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

■
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東日本大震災の被災に係る各種行政手続、今後の暮らしや事業の悩みなど、
電話による無料相談を実施しています。 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。

行政書士法改正に向けた取組と
マイナンバーカード代理申請手続事業 １

令和４年度専修大学大学院司法研修開講の御案内 ９
令和４年度行政書士申請取次関係研修会について 12
行政書士の魅力に関するエピソード・エッセイを募集します！ 13
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　 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～
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提言する組織に ２執行部から
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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。

行政書士法改正に向けた取組と
マイナンバーカード代理申請手続事業

　今回は、本会の最近の動きとして、①行政書士法改正の推進に向けた取組、②マイナンバーカード代理申
請手続事業への取組について、皆様にお知らせしたいと思います。

＜行政書士法改正の推進に向けた取組＞
　行政書士法改正の推進に向けた動きとしては、まず、昨年５月の理事会（書面議決）において、行政書士
が国民の権利利益の実現に資する存在としてその業務を更に強固にすることを目指し、行政書士法改正要望
項目を決定しました。さらにその中で、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、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。
　要望項目決定後は、法改正推進本部会議をほぼ毎月開催し、各要望項目について関係部署と連携しながら、
現状分析や実現に向けた課題点の整理を行っています。さらに、行政書士制度を所管する総務省の自治行政
局行政課長を始めとする行政課の皆様とも意見交換会を複数回にわたり実施し、要望項目の概要を説明いた
しました。引き続き、実現に向けた方策の検討を進めてまいります。
　また、学術的な観点からの検討も重要であると考え、従来年末に開催していた学識者との懇談会を発展さ
せ、新たな枠組みとして、大学・大学院の教授、行政法研究者、弁護士等の皆様との意見交換を開始しました。
　加えて、行政書士法におけるデジタル化への対応も急務です。昨年11月の理事会に合わせて、牧島かれん
デジタル大臣・行政改革担当大臣・内閣府特命担当大臣（規制改革）からビデオメッセージによる激励をい
ただきました。政府のデジタル臨時行政調査会が示した「デジタル時代の構造改革とデジタル原則の方向性」
を踏まえ、デジタル社会においても行政書士業務が適正に行えるよう、必要な対応を図ってまいります。
　そして、皆様御承知のとおり、行政書士法は議員立法にて提案され成立した経緯から、改正にあたっては、
国会議員の皆様、とりわけ各党の行政書士制度推進議員連盟・懇話会に御理解をいただく必要があります。
昨年の11月以降、各党議員連盟・懇話会の総会が相次いで開催され、新たな役員人事が承認されるなど、行
政書士制度の更なる発展に向けて新体制が組まれています。現時点では、要望としてデジタル化対応とコロ
ナ対策支援への行政書士の活用を申し上げていますが、法改正要望項目についても、上述の精査・検討の後、
日政連との連携を密にして、国会議員の皆様ひいては国民の皆様の御理解を得るよう、努力してまいります。

＜マイナンバーカード代理申請手続事業への取組＞
　今般、総務省から「代理申請を活用したマイナンバーカードの普及促進に係る行政書士への業務の委託」
を受けることとなりました。総務省からの事業受託は初めてのこととなります。この事業は、我が国におけ
るデジタル社会の構築に向け、その基盤となる国民へのマイナンバーカードの普及促進を目的とするもので
す。そして、総務省からの委託に基づき、本会及び全国の行政書士会、会員が国や地方公共団体と協力して
取り組む、極めて公共性が高い社会貢献活動として位置付けられるものです。
　マイナンバーカードの普及は、災害時の給付金等支給の迅速化や様々な住民サービスにおける行政手続の
負担軽減などに直結し、行政に関する手続の円滑な実施に大きく寄与するものでもあります。また、本施策
に協力することにより、デジタル社会の推進にあたり、デジタル・デバイド対策も含めた国民への支援を積
極的に行う行政書士の存在感を効果的に高めていける好機にもなります。
　各単位会及び担い手であるマイナンバーカード申請手続相談員に就かれた会員の皆様におかれましては、
年度末に向けて御多忙の中、大変恐縮ではございますが、本事業の実施に向け積極的に取り組んでいただき
ますよう、よろしくお願い申し上げます。
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執行部から

提言する組織に
副会長　相羽　利子

あいさつ
　行政書士制度70周年を迎えた令和３年度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により２度の延期を余儀
なくされましたが、ようやく10月26日、高円宮妃殿下の御臨席を仰ぎ、厳粛に行政書士制度70周年記念式典
を開催することができました。高円宮妃殿下のお言葉に感動と勇気をいただき、制度の歴史の重さを実感す
るとともに、責任と使命をより深く感じました。
　以下、私が担当する広報部、登録委員会、裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部の役割等について御説
明します。

広報部の役割について
　会員が「読みたい会報誌」「参考書にもなる広報誌」の作成です。47都道府県において500名に満たない会
員数の単位会が半数近くあります。運営や業務活動は、会員数の多い都市県と格差が出るのは当然であり、
その格差を埋める広報活動こそが日行連の役割です。
　広報活動の一例を挙げるならば、この度のようなコロナ禍の中で、行政書士が持続化給付金や月次支援金
等の申請支援ができることを国民に周知する目的としてマスコミの媒体を利用したり、10月の広報月間に合
わせてテレビCMを実施するなど、タイムリーな広報活動により、高いPR効果を得ることです。
　会報の発行に係る費用は、制作費と発送費を合わせると、広報部予算の大部分を占めます。広報部は、行
政書士制度のPRのみならず、費用対効果の改善とペーパーレス、SDGs等、環境政策も視野に入れて、社会
貢献に取り組む姿勢が信頼される組織です。デジタル社会に適応した広報戦略の見直しも含め、今後も引き
続き、広報部の英知を結集して取り組んでまいります。

登録委員会について
　行政書士資格者として入会する際に、行政書士法第２条１号から６号までの調査を行う部署が登録委員会
であり、総務省からの委任を受け、７名の役員で登録事務作業を行っています。
　行政書士業務は範囲が広く、省庁をまたぐ内容が多いことが特徴です。デジタル化への対応として、行政
書士であることを公的に証明するシステムの構築が喫緊の課題です。

ADRの将来について
　平成11年に司法制度改革審議会でADRの拡充・活性化がテーマになり、平成16年にADR法が施行されま
した。行政書士の代理権については「実績を鑑みて」となりました。裁判外解決手続の利用促進に関する法
律のもと、各単位会で認証を受け紛争解決に係る実績を積むことが肝要です。現在、19都道府県が認証され
ています。実績の成果をまとめ、白書を作成する必要性を感じています。
　コロナ禍によって大きく価値観が変わり、AIの技術を活用した紛争解決手続を行うODR（OnIine Dipute 
ResoIution）や多様性が望まれています。また、行政書士の専門性が問われています。全ては「相談」から
始まります。相談を受けることは誰でもできるものではありません。多種多様な相談が寄せられる昨今、的
確に判断し、適正な専門家とマッチングさせて、早い段階で紛争解決に導く場が必要です。相談のスペシャ
リストを社会が求めているような気がします。
　どんなに優れた法律や制度であっても、使う人間によって善にも悪にもなり得ます。人格と品格を定義付
けることは困難ですが、私は人格の基準として、20世紀の人格者ガンジーが弟子に掲げた「七つの大罪（１、
理念なき政治、２、労働なき富、３、良心なき快楽、４、人格なき知識、５、道徳なき商業、６、人間性な
き科学、７、献身なき信仰）」を参考としています。
　人材育成と白書の作成、そして社会への提言。行政書士がより一層社会に求められる存在として輝くこと
ができるよう、そのような取組をしっかり行える組織を目指してまいります。
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令和₃年11月25日（木）　₉時30分～10時30分

野田副会長

　自由民主党の予算・税制に関する政策懇談会が開催され、

日行連から野田副会長が出席しました。日行連及び日政連

からの要望事項として、デジタル・ガバメントの推進及び

新型コロナウイルスにより生活や事業に影響を受けた方へ

の継続的な支援における行政書士の活用に関する「要望書」

を提出し、その内容について御説明しました。

　御出席されていた田所嘉徳政務調査会総務部会長からは、

コロナ禍における各種給付金や一時支援金の申請等におい

て、行政書士が大きな役割を果たしてきた旨が述べられ、

デジタル化の推進においても活躍を期待するとの励ましの

御言葉をいただきました。

日 時

出 席 者

令和₃年12月16日（木）　13時30分～14時30分

〈日行連〉常住会長、髙尾・坪川・野田各副会長、有賀常任理事
〈日政連〉井口会長、田崎・杉山・千葉・竹田・濱田・黒田各副会長、児島幹事長

　国民民主党と無所属議員による行政書士制度推進

議員連盟総会が開催され、日行連・日政連の両会長

を始めとする関係役員が出席しました。

　冒頭、議連の新たな役員人事案が承認され、引き

続き会長に就任された古川元久衆議院議員より、今

後も行政書士制度の推進に御理解御協力をいただけ

る旨の御言葉をいただきました。

　日行連・日政連からは、日頃から行政書士制度推進への御理解と御支援を賜っていることに関し厚く御礼申

し上げるとともに、行政書士に対する国民からの期待と要請に応えるため、「誰一人取り残さない」デジタル

社会の実現に向けたデジタル・ガバメントの推進と新型コロナウイルスによる影響を受けた国民や事業者への

継続的な支援における行政書士の活用に関する「要望書」を提出し、その内容について御説明いたしました。

　榛葉賀津也議連事務局長からは、行政書士制度の歴史や行政書士法が議員立法であることが述べられ、よ

り一層の行政書士の活躍を期待するとの激励の御言葉をいただきました。

日 時

出 席 者

自由民主党「予算・税制に関する政策懇談会」に参加自由民主党「予算・税制に関する政策懇談会」に参加

要望書の説明を行う野田副会長

国民民主党と無所属議員による行政書士制度推進議員連盟総会を開催国民民主党と無所属議員による行政書士制度推進議員連盟総会を開催
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自由民主党行政書士制度推進議員連盟総会を開催自由民主党行政書士制度推進議員連盟総会を開催
令和₃年12月16日（木）　15時～16時

〈日行連〉常住会長、髙尾・坪川・野田各副会長、有賀常任理事
〈日政連〉井口会長、田崎・杉山・千葉・竹田・濱田・黒田各副会長、児島幹事長

　自由民主党行政書士制度推進議員連盟総会が開催され、日
行連・日政連の両会長を始めとする関係役員が出席しました。
　冒頭、野田毅前議連会長から出席者に対し、これまでの行
政書士制度の推進に関して所感が述べられました。その後、
議連会長に石田真敏衆議院議員が就任され、引き続き行政書
士制度の推進に御理解御協力をいただける旨の御言葉をいた
だきました。
　日行連・日政連からは、日頃の自由民主党行政書士制度推進議員連盟における活動に関し厚く御礼申し上
げるとともに、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・ガバメントの推進と新型
コロナウイルスにより生活や事業に影響を受けた方への継続的な支援における行政書士の活用に関する「要
望書」を提出し、その内容について御説明いたしました。
　御出席いただいた議員の方々からも各種給付金や一時支援金の申請支援やデジタル・デバイドの解消に係
る御質問等を頂戴し、大変有意義な会となりました。

日 時

出 席 者

令和₃年12月17日（金）　₉時～10時

〈日行連〉常住会長、髙尾・宮元・坪川・松村・野田各副会長
〈日政連〉井口会長、田崎・杉山・千葉・竹田・濱田・黒田各副会長、児島幹事長

　立憲民主党行政書士制度推進議員連盟総会が開催され、
日行連・日政連の両会長を始めとする関係役員が出席し
ました。
　冒頭、議連の新たな役員人事案が承認され、会長に逢
坂誠二衆議院議員、幹事長に奥野総一郎衆議院議員が就
任されました。
　日行連・日政連からは、行政書士制度の推進について御
理解と御支援を賜っていることに関し厚く御礼申し上げる
とともに、デジタル・ガバメントの推進や新型コロナウイルスの影響を受け困難な状況にある国民や事業者
への積極的かつ継続的な支援における行政書士の活用に関する「要望書」を提出し、その内容について御説
明いたしました。
　御出席いただいた議員の方々からは、事業復活支援金等の手続において、障がい者や要介助者の支援に行
政書士を活用できないかとの御提言をいただく等、有意義な意見交換を行うことができました。

日 時

出 席 者

立憲民主党行政書士制度推進議員連盟総会を開催立憲民主党行政書士制度推進議員連盟総会を開催
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行政書士制度に関する意見交換会を開催
令和₃年12月₂日（木）

東京都港区「第一ホテル東京」

【学識者】 （五十音順・敬称略）
安念　潤司（中央大学法科大学院教授）、石山　卓磨（弁護士・大原大学院大学教授）、川合　敏樹（國
學院大學法学部教授）、清水　晶紀（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）、白藤　博行（専修
大学法学部教授）、多賀谷　一照（一般財団法人行政書士試験研究センター理事長・千葉大学名誉教授）、
中津川　彰（弁護士・日本行政書士会連合会顧問）、糠谷　秀剛（弁護士・日本行政書士会連合会顧問）、
福井　秀夫（政策研究大学院大学教授）、山田　洋（獨協大学法学部教授・一橋大学名誉教授）、山田　
正記（弁護士）、山本　修三（弁護士・日本行政書士会連合会理事）、山脇　康嗣（弁護士）、米丸　恒治

（専修大学法科大学院教授）、渡部　正和（弁護士・日本行政書士会連合会前理事）
【日行連】

常住会長、髙尾・宮元・相羽・坪川・松村・野田各副会長、金沢・田後両専務理事、宮本・鶴・平岡・原田・
水野・関口・有賀・大塚各常任理事

　12月２日、東京都港区の第一ホテル東京において、行政
書士制度に関する意見交換会を開催しました。
　学識経験を有する皆様をお招きし、制度の更なる充実・
発展に向けた施策の検討が行われ、様々な観点から専門的
な御意見をお伺いする貴重な機会となりました。
　はじめに常住会長から、日行連が掲げる活動理念や「３
つの共生」を柱とする基本方針等が説明されるとともに、
コロナ対策支援や行政書士法改正の推進等、昨今の取組事例が報告されました。
　続いて、「行政書士制度の将来像について」「行政手続きのデジタル化について」等のテーマに基づき、来
るべき時代においても行政書士が「街の法律家」としての地位を確立するとともに、今後のあるべき姿を明
確化するための意見交換が行われました。特に、デジタル・ガバメントへの取組について、関係省庁及び他
士業との関わりやデジタル・デバイドの解消等に係る施策に関し活発な議論がなされ、約１時間半にわたる
意見交換会が閉会しました。
　また、閉会後には懇親会が開催され、学識者の皆様との交流を更に深める大変有意義な時間となりました。

開 催 日

場 所

出 席 者
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日行連と近畿地方協議会との連絡会を開催

日行連と九州地方協議会との連絡会を開催

令和₃年11月25日（木）

兵庫県神戸市「ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン」

常住会長、田後専務理事、大口近畿地方協議会会長　ほか45名

　11月25日、兵庫県神戸市のラ・スイート神戸オーシャンズガーデン
において、令和３年度日行連と近畿地方協議会（以下、「近畿地協」
という。）との連絡会が開催され、日行連及び近畿地協での各事業に
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、日行連から常住会長と田後専務理事、近畿地協
から大口会長を始めとした48名の方の出席を得て開会。大口近畿地協
会長及び常住日行連会長の挨拶、出席者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。
　はじめに常住会長から、日行連の本年度事業計画の活動理念及び基本方針について説明があり、国が進め
るデジタル化推進への対応やマイナンバーカード代理申請手続事業の進捗等について、具体的な活動内容の
報告がなされました。続いて、事前に近畿地協から提出された意見・要望事項に対して、田後専務理事から
答弁を行った後、追加の質疑応答に入りました。特に、省庁の任期付き職員に会員を推薦することや、事件簿・
領収書等の書類の保存期間が不統一であることについて質問があり、常住会長から各質問に対する答弁を行
いました。
　午後５時、井上近畿地協副会長（滋賀会会長）から閉会の挨拶がなされ、連絡会は盛況のうちに閉会しま
した。

開 催 日

場　 所

出 席 者

令和₃年11月27日（土）

沖縄県那覇市「メルキュールホテル沖縄那覇」 

常住会長、宮元副会長、白木九州地方協議会会長　ほか17名

　11月27日、沖縄県那覇市メルキュールホテル沖縄那覇において、
令和３年度日行連と九州地方協議会（以下、「九州地協」という。）
との連絡会が開催されました。
　午後１時30分、日行連から常住会長、宮元副会長、九州地協か
らは８単位会（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）
の会長に加え、オブザーバーとして各単位会の副会長等が参加し、
計20名の出席者を得て連絡会が開会されました。赤司佐賀会会長
の司会の下、九州地協会長の白木沖縄会会長、常住日行連会長の
挨拶が行われた後、各議題についての協議に入りました。
　はじめに常住会長から、本年度の日行連事業計画に係る基本方針について、コロナ支援に関する取組状況
やデジタル化への対応、マイナンバーカードの代理申請手続事業等に触れつつ説明が行われました。続いて、
九州地協の各単位会からあらかじめ提出されていた質問及び意見・要望事項（事実証明に関する書類の作成、
代理人欄設置に係る請願活動、担当者会議の開催、法改正に係る要望等）について、宮元副会長から回答が
なされました。その後も時間が許す限り、各質問に関連した意見交換が活発に行われ、将来に向けた各種課
題について共有できた大変有意義な連絡会となりました。

開 催 日

場　 所

出 席 者
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日行連と四国地方協議会との連絡会を開催

日行連と中国地方協議会との連絡会を開催

令和₃年11月29日（月）

香川県高松市「マリンパレスさぬき」

常住会長、坪川副会長、松本四国地方協議会会長　ほか29名

　11月29日、香川県高松市のマリンパレスさぬきにおいて、令和３年度
日行連と四国地方協議会（以下、「四国地協」という。）との連絡会が開
催され、日行連からは常住会長と坪川副会長が出席し、日行連及び四
国地協における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２時、松本四国地協会長を始めとした32名の出席を得
て開会しました。松本四国地協会長、常住日行連会長、坪川日行連副
会長の挨拶に続き、各出席者の自己紹介の後、各種議題についての協
議に入りました。
　はじめに常住会長から、日行連の本年度事業計画に係る基本方針及び活動理念について、政府のデジタル
化への対応やマイナンバーカード代理申請手続事業等を中心とした具体的な活動項目や喫緊の課題への対応
について説明がなされました。
　続いて、あらかじめ四国地協から提出された日行連に対する意見や要望事項（行政書士試験の抜本的見直
し、大学等への寄付講座、法規監察担当者会議の開催、ADR等）に対し、坪川副会長から回答がなされまし
た。その後は、出席単位会における独自の取組事例や諸問題について情報を共有するとともに意見交換を行
い、午後５時、田岡高知会会長の閉会のことばをもって終了しました。
　限られた時間ではありましたが、和やかな中にも活発な意見交換がなされ、有意義な連絡会となりました。

開 催 日

場　 所

出 席 者

令和₃年12月₉日（木）

広島県広島市「TKPガーデンシティ広島 ダイヤモンドホール」 

常住会長、金沢専務理事、原田中国地方協議会会長　ほか23名

　去る12月９日、広島県広島市のTKPガーデンシティ広島ダイヤ
モンドホールにおいて、令和３年度日行連と中国地方協議会（以
下、「中国地協」という。）との連絡会が開催されました。日行連
からは常住会長、金沢専務理事、中国地協からは構成する鳥取、
島根、岡山、広島、山口の各単位会から会長、副会長、総務担
当部長の計26名が出席し、活発な意見交換が行われました。
　連絡会は、午後１時30分、中村広島会副会長の司会により開
会しました。原田中国地協会長（広島会会長）及び常住日行連
会長の挨拶、参加者の自己紹介が行われた後、原田会長が議長となり各議題の協議に入りました。
　最初に常住会長から、喫緊の課題となっている職務上請求書の不正使用対策やデジタル化への対応、マイ
ナンバーカードの代理申請手続事業の進捗が報告され、更に本年度の日行連の事業計画の詳細が説明されま
した。続いて、中国地協の各単位会からあらかじめ提出された日行連への意見・要望事項（他士業者の補助
者になることの制約、研修サイトの講座、領収証の基本様式、インボイス制度、自動車封印関係の要望等）
が取り上げられ、金沢専務理事から回答がなされると、各事項の詳細について、更に質疑応答が行われました。
組織運営上の問題や業務に関する事項など、広範囲にわたる課題について日行連と単位会で共有することが
でき、大変充実した連絡会となりました。

開 催 日

場　 所

出 席 者
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講師御紹介

　日行連中央研修所では、平成16年から専修大学大学院と連携して司法研修を開講しています。
　令和４年度は、「改正民法及び改正家族法関連」をテーマに５日間、各日３コマの計15コマの集
中講義を実施します。
　近年、民法について大きな改正が続いています。日々実務にあたる皆様におかれましても、民法
改正に関する動向や改正内容が実務へどのように影響し得るか、特に関心が高いと存じます。令和
４年度は、民法改正を中心的なテーマとしつつ、家族法（特に相続法）改正の影響について担当い
ただく佐々木健教授と、債権法改正の影響について担当いただく椙村寛道教授の２名体制のもとで
講義を進める予定です。
　今後、ますます社会的ニーズの高まる業務分野の基本知識として、法律知識をしっかりと習得
し、「身近な街の法律家」として国民の皆様の期待に添えるよう、より多くの会員の皆様に御受講
いただければと思います（詳細は次ページの募集要項を御確認ください）。

講師：佐々木　健 教授
（法学部）

《プロフィール》
●青森県八戸市生まれ
●立命館大学大学院法学研究科 
　民事法専攻博士後期課程修了
　（博士［法学］）
●札幌学院大学法学部准教授を経

て、現在、専修大学法学部教授
●専修大学法学部・大学院法学研
　究科において家族法関連科目を
　担当

　今回の家族法領域に関する講義内容としては、とりわけ、相続法の
分野に焦点を当てたいと考えています。その基礎知識として、いわゆ
る改正相続法（平成30年法律第72号）や遺言書保管法（平成30年法律
第73号）の内容を踏まえつつ、実務への影響等について理論的側面か
ら解説をいたします。あわせて、未施行ではありますが、将来的には
相続実務に大きな影響を及ぼすと考えられる、いわゆる所有者不明土地に関連する民
法改正についても解説する予定です。近年の社会経済情勢の変化に伴い深刻化する所
有者不明土地問題を解決すべく、「民法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第
24号）と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律（いわゆる
相続土地国庫帰属法）」（令和３年法律第25号）が令和３年４月21日に成立しました
（同月28日公布）。多岐にわたる論点が含まれますが、相続に関わる領域に特に焦点
を当てながら、概説したいと考えています。
　受講される皆様にとって有意義な時間となるよう努めますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

【講師からのメッセージ】

債権法改正の標語のもとで語られる「民法の一部を改正する法律」
が平成29年（2017年）６月２日に公布され、令和２年（2020年）４月１日
から施行されました。
　法務省のホームページには、「法のうち債権関係の規定（契約等）
は、明治29年（1896年）に民法が制定された後、約120年間ほとんど改
正がされていませんでした。今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引
社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の
変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいもの
とする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたもの
です。」と説明されています。
　改正内容は、多岐に及びますが、具体的事例を示して、改正点を分かりやすく説明し
たいと思います。また、旧民法による契約書条項について、その改定案も検討したいと
思います。
　この機会を利用して、2017年債権法改正の内容を理解していただければと思います。

【講師からのメッセージ】講師：椙村　寛道 教授
（法科大学院）

《プロフィール》
昭和53年　一橋大学法学部卒業
昭和59年　司法試験合格
昭和62年 弁護士登録（第一東京
　　　　　弁護士会）岡村勲法律
　　　　　事務所
平成５年　日本橋総合法律事務所
　　　　　開設
平成16年 専修大学法科大学院　
　　　　　教授就任（実務家教員）
　　　　  「要件事実（基礎）」
　　　　   「要件事実」「民事実務
　　　　　演習（基礎）」「民事実
　　　　　務演習」「民事法総合演
　　　　　習Ⅳ（家族法）」担当

日行連と関東地方協議会との連絡会を開催
令和₃年12月14日（火）、15日（水）

茨城県つくば市「ホテル日航つくば」

常住会長、松村副会長、古川関東地方協議会会長　ほか85名

　12月14日・15日、茨城県つくば市のホテル日航つくばにおい
て、令和３年度日行連と関東地方協議会（以下、「関地協」とい
う。）との連絡会が開催され、日行連及び関地協の各事業に係る
課題等について、意見交換を行いました。
　日行連から常住会長、松村副会長、関地協からは11単位会（東
京、神奈川、千葉、栃木、埼玉、群馬、長野、山梨、静岡、新潟）
の会長・副会長等、総勢88名が出席しました。
　初日は午後２時に関口埼玉会会長による開会の言葉で始まり、
開催地の茨城会会長でもある古川関地協会長、飯野つくば市副
市長、常住会長の挨拶、各単位会長の自己紹介と続き、大洗町長でもある國井茨城会名誉会長による講演会
が行われました。
　翌日の連絡会は午前10時、古川関地協会長が議長に就任し、各議題についての協議に入りました。
　はじめに常住会長から、本年度の日行連事業に関し、主にコロナ支援に関する取組状況、デジタル化への
対応等について説明がなされました。続いて、関地協から提出された日行連に対する意見・要望事項（職務
上請求書、申請取次行政書士制度、法・規則改正、デジタル化、マイナンバー、情報の共有等）に対し、松
村副会長から答弁がなされました。その後、追加の質疑応答に入り、活発で意欲的な雰囲気の中、時間いっ
ぱいまで情報交換を行った後、午前11時30分、安野栃木会会長による閉会の言葉をもって終了しました。
　コロナ禍のため参加人数を絞って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。

開 催 日

場　 所

出 席 者

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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講師御紹介

　日行連中央研修所では、平成16年から専修大学大学院と連携して司法研修を開講しています。
　令和４年度は、「改正民法及び改正家族法関連」をテーマに５日間、各日３コマの計15コマの集
中講義を実施します。
　近年、民法について大きな改正が続いています。日々実務にあたる皆様におかれましても、民法
改正に関する動向や改正内容が実務へどのように影響し得るか、特に関心が高いと存じます。令和
４年度は、民法改正を中心的なテーマとしつつ、家族法（特に相続法）改正の影響について担当い
ただく佐々木健教授と、債権法改正の影響について担当いただく椙村寛道教授の２名体制のもとで
講義を進める予定です。
　今後、ますます社会的ニーズの高まる業務分野の基本知識として、法律知識をしっかりと習得
し、「身近な街の法律家」として国民の皆様の期待に添えるよう、より多くの会員の皆様に御受講
いただければと思います（詳細は次ページの募集要項を御確認ください）。

講師：佐々木　健 教授
（法学部）

《プロフィール》
●青森県八戸市生まれ
●立命館大学大学院法学研究科 
　民事法専攻博士後期課程修了
　（博士［法学］）
●札幌学院大学法学部准教授を経

て、現在、専修大学法学部教授
●専修大学法学部・大学院法学研
　究科において家族法関連科目を
　担当

　今回の家族法領域に関する講義内容としては、とりわけ、相続法の
分野に焦点を当てたいと考えています。その基礎知識として、いわゆ
る改正相続法（平成30年法律第72号）や遺言書保管法（平成30年法律
第73号）の内容を踏まえつつ、実務への影響等について理論的側面か
ら解説をいたします。あわせて、未施行ではありますが、将来的には
相続実務に大きな影響を及ぼすと考えられる、いわゆる所有者不明土地に関連する民
法改正についても解説する予定です。近年の社会経済情勢の変化に伴い深刻化する所
有者不明土地問題を解決すべく、「民法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第
24号）と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律（いわゆる
相続土地国庫帰属法）」（令和３年法律第25号）が令和３年４月21日に成立しました
（同月28日公布）。多岐にわたる論点が含まれますが、相続に関わる領域に特に焦点
を当てながら、概説したいと考えています。
　受講される皆様にとって有意義な時間となるよう努めますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

【講師からのメッセージ】

債権法改正の標語のもとで語られる「民法の一部を改正する法律」
が平成29年（2017年）６月２日に公布され、令和２年（2020年）４月１日
から施行されました。
　法務省のホームページには、「法のうち債権関係の規定（契約等）
は、明治29年（1896年）に民法が制定された後、約120年間ほとんど改
正がされていませんでした。今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引
社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の
変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいもの
とする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたもの
です。」と説明されています。
　改正内容は、多岐に及びますが、具体的事例を示して、改正点を分かりやすく説明し
たいと思います。また、旧民法による契約書条項について、その改定案も検討したいと
思います。
　この機会を利用して、2017年債権法改正の内容を理解していただければと思います。

【講師からのメッセージ】講師：椙村　寛道 教授
（法科大学院）

《プロフィール》
昭和53年　一橋大学法学部卒業
昭和59年　司法試験合格
昭和62年 弁護士登録（第一東京
　　　　　弁護士会）岡村勲法律
　　　　　事務所
平成５年　日本橋総合法律事務所
　　　　　開設
平成16年 専修大学法科大学院　
　　　　　教授就任（実務家教員）
　　　　  「要件事実（基礎）」
　　　　   「要件事実」「民事実務
　　　　　演習（基礎）」「民事実
　　　　　務演習」「民事法総合演
　　　　　習Ⅳ（家族法）」担当

1
Info 令和４年度専修大学大学院司法研修開講の

御案内

＜中央研修所＞
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（3）開講日（予定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■各開講日とも、２～４時限（90分×３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講義）の開催となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２時限（10：45～12：15）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３時限（13：05～14：35）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４時限（14：50～16：20）

（4）受講場所
　　専修大学　神田校舎
　　東京都千代田区神田神保町３－８（専修大学ホームページ：http://www.senshu-u.ac.jp/）
　　※対面での講義を予定していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方
　　　法が急遽変更となる場合があります。

（5）定員
　　50名程度（所属会不問）

48,000円（内訳：登録料12,000円＋履修料36,000円）
※登録料・履修料については、一定の審査を経て入学決定後、日行連にお振込みいただきま
　す。本会が一括して専修大学に納入することとしています。

会員専用サイト「連con」（https://www.gyosei.or.jp/members/#login）内にあ
る以下の要項を御確認の上、必要書類を整え、期間内に日行連に御提出ください。

　　日行連ホームページ＞会員専用サイト「連con」　＞中央研修所　＞開催案内　
　　＞「令和4年度専修大学大学院における司法研修の出願方法について」

令和4年2月1日（火）～令和4年3月10日（木）＜締切日消印有効＞

【お問合せ先】日行連事務局研修課
　　　　　　　TEL：03-6435-7330

費 用

出 願 方 法

出 願 期 間

講義日程（予定）

第1回開講前に実施します。

令和4年10月8日（土）

10月15日（土）

11月5日（土）

11月19日（土）

11月26日（土）

ガイダンス

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

専修大学大学院における令和4年度司法研修
募　集　要　項

　本会では、平成16年度から専修大学大学院の御協力を得て、司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の
担保を目指して、必要な能力を身に付けるための司法研修を展開してまいりました。
　令和４年度は「改正民法及び改正家族法関連」をテーマに開講し、改正民法の全般的な概要及び行政書士
の実務に直結する改正家族法に関連する講義を行う予定です。
　隣接法律専門職種として位置付けられている行政書士が、より一層の法的素養を積み、更なる飛躍を目指
す上で意義があり、また、権利義務・事実証明書類の作成等の分野で活躍する行政書士を筆頭に、全会員に
とって大変有益と思われますので、多くの方の受講を期待いたします。
　本講義は専修大学大学院での正規の授業として実施いたします。科目等履修生として一般の大学院生と同
じ立場で学習することとなりますので、成績や受講態度が悪ければ単位認定されません。誠意と熱意をもっ
て講義に臨まれるようお願いいたします。

　なお、最少開講人数（30名）が設定されています。申込者が30名に満たない場合には開講されません
ので、あらかじめ御承知の上、お申し込みをいただきますようお願いいたします。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方法が急遽変更となる場合があります。あらか

じめ御承知おきください。

大学院科目等履修生として高度な専門分野の研究を行い、将来において司法・準司法制度の
一角を担える人材の育成を目指すことを目的とします。

出願時点で、大学又は大学院を卒業している会員、若しくは高等学校卒業後の行政書士業務
歴を５年以上又は短大卒業後の行政書士業務歴を３年以上有する会員を対象とします。

（1）科目名・単位数及び担当講師

（2）受講上の注意
　①事前に教材と予習範囲が指定されますので、必ず指定された予習をした上で出席してく
　　ださい。また、レポートの提出やテストがあり、総合的評価の結果、単位を取得できな
　　い場合があります。出席して講義を聴いているだけの研修ではありません。
　②厳格な出席管理が行われ、出欠状況が単位認定の評価に影響しますので、御承知おきく
　　ださい。
　③受講にあたっては、行政書士の品位を保ち、大学の秩序を乱す行為をしないよう心掛け
　　てください。
　④総合的評価の結果に基づき、大学院の単位が与えられます。単位修得者は証明書発行料
　　金（和文400円、英文700円）の負担により、令和５年４月以降に単位修得証明書の発行
　　を受けることができます。
　⑤図書館等の大学の施設利用については、ガイダンスの際に大学側から説明がありますの
　　で、それに従ってください。
　⑥講義では授業内容に関する質問は可能ですが、実務に関する個別の案件についての質問
　　にはお答えできません。

目 的

出 願 資 格

講 義 概 要

科　目　名

法律学応用特論
「改正民法及び改正家族法関連」

単位数

2単位
（15コマ）

担当講師
専修大学
　法学部　　　佐々木　健　教授（6コマ）
　法科大学院　椙村　寛道　教授（9コマ）
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（3）開講日（予定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■各開講日とも、２～４時限（90分×３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講義）の開催となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２時限（10：45～12：15）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３時限（13：05～14：35）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４時限（14：50～16：20）

（4）受講場所
　　専修大学　神田校舎
　　東京都千代田区神田神保町３－８（専修大学ホームページ：http://www.senshu-u.ac.jp/）
　　※対面での講義を予定していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方
　　　法が急遽変更となる場合があります。

（5）定員
　　50名程度（所属会不問）

48,000円（内訳：登録料12,000円＋履修料36,000円）
※登録料・履修料については、一定の審査を経て入学決定後、日行連にお振込みいただきま
　す。本会が一括して専修大学に納入することとしています。

会員専用サイト「連con」（https://www.gyosei.or.jp/members/#login）内にあ
る以下の要項を御確認の上、必要書類を整え、期間内に日行連に御提出ください。

　　日行連ホームページ＞会員専用サイト「連con」　＞中央研修所　＞開催案内　
　　＞「令和4年度専修大学大学院における司法研修の出願方法について」

令和4年2月1日（火）～令和4年3月10日（木）＜締切日消印有効＞

【お問合せ先】日行連事務局研修課
　　　　　　　TEL：03-6435-7330

費 用

出 願 方 法

出 願 期 間

講義日程（予定）

第1回開講前に実施します。

令和4年10月8日（土）

10月15日（土）

11月5日（土）

11月19日（土）

11月26日（土）

ガイダンス

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

専修大学大学院における令和4年度司法研修
募　集　要　項

　本会では、平成16年度から専修大学大学院の御協力を得て、司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の
担保を目指して、必要な能力を身に付けるための司法研修を展開してまいりました。
　令和４年度は「改正民法及び改正家族法関連」をテーマに開講し、改正民法の全般的な概要及び行政書士
の実務に直結する改正家族法に関連する講義を行う予定です。
　隣接法律専門職種として位置付けられている行政書士が、より一層の法的素養を積み、更なる飛躍を目指
す上で意義があり、また、権利義務・事実証明書類の作成等の分野で活躍する行政書士を筆頭に、全会員に
とって大変有益と思われますので、多くの方の受講を期待いたします。
　本講義は専修大学大学院での正規の授業として実施いたします。科目等履修生として一般の大学院生と同
じ立場で学習することとなりますので、成績や受講態度が悪ければ単位認定されません。誠意と熱意をもっ
て講義に臨まれるようお願いいたします。

　なお、最少開講人数（30名）が設定されています。申込者が30名に満たない場合には開講されません
ので、あらかじめ御承知の上、お申し込みをいただきますようお願いいたします。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方法が急遽変更となる場合があります。あらか

じめ御承知おきください。

大学院科目等履修生として高度な専門分野の研究を行い、将来において司法・準司法制度の
一角を担える人材の育成を目指すことを目的とします。

出願時点で、大学又は大学院を卒業している会員、若しくは高等学校卒業後の行政書士業務
歴を５年以上又は短大卒業後の行政書士業務歴を３年以上有する会員を対象とします。

（1）科目名・単位数及び担当講師

（2）受講上の注意
　①事前に教材と予習範囲が指定されますので、必ず指定された予習をした上で出席してく
　　ださい。また、レポートの提出やテストがあり、総合的評価の結果、単位を取得できな
　　い場合があります。出席して講義を聴いているだけの研修ではありません。
　②厳格な出席管理が行われ、出欠状況が単位認定の評価に影響しますので、御承知おきく
　　ださい。
　③受講にあたっては、行政書士の品位を保ち、大学の秩序を乱す行為をしないよう心掛け
　　てください。
　④総合的評価の結果に基づき、大学院の単位が与えられます。単位修得者は証明書発行料
　　金（和文400円、英文700円）の負担により、令和５年４月以降に単位修得証明書の発行
　　を受けることができます。
　⑤図書館等の大学の施設利用については、ガイダンスの際に大学側から説明がありますの
　　で、それに従ってください。
　⑥講義では授業内容に関する質問は可能ですが、実務に関する個別の案件についての質問
　　にはお答えできません。

目 的

出 願 資 格

講 義 概 要

科　目　名

法律学応用特論
「改正民法及び改正家族法関連」

単位数

2単位
（15コマ）

担当講師
専修大学
　法学部　　　佐々木　健　教授（6コマ）
　法科大学院　椙村　寛道　教授（9コマ）
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Info

令和４年度行政書士申請取次関係研修会について

　令和４年度の行政書士申請取次関係研修会（行政書士申請取次事務研修会、行政書士申請取次実務研修会）
の開催日程が決まりましたので、お知らせいたします。

令和₄年度開催概要

研　修　会　区　分 受講期間 開催案内
（日行連HP詳細発表） 申込期間

１ 行政書士申請取次実務研修会（更新） ₄月１9日（火）～
₅月₂日（月）　 ₂月中旬 ₃月₉日（水）～

₃月１8日（金）　

２ 行政書士申請取次事務研修会（新規） ₆月２4日（金）～
₇月₇日（木）　 ₄月中旬 ₅月１２日（木）～

₅月２3日（月）　

3 行政書士申請取次実務研修会（更新） ₈月１6日（火）～
₈月２9日（月）　 ₆月中旬 ₇月₅日（火）～

₇月１4日（木）　

4 行政書士申請取次実務研修会（更新） １0月１8日（火）～
１0月3１日（月）　 ₈月中旬 ₉月₇日（水）～

₉月１6日（金）　

５ 行政書士申請取次事務研修会（新規） １２月２２日（木）～
₁月₄日（水）　 １0月中旬 １１月₉日（水）～

１１月１8日（金）　

6 行政書士申請取次実務研修会（更新） ₂月₇日（火）～
₂月２0日（月）　 １２月上旬 １２月２２日（木）～

₁月₅日（木）　

○ 開催方法
　・令和３年度に引き続き、各会員が個々の端末（パソコン・タブレット・スマートフォン）から中央研修

所研修サイトにアクセスし、VOD（ビデオ・オン・デマンド）システムに登載されたビデオ講座を受講
する形式です。

　　所定の期間内であれば、いつでも何度でも御自宅や事務所にて聴講可能です。

○ 研修会の区分
　・「行政書士申請取次事務研修会」は、入国・在留手続関係の申請取次を新規に行うことを希望する行政

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

新を希望する行政書士を主な対象とする研修会です。

○ 留意点
　・開催概要は現時点での予定であり、変更される場合があります。
　・各研修会の申込等の詳細については、日行連ホームページ及び会員専用サイト「連con」にて御案内い

たしますので、御確認いただきますようお願いいたします。
　　◆日行連ホームページTOP＞日行連の活動＞中央研修所＞申請取次関係研修案内
　　◆会員専用サイト「連con」ログイン＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ
　・令和２年度の実務研修会中止に伴い、令和２年４月以降、「理由書」提出による更新措置を講じてまい

りましたが、出入国在留管理庁と協議の上、令和３年度をもって当該更新措置を終了することといたし
ました。今後、届出済証明書の更新を希望される方は、従来どおり、有効期間の満了前に実務研修会を
受講の上、所属単位会にて手続を行っていただくようお願いいたします。

＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞

所持する届出済証明書の有効期間を経過した場合は、再度行政書士申請取次事務研修会（新規）を受講
していただくこととなりますので、十分御留意ください。
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3
Info 行政書士の魅力に関するエピソード・

エッセイを募集します！

募  集  内  容 以下のテーマに沿ったエピソード、エッセイ（800字程度）
　　　　　　　　「頼れる街の法律家」「そうだ、行政書士に相談しよう！」「行政書士の未来像」
　　　　　　　　「人生100年　あなたに寄り添う行政書士」「行政書士になって良かったこと」など

賞 　　賞金３万円（もしくは金額相当の商品券等）

応  募  資  格　　行政書士会員

応募受付期間　　令和４年２月１日（火）～２月28日（月）

※応募方法等、詳細につきましては、
　追って会員専用サイト「連con」にて御案内いたします。

　広報部では、２月22日の行政書士記念日に合わせ、「行政書士の魅力」に関するテーマに沿ったエピソー
ドやエッセイを募集します。詳細につきましては、今後、会員専用サイト「連con」にて御案内いたします。
皆様の御応募をお待ちしています。

＜広報部＞

募 集 要 項

受賞作品は本誌に
掲載されるかもニャ
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　令和３年10月14日、新潟県三条市において三条商工会議所創立80周年記念式典が開催され、新潟県知事や
三条市長を始めとした多くの御来賓の方々が御列席の中、新潟会三条支部に三条商工会議所から感謝状が贈
呈されました。これは、三条商工会議所創立70周年から現在までの間、商工会議所の事業活動推進について
協力してきた個人・団体に贈られたものです。
　当支部はかねてから、三条商工会議所へ「行政書士相談員」を派遣しており、会議所会員の様々な相談を
受けてまいりました。特に令和２年７月から令和３年３月にかけては、三条商工会議所、三条市、当支部
が連携して「よろず相談窓口」を開設・運営し、多くの
地域事業者に対して持続化給付金や家賃支援給付金等の
申請補助といった新型コロナウイルス感染症対策支援を
行ってまいりました。
　今般、当支部に感謝状が贈呈されたことは、ひとえに
当支部会員諸先輩方の長年の御尽力の賜物と考えていま
す。今後も地域事業者の身近な専門家として市民の皆様
を支援してまいります。

三条商工会議所から感謝状が
贈呈されました

新潟県
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。

　令和３年12月７日、山形会と山形県年金協会連合会は、高齢者の日々の暮らしの安心のため、日常生活に
関わるあらゆる困りごとの相談や終活を中心とした各種セミナーの開催、福祉講座への講師派遣など、県内
各地の行政書士を気軽に活用できる体制と環境を作り、多くの知見を有する経験豊富な会員をより一層活用
することによって山形県の発展に寄与するべく、互いに協力・支援することに合意し、包括連携協定を締結
しました。
　山形会は、会員の高齢化（60歳以上が全体の約72％）が進み、地元に根付く「街の法律家」のスキルをい
かにして地域に還元するかという目標を持って事業計画を推し進めているところ、（一社）全国年金受給者
連合会（会員数約58万人）傘下の山形県年金協会連合会（会員数約7,500人）に個人的に加入して、ボランティ
ア活動や各種スポーツ大会等に参加している会員からの情報を基に、相談会やセミナーの場で相談員を務め
たらどうかというアプローチから始まりました。
　両会員が互いに親睦を図りながら地域貢献と生きがい作り
を行い、身近で気軽な相談体制作りと専門的知見の地域還元
ができるのは、地域の偏在がなく地元に密着した行政書士が
適任との御支持をいただき、高齢者の方々の様々な課題に対
し、迅速な対応を図っていくための協定を全国に先駆けて締
結したものです。山形県からの新しい流れを是非全国でも拡
大してほしいと願います。  

地域との共生、高齢者支援に関して
山形県年金協会連合会と包括協定を締結

山形県
行政書士会
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　令和３年11月22日、石川県金沢市内で開催された「かがやき・つなぐ」北陸・信州 留学生就職促進プロ
グラムのコンソーシアム総会及びシンポジウムに、当会会員で組織する「石川県外国人材受入サポートセン
ター」のセンター員がコンソーシアム参加機関として出席しました。
　この「かがやき・つなぐ」北陸・信州 留学生就職促進プログラム及びコンソーシアムは、金沢大学・信
州大学の留学生に対して、2017年から2022年３月までの５年間、北陸・信州両地域の特色を生かしながら、
外国人留学生の国内企業、地元企業への就職を拡大することにより、多様な人材が我が国及び地域社会で活
躍し、社会全体の活力、産業競争力が維持されることを目的とされている産学連携事業であり、当該総会及
びシンポジウムは、その実行結果の報告の場でもありました。
　計画は概ね良好な成果が得られ、今後は金沢大学・信州大学に加え、北陸先端科学技術大学院大学、富山
大学、福井大学、北陸大学、金沢星稜大学が連携することとなり、福井、石川、富山、長野の各県を跨ぐ大
型事業となる見込みで、ますます外国人就労のニーズが加速していることを実感しました。
　なお、シンポジウムでは菅原センター長が、行政書士業務の経験か
ら得られた留学生採用のポイント・注意点等を解説し、参加者の好評
をいただきました。
　日本国内での生産人口不足はより深刻化しており、留学生の採用は
日本の大学や企業等において非常に重要な課題になると考えられます。
そのため、特に国際業務を主力と考えている行政書士は、積極的にこ
のようなプログラムや研修会等に参加すべきであると感じました。

留学生就職促進シンポジウムに参加
しました

石川県
行政書士会

　日行連が目指す司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の担保として、必要な法律知識と業務能力を身
に付けていただくため、平成17年度から日行連と名城大学との合意により、名城大学大学院法学研究科科目
履修を開講しています。
　令和４年度は「民法Ⅱ」、「行政法Ⅳ」を開講します。単位修得が可能であり、また業務に活用できるよう
な講義を開講しますので、是非受講されますよう御案内申し上げます。
　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に鑑み、名城大学との調整の結果、Web会議システム「Zoom」
を活用した遠隔授業にて開講を実施することとしました。
　詳細については、愛知会へお問い合わせください。

司法研修実施のお知らせ愛知県
行政書士会

《実施要項》
履修科目：①民法Ⅱ（債権総論）　②行政法Ⅳ（行政救済法）　
出願資格：修了年限４年以上の大学を卒業した行政書士会員､ 又は行政書士経験３年以上の行政書士会員

（この場合は日行連の推薦状が必要）
開催方法：Zoomを活用した遠隔授業（受講方法は大学から案内）
諸 費 用：１）入学検定料：17,500円　又は　継続検定料：10,000円

２）学　　　費：１科目（２単位）で57,200円
２科目の場合は114,400円

開講時間：土曜日の２時限～４時限（各科目15時限で２単位）
　２時限　10：50～12：20

　　　　　　３時限　13：10～14：40
　　　　　　４時限　14：50～16：20
開 講 日：民　法Ⅱ：４月30日、５月14日、５月28日、６月25日、７月16日
　　　　　行政法Ⅳ：４月23日、５月７日、６月11日、７月２日、７月９日
申込方法：愛知会へお問い合わせください（TEL：052−931−4068）
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　竹富町は、竹富島・小浜島・黒島・西表島・波照間島・鳩間島・新城島・由布島の８つの有人島及び無人
島の仲の神島からなる町です。しかし、竹富町役場は、このどの島にもなく石垣島にあるため、竹富町の住
民が町役場へ赴く際には、船を利用するしか方法がなく、行政サービスが行き届きにくい状況にあります。
　沖縄会では、この状況を打破すべく、コロナ禍の中、令和３年３月から８月まで竹富町から業務委託を受
け、竹富町支援金事業等受付業務を実施し、支部会員が離島まで直接赴いて相談会を開催し、支援金や給付
金の申請をサポートしました。このサポートが住民から好評であったことから、この度、沖縄会は、竹富町
と「包括的連携に関する協定」を締結する運びとなりました。沖縄会においては初の包括的協定となります。
本協定の目的は、竹富町及び沖縄会が相互に連携・協力を図り、未曾有の感染症や災害時等における行政手
続等（支援金申請・証明書発行手続・許認可関連等）の支援を行
うこと、そして、複雑多様化する行政サービスにおける質の向上
を図るため、必要と認める場合には、各種行政手続等の支援体制
を構築の上、必要なサービスの実施を行う点にあります。
　今後も竹富町と連携し、支部会員の協力も得ながら、本協定の
目的を実現し、住民への行政サービスを充実させていきたいと考
えています。

竹富町役場との包括協定について沖縄県
行政書士会

　滋賀会では、これまで県議会への請願活動や行政に対する要望を積極的に行ってまいりました。その結果、
県議会にて採択された施策は以下のとおりです。

■請願１　非行政書士の排除について（昭和63年）
　県の負担で作成した行政書士法遵守の表示板を、警察署等行政の窓口に設置すること（総務部長通知が
発せられ、表示板の常時設置が実現した。）。

■請願２　行政書士法の一部改正について（平成12年） 
　行政書士法に、電磁的記録物を「書類とみなす」規定、行政手続に係る代理、行政不服審査法に係る代
理権の規定、両罰規定を設けること。

■請願３　行政書士に不服審査手続の代理権の付与を求める意見書の提出について（平成22年）
　行政書士による許認可等に関する不服申立代理権、不服審査手続の代理権、聴聞弁明の機会における代
理権の付与については、弁護士法72条を適用除外とすること。

■請願４　滋賀県に提出する許認可・届出等の申請書に行政書士代理人欄を設けることについて（令和３年）
　行政書士が滋賀県に提出する許認可や届出等の申請書及び届出書（電子申請を含む）に、行政書士の代
理人欄を設けること。

■請願の対応状況
　滋賀県及び警察本部との協議の結果は、以下のとおり。

　①非行政書士排除のための表
示板の申請窓口への設置。

　②押印の廃止により委任状、使
用権原書はFAX、コピーさ
れたものでも受理する。

　③申請書に行政書士代理人欄を
設置。

　④申請人に行政書士資格の有無
についてチェックシートの記入
を求める。

　引き続き、申請の真正性確保と国民の負担軽減、被害救済のため請願活動を推進してまいります。

滋賀県議会への請願活動について滋賀県
行政書士会

行政書士業務パンフレットの御案内行政書士業務パンフレットの御案内
日行連広報部では、行政書士制度を国民に広く周知することを目的として、行政書士業務

パンフレットを作成しました。
本パンフレットは、従来の「行政書士活用ガイド」の改訂を検討する中で、広報ツールと

しての利便性を第一に考え、相談内容に応じて業務を御紹介いただけるよう、主な業務別に
作成しています。

会員の皆様や各単位会において、必要に応じてそれらを組み合わせて活用していただける
よう、会員専用サイト「連con」内「日行連からのお知らせ」ページに PDF データを公開し
ていますので、是非御活用ください。

＜掲載場所＞

会員専用サイト「連con」 ＞ 日行連からのお知らせ
＞ 「2020年3月31日　行政書士業務パンフレットについて」
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１　次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図の提出を
　求めることができる。

　第　　　　　　　　号

自 動 車 保 管 場 所 証 明 書

　　　　自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、上記申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明する。

自 動 車 の 保 管 場 所 の 位 置

※ 保　管　場　所　標　章　番　号

高さ センチメートル

自動車の使用の本拠の位置(自宅等)

年　　　　月　　　　日
警 察 署 長 印

局 番

　場所標章番号を記載すること。
３　申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
４　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

乗換え車両 無 ・ 有 （登録番号 ） （車台番号

備考

　(1)　自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車（申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外をいう。以下同じ｡）に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が
　　 旧自動車の保管場所とされているとき。
　(2)　自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき((1)に該当する場合を除く｡)｡
２　１(1)に該当することにより所在図の添付を省略する場合は、※印の欄に旧自動車に表示されている保管場所標章にかかる保管

（注）
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自 動 車 保 管 場 所 証 明 申 請 書
車　　　名 型　　　　式

黄色の箇所のみ
入力可能です。

「▼」ボタンのリストから
選択してください

印刷後、有無に
「○」をしてください。

申請年月日は窓口申請時に
記入してください。

行政書士
使用スペース
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行政書士業務パンフレットの御案内行政書士業務パンフレットの御案内
日行連広報部では、行政書士制度を国民に広く周知することを目的として、行政書士業務

パンフレットを作成しました。
本パンフレットは、従来の「行政書士活用ガイド」の改訂を検討する中で、広報ツールと

しての利便性を第一に考え、相談内容に応じて業務を御紹介いただけるよう、主な業務別に
作成しています。

会員の皆様や各単位会において、必要に応じてそれらを組み合わせて活用していただける
よう、会員専用サイト「連con」内「日行連からのお知らせ」ページに PDF データを公開し
ていますので、是非御活用ください。

＜掲載場所＞

会員専用サイト「連con」 ＞ 日行連からのお知らせ
＞ 「2020年3月31日　行政書士業務パンフレットについて」
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　広島会では、平成29年度から広島西支部において法教育に取り組み、これまで主に廿日市市、大竹市で出

前授業を展開してきました。「子供たちの未来のために少しでもできることを」という思いで活動を始めた

この取組は５年目を迎え、本年度から正式に「広島西支部法教育チーム」として活動しています。また、広

島会には、県内における法教育の推進に向け、新たに法教育プロジェクトチームが発足しました。

授業テーマと流れ

　広島西支部では現在のところ、小・中学校の児童、生徒を

対象として法教育を実施しています。主な授業テーマは、「ルー

ルについて」「著作権」「社会まとめ授業（憲法　三権分立）」「情

報モラル」「行政書士のお仕事紹介」です。

　授業の依頼までの流れとしては、毎年６月もしくは７月の校

長会の中でお時間をいただき、廿日市市の小・中学校の校長先

生に直接プレゼンテーションを行います。その際、授業のテー

マ別指導案と申込先を配布し、その後、学校から直接申込みを

受けます。クラスごとの授業となることがほとんどです。

　実際の授業では、最初の５分で行政書士の紹介をします。そして、「今日のめあて」を確認し、本題に入り

ます。法律クイズを交え、楽しく身近な法律を学べるよう工夫し、一方的な講義ではなく、生徒自身が考え

ることを意識した授業になるよう心掛けています。しかし、学校や担任の先生によってクラスの雰囲気は全く

違うため、同じテーマの授業をしても同じようには進まないということが一番難しい点だと感じています。

　それでも、「知らないことを知ることができて良かった」「もっと知りたい」「行政書士が将来の仕事の選択

肢に入った」「法律を守る大人になりたい」など、授業後のアンケートには子どもたちの素直な感想が書かれ

ており、本当にうれしく、いつもその言葉が何よりの励みとなっています。

直近の法教育授業

　直近では令和３年12月10日に、「ルールについて」をテー

マに実施しました。小学校６年生を対象に、１学期に習った

憲法の復習を交え、なぜルールがあるのかを一緒に考えまし

た。「ルールについて」というテーマでは2017年にも実施し

ました。今回はその時の反省点を踏まえ、子供たちの反応を

思い浮かべながらスライドを作り直しました。

　授業の流れとしては、まず、自分の周りにはどんなきまり

やルールがあるかを、各自挙手で自由に発表してもらいまし

た。家庭でのルールから飛行機の機内でのルールまで、幅

広い答えが返ってきました。その後、世の中にあるきまり

法教育推進委員会から

広島県行政書士会における法教育の取組

＜広島県行政書士会＞
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を紹介する目的を兼ね、法律クイズを

３問出題し、食品衛生法や著作権法な

ど、法律で決まっていることを話しま

した。法律クイズは毎回とても盛り上

がります。おうちの方と一緒に学んで

もらえるよう、お土産の一部として授

業後に配布もしています。クイズの後

は、ワークシートを使用し、これまで

自分が守ってきたルールについて、①

守って良かったこと、②そのルールが

なかったらどうなるか、を考え記入、

発表してもらい、「どうしてルールは

あるのだろう？」、「法律はどこでつく

られる？」と展開していきました。

　身近なルールや守って良かったこと

などを発表してもらうと、何気なく

守っているルールが、他の人の安心・

安全につながっているということが理

解でき、アンケートには「ルールがあ

るからみんなが安心して過ごせるとわ

かった」「これからはもっと意識して行

動しようと思った」などと書かれてい

ました。

法教育を推進する意義

　私たちの授業はたったの45分間で、児童・生徒にとってはとても短く、３日もすればほとんどのことは忘

れてしまうでしょう。しかし、授業を受けた100人のうちの一人だけでも、私たちが話したことの何か一つ

を覚えていてくれて、それがその子の将来を明るく変えることができる一助になったなら、これほどうれし

いことはありません。

　法教育という授業の効果はすぐには期待できません。気が遠くなるほどの時間がかかりますし、私たちが

効果を実感することもまずできません。それでも地道に、立派な授業ではないかもしれませんが、私たちに

できることをこれからも続けていきたいと思っています。

　「『身近な街の法律家 行政書士』として、実務を磨くことはもちろんだけれども、地域の良心として、ま

ずは人間そのものを磨くことがとても重要であり、そのことにより、自然と頼りにされるようになって、地

域にとって必要な存在になっていくのだ。」という諸先輩方からの教えが、正に法教育につながっています。

法教育活動を普及させるためにはまず、地域や学校との信頼関係を築いていくことが重要です。

　現在は地元での活動に限定されているような状況ですが、今後、広島県全域で取組を推進していくにあた

り、様々な面で課題が山積しています。授業内容も独自で模索し、試行錯誤を続けていますので、他の単位

会と情報の共有や連携を深め、より良い授業を提供できるよう努めたいと考えています。

行政書士はあなたの街の法律家 広島県行政書士会 広島西支部 令和３年１２月１０日

Q1．隣の家の木が、自分の家まで伸びてきた。ジャマな
ので切ってしまってもいい？

  １．枝も根も勝手に切って良い

  ２．枝も根も勝手に切ってはいけない

  ３．枝は切っても良いけど、根はダメ

  ４．枝はダメだけど、根は切っても良い

Q2.５月５日は「こどもの日」と法律で決まっています。そ
の中で「こどもの日」は誰かに感謝する日と書いてあ

ります。誰に感謝するのでしょうか？

  １．こども

  ２．お父さん

  ３．お母さん

  ４．両親

Q3.大好きな呪術廻戦の五条先生を主人公にした漫画を
描いたらとてもうまくできたので、本にしてネットで売り

たいと思っている。五条先生以外は自分で作ったキャ

ラなので、自分の作品として売ってもいい？

  １．〇（良い）

  ２．×（ダメ）

Q4.大好きな呪術廻戦の五条先生を主人公にした漫画
を描いたらとてもうまくできたので、お父さんが記念に

本にしてくれた。せっかくなので遠くに住んでいるおじい

ちゃん、おばあちゃんにも送ってあげてもいい？

  １．〇（良い）

２．×（ダメ）

Q5.正しい信号はどっちでしょう？
   １．○青○黄○赤

   ２．○赤○黄○青

Q6.横断歩道が近くにあるけど、車がいない場合は横
断歩道がないところをわたっていい？

   １. 〇（良い）
   ２. ×（ダメ）

Q7. 他人の IDとパスワードで勝手にログインしたり、
ゲームをすることは法律違反になる？

１．法律違反になる

  ２．法律違反にはならない

Q8.ネット上で書き込みをするとき、他の人の名前やウソ
の名前や住所を使ったり、匿名

とくめい

（名前を書かないこと）だっ

たら何を書いても大丈夫？

１．〇（大丈夫）

２．×（ダメ）

Q9.未成年者であるユキマサくんは、新聞配達のアル
バイトをしています。ある日、お給料日にユキマサく

んは風邪で寝込んでしまいました。お給料はどうなる

でしょう？

  １．会社が家に持ってくる必要がある

２．お母さんお父さんがもらいに行ってもよい

３．自分がもらわないといけない

Q10.硬貨（1円玉、5円玉、10円玉、100円玉、500
円玉）を燃やしたり、曲げたり、溶かしたり、お札（千

円札、5千円札、1万円札）を破いたり燃やしたら罪
になる？

  １．罪になる

  ２．罪にならない

  ３．お札はいいけど、硬貨は罪になる

Q11．法律上日本の首都はどこでしょう？
１．廿日市市

  ２．東京

  ３．ない

Q12.法律のことや、手続のこと、困ったことがあるときに
いろいろ相談にのってくれる人は？

   １．ユキマサくん

   ２．行政書士（ぎょうせいしょし）

こんなこと知ってる？
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　現在、中央研修所では、研修サイト（ビデオ・オン・デマンド（VOD）システム）のプラットフォーム

化に取り組んでいます。プラットフォーム化の最大のポイントは、今回のシステム改修により各単位会が企

画・実施する研修に研修サイトを御利用いただくことが可能となるという点です。本稿では、これまでの経

緯と新しい機能について概要を御説明します。

　研修サイトについては、平成25年度のサイト発足当初より、一部単位会から単位会独自の研修に利用した

いとの希望がありました。しかし、当時は登載に際しての著作権の取扱いや技術的な問題から実現すること

ができませんでした。その後もコロナ禍に伴うオンライン研修のニーズ拡大等を背景に、複数単位会から

研修サイトを単位会へ開放することを求められてきました。そこで中央研修所では、令和２年度からシステ

ムの改修について検討を開始し、本年度定時総会において事業計画及び予算の承認を受け、実現の見通しが

立ったことから、システム改修に着手する運びとなったものです。事前アンケートで研修サイトの利用を希

望された４単位会の御協力の下、本年２月から３月にかけてテストランを実施し、４月以降本格運用を開始

する予定で進めています。

　プラットフォーム化で新たに追加される具体的な機能の一つとして、各単位会で制作したビデオコンテン

ツを研修サイトに登載することで、会員の皆様は研修サイトを通じて、日行連中央研修所が公開する研修だ

けでなく、御自身の所属する単位会の研修を視聴することができるようになります。

　集合研修やライブ配信によるオンライン研修に参加できなかった場合でも、また、もう一度ゆっくり聞き

直したいという場合でも、後日、いつでも・どこでも・何度でも受講できるようになることが最大のメリッ

トです。また、研修サイトは受講料の決済機能を備えており、ペイジーを始めクレジットカード決済やコン

ビニ決済を御利用いただけます。有料研修を受講される際にも、研修サイト内で受講申込から受講料の支払

いまで完結することで、受講される会員の皆様の利便性も向上するものと考えています。

　研修サイトの当該機能については、ビデオコンテンツの登載を希望する単位会に応分の費用負担をいただ

くこととしており、運用開始の段階では、御利用いただく単位会は限定的であると予想されますが、引き続

き、より多くの単位会に利用いただけるよう利便性の向上に努めてまいります。

　また、今回の改修では、この他にも各単位会がグループ管理者として受講管理ができるようにするなど機

能の充実を図っています。

　中央研修所では、「いつでも・どこでも・何度でも」研修受講ができるVODシステムの最大のメリットを

全国の会員に享受していただくため、研修サイトのプラットフォーム化について、今後更なる改修を計画・

実行してまいります。

　あわせて、登載する研修コンテンツの内容の充実にも注力してまいりますので、会員の皆様には、今後と

も研修サイトを御活用いただくようお願いします。

中央研修所通信₂月号

中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマンド（VOD）
システム）のプラットフォーム化による活用について

＜中央研修所＞
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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、どなたでも一部コンテンツを除き無料で御利用いただけます。

（118講座を登載済　※2021年12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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こんにちは。一昨年にできた遺言書を法務局で預かってくれるという制度について教えてくれないかな？

ユキマサくんはよく勉強していますね。そうです。令和２年７月10日から全国の法務局で自筆証書遺言
を保管する制度が始まりました。

法務局で保管してくれる遺言は自筆証書遺言だけなの？

そうですね。法務局における遺言書の保管等に関する法律（以下、「遺言書保管法」という。）第１条で、自
筆証書遺言に限られています。遺言公正証書や秘密証書遺言は含まれません。

遺言書を保管していた相続人、または遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に申立てをすることから始
まります。他の相続人らを家庭裁判所に集め、遺言書を開披して、遺言者の署名等を確認する作業です。

法務局に保管された遺言書について、検認は不要です。一般の自筆証書遺言は改ざんされたり、紛失し
てしまったりするおそれもあると言われていますが、法務局保管の遺言書では、それらのおそれがない
のが理由です。また、遺言者が亡くなった後に、相続人の一人が法務局に遺言書情報証明書の交付請求
をしたときや、遺言書または遺言書保管ファイルの記録の閲覧をしたときは、他の相続人らに対しても
遺言書を保管している旨の通知がされることになっています。

そうですね。ただし、遺言者は自ら法務局に出向いて保管の申請をしなければなりませんので、施設や
病院に入所、入院している方や足腰が不自由で外出できない方はこの申請ができません。この点、遺言
公正証書の場合には、公証人が施設や病院に出張して遺言書を作成することができます。

法務局の遺言書保管官は、遺言書が民法968条に定める方式に適合しているか否かの外形的な確認をするだけ
で、遺言書の保管を申請してきた人が遺言能力を有しているか、認知症ではないかなどについては確認しません。
もし、遺言能力について心配であれば、公正証書遺言にしたらどうでしょうか。公正証書遺言の場合には、公証
人は作成に当たって、必ず遺言者の遺言能力の有無を確認しています。また、遺言能力を備わっているか微妙な
場合には、医師の診断書をもらってきてくださいと言っています。また、もし遺言能力に問題があると公証人が
判断した場合には、「申し訳ないけれど遺言公正証書は作成できません。」と言ってお断りしています。
　法務局の遺言書保管官は、遺言書に記載された内容が法律的に有効なものかというチェックはしません。した
がって、いざ執行をしようとしても法務局や金融機関で名義変更や払い出しができないという危険性はあります。

法務局で保管される遺言書って、検認が必要なの？

自筆証書遺言の保管がしっかりできるようになったんだね。

うちの依頼者は自分で法務局に行くことができるので、問題はないと思うよ。ただ、高齢だから歳相応の
物忘れがあるのが少し心配だなぁ。法務局の遺言書保管官は、遺言能力の有無についてしっかり確認して
くれるのかな？

ユキマサくん

ミネルヴァくん

　ユキマサくんは、まもる先生から公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言（遺言者が自身で書く遺言のことで、
目録以外は自筆で書く必要があります。）のどちらにしようか迷っている依頼人がいることを聞いていました。そこ
で今日もユキマサくんは、コスモス通りにあるサクラ公証役場にやってきました。

＜法務業務部＞
（担当：浅草公証役場　公証人　澤野芳夫）

第２話　公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言

遺言能力の有無について、後に裁判で争われた場合、公正証書遺言の方がより安全ってこと？

自筆証書遺言は、遺言の執行をする前に家庭裁判所で検認の手続をしないといけないよね。検認の手続と
はどういうもの？

平成30年の民法（相続法）改正で、遺言についても法定相続分を超える部分については対抗要件主義が
採用されたので、とにかく遺言の執行は素早く行うことが必要となりました。

ここでユキマサくんに問題を出します。法務局保管の遺言書でできて、公正証書遺言ではできないこと
があるのだけど、何だかわかりますか？

先ほど法務局が相続人に遺言書が保管されているということを通知すると言ったでしょう。そのために必要なのです。

そうですね。そのほか、遺言を作るに当たっては、配偶者居住権、清算型遺言と帰属型遺言、特別受益の持
戻し免除、遺留分侵害額請求等々、様々な問題を考慮する必要があります。行政書士の先生方も遺言を受
任されることがあるかと思いますが、公証人もいろいろなケースを経験していますので、専門家同士の連
携を図るという意味でも、気軽に公証人へ法的なアドバイス等を求めてもらえたらと思います。

なるほど。まもる先生にも伝えておくね。話は戻るけど、法務局で保管される遺言書は検認が
不要というのは、とってもありがたいね！

そうなんだ！いろいろと教えてくれてありがとう。まもる先生に伝えておくね！

法務局保管の遺言書の場合、家庭裁判所における検認手続が不要なので、迅速に遺言執行できることになるね。

なぜ①と②の書類が必要なの？

えーっ！？そんなものがあるの？全然わからないなぁ。

なるほど。迅速な遺言執行のためには、公正証書遺言に勝るものはないということだね。

実は必ずしもそうとは言えないのです。相続登記や各種名義変更等の手続は、検認済みの遺言書を示す
ことによって行われていたのです。法務局に保管された遺言書では、検認の手続は不要なのでいいので
すが、遺言執行をする場合、遺言書情報証明書の交付を請求しなければなりません（遺言書保管法９
条）。そして、この遺言書情報証明書の交付請求に際しては、①遺言者を被相続人とする法定相続情報
一覧表又は遺言者の出生時からの戸籍等のほか、相続開始の時における遺言者の全ての相続人の戸籍謄
本等、②相続人の住所を証明する書類で官公署の作成したもの等の添付書類が必要となります。これら
の書類を整えるのに一定の時間がかかるため、検認を必要としたときに比べて迅速に執行できるとは限
らないということになります。

お一人で住んでおられる遺言者の方の中には、亡くなった後に、遺言書が公証役場に保管されているこ
とを相続人に連絡してほしいとの希望を述べられる方がいます。公証役場では遺言者が亡くなられたこ
とを把握できませんし、相続人に遺言書があることを連絡する制度もありませんので、それはできませ
んと言わざるを得ないのです。
　ところが、法務局保管の遺言書の場合、遺言者が遺言書の保管を依頼する際、法務局の遺言書保管官
に、遺言者が死亡時に遺言者が指定する者（受遺者、遺言執行者等）１名に対し遺言書を保管している
旨を通知することを申し出ることができます。そして、この申出があると、遺言書保管官は法務局の戸
籍担当部局との連携により、遺言者の死亡の事実が確認できたときに、指定された方に対し遺言書が保
管されている旨の通知がされることになります。

またいつでも遊びに来てね。

ユキマサくんはコスモス通りの事務所に戻り、まもる先生に報告しました。

いろいろと聞けてよかったね。この情報を公正証書にするか、法務局保管の自筆証書遺言にするか、
迷っている人に伝えておくね。

ボクってすごく役に立つでしょう？ご褒美にお昼ご飯の魚、多めにしておいてね。

まもる先生
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こんにちは。一昨年にできた遺言書を法務局で預かってくれるという制度について教えてくれないかな？

ユキマサくんはよく勉強していますね。そうです。令和２年７月10日から全国の法務局で自筆証書遺言
を保管する制度が始まりました。

法務局で保管してくれる遺言は自筆証書遺言だけなの？

そうですね。法務局における遺言書の保管等に関する法律（以下、「遺言書保管法」という。）第１条で、自
筆証書遺言に限られています。遺言公正証書や秘密証書遺言は含まれません。

遺言書を保管していた相続人、または遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に申立てをすることから始
まります。他の相続人らを家庭裁判所に集め、遺言書を開披して、遺言者の署名等を確認する作業です。

法務局に保管された遺言書について、検認は不要です。一般の自筆証書遺言は改ざんされたり、紛失し
てしまったりするおそれもあると言われていますが、法務局保管の遺言書では、それらのおそれがない
のが理由です。また、遺言者が亡くなった後に、相続人の一人が法務局に遺言書情報証明書の交付請求
をしたときや、遺言書または遺言書保管ファイルの記録の閲覧をしたときは、他の相続人らに対しても
遺言書を保管している旨の通知がされることになっています。

そうですね。ただし、遺言者は自ら法務局に出向いて保管の申請をしなければなりませんので、施設や
病院に入所、入院している方や足腰が不自由で外出できない方はこの申請ができません。この点、遺言
公正証書の場合には、公証人が施設や病院に出張して遺言書を作成することができます。

法務局の遺言書保管官は、遺言書が民法968条に定める方式に適合しているか否かの外形的な確認をするだけ
で、遺言書の保管を申請してきた人が遺言能力を有しているか、認知症ではないかなどについては確認しません。
もし、遺言能力について心配であれば、公正証書遺言にしたらどうでしょうか。公正証書遺言の場合には、公証
人は作成に当たって、必ず遺言者の遺言能力の有無を確認しています。また、遺言能力を備わっているか微妙な
場合には、医師の診断書をもらってきてくださいと言っています。また、もし遺言能力に問題があると公証人が
判断した場合には、「申し訳ないけれど遺言公正証書は作成できません。」と言ってお断りしています。
　法務局の遺言書保管官は、遺言書に記載された内容が法律的に有効なものかというチェックはしません。した
がって、いざ執行をしようとしても法務局や金融機関で名義変更や払い出しができないという危険性はあります。

法務局で保管される遺言書って、検認が必要なの？

自筆証書遺言の保管がしっかりできるようになったんだね。

うちの依頼者は自分で法務局に行くことができるので、問題はないと思うよ。ただ、高齢だから歳相応の
物忘れがあるのが少し心配だなぁ。法務局の遺言書保管官は、遺言能力の有無についてしっかり確認して
くれるのかな？

ユキマサくん

ミネルヴァくん

　ユキマサくんは、まもる先生から公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言（遺言者が自身で書く遺言のことで、
目録以外は自筆で書く必要があります。）のどちらにしようか迷っている依頼人がいることを聞いていました。そこ
で今日もユキマサくんは、コスモス通りにあるサクラ公証役場にやってきました。

＜法務業務部＞
（担当：浅草公証役場　公証人　澤野芳夫）

第２話　公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言

遺言能力の有無について、後に裁判で争われた場合、公正証書遺言の方がより安全ってこと？

自筆証書遺言は、遺言の執行をする前に家庭裁判所で検認の手続をしないといけないよね。検認の手続と
はどういうもの？

平成30年の民法（相続法）改正で、遺言についても法定相続分を超える部分については対抗要件主義が
採用されたので、とにかく遺言の執行は素早く行うことが必要となりました。

ここでユキマサくんに問題を出します。法務局保管の遺言書でできて、公正証書遺言ではできないこと
があるのだけど、何だかわかりますか？

先ほど法務局が相続人に遺言書が保管されているということを通知すると言ったでしょう。そのために必要なのです。

そうですね。そのほか、遺言を作るに当たっては、配偶者居住権、清算型遺言と帰属型遺言、特別受益の持
戻し免除、遺留分侵害額請求等々、様々な問題を考慮する必要があります。行政書士の先生方も遺言を受
任されることがあるかと思いますが、公証人もいろいろなケースを経験していますので、専門家同士の連
携を図るという意味でも、気軽に公証人へ法的なアドバイス等を求めてもらえたらと思います。

なるほど。まもる先生にも伝えておくね。話は戻るけど、法務局で保管される遺言書は検認が
不要というのは、とってもありがたいね！

そうなんだ！いろいろと教えてくれてありがとう。まもる先生に伝えておくね！

法務局保管の遺言書の場合、家庭裁判所における検認手続が不要なので、迅速に遺言執行できることになるね。

なぜ①と②の書類が必要なの？

えーっ！？そんなものがあるの？全然わからないなぁ。

なるほど。迅速な遺言執行のためには、公正証書遺言に勝るものはないということだね。

実は必ずしもそうとは言えないのです。相続登記や各種名義変更等の手続は、検認済みの遺言書を示す
ことによって行われていたのです。法務局に保管された遺言書では、検認の手続は不要なのでいいので
すが、遺言執行をする場合、遺言書情報証明書の交付を請求しなければなりません（遺言書保管法９
条）。そして、この遺言書情報証明書の交付請求に際しては、①遺言者を被相続人とする法定相続情報
一覧表又は遺言者の出生時からの戸籍等のほか、相続開始の時における遺言者の全ての相続人の戸籍謄
本等、②相続人の住所を証明する書類で官公署の作成したもの等の添付書類が必要となります。これら
の書類を整えるのに一定の時間がかかるため、検認を必要としたときに比べて迅速に執行できるとは限
らないということになります。

お一人で住んでおられる遺言者の方の中には、亡くなった後に、遺言書が公証役場に保管されているこ
とを相続人に連絡してほしいとの希望を述べられる方がいます。公証役場では遺言者が亡くなられたこ
とを把握できませんし、相続人に遺言書があることを連絡する制度もありませんので、それはできませ
んと言わざるを得ないのです。
　ところが、法務局保管の遺言書の場合、遺言者が遺言書の保管を依頼する際、法務局の遺言書保管官
に、遺言者が死亡時に遺言者が指定する者（受遺者、遺言執行者等）１名に対し遺言書を保管している
旨を通知することを申し出ることができます。そして、この申出があると、遺言書保管官は法務局の戸
籍担当部局との連携により、遺言者の死亡の事実が確認できたときに、指定された方に対し遺言書が保
管されている旨の通知がされることになります。

またいつでも遊びに来てね。

ユキマサくんはコスモス通りの事務所に戻り、まもる先生に報告しました。

いろいろと聞けてよかったね。この情報を公正証書にするか、法務局保管の自筆証書遺言にするか、
迷っている人に伝えておくね。

ボクってすごく役に立つでしょう？ご褒美にお昼ご飯の魚、多めにしておいてね。

まもる先生
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日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）

日
（金）
33

日
（木）
22

日
（水）
11

日
（木）
1616

日
（月）
66

日
（水）
88

日
（火）
77

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　単位会賀詞交歓会等の対応について
　⑶　その他

常任理事会（～₂日）
  【合議事項】
　⑴　旅費規則改正（案）について
　⑵　パブリックコメントに関する意見募

集について
　⑶　文書の閲覧・写しの請求申請について
　⑷　その他

中央研修所運営会議
  【協議事項】
　⑴　各研修事業の推進について
　⑵　次年度ＶＯＤ・セミナー研修について
　⑶　その他

許認可業務部
建設・環境部門会議
  【協議事項】
　⑴　建設業セミナーについて
　⑵　CCUS代行申請について
　⑶　書籍事業について
　⑷　電子化に係る各都道府県へのヒアリ

ング方法について
　⑸　全国担当者会議について
　⑹　第₃回CCUS認定アドバイザーの公

募方法について
　⑺　その他

申請取次行政書士管理委員会
  【協議事項】
　⑴　会員対応について
　⑵　次年度申請取次関係研修会の開催に

ついて
　⑶　 ＶＯＤ収録について
　⑷　「規制改革・行政改革ホットライン」

に係る意見・要望募集について
　⑸　その他

行政書士制度調査室会議
  【協議事項】
　⑴　水際対策措置について
　⑵　各分科会の進捗状況について
　⑶　地協連絡会の質問について
　⑷　その他

登録委員会
  【登録審査】
　⑴　審査件数（89件）
　⑵　その他

ＯSS対策特別委員会（～₈日）
  【協議事項】
　⑴　軽自動車ＯSSについて
　⑵　その他

法規監察部会
  【協議事項】
　⑴　照会案件等について
　⑵　国際・企業経営業務部からの検討依

頼について
　⑶　監察案件等について
　⑷　行政書士関係法令先例総覧への追加

資料掲載について
　⑸　全国担当者会議について
　⑹　その他

総務部会
  【協議事項】
　⑴　事業執行スケジュールの確認について
　⑵　職務上請求書を用いた不正請求の再

発防止策について
　⑶　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
　⑷　書面による総会議決の実施に関する

規則（案）について
　⑸　単位会等からの照会について
　⑹　令和₄年賀詞交歓会の対応について
　⑺　全国担当者会議の対応について
　⑻　その他
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日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）

日
（月）
2020

日
（火）
2121

日
（木）
2323

122021.　  　/Dec

経理部会（～17日）
【協議事項】

⑴　次年度予算見積に関する発信文書に
ついて

　⑵　インボイス制度への対応について
　⑶　特定資産の運用について
　⑷　中央研修所ＶＯＤサイトのプラット

フォーム化について
　⑸　その他

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議
  【協議事項】
　⑴　消防法セミナーの開催について
　⑵　「規制改革・行政改革ホットライン」

に係る意見・要望募集について
　⑶　次年度中央研修所事業計画案の策定

について
　⑷　関係省庁への訪問について
　⑸　その他

改正行政書士法対応委員会（～17日）
  【協議事項】

⑴　次年度特定行政書士法定研修の実施
計画立案について

　⑵　全国担当者会議について
　⑶　会員向けアンケートについて
　⑷　特定行政書士用の徽章について
　⑸　特定行政書士名簿の作成について
　⑹　戸籍法第10条の₂第₄項の改正につ

いて
　⑺　不服申立て事例について
　⑻　特定行政書士のPR動画について
　⑼　特定行政書士と行政書士との差別化

について
　⑽　ガイドラインの作成について
　⑾　その他

規制改革委員会（～21日）
  【協議事項】
　⑴　政府における規制改革及びデジタル

ガバメントの動向について
　⑵　政府の推進する規制改革への対応に

ついて
　⑶　その他

登録委員会（～22日）
  【登録審査】
　⑴　審査件数（100件）
　⑵　その他

広報部会（～22日）
  【協議事項】
　⑴　日本行政関連事項について
　⑵　制度PRポスター関連事項について
　⑶　ホームページ関連事項について
　⑷　屋外広告について
　⑸　記念日事業について
　⑹　全国広報担当者会議について
　⑺　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　理事会の議案等について
　⑵　「おしごと年鑑2022」への協賛について
　⑶　マイナンバーカードの代理申請手続

事業について
　⑷　デジタル化を阻害する規制に関する

アンケートについて
　⑸　その他

法改正推進本部会議
  【協議事項】
　⑴　法改正の推進について
　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
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　この度、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。）の理事長に就任
いたしました野田昌利です。何とぞよろしくお願いいたします。
　前々期も理事長を務めさせていただきましたが、この間、国の大きな動きとして成年後見制度利用促進基
本計画の下、全国の地方自治体に中核機関の設置及び地域連携ネットワークの構築が進み、本年度はその最
終年として次期の新たな基本計画が策定されようとしています。一方、私たちの支援の現場においては、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大により、高齢者・障がい者の方々の支援が思うように行き届かない状況
が続いています。
　このような中、利用促進についてはコスモスとしても全国の行政書士会の協力を得ながら、全国のコスモ
ス支部による地方自治体への働きかけを行うなど、それぞれ中核機関設置に向けた協議会等への参画を行っ
ているところです。
　しかしながら、地方自治体による中核機関の設置状況は未だ全国で約半数に留まっており、成年後見制度
の利用率（最高裁判所：成年後見関係事件の概況）から見ても、制度を支える人材、担い手不足等による制
度の行き詰まり感は否めません。
　専門職による受任件数の限度も多くの地域で既に限界に達しており、後見人等の報酬に関する予算付けや
親族後見の支援・監督の仕組みづくり、任意後見制度における課題、医療同意の問題、市民後見人の制度化
等々、成年後見制度そのものの改善が求められています。また、今後は超高齢社会を踏まえた高齢者・障
がい者総合支援策としての枠組みを広げ、関係法令を一元化していくなど抜本的な法整備の必要性とマンパ
ワーを確保していくための環境づくりが望まれます。
　このように制度利用に関する課題が山積する中、支部によってはコスモスに対して、裁判所から後見人等
候補者をもっと出してほしいとの要望が来ているとの報告もあり、専門職による担い手不足が深刻化してい
る様子も伺えます。コスモスとしては、今期、新規入会者の増加策による全国の担い手（後見人等候補者）
育成と体制強化、不正防止対策の強化を図るとともに、組織としての信頼性を向上させ、地域連携ネット
ワークにおいて、高齢者・障がい者のより身近な存在として、これまで以上に会員の皆様が専門職として高
齢者・障がい者の意思決定支援、権利擁護に努めていけるよう組織体制の充実を図ってまいります。
　本年度、コスモスは公益法人認定申請を行い、公益認定を目指します。財産管理を業務とする専門家集団
として、行政庁の監督・監査を受け、より透明性・信頼性の高い組織基盤を作ることは、何よりも行政等関
係機関や国民からの信頼向上につながると確信しています。
　この度の理事長就任に際しまして、私自身この２年間は、国や地方自治体の利用促進や制度課題に対する
取組もさることながら、コスモス組織自体としても大きなターニングポイントにあると考えています。
　今こそ、日本行政書士会連合会とより一層しっかりとした連携を図り、会員の皆様が全国各地において行
政等関係機関や国民から信頼され、そして必要とされる存在として、充実した活動ができるような環境を整
えることに努めてまいります。
　全国の会員の皆様には、引き続き御支援と御協力をよろしくお願いいたします。

理事長就任の御挨拶

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
理事長　野　田　昌　利
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総合支援型後見監督人に期待される役割

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
常務理事　勝　尾　太　一

　現行の成年後見制度利用促進基本計画は、平成29年度から令和３年度までを計画期間とするものであり、本
年度はその最終年度に当たります。令和４年度から始まる次期計画に向けて取り組むべき内容について、平成
30年７月に開催された第１回成年後見制度利用促進専門家会議を皮切りに繰り返し議論が行われ、令和３年12
月までに成年後見専門家会議が12回、その他ワーキンググループによる会議が12回開催されました（コスモス
は、令和３年５月に開催された第６回地域連携ネットワークWGにおいて専門職団体として活動の報告を行いま
した。）。
　令和２年３月に公表された「成年後見制度利用促進基本計画」に係る中間検証報告書を踏まえ、令和３年３
月に最高裁判所事務総局家庭局（以下、「最高裁家庭局」という。）から家庭裁判所における取組状況が公表さ
れました。その中で、後見監督人に期待される新たな役割が明記されました。

　従来、後見監督人は、後見人による不適切な事務や不正を防止することが期待されていました。特に、任意
後見制度にあっては、任意後見監督人が直接、任意後見人を監督する立場にあることから、活動にあたっては
専ら任意後見人からの事務報告を待って、これをチェックすることが主な役割であったと言えます。
　他方、新たな基本計画では中核機関が「親族後見人」に対して行う支援の重要性が指摘され、中核機関に具
体的な施策が求められることとなりました。もっとも、中核機関が支援に必要な体制を整備（例えば、親族後見
人に対する具体的な支援を行う専門的な知識や経験を有する人員の確保等）することが計画実施の過渡期にお
いては必ずしも期待できない場合もあるとされ、これを補完するため最高裁家庭局から運用上の工夫として後見
監督人に次の役割を行わせることが示されました。

（１） 定期確認型
　　　後見人による不適切な事務や不正を防止することが主要な役割

（２） 個別課題支援型
　　　定期確認型の役割に加え、後見事務上の個別の課題について重点的に指導・助言・相談対応を行う役割

（３） 総合支援型
　後見人が概ね問題なく一通りの事務を行うことができるよう後見事務全般について総合的な支援を行う
ことが主要な役割（個別の課題がある場合はその指導・助言・相談対応も行う）

　これまで後見監督人が担ってきた（１）の役割に加え、状況に応じて（２）、（３）の指導・助言・相談を後見
監督人に担わせようとする取組です。
　確かに、親族が後見人となる場合、財産管理や身上保護に関する事務を遺漏なく行い、これらの事務活動を
記録に残し書類を作成すること、それ自体が大きな負担となることは想像に難くありません。特に、初めて後見
人に就任する場合の戸惑いは尚更です。現在は、家庭裁判所で後見事務に関する手引きを交付すること、就任
にあたり動画を視聴するなど手続概要を学ぶ機会はありますが、後見人就任後の具体的な事務について個別に
指導・助言を受けることに二の足を踏むケースも少なくなかったと思われます。ここに焦点を当て、「親族後見人」
を厚く支援することは、経過措置であるとしても成年後見制度の普及と円滑な運用を考えれば有効な措置である
と言えます。
　私たちコスモスでは、会員が後見監督人に就任する事例は決して多
くはありませんが、各会員は30時間に及ぶ入会前研修を経た上で後見
人に就任していること、加えて各支部により程度の差はあるもののコス
モス会員が新たに後見人に就任する際にはその会員の活動を支援する
ことが行われており、後見人に対する指導・助言を実践しています。ま
た、コスモスの特徴の一つである３か月に１回の割合で義務付けられて
いる業務報告を実際に確認し、コスモス会員に対して指導・助言を行
う経験を有する会員（業務管理委員経験者）にあっては、より高度な
指導・助言を行うことが可能です。
　コスモスは常に本人に寄り添うことを旨とした活動を行っています
が、今後は、これらの経験を持つ会員を中心として後見監督人の本来
の任務である不正の防止を更に深化させ、不正の芽をその根本から防
ぐという姿勢で、親族後見人に寄り添いながら適正な後見事務を行うこ
とができるよう、総合的な指導・助言を行うことが大いに期待されます。

【団体概要】
　一般社団法人コスモス成年後見サポート
センターは、日本行政書士会連合会により
行政書士を正会員として2010年に設立され
た団体です。成年後見制度を通じ、高齢者、
障がい者等の権利の擁護・福祉の増進に寄
与するため、次の事業を行っています。

主 な 事 業 １．成年後見人等の養成・指導・監督
２．後見人候補者の推薦
３．成年後見制度の普及啓発活動

会 員 数　2,080名（42支部）
受 任 件 数 4,434件（令和４年１月現在）
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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

　年が明けて、早くもひと月が経とう
としています。立春とはいえ寒い日が続いていま
すが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
　確定申告の時期になり、通常業務に加えて、領
収書等の整理や記帳など忙しくされている方も多
いのではないでしょうか。
　各単位会では、そろそろ次年度の事業計画・予
算立案について本格的に検討する段階になってき
たのと同時に、本年度の事業計画の総まとめを行
う時期になりました。
　本年度は、行政書士制度70周年の記念事業を行
うなど、特別な年であった単位会も多かったと思
います。
　そして、２月22日は行政書士記念日です。コロ
ナ禍にあっても、ますます行政書士制度が発展す
るように活発な記念日事業を行うことができれば
いいですね。
　各単位会の様々な取組は、本誌の「Pick UP！単
位会」で毎月御紹介していますので、是非御覧く
ださい。

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

月刊 日本行政₂月号

第591号

令和₄年₁月25日発行

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

【広報部】
　広報部長　前田　　望
　次　　長　中嶋　章雄
　部　　員　森　　伸二

成田眞利子
鎌田由佳子
池垣真理子

会員の動き
◆登録者数（令和₃年12月末日現在）
合　　計 ５0,480名
内　　訳　　　　　　男 42,869名 女 7,611名
・個人事務所開業　　男 40,851名 女 6,940名
・行政書士法人社員　男 1,446名 女 316名
・使用人行政書士　　男 572名 女 355名

◆異動状況（令和₃年12月中の処理件数）
新規登録　合　計 １63名
　　　　　内　訳　　男 136名 女 27名
登録抹消　合　計 １93名
　　　　　内　訳　　男 169名 女 24名
　　　　　・廃　業 168名
　　　　　・死　亡 23名
　　　　　・その他 2名

◆法人会員（令和₃年12月末日現在）
法 人 事 務 所 数 １,１84
・主たる事務所数（行政書士法人数） 772
・従たる事務所数 412

　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
（鎌田）
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