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ウィズコロナ時代における
国民の権利利益の実現に向けて
令和４年度事業計画の策定に先立ち、活動

近な良き相談相手」であるとの認識が、更に

理念及び基本方針の方向性について、私の考

広まったのではないかと考えています。しか

えを以下に述べたいと思います。

しながら、未だ困難な状況に置かれている方
が多くいらっしゃるのも実状です。ウィズコ

活動理念について

ロナ時代において、また、進みゆくデジタル

従前から申し上げてきましたとおり、引き

社会において、私たち行政書士は、頼れる街

続き「そうだ、行政書士に相談しよう！」と

の法律家として、これまで以上に人々に寄り

いう気運を高め、全国標準にしたいと願って

添い、国民の権利利益の実現に向けて支援す

います。一昨年来、国の各種コロナ支援対策

る使命があると考えています。

に積極的に取り組み、デジタル化の推進にも
対応してきた結果、困っておられる地域住民
や事業者、行政機関の方々から行政書士は
「身
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が猛威を振るい、依然として予断を許さない

て、国民に最も身近な国家資格者としての責

状況ではあるものの、政府は社会経済活動の

務を果たし、行政書士制度の更なる発展につ

維持に向けた様々な施策を講じています。令

なげてまいりたいと考えています。

和４年度も引き続き、事業復活支援金など国
や地方自治体が提供する各種の支援事業の支

以上、令和４年度事業計画の策定にあたっ

援に精力的に取り組み、事業者や国民の皆様

ての考えを述べましたが、これらの基本とな

の安心安全な暮らしに寄与してまいります。

る考え方こそ、「３つの共生」です。私は常

また、有効なコロナ対策としても社会のデ

日頃、地域との共生、役所との共生、他士業

ジタル化が急務であるとの共通認識の下、昨

者との共生、これらに加え多文化共生社会の

年 9 月にはデジタル庁が発足しました。
「誰

実現を目指すことにより、
地域住民に愛され、

一人取り残さない」デジタル社会の実現のた

期待される活動の基礎をつくり、飛躍させ、

めの方策として、マイナンバー制度の拡充や

充実させたいと考えています。行政書士の社

行政サービスのデジタル化などが重点的に進

会的評価と信頼を一層向上させるべく、研修

められています。行政書士制度もこの大きな

制度の充実や社会貢献活動を推進するととも

流れに順応し、「誰一人取り残さない」デジ

に、会員がより誇りをもって業務にあたるこ

タル社会を実現させるために国民と行政をつ

とができるよう、行政機関や関係団体との連

なぐ役割をしっかりと果たしていかなければ

携を図り、行政書士法の改正を含めた環境整

なりません。そのためには、関係省庁との連

備を行ってまいりたいと考えています。

携を緊密にし、情報を的確かつ迅速に把握す

これからも組織の力を結集し全力を挙げて

る体制を強化するとともに、国の政策などに

各事業を推進してまいりますので、皆様の御

も積極的に提言を行い、行政書士制度がデジ

理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げ

タル化の中枢に組み込まれていくことが重要

ます。

です。あわせて、会員全体のデジタル分野で
の対応力の強化も重要な課
題です。デジタル推進本部
や行政書士制度調査室を中
心に据え、積極的なデジタ
ル施策への提言、行政書士
活用の要望、マイナンバー
カードの普及促進などデジ
タル基盤整備に関する事業
を展開してまいりたいと考
えています。
令 和 ４ 年 度 も 引 き 続 き、
コロナ対策支援とデジタル
化への対応を事業の柱とし
2022. 4
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相談時間：13：00～16：00

毎週水曜日

（祝祭日・年末年始休業）
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組織のあり方とデジタル化への対応
副会長

野田

昌利

会員の皆様には、平素から本会の運営に御協力を賜り、誠にありがとうございます。
私の副会長としての担当部署は、主に行政書士制度調査室、
デジタル推進本部、法務業務部の３つです。
これらを担当する上で最近特に思うことは、
いかに組織として「継続性」
を持たせ、次世代につないでいくかというこ
とです。
この組織の「継続性」
という意味は、
２年ごとに人事体制が全て変わっていくのではなく、各部署の事業活動
や内外の人的関係が崩れず維持され発展していくための最低限必要な人事体制を残していくということです。
部署によっては、
その趣旨を踏襲しているところもありますが、少なくとも行政書士制度の根幹に関わる調査研究、
戦略的考察、法改正等の必要性等と、国の各施策が３年から５年程度の中期計画が多いこと、
また、業務のあり方、
方向性が国や社会経済の動きから行政書士業務の変革が求められることが想定される場合などから、将来を見据
えた組織戦略を立て、
その展望に立った継続性のある組織・人事体制をもって中長期に対応していくことが求められ
ます。
そして現在、国が推進する行政手続のデジタル化の方向は、行政書士の許認可業務の有り様に大きな変化をもた
らすことは必至です。
デジタル・ネイティブ世代が会内にも増えつつある中で、本会としては、
これら内外の変化に対応
しつつ、国民の権利利益の実現と制度の維持・発展を目指さなければなりません。組織として、
どのようなガバナンス、
人事体制（仕組み）
の下、
どのように人を有機的に動かしバランスを取って進めていくか、
が大きな課題となります。
行政手続のデジタル化に関しては、現体制の中で、行政書士制度調査室、
デジタル推進本部、各業務部等とはで
きるだけ横断的に情報を共有し、
これまで以上に連携した動きの中で各省庁との協議を重ねています。
行政書士制度調査室においては、主に行政法や行政書士法等に関係した制度研究、情報分析、
デジタル化をも
含めた戦略的な政策提言を行い、
デジタル推進本部では、今後の行政手続のオンライン化、
デジタル化に関する手
続あるいは技術的な情報収集、分析、調査並びに必要に応じ許認可業務部、法務業務部等と連携し各省庁に対応
しています。
組織体制を変えることは容易ではありませんが、組織体制の仕組みを変えていくことと同時に、
より重要なのは、
日
行連と単位会役員、会員の時代認識と、行政書士としてそれぞれの立ち位置をしっかり認識した上で一定の方向を
目指す会全体の意識統一です。
本会としては、制度や組織の歴史的経緯と業務領域の広さゆえの会員間の異なる業務の有り様を踏まえ、世代を
超えた開かれた議論の中で行政書士制度の方向性を探り、
「継続性」を持った事業計画遂行の下、制度の維持発
展に務めなければなりません。
この理想に少しでも近づくよう課題を整理し尽力してまいります。今後とも会員の皆様の御協力と御支援をよろしく
お願いいたします。
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在留申請手続のオンライン化の推進について
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
法務専門官

1

⑤就労資格証明書交付申請

オンライン申請の歴史

⑥再入国許可申請（注）
⑦資格外活動許可申請（注）

出入国在留管理庁では、
「未来投資戦略2018」
（2018

（注）②～④と同時に行う場合に限ります。

年６月15日閣議決定）
において、在留資格手続の円滑
化・迅速化のため、在留資格手続上のオンライン申請を

古川 隆志

（３）対象となる在留資格
出入国管理及び難民認定法別表第１の在留資格

開始するとされたことを受けて、2019年７月25日からオ
ンラインによる申請の受付を開始しました。
これにより、外

（「外交」及び「短期滞在」は除きます。）

国人の方から依頼を受けた、一定の要件を満たす所属

（４）利用するための条件

機関の職員などの方が、一部の申請手続や在留資格

地方出入国在留管理官署へ必要書類を郵送又は

について、
オンラインで申請することが可能となりました。

窓口へ持参することにより、在留申請オンラインシステム

2020年３月からは、在留資格手続の更なる円滑化・

を利用するための利用申出を行い、承認を受ける必要

迅速化のために、対象となる手続に在留資格変更許
可申請や在留資格認定証明書交付申請等を追加した
ほか、対象となる在留資格に「特定技能」を追加するな
ど、順次対象を拡大してきました。
そして、2022年３月16日から、
マイナンバーカードの電

があります。

3

2022 年３月以降のオンライン申請の主な
変更点

（１）利用者の対象拡大

子証明書と公的個人認証機能を活用することにより、外

マイナンバーカードをお持ちの外国人本人、法定代

国人本人の方がオンラインで申請することができるように

理人、親族（配偶者、子、父又は母）の方は、
オンライン

なりました。

申請が可能となりました。

2

2022 年３月までのオンラインによる在留
手続の概要

（１）利用者

（２）在留資格の追加
対象となる在留資格として、出入国管理及び難民認
定法別表第２の在留資格（「日本人の配偶者等」、
「永
住者の配偶者等」及び「定住者」）
を追加しました。

①所属機関の職員

これにより、
「外交」及び「短期滞在」を除く全ての在

②弁護士・行政書士

留資格がオンライン申請の対象となりました。

③公益法人の職員

（３）
オンラインでの利用者情報登録

④登録支援機関の職員

外国人本人、法定代理人、親族や弁護士・行政書士

（２）対象となる手続

の方は、在留申請オンラインシステムを利用するための

①在留資格認定証明書交付申請

利用者情報登録を、
オンラインで行うことが可能となり

②在留資格変更許可申請

ました。外国人本人、法定代理人、親族の方はマイナン

③在留期間更新許可申請

バーカード、
弁護士・行政書士の方は申請等取次者証明

④在留資格取得許可申請

書（届出済証明書）
を活用して、
個人認証を行います。
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Special Report

（４）弁護士・行政書士に対する固有の認証IDの付与
従前は、依頼を受けた所属機関ごとに地方出入国在
留管理官署へ利用申出を行い、複数の認証IDを使い
分けていただいていましたが、弁護士・行政書士の方に

をお持ちであれば、民間サービスからオンライン申請が
可能です。

4

固有の認証IDを付与することとしました。

オ ンラインによる在留手続のマスコット
キャラクター「らすっぴ」

これにより、依頼を受けた所属機関ごとに認証IDを管

令和３年10月に、
オンラインによる在留手続に関する

理する必要がなくなるほか、利用申出や定期報告が不

マスコットキャラクターが誕生しました。名前は、
オンライン

要となりました。

コの「らすっぴ」です。名前は、在留申請オンラインシステ

なお、既に利用申出を行い、認証IDをお持ちの弁護
士・行政書士の方は、引き続き、
その認証IDを利用する

ムの 頭 文 字 である「 R A S（ o n l i n e R e s i d e n c y
Application System）」が由来です。

ことも可能です。

オンラインによる在留手続をよ

（５）利用申出の承認要件の緩和

り多くの皆様に知っていただき、

外国人本人によるオンライン申請を認めることに伴

その活用拡大に向けての広報

い、所属機関等の職員の方の利便性向上のため、利用

活動を行っていきますので、
「ら

申出の承認要件等を見直しました。

すっぴ」共々よろしくお願いしま

①利用申出の提出書類の削減
 これまで提出いただいていた資料のうち、
「所属し
ている外国人リスト」及び「実習実施者に所属して
いる外国人リスト」は廃止しました。

す！

5

オンラインコの「らすっぴ」

最後に
オンラインで申請する場合、地方出入国在留管理官

②利用できる所属機関の対象範囲の拡大

署の窓口に出向く必要がなく、
自宅やオフィスから24時

 カテゴリー４の機関（注）
に所属している外国人の

間365日申請ができるほか、在留カードを郵送で受け取

方もオンライン申請の対象となりました。

ることができるなど、多くのメリットがあります。

（注）前 年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調

また、地方出入国在留管理官署の窓口の混雑解消

書合計表が提出できない新規企業のことなどを

や新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために

言います。

も、是非オンラインによる在留手続を御活用いただけま

③利用申出の承認要件の見直し

すと幸いです。

 「 出入国若しくは労働に関する法律の規定により

オンラインによる在留手続の詳細や今後の取組につ

罰金刑に処せられたことがある場合、
その執行を終

いては、随時、出入国在留管理庁ホームページに掲載

わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算

してお知らせいたします。

して５年を経過していること」等の要件は廃止し、地
方出入国在留管理官署の窓口での申請と同様に、
「申請等取次者の承認要件を満たしていること」を
追加することにしました。
（６）民間サービス経由での申請
現状、
出入国在留管理庁が運用する在留申請オンラ

今後も利用者の皆様の利便性向上のために、更なる
検討を進めてまいります。
○出 入国在留管理庁ホームページ：オンラインによる


在留手続紹介ページ

https://www.moj.go.jp/isa/applications/
guide/onlineshinsei.html

インシステムを利用してオンライン申請を行っていただい
ていますが、今後、マイナンバーカードをお持ちの利用
者の方は、民間企業等が開発するサービスからマイナ
ポータルを経由してオンライン申請を行うことが可能とな
ります。
弁護士・行政書士の方についても、
マイナンバーカード
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出入国在留管理庁

オンラインによる在留手続に係る利用者や対象となる在留資格の拡大

Immigration Services Agency of Japan

現状・解決策

在留申請オンラインシステムの利用者は、外国人を適正に雇用している所属機関の職員等に限定されており、これに伴い、所属機関のない外国
人などは、オンライン申請を利用することができない。
→ 更なる窓口混雑の緩和及び申請人の利便性向上の観点から、マイナンバーカードと公的個人認証機能を活用して、外国人本人等によるオ
ンライン申請を可能とし、「日本人の配偶者等」など入管法別表第２の在留資格をオンライン申請の対象に追加する。
利用できる者

対象の手続

① 申請人から依頼を受けた所属機関の職員

① 在留資格認定証明書交付申請 ⑤ 就労資格証明書交付申請

② 弁護士・行政書士

② 在留資格変更許可申請

③ 公益法人の職員及び登録支援機関の職員

③ 在留期間更新許可申請

⑥ ②～④と同時に行う再入国許
可申請及び資格外活動許可申請

④ 在留資格取得許可申請

【令和４年３月から以下を追加】

対象の在留資格

① 外国人本人

入管法別表第１の在留資格（外交、短期滞在を除く）

② 法定代理人

【令和４年３月から以下を追加】

③ 親族（配偶者、子、父又は母）

「日本人の配偶者等」など入管法別表第２の在留資格
手続の流れ（外国人本人の場合）

手続の流れ（所属機関の職員の場合）

マイナンバーカード

マイナンバーカードの電子証明書を活用した
公的個人認証による本人確認

認証ＩＤで
オンライン申請

依頼

マイナンバーカード及び認証ＩＤで
オンライン申請

在留申請
在留カード等郵送 利用者※
申請人
メールによる結果連絡 オンラインシステム
（在留カード等は郵送）
（在留外国人）
（所属機関の職員）

※ 事前に郵送や出頭で地方入管に利用申出を行い認証ＩＤを取得する必要あり。

申請人※
（在留外国人）

※ 事前にオンライン上で利用者情報登録を行い認証ＩＤを取得する必要あり。

利用者ごとのオンラインによる在留手続の流れ
■

在留申請
オンラインシステム

メールによる結果連絡
（在留カード等は郵送）

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan

事前の利用手続

■

郵送又は出頭による
利用申出

オンライン申請
オンライン申請

依頼

所属機関の職員
登録支援機関の職員

メールによる結果連絡
（約１週間の審査）

所属機関
の職員等

公益法人の職員



郵送や出頭により地方入管に利用申出を行う
審査の結果、承認された場合、認証IDが付与される

親族
（配偶者、子、父又は母）

申請人
（在留外国人）




申請人等
（在留外国人）





メールによる通知
（即時）

オンライン
システム

ＭＮＣの本人確認し、利用者情報登録
登録後、即時に認証ＩＤが付与される
法定代理人や親族は、自身のＭＮＣを利用

申請人等
（在留外国人）





行政書士

メールによる通知
（即時）



オンライン
システム

7 日本行政
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申請人
（在留外国人）

入管に届出を行った弁護士・行政書士に付与される申請



オンライン
システム

オンライン申請

依頼

等取次者証明書番号で本人確認し、利用者情報登録


メールによる結果連絡

（在留カード等郵送）

ＭＮＣ及び認証ＩＤで本人確認し、オンライン申請
申請中にＭＮＣの有効期限が切れた場合、認証ＩＤでログイン
法定代理人や親族は、自身のＭＮＣを利用

オンラインによる
利用者情報登録

弁護士
行政書士

システム

オンライン申請

※MNC＝マイナンバーカードの略

弁護士

メールによる結果連絡
オンライン
（在留カード等郵送）

所属機関
の職員等

認証ＩＤで本人確認し、オンライン申請
登録支援機関や公益法人の職員は所属機関から依頼を受ける必要あり

オンラインによる
利用者情報登録

外国人本人
法定代理人

在留カード等郵送

地方入管

在留カード等
郵送

弁護士
行政書士

メールによる結果連絡
（在留カード等郵送）

オンライン
システム

認証ＩＤで本人確認し、オンライン申請

登録後、即時に認証ＩＤが付与される
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出入国在留管理庁

オンライン申請の利用申出の提出書類等の見直しについて

Immigration Services Agency of Japan

■ 利用申出の承認要件の見直しの概要

ＢＥＦＯＲＥ

ＡＦＴＥＲ

＜ 所属機関（公益法人又は登録支援機関）の要件 ＞

＜ 所属機関（公益法人又は登録支援機関）の承認要件 ＞

１

オンライン申請の対象となる外国人の所属機関であること（所属機関のみ）

２

過去3年間の内に複数回の在留申請を行っていること（所属機関のみ）

１ 申請等取次者の承認要件を満たしていること

３

機関又は役員が出入国又は労働関係法令で罰金以上の刑に処せられたことが

２ 外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っているこ

ある場合、執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して

と。外国人雇用状況届出を行わなければならない事業主

５年を経過していること
４

役員の方が禁錮以上の刑に処せられたことがある場合、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過していること

５

過去３年間、外国人を適法に雇用又は受け入れていること（所属機関のみ）

６

過去３年間、在留資格を取り消された外国人の取消に関与していないこと
（所属機関のみ）

７

外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。外国人雇用状況届
出を行わなければならない事業主においては、同届出を行っていること（所
属機関のみ）

においては、同届出を行っていること（所属機関のみ）
３ 誓約書の提出があること
４ カテゴリー３の機関においては、経営状況、財務状況
等の観点から、安定的・継続的に事業が運営されている
ことが認められること（所属機関のみ）
５ カテゴリー４の機関においては、経営状況、財務状況

８

誓約書の提出があること

等の観点から、安定的・継続的に事業が運営されること

９

カテゴリー３の機関においては、経営状況、財務状況等の観点から、安定

が見込まれること（所属機関のみ）

的・継続的に事業が運営されていることが提出資料から認められること（所属
機関のみ）

＜ 利用申出人の要件 ＞
○

過去に承認の抹消歴（離職した場合など、本人からの申出によるものは除き
ます。）がある場合には、抹消の日から１年が経過していること

＜ 利用申出人の承認要件 ＞
○ 利用申出人が申請等取次者証明書を有していること又
は申請等取次者の承認要件を満たしていること

※ 要件を見直した箇所には下線を引いています。

民間サービス(マイナポータル申請ＡＰＩ)経由のオンライン申請について

出入国在留管理庁

Immigration Services Agency of Japan

■確認方法
令和４年３月末から、マイナンバーカードを所持する個人利用者の方が民間企業等が開発するサービス経由（民間サービス）で
オンライン申請を行うことができるように在留申請オンラインシステムとマイナポータル申請ＡＰＩの連携を開始します。
これにより、個人利用者の方は、①民間サービス（マイナポータル申請ＡＰＩ経由）申請 と ②在留申請オンラインシステムへの
直接申請 の2種類の方法を選択して申請することが可能となります。

個人利用者

①民間サービス（マイナポータル申請ＡＰＩ経由）申請
民間サービス

マイナポ-タル

入 管 庁
在留申請オンライン
システム

A P I
申請UI

マイナンバーカード

申請情報
連携API

利用者クライアント
※J-LISから
ダウンロード

申請情報
連携API

申請情報
連携API
署名付与

署名検証
(JPKI)

署名検証
(JPKI)

民間企業が独自に
開発するサービス
外国人本人
弁護士・行政書士
法定代理人
親族（配偶者、子、父又は母）

申請情報
入力(個別)

メール

申請情報
入力(同時)

申請情報
入力(一括)

J-LIS
公的個人認証
(JPKI)

②在留申請オンラインシステムへの直接申請

利用者登録

(個人利用者)

利用者管理

4
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社会福祉連携推進法人制度の施行について
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

令和４年４月から、社会福祉法人を始めとした複数の福祉サービス事業者が連携・協働し、地域特性に応じた新た
なサービスの創出や、福祉人材の育成・確保、物資調達の共同化など、個々の法人の経営を支援するための業務を
行う
「社会福祉連携推進法人制度」がスタートします。
本稿では、
この新たな法人制度の概要や設立に向けた手続等について御紹介させていただきます。

1

社会福祉連携推進法人制度とは
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等の福祉サービス事業者が社員となって設立された一般社団法人の

うち、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供と、③社
会福祉法人の経営基盤の強化に資することを主たる目的とする法人として、社会福祉法に基づき、認定所轄庁（都
道府県等）
による認定を受けたものを言います。
この社会福祉連携推進法人は、
ア 地域福祉支援業務

イ 災害時支援業務

ウ 経営支援業務

エ

オ 人材確保等業務

カ 物資等供給業務

貸付業務

の６つの業務を行うことができ、
このうち１つ以上の業務を行う場合に認定を受けることができます。
なお、社員には、社会福祉法人のほか、社会福祉事業を経営する法人（NPOや株式会社等。法人の種別は問い
ません。）、社会福祉事業等に従事する者の養成機関を経営する法人（学校法人等）
などが参画可能です。
ただし、
社員の過半数は社会福祉法人でなければなりません。
また、認定所轄庁は、原則として都道府県となりますが、社会福祉連携推進法人に参画する社員の主たる事務所
の所在地が１の市の区域内にある場合は市、社会福祉連携推進法人の主たる事務所が指定都市にあって、
その参

社会福祉連携推進法人（一般社団法人を認定）
【理事会】

【社会福祉連携推進評議会】

【社員総会】

法人の業務を執行・報告

意見具申・事業の評価

【社会福祉連携推進法人が行う業務（以下は例）】
①地域福祉支援業務

②災害時支援業務

・地域貢献事業の企
画・立案
・地域ニーズ調査の
実施
・事業実施に向けた
ノウハウ提供

・応急物資の備蓄・
提供
・被災施設利用者の
移送
・避難訓練
・BCP策定支援

③経営支援業務
・経営コンサルティ
ング
・財務状況の分析・
助言
・事務処理代行

会費等の支払・社員総会での議決権行使
【社員として参画できる法人の範囲】

2022. 4

④貸付業務
・社会福祉法人であ
る社員に対する資金
の貸付け

⑤人材確保等業務
・採用・募集の共同
実施
・人事交流の調整
・研修の共同実施
・現場実習等の調整

⑥物資等供給業務
・紙おむつやマスク
等の物資の一括調
達
・給食の供給

業務を通じて個々の社員の経営を支援

※ ２以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要

社会福祉法人

9 日本行政

※ 地域ニーズを反映するための意見具申機関
（評議員３名以上）

※ 法人運営に係る重要事項の議決機関
（原則１社員１議決権）

認定・指導監督

※ 日常の業務執行機関（理事６名、監事２名以上）

認定所轄庁（都道府県知事、市長（ 区長）、
指定都市の長、厚生労働大臣のいずれか）

（社員総会・理事会は意見を尊重）

社会福祉事業
を経営する法人

社会福祉を目的
とする公益事業を
経営する法人

社会福祉事業等に従事
する者の養成機関を
経営する法人
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画する社員の主たる事務所の所在地が１の都道府県の区域内にある場合は指定都市、全国規模で業務を行う場
合は厚生労働省となります。

2

社会福祉連携推進法人の行う業務
社会福祉連携推進法人は、以下の６つの業務（社会福祉連携推進業務）
を選択して実施します。
ここでお示しし

ている業務内容はあくまで例であり、具体的な業務内容については、社会福祉法及び関係法令に違反しない限り、
各法人の創意工夫に基づき自由に行うことが可能です。
また、社会福祉連携推進業務以外の業務については、社会福祉連携推進業務の実施に支障がないなど、一定の
要件を満たす場合に実施することができます。
業務名

地域福祉
支援業務

業務の概要

業務例

社会福祉法人の責務である
「地域にお ・地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施
ける公益的な取組」を含め、社員が行 ・ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハ
う地域福祉に関する取組の促進に資 ウの提供
する業務
・取組の実施状況の把握・分析
・地域住民に対する取組の周知・広報
・社員が地域の他の機関と協働を図るための調整
・社 員の経営する施設又は事業所の利用者であって、判断能力が
不十分なもの等に対する法人後見

災害時において、社員が提供する福祉
サービスに係る事業継続性の確保や
相互支援体制の整備などに資する業
災害時支援
務
業務

・災害時支援ニーズの事前把握
・業務継続計画の策定や避難訓練の実施
・被災した社員の経営する施設等に対する被害状況調査の実施
・被災施設等に対する応急的な物資の備蓄・提供
・被災施設等の利用者の他施設への移送の調整
・被災施設等で不足する人材の応援派遣の調整
・地方公共団体との連絡・調整

経営支援
業務

社員の経営の適正化又は効率化など ・社員に対する経営ノウハウ等に関するコンサルティングの実施
に資する業務
・賃 金テーブルの作成等人事・給与システムに関するコンサルティン
グの実施
・社員の財務状況の分析・助言
・社 会福祉法人会計に関する研修の実施等適正な財務会計の構
築に向けた支援
・社員の特定事務に関する事務処理の代行
・社員の施設等における外国人材の受入れ支援（介護職種に係る
技能実習の監理団体として行う業務に限る。）

貸付業務

社員（社会福祉法人に限る。）
の社会福
祉事業の継続に最低限必要と認められ
る経費であって、社会福祉事業の安定
的な運営に必要な施設・設備の改修や
職員の人件費等に係る経費の貸付け

社員が提供する福祉サービスの従事 ・社員合同での採用募集
者の確保、
その職場への定着、資質の ・出向等社員間の人事交流の調整
向上などに資する業務
・賃金テーブルや初任給等の社員間の共通化に向けた調整
人材確保等
・社員の施設等における職場体験、現場実習等の調整
業務
・社員合同での研修の実施
・社員の施設等における外国人材の受入れ支援（経営支援業務で
ある介護職種に係る技能実習の監理団体として行う業務を除く。）
社員の物資調達に係る費用の効率化、・紙おむつやマスク、消毒液等の衛生用品の一括調達
物資等供給 事務負担の軽減などに資する業務
・介護ベッドや車いす、
リフト等の介護機器の一括調達
業務
・介護記録の電子化等ICTを活用したシステムの一括調達
・社員の施設等で提供される給食の供給

2022. 4
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社会福祉連携推進法人が備えるべき組織機関等

3

社会福祉連携推進法人は、公益性の高い社会福祉法人がその運営の中心となることから、社会福祉法人と同等
の経営ガバナンスを確保するため、代表理事、理事、監事（、会計監査人）
を置くとともに、業務執行の決定は理事会
で、法人運営に係る重要事項の決定は社員総会で行う必要があります（詳細は以下のとおり。）。
このほか、社会福祉連携推進業務の実施状況等に関する意見具申・評価を行うため、地域の福祉サービスの実
情に通じた者等からなる社会福祉連携推進評議会を設置する必要があります。
また、社会福祉連携推進法人の業務運営は、社員から徴収する会費や業務委託費等により賄われることとなりま
すが、社会福祉法人と同等の経営の透明性を確保する観点から、毎会計年度、計算書類等を作成し、認定所轄庁
宛てに届け出るとともに、
これを公表する義務があります。
社員総会
（社員）

要件

社員
（法人）

理事

会計監査人

社会福祉連携推 財務管理につい ・公認会計士
進業務について て識 見を有する ・監査法人
識見を有する者等 者等

社会福祉連携
推進評議会
業務内容に応じて、
福祉サービス利用
者団体、経営者団
体、学識有識者等
から構成

２年

２年

２年

１名

６名以上

２名以上

１名以上

３名以上

理事の互選又は
社員総会の決議

社員総会の決議

社員総会の決議

社員総会の決議

社員総会の決議

２法人以上

選任
方法

監事

１年
（社員総会で別段
の決議がない場合
自動再任）

任期
員数

理事会
（理事）

代表理事

・社員の過半数は社 理事会又は社員 社員総会の決議 社員総会の決議 会計監査人につい
会福祉法人
総会の決議で解 で解任可
で解任可
ては、収益30億円
その他
・議 決権の過半数 任可
又は負債 6 0 億円
は社会福祉法人
超の場合に必置

４年

意見具申の内容及
び代表理事が諮問
を行った場合、
議事
を社員総会に報告

社会福祉連携推進法人の設立手続

4

社会福祉連携推進法人を設立する場合には、一般社団法人を設立・登記した後、当該一般社団法人として認定
所轄庁に対し、認定申請を行うこととなります。
一般社団法人設立の際には、以下の社会福祉連携推進法人としての認定基準を満たしておくことが効率的です。
（そうでない場合や既に一般社団法人であって認定基準を満たしていない場合は、認定申請の段階で、改めて社
員総会等を開催し、認定基準を満たすための定款変更等の内部手続が必要となります。）
なお、認定申請は、全国の認定所轄庁において令和４年４月１日以降、随時受け付けています（詳しくは各都道府
県又は市にお問い合わせください。）。
認定基準（社会福祉法第127条）

具体的内容

第１号

①社 会福祉連携推進業務を主たる目的としているこ ・定 款上、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進する旨
と
及び②地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及
び社会福祉法人の経営基盤の強化に資する旨が記載されて
いること
・社 会福祉連携推進業務に係る事業費が社会福祉連携推進
法人全体の事業規模の過半を超えていること

11 日 本 行 政
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第２号
第３号
第４号

第５号

5

②社 員が社会福祉法人、社会福祉事業を経営する ・社員は法人であること
者等により構成され、その過半数が社会福祉法人 ・社員は２以上であること
・社 員は、①社会福祉法人、②社会福祉法人以外の社会福祉
であること
事業を経営する法人、③その他社会福祉を目的とする福祉
サービス事業を経営する法人、④社会福祉事業等従事者を
養成する機関を経営する法人のいずれかであること
・地方自治体は社員となることができないこと
・社員の過半数が社会福祉法人であること
・議決権の過半数が社会福祉法人であること
③社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足 ・理 事会、社員総会、社会福祉連携推進評議会等必要な組織
りる知識及び能力並びに財産的基礎があること
機関が全て備わっていること
・業務運営の実施体制が確保されていること
・認 定申請を行う会計年度及びその次の会計年度において事
業支出に相当する収入が確保される見通しがあること
④社員の資格の得喪につき、不当な条件がないこと

・定 款例を参照し、定款上、社員の資格の得喪のルールが適切
に規定されていること

・定款例を参照し、必要な事項が全て記載されていること
⑤定款に必要事項が記載されていること
※社員の議決権については、
１社員１議決権を原則としつつ、
ア 社員の議決権に関する事項
①不当に差別的な取扱いではない、②社員が提供する金
イ 役員に関する事項
銭等の価額に応じた取扱いではない、③１の社員に対し、
ウ 代表理事を１人置く旨
議決権総数の半数を超える配分をしないといった要件を満
エ 理事会を置く旨及び理事会に関する事項
たす場合は、原則とは異なる取扱いも可能。
オ 事 業の規模が政令で定める基準を超える一般
※理 事の特殊関係者（配偶者、三親等以内の親族のほか、
社団法人の記載事項
事実婚の関係にある者、使用人等）が３人を超えて含まれ
カ 社 会福祉連携推進評議会を置く旨及び構成員
ず、理事及びその特殊関係者が理事総数の１／３を超え
の選任・解任の方法
て含まれてはならないこと。
キ 貸 付対象社員が予算の決定又は変更等を決定
※理 事のうち同一法人出身者は、理事総数の１／３
（社員が
するに当たって、
あらかじめ当該一般社団法人の
２の場合にあっては１／２）
を超えて含まれてはならないこ
承認を受けなければならないこととする旨
と。
ク 資産に関する事項
※残余財産の帰属先については、国、地方公共団体、他の社
ケ 会計に関する事項
会福祉連携推進法人、社会福祉法人とすること。 等
コ 解散に関する事項
サ 社会福祉連携目的取得財産残額は国又は地方
公共団体等に贈与する旨
シ 清算時に残余財産を国等に帰属させる旨
ス 定款の変更に関する事項

おわりに
以上、社会福祉連携推進法人について御紹介させていただきました。
今後、少子高齢化や人口減少等人口動態の変化が進んでいきますが、介護や保育サービスなど、国民の皆様の

暮らしを支える福祉サービスの存在は、
ますます重要な役割を担うことになります。
単身世帯の増加などにより、家族や地域社会の在り方などが変化し、個人や世帯の抱える課題が複雑化・多様化
していく中で、社会福祉法人を始めとした福祉サービス事業者は、
こうした地域ニーズの変化に的確に対応しつつ、
持続可能な経営を確保し、地域で必要とされるサービスの機能を維持・発展させていくことが求められます。
そうした中、社会福祉連携推進法人制度は、今後の地域ニーズの変化に対応し、
より良い地域づくりを進めていく
ため、
あるいは、法人の経営基盤の強化を図るために、社会福祉法人等の福祉サービス事業者が将来への備えを
確保していくツールの一つとして創設いたしました。
関係者の皆様には、是非、社会福祉連携推進法人の仕組みをまずは知っていただき、今後の事業展開を検討し
ていく中で、積極的かつ有効に活用していただくことを期待しています。
厚生労働省としても、今後、全国の取組事例について情報収集を行いながら、積極的に情報発信をしていきたいと
考えています。
（社会福祉連携推進法人制度については、厚生労働省ホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_
20378.html）
においても、制度の解説動画や関係法令などの情報発信を行っています。御関心のある方は、是非御
参照いただければ幸いです。）
2022. 4
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T o p i c s

令和 3 年度「行政書士制度広報月間」実施報告
＜広報部＞

本会では、10 月１日から同月 31 日までを「行政書士制度広報月間」と定め、総務省の後援を
いただき、全国の自治体及び各単位会の御協力の下、広く国民に行政書士の存在をアピールし、
制度の普及・浸透を図る活動を推進しています。その活動のうち、電話による無料相談「行政書
士電話相談」は、昭和 55 年の開設以降、今回で 42 回目となりました。
前年度に引き続き、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、十分な活動が行う
ことが難しい状況でしたが、各単位会においては感染防止対策を徹底し、できる限りの PR 活動
を実施していただきました。
以下に、令和３年度「行政書士制度広報月間」中に行われた「行政書士電話相談」及び PR 活
動について、各単位会の実施結果及び総評等を取りまとめて御報告します。
なお、本集計結果は所定の様式による各単位会からの報告書データを基に集計したものです。

日行連における活動

２．実施日時

Ⅰ．PR 活動

42 単位会から実施日の報告があり、本会の

報道機関約 80 社に報道リリースを送付する

実施要綱に基づき 10 月１日のみを実施日とし

とともに、総務省及び各都道府県庁に行政書士

たのは 12 単位会、それ以外の１日のみ実施し

制度広報月間に係る文書を送付した。

たのは５単位会。また、複数日にわたり実施し

また、「頼れる街の法律家」にふさわしい知

た単位会は 25 単位会であった。

的で柔和な雰囲気を持つフリーキャスターの伊
藤聡子さんをモデルに起用して行政書士制度Ｐ
Ｒポスターを作成し、各単位会や関係機関等へ

３．実施場所
27 単位会が各単位会事務局を実施場所とし、

配付するとともに、伊藤さん出演の行政書士制

事務局以外に支部や会員事務所等を会場として

度 PR 動画を制作し、ホームページ上で公開し

複数箇所で行った単位会は 15 単位会であった。

た。
そのほか、法規監察部と連携して非行政書士
排除に関するポスターを作成し、ポスターデー
タ及びサンプルポスターを各単位会に提供し
た。

４．実施日数及び回答スタッフ（相談対応人員）
人数
期間中の実施日数は１単位会あたり平均７日
であった。回答スタッフ延べ人数は、日数や実
施形態の違いから単位会により大きくばらつき

各単位会における活動

があり、最も少なかった単位会は１名、最も多

Ⅰ．行政書士電話相談

かった単位会は 148 名、期間中の全国合計は

１．実施単位会

815 名となった。１単位会あたりの単純平均で

「行政書士電話相談」について回答のあった
47 単位会中、42 単位会で実施された。
13 日 本 行 政

2022. 4

は、期間中延べ 19 名のスタッフが対応したと
の結果となった。
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５．相談受付件数

意見があった（「特にない」旨の回答及び未記

総数 1,062 件の相談が寄せられ、内訳は「権

入であった単位会は、計 28 単位会であった。）。

利義務・事実証明」が 788 件（74％）、「許認可
Ⅱ．PR 活動

関係」が 274 件（26％）であった。
「権利義務・事実証明」では、「遺言・相続」
に関する相談が 542 件（69%）と最も多く、次

１．イベント会場
全単位会で実施された無料相談の受付会場

いで「不動産関係」121 件（15%）、
「各種契約」

は、電話と対面を合わせると全国で 1407 か所

38 件（５%）、
「戸籍関係」が 11 件（１％）、
「会

を数えた（前年比 160％）。そのうち、電話に

計記帳・定款・内容証明」が１件（0.1%）であっ

よる無料相談の会場は 804 か所、対面による無

た（「その他」を除く）。

料相談の会場は 603 か所であった。

「許認可関係」では、
「農地転用」が 25 件（９％）

本会が作成した行政書士制度 PR ポスターは

と最も多く、次いで「入管関係」が 23 件（８％）、

全国に配布され、その内訳は、単位会事務局以

「建設・風営」10 件（４%）、「土地開発」、「自

外に公的施設 12,567 枚、駅・店頭 360 枚、会

動車関係」がともに７件（３％）、「法人設立」

員事務所 40,909 枚となった。全国総配布枚数

が５件（２％）であった（「その他」を除く）。

は 62,095 枚となった（前年比 105％）
。また、チ

その他の事例として、コロナ支援対策に係る

ラシや PR グッズを配布した単位会は 40 単位会

相談や成年後見に関する相談が多く見られた。
電話無料相談における項目別相談件数
遺言・相続

２．相談受付件数
542

不動産関係

電話無料相談と対面無料相談を合わせ、総数

121

各種契約

38

農地転用

25

入管関係

23

戸籍関係

11

建設・風営

10

自動車関係

7

土地開発

7

法人設立

5

会計記帳・定款・内容証明

1

知的財産

0

で 4,598 件の相談が寄せられた（前年比 113％）
。
そのうち電話は前記のとおり、1,062 件（23％）
、
対面は 3,536 件（77％）であった。
３．広告媒体
47 単位会が、自治体広報紙（誌）を含むマ

その他

スコミ媒体に広告を出した。内訳は、自治体広

272
0

であった。

100

200

300

400

500

600

報紙（誌）26 単位会、新聞広告 41 単位会、テ
レビ広告 12 単位会、ラジオ広告 11 単位会であっ

６．問題点等

た。

14 単位会から問題点等に関する意見が寄せ

一方、マスコミによる報道は、新聞報道 15

られた。内容は、コロナ感染防止対策、事前予

単位会、テレビ報道６単位会、ラジオ報道７単

約制の周知徹底、相談が集中した際の相談員や

位会であった。

電話回線の確保、告知方法の在り方等について
課題を認識したとの意見があった。

広告媒体の利用や配布物の作成等に要した経
費について、最も少なかった単位会は０円、最

その他、電話相談では資料の確認に限界があ

も多かった単位会は 7,169,700 円で、全国総額

る、コロナ感染防止対策として相談員を別の場

は 42,666,522 円であり、１単位会あたりの単純

所に配置して対応したところ、相談が集中した

平均は 907,798 円であった。

際に相談員に取り次ぐ作業に時間を要した等の

2022. 4
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全体の総評及び今後の課題について
令和３年度、各単位会において実施された広報月間事業に関するアンケート結果（全体の総評及
び今後の課題）について、御紹介いたします。
を始め国・道の官公署を訪問し、行政書士制度

北海道行政書士会 

の周知活動を行っていたが、コロナウイルス感
染拡大防止の観点から、訪問を取り止めて、ポ
スターの配付等を全て郵送にて対応を図った。
無料相談会の開催についても相談者の感染予防
を考慮し、また会場の公共施設が休館となった
ことから開催を見送ることとした。
（旭川支部）
新型コロナウイルス感染防止策として消毒・マ
スク着用を徹底し、ポスター・パンフレットを
各地区の官公庁等に配付し、行政書士の活動に

官公庁等への訪問は、コロナ禍のため郵送でも

ついて周知を行った。次年度以降、広告掲載等

対応可能としたところ、約 80 か所のうち半数

についても検討し、広報活動を行う予定として

が郵送対応となった。一方、訪問した先からは

いる。

セミナー開催依頼や農地法に強い行政書士リス

コロナ禍ではあったが、精力的に訪問し PR す

トについての問合せ等があり、無料相談会も多

ることができた。

くの方が訪れたことから、対面活動から一歩進

コロナ対策として、無料相談会は収容 50 名の

んだ広報活動につながると感じた。

会場で開催した。相談者と会員のテーブルは１

（札幌支部）



（網走支部）
（室蘭支部）

ｍ以上離して設置し、相談が終了するたびにア
（苫小牧支部）

たまたま緊急事態宣言が解除された時期であっ

ルコール消毒を実施した。

たため、客足は多かったと思われる。また、緊

例年、十勝管内の官公署等約 120 か所を訪問し、

急事態宣言の期間が長かったせいか、相談意欲

広報・監察活動を行っている。本年度は新型コ

が平常時よりも強く感じられた。マスク・消毒

ロナウイルス感染拡大防止のため、訪問を自粛

液等の感染対策を十分に行って相談に応じた。

し、郵送にて制度周知を図った。コロナ禍での

できれば小樽市内だけではなく、郡部でも開催

試みとして、無料電話相談を受け付け、支部理

をしたいが、過去に試みた際に、田舎では相談

事が対応した。広報月間中は、具体的な監察活

に行くと身元が明らかになる可能性が高く、相

動が行えず、非行政書士行為の情報収集まで至

談したくてもできないという声が聞かれたた

らなかったが、今後機会を捉え、引き続き非行

め、なかなか実施に踏み切れないでいる。

政書士行為防止及び制度周知に努めたいと考え

（小樽支部）



例年９月から 10 月にかけて支部管内の市町村
15 日 本 行 政
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ウイルス感染拡大防止に努めた。 （釧路支部）

談ブースの設置ができておらず、相談者を待た

本年度の活動は、コロナウイルス感染防止のた

せてしまう場面もあり、次回に向けて改善して

め関係各所への訪問は行わず、ポスター等の広

いく必要がある。電話相談についても事前の周

報グッズを郵送するにとどまった。毎年訪問し

知が重要であるため、実施する場合には、その

て話をしていると、相手方の担当者の反応もす

点を考慮して実施したいと考えている。官公庁

ぐわかり、対応ができるが、今回は残念ながら

等への訪問については、コロナ禍の影響で訪問

一方通行となってしまった。次年度は、本年度

先を減らしたり､ 訪問に参加する会員の人数を

分も含めて積極的な訪問活動を実施したいと考

制限したりして実施した。次年度以降はコロナ

えている。年度内には、コロナの感染状況を勘

の影響を受けずに訪問ができるようになり、広

案しながら「公務員向け入会案内」を持参して

報活動が活発にできればと考えている。

管内の市町を訪問する予定としている。
（根室支部）



岩手県行政書士会 

秋田県行政書士会 

本年度は新型コロナウイルス感染症の流行によ
り、官公署及び各種団体への訪問を取り止め
て、郵送等の対応に切り替えた。また例年、本
無料相談会についてはコロナ禍の影響もあり、

会において開催している対面方式の無料相談会

対面による相談と電話による相談とを各支部の

を中止するなどの影響を受けた。電話無料相談

判断に基づき行った。その結果、対面による相

においても会場となる本会事務局が「密」にな

談については、一定のニーズがあると感じら

ることを避けるため、事務局には受付担当の会

れ、事前の広報・新聞広告の効果もあって相談

員２名のみを配置し、相談員は個人事務所でオ

件数も多かった。電話相談については、事前の

ンライン会議システムに参加しながら相談を待

周知が徹底しなかったため相談件数は少なかっ

ち、回答する際には相談内容に精通した担当相

た。今後の課題として、対面相談の場合に相談

談員を選定の上、担当相談員から相談者に架電

者が集中する時間帯があり、それに見合った相

をするという体制で開催した。結果として、相
2022. 4
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談が集中する時間帯の電話の混雑を緩和できた

本年度は、コロナウイルス感染防止のため、主

ほか、相談員も自らの得意とする業務に関する

に郵送等の対応となり、予定していた広報活動

相談に専念でき、相談者にもより満足いただけ

が十分にできなかった。しかし、他の事業を通

る内容になったのでないかと考えている。ま

じて本会と関係各所の間にオンラインでやりと

た、各支部に対しても、文書等の郵送を推奨

りする機会が生まれ、相互に情報交換や PR を

し、相談会については各地域の感染状況を考慮

発信しやすい状況となった。これは、今までに

の上、開催を見送っても差し支えないものとし

ない形態によるリアルタイムでの情報交換であ

た。このため、例年よりは活動全体が縮小した

り、双方にとってより有効な関係を築ける相乗

感もあるが、でき得る範囲内で活動できたもの

効果も得られたように思う。今後は、オンライ

と思われる。

ンでの機会を通じて、あるいはソーシャルネッ
トワークの活用による PR 活動も検討する必要

青森県行政書士会 

があると考えている。
宮城県行政書士会 

令和３年９月１日から同月末日まで、青森県内
ではコロナ禍のため公共施設が全館使用中止と
なったこともあり、３密回避のため消極的な活
動とならざるを得なかった。その中で、他士業
と合同で開催された対面での相談会では一定の
成果が見られた。

・コロナウイルス感染拡大防止等のため、無料
相談会を開催しない支部があった。
・本会では、ホームページと新聞広告により、

福島県行政書士会 

本会と支部の無料相談会を広報し、県民に行
政書士制度の普及・浸透を図る活動を推進し
た。
・本会における「電話無料相談」は、女性相談
専用電話と一般用電話を設置し、相談件数は
12 件であった。支部では、官公署等にポス
ター掲示、チラシ配布、自治体広報誌・新聞
等への掲載をし、相談件数は権利義務・事実
証明 63 件、許認可関係３件であった。

17 日 本 行 政
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山形県行政書士会 

東京都行政書士会 

本年度の無料相談会は、コロナ禍の影響を考慮
して、昨年度に引き続きフェスタなどの大人数
が集まるイベント等を中止し、相談会を各地で
行うこととした。その際、新型コロナウイルス
感染対策として会場の入退場時の消毒の徹底、

本会では新型コロナウイルス感染拡大防止の観

飛沫防止のパーテーションを設置するなどの対

点から、例年開催していた東京都庁内での無料

策を徹底した。PR 活動については、官公署へ

相談会を昨年に引き続き中止とした。また、各

ポスター、チラシの配付を行った。どの窓口も

支部で予定をしていた街頭無料相談会も会場の

協力的で、ポスターの掲示をしていただけた。

都合等により中止となるものが多かったため、

またテレビ、ラジオなどのメディアを利用し、

新聞の折込チラシ（都庁無料相談会と各支部の

相談会開催の周知を行った。その成果として、

無料相談会の日程を記載したもの）も取り止め

それらを見聞きした人が相談会に来場されるな

とした。無料相談会の案内については本会の

ど、一定の効果があった。全体的に効果的な広

ホームページを活用し、相談会日程表の掲示、

報活動ができたと感じているが、相談内容のほ

開催予定の変更等の情報を随時発信した。本年

とんどが相続に関する相談であり、他の業務に

度の広報月間中において、都内ではコロナ禍に

関する PR がもっと必要であると思った。幅広

より、多くの人を集める形式の無料相談会は開

く周知していく方策を検討する必要があると思

催しづらい状況だったが、「検温、手指消毒、

う。

三密の回避」を徹底し、クラスターを発生させ
ないこと、相談者と相談員の安全を守ることを
最重要課題としつつ、相談会を開催することに
重点を置いた。そのため、例年に比べて相談件
数自体は減少した（昨年度比ではほぼ変わら
ず）が、必要な対策はできたのではないかと考
えている。本会としての街頭無料相談会は開催
できなかったが、各支部においては相談会以外
2022. 4
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の取組やオンラインでの相談会等を開催してい

に注力することができた。ラジオ番組や新テレ

た。まだまだ検討しなければならないことも多

ビ CM の放送・放映はあらゆる層にアプロー

いが、試行錯誤しながら新しい様式に対応すべ

チができると思う。今後も様々なメディアを駆

く進んでいきたいと考えている。

使することにより、行政書士の存在を周知し、認
知度を高めていくことができると確信している。

神奈川県行政書士会 
千葉県行政書士会 

毎年 10 月の第２金・土曜日に横浜そごう前新
都市センター広場で開催していた「行政書士
フェスタ」は新型コロナウイルスの影響で、昨

相談件数は前々年 208 件、前年 60 件、本年 48

年に引き続き開催を中止とした。FM ヨコハマ

件と微減した。昨年と同様、新型コロナウイル

にて、「にゃんとも頼れる！行政書士」という

ス感染対策のため対面相談はほとんど行われ

５分間のラジオ番組（毎月第３、４木曜日）の

ず、電話無料相談とオンライン会議システムを

放送を開始した。番組内ではテーマに沿って、

利用して行われた。新型コロナウイルス感染症

行政書士の業務を紹介するほか、毎回、番組の

の感染拡大が収まらなければ、次年度も同様で

最後に電話相談窓口である「市民相談センター」

あることが予想される。

（毎週火・水・木曜日）の案内をしている。ま
た、新 CM も制作し、テレビ神奈川での放映

茨城県行政書士会 

も 10 月３日から開始した。放映回数も通常の
月３回に加え、スポット的に月８回程度放映す
るなど、より多くの県民の目に触れるよう工夫
している。地域紙であるタウンニュースに各支
部長の取材インタビュー記事をエリアごとに掲
載し、行政書士制度のアピールを行った。タウ
ンニュース WEB 版にも掲載し、Facebook で
の発信も行った。コロナ禍で対面でのイベント、
相談会等ができない難しい状況だったが、普段
ではなかなか実施することができない広報活動
19 日 本 行 政
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農地で悩んでませんか？」と大きく掲載し、

場に減少した。当然に会場にはアルコール消毒

昨年からの相続関係に加え、農地関係も強く

液を準備し、相談者ともパーテーション越しに

PR した。

対応した。10 月１日に実施した電話相談会も３

・PR グッズのクリアファイルが好評だった。

会場となった。対面での無料相談は、相談件数

・地元ラジオ局に取り上げてもらい、出演した。

が例年より多くなったが、その背景にはコロナ

・新型コロナウイルス感染対策については、ア

禍で相談をする機会が減少していることが理由

ルコール消毒液を各支部に配付して相談会に

ではないかと推測している。このような世相に

臨んだ。また、広報用チラシ並びに新聞広告

おいても、対策を施した上で相談会を実施する

には、新型コロナウイルスに関する注意喚起

ことが、県民の利便に資する行政書士としての

文を掲載した。

認知度を高めていくのだと感じた。

・ワクチン接種も進み、第５波後だったことも
あり、相談数は昨年及び一昨年より増加した。

埼玉県行政書士会 

・相 談内容は例年同様に遺言・相続が一番多
かった。
栃木県行政書士会 

例年どおり、県内全 23 支部において対面式の
無料相談会を実施した。会場は 30 か所で、事
前 PR として、９月中に公共機関へポスターの
掲示やチラシの設置、自治体の広報誌に無料相
談会案内の掲載をお願いした。また、テレビ埼
玉に本会会長と広報部員が出演し、行政書士制
度並びに広報月間無料相談会開催の PR を行っ
た。ユキマサくんのマスクケースと除菌ジェル
を視聴者プレゼントにしたところ、666 名から
応募があった。無料相談会会場においては、昨
例年と同様に、会館建物に懸垂幕、JR 宇都宮

年と同様に各会場ともアルコール消毒液やアク

駅に横断幕を設置して、広報月間である旨の周

リル板、マスクなどを用意し、相談員の人数を

知を行った。無料相談会は、計画時期である７

減らすなど、新型コロナウイルス感染拡大防止

～９月に新型コロナウイルス感染症が拡大して

策を講じた。全体の相談件数は昨年に比べ 70

おり、先行きが不透明であったため、支部の同

件程度増加した。増加の要因は緊急事態宣言が

意を得ることが難しく、昨年の９会場から３会

解除された影響が大きいと思われる。しかし、
2022. 4
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以前は 500 件以上の相談を受けた年もあり、コ

であった。）。

ロナ禍前の相談件数に戻る日を期待したい。次
年度以降の行政書士制度広報月間にあたって

長野県行政書士会 

は、様々な媒体を活用して PR 活動を行い、広
報の効果を検証しつつ、行政書士制度の周知に
取り組んでいきたい。
群馬県行政書士会 

対面相談はコロナ対策のため予約制とし、相談
員の人数を制限して、換気、アルコール消毒の
徹底、更にパーテーションを使用して実施した。
また、一部の会場では電話相談に切り替えて対
応した（急遽変更したため、周知が難しかっ
た。）。広報については、昨年度に引き続き、日
本郵便（株）信越支社に要請し、郵便局でのポ
・ある支部では相談員の世代交代、新旧の相談

スター掲示を行った。今後も新聞広告 ･ 自治体

員の交代を円滑に推進することが課題である

広報誌 ･TV スポット CM 等効果的な広報活動

として、「新規相談員養成のための相談員実

を行い、更に SNS などのデジタルツールの活

務実習制度」を導入、実施しながら相談員の

用も検討していきたい。

資質向上に努めている。
・法教育に関して、学校の先生方に行政書士が

山梨県行政書士会 

法教育を行うことを理解していただくために
は、行政書士の仕事内容について世間一般へ
の PR 活動が重要であると痛感している。
・無 料相談会を知った理由は、新聞告知が８
割、知人からなどが２割、行政書士会のホー
ムページからというのは皆無であるのが現状
である。
・昨 年度の対面相談件数（78 件）と本年度件
数（106 件）を比較すると前年比 135.9％（＋
28 件）であった。本年度の相談内容構成比
率は、遺言相続（63.2%）
・不動産関係（18.9%）
と不動産関係の相談比率が増大した（ちなみ

昨年に続き、電話無料相談を２日間実施した。

に昨年の不動産関係の相談構成比率は 7.7%

今回は月次支援金の相談に備え、相談員を配置

21 日 本 行 政
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したが、相談はなかった。また、相談員の感染
防止対策のため、各会議室等の電話を使用し、

新潟県行政書士会 

人員が密にならないように工夫した。無料相談
の告知については、９割程度が市町村広報誌
だったことを踏まえ、広報誌への掲載依頼は続
けていきたい。本会のホームページで告知もし
たが、ホームページへの掲載の際に使用できる
ようなイラストや動画など、各単位会で使える
ものがあると非常に便利だと思う。ユキマサく
んのイラストなどは、頻繁に活用している。
静岡県行政書士会 

・相談者を待たせることなく、スムーズに対応
できた。
・新型コロナウイルス感染防止対策（検温、手
指消毒、パーテーション設置、アクリル板設
置）を徹底した。
愛知県行政書士会 

前年度と同様に、県下全国版の静岡新聞題字
下広告を年間 12 回掲載した。一昨年作成した
静岡会の TV スポット CM を３本、静岡第一
テレビの「24 時間テレビ」に協賛し、8/18 ～
8/22 に放送したことで 10 月の広報月間に弾み
をつけた。10 月の広報月間では、同様のテレ
ビスポット CM を静岡第一テレビで 17 本実施
した。本会の無料相談は電話で行い、各支部で

例年どおり、10 月２日に愛知県行政書士会館

は感染防止のための工夫をしながら対面無料相

において、運営３名・相談員６名で電話相談

談を行った。

会を開催した。告知については、前日までに
NHK ラジオで流していただけたほか、同局
テレビで当日取材の上、相談会の様子が昼の
ニュースで放映されるなど、効果的な広報活動
ができた。放送後、相談会として用意していた
電話５回線は呼び出し音が鳴りやむことがな
く、結果、相談件数は例年ならば 10 ～ 20 件の
2022. 4
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ところ、本年は 58 件と飛躍的に伸びた。内容

集い、共に学ばせていただく機会にもなる。次

的には、やはり相続関係が大多数を占め、その

年度も工夫して取り組んでいきたいと思う。最

他に遺言関係・成年後見関係が寄せられた。ま

後に、今後、多くの方が相続を経験する大相続

た、相談者は愛知県下にとどまらず、テレビ放

時代を迎えると表現されることがある。行政書

送があったためか他県からの相談もあり、他県

士の役割を通して、また、必要に応じて他士業

からの相談者に対しては回答した上で、住所地

の方とも協力して、各会員が良い仕事をするこ

の行政書士会の電話番号も案内した。本年は相

とがお客様のためになり、ひいては「行政書士

談員に多くの負担をかけてしまったが、例年以

さんに頼んで良かった」という地道な広報にも

上に行政書士の存在及び有益性を県民の皆様に

なると考えている。本会においては近年、法務

広報できたと思う。

部を新設し、相続の環境整備にも取り組みつつ
ある。広報月間もさることながら、日頃の取組

岐阜県行政書士会 

の中で良い役割を担っていければと思う。
三重県行政書士会 

近年の広報月間における本会の取組は、本会が
電話相談、各支部が会場での相談会という傾向
がある。本会・各支部ともに広報活動を行い、

本年も新型コロナウイルスの影響で、無料相談

コロナ禍によりやむを得ず取りやめた支部を除

会を開催しない支部があった。広報グッズにつ

いて、工夫して実施した。例年の相談会は、事

いては、ショッピングセンター等での配布をや

業主の方の許認可の相談より、相続や農地の手

め、自治体窓口に設置していただき配布した。

続など生活の中での相談が多いことから、新聞

相談会を開催した支部については、マスク着用、

広告は柔らかめで年長者の方に親しみを感じて

検温、消毒を徹底した。無料相談会については、

いただけるようなデザインで制作した。また、

電話無料相談など開催方法を検討していく必要

市町の広報誌等も掲載の御協力をいただいた。

を感じた。

当日は電話相談会やショッピングセンターの対
面相談会において、多数の方に御利用いただき、
感謝している。相談会は相談者の「ちょっと聞
いてみたい」に応える社会貢献活動の一環です
が、日頃、異なる事務所の会員が相談員として
23 日 本 行 政
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福井県行政書士会 

本会では当初、対面の相談を県内各会場で行う
予定であったが、準備段階の８月から９月にか
けて新型コロナウイルスの感染拡大が見られた
ことから、対面での相談会は全て中止すること
とした。電話相談については例年どおり実施し、
主に相続関係の相談が多く見られたものの、コ
ロナ関連の相談等もあり、本当に困っている方

例年、相談会の会場としていた市役所ホールが、

にとって、必要な相談会であったと実感した。

コロナワクチン接種会場となったため使用でき

また、前年度に引き続き、オンライン相談を実

ず、会場を変更したところ、例年に比べ相談者

施し、こちらは３件の相談があった。オンライ

が減少した。各会場とも前年同様にアクリル板、

ン相談はコロナ禍において有用であるととも

消毒液を用意し、コロナ感染防止対策を講じて

に、遠方にお住まいの方にとって、相手の顔を

相談会を実施した。相談内容は例年どおり相続

見て相談したいというニーズがあることも判明

関係の相談が多かった。テレビ、新聞等の報道

したため、今後もこの形式の相談会は続けてい

機関には、相談会用のチラシを作成し、それを

きたいと思う。また、前年度と同様に、本年度

持参して PR に努めた。今回はコロナ禍の影響

も相談会の集客というよりも、行政書士制度を

でやむを得なかったが、会場の利便性が相談者

周知する広報活動に重点を置き、新聞広告では

の来場に大きく影響を受ける結果となった。

テレビ CM と連動させ、かつインパクトのあ
るキャッチコピーにより、見る者の視覚に訴え

石川県行政書士会 

る広告デザイン（全 15 段カラー広告）を制作・
掲載した。また、前年度に引き続き、急速に進
むデジタル化の中で、本当に困ったときに頼り
になるのは人（行政書士）であるということを
テーマとしたテレビ CM を放映した。今後の
広報活動の在り方としては、コロナ禍の状況に
よって大きく変わっていくと思われるが、その
時の状況に応じた広報活動を模索しながら、本
当に必要としている方に届くような情報発信を
行っていきたいと考えている。
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富山県行政書士会 

ため、10 月初旬の活動については、制限を余
儀なくされる場面もあったが、おおむね予定ど
おり実施できた。無料相談会は、できる限り予
約制で実施することで、直前の変更にも対応で
きるようにしたが、その影響もあり、例年よ
り相談件数が減少した。広報月間の準備とし
て、各関係機関への周知活動が主に郵送等の非
対面活動となってしまったことが、仕方がない

相談者は主に、午前中に集中する傾向があるた

こととはいえ、悔いが残った。電話や後日訪問

め、開設時間の設定は今後の課題ではないかと

などでフォローしているが、対面で活動するこ

思う。相談会の告知方法に関しては、回覧板が

との重要性を改めて認識する結果となった。今

最も効果があった。やはり、地域密着を重要視

後、どのような状況になっていくかは不明だが、

するのであれば、相談会場は地域ごとに設置し

オンラインを活用し、関係性を強固にしていける

ていくのが効果的ではないかと思う。相談者が

よう普段からの活動が重要であると感じた。

車で来場されることがあるため、駐車場の確保
が必要であると思う。コロナ対策としては、各

大阪府行政書士会 

相談ブース間にパーテーションを設置し、相談
者と相談員の間にもアクリル板を設置した。あ
わせて、会場に消毒液を備え置いた。
滋賀県行政書士会 

本年度は、行政書士の認知度向上のために、10
月５日の日本経済新聞朝刊に広告記事を掲載し
た。近畿圏内での発行ではあったが、約 45 万
部発行されており、多くの方に「行政書士」の
文言を見ていただき、大いにアピールできたと
思う。その他には、大阪メトロ（地下鉄）の車
内ガイド放送について、「行政書士による無料
新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに

相談、大阪府行政書士会にお越しの方は次の駅

則り、相談者、対応者ともに対策を講じること

を御利用ください」と１か月に約１万１千回余

で、広報月間活動をニーズに沿った内容で実施

り放送した。行政書士の知名度向上にもつなが

することができた。コロナ禍であるからこその

り、その意味では車内ガイド放送は有用である

相談内容もあり、相談者から感謝の言葉をいた

と考えている。例年どおり、関係各所にはポス

だいている。直前に緊急事態宣言が解除された

ターやグッズを持参して挨拶に伺い、訪問でき

25 日 本 行 政
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ない団体については郵送で対応し、行政書士制
度の PR を行った。また、広報月間中に対面の

奈良県行政書士会 

無料相談会も開催し、パーテーションの設置、
フェイスシールドの着用、アルコール消毒など
感染防止対策を徹底して対応した。
京都府行政書士会 

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、市民と
触れ合う形の大々的なキャンペーンは行いにく
く、消極的な活動になったことは否めない。他
の単位会の活動方法を聞いてみると、SNS を
活用した広報に注力されたようで、今後、本会
としても活用の道を模索したい。
本会及び各支部において、行政書士制度広報月
間 PR ポスターを持参し、関係各所に掲出依頼

和歌山県行政書士会 

のための訪問を実施した。コロナ禍を機に、改
めて配付先の取捨選択と配付方法の見直しも
行った。受託業務に関連する部署に限定したり、
郵送配付を活用したり、訪問を控えて配付先の
増加に対応したりしたことにより、ポスター配
付の合理化を図ることができた。無料相談会に
おいては、会場準備の期間が８～９月中の緊急
事態宣言発令中であったため、会場を予約する
ことができず、結果的に無料相談会を実施する
ことができなかった事例を確認している。また、

例年同様、県下８支部において広報月間中に各

緊急事態宣言は解除されたものの、感染対策は

官公署（県庁、市町村役場、警察署、保健所等）

徹底しなければならないため、無料相談に従事

を訪問し、各担当者と対面して行政書士制度の

する会員にとっては、精神的にも物理的にも負

PR を行うとともに、非行政書士排除の要請も

担が大きい状態が続いている。一方で、コロナ

行った。今回も、新型コロナウイルス感染拡大

禍が落ち着く頃に向けて、より盛大な相談会を

防止の観点から、必要最小限の人数で訪問した。

開催できるよう準備しているとの声もあった。

このような状況下でも担当者の方々とお会いし
て意見交換、情報交換をすることが官公署との
良好な関係構築につながると考えており、今後
も引き続き積極的な広報活動に努めたいと考え
2022. 4

05-2_日本行政_Topics_今後の課題_p15-33.indd

26

No.593 日本行政

26

2022/03/09

19:38:36

Topics

ている。なお、本会主催の無料相談会よりも、

第６波が来ると言われているが、これまでの経

各支部開催の相談会での相談件数が多く、和歌

験を踏まえ、今から対策を考え、臨機応変に対

山県の特性がここに表れているように感じてい

応できるようにしたい。

る。これを参考に、本会でも無料相談会の在り
方（特に相談会場の検討など）についても、今
後検討の余地があると思っている。

鳥取県行政書士会 
地方においても身近に感染拡大を実感する環境
の中での広報月間となり、例年行ってきた会場

兵庫県行政書士会 

に人を集めての対面型の無料相談会の開催は困
難との判断からやむを得ず中止とした。また、
官公署等の訪問も原則一人で対応することと
し、関係団体への広報物の配付については郵送
とした。電話無料相談会は、民法等の一部改正
による相続登記義務化等の法制定に係る相談が
増加するものと考えていたが、例年並みの相談
件数であり広報活動の不足を感じた。今回、都
市計画法関係業務に係る申請者の実態につい
て、日行連会長名義の協力依頼文書を持参し、
県・市町の調査を行ったが、一部窓口において

兵庫県では９月末まで緊急事態宣言が発令して

未だ行政書士の役割を理解されていないところ

いたため、10 月から始まる広報月間の準備を

が見受けられた。行政書士会の広報に関し「月

緊急事態宣言もしくはまん延防止等重点措置の

間ありき」の状態から、日頃、地域における広

対象になっている前提で進めていくことになっ

報活動の中心となる無料相談拠点の設置等の検

た。相談会ではパーテーションや消毒液など感

討をする必要があると思われた。

染対策を施しながら進めた。公開セミナーでは
完全オンラインで実施した。コロナ禍の中で各

島根県行政書士会 

種イベントや事業が中止されていく中、県民や
企業の皆様の支援をするために我々の活動をや
めることは適切ではないと考えている。そこで、
中止をせずにどうやったら開催できるのかとい
う思考で運営することができたのは良かった点
だと思う。しかし、例年よりも相談件数は減少
していたものと思われる。事前告知を徹底する、
もしくはオンラインを活用するなどの工夫をし
ていく必要があると感じた。御協力いただいた
会員の方々には、コロナ禍の中での広報月間活

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、

動に御理解いただき大変感謝している。今後、

対面での積極的な広報活動は実施しづらい状況

27 日 本 行 政
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であったが、電話、リモート、広告媒体等を利
用して効果的な広報活動ができたと考えてい

広島県行政書士会 

る。無料相談では場所、期日を指定してリモー
トによる相談も試みた。ただ、支部によっては
無料相談を中止し、市町村等への周知文書等の
配付のみに終わってしまったところもある。新
たな取組として本会のイメージキャラクターで
ある「つなぐ丸」と行政書士の業務内容を掲載
したシールを作成、会員に配付し、名刺やクリ
アホルダー、書類等に貼り付けて広報活動を
行ってもらうよう呼び掛けた。今後の課題とし

・全体としては、無料電話相談件数、対面無料

ては、引き続き対面での広報活動が行いにくい

相談件数ともに昨年を上回る結果となった。

状況であることを想定し、広告媒体を活用して

・広島支部の無料相談会では、２日間実施する

効果的な広報活動ができるように考えていきた

中で、多くの人が行政書士と面談して、積極的

いと思う。

な行政書士業務の周知に努めることができた。
・今後の課題として、行政書士業務を多くの人

岡山県行政書士会 

に広く知ってもらい、多くの相談者に来場し
てもらえるよう、引き続き積極的な広報活動
に努める必要がある。
山口県行政書士会 

新型コロナウイルスの感染拡大により、昨年に
引き続き、対面式の相談会及び電話無料相談は
縮小せざるを得なかった。PR グッズの配布も
できなかった。そのかわり、今回は新聞とラジ
オに加えて、テレビにも広告を掲出した。それ

相談内容は、相続等に関するものが多かった。

でも電話、対面双方とも相談件数は少なく、こ

相続に関連して相続税や登記についての相談も

れがコロナ禍の影響であるなら、今後も同様の

あった。一般的な質問については可能な範囲で

傾向が見られると推測される。

相談者に寄り添い、少し踏み込んだ説明をする
ことが好ましいと思われた案件も見受けられた
ため、今後、関係法令等についての研鑽も必要
であると考えている。
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香川県行政書士会 

はり、コロナ禍での相談会においては、非対面
の電話による相談の方が好まれるように思われ
た。例年、地方紙への全面広告を行う１回目の
電話相談は相談件数が非常に多いが、新聞広告
を行わない２回目には相談件数が少なくなる傾
向がある。しかし、今年は２回目でも相当数の
相談があった。相続案件の相談が電話、対面と
もに最も多かった。広告に「相続」の文字があ
ることで、「行政書士に相続手続の相談ができ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年

ることを知らなかった。広告を見て電話した。」

度は対面無料相談会を急遽中止したが、その判

という相談者が多く見受けられた。相続手続の

断の時期等が難しかった。従来、行政書士制度

窓口としての行政書士を認識してもらえるよう

広報月間における対面無料相談会は他士業との

に、今後の活動の中でアピールしていく必要が

合同で実施している。そのため、新聞広告も合

あると感じた。

同での掲載となり、行政書士会の独自性が担保
されないため、各自治体の広報誌への掲載はと

高知県行政書士会 

もかく、今後、新聞広告については行政書士会
独自の内容で行うことも検討したい。また、対
面無料相談会が中止となり、新聞広告を行わな
かったため、電話無料相談会開催の新聞記事に
ついて記者クラブへの投げ込みを行ったが、地
元の新聞社の記事掲載のみという結果であっ
た。なお、各自治体の広報誌の掲載は非常に広
告効果が高いと思われるため、今後も実施した
い。
徳島県行政書士会 

新型コロナウイルス感染拡大防止策の徹底に苦
慮し、訪問や人数の制限等、あらゆる制約の下
で限定的な活動を余儀なくされた。そのような
状況下であっても、例年どおり市町村窓口への
PR ポスターの配付、行政書士活動の周知を徹
底することにより、一定の成果は得られたと思
う。今後は申請手続のオンライン化がより一層
加速することが予想されるため、関係機関との

対面での相談会では、アクリル板の設置、手指

連携強化を目的として臨むことが課題となる。

の消毒、マスクの着用を徹底して行ったが、や
29 日 本 行 政
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愛媛県行政書士会 

佐賀県行政書士会 

相談者の年齢層の低下が見受けられた。相続に
関し、早い段階から考えるようになったと思わ

まだまだ新型コロナウイルス感染症の収束が見

れる。相談内容に関しては例年どおりであるこ

通せない時期での広報月間となり、各支部主催

とから、対象（訴求対象年齢）を考慮した広報

の相談会の開催可否については各支部の判断に

活動を行う必要があると思われる。

委ねることとした。その結果、６支部中２支部
で開催を見送ることとなった。相談会全体とし

福岡県行政書士会 

ては、電話相談０件、対面相談７件であった。
相談件数が少ない要因としては、相談者の平均
年齢が高いことも考えられる。このような時期
ではあるが、電話より対面相談の方が多い傾向
にある。支部ごとの相談会では相談者がいない
会場も見られたため、今後は、より市民に情報
が届くような広報が必要だと思う。また、国際
フェスタでの外国人向け相談会でも４件の相談
があり、全体的な相談件数に鑑みれば、今後は

本年度も新型コロナウイルス感染症の影響を受

国内在住の外国人向け相談会にも力を入れるべ

け、緊急事態宣言や警戒宣言が出される中、会

きではないかと考えている。

場の確保が困難な状況にあったが、各支部の担
当会員の協力もあり、無事に広報月間中の各事

長崎県行政書士会 

業を行うことができた。また、本年は初めて現
職の県知事が会長との対談に応じてくださり、
一面対談記事を作成し、広く県民に行政書士の
PR をすることができたのは、大きな成果であっ
た。今後も新型コロナウイルス感染症との闘い
は続くが、いろいろと工夫を重ねて広報活動を
推進していきたい。
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・地元長崎新聞に「行政書士制度広報月間」の

士記念日がある２月に行うこととした。昨年度

広告を掲載した。SDGs に協賛し、広告料が

から新聞広告をカラーにしたことや、コロナ感

通常より半額ほどになるほか、SDGs 協賛企

染者数が減少していたことが影響してか、昨年

業欄に半年間継続して掲載される。行政書士

度よりも相談者数が概ね増加しているようで

の仕事の内容、本会及び各支部の無料相談会

あった。店頭で行う街頭無料相談会や支部相談

の案内も掲載し、県民への認知度が高まった

会については、会場となっている店舗自体の客

と考えている。次回も継続したい。

足が悪いと相談者数も減少することが多いが、

・会長以下副会長３名、監察部長１名、広報部

広く行政書士を広報することに関して言えば、

長１名の計６名で担当部署の責任者と面談

人目に触れることで相談者数以上の成果がある

し、行政書士制度の啓発と非行政書士行為の

と考えている。広告については、現在のところ

排除をお願いした。各部署 30 分ほど時間を

紙媒体が有効であると考えるが、インターネッ

割いてもらい、行政書士会と各行政機関との

トでの効果的な広報も検討していきたい。コロ

相互理解を深めることができた。

ナ対策に関しては、相談員のマスク着用、手指

・非行政書士の排除については、申請受付担当

の消毒、アクリルパーテーションの設置、相談

者がどこまで本人確認をしてくれるかが重要

ブースの除菌などできる限りの感染対策を行っ

である。担当者には非行政書士行為が違法行

た。

為であること、漫然と受け付ければ違法行為
を助長しているとの認識を持ってもらえるよ

大分県行政書士会 

うに、次期は本会作成の文書を各支部長から
各申請受付機関に配付し説明してもらう予定
である。
熊本県行政書士会 

コロナ禍ではあったが、万全の対策をして実施
した。本年は例年の大分合同新聞の告知に加え、
朝日新聞での告知も行ったことで集客もでき、
広く県民の相談に寄り添うことができた。また、
女性行政書士による相談会にも多数の来場者が
あり、好評をいただいた。
コロナ禍ではあったが、感染者数も落ち着いて
いたため、本会主催の電話無料相談会及び街頭
無料相談会、各支部の無料相談会を計画どおり
行うことができた。例年、広報月間中に行って
いる市民公開講座については昨年同様、行政書
31 日 本 行 政
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（小林支部）

に参加していきたい。

宮崎県行政書士会 

コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本年
も電話での無料相談を実施した。昨年度は相談
件数が多かったことから、本年は相談員を増や
して対応したが、昨年ほどの相談件数にはなら
なかった。やはり対面での相談を希望される方
が多いのではないかと感じた。

（延岡支部）

９、10 月は、西臼杵地区におけるコロナワク
チン接種の時期であり、諸行事の自粛等の最中
であったため、支部活動も自粛した。広報活動
としては、「夕刊デイリー」誌に各事務所での
無料相談の広告掲載を行った。
（高千穂支部）


鹿児島県行政書士会 

・相談会の広告用チラシとして、本会作成のチ
ラシを利用した。チラシには、県下７支部の
相談会概要が一覧表示されており、支部単独
で作成するチラシより高い PR 効果が得られ
たのではないかと評価している。
・今後の課題として、コスモスとの共同相談会
の実現に向けた検討が必要である。
（宮崎支部）



・９ 月 30 日の南日本新聞・南海日日新聞の朝

コロナ禍のため、２年連続の電話無料相談と

刊一面突き出しの部分に、10 月１日に無料

なった。対面式に比べ相談の真意が伝わりにく

電話相談を県会事務局にて 10 ～ 12 時、13

いなどといった問合せはなかった。コロナウイ

～ 15 時で開催する旨の広告を掲載した。ま

ルスの終息を祈りながら、コロナ禍の影響によ

た、チラシも作成し、市役所及び県庁の記者

り困窮している方々への生活支援について、少

クラブ広報課に周知をお願いした。当日は、

しでも貢献できるよう行政書士の PR に努めて

電話相談が５件あり、いずれも新聞広告で相

いきたい。士業の中でも、特に地域住民に密

談会を知ったということであった。相談の内

着している行政書士の業務は多岐に渡るため、

訳は遺産分割・信託・遺言・遺留分に関する

種々の相談に応えられるよう研修会等に積極的

内容であった。３名の相談員が交互に対応し、
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１件当たりの時間は５～ 10 分程度であった。
相談者に喜んでもらえたことが良かった。

沖縄県行政書士会 

・10 月には毎年開催している対面による相談
会（例年 40 件ほどの相談がある。10 ～ 15
時で６つの相談ブースを設置する予定として
いた。
）を企画していたが、コロナ収束の見
通しが立たず、残念なことに中止となった。
対面という点がネックになっていると思う。
・コロナが収束しない限り、工夫の余地は見い

本年度の広報月間における無料相談会は、コロ

出せない。手指の消毒、アクリル板による仕

ナ禍の影響により、個別会場の設置や対面での

切り等考えられるが、工夫するまでには至ら

相談を実施することができなかったため、本会

なかった。今後の課題として、コロナ禍とい

に相談員を配置し電話での対応を行った。10

うこともあるが、対面相談の限界を感じてい

月に４回開催したところ 30 件の相談があり、

る。当面は電話相談の方が良いのではないか

好評であった。次年度はコロナの状況によるが、

と考えている。

各支部や本会主催で会場での開催などができれ
ばと考えている。

総

括

＜広報部＞

各単位会におかれましては、令和３年度「行政書士制度広報月間」に際し、行政書士制度の普及・浸透を
図るべく、精力的に広報活動を展開していただき、厚く御礼申し上げます。
本年度におきましても、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、様々な制約がある中ではありましたが、各
単位会とも昨年度の経験を生かし、感染対策を徹底した上で、無料相談を始めとした各種の広報活動を実施し
ていただきました。
その中でも、各地において電話無料相談の会場数が増加したことについては、昨年度の活動を通じて、コロ
ナ禍にあっても相談会のニーズは高いこと、対面による相談会の設定は会場となる施設の都合に左右されること
などから、電話相談の有用性が再認識された結果ではないかと考えています。電話相談に関しては、相談が集
中した場合の電話の取次ぎに苦慮した、電話では資料の確認等ができないため対応がしにくいなどといった回答
がある一方、各相談員の得意分野を考慮して転送し対応できたと回答した単位会もありました。また、相談内容
についても、コロナ対策に係る支援金や成年後見等に関して増加傾向にあり、これらの分野における行政書士
の存在が定着しつつあることが見受けられます。その他、オンライン会議システムの活用に関しては、相談会の
みならず、日頃から官公署や関係団体との情報交換等に利用し連携を強化しているといった単位会もあり、コロ
ナ禍とはいえ、各単位会ができる範囲で創意工夫を凝らし、各事業に取り組んでいる様子がうかがえました。
毎年恒例のイベント事業が延期や中止されることにより、継続的な取組による成果が失われてしまうのではない
かという懸念はありますが、これを契機に、インターネットの活用や各種メディアへのアプローチを積極的に行うなど、
これまでの広報事業を見直し、事業の幅を広げるような取組にも挑戦していただければと考えています。
日行連広報部としましても、現場の活動状況を踏まえ、ウィズコロナ時代における広報活動のあり方を模索し、
各単位会における広報活動の支援につなげていきたいと考えています。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。

33 日 本 行 政
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令和３年度「行政書士制度広報月間」監察活動報告
＜法規監察部＞

令和３年度行政書士制度広報月間中に各単位会が実施した監察活動の結果について、以下に概要
を報告いたします。
なお、この結果は報告をいただいた 47 単位会のデータを基に集計したものです。
１．実施単位会

た単位会が 24 単位会、以下、媒体活用が 18 単

47 単位会で実施。

位会、関係団体への活動が 16 単位会、その他
が 5 単位会であった（複数回答含む）。

２．実施日時
広報月間の実施にあたり、日行連の実施要
綱では 9 月 1 日から同月 30 日までを準備期間、
10 月 1 日から同月 31 日までを実施期間とした。

特に注力したテーマ
農地法
運輸交通
権利義務

単位会、期間を延長ないし、ずらして準備を行っ

入管法

た単位会は 19 単位会であった（報告書中期間

産業廃棄物関係

実施要綱に合わせて実施した単位会は 32 単

28
18

都市計画法関係

実施要綱に合わせ準備を行った単位会は 28

の特定がない単位会が 6 単位会あった）。

30

建設業
17
15

事実証明

12
11

風営法
公有地関係
知的財産

10
8
5
4

位会、期間を延長ないし、ずらして実施した単
位会は 15 単位会であった（期間を限定せず通
年で活動している単位会が 2 単位会あった）。
３．単位会として特に注力したテーマ・活動

特に注力した活動
官公署関係

38

無料相談

24

媒体活用

特に注力したテーマを農地法関係とした単位

関係団体活用

会は 30 単位会で最も多く、次いで建設業関係

その他

18
16
5

が 28 単位会、運輸交通関係が 18 単位会、都市
計画法関係が 17 単位会、権利義務関係が 15 単
位会、事実証明関係が 12 単位会、入管法関係

４．期間中の具体的監察活動
行政書士制度広報月間中における具体的な監

が 11 単位会、風営法関係が 10 単位会、産業廃

察活動は、以下のとおり。

棄物関係が 8 単位会、公有地関係が 5 単位会、

■摘発・排除活動

知的財産関係が 4 単位会であった（複数回答含
む）。

注意 8 件（2 単位会）、勧告 2 件（1 単位会）、
警 告 3 件（3 単 位 会 ）、 告 訴 0 件、 告 発 0 件、
その他 6 件（4 単位会）。

また、特に注力した活動として、官公署への
活動とした単位会が 38 単位会、無料相談とし

■官公署に対する申入れ
官公署に対する申入れの総件数は 792 件あ
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り、その内訳は、広報月間実施の援助協力（文

書発出等）193 件、非行政書士の実態調査（申

書発出等）324 件、非行政書士の実態調査（申

請書類の閲覧等）2 件、窓口規制表示板（設置・

請書類の閲覧等）82 件、窓口規制表示板（設置・

継続等）12 件、窓口における会員名簿（交付・

継続等）227 件、窓口における会員名簿（交付・

差替等）29 件、その他 10 件であった。各申入

差替等）109 件、その他 50 件であった。

れ先の主な内訳は、以下のとおり（上位 3 項目

各申入れ先の主な内訳は、以下のとおり（上

まで）。
◇文書の発出等による広報月間実施の援助協力

位 5 項目まで）。
◇文 書の発出等による広報月間実施の援助協

では、商工会等が 29 単位会、以下、自動車

力では、都道府県庁・市町村が各 39 単位会、

販売店協会等が 23 単位会、建設業協会等が

以下、農業委員会が 38 単位会、警察署が 36

22 単位会。

単位会、土木事務所・陸運局（支局）が各

◇申請書類の閲覧等による非行政書士の実態調
査では、商工会等・その他が各 1 単位会。

33 単位会。
◇申請書類の閲覧等による非行政書士の実態調

◇窓口規制表示板の設置・継続等では、商工会

査では、農業委員会が 16 単位会、以下、市

等が 6 単位会、以下、自動車販売店協会等が

町村が 15 単位会、都道府県庁が 13 単位会、

3 単位会、建設業協会等が 2 単位会。

土木事務所が 10 単位会、警察署が 8 単位会。
◇窓口規制表示板の設置・継続等では、農業委

◇窓 口における会員名簿の交付・差替等では、
商工会等が 5 単位会、以下、自動車販売店協

員会が 36 単位会、以下、市町村が 35 単位会、

会等・その他が各 4 単位会、建設業協会等・

土木事務所が 31 単位会、都道府県庁・警察

宅地建物取引業協会等・司法書士会が各 3 単

署が各 30 単位会、保健所が 24 単位会。

位会。

◇窓 口における会員名簿の交付・差替等では、

◇そ の他の申入れでは、商工会等が 3 単位会、

市長村が 17 単位会、以下、農業委員会が 16

以下、自動車販売店協会等・その他が各 2 単

単位会、警察署が 15 単位会、土木事務所が

位会、建設業協会等・宅地建物取引業協会等・

14 単位会、都道府県庁・保健所が各 12 単位会。

土地家屋調査士会が各 1 単位会。

◇そ の他の申入れでは、市町村が 10 単位会、

なお、各種団体に対する申入れにおける活動

以下、警察本部が 7 単位会、農業委員会が 6

成果では、
「成果は大きかった」が 4 単位会、
「成

単位会、都道府県庁・土木事務所・陸運局が

果は少しあった」が 28 単位会、「成果はなかっ

各 5 単位会、警察署・保健所が各 4 単位会。

た」が 5 単位会、「その他」が 2 単位会であっ

なお、官公署に対する申入れにおける活動成

た（複数回答含む）。

果では、「成果は大きかった」が 9 単位会、「成
果は少しあった」が 35 単位会、「成果はなかっ
た」が 1 単位会、「その他」が 1 単位会であっ
た（複数回答含む）。

５．都市計画法関係業務に係る監察的広報に関
する調査
（１）活動の有無について
令和 3 年度の広報月間においては、一昨年調

■各種団体に対する申入れ

査した農地法業務と関連性があり、同時に業務

各種団体に対する申入れの総件数は 246 件あ

を進めることも多い都市計画法関係業務に関す

り、その内訳は、広報月間実施の援助協力（文

る調査の実施を推奨した。これに基づき、都道

35 日 本 行 政
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府県・市町村に対する調査を実施した単位会は

る、その点においては有効に作用しているもの

11 単位会、未記入もしくは実施していないと

と思われる。しかし、測量士・土地家屋調査士

した単位会は 36 単位会であった。

等の代理人申請を分けて調査したことにより、

なお、令和 3 年度の広報月間において、農地
法に係る許認可申請業務に関する調査を令和
2 年度に引き続き実施した単位会は 6 単位会で

他士業者によって当該業務が行われている地域
があるとの現状が顕著化した。
各単位会の調査件数の集計を本人申請、代理
人（行政書士）申請、代理人（測量士・土地家

あった。

屋調査士等）申請、代理人申請（その他）に分
けて比較すると、約 17% が行政書士の代理申

（２）結果
調査を実施した 11 単位会のうち、10 単位会

請であり、同じ割合で本人申請があった。各単

が都道府県・市町村からの回答を得た。集計結

位会の実情に応じて対応を依頼しているため、

果は、以下のとおり。

数字上の評価は難しいところであるが、以前の

申請件数（総数）……………………… 3,218 件

調査より、本人申請の割合が多くなったことを

本人申請… ……………………………… 567 件

考えると、行政書士の関与率が減少しているこ

代理人（行政書士）申請… …………… 569 件

とがわかる。

代理人（測量士・土地家屋調査士等）申請…
��������������� 809 件
代理人（その他）申請… …………… 1,338 件

また、約 25% が測量士・土地家屋調査士等の
代理申請であり、行政書士を大きく上回る結果
となった。

※具体的に各申請件数の回答があったもののみを集計。
※代理人（その他）申請には詳細不明のものを含む。
申請件数（総数）3,218件

代理人申請
（その他）
41％

本人申請
17％
代理人申請
（行政書士）
17％

代理人申請
（測量士・土地家屋調査士等）
25％

６．具体的な対策及び結果
監察的広報に関する調査における他会の参考
となるような効果のあった取組内容や事例につ
いても調査を行った。7 単位会からの回答があ
り、非行政書士排除のポスターや議会への請願
を行った取組のほか、2 単位会では受付におけ
る身分確認の徹底を依頼したとの事例が報告さ
れた。重点項目とした都市計画法関係業務につ
いては、測量士・土地家屋調査士等が当該業務
を行うことは明らかな行政書士法違反であり、

（３）分析
当該調査は、令和 2 年度にも重点項目として
いた都市計画法関係業務について、各地の実情

当該業務の担い手を育成し、職域確保を推進す
る必要性を強く感じる結果となった。

に応じての調査の実施方を推奨したものであ
る。実施単位会は 11 単位会であった。当該調

７．今後の課題

査の主眼は、行政書士法違反に対する一般予防

各単位会から寄せられた報告書における課題

活動の実施と現状把握にあり、少なくとも調査

を俯瞰すると、①「調査・排除の方法」（窓口

を実施した地域の都市計画課等行政窓口側が行

での調査方法や違反者への具体的対応方法な

政書士法及び行政書士制度について再認識す

ど）が最も多く、次いで②「行政窓口との関係」
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（行政窓口との協力体制の構築や行政書士制度
への理解など）、③「活動の拡充」（継続的な取
組や更に踏み込んだ調査の必要性など）・「コロ

よって、理解してくれても一時的なものになっ
てしまうとの回答があった。
そして、新型コロナウイルス感染拡大により、

ナ禍における活動」（新型コロナウイルス感染

従来と同様の活動を行えず、監察活動は縮小傾

症拡大防止のための対策）・「会員の理解・人員

向であると多くの単位会が回答しており、特

の問題」（単位会内部での認識共有や協力体制

に、行政窓口との関係が薄れつつあるとの回答

の構築など）等と続いている。以上の点が、今

もあった。しかし、相談のニーズは高まってお

後対応すべき主な課題ということになる。

り、今後の無料相談や広報活動等、柔軟に対応

調査・排除の方法を課題として挙げた単位会

していきたいという回答も見受けられた。

が最多となり、窓口の担当者に向けた行政書士
制度、本人確認の徹底や非行政書士排除に向け

８．総

評

た窓口規制版の設置を行っているとの回答が多

各単位会の総評を見ると、令和 2 年度に引き

くあった中、協力の程度は窓口によるため、徹

続き令和 3 年度の監察活動においても新型コロ

底は難しいとの意見があった。

ナウイルスの感染拡大防止徹底に苦慮し、訪問

次に多かった行政窓口との関係においては、

の中止・人数制限等、あらゆる制約の下で限定

行政機関との連携協力が監察活動で非常に重要

的な活動を余儀なくされたと回答した単位会が

である中、窓口の担当者の行政書士制度に対す

多数あった。多くの単位会が活動の縮小・制限

る認識・理解が低いことが多いとの回答があり、

を余儀なくされる一方で、非行政書士排除ポス

また、窓口担当者が一定期間で異動することに

ター及び窓口規制表示板の設置、市町窓口での

課題

件数

調査・排除の方法

14

行政窓口との関係

12

行政書士証票の掲示の徹底が進んだ等、一定の
成果を得られたと回答した単位会もあった。次
回以降においても同様の対策が必要となる可能

活動の拡充

5

性があり、申請手続のオンライン化がより一層

コロナ禍における活動

5

会員の理解・人員の問題

5

加速することも予測され、今後、監察活動のあ

行政窓口以外の者への周知

2

他団体との関係

1

その他

6

り方について、感染予防対策の徹底と監察活動
の拡充の双方を両立させる方法を検討して臨む
ことが課題となる。

（※複数回答含む）
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司法アクセス学会第 15 回学術大会に参加
権利擁護推進委員会

委員

上辻

靖夫

今般、日行連権利擁護推進委員会として標記学術大会に参加いたしましたので、以下、御報告
いたします。
■日
■場
■主
■内

時：令和３年 12 月 11 日（土）13：00 ～ 16：45
所：オンライン開催（ZOOM）
催：司法アクセス学会（東京都文京区本郷 7 - 3 - 1 東京大学社会科学研究所内）
容：司法アクセス学会第 15 回学術大会 ～ SDGs と司法アクセス～
基調講演① 国
 際協力から見える司法アクセス ～ SDGs と開発途上国の現場から～
基調講演② 国
 際協力から見える司法アクセス 人間の安全保障の視点～実務と研究の
架橋～
パネル・ディスカッション
パネリスト：小松健太氏（独立行政法人国際協力機構（JICA））
荒井真希子氏（独立行政法人国際協力機構（JICA））
伊見真希氏（日本司法書士会連合会）
上辻靖夫（日本行政書士会連合会）
■参加者：40 名

※司法アクセス学会では、「司法アクセス」（Access to Justice）は、世界をより良い方向へと変
革するためのキーワードの一つと捉えられている。
※ 2015 年国連サミットで採択された SDGs（Sustainable Development Goals：「持続可能な開発
目標」）では、
「すべての人々に司法へのアクセスを提供」することが「ゴール 16」として掲げ
られている。
１．基 調講演① 「国際協力から見える司法ア
クセス～ SDGs と開発途上国の現場から～」
講師：小松健太氏（独立行政法人国際協力機
構（JICA）ガバナンス・平和構築部
国際協力専門員、弁護士、ミャンマー
法整備支援プロジェクト現地専門家）

・ミ ャンマー（法案起草、審査機能の向上、
法曹人材育成制度の改善）
・ウズベキスタン（行政手続に関する法令の
起草、倒産法注釈書の作成）
・コ ートジボワール（司法アクセスの改善、
刑事司法機能の強化）

JICA では、東南アジア・アフリカを中心と

司法アクセスとの関係では、コートジボワー

して 20 を超える国と地域で、法整備支援の事

ルで法律相談のコールセンターを設置し、運用

業を行っている。

を行った。また、調停人養成研修教材（ビデオ）

（例）

の制作を行った。

・ベトナム（民法・民事訴訟法の起草・改正、
裁判・検察実務の改善）
・インドネシア（競争法の起草・執行能力強
化、知的財産権保護制度の強化）

バングラデシュでは、裁判所は約 320 万件
の未済事件を抱えており、裁判所や裁判官の
数が足りておらず、国の調停以外に、NGO 調
2022. 4
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停・行政による調停・村落調停（村の有力者に

的な有識者をメンバーとして「人間

よる調停）、すなわちインフォーマルな法シス

の安全保障委員会」が設立（国連や

テム（伝統的・慣習的な法システム）が全事案

各国とは独立した委員会）
2003 年

の 80% 以上を処理している現状にある。イン

人間の安全保障委員会最終報告書

フォーマルな法システムは、安価、短時間、ア

①恐怖からの自由

クセスの容易性というメリットがあるものの、

由

意思決定者の資質や意図により、人権又は女性

2012 年



②欠乏からの自

③尊厳をもって生きる自由

国 連総会決議で「人間の安全保障の
共通理解」が採択

の権利との矛盾が生じるリスクもある。
裁判所が遠い、弁護士がいない等の問題に対

国家による安全保障では、網からこぼれ落ち

してコミュニティーパラリーガルが重要な役割

る人々を、「人間の安全保障」の立場で、より

を果たしている。村落調停等で法的な情報の提

目の細かい網、複数の網で救い上げること、そ

供がある程度可能となることで公正さに寄与す

れは脆弱層が誰で、どこにいるのかを考えるこ

るものとして期待されている。また、ICT を

とから始まる。何に苦しんでいるのか、その脅

用いた法律相談がケニア、タンザニア、ザンビ

威はどこからくるのか。「安全」をもたらすた

ア、ルワンダ等で実践されている。困っている

めに当事者にできることはないか。誰を巻き込

人にダイレクトに届く支援が必要であるが、制

むのか。（マルチアクターの視点）こうしたこ

度は、少しずつの積み重ねでしか進展しない。

とがアプローチになる。

２．基 調講演② 「国際協力から見える司法ア
クセス

（２）「人間の安全保障」と司法アクセス

人間の安全保障の視点～実務と研

究の架橋～」

・「人間の安全保障」の中核は３つの自由
①恐怖からの自由

講師：荒井真希子氏（独立行政法人国際協力
機構（JICA）
、
緒方貞子平和開発研究所）

←紛争・テロの脅威（平

和構築）
②欠乏からの自由

←貧困、飢餓、経済格

差（貧困削減）

（１）「人間の安全保障」…
 人間一人ひとりに着目し、生存、生活、尊
厳に対する広範かつ深刻な脅威から人々を

③尊厳をもって生きる自由（尊厳が守られ
る、奪われても回復できる社会）

守り、それぞれの持つ豊かな可能性を実現
するために、保護と能力強化を通じて、持
続可能な個人の自立と社会づくりを促す考
国 連開発計画（UNDP）の「人間開
発報告書」で登場



恐怖からの自由、欠乏からの自由
2000 年

（「全国データ／ SDGs と日本／誰も取り残
されないための人間の安全保障指標」）

え方。
1994 年



・
「尊厳」を考える指標

①子どもと女性



子どもの自殺数、DV 一時保護件数


②公への信頼

国 連ミレニアム・サミットにおける

国政選挙投票率、法テラスへの問合せ件

日本の呼びかけに応え、緒方貞子前

数、弁護士数

国連難民高等弁務官とアマルティア・

③地域社会・連帯感・国際性



セン・ケンブリッジ大学トリニティー

文化財の件数、文化施設・公民館数、Ｎ

カレッジ学長を共同議長とし、世界

ＰＯ数、留学生数

39 日 本 行 政

2022. 4

No.593

07_日本行政_Topics_司法アクセス学会報告_p38-41.indd

39

2022/03/09

17:42:36

Topics

④満足度



への貢献とつながる。空き家問題で行政と
協定書を締結すると、SDGs17（パートナー

人生に満足している割合

シップで目標を達成しよう）への貢献とな
る。

・司 法アクセスは、「尊厳」を守り回復する
作用である。

・司法過疎解消、総合相談センター設置、民
事法律扶助、災害対策等

・途上国の司法アクセスをめぐる課題



SDGs16 では、すべての人々に司法へのア

①物 理的インフラ不足：交通手段、裁判

クセスを提供し、効果的で説明責任のある

所、行政機関、教育機関
②社会的インフラ不足：裁判官・弁護士が

包括的な制度を構築することが目標として
設定されている。とりわけ、ターゲット

いない、適切な法がない
③当事者の抱える課題：貧困・経済的困難、

16.3 は、「司法への平等なアクセスを提供
する」ことが設定されており、司法書士の

法・権利意識の不足

多くの業務がこれに関係している。
３．パネル・ディスカッション
（１）報告：伊見真希氏（日本司法書士会連合会）

（２）報告：上辻靖夫（日本行政書士会連合会）
私、上辻の報告では、兵庫県行政書士会のホー

・業務としての自己破産手続の支援
SDGs のゴール１

ムページで「これが行政書士の SDGs ！」パン

SDGs1.2

貧困の状態にある人の割合を半

フレットを公表しているので、御興味のある方

減させる

は参照していただきたい旨を述べて、行政書士

SDGs1.3 貧
 困層・脆弱層の人々を保護する

業務、行政書士会の活動と SDGs16 との関係を

SDGs1.4

以下のとおり紹介した。

基 礎的サービスへのアクセス、
財産の所有・管理の権利、金融
サービスや経済的資源の平等な

SDGs16. 7「適切な意思決定を

権利を確保する

確保する」（行政書士業務）
・公 正証書遺言、遺産分割協

・社会貢献としての公教育、市民公開講座 

議書、在日外国人の在留資格

SDGs4（質の高い教育をみんなに）に関係

・特定行政書士による行政手続

する。子どもへの公教育では、独自教材を

・取引先の適正な選定、確実な支払、法令順守

活用して実施している。また、子どもへの
教育だけでなく、働き甲斐のある人間らし

SDGs16. 7「適切な意思決定を確保する」（単位

い仕事や企業に必要な技能を備えるための

会、関連団体）

大人への教育も実施している。

・法令順守、行政書士倫理綱領、兵庫県行政書
士会会則

・社会課題としての空き家問題



SDGs11（住み続けられるまちづくりを）

・自治体との「大規模災害時における被災者支
援協力に関する協定」の締結

に関係する。空き家が解体されずに利活用

・行政書士ＡＤＲセンター兵庫

されるようになると、廃棄物の削減につ

・一般社団法人コスモス成年後見サポートセン

ながり、SDGs12（つくる責任つかう責任）

ター
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続いて、基調講演をされた小松氏と荒井氏が、

で、行政書士の、例えば行政書士記念日の取組

共同で執筆された「Access to Justice：ひとりひ

も、司法アクセスに通じるものと認識すること

とりの権利を守るために～司法アクセスに関す

ができる。

る JICA 課題別研修を通して見えてきたもの～」
（ICD NEWS：法務省（https://www.moj.go.jp/
content/001300675.pdf）
）の一部を紹介した。

他に、大学との学術交流事業として、行政書
士業務の理解につながる内容の講義を大学のシ

「『司法アクセス』という概念の意味するとこ

ラバスに組み込んでいただいて講師を派遣して

ろを裁判所による法的な権利の救済と狭くとら

いるケースの紹介、企業向けに外国人受入留意

えると、法廷における代理権の保障を中心とし

点の情報発信の例、在日外国人向け在留相談の

た裁判所による事後的な救済のみが司法アクセ

事例等を紹介した。

スの対象とも考え得るが、司法アクセスをめぐ
る途上国の現状と課題に鑑み、」
・・・
（中略）
・・・

質疑応答では、社会的脆弱層に手を差し伸べ

「人びとに広く紛争予防・解決の手段を提供し、

ているその他の事例を質問されたので、コロナ

人びとの権利の保障・実現手段へのアクセスを

禍での各種支援金・助成金等の申請にあたり、

提供するという意味で」・・・（中略）・・・「司

パソコンが使えないので申請を手伝ってほしい

法アクセスを広義にとらえることが妥当と思わ

という声が多く寄せられたことを報告した。Ｉ

れる」（KCD

ＣＴ難民の方への支援の要請は、国・自治体・

NEWS

第 79 号

P.7 から抜粋

引用、下線は筆者による。）

事業組合等からもあり、社会的脆弱層向けの支
援は、行政書士にとって社会を構成する一員と

このように司法アクセスを広義に捉えること

しての社会的責任となっている。

◦参考…兵庫会資料

令和元年度行政書士記念日公開セミナー
ユニバーサル社会づくり推進公開セミナー
第１部：人権啓発 DVD「サラーマット～あなたの言葉で～」

※外国人は、「受け入れてあげる存在」でも単なる「労働力」でもなく、助け
合うことができる対等な仲間。

第２部：住宅セーフティネット制度の紹介
第３部：調停劇「外国人の受け入れについて」
第４部：外国人材受入支援センターの紹介
令和２年度行政書士記念日公開セミナー
障がい者の社会参画支援高齢者支援公開セミナー
第１部：人権啓発 DVD「カンパニュラの夢」

※ 80 代の高齢者が 50 代のひきこもりが長期化した子を支える家庭（8050 問題）
と地域共生社会。

第２部：精神障がい者と伴走型支援の取組み
第３部：住宅セーフティネット制度の紹介
第４部：行政書士の高齢者支援の取組み
（一社）コスモス成年後見サポートセンター

41 日 本 行 政

2022. 4



No.593

07_日本行政_Topics_司法アクセス学会報告_p38-41.indd

41

2022/03/09

17:42:36

Information

1

令和４年度行政書士申請取次関係研修会
の修了証書発送日程について
＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞
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）
の開催日程については、本誌 2 月号（No.591）にてお知らせのとおりですが、修了証書の発送予定日を追
記しましたので、再度お知らせいたします（開催概要に変更はありません。）。
令和 4 年度開催概要

１
２
３
４
５
６

研修区分

受講期間

実務研修会
（更新）

４月19日（火）～

５月２日（月）

事務研修会
（新規）
実務研修会
（更新）
実務研修会
（更新）
事務研修会
（新規）
実務研修会
（更新）

６月24日（金）～

７月７日（木）
８月16日（火）～

８月29日（月）
10月18日（火）～

10月31日（月）
12月22日（木）～

１月４日（水）
２月７日（火）～

２月20日（月）

開催案内

申込期間

修了証書発送予定日

２月中旬

３月９日（水）～

３月18日（金）

５月25日（水）

（日行連 HP 詳細発表）

４月中旬
６月中旬
８月中旬
10月中旬
12月上旬

※受付終了しました

５月12日（木）～

５月23日（月）
７月５日（火）～

７月14日（木）
９月７日（水）～

９月16日（金）
11月９日（水）～

11月18日（金）
12月22日（木）～

１月５日（木）

７月27日（水）
９月15日（木）
11月21日（月）
１月25日（水）
３月10日（金）

○ 開催方法
・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・修了証書の発送日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
・修了証書（※）は、課題提出の時期に関わらず、皆様一律で上記日程にて発送いたします。
・届出済証明書の更新を希望される方は、有効期間の満了前に実務研修会を受講、修了証書の交付を受け
た上で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。更新の申出期限については、所属
単位会に御確認ください。
※ここで言う「修了証書」は、効果測定の採点及び課題レポートの確認後に日行連からお送りする ｢研修
会の修了証書｣ のことを指します。VOD 視聴後に印刷することが求められている「VOD 修了証」と
は異なりますので、御注意ください。
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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令和４年度特定行政書士法定研修 募集要項
＜中央研修所＞
本研修は、行政書士法第 1 条の３第１項第 2 号に規定する業
務を行うのに必要な行政不服申立手続の知識及び実務能力の修得

３

申込みについて

（1）申込期間
2022 年４月１日（金） ９：00 ～６月 17 日（金）17：00

を目的とし、行政書士法第 1 条の３第 2 項に規定する研修（以下、

※再受講・再受験を希望される方も期間内の申込みが必要です。

「特定行政書士法定研修」という。）として、日本行政書士会連合

※申込期間は厳守いただくようお願いいたします。

会会則第 62 条の３の規定に基づき実施するものです。
所定の講義を受講し、考査において基準に到達することにより

（2）申込方法

研修を修了し、特定行政書士となります。

別紙受講申込書に所定事項を御記入の上、FAX
（03-6368-9861）でお申込みください。

研 修 概 要
１

申込受付後、翌週月曜日（休日の場合は、翌営業日）に受講
料入金方法（ゆうちょ銀行への払込方法）に関する FAX を返

受講資格

信します。

行政書士（申込時点において、行政書士名簿に登録されてい
る者）

（3）受講料払込期限
2022 年６月 23 日（木）までにお支払ください。

２

研修内容

※振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。

以下の「講義」を所定の期間内に所定時間受講し、「考査」

※一度納入された受講料はお返しできません。

において基準に到達することをもって修了となります。
（1）講

４

義

受講料
８万円（テキスト代含む）

受講期間内に、各自で中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・

※再 受講・再受験の受講料は、次々頁＜再受講制度につい

デマンドシステム）（以下、「研修サイト」という。）に登載さ

て＞を御確認ください。

れた 18 時間 [ １時間× 18 コマ ] のビデオ講義を受講してい
ただきます。
＜受講期間＞ 2022 年８月１日（月）～９月 16 日（金）

５

結果通知
修了者の考査受験番号を会員サイト内「特定行政書士法定研

＜講義科目＞
科

目

時

行政法総論

間（コマ数）

1 時間（1 コマ）

行政手続制度概説

1 時間（1 コマ）

行政手続法の論点

２時間（２コマ）

行政不服審査制度概説

２時間（２コマ）

行政不服審査法の論点

２時間（２コマ）

行政事件訴訟法の論点

２時間（２コマ）

要件事実・事実認定論

４時間（４コマ）

特定行政書士の倫理

２時間（２コマ）

総まとめ

２時間（２コマ）

（2）考

修に関するお知らせ」に掲載（11 月中旬予定）するとともに、
受験者の事務所所在地宛て郵送（12 月上旬予定）にて通知し
ます。
６

災害発生時等における講義・考査の中止について
災害発生時等、本研修の講義・考査を中止せざるを得ない事
由が発生した際、以下の措置を講じる場合がありますので、あ
らかじめ御了承ください。

＜講義について＞
研修サイトの運用が継続できない場合など、講義ビデオの提
供を中止することがあります。

査

2022 年 10 月 16 日（日）14：00 ～ 16：00 に所属の単位

講義中止の場合は、受講期間を延長するなど可能な限り実施

会が指定する会場において実施（全国一斉開催）します。

に向けた措置を講ずることとしますが、長期間にわたり実施環

※考査会場は、９月上旬（予定）に会員専用サイト「連 con」
（以

境が整わない場合には、次年度への振替とします。

下、「会員サイト」という。）内で発表いたします。
＜考査について＞

＜考査について＞
上記
「講義科目」
に関する理解度を測るための考査で、
マークシー

安全に開催できないおそれがある場合など、考査を中止する

トによる 30 問択一式問題で行われます。

場合があります。
考査中止の場合は、次年度への振替とします。

＜出題範囲及び到達基準点について＞
講義科目（法定研修テキスト及びサブテキスト「行政書士の
ための行政法」「行政書士のための要件事実の基礎」（いずれも
日本評論社刊）を含む）の内容の理解を問う出題となります。
なお、到達基準点は、例年およそ６割程度です。

７

その他
特定行政書士法定研修に関する情報は、会員サイト内「特定
行政書士法定研修に関するお知らせ」に掲載しますので、随時
御確認ください。

43 日 本 行 政

2022. 4

08_日本行政_Information_p42-47.indd

43

No.593

2022/03/08

18:02:56

Information

研修における諸注意
講義受講票の交付
（1） 受講票は、入金確認後、7 月上旬頃に FAX で送信します。
受講票は、受講期間中紛失されないよう、各自にて保管して
ください。
（2） ７月 7 日（木）を過ぎても受講票が届かない場合、又は受
講票の記載事項に誤りがある場合には、㈱全行団 特定行政書
士法定研修受付係（03-6450-1622）まで御連絡ください。
講義の注意事項
（1） 講義は、中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマンド
システム）（以下、「研修サイト」という。）での e- ラーニン
グ研修形式で実施します。自宅または事務所等で、各自、ビ
デオ講義を視聴してください。
（2）受講に際しては、パソコン、タブレットもしくはスマートフォ
ン等の動画を再生できる機器とインターネット接続環境が必
要となります（一部サポート対象外となるブラウザ・機種が
ありますので、あらかじめ中央研修所研修サイトにアクセス
し、視聴確認をお願いします。）。
（3） 受講期間開始前に、申込時に指定した資料送付先宛にテキ
スト・サブテキスト等受講に必要な資料一式を発送します
（7 月 20 日頃）。受講期間開始 3 日前までに届かない場合には、
㈱全行団 特定行政書士法定研修受付係まで御連絡ください。
（4） 研修サイト利用マニュアルに沿って、全講義ビデオ（約 1
時間× 18 コマ）を最後まで視聴してください。
（5） 全講義を 100％受講された方のみ、考査の受験が可能とな
ります（2 年目任意受講の受講者を除く）。
（6） 本研修講座の動画及びテキスト等について、講義受講の目
的以外の使用又はいかなる形での二次利用も認められません。
「中央研修所研修サイト利用規約」に則り、ビデオ講義を視聴
してください。
考査受験票の交付
（1）受験票は、全講義の受講終了を確認した後、FAX にて送信
します。受験票には、氏名、受験番号・座席番号及び所属単位会、
会場名等が記載されています。
（2）受験票は、考査当日、会場に必ず持参してください。
（3） なお、考査 3 日前までに受験票が届かない場合、又は受験
票の記載事項に誤りがある場合には、㈱全行団 特定行政書士
法定研修受付係まで御連絡ください。
考査当日の注意事項
（1） 当日は、集合時刻に遅刻しないよう、会場への交通手段、
所要時間等を事前に確認し、時間には余裕をもってお出掛け
ください。開始後 10 分を過ぎた遅刻者は受験できません。
（2）当日は、考査受験票、行政書士証票、鉛筆・シャープペンシル（B
又は HB 黒 ) 及び消しゴムを必ず持参してください。
（3）必ず会場の所定の場所で受付を行ってください。受付開始、
開場時間は会場ごとに異なりますので、受験票、または本会
ホームページのお知らせ等を御確認ください。
（4）会場内では、以下の点に御留意ください。
・会場内では、受験票に記載された座席番号の座席に着席し
てください。
・考査時間中は、受験票、筆記具及び腕時計以外を机の上に
置くことはできません。
・会場で生じたごみは、各自で持ち帰ってください。

（5） 当日は、監督員の指示に従い受験してください。また、考
査実施中に災害等不測の事態が発生した場合は、係員・監督
員等の指示に従い、避難等を行ってください。
（6）所持品の管理は各自で行い、忘れ物に十分御注意ください。
当事務局では責任を負いかねます。
結果発表と結果通知
（1） 修了者の考査受験番号を会員サイト内「特定行政書士法定
研修に関するお知らせ」に掲載（11 月中旬予定）するとともに、
受験者の事務所所在地宛に郵送（12 月上旬予定）にて通知し
ます。
（2） 修了者には、行政書士名簿への付記手続完了後、所属単位
会を経由して、特定行政書士である旨の通知書を交付します。
（3） 合否・採点内容等についての問合せには、一切応じられま
せん。
（4）結果通知書等を紛失した場合は、申出により再発行します（実
費負担）。
特例措置の実施
（1） 身体の機能に障がいのある方で、車椅子、拡大鏡、補聴器
の使用など、受験に際して特別の措置を希望される方には、
障がいの状況により必要な措置を講ずることがあります。
（2） 特例措置を希望される方は、必ず申込前に本会事務局研修
課まで御相談ください。事前の連絡なく、直接会場に来られ
た場合には対応しかねますので、御注意ください。
（3） 特別の事情により、研修サイトによる講義を御自身で受講
することが困難な場合には、必ず申込前に本会事務局研修課
まで御相談ください。
個人情報の取扱い
（1）本研修への受講申込みにより御提供いただいた個人情報は、
「日本行政書士会連合会個人情報保護規則」に基づき、適正に
取り扱います。
（2）なお、本研修の実施に係る受講者名簿の調製、通知の発送、
その他の研修の実施等必要な範囲において利用します。また、
受講者名簿等について、本研修の実施に必要な範囲において、
都道府県行政書士会に配付する場合があります。その他、同
規則 17 条に基づき、個人情報を第三者に提供することはあり
ません。
その他
（1） 申込後、結果通知書発送予定時期までの間に、行政書士名
簿登録事項に変更が生じた場合は、行政書士登録変更手続等
所定の手続を行っていただくとともに、その旨御一報くださ
い。
（2） 災害等の発生により研修講義及び考査の実施を変更又は中
止する場合には、本会ホームページ又は会員サイトにて発表
します。
お問合せ・御連絡先
〇本研修の申込手続に係る御照会
㈱全行団 特定行政書士法定研修受付係
〇本研修の内容に係る御照会
日行連事務局研修課
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＜再受講制度について＞
当該法定研修では以下のとおり初回受講年度を含む 3 年間に限り再受講を可能とし、受講料の減免措
置を講じています。つきましては、初回受講年度から 4 年目以降の受講希望者は、新規（8 万円）の
受講料が必要となりますので御留意ください。

1年目
（※4年目）

2年目

3年目

ア

ウ

再受講（義務）
+受験（無料）

再受講（任意）
+受験（4万円）
考査到達基準

未到達

イ

新規受講
（8万円）

エ

再受講（義務）
+受験（4万円）

考査受験
（無料）
考査到達基準

未到達
考査到達基準

受講なし

未到達

エ

再受講（義務）
+受験（4万円）

※２・３年目に申込みをしていない場合も初回受講年度から 3 年を経過した場合は、新たに新規（8
万円）の受講料が必要です。
※ 2 年目・3 年目の方は、受講申込書の上記㋐～㋓に対応する記入欄へ御記入ください。
※２年目の任意（㋐）の再受講については、講義を受講しない場合でも、全講義を受講終了したもの
とし、考査を受験することができます。

＜特定行政書士法定研修 申込み・受講手続の流れ＞（予定）
＜特定行政書士法定研修 申込み・受講手続きの流れ＞ （予定）
①別紙申込書に所定事項を記入し、FAXで送信(6月17日（金）締切）

4月

⇒受講料払込通知をFAXで送信いたします。（原則翌週月曜）
申込

5月

※受付開始直後はお申込みが集中することから、若干遅れる場合があります。

②受講料を払込（6月23日（木）締切）
6月

⇒受講料納入確認後、講義受講票をFAXで送信いたします。（7月上旬）

7月

中央研修所研修サイトで講義受講（期間：8月1日から9月16日まで）

8月
受講
9月

⇒受講状況等確認後、受験資格を有する方へ考査受験票をFAXで送信いたし
ます。（10月上旬）

10月

受験

11月
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★10月16日（日）に所属単位会が指定する考査会場にて受験
修了者の受験番号を会員専用サイト「連con」にて発表（11月中旬頃）

結果

12月

45 日 本 行 政

考査会場を会員専用サイト「連con」にて発表（9月上旬）
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結果通知書を受験者の各事務所宛に送付（12月上旬）
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令和４年度 特定行政書士法定研修 受講申込書
私は募集要項・諸注意事項について承諾・同意し、下記のとおり研修に申し込みます。

登録番号
以下の受講者氏名欄には、行政書士証票のとおりに記入してください（括弧表示がある場合はそれも記入）。

所属単位会
ふりがな

受講者氏名
ＴＥＬ

ＴＥＬ：
ＦＡＸ：

ＦＡＸ

※FAX 機をお持ちでない場合は【郵送希望】と記入してください。

自宅宛てに資料の送付を希望する場合には、下記にチェック☑をしてく
ださい。
資料送付先

□

本人自宅宛てへの送付を希望

※上記にチェックされた場合には会員登録上の自宅住所地に送付します。チェックが
ない場合は、会員登録上の事務所所在地に送付します。
※今後、結果通知書のみ事務所所在地に送付することとし、それ以外の本研修に関す
る送付物は、上記送付先に送付します。
※申込後、結果通知書発送予定時期までの間に、行政書士名簿登録事項又は本申込書に記載の資料等送付先に変更が生
じた場合は、行政書士登録変更手続等所定の手続を行っていただくとともに、その旨御一報ください。
【日行連研修課 TEL：０３－６４３５－７３３０】

【初回受講年度から 2 年目の方】は「希望する受講パターン」を御記入ください。
※初回受講年度から 2 年目の方は、希望する R4 研修の受講形態にチェックしてください。

希望する
受講パターン

□㋐再受講（任意）＋受験
〈4 万円〉

□㋑考査受験
〈無料〉

【初回受講年度から 3 年目の方】は「該当する受講パターン」を御記入ください。
※初回受講年度から 3 年目の方は、該当する R4 研修の受講属性にチェックしてください。

該当する
受講パターン

□㋒再受講（義務）＋受験
〈無料〉
・初回受講年度で考査到達基準「未到達」
・2 年目受講年度で「講義受講＋考査受験
〈4 万円〉
」だった方

□㋓再受講（義務）＋受験
〈4 万円〉
・初回受講年度で考査到達基準「未到達」
・2 年目受講年度で「受験のみ〈無料〉
」
あるいは「受講なし」だった方

受講申込書送付先 FAX番号【03-6368-9861】
2022. 4
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令和３年度行政書士試験結果について
令和３年度行政書士試験結果について、令和４年１月 26 日（水）に以下のとおり発表されました。
なお、詳細は（一財）行政書士試験研究センターホームページ（https://gyosei-shiken.or.jp/）を御覧
ください。

都道府県

受
験 受験者
申込者（人） （人）

合格者
（人）

合格率

都道府県

受
験 受験者
申込者（人） （人）

合格者
（人）

合格率

北 海 道

1,767

1,367

155

11.34%

滋 賀 県

463

358

40

11.17%

青 森 県

324

256

24

9.38%

京 都 府

1,488

1,151

108

9.38%

岩 手 県

409

321

20

6.23%

大 阪 府

5,082

3,976

432

10.87%

宮 城 県

1,166

897

111

12.37%

兵 庫 県

2,497

1,973

237

12.01%

秋 田 県

245

193

10

5.18%

奈 良 県

772

616

79

12.82%

山 形 県

325

277

26

9.39%

和歌山県

372

296

47

15.88%

福 島 県

615

484

43

8.88%

鳥 取 県

184

137

13

9.49%

茨 城 県

949

756

68

8.99%

島 根 県

296

237

19

8.02%

栃 木 県

825

633

56

8.85%

岡 山 県

844

667

78

11.69%

群 馬 県

910

704

74

10.51%

広 島 県

1,186

912

109

11.95%

埼 玉 県

3,106

2,390

267

11.17%

山 口 県

366

282

34

12.06%

千 葉 県

2,509

1,943

230

11.84%

徳 島 県

270

215

25

11.63%

東 京 都

14,516

10,930

1,402

12.83%

香 川 県

441

340

38

11.18%

神奈川県

3,864

3,025

347

11.47%

愛 媛 県

502

390

34

8.72%

新 潟 県

762

600

62

10.33%

高 知 県

238

190

24

12.63%

富 山 県

441

341

31

9.09%

福 岡 県

2,462

1,868

192

10.28%

石 川 県

480

379

40

10.55%

佐 賀 県

354

275

18

6.55%

福 井 県

270

212

25

11.79%

長 崎 県

342

263

19

7.22%

山 梨 県

279

223

15

6.73%

熊 本 県

630

480

34

7.08%

長 野 県

763

576

58

10.07%

大 分 県

382

316

30

9.49%

岐 阜 県

1,224

967

115

11.89%

宮 崎 県

372

284

25

8.80%

静 岡 県

1,530

1,195

121

10.13%

鹿児島県

562

429

28

6.53%

愛 知 県

3,139

2,488

275

11.05%

沖 縄 県

709

540

58

10.74%

三 重 県

637

518

57

11.00%

計

61,869

47,870

5,353

11.18%

47 日 本 行 政
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Pick UP ! 単位会
沖縄県
行政書士会

各単位会の取組を
お知らせします。

那覇市における空家等の対策の推進に関する
協定を締結

この度、那覇市は、沖縄弁護士会、沖縄県司法書士会及び沖縄県行政書士会の県内3士業並びに
（公社）沖縄県宅地建物
取引業協会、
（ 公社）全日本不動産協会沖縄県本部及び沖縄県解体工事業協会の3団体と
「那覇市における空家等の対策の
推進に関する協定」
を締結するに至りました。この協定では、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施することが意図さ
れています。協定期間は令和４年1月28日から令和５年3月31日までとし、更新しない旨の意思表示がない限り、1年間自動更新
される仕組みとなっています。
那覇市の現在の課題の一つとして、那覇市内にある空
家等が管理不全な状態になることを防止することが挙げら
れます。管理不全の原因の一つとして、相続をきっかけに
相続人が不明であることが判明するということがあるため、
相続人を確認する必要が出てきます。相続人を確認して遺
産分割協議書を作成することで空家等の所有者を明確に
し、空家等を適切に管理していただくことが、今回の那覇
市と当会との協定を締結した目的の一つです。那覇市と沖
縄会が相互に連携及び協力をして空家等の対策を推進す
ることにより、良好な生活環境の保全及び安全・安心なま
ちづくりの推進に寄与するとともに、空家等の活用を促進
することに貢献していきたいと考えています。

宮城県
行政書士会

宮城県行政書士会設立50周年記念祝賀会、
令和4年新春賀詞交歓会を開催しました

宮城会では、1月29日に当会設立50周年記念祝賀会及び令和4年新春賀詞交歓会を開催しました。
コロナ禍での開催となり
ましたが、宮城県知事や日本行政書士会連合会会長を始め多くの御来賓の方々に御出席いただき、会員と共に設立50周年を
お祝いすることができました。
また、式では仙台フィルハーモニー管弦楽団のメンバーによる記念公演が行われ、新春にふさわしい
素晴らしい演奏を披露していただきました。
宮城会は昭和46年の法人設立から、今般50周年を迎
えることとなりましたが、
それ以前の昭和28年に、14名の
有志で始められたという歴史があります。
また、宮城県は大
きな自然災害に見舞われるなど、
これまでのあゆみを振り返
れば、先輩方の並々ならぬ苦労と努力に感謝せずにはいら
れません。
これからも当会の歴史の重みを誇りとし、身近な街の法
律家として、市民の皆様の一助となれるよう日々活動してま
いりたいと考えています。
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Pick Up! 単位会

札幌出入国在留管理局と「第１回意見交換会」を開催

北海道
行政書士会

２月１０日、
オンライン会議システムを利用して、札幌出入国在留管理局（以下、
「 札幌入管局」
という。）
と北海道会による第１
回意見交換会を開催しました。
札幌入管局から石崎局長のほか3名が、当会からは宮元会長のほか6名が出席しました。はじめに、札幌入管局と当会国際部
門の担当者による制度改正に係る情報交換や意見交換等を通じて、申請取次業務の円滑な遂行に資することを目的として設置
したものであること、年に1回程度の開催を予定していることなどが確認されました。
このほか、質疑応答やフリートーキングを行う中で、当会
の外国人サポートセンターの活動に関する説明や札幌入
管局における出入国在留管理業務のデジタル化の進捗
状況、
オンラインによる申請手続、更には特定技能に関す
ることにも話題が及びました。
また、会議冒頭での石崎局長
からの挨拶では、
「 出入国在留管理庁職員の使命と心得」
の一つである
「多様な関係機関と良好な関係の構築に努
めること」について言及され、札幌入管局の「意見交換会」
に対する思いの一端を伺うことができたことなどを含めて、
大変に有意義な意見交換会となりました。
なお、今回の意見交換会の開催にあたりまして、福岡
会の田村会長始め関係者の皆様に多大なお力添えをい
ただきました。この場を借りて、心から深く感謝申し上げます。

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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中央研修所通信4月号

ビデオ・オン・デマンド
（VOD）
研修の紹介について
【法務業務部編】

今回、御紹介するVOD研修「2031年「誰でも日本一」計画～地域との共生のススメ～」は、
およそ10年後の2031
年の行政書士事情を講師が予想し、講師の経験から、地域のキーパーソンとなり、
「地域との共生」を進めていくため
の方法を提案しています。以下のとおり、内容の一部を御紹介しますので、是非受講いただき、地域密着型の士業と
して、地域での活動を検討されている会員の皆様のこれからの取組へのヒントになれば幸いです。

2031年「誰でも日本一」計画～地域との共生のススメ～
2011年は東日本大震災という未曽有の大災害が起きる一方で、
なでしこジャパンのサッカーワー
ルドカップ優勝という快挙があるなど、
まさに激動の年でした。
それから10年後の2021年、通販で物
を買うのは当たり前、店舗での買い物は電子マネー決済と、以前には想像もしなかった状況が生ま
れています。そして今、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
テレワークの推進など生活や働き
方が見直され、
デジタル化社会に向けて社会全体が大きく変わろうとしています。
また、昨年９月にデジタル庁が発足し、行政手続のデジタル化に向け重要な社会インフラである
マイナンバーカードの全国民への取得推進の取組が本格的に進められています。10年後、行政
書士はどのように業務に取り組んでいるでしょうか。
国民と行政をつなぐ架け橋として活動してきた行政書士は、行政手続のデジタル化によって活
動の場が大きく広がります。時間、地域を問わず、許認可申請や各種届出手続を行うことが可能に
なり、
これまでと比べものにならないほど、多くの業務に取り組むことが容易になるものと予想されま
す。
こうした全国エリアをカバーできる行政書士が誕生する一方で、地域密着型の士業としての行
政書士の特性を生かし、地域に根ざした活動を行う行政書士への期待はより一層高まるものと思
われます。
行政手続のデジタル化が進み、生まれながらにパソコンがあるのが当たり前のデジタル世代（Z
世代）が実社会で活躍し、社会の中枢を担う頃、行政書士に求められるものは何なのか。
建設、国際、
自動車等の専門業務は、広域展開も視野に入れた業務基準で考え、地域に密着
した活動の中で依頼を受けることが多い業務については、エリア基準で考える。いずれも行政書
士の業務受任に関する物差しとなるものです。
エリア基準で目指すのは、地域のキーパーソンになることです。
「地域のことは何でも知ってい
る。」
「地域で何かあれば、
この人（行政書士）
に相談する。」
といった存在です。
これから社会が変わろうとする中、行政書士の在り方も変わろうとしています。エリア基準で活動
し、
「地域との共生」への取組で日本一を目指しましょう
！
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法教育推進委員会から

静岡県の私立沼津中央高校での
法教育出前講座

1

＜静岡県行政書士会＞

沼津中央高校での継続的な出前講座の取組と実績
2017年、静岡県行政書士会では、公教育出前講座グループ
（現・法教育推進委員会）
にて法教育の営業活動を

行ってきました。沼津中央高校の卒業生である担当委員が学校法人の役員でもあったため、宣伝・営業活動（「行政
しずおか」の該当記事を印刷して担当者に配布）
を頻繁に行いました。
また、
日頃から社会教育に力を入れている当
校では、総合学習の時間や課外授業枠等に外部講師を招き入れた講演やワークショップなどを行っています。
・これまでの取組
2017年 ９月 情報リテラシー関連（スマホ・ネットとの付き合い方）
2018年11月 18歳成年に向けて
（「成年とは」
・
「消費者教育」）
2019年 ６月 職業講話（「行政書士とは」
・
「国家資格」）
コロナ禍で外部講師講座が制限されているため実施せず

2020年
2

18歳成年制度についての講座を実施

＜概要＞
実施日：2021年11月５日
参加者：１年生全員（185名）
講座時間：13：50～15：00
最初に自己紹介と行政書士の職業紹介を行いました。職業紹介では、行政書士は国家資格であり、官公庁へ提
出書類の作成をすること、各種相談に乗ることなどを主とする業務を行う職業であることを説明しました。
また、
当会の
法教育推進委員として、静岡県内の大学で冠講座の授業を行っていることについても説明しました。
講義の前に、18歳成年制度の意義について、総務省のインターネットテレビを５分程度視聴してもらいました。

続いて、18歳成年についての講義を開始しました。
まず、民法
上の成年になるとはどういうことかを説明し、未成年のときとは違
い、
自分の意思で契約が可能になり、親の同意がなくても住む場
所や進路を決められることが可能になることを話しました。
さらに、成年になるとできることについて理解してもらい、生徒か
らはローンを組んで買い物をしたり、
クレジットカードを作成したりす
ることが可能になるなど具体的な事例が挙げられました。いずれ
も自己で金銭管理が必要であること、
また、一度自分の意思で結
んだ契約は原則取消しができないということについても確認しました。

（講義の風景）

身近なところで言えば、携帯電話やスマートフォンの契約があるが、
これらも18歳成年制度が始まると、
自分で契約
ができる反面、
プランやオプションに注意しないと余計な料金がかかること、すぐに解約できないなどのトラブルに遭う
51 日 本 行 政
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法教育推進委員会から

ケースがあります。
また、一人暮らしを始めるときに賃貸借契約も可能となるが、10代にはまだ高額で長期的な契約に
なるため気を付けるよう注意喚起も行いました。最近では、通信販売の定期契約による割引もあるが、数か月の購入
条件があるなどトラブルになりやすい点なども説明しました。
これらのトラブルに見舞われたとき、
これまで20歳未満であれば未成年として扱われたため「未成年者取消権」が
民法上使用できましたが、18歳に成年年齢が引き下げられることにより、在学中にトラブルに遭う可能性が高まったこ
とを伝え、
自分も学生時代に新聞の定期購読の勧誘にあった体験談などを交えて説明しました。
また、様々な決済に必要なクレジットカードの仕組みを説明し、
クレジットカード払いは便利で、
インターネットを利用し
た買い物に多く使用されるが、
あくまでクレジット会社が支払いを立て替えてくれるということを忘れないで欲しいと伝
えました。
クレジット会社が支払いを立て替えるということは、手数料や長期にわたる借入になると金利も発生します。
金利の計算は単純ではないですし、思っているより高額になる場合があり、事前に返済のシミュレーションをしてよく考
えてから利用するように話しました。
社会や街に出ると様々な誘惑があり、
トラブルに巻き込まれる事案がたくさんあるため、
日頃から十分に注意をしてト
ラブルに巻き込まれないよう、高校３年間で様々なことを学んで欲しいと伝えました。
さらに、
クーリングオフ制度についても簡単に説明しました。成年になったからと言って、全て自己責任ということでは
なく、未成年者取消権がなくなってしまっても様々な制度で身を守る方法はあるが、
まずはトラブルに遭わないことが大
切であり、
トラブルが発生した場合は、消費者ホットライン
「１８８」などに相談するよう説明しました。
最後に、再度、成年になるとはどういうことか、契約は慎重に確認し、困ったときは1人で悩まず相談することが大切
であることなどを伝え、講義を終えました。
そのほか、当校の生徒は全員タブレット端末を持っていることから、
タブレットを使用し、法務省の資料「18歳を迎え
る君へ」
を用いた事例紹介や、英会話教室への申込み及び取消しの可否、成年と未成年での契約の基本・取扱いな
どについても確認しました。
3

事前の準備と継続することの大切さ
2022年に入り、各省庁、他にも様々な団体で18歳成年に関する資料やリーフレットを配布するようになってきました。

今回は、法務省に資料の使用許諾をいただきましたが、各単位会で使いやすいものを作成しても良いですし、他士業
団体等に協力を仰ぎ、各団体と連携するなどアプローチの方法は様々であると思います。
引き続き、各高校の先生方にお願いし、生徒たちには卒業ま
で様々な方法で消費者教育や法教育を学ぶ機会を与えて欲
しいと考えています。
まとめ(1. 「成年」になる！?)
① 2022年4月1日より18歳から「成年」となります。
② 親など保護者の同意がなくても、自分ひとりで
様々な契約をすることができます。
③ 「未成年者取り消し」ができなくなります。
④ 「契約」は責任をともないます。

収入と支出のバランスを考える
トラブルに巻き込まれない

リスクに備える
(口)約束=契約は慎重に
10

※この講義の模様を収録したDVDの貸出しを行っています。
日行連法教育推進委員会までお問合せください。
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公 証 人 に 聞 く！

教えて

第４回

ミネルヴァくん

保証意思宣明公正証書

（担当：浅草公証役場

＜法務業務部＞
公証人

澤野芳夫）

まもる先生は、ある依頼人から「銀行からお金を借りることについて、保証人に保証意思宣明公正証書を作成するよ
うにと言われたが、よくわからないので教えてほしい。」と相談を受けました。まもる先生は、ユキマサくんに保証意思
宣明公正証書について、公証役場に聞いて来るように頼みました。
ユキマサくんは、３時のおやつを食べていましたが、大好きなミネルヴァくんに会えるということで、おやつは後に
して、喜んでコスモス公証役場に出掛けました。

ユキマサくん
こんにちは。ここに来る途中、桜の花がとってもキレイだったよ！

ミネルヴァくん

コロナがなくなって、早くみんなで花見をしたいね。そのときは、ユキマサくんの事務所のまもる先生
やうちの公証役場の花野かおり先生も呼ぼうね。

今日は、保証意思宣明公正証書について聞きに来たんだ。以前は、保証人になるのに公正証書は作成し
なかったけど、令和２年４月１日からは、事業のために負担する貸金等債務については、保証人となろ
うとする人は公証役場で公正証書を作成しなければならなくなったと聞いたけど、これはなぜなの？

事業のための借入れは多額になることが多く、保証人がそのリスクを十分に自覚しないまま安易に保証
契約を締結してしまい、後で自宅を差し押さえられたり、給料を差し押さえられたりして悲惨な目に遭
うことがあったので、公的機関である公証人が保証人になろうとする人に直接面談して、そのリスクを
十分に理解しているか意思確認をし、公正証書を作成する制度を設けたものです。この保証意思宣明公
正証書を作成しないで締結した保証契約は無効となります。

いつ公正証書を作成すればいいの？
保証契約締結の日前１か月以内に作成する必要があります（民法 465 条の 6 第 1 項）。この要件が必要
な理由は、保証契約締結日までに長い期間が経ってしまうと、主債務者の財産状態の変化が生じるなど
保証人予定者が保証意思を宣明するに当たって前提とした事情が変わったり、保証人予定者の保証する
意思自体に変化が生じたりするからです。例えば、５月 10 日に保証契約を締結する場合、保証意思宣明
公正証書の作成は４月 10 日以降にしなければなりません。

事業のための借入れとはどのようなものを言うのかな？

製造業を営む株式会社が製造用の工場を建設するための借入れや、個人が賃貸用建物建設のために借入
れをする場合などが挙げられます。これに対して、自らが居住する住宅建設用の借入れは、事業のため
の借入れには当たりません。それでは、ユキマサくんに問題を出します。

難しい問題は嫌だな～。

ごめんね、少し難しい問題です。新しく建物を建てるのですが、１階を住居とし、２階及び３階を賃貸
用アパートにする場合、その建設費用の借入れは事業のための借入れに当たりますか。

アパートのための部屋の面積の方が、住居の面積より広いときは事業のためと言えるんじゃないかなぁ？

実は、借入債務に複数の目的があって、事業目的だけでなく他の目的がある場合でも、事業目的という
一面を持っている以上、全体として事業のための借入れとなり、保証人予定者は保証意思宣明公正証書
を作成しなければならないのです。

なるほど。それなら、会社が借入れを行うとき、取締役が保証する
場合も、保証意思宣明公正証書を作成する必要があるの？

53 日 本 行 政
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公証人に聞く！教えてミネルヴァくん

法人が借主でその理事、取締役、執行役等が保証人になる場合は、法人の財産状況を把握しているし、
保証のリスクも理解しているはずですから、保証意思宣明公正証書を作成する必要はありません（民法
465 条の 9 第 1 号）。
また、借主が個人である場合の共同事業者や、事業に従事している配偶者が保証人になる場合も保証
意思宣明公正証書の作成は不要です（民法 465 条の 9 第 3 号）。

料理店の増築のために、店長である父親が借入れして、店を手伝っ
ている長男が保証人となる場合、公正証書作成は不要なのかな？

店を手伝っているだけでは共同事業者とは言えないでしょう。

配偶者が税務会計書類上，従業員とされているだけの場合はどうなの？

個人が事業を行っている場合には、比較的零細な事業の場合が多いので、事業に従事している配偶者で
あれば、その事業の状況等を把握することができるという趣旨で、保証意思宣明公正証書作成の例外と
なっているものです。ですから、実際に事業を行っている必要があり，税務会計上の書類だけ従業員と
されていても要件は満たしません。

籍を入れていない内縁の妻、夫の場合でも、夫婦であれば良いのかな？

民法 465 条の 9 第 3 号の配偶者と言えるかどうかは、戸籍上も夫婦であることが必要で、内縁の妻（夫）
である場合は含まれません。

保証人予定者が保証意思宣明公正証書を作成しようとする場合、保証意思
宣明書というものを出す必要があると聞いたのだけれど…

保証人予定者は、公証人の面前で、元本、利息、違約金、損害賠償等の内容を口授しなければなりませ
んが、これらをあらかじめ保証意思宣明書に記載し、提出してもらっています。保証意思宣明書の様式
は日本公証人連合会のホームページからダウンロードできますよ。

保証人予定者は元本、利息、損害金など全部言えないといけないの？

借入金の元本は保証人予定者も当然知っているはずで、それを言えないとなると、本当に保証のリスク
がわかっているのか疑問になってしまいます。ただ、融資金額が 1,000 万円なのか 900 万円なのか、ま
だ流動的である場合もあるので、その場合には、例えば「1,000 万円以内」という口授も可能でしょう。
変動金利であれば、その旨を口授することになりますが、細かい内容については持参したメモを参照す
ることも可能だと思います。

債務者からの情報提供も必要だね。

そのとおりです。民法 465 条の 10 では、主債務者は保証人になってもらう人に対し、主債務者の財産
及び収支の状況等に関する情報を提供しなければならないとされていますので、公証人はその情報を受
けたかの確認をし、貸借対照表など提供を受けた書面があれば、それをも公正証書の附属書類として綴
じておきます。

結構、厳格なんだね。それだけ安易に保証人にならないようにという歯止
めになっているんだね。ありがとう！よくわかったよ。

ユキマサくんは事務所に帰り、まもる先生に報告しました。

まもる先生
お疲れさま。おやつを食べかけなのに行ってくれたんだね。お礼に夕食は豪華にするね！

わーい、楽しみ！
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2022.

2日
水

2 Feb

日行連の主な動き Monthly Report
7日

正副会長会

月

【協議事項】

【協議事項】

⑴ 常任理事会の合議事項等について
⑵ その他

⑴
⑵
⑶
⑷

常任理事会
（～3日）

【合議事項】

大規模災害対策本部会議
⑴令
 和3年7月1日からの大雨による災害に係る
支援活動について
⑵ その他

令和4年度事業予算案について
担当者会議について
官民連携ガイドラインについて
その他

許認可業務部
運輸交通部門会議

⑴会
 員情報の公表について
⑵ 日本行政記事の執筆スケジュールについて
⑶ 規制改革・行政改革ホットラインへの対応につ
いて
⑷ 専門員の登用について
⑸ パブリックコメントへの対応について
⑹ その他

【協議事項】

許認可業務部
農地・土地利用部門会議

【協議事項】

⑴ 令和４年度事業計画及び予算案の策定について
⑵ その他

8日
火

規制改革委員会

【協議事項】

⑴ 令和4年度事業計画及び予算について
⑵ 規制改革への対応について
⑶ その他

登録委員会

3日
木

【登録審査】

⑴ 審査件数(64件）
⑵ その他

法改正推進本部会議

【協議事項】

選挙管理委員会

⑴ 法改正の推進について
⑵ 戸籍法第10条の2第4項の改正について
⑶ その他

【協議事項】

⑴ 令和３年度事業報告案及び決算見込みについて
⑵ 令和４年度事業計画及び予算案について
⑶ その他

総務部会

【協議事項】
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺

事業執行スケジュールの確認について
諸規則の改正について
令和３年度事業報告案について
令和４年度事業計画及び予算案について
単位会等からの照会について
全国総務部長会議について
その他

中央研修所運営会議

【協議事項】

⑴ 令和４年度事業計画案・予算案について
⑵ 中央研修所研修サイトのプラットフォーム化に
ついて
⑶ 中 央研修所研修サイトに公開している講座の
取り下げについて
⑷ その他

55 日 本 行 政
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9日
水

法規監察部会

【協議事項】
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺

 和４年度事業計画案・予算案の策定について
令
照会案件等について
許認可業務における法的整合性について
広報月間の監察活動報告について
不正アクセス禁止法について
全国担当者会議について
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 令和4年度事業計画及び予算案について
⑵ その他

No.593

2022/03/11

11:10:53

日行連の主な動き

10日
木

デジタル推進本部会議

【協議事項】

16日
水

⑴ 令和4年度事業予算案について
⑵ その他

改正行政書士法対応委員会

17日
木

【協議事項】

月

権利擁護推進委員会

【協議事項】
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

 和4年度事業計画案・予算案について
令
外国人セミナーについて
権利擁護推進パンフレットについて
司法アクセス学会参加報告について
その他

認証取得済単位会課題検討協議会

【協議事項】

令和3年度事業報告・決算見込みについて
令和4年度事業計画・予算
（案）
について
VOD研修について
その他

広報部会
（～18日）

 設業セミナーについて
建
令和4年度事業予算案等について
第3回CCUS認定アドバイザーについて
全国建設業担当者会議について
その他

【協議事項】

⑴令
 和3年度事業報告案及び令和4年度事業計
画案等について
⑵ 制度PRポスターについて
⑶ 日本行政について
⑷ 記念日事業について
⑸ 全国広報担当者会議について
⑹ ホームページ管理業者の見直しについて
⑺ その他

特定行政書士全国担当者会議

14日

令和4年度事業計画・予算案の策定について
令和4年度事業計画基本方針案について
デ
 ジタル社会の実現に向けた重点計画について
デジタル庁へのプレゼンについて
その他

暴力団等排除対策委員会
⑴
⑵
⑶
⑷

許認可業務部
建設・環境部門会議
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

【協議事項】
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

【協議事項】

⑴ 令和４年度事業計画案・予算案の策定について
⑵ 特定行政書士用の徽章について
⑶ 特定行政書士名簿の作成について
⑷ 特定行政書士のPR 動画について
⑸ ガイドラインの作成について
⑹ 特定行政書士全国担当者会議について
⑺ その他

行政書士制度調査室会議
（～17日）

18日
金

22日
火

全国建設業担当者会議

登録委員会

【登録審査】
⑴ 審査件数(78件）
⑵ その他

15日
火

裁判外紛争解決手続
（ADR）
推進本部会議

【協議事項】

⑴ 令和３年度事業報告について
⑵ 令和４年度事業計画案について
⑶ その他

28日
月

経理部会
（～3月1日）

【協議事項】

⑴ 令和3年度事業報告案について
⑵ 令和4年度予算案について
⑶ インボイス制度への対応について
⑷ 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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任意後見制度の可能性を考える
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・法規委員長

望月

格

任意後見制度の特徴

はじめに
「成年後見制度には、法定後見と任意後見の 2 種

この変化にはどのような理由があるのでしょう

類があります。」これは、成年後見制度に関する研

か。そもそも時系列で見た場合、まだ判断力がある

修やセミナーの冒頭で出てくる基本的事項であり、

段階、つまり、より早い段階で検討されるべきは任

よく知られているものです。しかしながら、制度開

意後見の方であるということになります。しかしな

始以来、現在に至るまでの利用状況としては、法定

がら、一昔前まで遺言を書くことですら縁起が悪い

後見制度が圧倒的に多く、任意後見制度は例外的立

と言われたように、死後のことや老いた後のことを

ち位置に置かれてきました。

早いうちから準備することは避けられてきました。

また、冒頭の表現にあるように、２つの制度を論

また、「老いては子に従え」などという言葉にある

じる際には、必ず法定後見が先に来るようになり、

ように、子供さえいれば後のことは何とかしてもら

法定後見制度こそが成年後見制度の基本であるよう

えるし、その方が残された者にとっても良いといっ

に様々な説明がなされてきました。そのようなマイ

た考え方も根強く、遺言や任意後見を準備すること

ナーな立場に置かれてきた任意後見制度に、陽が当

は、子供がいなかったり、多くの資産がある限られ

たり始めてきていることは御存知でしょうか。

た人だけがするものであるという認識がありました。
もっとも、成年後見制度の重要な基本理念である

注目され始める任意後見制度

「自己決定の尊重」からすれば、任意後見制度こそ
が本来あるべき後見制度であるという考え方も、制

令和 4 年度から始まる第二期成年後見制度利用促

度創設に関わった有力な学者を中心に主張されてき

進基本計画の計画案が現在（令和 4 年 2 月時点）パ

ました。平成 12 年の成年後見制度の開始に際して、

ブリックコメントに付されていますが、その中の「4

それまでの禁治産・準禁治産制度の改正として扱わ

優先して取り組む事項」の第 1 点目として「任意後

れた法定後見に対して新たな概念・制度として創設

見制度の利用促進」が取り上げられています。ま

された任意後見制度は、エポックメイキングとも言

た、この第二期成年後見制度利用促進基本計画の原

えるものでした。

案を審議していた成年後見制度利用促進専門家会議

その最大の特徴は、任意後見人となるべき者を受

での議論の流れを受けてのことと思われますが、令

任者として契約することで事前に確定できることで

和 3 年度、最高裁判所が作成し、全国の家庭裁判所

しょう。自らの判断力が低下した後の生活を託す人

で配布されている（ホームページにも掲載されてい

物について、親族か否かに関わらず、自分をよく知

ます）制度説明のパンフレット「成年後見制度 - 利

る人、価値観の近い人などを自分の目で選びたいと

用をお考えのあなたへ -」においても、従来は法定

考えるのは当然のことと言えます。また、あらかじ

後見→任意後見の順番で書かれていた説明が、任意

め契約することで、判断力があり記憶が確かなうち

後見→法定後見に変わっています。

に、託したい内容を詳細に伝えておくことも可能に

59 日 本 行 政
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コスモス Information

なります。後見人等になることを希望する親族がい

で「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力

る場合においても、裁判官の職権によって決められ

が不十分な状況にあるとき」にするとしています

る法定後見では、第三者が選任される可能性がある

が、これは法定後見にあてはめれば「補助」に相当

ことから制度利用をためらうような場合でも、任意

するレベルです。同第 3 項で、この申立てを本人申

後見であれば、契約の時点で明らかになることで制

立てもしくは「あらかじめ本人の同意」を得て行う

度利用のハードルが下がるのではないでしょうか。

ことを原則としていることからも、判断能力が残さ
れているうちに監督人をつけることが予定されてい

制度の取扱い

ることがわかります。
しかしながら、現実には保佐から後見相当の段階

では、この 2 制度が競合する局面ではどのような

で行われているのが実態ではないでしょうか。理由

取扱いになるのでしょうか。この点、任意後見契約

としては、補助相当の時点では御本人の認識として

に関する法律（以下、「任意後見法」という。）の第

判断力が低下している実感がなく、必要性が感じら

10 条第 1 項は「任意後見契約が登記されている場

れないため同意が得られないこと、最も大きい点

合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要

は、任意後見監督人の報酬が発生するため経済的負

があると認めるときに限り、後見開始の審判等をす

担が増すことでしょう。契約時点で報酬額が確定し

ることができる。」と定めており、原則として任意

ている任意後見人に対して、家庭裁判所の審判で決

後見契約が優先され、「本人の利益のため特に必要

まる監督人報酬が予測困難であることも更なるハー

があると認めるとき」に例外的に法定後見を発動す

ドルになっています。

ることとなります。この「本人の利益のため特に必

一方で、適切な時期に監督人選任が行われないこ

要があると認めるとき」とはどのような場合でしょ

とで、判断力が低下した御本人では十分なチェック

うか。一般的には、当初の任意後見契約の代理権の

が機能しないまま、前段の事務委任契約が行われる

範囲ではカバーできない事務内容を必要とする事態

ことを放置するわけにはいきません。幸いコスモス

となり、かつ御本人が公正証書による代理権の追加

では、事務委任契約時点から業務管理が行われ、発

が不可能な判断力の状況となっているとき、もしく

効前の将来型についても、監督人選任の必要性の確

は、任意後見では発動できない同意権、取消権によ

認が行われています。この点は第二期成年後見制度

る御本人の保護が必要なときとされています。

利用促進基本計画（案）で専門職団体に求められて

なお、任意後見の優先を厳格に捉える立場では、

いる要素の一つでもあります。

上記のような場合に限定されるとする一方で、比較
衡量に基づいて、法定後見を開始する方が本人の利

制度改善に向けた取組

益となる場合に法定後見を開始することができると
して、比較的緩やかに例外を認めて良いとする立場
もあり、この立場に立った審判例も存在するようです。
（参照：
「家庭の法と裁判 36 号」 日本加除出版）

制度として監督人選任を促す仕組み作りの検討も
進められており、その先行実施として、任意後見契
約締結後一定期間が経過した受任者及び委任者に対
しての意識調査（法務省民事局）が昨年 12 月に行

任意後見制度の課題

われています。この調査結果を受けて、今後の制度
設計に進むものと思われます。

このように活用が期待される任意後見制度です
が、実際の場面では課題も少なくありません。

「自分のことを自分で決められる」本来あるべき
姿であるはずの任意後見制度にようやく陽が当たり

特に指摘されるものとしては、契約数に比して任

始めました。経済的負担を軽減し、どのような立場

意後見監督人の選任申立て件数の少なさから、御本

の人でも利用可能な「第一順位」の後見制度になる

人の判断能力の低下に関わらず、適切な時期に任意

日も遠くないのかもしれません。そのためにも、コ

後見監督人の選任が行われていないと推定されるこ

スモスはセーフティーネットの役割を高め、制度改

とです。

善に向けた提言を続けていく必要があると言えるで

この申立てについて、任意後見法は第 4 条第 1 項

しょう。
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み
登録はお済
ですか？

会員専用サイト「連 con」の御案内
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～

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！

ユキマサくんの新しいイラストができました

★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。

61 日 本 行 政
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A案

会 員 の 動 き

登録者数（令和4年2月末日現在）
合
計
内
訳
個人事務所開業
行政書士法人社員
個人使用人行政書士
法人使用人行政書士

50,541 名
男 42,900 名 女 7,641 名
男 40,854 名 女 6,956 名
男 1,465 名 女
330 名
男
358 名 女
216 名
男
223 名 女
139 名

法人会員（令和4年2月末日現在）

法人会員数
法人事務所数
主たる事務所数（行政書士法人数）
従たる事務所数

御協力のお願い

異動状況（令和4年2月中の処理件数）
新規登録 合
内
登録抹消 合

計

160 名

訳 男 124 名 女 36 名
計

118 名

内

訳 男 107 名 女 11 名

廃

業

93 名

死

亡

23 名

その他

2名

979
1,210
802
408

～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

け願います。また、最寄りの郵

手続の結果により行います。

にある会員の事務所所在地と当該

便局への転送依頼届けもお忘れ

事務所所在地に変更がないのに日

会員の氏名を表記してお届けして

なく。

本行政が届かなくなった場合は、

います。

広報部では日本行政が返送されて

お早めに日行連事務局までお問合

○お届け先に事務所名の表示しかな

きた場合、所属単位会に宛名の調

せください。

く、会員氏名が表示されていな

査依頼を行うとともに、それが確

○発送停止期間中のバックナンバー

いため返送されてくる事例が多

認されるまで以降の発送を停止い

を希望される場合、在庫管理上、

くあります。事務所の入口に会

たします。

直近発行号を含み最長６か月まで

員氏名を明確に表示されるか、

○発送停止の解除は、所属単位会

最寄りの郵便局に事務所内の御

に依頼した宛名調査の結果に加

本人宛に送付してもらえるよう

え、事務所所在地の変更があっ

届け出を行ってください。

た場合には、所属単位会を通じ

日本行政の正確・迅速なお届けの

日行連登録委員会に提出される

ため、皆様の御理解、御協力をよろ

当該会員の変更登録申請の処理

しくお願いいたします。

○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

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
from EDITORS（前田）

この数か月で東京都心に生息するカラスが 2、3 年前のピーク
時から 7 分の１に減ったという調査結果が出ています（都市鳥研
究会調べ）
。カラスというと、あまりいいイメージのない方も多いで
しょう。それゆえ単にこれだけ聞くといいことのように思えますね。
カラスの減少にはもちろん原因があるそうです。「コロナ」の影
響により、飲食店等の事業者が多く店を閉めたことによるゴミの
減少に伴い、食源を失ったカラスたちが移住したというわけです。
ここまで聞くと、カラスの減少、ごみの減少など良いことづくめの
ように思えます。
しかし、良いことばかりではないようです。カラスというのは、も
ともとネズミや害虫なども食源としており、実は害虫駆除の役割
の一端を担っていたのです。まさに飲食店等の天敵をカラスが駆
除してくれていたということです。現にネズミの繁殖は増えていると
の報告もあります。
これは小さな生態系が崩れている一つの事案と言えます。こん
なところにまで「コロナ」の影響があるんだと深く感じます。しかし、
悪いことばかりではなく、ここを越えられたらもっと多くの展開があ
るのでは、との期待を込め、そして今年こそ、日本の象徴である
桜の花の下で楽しいときを迎えたいと切に願います。

65 日 本 行 政
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