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本会の事業執行に係る
基本方針の共有について
令和４年７月 20 日、21 日に、本年度の定時総会

終了後の初めての理事会を開催いたしました。理事
会は役員である会長、副会長及び理事を構成員とし
ています。その基本的な役割は本会の事業執行に係
る決定を行うことにありますが、定時総会終了後の
第１回目の理事会に関しては、定時総会で御承認い
ただいた一年間の方針を改めて役員全体で共有する
場でもあります。　

本会全体の円滑な事業推進のためには、この後
者の部分につき、役員のみならず、約 120 名の役員
以外の部員等ともしっかりと共有を図ることが肝要
です。これについては、理事会に御出席いただいた
役員を通じて、これまでも対応してまいりましたが、
何れかのタイミングで直接御説明することができな
いかと常々考えていました。

そのような状況の中、今般、諸条件が整ったこ
とから、新たな取組として役員以外の部員等を含む

各部 · 委員会等の構成員全員を対象とした、いわゆ
る全体会議を、理事会の中で開催することといたし
ました。

以下、主な内容を御報告いたします（理事会の
詳細な報告は本誌 13 ページ参照）。

本会議では、本年度の定時総会で御承認いただ
いた事業計画等について、現在、力を入れて取り組
んでいるウクライナ避難民の支援、コロナ対策支援
を通してのデジタル化の推進等に触れながら、本会
の目指すところを、会長である私自らが詳しく御説
明いたしました。これに対して、各部 · 委員会等の
構成員の皆様からは、目下の課題であるマイナン
バーカード代理申請手続事業の取組状況、行政書士
法改正の見通し等に係る御意見や御要望をいただき
ました。執行部側からは、デジタルインフラ整備の
観点からの社会貢献事業であるマイナンバーカード
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代理申請事業における行政書士の活躍を通じて、行
政書士の社会的信用や地位向上を目指したいとし
て、政府のマイナポイント事業が終了する 9 月末に
向けて、目標達成への御協力を改めてお願いいたし
ました。行政書士法改正については、まずは財産管
理業務規定及び成年後見業務規定の総務省令への明
記に向けて、学識者や総務省等、全方位的に意見交
換を進めたいとして、日頃の業務の現場における問
題点について、各部 · 委員会等で御検討いただきた
い旨をお伝えいたしました。意見交換自体の時間的
な余裕は十分とは言えなかったかもしれませんが、
各部 · 委員会等の構成員の皆様からの直接の御意見
· 御質問に対して、時間の許す限り丁寧に回答する
ことで、本年度の事業推進の基礎となる考えを広く
共有することができました。その効果は非常に大き
かったと実感しています。

また、このような場を設けられる機会はそう多
くはありませんので、日頃から本会と“車の両輪”
として活動いただいている日本行政書士政治連盟の
活動状況を御報告いただく場としても本会議を活用
いたしました。井口由美子日本行政書士政治連盟会
長から御挨拶いただくとともに、本会の方針を実現
していくための日本行政書士政治連盟の活動につい
て、本会と協力して行政書士法改正の推進に係る各
対応を進めていることを御説明いただきました。短
い時間ではありましたが、日本行政書士政治連盟の
活動目的等が改めて共有され、行政書士法改正とい
う大きな目標を実現させるためには日本行政書士政
治連盟との連携が必須であるとの共通認識がより一
層浸透したものと思います。

さらに、本会議には、公務御多用の中、総務省
から三橋一彦大臣官房審議官（前行政課長）にも御
出席賜りました。三橋審議官からは、「行政
のデジタル化の動向と行政書士について」と
題した講話をいただきました。政府全体のデ
ジタル化の推進、その中で重要となるのが「デ
ジタル手続法」による行政手続のオンライン
化原則」（①行政手続（申請及び申請に基づ
く処分通知）のオンライン実施の原則化、②
本人確認や手数料納付もオンライン実施（電
子証明等、電子納付）、③行政機関間の情報
連携等によって入手 · 参照できる情報に係る
添付書類を不要とする規定を整備）であり、
その実現の基盤となるのがマイナンバーやマ
イナンバーカードであることなどを御説明い
ただきました。

また、デジタル化の流れの中で必然的に

発生するデジタルデバイドへの対策に関し、行政書
士が日頃の業務を通じて行政と国民との懸け橋と
なっていることをいかして、マイナンバーカードの
普及推進に貢献していることに対する感謝の御言葉
をいただきました。閣議決定がなされた「令和 4 年
度末までにほぼ全国民にマイナンバーカードを行き
渡らせることを目指す。」に向けて、総務省が、行
政書士の活躍に大きな期待を寄せていることがよく
伝わる、印象深い講話でした。

三橋審議官の講話の内容には、これまで、本会
から折に触れお伝えしてきたことも多く含まれてい
ましたが、総務省から各部 · 委員会等の構成員の皆
様に対面で直接お伝えいただけたことに大きな意義
があったと考えています。このように貴重な機会を
作ることに御協力をいただきました三橋審議官にお
かれましては、この場を借りて改めて御礼申し上げ
ます。

この会議を終えて、本会の事業推進の基礎とな
る考えは、各部 · 委員会等においても十分に共有で
きたものと認識しています。「“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、基本方針である「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」
に向けて、本会全体で一致団結し、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
ので、御理解、御協力のほどよろしくお願い申し上
げます。

Top Message
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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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日行連の一般会計における収入は、主に、各単位会を経由して会員１人月額１千円の会費、会員の新規入会
時の２万５千円の事務手数料により計上され、各種事業は約７億円の予算規模にて運営されています。それらの
財源をもとに、各種会議の開催、各部・委員会等の運営等が行われます。その主たる支出は、全国から日行連に
集合するための旅費です。また、申請取次・特定行政書士の研修の運営は、特別会計（中央研修所会計）として
別立ての収支計算を行い、その支出は旅費、各種研修作成に係る固定費が大半を占めます。
しかし、コロナ禍によりリモート会議が一般的となり、各セクションの旅費が大きく削減され、その結果、予

定数以上の有益な会議を開催することができました。リモートワークは、2018 年に経済産業省が「DXレポート
（DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進することを目的に作成したもの）」にて発表したものの広が
りが見られなかったところ、コロナ禍によりリモート会議のみが一気に浸透し、政府においても「デジタル庁」
という旗振役を創設して政府主導事業の取組の一つとして推進されました。
一方で、現状の大きな流れにおいては、業務効率化、商品・サービスの付加価値向上のような、単なる IT化

をDX化と捉えた向きが大部分であり、トランスフォーメーションもなく、アナログ社会のまま日本は今日に至っ
ているようにも感じます。
日行連においても、リモート会議、研修のVOD化、旅費の削減のみではDX化とは言えません。国内全般の

傾向かもしれませんが、一部会議、オペレーション、紙ベースの資料、承認決裁の押印、関連業者との対面対応
等はアナログのままです。
ところが、世界に目を向けますとGoogle や Amazon など DX化最先端の組織（デジタルネイティブ企業）の

世界的席巻は顕著であり、中国では「滴滴（自動車）」「ByteDance（AI）」等、開業数年でDX化に突出した大
企業が現出しました。例えばQRコードを開発したのは日本ですが、DX化したのは中国です。屋台の飲食店で
すら紙のメニューはなく、店のQRコードをスマホ等で読み込むと注文・決済が全て完結されるのです。IoT、
AI を駆使した物流ターミナルが 365 日無人稼働し、交通管理システムで渋滞が一掃されました。深圳では無人
のタクシーサービスも始まっています。それらのDX化はアフリカ、東南アジアにも移植されました。そこには
既得権益者等が皆無のため、携帯電話さえあれば一元的に安全に国家と企業がつながることのできるシステムが
ゼロから一気に構築され、先進国より進んだDX化を実現させています。ここで「インフラは未整備なのではな
いか」と思う方が大半かと思われます。しかし、これらは「リープフロッグ現象」と呼ばれるものではないでしょ
うか。既得権益にとらわれるうち、途上国に一気に飛び越えられ、置き去りにされる日本の近未来の姿がそこに
垣間見えます。
そのようなことにならないため、日行連が取り組むべき道は、国民目線を心がけつつデジタルネイティブ企

業等から学びを得ることではないでしょうか。顕在的固定費、固定資産を減少させ、それらを極力収入に比例す
るリース資産の増減で賄い、予算の分配を戦略的・計画的にシステムへの中期的投資に充当することが肝要かと
思われます。紙などの消耗品、固定資産、人的資産はやがて逓増し、保管場所、諸税など新たに冗費を生み、そ
れが組織運営を圧迫し、気付いたときには廃棄・除却という負の業務が必要となります。逆に、有用で価値ある
システム構築を実現すれば、使用者（単位会、会員等）からの投資も検討し、サブスクリプションにてシステム
開発の初期費用を回収できるかもしれません。
将来的には、単位会はもとより、関連省庁と有効なつながりを持つDX化に対応していかなければ、組織の

持続性は自ずと絶たれることとなります。各法律系士業は関連省庁と有効につながりを持てるシステムの開発に
注力しています。日行連でも本年度、国のDX化との連携も視野に入れ、会員管理システムの見直しに着手して
います。会員の皆様におかれましては、今後のシステム導入に対する投資支出に、御理解を賜りますよう切にお
願い申し上げます。

アナログ組織をデジタル化する
システムの中期的投資について

副会長　宮元　仁
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◆１．はじめに�

2022 年６月３日、内閣総理大臣を本部長として、全閣僚及び民間有識者から構成された知的財産戦略本
部会合が首相官邸にて開催され、知的財産推進計画 2022 が決定されました。知的財産推進計画は、知的財
産基本法に基づいて 2003 年から毎年決定されている、各省横断的に知的財産戦略を取りまとめた行動計画
であり、内閣府知的財産戦略推進事務局は、この知的財産戦略本部と、知的財産推進計画の素案を策定する
構想委員会の事務局となっています（図１）。
本稿では、このたび決定された「知的財産推進計画 2022 ～意欲ある個人・プレイヤーが社会の知財・無
形資産をフル活用できる経済社会への変革～」（以下、「推進計画 2022」という。）の概要について御紹介し
ます。

図１：我が国の知的財産戦略の推進体制

◆２．基本認識�

推進計画 2022 の基本認識として、まず、日本の知的財産戦略（以下、「知財戦略」という。）の在り方に
大きな変化を迫るようなグローバルな競争環境の変化が生じていることが挙げられます。近年のデジタル化
やグリーン化の急速な進展は、“技術をいかに機動的かつスピーディーにグローバルに社会実装させるか”
という「イノベーション・スピード競争」をもたらしています。

知的財産推進計画 2022 の概要
内閣府知的財産戦略推進事務局
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また、Web3.0 と呼ばれる分散型のインターネット環境は、これまでの巨大なプラットフォーマーが支配
するインターネット空間とは異なる特定のプレイヤーに、支配力が集中しないガバナンス構造を特徴とする
新たなデジタル空間を創り出す流れとして、世界的に関心が急速に高まっており、メタバース等のデジタル
空間におけるデザイン、コンテンツの権利保護の在り方が今後問題となり得ると言えます。
このような中、現行の日本の知財エコシステムが、イノベーションの創出に十分貢献できているかについ
ては、様々な面において疑義が生じています。例えば、将来の成長に必要な知財・無形資産への投資が不足
していること、企業の技術開発等から生み出された知財が必ずしも十分に活用できていないこと、大学で創
出される知財が事業化につなげられていないことなどが挙げられます。

◆３．推進計画 2022の重点施策�

基本認識に掲げた諸課題を解決するため、推進計画 2022 では、今後の知財戦略の方向性として、イノベー
ションに貢献する知財エコシステムへの転換と、デジタル化に対応したコンテンツ・クールジャパン戦略と
を掲げ、図２に示した重点施策を策定しています。以下、その中から主な施策について御紹介します。

図２：推進計画 2022の重点 8施策

（１）スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化
スタートアップが大学・大企業の保有する知財をフルに活用し、事業化につなげられる環境整備に向け、

知財対価としての株式・新株予約権の活用制限の撤廃、共有特許のルール見直し、国際特許出願支援の抜本
的強化などを措置します。また、大学の知財の事業化に向け、強い権利の取得やライセンスの促進など、ス
タートアップ・フレンドリーな知財マネジメントを浸透させるための大学知財ガバナンスガイドライン（仮
称）を策定します（図３）。
（２）知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化
2021 年６月のコーポレートガバナンス・コードの改訂を受けて、2022 年１月に取りまとめた「知財・無
形資産ガバナンスガイドライン」による企業の開示・ガバナンス強化に加え、投資家の役割を明確化するこ
とにより、知財・無形資産の投資・活用を促進します。また、中小企業が知財・無形資産を活用した融資を
受けられるよう、事業全体を対象とする担保制度の創設を検討します（図４）。
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図３：スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化

図４：知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化
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（３）デジタル時代のコンテンツ戦略
デジタル化の進展に伴うコンテンツ市場の構造変化や、個人による多様な創作活動の動向、仮想空間上に
おけるコンテンツ消費等の新たな動きを踏まえつつ、Web3.0 時代におけるコンテンツビジネスのゲームチェ
ンジの可能性等も見据え、コンテンツ・エコシステムの活性化に向けた戦略を推進します。
また、多様な個人・プレイヤーが社会に蓄積されたコンテンツを最大限に活用できるようにし、様々なア
イデアの融合やコンテンツの共創を通じ、新たな価値創出を促進していくよう、膨大かつ多種多様な著作物
の権利処理を簡易・迅速に行える仕組みを整備します（図５）。

◆４．知財戦略支援人材への期待�

推進計画 2022 の各施策を推進するにあたっては、知財戦略支援人材の役割が非常に重要となります。例
えば、スタートアップの知財戦略支援にあたっては、スタートアップのビジネス実態と知財戦略に精通した
人材の規模を増やすことが必要となり、スタートアップの知財戦略を支える人材の間の緊密なネットワーク
を拡充していくことが重要となります。
そうした中で、スタートアップ等に対してコンサル業務を行う行政書士の役割も期待されています。本稿
で御関心を持たれた皆様におかれましては、推進計画 2022 の本文を是非御一読いただけますと幸いです。
また、より知的財産の専門知識をいかした支援を行っていただくため、国家資格である知的財産管理技能士
などの知財関連資格の取得も政府として推奨しています。

利
用
者

問合せ 分野を
横断する
一元的
な窓口

探索
・
検索

権利情報

分野横断
権利情報

データベース

権利者不明の場合
集中管理
されて
いない場合

意思表示なし
又は

連絡が取れない
※アウトオブコマース含む

「新しい
権利処理の
仕組み」
により
利用可能

「新しい権利処理の仕組み」の想定イメージ
いわゆる「拡大集中許諾制度」のように、窓口組織又は
特定の管理事業者が許諾に相当する効果を与えること
窓口組織への申請や十分な使用料相当額の支払いを
もって利用又は暫定利用を可能とすること
窓口組織が著作権者等不明著作物に係る文化庁長
官への裁定申請手続を代行すること

個別許諾の
意思表示あり

権利者から
直接許諾

集中管理団体
を通じて許諾集中管理されている場合

※この仕組みによらず、従前のとおり利用者が直接権利者に許諾を得て利用することは可能。

統合 ID付与
データ標準化

データ連携等

データベース
の増強

集中管理団体A DB

DB

DB

DB

集中管理団体B

集中管理団体C

MINC等その他のDB

UGCクリエイター
ネットクリエイター

PF等各サイトに集約された情報

裁定制度や新しい権利処理の仕組に
より利用された著作物

利用規約
CC

権
利
者
判
明

図５：分野を横断する一元的な窓口組織を活用した権利処理・データベースイメージ
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◆森林経営管理制度創設�

平成 31 年４月１日に、森林行政に関する新たな
法が施行されました。我が国の森林の所有形態は零
細で分散され、市町村の８割は管内の人工林・民有
林は手入れ不足という認識です。森林は、国土の保
全、水源の涵養、地球温暖化の防止などの働きをし、
地域にも様々な恩恵を与えます。一方、適切な手入
れを実施しなければ、その機能は失われ、山崩れ、
土砂流出という災害のおそれが生じます。
そのような現状の中、林業の成長産業化の実現と
森林資源の適正な管理の両立、そして土砂災害等の
発生の予防による地域住民の安全・安心を確保する
ために森林経営管理制度（森林経営管理法、森林環
境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成 31 年
４月１日施行））がスタートしました。
森林経営管理制度では、経営や管理が適切に行わ
れていない森林について、市町村が仲介役となり、
森林所有者の委託を受け経営管理することや、意欲
と能力のある林業経営者に再委託することにより、
林業経営の効率化と森林の管理の適正化を促進する
システムが構築され、森林経営管理法第３条により
森林所有者と市町村の責務が規定されました。

森林経営管理法（一部抜粋）
第３条　森林所有者は、その権原に属する森林に
ついて、適時に伐採、造林及び保育を実施するこ
とにより、経営管理を行わなければならない。
２　市町村は、その区域内に存する森林につい
て、経営管理が円滑に行われるようこの法律に

基づく措置その他必要な措置を講ずるように努
めるものとする。
第 49 条　国及び都道府県は、市町村に対し、経
営管理に関し必要な助言、指導、情報の提供その
他の援助を行うように努めるものとする。
第 50 条　国、地方公共団体、森林組合その他の
関係者は、林業経営の効率化及び森林の管理の適
正化の一体的な促進に向けて、相互に連携を図り
ながら協力するように努めるものとする。

この森林経営管理法により、市町村の役割・責務
が明確化し大きくなりましたが、実情として、各市
町村役場の中で森林経営管理にあたる担当職員は多
くて数名、大抵は１名で実務にあたるのではないで
しょうか。
施行から数年が経過しましたが、令和２年度の森
林経営管理制度の取組状況（令和４年１月林野庁公
表）においては、経営管理制度に基づく意向調査に
取り組む市町村が約５割でした。

＜意向調査等の実施結果＞
意向調査実施面積� 約 40.0 万㌶
森林所有者数� 約 19.0 万人
　回答があった面積� 約 21.6 万㌶
　森林所有者数� 約 10.2 万人

また、森林経営管理法に基づく所有者不明森林等
への対応も始まりつつある状況です。
所有者（共有者）不明森林制度については、25
都道府県 51 市町村において、所在が不明であった
森林所有者の探索が実施されました。

森林経営管理制度と行政書士
（公共事業の受託のすゝ め）

許認可業務部農地・土地利用部門
部員　宮脇　万記臣
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＜所有者不明森林等への対応＞
共有者不明森林　探索を行った所有者数� 303 人
� 判明した所有者数� 273 人
所有者不明森林　探索を行った所有者数� 2,045 人
� 判明した所有者数� 986 人

＜森林経営管理制度の実施状況＞
私有林人工林面積� 5,830,463.99㌶
意向調査実施面積� 401,032.43㌶

市町村が経営管理や林業経営者に再委託するため
には、区域内の森林の状況を把握し、森林所有者の
意向を確認する必要がありますが、市町村の約５割
は意向調査に取り組めていません。

◆森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律�

平成31年４月１日に施行された森林環境税及び森
林環境譲与税に関する法律は、パリ協定の枠組みの
下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達
成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方
財源を安定的に確保する観点から創設されました。

＜各年度譲与額（林野庁）＞
［譲与額］　　　　��［譲与割合

（市町村：県）］
令和　　元年　200 億円　　　　　　　　80：20
令和２・３年　400 億円　　　　　　　　85：15
令和４・５年　500 億円　　　　　　　　88：12
令和６・７年　600 億円　　　　　　　　90：10

＜令和３年度森林環境譲与税　譲与額（総務省）＞
全　国　都道府県分� 5,999,997 千円
　　　　区域内市区町村計� 34,000,003 千円

岐阜県　都道府県分� 201,125 千円
　　　　区域内市区町村計� 1,139,729 千円
（使途：間伐や路網といった森林整備事業、人材
育成、担い手の確保等）

◆岐阜会での森林経営管理制度への取組

御参考として、岐阜会での取組について、以下の
とおり御報告いたします。
・令和１年11月　

岐阜県林政部林政課から講師を招き、「森林
経営管理法の概要と行政書士に期待される役
割」をテーマに研修会を開催。
岐阜会会員に森林経営管理制度のあらましと
行政書士の活躍が期待される業務が紹介され
た。

・令和２年１月
所有者不明森林調査の受託に向けた相続連続
講座を開催。
内容：�１回目�「古い戸籍の見方・たどり方と

留意点」
２回目「戸籍・相続の事例検討」

森林所有者探索業務の受託希望者は２回連続
で講座を受講し、レベルアップを図った。

・令和２年11月
岐阜県林政部林政課から発注・受託・積算等
について、市町村への情報提供を行うためのテ
ストケースとして２件の業務発注を受けた。

・令和２年12月
岐阜県と岐阜会との間で受託契約を締結。
委託費用の単価契約、委託業務仕様書につい
ても締結。

・令和３年３月
テストケース２件の委託業務完了。
成果品として、相続関係説明図等を納品。

・令和３年10月
岐阜県からの依頼があり、岐阜県主催の市町
村林務担当職員研修で、岐阜会による「森林所
有者の探索についての業務受託」の紹介を行う。
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◆公共事業の担い手としての行政書士�

私たち行政書士は、行政書士制度発足から 70 年
間、身近な街の法律家として、幅広い業務範囲にお
いて、国や地方公共団体と国民をつなぐパイプ役を
担い、国民の生活に密着した法務サービスを提供し
てまいりました。
現在では５万人を超える行政書士会員が全国に点
在し、地域に根ざした活動を行っています。日常業
務においては、土地活用・相続に関して長年培った
経験と技術を持っています。
森林経営管理制度において基盤となる最重要業務
は、市町村が行う森林所有者の意向確認です。意向
調査の実施は５割ですが、その中には未解決案件が
多数あると思われます。
意向調査推進の妨げとなる所有者不明問題を解決
し、円滑に意向調査を完了するために所有者探索事
業の最適な担い手は行政書士です。
不明な森林所有者を探索する手法としては、①登
記簿・森林簿・林地台帳等による情報収集、②住民
票・戸籍謄本等による情報収集があり、これにより
森林所有者と思われる者が死亡していることが判明
した場合には相続人の探索等を行います。
これらの作業は、私たち行政書士が日常の業務と
しています。また、業務の中で個人情報を扱うこと
から、慎重な対応が求められますが、国家資格者と
して高い倫理観を持って職務にあたれるのは、行政
書士のほかにはいません。
以上のことから、各単位会において各都道府県・
各市町村との随意契約を進めるべきであると考えま
す。

◆今後の課題�

岐阜会には公共事業を受託・管理する専門組織が
ありません。本年度に入り、林務担当職員研修会に
参加したいくつかの市町村から問合せがありまし
た。ある市では、役所に出向き具体的に委託契約、
単価契約を協議したところ、担当者から 1,000 筆ほ

どの予定があるとのことでした。
今後、更に他の市町村に広がった場合の受託数を
考えると、早急な体制づくりが必要となります。当
然、チャンス（受託）があっても業務遂行能力がな
ければ信頼を得ることができません。
岐阜会では、森林所有者の探索事業のほかに、マ
イナンバー代理申請手続事業、生活衛生業専門家（行
政書士）派遣支援事業等の公共事業を受託してまい
りました。事業を受託して官公署からの信頼と実績
を積み重ねることにより、行政書士が国民に寄り添
い、国民から必要とされる存在であり続けることに
加え、国、市町村、官公署からも必要とされる存在
となれるのです。
中部地方協議会６県において、森林所有者探索事
業を実施している単位会は岐阜会のほかにはありま
せんでしたが、興味を持った単位会がいらっしゃい
ましたので、今回レポートさせていただきました。
森林所有者探索業務は、行政書士が携われる公共
事業の僅か一部にすぎません。今後も様々な公共事
業の中で行政書士が活躍できる、行政書士の使命で
ある、行政書士でなければできない事業が出てくる
ことは間違いありません。日行連と単位会の間、単
位会と単位会の間での情報共有・連携を密に、スピー
ド感を持って対応しなければ、“行政書士がやらな
い”ことを理由に他士業が行政書士業務を侵すおそ
れがあります。
行政書士会員が異体同心の団結をして、常住会長
の意気に応え、「そうだ、行政書士に相談しよう！」
「やっぱり、行政書士に委託しよう！」の気運を高
めてまいりましょう。
私も農地・土地利用部門の部員として、行政書士
の皆様に既存の業務に加えて新しい業務を提案して
いけるように研鑚してまいります。
未来の行政書士たちが、あらゆる分野で活躍する
ことができるように、『過去の因を知らんと欲せば、
その現在の果を見よ。未来の果を知らんと欲せば、
その現在の因を見よ。』との金言のとおり、今こそ
現在の私たち行政書士が、誠実に大胆に打って出て
まいりましょう。
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T o p i c s T o p i c s

デジタル庁を表敬訪問

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。

【訪問日】令和４年６月 20 日（月）
【出席者】�常住会長、松村副会長、金沢専務理事、有賀デジタル推進本部長、服部デジタル推

進本部副本部長

先般、常住会長を始めとする日行連役員で、牧島かれんデジタル大臣及び小林史明同副大臣
を表敬訪問いたしました。
御多用の中、快く御対応いただきました牧島大臣、小林副大臣に、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、現在本会が取り組んでいるマイ
ナンバーカードの代理申請による普及推進を始めとしたデジタル基盤整備等の事業について説
明いたしました。
また、デジタル庁が目指す「誰一人取
り残さない」デジタル社会の実現に向け
た、行政手続のDX化等について意見交
換をさせていただきました。
牧島大臣からは、更なるデジタル化の
推進向けて、引き続き行政書士に御協力
いただきたいとの御言葉をいただき、非
常に有意義な訪問となりました。

牧島デジタル大臣（中央）、小林デジタル副大臣（左から5番目）
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令和４年７月 20 日午後１時 30 分から、本年度の定時総会後初となる理事会が開催され、以下
３議案について審議し、全議案が可決された。議案等審議の後は全体会議が開催され、翌 21 日
には各部・委員会等に分かれ分科会が開催された。

【議案審議】
第１号議案
日本行政書士会連合会徽章等規則の一部改正（案）
特定行政書士資格の取得率向上に係る施策の一つである特定行政書士用の徽章作成を目的と
し、日本行政書士会連合会徽章等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７月 20 日から施行された。

理事会の開催報告

開　催　日 	 令和４年７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 	 安野　光宣（栃木会）・
	 中嶋　健雄（鳥取会）両理事
構　成　員 	 56 名のうち、50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

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）
新旧対照条文

改　正　案 現　　　行

（徽章の着用）
第�３条　会員は､ 次項に定める徽章を会員の身分
を象徴するものとして認識し､ 行政書士業務を
行うときは､ 常に別記様式第１による徽章を着
用しなければならない｡ 但し、特定行政書士の
付記を受けた会員は、別記様式第１による徽章
の着用に代えて、別記様式第１の２による徽章
を着用することができる。
２�　徽章の形状及び制式は､ 別記様式第１及び別
記様式第１の２によるものとし､ 実物見本を日
本行政書士会連合会（以下 ｢連合会｣ という｡）
に保管する｡

（徽章の着用）
第�３条　会員は､ 徽章を会員の身分を象徴するも
のとして認識し､ 行政書士業務を行うときは､
常にこれを着用しなければならない｡

２�　徽章の形状及び制式は､ 別記様式第１による
ものとし､ 実物見本を日本行政書士会連合会（以
下 ｢連合会｣ という｡）に保管する｡

Topics
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第２号議案
登録システム再構築引当資産を取り崩す件（案）について
デジタル推進本部が中心となり進める会員管理システムの見直しにあたり、コンサルティング
会社と契約し、具体的なシステム構築に向けた RFP（提案依頼書）の作成支援を依頼すること
が説明された。その上で、当該契約に必要な費用を拠出するためとして、登録システム再構築引
当資産を取り崩すことについて承認が求められ、異議なしで可決された。
なお、秋以降には今般作成を依頼する RFP を基にしたシステム開発を発注するベンダー選定
や PMO（Project�Management�Office）支援に移行する予定であり、それらに係る費用について
は、改めて特定資産の取り崩しを提案する予定であることが申し添えられた。

（徽章の交付）
第�４条　行政書士会は､ 会員に連合会が調製した
別記様式第１による徽章を交付する｡
２�　特定行政書士の付記を受けた会員は、連合会
の定めるところにより請求することで、別記様
式第１の２による徽章の交付を受けることがで
きる。
３�　徽章は､ 有償とする｡
（徽章の再交付）
第�６条　会員が､ 別記様式第１による徽章を紛失
または破損したときは､ 速やかにその旨を行政
書士会に届出て､ 徽章の再交付を受けなければ
ならない｡
２�　特定行政書士の付記を受けた会員が、別記様
式第１の２による徽章を紛失または破損したと
きは､ 速やかにその旨を連合会に届出なければ
ならない。この場合において､ 当該会員は、連
合会の定めるところにより請求することで、別
記様式第１の２による徽章の再交付を受けるこ
とができる。
３�　徽章の再交付を受けようとする者は､ 実費を
納付しなければならない｡
４�　前項の額は､ 別記様式第１による徽章につい
ては行政書士会において、別記様式第１の２に
よる徽章については連合会において定める｡

（徽章の交付）
第�４条　行政書士会は､ 会員に連合会が調製した
徽章を交付する｡
�（新設）

２�　徽章は､ 有償とする｡
（徽章の再交付）
第�６条　会員が､ 徽章を紛失または破損したとき
は､ 速やかにその旨を行政書士会に届出て､ 徽
章の再交付を受けなければならない｡

�（新設）

２��　徽章の再交付を受けようとする者は､ 実費を
納付しなければならない｡
３�　前項の額は､ 行政書士会において定める｡

（別記様式は省略）

特 定 預 金：�登録システム再構築引当資産
取り崩す目的：�会員管理システム見直しにおいて具体的なシステム構築を可能とするべく、

契約したコンサルティング会社に支払う RFP（提案依頼書）作成支援費用に
充てるため。

取り崩す金額：�期首残高 167,000,000 円のうち、18,150,000 円を取り崩す。
運 用 方 法：�取り崩した資金は、会員管理システムの RFP（提案依頼書）作成支援を依頼

するコンサルティング業者への支払いに充てることとし、ソフトウエア仮勘
定に計上する。

Topics
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第３号議案
登録委員会委員の選任について
山本準一理事（長野会）が登録委員会委員を辞任したことに伴い、登録委員会規則第２条第３

項の規定に基づき、青木克博理事（福井会）を新たに委員として選任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。

【報告事項】
（１）�法改正の推進について
（２）�マイナンバーカード代理申請事業の進捗報告
（３）�中央研修所研修サイトのプラットフォーム化正式運用の開始について
（４）�全国生活衛生同業組合中央会　行政書士派遣事業終了について
（５）�NEDOからの研究開発型スタートアップ企業等への支援に係る連携依頼について
（６）�ウクライナ避難民等在留支援本部の活動について
（７）�申請取次関係研修会（VOD方式）における会員への受講機会の拡大等諸課題への対応策に

ついて
（８）�新会員管理システムの概要について

【その他】
（１）�令和４年度会長会について

＜外国投資家による投資について＞
　財務省の金子祐二国際局調査課投資企画審査室課長補佐か
ら、外国投資家による投資に関する事前届出制度について説
明がなされた。 金子財務省国際局調査課

投資企画審査室課長補佐

Topics
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全体会議

理事会１日目の後半は、役員外部員・専門員を含む各部・委員会等の全構成員による全体会議
が開催された。

初めに、髙尾副会長から開会のことばがあり、本会議の趣旨
として、本年度の総会承認事項のうち、改めて事業計画及び基
本方針を会長から説明することで確認と共有を図りたい旨が述
べられた。続いて、常住会長から挨拶がなされた。資料説明の
後、本題に入り、常住会長から本年度事業執行に係る推進方に
ついて、その目的や重要性なども含め具体的な説明がなされた。
次に、井口由美子日本行政書士政治連盟会長から御挨拶、総
務省の三橋一彦大臣官房審議
官（前行政課長）から「行政

のデジタル化の動向と行政書士について」と題した講話をいた
だいた。
各説明・挨拶が終わると、本年度事業執行に係る推進方につ
いての意見交換が行われ、役員外の出席者からも活発に意見が
出された。最後に、坪川副会長からの閉会のことばをもって、
会議は終了した。 三橋総務省大臣官房審議官

井口日政連会長

【全体会議次第】
１．開会のことば・趣旨説明
２．会長挨拶
３．配布資料・日程の説明
４．�令和４年度事業執行における推進方に

ついて
５．日政連会長挨拶
６．総務省大臣官房審議官　三橋一彦様

「行政のデジタル化の動向と行政書士
について」

７．意見交換
８．閉会のことば

Topics
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Informat ion 1 Informat ion
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会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70号）の施行に伴い、「会社法の一部を改正
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（令和元年法律第 71号。以下、「改正法」
という。）が本年 9月 1日に施行されます。これにより、行政書士法の一部も改正され（末尾の
新旧対照表を参照ください。）、行政書士法人届出事務に関する取扱いに一部変更が生じますので
御留意ください。

＜主な改正内容＞
１．従たる事務所の登記は主たる事務所の所在地を管轄する法務局においてのみ必要となります。

従たる事務所の設置、廃止等の登記は、主たる事務所所在地を管轄する法務局にて行うよう
お願いいたします。

２．日行連への届出に係る添付書類が変わります。
改正法施行後の届出に際しては、「主たる事務所所在地を管轄する法務局が発行する登記事
項証明書」を添付いただくようお願いいたします。

会社法の一部改正（令和4年9月1日施行）に伴い、
行政書士法人の従たる事務所の設置・廃止等の際に
提出を求めていた書類が変わります

行政書士法（抄）新旧対照表
改正後 改正前

（行政書士法人の入会及び退会）
第 �16 条の６　行政書士法人は、その成立の時に、
主たる事務所の所在地の行政書士会の会員と
なる。

２�　行政書士法人は、その事務所の所在地の属
する都道府県の区域外に事務所を設け、又は
移転したときは、事務所の新所在地（従たる
事務所を設け、又は移転したときにあつては、
主たる事務所の所在地）においてその旨の登
記をした時に、当該事務所（従たる事務所を
設け、又は移転したときにあつては、当該従
たる事務所）の所在地の属する都道府県の区
域に設立されている行政書士会の会員となる。
３�　行政書士法人は、その事務所の移転又は廃
止により、当該事務所の所在地の属する都道
府県の区域内に事務所を有しないこととなつ
たときは、旧所在地（従たる事務所を移転し、
又は廃止したときにあつては、主たる事務所
の所在地）においてその旨の登記をした時に、
当該都道府県の区域に設立されている行政書
士会を退会する。

４～６　<略 >

（行政書士法人の入会及び退会）
第 �16 条の６　行政書士法人は、その成立の時に、
主たる事務所の所在地の行政書士会の会員と
なる。

２�　行政書士法人は、その事務所の所在地の属
する都道府県の区域外に事務所を設け、又は
移転したときは、事務所の新所在地において
その旨の登記をした時に、当該事務所の所在
地の属する都道府県の区域に設立されている
行政書士会の会員となる。

３�　行政書士法人は、その事務所の移転又は廃
止により、当該事務所の所在地の属する都道
府県の区域内に事務所を有しないこととなつ
たときは、旧所在地においてその旨の登記を
した時に、当該都道府県の区域に設立されて
いる行政書士会を退会する。

４～６　<略 >

＜登録委員会＞
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許認可業務部では、平成 11年から社労業務推進の一環として、標記事業を実施することとし
ています。
つきましては、該当会員のうち、当該証明書の発行を希望する会員は下記事項を御確認の上、

所属単位会までお申込みください。

◇対　象　者：�昭和55年９月１日現在の行政書士会入会者のうち、社労業務取扱証明書の発行
を希望する者（ただし、既に証明書の発行を受けている者は除く。）

◇申 込 方 法：�申込用紙「社労業務取扱証明書発行願い（様式１）」に御記入の上、所属単位会
にお申込みください（申込用紙は会員専用サイト「連 con」から入手可能です）。

◇申込締切日：�令和４年９月30日（金）（単位会必着）
※発行までに通常１～２か月ほどのお時間をいただいています。

◇発 行 趣 旨：
１）�行政書士法の一部を改正する法律（昭和55年法律第29号）附則第２項に規定する行

政書士経過措置者、すなわち当該法律の施行の際（昭和 55年９月１日）、現に行政書
士会に入会している行政書士であることを確認し、その者が社労業務取扱会員であるこ
とを証明するものです。

２）�当該経過措置者の社労業務については、単位会による不断の推進活動とともに、全国社
会保険労務士会連合会との申合せ・覚書や社会保険庁、旧労働省による通達等によって、
継続的に関係方面の理解を得てきていますが、歳月の経過に伴い、窓口等においては、
ともすれば周知を欠く場面もあります。このような事態に対応すべく該当会員のうち希
望する者に対し、当証明書を発行し、窓口等で確認の必要が生じた場合に使用していた
だくこととしています。

３）�経過措置に係る該当会員の社労業務について、当証明書発行の有無、所持・不所持は、
業務上の何ら新たな権利・義務、利益・不利益等を生じさせるものではありませんので、
誤解なきよう願います。

◇留 意 事 項：
１）�氏名が旧字・外字の場合、活字化の際に新字体に変更させていただく場合がございます

ので、あらかじめ御承知おきください。
２）�紛失等による証明書の再発行は、別途、「社労業務取扱証明書再発行願い（様式２）」に

て所属単位会経由でお申込みください。再発行につきましては、実費本人負担となりま
す。

３）�証明書の返却に際しては、所属単位会を通じて日行連宛に、「社労業務取扱証明書返却
届出書（様式３）」を添えて御返却願います。

４）�なお、社労業務取扱証明書の発行に関して不明な点は所属単位会にお尋ねください。

記

社労業務取扱証明書の発行について
＜許認可業務部　社労税務・生活衛生部門＞
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�� 2011.9.No.466

「行政書士法の一部を改正する法律（昭和55年法律第29号）	附則第2項」
に規定する「行政書士に係る取扱い」についての主な申合せ・覚書、通知等

Information
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��2011.9.No.466

社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行にあたり留意すべき事項について

平成 10年 6月1日付、庁保発第 20号、各都道府県民生主管部（局）長宛、社会保険庁運営部長通知

社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成 10年法律第 49号。以下「改正法」という。）
の施行については、平成 10 年 6月1日厚生省発社保第 71 号・労働省発労徴第 49 号をもって
厚生事務次官及び労働事務次官から通達されたところであり、その施行に当たって留意すべき
事項等については別途通知することとしているところであるが、行政書士法の一部を改正する法律
（昭和 55 年法律第 29 号）附則第 2項に規定する行政書士（以下「経過措置に係わる行政書士」
という。）に係わる取扱いについては、下記のとおりである。
なお、このことについては労働省と協議済みであり、労働大臣官房長から都道府県労働基準
局長及び都道府県労働主管部（局）長あて別途通知されるので、念のため申し添える。

記
1　改正法の施行後においても、経過措置に係わる行政書士に関しては、従来行われてきた
申請等の事実行為を行うことを妨げるものではないこと。

2　改正法による改正後の社会保険労務士法第 2 条第 1 項第 1 号に掲げる事務については、
経過措置に係わる行政書士は、引き続きこれを行うことができるものであること。
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社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行に当たり留意すべき事項について
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自動車保有関係手続のワンストップサービス（以下、「OSS」という。）については、平成 29年
４月から対象地域及び対象手続が拡大されました。現在、新車新規・移転・変更登録等については
46都道府県、継続検査については全国の地域で運用が開始されているほか、令和元年５月７日か
らは軽自動車OSSの運用も開始されました。
許認可業務部運輸交通部門では、行政書士業務を守るためには、個々の会員が紙申請ではなく、
OSS 申請を選択する強い決意を持って結果を残し、他団体の参入がなくとも行政書士の力でOSS
普及に寄与できるということを国に示す必要があると考えます。さらに国民に対しても、OSS の
手続を代理する行政書士の PRを図る必要があり、それらに対応するため、OSS の普及促進を図
る全国の行政書士事務所に「日行連自動車登録OSS センター支所」の看板を設置することとし、
本年度も以下のとおり希望会員を募集いたします。
（令和３年度までに 980 箇所の行政書士事務所に看板が設置されました。）
１．日行連自動車登録OSSセンター支所看板を設置する意義について
OSS においても申請終了後に受領しなければならない「証明物」（車検証、検査標章等）があ
るため、現在も各地の行政書士が協力して、自動車登録手続と交付される「証明物」の収受・管
理・送付業務を相互にやり取りしています。
このネットワークを「日行連自動車登録OSS センター支所」の看板を設置することで公に周
知し、その名称を使用して自動車登録業務及び車庫証明業務を行うことにより、「OSS申請手続
は行政書士へ依頼するものである」というイメージを、自動車ユーザーである国民に浸透させる
ことを目指したものです。

A

 

B 

 

 

  

２．「日行連自動車登録OSSセンター支所」の看板設置希望会員の募集について
申請書（所属単位会にお問合せください。会員専用サイト「連 con」にも掲載しています。）
に必要事項を記載の上、所属単位会の推薦を受け、所属単位会を経由して御応募ください。
（締切：令和4年11月 25日（金）単位会必着）　
※�看板作成費用10,824円（税込・送料込）は自己負担になりますので御注意ください。また、
看板作成費用のお支払いは代金引換になりますが、代引手数料の会員の皆様への負担はござ
いません。
※�看板の納品は２月初旬～中旬頃を予定しています。
※�当該看板設置の有無に関わらず、OSS申請業務を行うことはできますので、御承知おきく
ださい。

日行連自動車登録OSSセンター構想による
看板設置について

＜許認可業務部　運輸交通部門＞
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＜推薦条件＞
①OSS申請業務の普及促進に取り組むこと。
②VOD研修「OSS申請業務研修」を受講していること。
③行政書士法及び関係法令並びに単位会会則、規則等に違反していないこと。
④会費等の滞納がないこと。
⑤依頼者に対する賠償責任を担保できる措置を講じていること。
⑥OSS申請に対応できる措置が講じられていること。

＜日行連自動車登録OSSセンター支所看板イメージ＞
文　字：「日行連自動車登録OSSセンター
　　　　　　　　○○支所（○○○○行政書士事務所）」
材　質：アルミ複合版（厚さ３mm）
地　色：白又は乳白色
文字色：黒色
徽　章：文字列の前に行政書士徽章マーク
サイズ：横 25cm×縦 100cm

※　支所名は事務所に最寄りの運輸支局・検査登録事務所の名称を使用します。
※　支所名には行政書士名簿に登録された事務所名称を併記します。
（事務所名称の登録がない会員は「行政書士（氏名）事務所」とします。）

�
３．「日行連自動車登録OSSセンター支所」登録会員名簿の公開について
OSS センター支所登録会員間の相互協力体制の確立等を目的として、OSS センター支所登録会
員の名簿を会員専用サイト「連 con」にて公開しています。なお、看板設置済みの方で丁種会員
である旨の記載を希望する場合には、所属単位会に御連絡ください。

＜公開情報＞
①会員番号　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥事務所名称
②所属単位会　　　　　　　　　　　　　　　　⑦事務所所在地
③事務所に最寄りの運輸支局・検査登録事務所　⑧事務所電話番号
④氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨丁種会員情報
⑤フリガナ

※　�公開内容は、行政書士名簿に登録された登録情報です（最寄りの支局を除く）。そのため、み
なし名称でOSSセンター看板を作成された方の事務所名称は空白となります。

※　�非公開を希望する場合には、所定の様式に非公開希望の旨を記載して、所属単位会に御連絡く
ださい。非公開から公開に変更する際も同様です。

※　�当該名簿への登載時期は、看板の納品と合わせた２月初旬～中旬頃を予定しています。
※　�現在は会員専用サイト「連 con」での公開となりますが、今後、一般に公開させていただく
可能性もございますので御承知おきください。
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登録委員会では、行政書士会員が円滑に業務を行うため、行政書士電子証明書の取得及び利用を
推奨しています。

？　行政書士電子証明書とは・・・？
　「行政書士」の資格を認証した上で、発行される資格証明書です。
　電子署名用の様々な電子証明書は「認証局」という認証機関が発行しており、行政書士電子証明
書でいうと、日本行政書士会連合会から指定を受けたセコムトラストシステムズ株式会社が認証局
にあたります。
　行政書士電子証明書は、行政書士が電子的に書類を作成する場合、紙による書類作成時の記名・
職印の押印に代わる効力を持ち、電子申請時に行政書士電子証明書を添付することで法的効果が認
められます。
　また、行政書士電子証明書を取得することで、自動車保有関係手続のワンストップサービス
（OSS）や登記・供託オンライン申請システム（電子公証関係手続）、e-Gov 電子申請システム等を、
電子申請で利用することができます。
　詳細は以下のURL先を御確認ください。
　　＜セコムトラストシステムズ株式会社掲載の対応システム一覧＞
　　https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/gyosei/gyosei-forgidtsys.html

• 有効期限／提供価格　期間 2年（新規・更新）14,000 円（税込 15,400 円）
期間 3年（新規・更新）21,000 円（税込 23,100 円）

• 対象者　行政書士電子証明書は、行政書士法第６条に基づき登録された行政書士のみ取得できます。
�（行政書士の検索システム上に自身の行政書士登録情報が反映されていない状態では、
行政書士電子証明書は発行できませんので、行政書士登録手続完了後にお申込みくださ
い。）

？　電子化のメリットは？
　本人以外の者が文書を不正に改ざんしていないことの証明もできる上、電子申請では窓口へ行か
ずに申請することができます。
　また、電子定款の認証では収入印紙代が不要となり、OSS では申請手続と税・手数料の納付を
インターネット上で一括して行うことが可能です。

！　電子証明書の発行時に必要な書類

「行政書士電子証明書」の御案内
＜登録委員会＞

必要な書類
①�住民票（書類到着時点で発行日が３
か月以内のもの）
　※個人番号の記載がないもの
②�印鑑登録証明書（書類到着時点で発
行日が 3か月以内のもの）
③�振込控えもしくは振込控えのコピー

場合によって必要な書類
●�代理受取人の印鑑登録証明書（書類到着時点で発行日が 3か月以内のもの）
　※本人限定受取郵便の受取に代理人の方を指定する場合のみ
●�戸籍（全部／個人）事項証明書（書類到着時点で発行日が 3か月以内のもの）
　※行政書士名簿の氏名が「旧姓」で登録されている場合のみ
●�パスポートの氏名（英字記載部分）のコピーまたは特別永住者証明書や在
留カードの裏表コピー
　※�外国籍の方で、電子証明書記載氏名をパスポート、特別永住者証明書、
在留カードと同じ記載にする場合のみ
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発行までの流れ

①　利用申込書の入力、
　　署名、捺印

②　お振込み、
　　必要書類の送付

③　郵便局からの通知書
　　到着、本人限定受取
　　郵便の受取

④　電子証明書の
　　ダウンロード

⑤　受領書の返送

「行政書士電子証明書」の申込ボタン※１から進み、「利用申込書」に必要
事項を入力後、「利用申込書」をプリントアウトし、署名／捺印（実印）
をしてください。

署名／捺印（実印）をした「利用申込書」に記載のサービス料金を所定
の方法でお振込み後、「利用申込書」及び必要書類をセコムトラストシス
テムズ株式会社へ送付してください。
（申込書類が到着後、セコムトラストシステムズ株式会社から、審査開始
のメールが届きます。）

電子証明書が発行されると、セコムトラストシステムズ株式会社からダ
ウンロード方法の案内がメールで送られ、ダウンロードに必要なパスワー
ドと電子証明書の利用に必要な PIN コードが本人限定受取郵便で送られ
ます。郵便局から通知書が届きますので、通知書、身分証明書を持参の上、
郵便局で本人限定受取郵便を受け取ってください。
（ 通知書は住民票に記載された住所に届きます。）

メールに記載されているダウンロードマニュアルに従って、証明書をダ
ウンロードしてください。
以上により、新たな電子証明書が皆様のパソコンに入ります。

最後に、本人限定受取郵便に同封されていた「受領書」をセコムトラス
トシステムズ株式会社まで返送してください。
（返信用封筒が同封されています。）

※１　�行政書士電子証明書の詳細及び申込みに関しましては、以下のURL先を御参照
ください。

　　　　＜セコムトラストシステムズ株式会社＞
　　　　https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/gyosei.html

行政書士電子証明書取得率（令和４年６月 30日現在）

会員数　50,959 名 証明書発行会員数　5,792 名 取得率　11.4％

＜お知らせ＞
　中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマンドシステム）へ行政書士電子証明書を使用した「電子
定款作成業務」についての講義を登載していますので、是非御活用ください。

　　【中央研修所研修サイト】https://gyosei.informationstar.jp/
　　※講座一覧「電子申請」から視聴いただけます。

＜電子証明書のお申込み・ダウンロードに関するお問い合わせ＞
セコムパスポート　for　G-ID 専用窓口

サービス窓口：セコムトラストシステムズ株式会社　CAサポートセンター
電話番号：0570-020-213

※ナビダイヤルに発信できない場合、050-3786-2782を御利用ください。
受付時間：9：00～ 12：00、13：00～ 17：00（土日・祝日及び年末年始を除く）

Information
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行政書士申請取次関係研修会（VOD方式）の御案内
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

申請取次行政書士に係る届出済証明書の更新手続に関する特例措置について
会員専用サイト「連 con」にて御案内のとおり、今般、申請取次関係研修会の受講機会確保や更
新手続の利便性向上の観点から、以下のとおりVOD方式による研修における特例措置を講じる
ことといたしましたのでお知らせします。

【従来の取扱い】
・�届出済証明書の更新の申出に使用することができる修了証書は、届出済証明書の有効期限から
遡り３年以内に発行された実務研修会の修了証書とする。

【措置内容】
・�届出済証明書の更新の申出に使用することができる修了証書は、届出済証明書の有効期限から
遡り３年以内に発行された実務研修会の修了証書又は１年以内に発行された事務研修会の修了
証書とする。

適用開始 　令和４年８月１日（月）　所属単位会受付分から当面の間

※�届出済証明書の更新を目的に事務研修会（新規）を受講する場合であっても、受講料や提出課題・
修了証書等の取扱いは事務研修会と同様の取扱いとなりますので、予め御了承ください。
※�実務研修（更新）の修了証書をもって新規の届出はできないものとする取扱いに変更はありませ
んので御留意ください。

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） 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。

申請取次行政書士管理委員会からのお知らせ
＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞
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改正行政書士法対応委員会では、特定行政書士制度の普及促進を目的として、特定行政書士の付
記を受けた会員のみ着用することができる徽章（特定行政書士用徽章）の作製について、検討を進
めてまいりました。
この度、７月 20日に行われた理事会において日本行政書士会連合会行政書士徽章等規則の一部
改正について承認可決され、特定行政書士徽章の作製を開始する運びとなりました。特定行政書士
制度の推進、認知度向上に御理解御協力をいただきますようお願い申し上げます。
御購入を希望される方は全行団にてお買い求めください。
https://shop.zengyodan.co.jp/

受注期間　令和４年８月 25日（木）～９月 30日（金）
金　　額　7,450 円（税抜価格 6,300 円、送料 520 円）
納　　品　令和４年 12月中（予定）
留意事項　・�この徽章は年１回の受注販売（前払い）です。受注期間外は購入することができ

ません。
　　　　　　令和４年度特定行政書士法定研修の修了者については、別途御案内いたします。
　　　　　・次年度以降、原料価格の変動により金額が変更になる可能性があります。
　　　　　・�特定行政書士の付記を受けている会員１名につき一つまで購入することができます。
　　　　　・�破損・紛失した場合は会員専用サイト「連 con」へ掲載している届出書等の提

出が必要です。

特定行政書士徽章の作製について
＜改正行政書士法対応委員会＞

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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６月18日、岐阜市の「みんなの森ぎふメディアコスモス」にて、岐阜県国際交流団体協議会（GIA）・公益財団法人岐
阜県国際交流センター（GIC）主催の国際交流イベント「第 34 回ハローギフ・ハローワールド2022」が開催されました。
県内の各国・地域の交流団体がこぞってブースを出し、同国・同地域の情報を発信していたほか、セレモニーホールでは、

フラメンコの実演を始め、岐阜県国際交流員の方の出身国のプレゼンテーションや文化の披露もあり、大変充実したプログラム
となっていました。また、新型コロナウィルス感染症の影響による3 年ぶりの開催ということもあり、朝早くから国際的な雰囲気
の中、多くの来場客で会場は賑わい大盛況でした。
当会も在留資格を始め、帰化申請、永住権の申請などの国際関係業務の手続を担う専門家として、来場者や参加者に向

けての啓発活動を行うため、専用のブースを設けて参加させていただきました。
このイベントを機に作成した、ユキマサくんのイラストを活用した
国際業務用の特製パネルをブースに設置したところ、インパクト
があったようで、ブースに足を止めて関心を示される来場客の方
も多くいらっしゃいました。入管業務の専門家が行政書士である
ことを、外部に強力に発信させていただく良い機会となりました。
また、外国人の方の来場も多く、実際にブースに立ち寄り、在
留資格変更などについての相談も承ることができました。
引き続き、こうした関連業務のイベントには積極的に参加し、
外部に向けた啓発活動を積み重ねていきたいと思います。

６月20日に世羅町、同月２３日に大崎上島町と災害時被災者支援協定を締結しました。広島会では、広島県との間で平成
２７年７月に同協定を締結して以来、平成２９年９月の尾道市を始め、県内 23 市町のうち、12の市町（※）と協定を締結しました。
今回の締結により、県内半数の市町と同協定を締結でき、いよいよ折り返し地点にたどり着きました。
広島県内では、平成 26 年に広島市内で局地的に発生した豪雨災害や、平成 30 年の呉市を中心とした広範囲にわたる
豪雨災害発生等、多くの人的被害が出るような災害が続いています。被災地の惨状は、どの現場においても目を背けたくなる
ような光景であり、住民や対応にあたる役場職員は憔悴し、混乱の中で何が正しいのか、何をすれば良いのかさえも判断が付
かない状態となります。そのようなときに、行政書士がその専門分野において、少しでも住民や役場の方々のお力になれたらと
の思いで、協定を進めてまいりました。
もちろん災害は発生しないに越したことはありませんが、引き続き全ての市町との協定締結に向けて、調整を進めていきたいと
思います。
※�広島市とも締結していますが、他士業と合同で組織される「士業連絡会」により締結しているため、単独調印ではありません。

Pick UPPick UP!  !  単位会単位会 各単位会の取組を
お知らせします。

行政書士会

広島県 世羅町・大崎上島町との災害時被災者支援協定締結

行政書士会

岐阜県 「ハローギフ・ハローワールド２０２２」に参加しました
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行政書士会

宮城県 大規模ワクチン接種会場を利用して
マイナンバーカードの普及促進事業を実施しました

兵庫会では、国際業務の専門知識をいかし、ウクライナから避難された方々の一日も早い日本での生活再建に資することを
目的として、「短期滞在」から「特定活動」へ
の在留資格変更についての説明動画を作成し、
YouTubeで公開しました。
在留資格は、日本での生活に欠かせない社

会保障や子供の学習に深く関係していますが、
どのような関係があるかといった情報が正しく伝
わっていなかったり、在留資格を変更することへ
の不安を感じたりされる方もいらっしゃいます。
そこで、今回の動画では日本に避難された
方々がスムーズに手続を行えるよう、以下のポイ
ントに絞り、ウクライナ語で説明しています。

1．日本に来る前（ビザの申込み）
2．日本に来た後の生活と在留資格の変更
3．日本での生活費
4．秘密を守ります
5．子供の在留資格と学校
6．在留期間の延長

なお、この兵庫会の活動については、６月
26日の神戸新聞に掲載されました。

宮城会は、宮城県からお声掛けをいただき、マイナンバーカード普及促進事業を仙台駅前の大規模ワクチン接種会場にて７月
４日を皮切りに７月末まで実施しました。
デジタル社会構築の基盤となる事業に貢献することができ、大変画期的であったと受け止めています。
これまでの宮城県市町村課と折に触れて意見交換を行ってきた経緯の中で、総務省と日本行政書士会連合会の委託契約
による「マイナンバーカード代理申請サポート」の話題に及びました。その際、同課から東北大学の協力によるワクチン接種の
会場において普及促進のための事業を行っていただけるならば、施設の利用をお願いしたいという提案をいただき、直ちに佐々
木会長をトップに検討を加えるとともに、双方の協議が整い冒頭のワクチン接種会場を利用した事業が実現する運びとなりま
した。
今回の事業のスタート当初、マイナンバーカード普及促進の場所が、大規模ワクチン接種会場内に開設されるため、接種に

来場する県民の方に違和感を与えるのではと危惧しまし
たが、幸いにも写真撮影から現像・貼付、記載指導、
申請書投函の案内など和やかなコミュニケーションと笑
顔を交えた表現を心掛けたことにより、心配した違和感・
ギャップを回避することができました。令和３年度に宮
城会が県内６市、延べ９会場を利用して実施した代理
申請サポートの経験が生きたと思います。そして、多く
の県民の方のサポートにつながることができ、加えて一
定の普及促進に寄与することができたと認識しているこ
とをお伝えさせていただきます。

行政書士会

兵庫県 ウクライナ避難民支援の動画を作成

企画・作成：兵庫県行政書士会　https://www.hyogokai.or.jp
協力：神戸国際コミュニティセンター（KICC）
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ADR推進本部から

社会をトランスフォーム
－トランスフォーマティブな調停を目指して－

裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部　本部員　伴　将史

「トランスフォーマティブ」なる概念に出会っ
たとき、私はその概念に強いインパクトを受けま
した。それは、社会をより良く変えることのでき
る考え方であるからです。多くの方にこの考え方
を知ってもらい共有できることを願い、このたび
紹介をさせていただこうと思います。

トランスフォーマティブ理論とはADRにおけ
る調停理論の一つであり、主に対話促進型ADR
を通して紛争の当事者が変化することを指しま
す。トランスフォーマティブ（Transformative）
は、トランスフォーム（変化させる、変形させる）
の形容詞で、そのような性質を持つという意味に
なります。そのため、そのような変化を促す調停
を変容型調停と呼ぶこともあります。調停、すな
わち話し合いによる紛争の解決には様々な方法が
あります。その一つとして、紛争の当事者の双方
が自らの言葉で相手方への要求や、その要求をす
る理由を語ることで、互いを理解しながら合意を
目指すことを調停人がサポートする方法を対話促
進型ADR（または自主交渉援助型ADR）と呼ん
でおり、各単位会が設置するADRセンターの調
停の中で採用している方法です。紛争の当事者の
自主的な交渉によって問題を解決することを、公
正かつ中立な第三者が助け舟を出しながら見守る
話し合いの方法です。

トランスフォーマティブ理論1.

ここからが本稿の主題になりますが、トランス
フォーマティブな調停、つまり変容型調停とはど
のようなものであり、紛争の当事者の何を変化さ
せることを目指しているものなのでしょうか。調
停は紛争を解決することを目的としていますが、
トランスフォーマティブな調停は、単に紛争を解
決することのみを目的としておらず、紛争の当事
者が調停を通して成長することを期待しているこ
とが特徴と言えます。当事者の成長、すなわち当
事者の変容という意味でトランスフォーマティブ
と呼ばれています。当事者は、調停の中で紛争を
経験し、解決するための方法を知り、実際に合意
ができたという体験をすることで、将来再び生じ
た紛争にこれらの経験を役立てることができま
す。実際の調停においては、当事者は怒りや不安
を抱えながらADRセンターを訪問するものの、
合意が無事に成立すると安心して帰っていきま
す。ここでもし、調停で体験、体得した経験を次
の紛争の際にいかすことができれば、当事者のみ
ならず、ADRセンターや調停人にとっても、と
ても有意義なことではないでしょうか。

近年の社会のグローバル化の拡大は著しいもの
があります。文化や宗教などの思想からモノの生
産、金融、資本、労働力、更には民主主義などの
社会体制にまで及びつつあります。その背景に

社会のグローバル化2.
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は、運命のコミュニティから選択のコミュニティ
に人々が属するようになったことが一因として挙
げられます。運命のコミュニティとは、人々が生
まれた土地にそのまま暮らし、昔ながらの習慣に
従い土地の文化を守り続ける共同体を指し、選択
のコミュニティとは、新しい土地に移住し、その
住民となった人々が形成する共同体のことを指し
ます。
グローバリゼーションによって、多様性が顕在
化しました。人種や文化的アイデンティティなど
の表層的なものから、同性婚を始めとする性的指
向や中絶を権利として保証するかなどの価値観に
関するものまで、様々な多様性が論じられていま
す。一例として、中央研修所研修サイト内にて受
講できる調停スキルに関する研修の中でも触れて
いますが、漬物の多様性について、日本人はたく
あんが世界で最もおいしい漬物であると思ってい
るとして、一方で、韓国の人はキムチが、中国の
人はザーサイがそれぞれ最もおいしい漬物である
と思っている場合、どの漬物が最もおいしいのか
を議論するのは不毛であるとしています。多様性
に基づく様々な考え方は、それらに優劣をつける
ものではなく、互いに認識し、承認していくもの
と考えるからです。しかしながら、多様性が紛争
に発展することもしばしばあります。そのときに
トランスフォーマティブ、すなわち調停を通して
成長し自己変容した人々が増えれば、多様性に対
して寛容な社会が期待できるのではないでしょう
か。

ここまで見てきたとおり、紛争解決は調停スキ
ルを身に付けた専門家らだけが図れるわけではあ
りません。成長し自己変容した当事者が紛争解決
を図れるようになると、同時に他者への理解や寛
容も社会に広がっていきます。紛争解決を専門家

トランスフォーマティブな調停を
目指して3.

や他人に任せるばかりでなく、自ら解決の方法を
知ることは、多様性を認める社会を醸成すること
につながります。そのため、調停を実施する者は、
トランスフォーマティブな調停を実践すべきと考
えます。
もし、調停が単に紛争解決だけを目的とするも
のならば、法律家が執り行う裁判や仲裁を選択し
た方がより確実に合理的な判断を得ることがで
き、紛争の当事者は安心することができます。し
かし、調停が裁判や仲裁では与えられないもの、
つまり当事者の成長や自己変容を提供できるので
あれば、それこそADRセンターが社会をより良
く変えていく存在になるものと思います。

既に触れていますとおり、中央研修所研修サイ
ト内に調停スキルに関する研修（基礎編・応用編）
があり、調停理論を学ぶことができます。今回取
り上げたトランスフォーマティブ理論を始め、そ
の他の調停に関する理論やスキル、調停の歴史を
学ぶことができますので、興味のある方は、是非
視聴いただけると幸甚です。

終わりに4.
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法教育推進委員会から

大分会では、平成 27 年度から研修部が主体となり法教育担当者会議を開催し、平成 28 年度から法教育を
実施しています。
ここ数年は新型コロナウィルス感染症の感染拡大の状況に鑑み、実施を見送っていましたが、一時的に感
染症の蔓延状況が落ち着きを見せた本年５月に、約４年ぶりとなる出前授業を実施しました。
当会では、当初は小学校高学年向けに出前授業を行っていましたが、本年４月１日に「民法の一部を改正
する法律」が施行されたことから、今回は専門学校生（18 ～ 19 歳）を対象に出前授業を実施しました。
小学生向けの法教育出前授業の実施までの道のり及び専門学校生向けの授業実施に至るまでの経緯等を踏
まえ、活動の趣旨や内容について御報告させていただきます。

１． 法教育出前授業の実施状況

（1）平成 29 年３月３日（第１回目）
「著作権について」
（大分市内小学校、対象：５年生）

（2）平成 30 年２月 27 日（第２回目）
「著作権について」
（大分市内小学校、対象：６年生）

（3）令和４年５月 17 ～ 20 日（第３～６回目）
「成年年齢引き下げで何が変わるのか」
（大分市内専門学校、対象 18・19 歳）

２． 各法教育出前事業の実施概要
（1）�小学生向け法教育出前授業について
（第１・２回目）

�【実施目的】
小学生等の早い時期から法律への意識を持つこ

とは、法や司法制度、これらの基礎になっている
価値を理解し、法的なものの考え方を身に付ける
ために有意義であるため（法務省「法教育研究会
報告書」参照）。

【テーマ（著作権）の選択理由】
自分の権利を守り、他人の権利を尊重するとい

う法律の基礎的な考え方が比較的分かりやすく、
小学生にとっても身近に感じられるテーマである
ため。例えば子供が家で描いた絵にも著作権があ
ります。自分の意識していないところで著作権が
発生し、知らないうちに他人の著作権を侵害する
場合もあるということを法教育の授業で学んでほ
しいため。

小学生向け法教育授業の様子

【授業実施内容】
著作権について（全 40 分）
①はじめに、行政書士の紹介
②�著作権情報センター作成の著作権に関するアニ
メDVDの視聴
③著作権についての説明
④著作権クイズ
４問の著作権クイズを出題。グループに分かれ
て、全員で答えを考えてもらう。
各グループに当会の担当者１名が付いて議論を
促す。
⑤発表・解説
クイズの答えと理由を発表してもらう。法律に
は対立する利益があるため、双方の考えを斟酌
した上で、どのような結論を出すか、その過程
で法的な考え方を学んでもらう。

（2）�専門学校生向け法教育出前授業について
（第３～６回目）

法教育の取組について
� ＜大分県行政書士会＞
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【実施目的】
正しい法律の知識を習得するこ

とにより、論理的思考を身に付け、
豊かな社会生活を営んでほしいた
め。また、行政書士という職業に
ついても知ってもらい、興味を持っ
てもらうため。

【テーマ（成年年齢引き下げで何が
変わるのか）の選択理由】
令和４年４月１日に「民法の一

部を改正する法律」が施行され、
成年年齢が引き下げられました。
そこで、今後、金銭トラブル等に巻き込まれない
よう、適切な法的知識を得てほしいため。

専門学校生向け法教育授業の様子

【授業実施内容】
「成年年齢引き下げで何が変わるのか」について（全
50 分）
①専門学校の先生より御挨拶
②�当会の法教育担当者から挨拶（担当講師の紹介
等）
③講座開始（パワーポイント使用）
講座では、法務省発行の「法教育リーフレット」
に基づき、契約時における具体的なトラブル事
例を挙げ、未成年者取消しが適用されなくなる
ことにより生じ得るトラブルや、その対策等に
ついて話をしました。
また、学生に興味を持ってもらうため、法律を
分かりやすくかみ砕いて説明し、適宜学生へ質
問を行う等のコミュニケーションをとることを
心掛けました。

【学生アンケート回答】
・�成人年齢が引き下げられたことについて、詳しい
内容を知らなかったので、知ることができてよ
かったです。この講義で学んだことを生かしてい
きます。

・�今まで以上に気を引き締めて日々過ごそうと思い
ました。有意義な時間でした。この特別講義を受
けられてよかったです。
・�今回の授業を聞いて、行政書士の仕事の内容を知
ることができ、親近感が湧きました。

（資料一部抜粋）
�

３． ＜事例＞法教育の発案から実施までの流れ（初回開催時における実施までの流れ）

開催年月 内容
平成27年11月 第１回法教育担当者会議開催
平成28年３月 第２回法教育担当者会議開催　

授業内容（著作権）を決定
大分市学校教育課へ法教育実施機会
の提供を依頼

平成28年６月 第３回法教育担当者会議開催
授業内容を大分市学校教育課へ提示

平成28年９月 大分市学校教育課へ具体的な開催時
期の提案、各学校向け資料の提出

平成29年１月 大分市学校教育課へ改めて法教育実
施機会の提供を依頼

平成29年２月 大分市内の小学校から法教育授業の
実施依頼があり受託
法教育授業リハーサル実施
（場所：当会事務局）
小学校にて打合せ

平成29年３月 法教育授業最終リハーサル実施
（場所：当会事務局）
小学校にて法教育授業実施

４． 今後について
価値観が多様化・複雑化している現代社会の中で正し

い法知識を得ることは、学生の将来にとって、とても意
義が大きいものであることから、近年、教育関係者間に
おいても法教育はますます重要視されているようです。
当会では、今後も継続的に法教育事業を推進するこ

とで社会に貢献し、同時に行政書士の知名度向上につな
がるよう努めてまいります。
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2022 年 7 月 27 日 午後 1 時 21 分

まもる先生は、知り合いのＢさんから、夫Ａさんと離婚することになり、Ｂさんが５歳の男の子Ｃ君の親権者とな
ること、ＡさんがＢさんにＣ君の養育費としてＣ君が 20 歳になる月まで毎月５万円の養育費を支払うことを合意し
たのですが、これを公正証書にした方がよいか相談を受けました。
まもる先生も相応の知識を持っていましたが、養育費の定めを公正証書に記載することのメリット等について、念

のためミネルヴァくんに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９回　養育費の定めとその履行確保

ユキマサくん

こんにちは。９月だけどまだまだ暑いね。台風も心配だよ。でも今夜は十五夜だね。

養育費の強制執行には強い効力があると聞いたことがあるよ。

通常だと、債権の支払時期が到来するごとに債権差押えをしなければならないけれど
（民事執行法 30条１項）、養育費の場合には１回の債権差押えで、その後に支払時期
が到来する養育費についても差押えの効力が続くということだね。

源泉徴収税等を控除した給与が 30万円だとすると、15万円までは差押えができるんだね。

ところで、ミネルヴァくんに聞きたいことがあるのだけど、養育費を公正証書にするメリットは何かな？

三つ目は何かな？

ミネルヴァくん

ボクは窓にすすきを飾って虫の声を聞きながら、中秋の名月を眺め、月見団子を食べるのが好きです。

よく知っていますね。主に三つの点で強い効力があります。まず一つ目は、養育費の
一部に未払いがあったときは、その後に支払期が来る養育費の支払についても債権差
押えができることです（民事執行法 151 条の２第１項）。

そうです。１回の差押えで済むということは、申立費用や手間が軽減され、申立人に
とって大きなメリットと言えます。二つ目は、一般の債権ですと給与の４分の１しか
差押えができないのですが（民事執行法 152 条１項）、養育費の場合は給与の２分の
１を差し押えることが可能です（同条３項）。

もちろん、養育費の未払額の範囲内ですがね。

養育費で強制執行をするには債務名義というものが必要ですが、公正証書は債務名義となります（民事
執行法 22条５号）。また、公正証書を作成したときに、養育費の支払義務者である親（多くは父親）に
対して公正証書の謄本（写し）を交付送達（同法 29条）しておき、さらに強制執行ができるという執
行文の付与（同法 26条１項）を受けておくと、支払義務者が養育費の支払を怠ったときは、養育費の
支払の権利者である親（多くは母親）は直ちに強制執行を申立てることができます。
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2022 年 7 月 27 日 午後 1 時 21 分

ユキマサくんは、ミネルヴァくんから聞いたことをまもる先生に伝えました。

市町村や日本年金機構等に何の情報を求めるの？

養育費については手厚く保護されているね。

市町村の援助は他にもあるのかな？

今日は養育費について、いろいろと教えてくれてありがとう！

債務者（養育費支払義務者）が離婚した後、勤務先を変えたにもかかわらず、新しい
勤務先を養育費請求権者である親に知らせないことがあって、給与を差し押えようと
しても勤務先が分からないという不都合を解消できることが期待できるね。

わーい！うれしい！

そのほかにも養育費の保証会社の制度があると聞いたことがあるのだけど…

給与差押えに有効な手段だと思います。ただし、財産開示についての要件が必要ですし、財産開示
期日が開かれてから３年以内に申し立てることが必要です（民事執行法 206 条２項、205 条２項）。

これらの機関は債務者の勤務先の情報を有していることが多いため、その情報の提供を求めるのです。

まもる先生

改めて整理してもらうと、養育費の定めの重要さがよく分かるね。ありがとう。
とても参考になったよ。お礼にお客様からいただいた月見団子を分けてあげるね。

従来から、債務者に対する財産開示制度があったのですが、財産開示期日が開かれても債務者が
協力しないなどといったことがありました。そこで、養育費その他の債権については、令和元年
の民事執行法の改正により、市町村や日本年金機構等に債務者の情報提供を求めることができる
制度ができました。ちなみに、同じく令和元年の民事執行法の改正により、公正証書による債務
名義についても財産開示が利用できるようになりました（民事執行法 197 条１項。改正前の同項
では、公正証書は除かれていました。）。

離婚届にも養育費の取決めの有無、公正証書の作成の有無にチェックする欄が設けられ、
養育費の定めの注意喚起がされています。離婚しても子を看護していない親からの金銭
的援助がなく、子の看護親が経済的に困窮することを少しでも防ごうという目的が、上
記のような特例が設けられた背景にあるのです。

そうですね。養育費の支払について、民間の会社が養育費支払請求権者との間で保証契約を、養育
費支払義務者との間で保証委託契約を締結し、養育費の支払が滞った場合に、支払義務者に代わっ
て保証会社がその支払をする制度です。この保証契約をする場合、保証会社に対して保証料を支払
う必要がありますが、市町村の一部には、その保証料につき援助しているところもあります。

養育費の支払につき作成した公正証書の費用を援助してくれる
市町村もあります。詳しくは市町村役場にお尋ねください。

ボクもユキマサくんと話ができてうれしかったです。
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行政書士申請取次事務研修及び
実務研修の受講機会の増加への取組

中央研修所通信9月号

現在、中央研修所では、届出済行政書士となるために必要な事務研修（新規）及び実務研修（更新）

（以下、「研修」という。）を実施しています。これは、平成元年６月に出入国管理及び難民認定

法施行規則が改正され、行政書士が申請取次制度に参入した後、平成 16 年に同規則が改正され、

各地方出入国在留管理局（当時は入国管理局）（以下、「入管」という。）への届出が各県の行政

書士会を経由して行われることになった際に今の形式となったものです。行政書士が申請人に代

わって地方入管に出頭し、申請を取り次ぐ上で必要な倫理、そして必要最低限の知識を取得して

いただくためのものです。

令和２年から始まった新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、それまで集合形式で

実施していた研修は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として、ビデオ・オン・デマン

ド（以下、「VOD」という。）方式に変更となりました。同時に、それまでは全国各地で年間 12

～ 13 回（事務研修６回、実務研修６～７回）の研修を実施していましたが、開催方法の大幅な

変更に伴い、周知期間・申込受付期間・受講期間を長めに設定したこと、更に従来は行っていな

かったレポート審査等事後の事務作業に相応の時間を要することなどから、年間６回（事務研修

２回、実務研修４回）に回数を減らさざるを得ませんでした。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために緊急的な対策として開始したVOD方式での

研修ですが、約２年が経過した現在でも、いまだ集合形式での研修は開催を躊躇するような状況

が続いています。この間、多くの会員から、研修の回数の増加について御要望をいただき、中央

研修所としても、届出済行政書士となるため、若しくは既に届出済行政書士の方の期間更新のた

め、より多くの機会の提供を行わなければならないと検討を重ねてまいりました。その結果、本

年度後半から、その体制を構築することが可能となり、研修の回数の増加を実施していくことに

なりました。研修の受講を希望される会員の皆様には、少しでも機会の拡大につながればと考え

ています。

今後、以前のような集合方式の研修を実施するのか、現在のVOD方式の研修を継続するのか

は、新型コロナウイルス感染症が終息してからの検討となりますが、VOD方式の研修を継続す

る場合、最も望ましい状況は、受講を希望される会員がいつでも受講できる状況が作られること

ではないかと考えています。中央研修所としては、研修の常時受講可能な体制構築を目標と定め、

日行連申請取次行政書士管理委員会と連携し、方法論や確認した問題点の解決案を検討し、早急

な体制構築を目指したいと考えています。

これからも、より利用しやすいシステム作りや研修内容の充実を目指し、会員の皆様の業務に

役立つ研修を続けてまいります。
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日行連の主な動き Monthly Report2022. 7 Jul.

7日

木
法改正推進本部会議

【協議事項】
⑴  財産管理規定について
⑵  法改正の進め方について
⑶  その他

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】

⑴  本年度申請取次関係研修について
⑵  VOD収録に係る講師依頼について
⑶  責任者会議の開催について
⑷ その他

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 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 パブリックコメントへの対応について
⑶  申請取次関係研修会（VOD方式）における会

員への受講機会の拡大について
⑷ その他

登録委員会
【登録審査】

⑴  審査件数(140件）
⑵ その他

1日

金
法規監察部会

【協議事項】
⑴  広報月間における監察活動の重点項目につい

て
⑵ 監察案件等について
⑶  照会案件等について
⑷ その他

5日

火
登録委員会

【登録審査】
⑴  審査件数(90件）
⑵ その他

6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（～7日）
【合議事項】

⑴  理事会の議案等について
⑵  専門員の登用について
⑶  文書の閲覧・写しの請求申請について
⑷ 令和５年度定時総会の開催場所について
⑸  申請取次関係研修会（VOD方式）に係る諸課

題への対応策について
⑹  その他

20日

水
理事会（～21日）

【議案】
第1号議案　 日本行政書士会連合会徽章等規則

の一部改正（案）
第2号議案　 登録システム再構築引当資産を取り

崩す件（案）について
第3号議案　 登録委員会委員の選任について

21日

木
法務業務部会

【協議事項】
⑴  本年度事業の具体的推進について
⑵ その他

ADR推進本部会議
【協議事項】

⑴  本年度事業の具体的推進について
⑵ その他

28日

木
中央研修所運営会議

【協議事項】
⑴  本年度事業計画・予算について
⑵ その他
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コスモス広報月間の実施に向けて

コロナ禍における広報月間の活動は本年で３回目と

なります。

積極的な活動を断念せざるを得なかった 2020 年（令

和２年）、地域の実情に合わせた活動を行うこととし

た 2021 年（令和３年）、思うに任せない状況にあって

も全国の支部会員の努力により、コスモスの広報活

動の灯を絶やすことなく継続してきたことに感謝いた

します。

本年６月には新規感染者数が減少するなど感染拡

大状況が落ち着きを見せ、社会活動も少しずつ前向

きに進んでいるかに思われた矢先、本稿を執筆して

いる７月に入ると新規感染者数は全国的に顕著な増

加を示し、幾度目かの大きな波の到来が認識される

状況になり、三度、感染拡大に配慮しながら広報活

動を行うこととなります。

広報活動にはいくつもの機能（活動）が求められ

ますが、コスモス広報月間において期待される機能（活

動）は大きく二つを想定しています。一つは成年後

見制度とこれを担うコスモスが具体的にどのような活

動を行っているのかという情報を広く内外に周知・発

信すること、そしてもう一つは情報を受け取る相手方

と双方向でコミュニケーションを行うことです。

この二つは表裏の関係にあり、いずれも欠くことが

できない活動ですが、成年後見制度に関わる活動は

司法手続、介護・福祉、本人の生活全般など広範に

わたるため、コミュニケーションの相手方は、各地の

令和４年度コスモス広報月間の実施活動 地域包括支援センター（地域により呼称が異なること

があります。）、中核機関（地域により呼称が異なるこ

とがあります。）、市区町村の介護・福祉の担当課、

各自治体の社会福祉協議会、成年後見制度を担う専

門職団体、家庭裁判所、各種高齢者施設、病院など

多種多様です。

これらの組織、団体と双方向でコミュニケーション

を行うことは新たな活動の源泉となります。コロナ禍

にあってコミュニケーション方法が多様化し、オンラ

インによる会議、打合せが定着していますが、新た

に関係を構築し、強化するためには感染症対策に十

分配慮しながら直接コミュニケーションを図る必要が

あります。

積み重ねた信頼は地域において大きな力となりま

す。成年後見制度の担い手として制度を必要とする

方にとってなくてはならない存在となるべく、関係構

築中の支部においては引き続き地道な活動を継続し、

関係を既に構築している支部においては維持・強化

をはかる機会として、広報月間の活動を行います。

　

 第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和４～

８年度）に基づいた活動が各自治体等で始動してい

ます。今回の基本計画のポイントとしては、（１）地

域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進、（２）

尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするた

めの成年後見制度の運用改善等、（３）司法による権

成年後見制度利用促進基本計画と広報活動

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
専務理事　勝尾　太一
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利擁護支援などを身近なものにする仕組みづくりが挙

げられます。

コスモスとしても広報活動を通じて、この計画に

沿った制度の利用促進に寄与するため、成年後見制

度の必要性など権利擁護支援に関する理解の浸透や

権利擁護支援に関する相談窓口として、コスモス各

支部を利活用していただくための周知を図ってまいり

ます。

現下、成年後見制度の周知や相談窓口の紹介のた

めに、大規模な市民向け講座の開催・無料相談会の

実施は制約されますが、感染症対策を講じた上でこ

れを実施いたします。

日本行政書士会連合会、各単位会、関連団体にお

かれては、コスモスの活動を御理解いただき、引き続

き御支援くださいますようよろしくお願いいたします。

賛助会員募集の御案内
上記の正会員以外に、コスモスの活動を支援していただける賛助会員（後見業務を行わない方）

も募集しています。後見業務に興味をお持ちの方は、是非御検討ください。
・会員向けの研修を受講することができます。
・賛助会員については、行政書士でない方も御入会いただけます。
・年会費 24,000 円から（１口 12,000 円、２口以上）
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［コスモスへの入会の御案内］

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター（以下、「コスモス」という。）では、成年後
見制度を通じ、高齢者、障がい者等の権利の擁護・福祉の増進に寄与するため、成年後見人等の
養成・指導・監督、後見人候補者の推薦、成年後見制度の普及啓発活動を行っています。

全国約 50,000 名の行政書士のうち、4,000 名以上の会員で活動することを目指し、正会員を募
集しています。コスモスの活動目的を御理解いただき、是非御入会ください（入会手続について
は、ホームページ https://cosmos-sc.or.jp/entry.html を御覧ください。）。

・ 行政書士がコスモスに入会するためには、原則として入会前研修（30 時間）を受講の上、
考査に合格する必要があります。

・ 入会金 10,000 円、年会費 24,000 円を御負担いただきます。
・ 成年後見賠償責任補償制度への加入が必要です（年間保険料 5,810 円）。
・ 入会後は、受託している成年後見業務について、年に 4 回の業務報告を行う必要があります。

また、２年ごとに更新研修（８時間）を受講していただきます。

入会前研修の実施時期など詳細については、お近くのコスモス支部までお問合せください。
なお、コスモス支部が設置されていない単位会の会員は現時点では入会できません。

コスモス Information
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国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ
～倫理の保持に御協力ください～

国家公務員は、法令により利害関係のある事業者（裏面参照）の皆様から原則として、
以下の行為を受けることが禁止されています。国家公務員自身が襟を正すことは
もちろんですが、事業者の皆様におかれましても、御理解・御協力をお願いします。

●  金銭や物品の贈与
●  酒食等のもてなし（接待）
●  車での送迎など、無償でのサービス提供
●  一緒に麻雀等の遊技、ゴルフ、旅行をすること
●  金銭の貸付け
●  未公開株式の譲渡
●  無償での物品や不動産の貸付け
※上記の禁止行為に該当した場合でも、一部例外として認められるものもあります。
　詳しくは国家公務員倫理審査会ホームページ（https://www.jinji.go.jp/rinri/index.html）を御覧ください。

利害関係があるとは･･･

公務員倫理ホットライン（国家公務員倫理審査会の相談・通報窓口）
メールアドレス： rinrimail@jinji.go.jp ※通報した方の氏名等は窓口限りにとどめるなど通報者が

　不利益な取扱いを受けることがないよう万全を期しています。
   なお、匿名での通報も可能です。公務員倫理ホットライン 検索

表面にある禁止されている行為をしている国家公務員を見かけた方は･･･

国家公務員が以下の職務権限をあなたの属する事業者（※）に持っている場合です。

※国や地方公共団体などの団体のほか、個人事業者も含まれます。

　利害関係者ではない事業者からであっても、国家公務員が繰り返し接待を受けるなど、
社会通念上相当と認められる程度を超える接待・贈与を受けた場合には、
その国家公務員が法令違反となります。

倫理審査会
公式マスコット  りんりん

令和３年３月　国家公務員倫理審査会作成

♦事業所管　　　　　　　♦許認可　                  ♦補助金交付
♦立入検査、監査、監察　♦不利益処分や行政指導　♦契約          など
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登録者数（令和4年7月末日現在）
合　　　計 51,098 名
内　　　訳 男 43,230 名 女 7,868 名
個人事務所開業 男 41,096 名 女 7,130 名
行政書士法人社員 男 1,554 名 女 338 名
個人使用人行政書士 男 345 名 女 217 名
法人使用人行政書士 男 235 名 女 183 名

コロナの影響で家にいる時間が以前より長くなったことか
ら、ボトルアクアリウムを始めました。スフィア型のボトルに
底砂を入れ、水草を植え、水を張り、光を当て、バクテリアを
育て、小さな魚を泳がせます。魚たちの出す二酸化炭素を吸収
した水草は光合成によって酸素を出し・・・と、小さいながら
もバランスの良い生態系が築かれるよう心を配り、美しい小惑
星のようなボトルが出来上がると、自分が宇宙を守るウルトラ
の母になったような穏やかな気持ちになれます。
スマホの電源を入れっぱなしにしていると、毎日のように
暴力的で暗く悲しいニュースが目に耳に飛び込んできます。そ
うした報に衝撃を受け、感情移入しているうち、自分自身の心
も深く傷つき、病んでしまうのではないかと怖くなるときがあ
ります。そんなときは、水や水草に触れ、生き生きとした可愛
らしい魚たちの動きや表情を観察することで、心をニュートラ
ルに戻します。
現代人の一日に触れる情報量は、平安時代に生きた人の一
生分とも言われます。あえてスマホの電源を切って、自然に触
れる時間を持つことも、私たちには必要なことなのかもしれま
せん。
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異動状況（令和4年7月中の処理件数）
新規登録 合　計 226 名

内　訳 男 179 名 女 47 名
登録抹消 合　計 87 名

内　訳 男 75 名 女 12 名
抹消内訳 廃　業 66 名

死　亡 21 名
その他 0 名法人会員（令和4年7月末日現在）

 法人会員数 1,065
 法人事務所数 1,307

主たる事務所数（行政書士法人数） 875
従たる事務所数 432

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（池垣）

会

員

の

動

き
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