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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。

日本行政書士会連合会 ● Eメール  nichigyoren@gyosei.or.jp ● ホームページ  https://www.gyosei.or.jp/

日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所
＜対面相談・電話相談（予約制）＞
電話番号：024－973－7163（予約専用）
　　　　　通話料はお客様負担となります。
相談時間：13：00～16：00　毎週水曜日（祝祭日・年末年始休業）
所 在 地：福島県郡山市堂前町10番10号

■

東日本大震災の被災に係る各種行政手続、今後の暮らしや事業の悩みなど、
電話による無料相談を実施しています。 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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職務上請求書不正使用事件の
再発防止策と信頼の向上について

　本誌１月号（No.５９０）の巻頭言でも御案内しましたとおり、日本行政書士会連合会の事業としては、当面のとこ
ろ新型コロナウイルス対策への支援とデジタル社会実現に向けた対応の２点が大きな課題になるものと考えてい
ます。目下、令和４年度の定時総会に上程する事業計画案を検討しているところですが、上記方針のもと、この２
点を中心により具体的な事業を精査しています。
　コロナ対策支援では中小企業庁から新たに事業復活支援金の申請支援を、デジタル化では総務省からマイナン
バーカードの普及促進事業を受けるなど、今まさに、行政書士への期待が高まっていると感じています。この期待
に応えるべく、行政書士として国民の利便向上、権利利益の実現に努めることが、私たちの最も重要な使命です。
そして、この使命を果たすためには、私たち行政書士が国民の皆様から強い信頼を得ていることが前提であり、欠
くことができない条件と言えるでしょう。国家資格者としての社会的責務の重さを自覚し、更なるコンプライア
ンス意識の確立が求められています。しかし昨年８月、その信頼を失いかねない重大な事件が発生しました。

　事件は、興信所からの依頼を受けた栃木県行政書士会の会員が、虚偽の請求理由を職務上請求書に記載して不正
に戸籍謄本や住民票の写しを取得することを繰り返し、戸籍法違反などの疑いで逮捕されたというものでした。
人権侵害につながるおそれがある職務上請求書の使用は、本会が定める「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに
関する規則」の第５条第１項でも明確に禁止されており、違反した場合は規則違反にとどまらず、会則違反、ひい
ては行政書士法違反にもつながるものです。最終的に当該会員は、略式裁判により１００万円の罰金刑に処せられ、
栃木県行政書士会からは廃業勧告処分と２年間の会員権の停止の処分を、また、栃木県知事からは２年間の業務停
止処分を受けたのち、登録抹消となりました。

　国民の権利利益の実現に資することを目的とする国家資格者として、私たちはこのような事件を二度と起こし
てはなりません。そして、国民の信頼を早期に回復させるべく、総務省や法務省にも意見を伺いながら再発防止策
をとりまとめ、理事会で承認を得ました。以下、再発防止策の４つの施策の概要を御説明します。

１．倫理研修の受講義務化
　倫理研修を義務化することとします。全ての会員を対象に、５年ごとに倫理研修を受講していただくことを
検討しています。研修はVOD等を活用し、職業倫理や行政書士法その他関係法令に関するもの等、４科目程度
設定します。また、職務上請求書の購入申込みの際に、本研修の修了証の提示を必須事項としてお願いすること
を想定しています。
２．組織的な指導・管理体制の構築
　本会による実態調査の結果、単位会ごとに職務上請求書の管理体制が異なり、指導内容も統一されていないこ
とが分かりました。本会と単位会における職務上請求書を管理するための部署を明確化させ、それらの連携を
図ります。適宜情報交換等を行うことで、全国で統一的かつ組織的に職務上請求書を管理するようにします。
３．払出し時の確認作業の厳格化
　払出し時の使用済み職務上請求書の確認作業にも単位会ごとに違いがありました。不正が疑われるような使
用を早期に発見するため、確認作業は必ず行政書士である役員等が行うこととし、また、使用頻度に応じて会員
の皆様から適切な使用であることを確認するための資料等を御提供いただくこととします。
４．不正使用者への罰則の強化
　不正な使用と認識しながら、それを続けるという悪質な者に対しては、それを繰り返すことがないように払出
し制限を強化することとします。具体的には、不正使用により知事処分や単位会長処分を受けた者への払出し
停止期間を延長し、悪質なケースにおいては以後の払出しを行わないことを検討しています。

　以上、今後、経過措置期間の対応も実施しつつ、これらの再発防止策を順次講じてまいります。適切な使用を心
掛けてこられた会員の皆様や、厳しい管理を実施してこられた単位会においては、御負担が増える点があり、大変
心苦しい思いです。しかしながら、行政書士制度への信頼回復と向上のため、御理解を賜り、御協力くださいます
よう心からお願い申し上げます。
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執行部から

信頼は制度発展の基礎
副会長　松村　和人

１．御挨拶
　平素から日行連の会務運営に御理解と御協力を賜り、心から御礼申し上げます。昨年６月の定時総会にて
副会長を拝命し、総務部、法規監察部及び申請取次行政書士管理委員会を担当させていただいています。一
時的に落ち着きを見せつつあった新型コロナウイルス感染症ですが、オミクロン株の流行により日常生活に
支障を来す状況になっています。このような困難の中、各単位会の役員、職員の皆様には行政書士制度発展
のため御尽力いただき、重ねて御礼申し上げます。一日も早く新型コロナウイルス感染症が終息し、平穏な
日常が戻ってくることを切に願っています。

２．倫理について
　総務部を中心に日行連が検討を行っている行政書士の倫理に係る対応について述べさせていただきます。
　申請取次については、行政書士業務の中で最も不正に巻き込まれるリスクが高く、毎年のように逮捕者が
出る状況になっています。また、新型コロナウイルスの感染拡大により、国や地方自治体が様々な経済施策
を行っており、行政書士が補助金等の申請に関わる機会が多くなりましたが、これに伴い不正な申請を行い
逮捕されるケースも見受けられるようになりました。さらに、昨年８月には、職務上請求書の不正使用事件
が発覚し、栃木会の会員が逮捕され刑事処分を受ける事態に至っています。
　このような状況を改善するため、日行連においては、１月の理事会で、全ての個人会員を対象に日行連が
実施する倫理研修の受講義務を課す方針が承認されました。５年に１回の受講を義務とし、倫理研修の科目
については、「行政書士法」、「人権」、「職業倫理」、「職務上請求書の適正使用」等を想定しています。また、
職務上請求書の購入申込みの際には当該研修を修了したことが確認できる書類等を提示しなければいけない
取扱いとする想定です。
　上記の倫理研修については、定時総会における会則改正の承認など必要な準備が整い次第、次年度の途中
から開始する見込みです。
　倫理については、行政書士であるならば当然に備えていなければならないものですが、それを見失い国民
に御迷惑をお掛けすることがないよう、定期的に研修を受講しなければならない仕組みを整備するとともに、
研修内容も充実したものにしていきたいと考えています。

３．信頼は制度発展の基礎
　全国の会員の皆様の適切な業務により、国民と行政に対する信頼を築いていただいているところではござ
いますが、極めて一握りの者の不正な行動によって、その信頼は一瞬で崩れてしまいます。一度崩れた信頼
を取り戻すには時間が掛かります。日行連として不正を行う者が現れないよう様々な対応を行ってまいりま
す。信頼なくして制度発展はございません。今後も日行連として必要な対応を行ってまいりますので、皆様
におかれましては、御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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●スペシャルリポート　国際・企業経営業務部 知的財産部門

「裁定による著作物の利用」及び関連政策の現「裁定による著作物の利用」及び関連政策の現況況

＜国際・企業経営業務部 知的財産部門　部員　高橋　 輝＞

１ 著作権法に定める主な申請制度 １　著作権法に定める主な申請制度 
（１）裁定による著作物の利用
　他人の著作物、実演（歌手の歌唱、演奏、俳優の
演技等）、レコード（CD等）、放送又は有線放送を利
用（出版、DVD販売、インターネット配信等）する
には、原則として、「著作権者」や「著作隣接権者」
の許諾（著作権法第６３条）を得なければならない。
　しかし、許諾を得ようとしても、著作権者の不明
その他の理由により相当な努力を払って、その著作
権者と連絡することができない場合、権利者の許諾
を得る代わりに国（文化庁長官）の裁定を受け、通
常の使用料額に相当する補償金を供託することによ
り、適法に利用することができる。
　この規定は、著作権者の許諾を得られずとも、国
（文化庁長官）が社会公益上の見地から著作権者に
代わり許諾を与えるものである。この裁定は「強制
許諾」と呼ばれる制度である。このような強制許諾
制度は、旧著作権法（明治３２年３月４日法律第３９号）
では「第二十七条〔法定許諾〕著作権者ノ不明ナル
著作物ニシテ未タ発行又ハ興行セサルモノハ命令ノ
定ムル所ニ依リ之ヲ発行又ハ興行スルコトヲ得（以
下略）」として規定されている。

　「裁定による著作物の利用」制度は、次の３種に
分けられる。
①著作権者不明等の場合の裁定
　公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提
供され、若しくは提示されている事実が明らかであ
る著作物を利用しようとする者が権利者に許諾を求
めようとしても、著作権者が不明等のために許諾を
得ることができない場合に、国（文化庁長官）の裁
定により通常の使用料額に相当する補償金を供託し、
適法に利用することができるようにする制度（著作
権法第６７条）。この制度は、社会公益上の見地から、
著作物の利用の円滑化を図ることを目的としている。
ただし、裁定申請の前提として、権利者に許諾を得
るために「相当な努力」をしてもできないことを疎
明する必要がある。

　文化庁長官が裁定をしたときは、文化庁長官は、
権利者への通知に代えて官報で告示するとともに申
請者へ通知する。この規定は、権利者の行政不服審
査法による審査請求の機会を与えようとするもので
ある。条文は次のとおり。

〇文化庁長官は、著作権法第６７条第１項の裁定をし
たときは、その旨を官報で告示するとともに申請
者に通知し、第６８条第１項又は前条の裁定をした
ときは、その旨を当事者に通知しなければならな
い（著作権法第７０条第６項　アンダーラインは筆者）。

　「著作権者不明等の場合の裁定」制度は、過去頻
繁に改善が加えられている。近年では、２０１６（平成
２８）年度から２０１９（令和元）年度まで、文化庁は
「著作権者不明等の場合の裁定制度の利用円滑化に
向けた実証事業」を実施し、この実証事業に携わる
「オーファンワークス実証事業実行委員会」（以下、
「オーファンワークス委員会」という。）を発足さ
せた。オーファンワークス委員会には、権利者団体
のほか、日本行政書士会連合会（以下、「日行連」
という。）、日本弁護士連合会（以下、「日弁連」と
いう。）などが参加した。オーファンワークス委員会
は、２０２０（令和２）年度以降も実証事業を継続して
おり、日行連も引き続き参画している（「２　著作権
者不明等の場合の裁定制度の改善状況」で詳述）。

②著作物の放送についての裁定
　公表された著作物を放送しようとする放送事業者
が、放送の許諾について著作権者と協議したが許諾
を得られなかった場合、又は放送の許諾について協
議を求めたが、著作権者側がその協議そのものを拒
絶する場合に、国（文化庁長官）の裁定を受け、か
つ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁
長官が定める額の補償金を著作権者に支払い、その
著作物を放送することができるようにする制度（著
作権法第６８条）。この制度は、「放送の果たすべき公
共的機能を円滑に発揮し得るよう著作権者側の権利
濫用を抑制する」（加戸守行「著作権法逐条講義（七

　著作権法は、周知のとおり、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこ
れに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
もつて文化の発展に寄与することを目的」としている（著作権法第１条）。
　著作権法には各般の取決めが定められているが、そのうち行政書士が携わっている制度には、大きく２つ
が存在する。一つは「裁定による著作物の利用」（著作権法第８節（第６７条～第７０条））、もう一つは「登録」
（著作権法第１０節（第７５条～７８条の２））である。
　ここでは、「裁定による著作物の利用」を中心として、「登録」や現在、著作権法分野に関して政策改善課
題の俎上にある事柄のいくつかについて論ずることとする。
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訂新版）」p.５３７、２０２１年・著作権情報センター）趣
旨で設けられている。
　文化庁長官が裁定をしたときは、文化庁長官は、
権利者と申請者との双方へ通知する。この規定は、
権利者の行政不服審査法による審査請求の機会を与
えようとするものである。条文は前掲（著作権法第
７０条第６項）。
　しかしながら、規制改革推進会議（内閣府本府組
織令に基づく内閣府に設置された諮問機関）による
「規制改革推進に関する答申」の２０２０年７月２日現
在、放送での利用についての裁定は、制度が設けら
れた１９７０年以降、制度自体の利用実績がない（同答
申p.４３）。
　なお、著作権者不明等によって権利者に連絡する
ことができない場合における著作物の放送の裁定に
ついては、第６８条の規定ではなく、第６７条第１項の
規定による。

③商業用レコードへの録音等についての裁定
　商業用レコードが最初に国内において販売され、
かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合
において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を
得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商
業用レコードを製作しようとする者は、その著作権
者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾に
つき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はそ
の協議をすることができないときは、国（文化庁長
官）の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当
するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著
作権者に支払い、当該録音又は譲渡による公衆への
提供をすることができる制度（著作権法第６９条）。こ
の制度は、かつてレコード会社が作曲家・作詞家と
専属契約を結んで創作した楽曲・歌詞の録音権・譲
渡権を独占すること（作家専属制）が広く行われて
いたことから、音楽の流通を促進し、音楽文化の向
上の観点から、この独占を排除するため設けられて
いる。最初に録音された商業用レコードが発売され
てから３年間を経過すれば、国（文化庁長官）が強
制的に許諾を与えるとするものである。

（２）登録
　著作権法第１０節（第７５条～７８条の２）に定める
「登録」は、著作権という権利を得るための手続規
程ではない。
　我が国は、著作者人格権（著作権法第１８条、第１９
条、第２０条）及び著作権（著作者財産権）は、いか
なる方式の履行をも要しない（著作権法第１７条第２
項）と定めている。これは、我が国その他の万国著
作権条約パリ改正条約（以下、「ベルヌ条約」とい
う。）締結国が、ベルヌ条約上の無方式主義（著作
権という権利を得るための手続は不要）に立脚して
いることによる。
　著作権法の第７５条から第７８条の２までに定める
「登録」は、著作権が移転した場合の取引の安全を
確保する、著作権関係の法律事実を公示するという
観点によっている。 

１）第三者対抗要件としての登録
　権利の変動に関して、登録することにより第三者
に対抗することができる登録は、次のとおり。
①著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の
制限（著作権法第７７条第１号）
②著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若し
くは消滅（混同又は著作権若しくは担保する債権
の消滅によるものを除く。）又は処分の制限（著
作権法第７７条第２号）
③出版権の設定、移転、変更若しくは消滅（混同又
は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを
除く。）又は処分の制限（著作権法第８８条第１項
第１号）
④出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若し
くは消滅（混同又は出版権若しくは担保する債権
の消滅によるものを除く。）又は処分の制限（著
作権法第８８条第１項第１号）
⑤著作隣接権（著作権法第１０４条）

２）その他の場合の登録
①実名の登録
〇無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現
にその著作権を有するかどうかにかかわらず、そ
の著作物についてその実名の登録を受けることが
できる（著作権法第７５条第１項）。
〇著作者は、その遺言で指定する者により、死後に
おいて前項の登録を受けることができる（著作権
法第７５条第２項）。
〇実名の登録がされている者は、当該登録に係る著
作物の著作者と推定する（著作権法第７５条第３項）。
〇文化庁長官は、著作権法第７５条第１項の登録を
行ったときは、その旨をインターネットの利用そ
の他の適切な方法により公表するものとする（著
作権法第７８条第３項　アンダーラインは筆者）。

②第一発行年月日等の登録
〇著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者
は、その著作物について第一発行年月日の登録又
は第一公表年月日の登録を受けることができる
（著作権法第７６条第１項）。
〇第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録
がされている著作物については、これらの登録に
係る年月日において最初の発行又は最初の公表が
あつたものと推定する（著作権法第７６条第２項）。
〇文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権
法第７６条第１項又は第７６条の２第１項の登録をし
た場合においては、文部科学省令で定めるところ
により、その旨を公示するものとする（プログラ
ムの著作物に係る登録の特例に関する法律第３条
　アンダーラインは筆者）。
〇プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法
律第３条の規定によるプログラム登録の公示は、
次に掲げる事項について、インターネットの利用
その他の適切な方法により行うものとする（以下
略）（プログラムの著作物に係る登録の特例に関す
る法律施行規則第２条　アンダーラインは筆者）。
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③創作年月日の登録
〇プログラムの著作物の著作者は、その著作物につ
いて創作年月日の登録を受けることができる。た
だし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、
この限りでない（著作権法第７６条の２第１項）。
〇前項の登録がされている著作物については、その
登録に係る年月日において創作があつたものと推
定する（著作権法第７６条の２第２項）。
〇文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権
法第７６条第１項又は第７６条の２第１項の登録をし

た場合においては、文部科学省令で定めるところ
により、その旨を公示するものとする（プログラ
ムの著作物に係る登録の特例に関する法律第３条
　アンダーラインは筆者）。
〇プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法
律第３条の規定によるプログラム登録の公示は、
次に掲げる事項について、インターネットの利用
その他の適切な方法により行うものとする（以下
略）（プログラムの著作物に係る登録の特例に関す
る法律施行規則第２条　アンダーラインは筆者）。 

　図１は、知的財産戦略本部（知的財産基本法第２４
条の規定に基づき、２００３年３月１日に内閣に設置さ
れた機関）の構想委員会に置かれたコンテンツ小委
員会のデジタル時代における著作権制度・関連政策
の在り方検討タスクフォース第５回（２０２１年１月１２
日開催）（以下、「タスクフォース」という。）での
文化庁からの説明資料のうちの「著作権者不明等の
場合の裁定制度の概要」である。

　「裁定制度の利用実績」のグラフを見ると、近年
の申請数は右肩上がりであることが分かる。日行連
が著作権相談員制度を創設した２００２（平成１４）年と
翌年の裁定申請数を裁定実績データベース（後述）

で詳しく調べると、２００２（平成１４）年、２００３（平成１５）
年、共に申請者はなかった。現在は、「著作権者不明
等の場合の裁定制度」の重要度が増しており、改善
の要請も多く、後述のように頻繁に制度改善がなさ
れている。

　「裁定申請中の著作物の利用」制度は、従前、裁
定申請（申請前の行政庁への相談を含む。）から裁
定までの時間がかかったため、２００９（平成２１）年に、
著作権法に「第６７条の２」を追加することにより措
置されたもの。
　２０１６（平成２８）年に公開された裁定実績データベ
ースは、裁定申請前に行う「相当な努力」（前述）

２ 著作権者不明等の場合の裁定制度 ２　著作権者不明等の場合の裁定制度のの
改善状 　　改善状況況

（１）著作権者不明等の場合の裁定制度の概要 

図１　文化庁著作権課「資料３ 文化庁説明資料」知的財産戦略本部 構想委員会コンテンツ小委員会 デジタル時代における著作権制度・
関連政策の在り方検討タスクフォース（第５回）、２０２１（令和３）年１月１２日、p.１４
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を軽減させるために措置された。

　その「相当な努力」とは次の３点である。
１権利者情報を掲載する資料の閲覧（名簿・名鑑等
の閲覧又はインターネット検索）（著作権法施行令
第７条の５第１項第１号、平成２１年文化庁告示第
１条）
２広く権利者情報を保有していると認められる者へ
の照会（著作権等管理事業者等への照会及び関連
する著作者団体への照会）（著作権法施行令第７条
の５第１項第２号、平成２１年文化庁告示第２条）
３公衆に対する権利者情報の提供の呼びかけ（日刊

新聞紙への広告掲載又は著作権情報センターウェ
ブサイトへの広告掲載）（著作権法施行令第７条の
５第１項第３号、平成２１年文化庁告示第３条）

　このうち、裁定実績データベースは「１権利者情
報を掲載する資料の閲覧」及び「２広く権利者情報
を保有していると認められる者への照会」の権利者
捜索の労力を軽減させる目的で構築されている。
*裁定実績データベース：
　https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
　seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/saitei_data_
　base.html 

●スペシャルリポート　国際・企業経営業務部 知的財産部門

　図２は、タスクフォースでの文化庁説明資料のう
ちの「著作権者不明等の場合の裁定制度の見直しの
実績」である。

　「相当な努力」に関しては、要件の明確化（２００９
（平成２１）年度）、要件の緩和（２０１４（平成２６）年
度）、要件の緩和及び裁定実績データベースの公開
（２０１６（平成２８）年度）と改善が進んできている。
　「裁定申請中の著作物等の利用可能化」（２００９（平
成２１）年度）は、前述のとおり。

　「裁定の申請に係る手数料の改定」（２０１７（平成２９）
年度）では、従前の１件につき１３,０００円から２０１８（平
成３０）年４月１日以降６,９００円に改められた。また、
「相当な努力」の要件「（３）公衆に対する権利者
情報の提供の呼びかけ（日刊新聞紙への広告掲載又
は著作権情報センターウェブサイトへの広告掲載）」
のうち、公益社団法人著作権情報センターウェブサ
イトへの広告掲載料は、現在、８,２５０円（消費税込）
となっている。 

（２）著作権者不明等の場合の裁定制度の見直しの実績 

図２　文化庁著作権課「資料３ 文化庁説明資料」知的財産戦略本部 構想委員会・コンテンツ小委員会 デジタル時代における著作権制
度・関連政策の在り方検討タスクフォース（第５回）、２０２１（令和３）年１月１２日、p.１５
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　図３は、タスクフォースでの文化庁説明資料のう
ちの「著作権者不明等の場合の裁定制度の利用円滑
化に向けた実証事業」である。
　オーファンワークス委員会には、権利者団体のほ
か、日行連や日弁連などが参加した。オーファンワ
ークス委員会は、２０２０（令和２）年度以降も実証事
業を継続しており、日行連も引き続き参画している
（再掲）。
　なお、２０１６（平成２８）年度から２０１９（令和元）年
度までの文化庁の著作権者不明等の場合の裁定制度
の利用円滑化に向けた実証事業において、日行連は
裁定申請代理業務等を担当した。

　また、制度改善に関しては、前述のタスクフォー
スでの文化庁説明資料には明記がないが、従来は公
開されていなかった疎明資料等の参考様式例がウェ
ブサイト上で公開されている。公開されたのは、一
度に複数の著作物等について裁定申請をする場合の
様式である。

〇文化庁HP「著作権者不明等の場合の裁定制度」
　https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
　seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/
　５　裁定の申請手続
別表例１：著作物の題号・著作者名・補償金の額
別表例２：「相当な努力」を行ったことを疎明

する資料

　このほか、「裁定の手引き」（文化庁著作権課著作
物流通推進室）は、各年度で字句の加筆修正から大
幅な改訂まで行われている。そのため、参照される
際は必ず最新版を御覧いただきたい。 

３ 著作権制度の普及啓発及び教育３　著作権制度の普及啓発及び教育 
　我が国の著作権法は、「著作物並びに実演、レコー
ド、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれ
に隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正
な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
もつて文化の発展に寄与することを目的とする」（著
作権法第１条）としている。
　また、万国著作権条約パリ改正条約は、その序文
において、「締約国は、全ての国において文学的、学
術的及び美術的著作物の著作権の保護を確保するこ
とを希望し、世界の全ての国民にとつて適当であり
かつ万国条約により表現される著作権保護の制度が、
現行の国際制度を害することなくこれに追加されて、
個人の権利の尊重を確保し、かつ、文学、学術及び
美術の発達を助長するものであることを確信し、こ
のような万国著作権保護制度が、人間精神の所産の
普及を一層容易にし、かつ、国際の理解を増進する
ものであることを了解し」、本改正条約を締結した
としている。

　社会は創造的な営みを繰り返すことで、著作物等
の文化的所産を生み出してきた。この文化的所産は
ひとえに文化資産であり、後世に伝達され得るもの
と言える。しかしながら、多くの人々の知るところ
となっている文化的所産は一握りにすぎない。劣化
が進んでいたり散逸しそうになっていたりしている
著作物等は、まず修復し、そのうえでマイクロフィ
ルム化やデジタル化を行い、インターネットにより
公開したり、有償で復刻したりすることになる。し
かし、その前提として権利者の許諾を得ることが必
須の条件となる（著作権法第６３条）。
　その手立てとして、我が国では、著作権法に「裁
定による著作物の利用」規定が定められている。こ

（３）著作権者不明等の場合の裁定制度の利用円滑化に向けた実証事業 

図３　文化庁著作権課「資料３ 文化庁説明資料」知的財産戦略本部 構想委員会・コンテンツ小委員会 デジタル時代における著作権制
度・関連政策の在り方検討タスクフォース（第５回）、２０２１（令和３）年１月１２日、p.１７
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の裁定制度は、正に我が国の文化的所産の公正な利
用と著作者及び著作権者の権利の保護を図らしめ、
もって我が国の文化の発展を積極的に進めようとし
ていると言える。

　しかしそのためには、著作権法以前に、著作者、
創作者、著作権の権利者、著作物・創作物を創り出
すクリエイター、直接業務として著作物等を扱う国
公私立大学図書館、公共図書館、学校図書館の仕事
などについて知る機会を増やす努力をしなければな

らない。

　文化審議会著作権分科会基本政策小委員会は、
２０２１（令和３）年１２月２日に開催した第８回会議で
「DX時代に対応した「簡素で一元的な権利処理方
策と対価還元」及び「著作権制度・政策の普及啓
発・教育」について」の中間まとめを決定した。
　この中間まとめから著作権制度の普及啓発及び教
育に関する部分を抜粋すると、おおむね次のように
なる。 

●スペシャルリポート　国際・企業経営業務部 知的財産部門

　この中間まとめに盛り込まれている「知財創造教
育」は、２０１６（平成２８）年度初めに政府が制定した
「日本再興戦略 ２０１６」及び「知的財産推進計画 
２０１６」の２つの政府方針に基づき、政府は、２０１７ 
（平成２９）年１月２７日、「知財創造教育推進コンソー
シアム」を設置した。知財創造教育推進コンソーシ
アムは、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学
校における「知財創造教育」（著作権教育を含む。以
下同じ。）を推進していくため、学校と地域社会との
効果的な連携・協働を図ることを目的としている。
日行連は、このコンソーシアムの委員として政府の
知財創造教育の推進に協力している。

　なお、２０１９（令和元）年５月７日、日行連は、国
立大学法人山口大学（以下、「山口大学」という。）
及び一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権
協会（以下、「ACCS」という。）と三者の持つ強み
を生かし、共同で著作権の普及啓発を進めることと
し、著作権の普及啓発に係る包括連携協力に関する
協定を締結した。
　この協定を元に、「著作権教育Eネットワーク連絡
会」が発足し、連絡会は、より効果的な著作権の普
及啓発活動を実施するため「著作権教育伝道師」を
２０１９年１１月、行政書士登録者を対象に公募した。
　応募総数８６名の応募者の中から、書類審査及び山

口大学、ACCSを招いた対面審査を行った結果、次
の５名の会員が著作権教育伝道師に就任した。
　　　工藤　保広　会員（北海道会）
　　　那住　史郎　会員（神奈川会）
　　　中津川浩淳　会員（静岡会）
　　　仙波　芳一　会員（富山会）
　　　徳永　　浩　会員（佐賀会）

　２０２０年度の著作権教育伝道師の活動として、行政
書士のための「著作権教育マニュアル」を、日行連
の国際・企業経営業務部知的財産部門と共に作成し、
会員に提供した（会員専用サイト「連con」> 業務関
連情報 > 知的財産部門 > ２０２１年０３月２４日 著作権
教育マニュアルの提供について）。
　２０２１年度は、小学校を対象とした教材開発を行っ
ているが、次年度に継続して活動を行う予定として
いる。
　なお、著作権教育伝道師への相談は、各単位会に
お問い合わせください。

　「裁定による著作物の利用」や著作権制度の普及
啓発及び教育に関して、今後の行政書士業務に組み
入れていただく契機となれば幸いです。

　２．DX時代に対応した著作権制度・政策の普及啓発・教育について
（１）普及啓発に関する取組の現状
学校教育としては、新学習指導要領（平成29・30年告示）１９において、著作権や知的財産に関する内容の充実を図っ

た。その内容に基づき、教科書発行者がその創意工夫により編集した教科書が学校現場において順次使用を開始20
している。文化庁においても、学校現場における著作権教育に資するため、教科に応じた学校向けの著作権指導事
例集等の著作権教育教材の作成・インターネットを通じた発信を行っている。
内閣府においては、「新しい創造をする」こと、及び「創造されたものを尊重する」ことを、楽しみながら育むこ
とを目指す「知財創造教育21」の取組が行われている。 
（３）具体的に考えられる方策例
① 著作物等をどうすれば適法に利用することができるかについての方法の周知や利用の実践・経験
② クリエイター目線での普及啓発
③ 著作物等の利用について、「白（適法である）」と断定することができるのは著作権者等であることを踏まえた
著作権者等や企業の意思表示や取組
④ 青少年のインターネット利用に関する取組や法教育、防犯教育といった関連する分野や民間組織と連携した普及啓発
⑤ 若い世代から大人まで、幅広い年代に対する日常的な著作物等の利活用場面での普及啓発

　　　　　　　　　　　
19小学校の音楽、中学校の技術・家庭（技術分野）、音楽、高等学校の音楽、美術、工芸、書道等において、知的財産を創造、保護
及び活用しようとする態度の涵養、創造性を尊重する態度の形成を図るよう指導することとしている。また、高等学校の情報の
指導においては、内容の取扱いに当たり、知的財産や個人情報の保護と活用をはじめ、科学的な理解に基づく情報モラルの育成
を図るよう配慮することとされている。
20小学校においては令和２年度から、中学校においては令和３年度から、高等学校においては令和４年度より順次、新学習指導要
領を踏まえて編集された教科書が使用されている。
21「知財創造教育」は、発達段階に応じて、新たな発見や思考の源泉となる創造性を育むとともに、 知的財産の保護・活用の重要
性に対する理解の増進と態度形成を図り、もって知的財産の創造に始まり、保護・活用に至る知的創造サイクルの好循環を生み
出すための人材を育む教育と定義される。

「DX時代に対応した「簡素で一元的な権利処理方策と対価還元」及び「著作権制度・政策の普及啓発・教育」について」（中間まとめ）、
文化審議会著作権分科会基本政策小委員会（第８回）、２０２１年１２月２日、p.１４-１６
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訪 問訪　問　日日　　令和３年１２月２４日（金）

出 席出　席　者者　　常住会長、髙尾副会長、坪川副会長、村山許認可業務部長

　令和３年１２月２４日、常住会長を始めとする日行連役員が渡辺由美子厚生労働省官房長を表敬訪問しました。

　御多忙の中、快く御対応いただきました渡辺官房長に、平素からの行政書士制度への御理解について感謝

を申し上げるとともに、厚生労働分野における行政書士の取組を御説明しました。その中で、行政書士は、

食品衛生・福祉関係の許認可、外国人の在留許可、成年後

見、新型コロナ対策における各種給付金の申請支援など様

々な業務に取り組んでおり、国の政策の実現のため、更な

る行政書士の活用についてお願いしました。

　渡辺官房長からは、日頃の行政書士の活動について感謝

の意が伝えられるとともに、今後のデジタル化推進にあ

たって、国民が使いやすいものとなるようサポートいただ

きたいとのお言葉をいただくなど、大変有意義な訪問とな

りました。

渡辺厚生労働省官房長を表敬訪渡辺厚生労働省官房長を表敬訪問問

開 催開　催　日日　　令和４年１月５日（水）

出 席出　席　者者　　常住会長、野田副会長、金沢専務理事、有賀常任理事（デジタル推進本部長）

　東京都、東京都行政書士会、日本行政書士会連合会との間で、オンラインでの意見交換会が開催されました。

　東京都からは都政のデジタル化推進を担当されている宮坂学副知事を始め、デジタルサービス局戦略部長、

同部戦略課長、副知事秘書担当課長が出席され、東京都議会の荒木ちはる議員も参加されました。東京会か

らは宮本会長を始め、デジタル推進部を中心とする関係役員の皆様が出席されました。

　冒頭、本会からは、各党議員連盟・懇話会総会に提出した要望書や総務省からの受託事業であるマイナン

バーカード代理申請手続事業に関する資料などをお示しし、デジタル社会の実現に向けて本会が取り組んで

いる事業を説明するとともに、行政書士の積極的な活用をお願いしました。また、東京会においては、デジ

タル推進部を中心に都と密接な関係を築いてきたこと、地域の皆様との交流を重ねてきたこと、コロナ禍に

おいて都と連携して都民や事業者の支援活動に当たってき

たことなどを説明し、更なる取組強化を表明されました。

　宮坂副知事との意見交換では、デジタル・デバイド対策、

申請システムにおける行政書士代理人欄の必要性、コロナ

禍での都民への支援、行政手続の適正化などについて、協

議を行いました。

　今後もデジタルの力を活用した行政の推進に向けて連携

し、より良い社会の実現のために協力することを確認しま

した。

東京都副知事との意見交換会に参東京都副知事との意見交換会に参加加
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理事会の開催報告

　今回、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンライン会議システムを導入した初のハイブ

リッド方式による理事会が開催された。

　本理事会では、以下３議案について審議され、２議案が可決された。

襖

襖

鴬

鴬

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

【 議 案 審 議【　議　案　審　議　】】
第１号議案

日本行政書士会連合会旅費規則の一部改正（案）

　平成３１年１月の理事会にて決議された東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴う東京２３区内におけ

る宿泊費に関する規則改正（ただし書きに、１泊１８,０００円とする旨の規定を追加した措置）について、東京

オリンピック・パラリンピックの終了並びにコロナ禍による宿泊需要の減少等、日行連近隣における宿泊費

相場の現状を勘案した結果を踏まえ、当該ただし書きの撤廃を行う改正について、承認が求められた。異議

なしで可決され、令和４年４月１日から施行する。

令和４年１月２０日（木）

虎ノ門タワーズオフィス６階「ROOM７」

宮本　重則　総務部長

常住　豊　会長

四本　平一（千葉会）・

川口　隆志（岡山会）両理事

５６名のうち、５２名出席（開会時）

西堀　俊德・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）・

松本　修（香川会）・赤司　久人（佐賀会）・井口　由美子（熊本会）各単位会会長

開 催開 催 日日

場場 所所

司司 会会

議議 長長

議事録署名議事録署名人人

構 成構 成 員員

オブザーバオブザーバーー

　

　＜改正内容＞

　　　日本行政書士会連合会旅費規則　別表第１の一部を次のように改正する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※摘要のただし書きの削除

摘　要区分及び支給額旅費の種類番号

朝、夕食を含む。（１泊）１５,０００円宿泊費３
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第２号議案

職務上請求書を用いた不正請求の再発防止策について

　令和３年１１月の理事会にて決議された職務上請求書を使用した不正請求の再発防止策に係る方針（４つの

柱）を踏まえ、各項目の具体的な内容が提示された再発防止策について、承認が求められた。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職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則の一部改正（案）

　令和４年１月１１日施行の住民基本台帳法の改正に伴い、職務上請求書を使用して戸籍の附票の交付を請求

する場合において、戸籍の表示及び在外選挙人登録情報の記載を必要とする旨の特別な申し出を行えるよう

様式改訂を行うことについて、承認が求められた。一部理事から、今般の様式の改訂等に関し疑義がある旨

の意見が出されたことを受け、本議案については取り下げることとし、協議事項として取り扱うこととした。

【 協 議 事 項【　協　議　事　項　】】
（１）日本行政書士会連合会会則の一部を改正する会則（案）について

（２）日本行政書士会連合会職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則の一部改正（案）について

（３）日本行政書士会連合会書面による総会議決の実施に関する規則（案）について

（４）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

（５）日本行政書士会連合会事務局職員就業規則の一部改正（案）について

（６）日本行政書士会連合会倫理研修規則（案）について

（７）日本行政書士会連合会中央研修所規則の一部改正（案）について

（８）令和４年度事業計画基本方針（案）について

職務上請求書を使用した不正請求の再発防止策（案）

１．倫理研修の受講義務化

　　すべての個人会員を対象に日行連が実施する倫理研修の受講義務を課す。

２．組織的な指導・管理体制の構築

日行連及び単位会における職務上請求書の管理や適正使用の指導を行う所管部署及び責任者を明確

化し、それぞれの連携を図ることで組織的な指導・管理体制を構築する。

３．払出し時の確認作業の厳格化

使用済み控え綴りの確認作業は、必ず行政書士である役員等が行うこととする。また、使用済み控

え綴りの確認作業の際の一定の基準（指針）を日行連が作成する。

４．不正使用者への罰則の強化

　　会員が職務上請求書を不正に使用した場合における職務上請求書の払出しについて、制限を強化する。
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◆野田毅自由民主党行政書士制度推進議員連盟前会長からの御挨拶

　理事会後、御多忙の中、自由民主党行政書士制度推進議員連盟の前会長であ

り、前衆議院議員の野田毅先生にお越しいただき、これまで議連会長として幾

度の法改正に携わってきたことの所感が述べられるとともに、行政書士制度の

更なる発展を祈念する旨のお言葉をいただきました。

　これを受けて、常住会長及び井口日政連会長から、これまで行政書士制度推

進に多大なる御支援をいただいたことに対し感謝の意が伝えられました。

登録委員会からのお知らせ

　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釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫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（行政書士登録事務釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫取扱規則第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。

行政書士業務を廃止される方へ

【 報 告 事 項【　報　告　事　項　】】
（１）令和４年新年賀詞交歓会について

（２）令和４年度定時総会について

（３）FATF勧告に係る犯収法の対応について

（４）デジタル化阻害に関するアンケートの結果について

（５）マイナンバーカード代理申請手続事業について

（６）税制改正法案（税理士法の改正）に伴う行政書士法の改正について
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オンラインセミナー

「建設業セミナー２０２２」開催のお知らせ
 Info 

１
＜中央研修所・許認可業務部＞

　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。

　建設産業は、多発する災害への対応、生産性向上、働き方改革等の課題に対して変革期にあります。国の
規制改革推進の中で、建設業許可、経営事項審査等の申請手続の電子化も間近に迫り、建設施工の現場でも
ICT等の新技術の導入が進められています。建設業者も働き方が大きく変わり、電子化・書類簡素化等が進
められ、行政書士の業務のあり方も変わります。

　今回は、国土交通省から不動産・建設経済局 長橋和久局長、建設業課 平山耕吏企画専門官、建設市場整
備課建設キャリアアップシステム推進室 沖本俊太郎室長に御講演いただき、建設産業、不動産業の今後の動
向を把握、業務への影響を認識し、今後の業務に生かしていただくことを目的とします。
　本セミナーはオンライン配信にて実施いたします。パソコンやスマートフォンを通じてどこからでも視聴
可能です。皆様の御参加をお待ちしています。

日　　　時　　令和４年４月１１日（月）１３：３０～１７：００（予定）

内　　　容　　１３：３０～１３：４０　主催者挨拶
　　　　　　　１３：４０～１５：１５　第１部講演「建設、不動産業の課題と将来展望」

国土交通省 不動産・建設経済局 局長 長橋和久 様
建設産業の現状の課題や将来展望、キャリアアップシステムの推進、
盛土対策、更に今回は不動産業に関連する施策や課題等についても御
講演いただきます。

　　　　　　　１５：３０～１６：２０　第２部講演「建設業を巡る最近の状況、経営事項審査の改正等」
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
建設業関連の法改正から技術者の専任要件や資格の実務経験の見直し、
建設業許可・経営事項審査申請の電子化等の今後の展開、経営事項審
査改正の要点まで行政書士業務にも直結する施策について御講演いた
だきます。

　　　　　　　１６：２０～１７：００　第３部講演「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　沖本俊太郎　様
CCUSの普及促進のための取組や公共工事での活用等、CCUSを巡る
最近の状況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　　２月下旬頃、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

＜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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＜中央研修所＞

 Info 

４

講師御紹介

　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４年度は、「改正民法及び改正家族法関連」をテーマに５日間、各日３コマの計15コマの集
中講義を実施します。
　近年、民法について大きな改正が続いています。日々実務にあ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。令和
４年度は、民法改正を中心的なテーマとしつつ、家族法（特に相続法）改正の影響について担当い
ただく佐々木健教授と、債権法改正の影響について担当いただく椙村寛道教授の２名体制のもとで
講義を進める予定です。
　今後、ますます社会的ニーズの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：佐々木　健 教授
（法学部）

《プロフィール》
●青森県八戸市生まれ
●立命館大学大学院法学研究科 
　民事法専攻博士後期課程修了
　（博士［法学］）
●札幌学院大学法学部准教授を経
て、現在、専修大学法学部教授
●専修大学法学部・大学院法学研
　究科において家族法関連科目を
　担当

　今回の家族法領域に関する講義内容としては、とりわけ、相続法の
分野に焦点を当てたいと考えています。その基礎知識として、いわゆ
る改正相続法（平成30年法律第72号）や遺言書保管法（平成30年法律
第73号）の内容を踏まえつつ、実務への影響等について理論的側面か
ら解説をいたします。あわせて、未施行ではありますが、将来的には
相続実務に大きな影響を及ぼすと考えられる、いわゆる所有者不明土地に関連する民
法改正についても解説する予定です。近年の社会経済情勢の変化に伴い深刻化する所
有者不明土地問題を解決すべく、「民法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第
24号）と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律（いわゆる
相続土地国庫帰属法）」（令和３年法律第25号）が令和３年４月21日に成立しました
（同月28日公布）。多岐にわたる論点が含まれますが、相続に関わる領域に特に焦点
を当てながら、概説したいと考えています。
　受講される皆様にとって有意義な時間となるよう努めますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

【講師からのメッセージ】

債権法改正の標語のもとで語られる「民法の一部を改正する法律」
が平成29年（2017年）６月２日に公布され、令和２年（2020年）４月１日
から施行されました。
　法務省のホームページには、「法のうち債権関係の規定（契約等）
は、明治29年（1896年）に民法が制定された後、約120年間ほとんど改
正がされていませんでした。今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引
社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の
変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいもの
とする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたもの
です。」と説明されています。
　改正内容は、多岐に及びますが、具体的事例を示して、改正点を分かりやすく説明し
たいと思います。また、旧民法による契約書条項について、その改定案も検討したいと
思います。
　この機会を利用して、2017年債権法改正の内容を理解していただければと思います。

【講師からのメッセージ】講師：椙村　寛道 教授
（法科大学院）

《プロフィール》
昭和53年　一橋大学法学部卒業
昭和59年　司法試験合格
昭和62年 弁護士登録（第一東京
　　　　　弁護士会）岡村勲法律
　　　　　事務所
平成５年　日本橋総合法律事務所
　　　　　開設
平成16年 専修大学法科大学院　
　　　　　教授就任（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

令和４年度専修大学大学院司法研修開講の御案内
 Info 

２
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専修大学大学院における令和4年度司法研修
募　集　要　項

　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４年度は「改正民法及び改正家族法関連」をテーマに開講し、改正民法の全般的な概要及び行政書士
の実務に直結する改正家族法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位置付けられている行政書士が、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いたします。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）が設定されています。申込者が30名に満たない場合には開講されません
ので、あらかじめ御承知の上、お申し込みをいただきますようお願いいたします。
　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。あらか
じめ御承知おきください。

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。

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。

（1）科目名・単位数及び担当講師

（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受講にあたっては、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５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。

目 的

出 願 資 格

講 義 概 要

科　目　名

法律学応用特論
「改正民法及び改正家族法関連」

単位数

2単位
（15コマ）

担当講師
専修大学
　法学部　　　佐々木　健　教授（6コマ）
　法科大学院　椙村　寛道　教授（9コマ）
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（3）開講日（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）

（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：http://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）

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。

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4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」
　
令和4年2月1日（火）～令和4年3月10日（木）＜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

費 用

出 願 方 法

出 願 期 間

講義日程（予定）

第1回開講前に実施します。

令和4年10月8日（土）

 10月15日（土）

11月5日（土）

11月19日（土）

11月26日（土）

ガイダンス

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回
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　令和４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４年度の講義は、令和３年度に引き続き、中央研修所研修サイトでのビデオ・オン・
デマンド（VOD）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、御確認をお願いいたします。

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＞を所定の期間内に所定時間受講し、＜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４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４年１０月１６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　　FAXによる申込み

　　　　　　　※申込受付後、受講料入金方法（ゆうちょ銀行への払込方法）を返信します。

申 込 期 間　　令和４年４月１日（金）～６月１７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。

「令和４年度特定行政書士法定研修」の御案内
 Info 

３

　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。

減

玄

源

現

験験験験験験験験験験験験験験験験
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　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特定行政書士とし
てより実践的な知識を修得していただくことを目的に、各地に会場を設け、対面式での講義を中心とした「特
定行政書士ブラッシュアップ研修」を開催してまいりました。
　昨年度、新型コロナウイルス感染症の影響により、集合形式での研修が実施できない状況にあったことか
ら、この機会に「特定行政書士ブラッシュアップ研修」の内容を一新することとして検討を進め、本年度、
新たに中央研修所研修サイトを利用したビデオ・オン・デマンド（VOD）方式での開催を御案内する運びと
なりました。
　慶應義塾大学大学院の橋本博之教授監修のもと、本年度は講師に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２つの講座を開設する予定です。
　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「押さえておきたい国家賠償請求制度の概略と実務」

国家賠償請求制度について、行政書士の先生方としても押さえておくと良いと考えられる

ポイントを、実務上の取扱いを含めてお話します。

　　　　　　　②「『行政規則』への向き合い方」

行政の現場において大きな意味を持つ、（「法令」とは異なる）「行政規則」について、申

請者側としての向き合い方・行政側との建設的な関係性のあり方を一緒に考えます。

講　　　師　　水野　泰孝　弁護士

受　講　料　　５,５００円（税込、１講座分）

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。

期　　　間　　令和４年３月末頃から順次御案内

＜中央研修所＞

特定行政書士ブラッシュアップ研修の御案内
 Info 

４

【経歴・活動】
（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
　　　　行政関係事件専門弁護士ネットワーク事務局長
　　　　水野泰孝法律事務所代表弁護士
（活動）日々の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、非常勤職員など、立場を問わずに、行政事件に関与する。
　　　　訴訟や審査請求に加え、多くの行政交渉にも従事する。

水野 泰孝 弁護士

　行政書士の先生方としても押さえておくと良いと考えられる国家賠償請求制
度のポイントと、日々の業務において直面なさっている「行政規則」への向き合
い方について、事後に裁判になった場合の裁判所の考え方を行政書士の先生方
の業務に引き直す形で、お話させていただきます。
　特定行政書士の先生方の活動のフィールドを、更に広げるにあたっての一助
となるような研修にいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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各単位会の取組をお知らせします。各単位会の取組取取 をお知らせします。

　令和３年１１月２４日、北海道会は札幌市中央区内の共済ホールにおいて、落語家の三遊亭円楽師匠をお招き
し、行政書士制度７０周年記念公演「三遊亭円楽独演会」を開催しました。
　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を万全にして、行政書士、一般募集来場者等約６００名を集め、盛
大な記念公演となりました。
　始めに、深藍色の着物姿の宮元会長から「行政書士制度７０周年を迎えて」の挨拶と行政書士業務について
説明があった後、前座の三遊亭楽大師匠の噺で幕を開け、古典落語の「宿替え」を軽妙な語り口で披露いた
だきました。
　三遊亭円楽師匠の演目は、行政書士の始まりと言われる代書屋を題材にした「代書
屋～天野幸夫伝～」です。近時の師匠御自身の健康状態、今は亡き先代の三遊亭圓楽
師匠や林家木久扇師匠との思い出話、日曜の長寿番組の面々との絡み等から、自然に
「代書屋～天野幸夫伝～」の噺に入っていきました。お茶の飲み方、間の取り方、所
作の一つ一つに見入ってしまい、あっという間に時間が流れていきました。
　来場いただいた方々には、出口で記念品（扇子と日本手ぬぐい）を
お渡ししたほか、お見送りしていた宮元会長に来場者の方が握手を求
め、会長も笑顔でそれに応える場面などもあり、最後まで和やかな記
念公演となりました。
　今回の催しは、皆様に行政書士の存在を認識していただけた良い機
会になりました。

行政書士制度７０周年記念公演
「三遊亭円楽独演会」を開催

北海道
行政書士会

　令和３年１１月３０日、岐阜会環境衛生部会の事業として、産業廃棄物中間処理施設見学会を実施しました。
日頃、我々行政書士は書類作成を業としていますが、実際の現場を見学することで、より精度の高い業務に
つなげていけるのではないかという趣旨で企画し、２２名の会員が参加しました。
　今回の見学先である㈲東海バイオ様（岐阜県恵那市）は、平成１１年創業、木くずの中間処理施設です。住
宅の解体などから出る木くず、山林伐採などから発生する木材、樹木根などを破砕し、飼料として再利用で
きるように加工して販売をしています。扱っている廃棄物が木くずのため、悪臭は気になりませんが、重機
を稼働させる際の騒音、火事が起こらないようにするための対策、万が一の際の消防施設の設置など実際に
見学すると大変勉強になりました。破砕機なども申請書類の中で扱うことがありますが、実際の機械を見た
時のスケールなど肌で感じることができました。また、破砕作業において、騒音は許可基準を満たしていれ
ば良いと考えてしまいがちですが、許可基準以下であっても苦痛に感じる方がいるかもしれません。そのた
め、常に近隣住民の方が声をかけやすいように、風通しの良い関係を築くことが必要で、そのためにあえて
塀やフェンスを作らずに外から中が見えるようにしているとのこと
でした。また、地域貢献として希望者に無償で飼料を提供するなど、
地域との共生を目指して活動をされていました。
　今回は、木くずの処理施設の見学でしたが、産業廃棄物の分類は、
廃プラスチック、汚泥、金属くず、廃油など２０種類に分類されてい
ます。行政書士に多くの依頼がある産業廃棄物収集運搬業許可の先
には、それぞれ処理施設があります。廃棄物の種類ごとにいろいろ
な工夫や対策が取られていると思われます。また、このような機会
を設け、単に机上で書類を作成するだけではない、１ランク上の行
政書士を目指していきたいと思います。

産業廃棄物中間処理施設見学会を実施岐阜県
行政書士会
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　以下は、テレビCМの紹介です。

結婚の許しを得るため訪れた彼女の実家にて。彼女の父親から「君ィ、仕事は？」と尋ねられた彼は「行政
書士です・・・・・。」、すると父親が「どんな仕事を・・・？？」、そこで彼は「遺言や相続の際に・・・・」、
やにわに父親が「相続ッ！？、財産目当てかッ！？」、慌てた彼は「違いますッ・・！！ほかにも離婚の際に・・」、
動転し、仰天した父親は「オォーーッ離婚かッ？！」、そして次の瞬間「身近な法律に関する専門家。行政
書士を知ってください。」のナレーションと業務案内の映像が流れ一件落着に。最後に「おかげさまで５０周年・
宮城県行政書士会」のワンカット映像が流れます。

　宮城会が発足して５０周年となる昨年１２月、在仙テレビ放送局にてテレビCMを１か月間放映しました。そ
の際のシナリオが冒頭のやりとりです。
　１か月という期間限定の放映でしたが、並行して、宮城会のホームページに県民の皆様への御案内を掲載
し、視聴していただく機会を設けました。
　テレビCМの放映は初の企画でした。放映される時間は「１５
秒」と短時間でしたが、スピード感と影響を与える言葉の持つ
力でしょうか、「テレビCМを見ました」と好意的な反応の声を
いただいたとき、テレビCMの放映によって、認知していただ
くためのインパクトを与えられたという実感が湧きました。放
映の素材を北海道会から御提供いただきました。誌面を借りて、
感謝申し上げます。

宮城会発足５０周年を記念して
初のテレビCМを放映しました

宮城県
行政書士会

　大阪会では、令和４年１月８日に行政書士制度７０周年記念式典を開催しました。新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、来場者については制限しましたが、多くの会員にも視聴いただけるようライブ配信
を行い、ハイブリッド方式で実施しました。
　式典は２部構成で、第１部では、当会会長からの挨拶の後、吉村洋文大阪府知事からビデオレターで、大
阪府営業時間短縮協力金等の事前確認業務等への支援に対する感謝の言葉をいただくとともに、常住豊日本
行政書士会連合会会長から祝辞をいただきました。
　続いて、50年以上の永きにわたり、行政書士業務に尽力されている14名の会員に特別表彰が行われた後、
冨田忠泰大阪府行政書士振興議員連盟会長、川嶋広稔自民大阪市会行政書士制度推進議員連盟会長、池尻秀
樹堺市議会自由民主党行政書士制度推進議員連盟会長から祝辞をいただきました。
　第２部では、祝賀イベントが行われ、観世流能楽師で重要無形文化財保持者の山本章弘氏を始め、能楽師
の皆様による能が演じられました。演目は、「石橋（しゃっきょう）」で、中国の清涼山に架かる伝説の石の
橋の上に文殊菩薩の使いである獅子が現れて、末永き繫栄と長
寿を祝うという内容です。続いて、上方古典落語の名作で代書
人をテーマにした「代書」を、現代風にアレンジした「新・代
書」と題して桂坊枝氏に披露していただきました。
　勇壮で豪華な能に、笑いありの落語と、見応えのある祝賀イ
ベントとなりました。
　大阪会は、これからも、80周年、100周年に向けて行政書士制
度の更なる発展と地域社会への貢献に努めてまいりたいと思い
ます。

行政書士制度７０周年記念式典を
開催しました

大阪府
行政書士会
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新型ウイルス収束後を見据えた法教育の広報活動

法教育推進委員会　　　　　　
委員　善養寺　貴洋（新潟会）

１　はじめに

　新型ウイルスが猛威を振るい、社会経済や個人生活など、各方面に深刻な影響が続いています。また、日

行連並びに各単位会が進めている様々な施策にも大きな影響を与えています。法教育に関しては、本誌「法

教育推進委員会から」にて御紹介していますが、先進単位会は感染症対策を施した上で児童、生徒並びに教

育関係者に寄り添い、実践されています。しかしながら、新型ウイルスにより、法教育実施における受入れ

側の学校のカリキュラム、または諸般の都合等によって、法教育活動を実施できない状況が続き、関係各位

も困惑されていることとお察しします。

２　広報活動の切り口

　当職は、日行連法教育推進委員会の末席の者でありながら、地元新潟における法教育事業については、冒

頭の理由により実施できない状況が現在も続いています。しかしながら、手をこまねいているだけではなく、

むしろ近い将来の法教育再開のための土壌づくりの期間と考え、従前の活動とは別の切り口で、法教育の広

報活動を思案してきました。

　さて、現在、主に法教育の対象である子どもの活動範囲は学校だけではありません。例えば、スポーツ分

野では多くの子どもたちが活動しています。具体的には、スポーツ庁が推進している総合型スポーツクラブ

を始め、全国各地では子どもたちが何らかの形でスポーツに親しんでいます。新潟県も例外ではなく、特に

弥彦村では、全国的に珍しい自転車を活用した子どもたち向けのスポーツ活動に力を入れており、これに着

目しました。

３　広報活動

　なぜ弥彦村が自転車を用いた子ども向けのスポーツ活動が盛んであるかというと、全国で唯一、村営であ

る弥彦競輪場の存在が大きくあります。自転車を愛好する子どもたちに、自転車にまつわる法的な問題を通

して法教育を実施しようと考え、まず、自転車事故に関する紛争についての調停手続が行える行政書士ADR

センター新潟とともに、自転車競技関係者のもとに伺うことを企画しました。なお、同センターは、平成26

年から新潟会における法教育を実践しており、今般の新型ウイルスによる活動制限が行われるまでの間、小

学校から高校までの児童、生徒を対象に法教育を行ってきました。

　事前の訪問調整は、県内の自転車競技を統括する新潟県自転車競技連盟にて常任理事を仰せつかっている

当職が対応し、令和３年１０月３１日及び１１月７日に、稲田欣一同センター長と当職で弥彦競輪場に伺いました。

競輪プロ関係者はもちろんのこと、新潟県自転車競技連盟並びに新潟県トライアスロン連合の各役員に、自

転車事故に関する紛争解決方法を中心に説明することができました。各競技団体役員からは、これを機に、

自転車にまつわる法的な知識並びに思考をプロ、実業団、大学といった選手のみならず、小・中学生、高校

生選手にも是非学ばせたいとの感想をいただきました。 
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　同日には、アマチュアの大会や市民開放イベントがあり、約３０名もの小・中学生、高校生が参加し、サイ

クルスポーツを楽しむ子どもたちの姿を見かけました。今後は、各団体のジュニア担当（小・中学生並びに

高校生選手対象）の理解、協力を得て、各種自転車関連講習会の際に、法教育を実施できるような環境整備

を行ってまいりたいと考えています。

４　最後に

　今回は自転車という一点に絞り、学校外で法教育の広報活動を行いました。自転車に限らずスポーツ団体

には、教育関係者が多いという特徴がありますので、このような機会を活用し、教育関係者に御理解いただ

くのも手法の一つであると思います。会員の皆様は、多種多様なチャンネルをお持ちかと存じます。様々な

場を活用して積極的に活動することが、法教育推進はもちろんのこと、我々行政書士の未来を切り開くため

の施策実現への一歩であり、会員一人ひとりが結集することで、行政書士ならではの法教育、ひいては行政

書士制度自体の広報、普及につながると考えています。

令和３年１０月３１日　弥彦競輪場にて
　「新潟県自転車競技連盟トラックレース」で大学生と高校生が混走するレース

令和３年１０月３１日　弥彦競輪場にて
　　（左から　行政書士ADRセンター新潟　稲田欣一 センター長、
　　　　　　　新潟県自転車競技連盟  権瓶修也 理事長、当職）
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ビデオ・オン・デマンド（VOD）研修の紹介について
【許認可業務部編】

＜中央研修所＞

　本年度、新たに中央研修所研修サイトに登載することとしているコンテンツについて、以下のとおり紹介
いたします。VOD研修は時間や場所を問わず、いつでも受講できるため、是非多くの会員の皆様に受講いた
だければと思います。

【令和４年３月　配信予定】 （運輸交通部門）

特殊車両通行許可オンライン申請について
　行政書士のクライアントである建設・運送並びに廃棄物処理事業者等の大型・大量の貨物・廃棄物を扱う運搬事業
は、日本経済を支える大きな柱になっており、流通を円滑にし、同時に道路の安全・保全を図るための特殊車両通行
許可制度は、国民生活における大変重要な手続の一つです。
　また、令和２年５月２７日に公布された「道路法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第３１号）により、物流需要
の増大に伴う手続の長期化による事業者負担軽減のために特殊車両の通行に関する新たな制度が創設され、令和４年
４月１日から施行されることとなっています。
　本講座では、現在のオンライン申請システムの申請方法等について解説いたします。特殊車両の通行許可に係るオ
ンライン申請において、行政書士が代理申請することにより、申請から許可書発行まで行政書士事務所で一貫して手
続が完了できるものであり、行政書士の電子申請分野を大きく切り拓いた手続でもあります。
　是非御視聴いただき、日々の業務に御活用ください。
※本講座は、３月３日開催予定のオンラインセミナー「特殊車両通行許可制度の現状と新制度創設について」の第１
部の講義を収録し、VOD講座として登載するものです。

【令和４年３月　配信予定】 （建設・環境部門）

「建設キャリアアップシステム代行申請セミナー」及び
「建設財務諸表の見方、考え方、作り方」について

　許認可業務部建設・環境部門では、以下の研修を中央研修所のVOD講座に登載することとしています。是非御視聴
いただき、業務に御活用ください。
　①「建設キャリアアップシステム代行申請セミナー」（講師：一般財団法人建設業振興基金）

令和４年１月２７日に建設キャリアアップシステム代行申請セミナーをオンラインで開催しました。本講座は、
セミナーの講義を収録し、VOD講座として登載するものです。２月から本格的に始まった建設キャリアアップシ
ステムにおける代行行政書士の登録及び申請方法をわかりやすく解説しています。

　②「建設財務諸表の見方、考え方、作り方」（講師：一般財団法人建設業情報管理センター）
建設業許可の財務諸表について、税務会計と建設業会計の相違点を理解することにより、単純に転記するだけ
ではなく、より適切な財務諸表の作成を行うことを目的としています。また、経営状況分析申請にも有益な内容
となっています。

【令和４年３月　配信予定】 （農地・土地利用部門）

農林水産省共通申請サービス（eMAFF）に関するセミナーについて
　令和３年１２月１３日、先駆的といわれる農林水産省共通申請サービス（eMAFF）に関するセミナーを、このシステム
開発の中心的存在である農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ課長補佐の畠山暖央氏を講師に迎えて実施しました。
　eMAFFとは、農地法各許可申請を含む農林水産省所管の全ての申請手続等をオンライン上で行うためのシステム
です。セミナーでは、eMAFF誕生の背景、ログインするための方法、なりすまし防止対策、そして代理申請について、
特に行政書士による代理申請方法を詳細に説明していただいています。依頼者である農家の方が行政書士を検索でき
る機能のほか、将来的には許可申請の事前相談等で活用できると思われるチャット機能の紹介もあります。
　質疑応答を含む本セミナーの全講義をVOD講座として登載いたします。VOD講座では、オンラインで実施したセ
ミナーでは聞き取りづらかった質疑応答部分の資料を公開していますので、是非御活用ください。
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【令和４年３月　配信予定】 （社労税務・生活衛生部門）

行政書士業務における消防法に関する注意事項
　令和４年２月１日に「消防法セミナー」を開催しました。消防法に規定する「特定防火対象物」は、病院や各福祉
施設、ホテル・旅館業、営業倉庫、飲食店、風俗営業（社交飲食店、パチンコ店など）といった業界を対象とした構
造物が大半となっています。これらの構造物は消防用設備等の設置基準が厳しいほか、既存の構造物でも、最新の規
定に基づいて消防用設備等を設置し維持する必要があります。個々の許認可の要件とされていないケースもあります
が、許認可申請に直接関わる行政書士が消防法の知識を深め、事業者に対し消防法令に関する適切な提案をすること
により、事業者及びその施設を利用し役務の提供を受ける利用者（消費者）である市民の安全に資することができま
す。
　本講座では各許認可申請において、行政書士が知っておくべき消防法の知識について解説しています。是非御視聴
いただき、日々の業務に御活用ください。
　なお、消防法は、建築基準法、都市計画法などの関連法令と複合的に規制されることが通常ではありますが、本セ
ミナーは、その他法令には触れず消防法のみの内容となっていますので御了承ください。
　また、本講座は、「消防法セミナー」第二部の配信内容をVOD講座として編集したものとなります。第一部を含め
たセミナー全体のアーカイブについては、令和４年３月３１日まで会員専用サイト「連con」にてURLを掲載しています
ので、そちらを御確認ください。
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こんにちは。コロナ禍でなかなか気分がスッキリしないけれど、ミネルヴァくんは元気？

もちろん元気ですよ。手洗い、うがいを念入りにすること、マスクを着用することも、
すっかり習慣になってきて、特に違和感もなくなっています。

公証役場では、毎日たくさんのお客さんが来るから、感染予防対策には
十分配慮しているんだね。

そうなのです。各公証役場では感染予防のため、マスク着用、手指の消毒等、皆さんが
行っていることは当然に励行しています。毎日の検温、風邪症状がある場合の出勤停止に
加え、打合せ業務の原則非対面化を図り、メール、電話又はテレビ電話を利用することと
しています。やむを得ず、対面で行う場合には、お客様にもマスクの着用をお願いし、ま
た、面談する際にはアクリル板やビニールシートを間に入れています。検温器を設置し
て、体温が37.5度以上のお客様が来た場合には、そのことがわかるようにしている公証役
場も多くあります。お客様の待合スペースも密にならないように工夫しています。

ユキマサくん

ミネルヴァくん

　まもる先生は、依頼人から「老人施設に入居している母親が遺言公正証書を作成したいのだけれど、コロナが流行っ
ているため、老人施設に外部の人が入ることを制限されていて困っている。」という話を聞きました。そこで、まもる
先生はユキマサくんに、コロナ禍で公証業務がどのように行われているか聞いてきて欲しいと頼みました。
　ユキマサくんはまもる先生のお使いで、大好きなミネルヴァくんのいるコスモス公証役場にやってきました。

＜法務業務部＞
（担当：浅草公証役場　公証人　澤野芳夫）

第３話　コロナ禍における公証業務

新型コロナウイルス感染症の影響で、公正証書を作成する人は減ったのかな？

そうですね。遺言公正証書でいうと、令和元年の全国の遺言公正証書の作成件数が
113,137件であったのに対し、令和２年には97,700件と約14％の減少となっています。
令和３年に入ると、１月から４月までは平年並みの件数に回復したのですが、５月以降は
コロナ感染者が増加してきたことに伴って減少してきています。

前回教えてもらった法務局における遺言書の保管制度が、令和２年７月から開始された影
響もあるのかな？

法務局における遺言書の保管制度の利用件数は、開始当初は2,500件超でしたが、その
後、令和３年になってからは、１か月当たり1,100件から1,600件までの間で推移していま
す。法務局における遺言書保管制度が、遺言公正証書の作成件数に影響を与えているとは
直ちに言えないように思います。やはり、コロナの影響が大きいと思います。

他の公正証書については、コロナの影響はあるの？

令和２年の各公正証書の件数は前年に比べて、任意後見契約については約20％の減少な
ど、軒並み減少傾向にあり、公正証書全体で約４％の減少となっています。

ここからが今日一番聞きたい点なんだけど、コロナの影響で、病院に入院しているお年寄
りや老人施設に入居しているお年寄りが遺言公正証書を作成したいと思っても、病院や老
人施設では外部からの面談を制限している所が多く、公証人や証人が公正証書作成の際に
お年寄りと面談できないことがあるみたい。このような病院、施設に入所等しているお年
寄りは、遺言公正証書を作成できないの？
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ユキマサくんはコスモス通りの事務所に戻り、
まもる先生にミネルヴァくんから聞いた話を伝えました。

まもる先生

その問題は非常に難しい問題で、未だ抜本的な解決方法が見出せない状況です。

遺言は、代理人が作成することはできないの？

遺言公正証書は、代理では作成できません。それは法の解釈としてどうしても動かせな
いところです。

コロナ禍において、重要な事項をＷＥＢ会議で決めていることもあるんだし、テレビ電話を利
用して、テレビ越しに遺言者が遺言公正証書を作成するということはできないのかな？

公証人法39条は、作成者本人が公正証書の作成する場に列席して、公証人の面前で署名押
印することを必要としていますので、現行法上では、本人がテレビ会議に参加しただけで
は、列席や公証人の面前での署名押印があったとは認められないでしょう。

病院や施設に入っているお年寄りは、自筆で遺言を作成するしかないということ？

例えば、透明なガラス越しに遺言者と公証人、証人が対面し、言葉のやりとりは携帯電話
を用いて行うという方法があり、実際、そのような方法で公正証書を作成した公証人がい
ます。そのほかには、家族信託契約を締結し、実質的に遺言とほぼ同様の結果を生み出す
ことができます。これは以前（本誌2022年１月号30頁以下）に少し触れましたが、要す
るに、お年寄りが遺言に代わって家族信託契約公正証書を作成する際、やむを得ない事情
により、どうしても本人と直接面接できない場合には、代理人により家族信託契約公正証
書を作成することができるということです。

どんなときに代理人による作成ができるの？

２つの重要な条件があります。１つ目は、委託者であるお年寄りがいる施設や病院におい
て、外部の者の出入りが厳しく制限され、公証人が委託者に面接できない状況下にあるこ
とです。２つ目は、委託者であるお年寄り本人が、代理で作成することを十分理解してい
ることが必要です。公証人がテレビ電話を介して、お年寄りと面談し、その意思を確認す
ることになります。

サクラ公証役場の花野かおり先生は、テレビ会議を用いた意思確認をして、
家族信託契約公正証書を作成したことがあるの？

サクラ公証役場では、今言ったような代理形式で家族信託契約公正証書を作成したことは
まだありません。ただ、同じく任意後見契約公正証書の委任者について、外部の人が入る
ことができない老人施設に入居しているため、公証人が面談することができず、その娘さ
んを代理人として、公正証書を作成したことがありました。

ミネルヴァくん、いろいろと参考となる話を聞かせてくれてありがとう！
勉強になったよ。まもる先生に伝えておくね。

私もユキマサくんと話ができて楽しかったです。また遊びに来てくださいね。

参考になる話が聞けて良かったね。もう少し、老人施設を説得してみて、それでもダメだっ
たら、代理形式の家族信託契約公正証書の作成を検討してみようかな。ユキマサくん、今度
ミネルヴァくんの所に行ったら、保証意思宣明公正証書のことを聞いてきてくれないかな。

はーい。ボクもたくさん勉強するね！
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2022.１/Jan

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（５５件）
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（火（火））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　倫理研修の義務化に係る会則及び関
連規則案について

２　その他

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　建設業セミナーについて
２　全国担当者会議について
３　第３回CCUS認定アドバイザーの
公募方法について

４　CCUS代行申請セミナーについて
５　専門員の登用について
６　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（水（水））

国際・企業経営業務部
知的財産部門会議
【協議事項】
１　本年度事業報告案及び次年度事業計
画案・予算案について

２　著作権伝道師の今後の活動について
３　地理的表示保護制度（GI制度）につ
いて

４　著作権相談員養成研修について
５　担当者会議開催に係る計画策定につ
いて

６　その他

法規監察部会
【協議事項】
１　照会案件等について
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（金（金））

国際・企業経営業務部
企業支援部門会議
【協議事項】
１　本年度事業報告案及び次年度事業計
画案・予算案について

２　全国生活衛生営業指導センターとの
契約継続について

３　VOD研修について
４　担当者会議に係る計画策定について
５　日本政策金融公庫への申入れについて
６　その他

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議
【協議事項】
１　医療機器関係業務について
２　消防法セミナーの開催について
３　担当者会議について
４　関係機関訪問について
５　その他

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
１　デジタル化を阻害する規制に関する
アンケートの集計結果について

２　「規制改革・行政改革ホットライン」
への意見案について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（月（月））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　次年度事業計画案について
２　倫理研修の義務化に係る会則及び関
連規則案について

３　研修会の運営について
４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（火（火））
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OSS特別委員会
【協議事項】
１　次年度事業計画及び予算について
２　軽自動車OSSについて
３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（水（水））

常任理事会
【合議事項】
１　理事会の議案等について
２　日本行政書士会連合会中央研修所規
則の一部改正（案）について

３　次年度事業計画基本方針（案）につ
いて

４　FATF勧告に係る犯収法の対応につ
いて

５　デジタル化阻害に関するアンケート
の結果について

６　マイナンバーカード代理申請手続事
業について

７　税制改正法案（税理士法の改正）に
伴う行政書士法の改正について

８　建設業セミナー２０２２の開催について
９　専門員の登用について
⑽　封印管理委員会設置に関する考え方
について

⑾　パブリックコメントに関する意見募
集について

⑿　その他

理事会
【議案審議】
第１号議案：日本行政書士会連合会旅費

規則の一部改正（案）
第２号議案：職務上請求書を用いた不正

請求の再発防止策について
第３号議案：日本行政書士会連合会職務

上請求書の適正な使用及び
取扱いに関する規則の一部
改正（案）

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（木（木））

法務業務部会（～２６日）
【協議事項】
１　本年度事業報告（案）及び次年度事
業計画（案）について

２　その他

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１０７件）
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（火（火））

国際・企業経営業務部会
【協議事項】
１　各部門における令和３年度事業の経
過報告について

２　次年度事業計画（案）について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（水（水））

法教育推進委員会
【協議事項】
１　本年度事業報告（案）及び次年度事
業計画（案）について

２　全国法教育担当者会議について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（木（木））

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、一部web会議にて開催



2022.3　No.592 31

ココココココココココココココココココココススススススススススススススススススススモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモススススススススススススススススススススIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffoooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooコスモスInformationnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn　　

日常生活自立支援事業と成年後見制度との関係

判定を行います。利用希望者が本事業の対象者の要
件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意
向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な
支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結さ
れます。
　なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容
や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的
に見直されるものとされ、契約内容や本人の判断能
力等の確認を行う「契約締結審査会」及び適正な運
営を確保するための監督を行う第三者的機関である
「運営適正化委員会」が設置されることにより、契
約による事業の信頼性や的確性を高め、利用者が安
心して利用できる仕組みとなっています。

専門員と生活支援員
　相談の受付や契約能力の確認、支援計画の策定、
契約締結等を行う「専門員」は社会福祉協議会の職
員である一方、具体的な直接援助を行う「生活支援
員」には地域住民の中から研修等を受けた市民が従
事している例が多く、事業が住民参加によって支え
られているというのが特徴の一つです。
　そのため、地域共生社会の実現を目的とした地域
福祉サービスの推進という観点においても、地域住
民が生活支援員として本人に寄り添い、見守り、意
思決定支援を行いながら適切な金銭管理等を支援す
ることで、尊厳のある本人らしい生活の安定を図る
互助の仕組みとして重要な役割を担っているととも
に、対象者の要件や支援が必要となるケース等につ
いて共通点が多いため、成年後見制度と密接に関係
する事業であることも理解しておく必要があります。
 

日常生活自立支援事業とは
　成年後見制度の見直しの検討をより深めていくた
めには、成年後見制度以外の権利擁護支援策も充実
させていく必要があります。成年後見制度に関連す
る制度や事業は様々ありますが、その一つに日常生
活自立支援事業があります。
　日常生活自立支援事業（以下、「本事業」という。）
とは、社会福祉法第２条に規定される福祉サービス
利用援助事業で、都道府県・指定都市の社会福祉協
議会が主体となって行います。本事業の対象者は、
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で
あって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用
するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本
人のみでは適切に行うことが困難な方であり、一見
すると成年後見制度における「判断能力が不十分な
方」と同義とも思われますが、本事業が契約に基づ
いて利用されることから、契約内容について判断し得
る能力を有していると認められる方が対象となります。
　援助の内容は、主に福祉サービスの利用援助、日
常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービスに
分類されます。具体的には、福祉サービス申請の助
言や同行、サービスの利用料の支払い、公共料金の
支払い等の日常的金銭管理等を実施し、その関わり
の中で定期的な見守り支援が行われることで利用者
の生活が安定していくことや早期の生活変化の察知
等が期待されています。

利用手続と支援計画の策定
　利用までの手続は、実施主体に対しての申請相談
から始まります。実施主体は、利用希望者の生活状
況や希望する援助内容を確認するとともに、本事業
の契約内容について判断し得る能力があるか否かの

一般社団法人コスモス成年後見制度サポートセンター
業務執行理事・広報委員長　曽　根　寧　之
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日常生活自立支援事業の課題
　現在、本事業において、いくつかの課題が指摘さ
れています。例えば、利用者の意思によって契約の
締結と終了を決めることができるという本人の意思
決定を重視した支援方法である反面、本人に利用意
思がないために契約に至らないケースがあると言わ
れています。これは、生活保護の受給や病院等から
の地域移行の際に本事業を利用することが条件とさ
れている場合があり、本人が契約締結の必要性を十
分に理解していないため援助内容についての意向が
定まらず、契約締結や支援自体に支障を来すことも
あります。
　また、契約締結後においても、他者が関与するこ
とで少なからずストレスや労力が発生するという形
になるため、一時的には援助の必要性に納得してい
たとしても、以前の生活に戻りたい等のいわゆる
「揺り戻し」が起きることもあると言われています。
そのため、そういった変化に寄り添いつつ、本人の
納得感を確認しながら援助を行っていくことが専門
員や生活支援員の方々に求められる日々の関わりで
あり、そういった意味では成年後見人の業務とも共
通する部分があると思われます。

成年後見制度利用への移行
　また、本人の判断能力の低下によって契約を締結
する能力に疑義が生じた場合には成年後見制度利用
を検討することになりますが、この移行にも課題が
あると言われています。例えば、「本人や親族が制
度利用を希望していない」「申立人となる者がいな
い」「市区町村長申立ての手続が進まない」等の手
続上の課題や、「申立費用の負担が大きい」「第三者
後見人等へ報酬を支払う資力がない」「成年後見制度
を利用することでお金が自由に使えなくなると思っ
ている」等の経済的な課題があります。これには、
制度を正しく理解してもらうための説明と親族の理
解や協力も重要であるとともに、円滑な申立て手続
のための環境整備、成年後見制度利用支援事業によ
る申立て費用や報酬の助成など制度利用のための経
済的支援施策を充実させていく必要があると考えます。
　制度移行の観点では、成年後見制度を利用すべき
場面や本事業との違い、役割分担が曖昧であるとい
う点も指摘されています。これについて、国は、個

別事案において本人の尊厳保持のために適切な支援
の組合せを検討できるよう、「日常生活自立支援事
業関連制度との連携の在り方等についての調査研究
事業」（厚生労働省令和２年度社会福祉事業）で作
成された「日常生活自立支援事業関連諸制度との役
割分担チェックシート」の活用を示していますので、
今後、その活用が各地域に周知されるものと思われます。

担い手不足による弊害
　さらには、後見人の担い手不足も大きな課題です。
本事業からの移行の場面に限らず、今後の権利擁護
支援のニーズの増加に備え、国、都道府県、市町村、
地域の関係者等は、それぞれの役割に応じ、市民後
見人、法人後見、専門職後見人等の担い手の確保・
育成等を推進することが強く求められていますが、
その弊害は本事業にも強く影響を及ぼしています。
　すなわち、制度移行が相応しいケースであっても
社会資源の不足やつなぎ先がないことにより、「目
詰まり」を起こしてしまうと、専門員や生活支援員
の相対的な人員不足を招き、これにより新たに事業
を利用したい人の「待機」が生じるばかりでなく、
「事業の積極的広報や利用者の潜在的な掘り起しが
できない」「定期的なモニタリングが十分に実施でき
ない」「専門員による生活支援員の活動支援や育成が
十分に実施できない」といった、サービスの質に直
結する問題が生じてしまうのです。
　このように関係が深い成年後見制度と日常生活自
立支援事業においては、双方の制度の特性を生かし
ながら、本人にとってより良い制度の選択や利用が
進むよう、関係機関の更なる連携が求められています。

【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　２,０８０名（４２支部）
受 任 件 数　４,４３４件（令和４年１月現在）
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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。

　先般、日行連広報部の専門員に就任
いたしました、小関裕一と申します。
　行政書士記念日も終わり、暦の上では春を迎え
ているとはいえ、まだまだ寒い日が続きますね。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
　私の住む石川県は美人の多い土地柄と言われて
おり、2021年の美肌県グランプリでは見事１位に
輝きました。お肌データを見ると、水分量が高い
数値を示しています。石川県の冬は、ほぼ雪か雨、
このおかげもあり、石川県は2021年降水量ランキ
ングでも１位を獲得しました。この湿気の多さ、
日照時間の短さが美肌の秘訣なのではないかと勝
手に推測しています。
　大雪が降った日の朝は、雪だるまのようになっ
た車を掘り出し、駐車場の除雪、道路の雪かきから
始まります。この雪かきエクササイズも美肌には
欠かせないのかもしれません。
　こんな石川の冬ですが、個人的な楽しみは、何と
言ってもウインタースポーツ！仕事の予定が空い
た日には、朝から近場のスキー場で一滑りし、日帰
り温泉の露天風呂でリフレッシュ。時間の自由が
利く行政書士になって良かったなと思う一時です。

広報部員のひとり言

会員の動き

from
EDITORS
　　　　　
（小関）

◆登録者数（令和４年１月末日現在）
５０,４９９名合 計　 　
7,616名女42,883名男内 訳　 　
6,942名女40,844名男・個人事務所開業
315名女1,460名男・行政書士法人社員
359名女579名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和４年１月中の処理件数）
１５１名新規登録　合　計
27名女124名男　　　　　内　訳
１３２名登録抹消　合　計
22名女110名男　　　　　内　訳

108名　　　　　・廃　業
23名　　　　　・死　亡
1名　　　　　・その他

◆法人会員（令和４年１月末日現在）
１,１９７法 人 事 務 所 数
785・主たる事務所数（行政書士法人数）
412・従たる事務所数
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