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各都道府県行政書士会に設置
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令和３年度事業計画の
推進にあたって

　先般の定時総会にて御承認をいただき、令和３年度の事業が正式にスタートしました。総会において、代
議員の皆様から建設的な御意見、御質問をいただいたことに感謝申し上げます。そこで今回は、会員の皆様、
関係各位にも共有した方が良いと思われる質問に基づき、日行連の取組方針をお示しいたします。

〇デジタル化への対応について
　デジタル化への対応については、これまでも関係各所に対し、行政書士による代理申請スキームが整備さ
れることの意義やメリットを主張してまいりました。また、行政手続の専門家である行政書士が介在するこ
とにより、デジタル・デバイドの解消を始め、国が掲げる様々なデジタル施策の実現に寄与できることを訴
えてまいりました。
　その中で、電子申請時のなりすましを防止するための本人確認方法について、御質問をいただきました。
これに関し、未だ国の方針は明確に打ち出されていない中ではありますが、日行連としては、真正な資格者
代理人が作成した電磁的記録であることを担保する資格者証明情報等の付与が求められるべきであると考え
ています。経済産業省のgBizIDまたはデジタル庁の構想であるマイナンバーの活用の一環としての国家資
格者DB（データベース）との紐付等について、関係省庁と具体的な協議を進めているところです。あわせて、
これに対応するため、日行連においては登録システムの再構築も推進いたします。各単位会と連携し、登録
事務の一元管理が行えるよう、現在の日行連の登録スキームの見直しや、それに伴う諸規則の改正も進めて
まいりたいと考えています。将来的には行政書士の登録手続を電子化することも視野に入れ、単位会にとっ
ても効率的なシステムの構築を目指してまいります。
　いよいよデジタル庁が９月に発足し、国の本格的なデジタル化が推進されます。日行連としては、引き続
き政府の動きを的確に捉え、新たに設置したデジタル推進本部を中心に機動的に対応してまいりたいと考え
ています。

〇法改正の推進について
　いわゆる「報酬を得て」の削除に関する具体的な取組方について、御質問をいただきました。当該要望項
目は現在の行政書士の業務範囲を守った上で、行政書士の業務をより強固にすることを目的とするものです。
この改正により、簡便な行政手続まで影響が及ぶことで国民生活に支障を来すのではないかとの懸念もあり
ますが、この点も含め関係各所と意見交換を行いながら、その是非について十分に検証し、当該項目も含め
た各最重点項目の改正の実現に向けて、法改正の推進を図ってまいりたいと考えています。

〇他士業者との共生について
　他士業者との共生を推進することが、職域の浸食を招くのではないかとの御質問をいただきました。これ
は決して、他士業者に迎合することを意味するものではありません。先般の弁理士法改正に係る対応や、コ
ロナ対策支援において行政書士の業務範囲を他士業会に理解いただくよう対応してきたように、行政書士の
職域を守ることを大前提としています。その上で、お互いの業務を認識、理解して尊重し、国民の利便に資
することは何かを考え、国民が真に求めるサービスを他士業者と連携して効果的に提供することで、より一
層の業務拡大につなげることを目的とするものです。業際問題も互いの業務範囲に関する不知から起こる場
合が多く、その解消にもつながるのではないかと考えています。さらに、その結果として国民からの評価も
上がり、資格の価値がますます高まることを願っています。

　以上、引き続き御理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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執行部から

副会長・専務理事就任の挨副会長・専務理事就任の挨拶拶

　この度、連合会の副会長職を拝
命いたしました大阪会の髙尾明仁
と申します。
　２期目の副会長職となりますの

で、より一層常住会長をお支えするとともに、更な
る行政書士制度発展のため、尽力してまいる所存で
すので、会員・理事の皆様方の改めましての御協力
と御指導を切にお願い申し上げます。

副 会 長
髙　尾　明　仁

　制度７０周年の節目に副会長に就任
したことについて、大変光栄に思うと
同時に、大きな使命を感じています。
　私の担当は、広報部と登録委員会、
裁判外紛争解決手続（ADR）推進本
部です。特に広報部については、在

任当時にユキマサくんが誕生し、その後、皆様に育ててい
ただき、今や行政書士の顏になりました。「継続は金な
り」です。
　今期は、会員が「見たくなる会報誌」の作成、並びに全
国的な広報活動について検討できればと考えています。
広報部一同、英知を結集して取り組んでまいります。

副 会 長
相　羽　利　子

　副会長に選任されました徳島会
所属の松村和人と申します。
　総務部、法規監察部及び申請取
次行政書士管理委員会を担当させ

ていただくことになりました。それぞれの部署が抱
える課題にしっかり向き合い、発展的に解決してい
く所存です。精一杯努力してまいりますので、御指
導、御鞭撻賜りますようよろしくお願い申し上げます。

副 会 長
松　村　和　人

　前期に引き続き、専務理事に選
任されました福島会所属の金沢和
則です。デジタル化対策は日行連
においての喫緊の課題であると考
えます。現在の会員管理システム

の見直し等につきましては、担当部署において前期
の経験を生かして前向きに進めてまいります。その
他会務全般につきましても、専務理事として会員、
理事の皆様の御協力と御支援を得て精一杯頑張りま
すので、よろしくお願いいたします。

専務理事
金　沢　和　則

　超青天からの霹靂により重責を
拝命させていただきました。
　若輩者にて恐縮とは存じますが、
会員、会員と関係する全ての皆様

のため、常に業界全体を俯瞰しながら、小職の果た
すべく役割を見極め、その解決に向け全身全霊、雲
外蒼天活動いたす所存です。特に対外組織との折衝
には皆様の総意を見い出し、その総意が普及し標準
となるよう努力してまいります。

副 会 長
宮　元　　　仁

　この度、副会長を拝命いたしま
した福井会の坪川貞子と申します。
　常住会長の理念の下、新時代に
おける行政書士制度の更なる発展

のため、精一杯働かせていただく所存でございます。
　会員の皆様が活動しやすい環境を整え、活躍の場
を創るため努力してまいります。
　何とぞ御協力と御支援を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。

副 会 長
坪　川　貞　子

　この度、副会長を拝命いたしました
福岡会の野田昌利です。担当は行政書
士制度調査室、デジタル推進本部、法務
業務部です。現状ものすごい速さで国
のデジタル化が進んでいる中で、この
２年は行政書士及び行政書士会にとっ

て大きなターニングポイントとなること必至と捉えています。
　その上で、私の副会長としての主要な役割は、各部で懸命
に取り組まれた活動を横断的かつ有機的に結び付け、日行連
としての発信、行政庁への要望、提言、提案を積極的に行う
など、戦略的に国や自治体の進む方向に沿ったアプローチを
行っていくことと考えています。
　会員の皆様の御協力をよろしくお願いいたします。

副 会 長
野　田　昌　利

　専務理事に選任されました、神
奈川会所属の田後隆二です。
　会則に「専務理事は、会長の命
を受けて会務の執行を掌理する。」

と規定されており、金沢専務理事と一致協力して、
この職責を全うする所存です。
　今回で通算３期目となりますが、初心を忘れず、
２年間精一杯努力してまいりますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

専務理事
田　後　隆　二
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　令和３年４月２９日（木）、「行政書士功労」として、藤井薫会員（岡山会）に対し、旭日双光章が発令され

ました。叙勲は、永年にわたり業務に精励し、衆民の模範である者に授与されるもので、５月２２日（土）、ホ

テルグランヴィア岡山（岡山県岡山市）において、常住会長から叙勲の伝達及び記念品が贈呈され、藤井会

員から謝辞が述べられました。

　例年開催されていた総務省主催の伝達式は、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図る観点から、昨年に

続き本年も中止となりました。

　行政書士としての叙勲受章者は、昭和４６年春に始まり、今回の藤井会員の受章によって、１０８名となりまし

た（旭日中綬章３名、旭日小綬章６名、旭日双光章１３名、勲四等瑞宝章１名、勲五等双光旭日章３７名、勲五

等瑞宝章４８名）。

受章者プロフィー受章者プロフィールル

（敬称略・令和３年４月２９日現在）

令令和和33年年春の叙春の叙勲勲
藤井薫会員に旭日双光章伝藤井薫会員に旭日双光章伝達達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　業　平成３年２月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務歴　３０年２か月

【役員歴】

　岡山会　理　事　平成９年５月～平成１９年５月………１０年

　　　　　副会長　平成１９年５月～平成２５年５月………６年

　　　　　会　長　平成２５年６月～令和元年５月………６年

計２２年　　　

　日行連　理　事　平成２３年６月～平成２５年６月………２年

　　　　　理　事　平成２７年６月～令和元年６月………４年

計６年　　　

通算役員歴（重複を除く）　計２２年１か月

 藤  井   薫 （７１歳・岡山会）
ふじ い かおる
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　令和３年４月２９日（木）、「行政書士業務精励功績」として、佐藤良雄（北海道会）・吉村明博（神奈川会）・

由井三男（山梨会）・宮澤良康（長野会）・中川一男（富山会）・加藤繁（大阪会）・大本正夫（京都会）・宮

武實（香川会）・山脇正隆（長崎会）各会員に対し、黄綬褒章が発令されました。

　例年開催されていた総務省主催の伝達式は、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図る観点から、昨年に

続き本年も中止となったため、常住会長から各会員に黄綬褒章の伝達と記念品の贈呈が行われました。

　行政書士としての業務精励功績による黄綬褒章受章は、業務に精励し衆民の模範である者に授与されるも

ので、昭和５５年秋以降、今回の受章者を含めて計２２０名となりました。

受章者プロフィー受章者プロフィールル
（敬称略・令和３年４月２９日現在）

令令和和33年年春の黄綬褒春の黄綬褒章章
佐藤良雄・吉村明博・由井三男・宮澤良康・佐藤良雄・吉村明博・由井三男・宮澤良康・　

中川一男・加藤繁・大本正夫・宮武實・山脇正隆中川一男・加藤繁・大本正夫・宮武實・山脇正隆　
各会員に黄綬褒章伝各会員に黄綬褒章伝達達

 佐  藤   良  雄 
さ とう よし お

（６８歳）［北海道会］

開　業　昭和４８年１１月１５日
業務歴　４７年５か月

【役員歴】　北海道会　理　事（平成３年５月～平成５年５月） …２年　　　
　　　　　　　　　副会長（平成５年５月～平成９年５月） …４年　　　
　　　　　　　　　会　長（平成９年５月～平成１３年５月） …４年　　　

計　１０年　　　

【通算役員歴】（重複を除く）計　１０年　　　

 吉村   明博 
よしむら あきひろ

（６９歳）［神奈川会］

開　業　昭和５７年７月１７日
業務歴　３８年９か月

【役員歴】　神奈川会　理　事（平成元年５月～平成５年５月） …４年　　　
　　　　　　　　　理　事（平成７年５月～平成９年５月） …２年　　　
　　　　　　　　　会　長（平成１１年５月～平成１５年５月） …４年　　　

計　１０年　　　
　　　　　日行連　理　事（平成１１年６月～平成１５年６月） …４年　　　

計　４年　　　

【通算役員歴】（重複を除く）計　１０年１か月

 宮澤   良康 
みやざわ よしやす

（８６歳）［長野会］

開　業　昭和５３年１２月１２日
業務歴　４２年５か月

【役員歴】　長野会　理　事（平成７年５月～平成９年５月） …２年　　　
　　　　　　　　　副会長（平成９年５月～平成１９年５月） …１０年　　　
　　　　　　　　　理　事（平成１９年５月～平成２１年５月） …２年　　　

計　１４年　　　

【通算役員歴】（重複を除く）計　１４年　　　

 由  井   三  男 
ゆ い みつ お

（７６歳）［山梨会］

開　業　昭和５４年１月２８日
業務歴　４２年３か月

【役員歴】　山梨会　理　事（平成９年５月～平成１７年５月） …８年　　　
　　　　　　　　　副会長（平成２１年５月～平成２９年５月） …８年　　　

計　１６年　　　

【通算役員歴】（重複を除く）計　１６年　　　
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 宮武   實 
みやたけ みのる

（９３歳）［香川会］

開　業　平成２年６月１日
業務歴　３０年１１か月

【役員歴】　香川会　理　事（平成３年５月～平成９年５月） …６年　　　
　　　　　　　　　副会長（平成１９年５月～平成２３年５月） …４年　　　

計　１０年　　　

【通算役員歴】（重複を除く）計　１０年　　　

 大本   正  夫 
おおもと まさ お

（７０歳）［京都会］

開　業　昭和５３年３月１５日
業務歴　４３年１か月

【役員歴】　京都会　理　事（平成９年５月～平成１３年５月） …４年　　　
　　　　　　　　　副会長（平成１３年５月～平成１９年５月） …６年　　　
　　　　　　　　　理　事（平成１９年５月～平成２３年５月） …４年　　　
　　　　　　　　　理　事（平成２５月５月～現　　　　在） …７年１１か月

計　２１年１１か月

【通算役員歴】（重複を除く）計　２１年１１か月

 加  藤   繁 
か とう しげる

（８２歳）［大阪会］

開　業　昭和５０年９月１９日
業務歴　４５年７か月

【役員歴】　大阪会　理　事（昭和６２年５月～平成７年５月） …８年　　　
　　　　　　　　　副会長（平成９年５月～平成１１年５月） …２年　　　
　　　　　　　　　理　事（平成１１年５月～平成１５年５月） …４年　　　

計　１４年　　　
　　　　　日行連　理　事（平成９年６月～平成１１年６月） …２年　　　

計　２年　　　
【通算役員歴】（重複を除く）計　１４年　　　

 中川   一  男 
なかがわ かず お

（７１歳）［富山会］

開　業　昭和４６年６月２３日
業務歴　４９年１０か月

【役員歴】　富山会　理　事（平成１７年５月～平成２１年５月） …４年　　　
　　　　　　　　　副会長（平成２１年５月～現　　　　在） …１１年１１か月

計　１５年１１か月

【通算役員歴】（重複を除く）計　１５年１１か月

 山脇   正隆 
やまわき まさたか

（６４歳）［長崎会］

開　業　平成元年５月１日
業務歴　３２年０か月

【役員歴】　長崎会　理　事（平成９年５月～平成１１年５月） …２年　　　
　　　　　　　　　理　事（平成１９年５月～平成２３年５月） …４年　　　
　　　　　　　　　副会長（平成２３年５月～平成２５年５月） …２年　　　
　　　　　　　　　副会長（平成２７年５月～平成２９年５月） …２年　　　
　　　　　　　　　会　長（平成２９年５月～現　　　　在） …３年１１か月

計　１３年１１か月
　　　　　日行連　理　事（平成２９年６月～現　　　　在） …３年１０か月

計　３年１０か月
【通算役員歴】（重複を除く）計　１３年１１か月



2021.9　No.5866

●トピックス　クローズアップ

理事会の開催報告

本理事会では、以下６議案について審議された。
襖

襖

鴬

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横横横横横横横横横横横横横横横横

会　長
　常住　　豊（東京会）

副会長
　宮元　　仁（北海道会）　　相羽　利子（新潟会）
　坪川　貞子（福井会）　　髙尾　明仁（大阪会）
　松村　和人（徳島会）　　野田　昌利（福岡会）

後列左から：宮元・野田・髙尾・松村
前列左から：坪川・常住・相羽 （敬称略）

監　事
　西堀　俊德（愛知会）
　岡　　俊江（広島会）
　増田　由明（会員外）

左から：増田・西堀
（敬称略）

令和３年７月７日（水）、８日（木）
虎ノ門タワーズオフィス６階「ROOM７」
７日　松村　和人　副会長
８日　宮本　重則　総務部長
常住　豊　会長
田後　隆二（神奈川会）・
杉山　久美子（山口会）両理事
５６名のうち、５４名出席（開会時）
西堀　俊德・増田　由明　両監事

日 に日 に ちち
場場 所所
司司 会会

議議 長長
議事録署名議事録署名人人

構 成構 成 員員
オブザーバオブザーバーー

　はじめに会長は、先の定時総会で会長に再選されたことに対し、御礼を述べた。
　続いて、日行連の喫緊の課題として、コロナ対策支援及びデジタル化への対応について、鋭意取り組んで
いく姿勢を強調し、デジタル社会においても行政書士が国民にとって有益な国家資格者として活躍できるよ
う、その礎を築いていきたいとの決意を表明した。
　また、次の法改正に向けて、理事の皆様と議論を重ね、行政書士業務がより強固となるよう、対応を進め
ていきたいとの意向が示された。
　最後に、この２年間、行政書士制度の発展に力を尽くすことを約束し、引き続きの御支援を賜りたい旨の
協力を求め、挨拶とした。

　会長挨拶の後、新役員の自己紹介を行い、議案審議に入った。

　令和３年７月７日午後１時３０分から、新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底し、本年度の定時総会後
初となる理事会が開催された。開催にあたり、常住会長から挨拶があった。
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第１号議案

専務理事及び常任理事の選任について

【 議 案 審 議【　議　案　審　議　】】

専務理事
　金沢　和則（福島会）
　田後　隆二（神奈川会）

常任理事
　宮本　重則（東京会）、水野　晴夫（神奈川会）、
　平岡　康弘（静岡会）、前田　　望（愛知会）、
　村山　豪彦（兵庫会）、原田　　誠（広島会）、
　鶴　　信光（鹿児島会）、関口　隆夫（埼玉会）*、
　有賀　一雄（山梨会）*、大塚　謙二（富山会）*

＊会則認可後に就任

　日行連会則第６条第２項及び第７条第３項の規定に基づく専務理事及び常任理事の選任について、会長一任
とすることの承認が求められ、異議なしで可決された。これを受け、会長から以下のとおり委嘱がなされた。

左から：田後・金沢
（敬称略）

後列左から：大塚・宮本・村山・前田・平岡・有賀
前列左から：水野・鶴・原田・関口 （敬称略）

第２号議案

中央研修所所長及び副所長の選任について

中央研修所所長
　関口　隆夫（埼玉会）

中央研修所副所長
　田後　隆二（神奈川会）
　四本　平一（千葉会）

※中央研修所各部の部長、副部長、部員は会長の承
認を得て所長が任免

左から：田後・関口・四本
（敬称略）

　中央研修所規則第８条第１項の規定に基づく中央研修所所長及び副所長の選任について、会長一任とする
ことの承認が求められ、異議なしで可決された。これを受け、会長から以下のとおり委嘱がなされた。
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第３号議案

顧問の選任について
　日行連会則第８０条第１項及び第３項の規定に基づく顧問の選任について、会長一任とすることの承認が求
められ、異議なしで可決された。これを受け、会長から以下の２名につき委嘱がなされた。

弁護士　糠谷  秀剛 （ヌカヤ　シュウゴウ）
事務所：東京都中央区京橋

　（略歴）１９３７年　東京都生まれ
１９６３年　東京大学法学部卒業
　　　　同年司法試験合格
１９６７年　弁護士登録、東京弁護士会入会
１９７４年  米国・ニューヨーク大学
　　　　ロースクール法学修士
１９８８年　日本弁護士連合会 理事
１９９１年  東京弁護士会 副会長

弁護士　中津川　彰 （ナカツガワ　アキラ）
事務所：神奈川県藤沢市朝日町

　（略歴）1935年  東京都生まれ
1958年　中央大学法学部卒業
　　　　同年司法試験合格
1961年　検事任官
1990年　最高検察庁 検事、東京法務局長
1993年　最高検察庁 総務部長検事
1998年　中央大学大学院 非常勤講師
2003年　日本公証人連合会 会長
2005年　弁護士登録、東京弁護士会入会
　　　　（現在、神奈川県弁護士会所属）

※敬称略

第４号議案

相談役の選任について

委嘱基準氏　　　名所属単位会

副 会 長 経 験 者吉　 村　　　 学北 海 道 会

副 会 長 経 験 者日　 當　 正　 男青　　 森　　 会

副 会 長 経 験 者縮　　　 修　 二山　　 形　　 会

会 長 経 験 者宮　 内　 一　 三東　　 京　　 会

会 長 経 験 者住　 吉　 和　 夫栃　　 木　　 会

副 会 長 経 験 者荒　 岡　 克　 巳埼　　 玉　　 会

会 長 経 験 者宮　 本　 達　 夫静　　 岡　　 会

副 会 長 経 験 者山　 田　 高　 嗣愛 知 会

副 会 長 経 験 者伊　 藤　 庄　 吉三　　 重　　 会

会 長 経 験 者北　 山　 孝　 次大　　 阪　　 会

副 会 長 経 験 者太　 田　 光三郎京 都 会

副 会 長 経 験 者有　 田　　　 敬鳥　　 取　　 会

副 会 長 経 験 者光　 宗　 五十六広　　 島　　 会

副 会 長 経 験 者矢　 野　 浩　 司愛　　 媛　　 会

※単位会順、敬称略

　日行連会則第８０条第１項及び第３項の規定に基づく相談役の選任について、会長一任とすることの承認が
求められ、異議なしで可決された。これを受け、会長から以下のとおり委嘱がなされた。
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第５号議案

各部・委員会等及び中央研修所の構成員の選任について
　日行連会則施行規則第４条第２項等に基づく各部及び各委員会規則等に基づく委員会等の構成員の選任に
ついて、会長一任とすることの承認が求められ、異議なしで可決された。これを受け、会長から以下のとお
り委嘱がなされた。

※写真は各部・委員会等のうち、理事会休会時に開催された部会等に出席された役員のみで撮影しています。（敬称略）

■ 総務部 　 

左から：青木・宮本・松村・西村

担当副会長：松村　和人
部　　　長：宮本　重則
次　　　長：西村　　誠
部　　　員：青木　克博　　萩原　徳仁
　　　　　　本間　潤子　　羽田　淳一
　　　　　　木村　宏政

■ 広報部 　 

左から：森・前田・相羽・中嶋

担当副会長：相羽　利子
部　　　長：前田　　望
次　　　長：中嶋　章雄
部　　　員：森　　伸二　　成田眞利子
　　　　　　鎌田由佳子　　池垣真理子

■ 経理部 　 

左から：笠野・鶴・宮元・中嶋

担当副会長：宮元　　仁 
部　　　長：鶴　　信光
次　　　長：笠野　義二
部　　　員：中嶋　健雄　　笠井　隆司

■ 法規監察部 　 

左から：平岡・松村・四本

担当副会長：松村　和人
部　　　長：平岡　康弘
次　　　長：四本　平一
部　　　員：栗須　章充　　林　　幹
　　　　　　飯田　弘樹　　土田　哲
　　　　　　高野　雅史
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■ 国際・企業経営業務部 　 

後列左から：野崎・徳永
前列左から：櫻田・水野・坪川・山本

■ 法務業務部 　 

後列左から：多田隈・川口・岩﨑
前列左から：岡田・野田・原田・白木・山本

担当副会長：野田　昌利
部　　　長：原田　　誠
（権利義務・事実証明部門）
次　　　長：白木　　純
部　　　員：岩崎　雅幸　　多田隈 亨
　　　　　　山本　修三
（法務事務・成年後見部門）
次　　　長：岡田　秀治
部　　　員：川口　隆志　　菊地　淳史
　　　　　　山﨑　節子　　岡　　清二

■ 許認可業務部 　 

後列左から：安野・倉橋・杉山・相場・西村 
前列左から：山脇・村山・髙尾・井上・濵田

担当副会長：髙尾　明仁
部　　　長：村山　豪彦
（運輸交通部門）
次　　長：山脇　正隆
部　　員：安野　光宣　　髙村　浩子
　　　　　中川　正彦　　須崎　俊行
（建設・環境部門）
次　　長：西村　　誠
部　　員：相場　忠義　　田中　秀人
　　　　　小出　秀人　　桒田　　智
（農地・土地利用部門）
次　　長：濵田　哲郎
部　　員：杉山久美子　　福嶋　輝幸
　　　　　宮脇万記臣
（社労税務・生活衛生部門）
次　　長：井上　超由
部　　員：倉橋　伸一　　庄司真一郎
　　　　　舩阪　　悟

担当副会長：坪川　貞子
部　　　長：水野　晴夫
（国際部門）
次　　　長：櫻田　直己
部　　　員：下川原孝司　　松田　秀幸
　　　　　　西川　剛史　　黒田　敬子
　　　　　　須藤　哲哉
（知的財産部門）
次　　　長：野崎　径裕
部　　　員：徳永　浩　　大塚　大　　高橋　輝
（企業支援部門）
次　　　長：山本　準一
部　　　員：石原　　静　　赤沼慎太郎
　　　　　　江口　公晴
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■ 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 　 

左から：森・相場・宮元・石川

担当副会長：宮元　　仁
委　員　長：相場　忠義
副 委 員 長：森　　伸二 
委　　　員：石川　秀幸　　深貝　　亨
　　　　　　田代　清昭　　染谷　　明
　　　　　　小宮　　淳

■ 登録委員会 　 

後列左から：多田隈・四本・古川・安野 
前列左から：秋山・相羽・金沢・山本

担当副会長：相羽　利子 
委　員　長：金沢　和則
委　　　員：四本　平一　　古川　正美
　　　　　　安野　光宣　　多田隈　亨
　　　　　　秋山　賢治　　山本　準一

■ 申請取次行政書士管理委員会 　 

左から：水野・田村・松村

担当副会長：松村　和人
委　　　員：田村　公隆　　水野　晴夫
　　　　　　鈴木　健一　　吉田　靖史
※出入国在留管理庁から２名
※委員長、副委員長は互選により決定

■ 行政書士制度調査室 　 

左から：服部・野田・大塚・徳永

担当副会長：野田　昌利
室　　　長：大塚　謙二
副　室　長：徳永　　浩
委　　　員：服部　真和　　関本　　勲
　　　　　　伊藤　　浩　　我妻　　敦
　　　　　　岡本　祐樹　　鎌田　　惇
　　　　　　竹内波美男　　児島　良孝
　　　　　　濱田　隆弘　　澤田　　智
　　　　　　菅谷　　修
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■ 裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部 　 

左から：若林・相羽・関口・杉山

担当副会長：相羽　利子
本　部　長：杉山久美子
副 本 部 長：関口　隆夫
委　　　員：若林　三知　　横内　寿治
　　　　　　伴　　将史　　竹内　正也
　　　　　　杉原　賢吾

■ デジタル推進本部 　 

左から：服部・野田・有賀

担当副会長：野田　昌利 
本　部　長：有賀　一雄
副 本 部 長：服部　真和
委　　　員：松村　憲治　　黒沢　怜央
　　　　　　佐藤　貴博　　小山　俊彦
　　　　　　山下　敬司

■ 法改正推進本部 　 

後列左から：田後・水野・大塚・村山・前田・平岡・金沢・宮本
　　　　　　関口・原田・有賀
前列左から：坪川・相羽・野田・髙尾・常住・井口・松村・宮元
　　　　　　鶴
本　部　長：常住　　豊
副 本 部 長：井口由美子
委　　　員：髙尾　明仁　　宮元　　仁
　　　　　　相羽　利子　　坪川　貞子
　　　　　　松村　和人　　野田　昌利
　　　　　　金沢　和則　　田後　隆二
　　　　　　宮本　重則　　鶴　　信光
　　　　　　前田　　望　　平岡　康弘
　　　　　　村山　豪彦　　原田　　誠
　　　　　　水野　晴夫　　有賀　一雄
　　　　　　大塚　謙二　　関口　隆夫

■ 規制改革委員会 　 

後列左から：野崎・山本
前列左から：佐々木・髙尾・盛武

担当副会長：髙尾　明仁 
委  員  長：佐々木政勝
副 委 員 長：野津　好正
委　　　員：野崎　径裕　　盛武　　隆
　　　　　　山本　大樹　　関　比佐江
　　　　　　森田　幸生
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■ 法教育推進委員会 　 

左から：古川・髙尾

担当副会長：髙尾　明仁
委  員  長：古川　正美
副 委 員 長：山賀　良彦
委　　　員：寺田　康子　　山本　修史
　　　　　　田畑　　浩　　善養寺貴洋
　　　　　　川西　孝昭　　野口　直美
　　　　　　中村　四郎

■ 改正行政書士法対応委員会 　 

左から：田後・坪川・田岡

担当副会長：坪川　貞子 
委　員　長：田後　隆二
副 委 員 長：田岡　　崇　　　　　　
委　　　員：大塚　政秀　　安　　圭一
　　　　　　坂本　雅史　　深谷　康雄

■ 暴力団等排除対策委員会 　 

左から：鶴・宮元・向井

担当副会長：宮元　　仁
委  員  長：鶴　　信光
副 委 員 長：向井　隆郎
委　　　員：中山　嘉美　　永澤　敏敬
　　　　　　長谷川虹兒　　西野　勝弘
　　　　　　田中　浩二　　有田　一德
　　　　　　西岡　　章　　田中　雄一

■ 権利擁護推進委員会 　 

左から：川口・大口・坪川

担当副会長：坪川　貞子
委  員  長：大口　　晋
副 委 員 長：川口　隆志
委　　　員：細川　榮子　　石井　修一
　　　　　　永光　由樹　　笠間由美子
　　　　　　赤羽　康志　　吉川　明宏
　　　　　　上辻　靖夫　　野元　惠水
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●トピックス　クローズアップ

■ 大規模災害対策本部 　 

後列左から：田後・水野・村山・前田・平岡・金沢・宮本・原田
前列左から：坪川・相羽・野田・髙尾・常住・松村・宮元・鶴

本　部　長：常住　　豊 
副 本 部 長：髙尾　明仁　　宮元　　仁
　　　　　　相羽　利子　　坪川　貞子
　　　　　　松村　和人　　野田　昌利
（災害対策部）
部　　　長：田後　隆二
副　部　長：金沢　和則
部　　　員：平岡　康弘　　村山　豪彦
　　　　　　原田　　誠　　水野　晴夫
（復興支援部）
部　　　長：宮本　重則
副　部　長：鶴　　信光
部　　　員：前田　　望

■ 選挙管理委員会 　 

委　　　員：田村　　格　　縮　　修二
　　　　　　横山　　眞　　入江　宏幸
　　　　　　小笠原嘉宏　　堀　　誠
※委員長は互選により決定
※副委員長は委員長が指名することができる

■ 資格審査会 　 

会　　　長：常住　　豊 
委　　　員：金沢　和則（登録委員長）
　　　　　　小川　康則（総務省）※
　　　　　　山田　　洋（学識経験者）
　　　　　　大野　金一（学識経験者）

第６号議案

日本行政書士会連合会会則施行規則の一部改正（案）について
　第２００回臨時国会において、行政書士法の一部を改正する法律が成立し、令和２年度定時総会において会則
の一部改正（案）が承認されたことを受けて、関係規定の整備を図るため、日本行政書士会連合会会則施行
規則の一部を改正することについて承認が求められた。異議なしで可決され、令和３年７月７日から施行す
ることとした。

日本行政書士会連合会会則施行規則の一部改正（案）
新旧対照条文

現　行改正案

（会費の納入等）
第７条　単位会は、本会に対し、当該単位会所属の
会員数（行政書士法人である会員を含む。以下本
条において同じ。）に１,０００円を乗じて得た金額の
会費を毎月納入しなければならない。
２　前項の会員数は、４月から９月までの会費の算
出については、当該年度の４月１日現在の会員数
とし、１０月から翌年３月までの会費の算出につい
ては、当該年度の１０月１日現在の会員数とする。

（会費の納入等）
第７条　単位会は、本会に対し、当該単位会所属の
会員数（行政書士法人である会員を含む。以下本
条において同じ。）に１,０００円を乗じて得た金額の
会費を毎月納入しなければならない。
２　前項の会員数は、４月から９月までの会費の算
出については、当該年度の４月１日現在の会員数
とし、１０月から翌年３月までの会費の算出につい
ては、当該年度の１０月１日現在の会員数とする。

写真撮影時のみマスクを外しています。

※総務省行政課長充の委員は、７月１日付で同省人
事異動があったが、新たな課長の委員就任の大臣
認可が下りるまでは従前の委員が継続。
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（１）令和３年度各部・委員会等及び中央研修所事業の具体的な推進（案）について

【 報 告 事 項【　報　告　事　項　】】

３　前項の会費は、毎月末日までにその月分を納入
するものとする。ただし、前納することができる。
４　本会は、会員の死亡による登録抹消届出の受理
が当該会員死亡後の第２項に規定する日（４月１
日あるいは１０月１日、以下「会費算定日」という。）
を過ぎて行われた場合、当該届出は、受理された
直前の会費算定日になされたとみなして、第１項
の会員数から員数分を減じる。
５　前項の規定により、死亡後から届出受理までに
納入された会費は、みなした会費算定日までを限
度に遡及して単位会へ返戻する。
（新設）

（新設）

６　＜略＞

３　前項の会費は、毎月末日までにその月分を納入
するものとする。ただし、前納することができる。
４　本会は、会員の死亡による登録抹消届出の受理
が当該会員死亡後の第２項に規定する日（４月１
日あるいは１０月１日、以下「会費算定日」という。）
を過ぎて行われた場合、当該届出は、受理された
直前の会費算定日になされたとみなして、第１項
の会員数から員数分を減じる。
５　前項の規定により、死亡後から届出受理までに
納入された会費は、みなした会費算定日までを限
度に遡及して単位会へ返戻する。
６　第４項及び第５項の規定は、行政書士法人であ
る会員が社員の欠亡により解散した場合における
解散の届出の受理に準用する。この場合において、
「死亡」とあるのは、「解散」と読み替えるものと
する。
７　前項の事由に該当した行政書士法人である会員
から、継続の届出を受理した場合は、直後の会費
算定日以降、会員数に含むものとする。
８　＜略＞

◆野田毅自由民主党行政書士制度推進議員連盟会長による講話

　　理事会２日目の休会時において、公務御多忙の中、衆議院議員で自由
民主党行政書士制度推進議員連盟の野田毅会長にお越しいただき、行政
書士会の大規模災害における被災者支援活動や社会貢献事業を通じた行
政書士の役割についてお話いただくとともに、今後更なる活躍を期待す
る旨の激励の言葉をいただいた。
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申請取次行政書士管理委員会からの
お知らせ

＜申請取次行政書士管理委員会＞

 Info 

１

◎「理由書」を提出し更新手続をされた方々へ ◎「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しています。

　本年度の実務研修会（ビデオ・オン・デマンド方式）は残り２回となりますので、理由書提出後、まだ受

講がお済みでない方につきましては、受講漏れのないよう、お早めに御受講くださいますようお願いいたし

ます。

　なお、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

 ◎◎申請等取次者としての届出手続において提出いただく顔写真について（お願申請等取次者としての届出手続において提出いただく顔写真について（お願いい）） 

　届出済証明書交付に係る申出手続の際に、申請取次申出書に添付いただく顔写真については、「無帽」、「正

面」、「上三分身」、「無背景」の写真の裏面に行政書士登録番号と氏名を明記の上、御提出ください。

　各単位会において上記の要件を満たさな

い写真の提出が散見され、実際に右記のよ

うなケースでは地方入管局より差し替えを

求められる事例も発生しています。写真の

差し替えにより、届出済証明書の発行に通

常より時間を要するなどの影響も生じてい

ます。

　証明書に使用する写真であることを踏ま

え、提出いただく写真には十分御配意いた

だきますようお願いいたします。

令和３年度　行政書士申請取次実務研修会（更新）開催概要

申込期間
開催案内

（日行連HP詳細発表）
受講期間

９月８日（水）～９月１７日（金）８月中旬１０月１９日（火）～１１月２日（火）

１２月２４日（金）～１月７日（金）１１月下旬２月４日（金）～２月１８日（金）

＜写真の差し替えを求められた事例＞

・照明が十分でない（全体的に暗い）
・影がある
・目線が合っていない
・背景がある（事務所の壁紙、カーテン）
・上半身（胸あたりまで）が写っていて、顔部分が小さい
・顔が切れている（頭頂部から顎先まで写っていない）
・写真紙に印刷されていない
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＜許認可業務部　社労税務・生活衛生部門＞

　許認可業務部では、平成１１年から社労業務推進の一環として、標記事業を実施することとしています。

　つきましては、該当会員のうち、当該証明書の発行を希望する会員は下記事項を御確認の上、所属単位会

までお申込みください。

記

◇　対　象　者 ： 昭和５５年９月１日現在の行政書士会入会者のうち、社労業務取扱証明書の発行を希望す

る者（但し、既に証明書の発行を受けている者は除く。）

◇　申 込 方 法 ： 申込用紙「社労業務取扱証明書発行願い（様式１）」に記入の上、所属単位会に申し込ん

でください（申込用紙は会員専用サイト「連con」から入手可能です）。

◇　申込締切日 ： 令和３年９月２４日（金）（単位会必着）

　　　　　　　　　※ 発行までに通常１～２か月ほどのお時間をいただいています。

◇　発 行 趣 旨 ：

１）行政書士法の一部を改正する法律（昭和５５年法律第２９号）附則第２項に規定する行政書士経過措置

者、すなわち当該法律の施行の際（昭和５５年９月１日）、現に行政書士会に入会している行政書士

であることを確認し、その者が社労業務取扱会員であることを証明するものです。

２）当該経過措置者の社労業務については、単位会による不断の推進活動とともに、全社連との申合せ・

覚書や社会保険庁、旧労働省による通達等によって、継続的に関係方面の理解を得てきていますが、

歳月の経過に伴い、窓口等においては、ともすれば周知を欠く場面もあります。このような事態に

対応すべく該当会員のうち希望する者に対し、当証明書を発行し、窓口等で確認の必要が生じた場

合に使用していただくこととしています。

３）経過措置に係る該当会員の社労業務について、当証明書発行の有無、所持・不所持は、業務上の何

ら新たな権利・義務、利益・不利益等を生じさせるものではありませんので、誤解なきよう願います。

◇　留 意 事 項 ：

１）氏名が旧字・外字の場合、活字化の際に新字体に変更させていただく場合がございますので、あら

かじめ御承知おきください。

２）紛失等による証明書の再発行は、別途、「社労業務取扱証明書再発行願い（様式２）」にて所属単位

会経由で申し込んでください。再発行につきましては、実費本人負担となります。

３）証明書の返却に際しては、所属単位会を通じて日行連宛に、「社労業務取扱証明書返却届出書（様

式３）」を添えて返却願います。

４）なお、不明な点は所属単位会にお尋ねください。

社労業務取扱証明書の発行について
 Info 

２
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「行政書士法の一部を改正する法律（昭和55年法律第29号） 附則第2項」
に規定する「行政書士に係る取扱い」についての主な申合せ・覚書、通知等
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社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行にあたり留意すべき事項について

平成１０年６月１日付、庁保発第２０号、各都道府県民生主管部（局）長宛、社会保険庁運営部長通知　　　平成１０年６月１日付、庁保発第２０号、各都道府県民生主管部（局）長宛、社会保険庁運営部長通知　　　

　社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成１０年法律第４９号。以下「改正法」という。）の施行については、平成１０年６月
１日厚生省発社保第７１号・労働省発労徴第４９号をもって厚生事務次官及び労働事務次官から通達されたところであり、その施行
に当たって留意すべき事項等については別途通知することとしているところであるが、行政書士法の一部を改正する法律（昭和
５５年法律第２９号）附則第２項に規定する行政書士（以下「経過措置に係わる行政書士」という。）に係わる取扱いについては、
下記のとおりである。
　なお、このことについては労働省と協議済みであり、労働大臣官房長から都道府県労働基準局長及び都道府県労働主管部
（局）長あて別途通知されるので、念のため申し添える。

記
１　改正法の施行後においても、経過措置に係わる行政書士に関しては、従来行われてきた申請等の事実行為を行うことを妨
げるものではないこと。

２　改正法による改正後の社会保険労務士法第２条第１項第１号に掲げる事務については、経過措置に係わる行政書士は、引
き続きこれを行うことができるものであること。

社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行に当たり留意すべき事項について

平成１０年６月１日付、労働省発労徴第５０号、各都道府県労働基準局長・各都道府県労働主管部（局）長宛、労働大臣官房長通知　平成１０年６月１日付、労働省発労徴第５０号、各都道府県労働基準局長・各都道府県労働主管部（局）長宛、労働大臣官房長通知　

　社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成１０年法律第４９号。以下「改正法」という。）の施行については、平成１０年６月
１日厚生省発社保第７１号・労働省発労徴第４９号をもって厚生事務次官及び労働事務次官から通達されたところであり、その施行
に当たって留意すべき事項等については別途通知することとしているところであるが、行政書士法の一部を改正する法律（昭和
５５年法律第２９号）附則第２項に規定する行政書士（以下「経過措置に係わる行政書士」という。）に係わる取扱いについては、
下記のとおりである。
　なお、このことについては厚生省と協議済であり、また、社会保険庁運営部長から都道府県民生主管部（局）長あて別途通
知されるので、念のため申し添える。

記
１　改正法の施行後においても、経過措置に係わる行政書士に関しては、従来行われてきた申請等の事実行為を行うことを妨
げるものではないこと。

２　改正法による改正後の社会保険労務士法第２条第１項第１号に掲げる事務については、経過措置に係わる行政書士は、引
き続きこれを行うことができるものであること。
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日行連自動車登録OSSセンター構想に
よる看板設置について

＜許認可業務部　運輸交通部門＞

 Info 

３

　自動車保有関係手続のワンストップサービス（以下、「OSS」という。）については、平成２９年４月から対
象地域及び対象手続が拡大され、現在、新車新規・移転・変更登録等については４４都道府県、継続検査につ
いては全国の地域で運用が開始されているほか、令和元年５月７日からは、軽自動車OSSの運用も開始され
ました。
　許認可業務部運輸交通部門では、行政書士業務を守るためには、個々の会員が紙申請でなくOSS申請を選
択する強い決意を持って結果を残し、他団体の参入がなくとも行政書士の力でOSS普及に寄与できるという
ことを国に示すことのほか、国民に対して、OSSの手続を代理する行政書士のPRを図る必要があると考え、
OSSの普及促進を図る全国の行政書士事務所に「日行連自動車登録OSSセンター支所」の看板を設置するこ
ととし、本年度も以下のとおり希望会員を募集いたします。
（令和２年度までに９５１箇所の行政書士事務所に看板が設置されました。）

１．日行連自動車登録OSSセンター支所看板を設置する意義について
　OSSにおいても申請終了後に受領しなければならない「証明物」（車検証、検査標章等）があるため、現在
も各地の行政書士が協力して、自動車登録手続と交付される「証明物」の収受・管理・送付業務を相互にや
り取りしています。
　このネットワークを「日行連自動車登録OSSセンター支所」の看板を設置することで公に周知し、その名
称を使用して自動車登録業務及び車庫証明業務を行うことにより、「OSS申請手続は行政書士へ依頼するも
のである」というイメージを、自動車ユーザーである国民に浸透させることを目指したものです。

２．「日行連自動車登録OSSセンター支所」の看板設置希望会員の募集について
　申請書（所属単位会にお問合せください。会員専用サイト「連con」にも掲載しています。）に必要事項を
記載の上、所属単位会の推薦を受け、所属単位会を経由して応募してください。
（締切：令和３年１１月１９日（金）単位会必着）
※　看板作成費用９,２４０円（送料込・消費税別）は自己負担になりますので御注意ください。また、看板作
成費用のお支払いは代金引換になりますが、代引手数料の会員の皆様への負担はございません。

※　看板の納品は２月初～中旬頃を予定しています。

申 請 

「証明物」の受領・管理  「証明物」の受け渡し
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＜推薦条件＞

　①OSS申請業務の普及促進に取り組むこと。

　②VOD研修「OSS申請業務研修」を受講していること。

　③行政書士法及び関係法令並びに単位会会則、規則等に違反していないこと。

　④会費等の滞納がないこと。

　⑤依頼者に対する賠償責任を担保できる措置を講じていること。

　⑥OSS申請に対応できる措置が講じられていること。

＜日行連自動車登録OSSセンター支所看板イメージ＞

　文　字：「日行連自動車登録OSSセンター

　　　　　　　　　○○支所（○○○○行政書士事務所）」

　材　質：アルミ複合版（厚さ３mm）

　地　色：白又は乳白色

　文字色：黒色

　徽　章：文字列の前に行政書士徽章マーク

　サイズ：横２５cm×縦１００cm

※　支所名は事務所の最寄りの運輸支局・検査登録事務所の名称を使用します。

※　支所名には行政書士名簿に登録された事務所名称を併記します。

　　（事務所名称の登録がない会員は「行政書士（氏名）事務所」とします。）

３．「日行連自動車登録OSSセンター支所」登録会員名簿の公開について

　OSSセンター支所登録会員間の相互協力体制の確立等を目的として、OSSセンター支所登録会員の名簿を

会員専用サイト「連con」にて公開しています。なお、看板設置済みの方で丁種会員である旨の記載を希望

する場合には、所属単位会に連絡してください。

＜公開情報＞

　①会員番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥事務所名称

　②所属単位会　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦事務所所在地

　③事務所の最寄りの運輸支局・検査登録事務所　　⑧事務所電話番号

　④氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨丁種会員情報

　⑤フリガナ

※　公開内容は、行政書士名簿に登録された登録情報です（最寄りの支局を除く）。そのため、みなし名

称でOSSセンター看板を作成された方の事務所名称は、空白となります。

※　非公開を希望する場合には、所定の様式に非公開希望の旨を記載して、所属単位会に連絡してくださ

い。非公開から公開に変更する際も同様です。

※　現在は会員専用サイト「連con」での公開となりますが、今後、一般に公開させていただく可能性も

ございますので御承知おきください。
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 Info 

４
オンラインセミナー

「建設業行政をめぐる最近の話題」開催
のお知らせ

　この度、一般財団法人建設業情報管理センターと連携し、行政書士、建設業者等の皆様向けにセミナーを
開催いたします。
　建設業行政の最近の話題について、建設業経営に携わる方々等へ情報提供することで、建設業の発展に資
することを目的としています。
　今回は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から講師を迎え、建設業行政をめぐる最近の話題につい
て御講演いただきます。
　本セミナーはオンライン配信にて実施いたします。パソコンやスマートフォンを通じて、どこでも視聴可
能です。皆様の御参加をお待ちしています。

日　　　時　　令和３年９月２８日（火）１３：３０～１５：００（予定）

内　　　容　　「建設業行政をめぐる最近の話題」　国土交通省不動産・建設経済局建設業課

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

参　加　費　　無料

共　　　催　　一般財団法人建設業情報管理センター

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。

　７月８日、神戸学院大学からの依頼により、留学生を対象に「卒業後を見据えた活動」と題した９０分間の
研修会を、ZOOMを用いて行いました。
　当該研修テーマを設定した理由は、留学生が「技術・人文知識・国際業務」のような就労可能な在留資格
への変更手続をする際の問題点として、例えば「国民年金の不払い」、「アルバイトのし過ぎ（週２８時間超過）」
などによって、日本での在留状況が悪かったとして不許可になるパターンがある（多い）ためです。
　また、学生時代から積極的に日本語検定１級を取得するなど、「高度専門職１号ロ」などを目指すことが
できれば、卒業して最短１年で永住申請することも可能となります。
　これらは、４年間の大学生活を終えた後、就職が決定した後になって相談を受けても対応できないため、
大学在学中の方、特に１年生の方に焦点を当てて、研修を行いました。
　研修内容としては、まず就労可能な在留資格の説明を行い、その後、相談の多い「技術・人文知識・国際
業務」・「高度専門職１号」の話と、一部現場作業も可能な「特定活動４６号」を中心に説明し、更に在留資格
該当性、基準省令適合性等について具体例を交えながら説明しました。
　最終的には留学生本人に加えて、留学生の就職を支援する教職員の学び
も深かったようで、今後の学生への指導に生かしていきたいという声も聞
かれました。
　このように当会では、大学などと提携して在留資格の相談を随時行うと
ともに、研修会を定期的に開き、入管行政に対する留学生及び教職員の理
解を深める活動を通して、地域貢献事業を推進してまいります。

神戸学院大学にて留学生向け研修会
を開催

兵庫県
行政書士会
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●中央研修所通信９月号

＜中央研修所　所長　関口　隆夫＞

　２期目の中央研修所所長を拝命しました埼玉会の
関口隆夫です。
　今更言うまでもないことですが、中央研修所の最
大の役割は、会員の皆様の業務に有益な研修コンテ
ンツを提供することにあります。ただし、限られた
予算とスタッフで幅広い行政書士業務の全てをカバ
ーすることは不可能であるため、会員の皆様の要望
や時機に合わせた研修項目を適宜選別して作成、提
供しています。
　今秋９月の「デジタル庁」発足により、行政書士
業務のデジタル化が急激に進展すると思われますの
で、当然に研修内容の見直しを図る必要が生じてき
ます。そこで、本稿では中央研修所の現状と今後の
方向性についてお示しし、中央研修所に対する会員
の皆様の御理解を深めていただく一助となればと考
えています。

（１）中央研修所の現状
　現在、中央研修所研修サイトには１００を超えるビ
デオ・オン・デマンド（以下、「VOD」という。）講
座を登載しています。
　研修項目は、
（Ⅰ）基礎研修
　①コンプライアンス研修、②基礎法律研修
（Ⅱ）業務研修
①法定業務研修、②申請取次関係研修、③業務関
係研修（許認可業務、法務業務、国際・企業経営
業務、申請取次関係業務等）、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
（Ⅲ）政策研修
①裁判外紛争解決手続（ADR）研修、②司法研修、
③特別研修としての能力担保研修、④新規業務対
応研修 

の３つに大別されます。基本的に登載後２年を超え
たコンテンツについては、順次見直しを行い、内容
の陳腐化防止に努めています。
　また、平成２７年度から実施している特定行政書士
法定研修については、今期から完全VOD研修の形
式となり、受講しやすくなったこともあって、受講
者が前年比で２００名超増加しました。昨年までに特
定行政書士を取得した会員は４,４８７名ですが、今期も
多くの特定行政書士が誕生するものと期待しています。

（２）今後の方向性
　中央研修所規則については、設置当初の構想と現
状の運営体制に乖離が生じている点もあり、今後見
直しを進め、設置当初の目的であった真のシンクタ
ンク機関となれるよう改革を進めてまいります。
　研修コンテンツの提供については、VOD研修シ
ステムを基調としつつ、ライブ配信等を含め多様な
提供方法の開発を図ってまいります。併せて研修の
成果物としての出版物発行等についても検討してい
きたいと思います。
　さらに、VOD研修コンテンツの内容充実と会員
の利便性向上を図るため、前期に検討を開始しまし
た「中央研修所研修サイトのプラットフォーム化」
に向けた具体的作業を開始してまいります。これに
より、各単位会独自のVOD研修コンテンツを中央
研修所研修サイトに登載して、所属会員等に提供す
ることが可能となり、会員の利便性が大きく向上す
ると確信しています。
　上記以外にも中央研修所では、不断の事業見直し
を行っていますが、会員の皆様からも積極的な御意
見・御提言をいただき、事業内容の更なる充実を
図っていきたいと考えています。引き続き御指導御
鞭撻賜りますようお願い申し上げ、就任の挨拶とさ
せていただきます。

中央研修所の存在意義
～就任挨拶に代えて～
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静岡県行政書士会：行政書士ADRセンター静岡

１．センター紹介

　行政書士ADRセンター静岡（以下、「当センター」という。）は、平成３０年４月１日付で法務大臣の認証
（認証番号１５５号）を取得しました。
　当センターで取り扱う紛争は、静岡県内における外国人と日本人との間に生じた次のトラブルです。

　　①結婚・離婚などに伴う在留資格得喪に係る紛争
　　②学校内における価値観の違い等による紛争
　　③職場内における価値観の違い等による紛争
　　④地域での日常生活に関係する紛争

　静岡県は、東は関東圏、西は中京圏と接し、東西に長く、
製造業・建設業・農林水産業・観光業が盛んなことも相まっ
て、平成元年の入管法改正以来、外国人労働者は年々増え続けており、令和２年１０月末現在の状況は県民総
数３,６１８,９７２人のうち外国人居住者（新生児含む）は８４,０２４人で、静岡県の外国人居住者数は全国７位となっ
ています。平成の始めから、多文化共生社会を全国に先駆けて受け入れてきた実績が認められ、平成２１年９
月１８日には在浜松ブラジル総領事館が開設されました。以来、静岡県行政書士会と在浜松ブラジル総領事館
は在留ブラジル人支援協定を締結しましたが、支援の中にはADRセンターによる活動も含まれています。
　当事者双方による「対話促進型調停」はブラジル総領事からも日本人以上の御理解を賜り、ポルトガル語
によるADRセンター紹介パンフレット作製にも多大な貢献をしていただきました。日本式の裁判所におけ
る調停に比し、ADRは今や世界では当たり前となっています。私たちはこれからも多文化共生社会を生き
ていく上で、ADRは必要不可欠な取組であると確信して推進してまいります。

２．活動の現状と課題

（１）調停・相談
　問合せや相談事例は、国際交流協会や自治体国際担当部署等を経由して年間数件ありますが、調停に至る
前に終了しているため、調停実績はありません。
　相談事例としては、「国際結婚後の子育て方法を巡る嫁と姑の争い」や「外国人を養子としたケースにお
ける親族からの異議」「日常生活における騒音」等があります。
　一度だけ、夫婦ともに日本人の離婚を扱ってもらえるかとの問合せがあり、県民への広報活動の必要性を
痛感しました。
（２）広報活動
　１つ目として、外国語版パンフレットの作成を進めています。センター紹介でも記載しましたとおり、ブ
ラジル人向けにポルトガル語版をブラジル総領事監修の下に作成したのが最初ですが、その際に日本語の曖
昧さと外国語の表現の難しさを身に染みて感じました。。
　今後は、南米系はもちろん、技能実習生を始めとした東南アジア系の方々に向けてADRを御理解いただく
ためのパンフレットが重要になってくるものと認識しています。
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名　　　称：行政書士ADRセンター静岡
住　　　所：静岡県静岡市葵区駿府町２番１１３号
代表者氏名：平岡　康弘
紛争の分野・種類・範囲（規則第９条第１項第１号）：
　外国人と日本人との、以下の紛争（規程５条）
　　①在留資格の得喪に係る身分関係
　　②教育環境
　　③労働環境・職場環境
　　④騒音、ごみ処理その他の日常生活に関する紛争

かいけつサポート：認証紛争解決事業者情報

　２つ目は県内自治体、国際交流協会、法テラス、裁判所、検察庁、税務署、法務局、労働基準監督署、ハ
ローワーク、年金事務所、県内商工団体、警察、出入国管理局等の公共団体・行政機関との連携による多文
化共生社会推進協力です。本年５月には「静岡市外国人住民施策連絡会議」に参加させていただきましたが、
ADR機関は当センターだけでした。意見交換においても、外国人に絞ったADRは珍しいそうで、特に法テ
ラス所属の弁護士からは、「法テラスに来る相談には法的紛争というほどではない相談も多いので、行政書士
ADRセンター静岡のADRには期待している。」と、特に当センターの名を挙げて御意見もいただきました。
（３）調停人研修
　当センターでは「研修細則」に基づき、「調停人候補者養成研修」と「調停人候補者名簿更新研修」を定
期的に行っています。
　「調停人候補者養成研修」は新規候補者養成のためのカリキュラムであり、次の内容で実施しています。
　　①センターの規程類及び倫理に関する研修　５時間
　　②法的知識の研修　　　　　　　　　　　　２０時間
　　③調停手続技法の研修　　　　　　　　　　２５時間
　修了後、効果測定試験を行い、一定水準以上の者を合格とします。
　「調停人候補者名簿更新研修」は現候補者のためのカリキュラムで
あり、次の内容で実施しています。
　　①法的知識の研修　　　　　　　　　　　　２時間
　　②調停手続技法の研修　　　　　　　　　  ３時間
　修了後、効果測定試験を行い、一定水準以上の者を合格とします。
　ADRを継続していくためには、常に一定数の調停人候補者を確保する必要がありますが、行政書士の仕事
に役立つ、という認識を一般会員に理解してもらえない現実があります。昨年度はコロナ禍によって各種活
動が制限されたこともあり、十分な周知活動ができませんでしたが、本年度は事前周知活動として、会員向
け動画の発信、オンライン会議システムを活用した養成研修や更新研修の実施を検討してまいります。

３．ADRの拡充と活性化に向けた対応

　ADRは、静岡県でも一般の方には知られていないのが現状です。また、会員の間でもADRが仕事にどう
役に立つのか認識されないために、不人気であるのも事実です。
　しかし、技能実習制度、特定技能労働者等の外国人居住者はこれからも増えこそすれ減ることはあり得ま
せん。多文化共生社会は既に始まっています。会員の皆様も申請取次業務を中心に、監理団体の外部監査人
や特定技能労働者支援機関といった業務の拡充が進んでいるかと思いますが、多文化共生社会の進展は紛争
の多様化でもあり、そこには外国人に馴染みがない日本の裁判制度より使い勝手が良いADRがあることを、
継続的に周知してまいりたいと考えています。
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正副会長会
【協議事項】
１　本年度事業の推進等について
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（木（木））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１２５件）
２　その他

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（火（火））

正副会長会
【協議事項】
１　理事会の議案等について
２　常任理事会の合議事項等について
３　その他

理事会（～８日）
【議案審議】
第１号議案：専務理事及び常任理事の選

任について
第２号議案：中央研修所所長及び副所長

の選任について
第３号議案：顧問の選任について
第４号議案：相談役の選任について
第５号議案：各部・委員会等及び中央研

修所の構成員の選任について
第６号議案：日本行政書士会連合会会則

施行規則の一部改正（案）

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（水（水））

常任理事会
【合議事項】
１　本年度各部・委員会等及び中央研修
所事業の具体的な推進（案）について

２　後援名義の申請について
３　その他

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（木（木））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１１５件）
２　その他

法規監察部会
【協議事項】
１　本年度事業の具体的推進について
２　監察案件等について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（火（火））

OSS対策特別委員会
【協議事項】
１　昨年度事業報告について
２　本年度事業の具体的推進について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（月（月））

行政書士制度調査室会議（～２８日）
【協議事項】
１　今後の戦略について
２　他部署との連携について
３　その他

デジタル推進本部会議（～２８日）
【協議事項】
１　本年度事業計画及び予算の確認につ
いて

２　その他

法教育推進委員会
【協議事項】
１　本年度活動計画について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

広報部会
【協議事項】
１　広報月間関連事項について
２　日本行政関連事項について
３　その他

権利擁護推進委員会
【協議事項】
１　本年度事業について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　委員長、副委員長の互選について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（木（木））

許認可業務部会
【協議事項】
１　本年度事業及び引継ぎ事項の確認等
２　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（金（金））

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、一部web会議にて開催
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国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ
～倫理の保持に御協力ください～

国家公務員は、法令により利害関係のある事業者（裏面参照）の皆様から原則として、
以下の行為を受けることが禁止されています。国家公務員自身が襟を正すことは
もちろんですが、事業者の皆様におかれましても、御理解・御協力をお願いします。

●  金銭や物品の贈与
●  酒食等のもてなし（接待）
●  車での送迎など、無償でのサービス提供
●  一緒に麻雀等の遊技、ゴルフ、旅行をすること
●  金銭の貸付け
●  未公開株式の譲渡
●  無償での物品や不動産の貸付け

利害関係があるとは･･･

公務員倫理ホットライン（国家公務員倫理審査会の相談・通報窓口）
メールアドレス： rinrimail@jinji.go.jp ※通報した方の氏名等は窓口限りにとどめるなど通報者が

　不利益な取扱いを受けることがないよう万全を期しています。
   なお、匿名での通報も可能です。公務員倫理ホットライン 検索

表面にある禁止されている行為をしている国家公務員を見かけた方は･･･

国家公務員が以下の職務権限をあなたの属する事業者（※）に持っている場合です。

※国や地方公共団体などの団体のほか、個人事業者も含まれます。

　利害関係者ではない事業者からであっても、国家公務員が繰り返し接待を受けるなど、
社会通念上相当と認められる程度を超える接待・贈与を受けた場合には、
その国家公務員が法令違反となります。

倫理審査会
公式マスコット  りんりん

令和３年３月　国家公務員倫理審査会作成

♦事業所管　　　　　　　♦許認可　                  ♦補助金交付
♦立入検査、監査、監察　♦不利益処分や行政指導　♦契約          など

･

るなど、

理審査会
式マスコット りんり
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ものの、全国平均で８７.０９％、２回目のワクチン接種

率についても７９.２４％となっています。また、６５歳以

下の方を含む１回目のワクチン接種率の全国平均は

３６.３４％、２回目については２６.６３％と徐々にではあ

りますが、接種が進んでいる状況にあります（内閣府 

新型コロナワクチンの接種状況（一般接種（高齢者

を含む））２０２１年８月４日時点参照）。

　コスモスとしては、このような状況下にあっても

成年後見制度の利用が制約されるものではなく、む

しろこのような状況だからこそ後見人等の支援が必

要となる方々がいることを重く受け止めています。

　これは、全国に緊急事態宣言が発出され国民の活

動が大幅に制限された令和２年中の成年後見関係事

件（後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監

督人選任事件）が３７,２３５件と前年に比べ３.５％増加し

ており、直近５年の各年度の中で最も多い件数と

なっていることからも明らかであると言えます（最

高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況

（令和２年１月～１２月）参照）。

　私たちコスモスは、行政書士が成年後見制度の担

い手であるとの自覚の下、コロナ禍にあっても成年

後見制度を利用しようとする方のニーズに応えるた

め、制度の利用促進に向けた広報・相談を重点的に

実施する広報月間を実施することといたしました。

ただし、前述のとおり国内の感染状況が極めて深刻

な状況にあることから、実施に当たり、（１）施設

の使用等については各自治体等の要請に従うこと、

（２）業種別ガイドラインの順守を徹底すること、

（３）各地域の感染状況を十分に踏まえること、

（４）各行政書士会の広報活動と足並みを揃えるこ

とを必須とします。

コスモス広報月間の実施について

　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

（以下、「コスモス」という。）は、本年１０月に、地

域の実情に合わせ慎重に広報月間を実施することと

いたします。

　昨年のコスモス広報月間は、都道府県ごとの感染

状況が大きく異なっていたことから、全国一律の広

報活動の実施は困難であるとの判断により、各支部

の地域の実情に合わせ、規模や期間等を個別に判断

した上で感染症予防対策をとること、市民公開講座

の規模の縮小、対面での無料相談会などの時間の短

縮、地域包括支援センターや各市区町村などへの訪

問は最小限度の人員で行うことなどに配慮して実施

しました。

　本稿を執筆している令和３年８月６日現在、国内

の状況を概観すると、国内の新型コロナウイルスは

従来型に比べ感染力が強いとされる変異株（デルタ

株）に置き換わりつつあり、強い感染力、重症化リ

スクは依然として高い水準にあります。特に沖縄、

東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪の都府県には緊急

事態宣言が発出され、８月３１日までの間、住民の皆

様に対する外出自粛要請、イベント開催制限・停止

などの措置が求められています。また、北海道、石

川、京都、兵庫、福岡、福島、茨城、栃木、群馬、

静岡、愛知、滋賀、熊本の道府県は、まん延防止等

重点措置の対象地域となっており、８月３１日までの

間、各知事の定める地域の住民の皆様に対する行動

の制限がなされるなど、これまで経験したことがな

い感染拡大の状況にあり、人流を抑えることが強く

求められています。

　他方、本年４月から始まった６５歳以上の方への１

回目のワクチン接種率は都道府県ごとに違いはある

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
業務執行理事・広報委員長　勝　尾　太　一
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を広く周知し、制度を利用しようとする方々の相談

を受ける活動を行います。

　引き続き、当団体への御理解、御賛同、御支援を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

※今後、各地域の感染状況、国・各自治体の人流

抑制のための措置の発出状況によっては全ての

活動を実施しないこともあります。

　具体的には、感染拡大防止のための基本的な措置

（対人距離の確保、マスク着用、手指の消毒、換気

の徹底、パーティションの設置等）、地域包括支援セ

ンターや市区町村など成年後見制度の実施・支援を

担う機関・施設等を訪問する際には、最低限の人数

で行動することを徹底し、専門職団体として常に市

民、各種団体の要請に応える準備が整っていること

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。
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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。

　とあるアメリカのスポーツ紙が大
谷翔平選手を「ベースボールの歴史
上、最も完成された選手」と評しました。史上初め
てオールスターゲームで、投手と指名打者として
先発出場を果たすなど、投打リアル二刀流として
今や大谷選手を目にしない日はないほどです。
　この度、私は前期に引き続き広報部長として会
報編集に携わることとなりました。
　会報の役割は、「行政書士制度のPRを図ること」
と「会員の皆様に有益な情報を提供すること」です。
この２つの役割をそれぞれに果たせるよう、様々
なアイデア、知恵を絞りながら広報部一丸となっ
て広報活動に取り組んでまいります。
　私自身、大谷選手のプレーに日々感銘と、そして
これほどの偉業を成すまでにどれほどの時間を野
球につぎ込んできたのだろうと、ただただ敬服す
るばかりです。
　私も多くの方々が目にしたくなる、多くの方に
想いを届けられる会報を制作していきたいと考え
ています。会員の皆様におかれましても何とぞ御
協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

広報部員のひとり言

会員の動き
◆登録者数（令和３年７月末日現在）

５０,３０５名合 計　 　
7,529名女42,776名男内 訳　 　
6,880名女40,865名男・個人事務所開業
299名女1,349名男・行政書士法人社員
350名女562名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和３年７月中の処理件数）
２５９名新規登録　合　計
48名女211名男　　　　　内　訳
１０１名登録抹消　合　計
10名女91名男　　　　　内　訳

84名　　　　　・廃　業
17名　　　　　・死　亡
0名　　　　　・その他

◆法人会員（令和３年７月末日現在）
１,０６１法 人 事 務 所 数
670・主たる事務所数（行政書士法人数）
391・従たる事務所数
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