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全国担当者会議の実施状況について②

農地法・都市計画法関係業務担当者
会議（3月11日開催）について1

国土交通省都市局都市計画課御担当者か
ら、令和 4年 4月 1日施行の改正都市再生特
別措置法及び改正都市計画法について御講義
いただき、質疑応答を行いました。さらに、
都市計画法関係業務に係る情報交換を実施
し、各単位会からの事例報告を共有いたしま
した。本会議を通じ、各都道府県での分家住
宅建築の許可要件の差異や空き家問題のほ
か、昨年、大きな被害をもたらした盛土問題
への対応等、今後の諸課題も浮かび上がって

本誌５月号（No.594）の巻頭言に引き続き、各地方協議会からの要望を受け、令和
３年度中に実施した全国担当者会議の開催結果を以下のとおり御報告いたします。各
単位会の関係者の皆様には、年度末の業務多忙時期での開催に御理解、御協力をいた
だき、いずれも有意義な事業とすることができました。この場をお借りして、改めて
感謝申し上げます。

まいりました。これをいかして、引き続き、
行政書士の主要な業務の一つである農地法・
都市計画法関係業務の維持発展を推進してま
いります。

全国知的財産業務担当者会議
（3月14日開催）について２

本会から、農水知財分野に係る本会の活動
及び著作権教育 Eネットワークについて報
告、共有いたしました。また、各単位会にお
ける取組状況に係る事前アンケートの結果を
基に、行政書士が行う知的財産関係業務につ
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いて意見交換を行いました。いただいた御意
見を踏まえ、引き続き、知的財産権の分野に
おける行政書士業務の発展・進歩を図ってま
いりたいと考えます。

全国広報担当者会議
（3月18日開催）について3

各テーマに係る事前アンケートの結果を基
に、各単位会の事例紹介を交えながら意見交
換を実施いたしました。本会からは「月刊日
本行政」の発行・発送に係る経費削減の観点
から、発行頻度や将来的な電子化の検討を
行っている現状及び本会ホームページのリ
ニューアルに係る検討状況を報告、共有いた
しました。いただいた御意見を踏まえ、行政
書士制度の更なる PRにつながる広報活動を
多角的・多元的な視点を持って推進いたしま
す。

全国法教育担当者会議
（3月29日開催）について4

事前アンケートの結果を基に、各単位会の
事例紹介を中心とした質疑応答及び意見交換

を実施いたしました。本会からは「行政書士
の法教育への期待」として、学校が行政書士
に求めるもの、学校との進め方等について説
明いたしました。価値観が多様化、複雑化す
る現代社会の中で重要性が高まる法教育にお
いて、行政書士に求められる役割と今後の展
望について認識の共有を図りました。引き続
き、全国的な法教育事業の展開、そして法教
育における行政書士の存在感をより一層ア
ピールできるよう必要な対応を図ってまいり
ます。

全国総務部長会議
（3月30日開催）について5

行政書士制度にとって喫緊の課題である
「職務上請求書の不正使用に係る再発防止策
について」の現況を共有いたしました。また、
本会から各単位会に対して各対策の詳細を説
明した上、改めて取組への御協力をお願いい
たしました。各単位会からは、事前に熱心な
質問が多く寄せられ、各単位会が一致団結し
て職務上請求書不正使用の再発防止に臨んで
いくという決意を新たにいたしました。

最後に、我が国を取り巻く現在の世界情勢について少し触れさせていただきます。令和４年
２月に始まったロシアのウクライナ侵攻により、国際社会における平和と秩序、安全が著しく
脅かされる深刻な状況が続いています。本会においては、ウクライナからの速やかなる撤退と
ともに、世界の恒久平和に向けた誠意ある対応をロシアに求める会長声明を本会ホームページ
に掲載いたしました。
戦火を逃れるために避難された方々の受入れが我が国でも開始され、その数は今後、更に増
えるものと見込まれています。これら避難民の方々が日本で暮らすためには、出入国管理及び
難民認定法による在留資格を有することが原則必要となり、在留資格に関する申請手続が適切
に行われることが日本での安心できる暮らしの基礎となります。また、この在留資格に関する
理解は、不法就労や人権侵害を防ぐことにつながり、避難民の方々の権利を擁護することにな
ります。
そこで本会では、ウクライナから避難された方々の在留支援等を行うため、「ウクライナ避
難民等在留支援本部」を立ち上げました。同支援本部においては、行政書士の本来業務である
在留資格申請手続支援のほか、避難生活全般に関する無料相談も受け付けています。去る 4月
13 日、首相官邸を訪問し、岸田文雄内閣総理大臣、木原誠二内閣官房副長官と鼎談をさせて
いただきました。その際、本件についてもお伝えし、期待をお寄せいただいたところです（官
邸訪問の記事は本誌 9ページ参照、鼎談の記事は次号掲載予定）。本会は、一日も早い事態の
鎮静化を願い、我が国に避難された方々が安心して暮らすことができるよう、積極的に支援し
てまいります。皆様の御理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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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。

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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行政書士法改正への対応について
～財産管理・成年後見等の個別具体的な業務の例示列挙～

専務理事　田後　隆二

 法改正推進本部では、令和 6 年通常国会での行政書士法改正に向け、議論を進めているところです。昨
年 4 月の理事会で書面決議した 13 の法改正要望項目を個別に精査し、12 月までに会内の議論を取りまとめ
ました。現在は学識者の指南を仰ぎつつ、総務省と協議する段階に入っています。

その法改正要望の中に「財産管理、成年後見等の個別具体的な業務を例示列挙として別表又は省令に規定
する。」という項目があります。本誌 2020 年 10 月号（No.575）7 ～ 11 ページにあるとおり、分かりやすく
言えば（正確な表現は原文をあたってください。）、財産管理、成年後見等の業務は行政書士・行政書士法人
の業務であるとの見解を総務省から口頭で得ています。しかし、この有権解釈は公に示されているものでは
なく、一部の金融機関や家庭裁判所等では、行政書士・行政書士法人が財産管理、成年後見等を業として行
うことを認めていないという問題があります。仮に総務省が文書で回答したとしても、法令に規定がないま
までは、この問題が完全に解消するとは思えません。

一方、弁護士法人及び司法書士法人については、それぞれの法務省令（弁護士法人及び外国法事務弁護士
法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第 1 条、司法書士法施行規則第 31 条）に次のとおり全く同じ文言
で規定されています。

一　 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に
就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を
代理し、若しくは補助する業務

二　 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他こ
れらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこ
れらの業務を行う者を監督する業務

これらは「弁護士（司法書士）が行うことができるものとして法務省令で定める業務」と規定されている
ことから、個人の弁護士（司法書士）業務としても法定されていることになります（弁護士法第 30 条の 5、
司法書士法第 29 条第 1 項第 1 号）。

また、令和４年４月１日施行の税理士法施行規則の一部を改正する省令により、税理士法施行規則第 21 条
（税理士法人の業務の範囲）に第 2 号、第 3 号が設けられ、第 2 号には、上記の法務省令（第 2 号）と全く
同じ文言が規定されました。このことは、税理士法人の業務範囲が拡大したということではなく、その業務
範囲を明確化した趣旨とのことです。

総務省は、財産管理業務、成年後見業務等も行政書士及び行政書士法人の業務と解していることは上述の
とおりですが、他士業法と異なり、行政書士法は他の法律において制限されていない限り広く業務を行い得
るとの構成になっているため、個別具体的な業務を列記することは適切ではないとの見解を示しています。

会内からも、過去の経緯から「他の法律に別段の定めのないものは、新設されるものも含め、すべて行政
書士業務である。行政書士業務を例示列挙して法文化することは、広範囲な業務を例示列挙した業務のみに
限定することになる」との批判があります。

しかし、広範な業務を行い得ることは弁護士・弁護士法人も同様であり、また、税理士・税理士法人のよう
に業務範囲を明確化するという趣旨での例示列挙という手法は、よく研究すべき課題ではないかと思います。
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アスベスト事前調査結果報告制度への対応
許認可業務部建設・環境部門

　専門員　角子　裕司
◆はじめに（アスベストとは）

�

アスベスト（石綿）は、耐熱性、耐久性に非常に優れ、安価であるため、かつて「奇跡の鉱物」として重
宝され、建築現場では防火・防音・保温・断熱材など幅広い用途で長期間にわたり使用されてきました。

私たちの身近なところでは、学校の理科実験でビーカー等をバーナーで熱する際に下に敷いた「石綿付き
金網」を記憶されている昭和世代の方もいるのではないでしょうか。

 しかし、この石綿から飛散した微細な繊維（直径 0.02 〜 0.35μm（髪の毛の 5000 分の 1））を長期間大量
に吸入すると、長い潜伏期間の後に肺がんや中皮腫といった重篤な健康障害を引き起こすリスクが認められ
たことにより、一転して「静かな時限爆弾」と呼ばれるようになりました。
以降、石綿の代替品としてグラスウール（ファイバーグラス）やセラミッ
クファイバーが用いられた経緯があります。

現在、この石綿を含有する建材を使用した建築物や工作物の老朽化が進
み、今後、解体工事が多く発生する事が予想されるため、解体等の作業に
従事する労働者の石綿ばく露防止対策と一般環境への石綿飛散漏えいの防
止対策は極めて重要な喫緊の課題となっています。

◆石綿含有建材と大気汚染防止法の改正
�

石綿含有建材は、その発じん性から、レベル 1 〜 3 に分類され、発じん性の比較的低いレベル 3 も大気汚
染防止法の規制対象となり、大幅に対象範囲が増えることとなりました。

分　　類 発じん性 主な用途
レベル１ 著しく高い 吹付耐火被膜、ビル機械室・ボイラー室の吸音、断熱材等
レベル２ 高い ボイラー本体及びその配管、空調ダクトなどの保温材等
レベル３ 比較的低い 石綿含有成形板、石綿スレート等

建築物等の解体・改修工事における石綿飛散防止対策を強化するため、令和２年６月５日、「大気汚染防
止法の一部を改正する法律」が公布され、令和３年４月１日から順次施行されており、今回の主なテーマは、
令和４年４月１日施行の「事前調査結果の報告」になります。

施行年月日 改正の概要

令和３年４月１日

	 ・	規制対象の拡大（レベル３建材を含む全ての石綿含有建材が規制対象）
	 ・	事前調査の方法等（設計図書その他の書面、目視、分析による調査）
	 ・	事前調査に関する記録（記録の作成、現場に備え、工事終了後３年間保存）
	 ・	作業計画の作成（特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画の作成
	 ・	事前調査結果・作業の掲示板（事前調査の結果、特定粉じん排出等作業内容）
	 ・	直接罰の創設（隔離等をせずに吹付石綿等の除去作業を行った者）
	 ・	石綿含有仕上塗材の取扱い（石綿含有仕上塗材はレベル 3）
	 ・	不適切な作業の防止（発注者への作業結果報告や作業記録の作成・保存義務）
	 ・	その他（立入検査対象の拡大、作業基準の遵守）

令和４年	４月１日 	 ・	事前調査結果の報告（一定規模以上の解体・改造・補修工事について報告義務）
令和５年10月１日 	 ・	事前調査の方法等（資格者等による事前調査の義務化）
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◆アスベスト（石綿）事前調査結果報告制度の創設
�

大気汚染防止法（第 18 条の 15：解体等工事に係る調査及び説明等）及び石綿障害予防規則の改正により、
令和 4 年 4 月 1 日以降に着工する一定規模以上の建築物等（建築物及び工作物）における解体工事等（解体、
改造及び補修工事）については、石綿含有建材の有無にかかわらず、都道県知事等（都道府県知事又は政令
市長）に調査結果の報告が義務付けられました。

（1）事前調査の対象と方法
事前調査の対象
・ 建築物等の規模にかかわらず、全ての解体工事等に対して求められる。
・ 事前調査は、解体工事等の元請業者又は自主施工者に実施義務がある。
事前調査の方法
・ 事前調査は、「設計図書等の書面による調査」と「現地での目視による調査」が求め

られる。
・「 設計図書等の書面による調査」と「現地での目視による調査」で、石綿含有の有無

が不明であった場合には、分析による調査が必要になる。
・ ただし、「石綿含有」とみなす場合には、分析調査は不要になる。

�（2）事前調査結果等の記録等
・ 元請業者及び自主施工者は、事前調査に関する記録を作

成し、工事現場に据え置き、作成した記録は工事終了後 3
年間の保存が必要になる。

・ 元請業者は、事前調査結果を発注者に書面で報告し、報
告書面は工事終了後 3 年間の保存が必要になる。

・ 事前調査の結果等は、解体等工事が行われている間、工
事現場において公衆に見やすいように設置する。なお、
掲示板サイズＡ３以上で、下地の色は飛散性石綿（レベ
ル１・２）が黄色、非飛散性石綿（レベル３）が白色に
規定されている。

（3）事前調査結果報告と電子申請（大気汚染防止法第 18 条の 15 第６項）
・ 元請業者及び自主施工者は、一定規模以上の建築物等の解体工事等について、石綿含有建材の有無にか

かわらず、事前調査後、遅滞なく都道府県知事等に事前調査結果の報告が義務付けられる。
・ 事前調査結果の報告は、原則として【石綿事前調査結果報告システム】（https://www.ishiwata-houkoku.

mhlw.go.jp/）から電子申請で行うことになる。なお、このシステムを利用するには、事前に「Ｇビズ ID（プ
ライム又はエントリーのアカウント）」を取得する必要があるが、プライムアカウントを取得すると、Excel
を用いて複数の工事を一括でシステムに入力し、報告することが可能となる。

・ 事前調査結果の報告は、石綿障害予防規則に基づき、所管の労働基準監督署へ
の報告も必要となるが、当システムでは大気汚染防止法及び石綿障害予防規則
に基づく報告を同時に行うことができ、また、入力したデータを活用して、事
前調査結果の掲示用資料等を作成することもできる（このように行政手続のデ
ジタル化により、同一サイト内において、１つの報告内容を他の行政機関が共
有する場合は、他士業との業際問題に対して注意が必要な場合もある）。
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（4）事前調査結果報告と対象事例
・ 元請業者及び自主施工者は、一定規模以上の建築物等の解体工事等について、石綿含有建材の有無にか

かわらず、都道府県知事等に報告が義務付けられる。下表の対象事例を参考に報告漏れのない対応が必要
となる。

対　象 工事の規模 報告が必要な工事の対象事例

建築物

・	解体作業の対象となる
床面積の合計が 80 平方
メートル以上の解体工事

・	延床面積 25坪の 2階建て木造住宅（1階と 2階の床面積の合計が約 82.5
平方メートル）の解体工事

・	床面積の合計が 100平方メートルのブロック造の倉庫の解体工事で、調査
の結果アスベスト含有建材が使用されていなかったもの

・	床面積の合計が 100平方メートルの倉庫を自主解体する工事
・	建築物の一部を解体する工事で、解体部分の床面積の合計が 100平方メー
トルのもの

・	複数棟を合わせて解体する工事で、全ての棟の床面積の合計が 80平方メー
トル以上のもの

・	請負代金の合計額（消費
税込み）が 100 万円以
上の改造工事

・	補修工事（自主施工につ
いては、請負人に施工さ
せた場合の金額が請負代
金とみなされます）

・	建築物の給湯器の交換工事で、給湯器の価格が 80万円、作業工賃が 30万
円となるもの

・	建築物の給湯器の交換工事で、請負代金の合計額（消費税抜き）が 95万円、
合計額（消費税込み）が 104万 5千円のもの

・	ホテルの給湯器の交換工事で、1部屋あたりの金額が 50 万円のものを、
10部屋分（合計額 500万円）行うもの

・	建築物の給排水設備の改修工事で請負代金が 100万円となるもの（工作物
としての水道管は報告不要だが、建築物の給水設備、排水設備は報告が必
要になるため）

・	建築物の補修工事で、1階部分 80万円、2階部分 50万円の契約金額（合
計額 130万円）で同一の業者と分割して契約するもの

・	建築物の補修を自主施工する場合で、請負人に施工させた場合の金額が
100万円となるもの

工作物

・	配管設備、ボイラーなど
環境大臣が定める工作物
に関する、請負代金（消
費税込み）の合計額が
100 万円以上の、解体・
改造・補修工事（自主施
工については、請負人に
施工させた場合の金額
が請負代金とみなされま
す）

・	非常用のディーゼル発電機の補修工事で、請負代金が 300万円のもの
・	非常用のディーゼル発電機の更新工事で、発電機の価格が 200万円、工賃
が 50万円となるもの

・	変電所の変電設備の改修工事で、請負代金が 300万円のもの
・	独立した煙突の解体工事で、請負代金が 300万円のもの
・	非常用のディーゼル発電機と煙突の補修工事で、発電機の補修が 80万円、
煙突の補修が 30万円（合計金額 110万円）となるもの

・	焼却炉の自主解体工事で、請負人に施工させた場合の代金が 100万円以上
と見込まれるもの

・	地上に露出しているガス管の補修工事で、請負代金が 300万円のもの

石綿事前調査結果報告システムの画面イメージ

出典：環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html）
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・ 調査結果報告が不要な工事の場合でも、着工前にアスベストの調査を行い、発注者には書面で報告し、
調査結果の掲示を行う必要がある。下表の対象事例を参考に適切な対応が必要となる。

対　象 報告が不要な工事の対象事例

建築物

・	面積の合計が 10平方メートルの小屋の解体工事で、請負代金が 300万円のもの（解体工事については
面積のみで判断されるため）

・	床面積の合計が 300平方メートルの建築物の給湯器の交換工事で、請負代金の合計金額が 50万円のも
の（改造・補修工事については、請負代金のみで判断されるため）

・	請負代金 120万円の改修工事で、その費用にアスベストの事前調査費用の 30万円が含まれるもの（請
負代金にはアスベストの事前調査費用を含まないため）

工作物

・	道路に埋設された水道管の解体工事で、請負代金が 300万円のもの（環境大臣が定める工作物の配管に
は水道管を含まないため）

・	道路の舗装の補修工事で、請負代金が 300万円のもの（道路の舗装、土工のみの工事については、大気
汚染防止法上の「解体等工事」に該当せず、アスベストの調査等も不要なため）

・	道路に埋設されているガス管の補修工事で、請負代金が 300万円のもの（道路の舗装、土工、ガス工作
物の導管のうち地下に埋設されている部分のみの工事については、大気汚染防止法上の「解体等工事」
に該当せず、アスベストの調査等も不要なため）

出典：足立区ホームページより

◆おわりに（行政書士の役割）�

 建設業は、建築物等のライフサイクル（設計⇒施工⇒補修⇒解体）全般に携わる中で、環境に大きな影
響を与えるため、他の業種以上に「環境に配慮した事業活動」が求められます。そのため、建設業を取り巻
く環境関連法は年々強化され、企業の責任と負担は増加傾向にあります。

しかし、中小零細規模の建設業者は人材不足や担当者の高齢化により、環境関連法への対応が年々困難な
状況になってきています。

私たち行政書士は、建設業界に最も身近な士業として、建設業許可・更新等の支援や経営事項審査支援の
業務にこれまで深く関わってきました。今後、新たに求められる「環境経営」や「デジタル化」といった持
続可能な企業作りに不可欠なテーマに対しても十分な支援を行うために、研鑽を継続し時代のニーズに対応
したサービスを提供していくことが、重要な役割ではないでしょうか。
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T o p i c s

首相官邸を表敬訪問

山口環境大臣を表敬訪問

【訪問日】令和４年４月 13 日（水）
【出席者】�常住会長、髙尾・宮元・相羽・坪川・松村各副会長、金沢・田後両専務理事、宮本・鶴・

前田・平岡・村山・原田・水野・関口・有賀・大塚各常任理事

今般、木原誠二内閣官房副長官の御尽力により、首相官邸への訪問並びに岸田文雄内閣総理大
臣との面会が実現しました。
岸田総理大臣と個別に名刺交換を行った後、常住会長が代表して、行政書士制度 70周年記念式

典へのビデオメッセージによる祝辞に対する御礼を申し上げました。続けて、岸田総理大臣及び
木原内閣官房副長官との鼎談を実施しまし
た（鼎談の模様は本誌 7月号に掲載予定）。
岸田総理大臣及び木原内閣官房副長官

におかれましては、公務御多忙の中では
ありましたが、記念撮影にも快く応じて
いただくなど、大変有意義な訪問となり
ました。

【訪問日】令和４年３月 17 日（木）
【出席者】�常住会長、髙尾副会長、村山許認可業務部長、西村（建設・環境部門）・井上（社労税務・

生活衛生部門）各次長、角子専門員（建設・環境部門）、廣田会員（兵庫県行政書士会）

先般、日行連役員等で、山口壯環境大臣を表敬訪問いたしました。
御多忙の中、快く御対応いただきました山口大臣に

対して、環境分野での行政書士の様々な取組について
説明いたしました。特に許認可等の専門知識や経験を
いかして環境分野における行政手続のデジタル化を支
援していくこと、環境経営システム（エコアクション
21）の活用を推進し、中小事業者への環境経営支援を
展開していくことを御説明し、更なる行政書士の活用
について御理解と御協力をお願いいたしました。

岸田総理大臣（前列左から5番目）
木原内閣官房副長官（前列左から4番目）

山口環境大臣（前列左から2番目）

9　日本行政　2022. 6　No.595

04_日本行政6_Topics.indd   904_日本行政6_Topics.indd   9 2022/05/10   17:202022/05/10   17:20



T o p i c s

斉藤国土交通大臣を表敬訪問
【訪問日】令和４年４月６日（水）
【出席者】�常住会長、髙尾副会長、村山許認可業務部長、大口権利擁護推進委員長、北原兵庫県行

政書士政治連盟副会長

この度、日行連関係役員等が斉藤鉄夫国土交通大臣を
表敬訪問しました。平素から行政書士制度に御理解いた
だいていることに対し感謝を申し上げるとともに、現在
本会で取り組んでいるウクライナ避難民等支援やデジタ
ル化の推進への対応について御説明しました。
ウクライナ避難民等支援については、日本政府による

支援策に基づき、在留資格に関する申請手続や生活支援
などを至急準備していること、行政手続のデジタル化に
ついては、無資格者によるなりすまし申請を防止するた
めにも代理人による申請の仕組みを設けていただくことの必要性を申し上げました。
斉藤大臣からは、日頃の行政書士の活動について感謝の意が伝えられるとともに、ウクライナ避

難民支援等について今後も協力いただきたいとの御言葉を頂戴いたしました

佐藤厚生労働副大臣を表敬訪問
【訪問日】令和４年４月６日（水）
【出席者】�常住会長、髙尾副会長、村山許認可業務部長、大口権利擁護推進委員長、北原兵庫県行

政書士政治連盟副会長

この度、日行連関係役員等が佐藤英道厚生労働副大臣
を表敬訪問しました。御多忙の中、快く御対応いただき
ました佐藤副大臣に対して、当会が取り組むウクライナ
避難民等支援やコロナ対策支援、デジタル化の推進への
対応について御説明しました。また、社会保障制度に関
連する分野において、行政書士はいわゆる社会保険以外
の社会福祉、公的扶助、保健医療・公衆衛生等に関する
業務を広範に担っていることも御紹介しました。
佐藤副大臣からは、幅広い業務分野を有する行政書士への期待の御言葉をいただき、非常に有意

義な訪問となりました。

斉藤国土交通大臣（中央）
國重公明党行政書士制度推進議員懇話会幹事長

（左から1番目）

佐藤厚生労働副大臣（左から4番目）
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理事会の開催報告
開　催　日 　令和 4年 4月 20 日（水）・21 日（木）
場　　　所 　虎ノ門タワーズオフィス 6階「ROOM7」
司　　　会 　宮本　重則　総務部長
議　　　長 　常住　豊　会長
議事録署名人 　古川　正美（茨城会）・

野津　好正（島根会）両理事
構　成　員 　56 名のうち、54 名出席（開会時）
オブザーバー 　�西堀　俊德・岡　俊江・増田　由明　各監事、　縮　修二　選挙管理委員長

前回に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンライン会議システムを導入
したハイブリッド方式による理事会が開催された。
本理事会では、以下 8議案について審議され、全議案が可決された。

【　議　案　審　議　】

コロナ禍等の緊急的な対応や、政府が進めるデジタル社会の実現へ向けた対応など、刻々と変化
する社会の波に乗り遅れることなく、行政書士制度推進に柔軟かつ機動的に取り組むための資金と
して「制度推進対策積立預金（仮称）」及び「学術研究積立預金（仮称）」を新設することについて、
承認が求められた。
あわせて、「災害助成基金積立預金」及び「周年記念事業積立特定預金」の要件について、今後
懸念される大規模災害の発生に対する支援資金を更に拡充するため、また、今後開催する周年記念
事業に関し、より効果的な事業活動が行えるよう、それぞれ積立の上限額を変更することについて、
承認が求められた。異議なしで可決された。

特定預金の新設と要件変更について
第 1号議案

「制度推進対策積立預金（仮称）」

①目　　　　　的：�行政書士制度推進に積極的かつ柔軟に取り組むための資金として計上するものである。
②積�立�の�方�法：�令和４年度から、積立の限度額を 300,000,000 円として積み立てる。
③目的取崩の要件：�常任理事会において、目的となる事業内容、実施計画、必要性等を精査して必要額を算出

する。会長は取り崩しを行う場合は理由を付して理事会に付議し、その承認を得なければ
ならない。

④目的外取崩の要件：�前項にかかわらず、目的外の取り崩しを行う場合には、会長は、取り崩しが必要な理由を
付して理事会に付議し、その承認を得なければならない。積立計画の中止、積立限度額及
び積立期間の変更についても同様とする。
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「学術研究積立預金（仮称）」

①目　　　　　的：�行政書士制度発展に向けた行政書士法や関連法についての研究を継続的に行うための資金
として計上するものである。

②積�立�の�方�法：�令和４年度から、積立の限度額を 100,000,000 円として積み立てる。
③目的取崩の要件：�常任理事会において、目的となる事業内容、実施計画、必要性等を精査して必要額を算出

する。会長は取り崩しを行う場合は理由を付して理事会に付議し、その承認を得なければ
ならない。

④目的外取崩の要件：�前項にかかわらず、目的外の取り崩しを行う場合には、会長は、取り崩しが必要な理由を
付して理事会に付議し、その承認を得なければならない。積立計画の中止、積立限度額及
び積立期間の変更についても同様とする。

⑤運　用　方　法：�安全かつ効率的な運用を図るものとする。
⑥そ　　の　　他：�各年の積立額については、翌会計年度予算編成時において、同事業活動収入及び他の事業

活動支出予算を考量のうえ設定することとする。

「災害助成基金積立預金」

②積�立�の�方�法：�複数回の災害等に備えられるだけの額として限度額を２億円とし、適宜積み立てる。
③目的取崩の要件：�大規模な震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害が発生した場合、被災した単位会

及び会員を支援することを目的とした支払いに限定し、取り崩すことができるものとする。（略）
※変更項目以外は省略、下線は変更箇所

「周年記念事業積立特定預金」

②積�立�の�方�法：2019�年度より、積立の限度額を 5,000 万円として積み立てる。
※変更項目以外は省略、下線は変更箇所

⑤運　用　方　法：�安全かつ効率的な運用を図るものとする。
⑥そ　　の　　他：�各年の積立額については、翌会計年度予算編成時において、同事業活動収入及び他の事業

活動支出予算を考量のうえ設定することとする。

総会第 1号議案　令和 3年度事業報告
総会第 2号議案　令和 3年度決算報告（決算報告書・監査報告書）
総会第 3号議案　日本行政書士会連合会会則の一部を改正する会則（案）
総会第 4号議案　令和 4年度事業計画（案）
総会第５号議案　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターへの寄付金支出について（案）
総会第６号議案　令和 4年度予算（案）

以上の 6議案を定時総会に上程することについて、承認が求められた。全議案が異議なしで可決
された。

令和 4年度定時総会の議案について
第２号議案
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職務上請求書の不正使用による事件が発生したことを受け、再発防止を徹底することを目的とし
て「倫理研修の受講義務化」、「組織的な指導・管理体制の構築」、「払出し時の確認作業の厳格化」、
「不正使用者への罰則の強化」の４つを柱として掲げ、それぞれを実行するための具体的な対応事
項等の追加、変更に関する日本行政書士会連合会職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規
則の一部改正について承認が求められ、異議なしで可決された。会則認可の日から施行する。ただ
し、第 22 条の改正規定は、会則認可の日から起算して 1年を経過した日から施行する。

日本行政書士会連合会職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則の一部改正（案）
第 4号議案

日本行政書士会連合会職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則の一部改正（案）
新旧対照条文

改正案 現　行

（購入申込み）
第 �22条　職務上請求書の購入を希望する個人開業の行政
書士又は行政書士法人は、「購入申込書」（様式第２号）
に必要事項を記入し、「誓約書」（様式第３号）の内容
を確認して次に掲げる者が署名した後、それぞれに職
印を押印したもの及び会則第 62 条の２第３項に定める
倫理研修を修了したことを証する書類を添えて所属す
る単位会に提出しなければならない。
一　個人開業の行政書士　当該行政書士本人
二�　行政書士法人　当該行政書士法人の社員（代表す
る社員がある場合はその者）

２��　２回目以降の購入を希望する個人開業の行政書士又
は行政書士法人は、前項の「購入申込書」、「誓約書」
及び会則第 62 条の２第３項に定める倫理研修を修了し
たことを証する書類に加え、職務上請求書の使用済み
控え綴りを所属する単位会に提出し、所管部署による
記載内容の確認を受けなければならない。

（購入申込み）
第 �22条　職務上請求書の購入を希望する個人開業の行政
書士又は行政書士法人は、「購入申込書」（様式第２号）
に必要事項を記入し、「誓約書」（様式第３号）の内容
を確認して次に掲げる者が署名した後、それぞれに職
印を押印したものを所属する単位会に提出しなければ
ならない。

一　個人開業の行政書士　当該行政書士本人
二�　行政書士法人　当該行政書士法人の社員（代表す
る社員がある場合はその者）

２��　２回目以降の購入を希望する個人開業の行政書士又
は行政書士法人は、前項の「購入申込書」及び「誓約書」
に加え、職務上請求書の使用済み控え綴りを所属する
単位会に提出し、記載内容の確認を受けなければなら
ない。

日本行政書士会連合会会議規則第 31 条及び日本行政書士会連合会議事運営委員会規則第 4条に
基づき、令和４年度定時総会の議事運営委員会委員の選出について、会長一任とすることについて
承認が求められ、異議なしで可決された。
可決後、常住会長から、以下の 3名を選出するとの報告があった。

　理事　岩﨑　雅幸（山形会）、理事　多田隈　亨（埼玉会）、理事　森　伸二（岐阜会）　

令和 4年度定時総会議事運営委員会委員の選出について
第 3号議案

Topics

13　日本行政　No.595　2022. 6

04_日本行政6_Topics.indd   1304_日本行政6_Topics.indd   13 2022/05/10   17:202022/05/10   17:20



（払出しに伴う確認及び審査）
第 �24 条　職務上請求書の購入申込みを受けた単位会は、
必要書類の確認を行い、書類の不足又は次に掲げる事
項に該当する場合には、単位会長に報告し、所管部署
において払出しの可否について審査を受けるものとす
る。この場合において、単位会長は、提出書類に基づ
き審査を行い、一定期間払出しを凍結することができ
る。
一�　行政書士又は行政書士法人業務と認められない利
用目的の種別欄等
二�　誤記入や不明確な記載の頻出、その他使用方法又
は記載内容に疑義のあるもの
三�　基準を超える使用頻度
四�　前条に規定する「控え用紙紛失報告書」、「利用目
的の種別欄等未記入理由書」又は「顛末書」が付さ
れた購入申込み

２��　単位会長は、前項の審査を行ってもなお疑義がある
場合には、職務上請求書の払出しは行わない。

３��　第１項の審査結果は、第 21 条に規定する「払出し履
歴管理表」に記入するものとする。

４��　第１項第三号に定める使用頻度の基準は、指針に定
める。

（払出しに伴う確認及び審査）
第 �24 条　職務上請求書の購入申込みを受けた単位会は、
必要書類の確認を行い、書類の不足又は次に掲げる事
項に該当する場合には、単位会長に報告し、所管部署
において払出しの可否について審査を受けるものとす
る。この場合において、単位会長は、提出書類に基づ
き審査を行い、一定期間払出しを凍結することができ
る。
一�　行政書士又は行政書士法人業務と認められない利
用目的の種別欄等

二　誤記入や不明確な記載の頻出

三　異常な使用頻度
四�　前条に規定する「控え用紙紛失報告書」、「利用目
的の種別欄等未記入理由書」又は「顛末書」が付さ
れた購入申込み

（新設）

２��　前項の審査結果は、第 21 条に規定する「払出し履歴
管理表」に記入するものとする。
（新設）

（職務上請求書関係事務取扱責任者）
第 �27条の２　本会は、職務上請求書の払出しその他の関
係事務の責任者として職務上請求書関係事務取扱責任
者を置き、本会における職務上請求書の不正使用防止
に向けた取組みの指揮、職務上請求書払出し時の使用
済み控え綴りの確認体制の管理等をさせるものとする。

２��　職務上請求書関係事務取扱責任者は、総務部長をもっ
てこれに充て、その業務を総務部に行わせるものとす
る。

３��　単位会は、単位会における単位会職務上請求書関係
事務取扱責任者を置くとともに、職務上請求書関係事
務の所管部署を定めるものとする。

（新設）

第６章　責務違背等に対する措置
（疑義ある事案への措置）
第 �34 条　第３条から第 17 条に規定する責務に違背する
ことは、行政書士又は行政書士法人の信用又は品位を
害し、行政書士又は行政書士法人たるにふさわしくな
い重大な非行に該当するものであることから、単位会
長は、当該違背の疑義がある行政書士又は行政書士法
人に対し、職務上請求書の使用状況等の報告を求め、
必要に応じて措置を講ずることができる。

２��　前項の措置を講ずるにあたり、当該行政書士（当該
行政書士が使用人である行政書士の場合は、その者を
使用する個人開業の行政書士）又は行政書士法人に対
し、未使用の職務上請求書（一部使用済みのものを含
む。）、職務上請求書の使用済み控え、事件簿、領収証
の控えその他必要な書類の提出を求めることができる。

第６章　責務違背等に対する措置
（疑義ある事案への措置）
第 �34 条　第３条から第 17 条に規定する責務に違背する
ことは、行政書士又は行政書士法人の信用又は品位を
害し、行政書士又は行政書士法人たるにふさわしくな
い重大な非行に該当するものであることから、単位会
長は、当該違背の疑義がある行政書士又は行政書士法
人に対し、職務上請求書の使用状況等の報告を求め、
必要に応じて措置を講ずることができる。

２���　前項の措置を講ずるにあたり、当該行政書士（当該
行政書士が使用人である行政書士の場合は、その者を
使用する個人開業の行政書士）又は行政書士法人に対
し、職務上請求書の使用済み控え、事件簿、領収証の
控えその他必要な書類の提出を求めることができる。
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（購入及び使用の禁止）
第 �35条　職務上請求書の不適正な使用又は管理を理由と
して都道府県知事又は単位会長から処分された行政書
士又は行政書士法人は、第 15 条の規定に基づき職務上
請求書の返戻義務が課されるとともに、次に掲げる期
間において、職務上請求書の購入及び使用を禁止する
ものとする。
一�　法第 14 条第一号又は第 14 条の２第一号の処分は、
処分の日から２年

二�　法第 14 条第二号又は第 14 条の２第二号の処分は、
業務の停止の日から期間終了の翌日より４年

三�　単位会会則に基づく訓告処分は、処分の日から２年
四�　単位会会則に基づく会員権の停止処分は、会員権
の停止の日から期間終了の翌日より２年

（削除）

２��　過去に職務上請求書の不適正な使用又は管理を理由
として都道府県知事による法第 14 条第三号の処分又は
単位会会則に基づく廃業勧告処分若しくは解散勧告処
分を受けたことがある行政書士又は行政書士法人は、
職務上請求書の購入及び使用を禁止する。

（購入及び使用の禁止）
第 �35条　職務上請求書の不適正な使用又は管理を理由と
して都道府県知事又は単位会長から処分された行政書
士又は行政書士法人は、第 15 条の規定に基づき職務上
請求書の返戻義務が課されるとともに、次に掲げる期
間において、職務上請求書の購入及び使用を禁止する
ものとする。
一�　法第 14 条第一号又は第 14 条の２第一号の処分は、
処分の日から１年

二�　法第 14 条第二号又は第 14 条の２第二号の処分は、
業務の停止の日から期間終了の翌日より２年

三�　単位会会則に基づく訓告処分は、処分の日から１年
四�　単位会会則に基づく会員権の停止処分は、会員権
の停止の日から期間終了の翌日より１年

五�　単位会会則に基づく廃業勧告処分又は解散勧告処
分は、処分の日から５年

（新設）

（事務局への委任）
第 �37 条　単位会は、職務上請求書の払出し事務及び管
理等について、これを事務局に行わせることができる。
ただし、第 24 条第１項に定める必要書類（提出書類、
使用済み控え綴り）の確認を除く。

（事務局への委任）
第 �37 条　単位会は、職務上請求書の払出し事務及び管理
等について、これを事務局に行わせることができる。

様式については、様式第 2号（第 22 条関係）中の３. 添付書類の②使用済み職務上請求書の控え
の次に「③会則第 62 条の２第３項に定める倫理研修を修了したことを証する書類」を加える。また、
確認印欄に「倫理研修」欄を加える（様式は省略）。

日本行政書士会連合会書面による総会議決の実施に関する規則（案）
第 5号議案

１つの場所に集合して総会を開催することが困難な事態が発生した際には、日本行政書士会連合
会会則第 22�条の２の規定に基づき、総会で議決すべき事項について書面による議決を求めること
が可能とされている。この書面議決の実施にあたり、特段の取扱いを定める必要がある各具体的事
項を新たな規則として定めることについて承認が求められた。異議なしで可決され、令和 4年 4月
21 日から施行された。

日本行政書士会連合会書面による総会議決の実施に関する規則（案）
（目的）
第�１条　この規則は、日本行政書士会連合会（以下「本会」という。）会則（以下「会則」と
いう。）第 22 条の２第４項の規定に基づき、総会で議決すべき事項について書面による議決
を求める場合における会則第３章（第 13 条～第 23 条）に定める規定の施行に関して、必要
な事項を定める。

Topics

15　日本行政　No.595　2022. 6

04_日本行政6_Topics.indd   1504_日本行政6_Topics.indd   15 2022/05/10   17:202022/05/10   17:20



（適用の要件）
第�２条　この規則の次条から第８条までの規定は、代議員の同意があったときに、適用する。
２�　前項の同意とは、会則第 22 条の２及びこの規則の次条から第８条の規定を適用し総会で
議決すべき事項について書面による議決を求めることについての提案に対し、代議員から３
分の１以上の書面による回答があり、かつ、その回答中３分の２以上の賛成があることをい
う。
（書面による議事）
第�３条　総会の議事は、すべて書面により行う。
２�　議案の発信（発議）、質問の提出、質問への回答、表決票の提出、表決結果の確定までの
経緯をもって、総会の議事がなされたものとみなす。
３�　会則第 16 条に規定する総会の招集は、総会の議事を書面により行うこととする旨の通知
を代議員へ発信することをもって代える。
（総会日）
第�４条　総会は、第７条に規定する表決票の受付の開始日を初日とし、表決の結果が確定する
日を終結日とする。
２�　前項に定める表決の結果の確定は、次条に定める議長及び副議長が表決の結果を確認し、
その結果を代議員に通知することをもって行う。
（議長）
第�５条　会則第 19 条に規定する議長及び副議長は、本会が推薦を依頼した地方協議会から推
薦された代議員を充てる。
（定足数）
第�６条　会則第 20 条に規定する定足数は、次条第１項に定める表決票が代議員定数の３分の
１以上となることをもって、総会が有効に成立したものとする。
（表決）
第�７条　会則第 22 条に規定する表決は、本会から配付される表決票に代議員が議案毎に可否
を記入して本会に提出することにより行うものとする。この場合において、表決票は、提出
期限までに直接本会に到達しなければならない。
２�　総会の議事は、提出期限までに本会に到達した表決票の過半数で決することとし、可否同
数のときは議長の決するところによる。ただし、会則第 22 条第２項の議事は、提出期限ま
でに本会に到達した表決票の３分の２以上の同意をもって決する。
３�　議長は、表決の結果の確認後、直ちにその結果を代議員に通知する。
（議事録）
第�８条　議長は、会則第 23 条の規定に基づき議事録を作成する。
２�　議事録には、議長及び代議員のうち２人の者が署名捺印する。
３�　前項の代議員は議事運営委員会委員のうちから議長が指名する。
（電子情報処理組織の使用）
第�９条　第２条から第４条まで、第６条及び第７条に定める書面による手続及び表決は、電子
情報処理組織を使用して行うことができるものとする。
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日本行政書士会連合会倫理研修規則（案）
第 7号議案

職務上請求書の不正使用による事件が発生したことを受け倫理研修義務化の方針が決定されたこ
とに伴い、倫理研修に関する規則を新たに定めることについて承認が求められ、異議なしで可決さ
れた。会則の認可の日から起算して 1年を経過した日から施行する。

日本行政書士会連合会倫理研修規則（案）

第１章　総　　則
（目　　的）
第�１条　この規則は、日本行政書士会連合会（以下「本会」という。）会則第 62 条の３第１項
第三号に基づく倫理研修を実施することにより、会員が行政書士たるに相応しい倫理を常に
保持し、適切に業務が実施され、行政書士法の目的が正しく実現されるよう、必要な事項を
定める。
（倫理研修の種類）
第２条　本会が実施する倫理研修は、次の各号の研修とする。
一　一般倫理研修
二　特別倫理研修
（倫理研修の対象者）
第�３条　前条の倫理研修の対象は、行政書士法人たる会員を除く会員（以下「個人会員」とい
う。）のうち、次に定める者とする。
一　一般倫理研修　すべての個人会員
二�　特別倫理研修　出入国管理及び難民認定法施行規則に基づく地方出入国在留管理局長へ
の届出（以下「届出」という。）を希望する個人会員又は届出を現に行っている個人会員
のうち、引き続き届出を希望する者

関係法令の改正への対応、待遇改善等を目的とし、日本行政書士会連合会事務局職員就業規則の
一部を改正することについて、承認が求められた。異議なしで可決され、令和 4年 4 月 21 日から
施行された。

日本行政書士会連合会事務局職員就業規則の一部改正（案）
第 6号議案

（補則）
第�１０条　この規則に定めのない事項については、会則その他の規則に準ずるものとする。

　　附　則
　この規則は、令和 4年 4月 21 日から施行する。

Topics

17　日本行政　No.595　2022. 6

04_日本行政6_Topics.indd   1704_日本行政6_Topics.indd   17 2022/05/10   17:202022/05/10   17:20



第２章　一般倫理研修
（研修の内容）
第４条　第２条第一号に定める一般倫理研修の科目は、次のとおりとする。
一　行政書士法及び関係法令
二　人権　
三　職業倫理　
四　職務上請求書の適正使用　
五　その他
２�　一般倫理研修の講師は、行政書士のほか、総務省、法務省、その他外部の機関及び有識者
に依頼することができる。
（実施方法）
第�５条　一般倫理研修は、ビデオ・オン・デマンド（以下「VOD」という。）方式により実施
することとし、本会が作成したコンテンツを中央研修所研修サイトで提供する。
２�　本会は、VODによる受講ができない個人会員に供するため、次の方法により一般倫理研
修を実施することができる。
一　研修会場を設け、当該会員を来場させてコンテンツを視聴させる方法
二�　コンテンツを電磁的記録媒体等のメディアに収録し、当該会員に提供するとともにレ
ポートを提出させる方法

３�　本会は、本研修の実施に係る事務を都道府県行政書士会（以下「単位会」という。）に委
託することができる。この場合において、本会は、必要に応じ、運用に係る費用の全部又は
一部を単位会に助成することができる。
（受講義務）
第�６条　この規則の施行後に登録を受けた個人会員は、登録月の翌月初日から起算して３カ月
以内に一般倫理研修を受講し、修了しなければならない。
２�　一般倫理研修を受講し修了した個人会員は、修了日の５年後の日が属する年度に再度一般
倫理研修を受講し修了しなければならないものとし、以後も同様とする。
３�　単位会は、正当な理由なく一般倫理研修を受講しなかった者に対し、処分をすることがで
きる。
４�　前項に定める正当な理由とは、個人会員本人が、当該年度内において次の各号のいずれか
に該当する状態にある場合とする。
一　受講が不可能な程度の疾病
二　風水害その他の被災による業務不能
５�　正当な理由により受講期間内に受講しなかった個人会員は、当該理由が解消した場合には、
速やかにその旨を単位会に申し出るとともに、一般倫理研修を受講しなければならない。
（修了証書）
第�７条　本会は、一般倫理研修の受講を修了した者に対し修了証書を発行する。
（受講費用）
第８条　一般倫理研修の受講費用は、無償とする。
（単位会が実施する倫理研修）
第�９条　単位会は、本規則で定める倫理研修以外に独自で倫理研修を実施することができる。
この場合、原則として本規則に定める一般倫理研修には含まないものとする。
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第３章　特別倫理研修
（特別倫理研修の種類）
第 �10条　本会が実施する特別倫理研修は、第３条第二号に定める届出のために必要な行政書
士申請取次関係研修（以下「申請取次研修」という。）とする。
（申請取次研修の種類）
第 �11条　前条に定める申請取次研修は、次の各号の研修とする。
一�　事務研修　届出を希望する個人会員（次号に定める実務研修の対象者を除く。）を対象
とする研修
二�　実務研修　届出を現に行っている個人会員のうち、引き続き届出を希望する者を対象と
する研修

（申請取次研修の内容）
第 �12条　申請取次研修の科目は、次のとおりとする。
一　出入国管理及び難民認定法及び関係法令
二　職業倫理
三　その他、必要な知識

２　申請取次研修は、効果測定を実施する。
３�　前２項に定めるもののほか、本会の申請取次管理委員会が指定するレポート等の提出を求
めることができる。

４�　申請取次研修の講師は、行政書士のほか、総務省、法務省、その他外部の機関及び有職者
に依頼することができる。
（実施方法）
第13条　申請取次研修は、集合方式又はVOD方式により実施する。
（受講義務）
第 �14 条　届出を希望する個人会員（実務研修の対象者を除く。）は、所属単位会を経由して
申請取次の申出を行う日までに、事務研修を受講し、修了しなければならない。

２�　届出を現に行っている個人会員のうち、引き続き届出を希望する者は、所属単位会を経由
して、次回申請取次の申出を行う日までに、実務研修を受講し、修了しなければならない。
（修了証書）
第15条　本会は、申請取次研修の受講を修了した者に対し修了証書を発行する。
２　前項の修了証書の有効期限は、次のとおりとする。
一　事務研修　発行の日から１年
二　実務研修　発行の日から３年

３　第１項の修了証書は、届出を単位会に申し出る際の添付書類とする。
（受講費用）
第16条　特別倫理研修の受講費用は、別途定める。
（その他）
第17条　特別倫理研修に係る事務について、本規則に定めがない事項については、別途定める。
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　�附　　則
（施行日）
１�　この規則は、会則の認可の日から起算して 1年を経過した日から施行する。
　（初回の一般倫理研修の受講期限）
２�　この規則の施行の日に会員である者は、令和６年３月 31 日までに、一般倫理研修を受講し、
修了しなければならない。

日本行政書士会連合会中央研修所規則の一部改正（案）
第 8号議案

日本行政書士会連合会中央研修所規則の一部改正（案）
新旧対照条文

改正案 現　行

（研修所の目的）
第�２条　研修所は、会則第 62 条の 3 第 1 項各号に掲げる
研修に関する施策の実施を通じて、行政書士の信用及び
品位を高めるとともに資質の向上を図り、行政書士制度
の発展に寄与するものとする。

（研修施策の種別及び研修の内容）
第�４条　日本行政書士会連合会（以下「本会」という。）
が行う会則第 62 条の３第１項第一号に規定する研修に
関する施策の種別及び研修所が取り扱う研修内容並びに
実施形態は次の各号のとおりとする。
一�　基礎研修　新規登録行政書士を主な対象とし、行政
書士法関係法令・制度、行政書士会組織概論、経営基
礎、法的思考等の習得を目的とする研修で、研修所は、
行政書士会（以下「単位会」という。）に共通カリキュ
ラム及び研修資料を企画・提供する。

二　（略）
三　（略）

２�　（略）
３�　本会が行う会則第 62 条の３第１項第三号に規定する
研修の内容及び実施に関し必要な事項は、別に定める。

（研修所の目的）
第�２条　研修所は、会則第 62 条の 3 第 1 項各号に掲げる
研修に関する施策の実施を通じて、行政書士の資質の向
上を図り、行政書士制度の発展に寄与するものとする。

（研修施策の種別及び研修の内容）
第�４条　日本行政書士会連合会（以下「本会」という。）
が行う会則第 62 条の３第１項第一号に規定する研修に
関する施策の種別及び研修所が取り扱う研修内容並びに
実施形態は次の各号のとおりとする。
一�　基礎研修　新規登録行政書士を主な対象とし、行政
書士法関係法令・制度、行政書士会組織概論、経営基礎、
倫理・専門家責任、職域・業際、法的思考の習得を目
的とする研修で、研修所は、行政書士会（以下「単位
会」という。）に共通カリキュラム及び研修資料を企画・
提供する。

二　（略）
三　（略）

２　（略）
（新設）

倫理研修の義務化を目的とした日本行政書士会連合会会則第62条の２の改正との整合を図るため、
日本行政書士会連合会倫理研修規則の設置とともに、日本行政書士会連合会中央研修所規則を一部
改正することについて承認が求められ、異議なしで可決された。会則認可の日から施行する。

Topics

No.595　2022. 6　日本行政　20

04_日本行政6_Topics.indd   2004_日本行政6_Topics.indd   20 2022/05/10   17:202022/05/10   17:20



【協議事項】
（１）日本行政書士会連合会行政書士徽章等規則の一部改正（案）について

【報告事項】
（１）令和 4年度定時総会日程について
（２）令和 4年度行政書士試験協力事務に関する文書について
（３）特定行政書士に係るアンケートの集計結果について
（４）行政書士制度に関する研究会について
（５）特定行政書士名簿の活用に係る文書について
（６）マンション管理計画認定制度への対応について
（７）犬猫マイクロチップ登録制度への対応について
（８）ウクライナ避難民在留支援について

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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Informat ion

行政書士申請取次関係研修会（VOD方式）の
御案内

＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞

1

令和 4年度の行政書士申請取次関係研修会（申請取次事務研修会、申請取次実務研修会）につ
いて、今後の開催日程をお知らせいたします。
当該研修は、中央研修所研修サイトに登載するVOD（ビデオ・オン・デマンド）システムを
用いた研修で、受講期間内であればいつでも、御自宅や事務所にてパソコン、タブレット、スマー
トフォン等で聴講可能な研修です。
なお、各研修会の申込等の詳細につきましては、下記「令和 4年度開催概要」のスケジュール
に則り、適時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 4 年度開催概要

研修区分 受講期間 開催案内
（日行連HP詳細発表） 申込期間 � 修了証書

発送予定日

�� 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） 9月15日（木）

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） 11月21日（月）

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） 1月25日（水）

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） 3月10日（金）

※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。

届出済証明書の更新を希望される方へ
　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お手続きいただくようお願いいたします。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、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。
　なお、各単位会によって書類をお預かりできる時期が異なりますので、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。
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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
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、
「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
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
研修を修了し、特定行政書士となります。

研 修 概 要

１　受講資格
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）

２　研修内容
以下の「講義」を所定の期間内に所定時間受講し、「考査」
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　義
受講期間内に、各自で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。）に登載さ
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）
＜講義科目＞

科　目 時　間（コマ数）
行政法総論 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　査
2022 年 10 月 16 日（日）14：00 ～ 16：00 に所属の単位
会が指定する会場において実施（全国一斉開催）します。
※�考査会場は、９月上旬（予定）に会員専用サイト「連 con」（以
下、「会員サイト」という。）内で発表いたします。

＜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

トによる30問択一式問題で行われます。
＜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。

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
※�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。
※�申込期間は厳守いただくようお願いいたします。

（2）申込方法
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。
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
信します。

（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。
※振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。
※一度納入された受講料はお返しできません。

４　受講料
８万円（テキスト代含む）
※�再受講・再受験の受講料は、次々頁＜再受講制度につい
て＞を御確認ください。

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
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。
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
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
境が整わない場合には、次年度への振替とします。

＜考査について＞
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
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。

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。

Informat ion
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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� 03-6450-1622
〇本研修の内容に係る御照会
　日行連事務局研修課� 03-6435-7330

Informat ion
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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。 

資料送付先 

 

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。 

 

□ 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。 

【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。 

希望する 

受講パターン 

※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。 

□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。 

該当する 

受講パターン 

※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。 

□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 

・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】 

〈4万円〉 

※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】 
 

＜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

新規受講
（8万円）

再受講（任意）
+受験（4万円）

ア

再受講（義務）
+受験（無料）

ウ

考査受験
（無料）

イ

受講なし

考査到達基準

未到達

考査到達基準

未到達

考査到達基準

未到達

再受講（義務）
+受験（4万円）

再受講（義務）
+受験（4万円）

エ

エ

※�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）

5月

6月

7月

8月

9月

10月 受験

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）

②受講料を払込（6月23日（木）締切）

⇒受講料払込通知をFAXで送信いたします。（原則翌週月曜）

※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。

⇒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）

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）

考査会場を会員専用サイト「連con」にて発表（9月上旬）

★10月16日（日）に所属単位会が指定する考査会場にて受験

⇒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）

結果通知書を受験者の各事務所宛に送付（12月上旬）

受講

4月

申込

11月 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）

12月
結果
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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。 

資料送付先 

 

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。 

 

□ 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。 

【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。 

希望する 

受講パターン 

※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。 

□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。 

該当する 

受講パターン 

※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。 

□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 

・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】 

〈4万円〉 

※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】 
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２月２６日、宮城会として２度目の開催となる「入会希望者向けセミナー」を仙台市青葉区内にあるフォレスト仙台にて実施しました。新
型コロナウイルス感染症対策を徹底した上でのイベントとして、対面形式にもかかわらず、昨年度の２倍を上回る２５名の方々に御参加
いただきました。予定時間の９０分を過ぎても、熱心な質疑、相談が行われ、入会希望者の意欲が伝わる有意義なセミナーになりました。
冒頭、佐々木会長からの挨拶があり、宮城会の取組や行政書士業務について紹介しました。
続いて、会員３名に登場していただき、開業から現在に至るまでのエピソードの披露が行われました。
その後の意見交換では、「事業開始から何年くらいで生計が成り立つのか」、「自由な時間と営業活動とのバランスはどのように
すれば確保できるのか」、「インターンシップのようなシステムがあれば利用したいのですが」など、主催者にとって身が引き締まる御
意見をいただきました。
セミナー終了後も多くの参加者が残っている様子から、これは昨
今のコロナ禍のオンラインセミナーでは得られそうもない「生の声」
を期待していることの表れではと感じました。より個別的な相談をさ
れる方が多く、行政書士という職業に対する手掛かりを探している
ように見受けられました。
3月の登録証交付式では、セミナーの参加者と再会することがで

き、これからの行政書士会の牽引を期待したいとの思いに駆られま
した。

2月4日、ホテルアソシア静岡（静岡市葵区）の3F「駿府」にて行政書士法制定·静岡県行政書士会創立70周年記念式典が
開催されました。
当初は、昨年の1月に開催されるはずでしたが、新型コロナウイルスの影響で延期が続き、ついにここまでずれ込んでしまいました。
紆余曲折の上、ようやく日にちが決定し、感染防止対策を万全に行いつつも、できる限り華やかな式典となるよう準備を進めて

いた矢先、式典直前になって静岡県にまん延防止重点措置が適用されました。これを受け、残念ではありましたが、開催方法を
YouTubeでのライブ配信に変更しました。
会場は、立食パーティーであれば最大900名が収容可能な大規模なものでしたが、この広い場所に集まったのはスタッフ含め
20名未満でした。無観客の中、カメラに向かって語り掛ける光景は、改めてコロナ禍の現状を突き付けられるものでした。
そのような逆風の中でしたが、平岡静岡会会長の指揮の下で式典は厳かに執り行われ、その様子はインターネットを通して県内
各地の会員などに配信されました。
式典後には、元宮崎県知事の東国原英夫氏による記念講演が行われました。

行政書士会

静岡県 静岡県行政書士会創立70周年記念式典を開催

行政書士会

宮城県 入会希望者向けセミナーを開催

Pick UPPick UP!  !  単位会単位会 各単位会の取組を
お知らせします。
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４月２７日、福井会は福井県民生活協同組合との「包括的連携に関する協定書」を締結いたしました。
締結式は、福井県民生協本部センターにて、当会から坪川会長ほか６名、同組合から松宮理事長ほか３名が出席して行われました。
本協定は、包括的な連携のもとで、地域住民の暮らしを守るために相互に協力し地域社会の発展に寄与することを目的としたも

のです。協定事項には、同組合が運営するスーパー、介護施設、葬祭事業の利用者や家族に対し、行政書士が相続、遺言、成年後
見、契約手続等の相談に応ずることや、相互の研修への講師の派遣等が明記されました。今後は、生協各店舗で相談会や講座を
実施することで、行政書士を身近な相談役として利用しやすい環境を作り、更に質の高い支援ができるものと確信いたしました。
坪川会長からは、「国民の権利、利益を守ることが行政書士の業務目的である。子育てから介護、冠婚葬祭までを手掛ける福井県

民生活協同組合と連携することで、更に強力な支援ができる。」との挨拶がありました。
地域住民の暮らしを守る趣旨での行政書士会と県民生活協同組合との協定書の締結は、全国初となります。

行政書士会

福井県 福井県民生活協同組合と
「包括的連携に関する協定書」を締結

滋賀会では20数年前から、滋賀運輸支局で道路運送車両法に定める手続の無料相談業務を年度末に限り実施しています。
また、県内各警察署への行政書士法の啓蒙板の窓口設置にあわせて、自動車登録関係手続が行政書士の業務であることが広
く認識されてきました。特に、警察署窓口が手続を行う全ての者に記入を求める「非行政書士排除チェックシート」は、行政機関の
窓口で非行政書士行為を認識させることの効果は大きいものがあります。さらに、本年３月からは念願であった運輸支局の窓口に
も新たに啓蒙板の設置がなされました。
以前から、滋賀運輸支局と当会は「指定代理人」制度を培ってまいりました。自動車登録手続においては、所有権解除や売買

の際に、所有者である自動車ディーラーが、印鑑証明書又は商号変更・合併・住所変更等の原因証書を必要書類に添付して発
行しなければなりませんが、全ての手続に添付するとなると、その負担は相当なものになります。そこで、あらかじめ印鑑証明書と原
因証を運輸支局に提出して承認が得られれば、その添付を省略できるのが指定代理人制度です。ただし、この制度を活用するに
は、行政書士（補助者を含む）や販売店の社員等が運輸支局から指定代理人証の交付を受けなければなりません。指定代理人
証を提示して手続を行う場合は、印鑑証明書と原因証の添付は省略できます。これにより、申請負担の軽減が図られていますが、
指定代理人証を持たない者は例外とされています。

行政書士会

滋賀県 滋賀運輸支局への啓蒙板の設置と指定代理人制度
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ADR 推進本部では、会員の皆様が ADR についての理
解を深め、ADR の手法を日々の行政書士業務に役立てて
いただくことを目的として、今回から ADR についての特
集記事を掲載することになりました。

初回は、「本当は面白い ADR の話」です。「えっ、ADR
が面白いって・・・？」全く関係のない話ですが、皆様は
子供の頃読んだグリム童話、本当は怖い話だということを
御存知でしょうか？世の中、思い込みというものほど怖い
ものはありません。ADR についても同様です。固定観念
を脇に置いて最後までお読みください。

ADRは誤解されている？1.
まず基本的なお話ですが、ADR とは英語で Alternative  

Dispute  Resolution の略です。
日本では一般に裁判外紛争解決手続と言いますが、裁

判に代替する紛争解決手続全般を指す言葉です。裁判外の
手続は非常に幅が広く、調停、斡旋、仲裁等様々な手法を
含む法的トラブルの解決方法のことです。
「ADR は金喰い虫だ」「業務の拡大には結びつかない」

といった批判がよく聞かれます。しかし、日行連を含め各
単位会の事業が営利事業でないことは自明の理です。もち
ろん調停人養成に一定の経費がかかることは間違いありま
せんが、ADR の手法を身に付けた調停人を多数輩出する
ことは、将来必ず単位会の人的財産になります。そもそも
行政書士会に限らず ADR で利益を上げている団体はあり
ません。費用対効果で議論すべき問題ではないことをまず
理解していただきたいと思います。

ADR事業を行う目的とは2.
では、ADR 事業を行う目的はどこにあるのでしょうか。
第一は ADR 法の制定目的である国民の司法へのアクセ

ス利便の向上です。裁判は判決を得るまでに時間がかかり、
費用も相応に必要です。ADR は、裁判するほどの金額で
ないトラブルや法的解決に馴染まない近隣トラブル等を解
決するには最適の手段です。そして、国民に最も近い士業
団体である行政書士会の ADR こそ、国民の司法へのアク
セス利便向上に貢献できるのです。

第二は ADR の広報機能です。民間企業においても、広
報事業は企業利益に直結しているわけではありません。し

かし、企業イメージの向上に広報が果たす役割は大きいも
のがあります。市区町村役場では様々な相談会を実施して
いますが、我々の主戦場であるこれら官公署への積極的な
PR を行い、行政にとって行政書士会の ADR は役に立つ
＝使える＝住民サービスの向上につなげられる、という意
識を持ってもらうことが重要です。

第三は行政書士自身の能力向上のためです。ADR 調停
人候補者養成研修では、心理学を含む広範な知識を学びま
す。特定行政書士制度が創設されたことにより、行政書士
の司法への参入が一歩前進しましたが、法的知識だけで解
決できない問題は山ほどあります。養成研修を通して幅広
い知識と教養を得ることで、トータルな問題解決能力を身
に付けることができるのです。

ADRは魅力がいっぱい3.
ADR の技法を身に付けることは業務能力の向上に役立

ちます。傾聴能力を高めることは顧客の悩みや相談事に
対応するときに大きな力を発揮します。顧客目線で対応
することにより、顧客からの信頼が高まり、以後の依頼
案件が確実に増加するはずです。デジタル化の進展によ
り、紙申請は確実に減少します。申請方法のデジタル化
に危惧を持つ方も多いかもしれませんが、「行政書士＝書
類を作成する人」という固定観念に支配されていません
か。今後のデジタル社会において行政書士に求められる
のは、プレゼンテーション能力やコミュニケーション能
力です。ADR の手法は正にこの能力を高めるのに最適な
のです。単位会には会員の不祥事や顧客とのトラブル案
件が頻繁に持ち込まれますが、多くは独りよがりの業務
スタイルや儲け第一主義、顧客への説明不足といった原
因がほとんどです。会員一人ひとりが行政書士としての
総合的能力を高めることで、これらは解決することがで
きますが、ADR こそ、この能力を身に付けるのに最適な
手段なのです。ここに ADR の最大の魅力があると言って
も過言ではありません。

結びに4.
紙幅の都合で今回は以上となりますが、次号以降もた

めになる ADR の話を掲載していきますので、御期待くだ
さい。

ADR 推進本部から

本当は面白いADRの話

裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部　副本部長　関口　 隆夫
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特定行政書士法定研修はビデオ・オン・デマンド
（ＶＯＤ）で受講できます

〈中央研修所　副所長　田後　隆二〉

■特定行政書士法定研修の修了者数は１割未満·································································
令和４年度特定行政書士法定研修の申込期限が6月17日（金）に迫っています。期限を徒過してしまわないよう

お急ぎください。
平成27年度から始まったこの研修は、7年を経て合計4,900名ほどの修了者を輩出していますが、全国5万人の個
人会員数と比べれば、1割にも満たない状況で、まだまだ希少価値があります。試験合格以外の資格で登録された方
にとっては、行政法の理解促進に大いに役立つことと思います。

■受講を敬遠する理由······································································································
受講を敬遠する3大理由として、「受講する時間がない」、「業務拡大につながらない」、「受講料が高額」といった

ことが挙げられ、近年の受講申込者数は500名を割り込むほどに低迷していました。この中で「受講する時間がない」
とは、計18時間に及ぶ研修ビデオを単位会が指定する日時・会場において、数日かけて視聴する必要があることが
主たる要因だと思います。しかし、一昨年度は一部講義を除きほとんどの講義を、昨年度は全ての講義をビデオ・オン・
デマンド（以下、「VOD」という。）形式で行いました。時間的な制約なしに、パソコン・スマホ等があれば自宅・事務所
からいつでも、どこでも講義を受講することができるため、昨年度の受講申込者数は650名を超えました。まだ、講義を
VOD形式で実施していることを御存じない方もいるのではないでしょうか。
集合形式の研修をVOD形式に切り替えたのは、当初、新型コロナウイルス感染症拡大を受けての措置でしたが、そ

の前から、考査を全国一斉に会場で実施しているにもかかわらず、ビデオをただ視聴するだけの研修を集合して行う意
味はあるのかという問題意識がありました。受講者からは、VOD形式であれば何度も視聴でき、知識の定着に役立つと
いう声もいただいています。新型コロナウイルス感染症が収束しても、VOD形式による実施は維持することとしています。

■行政手続法の知識は良く効く·························································································
「業務拡大につながらない」については様々な事情があるようですが、そもそも行政書士が関与しながら、行政不服
申立てにつながるような案件はごく少数に限られていると思われます。しかし、本研修修了者からは、行政手続法につ
いて勉強したことが大いに役立った。例えば、行政窓口の対応に納得がいかない場合に、行政手続法に違反するこ
とを理路整然と主張して解決したことがあるとの感想が多く寄せられています。「伝家の宝刀は抜かずに勝負する」と
いったところでしょうか。業務拡大ではなく業務の質の向上というところに、本研修受講の意義はあるように思います。

■特定行政書士の差別化··································································································
本研修を修了しても、行政書士証票の色が多少変わるだけで、外見的にはその違いはあまり分かりません。そこ

で、特定行政書士専用の徽章を別に設けて、通常の徽章より一回り大きくする計画が進行中です。突飛な計画に思
われるかもしれませんが、昨年11月から12月にかけて実施したアンケートでは、3分の2の回答者が有料でも是非欲し
いと答えています。
また、特定行政書士名簿を作成して、各自治体において行政不服審査会の委員や審理員等を登用する際の参考

としていただくことも進めています。
このように特定行政書士の知名度を上げ価値を高める工夫をして、「受講料が高額」などという御意見がなくなる

よう、「行政書士が作成した」を削除する法改正要望を含め、様々な知恵を絞って行動に移しているところです。

中央研修所通信6月号

　2022. 6　No.595　日本行政　30

09_日本行政6_中央研修所通信-写真有.indd   3009_日本行政6_中央研修所通信-写真有.indd   30 2022/05/11   9:122022/05/11   9:12



４　概　要
（１）事例発表

会議前に実施したアンケートの結果を基に、法教
育事業を実施している単位会の中から、北海道会、
静岡会、宮崎会に活動事例等を発表いただいた。
①北海道会
平成 27 年度から法教育事業に取り組み始めた

が、当初は教材等がなかったため、先進的な活動
が行われていた東京会の協力を得ながら、一部の
支部で取組を進めた。
社会のルールや身近なトラブルを題材として取

り上げ、平成28年施行の選挙権年齢の引下げや、
令和４年４月施行の成年年齢の引下げなどをテー
マに授業を実施している。子どもの頃から法律を身
近に感じ、法的な考え方を身に付けてもらうこと
で、今後の社会生活に役立っていくものと考える。
全ての支部が法教育を取り組めるよう、マニュ

アルを作成し、授業の様子を収録した DVD や授
業後に実施するアンケートのフォーマット、準備
のためのチェックリスト等と併せて各支部に配付
した。
また、無料版のビデオ会議サービスを用いてリ

モート授業を実施したが、接続時間に制限があり
苦慮した面があったため、事前に使い方に慣れて
おく必要があると感じた。
②静岡会
平成 25 年度に法教育出前講座委員会を発足し、

現在 5期目になる。委員の選出にあたっては、委
員による推薦を行っていることから、委員の地域
に偏りが出てしまうことが課題となっている。新
委員は先輩委員が行う授業の見学や予行演習を実
施し、実際に授業を行う際は先輩委員が同行する
など、フォロー体制を整えている。
事前に学校と打合せを行い、学校側が求めてい

るものを確認した上で授業内容を決めることが重
要であると考える。
現在は小・中学校及び高等学校、大学で授業を

行っており、小学校ではSNSの利用について、高
校では SNSの利用や著作権、成年年齢引下げを
テーマに行っている。また、大学では 12 週間連
続の冠講座を実施しており、現在 7年目になる。
講義内容は、喫茶店の開業手続、車庫証明のほか、
結婚・離婚、法人の設立、成年後見、自動車保険、
都市計画に関するものなど、成人したときに少し
でも役に立つようなものを選んで実施している。
当初は、行政書士という職業を初めて聞いたとい
う学生が多かったが、興味を持ってくれた学生や
行政書士試験を受けた学生もおり、非常に良かっ
た。
③宮崎会
平成 22 年度から、宮崎県立農業大学校で年 5

回の講義を行っており、平成 27 年度からは主に
小学校にて、「いじめは人権侵害」というテーマ
で法学習講座を実施してきた。また、令和 2年度

法教育推進委員会から

令和 3年度
全国法教育担当者会議の実施報告

3 月 29 日、日行連法教育推進委員会発足後、初となる全国法教育担当者会議をオンライン形式で開催
しました。全国的な法教育事業の推進を図るため、各単位会の法教育事業に関する取組状況等について情
報提供や意見交換を行いましたので、以下のとおり御報告いたします。

１　日　時　令和 4年 3月 29 日（火）13：30 ～ 17：00
２　場　所　オンライン会議
３　出席者　�【日行連】常住会長（冒頭挨拶のみ）、髙尾副会長

法教育推進委員会：古川委員長、山賀副委員長、寺田・山本・田畑・善養寺・川西・野口・
中村各委員
【単位会】46 単位会から各 1名が出席
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ている。
②図書館での法教育

○���コロナ禍により学校で法教育を行うことが難
しいため、図書館へのアプローチを検討し
ているが、働きかける際の注意点はあるか。

��– �図書館によって地域性があるため、子ども、
高齢者、ビジネスマン等のどのような利用者
が多いのか、図書館長とよく相談することが
大切である。

��– �イベントの告知については図書館が対応し、
掲示板やホームページのほか、自治体の広報
媒体にも掲載され、定員オーバーになった。

③行政書士会が目指す法教育
○��行政書士会が目指す法教育とは何か。目的や
方向性等について伺いたい。

��– �子どもたちが行政書士という職業を知ること
で、親に話したり、将来、行政書士のことを
思い出したりなど、行政書士の認知度向上を
目的に取り組んでいる。

��– �ルールや多様性を伝えることにより、いじめ
による自死防止の一助になればとの思いで
取り組んでいる。

��– �教育委員会からの依頼に応えてキャリア教育
という観点で取り組んでいる。

④人材育成
○��講師の人材育成について課題を抱えている。
各単位会での良い例があれば教えて欲しい。

��– �初めて講師を担当する際には事前に模擬講義
をしている。

��– �すぐに全てを担当するのではなく、最初は授
業の一部を担当してもらい、少しずつ経験を
重ねていけるよう工夫をしている。

��– �毎年報告会を実施する中で協力会員を募って
いる。

��– �授業の様子を毎回録画し、新しい担当者がい
つでも観られるようにしている。

⑤法教育実施に向けた外部へのアプローチ方法
○��どのようなルートで法教育実施につなげてい
るか。

��– �会員が所属する自治会や PTA から実施につ
ながった。

��– �学校長会や教育委員会へ働きかけて実施につ
ながり、更に実施した学校から紹介されて広
がった。

から、高齢者を対象とした遺言、相続、成年後見
制度の講座も実施している。
毎回冒頭で、行政書士について説明する時間を

5 分程度設けており、行政書士という職業を認識
してもらえる良い機会となっている。また、高齢
者には、生活における様々な困りごとは行政書士
に相談できるということを周知する機会となって
いる。
現在、2 点の問題を抱えている。1 点目はコロ

ナ禍により出前講座の依頼を得ることが難しいこ
と、そして 2点目は、講師の育成である。セリフ
を記載した細かなマニュアルを作成し、誰でも講
師を務められるよう準備しているが、話し手に
よっては子どもたちの興味を引くことが難しい場
合がある。教師経験がある会員はとても上手に話
を進めることができている。

（２）�「行政書士の法教育への期待」　　　　　　　
（日行連法教育推進委員会��委員��寺田��康子）

寺田委員から、自身が法教育に取り組んだ経緯、
行政書士が取り組む法教育への期待について、元教
員の視点を踏まえながら説明があった。
この中で特に、いかに子どもの興味を引き、自ら

考えさせる授業となるよう工夫するか、そして学校
は、地元の法律実務家が力を貸してくれることに感
謝し期待していること、学校との綿密な打合せによ
る教育現場の要請に応えた授業内容が評価されてい
ることについて触れられた。日頃から法律に接する
仕事をしている行政書士の専門性を生かし、それぞれ
の地域性を考慮した上で、教育行政や学校と打合せを
しながら連携して取り組んで欲しい旨が述べられた。

（３）質疑応答・意見交換
全国の担当者と意見交換を行った。概要は以下の

とおり。
①資料作成

○�生徒の興味を引く資料を作成したいが、著作
権の関係から画像やイラストは使用できな
い。どのように工夫しているか。

��– �著作権フリーの画像を使用しつつ、著作権に
関する説明もしている。

��– �ユキマサくんのイラストやグッズを活用して
いる。

��– �イラストはあまり使わず、役所の資料や自分
たちで撮影した校内や近所の写真を活用し
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2022 年 5 月 9 日 午後 6 時 31 分

まもる先生は、遠方の A市に住む依頼者から、その A市を本店所在地とする株式会社を設立したいとの依頼を受
けました。まもる先生は、テレビ電話方式を利用した定款認証という話を聞いていたので、ミネルヴァくんにテレビ
電話方式の定款認証について聞いてきてほしいとユキマサくんに頼みました。
ユキマサくんは、大好きなミネルヴァくんとお話ができるので喜んでコスモス公証役場に出掛けました。

ミネルヴァくん
そうだね。外で活動できない反面、家の中で美味しい料理を作ったり、落ち着いて
読書したりするというのも、梅雨シーズンのすてきな過ごし方だと思うよ。

ユキマサくん

定款の認証の方法には、紙媒体の定款に認証するものと電磁データ媒体の定款に電子認証するもの
と二通りあります。平成 31年３月 29 日から、テレビ電話方式を利用した電子定款認証ができる
ようになったのですが、発起人から士業の先生方への委任状につき電子署名することが必要であっ
たため、電子署名を持たない発起人には利用が困難という問題点がありました。

こんにちは。梅雨入り宣言が出てから雨の日が多いね。でもアジサイ
の花がとてもきれいだし、雨の合間に出る、吸い込まれるような青空、
それに７色のレインボー、ボクはそんなに梅雨は嫌いじゃないよ。

へぇー！とても便利だね！それならミネルヴァくん、念のため、
テレビ電話方式で電子定款認証を申請する場合の手続の流れを
教えてもらえるかな？

まもる先生の担当する案件で、遠方のＡ市に住む依頼者からＡ市を本店所在地とする株式会社を設立した
いので、定款の電子認証をお願いされているものがあるんだ。Ａ市に公証役場（Ａ公証役場）があるのだ
けど、まもる先生は電子定款認証を申請するために、Ａ市のＡ公証役場に足を運ばなくてもいいんだね。

一般の人が電子署名を持っていることは確かに少ないだろうね。

そうなんです。テレビ電話方式で定款認証ができるように
なったのですが、利用された件数はごく僅かでした。

はい。実際に、テレビ電話方式による電子定款認証の
嘱託は徐々に増えています。

せっかくテレビ電話方式を導入したのにもったいない気がするね。

そこで、令和２年５月 11日施行の法務省令により、要件が緩和され、発起人が
定款作成を士業の先生方に委任する際に作成する委任状については、書面による
委任状と印鑑登録証明書を公証役場に郵送する方法でも可能となったのです。

はい、そのとおりです。電子定款の作成者はまもる先生ですので、まもる先生が嘱託人であり、ま
もる先生が公証人に対して当該定款の電子署名がまもる先生が自らしたものであることを自認して
いただく必要がありますが、その確認作業をテレビ電話方式ですることができるというものです。

ところで、電子定款認証をテレビ電話方式でできる
ようになったと聞いけど、どんなものなのかな？

＜法務業務部＞
（担当：浅草公証役場　公証人　澤野芳夫）

公証人に聞く！
教えてミネルヴァミネルヴァくんくん

第６回　テレビ電話方式による電子定款認証

そうすると、令和２年５月 11 日以降は、テレビ電話方式を
利用した電子定款認証がやりやすくなったということ？

33　日本行政　2022. 6　No.595



2022 年 5 月 9 日 午後 6 時 31 分

はい。まず、通常どおりのことですが、定款案、実質的支配者となるべき者の申告書、身
分確認書類（委任状等を含みます。）等について、Ａ市のＡ公証役場公証人に対し、メール、
ファックスその他適宜の方法で送付し、公証人による事前確認を受け、適宜修正をします。

設立される法人を支配する人が、暴力団員や国際テロリストでないかをチェック
するものです。法人の透明性を高め、暴力団員による法人の不正使用、マネーロ
ンダリングやテロ資金供与等を抑止するためのもので、平成 30年 11月 30日か
ら、このチェックが施行されています。

事前準備が終わって、いよいよテレビ電話方式の電子認証の実施当日にな
ります。公証人から予約時間の少し前に、テレビ電話の接続に必要なＵＲ
Ｌが士業の先生方にメールで送信されます。士業の先生方はそのＵＲＬを
タップしていただき、公証人とテレビ電話での交信が可能となります。

ちょっと待って、実質的支配者の申告書って何？

士業者の方で用意しておくものはあるのかな？

テレビ電話方式に要する時間はどのくらいなのかな？

手数料の支払はどうしたらいいのかな？

定款認証が暴力団や国際テロの撲滅の一助にもなっているんだね。

そうなのです。遠方でなく、近くの公証役場でも、士業の先生方が事務所に
いながら定款認証ができますので、お気軽に利用してみてください。

事前に銀行振込をしていただくか、クレジットカードを利用したメール
リンク決済ができます。詳しくは公証役場にお尋ねください。

ユキマサくん、ありがとう！参考になりました。出張をしなく
てよくなり、時間ができたので、ユキマサくんが観たいと言っ
ていた映画を観に行きましょう。

遠方の公証役場に行って帰ってくると丸１日は
かかるから、これはとても便利だね。

今日はいろいろと教えてくれてありがとう。ボクはミネルヴァくんに直接
会って話がしたいので、テレビ電話じゃなくて、また会いに来るね。

話は戻りますが、士業の先生方から送付された定款案のチェックが終わると、認証を受ける日時を予
約します。そして、士業の先生方が法務省の登記・供託オンライン申請方式を用いて、電子定款の認
証のオンライン申請をしていただきます。そして、先ほど話題となった実質的支配者となるべき者の
申告書、身分確認書類（発起人の印鑑登録証明書、委任状を含みます。）、同一情報の提供申請書等を
公証人宛にレターパックで送付します。さらに、宛先を記載した返信用のレターパックも同封してい
ただきます。これは、定款認証後、同一情報の提供（定款の紙ベースのものが付いています。）、領収
書、申告受理及び認証証明書等を送付するためのものです。

公証人から士業の先生の本人確認のため、運転免許証等の提示を求められます。それを画面に近づけ
て、公証人が写真を撮ります。定款に付されている電子署名が士業の先生方のものであることの確認
をし、公証人が電子認証を行います。以上でテレビ電話方式による電子定款認証は終了です。公証人
から法務省の登記・供託オンライン申請システムを用いて電子定款を認証した「電磁的記録の認証」
等のデータが士業の先生方に送信されるので、それに基づいて登記申請が可能となります。

テレビ電話方式の前の準備も大事なんだね。

わーい！うれしい！！

ユキマサくんは、まもる先生にミネルヴァくんから聞いたことを報告しました。

まもる先生

10 分ないし 15分程度で終わります。

もちろん、いつでも歓迎します。
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「長い間お世話になりました」とB女の姪御さんから挨拶を受けたのは、新型コロナ発生の前年の暮れ。このとき、
私はB女の成年後見人を引き受けて 11 年が経っていた。引き受ける数年前、子供の無い夫婦で、彼女の夫は末期が
んに侵され、相続について相談を受けていた。ほどなく夫が亡くなり、姪御さん１人では心もとないと、私と２人で
B女の成年後見人候補者として任意後見契約を結び、姪御さんが主に身上監護を、私が対外的な手続を担ったのだっ
た。
B女に認知症状が表れ有料老人ホームに入って間もなく、家裁にB女の後見人申し立てをすると、後見監督人が、

これまたダブルで指定され正式に２人の後見人活動が始まった。時はめぐり、B女は私を、やがて姪御さんのことが
分からなくなっていった。その間３回も手術を受け、その度に私たちは病院へ、タクシーでの送迎や付き添い、そし
て立ち合いにと往復を繰り返した。
３年前、B女の葬儀が済んで３か月後、彼女には法定相続人がいないため B女の遺言書（検印済）を、指定相続

人たちに開示、無事に押印を終えてから、彼女の形見分けが始まった。その後で皆が慰労をねぎらう言葉とともに「ぜ
ひ先生にも」と残りの数点を私に差し出したのだ。相続人皆の感謝の表れかとうれしく思い、波型の金の指輪をはめ
てみる。とこれがピッタリ、私はB女の思い出の品としてありがたく頂戴した。
コロナも知らずに逝ってしまった B女だが、果たして B女の最晩年は幸せであったか。返事は帰ってこないが幸

せであったと思いたい。夫が残した家は高額の値が付き、その売却代金が生活の支えになったからこそ、恵まれた環
境のホームで暮らせたのだし、持ち前の明るい性格もあって周囲の人たちからも愛され、大事にされたことも幸いし
たと思う。成年後見制度は時に不足を感じることもあったが、B女を見守る後見人 2人のコンビネーションの良さが
あってか、行政書士としての私の役割に充足感があった。それに長年の研鑽が功を奏したのか、私が考える理想に近
い成年後見人を果たしたのではないかと思う。B女の残した金の指輪は相変わらず私の指で少しもあせず、光り輝い
ている。これは成年後見人を無事勤め上げた者へ天がくれた小さな小さな金メダルだと思っている。

「金の指輪」� 庄司　由美子（東京都行政書士会）

「行
政書士の魅力」に関する

エピソード・エッセイ受賞作品が決定しました

日行連広報部では、2 月 22 日の行政書士記念日に合わせて、「行政書士の魅力」に
関するテーマに沿ったエピソード・エッセイの募集を実施いたしました。多数の御応
募をいただき、誠にありがとうございました。
慎重かつ厳正なる審査の結果、以下のとおり受賞作品を決定いたしました。受賞者の
皆様にお祝い申し上げますとともに、御応募いただきました皆様に御礼申し上げます。
受賞した 3 作品を掲載いたしますので、是非御覧ください。

＜広報部＞
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私は大卒後に就職した会社を早期退職しました。そして、その早期退職が響いてしまい再就職することができませ
んでした。絶望のどん底の中で自営業者としてやっていくしか道はないと思い、様々なビジネスモデルなどを模索し
ました。どうやら独占業務のある国家資格で独立開業するのが良いらしいということが分かった時、大学時代に取得
した行政書士資格がそれに当たることを知り、行政書士として登録することとしました。行政書士がどのような仕事
をするのかも知らないまま登録したため、実務知識もなく、営業の仕方も分からない状態でのスタートでした。
それでも親族や知り合いの紹介から少しずつ業務相談や実務契約の仕事が舞い込み始めて、事務所経営もそれなりに
軌道に乗ってくるようになりました。行政書士になって実感したことは、その信用力です。それまでフリーターとして
過ごしていた私ですが行政書士に登録した途端に、私は「先生」と呼ばれるようになりました。相談を受けるようになり、
その発言内容は専門職の意見として重みを帯びるようになりました。私は行政書士として職務に誇りと責任を感じるよ
うになりました。また、フリーター時代は八方塞がりだった将来が、行政書士という資格によって多方面に広がってい
くことを実感しました。例えば、早期退職後に再就職ができなかった私は、一度の失敗で再チャレンジを許されない社
会に閉塞感を感じていましたが、同じように社会に抑圧されて自信や希望を失い非行に走ったり、引きこもりになった
りといった青少年の問題について協議する自治体の委員に任命されました。これも行政書士であったことが大きいよう
に思います。このように私は行政書士資格を通して社会人になることができ、事務所経営者として日々様々なことを学
び、チャレンジする機会をいただいています。これは私の人生にとって非常に価値のある経験となっています。
そして、元々法学部卒であり、法律職に憧れがあったという母が、私の仕事ぶりを見たことで、一念発起して勉強
を始め、今年度の行政書士試験に合格しました。現在資格登録申請中です。登録後は、親子 2人で事務所を盛り上げ
ていこうと考えています。母親と働くことが今から楽しみです。
軽い気持ちから登録した行政書士でしたが、気付いてみれば色々な機会や経験を得ることができました。私は行政
書士になって良かったと強く感じています。

「行政書士になって良かったこと」� 村尾　陸（神奈川県行政書士会）

行政書士をはじめとする士業の大部分はAI に取って代わる。特に行政書士は登録人数が多く競争過多であり、食
べていけない資格の代表格で廃業率が高いなど、行政書士の将来像を疑問視する声を耳にすることも少なくなく、行
政書士登録をしてまだ月日が浅い身でありますが、登録当初は今以上に右も左も分からず、本当に大丈夫なのか？と
そういった意見を気にすることも少なくありませんでした。しかしながら行政書士として活動をしていくうちに、そ
れは杞憂であったと思うようになりました。
というのも、行政書士の一番の魅力はなんといっても、取り扱う業務分野の広さにあります。
他の代表的な士業のほとんどは業務の内容が最初から自ずと決まっており、それ以外の業務の選択肢の幅は狭いで
すが、行政書士の場合、業務分野は自分自身が自由に決めることができます。それは多岐に渡り、相続、入管など一
般的に代表的なものからニッチなものまで大変幅広く、今後新たに生まれる業務もあるのです。
それゆえに登録者数が自ずと多いのも、ごく自然なことです。
白紙のキャンバスに色をつけて描いていくことができる士業像は、他士業にはない大きな魅力を発信しています。
そういうことから、同業者の横のつながりも良好で、助け合いの精神と結束力が強い士業の一つであることも納得
です。
また、守備範囲が広く、弁護士などと比べると敷居が比較的低いことから、上流の相談窓口的な役割を担うことも少
なくありません。その中には行政書士だけでは完結できない業務もあるので、これからの時代は士業全般の司令塔的な
役割として、より幅広いチャネルでお客様に包括的に利便性を感じてもらうことも、今まで以上に重要になってきます。
こういう役割を担うことで、逆にAI やデジタル化を味方につけて、そういう波を乗り越えるための士業全体の調
整役であり、船頭者であるべきです。
そのような変化に柔軟に対応、行政書士だからできることを確立していくことで、行政書士としての職業や存在意
義は今後も 100 年、150 年と途絶えることなく続いていくことは間違いないと確信しています。

「行政書士の魅力と未来像について」� 山内　一仁（岐阜県行政書士会）
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19日

火
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  令和4年度単位会総会の対応について
⑶  その他

常任理事会（～20日）
【合議事項】

⑴  理事会の議案等について
⑵  民間会社のCCUS代行申請に係る取扱いにつ

いて
⑶  専門員の登用について
⑷ その他

19日

火
登録委員会

【登録審査】
⑴  審査件数(237件）
⑵  その他

20日

水
法改正推進本部

【協議事項】
⑴  試験科目の法定化について
⑵  税理士法改正について
⑶  その他

理事会（～21日）
【議案】

第 1 号議案： 特定預金の新設と要件変更につい
て

第 2 号議案： 令和４年度定時総会の議案につい
て

第 3 号議案： 令和４年度定時総会議事運営委員
会委員の選出について

第 4 号議案： 日本行政書士会連合会職務上請求
書の適正な使用及び取扱いに関す
る規則の一部改正（案）

第 5 号議案： 日本行政書士会連合会書面による
総会議決の実施に関する規則（案）

第 6 号議案： 日本行政書士会連合会事務局職員
就業規則の一部改正（案）

第 7 号議案： 日本行政書士会連合会倫理研修規
則（案）

第 8 号議案： 日本行政書士会連合会中央研修所
規則の一部改正（案）

1日

金
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  書籍「建設業法と建設業許可第 2版」の重版に

ついて
⑶  CCUS関係の対応について
⑷ パブリックコメントへの対応について
⑸ 単位会からの照会について
⑹ その他

12日

火
申請取次行政書士管理委員会

【協議事項】
⑴  令和4年度事業計画案について
⑵ 日行連倫理研修規則案について
⑶  研修会の運営について
⑷ 単位会からの照会について
⑸ その他

14日

木
（～15日）
期末監査

5日

火
登録委員会

【登録審査】
⑴  審査件数(144件）
⑵ その他

22日

金
許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議

【協議事項】
⑴ 全国担当者会議について
⑵  月刊日本行政記事について
⑶  その他

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、一部web会議
にて開催
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コスモスの研修について

令和４年３月、第二期成年後見制度利用促進基本
計画が閣議決定されました。
二期計画では、地域共生社会の実現という目的に
向け、本人を中心にした支援や活動における共通基
盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置付け
た上で、権利擁護支援の地域連携ネットワークにつ
いて一層の充実など成年後見制度利用促進の取組を
更に進めることとされています。
この中では、尊厳のある本人らしい生活を継続す
るための成年後見制度の運用改善の一つとして、不
正防止の徹底と利用しやすさの調和が挙げられてい
ます。ここで専門職団体には、所属する者に対して
不正防止の取組を受任前や養成段階から進めること
が期待されています。

　
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

（以下、「当法人」という。）では、入会するにあたり
30時間の研修受講と効果測定を経ることが必要です。
この研修は、成年後見制度の理解を中心に実務の
流れに則したものとなります。そして専門職として
の倫理、制度利用者や支援者との関係構築や相談を
受ける際の姿勢などが含まれます。
また、定期的な受講を義務付けている研修や全国
各地で行われる支部研修により、知識と能力の維持
向上に努めています。
当法人では会員に対し３か月毎の受任状況の報告
を義務付けていることから、報告内容や手順を始め

１．はじめに

２．コスモスの研修制度について

不正防止の観点からも研修も実施しており、先述の
義務研修に含まれています。

　
成年後見に関わる人材に求められる能力として、
専門的な知識を有していることは大前提ですが、そ
れだけでは不十分です。知識を具体的事象に形付け
ていく、応用していく技術が必要です。そして一番
大切なものが心、寄り添う気持ちなのではないで
しょうか。知識（ナレッジ）・技術（スキル）・心（マ
インド）この 3 つは、行政書士として日常の業務を
遂行していく上において欠かすことのできないもの
ですが、後見分野では特に高い次元でのバランスが
求められていると捉えています。

　
一昨年の初め頃から新型コロナウイルス感染症が
猛威を振るいました。その感染拡大防止の観点か
ら、会議や打合せなどの日常の執務、無料相談会な
どの行事もこれまでのように実施することも困難と
なり、研修についてもこれまでの集合形態での開催
をすることができなくなりました。
そのような社会状況の中で、インターネットを利
用した会議や研修が利用されるようになり、当法
人においても Zoom ウェビナーを利用した研修開催
や、VOD（ビデオ・オン・デマンド）方式で研修
を受講できるように環境整備を行いました。
当初は必要に迫られた導入となりましたが、実際

３．人材育成の視点

４．ツールの有効活用

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
研修相談委員会　委員長　谷澤　祐樹
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に利用してみると、移動が削減されることにより、
時間を効率的に活用できたり、理解を深めるための
振り返りが容易にできたりなど、そのメリットを実
感できた方が多かったのではないでしょうか。
これらのインターネットを利用した研修は、新型

コロナウイルス感染症が収束した後においても有効
な手法として残り、導入当初の緊急的な対応として
実施したオンライン研修から「よりわかりやすく」
「より実践的に」といったリアルな研修に相当する
ような工夫がなされ、洗練されていくと考えます。

　
専門職がややもすれば陥りがちなこととして、不

十分な説明によるコミュニケーション不足となって
しまうことがあります。
行政書士の主な業務の一つである許認可業務につ

いては、もちろん自身として精通しており、業務内
容に関する説明も様々なクライアントに何度も説明
しています。特にビジネス分野の場合は、クライア
ントも法人や事業主であることが多いので、ビジネ

５．心がけ

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
成年後見制度利用助成基金募集要項（抜粋）

　
１．基金を募集する一般社団法人の名称
　　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
２．基金の目的
　生活困窮者や虐待を受けている者等、成年後見制度の利用に困難をきたしている利用者（以下、
「利用困難者」という。）が成年後見制度を利用する際の後見人等の報酬を助成し、また、当法人
において利用困難者の法人後見を受任するための財源を確保することにより、高齢者や障害者の
権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的とします。
３．募集に係る基金の総額
　　総額　金 500 万円（１口１万円）　※個人は１口、法人は５口より
４．募集期間
　　令和３年８月１日から令和４年７月 31 日
５．申込方法
　　当法人所定の基金引受申込書にてお申込みください。

《詳しくは、当法人ホームページ（https://www.cosmos-sc.or.jp/）を御覧ください。》

スという観点での共通認識を前提に説明すれば特段
の問題は生じません。
対して民事分野や後見分野の場合には、今までそ
の分野に縁のなかった方に対して説明する場面が多
くなります。初めてそのような環境に置かれた戸惑
いや緊張、不安を感じている方に対して配慮した説
明やヒアリング手法が必要になります。
よりわかりやすく、より丁寧に話すことを心掛け
ることによって、コミュニケーション不足を回避
し、実のある支援につなげることができると考えま
す。

　
研修相談委員会では研修制度をより充実させるた
め、単位制への移行と受講義務科目の拡大について
準備を進めています。
後見分野の法制度について理解を深める「知識」、
コミュニケーション・傾聴力を含めた問題解決力と
いった「技術」、倫理・目的意識・不正の防止といっ
た「心」についても深く学ぶ機会を提供します。

６．最後に

なります。後見人等になることを希望する親族がい
る場合においても、裁判官の職権によって決められ
る法定後見では、第三者が選任される可能性がある
ことから制度利用をためらうような場合でも、任意
後見であれば、契約の時点で明らかになることで制
度利用のハードルが下がるのではないでしょうか。

　では、この 2 制度が競合する局面ではどのような
取扱いになるのでしょうか。この点、任意後見契約
に関する法律（以下、「任意後見法」という。）の第
10 条第 1 項は「任意後見契約が登記されている場
合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要
があると認めるときに限り、後見開始の審判等をす
ることができる。」と定めており、原則として任意
後見契約が優先され、「本人の利益のため特に必要
があると認めるとき」に例外的に法定後見を発動す
ることとなります。この「本人の利益のため特に必
要があると認めるとき」とはどのような場合でしょ
うか。一般的には、当初の任意後見契約の代理権の
範囲ではカバーできない事務内容を必要とする事態
となり、かつ御本人が公正証書による代理権の追加
が不可能な判断力の状況となっているとき、もしく
は、任意後見では発動できない同意権、取消権によ
る御本人の保護が必要なときとされています。
　なお、任意後見の優先を厳格に捉える立場では、
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
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）

　
　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。
　特に指摘されるものとしては、契約数に比して任
意後見監督人の選任申立て件数の少なさから、御本
人の判断能力の低下に関わらず、適切な時期に任意
後見監督人の選任が行われていないと推定されるこ
とです。
　この申立てについて、任意後見法は第 4 条第 1 項

制度の取扱い

任意後見制度の課題

［成年後見制度利用助成基金への御協力のお願い］
　法人後見事業を持続させていくために、コスモスでは利用目的を成年後見制度の利用困難者の後見人等
の報酬助成及び、当法人の法人後見受任のための財源に限定した基金を設けています。基金の目的に御賛
同いただける方（個人・法人）は、どうぞ御協力いただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。
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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　行政書士業務パンレットについて」

掲載ページ

行政書士業務パンフレット行政書士業務パンフレット
の御案内の御案内

　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。
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登録者数（令和4年4月末日現在）
合　　　計 50,472 名
内　　　訳 男 42,788 名 女 7,684 名
個人事務所開業 男 40,708 名 女 6,982 名
行政書士法人社員 男 1,498 名 女 326 名
個人使用人行政書士 男 354 名 女 218 名
法人使用人行政書士 男 228 名 女 158 名

関ケ原の戦いと言えば「天下分け目」という言葉が使わ
れるように日本最大の合戦でありますが、実際は約 6 時間
でその勝敗が決まったと言われています。戦いの構図は、
豊臣秀吉が死んだあとの権力をめぐる徳川家康率いる東軍、
石田三成率いる西軍との戦いです。初めは石田三成、大
谷吉継の頑張りで西軍が有利に戦いを進めていましたが、
小早川秀秋の裏切りや西軍の主力部隊が戦いに参加しな
いなどもあり東軍の勝利、その後、約 260 年続く徳川時代
が始まりました。
関ケ原の戦いを受けて、行政書士は何と戦っているのだ

ろうと考えてみました。「同業者」「他士業」「非行政書士」
「行政」などを想定しても何かしっくりきません。
個人的意見ではありますが、行政書士は「時代の進歩

への対応」や「体調管理を含めた健康」と戦っているので
はないかと思います。
もう一つ「関ケ原」と書くか「関ヶ原」と書くかで論争が
あるようです。歴史好きな方もそうでない方も「関ケ原」を
一度訪れてみてはいかがでしょうか。
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異動状況（令和4年4月中の処理件数）
新規登録 合　計 334 名

内　訳 男 251 名 女 83 名
登録抹消 合　計 148 名

内　訳 男 136 名 女 12 名
廃　業 119 名
死　亡 28 名
その他 1 名

法人会員（令和4年4月末日現在）
 法人会員数 1,006
 法人事務所数 1,244

主たる事務所数（行政書士法人数） 826
従たる事務所数 418
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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
くあります。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
査依頼を行うとともに、それが確
認されるまで以降の発送を停止い
たします。
○発送停止の解除は、所属単位会

に依頼した宛名調査の結果に加
え、事務所所在地の変更があっ
た場合には、所属単位会を通じ
日行連登録委員会に提出される
当該会員の変更登録申請の処理

手続の結果により行います。
事務所所在地に変更がないのに日
本行政が届かなくなった場合は、
お早めに日行連事務局までお問合
せください。
○発送停止期間中のバックナンバー

を希望される場合、在庫管理上、
直近発行号を含み最長６か月まで
とさせていただきますので、あら
かじめ御了承願います。

　日本行政の正確・迅速なお届けの
ため、皆様の御理解、御協力をよろ
しくお願いいたします。

広報部員 のひ とり 言
from EDITORS（森）

会

員

の

動

き

奥付　A案
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