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令和４年度事業の推進について
令和４年６月 16 日、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止に十分に配慮した上
で、令和４年度定時総会が開催されました。
代議員を始めとする全国の会員の皆様の御理
解と御協力のおかげをもちまして、令和４年
度事業計画案や同予算案等、一連の議案の承
認をいただき、令和４年度事業が始動できる
運びとなりました。この場をお借りして改め
て御礼申し上げます。
さて、これから令和４年度事業を本格的に

推進してまいります。引き続き「“ そうだ、
行政書士に相談しよう！ ”という気運を高め
よう！！」という活動理念の下、基本方針と
して「３つの共生（地域との共生・役所との
共生・他士業者との共生）」「デジタル社会に
おける行政書士の認知度・社会的地位の向上」
「With コロナ社会における国民・事業者支援
活動の推進」「多様性のある社会の実現、特

に多文化共生社会の実現」「特定行政書士制
度の推進」を掲げ、役員一同一致団結し、各
単位会と連携しながら、各事業に精力的に取
り組んでまいります（詳細な事業計画を含む
定時総会の開催報告記事は本誌 12 〜 24 ペー
ジ参照）。

以下、令和４年度の主な施策について述べ
たいと思います。

まず、新型コロナウイルス感染症対策の有
効な一つの手段として重要性を増している社
会のデジタル化に的確に対応してまいりま
す。昨年９月、政府は新たにデジタル庁を設
置しました。その設置理念である「誰一人取
り残さない」デジタル社会の実現のための方
策として、マイナンバー制度の拡充やＧビズ
ID の普及、行政サービスの統一化・標準化
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などを重点課題に挙げています。政府が進め
るデジタル施策を土台とした、新しい行政の
あり方が求められています。これらへの対応
として、本会は、デジタル推進本部や行政書
士制度調査室を中心に、積極的なデジタル施
策への提言、行政書士の活用の要望、マイナ
ンバーカードの普及推進などのデジタル基盤
整備に関する事業を展開してまいります。
あわせて、総務省の委託事業として昨年度
末に開始した「マイナンバーカード代理申請
事業」について、本年度も引き続き積極的な
対応を図ってまいります。本事業は政府のデ
ジタルインフラ整備の観点からの社会貢献事
業ですが、デジタル社会における行政書士の
存在感を高めるためにも非常に重要な取組で
あると考えています。政府のマイナポイント
事業が終了する９月末を目途とした目標達成
に向けて、会員の皆様の積極的な御協力をよ
ろしくお願いいたします。
また、ロシアによるウクライナ侵攻の影響
で日本へ避難された方々の在留支援等を行
う「ウクライナ避難民等在留支援本部」の
活動も推進いたします。御覧になった方も
多いと思いますが、本取組はNHKのニュー
スとして報道されました。既に出入国在留
管理庁及びウクライナ大使館を訪問し、本
会の行う在留支援策を説明したほか、総務
省を通じた各自治体への協力も要請してい
ます。行政書士の本来業務である在留資格
申請手続支援等を通じて避難民の
方々の人権を始めとする権利を擁護
することは、国民の権利利益の実現
への寄与につながり、ひいては行政
書士の存在価値を高めるものと考え
ています。会員の皆様におかれまし
ても、このような避難民の方々を始
めとする社会的に弱い立場の方々を
含む国民のため、行政書士として何
ができるかということを考え、日々
の業務に邁進していただければと思
います。
最後に法改正についてですが、御
承知のとおり、行政書士法制定 70

周年を経て、行政書士を取り巻く状況は制度
創設当初から大きく変化しました。行政書士
がこれからも国民の利便、権利利益の実現に
資し、円滑な行政手続に貢献できるよう、行
政書士制度は常に社会の変化に対応していく
ことが求められます。これに対応するため、
本会は、内部での法改正に係る検討を踏まえ
た総務省行政課への説明・意見交換を定期的
に実施していますが、これに加え、新たな取
組として本年度から「行政書士制度に関する
研究会」を設置いたしました。研究会には行
政法を専門とする有識者（大学教授等）を招
聘し、現代社会における行政手続（行政過程）
領域の抱える課題を解決し、今後のデジタル
社会を見据えた中での行政書士の更なる活躍
に向けた大局的、俯瞰的な助言をいただきま
す。また、将来においても国民と行政の双方
に役立つ行政書士像を描くべく研究を進め、
その結果を踏まえ、政府や関係団体への働き
かけを行うとともに会全体の学術的発信力を
高めてまいります。

以上、本年度におきましても、行政書士制
度の維持発展に資するべく、時代が求める行
政書士像を模索しながら、国民にとって身近
な良き相談相手としての位置付けを確固たる
ものにしてまいりたいと考えています。引き
続き、皆様の御理解と御協力を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。
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2022 年 7 月号「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）」において、一部表記に誤りがあり
ました。正しくは右記のとおりです。お詫びして訂正いたします。

22ページ図表（上）中、5行目

誤 正

地域との連盟を図るため 地域との連携を図るため

ウクライナ侵攻に
よる避難民の方々
の在留支援に関す
る無料相談窓口を
設置しています。

新型コロナウイルス
感染症に関する無料
電話相談窓口を各都
道府県行政書士会に
設置しています。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

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。

Contents
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去る6月 16日開催の日行連定時総会におきましては、代議員の皆様の御理解のもと、全ての議案が承認可決され、
令和４年度事業がスタートいたしました。改めまして、平素から本会の事業に御理解を賜っておりますことに感謝
申し上げるとともに、現執行部の真価が問われる１年と承知しており、また今期も全力でサポートしてまいる所存
でございますので、更なる皆様の御支援をよろしくお願い申し上げます。
さて、その中で、私が担当している許認可業務部の今期の取組について述べたいと思います。許認可業務は言

わずと知れた我々の根幹業務であり、この分野での成否がそのまま本会事業の成果と言っても過言ではないと考え
ており、全部員を挙げて既存業務の推進・増強はもとより、埋没している業務の掘り起こしに注力しています。
以下、部門ごとに少し詳しく書き出してみます。

＜運輸交通部門＞
・�OSS利用率の向上へ向けて、利用者にとって使いやすいシステムとなるよう、継続的に国土交通省と協議を行っ
てまいります。
・�令和 5年 1月からは車検証の電子化がスタートし、行政書士も記録等事務代行者として、電子車検証の情報の書
換えの作業を行うことができるようになります。こちらについても国土交通省と継続的に協議を行ってまいり
ます。
・�国土交通省から講師を招へいし、昨年度実施できなかったOSS実務者説明会の開催を予定しており、OSS利用
率の向上のための意見交換等を行う予定です。
・�旅客自動車運送事業・貨物自動車運送事業の許可申請等、今後、電子化が予定されている手続について、情報収
集を行ってまいります。

＜建設・環境部門＞
・�本年度事業として国土交通省不動産・建設経済局建設業課と連携した「建設業セミナー 2022」を開催しました。
今後も省庁等との良好な関係を維持しつつ、建設分野での行政書士の存在をアピールしていきます。
・�令和 5年 1月から運用開始予定の建設業許可・経営事項審査の電子化について、国土交通省建設経済局建設業課
との継続的な意見交換を行ってまいります。
・�令和 4年 2月から建設キャリアアップシステムの代行申請が行政書士にも「CCUS登録行政書士」として認めら
れたことの周知及び普及活動を推進いたします。
・�一般財団法人建設業振興基金と連携した行政書士CCUS認定アドバイザーの普及活動を行ってまいります。
・�SDGsの活動に絡めて環境分野に関するセミナーの開催やVOD（ビデオ・オン・デマンド）コンテンツの作成を
予定しています。

＜社労税務・生活衛生部門＞
・�昨年度に引き続き、HACCP、薬機法関係の手続について、業務に関する情報提供に努めます。
・�医療法人、宗教法人、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人等の設立に許認可等を要する法
人関係業務について、各業務の現状や課題に係るアンケートを実施した上で、全国担当者会議の開催を予定して
います。あわせて、所管の省庁にも行政書士の業務であることをアピールしてまいります。

＜農地・土地利用部門＞
・�マンション管理計画認定制度の施行について、国土交通省及び一般社団法人日本マンション管理士会連合会と連
携して対応してまいります。
・�農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（農地法の下限面積要件の撤廃等）及び宅地造成等規制法の一
部を改正する法律（盛土規制）による関係法令の改正について、関係省庁との意見交換を行ってまいります。
・�農地の違反転用案件の実態調査等を行い、その結果を踏まえて農林水産省との協議を行う予定です。
・�農地法関連業務についての担当者会議の開催を予定しています。

以上、誌面の都合上、箇条書き程度しか記載できませんが、このような事業を展開していこうと考えています。
また、最近のトピックスとしては、知床の遊覧船事故を受けて、海上における「運輸安全マネジメント」にもスポッ
トが当たるものと思います。海上運送法等は我々の所管ではありませんが、遊漁船の登録申請手続は行政書士の業
務ですので、今後はその分野も念頭に置きつつ、農林水産省等に働きかけを行っていきたいと考えています。
皆様におかれましても、お気付きの点等がございましたら、御指摘いただければ幸いです。今後とも御支援・

御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

我々の業務を守り、そして広げる
～許認可業務部の視点から～

副会長　髙尾　明仁
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◆第１章　金融サービス仲介業とは�

１　設立経緯
近年、情報通信技術の発展などにより、利用者が

オンラインなどで円滑に金融サービスの提供を受け
ることが可能となる中、ライフスタイルや家族構成
等の状況についても多様化が進展し、利用者それぞ
れが、自身に最も適した金融サービスの提供をワン
ストップで受けられるようにすることは、社会的に
も重要であると考えられます。

他方、これまで、銀行・証券・保険の分野で利用
者に金融サービスを提供するには、例えば、銀行法
における銀行代理業者、金融商品取引法における金
融商品仲介業者、保険業法における保険募集人や保
険仲立人というように、分野ごとに登録等を受ける
必要がありました。このため、仲介業者が分野をま
たいで金融サービスを取り扱う場合には複数の登録
が必要となり、負担が大きいとの指摘がありました。

また、銀行代理業者や金融商品仲介業者、保険募
集人は、制度上、特定の金融機関に「所属」するこ
ととされています。所属制の下では、金融機関は仲

介業者の指導義務等を負うこととされています。こ
のため、仲介業者が多数の金融機関が提供するサー
ビスを取り扱おうとする場合、所属金融機関それぞ
れから行われる指導に対応するための負担が大きい
との指摘がありました。

金融サービス仲介法制は、銀行・証券・保険とい
う分野をまたいで、利用者に対し、多数の金融機関
が提供する様々なサービスをワンストップで提供す
る仲介業者を念頭に置き、そのような仲介業者に適
した制度として創設され、一つの登録で銀行・証
券・保険全ての分野のサービスの仲介が可能となり
ます。

２　行為規制等
様々なサービスを取り扱いやすくする観点から、

金融サービス仲介業については、特定の金融機関へ
の所属を求めません。他方で、所属制は、①所属金
融機関による指導を通じた仲介業者の適切な業務運
営や、②利用者に対する損害賠償資力の確保に資す
るものであるため、これを採らない金融サービス仲
介業については、別途、利用者保護のための規制を
整備することが必要と考えられました。

令和３年 11 月、銀行・証券・保険という分野をまたいで、利用者に対し、多数の金融機関が提供する様々
なサービスをワンストップで提供する仲介業者を念頭に置き、そのような仲介業者に適した制度として金融
サービス仲介業が創設されました。
本稿では、まず、この新たな金融サービス仲介業の制度概要や登録手続について御紹介した後、登録時及
びサービス開始時における実務上の主な留意点について御説明いたします。

金融サービス仲介法制の概要及び
実務上の留意点等について

金融庁監督局総務課
課長補佐　図師　康之

金融庁総合政策局リスク分析総括課金融サービス仲介業室
主査　丸山　英敏
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こうしたことを踏まえ、金融商品の販売等に関す
る法律を改正する形で金融サービス仲介業が創設さ
れ（改正により、金融サービスの提供に関する法
律（以下、「法」という。）と改称され、法の概要は
図１のとおりです。）、第一に、金融サービス仲介業
者は、利用者に対する高度に専門的な説明を必要と
するサービスの取扱いが認められていません（法第
11 条）。第二に、金融サービス仲介業に関して、利
用者から金銭その他の財産（サービス購入代金など）
の預託を受けることは、原則禁止されています（法
第 27 条）。第三に、損害賠償資力の確保に資するよ
う、保証金を供託しなければなりません（法第 22
条）。

また、法は、金融サービス仲介業者が銀行・証券・
保険のいずれの分野において仲介を行うかにかかわ
らず、共通して誠実義務や、健全かつ適切な業務運
営を確保するための措置（利用者に対する重要事項

の説明や利用者情報の適正な取扱いに係る措置な
ど）を講ずる義務を課しています（法第 24 条、第
26 条）。さらに、利用者から求められたときは、仲
介業務に関して金融サービス仲介業者が受ける手数
料や報酬などを明らかにしなければなりません（法
第 25 条第２項）。

加えて、例えば、金融サービス仲介業者が銀行分
野の仲介を行う場合には情実融資の媒介の禁止、証
券分野の場合にはインサイダー情報を利用した勧誘
の禁止、保険分野の場合には告知の妨害の禁止など
といったように、取り扱うサービスの分野に応じ、
既存の業法での必要な規制を過不足なく適用するこ
ととなります（法第 29 条～第 32 条）。

なお、一定の要件を満たし、電子金融サービス仲
介業務を行う場合は、銀行法上の登録を受けること
なく、届出をすることにより、電子決済等代行業を
行うことができることになります（法第 18 条）。

1,000

2021 11

*

/

* *

1,000 2,000 600

* 5,000

図１　金融サービス提供法の概要

Special Report

　2022. 8　No.597　日本行政　6

03_日本行政8_Special Report.indd   603_日本行政8_Special Report.indd   6 2022/07/07   17:432022/07/07   17:43



◆第２章　登録審査の流れ�

金融サービス仲介業を行うには、内閣総理大臣
の登録を受ける必要があります（法第 12 条）。実
務上の主な留意点については、次章で記載します
が、登録申請から業務開始までの流れは図２のと
おりです。

金融サービス仲介業の登録を受ける場合、まずは
①金融サービス仲介業に係る具体的な媒介業務等を
記載した書面を金融庁・財務局へ提出することとな
ります。当該書面を踏まえ、業該当性（金融サービ
ス仲介業務として行うことの可否）や仲介先金融機
関との基本的な役割分担が整理されているかを確認
するためのヒアリングを行います。

①において、業該当性があると判断された場合、
②概要書を提出することとなります。ここでは、金
融庁・財務局が登録拒否要件や業務実施体制につい
て暫定的な審査をします。主な着眼点としては、所
属制がないことやオンライン等の方法を踏まえて人

員配置を検討しているか、また、苦情対応など、仲
介先金融機関との役割分担／責任範囲が明確化され
ているかといった点を確認しています。

②の審査を終えたものについて、③登録申請書の
ドラフトを提出し、登録拒否要件に該当しないか、
申請書添付書類で確認するとともに、金融サービス
仲介業者向けの総合的な監督指針（以下、「監督指針」
という。）の評価項目に関する対応状況を社内規則
で確認することにより審査します。

金融庁・財務局において、③ドラフト審査が終わっ
たものについて、④正式申請することとなります。

◆第３章　実務上の主な留意点（登録時）�

１　総論
前述のとおり、金融サービス仲介業を行うことを

希望する者は、内閣総理大臣の登録を受けなければ
ならず、当該登録審査に際し、監督当局は主に（１）
業該当性、（２）登録拒否要件への該当の有無につ

図２　金融サービス仲介業の登録審査の流れ
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いて確認します。以下、それぞれについて実務上の
主な留意点を具体的に説明します。

２　業該当性について
（１）「媒介」とは（各分野共通）

ア  「媒介」行為該当性の考え方
いずれの分野にも共通する事項ですが、「媒

介」に該当する場合に登録が必要になります。
「媒介」とは、一般に他人の間に立って、他人
を当事者とする法律行為の成立に尽力する事実
行為をいうとされており、「媒介」行為該当性
については、金融サービス仲介業に係る一連の
行為の一部のみを取り出して判断するのではな
く、金融サービス仲介業に係る一連の行為にお
ける当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的
に判断します。

イ  具体例
オンラインビジネスを念頭に置くと、例えば、

仲介業者のホームページ上に銀行等のサイトへ
の単なるリンクの設定のみを行い、金融サービ
ス契約の締結に至る交渉や手続は当該銀行等と
顧客との間で行い、当該契約締結に当たり当該
業者は関与しないということであれば、直ちに
は「媒介」行為には該当しないと考えます。

また、比較サイト等の商品情報の提供を主た
る目的としたサービスにおいて、銀行等から
提供を受けた商品案内等のコンテンツを単に
ホームページ上に転載するのみであれば、直ち
には「媒介」行為に該当しないと考えます。他
方で、コンテンツをホームページに転載するに
際し、加工したコンテンツを掲載したり、例え
ば、自らが推奨する商品のコンテンツを上位に
表示されるようなデザインやアルゴリズムの仕
組みを設けたりする場合等には、「媒介」行為
に該当することがあり得ることに留意する必要
があります。

さらに、単なる契約申込書の受領・回収又は
オンライン上で受領等した契約申込書の誤記・
記載漏れ・必要書類の添付漏れの指摘を超えて、
契約申込書の記載内容の確認等まで行う場合

は、契約成立に向けて尽力したとして、「媒介」
行為に当たることがあり得ることに留意する必
要があります。

詳細は、監督指針Ⅴ－２－１－１－１、Ⅶ－
２－１（１）等を御参照ください。

（２）各分野における「媒介業務」の内容
ア  「媒介業務」とは

例えば、銀行代理であれば、銀行のために次
に掲げる行為のいずれかを行う営業をいうとさ
れています（銀行法第２条第 14 項）。

① 預金又は定期積金等の受入れを内容とする
契約の締結の代理又は媒介

② 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする
契約の締結の代理又は媒介

③ 為替取引を内容とする契約の締結の代理又
は媒介

文言から分かるように、「銀行のために」行
う場合に銀行代理業のライセンスが必要にな
り、「銀行のため」ではなく「顧客」のために
のみ上記行為を行う場合には、銀行代理業のラ
イセンスは不要です。なお、金銭の貸借の媒介

（手形の割引、売渡担保その他これらに類する
方法によってする金銭の授受の媒介を含む）を
行う場合には、顧客のために行う場合であって
も、別途貸金業のライセンスが必要である点に
留意する必要があります。

金融サービス仲介業においては、媒介を行う
分野ごとに「媒介業務」の定義が異なりますの
で、預金等媒介業務を例に御説明いたします。

イ  「媒介業務」の具体的な内容
預金等媒介業務とは、
①  法第 11 条第２項第１号イからヨ記載の者
（以下、「銀行等」という。）のために行う預
金等の受入れを内容とする契約（当該契約
について、顧客に対し高度に専門的な説明
を必要とするものとして政令で定めるもの
を除く。以下、②及び③についても同様。）
の締結の媒介

②  銀行等と顧客との間において行う資金の貸
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業種 該当条文 行為類型 登録が必要な場合

預金等媒介
（法第 11 条第２項）

１号 預金等の受入れを内容とする契約
の締結の媒介

銀行等のために行う場合

２号 資金の貸付け又は手形の割引を内
容とする契約の締結の媒介

誰のために行うのかを問わない

３号 為替取引を内容とする契約の締結
の媒介

銀行等のために行う場合

保険媒介
（法第 11 条第３項）

保険契約の締結の媒介 誰のために行うのかを問わない

有価証券等仲介
（法第 11 条第４項）

１号 有価証券の売買の媒介 誰のために行うのかを問わない

２号 取引所金融商品市場又は外国金融
商品市場における有価証券の売買
又は市場デリバティブ取引若しく
は外国市場デリバティブ取引の委
託の媒介

誰のために行うのかを問わない

３号 有価証券の募集若しくは有価証券
の売出しの取扱い又は有価証券の
私募若しくは特定投資家向け売付
け勧誘等の取扱い

金融商品取引業者等（注 1）の
ために行う場合

４号 投資顧問契約又は投資一任契約の
締結の媒介

誰のために行うのかを問わない

表１　「媒介業務」の類型及び内容

３　登録拒否要件
（1）業務遂行能力とは

登録申請がなされた場合に、登録申請者が法第
15 条各号に定める事由に該当するときは、拒否し
なければならないとされています（同条柱書）。そ

して、当該事由の一つとして、「金融サービス仲介
業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者」（同
条第１号タ）とあり、登録申請者は、当該業務遂行
能力を有する必要があります。

1 第一種金融商品取引業（第一種少額電子募集取扱業務を除く。）若しくは投資運用業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。

付け又は手形の割引を内容とする契約の締
結の媒介（貸金業者が顧客のために行うも
のを除く。）

③ 銀行等のために行う為替取引を内容とする
契約の締結の媒介

をいいます（法第 11 条第 2 項）。したがって、
文言を踏まえると、前記①及び③の契約の締結
の媒介については、銀行等のために行う場合に

限り、金融サービス仲介業の登録が必要となり、
他方で、上記②の契約の締結の媒介については、
銀行等のために行う場合に限らず、顧客のため
にのみ行う場合にも金融サービス仲介業の登録
が必要となります。

その他、保険媒介業務及び有価証券等仲介業
務についても同様に整理すると、表１のように
なります。
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業務遂行能力の具体的な内容については、法令上
明確ではないものの、監督指針において、媒介を行
う分野ごとに一定の目線を示しており、法人が銀行・
証券・保険分野を取り扱う場合を念頭に、以下詳述
します。

なお、監督指針に記載している内容を充足していな
い場合であっても、そのことのみをもって直ちに登録
拒否事由があるということにはならず、個別事例ごと
に実態に即して実質的に判断されるべきものと考えます

（令和３年６月２日付「コメントの概要及びコメントに対
する金融庁の考え方」84 頁 75 番（https://www.fsa.
go.jp/news/r2/sonota/20210602/20210602.html））。

（2） 各媒介業務における業務遂行能力について
その行う預金等媒介業務の業務に係る法令等の遵

守を確保する業務に係る責任者（当該預金等媒介業
務の業務に関する十分な知識を有する者に限ります。）
を当該預金等媒介業務の業務を行う営業所又は事務
所（主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所

（以下、「従たる営業所等」という。）に他の従たる営
業所等における当該預金等媒介業務の業務を管理す
る部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従
たる営業所等）ごとに、当該責任者を指揮し法令等の
遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者（当
該預金等媒介業務の業務に関する十分な知識を有す

る者に限る。）を主たる営業所又は事務所に（従たる
営業所等において預金等媒介業務を営まない場合を
除く。）、それぞれ配置する必要があります。ただし、
特別預金等媒介行為を行う場合にあっては、これら
の責任者又は統括責任者のうち、それぞれ一名以上
は、次の①又は②に掲げる特別預金等媒介行為の内
容の区分に応じ、当該①又は②に定める者である必
要があります（監督指針Ⅴ－２－３－１（１）ロ）。

① 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の
媒介

当座預金業務若しくは資金の貸付業務に従事
したことのある者又はこれと同等以上の能力を
有すると認められる者であって、当座預金業務
を的確に遂行することができると認められる者

② 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約
の締結の媒介

資金の貸付業務に従事したことのある者又は
これと同等以上の能力を有すると認められる者
であって、当該業務を的確に遂行することがで
きると認められる者

上記要件を表にまとめると、表２のようになり
ます。

主たる営業所等 預金等媒介業務の業務を行う営業所等
（注 2）

配置すべき人員 右記責任者を指揮し法令等の遵守の確保
を統括管理する業務に係る統括責任者

預金等媒介業務の業務に係る法令等の遵
守を確保する業務に係る責任者

求められる能力 当該預金等媒介業務の業務に関する十分
な知識

当該預金等媒介業務の業務に関する十分
な知識

（特定預金等媒介行為を行う場合）
上記に加えて、一名以上は、資金の貸付
業務（注 3）への従事経験又はこれと同等
以上の能力を有し、業務を的確に遂行す
る能力

（特定預金等媒介行為を行う場合）
上記に加えて、一名以上は、資金の貸付
業務（注 3）への従事経験又はこれと同等
以上の能力を有し、業務を的確に遂行す
る能力

表２　預金等媒介業務における業務遂行能力要件

2  従たる営業所等に他の従たる営業所等における当該預金等媒介業務の業務を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置い
た従たる営業所等をいう。

3 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行う場合にあっては、当座預金業務又は資金の貸付業務をいう。

Special Report

　2022. 8　No.597　日本行政　10

03_日本行政8_Special Report.indd   1003_日本行政8_Special Report.indd   10 2022/07/07   17:432022/07/07   17:43



なお、預金等媒介業務に関する十分な知識とは、
当該業務を健全かつ適切に運営する上で必要となる
知識のことをいい、具体的には監督指針Ⅴ－２－２

（２）①イ（注１）及び同（注３）を御参照ください。
その他、保険媒介業務又は有価証券等仲介業務を

行う場合に求められる業務遂行能力については、そ
れぞれ監督指針Ⅵ－２－１－２（１）、同Ⅶ－２－
１（２）を御参照ください。

◆第４章　実務上の主な留意点（サービス開始時）�

１　保証金の供託義務の概要
冒頭にて御説明のとおり、利用者保護の観点から、

金融サービス仲介業者には賠償資力の確保に資する
よう、保証金の供託等を求めています（法第 22 条）。
以下では、保証金の金額及び供託手続について御説
明いたします。

２　保証金の金額
原則として、金融サービス仲介業者は、保証金を

主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託し
なければならず、当該保証金の金額は、以下のとお
りです（法第 22 条第２項、同施行令（以下、「施行
令」という。）第 26 条）。

① 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後
三月を経過する日までの間：1,000 万円

② 各事業年度の開始の日以後三月を経過した日か
ら当該各事業年度終了の日後三月を経過する日
までの間：1,000 万円に当該各事業年度の前事
業年度の年間受領手数料に５％を乗じた額を加
えた額

３　供託手続等
前述のとおり、原則として金融サービス仲介業者

は、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に対
して所定の供託書及びその他必要書類を提出した上
で、保証金を納入しなければなりません。

そして、金融サービス仲介業者は保証金の供託を
行い、かつ、その旨を届け出た後でなければ、金
融サービス仲介業を行うことができないので（法
第 22 条第５項）、サービス開始までに、保証金の供
託を行い、その旨を当該金融サービス仲介業者の主
たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長

（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場
合にあっては福岡財務支局長、金融サービス仲介業
者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっ
ては関東財務局長）に届け出る必要があります（施
行令第 46 条第１項第２号）。

◆第５章　おわりに�

以上、金融サービス仲介業の概要、登録手続及び
実務上の主な留意点について御紹介させていただき
ました。金融サービス仲介業は、非金融業者・金融
業者、対面・非対面を問わず、顧客の金融サービス
利用時の利便向上を図る目的で創設されています。
既存の代理業及び仲介業と組み合わせたり、銀行・
証券・保険の３分野を横断するような形で顧客ニー
ズに沿った商品ラインナップを構築したりするな
ど、真に顧客起点のビジネスモデルを構築していた
だきたいと考えています。

なお、金融サービス仲介業に関する御質問、登録
に向けた御相談等あれば、メールアドレス（kinsa@
fsa.go.jp）にメールいただくか、もしくはお電話（代
表：03-3506-6000）いただければ対応させていただ
きますので、前広に御相談ください。
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T o p i c s T o p i c s

令和 4 年 6 月 16 日、東京都千代田区のホテルニューオータニにおいて、新型コロナウイルス
感染拡大防止対策を徹底した上で、令和 4 年度定時総会を開催した。

本総会では、コロナ禍における各種支援や、急速なデジタル化に向けた取組の推進など、新た
な時代における国民の権利利益の実現と行政書士制度の更なる発展を見据えた新年度事業計画案
などが提案され、参集した代議員により熱心な審議が行われた。上程された 6 議案は全て原案ど
おり可決され、総会は滞りなく終了した。なお、例年同時開催される懇親会は中止とした。

午後 1 時、髙尾副会長の開会のことばにより本総会は幕開けとなった。

１　開 会 の こ と ば
２　会 長 あ い さ つ
３　来 賓 祝 辞
４　総 会 成 立 宣 言
５　議 長 ・ 副 議 長 の 選 任
６　議 事 録 署 名 人 の 指 名
７　議 事 運 営 委 員 会 の 報 告
８　議 案 審 議

第 1 号議案　令和３年度事業報告
第 2 号議案　令和３年度決算報告
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）
第 4 号議案　令和４年度事業計画（案）
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）
第 6 号議案　令和４年度予算（案）

９　議 長 ・ 副 議 長 の 退 任
10　閉 会 の こ と ば

令和 4 年度 定時総会次第

令和 4 年度　定時総会の開催報告

開　催　日 	 令和 4年 6月 16日（木）
場　　　所 	 ホテルニューオータニ
司　　　会 	 宮本　重則　総務部長
議　　　長 	 飼原　和子　代議員（兵庫会）
副　議　長 	 鎌田由佳子　代議員（大阪会）
議事録署名人 	 中村　四郎　代議員（広島会）
	 黒田　　積　代議員（岡山会）
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《会長あいさつ》
始めに常住会長は、コロナ禍にもかかわらず本総会

に御参集いただいた代議員各位に対し感謝の言葉を述
べた。

続いて、昨年 10 月に高円宮憲仁親王妃久子殿下御臨
席の下、三権の長、総務大臣を始めとする御来賓をお
迎えし、行政書士制度 70 周年記念式典を開催したこと
を報告した。御来賓からは、国民と行政とをつなぐ重
要な役割を行政書士が担ってきたことに対する謝意を
いただき、国民に寄り添う「街の法律家」としての行
政書士の存在意義を改めて実感するとともに大きな励
みとなったと述べた。

また、昨年度も単位会の協力の下、コロナ禍における政府の各種施策に積極的に協力し、事業復活
支援金等の申請サポートや登録確認機関としての役割に取り組んだことを報告した。現在もコロナ禍
の影響を受けた生活衛生事業者等への支援活動は継続しており、今後も積極的に取り組んでいくとの
方針を示した。

コロナ対策の有効な手段として重要性を増す社会のデジタル化についても、引き続き対応を強化
し、「誰一人取り残さない」デジタル社会を実現させる必要性を述べた。そして、そのためには、行政
書士が国民と行政との懸け橋となること、行政書士自体のデジタル分野での対応力を強化することが
重要であるとして、引き続き、積極的な提言、行政書士の活用要望、総務省から委託を受けているマ
イナンバーカード代理申請事業などのデジタル基盤整備に係る事業を展開していくとの考えを示した。

さらに、ウクライナからの避難民に対する支援についても、在留手続の専門家として、昨年度から
支援に力を入れており、これらの支援を通じて、社会的に弱い立場にある方々を含む国民の権利を擁
護する行政書士としての地位を確固たるものにしていきたいとして、今後の法改正まで見据えた対応
の方向性を示した。

最後に代議員各位に対し、本総会は行政書士の社会における存在感を最大限に高め、更なる未来へ
とつなげていく重要な総会であるという認識の下、慎重かつ十分な審議を行い、有意義な会議とする
ことを求め、挨拶を終えた。

《議長・副議長の選任》
議場の司会者一任の声に基づき、議長に飼原和子代議員（兵

庫会）、副議長に鎌田由佳子代議員（大阪会）が選任された。

《議事録署名人の指名》
議長は、議事録署名人に中村四郎代議員（広島会）、黒田積

代議員（岡山会）の 2 名を指名した。

《来賓祝辞》
定時総会に先立ち開催された総務大臣表彰・日行連会長表彰表彰状授与式における金子総務大臣か

らの祝辞をもって代えられた。

《総会成立宣言》
代議員定数 253 名のうち、249 名の出席（12 時 50 分集計時）を受け、本会会則第 20 条の規定によ

り、本総会が有効に成立することが宣言された（最終出席代議員数 251 名）。

Topics
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《議事運営委員会の報告》
森伸二議事運営委員会委員長から委員の紹介があった。続いて菊地淳史同副委員長から、議事日程

及び質問・回答の取扱い等に関する議事運営委員会の申合せ事項が報告され、議場はこれを異議なし
で了承した。なお、本総会への質問は、13 単位会から計 55 件提出され（別掲参照）、質問への回答
書が開会前に配付された。

Topics

　2022. 8　No.597　日本行政　14

《議案審議》
本総会では、次の６議案について審議された。議案審議の冒頭、事前に代議員から提出された各議

案の質問に対する執行部の回答書を確認し、その後、各議案が上程された。

第 1号議案・第 2号議案
議長は、第１号議案「令和３年度事業報告」及び第２号議案「令和３年度決算報告」について一括

上程した。提案説明は省略され、議長の求めに応じ、西堀監事から令和３年度決算に関する監査報告
がなされた。続いて、回答に対する再質問がなされ、執行部による答弁が行われた。議案ごとに採決
を行い、それぞれ異議なしにより可決された。

第 3号議案
議長は、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）」について上程した。

続いて、宮本総務部長からの提案説明の後、本議案の回答に対する再質問がなされ、執行部による答
弁が行われた。会則第 22 条第２項の規定により採決を行い、出席代議員の３分の２以上の賛成（在
席者数 250 名、賛成 241 名）により可決された。

第 4号議案
議長は、第４号議案「令和４年度事業計画（案）」について上程した。提案説明は省略され、回答

に対する再質問、執行部による答弁が行われた。採決を行い、異議なしにより可決された。

第 5号議案
議長は、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）」を上程した。続いて、髙尾副会長からの提案説明の後、回答に対する再質問がなされ、執行部
による答弁が行われた。採決を行い、異議なしにより可決された。

第 6号議案
議長は、第６号議案「令和４年度予算（案）」について上程した。提案説明は省略され、再質問もなかっ

たことから直ちに採決を行い、異議なしにより可決された。

《議長・副議長の退任》
全議事終了後、議長と副議長から退任のあいさつがあり、退任した。

午後３時 30 分、相羽副会長の閉会のことばにより、令和４年度定時総会の全日程の終了が告げられ、
閉会した。
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令和４年度 定時総会議案資料（議案書から抜粋）

※第2・6号議案の資料は本会ホームページを御参照ください。
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第1号議案

令和３年度事業報告

令和 3 年度においても、新型コロナウイルス感
染症は、変異を繰り返しながら世界中にまん延し
続け、人々の日々の暮らしに様々な制限を課し、
社会経済に深刻な影響をもたらしました。

我が国では、多様な課題の中、工夫を持って一
年間延期された東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会が開催されました。本会では、同競技
大会における放送用特殊車両の海外からの搬入、
国内走行に関する各種申請手続について協力を図
り、同競技大会での国際放送の実施に貢献しまし
た。

8 月には、職務上請求書を用いて戸籍等を不正
取得したとする会員が逮捕され、有罪となる事件
が発生しました。行政書士に対する国民の信頼を
裏切る断じて許し難い行為であり、二度とあって
はならない事案との認識のもと、直ちに対応の検
討に着手し、倫理研修の義務化や職務上請求書の
払出し管理の厳格化など、再発防止策の柱を決定
しました。またそのうえで、令和 4 年度の実施・
導入に向け、当該再発防止策に関連する諸規則の
改正案等の検討を進めました。

また、延期されていた行政書士制度 70 周年記
念式典については、新型コロナウイルス感染症の
感染状況が改善した時期を見計らい、10 月 26 日、
高円宮憲仁親王妃久子殿下のご臨席を仰ぎ、三権
の長、総務大臣を始めご来賓の皆様方をお迎えし、
ホテルオークラ東京（東京都港区）にて開催しま
した。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の観点から、参加者を制限しての開催となりまし
たが、関係各位のご協力により盛会のうちに終え
ることができました。

さらに、令和 4 年 1 月からは、総務省の委託
事業として、マイナンバーカード代理申請事業を

各単位会の協力のもとで実施しました。国のデジ
タルインフラ整備の観点からの社会貢献事業であ
り、令和 4 年度も引き続き取り組むこととしてい
ます。

2 月 24 日にロシアがウクライナに対する軍事
行動を開始したことを受け、現に日本に滞在して
いるウクライナの方や今後日本に避難して来られ
る方に対して、在留資格に関する申請手続の支援
を中心とした支援活動を行うため、情報収集を行
うとともに支援体制の構築に着手しました。

その他の事業においても、新型コロナウイル
ス感染症の影響による行動制限の中でいかに効率
的かつ効果的に各事業を進めていくかを考慮しつ
つ、感染状況に照らしながら都度の判断を行って
まいりました。具体的には、引き続き Web の活
用により機動的かつ経済的な会議運営や研修、セ
ミナー等の開催を実現させ、組織運営における新
しいスタンダードとして定着しつつあります。

現在の本会における事業の柱として「新型コロ
ナウイルス感染症対策」と「デジタル対応」を位
置付ける中で、対外的な事業については、基本方
針として「地域との共生」、「役所との共生」、「他
士業者との共生」を掲げ事業推進に努めてまいり
ました。

１ 地域との共生
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対す

る政府の経済対策に関連し、一時支援金や月次支
援金、事業復活支援金における登録確認機関とし
ての確認手続やその後の支給申請など、年間を通
じて地域の中小企業・小規模事業者及び行政の支
援に取り組みました。また、引き続き（一社）全
国生活衛生同業組合中央会と連携し、生活衛生関
係営業に従事する事業者に対する一時支援金や月
次支援金、事業復活支援金等の個別相談・申請支
援事業を推進しました。

その他、法教育推進委員会及び暴力団等排除対
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策委員会等を通じ、地域社会に密着した貢献を深
め、より一層安心で公正な生活と業務環境の実現、
確保に努めました。また、全国各地で発生した豪
雨や地震などの災害による被害に対し、各単位会
が行った地域支援活動に支援金を支給するなど、
災害支援にも取り組みました。

２ 役所との共生
政府が進めるデジタル化推進の動きに行政書

士として関与、支援する観点から、デジタル推進
本部を立ち上げ、行政書士の特性を生かしたデジ
タル対応に多角的かつ集中的、組織横断的に取り
組むための組織体制を整備しました。

また、日本行政書士政治連盟と連携し、電子申
請における代理システムの確立、行政書士の活用
等を内容とする要望書を改めて取りまとめ、第
49 回衆議院議員総選挙後の各党の行政書士制度
推進議員連盟・懇話会に提出し、働きかけを行い
ました。

さらに、より一層国民に寄り添った制度を目指
すべく、行政書士制度に関する研究会の令和 4 年
度設置に向けた検討を行いました。

３ 他士業者との共生
公正証書遺言等の公証制度の普及、啓発に関

し、「月刊日本行政」誌上で日本公証人連合会と
の連携による解説記事を掲載する等、連携強化を
図りました。

以上 3 つの共生のほか、多様性のある社会の
実現を目指し、行政書士がその中心的役割を担う
べく活動する権利擁護推進委員会において、権利
擁護に関する啓発用のパンフレットデータを作成
し、単位会に提供する等、積極的に取り組みまし
た。

また、「多文化との共生」の観点から、出入国在
留管理庁への働きかけを行った結果、オンライン
による在留関係申請手続において、行政書士固有
の認証 ID 付与を実現する等、広範囲にわたる事
業展開に努めてまいりました。

※各部、委員会等からの報告は省略。

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）

【改正の理由①（第 62 条の 2 関係）】
国家資格者たる行政書士の素養の一つとして

必要な倫理について、それを養い維持するための
研修の受講を義務として定めることにより、会員
全体の意識を高め、国民からの信頼の一層の向上
と行政書士法の目的達成に寄与することとすべ
く、改正を提案するもの。

【改正の理由②（第 79 条の 2 関係）】
日本行政書士会連合会における総会について、

構成員等が集合して開催する形態が基本である
が、大規模災害や感染症の拡大など、集合しての
開催が困難な場合に備え、オンラインによる開催・
実施ができるよう、その根拠規定を会則に置くた
めに改正するもの。

日本行政書士会連合会会則（昭和 46 年 11 月 5 
日自治大臣認可）の一部を次のように改正する。

第 62 条の 2 に次の 1 項を加える。
3 　行政書士は、本会が行う行政書士に対する信
用及び品位を高めることを目的とした倫理研修
を受講しなければならない。

第 62 条の 3 第 1 項に次の号を加える。
三 　行政書士に対する信用及び品位を高める

ことを目的とした倫理研修

第 79 条の 2 第 1 項中「会長は」を「会長（会
則第 17 条第 2 項の総会を招集することができる
者を含む。）は」に改める。

 
第 79 条の 2 第 1 項中「困難な場合は、」の次

に「総会、」を加える。

附　　則
この会則は、認可の日から施行する。
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日本行政書士会連合会会則の一部を改正する会則（案）
新旧対照表

改　正　案 現　　　行

　（行政書士の研修）
第 62 条の２
１～２ ＜略＞
３ 　行政書士は、本会が行う行政書士に対する信

用及び品位を高めることを目的とした倫理研修
を受講しなければならない。

　（研修事業）
第 62 条の３

一～二　＜略＞
三 　行政書士に対する信用及び品位を高めるこ

とを目的とした倫理研修
２　＜略＞

一～三　＜略＞
３　＜略＞

　（オンライン会議システムの使用）
第  79 条の２　会長（会則第 17 条第２項の総会を

招集することができる者を含む。）は、特別な理
由により現に会議場に参集して会議を開催する
ことが困難な場合は、総会、理事会、常任理事会、
正副会長会及び会長会を、オンライン会議シス
テム（電気通信回線を利用した映像及び音声の
送受信により相手の状態を相互に確認しながら
通話できる仕組みをいう。以下本条において同
じ。）を使用する方法（構成員の一部がオンライ
ン会議システムを使用する場合を含む。次項に
おいて同じ。）により開催することができる。

　（行政書士の研修）
第 62 条の２
１～２ ＜略＞
（新設）

　（研修事業）
第 62 条の３

一～二  ＜略＞
（新設）

２　＜略＞
一～三　＜略＞

３　＜略＞

　（オンライン会議システムの使用）
第  79 条の２　会長は、特別な理由により現に会議

場に参集して会議を開催することが困難な場合
は、理事会、常任理事会、正副会長会及び会長
会を、オンライン会議システム（電気通信回線
を利用した映像及び音声の送受信により相手の
状態を相互に確認しながら通話できる仕組みを
いう。以下本条において同じ。）を使用する方法

（構成員の一部がオンライン会議システムを使用
する場合を含む。次項において同じ。）により開
催することができる。
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第４号議案

令和４年度事業計画（案）

～デジタル化推進と国民生活・事業者支援を柱に新時代の行政書士制度へ～

行政書士制度は 70 周年を迎えました。令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染症により困難を極
める事業者の皆様への支援、また新時代の社会経済構造の基礎となるデジタル化の推進への対応に
努めた 1 年となりました。令和 4 年度もこの流れを引き継ぎ、国民生活に密着し、最も身近な資格
者としての責務を果たすため、行政書士制度の更なる発展と時代に応じた基盤の構築に努めてまい
ります。

新型コロナウイルス感染症は未だに終息には至らないものの、我が国の経済は With コロナ時代の
新たな社会構造を模索しつつ、活動を再開しています。そして、その活動を推進するため、政府はこ
れまで事業復活支援金や月次支援金、GoTo 事業等を計画・実施するなど、様々な政策を講じてきま
した。しかし、経営基盤の脆弱な事業者等には、この流れに乗るためのノウハウや体力が無いなどの
理由により、困難を極めている方が多くいるのが現状です。私たち行政書士は、頼れる街の法律家と
して、このような困難な状況にある人々に寄り添い、支援する使命があります。令和 4 年度も引き続
き、業務部等を中心に、政府や自治体が提供する各種の対策事業に対する積極的な支援を推進してま
いります。

また、コロナ対策の有効な一手段として重要性を増している社会のデジタル化は、私たちの生活環
境の転換を否応なく求めています。令和 3 年 9 月 1 日、政府は、未来志向の DX（デジタル・トラン
スフォーメーション）を推進してデジタル時代の官民のインフラを一気呵成に作り上げることを目指
し、その司令塔としてデジタル庁を設置しました。その設置理念である「誰一人取り残さない」デジ
タル社会の実現のための方策として、マイナンバー制度の拡充や G ビズ ID の普及、行政サービスの
統一化・標準化などを重点課題の一つとして挙げています。行政書士制度もこの大きな流れに順応し、

「誰一人取り残さない」デジタル社会を実現させるために国民と行政をつなぐ役割をしっかりと果た
していかなければなりません。そのためには、関係省庁との連携を緊密にし、情報を的確かつ迅速に
把握する体制を強化するとともに、国の政策などにも積極的に提言を行い、行政書士制度がデジタル
化の中枢に組み込まれていくことが重要です。あわせて、会員全体のデジタル分野での対応力の強化
も重要な課題であり、これらなくしてはデジタル化が進行した将来において、行政書士業務が堅持さ
れることはあり得ないものと考えています。デジタル推進本部や行政書士制度調査室を中心に据え、
積極的なデジタル施策への提言、行政書士活用の要望、またマイナンバーカードの普及促進などのデ
ジタル基盤整備に関する事業を展開してまいります。

ロシアによるウクライナ侵攻は、日本を含めた国際社会における平和と秩序、安全を著しく脅かす
ものです。戦火を逃れ来日するウクライナ避難民が、日本で安心・安全に生活することができるよう
関係省庁・団体と連携し、在留資格に関する申請手続の支援や生活支援に取り組んでまいります。

さらに、行政書士の社会的評価と信頼を得ることをもって、その地位を一層向上させるため、研修
制度の充実や社会貢献活動を推進し、会員がより誇りをもって活躍することができるよう、関係団体
との連携を図りつつ環境整備を行ってまいります。

行政書士の未来像は、私たち会員一人一人が協力しあいながら描いていくものです。本会は、その
描かれた未来像を見据えながら、新時代の行政書士制度のあるべき姿を示し具現化していくため、令
和 4 年度も組織のすべての力を結集し、各事業に取り組んでまいります。
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１　活動理念
“そうだ、行政書士に相談しよう！”という気運を高めよう！！
◯ 地域住民や事業者の方々にとって、行政書士が生活圏にいる、事業者の営みに寄り添う、正

に身近な良き相談相手として、地域に必要不可欠で有益な国家資格者としての位置付けを確
固たるものにします。

◯ 権利擁護を推進することをもって、“国民の権利利益の実現”に寄与します。

２　基本方針
◯ “3 つの共生”を掲げて、地域住民に愛され、期待される活動を飛躍させます。
◯ デジタル化など変容する社会と行政手続に即座に対応し、法律専門職として社会的地位の向

上を図ります。
◯ デジタル社会においても、まずは行政書士に相談することが全国標準となるように注力します。
◯ 「With コロナ」社会における国民・事業者支援活動を推進します。
○ 多様性のある社会の実現、特に多文化共生社会の実現を目指し、その中心的役割を担います。
○ 特定行政書士制度を推進します。

（１）地域との共生
－地域密着型の活動を地域において推進するために、現場が活動しやすいステージづくりをします－
①  地域住民や事業者の方々に対し、行政書士業務を通して地域に貢献します。
②  各種団体の全国中央会などとの連携を推進することをもって、地域での金融機関などの経済

団体を始めとする各種団体との連携につなげ、各地域における事業者支援を推進します。
③  外国人材受入れに関する適正手続を始め、生活・事業における支援等と国際交流を推進します。
④  全国的な成年後見制度を推進（コスモス等と連携した全国統一運動を推進）します。
⑤  空き家対策及び所有者不明土地問題対策を推進します。
⑥  災害復興支援活動、地域活性化支援活動を推進します。
⑦  ADR、法教育を推進します。
⑧  暴力団等排除対策を推進します。

（２）役所との共生
－行政書士制度の維持発展と行政の円滑化のために、政策提言等を行います－
①  日本行政書士政治連盟と連携して、行政書士業務を強固にするための法改正を目指します。
②  行政書士法に関する調査・研究を推進します。
③  行政書士業務に関係する法改正等について、積極的に政策提言をします。
④  デジタル社会の実現への対応を推進します。

（３）他士業者との共生
－多様化する国民のニーズに応えるために、他士業団体との連携を図ります－
①  広範囲の業務特性を持つ行政書士業務に鑑みて、協力関係を構築します。

３　活動内容
各部・委員会等事業計画（案）のとおりです。
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＜各部・委員会等事業計画案＞

【総務部】
１　行政書士の品位保持と制度遵守の徹底
２　諸会議の開催
３　顕彰（式典等）の実施
４　新年賀詞交歓会の実施
５　日行連と各地方協議会との連絡会の開催
６　単位会相互の地域的連絡調整の促進
７　他の部の所管に属さない事項への対応

【経理部】
１　予算・決算の適正管理
２　 賃借物件（東京都港区・虎ノ門タワーズオフィ

ス）の適正管理

【広報部】
１　 広報活動の推進
２　 「月刊日本行政」の発行
３　 制度 PR ポスターの作成
４　 行政書士制度 PR 事業
５　 インターネットによる広報活動

【法規監察部】
１　 行政書士法を含む諸法規の調査研究及び指導
２　 関係法規集等の改訂作業及びホームページ上

の法規集の管理
３　 行政書士法関係法令先例総覧等の改訂
４　 各単位会に対する監察活動の支援
５　 行政書士法違反行為の防止

【許認可業務部】
＜運輸交通部門＞
１　 関係業務の開発及び法令等の調査研究
２　 電子申請に係る具体的対応
３　 関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集
＜建設・環境部門＞
１　 関係業務の開発及び法令等の調査研究
２　 関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集

３　 新規業務獲得に向けた実務研究
＜社労税務・生活衛生部門＞
１　 関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集
２　 業務の実務研究
３　 経過措置会員による社労業務の円滑推進
＜農地・土地利用部門＞
１　 法定業務及び関連業務並びに法令等の調査

研究
２　 関係省庁及び団体等との連携強化、情報収集

【法務業務部】
＜部全体＞
１　 地域との共生事業の調査、情報収集及びその

提供
＜権利義務・事実証明部門＞
１　 改正法によりもたらされる行政書士業務に対

する影響の精査とその対応
２　 既存業務について更なる専門性を確立するた

めの研究及び情報提供
３　 所有者不明土地・空き家問題についての調査

研究及び関係各所への情報発信
＜法務事務・成年後見部門＞
１　 高齢者・障がい者等に対応する総合的な支援

策（成年後見制度及びその周辺制度）の調査
研究

２　 コスモス等と連携を図り、成年後見制度のよ
り円滑な運用を支援するための周知活動と情
報発信

【国際・企業経営業務部】
＜国際部門＞
１　 国際業務に関する調査研究
＜知的財産部門＞
１　 知的財産業務に関する調査研究
２　 著作権相談員制度の維持拡大に関する対応
３　 新学習指導要領に対応した著作権教育のモデ

ル事業案の検討
＜企業支援部門＞
１　 中小企業支援（知的資産経営支援業務）等の

調査研究
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【登録委員会】
１　 行政書士登録事務及び行政書士法人届出事務

に関する調査研究及び指導
２　 登録申請書類の審査
３　 行政書士会員管理システム再構築の検討

【申請取次行政書士管理委員会】
１　 出入国管理手続の公正かつ円滑な実施への対

応
２　 委員会規則に係る調査及び対応
３　 申請取次制度の普及と充実
４　 各地方出入国在留管理局、申請取次責任者と

の連絡、調整
５　 申請取次行政書士管理委員会（単位会）への

助成

【規制改革委員会】
１　 規制改革・行政改革等への総合的対応

【裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部】
１　 ADR 代理権の取得に向けた対応
２　 認証取得済単位会課題検討協議会の開催
３　 日行連による ADR 調停人養成のための効果

測定の策定
４　 単位会が実施する研修への対応及びビデオ・

オン・デマンド研修コンテンツの利活用に係
る検討・改善

５　 関係機関・団体との連携強化と ODR 等の情
報分析

６　 認証申請単位会及び認証取得済単位会への
支援

【デジタル推進本部】
１　 デジタル・ガバメントにおける行政書士業務

の現状把握と具体的な施策
２　 行政書士会員管理システムの改修
３　 関係省庁との連携によるマイナンバーカード

の普及促進に対する協力事業
４　 日行連の DX（デジタル・トランスフォーメー

ション）化とシステム構想の検討

【法改正推進本部】
１　 行政書士法改正の推進及び制度維持への対応

【大規模災害対策本部】
１　 大規模災害被災単位会の会務運営への支援協

力・指導
２　 大規模災害等への対応

【選挙管理委員会】
１　 会長選挙の諸準備

【�自動車保有関係手続ワンストップサービス（OSS）
対策特別委員会】
１　 自動車保有関係手続に関する道路運送車両法

及び行政書士法施行規則改正に関する調査研
究及び情報収集

【改正行政書士法対応委員会】
１　 特定行政書士制度の推進
２　 特定行政書士業務の調査研究
３　 特定行政書士制度 PR 活動の推進

【法教育推進委員会】
１　 法教育事業の調査研究
２　 単位会における法教育取組み状況等の集約・

分析
３　 単位会における法教育事業実施への支援
４　 法教育事業の普及啓発

【暴力団等排除対策委員会】
１　 暴力団等反社会勢力の排除対策の推進
２　 関係団体等との連携強化、情報収集

【権利擁護推進委員会】
１　 基本理念・活動方針の周知
２　 行政書士業務を通じた高齢者・障がい者・外

国人・LGBT 等の分野別権利擁護及び行政
書士業務における手続を通じた権利擁護の調
査・研究

３　 権利擁護活動の対外的な PR
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【行政書士制度調査室】
１　 行政書士制度に影響する事案や国家戦略案件

への施策立案等の総合的対応及び制度に関す
る政策研究

２　 業際問題等の背景や経緯を含めた情報の蓄積
及び整理等の業務情報の共有化

３　 国等への行政書士利活用の政策提言の発信及
び規制改革・行政改革に関連する政策提言の
作成

４　 規制改革ホットライン等、規制改革要望への
対応

【中央研修所】
１　 会則第 62 条の３第１項第一号研修の実施
（１）基礎研修の実施

①コンプライアンス研修
②基礎法律研修

（２）業務研修の実施
①法定業務研修
②申請取次関係研修
③業務関係研修
④特定行政書士プレ研修
⑤特定行政書士ブラッシュアップ研修

（３）政策研修の実施
①政策関係研修
②司法研修
③新規業務等に対応する研修

２　 会則第 62 条の３第１項第二号研修の実施
（１）特定行政書士法定研修の実施
３　 ビデオ・オン・デマンド研修システムの運用

の更なる深化・改善

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）

〈提案趣旨〉
日本行政書士会連合会（以下、「本会」という。）

では社会貢献事業推進のため、平成 22 年８月に
（一社）コスモス成年後見サポートセンター（以
下、「コスモス」という。）を設立し、以後、この
事業推進を支援してきました。

平成 28 年に「成年後見制度の利用の促進に関
する法律」が施行され、翌年には「成年後見制度
利用促進基本計画」が閣議決定されたことを受け、
各市町村には、成年後見に関わる新たな地域連携
の枠組みが形成されつつあります。このような中、
本会は、令和３年度の理事会において「日本行政
書士会連合会が取り組む成年後見制度推進のため
の基本方針」を議案承認しました。同基本方針で
本会は、コスモス等を通じ、行政手続の専門家組
織としての知見を活かし、成年後見制度の利用促
進に努め、共生社会における国民の権利利益の実
現に取り組むことを表明したところであり、今後、
本会が設立したコスモスへの更なる支援と連携を
通じて、同基本方針の実現を目指すことが求めら
れます。

〈承認を求める事項〉
本会が設立したコスモスに対する支援として、

事業連携や役務提供による間接的な支援から、直
接寄付金を支出した上で人件費相当額をコスモス
が負担する直接的支援の形へ変更することを提案
します。

日本行政書士会連合会会則第 18 条第三号
「重要な財産の取得及び処分並びに多額の債
務の負担に関すること。」に該当する次の事
項について、総会の承認を求めます。

一般社団法人コスモス成年後見サポート
センターへ、日本行政書士会連合会から令和
４年度寄付金として 1,000 万円を支出する。

（以上、議案書から抜粋）
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令和４年度　定時総会質問一覧

号議案 区分・部署名 質問の標題

1

総務部

行政書士の品位保持と制度遵守の徹底について

【総務部】1 行政書士の品位保持と制度遵守の徹底について

総会書面議決の同意要件について

全国総務部長会議について

各単位会会則施行規則の連 CON への掲載について

法規監察部
単位会や各部・委員会からの照会案件への回答の共有化について

各単位会に対する監察活動の支援について

許認可業務部 社労士業務の円滑推進のための日本行政への周知記事について

法務業務部
成年後見制度推進について

成年後見制度のより円滑な運用の支援について

国際・企業経営業務部

【国際・企業経営業務部】〈国際部門〉1 国際業務に関する調査
研究について

（一社）全国生活衛生同業組合中央会の組合員に対する給付金の
相談、申請支援体制について

事業承継ガイドライン第 3 版（令和 4 年 3 月改訂）について

登録委員会
滞りなく統一的な登録事務について

「行政書士会員管理システムの再構築」について

申請取次行政書士管理委員会
申請取次者の氏名等に関わる情報を開示していただくよう入管庁
への要望について

裁判外紛争解決手続（ADR）
推進本部

ADR 代理権の取得に向けた対応について

関係機関・団体との連携強化と情報分析について

デジタル推進本部 総務省からのマイナンバーカード代理申請事業受託に関して

法改正推進本部 学識者を構成員とする研究会の設置について

改正行政書士法対応委員会
特定行政書士の PR 活動について

特定行政書士の PR 活動について

中央研修所
特定行政書士法定研修の申込状況について

中央研修所研修サイトのプラットフォーム化について

その他、全般 「行テラス」（名称使用凍結）について
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号議案 区分・部署名 質問の標題

3 総務部

全会員に対する倫理研修の義務化ついて

倫理研修の法的根拠と内容について

倫理研修の受講について

既定の資質向上に関する研修と倫理研修の差異について

4

経理部 第 4 号議案について

事業計画（デジタル化） デジタル化に対応する会員の能力向上対策について

デジタル推進本部 マイナンバーカード代理申請手続事業について

総務部

補助者制度について

領収証の基本様式に関する規則の改正について

行政書士の品位保持と制度遵守の徹底について

【法規監察部】1 行政書士法を含む諸法規の調査研究及び指導に
ついて

「行政書士の品位保持」について

補助者の地位の明確化や能力向上の諸施策について

法務業務部 所有者不明土地・空き家問題専門部署設置について

国際・企業経営業務部 著作権法の改正案について

登録委員会
会員の変更登録について

変更登録申請について

裁判外紛争解決手続（ADR）
推進本部

「ADR 代理権取得に向けた対応」について

デジタル推進本部

行政書士会員管理システムの改修について

行政書士会員管理システムの改修に関する要望について

マイナンバーカードによる行政書士認証システム構築について

法改正推進本部
「行政書士法改正の推進及び制度維持への対応」について

法改正要望事項の進捗と今後の展望について

改正行政書士法対応委員会 特定行政書士の調査研究について

5 その他

（一社）コスモス成年後見サポートセンターへの寄付金について

寄付金の支出の算定根拠について

寄付金の支出の是非について

支援の継続について（要望事項）

（一社）コスモス成年後見サポートセンターへの寄付金について

6 中央研修所 特定行政書士法定研修の受講料について
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定時総会の開催に先立ち、６月 16 日（木）午前 11
時からホテルニューオータニにおいて、令和 4 年度総
務大臣表彰・日行連会長表彰 表彰状授与式が執り行わ
れた。永年の業務精励や功績を讃え、本年度は 14 名
に総務大臣表彰、447 名に日行連会長表彰が贈られ、
受賞者に対し表彰状と記念品が授与された。

授与式は宮本総務部長の司会により、宮元副会長の
開会のことばで開始。常住会長の式辞の後、総務大臣
表彰が行われた。司会者から受賞者全員の名前が読み
上げられた後、金子総務大臣から、受賞者代表の佐々
木政勝会員（宮城会）に表彰状が授与され、これを受け、
佐々木会員が謝辞を述べた。

続いて、日行連会長表彰が行われた。司会者から受
賞者数が 447 名である旨が報告された後、常住会長か
ら受賞者代表の田中誠会員（神奈川会）に対して表彰
状、記念品が授与され、これを受けて田中会員が謝辞
を述べた。

最後に、金子総務大臣から祝辞が述べられた後、坪
川副会長の閉会のことばをもって授与式は終了した。
終了後、総務大臣表彰の受賞者は金子総務大臣、常住
会長とともに記念撮影を行った。

令和４年度総務大臣表彰・日行連会長表彰
表彰状授与式
～業務精励、制度発展への功績を讃え、

14名に総務大臣表彰、447名に日行連会長表彰が贈られました～

篠原　賢吾 北海道会

十文字國子 岩 手 会

佐々木政勝 宮 城 会

奥村惠一郎 山 形 会

田後　隆二 神奈川会

原　　　俊 千 葉 会

行木　秀雄 千 葉 会

島津　貴之 千 葉 会

小久保　進 埼 玉 会

川合　利章 奈 良 会

遠山健太郎 奈 良 会

德永　　浩 佐 賀 会

山内　政夫 長 崎 会

仲田　　昇 沖 縄 会

以上　14 名

総務大臣表彰受賞者一覧 （敬称略・順不同）

総務省御来賓一覧 （敬称略・順不同）

総 　 務 　 大 　 臣　金　子　恭　之
自治行政局行政課長　三　橋　一　彦

自治行政局長　吉　川　浩　民 大臣官房審議官　阿　部　知　明
※役職は授与式開催時点のもの。
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本日、ここに令和４年度 総務大臣表彰並びに日本行政書
士会連合会会長表彰の表彰状授与式を挙行させていただくに
あたり、公務御多忙の中、金子総務大臣の御臨席を賜り、厚
く感謝申し上げます。

この度の栄えある表彰を受けられる皆様は、永年にわた
り行政書士として研鑽と努力を積み重ねて来られました。
業務精励を通じ、国民の権利利益の実現を図り、行政書士
制度の発展に大きく御尽力された方々です。その御功績に
対し、深い敬意を表するとともに、心からお祝いを申し上
げます。

行政書士制度は、昭和 26 年の法制定以来、70 年の歴史を
紡いでまいりました。そして昨年 10 月 26 日には、行政書士
制度 70 周年記念式典を高円宮憲仁親王妃久子殿下御臨席の
下、三権の長、金子総務大臣を始め御来賓の皆様をお迎えし
開催することができました。これもひとえに、総務省を始め
関係各位の御指導、御尽力、そして全国の会員各位の御努力
の賜物と、改めて御礼申し上げます。

このたび、総務大臣表彰及び日本行政書士会連合会会長
表彰を受けられた皆様に心からお祝いを申し上げます。また、
長年にわたり業務に精励をされ、行政書士制度の向上、発展
に多大の貢献をされた皆様方に、改めて敬意を表します。

行政書士の皆様方におかれましては、日頃から国民と行
政との懸け橋として、重要な役割を果たされ、行政の円滑な
運営に御尽力いただいているところであり、深く感謝申し上
げます。

最近でも行政書士の皆様方におかれては、マイナンバー
カードの更なる普及に向けて、取得促進のための相談会の実
施や代理申請において、御協力いただいているところです。

また、近年は自然災害が激甚化、頻発化し、各地におい
て甚大な被害が発生をしております。平成 28 年熊本地震の
際には、地元の熊本県行政書士会はもとより日本行政書士会
連合会や全国の行政書士の皆様方から、地元住民の皆様に対
して罹災証明申請を始め、広範にわたって多大な御貢献をい
ただきました。また、令和２年７月豪雨の際にも、被災され
た住民の皆様の生活再建に向けた各種行政手続について、行
政書士の皆様方から御支援いただきました。この場をお借り
して御礼申し上げます。

一方、昨今の全世界的な重要課題についても多大な御尽
力をいただいているところです。中でも、新型コロナウイル
ス感染症対策においては、国民向けの各種給付金申請等につ

さて、ここ数年の加速度的なデジタル社会の進展は、行
政手続や民民間における権利義務・事実証明分野にも及んで
います。その専門家である行政書士には、国民と行政の懸け
橋として、果たすべき大きな使命があります。また、喫緊の
課題であるコロナ対策支援やウクライナ避難民支援、デジタ
ル社会の基盤となるマイナンバーカードの普及促進への取組
も、引き続き期待されています。

変革する社会において、私たち行政書士が果たすべき役
割は、年々大きくなってきています。日本行政書士会連合会
は、「そうだ、行政書士に相談しよう！」との気運を高める
とともに、会員各位が街の法律家としての使命感を強く持ち、
求められる責務を十分に果たすことができるよう、制度の発
展に全力で取り組んでまいります。

本日、表彰を受けられる方々には、なお一層の御活躍を
御期待申し上げますとともに、未来に活躍する会員の育成に
も多大なるお力添えを賜りますようお願い申し上げ、式辞と
いたします。

いて、支援をいただいているほか、ウクライナから避難され
た方々の受入れにおいても、在留手続の支援や我が国に滞在
するためのサポートにも取り組んでいただいているところで
あり、厚く御礼を申し上げる次第です。

現在、政府では、地方からデジタルの実装を進め、新た
な変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていくことで、
世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現を目指
しています。全ての国民の皆様に、デジタル化による恩恵を
享受していただくためには、情報の格差、いわゆるデジタル・
ディバイドの解消が必要です。このため、様々な行政手続に
精通し、幅広い知識と経験をもって、国民の利便性の向上を
図ることで、国民の権利利益の実現に貢献されてきた行政書
士の皆様には一層期待が寄せられているところと存じます。

皆様方におかれましては、引き続き幅広い知識と経験を
もって、時代の変化や制度改正に的確に対応しながら、国民
の皆様の利便性向上に一層の御尽力を賜りますようお願い申
し上げます。

結びになりますが、本日表彰を受けられました皆様方に
対しまして、改めてお祝いを申し上げますとともに、日本行
政書士会連合会会員の皆様方の御健勝とますますの御活躍、
さらに、日本行政書士会連合会及び各都道府県行政書士会の
御発展をお祈りいたしまして、私からの御挨拶とさせていた
だきます。

式　　辞
日本行政書士会連合会　会長　常	住　　豊

総務大臣祝辞
総務大臣　金	子　恭	之
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Informat ion 1

この度、令和４年度行政書士試験に係る公示を受け、一般財団法人行政書士試験研究センター
では、令和４年度行政書士試験実施に関するポスターを作成しました。
行政書士試験に関する詳細は、以下のとおりです。

令和4年度
「行政書士試験」の御案内

行
政
書
士
試
験

行
政
書
士
試
験11月13日（日）

令和４年

令和
４年度

03-3263-7700（ 試験専用照会ダイヤル） https://gyosei-shiken.or.jp
総務大臣指定試験機関 一般財団法人行政書士試験研究センター問合せ先

試 験日

令和
４年
7 25/ 令和

４年
8 26/

各都道府県庁、各都道府県行政書士会他

令和
４年
7 25/ 令和

４年
8 19/

請求先 〒252-0299 日本郵便局株式会社 相模原郵便局留
｢（ 一財） 行政書士試験研究センター 試験課｣

試験案内・受験願書の配布期間 受験願書の受付期間

窓口配布

郵送配布

月 金

月 金

令和
４年
7 25/ 令和

４年
8 23/

令和
４年
7 25/ 令和

４年
8 26/

インターネット
受付

月 火

月 金

午前9時から 午後5時まで

当日消印有効
必 着

郵送受付

※7月4日（月） から受験願書の配布の請求を受け付けます。
発送は配布開始日［7月25日（月）］ 以降となります。

10,400円 年齢、学歴、国籍等に関係なく、
どなたでも受験できます。

受験手数料 受験資格

合格発表
令和5年1月25日（水）

試験案内・受験願書の配布期間
■窓口配布
令和4年7月25日（月）～8月26日（金）
配布場所：�各都道府県庁、各都道府県行政

書士会他
■郵送配布
令和4年7月25日（月）～8月19日（金）

※必着
請求先：�〒252-0299

日本郵便㈱相模原郵便局�留
「（一財）行政書士試験研究センター

試験課」
※�7月4日（月）から受験願書の配布の請求を受け付けます。
　�発送は、配布開始日〈7月25日（月）〉以降となります。

受験願書の受付期間
■インターネット受付
令和4年7月25日（月）～8月23日（火）

※午前9時から �� ※午後5時まで
■郵送受付
令和4年7月25日（月）～8月26日（金）

※当日消印有効

受 験 資 格
年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも
受験できます。

合 格 発 表

令和5年1月25日（水）

試　験　日

令和4年11月13日㈰
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法教育推進委員会から

「おしごと年鑑 2022」への
協賛について

日行連では、将来を担う若年層の行政書士への関心を高めるため、朝日新聞社から発刊されている
キャリア教育教材「おしごと年鑑」に令和２年度から協賛しています。本年度も引き続き、行政書士
の仕事を紹介する記事を掲載しましたので、是非御覧ください。

朝日新聞社が運営するWeb サイト「おしごとはくぶつかん」（https://www.oshihaku.jp/）でも、
おしごと年鑑に掲載されたお仕事紹介記事が閲覧できます（日行連が制作した記事の公開は９月頃を
予定）。

日行連掲載ページ

行政書士の業務について子どもにも
わかりやすく説明されています。

おしごと年鑑とは

　企業・団体等からの協賛を得て、小・中学校の児童・生徒に向けたキャ

リア教育用副教材として毎年改訂・発刊されている書籍であり、全国の

小・中学校等へ寄贈され、授業の中で活用されています。

　―2021 年度実績―　協賛：130社　寄贈：67,122 部
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ADR推進本部から

「真心」と「調和」で社会に貢献

　裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部　本部員　横内　寿治

前号、前々号までは ADR 事業全般、ADR
を学ぶ意義についてのお話でしたが、本号では、
現状や取組、資格者の存在意義についてお話し
します。
本年も、各単位会の総会においては、ADR
に関する質問などが出されたのではないかと思
います。まだまだ理解されていないのか、期待
の裏返しなのか、その判断に迷うところです。

法務省の集計によると、裁判外紛争解決手続
の利用の促進に関する法律に定める基準・要件
に適合しているものとして法務大臣の認証を受
けた認証紛争解決事業者が実施した調停受理件
数は、平成 19 年から令和２年までで 14,934 件
ですが、そのうち、行政書士会が関わったもの
は約２％に過ぎません。
大抵の紛争には弁護士、公認会計士、宅地建
物取引士などが関わっていると考えられます。
次に、各単位会の取扱紛争分野について見て
みましょう。
平成 20年３月、本会と日本弁護士連合会との
間で交わされた“基本合意書”中の紛争分野は
以下のものでした。
①外国人の就労、就学に関する紛争
②�自転車と自転車又は自転車と歩行者との事
故に関する紛争

行政書士会が関わった ADR の
現状を見てみましょう1.

③�愛護動物に関する紛争
④�居住用建物賃貸借に関する敷金返還又は原
状回復をめぐる紛争
これに沿って、各単位会も認証申請を行って
まいりました。
平成 21 年５月の東京会を皮切りに、令和３
年３月の三重会まで、現在 19 の単位会が法務
大臣の認証を受けています（以下、「認証取得
済み単位会」という。）。前掲の基本合意書に沿っ
た紛争分野が多数ですが、必ずしもその範囲に
とどまるものではありません。
例えば、埼玉会では離婚等に関する紛争や
相続に関する紛争、京都会では外国人を当事
者とした夫婦と親子に関する紛争、静岡会で
は外国人に特化し、外国人を一方の当事者と
する身分関係に関する紛争・職場環境等に関
する紛争・騒音、ゴミ処理その他の日常生活
に関する紛争を取り扱っています。
弁護士会や弁護士との兼ね合いもあろうかと
は思いますが、地域の実情に合った、国民に求
められている紛争分野に取扱範囲を拡大してい
くことの検討が必要だと考えます。

人口減少社会の中、今後、日本は更に多くの
外国人を受け入れていくものと思われますが、
それゆえの紛争も多くなっていくことが予想さ

外国人支援に取り組むために2.
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れます。
北海道では、食品製造事業所の工場で働いて
いたベトナム人の違法労働問題が報道されまし
た。これは明らかにADRの案件だったのでは
ないかと考えます。将来的には、外国人労働者
が労働環境の改善を求めて声を上げることが当
たり前となり、外国人に関する労働紛争が増え
てくるでしょう。
行政書士の中でも、特に申請取次行政書士、
特定行政書士は、外国人に関する紛争と深く関
わっていくことになるのではないでしょうか。
申請取次行政書士や特定行政書士がADR調停
人候補者となるか、又はADR機関との関係を
深めていくことが外国人労働者に対する大きな
支援となり、行政書士業務の拡大にもつながる
と考えます。
調停人も、外国人が関わる紛争を取り扱う上
では、申請取次行政書士と同程度の知識は必要
となりますし、場合によっては、特定行政書士
との関わりも必要となるでしょう。
情報を共有し合いながら協働して活動するこ
とで、より大きな力となることは間違いありま
せん。行政書士会が、外国人が関わる紛争を解
決できる専門家集団であるとの評価を確たるも
のとするために、会を挙げて取り組んでいくこ
とが必要だと思います。

外国人が関わる紛争の解決には、コミュニ
ケーション力の向上も不可欠です。
「行政書士は『対話促進型ADR』を担うのに
最適な資格者だと考えます。なぜなら、当事者
の話をよく聴き、当事者の気持ちに寄り添って
ここまで来た歴史があるからです。」
若林本部員が前号にてこのように書いていま

コミュニケーション力に磨きを3.

したが、正にそのとおりで、資格者であるから
こそ、当事者と同じ目線で相手が何を望んでい
るのかを聞き取ることが必要であり、頭ごなし
に否定的に対峙してはなりません。資格者は、
資格を取得したときに新たなスタートラインに
立つのであり、それまで以上に研鑽を積まなけ
ればならないのです。
そのためのスキルを修得する一つの方法とし
て、認証取得済み単位会が実施するADR調停
人候補者養成研修の受講があります。この研
修は、様々な対話スキルを身に付けることが
できますので、調停人候補者の育成の場とし
てだけではなく、調停人候補者になることま
では希望しない会員のコミュニケーション力
を養う場としても大変有用です。認証取得済
み単位会に所属されている会員の皆様は、身
近なチャンスとして是非御利用ください。
ところで、これは個人的な所感ですが、最近、
単位会に対して、会員に関する苦情の連絡が増
えてきているように思います。その多くは、会
員の対応が横暴であった、説明が雑であったな
どといった内容です。これは会員の基本的なコ
ミュニケーション力が不足していることが要因
の一つであると考えられます。
資格を持つと、「先生」などと呼ばれて、勘
違いする方がいるように見受けられます。調停
人候補者となった会員の中にも、研修を受けな
い会員に対して優越感を抱く方がいますが、研
修を受けずとも経験の中で対話スキルを身に付
けた会員が多いことも事実であり、その考えは
改めなければなりません。
資格にあぐらをかかず、前向きに自己研鑽に
励みながら真摯に業務と向き合い、そして「真
心」と「調和」で社会に貢献していくことが求
められます。
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 宣　言　文
新潟会における本暴力団等反社会的勢力排除宣言は、日本行政書士会連合会　暴力団等排除対策委員会
の活動理念を基礎にしたものです。
ここに宣言いたします。

我々行政書士は、暴力団等反社会的勢力が、市民生活や事業活動に不当な影響を与える存在であり、社
会から排除していくことが、地域社会に対する社会的責任であることを自覚し、国及び自治体の暴力団等
の排除取り組みの趣旨に賛同し、暴力団との関係遮断を徹底するため、次のとおり宣言する。
一　�暴力団排除の基本理念である「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」
に加え「暴力団と交際しない」ことを、行政書士会員が一丸となって実践する。

二　暴力団等反社会的勢力との一切の関係遮断を徹底し、不当な要求には一切応じない。
三　暴力団等反社会的勢力に対し利益や便宜は絶対に与えない。

以上

〜恥ずかしながら、胸を張って〜
　　　　　　　　　　　　　　　　　日行連暴力団等排除対策委員会委員

　新潟会暴力団等排除対策協議会委員長

長谷川　虹兒
�5月 23 日に挙行された令和 4年度新潟県行政書士会定時総会式典の閉めとして、別記の宣言文を声高らかに読
み上げました。
暴力団等排除対策委員会は、本誌 2020 年 9月号のトップメッセージに記載の新設された三つの委員会の一つであ
り、「暴力団等排除対策委員会等」の設置には積極的ではないとされていた未設置単位会もほぼなくなりました。また、
昨年度末には、会員の意識付けを高め、日頃の業務において対応できる実務的な対策を周知するため、「行政書士の
反社会的勢力排除と不当要求対応」と題したVOD（ビデオ・オン・デマンド）コンテンツを収録し、中央研修所研
修サイトに登載したことにより、会員の誰もが見られるようになりま
した。そして、冒頭で述べたとおり、単位会総会の式典で暴排宣言が
声高らかに言えるようになった意識改革の迅速化に驚いています。
県会会長の「やって」の一声と日行連会長の「熱意をもって」がな
ければ、「恥ずかしながら」で終わっていましたが、この世の不条理
と戦うことは「この世を花に」と重なり「胸を張って」になりました。
当委員会の苦労は当然として、会員のみならずクライアント等周囲の
方々の信頼と期待に応える活動を更に推進していきたいと考えていま
す。私は行政書士だから、小さなことでも有意義なことには挑戦を…。

暴力団等排除対策委員会は、令和２年７月の理事会で承認を受け、発足しました。年々巧妙化する反
社会的勢力の手口に巻き込まれることなくクライアントや国民が安心して生活し、会員が業務に専念で
きる環境を整備することを活動理念としています。関係機関等との情報共有・連携に努め、また、暴力
団等排除対策委員会未設置単位会へ設置に向けた働きかけを行うなどしています。
今回、本委員会のこれまでの活動及び新潟会定時総会式典での宣言について、御紹介いたします。

新潟会からの活動報告
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中央研修所通信8月号

 研修は “コンテンツ” が命
～豊富かつ充実のラインアップを是非御利用ください！～

〈中央研修所　副所長　四本　平一〉

■研修の種別·············································································································································································
中央研修所が実施する研修は、日本行政書士会連合会会則第62条の3第1項各号に掲げる三つのものがあります。一
つ目は「行政書士に対する資質の向上を図るために必要な研修」、二つ目は「特定行政書士となろうとする行政書士に対す
る特定行政書士法定研修」、そして三つ目が「行政書士に対する信用及び品位を高めることを目的とした倫理研修」です。

■研修のコンテンツ·······························································································································································
研修の最も重要な要素は、やはりその“コンテンツ”にあると考えます。中央研修所が会員の皆様に提供しているの

は実にバラエティに富んだ、かつ有用なもの、そして旬なものばかりです。
特に「業務関係研修」においては、収録したものをVOD（ビデオ・オン・デマンド）方式にて提供しているものが多い

のですが、最近ではオンラインセミナーの開催により、ライブ配信によって視聴するものも提供しています。世間では
様々な行政書士向けのセミナー等がありますが、当中央研修所では、省庁からお招きした方々や弁護士を始めとした
その道の真の第一人者の方々、そして学識者の方々など、非常に高いレベルの講師陣とその内容において圧倒的
であることは言うまでもありません。

■中央研修所に必要なコンテンツの質の高さ········································································································
中央研修所は日行連の研修機関ですから、そこで提供する研修のコンテンツの質は高いものでなければならない

ことは当然ながら、単位会が行う研修とは異なった、中央研修所だからこそというものでなければならないという側面
も持っています。また、「申請取次関係研修」や「特定行政書士法定研修」のように、中央研修所が所管、実施しなけ
ればならないものという義務を負っている研修もあります。
例えば、実際の業務の手続等に関する研修ではなくても、当該業務を包含する法令の執行における産業構造全
体についてのものとか、その法令の近時における改正が与える影響であるとか、新たな時代を迎える行政サービスの
変革におけるその仕組みの概要解説であるとか、いわば行政書士という存在と社会との関係について、高い視座を
持って学ぶ必要性を提供する研修の実施等がこれに当たります。
このように中央研修所は、行政書士としての資質や品位信用向上のため、そして法定の研修の実施機関という、行
政書士研修の中核機関として、その提供する研修の質の高さを保持しなければならない義務を負っているのです。

■豊富なコンテンツのラインアップを利用しよう·································································································
あらゆるジャンルから、そしてあらゆる方向から吟味して収録あるいはお届けしている中央研修所のコンテンツです
から、それが豊富であることは当然です。そして、前述のような質の高さを考えれば、それが充実していることもまた当
然です。「もっと業務に直接役立つような研修を望む」という声も聞きます。しかしながら、これまで述べてきたように、日
行連の機関である中央研修所が提供する研修というのは、単位会の研修とは異なる業務の広がりやつながりに関す
るものであり、新たな時代における法令等の制度のあり方についての国の考え方など、行政書士制度全体へのアプ
ローチを行うものです。
次年度からは日行連が実施する「倫理研修」も始まります。今後は「研修」についての視野を広げ、行政手続にお

ける事前手続、事後手続の両方に関する研修を実施する我が業界で唯一の研修機関として、その“コンテンツ”の一
層の充実を図り、一層豊富なラインアップを取り揃えて、また、各単位会のプラットフォームとして御利用いただくことを
念頭に、事業を実施していく所存です。
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2022 年 7 月 7 日 午前 11 時 17 分

まもる先生は、知り合いのＢさんから、Ｂさんの夫Ａさんが高齢になってきたので、将来認知症になることに備え
て任意後見契約を締結したいけれども、任意後見受任者になる予定のＢさんも高齢なので、その役目を果たせるか少
し不安に思っているとの相談を受けました。
ユキマサくんはまもる先生から、このような任意後見契約作成について良い方法がないか聞いてくるように頼まれ

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。

＜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８回　任意後見契約で予備的受任者を定める方法

ユキマサくん

こんにちは。暑いね。来る途中にヒマワリ畑があって、とてもキレイだったよ。一本一本が真っ直ぐ
に太陽に向かって凜として伸びる姿も好きだな。
ミネルヴァくん、今日は任意後見契約について教えてほしいな。高齢のご夫婦で、妻が夫の任意後見
受任者となることを考えているのだけど、妻自身も高齢なので、少し不安を感じているみたい。何か
良い方法はないかな？

なるほど。法定後見と比べて、任意後見は本人や家族の意向が反映しやすい制度なんだね。
任意後見契約は、契約と同時に効力が発生するのかな？

ミネルヴァくん

認知症等によって判断能力がなくなったときに、家族等が家庭裁判所に後見開始の申立てをして、
これが認められると成年後見人が選任されます（民法 7条、8条「法定後見」）。ただ、家族や本
人が希望する人が後見人に選任されるとは限りません。これに対して、本人がまだ判断能力があ
るときに、任意後見契約を締結すれば、本人や家族がなってほしいと思う人を後見人にできますし、
後見人にやってほしいことをある程度柔軟に定めることができます。任意後見契約は公正証書に
より締結します。任意後見契約が締結されると、誰が誰にどのような代理権を与えたかという契
約内容が東京法務局で登記されます。登記が完了すると、任意後見受任者又は任意後見人は、任
意後見受任者の氏名や代理権の範囲などを記載した「登記事項証明書」の交付を受けることがで
きますから、任意後見契約が効力を発生した後に、この書面により本人のために一定の代理権を
持っていることを証明することができ、円滑に代理人として事務処理ができます。後見登記は、
公証人の嘱託により東京法務局が行います。
そのため、登記事項証明書を入手するには東京法務局に連絡して、郵送してもらいます。
また、任意後見契約が終了したときの終了登記は、後見人から同法務局に申請することになります。
なお、後見受任状態や監督人が選任された状態で登記事項証明書が必要なときは、地元の法務局
で登記事項証明書を取得できます。

本人の判断能力が不十分になってきたときに、任意後見受任者や家族等
の申立てで家庭裁判所が任意後見監督人の選任の審判をします。そして、
その任意後見監督人が選任されたときから、任意後見契約の効力が発生
し、任意後見受任者は任意後見人になるのです。
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2022 年 7 月 7 日 午前 11 時 17 分

ユキマサくんは事務所に戻り、まもる先生にミネルヴァくんから聞いたことを伝えました。

まもる先生の知り合いの人で、夫Ａさんと妻Ｂさんが任意後見契約を締結し、ＢさんがＡさんの
任意後見受任者になろうとしているんだけど、Ｂさん自身も高齢だから、もしかすると、Ｂさん
が死亡したり病気になったりして、任意後見人の役目を果たせなくなることも考えられるんだよ
ね。その場合に、近くに住む長女のＣさんに任意後見人となってもらいたいと思っているみたい。
こんなとき、任意後見受任者につき第一順位をＢさん、第二順位をＣさんとする順位付けをする
ことはできるのかな？

複数の受任者と任意後見契約を締結する場合、「共同して代理権を行使
すべきことを定めたとき」（後見登記法 5条 5号）はどうなるの？

それならどうしたらいいのかな？

わーい！タマヤー !!

とても勉強になったよ。
いつもありがとう！

任意後見監督人も家族等が選べるのかな？

まもる先生のお知り合いの方の例では、妻Ｂさんとともに長女Ｃさんも同順位の任意後見受任者と
する任意後見契約を締結し、任意後見契約の条項の中で、ＣさんはＢさんの職務遂行が不可能又は
困難になったときに任意後見監督人の選任の請求をすべきものと定めることになります。条項の例
としては「丙（Ｃさん）は、甲（本人Ａさん）が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分
な状況になった場合において、乙（Ｂさん）が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の請求を
しないとき、又は乙が死亡、病気等により任意後見人としての職務の遂行が不可能又は困難である
ときは、速やかに、家庭裁判所に対して、丙について任意後見監督人の選任の請求をしなければな
らない。」などとし、Ｃさんによる任意後見監督人選任請求につき特約を定める形にします。もっと
も、特約に反して、Ｂさんが職務の遂行が困難な状況ではないのに、ＣさんがＣさんについて任意
後見監督人の選任請求をすることはできてしまいますが、そのようなことは稀でしょう。

高齢化社会の今、確かにそのような事情のあるご家庭も多いでしょうね。残念ながら、このよう
に任意後見受任者につき順位付けをする登記事項を認める規定は後見登記法（後見登記等に関す
る法律）にはないため、任意後見受任者の順位付けをする登記は受け付けられず、また、そのよ
うな順位付けをする任意後見契約公正証書は作成できません。

まもる先生

よくわかりました。助かったよ。
今夜、町の花火大会があるので、一緒に行こうね。

任意後見監督人は、家庭裁判所が任意後見人を監督するために選任するもので、士業の先生方が
選任されることが多いのです。

よく知っているね。その定めがあるときは、複数（例えば 2人）の受任者は共同で代理権を行使し
なければならず、代理権の制限を定めるものといえます。また、その定めがあると受任者の 1名が
死亡したような場合、他方の受任者との契約も終了してしまいます。その意味で、複数の受任者を
定めるときは、上記の共同代理の定めをしないのが通常です。
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日行連の主な動き Monthly Report2022. 6 Jun.

7日

火
登録委員会

【登録審査】
⑴  審査件数(117件）
⑵  その他

8日

水
許認可業務部　
社労税務・生活衛生部門会議

【協議事項】
⑴  本年度全国担当者会議について
⑵  本年度セミナー・VOD収録について
⑶  その他

15日

水
正副会長会

【協議事項】
⑴  常任理事会の合議事項等について
⑵  その他

常任理事会
【合議事項】

⑴  定時総会の対応について
⑵  その他

議事運営委員会
【協議事項】

⑴  定時総会の議事運営について
⑵  その他

常任理事会・議事運営委員会合同会議
【協議事項】

⑴  定時総会の議事運営について
⑵  その他

9日

木
議事運営委員会

【協議事項】
⑴  委員長、副委員長の選任等について
⑵  本年度定時総会の議事運営について
⑶  その他

1日

水
正副会長会

【協議事項】
⑴  常任理事会の合議事項等について
⑵ その他

常任理事会（～2日）
【合議事項】

⑴  専門員の登用について
⑵  後援名義使用の申請について
⑶  副会長の業務分掌について
⑷ その他

2日

木
大規模災害対策本部会議

【協議事項】
⑴  令和4年福島県沖を震源とする地震による災

害に係る福島会への見舞金の支給について
⑵ その他

3日

金
許認可業務部　
建設・環境部門会議

【協議事項】
⑴  CCUS登録行政書士名簿の掲載方法について
⑵  本年度全国担当者会議の開催について
⑶  本年度セミナー及びVOD収録について
⑷ 業務用ポスターの作成について
⑸ その他 16日

木
定時総会

【議案審議】
第1号議案　 令和３年度事業報告
第2号議案　 令和３年度決算報告
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）
第4号議案　 令和４年度事業計画（案）
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）

第6号議案　 令和４年度予算(案)

経理部会
【協議事項】

⑴特定資産の取崩しについて
⑵インボイス制度への対応について
⑶その他

35　日本行政　2022. 8　No.597

11_日本行政8_日行連の動き.indd   3511_日本行政8_日行連の動き.indd   35 2022/07/07   11:182022/07/07   11:18



＜申請取次行政書士管理委員会＞

届出済証明書交付に係る申出手続の際に、申請取次申出書に添付いただく顔写真について、令
和４年７月１日受付分から写真サイズ等が変更となりました。
７月末日までの１か月間は従来のサイズ（２㎝×２㎝）でも受け付けられることとされていま

すが、８月以降に申出手続を行う予定の会員の皆様におかれましては、御注意いただくようお願
いします。

なお、従来の「無帽」、「正面」、「上三分身」、「無背景」の写真の裏面に行政書士登録番号及び
氏名を明記の上、御提出いただく取扱いに変更はありません。

【変更後】
3.0㎝× 2.4㎝（運転免許証サイズ・提出日前 6か月以内に撮影したもの）

29日

水
許認可業務部　
運輸交通部門会議

【協議事項】
⑴ OSS実務者会議について
⑵ 本年度OSSセンター看板の募集について
⑶ 本年度セミナー及びVOD収録について
⑷ 業務用ポスターの作成について
⑸ 電子車検証実証実験の参加者について
⑹ パブリックコメントへの対応について
⑺ ドローン登録システムについて
⑻ その他

24日

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 その他

21日

火
登録委員会

【登録審査】
⑴  審査件数(155件）
⑵  その他

重要 届出済証明書交付に係る申出を希望される皆様へ
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当法人の更なる発展に向けて

 5 月 13 日に開催された理事会で、野田前理事長

が体調不良により辞任されたことを受け、私が理事

長（代表理事）に選任されました。2010 年の設立以来、

専務理事、副理事長、監事を歴任してまいりました

が、理事長に就任するのはこれが初めてとなります。

初心に立ち返り、日本行政書士会連合会との絆を更

に強固なものとしながら、当法人の運営に邁進して

まいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

利用者目線で任意後見・補助・保佐の活用、身上保

護の重視、意思決定支援の必要性などの課題解決に

も積極的に取り組み、実務・倫理面での研鑽を重ね、

不祥事根絶に努めます。

　多くの支部では、会員数・受任件数の伸び悩みに

苦慮していることと思います。私が支部長を務める

神奈川県支部は、会員数に大きな増減はありません

が、受任件数は伸びています。確かに成年後見制度

発足当初から取り組んできたことはありますが、そ

れだけではないと思っています。本稿では神奈川県

支部の実情をお伝えしますので、他支部運営のヒン

トにしていただければ幸いです。

受任件数を伸ばすには、家庭裁判所へのアプロー

チを最優先と考えている支部もあると聞きます。確

１．理事長就任の御挨拶

2．会員数・受任件数を伸ばすには

3．家庭裁判所を訪ねる前に

かに家庭裁判所から信頼を得ることは大変重要なこ

とですが、利用者側から頼られる存在になることか

ら始めるという方法もあるでしょう。実際、神奈川

県支部には年間 200 件ほどの後見人等候補者推薦依

頼があります。しかし、それは全て自治体や利用者

側からのもので、裁判所からの推薦依頼は１件もあ

りません。それでは、裁判所からは全く信頼されて

いないかというとそうではなく、神奈川県支部会員

の後見等の受任件数は現在受任中のものが約 2,200

件、本人死亡などにより終了したものも含めれば

5,000 件を優に超えます。令和 3 年の新規受任件数

は 400 件ほどです。家庭裁判所が後見人等の受任者

不足で困っている状況なら別ですが、今まで司法に

縁が薄かった行政書士がいきなり裁判所から信頼を

得るのは困難です。神奈川県支部では、利用者側か

らの信頼を背景に受任実績を積み上げ、裁判所の信

頼を得る手法をとってきました。

神奈川県支部の前身である NPO 法人神奈川成年

後見サポートセンター（以下、「かなさぽ」という。）

は、神奈川会が主導して 2000 年 9 月に設立されま

した。私の行政書士登録は 2000 年 2 月でしたから、

当初から、かなさぽ会員でもおかしくなかったので

すが、しばらくは様子を見るような格好になってし

まい、やっと入会したのは 2006 年末でした。その

頃横浜家庭裁判所相模原支部（以下、「家裁相模原

支部」という。）では、後見人等に選任される専門

職の約 9 割が行政書士で、受任可能なかなさぽ会員

4．入会時のエピソード

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
理事長　田後　隆二
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が足りなくなる事態が発生していました。私は神奈

川県行政書士会相模原支部（以下、「会相模原支部」

という。）の支部長を務めていました。当時のかな

さぽの眞達理事長から「あなたは何か考えがあって

関わらないのかもしれないが、かなさぽ相模原支部

の会員が足りない。会員が増えるように会相模原支

部の会員に働きかけてほしい」と言われました。特

に考えがあったわけでもなく、会相模原支部会員の

入会を促進するには、まずは自ら率先しなければと

思い入会した次第です。

なぜ、家裁相模原支部では行政書士が数多く後見

人等に選任されるようになったのでしょうか。知り

たいのはその理由だと思います。複数の要因があっ

たことはもちろんですが、成年後見制度の利用促進

に並々ならぬ情熱を注いだ人物（行政書士）の存在

が最大の理由であったと思います。相模原市の福祉

担当部署、地域包括支援センターや福祉関係機関・

団体などを足繁く訪問し、無報酬や困難事案につい

ても門前払いすることなく、親身に対応していまし

た。私が初めて成年後見人に選任された際、入会直

後で後見人等候補者名簿にまだ登載されていません

でしたが、調査官の面接に同席してくれて、「名簿

に名前がないですね」との指摘に「この人なら大丈

夫」と太鼓判を押してくれたことを思い出します。

そのような傑出した先達は相模原だけでなく、横浜

など他の県内地域にもいらっしゃいました。神奈川

県支部が現在のような発展を遂げたのは、そのよう

な傑出した開拓者のお陰だと感謝しています。各方

面から神奈川県支部が成功したのはなぜかと聞かれ

ることがあります。単にスタートが早かったという

だけではありません。全国組織として 10 年出遅れ

たことを悲観する必要はないでしょう。

神奈川県支部の会員数は微減傾向にありますが、

5．傑出した開拓者の存在

6．もっと仲間を増やすには

現在 470 名ほどが在籍しています。家庭裁判所の

管轄を考慮して 10 の地区（管轄区）に分けていて、

平均すれば 1 地区 47 名ということになりますが、

多い地区で 70 名ほど、少ない地区で 20 名ほどとば

らつきがあります。そもそも各地区の行政書士数（分

母）が同じではないので一概には言えませんが、活

発に活動している地区は会員数が多い傾向にあるよ

うに思います。NPO 法人時代の名残で、各地区は

それぞれ社員総会を開催し、独自の事業計画・予算

立てを行い活動しています。具体的な活動は各地区

それぞれですが、とにかく動き回ることが受任件数

アップにつながり、受任件数と会員数とが相関関係

にあることは容易に想像できます。一方、残念なが

ら退会していく会員を見ると、コスモス合流直後は

本部の業務管理に不満があり、一人で 20 件、30 件

も受任しながら退会する会員も目立ちましたが、最

近は受任件数 0 の者がほとんどです。

他支部と同じく、神奈川県支部でも後見人等候補

者名簿を作成し、横浜家庭裁判所本庁・各支部にそ

れぞれ提出していますが、家庭裁判所がその名簿か

ら候補者を選定してくることはありません。自治体

等から当支部に推薦依頼があった場合、名簿登載者

から選ぶことにしています。名簿登載のためには、

2 年ごとに実務研修を受講し考査に合格する必要が

あり、会員全員が名簿に登載されているわけではあ

りません。名簿非登載者であっても家庭裁判所の判

断で選任されることはあります。すなわち、家庭裁

判所に名簿を提出しておけば、いずれ声がかかるだ

ろうというのは幻想にすぎません。

コスモス全体の会員数・受任件数は、少しずつ伸

びてきているものと認識しています。一歩一歩進ん

で行きましょう。すぐに結果に結びつかなくても諦

めずに、とにかく動き回ることが肝心だと思います。

7．待っていても選任されない

8．動き回ることが肝心

41　日本行政　2022. 8　No.597

コスモス Information

13_日本行政8_コスモス.indd   4113_日本行政8_コスモス.indd   41 2022/07/05   10:432022/07/05   10:43



登録者数（令和4年6月末日現在）
合　　　計 50,959 名
内　　　訳 男 43,126 名 女 7,833 名
個人事務所開業 男 41,003 名 女 7,105 名
行政書士法人社員 男 1,544 名 女 337 名
個人使用人行政書士 男 346 名 女 215 名
法人使用人行政書士 男 233 名 女 176 名

私が住んでいる大阪には、世界に誇る世界遺産「百舌鳥・
古市古墳群」があります。
墓地経営等許可申請に携わってからお墓に興味を持ち始

めたこともあり、先日、近所の「世界遺産のお墓」である
百舌鳥古墳群にある仁徳天皇陵古墳に行ってきました。
百舌鳥古墳群は、堺市内の東西・南北約 4㎞の範囲に
広がる古墳群で、44 基の古墳が現存しています。古墳時
代当時は100 基ほど存在していたそうです。その中でも仁
徳天皇陵古墳はきれいな形の前方後円墳で、クフ王のピラ
ミッド、秦始皇帝陵と並ぶ世界 3 大墳墓の一つと言われて
います。
当時は近くの海からも見えていたそうです。今のように木々

が生い茂っておらず、石などで覆われていました。海から見
ると石がキラキラと光って見えていたようで、大陸からやって
きた人たちに国力を見せつける役割も担っていたそうです。
この大きなお墓の周囲にある散歩コースを歩きながら、今
年のお盆休みはお墓参りに行こうと思いました。
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【広報部】 部　　長 前田　　望
 次　　長 中嶋　章雄
 部　　員 森　　伸二
  成田眞利子
  鎌田由佳子
  池垣真理子

異動状況（令和4年6月中の処理件数）
新規登録 合　計 358 名

内　訳 男 266 名 女 92 名
登録抹消 合　計 120 名

内　訳 男 105 名 女 15 名
抹消内訳 廃　業 88 名

死　亡 29 名
その他 3 名法人会員（令和4年6月末日現在）

 法人会員数 1,049
 法人事務所数 1,291

主たる事務所数（行政書士法人数） 864
従たる事務所数 427

御協力のお願い ～日本行政を正確 · 迅速にお届けするために～

日本行政の発送は、行政書士名簿
にある会員の事務所所在地と当該
会員の氏名を表記してお届けして
います。

○お届け先に事務所名の表示しかな
く、会員氏名が表示されていな
いため返送されてくる事例が多
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（鎌田）

会

員

の

動

き
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