方
法により開催することができる。

３ 　オンライン会議システムを使用した会議の開催に
必要な事項は、規則で定める。

　第81条の４中「会社法」を「会社法（平成17年法律
第86号）」に改める。

　附則（令和２年６月26日定時総会承認）の見出しを
削り、「規定」を「改正規定」に改める。

附　　則
　この会則は、認可の日から施行する。

日本行政書士会連合会会則の一部を改正する会則（案）

新旧対照表

改正案 現行

　（役　　員）
第６条　本会に、次の役員を置く｡
　一～四　＜略＞
２ 　理事のうち、２名以内を専務理事、10名以内を常

任理事とする。

　（書面による議決） 
第 22条の２　総会を招集する者は、特別な理由がある

ときは、総会で議決すべき事項について、書面によ
る議決を求めることができる。

　（役　　員）
第６条　本会に、次の役員を置く｡
　一～四　＜略＞
２ 　理事のうち、２名以内を専務理事、７名以内を常

任理事とする。

（新設） 
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２ 　前項の議決があったときは、総会を開催したもの
とみなす。

３ 　第１項の書面による議決は、予め代議員の同意を
得た場合に実施することができる。

４ 　前３項に定める書面による議決の実施に関し必要
な事項は、本章の規定にかかわらず規則で定める。

　（電子情報処理組織の使用）
第 79条　第16条第２項、第25条第２項及び第32条の４

第２項に規定する書面による通知、第17条第１項に
規定する書面による請求、第22条の２及び第30条に
規定する書面による議決、第40条第１項、第44条第
１項及び第51条に規定する書面による申請並びに第
53条の４から第53条の９に規定する書面による届出

（次項において「通知等」という。）については、当
該規定にかかわらず、規則で定めるところにより、
電子情報処理組織を使用して行い、又は行わせるこ
とができる。

２　＜略＞

　（オンライン会議システムの使用） 
第 79条の２　会長は、特別な理由により現に会議場に

参集して会議を開催することが困難な場合は、理事
会、常任理事会、正副会長会及び会長会を、オンラ
イン会議システム（電気通信回線を利用した映像及
び音声の送受信により相手の状態を相互に確認しな
がら通話できる仕組みをいう。以下本条において同
じ。）を使用する方法（構成員の一部がオンライン
会議システムを使用する場合を含む。次項において
同じ。）により開催することができる。

２ 　資格審査会の会長は、前項に規定する場合は、資
格審査会を、オンライン会議システムを使用する方
法により開催することができる。

３ 　オンライン会議システムを使用した会議の開催に
必要な事項は、規則で定める。

　（電子情報処理組織の使用）
第 79条　第16条第２項、第25条第２項及び第32条の４

第２項に規定する書面による通知、第17条第１項に
規定する書面による請求、第30条に規定する書面に
よる議決、第40条第１項、第44条第１項及び第51条
に規定する書面による申請並びに第53条の４から第
53条の９に規定する書面による届出（次項において

「通知等」という。）については、当該規定にかかわ
らず、規則で定めるところにより、電子情報処理組
織を使用して行い、又は行わせることができる。

２　＜略＞

（新設） 

　（清算人選任の申立て）
第 81条の４　行政書士法人の主たる事務所の所在地の

単位会の会長は、法律第13条の21第２項において準
用する会社法（平成17年法律第86号）第647条第２
項から第４項の規定に基づき、裁判所に対し、清算
人の選任について申立てることができる。

　　附　則
　この会則中、第40条第２項第三号及び第53条の６第
２項の改正規定は認可の日から、第53条の３第２項、
第53条の７の２、第53条の12第１項第五号及び第81
条の４の改正規定は行政書士法の一部を改正する法律

（令和元年法律第61号）の施行の日（令和３年６月４
日）から施行する。ただし、第40条第２項第三号の改
正規定は、成年後見人等の権利の制限に係る措置の適
正化等を図るための関係法律の整備に関する法律（令
和元年法律第37号）の施行の日（令和元年12月14日）
から適用する。

　（清算人選任の申立て）
第 81条の４　行政書士法人の主たる事務所の所在地の

単位会の会長は、法律第13条の21第２項において準
用する会社法第647条第２項から第４項の規定に基
づき、裁判所に対し、清算人の選任について申立て
ることができる。

　　附　則
　（施行期日） 
　この会則中、第40条第２項第三号及び第53条の６第
２項の規定は認可の日から、第53条の３第２項、第53
条の７の２、第53条の12第１項第五号及び第81条の４
の規定は行政書士法の一部を改正する法律（令和元年
法律第61号）の施行の日（令和３年６月４日）から施
行する。ただし、第40条第２項第三号の規定は、成年
後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた
めの関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第37
号）の施行の日（令和元年12月14日）から適用する。
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【改正の理由】
　 　現在の役員選任規則において、選挙の投開票等の

実施方法については、総会会場に実際に参集するこ
とを前提とした規定となっており、大規模災害や感
染症拡大などの非常事態において、代議員が実際の
総会会場に参集することができない場合、役員の選
任ができず、組織運営に重大な支障を招きかねない。

　 　今般、非常時に備えた定時総会の書面議決の規定
を整備するにあたり、上記の課題にも対応する必要
があることから、非常時において郵便を利用した選
挙を可能とするため、改正を行う。

　日本行政書士会連合会役員選任規則の一部を次のよ
うに改正する。

　第４条第１項に次のただし書を加える。
　ただし、第37条に定める郵便を利用した選挙を実施
する場合は、その投票の初日において、当該選挙結果
に基づく役員の選任が議案とされる総会において代議
員となることが予定されている者を選挙権者とする。

　第８章を第９章とし、第37条を第41条とし、第36条

の次に、次の一章を加える。
　第８章　郵便を利用した選挙
　 (郵便を利用した選挙の実施）
第 37条　特別な理由により代議員が現に一つの場所に

参集して行う総会を開くことができない場合に限
り、郵便を利用した選挙を実施することができる。
この場合において、第19条第３項、第20条及び第22
条は、適用しない。

　 (郵便を利用した選挙事務）
第 38条　前条の選挙を実施するときは、委員会はかか

る事務をつかさどる。
　 (郵便を利用した選挙の投票）
第 39条　第37条の選挙を実施するときは、投票所を連

合会の事務局に置くこととし、選挙権者は郵便を利
用して投票しなければならない。

２ 　郵便を利用した投票においては、投票された投票
用紙について、投票した選挙権者が特定されない措
置を取るものとする。

　 (郵便を利用した選挙における投票用紙の交付）
第 40条　委員会は、第37条の選挙を実施するときは、

所定の投票用紙を郵送により選挙権者に直接、また
は所属する単位会を経由して交付する。

附　　則
　この規則は、令和３年６月14日から施行する。

第₄号議案

日本行政書士会連合会役員選任規則の一部改正（案）

日本行政書士会連合会役員選任規則の一部改正（案）

新旧対照表

改正案 現行

第 ４条　選挙権を行使できる者は、現に当該総会に出
席している総会の代議員（以下「選挙権者」とい
う。）とする。ただし、第37条に定める郵便を利用
した選挙を実施する場合は、その投票の初日におい
て、当該選挙結果に基づく役員の選任が議案とされ
る総会において代議員となることが予定されている
者を選挙権者とする。

第８章　郵便を利用した選挙
　（郵便を利用した選挙の実施） 
第 37条　特別な理由により代議員が現に一つの場所に

参集して行う総会を開くことができない場合に限
り、郵便を利用した選挙を実施することができる。
この場合において、第19条第３項、第20条及び第22
条は、適用しない。

　（郵便を利用した選挙事務） 
第 38条　前条の選挙を実施するときは、委員会はかか

る事務をつかさどる。　
　（郵便を利用した選挙の投票） 
第 39条　第37条の選挙を実施するときは、投票所を連

合会の事務局に置くこととし、選挙権者は郵便を利
用して投票しなければならない。

第 ４条　選挙権を行使できる者は、現に当該総会に出
席している総会の代議員（以下「選挙権者」とい
う。）とする。

（新設） 
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～新しい時代に向けて
新たな行政書士制度を切り拓く～

　令和３年度は、先に成立した改正行政書士法が施行
される重要な一年となります。目的規定に明記される

「国民の権利利益の実現に資すること」を深く心に刻
み、更なる使命感と気概をもって国民・企業と行政と
をつなぐ責務を全うしていかなければなりません。
　今、新型コロナウイルス感染症拡大により、我が国で
は本格的なデジタル化の波が押し寄せており、新たな
パラダイムシフトが起きています。行政書士制度もこの
大きな流れに順応できるよう、本会としては目の前で起
きている急速な変化を捉え予測し、先んじて迅速かつ
柔軟に対応を積み重ねていくことが重要であり、このこ
とを最優先課題として取り組んでまいります。デジタル
は人と人、行政と人をつなぐツールとなるものです。た
とえ行政書士業務である許認可手続と権利義務・事実
証明に関する書類の作成等のデジタル化が進んだとし
ても、これらの業務には複雑で多面的な手続やアナログ
的な要素も強く含まれ、また、人と人との関係性による
ところも大きいことから、行政書士に寄せられる国民か
らの期待と要請に応えていくことで、国策としてのデジ
タル化の推進に寄与することになるものと考えます。
　また、「Withコロナ」社会における国民・事業者へ
の支援活動を継続してまいります。GoToトラベルの地
域共通クーポン取扱店舗登録申請において行政書士専
用の代理申請欄が設けられたように、政府が打ち出す
各種支援事業において行政書士が代理人として関与す
ることにより、不正申請等予防のためのセーフティネッ
トとしての役割を果たすとともに、新型コロナウイル
ス感染症により多大な禍害を被った国民と事業者の支
援活動を推進してまいります。
　さらには、行政書士の社会的地位の向上と持続可能
な共生社会の実現に向けて、行政書士の社会活動を推
進してまいります。その礎となるのが、裁判外紛争解
決手続（ADＲ・ODＲ）、成年後見制度の推進であり、
新たに設置した法教育推進委員会、暴力団等排除対策
委員会、権利擁護推進委員会の活動です。既に活動理

念や方針の策定に向けての検討が着実に進められてお
り、全国組織として関係機関との連携強化や各単位会
及び会員が活動しやすい環境整備などの対応を図って
まいります。
　新しい時代における行政書士制度をどのように維持
発展させていくべきか。その具体的な道筋は、今を生
きる私たち会員一人一人が考え、進むべき道を切り拓
いていかなければなりませんが、本会としては、変容
する社会や行政手続の変革の中で、真に国民に必要と
され、誇りある行政書士制度を揺るぎないものとして
確立させるための施策に対して、広く内外に人材を求
め組織体制を整備し、総力を挙げ全力で取り組んでま
いります。そのためにも、更なるスピード感と行動力
を持って必要な施策を間断なく打ち出し、果敢に実現
してまいります。
 
₁　活動理念
　“そうだ、行政書士に相談しよう！”という気運を
高めよう！！
　◯ 地域住民や事業者の方々にとって、行政書士が生

活圏にいる、事業者の営みに寄り添う、正に身近
な良き相談相手として、地域に必要不可欠で有益
な国家資格者としての位置付けを確固たるものに
します。

　◯“国民の権利利益の実現”に寄与します。

₂　基本方針
　◯ デジタル化など変容する社会と行政手続に即座に

対応し、法律専門職として社会的地位の向上を図
ります。

　◯ デジタル社会においても、まずは行政書士に相談
することが全国標準となるように注力します。

　◯ “３つの共生”を掲げて、地域住民に愛され、期
待される活動の基礎をつくります。

　◯ 「Withコロナ」社会における国民・事業者支援活
動の推進をします。

（１）地域との共生
　－ 地域密着型の活動を地域において推進するために、

現場が活動しやすいステージづくりをします－
　① 金融機関などの経済団体を始めとする各種団体との

連携を各地域において図りやすくするために、それ

第₅号議案

令和３年度事業計画（案）

２ 　郵便を利用した投票においては、投票された投票
用紙について、投票した選挙権者が特定されない措
置を取るものとする。

　（郵便を利用した選挙における投票用紙の交付） 
第 40条　委員会は、第37条の選挙を実施するときは、

所定の投票用紙を郵送により選挙権者に直接、また
は所属する単位会を経由して交付する。

第９章　補則
　（規則の改廃）
第 41条　この規則の改廃は、総会の議決を経なければ

ならない。

第８章　補則
　（規則の改廃）
第 37条　この規則の改廃は、総会の議決を経なければ

ならない。
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ぞれの団体の全国中央会などとの連携をします。
　② 全国的な成年後見制度の推進（コスモス等と連携

した全国統一運動の推進）をします。
　③ 空き家対策及び所有者不明土地問題対策の推進を

します。
　④ 災害復興支援活動、地域活性化支援活動の推進を

します。
　⑤ ADＲ、法教育の推進をします。
　⑥ 暴力団等排除対策の推進をします。

（２）役所との共生
　－ 行政書士制度の維持発展と行政の円滑化のために

政策提言等を行います－
　① 日本行政書士政治連盟と連携して、行政書士業務

を強固にするための法改正を目指します。
　② 行政書士業務に関係する法改正について、意見を

求められるようにするために、政策提言をします。
　③ デジタル・ガバメントへの対応を推進します。
　④ 行政書士業務に関係する政策提言を関係省庁に行

います。

（３）他士業者との共生
　－ 他士業団体との連携を図り、広範囲の業務特性を持

つ行政書士業務に鑑みて、協力関係を構築します－
　 多様性のある社会の実現、特に多文化共生社会の実

現を目指し、その中心的役割を担います。
　① 法律専門職としての地位を高めるために、権利擁

護を推進します。
　② 外国人材受入れに関する適正手続を始め、生活・

事業における支援等と国際交流の推進をします。

₃　活動内容
　各部、委員会、行政書士制度調査室、中央研修所等
の事業計画（案）のとおりです。

＜ 各 部・ 委 員 会 等 事 業 計 画 案 ＞
【総務部】
１　行政書士の品位保持と制度遵守の徹底
２　諸会議の開催
３　顕彰（式典等）の実施
４　行政書士制度70周年記念事業の実施
５　日行連と各地方協議会との連絡会の開催
６　単位会相互の地域的連絡調整の促進
７　他の部の所管に属さない事項への対応

【経理部】
１　予算・決算の適正管理
２ 　 賃借物件（東京都港区・虎ノ門タワーズオフィス）

の適正管理

【広報部】
１　広報活動の推進
２　「月刊日本行政」の発行
３　制度ＰＲポスターの作成

４　行政書士制度ＰＲ事業
５　インターネットによる広報活動
６　行政書士制度70周年記念事業

【法規監察部】
１　行政書士法を含む諸法規の調査研究及び指導
２　 関係法規集等の改訂作業及びホームページ上の法

規集の管理
３　行政書士法関係法令先例総覧等の改訂
４　各単位会に対する監察活動の支援
５　行政書士法違反行為の防止

【許認可業務部】
＜運輸交通部門＞
１　関係業務の開発及び法令等の調査研究
２　電子申請に係る具体的対応
３　関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集
＜建設・環境部門＞
１　関係業務の開発及び法令等の調査研究
２　関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集
３　新規業務獲得に向けた実務研究
＜社労税務・生活衛生部門＞
１　関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集
２　業務の実務研究
３　経過措置会員による社労業務の円滑推進
＜農地・土地利用部門＞
１　法定業務及び関連業務並びに法令等の調査研究
２　関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集

【法務業務部】
＜部全体＞
１　地域との共生事業の調査、情報収集及びその提供
＜権利義務・事実証明部門＞
１　 改正法によりもたらされる行政書士業務に対する

影響の精査とその対応
２　 既存業務について更なる専門性を確立するための

研究及び情報提供
３　 所有者不明土地・空き家問題についての調査研究

及び関係各所への情報発信
＜法務事務・成年後見部門＞
１　 高齢者・障がい者等に対応する総合的な支援策

（成年後見制度及びその周辺制度）の調査研究
２　 コスモス等と連携を図り、成年後見制度のより円

滑な運用を支援するための周知活動と情報発信

【国際・企業経営業務部】
＜国際部門＞
１　国際業務に関する調査研究
＜知的財産部門＞
１　知的財産業務に関する調査研究
２　著作権相談員制度の維持拡大に関する対応
３　 新学習指導要領に対応した著作権教育のモデル事

業案の検討
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＜企業支援部門＞
１　 中小企業支援（知的資産経営支援業務）等の調査

研究

【登録委員会】
１　 行政書士登録事務及び行政書士法人届出事務に関

する調査研究及び指導
２　登録申請書類の審査
３　登録システム再構築の検討

【申請取次行政書士管理委員会】
１　出入国管理手続の公正かつ円滑な実施への対応
２　委員会規則に係る調査及び対応
３　申請取次制度の普及と充実
４　 各地方出入国在留管理局、申請取次責任者との連絡、

調整
５　申請取次行政書士管理委員会（単位会）への助成

【規制改革委員会】
１　規制改革・行政改革等への総合的対応

【デジタル推進本部】
１　 デジタル・ガバメントにおける行政書士業務の現

状把握と具体的な施策
２　行政書士会員管理システムの改修
３　 関係省庁との連携によるマイナンバーカードの普

及促進に対する協力事業
４　 日行連のDX化（デジタルトランスフォーメー

ション）とシステム構想の検討

【裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部】
１　ADＲ代理権の取得に向けた対応
２　認証取得済単位会課題検討協議会の開催
３　 日行連によるADＲ調停人養成のためのプログラム

と効果測定の策定
４　 単位会が実施する研修への対応及びビデオ・オン・

デマンド研修コンテンツの利活用に係る検討・改善
５　関係機関・団体との連携強化と情報分析
６　認証申請単位会及び認証取得済単位会への支援

【法改正推進本部】
１　行政書士法改正の推進及び制度維持への対応

【大規模災害対策本部】
１　 大規模災害被災単位会の会務運営への支援協力・

指導
２　大規模災害等への対応

【選挙管理委員会】
１　会長選挙の執行
２　会長選挙改善点に係る検討

【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】
１　 自動車保有関係手続に関する道路運送車両法及び

行政書士法施行規則改正に関する調査研究及び情

報収集

【改正行政書士法対応委員会】
１　特定行政書士制度の推進
２　特定行政書士業務の調査研究
３　特定行政書士制度ＰＲ活動の推進

【法教育推進委員会】
１　法教育事業の調査研究
２　単位会における法教育取組み状況等の集約・分析
３　単位会における法教育事業実施への支援
４　法教育事業の普及啓発

【暴力団等排除対策委員会】
１　暴力団等反社会勢力の排除対策の推進
２　関係団体等との連携強化、情報収集

【権利擁護推進委員会】
１　基本理念・活動方針の周知
２ 　 行政書士業務を通じた高齢者・障がい者、外国

人、性的マイノリティ（LGBT）等の権利擁護の
調査研究

３　権利擁護活動の対外的なＰＲ

【行政書士制度調査室】
１ 　 行政書士制度に影響する事案や国家戦略案件への施

策立案等の総合的対応及び制度に関する政策研究
２ 　 業際問題等の背景や経緯を含めた情報の蓄積及び

整理等の業務情報の共有化
３ 　 国等への行政書士利活用の政策提言の発信及び規

制改革・行政改革に関連する政策提言の作成
４　規制改革ホットライン等、規制改革要望への対応

【中央研修所】
１ 　会則第62条の３第１項第一号研修の実施
　（１）基礎研修の実施
　　①コンプライアンス研修
　　②基礎法律研修
　（２）業務研修の実施
　　①法定業務研修
　　②申請取次関係研修
　　③業務関係研修
　　④特定行政書士プレ研修
　　⑤特定行政書士ブラッシュアップ研修
　　⑥各種セミナー・フォーラム等
　（３）政策研修の実施
　　①政策関係研修
　　②司法研修
　　③新規業務等に対応する研修
２　会則第62条の3第1項第二号研修の実施
　（１）特定行政書士法定研修の実施
３ 　 ビデオ・オン・デマンド研修システムの運用の更

なる深化・改善

 （以上、議案書から抜粋）
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令和₃年度　定時総会質問一覧令和₃年度　定時総会質問一覧

号議案号議案 区 分 ・ 部 署 名区 分 ・ 部 署 名 質  問  の  標  題質  問  の  標  題

₁

事業報告（地域・コロナ対策）
令和₂年度 事業報告について

令和₂年度 事業報告について

事業報告
（他士業者・弁理士法改正）

令和₃年度事業報告における他士業者との共生について

令和₃年度事業報告における他士業者との共生について

事業報告（その他） 日行連役員の利益相反の疑いについて

総務部

報酬額統計調査について

行政書士法を含む諸法規の調査研究及び指導について

職務上請求書マニュアルについて

広報部

行政書士制度PRポスターについて

日本行政のデジタルアーカイブ化について

日行連公式Twitterの運用について

法規監察部

行政書士法を含む諸法規の調査研究及び指導について

照会等に対する対応について

非違事例の総量的把握手法による調査協力依頼文書の発出について

行政書士制度違反行為の防止について

業際関連の判例集作成について

行政書士法関係法令先例総覧等の改定について

許認可業務部

丁種出張封印の範囲とその周知について

OSSセンター支所について

関係省庁及び団体との連携強化のあり方について

国際・企業経営業務部
一時支援金登録確認機関について

行政書士代理人欄の設置について

申請取次行政書士管理委員会 旧姓を職名として届出済証明書に記載する要望について

電子申請推進委員会 行政書士電子証明書について

法改正推進本部
法改正要望項目について

法改正要望の進捗について

行政書士制度調査室 財産管理業務の明確化について

₃ 総務部

日本行政書士会連合会 会則の一部を改正する会則（案）

日本行政書士会連合会 会則の一部を改正する会則（案）

日本行政書士会連合会 会則の一部を改正する会則（案）

第79条の₂（オンライン会議システムの使用）について

オンライン会議システムの使用について

₄ 総務部

役員選任規則改正案に沿って行われた投票の有効性について

役員選任規則改正案に沿って行われた投票の有効性について

日本行政書士会連合会役員選任規則の一部改正について

₅

事業計画（地域・機関連携） 事業計画案（₁）地域との共生方針について

事業計画（地域・成年後見）
令和₃年度事業計画について

令和₃年度事業計画について

事業計画（地域・災害） ₂基本方針（₁）④災害復興支援活動について

事業計画（その他）

令和₃年度事業計画（案）

マイナンバーカード普及促進について

令和₃年度事業計画について
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号議案号議案 区 分 ・ 部 署 名区 分 ・ 部 署 名 質  問  の  標  題質  問  の  標  題

₅

事業計画（その他）

令和₃年度事業計画について

令和₃年度事業計画について

すべての単位会での常設相談窓口設置支援について

他士業者との共生について

令和₃年度事業計画（案）における他士業者との共生について

総務部 【総務部】₁.行政書士の品位保持と制度遵守の徹底について

法規監察部

【法規監察部】₄.各単位会に対する監査活動の支援、₅.行政書士法違反行
為の防止について
オンライン申請における監察活動について

法規監察部事業計画案について

各単位会に対する監察活動支援と行政書士法違反行為について

国際・企業経営業務部
令和₃年度事業計画について

令和₃年度 事業計画について

登録委員会

「事務所の名称に関する指針について」（要望）

「登録申請書類の審査」及び「登録システム再構築の検討」について

「登録申請書類の審査」及び「登録システム再構築の検討」について

登録システム再構築の検討について

法改正推進本部
行政書士法改正の推進及び制度維持への対応について

行政書士法第₁条の₂第₁項「報酬を得て」の削除について

権利擁護推進委員会 SDGsの取り組みについて

デジタル推進本部

「電子申請における行政書士による代理申請が可能な手続の拡大」について
（要望）
組織のDX化（デジタルトランスフォーメーション）について

デジタル推進本部について

その他、全般 行政書士法施行規則第₉条第₂項について

₆

総務部 総会費について

経理部
令和₃年度予算（案）について

デジタルアーカイブ費について

改正行政書士法対応委員会 特定行政書士制度の今後の展望について

その他、全般
令和₃年度一般予算について

許認可業務事業費について
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1
Info

建設業の経営分析(令和元年度)について

1.総資本経常利益率

収
益
性

活
動
性

流
動
性

健
全
性

生
産
性

そ
の
他

3.総資本売上総利益率
5.売上高営業利益率
6.売上高総利益率

8.自己資本回転率
9.固定資産回転率
10.棚卸資産回転率

11.当座比率
12.流動比率
13.運転資本保有月数
14.必要運転資金月商倍率
15.立替工事高比率

16.自己資本比率
17.借入金依存度
18.純支払利息比率
19.負債回転期間
20.自己資本対固定資産比率
21.固定長期適合比率

22.技術職員1人当たり完成工事高
23.技術職員1人当たり建設工事付加価値
24.建設工事付加価値率

26.利益剰余金（絶対額）
25.営業キャッシュ・フロー（絶対額）

4.売上高経常利益率

（利益の発生過程）

7.総資本回転率
（資本の利用効率）

2.自己資本経常利益率

（収益性の総合指標）

3.総資本売上総利益率 18.純支払利息比率

19.負債回転期間4.売上高経常利益率

16.自己資本比率

20.自己資本
　  対固定資産比率

25.営業キャッシュ
　  ・フロー（絶対額）
26.利益剰余金
     （絶対額）

収
益
性･

 

効
率
性

健
全
性

絶
対
的
力
量

負
債
抵
抗
力

経営事項審査の8指標

　今般、一般財団法人建設業情報管理センターから「建設業の経営分析（令和元年度）」が刊行
され、分析結果の概要について情報提供いただきましたので、以下のとおりお知らせいたしま
す。なお、当財団ホームページ上にも同様の情報が掲載されていますので、是非御参照ください。
　一般財団法人建設業情報管理センター：www.ciic.or.jp/course/bunseki/

₁．はじめに
　（一財）建設業情報管理センター（ＣＩＩＣ）では、建設業の健全な発展に資する基礎資料を得ることを目的
として、当財団に経営状況分析申請のあった企業の財務諸表を用い、毎年２月に「建設業の経営分析」を公
表しています。
　調査対象とした条件は次のとおりで、対象企業数は48,632社でした。

　・法人組織であるもの
　・兼業事業売上高が総売上高の２割未満のもの
　・資本金５億円以上または負債総額200億円以上の大会社を除いたもの
　・当該年度に決算期を迎えたもの（ただし、決算期間が12か月未満のものは除く。）

　この「建設業の経営分析」では、当財団が所有する財務データの特性を生かし、経営状況分析で使用して
いる８つの指標を含む26の財務比率（指標）を用いて、中小建設企業を「収益性」「活動性」「流動性」「健全性」

「生産性」などの観点から業種別、売上高別、ブロック別に分析しています。
　分析結果は冊子に収め、国土交通省、都道府県、建設業団体等に提供する（3,000部配布）ほか、ホームペー
ジにて公表しています。

₂．「建設業の経営分析」で採用している財務比率（指標）の体系図
　本調査では採用した26の財務比率を６つのグループに分類しています。

＜許認可業務部　建設・環境部門＞
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₃．「建設業の経営分析（令和元年度）」の調査結果
　令和元年度の調査では、全26指標のうち20指標で数値が改善しました。また、「ほぼ横ばい」も含めた18
指標で、調査開始後、最も良い値となりました。
　これらを各指標グループ別に分析すると、収益性、流動性、健全性、生産性、その他の指標では、ほとん
どの指標が「改善」し、活動性ではほとんどの指標が「悪化」となりました。
　これらのことから、建設企業において収益性の改善を背景に利潤の蓄積が進んでいることが推測されます。

　
　次頁以降に、「その他」を除く各指標グループから代表的な指標を取り上げて、詳しく紹介させていただ
きます。

■「建設業の経営分析（令和元年度）」の調査結果（全26指標の概要）

指　　標　※₁ 平成29
年度

平成30
年度

令和元
年度

「建設業の経営分析」
でのコメント 備考

収
益
性

₁ 総資本経常利益率 ↗↗ （％） 4.73 4.87 5.50 改善した 過去最高となった。

₂ 自己資本経常利益率 ↗↗ （％） 15.21 14.70 15.90 改善した

₃ 総資本売上総利益率 ↗↗ （％） 40.46 40.24 40.48 ほぼ横ばい 過去最高となった。

₄ 売上高経常利益率 ↗↗ （％） 2.63 2.82 3.30 改善した 過去最高となった。

₅ 売上高営業利益率 ↗↗ （％） 1.66 1.77 2.26 改善した

₆ 売上高総利益率 ↗↗ （％） 24.61 24.96 25.50 改善した 過去最高となった。

活
動
性

₇ 総資本回転率 ↗↗ （回） 1.68 1.65 1.63 悪化した 過去最低となった。

₈ 自己資本回転率 ↗↗ （回） 6.22 5.88 5.55 悪化した 過去最低となった。

₉ 固定資産回転率 ↗↗ （回） 11.53 11.33 11.07 悪化した

10 棚卸資産回転率 ↗↗ （回） 80.01 82.01 82.05 ほぼ横ばい

流
動
性

11 当座比率 ↗↗ （％） 303.96 313.41 319.36 改善した 過去最高となった。

12 流動比率 ↗↗ （％） 338.42 347.51 352.63 改善した

13 運転資本保有月数 ↗↗ （月） 2.75 2.90 3.03 改善した 過去最高となった。

14 必要運転資金月商倍率 ↘↘ （月） 0.56 0.56 0.52 改善した 過去最低（良い）となった。

15 立替工事高比率 ↘↘ （％） 12.11 11.98 11.62 改善した 過去最低（良い）となった。

健
全
性

16 自己資本比率 ↗↗ （％） 30.56 32.91 35.13 改善した 過去最高となった。

17 借入金依存度 ↘↘ （％） 39.17 37.17 34.70 改善した 過去最低（良い）となった。

18 純支払利息比率 ↘↘ （％） 0.36 0.33 0.30 改善した 過去最低（良い）となった。

19 負債回転期間 ↘↘ （月） 6.09 5.98 5.86 改善した 過去最低（良い）となった。

20 自己資本対固定資産比率 ↗↗ （％） 213.47 230.37 247.22 改善した 過去最高となった。

21 固定長期適合比率 ↘↘ （％） 33.72 33.02 32.53 改善した 過去最低（良い）となった。

生
産
性

22 技術職員1人当たり完成工事高 ↗↗（千円） 40,884 41,736 43,129 改善した

23 技術職員1人当たり建設工事
付加価値 ↗↗（千円） 15,806 16,301 17,015 改善した 過去最高となった。

24 建設工事付加価値率 ↗↗ （％） 46.64 47.07 47.49 ほぼ横ばい 過去最高となった。

そ
の
他

25 営業キャッシュフロー(絶対額) ↗↗（億円） 0.168 0.169 0.178 改善した 過去最高となった。

26 利益剰余金(絶対額) ↗↗（億円） 1.194 1.312 1.435 改善した 過去最高となった。

　※₁　↗：高い方が良い評価となる、↘：低い方が良い評価となる
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₄．（収益性）「総資本経常利益率」の調査結果について
　・ 収益性を示す「総資本経常利益率」は４年連続で数値が改善し、平成３年度の5.04％を28年ぶりに更新

し過去最高となりました。
　・業種別では「土木建築」を除く全業種で数値が改善しました。
　・売上高別では「10億円以上」及び「20億円以上」を除く全階層で数値が改善しました。
　・ブロック別では「中部」「近畿」「中国」で数値が大きく改善しました。

　■業種別・売上高階層別・ブロック別の分析結果
　　※ 増減欄のデータバーは増減値を相対表示しています。

₅．（活動性）「総資本回転率」の調査結果について
　・活動性を示す「総資本回転率」は５年連続で数値が悪化し、３年連続で過去最低を更新しました。
　・業種別では「土木建築」を筆頭に全業種で数値が悪化しました。
　・売上高別では「20億円以上」を除く全階層で数値が悪化しました。
　・ブロック別では「近畿」を除く全階層で数値が悪化しました。
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　■業種別・売上高階層別・ブロック別の分析結果
　　※ 増減欄のデータバーは増減値を相対表示しています。

₆．（流動性）「当座比率」の調査結果について
　・流動性を示す「当座比率」は、５年連続で数値が改善し、４年連続で過去最高を更新しました。
　・業種別では「建築」を筆頭に全業種で数値が改善しました。
　・売上高別では「３億円以上」を筆頭に全階層で数値が改善しました。
　・ブロック別では「北海道」を筆頭に全ブロックで数値が改善しました。
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　■業種別・売上高階層別・ブロック別の分析結果
　　※ 増減欄のデータバーは増減値を相対表示しています。

₇．（健全性）「自己資本比率」の調査結果について
　・健全性を示す「自己資本比率」は８年連続で数値が改善し、４年連続で過去最高を更新しました。
　・業種別では全業種で数値が改善しました。
　・ 売上高別では全階層で数値が改善しました。「５千万円未満」の階層は、売上高別の調査を開始した平

成19年度以降で初めてマイナス値（債務超過）を脱し、プラス域に転じました。
　・ブロック別では「中国」を筆頭に全ブロックで数値が改善しました。

　■業種別・売上高階層別・ブロック別の分析結果
　　※ 増減欄のデータバーは増減値を相対表示しています。
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「建設業の経営分析（令和元年度）」に関するお問合せ先
　一般財団法人建設業情報管理センター　経営分析部　原田・木野本（03-5565-6194）

₈．（生産性）「技術職員１人当たり完成工事高」の調査結果について
　・生産性を示す「技術職員１人当たり完成工事高」は３年連続で数値が改善しました。
　・業種別では「建築」を筆頭に全業種で数値が改善しました。
　・売上高別では「20億円以上」を筆頭に全階層で数値が改善しました。
　・ブロック別では「近畿」を筆頭に全ブロックで数値が改善しました。

　■業種別・売上高階層別・ブロック別の分析結果
　　※ 増減欄のデータバーは増減値を相対表示しています。

₉．おわりに
　本調査結果が建設業界はもちろんのこと、国・都道府県などの行政担当者、さらには、公共・民間の発注
者の皆様方に有用な基礎的データとして活用され、ひいては建設業の健全な発展の一助となることを願って
います。
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2
Info

自由民主党各種団体協議会懇談会に参加

 令和３年６月１日（火）

〈日行連〉常住会長
〈日政連〉野田副会長

　日行連及び日政連から、「今後の行政手続のデジ

タル化の展望について」をテーマに、自由民主党に

対して質問書を事前に提出した上で、当日以下のと

おり説明・要望をさせていただきました。これに対

して、藤井内閣府副大臣からは「今後、政府の行政

手続のデジタル化においては、行政書士会からの御

協力を是非お願いしたい」旨の回答がありました。

日 に ち

出 席 者

　「デジタル庁創設」を柱としたデジタル改革関連６法が、５月12日に参議院本会議で可決・成立する

など、我が国におけるデジタル化推進の環境整備が着実に整いつつあります。

　特に行政手続のデジタル化は、持続可能な行政サービスの提供、行政コストの削減、今般のコロナ

禍における非接触事務の推進やスピーディな給付行政の実現等、我が国の重要政策として進められて

います。

　① デジタル化推進に関して、本会としては、個別行政法規の趣旨や各制度の成立過程を俯瞰し各行

政手続ごとに分析・評価することで、国民にとって本来的な意味で利便に資するデジタル化につ

ながるものであることを、関係議員や省庁に対し説明しています。

　② その具体的施策として、本会では「行政手続デジタル化評価シート」を作成し、各省庁が所管す

る個別行政手続について、行政法規の趣旨や制度、手続に関して俯瞰し、その上で添付書類につ

いては、疎明方法や権利義務の帰属、デジタル化への容易性、リスク評価などの視点から分析・

評価の作業を進めています。

　９月にはデジタル庁が設置されますが、その前後において、改めて上記提案の機会をいただきたく

お願い申し上げます。
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令和₃年度

「行政書士試験」の御案内「行政書士試験」の御案内

電話：03-3263-7700（試験専用照会ダイヤル）
ホームページ　https://gyosei-shiken.or.jp問合せ先

資
格
は

 

未
来
を
運
ぶ
。

請求先  〒２５２－０２９９　日本郵便株式会社　相模原郵便局留
「（一財）行政書士試験研究センター 試験課」

各都道府県庁、各都道府県行政書士会他

※7月5日（月）から受験願書の配布の請求を受け付けます。
   発送は配布開始日〈７月２6日（月）〉以降となります。

郵送受付

インターネット
受付

受験資格  年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。

合格発表  令和4年1月26日（水）

7/26（月） 8/20（金）
7/26（月） 8/27（金）令和

3年

令和
3年

令和
3年

令和
3年

試験案内・受験願書の配布期間 受験願書の受付期間

当日消印有効
8/27（金）7/26（月）

令和
3年

令和
3年

令和
3年

令和
3年

7/26（月） 8/24（火）
午後5時まで午前9時から

必着
郵送
配布

窓口
配布

総務大臣指定試験機関
一般財団法人行政書士試験研究センター
総務大臣指定試験機関
一般財団法人行政書士試験研究センター

令和3年度

行政書士試験
試験日：令和3年11月14日（日）

■窓口配布
　令和３年7月26日（月）～8月27日（金）
　　配布場所

　　　　各都道府県庁、各都道府県行政書士会他

■郵送配布
　令和３年7月26日（月）～8月20日（金）
　　請 求 先

　　　　〒２５２-0２９９ 日本郵便㈱相模原郵便局 留

　　　　「（一財）行政書士試験研究センター試験課」
※₇月₅日（月）から受験願書の配布の請求を受け付けます。
　発送は、配布開始日<₇月２6日（月）>以降となります。

■インターネット受付
　令和３年7月26日（月）～8月24日（火）

■郵送受付
　令和３年7月26日（月）～8月27日（金）

　この度、令和３年度行政書士試験に係る公示を受け、一般財団法人行政書士試験研
究センターでは、令和３年度行政書士試験実施に関するポスターを作成しました。
　行政書士試験に関する詳細は、以下のとおりです。

試　験　日

令和３年11月14日㈰

試験案内・受験願書の配布期間試験案内・受験願書の配布期間

受験願書の受付期間受験願書の受付期間

※午前9時から ※午後5時まで

※当日消印有効

※必着

受験資格受験資格

合格発表合格発表

年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験で

きます。

令和４年1月26日（水）
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　５月20日、山形会と山形県社会保険労務士会は、①外国人との共生、②災害時の対応、③産業振興、④地
域活性化など４分野にわたる連携と協働に関する全国初の包括連携協定を締結しました。
　昨今、異常気象、地震、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など予測不能な事態が相次ぐ中、地域に根
ざした士業として日常的な各種相談を受ける場面において、山形県民、県内企業及び県内在住外国人の間で
顕在化しつつある様々な課題や悩みに迅速に対応することが求められています。両会は、このような状況を
勘案し、最善の支援を隅々まで提供する必要性から協議を重ねてまいりました。
　この協議を通じて、県民への柔軟なサービスを提供
するためには、士業間の枠組みを超えた複合的視点と
ダイナミックな協働の実施が重要であるとの共通認識
に至り、本協定を締結する運びとなりました。
　新型コロナウイルス感染症の収束後を見据えながら、
豊かな山形県を目指して、地元に密着した国家資格者
の役割を一層深化させ、地域社会の活性化、在留外国
人の定着、そして県民へのサービス向上を図ってまい
ります。

外国人との共生、災害時の対応等に関して
山形県社会保険労務士会と包括協定を締結

山形県
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。

　５月10日、宮城会では、コロナ禍により事業運営に困難を来している宮城県内の生活衛生同業組合の組合
員を対象とした助成金・支援金申請等に関する「身近なアドバイザーとしての相談会」を開催しました。
　一時支援金等の申請手続に関する支援事業について、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会と日本行
政書士会連合会の連携事業として実施されることが決定しました。
　そこで宮城会は、メディアへの投げ込み案内を通じて、予約制による「相談事業」を企画しました。宮城県
生活衛生営業指導センターのホームページにチラシ掲載を行うとともに、当センターの傘下である生活衛生同
業組合への事前周知を図りました。
　当日は６事業者が来訪され、宮城県を対象とするまん延防止等重
点措置の適用等の相談が寄せられました。
　コロナ禍の影響が鮮明に浮かび上がる中、１時間を超える相談や
一時支援金、仙台市の支援金申請に関する相談、資料を集めた上で
の相談を継続する案件などもありました。今こそ行政と市民、事業
者の「橋渡し役」を担うことが、いかに大切な使命であるかを改め
て学ぶ機会となりました。

生活衛生同業組合の組合員を対象とする
「身近なアドバイザーとしての相談会」を開催

宮城県
行政書士会
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₁．センター紹介
（１ ）宮城県行政書士会（以下、「宮城会」という。）では、

平成28年４月５日に裁判外紛争解決手続の利用の促進

に関する法律に基づき、ADＲ機関としての法務大臣

の認証（第147号）を取得し、行政書士ADＲセンター

宮城（以下、「当センター」という。）の名称で業務を

開始しました。

（２ ）当センターの取扱分野は、①宮城県内で発生した自

転車と自転車又は自転車と歩行者との事故に関する紛

争（以下、「自転車事故紛争」という。）と、②宮城県

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（以下、「賃

貸住宅紛争」という。）の２分野を取り扱っています。

（３ ）当センターでは、月曜日から土曜日（日曜・祭日を

除く）の午前10時から午後４時まで電話での問合せに

対応しています。事前相談は宮城会の会議室で行い、

調停は宮城会の会議室又は出張して行っています。

（４ ）当センターの体制は、現在、調停人候補者として行

政書士11名、協定を締結している仙台弁護士会から推

薦された手続関与弁護士３名で構成されており、当セ

ンターの運営委員会は、行政書士７名と運営関与弁護士２名で構成され、業務を分担して処理しています。

（５ ）当センターの利用について、申込人には申込みの際に申込手数料3,000円及び第１回の期日手数料4,000

円を支払っていただき、第２回の期日以降は、申込人と相手方がそれぞれ期日手数料の半額2,000円を負

担していただきます。

₂．活動の現状と課題
（１ ）当センターは、平成28年４月５日に認証紛争解決手続の業務を開始してから、本年で６年目になりま

す。活動実績は以下のとおりです。業務開始から２年間、調停の申込みはありませんでしたが、その原

因として、ＰＲ不足や当初手数料が高かったこと（申込手数料10,000円、期日手数料6,000円）が考えられ

ます。手数料改定後、毎年調停が実施されています。
自転車事故紛争 賃貸住宅紛争 その他 合計

問 合 せ 10 15 26 51
相 談 件 数 ３ ４ １ ８
調 停 受 理 件 数 ２ ２ － ４
調 停 実 施 件 数 ２ ２ － ４
調 停 合 意 件 数 １ ２ － ３

A D R

A D R

御

ADR

A RD

宮城県行政書士会：行政書士ADRセンター宮城
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（２ ）当センターにおける広報活動は、県内各支部で行われる無料相

談会へ調停人候補者を派遣し、相談者及び一般会員に対してＰＲし

ているほか、毎年、行政機関及び関係各所（消費生活センター、

法テラス、みやぎ生協の各店舗、各警察署、仙台市の市民センター、

自転車共同組合員の各店舗等）を訪問し、ポスターやリーフレッ

トを置いていただくようお願いしています。

（３ ）令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止と

なりましたが、毎年、調停人候補者の能力向上を目的とした研修

に加え、一般会員向けに弁護士や大学教授等を講師とした公開講

座を開催しています。

（４ ）年に一度、一般会員向けに「ADＲせんたぁ かわら版」を発行し、

当センターを利用して解決した事例等をわかりやすい形で報告し、

当センターの活動に御理解いただけるよう努めています。

（５ ）当センターの現在の課題は、①調停人候補者の増員、②広報活

動の拡大、③業務の効率化です。

₃．ADRの拡充と活性化に向けた対応
（１ ）当センターでは、次のステップとして「愛護動物に関する紛争」

を取扱分野に追加することを検討しています。

（２ ）行政書士ADＲセンターの事業は、単なる社会貢献事業ではなく、

行政書士が紛争解決を支援するという新たな役割をＰＲする場でも

あります。県民の皆様に「行政書士ADＲセンターは役に立つ」ひ

いては「行政書士は役に立つ」と思っていただけるよう、行政書

士が活躍の場を広げるための大事なツールであることを認識し、

今後も活動してまいります。

名　　　称：宮城県行政書士会
住　　　所：宮城県仙台市青葉区国分町三丁目３番５号
代表者氏名：佐々木　政勝
紛争の分野・種類・範囲 （規則第₉条第₁項第₁号）：
１　宮城県内において発生した自転車と自転車又は自転車と歩行者との事故に関する紛争
２　宮城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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中央研修所通信₈月号

中央研修所研修サイト 活用されていますか？

中央研修所研修サイトは、
ＶOD（ビデオ・オン・デマンド）研修を受講するためのサイトです。
行政書士会会員であれば、どなたでも基本無料で御利用いただけます。
 （118講座を登載済　※２0２1年₄月現在）

～VOD研修のメリット～
　○ 時 間 や 場 所 を 問 わ ず 、 研 修 受 講 が で き ま す ！
　○ す き ま 時 間 を 活 用 し 、 業 務 知 識 を ア ッ プ で き ま す ！
　○ 理 解 で き る ま で 繰 り 返 し 学 習 で き ま す ！
　○ 様 々 な 端 末 に 対 応 し て い ま す ！
　☑Internet Explorer以外のブラウザにも対応しています
　　Google-Chrome、Safari、Firefoxにて御利用いただけます。
　☑スマートフォン、タブレットにも対応しています
　　iOS10.3、Android8.0以上にて御利用いただけます。
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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
（水）（水）
222

  日日
（火）（火）
111

  日日
（火）（火）
888

  日日
（水）（水）
999

  日日
（火）（火）
222222

  日日
（月）（月）
777

  日日
（日）（日）
131313

  日日
（月）（月）
141414

選挙管理委員会
  【協議事項】
　⑴　 会長選挙に係る対応について
　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　その他

常任理事会（～₃日）
  【合議事項】
　⑴　 後援名義の使用申請について
　⑵　その他

議事運営委員会
  【協議事項】
　⑴　委員長、副委員長の選任等について
　⑵　定時総会の議事運営について
　⑶　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　その他

登録委員会
  【登録審査】
　⑴　審査件数（111件）
　⑵　その他

国際・企業経営業務部
企業支援部門会議
  【協議事項】
　⑴　 一時支援金・月次支援金に係る登録

確認機関への対応について
　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　その他

常任理事会
  【合議事項】
　⑴　定時総会の対応について
　⑵　その他

議事運営委員会
  【協議事項】
　⑴　 定時総会の議事運営について
　⑵　 その他

常任理事会・議事運営委員会合同会議
  【協議事項】
　⑴　定時総会の議事運営について
　⑵　その他

定時総会（～15日）
  【議案審議】
　第₁号議案　令和₂年度事業報告
　第₂号議案　令和₂年度決算報告
　第₃号議案　 日本行政書士会連合会会則

の一部を改正する会則（案）
　第₄号議案　 日本行政書士会連合会役員

選任規則の一部改正（案）
　第₅号議案　令和₃年度事業計画（案）
　第₆号議案　令和₃年度予算（案）
　第₇号議案　役員の改選

登録委員会
  【登録審査】
　⑴　審査件数（144件）
　⑵　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

62021.　　/Jun
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コスモス成年後見サポ－トセンターの展望
「期待される47支部体制」

　令和３年５月20日、厚生労働省が主催する成年後見制度利用促進専門家会議地域連携ネットワークワーキ
ンググループ（第６回）において、「多様な主体の参画＜各種専門職団体＞」というテーマでコスモスが活動
報告を行いました（報告者：曽根寧之（理事・成年後見制度促進委員長））。団体の概要、職種の専門性、会
員支援の状況及び地域連携ネットワークにおけるコスモスの役割について、支部の活動実例を交えながらコ
スモスを知っていただくという内容でした。活動報告及び質疑応答の様子は、開催当日、Youtubeで配信さ
れました。開催当日の議事録は、厚生労働省の成年後見利用促進専門家会議のページ（https://www.mhlw.
go.jp/stf/shingi2/0000212875.html）に掲載されています。 
　参加された専門家からの主な質問は次のとおりです。
　　①行政書士の専門性とはいかなるものか
　　②不正防止のための方策や不正発覚後の対応
　　③会員の研修体制
　　④入会率の低い都道府県や未入会行政書士へのサポートなど
　参加者の皆様に行政書士が成年後見業務にどのように取り組んでいるかを知っていただいた上で、行政書
士に対しどのような期待があるのかを確認する絶好の機会となりました。限られた時間の中で各個の質問に
対する詳細な回答はできませんでしたので、機会を見つけて積極的に発信していきたいと思います。

　令和３年８月４日でコスモス設立から満11年になります。設立後、一気に超高齢社会に突入し、成年後見
制度の利用対象者も増加の一途をたどり、成年後見制度の利用促進は切実な社会問題となっています。コス
モス設立当初は「成年後見業務は法定外業務云々」という議論もありましたが、現実に目を向ければ、その
担い手となるマンパワーは絶対的に不足しており、人的資源として行政書士が果たす役割は年々大きくなっ
ていることがわかると思います。
　成年後見制度の利用の促進に関する法律（利用促進法）の制定により、全国の自治体に地域連携ネット
ワーク並びに中核機関を設け、全国どこでも同じ質のサービスを提供することが求められるようになりまし
た。また、年々自治体の首長申立案件も増加しています。行政書士は本来、自治体との関わりが最も深い士
業だと言えます。培ってきた知見と成年後見制度を普及させる使命感を持って、これら自治体の仕組みに参
画すべきと考えます。後見業務自体はコスモス会員が担うことになりますが、全国の単位会においても行政
書士会としての役割が大いにあるはずです。コスモス会員も非会員も社会から見ると全て「行政書士」なの
です。行政書士会とコスモスが車の両輪として全国の自治体の成年後見活動に参画することは、行政書士制
度そのものの発展にも必ずやつながるものと考えます。
　関係機関や他団体からは、コスモスが真の全国組織になるために一刻も早い「全国47支部」の実現を期待
されています。また「全国どこでも同じ質のサービス」を提供するためには、行政書士のコスモス加入率も
上げなければなりません。さらに、行政書士が行う成年後見業務に関する不正を100％防止するために、日
行連とコスモスとできめ細かい対策を構築するとともに、徹底した倫理研修を行う必要があります。
　私たちコスモスは、行政書士として社会の要請に応え、「国民の権利利益の実現に資する」ため、組織と
して成年後見制度発展に寄与すべきと考える次第です。

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
副理事長　岡　　清　二

2021. ８　No.58538



コスモス正会員・賛助会員募集のお知らせ

業務管理報告について

　コスモスは全国約49,000名の行政書士のうち、4,000名以上の会員で活動することを目指しています。
コスモスの活動目的を御理解いただき、是非御加入いただきますようお願いいたします。
　正会員となるためには、各コスモス支部で開催される入会前研修（30時間）を受講し、考査に合格
する必要があります。入会を希望される方は、次の事項について御確認ください。
　・コスモスは社会貢献を実施する団体であり、会員に対する業務の斡旋を目的としていません。
　・入会金10,000円、年会費24,000円を御負担していただきます。
　・成年後見賠償責任補償制度に加入する必要があります（年5,810円）。
　・入会後も２年の間に、更新研修（８時間以上）を受講していただきます。
　・後見業務について、年に４回報告する義務があります。
　入会前研修の実施時期については、お近くのコスモス支部までお問合せください。なお、コスモス
支部が設置されていない単位会の会員は現時点では入会できません。
　また、コスモスの活動を支援していただける賛助会員（後見業務を行わない者）を募集しています。
行政書士資格、所属単位会、個人、法人などの制限はありません。詳しくはお近くのコスモス支部へ
お問合せください。

　コスモスでは、３か月に１回（年に４回）、会員から後見等の業務報告書（事務経過記録、金銭出納
帳、預金通帳の写し等）を提出してもらい、内容確認を行っています。
　また、任意後見契約を締結する場合には、事前に契約内容の報告をお願いし、内容確認も行ってい
ます。そして、会員の業務の内容を確認し、アドバイス、フィードバックを行い、適正な業務のお手
伝いをしています。
　このように、御本人のための後見業務がなされているか、という視点と会員の資質向上に加え、当
然ながら不祥事の早期発見、未然防止に努めています。

＜オンライン研修の実施について＞
　令和３年５月14日、コスモス本部が主催する研修としては初めてとなるオンライン研修を実施しました。
講師を務めた曽根理事（成年後見制度利用促進特別委員長）は、所属する高知県行政書士会の御協力の下、
高知会事務局から講義を行い、これを全国の会員約340名がそれぞれ事務所等から受講しました。
　大規模な研修となりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインでの会議や研修を利用
する機会が多くなっているためか、講義のみならず、当日の質疑応答を含め、スムーズに運営することがで
きました。
　６月からはVOD研修システムが運用開始となり、本部や各支部にて行う研修が順次アップロードされ、
場所と時間に限定されずに研修が受講できるようになりました。

＜法人後見事業について＞
　コスモスでは、新たに設置された法人後見運営委員会の活動を開始しました。当委員会が活動を開始す
るにあたり、法人後見について経験を有する公益社団法人社会福祉士会、公益社団法人成年後見センター・
リーガルサポートの御協力を得て、各団体から法人後見について知見を有する方を当委員会の外部委員とし
て派遣していただくことができました。
　近年、コスモスに対して、個人ではカバーすることが困難だと思われる案件に関する相談が増えてきまし
た。コスモスが法人として適切に受任できるように、第12期中（2021年８月～）に法人後見を受任できる体
制づくりを進めてまいります。
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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。
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2021/6/23 INFOTEC メール - 【行政書士賠償責任保険】申込み受付完了

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d0f91fe9a7&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1703323512523393618&simpl=msg-f%3A17033235… 1/2

佐瀬剛司 <ta.sase@iftc.co.jp>

【行政書士賠償責任保険】申込み受付完了

reg-sender@mnt.reg.zengyodan.co.jp <reg-sender@mnt.reg.zengyodan.co.jp> 2021年6月23日 11:38
To: ta.sase@iftc.co.jp

東海　太郎　(ﾄｳｶｲ ﾀﾛｳ)　様 

このたびは、行政書士賠償責任補償制度にお申し込みいただきましてありがとうございます。

下記のお申し込みを受け付けました。
内容をご確認いただき、支払期日までにお振込ください。
支払期日までにお支払いが確認できない場合は、お申し込みは自動的にキャンセルとなりますのでご注意ください。

 ---以下、お支払い方法と年間保険料--- 
●支払方法︓コンビニ　(セブンイレブン) 
●払込票番号︓7222547033263 

セブンイレブンでお支払いの方へ
本画面に表示されている「払込票番号」をメモしてセブンイレブン店舗へ行きます。
店舗レジにて「インターネット代金を支払い」と伝え、「払込票番号」を伝えお支払いください。

●支払期日︓2021年7月20日 
●年間保険料︓95,620円 

※支払期日までにお支払いが確認できない場合は、お申し込みは自動的にキャンセルとなります。

 ---以上--- 

---以下、お申し込み内容--- 
●申込受付番号︓20-W00141 
●加入者名︓東海　太郎 
●保険期間︓2021年8月1日から2021年10月1日まで2ヵ月 
●加入者事務所所在地︓100-0005　東京都千代田区丸の内 
●他の同種の保険契約等︓- 
●所属行政書士会︓東京 
●行政書士登録番号︓1234567 
●電話番号︓0312345678 
●FAX番号︓0398765432 
●メールアドレス︓ta.sase@iftc.co.jp 
●事務所構成︓行政書士　1名／使用人行政書士　10名／補助者その他使用人　100名 
●行政書士賠償責任保険（基本補償） 
＞契約型︓Ａ型
＞1請求当り補償限度額︓  1億円（免責金額 10万円) 
＞保険期間中補償限度額︓  3億円 
●出張封印取付作業代行業務担保特約 
＞特約付帯︓有
＞年間台数︓新規又は10台以下 
＞事務所数︓1 
●情報漏えい担保特約 
＞ご加入タイプ︓I型 

　２年間広報部長として、会報編集に
携わってまいりましたが、今回が最後の「ひとり
言」となりました。
　この２年間を振り返ってみると、令和２年１月
15日に日本国内の新型コロナウイルス感染症第一
例を契機に、正にこの１年半は「コロナ一色」と
なってしまいました。
　そうした中、広報部員４名の先生とともに時に
和気藹々と、時には意見をぶつけ合いながらも
一丸となって滞りなく全ての事業を終了すること
ができましたことに、改めて部員の皆様、部をサ
ポートしていただいた事務局職員の２名に心から
感謝申し上げます。
　日本行政の発行や行政書士制度70周年の記念ロ
ゴ、行政書士制度ＰＲポスター、ユキマサくん新規
イラスト、業務パンフレットの作成と、部で協力
して新しいものを生み出すことに携わることがで
き、私にとってかけがえのない時間となりました。
本当に２年間ありがとうございました。
　結びに、新型コロナウイルス感染症の１日も早
い収束、また感染された方々の一刻も早い御回復
を心からお祈り申し上げます。

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
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【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₆月末日現在）
合　　計 50,147名
内　　訳　　　　　　男 42,656名 女 7,491名
・個人事務所開業　　男 40,774名 女 6,856名
・行政書士法人社員　男 1,326名 女 290名
・使用人行政書士　　男 556名 女 345名

◆異動状況（令和₃年₆月中の処理件数）
新規登録　合　計 295名
　　　　　内　訳　　男 237名 女 58名
登録抹消　合　計 126名
　　　　　内　訳　　男 107名 女 19名
　　　　　・廃　業 106名
　　　　　・死　亡 19名
　　　　　・その他 1名

◆法人会員（令和₃年₆月末日現在）
法 人 事 務 所 数  1,035
・主たる事務所数（行政書士法人数） 645
・従たる事務所数 390

　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。

from
EDITORS
（前田）
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