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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。

「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

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。
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デジタル・ガバメント推進
に向けた取組について

　デジタル・ガバメント推進に向けて日行連として取り組んできた対応経過と今後の動きについては、これまでも
本誌のトップメッセージなどで御報告してまいりました。そして、本年９月１日には、デジタル社会形成の司令塔
としてデジタル庁が発足しました。
　デジタル庁は、『未来志向のDX（デジタル・トランスフォーメーション）１を大胆に推進し、デジタル時代の官
民のインフラを、今後５年で一気呵成に作り上げることを目指し、徹底的な国民目線でのサービス創出やデータ資
源の利活用、社会全体のDXの推進を通じ、全ての国民にデジタル化の恩恵が行き渡る社会を実現すべく、取組を
進める』（デジタル庁ホームページより）ことを掲げています。
　デジタル庁が各府省庁に対する強力な総合調整の権限を持ち、国の情報システムを統括・監理することで、マイ
ナンバーカードを活用した行政手続のデジタル化が更に加速化して展開するものと考えられます。
　日行連では、デジタル推進本部や行政書士制度調査室が中心となり、「誰一人取り残さないデジタル社会に行政
書士が貢献できること」をテーマに、関係省庁等に対し提案型のアプローチを図っています。ここではその動きを
含めた主な取組について述べさせていただきます。

＜デジタル大臣への表敬訪問＞
　デジタル庁の発足を受けて、９月１４日に平井デジタル大臣（当時）を表敬訪問しました。当日は、平井デジタル
大臣や参事官に対し、これまで内閣官房ＩＴ総合戦略室（※９月１日からデジタル庁に移管）と「国家資格管理シ
ステム」、「自治体システム標準化」、「エンディングノートのデータ標準策定」など幅広いテーマで打合せを重ねて
きた対応経過を報告しました。
　また、本会の担当部署が進めている各行政手続のデジタル化の障壁の棚卸しを目的とした「行政手続のデジタル
化分析評価シート」の作成について、対象手続のサンプリング収集作業の説明を行うなど、現時点でのデジタル化
に対する本会の取組をお伝えし、御理解いただきました。

＜マイナンバーカードの普及促進事業＞
　政府のマイナポイント事業の施策展開や各地方自治体による申請促進の取組により、マイナンバーカードの人
口に対する取得枚数率は、９月１日現在で３７.６％となっています。
　マイナンバーカードを所管する総務省においても、特設WEBサイトの開設やＴＶコマーシャルの放映など、様
々な普及促進キャンペーンが展開されています。
　この一環として、本会に対しても総務省から本事業推進に係る協力依頼がありました。単位会の相談会等や会
員による顧客対応の場面において、マイナンバーカードの取得について申請勧奨し、更に申請支援することが事業
の柱になると考えています。各単位会、会員の皆様におかれましても、御理解と御協力をお願いいたします。

＜今後の展開＞
　次のデジタル化対応のフェーズを見据え、行政書士に対する国民からの期待と要請に応えるため、デジタル・ガ
バメントの推進に向けた要望活動を展開してまいります。要望の柱を、誰一人取り残さないデジタル社会実現に
向けた行政書士の活用とし、具体的には、①デジタル・デバイド２の是正や国民の権利利益の実現のために、行政
書士が申請者の代理人として直接申請支援できるシステムの構築、②申請代理が行えるよう行政書士の属性認証
並びに申請者と行政書士等代理人との委任関係の確認が適正に行えるシステムの構築、③国が設置する委員会・有
識者会議・ワーキンググループ等への行政書士の登用の３点を中心に検討しています。
　また、本会が管理する行政書士登録データのシステムと国の国家資格管理システムとを紐付けるべく、必要な対
応を図ることも、喫緊の課題として進めてまいります。
　各単位会、会員の皆様には、引き続き御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

１　DX（デジタル・トランスフォーメーション）：企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧
客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・
風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。（経済産業省「デジタル・トランスフォーメーション（DX）を推進するためのガ
イドライン」（2018年）より）

２　デジタル・デバイド：情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差
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執行部から

ニューノーマルな組織へ

　冒頭から、カタカナ用語で失礼いたします。常住会長から副会長を拝命し、暴力団等排除対策委員会、OSS対策
特別委員会、経理部を担当しています。私の取組姿勢を以下に述べさせていただきます。

１．OSS等のDX（デジタル・トランスフォーメーション）と国の対応
　日本は過去の常識を変革できず、平成の３０年を過ごしてまいりました。情報化、電子化という言葉は踊りました
が、昭和の成功体験を捨てきれず、一部の変革組織（世界標準に対応しているだけだが）を賞賛するのみにて下降
線をたどり、コロナ禍によって初めて世界の中で国家として「後進」であることが露呈しました。
　特にDX化の中でOSS事業は停滞しています。OSS、マイナンバーカード等、国のデジタル化の停滞は「環境整
備」が未整備のまま、実践政策を行ったことに起因します。「環境整備」には制度、意識、プロセス、組織、人材
を全て整える必要があります。特に意識、プロセスに対し、国民は脆弱です。また、人材に関しても女性活躍とい
う面においては変化がありません。一方、交通業界が切符や現金支払いを、ほぼデジタル化へとシフトし老若男女
に浸透したことに比すると、やはり国ではなく民間主導でDX化を行わなければ、いつまでも後進国のままでしょう。
　ゆえに特別民間法人である日行連は、会議、研修、事務取扱等に関してリアル、バーチャルを駆使し、持続可能
社会へのパラダイムシフトの４項目（①物理から仮想へ、②モノからサービスへ、③所有から共有へ、④生産消費
から循環再生へ）をクリアして、国等がデジタル化を浸透させるためにも旧態依然のセクションを排斥すべきであ
ると考えます。

２．サブスクリプションと経理
　経理並びにその事務作業についても、これから新しいデジタル化の波に乗れるか否かという岐路にあります。
これらも関係法令にて縛りはありますが、TVコマーシャルにあるように、経理処理自体がデジタル化に変革しつ
つあります。将来的にはおよそAIが司ることになるかと思われますが、健全財政のため、人間が様々な変革や破
壊を行う場面も考えられます。会費等収入はスポット収入と違う利用型収入であるため、旧来より、社会がシフト
しつつあるサブスクリプションモデル（通称「サブスク」）であると言えます。また私論ですが、現在多々制作さ
れているビデオ・オン・デマンド研修はスポット（売り切り）で「いつでも、どこでも、何度でも」をキャッチコ
ピーにしていますが、これも「１年間、いずれも、何度でも」など「サブスク」へとシフトして、都度の視聴手続
の手間を省き、使い勝手を良くする方法も考えられます。いずれにしても、様々なサービスを提供する対価につい
て、「サブスク」利用の効率を検討する余地はあるものと思われます。また、それらサービスの受け皿としての、
他士業にあるような別段の組織も検討いたします。

３．マッチングサービスと反社会的集団
　許認可業務の中で「古物商許可申請」は主たる業務です。一方で現在、個人間ビジネスは市場拡大の一途にあり
ます。いわゆるCtoCビジネスですが、この拡大はデジタル化が生んだ産物で、マッチングビジネスと言われてい
ます。大手の仲介業者も介在いたしますが、モノだけではなく、人と人とのマッチングサービスサイトにおいても、
様々な様態をCtoCに見せかけ、反社会的集団が法の目をかいくぐって運営している傾向があります。よってデジ
タル化はそのような集団にも加担、恩恵を与えています。当然、違法な在留手続・許認可申請等のマッチングに巻
き込まれる可能性があります。想定されるあらゆる行為に行政書士が巻き込まれないよう、予防法務の観点から
も、皆様の安心安全の一助となるような成果を上げる所存です。

　上記のとおり、近年中にはDX化により変革された社会が標準となる「ニューノーマル」の時代へと移り変わり
ます。脱炭素により電気自動車へと移行すると言いつつも、既に２０３０年には「空飛ぶタクシー」の実用化が見えて
いるようです。今や人間が進歩のために想像できることは、人間が必ず実現可能であると言われています。しか
し、我々行政書士の使命は、いかに変革を想像しようとも未来永劫変わることはありません。そのことを胸に、残
り１年７か月の間、皆様と御家族のために精進いたします。何卒よろしくお願い申し上げます。

副会長　宮元　　仁
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訪 問訪　問　日日　　令和３年９月１４日（火）

出 席出　席　者者　　常住会長、野田副会長、有賀デジタル推進本部長、服部デジタル推進副本部長

　９月１日にデジタル庁が発足したことを受け、去る９月１４日、常住会長を始めとする日行連役員が平井デ
ジタル大臣（当時）を表敬訪問しました。

　御多忙の中、快く御対応いただきました平井大臣に、平素から行政書士制度に御理解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、行政のデジタル化に向けて、関係省庁に対し、様々なアプローチを展
開してきた行政書士会の取組を御説明いたしました。

　また、デジタル庁が目指す「誰一人取り残さない、人
に優しいデジタル化」においても、その実現に向けて行
政書士が貢献できることをお伝えし、意見交換をさせて
いただきました。

　平井大臣からは、政府機関のクラウドサービス導入な
ど、デジタル庁の取組について説明があり、更なるデジ
タル化の推進に向けて、引き続き行政書士に御協力いた
だきたいとのお言葉をいただくなど、非常に有意義な訪
問となりました。

平井前デジタル大臣を表敬訪平井前デジタル大臣を表敬訪問問

　９月１７日、北海道帯広市の北海道ホテルにおいて令和
３年度日行連と北海道地方協議会との連絡会が開催され、
日行連及び北海道地方協議会（以下、「北海道地協」と
いう。）での各事業に係る課題等について、意見交換を行
いました。
　連絡会は午後３時１５分、日行連の常住会長と髙尾副会
長、北海道地協の宮元会長を始めとした１９名の方の出席を得て開会。宮元北海道地協会長及び常住日行連会
長の挨拶、出席者の自己紹介と進められた後、各議題についての協議に入りました。
　始めに常住会長から、日行連の令和３年度事業計画の活動理念及び基本方針について、国が進めるデジタ
ル化推進への対応やマイナンバー普及促進事業の推進等、具体的な活動項目を軸に説明がなされました。
　続いて、野口北海道会総務部長から北海道会の現状についての説明、髙尾日行連副会長から北海道地協か
ら提出された日行連に対する意見や要望事項に対する答弁がなされた後、時間の許す限り、質疑応答を行い
ました。監察活動における重点項目の取扱い、法改正への対応、他の地協における地方出入国在留管理局と
の連携状況等について質問があり、常住会長から各質問に対する説明がなされました。
　コロナ禍により細心の注意を払いながらの開催となりましたが、熱心な意見交換が展開され、双方の理解
が進む充実した連絡会となりました。

日行連と北海道地方協議会との連絡会を開日行連と北海道地方協議会との連絡会を開催催

開 催開　催　日日　　令和３年９月１７日（金）

場場　　　所所　　北海道帯広市「北海道ホテル」

出 席出　席　者者　　常住会長、髙尾副会長、
　　　　　　　宮元北海道地方協議会会長　ほか１８名
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駐日本国大韓民国大使館領事部からの
お知らせ

 Info 

１

　今般、駐日本国大韓民国大使館領事部から、下記のとおり諸般の注意事項が公表されていますので、ご確
認くださいますようお願いいたします。
（駐日本国大韓民国大使館ホームページでも同内容が公開されています。）

　　

＜国際・企業経営業務部　国際部門＞

代理申請に関するお知らせ　２０２１－０９－０１

　当館では、在外国民の便益と善良な資格代理人の円滑な業務のために、２０２１年９月１０日（金）より下記の
とおり業務を行う予定ですので、皆様のご協力をお願い申し上げます。

①事務所所在の管轄領事館のみ代理権行使可能。特に、郵便申請の場合は管轄を守らないと申請を認めず返
却しますので管轄の領事館に申請してください。大使館領事部の管轄は東京都・千葉県・茨城県・埼玉
県・栃木県・群馬県です。

②大使館領事部の出入りは委任された資格代理人又は所属補助者に限る。委任された資格代理人は依頼人が
作成した委任状・公的身分証（パスポート、運転免許証など）・資格証を全て提出（所属補助者は公的身
分証と所属補助者証必須提出）。

③韓国語が出来る一般人・無資格者への再委任一切禁止。
④以下の行為をした場合、領事部への出入りを禁止し、資格代理人が所属している協会に通報。
- 委任状・申請書を偽造又は改竄する行為。
- 大使館の職員に暴言など、窓口業務の妨害と思慮される一切の行為。
- 委任の範囲を越える証明書を申請する行為。
- 多量の証明書発行の強要する行為。

⑤領事館は法律相談をする場所ではないため、単純な手続きに対する質疑以外の実質的な法理関係に関する
相談は拒否することができる。

委任による家族関係登録簿等申請に関する案内　２０２１－０８－０４

　家族関係業務増加により、業務待機時間が増えています。待ち時間短縮のため、家族関係書類の１日最大
発行枚数を１０通に制限しておりますので、ご了承ください。
　第三者が業として家族関係書類発行を委任される行為は、刑事告発になる可能性がありますので、格別に
留意してください。
※　大韓民国国民から直接有効な代理権に基づく適式な委任状により受任した行政書士、司法書士、弁護士
の資格を有する者は除く。
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管　　轄　　地　　域

管轄地域住所連絡先公館名
大阪府，京都府，滋賀県，
奈良県，和歌山県

〒５４１－００５６　大阪市
中央区久太郎町２－５－１３
五味ビル

TEL：０６－４２５６－２３４５
FAX：０６－４２５６－２３４６

駐大阪総領事館

福岡県，佐賀県，長崎県，
大分県，態本県，宮崎県，
鹿児島県，沖縄県

〒８１０－００６５　福岡市
中央区地行浜１－１－３

TEL：０９２－７７１－０４６１～２
FAX：０９２－７７１－０４６４

駐福岡総領事館

愛知県，三重県，福井県，
岐阜県

〒４５０－０００３　名古屋市
中村区名駅南１－１９－１２

TEL：０５２－５８６－９２２１
FAX：０５２－５８６－９２８７

駐名古屋総領事館

島根県，広島県，山口県，
愛媛県，高知県

〒７３４－０００５　広島市
南区翠５－９－１７

TEL：０８２－５０５－２１００～１
FAX：０８２－５０５－２１０２

駐広島総領事館

神奈川県，静岡県，山梨県〒２３１－０８６２　横浜市
中区山手町１１８

TEL：０４５－６２１－４５３１～３
FAX：０４５－６２１－４７４１

駐横浜総領事館

長野県，新潟県，富山県，
石川県

〒９５０－００７８　新潟市
中央区万代島５－１
万代島ビル８階

TEL：０２５－２５５－５５５５
FAX：０２５－２５５－５５０６

駐新潟総領事館

北海道〒０６０－０００２　礼幌市
中央区北二条西１２－１－４

TEL：０１１－２１８－０２８８
FAX：０１１－２１８－８１５８

駐札幌総領事館

青森県，秋田県，岩手県，
山形県，福島県，宮城県

〒９８０－００１１　仙台市
青葉区上杉１－４－３

TEL：０２２－２２１－２７５１～３
FAX：０２２－２２１－２７５４

駐仙台総領事館

兵庫県，鳥取県，岡山県，
香川県，徳島県

〒６５０－０００４　神戸市
中央区中山手通２－２１－５

TEL：０７８－２２１－４８５３～５
FAX：０７８－２６１－３４６５

駐神戸総領事館

東京都，千葉県，埼玉県，
栃木県，群馬県，茨城県

〒１０６－００４７　東京都
港区南麻布１－７－３２

TEL：０３－３４５５－２６０１～３
FAX：０３－３４５５－２０１８

駐日本大使館領事部

家族関係登録簿等証明書　郵便申請のご案内 TITLE
２０２１－０３－１６DATE
 家族関係証明書交付申請書．pdf FILE１
 家族関係証明書交付申請委任状．pdf FILE２

※　家族関係登録簿等各種証明書（上記FILE１）及び委任状（上記FILE２）を使用すること。
１．家族関係登録簿等_証明書_交付申請書
　- 対象者名前（ハングル）、対象者の生年月日、登録基準地（本籍地）の番地まで正確に記載
　- 対象者と申請者の関係を正確に記載
　- 提出先も必ず記載

２．申請人の身分証のコピー
　- 特別永住者証明書または在留カードの前・裏コピー
　- 特別永住者証明書または在留カードがない場合、韓国のパスポート（写真面）
　- 住民登録証、運転免許証など必ず顔写真がある公的身分証の前・裏のコピー

３．返信用レターパック（必ず追跡可能な返信レターパックを郵便局で購入して同封）
　- 宛名先に申請人の日本住所・氏名・連絡先を必ず記載

４．発給手数料 １通　１１０円
　- 郵便局小為替または大使館領事部発行印紙
　- 現金・日本国収入印紙は受付不可

　書類（申請書・申請人の身分証のコピー）、返信用レターパック、発給手数料（郵便局小為替）を必ず
レターパックに入れて封じた後、下記の住所へお送りください。
　〒１０６-００４７ 東京都港区南麻布１－７－３２
　駐日本国大使館領事部（家族関係登録係）（Tel：０３－３４５５－２６０１～３） 

＜参考①＞
家族関係登録簿等証明書　郵便申請のご案内　２０２１－０３－１６
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注意事項
※　駐日本国大使館領事部の管轄地域は、東京、千葉、茨城、埼玉、栃木、群馬です。
東京、大阪、福岡総領事館のみ可能だった証明書の受付が２０１５年５月１日から日本国内の全ての韓国総
領事館で可能になりました。管轄地域の総領事館にお問い合わせください。

家族関係等証明書交付申請＿総領事館のご案内

家族関係など書類発給

※　代理申請の場合は、家族関係登録証明申請委任状（ハングル）を作成後、必ず委任者が捺印し、委任者
と受任者（申請者）の身分証明書のコピーをすべて同封してください。

※　帰化・相続のために申請する場合、「出生から-まで」の除籍謄本の発行はできません。必ず本籍地と戸
主、対象者との関係を記入してください。

※　普通郵便申請の際に発生する証明書の紛失などについては責任を負いません。

＜参考②＞

※　手数料１通あたり１１０円

●訪問申請
　＜必要書類＞
・家族関係登録簿などの証明書交付申請書
・身分証（有効期間が残っている写真付きのもの）
・住民登録番号又は登録基準地の住所（最小OO洞、OO里までは必要）
※　氏名、生年月日、登録基準地（本籍地）が正しくない場合、発給不可
※　発給対象者と申請人の関係を立証する書類
　　申請人が日本人の場合：日本の戸籍謄本
　　申請人が韓国の家族関係登録簿（旧戸籍）に入っていない韓国人の場合：出生証明書など

●郵便申請
　＜必要書類＞
・家族関係登録簿などの証明書交付申請書
（① 大使館ホームページで家族関係登録などの証明書交付申請書をダウンロードして作成、または、② 
白紙に登録基準地の住所、氏名、生年月日（住民番号）、現住所、電話番号、必要書類を書いて申請可能）
・身分証（在留カード、パスポート、運転免許証）のコピー-必ず写真付きで有効期間が切れてないもの
・返信用封筒（切手を貼って住所、氏名記載）
・手数料１通あたり１１０円 （現金書留又は小為替）
※　発給対象者と申請人の関係を立証する書類
　　申請人が日本人の場合：日本の戸籍謄本
　　申請人が韓国の家族関係登録簿（旧戸籍）に入っていない韓国人の場合：出生証明書など
　　* 連絡先は質問事項がある場合、連絡しますので必ず記入

●代理申請（資格者による代理申請は「代理申請に関するお知らせ」を参照）
　＜訪問及び郵便申請すべて可能＞
・家族関係登録簿などの証明書交付申請書 家族関係登録証明申請委任状（日本語）（委任者の捺印必要）+
　委任者の身分証のコピー + 代理人の身分証
※　郵便の申請時-返信封筒、手数料を含む
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各証明書の記載事項及び申請権限

各証明書の記載事項

記載事項
証明書の種類

個別事項共通事項
親、配偶者、子どもの人的事項
［記載の範囲-３代に限る］

本人の

登録基準地・氏名・性別・本・出生年月日

及び住民登録番号

家族関係証明書

本人の出生、死亡、改名など人的事項
（婚姻・入養事項は別途）基本証明書

配偶者の人的事項および婚姻
離婚に関する事項婚姻関係証明書

養父母・養子の人的事項および入養
破養に関する事項入養関係証明書

実の父母・養父母又は親養子の人的
事項および入養・破養に関する事項親養子入養関係証明書

申請権限がある者（ただし、親養子入養関係証明書を除く）
本人、配偶者、子女、両親
※　義母が婿の証明書発給不可、嫁が舅姑の証明書発給不可
※　親養子入養関係証明書は本人と本人の委任状を受けた人のみ発給可能 例外）相続により死亡者の親養子
入養関係証明書を発給しなければならない場合、死亡者名義の不動産登記簿謄本の原本など財産を立証
できる書類を持参し、相続人が訪問相談

※　日本人家族が韓国人の家族関係登録簿などを発給する場合 家族であることを立証する公的書類 - 日本
の戸籍謄本 + 韓国の登録基準地住所 + 写真付きの身分証明書（パスポート、運転免許証）を持参し、
窓口相談

※　日本に帰化した者が本人の家族関係登録簿などを発給する場合 帰化事実が載っている日本の戸籍+韓
国の登録基準地住所 + 写真付き身分証（パスポート、運転免許証）

※この記事は、駐日本国大韓民国大使館のホームページで一般公開されている記事を駐日本国大韓民国
大使館領事部から一部編集及び掲載許諾を得て、編集して掲載しています。
※原文は、「韓国大使館」とキーワード検索し、「家族関係登録簿」の各項目にありますので、上記＜駐
駐日本国大韓民国大使館領事部　家族関係登録に関するページ＞のURLを御覧ください。
※大韓民国家族関係登録簿等に関する法令改正や運用取扱情報等は更新されますので、駐日本国大韓民
国大使館の当該ホームページを御覧いただき、窓口への電話照会を原則控え、領事館家族関係登録窓
口の混雑緩和に御協力ください。
※業務上、大韓民国法令の情報を必要とする場合には、法律家として会員各位の責任で調査するようお
願いします。
※管轄地域について、全国から受任できますが、代理権の行使は上記表「管轄地域」のとおり事務所を
管轄する駐日本国大韓民国大使館領事部又は総領事館だけです。
　＜例＞
①神奈川県、静岡県、山梨県に事務所がある会員は、駐横浜総領事館で代理行使が可能です。
②東京都、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県に事務所がある会員は、駐日本国大韓民国大使
館領事部で代理行使が可能です。
※駐日本国大韓民国大使館領事部又は各総領事館における日本国の資格者が、家族関係登録簿取得等
代理業務が当然できるという認識は厳に慎んでください。

＜国際・企業経営業務部国際部門からの補足＞

＜駐日本国大韓民国大使館領事部　家族関係登録に関するページ＞
https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_11900/list.do
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単位会別会員数一覧
〈令和３年１０月１日現在〉

 Info 

２

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減R３
４.１

R３
１０.１増減R３

４.１
R３
１０.１

１２７２８２２１,８６５１,８８７北海道

北
海
道
地
方
協
議
会

０２２４２９４２９８秋 田

東
北
地
方
協
議
会

２４６８３８２３９０岩 手

１１２７３５２３５９青 森

２１１１３２３７１９７４２福 島

１２１２２１６９７８９９４宮 城

２３５△ ２４１２４１０山 形

２８２０１２２９２３５７,０９６７,３３１東 京

関
東
地
方
協
議
会

６５７６３５５３,０７３３,１２８神奈川

３３０３３２５２,１８６２,２１１千 葉

０１０１０３１,１９１１,１９４茨 城

２１０１２２２８７１８９３栃 木

０３４３４４１２,４８３２,５２４埼 玉

２４６１０１,１０２１,１１２群 馬

１８９３０９７３１,００３長 野

０４４１３３５７３７０山 梨

１２０２１１５１,５１３１,５２８静 岡

１１３１４２２８８０９０２新 潟

５５４５９６３３,１０３３,１６６愛 知

中
部
地
方
協
議
会

１１０１１１７８５１８６８岐 阜

１５６１６７１１７２７三 重

０３３５３２３３２８福 井

２４６３３８４３８７石 川

３４７８３９５４０３富 山

法人会員数個人会員数区　分

単位会 増減R３
４.１

R３
１０.１増減R３

４.１
R３
１０.１

１５６５４８７４９２滋 賀

近
畿
地
方
協
議
会

９８７９６７２３,４３４３,５０６大 阪

０１５１５２５９０９９３４京 都

１８９６４４８４５４奈 良

１１２４３４１３４５和歌山

２２６２８５１１,８７６１,９２７兵 庫

０３３１２１６２１７鳥 取
中
国
地
方
協
議
会

０２２２２６３２６５島 根

３８１１１８０２８０３岡 山

３１３１６１９１,１６６１,１８５広 島

０３３９４７９４８８山 口

０７７９４０５４１４香 川四
国
地
方
協
議
会

０７７１３３１３３２徳 島

０１１１２５４２５５高 知

０６６８５４９５５７愛 媛

３２１２４３５１,６１８１,６５３福 岡

九
州
地
方
協
議
会

１２３５２４６２５１佐 賀

２５７△ ４４１３４０９長 崎

２９１１１１６５３６６４熊 本

１６７７３６２３６９大 分

２４６４５０３５０７宮 崎

０１０１０７８２２８２９鹿児島

３４７８４０９４１７沖 縄

９９７９３８９２９４８４９,４８０５０,４２８合　計
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令和３年度特定行政書士法定研修の
結果通知について

 Info 

３

　「令和３年度特定行政書士法定研修 募集要項」にて御案内のとおり、本研修の結果につきましては、

下表のとおり通知いたします。

＜中央研修所＞

考査実施１０月１７日

会員専用サイト「連con」内の

「特定行政書士法定研修に関するお知らせ」にて発表

※修了した者の考査受験番号のみ掲載
１１月中旬頃

結果通知（本人事務所宛てに郵送）１２月上旬頃

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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　石川県では５月から６月にかけて「まん延防止等重点措置」が適用されたことから、当該月の月次支援金
に対する県独自の上乗せ給付「石川県経営持続月次支援金」が７月から受付されることになりました。
　石川会では、個人事業者や中小法人を支援するために月次支援金の周知を図りたいという県からの要請を
受け、県主催の支援金説明会に相談員を派遣したり、当会の会議室を使用した定期的な無料相談会を実施し
たりしています。
　相談員の派遣については、７月以降、県の担当者が県内７つの商工会議所で月次支援金と上乗せ給付の説
明会を行うにあたって、その終了後に行政書士が個別の相談に応じる体制を整えました。
　また、当会会議室での定期的な無料相談会については、県のウェブサイトに情報を掲載し、県のコールセン
ターと協力しながら、毎週１回、個人事業者を
中心とした月次支援金等の相談に応じています。
　石川県の「まん延防止等重点措置」は７月中
には解除されていたものの、８月以降、感染拡
大の傾向が強まり再度適用されたため、県独自
の上乗せ給付も改めて実施されることとなりま
した。
　石川会では今後も新型コロナウイルス感染症
の影響で困っている市民や事業者の支援を継続
すべく、県や県内自治体との連携を模索し、コ
ロナ対策関連事業を進めていきたいと思います。

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。

石川県の月次支援金説明会に相談員
を派遣しました

石川県
行政書士会

　８月２１日、滋賀会の盛武隆名誉会長をお招きし、講演会を開催しました。
　全国の会員の皆様にも受講いただけるよう、オンライン（Zoom）で開催し、１７３名もの御参加をいただき
ました。
　第一部は、テーマ「『これからの行政書士制度の在り方』～今、目の前にある課題～」について、盛武滋
賀会名誉会長に御講演いただきました。急速に進むDX化の中で、行政書士自身が担うべき役割等、これか
らの行政書士制度の在り方を改めて考える、貴
重なお話をしていただきました。
　第二部では、テーマ「行政書士の可能性につ
いて」と題し、パネルディスカッションを実施
しました。パネラーとして、盛武滋賀会名誉会
長と当会から伊藤庄吉相談役に御登壇いただき、
米田智彦当会会員をモデレーターとして、活発
な意見交換を行いました。行政書士個々の法律
力の向上が、今後の行政書士の可能性を大いに
切り開くというお話を最後に、本講演会は盛会
裏に終了しました。

「これからの行政書士制度の在り方」
に関する講演会を開催

三重県
行政書士会
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会員専用サイト「連con」の御案内
登録はお済

みですか？

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

★アカウント登録の方法
①日行連ホームページ（https://www.gyosei.or.jp)にアクセスし、「会員ログイン」をクリックする。
②「初めてご利用の方」をクリックし、遷移先の画面にて基本情報を入力・確認の上、送信ボタンを押す。
③ 基本情報で入力したメールアドレスに、仮登録の確認メールが届くので、メールに記載されている登
録確認ページへのURLをクリックする。
④遷移先の画面にてログインID・パスワードを設定し本登録完了。

※エラーが表示される場合は、日行連事務局広報課（kouhou@gyosei.or.jp）までお問い合わせください。
※ 設定した情報（ログインID・パスワード・メールアドレス等）は、いつでも御自身で変更すること
ができます。「連con」ログイン後、トップページ左上「プロフィール」ボタンを押し、遷移先の画
面にて適宜変更してください。

～「連con」掲載例～

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

要チェック
だニャ！

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

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

ロゴマークもダウンロードできます！

行政書士制度70周年を
盛り上げよう！

ユキマサくんの感染防止バージョンが新登場！

・業務別パンフレット
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長野県行政書士会：長野県行政書士紛争解決センター

　長野県行政書士紛争解決センター（以下、「当センター」という。）は、平成３１年２月１日に４分野（外国
人の就労・就学、自転車事故、ペット、敷金に関するトラブル）について法務大臣の認証（第１６１号）を受け、
活動を開始しました。
　現在までの約２年半の間、当センターにおける相談は１１件、申立て０件、調停０件という状況です。こう
した状況から、今後、相談件数の増加と利用者の利便性を向上させるため、次のような課題に対し対応を検
討しています。

１　課題（利用しやすいADRセンターにするために）

（１）ADRの国民への普及とPR
　裁判によらない紛争解決手段としてのADRの認識が国民の中に浸透していないため、ポスターの掲示や
パンフレットの配布、その他様々な媒体を使ってADRをPRすることや、消費者センターや地方自治体など
関係機関との継続的な連携が必要であると考えています。

（２）IT・スマホの活用による相談受付体制
　電話による相談だけでは、相談者の置かれた環境やニーズに十分に対応することはできず、センター利用
率の向上は図れません。若年層や勤労者層の利用を増やすためには、ITやスマホを利用したダイレクトな相
談体制や受付体制を研究し確立する必要があると考えています。
　また、平日１０時から１６時までの電話による問合せ、水曜日のみとした受付相談日の設定は、当センター側
の都合による時間設定になっている可能性を踏まえ、利用者の立場に立った相談時間や受付相談の方法を考える
必要があると感じています。

（３）県内各地域を拠点とした調停の実施と経費
　長野県は南北に広く、各地域が山で分断されていることにより、長野県行政書士会館（長野市）１か所を
相談拠点として運営することは、利用者にとって不便を感じるところであり、結果的に相談に至らないとい
うことが考えられます。
　また、本拠地である長野県行政書士会館以外での調停の実施も可能ですが、調停人の交通費などの経費は
当事者負担とする規定があることから、より利用しやすくするために、申請手数料、期日手数料の金額と合
わせて減額又は無料にする必要性も感じています。 

パンフレット
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　今後、長野市、佐久市、松本市、諏訪市、伊那市の５か所に受付相談及び調停の拠点を設けたり、会場費
や調停人の交通費などの経費を当センター負担としたりすることができればと考えています。

（４）紛争分野拡大に関する研究
　行政書士無料相談会で受けている相談の約７０％が相続、遺産分割協議書作成などであることから、行政書
士の得意としている紛争分野に加えていくための研究は必要ですが、現在の４分野から、更に拡大すること
は困難な状況です。長野会としては県弁護士会との協議が前提になることから、引き続き、粘り強く交渉し
ていくつもりですが、他の事例も参考にしながら新たな対応も研究しなければならないと考えています。

２　課題に対する対応

（１）受付体制（電話対応、時間）
　　・対応フロー：相談者→当センター事務局→当センター長→相談者
　　・相談時間：平日１０時から１６時まで（当センター事務局）
　　・センター長の電話代等の負担軽減策を考える
（２）受付相談

・受付相談日→相談者と日程調整（水曜日以外でも可）して予約
を受け付ける
・長野県行政書士会館（相談拠点：長野市）→県内５か所（長野
市、佐久市、松本市、諏訪市、伊那市）で実施する

（３）申立手数料
　　・無料とする（令和３年２月から当面実施する）
（４）調停実施場所

・県内５か所（長野市、佐久市、松本市、諏訪市、伊那市）で実
施する

（５）会場費及び調停出張旅費
・当事者負担→無料（当センター負担）とする（令和３年２月か
ら当面実施する） 研修会の様子

名　　　称：長野県行政書士紛争解決センター
住　　　所：長野県長野市南県町１００９－３　長野県行政書士会館
代表者氏名：山本　準一
紛争の分野・種類・範囲（規則第９条第１項第１号）：
１　長野県内に事業所を有する事業者（事業を行う個人を含む。）に雇用されている外国人又は派遣労
働者であって派遣先の事業所が長野県内にある外国人を、一方又は双方の当事者とする、宗教、慣
習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境、職場環境に関する紛争

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

３　長野県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故に関する紛争
４　長野県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動
物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に
関する紛争

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

かいけつサポート：認証紛争解決事業者情報
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法教育の取組について

＜茨城県行政書士会＞

　茨城会では、平成２９年度から法教育を推進、実施しています。これまでの当会の活動について御紹介させ
ていただきます。

１．事業実施前の準備、初めての実施
　茨城会では既存の「市民法務部」が法教育事業を担当し、
先進的な活動を行っている東京会など他会の取組を拝聴し、
現場の視察や研修会への参加など、実施に向け準備を進め
てまいりました。
　実施が決まってからは合宿を企画し、その中でシナリオ
作成や授業シミュレーションを行いました。
　平成３０年２月、緊張の中、初めての法教育を水戸市の私
立小学校にて実施しました（テーマ「リサイクルについて」）。

２．県教育委員会との協定締結
　初めての法教育実施後、平成３０年３月２８日に県内での
法教育の周知及び実施に向け、茨城県教育委員会と「法
教育の実施に係る連携協力に関する協定」を締結しました。
　協定締結後、例年９月から翌年３月にかけて法教育を
実施しています。本年度が４年目になりますが、申込学
校数は毎年増加しています。申込方法は、毎年７月に県
教育委員会から各市町村の教育委員会へ法教育実施に関
する案内文書が送付され、更に市町村の教育委員会から
小・中学校へその文書が送付されて、受け取った各小・
中学校が個別に申し込むという流れになっています。

３．事業実施の状況
　昨年度の実施状況は、以下のとおりです（全て小学校で実施）。学年全体でクラスごとに実施するため、
生徒数により各校１～３コマの実施となりました。
　⑴　９月１７日 水戸市「著作権について」
　⑵　１０月７日 美浦村「スマホ（課金トラブル）について」
　⑶　１０月２２日 水戸市「買い物について」
　⑷　１０月２３日 石岡市「スマホ（課金トラブル）について」
　⑸　１１月２７日 神栖市「著作権について」
　⑹　１２月１０日 古河市「著作権について」
　⑺　１２月２１日 石岡市「スマホ（課金トラブル）について」 
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　本会で扱う授業テーマは、
　・「著作権」
　・「ごみのリサイクル」
　・「買い物（契約について）」
　・「外国人」（細かいテーマは学校ごとに対応）
　・「スマホ関連」（課金トラブル・SNSトラブル）
　・「人権問題」（いじめについて考える）
を常設し、各小・中学校が申込みの際に、希望するテーマ
を選択できるようにしています。申込書には「その他」の
欄も設け、新しいテーマにも取り組んでいます。
　授業内容はテーマにより異なり、映像やクイズなどを交え、「買い物」の場合には、ちょっとした寸劇な
ども取り入れて実施しています。
　共通のコンセプトは、子供たちに日常生活の全てが「法＝きまり」によって成り立っていることを理解し
てもらい、「法＝決まり」を守ることの大切さを実感できるような、「見て・聞いて・参加」する授業を目指
しています。

４．実施後
　授業実施後には、担任の先生方に対するアンケートを実施し、先生方の感想や要望などを踏まえて、日々、
ブラッシュアップさせるべく努力しています。

５．事業の今後
　昨年度はコロナ禍により、申込学校数は減少するのではないかと危惧していましたが、予想に反し多くの
申込みをいただき、事後アンケートでの評価も上々でした。
　現在の課題としては、担当する「市民法務部」が相続や企業支援などの民亊法務業務全般に加え、新入会
員研修や災害支援関連、他士業との連携事業なども担っており、膨大な業務量となっていることです。現況
では法教育事業の充実・継続ができなくなってしまうおそれがあります。
　そこで、担当部メンバーだけでなく、会員から広く人材を募るため、次年度から専門委員会として新たに
「法教育推進委員会」を発足させ、より充実した法教育事業を進めていく予定です。
　今後も日行連や他単位会との連携を深め、多くの子供たちに役に立つ授業を実施し、行政書士の認知度向
上につなげていきたいと考えています。
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＜中央研修所　副所長　四本　平一＞

中央研修所は実は“依頼者のため”に在る
～「研修」制度の本質～

◆　行政書士法からみた「研修」
  行政書士法第１３条の２には「行政書士は、その所
属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施
する研修を受け、その資質の向上を図るように努め
なければならない。」とあります。これを受ける形で、
同法第１８条の２第二号には、当会会則に行政書士の
「研修」に関する規定を記載しなければならない旨
が規定されています。また、各都道府県行政書士会
については同法第１６条第八号に同旨の記載があります。
　つまり、「研修」というのは、努力義務（※特定
行政書士法定研修についてはその課程の修了は義
務）であるとはいえ、その受講について我々の存在
根拠である行政書士法に厳然と定められている制度
であり、かつ当会及び都道府県行政書士会の会則に
おいても定められているという非常に重要な制度な
のです。このことを会員の皆様には今一度認識して
欲しいと思っています。
　
◆　なぜ「研修」が必要なのか
　ではなぜこのように「研修」が我々にとって非常
に重要な制度となっているのでしょうか。
　それは先述の行政書士法第１３条の２に規定されて
いるとおり、我々の「資質の向上を図る」ためである
ことは周知のとおりですが、この「資質の向上」とい
うものが我々の「研修」においてはポイントとなりま
す。「資質」とは生まれつき持っている才能、我々の
場合は行政書士試験合格ということになるのでしょ
うが、これは「能力」のように後天的に形成されたも
のとは異なります。つまり、行政書士試験合格時の
「資質」の向上を図るために「研修」を受講し、それ
により行政書士としての「能力」（実務能力）を身に
付けることが我々の「研修」制度の目的であるわけで
す。もちろん、他士業法においても当該「資質の向上
を図るための研修」ということは規定されていますが、
行政書士の場合、その試験の内容や法定の登録前研
修がないこと等に鑑みれば、他士業以上の「研修」受
講の必要性は自明であると言えます。

◆　中央研修所の「研修」とは
　実は、先述の行政書士法第１８条の２第二号には、
当会の会則に記載しなければならない事項として、
「第１条の３第２項に規定する研修その他の行政書
士の研修に関する規定」と書かれています。これは
「特定行政書士法定研修」がその代表ということで
はなく、それを例示として、それ以外の「研修」に
関する規定という意味であり、この場合「特定行政
書士法定研修」以外の「研修」が最も広い概念とい
うことになります。つまり、中央研修所における
「研修」においては、「特定行政書士法定研修」を
一つの例示として、その他の「基礎研修」や「業務
研修」、そしてADR研修に代表される「政策研修」
が、その施策の種別となっているものです。

◆　“依頼者のため”の「研修」制度
　最後になりますが、では「研修」とは、その制度
はいったい誰のために在るのかということです。そ
れはこれまで述べてきたように我々行政書士自身の
ためであることは当然ですが、そこからもう一歩踏
み込んで考えてみるならば、その「研修」により
「資質の向上を図った」行政書士は何のために、誰
のためにそれを使うのか、ということです。これも
周知のように、それは行政書士法第１条の目的規定
にあるように「依頼者（国民）」のベスト・インタ
レストのために使うもの、つまりは「研修」は「依
頼者」のために在るということになるのではないで
しょうか。
　そのためにも、よりレベルの高いコンテンツを多
く登載し、鮮度の高い体系的なカリキュラムを組み
込んだシステムの構築を中央研修所は目指していま
す。その集大成として、研修サイトの「プラット
フォーム化」により、それを実現しようと考えてい
ます。
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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　日行連と各地方協議会との連絡会に
ついて

３　その他

常任理事会（～２日）
【合議事項】
１　日行連と各地方協議会との連絡会に
係る資料について

２　コスモス成年後見サポートセンター
次期役員候補者について

３　会長会のテーマについて
４　専門員の登用について
５　行政書士制度７０周年記念式典について
６　職務上請求書不正使用事件への対応
策について

７　デジタル・ガバメント推進に向けた
要望書について

８　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（水（水））

大規模災害対策本部会議
【協議事項】
１　大雨による被害状況等の確認と対応
について

２　その他

法改正推進本部会議
【協議事項】
１　法改正の推進について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　書籍事業について
２　講演会について
３　建設業許可・経営事項審査の電子化
について

４　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（金（金））

経理部会（～８日）
【協議事項】
１　旅費規則の改正について
２　中央研修所からの申入れについて
３　金融資産の取扱いについて
４　特定資産の取扱いについて
５　その他

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１１６件）
２　その他

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

OSS対策特別委員会
【協議事項】
１　軽自動車OSSについて
２　その他

法務業務部
法務事務・成年後見部門会議
【協議事項】
１　本年度事業の推進について
２　単位会からの照会対応について
３　その他

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（木（木））

法規監察部会
【協議事項】
１　照会案件等について
２　監察案件等について
３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（月（月））

広報部会（～１５日）
【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　行政書士制度７０周年記念式典について
４　ホームページ関連事項について
５　ユキマサくんのイラストについて
６　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（火（火））

法務業務部
権利義務・事実証明部門会議
【協議事項】
１　本年度事業の推進について
２　地協からの質問対応について
３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（水（水））

総務部会
【協議事項】
１　総務部事業の担当及び推進方について
２　職務上請求書不正使用に係る対応に
ついて

３　単位会等からの照会について
４　会長会について
５　行政書士制度７０周年記念式典について
６　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（木（木））

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
１　分科会の結果報告及び今後のアプロ
ーチについて

２　デジタル戦略対応の経過について
３　行政書士制度に影響した過去の重要
事案について

４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（金（金））
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許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議
【協議事項】
１　消防法セミナーの開催について
２　薬機法、医療法人業務について
３　その他

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（９６件）
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（火（火））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　責任者会議の開催について
２　地方入管との意見交換について
３　専門員の委嘱について
４　研修会の運営について
５　異議申立て案件について
６　VOD収録のテーマについて
７　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（水（水））

権利擁護推進委員会
【協議事項】
１　委員会内の役割について
２　基本理念・活動方針について
３　権利擁護研修教材（VOD）作成につ
いて

４　セミナー開催について
５　地方創生SDGs官民連携プラット
フォームの登録について

６　会報への寄稿について
７　その他

国際・企業経営業務部
知的財産部門会議
【協議事項】
１　山口大学・ACCSとの三者協定につ
いて

２　広報部からの寄稿依頼について
３　セミナーの開催について
４　著作権相談員養成研修について
５　その他

資格審査会

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（金（金））

暴力団排除対策委員会（～２８日）
【協議事項】
１　当委員会の活動理念について
２　未設置単位会の対応等について
３　VOD研修実施の検討について
４　顧問の設置について
５　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７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（～３０日）
【合議事項】
１　情報公開請求の対応について
２　支払報酬一覧表の改訂について
３　行政書士派遣事業における届出及び
報告に関する規則の一部改正（案）
について

４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（水（水））

大規模災害対策本部会議
【協議事項】
１　大雨による災害に係る単位会の支援
活動について

２　大雨による災害に係る被害状況の確
認と対応について

３　土石流災害に係る被害状況の確認と
対応について

４　その他

法改正推進本部会議
【協議事項】
１　法改正の推進について
２　その他

中央研修所運営会議
【協議事項】
１　各研修事業の具体的な推進について
２　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（木（木））

※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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民法第９条をめぐる実務上の課題

　「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行

為については、この限りでない。」（民法第９条）

　基本的な考え方として、「家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して

契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すこ

とができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品（食料品や衣料品等）の購入など「日常生活に

関する行為」については、取消しの対象になりません。」（法務省ホームページ「成年後見制度・成年後見登

記制度　Q４」下線筆者）とされています。

　実務に携わる者として、日々の後見事務を行う上で、この規定に基づく判断は必ずしも容易ではありません。

　成年被後見人は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と定められ（民法第７条）、

「判断能力が欠けているのが通常の状態の方」と説明されますが、成年後見制度の適用を受けている方で

あっても、成年後見人の判断により漫然と法律行為をなし、あるいは、本人の法律行為を取り消すのではな

く、本人の利益を考慮し、その時々の状況を個別具体的に勘案し判断をすることが求められます。

　コスモス会員を含む実務に携わる者であれば、長く本人と接することにより、あるいは他の支援者からの

情報を総合することを通じて、本人の真意を理解することに努めます。対話が困難な方であっても、その仕

草や本人の性格、それまでの生活を知る方のお話を伺いながら、その理解に努めます。

　その中で実感するのは、事理を弁識する能力は一律に「有る。無い。」と割り切れるものでなはなく、濃

淡を持ち変幻自在に発現の仕方が変わるということです。本人の利益を考慮しながら、その時々の状況を個

別に判断しなければ、決して本人の望む行為にはならないということです。

　他方、日常生活に関する行為については、成年後見人においても取り消すことができないことと定められ、

事理弁識能力の有無を問題とせず、もっぱら本人の意思の尊重という観点から本人を保護しようとした規定

と解することには大きな違和感はないのではないでしょうか。

　近時、本人の自己決定権を尊重することが改めて見直され、意思決定支援の在り方や具体的な手法が議論

されて、その実践方法について研修などが実施されています。成年後見人などの支援者は、本人に寄り添い、

本人が本当に望んでいることが何かということを理解し実現したいと日々奮闘しています。

　しかし、本人の意思を尊重すること、個別に判断することの重要性を理解しつつも、事案によっては本人

が望むことを必ずしも実現できない場合もあり、これに苦悩することがあります。最も顕著な例が、生活基

盤の確保を優先しなければならないときです。

　コスモス会員が受任する事案は、成年被後見人が経済的にひっ迫している事案が多く、生活保護受給者も

少なくありません。中には債務整理から始めなければならない事案もあります。成年後見人であるコスモス

会員が最初に直面し継続的な課題となるのが、収入を確保し、支出を抑え、将来にわたって生活を維持でき

る見通しを立てることです。誤解を恐れずに言うならば、この局面では経済合理性が求められ、本人の意思

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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は制約せざるを得ないこともあります。

　成年後見人は、本人に理解と協力を求め、時に現在入居している施設を解約し、別の施設に入居する契約

を締結することもあります。施設の移動は、必ずしも本人の意思に沿うものではないことも少なくありませ

ん。あらゆる支援者と十分な検討を行い、本人の意思を慎重に確認しながら行わなければなりません。

　多くの方は、事理弁識能力のない方は自らの意思を持たないのではないかと考えがちですが、事理弁識能

力のない方であっても自らの意思（何をしたいのかという気持ち）を持ち、対話ができる方はそれを懸命に

伝えようとしています。多くの場合、周囲の方がその意思を理解する能力が足りない、あるいは理解しよう

としていないということに尽きるのではないでしょうか。

　このような本人に対する誤解と、成年後見人の任務が財産管理と身上保護にあることから、ややもすると

経済合理性のみをもって漫然と後見事務を行うことが成年後見人の仕事と思いがちですが、本人が何を望ん

でいるのかをしっかりと理解するための努力（それは成年後見人一人をもって適うものではなく、全ての意

思を理解できるものでもない）を行った上で、財産管理と身上保護を行い、本人に寄り添った後見事務を心

掛けたいものです。

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。

　皆様、初めまして。北海道行政書
士会の成田眞利子と申します。２年
間、どうぞよろしくお願い申し上げます。今後の
活動を楽しみにしています。
　昨年７月１２日に北海道白老町のポロト湖畔に、
国立で唯一の道内施設の民族共生象徴空間「ウポ
ポイ」が誕生しました。「国立アイヌ民族博物館」
「国立民族共生公園」「慰霊施設」により構成され、
日本の貴重なアイヌ文化の復興・発展の拠点として、
多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築いてい
くための象徴空間となっています。
　体験学習館や工房、伝統的コタンなどもあり、開
館以来、修学旅行生や多くの観光客が訪れ、外国人
からも大変注目されています。様々なプログラム
を通じて、自然を敬うアイヌ文化を皆様も是非一
度体験してください。
　実はコロナ禍の影響で、まだ訪問の機会があり
ませんが、任期中にこのコーナーで施設見学の感
想をお伝えできればと思います。

広報部員のひとり言

会員の動き
◆登録者数（令和３年９月末日現在）

５０,４２８名合 計　 　
7,563名女42,865名男内 訳　 　
6,906名女40,897名男・個人事務所開業
307名女1,402名男・行政書士法人社員
350名女566名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和３年９月中の処理件数）
２１９名新規登録　合　計
43名女176名男　　　　　内　訳
１７２名登録抹消　合　計
27名女145名男　　　　　内　訳

139名　　　　　・廃　業
29名　　　　　・死　亡
4名　　　　　・その他

◆法人会員（令和３年９月末日現在）
１,１０６法 人 事 務 所 数
711・主たる事務所数（行政書士法人数）
395・従たる事務所数
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