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岸田文雄内閣総理大臣及び
木原誠二内閣官房副長官との鼎談が実現
4 月 13 日（水）、首相官邸に招かれ、岸田文雄内閣総理大臣及び木原誠二内閣官房副長官との鼎談が行わ
れました。以下に当日の模様を御報告いたします。

はじめに

ます。

【常住会長】

また昨年、行政書士制度 70 周年記念式典を開

岸田総理大臣、木原内閣官房副長官、本日はあ
りがとうございます。
日頃より、行政書士制度に深い御理解、御支援
をいただいておりますことを心より感謝申し上げ
1 日本行政
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催いたしました折には、岸田総理大臣におかれま
しては、衆議院議員選挙で大変お忙しい中、ビデ
オメッセージにて御祝辞を賜り、誠にありがとう
ございました。
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【岸田総理大臣】

支援をさせていただきたいと考えております。こ

その節は本当におめでとうございました。これ
からも行政書士会の御発展、行政書士の皆様の御
活躍を期待しております。

のことにつきまして、昨日、プレスリリースも発
信いたしました。
在留資格について十分な理解がないために、意

また本日は、皆様お揃いで官邸までお越しいた
だき、誠にありがとうございます。

図せず不法滞在や不法就労となってしまうことも
あります。私どもが適正な在留資格の取得を支援
することにより、外国人が予期せぬトラブルに巻

行政書士会の取組について
【常住会長】

き込まれることなく、日本での安心・安全な生活
の基盤づくりの第一歩へと導き、ひいては外国人
の人権を守ることにつながると考えています。避

さて早速ですが、行政書士会における現在の取

難民の方々が、日本において不自由のない生活を

組につきまして、初めに御報告させていただきた

送れるよう、在留資格申請手続の専門家として支

いのは、
「ウクライナの避難民に対する支援」です。

援していきたいと考えております。私どもといた

日本行政書士会連合会、全国の行政書士会が総力

しましては、政府の方針に基づいて、御協力をさ

を挙げて取り組んでおります。ウクライナ避難民

せていただく所存ですので、引き続き御指導のほ

等在留支援本部を立ち上げまして、私自身も本部

どよろしくお願い申し上げます。

長として、陣頭指揮を執り始めたところです。今
回、法務省の出入国在留管理庁も避難民に対して、
特例措置とも言うべき、短期滞在から特定活動へ

【岸田総理大臣】
国民の幸せの

の在留資格の変更に係る措置が講じられました。

ために、社会の

岸田総理大臣が「命のビザを再び」という御指導

安定のために御

をされたと聞き及んでいますが、それに呼応する

協力いただいて

ような形で各方面での対応が図られております。

いますこと、心

私どもは、在留資格の申請手続を中心に 30 年

から感謝申し上

来の実績があり

げます。今、常

ま す。 今 こ そ、

住会長からお話

ウクライナから

が あ り ま し た、

訪日された皆様

ウクライナ避難

が在留資格の変

民に対する支援

更許可申請をす

ですが、これは本当に政府としても大変ありがた

る際に、また日

いことでありますし、日本がこうした人道支援の

本で滞在される

一環として取り組んでいることを、国際社会の中

にあたり、私ど

でしっかりと PR し、また、その発言力を維持し

も行政書士会が

ていき、社会の安定、国際社会の安定のために努

全会を上げて御

力していきたいと考えています。今後のための大
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変重要な取組であり、行政書士の先生方にこうし

デジタル化になっても、行政書士が関与するから

て御支援いただくことは、大変ありがたいことだ

適正だと理解していただけるようになればと考え

と思います。

ています。行政書士の代理申請の仕組みというも
のを確保していただくことで、それが実現できる

【常住会長】

のではないか。そのような思いで、各方面にお願

そしてもう一つ、中長期的な視点での取組とい
たしましては、政府におかれましても鋭意取り組

いしているところでございますので、是非、今後
とも御協力をお願いしたいと考えております。

まれていることですが、我が会におきましても「デ
ジタル化への対応」が最重要課題であると認識し

【木原内閣官房副長官】

ております。許認可申請に代表される行政手続に

本当に持続化

関し、デジタル化が進展すれば、非常に便利とな

給付金に関して

る反面、なりすましの問題なども懸念されるとこ

は、多額の手数

ろです。

料を要求する悪

コロナ対策支援にも関連しますが、持続化給付

質な事業者が横

金制度の開始時から、私たちは、資格者による代

行しましたよね。

理申請の仕組みを構築してもらいたいということ

行政書士の皆

を各省庁にお願いしてまいりました。なぜかと言

様に対応いただ

いますと、持続化給付金を始めとした各種申請が

ければ、国民の

オンライン申請に限定されていたこともあり、無

皆様も安心する

資格者によるなりすまし行為が横行するのではと

ことができます。

の懸念があったためです。結果として、給付額の
６割を報酬とするような悪徳事業者による被害が

【常住会長】

続発し、社会問題化しました。私どもは、紙ベー

デジタル化の基盤は、やはりマイナンバーカー

スの頃から許認可申請に従事させていただいてお

ドの普及に尽きると思います。このことにつきま

りますが、要件を確認し事実認定をした上で、要

しても、総務省から、国民へのマイナンバーカー

件ごとに書類を整えて役所の窓口に持っていくこ

ドの普及促進事業を請け負っておりまして、昨年

とにより、役所における行政手続が円滑に進み、

度から全国で事業を展開しているところです。今

その結果、国民が利益を享受できるということで

後とも鋭意対応を図っていく所存ですので、デジ

あったわけです。

タル化の推進にあたっては、是非とも行政書士の

しかしながら、無資格者によるなりすましが横
行し、不正申請、不正受給に知らぬ間に国民が加

活用を念頭に御配慮いただきますよう、よろしく
お願い申し上げます。

担させられてしまうということになれば、行政手
続は混乱しますし、国民の利益は損なわれます。
業として行政手続が行えるのは行政書士だけです
から、しっかりと私どもが関与させていただいて、
3 日本行政
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【岸田総理大臣】
デジタル化における代理申請、マイナンバー
カードの普及促進事業についても聞かせていただ
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きました。これも社会が変わっていくために、な

て、その中心となるのがデジタル化ですので、こ

くてはならない取組です。これから日本の社会が、

のことに関しましても、行政書士の皆様が大きな

新型コロナウイルスによる危機を乗り越えて、新

役割を果たしていただければと期待しておりま

しい時代に歩みを進めていかなければならないわ

す。どうぞ引き続き御支援をいただきますよう、

けですが、その際には乗り越えなければならない

よろしくお願い申し上げます。

課題が多くあります。社会全体に関わる問題とし

岸田総理大臣、木原内閣官房副長官におかれましては御公務で大変お忙しい中、限られた時間ではありま
したが、終始和やかな雰囲気の中で非常に有意義な時間を共有することができました。今回の鼎談の実現に
あたっては、多くの関係者の皆様に御尽力をいただきました。この場を借りて、感謝申し上げます。誠にあ
りがとうございました。
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日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所
＜対面相談・電話相談
（予約制）
＞
電話番号：024－973－7163
（予約専用）
通話料はお客様負担となります。
相談時間：13：00～16：00 毎週水曜日
（祝祭日・年末年始休業）
所 在 地：福島県郡山市堂前町10番10号
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令和４年度の総務部事業について
総務部長

宮本

重則

会員の皆様には、平素から総務部の事業に格別の御理解、御協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
さて、令和４年度の総務部事業は、例年実施している会長会の開催や総務省・財務省と調整中の FATF 勧
告への対応、その他組織運営に係る諸課題への対応に加え、倫理研修の義務化と職務上請求書の適正使用の徹
底に向けた取組が重要事項となっています。大変大きな課題であり、本年度はこちらを中心に展開していくこ
とになるものと考えています。
会員の皆様もマスコミ報道等により御存じのとおり、昨年、探偵会社の依頼により職務上請求書を使用し、
他人の住民票・戸籍謄本等を不正取得した会員が逮捕される事件が発生したことは、誠に許し難い行為であり、
日々誠実に業務に励まれている会員の皆様にとっても極めて残念な出来事でありました。事件の発生を受け、
行政書士制度、そして住民票の所管である総務省はもちろん、戸籍を所管する法務省からも、職務上請求書に
係る管理指導の問題点について、厳しい御意見を受けました。
この状況の中で、常住会長、松村担当副会長、金沢担当専務理事を始め総務部の皆様の御協力を賜りながら、
社会からの信頼を回復するべく、職務上請求書のより厳格な管理と適正使用の徹底に向けた再発防止策を直ち
に検討することとなり、関係各所への相談を重ねてまいりました。
その結果、①全国統一の倫理研修を義務研修として日行連が行うこと、②会則を含めた職務上請求書関連
の規則を改正すること、③職務上請求書の管理を単位会と日行連で連携して行うこと等を内容とした再発防止
策を取りまとめるに至りました。総務省や法務省の御理解もいただき、何とか従来どおり職務上請求書の使用
を継続できる道筋が付きました。
これらに関連する会則については総会に付議する改正案、また規則についてはその改正及び制定が、本年
４月の理事会にて承認されました。
理事の皆様には、
この場をお借りして、
改めて心から厚く御礼申し上げます。
また、上記のとおり、単位会の担当役員の皆様並びに会員の皆様には、職務上請求書の管理や倫理研修の
実施・受講等について、従来にも増した御負担をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんが、御理解、御協
力を賜りたく何とぞよろしくお願い申し上げます。
なお、再発防止策に基づく倫理研修の実施や職務上請求書の取扱いに係る具体的な運用は、詳細が決まり
次第、随時、本誌や本会ホームページ等でお知らせいたします。
今後も会員の皆様が円滑に業務を行うことができますよう、総務部一丸となって尽力してまいりますので、
何とぞよろしくお願い申し上げます。
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行政書士と農業委員会中立委員
許認可業務部

農地・土地利用部門
部員 福嶋

輝幸

我々には、農業委員会の中立委員に行政書士を登用するよう働きかけを行うという考えがあります。
農業委員会は、農業の振興及び農地の保全や有効活用を目的として活動しており、一方、我々行政書士が
農業に関して業務を行う場合、その多くは何と言っても農地転用が中心であります。一見すれば両者は相対
立するように見えてしまいます。この委員会に行政書士が関わっていくことに、果たしてどのような意味や
目的が見出せるのでしょうか。これを考えてみることは、今後の「農業に対する行政書士業務」を検討する
上でも有益になるであろうと思っています。
私は、地元の市の農業委員会の中立委員に就任して２期６年目となりました。上記の検討を担当するのに
十分な経験とは申せませんが、一つの考え方として示させていただきますので御容赦ください。

◆農業委員会



検討にあたり、まずは農業委員会について確認してみます。
平成 28 年に農業委員会法が改正されてから６年が経ちます。この改正の主なポイントは、①農業委員会

の業務の重点が「農地等の利用の最適化の推進」であることを明確化したこと、②農業委員の選出方法を選
挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」に変更したこと、③「農地利用最適化推進委員」
を新設したことなどが挙げられます。
②に関連して、委員の構成についても見直されました。認定農家の割合規定、若手や女性の積極登用など
が謳われましたが、もう一つ、中立委員の存在が加えられました。中立委員は、農業について利害関係のない
中立な立場として、委員会の審議において公平な意見が言える者であると期待されるポジションであり、農業
従事者以外から任命されます。ここに行政書士を送り込もうというのが冒頭の考えであり、実際、既に多くの
行政書士が任命されているところです（令和２年４月時点で約 90 名の行政書士が中立委員として任命されて
います）
。
ところで、農業という分野が国の重要な産業であることは誰も否定しません。しかし、その重要産業が今
後どのような形で進展、あるいは衰退するのかということとなると、ついつい他人事のように感じてしまう
のが現状ではないでしょうか。
ごく一般的に現在の農業における課題を挙げるならば、①農家の高齢化と後継者不足が深刻であること、②
農業従事者の減少により農地の荒廃が加速すること、③これらの結果として日本の食料自給率が下がることが
挙げられます。④伝統的な農業中心の地域社会がなくなりつつあることを問題とする見方もあるかもしれません。
このような問題を他人事とせずに、問題解決に向けて積極的に取り組んでいる組織の一つが農業委員会で
す。少し綺麗に言い過ぎの感がありますが、間違いではないはずです。しかし残念ながら問題の方が大き過
ぎて、一委員会の努力だけでは問題解決には程遠いようにも感じられます。差し当たって、農業委員会法の
改正ポイント①で掲げたように、「農地等の利用の最適化の推進」を重点目標に掲げて活動するのが精一杯
といったところです。それでも転用委員会などと揶揄された改正前の農業委員会よりは大分進歩しているの
でしょう。
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委員一人一人に求められる活動は、地域によって違いがあり、一概には言えません。どのように「最適化」
を進めるか、よく検討しなければなりません。例えば、地域の中心的な担い手となれる農家さんに農地を集
積・集約して強化を図り、遊休農地を解消していこうとする手法があります。この場合であれば、普段から
地域の農地をよく観察したり、地元の方との交流を深めたりすることによって、農地のマッチングの可能性
を高めるように努めることが重要な活動となります。
このような取組方法は一応マニュアル化されていますが、それぞれの地域に応じたアイデアが当然に必要
であり、試行錯誤していくことで町作りの要素とも重なり、委員としての面白みややりがいにもなっている
のではないかと思うところです。

◆行政書士と中立委員



次に、もし行政書士がこの中立委員になった場合です。正直なところ、業務上のメリットはあまりないと

思っています。自分が手掛ける申請が優遇されることなどはもちろんありませんし、農地関連の業務が舞い
込むことなどを期待するのも見当違いでしょう。農地を保護する委員会のイメージを背負うことで、むしろ
転用業務は減少する可能性さえあります。
一方で、行政書士制度全体を考え、制度の PR として考えるならば、非常に大きな効果を得ることができる
と考えます。委員会事務局を始め自治体組長、その他行政とは自然に深いつながりが築かれていきますし、地
域住民との接触の機会も増えていきます。そのような中で、
「この委員会には行政書士〇〇先生の存在が無くて
はならない」と思われる活躍があったならば、
その効果が絶大であることは想像しやすいのではないでしょうか。

◆農業支援



では、農業委員会で行政書士中立委員が「無くてはならない存在」になるために、必要な資質があるとす

れば何でしょうか。この問いに対する答えとして、これまでは「農地法に詳しいこと」が挙げられていたか
もしれません。各単位会から推薦者を出す場合も、これを前提としていることが多いようです。無論、詳し
いに越したことはありませんが、これが一番ではないと感じるようになりました。
農地のマッチング作業の例のように、法知識よりも実行力が求められるという観点もあります。しかし、
それ以上に大きな理由は「農業支援」に対する適性を考える場面から発生します。
行政書士が行う農業支援と言えば、まず、法人化や相続・事業承継、外国人雇用などが浮かびます。まだ
まだ浸透しているとは言い難い農業支援分野ですが、今後の業務を見据えれば、転用業務以上に重要と思え
てなりません。そして、ここに列記した業務を見ても、これを支援するに相応しい行政書士は、農地法の専
門家ではないことが分かります。
農業委員会は農地委員会ではありません。農業振興のための農業支援を考えれば、多様な業務を手掛ける
行政書士は全体として大きな役割を果たせると考えます。
余談になりますが、各単位会においても農業を担当するセクションは農地（転用）部門であることが多い
でしょう。まとめ役はそこでも結構ですが、農業支援の主役を考えるならば、横断的な対応ができるよう、
担当の設定を模索した方が良いと考えます。

◆まとめ

以上で述べたとおり、行政書士は農地法の知識に加えて農業支援にも強いことを武器に、積極的に農業委

員会中立委員への登用を促していくべきです。任命された行政書士各位は、農地に対する多角的なものの見
方を習得し、持ち前のコミュニケーション能力を発揮して、地域に密着した活発な活動を展開するでしょう。
大いに社会に貢献した結果、行政書士の PR に大きく寄与するという思惑です。
今後、中立委員を務める全国の会員の方々と意見交換を行い、より良い農業委員会との関わりを模索して
いきたいと考えています。
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駐日本国大韓民国大使館領事部へ表敬訪問
【訪問日】令和 4 年 4 月 7 日（木）
【出席者】常 住会長、坪川副会長、水野国際・企業経営
業務部長、宮本東京会会長、 鈴木東京会国際
部長
先般、常住会長を始めとする日行連役員及び東京会役
員が、駐日本国大韓民国大使館領事部へ新総領事御就任
の御挨拶に伺いました。

裵公使参事官兼総領事
（右側）

御多忙の中、裵京澤公使参事官兼総領事、徐章雄一等
書記官兼領事に快く御対応いただき、御新任の祝意を申
し上げるとともに、平素からの行政書士制度への深い御
理解について感謝を申し上げました。
裵公使参事官兼総領事からは、今後も引き続き在日し
ておられる韓国の方々に行政書士が寄り添い、各種手続
等をサポートしていただきたいとの御要請と共に、更な
る親交を深めていきたいとのあたたかい御言葉をいただ

裵公使参事官兼総領事
（左から4番目）
徐一等書記官兼領事
（右から2番目）

き、大変有意義な訪問となりました。

ウクライナ避難民支援に関し出入国在留管理庁を訪問
【訪問日】令和 4 年 4 月 28 日（木）
【出席者】常住会長、坪川副会長、松村副会長、水野国際・企業経営業務部長、下川原・須藤両国際・
企業経営業務部員、鈴木申請取次行政書士管理委員
先般、常住会長を始めとする日行連役員等が出入国在留管理庁を訪問いたしました。
御多忙の中、佐々木聖子出入国在留管理庁長官に御対応いただき、この度のロシアによるウク
ライナ侵攻により、日本へ避難された方々に対して行政書士が行っている在留資格の申請手続
などを始めとした支援策について御説明し、
今後のより円滑な支援に向けた提言を提出
いたしました。
佐々木長官からは、当支援について感謝
が述べられると共に、今後も引き続き避難
民の方々のサポートに御協力いただきたい
との御言葉をいただき、大変有意義な訪問
となりました。

佐々木出入国在留管理庁長官
（左側）
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在日ウクライナ大使館へ表敬訪問
【訪問日】令和 4 年 5 月 11 日（水）
【出席者】常住会長、坪川副会長、松村副会長、水野国際・企業経営業務部長
先般、常住会長を始めとする日行連役員が在日ウクライナ大使
館を訪問いたしました。
御多忙の中、オレクサンドル・セメニューク公使参事官、ナター
リア・コヴァリョーヴァ領事に御対応いただきました。日行連か
らは、この度のロシアからの侵攻により、ウクライナが甚大な被
害を伴う戦禍に置かれていることについて、深い憂慮と強い憤り
を抱いていることをお伝えいたしました。
また、日本における行政書士制度の概要を御説明した上で、現在行政書士として、ウクライ
ナから日本へ避難された方々に対して在留資
格の申請手続を始めとする支援を行っており、
今後も継続していく予定である旨をお伝えし
ました。
セメニューク公使参事官からは、既に避難
されたウクライナの方々が、日本であたたか
く迎えられていることに感謝の意が述べられ、
長引く状況の中、今後も引き続き行政書士が
寄り添いサポートしていただきたいとの御言
セメニューク公使参事官
（右から2番目）
コヴァリョーヴァ領事
（右から3番目）

葉をいただきました。

登録委員会からのお知らせ
行政書士業務を廃止される方へ
行政書士は、その業を廃止しようとするときは、遅滞なく、その旨を所属の行政書士会を経由して日本行政書士会
連合会に届出なければならないとされています（行政書士法施行規則第 12 条）
。
また、その手続は、行政書士法第 7 条の 4 及び日本行政書士会連合会会則第 53 条に基づき規則で定めることとなっ
ており、登録の抹消日については、日本行政書士会連合会が行政書士登録抹消届出書を受け付けた日又は届出者が
希望する廃業日のいずれか遅い日とすることとしています（行政書士登録事務取扱規則第 24 条の 4）
。
行政書士業務の廃止を予定されている方は、廃止予定日が決まった場合、事前に所属の行政書士会に御連絡いた
だき、所属の行政書士会の案内に従い、その旨を届出いただきますようお願いいたします。なお、廃止予定日を月
末とされる場合は、必ず当該月内に届出書が所属の行政書士会から日本行政書士会連合会に到達することが条件と
なりますので、所属の行政書士会に手続日程等を御確認の上、お手続きください。
※廃業を予定する月内に届出書が日本行政書士会連合会へ到達しなかった場合、上記規定により抹消日が翌月とな
るため、所属の行政書士会において翌月分の会費が発生する場合がありますので十分に御留意ください。
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総務省委託事業〈マイナンバーカード代理申請手続事業〉

「マイナンバーカード申請手続相談員」の募集

特にこのような方々を
支援します！
年をとって何かと
おっくうになって
しまった”

病気や障害が
あって役所に
行けない”
本事業は、日行連並びに単位
会及びその会員が、国、都道府
県、市区町村と協力してマイナ
ンバーカードの普及を促進し、
もってデジタル社会インフラ
の整備に貢献し、行政手続の
デジタル化推進とその円滑な
実施に寄与することを目的とし
た総務省からの委託事業です。
マイナンバーカード申請相談者
の方には、
●QR コード付き交付申請書
●個人番号通知書
（または通知カード）
●本人確認書類
を御用意いただいてください。

日本行政書士会連合会では、国民のマイナンバーカード申請をサポートするため、以下の業務を担って
いただけるマイナンバーカード申請手続相談員を募集しています（実績に応じて協力金の支給あり）。

募集にあたっては、以下の各項全てに該当することを条件としています。
・既に自身のマイナンバーカードを保有している者、又は現在申請中の者
・マイナンバーカードの取得支援が可能な者
・スマートフォン又はパソコン、タブレットを用いての支援が可能な者
・会費の滞納がない者
・会員権の停止処分中でない者
・単位会長が認める者

カード
ンバー
マイナ
員に
続相談
ニャ
申請手
募して
是非応

（１）
単位会が実施する総合的な相談会等の一部で開催する個別相談コーナーでのマイナンバーカード
の取得に係る代理申請
（２）
マイナンバーカード申請手続相談員による顧客対応場面でのマイナンバーカードの取得に係る代理
申請
（３）
単位会が独自で実施する専らマイナンバーカードの取得に係る代理申請のために行う個別相談会に
おける申請サポート
（４）
国・都道府県・市区町村と連携して実施するマイナンバーカードの出張申請受付や申請サポートに
対する協力

！

詳細を会員専用サイト「連 con」にて御確認の上、各単位会へ御応募ください。
※単位会によっては、応募を締め切っている場合がありますので、御了承ください。
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令和４年春の叙勲
尾田弘会員に旭日双光章伝達
令和４年４月 29 日（金）、「行政書士功労」として、尾田弘会員（滋賀会）に対し、旭日双光
章が発令されました。叙勲は、永年にわたり業務に精励し、衆民の模範である者に授与されるも
ので、５月 12 日（木）、日本行政書士会連合会において、常住会長から叙勲の伝達及び記念品が
贈呈され、尾田会員から謝辞が述べられました。
例年開催されていた総務省主催の伝達式は、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図る観点か
ら、昨年に続き本年も中止となりました。
行政書士としての叙勲受章者は、昭和 46 年春に始まり、今回の尾田会員の受章によって、110
名となりました（旭日中綬章４名、旭日小綬章６名、旭日双光章 14 名、勲四等瑞宝章１名、勲
五等双光旭日章 37 名、勲五等瑞宝章 48 名）。

受章者プロフィール
（敬称略・令和 4 年 4 月 29 日現在）

お

だ

尾田

ひろむ

弘

（70 歳）［滋賀会］
開 業
業務歴

昭和 63 年２月 12 日
34 年２か月

【役員歴】
滋賀会 理 事
副会長

平成３年５月～平成15年５月…12年
平成17年５月～平成29年５月…12年
計 24年
通算役員歴（重複を除く）計
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令和４年春の黄綬褒章

塩﨑京子・田崎敏男・中上幹男・國井豊・岩瀬喜臣・
前田望・山下智子・藤原美佐子・藤田行敏・上江洲健
各会員に黄綬褒章伝達

令和４年４月 29 日（金）、
「行政書士業務精励功績」として、塩﨑京子（福島会）
・田崎敏男（東
京会）
・中上幹男（千葉会）
・國井豊（茨城会）
・岩瀬喜臣（静岡会）
・前田望（愛知会）
・山下智子（兵
庫会）・藤原美佐子（島根会）・藤田行敏（愛媛会）・上江洲健（沖縄会）各会員に対し、黄綬褒
章が発令されました。
例年開催されていた総務省主催の伝達式は、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図る観点か
ら昨年に続き本年も中止となったため、常住会長から各会員に黄綬褒章の伝達と記念品の贈呈が
行われました。
行政書士としての業務精励功績による黄綬褒章受章は、業務に精励し衆民の模範である者に授
与されるもので、昭和 55 年秋以降、今回の受章者を含めて計 230 名となりました。

受章者プロフィール
（敬称略・令和 4 年 4 月 29 日現在）
しお ざき

けい こ

塩﨑

た ざき

京子

田崎 敏男

（74 歳）［福島会］
開 業
業務歴

（78 歳）
［東京会］

昭和45年12月24日
51年4か月

【役員歴】
福島会 理 事（平成19年5月〜平成21年5月）…2年
副会長（平成21年5月〜平成23年7月）…2年 2 か月
理 事（平成23年7月〜平成25年5月）…1年10か月
副会長（平成25年5月〜令和元年5月）…6年
計 12年
【通算役員歴】
（重複を除く）計

なか がみ

開 業
業務歴

12年

【通算役員歴】
（重複を除く）計

くに い

幹男

【役員歴】
千葉会 理
会
日行連

理

【通算役員歴】
（重複を除く）計
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14年１か月

豊

（56 歳）
［茨城会］

昭和50年３月24日
47年１か月

事（平成３年５月〜平成13年５月）…10年
長（平成17年５月〜平成21年５月）…４年
計 14年
事（平成17年６月〜平成21年６月）…４年
計 ４年

12年11か月

ゆたか

國井

（79 歳）［千葉会］
開 業
業務歴

昭和55年２月６日
42年３か月

【役員歴】
東京会 副会長（平成21年５月〜平成27年５月）…６年
理 事（平成27年５月〜現
在）…６年11か月
計 12年11か月
日行連 理 事（平成21年６月〜平成23年６月）…２年
理 事（平成25年６月〜平成27年６月）…２年
計 ４年

みき お

中上

とし お

開 業
業務歴
【役員歴】
茨城会 理
理
会
日行連

理

平成３年９月２日
30年８か月

事（平成11年５月〜平成13年５月）…２年
事（平成15年６月〜平成17年５月）…１年11か月
長（平成21年５月〜令和３年５月）…12年
計 15年11か月
事（平成21年６月〜令和３年６月）…12年
計 12年
【通算役員歴】
（重複を除く）計
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岩瀬

よし おみ

喜臣

（69 歳）
［静岡会］
開 業
業務歴

昭和55年８月６日
41年９か月

【役員歴】
静岡会 理 事（平成13年５月〜平成25年５月）…12年
副会長（平成25年５月〜令和元年５月）…６年
計 18年
日行連 理 事（平成27年６月〜平成29年６月）…２年
計 ２年
【通算役員歴】
（重複を除く）計

やま した

18年

とも こ

山下

智子

（64 歳）
［兵庫会］
開 業
業務歴

平成３年５月14日
30年11か月

【役員歴】
兵庫会 理 事（平成19年６月～平成25年５月）…５年11か月
副会長（平成25年６月～令和３年５月）…８年
計 13年11か月
【通算役員歴】
（重複を除く）計

ふじ た

13年11か月

藤田

ゆき とし

行敏

（74 歳）
［愛媛会］
開 業
業務歴

昭和59年４月６日
38年

【役員歴】
愛媛会 理 事（平成13年５月～平成21年５月）…８年
副会長（平成27年５月～平成29年６月）…２年
計 10年
【通算役員歴】
（重複を除く）計

10年

まえ だ

のぞみ

前田

望

（60 歳）
［愛知会］
開 業
業務歴

昭和63年４月８日
34年

【役員歴】
愛知会 理 事（平成17年５月〜平成21年５月）…４年
副会長（平成21年５月〜平成27年５月）…６年
会 長（平成29年５月〜現
在）…４年11か月
計 14年11か月
日行連 理 事（令和元年６月〜現
在）…２年10か月
計 ２年10か月
【通算役員歴】
（重複を除く）計

ふじ はら

14年11か月

み

藤原

こ

（86 歳）
［島根会］
開 業
業務歴

昭和53年12月７日
43年４か月

【役員歴】
島根会 理 事（平成７年５月～平成13年５月）…６年
理 事（平成15年５月～平成17年５月）…２年
副会長（平成19年５月～平成21年５月）…２年
計 10年
【通算役員歴】
（重複を除く）計

う

え

ず

上江洲

10年

たけし

健

（70 歳）［沖縄会］
開 業
業務歴

昭和59年５月15日
37年11か月

【役員歴】
沖縄会 理 事（平成17年５月～平成21年５月）…４年
副会長（平成21年５月～平成25年５月）…４年
副会長（平成29年５月～令和元年５月）…２年
理 事（令和元年６月～令和３年５月）…２年
計 12年
【通算役員歴】
（重複を除く）計
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特定行政書士プレ研修リニューアルのお知らせ
＜中央研修所＞
特定行政書士プレ研修「要件事実」講座のリニューアルが決定しました。

特定行政書士プレ研修とは、特定行政書士制度発足当初より、行政書士法第 1 条の 3 第 2 項

に規定する「特定行政書士法定研修」に先立ち、行政法や要件事実分野に関する基礎知識を修得
する機会として実施している研修で、令和 4 年 4 月現在、中央研修所研修サイト上に 6 講座を
公開しています。

その中でも大変好評をいただいている「要件事実」講座について、昨今の民法改正に対応する

ため、再度、藤代浩則弁護士を講師に迎え、講座をリニューアルするとともに、知識の習熟度を
確認するための「確認テスト②（要件事実分野）
」を開設する予定です。

詳細につきましては、本会ホームページに別途案内を掲載しますので、この機会に是非御利用

ください。

受講対象
講

師

タイトル
受 講 料
申込方法

行政書士会員
藤代 浩則

弁護士

（1）新・要件事実

（1）3,300 円（税込）

（2）確認テスト②（要件事実分野）
（2）1,100 円（税込）

中央研修所研修サイトからお申込みください。

※同サイト内で研修のお申込み・受講料の決済を行うことができます。

公開時期

令和４年６月末日頃

※リニューアルに伴い、現在公開中の「要件事実」講座につきましては、令和 4 年 12 月末日
をもって公開を終了とさせていただきます。新講座の公開後も購入は可能ですが、公開終了
後は視聴できなくなりますので、御留意ください。

【経
歴】
1997 年 4 月 弁護士登録（千葉県弁護士会）
【活
動】
日
 弁連法務研究財団会員、日本公法学会会員、全国倒産処理弁護士ネットワーク
（全倒ネット）会員、日弁連行政問題対応センター委員
【主要著書】（共著）
行政書士のための行政法［第２版］（日本評論社）
行政書士のための要件事実の基礎［第２版］（日本評論社）
行政手続実務大系（民事法研究会）
失敗事例でわかる！離婚事件のゴールデンルール 30（学陽書房）
要件事実というと「難しい」、「裁判以外には必要ない」、「弁護士の趣味の世界」と思わ

藤代 浩則 弁護士

れがちです。しかし、これを知っているだけで、不服審査請求をするに当たっても何を主
張すべきなのか、どのような証拠・資料を揃えるべきなのか、行政側はなぜこのような反
論をしてくるのかといったことが容易に分かる非常に便利なものです。特定行政書士にな
られたときの強力な道具として使いこなせるように是非とも御受講ください。

15 日 本 行 政

2022. 7

05_日本行政7_Information.indd 15

No.596

2022/06/10 10:44

Information

2

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＞
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

8月16日
（火）
～  8月29日
（月）

6月中旬

（火）
7月  5日
～  7月14日
（木）

実務研修会
（更新） 10月18日
（火）
～10月31日
（月）

8月中旬

（水）
9月  7日
～  9月16日
（金） 11月21日
（月）

（水）
事務研修会
（新規） 12月22日
（木）
～  1月  4日

10月中旬

（水）
11月  9日
～11月18日
（金）

1月25日
（水）

（火）
2月  7日
～  2月20日
（月）

12月上旬

（木）
12月22日
（木）
～  1月  5日

3月10日
（金）

 実務研修会
（更新）

実務研修会
（更新）

9月15日
（木）

※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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農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する
法律及び宅地造成等規制法の一部を改正する
法律の公布について ＜許認可業務部 農地・土地利用部門＞
農地の集約化と人の確保・育成を図ることを目的とした「農業経営基盤強化促進法等の一部を

改正する法律」並びに、盛土等による災害から国民の生命・身体を守ることを目的とした「宅地

造成等規制法の一部を改正する法律」が令和 4 年 5 月 27 日付けで公布されました（いずれも施
行期日は公布から１年以内）。

農業経営基盤強化促進法等の一部改正では、農地を利用しやすくするため、農地法における下

限面積の要件を廃止するなどの改正が行われています。

また、宅地造成等規制法の一部改正では、都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及

ぼし得る区域を規制区域として指定した上で、規制区域内で行われる盛土等を許可の対象とする
などの改正が行われています。

詳細は各省庁のホームページ等を御確認ください。

【農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律】

https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/index.html

（農林水産省ホームページ・令和４年３月８日付け）
【宅地造成等規制法の一部を改正する法律】

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000076.html

（国土交通省ホームページ）

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。

17 日 本 行 政
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Pick UP ! 単位会
福井県
行政書士会

各単位会の取組を
お知らせします。

「行政書士開業セミナー
～行政書士開業 成功への道～」を開催

先般、
福井会では初となる、
行政書士有資格者、
試験合格者、
開業を考えている方を対象とした開業準備セミナーを開催しました。
当会ホームページ上のみでのささやかな告知だったにもかかわらず、土曜日の開催とあって社会人が参加しやすい状況を作ることが
できたのか、
当日は15名の参加者が集まり、
会場は熱気に溢れていました。
セミナーでは、当会会長と副会長、先輩行政書士の2名から、
「行
政書士の魅力について」
「開業前にすることは？」
「行政書士の仕事
とは？」
「すぐに仕事は取れる？」
などについて、具体的な業務等に触
れながら説明しました。業務の選び方や仕事の取り方、実務の学び
方、実践的な仕事術など、
タイプの異なる会員から話していただいた
後、
質疑応答を行い、
大変充実した2時間半でした。
コロナ禍により交流が制限され、
また、書籍やインターネット上にお
いても県内の行政書士の状況はわかりにくい中、
このように生の声を
聞く機会は貴重だったかと思います。遠くない将来、当セミナーを経た
新しい仲間たちと再び出会えることを楽しみにしています。

法務省からのお知らせ
第72回“社会を明るくする運動”「＃生きづらさを生きていく。」をさらに一歩先へ。
法務省保護局

１ 「＃生きづらさを生きていく。」
をさらに一歩先へ
皆様におかれましては、法務省が主唱する
“社会を明るくする運動”
に対し、多大な御協力を賜りまし
て、
心から御礼申し上げます。
本年、
第７２回を迎えます
“社会を明るくする運動”
は、
前回と同じく
“＃生きづらさを生きていく。”
というメイ
ンコピーとともに、
犯罪や非行の背景にある様々な
“生きづらさ”
に思いを致し、
各々の
“生きづらさ”
を包摂し
ていくコミュニティづくりを、
更に一歩先に進めて行くことができるよう、
運動を展開してまいります。
２ ビジュアルを通じて発信するコミュニティへの願い
第７２回運動を象徴するポスター・
リーフレットにも、
そのようなコミュニティへの願いが込められています。
ポスターには、手前に立つ後ろ姿の女性が、少し離れた場所で靴を手に持ち、軽やかに水と遊ぶ少女
を見守っている場面が描かれています。舞台は、
明け方の海。
そして、
ポスターで後ろを向いていた女性は、
リーフレットを開くと、
その表情が一気にアップになります。
未成年の頃に、
自分も立ち直りの当事者であった女性が、
今は自らが支援する側に立ち、
少女を見守りな
がら、
その先にある広くて明るい世界を願う表情です。少女がこれから生きる世界が、包摂的なコミュニ
ティにあふれた世界であってほしい、
そのような願いを表現しています。

第72回
“社会を明るくする運動”
ポスター

３ 多様で豊かな発信を。
立ち直ろうとする人が向かうその先に、
もっともっと大きな、
“生きづらさを包み込むコミュニティ”
を。
理解を深め、
見守ること。
ＳＮＳをフォロー・拡散すること。
イベントに参加すること。
リーフレット
そして、
立ち直りを支援する担い手になること。
立ち直り支援には、
多様性、
ダイバーシティが必要です。一人ひとりにできることが、
多様に、
重層的に重なり合うことで、
大きなコミュニ
ティが作られていきます。
“社会を明るくする運動”
が目指す立ち直り支援の輪に、
是非御参加ください。
そして、
本年も全国各地において、
多様で豊かな発信
が展開されますよう、
皆様の御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
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ADR 推進本部から

行政書士は対話促進型ADRの
フロントランナーたれ！
裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部

前回は、関口副本部長から行政書士の ADR 事業全

本部員

若林

三知

般についてお話しましたので、今回は、行政書士が

2.

ADR を学ぶ意義について PR も兼ねてお話したいと

行政書士法は数次の改正を経て、代書、代行、手続
代理と変遷し、現在、書類作成や申請代理手続の業務

思います。

1.

手続的業務からのステップアップ

予測困難・予測不可能な
時代でこそ輝く ADR

は、しっかりと私たちの土台となっています。さらに、
聴聞・弁明代理や特定行政書士が取り扱える行政不服
審査申立業務といった紛争に関係する業務も加わり、

皆様、
「VUCA（ブーカ）」という言葉を御存じでしょ

今では法律実務家としてのフィールドが格段に広がり

うか。これは「Volatility（変動性）」、
「Uncertainty（不

ました。しかしながら、能力が担保された特定行政書

確実性）」、
「Complexity（複雑性）」、
「Ambiguity（曖

士が行えるのは、行政の不利益処分に対しての案件で

昧性）」という言葉の頭文字を取ったビジネス用語

あり、民間の紛争案件を取り扱えるのは、今のところ

であり、元々は軍事用語として発生したもので、社

法務省の認証を受けた ADR 機関しかありません。

会において未来の予測が難しくなってきている状況
を表す言葉です。

行政書士は身近な街の法律家であって、行政書士制
度の成り立ちから見ても、昔から国民に一番寄り添っ

現代社会は、デジタル化やテクノロジーの急速な進

てきた専門家だったと言えます。近隣の方々の雑多な

歩によって、多様性と複雑性を増したことで未来の予

悩みに耳を傾け、良き相談相手となり、ワンストップ

測が困難となり、次々と想定外の事象が発生している

手続の窓口として解決に日々奔走しています。

状況です。
「今は VUCA の世界になった。」と言われ

行政書士は、全国津々浦々で事務所を開いているの

るように、これまでどおりの方法を踏襲するだけでは、

で、地域に密着した紛争解決のお手伝いという点から

ビジネスの成果を得ることが難しくなってきました。

見ると、民間 ADR に行政書士が参画するのは、いわ

そのような不透明な時代に負けず、私たち行政書士

ば、使命なのではないかとさえ思います。

がこれからも発展・進歩していくためには、いったい

現時点では、各単位会の ADR 機関において扱える

何をする必要があるでしょうか。世の中の DX 化が進

紛争の範囲がかなり限られているため、取り扱える案

み、手続的業務の重要度が相対的に低くなるのは時間

件が少ないのは残念ですが、それでも民間同士の紛争

の問題です。その中にあって行政書士が今後も世の中

に介入できるようになったのは、代書業務・手続的業

に必要とされ続けるには、「人間力」の練度を高めて

務からの大きなステップアップであり、未来の行政書

いくことに尽きると思います。

士のために大変意義のあることです。

ADR は御存じのとおり裁判外紛争解決手続ですが、
ただの解決手段と思っていてはとても務まりません。
専門的スキルはあくまでテクニックであり、根幹にな

3.

くてはならないものは、当事者に対する敬意、無条件

行政書士の ADR は基本的に「対話促進型」という

の受容、真摯で誠実な対応などであり、法律やＩＴ技

スタイルを取っています。詳細は省きますが、簡単に

術よりも先に人間力が問われます。

言うと、その名のとおり、当事者同士の対話を促進さ

行政書士に最適な
「対話促進型ADR」

VUCA の時代に入った今、あらゆる事態に対応可

せる方法です。つまり、調停人である行政書士が判断

能な人間力を鍛えるには、ADR での学びが必ず役立

し、結論を出すことはしません。これにはメリットも

つこと請け合いです。

デメリットもありますが、数ある士業の中で、行政書

19 日 本 行 政
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ADR推進本部から

士こそ、この「対話促進型 ADR」を担うのに最適な

じて感情のまま、対話を諦めてしまうのは実にもった

資格者だと考えます。なぜならば、行政書士は弁護士

いないことです。

のように対立する当事者一方の代理人として活動する

もちろん、対話での紛争解決に限界があるのは事実

資格者ではないため、複数の当事者と関わることがで

です。強制的手段に比べ、時間は長くかかり、重すぎ

きるからです。さらに、行政書士は当事者が決めた事

る問題は解決に至らないことも多いでしょう。話合い

柄を法的に整序したり法的な情報を提供したりと、法

自体が成立し得ない案件は裁判所や警察の出番となり

律判断を下さない業務も常に行ってきました。つまり、

ますが、対話での解決は当事者双方が、場合によって

当事者の話をよく聴き、当事者の気持ちに寄り添って

は多数当事者が、本音と知恵を出し合うことになるの

ここまできた歴史があるわけです。

で、結果として各々の納得する度合いが大きい解決方

行政書士徽章にはコスモスが象られ、その花言葉は

法です。誰しも本音では、他人に強制的に決着させら

「真心」と「調和」です。また、行政書士倫理綱領に

れるよりも、納得のできる対話を求めているのではな

は「行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反して
はならない」とあります。行政書士の職能は「対話促
進型 ADR」と酷似しているように思いませんか。

いでしょうか。
行政書士の ADR 研修では、対話力、つまり「聴く力」
と「伝える力」、さらには言語だけでなく非言語的能

ところで、
「対話促進型 ADR」で最も基本的かつ重

力も駆使して、人の心を深く掘り下げ、合意形成を目

要なものは「傾聴」です。傾聴の重要性を世に広めた

指します。デジタル化、白黒はっきりさせること、そ

のは、カウンセリングの父と言われるカール・ロジャー

して合理性が最善のように崇められる現代のビジネス

ズですが、ロジャーズにより提唱された「来談者中心

環境においても、行政書士の特性をいかし、人間力が

療法」は「対話促進型 ADR」と同質であり、クライ

試される次のステージに向け、しっかりと根を張って

アントの自己決定・自己変容を促進させる方法です。

いきたいものです。

ADR の学習では、このような心理学を基礎とした専

対話の力は侮れません。相手の話をよく聴き、共感

門的なスキルを学ぶことができるため、皆様の日常業

的に声をかけるだけで、自死を防げることもあります。

務の質を飛躍的に高められることが期待できます。

対話を重ねることによって、世界とまではいかずとも、
私たちの周りが少しずつ穏やかになっていけば、とて

4.

世界は対話を求めている！

ADR の基礎にある心理学の起源は、古代ギリシャ

も嬉しく思います。

の時代にまで遡ると言います。哲学から発展した心理

5.

学は、今では人間関係心理学だけでなく産業心理学、

人間は複雑で、自分勝手で、争いを止めない。けれど、

終わりに

交通心理学などに派生し、マーケティングにも応用さ

それでも愛おしい。不完全だからこそ愛おしいのかも

れるほど幅広く研究されています。しかし、現代まで

知れません。そんな人間への飽くなき探求心が、きっ

様々な人間の心理に関する研究が行われてきたもの

とADR 研修で満たされることでしょう。

の、昨今の世界情勢を見るまでもなく、人類史におい
て未だ争いが絶えることはありません。
聞くところによると、人が３人集まるだけでそこに

会員の皆様におかれましては、日々の業務で忙しい
ことと存じますが、ADR に興味を持たれた方だけで
なく、お客様とのコミュニケーションを深めたい方、

派閥ができるそうですが、敵対し、相手を攻撃するの

相談の質を高めたい方、自分磨きをしたい方等々、是

は人間の生まれ持った性なのでしょうか。一般的に、

非、各単位会の ADR 事業に参画していただき、一緒

動物は痛い目に遭う経験をすれば、その経験をいかし

に「対話促進型 ADR」を先導していきましょう。

て次に同じ行動をしないものですが、人はどれだけ争

―

いざ進もう！ ADR の世界へ。―

いを繰り返しても、また同じ轍を踏んでいるように思
います。そして、一億総発信社会になってから、イン
ターネット上で直接話したこともない人を誹謗中傷し
たり、自己主張一本やりで貶めたりと、一方通行の表
現が顕著に見受けられ、なんとも不寛容な社会になっ
ていると感じます。
人間は「言葉」を用いて意思疎通を図ることが可能
な生き物です。それにもかかわらず、「言葉」を軽ん

2022. 7
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法教育推進委員会から

各単位会における法教育事業への
取組・推進状況等に関する
アンケート結果報告

法教育推進委員会では、昨年度開催した全国法教育担当者会議に先立ち、全国の法教育事業の推進状況を
調査するため、各単位会における法教育事業への取組・推進状況等に関するアンケートを実施しました。以
下に、集計結果を取りまとめて御報告します。
各単位会の法教育に係る活動状況

１．活動・取組状況

各単位会における現在の法教育に関する活動・取組状況について伺ったところ、回答のあった 47 単位会中、
29 単位会から活動・取組を行っているとの回答があった。
２．専門部署の設置
法教育の活動・取組を行っている 29 単位会中、法教育の専門部・委員会等を設置している会は 14 単位会
であった。
専門部署の構成人数は、最小人数 3 名、最大人数 9 名であった。
具体的な事業内容については、教育機関での出前授業の実施、市民向けセミナーの開催、講師の養成など
の回答があった。
３．実施形態
法教育の活動・取組を行っている単位会に、法教育の実施形態について伺ったところ、以下の結果で
あった。
実施形態について該当するものを選択してください（複数選択可）
22

学校（小学校、中学校、高校）で行っている

7

法教育向けパンフレット・リーフレット等の資料を作成・配付
専門学校、大学で行っている

4

学校以外（公民館、図書館等）で行っている

4
6

その他
0

5

10

15

20

25

また、「その他」として、会のホームページに法教育ページを設置している、活動準備中である、出前授
業の計画をしているが実施実績はなし、コロナ禍により活動中止中などの回答があった。
法教育の実施に向けて

１．実施理由

法教育を会で実践しようと考えた理由について伺ったところ、結果は次のとおりであった。
21 日 本 行 政
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法教育推進委員会から

法教育を会で実践しようと考えた理由（会の活動の活動の中での位置付け）について
該当するものを選択してください（複数選択可）
29

行政書士制度 PR 活動の一環のため

26

社会貢献のため

10

地域との連盟を図るため

9

キャリア教育のため
0

10

20

30

２．実施に向けた活動内容
法教育の活動・取組を行っている単位会に、法教育の実施に向けて大切だと思われた活動について伺った
ところ、以下の結果であった。
実施に向けて大切だと思われた活動について該当するものを選択してください（複数選択可）
25

実施に向けての学校、教育委員会への訪問

21

授業テーマ及び授業テーマ決定の流れ

20

実施方法（授業内容・テキスト・授業時間・授業形態等）
実施したことによる効果
（認知度向上による会員への業務依頼の増加等）

6
5

その他
0

5

10

15

20

25

30

また、「その他」として、生徒たちに伝わる授業を行うための構成（指導案）の作成、行政書士会による
法教育の周知、授業の充実と継続性、実施後のアンケート依頼、受入先の選択・探索・交渉などの回答があった。
未実施単位会について
現在、法教育の活動・取組を実施していないと回答した 18 単位会に、今後の実施予定について伺ったと
ころ、8 単位会から、今後、法教育の実施を予定しているとの回答があった。
法教育の実施を予定していると回答した単位会に、実施に向けて準備をする際の課題・問題点について伺っ
たところ、専門部署を設置するための人員確保、窓口の設置、講師の育成、対象者の年齢設定やテーマの選
択、学校等への働きかけ、学校等との関係構築、学校現場におけるニーズの把握などの回答があった。
法教育の実施を予定していないと回答した 10 単位会に実施を予定しない理由について伺ったところ、「講
師等の問題（担当者・育成など）」との回答が 8 単位会と最も多く、「費用負担の問題」との回答は 2 単位会
であった（複数選択の回答あり）。また、「その他」として、学校側が受け入れるとは考えにくい、法教育の
範囲が広すぎてどこから着手すべきかわからない、行政書士会として取り組むべき課題の優先順位が低く具
体化されないなどの回答があった。
法教育の推進に向けて
各単位会におかれましては、年度末で御多忙の中、アンケートに御協力いただき、また、先般開催された
全国法教育担当者会議に御参加いただき、心から御礼申し上げます。
当委員会では、今般のアンケート結果及び担当者会議にていただいた御意見を基に、各単位会で実施する
法教育を支援すべく、実施単位会のノウハウや参考資料等の情報を収集し、有益な情報提供等に努めてまい
ります。また、コロナ禍により学校での法教育の実施が難しい状況であることから、図書館などの教育関係
機関等との連携を進めるなど、更なる法教育の推進に努めてまいりますので、今後とも御理解、御協力のほ
どよろしくお願い申し上げます。
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中央研修所通信７月号

中央研修所研修サイト〜新規講座の御案内〜
〈中央研修所〉
昨年度、中央研修所研修サイトに、新たに 17 講座を追加登載いたしましたので、以下に御紹介いたします。
中央研修所では、会員の皆様に御活用いただけるよう、中央研修所研修サイトを通じて、VOD（ビデ
オ・オン・デマンド）研修を提供しています。時間や場所を問わず、基本的に無料で受講できる研修となっ
ていますので、この機会に是非多くの会員の皆様に御受講いただきたいと思います。
なお、現在公開されている講座については公開期間を 2 年程度としており、順次新しい研修講座と入
替えを行っています。お見逃しのないよう、是非お早めに御視聴ください。

好評配信中！ ～中央研修所研修サイト新規講座～
〇基礎研修

～行政書士として必要不可欠な基礎知識等の習得を目的とした研修～

カテゴリ

講

コンプライアンス等

行政書士コンプライアンス研修「職業倫理」

行政書士のための
基礎法律研修

〇業務研修

座

タ

イ

ト

ル

行政書士のための刑事訴訟法

～業務関連情報や業務を行う上での注意点等に関する研修～

カテゴリ
運送・自動車
建設業・経審
農地・土地開発
風俗・福祉・各種営業
民事法務
中小企業支援
外国人関連

講

座

タ

イ

ト

ル

特殊車両通行許可オンライン申請について
建設キャリアアップシステム代行申請セミナー
建設業財務諸表の見方、考え方、作り方
農林水産省共通申請サービス（eMAFF）に関するセミナー
消防法セミナー
2031 年「誰でも日本一」計画～地域との共生のススメ～
令和 3 年度民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント
補助金業務ガイダンス～事業再構築補助金の理解を題材に～
特定技能及び技能実習に係る業務遂行上の留意点
～今後の制度改革の方向性を見据えて～
入管業務に関する職務倫理（基礎編）

知的財産
特定行政書士
ブラッシュアップ研修
（※）

農林水産分野

種苗法及び GI 法概論

令和 3 年度特定行政書士ブラッシュアップ研修①
「押さえておきたい国家賠償請求制度の概略と実務」
令和 3 年度特定行政書士ブラッシュアップ研修②
「『行政規則』への向き合い方」

※特定行政書士ブラッシュアップ研修は、特定行政書士を対象とした研修です。

23 日 本 行 政
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中央研修所通信7月号

〇その他研修
カテゴリ
その他

講

座

タ

イ

ト

ル

行政書士による権利擁護公開セミナー『外国人との共生社会の形成のために』
～行政書士は、多文化共生社会づくりのパートナー～
行政書士の反社会的勢力排除と不当要求対応

中央研修所研修サイト～利用登録の御案内～
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公 証 人 に 聞 く！

教えて

ミネルヴァくん

第7回 遺言公正証書その他の公正証書の原本閲覧、謄本交付の請求
（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、知り合いのＡさんから、Ａさんの父親が遺言公正証書を作成したかどうかを調べてほしいというこ
とと、作成していたとしたらその謄本を請求してほしいとの依頼を受けました。ユキマサくんはまもる先生から、ミ
ネルヴァくんに遺言公正証書の有無の調査や謄本の請求方法を聞いてきてほしいと頼まれました。
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かけました。

ユキマサくん
こんにちは。今日は七夕だね！ミネルヴァくんは
笹の葉に短冊を付けて願いごとをするのかな？

ミネルヴァくん
そうですね。小さな笹の枝を買ってきて、窓辺に飾っていますよ。
もちろん願いごとを書いた短冊も付けました。

何の願いごとをしたの？

コロナ禍の終息と世界平和です。

素敵な願いだね。ところで、まもる先生の知り合いのＡさんの父親が先日亡くなった
のだけれど、その父親が遺言公正証書を作成したかどうか調べる方法はあるのかな？

はい。遺言検索システムで、全国どこの公証役場でも遺言検索が可能です。もちろん、
うちのコスモス公証役場でも検索ができます。検索を申請するときは、遺言をしたと
思われる人の死亡を確認できる除籍謄本、申請する人がその死亡した人の相続人であ
ることが確認できる戸籍謄本、申請する人の本人確認資料（印鑑登録証明書、運転免
許証等公的機関が発行した顔写真付きの身分証）が必要です。

遺言検索の費用はいくらになるのかな？

費用はかかりません。検索の結果、A さんの父親が近くの公証役場で遺言公正証書を作成していること
がわかれば、A さんはすぐにその公証役場に行って閲覧や謄本請求をすることができます。その際にも、
A さんの父親の死亡した事実を示す除籍謄本等、遺言検索を申請したときと同様の書類が必要です。

A さんの父親は遠方の P 市に住んでたから、ひょっとしたら P 市の公証役場で作成し
ているかもしれない。その場合、A さんは P 市の公証役場に行かないといけないの ?

郵送による謄本の交付請求が可能です。以前は、明治 43 年 5 月 4 日付けの法務省民事局長回答に
よって、郵送による申立てや交付請求は認められていませんでした。郵送だと申立人又は代理人本
人であることの確認ができないというのが理由でした。しかし、電子定款認証等の手続で本人確認
や代理権限の証明を含めてオンラインで行うことが可能となっていますし、裁判所でも判決等の正
本や謄本請求が郵送によることが認められていることから、令和 4 年 1 月 1 日から、公証役場に
おいて郵送による公正証書の正本及び謄本の請求が可能になりました。

遺言公正証書の郵送による謄本請求に必要な書類等について教えてほしいな。

まず、正謄本請求書です。これは近くの公証役場にもありますし、日本公証人連合会
のホームページから Word 文書の請求書を入手することも可能です。次に、公的機関
が発行した申立人の顔写真付きの身分証明書の写しが必要です。この場合、前回お話
したテレビ電話方式を使って本人確認をする手続が必要となります。もっとも、印鑑
登録証明書によって本人確認をする場合は、この手続は不要です。
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公証人に聞く！教えてミネルヴァくん

返信用の封筒等も必要なのかな？

必要です。返信先を記載したレターパック・プラス又は返信用封筒（書留
郵便用の郵便切手を貼付してください）を同封してください。返信先は申
立人の本人確認資料に記載された住所地としてください。

正謄本の請求は代理人でもできるの？

はい、代理人でも可能です。その場合、代理権限を証する委任状
（本人の記名、実印による押印があるもの）、本人の印鑑登録証明
書、代理人の本人確認資料も必要となります。

遺言者本人が生存中に謄本請求をすることはできるのかな？

公証人法第 44 条、第 51 条では、証書の原本の閲覧又は謄本の請求をし得るのは、
嘱託人（遺言者本人）
、その承継人又は証書の趣旨につき法律上の利害関係を有する
者とされています。遺言に関しては、同居親族と言っても、本人が生存中は相続人（承
継人）ではないですし、実際問題として、同居家族を含めた近親者間の利害対立が予
想され、高い秘密保持の必要性があることから、遺言者本人の生存中は遺言者本人の
みが閲覧、謄本請求ができることとされています。

なるほど ! 郵送の話が出たので、ついでに聞くね。実は、A さんは以前に夫と
離婚したのだけど、離婚の際に、離婚の合意と夫が未成年の子の養育費を支払
う旨の合意を内容とする公正証書を作成したんだ。A さんは、離婚当時 B 市に
居住していたから、B 市にある公証役場で公正証書を作成したのだけど、最近
になって、元夫からの養育費の支払が滞ってきたから、養育費の支払について
執行文の付与を受けて、強制執行をしたいと考えているみたい。執行文の付与
の申立てをするのに、A さんは B 市に行かないといけないのかな ?

これについても先ほどにお話した明治時代の先例があったため、郵
送の申立てはできないとされていましたが、令和 4 年 1 月 1 日から、
郵送による執行文の付与の申立てができるようになりました。

必要書類は郵送による謄本請求と同じかな？

ほぼ同じです。ただ、謄本請求の場合と違って、執行文付与の申立人は正本を所持しているので、
申立人が公正証書の嘱託人本人（権利者）であることが推認されますし、当然申立人は正本の
内容を知っているため、秘密保持を考慮する必要がありません。そこで、執行文付与の申立て
に係る本人確認の要件は、謄本請求のそれより少し緩和され、運転免許証等公的機関が発行し
た申立人の顔写真付きの身分証の写しで本人確認をする場合に、テレビ電話方式で本人確認を
することまでは要求されません。

今日は沢山教えてくれてありがとう。とても勉強になったよ！

私もユキマサくんに会えてうれしかったです。
また遊びに来てくださいね。

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情報を伝えました。

まもる先生
今年の 1 月 1 日から、公正証書の謄本請求、執行文付与の申立てが郵送で
できることになって、とても便利になったんだね。ところで、3 年ぶりに
七夕祭りが開催されるようなので、ユキマサくん一緒に行きましょう。

わーい！嬉しい！！ちゃんとマスクをして行くね。
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2022.

10日
火

5 May

日行連の主な動き Monthly Report

許認可業務部
建設・環境部門会議

18日
水

【協議事項】
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

登録委員会

20日

⑴ 審査件数(149件）
⑵ その他

11日
水

【協議事項】

⑴研
 修会の運営について
⑵ 単位会からの照会について
⑶ その他

 交省との意見交換について
国
CCUS登録行政書士について
日本工業経済新聞社の取材について
建設業退職金共済への要望について
その他

【登録審査】

申請取次行政書士管理委員会

金

デジタル推進本部会議

【協議事項】

⑴本
 年度の取組方針について
⑵ 行政書士業務のデジタル対応について
⑶ マイナンバーカード代理申請手続事業につい
て
⑷ 行政書士の本人確認手段について
⑸ 会員管理システム改修に関する進捗について
⑹ 不正アクセス禁止法への対応について
⑺ 事務局デジタル化への対応について
⑻ デジタル大臣への表敬訪問（報告）について
⑼ その他

正副会長会

【協議事項】

⑴常
 任理事会の合議事項等について
⑵ 令和４年度単位会総会について
⑶ その他

常任理事会
（～12日）

【合議事項】

⑴パ
 ブリックコメントへの対応について
⑵ 会員管理システムの改修について
⑶ 日本行政書士会連合会会則の一部を改正する
会則
（案）
について
⑷ その他

16日
月

24日
火

登録委員会

【登録審査】

⑴審
 査件数(252件）
⑵ その他

許認可業務部
農地・土地利部門会議

【協議事項】

⑴マ
 ンション管理計画認定制度について
⑵ 農業経営基盤強化促進法一部改正に係る農水
省との連携について
⑶ 違反転用是正について
⑷ 盛土規制法について
⑸ 農地関連業務担当者会議について
⑹ 農地の特定遺贈について
⑺ その他
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行 政 書 士 業 務 パンフレット

の御案内

日行連広報部では、行政書士制度を国民に広く周知することを目的として、行政書士業務パンフレットを
作成しました。
本パンフレットは、従来の「行政書士活用ガイド」の改訂を検討する中で、広報ツールとしての利便性を
第一に考え、相談内容に応じて業務を御紹介いただけるよう、主な業務別に作成しています。
会員の皆様や各単位会において、必要に応じてそれらを組み合わせて活用していただけるよう、会員専用
サイト「連 con」内「日行連からのお知らせ」ページに PDF データを公開していますので、是非御活用く
ださい。

掲載ページ
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」
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専門職後見人行政書士の現状と今後の課題
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
理事・業務管理委員長

１．専門職後見人としての行政書士
令和４年２月 17 日に行われた衆議院予算委員会

原田

裕仁

２．今後の課題について（1）

～アドバイザーとしての能力担保の問題～

第５分科会での成年後見に関する質疑（※１）に対

一方で今後の課題もあります。一つ目は、受任者

し、政府参与から、「弁護士、司法書士、社会福祉

調整会議に市町村等から委嘱された行政書士の委員

士以外にも行政書士等の方々も成年後見人の実務に

が、弁護士等他の専門職の委員と対等に意見を述べ

従事している実績があると承知しています。」との

ることができるかなど、アドバイザーとしての能力

答弁がありました。

担保の問題です。

また、これを裏付けるように、３月 16 日に最高

地域連携ネットワークの多数の関係機関が参加す

裁判所事務総局家庭局から公表された「成年後見関

る会議とは違い、中核機関や受任者調整会議では少

係事件の概況」（※２）によると、令和３年の一年

数精鋭の会議となります。これらの会議では、市町

間に第三者後見人が選任された場合の行政書士の割

村等から委員・アドバイザーとして委嘱を受けてい

合は全体の 4.1% となっています。前年比において

る以上、市町村等に対して、適切なアドバイスを行

は、行政書士が +0.5％、弁護士が -0.3%、司法書士

うことが求められます。例えば、「市町村長申立にお

が -0.2%、社会福祉士が -0.3%、社会福祉協議会の

いて税金が投入される以上、会議に上がってきた案

法人後見が -0.4% となっており、他の専門職後見人

件について市町村長申立を行うことが適切か」「市町

の選任の全体比率が軒並み減少している中で、専門

村長申立を行う以上、市町村等が親族等から訴えら

職としては、行政書士だけが大きな伸び率を示した

れることがないか」など、会議では通常の後見事務

数字となっています。

では問われない知識を基に協議・判断していくこと

コスモスにおいても当初から、秋田県など家庭裁

になります。

判所からコスモスへの後見人候補者の推薦依頼事例

そのためには、住所地特例について理解すること

があった地域だけでなく、福岡県、石川県等の地域

や、親族等が後見制度をめぐり市町村等に対して訴

では、新たに家庭裁判所から専門職後見人等とし

訟を提起した際の判例なども勉強しておく必要があ

て、コスモスへの後見人候補者の推薦事例があった

ります。コスモス本部としては、これらの委員・ア

ことが報告されていて、徐々にではありますが、家

ドバイザーとなる会員の支援のために、また、コス

庭裁判所から専門職として認識されている地域が広

モス会員の対外的信用力を確保するために、委員・

がっています。

アドバイザーに必要な専門的な知識面の研修等の実

一方、市町村における中核機関や後見人等受任者
調整会議の委員への委嘱についても各地で徐々に増
えてきている報告が上がってきています。
成年後見は地域共生社会の実現における権利擁護

施など、適切な支援が必要ではないかと考えます。

３．今後の課題について（2）
～報酬の問題～

支援策の一つの方策ではありますが、専門職後見人

二つ目は、無報酬案件又は非常に低額な報酬しか

としての行政書士の認知度や役割が徐々に大きく

受領できていない案件等の問題です。年々、市町村

なっていることは確かです。地域差はあるものの、

長申立件数が増加しています。市町村長申立が増加

これからも各地域の地道な活動の継続により、専門

しているということは、親族がいない又は親族が本人

職後見人行政書士としての認知度や求められる期待

の支援を諦めた事例であるため、入口の段階から本

は更に高まってくるはずです。

人の資産が少ないなど、いわゆる無報酬案件と言わ

31 日 本 行 政
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コスモス Information

れる事例の可能性が高くなります。専門職後見人が

員・アドバイザーとして参加している以上、例えばコ

後見事務を行ったにもかかわらず、全く報酬を受領

スモスだけが無報酬案件等を受任しないといったこ

できていない、又は非常に低額な報酬しか受領でき

とができないのが受任者調整会議での現状です。コ

ていない案件が増加してきているのです。

スモスが法人後見を始めるなど、一部でもいわゆる

被後見人は年金受給があるものの施設利用料だけ
しか出せない、つまり被後見人の収入では後見人報

無報酬案件等を受任して欲しいとする市町村からの
求めに応じる覚悟が必要になるのです。

酬まで確保できないような事例において、少額でも

以上を鑑みると、根本的な制度の問題とも言える

収入があるという理由から各市町村の報酬助成制度

各市町村等の報酬助成制度の改善・拡充を、市町村

の対象外になってしまうことも多く、現状の各市町村

等の担当部署や議員等に訴えていく必要があるので

等の報酬助成制度では十分とは言えない状況がある

はないでしょうか。

のです。このような状況では費用面を心配して、後
見人が必要な高齢者や障がい者の方々が後見制度を
ちゅうちょしてしまうことにもなるため、全国どこに
いても誰でも利用できる制度とは言えません。また、

４．報酬助成制度改善への動き
後見人が必要な高齢者や障がい者の方々がちゅう

後見人が活動を継続していくことや新たな後見人の

ちょなく後見制度の利用できるようにするため、後

担い手を確保することも難しくなります。時に会員か

見人（会員）を守るため、そして後見人の新たな担

ら、このような苦労話を耳にすることがあり、その度

い手（新入会員）を確保するためにも、成年後見制

に、
「このまま会員の善意、
負担に甘え続けていいのか。

度が安心で未来永続的な制度となることが肝要です。

会員に対してできることはないのか」という思いに至

いわゆる無報酬案件等を受任している後見人の後見
事務における現場の状況を、市町村等の担当者や議

ります。
現在、コスモスを市町村等に認知していただくため

員の方々に理解していただきながら、報酬助成制度

に、後見人報酬を見込めない案件についても積極的

の改善策について、積極的な働きかけを行うことは非

に受任している支部も見受けられますが、次の段階

常に大事なことであると考えます。コスモスにおいて

で、必ず後見人負担の限界の壁にぶつかることにな

も既にこのような活動を行っている支部があります。
既に弁護士会、司法書士会、社会福祉士会及びこ

り不安要素です。
また、実際に市町村長申立の受任者調整会議の現

れらが組織する専門職団体は、報酬助成制度の改善策

場では、今までこのような案件は福祉的要素が強い

について働きかけを行っています。決して難しいこと

ことから、社会福祉士が適任とされることが多かっ

ではありません。この課題について、コスモスも速や

たのですが、社会福祉士も既に飽和状態であるため、

かに日行連と連携し、会員のために組織として諸機関

会議へ参加している委員・アドバイザーの構成団体

に働きかけ、早期の改善を目指すべきです。それこそ

全体で問題意識を持って、制度を支えていく必要性

が、コスモスが担うべき重要な役割であると考えます。

があると方向付けられています。このため、会議に委
※１ 国会会議録検索システム「衆議院予算委員会第５分科会 会議録」
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120805267X00220220217&current=7
※２ 裁判所ウェブサイト「成年後見関係事件の概況」
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html?msclkid=213450f6d0ad11ec81c80d5936bb05d3
資料１

第三者後見人等の受任件数とその割合

親族以外選任
弁護士
司法書士
社会福祉士
社会福祉協議会
税理士
行政書士
精神保健福祉士
社会保険労務士
市民後見人
その他法人
その他個人

令和３年

令和２年

割合（シェア率）前年比

8,207

25.9%

7,731

26.2%

-0.3%

11,965

37.7%

11,184

37.9%

-0.2%

5,753

18.1%

5,437

18.4%

-0.3%

1,415

4.5%

1,455

4.9%

-0.4%

56

0.2%

61

0.2%

0%

1,301

4.1%

1,059

3.6%

0.5%

51

0.2%

108

0.3%

36

320

1.0%

311

1.1%

-0.1%

2,429

7.7%

2,034

6.9%

0.8%
-0.3%

－

0.1%

0.1%

－

0.3%

114

0.4%

214

0.7%

31,719

100%

29,522

100%

※２の「成年後見関係事件の概況」から抜粋して集計
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奥付

A案

会

登録者数（令和4年5月末日現在）

員

合
内

計
訳

個人事務所開業

50,720 名

男 42,964 名 女 7,756 名
男 40,854 名 女 7,041 名

の

行政書士法人社員 男

1,529 名 女

333 名

法人使用人行政書士 男

234 名 女

168 名

個人使用人行政書士 男

347 名 女

動

法人会員（令和4年5月末日現在）

き

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

214 名

異動状況（令和4年5月中の処理件数）
新規登録 合
内
登録抹消 合
内

計

367 名

訳 男 282 名 女 85 名
計

119 名

訳 男 105 名 女 14 名

抹消内訳 廃

業

92 名

死

亡

27 名

その他

0名

1,023
1,261
842

419

～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（成田）

札幌市内中心部を東西に延びる大通公園。
桜やライラック、薔薇など四季折々に彩られた花々が風に薫
り、噴水が空に舞い、厳冬を耐えて豊かな緑をたたえた樹木
に爽やかな風が吹き抜け、小鳥が囀る憩いの場。 世界的な
彫刻家イサム・ノグチが制作した滑り台「ブラック・スライド・
マントラ」には、子供たちの歓声があふれている。
季節毎のイベントには多くの観光客が訪れる。６月には初夏
の風物詩となった YOSAKOI ソーラン祭りが開催され、全国か
ら参加するチームは、趣向を凝らした曲や衣装と演舞で観客を
魅了する。
新しい形態の祭りとして誕生してから３１年。かつて、第４回
開催の際に地域の小学生チームを立ち上げて初参加し、その
後は会場運営等にも長く関わっていた。 一期一会の出会いが
懐かしい。
ゼロからスタートする活動を通じて学び得たことは大きく、今
に役立っている。 人生に無駄なことはなく、全てはつながって
いると実感する。
祭りを終えて、札幌は本格的な夏を迎える。

37 日 本 行 政
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