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日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所
＜対面相談・電話相談（予約制）＞
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■

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。

「70th」の「0」に行政書士のシンボルであるコスモスのシルエットを用いました。
たくさんのコスモスの花で「0」を作り、行政書士制度70周年を迎えるにふさわしい華やかなロゴに仕上げました。

行政書士制度70周年記念ロゴ（表紙）について

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。
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　今般、令和２年度定時総会が新型コロナウイルス感染症の影響により、史上初となる書面議決により行わ
れました。執行部としても事態に戸惑いながら、WEB会議等を活用し自らも感染予防に留意しつつ検討に
検討を重ね、皆様のコンセンサスが得られるよう鋭意対応を進めてまいりました。理事の皆様、代議員を始
めとする全国の会員の皆様の御理解と御協力のおかげをもちまして、予定どおり進行することができました。
皆様にはこの場を借りて御礼申し上げます。
　さて、いよいよ令和２年度事業が動き出します。「“そうだ、行政書士に相談しよう！”という気運を高め
よう！！」との活動理念の下、基本方針の「“国民の権利利益の実現”を見据えての活動」と「３つの共生
（地域との共生・役所との共生・他士業者との共生）」に則り、役員が一致団結して各種事業に精力的に取
り組んでまいりたいと思います。
　加えて、新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受けた方・事業者の皆様を支援する活動につ
いても、各単位会と連携しながら、しっかりと取り組んでまいります。
　以下に、本年度新たに取り組む事業を中心に重点施策について述べたいと思います。

　まず、これまで各単位会レベルで推進してまいりました法教育事業並びに暴力団等反社会的勢力の排除対
策を更に加速させるため、日行連に各委員会を新設し、全国組織として関係機関との連携を強化し対応を
図ってまいりたいと考えています。
　あわせて、「国民の権利利益の実現」という改正行政書士法の目的規定の趣旨に則り、成年後見事業及び
外国人政策に係る事業などにおける権利擁護を推進すべく、権利擁護推進委員会を新設し、多文化共生社会
などにおける国民の権利擁護に向けた各種事業を検討してまいります。
　政府が推進するデジタル・ガバメントにも的確に対応するべく、当該政策に係る調査研究及び政策提言を
主としたデジタル・ガバメントPTと、行政書士のオンライン申請を促進するための技術的なアプローチを検
討するオンライン申請PTという会長直轄の２つのプロジェクトチームを立ち上げます。本年度の事業成果
を踏まえ、将来的にはデジタル推進本部の設置につなげてまいりたいと考えています。
　また、国民のニーズが多様化・複雑化する現代社会においては、他士業者との連携も今まで以上に重要に
なってくると考えています。依頼者の利益にかなうワンストップサービスを提供するためにも、また会員の
皆様が仕事をしやすい環境を整備するという観点からも、良い関係の構築に向けた取組を進める必要がある
と考えています。このことが行政書士の存在意義を高めることにつながり、ひいてはより付加価値の高い業
務に携わることができるようになるものと確信しています。皆様におかれましても、国民のために何ができ
るかを第一に考え、日々の業務に邁進していただければと思います。
　当然ながら、政策提言を行うとともに、法改正も推進いたします。昨年度、行政書士法の一部改正が実現
したばかりではありますが、次に向けて法改正項目の整理を進めます。皆様の現場の声に応えられるよう、
行政書士業務を強固にするための法改正を目指すとともに、より一層制度の充実を図るべく対応してまいり
たいと考えています。
　最後に、令和３年２月２２日には行政書士制度７０周年を迎えます。日行連として記念式典の開催を中心とし
た各種記念事業を展開し、行政書士の認知度向上に弾みをつけたいと考えています。全国の会員の皆様には、
各地域で実施される記念事業等に積極的に関与していただき、一緒に盛り上げていただければ幸いです。

　以上、令和２年度におきましても、行政書士制度の維持発展に資するべく、常に時代が求める行政書士像
を模索しながら、地域住民にとって身近な良き相談相手としての位置付けを確固たるものにしたいと考えて
いますので、引き続き、皆様の御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

令和２年度事業の推進について
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執行部から

日行連総務部の業務と新型コロナウイルス対応について
総務部長　松村　和人

１．日行連総務部（以下、「総務部」という。）の業務について
　平素より総務部の運営に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　総務部の業務内容につきましては、日本行政書士会連合会会則施行規則第３条第２項に以下のとおり規定
されています。

一　行政書士会（以下「単位会」という。）の指導連絡に関すること。
二　総会、理事会、常任理事会等の会議に関すること。
三　単位会の会員の、品位保持の指導及び連絡に関すること。
四　単位会の会員の、福利、厚生に関すること。
五　各種統計及び資料の収集整備並びに報酬の調査研究及び報酬の額の統計調査に関すること。
六　顕彰に関すること。
七　渉外に関すること。
八　事務局に関すること。
九　情報の公開及び個人情報の保護（特定個人情報の保護を含む）に関すること。
十　その他、他の部の所管に属さない事項に関すること。

　このように総務部の業務は幅広く、これらの業務の一環として、行政書士マニュアルの更新、法人の手引
きの改訂、規則等の改正、BCP（事業継続計画）の策定等の事業を行っています。

２．新型コロナウイルス対応について
　日本社会がこれまで経験したことがない危機的な状況の中で、関係者の安全確保を最優先に、政府の要請
等に基づき、迅速に必要な対応を実施してまいりました。
　会議関係につきまして、正副会長会、常任理事会等において、４月よりオンラインによる会議を実施して
います。また、４月の理事会は書面議決にて実施し、６月の総会も同じく書面議決での実施となりました。
全国から多くの皆様が集まることの危険性を鑑みて、このような対応とさせていただきました。
　日行連事務局の体制につきましては、職員の安全確保等の観点から、時差出退勤や在宅勤務を３月初めよ
り段階的に実施いたしました。新しい取組となりましたが、BCP策定作業において行った職員アンケートな
どがこの取組で役に立ち、滞りなく事務を遂行することができました。なお、電話対応時間の短縮等、関係
する皆様には大変御不便をおかけしました。この場をお借りしましてお詫びいたしますとともに、御理解、
御協力を賜りましたことに深く感謝申し上げます。
　本年度、策定を予定しているBCPに感染症への対応を反映させるとともに、日本行政書士会連合会大規模
災害等の対策に関する規則に感染症対応を加えるなどの必要な検討を行ってまいります。
　また本年度、実施が予定されるその他の総務部事業につきましても、関係者の安全確保を最優先に対応し
てまいります。
　皆様におかれましては、引き続き、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
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●スペシャルリポート　寄稿

１．はじめに

　突然の新型コロナウイルス感染症のまん延は、我
が国の社会・経済に深甚な影響を与え、行政書士の
先生方も御苦心のこととお見舞い申し上げます。他
方で、各種の行政サービス・申請手続の必要性が高
まる中、「頼れる街の法律家」として、多くの国民
の期待に応えておられるものと思います。私は、平
成２７年以降、特定行政書士法定研修委員会の委員と
して、法定研修の一部を担任しました。上記事態に
より本年度の法定研修の実施方法を検討中であり、
寄稿をためらいましたが、特定行政書士制度につい
て将来を見据えた議論を喚起する機会ということで、
私見を披瀝したいと思います。

２．講師経験から見えたもの

　最初に、法定研修で私の講義をお聴きになった方
には、至らぬ点につき深謝しなければなりません。
私は、行政不服審査法・行政事件訴訟法につき、そ
れぞれ数コマの講義を担当しました。与えられた条
件の中で少しでも役立つ講義をしたいと考えてきま
したが、実際にDVDを聴講された方々には多くの
不満があったと思います。これを率直にお詫びした
上で、講師役を経験して感じた事柄を記します。
　まず、形式面では、①考査との関係、②サブテキ
ストとの関係、③DVD録画であること、が思い浮か
びます。①は、考査（四肢択一式）では基本的な条
文知識が問われますが、そのことを講義でどれだけ
意識すべきか、という問題です。講義と考査が整合
するよう条文解説を中心に講義を行うと抽象的にな
り、具体的実例を扱う現場思考型の講義にすると考
査とは齟齬が生じます。私自身は、条文解説に振っ
た講義としましたが、受講された方には平板に感じ
られたかもしれません。②は、サブテキスト（『行政

書士のための行政法（第２版）』）に内容・水準が制
約され、各自テキストを読めば十分でないかという
批判に答えられないという問題です。サブテキスト
は個別行政法領域の解説を含む一方、行政手続法等
の一般法の記述は概説的で、後者を中心に扱う法定
研修が行政書士試験より基本的内容にとどまる、と
いう批判の要因でもあります。③は、聴き手と相対
しない一方的講義に限界がある一方、DVD視聴で
あればオンデマンド方式等で時間的・金銭的コスト
の低減が図れるのではないか、という問題です。日
行連は各種研修につきノウハウをお持ちであると聞
いていますから、法定研修の受講・考査の方法につ
き工夫する余地があると感じます。
　次に、内容面ですが、恒常的に、業務として不服
申立ての手続代理を可能とする能力担保という制度
趣旨に立ち返った改善を続ける必要があると思いま
す。当初は、行政手続法及び行政不服審査法の大改
正を受け、新しい手続の趣旨・内容を伝える意義が
ありましたが、既に法改正から５年を経過しました。
特定行政書士の知見・能力を制度的に担保する法定
研修で何を講義すべきか、担保されるべき知見・能
力とはそもそも何か、継続的な検証と改善が望まれ
ます。例えば、講義・考査において、業務領域に応
じた「事例の研究」の要素が不足していることは、
大きな課題です。以下、考察を進めます。

３．「行政法」の特殊性

　ある年の法定研修委員会の席上、特定行政書士の
能力担保をめぐって、次のようなやり取りがありま
した。日弁連推薦の弁護士から、特定行政書士の能
力担保を強く求める発言がされ、行政書士側から、
例えば「理由の提示」を理解していることに重要な
意味があるとの説明がされました。これに対して、
弁護士の先生は、「理由の提示」が必要というのは社

特定行政書士の可能特定行政書士の可能性性
－特定行政書士法定研修を担当して－特定行政書士法定研修を担当して－－

慶應義塾大学教授　橋本　博之
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会常識レベルの話であって直ちに法律実務に役立つ
ものではない、と反論したのです。私は、弁護士に
よる「理由の提示」に対する「ものの見え方」こそ、
「行政法」という法分野の特質、さらに、裁判所周
りのプロである法曹が「行政手続」に対峙する際の
限界をよく示すように思われました。ⅰ

　行政手続法の解釈論・判例知識等の多寡は一応脇
に置くとして、行政書士の先生が「理由の提示」の
重要性を語るとき、業務で扱っている許認可手続が
具体的にイメージされており、役所側が明示したく
ない事柄、そこを争点とすれば申請者側が優位に立
てる「ツボ」が念頭にあると思われます。私自身も、
「理由の提示」は行政紛争を扱う上での「キモ」と
認識しています。行政手続実務は、法令を所管する
監督官庁の「癖」や「流儀」、詳細に集積された先
行事例、通達・要綱・指針など細密なルール、地域
の慣行などを含む具体的実践の全体から成り立ちま
す。行政書士の先生方は、このような行政手続実務
のプロですから、私の言う「ツボ」や「キモ」とい
ニュアンスを理解していただけると思います。他方
で、リアルな行政手続実務がイメージできない人に
は、民事・刑事の裁判実務に精通した法律家であっ
たとしても、「理由の提示」が何ら具体性のないスカ
スカの概念に見えるのでしょう。
　これは、抽象度の高い行政法という法分野の特色
でもあります。行政法の「教科書」に書かれている
のは、誰かの「説明」にすぎず、人々が向き合う現
実社会ではありません。「教科書」の世界、その焼き
直しの「受験行政法」にとどまる限り、個々の法
令・例規に規律される行政実務には何の役にも立ち
ません。ⅱしかし、建設業法でも、風営法でも、入管
法でも、行政実務の知見を踏まえて行政法のリテラ
シー（行政手続、裁量統制、事後手続など）を武器
として応用することにより、実践的な意味を持ち得
ます。法定研修の内容も、このような方向性を持つ

べきではないかと思うのです。行政手続・行政訴訟・
不服審査の知見は不可欠であるし、それを獲得して
いる人は行政官を含めて非常に少ない。しかし、そ
れだけではビジネスとしての意味は乏しく、資格試
験対策的な「受験行政法」と何ら変わりません。そ
こに実践に向けた武器としての位置付けを与える、
行政実務のプロとしての「輝き」を与える、これが
法定研修のイメージになるのではないでしょうか。

４．「分野不特定」の研修

　兼子仁著『新１０版・行政書士法コンメンタール』
の冒頭、「行政書士とは何なのか」という書き出しに
続けて、「業務分野が特定されている専門士業とは
ちがって、分野不特定な一般法律専門職」であると
の記載があります。兼子先生らしく、事物の核心が
明快に表現されています。例えば、税理士の研修は
毎年の申告納税業務に直ちに役立つでしょうし、働
き方改革・年金制度改革に係る研修は社労士の方々
の日々の業務に不可欠の知見をもたらすでしょう。
これに対して、法定研修で行政手続の講義を行って
も、不特定多数の行政法規に「横串」を刺す内容で
あるため、特定行政書士の具体的な業務との結び付
きは間接的なものになってしまいます。このことは、
行政書士の特質なのであって、正しくイメージした
上で研修・考査のあり方を構築すべきことを示唆し
ます。
　行政書士法改正の流れを見ると、まず申請代理、
次に聴聞代理が法定され、「広く行政法規に通じて
いる」行政手続の専門職としての資格が確立されま
す。加えて、特定行政書士制度の法定により、事後
行政手続である不服申立ての代理権が（完全ではあ
りませんが）付与されたことは、やはり大きな意義
があります。昨年の行政書士法改正により、目的規
定に「国民の権利利益の実現」が掲げられたことと

ⅰ　弁護士を含む法曹が、行政手続に対して理解不足であることは、しばしば体験します。私は、特許庁で弁理士に対する懲戒処分（大
臣処分）の事前手続に関わった経験があります。この時一緒に仕事をした「知財ムラ」の有力法曹が、不利益処分の仕組みに対す
る理解不足・関心不足であることに大いに驚かされました。斯界の著名弁護士が、行政処分手続と刑事手続を混同する、弁護士法
に基づく弁護士の懲戒手続と大臣処分の違いを理解しない、処分基準（裁量基準）の法的性格を全く知らない一方、弁護士として
の力量・経験への自負からか、不利益処分手続に係る法的知見を吸収できない、という事態に度々直面しました。

ⅱ　例えば、民法を学ぶ場合、条文・判例を知ればその分だけ実社会で役立ちますし、民法を応用した要件事実論を学べば民事紛争の
処理に役立つ部分があると考えられます。知識の量に比例して実益があるのです。しかし、行政法はこれとは大きく異なります。
その理由についてこの場での説明は避けますが、民法は本質的に裁判規範である一方、行政法令は本質的に行政機関の行為規範で
あることをイメージしてください。具体的な行為規範の中身（個々の行政手続を構築する詳細な仕組み）に精通しない以上、学者
が個人的に「整理」した理屈をいくら眺めても、実務の役に立たないのは当然です。
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あいまって、行政手続全般に高いリテラシーを有す
る専門職として可能性を高めたことは確実です。し
かし、考えてみると、申請の「代行」が「代理」に
なったからといって、何か目に見える形で職域が拡
大するわけではなかったのかもしれません。特定行
政書士制度についても、上記のような意義に照らし
て、実務を担う行政書士であれば全員が取得してい
るべき資格として広く普及することを目指すべきだ
と考えます。法定研修も、そのような方向性での実
績が積み上げられるように、必要な改善を図る必要
があると感じます。
　行政書士は、その制度上、あるいは行政手続一般
という業務領域の特質上、「分野不特定」あるいは
「広く行政法規に通じている」ことを本質とします。
これは逆に、ある特定の分野についての具体的・実
践的知見が不可欠であることを意味しますし、行政
ニーズ・社会の変化によって常に更新される新しい
ブルーオーシャンの業務領域が生まれることを示唆
します。特定行政書士制度について、改善に向けた
マイナス面の指摘も必要ですが、行政書士の先生方
には前向きの「立法事実」の構築を期待したいと思
います。

５．行政不服審査の実情

　全部改正後の行政不服審査法の施行から４年目と
なり、所管官庁を中心に、新法の成果が盛んにアピ
ールされています。租税領域では、改正法の施行に
より、国税不服審判手続等に一定の変化があること
が指摘されていますし、厚労省系を中心とする給付
行政領域では、行政不服申立ての活用例があると言
われます。しかし、これらは税理士、社労士の業務
であり、行政書士の業務拡大に結び付くとは考えら
れません。厚労省系の給付行政では、申請に係る事
実認定等が争点となり、申請する側に給付を求める
地位があることが前提になりますから、申請に対す
る処分（受給資格の有無、受給金額等）を争ったと
しても、申請者が行政側と「全面対決」するわけで
は必ずしもありません。このような領域での不服申
立ては、民事紛争に近く、処分要件事実の扱いとい
う点で弁護士的なスキルとの類似性が指摘できます。
　他方、行政書士が業とする許認可等の申請は、国
民の自由を規制するタイプの法制度であり、行政側

と不服申立てで争うとするなら、行政側の法的判断
に係る「全面対決」型の紛争になり、処分要件事実
についても行政側の認定判断を覆す必要があります。
そもそも、給付行政型と異なり、許認可申請がうま
くいかない場合、依頼者としては、不服申立てをし
て行政と争うよりも、申請代理をした行政書士の責
任を問うことを選択するのではないか、とも考えら
れます。また、上記のパターン（全面対決型）にお
いて、仮に不服申立てにより行政側の認定判断・法
令解釈を覆すケースがあれば、以後、行政側はその
ような事態が生じないよう対応を改める必要が生じ
ますから、類似の紛争事例は漸次減少するはずです。
業務経験が将来に向けた事業拡大につながらない構
造があるのです。要するに、平成２６年改正行政不服
審査法が社会的・行政内部的に一定程度ワークして
いるという評価があるとしても、許認可等の申請業
務において積極的に使えるとは言い難いのです。

６．要件事実・事実認定論を学ぶ意味

　法定研修では、行政手続関連の科目と並んで、弁
護士の先生方による要件事実・事実認定論が展開さ
れます。これらの講義は、第一線の法曹実務家によ
る具体的で分かりやすい内容であり、私も高く評価
しています。特定行政書士の方々が、いわゆる予防
法務の領域で「国民の権利利益の実現」を図るため
には、裁判所の民事実務（裁判規範としての民法の
解釈運用）に関わる要件事実・事実認定論につき能
力担保を得ていることは、重要な意味があると思わ
れます。実際、司法研修所教官経験者レベルの講師
が要件事実を分かりやすく解説する場面は他にあま
りなく、法定研修は貴重な機会と言えます。もっと
も、要件事実論についてもサブテキスト（『行政書士
のための要件事実の基礎』）が配付され、講義・考
査ともその範囲内であることを考えると、受講に関
する時間的・金銭的コストを低減できるのではない
か、との疑問は生じます。
　弁護士による研修について、私が問題提起したい
のは、「ブラッシュアップ研修」の中身です。特定行
政書士が付記されると、ブラッシュアップ研修を受
講できるのですが、現時点では、弁護士による行政
不服審査法の実践に係る内容のみと聞いています。
それらが不要ということでは決してありませんが、
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広く予防法務業務を視界に収めるなら、法定研修で
要件事実・事実認定論を学ぶのですから、弁護士か
ら民事紛争に関わるテーマについてブラッシュアッ
プ研修を受ける機会を設けると良いのではないか、
と愚考します。例えば、債権法改正や家族法改正、
民事執行法改正等に伴う民事実務の留意点など、優
れた弁護士の講師の方が特定行政書士に対してフォ
ローアップする、といったイメージです。日弁連も、
法定研修に人材を派遣して要件事実・事実認定論の
講義を行っている以上、特定行政書士の能力担保に
係る責任を負っており、弁護士がより積極的にフォ
ローアップに関与すべきと言えるでしょう。

７．弁護士法第７２条と特定行政書士制度

　行政書士の業務については、行政書士法で認めら
れるように見えても、「他の法律」すなわち他士業法
によって限界を画されることは、周知のとおりです。
しかし、特定行政書士制度は、この枠組みに風穴を
開け、弁護士法第７２条で弁護士の業務独占が法定さ
れている事項について行政書士法により例外を創設
する構造となっています。この点、兼子先生は、弁
護士法の「核の傘の下に」入ったという独特の、し
かし本質を突く表現をされています（前記著書４６頁）。
他方で、弁護士側から見ると、そうであるが故に、
また法改正に至る経緯もあり、特定行政書士との
「業際問題」に神経を尖らせる傾向を生むとも考え
られます。このことは、一方で、今後の行政書士法
の改正課題を示唆しますが、他方で、現行法制度の
下で行政書士と弁護士の協力関係を築く手掛かりと
も言えます。
　法定研修では、「倫理」の講義があり、弁護士が
担任しています。その際、弁護士法第７２条との関連
で、特定行政書士になっても「あれはダメ・これも
ダメ」という否定的内容ばかり強調され、意欲を
もって参加しているのに「元気が出ない」との感想
を聞くところです。これはもっともな話で、他士業
との業際問題は日行連で処理すべきであり、法定研
修の場に持ち込むべきではないでしょう。日行連と
して工夫を望みたいし、私個人は、行政書士法を内

容とする講義が必要と考えます。もちろん、講義を
担当するのは、特定行政書士となった先生です。法
定研修の講義について、特定行政書士の先生が一切
入らず、弁護士や学者が全てを行うこと自体、不自
然に思えます。

８．特定行政書士の将来像

　私は、大学の授業や各種研修の場で、「公共政策法
務」という枠組みを提唱しています。これは、行政
法・行政手続全般に係る基盤となる「考え方」をい
かしつつ、官公庁・民間をまたぐ形で、新しい政策
ニーズを具体的な行政手続に落とし込んで実践して
いく「法務」の担い手を養成しようという試みで
す。ⅲ特定行政書士は、申請・聴聞・審査請求の全体
につき代理権を認められる知見と、要件事実・事実
認定に関する一定の能力担保を認められた専門職で
す。私は、特定行政書士について、役所内部と民間
ビジネス・国民生活を架橋し、行政手続全体に精通
した「政策法務のプロ」としての能力担保であると
考えます。法定研修についても、改善すべき部分は
改善された上で、特定行政書士の資格が広く普及す
ることを願っています。

 プロフィール 

橋本　博之
慶応義塾大学大学院法務研究科
（法科大学院）教授 
略　　　歴：１９８４年東京大学法学部卒業。東京大学助手、

立教大学法学部専任講師、同助教授、同大学
院法務研究科教授を経て現在、慶應義塾大学
法科大学院教授、日行連特定行政書士研修委
員会座長

研 究 分 野：公法学（公法学）
研究テーマ：地方自治（地方分権）に関する研究、警察行

政に関する研究、「国際行政法」研究
担 当 科 目：行政法、行政法総合、公法総合Ⅱ、リサーチ

ペーパー、司法制度論、テーマ演習（農業と
法・春夏）、法律基本選択科目Ⅱ（行政法）、
公共政策法務ワークショップ・プログラム

ⅲ　「政策法務」という表現は、地方公務員の行政実務、具体的には県庁・市役所等でいう文書課・総務課業務を念頭に置いた内容で
用いられることがあります。私は、これとは異なり、民間セクターでの活動（公益的活動や官に対する政策ロビイング等）に視野
を広げるという趣旨で、「公共政策法務」という言葉を使っています。
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産業廃棄物の許可制産業廃棄物の許可制度度
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課法令係　

主査　影山　凡子

１　なお、放射性物質及びこれによって汚染された物は除かれています。

１．廃棄物処理法
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法
律１３７号。以下、「廃棄物処理法」という。）は、第
２次大戦後の高度経済成長の中で、産業活動に伴っ
て発生する膨大な産業廃棄物と、その産業廃棄物に
よる環境汚染に対応すべく昭和４５年制定されました。
廃棄物処理法は生活環境の保全及び公衆衛生の向上
を図ることを目的として掲げ、これまで数次にわた
る法改正を行うことで、廃棄物の適正処理を担保し
てきました。本稿では廃棄物処理法の規制対象とな
る廃棄物の中でも、産業廃棄物について、またその
許可制度について、そもそも廃棄物とは一体何であ
るのかという定義から廃棄物処理法の基礎的な考え
を紹介し、これから産業廃棄物の許可申請に関連す
る業務を始められる貴連合会の会員の皆様が、産業
廃棄物の許可制度は一体どのような制度となってい
るかの外観を掴むための一助となるような解説を行
いたいと思います。

２．そもそも廃棄物とは何か
廃棄物処理法第２条第１項の定義
　廃棄物の定義は廃棄物処理法に規定されています。
廃棄物処理法第２条第１項によれば、「廃棄物」は
「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、
廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不
要物であって、固形状又は液状のもの」とあるた
め、１廃棄物処理法が適用されるのは基本的にこの
第２条第１項が定める「廃棄物」に該当するものと
なります。

廃棄物該当性
　しかしながら、この定義だけでは一体何が法の定
める廃棄物に当たるのかが不明確です。そのため、

廃棄物処理法の定める「廃棄物」に該当するのか
（廃棄物該当性）は、以下の５つの要件に照らして
個別に判断していくことになります。
（１）物の性状
　利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、
流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生
するおそれのないものであること。実際の判断に当
たっては、生活環境の保全に係る関連基準（例えば
土壌の汚染に係る環境基準等）を満足すること、そ
の性状についてJIS規格等の一般に認められている
客観的な基準が存在する場合は、これに適合してい
ること、十分な品質管理がなされていること等の確
認が必要であること。
（２）排出の状況
　排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前
や排出時に適切な保管や品質管理がなされているこ
と。
（３）通常の取扱い形態
　製品として市場が形成されており、廃棄物として
処理されている事例が通常は認められないこと。
（４）取引価値の有無
　占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされて
おり、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理
性があること。実際の判断に当たっては、名目を問
わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当
該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘
案しても双方にとって営利活動として合理的な額で
あること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する
有償譲渡の実績があること等の確認が必要であるこ
と。
（５）占有者の意思
　客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占
有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有
償譲渡する意思が認められること、又は放置若しく
は処分の意思が認められないこと。したがって、単
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に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲
渡することができるものであると認識しているか否
かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的
な要素となるものではなく、上記（１）から（４）
までの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を
行おうとする意思があるとは判断されない場合、又
は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたもの
と判断される場合には、占有者の主張する意思の内
容によらず、廃棄物に該当するものと判断されるこ
と。

　この５つの基準は、平成１１年に豆腐製造業者が排
出したおからが産業廃棄物に当たるかどうかが争わ
れた事案において最高裁判所が示したものです。２３ 
本件事案において、「おからは豆腐の製造業者から
大量に排出されているが、非常に腐敗しやすく、本
件当時、食用などとして有償で取引されて利用され
るわずかな量を除き、大部分は、無償で牧畜業者に
引き渡され、あるいは、有料で廃棄物処理業者にそ
の処理が委託」されていたため、その物の性状、排
出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占
有者の意思等を総合的に勘案した上で豆腐製造業者
から処理料金を徴して収集、運搬をしていたおから
については「不要物」に当たり、廃棄物処理法の定
める産業廃棄物であると判断されました。

　なお、廃棄物該当性のうち、占有者と取引の相手
方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有
無は、あくまで廃棄物に該当するか否かを判断する
上での一つの基準に過ぎず、法の規制を免れるため、
恣意的に有償譲渡を装う場合等も散見されるため注
意が必要です。例えば、運搬代金と売買代金を比較
した際に、売買代金をはるかに上回る運搬代金が排
出事業者から売買契約の相手方に渡されていた場合、
形式上は有償譲渡の契約が存在していますが、実質
的には排出事業者が相手方に対し、処理費用を支
払って廃棄物の処理を委託していたと考えられます。
このような場合は、当事者間の有償譲渡契約等の存
在をもって直ちに有価物と判断されることはなく、

各種判断要素の基準により総合的に判断され、結論
として「廃棄物」に該当すると判断される可能性が
あります。

３．産業廃棄物とは何か
　続いて一体どのような廃棄物が産業廃棄物に当た
るのでしょうか。廃棄物処理法第２条第４項が産業
廃棄物について規定しています。
　産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物の
うち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃
プラスチック類など、２０種類の廃棄物です。事業活
動に伴い発生する廃棄物全てが産業廃棄物に当たる
わけではなく、事業活動に伴って生じた廃棄物のう
ち、廃棄物処理法と廃棄物処理法施行令で定める上
記２０種類の産業廃棄物以外の廃棄物は事業系一般廃
棄物となります。４例えば、一般的なオフィスから
出される書類等の紙くずは産業廃棄物には該当せず、
事業系一般廃棄物として処理されることとなります。
産業廃棄物となる紙くずは業種の指定があり、建設
業やパルプ・紙製造業、新聞業等から排出されるも
ののみが産業廃棄物に該当します。このほかにも業
種指定のあるものとして木くず（建設業、木材・木
製品製造業等）、繊維くず（建設業、繊維工業等）、 
動植物性残さ（食料品製造業等）、動物系固形不要物
（と畜場等）、動物のふん尿（畜産農業）、動物の死
体（畜産農業）が挙げられます。産業廃棄物と事業
系一般廃棄物についてはどちらも排出事業者が適切
に処理を行う責任があります。５

４．廃棄物にはどんな分類があるか
　事業活動によって生じる廃棄物として産業廃棄物
と事業系一般廃棄物を紹介しましたが、他にはどの
ような分類があるでしょうか。分類を図示すると次
頁の図１のようになります。 

２　最二小決１９９９年３月１０日　判例時報１６７２号１５６頁
３　この決定はおから一般について産業廃棄物に当たると判示したのではなく、本件事案によって争われた、処理料金を受け取って処
分していたおからについて産業廃棄物に当たると判断したものです。

４　廃棄物処理法第２条第２項において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいうと規定されています。
５　廃棄物処理法第３条にて排出事業者責任について規定されています。
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　一般的な家庭から排出される廃棄物は、一般廃棄
物の中でも「家庭系一般廃棄物」と呼ばれ、市町村
にその処理責任があります。また事業活動に伴って
排出される廃棄物のうち、２０種類の産業廃棄物以外
の廃棄物は事業系一般廃棄物となりますが、こちら
については市町村が定める一般廃棄物処理計画のも
とに、事業者が自ら処理、または、一般廃棄物処理
業者（市町村の許可業者）に処理を委託する必要が
あります。
　２０種類のみを産業廃棄物として、それ以外を一般
廃棄物と規定している趣旨は、産業廃棄物はその性
状、排出量、処理困難性等の問題から市町村での処
理が難しい場合が多いと考えられるためです。また、
事業活動に伴って排出される廃棄物については、排
出事業者に責任を負わせることは、汚染者負担原則
に照らしても適当であるといえます。
　また、産業廃棄物と一般廃棄物といった区分の他
に、特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物とい
う区分もあります。これらは産業廃棄物、もしくは
一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の
人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれが
ある性状を有する物が当たります。６特別管理産業
廃棄物と特別管理一般廃棄物はその収集運搬や処分
において通常の産業廃棄物や一般廃棄物とは異なる
注意が必要であることから、個別の規定が置かれて
います。７

 

５．廃棄物の区分の背景
　以上に紹介した廃棄物の区分が置かれている理由
は、廃棄物処理法の制定過程とも深く関係していま
す。
　廃棄物処理法が制定された背景には、第２次大戦
後の高度経済成長があります。当時、大都市圏を中
心に産業活動に伴って膨大な産業廃棄物が排出され
るようになり、また、その膨大な産業廃棄物が環境
汚染を引き起こし、公害問題も顕在化していました。
そのため、昭和４５年に既存の清掃法の全面改正を行
い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること
を目的とする廃棄物処理法が制定されました。廃棄
物処理法で画期的だったのは、廃棄物を国民の日常
生活から排出されるものを中心とする一般廃棄物と、
事業活動によって排出され、量的又は質的に環境汚
染源として問題とされるものからなる産業廃棄物に
区分し、産業活動に伴い大量に発生する産業廃棄物
については排出事業者に処理責任があることを明確
にした点です。一般廃棄物と産業廃棄物を区分する
ことで、経済成長や国民生活の向上等に伴う廃棄物
の量的増大と質的変化に対応できるようになりました。
　廃棄物処理法が制定当時に想定していなかった、
廃棄物の多様化も時を経るごとに進んできます。毒
性や感染性、爆発性などの特性を有する廃棄物に対
しても、確実に対応すべく、特別管理一般廃棄物、
特別管理産業廃棄物という区分が平成３年の廃棄物

６　特別管理一般廃棄物の定義については廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令３００号。以下、「廃棄物処理法施行
令」という。）第１条、特別管理産業廃棄物の定義については同令第２条の４を参照ください。

７　特別管理一般廃棄物の処理基準は廃棄物処理法施行令第４条の２、特別管理産業廃棄物の処理基準は同令第６条の５で規定してい
ます。

【図１　廃棄物の種類と分類】
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処理法改正により創設され、収集、運搬、処分等の
処理に特別の管理を行うことを義務付けました。時
代とともに変化した国民の経済活動や国民の生活か
ら排出される廃棄物の変化に対応すべく、こうした
区分を規定しています。

６．なぜ産業廃棄物処理業は許可制度
になっているのか

　産業廃棄物の収集運搬や処分のビジネスを始めよ
うとする方が事業を開始する前に必ずやらなければ
ならないのが、産業廃棄物処理業の許可の取得です。
提供したいサービスの形態によっては産業廃棄物処
理業の許可だけではなく、産業廃棄物処理施設の設
置の許可も取得が必要になる可能性があります。行
政による許認可を要しない業がある中で、廃棄物を
扱うビジネスが許可制を採っていることには理由が
あります。
　廃棄物は不要となったものであるため、排出者の
自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれが
あり、その性状や排出形態によっては生活環境保全
上の支障を生じる可能性を有していることから、法
令による適切な管理を行う必要があります。許可制
を採用することで、廃棄物処理法の定める適正な管
理を行うことができると認められた業者のみが、廃
棄物処理業を行うことができるようになります。こ
れは、許可の申請がなされた場合に、許可権限を有
する都道府県又は政令市は、廃棄物処理法令の定め
る審査の基準に従い、申請書と手続書類から申請者
が要件を満たしているかを事前に精査できるためです。
　一方で、産業廃棄物処理は構造的な問題を抱えて

います。廃棄物処理法は制定当初から産業廃棄物の
処理責任は排出事業者にあると定めていますが、そ
の処理のために適正な費用を負担する責任感に欠け、
適正な処理を行うことができるか確認せずに安く請
け負う処理業者へ安易に委託する排出事業者が現れ
ました。産業廃棄物処理業者も処理費を安く設定し、
廃棄物処理法に基づいた処理を行わずに不法投棄を
した方が顧客を確保でき、かつ利益を上げることが
できることから、不法投棄等による不当な利益を得
るため悪質な処理業者が増えていったのです。また、
そもそも許可を取らない無許可業者も発生し、そう
した悪質な業者による不法投棄等が横行することに
よって、重大な環境汚染を引き起こしました。一度、
不法投棄等により汚染された土壌や周辺環境を回復
するためには、多額の費用と時間が必要になり、ま
た国民の間に大きな不信感を生むこととなります。
　このような背景から許可要件の整備を始めとして、
排出事業者責任の強化、罰則の引き上げなどについ
て数次にわたる廃棄物処理法の大改正を行い、産業
廃棄物の適正処理の確保に努めてきました。産業廃
棄物処理に係る許可の要件についても、こうした歴
史的・構造的な背景から生活環境保全上の支障が発
生しないように規制を強化するとともに、不法投棄
や不適正処理を起こさないような優良な廃棄物処理
業者を優遇する制度を創設することで、国民の産業
廃棄物処理に対する信頼の構築を促進しています。

７．どのような許可の種類があるか
　廃棄物処理法の許可の種類には以下のものがあり
ます。 

　業の種類の中で、「収集運搬」と「処分」とがあ
りますが、これは廃棄物の処理の形態によって区別
されています。廃棄物処理はまず収集運搬と処分に

法 律 の 条 文許 可 権 者許 可 の 種 類業・施設の別

第７条第１項市町村長一般廃棄物収集運搬業

営　　業

第７条第６項市町村長一般廃棄物処分業

第14条第１項都道府県知事・政令市長産業廃棄物収集運搬業

第14条第６項都道府県知事・政令市長産業廃棄物処分業

第14条の４第１項都道府県知事・政令市長特別管理産業廃棄物収集運搬業

第14条の４第６項都道府県知事・政令市長特別管理産業廃棄物処分業

第８条第１項都道府県知事・政令市長一般廃棄物処理施設
施設設置

第15条第１項都道府県知事・政令市長産業廃棄物処理施設

分かれます。ビジネスを行う処理の形態によって収
集運搬業の許可か、処分業の許可か、またはその両
方が必要になります。 
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ものと含まないものがあります。積替え保管も含め
て許可を取得することができれば、収集運搬してき
た廃棄物を積替え保管施設に集めて、一定の期間保
管をした後に積み替えることで、収集運搬の効率を
上げることができます。積替え保管は収集運搬の許
可を取る際に併せて申請することになります。仮に
東京都で収集運搬した廃プラスチックを一度中間地
点である埼玉県にて積替え保管を行った上で、群馬
県に運搬する場合には、東京都、埼玉県、群馬県で
収集運搬の許可を取得し、埼玉県の場合には積替え
保管を含む収集運搬業の許可を取る必要があります。

産業廃棄物の処分
　図２にあるとおり、処分については、焼却、脱水、
破砕といった廃棄物の減容化等を行う中間処理と、
最終処分に当たる埋立、再生、海洋投入があります。
これらの処分を行う場合には、扱う品目に応じて
「処分業」の許可が必要となります。

産業廃棄物処理業許可の基準
　産業廃棄物処理業の許可が必要となるのは、「産
業廃棄物」の収集運搬又は処分を「業」として行う
場合です。廃棄物に該当しない、有価物を扱う場合
については許可が不要となります。また、産業廃棄
物に当たる場合であっても許可が不要となる例外が
あります。９

　産業廃棄物処理業の許可は「羈束裁量」となって
おり、申請者が法の定める要件に適合する場合にお
いても、なお都道府県知事に対して、許可を与える
か否かについての裁量権を与えるものではありませ
ん。処理業の許可は施設及び能力についての基準と、
欠格要件に当たらないことという２つの基準があり、
これらの要件を満たす場合には必ず許可をしなけれ
ばなりません。以下で２つの基準について詳しく見
ていきます。

施設及び申請者の能力
　廃棄物処理法施行規則１０に具体的な基準が定めら
れています。施設に係る基準は、次頁のとおりです。 

　また、扱う廃棄物の種類ごとに許可を取る必要が
あります。例えば、産業廃棄物である廃プラスチッ
ク類のみの収集運搬の許可を持っている業者が産業
廃棄物に当たる汚泥の収集運搬を行うことはできま
せん。それはプラスチックと汚泥の収集運搬に必要
な設備や専門性は異なるため、汚泥についても収集
運搬を行いたい場合には、その能力があるか、それ
を行うだけの設備を備えているか等を改めて確認す
る必要があるためです。８また、産業廃棄物のプラ
スチックの収集運搬を行う許可を持つ業者が、家庭
から排出された一般廃棄物のプラスチックを処理す
るには一般廃棄物の収集運搬業の許可を取る必要が
あります。一般廃棄物の許可なく収集運搬を行えば、
仮に産業廃棄物の収集運搬の許可があったとしても
「無許可営業」に当たる場合があります。

産業廃棄物の収集・運搬
　産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所が、
県域を越える場合、それぞれの都道府県において許
可権者から許可を取る必要があります。仮に東京都
内で収集した廃プラスチックを群馬県にある中間処
理業者まで運搬する場合、東京都における収集運搬
業の許可と群馬県における収集運搬業の許可が必要
です。
　許可は積み込む場所と荷下ろしする場所において
必要ですが、荷下ろし等を行わずに通過だけをする
場合には不要となります。先ほどの例で考えると、
通過する埼玉県の許可は不要となります。
　また、収集運搬の許可の場合、積替え保管を含む

８　取り扱う産業廃棄物の種類を追加するなど、事業範囲の変更を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となります。（廃棄物処理
法第１４条の２）

９　収集運搬業許可の例外については廃棄物処理法第１４条第１項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第
３５号。以下、「廃棄物処理法施行規則」という。）第９条、処分業許可の例外については廃棄物処理法第１４条第６項、廃棄物処理法
施行規則第１０条の３に規定されています。

１０　廃棄物処理法施行規則第１０条（産業廃棄物収集運搬業の許可の基準）、同規則第１０条の５（産業廃棄物処分業の許可の基準）

【図２　「廃棄物処理」の種類】
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　申請に係る施設について、その構造が当該施設に
おいて取り扱う産業廃棄物の性状に応じた適正な処
理ができるものであること、稼働後の運転を安定的
に行うことができ、かつ、維持管理が適正に行える
ものであること等について確認が行われることとな
ります。また申請者が、当該申請に係る施設につい
て、継続的に使用する権限を有していることを提出
書類で示す必要があります。１１

　申請者の能力に係る基準は、収集運搬、処分（埋
立処分及び海洋投入処分を除く。）、埋立処分又は海
洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有
することと、的確に、かつ、継続して行うに足りる
経理的基礎を有することとなっています。
　都道府県は、申請時の提出書類である事業を行う
に足りる技術的能力を説明する書類を確認し、この
要件を満たすかどうか審査します。
　また、経理的基礎については、申請者が法人の場
合、事業の開始に要する資金の総額及びその資金の

調達方法を記載した書類並びに貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類の
内容を、個人である場合には、事業の開始に要する
資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類、
資産に関する調書並びに所得税の納付すべき額及び
納付済額を証する書類の内容を十分審査し、事業を
的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を
有するか否かを判断していきます。１２

欠格要件
　欠格要件は、廃棄物処理業界から悪質な廃棄物処
理業者等を迅速に排除し、廃棄物の適正処理体制を
確保するために定められた基準です。
　廃棄物処理法第１４条第５項第ニ号に列挙する欠格
要件に該当する者は、処理業の許可や後述する施設
設置の許可等を得ることができません。なお、欠格
要件について定めた条文は大変複雑な作りになって

許　　　可　　　基　　　準処理業

・産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、
運搬容器その他の運搬施設を有すること。
・積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに
悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

収集運搬

・汚泥：当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有す
ること。
・廃油：当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
・廃酸又は廃アルカリ：当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施
設を有すること。
・廃プラスチック類：当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施
設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
・ゴムくず：当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施
設を有すること。
・その他の産業廃棄物：その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該
産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
・保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに
悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。

処分（埋立
処分又は海
洋投入処分
を除く）

・埋立処分：産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及
びブルドーザーその他の施設を有すること。
・海洋投入処分：産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船
を有すること。

埋立処分、
海洋投入

１１　申請書の記載事項また申請書とあわせて提出の必要な書類については廃棄物処理法施行規則第９条の２（収集運搬）、同規則第１０条
の４（処分）を参照ください。

１２　なお、詳細については令和２年３月30日付け環循規発第2003301号「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃
棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて（通知）」（https://www.env.go.jp/hourei/add/k069.pdf）を参照ください。
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おり、以下には分かりやすさの観点から概要のみを
示しますので、実際に申請を行うに当たっては必ず
個別の条文を確認するようにしてください。

（１）廃棄物処理法第７条第５項第四号のイからチ
までのいずれかに該当する者

（ア）心身の故障によりその業務を適切に行うこと
ができない者として環境省令で定めるもの１３

（イ）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
者１４

（ウ）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から５年
を経過しない者１５

（エ）廃棄物処理法、その他環境保全法令若しくは
これらの法令に基づく処分若しくは暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律の規定に
違反し、又は刑法（傷害、現場助勢、暴行、凶
器準備集合及び結集、脅迫、背任）若しくは暴
力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなった日から５年を経過しない
者１６

（オ）悪質性が重大な許可取消原因に当たる次の理
由により許可を取り消され、取消しの日から５
年を経過しない者１７

①　一般廃棄物処理業の義務的取消に該当する
場合
・重大な廃棄物処理法等の違反（不法投棄等
の刑罰が重い違反行為をした場合等）によ
り、又は暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律等の規定に違反し、刑に処
せられた者、又は不誠実な行為をするおそ
れがある者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有し
ない未成年者でその法定代理人、法人でそ
の役員または政令で定める使用人若しくは
個人で政令で定める使用人が重大な廃棄物
処理法等違反により、又は暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律等の規定
に違反し、刑に処せられた者、又は不誠実

な行為をするおそれがある者
・廃棄物処理法に違反し情状が特に重いとき
・業務停止命令に違反したとき
・不正の手段により許可を受けたとき　等
②　施設又は能力が廃棄物処理法に定める基準
に適合しなくなったとき、許可に付した条件
に違反したとき
③　産業廃棄物処理業の義務的取消に該当する
場合
・重大な廃棄物処理法等の違反（不法投棄等
の刑罰が重い違反行為をした場合等）によ
り、又は暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律等の規定に違反し、刑に処
せられた者、又は不誠実な行為をするおそ
れがある者、暴力団員又は暴力団員でなく
なった日から５年を経過しない者、暴力団
員等がその事業活動を支配する者である場
合
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有し
ない営業に関し成年者と同一の行為能力を
有しない未成年者でその法定代理人、法人
でその役員または政令で定める使用人若し
くは個人で政令で定める使用人が重大な廃
棄物処理法等違反により、又は暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律等の
規定に違反し、刑に処せられた者、又は不
誠実な行為をするおそれがある者、暴力団
員又は暴力団員でなくなった日から５年を
経過しない者
・廃棄物処理法に違反し情状が特に重いとき
・業務停止命令に違反したとき
・不正の手段により許可を受けたとき　等
④　施設又は能力が法に定める基準に適合しな
くなったとき、許可に付した条件に違反した
とき
⑤　浄化槽法により許可を取り消され５年を経
過しないもの

（カ）廃棄物処理法又は浄化槽法に基づく許可取消
しの聴聞通知があった日から、その処分を決定
するまでの間に廃止届出書を提出し、５年を経

１３　廃棄物処理法第１４条第５項第二号イで準用する同法第７条第５項第四号イ
１４　廃棄物処理法第１４条第５項第二号イで準用する同法第７条第５項第四号ロ
１５　廃棄物処理法第１４条第５項第二号イで準用する同法第７条第５項第四号ハ
１６　廃棄物処理法第１４条第５項第二号イで準用する同法第７条第５項第四号ニ
１７　廃棄物処理法第１４条第５項第二号イで準用する同法第７条第５項第四号ホ
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過しない者１８

（キ）（カ）の届出があった場合において、聴聞
通知の日前の６０日以内に当該届出に係る法人
の役員若しくは政令で定める使用人であった
者又は届出に係る個人の政令で定める使用人
であった者で５年を経過しないもの１９

（ク）廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行
為をするおそれがあると認められる相当の理
由がある者２０

（２）暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５
年を経過しない者２１

（３）営業に関し成年者と同一の行為能力を有しな
い未成年者でその法定代理人が①又は②のいず
れかに該当するもの２２

（４）法人でその役員または政令で定める使用人（本
店又は支店の代表者等）のうちに上記①又は②
のいずれかに該当する者のあるもの２３

（５）個人で政令で定める使用人（本店又は支店の
代表者等）のうちに上記①又は②のいずれかに
該当する者のあるもの２４

（６）暴力団員等がその事業活動を支配する者であ
る場合２５

　以上に述べた欠格要件の該当性は、法人経営（株
式会社等）の場合は法人そのものと法人の役員等に
ついて、個人経営の場合は個人事業主等について判
断されます。法人の役員等の範囲は、業務を執行す
る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい
い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者で
あるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、
取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の
支配力を有するものと認められる者を指します。例

えば、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を保
有する株主や、出資額の１００分の５以上の額に相当
する出資をしている出資者については、法人に対す
る実質的な支配力を有する蓋然性が高いと考えられ
ます。

　また、「不正又は不誠実な行為をするおそれがあ
ると認められる相当の理由がある者」とは、申請者
の資質及び社会的信用の面から、将来、その業務に
関して不正又は不誠実な行為をすることが相当程度
の蓋然性をもって予想され、業務の適切な運営を期
待できないことが明らかである者を指します。具体
的には、過去において繰り返し許可の取消処分を受
けている者や、廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染
防止法を始めとする生活環境の保全を目的とする法
令２６若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、
公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処
分を受けている者等が考えられます。２７

産業廃棄物の施設設置
　生活環境保全に支障を及ぼすおそれのある施設に
ついては、廃棄物処理法第１５条に基づき、都道府県
の許可を受けなければなりません。廃棄物処理法施
行令第７条に定める次の産業廃棄物処理施設を設置
して、産業廃棄物処理業を行う場合には、廃棄物処
理法第１４条の処理業許可に加えて、廃棄物処理法第
１５条に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可も必
要となります。

（１）汚泥の脱水施設：一日当たりの処理能力が十
立方メートルを超えるもの

（２）汚泥の乾燥施設：一日当たりの処理能力が十

１８　廃棄物処理法第１４条第５項第二号イで準用する同法第７条第５項第四号ヘ
１９　廃棄物処理法第１４条第５項第二号イで準用する同法第７条第５項第四号ト
２０　廃棄物処理法第１４条第５項第二号イで準用する同法第７条第５項第四号チ
２１　廃棄物処理法第１４条第５項第二号ロ
２２　廃棄物処理法第１４条第５項第二号ハ
２３　廃棄物処理法第１４条第５項第二号ニ
２４　廃棄物処理法第１４条第５項第二号ホ
２５　廃棄物処理法第１４条第５項第二号へ
２６　廃棄物処理法施行令第４条の６各号で定める法令。大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、

水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法が規定されています。

２７　欠格要件の詳細については平成３０年３月３０日付け環循規発第１８０３３０２８号「行政処分の指針について（通知）」
　　（https://www.env.go.jp/hourei/add/k０６８.pdf）や令和２年３月３０日付け環循規発第２００３３０１号「産業廃棄物処理業及び特別管理産
業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて（通知）」（https://www.env.go.jp/hourei/add/k０６９.pdf）
を参照してください。
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立方メートル（天日乾燥施設にあっては、百立
方メートル）を超えるもの

（３）汚泥２８の焼却施設であって、次のいずれかに
該当するもの
・一日当たりの処理能力が五立方メートルを超
えるもの

・一時間当たりの処理能力が二百キログラム以
上のもの

・火格子面積が二平方メートル以上のもの
（４）廃油の油水分離施設であって、一日当たりの
処理能力が十立方メートルを超えるもの２９

（５）廃油３０の焼却施設であって、次のいずれかに
該当するもの３１

・一日当たりの処理能力が一立方メートルを超
えるもの
・一時間当たりの処理能力が二百キログラム以
上のもの
・火格子面積が二平方メートル以上のもの

（６）廃酸又は廃アルカリの中和施設：一日当たり
の処理能力が五十立方メートルを超えるもの

（７）廃プラスチック類の破砕施設：一日当たりの
処理能力が五トンを超えるもの

（８）廃プラスチック類３２の焼却施設であって、次
のいずれかに該当するもの
・一日当たりの処理能力が百キログラムを超え
るもの
・火格子面積が二平方メートル以上のもの

（９）廃棄物処理法施行令第２条第二号に掲げる廃
棄物（事業活動に伴って生じたものに限る。）
又はがれき類の破砕施設であって、一日当たり
の処理能力が五トンを超えるもの

（１０）廃棄物処理法施行令別表第三の三に掲げる物
質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリー
ト固型化施設

（１１）水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
（１２）廃水銀等の硫化施設
（１３）汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン
化合物の分解施設

（１４）廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
（１５）廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニ

ル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却
施設

（１６）廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニ
ル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は
封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポ
リ塩化ビフェニル処理物の分解施設

（１７）ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビ
フェニル処理物の洗浄施設又は分離施設

（１８）産業廃棄物の焼却施設（（３）、（５）、（８）、
（１５）に掲げるものを除く。）であって、次の
いずれかに該当するもの
・一時間当たりの処理能力が二百キログラム以
上のもの
・火格子面積が二平方メートル以上のもの

（１９）産業廃棄物の最終処分場であって、次に掲げ
るもの
・遮断型産業廃棄物処分場
・安定型産業廃棄物処分場
・管理型産業廃棄物処分場

　施設の設置許可申請が処理業の許可申請と大きく
異なる点は、施設を設置することによる周辺地域の
生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載
した書類（生活環境影響調査書）を添付しなければ
ならないことです。その施設の設置により、大気、
騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る項目のう
ち影響を及ぼすものについて調査を行います。
　また、汚泥、廃油、廃プラの焼却施設を始めとす
る一部の施設については、申請を受けた都道府県知
事は申請者の氏名・法人名、施設の設置場所、施設
の種類、施設において処理する産業廃棄物の種類を
告示し、申請書等を１か月間縦覧することになりま
す。都道府県知事は生活環境保全上の関係のある市
町村長の意見を聞かなければならず、また利害関係
者は都道府県知事に対して意見を出せることになっ
ています。こうした環境影響評価に類する手続を経
ることで、生活環境保全上の支障が発生することを
防止しています。
　施設設置について、都道府県知事は申請が次の４
つの基準に適合していると認めるときでなければ許

２８　ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。
２９　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第３条第１４号の廃油処理施設を除く。
３０　廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。
３１　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第３条第１４号の廃油処理施設を除く。
３２　ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。
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可をしてはならないと規定されています。３３

・その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環
境省令で定める技術上の基準に適合していること
・その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び
維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設
に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で
定める周辺の施設について適正な配慮がなされた
ものであること
・申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に
関する計画及び維持管理に関する計画に従って当
該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確
に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境
省令で定める基準に適合するものであること
・申請者が欠格要件のいずれにも該当しないこと

　また、申請された廃棄物処理施設の設置によって
廃棄物処理施設が過度に集中し、大気環境基準の確
保が困難となると認めるときは許可をしないことが
できます。３４また、都道府県知事は縦覧の対象とな
る施設については、専門的知識を有する者の意見を
聞かなければなりません。
　さらに、許可に当たって都道府県知事は、生活環
境保全上必要な条件を付すことができます。
　このように施設については排ガスや排水等によっ
て生活環境への甚大な影響が及ぶ可能性があること
から、許可の段階で適切な処理業者か否かを判別す
るための基準が定められています。
　また、申請内容どおりに施設が設置されたかを確
認する必要もあることから、許可を受けた者は施設
の使用前に都道府県知事の検査を受け、施設の設置
に関する計画に適合していると認められた後でなけ
れば、使用することができません。このように不適
正処理や廃棄物処理施設に起因する環境汚染が発生
することがないように許可の基準が定められていま
す。

　以上が産業廃棄物の処理業許可、施設設置許可の
審査の際の基準になります。この審査基準の考え方
は、特別管理産業廃棄物の収集運搬、処分業の許可、
また環境大臣が行う広域認定、無害化認定、再生利
用認定の審査の際にも基礎となっています。申請を
行う許可・認定の種類により申請書の記載事項とそ

の添付書類は異なりますが、産業廃棄物許可申請の
際のポイントとして押さえておくことで、実際に都
道府県等に申請を行う際に、行政の担当者とスムー
ズに調整や意思疎通を行うことができるようになり
ます。

８．制度等の合理的な立案・運用
　上述のとおり、まずは廃棄物処理法上の廃棄物の
定義から、廃棄物の品目、許可の種類、また許可の
基準について産業廃棄物を中心に簡単な解説を行い
ました。廃棄物処理法第１条の目的の規定にあるよ
うに、この法律は、「廃棄物の排出を抑制し、及び廃
棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分
等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることに
より、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るこ
とを目的とする」法律です。環境省廃棄物規制課と
しても、法令等に基づく規制の着実な実施を促進す
るほか、必要に応じた規制の強化等を通じて、適正
処理を担保することが重要であると考えています。
同時に、不法投棄の原状回復、処理施設整備など産
業廃棄物の処理を促進する施策を推進し、さらに、
産業廃棄物の適正処理と循環型社会構築の優良な担
い手を中長期的に確保・育成するという観点から、
産業廃棄物処理業振興の施策も講じてまいります。
　さらに、制度等の合理的な立案・運用も重要です。
産業廃棄物処理に関する現行制度については、制度
の趣旨や実情にそぐわない運用等がなされている例
が一部に見受けられ、これについての改善を求める
声も少なくありません。廃棄物処理施設の更新時に
おける手続の簡素化等も含め、今後も制度の目的や
趣旨を踏まえた運用や現実的な制度の立案など、合
理的な産業廃棄物行政の推進を更に心掛けるととも
に、自治体にも合理的な行政推進に留意いただくよ
う働きかけてまいります。貴連合会の皆様にもます
ます廃棄物処理法に対する理解を深めていただき、
産業廃棄物の適正処理と循環型社会構築に向けて、
優良な担い手となる産業廃棄物処理業者を育成して
いくために御助力いただければ幸いです。

３３　廃棄物処理法第１５条の２
３４　廃棄物処理法第１５条の２第２項
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日本行政書士会連合会における新型コロナウイルス感染日本行政書士会連合会における新型コロナウイルス感染症症
（COVID-１９）で影響を受ける事業者等への支援につい（COVID-１９）で影響を受ける事業者等への支援についてて

＜国際・企業経営業務部　企業支援部門＞

● スペシャルリポート　国際・企業経営業務部　企業支援部門

１１．はじめに．はじめに 

　令和２年２月１１日、世界保健機関（WHO）が
COVID-１９と命名した新型コロナウイルス感染症は
世界中を未知のウイルスへの恐怖に陥れ、その結果
もたらされた混乱は未だ継続しています。まずはこ
の感染症により亡くなられた方々にお悔やみ申し上
げ、未だ闘病中の方々に心よりお見舞い申し上げま
す。
　小稿では日本行政書士会連合会（以下、「日行連」
という。）が新型コロナウイルス感染症で影響を受け
る事業者への支援策を開始した経緯と、支援内容に
ついて記載しています。特に支援内容については、
小稿の執筆日である５月１２日現在の情報を記載して
いますが、この感染症の感染拡大状況や、その対応
のための政策、また国民の関心事や懸念事項が刻一
刻と変化する中で、小稿の執筆時点と本誌の発行時
点とのタイムラグがあることから、読者の皆様には、
小稿の記載内容だけでは情報が不足することが十分
に考えられます。もちろん、その時点で事態が終息
していることを切に願うことは言うまでもありませ
んが、たとえこの感染症の拡大が終息していようと
も、事業者の方々には甚大な影響が継続しているこ
とが予想されます。
　皆様におかれましては後に紹介するウェブサイト
等において、常に最新の情報を入手していただき、
時宜、適切な対応をお取りくださいますよう、お願
いいたします。

２２．総務省からの依頼について．総務省からの依頼について 

　令和２年４月８日付で、総務省自治行政局行政課
から日行連に「新型コロナウイルス感染症に係る協
力依頼について」と題する文書（総行行第９８号）が
送付されました。
　文書には、新型コロナウイルス感染症が急速に拡
大する中、地方公共団体においては住民に対する支

援策等の行政手続について、役所内の窓口に住民を
集中させないことに留意しつつ、行政手続の受付を
迅速かつ円滑に処理していくことがまずは求められ
ています。その一方で、住民が的確な支援策等を受
けるために各種行政手続に関する相談体制を拡充さ
せる必要があり、そのためには、住民が行政手続を
行う際に、行政手続に精通した行政書士が、必要書
類の作成や各種行政手続に関する相談サポートを
行っていくことの重要性が示されていました。その
上で、日行連には、地方公共団体から支援要請が
あった場合に迅速な対応ができるよう、各都道府県
の行政書士会に支援を要請するなど支援体制を確保
し、地方公共団体の事務の実施に協力するよう依頼
されました。
　同時に、同課からは各都道府県の行政書士関係担
当部（局）長に宛て、「新型コロナウイルス感染症
に係る行政書士の活用について」と題する文書も発
信されました。この文書には、総務省では日行連に
対して、上述の協力を依頼した旨と、日行連から、
生活支援及び事業者支援、並びに行政への支援を内
容とする、各種手続に関する無料電話相談によるサ
ポートなどの支援をすることの連絡調整を経て、各
都道府県内の市区町村に対してその旨の周知ととも
に、積極的な活用を願う内容が記されていました。

３３．日行連から各単位会への依頼について．日行連から各単位会への依頼について 

　翌４月９日、日行連では各単位会に対し、総務省
の依頼を受けた旨のお知らせ文書と共に、新型コロ
ナウイルス感染症対応のための相談窓口設置につい
て、依頼文書を発信しました。
　各単位会では、担当者御自身が感染症のリスク回
避をしなければならない困難に直面しながらも、早
急に御検討いただき、日行連の第１回目の取りまと
め期限とした４月１５日の段階で、３０の単位会が協力
の意思を示していただきました（５月１２日現在の取
りまとめによれば、その数は３８単位会となっており、



2020.7　No.57218

● スペシャルリポート　国際・企業経営業務部　企業支援部門

協力いただいている単位会の数は増えています。）。
４月２１日には「行政書士会による新型コロナウイル
ス感染症対応のための 無料電話相談窓口の設置に
ついて」と題するプレスリリースを行い、各単位会
が設置する無料電話相談窓口一覧を紹介しました。

４４．相談対応内容．相談対応内容 

　総務省自治行政局行政課との事前打合せにより、
４月８日に「行政書士が行える支援」として列挙し
た内容は次のとおりです。
（１）生活支援として
・許認可等の有効期限が延長となっている場合の
周知、手続における書類作成及び申請代理 
・日本に在留する外国人の在留期間が延長となっ
ている場合の周知、更新や変更手続における書
類作成及び申請取次 
・生活支援に関する助成金・補助金申請の代理や
支援、申請に伴う権利義務又は事実証明に関す
る書類の作成等

 
（２）事業者支援として
・経済産業省が実施している支援内容についての
整理と紹介 
・信用保証（制度融資を含む）を受けるための事
業者へのサポート 
・新型コロナウイルス感染症対策の各種融資申込
みについての書類取りまとめ等のサポート 
※特に日本政策金融公庫と日行連とがかねて連携
していることから、事業者が速やかに融資を受
けられるよう、日本政策金融公庫との橋渡しを
行います（例：新型コロナウイルス感染症特別
貸付等の御案内）。
・生産性革命推進事業における補助金申請の書類
作成等のサポート

（３）行政に対する支援
・現在政府において検討されている、新型コロナ
ウイルス感染拡大による減収世帯への現金給付
やフリーランスを含む個人事業主への現金給付
政策等に関する申請窓口が、地方公共団体に
なった場合、その他の給付申請手続等において、
無料電話相談等によるサポートを行い、行政機
関の窓口の混雑緩和や更なる感染の拡大防止に
寄与するとともに、円滑な事務の実施を支援い

たします。

５５．．日行連の事業者等の支援に関するサポー日行連の事業者等の支援に関するサポートト 

　上記の「相談対応内容」で示したもののうち、
「（１）生活支援として」に挙げられた内容は、日
頃多くの行政書士が関与する業務の延長線上に存す
るものであり、各担当者の知見に基づき対応可能と
思われました。しかし、「（２）事業者支援として」
及び「（３）行政に対する支援」に記された内容に
関するサポートについては、新型コロナウイルス感
染症に関わる支援において、誰もが未知の分野であ
ることから、いくつかの単位会から戸惑いの声が上
がりました。そこで、日行連として何らかのフォロ
ーをする必要があると考えました。
　これらのうち、事業者に対する国の支援策のほと
んどは、経済産業省がウェブサイト上で発行する
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者
の皆様へ」と題するパンフレットに掲載されていま
す（最後に御紹介します）。これには、経営相談、
資金繰り支援、給付金、設備投資・販路開拓支援、
経営環境の整備、税・社会保険・公共料金に関する
支援全般について、わかりやすくまとめられていま
す。しかし、政府の施策が増える都度更新され、本
年３月中頃には３０ページほどであったのが、現時点
では７０ページを超えるボリュームとなっています。
そこで一読しただけでは全体の把握が困難になりが
ちであり、相談業務にそのまま用いるには支障があ
ると考えた企業支援部門の部員がExcelを用いて同
パンフレットの「活用メモ」を作成したというので、
これを提供してもらうことにしました。この「活用
メモ」は、各単位会に知らせるとともに、本会ホー
ムページの会員専用サイト「連con」内の「業務関
連情報」のコンテンツにある「企業支援部門」にて
提供しており、随時更新された情報を掲載していま
す。
　その「活用メモ」は元々、先述のパンフレットの
まとめとして作成されたものでしたが、他にも様々
な検索サイトや情報サイトが存在するため、それら
の紹介を交えたり、事業者向けの情報だけでなく、
「特別定額給付金」など個人向け情報にもアクセス
をしやすくしたりするなどのささやかな配慮をして
います。 
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６６．単位会における取組と課題．単位会における取組と課題 

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念され
る中、担当する相談員の感染リスクにも配慮するこ
とは当然に求められ、このことが相談体制そのもの
の構築に影響を与えたものと思います。
　実際に相談体制を推進する単位会においても、
「テレワーク」の体制をもって相談業務に当たりた
いと切望するものの、その実現を後押しするハード
面での構築が難しいなどの課題に直面したとの声も
上がりました。
　一方、相談員として対応する会員からは、目まぐ
るしい状況の変化の中で、国民の悩みや課題は日一
日と変化していることを実感し、次々と出される国
や自治体の政策の把握への対応が求められるとの声
も聴かれました。
　寄せられる相談は様々ですが、「持続化給付金」、

「特別定額給付金」、また各自治体が支給する、休業
要請に応じて休業した事業者への各種協力金等、各
種給付金に関するものが多いようです。
　国の施策の他、各都道府県においては地域特有の
施策もあり、そうした施策には特に大きな関心が寄
せられるため、各単位会ではその相談対応について
の研究も併せて必要となっているようです。

７７．様々な支援策の情報について．様々な支援策の情報について 

　最後に、相談で活用している新型コロナウイルス
感染症関連の支援策の情報が掲載されているウェブ
サイトを御紹介します。内容は、随時更新されます
ので御注意ください。
　相談業務に携わる皆様を始めとする会員の皆様方、
また皆様をお支えくださる方々の御健康を心よりお
祈り申し上げます。

■商工組合中央金庫
　https://www.shokochukin.co.jp/
　disaster/corona.html

■全国信用保証協会連合会
　https://www.zenshinhoren.or.jp/
　model-case/keiei-shisho.html

■都道府県、市町村など各自治体の支援策を知
りたい。
→中小企業基盤整備機構が運営する
　情報発信サイト「J-Net２１」
　https://j-net２１.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html

■農林漁業者が活用できる資金繰り支援につい
て知りたい。
→農林水産省の資金繰り支援策
　https://www.maff.go.jp/j/saigai/
　n_coronavirus/attach/pdf/index-25.pdf

■政府系金融機関、信用保証協会のHPを確認
したい。
→日本政策金融公庫
　https://www.jfc.go.jp/n/finance/
　saftynet/covid_19.html

■コロナ対策を含む中小企業向けの支援策を検
索したい。
→補助金等の制度検索から電子申請
　までをサポートするミラサポplus
　https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/catalogs

■リンク集

■経済産業省　新型コロナウイルス感染症関連
の支援策のポータルサイト
　https://www.meti.go.jp/covid-19/

■経済産業省　「新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様へ」パンフレット
　https://www.meti.go.jp/covid-19/
　pdf/pamphlet.pdf

■経済産業省　「持続化給付金」
　https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-
kyufukin.html

■経済産業省　「資金繰り内容一覧」　
　https://www.meti.go.jp/covid-19/
　pdf/shikinguri_list.pdf

■総務省　「特別定額給付金」　
　https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/
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新潟県外国人材受入サポートセンター業務受託につい新潟県外国人材受入サポートセンター業務受託についてて
－－県内企業と外国人が共生するための未来県内企業と外国人が共生するための未来－－

新潟県行政書士会所属　村田愼太郎
（新潟県外国人材受入サポートセンター特別専門員）

　新潟会では、県内企業で活動する外国人の架け橋
になればと、新潟県の外国人材受入施策の推進に共
感し、いち早く県と協議を重ね、国際業務分野にお
ける業務受託契約を行い、一昨年の２０１８年１２月２７日
に新潟市の万代島ビル１１Fに事務室を構え、「新潟県
外国人材受入サポートセンター」（以下、「当センタ
ー」という。）として発足しました。
　当センターでは管理責任者以下１４名がシフトを組
み、３名のスタッフが常駐する体制のもと、外国人
の雇用を希望する製造業を中心とした企業からの相
談窓口としての業務を模索しながら行い、遠方で来
所が困難な方にはスカイプなどを利用したテレビ電
話等や出張相談にも可能な限りの対応を始めていま
す。

　相談の内容については、技能実習生等外国人材受
入手続３５％・入管法及び在留手続３６％・その他２９％
となっており、その７０％強が企業で雇用するための
法的手続や入管手続に関するものとなっています。
　当センターではホームページを開設し、随時更新
を行い最新の情報を掲載するよう努めているほか、
外国人材受入マニュアル（小冊子）を作成し無料で
配布しています。
　また、月に一回程度、県の担当者を交えてミー
ティングを開催し、業務の反省や今後の展開などを
話し合って次の目標を定め、当センターの存在を周
知していくための活動についてもアイデアを共有し、
できることから実行していこうと考えています。

　県内の市区町村等から講演やセミナーの依頼が８
件あり（新型コロナウイルスの影響で中止１件）、当
センターの行政書士が講演を行いました。
　当センター主催のセミナーも行っており、公益財
団法人国際研修協力機構・実習支援部課長を外部講
師としてお招きした際は、新たな在留資格「特定技
能」の現状と実務について御講義いただき、有限会
社瀧の湯旅館代表取締役様からは、優秀な人材を都
市部へ流失させないための採用戦略をテーマに御講
義いただきました。本年３月には、さくら共同法律
事務所の山脇康嗣弁護士から御講演いただく予定で
したが、新型コロナウイルスの影響でやむなく中止
とさせていただきました。 

　新潟県からの業務委託を受けて活動を続けてきた
新潟会としての役割に、今後の課題も浮かび上がっ
てきました。
　昨年度（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）
を振り返ると、業務受託総件数４１９件の内、８０.９％の
３３９件が企業の方からの電話や来訪による相談と
なっており、この数字から当センターの業務の大半
が、企業からの相談業務であったことがよくわかり
ます。
　新型コロナウイルスが世界を揺るがしている昨今
では、日本においても生活全般に自粛を強いられ、
経済活動も大きな影響を受けているところ、国際業
務分野を始めとする様々な業種で働き、日本で生活
している外国人と彼らを雇用する企業等から、新型
コロナウイルスに関連する相談も寄せられています。
　卒業後に日本での就職を希望する留学生、起業を
目指す外国人、婚姻により日本での定住を希望する
外国人等、雇用する側と雇用される側から多くの御
相談をいただく中で、それぞれがその時々に抱える
悩み等を拾い上げ、それぞれのニーズに応じた相談
体制の構築が必要と感じています。
　当センターには企業の方から、外国人の人材を紹
介してほしいという御要望が多数寄せられることも
ありますが、業務委託を受けている行政書士の立場
では直接踏み込めない部分もありますので、ハロー
ワーク等を紹介するなどして対応を図っています。
　今後は、例えば新潟県を上越地方・中越地方・下
越地方と３ブロックに分け、要請があれば、出張相
談やセミナー開催などをそれぞれの地区の商工会な
どと協力して、積極的に呼びかけなどを実施し、言
葉や生活習慣が異なる日本人と外国人の双方が安心
して雇用関係を結び継続して共存・共生できるよう、
新潟会が国際業務分野での小さな架け橋になること
ができればと願うばかりです。

　当センターへの視察者について（概要）

国会議員、新潟県知事、新潟県議会産業経済委
員会、群馬県議会外国人との共生に関する特別
委員会、新潟県上越市自治市民環境部共生まち
づくり課、群馬県外国人活用推進課　等
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緊急案件に係る理事会（書面議決）の実施報告
　前号にて報告のとおり、令和２年４月２１日（火）、２２日（水）に開催予定であった理事会は、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響により、会議出席者の安全確保と感染防止のため、日本行政書士会連合会会則第

３０条の規定に則り書面議決にて行われた。これにより、全７議案について可決されたが、その後、新たに理

事会の判断を要する緊急案件が生じたことから、改めて以下２議案について理事会の書面議決が求められ、

いずれの議案も可決された。

第１号議案

令和２年度定時総会の開催に係る臨時特例会則施行規則（案）について

　新型コロナウイルスの感染拡大により全国に緊急事態宣言が発出されたことを受け、３００名以上が集合す

る定時総会の開催には大きなリスクが伴うことから、本年度の定時総会のみを対象として、総会の書面議決

を行うための手続を定める「令和２年度定時総会の開催に係る臨時特例会則施行規則」を制定することにつ

いて、承認が求められた。採決の結果、賛成５２名、反対２名で可決され、令和２年４月３０日から施行し、令

和２年度定時総会の終結をもって廃止することとした。

日本行政書士会連合会
令和２年度定時総会の開催に係る臨時特例会則施行規則

（目　的）
第１条　新型コロナウイルス感染症（COVID－１９）の感染拡大の防止にあたり、日本行政書士会連合会
（以下「本会」という。）会則（以下「会則」という。）第８２条の規定に基づき、会則第３章（第１３条
～第２３条）に定める総会に関する規定の施行について、本会の令和２年度定時総会（以下「総会」と
いう。）の開催に限り、必要な事項を定める。

（適用の要件）
第２条　本規則は、会則第１４条に定める任期中の代議員の同意があったとき、適用する。
２　前項の同意とは、本規則の適用に係る提案に対し代議員から３分の１以上の書面による回答があり、
かつその回答中３分の２以上の賛成があることをいう。

（書面による議事）
第３条　総会の議事は、すべて書面により行う。
２　議案の発信（発議）、質問の提出、質問への回答、表決票の提出、表決結果の確定までの経緯をもっ
て、総会の議事がなされたものとみなす。
３　会則第１６条に規定する総会の招集は、総会の議事を書面により行うこととする旨の通知を代議員へ
発信することをもって代える。 
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第２号議案

＜令和２年度定時総会第６号議案＞役員（理事）の補欠選任について

　理事４９名のうち１名（栃木会の推薦１名）が欠員となっていることから、会則第６条、第７条並びに役員

選任規則第２条、第３条の規定に基づき、理事１名を補欠選任することについて、承認が求められた。採決

の結果、賛成５４名、反対０名で可決され、今後、栃木会から候補者の推薦を得て、本年度定時総会に提案す

ることとした。

（総会日）
第４条　総会は、第７条に規定する表決票の受付の開始日を初日とし、表決の結果が確定する日を終結
日とする。なお、表決の結果の確定は、次条に定める議長が表決の結果を確認することをもって行う。

（議長）
第５条　会則第１９条に規定する議長及び副議長は、本会が推薦を依頼した地方協議会から推薦された代
議員を充てる。

（定足数）
第６条　会則第２０条に規定する定足数は、第７条第１項に定める表決票が代議員定数の３分の１以上と
なることをもって、総会が有効に成立したものとする。

（表　決）
第７条　会則第２２条に規定する表決は、本会から配付される表決票に代議員が議案毎に可否を記入し、
提出期限までに直接本会に到達しなければならない。
２　総会の議事は、提出期限までに本会に到達した表決票の過半数で決することとし、可否同数の場合
は議長の決するところによる。ただし、会則第２２条第２項の議事は、提出期限までに本会に到達した
表決票の３分の２以上の同意をもって決する。
３　議長は、表決の結果の確定後、直ちに表決の結果を代議員に通知する。

（議事録）
第８条　議長は、会則第２３条の規定に基づき議事録を作成する。
２　議事録には、議長及び代議員のうち２名の者が署名捺印する。なお、署名人については、代議員で
ある議事運営委員会委員のうちから議長が指名する。

（電子情報処理組織の使用）
第９条　第２条から第４条、第６条及び第７条に定める書面による手続き及び表決は、電子情報処理組
織を使用して行うことができるものとする。

（補　則）
第１０条　この規則に定めのない事項については、本会会則その他の規則に準ずるものとする。

附　則
　この規則は、令和２年４月３０日に施行し、令和２年度定時総会の終結をもって廃止する。
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　叙勲は、永年にわたり業務に精励し衆民の模範である者に授与されるもので、「行政書士功労」として、
令和２年４月２９日（水）、盛武会員に対し旭日中綬章が発令されました。
　行政書士としての叙勲受章者は、昭和４６年春に始まり、今回の盛武会員の受章によって、１０６名となりまし
た（旭日中綬章３名、旭日小綬章６名、旭日双光章１１名、勲四等瑞宝章１名、勲五等双光旭日章３７名、勲五
等瑞宝章４８名）。

令令和和22年年春の叙春の叙勲勲
盛武隆会員に旭日中綬盛武隆会員に旭日中綬章章

　令和２年春の黄綬褒章を原谷勝夫（山形会）・清水勝利（東京会）・ 賀良子（千葉会）・雨貝洋子（茨城
会）・加藤政司（埼玉会）・増田幸子（福井会）・平櫛惠美子（奈良会）・田中サヱ（和歌山会）・河野耕八郎
（徳島会）・松村廣土（熊本会）各会員が受章されました。
　黄綬褒章は、業務に精励し衆民の模範である者に授与されるもので、「行政書士業務精励功績」として、
令和２年４月２９日（水）、各受章者に対し発令されました。
　行政書士としての業務精励功績による黄綬褒章受章者は、昭和５５年秋以降、今回の受章者を含めて計２１１名
となりました。

法務省からのお知らせ

法務省保護局更生保護振興課
　“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生
について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のな
い安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。
　本運動は、戦後の荒廃した社会の中で非行少年の増加を憂えた東京・銀座
の商店街の有志が、更生保護の理念に共鳴して開催した「銀座フェアー」が
起源と言われており、昭和２６年から法務省が主唱して今年で記念すべき７０回
目を迎えました。
　今回の運動を推進するに当たっての実施要綱等については、法務省ホーム
ページに掲載しています。
　また、今後より多くの方に本運動の趣旨を御理解いただき、本運動を始め
とした更生保護活動に協力していただくことができるよう、様々な広報活動
を実施してまいります。その一環として、「法務省保護局公式Instagram」を
開設しました。今後は、既に開設済みの法務省保護局公式Twitterに加え、
Instagramも活用して、国民の皆様に更生保護を身近に感じていただけるよ
う、更生保護ボランティアの素顔や更生保護活動の魅力などを中心に発信し
てまいります。

　左記のQRコードからアクセスしていただき、閲覧、フォロー
等をしていただきますよう、御協力をよろしくお願いいたしま
す。

第７０回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

第７０回
“社会を明るくする運動”

ポスター

令令和和22年年春の黄綬褒春の黄綬褒章章
原谷勝夫・清水勝利・ 賀良子・雨貝洋子・加藤政司原谷勝夫・清水勝利・　賀良子・雨貝洋子・加藤政司・・増田幸子・増田幸子・
平櫛惠美子・田中サヱ・河野耕八郎・松村廣平櫛惠美子・田中サヱ・河野耕八郎・松村廣土土各会員に黄綬各会員に黄綬褒章褒章
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はじめに

　愛知県行政書士会（以下、「愛知会」という。）は、平成２２年３月１日にADR機関としての認証を取得し、

事業をスタートしました。行政書士ADRセンター愛知（以下、「当センター」という。）では、取り扱う分野

については限定的ですが、行政書士が通常業務としては扱わない紛争性を有するものについて扱うことから、

その実施については、より慎重で格別な配慮と能力維持が要求されており、当センターでは、ADRの実施に

あたり、手続実施者候補者のためのブラッシュアップ研修会、ADR機関の有効活用の普及に努めています。

１．センター紹介

　当センターが取り扱う紛争分野は、①敷金返還・原状回復のトラブル、②外国人の就労・就学トラブル、

③自転車事故トラブル、④愛護動物（ペット）トラブルの４つです。行政書士によるADR調停は、対話促進

型ですので、調停役となる手続実施者候補者は、法律に関する専門能力、取り扱う紛争分野に関する専門能

力のほか、話合いのプロセスを管理する者としてのスキルの習得が求められています。そのため、研修会で

は、紛争当事者が自ら解決策を模索できる場を作り、対話を促進する援助をするための紛争解決の技術に関

する専門能力、特に傾聴スキルの習得に重点を置いて、ブラッシュアップのための研鑽を積んでいます。傾

聴スキルは日常の行政書士業務の中でも培われるものですが、当初から同じ方向を向いているわけではない

両当事者が同席して問題解決に向けての対話を促進させるためには、調停の場をより公平公正にコントロー

ルする対応力が求められます。そこで当センターでは、アクティブ・ラーニング、ロール・プレイスタイル

で研修会を開催し、日常業務の中では培われにくいスキルの習熟の場を提供しています。

２．活動の現状と課題

　これまでは敷金返還・原状回復のトラブルについて

の申込みが中心でしたが、入管法の改正によって、今

後、日本への入国の増加が見込まれる外国人に関して

のトラブルも増加することが予想されるため、昨年度

は現在の外国人を取り巻く環境・状況についての研修

会を開催して、現状抱える問題点等について情報共有

し、今後の対応等の準備を進めてまいりました。加え

て本年度は、愛護動物（ペット）トラブルを重点分野

として、広報活動を展開していく予定です。 

（愛知県行政書士会：行政書士ADRセンター愛知）
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３．ADRの拡充と活性化に向けた対応

　①ADR実施のため集積したスキルや情報を会員へ還元

ロール・プレイを多用する当センターの手続実施者候補者のための研修では、調停役を演じるだけでは

なく、申込者や相手方の役割も演じるので、事案を多角的に捉えて、依頼者に寄り添う行政書士という理

念にも貢献できる部分が多々あります。当センターでは、これまで積み上げてきた研修内容を再構成して、

一般の会員の方々にもスキルや情報を提供する研修会を行っています。

　②広報活動の強化

従来使用していた三つ折小型版リーフレットを見開き版のパンフレットとして拡大リニューアルし、外

国人に関する分野については日本語のほか、英語・中国語・スペイン語で、その対応可能範囲を記載して

います。１０月の広報月間では、愛知会各支部による協力のもと、官公署へパンフレットを配布するととも

に、当センターにおいても重ねて行政書士によるADRの活用について広報活動をしていく予定です。ま

た昨年度は、領事館にもパンフレットを配布させていただいたので、本年度もADR活用を勧めながら配布

させていただく予定です。

名　　　称：愛知県行政書士会
住　　　所：愛知県名古屋市東区葵一丁目１５番３０号
代表者氏名：前田　望
紛争の分野・種類・範囲（規則第９条第１項第１号）：
１－（１）愛知県内に事業所を有する事業者（事業を行う個人を含む。）に雇用されている外国人又は

愛知県内の事業所に派遣されている外国人派遣労働者を一方又は双方の当事者とする宗教、
慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境、職場環境に関する紛争

１－（２）愛知県内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的
価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争

２　愛知県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故（自転車以外の車両との交通事故を除
く。）に関する紛争で、申込に係る要求額が６０万円を超えないもの。

３　愛知県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動
物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争で、申込に係る
要求額が６０万円を超えないもの。

４　愛知県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛
争

かいけつサポート：認証紛争解決事業者情報
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＜中央研修所　所長　関口　隆夫＞

　今回、中央研修所の所長に就任し、研修所の存在
意義や研修制度について多くの改革をしなければな
らない時期に来ていると考えています。
　本年１月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大
とこれを受けた４月７日の政府対策本部の緊急事態
宣言発出から全面解除された５月２５日までの間、中
央研修所所管の研修会は全て中止となってしまいま
した。申請取次研修会については７月の福岡会場ま
で開催の中止が決定しています。しかし、特定行政
書士法定研修については、感染症拡大防止対策とし
て、やや変則的な形を取ることにより、開催するこ
とが可能となりました。その他の研修会やVOD作
成業務についても６月以降の感染状況を注視しなが
ら実行の判断をしていかなければなりません。感染
の第２波、第３波もあり得ると言われる中、従来の
研修制度のあり方を根本的に改める時期に来ている
と言えるかもしれません。　以下に改革の方向性に
ついての考え方を述べます。

①Web研修等の充実
　今回のコロナ禍で、あまりアクセスが多いとは言
えなかったVOD研修の視聴者数が増加しているこ
とは皮肉な現象ですが、今後は集合研修に加え、
VOD研修システムを含めたWeb研修等の在宅在事
務所型の研修方式を大胆に採用し、「いつでも、どこ
でも、だれでも」研修が受講できる仕組みを構築し
ていく必要があります。既にそのための一部作業を
開始しています。

②VOD登載内容の見直しと充実
　既に前号の中央研修所通信にてお知らせしたとお
り、VODの掲載内容の見直しに着手しました。何
年も前の内容の研修が漫然と登載されていたり、法
改正を反映した内容に修正されていない等の指摘が
全国から多く寄せられたりしていましたが、今後は

登載後原則２年を経過した研修については登載を中
止し、順次新しいものに変えていきます。

③行政書士会のシンクタンクとしての役割
　中央研修所規則を見てもわかるとおり、発足当初
は中央研修所独立構想があったと聞いていますが、
悲しいかな、現在は日行連研修部とでも言えるよう
な位置付けになっています。他士業はそれぞれ独自
のシンクタンク組織としての研修センターを展開し
ています。他士業に伍して行政書士の存在をアピー
ルしていくために強力な研究機能を持った組織が必
要であり、日行連中央研修所もそのような役割を果
たしていくべきと考えます。そのためには独自の研
究員（外部人材を含む）・職員を要して業務の研究
をしていく必要があります。そして、当該事業を財
政的に支える仕組みとして、VODシステムの有料
化、有料研修会の開催（外部向け含む）、講師の養
成事業、出版事業の展開等が考えられます。

④単位会研修システムとの連携
　日行連中央研修所のマンパワーには限界がありま
す。そこで著作権等克服すべき問題は多々あります
が、各単位会の優れた研修を中央研修所VODシス
テム等とリンクさせて全国の会員が視聴できるよう
にする等の改革を模索していきます。

　以上の基本的考え方を踏まえ、改革が必要な事象
が生じた場合には随時改めていきたいと考えていま
す。

中央研修所の改革について

中央研修所通信７月中央研修所通信７月号号

中央研修所研修サイトはこちら中央研修所研修サイトはこちら↓↓

特特定行政書士法定研修定行政書士法定研修のの
予習・復習に使用でき予習・復習に使用できるる
特定行政書士プレ研修特定行政書士プレ研修等等
約１００講座を公開中！約１００講座を公開中！！！



2020.7　No.572 27

【申込手続に関する照会先】全行団　行政書士申請取次関係研修会受付係　受付照会 TEL 03-6450-1622
お申込先　FAX【03－6756－9885】※7月13日（月）9時受付開始

　届出済証明書の　更新　を希望される方へ

「行政書士申請取次実務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会 

開催地：名古屋

最近の入国・在留資格審査（就労に係る諸申請等）における取
扱い等に関する理解を深め、事務手続能力の向上を目指します。

趣趣　　旨旨

地方出入国在留管理局より届出済証明書の交付を受けている
行政書士
※取次者として申出中の方は、届出済証明書の交付後にお申込みください。

対対　　象象

2020年8月21日（金）13時～17時（受付開始12時30分）
※１３時の開講までに必ず御来場ください。遅刻・早退など受講の状況に
より修了証書を交付できない場合がありますので、御注意ください。

日日　　時時

名古屋サンスカイルーム
（名古屋市中区錦1丁目18番22号 名古屋ATビル2階）

会会　　場場

2020年7月13日（月）9時～7月21日（火）17時　厳守
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、受付いたしかねます。

受付期受付期間間

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6756－9885】
宛てにお申込みください（右図＜受講申込の手順＞を御参照く
ださい）。なお定員に達した場合、先着順での受付とさせてい
ただきます。
２営業日以内に受講料に関するFAX返信がない場合に限り、
お問合せください。

申込方申込方法法

15,000円（消費税込）
※払込期限までに御入金がない場合は申込辞退として取り扱われます
ので御注意ください。
※一度納入された受講料は、災害等により研修会が中止になった場合
を除き返金しません。

受 講受 講 料料

講義終了後、講義内容の理解度の確認のため効果測定を実施
します。
※基準点に到達されない方にはその旨通知いたしますが、効果測定
の結果に関わらず修了証書を交付します。
　各自、受講後に取次者証の更新手続を行ってください。釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫

効果測効果測定定

受　
　

講　
　

希　
　

望　
　

会　
　

員

＜受講申込の手順＞

申
請
取
次
関
係
研
修
会
受
付
係

①本ページをコピーし、下記の
　申込票兼連絡票に御記入の上、
　A4判のまま、FAXにてお申込
　みください

②ニ営業日以内に受付係より受講
　料振込方法を貼付したFAXを返
　信いたします

③払込期限までに御入金ください

④入金確認後、受付係より受講票
　をFAX送信いたします

以上で受講申込手続完了です。
※下記の留意事項を御確認の上、御受講
くださるよう、お願いいたします。

私は、開催概要及び留意事項について承諾し、下記研修会に申し込みます。
2020.8.21（金）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：名古屋サンスカイルーム）

ＴＥＬ下欄には、行政書士証票のとおりに記入（括弧表示がある場合はそれも記入）

（　　　　　　　　　）

ふりがな
受講者氏名

ＦＡＸ

登録番号

　　　　　　年　　　　月　　　　日届出済証明書有効期限

〒
事務所住所

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票

留意事項
〇 御記入いただいた個人情報は、本研修の実施並びに各単位会における取次行政書士の管理のほかには利用いたしません。
○〈本「実務研修会」は更新向けの研修です〉新規向けの「事務研修会」とは異なりますのでお申込みには十分御注意ください。
○〈持参品〉受講票及び届出済証明書とともに筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）を必ず御持参ください。
○〈修了証書〉再受講の場合を除き、効果測定の結果に関わらず修了証書を交付します。各自、受講後に取次者証の更新手続
を行ってください。なお、修了証書の氏名については、行政書士証票に記載されている氏名で発行いたします。

○〈刑事処分、知事による処分、単位会による処分等を受けている場合〉新規又は更新の申出後、受付ができない場合があり
ますので御所属の単位会にお問合せください。

○〈ホームページでの情報掲載〉効果測定に係る事前予習用参考資料等、申請取次関係研修に関する各種情報を次の場所に掲
載しています。

  【 掲載場所：会員専用サイト「連con」）＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ 】

 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を中止する場合があります。
 　申請取次関係研修会の中止等の最新情報は随時日行連HPに掲載します。
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正副会長会
【協議事項】

１　常任理事会の合議事項等について

２　その他

常任理事会（～１４日）
【合議事項】

１　令和２年度特定行政書士法定研修講

義及び考査について

２　コスモスからの依頼について

３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（水（水））

許認可業務部
運輸交通部門会議
【協議事項】

１　OSS・封印担当者会議の整理及び確

認について

２　VODについて

３　専門員の登用について

４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（木（木））

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】

１　建設業セミナーに係る確認事項等に

ついて

２　書籍の改訂対応について 

３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（金（金））

許認可業務部
農地・土地利用部門会議
【協議事項】

１　日本行政への寄稿について

２　今後の活動方針について

３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（月（月））

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議
【協議事項】

１　HACCPに係る対応について

２　社労業務への対応について

３　VODについて

４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（火（火））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】

１　７月福岡事務研修会の代替措置につ

いて

２　その他

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、会議は全てWEB会議にて開催

理事会（緊急案件に係る書面議決の実施）
第１号議案：令和２年度定時総会の開催

に係る臨時特例会則施行規

則（案）について

第２号議案：＜総会第６号議案＞役員

（理事）の補欠選任について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（水（水））
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ユキマサくんのスポーツバージョンが新登場！ ロゴマークもダウンロードできます！

　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。

会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用ササササササササササササササササササササイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連ccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」のののののののののののののののののののの御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案　　会員専用サイト「連con」の御案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内

★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。

要チェック
だニャ！

～「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！

   登録はお済
みですか？

★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。

行政書士制度７０周年を
盛り上げよう！
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た。報告の作成にあたってのコピー取りや印刷が不
要となり、送付に際しての送料もかからないことか
ら、大変好評をいただき、現在提出される報告の約
７割がこの新システムからの報告となっています。
運用開始後１年半が経過し、不具合や問題箇所が見
えてきましたので、更なる利便性の向上のための改
良を予定しています。
　ところで、成年後見において業務管理が欠かせな
いのはなぜでしょうか。成年後見制度の普及が進ま
ない要因として不正行為の存在があることは事実で
あり、万が一不正行為が発生すれば、団体としての
信用が損なわれることはもとより、制度自体への信
頼が揺らぐこととなります。また、不正行為とまで
はいえない場合でも、本当に御本人のための後見事
務となっているのかどうか疑問を持たれる事案も決
してないわけではありません。今般の成年後見制度
利用促進基本計画においても、不正防止は検討課題
の一つとして取り上げられ、そのための仕組みを持
つ団体であるコスモスは、その強みをもっとアピー
ルし、信頼獲得につなげたいところです。
　しかしながら、業務管理をそのような後ろ向きな
理由ばかりで捉えていただきたくはありません。３
か月毎というペースは決して楽ではありませんが、
このように期間を区切って報告をまとめることで、
自身の後見活動を振り返り、本当に御本人のための
活動となっているのかどうか、確認し検証する機会
として利用していただきたいと考えています。
　これからも総勢30名となった業務管理委員会は、
一つひとつの報告を確認し続けていきます。「後見
の事案は一つとして同じものはない」と言われる中
で、適正な事務が行われているかどうか、日々悩み
ながら、コスモスの会員が、そして全国団体として
のコスモスが信頼を獲得する一助となるべく、確認
作業を続けてまいります。

コスモス成年後見サポートセンターにおける業務管理の重要性

　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
（以下、「コスモス」という。）では、発足当初より
業務管理を制度として用意し、定款や規則において
会員の義務として規定してきました。また、そのた
めの組織として、業務管理委員会が５名の委員でス
タートしました。

　コスモスとしての業務管理の状況も９年間かけて
改善を重ねてきました。当初は手探りであった確認
作業も、件数を重ねるごとに確認すべき点や間違い
の起こしやすいところが整理され、効率が上がるよ
うになっていきました。管理方法も管理件数の増加
に伴い、紙ベースのファイリングから会員管理シス
テムを併用した方法に、完全電子化を視野に入れた
新システムの開発へと進化を遂げてきました。
　一方で、会員の皆様から報告をいただく部分でも、
提出いただく書類の名称は変わっていませんが、書
式の内容は変化してきました。提出漏れをなくすた
めのチェックシートの採用、委員会として報告いた
だきたい内容をより簡易に報告いただけるような選
択肢の工夫など、委員会、会員の双方にとって効率
的になるように改良してきました。
　平成31年１月からは、会員の個人ページから報告
の提出が可能となる新システムの稼働が開始しまし

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター　
業務管理委員長　望　月　　　格
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新型コロナウイルス感染拡大下における成年後見等事務

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　勝　尾　太　一

　２月５日、横浜港に停泊中のクルーズ船の中で新
型コロナウイルスの集団感染が確認されたとの報道
がなされました。この時点では全国で、そして全世
界で、現在のような厳しい状況になることを想像す
ることは困難でした。わずか数か月の間に私たちを
取り巻く状況は一変しました。
　日頃、一般社団法人コスモス成年後見サポートセ
ンターの正会員（以下、「コスモス会員」という。）
は、受任している案件の状況に応じて毎月１回以上、
被成年後見人、被保佐人、被補助人（以下、「御本人」
という。）に直接お会いし、その心身の状況、介護
の状況、財産の状況などを直接確認した上で、関係
者に対応を依頼するなど御本人の生活に支障がない
よう調整を行い、御本人・関係者からの種々の声に
耳を傾け可能な限りこれを実現するための活動を
行っています。時には、曜日、時間を問わず、危急
の事態に対応することも少なくありません。常在戦
場、コスモス会員は御本人のために常に備えてきま
した。
　しかし、今般の新型コロナウイルスの感染防止の
ため、不要不急の外出、人との接触の回避が呼びか
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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48,000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、ぜひ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い合わせください。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）を募集しておりま
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
部へお問い合わせください。

TOPIC

けられ、４月７日に新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言が７都道府県に発出され、４月１６日には対
象地域が全国に拡大するに至り、あらゆる活動の自
粛が継続的に求められています（５月１３日現在）。

　現在、御本人が入居・入院している施設への入館
が禁止され、あるいは通所しているデイサービスの
利用が制約、閉鎖されたこと等により原則として御
本人との面会はできません。また、御本人は高齢者
であることが多く、高い感染症のリスクを負ってい
るため在宅で生活をしている方の御自宅への訪問が
躊躇されることも少なくありません。
　しかし、後見等事務は不要不急でも、継続的に自
粛を求められるものでもありません。また、遠隔か
ら代替できる活動は多くはありません。コスモス会
員は、このような状況にあっても、専門職後見人と
して感染防止に細心の注意を払いながら現状を正確
に把握し、後見等事務を停滞させることなく継続し
ています。今後とも、コスモスの活動に御理解、御
協力を賜りますようお願いいたします。
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　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
る事例が多々あります。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の依頼を行うととも
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。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、
「春の選抜甲子園」に続き、戦後初め
て夏の風物詩とも言える「夏の甲子園」までもが中止
となり、夢の甲子園をつかむため、全ての時間を「野
球」にささげてきた球児たち、特に最後の大会となる
３年生の心情を察するに余りあるものがあります。
　甲子園は球児たちにとっては夢の舞台でもありま
すが、毎年楽しみにしているファンにとって、プロ野
球とは違い、負けたら終わりのトーナメント方式の
中での球児たちのひたむきなプレイや、炎天下のア
ルプススタンドで選手を一生懸命応援する応援団の
姿にすっかり魅了されてしまうのは、きっと大人に
なるにつれて忘れかけていた青春時代の情熱、ひた
むきさを思い出させてくれるかのように感じる人が
少なくないからではないでしょうか。
　今回の中止は、同じような夢を見ていた子を持つ
親としては、球児たちにかける言葉は見つかりませ
んが、笑顔が戻る日まで今は寂しさを貯めておく時
期と考え、試練を乗り越えてくれることを願うばか
りです。
　一方で、３年生のための引退試合となる代替大会
の開催が予定をされているとの報道もあります。球
児たちをずっと支えてきてくれた多くの人たちのた
めにも、最高の輝きを放ってくれる姿が今から楽し
みでなりません。

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（前田）

会員の動き
◆登録者数（令和２年５月末日現在）

４８,９１８名合 計　 　
7,154名女41,764名男内 訳　 　
6,569名女40,062名男・個人事務所開業
263名女1,199名男・行政書士法人社員
322名女503名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和２年５月中の処理件数）
３３４名新規登録　合　計
66名女268名男　　　　　内　訳
１１４名登録抹消　合　計
7名女107名男　　　　　内　訳

89名　　　　　・廃　業
24名　　　　　・死　亡
1名　　　　　・その他

◆法人会員（令和２年５月末日現在）
９４４法 人 事 務 所 数
579・主たる事務所数（行政書士法人数）
365・従たる事務所数


