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令和４年度行政書士制度
広報月間について
毎年 10 月に実施する行政書士制度広報月間は、

全国の会員がそれぞれの地域社会と密接に関

国民の皆様に行政書士制度を PR する重要な機会

わりを持ち、
地域の皆様のために活動することが、

です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大はい

結果として行政書士の認知度を高め、社会的評価

まだ収束の兆しを見せませんが、長期化するコロ

の向上に資するとの認識の下、
本年度においても、

ナ禍において様々な生活上の困難から不安や悩み

関係の皆様に更なる御協力をいただき、次のとお

を抱え、経済的な支援のみならず相談相手を必要

り「広報活動」と「監察活動」の二つの視点から

としている方は増加しているように感じます。こ

活動を推進いたします。

れまで、日行連では各単位会及び会員の皆様の御
理解、御協力を得て、政府の各種コロナ対策事業

広報活動について

の推進に取り組んでまいりました。様々な支援制

日行連の主な取組としては、例年どおり、各

度と実際に支援を必要としている方々とをつなぐ

地における「行政書士無料相談」の実施を主導す

意味でも、無料相談会を始めとする行政書士によ

るとともに、総務省や各都道府県の後援を得た行

る相談事業の需要は高まっているものと認識して

政書士制度 PR ポスターの掲示による制度周知を

います。

推進いたします。昨年度と同様に、コロナ禍での
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活動となるため、関係の皆様におかれましては、

の行政書士制度に対する信頼を高めることにつな

基本的な感染防止対策を徹底した上で、官公署訪

がるものと考えます。

問や各種イベント、無料相談会に臨んでいただく
ことが求められます。

国家資格者として都道府県知事の指導監督を
受ける行政書士とそれを何ら受けることのない非

特に対面による無料相談会等においては、地

行政書士とでは、依頼者である国民の皆様にとっ

域の皆様が安全、安心に参加できるような環境づ

て安全性・適切性に大きな差があることは言うま

くりに努めていただき、親身で配慮ある対応をお

でもありません。

願いしたいと考えています。具体的な実施方法の

現在、持続化給付金の不正受給等、非行政書

一つとして、従来から行っている電話や対面によ

士による国民の権利利益の侵害が大きな社会問題

る対応があります。社会のデジタル化が進む一方

となっています。このような事態を未然に防ぎ、

で、アナログ的な対応も行うことで、行政書士へ

国民の皆様が安全に行政書士制度を利用できる環

気軽に相談するきっかけとなるだけでなく、デジ

境を整えるためには、日行連における政策的な対

タル・デバイドの救済という観点からもメリット

応のみならず、各地における継続的な監察活動が

が大きく、取り組まれている単位会が多い状況で

不可欠です。

す。一方で、感染防止対策や遠方の方への対応と

各単位会におかれましては、日頃から官公署

いう点では、オンライン会議システム等のデジタ

を訪問し、非行政書士の排除に関する協力依頼を

ルツールの活用も非常に有効です。それぞれの対

行うとともに、行政書士法違反者並びに疑義のあ

応のメリット・デメリットを勘案し、各地域の実

る者に対して警告や指導を行っていただいている

情に合わせた柔軟な対応を心掛けていただければ

ことと存じます。

と思います。

この機会に、官公署との連携を更に密にして

コロナ禍での困りごとはもちろんのこと、成

いただき、非行政書士の排除に関する協力関係を

年後見や相続など身近な悩みごとにつきまして

より強固なものとして構築いただくようお願いい

も、国民の皆様に「そうだ、行政書士に相談しよ

たします。また、非行政書士に対する警告や指導

う！」と自然に想起いただけるよう、努めてまい

後の是正が行われたかどうかの確認にも集中的に

りたいと思います。本年度も多くの皆様の御利用

取り組んでいただき、課題の抽出等にいかしてい

を願っています。

ただければと思います。日行連としましても、全

監察活動について

国的な取組の成果を参考にさせていただきなが
ら、各単位会とも共有し、急速に進む社会のデジ

昨年度に引き続き、各地における監察活動を

タル化を踏まえた監察活動の確立や、行政書士制

強化する期間として、職域の確保並びに行政書士

度の維持発展に向けた諸問題の解決に向けて、関

制度の普及推進に努め、非行政書士の排除、行政

係部署において議論を重ねてまいりたいと考えて

書士法の遵守徹底のための監察活動を推進いたし

います。

ます。
監察活動とは、国民のために、非行政書士が

以上の活動を通じて、地域社会に貢献し、国

行政書士業務を行うことを防ぐための活動です。

民の皆様の制度への理解と信頼を深めることを

適切にこの監察活動を行うことにより、非行政書

もって、行政書士制度の維持発展につなげてまい

士が行う行政書士業務によって依頼者が法外な手

りたいと考えます。本年度におきましても、行政

数料の要求や個人情報流出等の被害を受けること

書士制度広報月間における各種事業の推進に御支

を防止することができます。その結果が、行政に

援、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民
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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。

ウクライナ侵攻によ
る避難民の方々の在
留支援に関する無料
相談窓口を設置して
います。
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ソーシャルビジネスの基盤となる行政書士制度を目指して

～行政書士が「行政のセカンドオピニオン」の役目を果たすために～
副会長

相羽

利子

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大、ロシアによるウクライナ侵攻は、新たな世界秩序の在り方を
考え始める契機となり、人の価値観にも変化が表れてきています。
私は日本が強い国だと信じてきました。しかし、コロナ禍におけるマスク不足に際し、その大半が中国で生
産されていることが判明、そしてワクチンも自国ではすぐに生産できず、全てが他国に依存している状態である
と気付き、大変ショックを受けました。また、ロシアによるウクライナ侵攻の影響として、小麦やエネルギー等
の資源価格が高騰するなど、市民生活が脅かされています。「安心」「安全」な生活には、食料やエネルギーの自
給自足、経済の自立が不可欠であるという実感を得ています。
今回のみならず、今後も訪れるであろう幾多の危機を乗り越え、我が国の繁栄を維持するためには、今こそ
行政書士制度について俯瞰した目で見つめ直すタイミングなのかもしれません。
私が生涯の仕事として選択した行政書士ですが、行政書士制度を「自立できる国の一役として位置付ける」た
めには、行政のセカンドオピニオン的役割を果たすことが重要であると考えています。地域偏在が少ない行政書
士は、地域のオピニオンリーダーとして活動し、大きく社会に貢献しています。
今回、期の途中ではありますが、副会長として新たに法務業務部を担当することとなりました。法務業務部は
法務事務・成年後見部門と権利義務・事実証明部門で構成されていますので、それぞれにおける取組について、
以下のとおり御紹介します。
＜法務事務・成年後見部門＞
本年 3 月に、第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されました。尊厳ある本人らしい生活の継続
及び地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進を含む本計画では、制度を利用する当事者等の意見を反映でき
る団体として行政書士会の名前が明記されています。
8 月に厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室を訪問した際には、会員数の多い行政書士
に対する大きな期待を感じました。7 月には、日本公証人連合会から広報活動に関する連携について協力依頼を
いただいており、遺言、任意後見、家族信託等公証サービスの普及に協力し、行政書士と公証人が連携して超高
齢社会の一役を担うことを目指したいと考えています。
行政と司法の「縦割り」の中で高齢者の貧困が増え、それを支える若者の貧困も社会問題になっています。こ
のような背景の中で現実を見据え、日行連としても困難な状況にある方々の支援体制を構築しなければなりませ
ん。「地域との共生」、「役所との共生」、「他士業者との共生」を含む各所との共生が不可欠であり、「つながり」
が重要です。
10 月は行政書士制度広報月間です。全国各地で相談会等が開催されますが、相談会には是非公証人にも同席
いただくよう御協力をお願いします。遺言や任意後見の契約等が一度に相談できれば、相談者からは大変喜ばれ
ますので、この機会に各単位会において、前向きに「つながり」を持っていただければ幸いです。
＜権利義務・事実証明部門＞
デジタル社会の実現に向けて、行政書士業務への影響を理解しながら対応しなくてはなりません。デジタル
化によって収斂される業務もありますが、新しい業務も生まれています。新しい業務は日々アンテナを張ってい
なければ見つけることはできないため、行政書士制度調査室と連携しながら、調査・研究を行っています。直近
では、民事基本法制の見直しに係る調査研究等に取り組みました。
権利義務・事実証明関係業務では、許認可業務とは異なり、他士業者とのつながり等を駆使しながら完結に
導く総合調整能力が必要であり、社会はこれに対応できる人材を求めているのです。5 万人の会員がこの能力を
発揮できれば、きっと世の中が変わると信じています。

2022. 10

02_日本行政10_コンテンツ-Leadership.indd 4

No.599 日本行政

4

2022/09/07 17:28

渉外相続について
（準拠法の確定及び渉外遺言を中心として）
元新宿公証役場公証人

志田 博文

第１

はじめに

基本的事項、渉外遺言（在日外国人が日本でする遺言）

第２

準拠法の確定等について

等について述べていきたいと思います。意見にわたる

１

法律関係の性質決定

部分は私の個人的見解になります。なお、渉外遺言等

２

先決問題・適応問題

に関しては、日本公証人連合会「新版 証書の作成と

３

連結点

文例 遺言編 三訂版」立花書房（2021 年）の文例 37（渉

（１）本国

外遺言）によるところが大きいので、併せて同書も参

（２）常居所

照してください。

（３）住所
（４）最密接関係地
４

未承認国家・政府、分裂国家の法と準拠法

５

反致

６

公序

第３

第２

準拠法の確定等について

渉外的法律関係に関する問題を扱うには、いかな

渉外遺言等について

る国の法律によるべきかという準拠法を確定する必要

１

遺言の方式の準拠法に関する法律

があります。以下、準拠法の確定とこれに関連する基

２

遺言の方式以外の要件

本的事項について概観することとします。

３

諸外国における国際私法の規則と日本法の適
用

１

法律関係の性質決定

４

包括相続主義と清算主義

５

一部反致（部分反致）

ともいう。）の定めるいかなる法律関係（単位法律関

６

在外財産についての遺言

係ごとに国籍や住所などの連結点を用いて準拠法を指

問題となっている法律関係が国際私法（「抵触規則」

定しています。）に当たるのかを決定することを「法
律関係の性質決定」と言います（単に、
「性質決定」

第１

はじめに

又は「法性決定」ともいう。）。例えば、夫が死亡した
際にその財産に対して妻に何らかの権利を認める場

在日外国人が日本でする遺言を含む外国人の相続

合、これを相続法上の権利として構成することも、夫

に関する問題や、日本人が外国に財産を有している場

婦財産制の権利として構成することも法制度上は可能

合の相続問題などは、増加の傾向にあるようです。し

であり、前者の構成をとる場合は相続の問題となりま

かし、これらについては、国際裁判管轄や準拠法の確

すが、後者の構成をとる場合には夫婦財産制の問題と

定などを始めとする法律問題のみならず、これに関連

なります（通則法では、26 条（夫婦財産制）によるか、

する登記、更には税務の問題など様々の問題が生じま

36 条（相続）によるかの問題となります。）。このほ

す。公証人としての立場から、本稿では「法の適用に

かにも、離婚の際の親権者指定は離婚の問題か親子間

関する通則法」
（平成 18 年法律第 78 号、以下、
「通則法」

の法律関係の問題か、不貞行為に基づく損害賠償請求

という。）などによる準拠法の確定とこれに関連する

は不法行為の問題か婚姻の効力の問題かなど、様々な
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法律関係が問題となります。
法律関係の性質決定は、①法廷地の実質法によるべ

言います（上記例における相続の問題を「本問題」と
いう。）。

きであるとする「法廷地法説」（例えば、通則法にあ

このような問題の解決として、①本問題の準拠実

る「相続」の意味は、法廷地である日本民法の概念に

質法の適用の過程で生じた問題であるから本問題の準

よって決定すべきであるとする。）、②準拠実質法によ

拠法によるべきとする本問題準拠法説、②本問題の準

るべきであるとする「準拠法説」（例えば、通則法に

拠法所属国の国際私法によるべきとする本問題準拠法

ある「相続」の意味は、準拠法とされる被相続人本国

所属国国際私法説、③先決問題が本問題として争われ

の実質法の概念によって決定すべきであるとする。）、

た場合と解決が一致するためにも法廷地国際私法によ

③法廷地の国際私法自体の立場から行われなければな

るべきとする法廷地国際私法説などがありますが、先

らないとする「国際私法自体説」などがあります。

決問題と本問題の解決の整合性や単位法律関係に分割

現在、法律関係の性質決定は、それがいかなる実質

して準拠法を指定する国際私法の構造などから、③の

法に従ってなされるべきであるかという問題としてで

法廷地国際私法説が多数説であり、これによるべきで

はなく、それが準拠国際私法の立場から、いかように

あるとする最高裁判決もあります（最高裁第一小法廷

なされるべきであるかという問題として論じられなけ

判決平成 12 年１月 27 日・
「国際私法判例百選 第３版」

ればならないとされている（山田鐐一「国際私法 第

有斐閣（2021 年）６頁（道垣内正人））。

３版」有斐閣（2004 年）51 頁）など、
「国際私法自体説」

次に、適応問題とは、未成年者が婚姻した場合に、

が有力と言えます。しかし具体的には、国際私法自体

婚姻の効力の問題は通則法 25 条により､ 未成年者の

の立場からの解釈の在り方が問題となり、「実定法と

親との関係は通則法 32 条によることになりますが、

しての国際私法規定の解釈に徹し、規定相互の関係に

場合により準拠法が一致しないことがあり得、このよ

照らした守備範囲、用いられている連結点がどのよう

うな場合において、婚姻の効力として配偶者の同居請

なものか、それが採用されている趣旨などを考慮し」

求権を認めるとともに未成年者が親権を脱するという

（澤木敬郎・道垣内正人「国際私法入門 第８版」有斐

法制と、婚姻しても依然として親権に服するとする

閣（2018 年）21 頁）、「法律関係の性質決定は、関連

法制の適用となった場合、配偶者の同居請求権と親の

する抵触規定の間の事項的な適用範囲の画定の問題と

居所指定権とが共に認められて抵触が生じるという事

して、それらの規定の精神・目的ないし趣旨とされる

態が起こります。また、親権に関する準拠法（通則法

ところに従って行われる」（池原季雄「国際私法（総

32 条）と後見の準拠法（通則法 35 条）との間で抵触

論）」有斐閣（1973 年）115 頁）などと主張されてい

が生じる（親権に関する準拠法によれば親権が存在し、

ます（その他、前掲山田「国際私法 第３版」53 頁以下、

後見の準拠法によれば後見が開始する。あるいは、親

中西康・北澤安紀・横溝大・林貴美「国際私法 第３版」

権が消滅するとともに、後見も開始しない。）ことも

有斐閣（2022 年）61 頁参照）。

あり得ます。
以上のような問題を適応問題と言い、前者の場合

２

先決問題・適応問題
先決問題とは、例えば相続に関して、通則法 36 条

では、婚姻すれば親子の生活関係よりも婚姻の生活関
係の方が主たるものであるとして、婚姻の効力の準拠

では「相続は、被相続人の本国法による。」とされて

法によるべきとする見解（江川英文「国際私法 改訂版」

おり、いかなる者が相続権を有するかの相続人の範囲

有斐閣（2015 年）288 頁）、後者の場合では、積極的

については本国法の定めによることになります。しか

な抵触のときは、未成年者の後見は、親権を行う者の

し、本国法において被相続人の配偶者や養子が相続権

ない場合に設定されるのが建前であるとして、親権の

を有するとされている場合、ある者が配偶者あるいは

準拠法を優先し（前掲江川「国際私法 改訂版」288 頁）、

養子の身分を有するかどうか、言い換えれば婚姻や養

消極的な抵触のときは、親権が消滅し後見も開始しな

子縁組が有効に成立しているかどうかが問題となった

いという不当な結果を避けるため、具体的な事情に応

とき、これらについて相続とは別の渉外的法律関係と

じて妥当な結果を求めるほかないとして、例えば親権

して、いかなる法によって判断すべきかという問題を

の準拠法たる親の本国法により親権が消滅するとして
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いる場合にまで後見が開始しないというような趣旨で
はないと解釈し、被後見人の本国法に従って後見の開

次に、親族・相続に関する連結点として重要な本国、
常居所、住所、最密接関係地について見てみます。

始が認められるべきである（前掲山田「国際私法 第
3 版」169 頁以下）とされています。準拠法レベルの
処理として、複数の準拠法のうち、いずれかの準拠法

（１）本国
① 本国法の決定は、基本的には国籍によることにな

の解釈を工夫することによって、全体としての整合性

ります。国籍は特定国家の構成員たる資格であり、

を得るなどの工夫が示されています（前掲澤木・道垣

人がある国の国籍を取得・喪失するか否かは当該国

内「国際私法入門 第８版」26 頁）
。なお、適応問題

の国籍法によって定められます。

としては、外国実体法と内国手続法との間の不調和の

本国法を決定するにあたり、ある者が複数の国

問題もあります。国際私法上、一般に「手続は法廷地

籍を有する場合には、その国籍を有する国のうち

法による」とされていますが、例えば外国の実体法で

に当事者が常居所を有する国があるときはその国

は法定別居を認めて離婚を認めない法制がとられてい

の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常

るのに、法廷地法では離婚を認めて法定別居の制度が

居所を有する国がないときは当事者に最も密接な

ない場合どのようにするかという問題です。法廷地手

関係がある国の法が当事者の本国法となります（通

続法をどの程度まで修正して準拠外国法上の権利を実

則法 38 条１項本文）が、その国籍のうちのいずれ

現することが許されるかであり、この限界についての

かが日本の国籍であるときは、日本法が本国法と

一般原則は未だ成立していませんが、手続法は実体法

なります（通則法 38 条 1 項ただし書）。

上の権利の実現に奉仕すべきものであるから、可能な

当事者が国籍を有しないときは、その常居所地

限り広く法廷地手続法を修正して解決を図るべきとの

法によることとなります（通則法 38 条２項本文）が、

考え方があります（前掲澤木・道垣内「国際私法入門

通則法 25 条（26 条１項及び 27 条において準用す

第８版」27 頁。我が国の離婚手続を別居手続に適応

る場合を含む。）及び 32 条の規定の適用については

させて、日本の裁判所に別居の判決を請求することが

この限りでないとされています（通則法 38 条 2 項

できるとする説として前掲中西・北澤・横溝・林「国

ただし書。これは婚姻の効力、夫婦財産制、離婚及

際私法 第３版」130 頁、320 頁参照）。

び親子関の法律関係については、本国法より下の
順位の連結点によることになるとするものです。）。

３

連結点

なお、常居所も不明であるときの無国籍者の本国法

通則法は、親族、相続に関する単位法律関係ごとに、

は、通則法 25 条（26 条１項及び 27 条において準

本国（後に述べるように多くの場合国籍）、婚姻挙行

用する場合を含む。）及び 32 条の規定の適用を除き、

地、常居所、夫婦に最も密接な関係がある地などを媒

その居所地法となります（通則法 39 条）。

介として準拠法を指定しており、これらの要素を「連
結点」と言います。単位法律関係について、準拠法は

② アメリカやイギリスのように、一国内で地域によ

必ずしも一つの連結点によって定まるとは限らず（た

り内容の異なる法が存在する国（地域的不統一法

だし、相続や遺言に関しては、被相続人の本国法（通

国）の国籍を有する者については、その国の規則に

則法 36 条）、遺言者の本国法（通則法 37 条１項､２項）

従い指定される法（そのような規則がない場合に

によることとされ、連結点は一つです。）、複数の連結

あっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法）

点について、①配分的適用（婚姻の成立に関して各当

が当事者の本国法となります（通則法 38 条３項）。

事者の本国法によるとする通則法 24 条１項）、②選択

アメリカの場合を考えますと、当事者がドミサイ

的適用（婚姻の方式に関する通則法 24 条２項と３項）、

ル（人が出生によって取得する本源住所（domicile

③段階的適用（婚姻の効力に関して段階的に規定する

of origin）、人が一定年齢に達するなど行為能力を

通則法 25 条）、④累積的適用（いわゆるセーフガード

取得した後に自己の選択によって取得する選択住所

条項を定める養子縁組に関する通則法 31 条１項）な

（domicile of choice））を有する地域の法をその者が
属する地域の法とする「規則」があるとする見解と、

どがあります。
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ドミサイルの得喪について各州の要件が必ずしも同

の取扱いについて」（平成元年 10 月２日法務省民二

じではないなどとして「規則」は存在しないという

3900 号民事局長通達及びその後の改正通達）を参照

見解（この見解によれば当事者に最も密接な関係が

してください。

ある地域の法が指定されます。）があり、裁判例も
分かれています（前者のものとして、東京地裁判決

（３）住所

昭和 33 年４月３日・下民集９巻４号 576 頁、「渉外

通則法では、純粋に住所を連結点とする定めはな

判例百選 第２版」有斐閣（1986 年）18 頁（桑田三

くなりました（通則法５条（後見開始の審判等）及び

郎）
）。後者のものとして横浜地裁判決平成 10 年５

６条（失踪の宣告）における「住所」は国際裁判管轄

月 29 日・判例タイムズ 1002 号 249 頁・前掲「国際

及び準拠法としての住所です。）が、遺言の方式の準

私法判例百選 第３版」18 頁（北坂尚洋））。

拠法に関する法律には「住所」の定めが置かれており、
遺言の方式について遺言者が遺言の成立又は死亡の当

③ インド、マレーシア、インドネシアなどのように、

時住所を有した地の法に適合するときは有効とされ、

一つの国内で人種や宗教等の差異によって異なる私

遺言者の住所の有無についてはその地の法によって定

法（婚姻法や相続法）を有する国（人的不統一法国）

めるものとされています（同法２条３号､ ７条）。

の国籍を有する者についての本国法等の決定に関し
ては、その国の規則に従い指定される法（そのよう

（４）最密接関係地

な規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な

通則法 25 条では、婚姻の効力について、夫婦の共

関係がある法）が当事者の本国法となります（通則

通本国法、共通常居所地法の次に、夫婦に最も密接な

法 40 条１項）。

関係がある地の法という段階的連結が定められてい
ます（離婚に関する 27 条は、夫婦の一方が日本に常

（２）常居所

居所を有する日本人である場合を除き 25 条を準用し

通則法では、様々な単位法律関係における連結点

ており、本国法について定める 38 条には、当事者に

として「常居所」が定められています（例えば通則法

最も密接な関係がある国ないし地域の法について定め

25 条､ 26 条１項､ 27 条､ 32 条など）。常居所は、人

を置き、人的不統一法に関する 40 条にも当事者に最

が常時居住する場所で、単なる居所とは異なり、人が

も密接な関係がある法などに関して定めを置いていま

相当長期にわたって居住する場所などと言われていま

す。）。地域的不統一法国の国籍を有する者の本国法を

す（南敏文「改正法例の解説 新法解説叢書 11」法曹

決定する場合の「規則」が存在しない場合における「当

会（1992 年）66 頁、櫻田嘉章「国際私法 第７版」有

事者に最も密接な関係がある地域」の認定については、

斐閣（2020 年）91 頁、前掲中西・北沢・横溝・林「国

「常居所地、最後の常居所地、出生地、生育地などが

際私法 第３版」76 頁）が、常居所の認定は、個別の

考慮されることになろう。」（前掲澤木・道垣内「国際

事案ごとに事件本人や関係者の居住年数、居住目的、

私法入門 第８版」40 頁）、「当事者の常居所を第一次

居住状況等の諸要素を総合的に勘案して行われるべき

的な基準とし、それがない場合には、他の様々な要素

ものであって、日本民法上の「住所」と国際私法にお

を考慮すべきであろう。」
（前掲中西・北沢・横溝・林「国

ける「常居所」とは、ほぼ同一のものであると言って

際私法 第３版」98 頁）など様々な見解がありますが、

差し支えないものとされています（前掲南「改正法例

これについては前掲横浜地裁判決平成 10 年５月 29 日

の解説 新法解説叢書 11」66 頁）が、その内容を明確

についての論評（前掲「国際私法判例百選 第３版」

に記載することは困難であるのみならず、各国が常居

18 頁（北坂尚洋））や櫻田嘉章・道垣内正人編著「注

所の概念を国内法で規定することは適当ではないとさ

釈国際私法 第２巻」有斐閣（2011 年）262 頁以下（国

れています（小出邦夫編著「逐条解説 法の適用に関

友明彦）なども参照してください。

する通則法 増補版」商事法務（2014 年）369 頁）。な
お、戸籍事務の審査における常居所の認定基準につい
て「法例の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務

４

未承認国家・政府、分裂国家の法と準拠法
未承認国家・政府の法を国際私法上の準拠法とし
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て認めることができるかどうかについて、一般的な学

以上のほか、①Ａ国の国際私法規定によればＢ国の

説によれば、国際私法は、事案と最も密接な関係のあ

法が準拠法となり、Ｂ国の国際私法規定によればＣ国

る地において現実に行われている法を適用して問題を

の法が準拠法となるが、Ｃ国の国際私法規定によれば

解決することを目的とするもので、国家主権の問題と

Ａ国の法が準拠法となるときに、Ａ国においてＡ国の

は無関係であるから、未承認国家・政府の法であって

法を準拠法とするもの（間接反致）、②Ａ国の国際私

も、その法がその地で実定性を有する限りは、当然に

法規定によればＢ国の法が準拠法となるが、Ｂ国の国

その適用が認められるとされており、また、分裂国家

際私法規定によればＡ国の法が準拠法となり、かつＢ

（中国と台湾、大韓民国と北朝鮮等）の国籍を有する

国の国際私法規定が反致を認めている場合に、Ａ国に

場合にいかなる法を本国法と解するかについては、当

おいてＢ国の法を準拠法とするもの（二重反致）、③

事者により密接な関係を有する国の法が本国法とされ

例えば、米国では養子縁組等の問題については裁判管

ることには異論がほとんど見られないとされています

轄権に関する規則のみが存在し、当事者の住所（ドミ

（前掲小出編著「逐条解説 法の適用に関する通則法

サイル）等を基準とした裁判管轄権を定め、自州の裁
判所に裁判管轄権が認められる場合には、法廷地法を

増補版」377 頁）。

適用するものとされているとして、このような場合に
５

反致

は、当事者の住所地法主義という抵触規則が隠されて

反致とは、一般に、法廷地国際私法が指定した準

いるものと考えて、当事者の住所等が日本に存在する

拠法所属国の国際私法規定が法廷地法又は第三国法を

場合に、日本法への反致が認められるとするもの（隠

準拠法として指定しているときに、その外国の国際私

れた反致）などが考えられます。一般に、通則法は狭

法規定の立場を考慮して、法廷地法又は第三国法を準

義の反致を認めたものと解釈されていますが、更にこ

拠法とすることを言います（前掲櫻田・道垣内編著「注

れらが肯定されるかどうか議論（本国国際私法規定の

釈国際私法 第２巻」309 頁（北澤安紀）
）。通則法 41

解釈に当たり、その反致規定や転致規定も考慮するこ

条本文は、「当事者の本国法によるべき場合において、

とができるか否か、隠れた抵触規則を肯定することが

その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法

できるか）があります（前掲「国際私法判例百選 第

による。」と規定しています。一般に、当事者の「本

３版」14 頁（北澤安紀）、同 16 頁（嶋拓哉）参照）。

国法」として外国法を指定している場合で、その外国

反致については、相続（通則法 36 条）や遺言（通則

の国際私法が日本法を準拠法として指定している場合

法 37 条）などで問題となることが多いので、後に更

（狭義の反致）についての定めであると言われていま

に検討することとします。

す。なお、同条ただし書では、婚姻の効力に関する同
法 25 条（夫婦財産制に関する 26 条 1 項及び離婚に関
する 27 条において準用する場合を含む。）又は親子間

６

公序
通則法 42 条は「外国法によるべき場合において、

の法律関係に関する 32 条のような段階的連結の場合

その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反すると

には反致を認めないこととしています。

きは、これを適用しない。」と規定しています。具体

ところで、通則法 41 条本文のように外国の国際私

例として、共に大韓民国の国籍を有し日本に居住する

法規定が内国法を指定する場合にのみ、当該国際私法

夫婦について、「扶養能力のない父に子を扶養する親

規定を考慮するもののほか、Ａ国の国際私法規定によ

権者としての地位を認め、現在実際に扶養能力のある

ればＢ国の法が準拠法となるが、Ｂ国の国際私法規定

ことを示している母から親権者の地位を奪うことは、

によればＣ国の法が準拠法となるときに、Ａ国におい

親権者の指定は子の福祉を中心に考慮決定すべきもの

てＣ国の法を準拠法とするもの（転致。再致ともい

とするわが国の社会通念に反する結果を来たし、ひい

う。）が考えられますが、通則法においては、転致は

てはわが国の公の秩序又は善良の風俗に反する。」旨

認められていないと考えられています（ただし、手形

判示して、
（改正前）法例 30 条（通則法 42 条）により、

法 88 条１項後段、小切手法 76 条１項後段は狭義の反

離婚に伴う未成年の子の親権者を父に限定する大韓民

致のほか、転致も認めています。）。

国民法 909 条を適用せず、日本の民法 819 条２項を適

9 日本行政
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用して母を親権者と定めた原審の判断を是認した裁判

１

遺言の方式の準拠法に関する法律

例（最高裁第一小法廷判決昭和 52 年３月 31 日・民集

我が国に滞在する外国人は、我が国に住所を有する

31 巻２号 365 頁）があります（1990 年の大韓民国民

場合だけでなく、旅行等で一時的に我が国に滞在して

法の一部改正（同法 909 条４項）により、母も親権者

いる場合であっても、日本法の規定する方式による遺

となることが認められました。）。また、朝鮮の国籍を

言をすることができます（遺言の方式の準拠法に関す

有する妻と大韓民国の国籍を有する夫との間の「大韓

る法律２条１号、３号､ ４号）。また、外国に住所を

民国法を準拠法とする離婚に伴う財産分与及び慰謝料

有する日本人が一時的に我が国に滞在している間に、

請求において、財産分与請求を認めない同国の民法の

日本法の規定する方式による遺言をすることもできま

もとで有責配偶者が支払うべきものとされる慰謝料の

す（同法２条２号）。

額がわが国の離婚給付の社会通念に照らして著しく低

遺言の方式とは、遺言が書面によってされること

額であると認められる場合には、上記財産分与請求に

が必要か、口頭による遺言も認められるか、書面によ

つき同国法を適用することは、法例 30 条にいう「公

る場合には誰がどのようにして作成するのか、証人の

ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するものとして許されな

立会いを要するか、病気その他の事由によって死亡の

い。」との裁判例（最高裁第二小法廷判決昭和 59 年７

危急に迫った者の遺言はどのようにされるかなどのほ

月 20 日・民集 38 巻８号 1051 頁）があります（1990

かに、遺言者の人的資格による方式の制限、具体的に

年の大韓民国民法の一部改正（大韓民国民法 839 条の

は未成年者や成年被後見人が遺言する場合の方式の制

２）により、離婚時の財産分与請求権が認められまし

限や遺言が有効であるために必要とされる証人が有す

た。）。ただし本件では、慰謝料 300 万円が慰謝料及び

べき資格などの問題が含まれます（同法１条､ ５条）。

財産分与を含む我が国の離婚給付についての社会通念
に反して著しく低額であるとは認められないとして、

２

遺言の方式以外の要件

大韓民国法の適用を排除する場合であるとは言えない

遺言の方式以外の要件、例えば遺言能力、遺言の

としています。同判決は傍論ではありますが、「大韓

意思表示の瑕疵、遺言の効力発生時期、遺言の撤回の

民国法の適用を排除し、日本民法 768 条を適用し、財

可否などについては、「遺言の成立及び効力」の問題

産分与の額及び方法を定めるべきである。」と述べて

として、通則法 37 条１項の問題となり、遺言の成立

おり、公序則による適用排除後の処理として内国法適

当時における遺言者の本国法によることになります。

用説をとるべきことを明らかにしています。最高裁

他方、遺言によってされた法律行為、すなわち相続な

は、上記昭和 52 年判決を含め、公序により適用を排

いし遺贈の成立及び効力、具体的には遺言による相続

除すべきかどうかについては、規定外国法の内容の異

人や相続分の指定の可否、遺言による財産の自由処分

常性自体だけで判断せず、そうした異常な内容を持つ

の可否といった問題は「相続」の問題として、被相続

外国法の内国における適用の結果が具体的に我が国の

人の本国法によることになります（通則法 36 条）。

公序に反するかどうかを問題としているとされていま
す（「最高裁判所判例解説民事篇昭和 59 年度」法曹会
（1984 年）368 頁（遠藤賢治））。

３

諸外国における国際私法の規則と日本法の適用
以上のように、「遺言の成立及び効力」については

遺言の成立当時における遺言者の本国法、「相続」に
ついては被相続人の本国法によることになりますが、

第３

渉外遺言等について

日本に住所を有する外国人である遺言者又は被相続人
について本国法を適用すべき場合において、その本国

本稿の最初に述べましたように、渉外遺言（在日外

の国際私法の規則がこれらの問題について遺言者の住

国人が日本でする遺言）に関する問題を中心として検

所地の法を適用すべきものと定めている場合は、通則

討することとします。

法 41 条の規定による反致が成立し、住所地法である
日本法が適用されることになります。
そこで、諸外国における国際私法の規則について
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見てみると、①欧州連合の構成国（イタリア、エス

又はその者が日本にある不動産を遺言により処分しよ

トニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリ

うとするときは、遺言の成立及び効力並びに相続の問

シャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバ

題について反致が成立し（なお、遺言者が日本に住所

キア、スロベニア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、フィ

を有しないときは、相続についてのみ反致が成立する

ンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーラ

ことになります。）、日本法が適用されることになりま

ンド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、

す。④大韓民国においては、相続についても遺言につ

ルーマニア、ルクセンブルグなど）においては、相続

いても本国法主義が採用されていますが、相続準拠法

については被相続人の死亡時の常居所地法により、遺

については、被相続人が遺言に適用される方法によっ

言の実質的有効性については遺言者の遺言時の常居所

て常居所地法を相続準拠法として指定したとき、又は

地法によるべきものとされています（Regulation（EU）

同じく不動産の相続についてその所在地法を相続準拠

No650/2012，a.21，a.24）。したがって、これらの国

法として指定したときは、その法によることとされて

の国籍を有する者が日本に常居所を有していると認め

います（国際私法 49 条､ 50 条）。したがって、大韓

られる場合には、通則法 41 条の規定に基づき、遺言

民国の国籍を有する者が遺言の中で相続準拠法として

の成立及び効力並びに相続の問題について反致が成立

常居所地法である日本法を指定したとき、又は日本に

し、日本法が適用されることになります。②英米法系

ある不動産の相続に関して所在地法である日本法を指

諸国（イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、

定したときは、相続の問題について反致が成立し、日

アイルランド、ニュージーランドなど）においては、
「相

本法が適用されることになります。

続分割主義」（なお、「相続統一主義」は、日本や多く
の大陸法系諸国などのように不動産であるか動産であ

４

包括相続主義と清算主義

るかを問わず相続財産を一括して被相続人の本国法や

これまで遺言や相続について国際私法の規則（抵

住所地法などその者の属人法に依拠させるというもの

触法）について見てきましたが、各国の実質法を見

です。）が採用されており、法定相続は、動産（預貯

てみると、「包括相続主義」と「清算主義」の違いが

金等を含む。）については被相続人の死亡時の住所地

存在しています。包括相続主義とは、積極財産・消極

法、不動産についてはその所在地法により、遺言の実

財産を含め、被相続人の死亡により全ての相続財産が

質的要件（能力、解釈等）についても動産は遺言者の

相続人に直接移転されるというもので、我が国を始め

住所地法、不動産についてはその所在地法によること

大陸法系諸国で採用されているものです。清算主義と

とされています（英米法系諸国の裁判例、前掲櫻田・

は、被相続人の死亡により、原則として、その相続

道垣内編著「注釈国際私法 第２巻」188 頁以下（林

財産は裁判所により選任される人格代表者（personal

貴美）参照）。したがって、これらの国の国籍を有す

representative）
（遺言において遺言執行者（executor）

る者が日本に住所を有しており、かつその者が有する

が指定されている場合には遺言執行者、それ以外の場

預貯金等を含む動産を遺言によって処分しようとする

合には遺産管理人（administrator））に一旦帰属し、

とき、又は日本にある不動産を遺言により処分しよう

裁判所の関与の下に人格代表者による管理・清算を経

とするときは、遺言の成立及び効力並びに相続の問題

た後になお残余の積極財産がある場合のみ、相続人へ

について反致が成立し、日本法が適用されることにな

の相続財産の分配・移転が認められ、債務超過の場合

ります。③中国においては、不動産の法定相続につい

には、人格代表者は遺産の限度においてのみ債務を弁

てはその所在地法により、それ以外の財産（預貯金等

済する責任を負い、それ以上に相続人らが自らの固有

を含む動産）については被相続人死亡時の常居所地法

財産で責任を負うことはないものとされ、英米法系諸

により、遺言の効力については遺言時又は死亡時の遺

国で採用されています（前掲櫻田・道垣内編著「注釈

言者の常居所地法又は本国法によるものとされていま

国際私法 第２巻」187 頁（林貴美））。例えば、各州

す（渉外民事関係法律適用法 31 条､ 33 条）。したがっ

により多少の違いはあるようですが、米国におけるプ

て、日本に住所を有する中国国籍を有する者が、預貯

ロベート（probate）と言われる清算手続では、裁判

金等を含む動産を遺言により処分しようとするとき、

所が人格代表者を正式に任命し、その人格代表者が裁
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判所の監督の下、遺言書がある場合は遺言書の有効性

義がとられている場合、遺産の一部についてのみ反致

の確認、相続人の確定作業、負債や費用の支払、遺産

が成立する場合も生じることになるため、例えば、清

税の申告・納付手続を行い、最終的に積極財産が残っ

算主義をとる英米法系による遺産の分配と包括相続主

た場合に初めて相続人又は受遺者に相続財産が分配さ

義をとる我が国の民法による分割の手続との間に調整

れることになり、相続財産の最終分配は、裁判所の

問題が生じることになります。このような場合、遺産

許可及び税務当局からの申告書確認作業の終了通知

の一部は遺産管理人が分配し、残部は共同相続人間の

書を受領してから可能となるようです（酒井ひとみ・

協議又は裁判所の調停・審判等によって分割すること

BDD 税理士法人共著「国際相続の法務と税務 第２版」

になり、それぞれが他方と無関係に別個独立に行われ

税務研究会（2020 年）24 頁）。プロベートは検認手続

れば、適正な分配・分割は期待できないと考えられる

と訳されることが多いですが、証拠保全手続である我

ため、法廷地が我が国であるとき、我が国の民法によっ

が国における「遺言書の検認」（民法 1004 条）とは異

て、我が国の裁判所が清算後の遺産全体を一括して分

なるので注意が必要です。

割した上、管理清算主義によって分配すべき遺産につ

上記のようなプロベートは時間も費用もかかり、ま

いては、遺産管理人に対して、裁判所が決定した分割

た、裁判所の監督による手続の中で公開されてしまう

方法に従って相続人に移転させる義務を課するなどの

ことなどから、米国では遺言代替方法としての信託が

方法が提案されています（最高裁判所事務総局家庭局

発展したと言われています（樋口範雄「アメリカ渉外

監修「渉外家事事件執務提要（下）」法曹会（1992 年）

裁判法」弘文堂（2015 年）113 頁、同著「入門 信託

73 頁）。これは前記第１の２で触れた「適用問題」の

と信託法 第２版」弘文堂（2014 年）57 頁、新井誠「信

一つと考えられますが、裁判例及び実務例の集積が待

託法 第４版」有斐閣（2014 年）81 頁以下）。ところで、

たれるところです（前掲酒井・BDD 税理士法人共著「国

信託については、学説上十分な議論の蓄積がなく、取

際相続の法務と税務」60 頁）。

引実務の観点からも、明文の規定がなくとも特段の支
障が生じていないこと、むしろ、議論の蓄積が不十分

６

在外財産についての遺言

なまま明文の規定を設けることによる弊害が懸念され

日本人、外国人を問わず、日本において民法の規

ることなどから、通則法においても、特段の規定を設

定する方式で遺言をする際に、在外財産についても遺

けず、解釈に委ねることとされました（小出邦夫編著

言の対象とすることは可能です。ただし、これまで見

「一問一答 新しい国際私法 – 法の適用に関する通則法

てきたように、反致の成否の問題に加えて相続包括主

の解説」商事法務（2006 年）160 頁）。すなわち、「信

義と清算主義の相違など、遺言の執行は財産所在地の

託」という単位法律関係の設定自体について議論があ

法制度に適ったやり方でなければ円滑に行うことがで

り、基本的に、信託行為によって関係当事者間に権利

きないので、在外財産を遺言又はそれと同等の効果を

義務関係を発生させるという債権法的な側面と関係者

有する方法により処分する最善の方法は、現地の法と

のいずれの一般財産からも独立した特別財産を作り出

実務に精通した者の助言を得ながら、財産所在地で最

すという物権法的な側面に分けて考えるべきとの考え

も合理的で信頼性のある方法によるべきものと考えら

方と、信託をめぐって生じ得る様々な問題について単

れます。

一の準拠法を考えていくとする立場があったとされて
い ま す（ 櫻 田 嘉 章・ 道 垣 内 正 人 編 著「 注 釈 国 際 私

＜筆者プロフィール＞

法 第１巻」有斐閣（2011 年）343 頁以下（神前禎）

志田博文（しだ

参照）。信託条項における管轄裁判所の定めなどに関

新宿公証役場公証人

しては、「信託契約のモデル条項例（４）」（判例タイ
ムズ 1486 号９頁以下）を参照してください。

ひろふみ）

（平成 27 年８月１日就任、令和４年９月22日退職）
日本公証人連合会

常務理事（平成 30 年度）、

文例委員長（令和元年度から令和３年度）
５

一部反致（部分反致）
上記３及び４で見てきましたように、相続分割主
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「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度の
開始について
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

令和元年に改正された動物の愛護及び管理に関す

クロチップを装着するよう努めなければならない。

る法律の最後の施行事項である“犬と猫へのマイク

③所有する犬猫にマイクロチップを装着した者は、

ロチップの装着と登録の義務化”が令和４年６月１
日から始まりました。
本稿では、この新たな登録制度の概要や登録申請
に関する手続等について御紹介いたします。

環境大臣の登録を受けなければならない。
④環境大臣の登録を受けた犬猫を譲り受けた者は、
環境大臣の変更登録を受けなければならない。
⑤登録を受けた者は、登録事項に変更が生じた場合
には、環境大臣に届け出なければならない。
⑥登録を受けた犬猫の所有者は、その犬猫が死亡し

１．マイクロチップ情報登録制度の目的
犬や猫にマイクロチップを装着し、データベース
に飼い主の情報を登録することで、①迷子になった
り、盗難にあったり、災害時に行き別れたりした犬

たときには、環境大臣に届け出なければならない。

３. マイクロチップの装着と情報登録の流れに
ついて

や猫と飼い主が早期に再会できる可能性を高め、②

ブリーダーやペットショップなどの犬猫を販売す

装着したマイクロチップから飼い主を特定すること

る業者は、取得した犬と猫にマイクロチップを装着

ができるため、犬や猫の安易な遺棄の抑止につなが

しなければなりません（図１①）。装着は、獣医師

ります。これにより、各地の動物愛護管理センター

と愛玩動物看護師※のみ行うことができます（図１

などに飼い主不明で引き取られる犬や猫の返還率の

②）。マイクロチップを装着した獣医師からはマイ

向上や遺棄防止につながり、結果的に引取り数が減

クロチップ装着証明書が発行されます（図１③）。

少することで、殺処分数も減少することが期待され

マイクロチップを装着した場合には、環境大臣の
登録を受けなければなりません。実際の登録事務は、

ます。

環境大臣の指定登録機関である公益社団法人日本獣
医師会が行っています。指定登録機関のウェブサイ

２．マイクロチップ義務化
（装着と登録）
等の概要

トから、マイクロチップの識別番号（15 桁）や所有
者の情報（氏名、住所、電話番号等）
、犬又は猫の

義務化等の概要は、以下①から⑥のとおりです。

情報（品種、毛色、生年月日等）を入力しなければ

各所有者への装着に関する義務や努力義務、登録や

なりません（図１④）
。登録が完了すると、完了ペー

届出に関する義務の範囲が定められています。

ジから登録証明書をダウンロードできます（図１

①ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業

⑤）
。登録完了後に届くメールにも登録証明書は添

者は、取得した犬猫にマイクロチップを装着しな

付されています。この登録証明書には、
【マイクロ

ければならない。

チップの識別番号】と【暗証記号】が記載されてお

②犬猫等販売業者以外の者は、所有する犬猫にマイ
13 日 本 行 政
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ます。この新しい登録証明書には新しい【暗証記号】

保管に際しては十分注意する必要があります。

が記載されており、以降の手続ではこの【暗証記号】

登録した犬猫を譲り渡す（販売する）場合には、
この登録証明書とともに渡す必要があります（図１

が有効になり、前の登録証明書に記載された【暗証

⑥、⑨）。登録証明書については、メールに添付す

記号】は無効となります。

るなど電子データとして一緒に渡すことも可能で

この「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登
録又は変更登録の手数料は１回当たり 300 円（紙申

す。

請の場合は、１回当たり 1,000 円）となります。

登録した犬猫を譲り受けた者は、自らの情報に変
更するための入力をしなければなりません（図１⑦、

※令和５年２月に第１回国家試験があり、同年４月から愛玩

⑩）。この変更登録には、譲り渡された登録証明書

動物看護師が誕生する。

に記載されている【マイクロチップの識別番号】と
【暗証記号】を入力することで手続ができます（参
考２）。初回の登録と同じ項目を入力し、変更登録

４．狂犬病予防法の特例制度

が完了すると、完了ページから新しい登録証明書を
ダウンロードできます（図１⑧、⑪）。変更登録の

生後 91 日齢以上の犬については、狂犬病予防法

完了後に届くメールにも登録証明書は添付されてい

に基づいて市区町村への登録が義務付けられていま
図１

犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ（販売ルート）

原案：環境省
制作：公益社団法人日本愛玩動物協会
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参考１：登録証明書

参考２：ウェブサイトの申請ページ

※

※

【マイクロチップの識別番号】

2

【暗証記号】
※【マイクロチップの識別番号】と【暗証記号】を
入力しないと、申請等の手続ができません。

1

す。犬の所在地を管轄する市区町村が動物愛護管理

５．犬又は猫の返還

法に基づく「狂犬病予防法の特例」制度に参加して
いれば、生後 91 日齢以上の犬が「犬と猫のマイク

犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの

ロチップ情報登録」から登録を受けた際に、指定登

災害によって、飼い主と離ればなれになったときに

録機関からその市区町村に、登録された犬の情報や

は、拾得者が動物愛護管理センターや保健所等に引

※

所有者情報が通知されます 。その通知が狂犬病予

取りを求めたり、動物病院で迷子捜しをしてもらう

防法に基づく登録の申請等とみなされ、装着された

ことが想定されます。マイクロチップが装着されて

マイクロチップは狂犬病予防法に基づく鑑札とみな

いれば、皮下に埋め込まれたマイクロチップを専用

されます。マイクロチップの登録と狂犬病予防法の

のリーダーを用いて読み取り、15 桁の識別番号を

登録がオンラインで完了しても、狂犬病予防法に基

確認します。動物愛護管理センターや保健所等の職

づく登録手数料を別途、納める必要があるので、犬

員が、その識別番号をデータベースに照合し、飼い

の所在地を管轄する市区町村にお問合せください。

主の登録情報（連絡先）を確認します。また、動物

※生後 90 日齢以内の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登

病院に持ち込まれた犬猫については、動物病院で

録」から登録を受けた際には、生後 91 日齢に達した日時
点の登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。

●狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧
https://reg.mc.env.go.jp/owner/download
15 日 本 行 政
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リーダーを用いてマイクロチップの識別番号を確認
し、指定登録機関にその識別番号を連絡します。連
絡を受けた指定登録機関の職員が、その識別番号を
データベースに照合し、飼い主の登録情報（連絡先）
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図2

所有者不明の犬猫の返還図
拾得者

動物愛護管理センター・保健所等

飼い主はどこに
いるのだろう？

DB

迷子犬猫

迷子の犬猫を発見し、
拾得する。

データベース
検索へ

引取りの
求め

マイクロチップの識別
番号を読み取る。

環境省データベースから
検索する。※1

※1 環境省データベースに登録がない場合には、
民間登録団体の登録状況を確認する。

お迎え

持込み

電話連絡

お迎え

動物病院

飼い主
指定登録機関
（日本獣医師会）

電話連絡※2

マイクロチップの識別
番号を読み取る。
注：対応できない動物病院もあります。

マイクロ
チップの
識別番号
を伝える。

※2 獣医師が民間登録団体の登録状況を
確認し、飼い主に直接、電話で連絡
する場合があります。

電話連絡

DB
環境省データベースから
検索する。

保護して
いる動物
病院を伝
える。

保護して
いること
を伝える。

動物愛護管
理センター、
保健所等、
指定登録機
関からの連
絡を待つ。

電話連絡を受け取れる
ようにする。

※受付時間：8:00～20:00
（土日祝日含む）

を確認します。それぞれの機関で飼い主の情報を照

電話番号：03-6384-5320

合できたら、飼い主に保護した犬猫を迎えに行くよ

受付時間：8 時～ 20 時

うに電話連絡します。

※ 1 国
 際標準化機構が定めた規格第 11784 号及び第
11785 号に適合したものに限る。

なお、環境省データベースにアクセスできる機関
は、自治体と警察に限られています。

6. 海外でマイクロチップ※1が装着された犬猫を
持ち込む場合

○ブリーダーやペットショップの場合
入国後にマイクロチップに関する情報登録を申
請しなければなりません。
○飼い主の場合

年末年始を除く土日祝日も対応。

７．手続における注意点
○行 政書士の資格を有しない者が報酬を受け取っ
て、代わりに動物愛護管理法第 39 条の５に基づ
く登録の申請や第 39 条の６に基づく変更登録の
申請を行うと、行政書士法に違反することとなり、

入国後にマイクロチップに関する情報登録を申
請することができます（任意）。
登録申請の方法については、指定登録機関の
コールセンター

※2

※2

にお問合せください。

１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処され
ます。
○報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等
の形で登録手数料の 300 円以外に上乗せして徴収
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することも含まれます。登録の申請は、行政書士

ロチップの装着を徹底するとともに、登録情報を最

に依頼するか御本人が行います。

新のものに更新することが重要です。
引き続き、本マイクロチップ制度について必要な
普及啓発に努めるとともに、「人と動物の共生する

８．最後に

社会の実現」への一歩になるよう働きかけてまいり
ます。

本マイクロチップ制度は犬と猫の適正な飼養管理
を推進していくためには欠かせない取組になりま
す。

○指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」
ホームページ：オンラインによる申請等に関する

現 状、 自 治 体 に 引 き 取 ら れ た 犬 の 90 ％、 猫 の
77％が所有者不明とされています。引取りの数と殺

手続ページ
https://reg.mc.env.go.jp/

処分を減少させるためには、野良犬、野良猫を減ら
すことが重要となります。ただし、万一、迷子になっ
て動物愛護センターなどに引き取られた場合に、犬
や猫にマイクロチップが装着されていることで飼い
主への返還が容易になります。そのためにもマイク

登録委員会からのお知らせ
行政書士業務を廃止される方へ
行政書士は、その業を廃止しようとするときは、遅滞なく、その旨を所属の行政書士会を経由して日本行政書士会
連合会に届出なければならないとされています（行政書士法施行規則第 12 条）
。
また、その手続は、行政書士法第 7 条の 4 及び日本行政書士会連合会会則第 53 条に基づき規則で定めることとなっ
ており、登録の抹消日については、日本行政書士会連合会が行政書士登録抹消届出書を受け付けた日又は届出者が
希望する廃業日のいずれか遅い日とすることとしています（行政書士登録事務取扱規則第 24 条の 4）。
行政書士業務の廃止を予定されている方は、廃止予定日が決まった場合、事前に所属の行政書士会に御連絡いた
だき、所属の行政書士会の案内に従い、その旨を届出いただきますようお願いいたします。なお、廃止予定日を月
末とされる場合は、必ず当該月内に届出書が所属の行政書士会から日本行政書士会連合会に到達することが条件と
なりますので、所属の行政書士会に手続日程等を御確認の上、お手続きください。
※廃業を予定する月内に届出書が日本行政書士会連合会へ到達しなかった場合、上記規定により抹消日が翌月とな
るため、所属の行政書士会において翌月分の会費が発生する場合がありますので十分に御留意ください。

17 日 本 行 政
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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。

★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。

～「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！

ユキマサくんの新しいイラストができました

★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。
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T o p i c s

行政書士制度広報月間の取組
広報月間の推進に向けて

広報部

本年も行政書士制度広報月間を迎えます。例年に倣い、別掲の「令和４年度行政書士制度広報月間実施基本要綱」
に基づき、全国の行政書士会が様々な催しや相談会を通じて、行政書士制度の PR を推進してまいります。
しかしながら、広報月間を目前に新型コロナウイルスの新規感染者数は過去最多となり、いまだ収束の見通し
が立たない状況です。再三のお願いとなりますが、各単位会におかれましては、引き続き新型コロナウイルス感染
防止対策を徹底し、国民の皆様、関係者の皆様の安全に十分配慮した上で、各種事業を実施していただきますよう、
御協力のほどお願い申し上げます。
さて、日行連広報部では、主として本誌「月刊日本行政」の発行、日行連ホームページ及び会員専用サイト「連
con」の管理・運用を行うとともに、総務省の後援を受けて実施する広報月間事業、行政書士記念日事業、日行連
公式キャラクターのユキマサくんを活用した広報活動を推進しています。
昨年度におきましては、広報月間事業として、各単位会の広報又は監察活動において活用できるよう、法規監
察部と連携して非行政書士排除に関するポスターを作成したほか、行政書士記念日事業として、会員を対象に、行
政書士の魅力に関するテーマに沿ったエピソード・エッセイを募集し、受賞作品を本誌に掲載しました。
また、昨年 10 月に開催された行政書士制度 70 周年記念式典に合わせて、行政書士の業務や制度のあゆみ等を
紹介する行政書士制度 70 周年記念動画を制作し、YouTube にて公開するなど、内外に対して広報事業を展開しま
した。
一方で、各単位会の広報活動等に使用する目的として、マイナンバーカードの取得促進及び SDGs をモチーフ
としたユキマサくんの新たなイラストを作成し、愛らしいユキマサくんのキャラクターを通じて、行政書士は国民
に寄り添い、身近な良き相談相手であることを広く周知し、時流に沿った、より効果的な広報活動の推進に努めて
まいりました。
本年度も引き続き、本誌の更なる誌面の充実化やホームページ等を活用した情報提供を行い、会員の皆様に対
し業務に関する有益な情報提供に努め、対外的にも日行連の方針等を発信していくとともに、デジタル化の波に取
り残されることのないよう、国民や会員の皆様のニーズに合わせて、日行連ホームページ及び会員専用サイトの利
便性向上に向けた検討を図ってまいります。
既に配付しています本年度の行政書士制度 PR ポスターには、モデルで女優の貴島明日香さんを起用しました。
貴島さんは、本年４月まで朝の情報番組のお天気キャスターを務められ、知名度、人気度共に高く、「そうだ、行
政書士に相談しよう！」というキャッチコピーと合わせることで、行政書士の更なる認知度向上に貢献していただ
けるものと考えています。
また、行政書士制度 PR ポスターの作成に合わせて、貴島さん出演の行政書士制度 PR 動画も制作し、YouTube
の日行連チャンネルにて公開しています。SNS を活用した対外的な広報活動を積極的に行い、若年層を始めとし
た幅広い年齢層にも興味を持っていただけるよう、多方面に広報活動を展開してまいります。
最後に、毎年申し上げていることですが、広報活動は、その成果を一朝一夕に実感することはできません。各
地において、継続して地道に取り組まなければ、望むような成果にはたどり着きません。
また、日頃から会員一人ひとりが誠実に業務を遂行し、国民の負託に応えて社会との信頼関係を構築していか
なければ、十分な効果は望めません。日行連としてもこの機会に、各種の活動が全国の単位会や会員の皆様の不断
の努力により支えられていることを再認識し、皆様の活動が有意義な活動となるよう、全国組織としての広報活動
の在り方を再考してまいります。
新時代における行政書士の社会的評価の向上に資するべく広報活動を推進してまいりたいと考えています。本
年度も関係者一丸となって行政書士制度広報月間を推進していただきますよう、御理解と御協力のほどよろしくお
願い申し上げます。

19 日 本 行 政
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令和４年度行政書士制度広報月間の
実施について
＜広報部＞
本会及び各都道府県行政書士会では、毎年 10 月を行政書士制度広報月間と定め、行政書士制度の普及・
浸透及び適正な運用と会員の意識高揚を図り、行政手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に質し、
もって国民の権利利益の実現に資するべく、無料相談や社会貢献事業等の様々な活動に取り組むこととして
います。
本年も、以下基本要綱に基づき実施いたしますので、会員各位におかれましては、広報月間の趣旨につ
いて御理解いただき、各都道府県行政書士会の取組に積極的に御協力くださいますようお願いいたします。
****************************************************************************************

令和４年度行政書士制度広報月間実施基本要綱
１．期

間

（１）準備期間：令和４年 ９月１日（木）から ９月 30 日（金）まで
（２）実施期間：令和４年 10 月１日（土）から 10 月 31 日（月）まで

２．推進団体

日本行政書士会連合会

３．実施団体

日本行政書士会連合会・各都道府県行政書士会

４．後

援

総務省・各都道府県（申請予定）

５．目

的

（１）行政書士の各種業務及び社会貢献に関する広報活動及び監察活動に一層積極的に取り組み、行政手
続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することに
より、国民の理解と信頼を得ることを通じて行政書士制度の更なる普及・浸透を図る。
（２）行政書士法の適正な運用を通じて行政書士の社会的使命を遂行し、業務の拡大と会員の資格者たる
意識の高揚を図る。
６．具体的計画の策定
（１）本月間用の資料及びポスター等の効果的活用を図るとともに、行政書士電話相談、街頭無料相談の
開設等により、直接国民に働きかける広報活動を展開する。
（２）官公署と住民との橋渡し役としての適正な役割を果たすため、関係官公署に対し窓口における理解
と協力を求める。
（３）友誼団体並びに関係団体との友好関係を保持増進し、行政書士制度への理解を求める｡
７．行事に際しての事故防止・公衆衛生対策等
（１）使用設備の安全点検や必要な警備の確保など、十分な安全配慮の上、執り行う。
（２）手洗いや手指の消毒の励行、
マスクの着用、
室内の換気の徹底、
人と人との距離を十分に保つことなど、
感染防止対策を徹底する。
８．報

告

各都道府県行政書士会は、今後の制度発展の参考に資するため、行政書士制度広報月間実施結果報告書
を日本行政書士会連合会に提出する。
****************************************************************************************
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広報月間によせて
法規監察部
例年 10 月に実施している「行政書士制度広報月間」は、かつて日行連監察部が「監察強調月間」
として全国一斉キャンペーン活動を展開したことに端を発します。その後「行政書士制度強調月
間」という名称への変更を経て、現在に至りますが、その名称の変遷に示されるように、当初の
目的は主として監察活動でありながらも、その時々の社会的背景等に配慮しながら、広報活動の
推進とともに継続的に取り組まれてきたものと推察されます。
監察活動の目的は、非行政書士の排除、行政書士法の遵守徹底であり、私たち行政書士が業
務を通じて、行政書士法の目的である「行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民
の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資すること」を支援するものです。
日行連では、日常的な監察活動に加えて、特に広報月間中の監察活動においては各単位会の
協力を得て、各地における行政書士制度の普及推進に努め、非行政書士の排除に取り組んでいま
す。
私たち行政書士の業務範囲は極めて広範囲です。それゆえに、監察活動を推進するにあたっ
ては、社会的な習慣や商習慣に基づき事業者が提供するサービスに介入することで、かえって国
民の利便性を阻害するなど、消費者の負担を増大させる可能性があることに配慮する必要があり
ます。また、職域確保を前面に掲げて厳格に強権的な監察活動を展開することは、他士業会や産
業界との軋轢を生み、その結果として国民の支持を失い、行政書士制度自体に拒絶反応を引き起
こす懸念があることも認識しなければなりません。
このことから、従前、予防的観点から行政書士法の違反事例を把握し、外部に注意喚起して
いくことを主として監察活動を展開してまいりました。しかしながら、昨今では、事業者による
行政書士法違反行為や他士業との業際トラブルは後を断たず、非違行為者の取り締まりを強化す
る対策の必要性を感じています。コロナ対策としての給付金申請等においても、無資格者による
不正受給の指南や法外な報酬の請求などが横行し、多数の被害が発生したことも記憶に新しいと
ころです。急速に進む社会のデジタル化により、なりすまし等の不正な申請行為が増加すること
も予想され、行政書士制度の維持発展にとってますます大きな課題となりつつあります。
法規監察部では、このような現状も踏まえ、行政書士会が実施する監察活動を通じて会員の
皆様の業務が適正に行われ、国民の権利利益が損なわれることのないよう、その役割を果たして
いくことの責任と重要性を認識し、また、上述した監察活動の推進にあたっての留意点にも配慮し
ながら、行政書士法が遵守される社会を目指して活動していかなければならないと考えています。
本年度においても、全国の行政機関、公共的団体、業界団体、国民・地域住民への行政書士
制度の啓蒙並びに監察活動を粘り強く行うことが、行政書士制度の維持発展につながっていくも
のと考えていますので、各単位会におかれましては、引き続き御理解、御協力のほどよろしくお
願い申し上げます。

21 日 本 行 政
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監察活動実施の御案内
＜法規監察部＞
本会では、10 月に実施される「行政書士制度広報月間」に併せて監察活動にも取り組むこととしています。
各単位会に宛てて以下の書面（抜粋）を発信していますので、御一読くださるようお願いいたします。
日行連発第 538 号
令和４年８月１日
各単位会長

様
日本行政書士会連合会
会長 常住
豊
法規監察部
部長 平岡 康弘

「行政書士制度広報月間」における監察活動の実施について
日本行政書士会連合会では、本年 10 月１日から同月 31 日までを「行政書士制度広報月間」として定め、
「実施基本要綱」により、制度の普及・浸透を図る目的で様々な運動を展開することとしておりますが、例
年どおりこの機会に広報活動と表裏をなす監察活動にも、下記のとおり取り組むこととしております。
当該活動に関して、昨年度は「都市計画関係業務」に係る調査を重点活動項目といたしまして、多くの単
位会のご理解とご尽力により、一定の成果を得ました。
今年度については、「道路運送法関係業務」を重点活動項目とし、貨物自動車や旅客自動車等の許認可申
請について非違事例の総量的把握という手法による調査を推奨いたします。本調査の主眼は、一般予防的意
味に重点を置いた監察活動にあり、非違事例の総量的な把握という手法を梃子として外部に注意を喚起する
ことを目的としております。
もとより、他分野及び他手法による調査等の監察活動を否定するものではありませんので、この点ご留意
のうえ、各地の実情に応じた活動もあわせて推進されるようお願いいたします。
つきましては、当該活動の成果を上げるため、貴会におかれましては、下記の諸点を中心に、貴会の実情
に応じた計画を策定され、監察活動の実施についてご対応をくださるよう、お願いいたします。
なお、当該活動におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に十分努めていただきます
よう、ご理解・ご協力お願い申し上げます。
記
１ 各都道府県主管部長より、各局部課、警察本部、市町村及びその出先機関の長に対し、｢行政書士制度
広報月間｣ の趣旨の徹底が図られるための、文書発出の協力要請。
２ 関係各団体、特に建設業協会、自動車販売店協会、食品衛生協会、料理飲食店組合、遊技業組合、風俗
営業組合、産業廃棄物協会等と十分協議をし、行政書士法遵守方の協力要請。
３ 友誼団体として、税理士会、司法書士会、土地家屋調査士会、社労士会、宅地建物取引業協会､ 建築士
会等の各団体と協議をし、行政書士法遵守方の協力要請。
４ 重点活動項目「道路運送法関係業務」に係る都道府県・市町村に対する調査。
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職務上請求書の取扱いが変更されます
＜総務部＞
昨年、会員による職務上請求書の不正使用事件が発生したことを受け、再発防止を目的として日本
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（以下、
「規則」という。
）が一
部改正・施行されました。会員の皆様におかれましては、当該規則に基づいた新たな取扱いをお願い
いたします。
この度、変更となりました取扱内容について以下のとおり御案内いたしますので、御参照の上、職
務上請求書の適正な使用の励行に御理解、御協力くださいますよう改めてお願い申し上げます。

職務上請求書の使用冊数に基準が設けられます
（１）２
 回目以降の購入を希望する際に提出する職務上請求書控え綴りについて、誤記入や不明瞭な記載
が頻出した場合、その他使用方法又は記載内容に疑義が見受けられた場合、また、基準を超える使
用頻度 が確認された場合には、職務上請求書払出しの可否について審査がなされます。

基準を超える使用頻度 の基準について
① 基準冊数
１年間で 10 冊又は１か月間で２冊（法人の場合は１社員当たりの冊数）
② 基準を超える使用があった場合の確認方法
a）１年間で 10 冊を超えたとき
… 理由書及び請求に係る業務の内訳の提出を求められます。
b）１年間で 20 冊又は１か月間で２冊を超えたとき
… 理由書及び事件簿の提出を求められます。
③ 日行連への報告
１年間に 20 冊を超える使用があった場合、当該会員の氏名、登録番号、理由書、その他
必要な事項が各単位会から日行連に報告されます。
（２）審査の結果、疑義が解消されなかった場合、一定期間、職務上請求書の払出しが凍結される
ことがあります。

23 日 本 行 政
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疑義ある事案への措置として提出書類が追加されます
職務上請求書の使用上及び保管・管理上の責務への違背の疑義により単位会長から求められた場合、
未使用の職務上請求書（一部使用済みのものを含む。）、職務上請求書の使用済み控え、事件簿、領
収証の控え、その他必要な書類を提出しなければなりません。

職務上請求書の不適切な使用又は管理を理由とした
処分の罰則が強化されます
（１）職務上請求書の不適切な使用又は管理を理由として都道府県知事又は単位会長から処分がな
された場合、保有している未使用の職務上請求書（一部使用済みのものを含む。
）の全てを、
単位会に速やかに返戻しなければなりません。
（２）以下に掲げる期間において、職務上請求書の購入及び使用が禁止されます。

① 知事処分
・戒告（法第 14 条第一号、法第 14 条の２第一号）
⇒ 処分の日から２年
・２年以内の業務の停止、２年以内の業務の全部又は一部の停止、当該都道府県の区域内
にある当該行政書士法人の事務所についての２年以内の業務の全部又は一部の停止（法
第 14 条第二号、法第 14 条の２第１項第二号、同条第２項第二号）
⇒ 業務の停止の日から期間終了の翌日より４年
・業務の禁止（法第 14 条第三号）
⇒ 欠格事由に該当するため行政書士登録は抹消となるが、その後再登録された場合
であっても、職務上請求書の購入及び使用は禁止される。
② 単位会長処分
・訓告 ⇒ 処分の日から２年
・会員権の停止処分 ⇒ 会員権の停止の日から期間終了の翌日より２年
・廃業勧告、解散勧告 ⇒ 以後、職務上請求書の購入及び使用は禁止される。一度廃業し
再登録した場合であっても、購入及び使用の禁止は継続される。

※本内容は会員専用サイト「連 con」でもお知らせしています。
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行政書士申請取次関係研修会
（VOD方式）
の
御案内
＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞
令和４年度の行政書士申請取次関係研修会（申請取次事務研修会、申請取次実務研修会）につ
いて、今後の開催日程をお知らせいたします。
当該研修は、中央研修所研修サイトに登載する VOD（ビデオ・オン・デマンド）システムを
用いた研修で、受講期間内であれば、いつでも御自宅や事務所にてパソコン、タブレット、スマー
トフォン等で聴講可能です。
なお、各研修会の申込等の詳細につきましては、下記「令和４年度開催概要」のスケジュール
に則り、適時日行連ホームページ及び会員専用サイト「連 con」にて御案内いたしますので御
確認いただきますようお願いいたします。
◆日行連ホームページ TOP ＞日行連の活動＞中央研修所＞申請取次関係研修案内
◆会員専用サイト「連 con」ログイン＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ
令和 4 年度開催概要
研修区分

受講期間

開催案内

（日行連HP詳細発表）

申込期間



修了証書
発送予定日

事務研修会
（新規） 12月22日
（木）
～ 1月 4日
（水）

10月中旬

11月 9日
（水）
～11月18日
（金）

1月25日
（水）

実務研修会
（更新）

12月上旬

12月22日
（木）
～ 1月 5日
（木）

3月10日
（金）

2月 7日
（火）
～ 2月20日
（月）

※開催概要は現時点での予定であり、変更される場合があります。

届出済証明書交付に係る申出を希望される皆様へ
届出済証明書交付に係る申出手続の際に、申請取次申出書に添付いただく顔写真について、
令和４年７月１日受付分から写真サイズ等が変更となりました。
今後、申出手続を行う予定の会員の皆様におかれましては、御注意いただくようお願いします。
【変更後】
3.0㎝ ×

2.4㎝（運転免許証サイズ・提出日前 6 か月以内に撮影したもの）

なお、従来の「無帽」、「正面」、「上三分身」、「無背景」の写真の裏面に行政書士登録番号
及び氏名を明記の上、御提出いただく取扱いに変更はありません。

25 日 本 行 政
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行政書士による事業者の皆様への支援

～
「事業承継・引継ぎ補助金〈経営革新事業〉
」
申請のポイント～
＜国際・企業経営業務部

企業支援部門＞

国際・企業経営業務部企業支援部門では、昨年 10 月から、日本政策金融公庫が事業者の方々へ配信され
るメールマガジン等に協力しています。
この度、当メールマガジン 2022 年８月号において寄稿した記事「経営 Q&A」について、以下のとおり御紹
介いたします。会員の皆様が業務を行う上で御活用いただける内容となっていますので、是非御参照ください。
本寄稿は、日本政策金融公庫事業者向けメールマガジン「経営 Q&A」から一部修正の上、
転載しています。

▪Question
私の両親は、郊外の駅前商店街で長年、小さな衣料
品店を経営してきましたが、後期高齢者になったこと
に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて
売上が減少したことを契機に、廃業を検討していまし
た。しかし、地域に深く根ざしており、仕入先との良
好な関係を今後もいかせることから、私が事業を承継
したいと考えるようになりました。
承継後は、近隣の皆様により良いサービスを提供す
るため、店舗の設備を入れ替える予定です。また、新
たな販路拡大のため、広告宣伝にも力を入れたいと考
えています。しかし、一定の費用がかかるため、資金
面の課題があります。「事業承継・引継ぎ補助金」と
いう補助金があるそうですが、私もこの補助金を利用
できる可能性がありますか。その概要や一般的な申請
のプロセスを教えていただけますか。

◆はじめに

◦Answer
中小企業庁では現在、中小企業・小規模事業者等を
対象に、事業承継・M&A 後の経営革新に係る費用を
補助するため、「事業承継・引継ぎ補助金」の制度を
設けています。事業承継を機に新たな挑戦を行う場合
には、「経営革新事業」が用意されています。現在は、
令和３年度補正予算での２次公募の申請期間中です。
補助対象事業となる事業承継は、2017 年４月１日
から 2023 年４月 30 日までに、事業の引継ぎを行っ
た又は行うこととし、後に御紹介する３類型での承継
です。
なお申請は、電子申請システムで行います。申請に
は、「G ビズ ID プライムアカウント」の取得が必要で
す。この手続には一定期間を要しますので、早めの御
準備をお勧めします。

も増えてきました。けれども、事業承継には多額の
資金が必要であり、後継者側も躊躇することが少な

高齢化社会では、中小企業・小規模事業者等の皆
様におかれましても、多くの高齢者の方が、元気に

くないのが現状です。
そこで、過年度から「事業承継・引継ぎ補助金」

第一線で活躍されています。しかしながら、近年の

という補助事業が用意されています。これは、独立

大きな社会の変革の中で、世代交代を意識する方々

行政法人中小企業基盤整備機構が複数年にわたって
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中小企業・小規模事業者等の生産性向上を継続的に

４）申請期間：令和４年７月 27 日（水）～

支援する「生産性革命推進事業」の一つで、事業承

９月２日（金）17：00

継を契機として新しい取組等を行う中小企業・小規

※今後も複数回の公募が実施される予定です。

模事業者等及び事業再編、事業統合に伴う経営資源
の引継ぎを行う中小企業・小規模事業者等を支援す
る制度です。
「事業承継・引継ぎ補助金」には、①経営革新事業、
②専門家活用事業、③廃業・再チャレンジ事業とい
う３つの事業がありますが、小稿では、多くの中小
企業・小規模事業者の皆様に利用が見込まれる「経
営革新事業」について取り上げます。

の３類型についての要件確認

前述した、補助対象事業となる事業承継の３類型
について要件を確認します。
注意

申請時点において、法人設立前又は個人事

業主として開業前の場合は、補助事業期間内に法人

行政書士は、この「事業承継・引継ぎ補助金」を
始め、官公署に提出する書類（他の法律で定められ
ているものを除く）を有償で作成することができる
唯一の国家資格者です。お近くの行政書士は、次の
WEB サイトから検索していただくことができます。
➡

◆
「事 業承継・引継ぎ補助金」
〈経営革新事業〉

行政書士会員検索（日行連ホームページ）：
https://www.gyosei.or.jp/members-search/

設立又は個人事業主として開業することが必要で
す。
承継者

（事業を引き継ぐ者）

被承継者
（事業承継）（事業を引き継がせる者）

個人事業主
法人

個人事業主
法人
個人事業主
法人

１）創業支援型（Ⅰ型）

◆
「事 業承継・引継ぎ補助金」
〈経営革新事業〉
の概要

事業承継・引継ぎ補助金の「経営革新事業」の概
要についてお知らせします。なお、ここでは簡略記
載していますので、詳細については、最後に御紹介
する WEB サイトで御確認ください。

以下の１～２を全て満たすこと。
１．事 業承継対象期間内における法人（中小企業者）
設立、又は個人事業主としての開業
2．創 業にあたって、廃業を予定している者等から、
株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体として
の経営資源（設備、従業員、顧客等）の引継ぎ

１）対象者：中小企業・小規模事業者等

※物品・不動産等のみを保有する事業の承継（売買
含む）は対象となりません。

２）対象となる事業承継の３類型

２）経営者交代型（Ⅱ型）

①創業支援型
（Ⅰ型）

他の事業者が保有している経営資源
を引き継いで創業した場合

②経営者交代型
（Ⅱ型）

親族内承継等により経営資源を引き
継いだ場合

③M＆A型
（Ⅲ型）

M＆A（株式譲渡、事業譲渡等）によ
り経営資源を引き継いだ場合

３）補助上限額、補助率等
対象経費

補助率

補助額

600万円未満の範囲

2/3

〜400万円

600〜
1,000万円の範囲

1/2

400〜
600万円

27 日 本 行 政
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以下の１～２を全て満たすこと。
１．親族内承継や従業員承継等の事業承継（事業再生
を伴うものを含む）
2．産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定
連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受
ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を
有している者であること

※承継者が法人の場合、事業譲渡や株式譲渡等によ
る承継は原則として対象となりません。
３）M&A 型（Ⅲ型）
以下の１～２を全て満たすこと。
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１．事業再編・事業統合等の M&A
2．産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定
連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受
ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を
有している者であること

※物品・不動産等のみを保有する事業の承継（売買
含む）は対象となりません。
ポイント

交付申請にあたっては、上記３類型が

細分化され、12 の「交付申請類型番号」と、それに
対応する「jGrants 申請フォーム番号」が定められて
おり、それらの類型番号及び申請フォーム番号に従っ
て申請を行うことになりますので御留意ください。

◆
「事 業承継・引継ぎ補助金」
〈経営革新事業〉
の補助対象経費

「事業承継・引継ぎ補助金」〈経営革新事業〉の補
助対象は、補助対象事業の遂行に必要なものと明確

◆
「事 業承継・引継ぎ補助金」
〈経営革新事業〉
補助金交付までの流れ

「事業承継・引継ぎ補助金」〈経営革新事業〉交付
申請の一連の流れについて御説明します。
ステップ１

 事業の理解と、本事業の対象と
本
なる「経営革新等に係る取組」に
ついての検討

「事業承継・引継ぎ補助金」〈経営革新事業〉につ
いて、次の WEB サイト等で理解をします。次に、
補助金の対象となる「経営革新等に係る取組」につ
いての検討を行います。
■事業承継・引継ぎ補助金 事務局サイト
https://jsh.go.jp/r3h/business-innovation/
■事業承継・引継ぎ補助金
〈経営革新事業〉
公募要領
https://jsh.go.jp/r3h/assets/pdf/02/
requirements_business.pdf

に特定でき、補助事業期間内に契約・発注を行い支
払った、以下の経費です。

ステップ２

Ⅰ 事業費

申請には、「G ビズ ID プライムアカウント」の

人件費

補助対象事業に要する賃金

店舗等借入費

国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・
共益費・仲介手数料

設備費

国内の店舗・事務所等の工事、国内で
使用する機械器具等調達費用
試供品・サンプル品の製作に係る経費
（原材料費）

原材料費

「GビズIDプライムアカウン

ト」の取得

取得が必要です。なお、この手続には少なくとも１
週間程度の時間を要しますので、御注意ください。
■デジタル庁

gBizID（G ビズ ID プライムアカ

ウントの取得）
https://gbiz-id.go.jp/top/

産業財産権等
関連経費

補助対象事業実施における特許権等
取得に要する弁理士費用

謝金

補助対象事業実施のために謝金として
依頼した専門家等に支払う経費

ステップ3

旅費

販路開拓等を目的とした国内外出張に
係る交通費、宿泊費

申請には、認定経営革新等支援機関に本補助金に

マーケティング 自社で行うマーケティング調査に係る
調査費
費用
広報費

自社で行う広報に係る費用

会場借料費

販路開拓や広報活動に係る説明会等
での一時的な会場借料費

外注費

業務の一部を第三者に外注（請負）す
るために支払われる経費

委託費

業務の一部を第三者に外注（委任）す
るために支払われる経費

Ⅱ 廃業費

※廃 業・再チャレンジ事業と併用申請した
場合のみ補助対象経費となります。

廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リース
の解約費、移転・移設費用（I型・III型のみ計上可）

 定経営革新等支援機関より確認書
認
を取得

係る確認書を取得することが必要です。まずは、経
営革新事業の WEB サイトから、認定経営革新等支
援機関による確認書をダウンロードし、次に、認定
経営革新等支援機関で確認書を取得します。
■認定経営革新等支援機関による確認書
＊次のサイトからダウンロードしてください。
https://jsh.go.jp/r3h/materials/
■認定経営革新等支援機関検索システム
https://ninteishien.force.com/NSK_
CertificationArea
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ステップ4

書類の準備・交付申請

は一例として、交付申請類型番号１（Ⅰ型のうち、

交付申請に必要な書類を準備し、オンライン申請

法人から個人事業主への事業承継）について御紹介

フォームに必要事項を記入します。必要書類を添付

します。

して交付申請します。交付申請手続は、全てオンラ

承継者
・認定経営革新等支援機関による確認書
（個人事業主） ・住民票
・税 務署受付印のある直近３期分の確
定申告書 B と所得税青色申告決算書

イン申請フォーム「jGrants」から行います。
■令 和３年度 補正予算事業承継・引継ぎ補助金
電子申請マニュアル
https://jsh.go.jp/r3h/assets/pdf/02/jgrants-

・履歴事項全部証明書
・直近期の確定申告の基となる決算書

※詳しくは公募要領を御確認ください。

manual.pdf
ステップ5

被承継者
（法人）

交付決定通知

交付申請の採否結果の通知は、「jGrants」上で行
われます。

◆
「事 業承継・引継ぎ補助金」
〈経営革新事業〉
に関するWEBサイトについて

ステップ6

補助対象事業の実施

小稿では誌面に限りがあるため、全体を概括する

「交付決定」後に、補助対象事業を行ってください。

に留めています。そこで、実際に申請を検討される

注意

皆様におかれましては、ここで触れることのできな

補助対象事業となる事業承継は、2017 年 4

月 1 日から 2023 年４月 30 日ですが、補助事業は、

かった用語の確認などを始めとした詳細について、

交付決定後から 2023 年４月 30 日までに実施する必

文中で御紹介した WEB サイトで是非とも御確認を

要があります。

お願いします（小稿も、これらの WEB サイトを参
照して作成しました）。各事業者の皆様が、補助金

ステップ7

補助金の交付

等を活用され、長年築き上げられた事業を次世代へ

補助金の交付は、補助対象事業の完了後、実績報
告書等を提出し、内容等の確認が行われ、補助金額

と円滑に引き継ぎ、末永く発展されますよう、心か
らお祈り申し上げます。

を事務局で確定した後に精算払いとなります。

◆
「事 業承継・引継ぎ補助金」
〈経営革新事業〉
申請に必要な資料

交付申請にあたり必要な資料は、12 の「交付申
請類型番号」により、それぞれ異なります。ここで

訃

報

去る令和４年８月９日、日本行政書士会連合会副会長の野田昌利氏が御逝去されました。
故野田昌利氏は 28 年の長きにわたり行政書士として業務に励み、その間、平成 27 年５月から令和３年６月の６年間
は福岡会会長として、平成 29 年６月から令和元年６月、そして令和３年６月から亡くなられるまで、本会副会長として
会長を支え、近年ではデジタル化への対応に御尽力されるなど、行政書士制度の発展に大いに貢献されました。それら
の功績が称えられ、令和３年には総務大臣表彰を受賞されました。
行政書士制度の発展向上に尽力されたことに深く感謝申し上げるとともに、故野田昌利氏の御遺徳をしのび、心から
哀悼の意を表します。

29 日 本 行 政
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Pick UP ! 単位会
宮城県
行政書士会

各単位会の取組を
お知らせします。

サッカーＪリーグの「ベガルタ仙台」と
包括連携協定を締結しました

６月 25 日、宮城会はサッカー J リーグの「ベガルタ仙台」と仙台市のユアテックスタジアムにて包括連携協定を締結
しました。
ベガルタ仙台は、宮城県などの自治体が出資する J リーグ唯一の市民クラブとして発足し、同月 26 日時点では J ２リー
グの３位をキープしていました。あと一歩で J １リーグへの復帰が適う重要な時期と重なり、梅雨の晴れ間の開放的なス
タンドをバックに爽やかな調印式となりました。
ベガルタ仙台の佐々木知廣社長は、一時、行政書士登録をされ、当会会員として活動をされていたことがあります。今
春、当会の佐々木政勝会長が表敬訪問した際の地域貢献を語る機会に、「包括連携協定」を締結することで意見が一致し
ました。書面には「それぞれの持つ人材、知識、情報などの資源を活用して相互に連携する」と謳うとともに、行政書士
の使命である「国民の権利利益の実現に資する」ことを明らかにし、地域の豊かな生活の実現を双方の意思として共有し
ました。
当日は、グリーンフィールドに、佐々木社長、佐々木会長が登
場し、更にベガルタ仙台マスコットキャラクターのベガッ太くん
と日行連公式キャラクターのユキマサくんも参加の上、協定書を
確認し、続いて全員で写真撮影を行いました。
スタジアムのコンコースに設置した当会の案内コーナーにて
愛嬌を振りまくユキマサくんは、試合観戦に来た親子にとってサ
プライズとなったのでしょう。ユキマサくんと一緒に写真を撮っ
てほしいとリクエストし、子供たちがはしゃぐ光景から、ユキマ
サくんに、ゆるキャラグランプリの首位獲得にチャレンジしてほ
しい気持ちが湧き起こりました。

山梨県
行政書士会

都県境にある自治体への大規模災害時
被災者支援の単位会協働について

７月 15 日、小菅村役場において小菅村、山梨会及び東京会の三者により、小菅村を対象とした大規模災害時におけ
る被災者支援に関する協定が調印・締結されました。
小菅村は、調印月時点の推計人口が 635 人、山梨県の東部の山間にあり、東京湾に注ぐ多摩川の源流の村の一つと
され、旧来から東京都多摩地域との交流が盛んです。
山梨会及び東京会は、自治体の地理上の位置・生活圏域の特性を勘案し、大規模災害時における住民及び自治体支援
のあり方について、隣接行政書士会と協働する仕組みを構築したことで、常に行政サービスを受ける側の立場に立って
考え行動するフロントランナーとなることができたものと自負しているところです。
１

支援業務実施の前提
村に災害対策本部が設置され、かつ、災害救助法が適用されたと
きを「大規模災害時」と定義付け、このようなときに村が山梨会に
支援を求めることができます。
２ 支援業務の代表例
・被災者住民に対しては、罹災証明書の作成・申請代行
・自治体に対しては、罹災証明書の申請書受理・証明書交付の支
援、被災者向け相談の支援
３

支援業務の手順
村から山梨会に支援の要請がなされると、山梨会は東京会とこの要
請を共有し、山梨会が交通遮断・業務量過大などにより東京会の協力
が不可欠となった際は、東京会は速やかに支援業務を実施します。
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裁判を超える解決手段としてのＡＤＲ
裁判外紛争解決手続 (ADR）推進本部

本部員

竹内

正也

ADR は英語では、
「Alternative Dispute Resolution」
（
「裁

相手方が問題解決に積極的でない場合には、「問題その

判に代替する紛争解決手段」）と言い、それを略して ADR

ものを認識していない場合」と「問題を認識してはいるが

と呼ばれています。

話し合う意思がない場合」の二つのパターンがあります。

この語訳のせいか、「ADR は裁判の代わり」、「問題解
決の主役はあくまで裁判であって ADR は補助的に用いる
もの」とのイメージを持っていらっしゃる方が多いのでは
ないでしょうか。

①問題そのものを認識していない場合
当事者同士で問題について話合いなどをしていない
場合、相手方はトラブルが大事に至っていることを認識

しかし、それは誤ったイメージです。裁判と ADR（特

していない、あるいはトラブルになっていることさえ全

に対話促進型 ADR において）は手段も目的も異なる解決

く気付いていないということも多く見受けられます。こ

方法であり、場合によっては、むしろ裁判よりも優れた解

のような場合、少なくとも何かしらのアクションを起こ

決手段であると言って良いものです。

さなければ何も解決しません。調停の申込みがあって初

一般的に、ADR と裁判を比較すると、ADR にはデメ
リットがいくつかあると考えられる傾向があります。申込
みに先んじて行う事前相談の際にも、多くの相談者の方が

めてトラブルが起きていることに相手方が気付くという
ことも少なくないのです。
また、当事者にとっては、調停手続のプロセスの中で、

共通して、それらを心配され、申込みに至らないケースも

第三者を介することによって自分たちのトラブルを客観

多くあると聞きます。

的に整理する機会にもなります。

しかし、正にそのデメリットと呼ばれている部分にこ

相手方が事の重大さに気付き、自分たちの問題を整

そ、実はメリットが隠されているのです。裁判ではない解

理することによって、当事者同士の直接のやりとりが促

決方法、そして裁判を超える解決方法として ADR を選ぶ

進され、調停に至る前に当事者間で問題が解決したとい

べき理由がそこにあるのです。

う事例も数多くあります。これは、数字上には表れませ

以下に、その例をいくつか紹介してみたいと思います。

相手の応諾が無いと調停が開催できず

例 1 ） 申し込んでも無駄になってしまう

これは申込みの際に相談者の多くが心配されることです。

んが、ADR を利用したからこその結果と言えます。
②問題を認識してはいるが話し合う意思がない場合
問題があると認識していても、全く問題解決に積極
的でない相手方の場合もあります。

確かに ADR は双方の当事者の（特に相手方の）参加する

確かにこの場合には、申込みが無駄になってしまった

意思の表示があって初めて開催されるもので、裁判のよう

と考えることもできますが、それはすなわち、相手方に

に強制的に参加させることはできません。また、参加しな

は話し合う意思がないということを確認することによっ

かったからといって何も不利益を被ることもありません。

て、次のステップに進むための後押しともなるものです。

相手方が問題解決に積極的でない場合には応諾を得られ
ず、申込みが無駄になってしまうように見える場合もあり

例 2） 合意に強制力（執行力）がない
ADR での合意に執行力を付与することについては、そ

ます。
しかし、仮にそのリスクがあったとしても調停を申し

の是非も含め法務省においても検討されているところです

込むことによるメリットは多く存在するのです。それは、

が、現行法上では ADR での合意に執行力は付与されてい

相手方の問題に対する認識を確認したり、あるいは態度を

ません。これをもって、申込みに二の足を踏まれる相談者

変化させたりすることができるということです。

も多いようですし、ADR のデメリットと言われるものの
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一つです。しかし、これも果たして本当にデメリットなの
でしょうか。

な履行を信じることができるのです。
実際に、私が所属する行政書士 ADR センター東京にお

確かに、合意が履行されない場合には強制力はありま

いても、これまで数多くの合意案件がありますが、未だに

せん。しかしながら、もし合意が履行されず、その後に裁

合意が誠実に履行されなかったとの報告を受けたことはあ

判となった場合には、合意書は契約書と同等の意味を持ち、

りません。これらのことは、むしろ裁判にあるような強制

また、認証を受けた調停機関、第三者を交えたものでもあ

力を排除し、人間性に基づいた互いの誠実な履行を信じた

り、その証拠能力は高いものと考えられます。

からこその結果なのではないかと思えるのです。

また、そもそも対話促進型 ADR における合意の意味す
るところは、裁判のように、当事者がほとんど参加するこ
となく出された結果とは異なり、他人に強制されたもので

調停人に判断してほしい

例 3）（自分の判断に自信がない）
これもまた当事者を躊躇させることの一つのようです。

はない、自分たちで選択した解決策であるがゆえに、履行

日本人は、歴史的にお上（権力者）の裁定に従うのが一番

されないこと自体が非常に少ないとも言えるものなのです。

良く、間違いがないと考える傾向が強いせいかもしれませ

さらに、裁判においても強制できないものもあります。

ん。

例えば「謝罪」です。裁判においては名誉棄損の場合を除

しかし、自転車事故や敷金原状回復などのトラブルで

き、「謝罪」の請求はできないものとされています。しか

は、どの程度の請求額が適正（相場）なのか、一般の方に

しながら、実際には、これこそが請求者の一番の望みであ

は判断しづらく、自分たちで決めることに不安を感じるこ

ることも実に多いのです。

とは理解できます。

例えば愛護動物に関するトラブルの多くでは医療過誤

確かに、調停の申込みをされる相談者には自分で納得

や咬傷事故など、「お金の問題」ではなく、この「謝罪」

した解決を出してもらうため、調停人は極力自身の和解案

を求めることがとても多いと感じています。

などを示すことは避ける、というお話しをします。ですが、

裁判では「現実の謝罪」ではなく、それは「金銭に換

調停人は自身の和解案などを示すことは極力「避ける」の

算された謝罪」に置き換えられてしまいます。いかに強制

であって「しない」わけではありません。大事なことは当

力が働く裁判所の判決とはいえ強制的に人の頭を下げさせ

事者が納得する解決なのです。もし、当事者が双方ともに

ることはできないのです。しかし、対話促進型 ADR であ

調停人の意見や和解案を参考にしたいということであれ

ればこれも可能です。なぜなら、それは誰に強制されるで

ば、調停人が和解案を示すことも決して当事者の自己決定

もなく、当事者本人が自ら解決策として選んだ「謝罪」で

を阻害するものではありません。

あるからです。
強制力のないことがデメリットではない理由として、も

また、仮に互いの意見の相違が大きく、合意に至らな
かったとしても、その相違がわかっているということ自体、

う一点挙げられます。それは、ADR においては「失敗し

その後の裁判などのステップへのスムーズな移行の助けに

てもいい」ということです。

なるかと思います。

もちろん、納得して出した合意は大人として、もう少し
言えば、成熟した民主主義の中にいる人であれば、守るべ

今回は、相談者が申込みに際して心配される典型的な

きものです。しかしながら、当事者の間にはおのずとして

三つの例について挙げました。これらは全てデメリットと

法的知識の格差や合意内容の解釈の違い、合意の基となっ

見られがちですが、だからこそ裁判とは違う ADR ならで

た事実認識の誤りなどが存在する場合があります。裁判で

はのメリット、魅力でもあるのです。

は、一度結審してしまうと同一の案件については既判力が

裁判とは、問題を解決するために半強制的に開催され、

働 い て し ま う た め、 や り 直 し が で き ま せ ん。 し か し、

第三者の判断（判決）に従って半ば強制的に執行され得る

ADR においては、もし仮に間違った判断をしてしまって、

ものであるとも言え、いや応なく問題解決に向かわせる方

合意を受け入れてしまったとしても、あるいは誤った事実

法です。問題がどう解決されるか、よりも問題を終結させ

認定によって合意を受け入れてしまったとしても、自身が

ること、それ自体が目的なのです。

納得する解決を求めて再度やり直すことも可能なのです。

しかし、これは最終手段であって良いはずです。人に

強制力がないということは、対話促進型 ADR において

は誰に強制されるでもなく、自らの意思によって、問題を

それは不要だからとも言えるのかもしれません。話合いか

解決する能力が備わっているはずです。その力を信じ、双

ら解決に至るまで、全ては当事者同士の納得と信頼の下に

方が納得するような「完全な解決」へと導く。それが対話

おいて行われるものであるべきであり、だからこそ履行に

促進型 ADR の目的であり、「裁判を超える解決手段とし

関しても、強制力がなくても互いの人間性に基づいた誠実

ての ADR」なのです。
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公 証 人 に 聞 く！

教えて

第10回

ミネルヴァくん

夫婦財産契約

（担当：浅草公証役場

＜法務業務部＞
公証人

澤野芳夫）

まもる先生の知り合いのＡさんは、Ｂさんと近く結婚することになりました。まもる先生は、Ａさんから夫婦財産
契約について聞かれたので、ユキマサくんに、ミネルヴァくんから夫婦財産契約のことを聞いてくるように依頼しま
した。
ユキマサくんは、大好きなミネルヴァくんとお話ができるので喜んでコスモス公証役場に出かけました。

ユキマサくん
こんにちは。10 月になりさわやかな秋晴れの日は本当に気持ちが良いね！

ミネルヴァくん
そうですね。私も運動のために少し遠くまで飛ぶことがあるけれど、
山の方は少し紅葉し始めていますよ。

ところで、公証役場で夫婦財産契約公正証書を作成したことはあるかな？

それほど数は多くないですが、作成したことはありますよ。花野かおり先生は
公証人歴５年目ですが、２、３件経験したことがあるそうです。

夫婦財産契約ではどのようなことを定めるの？

まず、夫婦財産契約の前に婚前契約として、これから夫婦となるに当たっての心構え、例えば
同居すること、家事育児を協力して行うこと、貞節を守ること等が定められることがあります。

共働きの夫婦も多いから、家事育児について定めておくことは大事なことかもしれないね。

次に、本体としての夫婦財産契約についての定めです。

確か夫婦の財産関係は民法で定めがあったような・・・

そうです。よく知っていますね。夫婦の財産関係は、婚姻前に夫婦財産契約で
特段の定めをしておかなければ、民法 760 条～ 762 条に規定されている法定
財産制に従って決せられることになります（民法 755 条）。

法定財産制というのは、例えばどんなことなのかな？

例えば、婚姻前に妻となる人が不動産を所有していた場合は、その人個人の財産（特有財産）
となります。また、婚姻期間中に夫婦の一方が自己の名前で取得した財産もその特有財産とな
ります（民法 762 条１項）
。他方、夫婦のどちらに帰属するか明らかでない財産は夫婦の共有
財産と推定されます（同条２項）。
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婚姻前に夫婦財産契約をするとどうなるの？

例えば、婚姻期間中は夫婦どちらの名前で購入したとしても、その財産は夫婦共有とするとか、
婚姻前に保有していた夫の車を夫婦の共有財産にするなどとすることが可能です。

生活用品を購入したときは、その債務は夫婦が連帯して負担するという定め
（民法 761 条）があるけど、例えば、妻が生活用品を購入しても夫はその債務
を負担しないという条項を契約に入れることはできるのかな？

生活用品を売った売主（債権者）の利益（夫婦のどちらにも請求できるという利益）があります
ので、債務者である夫婦の間で、一方が連帯債務を負わない旨の定めはできません。

夫婦財産契約の登記という条文（民法 756 条）があるけど、これは何かな？

法定財産制と異なる契約をしたときに、それを夫婦財産契約登記という登記（夫婦財産契約規則１条）
をしておかないと、その契約による合意をその財産を承継した者等に対抗できません。例えば、夫が
婚姻前から所有していた車を夫婦の共有とする契約をした場合、これを登記しておかないとその車を
夫から買い受けた者に対し、妻はその共有持分に基づく主張ができなくなります。夫婦財産契約登記
は婚姻の届出前に行う必要があります。実際に登記がされる件数は、毎年全国で 20 件前後しかなく、
あまり利用されていないようです。

夫婦財産契約はどんな場面で役立つの？

実際に重要となってくるのは夫婦が離婚する場合です。財産分与の額や対象物件を決める際に、
夫婦の特有財産か共有財産かが一つの検討材料になるのです。もっとも、財産分与には清算的財
産分与だけでなく、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の性質がありますから、夫婦の特有財産か、
共有財産かで一義的に財産分与の対象及び金額等が決まるものではないことも注意してください。

離婚と言えば、養育費や慰謝料のことも問題となるね。将来離婚した場合に備え、婚前契約で、例えば「夫婦
の一方が婚姻関係の破綻の原因を作ったときは、その者は他方に対し、慰謝料として金○○○万円を支払うも
のとする。
」とか「離婚する際に夫婦間の子があるときは、その子の親権者を○○とする。」、「未成年の子の養
育費は月額○万円とする。
」などの定めをすることはできるのかな？

慰謝料は、その発生原因となる事実を基礎にして、それを金銭で評価するものですので、その発生原因と
なる事実が発生していない段階で金額を決めるのは合理性を欠くと思います。また、「婚姻関係の破綻の
原因を作った」という文言についても抽象的な文言であり、「破綻」したかどうかにつき争いが生じるこ
とが多いですし、
「原因を作った」についても争いが生じやすいと思います。できれば慰謝料の支払条項
は避けた方が良いでしょう。親権者及び養育費についても、離婚時における未成年の子の年齢や夫及び妻
の経済状況等諸事情を考慮して決められるものですから、具体的な定めを置くことは困難ではないかと思
います。婚前契約に入れるとしても、例えば「親権者及び養育費については、双方、誠実に協議して決め
るものとする。」などとすることが考えられます。もっとも、慰謝料、親権者指定、養育費についてはい
ろいろな考え方があると思いますので、公証役場の公証人に相談されると良いと思います。

いろいろと教えてくれてありがとう！勉強になったよ。

ユキマサくんは事務所に帰って、まもる先生に報告しました。

まもる先生
なるほどね。依頼者が夫婦財産契約（必要がある場合は婚前契約も）を作成する
場合に参考にしたいと思います。今日はご苦労さんでした。今夜、知り合いのお店
でハロウィンパーティーがあるので一緒に行きましょう。

わーい！どんな仮装しようかな。
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中央研修所通信10月号

実務研修の重要性
社会的なデジタル化が急速に進展する中、今後、行政手続においてもオンライン申請が進み、申請手続が簡略化されてい
くことが予想されます。しかし、申請手続に至るまでの諸準備等の重要性は変わりませんし、行政書士が担うべき役割も同
様ですので、行政のデジタル化に対応して、しっかりとした申請ができるようにスキルアップしておかなければなりません。
中央研修所研修サイトでは、業務に関する VOD 講座を多数公開しています。本稿では、その中から国際・企業経営業務部
と連携して登載した VOD 講座を御紹介します。会員であれば、無料で御視聴いただけますので、是非参考にしてください。


（※講師の役職は収録当時のもの）

国際部門
①特定技能及び技能実習に係る業務遂行上の留意点～今後の制度改革の方向性も見据えて～
講師：弁護士 山脇 康詞氏
本会顧問弁護士であり、入管業務を始めとする国際関係業務について、豊富な知見と実績を有する山脇先生の待望のセ
ミナーです。現状分析を踏まえ、今後の制度改革の方向性も見据えて行政書士の国際業務はどのように展開していくべき
かについて、詳しく解説している講座です。

②外国人雇用に係る行政書士として必要な労働関係法令に関するセミナー
講師：厚生労働省職業安定局 外国人雇用対策課 渡邊 智之氏
厚生労働省労働基準局 総務課
土山 雄大氏
今や我が国のあらゆる産業は外国人労働者の存在抜きには語れません。しかし、外国人労働者への差別的労働条件の問
題が度々ニュース報道でも取り上げられるように、法令の無知・無理解に基づく諸問題が多く存在することも事実です。
本講座は厚生労働省担当官による労働関係法令を解説した講座であり、国際業務を取り扱う行政書士必見の内容となって
います。

知的財産部門
①農林水産分野

種苗法及び GI 法概論

講師：農林水産省輸出・国際局知的財産課 種苗室審査運営班
柚木 芳雄氏
農林水産省輸出・国際局知的財産課 地理的表示品質管理班 武谷 逸平氏
近年、我が国で開発された優良品種の海外流出が大きな問題となっています。多くの時間とコストを投入した果実が簒
奪され、多大の被害が生じています。本講座は農林水産省担当官による種苗法と品種登録制度及び GI 法について解説し
た講座です。多岐にわたる行政書士業務の中で、将来有望な業務の一つです。

②著作権者不明等著作物等利用に係る裁定制度
講師：日本行政書士会連合会 国際・企業経営業務部知的財産部門 専門員 高橋 輝氏
著作権法第 63 条では、他人の著作物、実演、レコード、放送または有線放送を利用する場合、原則として、
「著作権者」
や「著作隣接権者」の許諾を得ることが定められています。しかし、それが不可能な場合に、同法第 67 条で権利者の許
諾に代えて文化庁長官の裁定と補償金の供託により、適法に利用することを定めています。本研修は、この制度について
詳細に解説した著作権に興味のある方向けの講座です。

企業支援部門
①補助金業務ガイダンス～事業再構築補助金の理解を題材に～
講師：神奈川県行政書士会会員 北川 哲也氏
資本力、資金調達能力の乏しい中小零細企業にとって、各種補助金の受給獲得は安定的な経営・事業承継に大きな影響
を及ぼします。本講座では、「事業再構築補助金」をきっかけとして、行政書士が補助金申請業務を主要業務として位置
付けるための戦略について詳しく解説した講座です。

②資金調達・銀行取引アドバイスに関するオンラインセミナー
講師：神奈川県行政書士会会員 赤沼 慎太郎氏
財務支援は行政書士の仕事？そんな誤解をしていませんか。しかし、許認可を中心として多くの中小企業との接点が多
い行政書士こそ企業の顧問・コンサルタントとして財務支援や対銀行対策をアドバイスできる格好の位置にあります。本
講座では、そのためのノウハウを提供し、事務所の安定的経営に資することを目標としています。

中央研修所研修サイト
アクセスはこちらから
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3日
水

8 Aug.

日行連の主な動き Monthly Report
18日

正副会長会

木

【協議事項】

⑴常
 任理事会の合議事項等について
⑵ 単位会からの照会について
⑶ その他

事業執行スケジュールの確認について
行政書士倫理の規定化について
倫理研修受講マニュアルについて
職務上請求書管理マニュアルについて
諸規則の改正について
単位会等からの照会について
会長会の意見交換における発表単位会の検討
について
⑻ その他

常任理事会
（～4日）
講演会開催に係る協力依頼について
パブリックコメントの対応について
本年度会長会テーマについて
その他

22日
4日
木

月

法改正推進本部会議

金

⑴
⑵
⑶
⑷

【協議事項】

三業務部・行政書士制度調査室・デジタル
推進本部合同会議
⑴本
 年度事業の推進について
⑵ デジタル庁との議論状況について
⑶ その他

⑴ 農水知財等パンフレットの作成について
⑵ オンラインセミナーの開催について
⑶ その他

23日
火

火

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

国際・企業経営業務部
知的財産部門会議

【協議事項】

9日

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議

【協議事項】

【協議事項】

⑴財
 産管理業務及び成年後見業務の法令明記
について
⑵ その他

5日

【協議事項】
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺

【合議事項】
⑴
⑵
⑶
⑷

総務部会
（～19日）

登録委員会

【登録審査】

⑴ 審査件数(106件）
⑵ その他

登録委員会

【登録審査】

⑴審
 査件数(126件）
⑵ その他

12日
金

国際・企業経営業務部
国際部門会議

【協議事項】

⑴ 国際部門と各地協との意見交換会について
⑵ ウクライナ避難民支援に関する活動状況アン
ケートについて
⑶ 国際部門のオンラインセミナー開催について
⑷ その他

37 日 本 行 政
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日行連の主な動き

24日
水

申請取次行政書士管理委員会

【協議事項】
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

 任者会議の開催について
責
本年度申請取次関係研修について
次年度以後の申請取次関係研修について
異議申立案件について
その他

改正行政書士法対応委員会

【協議事項】

26日
金

規制改革委員会

【協議事項】

⑴本
 年度事業の推進について
⑵ その他

30日
火

法教育推進委員会

【協議事項】
⑴
⑵
⑶
⑷

⑴特
 定行政書士の徽章について
⑵ 特定行政書士業務ガイドラインの改訂について
⑶ その他

単位会支援の具体的対応について
助成措置について
日本行政記事について
その他

権利擁護推進委員会

【協議事項】
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

25日
木

 係機関との連携について
関
広報対応について
本年度研修事業について
権利擁護活動に関するアンケートについて
その他

31日
水

正副会長会

【協議事項】

⑴ 常任理事会の合議事項等について
⑵ 単位会からの照会について
⑶ その他

常任理事会
（～9月1日）

許認可業務部
運輸交通部門会議

【協議事項】
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

OSS実務者会議について
業務用ポスターの作成について
単位会からの照会について
丙種・丁種封印について
自動車運送事業の申請手続の電子化に係る
ヒアリングについて
⑹ その他

【合議事項】

⑴財
 産管理業務及び成年後見業務の明確化につ
いて
⑵ 日行連と各地方協議会との連絡会に係る資料
について
⑶ 次年度定時総会について
⑷ 専門員の登用について
⑸ パブリックコメントへの対応について
⑹ 法務省
プロジェクトへの参
「Myじんけん宣言」
画について
⑺ その他

会員の皆様へ
職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関するお願い
行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位の保持に努めなければなりません。
特に職務上請求書の使用にあたっては、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、行政書士等の資格者が職務上必
要ある場合に限り行使できることとされており、限られた資格者にのみ認められた国民利便のための制度であるため、
個人情報保護、人権の擁護などの観点からも高い倫理意識に基づいた厳正な取扱いが求められ、職務上請求書の偽造、
不正使用、人権侵害のおそれがある戸籍等の取得は決して許されることではありません。
会員各位におかれましては、
「戸籍法」、「住民基本台帳法」、「行政書士法」、本会の「職務上請求書の適正な使用及び
取扱いに関する規則」等の趣旨を十分に理解され、適正な使用及び厳格な取扱いに努めていただきますよう、何とぞ
よろしくお願い申し上げます。
なお、職務上請求書の払出し方法については、各単位会で運用が異なりますので、所属単位会の関係規則等を御確
認願います。
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災害大国日本における要支援者支援
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

災害の多い国での事前の備え

曽根

寧之

ことから「事前の備え」が必要不可欠であると言わ
れており、まずは自分の身を自分で守るためにできる

日本の国土は南北に約 3,000 km にわたり、数千

ことを考える防災意識が日々高まりつつあると感じて

の島々が浮かぶ広い海に囲まれながら、国土の約３分

います。そんな中、災害時に自ら避難することが困難

の２を占める山岳地帯には 2,000 ｍ級の山々が連なっ

な高齢者や障がい者等のいわゆる「避難行動要支援者」

ており、はっきりとした四季の変化によって織り成す

の避難行動支援に関する取組が進められています。

豊かな自然環境の中で多様な動植物の生態系が形成
されています。一方で、
日本列島付近には４つのプレー
トがせめぎ合い、その境界では擦れあうプレート同士

避難行動要支援者と個別避難計画

の間で生じる巨大なエネルギーによって、時に巨大

内閣府「防災情報のページ」によると、東日本大震

地震を発生させます。また、これらプレートの動きは

災の教訓として、障がい者、高齢者、外国人、妊産

火山活動にも関係し、全国には 108 の活火山がある

婦等の方々について、情報提供、避難、避難生活等

と言われています。さらに、傾斜が急で海岸に近い

様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受

山々から流れ出る河川は急勾配で洪水を起こしやす

け、こうした方々に係る名簿の整備・活用を促進する

く、梅雨や台風といった降雨が集中する時期には多く

ことが必要とされたことから、平成 25 年の災害対策

の水害を発生させます。これが「災害大国日本」と

基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の改正により、災

言われる地理的特徴です。

害時に自ら避難することが困難な高齢者や障がい者

この夏も日本全国で多くの自然災害が発生し、人々
の生命財産に多大な損害を与えました。被害を最小

等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者
名簿を作成することが市町村の義務とされました。

限に抑えるためには、例えば大河川の堤防整備や雨

令和元年台風 19 号等の近年の災害においても、多

水排水に特化した下水道や貯留施設の整備、住宅や

くの高齢者や障がい者等の方々が被害に遭われてい

多数の人が利用する建物の耐震化などのハード面の

る状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあ

対策とともに、豪雨や津波被害を想定したハザード

るものとするためには個別避難計画の作成が有効とさ

マップの策定や避難のタイミングを明確にするための

れたことから、令和３年の災害対策基本法の改正によ

避難情報の見直しなどのソフト面の対策が重要と言

り、避難行動要支援者について、個別避難計画を作

われています。特に近い将来に発生が予想される南

成することが市町村の努力義務とされました。

海トラフでの巨大地震や首都直下地震では、瞬時に

要支援者に該当するかどうかは各自治体で設定さ

広範囲にわたって多大な被害が生じるおそれがある

れていますが、要介護状態区分、障害支援区分、家

39 日 本 行 政
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コスモス Information

族の状況等を考慮して、介護認定を受けている方や

高齢者や御家族の支援が受けられない精神上の障が

身体障害者手帳を所持する身体障がい者などが例と

いを持っている方々にとっては、災害発生時に自ら

して挙げられています。記載される情報は、氏名、生

避難することが難しく、先の震災でも多くの方が被

年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連

害に遭われました。しかし、成年後見人がいつも避

絡先、避難支援等を必要とする事由等であり、市町

難支援を行えるとは限らず、具体的な行動を求める

村長は災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要

ことは現実的に不可能であり、近隣住民や自治体と

な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防

の連携が重要となります。また、事前の備えと言っ

機関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協

ても、安全な高台へ移り住むことや福祉施設へ入所

議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携

できる方ばかりではありませんし、避難所等へ避難

わる関係者に対し、名簿情報を提供することができま

できたとしても急激な環境の変化に適応できないこ

す。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある

とや、排泄や食事の難しさ、狭い空間や他人の存在

場合を除き、名簿情報を提供することについて本人の

によってストレスを感じること、周囲の不理解に

同意が得られない場合はこの限りでなく、多くの個人

よって様々なトラブルに巻き込まれることもあるか

情報を含むことから取り扱いには慎重とならざるを得

も知れません。そんなとき、我々は行政書士として

ないため、共有と活用が十分に進んでいないことが課

何ができるでしょうか。発災直後の避難所において

題として指摘されているようです。

は、たとえ被後見人でなかったとしても避難者の中

名簿情報は、災害時の安否確認のほか個別の支援

に精神上の障がいがある方がいれば、その特性を理

計画の策定に活用され、これを個別避難計画と言いま

解しておくことで様々なトラブルを未然に防ぐこと

す。個別避難計画の策定には市町村だけでなく本人、

ができるかも知れません。その後には各種申請や義

自治会、民生委員らが参画し、医療や福祉の専門職

援金の受取など、判断能力が低下している方にとっ

の関わりも重要な意味を持つとされています。地域の

て支援が必要な場面がたくさん待ち受けています。

特性や実情を踏まえつつ、本人と具体的な避難支援

特に大規模な災害になればなるほど要支援者の家族

等の方法について打ち合わせて作成し、自治体や避

も被害を受け、それまでの支援体制が維持できなく

難支援等関係者間で必要な情報を共有できるよう、例

なることも少なくなく、成年後見制度を利用する

えば、発災時に避難支援を行う際の留意点、避難支

ケースも増えるはずです。

援の方法、避難場所、避難経路等を明確にすること
に意義があります。

来月 11 月５日は津波防災の日。認知症高齢者や障
がいを持つ方々にとっての防災について、今できるこ
とを考える機会にしていただければと思います。

成年被後見人と防災
子供を心配する親や沿岸部で避難誘導を行う消防
団員等が被害に遭わないためにも、率先避難者と

【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

なって自分や家族の身を守ることを最優先として行

2010 年に設立された団体です。成年後見制度を通じ、

動するように、そして、自ら避難することができな

高齢者、障がい者等の権利の擁護・福祉の増進に寄与

い方を事前に把握しできる対策を考えておくことな

するため、次の事業を行っています。

ど、東日本大震災を機に考え方は変わってきまし

主な事業

１．成年後見人等の養成・指導・監督

た。そのための「事前の備え」が重要であるという

２．後見人候補者の推薦

のがここまで述べてきたことですが、避難行動要支

３．成年後見制度の普及啓発活動

援者の中には、私たちが支援する成年被後見人等も
多く含まれます。特に在宅で一人暮らしをしている

会 員 数

2,137 名（42 支部）

受任件数

4,849 件（令和４年９月現在）
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日 本 行 政 書 士 会 連 合 会 協 賛
小中学生向けキャリア教育教材

「おしごと年鑑 2 022」
の御紹介

日行連では、将来を担う若年層の行政書士への関心を高めるため、朝日新聞社
から発刊されているキャリア教育教材「おしごと年鑑」に協賛しています。

日行連掲載ページ

行政書士の業務について子どもにも
わかりやすく説明されています。

おしごと年鑑とは
企業・団体等からの協賛を得て、小・中学校の児童・生徒に向けたキャ
リア教育用副教材として毎年改訂・発刊されている書籍であり、全国の
小・中学校等へ寄贈され、授業の中で活用されています。
―2021 年度実績―

協賛：130 社

寄贈：67,122 部

朝日新聞社が運営する Web サイト「おしごとはくぶつかん」
（https://www.oshihaku.jp/）
でも、おしごと年鑑に掲載されたお仕事紹介記事が閲覧できます。

41 日 本 行 政
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令和４年度行政書士制度PRポスターの
撮影現場から
＜広報部＞
広 報 部 で は、 毎
年 10 月に実施して
いる行政書士制度
広報月間事業の一
環として、行政書士
制度 PR ポスターを
作成し、会員の皆様
を始め、各単位会や各自治体などに配付し、掲示の御
協力をいただいています。
本年度のポスターモデルは、モデルで女優の貴島
明日香（きじま あすか）さんです。
雑誌やテレビ番組で大活躍中の貴島さんですが、多
忙を極めるスケジュールの合間を縫って、令和４年３
月 24 日、関係者立会いの下でポスター撮影が行われ
ました。本年４月まで朝の情報番組「ZIP!」（日本テ
レビ系）のお天気キャスターを務められ、国民的な朝
の顔として親しまれてきた貴島さんですが、撮影では
モデルとしての本領を発揮され、様々な表情やポーズ
を見せていただきました。親しみ溢れる笑顔で柔和な
雰囲気を持つ貴島さんの人柄に触れ、順調に撮影は進
みました。また、当日は日行連公式キャラクターのユ
キマサくんとの記念撮影にも快く応じてくださり撮影
は無事に終了いたしました。
ポスター撮影後は、昨年度も御好評いただいた行
政書士制度 PR 動画を収録いたしました。令和４年
８月１日から令和５年７月 31 日までの期間限定で
YouTube の日本行政書士会連合会チャンネルにて公
開していますので、お見逃しのないよう是非御覧くだ
さい。

YouTube 日行連チャンネルにて
制度 PR 動画公開中

本年度も広報部一丸となって行政書士制度の PR 活
動に努めてまいりますので、御理解御協力のほどよろ
しくお願い申し上げます。

PROFILE
き じま

貴島

あ

す

か

明日香

兵庫県出身。『non-no』専属モデルを務め、朝の情報番組『ZIP!』のお天気キャスターとして注
目を集め 2021 年第 17 回好きなお天気キャスター／気象予報士ランキングで 1 位を獲得。
GIRLS AWARD、神戸コレクションなどショーにも出演、CM・広告、女優業などで活躍している。
最近では YouTube チャンネル「あすかさんち」や OPENREC.tv にて「貴島明日香のげーむちゃ
んねる」を開設し活動の幅を広げている。
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43 日 本 行 政
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会

登録者数（令和4年8月末日現在）

員

合
内

計
訳

個人事務所開業

51,218 名

男 43,317 名 女 7,901 名
男 41,159 名 女 7,162 名

の

行政書士法人社員 男

1,578 名 女

338 名

法人使用人行政書士 男

243 名 女

182 名

個人使用人行政書士 男

337 名 女

動

法人会員（令和4年8月末日現在）

き

法人会員数

法人事務所数

主たる事務所数（行政書士法人数）
従たる事務所数

御協力のお願い

219 名

異動状況（令和4年8月中の処理件数）
新規登録 合
内
登録抹消 合
内

計

242 名

訳 男 190 名 女 52 名
計

122 名

訳 男 103 名 女 19 名

抹消内訳 廃

業

98 名

死

亡

24 名

その他

0名

1,082
1,328
888
440

～日本行政を正確 · 迅速にお届けするために～

日本行政の発送は、行政書士名簿

け願います。また、最寄りの郵

手続の結果により行います。

にある会員の事務所所在地と当該

便局への転送依頼届けもお忘れ

事務所所在地に変更がないのに日

会員の氏名を表記してお届けして

なく。

本行政が届かなくなった場合は、

います。

広報部では日本行政が返送されて

お早めに日行連事務局までお問合

○お届け先に事務所名の表示しかな

きた場合、所属単位会に宛名の調

せください。

く、会員氏名が表示されていな

査依頼を行うとともに、それが確

○発送停止期間中のバックナンバー

いため返送されてくる事例が多

認されるまで以降の発送を停止い

を希望される場合、在庫管理上、

くあります。事務所の入口に会

たします。

直近発行号を含み最長６か月まで

員氏名を明確に表示されるか、

○発送停止の解除は、所属単位会

最寄りの郵便局に事務所内の御

に依頼した宛名調査の結果に加

本人宛に送付してもらえるよう

え、事務所所在地の変更があっ

届け出を行ってください。

た場合には、所属単位会を通じ

日本行政の正確・迅速なお届けの

日行連登録委員会に提出される

ため、皆様の御理解、御協力をよろ

当該会員の変更登録申請の処理

しくお願いいたします。

○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

とさせていただきますので、あら
かじめ御了承願います。

広 報 部 員 の ひ とり 言
from EDITORS（前田）

すっかり秋めいた空になってきましたね。
秋というと、読書の秋、食欲の秋など様々ありますが、
そのゆえんは暑い夏が過ぎ、何をやるにも心地良い気候と
感じるからだと言われています。
私の今秋は、「スポーツの秋」です。というのも、機会
があって何十年ぶりかにボウリングを楽しんでいるからで
す。それも割と熱烈に。
亡き父は尊敬すべき行政書士の先輩でした。その父の唯
一の趣味であったボウリングに、子供の頃よく連れて行っ
てもらいました。父の背中を見ながらプレーする、その時
間が本当に楽しかったことを今でも覚えています。そして
父のように上手くなりたいと切に思ったものでした。
それから何年か経った今、当時の父の歳を越え、父の趣
味を私の趣味とするべく奮闘しています。まだまだ到底父
のスコアには及びませんが・・・。
秋の楽しみ方は人それぞれありますが、皆さんも是非自
分の秋を見つけてみませんか。

49 日 本 行 政
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