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令和５年
日本行政書士会連合会 会長年頭所感

日本行政書士会連合会　会長

常住　豊

令和 ５年の新春を迎え、謹んで御挨拶を申し上げます。
全国の行政書士会及び会員の皆様におかれましては、日頃から日行連の事業推進に対し御理解

と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。また、各地においては行政機関並びに地域住民からの
期待に応え、行政書士制度発展のため御尽力いただいておりますことに、重ねて御礼申し上げます。
　
さて、昨年を振り返ると、新型コロナウイルス感染症の収束は見えず、ロシアによるウクライナ
への軍事侵攻に端を発した世界規模のエネルギー危機が発生するなど、世界情勢の混乱は増すば
かりであったと言えます。社会全体に不安が広がる中ではありますが、そのようなときにこそ行
政書士の存在意義も大きくなります。国民の皆様が抱える不安や困りごとに対して「そうだ、行
政書士に相談しよう！」と自然に想起していただけるよう、国民に寄り添い、国民から必要とされ
る存在として、今後も会員の皆様と共に研鑽に励むとともに、日々の事業に取り組んでまいります。

日行連では、昨年、ウクライナ避難民等への支援について人道的見地から積極的に取り組んで
まいりました。また、デジタル化への対応として、政府が行う各種コロナ支援策における電子申
請等への協力をするとともに、「誰一人取り残さない」社会のデジタル化に向けて必要不可欠なマ
イナンバーカードの普及促進について、総務省からの委託による代理申請手続事業を展開するな
ど積極的に推進してまいりました。この事業については特に年度内までの範囲での取組としてお
り、各単位会、各会員におかれましては、引き続き顧客対応場面等におけるマイナンバーカード
の取得促進に向けた代理申請等の申請支援に御協力いただきますようよろしくお願いいたします。
加えて現在、中央省庁に対しデジタル・デバイド解消や、なりすまし等による不正な申請を防

止すべく、行政書士が申請者の代理人として支援できる環境の整備等を強く要望しております。
デジタル時代において、更に重要性が増すのは様々な証明業務です。大正９年の内務省令「代書
人規則」の頃より「事実証明に関する書類の作成」は行政書士の業務であり、今後も行政書士の
有する事実証明に関する役割、社会的な有用性は高まっていくものと考えております。
また、国が設置する有識者会議等への行政書士の登用についても、国等への要望を強力に推し
進めてまいります。

行政書士制度の更なる発展には、会員の皆様による現場の活動が必要不可欠となります。今後
も日行連として、会員の皆様が一様に行政書士であることを誇りに思えるよう、確固たる地位の
確立と制度の維持発展に全力を尽くしてまいります。
　
最後に、この新しい年が全国の行政書士会並びに会員の皆様にとって、心豊かに過ごせますよう、

そして益々の飛躍の年となりますよう祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。
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令和５年
総務大臣年頭所感

総務大臣

松本　剛明

令和５年の新春を迎え、お慶びを申し上げます。

行政書士制度は、昭和 26年の行政書士法制定以来、最近では令和３年６月に「国民の権利
利益の実現に資すること」がその目的に明記された改正法が施行されるなど、数次にわたる
法改正を通じ、この 70年余りの間、着実に発展してきました。
現在、全国で５万人を超える行政書士の皆様方が各地域で職務に精励され、「頼れる街の法
律家」として国民の皆様から厚い信頼を寄せられています。これもひとえに、各地域で職務
に真摯に取り組み、熱意を持って活動してこられた行政書士の皆様方、各都道府県行政書士会、
そして日本行政書士会連合会のたゆまぬ努力の賜物であり、心から敬意を表します。

さて、日本行政書士会連合会、各都道府県行政書士会及び行政書士の皆様方におかれては、
対面でもオンラインでも安全 · 確実な本人確認ができるデジタル社会の基盤となるマイナン
バーカードの普及 · 促進について、取得促進のための相談会の実施や代理申請等の御支援を
いただいております。
また、新型コロナウイルス感染症対策については、国民向けの各種給付金申請等のサポー

トをいただいているほか、ウクライナから避難された方々の受入についても、在留手続の支
援や我が国に滞在するためのサポート等に取り組んでいただいています。
これらの御尽力に対し、この場をお借りして御礼申し上げますとともに、今後とも皆様方
の一層の御支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

また、現在、政府では、地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方
と都市の差を縮めていくことで、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現を目
指しています。全ての国民の皆様にデジタル化による恩恵を享受していただくためには、電
子手続に不慣れな方等に寄り添ったきめ細かなサポートを行うなど、いわゆるデジタル ·ディ
バイドの解消が必要です。
このような中、長年にわたり様々な行政手続に精通するとともに、さらにデジタルへの対
応を進めていただき、幅広い知識と経験をもって時代の変化や制度改正に対応することで、
国民の権利利益の実現に貢献されてこられた行政書士の皆様方に期待される役割は、益々大
きくなるものと存じます。
総務省といたしましても、皆様方に更に御活躍いただけますよう、行政書士制度の一層の
充実及び円滑な運用を期して、日本行政書士会連合会や各都道府県行政書士会と十分な連携
を図ってまいります。

結びに、日本行政書士会連合会及び各都道府県行政書士会の更なる御発展と、行政書士の
皆様方の御健康と益々の御活躍をお祈り申し上げます。

New Year＇s Greetings
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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。

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。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。

Contents
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１．はじめに �

　我が国では、少子高齢化が進む中、介護、障害者福祉、
子育て支援、地域づくりなどの幅広い分野で多様なニー
ズが生じており、その担い手が求められています。
　これらの多様なニーズに応え、地域社会における課題
の解決に向けて、その担い手になろうとする人々は、そ
れぞれの様々な生活スタイルや多様な働き方が実現され
るよう、状況に応じ、NPO法人や企業組合といった法人
格を利用し、あるいは任意団体として法人格を持たずに
活動されています。
　こうした中、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題
に取り組むための選択肢の一つとして、令和４年10月か
ら、「労働者協同組合」に関する法人制度がスタートしま
した。
　本稿では、令和４年10月の労働者協同組合法の施行を
踏まえ、この新たな法人制度について御理解いただける
よう、労働者協同組合の主な特色、具体的な事例、主な
ルールや手続等について御紹介したいと思います。

２．労働者協同組合とは �

　「労働者協同組合」とは、労働者が組合員として出資
し、その意見を反映して自ら従事することを基本原理と
する組織であり、地域のみんなで意見を出し合って助け
合いながら、地域社会の課題を解決していこうという、
新しい法人制度です。
　こうした地域社会の課題に関しては、既にNPO法人
や企業組合等、様々な法人形態で活動がなされています
が、労働者協同組合は、これらの既存の法人と共存する
ものであり、地域社会の課題の解決のために活動を行お
うとする方々の選択肢を広げ、こうした活動を一層促進
させるものです。
　令和４年10月に施行された労働者協同組合法は、この

多様な働き方を実現しつつ、地域社会の
課題に取り組む「労働者協同組合」
～令和4年10月、新しい法人制度スタート～

厚生労働省 雇用環境・均等局勤労者生活課 労働者協同組合業務室
室長　水野　嘉郎

労働者協同組合の設立
や運営、管理などにつ
いて定めた法律です。
　この法律では、労働
者協同組合は、以下①
から③の基本原理に従
い、持続可能で活力あ
る地域社会に資する事
業を行うことを目的と
するよう定めています。
　①�組合員が出資すること
　②�その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映

されること
　③�組合員が労働者協同組合の行う事業に従事すること

３．労働者協同組合の主な特色 �

　労働者協同組合の主な特色は以下の７点です。

（１）地域の多様なニーズに応じた事業実施
　労働者派遣事業を除くあらゆる事業が実施可能です。
そのため、介護・福祉関連、子育て関連、地域づくり関
連など、地域の多様なニーズに応じた事業を実施できま
す。ただし、許認可等が必要な事業はその規制を受ける
ことに留意が必要です。

（２）組合員は平等に１人１議決権
　株式会社と異なり、出資額にかかわらず、平等に１人
１票の議決権と選挙権を有することになります。

（３）簡便な法人格の取得
　NPO法人や企業組合と異なり、行政による許認可等を
必要とせず、法に定められた要件を満たし、登記をすれ
ば法人格が付与されます。
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（４）組合員に対する労働契約締結
　労働者協同組合は組合員との間で労働契約を締結しま
す。これにより、組合員は、労働基準法などの関係法令
による労働者としての保護を受けることになります。

（５）出資配当不可
　剰余金の配当は、出資額に応じて行うのではなく、組
合員が労働者協同組合の事業に従事した程度に応じて行
います。

（６）都道府県知事による指導監督
　都道府県知事に決算関係書類等を提出する必要がある
など、都道府県知事による指導監督を受けます。

（７）�一定要件を満たすとNPO法人並みの法人税負担
　「定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがある」、「定
款に解散時の残余財産について出資額を超える財産は国
等へ帰属する旨の定めがある」等の一定の要件を満たし
た労働者協同組合については、都道府県知事による特定
労働者協同組合としての認定を受けることにより、各事
業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得
について非課税となるなど、公益法人等に係る取扱いが
適用されます（公益法人等の軽減税率及び寄付金の損金
不算入制度の適用はありません）。

４．具体的な取組事例のイメージ �

　より労働者協同組合の活動イメージを理解できるよう、
具体的な取組事例を説明したいと思います。これまで、
労働者協同組合の基本原理に共感して地域の課題に取り
組む団体には、根拠法である労働者協同組合法がなかっ
たため、他の法人格を活用して活動を続けてきました。
　ここでは、現在労働者協同組合への移行を進めつつ、
それぞれの形で地域のための活動を続けている団体の例
を御紹介します。

（１）農と食、人と地域がつながるデイサービス
　埼玉県ふじみ野市にある平屋建ての地域密着型デイ
サービス。周囲には畑が広がり、利用者は機能訓練を兼
ねた農作業を楽しんでいます。収穫した野菜はデイサー
ビスの食事として提供され、「おいしい」と評判です。こ
こでは、農業と食、地域が生き生きとつながった事業が
実現しています。
　活動のきっかけは、市営住宅に避難していた東日本大
震災の被災者たちと有志の仲間で交流会を始めたことで
した。被災者からの「息が詰まりそう、畑仕事がしたい」
という思いを聞き、農地を借りて農作業をスタートしま

したが、やがて地域活動を持続的に行う拠点として事業
所を立ち上げようと、話合いを重ねて、デイサービスを
開始しました。「自分の親を預けたいと思えるデイサービ
ス」という理念は話合いの中で自然と生まれたものです。
　現在も、労働者協同組合への移行を進めつつ、地域を
支え、地域に支えられるデイサービスとして、持続可能
な活動を実践しています。

（２）商店街の活性化や住民のコミュニティづくり
　阪神尼崎駅の近くの商店街に、高齢者や子ども、商店
街の活性化や住民のコミュニティづくりまで幅広く事業
を行う団体があります。設立したのは、この街で生まれ
育った仲間たち。造園と介護事業を始め、子ども食堂の
運営、児童デイサービス、地域の商店街活性化を目指し
たイベント、地域連帯プロジェクトなど、多彩な事業を
運営しています。
　設立当初は組合員の前職でもあった造園と、地域での
必要性が高かった介護事業から始まりましたが、地域や
住民の要望に応える形で次々と広がっていきました。
　誰でも立ち寄ることができる地域の居場所としてのコ
ミュニティスペースや、空き店舗を改装した児童デイ
サービスなど、いくつもの活動を通じて地域商店街の
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方々とのつながりが増え、近隣の学校の先生や生徒、行
政職員、NPO法人など、様々な方たちと一緒に活性化す
る活動にも取り組むことになりました。
　「商店街を盛り上げたい、賑わいを取り戻したい」と願
う皆で話合いを繰り返し、阿波踊り、アート展、頭にピ
ンポン玉を乗せて自転車を押して歩く「押しチャリン
ピック」、尼崎城再建をきっかけとして始まった「刀（か
たな）トング」による清掃活動など、様々なイベントが
開催されました。
　今後も、労働者協同組合への移行を進めつつ、商店街
と尼崎が持続可能な場所となるよう、地域と一緒に新し
く持続可能な取組を企画しています。

５．法に基づく運営等のルール �

（１）�事業のルール（事業の種類は原則自由、事業従事
の人数要件）

　労働者協同組合は、先述３．（１）のとおり、労働者派
遣事業を除くあらゆる事業が実施可能です。労働者協同
組合が行う事業については、組合員全員で取り組むこと
が原則となりますが、実際の事業運営上の必要性を鑑み、

組合原理を損なわず、事業活動に柔軟性を持たせるため、
事業に従事する人数に要件を設けています。
　具体的には、総組合員数の５分の４以上の組合員は、
労働者協同組合の行う事業に従事することが必要です。
これは、事業に従事する意思はあるものの、家庭の事情
等で従事できないなどのケースを想定しており、そのよ
うな組合員が一定程度存在することを許容するものです。
　また、組合事業に従事する者の４分の３以上は、組合
員でなければなりません。これは、実際の事業活動におい
ては、繁忙期における人手不足などで非組合員であるア
ルバイトを事業に従事させる必要が生じる可能性がある
ためです。また、出資額の全額の払込みが完了した段階
で組合員となることが法定されているため、従事しながら
組合員になろうとする方も出てくることが想定されます。

（２）配当のルール（従事した程度に応じた配当）
　健全な運営を確保するため、労働者協同組合は、①準
備金、②就労創出等積立金、③教育繰越金を確保する必
要があります。①は毎事業年度の剰余金の 10 分の１以
上、②③は毎事業年度の剰余金の20分の１以上の額です。
　労働者協同組合は、損失を填補し、①～③を控除した
後に、組合員が事業に従事した程度に応じた配当を行う
ことができます。

（３）組合員のルール
①組合員の出資金
　出資一口の金額、必要な出資口数はそれぞれ労働者
協同組合で決めます。一人の組合員の出資口数は、原
則、総口数の 100 分の 25 以下とされています。
　組合員の責任は出資額が限度です。仮に労働者協同
組合が破産した場合でも、組合員は出資額を超えて責
任を負うことはありません。

②組合員の議決権・選挙権
　先述３．（２）のとおり、組合員は、平等に一人一票
の総会における議決権と役員選出のための選挙権を
持っています。株式会社の一株一票とは異なり、お金
ではなく人を中心に置く労働者協同組合の特徴を表し
ています。
　労働者協同組合の意思決定は労働者である組合員が
行うという観点から、労働者協同組合と労働契約を結
んだ組合員が、議決権の過半数を持たなければなりま
せん。

③労働者協同組合への加入・脱退
　組合員になることができるのは個人です。団体や組
織が組合員になることはできません。
　組合員は任意に加入・脱退ができます。労働者協同
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組合は、組合員としての資格を持つ人が加入しようと
する場合、正当な理由（※）なく加入を拒否できません。
　加入や脱退には手続が必要です。除名についての規
定もあります。組合員の脱退は直ちに労働契約の終了
とはなりません（別途手続が必要です）。
　（※）�仕事の空きがない、その仕事を行うために資格

が必要等

④労働契約の締結
　労働者協同組合は、先述３．（４）のとおり、事業に
従事する組合員と労働契約を結ばなければなりません。
これにより、組合員は労働基準法や最低賃金法、労働
組合法などの労働関係法令が適用され、社会保険（健
康保険、厚生年金保険）や労働保険（雇用保険、労災保
険）にも加入ができます。
　業務を執行する組合員（代表理事）、理事の職務のみ
を行う組合員（専務理事）、監事である組合員は、労働
契約を締結することはできません。これらの役員は労
働者協同組合と委任契約を結ぶことになります。

６．NPO法人等の他の法人類型との違い �

　労働者協同組合とは、労働者が組合員として出資し、
その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とす
る組織であり、これまで、現行法上、このような要素が
法定された法人形態は存在しませんでした。

　労働者協同組合法の施行に伴い、労働者協同組合に
沿った形で活動したいと考える方は、法に基づく労働者
協同組合への加入や、その設立等を通じて、その趣旨が
法的に担保された形で活動することができます。
　労働者協同組合が目指すのは、地域のみんなで意見を
出し合って、助け合いながら、地域社会の課題を解決す
ることです。こうした地域社会の課題については、既に
NPO法人や企業組合等、様々な法人形態で活動がなされ
ています。繰り返しになりますが、労働者協同組合は、
これらの既存の法人と共存するものであり、地域社会の
課題の解決のために活動を行おうとする方々の選択肢を
広げ、こうした活動を一層促進させるものです。
　なお、御参考までに各種法人格の概要を整理すると下
表のとおりです。

７．設立の手続等について �

（１）設立の手続
　労働者協同組合は、先述３．（３）のとおり、行政によ
る許認可等を必要とせず、法に定められた要件を満たし、
登記をすれば法人格が付与されます。
　具体的には、３人以上の発起人が集まり、定款、事業
計画書等を作成の上、創立総会開催の公告、創立総会で
の定款等の承認、理事への事務引継、第１回目の出資の
払込みを行うことで、登記手続が可能となります。
　最後に、主たる事務所の所在地において設立の登記を

　 労働者
協同組合 企業組合 株式会社 合同会社

�（LLC） NPO�法人 一般社団法人 農事組合法人

目的・事業

持続可能で活
力ある地域社
会の実現に資
する事業（労
働者派遣事業
以外の事業で
あれば可）

組合員の働く
場の確保、経
営の合理化

定款に掲げる
事業による営
利の追求 

定款に掲げる
事業による営
利の追求 

特定非営利活
動（20 分野）

目的や事業に
制約はない（公
益 ･ 共 益 ･ 収
益事業も可）

（1） 農 業 に 係 る 共
同 利 用 施 設 の
設 置 又 は 農 作
業 の 共 同 化 に
関する事業

（2） 農業の経営
（3） （1）及び（2）に

附帯する事業

設立手続 準則主義 認可主義 準則主義 準則主義 認証主義 準則主義 準則主義

議決権 １人１票 １人１票 出資比率による １人１票 原則１人１票 原則１人１票 １人１票

主な資金
調達方法

組合員による
出資

組合員による
出資

株主による
出資

社員による
出資 会費、寄付 会費、寄付 組合員による出資

配当 従事分量
配当

・ 従事分量配
当

・ 年２割まで
の出資配当

出資配当
定款の定めに
応じた
利益の配当

できない できない

・ 利用分量配当（（１）
の事業を行う場合
に限る）

・従事分量配当
・ 年７分までの出資

配当

出典： �内閣府ホームページ、全国中小企業団体中央会ホームページ、農林水産省ホームページを基に、厚生労働省雇用環境・
均等局勤労者生活課にて作成
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労働者協同組合の設立の流れは以下の通りです。

労働者協同組合の設立の流れ

定款、事業計画書、収支予算などを作成。

法務局に設立の登記の申請をする。

登記後2週間以内に、行政庁（ 主たる事務所
の所在地を管轄する都道府県知事）に届出。

社会保険・労働保険の加入、36協定・就業規則の届出
税務関係の届出などを行う。

代表理事は、組合員に第1回目の出資の払込みをさ
せる。

創立総会の2週間前までに日時、場所、定款を公告。
総会では、定款の承認のほか、事業計画書、収支予算
の議決、役員（ 理事・監事）の選挙などを行う。

発起人を3人以上集める

必要書面作成

創立総会の公告・創立総会

出資の払込み

設立の登記（組合の成立）

設立の届出

事業開始の準備

事業の開始

令和4年10月1日以降

することによって労働者協同組合が成立することになり
ます。
　なお、これらを図式して整理すると上の図のとおりです。
　設立後は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知
事が行政庁となり、労働者協同組合は、行政庁への各種
届出（成立、役員変更、決算報告等）、行政庁による休眠
組合のみなし解散、行政庁による監督に対応することと
なります。

（２）組織変更の手続
　労働者協同組合法では、施行日（令和４年 10 月１日）
から３年以内の暫定的な措置として、施行日時点で活動
しているNPO法人と企業組合が労働者協同組合に円滑
に組織変更を行うための制度を設けています。これによ
り、解散や清算の手続を経ることなく、その事業活動を
継続しつつ、法人格を変更できることになります。

（３）労働者協同組合の定款
　労働者協同組合の定款には、「名称」「事務所の所在地」
など、会社や他の協同組合と共通する事項を記載するほ
か、「事業を行う都道府県の区域」といった労働者協同組
合法に特徴的な事項の記載が求められています。
　絶対的記載事項として特に重要なのは、「組合員の意見
を反映させる方策に関する規定」を定めることとされて
いる点です。これは、労働者協同組合の基本原理の一つ
である意見反映原則を担保する趣旨で規定したものです。
　組合員それぞれの意見をどのように集めるのか、出て

きた意見はどのように集約していくのかといった点につ
いて、各労働者協同組合の状況を踏まえて定めることが
想定されます。例えば、会議において意見を集約するの
であれば、開催方法、開催の時期・頻度、最終的な意思
決定の方法などが、日常的に意見を集約するのであれば、
意見箱の設置などその具体的な方法が定款に記載される
ことが期待されます。
　なお、定款の作成や変更にあたっては認証手続を経る
必要はなく、総（代）会の特別決議を要するのみです。

８．特定労働者協同組合に関する手続について

（１）特定労働者協同組合の概要
　労働者協同組合は、先述３．（７）のとおり、一定の要
件を満たし、都道府県知事から認定を受けることにより、
次ページのとおり、特定労働者協同組合として、税制上、
NPO法人と同等の取扱いが適用されます。
　ただし、NPO法人と同様の寄付金の損金不算入制度等
の適用はありません。

（２）特定労働者協同組合の認定基準
　特定労働者協同組合の認定を受けるためには、次の①
～④の基準に適合する必要があります。
①�定款に、剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。
②�定款に、解散時に組合員に出資額限度で分配した後
の残余財産は国・地方公共団体・他の特定労働者協
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項目 N P O法人 特定労働者協同組合 労働者協同組合 企業組合

①
根拠法 特定非営利活動促進法 労働者協同組合法 労働者協同組合法 中小企業等協同組合法

②
法人税法上
の位置付け

公益法人等 公益法人等 普通法人 普通法人

③
法人税の
課税対象

法人税法上の収益事業か
ら生じた所得にのみ課税

法人税法上の収益事業か
ら生じた所得にのみ課税 全ての所得に課税 全ての所得に課税

④
法人税率

年800万円以下の部分15%
年800万円超の部分23.20%

○資本金1億円以下の法人
年800万円以下の部分15%
年800万円超の部分23.20%
○上記以外の法人
23.20%

○資本金1億円以下の法人
年800万円以下の部分15%
年800万円超の部分23.20%
○上記以外の法人
23.20%

○資本金1億円以下の法人
年800万円以下の部分15%
年800万円超の部分23.20%
○上記以外の法人
23.20%

⑤
寄附金に
係る措置

あり なし なし なし

⑥
法人住民税
（均等割）

最低税率 最低税率 資本等の金額や従業者数
に応じて税額が増加。

資本等の金額や従業者数
に応じて税額が増加。

特定労働者協同組合等の税制

（厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課作成）

同組合に帰属する旨の定めがあること。
③�上記①②の定款違反行為を行うことを決定し、又は
行ったことがないこと。
④�各理事の親族等の関係者が理事総数の３分の１以下
であること。

（３）特定労働者協同組合の特有のルール
　特定労働者協同組合については、通常の労働者協同組
合に適用されるルールに加えて、次の①～⑦のルールを
遵守しなければなりません。
①�特定労働者協同組合は、剰余金の配当をしてはなら
ないこと。
②�特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの３月以内
に、以下の書類（＝報酬規程等）を作成し、主たる事
務所に５年間、従たる事務所に写しを３年間、備え
置かなければならないこと。
・�前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事す
る者に対する報酬及び給与の支給に関する規程
・�前事業年度の役員名簿（役員の氏名及び住所を記
載した名簿をいう。）
・�役員に対する報酬の支給の状況
・�給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与
の総額に関する事項

③�特定労働者協同組合は、報酬規程等、定款、貸借対
照表又は損益計算書の閲覧の請求があった場合には、
正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させな
ければならないこと。

④�特定労働者協同組合は、毎事業年度１回、報酬規程
等を都道府県知事に提出しなければならないこと。
⑤�都道府県知事は、特定労働者協同組合から提出を受
けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書（過
去５年間に提出を受けたもの）又は定款について閲
覧又は謄写の請求があったときは、これらの書類を
閲覧させ、又は謄写させなければならないこと。
⑥�特定労働者協同組合は、外部監事を置かなければな
らないこと。監事の代わりに組合員監査会を設置す
ることができる規則は、特定労働者協同組合には適
用されないこと。
⑦�解散時の残余財産の分配は、特定労働者協同組合の
債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを
組合員に対し、その出資額を限度として、出資口数
に応じて分配し、なお残余財産がある場合、その財
産は、定款で定めるところにより、国若しくは地方
公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属させる
こと。

　以上のほか、都道府県知事は、特定労働者協同組合が
一定の事由に該当するときは、認定を取り消すこととさ
れています。

９．�労働者協同組合の取組の更なる推進に向
けて �

　厚生労働省では、令和４年10月に施行された労働者協
同組合法について、より多くの方々に知っていただける
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よう、周知広報を実施しています。
　具体的には、①労働者協同組合立ち上げや移行等に関
する相談窓口の設置、②労働者協同組合に関するフォー
ラム（全国７箇所）の開催、③労働者協同組合法に関する
特設サイトの開設等を行っています。
　令和４年10月の施行以降、各地で労働者協同組合の設
立が聞こえてくるようになりました。厚生労働省として
は、こうした事業を通じ、多くの方々に労働者協同組合
に関心を持っていただき、多様な働き方を実現しつつ、
地域社会の課題の解決のために活動を行おうとする方々

の選択肢を広げ、こうした活動が一層促進されるよう、
取り組んでまいります。
　行政書士の皆様におかれましては、日々、各種法人の
設立の手続や各種許認可申請などで御相談をお受けにな
ることも多いかと思いますが、是非、この労働者協同組
合という新しい法人制度についても御理解いただき、地
域社会の課題解決のために労働者協同組合の設立を考え
ている方への御協力を是非ともお願いいたします。

令和4年度 労働者協同組合法周知フォーラムについて

日時 開催地 会場・アクセス 厚労省
公式Youtube配信

北海道ブロック 11月27日（日）
13:30～16:00 北海道札幌市 かでる2・7北海道立道民活動センター

（JR函館本線札幌駅から徒歩13分）

東北ブロック 11月23日（祝）
13:30～16:00 宮城県仙台市 仙台国際センター会議棟 大会議室「橘」

（地下鉄東西線国際センター駅から徒歩1分）

関東ブロック 9月17日（土）
13:00～16:00 東京都千代田区

一橋講堂
（東京メトロ半蔵門線神保町駅から徒歩4分・東
西線竹橋駅から徒歩4分）

中部ブロック
11月6日（日）
14:00～16:30 愛知県名古屋市

ミッドランドスクエア オフィスタワー5F
ミッドランドホール（JR名古屋駅桜通口から徒歩
約5分・名古屋市営地下鉄東山線名古屋駅南改札
口から徒歩約1分）

関西ブロック 10月29日（土）
13:30～16:00 大阪府大阪市 AP大阪淀屋橋4F南

（京阪本線淀屋橋駅から徒歩4分）

中国・四国
ブロック

9月3日（土）
13:30～16:30 広島県広島市 広島国際会議場ダリア

（広島電鉄「原爆ドーム前」駅から徒歩10分）

九州ブロック 令和5年2月18日（土）
13:30～16:00 福岡県福岡市 福岡県中小企業振興センター大ホール

（JR鹿児島本線吉塚駅から徒歩0分）
ー

（終了後に配信予定）

後半前半

前半 後半

前半 後半

前半 後半

前半 後半

会場又はオンラインでの御参加が可能です。申込みは特設サイトから行うことができます。
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　令和元年５月に公布された道路運送車両法の一部を改
正する法律（令和元年法律第 14 号）により、令和５年１
月から自動車検査証を電子化するとともに、継続検査に
係る自動車検査証への記録等に関する事務及び自動車検
査証の変更記録に関する事務を、国土交通大臣が一定の
要件を備える者に委託する制度（以下、「記録等事務委託
制度」という。）が創設されます。
　本稿では、車検証を電子化する狙いや「記録等事務委
託制度」の概要について御説明します。

１．車検証の電子化について

　国土交通省においては、平成 17 年から「自動車保有関
係手続のワンストップサービス」（以下、「OSS」という。）
を通じて、自動車の保有に関する手続のオンライン化を
進めてまいりました。関係の皆様の御協力により、新規
登録においては手続全体の約３割が、継続検査において
は手続全体の約４割が OSS となっていますが、令和３年
６月に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、
更に OSS の利用率を上げていく必要があります。
　車検証の電子化は、OSS 利用率の向上促進のための一つ

のターニングポイントになるものと考えています。すな
わち、車検証を電子化して、券面には継続検査や変更登
録等の影響を受けない基礎的情報のみを記載し、一方で
自動車検査証の有効期間、所有者の氏名・住所、使用者
の住所、使用の本拠の位置等を IC タグに格納すること
で、OSS にて継続検査等の手続を行った場合であって IC
タグの記録情報の書換えのみで足りる場合は、原則運輸
支局等への出頭を不要とすることが可能になります。こ
れにより、現状 OSS であっても残っていた車検証の交換
等のための運輸支局等への出頭をなくし、オンラインに
て手続を完結させることができるようになります。
　電子車検証の内容は、IC タグを読み取った上で確認す
る必要があります。そのため、国土交通省では、車検証
の電子化と併せて、IC タグに記録された車検証情報をス
マートフォンやパソコンで閲覧あるいは PDF 等で出力
できるよう、令和５年１月から「車検証閲覧アプリ」を
無料で提供します。車検証の券面から自動車検査証の有
効期間の表示がなくなることから、この「車検証閲覧ア
プリ」には、アプリをインストールしたユーザーに対し
て、自動車検査証の有効期間の更新時期をプッシュ通知
でお知らせするサービス等も提供する予定です。

「車検証電子化」 及び
「記録等事務委託制度」 の概要について

国土交通省自動車局自動車情報課

【手続別オンライン利用率の状況（令和３年度実績）と目標利用率】
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【記録等事務代行制度】

【自動車検査証の券面記載事項と ICタグ記録事項】
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２．記録等事務委託制度について

　先述のとおり、OSS 申請の場合であって券面記載事項
に変更がない手続の場合は、IC タグの記録情報を書き換
えることによって、運輸支局等への出頭を不要とするこ
とができるようになりますが、この「IC タグの書換え」
業務を行うことができるのは、国土交通大臣から運輸支
局等の業務の一部の委託を受けた者（記録等事務代行者）
のみとなります。この業務委託を可能にするのが、車検
証の電子化とともに令和５年１月から開始される「記録
等事務委託制度」です。
　記録等事務委託制度には二つの区分があります。一つ
は継続検査を対象とする「特定記録等事務」、もう一つは
変更登録・移転登録（ただし券面の変更を伴わない場合の
み）を対象とする「特定変更記録事務」となっており、い
ずれの区分も OSS にて申請が行われた場合のみ業務を実
施することができます。委託を受けるための要件について
は次ページ［記録等事務代行者の要件］を御参照ください。
　記録等事務代行者としての委託を受けるには、上記要
件を満たした上で運輸支局に対して申請を行っていただ
く必要があります。申請先は、特定記録等事務について
は最寄りの運輸支局１か所のみとなりますが、特定変更
記録事務については申請対象となる車両の使用の本拠を
管轄する運輸支局全てに対して申請を行っていただくこ
とになります。また、特定記録等事務については、登録
車から１年遅れて車検証の電子化を行う軽自動車も業務
の対象としたい場合は、軽自動車検査協会への申請も必

要となります。詳細な申請方法については、国土交通省
のホームページ（https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_
tk6_000053.html）から「特定記録等事務代行等委託要領」、

『特定記録等事務代行制度における準備行為期間中の委託
申請等に係る「特定記録等事務代行等委託要領」の運用』
及び『特定変更記録事務代行制度における準備行為期間
中の委託申請等に係る「特定記録等事務代行等委託要領」
の運用』を御確認ください。
　なお、令和４年５月から書面にて委託申請を受け付け
ているところではありますが、現在、国土交通省におい
てオンラインにて委託申請を行うことができるシステム
を開発中であり、令和５年１月からシステム稼働開始予
定です。こちらのシステムでは、複数の運輸支局や軽自
動車検査協会にまたがる申請を行う場合も一連の操作の
中で申請が完結するシステムになりますので、是非御利
用いただければと考えています。
　記録等事務代行者として委託を受けた者は、令和５年
１月以降、「記録等事務代行アプリ」を使って IC タグの
記録情報の書換えや検査標章の発行を自らの拠点にて行
うことができます。このアプリも令和５年１月から新た
にサービスを開始するもので、運輸支局等から委託を受
けた場合に払い出される ID とパスワードをキーとして
ダウンロードできるようになります。アプリを使用する
ための環境についても上述の「特定記録等事務代行等委
託要領」にて定めていますので、委託申請を行う際は事
前に御確認いただきますようお願いいたします。
　以上、「車検証電子化」及び「記録等事務委託制度」に
ついて説明してまいりましたが、いずれも現在の制度や

【車検証閲覧アプリの概要】
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【記録等事務委託制度の概要】

【記録等事務代行者の要件】

※申請にあたっては、国土交通省が定めた形式で作成。
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運用が大きく変わることになります。国土交通省として
は、令和５年１月以降、まずは制度を安定的に運用開始
できるよう準備を進め、その後、自動車ユーザーや自動
車関係の手続に携わる関係者の皆様の声も聴きながら、
関係システムの更なる利便性の向上を図ってまいりたい

と考えています。
　また、「記録等事務委託制度」だけでなく車検証の電子
化により、車検証情報を誰もが容易に利活用できるように
なるというメリットを最大限いかしながらOSS の利用率を
更に向上させるための施策を積極的に講じてまいります。

【記録等事務委託申請（オンライン）】

【記録等事務代行アプリの概要】
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１．はじめに―古稀式の集い �

　2022 年９月 11 日、武蔵野大学では「古稀式の集
い」という催しを行った。古稀は 70 歳を意味する
が、現代では、この漢字が意味するような「古来、
稀なり」という意味はもはやなくなった。今日の日
本では、100 歳時代という言葉が実感を持って語ら
れる。実際、2022 年の統計調査では、100 歳以上の
高齢者が９万人を超えており、今後も増加が予想さ
れる。65 歳以上の方が全人口に占める割合は、29％
を超えてほぼ３割になる。70 歳の高齢者は、周囲に
いくらでもいるわけである。
　だが、そうはいっても古稀を迎えるのはめでたい
ことである。さらに、100 歳までとは言わなくとも、
今、70歳の人にはまだまだ長い人生がある。そこで、
90 歳にして毎年最低１冊は本を出しておられる樋口
恵子さんに基調講演をお願いし、古稀を祝うだけで
なく、高齢者が高齢期を学ぶ契機となるような催し
を企画した。
　具体的には、基調講演の後、２部制で 10 個のワー
クショップを設定した。内容は、医学・医療（フレ
イル予防の重要性）、看護（認知症を学ぶ）、介護（介
護保険制度のあらまし）、資産運用、財産管理と相続
に関わる問題、高齢者の住まいをめぐる問題、高齢
者にとっての ICT 活用など多岐にわたる。私自身も
前半は、老年医学の飯島勝矢教授によるフレイル予
防の話、後半は 80 歳を過ぎて「hinadan（ひな壇）」
というゲームをプログラミングした若宮正子さんの
話を伺い、大いに励まされた。
　「古稀式の集い」は、高齢者が高齢期を学ぶ機会の
一歩となることを示す催しであり、実際に多くの元
気な高齢者が参加された。もちろん車椅子での参加

もあったが、当日は救急車を呼ぶような事態が生ず
ることなく、アンケートの回答によれば、参加した
ことを喜んで帰られた方が大多数であった。このよ
うな試みは、超高齢社会の日本において求められる
サービスの一つである。ここでは大学が中心になっ
て行われたが、大学だけでなく、自治体などの公共
団体や、高齢者に関連する企業、更には行政書士を
含めた士業と呼ばれる専門家にもこのようなサービ
ス提供が求められる。
　本稿では、私が 60 歳を過ぎて始めた高齢者法とい
う授業の一端を紹介し、高齢者を支援する仕組みと、
それに関連して期待される行政書士の役割について
記述する。

２．高齢者法という授業 �

　既に本誌 2022 年 11 月号で小林二三夫先生が紹介
されているように、アメリカでは 1965 年に連邦議会
で「The Older American Act（OAA）：高齢者に関
する法律」を制定した。その当時、既にアメリカでは
ジェロントロジー（老年学・高齢者学）が学際的な学
問として注目されており、その一部門を担う重要な基
本的法律として作られたものである。この時のジョ
ンソン大統領は「偉大な社会」（The Great Society） 
をいうスローガンで新たな国作りを呼び掛けてお
り、高齢者にも配慮すべく、連邦レベルで高齢者庁 

（Administration on Aging）を設置するとともに、州
レベル、自治体レベルでも同様の機関を設置し、そ
こを通して高齢者のための施策遂行の補助金を付与
する仕組みを整えた。
　この時代、日本は 1964 年の東京オリンピックを終
えたばかりで、いわゆる高度成長時代に入っていた。

超高齢社会の日本：
今、高齢者にとって必要なサービス

武蔵野大学法学部特任教授
東京大学名誉教授

樋口　範雄
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現在に連なる国民皆保険制度や国民年金制度が 1961
年に開始されたものの、将来、これほどの超高齢社
会が到来することは想定されていなかった。我が国
での高齢者法の基本法に当たる高齢社会対策基本法
が制定されたのは 1995 年であり、アメリカの法律と
比べて 30 年遅れとなっている。
　しかし、社会のスピードは法律の遅れと対照的で、
我が国はあっという間に世界一の長寿国となり、高
齢化率でも世界のトップを走るようになった。現状
では、日本の高齢化率がほぼ 30％ であるのに対し、
アメリカは 15％ ほどに過ぎない。
　ところが、アメリカのロー・スクールでは、Elder 
Law（高齢者法）と呼ばれる授業がおそらく 1970 年
代に始まり、近年は急激に増加して、多くのロー・
スクールで開講されている。それに対し、超高齢社
会の日本の法学部や法科大学院で、高齢者法という
授業は稀である。一体この違いは何によるのか。
　私の専門は英米法であり、とりわけアメリカ法で
あって、この違いが何によるかを最近知った。それ
は一言で言えば、実務家の力である。アメリカの場
合、最初に動いたのは弁護士だった。その経緯につ
いては別稿で紹介したことがある（『池田眞朗先生古
稀記念論文集：民法と金融法の新時代』P.541 ～ 563

「アメリカにおける高齢者法の始まり」（片山直也そ
の他編、慶應義塾大学出版会、2020 年））。関連のあ
る歴史的事項は次のようなものである。

・1978 年　 アメリカ弁護士会に高齢者法委員会
（Commission of the Legal Problems of 
the Elderly、現在は Commission on 
Law and Aging）発足

・1985 年　 Association of American Law Schools 
（AALS, アメリカ・ロー・スクール協
会）に高齢者法部門（Section on Aging 
and the Law）設置

・1987 年　 National Academy of Elder Law 
Attorneys （NAELA, 全国高齢者法専
門弁護士協会）発足

・1992 年　 最初の高齢者法ケースブック刊行
・1993 年　 National Elder Law Foundation（NELA、

全国高齢者法財団）発足。高齢者法の
専門弁護士の認定開始。同年、『Elder 
Law Journal』発刊

・2004 年　 「高齢者法（Elder Law）は、今や法律

実務においてきわめてホットな分野と
して脚光を浴びるようになった」との
論文公表

　これを見て分かるように、アメリカでは、高齢者
が直面する法律的課題の重要性にまず初めに気付い
たのは弁護士であり、アメリカ弁護士会の中で高齢
者法委員会を作るとともに、別個の機関を設けて高
齢者法専門弁護士の認定を始めた。実際に、このよ
うな一連の動きの中心となった弁護士によれば、ま
だ若い弁護士だった彼にとってのきっかけは、82 歳
の女性のための弁護を頼まれたことだった。彼女を
被後見人にするための後見人申請がアリゾナ州の裁
判所で始まり、アメリカの場合、後見人選任手続で
も対審構造といって、それを拒みたい本人（本件の
女性）に代わって弁論する弁護士を選任する必要が
あり、その弁護人になったのである。
　事案は、がんの末期でありながら入院せず在宅（た
だし、アパート）で死にたいという女性に対し、州の
高齢者保護局が裁判所に後見人を選任してもらい、そ
れによって強制的に入院させようとした事件である。
女性は、この弁護士に「アメリカ法の下で自分は入
院を強制されなければならないのか」と尋ねた。もち
ろん、そのような法はないので、裁判は女性側の勝
訴となり、その後、女性は安らかに在宅で死亡した。
　この事例が契機となり、この弁護士は、これに限
らず多数の高齢者が様々な問題に直面しているので
はないかと考え、最初はアメリカ全土の弁護士に高
齢者を依頼人とする問題の経験がないかと問いかけ
た。1980 年代半ばの時点ではわずか５名の弁護士が
集まっただけだったものが、1987 年に高齢者法専門
弁護士協会が発足し、1991 年には 1,000 名以上の会
員を擁するに至るのである。
　ここまでに至った理由は、明らかにそこに需要が
あったためである。アメリカでも高齢化が進み、し
かも日本と異なり人口も増加し続けてきた。その結
果、現在でも高齢化率がたったの 15％ だとしても、
人口が３億 2,500 万人もいるので高齢者数は 5,000 万
人近くになる。日本が 30％ の高齢化率だとしても、
高齢者は 3,600 万人にすぎない。
　それ以上に大きいのは、アメリカにおけるリーガ
ル・サービスの考え方である。我が国の弁護士は、
会社法務に特化してコンプライアンス等の日常業務

Special Report

　2023. 1　No.602　日本行政　18

03_日本行政1_Special Report-3.indd   1803_日本行政1_Special Report-3.indd   18 2022/12/12   9:452022/12/12   9:45



について働く人がいるものの、多くの弁護士は事件
や事故があり裁判所へ行くような事案か、またはそ
の前の紛争解決のための交渉が主たる業務だと考え
ている。アメリカでもそのような弁護士（「Litigation 
Lawyer」 と呼ぶ）はいるが、それ以上に予防法学

（「Defensive Law」 と呼ぶ）的な考え方が浸透している。
　後者の場合、アメリカの弁護士は紛争が起きない
ように事前の助言を主たる任務とする。あるいは、
依頼人のどんな心配事についても相談役を務める。
例えば、どのような医療が受けられるか、または過
剰な医療への心配には、法的に有効な事前の指示書
を作成してくれる。認知症の不安があって財産管理
能力に自信のない人には、持続的代理権や信託の説
明をして法的な対処を進めてくれる。死後に残され
るペットや家族についての心配なら、それもまた本
人の希望が何かを聞いて、遺言や信託など適切な手
段を提供してくれる。決して、相続紛争が起きてか
らが法律事案だとは考えていないのである。
　そもそもアメリカ全土には 130 万名以上の弁護士
がおり、しかも日本と違って敷居が低い。何しろア
メリカ法の下では、離婚や相続については必ず裁判
所に行く必要がある。不動産購入の際にも、売主が
本当の所有者かどうかをチェックする必要があり、
弁護士に調査を依頼する例も多い。それに限らず重
要な契約を結ぶ際にも、弁護士に相談することも普
通である。要するに、我が国とは異なり、アメリカ
では弁護士を使い慣れている。
　高齢期が長くなり、それだけ高齢者も様々な問題
に直面する可能性が広がった。そのような需要の広
がりに応えるために、アメリカのロー・スクールで
は高齢者法の授業が提供されるわけである。

３．高齢者法の内容 �

　さて、以上のような背景を知った上で、私も法学
部で高齢者法の授業を始めた。高齢化率が半分のア
メリカではなく超高齢社会の日本でこそ、このよう
な授業があって当然という思いからである。
　法学部や法科大学院の学生は 20 歳余りに過ぎな
い。アメリカと違って、彼らの全てが弁護士になる

（なれる）わけではなく、関心を持って参加してくれ
るだろうかという点や、その内容が多様である点に

ついて、私が教えられるだろうかという心配もあっ
た。
　しかし、授業を始めてみると、参加者は想像以上
に多かった。彼らにも祖父母はおり、高齢者をめぐ
る問題を身近に見る機会があった。もちろんまだ若
い父母もいずれ高齢者になり、自分自身もなる。そ
ういう理由でなくとも、今後日本で生きていく限り、
どこにいても超高齢社会であることを実感する。そ
れらがどのような形で法律問題として現れるかにつ
いて関心を抱いてくれたのである。
　二つ目の心配はより深刻であった。高齢者の問題
と法的課題には極めて大きな多様性があり、法的な
見方でそれらを見るといっても、従来の法分野でい
えば、民法・社会保障法・刑法・労働法・商取引
法・消費者法・税法など、様々な法に関係する。そ
もそも１人で担当するのには無理がある。そこで、
最初の１年は様々な課題の専門家や関係者に来ても
らい、オムニバス形式の授業を行った。要するに、
学生だけでなく私自身が学ぶ授業を設定し、簡単な
講義ノートとパワーポイントのファイルを作成する
時間を作った。同時に、日本より進んでいるアメリ
カのロー・スクールの授業を体験するべく、アメリ
カの友人のロー・スクール教授に来日してもらい、
集中講義を行ってもらった。
　その中で、アメリカのジェロントロジーが、当初
は、老化とは何か、寿命を延ばすにはどうしたら良
いかを中心的課題としていたのに対し、現在では、
既に長寿化した社会において、それぞれの高齢者の
生活の質（Quality of Life）を向上させることに焦点
が移っていることを確認した。Successful Aging（成
功といえる年のとり方）や Personalized Aging（人
によって別々の年のとり方）がキーワードとなって
いる。それならば、その一翼を担う高齢者法も、目
的を共にしなければならない。
　そこで、私自身の授業の目的としては、次の三つ
のキーワードを意識することにした。

①  Ex post（事後に）ではなく Ex ante（事前に）考
えることを重視する。高齢者にとって、高齢期
が長くなったことで、その期間をどう生きるか
のプランニングが重要となる。事故や重病等の
問題が起きてから考えるのでは遅い。

②  Personalized Aging（人それぞれの年のとり方）
の重視。これは、従来の法的な考え方では不得
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手なことであり、従来の日本法は画一的に同じ
ルールを対象者に適用するケースが多かった。
だが、高齢者法はそれに反省を促す。65 歳の人
と 90 歳の人は違う。そもそも同じ年齢でも健
康状態・経済的状況・家族関係、いずれも全く
異なる。プランニングする場合にも、その人に
合わせたプランニングでないと意味がない。

③  Empowerment（力を与えるような支援）の重
視。高齢者は、時間と共にいろいろな意味で
弱ってくる場合が多い。だからこそ、法律的な
資格を奪ったり、権利を剥奪したりするのでは
なく、法が助力し支援する仕組みを考えること
が重要となる。

　このような基礎的原則を設定し、できるだけ多様
な課題を挙げて、それについて議論することにして
いる。具体的なところでは、次のような事例を扱っ
た。医療では、高齢者にとってのインフォームド・
コンセントの意義や、特に終末期医療の問題点。高
齢者が今まで住んでいたところで住み続けることが
できなくなる場合があることを前提とした選択肢と
それぞれを選んだ場合のリスクとベネフィット。契
約例からの問題点の洗い出し。2000 年から始まった
介護保険制度の現状と今後の課題。認知症になった
場合に利用される成年後見制度の功罪。財産管理や
財産承継に関する制度の基本と改善すべき点。日本
における高齢者虐待に関する法の問題点、等々。
　法学部の授業なので、事後的なものにはなるが、
高齢者が絡んだ裁判例も取り上げている。一つは JR
東海事件である。2016 年、最高裁判所は、91 歳の認
知症患者が引き起こした鉄道事故によって損害を受
けた鉄道会社が、患者の配偶者と子供を訴えた訴訟
について、認知症患者の家族の責任を否定し、鉄道
会社の請求を棄却した。もう一つは、2013 年に、施
設内で高齢入所者を誤嚥により死亡させたとして介
護従事者が刑事犯罪に問われ、2020 年の東京高等裁
判所の判決で無罪が確定した事件である。これら二
つの裁判例は、いずれもこれまでの法や法律家の在
り方に深く反省を迫るものであって、従来の法が超
高齢社会の現実を前に、根本的な再検討を迫られて
いることを示している。

４．行政書士への期待 �

　我が国の行政書士は５万名以上いて、しかも全国
で偏在ではなく遍在しているという。その数は弁護
士の数よりはるかに多く、しかも弁護士ほど敷居が
高くない。さらに、我が国の社会保障制度は申請主
義を原則としており、高齢者は自分で申請すること
が難しい場合も多い。行政書士は、正に公的な給付
や資格確認について助言をし、必要な手続を代わっ
て行ってくれる存在である。
　高齢者の中には、もちろん何でも自分でできる人
も多いが、そもそも高齢者のための制度があること
を知らない人もいる。知っていても、申請に必要な
資料等を自力で収集することが難しい人もいる。
　例えば、コロナ禍で、高齢者はワクチン接種を優
先的に行うという方針が執られたが、実際の申込み
は大変だった。周囲にパソコンやスマホでの予約申
込を手伝ってくれる人がいれば良いが、今後は単身
高齢者が一層増加する。電話だけが頼りで、電話し
てもいつまでたってもつながらない状況に苛立った
高齢者も少なくない。パンデミックは異常な事態で
あるが、平時においても、高齢者に関係する公的制
度の変更や新設は十分に予想できる。高齢者を支援
する士業の役割は大きく、行政書士と行政書士会に
も超高齢社会における重要な役割があると思われる。

樋口　範雄
　1951年新潟県生ま
れ。武蔵野大学法学
部特任教授（東京大
学名誉教授）
　英米法・信託法・高齢者法・医事法などを教
える。
　著書に『はじめてのアメリカ法』（2013）、『入
門・信託と信託法』（第 2 版・2014）、『アメリカ
高齢者法』（2019）、『高齢者法』（共編著・2019）、
アメリカ家族法（2021）、『アメリカ憲法』（第 2
版・2021）、『アメリカ契約法』（第 3 版・2022）
など多数。
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　内閣府所管政策会議の一つである規制改革推進会

議が令和 4 年 5 月 27 日に公表した「規制改革推進に

関する答申 ～コロナ後に向けた成長の「起動」～」

から、農地 ･ 農業に関する答申を御説明しつつ、こ

れらと行政書士業務との関わり及び当部門の活動の

一端を御紹介したいと思います。

１　「ローカルルール」の見直し �

　令和 4 年度の上記の答申は、以前とは多少異なる

面がありました。基本的な方向性は変わらずオンラ

イン化の推進、技術革新の推奨、そして、そのため

の各種規制の見直し等ですが、成長と分配の好循環

という「新しい資本主義」の具体化に向けたものを

新たに取り入れています。その一つが、「分野横断的

な新たな取組」といわれる改革方針です。業種・業

態ごとではなく、分野を問わず横たわる同種の規制

にメスを入れ、見直す点を検討し公表しています。

　そして、その新しい取組の答申の一つがいわゆる

「ローカルルール」の見直しです。市町村ごとに様式

や添付書類、手続が異なるなど、農地分野に限らず

行政書士であれば、その経験は一度や二度ではない

はずです。長年の行政書士経験を思い返すと、にわ

かには信じがたい気もしますが、ここにメスを入れ

ると答申されています。

　さらに、そのローカルルール見直しの初年度に対

象となった規制が「農地転用許可制度」でした。答

申上は「農地転用許可制度における運用のばらつき

の解消」と表されていますが、運用のばらつき＝

ローカルルールですから、ローカルルールの解消を

迫る中身です。初年度に取り上げられた背景には、

それだけ政府に苦情や要望が届いていたのでしょう

が、規制改革推進会議自体が農業政策関連の答申を

毎年出していたこと、つまり農業分野への造詣が深

く、規制緩和による支援が必要だと考えていること

が影響していると思われます。旧農林水産ワーキン

グ・グループ（現地域産業活性化ワーキング・グ

ループ）の議事録を拝読すると興味深いものがあり

ます。

　もう一つ重要な点は、ローカルルールを残したま

までは転用許可申請オンライン化は普及しない、普

及させようがないと言えることです。令和３年末に

日行連主催のオンラインセミナーにおいて御紹介し

た農林水産省の eMAFF は、規制改革推進会議でも

評価が高く、全省庁同じシステムにすれば良いとま

で言われていました。決定的な違いは、オンライン

化＝紙のデジタル化を全く考えない出発点です。紙

のデジタル化は要するに PDF 化ですが、それでは

いつかサーバーがパンクします。大規模事業の農地

転用だと 1 件だけで相当の容量を必要とするでしょ

う。それを回避するため、極力添付書類を廃し、入

力のみで対応できるオンライン化を指向して開発を

進めたことが、特筆すべき点なのです。導入時期と

添付書類等の緩和との兼ね合いで、当初は PDF 化

で対応せざるを得ないようですが、将来に期待した

いところです。その前提としても、ローカルルール

の解消は避けて通れない課題だと認識するべきです。

規制改革推進会議答申と
農地・農業関連業務との関係について

許認可業務部　農地・土地利用部門
次長　濵田　哲郎
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２　�農水省通知「農地転用許可事務の適正化
及び簡素化について」に関して �

　規制改革推進会議は、この答申を基に「規制改革

実施計画」の実行を各省庁に求めています。

　農林水産省も、答申がほぼまとまった令和 4 年 3

月 31 日付けで、「農地転用許可事務の適正化及び簡

素化について」（農林水産省農村振興局長通知）を発

出し、全国に通知しました。この通知は令和 4 年 7

月 6 日付け日行連発第 420 号にて各単位会にも御案

内していますが、以後の取扱いにおいて変化はあり

ましたでしょうか。上記の実施計画には次のように

記載されています。

　『農林水産省は、「農地転用許可事務の適正化及び

簡素化について」（令和４年３月 31 日付け３農振第

3013 号）に基づき、地方公共団体における農地転用

許可制度上の根拠規定が不明瞭な独自基準の改善状

況及び審査基準の公表状況を把握するため、フォ

ローアップ調査を行う。』

　これは令和 4 年度中の措置計画であり、地方農政

局等を通じてフォローアップ調査が実施中かと思わ

れますので、市町村の動きを注視してください。

　さて、この通知に記載された解消すべきローカル

ルールの一部は当部門の指摘が基になっています。

　次に以下の資料を御覧ください。これは令和 4 年

４月５日に開催された「規制改革推進会議　第４回

地域産業活性化ワーキング・グループ会議」におい

て、農林水産省から提出された「農地転用手続の運

用に係る課題について」という資料の一部です。当

部門は数期にわたって農林水産省と意見交換の場を

設けてまいりました。以前は年に数回、対面で開催

していましたが、コロナ禍以降はオンライン会議シ

ステムを用いて意見交換を継続しています。農林水

産省としても、これらの意見交換などによって情報

［出典］ 規制改革推進会議　第４回地域産業活性化ワーキング・グループ資料「農地転用手続の運用に係る課題について」から抜粋
（ 線は筆者が加筆）
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を収集し、前掲の通知発出へとつなげられたものと

考えます。この取組は今後も継続してまいります。

ローカルルールは何も転用許可事務に限ったことで

はなく、農地法第３条申請や農振除外申出手続でも

生じていますので、これらも含めて更に申入れを行

いたいと考えています。

３　その他農業政策に関する答申内容について

　農業振興のための政策に関する答申は、「地域産業

活性化」の項で述べられています。行政書士業務と

の関連で列挙すると、①農地利用の最適化の推進、

②農業用施設の建設に係る規制の見直し、③農地の

違反転用等の課題、④畜舎に関する規制の見直しな

どとなります。

　①については、農林水産省及び農業委員会に対し

て、最適化へ向けた合理化のためデジタル地図の基

盤整備と、その恩恵としてのモバイル化の推進を指

示しています。全国の農業委員や農地利用最適化推

進委員がタブレットを持って現地活動を行うことを

常態化させ、結果、農地の集積化につなげたい趣旨

と思われます。経営者の高齢化と人口減少による少

子化は、農村部に大きな影響を与えています。農地

関連業務を行う行政書士であれば、高齢農家の諦め

にも似た悲痛な声や、後継者不足というより後継者

皆無に近い状況等を垣間見ることもあろうかと思い

ます。農地の確保を優先する法体系と業としての農

業を守る観点のバランスが欠けると、農地があって

も耕作する者がいない事態が生じる、あるいは増加

する将来を招きかねないと恐れるのは私だけでしょ

うか。

　②に関しては、農地法施行規則で認められている

２アール未満の農業用施設について、転用許可不要

［出典］ 規制改革推進会議　第４回地域産業活性化ワーキング・グループ資料「農地転用手続の運用に係る課題について」から抜粋
（ 線は筆者が加筆）
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ケースの規制緩和検討を指示しています。２アール

という面積の増加、あるいは農業用施設に該当する

施設範囲の拡大等が具体的な中身となっています。

６次産業化とあいまって生産者サイドの要望が強い

課題だと思われます。

　③については、違反転用の防止（発生予防、早期

発見、早期是正）のために具体的な措置を講じるよ

う求めているとともに、追認許可のための許可基準

の整備等も検討指示されています。この点は十分に

注視する必要があろうかと考えています。違反転用

の発生予防と追認許可の許可基準明確化をどのよう

に整合させるのか、まるで理想と現実を整合させる

ように求められているように感じます。ただし、行

政書士には是正に関する手続を委託される場合が多

いと思われますので、発生予防のための知見が蓄積

されているのではないかと期待しています。

　最後に④ですが、これは長らく課題となっている

点であり、規制改革推進会議でも議論が継続してい

ます。旧農林水産ワーキング・グループの議論によ

り、いわゆる「畜舎特例法」が成立し、令和４年４

月１日に施行されましたが、現地域産業活性化ワー

キング・グループでは現場のニーズに応えきってい

ないという指摘に基づき、更なる検討を指示してい

ます。畜舎建築を支援する行政書士にとっては影響

の大きい課題だと言えます。

４　結びに �

　地域産業活性化項目の答申は、農業分野に限らず、

林業及び水産業にも及んでいます。森林経営管理制

度や改正漁業法に関する点です。農業・林業・水産

業などの地域産業を活性化するための規制改革であ

り、業を継続してもらうための規制見直しだと考え

ます。

　そこで、当部門の目標の一つとして、農林水産業、

特に農業者支援を行政書士業務の大きな柱の一つに

することを掲げています。例えば、畜産クラスター

事業というものがあります。国の予算で畜舎等を建

築し、その後、返済していく事業です。これは畜舎

建築がメインとなるので、転用行為でも立派な畜産

業の支援です。

　国土保全としての農地確保も大事ですが、有効利

用の観点から生産者を支援できるこのような業務を

多くの行政書士に手掛けていただきたく思います。

その結果、農業者の笑顔が見られるならば、最高で

はないでしょうか。通常の転用許可申請も農業者支

援業務も分け隔てなく取り扱う行政書士がスタンダー

ドとなることを祈念して、結びとします。
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T o p i c s

【日　時】令和４年 10 月 27 日（木）13 時 15 分～13 時 45 分
【出席者】＜日行連＞常住会長、髙尾・宮元・相羽・松村各副会長、金沢専務理事、大塚常任理事
　　　　 ＜日政連＞井口会長、田崎・杉山・竹田・濱田各副会長、児島幹事長

　先般、公明党政策要望懇談会が開催され、日行連・日政連から両会長を始めとする関係役員が出
席しました。
　冒頭、赤羽一嘉公明党行政書士推進議員懇話会会長から、デジタル化に係る行政書士の活用につ
いて所感が述べられました。
　日行連・日政連からは、デジタル化の推進において、国民や事業者の円滑な行政手続を支援する
ため、システム構築に向けた行政書士の知見の活用に関する「要望書」を提出し、その内容につい
て御説明しました。また、デジタル社会におい
ても、行政書士が国民や事業者の権利利益の実
現を図るため、時宜にかなった法改正が必要と
なることから、その折には御協力をいただきたい
旨をお願いしました。
　当日は、御出席いただいた議員の方々と行政手
続のデジタル化に係る活発な意見交換を行うこと
ができ、大変有意義な会となりました。石井啓一
公明党幹事長からは、今後とも行政書士の活躍
を期待するとともに、引き続き行政書士制度の発
展に向けて協力していきたいとの激励の御言葉を
いただきました。

【日　時】令和４年 10 月 27 日（木）15 時～16 時
【出席者】＜日行連＞常住会長、金沢専務理事
　　　　 ＜日政連＞井口会長、田崎副会長

　自由民主党の「予算・税制等に関する政策懇談会」が開催され、日行連から常住会長と金沢専務
理事、日政連から井口会長と田崎副会長が出席しました。
　日行連・日政連から、デジタル社会においても、行政書士が国民や事業者の期待と要請に応え、円滑
な行政手続の実現を支援するため、①行政手続のデジタル化を推進するにあたり、国民や事業者の行
政への申請権行使に支障がないようにシステ
ムを構築いただきたいこと、②国が設置する関
係審議会・委員会・有識者会議等のメンバー
に行政書士・特定行政書士を登用いただきた
いこと、③国民や事業者の権利利益の実現を
図るため、時宜にかなった行政書士法改正に
御協力いただきたいことの3点を中心に要望し
ました。
　限られた時間ではありましたが、デジタル
社会における行政書士の有用性について再認
識していただく良い機会となりました。

公明党政策要望懇談会に参加

自由民主党 「予算・税制等に関する政策懇談会」 に参加
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T o p i c s

【開催日】令和 4年 10 月 26 日（水）
【場　所】山形県山形市「山形国際ホテル」
【出席者】常住会長、髙尾副会長、岩﨑東北地方協議会会長　ほか 24 名

　10月 26日、山形県山形市の山形国際ホテルにおいて、令和4年度日行連と東北地方協議会（以下、
「東北地協」という。）との連絡会が開催され、日行連からは常住会長と髙尾副会長が出席しました。
　連絡会は午後２時、常住会長、髙尾副会長、東北地協の岩﨑会長を始めとした計 27 名の出席を
得て開会し、橋本山形会総務経理部長の司会進行の下、岩﨑東北地協会長、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。
　その後、あらかじめ東北地協から提出された所有
者不明土地問題及びマイナンバーカード代理申請手
続事業に関する意見要望に対して、髙尾副会長から
答弁を行い、次いで各単位会における現状報告を行
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４時 50 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。

日行連と東北地方協議会との連絡会を開催

【開催日】令和 4年 10 月 28 日（金）
【場　所】徳島県徳島市「ザ・グランドパレス」
【出席者】常住会長、相羽副会長、松村四国地方協議会会長　ほか 26 名

　10月 28日、徳島県徳島市のザ・グランドパレスにおいて、令和 4年度日行連と四国地方協議会（以
下、「四国地協」という。）との連絡会が開催され、日行連からは常住会長と相羽副会長が出席しました。
　連絡会は午後1時 30分、日行連の常住会長、相羽副会長、四国地協の松村会長を始めとした計29
名の出席を得て開会し、中川徳島会副会長の司会進行の下、松村四国地協会長、常住日行連会長の
挨拶の後、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
ド代理申請事業、行政書士法改正への対応、行政書
士法に関する研究会についてなど、各事業の執行状
況について報告がなされました。
　続いて、四国地協の各単位会から現状報告を受け、
その後、あらかじめ提出されていた質問及び意見・
要望事項について相羽副会長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。

日行連と四国地方協議会との連絡会を開催
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【開催日】令和 4年 11 月 4 日（金）
【場　所】滋賀県草津市「ホテルボストンプラザ草津びわ湖」
【出席者】常住会長、宮元副会長、井上近畿地方協議会会長　ほか 40 名

　11月４日、滋賀県草津市のホテルボストンプラザ草津びわ湖において、令和4年度日行連と近畿
地方協議会（以下、「近畿地協」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
宮元副会長、近畿地協からは井上会長を始めとした各役員の皆様等、総勢 43 名が出席しました。
　連絡会は午後３時に開会し、桒原滋賀会総務部員の司会進行の下、井上滋賀会会長、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、あらかじめ近畿地協の各単位会か
ら提出された行政書士業務紹介手数料、民間
士業資格の問題、デジタル社会における行政
書士業務・本人確認、マイナンバーカード代
理申請手続事業、職務上請求書、行政書士マ
ニュアル、暴力団等排除等に関する意見・要
望に対し、宮元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時に閉会しました。
　将来に向けての各課題を共有し、双方の理
解が進む大変充実した連絡会となりました。

日行連と近畿地方協議会との連絡会を開催

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。

Topics

27　日本行政　2023. 1　No.602

04_日本行政1_Topics.indd   2704_日本行政1_Topics.indd   27 2022/12/12   10:222022/12/12   10:22



理事会の開催報告

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンライン会議システムを導入したハイブリッ
ド方式による理事会が開催され、以下の議案について審議し可決された。

【議案審議】
第 1号議案
登録管理システム再構築引当資産を取り崩す件（案）について
登録管理システムの見直しに関し、システム開発の見積り依頼に係る提案依頼書が完成し、開

発を発注するベンダー選定作業を実施しているところ、いずれのベンダーを選定するにしても必
要となる、開発費用（システム開発費用、ベンダー選定支援・PMO支援費用）を拠出するため、
登録管理システム再構築引当資産を取り崩すことについて承認が求められ、異議なしで可決された。

【協議事項】
（１） 会員管理システム開発ベンダー選定について
（２） 行政書士職務基本規則（案）について
（３） 一般倫理研修実施（案）について
（４） 日本行政書士会連合会選挙管理委員会運営基準の一部改正（案）について

【報告事項】
（１） 申請取次関係研修の効果測定出題方法の変更について
（２） 各党議員連盟・議員懇話会への要望について
（３） 著作権教育Eネットワークにおける教材開発について
（４） 令和４年度特定行政書士法定研修実施結果について

開　催　日 	 令和４年 11月 16 日（水）・17日（木）
場　　　所 	 	虎ノ門タワーズオフィス６階

「ROOM7」
司　　　会 	 宮本　重則　総務部長
議　　　長 	 常住　　豊　会長
議事録署名人 	 関口　隆夫（埼玉会）・
	 大口　　晋（兵庫会）両理事
構　成　員 	 56 名のうち、54名出席（開会時）
オブザーバー 	 西堀　俊德・岡　俊江・増田　由明　各監事、縮　修二　選挙管理委員長

特 定 預 金： 登録システム再構築引当資産
取り崩す目的： 登録管理システムの開発費用に充てるため。
取り崩す金額： 178,850,000 円（期首残高 167,000,000 円。７月理事会にて 18,150,000 円を取崩後

に、今期積立額 30,000,000 円を足した額）
運 用 方 法： 取り崩した資金は、登録管理システムの開発費用（システム開発費用、ベンダー

選定支援・PMO支援費用）への支払いに充てることとし、ソフトウエア仮勘定
に計上する。（来期システムリリース後、ソフトウエアとして資産計上）
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Informat ion
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令和５年８月31日から
倫理研修受講が義務化されます！

　前号にて御案内のとおり、日本行政書士会連合会会則の改正が、令和４年８月31日付けで総
務大臣に認可されたことに伴い、令和５年８月31日から一般倫理研修の受講が義務化されるこ
ととなりました。
　一般倫理研修の配信スケジュールや受講方法については、日行連ホームページや本誌におい
て、お知らせする予定です。
　なお、中央研修所研修サイトでの配信を予定していますので、当サイトへの登録がお済みで
ない方は、是非この機会に御登録ください。

中央研修所研修サイトは、
ビデオ・オン・デマンド（VOD）研修を受講するためのサイトです。
行政書士会会員であれば、どなたでも無料で研修を受講いただけます
（一部有料講座を除く。）

1

＜総務部・中央研修所＞

令和５年３月中旬

配信予定!
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＜申請取次行政書士管理委員会・中央研修所＞

申請取次行政書士管理委員会からのお知らせ

申請取次関係研修の効果測定出題方法の変更について
　本誌12月号でも御案内のとおり、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。

【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。

　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、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、改訂版を令和5年
1月 10日に公開する予定です。

「理由書」を提出し更新手続をされた方々へ
　新型コロナウイルス感染拡大防止に係る令和2年度の実務研修会中止に伴い、令和2年4月以降
「理由書」の提出により届出済証明書の更新手続をされた方々にお知らせいたします。
　先般から御案内のとおり、同一の実務研修会修了証書は、発行日から3年以内に有効期限が到来
する届出済証明書の更新手続に原則 1回に限り使用することができることとしています。
　実務研修会修了証書の発行日から 3年以内であっても、一度、「理由書」による更新に係る事後
受講分として使用した修了証書は、次回の更新時には使用することができません（※）。別途、次回
更新時までの期間内に実務研修会を受講していただくことが必要となりますので御留意ください。

2

令和 5年度の申請取次関係研修会開催日程等については、次号で御案内するニャ！

・「理由書」による更新手続後の事後受講分 1回
・次回更新のための受講分 1回

理由書による更新手続後、
次回更新までに
計 2回受講が必要

※�届出済証明書の有効期間が 3年未満とされている方（例：在留期間が 3年未満の外国籍会員等）
については、3年未満の有効期間毎に申請取次実務研修会の受講を求めるものではなく、届出済
証明書の有効期限から遡って3年間の間に受講した実務研修会修了証書を複数回使用できるとし
た取扱いは従前どおりです。
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　この度、上智大学法学部地球環境法学科の北村喜宣教授に御協力いただき、行政書士会員向けのセミナーを開催す
ることとなりましたので御案内いたします。
　政府の 2050 年カーボンニュートラル宣言に基づく脱炭素社会の実現において、全国 5万人の行政書士が関与する
中小企業事業者（建設業、産廃業、運送業、製造業等）も、環境に配慮した経営活動が避けて通れない現状にあります。
　我々行政書士も環境分野への取組を推進していかなければなりませんが、そのためには環境法関連の専門知識を身
に付け、中小企業事業者に適切な助言ができるよう準備をしておく必要があります。本セミナーで環境法の成り立ち
や基礎について分かりやすく御講演いただきます。皆様の御参加をお待ちしています。

【日　　時】�令和 5年 2月 24日（金）13：30～ 15：10（予定）
【内　　容】�「環境法の規制はなぜされるのか？」�

講師：上智大学�法学部�地球環境法学科教授　北村　喜宣　様
　　　　　�※時間・内容は変更になる可能性があります。
【参 加 費】無料
【定　　員】WEB開催のため定員の定めなし
【申込方法】�事前申込制になります。詳細につきましては、１月中に本会ホームページ及び会員専用サイト「連 con」

にて御案内いたします。
【そ の 他】�後日、中央研修所研修サイトのVOD講座に登載予定（無料）です。なお、御受講にあたり北村教授の

御著書「環境法［第 2版 ]」（有斐閣 2019 年）を御一読の上、受講されますと、より理解が深まります。

＜中央研修所・許認可業務部＞

＜国際・企業経営業務部　知的財産部門＞
著作権教育Eネットワークにおける教材開発について

　日行連では、2019 年から、国立大学法人山口大学（山口大学）、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協
会（ACCS）と三者で連携し、「著作権の普及啓発に係る包括連携協力に関する協定」に基づき、「著作権教育Eネット
ワーク」を構成して、共同で著作権教育の普及啓発を進めています。
　この度、著作権教育 Eネットワークでは、著作権教育の普及啓発を目的として、小学校の中学年及び高学年向きの
著作権学習教材を制作し、日行連公式ホームページにおいてPDF及び動画教材を公開いたしましたので、以下のとお
り御案内いたします。
　本教材はそれぞれの年齢の発達段階に応じて、法律や条文の解釈だけではなく、互いの創作物を尊重することで、よ
り効果的に著作権の概念を理解させることを習得目標として作成されました。
　会員の皆様におかれましては、是非、本教材を御活用いただき、教育機関と連携した著作権教育の普及啓発に御協
力くださいますようお願いいたします。
　なお、日行連ではより一層の著作権教育の普及啓発を実施するため、2019年に、著作権教育に精通した「著作権教
育伝道師」を選任いたしました。今回の教材利用に関して、著作権教育伝道師の講師派遣等が必要な場合は、その旨、
所属単位会を経由して日行連まで御相談ください。

（１）�日行連ホームページ�
「著作権教育Eネットワークにおける
教材開発について」�
URL：�https://www.gyosei.or.jp/

news/info/ni-20221107-3.
html

（２）�PDF・動画教材�
「著作権について学ぼう」�
ダウンロードリンク�
URL：�https://link.directcloud.jp/

CjKzj5zZBa

※�本教材の利用方法については、（１）�の日行連公式ホームページにて御確認ください。
※�行政書士のための「著作権教育マニュアル」（日行連編・会員専用サイト「連con」掲載）も併せて御活用ください。

3

4

行政書士限定　＜オンラインセミナー＞

「環境法の規制はなぜされるのか？」 開催のお知らせ
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Pick UPPick UP!  !  単位会単位会 各単位会の取組を
お知らせします。

静岡県内は、令和４年９月 23 日夜から 24 日の未明にかけて、台風 15 号による大雨のため、記録的短時間大雨情
報が計 32回発表されました。
静岡会では、翌日から静岡県災害ボランティア本部・情報センターが主催する情報共有会議に出席し、県内各地から
寄せられる被害状況の把握に努めました。情報収集後、直ちに支援活動を決定し、要配慮者のための罹災証明交付申請
支援と、静岡市が設置する被災者支援窓口にて廃車手続サポートを開始しました。
罹災証明交付申請支援では、平時からの地域活動が功を奏し、ボランティアの方から伝え聞いた情報を基に、御連絡
いただく方もいらっしゃいました。申請後は、次の適切な支援者につなげることを意識して、被災地での連携に努めて
います。
廃車手続サポートでは、永久抹消登録後に買い替えた自動車の
自動車保管場所証明等手数料減免適用について県警交通規制課に
要望書を提出しました。
11 月４日には、市内で活動する支援団体等との顔合わせと情
報共有の場として、「第１回静岡市被災者支援連携会議」が開催
されました。被災からまだ１か月余りということもあり、体力的
なボランティア団体の参加が多い中、静岡市福祉総務課や町内会
の連絡調整を行う市民自治推進課に、要配慮者への支援について
連携を呼び掛けました。
行政書士だからこそできる支援があります。被災者の心理を理
解し、生活再建のために何ができるのかを考えながら、今後も支
援活動を続けてまいります。

新潟会では、本年度の広報月間における広報活動の一環として、「第 38回新潟シティマラソン 2022」に、有志の会
員と新潟支部の理事がボランティアとして参加しました。
当イベントは、ボランティアで参加することによって多額の協賛金を必要とせず、新潟シティマラソンのホームページ
や各種配布物などに「新潟県行政書士会」と掲載することができます。また、新潟市役所ふるまち庁舎「古町ルフル」前
でイベントブースにも出展しました。各種チラシや販促グッズを入れた配布品を相羽会長始め広報部員で、マラソンを走
り終わった方や応援している方々に配布しました。
マラソンにランナーとして参加した会員は、新

潟会オリジナル Tシャツを着て行政書士会を PR
していただき、松澤理事におかれましては、お手
製のボードを首から下げて42.195キロ激走してい
ただき、多大な PRをしてくださいました。
事務所内や無料相談とは一味違う、街に出て行

政書士の存在を PR する方法の試金石となる今回
のイベントでしたが、当会広報部にて総括を行い、
次年度につながるようしっかり引き継ぎたいと考
えています。

行政書士会

新潟県 広報月間における新潟シティマラソンの
ボランティア参加

令和４年９月台風15号による被災者支援活動
行政書士会

静岡県
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令和４年 10 月 12 日、東串良町と大規模災害
時における相談業務等の応援に関する協定を締結
しました。
締結式には、東串良町長ほか２名、鹿児島会

からは鶴会長、上村副会長、土橋鹿屋地区支部長、
寺岡同副支部長の４名が出席して執り行われま
した。
当会は、2014 年以降、８市３町（指宿市、鹿

児島市、伊佐市、出水市、曽於市、志布志市、
阿久根市、姶良市、大崎町、湧水町、東串良町）
の自治体と大規模災害時における相談業務等の
応援に関する協定を締結しています。
行政書士会として、大規模災害時において、

少しでも地域住民の方々の力となれるよう、取
り組んでまいります。

行政書士会

鹿児島県 東串良町との大規模災害時における相談業務等の
応援に関する協定締結について

令和４年10月、環境分野に関心のある会員を募り、一般廃棄物処理施設である岐阜市リサイクルセンターへの見学会を実施
しました。この施設は令和４年４月に稼働した新しい施設で、「カン、ビン、ペットボトル、プラスチック製容器包装」のリサイ
クルを促進する施設です。パッカー車（収集運搬車）からのゴミ排出、ゴミ貯留ピット、大型クレーンによる受入れホッパ（処
理する容器）への移設、リサイクルできない不適物を取り除く手選別室での作業、圧縮成型機等の各工程を経てリサイクル工場
等へ運ばれます。業務において一般廃棄物の許認可に携わることは多くはないかもしれませんが、実体験として環境分野への造
詣を深めることは大切です。各処理工程やリサイクル用
品の見学等を通して循環型社会への学びを深めました。
見学会の後は、第２部として県の担当者をお招き

し、産業廃棄物許可申請業務実務者意見交換会を開
催しました。産業廃棄物処理施設の設置に関する県
条例も含めた手続の流れについて、近年の法令改正
について、新型コロナウイルス感染症に伴う事務処
理の見直し等について講義いただき、その後、担当
者を交えて意見交換を行いました。
一般廃棄物や産業廃棄物について、現場見学や意

見交換会による研鑽や交流の場があることは意義深
く、申請事業者に貢献することにもつながっていく
と思われます。今後ともこのような機会を計画して
いきたいと思います。

行政書士会

岐阜県 一般廃棄物処理施設見学会と産廃業の
実務者意見交換会

掲載日：南日本新聞［朝刊］2022 年 10月 22日（土）16面
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Pick Up!単位会
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11 月２日と 12 月６日の両日、北海道会では初の試みとして、一般社団法人日本産業カウンセラー協会北海道支部
の御協力の下、認定講師をお招きして、「メンタルヘルス」をテーマとした研修を、オンライン会議システムを併用し
て開催しました。
講義は、講師の体験談や具体的な事例に加え、ワーク作業も取り入れながら進められ、受講者一同、自身の物の見方
や考え方、考え方の傾向などに気付くことができたと同時に、メンタルヘルスに関する知識の習得とリスク管理の必要
性を痛感しました。
依然として終わりの見えないコロナ禍の中にあって、日常生活における不安や辛さを感じる場面が増え、このような
環境の変化によって起こるストレスは、様々な要因によって更に複雑化します。まずは、ストレスの予防や低減を図る
ことが重要です。そのためにも、心身のバランスを崩さないよう生活リズムの確保・維持を心掛けたいものです。
自分を客観的に見つめ、しっかりと理解して、ストレスを溜めないように生活することの大切さを再認識することが
できましたし、職場の人間関係や仕事上の悩みなどの相談場所の情報もいただけるなど、有意義な研修となりました。

行政書士会

北海道 「メンタルヘルス研修」を終えて

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。

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。

【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）

届出済証明書交付に係る申出を希望される皆様へ

Pick Up!単位会
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秋 桜 日 記
～特定行政書士への誘い～

―　プロローグ　―
この物語は、特定行政書士に特に興味のない
新人行政書士が、行政書士の通常業務で起こる
問題を特定行政書士の先輩に相談しているうち
に、特定行政書士の持つ力を実感していく過程
を描くものである。

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

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

第一話：不許可という不安

「えー、なんでですかー。なんとかお願いしますよー」

静かな市役所内に響く声。農業委員会の窓口で汗をか

きながら頭を下げるスーツ姿の青年。まだ金色の輝きが

残る、秋桜をモチーフにした行政書士徽章が光っている。

「そんなこと言われても、無理です。取り下げてくだ

さい。」

カウンターの内側の担当者は、少し怒ったような口調

で諭している。

「取り下げなんてしません。不許可にしていただいて

結構です！」

「そうですか。分かりました。後日連絡します。」

「やれるものなら、やってみろ！」

売り言葉に買い言葉で言ってみたものの、駐車場に停

めた白いプリウスに乗り込む頃には、「なんか、まずい

ことになったかも。」と、不安が一気に押し寄せてきた。

新人行政書士の中島涼介は、開業３年目の行政書士で

ある。自宅の一室を事務所として開業後、様々な依頼に

なんとか応えてきた。そんな中島にとっても、今回のよ

うな役所の対応は初めての経験であった。

依頼者に代わり、役所に許可申請書を提出することは、

行政書士の主たる業務である。その場合、申請窓口の担

当者と事前に打合せをすることも多い。ただ、役所の担

当者の中には、申請時に必要のない書類の提出を求めて、

それがないと受理しない、といった「窓口指導」をする

者も多いのが現状である。

中島は、事前に担当者と申請内容の概略について打合

せを行い、法定添付書類が一通り揃ったことを確認し、

申請書を提出したのが２週間前のことであった。申請後

に役所から来る連絡は、いつものような内容の確認や補

正指示だろうと思って窓口に出向いたところ、いきなり

取下げの指導を受けた。行政書士として実務にも慣れて

自信をつけてきただけに、窓口担当者の予想外の態度に、

ついカッとなってしまったというわけだ。

業務のことで困ったとき、すぐに思い浮かぶのが、開

業当時に支部長であった山田先生である。行政書士とし

て登録開業したものの右も左も分からなかったときに、

親身になって相談にのってくれた師匠である。

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

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

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

ら幸いです。
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「もしもし、先生ですか。御無沙汰してます。実は相

談に乗ってほしいことがあるので、今から伺います！」

電話を切るのと同時に、中島は山田の事務所へ向かった。　

行政書士歴 20年以上のベテランである山田は、駅に

近い官庁街の雑居ビルに所在する事務所の椅子に座りな

がら、「ふんふん」と中島の話を一通り聞き終わると、「そ

れは不許可になるね。」とあっさり言い放った。

「えー、それじゃ、どうすればいいんですか。行政書

士を廃業するなんて嫌です！」

今にも泣きそうな中島の声を聞きながら、山田はニヤ

ニヤしている。

「もし不許可になったら、もう終わりですよね。何か

いい方法はありますか。」

「そんな大袈裟に悲観しなくてもいいよ。あくまで行政

手続に則って主張すべきことを主張すればいいだけさ。」　

そう言いながら、事務員が運んできたコーヒーを一口

飲むと、山田はゆっくりと話し始めた。

中島の話を聞く限り、今回の提出書類のままでは不許

可になる可能性は高いようである。許可要件の証明資料

として中島が添付した書類は、依頼者の事情を考慮し、

通常とは異なる書類であったため、当該農業委員会では

許可要件を満たさないと判断したようである。いわゆる

マニュアルにない添付書類以外は認めないという杓子定

規な役所の対応は、山田も今まで何度も経験してきた。

ただ、今回の状況を整理してみると、法令で要求する要

件は揃っているようだ。それにもかかわらず取下げを要

請した可能性がある。

このような場合の対応としては、申請を取り下げて、

再度申請することも考えられるが、提出できる書類が変

わらない以上、状況は変わらない可能性が高い。そうで

あるならば、あえて不許可の処分を受けて、不服審査を

した方がいい、というのが山田のアドバイスであった。

「そんなことしたら、今後申請に行きにくくなっちゃ

います。やっぱり取り下げます。」

窓口担当者の顔を思い浮かべて、中島はすっかり弱気

になっていた。

そんな中島の様子を面白そうに眺めながら、山田は続

けた。

「中島君、我々行政書士の存在意義を思い出してごら

ん。行政書士法第１条によれば、『この法律は、行政書

士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、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、もって国民の権利利益の実現に資すること

を目的とする。』とある。中島君、取り下げてしまうの

は簡単だけど、それでは依頼者の権利利益の実現を放棄

することになってしまわないかい。権利の実現はもちろ

んだけど、行政手続の円滑な実施のためには、曖昧にせ

ずにきっちりと結論を出すことも大事だよ。そのために、

不服審査制度があるじゃないか。特定行政書士なら代理

人としてそれができるじゃないか。」

威勢のいい山田に押されるように小さな声で「僕はま

だ、特定行政書士じゃないんです。」と申し訳なさそう

に中島は呟いた。

役所の窓口から消極的な対応をされ、初めて不許可に

なるかもしれないという状況に立ったとき、ただカッと

なり喧嘩腰な態度しかとれなかった自分の姿を思い出

し、中島は恥ずかしさと無力さに泣きたくなってきた。

行政書士として実力がついてきたと感じていたし、支

部の研修で講師を任される機会もあり、自信をつけてい

たのに。今、目の前にいる山田が、ただ経験年数の差と

は全く違う、別のステージに立っていることを見せつけ

られた気がした。

「我々行政書士は、依頼者のためにどうするのがいい

のか、感情的になるのではなく、冷静に法律的に対応を

しなければいけない。そのためには、行政に対して異議

を申し立てることも大事な選択肢の一つだよ。」

そう語る山田の言葉は、中島の胸に重く響いた。

果たして、山田のサポートを受けながら、中島はどう

するのか…。次号に続く。

秋桜日記
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法教育推進委員会から

法教育の取組について
� ＜香川県行政書士会＞

1　はじめに　～法教育とは～
法務省ホームページによると、法教育とは「法律専

門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの
基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方
を身に付けるための教育」とされており、その内容は
多岐にわたるといえます。したがって、実際に法教育
を計画する際には「誰を対象者とするのか」を考慮す
ることが重要となります。例えば、小学生を対象者と
する法教育においては、「友だち同士のけんかとその解
決」「約束をすること、守ること」（同ホームページか
ら）というような内容も考えられるでしょう。これに
対して、一般市民（大人）を対象とする法教育において
は、現実に存在する具体的な法や法制度についての理
解及びそれらの利用方法に関することなどを主な内容
にするべきではないかと考えます。

香川県行政書士会（以下、「本会」という。）が行って
いる法教育は、国立大学法人香川大学法学部（経済学
部も含む）の３年生以上を対象者とするものですので、
後者に該当するということになります。

2　�国立大学法人香川大学での講座を開始するまでの
経緯について

本会が、国立大学法人香川大学法学部（以下、「香川
大学」という。）で実施している講座（寄付講座）は、令
和４年で４年目となります。

香川大学と本会は、平成 22 年に「国立大学法人香川
大学と香川県行政書士会との間における学術交流協定」
を締結し、その協定書には「香川大学法学部及び大学
院法学研究科と香川県行政書士会との間において、双
方に蓄積された学術文化を交換することにより学術研
究及び教育の推進並びに行政書士の実務能力の向上に
資することを目的とする」と規定されています。当該
協定に基づき、本会では香川大学の教授・准教授を講
師に招いた香川大学法学研修会を実施し、本会会員の
実務能力の向上を図るとともに、本会が認証を受けて
いる ADR 事業の調停人候補者養成研修の一環として
も法的能力の向上を図ってきました。

そして、この香川大学法学研修会の打合せの際に、
法学部長から「協定は『交流協定』であり、協定書の

連携事業の内容に『香川大学の開設授業科目への講師
派遣』という項目もあることから、行政書士会も大学
で講義を行ってみませんか？」との提案を受けました

（現在、行政書士試験を受験する学生がほとんどいない
ということも、この提案がなされた理由の一つとのこ
とでした。）。そこで、そもそも大学での講義は、こち
らが願ったからといって簡単に認められるものではな
いですし、ましてや全国に 14 校しかない国立大学法学
部で講座を持てるというのは願ってもないことですの
で、実施させていただくことにしました。

3　講義について　～その内容と実施方法～
講義の内容は、行政書士制度の概要と行政書士の実

務に関するものとし、当初、講師は各業務を実際に
行っている会員が個別に担当すれば良いと考えていま
した。しかし、大学側からは「正式な法学部の講座（２
単位取得可）としてふさわしい内容で、かつ、統一感
のあるものでなければならない」といった教授会の意
見もあるので、業務ごとに講師が変わるようなアラカ
ルト的な講義はやめてほしいと要請されました。そこ
で検討の結果、講義は３名の講師で実施することとし、
講師間で講義内容やその実施方法について統一感を持
たせることにしました。

そのため、まず本会に香川大学学術交流委員会（当
初は準備委員会）を立ち上げ、準備期間に約１年半を
とり、講師ごとに複数の運営委員がチームを組んで講
義内容を一から作成することにしました。ただ、その
準備期間中に講師１名に健康上の問題が生じ、２年目
からは更に１名が転居で本会を離れることになったた
め、結局、１年目は講師２名で、２年目以降は講師１
名で全て実施することになりました。

なお、令和４年度に実施した講座「（特）行政書士制
度の概要と行政書士の実務」（全 15 回）の具体的な内
容は、①「行政書士とは」、②「建設業に関する仕事」、
③「風俗営業に関する仕事」、④「自動車に関する仕
事」、⑤「法人設立に関する仕事」、⑥「補助金申請に
関する仕事」、⑦「農地に関する仕事」、⑧「国際法務
に関する仕事」、⑨「著作権に関する仕事」、⑩「権利
義務・事実証明に関する仕事」、⑪「成年後見制度１」、
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⑫「成年後見制度２」、⑬「裁判外紛争解決制度１」、
⑭「裁判外紛争解決制度２」、⑮「これからの行政書士

（まとめ）」となっています。
これらは行政書士を対象とした業務研修ではないた

め、業務の細かな手続等について話をするものではあ
りません。業務の基礎となる法律からスタートして、
制度の趣旨や行政書士実務の概要等を中心に説明する
とともに、その過程で、憲法・民法・刑法・商法等の
基本的な内容及び判例・裁判例等に触れることや、学
生が興味を持ちそうなトピックスを盛り込むことも意
識して講義を行っています。

なお、全ての回で確認のための小テストを実施する
とともに、質問・感想等も受け付け、質問に対する回
答や学生の感想をシェアする時間を全 15 回の講義の中
に設けています。

4　講座を実施してみて　～学生からの評価、感想など～
本講座を受講していただいている学生は法学部（経

済学部も含む）の３年生以上となるため、一般の方々
よりは法的知識を持っているはずですが、寄せられた
感想を見てみると、行政書士の業務については何一つ
知らないということがよく分かります。我々行政書士
にとっては当然の伝統的業務であっても、「行政書士が
そんな仕事をしているなんてびっくりした」というよ
うな内容の感想が多く寄せられます。また、「今まで知
る機会がなかった行政書士の業務について知ることが
できて良かった」との感想もいただいており、大学が
実施している「学生による授業評価」においても良い
結果が得られています。さらに、講座の運営方法に関
しても、質問に対する回答や感想のシェアのための時
間を設けていることについて、「他の授業ではこんなこ
とは一度もなかったのでとても良かった」と好評を得
ています。

5　これから　～講座の真の目的と今後の課題など～ 
この３年間で 300 名以上の学生に本講座を受講して

いただき、近頃では「行政書士試験を受験しました」

とか「行政書士試験に合格しました」という声も時折
聞くようになりました。また、「出入国在留管理庁の職
員になります」という話も聞きました。本講座がそれ
らのきっかけとなったのであれば、それは素晴らしい
ことだと思います。

ただ、「法教育」という観点からの本講座の真の目的
は、行政書士制度や行政書士実務についての知識を得
ることによって、将来、一般の公務員になろうが民間
企業に就職しようが、それぞれの立場で、「社会に散在
する課題・問題を抱えた人々」と「行政書士制度・行
政書士業務」との間の“懸け橋となれる人材”に育って
もらうところにあります。“懸け橋となれる人材”が一
人でも多く育つことにより、より多くの一般市民が行
政書士の提供するリーガルサービスを現実的に享受す
ることが可能となるでしょう。ひいては、“そうだ、行
政書士に相談しよう！”という気運を高めるという日行
連の活動理念も現実的なものになるでしょうし、結果
として、“国民の権利利益の実現”に寄与することにも
つながるでしょう。これこそが、行政書士会でしか行
うことができない「法教育」の一つの形であると考え
ます。

かかる「法教育」としての講座の今後の課題として
は、まず、学生により興味を持ってもらうために、ア
クティブラーニングを取り入れることなどにより、講
義の単調化をできる限り回避することが挙げられます。
例えば、現在行っている質問に対する回答や感想の
シェアに加え、裁判外紛争解決制度の講義における
ロールプレイの実施などが考えられるでしょう。また、

「法教育」としての講座の目的達成をより確実なものと
するためには、これを継続して行っていくことが何よ
りも大切です。そこで、実施体制の強化として、講師
ができる人材の発掘、養成を行っていくことが、今後
の大きな課題となっていることは間違いありません。

以上が、本会が行っている「法教育」としての大学
での講座の概要となります。法教育に関心をお持ちの
単位会の皆様で、特に大学における法教育に御興味、
御関心のある方の参考になりましたら幸いです。 

法教育推進委員会から
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2022 年 12 月 9 日 午前 9 時 11 分

まもる先生の知り合いのＡさんは、会社を経営していてまだ元気ですが、高齢になってきたため、いずれは息子の

Ｂさんに経営を引き継ぎたいと考えています。とはいえ、Ｂさんは経験が浅く、今すぐに経営権を譲渡することに不

安を感じています。そこで、Ａさんはまもる先生に、円滑な事業承継のための方法があるか相談しました。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。

街は新年を迎え、お年玉をもらった子供たちの元気な笑い声が響く中、ユキマサくんは、大好きなミネルヴァくん

がいるコスモス公証役場へ出かけました。

＜法務業務部＞
（担当：浅草公証役場　公証人　澤野芳夫）

第13回　事業承継のための信託契約

公証人に聞く！
教えてミネルヴァミネルヴァくんくん

はい。Ａさんを委託者、Ｂさんを受託者とし、信託財
産をＡさんが保有する甲会社の株式とします。受益権
者はＡさんとして、甲会社の剰余金等の経済的利益を
Ａさんが取得することにします。

前々回は、認知症対策のた
めに信託契約を締結するこ
とを教えてもらったけれど、
事業承継にも信託契約を利
用できるの？

そうですね。信託譲渡といっても譲渡には変わりはな
いので、信託譲渡につき会社その他の第三者に対抗す
るためには対抗要件の具備が必要となります。甲会社
はいわゆる個人会社で、株券も発行していないと思う
ので、対抗要件として株主名簿への記載が必要となり
ます（会社法154条の２第１項）。委託者及び受託者は、
会社に対し、株主名簿に受託者の氏名及び住所を記載
すること並びにその株式が信託財産に属することを株
主名簿に記載等するように請求する旨（同条２項）の
条項を信託契約に記載しておくと良いでしょう。

株式を信託譲渡するという
ことだね。その場合、株式
譲渡の対抗要件は必要とな
るのかな？

そのとおりです。ユキマサくんは、よく勉強していま
すね。個人会社の場合には、人的な信頼関係にある者
に株主を限定したいとの要請が強いので、株式の譲渡
に会社の承認を必要とする譲渡制限株式（会社法２条
17 号）とすることがほとんどです。したがって、信
託条項に、例えば「委託者は、本信託契約締結後、速
やかに甲株式会社の承認を受けなければならない」と
記載しておくのが良いでしょう。

個人会社というと、株式の
譲渡制限があるよね？

前々回にお話した信託契約を利用することができます。

ミネルヴァくん

まもる先生の知り合いのＡ
さんは、自分の会社（甲会社）
をお子さんのＢさんに事業
承継することを考えている
のだけれど、良い方法はあ
るかな？

ユキマサくん
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2022 年 12 月 9 日 午前 9 時 11 分

そうですね。株式が信託譲渡されたのですから、株主
の権利としての議決権の行使は、受託者が行うことに
なります。しかし、委託者のＡさんは、信託契約の中
で指図権を有することを定めることで、実質的に経営
に参画することが可能です。すなわち、委託者を受託
者に対する指図権者と定め、他方、受託者は委託者の
指図に従う旨を定めることになります。

Ａさんはまだ元気で、会社
の経営権を掌握していたい
ようだけど、株式をＢさん
に信託譲渡してしまうと、
株主総会の議決権の行使も
Ｂさんに移ってしまうので
はないかな？

その場合は、Ａさんが死亡したらＡさんの奥様が第二
受益者となる旨を信託契約で定めておけば良いので
す。当然のことですが、信託契約でＡさん及びＡさん
の奥様の死亡により、信託が終了する旨を記載するこ
とになります。

Ａさんが亡くなった後、Ａ
さんの奥さんが経済的利益
を受けたいという場合はど
うしたらいいかな？

いろいろなパターンが考えられますが、一例としては、
Ａさんに信頼できる従業員Ｃさんがいる場合、Ａさんを
委託者、Ｃさんを受託者、お子さんのＢさんを受益者（剰
余金等の経済的利益の取得者）として信託契約（他益信
託。委託者が当初受益者とならないものです。）を締結し、
Ａさんが保有している甲会社の株式を信託財産とする方
法です。Ｂさんに受益権を取得させますので、信託契約
時にＢさんには贈与税として納税する義務が生じます
（相続税法９条の２第１項）が、後に株価が上がった時
点のものより税額を低く抑えられます。この場合も、Ａ
さんに、Ｃさんに対する指図権を定めておけば、Ａさん
の経営権を確保することができます。そして、Ａさんが
死亡したときに信託を終了させ、残余財産受益者として
Ｂさんに株式を取得させ、ＡさんからＢさんへの事業承
継が円滑に行われることになります。

例えば、現在は、甲会社の
株価は高くないけど、今後
事業が軌道に乗って、株価
が高くなる見込みがある場
合、信託は利用できるのか
な？

何年か後にAさんが亡くなっ
た場合はどうなるの？

信託契約でＡさんの死亡を信託の終了事由としている
のが通常でしょうから、Ａさんの死亡により信託契約
は終了し、剰余金等を含め全ての株主権は、帰属権利
者に帰属することになります。Ａさんの場合、お子さ
んのＢさんが帰属権利者と指定されることになるので
しょうね。

指図権という権利は、信託
法上規定があるのかな？

信託法上は、指図権の規定はありません。信託業法
65 条に定められているものです。このように、指図
権は信託法上のものではありませんが、信託法 26 条
ただし書では、信託契約において受託者の権限を制限
することが認められていますので、信託契約で指図権
を定めることも有効と解されています。そして、例え
ば、「Ａさんは 75 歳までは経営に参画するが、それ以
降は息子のＢさんに経営を委ねる。」とすることもで
きます。信託契約において、指図権行使の期限を定め
ておけば良いのです。

まもる先生

公証人に聞く！教えてミネルヴァくん
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令和４年度VOD講座登載の御案内
（法務業務部）

尊厳ある本人らしい生活の継続に向けた「意思決定支援について」
現在、我が国の 65 歳以上の高齢者は、既に 3,600 万人を超え、2025 年には、認知症の有病者数

は約 700 万人になると言われています。一方、2000 年からスタートした成年後見制度の利用者は、
約 23 万人に留まっています。
こうした中、令和４年４月から第二期成年後見制度利用促進基本計画（以下、「第二期基本計画」

という。）がスタートいたしました。
第二期基本計画では、「尊厳ある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援

の推進」を基本としています。地域共生社会の実現に向けて、「権利擁護支援」を本人を中心とし
た支援、活動を支えるための支援と位置付け、これまでの成年後見制度の運用の改善を図るため、「本
人の特性に応じた意思決定支援とその浸透」を掲げています。
中央研修所では、法務業務部と連携して特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター長の

住田敦子氏を講師にお迎えし、同氏が成年後見に日々取り組まれ、被後見人の本人らしい生活の継
続に向き合ってこられた体験の中から、「意思決定支援」をテーマとして御講義いただきました。
講義では、「権利擁護とは、自らの意思に基づいて自分らしく生きるための権利を守ることであ

ること」から説き起こし、権利擁護支援の必要性について事例をもって解説いただきました。
続いて、今回の主題である意思決定支援について、代行決定から意思決定支援へのパラダイム転

換が求められていることに加え、
〇原則①意思決定能力の存在推定（本人には決める力があるという前提で関わる。）
〇原則②本人による意思決定のための実行可能な支援の必要性（あらゆる支援をし尽くして。）
〇原則③�不合理にみえる決定は必ずしも意思決定能力がないということではない（不合理とみえ

る決定も尊重されるべき。）
という意思決定支援の三つの原則等について、事例をもってわかりやすく解説しています。
第二期基本計画には、実績ある士業団体として行政書士会が記載されており、地域密着型の活動
を行う行政書士への期待が高まっています。
現在、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター等の活動により、多くの会員が成年後見
への取組を進めていますが、これから成年後見に取り組もうとする会員にも是非御視聴いただき、
活動の参考にしていただければ幸甚です。　

令和５年４月27日「相続土地国庫帰属制度について」がスタートします！
また、中央研修所では、法務業務部と連携して、次年度の「相続土地国庫帰属制度」の施行に向

け、VOD講座の公開も予定しています。
相続土地国庫帰属制度の法務大臣への承認手続は、相続業務に携わることが多い行政書士にとっ

て、相続人から説明を求められる機会が多くあるのではないでしょうか。相続土地国庫帰属制度を
広く周知し、将来、所有者不明土地とならないよう取組を進めていくことが重要です。
本講座は、法務省民事局民事第二課から三枝稔宗補佐官を講師にお迎えし、令和５年２月中頃に

公開を予定していますので、是非御視聴ください。

中央研修所通信１月号
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日行連の主な動き Monthly Report2022. 11Nov.

１日

火
規制改革委員会と行政書士制度調査室
との合同会議

９日

水
許認可業務部
建設・環境部門会議

【協議事項】
⑴  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収録について
⑷  業務用ポスターについて
⑸  一般財団法人建設業振興基金職員募集に

ついて
⑹  許認可オンライン申請について
⑺  その他

10日

木
デジタル推進本部会議

【協議事項】
⑴  各担当チームからの報告について
⑵  デジタル臨時行政調査会開催に係る運営

支援委嘱について
⑶  デジタル臨時行政調査会との行政手続に

係るシステム化検討について
⑷  処分通知デジタル化について
⑸  河野デジタル大臣訪問について
⑹  東京都デジタルサービス局への提案につ

いて
⑺  国家資格等情報連携・活用システム（仮称）

の進捗について
⑻  行政書士の提言書（ブランディング誌）へ

の原稿依頼について
⑼  その他

許認可業務部
農地・土地利用部門会議

【協議事項】
⑴  農地法関係業務担当者会議について
⑵  業務用ポスターについて
⑶  本年度セミナー及びVODについて
⑷  関連団体・省庁との意見交換について
⑸  関係省庁等への訪問について
⑹  その他

15日

火
正副会長会

【合議事項】
⑴  常任理事会の合議事項等について
⑵  令和５年単位会賀詞交歓会等の対応につ

いて
⑶  その他

常任理事会（～16日）
【合議事項】

⑴  理事会の議案等について
⑵  本年度特定行政書士法定研修考査結果に

ついて
⑶  単位会長処分の公表について
⑷  その他

２日

水
自動車保有関係手続ワンストップ
サービス（OSS）対策特別委員会

【協議事項】
⑴  軽自動車OSSについて
⑵  行政書士が利用する電子証明について
⑶  その他

８日

火
規制改革委員会

【協議事項】
⑴  制度調査室専門員へのヒアリングについて
⑵  その他

登録委員会
【登録審査】

⑴  審査件数(125件）
⑵  その他
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16日

水
理事会（～17日）

【議案審議】
第１号議案： 登録システム再構築引当資産を取

り崩す件（案）について

法改正推進本部会議
【協議事項】

⑴  行政書士制度に関する研究会の進捗につ
いて

⑵  その他

18日

金
農地法関係業務担当者会議

22日

火
登録委員会

【登録審査】
⑴  審査件数(91件）
⑵  その他

24日

木
申請取次行政書士管理委員会

【協議事項】
⑴  責任者会議の開催について
⑵  次年度の申請取次関係研修の開催につい

て
⑶  ｢理由書」提出後未受講会員の対応状況に

ついて
⑷  異議申立て案件について
⑸  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
⑹  その他

広報部会（～25日）
【協議事項】

⑴  ホームページのリニューアルについて
⑵  制度PRポスターについて
⑶  日本行政関連事項について
⑷  記念日事業について
⑸  その他

許認可を要する法人関係業務に関する
全国担当者会議

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。

日行連の主な動き
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日行連掲載ページ

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。

　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。

「おしごと年鑑 2022」「おしごと年鑑 2022」
の 御 紹 介

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

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。
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会員専用サイト「連 con」＞日行連からのお知らせ
　　　　　＞「2020 年 3月 31 日　行政書士業務パンレットについて」

掲載ページ

行政書士業務パンフレット行政書士業務パンフレット
の御案内の御案内

　日行連広報部では、行政書士制度を国民に広く周知することを目的として、行政書士業務パンフレットを
作成しました。
　本パンフレットは、従来の「行政書士活用ガイド」の改訂を検討する中で、広報ツールとしての利便性を
第一に考え、相談内容に応じて業務を御紹介いただけるよう、主な業務別に作成しています。
　会員の皆様や各単位会において、必要に応じてそれらを組み合わせて活用していただけるよう、会員専用
サイト「連 con」内「日行連からのお知らせ」ページに PDF データを公開していますので、是非御活用く
ださい。
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一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
第12回定時社員総会報告
　令和４年 10 月 28 日、虎ノ門タワーズオフィスにて一般
社団法人コスモス成年後見サポートセンター第12回定時社
員総会が開催されました。ここ数年は、コロナ禍のため規
模を縮小しての開催を余儀なくされましたが、本年は総会
終了後に支部長会を開催したこともあって、多くの御参加
をいただき、1,487 名（委任状出席者 405 名、議決権行使者
1,012 名を含む）の出席となりました。活発な質疑応答が行
われ、各議案は承認可決されました。以下に、各議案につ
いてその概要を報告いたします。

　
（１）�日本行政書士会連合会と連携しながら、47支部設置に

向けた協議を単位会及び関係団体と開始する。
　日本行政書士会連合会を通じ、支部未設置単位会と
の意見交換を行った。
　また、最高裁判所家庭局、厚生労働省成年後見制度
利用促進室への訪問、外部役員及び委員等の協力依頼
を通じ、　関連団体との関係構築を図った。

（２）�全国の自治体に設置される「地域連携ネットワーク」
及びその「中核機関」への参加を図る。
　第二期成年後見制度利用促進基本計画において、専
門職として行政書士が明記されたことは、これまでの当
法人の地道な活動の成果と言える。また、各支部の活
動により、各地域の中核機関へ参加するに至った支部
が増えている。引き続きコスモスが成年後見制度を担う
団体であることを広く周知し、「地域連携ネットワーク」
「中核機関」への参加を促進することが求められる。

（３）�不正防止のための取組として、受任報告未提出ゼロを
目指すとともに、指導を必要とする業務報告に対して
は迅速且つ有効な対応を図る。
　受任報告未提出ゼロを実現するため、会員専用サイ
ト内の該当ページのタブの表記を「受任件数アンケー
ト」から「受任件数報告」に改め、受任報告が任意の
ものではなく会員の義務であることを明らかにし、業務
報告を求める案内メールに、必ず受任報告を行うこと
などを周知し、受任報告義務の啓発に努めた。
　会員からなされた業務報告に対する確認作業が遅滞
した時期があったものの、会員管理システムの利用促
進、確認作業のオンライン化等により概ね解消された。
なお、指導を要する業務報告に対して時期に遅れるこ
となく対応すること体制を整えることが課題である。

（４）�更新研修コンテンツの拡充を行い、研修の支部格差を
是正する。会員の資質向上を目的に更新研修制度を見
直す。VOD 研修システムを活用した入会前研修を実
施し、会員数 2,200 名を目指す。

第１号議案　第 12 期事業報告
重点項目として位置付けた五つの取組について

　VOD研修システムを入会前研修、更新研修のいずれ
においても利用できることとし、視聴者である会員が
見たいときに必要な動画コンテンツを視聴できる仕組
み（コスモス VOD 研修システム）が構築された。
　また、研修の充実を図りながら、2023 年８月から、
更新研修を「義務研修」に改め、移行周知期間を経
て、年間 10 単位（約 10 時間）を受講義務とすること
に改めた。受講の負担は増えるが、良質な研修を本部
の責任でVOD研修システムにて配信することにより、
対外的な信頼を得るための質向上を図ることとした。
　会員数は、残念ながら目標に届かなかったが、期中
退会者が昨年比 100 名以上減少し、過去数年で最低水
準であったこと、支部による積極的な入会前研修の実
施により、前期比 108 名増加となった。

（５）�受任のための整備を行い、法人後見を開始する。
　全国の支部に先駆け大阪府支部において、法人後見
受任を開始するために本部、支部における支援・管理
を中心とした体制の構築、各種規約の策定を進めた。第
13 期から法人後見を受任可能な体制が構築される見込
みである。

（単位：千円）
科　目 当年度 前年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
会費入会金収入 54,584 53,917
事業収入 23,822 26,239
その他収入 5,710 6,441
経常収益計 84,116 86,597

（２）経常費用
事業費 46,434 41,105
管理費 30,258 23,155
経常費用計 76,692 64,260
　当期経常増減額 7,423 22,336
２．経常外収益増減の部
　当期経常外増減額 0 0
　法人税等支払額 70 △ 70
　当期一般正味財産増減額 7,353 22,266
　一般正味財産期首残高 93,760 71,565
　一般正味財産期末残高 101,113 93,831

Ⅱ指定正味財産増減の部
Ⅲ基金増減の部
　基金受入額 610 0
Ⅳ正味財産期末残高 101,723 93,831

第２号議案　第 12 期決算報告
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　令和３年の定時社員総会において、公益申請のための定
款変更を行い、公益申請を行った。
　申請後、公益認定等委員会から、定款について数度にわ
たり指摘があった。行政庁の指導に基づくやむを得ない修
正は理事会一任とされていたが、修正内容及び修正箇所を
鑑み、改めて本総会議案として変更を行った。

　
　本年度から、公益会計基準に準拠した会計処理を行うこ
とから、これまで支給していた役員への日当を報酬として
区分した。また、会員外の理事及び監事に対する報酬額を
規定した。

　大阪府支部所属会員に支部会費を徴収することとした。

　前年度からの継続も含めて、次の六つを重点項目とした。
（１） 都市部に偏在しない行政書士の特性をいかし、地域共

生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進を図るた
め、日本行政書士会連合会と連携しながら、47支部設
置に向け各単位会及び関係団体と協議を行う。

（２） 地域の多様なニーズに応えるため、法人として成年後
見等を受任できる体制を整備する。

（３） 成年後見制度の利用者等から、会員がより一層高い信
頼を得て受任できるよう、公益社団法人へ移行する手
続を進める。

（４） 権利擁護支援の「地域連携ネットワーク」を支援し、
「中核機関」、「協議会」への参画を図る。

（５） 研修のコンテンツを拡充し、「意思決定支援」を始め、
幅広い権利擁護支援策について VOD で学べる機会を
会員に提供する。

（６） 不正防止の取組として、受任報告未提出ゼロを目指す
とともに、個別に指導を必要とすると判断した業務報
告事案に対しては迅速かつ有効な対応を図る。

第３号議案　定款変更（案）

第４号議案　役員の報酬等及び費用に
関する規則の一部改正（案）

第５号議案　支部会費について

第６号議案　第 13 期事業計画（案）

（単位：千円）

科　目 予算額 前年度
予算額

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
　経常収益計 95,801 87,682
（２）経常費用
　経常費用計 131,605 116,850
　当期経常増減額 △ 35,804 △ 29,168
２．経常外収益増減の部
当期経常外増減額 0 0
法人税等支払額 100 100
当期一般正味財産増減 △ 35,904 △ 29,268
一般正味財産期首残高 101,113 93,760
一般正味財産期末残高 65,209 64,492

Ⅱ指定正味財産増減の部
Ⅲ基金増減の部
当期基金増減額 500 0
基金期末残高 1,110 0
Ⅳ正味財産期末残高 66,319 64,492

　会員外の有識者（税理士）を監事に追加選任することと
した。

　監　事　樋渡　信也

コスモス成年後見サポートセンターの現状
（令和４年 11 月１日現在）
会 員 数　　2,158 名
支　　部　　全国 42 支部
受任件数　　4,941 件

第７号議案　第 13 期収支予算（案）

第８号議案　役員 （監事） の追加選任について

コスモス Information
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登録者数（令和4年11月末日現在）
合　　　計 51,317 名
内　　　訳 男 43,368 名 女 7,949 名
個人事務所開業 男 41,148 名 女 7,187 名
行政書士法人社員 男 1,632 名 女 348 名
個人使用人行政書士 男 337 名 女 216 名
法人使用人行政書士 男 251 名 女 198 名

人生において深く記憶に残る情景があります。
23年前の初冬、仕事で訪れた樺太のプリゴロドノエの丘で
風に吹かれ、旧日本軍のトーチカ（監視壕）越しに大海を見渡し、
かつて日本の北の防人として命を懸けていた兵士に想いを馳せ
ました。眼下の草むらには、日本軍上陸記念碑が倒れ土に埋も
れ、碧空には鳥が手を振るようにゆっくりと大きな輪を描いて
いました。
戦後に養豚業を営みながら家族を守ったと、当時を語って
くれた高齢の日本人女性は、望郷の念を抱きつつ旅立ちました。
その後、北海道内の第三セクター鉄道の存続運動に関わっ
ていたとき、沿線自治体の首長に面談を求め、全国から賛同者
を集め交通関連セミナーを開催しました。昨年、当時を知る先
生に再会した際、鉄道は廃線となったけれど、結果よりも過程
が重要なのだよと励まされ、救われた思いがしました。
一期一会の人生、今年はどのような御縁をいただくでしょう。
皆様の御健康と御多幸を心から御祈念申し上げます。

異動状況（令和4年11月中の処理件数）
新規登録 合　計 198 名

内　訳 男 163 名 女 35 名
登録抹消 合　計 104 名

内　訳 男 90 名 女 14 名
抹消内訳 廃　業 81 名

死　亡 23 名
その他 0 名法人会員（令和4年11月末日現在）

 法人会員数 1,132
 法人事務所数 1,379

主たる事務所数（行政書士法人数） 935
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。

広 報部員 のひ とり 言
from EDITORS（成田）

会

員

の

動

き
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