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令和４年度事業を振り返って
　空は青く晴れ渡り、日中は春めいてまいりまし
た。寒さの中にも着実に春が近づいています。令
和４年度末を迎えるにあたり、日行連として「“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、事業として取り
組んだ主な施策の状況について、以下のとおり述
べさせていただきます。

デジタル社会への対応
　デジタル社会における行政書士業務の確立と行
政書士会のデジタル化の推進のため、単位会も利
用可能な新会員管理システムの構築を進めてまい
りました。当該取組には、日行連のみならず行政
書士会全体の登録関係事務を中心とした業務の大
幅な効率化に寄与する意味もあります。将来的に、
行政手続のオンライン申請の際にシステム上で行

政書士資格の証明が行えるよう、令和７年に国が
運用開始予定の国家資格等連携・活用システム
（仮称）との連携も見据え、令和５年度内の完成
を目指して取り組んでいます。

マイナンバーカード代理申請手続事業
　デジタル分野に不慣れな方々への支援の一環と
して取り組んだ、マイナンバーカード代理申請手
続事業の推進に関しては、各単位会及び会員の皆
様の御協力により、合計７万件を超える申請実績
とすることができました。初めての取組というこ
ともあり、試行錯誤を重ねながらの対応ではあり
ましたが、目標として掲げた５万件を大きく上回
る結果を得ることができました。御協力いただき
ました皆様には、この場を借りて感謝申し上げま
す。今後も引き続き、行政書士が長年にわたり行
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政手続に携わってきた知見をいかし、行政手続の
デジタル化に係る政府への提言や行政書士の活用
に係る要望等を行うとともに、デジタル分野に不
慣れな方々への支援策の充実も図ってまいります。
地域に根ざした最も身近な国家資格者としての存
在感をより一層高めてまいります。

コロナ対策支援
　With コロナ社会における国民・事業者支援活
動についても推進してまいりました。中でも、一
昨年来、企画・推進してまいりました、一般社団
法人全国生活衛生同業組合中央会と連携しての生
活衛生関係事業者に対する一時支援金申請支援等
の個別相談・申請支援事業に関しては、8,180 件
もの支援申込みをいただきました。各単位会及び
会員の皆様の御協力により、目標の達成をもって
事業を終了することができました。国民・事業者
支援に貢献することは、行政書士の使命である国
民の利便向上、権利利益の実現に直接つながるも
のです。こちらに関しても、御協力をいただきま
した皆様には、この場を借りて御礼申し上げます。
　なお、同事業者への支援活動に関しては、今後、
各単位会と関係団体との直接の連携等による新た
な支援形態での継続も検討されているところです。
具体案が固まり次第、改めてお知らせいたします
ので、引き続き、皆様の御理解、御協力をお願い
いたします。

ウクライナから避難された方々の支援
　社会的に困難な状況に置かれている方々への支
援という点では、ウクライナからの避難民の方々
への支援にも注力いたしました。行政書士業務で
ある在留資格申請手続支援等を通じて、避難民の
方々の人権を始めとする権利の擁護、権利利益の
実現に努めてまいりました。この事業は結果とし
て行政書士への信頼や社会的評価を高めることに
もつながったと思います。各単位会及び会員の皆
様の御尽力により、当該取組については、事業と
しては本年度で区切りをつけますが、避難民の
方々を取り巻く状況が依然として厳しいことに変
わりはありません。行政書士の使命を胸に、会員

の皆様におかれましては、引き続き様々な形での
御支援をお願いいたします。

行政書士制度に関する研究会
　現代社会における行政手続（行政過程）領域の
抱える課題を解決し、デジタル社会においてもい
かにして行政書士が国民の利便、権利利益の実現
と円滑な行政手続に貢献すべきかを研究するため、
行政法を専門とする有識者（大学教授等）の皆様
を構成員に含む「行政書士制度に関する研究会」
を設置いたしました。研究会では、行政書士制度
や行政書士法のあり方について、大局的、俯瞰的
な助言をいただいています。また、将来において
も国民と行政の双方に役立つ行政書士像を描くべ
く研究を進めているところです。今後も引き続き、
学術的な視点を取り入れた提言等を発信してまい
ります。

相続土地国庫帰属制度と行政書士
　令和５年４月 27 日に開始される「相続土地国
庫帰属制度」において、行政書士が、業務として
申請書等の作成代行が可能な専門の資格者である
と位置付けられました。所有者不明土地の問題は
全国に広く存在することから、地域的な偏在の少
ない行政書士こそが、国民の皆様に寄り添いなが
ら、的確かつ迅速に問題解決に導く担い手として
最適であると言えます。会員の皆様におかれまし
ては、国民の権利利益の実現のため、また、国策
への協力の意味からも、是非、この業務に積極的
に取り組んでいただくことを期待いたします。
　なお、当該制度において、申請が不承認となっ
た場合の不服申立て手続の代理については、特定
行政書士の業務となります。まだ特定行政書士資
格をお持ちでない会員の方は、この機会に資格取
得を御検討いただければと思います。

　来る令和５年度においても、日行連は行政書士
制度の更なる発展に向けた事業を計画し、実行し
てまいります。引き続き、皆様の御理解と御協力
をお願い申し上げます。
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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）＞
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通話料はお客様負担となります。
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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。
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従来の行政書士徽章よりも一回り大きい特定行政書士徽章を着用している会員を見掛けるようになりまし
た。この徽章は、私が委員長を務める改正行政書士法対応委員会（以下、「当委員会」という。）が発案し、
理事会の承認を経て受注・販売が開始されたものであり、特定行政書士制度 PR 活動の一端として広まるこ
とを期待しています。

定時総会で承認された当委員会の事業は、「特定行政書士制度の推進、特定行政書士業務の調査研究、特
定行政書士制度 PR 活動の推進」の三項目であり、私が委員長を引き継いだ令和元年度から現在に至るまで
変わっていません。日行連が特定行政書士の活躍の場を確保・拡大し、特定行政書士制度の推進に尽力して
いくことは当然のことですが、この制度が社会に浸透するよう内外に向けて PR 活動を行っていくことも重
要な役割です。

特定行政書士の業務実績がなかなか上がらないのは、特定行政書士の業務を規定した行政書士法第１条の
３第１項第二号に「行政書士が作成した」という制限が加えられていることが大きな要因と言えます。聴聞・
弁明代理権を規定する同項第一号のように「行政書士が作成することができる」に改正されることを求め、
法改正推進本部等で検討を進めているところです。また、特定行政書士の業務をイメージしやすくするよう、
特定行政書士ガイドライン（第２版）を大幅に増補・改訂し、実際に行政書士が関与した具体的事例を盛り
込む作業も進めています。

一方で、総務省自治行政局行政課に依頼し、「日本行政書士会連合会における特定行政書士名簿の作成に
ついて」と題した事務連絡文書を、令和４年４月 22 日付けで各都道府県行政書士担当部（局）宛てに発出
していただきました。これには、日行連からの「各都道府県等の審査会の委員・審理員等への特定行政書士
の登用に係るお願い」と題する文書及び全国の特定行政書士名簿が添えられていました。今後、当該取組の
効果を検証した上、追加の対策を講じることを検討してまいりたいと考えています。

このような本来的な活動と並行し、制度の PR 戦略にも取り組んできたところですが、行政書士証票をゴー
ルドカードにしたらどうかとか、伝家の宝刀を差した侍姿の特定ユキマサくんピンバッジを作製して、特定
行政書士全員に無償で配布しようとか様々な案が上がりました。ピンバッジについては、令和３年度の予算
見積に計上していましたが、再検討し、やはり一番目立つのは徽章だろうということに当委員会では決着し
ました。

当初は、このような奇抜な発案が容易に受け入れられるとは思えませんでした。行政書士徽章等規則の改
正を理事会で承認していただく必要があります。日行連理事といえども、特定行政書士の割合は半数以下で
す。まずは常任理事会に提案して反応を探ってみましたが、予想したほどの抵抗はありませんでした。また、
一回り大きいと言っても、どのくらい大きくするかについても検討を重ね、弁護士記章（弁護士は徽章では
なく記章）の大きさも参考にしながら、直径や厚さが異なる数種類のプロトタイプを作製し、行政書士徽章
よりも直径２mm、厚さ１mm 大きくすることに落ち着きました。

理事会には、令和４年４月に協議事項、同年７月に議案上程し、規則改正案は無事に承認・可決されまし
た。令和３年 11 月から 12 月にかけて会員を対象に実施したアンケートにおいて、回答者の３分の２が特定
行政書士徽章を欲しいと回答してくださったことは追い風となりました。

特定行政書士徽章については抵抗を感じる会員もいると思いますが、実現したことに意を強くして、特定
行政書士制度の更なる推進を図ってまいります。

特定行政書士徽章の作製による
特定行政書士制度の推進を企図して

専務理事　田後　隆二
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私たち行政書士の中長期的な業務に関する展望を
考えるとき、最大の関心事は、今社会の様々な分野
で推し進められている「デジタル化」ではないで
しょうか。

昨今の新型コロナウイルス感染症の流行が、官民
問わず各種手続における非接触型・非対面型の方式
への移行を後押ししている状況下、一昨年の９月に
デジタル庁が設置されたことにより、行政手続や経
済活動の分野にとどまらず、市民生活を含めたあら
ゆる分野におけるデジタル化への動きは不可逆的な
ものになったと言えます。

しかし、一方で、私たちが行政書士として日頃業
務を行っている実感として、「全ての手続をデジタル
化することが、本当に国民の利益につながるのだろ
うか」「かえってデジタル化しない方が良い手続もあ
るのではないだろうか」という疑問を持つ方々も多
くいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、このような問題に対処すべく日行連内の
組織として令和３年度に新たに設置されたデジタル
推進本部として、ここまで事業を執行してきた中で
感じている政府などの動き、そして、行政書士とし
ての在り方や業務への影響と今後の展望について少
し触れてみたいと思います。

【１】ここまでの政府などの動き
政府は既に 2000 年代から「高度情報通信ネット

ワーク社会形成基本法（いわゆる IT 基本法）」を制
定し、これに基づいて様々な行政手続のデジタル化
若しくはオンライン化（総称して「電子化」という。）
が試みられてきました。

この中で最も普及した手続としては、国税電子申

告・納税システム（e-Tax）などが挙げられるでしょ
う。e-Tax の利用件数・利用率は共に年々増加して
おり、国税庁が発表している令和３年度における利
用件数は 58,558,212 件と報じられています（※１）。
前年度と比較すると約 19.5％ のアップです。利用率
についても令和３年度の所得税申告においては
59.2％（前年度比＋ 4.0 ポイント）、法人税申告にお
いては実に 87.9％（前年度比＋ 1.2 ポイント）となっ
ています（※２）。その背景として、長引く新型コロ
ナウイルス感染症の流行による外出自粛や、令和２
年分の確定申告から適用され始めた「青色申告特別
控除」の改正の影響が考えられますが、税務申告に
おける電子手続化の流れはすっかり定着したと評価
できるでしょう。

ただ、行政手続を全体として見たとき、こうした
電子化が同様に普及しているとは言い難いのが現状
です。その例として、新型コロナウイルス感染症流
行への経済対策として令和２年４月に実施された特
別定額給付金事業（※３）や、感染拡大の防止を目的
として開発・運用された新型コロナウイルス接触確
認アプリ（COCOA ※４）をめぐる混乱が挙げられま
す。各々の電子システムが狙いどおりに普及しな
かった原因は様々に考えられますが、このようなシ
ステムの不備をもたらしている要因の一つとして指
摘されているのが「縦割り行政」であり、それを規
定する法・規則の存在です。

【２】�デジタル庁と「重点計画」について
そこで、この「縦割り行政」の弊害を克服するべ

く、各省庁に分散したデジタル化政策を一元化し、
各省庁に対して意見を提出できる勧告権やデジタル

行政手続のデジタル化と行政書士の役割について
デジタル推進本部

専門員　関谷　一和

（※１）e-Tax ホームページ「e-Tax の利用件数」kensu_h15-r3.pdf （nta.go.jp）
（※２） e-Tax ホームページ「令和３年度における e-Tax の利用状況等について」（国税庁）0408pressrelease01.pdf （nta.go.jp）
（※３） 総務省ホームページ「特別定額給付金（新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連）」https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_

sonota/covid-19/kyufukin.html
（※４） 厚生労働省ホームページ「接触確認アプリ（COCOA）の機能を停止します」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29139.html
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政策関連の予算を一元的に編成する権限を有するデ
ジタル庁が令和３年９月に発足しました。そして、
令和３年 12 月に閣議決定された「デジタル社会の形
成に関する重点計画・情報システム整備計画・官民
データ活用推進基本計画について」を翌年（令和４
年）６月に更新する形で、新たな「デジタル社会の
実現に向けた重点計画」（以下、「重点計画」という。
※５）が閣議決定され、「デジタルの活用で一人ひと
りの幸せを実現するために」、六つの分野（※６）に
おいて施策が展開・推進されることとなりました。

この重点計画の推進について、注目すべき組織が
二つあります。

一つは、デジタル臨時行政調査会（以下、「デジタ
ル臨調」という。）です。

この組織は「デジタル化の急速な進展が世界にも
たらす根本的な構造変化、発展可能性の拡大を踏ま
え、デジタル改革、規制改革、行政改革に係る横断
的課題を一体的に検討し実行することにより、国や
地方の制度・システム等の構造変革を早急に進め、
個人や事業者が新たな付加価値を創出しやすい社会
とすること」を目的として、これまで（本稿執筆時
点）６回の会合が持たれています。

このうち令和４年 12 月 21 日に開催された第６回
においては、デジタル原則（※７）を踏まえた工程表
の確定とデジタル規制改革推進のための一括法案な
どについて話し合われていますが、注目すべきは、
デジタル化を阻害する要因と考えられる「７項目の
アナログ規制（※８）」及び「FD（筆者注：フロッ
ピーディスク）等の記録媒体を指定する規制」等に
関する法令約１万条項全ての見直しを実現するため、
現在開かれている令和５年通常国会に一括法案を提
出する方向で検討する、としている点です（※９）。

二つ目は、「構造改革のためのデジタル原則への適

合性の点検・見直しや新規法令のデジタル原則への
適合性の確認プロセス・体制構築の検討等を行う」
ため、このデジタル臨調の下に設置されているデジ
タル臨時行政調査会作業部会（以下、「作業部会」と
いう。）です。

ここまで 17 回の会議が行われていますが、このう
ち、去る 12 月７日に開催された第 17 回においては、
前述した記録媒体を指定する規定の見直しのほか、
経済界要望を踏まえた行政手続のデジタル原則適合
に向けた対応について話し合われています。この中
で、1,900 件ほど寄せられた要望のうち申請・通知等
に関するもの約 1,000 件の６割に上る手続のデジタ
ル化について、特に e-Gov の活用を検討している点
が注目されます（※ 10）。

e-Gov とは、各府省がインターネットを通じて提
供する行政情報の総合的な検索・案内サービスの提
供、各府省に対するオンライン申請・届出等の手続
の窓口サービスの提供を行う行政のポータルサイト

（※ 11）ですが、ここで提供される電子申請機能を追
加するなどして、今後、大法人の電子申請義務化（※
12）などにより、電子申請件数が大幅に増加する状
況に対応することが計画されています。

【３】�電子化手続における代理申請に関する政府の
見解

前述した「重点計画」中、「国の情報システムを整
備する際に留意すべき事項」②「行政手続のデジタ
ル化の推進」の項において、「各府省庁は、利用者中
心の行政サービスを実現するため、行政手続のデジ
タル化を推進する。この際、利用者の利便性の向上
の観点から、次を原則とする。」との記載がありま
す。そして、その原則の一つとして「代理申請を可
能とする場合に、申請者本人の電子証明書及び代理

（※５） デジタル庁ホームページ「デジタル社会の実現に向けた重点計画」https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/
（※６） ①継続的な成長、②一人ひとりの暮らし、③地域の魅力向上、④ UX・アクセシビリティ、⑤人材育成、⑥国際戦略
（※７）①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップ
（※８）①目視、②定期検査・点検、③実地監査、④常駐・専任、⑤書面掲示、⑥対面講習、⑦往訪閲覧・縦覧
（※９） デジタル庁ホームページ「資料 1 デジタル原則を踏まえた工程表の確定とデジタル規制改革推進のための一括法案について」 

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c43e8643-e807-41f3-b929-94fb7054377e/573e5c21/20221221_
meeting_administrative_research_outline_01.pdf

（※ 10） デジタル庁ホームページ「資料２ 経済界要望を踏まえた行政手続のデジタル原則適合に向けた対応について」 
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/130f53f2-f8d3-4a77-8eb2-0cf1a26e3368/6d92ddaa/20221207_
meeting_administrative_research_working_group_outline_02.pdf

（※ 11）e-Gov ポータル　https://www.e-gov.go.jp/
（※ 12） 社会保険等の行政手続のオンライン化を進め、行政手続コストの削減を実現するため、令和２年４月から順次、資本金 1 億円以上等の大法人に

ついて電子申請が義務化された
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申請者の電子証明書を重ねて提出させることを不要
とすること等によって、代理申請の容易化を図る。」
ことが明記されています（「デジタル社会の実現に向
けた重点計画本文（※ 13））」100 ページ、二重下線
部は令和４年６月に追加）。

この点についてやり取りが交わされた国会の質疑
を御紹介します。

令和４年１月 28 日の衆議院予算委員会（※ 14）及
び同年３月３日の参議院予算委員会（※ 15）におけ
る質疑の中で、前記原則を確認する旨のデジタル庁
の答弁が出ています。

特に、参議院予算委員会では、自民党の和田政宗
議員が「デジタル化と行政書士」について、「デジタ
ル化においてオンライン申請が今後増えていくこと
は国民の利便性に繋がっていくと思われるが、この
際、行政書士が申請者の代理人になれないか」と質
問したのに対して、牧島かれんデジタル大臣（当時）
が「誰一人取り残されないデジタル社会を実現しな
ければならない」「既に、各省庁における個別の行政
手続のオンライン申請において行政書士に代理申請
を行ってもらっている事例はあると承知している」

「より便利にしていかなければならないという御指摘
について、デジタル庁としても行政書士を始めとす
る国民の声に真摯に耳を傾けていかなければならな
い」と答弁しています。つまり、デジタル手続にお
いても、代理申請は一般論として認められる、そし
て、デジタル手続の整備について行政書士が果たす
役割は重要である、と政府が考えていることを示し
たものと言うことができると考えます。

この「行政手続のデジタル化を進めるにあたり、
システムへの信頼、ひいては利用率を向上させるた
めには、代理申請機能の実装が必要である」という
主張は、当初から日行連が政府等にお伝えしてきた
ものでありますが、特に昨年度、日政連の多大な御
協力をいただきながら働きかけを続けてきた結果、
政府においてこのような認識を持っていただけるよ
うになったことは非常に大きな成果であり、行政書
士のプレゼンスの強化だけでなく、「誰一人取り残さ

れない」デジタル社会の実現のための大きな橋頭堡
を築くことができたのではないか、と考えています。

【４】�申請者本人の認証インフラとしてのGビズ
IDとマイナンバー（カード）

前記重点計画の「第６　デジタル社会の実現に向
けた施策」の章「４．産業のデジタル化」の「（１）
事業者向け行政サービスの質の向上に向けた取組」
の②として、「法人共通認証基盤（GビズID）の普及」
が掲げられています（重点計画本文 89 ページ）。

この中で、「法人及び事
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

業を行う個人（個人事業主）
が、様々な行政サービスにログインできる認証サー
ビスを実現する。短

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
期的には、政府が提供する事業

者
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

向け手続の共通認証サービスである「G ビズ ID」
に
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ついて、急速な利用者数の増大を踏まえ、公的個
人
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

認証と商業登記との連携による身元確認の最適化、
運
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

用体制の整備を進める。加えて、今後の法人代表
者
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

及びその従業員の認証の仕組みや、属性情報の管
理
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

における政府と民間の役割分担の在り方等につい
て
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

今年度中に検討し目指すべき姿の整理を進める」
こととされています。

この部分に関する令和４年６月以前の記載は「法
〰〰

人
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

の認証としてはＧビズ ID の普及と利用を図る。
（中略）事

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
業を行う個人（個人事業主）の認証として

は
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

令和４年度（2022 年度）からマイナンバーカード
に
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

よる認証を可能とし、令和５年度（2023 年度）以
降
〰〰

こ
〰〰

れ
〰〰

に
〰〰

一
〰〰

本
〰〰

化
〰〰

す
〰〰

る
〰〰

ことを目指すこととし、これら
認証の仕組みに関して、デジタル庁による統括・監
理を通じて政府情報システムにおける積極的な利用
を推進する。」（波線部は筆者）となっていましたの
で、特に個人事業主の認証方法について「短期的に
は」という断り書きはあるものの、大きな方針変更
があったことが窺えます。

一方、同章「１．国民に対する行政サービスのデ
ジタル化」の「（３）マイナンバー制度の利活用の促
進」（重点計画本文 60 ページ以下）の項において、

「個人の ID・認証基盤であるマイナンバー制度をデ
ジタル社会における社会基盤として利用することに

（※ 13） 「デジタル社会の実現に向けた重点計画本文」 
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/d130556b/20220607_
policies_priority_outline_05.pdf 

（※ 14） 衆議院インターネット審議中継（角田秀穂議員１：21：26 ～）https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=53415&media_type=
（※ 15） 参議院インターネット審議中継（和田政宗議員０：40：45 ～）https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/sp/detail.php?sid=6700
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より、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・
公正な社会を実現する」とあり、続く「（４）マイナ
ンバーカードの普及及び利用の促進」「（５）公共フ
ロントサービスの提供等」の項において、個人とし
ての国民や在留外国人等の生活に密着した様々な手
続の場での本人認証手段としてマイナンバー及びマ
イナンバーカードの利活用が目指されています。

こうしてみると、事業分野では G ビズ ID、民生
分野ではマイナンバー（カード）と切り分けているよ
うに一見思われますが、「（前略）マイナンバー法の
規定の在り方と併せて、マイナンバーの利活用の推
進に向けた制度面の見直しを実施する」とした上で、

「これまでに把握されている課題から、（中略）社
〰〰〰〰

会
保
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

障制度や税制以外における国家資格等のデジタル
化
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

に寄与する事務（例えば保有者数の多い資格等や
多
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

くの行政手続に代理などで関与する資格等として、
教員や行

〰〰〰〰〰〰〰〰
政書士などの

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
資格等に関する事務）（中略）

などについて検討の具体化を進め、従来のマイナン
バー利用事務からの拡大を図り、利用者のアクセシ
ビリティを確保しつつ、デジタル完結を図る。」との
記載が注目されます（波線部は筆者）。

おそらく、この検討の先には「各種免許・国家資
格等のデジタル化の推進」に記載されているように、
行政書士資格についても「資格所持者が当該資格を
所持していることを、マイナンバーカードの電子証
明書等を活用して証明、提示できるようにデジタル
化を開始する」とする構想への参画がイメージされ
ているものと思われますが、代理申請者の本人認証
手段が、法人の事業に係る電子申請においても利用
される、またはその逆の流れもあり得るという意味
で引き続き注視すべきところです。

現在、許認可申請・届出関係でオンライン化・デ
ジタル化されている、若しくは今後される予定であ
ると思われる手続における申請者本人の認証方法を
見てみると、

・ 在留申請オンラインシステム：ID・パスワード
・ 農林水産省共通申請サービス（eMAFF）：G ビ

ズ ID
・ 警察行政手続サイト（道路交通法関係等）：ワン

タイム URL（政府方針に変更予定）
・ 自動車保有関係手続のワンストップサービス

（OSS）：電子証明書
・ 賃貸住宅管理業登録等電子システム：G ビズ ID
・ 食品衛生申請等システム：G ビズ ID 又は ID・

パスワード
・保安ネット：G ビズ ID
・ 建設キャリアアップシステム（CCUS）：ID・パ

スワード
・ 建設業許可：G ビズ ID（令和５年１月開始）
・ 一般貨物自動車運送事業経営許可申請等：G ビ

ズ ID（令和７年度から開始予定）
となっており、政府が目指す姿に至るまでには今後
もいくつかの紆余曲折が予想されますが、同重点計
画本文の 61 ページにおいて「個人に関する属性情報
を併せて登録管理しその情報の変更ごとに個別の手
続等を要している事務など」に「自動車登録に関す
る事務」が例示されています。

この部分を読むと、現在運用されている自動車保
有関係手続のワンストップサービス（以下、「OSS」
という。）において代理申請を行う行政書士が取得す
る必要がある行政書士電子証明書が、将来的にマイ
ナンバーに紐づいた別の認証方法に変わる可能性を
感じさせます。また、警察行政手続サイトにおいて
電子申請ができる手続の中に自動車保管場所証明申
請手続は現在含まれていませんが、システムの拡充
によって、同手続が警察行政手続サイトに包含され
るようになることも考えられ、そうなると現行の
OSS が抜本的に見直される可能性もないとは言えま
せん。

つまり、本人認証の方法を含めた電子化に関する
考え方は、より利便性の高いものを目指して、今後
も様々なプロセスを経てドラスティックに変貌して
いくことが予想され、私たちは政府等が発信する情
報をこれまで以上に注視していく必要があるように
思われます。

【５】デジタル化における行政書士（会）の役割
ここまで御紹介した政府等の動きのほかにも、国

内外における民間の取引の場、法人等の内部統治等
におけるオンライン化若しくはデジタル化の進行の
速度には目を見張るものがあります。こうした行政
若しくは社会が進めようとしている電子化における
問題や課題について、私たち行政書士が果たせる役
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割を考える際、先に触れた牧島デジタル大臣（当時）
の答弁にもありましたように「デジタル庁としても
行政書士を始めとする国民の声に真摯に耳を傾けて
いかなければならない」という政府の認識が最も心
強い応援になるのではないかと考えます。

私たち行政書士は、許認可を始めとする広範な行
政手続や権利義務又は事実証明に関する書類の作成
を通じて行う様々な市民生活・経済活動に関する手
続のプロであり、また、被災者支援や成年後見活動、
さらには新型コロナウイルス感染症対策として実施
されている各種施策の支援事業を通じて、「誰一人取
り残されない」という言葉の意味を最もよく知る専
門職としてこれまで積み上げてきた知見は、政府が
目指す電子化、なかんずくデジタル化の達成に大き
く寄与することができるでしょう。

例えば、昨年度から各単位会の皆様に御協力いた
だいている、総務省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は、おかげさまで目標達成
という大きな成果を上げることができましたが、マ
イナポイント付与事業のような一時的なインセン
ティブではない「マイナンバーカードを持つメリッ
ト」に関するアイデアと共に、オンラインだけでは
なくオフライン、若しくはバックヤードにおける支
援（特にデジタル・デバイド対策など）も行政書士会
として提案することによって、真に国民の利便に資
するデジタル化が実現できるのではないかと考えま
す。

また、申請書の作成だけでなく、要件事実を疎明
する資料の収集や当該事実を証明する書類の作成に
関する長年の経験から、デジタル化に向く手続と向
かない手続の棚卸しや、「なぜ向かないのか」という
原因の追究から行政手続の在り方に関する新しい提
案を、説得力をもって行えることも、行政書士会の
大きな強みだと言えるのではないでしょうか。

デジタル推進本部は、こうした考えの下、ここま
で御紹介してきた政府等の動きについて、様々な
チャンネルを通じて情報交換や提案などといった協
力を積極的に行ってきました。

身近な業務について言えば、各業務部との連携の
下、建設業許可・経営事項審査電子申請システム

（JCIP）における代理申請フローの提案と構築、在留

申請オンラインシステムにおける申請取次行政書士
への ID・パスワードの付与の実現などに関わりまし
た。また、政策的な部分について言えば、日政連と
協働して行った、前述の国会答弁に関する議員の
方々へのレクチャーなどにも参画しました。さらに
は、単独の事業として、前述したマイナンバーカー
ドの代理申請手続事業の企画・推進を始め、デジタ
ル庁等へのいくつものアプローチを通じて、政策か
ら個別手続に至るまで電子化に関する様々なレベル
の情報の収集と発信、具体的ないくつかの手続に関
するデジタル阻害要因の分析、当該分析アプローチ
に関する提言、前記「各種免許・国家資格等のデジ
タル化の推進」に合わせて新しく構築する必要があ
る行政書士としての会員登録・管理システムの検討
と実現に向けたロードマップの策定などに注力して
きました。

最近の新しいアプローチとしては、デジタル庁が
進めている、各都道府県・市町村といった地方公共
団体におけるアナログ規制の見直し・デジタル技術
の実装のための調査研究への協力について今後検
討・推進し、より国民に身近な位置にある手続の電
子化に深く関与することを計画しており、こうした
事業を通じて、新しい時代にふさわしい行政書士像
の構築、行政書士業務の確立に貢献したいと考えて
います。

今、「デジタル化」がキーワードとなって、手続
が、そして社会の在り方が大きく転換する歴史的な
流れの中に私たちが立っていることは間違いありま
せん。この流れが真に日本に暮らすあらゆる人々の
権利利益の実現に資するよう、今後もデジタル化に
関する政府等の情報を更に収集するとともに、広く
利用者の利便性を向上させるような、分かりやすく
使いやすいシステムの整備、さらにはデジタル化が
カバーしきれない諸問題をも「取り残さない」提案
を政府や自治体等へ強く働きかけていくことが、来
るべきデジタル社会に向けた現在の行政書士及び行
政書士会に課せられた使命であります。デジタル推
進本部はその使命を全うすべく、引き続き強く政府
等や国民へ働きかけ、もって行政書士制度の目的の
達成に寄与できるよう事業を継続展開していきたい
と思います。
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　私が初めて ADR（裁判外紛争解決手続）と出会っ

たのは、もう 20 年近く前のことで、いつだったのか

正確な記憶は残っていませんが、レビン小林久子先

生の VHS のビデオを、先輩行政書士から見せられ

たときでした。そのビデオの中で話し合われていた

のは、大学生の娘さんとその父親が当事者であり、

娘さんが妊娠してしまい、今後どうするのか、とい

うものでした。そのときは、当事者双方が親子でし

たから、同席して話し合うということにそれほどの

違和感は覚えませんでしたが、レビン先生の小気味

よい調停の印象が強く心に残りました。先輩行政書

士には「これはね、すごく画期的なやり方で、きっ

と杉山さんに合うと思う。なので、研修を受けに行

かないか。」と言っていただいたのですが、そのとき

はそれほど興味も湧かず、丁重にお断りをしたので

す。

　それから何年か過ぎて、今度は日行連で ADR 研

修が開始され、そのカリキュラムの途中から受講の

話があり、自分なりに ADR とは何か、ということ

を読み込み、ADR（日本では様々な方法が一括りで

ADR と呼ばれていますが、アメリカでは当事者双方

が同席して行う調停を意味します。）は確かに民主主

義の成熟した社会においては、当事者が参加でき、

最も自身の意見や考えを述べることのできる優れた

手続だと実感し、参加してみる価値があると判断し

参加したのです。

　日本におけるADRは、制度的に法律の定めによっ

て、アメリカのそれとは大きく異なるものであり、

なかなか不自由なものでした。

　日行連の選択した ADR の方法が（この選択は、私

自身は最良の選択であったと思っていますが）、対話

促進型の同席調停でしたから、調停人にはその調停

を維持するために、様々なスキルが求められること

になります。そのため、日行連ではそのスキルのト

レーニングを手厚く行ってくれました。しかし、ど

んなに一生懸命トレーニングを受けても、私には模

擬調停でさえ、合意、いえ合意どころか、前に進め

ることもままならない状況が続き、そのままトレー

ニングは終了してしまいました。もちろん、言い換

えなどは何とかできるようになっていましたが、そ

れだけでは調停はうまくいきませんでした。

　山口会から研修を履修した私が、山口会で希望す

る会員を対象に研修を行うことになったのですが、

これだけのトレーニングを受けたのですから、スキ

ルだけであれば、研修を行うことも何とかできるだ

ろうと判断し、ADR のスキル研修を開始しました。

しかし、私の中では、これでは意味がない、何かが

足りない、実際の調停になれば、これではきっとう

まくいくわけがないと感じていたのです。

　そんなとき、同じように日行連の ADR 研修を受

けた方から再び、「レビン小林久子先生のトレーニン

グに参加しないか」と誘いが来たのです。“レビン小

林久子先生”というお名前を聞き、ずっと以前にビ

デオで拝見した先生だと、あのときの記憶が瞬時に

よみがえりました。

　「そうだ、実際に調停人をされたことのある先生の

研修なら、きっと私が取り組んでいくこの方法に絶

対にプラスになるはずだ。」と期待を込めて、九州大

学の旧箱崎キャンパスで開催された先生の初級研修

に３日間参加しました。全国から様々な方が参加さ

れていて、とても良い刺激を受け、トレーニングは

大変でしたが、先生の言葉を一言一句聞き逃さない

ように集中して受けることができました。それまで

の人生の中で、受験勉強より、資格試験より、この

国民のニーズに応えられるADRを目指して
裁判外紛争解決手続 (ADR）推進本部

本部長　杉山　久美子
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トレーニングの時間が最も集中力を発揮できたと思

います。

　当初、模擬調停（ロールプレイ）は、なかなか思う

ようにできませんでした。年に２回、初級が３日間、

中級が２日間というトレーニングを毎年受け続け、

スキルに関してはかなり駆使できるようになったと

思えてきたものの、やはり模擬調停となると行き詰

まることもありました。当事者双方の言い分をよく

聴いて、とげとげしい言葉をできるだけフラットな

言葉にして、リフレイム（否定的な言葉は肯定的に）

もして、You message は I message に言い換えて、

要約をして、という具合に、日行連の研修で習った

ことは総動員して臨むのですが、同じ場所をぐるぐ

る回るだけで、前に進めることでさえ一苦労でした。

そこで、先生が巡回されて来たタイミングで、意を

決して質問しました。

　「先生、一通り傾聴し、言い換え、要約しています

が、思うように調停が進みません。私なりにこうし

たら良いんじゃないかなと思うことはあるのですが、

どうしたらそれを見えるようにできるのか、全然分

からないんです。」

　すると先生は、「あなた、疑問に思ったことや聞き

たいと思ったことを、当事者に質問している？」と

おっしゃったのです。

　「えっ、先生、質問して良いんですか？」

　「良いに決まっているでしょ。そうじゃなきゃ、調

停は進まないわよ。調停人の価値観や判断は当事者

に押し付けてはだめだけど、あなたが調停人なのだ

から、分からないことや聞きたいことを聞かないで、

どうやって進めるつもり？」

　おそらく、そのときの私の顔は、鳩が豆鉄砲を食

らったような間抜けな顔をしていたと思います。な

ぜなら、日行連で受けた ADR の研修では、調停人

が質問して良いなど、一度も聞いたことがなかった

からです。

　「ああ、こういうことだったんだ。」

　それから、私のやり方の幅がぐんと広がって、ロー

ルプレイも前に進むようになりました。

　当事者間の問題や課題を解決するために、調停人

としてスキルを使って質問しながら、必要に応じた

量の情報（事実と心情）を得て、イシュー（話し合う

べき課題）を立て、双方にお互いのポジションの違

いを明確に理解してもらいます。そして、なぜそう

いう対立の構図になっているのか、それぞれの心情

や事情にフォーカスして、それを満たしていきます。

つまり win-win となるような解決策を、当事者自ら

が協力して、当事者が自らの言葉で創り出すのです。

そのアシストのために、私は五感を研ぎ澄まして調

停に臨むことができる、それこそが私の目指す調停

の型だと得心したのです。

　毎年、レビン先生のトレーニングに参加するたび

に、新しい発見をし、先生の奥深さを目の当たりに

して、私自身も変化していきました。もちろん失敗

することもありましたが、それもまた糧として、無

駄なファクターは一つもなかったように思います。

　先生のトレーニングでは、毎回ロールプレイをい

くつか行います。義父と義父の商売に関わり出した

娘婿が当事者という案件で、昔ながらの近所の顧客

や商店街の寄り合いを大切にする義父と、そういう

付き合いが煩わしく、インターネットを駆使して顧

客や販路を拡大していく娘婿、その中で娘婿が「僕

とお義父さんでは、商売に対する価値観が違うんだ

から、一緒にやっていくのは無理です。」という発言

があったときでした。

　調停人役の方は、「価値観の相違」という動かしよ

うのない言葉に固まってしまいました。すると、先

生が、「それって、お商売のやり方が違うだけで

しょ。」とさらりと言われたのです。そのときの驚き

は大変なものでした。だから先生のトレーニングは

やめられないと痛感したのです。他にも数えきれな

い痛感があったのですが、全てをここで話せばきっ

と丸々日本行政の誌面を使ってしまいそうなので、

このくらいにしておきます。

　当時は、他の先生や講師の方の ADR に関する研

修が行われていたので、様々な研修に参加し、私の

引き出しを少しずつ増やしていきました。
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　ただ、先にも話したとおり、日本における ADR

は、私たち行政書士にとっては非常に窮屈なもので

したし、今もさほど変わっていないと思います。こ

んな言い方は品がないとお叱りを受けそうですが、

当時の私の印象は、民間 ADR に対しては、公的機

関の関わり方は端的に申せば、アメリカは「お金は

出すが、口は出さない。」、日本は「口は出すが、お

金は出さない。」というものでした。　

　また、取り扱える分野も四つ、居住用住宅の敷金

返還と原状回復に関する紛争、外国人の慣習や文化

に基づく紛争、自転車事故及びペットに関する紛争

に限られ、しかも様々な制限の付いたものでした。

それは今も、埼玉会や大阪会等の例もあって、当初

よりは柔軟性は出てきましたが、大きくは変わって

いません。もちろん弁護士の関与が必要という仕組

みは、日本のADRにおいては欠かせないファクター

だと考えますが、取り扱える分野はこのままではい

けないと思っています。

　日本だけでなく、世界は様々に多様化してきてい

ます。人の価値観もそうです。どちらが正しくて、

どちらが間違っているのかなんて決めることもでき

ず、仮に決めたとして、問題の解決には１ミリも役

に立たないことが、とてつもなく増えているのです。

　そして、人の中に形成されるコミュニティーも

様々なものがあります。一昔前なら、コミュニティー

（町内会や婦人会、学校、勤務している会社など）に

は何かしらのルールがあり、そのルールに従って各

自が行動していたと思うのですが、今の新しいコ

ミュニティーには、規範となるようなルールもなく、

皆自分の価値観や判断に従っているのが現状です。

おそらく、既存のコミュニティーにおいても、同じ

ようなことが起こっているかもしれません。

　だからこそ、対話促進型の ADR は、今後の紛争

や課題の解決には必要不可欠な方法になると確信す

るのです。法律違反を犯したような事案や、その結

果が広く社会の規範となるような事案は、当然裁判

で結論が出るべきと考えますが、そうではないもの、

正しい正しくない、悪い悪くないなど、白黒つける

ことでは解決にならない事案は、対話促進型の ADR

が馴染む分野です。

　先にも書きましたが、現代は、集団より個を重ん

じるようになり、個人の価値観や判断基準といった

主観的なもので物事が決まっていく社会になってき

ています。個人間で揉め事が起こった場合、まずは

両当事者の話を聞いて、どこに揉め事の根っこがあ

るのかをつかみ、そこから更に、両当事者からそれ

ぞれの事情を聞き出してまとめ、お互いの差異を理

解してもらいます。差異をなくすのではなく、差異

があることを理解してもらうことが肝要なのです。

価値観が違っていても、判断基準が違っていても、

それをお互いがそのまま理解できれば、お互いの立

場も見えてくるものです。その近道は同席です。お

互いの立場や考えを理解するのに、調停人がメッセ

ンジャーのように当事者の間を行ったり来たりして、

言い分を伝えたところで、核心に近づけば近づくほ

ど、「本当にそんなことをあの人が言ったのですか。」

だとか「まさかそんなこと言うなんてとても信じら

れません。」だとか「そんな回答しか持ってこられな

いなんて役に立ちませんよ。」と言われてしまうで

しょう。私でも、別席で相手が見えない状況で、調

停人からいろいろと聞かされても、特にそんなこと

を相手が言うはずないと思えば、同じような言葉を

発するかもしれません。同席であれば、自分の目で

見て、耳で聞くことができるわけですから、そんな

不安や不信は一掃されるはずです。ただ、同席とな

ると、調停人としてのハードルは一段と上がるので

すが、これは後から補足します。

　そうして、お互いが相手の立場や考えを理解し、

お互いが同じ方向を向くことができたとき、揉め事

を解決するための策を創り出す協力者になれるので

す。もちろん、その策を創り出すだけの協力者で

あっても構いません。その当事者間に、さほどの関

係性がなければ、その対立軸さえ収まれば目的は達

成されるからです。

　ただ、コミュニティーでのつながりが濃厚であれ

ば、その対立が収まれば、自ずと関係性全体も向上
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するでしょう。対立を収めるには、お互いがwin-win

となるような解決策を作ることが核となりますが、

それには ADR という話合いに最大限当事者が参加

することが重要となります。当事者の意見が反映さ

れた解決策というのは、他の方法ではなかなか類を

見ないと思います。それは誰かに決められたもので

はなく、自分たちで決めた解決策となるわけで、そ

れを守るというのは、人としてのモラルの最後の砦

でもあるのです。

　当事者がこの解決策を見出すためには、この作業

にどれだけのアテンションとパッションを維持でき

るかにかかっていると考えます。そのために、対話

促進型の同席調停を行う調停人は、話合いの中では

法的判断はしませんが、その知識の具備はもちろん

必要ですし、話合いを進めるためのスキルも身に付

けなければなりません。傾聴の仕方や言い換え、要

約などがそれに当たりますし、イシューをつかんで、

それを当事者に示すなどの基本的な組み立ても忘れ

てはいけません。しかし、それでも不十分です。当

事者をよく観察し、当事者の変化や心の揺れを感じ

ること、そして何より調停人が自身の価値観や判断

を当事者に示すことなく、エンパワーして、当事者

のアテンションとパッションを維持できるようにす

るのです。もちろん、個人差がありますから、当事

者によってはパッションといっても外に現れる部分

は少ない人もいるでしょう。調停人が当事者のため

により良い解決策を見出すサポートを最優先するこ

とからブレなければ、そしてパッションを持ってい

れば、それは当事者にも伝わるはずです。

　私にとって、調停に対するアテンションとパッ

ションを駆り立てられるものは、レビン先生から教

わった「調停を戦略的に行う」ことです。これを教

わって以来、調停の中で無駄にして良いものは何も

ない、ということを肝に銘じています。ただ、残念

なのは、対話促進型の同席調停の事案が少ないこと

です。それでも幸いと言うべきか少し迷いますが、私

は裁判所の調停委員を務めており、別席がほとんど

ですが、実践する場があります。実践してみて、こ

れら全てを修得する価値は十二分にあると確信して

います。裁判所では時間に限りがありますので、そ

の中で事実と当事者の心情を把握することはもちろ

んですが、対立軸にある当事者からメッセンジャー

と呼ばれないよう信頼してもらい、申し立てられた

ことに対してソフトランディングを目指す、決して

説得したり意見を押し付けたりはしない方法を採っ

ています。

　私たちの行う ADR も、取り扱える分野が国民の

ニーズと合致すれば、調停件数も増えるはずですし、

ODR が行える今、利用する国民の利便性も格段に向

上することは目に見えています。これは一朝一夕に

はいかない、ハードルの高いことではありますが、

何のために私たちが ADR を行うのか、という問い

の答えが自ずとその道を切り拓く力になるはずです。

　人が存在する限り、紛争や揉め事がなくなること

はありません。その解決に関わることこそが、「国民

の権利利益の実現に資する」ことなのではないで

しょうか。

　そしてその先には、ADR 代理権という大きな目標

が待っているのです。
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T o p i c s

開　催　日 	 令和４年 12月８日（木）
会　　　場 	 東京都港区「第一ホテル東京」
出　席　者 	 	【学識者】（五十音順・敬称略）

大江　裕幸（東北大学法学研究科教授）、小島　武司（中央大学名誉教授）、
清水　晶紀（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）、多賀谷　一照（一般
財団法人行政書士試験研究センター理事長・千葉大学名誉教授）、糠谷　秀剛（弁護士・
日本行政書士会連合会顧問）、福井　秀夫（政策研究大学院大学教授）、山田　洋
（獨協大学法学部教授・一橋大学名誉教授）、山本　修三（弁護士・日本行政書士会
連合会理事）、山脇　康嗣（日本行政書士会連合会顧問弁護士）
	【日行連】
常住会長、髙尾・宮元・相羽・坪川・松村各副会長、金沢・田後両専務理事、宮本・
鶴・平岡・村山・原田・水野・関口・有賀・大塚各常任理事、德永理事

12 月８日、東京都港区の第一ホテル東京において、行
政書士制度に関する意見交換会を開催しました。お招きし
た学識者の皆様から、行政書士制度の更なる充実・発展に
向け、様々な観点から専門的な御意見をお伺いする貴重な
機会となりました。

はじめに常住会長から、日行連が掲げる活動理念や「三
つの共生」を柱とする基本方針、事業計画が説明されまし
た。また、日行連がこれまで取り組んできた「社会のデジ
タル化への対応」「コロナ対策支援」「ウクライナ避難民支援」などに関する様々な事業についても
紹介がなされました。

続いて、田後専務理事（改正行政書士法対応委員長）から、財産管理業務及び成年後見人等業務
の明確化に向けたこれまでの対応と方針並びに特定行政書士の現状について、説明がなされました。

御出席いただいた学識者の皆様からは、オンライン申請における「書類作成」業務の位置付けの
重要性、在留外国人への行政書士による伴走型支援に対する期待、弁護士や公証人と行政書士との
業務上の連携に対する期待、国民利便の視点から士業間での連携が重要であること、社会のデジタ
ル化に伴い書類作成業務が縮小す
る時代において行政書士に何がで
きるかをよく考えるべきとの御意
見、近くAI時代が到来する中でAI
にはできない業務に焦点を当てる
ことの重要性、地域密着型である
行政書士による高齢者支援への期
待、特定行政書士の意義の検証と
PR 強化など、幅広い御意見をいた
だきました。

行政書士制度に関する意見交換会を開催
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開　催　日 	 令和５年１月 19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 	 多田隈　亨（埼玉会）理事、

村山　豪彦（兵庫会）常任理事
構　成　員 	 55 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、

堀井　泰史（京都会）・遠山　健太郎（奈良会）・黒田　積（岡山会）・	
井口　由美子（熊本会）各単位会会長

本理事会では、以下の４議案について審議され、全議案が可決された。

【議案審議】
第１号議案
会員管理システム開発ベンダー選定について　
会員管理システム（登録管理システム）の見直しに関し、前回の理事会での協議を踏まえて常

任理事会にて検討した結果、「株式会社ユー・エス・イー」に開発を発注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。

なお、会員管理システム開発後のランニング費用については、当面の間は予算の適正化で対応し、
中長期的には負担金の在り方も検討し、整理していくことが申し添えられた。

第 2号議案
一般倫理研修実施に係る提案について
令和５年８月 31 日の日本行政書士会連合会倫理研修規則施行に伴う一般倫理研修の受講義務化

に関し、当該研修の科目・受講方法等に係る提案への承認が求められ、異議なしで可決された。

第 3号議案
日本行政書士会連合会選挙管理委員会運営基準の一部改正（案）
令和３年の定時総会において改正された日本行政書士会連合会役員選任規則に新設された第８

章により郵便を利用した選挙が実施できることとなったことを受け、実施に係る詳細を定める日
本行政書士会連合会選挙管理委員会運営基準の一部改正案について承認が求められ、異議なしで
可決された。

第 4号議案
登録事務取扱規則様式の一部改正（案）
税理士法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律の公布に伴う行政書士法の一部改

正（令和５年４月１日施行）への対応を図ることを目的とし、登録申請時に提出する「誓約書」の
誓約事項に項目の追加を行うこととする行政書士登録事務取扱規則様式の一部改正案について承
認が求められた。異議なしで可決され、令和５年４月１日から施行する。

理事会の開催報告
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【協議事項】
（１）令和５年度事業計画基本方針（案）について

【報告事項】
（１）令和５年新年賀詞交歓会について
（２）令和５年度特定行政書士法定研修考査日について
（３）日行連事務局電話における通話録音機能の導入について
（４）マイナンバーカード代理申請手続事業について

◆野田毅自民党行政書士制度推進議員連盟前会長による講演
理事会中、一時議事を中断し、御多用の中、前衆議院議員で自由民主党行政書士制度推進議員

連盟の前会長であり、日本行政書士政治連盟顧問の野田毅先生にお越しいただき、相続土地国庫
帰属制度に関する申請書等の作成代行が可能な専門の資格者に行政書士が明示されたことに関し、
概要と経緯を御説明いただいた。

日行連と中国地方協議会との連絡会を開催

開　催　日 	 令和 4年 12月 15日（木）
場　　　所 	 	広島県広島市「グランドプリンスホテル広島」
出　席　者 	 常住会長、髙尾副会長、原田中国地方協議会会長　ほか 30名

令和４年 12 月 15 日、広島県広島市のグランドプリンスホテル広島において、令和４年度日行連
と中国地方協議会（以下、「中国地協」という。）との連絡会が開催されました。

中村広島会副会長による司会の下、原田広島会会長（中国地協会長）、常住日行連会長の挨拶、出
席者の自己紹介の後、原田会長が議長となって協議・報告が行われました。

はじめに、常住会長から、本年度の事業計画の推進状況として、ウクライナ避難民支援の取組、
総務省を始めとする中央各省庁との連携強化、岸田首相・木原官房副長官との鼎談の実現、デジタ
ル社会における行政書士活用推進の活動、マイナンバーカード代理申請手続事業、行政書士法・制
度の研究及び法改正に向けた検討、他士業の動きへの対応や“他士業との共生”の考え方などにつ
いて、報告・説明がなされました。

続いて、中国地協の各単位会からあらかじめ受けていた質問・意見（行政書士証票の有用性、他士
業の補助者、試験会場の確保、労働者協同組合法に関する業務、主に広報誌に係るデジタル化の方向
性、日行連の総会議案審議方式、職務上請求書に係る訴訟対応、財産管理業務及び成年後見人等業務）
に対し、髙尾副会長から回答がなされました。このほかにも、自動車の丁種封印実務、補助金・助成
金申請に関する監察案件について情報共
有があり、意見交換がなされました。

さらに、中国地協の各担当者会議の
報告、地協主催の研修会、株式会社全
行団の株主総会に関する報告も行われ、
黒田岡山会会長（中国地協副会長）の閉
会のことばにより、３時間に及ぶ連絡
会が終了しました。

各々が抱える課題について共有し、良
い方向への解決に向けた意見交換が行わ
れ、大変充実した連絡会となりました。
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令和５年新年賀詞交歓会の開催報告

令和５年１月 20 日（金）正午、日本行政書士会連合会（以下、「日行連」という。）・日本行政書士政治連盟（以下、「日
政連」という。）・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。）共催による新年賀
詞交歓会が、東京都港区虎ノ門のホテルオークラ東京において、国会議員・関係省庁・友誼団体等からの御来賓を含め、
300 名を超える参加者を得て盛大に開催された。

本交歓会は、宮本日行連総務部長及び有賀日政連総務委員長の司会のもと、髙尾日行連副会長のことばで開会。常
住日行連会長・井口日政連会長・田後コスモス理事長の挨拶、御来賓祝辞と続いた後、鏡開き、乾杯が行われた。そ
の後も多数の御来賓から挨拶を賜り、更なる行政書士の活躍に多くの期待の声をいただいた。

終始華やいだ雰囲気の中、午後１時半、田崎日政連副会長による閉会のことばで盛会裡に終了した。
（以下、開催概要）

●主催者挨拶（概要）

常住日行連会長は、まず新年の挨拶とともに新年賀
詞交歓会の開催に際し、柘植総務副大臣を始め多くの
御来賓の皆様に御参集いただだいたことに対し謝辞を
述べた。

続いて、日行連では昨年、ロシアによるウクライナ
への軍事侵攻を受けて、速やかにウクライナ等避難民
の相談窓口を設置し人道的支援を行ってきたこと、ま
た、デジタル化の推進においては、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を展
開してきたことを述べた。

さらに、デジタル・デバイドの解消やなりすまし等
による不正申請の防止に向けて、行政書士が申請者の
代理人として行政手続等の支援を行えるよう、現在、
中央省庁に対し環境整備について要望していること、
そして、国民の負託に応え、行政書士の社会的有用性、
存在価値を高め、「そうだ、行政書士に相談しよう！」
がスタンダードとなるよう行政書士制度の更なる確立
に努めていくとの決意を表した。

最後に、御参集いただいた皆様にとって更なる飛躍
の年となるよう祈念し、挨拶を締めくくった。

次に、井口日政連会長は新年の挨拶とともに、新年
賀詞交歓会の開催に際し、国会議員の皆様始め行政書
士法改正に御尽力いただいた日政連顧問であり前衆議
院議員の野田毅様、石田祝稔様、赤松広隆様にも御臨
席を賜ったことに対し感謝の意を述べた。

続いて、日頃から地元の国会議員の先生方と信頼関
係を築き上げてきた会員の皆様に対して御礼を申し上
げるとともに、昨年の参議院議員通常選挙において当
選された議員の皆様に対し御祝いの言葉を述べた。

また、本年４月 27 日から始まる「相続土地国庫帰属
制度」に関し、法務省ホームページにおいて申請書等
の作成代行ができる国家資格者として行政書士が明記
されたことは、先般の行政書士法改正において、目的
規定に「国民の権利利益の実現に資する」との文言が
加えられたことが大きな要因であり、関係各位の御尽
力に対し御礼を述べた。

さらに、デジタル化が進む中でも、国民に寄り添う
行政書士は、将来においても益々国民から頼られる存

在であり続けると確信している。引き続き日行連と連
携し、行政の円滑な手続に寄与していく所存であると
決意を語った。

最後に、関係各位の引き続きの御協力と御支援を賜
るべくお願いし、挨拶を締めくくった。

続いて、田後コスモス理事長は新年の挨拶とともに、
平素からコスモスの活動に御理解いただいていること
について、関係各位に対し御礼の言葉を述べた。また、
身近な街の法律家である行政書士の知見をいかして成
年後見事業に真摯に取り組み、引き続き、利用者と同
じ目線に立って対応を図っていくとの決意を述べた。

最後に、御参集いただいた皆様の御健勝と御健康を
祈念し、挨拶を締めくくった。
●総務省代表祝辞（概要）

柘植総務副大臣はまず、本交歓会が盛大に開催され
ることへの喜びを申し上げられるとともに、日頃から
行政書士が、「頼れる街の法律家」として国民と行政と

の架け橋としての重要な役割を果た
し、行政の円滑な運営に尽力してい
ることに対し御礼が述べられた。

続いて、政府が目指すデジタル田
園都市国家構想の実現に際し、デジ
タル・デバイドの解消に向けて、行
政手続に精通している行政書士への
期待を寄せられた。

また、デジタル社会の基礎となる
マイナンバーカードの普及・促進に関し、日行連及び
各単位会が行った取得促進の支援に触れ、感謝の意が
述べられた。

最後に、日行連、日政連及びコスモスの更なる発展
と行政書士の皆様の健勝を祈念する御言葉をいただき、
挨拶が締めくくられた。
●鏡開き

宮元日行連副会長による掛け声で鏡開きを行った。

●乾　杯：遠田日行連名誉会長
●中締め：松村日行連副会長
●閉会の言葉：田崎日政連副会長

常住日行連会長 田後コスモス理事長井口日政連会長

柘植総務副大臣
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●御来賓（誌面の都合上、鏡開き前後の一部登壇者を掲載・順不同）� ※肩書は賀詞交歓会開催時点のもの

柘植 芳文 総務副大臣 石田 真敏 自由民主党行政
書士制度推進議員連盟会長

細田 博之 衆議院議長 赤羽 一嘉 公明党行政書士
制度推進議員懇話会会長

逢坂 誠二 立憲民主党行政
書士制度推進議員連盟会長

片山 大介 日本維新の会行
政書士制度推進議員連盟幹
事長

谷 公一 国家公安委員会委
員長、国土強靭化担当・領土
問題担当 内閣府特命担当大
臣（防災・海洋政策）

古川 元久 国民民主党と無
所属議員による行政書士制
度推進議員連盟会長

山口 那津男 公明党代表 泉 健太 立憲民主党代表

玉木 雄一郎 国民民主党代表 片山 さつき 自由民主党行
政書士制度推進議員連盟副
幹事長

上野 賢一郎 自由民主党行
政書士制度推進議員連盟事
務局長

奥野 総一郎 立憲民主党行
政書士制度推進議員連盟幹
事長

岩谷 良平 日本維新の会行
政書士制度推進議員連盟事
務局長

田中 和德 自由民主党行政
書士制度推進議員連盟副会
長

小田原 潔 衆議院議員和田 政宗 参議院議員 川田 龍平 参議院議員 石井 苗子 参議院議員

平林 晃 公明党行政書士制
度推進議員懇話会幹事

小沼 巧 参議院議員階 猛 衆議院議員 塩村 あやか 参議院議員 木原 稔 衆議院議員
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令和 5 年新年賀詞交歓会御来賓令和 5 年新年賀詞交歓会御来賓 （敬称略・順不同）
※役職等は賀詞交歓会開催時点のもの

【衆議院議員】（代理出席含む）
逢沢 一郎
青柳 陽一郎
青山 周平
赤木 正幸
赤澤 亮正
赤羽 一嘉
浅野 哲
安住 淳
麻生 太郎
阿部 司
あべ 俊子
甘利 明
荒井 優
池田 佳隆
池畑 浩太朗
伊佐 進一
石井 啓一
石井 拓
石川 昭政
石田 真敏
石破 茂
石原 宏高
石原 正敬
泉 健太
泉田 裕彦
一谷 勇一郎
市村 浩一郎

岡本 三成
小川 淳也
奥下 剛光
奥野 信亮
奥野 総一郎
小里 泰弘
小田原 潔
落合 貴之
鬼木 誠
小渕 優子
海江田 万里
河西 宏一
梶山 弘志
勝目 康
金子 恵美
金子 俊平
金子 恭之
金田 勝年
金村 龍那
神谷 裕
亀岡 偉民
川崎 ひでと
神田 憲次
城井 崇
城内 実
黄川田 仁志
岸 信夫

笹川 博義
佐々木 紀
佐藤 公治
佐藤 茂樹
佐藤 英道
塩崎 彰久
塩谷 立
階 猛
柴山 昌彦
下村 博文
新谷 正義
新藤 義孝
末松 義規
菅 義偉
鈴木 英敬
鈴木 馨祐
鈴木 淳司
鈴木 憲和
平 将明
高市 早苗
髙木 啓
髙木 毅
高木 陽介
髙鳥 修一
髙橋 英明
高見 康裕
武井 俊輔

伊藤 俊輔
伊藤 也
伊東 信久
伊藤 渉
稲津 久
井野 俊郎
井上 信治 
井林 辰憲
井原 巧
今枝 宗一郎
今村 雅弘 
岩田 和親
岩谷 良平
上田 英俊
上野 賢一郎
梅谷 守
江渡 聡徳
衛藤 征士郎
江藤 拓 
遠藤 良太
大河原 まさこ
大串 博志
大串 正樹
大口 善德
逢坂 誠二
大西 健介
岡本 あき子

北神 圭朗
北側 一雄
北村 誠吾
木原 誠二
木原 稔
木村 次郎
吉良 州司
日下 正喜
工藤 彰三
國重 徹
源馬 謙太郎
神津 たけし
高村 正大
國場 幸之助
小島 敏文
輿水 恵一
小寺 裕雄
後藤 祐一
小林 鷹之
小林 史明
小宮山 泰子
小森 卓郎
近藤 昭一
斎藤 アレックス
坂井 学
坂本 哲志
櫻田 義孝

竹内 譲
武田 良太
武部 新
田所 嘉德
田中 和德
田中 健
田中 英之
田中 良生
棚橋 泰文 
谷川 とむ
田野瀬 太道
田畑 裕明
玉木 雄一郎
田村 憲久
辻 清人
津島 淳
土屋 品子
堤 かなめ
⻆田 秀穂
寺田 稔
土井 亨
渡海 紀三朗
冨樫 博之
中川 正春
中川 康洋
長島 昭久
中曽根 康隆

中谷 真一
中西 健治
中根 一幸
中野 英幸
中村 裕之
仁木 博文
西岡 秀子
西田 昭二
西村 智奈美
西銘 恒三郎
丹羽 秀樹
根本 幸典
野田 聖子
野間 健
橋本 岳
鳩山 二郎

梨 康弘
濵地 雅一
平口 洋
平沢 勝栄
平林 晃
深澤 陽一
福島 伸享
福田 達夫
藤田 文武
藤丸 敏
藤原 崇

古川 元久
古川 康
古屋 圭司
古屋 範子
細田 健一
細田 博之
掘井 健智
堀内 詔子
本庄 知史
前原 誠司
牧島 かれん
牧原 秀樹
松原 仁 
松本 尚
松本 洋平
馬淵 澄夫
岬 麻紀
三谷 英弘
道下 大樹
三ツ林 裕巳
美延 映夫
御法川 信英
宮内 秀樹
宮澤 博行
宮下 一郎
務台 俊介
武藤 容治

宗清 皇一
村上 誠一郎
茂木 敏充
森 英介
森山 浩行
盛山 正仁
保岡 宏武
谷田川 元
簗 和生
山口 壯
山下 貴司
山田 賢司
山田 美樹
山本 有二
吉田 統彦
吉田 とも代
吉野 正芳
笠 浩史
若林 健太
若宮 健嗣
鷲尾 英一郎
早稲田 ゆき
和田 義明
渡辺 周
鰐淵 洋子

【参議院議員】（代理出席含む）
青木 愛
朝日 健太郎
有村 治子
伊藤 孝江
伊藤 孝恵
石井 準一
石井 浩郎
石井 正弘
石井 苗子
石川 博崇
磯㟢 仁彦
今井 絵里子
岩本 剛人

河野 義博
熊谷 裕人
こやり 隆史
小西 洋之
古賀 友一郎
古賀 之士
古庄 玄知
上月 良祐

藤 嘉隆
櫻井 充
里見 隆治
山東 昭子
清水 真人

高橋 はるみ
高橋 光男
滝沢 求
滝波 宏文
竹谷 とし子
武見 敬三
谷合 正明
柘植 芳文
徳永 エリ
豊田 俊郎
中曽根 弘文
中西 祐介
長浜 博行

打越 さく良
江島 潔
衛藤 晟一
小沼 巧
小野田 紀美
大家 敏志
大野 正
太田 房江
加田 裕之
片山 さつき
片山 大介
加藤 明良
川田 龍平

塩田 博昭
塩村 あやか
榛葉 賀津也
末松 信介
杉 久武
杉尾 秀哉
鈴木 宗男
田島 麻衣子
田名部 匡代
高木 かおり
高木 まり
高野 光二郎
高橋 克法

新妻 秀規
野上 浩太郎
野田 国義
芳賀 道也
長谷川 岳
馬場 成志
平木 大作
平山 佐知子
藤井 一博
藤川 政人
船橋 利実
舟山 康江
舞立 昇治

牧山 ひろえ
松川 るい
松下 新平
松村 祥史
三浦 靖
三原 じゅん子
三宅 伸吾
宮崎 勝
室井 邦彦
森本 真治
矢倉 克夫
安江 伸夫
山口 那津男

山下 雄平
山田 宏
山本 香苗
山本 佐知子
山本 順三
吉川 ゆうみ
和田 政宗
若松 謙維

��【前国会議員】
公明党顧問　漆原 良夫
元衆議院議員　西川 公也（代理）

【総務省】
大臣官房総括審議官　山野 謙
大臣官房審議官（併）情報公開・個人情報保護審査会事務局長　植山 克郎
自治行政局長　吉川 浩民
自治行政局官房審議官（地方行政・個人番号制度、地方公務員制度、選挙担当）　三橋 一彦
自治行政局行政課長　田中 聖也
自治行政局行政課監査制度専門官（併）行政課理事官　渡邉 康之
自治行政局行政課行政書士係　総務事務官　塩見 真仁
行政評価局長　清水 正博
行政評価局　官房審議官（行政評価局担当）砂山 裕
行政評価局政策評価課客観性担保評価推進室長　井上 隆彦
行政不服審査会事務局総務課長　谷輪 浩二

��【関係省庁・友誼団体等】
内閣府
デジタル庁
出入国在留管理庁
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課
農林水産省輸出・国際局知的財産課
国土交通省不動産・建設経済局土地政策課
国土交通省不動産・建設経済局国際市場課
国土交通省自動車局自動車情報課
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
日本弁護士連合会
日本弁護士政治連盟
日本土地家屋調査士会連合会
全国土地家屋調査士政治連盟
全国社会保険労務士会連合会
日本公証人連合会
一般社団法人日本海事代理士会
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会
日本不動産鑑定士政治連盟
一般社団法人中小企業診断協会

三井住友海上火災保険株式会社
日本加除出版株式会社
株式会社ぎょうせい
株式会社大成出版社

��【学識者】
公益社団法人日本複製権センター代表理事　川瀬 真
弁護士　小島 浩
神奈川大学経営学部兼任講師　小林 二三夫
弁護士　佐藤 米生
浅草公証役場公証人　澤野 芳夫
一般財団法人行政書士試験研究センター理事長・千葉大学名誉教授　多賀谷 一照（代理）
税理士　樋渡 信也
政策研究大学院大学教授　福井 秀夫
税理士・日本行政書士会連合会監事　増田 由明
弁護士　山下 清兵衛
日本行政書士会連合会顧問弁護士　山田 正記
日本行政書士会連合会顧問弁護士　山脇 康嗣
弁護士・日本行政書士会連合会理事　山本 修三

��【日本行政書士会連合会】
名誉会長　遠田 和夫
相談役　吉村 学
相談役　宮内 一三
相談役　荒岡 克巳
相談役　山田 高嗣
相談役　太田 光三郎
相談役　光宗 五十六
相談役　矢野 浩司

��【日本行政書士政治連盟】
相談役　中西 豊
相談役　山下 寛
相談役　遠田 和夫
顧問・前衆議院議員・自由民主党行政書士制度推進連盟前会長　野田 毅
顧問・前衆議院議員・公明党行政書士制度推進議員懇話会前会長　石田 祝稔
顧問・前衆議院副議長・立憲民主党行政書士制度推進議員連盟前会長　赤松 広隆

一般財団法人建設業振興基金
一般財団法人建設業情報管理センター
一般社団法人行政情報システム研究所
軽自動車検査協会
一般社団法人全国自動車標板協議会
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人全国自家用自動車協会
一般財団法人関東陸運振興センター
一般社団法人日本マンション管理士会連合会
公益社団法人日本獣医師会
公益社団法人著作権情報センター
一般社団法人日本音楽著作権協会
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
全国中小企業団体中央会
自由民主党本部
自由民主党本部組織運動本部団体総局
自由民主法曹団
公明党団体渉外部
公明党広告第二部
立憲民主党企業・団体交流委員会
駐日タイ王国大使館特命全権大使（代理）
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
株式会社ハル
株式会社オープンアップシステム
株式会社シグマクシス・ホールディングス
株式会社法学館・伊藤塾
株式会社ワイズ
ワイズ公共データシステム株式会社
日本赤十字社
社会福祉法人中央共同募金会
公益社団法人日本社会福祉士会
公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ
一般社団法人北海道成年後見支援センター
NPO法人おかやま成年後見サポートセンター
大洗町長
東京海上日動火災保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
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1
＜オンラインセミナー＞

「建設業セミナー2023」開催のお知らせ

この度、日行連では国土交通省不動産・建設経済局に御協力いただき、行政書士、建設業者及び関連団
体の皆様向けに、ワイズ公共データシステム株式会社と共催でセミナーを開催いたします。
現在、建設業は将来の担い手確保、多発する災害やデジタル化への対応等、建設業者にとっての課題が

山積しています。
国の規制改革推進の中で、建設業許可・経営事項審査の電子申請が開始され、技術者制度改正等の規制

緩和が続きます。また、建設施工の現場でも労働時間の上限規制への対応が迫り、働き方改革への取組、
ICT等新技術の導入による生産性向上が必須となっています。建設業だけでなく不動産業等でもデジタル
化は進み、各業界のデジタル化・簡素化の動きの中で、行政書士の建設業者への関わりも変化しています。
今回は、国土交通省不動産・建設経済局から講師をお招きし、建設業、不動産業の今後の動向を把握し、

業務への影響を認識した上で、今後の業務にいかしていただくことを目的として、講演をいただきます。
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からでも視

聴可能です。皆様の御参加をお待ちしています。

日　　時	 令和５年４月 17日（月）　13：30～ 17：00（予定）
内　　容	 第１部講演	 「建設、不動産業界の最新動向、今後の展開」
	 	 	国土交通省　不動産・建設経済局　局長　長橋	和久	様
	 	 	　建設業、不動産業の最新情報や将来展望を始め、不動産業のデジタル化、宅

建免許電子化について御紹介いただきます。

	 	第２部講演	 「	建設業許可・経営事項審査電子化、経審改正等、制度改正について」
	 	 国土交通省　不動産・建設経済局　建設業課　企画専門官　平山	耕吏	様
	 	 	　令和５年１月 10日から開始した建設業許可・経営事項審査の電子化を始め、

技術者制度改正、経審改正、規制改革やデジタル化の進展、価格変動に対する
対応等、その他、最新の制度改正について御講演いただきます。

	 	第３部講演	 ｢	建設業の担い手確保、建設キャリアアップシステムの取組について｣
	 	 国土交通省　不動産・建設経済局　建設市場整備課
	 	 建設キャリアアップシステム推進室長　沖本	俊太朗	様
	 	 	　建設キャリアアップシステムの普及促進のための取組や最近の状況、建設業

の担い手確保の取組等について御講演いただきます。

	 ※時間・内容・講師は変更になる可能性があります。
参 加 費	 無料
定　　員	 WEB開催のため定員の定めなし
対 象 者	 行政書士、建設業者及び関連団体
申込方法	 詳細は、本会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。
主　　催	 日本行政書士会連合会、ワイズ公共データシステム株式会社

＜許認可業務部・中央研修所＞

＜本件に関するお問合せ先＞
日本行政書士会連合会　事務局業務課

MAIL：gyoumu1@staff.gyosei.or.jp
TEL：03-6435-7330
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一般倫理研修に関するお知らせ

2

令和 5年 3月 15日（水）　�一般倫理研修　�
中央研修所研修サイトにて配信開始（予定）

①�中央研修所研修サイトにログイン�
（初めて利用される場合は新規登録が必要です。）

③�修了証を
　ダウンロード !

令和 6年 3月 31日（日）　一般倫理研修　受講期限※

※令和5年 8月 31日時点に会員である者の期限

令和 5年 8月 31日（木）〜

・一般倫理研修　受講義務化
・「職務上請求書の適正な使用及び
�　　　　　　取り扱いに関する規則」
�　　　　　　　　第 22条の改正規定施行

御所属の行政書士会で
職務上請求書を購入する際、
一般倫理研修の修了証が
必要となります！

本誌 2022 年 12 月号にて御案内のとおり、日本行政書士会連合会会則の改正が、令和４年８月
31日付けで総務大臣から認可されたことに伴い、令和５年８月 31日から一般倫理研修の受講が義
務化されることとなりました。
当研修の配信スケジュールや受講方法については、以下を御参考の上、受講していただきますよ
うよろしくお願いいたします。

＜総務部・中央研修所＞

中央研修所 
研修サイトは 
こちらから

より詳しい受講方法については、一般倫理研修の配信開始と同時に会員
専用サイト「連 con」に掲載する『中央研修所研修サイト利用マニュアル』
（一般倫理研修）を御覧ください！

令和５年８月31日以降、
職務上請求書を
購入する際に
必要となります！

②�一般倫理研修を受講（３時間程度）
中央研修所研修サイトで受講できる環境がない
場合は、御所属の行政書士会に御相談ください。（ ）
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一般倫理研修は中央研修所研修サイトで配信されますが、一度にアクセスが集中しますと、
サーバーダウンしてしまうおそれがあります。
つきましては、御所属の行政書士会ごとにグループ分けをして、それぞれに受講期間を設
けた「分散受講スケジュール」を作成いたしましたので、御受講の際の御参考としてくださ
い。サーバー負荷軽減に御協力くださるようお願いいたします。

■分散受講スケジュール

1 北海道・�
東北ブロック

北海道行政書士会

３月 29 日（水）～４月  ４日（火） 
６月  ７日（水）～６月 13 日（火）

秋田県行政書士会
岩手県行政書士会
青森県行政書士会
福島県行政書士会
宮城県行政書士会
山形県行政書士会

2 愛知ブロック 愛知県行政書士会 ４月  ５日（水）～４月 11 日（火） 
６月 21 日（水）～６月 27 日（火）

3 近畿ブロック�
（大阪除く）

三重県行政書士会

４月 12 日（水）～４月 18 日（火） 
６月 28 日（水）～７月  ４日（火）

滋賀県行政書士会
京都府行政書士会
奈良県行政書士会
和歌山県行政書士会
兵庫県行政書士会

4 中国・�
四国ブロック

鳥取県行政書士会

４月 19 日（水）～４月 25 日（火） 
７月  ５日（水）～７月 11 日（火）

島根県行政書士会
岡山県行政書士会
広島県行政書士会
山口県行政書士会
香川県行政書士会
徳島県行政書士会
高知県行政書士会
愛媛県行政書士会

5 大阪ブロック 大阪府行政書士会 ４月 26 日（水）～５月  ２日（火） 
８月  ２日（水）～８月  ８日（火）

6 東京 23区内ブロック 東京都行政書士会 ５月  ３日（水）～５月  ９日（火） 
６月 14 日（水）～６月 20 日（火）

7 東京 23区外・�
南関東ブロック

東京都行政書士会
５月 10 日（水）～５月 16 日（火） 
７月 12 日（水）～７月 18 日（火）神奈川県行政書士会

千葉県行政書士会

8 北関東ブロック

茨城県行政書士会
５月 17 日（水）～５月 23 日（火） 
７月 19 日（水）～７月 25 日（火）

栃木県行政書士会
埼玉県行政書士会
群馬県行政書士会

9 中部ブロック

長野県行政書士会

５月 24 日（水）～５月 30 日（火） 
７月 26 日（水）～８月  １日（火）

山梨県行政書士会
静岡県行政書士会
新潟県行政書士会
岐阜県行政書士会
福井県行政書士会
石川県行政書士会
富山県行政書士会

10 九州ブロック

福岡県行政書士会

５月 31 日（水）～６月  ６日（火） 
８月  ９日（水）～８月 15 日（火）

佐賀県行政書士会
長崎県行政書士会
熊本県行政書士会
大分県行政書士会
宮崎県行政書士会
鹿児島県行政書士会
沖縄県行政書士会

Information
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「令和５年度特定行政書士法定研修」の御案内

　令和５年度の「特定行政書士法定研修」（行政書士法第１条の３第２項に規定する研修）を以下のとお
り実施することとしていますので、御案内いたします。
　令和５年度の講義は、令和４年度に引き続き中央研修所研修サイトでのVOD（ビデオ・オン・デマンド）
方式で実施いたします。詳細につきましては、本誌４月号及び本会ホームページに募集要項を掲載いたし
ますので、御確認ください。

趣　　旨	 	本研修は、行政書士法第１条の３第１項第二号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申
立手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第１条の３第２項に規定する研修
として、日本行政書士会連合会会則第 62条の３の規定に基づき実施するものです。所定の
講義を受講し、考査において基準に到達することにより特定行政書士となります。

受講資格	 	行政書士（申込時点において、行政書士名簿に登録されている者）

研修内容	 	以下の＜講義＞を所定の期間内に受講し、＜考査＞において基準に到達することをもって修
了となります。

	 ＜講　義＞	令和５年８月上旬から９月中旬までの受講期間内に、各自で中央研修所研修サイ
トにアクセスし、指定の講座を受講していただきます。　　　　　　　　　　	
18 時間［１コマ（１時間）× 18講義］

	 ＜考　査＞	令和５年 10月 22日（日）14：00～ 16：00に所属単位会が指定する会場にお
いてマークシート方式択一 30問で実施（全国一斉開催）します。

受 講 料	 ８万円（テキスト代含む）
	 ※再受講・再受験の受講料は次号掲載の募集要項を御確認ください。

申込方法	 WEB申込
	 ※クレジットカード決済・コンビニ決済等の支払方法を選択できます。

申込期間	 令和５年４月３日（月）～６月 23日（金）（予定）
	 ※再受講・再受験を希望する方についても上記期間内のお申込みが必要です。

＜中央研修所＞

平成 26 年の行政書士法改正により、行政書士は「特定行政書士」と
いう刀を持つことができるようになりました。

侍は帯刀して侍です。しかし、むやみに刀を抜きません。刀を抜かず
して目的を果たします。特定行政書士は、許認可申請の事前手続から事
後手続までの全体に精通した政策法務のプロとして帯刀する法律家です。

今こそ、特定行政書士になりましょう。

令和５年度からWEB申込となります！
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特定行政書士ブラッシュアップ研修の御案内

中央研修所では、特定行政書士制度発足当初の平成 27年度から、特定行政書士を対象に、より実践的
な知識を修得していただくことを目的に、中央研修所研修サイトを利用したVOD（ビデオ・オン・デマ
ンド）方式で「特定行政書士ブラッシュアップ研修」を開催しています。
昨年度は、弁護士として日々の業務の中心として行政事件を取り扱っている水野泰孝弁護士を迎え、「押
さえておきたい国家賠償請求制度の概略と実務」「『行政規則』への向き合い方」をテーマに二つの講座を
開設し、大変多くの好評をいただいています。
そこで、本年度も引き続き水野泰孝弁護士を講師に迎え、改正行審法施行後の実務の運用を踏まえた「行

政不服審査の勘所（前編）」「行政不服審査の勘所（後編）」の二つの講座を新たに開設する予定です。
詳細につきましては、３月末日頃までに本会ホームページに別途案内を掲載いたしますので、この機会
に是非お申込みください。

受講資格	 	特定行政書士
研修内容	 	①「行政不服審査の勘所（前編）―審査請求から審理員による審理手続まで―」
	 　	審査請求書の提出から審理員意見書が作成されるまで、実務の運用を審査請求人の目線に

引き直して、制度を使い倒すための「勘所」をお伝えいたします。
	 ②	「行政不服審査の勘所（後編）―審査会の調査審議から裁決まで／実務課題―」
	 　	審査会への諮問から審査庁による裁決まで、審査請求人としての関与のあり方の「勘所」を

見ていきます。また、発展的な実務課題についても、一緒に考えていきます。
講　　師　	水野	泰孝　弁護士
受 講 料	 5,500 円／講座（税込み）
申込方法	 中央研修所研修サイトからお申込みください。
	 ※同サイト内で研修のお申込み・受講料の決済を行うことができます。

＜中央研修所＞

改正行審法の施行後、審査請求の実務が積み重ねられてきました。令和４年６月には、
総務省は各自治体宛てに、これまでの運用を踏まえた「事務取扱ガイドライン」を発出し
ています。
特定行政書士の先生方が審査請求に関与することを検討する際、実務が分からないこと
で躊躇されることもあるかと思います。行政サイドの実務の運用を審査請求人の目線に引
き直し、一連の手続の「勘所」を押さえることで、実際に審査請求に関与するに当たって
のハードルを無くしたいと考えています。

～　　講　師　紹　介　　～
【経歴・活動】※令和５年３月時点
（現職）�早稲田大学大学院法務研究科准教授（任期付き、実務家教員）

日本弁護士連合会行政問題対応センター事務局長
水野泰孝法律事務所代表弁護士

（活動）�日々の弁護士業務の中心として行政事件を取り扱う。住民・国民側の代理人
のみならず、行政側の代理人や顧問弁護士、非常勤職員、各種委員など、立
場を問わずに、行政事件・行政問題に関与する。東京都の特別区での審理員
の経験があり、多くの審査請求の代理人も務める。

水野�泰孝�弁護士
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申請取次行政書士管理委員会からのお知らせ

行政書士申請取次関係研修会（VOD方式）の御案内
令和 5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、いつでも何度でも御自宅や事務所にて個々の端末（パソコン、タブレット、
スマートフォン）から聴講可能です。
なお、各研修会の申込等の詳細につきましては、下記「令和 5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

〇修了証書の発送について
各研修会における修了証書は、課題提出時期に関わらず皆様一律に発送いたしますので御承知おきくだ
さい。

事務研修会…	課題提出締切後、結果通知と併せて基準に到達された方には修了証書を同封して発送いた
します。

実務研修会…	課題提出締切後、一律に修了証書を発送しますが、審査の結果、基準に未到達であった方
のみ別途、日行連から御連絡いたします。

所持する届出済証明書の有効期間を経過した場合は、再度、行政書士申請取次事務研修会（新規）を
受講していただくこととなりますので、十分御留意ください。

＜申請取次行政書士管理委員会・中央研修所＞

令和 5年度（令和 5年 4月～令和 6年 3月）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
結果通知
発送予定日

（基準未到達者のみ）

1 実務研修会
（更新）

4月14日（金）
～4月24日（月） ２月中旬 3月3日（金）

～3月9日（木） 5月10日（水） 5月16日（火）

2 事務研修会
（新規）

6月23日（金）
～7月3日（月） ４月下旬 5月12日（金）

～5月19日（金） 7月24日（月） ―

3 実務研修会
（更新）

8月9日（水）
～8月18日（金） ６月上旬 6月28日（水）

～7月4日（火） 8月31日（木） 9月6日（水）

4 事務研修会
（新規）

9月11日（月）
～9月21日（木） ７月上旬 7月28日（金）

～8月3日（木） 10月12日（木） ―

5 実務研修会
（更新）

10月20日（金）
～10月30日（月） ８月中旬 9月7日（木）

～9月13日（水） 11月13日（月） 11月20日（月）

6 事務研修会
（新規）

11月21日（火）
～12月1日（金） ９月下旬 10月12日（木）

～10月18日（水） 12月21日（木） ―

7 実務研修会
（更新）

令和6年1月24日（水）
～2月2日（金） 11月中旬 12月7日（木）

～12月13日（水）
令和6年

2月16日（金）
令和6年

2月22日（木）

8 事務研修会
（新規）

令和6年2月22日（木）
～3月4日（月） 12月下旬 令和6年1月11日（木）

～1月17日（水）
令和6年

3月25日（月） ―

※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。
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令和５年度専修大学大学院司法研修開講の御案内

6

＜中央研修所＞

日行連中央研修所では、平成 16年から専修大学大学院と連携して司法研修を開講しています。
令和５年度は、「空き家問題をめぐる法的問題―理論と実務について―」をテーマに５日間、各日３コマの計 15コ

マの集中講義で実施します。
近年、民法について大きな改正が続いています。日々実務に当たる皆様におかれましても、民法改正に関する動向

や改正内容が実務へどのように影響し得るか、特に関心が高いと存じます。所有者不明土地の解消（発生予防、利用の
円滑化）を目的とした民事基本法制の見直し、相続土地国庫帰属制度等について、具体的な場面を想定し、行政書士業
務に関連する講義を、実務家の椙村寛道教授、民法担当の高橋寿一教授、そして行政法担当の山田健吾教授の３名体
制の下で進める予定です。
今後ますます社会的ニーズが高まる業務分野の基本知識として、法律知識をしっかりと習得し、「身近な街の法律家」

として国民の皆様の期待に添えるよう、より多くの会員の皆様に御受講いただければと思います（詳細は次ページの募
集要項を御確認ください）。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　講師御紹介　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
講師：椙村　寛道　教授（法科大学院） 【講師からのメッセージ】

民法・民事執行法において、どのような財産管理
人制度があるかについて説明した上で、「不在者
財産管理制度」「所有者不明土地管理制度」「管理
不全土地管理制度」及び「財産管理制度の相互関
係」等について、説明をする予定です。財産管理
人の選任あるいは関与する実務に携わった際に必
要となる情報を提供したいと考えています。

《プロフィール》
1978 年　一橋大学法学部卒業
1984 年　司法試験合格
1987 年　�弁護士登録（第一東京弁護士会）

岡村勲法律事務所
1993 年　日本橋総合法律事務所
2004 年　専修大学法科大学院教授

（実務家教員）「要件事実（基礎）」
「要件事実」「民事実務演習（基
礎）」「民事実務演習」「民事法総
合演習Ⅳ（家族法）」担当

講師：高橋　寿一　教授（法学部） 【講師からのメッセージ】
これまで土地法・都市法・農業法の研究を多少し
てきた縁で、今回担当させていただくことになり
ました。これら法制度を取り巻く状況は近年大き
く変わりました。私は研究者の立場から、所有者
不明土地問題や空き家問題を考えるに際して、ま
ず、この度改正された土地基本法の内容について
解説し、その上で、民法上の基本原則について近
年の改正内容も含めてお話をしたいと思っていま
す。実務的な話はほとんどできないと思いますが、
あらかじめ御了解ください。

《プロフィール》
1980 年　一橋大学法学部卒業
1985 年　�一橋大学大学院法学研究科博士

後期課程単位取得退学
1985 年　東京大学社会科学研究所助手
1990 年　茨城大学人文学部助教授
2002 年　東京外国語大学外国語学部教授
2002 年　一橋大学博士（法学）
2004 年　�横浜国立大学大学院法曹実務専

攻教授
2018 年　専修大学法学部教授

講師：山田　健吾　教授（法学部） 【講師からのメッセージ】
平成 26 年に「空家等対策の推進に関する特別措
置法」が交付され、平成 27 年に施行されました。
本講義では、まず、この空家法に関する行政法上
の論点を説明します。次に、同法施行から 7 年間
で明らかになってきた同法の意義と問題点を整理
し、地方自治体が同法を活用して、空き家対策を
行い、土地の有効活用を行っていく際の課題を検
討します。

《プロフィール》
1993 年　専修大学法学部卒業　
1999 年　�名古屋大学法学研究科政治学�博士

後期課程単位取得満期退学
現　在� 専修大学法学部教授

（担当科目）
「行政法Ⅰ・Ⅱ」「行政救済法Ⅰ・Ⅱ」
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本会では、平成16年度から専修大学大学院の御協力を得て、司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の
担保を目指して、必要な能力を身に付けるための司法研修を展開してまいりました。令和５年度は「空き家　
問題をめぐる法的問題 ―理論と実務について―」をテーマに開講し、所有者不明土地の解消を目的とした民
事基本法制の見直し、相続土地国庫帰属制度等について、具体的な場面を想定した行政書士業務に関連する講
義を行う予定です。
隣接法律専門職種として業務に携わっている行政書士が、より一層の法的素養を積み、更なる飛躍を目指す

上で意義があり、また、権利義務・事実証明書類の作成等の分野で活躍する行政書士を筆頭に、全会員にとっ
て大変有益と思われますので、多くの方の受講を期待いたします。
本講義は専修大学大学院での正規の授業として実施します。科目等履修生として一般の大学院生と同じ立場

で学習することとなりますので、成績や受講態度が悪ければ単位認定されません。誠意と熱意をもって講義に
臨まれるようお願いいたします。

　なお、最少開講人数（30名）が設定されており、申込者が 30名に満たない場合には開講されません。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方法が急遽変更となる場合があります。
　以上、あらかじめ御承知の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。

１．目的
　大学院科目等履修生として高度な専門分野の研究を行い、将来において司法・準司法制度の一角を担える
人材の育成を目指すことを目的とします。

２．出願資格
　出願時点で、大学又は大学院を卒業している会員、若しくは高等学校卒業後の行政書士業務歴を５年以上
又は短大卒業後の行政書士業務歴を３年以上有する会員を対象とします。

３．講義概要
（１）科目名・単位数及び担当講師

科　目　名 単位数 担当講師

法律学応用特論
「空き家をめぐる法的諸問題」

２単位
（15 コマ）

専修大学
法科大学院　椙村　寛道　教授　（３コマ）
法学部　　　高橋　寿一　教授　（３コマ）
法学部　　　山田　健吾　教授　（９コマ）

（２）受講上の注意
①�事前に教材と予習範囲が指定されますので、必ず指定された予習をした上で出席してください。また、
レポートの提出やテストがあり、総合的評価の結果、単位を取得できない場合があります。出席して講
義を聴いているだけの研修ではありません。
②�厳格な出席管理が行われ、出欠状況が単位認定の評価に影響しますので、御承知おきください。
③�受講に当たっては、行政書士の品位を保ち、大学の秩序を乱す行為をしないよう心掛けてください。
④�総合的評価の結果に基づき、大学院の単位が与えられます。単位修得者は証明書発行料金（和文 400
円、英文700円）の負担により、令和6年 4月以降に単位修得証明書の発行を受けることができます。
⑤�図書館等の大学の施設利用については、ガイダンスの際に大学側から説明がありますので、それに従っ
てください。
⑥�講義では授業内容に関する質問は可能ですが、実務に関する個別の案件についての質問にはお答えでき
ません。

専修大学大学院における令和５年度司法研修
募　集　要　項

Information
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（３）開講日（予定）

講義日程（予定） ■�各開講日とも、２～４時限（90分×３講義）
の開催となります。

２時限（10：45～12：15）
３時限（13：05～14：35）
４時限（14：50～16：20）

ガイダンス 第１回開講前に実施します。

第１回 令和５年10月14日（土）

第２回 10月28日（土）

第３回 　　　  　11月11日（土）

第４回 　　　  　11月18日（土）

第５回 　　　  　11月25日（土）

（４）受講場所
専修大学　神田校舎
東京都千代田区神田神保町３－８（専修大学ホームページ：https://www.senshu-u.ac.jp/）
※�対面での講義を予定していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方法が急遽変更となる場合
があります。

（５）定員
50 名程度（所属会不問）

４．費用
48,000 円（内訳：登録料 12,000 円＋履修料 36,000 円）
※ 登録料・履修料については、一定の審査を経て入学決定後、日行連にお振込みいただきます。本会が

一括して専修大学に納入することとしています。

５．出願方法
　会員専用サイト「連 con」（https://www.gyosei.or.jp/members/#login）内にある以下の要項を
御確認の上、必要書類を整え、期間内に日行連に御提出ください。

日行連ホームページ　＞会員専用サイト「連 con」　＞中央研修所　＞開催案内　
　＞「令和５年度専修大学大学院における司法研修の出願方法について」

６．出願期間
令和５年２月１日（水）～令和５年３月 10 日（金）＜締切日消印有効＞

【お問合せ先】日行連事務局研修課
TEL：03-6435-7330

Information
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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。

昨年 11 月 26 日、「資格の学校 TAC大分校（大分市金池南）」にて、行政書士講座の受講生及び行政書士業務に関
心がある方を対象に特別セミナーを開催しました。
本セミナーでは「行政書士の現状と未来」をテーマに、村上勝昭会員（大分会副会長）が行政書士業務の実態や他士
業との業務内容の比較等について講義を行いました。
さらには、AI テクノロジー化が進んでいく社会の中で、行政書士が変化していく業務にどう対応していくのか等に
ついても具体的事例を挙げながら話をし、受講生は興味深く耳を傾けていました。
参加者からは、「行政書士業務について詳しく知ることが
できとても貴重な時間でした」「行政書士試験受験に向けモ
チベーションが高まった」等の喜びの声をいただきました。
また、本セミナーを開催してくださったTAC大分校のスタッ
フの方にも、「行政書士業務について詳しく知ることができた」
と、とても喜んでいただきました。
行政書士業務に興味・関心を持つ受講生等にとって、とて
も意義が大きいものであったのではないでしょうか。
当会では、今後も地域の学校、専門学校、資格学校等から
の依頼に対し、できる限り御要望にお応えし、社会貢献及び
行政書士業務の周知に努めてまいります。

行政書士会

大分県 未来の行政書士に向け特別セミナー開催

岩手会では、令和４年 10 月 12 日、11 月１日、11 月 22 日の全３回の日程で、本年度の実務基礎研修会を開催し
ました。
本研修会は、入会後２年以内の会員を主な対象として、行政書士の主要業務について、それらの業務を実際に取り扱っ
ている当会会員が講師となり、各業務に取り組むに当たって必要となる基礎的な事項を講義するものです。
平成 15 年度に「新人研修会」としてスタートし、今回で 20 回目を迎えました。初回は建設業等の５科目で一日の
日程でしたが、科目の入替えを行いつつ科目数も徐々に増えていき、本年度は「農地法関係」「自動車登録・車庫証明」
「丁種封印」「相続」「成年後見」「産業廃棄物処理業」「会社設立」「建設業」「飲食店・風俗営業」の各業務に、「代理申
請」「反社会的勢力」の二科目を加えての構成となりました。
各講師が用意する資料は、「受講者が実際に業務を受任し
た場合に、すぐに参考資料として使用できる」ものとし、ま
た、講義内容については、実例を踏まえ、より実践的な講義
となるように心掛けています。講師が培ったノウハウにまで
踏み込む講義は、受講者にも好評で、新入会員のみならず、
中堅・ベテラン会員の中にも再受講する方がいます。また、
入会して間もない会員にとっては、同時期に入会した会員や
先輩会員との貴重な交流の機会にもなっています。
当会では、会員全体のレベルアップを図るべく、次年度以
降も継続してこの実務基礎研修を行ってまいりたいと考えて
います。

行政書士会

岩手県 令和4年度実務基礎研修会を実施
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宮城会は、昨年 12月宮城県石巻市で会社経営する佐々木清志様にお越しいただき、ロシアの侵攻から避難するウク
ライナ人を受け入れ、支援する取組についてお聞かせいただきました。
佐々木社長は、雇用環境の改善を目的にウクライナ人を雇用するため、既にウクライナ国内に現地法人を立ち上げて
いました。ウクライナ人の性格の良さ、素養の高さに注目していたそうです。
昨年２月 24日、ロシア軍がウクライナに侵攻し始めた直後に、丁度ウクライナを訪れていた佐々木社長は、二人の
女性と幼い子供一人をポーランドのワルシャワとハンガリーのブダペスト経由にて日本に入国できるよう尽力し、三人
は宮城県大崎市の鳴子温泉に身を寄せることになりました。
現在、ウクライナの電気の供給は一日５時間。人々の暮らしは、氷点下の冬の夜、暖房の利かない冷え切った部屋で
の睡眠を余儀なくされています。昼夜を問わず、いつ襲撃に見舞われるか絶えず不安の中に置かれる生活です。何とか
支援したいと、佐々木社長は目下改修中の「鳴子温泉農民の家」を早期に再開し、ウクライナから避難民を呼び寄せ、
従業員として雇用する計画を準備しているとのことです。
佐々木社長は、コルンスキー駐日ウクラ
イナ大使とも親交があり、佐々木社長の「鳴
子温泉農民の家」ビジョンはウクライナ大
使の評価をいただき、自身の「夢」は「鳴
子温泉」の賑わい創出と語ります。
避難してきた彼女らは、今では近所の方と
朝な夕なに「おはようございます」、「こんば
んは」と、声を掛け合う間柄になっています。
近い将来、この地域の新たな活力の創出と
文化の交流を願ってやまない思いに駆られ
ました。

行政書士会

宮城県 ロシアの侵攻から避難するウクライナ人を受け入れ
「鳴子温泉農民の家」の再生を図る！

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当たっては、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、行政書士等の資格者が職務
上必要ある場合に限り行使できることとされており、限られた資格者にのみ認められた国民利便のための制度で
あるため、個人情報保護、人権の擁護などの観点からも高い倫理意識に基づいた厳正な取扱いが求められ、職務
上請求書の偽造、不正使用、人権侵害のおそれがある戸籍等の取得は決して許されることではありません。
　会員各位におかれましては、「戸籍法」「住民基本台帳法」「行政書士法」、本会の 「職務上請求書の適正な使用
及び取扱いに関する規則」等の趣旨を十分に理解され、適正な使用及び厳格な取扱いに努めていただきますよう、
何とぞよろしくお願い申し上げます。
　なお、職務上請求書の払出し方法については、各単位会で運用が異なりますので、所属単位会の関係規則等を
御確認願います。
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秋 桜 日 記
～特定行政書士への誘い～

登場人物
中島　涼介（30歳）新人
特定行政書士になる必要性を感じていない。
開業３年目、山田先生を師と仰いでいる。

山田　賢人（54歳）ベテラン
特定行政書士　関東の県庁所在地で開業してい
る。

野村　泰久（33歳）中島と同期の行政書士
特定行政書士は仕事にならないから不要だと
考えている。

あらすじ
　中島は特定行政書士になる必要性を感じてい
なかったが、ある申請が不許可となる可能性に
直面し、ベテランで特定行政書士の山田先生に
相談している。同期の行政書士である野村に、
特定行政書士になることを打ち明けたものの、
その必要はないと反論されてしまう。

第三話：気持ちは一つ

いつもの焼鳥屋で熱い議論を交わした中島と同期の野
村は、ほどよく酔っていた。特定行政書士に対する考え
に温度差はあるにせよ、お互い行政書士としてこれから
も頑張る気持ちは同じであることを実感できたことは、
中島にとっても良い刺激となった。

「もう一軒付き合ってくれよ。この近くに新しく開店
したお店があって、開店祝いに顔を出す約束なんだ。」
最近許可を取ったらしいお店のママからの招待状を見

せながら、野村は言った。風俗営業許可の専門家でもあ
る野村は、新規開店許可を取得した依頼者の店に、お祝
いと称して様子を見に行くことも多いらしい。
いわゆるスナックやキャバクラは、風俗営業法的に言
うと「社交飲食店」である。普通の飲食店とは異なり、
「接待」をすることが特徴である。風俗営業で言う「接待」
とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてな
すこと。」と定義されている。具体的には談笑したりお
酌をしたり、一緒にカラオケを歌うことなどをいう。
そのような接待を伴うお店は、保健所の飲食店営業の
許可のほかに、事前に公安委員会の許可が必要である。
その許可を得ることも行政書士の典型的な業務の一つで
あり、野村の得意とするところである。建設業許可を主
に扱う中島にとっては、あまり扱わない分野であり、こ
れまで受任したことがない。仕事としてはもちろんだが、
これまでサラリーマンとしての経験もない中島は、その
手のお店に行ったこともないというのが正直なところで
ある。

「先生、いらっしゃーい！」
明るい声に迎えられて店内に入ると、そこには胡蝶蘭
を始めとした綺麗な花がずらりと並んでいた。
「開店おめでとうございます！」
慣れた様子で店内に入る野村に続いて、華やいだ雰囲
気に押され気味の中島は、自分の知らない煌びやかな世
界に迷い込んで、クラクラするような気がした。

「先生、この度はお世話になり、ありがとうございま
した。」
しっとりと落ち着いた着物姿の妙齢の女性が席に着く。
ママである。以前勤めていたお店を辞めて、念願の独立
を果たしたそうだ。
「行政書士の中島と申します。」

今般、改正行政書士法対応委員会では、特定行政書士制度の PR の一環として、特定行政書士がどの

ような場面で活躍できるのか知っていただくため、日常業務の中で起こり得る事例を紹介することとい

たしました。御参照いただき、特定行政書士制度の発展により一層の御理解、御協力をいただけました

ら幸いです。
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野村に紹介され、中島はママに名刺を渡し挨拶をした。
「あら、野村先生のお仲間ね。どうぞよろしくお願い
しますね。」
中島は初めてもらった角の丸い小さめの名刺をまじま

じと見つめ、妙に感心してしまった。
一通りの挨拶が済む頃には、手際よく準備された飲み

物がテーブルに並んでいた。
乾杯を済ませると、ママは少し神妙な顔で囁くように

話し始めた。
「先生、実はちょっと相談があるんです。」
ママによると、新規開店に伴って店員となる女の子を

募集したところ、どう見ても高校生に見える女の子が面
接に来たらしい。また、市内の大学に通う外国人の留学
生も募集してきたそうである。
「この二人、とっても可愛いから雇いたいんだけど、
雇っても問題にならないかしら？」
「うーーーん。高校生かどうかは身分証明書を確認す
ればはっきりするだろうけど、外国人のことはよく分か
らないからなあ。中島はどう思う？」
外国人に関する業務を行わない野村から話を振られた

中島は、申請取次行政書士であり入管業務も扱っている。
「そうだな、在留資格が留学生の場合、資格外就労の
許可を取ればアルバイトはできるけど、風俗営業のお店
でのアルバイトはできないね。」
「まあ、そうなのね。よかったわ。聞いてみて。こん
なちょっとしたことでも、お店をやるとなると知らない
ことばっかりで、不安で嫌になっちゃうわ。そうだ、中
島先生にうちの顧問になってもらいたいわ。そしたら
すっごく心強いんだけどなぁ。よろしくね。」
そんなママの言葉を聞いた中島はハッとした。
これまで、風俗営業や建設業といった営業に必要な許

可を取ることが行政書士の主な仕事であると思っていた。
実際、それが仕事の大半を占めることは事実である。
しかし、許可を取ることは、行政書士にとってはゴー

ルであっても、依頼者にとってはそこからがスタートで
ある。そんなことは当たり前のはずなのに。これまでに
自分が許可を取った依頼者は、その後どうしているのだ
ろうか。
確かに、建設業や産廃の収集運搬業のように、定期的

に更新手続が必要な業種であれば、その都度様子を聞く
こともある。ただ、それですら実際の業務について質問
されたとしたら、自分は適切なアドバイスができるだろ
うか。ましてや許可を取ったら終わりと思っていた風俗

営業や運送業など、その後の依頼者の業務にとって、行
政書士である自分は頼りにされてきたことがあったろう
か。
自分のこれまでの業務実績を振り返って、許可を取る
ことで満足していたことに気付いた。それなのに、一人
前の法律家気取りだった自分の守備範囲の狭さに、なん
だか恥ずかしい気持ちになった。
「もし、さっきの質問みたいなのが後から分かったと
したら、どうするんだろう。もし、未成年を雇ってたっ
てことになったら、警察の捜査対象になるだろうし、許
可も取り消されるんじゃないか？」
中島は、ふと野村に言った。
「そうだな。そんなこと、これまで考えたこともなかっ
たし、正直、そこまでは俺たちの業務範囲じゃないと
思っていたよ。でも、さっき焼鳥屋で話したことを考え
てみたら、許可を取ることはもちろんだけど、その後の
営業上の場面でも、俺たち行政書士が力になれる場面は
多いはずだな。自分たちの仕事にもなるし、依頼者に
とっても頼りになる存在でいなきゃいけないって思った
よ。」
「そうだよ。もし、依頼者が不利益処分を受けるよう
な事態になったときに、許可のこともよく分かっている
行政書士が代理人としてサポートすることは、やっぱり
大切だよ。そのために自分たちが特定行政書士であるこ
とは、依頼者のためでもあるんだよ。」
中島はそう言いながら、これが特定行政書士という制
度が誕生した大きな理由の一つなんだということを確信
した。
「よし、俺も特定行政書士になってみるよ。でも勘違
いするなよ。別にお前に言われたからじゃないぞ。ママ
から顧問を頼まれたからには、特定行政書士になってお
くしかないかなと思ってだな。」
そう言って、お祝いに入れたシャンパングラスを手に、
野村は照れながら微笑んだ。
野村も何か熱いものを感じ取ってくれたようだった。
「あら、先生たち、なんだか頼もしいわね。」
そんなママの言葉に、二人は一層気合が入った。
「よし、お店の開店と、俺たちの新たなステージに、
乾杯！」

次号に続く。

秋桜日記
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中央研修所通信３月号

中央研修所では、各部・委員会等と連携して法改正等に対応したタイムリーなオンラインセミナー
を開催するとともに、セミナーの模様を収録した VOD（ビデオ・オン・デマンド）講座を会員にお
届けしています。

今回は、国際・企業経営業務部と連携して本年度実施のオンラインセミナーについて、以下のと
おり御案内します。

１．農水知財分野に関するシンポジウム
日本の農水産物は、数多の優れた品種が開発され、海外でも高く評価されて輸出されています。

しかし、その優れた品種・種苗が不正な手段で国外に持ち出され、その果実が流通することにより、
我が国の農業生産者・育成権者が多大な損害を被り、国益にも影響が出ています。このため、農業
生産者・育成権者の保護を図っていくことが重要な課題となっています。２月21日にオンライン配
信で実施した本セミナーは、このような実情を踏まえ、当該分野の手続に関する知見を身に付け、
農水知財に精通した行政書士を育成し、広く活躍していただく目的で企画し、多くの会員の皆様に
御参加いただきました。

以下のプログラムで実施した本セミナーの模様は、後日 VOD 講座として中央研修所研修サイト
に登載する予定ですので、当日見逃された方は VOD 講座を是非御視聴ください。

開催日：令和５年２月 21 日（火）
内　容：＜第一部＞�基調講演「農ハウ※�等についての解説」�

※農業が知的財産権に立脚した産業であることからの造語�

講師：農林水産省　輸出・国際局知的財産課　担当者　
� ＜第二部＞実務者によるパネルディスカッション

２．行政書士関与の特定技能制度についてのシンポジウム

コロナ禍による水際対策も緩和され、多くの外国人が来日するようになってきました。これに伴
い、現在実施されている技能実習制度、特定技能制度による入国在留審査件数も今後増加すること
が予想されます。目下、これらの制度の充実・発展を図るべく、制度の在り方が政府・出入国在留
管理庁にて検討されています。技能実習制度が残るにせよ、特定技能制度に統合されるにせよ、我
が国の労働力が不足していることは明白であることから、外国人労働者の方から我々行政書士への
相談・依頼は、これまで以上に増加することが見込まれます。その期待に応えるためには、より一
層、実務に即した研修が必要と考え、実務者によるシンポジウムを企画しました。

以下のプログラムで実施する本シンポジウムの模様は、後日VOD講座として中央研修所研修サイト
にも登載予定ですので、当日都合がつかず御参加いただけない方は VOD 講座を是非御視聴ください。

開催日時：令和５年３月６日（月）13：30 ～ 17：00（予定）
内　　容：＜第一部＞�基調講演�

講師：神奈川県行政書士会　大和　めぐみ　氏�
※�令和２年９月１日～令和４年８月31日の間、国土交通省不動産・建設経済局国際市場課へ

監理指導係長として出向

� ＜第二部＞�実務者によるパネルディスカッション
建設、農業、介護、産業機械、飲食製造等の分野における技能実習の実態
などについての意見交換

申込方法：�会員専用サイト「連con」（https://www.gyosei.or.jp/members/#/login）から事前申込み

令和４年度セミナー・VOD 講座の御案内
（国際・企業経営業務部）
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～VOD 研修のメリット～
時間や場所を問わず、研修受講ができます！
隙間時間を活用し、業務知識をアップできます！
理解できるまで繰り返し学習できます！
様々な端末に対応しています！
�Internet Explorer 以外のブラウザにも対応しています 
Google-Chrome、Safari、Firefox にて御利用いただけます。
�スマートフォン、タブレットにも対応しています 
iOS10.3、Android8.0 以上にて御利用いただけます。
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中央研修所研修サイト 活用されていますか？

中央研修所研修サイトは、
VOD（ビデオ・オン・デマンド）研修を受講するためのサイトです。
行政書士会会員であれば、どなたでも基本無料で御利用いただけます。

（約 120 講座を公開　※令和 5 年 1 月現在）
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2023 年 2 月 9 日 午前 10 時 15 分

日本にいる外国人の方から遺言公正証書を作成したいという相談を受けることがあります。今回は、

外国人の遺言についての基本的な事項について考えていきましょう（詳細は本誌 2022 年 10 月号（№

599）の志田博文元公証人の論稿を参照）。

＜法務業務部＞
（担当：浅草公証役場　公証人　澤野芳夫）

第15回　外国人の遺言

公証人に聞く！
教えてミネルヴァミネルヴァくんくん

「反致」？聞き慣れない用語だね。 フランス語（renvoi）の訳です。通則法 41 条は、「当
事者の本国法によるべき場合において、その国の
法に従えば日本法によるべきときは、日本法によ
る。」と定めています。例えば、遺言の成立及び効
力の問題について、日本に住所を有する外国人で
ある遺言者（被相続人）の本国法を適用すべき場
合において、その本国の国際私法の規則がこれら
の問題について遺言者の住所地法を適用すべきも
のと定めている場合には、通則法 41 条の規定によ
る反致が成立し、住所地法である日本法を適用す
べきことになるのです。

外国人の場合、どこの国の法律に従うべきかとい
う準拠法の問題があります。そして遺言について
は、①方式の問題と②遺言の成立及び効力の問題
があります。

今日は、在日外国人が遺言公正証書を
作成するときの注意点を教えてほし
いんだ。

例えば、必ず書面で作成する必要があるか、口
頭でも良いか、証人の立会いを要するか、未成
年者が遺言できるかなどの問題です。ただ、日
本に滞在する外国人は、日本に住所を有する場
合はもとより、旅行等で一時的に日本に滞在し
ている場合であっても、日本法の規定する方式
による遺言をすることができるので心配はあり
ません（遺言の方式の準拠法に関する法律２条
一・三・四号）。

方式の問題とはどういうことかな？

これは例えば、遺言能力、遺言の意思表示の瑕疵、
遺言の効力発生時期、遺言の撤回の可否などの問
題です。これについては、法の適用に関する通則
法（以下、「通則法」といいます。）37 条１項で、
遺言の成立当時における遺言者の本国法によるこ
とになります。

要するに、在日外国人の方は誰でも
例外なく、日本法の方式で遺言でき
るということだね。あと、準拠法の
二番目の遺言の成立及び効力の問題
というのはどういうことかな？

妹が結婚するまでは、雛人形を飾っていました
が、妹が結婚して女の子が生まれたので、今は妹
夫婦の住むアパートに飾ってあると思います。

３月は桃の節句だね。ミネルヴァく
んのお家は、雛人形を飾っているか
な？

ユキマサくん ミネルヴァくん

大丈夫です。話の続きがあります。通則法41条で、
「反致」という制度が認められています。

えっ？日本法は適用されないの？
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2023 年 2 月 9 日 午前 10 時 15 分

まもる先生

いろいろと教えてくれてありが
とう！

欧州連合（ＥＵ）の構成国（ドイツ、フランス、オラ
ンダ、イタリア、スペイン等）では、相続については
被相続人の死亡時の住所地法により、遺言の実質的有
効性について遺言者の遺言時の住所地法によるべきも
のとされています。したがって、これらの国籍を有す
る外国人が日本に住所を有していて、日本で遺言を作
成する場合には、通則法 41 条により反致が成立し、遺
言の成立及び効力、相続につき日本法が適用されます
ので、本国法を調査、適用する必要はないことになり
ます。

具体的には、諸外国によって反
致の規則はどんな定めになって
いるのかな？

英米法系の国はどうなっている
の？

アメリカ、イギリス等における法定相続及び遺言の実
質的要件（能力、解釈等）は、動産（預貯金を含む。）
については被相続人の死亡時の住所地法、不動産につ
いてはその不動産の所在地法によることとされていま
す（講学上、「相続分割主義」といいます。）。したがって、
これらの国籍を有する外国人が日本に住所を有してい
れば、預貯金等を含む動産を遺言によって処分すると
き、また、日本にある不動産を遺言により処分すると
きは、いずれも遺言の成立及び効力並びに相続につき
反致が成立し、日本法が適用されることになります。

中国では、不動産の法定相続についてはその所在地法
によるもの、それ以外の財産（預貯金等を含む動産）
については被相続人死亡時の住所地法によるもの、遺
言の効力については遺言時又は死亡時の遺言者の住所
地法又は本国法によるものとされています（中華人民
共和国渉外民事関係法律適用法 31 条、33 条）。した
がって、中国国籍を有する者が、日本に住所を有して
おり、預貯金等を含む動産を遺言により処分するとき、
また、日本に住所を有しており、日本にある不動産を
遺言により処分するときは、遺言の成立及び効力並び
に相続の問題につき反致が成立し、日本法を適用する
ことになります。

中国はどうなのかな？

韓国法においては、被相続人が遺言に適用される方法に
よって住所地法を相続準拠法として指定したとき、また
は同じく不動産の相続についてその所在地法を相続準拠
法として指定したときは、その法によるとされています

（韓国国際私法 49 条、50 条）。したがって、韓国国籍
を有する人が、その遺言の中で相続準拠法として住所地
法である日本法を指定したとき、または日本にある不動
産の相続に関して所在地法である日本法を指定したとき
は、相続の問題について反致が成立し、日本法を適用す
ることができます。

韓国ではどうなっているかな？

一旦投げたボールが戻ってくる
感じだね。

うまい例えですね。遺言を考えるにあたり、もう一つ 
「相続」についても問題になります。遺言によってされ
た法律行為、すなわち相続ないし遺贈の成立及び効力、
具体的には遺言による相続人や相続分の指定の可否、
遺言による財産の自由処分の可否といった問題は相続

（通則法 36 条）の問題として、被相続人の本国法によ
ることとなります。もっとも、この相続の問題につい
ても、被相続人の本国法の定めにより反致が成立する
場合には、日本法が適用されます。

公証人に聞く！教えてミネルヴァくん
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2023. 1 Jan.

10日

火
登録委員会

【登録審査】
⑴  審査件数(57件）
⑵  その他

18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（～19日）
【合議事項】

⑴  理事会の議案等について
⑵  登録事務取扱規則様式の一部改正（案）に

ついて
⑶  規制改革・行政改革ホットラインへの意見

提出について
⑷  その他

19日

木
法改正推進本部会議

【協議事項】
⑴  法改正の対応について
⑵  その他

理事会
【議案】

第1号議案　 会員管理システム開発ベンダー
選定について

第2号議案　 一般倫理研修実施に係る提案に
ついて

第3号議案　 日本行政書士会連合会選挙管理
委員会運営基準の一部改正（案）

第4号議案　 登録事務取扱規則様式の一部
改正（案）

総務部会
【協議事項】

⑴  新年賀詞交歓会の対応について
⑵  その他

20日

金
新年賀詞交歓会

24日

火
国際企業経営業務部
企業支援部門会議

【協議事項】
⑴  本年度事業報告及び次年度事業計画につ

いて
⑵  VOD研修について
⑶  日本政策金融公庫メールマガジンへの寄

稿継続及びLINEアカウントの周知依頼に
ついて

⑷  その他

許認可業務部
農地・土地利用部門会議

【協議事項】
⑴  次年度事業計画及び予算について
⑵  セミナーについて
⑶  単位会からの照会事項について
⑷  農地法関係業務担当者会議に関するアン

ケート結果の取扱いについて
⑸  建築士について
⑹  その他

登録委員会
【登録審査】

⑴  審査件数(103件）
⑵  その他

高齢者支援に関する全国担当者会議

11日

水
許認可業務部
建設・環境部門会議

【協議事項】
⑴  JACICとの協議について
⑵  建設業セミナーについて
⑶  全国担当者会議について
⑷  次年度事業計画等について
⑸  国交省との意見交換について
⑹  その他

12日

木
許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議

【協議事項】
⑴  本年度セミナーについて
⑵  次年度事業計画・予算について
⑶  関係省庁等への訪問について
⑷  その他

日行連の主な動き Monthly Report
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30日

月
法務業務部会

【協議事項】
⑴  本年度事業報告（案）及び次年度事業計画

（案）について
⑵   その他

法教育推進委員会（～31日）
【協議事項】

⑴  本年度事業報告（案）及び次年度事業計画
（案）について

⑵  日行連ホームページ法教育ページの更新
について

⑶  その他

31日

火
改正行政書士法対応委員会

【協議事項】
⑴  特定行政書士ガイドラインの改定について
⑵  その他

25日

水
申請取次行政書士管理委員会

【協議事項】
⑴  責任者会議の開催について
⑵  次年度事業計画案について
⑶  異議申立て案件について
⑷  その他

全国法規監察担当者会議

26日

木
法規監察部会

【協議事項】
⑴  照会案件等について
⑵  監察案件等について
⑶  「士」を含む民間資格への対応について
⑷  次年度事業計画案・予算案の策定について
⑸  行政書士制度広報月間の監察活動報告書

について
⑹  その他

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。

　2023. 3　No.604　日本行政　38

日行連の主な動き

10_日本行政3_日行連の動き.indd   3810_日本行政3_日行連の動き.indd   38 2023/02/09   10:222023/02/09   10:22



　暮れも押し迫った令和４年 12 月 30 日の朝日新聞

（東京本社発行版）の一面の見出しは「増える無縁遺

骨　弔う人なく」というものでした。この記事の内

容としては、令和３年度に行政が葬祭費を負担した

件数が、全国で 48,622 件となり過去最多となったこ

とでした。この中には、生活保護の方のほかに身寄

りのない人が含まれており、件数の増加には、この

身寄りのない人への葬祭費の支出が増えていること

の影響と分析されていました。

　この関連記事として、昨年夏に主演映画もある有

名な女性俳優が亡くなった際に、遺体の引き取り手

がなく、居住地の区が荼毘に付した経緯について掲

載されていました。このように、知名度のある俳優

ですらも親族がいない、いたとしても頼ることがで

きないことで、引き取り手のない「無縁遺骨」とな

る寸前であったことは、「親族がいない、いたとして

も頼ることができない」ことが当たり前な時代を迎

えていることを象徴しているように思えます。

　このような事態に対応する方法を地方自治体とし

て模索するケースも出てきて、厚生労働省が九つの

県や市町をモデル事業として指定していることや、そ

の中でも長野市が、成年後見支援センター内に「『お

ひとりさま』あんしんサポート相談室」を併設し、

1,400 件以上の相談が寄せられていることなどが紹介

されていました。

　このような記事であったり、相談を受けた際に「死

後事務委任契約」が活用できると思われることも多く

なったのではないでしょうか。今でこそ「終活」ブー

ムの中で、その名前が当たり前に出てくるようにな

りましたが、その有効性が認められるようになった

のは、比較的最近のことになります。

　本来、委任契約は、民法 653 条第１項により、委

任者又は受任者の死亡により終了するとされている

ことから、委任者の死亡後に効力の生じる委任契約

は成立し得ないとする見解が学説的にも有力となっ

ていました。また、死後事務委任契約を基に受任者

が自由に委任者の財産処分ができるとすれば、遺言

制度の潜脱となる点も懸念されていました。

　流れが変わった判例として、平成４年９月 22日の

最高裁判所第三小法廷判決では、「死後事務委任契約

は委任者の死亡によっても右契約を終了させない旨

の合意を包含する趣旨のものであり、民法 653 条の

法意は右合意の効力を否定するものではない」とし

て、死後事務委任契約の効力を認めたものとなりま

した。

　また、平成21年 12月21日の東京高等裁判所判決で

は、「委任者は、自己の死亡後に契約に従って事務が

履行されることを想定して契約を締結しているので

あるから、その契約内容が不明確又は実現困難であっ

たり、委任者の地位を承継した者にとって履行負担

が過重であるなど契約を履行させることが不合理で

あると認められる特段の事情がない限り、委任者の

地位の承継者が委任契約を解除して終了させること

を許さない合意をも包含する趣旨と解することが相

当である。」として、委任者の死亡後に、相続人が自

由に解約できてしまえば、委任者の生前の希望が実

現できなくなることも考えられますので、その地位

を相続した相続人による契約解除を制限したものと

なります。ただし、解除権を全面否定しているわけ

ではありませんし、解除が認められる「特段の事情」

について明確に示されているわけではないことには

任意後見制度と死後事務委任契約
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

業務執行理事・法規委員長　望月　格
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コスモス Information

注意が必要です。

　上記のように判例が出たこともあり、死後事務委

任契約の有効性が認められてきた現状ではあります

が、死後事務委任契約の受任者の地位については、実

務上、安定したものとなっているわけではありませ

ん。また、医療費や公共料金等の生活費の精算といっ

た未払債務の支払いを超えるような財産処分を、死

後事務委任契約を根拠に行うことは、やはり馴染ま

ないと言えます。財産処分については、遺言により

行い、実務上の立ち位置としても安定している遺言

執行者として実現することが適切と言えるでしょう。

　では、これからの終活は死後事務委任契約さえあ

ればいいと言えるのでしょうか。特に我々行政書士

などが第三者として受任することを考えると、単独

での運用は必ずしも望ましい姿とは言えないように

思います。

　知名度の上がってきたこの契約ですが、まだまだ

一般的とまでは言えません。そんな中で、委任者の

死亡後に突如として現れる第三者の受任者について、

委任者の周辺の方々はどのように感じるでしょうか。

疎遠であった親族、埋葬に関係する宗教関係者、自

宅や施設の管理会社などと円滑にやり取りを進めな

ければ事務は遂行できません。そうなると、委任者

と共に関係構築をしておく必要が出てきます。そう

であれば、生前の事務委任契約、任意後見契約と共

に一体として契約し、長いスパンで関わることで、よ

り進められるのではないでしょうか。

　特に身寄りのない方の死後事務においてネックと

なる死亡届の提出についても、令和元年の戸籍法改

正により、任意後見人又は任意後見受任者であれば

届出ができるようになったことも大きいでしょう。

　もとより、存命の間の生活に関与することで、生

活の質が向上し、その方らしい暮らしができること

に貢献できれば、更にやりがいのあるものと言える

でしょう。

　死後事務委任契約に関しての金銭面での大きな課

題は、その費用をどのように確保・管理するかとい

う点になるでしょう。

　これまで一般的にはあらかじめ必要と想定される

金額を預ける預託金方式がとられてきました。しか

し、平成 28年にこの分野を大きく手掛けてきた公益

財団法人日本ライフ協会が預託金を運営費に流用し

た上、最終的に経営破綻したことで、預託金方式の

リスクが顕在しました。契約者は、財産的な損失と

共に死後事務を委ねる先を失いました。このことは

企業・団体に限らず、個人の専門職でも同様のリス

クがあると言えるでしょう。セーフティーネットと

なる仕組みがないのが現状です。

　このことからコスモスでは、完全な分別管理が困

難であり、万が一受任者が先に死亡した場合の相続

財産との関係からも受任者名義での預託金の管理を

禁止事項としています。

　分別管理に適した管理方法として考えられるもの

に、信託や保険商品の利用が考えられるところです。

現在でも死亡を理由として葬儀費用等に充てること

を目的とした信託や保険商品が開発されています。し

かしながら、その多くは受取人を相続人又は一定の

範囲の親族としているものがほとんどで、第三者が

受取人となることができません。また、信託におい

ては、信託報酬が高額になるケースも多く、利用で

きる財産規模に制約があります。

　この分野で、適切に管理が可能で費用が安価な商

品が開発されれば、第三者が受任者となる場合の費

用・報酬の確保について、委任者・受任者双方にメ

リットがありますので、早期の開発が待たれるとこ

ろです。

　冒頭に紹介した新聞記事において、ある支援者の

方から、身寄りがないことは「今や第二のスタンダー

ド」とのコメントがありました。高齢者や障害者の

支援の中でも、「親族がいない、いたとしても頼るこ

とができない」方々へ提供できる方法として、死後

事務を含めた任意後見制度は大きな選択肢となるも

のであります。そして、我々行政書士もその担い手

となっていかなければなりません。

【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	 2,163 名（42 支部）
受任件数	 4,964 件（令和５年１月現在）
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登録者数（令和5年1月末日現在）
合　　　計 51,255 名
内　　　訳 男 43,286 名 女 7,969 名
個人事務所開業 男 41,051 名 女 7,197 名
行政書士法人社員 男 1,652 名 女 352 名
個人使用人行政書士 男 332 名 女 219 名
法人使用人行政書士 男 251 名 女 201 名

断捨離をしようと手に取ったものの、捨てることができず、
また箱に戻してしまうものとして、私の幼い頃から、祖母が亡
くなる直前まで私宛てに送ってくれた、半世紀近く経っても色
褪せない、たくさんの手紙があります。
優しい言葉はもちろん、しなやかに流れるような文字、季節
ごとに選んでくれた便箋の美しい図柄、その温かみある紙の手
触りまでも、祖母そのもののようで、手に取るたび、ずっとつ
ながり見守ってくれているような気がします。場所は必要にな
りますが、これからも可能な限り大切に保管していきたいです。
一方、世の流れはデジタル化、様々な記録がデジタルデータ
として保存し活用されることが当たり前になっています。
しかし、国立国会図書館の「デジタル資料の長期保存に関す
る国内機関実態調査（令和３年度）」報告にもあるように、記
録媒体には寿命があり（HDDは５年程度）、また、読み込み装
置も急速に進歩することから、デジタル資料の場合は保存対策
として、マイグレーション（定期的な記録媒体の移行）や電気代、
機器の更新、セキュリティなどの維持コストが掛かり続けます。
膨大な情報を管理し、必要な情報を必要な時に取り出し活用で
きる状況を長期維持するためには、そのコストについて覚悟を
持つ必要があるといえそうです。

異動状況（令和5年1月中の処理件数）
新規登録 合　計 140 名

内　訳 男 111 名 女 29 名
登録抹消 合　計 133 名

内　訳 男 117 名 女 16 名
抹消内訳 廃　業 98 名

死　亡 35 名
その他 0 名法人会員（令和5年1月末日現在）

 法人会員数 1,156
 法人事務所数 1,406

主たる事務所数（行政書士法人数） 959
従たる事務所数 447

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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