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各地方協議会と日行連との
連絡会について
本格的な冬の訪れを感じる季節を迎え、令

和４年も残すところあとわずかとなりまし

た。本年も日本行政書士会連合会（以下、「日

行連」という。）では、例年秋期から順次開

催している日行連と全国の地方協議会（以

下、「地協」という。）との連絡会を 10 月 11

日開催の北海道を皮切りにスタートいたし

ました。この原稿を執筆している 10 月に中

部、東北、四国を訪問し、11 月に近畿と九州、

12 月に関東、中国と全国８か所を回ります。

地協は、単位会相互の地域的な連絡調整を

図り、各単位会の発展向上のために必要な事

業を行うことを目的としています。構成する

単位会の運営の下、地協ごとに研修会の相互

乗り入れや各業務に関する担当者連絡会の開

催などの事業が展開されています。日行連と

各地協との連絡会は、日行連の運営や事業推

進について、方針及び進捗を御説明させてい

ただくとともに、各地協及び各単位会におけ

る各種取組や地域的な課題等を共有し、意見

交換を通じて行政書士制度の将来を共に考え

るための貴重な場となっています。

　

10 月中に開催した連絡会では、「行政書士
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法改正」や「行政手続のデジタル化」、「マイ

ナンバーカードの普及促進」、「職務上請求

書」、「倫理研修」、具体的な業務に関連する

ところでは「職印の押印」、「丁種封印」、「所

有者不明土地」等についての御質問・御要望

などが見られました。

この中で、「行政書士法改正」については、

法改正推進本部において、理事会で御承認い

ただいた「行政書士法改正項目表」に基づき、

特に国民の皆様が安心して行政書士制度を利

用できる環境を整備することを目的とした措

置を中心に、現行法の課題点等を洗い出し、

様々な角度から検討を進めているところで

す。加えて、本年から行政法を専門とする有

識者（大学教授等）の皆様を中心に構成する

行政書士制度に関する研究会を発足いたしま

した。研究会では、学術的な側面から捉えた

行政書士法の課題の整理やその解決に向けた

措置の理論構築も試みています。研究会にお

ける議論の結果や各地協からいただいた様々

な御要望も踏まえて、改めて法改正推進本部

において対応案を議論し、進めてまいりたい

と考えています。

また、長期化するコロナ禍への対策として

も重要性がますます高まる社会のデジタル化

について、行政書士の関与という点から、多

くの御意見をいただいています。

日行連では、デジタル推進本部において、

デジタル社会の到来とともに変化する行政書

士の役割を考え、それに従ってどのようなス

キルが必要となるかを検討するとともに、ワ

ンスオンリーを始めとする「行政手続のデジ

タル化」への対応を総合的に推進する活動を

行っています。あわせて、デジタル社会にお

ける代理手続の担い手としての行政書士の認

知度向上に直結する「マイナンバーカードの

普及促進」に関しても、引き続き力を入れ、

国民や国、自治体からの行政書士に対する信

頼を高めてまいりたいと考えています。

更に、令和５年８月から会員の皆様に必ず

受講していただくこととした、日行連が実施

する「倫理研修」につきましても、多くの御

意見をいただきました。

国家資格者たる行政書士の素養の一つとし

て、倫理観を養い維持することは大変重要で

す。倫理研修の義務化により、倫理に関する

会員全体の意識を高め、ひいては国民からの

信頼の一層の向上と行政書士法の目的達成に

寄与することにつなげてまいります。正しく

業務を行っている会員の皆様にとっては負担

が増えることにもなりますが、現場の声を

しっかり受け止め、効果的な運用を図ってま

いります。

その他にも、監察活動への取組、会員管理

システムの再構築、法教育への取組など、多

角的な視点から多くの御意見・御要望をいた

だきました。また、各単位会における独自の

取組についてもお話を伺い、同時に、出席さ

れた方々の行政書士制度への熱い思いと日行

連に対する期待の大きさを実感しました。年

内に残りの地協を回らせていただきます。各

地協との連絡会でいただきました御意見・御

要望を真摯に受け止め、引き続き制度の発展

に努めてまいります。今後とも御支援、御協

力のほど、よろしくお願い申し上げます。

Top Message
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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。

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。

2022 年 11 月号「日行連の主な動き」において、一部表記に誤
りがありました。正しくは以下のとおりです。お詫びして訂正
いたします。

33ページ 1段目下

誤 正

7 日（水）
許認可業務部
建設・環境部門会議

【協議事項】
⑴  アクションプラン

に基づく進捗報
告について

⑵ その他 

7 日（水）
許認可業務部
建設・環境部門会議

【協議事項】
⑴  CIIC との共催のセミナーについて
⑵  本年度全国担当者会議について
⑶  本年度セミナー及び VOD について
⑷  業務用ポスターについて
⑸  建築士事務所登録申請の電子化に

ついて
⑹  中央研修所研修サイトの VOD 講

座の掲載について
⑺  建設業振興基金への出向について
⑻  脱炭素化に関する既存の認証制度

について
⑼  その他

Contents
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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。
日本は新型コロナウイルスの感染拡大に加え、歴史的な円安による望ましくない物価高騰が続いており、
庶民の生活が圧迫されています。しかしながら、一時的に猛威を振るったオミクロン株は、ようやくピーク
を越え、これまでよりも穏やかな日常が期待されます。政府におかれては、この機を捉えて、全国旅行支援
を開始されましたが、今後も国民にとってより有効な経済対策を打ち出していただきたいと願わずにはいら
れません。
さて、私事になりますが、本年度、遅ればせながら特定行政書士法定研修を受講し、考査を受験しました。
日行連の役員なのにまだ受講していなかったのか、とお叱りの言葉が聞こえてきそうです。私は現在まで単
位会の役員を十数年、日行連の役員を５年ほど務めていますが、会務の忙しさを言い訳に避けてきたのが実
情です。そんな私が受講することができた最大の理由は、コロナ禍を機に導入された eラーニング形式の
VOD（ビデオ・オン・デマンド）講座を視聴することができたためです。また、行政法をしっかり勉強し
直したいという気持ちが高まっていたことも、きっかけの一つになりました。私は学生時代に行政法を比較
的得意としていましたが、その当時と比べて、行政不服審査法などが大きく様変わりしていることなどから、
現在の行政法をしっかり勉強したいと密かに考えていたのです。
当該研修については、本年度は８月１日から９月16日までが受講期間でした。講座は全部で18講座あり、
それぞれの講義が約１時間程度の長さです。著名な講師による優れた講義が中央研修所研修サイトで 24 時
間いつでも何度でも視聴することができたため、大変理解が深まりました。主な講義資料である「特定行政
書士法定研修テキスト」は大変わかりやすくまとめられており、サブテキストである「行政書士のための行
政法」と「行政書士のための要件事実の基礎」は、しっかり読み込むと理解が深まる素晴らしい書籍です。
無事に期間内に全ての講座を受講すると、考査の受験資格が得られます。私もなんとか受講期限までに受講
を完了することができました。
考査は 10 月 16 日の 14 時から 16 時までの２時間で行われ、私は所属する単位会の行政書士会館で受験し
ました。考査科目は、①行政法総論、②行政手続法、③行政不服審査法及び④行政事件訴訟法から 20 問、
⑤要件事実・事実認定論及び⑥特定行政書士の倫理（複合問題を含む）から 10 問の合計 30 問が四肢択一式
で出題されました。
平成 27 年から始まった試験ですが、年々難しくなってきているとの声があります。しかしながら、難し
くなったとはいえ、上記①から④については、行政法に関する基礎的な知識を問う問題でしたし、上記⑤に
ついても、講義をしっかり受講して、用語等の基礎的な意味を理解し、問題を冷静に読み込みさえすれば解
くことができます。上記⑥については、日行連の総務部を担当する私が一瞬迷ってしまう巧妙な作りになっ
ていましたが、普段から業務を行う上で倫理を意識している方ならば解ける問題だったと言えると思います。
本誌が発刊される頃には合格発表がなされている予定です。無事に合格した暁には、特定行政書士だけが
許される大きな徽章を身に着け、全国の特定行政書士の同志とともに、「特定行政書士を活用しよう！」と
いう気運を高めてまいる所存です。

「特定行政書士を活用しよう！」
という気運を高めよう！

副会長　松村　和人
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　無人航空機は、「空の産業革命」とも言われる新た
な可能性を有する技術であり、既に空撮、農薬散布、
測量、インフラの点検等の場で広く活用されています。
また、離島や山間部、過疎地域等における荷物配送へ
の活用が始まりつつあるところ、今後、都市部での物
流等、更に多様な産業分野の幅広い用途に利用され、
多くの人々がその利便性を享受し、産業、経済、社会
に変革をもたらすためには、有人地帯における補助者
なし目視外飛行（レベル４飛行）の実現が不可欠です。
　国土交通省航空局では、レベル４飛行の実現に向
けた制度整備を行っているところです。本稿では、
この新たな無人航空機に関する制度の概要や制度整
備の状況について御紹介いたします。

１．新制度の概要 �

　無人航空機に関しては、政府全体でその利活用の拡
大等の取組が進められています。具体的には、内閣官
房、経済産業省及び国土交通省が中心となって官民協
議会を立ち上げ、関係省庁及び民間団体が連携してそ
の利活用に向けた検討を進めており、レベル４飛行を
令和４年度までに実現することを目標としています。
　このような取組の中、令和４年度を目途としたレ
ベル４飛行の実現に向け、機体の安全性や操縦の技
能に関する認証制度を柱とした、航空法等の一部を
改正する法律（令和３年法律第 65 号。以下、「改正
航空法」という。）が昨年６月に公布されました。
　改正航空法の公布を受け、令和４年12月５日の施
行に向けて、具体的には「機体の認証制度」、「技能
証明制度」及び「運航ルールの制度化」の仕組みの

無人航空機のレベル 4飛行の実施に
向けた制度整備について

国土交通省航空局安全部無人航空機安全課
無人航空機企画調整官　小御門　和馬

詳細を検討していますが、無人航空機に係る法改正
の概要について以下に記載いたします。
　図１に示すとおり、現在、いわゆる特定飛行を実
施する場合には飛行ごとに国土交通大臣の許可・承
認が必要となりますが、レベル４飛行についてはリ
スクが高いためこれまで認められませんでした。ま
た、飛行ごとの許可・承認の件数も年間約６万件に
達しており、その運用効率化が課題となっています。
このため、上記の機体の認証制度を始めとした三つ
の仕組みを作ることにより、レベル４飛行を認める
とともに、これまで許可・承認を行ってきた飛行に
ついて、一部の個別の許可・承認を不要とすること
が今回の制度設立の趣旨です。
　個々の制度についてですが、機体の認証制度につ
いては、有人機と同様、「型式認証」及び耐空証明に
相当する「機体認証」を設けます（図２参照）。技能
証明制度については、これも有人機と同様、学科及
び実技の試験を実施し、無人航空機操縦士に係る
「技能証明」を付与する制度とします。また、いずれ
の制度においても民間機関に最大限に活躍していた
だくために、機体認証の検査を行う「登録検査機関」
（図２参照）、技能証明を取得するための無人航空機
操縦士に対する講習を行う「登録講習機関」及び技
能証明に係る試験を行う「指定試験機関」の制度（図
３参照）を設置することとしています。
　運航ルールの制度化については、これまで飛行ごと
の許可・承認の条件として順守を求めていた「飛行計
画の通報」、「飛行日誌の記録」、「事故等が発生した場
合の国への報告」等が法的に義務付けられます。また、
運輸安全委員会においてもその設置法を改正し、無人
航空機の事故等についても調査することとしています。
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【図１．無人航空機の飛行のレベル】

【図２．機体認証のイメージ】

（型式認証がある場合） （型式認証がない場合）

【図３．技能証明取得のイメージ】
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２．�レベル４飛行実現に向けた制度整備と許
可・承認の合理化・簡略化 �

　現行制度では、①航空法第 132 条の規定による飛
行の禁止空域（空港等周辺、高度 150m 以上、人口
密集地域上空、緊急用務空域）、②航空法第132条の
２の規定による飛行の方法（夜間飛行、目視外飛行、
人又は物件からの距離30m未満の飛行、イベント上
空の飛行、危険物輸送、物件投下）で無人航空機を
飛行させる場合（いわゆる特定飛行）は飛行ごとにそ
れぞれ国土交通大臣の許可・承認が必要です。新制
度においても、この飛行の禁止空域（航空法第 132
条→改正航空法第 132 条の 85）と飛行の方法（航空
法第 132 条の２→改正航空法第 132 条の 86）による
飛行ごとの申請は引き続き必要となります。
　一方で、機体の認証制度及び操縦者の技能証明制
度の創設に伴い、技能証明を受けた者が、機体認証
を受けた最大離陸重量 25kg 未満の機体を飛行させ
る場合であって、①人口密集地域上空を飛行させる

場合及び②夜間、目視外、人又は物件からの距離
30m未満で飛行させる場合にあっては、国土交通省
令で定める安全確保措置を講じることを条件に飛行
ごとの許可・承認が不要となります。人口密集地域
上空の飛行及び夜間、目視外、人又は物件からの距
離30m未満での飛行は飛行ごとの許可・承認件数の
多くを占めているため、この制度改正により許可・
承認手続の合理化・簡略化が図られると考えていま
す。なお、機体認証・技能証明を取得せずに、これ
までどおり飛行ごとの許可・�承認を得て飛行するこ
とも可能です。

３．�無人航空機操縦者技能証明制度に関する
登録講習機関 �

　民間のノウハウを活用して、無人航空機を飛行さ
せるために必要な知識及び能力の習得を進めるとと
もに、技能証明の交付を円滑に進めるため、国は、
無人航空機を飛行させる者に対する講習を行うため

【新制度に関するスケジュール】

※１ 無人航空機操縦士実地試験実施基準及び一等・二等無人航空機操縦士実地試験実施細則
回転翼航空機（マルチローター）を10月７日公布

※２ 一等・二等無人航空機操縦士実地試験実施細則案　回転翼航空機（ヘリコプター）を９月30日公表
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飛行の態様 現行法の�
取り扱い 改正後

「第三者上空」
（レベル４飛行
が該当）

飛行不可

新たに飛行可能
（一等技能証明を受けた者が第一種機体認証を
受けた機体を飛行させる場合であって、飛行ご
との許可・承認を受ける※）
※�運航管理方法等を確認

①�機体認証（新設）を受けた機体を、
②�技能証明（新設）を有する者が操縦し、
③�運航ルール（拡充）に従う「第三者上空」

以外で上記①、
②に該当する
飛行

飛行ごとの
許可・承認

一部の飛行ごとの許可・承認は不要
※�機体認証・技能証明を取得せずに、飛行ごとの許可・
承認を得て飛行することも可

※�飛行経路下への第三者の立入り管理等を実施

これら以外の
飛行 手続不要 手続不要

内　容

登録要件 無人航空機講習事務を行おうとする者の申請により、登録基準を満たし、かつ欠格事項に該当しないことを確
認の上登録する。

義務 登録要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により、無人航空機講習事務を公正に実施すること。
登録事項の
変更の届出 登録事項の変更は、２週間前までに国土交通大臣に届け出なければならない。

登録基準

講習機関 一等無人航空機操縦士の講習を
行うための講習機関

二等無人航空機操縦士の講習を
行うための講習機関

施設及び
設備

実習空域、実習用無人航空機、講習を行うために必要な建物その他の設備、講習に必要な書籍その他
の教材

講師の条
件

・�18 歳以上
・�過去２年間に無人航空機講習事務に関する不正行為又は一定の要件に該当する航空法に関する違反
がないこと。

・�登録講習機関の修了審査の審査員には指定試験機関による研修の受講を義務付け、修了審査の内容
と水準を確保する。

以下のいずれかの要件を満たすこと
・�一等無人航空機操縦士の技能証明と、１年以上
の無人航空機の飛行経験を有する。

・�HP 掲載講習団体等での１年以上の講師の経験
があり、直近２年間で１年以上の飛行経験・
100 時間以上の飛行実績を有する（経過措置）。

以下のいずれかの要件を満たすこと
・�二等無人航空機操縦士の技能証明と、６月以上
の無人航空機の飛行経験を有する。

・�HP 掲載講習団体等での６月以上の講師の経験
があり、直近２年間で６月以上の飛行経験・50
時間以上の飛行実績を有する（経過措置）。

欠格事項
（1）�航空法又は同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ執行を終わるか、執行を受けることがな

くなった日から２年を経過しない者であること。
（2）�２年以内に登録を取り消されたことがあること。
（3）�法人の場合その役員が前（1）又は（2）のいずれかに該当すること。

登録講習機
関登録簿へ
の記載事項

・�登録年月日及び登録番号�
・�無人航空機講習事務を行う者の氏名及び住所�
・�登録講習機関の種類�
・�無人航空機講習事務を実施する事務所の名称及び所在地�
・�前各号に掲げるもののほか、省令で定める事項

講習事務規
程に定める
事項

講習の実施方法、料金その他一定の事項について、講習事務の開始前に無人航空機講習事務規程において定め、
国土交通大臣に届け出なければならない（変更時も同様）。

講習事務の
休廃止

無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ国土交通大臣に
届け出なければならない。

財務諸表等
の備付け及
び閲覧等

毎事業年度経過後３月以内に当該事業年度の財務諸表等を作成し、５年間事務所に備えておかなければならない。

登録基準
適合命令

国土交通大臣は、登録講習機関が登録基準のいずれかに適合しなくなった場合は、必要な措置を講ずるよう命
ずることができる。

講習事務
改善命令

国土交通大臣は、登録講習機関が正当な理由なく講習事務を実施しない場合や、その方法が適当でない場合は、
必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

登録の
取消し

国土交通大臣は、登録講習機関が登録基準を満たさなくなった場合又は一定の違反があった場合は、登録を取
り消し又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

帳簿の記載 登録講習機関は、講習事務に関し省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

【登録講習機関の要件の概要】

【レベル４飛行実現に向けた制度整備と許可・承認の合理化・簡略化の概要】
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の施設及び設備、講師に係る要件を満たす機関を、
登録講習機関として登録します。登録講習機関の講
習を修了した者は、技能証明に係る実地試験の全部
を免除することができます。登録講習機関の要件に
ついては、無人航空機の登録講習機関及び登録更新
講習機関に関する省令（令和４年国土交通省令第 59
号）、登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告
示（令和４年国土交通省告示第951号）、通達・登録
講習機関の登録等に関する取扱要領（令和４年９月
５日制定）等（以下、「省令等」という。）において詳
細を定めています。
　登録講習機関の有効期間は３年間で、更新制とす
るほか、国は必要に応じて登録講習機関に対して、
業務改善又は業務停止の命令、登録の取消し等を行
うことができることとしています。登録講習機関に
対しては、無人航空機講習事務規程の届出、財務諸
表等の作成・閲覧、監査体制の構築等を求め、適切
な運営を確保することを求めています。無人航空機
講習事務規程等の詳細についても省令等において定
めています。
　また、登録講習機関の講師に対する研修等、教則
の活用等により、講習内容の水準を保持することと
しており、講習修了者には実地試験の全部免除を認
めることから、登録講習機関の実地講習修了審査は
必須としています。実地講習修了審査は、指定試験
機関の実地試験と同等以上の内容及び判定基準であ
ることが必要です。そのため、登録講習機関の修了
審査員には、指定試験機関が行う研修の受講を求め
ています。このほか、登録講習機関が行う学科講習
及び実地講習の要件、最低講習時間数の詳細につい
ても、省令等において定めています。講習で利用す
る教本テキスト作成に当たっては、国が定める、無
人航空機の飛行の安全に関する教則（令和４年９月
５日制定）を参考にすることができますが、民間の
ドローンスクール等がこれまでの知見・ノウハウを
いかして、当該教則を元に、独自の教本テキストを
作成し、登録講習機関の教材として活用することを
期待しています。
　なお、技能証明の「更新」講習に対応した登録更
新講習機関に係る登録の要件等の詳細については引

き続き検討中です。

４．おわりに �

　最後になりましたが、国土交通省航空局としまし
ては、今後、無人航空機の活用拡大に必要な施策を
講じていくこととしているところです。しかしなが
ら、そのためには安全の確保は絶対条件であり、当
方としてはユースケースを積極的に収集し、実態に
合った安全対策等の検討を進めることとしています。
また、利活用の拡大を図るためには、社会受容性の
確保が必須であることから、無人航空機を飛行され
る方々におかれては、その点についても十分に御配
慮願いたいと思います。当方としても、安全審査を
行うだけでなく、コンサルティング的な業務も行い
つつ、関係者の皆様方と連携して利活用拡大のため
の施策を講じてまいりたいと思います。
　（無人航空機に関する新制度については、国土交通
省航空局のウェブサイトにおいても、制度の概要や
関係法令などの情報発信を行っています。御関心の
ある方は、是非御参照いただければ幸いです。）

国土交通省航空局ウェブサイト
（https://www.mlit.go.jp/koku/
koku_tk10_000003.html）
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１．はじめに �

　マンションの管理の適正化と再生の円滑化を目的とし
て、令和２年６月にマンションの管理の適正化の推進に
関する法律（以下、「マンション管理適正化法」という。）
が改正・公布され、令和４年４月に改正法が施行されま
した。
　本稿では、マンション管理適正化法の改正概要とマン
ション管理計画認定制度について説明します。

２．マンション管理適正化法の改正内容 �

　今般のマンション管理適正化法の改正は、行政の役割
の強化を通じたマンションの管理適正化が主な目的です。
国による基本方針の策定のほか、地方公共団体による役

マンション管理適正化法の改正概要及び
マンション管理計画認定制度について

国土交通省住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当）付

割の強化として、マンション管理適正化推進計画の作成、
個々のマンションの管理計画の認定、管理適正化のため
の助言・指導等の制度が創設されました。これらの改正
内容については、令和４年４月１日から施行しています。

（１）�国による基本方針の策定（改正マンション管理適正
化法第３条）

　マンションの管理の適正化を推進するため、国、地方
公共団体、マンション管理士、マンション管理業者等の
関係者の役割、マンションの管理の適正化に関する目標、
管理計画認定の基準、助言・指導等の判断基準の目安等
について定めています（資料１：マンション管理計画認
定制度の認定基準）。

（２）�地方公共団体によるマンション管理適正化の推進
①�マンション管理適正化推進計画（改正マンション管理
適正化法第３条の２）

管理計画認定の基準
○管理組合の運営
・�管理者等及び監事が定められている
・�集会（総会）が定期的に開催されている（年１回以上開催が行われていること）
○管理規約
・管理規約が作成されている
・管理規約にて下記について定めている
　・緊急時等における専有部分の立入り
　・修繕等の履歴情報の保管
　・管理組合の財務・管理に関する情報の提供
○管理組合の経理
・管理費と修繕積立金の区分経理がされている
・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
・修繕積立金の滞納に適切に対処されている（修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額が全体の１割以内であること）
○長期修繕計画の作成及び見直し等
・長期修繕計画（標準様式準拠）の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金が集会（総会）で決議されている
・長期修繕計画が７年以内に作成又は見直しがされている
・長期修繕計画の計画期間が 30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が２回以上含まれている
・長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していない
・長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
・計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている
　※�下線部：長期修繕計画作成ガイドライン等、マンションの修繕積立金に関するガイドラインと紐づけている内容
○その他
・組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられている（１年に１回以上は内容の確認を行っていること）
・都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものである

　2022. 12　No.601　日本行政　10

【資料 1：マンション管理計画認定制度の認定基準】

03_日本行政12_Special Report-2.indd   1003_日本行政12_Special Report-2.indd   10 2022/11/09   17:322022/11/09   17:32



　地域におけるマンションの管理適正化の計画的な取組
を推進するため、都道府県等（改正マンション管理適正
化法第３条の２第１項）は、国の定める基本方針に基づ
きマンション管理適正化推進計画を作成できることとし
ています。マンション管理適正化推進計画では、都道府
県等における管理適正化の目標、マンションの管理状況
を把握するための措置（実態調査等）、管理適正化の推進
のための取組（セミナー開催、専門家派遣等）、地域に応
じた管理計画認定の基準等を定めることとされています。

②�管理計画の認定（改正マンション管理適正化法第５条
の３）
　管理組合による管理適正化に向けた自主的な取組を誘
導するため、マンション管理適正化推進計画を作成した
都道府県等の長（計画作成都道府県知事等）が個々のマン
ションの管理組合からの申請に基づき、マンションの管
理方法、資金計画、管理組合の運営状況等を記載した一
定水準以上の管理計画を認定します。認定は５年ごとの
更新制となっています。
　管理計画認定は、適正な管理計画を有するマンション
が評価されることを通じて、区分所有者の意識の向上や
適正な管理水準の維持を狙いとしており、申請時に個々
のマンションから同意を得た場合には、当該マンション
が認定を受けている旨を公益財団法人マンション管理セ
ンター（以下、「当センター」という。）のホームページで
公表することにしています。また、管理計画の認定を受
けたマンションのインセンティブとして、独立行政法人
住宅金融支援機構が提供する「フラット35」の金利引下
げ措置（令和４年４月適合証明交付分）が実施されてお
り、また、マンション共用部分リフォーム融資の金利引
下げ措置（令和４年 10 月借入申込受付分から）や「マン
ションすまい・る債」の利率を上乗せする措置（令和５
年度募集分から）についても開始される予定です。
　
＜事前確認について＞
　マンションの管理組合による管理計画の認定申請手続

を円滑化するため、令和４年４月から当センターによる
管理計画認定手続支援サービスを導入しています。管理
計画認定にあたって、管理組合はインターネット上の電
子システムを利用することで、管理計画認定制度の申請
手続等をオンライン上で行うことができ、地方公共団体
に対してスムーズに申請することが可能となります。
　管理組合が地方公共団体に管理計画の認定申請を行う
前に、あらかじめ当センターが実施する事前確認講習を
修了したマンション管理士が管理計画の認定基準への適
合状況を確認（以下、「事前確認」という。）し、管理計画
の認定基準に適合しているとされたマンションの管理組
合に対して、同センターが事前確認適合証を発行します。
認定主体（地方公共団体）が事前確認の結果を活用するこ
とで、認定主体（地方公共団体）の認定事務に係る負担が
軽減されます（資料２：事前確認の流れ）。
※�地方公共団体で管理計画認定に係る独自基準が設けら
れている場合は、別途、地方公共団体による審査が必
要となります。

３．おわりに �

　マンションの管理・再生の主体は区分所有者等であり、
今般の法改正の内容や、マンションの適正な管理の必要
性や再生のための各種制度について、広く周知を図るこ
とが重要と考えています。このため、国土交通省では、
各種関連資料について一覧性をもって知ることができる
ポータルサイト（マンション管理・再生ポータルサイト）
を設けており、これらも活用しながら、制度に関する周
知を進めていきたいと考えています。

（マンション管理・再生ポータルサイト
https://2021mansionkan-web.com/）�

⑤認定

事前確認・認定申請を
集会で決議

④認定申請

マンションの管理組合の管理者等（管理組合）

マンション管理士

②事前確認

①認定申請依頼

⑥公表

マンション管理適正化推進計画を
作成した市区（町村は都道府県）

マンション管理センター

③事前確認適合通知

※マンション管理センター
の閲覧サイトにて
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【資料 2：事前確認の流れ】
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　ジェロントロジー（Gerontology; 老年学、高齢社
会総合研究学）とは何か。本誌前号（2022 年 11 月号）
の中で小林二三夫先生から概要を説明いただいてい
ますが、筆者はいつも「“Aging”（個人の加齢と社
会の高齢化）を研究対象とし、高齢社会における個
人と社会の様々な課題を解決することを目的とした

“課題解決型”の研究（学問）」であると紹介していま
す。その課題解決を行うにあたり、最も重要なこと
は、「高齢者（高齢期）を“正しく”理解する」、「高齢
社会を“正しく”理解する」ということです。その知
識と情報を提供するところに、ジェロントロジーの
価値があると考えます。高齢者のことは、自分の親
や祖父母の姿や世の中に流れる報道等を見聞きする
中で、それぞれの人の中におおよそのイメージが描
かれますが、それはしばしば見方が偏っていたり、
多様な高齢者の一面を見ているにすぎないケースが
あります。誤った見方は誤った解決の方向へ導いて
しまいます。本稿では、高齢者（高齢期）を理解する
上での基礎的な話として、「将来不安の構造」と「長
寿時代のサクセスフル・エイジング」について概説
したいと思います。

１．�長生きを喜べない社会～将来不安（長生
きリスク）の構造～ �

　日本は周知のとおり、世界を代表する長寿大国と
なりました。私たちは、先人たちが羨む長寿の可能
性のある人生を歩めています。しかしながら、現実
はどうでしょうか。ブームとも言える「人生 100 年」
に対する関心が世の中で高まっていますが、多くの

ジェロントロジー
～長寿時代のリスクとニーズ～

株式会社ニッセイ基礎研究所ジェロントロジー推進室
上席研究員　前田　展弘

人が長生きに対して抱く思いは、「期待や喜び」より
も「不安」ばかりでしょう。残念ながら、年をとる
こと、長生きできることを手放しで喜べる人は少な
く、多くの人は漠然とした不安を抱えたまま、将来
を見据えているのが実態です。ジェロントロジーは、
このような将来への不安を希望に変える役割（目的）
を持っているわけですが、その漠然とした不安（将
来不安）とはどういうことなのでしょうか。
　将来への不安に影響を与える根源的な要因は、主
に高齢期に訪れる「喪失」体験です。いつまでも今
までどおりの暮らし、今までどおりの自分を継続で
きれば良いですが、そうはいきません。子供から大
人（中年）にかけて培ってきた自分の大切な「資源」
が失われていきます1。その代表は、「健康」と「お
金」、さらに「社会関係」の三つです。人も所詮動物
である以上、老化は避けられません。見た目が老け
る、身体・感覚機能も低下する、そして病を患って
いきます。現役生活から年金中心の生活となる中で、
蓄えた資産も生活様式によっては失われていく可能
性があります。定年のある職業に就かれた人は、仕
事（役割）を失ってしまいます。また、家族を持たれ
た方は子育てという役割も基本的に終了します。さ
らに、親や配偶者、友人らとの永遠の別れ（死別）を
いずれ経験していくことになります。これらが多く
の人にとって共通する高齢期の「喪失」体験です。
多くは辛い体験ですが、いつの時代も人が生きてい
く上で乗り越えていかなければならない課題です。
こうした「喪失」から様々なリスク（長寿リスク）が
派生的に生まれます。主要なリスクを整理したもの
が次ページの図表１になります。

1  本来、高齢期は「喪失」だけでなく、「獲得」（自由な時間や年金等）の話もすべきですが本稿では割愛します。
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　リスクの大きさ（≒生命や生活の維持に与える影
響の大きさ）に違いはあるとは思いますが、ここで
は 15 の長生きリスクを特定しています。また、それ
ぞれのリスクの関連性も示しています。
　「健康」に関しては、加齢とともに身体・感覚機能
等の変化が起きる中で、注目すべきリスクは、①フ
レイルリスクと②認知症リスクでしょう。フレイル
とは、簡単に述べると、骨や筋力等が加齢とともに
弱まり、身体機能・能力が徐々に虚弱化していく状
態を指します。フレイルが進行すると、就業を始め
様々な社会活動の継続が難しくなっていきます（⑤
就業・活動断念リスク）。また、移動すること自体も
困難になり、日常の買物などにも支障が生じてきま
す（⑥移動・買物難民リスク）。そして、やがては介
護が必要となっていきます（⑦介護リスク2）。また、
自動車の運転事故が代表するように、様々な事故や
犯罪に巻き込まれるリスクも無視できないことです

（⑧事故・犯罪リスク）。
　なお、次ページの図表２が日本の高齢者約 6,000
人を 1987 年から 30 年以上にわたって追跡して、「加

齢に伴う健康状態（生活の自立度）の変化」、すなわ
ち「フレイルの実態」を明らかにした研究結果です。
縦軸が生活の自立度の高さを表しています3。統計的
分析の結果、男性では三つのパターンが見られます。
約２割（19.0%）の男性は 70 歳になる前に健康を損ね
て死亡するか、重度の介助が必要となってしまって
います。主な要因は生活習慣病であることがわかっ
ています。他方、約１割（10.9%）の人は 80 歳、90
歳以上も元気なまま自立度を維持できています。そ
して、大多数の約７割（70.1%）は、75 歳頃から徐々
に自立度を下げていく状況が確認できます。一方、
女性については、二つのパターンが見られます。早
期に自立度を下げてしまうのは約１割（12.1％）で、
約９割（87.9%）は男性の７割の方と同様に 70 代半ば
から緩やかに自立度を下げていきます。男女ともに
多くの人は「70 代半ば」が一つのターニングポイン
トと言えるでしょう。そのことを念頭に置きながら
少しでも長く自立期間を延ばせるようにフレイルの
予防に取り組むことが重要です。
　認知症リスクについてもフレイルリスクとほぼ同様

2  介護リスクについては、本人が介護を要することだけでなく、「老老介護」や「認認介護」の問題（リスク）や、地
域性や経済的な影響から必要な介護サービスをそもそも享受できるかという問題（リスク）も含んでいます。

3  自立度は、確立された測定スケールである「基本的日常生活動作（ADL： Activities of Daily Living）」と「手段的
日常生活動作（IADL： Instrumental Activities of Daily Living）」の合計点から評価しています。３点は完全に「自
立」（全く他人のサポートがなく生活が可能）な状態、２点は「手段的日常生活動作」に援助が必要な状態、１点は

「基本的 & 手段的日常生活動作」に援助が必要な状態です。点数が下がるに従い自立度が下がり、生活において他
人の援助が必要な割合が増えていきます。０点は「死亡」を表します。
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100歳65歳

健康
①フレイルリスク

②認知症リスク

お金
③資産枯渇・貧困リスク

社会関係

④社会的孤立リスク

⑤就業・活動断念リスク

⑥移動・買物難民リスク ⑬自立生活
継続困難リスク

⑨生活保護リスク
（制限のある暮らし）

⑭生きがい・
楽しみ喪失
リスク

 老化、身体・感覚機能等の変化

 仕事・子育て⇒役割の喪失
 家族・友人の喪失（死別）

⑩住まいのリスク

⑧事故・犯罪リスク
（加害者・被害者）

⑮相続・死後対応リスク

 生計収入⇒年金中心生活

⑦介護リスク

⑪生活後退リスク

⑫メンタルヘルス・リスク

※資料：筆者作成、それぞれのリスクの名称は筆者が独自に考案したものである。

図表１：将来不安（長生きリスク）の構造イメージ
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のことが言えますが、日常生活を営む上ではフレイ
ルよりも深刻かもしれません。もちろん、認知症の
症状（進行度合い）によって、生活への影響は異なる
わけですが、合理的な理解と判断（意思決定）ができ
なくなっていくことは、本人はもちろん周囲の家族等
にも様々な影響をもたらすことになります。なお、年
齢階層別の認知症発症状況を見ると、80～84 歳で約
２割、85～89 歳で約４割、90～94 歳で約６割、95 歳
以上で約８割と、年齢に合わせて上昇していく実態
にあります。その数は、例えば 2030 年で 830 万人、
2040 年で 953 万人に増加すると推計されています4。

　「お金」（③資産枯渇・貧困リスク）については、
2019 年の金融庁金融審議会市場ワーキング・グルー
プの報告5 において、「老後資金 2,000 万円」の問題
が世間で取り沙汰されたことが記憶に新しいところ
ですが、確かに長生きすれば生活の基盤となる「お
金」をどう工面していけるのか、切実な問題です。
資産が枯渇すれば基本的に生活保護か他人の援助（扶
養等）に頼るしかなくなってしまいます（⑨生活保護
リスク）。当然、今までどおりの自分が求める暮らし
は難しくなってしまいます。住まいについても、マ
イホームであれ賃貸であれ、相応の費用が生涯にわ

4  平成 26 年度厚生労働科研費補助金特別研究事業「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究（研究
代表者　二宮教授（九州大学））」報告書から引用

5   「高齢社会における資産形成・管理」報告書（2019 年６月）
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資料： �東京大学高齢社会総合研究機構編「東大がつくった高齢社会の教科書」（東京大学出版会、
2017年３月）から引用し作成

図表２： �高齢期のフレイルの実態（高齢者の生活自立度の変化パターン：�
全国高齢者 30年の追跡調査（n=5,715 名））

①男性

②女性

0

1

2

3

63-65 66-68 69-71 72-74 75-77 78-80 81-83 84-86 87-89

(70.1%)

(10.9%)

(19.0%)

自立

手段的日常
生活動作に
援助が必要

基本的＆手
段的日常生
活動作に援
助が必要

死亡
（年齢：歳）

（自立度：点）
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63-65 66-68 69-71 72-74 75-77 78-80 81-83 84-86 87-89

(87.9%)

(12.1%)

自立

手段的日常
生活動作に
援助が必要

基本的＆手
段的日常生
活動作に援
助が必要

死亡
（年齢：歳）

（自立度：点）
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たって必要であり、お金が尽きれば住み続けること
ができなくなります（⑩住まいのリスク6）。
　「社会関係」については、役割の喪失と家族等との
別れに起因する④社会的孤立リスクが挙げられます。
自分独りの時間を楽しむ（孤独を謳歌する）というこ
とは問題ないですが、社会生活を営む以上、人との
つながりが全くない状態は好ましいことではありま
せん。孤立の状態が続くと、健康面への悪影響並び
に死亡リスクを高めるという研究報告は数多くみら
れます。また、配偶者を失うと、しっかりとしてい
た今までの生活から、料理も作らない、掃除もしな
い、ごみも捨てないといった「生活後退」と言われ
る状態に陥ってしまうケースも散見されます（⑪生
活後退リスク）。また、何かあったときに頼れる、相
談できる相手がいない、日常で会話する機会がほと
んどないという暮らしは、うつ病の発症を含め精神
面に悪影響をもたらします（⑫メンタルヘルス・リ
スク）。そして、誰にも看取られずに亡くなっていけ
ば、住居や財産の処理などの対応を誰かに残してし
まうことになります（⑮相続・死後対応リスク）。
　こうした様々なリスクが挙げられますが、これら
を経て帰結する最大の長生きリスクは、今までどお
りの自分らしい生活ができなくなる「⑬自立生活継

続困難リスク」、そして、日々の生きがいや楽しみを
失っていく「⑭生きがい・楽しみ喪失リスク」とい
うことです。このことを避けるためには、それぞれ
のリスクの影響を最小化させる努力が必要です。

２．�長寿時代のサクセスフル・エイジングの考え
方～三つのステージを“より良く”生きる～

　ジェロントロジーで大事なことは、前述した不安
の解消に貢献すると同時に、本人の希望（生活ニー
ズ）に応えていくことがあります。このことについ
てジェロントロジーの中でも主要な研究分野の一つ
である「サクセスフル・エイジング（Successful 
Aging）」の考えに基づいて説明します（「サクセス
フル・エイジング」という言葉には多様な意味合い
が含まれますが、ここでは 「理想の生き方、老い方」
と解釈して扱うこととします）。
　「サクセスフル・エイジング」については、これま
で主に心理学を専攻する研究者により、いくつかの
考え方（理論）が提唱されてきています。1960 年代
に提唱された理論は『離脱理論（Disengagement 
theory; Cumming and Henry, 1961等）』、これは「高
齢期になったら田舎で静かに暮らすような生き方が

6  住まいのリスクについては、高齢者の場合、経済面や保証人がいない等の理由から賃貸を借りられない（入居拒否）
というリスクもあります。
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健康で長生きしたい
【健康長寿ニーズ】
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新たなライフスタイル
を築きたい

【ライフデザインニーズ】

自立生活を継続したい
「不便・困りごと」の解消
安心・安全の確保

【自立生活ニーズ】

住み慣れた自宅（地域）
で最期まで暮らしたい
【在宅ケアニーズ】

人生100年時代 『自立』

楽しみたい
【ENJOYニーズ】
※３ステージ共通

図表３：高齢期の三つのステージに含まれるニーズの塊

資料：筆者作成
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理想の老い方」と考えるものでした。次に『②活動
理論（Activity theory; Havighurst et al, 1968 等）』
が提唱されます。これは離脱理論を否定する形で、

「年齢に関わらず活躍し続けることが理想の老い方」
と考えるものでした。そして、最後に登場したのが

『③継続理論（Continuity theory；Atchley, 1987等）』、
これは「中年期までに築いてきたライフスタイルなど
をいつまでも継続できることが理想の老い方」と考
えるものでした。このように「サクセスフル・エイ
ジング」の在り方は時代とともに変化してきました。
　しかしながら、これらの理論はいずれも 20 世紀後
半に欧米の研究者が築いたもので、既に 30 年以上の
月日が流れています。人生 100 年時代を迎えつつあ
る日本にそのまま当てはまるかどうかは再検討が必
要です。では、人生 100 年時代に相応しい「サクセ
スフル・エイジング」をどのように考えたらよいの
でしょうか。一つの考え方を紹介します。それは、

「高齢期に訪れる三つのステージをそれぞれ“より良
く”生きていけることが理想の生き方、老い方」と
考えるものです。前ページの図表２から確認できる
ように、多くの方（男性７割、女性９割の方）は、①70
代半ばまで高い自立度を維持し、② 70 代半ばくらい
から自立度を徐々に下げ、③最終的に本格的な医療
とケアを必要とするときを迎えます。この三つの段階
を三つのステージとして表現しています。長生きリ
スクに対応しながら、それぞれのステージに含まれ
るニーズを満たしていくことが長寿時代の「サクセ
スフル・エイジング」と考えます。
　具体的なニーズ7 としては、①まだまだ元気に活動
できるステージ１では、「健康で長生きしたい」、「社
会の中で活躍したい」というニーズがあります。ま
た今後、数十年に及ぶ可能性ある人生に向けて、新
たなライフスタイル（暮らし方、働き方等）を築きた
いという声も少なくありません。②緩やかに自立度
を下げていくステージ２では、暮らしの中でちょっ
とした不便や困りごとが増えていきます。このス
テージに該当する方々からは、「自分がどのような状
態になっても、独りになっても、家族を含めて他人

に“迷惑をかけたくない”、できる限りいつまでも自
分で何とか暮らしていけるようにしたい」という声
を大変多く聞きます。「自立生活の継続」ということ
がこのステージの代表的な課題でありニーズです。
③そしてステージ３では、「最期まで住み慣れた地域
及び自宅の中で暮らし続けたい」というニーズが確
認されます。また三つのステージに共通しては、「楽
しみたい」というニーズも見過ごせないことです。
年齢に関わらず、いつまでも楽しみを感じながら暮
らしていけることは理想です。
　以上、将来不安（長生きリスク）と長寿時代のサク
セスフル・エイジング（三つのステージに含まれる
ニーズ）について総論的なことをお伝えしました。誰
もがいずれ高齢者になる、その高齢者の数もますま
す増えていきます。高齢者（高齢期）の不安の解消と
ニーズの充足に向けて取り組むべきことは山積して
います。これらのことを放置してしまうと、ますま
す生きづらい、暮らしづらい世の中になってしまい
ます。行政書士の方々を始め生活者を支える「社会」
の側としては、ジェロントロジーの知見もいかして
いただきながら、長生きを本当に喜べる社会に変え
ていけるように「できること」を一つ一つ見出し、
そして実践されていくことを切に願う次第です。

前
まえ

田
だ

　展
のぶ

弘
ひろ

株式会社ニッセイ基礎研究所　
ジェロントロジー推進室
上席研究員

1971 年生まれ。2004 年ニッセイ基礎研究所入社
後、2009 年から東京大学高齢社会総合研究機構客
員研究員。専門はジェロントロジー（高齢社会総
合研究学）。人生 100 年時代をより良く生きていけ
る未来社会の実現に向けて、行政・企業・生活者
とつながりながら、高齢期の生活課題及び高齢社
会の課題の解決に向けた幅広い研究及び事業を展
開。主な著書は、「東大がつくった高齢社会の教科
書」（共著、東大出版会、2017 年）など

7  高齢者のニーズは極めて多様ですが、ここではニーズの大きな塊のみを記載しています。
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T o p i c s

【訪問日】令和４年９月 28 日（水）
【出席者】＜日行連＞�髙尾副会長、村山許認可業務部長、佐々木規制改革委員長、野津同副委員長、

野崎・盛武・山本・関各委員
　　　　�＜宮城会＞関本副会長、我妻経理部長、菊地会員

　９月 28 日、髙尾副会長を始めとする日行連役員及び宮城会役員等が、西村明宏環境大臣を表敬
訪問しました。
　平素から行政書士制度に御理解いただいていることに対し感謝を申し上げるとともに、産業廃棄
物処理の許認可等に関する法改正の動きがあれば、情
報提供いただきたい旨をお願いいたしました。
　また、昨年11月に自由民主党行政書士制度推進議
員連盟に提出した要望のうちの一つである、電子的
な行政手続システムの構築における行政書士代理人
欄の設置について改めて要望いたしました。
　西村大臣は自由民主党空き家対策推進議員連盟で
は会長を務められ、書籍「空家等対策特別措置法の
解説」（2015 年大成出版社）を共著で発行するなど、
空き家問題にも精通しており、当該問題の解決にお
ける行政書士の活用に関する意見交換にも快く応じ
ていただきました。

【訪問日】令和４年 10 月５日（水）
【出席者】＜日行連＞佐々木規制改革委員長、野津同副委員長、野崎・山本・関各委員
　　　　�＜宮城会＞関本副会長、今井総務部長、赤坂宮城野支部長、浦島会員

　10月５日、佐々木規制改革委員長を始めとする日行連役員及び宮城会役員等が、秋葉賢也復興大
臣を表敬訪問しました。
　平素から行政書士制度に御理解いただいていることに対し感謝を申し上げるとともに、法改正等
の動きがあれば、情報提供いただきたい旨
をお願いいたしました。
　また、昨年 11月に自由民主党行政書士制
度推進議員連盟に提出した要望のうちの一
つである、電子的な行政手続システムの構
築における行政書士代理人欄の設置につい
て改めて要望いたしました。
　秋葉大臣からは、被災地の現場を知ること
の重要性が述べられ、生活困窮者等、本来、
給付資格を持つ方々が情報を得られないこと
により、行政からの必要な給付が行き届いて
いないといった現状の課題が提起されまし
た。行政書士には、国民と行政の懸け橋の役
割を期待する旨の御言葉をいただきました。

西村環境大臣を表敬訪問

秋葉復興大臣を表敬訪問

西村環境大臣（前列中央）

秋葉復興大臣（左から３番目）
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T o p i c s

【訪問日】令和 4年 10 月 17 日（月）
【出席者】�常住会長、坪川副会長、水野国際・企業経営業務部長、田村申請取次行政書士管理委員長

　この度、常住会長を始めとする日行連役員が、本年 8月に就任された 池浩出入国在留管理庁長
官を表敬訪問いたしました。
　御多用の中、快く御対応いただいた 池長官に対して、平素から行政書士制度に御理解いただい
ていることへの感謝を申し上げるとともに、
ロシアの軍事侵攻によるウクライナ避難民等
に向けた支援として、日行連及び各単位会が
行っている在留資格の変更手続等の活動状況
について御報告いたしました。
　 池長官からは、行政書士が日頃から入管業
務に尽力していることについて感謝を述べられ
るとともに、今後も引き続きウクライナ避難民の
方々のサポート等に協力いただきたいとの御言
葉をいただき、大変有意義な訪問となりました。

池出入国在留管理庁長官を表敬訪問

池出入国在留管理庁長官（中央）

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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開催日　令和４年 10 月 11 日（火）
場　所　北海道北見市「ホテル黒部」
出席者　�常住会長、坪川副会長、宮元北海道

地方協議会会長　ほか 18 名

　10月 11日、北海道北見市のホテル黒部にお
いて、令和４年度日行連と北海道地方協議会
（以下、「北海道地協」という。）との連絡会が
開催されました。日行連からは常住会長と坪川
副会長、北海道地協からは宮元会長を始めとし
た各役員の皆様、総勢 21 名が出席しました。
　連絡会は午後３時に開会し、野口北海道会総
務部長の司会進行の下、宮元北海道会会長及び
常住日行連会長の挨拶、出席者の自己紹介の後、各議題についての協議を行いました。
　はじめに常住会長から、日行連の令和４年度事業計画の活動理念及び三つの共生を中心とした基本方針に関
する説明と、本年度、特に力を注いで取り組んでいるデジタル化への対応、マイナンバーカード代理申請手続
事業、ウクライナ支援、行政書士法改正への対応等各事業の執行状況について報告がなされました。
　北海道会の現状について説明を受けた後、あらかじめ提出された行政書士法改正、行政のデジタル化におけ
る行政書士の資格認証及び代理申請、職務上請求書の使用方法、行政書士法（昭和 55 年法律第 29 号）附則第
２項に規定する経過措置会員による申請手続に関する意見・要望に対して、坪川副会長から答弁を行いまし
た。その後、時間の許す限り諸問題に関する意見交換を行い、午後５時 30 分に閉会しました。
　限られた時間ではありましたが、活発な意見交換がなされ大変有意義な連絡会となりました。

日行連と北海道地方協議会との連絡会を開催

開催日　令和４年 10 月 21 日（金）
場　所　岐阜県高山市「ひだホテルプラザ」
出席者　�常住会長、田後専務理事、森中部地

方協議会会長　ほか 53 名

　10 月 21 日、岐阜県高山市のひだホテルプ
ラザにおいて、令和４年度日行連と中部地方
協議会（以下、「中部地協」という。）との連絡
会が開催されました。
　連絡会は午後２時、日行連の常住会長、田
後専務理事、中部地協の森会長を始めとした
計56名の出席を得て開会し、宮本中部地協副
会長（岐阜会）の司会進行の下、森中部地協会
長、常住会長の挨拶に続いて、開催地である高山市の西倉副市長に御来賓として御挨拶をいただいた後、各議
題について協議を行いました。
　はじめに常住日行連会長から、日行連の令和４年度事業計画の活動理念及び三つの共生を中心とした基本方針
に関する説明と、本年度、特に力を注いで取り組んでいるデジタル化への対応、マイナンバーカード代理申請手続
事業、ウクライナ避難民等への支援、行政書士法改正への対応等各事業の執行状況について報告がなされました。
　続いて、中部地協の各単位会からあらかじめ提出された行政書士法改正、丁種封印、各種研修会、監察活動、職
務上請求書、行政書士証票、行政書士業務のデジタル化等に関する意見・要望事項について田後専務理事から回答
がなされました。その後も、時間の許す限り諸問題に関する意見交換が活発に行われ、将来に向けた各種課題につ
いて共有できた大変有意義な連絡会となりました。

日行連と中部地方協議会との連絡会を開催
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＜総務部・中央研修所＞

日本行政書士会連合会倫理研修規則の
施行日について

【規則制定の背景】
　日本行政書士会連合会倫理研修規則は、職務上請求書の不正使用による事件が発生したことを受け、
一般倫理研修の受講義務化の方針が決定されたことに伴い、新たに制定された規則です。国家資格者
たる行政書士の素養の一つとして必要な倫理について、それを養い維持するための研修の受講を義務
として定めることにより、会員全体の意識を高め、国民からの信頼の一層の向上と行政書士法の目的
達成に寄与します。

【本規則の施行日】
　本誌６月号でもお知らせしましたとおり、
本年４月に開催された理事会において、本規
則が可決されました。本規則の施行日は、倫
理研修受講義務化を定めた会則の認可の日か
ら１年を経過した日となっています。また、会
則については、本年６月に開催された定時総
会において可決されました。この度、令和４
年８月31日付けで総務大臣の会則改正の認可
が下りましたので、この認可の日から１年を
経過した日である令和５年８月31日から、本
規則が施行されることとなります。

【一般倫理研修に関するお知らせ】
　一般倫理研修に関する事項として、以下の項目について御承知おきください。
　　①�一般倫理研修の受講義務化：令和５年８月 31日（倫理研修規則の施行日）からとなります。
　　②�受講していただく科目：人権、職業倫理などを含め、４科目程度を想定しています。
　　③�一般倫理研修の受講方法：原則、中央研修所研修サイト（VOD）での受講とします。

　なお、規則の施行日前から会員の皆様に倫理研修を受講していただけるよう、現在、日行連におい
て準備中です。
　また、一般倫理研修の受講方法等の御案内については、本誌やホームページ等を通じて随時お知ら
せしますので、会員の皆様方におかれましては、御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
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日本行政書士会連合会
倫理研修規則
第１章　　総　　　則

　（目　　的）
第１条　この規則は、日本行政書士会連合会（以
下「本会」という。）会則第62条の３第１項第
三号に基づく倫理研修を実施することにより、
会員が行政書士たるに相応しい倫理を常に保持
し、適切に業務が実施され、行政書士法の目的
が正しく実現されるよう、必要な事項を定め
る。
　（倫理研修の種類）
第２条　本会が実施する倫理研修は、次の各号の
研修とする。
一　一般倫理研修
二　特別倫理研修
　（倫理研修の対象者）
第３条　前条の倫理研修の対象は、行政書士法人
たる会員を除く会員（以下「個人会員」とい
う。）のうち、次に定める者とする。
一　一般倫理研修　すべての個人会員
二　特別倫理研修　出入国管理及び難民認定法
施行規則に基づく地方出入国在留管理局長へ
の届出（以下「届出」という。）を希望する個
人会員又は届出を現に行っている個人会員の
うち、引き続き届出を希望する者

第２章　　一般倫理研修
　（研修の内容）
第４条　第２条第一号に定める一般倫理研修の科
目は、次のとおりとする。
一　行政書士法及び関係法令
二　人権　
三　職業倫理　
四　職務上請求書の適正使用　
五　その他
２　一般倫理研修の講師は、行政書士のほか、総
務省、法務省、その他外部の機関及び有識者に
依頼することができる。
　（実施方法）
第５条　一般倫理研修は、ビデオ・オン・デマン
ド（以下「VOD」という。）方式により実施す
ることとし、本会が作成したコンテンツを中央

研修所研修サイトで提供する。
２　本会は、VODによる受講ができない個人会
員に供するため、次の方法により一般倫理研修
を実施することができる。
一　研修会場を設け、当該会員を来場させてコ
ンテンツを視聴させる方法

二　コンテンツを電磁的記録媒体等のメディア
に収録し、当該会員に提供するとともにレ
ポートを提出させる方法

３　本会は、本研修の実施に係る事務を都道府県
行政書士会（以下「単位会」という。）に委託す
ることができる。この場合において、本会は、
必要に応じ、運用に係る費用の全部又は一部を
単位会に助成することができる。

　（受講義務）
第６条　この規則の施行後に登録を受けた個人会
員は、登録月の翌月初日から起算して３カ月以
内に一般倫理研修を受講し、修了しなければな
らない。

２　一般倫理研修を受講し修了した個人会員は、
修了日の５年後の日が属する年度に再度一般倫
理研修を受講し修了しなければならないものと
し、以後も同様とする。

３　単位会は、正当な理由なく一般倫理研修を受
講しなかった者に対し、処分をすることができ
る。

４　前項に定める正当な理由とは、個人会員本人
が、当該年度内において次の各号のいずれかに
該当する状態にある場合とする。
一　受講が不可能な程度の疾病
二　風水害その他の被災による業務不能

５　正当な理由により受講期間内に受講しなかっ
た個人会員は、当該理由が解消した場合には、
速やかにその旨を単位会に申し出るとともに、
一般倫理研修を受講しなければならない。

　（修了証書）
第７条　本会は、一般倫理研修の受講を修了した
者に対し修了証書を発行する。

　（受講費用）
第８条　一般倫理研修の受講費用は、無償とす
る。

　（単位会が実施する倫理研修）
第９条　単位会は、本規則で定める倫理研修以外
に独自で倫理研修を実施することができる。こ
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の場合、原則として本規則に定める一般倫理研
修には含まないものとする。

第３章　　特別倫理研修
　（特別倫理研修の種類）
第10条　本会が実施する特別倫理研修は、第３
条第二号に定める届出のために必要な行政書士
申請取次関係研修（以下「申請取次研修」とい
う。）とする。
　（申請取次研修の種類）
第11条　前条に定める申請取次研修は、次の各
号の研修とする。
一　事務研修　届出を希望する個人会員（次号
に定める実務研修の対象者を除く。）を対象
とする研修
二　実務研修　届出を現に行っている個人会員
のうち、引き続き届出を希望する者を対象と
する研修

　（申請取次研修の内容）
第12条　申請取次研修の科目は、次のとおりと
する。
一　出入国管理及び難民認定法及び関係法令
二　職業倫理
三　その他、必要な知識
２　申請取次研修は、効果測定を実施する。
３　前２項に定めるもののほか、本会の申請取次
行政書士管理委員会が指定するレポート等の提
出を求めることができる。
４　申請取次研修の講師は、行政書士のほか、総
務省、法務省、その他外部の機関及び有職者に
依頼することができる。
　（実施方法）
第 13条　申請取次研修は、集合方式又はVOD
方式により実施する。
　（受講義務）
第 14条　届出を希望する個人会員（実務研修の
対象者を除く。）は、所属単位会を経由して申
請取次の申出を行う日までに、事務研修を受講
し、修了しなければならない。
２　届出を現に行っている個人会員のうち、引き
続き届出を希望する者は、所属単位会を経由し
て、次回申請取次の申出を行う日までに、実務
研修を受講し、修了しなければならない。

　（修了証書）
第15条　本会は、申請取次研修の受講を修了し
た者に対し修了証書を発行する。

２　前項の修了証書の有効期限は、次のとおりと
する。
一　事務研修　発行の日から１年
二　実務研修　発行の日から３年

３　第１項の修了証書は、届出を単位会に申し出
る際の添付書類とする。

　（受講費用）
第16条　特別倫理研修の受講費用は、別途定め
る。

　（その他）
第17条　特別倫理研修に係る事務について、本
規則に定めがない事項については、別途定め
る。

　附　　則
　（施行日）
１　この規則は、会則の認可の日（令和４年８月
31 日）から起算して１年を経過した日から施
行する。

　（初回の一般倫理研修の受講期限）
２　この規則の施行の日に会員である者は、令和
６年３月31日までに、一般倫理研修を受講し、
終了しなければならない。
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申請取次行政書士管理委員会からのお知らせ

行政書士申請取次関係研修会（VOD方式）の御案内
　令和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な研
修です。
　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

実務研修会（更新） 令和５年2月7日（火）～
2月20日（月）

令和4年
12月上旬

令和4年12月22日（木）～
令和５年1月5日（木）

令和５年
3月10日（金）

※�開催概要は現時点での予定であり、変更される場合があります。

申請取次関係研修の効果測定出題方法の変更について
　今般、申請取次関係研修会（VOD方式）における効果測定の出題方法を以下のとおり変更することといた
しましたので、お知らせいたします。

　今般の変更は、申請等取次業務に携わる会員の皆様に、研修における効果測定を通じて様々な設問に触れる
ことで入管法への理解を深めていただき、相応の業務知識・職務倫理を身に付けた上で業務にあたっていただ
くことを目的としています。
　なお、効果測定出題方法の変更に伴い、現在、会員専用サイト「連con」にて公開している申請取次関係研
修効果測定の予習用教材「申請取次研修会効果測定用設問集」についても、12月の事務研修終了後（令和５
年１月上旬）、改訂版の設問集を公開する予定です。

2

＜中央研修所・申請取次行政書士管理委員会＞

【出題方法（VOD方式）】

適用開始  令和５年２月実施の実務研修会から
※効果測定では、改訂版設問集の設問又はそれに準じた問題を出題することを予定しています。

従　　　来 変　更　後

・四肢択一問題が 17問、二肢択一問題が３問の計 20問。 ・正誤式の計 40問とする。
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　改正行政書士法対応委員会では、特定行政書士制度の普及促進を目的として、特定行政書士の付記を受けた
会員のみ着用することができる徽章（特定行政書士用徽章）を作製いたしました。
　この度、下記のとおり受注販売を行うこととなりましたので御案内いたします。特定行政書士制度の推進、
認知度向上に御理解、御協力をいただきますようお願い申し上げます。
　御購入を希望される方は株式会社全行団にてお買い求めください。

（全行団ショップ ：https://shop.zengyodan.co.jp/）

受注期間　令和 4 年 12 月 1 日（木）9：00 ～令和 5 年 1 月 6 日（金）17：00
対　　象　 令和 4 年度特定行政書士法定研修修了者及び特定行政書士の付記を受けている

会員
金　　額　7,450 円（税抜価格 6,300 円、送料 520 円）
発　　送　令和 5 年 3 月中（予定）
留意事項　・ この徽章は年 1 回の受注販売（前払い）です。受注期間外は購入することが

できません。次回受注期間は令和 5 年 12 月を予定しています。
　　　　　・ 次年度以降、原料価格の変動により金額が変更になる可能性があります。
　　　　　・ 特定行政書士の付記を受けている会員 1 名につき一つまで購入することがで

きます。
　　　　　・ 裏面に記載のナンバーの指定はできません。
　　　　　・ 破損・紛失した場合は会員専用サイト「連 con」へ掲載している届出書等の

提出が必要です。

＜改正行政書士法対応委員会＞
特定行政書士徽章の御案内

令和５年新年賀詞交歓会の御案内
　日行連では、会員相互の親睦と行政書士制度の発展を期し、関
係各議員、各省庁関係者等をお招きして、新年賀詞交歓会を開催
いたします（日本行政書士政治連盟及び一般社団法人コスモス成
年後見サポートセンターとの共催）ので、以下のとおり御案内い
たします。
　会員皆様の多数の御参加をお願いいたします。
　なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、状況に
より開催形態等を変更する場合がありますので、あらかじめ御了
承ください。

日　時：令和５年１月 20 日（金）
　　　　正午から午後１時 30 分まで（午前 11 時から受付）
場　所：ホテルオークラ東京 1F 「平安の間」
　　　　　東京都港区虎ノ門 2-10-4
　　　　　TEL 03-3582-0111（代）
会　費： 1 万円
申　込：  12 月 16 日（金）までに各単位会にお申込みください。

3
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お知らせします。
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「行政のデジタル化の現在地とその展望及び行政書士の
役割について」セミナー開催の御案内

　滋賀会は、去る９月 27 日、行政機関等の委員等に委嘱された行政書士会員の情報交換会を Zoom で開催しました。
出席者は以下のとおりです（氏名省略）。
＜出席者＞

①総務省電子政府推進委員、②近江八幡市情報公開審査会委員、同行政不服審査会委員、③米原市行政不服審査会委
員、同情報公開審査会委員、同個人情報保護審査会委員、④滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報審議会委員、⑤
栗東市空家等対策協議会委員、⑥滋賀県公益認定等委員会委員、⑦滋賀県中小企業活性化審議会委員、⑧滋賀県新製
品の生産等による新事業分野開拓者認定審査会委員、⑨国土交通省滋賀運輸支局の登録無料相談員

　上記以外にも、既に任期が終了又は委員会等が廃止されたもので、外国人サポートセンター、年金確認第三者委員会、
滋賀県男女共同参画審議会、滋賀県女性等を犯罪等から守るネットワークや滋賀県防災協定関係などにも行政書士が委
員等として登用されていました。
　滋賀会としては、地方自治体に設置されつつある、法令に基づいた行政事務を徹底できているか専門家らが点検する

「行政ドック」への参入を目指すとともに、委員等の責務として行政手続法に基づき、行政内部からの法治主義による
適正手続の確立と、行政書士法の目的でもある「市民・事業者の権利を実現するため」にも、行政機関による委員会等
への行政書士の登用の拡大を目指すこととしています。
　さらに、市民からの相談業務で関わる「聴聞会」において、弁明の代理、各種の許認可、届出、納付等において、行
政機関への不服申立て等で不利益処分の救済を実現し、市民に寄り添う活動も展開しています。
　このほかにも、自衛隊や滋賀県、大津市、守山市、高島市等から、調査報告、入札受付、相続人調査、経営審査、コロ
ナ相談等の業務を受託しています。
　従来の市民・事業者に加えて、行政サービス分野等への業域拡大を図ることで、新入会員の顧客獲得の機会創出、収入
の拡大に努めています。

行政書士会

滋賀県 行政機関による委員への行政書士の登用について

この度、デジタル庁に御協力いただき、行政書士会員向けのセミナーを以下のとおり開催いたしますので、
以下のとおり御案内いたします。

来年から令和６年度にかけて各分野で本格的に稼働しようとしている電子申請システムや、これらを包摂す
る政府の取組等についてお話しいただきます。

申込方法や開催日時等の詳細については、本会ホームページ及び会員専用サイト「連 con」にて御案内して
います。

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となりますので、皆様の御参加をお待ちしてい
ます。

＜中央研修所＞

5

ＷＥＢ
開 催

※セミナー終了後、中央研修所研修サイトの VOD 講座に登載予定（無料）です。

開 催 日　令和４年 12 月下旬頃（配信時間 ：１時間程度）
講　　師　 デジタル庁 戦略・組織グループ 省庁業務サービスグループ 参事官 

帆足　雅史 様
定　　員　YouTube によるオンライン配信のため定員の定めなし
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法教育推進委員会から

法と教育学会「第13回学術大会」
への参加について
�

自由研究発表では、発表者が所属している東京都行政書
士会（以下、「東京会」という。）の活動の中から、継続的に
行っている図書館と連携した法教育活動について報告を行
いました。
はじめに、行政書士の法教育活動の沿革について、平

成 24 年に東京会で法教育推進特別委員会が発足したこ
と、令和２年に日行連において法教育推進委員会が発足
したこと、そして、現在、各単位会では、各会の事情に
合わせた法教育活動を行っていることを報告しました。
東京会では、法教育活動を“あらゆる人に法情報提供

を”の実現を目指す一場面と捉え、法教育を通じて地域の
教育・情報機関との連携を目標として掲げ、学校だけで
なく、図書館などとの連携を行っていることを説明しまし
た。
その活動の中で、毎年、調布市立図書館と連携して実施

している子ども向けの法務ミニセミナーから、本年度の夏休
みに、主に小学校５・６年生程度の児童を対象に、「図書館
のきまり」を題材に行った法教育を紹介しました。
概要は、図書館は「何で誰でも無料で入れるんだろう？」

「何でいろんな本があるんだろう？」「何か秘密があるの
かな？」との問いかけから、図書館法の条文（第２条、第
３条、第 17 条）を提示して、「誰もが、無料で、本、雑
誌などを利用できるサービスを行っている」図書館の意
義を踏まえて、図書館のきまりを考えてもらうものです。
その中では、「図書館の工夫を見てみよう！」として、「分

類記号」「点訳本」「点字本」「大活字本」「布の絵本」など
の存在、バリアフリーを考えた図書館の施設の工夫、「貸
出期間」「貸出点数」などの紹介も行っています。
続いて、図書館での「小学校低学年向け法セミナー」

の実践報告をしました。平成26年度から図書館と連携し
た法情報提供に関する活動を進める中で、新たに他の地
域の図書館から依頼があり、本年度の夏休みに行ったも
のです。内容は、学習指導要領等に基づき、地域に合う
題材を選んでいます。
今回、図書館から、小学校低学年向けの講座を実施し

てほしいという要望があり、親子で参加する形式のセミ
ナーとしました。タイトルは、「〇△□のひみつ〜マーク
にかくされたおやくそく〜」とし、子どもたちにも身近な
「ペットボトルのラベル」や「おかしの箱」を使いました。
参加者は小学校１・２年生とその保護者で、各自持参し
たラベルや箱の〇△□のマーク（識別表示）を見つける作
業から始めました。マークの意味を知り、目的について
考え、そのための法律があることを学習するという内容
です。マークなどに関係する法律に関心を持ち、調べ学
習につながるように、図書館と協力をして行いました。
セミナーでは、図書館の方が作成したブックリストの

配布や、レファレンスサービスについての説明もありま
した。また、会場に用意された表示やマークに関する図
書、法律、環境や SDGs などの関連図書の中から、関心
を持った分野の図書を借りることもできました。六法全
書の紹介や関連図書、展示を通して図書館員や行政書士
と触れ合う楽しい講座となるよう考えました。
以上のように、日頃から目にしている小さなマークが

持つ大きな役割、法の目的と意義が心に残り、今後の学
習につながることを願いながら行った、図書館における
子ども向け法セミナーの実践報告をしました。
最後に、これからの法教育活動として、学校、図書館、

公民館等の地域の教育・情報機関との連携を継続して行っ
ていきたいこと、アニメや映画等を題材にした法教育な
ど、児童・生徒の関心を持ってもらう工夫を行っていくこ
と、行政との関わりをいかした法教育の可能性、“行政書
士ならでは”の法教育を考えることについて話しました。
発表後には、図書館との連携のきっかけについての質

問も出るなど、行政書士会の法教育は、学校現場だけで
はない法教育実践の可能性が大いにあることを法律関係
者、教育関係者にアピールできたものと思います。

＊ �「法と教育学会」（http://gakkai.houkyouiku.jp/）�
「法と教育学会�第 13 回学術大会」当日のプログラム
（http://gakkai.houkyouiku.jp/activity.html）

法と教育学会では、毎年９月に学術大会が開催され、分科会での実践・研究発表、講演、シンポジウムな
ど、法教育を実践している教員、行政書士、弁護士、法教育を研究している大学教員等による報告、発表等が
行われています。
本年は、９月 11 日（日）に明治大学リバティタワー�（東京都千代田区）にて「第 13 回学術大会」＊�が行われ
ました。法務省の方も参加される中、日行連法教育推進委員会から山賀良彦副委員長及び寺田康子委員が参加
し、自由研究発表を実施しましたので、以下に報告します。

法教育実践報告「公共図書館における子ども向け法務セミナー」
〔発表者〕寺田�康子、山賀良彦（日本行政書士会連合会�法教育推進委員会）

公共図書館と協力・連携して行った、令和４年度の法教育実践報告である。小学生を対象に、身近にあるマーク
や図書館を題材として取り上げ、図書館を活用した調べ学習につながることを意図して行った。
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公証人に聞く！
教えてミネルヴァミネルヴァくんくん

＜法務業務部＞
（担当：浅草公証役場　公証人　澤野芳夫）

第12回　登記識別情報を紛失した場合の対処方法

まもる先生の知り合いのＡさんは、自宅を売却しようとしていますが、自宅の土地建物の登記識別情報（権利証）
を紛失してしまいました。Ａさんから相談を受けたまもる先生は、ユキマサくんにミネルヴァくんのところに相談に
行ってほしいと頼みました。
ユキマサくんは、大好きなミネルヴァくんとお話ができるので、喜んでコスモス公証役場に出かけました。クリス

マスのイルミネーションが煌めく街並みは、とても綺麗でした。

ユキマサくん

商店街に大きなクリスマスツリーがあったよ！てっぺんに
あるのは「ベツレヘムの星」っていうらしいよ。

そうしたらＡさんはどうすればいいのかな？

便利だけれど少し時間がかかるね。

三つ目の方法は何かな？

まもる先生の知り合いのＡさんが、自宅を売却したいけれど、自宅の登記識別情報をなくしてしまい
困っているみたい。登記識別情報は再発行してもらえるのかな？

法文上は「登記申請に係る申請情報」とあるから、委任状だけではなく、登記義務者本人の登記申請書で
あればいいんだね。例えば、行政書士が不動産売買等の契約書を作成し、それで本人が登記しようとしたが、
登記識別情報がなかったという場合、この申請書に、公証人の認証を受けるようにアドバイスすることが
できるね。

ミネルヴァくん

ユキマサくん、いらっしゃい。とても詳しいですね。
ツリーを見ると、とても幸せな気持ちになりますね。

登記識別情報を紛失した場合には、不動産登記法（以下、「法」という。）では、三つの方法が定めら
れています。まず、法務局から登記義務者に対し、「名義変更の登記申請がされましたが、そのとおり
間違いありませんか」という通知（事前通知）がされ、登記義務者が２週間以内に署名押印して法務
局に返送すれば登記手続がされます（法 23条 1項）。法務局からの事前通知は「本人限定受取郵便」（不
動産登記規則 70条 1項 1号）によってされ、本人以外の人は受け取れないようになっています。

二つ目の方法は、資格者代理人の本人確認情報という制度です。登記の申請の代理を業とすることが
できる者（不動産登記規則 72条１項の「資格者代理人」をいう。権利の登記については司法書士、弁
護士。）が、直接登記義務者と面談し、本人の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の顔写
真付き身分証明書（以下、「本人確認資料」という。）の提示を受けて、登記義務者本人であることを所
定の確認方法で確認をし、本人に間違いない旨の書面（「本人確認情報」という。）を作成し、登記申請
書と一緒に提出する方法です（法 23条 4項 1号）。

公証人が登記申請書等の書面に認証をする方法です（法 23 条 4 項 2 号）。
一般的には、資格者代理人に対する登記の委任状に登記義務者本人が署名押
印し、それを公証人が認証する形態が多いですね。

不動産を売却し移転登記手続をするには、登記義務者（売主）の登記識別情報が
必要（不動産登記法 22条）ですが、登記識別情報は再発行してもらえません。
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ユキマサくんは事務所に戻り、まもる先生にミネルヴァくんから学んだことを報告しました。

認証には主に、直接本人が公証役場に赴き、署名押印する面前認証と、代理人が公証役場に
赴き、「書面の署名押印が本人のもので間違いない」と述べる代理認証があるけど、法 23条
4項 2号の認証は、代理認証でもいいのかな？

印鑑登録証明書のほか、本人確認資料として、顔写真付きの
資料（運転免許証等）を求めるのは何でかな？

公証役場で行う登記申請情報への認証の手数料はいくらかな？

本人が公証役場に行かなければならないというのが、少し手間かもしれないけど、
安い費用でできるんだね。いろいろと教えてくれてありがとう！

公証役場では、実際にどのような流れで登記識別情報に代わる
登記申請情報への認証が行われるの？

わーい！うれしい！！

マスクをしていたら外してもらわないとだね。

法 23条 4項 2号の認証は、代理認証は認められません（平成 17年 2月 25日、民二
457 民事局長通達）。したがって、必ず本人に公証役場に来ていただくか、本人が病気
等の場合には、公証人が本人の自宅等に出張して認証をする必要があります。

まず、登記義務者本人の印鑑登録証明書（発行から３か月以内のもの）を提出していただき、更にも
う１点、本人確認資料を提示していただきます。それを基に、公証人が登記義務者本人に対し、氏名、
生年月日等により本人確認をします。そして、何のための委任状なのかを、本人が理解しているかど
うか確認します。場合によっては、「登記識別情報はどうされたのですか」と尋ねることもあります。
そして、公証人の面前で、登記義務者本人が署名、押印をします。この書面に公証人が認証をし、認
証した書面を登記義務者に交付して終了です。

まもる先生

ありがとう。とても参考になりました。お礼に買ってきた
クリスマスケーキを一緒に食べましょう。

そのとおりです。直接、登記申請書を認証することも可能です。ただ、実際に多いのは、
やはり資格者代理人に対する委任状を公証人が認証する形ですね。

良いところに気付きましたね。本人になりすまして、他人が登記識別情報を紛失したとして、
登記申請情報への認証の申出をしてきた際に、それを許さないためです。本人の知らぬ間
に大切な不動産につき移転登記がされてしまったら大変なことになります。

そうですね。「一瞬だけマスクを外してください」とお願いします。

委任状の認証の場合は3,500円、登記申請書の認証の場合は5,500円がかかります。

また、いつでも遊びにきてね。

公証人に聞く！教えてミネルヴァくん

　2022. 12　No.601　日本行政　28

10_日本行政12_ミネルくん.indd   2810_日本行政12_ミネルくん.indd   28 2022/11/09   17:342022/11/09   17:34



令和４年度セミナー・VOD研修について
（許認可業務部）

　本年度、新たに中央研修所研修サイトへの登載を予定している許認可業務部関連のコンテンツ
及び開催予定のセミナーについて、以下のとおり御紹介いたします。是非多くの会員の皆様に受
講いただければと思います。
　なお、建設・環境部門、農地・土地利用部門でも、それぞれセミナーの開催又は VOD（ビデ
オ・オン・デマンド）講座の収録を予定しています。こちらについては、詳細が決まり次第、改
めてお知らせいたします。
　
　【令和４年 12 月配信予定】� （運輸交通部門）　

VOD 研修「OSS 実務者説明会」

　許認可業務部運輸交通部門において、国土交通省及び一般財団法人自動車検査登録情報協会（以
下、「自検協」という。）、公益財団法人自動車情報利活用促進協会（以下、「利活用協会」という。）
から講師をお招きし、令和４年 10 月 20 日（木）に Zoomによるオンライン形式にて「OSS 実務
者説明会」を開催いたしました。
　説明会では、国土交通省から「OSS�制度の現状と将来像について」及び「自動車検査証の電子
化について」、自検協、利活用協会から「スマート継続�OSS�システム及び�AINAS�を利用した�
OSS�大量申請の手法について」をテーマに講演いただき、各単位会の自動車関係業務に携わる代
表の実務者が聴講されました。当日の講演の映像を収録し、中央研修所研修サイトにVODコン
テンツとして登載する予定です。是非、積極的に御視聴いただければと思います。

　【令和５年２月開催予定】� （社労税務・生活衛生部門）　

WEBセミナー「認定薬局制度と薬局支援に関するセミナー」

　令和３年８月の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（薬機
法、旧薬事法）の一部改正により、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、特定の機能を有
する薬局の都道府県知事による認定制度が設けられ、「地域連携薬局」及び「専門医療機関連携薬
局」の申請が始まりました。しかし、その数は約 3,000 件にとどまり（令和４年７月 31 日時点）、
従来の薬局、健康サポート薬局と何が違うのかなど、理解が進んでいない状況とも言えます。
　このような状況を受けて、本年度、許認可業務部社労税務・生活衛生部門では、「認定薬局制度
と薬局支援に関するセミナー」を開催することといたしました。今回のセミナーでは、地域密着
型の行政書士にこそ理解をしていただきたい「地域連携薬局」を中心に、薬局関連の許可申請等
について基礎的な事項をお伝えし、行政書士ができる支援について参加者自身が考えていただく
機会となることを目的としています。
　セミナーの申込みに関する詳細については、12月下旬～１月上旬を目途に日行連ホームページ
にて御案内を予定していますので、皆様、是非御参加ください。

中央研修所通信12月号
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日行連の主な動き Monthly Report2022. 10Oct.

4日

火
許認可業務部
建設・環境部門会議

【協議事項】
⑴  次年度建設業セミナーについて
⑵  全国担当者会議について
⑶  本年度セミナー及びVODについて
⑷  建設業振興基金の期間契約職員の募集に

ついて
⑸  業務用ポスターについて
⑹ CIICとの共催のセミナーについて
⑺ その他

登録委員会
【登録審査】

⑴  審査件数(83件)
⑵  その他

5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  OSSの適用除外に係る対応状況について
⑶  各省庁による各種申請等システムの説明

会について
⑷  その他

常任理事会(～6日)
【合議事項】

⑴  理事会の議案等について
⑵  専門員の登用について
⑶  建設キャリアアップシステムに係る申請書

類の作成における日行連の見解について
⑷  次年度建設業セミナーの開催について
⑸  次年度行政書士制度PRポスターモデルに

ついて
⑹  マイナンバーカード代理申請手続事業の

経費精算について
⑺  その他

規制改革委員会
【協議事項】

⑴  内閣府規制改革会議のウォッチング結果
について

⑵  その他

6日

木
法改正推進本部会議

【協議事項】
⑴  公明党政策要望懇談会について
⑵  財産管理業務及び成年後見業務について
⑶  「報酬を得て」文言について
⑷  その他

11日

火
法規監察部会

【協議事項】
⑴  照会案件等について
⑵  補助金士等への対応策について
⑶  単位会からの照会に関する質問について
⑷  コスモスマークの使用について
⑸  全国担当者会議について
⑹ その他

12日

水
総務部会

【協議事項】
⑴  事業執行スケジュールの確認について
⑵  行政書士職務基本規則について
⑶  倫理研修について
⑷  職務上請求書管理マニュアルについて
⑸ 単位会等からの照会について
⑹  その他

13日

木
許認可業務部
運輸交通部門会議

【協議事項】
⑴  OSS実務者会議について
⑵  軽自動車OSS（新規検査）の申請手続等に

関する説明会について
⑶  業務用ポスターの作成について
⑷  単位会からの照会について
⑸  行政書士が利用する電子証明について
⑹  規制改革・行政改革ホットラインに係る意

見・要望について
⑺  その他
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14日

金
国際・企業経営業務部
知的財産部門会議

【協議事項】
⑴  農水知財等パンフレットの作成について
⑵  農水知財に関するシンポジウム（仮）の開

催について
⑶  その他

18日

火
登録委員会（～19日)

【登録審査】
⑴  審査件数(86件）
⑵  その他

中間監査（～19日）

19日

水
選挙管理委員会

【協議事項】
⑴  次年度会長選挙について
⑵  その他

資格審査会

24日

月
改正行政書士法対応委員会

【協議事項】
⑴  特定行政書士業務ガイドラインの改訂に

ついて
⑵  全国担当者会議について
⑶  その他

25日

火
許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議

【協議事項】
⑴  本年度全国担当者会議について
⑵  本年度セミナーについて
⑶  業務用ポスターの作成について
⑷  規制改革・行政改革ホットラインに係る意

見・要望について
⑸  社労業務に関する実態調査について
⑹  その他

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】

⑴  次年度以降の申請取次関係研修の開催に
ついて

⑵  異議申立て案件について
⑶  規制改革・行政改革ホットラインに係る意

見・要望募集について
⑷  その他

権利擁護推進委員会
【協議事項】

⑴  本年度セミナー研修について
⑵ 「月刊日本行政」への記事掲載について
⑶  日行連ホームページへの掲載について
⑷  ブランディング誌について
⑸   権利擁護活動アンケートについて
⑹  関係行政機関等の訪問について
⑺ 権利擁護業務の研究について
⑻  運営における資料等の保管及び活用につ

いて
⑼  その他
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成年後見制度が社会により必要とされるために

　成年後見制度は、精神上の障がいにより判断能力

が不十分であるために契約等の法律行為における意

思決定が困難な人について、補助人・保佐人・成年

後見人がその判断能力を補うことによって、その方

の権利を擁護するという制度趣旨の下に導入された

ものです。しかしながら、制度利用者数は認知症高

齢者や知的障がい者、精神障がい者などの制度利用

の対象とされる人の数に比べて著しく少ないことか

ら、利用者がメリットを実感できるような運用にな

るよう利用促進のための施策が検討され、実施され

ているところです。

　制度を利用する当事者にとってメリットを実感で

きることは非常に重要です。将来的に利用する可能

性がある方が、制度に対する悪いイメージを持って

いることが、利用が進まない一つの要因ではないか

と感じています。

　ここでは、筆者が耳にしたことのある成年後見制

度に対するイメージのうち、特にネガティブな意見

を紹介しながら、成年後見制度がより社会に必要と

されるために求められることは何かを考えてみたい

と思います。

　

　まず、「成年後見制度はお金持ちのための制度だ」

という意見があります。成年後見人の行う仕事は大

きく財産管理と身上保護に分かれますが、前者に預

貯金や不動産といった財産の管理が含まれており、制

成年後見制度の利用促進と世間のイメージ

お金持ちのための制度か？

度利用のための動機も「預貯金等の管理・解約」の

割合が最も多いことから、そのような印象を持たれ

ることも頷けます（参考：「成年後見関係事件の概況」

－令和３年１月～12月－最高裁判所事務総局家庭局）。

　また、家庭裁判所への申立が必要な法定後見にお

いては、申立手数料及び後見登記手数料や送達・送

付費用のための郵便切手のほか、本人の判断能力が

どの程度あるかを医学的に判定する手続である鑑定

を医師に依頼するための費用がかかる場合があり、

申立書類の作成を弁護士や司法書士などの専門職に

依頼する場合には、その報酬も別途必要になるなど、

制度利用のためにはある程度の費用が必要であるこ

ともその要因と言えると思います。

　しかしながら、先ほど述べたとおり、成年後見制

度は判断能力が不十分な人の意思決定を補うための

制度であることから、制度を利用すること自体は本

人の財産の多寡とは関係がないのです。一方で、財

産管理だけがクローズアップされる背景に、家族で

はない第三者が後見人になるケースの中には、意思

決定支援や身上保護等の福祉的な視点に乏しい運用

がなされているものもあるとの指摘もありますので、

この点については後述したいと思います。

　

　次に御紹介するのは、「一度利用を始めたら亡くな

るまでやめられない」という意見です。法律上、本人

の能力が回復または死亡したときに後見は終了する

とされ、それ以外の終了原因としては成年後見人の

死亡・辞任・解任・欠格事由への該当がありますが、

使い勝手の悪い制度か？

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
業務執行理事・広報委員長　曽根　寧之
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この場合も直ちに後見自体が終了となるわけではな

く、通常は後任の者が選任されることになります。

　本人や家族としては、それまで家族等の支援に

よって何不自由なく暮らせていたにもかかわらず、例

えば、遺産分割を行う必要が生じたため、判断能力

の不十分な本人に成年後見人等を付けて必要な手続

を行った後もなお、制度利用を続けなければならな

いのは納得できないという話も耳にしますし、「使い

勝手が悪い制度」と言われるゆえんもここにあるよ

うに思います。

　一時的な法的課題や身上保護上の重要な課題等が

解決した後も、成年後見制度が継続することが問題

であるとの指摘や、一時的な利用を可能として、よ

り利用しやすい制度とすべきとの指摘などがあるこ

とを踏まえ、国の専門家会議では、現在、成年後見

制度を利用することの本人にとっての必要性や、成

年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性

についても考慮された上で、適切に成年後見制度が

利用されるよう、連携体制等を整備することを課題

として検討が進められています。

　

　上記に関連してよく言われるのは、「後見人を代え

てほしいのに認められない」ということです。これは

先ほど述べた「財産管理に偏重した第三者後見人」に

対する批判でもあり、更には「大したことをしない

後見人に報酬を払い続けなければならない」という

意見もありますが、これも同様の理由によるところか

と思います。

　後見人を代えてほしい場合には解任することが考

えられますが、解任ができるのは後見人に不正な行

為、著しい不行跡、その他任務に適しない事由があ

るときなどであって、本人や家族が不満を感じてい

たり相性が合わなかったりといった理由で解任する

ことは難しいとされています。そのため、大したこと

をしないのに辞めさせられることもなく高い報酬を

貰っていると批判されるのだと思います。これに対

しては、財産管理のみを重視するのではなく、認知

症高齢者や障がい者の特性を理解した上で、本人の

自己決定権を尊重し、意思決定支援や身上保護も重

視して関わり、本人や家族の期待に応える必要があ

後見人が儲かる制度か？

るのだと思います。

　また、法定後見における後見人の報酬は、家庭裁

判所が本人の財産状況や後見人が行った事務内容等

を総合的に考慮して決めることとされていますが、

報酬は本人の財産から支払われるため、本人の財産

が少ない場合には十分な報酬が出ないという問題も

あります。判断能力が不十分であるだけでなく生活

困窮などの複合的な課題がある場合には、第三者の

専門職が選任されることが望ましいのですが、報酬

を受け取ることができないために担い手が見つから

ないという問題も深刻化しており、報酬助成制度の

充実や報酬算定方法の見直しなど制度の運用改善が

求められています。

　

　健康寿命が世界一の長寿社会を迎えた日本を「人

生 100 年時代」と呼ぶようになりました。健康寿命と

は、平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期

間を差し引いた期間を言いますが、我が国では平均寿

命と健康寿命はともに年々延伸しているものの、その

差は縮小していないことから、多くの国民にとって、

認知症などによって判断能力が不十分な介護状態に陥

ることは決して他人事ではないと言えます。それは、

従来の「支える側」「支えられる側」という関係を超

えて、社会全体で支え合う仕組みとしての地域共生社

会の実現とも関係しています。また、障害者権利条約

を批准する日本に対して、本年9月に行われた国連権

利委員会による初めての審査において、障害児・者の

地域移行や強制入院の現状が改善していないとの指

摘もありました。すなわち、成年後見制度の利用促進

を考えるにあたっては、現在の当事者だけでなく、将

来的に制度を利用する可能性がある方たち、つまりは

日本国民全員に正しく制度を理解してもらうよう努め

ることも制度の普及には重要だと私は考えています。

　成年後見制度は万能な制度ではありませんが、制

度を利用することで解決できた問題や防げる被害が

あったにもかかわらず利用につながらなかった理由

が、本人や家族の誤解や周囲からの誤った助言によ

るものだったということがないよう、私たちコスモ

スも制度普及に携わる団体として適切な情報発信・

広報活動に努めてまいりたいと考えています。

将来的な「支え合う仕組み」のために

コスモス Information
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登録者数（令和4年10月末日現在）
合　　　計 51,223 名
内　　　訳 男 43,295 名 女 7,928 名
個人事務所開業 男 41,105 名 女 7,168 名
行政書士法人社員 男 1,608 名 女 347 名
個人使用人行政書士 男 331 名 女 221 名
法人使用人行政書士 男 251 名 女 192 名

「男はつらいよ」と言えば、誰もが知る山田洋次監督の作
品で全48作になります。かつて、友人T氏は、毎日１作ず
つレンタルショップで借り、48日かけて全作鑑賞していまし
た。48日かけての偉業に対して感想を求めたところ、感想は
特にないが何とも言えない達成感があったと語っていました。
ところが今は、Netflixなどの動画配信サービスに月1,000
円程度支払うだけで、24時間いつでもボタン一つで全作を
簡単に観ることができます。
このようにデジタル化の流れが進むと、我々の業界でも
申請がいつでも、誰でも、どこからでも簡単にできる世の中
になります。行政書士の仕事がなくなるのではと不安に思う
ことがありますが、あまり心配はしていません。どんなに便
利になったとしても、困りごとがなくなることはないからで
す。困ったときに、まず初めに相談する相手が行政書士であ
れば大丈夫です。万が一、困りごとが全くない世の中になっ
たとすれば、そのときは住みやすい社会になって良かったと
諦めもつきます。

異動状況（令和4年10月中の処理件数）
新規登録 合　計 188 名

内　訳 男 148 名 女 40 名
登録抹消 合　計 112 名

内　訳 男 98 名 女 14 名
抹消内訳 廃　業 90 名

死　亡 20 名
その他 2 名法人会員（令和4年10月末日現在）

 法人会員数 1,124
 法人事務所数 1,371

主たる事務所数（行政書士法人数） 927
従たる事務所数 444

御協力のお願い ～日本行政を正確 · 迅速にお届けするために～

日本行政の発送は、行政書士名簿
にある会員の事務所所在地と当該
会員の氏名を表記してお届けして
います。

○お届け先に事務所名の表示しかな
く、会員氏名が表示されていな
いため返送されてくる事例が多
くあります。事務所の入口に会
員氏名を明確に表示されるか、
最寄りの郵便局に事務所内の御
本人宛に送付してもらえるよう
届け出を行ってください。
○事務所所在地に変更があった場合

は、速やかに所属単位会にお届

け願います。また、最寄りの郵
便局への転送依頼届けもお忘れ
なく。
広報部では日本行政が返送されて
きた場合、所属単位会に宛名の調
査依頼を行うとともに、それが確
認されるまで以降の発送を停止い
たします。
○発送停止の解除は、所属単位会

に依頼した宛名調査の結果に加
え、事務所所在地の変更があっ
た場合には、所属単位会を通じ
日行連登録委員会に提出される
当該会員の変更登録申請の処理

手続の結果により行います。
事務所所在地に変更がないのに日
本行政が届かなくなった場合は、
お早めに日行連事務局までお問合
せください。
○発送停止期間中のバックナンバー

を希望される場合、在庫管理上、
直近発行号を含み最長６か月まで
とさせていただきますので、あら
かじめ御了承願います。

　日本行政の正確・迅速なお届けの
ため、皆様の御理解、御協力をよろ
しくお願いいたします。
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