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令和4年度会長会を開催して
９月 15 日、石川県金沢市において、令和
４年度会長会を開催いたしました。
会長会は、日行連を構成する都道府県行政
書士会（単位会）の会長が一堂に会して、そ
れぞれの取組や課題等を共有し、単位会の円
滑な運営と進展を図ることを目的に年１回開
催されています。慣例として、これまで全国
各地で開催してまいりました。
前回の地方開催は新潟県湯沢市で、コロナ
禍以前の令和元年９月のことでした。その後、
終わりの見えないコロナ禍が続き、令和２・
３年度は地方開催を断念し、東京にて開催い
たしました。今回、令和２年度に開催予定地
としていた石川県での開催環境が整ったと判
断し、実施を決定いたしました。加賀百万石
の歴史と伝統が息づく城下町金沢における開
催であり、御出席の皆様においては印象深く
心に刻まれたことと思います。石川会の３年

にもわたる多大なる御尽力により、無事に会
長会を開催できましたこと、この場を借りて
心から御礼申し上げます。

本年度の会長会は、日行連デジタル推進本
部から、マイナンバーカード代理申請手続事
業及び会員管理システム再構築事業の２点に
ついて、それぞれの進捗状況を報告いたしま
した。また、意見・情報交換のテーマとして
掲げた「①デジタル化への対応について」、「②
各単位会における倫理研修について」に関し、
単位会長による事例発表や活発な意見交換が
展開されました。その内容の一部を、以下に
御紹介いたします。

まず、日行連デジタル推進本部から、マイ
ナンバーカード代理申請手続事業について、
会長会開催日時点での実績件数が報告されま
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した。新入会員の業務としての取扱事例が増
えていることも挙げられ、事業の重要性を改
めて会員各位に伝えつつ成果につなげられる
よう、単位会長により一層の協力をお願いし
ました。また、単位会における具体的な取組
として、新入会員を中心に相談員を確保する
とともに、自治体に対し支援に関する周知を
行った結果、多くの相談員の派遣要請や相談
につながり、自治体から高い評価を得ること
ができたことなどの報告がなされました。
この事業は、国や自治体からの行政書士に
対する信頼を高めるためにも、大変重要な意
味を持ちます。すなわち、行政手続のデジタ
ル化が進展する社会において、代理手続の担
い手として行政書士が認知されていくことに
直結します。将来の行政書士業務にも関わる
ものと考えますので、是非とも積極的な御協
力を関係各位にお願いしたいと思います。
会員管理システムの再構築については、全
体のスケジュールを説明しました。現在、単
位会へのヒアリング等を経て開発業者への提
案依頼書（仕様）を取りまとめたところであ
り、今後、開発業者の選定に入る段階である
ことを報告しました。新たな会員管理システ
ムの構築は、許認可申請等の電子化への対応
を図るとともに、行政書士会のデジタル化も
目的としています。これにより、行政書士の
登録関係手続の電子化が進めば、会員にとっ
ては変更等の各種手続の処理期間が短くな
り、単位会にとっては作業負担の軽減が期待
できます。さらに、デジタル上での公的な資
格確認システムとの連携ができれば、行政書
士が行う各種許認可等の電子申請による業務
が、より効率的かつ効果的に行えることが期
待できます。新システムの開発は、デジタル
社会の行政書士業務を推進する上で、根底を
なす事業となりますので、是非とも御理解い
ただきたいと思います。

続いて行われた意見・情報交換では、会長
会の主たる目的として、先述の二つのテーマ
について各単位会の事例発表や意見交換など
が行われました。

「①デジタル化への対応について」では、
自治体の許認可等電子申請に対する単位会の
取組などが発表されました。内容としては、
単位会からの自治体への働きかけにより、電
子申請の行政書士用ページや代理申請欄の設
置などに関する自治体予算が計上された事例
の紹介がありました。また、県議会議員への
働きかけを通じて、関係会議などへの行政書
士会の参画を求められた報告などがありまし
た。一方で、単位会の事務局内のデジタル化
に関する取組事例が報告されました。外部に
対する働きかけのみならず、内部のデジタル
化を推進する重要性も共有されました。
「②各単位会における倫理研修について」
では、各単位会がそれぞれ行っている倫理研
修について、様々な視点から報告がなされま
した。その中では、職業倫理と専門家責任に
特に注力してきたことや、単位会に寄せられ
るクレームから課題を見つけた事例等が報告
されました。また、業際問題に対して会員に
「職務」を理解してもらうことの重要性や、
日行連と単位会の研修のすみ分け等について
課題が提起されました。令和５年８月末には、
倫理研修を義務化した日行連の倫理研修規則
が施行されます。行政書士に対する国民の信
頼を一層高めるため、より効果的な倫理研修
を構築する必要があります。この点について
も、会員の皆様の御理解と御協力をいただき
たいと思います。

会長会に御出席された皆様が、今回交わさ
れた様々な意見や情報を単位会に持ち帰り、
地元における課題の解決、そして行政書士制
度の普及・発展に大いに役立ていただけるも
のと期待しています。それが会員の皆様の業
務にも、より良い影響を与えてくれることと
思います。日行連といたしましても、今回い
ただいた様々な御意見を参考に、積極的な事
業展開をしてまいります。引き続きの御支援、
御協力を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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会員の皆様には、日頃から日行連の事業運営に御理解御協力をいただいていますこと心から御礼申し上げます。
また、先般は、３年ぶりに会長会が石川県で開催されましたことに感謝いたしますとともに、御尽力いただき

ました関係各位に厚く御礼申し上げます。
本年度におきましても、皆様の御意見を基に精力的に事業を展開してまいりたいと思います。私からは担当部

署の活動について御報告いたします。

国際・企業経営業務部
新型コロナウイルス感染症の水際対策の緩和により、インバウンドを始め国内経済の立て直しが期待される中、

日本企業を取り巻く環境は大きく変化し、今後、企業に対する支援業務も増えていくものと予想されます。官公署
に提出する書類作成のほか、補助金・助成金の相談、知的財産戦略における知的資産経営の推進、更には事業承継
及びその後の PMI（Post Merger Integration ／ M&A（合併・買収）後の統合プロセス）支援等においても、身
近な相談相手として「そうだ、行政書士に相談しよう！」の気運を高めてまいります。

また、国際部門においては、外国人の在留手続業務が増える中での出入国在留管理制度の適正な運用に寄与し
てまいります。ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻におけるウクライナ避難民等への支援窓口についても設
置を継続し、国際貢献に努めてまいりたいと考えています。

改正行政書士法対応委員会
行政不服審査法に対応するため創設された特定行政書士制度の更なる周知のため、このたび、特定行政書士徽

章を作成いたしました。行政不服申立手続代理業務を通して、国民と行政の懸け橋となる特定行政書士制度の PR
と活躍の場を広めていけるよう事例紹介なども検討しています。

権利擁護推進委員会
先般の会長会において、法務省人権擁護局プロジェクト「My じんけん宣言」を宣言いたしました。「ビジネス

と人権」の取組として企業における人権擁護の必要性が高まる中、日行連として、人権を尊重する行動をとること
を宣言し、「行政書士の権利擁護に関する基本理念」を掲げました。

そして、行政書士権利まもり隊のユキマサキャラクター（高齢者、子ども、女性、外国人、障がい者、みんな、
LGBT 等）の周知にも力を入れています。多様化する社会の中で、必要とされる行政書士制度の PR を全国展開し
てまいりたいと思います。

行政書士業務を通して、国民の権利利益の実現に資すること、また、誰一人取り残さない社会を目指して、全
ての人の権利を擁護し、全ての人の権利が尊重される健全な共生社会の実現に寄与してまいります。

また、権利擁護に関わるものとして、ジェンダーギャップの問題にも取り組んでいます。
令和２年から、日行連も内閣府男女共同参画推進連携会議（以下、「連携会議」という。）に構成員として参加

しています。令和４年のジェンダーギャップ指数の日本の順位は 146 か国中 116 位と発表され、特に経済分野にお
いては、管理職の女性割合が低いことや平均所得が男性より低いことが要因とされ、更なる努力が企業に義務付け
られました。

日行連においても、全国５万人超の会員のうち女性会員の割合は僅か 15％となっています。一般財団法人行政
書士試験研究センターの昨年のデータでは、受験者に占める女性割合は約 30％、合格者の女性割合は 27％です。

連携会議での情報を各単位会にもできる限り共有させていただき、持続可能な行政書士制度のために、女性に
限らず全ての方々がやりがいを持って活躍できる環境を目指していきたいと考えています。皆様の御理解御協力を
いただければ幸いでございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

持続可能な行政書士制度を目指して
副会長　坪川　貞子
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１．はじめに �

　建設業は、少子高齢化による生産年齢人口の減少
がより深刻な産業の一つです。建設業への入職者数
は産業規模に比較して低水準が続き、年齢構成にお
いていびつな産業構造となっています。令和３年現
在、建設技能者約 309万人のうち 25.7％に当たる約
79.5 万人が 60 歳以上である一方、30 歳未満は 12％
に当たる約 37.2 万人にとどまります。
　こういった現状を踏まえ、建設分野では、生産性
向上と国内人材確保の取組を最大限行ってもなお不
足する人材を確保するため、平成31年４月から創設
された新たな在留資格「特定技能」制度の導入時か
ら特定技能外国人の受入れを開始しました。
　また、建設分野では、技能実習制度において、他分
野に比して多くの失踪者や法令違反を出したことの反
省に立ち、建設業固有の特性、すなわち、従事する工
事によって建設技能者の就労場所が変わるために現場
ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注
状況による仕事の繁閑で報酬が変動するという実態を
踏まえて、建設分野固有の上乗せ措置を設けています。
外国人材の適正な受入れを業界全体で推進する体制の
下で制度の運用を行っており、令和４年６月現在、8,492
人の１号特定技能外国人が建設現場で活躍しています。

２．改正の背景 �

　特定技能制度の創設当時、建設分野においては、専
門化が進んだ建設業界の実情を重視するとともに、技
能実習からの移行も円滑になされるよう、関連専門
工事業団体からの声も踏まえて、技能実習実施職種
のうち、深刻な人手不足への対応の必要性が高いと

建設分野における特定技能制度の
改正について

国土交通省　不動産・建設経済局　国際市場課

認められた職種について、特定技能外国人の受入れ
を開始しました。その後、技能実習実施職種以外の
業務も含め、関連専門工事業団体からの声も聞きな
がら、新たに受入れの必要性が認められた業務につ
いて追加を行い、令和２年２月以降、19の業務区分
で特定技能外国人の受入れを行ってきたところです。
　しかしながら一方で、このような専門分化に対し
個々に対応した制度は、１人の技能者が関連性のあ
る複数の業務に対応することが一般的である地域の
中小建設業の人手不足に十分対応できる制度となっ
ていない実態が明らかになってきました。また、特
定技能制度の活用を新たに希望する工事業の増加も
認められたところです。
　このような状況に鑑み、令和４年８月30日に閣議
決定された「建設分野における特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針」では、「特定技能の
在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」で掲
げる「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化す
る人手不足に対応する」という特定技能制度の趣旨
も踏まえて業務区分を抜本的に見直し、地方を中心
とする多能工の人手不足により的確に応えられる制
度へ改正されました。

３．主な改正事項 �

（１）�業務区分の統合
　従来、19に分かれていた業務区分を、業務の性質
を踏まえて「土木」「建築」「ライフライン・設備」
の３区分への統合を行いました。
（２）�対象範囲の拡大
　これまで特定技能の受入対象職種の業務区分に含
まれていなかった技能実習職種を含め、建設業に係
る全ての作業を新業務区分に分類しました。
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４．業務区分統合に係る留意点 �

（１）�既に１号特定技能外国人として就労中の方の業
務区分

　業務区分統合前に、既に１号特定技能外国人とし
て就労中の方は、業務区分統合後、自動的に新業務
区分に読み替えられます。詳しくは、「建設特定技能
の制度改正に係る業務区分の読み替え表」を御参照
ください。
（２）�業務区分と従事できる工事業の考え方
　在留資格上の業務区分は、作業の性質を基にした
分類であり、作業現場の種類による分類ではありま
せん。そのため、従事する作業については、現場を
問わずに実施可能です。また、同一業務区分内の作
業であれば、他の工事業に係る作業であっても従事
することができます。
　したがって、認定を受けた在留資格に含まれる工
事業であれば、現場の種類を問わず、従事すること
が可能となります。

建設特定技能の制度改正に係る業務区分の読み替え表
　令和 4年 8月 30 日時点で特定技能１号の在留資格を有して
おり（建設特定技能受入計画を申請中の者を含む）、下表の左欄に
掲げる業務区分の１号特定技能外国人は、それぞれ同表の右欄に
掲げる業務区分に対応する１号特定技能外国人とみなす。また、
右欄に複数の区分が記載されている場合は複数区分を取得してい
るものとみなす。

旧業務区分 新業務区分

型枠施工区分 土木区分 及び 建築区分
左官区分 建築区分
コンクリート圧送区分 土木区分 及び 建築区分
トンネル推進工区分 土木区分
建設機械施工区分 土木区分
土工区分 土木区分 及び 建築区分
屋根ふき区分 建築区分
電気通信区分 ライフライン・設備区分
鉄筋施工区分 土木区分 及び 建築区分
鉄筋継手区分 建築区分
内装仕上げ区分 建築区分
表装区分 建築区分
とび区分 土木区分 及び 建築区分
建築大工区分 建築区分
配管区分 ライフライン・設備区分

建築板金区分 建築区分 及び ライフライン・設
備区分

保温保冷区分 ライフライン・設備区分
吹付ウレタン断熱区分 建築区分
海洋土木工区分 土木区分
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（３）�業務区分統合に伴う手続について
　業務区分統合前に特定技能１号の在留資格を有し
ている特定技能外国人については、業務区分統合後、
自動的に新業務区分に読み替えられますので、従事
させる作業を追加又は変更しない限り、国土交通省
等への届出等の手続は不要です。
　ただし、従事させる作業を追加又は変更する場合
には、従事させる作業について、同等の技能を有す
る日本人と同等以上の報酬になるよう昇給を行うこ
とが必要となる場合がありますので、雇用契約書を
新たに締結するか、基本賃金等に係る変更契約を
行った上で、外国人就労管理システム上で基本給の
変更届出を行う必要があります。

５．おわりに �

　以上、建設分野における特定技能制度の改正につ
いて御紹介しました。
　建設業は、社会資本整備の担い手であるとともに、

業務区分と従事できる工事業の考え方

①在留資格上の業務区分は、作業の性質をもとにした分類であり、作業現場の種類による分類ではない。
従事する作業については、現場を問わず実施可能。
元請け企業においては、下請け企業との請負契約による工事（作業）に携わる際に適した在留資格であることを確認【参考１】

②各在留資格で実施できる工事の範囲は【参考２】のとおり。

※実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意
が必要。

＜【参考１】特定技能外国人の現場入場イメージ＞
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な
範
囲

さく井工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
造園工事業
大工工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
塗装工事業
防水工事業
石工事業
機械器具設置工事業

大工工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
塗装工事業
防水工事業
石工事業
機械器具設置工事業
内装仕上工事業
建具工事業
左官工事業
タイル・れんが・
ブロック工事業

清掃施設工事業
屋根工事業
ガラス工事業
解体工事業
板金工事業
熱絶縁工事業
管工事業

板金工事業
熱絶縁工事業
管工事業
電気工事業
電気通信工事業
水道施設工事業
消防施設工事業

＜【参考２】各在留資格で実施できる工事の範囲＞

土木現場

【主として土木施設に
係る作業】
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範
囲

【主として建築物に
係る作業】

従
事
す
る
こ
と
が
可
能
な
範
囲

【主としてライフライン・
設備に係る作業】

土木 建築 ラ・設

建築現場 ライフライン・
設備現場

土木 建築 ラ・設

造園工事 左官工事 電気工事

請負契約による工事（作業）に適した在留資格で
あれば、どの現場でも入場可能

民間経済を下支えし、災害時には最前線で地域社会
の安全・安心の確保を担う「地域の守り手」として、
大変重要な役割を果たしています。そのような中で、
今後も人手不足の状況に対応していくためには、生
産性向上や国内人材確保の取組と合わせて特定技能
制度を活用し、外国人材との共生を目指す必要性は
ますます高まるものと見込まれます。そのためには、
受け入れた外国人材の技能を、就労の経験や訓練の
機会を通じて向上させ、職場環境、ひいては周辺地
域に溶け込み、日本人、外国人のどちらにとっても
働きやすい就労環境が実現するよう、関係者の皆様
一人ひとりの御力添えが不可欠となってまいります。
建設分野における特定技能制度の趣旨を御理解の上、
有効に活用いただくようお願いします。
　国土交通省としても、適正な就労監理に努めると
ともに、グッドプラクティスの発掘及び周知などの
活動を充実させるべく、関係者の皆様との連携を密
にして取り組んでまいります。
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特定技能業務区分－建設業許可　対応表
＜建設業の種類と特定技能業務区分の対応について＞
１．�特定技能外国人を従事させたい建設業の種類ごとに、それぞれ対応する業務区分の認定を受けることで、当該建設業に係る工事に従事させること

ができることとなります。
２．�一の種類の建設業に対応する業務区分が複数ある場合、いずれか又は双方の業務区分を選択して認定を受けて下さい。
＜一の業務区分において従事することができる工事の範囲について＞
３．�ある業務区分の認定を受けた場合、当該業務区分の列を縦に見た場合に「○」のついた種類の建設業の工事に従事させることができます。
＜特定技能外国人の現場入場について＞
４．�上記をご参照の上、特定技能外国人が従事する工事が該当する建設業の種類に対応する業務区分であることをご確認下さい。

業務区分 建設業許可

土木 建築
ライフ
ライン
設備

種類 内容 例示

〇 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工
事に伴う揚水設備設置等を行う工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工
事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

〇 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等
により舗装する工事

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、
路盤築造工事

〇 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事

〇 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の
苑地を築造する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、
広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

〇 〇 大工工事業 木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木
製設備を取り付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事

〇 〇 とび・土工工事業

①�足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨
等の組立て、工作物の解体等を行う工事

②�くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
③�土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④�コンクリートによる工作物を築造する工事
⑤�その他基礎的または準備的工事

①�とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等によ
る揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据
付け工事
②�くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
③�土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④�コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工
事、プレストレストコンクリート工事
⑤�地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土
留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属
物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり
工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜
水工事

〇 〇 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置
工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

〇 〇 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

〇 〇 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗付け、またははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物
塗装工事、路面標示工事

〇 〇 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜
防水工事、シート防水工事、注入防水工事

〇 〇 石工事業
石材（石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む）の加
工または積石により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付
ける工事

石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み（張り）工事

〇 〇 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器
具を取り付ける工事

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵
機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用
仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工
事、立体駐車設備工事

〇 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カー
ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、
床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

〇 建具工事業 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォー
ル取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木
製建具取付け工事、ふすま工事

〇 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、
吹付け、またははり付ける工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出
し工事、洗い出し工事

〇 タイル・れんが・
ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物にれんが、コンクリー
トブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事

コンクリートブロック積み（張り）工事、レンガ積み（張り）工事、
タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

〇 清掃施設工事業 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
〇 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
〇 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
〇 解体工事業 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

〇 〇 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付
属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事

〇 〇 熱絶縁工事業 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の
設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付断熱工事

〇 〇 管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金
属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設
備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・
給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便
所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

〇 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電
気設備（非常用電気設備を含む。）工事、照明設備工事、電車線工事、
信号設備工事、ネオン装置工事

〇 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信
設備等の電気通信設備を設置する工事

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工
事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放
送機械設備工事、TV�電波障害防除設備工事

〇 水道施設工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造す
る工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する
工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

〇 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備
を設置し、または工作物に取り付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃
性ガス、蒸発性液体又は粉末による消化設備工事、屋外消火栓設置
工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報
器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降
機、避難橋又は排煙設備の設置工事
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ジェロントロジー （高齢社会総合研究） の
全体像と行政書士

神奈川大学兼任講師、元・横浜商科大学教授
小林　二三夫

１．はじめに �

　我が国の総人口は、2021 年 10 月１日現在、１億
2,550 万人である。そのうち 65 歳以上の人口は 3,621
万人であり、高齢化率（総人口に占める割合）は約３
割の 28.9％ と、高齢社会が急速に進んでいる。多く
の高齢者が安心して楽しく暮らせる社会を実現する
ために、行政書士などの法律専門職の在り方につい
て本格的に検討するときが来ている。
　今般扱うテーマは、ジェロントロジー（Gerontology）
研究の分野に属するものである。ジェロントロジー
は、加齢・高齢化に伴う心身の変化を研究し、高齢
社会に起きる個人と社会の様々な課題を解決する研
究である。長らく「老年学」と訳されていたが、近
時は「高齢社会総合研究」と称するのが最も適切だ
ろうとされている1。
　現在、日本でも東京大学、桜美林大学、青山学院
大学、順天堂大学など多くの大学でジェロントロ
ジーを研究している。ジェロントロジー研究が扱う
範囲は極めて広く、行政書士が関わる分野も多い。
遺言書の作成、相続・認知症問題と後見など、既に
多くの行政書士が日々取り組まれていることを含ん
でいる。
　ジェロントロジーは、1903 年にフランスのパス
ツール研究所で長寿研究を「ジェロントロジー」と
命名し、その後、研究が発展したのは世界大恐慌

（1929 年）以降、1938 年に米国ミシガン大学で加齢
と高齢化に関する組織的な研究がスタートして以降
と言われている。 米国で 1965 年に「The Older 

American Act（OAA）： 高齢者に関する法律」が制
定されたことが大きく、その後ジェロントロジーの
教育・研究が推進され、補助金制度が設けられた。
現在では、全米で 300 を超す大学・研究機関でジェ
ロントロジーを学ぶことができる。国連において
1980 年代以降、「世界高齢社会会議」でジェロント
ロジー教育研究推進の勧告が各国政府になされてい
る。そして、寿命を延ばすこと、高齢者の「生活の
質」（QOL）を高めることにテーマが移行してきてい
る。このことは、従来の高齢者研究が疾病や障害な
どのネガティブ（negative）な側面に注目していたの
とは対照的に、高齢期における可能性、ポジティブ

（positive）な側面に光を当てることになった2。本稿
及びこのシリーズにおいては、行政書士がいかに高
齢期における健康で自立した生活に資することがで
きるかをテーマにしている。
　日本におけるジェロントロジー研究の公的動向と
しては、25年前、1997年の厚生白書に「老年学（ジェ
ロントロジー）教育講座への期待」と題してジェロ
ントロジーが紹介された3。その後、2009 年度から東
京大学で本格的なジェロントロジー研究教育活動が
スタートした。東京大学高齢社会総合研究機構がそ
の拠点となり、株式会社ニッセイ基礎研究所が当初
から参画している。同研究機構客員研究員で同研究
所主任研究員の前田展弘氏が次号にて、「ジェロント
ロジー」について詳しく解説予定である。また、次々
号は「高齢者と法」を中心に元東京大学大学院教授、
現武蔵野大学特任教授の樋口範雄氏が解説予定であ
る。

 1　 東京大学高齢社会総合研究機構「東大がつくった高齢社会の教科書」（2017）東京大学出版会
 2　 前田展弘「ジェロントロジージャーナル」「ジェロントロジーの役割と期待」（2010）株式会社ニッセイ基礎研究所
 3　 厚生省編「平成９年版厚生白書」第１編第１部第４章第３節２「介護に関わる専門職に対する教育の充実」
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２．高齢社会と行政書士のリーガルサービス

　先に確認した我が国の高齢化率 28.9％ の内容は、
65 歳以上人口のうち、75 歳以上（後期高齢者）の人
口は 1,867 万人（男性 733 万人、女性 1,134 万人）で、
総人口に占める割合は 14.9％ であり、65 ～ 74 歳の
人口の 14.0% を上回っている。後期高齢者は、2030
年には 2,200 万人に増加する。
　日本老年学会・日本老年医学会は、近年の高齢者
の心身の老化現象に関する種々のデータの経年的変
化を検討した結果、特に 65 ～ 74 歳では心身の健康
が保たれており、活発な社会活動が可能な人が大多
数を占めていることや、各種の意識調査で従来の 65 
歳以上を高齢者とすることに否定的な意見が強く
なっていることから、75 歳以上を高齢者の新たな定
義とすることを提案している。
　高齢者の一人暮らしは、男女ともに増加傾向にあ
り、1980 年には 65 歳以上の男女それぞれの人口に
占める割合は男性 4.3％、女性 11.2％ であったが、
2020年には男性15.0％、女性22.1％と増加している4。
今後もこの傾向は続く。一人暮らしの高齢者は、将
来、第三者の助力を必要とする潜在的な方々である。
　高齢者が直面する日々の暮らしの中で、住居、各種
申請、相続対策、相続手続、死後への配慮など様々な
問題に法律が関係している。これらは紛争性が少ない
法的問題であり、行政書士にとって得意とする分野で
ある。行政書士は全国津々浦々に約５万人がいる。そ
のうちのある程度の行政書士がネットワークを作るこ
とで、都市にいる子供が地方に住んでいる親の見守り
サービスを行政書士に依頼することも可能になる。さ
らに、地域の行政書士がその親の法律に関係する相談
を受けることができる。現在、銀行や証券会社等が遺
言信託、お一人様信託、人生 100 年応援プロジェクト
などのサービスを充実させ始めているが、利用できる
のはある程度の資産を持っている層に限られる。各地
の行政書士がネットワークを作れば、幅広い層の離れ

た家族の見守りを組織的に実現することができる。
　増加する高齢者の日常生活において地域社会で身
近な行政書士がリーガル・サービスを提供すること
は、行政書士の目的である「国民の利便に資し権利
利益の実現に資する」ことにつながる。業務の側面
では拡大し続ける高齢者市場を大きなマーケットと
捉えて対応することにより、他の士業に先駆けて喜
ばれる新たなサービス提供することになる。この分
野においても「そうだ、行政書士に相談しよう！」と
いう国民の利便に資する存在になるものと考える。

３．ジェロントロジー �

　高齢社会の課題解決のための「共通価値観」を提
供するものが「ジェロントロジー」（Gerontology）
である。「１．はじめに」で述べたように、高齢化諸
課題の解決に向けた基礎的知識を提供するものであ
り、ジェロントロジーという共通の価値観をもとに
関係者が協働することである。したがって、取り扱
う範囲は極めて広い。
　ジェロントロジーの課題を大きく分けると、人生100
年時代、長寿時代にふさわしい個人の生き方の変革と
高齢化社会を前提とした社会システムの再構築である。
　多摩大学学長・評論家の寺島実郎5 氏は、“ジェロ
ントロジーは、高齢者のための学問と思われるかも
しれないが、健全な高齢化社会を創造するためには、
体系的な英知を結集する必要がある。今後、日本が
目指す社会の在り方や、一人ひとりの生き方を再構
築するために不可欠なアプローチとして、「社会工学

（Social Engineering）」という視界が重要である”と
指摘している。その意味で寺島氏は、ジェロントロ
ジーを「高齢化社会工学」と考えているといえる。
　高齢化は、人口に占める高齢者の比率が増えてい
るだけではなく、その中身を見ることが必要である。
日本の社会システムは、高度成長を成し遂げた工業
社会6 の人口構成を前提に、社会の制度・システムが

 4　内閣府「令和４年版　高齢社会白書」（2022）
 5　 寺島実郎「ジェロントロジー宣言「知の再武装」で 100 歳人生を生き抜く」（2018）NHK 出版
 6　 アルビン・トフラー（Alvin Toffler, 1928-2016）は、鈴木健次・桜井元雄訳「第三の波」（1980）日本放送出版協

会で、農業革命、産業革命、脱産業社会（情報化社会）とすでに情報化社会に向かい多くの国が第二の波から第
三の波に乗り換えつつあるとした。
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構築されており、現在の超高齢社会を想定していな
い。この状況を改革するために、1995 年の高齢社会
対策基本法第７条に基づいた政府の総合的な指針と
して「高齢社会対策大綱」が閣議決定された。その
後、高齢社会対策大綱は数次改訂されて、2018 年に
閣議決定で示された「基本的考え方」に至る。これ
は、同法第２条において、「次の各号に掲げる社会が
構築されることを基本理念として行われなければな
らない」に基づいている。
　・ 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会

的活動に参加する機会が確保される公正で活力
ある社会

　・ 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一
員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精
神に立脚して形成される社会

　・ 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を
営むことができる豊かな社会

　上記に掲げた三つの社会構築に向け、次の３点の
基本的考え方に則り、高齢社会対策を進めていると
している。
　・ 年齢による画一化を見直し、全ての年代の人々

が希望に応じて意欲・能力をいかして活躍でき
るエイジレス社会を目指す。

　・ 地域における生活基盤を整備し、人生のどの段
階でも高齢期の暮らしを具体的に描ける地域コ
ミュニティを作る。

　・ 技術革新の成果が可能にする新しい高齢社会対
策を志向する。

　上記に掲げた高齢社会対策基本法及び高齢社会対
策大綱の各３項目を基本的な「共通目標」として、

「共通価値観」を提供するのがジェロントロジーの具
体的な項目である。

　・ 経済 ― 所得格差、税制、社会保障、生活保護、
シニア市場、ほか

　・ 社会・文化 ― 若者の高齢者観、高齢者の高齢
者観、メディアの高齢者観、ほか

　・ 政治 ― 政治への関心、投票行動、投票動機、高

齢者団体の行動理論、ほか
　・ 生活行動 ― 時間の使い方、余暇活動、同世代

相談、生涯学習、ほか
　・ 人間関係 ― 夫婦関係、親子関係、兄弟姉妹、友

人関係、ほか
　・ 労働・退職 ― 働くことの意味、退職と健康、定

年制の是非、定年起業、ワーク・シェア、ほか
　・ 家計 ― 収入、支出、貯蓄、資産運用、相続ほか
　・ 衣・住・食 ― 衣住食ニーズ、食と健康長寿、

どこでどう暮らすか、バリアフリー住居、ほか
　・ 介護 ― 予防、アセスメント、ケアプラン、サー

ビス・モデル、公的保険、民間保険、成年後見
制度、ほか

　・ 死・倫理 ― 死の定義、死への準備、おくる側
の姿勢、尊厳死、ホスピス、宗教、ほか

　・ 高齢者医療 ― 慢性疾患、臨床、薬、退院支援、
コスト、ほか

　・ 生理面 ― 遺伝子、細胞、臓器・骨格、栄養、運
動、ほか

　・ 心理 ― 記憶力、性格、達成感、価値観、時間
観念、ほか

　このようにジェロントロジーが取り扱う研究範囲
は、身体認知機能の加齢変化、介護費用の増大に対
応することとなる医療ジェロントロジーと呼ばれる
健康寿命を延ばす関係、老後生活の防衛から投資で
の社会参加を考える金融ジェロントロジー7、高齢期
の人間関係、社会参加、ジェロンテクノロジーと呼
ばれる障害を克服・代替する技術開発など極めて広
範になる。このような問題意識・共通価値観の中で
行政書士会としても高齢化社会の法的課題解決を、
リードする責務があると考える。

４．高齢者と法について �

　ジェロントロジー研究の主要な分野である、高齢者
に関わる様々な法的課題を「高齢者法」と呼び、次の
ように説明されている。「高齢者法とは、社会保障法、

 7　 駒村康平編「エッセンシャル金融ジェロントロジー 高齢者の暮らし・健康・資産を考える」（2019）慶應義塾大
学出版会。慶應義塾大学の学部横断的な研究。野村證券株式会社、三菱 UFJ 信託銀行株式会社が共同で金融ジェ
ロントロジーを研究している。
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労働法、民事法、医事法、刑事法といった各領域でそ
れぞれ取り扱う、高齢者に着目した法分野である。高
齢者法は、対象とする高齢者に特化した法分野であ
り、高齢者特有の法的課題に焦点をあてることで、高
齢者の権利保障を進め、その尊厳の保障を目指してい
る発展途上の法分野で、定義、目的などこの法分野の
発展とともに変化していく」8。高齢化により、法律家
の助言、リーガルサービスを必要とする場面が多くな
る9。ここでいう法律家の助言とは、訴訟を前提にし
ない日常生活に関係する法的事務の解決である。遺言
書の作成、成年後見制度の利用、高齢者施設への入
居契約、社会保障の申請など、多くが自ら申請しない
限りサービスを受けられない事項である。高齢社会に
おいて、医療の「かかりつけ医」と同様に、身近で容
易にリーガルサービスを受けることができる体制を構
築する必要がある。身近で気軽に相談できる法律専門
家が存在する体制は、豊かな生活につながる社会的共
通資本である10。かかりつけ医的な行政書士がこの分
野を担い、窓口として必要に応じて各種専門家を紹介
することが可能である。かなり変わりつつあるものの、
弁護士への依頼は、弁護士事務所の都心への偏在、報
酬などを含めまだまだ敷居の高さがある。高齢者の課
題に身近で直接的に関与できる行政書士のような隣接
法律専門職の更なる活躍が期待される。１件あたりの
チャージは低くても、増加する多数の高齢者が抱える
問題を解決することで大きな市場にもなる。

５．おわりに �

　我が国は、世界に誇る長寿国であり、高齢社会の
課題解決先進国である。高齢化の課題解決、未来の
高齢社会の創造をするのが「ジェロントロジー」（高
齢社会総合研究）である。まだよく知られていない
学際的な研究テーマであるが、高齢者に関わる行政、
自治体、住民、企業、諸団体が知の融合を図って豊
かな未来を作っていこうというものである。ジェロ

ントロジーの課題は既に述べたが、社会保障、医
療・介護、病院・施設、年金・生活保護、住宅政策、
交通政策、無縁社会、地方の高齢化などであり、安
心サポートとして、介護・認知症問題、就労・生き
がい、生活サポート、住まい・終末期の生活などが
ある。司法は、重要なジェロントロジーを構成する
安心サポートの要素であり、日本中の高齢者が容易
に経済的なことを心配せずに、法的助言にアクセス
してサービスを受けられる体制を構築する必要があ
る。高齢社会の問題の多くは事務的な法律問題だか
らである。
　「エンディングノート」は、高齢者と地域包括支援
センターをつなぐ役割を果たしていると同時に、遺
言書作成の準備でもある。残された家族が遺産分割
で争わない相続を実現する近道は、遺言書、できれ
ば公正証書遺言の作成であり、エンディングノート
はその一助になると思う。エンディングノートの存
在を知っているもののエンディングノートを書いて
いる人は５％ 程度である。今後、エンディングノー
トを普及させるのもジェロントロジー上必要である。
　高齢者法は、対象を高齢者に特化した法分野であ
るがゆえに、高齢者特有の課題に焦点を当て、高齢
者に関わる法制度全般を横断的に検証する、これか
らの領域である。
　マーケティング的な視点から見ると高齢者市場は
まだ開拓されていない大きな市場である。高齢者の
望むサービスを見極めて行政書士としてサービスを
提供する体制を作ることが社会的共通資本になる。

 8　 山口浩一郎・小島晴洋「高齢者法」（2002）有斐閣 
樋口範雄・関ふ佐子「高齢者法」（2019）東京大学出版会

 9　 樋口範雄「超高齢社会の法律、何が問題なのか」（2015）朝日新聞出版
10　 宇沢弘文「社会的共通資本」（2000）岩波新書では、自然資本、社会的インフラストラクチャー、制度資本を社

会的共通資本として、「司法」を制度資本と位置付けている。
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　私の住む町は、平成の大合併で市になったのだが、
もとは懐かしい響きの郡であった。
　合併前でも既に人口は 3,000 人強であったが、今
や旧市区町村で考えれば 2,000 人を切る状況である。　
御多分に漏れず、限界集落の最たるモデルケースと
言っても過言ではない。一人亡くなれば一世帯減少
する。しかも面積が広く、高齢者は不便なところに
点在して暮らす。公共交通機関は軒並み赤字、バス
も事前オーダー制となって久しい。週に数日、数便
の予約日に事前に申し込めば、最寄りのバス停にそ
の時間にバスが来る。予約がなければ運休である。
　このような場所であるため、農地も遊休農地、耕
作放棄地、荒廃農地、そんな言葉がしっくりくる農
地の増加の加速が止まらない。
　念のため、遊休農地とは農地法に定められている
法令用語で、意味としては１号遊休農地が「過去農
地であったが、今は農地として利用されず、今後も
農地として利用される可能性が低い土地」、２号遊休
農地が「農地ではあるが、周辺の農地と比べると利
用頻度が著しく低い土地」ということになる。耕作
放棄地は農林水産省が５年に一度行っている統計調
査（農林業センサス）で定義されている用語で、「所
有されている農地のうち、過去１年以上作付けされ
ておらず、この数年の間に再び作付けする考えのな
いもの」となっている。
　荒廃農地は農林水産省から令和４年２月に出され
た「荒廃農地の現状と対策について」の中で、「現に
耕作されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常
の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となって
いる農地」と注釈の中に書かれている。
　このうち、遊休農地と荒廃農地は市町村や農業委

員会の調査に基づいてその数値が出され、耕作放棄
地は農家の方が回答した統計調査票に基づいて出さ
れている。
　前述の「荒廃農地の現状と対策について」の中で、
耕作放棄地の面積は、平成 27 年には 42.3 万ヘクター
ルとなっている。荒廃農地面積については、農地面
積中、荒廃農地の総面積は平成 20 年から平成 30 年
まで 28 万ヘクタール近辺で推移している。内訳を見
ると、農地として再生利用困難と見込まれる荒廃農地
が平成20年には48％だったが、平成30年には67.1％
を占めるようになった。また、総務省中国四国管区行
政評価局の報道資料「「荒廃農地対策に関する調査－
遊休農地に関する措置を中心として－」を開始」か
ら令和元年の値として、荒廃農地は 28.4 万ヘクター
ル、うち再生利用困難と見込まれる荒廃農地の占め
る割合は 67.6％ に増加した。面積は 18.8 万ヘクター
ルから 19.2 万ヘクタールに増加、つまり荒廃農地全
体の増加分全てが再生利用困難と見込まれる荒廃農
地ということになる。耕地面積は最大609万ヘクター
ル（昭和 36 年）から令和元年には約 439 万ヘクター
ルまで減少していることを考えると、全体農地に占
める荒廃農地や耕作放棄地の割合も増加している。
　これらの要因は、主には担い手の高齢化、それに
伴う担い手の人数減少、新たな担い手の不足が最も
大きいと思われる。農林水産省でも、荒廃農地の増
加を食い止めるために、様々な施策が打ち出されて
いる。
　例えば、農地中間管理機構による担い手への農地
の集積・集約化の加速、農業委員会による農地利用
の最適化の推進、人・農地将来ビジョン確立・実現
支援事業、人・農地等情報マッチング推進総合対策、

我が国の農地
－農地として護るのか国土として護るのか－

許認可業務部　農地・土地利用部門
部員　杉山　久美子
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次世代型農業支援サービス（スマート農業）、多面的
機能支払制度・中山間地域等直接支払制度の活用な
どが挙げられる。
　打ち出された施策の中には、行政書士も参画でき
ると思われるものもある。既に都道府県の農業経営・
就農支援センターで農業者の経営サポートを行って
いる会員もいるのではないかと思うが、ほかにも
人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業では集落
や地域での話合いをコーディネートする専門家とし
て適任ではないかと考えるし、遊休農地・所有者不
明土地に対する利用権設定時に、所有者等の探索も
もちろん業として行うことが可能である。
　しかし、地方、特に限界集落においては、農地の
集約や担い手の確保は困難を極める。そもそも人が
いない、農地も山間部に点在している。無論、農林
水産省もそれを見越して令和４年に農業経営基盤強
化促進法の一部改正を行っているのだが、限界集落
における荒廃農地については、手遅れ感が否めない。
絶対的にマンパワーが足りない。中山間地域等直接
支払制度を利用していても、その維持さえ難しい。農
地所有適格法人も作れない。外から人を呼ぼうにも、
アクセスに車で片道２時間かかる上、農地は点在し
ている。農林水産省の想定する規格外なのである。
　そこで、農林水産省の施策の規格に見合う農地は、
お金や手間暇をかけて荒廃しないよう、手を尽くす価
値のある農地として運用してもらい、悲しい現実だ
が、もうその甲斐のない遊休農地や荒廃農地は、国土
として守るという方策に転換してもらいたいのである。
　実際にあったことだが、今やなぜここが農用地区
域内なのかと疑いたくなるような荒廃農地があり、
そこに納骨堂を建立したいという依頼を受け、四苦
八苦して解除してもらった。このままでいけば、荒
廃農地どころか所有者不明農地になる可能性が高
かったので、色々と協議を重ね、県からもアドバイ
スをいただいて解除までこぎ着けることができた。
　確かに、納骨堂が建立されれば農地ではなくなる
が、きちんと管理されていく国土となる訳で、所有
者不明農地になるよりははるかに有用だと思う。
　これとは真逆の事例として、いつの時代かに農用
地区域に指定され、その中にある農地、現況は既に

50 年生の木が生育する山林となっているのだが、周
辺も山林と道路という状況である。今回、所有者は
父親の不動産を相続したのだが、それで初めて、そ
この地目が農地であり、しかも農用地区域内と知っ
た。そこで、遠方に居住する所有者は管理もできな
いため、全ての土地や農地を隣接の所有者に贈与す
るべく段取りを取っていたのだが、地元の農業委員
会では、農用地区域のその筆だけは農用地除外申請
をしない限り非農地証明が出ないため、そのまま置
いておくこととなった。確かに、無断で植林したの
が悪いと言えばそうだが、500 平方メートルで土地
の評価額が１万円程度のその農地に、土地の評価額
をはるかに上回る費用をかけて、年に２回しかない
農用地除外の手続をあと半年以上待って、それから
隣接の人に贈与するのはどう考えても現実的ではな
い。民法の時効取得でさえ、悪意 20 年である。
　次に示す写真は見渡す限り山林である。どうして
ここが農用地区域のままなのか。農用地区域の見直
しが追いつかないのか、変更は皆無である。これで
また将来、所有者不明土地となる危険性を持った農
地が生まれることとなった。
　これはほんの一例に過ぎないが、限界集落の中に
は、既に名ばかりとなった農用地区域は山のように
存在する。このような農用地については、早急な見
直しと柔軟な対応が必要不可欠だと考える。過去に
は圃場整備等で費用をかけて整備されたかもしれな
いが、時と共に時勢も変わる。このままでは活用で
きる国土はどんどん小さくなってしまう。それをで

農用地区域内の農地の現況

Special Report

　2022. 11　No.600　日本行政　14

03_日本行政11_Special Report-2.indd   1403_日本行政11_Special Report-2.indd   14 2022/10/11   12:462022/10/11   12:46



きるだけ最小限にする、あるいは速度を遅らせるた
めに、農地に限らず、土地に関する法律や法令は、
メリハリをつけた運用が求められるのではないか。
　そしてもう一つ、外国人といっても日本に居住し、
かつ安定した経済基盤があり、農地を農地として管
理していく場合に限られるが、今後は外国資本の企
業体ではなく、個人としての外国人の農地取得もあ
るのではないかと思う。事例を紹介すると、今回、
アメリカ国籍の外国人で「永住者」の資格を持つ依
頼者が、所有者が同一の、今は休耕田となっている
農地とその側にある家屋、それと家屋の後ろの山林
を一括で買い受けたいとの依頼を受け、その手続を
行っているところだが、依頼者は買い受ける山林は
グランピングを主体として使用し、そこに宿泊する
人の水回りの施設として家屋を利用し、ピザ窯も作
りピザも提供する予定だという。また、農地は宿泊
者が収穫を楽しめ、収穫後は食することのできるさ
つまいもやじゃがいも、それに果樹や花も栽培した
いとのことだった。今回は取得予定の農地だけで、
下限面積を満たしていることと、在留資格が「永住
者」なので許可が下りると想定している。
　一方、これより先に別件で、外国人から農地を買
い受けたいと依頼があったのだが、そのときは依頼者

が軍属であり、地位協定に基づき入国しており、勤務
先も遠方の基地であったため、農地の永続的管理と
農業従事の担保ができないということで、結局、申請
者を日本人配偶者に変更して許可を取得した。今は
数名のグループで農作業を楽しんでいるとのことだ。
　こういう事例のような場合は、外国人であっても、
十分に農地を管理するとともに、農業にもしっかり
と従事することが想定され、農地保全という観点か
らもその目的は十二分にクリアしていると考える。
　今はまだ、農地を農地として守るパターンと、農
地を他の地目に変えてでも管理していくことを優先
するパターンを使い分けて、荒廃農地の増加を食い
止めるのが穏当と思うが、時代は加速しながら変化
し、社会情勢も変化する。このまま人口減少が進め
ば、究極として、スマート農業によるマンパワーレ
スと、水耕栽培的な光と養分となる養液などを使用
し、湿度や温度など生育条件全てが AI によって管
理が可能となれば、栽培場所も高層化でき、必要な
農地もミニマム化され、人も農地も最小限で行える
農業が現実のものとなるのではないか。
　あながち空想物語ではないのだから、農地も国土
として管理していくことを、今から真剣に考えてい
く必要はあると思う。

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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ユキマサくんのイラストもダウンロードできます！

行政書士　権利守り隊ユキマサくん

★アカウント情報（ログイン ID・パスワード）を忘れた場合
ログイン ID・パスワードを設定したかわからない、現在の登録状況を知りたい、という方は、日行連事務局広報
課（kouhou@gyosei.or.jp）までメールでお問い合わせください。
その際、「登録番号・氏名・所属単位会・生年月日（西暦）※本人確認のため」を記載いただくと御案内がスムーズです。

～「連 con」掲載例～
業務別パンフレット

『申請取次研修会効果測定用設問集』
申請取次研修会の効果測定に係る事前予習用参考資料
外国語パンフレット（英語・中国語・韓国語　etc.）

『知的資産業務一覧』・『知的資産契約マニュアル』など
実用的な資料のほか、名刺や HP などの作成に利用できるユキマサくんの
各種イラスト（フリー素材）がダウンロードできます！

★アカウント登録の方法
①日行連ホームページ（https://www.gyosei.or.jp) にアクセスし、「会員ログイン」をクリックする。
②「初めてご利用の方」をクリックし、遷移先の画面にて基本情報を入力・確認の上、送信ボタンを押す。
③  基本情報で入力したメールアドレスに、仮登録の確認メールが届くので、メールに記載されている登録確認

ページへの URL をクリックする。
④遷移先の画面にてログイン ID・パスワードを設定し本登録完了。

※エラーが表示される場合は、日行連事務局広報課（kouhou@gyosei.or.jp）までお問い合わせください。
※ 設定した情報（ログイン ID・パスワード・メールアドレス等）は、いつでも御自身で変更することができます。
「連 con」ログイン後、トップページ左上「プロフィール」ボタンを押し、遷移先の画面にて適宜変更してく
ださい。

　日行連会員専用サイト「連 con」では、関係省庁や団体からの各種業界情報のほか、業務に役立つ様々
な情報を掲載しています。
　会員の方であれば誰でも利用できますので、ぜひアカウント登録をしていただき、御活用くださいます
ようお願いいたします。
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T o p i c s

【訪問日】�令和４年８月 31 日（水）
【出席者】�常住会長、宮元・相羽・坪川・松村各副会長、原田常任理事

　今般、総務大臣に就任された寺田稔大臣を表敬訪問しました。
　常住会長から、総務大臣就任へのお祝いを申し上げるとともに、日頃から行政書士制度に御理解
と御支援をいただいていることに対し感謝をお伝えしました。
　また、日行連が現在特に力を注いでいる事業として、総務省から受託しているマイナンバーカード
代理申請手続事業、コロナ対策支援、ウクライナ
避難民支援、行政手続のデジタル化対応の進捗等
について御説明しました。引き続き、国民にとっ
て最も身近な相談相手として、地域に根ざした活
動を通じて国民の権利利益の実現に資するととも
に、デジタル社会においても行政の円滑な推進に
寄与すべく尽力していくことをお約束しました。
　寺田大臣からは、行政と国民との懸け橋として
の行政書士制度に対する期待の御言葉を頂戴し、
限られた時間ではありましたが、大変有意義な訪
問となりました。

【訪問日】�令和 4年 8月 23 日（火）
【出席者】�常住会長、井口日本行政書士政治連盟会長、田崎東京行政書士政治連盟会長ほか同役員

　中央合同庁舎8号館の大臣室に、小倉將信内閣府特命大臣を表敬訪問しました。小倉大臣は、「少
子化対策、男女共同参画」のほか、「こども政策」、「共生社会」、「女性活躍」、「孤独・孤立対策」を
御担当されています。
　御多用にもかかわらず訪問を受け入れてくださった小倉大臣
に、常住会長から、日頃から行政書士制度に御理解をいただい
ていることに対し感謝を申し上げるとともに、現在本会が注力
して取り組んでいる事業を御説明しました。特に財産管理業
務、成年後見人としての業務の位置付けについては、小倉大臣
が従前から関心を寄せられていたこともあり、今後も関係各所
への理解促進の御協力をお願いしました。また、来年4月に予
定されている「こども家庭庁」発足に向けては、行政書士も協
力体制を整えていることをお伝えしました。
　小倉大臣は、御担当されている各政策の実現に強い意欲をお
示しになるとともに、行政書士に対しては、幅広い分野における
地域密着型の強みをいかした活躍に期待を寄せられました。
　大臣の地元である東京の政治連盟役員も多く参加し、非常に
有意義な訪問となりました。

寺田総務大臣を表敬訪問

小倉内閣府特命大臣を表敬訪問
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T o p i c s

常住日行連会長の挨拶 向井石川会会長の挨拶 笠野議長・大口副議長

　会長会は、宮本日行連総務部長による司会で
午後１時 30 分、42 単位会会長の出席、２名の
代理出席者、一部日行連役員等のオブザーバー
出席のもと開会した。

　冒頭、司会者から、会長会の目的が会則第33
条第１項の規定に基づく「各単位会間の連絡提
携を緊密にして、単位会の円滑な運営と進展を
図る」ことにあることの説明があり、単位会と
しての実情や意見の交換を行うことを確認した。
　会議に先立ち、常住日行連会長による挨拶、
続いて、開催地単位会の会長でもある向井石川
会会長から挨拶があった。

　続いて、会則第34条の規定に基づき議長の選
任が行われ、笠野和歌山会会長が議長に就任し、
大口兵庫会会長を副議長に指名した。議事録署

名人には野崎青森会会長、堀井京都会会長が指
名された。

日行連のデジタル推進本部 日行連のデジタル推進本部 
事業に関する説明事業に関する説明

　有賀日行連デジタル推進本部長から、全国の
マイナンバーカード代理申請手続事業に係る進
捗状況について説明された後、倉橋大分会会長
から大分会での取組状況等について報告がなさ
れた。
　続いて、金沢日行連専務理事・登録委員長か
ら、新会員管理システムの開発状況等について
説明があった。

石川県金沢市にて会長会を開催
【開催日】�令和４年９月 15 日（木）
【場　所】�ホテル日航金沢（石川県金沢市）

デジタル化に向けた対応と倫理研修に
ついて各単位会間で意見交換

　９月15日の午後１時30分から５時にかけて、
石川県金沢市「ホテル日航金沢」において全国の行政書士会会長による会長会が開催された。今回
は日行連のデジタル推進本部事業に関する説明があった後、「デジタル化への対応について」、「各単
位会における倫理研修について」の二つをテーマとして意見交換を行った。
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意見交換・情報交換（概要）意見交換・情報交換（概要）

テーマ①

「デジタル化への対応について」

　事前アンケートに基づき、宮本東京会会長、平
岡静岡会会長、秋山群馬会会長、関口埼玉会会
長から、各々の会での取組状況等について報告
がなされた後、意見交換が行われた。

＜アンケート結果＞
単位会において担当部署を設置していま
すか
は　い： 25 単位会
いいえ： 22 単位会

＜発表内容（概要）＞

○�東京会（デジタル推進部の活動について）
　デジタル推進部を設置し、都との意見交換会
等を実施している。
○�静岡会（県が導入する電子申請サービスにつ
いて）
　電子申請サービスについて県と協議を実施し、
会員向けにマニュアルを作成している。
○�群馬会（県が掲げるDXへの対応について）
　群馬県行財政改革大綱の取組について、行政
書士が連携できるよう働きかけを行っている。
○�埼玉会（デジタル化への意識改革について）
　システムのデジタル化だけでなく、職員、会
員及び顧客がデジタル化に向けた意識を持つよ
う働きかけている。

テーマ②

「各単位会における倫理研修について」

　事前アンケートに基づき、四本千葉会会長、
安野栃木会会長、堀井京都会会長、大口兵庫会
会長から、各々の会での取組状況等について報
告がなされた後、意見交換が行われた。

＜アンケート結果＞
現在、倫理研修を実施していますか
は　い： 39 単位会
いいえ： 8単位会

＜発表内容（概要）＞

○�千葉会（会独自のテキストによる倫理研修の
実施について）

　会長自らが書き下ろしたテキストを使用して、
倫理研修を実施している。
○�栃木会（研修内容について）
　受講の義務化はしていないが、全会員を対象
に５年ごとの受講を強く推奨している。
○�京都会（必須研修について）
　会員に対して研修受講を義務化し、初回必須
研修会及び定期必須研修会を開催している。
○�兵庫会（倫理研修について）
　会員に対して研修受講を義務化し、人権擁護等
の内容を加えるなど幅広い研修を実施している。

　笠野議長が意見交換を取りまとめ、議長・副
議長が退任した。

そ　の　他そ　の　他

　坪川日行連副会長から法務省主催の「Myじん
けん宣言プロジェクト」への日行連の参画につ
いて説明があり、常住日行連会長による「My
じんけん宣言」がなされた。
　続いて、井口日政連会長から、自由民主党機
関紙「自由民主」に日政連に関する記事が掲載
されたことの報告がなされた。

　全てのプログラムが終了し、午後５時、会長
会は閉会した。

Topics
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馳浩 
石川県知事

村山卓 
金沢市長

佐々木紀 
衆議院議員

小森卓郎 
衆議院議員

石田忠夫 
石川県議会議長

稲村建男 
石川県議会議員

懇　親　会懇　親　会

　会長会終了後、午後６時から８時にかけて同ホテルにて懇親会が行われた。当日は御多用の中、
馳浩石川県知事、村山卓金沢市長を始め多くの御来賓に御臨席いただいた。
　冒頭に金沢芸妓の方々による『御祝儀曲 君が代松竹梅』が披露され、途中、地域で活躍されて
いるアーティストによるジャズ演奏が披露されるなど、出席者の懇親が深まる中、盛会裏のうちに
閉会した。

日本行政書士会連合会令和４年度会長会懇親会知事祝辞

　こんばんは。ようこそ石川・金沢においでいただき、ありがとうございます。
　行政書士の皆様方には、各都道府県会長の皆様のリーダーシップの下、それぞれの地域で
住民と行政をつなぐ懸け橋として、また、住民に最も身近な法律の専門家として、地域の発
展に多大な貢献をされてきました。行政サービスの変化に対応しながら業務に精励され、住
民の信頼に応えてこられた皆様方や先人の御努力に対し、深く敬意を表します。
　コロナ禍で加速しているデジタル化は、避けては通れないものでありますが、地域の住民
にとっては、様々な申請や相談を行うことは大変な作業であります。行政書士の皆さんにお
任せすることで安心して適切な行政サービスを受けることができるよう、引き続き、お力添
えをお願い申し上げます。
　石川県行政書士会と私は、間違いなく一心同体です。今日は、全国の会長さん方がお見え
でありますが、行政のトップに行政書士の役割をきちんと理解させ、行政と行政書士がしっ
かりと連携して業務を進めることが、地域の住民の利益につながるものと思っています。
　改めて皆さんの日頃の業務に敬意を表しますとともに、今日、明日と石川の観光や食をゆっ
くりと楽しんでいただき、地元に戻られたらまた気合いを入れて頑張っていただきたいと思
います。今日は心から歓迎申し上げます。ありがとうございました。

　

御　来　賓御　来　賓

【御出席】
馳浩石川県知事、村山卓金沢市長、佐々木紀衆議院議員、小森卓郎衆議院議員、石田忠夫石川県
議会議長、稲村建男石川県議会議員

【代理出席】※議員秘書に代理で御出席いただきました。
岡田直樹内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策 地方創生 規制改革 クールジャパン戦略 アイ
ヌ施策）デジタル田園都市国家構想担当 国際博覧会担当 行政改革担当、宮本周司財務大臣政務
官、西田昭二国土交通大臣政務官・復興大臣政務官
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会員専用サイト「連 con」＞日行連からのお知らせ
　　　　　＞「2020 年 3月 31 日　行政書士業務パンレットについて」

掲載ページ

行政書士業務パンフレット行政書士業務パンフレット
の御案内の御案内

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

令和４年度特定行政書士法定研修の
結果通知について

　「令和 4 年度特定行政書士法定研修 募集要項」にて御案内のとおり、本研修の結果につきまし
ては下表スケジュールのとおり通知いたします。

10 月 16日 考査実施

11 月中旬頃
会員専用サイト「連 con」内の

「特定行政書士法定研修に関するお知らせ」にて発表
※修了した者の考査受験番号のみ掲載

12 月上旬頃 結果通知（本人事務所宛てに郵送）

1

　今般、権利擁護推進委員会では、「性の多様性を尊重し、LGBT 等の性的マイノリティの人権
を擁護する社会の実現に向けて」をテーマとして、標記セミナーを開催いたします。
　本セミナーは、オンライン配信にて実施いたします。パソコンやスマートフォンを通じてどこ
でも視聴が可能です。
　申込方法等の詳細については、追って本会ホームページにて御案内いたします。皆様の御参加
をお待ちしています。

【日　時】 令和４年 12 月６日（火）14：00～16：00
【内　容】 第一部：  基調講演「国際人権と LGBT/SOGI についての国内状況」（仮） 

 （講師： 青山学院大学法学部 教授 谷口 洋幸 様）
 第二部：  パネルディスカッション 

「性の多様性を尊重し、人権を擁護する社会の形成における行政書士の役割」（仮）
【参加費】無料
【定　員】 WEB 開催のため定員の定めなし
【対象者】 LGBT 等の人権擁護に関心のある方及び行政書士
【その他】 後日、期間限定で会員向けにアーカイブを公開予定（無料）です。

オンラインセミナー

LGBT等に関するセミナーの御案内
＜中央研修所、権利擁護推進委員会＞

2
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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

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。
今後、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）

届出済証明書交付に係る申出を希望される皆様へ

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

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。

3

＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞
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単位会別会員数一覧
＜令和 4年 10 月 1 日現在＞

区  分

単位会

個人会員数 法人会員数

Ｒ 4.
4.1

R 4.
10.1 増減 R 4.

4.1
R 4.
10.1 増減

北
海
道
地
方
協
議
会

北海道 1,876 1,906 30 31 37 6

東
北
地
方
協
議
会

秋 田 295 301 6 3 4 1

岩 手 393 399 6 7 7 0

青 森 363 362 △ 1 3 5 2

福 島 730 747 17 17 18 1

宮 城 1,006 1,024 18 25 25 0

山 形 402 406 4 5 5 0

関
東
地
方
協
議
会

東 京 7,390 7,572 182 255 284 29

神奈川 3,113 3,173 60 66 72 6

千 葉 2,210 2,240 30 36 39 3

茨 城 1,181 1,200 19 13 14 1

栃 木 888 899 11 12 12 0

埼 玉 2,504 2,534 30 38 44 6

群 馬 1,096 1,108 12 8 8 0

長 野 989 992 3 9 10 1

山 梨 369 376 7 4 5 1

静 岡 1,513 1,534 21 22 25 3

新 潟 902 906 4 14 15 1

中
部
地
方
協
議
会

愛 知 3,165 3,227 62 69 79 10

岐 阜 859 874 15 12 12 0

三 重 717 725 8 8 11 3

福 井 329 326 △ 3 3 3 0

石 川 385 392 7 7 7 0

富 山 394 398 4 8 8 0

区  分

単位会

個人会員数 法人会員数

Ｒ 4.
4.1

R 4.
10.1 増減 R 4.

4.1
R 4.
10.1 増減

近
畿
地
方
協
議
会

滋 賀 494 507 13 6 6 0

大 阪 3,505 3,611 106 109 122 13

京 都 930 936 6 16 20 4

奈 良 452 468 16 10 10 0

和歌山 341 348 7 3 3 0

兵 庫 1,913 1,951 38 28 32 4

中
国
地
方
協
議
会

鳥 取 219 220 1 3 3 0

島 根 264 270 6 2 2 0

岡 山 795 793 △ 2 14 16 2

広 島 1,174 1,193 19 16 17 1

山 口 486 486 0 4 4 0

四
国
地
方
協
議
会

香 川 415 423 8 7 8 1

徳 島 328 329 1 7 7 0

高 知 258 258 0 2 4 2

愛 媛 552 557 5 7 9 2

九
州
地
方
協
議
会

福 岡 1,662 1,705 43 33 39 6

佐 賀 258 257 △ 1 3 4 1

長 崎 406 414 8 7 8 1

熊 本 658 661 3 14 17 3

大 分 367 373 6 8 8 0

宮 崎 506 504 △ 2 6 8 2

鹿児島 821 832 11 11 12 1

沖 縄 413 430 17 9 9 0

合　計 50,286 51,147 861 1,000 1,117 117

4
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Pick UPPick UP!  !  単位会単位会 各単位会の取組を
お知らせします。

宮城会は、６月 29日に塩竈市、そして７月 22日に多賀城市と、行政手続に関する連携協定を締結しました。
当日、佐藤光樹塩竈市長から、仙台市、石巻市に続く本連携協定について、宮城県内３番目は市制施行と同じ順番で
あるとのお話がありました。
一方、多賀城市は令和６年に多賀城創建 1,300 年という記念すべき年を迎えます。
両市長とも宮城県議会議員経験者で、宮城県議会の中に行政書士議員連盟を作っていただいているなど、深い御縁が
あります。
両市との連携協定は、「密接な相互連携と協働による活動の推進により、地域の諸課題に迅速かつ適切に対応し、市
民サービスの向上を図ることにより、市民福祉の増進に資すること」を目的としています。
協定締結を契機に、総務省からの委託事業である「マイナンバーカード代理申請手続事業」とのコラボレーションを
提案し、多賀城市においては９月の３連休に実施し、塩竈市とは年度内に開催する見込みです。
両市では、コロナ禍の影響による行政需要の大幅な変化を受け、臨機応変な組織体制が求められています。
当会にとって、社会貢献の幅
が質量とも増大することになり
ます。地域に暮らす方々に対す
る市民福祉の向上に貢献できる
よう一層努力してまいります。

９月２日、奈良会は「天理市における奈良県行政書士会が行うマイナンバーカード代理申請・代理受領業務に関する
協定書」を締結しました。
締結式は、天理市役所特別会議室において、当会から遠山会長ほか２名、天理市から天理市長ほか２名が出席して行
われました。
天理市においては、既に、市役所内にマイナンバーカード代理申請に関する特設会場が常設されており、天理市内の
自治会館のほか、各種施設への出張代理申請サービスも実施されています。今後の行政手続のデジタル化に向けて、「誰
も取り残さない」という天理市長の熱い思いを受けて、天理市と当会との間でマイナンバーカード代理申請・代理受領
業務に関する協定を締結し、行政手続の専門家である行政書士が個々の市民の皆様に対する出張代理申請や出張代理受
領を実施することになりました。
また、天理市役所の本庁舎１階エントランスで
は、マイナンバーカード申請を PRするため、親
しみやすいポップを使った広報や動画の放映など
も実施されており、強い発信力のある天理市と共
に取り組むことにより、当会、ひいては行政書士
会の PRにもなることから、当会独自の事業とし
て実施することとしました。
なお、行政書士会と自治体との間で、マイナン
バーカード代理申請・代理受領業務に関する協定
書の締結は全国初となります。

行政書士会

宮城県 行政手続に関する連携協定書を
塩竈市、多賀城市と取り交わしました

行政書士会

奈良県 天理市と「マイナンバーカード代理申請・
代理受領業務に関する協定書」を締結
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2022 年 9 月 28 日 午後 3 時 59 分

日行連掲載ページ

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

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」に協賛しています。

「おしごと年鑑 2022」「おしごと年鑑 2022」
の 御 紹 介

日 本 行 政 書 士 会 連 合 会 協 賛
小 中 学 生 向 け キ ャ リ ア 教 育 教 材

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。
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法教育推進委員会から

オンライン形式による
法教育出前講座の実施について
� ＜三重県行政書士会＞

　
1　法教育に求められていること 

法教育とは「法律専門家ではない一般の人々が、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の教育」と定義し、
法務省では司法制度改革の推進の一つに、「法教育」を
掲げています。特に、平成 28 年６月の選挙権年齢の引
下げや令和４年４月の成年年齢及び裁判員対象年齢の引
下げ等に伴い、青少年に対する「法教育」の必要性はま
すます高まっています。そのような社会的需要に応える
べく、三重会では県内高校生向けの法教育出前講座を実
施しています。

今回、初の試みであった、オンラインでの法教育出
前講座の実施につきまして、以下に御報告いたします。
　
2　三重会の取組 

 当会では、法教育出前講座に関する企画・打合せ、
資料作成、講師の全てを業務部の部員が担当しています。
令和元年度からは、法務省が提供している「生きるチカ
ラ！法教育」の教材を元に、「契約」とは何かを主題と
した法教育出前講座を実施しています。毎年、三重県教
育委員会及び三重県私学協会に対し法教育出前講座の案
内をさせていただき、各高校からの要請を受け、講座を
行うという手順で実施しています。これまでの実績とし
て、年に 1 ～ 2 校で実施してまいりました。

開講の要請を受けると、まずは学校を訪問し、担当
教諭から話を伺い、学生たちへの法教育として一番何を
伝えてほしいか、ヒアリングします。近年は前述したと
おり、成人年齢の引下げに対する懸念が多く、安易な契
約に関するリスクについて語ってほしいという要望をい
ただきます。また、学生の法律分野における学習レベル
についても前もってお伺いし、学生が興味を引くような
教材づくりに力を入れています。

3　講座の構成 
基本的には以下のような構成で講座の案内をしてい

ます。
第一部（約 50 分）

１）ガイダンス（行政書士の紹介）　　　　　　　　　　　
２）法とは何か　　　　　　　　　　　　　
３）契約とは何か　　　　　　　　　　　　
４） 契約は誰でも結ぶことができるのか（成年と

未成年の違い）　　
第二部（約 50 分）

１）グループワーク（私法と契約）
２）ワークの発表、講評　

第一部では当会オリジナルのパワーポイント資料を
使った講義を行い、第二部では、学生が数名ずつの班に
分かれて具体事例のワークに取り組み、発表するという
構成で実施しています。
　
4　コロナ禍での開催 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大のため、講座開催時には、ソーシャルディスタンスの
確保、消毒・換気の徹底を開催校と協力して行ってまい
りました。令和３年に入り、更に懸念される感染拡大に
対応すべく、当会では、オンライン開催も対応可能とし、
PR を行うこととしました。これまで当会業務部では、
ZOOM によるオンライン研修を実施してまいりました
ので、オンラインでの実施については一定の自信があり
ました。ただし、対面と遜色ない講義を提供するには、
学校側の協力が必須です。そこで、担当教諭との打合せ
を綿密に行い、また、学生の習熟度に合わせた質問と事
例紹介の注意点について考慮する講義のパターンも準備
する必要がありました。
　
5　令和 3 年度の開催実績 
＜準備編＞

令和 3 年 12 月に、県内公立高校から法教育出前講座
の開催について問合せがあり、翌月の１月５日に学校を
訪問し、担当教諭と打合せを行いました。開催予定日は
２月４日に決定し、当初の予定では、学生同士の距離が
比較的取りやすい、プロジェクターなど音響設備の整っ
た視聴覚室で、高校１～３年生の全クラス合計 47 名程
度に向けた講義を、午前の２限（100 分）と午後の２限

（100 分）と 2 回に分けて実施することとしていました。
しかしながら、令和 4 年 1 月 21 日に三重県でもまん

▼法務省ホームページから抜粋
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延防止等重点措置が取られ、開催予定校から、オンライ
ンでの対応を急遽要請されるに至りました。

高校側からは、全校生徒向けの予定であったものを、
高校 3 年生（2 クラス）のみの対象とし、各クラス１限（50
分）ずつに収めて開催してほしいとの打診がありました。
講義時間が半分となってしまったこと、グループワーク
が行えないことから、パワーポイント資料を中心に講義
を進め、学生たちにその都度、感想や回答を求める講義
形式で進めることにし、ワークの代替とすることにしま
した。

▼当会資料タイトル

＜講義構成＞
・行政書士の紹介
・法律とは
・契約とは
・具体事例の紹介
以上を 50 分に収めるようパワーポイント資料の再構

成を行い、特に具体事例については、２クラスに対して
それぞれ異なる事例を用意しました。

高校卒業後、令和４年４月から全員が成人となるた
め、成年と未成年の違い、特に契約が一人でできるとい
う責任が発生することについて、しっかり伝わるような
講義内容としました。

＜講義当日＞
ZOOM の URL は開催校に取得をお願いしました。学

校側のパソコンは一台を使用し、教室全体が映るように
ウェブカメラを設置していただきました。

時間割は、
３年生　１クラス目　 9：55 ～　９名

２クラス目　10：55 ～ 14 名
としたため、参加人数も少なく、双方向のやり取りには

問題のない形になりました。
講義中は、なるべく対面式の講義に近づけるため、「法

と聞くとどう感じますか」「法というとどんなものが思
い浮かびますか」など、まずは答えやすい質問から行い、
何名かの学生にウェブカメラ前で発表していただきまし
た。学生からは、法と聞くと「難しい」「分かりにくい」
や、法というと「交通ルール」などと回答がありました。

その後は「契約」についての解説を行い、トラブル
になりやすい契約の具体事例を紙芝居形式で説明を行い
ました。

紙芝居形式での説明は、１クラス目と２クラス目では
それぞれ別の事例を解説しましたが、スマホ所持率が高
い高校生にとって、身近によく見かける契約事例での解
説であったため、講師の語り口調も笑いを誘い、興味深
く話を聞いてくれました。特に、会場のマイクを通して、
学生たちの笑い声が聞こえたときは安堵いたしました。

最後に、成人すると自分一人で契約することが可能
になるため、トラブルに巻き込まれないための対策や、
万が一契約をしてしまった場合の相談先について説明を
行い、講義を終了いたしました。

１回の講義が 50 分と短い時間でしたが、学生からの
発表時間もあり、中だるみせず、学生たちも最後までしっ
かり聞いていました。
　
6　最後に 

急遽決まったオンライン形式での法教育出前講座で
はありましたが、開催校での担当教諭との連携、学生た
ちの発表のしやすさを考えると、いつもの授業形式とあ
まり変わらない環境でできたことから、学生たちにも分
かりやすく、対応しやすい形式であったかと思われます。

１限 50 分という短時間の上、グループワークなしと
いうかなりタイトな内容であったにもかかわらず、学生
からは、「法の種類をたくさん知ることができた」「法の
役割が分かった」「紙芝居がおもしろかった」などの感
想が多く寄せられ、オンラインでも十分講座として成り
立ち、学生たちの法への理解度も向上させることができ
たと実感しています。

今後も当会は、青少年の法の基礎知識の定着を図るべ
く、オンライン講座という新しい形式でも対応できるこ
とも広く PR しながら、県内公立私立問わず高校生向けの
法教育出前講座を定期的に実施してまいります。

〜事例１　「定期購入契約の罠」〜
スマホサイトからお試し商品を一回だけ購入のつもりが、
定期購入だった事案の解説と対策

▼実際のオンライン講義の様子

〜事例２　「SNSの罠」〜
SNS を通じて仲良くなり、商品等の契約に持ち込む事例の
解説と対策

▼実際のオンライン講義の様子

法教育推進委員会から
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ADR推進本部から

行政書士の能力をいかして、紛争解決に貢献しよう！
裁判外紛争解決手続 (ADR）推進本部　本部員　杉原　賢吾

認証取得を目指す単位会へ1.
まず、これから認証取得を目指す単位会に、私が所属

する大阪会のADRセンターを御紹介いたします。
行政書士ADRセンター大阪では、以下の４分野を取り

扱っています。
①外国人の労働環境・教育環境に関する紛争
②自転車に関する紛争
③愛護動物に関する紛争
④�建物賃貸借の敷金返還または原状回復に関する紛争

大阪会は、認証取得にあたり後発の単位会であり、法
務省サイドも柔軟性が出てきた時期でもあったため、他会
の規則・規程等を模するという発想ではなく、極力、紛争
事案を受理しやすい規則等の作成、運営委員会が運営しや
すい制度設計を心掛けました。
ADRセンター大阪の特徴は、例えば、自転車に関する

紛争であれば自転車同士に限らず、自転車と自動車の交通
事故等でも取り扱えますし、敷金返還・原状回復に関する
紛争であれば、居住用に限らず取り扱うことができるとい
う点です。また、外国人の労働環境・教育環境に関する紛
争においては、文化的価値観の相違に起因していなくても
取扱いができるようにしたこと、そして、4分野とも要件
を満たせば、大阪府内で発生した事案に限定することなく、
取扱いができるようにしたという点も特徴です。
手続に関与する弁護士については、ADR法上、必須の

ものですので、当然、調停手続には関与していただいてい
ますが、弁護士は、ADRセンターを運営する運営委員会
には委員として参加していません。これは運営費用の節減
にもなりますし、制度上、運営に関与する弁護士を設けて
いる他会のお話を伺っている限りでは、運営の自由度やス
ピード感においてメリットを感じています。大阪会の話か
らは外れますが、三重会では、他会に先駆けて、オンライ
ン調停を念頭に規程等を整備され認証を得られています。
これも独自色を打ち出された例と言えます。
つまり、これから認証取得を目指す単位会に申し上げ

たいことは、単に他会の規則・規程等の模倣をすればいい
という発想はしていただきたくないということです。是非
とも、認証取得済単位会の規則・規程等を参考にしていた
だいた上で、より国民に求められるADR機関の設立を目
指していただけたらと思います。

また、会員にADRへの関心を持っていただくための一
つの提案として、調停人候補者養成研修においては、例え
ば、特定行政書士に関しては、法的研修を免除する等の規
定を設けるのも一案だと考えます。そうすることで、許認
可業務を主体にしている会員にも、調停人候補者への門戸
が開かれますし、特定行政書士資格取得への動機付けにも
なるのではないでしょうか。

内部への PR2.
行政書士は、許認可申請書類・権利義務書類・事実証

明書類の作成業務を行っています。許認可申請書類の作成
業務においては、申請者の要望をよく聞き取り、法的判断
も踏まえた上で、申請者と許可権者との間で、行政手続が
円滑に進むための「調整」を行っています。権利義務書類
の作成業務においても、行政書士は当事者の話をよく聞き、
当事者間の利害の「調整」を行い、権利義務書類（例えば、
遺産分割協議書や離婚協議書等）を作成することで、紛争
の予防に貢献しています。また、事実証明書類の作成業務
においても、事実を確認した上で事実証明書類（例えば、
交通事故の損害調査報告書や内容証明等）を作成し、依頼
者の「自主交渉の支援」を行っています。つまり、行政書
士の専門性は上記のような「調整」能力や、依頼者の「自
主交渉を支援」する能力だと考えます。特にADRにおい
ては、事実証明書類を作成し、依頼者と調停に同席して書
類の内容等の説明を行うことで、円滑な調停の実施に一定
の貢献ができるのではないでしょうか。
よって、行政書士の専門性が「行政と民、民と民との

調整能力」、そして「依頼者の自主交渉の支援」にあるこ
とを会員に伝え続けることが、少しでもADR に関心を
持っていただける一助になるのではないかと考えます。

最後に3.
ADRは、司法アクセスの改善に寄与し、紛争解決の多

種多様な手段の選択肢を国民に提供することが目的の一つ
であるはずです。よって、「街の法律家」を標榜する行政
書士がADR代理権を取得することは、司法アクセスの改
善に寄与することになると考えます。そのためにも、行政
書士が自主交渉の支援を行い得る能力が備わっていること
を、外部（社会）に対して戦略的にアピールしていくこと
が必要な時期に来ているのではないでしょうか。
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行政手続のデジタル化への対応について
令和元年５月、ITを活用した行政の推進を基本原則とし、各種手続をオンライン化することなどを
目的に「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及
び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法
律」（以下、「デジタル手続法」という。）が公布され、同年 12 月に施行されました。
このデジタル手続法では、行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタルで完結させるために
不可欠な下記のデジタル３原則
①デジタルファースト：個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
②ワンスオンリー：一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
③コネクテッド・ワンストップ：�複数の手続・サービスをワンストップで実現する

が明確化され、国の行政手続についてはオンライン化することが原則とされています。
また、新型コロナウイルス感染症への対応のため、行政手続における書面・押印・対面の抜本的見直
しがなされた結果、99％超の手続で押印義務が廃止され、97％超の手続が令和７年末までにオンライン
化する方針も示されています。
中央研修所では、こうした急速に展開する行政手続のデジタル化への対応策として、デジタル推進本
部や許認可業務部と連携したVOD講座の作成やセミナーの開催を計画していますので、以下にその概
要を御紹介します。

〇　建設業許可申請の電子化について（許認可業務部・デジタル推進本部共同企画）
国土交通省では、建設業の働き方改革推進の一環として、事務負担を軽減し、生産性向上を図ると
ともに、新型コロナウイルス感染症の拡大等を踏まえ、非対面での申請手続を行うことができる環境
を整備するため、令和５年から建設業許可や経営事項審査の電子申請の運用開始が予定されています。
大臣許可申請は令和５年１月に一斉開始、都道府県知事許可申請は令和５年１月から順次開始予定で
あることから、年内にその最新情報等について共有するための講座を企画しています。

〇　来るべきデジタル社会と行政書士の役割（デジタル推進本部企画）
急速に進展する行政手続のデジタル化においては、個々の会員のデジタルリテラシーの向上も必要
となってきます。また、行政手続の「ワンスオンリー」の実現には、参照する情報としてベース・レ
ジストリ（※）の整備が必須であり、さらに、データ共有のルール変更も必要です。デジタル推進本
部では、デジタル社会の到来とともに行政書士の役割がどのように変化し、それに従ってどのような
スキルが必要とされるかを検討するとともに、行政手続のデジタル化を総合的に推進していくための
活動を行っています。私たち行政書士の知見をいかすべく、デジタル庁を始め各省庁と協働するデジ
タル推進本部の活動を御紹介することを通じて、会員の皆様とデジタル社会における行政書士の役割
について具体的なイメージを共有し、その実現に向けて個々の業務に取り組んでいただけるようセミ
ナーを企画しています。

（※）�公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会
の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤となるデータベース（デジタル庁
ホームページ参照）。

中央研修所通信11月号
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2022 年 9 月 28 日 午後 3 時 18 分

公証人に聞く！
教えてミネルヴァミネルヴァくんくん

まもる先生の知り合いのＡさんから、Aさんの母親であるＢさんが一人暮らしをしているけれど、将来、Ｂさんが
認知症になり、一人で財産管理ができなくなったときに備えて、何らかの対策をしておきたいと相談を受けました。
まもる先生は、ユキマサくんにミネルヴァくんのところに相談に行ってほしいと頼みました。
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。途中、綺

麗に色付いた街路樹を眺めながら、足取りも軽くコスモス公証役場に到着しました。今日は花野かおり先生もユキマ
サくんを迎えてくれました。

＜法務業務部＞
（担当：浅草公証役場　公証人　澤野芳夫）

第11回　認知症対策のための信託契約

かおり先生

ユキマサくん、いらっしゃい。いつもミネルヴァくんから
ユキマサくんがとても優秀だと聞いていますよ。

私は、これから遺言者のご自宅で遺言公正証書を作成するために
出かけますが、ゆっくりしていってね。

例えば、Ｂさんが高齢になって、オレオレ詐欺などの特殊詐欺によって、老後の
生活資金をだまし取られてしまう危険を避けるため、ＢさんがＡさんとの間で家
族信託契約を締結して、財産の管理をＡさんに委ねておくことで、安心して老後
を過ごすことができます。

そうですね。銀行などでは、認知症になられた方が預貯金の引き下ろしをしようとしても
断られてしまいます。また、長女のＡさんがＢさんの代理人として引き下ろしをしようと
しても、本人の意思確認ができないと銀行は引き下ろしには応じてくれず、実際、預金が
凍結されてしまいます。しかし、認知症になる前に、Ｂさんを委託者、Ａさんを受託者と
する家族信託契約を締結し、金銭を信託財産としておけば、ＡさんがＢさんの需要に応じ
て預貯金の引き下ろしができますので安心です。

はい。かおり先生、いってらっしゃい。
ミネルヴァくん、まもる先生の知り合いのＡさんは、近くに住む母親のＢさん
が将来、認知症になることに備えて、財産管理をしたいと考えているんだけど、
認知症対策のための信託契約（家族信託）とはどんなことなの？

どんな場面で活用できるのかな？

認知症になると、預貯金の出し入れができなくなると聞いたけれど、
家族信託契約を締結しておくといいのかな？

ユキマサくん

かおり先生、こんにちは。ボクもミネルヴァくんから、
いつも役立つ情報をもらっているよ。

財産の承継だけなら、遺言公正証書を作成しておけば大丈夫なのですが、
今後、財産の管理を行っていくためには、家族信託は有効な手段だと思い
ます。その他、任意後見契約も活用できます。

ミネルヴァくん
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2022 年 9 月 28 日 午後 3 時 18 分

ユキマサくんは、ミネルヴァくんから教えてもらったことをまもる先生に報告しました。

受託者は受託者固有の財産と信託財産とを分別して管理する義務があり（信託法 34条）、通常、信託
口口座を設けて管理します。信託財産には倒産隔離機能と言って、①受託者個人の債権者が信託財産
に差押えをすることができない機能、②受託者個人が破産しても信託財産は破産債権者の配当等のた
めに形成される破産財団に組み込まれない機能があります。そして、信託口口座を開設してここに信
託財産である金銭を預金することにより、その預金が信託財産であることがより明確になるというメ
リットがあります。また、信託財産ですので、委託者、受託者が死亡してもその口座は凍結しません。
信託口口座の開設には、事前に金融機関に相談しておく必要があります。金融機関は口座開設に当たり、
信託契約が法律上問題ないことを担保するために公正証書にすることを求めるのが通常ですし、金融
機関によっては、一定の金額以上の預金があることや口座開設料を求めるところもあるようです。
また、家族信託を設定する場合、受益者（受託者から信託財産に係る給付を受ける権利などを有する
者のことをいう。信託法２条６項）を委託者（Ｂさん）にしておく（自益信託）と良いでしょう。

またいつでも遊びに来てくださいね。

そのとおりです。契約を締結するためには意思能力が必要で、認知症になって意思能
力がない状態になった場合には、契約を締結することができません。そこであらかじめ、
Ｂさんを委託者、Ａさんを受託者とする家族信託契約を締結しておき、信託財産とし
てＢさん所有の自宅不動産を定めておきます。

売買契約の売主は受託者ですので、委託者の意思能力の有無は
契約の効力に影響しません。

よく知っていますね。信託契約を締結した後、委託者と受託者は信託を原因として受託者に
所有権移転登記手続をし、同時に受託者は信託登記（信託法 34条１項１号）手続を申請し
ます。これによって、形の上では受託者に所有権が移転しますが、受益権者は委託者となっ
ていますので、委託者は実質的には所有権を有しているのと同様の利益を享受することがで
きます。受益権者である委託者は、そのまま住居である信託不動産に居住し続けることがで
きます。そして、いよいよ受益権者が認知症を発症して老人施設に入居する必要が生じたと
きに、受託者は信託財産である不動産を売却して、委託者の老人施設への入居費用に回すこ
とが可能になります。

わーい！うれしいな！！

Ｂさんは将来、認知症になって老人施設に入居するのに掛かる費用の
捻出のため、自宅不動産を売却することも考えているけど、認知症に
なったら不動産の売買契約の締結はできないよね。

不動産を信託財産として信託契約を締結する場合、受託者に
所有権移転登記がされると聞いたことがあるよ。

いろいろと教えてくれてありがとう！

まもる先生

ユキマサくん、ありがとう！とても参考になったよ。近くの河川敷で、
町内会の芋煮会をやっているので一緒に行きましょう。

不動産の売却の際に、委託者が認知症になっていても影響はないということだね。

家族信託で、Ａさんが金銭を管理する方法を教えてくれるかな？

公証人に聞く！教えてミネルヴァくん
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日行連の主な動き Monthly Report2022. 9 Sep.

1日

木
法改正推進本部会議

【協議事項】
⑴  財産管理業務及び成年後見業務の明確化

について
⑵ 「報酬を得て」の削除について
⑶  その他

法規監察部会
【協議事項】

⑴ 照会案件等について
⑵ 全国担当者会議について
⑶  本年度行政書士関係法規集の改訂につ

いて
⑷  その他

法務業務部
権利義務・事実証明部門会議（～2日）

【協議事項】
⑴ 本年度事業の具体的推進について
⑵ その他

6日

火
登録委員会

【登録審査】
⑴ 審査件数（68件）
⑵ その他

7日

水
デジタル推進本部会議

【協議事項】
⑴  アクションプランに基づく進捗報告につ

いて
⑵  その他

許認可業務部
建設・環境部門会議

【協議事項】
⑴  アクションプランに基づく進捗報告につ

いて
⑵  その他

9日

金
中央研修所運営会議

【協議事項】
⑴  中央研修所研修サイトの改修について
⑵ 全国担当者会議の実施について
⑶  各研修事業の推進について
⑷  その他

14日

水
総務部会（～15日）

【協議事項】
⑴  事業執行スケジュールの確認について
⑵ 行政書士倫理の規定化について
⑶  倫理研修について
⑷  諸規則の改正について
⑸  単位会等からの照会について
⑹  その他

15日

木
常任理事会

【合議事項】
⑴  次年度定時総会について
⑵ 令和5年賀詞交歓会の開催形態について
⑶  専門員の登用について
⑷  その他

会長会（石川県金沢市）
【意見・情報交換】

⑴  デジタル化への対応について
⑵ 各単位会における倫理研修について
⑶  その他

20日

火
資格審査会

登録委員会
【登録審査】

⑴  審査件数（118件）
⑵ その他
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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。

28日

水
広報部会

【協議事項】
⑴  ホームページ関連事項について
⑵ 制度PRポスターについて
⑶  ご当地ユキマサくんのイラストについて
⑷  日本行政関連事項について
⑸  専門員の登用について
⑹  その他

規制改革委員会
【協議事項】

⑴  制度調査室、日政連との連携について
⑵ 関係機関・団体等への対応について
⑶  その他

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議

【協議事項】
⑴  本年度全国担当者会議について
⑵ 業務用ポスターの作成について
⑶  本年度セミナーについて
⑷  介護保険法に係る行政書士の業務範囲に

ついて
⑸  社労業務に関する実態調査について
⑹  関係省庁等への訪問について
⑺  その他

29日

木
法務業務部
法務事務・成年後見部門会議（～30日）

【協議事項】
⑴  本年度事業の具体的推進について
⑵ その他

日行連の主な動き

　2022. 11　No.600　日本行政　34

12_日本行政11_日行連の動き.indd   3412_日本行政11_日行連の動き.indd   34 2022/10/07   10:092022/10/07   10:09



不正の防止

想像してみてください。
もしも、親又は親族が認知症となり、藁にもすがる

思いで成年後見制度を利用し始めたとき、選任され
た後見人等が預かった財産を横領したとしたら・・・。

それは弱みにつけ込んだ許しがたい犯罪です。
そもそも判断能力が不十分な方々に寄り添い、そ

の人らしい生き方をされるための支援を行うことが成
年後見制度の目的であって、このような不正行為は制
度そのものの信頼を損なう最も重大な非行です。コ
スモスでは、入会前研修や入会後の倫理研修で耳に
タコができるほどこのことをお伝えしていますし、他
の専門職団体でも同様だと思いますが、残念なことに
専門職後見人等の不正事例はいまだになくなりません。

最近の最高裁判所事務総局家庭局実情調査での後
見人等による不正事例件数は次のとおりです。

・令和元年　201 件（専門職の内数 32 件）
　被害額：約２億円
・令和２年　185 件（　　　〃　　 30 件）
　被害額：約１億５千万円
・令和３年　169 件（　　　〃　　 ９ 件）
　被害額：約７千万円

　
不正は全て同様ではなく、以下の類型（専門職後

見に限りません）があります。
（１）理解不足・知識不足によるもの

・家族の生活費や教育費のうち過大なもの
・無断借用
・ 金銭貸付（後見人に対する貸付は自己契約及び

利益相反行為）

はじめに

不正の類型

・相続税対策のための相続人への贈与
・過大な身の回り品購入費
・ 「報酬」の範疇に属する後見人の日当・費用の無

断引き出し
・過大な冠婚葬祭費の支出　　など

（２）故意によるもの
・金銭着服

前記不正類型（１）に関しては、研修等により改善
することが可能です。

ところが、類型（２）に関しては、どんなに倫理研
修を重ねても、残念ながら不正を行う人を絶つことは
困難です。そこで、不正行為を防止するために次の
制度が設けられています。

（１）成年後見監督人
家庭裁判所は、必要と認めるときは、後見人を

監督するために後見監督人を選任することができ
ます。選任された後見監督人は、後見人が行う事
務の内容をチェックし、定期的に家庭裁判所に報
告します。後見監督人になるための資格などは特
に必要ありませんが、実際に後見監督人に選任さ
れるのは、ほとんどが専門職です。

（２）成年後見制度支援信託（支援預貯金）
後見制度支援信託（支援預貯金）とは、被後見

人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要
十分な金銭のみを後見人が管理し、通常使用しな
い金銭は信託銀行等に信託（預貯金）しておく仕
組みを言います。信託（預貯金）した金銭を払い
戻す必要が生じた場合、後見人は家庭裁判所に報
告書を提出して指示書の発行を受け、指示書を信
託銀行等に提出することで信託財産（預貯金）か
ら必要な額の支払を受けることができる制度です。

制度としての不正防止策

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
副理事長　岡　清二
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コスモス正会員・賛助会員募集のお知らせ
コスモスは全国約 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ています。コスモスの活

動目的を御理解いただき、是非御加入いただきますようお願いいたします。
正会員となるためには、各コスモス支部で開催される入会前研修（30 時間）を受講し、考査に合格する必要があります。

入会を希望される方は、次の事項について御確認ください。
・コスモスは社会貢献を実施する団体であり、会員に対する業務の斡旋を目的としていません。
・入会金 10,000 円、年会費 24,000 円を御負担していただきます。
・成年後見賠償責任補償制度に加入する必要があります（年 5,810 円）。
・入会後も２年の間に、更新研修（８時間以上）を受講していただきます。
・後見業務について、年に４回報告する義務があります。
入会前研修の実施時期については、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。
また、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者）を募集しています。行政書士資格、
所属単位会、個人、法人などの制限はありません。詳しくはお近くのコスモス支部へお問合せください。

　
 コスモスでは不正を防止するため、次の防止策を

講じています。
（１）研修の充実

倫理に関する研修、不正事例の研修等を繰り返
し行っています。

（２）業務管理
・後見業務の受任に関する件数報告
（３か月に一回、ゼロ件報告を含む）

・ 受任している会員は３か月に一度、業務報告書
を提出して業務管理を受けます。

　
成年後見制度は「信頼の制度」です。後見業務を

行う者が一人でも信頼を裏切るような行為を行えば、
この制度そのものが信頼を失うことになります。私た
ち専門職後見人は、そのことを自覚し、自ら襟を正す
必要があります。

コスモスの不正防止策

まとめ

ただ、人間が弱い生き物であることも事実です。「少
しの間だけ借用して後で必ず返そう」という、悪魔の
声が聞こえることがあるかもしれません。その声を封
じるためにも、後見業務を行う行政書士はコスモス（コ
スモスがない地域ではそれに準ずる団体）に入会して、
研鑽を積み、業務管理を受けることが必要であると私
は信じてやみません。

【団体概要】

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターは、

日本行政書士会連合会により行政書士を正会員として

2010年に設立された団体です。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、次の事業を行っています。

主な事業	 １．成年後見人等の養成・指導・監督

	 ２．後見人候補者の推薦

	 ３．成年後見制度の普及啓発活動

会 員 数	 2,137 名（42 支部）

受任件数	 4,849 件（令和４年９月現在）

［業務管理報告について］
コスモスでは、3 か月に 1 回（年に 4 回）、会員から後見等の業務報告書（事務経過記録、金

銭出納帳、預金通帳写し等）を提出してもらい、内容確認を行っています。
また、任意後見契約を締結する場合には、事前に契約内容の報告をお願いし、内容確認も行っ

ています。そして、会員の業務の内容を確認し、アドバイス、フィードバックを行い、適正な業
務のお手伝いをしています。

このように、不祥事の早期発見、未然防止に努めるとともに、御本人のための後見業務がなさ
れているか、という視点と会員の資質向上も目的としています。

コスモス Information
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登録者数（令和4年9月末日現在）
合　　　計 51,147 名
内　　　訳 男 43,245 名 女 7,902 名
個人事務所開業 男 41,077 名 女 7,150 名
行政書士法人社員 男 1,591 名 女 344 名
個人使用人行政書士 男 332 名 女 221 名
法人使用人行政書士 男 245 名 女 187 名

DX（デジタルトランスフォーメーション）って何だろう。
デジタルトランスフォーメーションを直訳すると「デジ
タル変革」となる。時々、「DX化」という文字を見かけるが、
そもそもDXの中に「変革」という意味が含まれるため、あ
えて「化」をつける必要がない。DXとは、企業や社会にお
いて様々なデジタル技術を用いて業務フローの改善や新たな
モデルを生み出すだけでなく、古い体質からの脱却や風習・
風土の変革を意味するようだ。そして、IT化とデジタル化
はもともとDXのための手段だと言える。
さて、アナログの代表格である本誌「月刊日本行政」も
御多分に漏れず、効率化と経費削減のためデジタル化を検討
しているが、DXが見えないところになかなか進まない要因
があるように思う。
会報誌をデジタル化して、そのデータを送受信し、そし
てそのデータを全会員がシェアする。すると、新たな業務の
仕組みが生まれるが、情報漏洩やセキュリティなどの問題が
起こり、紙の会報誌の良さが見直されたりして・・・。

異動状況（令和4年9月中の処理件数）
新規登録 合　計 164 名

内　訳 男 137 名 女 27 名
登録抹消 合　計 235 名

内　訳 男 209 名 女 26 名
抹消内訳 廃　業 193 名

死　亡 35 名
その他 7 名法人会員（令和4年9月末日現在）

 法人会員数 1,109
 法人事務所数 1,356

主たる事務所数（行政書士法人数） 915
従たる事務所数 441

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（中嶋）

会
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き
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