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各地方協議会と日行連との連絡会
及び全国担当者会議について
厳しい寒さは残るものの、暦の上では春を迎え
ました。皆様いかがお過ごしでしょうか。そろそ
ろ年度の終わりが見えてくる中で、日行連では、
各事業の目的達成に向けて、日々取組を進めてい
るところです。
近々の動きとしては、令和５年４月 27 日から
開始される「相続土地国庫帰属制度」に関し、法
務省により、業務として申請書等の作成を代行す
ることができる専門の資格者として行政書士が明
示されたことが挙げられます。当該実務において
必要となる情報は、担当部署から随時提供させて
いただきますが、行政書士として国民の皆様のお
役に立てるよう、積極的に取り組んでいただくこ
とを望みます。

また、昨年、全国の地方協議会（以下、「地協」
という。）と日行連との連絡会について、対応経
過を本誌 12 月号トップメッセージにて御報告さ
せていただきました。その後、近畿、九州、関東、
中国地協を回ってまいりましたので御報告いたし
ます。
以前からお伝えしているとおり、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。構成する単位会による共同運営の下、
地協内での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。各地協と日行連との連絡会は、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
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ていただくとともに、各地協及び各単位会におけ
る各種の取組や地域的な課題等を共有し、意見交
換を通し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。
　
昨年 11 月から 12 月にかけて開催した連絡会で

は、行政書士法改正に向けた検討の状況、行政手
続デジタル化への対応、マイナンバーカード代理
申請手続事業の進捗、職務上請求書の使用方法、
新たに予定されている倫理研修についての質問な
どが寄せられました。
これらに対しては、日行連における取組状況を

御報告するとともに、今後の対応の方向性につい
て具体的に御説明いたしました。この中でも、特
に「行政書士法改正」、「デジタル化」、「倫理研修」
に係る取組に関しては、本誌 12 月号トップメッ
セージでも可能な限り詳しく御説明させていただ
きましたので、御一読いただければ幸いです。

また、各単位会と業務等の情報共有を図ること
を目的として実施している全国担当者会議につい
て、本年度の開催結果を以下のとおり御報告いた
します。各単位会の関係者の皆様の御協力により、
いずれも大変有意義な事業とすることができまし
た。この場を借りて感謝申し上げます。

農地法関係業務担当者会議
（11月18日開催）1

各テーマに係る事前アンケートの結果を基に、
農地転用許可制度における運用の地域差、農地利
用支援、違反転用等に関する意見交換を実施いた
しました。意見交換には、オブザーバーとして農
林水産省から経営局農地政策課、大臣官房デジタ
ル戦略グループ、農村振興局農村計画課の各担当
者も招聘させていただきました。これにより、実
務者が考える各課題を広く共有いただくことがで
き、非常に有意義な機会となりました。引き続き、
行政書士の主要業務の一つである農地法関係業務
の維持・発展に努めてまいります。

許認可を要する法人関係業務に関する
全国担当者会議（11月25日開催）2

内閣府担当者から「NPO法人設立手続の概要
及びWEB報告システムについて」、厚生労働省

担当者から「社会福祉連携推進法人制度について」、
行政書士実務者から「行政書士の医療法人業務に
ついて」を御講義いただき、各業務に関する理解
を深めることができました。また、事前アンケー
トを基に、各単位会における有効な取組事例の発
表の場を設け、全国的な共有を図りました。今回
いただいた御意見を踏まえ、今後も引き続き、許
認可を要する法人関係業務の推進に注力してまい
ります。

中央研修所全国担当者会議
（12月12日開催）3

事前アンケートを基に、「各単位会におけるオ
ンライン研修の実施状況について」をテーマとし
た事例を発表いただき、情報共有を図りました。
また、昨年７月にスタートした「中央研修所サイ
トのプラットフォーム化について」の概要を日行
連から説明した上で、単位会の研修事業にプラッ
トフォームを利用している単位会から活用状況を
発表いただき、今後の課題等について意見を交換
いたしました。今回浮かび上がった様々な課題や
日行連への要望等について、日行連としても早急
に対応を図り、より良い研修を会員の皆様に提供
できるよう、取組を進めていく所存です。

以上が、これまでに実施した各全国担当者会議
の概要の御報告です。本年度中にあといくつかの全
国担当者会議の開催を予定していますので、終了後
に改めて御報告いたします。

最後にはなりますが、日行連では、会員の皆様
に対し行政書士の自覚と誇りを促すとともに、組
織の結束と制度の普及を図ることを目的に、行政
書士法公布日である２月 22 日を「行政書士記念
日」と定めています。この記念日を行政書士制度
の意義を再確認する契機とし、国民の皆様に制度
への御理解と信頼を深めていただき、制度の維持
発展につなげてまいります。引き続き、会員の皆
様の御理解と御協力を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。

Top Message
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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．会員登録（管理）システム
私は専務理事であり登録委員長でもあるため、登録委員会の取組について、お話ししたいと思います。本

号が皆様のお手元に届いた時点では、日行連の新しい会員登録（管理）システムの開発ベンダーが、恐らく
決まっていることと思います。システム開発には大きく分けると２つの方法があります。一つは、スクラッ
チ開発です。これは、システムを動かすプログラムを一から考えて開発する方法です。もう一つは、ローコー
ド開発です。こちらは既存のプログラムパーツを組み合わせて、文字どおりコード（プログラム）を書かない、
又は極力書かない開発方法です。今回は、おそらくローコード開発のベンダーが選定されたはずです。
会員登録（管理）システムを新しくする大きな理由としては、国（デジタル庁）が進める国家資格等情報

連携・活用システムと接続して、会員の情報をリアルタイムで連携し、許認可業務における代理申請の際に
活用すること、つまりは、行政書士であることの認証に活用することが上げられます。今後、マイナンバー
法等の一部改正により、マイナンバーと国家資格の連携が予定されており、行政書士も国家資格の一つとし
て入ることとなっています。国家資格等情報連携・活用システムの稼働については、まだ先のことであり、
どこまでのことができるのかはまだ不透明な部分もありますが、日行連における会員登録（管理）システム
の開発は、国が進めるシステムとの連携に向けた第一歩となります。なお、新会員登録（管理）システムの
稼働は、年内又は年度内には予定をしています。是非御理解いただき、また、御期待いただきたいと考えて
います。

２．登録申請の在り方
現在、新規登録は昨年度とほぼ同様か微増で推移しています。特に、都市部においては、大幅に増加傾向

にあります。行政書士制度の維持には、会員数も要因の一つになることから、喜ばしいことだと思っていま
す。ただし、最近では、問題のある新規登録申請も増えつつあるように感じます。具体的なことは言えませ
んが、少なくとも行政書士に登録しようとするのであれば、登録申請書はもちろんのこと、添付書類につい
ても所定のものを確実に出していただきたいものです。
また、多くの行政書士法人は変更の日から２週間以内に届出等を行っていただいているところですが、一

部、変更事由が発生した後、１年以上も放置してから変更届を出してくる行政書士法人が見受けられ、登録
委員会としても苦慮しているところです。
新しい会員登録（管理）システムが稼働し、将来的には法人の登記情報のシステムと連携が可能となれば、

変更等の手続も容易になるとは思いますが、それまでの間は申請がなければデータが変更できません。それ
では会員情報のリアルタイムでの連携が取れませんので、各種届出は遅滞ないよう御協力をお願いいたしま
す。その他、新しいシステムに対応した登録審査についても、今後は登録委員会の中で協議していきたいと
考えています。
何はともあれ、行政書士制度の維持・発展のために、できることを実行してまいりたいと思います。今後

ともよろしくお願いいたします。

登録委員長の独り言
専務理事　金沢　和則
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　近年、米国と中国の「技術覇権」をめぐる対立等
を背景として、国内外で経済安全保障に対する関心
が高まっています。令和４年５月には「経済安全保
障推進法」が成立し、８月にその一部が施行される
など、我が国においても経済安全保障の確保に向け
た取組が進められています。
　我が国から重要な技術等が流出した場合、我が国の
企業・大学等が有する技術的優位性が失われるおそ
れや大量破壊兵器の研究・開発等に転用されるおそれ
があり、ひいては国家及び国民の安全が脅かされたり、
国際的な競争力が失われたりする可能性もあります。
こうしたリスクを正しく認識した上で、技術等流出
の未然防止に向けた取組を実施することが重要です。
　こうした技術等の流出をめぐっては、行政書士の
皆様の顧客企業が懸念国の標的となって働き掛けを
受ける可能性があり、場合によっては、顧客企業が
不利益を被るおそれもあります。本稿では、想定さ
れる主な技術等の流出経路のうち、行政書士の皆様
の業務と関わりのあるものについて、事例や留意点
を説明します。中小企業の経営・事業活動全般に関
する助言等を行う行政書士の皆様が、経済安全保障
に関する事案を抱える顧客企業に対応する際の参考
にしていただけますと幸いです。

想定される技術等の流出経路 �

　懸念国が重要な技術・データ・製品等の獲得に向
けて、我が国の企業・大学等に接近する際に想定さ
れる技術等の流出経路は、図１のとおり多岐にわた
ります。これらの多くは、適正な経済活動や研究活
動を通じて行われるため注意が必要です。

　

行政書士の皆様の業務のうち、経済安全保障と関わ
りのあるものとして、例えば、外為法上の対内直接
投資に関する届出や輸出許可申請、外国人の査証申
請に係る手続の代行などが挙げられます。皆様がこ
うした業務を遂行される中で、懸念国による技術等
の窃取を企図した動きが疑われる場面に遭遇する可
能性があります。また、顧客企業が懸念国の企業・
大学等から共同研究・共同事業の提案を受けたり、
懸念国の情報機関員らから働き掛けを受けたりする
可能性もあります。こうした観点から、想定される
技術等の流出経路のうち、「投資・買収」、「不正調
達」、「留学生・研究者」、「共同研究・共同事業」、
「諜報活動」を以下に取り上げます。

①投資・買収
　投資・買収に関しては、図２のように、懸念国政
府関係ファンドが出資する法人が、技術等の獲得を
目的として、我が国企業に対して投資や買収を行う
事案等に注意が必要です。また、近年は懸念国が事
業承継問題を抱える中小企業を投資・買収の対象と
する懸念も生じており、行政書士の皆様が事業承継

経済安全保障の確保に向けて
～技術・データ・製品等の流出防止～

公安調査庁　調査第二部第一課　経済安全保障特別調査室

【図１　想定される技術等の流出経路】
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支援、特に後継者の選定や資金調達の支援を行う場
合には注意が必要です。
○最近の主な事例
・�英国当局は2022年、国家安全保障上のリスクを
軽減するため、香港企業に対し、英国のソフト
ウェア企業の買収を認めないと決定した。
・�ドイツ政府は2022年、国家の安全を脅かすおそ
れがあるとして、中国企業によるドイツの半導
体企業の工場の買収を阻止した。
・�英国当局は2022年、国家安全保障上のリスクを
軽減するため、中国企業傘下の半導体企業に対
し、所有している英国の半導体企業の株式の大
半を売却するよう命令した。

○留意点
・�我が国には、懸念国にとって魅力的な技術やノ
ウハウを有している中小企業が多数存在する一
方で、2025 年には経営者が 70 歳以上となる中
小企業等が約 245 万社まで増加し、これらの多

くが後継者不在による廃業・倒産の危機に直面
すると予測されています。こうした事業承継問
題を抱えつつも高い技術等を有する中小企業が、
懸念国による技術獲得目的での投資・買収の対
象となる可能性があります。
・�投資・買収を行う投資家が懸念国の投資家でな
くても、実質的に懸念国の影響下にあるとみら
れる可能性があるほか、懸念国の投資家が我が
国に新たに設立した法人等を通じて、企業の買
収や高度人材の獲得を企図する可能性もあり、
資本関係に注意が必要です。

②不正調達
　不正調達に関しては、図３のように、フロント企
業が虚偽の最終需要者や用途を申告する事案等に注
意が必要です。我が国企業の製品が意図せず懸念国
や紛争地域等で発見された場合には、当該企業のレ
ピュテーション（評判）にも大きな影響を及ぼす可能

【図２　投資・買収による技術等流出の一例】

【図３　不正調達による製品流出の一例】
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性があるため、不審な引き合いを受けた場合には慎
重な対応が求められます。行政書士の皆様が顧客企
業の輸出許可申請等を代行する際には、このような
観点から不審点の有無などについて考慮する必要が
あります。
○最近の主な事例
・�米国当局は2022年、米国の商品・技術・サービ
スをイラン中央銀行に不正輸出したとして、イ
ランと米国の二重国籍者を逮捕した。同人及び
共謀者らは、調達先の企業に、自身が幹部を務
めるアラブ首長国連邦（UAE）のフロント企業
がエンドユーザーである旨伝達したとされる。

○留意点
・�不正調達に関しては、下表のような動向等に注
意が必要であり、発注元の事業内容と販売製品
が合致するか、発注数量、用途、最終需要者等
に不審な点がないか確認することが重要です。

・�国内にも、外国の不正調達に協力する企業・個
人が存在するおそれがあります。

注目ポイント 理　由
複数の企業やブローカーが
介在

最終需要者を秘匿している
可能性

同一製品が同時期に複数の
引き合い

最終需要者が同一の可能性

用途と製品スペックの不釣
り合い

用途を秘匿している可能性

発注元のホームページが存
在しない

発注元に実体がない可能性

異なる企業の連絡先が同一 規制措置の回避を企図して
いる可能性

突然の最終需要者変更 最終需要者を秘匿している
可能性

③留学生・研究者
　留学生・研究者に関しては、図４のように、懸念
国の軍系大学に在籍していることを秘匿して、我が
国の大学に留学や在籍する事案等に注意が必要です。
また、研究者等が同様にして、我が国の企業等に在
籍し、習得した技術等を母国での軍事研究や事業に
活用するなど、利益相反の問題が発生する可能性が
あります。
○最近の主な事例
・�中国の軍系大学出身で、同国で複数の軍事研究
に従事する研究者は、ノルウェーの大学に在籍
中、新エネルギー研究の名目で同国政府から研
究補助金を受給し、極超音速関連の研究に従事
していた。当該研究者は、論文に架空の研究機
関の肩書を記載していたとされる。
・�我が国の大学・研究機関に在籍後、外国におい
て軍事研究に従事する研究者が複数確認された。

○留意点
・�研究室等で重要技術を扱う場合は、研究データ
等の管理が重要です。
・�留学生・研究者に提供した技術が、ミサイル、
戦闘機といった外国の兵器等の開発や性能向上
に利用されるおそれがあります。

④共同研究・共同事業
　共同研究・共同事業に関しては、図５のように、
懸念国の軍とつながる大学・企業と我が国の大学・
企業との共同研究・共同事業等に注意が必要です。
こうした共同研究等を通じて技術等が流出する可能

【図４　留学生・研究者による技術等流出の一例】
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性が指摘されており、行政書士の皆様の顧客企業が、
技術等の窃取を狙った外国企業・大学等から共同研
究・共同事業の提案を受ける可能性があります。
○最近の主な事例
・�米国当局は2019年、中国においてスーパーコン
ピュータの開発を行う企業の関連企業と米国企
業との合弁企業等をエンティティ・リスト（米
国の制裁に該当する活動や米国の国家安全保
障・外交政策上の利益を害する活動に従事する
企業等を掲載。本リストに掲載された企業への
輸出等を規制。）に掲載した。

○留意点
・�米国の米中経済安全保障調査委員会（USCC）は
2019年、「中国は、特に米国とその同盟国やパー
トナー国との共同研究などの手段を用いて、技
術を積極的に獲得してきた」などと指摘してい
ます。

・�外部との共同研究・共同事業に関しては、相手

方の資本関係等の背後関係や研究資金の出所を
確認したり、リスク評価を実施したりすること
が重要です。
・�共同研究・共同事業を通じて、当該研究・事業
に関与した技術者等が、リクルートの対象とな
るおそれがあります。
・�共同研究又は共同事業の相手が懸念国の軍需産
業等と接点を有している場合、研究・事業の成
果が軍事転用されるおそれがあります。

⑤諜報活動
　諜報活動では、重要な技術等を有する企業の社員
等が標的となり、図６のように、懸念国の情報機関
員等からの接触に注意が必要です。行政書士の皆様
の顧客企業だけでなく、行政書士の皆様自身も諜報
活動に巻き込まれる可能性があります。
○最近の主な事例
・�我が国の化学メーカー元社員は2020年、社内の

【図５　共同研究・共同事業による技術等流出の一例】

【図６　諜報活動による技術等流出の一例】
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技術情報を漏えいしたとして、不正競争防止法
違反の容疑で検察官送致され、2021年に有罪判
決が下された。同人は、SNSを通じて中国企業
関係者から接触を受け、不正に入手した技術情
報を同関係者にメールで提供していたとされる。
・�ドイツ当局は2022年、ロシアの諜報活動に関与
したとして、ロシア人を起訴したと発表した。
同人は、ドイツの大学で働きながら、ロシアの
諜報機関に対し、航空宇宙技術分野に関する情
報を提供して、現金を受け取っていたとされる。

○留意点
・�情報機関員等は、公私の場を問わず偶然を装っ
て標的とする人物に接触します。接触の際には、
身分を偽装するケースが散見されます。接触後
は、様々な口実を設けて「１対１」での面談を
図るなど、標的とする人物との関係構築に注力
します。その後、簡単なものから情報を要求し、
徐々に要求をエスカレートさせ、最終的に圧力
をかけるなどして重要な情報の入手を図ります。

・��「１対１」での面談を執ように求められたり、金
品・飲食等の提供など過剰な便宜供与の見返り
として、技術等の提供を求められるなど、少し
でも不審な点を確認したら、決して「個人」で
対応することなく、早期に「組織」で対応する
よう心掛けることが重要です。

・�情報機関員等による諜報活動に、行政書士の皆
様が巻き込まれるおそれもあります。例えば、情
報機関員が、自らの諜報活動に活用するため、我

が国においてペーパーカンパニーの設立を企図
したり、諜報活動に協力する外国人に偽装の査
証を取得させたりする可能性等が考えられ、そ
うした活動に行政書士の皆様が意図せずに巻き
込まれる可能性があることにも留意が必要です。

　なお、上記のほか、人材リクルートやサイバー攻
撃等を通じた技術・データ等の流出にも注意が必要
です。

官民連携の重要性 �

　技術流出の未然防止のためには、政府と企業・大
学等との連携が重要です。公安調査庁では、講演会
や個別の意見交換を通じて、企業・大学等の皆様に、
具体的な技術流出の事例や働き掛けの手口、不審な
アプローチを受けた場合の対応等を共有しています。
また、公安調査庁のホームページでは、啓発動画や
経済安全保障、サイバーに関するパンフレットを公
表しているほか、関連の相談・講演依頼等の窓口を
設置しています。御相談や御依頼等がありましたら、
是非御連絡ください。
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◆脱炭素経営の必要性 �

　近年、地球温暖化が原因である気候変動により、海面
上昇、熱波、干ばつ、大雨、洪水等の自然災害が発生し、
私たちだけでなく地球に住む動植物の生態系にも多大な
影響を及ぼしています。
　この事態に対し、世界では、2015年に温室効果ガス排
出量削減のための枠組みである「パリ協定」が採択され、
国内でも 2020年 10月の「2050年カーボンニュートラル
宣言」により、企業における「脱炭素経営」への動きが
加速しています。
　行政書士は、自身の環境負荷が低くても、関与する中
小企業（特に建設業、製造業、産廃業、運送業等）は、温
室効果ガスの排出量が比較的多い業種であることから、
脱炭素経営は避けて通れない共通課題と言えます。そこ
で、脱炭素経営の実現に貢献するための、行政書士によ
る支援策について御紹介いたします。

◆具体的な施策案 �

①エコアクション 21 の認証登録支援
　エコアクション21とは、環境省が定めた環境経営シス
テムに関する第三者認証登録制度です。特徴として、環

境負荷（二酸化炭素、廃棄物、水など）の把握や、環境へ
の取組（省エネルギー、廃棄物の削減・リサイクル、節
水など）、環境経営レポートによる外部発信などがガイド
ラインに規定されており、中小企業でも容易に取り組め
る仕組みとなっています。
　認証登録されることで、建設業では公共工事における
入札参加資格申請等の加点、産廃業では優良事業所認定
を受ける要件、製造業ではグリーン調達の要件になると
いうメリットがあります。特に建設業では、2023年から
経営事項審査の加点項目に追加されるため、新たに取り
組まれる建設業者の増加が予想され、行政書士による顧
客への積極的な提案と取得支援が望まれます。

②環境関連法の遵守支援
　エコアクション21の活動において、環境関連法への遵
守が要求事項となっています。脱炭素経営に直接関係す
る地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）とエネル
ギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）以外に
も、約80法以上もある環境関連法の該当状況を調べて取
りまとめる作業は、この分野に関する専任者がいない中
小企業には荷が重い作業です。我々行政書士は、一般の
コンサルタントと違い、法的要求事項のアドバイスだけ
でなく、行政機関へ申請する許認可届出等の書類作成や
手続の代理ができる強みがあります。

脱炭素経営と行政書士の役割
許認可業務部　建設・環境部門

専門員　角子　裕司

①�エコアクション 21　認証・登録事業者数の推移（累計）
（一般財団法人持続性推進機構の資料を参考に筆者が作成）

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

件数

エコアクション21　認証・登録事業者数の推移（累計）
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③環境配慮型設備等の導入支援
　環境省などによる二酸化炭素の排出削減対策事業に関
する補助金情報等を、行政書士が顧客に適時提供するこ
とは、脱炭素経営の実現に向けて、重要な役割と言えま

す。中小企業の脱炭素経営において、環境配慮設備の導
入は資金面で大きな負担となることが多いため、補助金
情報の提供は歓迎され、補助金の受給支援まで望まれる
中小企業もあります。

関連項目 主要な環境関連法（一部は略称法令名で表記） 

基本的事項 環境基本法／環境影響評価法／公害防止組織法／環境教育等促進法／環境情報提供促進法／環境

配慮契約法 

循環型社会関連 
循環型社会形成推進基本法／資源有効利用促進法／容器包装リサイクル法／家電リサイクル法／

小型家電リサイクル法／建設リサイクル法／食品リサイクル法／食品ロス削減推進法／自動車リ

サイクル法／グリーン購入法／プラスチック資源循環促進法 
地球温暖化・エネルギ
ー関連 

温対法／省エネ法／建築物省エネ法／再生可能エネルギー特別措置法／オゾン層保護法／フロン

排出抑制法／気候変動適応法 
大気汚染関連 大気汚染防止法／自動車 NOx・PM 法／オフロード法 

水質汚濁関連 水質汚濁防止法／下水道法／湖沼水質保全特別措置法／瀬戸内海環境保全特別措置法／海洋汚染

防止法／浄化槽法／水道水源法／水道原水法／水道法／河川法／海岸法 
土壌汚染関連 土壌汚染対策法／農用地土壌汚染防止法／農薬取締法／肥料取締法 
騒音・振動・地盤沈下・
悪臭関連 騒音規制法／振動規制法／工業用水法／ビル用水法／悪臭防止法 

化学物質・安全衛生・危
険物関連 

化審法／化管法／ダイオキシン類対策特別措置法／水銀環境汚染防止法／毒劇法／食品衛生法／

農薬取締法／家庭用品規制法／労働安全衛生法／消防法／高圧ガス保安法／ビル管理法／放射性

同位元素等規制法 

廃棄物処理関連 廃棄物処理法／産業廃棄物処理特定施設整備法／バーゼル法／海岸漂着物処理推進法／PCB処理

特別措置法／放射性物質汚染対処特別措置法 
自然環境・生物多様性
関連 

生物多様性基本法／自然環境保全法／自然公園法／鳥獣保護法／種の保存法／カルタヘナ法／外

来生物法／水循環基本法／温泉法／森林法／クリーンウッド法 

土地利用関連 工場立地法／都市計画法／都市公園法／都市緑地法／建築基準法／生産緑地法／景観法／文化財

保護法 

②�環境関連法の一覧表

出典：環境省ホームページ「SHIFT事業ウェブサイト」

③�環境配慮型設備等の導入支援事業の例（環境省：SHIFT 事業）
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◆課題や現状 �

①�書類作成のエキスパートである行政書士にとって、エ
コアクション21のシステム構築・運用支援で求められ
るコンサルティング業務は、新たな切り口のスキルが
求められます。定型的な書類作成と異なり、コンサル
ティングという形のないサービスの提供において、環
境分野の実務経験が少ない行政書士には課題と言えま
す。

②�行政書士がカバーすべき法規制の範囲は幅広く、環境
分野の専門家は全体から見ると少ない状況です。また、
その環境分野を専門とする行政書士においても、産業
廃棄物処理業の許可手続への対応が中心であり、約80
法以上ある環境関連法全般における対応において、ま
だまだ開拓の余地はあります。

◆主な取組・実績 �

①�環境経営システム構築・運用ツールの開発支援
　主に建設業向けの環境経営システム構築・運用に役立
つソフトを、株式会社ワイズと共同開発し、実用化に向
けた支援を実施しています。このソフトは、ガイドライ
ンの要求事項に沿った内容で構成され、順番に必要事項
を入力していくことで、審査用資料と環境経営レポート
が全て完成できる便利なツールです。
　社外の中立的な第三者である行政書士が、審査用資料
や脱炭素経営の事実証明である環境経営レポートを作成
することは、資料の信憑性を高める効果もあります。
　このツールを活用することで、顧客である建設業等の
中小事業者に対し、比較的容易にコンサルティングがで
きるため、新たにエコアクション21の認証登録支援に取
り組む行政書士の増加が期待でき、脱炭素経営の実現に
貢献できます。

②�業種別環境関連法チェックリストの作成
　中小企業において、自社の事業活動に該当する環境関
連法や条例などを把握することは困難な作業です。特に、
環境関連法の規制内容に出てくる対象設備や作業につい
て、現場経験が豊富な担当者でないと、全てをイメージ
することが困難であり、どの法規制がどの設備や作業に
該当するのか判断に苦慮する場合があります。
　この調査作業を支援するツールとして、現場の設備や
作業をイメージできる写真やイラストから逆引きした
ツール（業種別環境関連法チェックリスト）を、現在、順

次作成しています。
　このツールは、定期的に法令改正情報を反映した内容
にアップデートする予定のため、企業の法令該当状況や
遵守状況の調査作業に継続的に活用でき、脱炭素経営の
実現に役立つことが期待できます。

◆行政書士に求められる役割 �

　現在、行政手続のオンライン化に伴い、行政書士の業
務スタイルにも変化の波が着実に押し寄せてきています。
この変化に対し、従来どおりの官公署に申請する許認可
等の書類作成だけでなく、多様なコンサルティング業務
や認証・認定制度への対応など、新たな業務領域に踏み
出す行政書士の増加が予想されます。
　今後、急速に変化が進む外部環境に対し、時代の変化
を迅速に捉え、時代が求める新たなニーズに柔軟な姿勢
で対応し続けることが、「街の法律家」である行政書士に
求められる役割ではないでしょうか。

エコアクション 21支援のチラシ（株式会社ワイズ）
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　株式会社日本政策金融公庫（以下、「日本政策金融
公庫」という。）と日本行政書士会連合会（以下、「日
行連」という。）は、2012年に覚書を結び、中小企業
支援に関して連携しています。
　都道府県レベルにおいても各々の取組により、多
くの単位会と各支店との連携が広がり、10年前から
日本政策金融公庫と行政書士会との連携は始まって
いますが、現場レベルでどれほどそれが浸透し、機
能しているのでしょうか。

個々の行政書士の取組例 �

　例えば、日行連国際・企業経営業務部企業支援部
門では、2021 年 10 月から、日本政策金融公庫が事
業者の方々へ配信されるメールマガジン等への寄稿
を行うなど協力関係を築いています。しかし、行政
書士個々の実務レベルでは、どのように連携が進ん
でいるでしょうか。小稿では、私が個人で取り組ん
でいる実務レベルでの連携を取り上げ、一考察とし
てみたいと思います。
　私の場合、創業者や顧問先からの資金調達に関す
る相談に対して、日本政策金融公庫と連携して支援
を行うことが多くあります。具体的には、顧客が日
本政策金融公庫へ融資を申し込むために必要な事業
計画書及び補足資料の作成支援を行い、計画書が完
成した後、私から日本政策金融公庫への事前相談と
概要説明を行った上で、顧客が融資を申し込む流れ
となります。特に、初めての融資申込みとなる創業
者については、安心して円滑に創業融資を受けられ
るように、融資申込みから融資実行までの伴走支援
をします。事前相談は、計画書の完成後だけではな
く、判断の難しい案件の相談を受けた際など、計画

書作成前の段階でも行うことが可能です。判断に悩
むケースを支援する際には非常に助かり、日本政策
金融公庫との連携の意義は高いと感じます。
　また、私は2010年から行政書士、税理士、中小企
業診断士等の士業や経営コンサルタント等の中小企
業支援者向けの財務支援に関する勉強会を主催して
います。そこでも日本政策金融公庫と連携させてい
ただいており、年に一度、メンバー向けの勉強会に
御登壇いただいています。融資制度の説明や審査の
ポイント、最近の日本政策金融公庫の取組などにつ
いてお話しいただき、勉強会のメンバーが自信を
持って中小企業支援を行うための役立つ内容をシェ
アしていただいています。
　勉強会に参加されている行政書士のメンバーには、
既に開業して数年経ち、行政書士としてキャリアを
積んでいる方から開業して間もない方、開業準備中
の方など、幅広い層がいらっしゃいます。
　キャリアが長い方は、行政書士として許認可の取
得業務に対応した顧客との会話の中で、資金面の相
談が出てくる機会が多いことから、資金面の支援に
も強みを持って活躍の幅を広げたいと考えて勉強会
に参加されている方が多くいらっしゃいます。開業
して間もない方や開業準備中の方は、行政書士の主
要業務を学ぶと同時に、他にも強みを持ちたいと考
え、創業者、経営者が関心の高い資金面の支援に強
くなりたいと考えて勉強会に参加されています。
　このような方々にとって財務支援や創業融資の支
援は初めて取り組む分野であり、日本政策金融公庫
との関係構築がまだできていないため、創業融資や
事業融資の相談を受けても、日本政策金融公庫と連
携する土壌ができていません。
　そこで、日本政策金融公庫との連携の一つとして、
勉強会のメンバーを日本政策金融公庫へ御紹介して

日本政策金融公庫との連携についての一考察
国際・企業経営業務部　企業支援部門

部員　赤沼　慎太郎
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橋渡しを行っています。
　このような取組により、メンバーである行政書士
が日本政策金融公庫との信頼関係を築き、連携して
中小企業支援に取り組む成功事例が生まれています。

士業と日本政策金融公庫の連携 �

　士業と日本政策金融公庫との連携の典型パターン
は、税理士と日本政策金融公庫の連携です。地元に
密着した税理士は、顧問先の資金調達相談に対し、
地元の管轄支店の担当者を紹介したり、融資申込に
必要な資料作成の支援を行ったりしています。
　税理士は、顧問先から数字に関する相談を受ける
ことが多い仕事柄、資金調達に関しても相談を受け
ることが多いため、日本政策金融公庫と連携する機
会が多くあります。また、税理士会や会計ソフト
メーカーによる日本政策金融公庫と税理士の関係構
築の取組があるようです。
　コロナ禍前に比べ機会は減っているようですが、
研修会や意見交換会を開催するなど、スキルアップ
の場の創設や情報共有を行っているようです。

行政書士への提言 �

　行政書士会においても、日本政策金融公庫の支店
と単位会との連携が進んだ2012年以降、多くの単位
会や支部において、日本政策金融公庫から講師を招
いて研修会を開催したり、創業セミナーの共催や懇
親会などを通じて交流したりしてきました。
　日頃から許認可手続や市民法務の分野で、多くの
創業者や経営者と関わる行政書士も、業務の中で資
金の相談を受ける機会がありますので、こうした取
組の成果を発揮するチャンスも多いものと思います。
　私が実務で行っているように、行政書士として、
日本政策金融公庫との連携による資金調達支援の取
組は十分に可能ですので、行政書士が積極的に中小
企業の資金調達支援に取り組み、日本政策金融公庫

との信頼関係を築いていただければと思います。そ
れを後押しするためにも、行政書士会による研修会
の開催や日本政策金融公庫との意見交換の場の創設
などを継続的に取り組み、行政書士と日本政策金融
公庫との連携を実務レベルで更に深めていけると、
中小企業にとっても正しく対応できる支援者が増え、
有意義であると考えます。

　特に行政書士は、会社設立の支援業務により、創
業者との接点が多く、創業時の資金調達ニーズの高
いタイミングで接する機会が多い士業です。そうし
た特性を考えても、行政書士が創業者支援の一つと
して創業融資支援の実務力を身に付け、積極的に取
り組むことは、行政書士の活躍の場を広げることに
もなるでしょう。
　創業融資支援のやりがいは何と言っても、お客様
の夢の共有とその実現のための大きな課題である資
金繰りを解決し、力強く事業をスタートする支援を
できることです。
　そして、融資を受けることばかりではなく、融資
を受けた後の事業運営についても見据えた現実的か
つ具体的な創業計画の作成支援を行うことにより、
計画策定の過程において、明るい未来ばかりではな
く、リスクも事前に予測でき、「こんなはずではな
かった」と、創業後すぐに廃業してしまうといった
最悪の事態を未然に防ぐこともできます。
　岸田首相は、2022年を「スタートアップ創出元年」
と掲げ、創業者支援に力を入れており、創業者にとっ
ても創業支援に取り組む行政書士にとっても、今後、
活躍の機会がますます増えていくものと予想されま
す。日本政策金融公庫との連携を皮切りに、地元の
金融機関との連携につなげていただければ幸いです。
日行連国際・企業経営業務部企業支援部門では、行
政書士が創業者の皆様の支援に積極的に関与できる
よう尽力してまいります。今後ともどうぞよろしく
お願いいたします。
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T o p i c s

訪問日：令和４年 12 月８日（木）
出席者：＜日行連＞常住会長、髙尾・宮元・相羽・坪川・松村各副会長、村山常任理事、大口理事
　　　　＜日政連＞井口会長

　今般、総務大臣に就任された松本剛明大臣を表敬訪問
しました。
　はじめに常住会長から、総務大臣就任の御祝いを申し
上げ、日頃から行政書士制度に御理解と御支援をいただ
いていることについて感謝の意をお伝えしました。
　また現在、日行連が注力している事業として、総務省
から受託しているマイナンバーカード代理申請手続事業、
コロナ対策支援、ウクライナ避難民等支援、行政手続の
デジタル化に係る対応等について説明しました。引き続
き、身近な相談相手として国民に寄り添い、地域に根ざ
した活動を通して国民の権利利益の実現に資するととも
に、デジタル社会においても行政の円滑な推進に寄与す
べく尽力していく旨を申し上げました。
　松本総務大臣からは、政府の「新しい資本主義」の推
進にあたっては、行政書士の専門性をいかし、行政と国
民との架け橋として更なる活躍を期待する旨の御言葉を
頂戴しました。限られた時間ではありましたが、大変有
意義な訪問となりました。

松本総務大臣を表敬訪問

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。
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T o p i c s

開催日：令和４年 12 月５日（月）
出席者：＜日行連＞常住会長、髙尾・相羽・松村各副会長、金沢専務理事
　　　　＜日政連＞�井口会長、田崎・杉山・千葉・濱田・黒田各副会長、児島幹事長、有賀総務委員長

　12月５日、日本維新の会行政書士制度推進議員連盟総会が開催され、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、片山大介日本維新の会行政書士制度推進議員連盟事務局長から御挨拶をいただき、行政書士の更
なる活用に向けて、各都道府県議会議員及び市区町村議会議員レベルでも積極的な連携を図っていきたい
旨が述べられました。
　続いて、片山虎之助議員連盟会長の退任に伴い、新会長の選任が行われ、井上英孝衆議院議員が会長に
就任されました。井上新議員連盟会長からは、行政書士制度の更なる発展と国民の利便性向上のために、
今後も意見交換の場を設けていきたいとの御言葉をいただきました。
　日行連・日政連からは、行政手続のデジタル化の推進に
向けて、国民や事業者の権利利益の実現を図るため、各種
の申請手続に支障がないようにシステムを構築していただ
きたい旨と、併せて行政手続に長年関与してきた行政書士
の知見の活用と国が設置する有識者会議等への行政書士の
登用について要望しました。
　当日は、御出席いただいた議員の方々に、行政書士制度
をより深く御理解いただく機会となる大変有意義な会とな
りました。

日本維新の会行政書士制度推進議員連盟総会に参加

開催日：令和４年 12 月６日（火）
出席者：＜日行連＞常住会長、髙尾・相羽・坪川・松村各副会長、金沢・田後両専務理事
　　　　＜日政連＞�井口会長、田崎・杉山・千葉・竹田・濱田・黒田副会長、児島幹事長、有賀総務委員

長、宮元国会等対策委員長

　12月６日、立憲民主党行政書士制度推進議員連盟総会が開催され、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、逢坂誠二立憲民主党行政書士制度推進議員連盟会長から御挨拶をいただき、行政書士制度の更な
る活用に向けて、デジタル化への対応を含め、引き続き
協力を惜しまない旨の御言葉をいただきました。
　日行連・日政連からは、行政手続のデジタル化を推進
するにあたり、行政書士の知見を活用し、国民や事業者
の行政への権利利益の実現を図るため、各種の申請手続
に支障がないようにシステム構築段階から関与させてい
ただきたい旨と、国が設置する有識者会議等に登用いた
だきたい旨を要望しました。
　限られた時間ではありましたが、御出席いただいた議
員の方々と活発な意見交換が行われ、改めて行政書士制
度の意義を御理解いただく良い機会となりました。

立憲民主党行政書士制度推進議員連盟総会に参加
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　令和４年 11 月３日（木）、「行政書士功労」として、𠮷村学会員（北海道会）に対し、旭日双光章
が発令されました。叙勲は、永年にわたり業務に精励し、衆民の模範である者に授与されるもので
す。例年開催されていた総務省主催の伝達式は、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図る観点か
ら、昨年に続き本年も中止となりましたが、12月 22 日（木）、日本行政書士会連合会において伝達
式を行い、常住会長から叙勲の伝達及び記念品が贈呈され、𠮷村会員から謝辞が述べられました。
　行政書士としての叙勲受章者は、昭和 46年春に始まり、今回の𠮷村会員の受章によって、111名
となりました（旭日中綬章４名、旭日小綬章６名、旭日双光章 15名、勲四等瑞宝章１名、勲五等双
光旭日章 37 名、勲五等瑞宝章 48 名）。

【役員歴】
北海道会　理　事　平成11年５月～平成21年５月…10年
　　　　　副会長　平成21年５月～平成25年５月…４年
　　　　　会　長　平成25年５月～平成29年５月…４年

計　18年

日 行 連　副会長　平成27年６月～平成29年６月…２年
　　　　　理　事　平成29年６月～令和元年６月…２年

計　４年

通算役員歴（重複を除く）　計　20年１か月

令和４年秋の叙勲
𠮷村学会員に旭日双光章伝達

受章者プロフィール

𠮷
よし

村
むら

　学
まなぶ

（70 歳）［北海道会］

開　業　平成４年４月 11 日
業務歴　30 年７か月

（敬称略・令和４年 11 月３日現在）

17　日本行政　2023. 2　No.603

Topics

04_日本行政2_Topics.indd   1704_日本行政2_Topics.indd   17 2023/01/10   10:492023/01/10   10:49



開催日：令和４年 11 月 26 日（土）
場　所：長崎県佐世保市「ホテルリソル佐世保」
出席者：常住会長、松村副会長、白木九州地方協議会会長　ほか 37 名

　11 月 26 日、長崎県佐世保市のホテルリソル佐世保において、令和４年度日行連と九州地方協議会（以下、「九州地
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松村副会長、九州地協からは白木会長（沖縄会会長）を始め、田村福岡会会長、赤司佐賀会
会長、山脇長崎会会長（web出席）、井口熊本会会長、倉橋大分会会長、濵田宮崎会会長、鶴鹿児島会会長や各単位会
の副会長等、計 40 名が出席しました。
　連絡会は午後１時 30分、司会である赤司佐賀会会長からの開会のことばにより開会されました。冒頭、白木九州地協会長
の挨拶に続き、常住日行連会長から挨拶がなされた後、松村日行連副会長の進行により、各議題についての協議に入りました。
　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ウクライナ支援、コ
ロナ対策支援の他、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、九州地協の各単位会からあらかじめ提出されていたマ
イナンバーカード代理申請手続事業、法教育、行政書士法の改
正、会員周知のあり方・方法、サイバーセキュリティ対策、終活
紹介サービスなどに関する意見・要望事項について、松村副会長
から回答がなされました。その後も、日行連回答に対する質問
等、終始活発に意見交換が行われ、各種課題への取組について情
報等の共有が図れた大変有意義な連絡会となりました。

日行連と九州地方協議会との連絡会を開催

開催日：令和４年 12 月１日（木）、２日（金）
場　所：栃木県宇都宮市「ホテルニューイタヤ」
出席者：常住会長、金沢専務理事、安野関東地方協議会会長　ほか 116 名

　12 月１・２日、栃木県宇都宮市のホテルニューイタヤにおいて、令和４年度日行連と関東地方協議会（以下、「関地
協」という。）との連絡会が開催され、日行連から常住会長、金沢専務理事、関地協から 11単位会（東京、神奈川、千
葉、茨城、栃木、埼玉、群馬、長野、山梨、静岡、新潟）の会長・副会長等、総勢 119 名が出席しました。
　初日は午後２時から開会式が行われ、安野関地協会長（栃木会会長）、福田栃木県知事、佐藤宇都宮市長、常住日行
連会長の挨拶の後、各単位会長の自己紹介と続き、会長会並びに業務分野別に意見交換会が開催されました。
　翌日は午前９時から連絡会が開催され、安野関地協会長の挨
拶に続いて、常住日行連会長から日行連の本年度の事業計画及
び基本方針に関する説明がなされた後、ウクライナ支援、マイ
ナンバーカード代理申請手続事業、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されました。次に、事前に関地
協から提出された日行連に対する意見・要望事項（登録事務、
行政書士証票、丁種封印、特定行政書士の活用、電磁的記録の
定義、空き家対策、相続業務、国際業務、オンライン申請、他
士業の動き等）について、金沢専務理事から回答がなされまし
た。その後も関連する諸課題について質疑応答を行った後、閉
会式をもって連絡会は盛会裏のうちに終了しました。

日行連と関東地方協議会との連絡会を開催
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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、会員専用サイト「連 con」にて公開しています。
　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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令和５年８月31日から
倫理研修受講が義務化されます！

　本誌12月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

＜中央研修所・総務部＞

令和５年３月中旬

配信予定!
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令和５年度行政書士申請取次関係研修会について
2

＜申請取次行政書士管理委員会・中央研修所＞

　令和５年度の行政書士申請取次関係研修会の開催日程が決まりましたので、お知らせいたします。各研修会におけ
る修了証書は、課題提出時期にかかわらず、皆様一律に発送いたしますので御承知おきください。

令和５年度（令和５年４月〜令和６年３月）開催概要

研修会区分 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
結果通知
発送予定日

（基準未到達者のみ）

1 実務研修会
（更新）

４月14日（金）
～４月24日（月） ２月中旬 ３月３日（金）

～３月９日（木） ５月10日（水） ５月16日（火）

2 事務研修会
（新規）

６月23日（金）
～７月３日（月） ４月下旬 ５月12日（金）

～５月19日（金） ７月24日（月） ―

3 実務研修会
（更新）

８月９日（水）
～８月18日（金） ６月上旬 ６月28日（水）

～７月４日（火） ８月31日（木） ９月６日（水）

4 事務研修会
（新規）

９月11日（月）
～９月21日（木） ７月上旬 ７月28日（金）

～８月３日（木） 10月12日（木） ―

5 実務研修会
（更新）

10月20日（金）
～10月30日（月） ８月中旬 ９月７日（木）

～９月13日（水） 11月13日（月） 11月20日（月）

6 事務研修会
（新規）

11月21日（火）
～12月１日（金） ９月下旬 10月12日（木）

～10月18日（水） 12月21日（木） ―

7 実務研修会
（更新）

令和６年１月24日（水）
～２月２日（金） 11月中旬 12月７日（木）

～12月13日（水）
令和６年

２月16日（金）
令和６年

２月22日（木）

8 事務研修会
（新規）

令和６年２月22日（木）
～３月４日（月） 12月下旬 令和６年１月11日（木）

～１月17日（水）
令和６年

３月25日（月） ―

○開催方法
・�各会員が個々の端末（パソコン・タブレット・スマートフォン）から中央研修所研修サイトにアクセスし、VOD
（ビデオ・オン・デマンド）システムに登載されたビデオ講座を受講する形式です。
　所定の期間内であれば、いつでも何度でも御自宅や事務所等にて聴講可能です。

○研修会の区分
・�「行政書士申請取次事務研修会」は、入国・在留手続関係の申請取次を新規に行うことを希望する行政書士を主な
対象とする研修会です。
※�既に届出済証明書の交付を受けている方もお申込みいただけます。本取扱いは、令和４年８月から届出済証明
書の交付を受けている行政書士の更新手続において、事務研修の修了証書を使用できることとする特例措置に
よるものです。

・�「行政書士申請取次実務研修会」は、地方出入国在留管理局から届出済証明書の交付を受けていて、更新を希望す
る行政書士を対象とする研修会です。

○受講費用（税込み）
事務研修会：30,000 円　　実務研修会：15,000 円
○修了証書の発送について
事務研修会…�課題提出締切後、結果通知と併せて基準に到達された方には修了証書を同封して発送いたします。
実務研修会…�課題提出締切後、一律に修了証書を発送いたしますが、審査の結果、基準に未到達であった方のみ別

途、日行連から御連絡いたします。
○留意点
・�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。
・�各研修会の申込等の詳細については、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

所持する届出済証明書の有効期間を経過した場合は、再度、行政書士申請取次事務研修会（新規）を受講していただ
くこととなりますので、十分御留意ください。
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令和５年度専修大学大学院
司法研修開講の御案内

3

＜中央研修所＞

日行連中央研修所では、平成 16年から専修大学大学院と連携して司法研修を開講しています。
令和５年度は、「空き家問題をめぐる法的問題―理論と実務について―」をテーマに５日間、各日３コマの計 15コ

マの集中講義で実施します。
近年、民法について大きな改正が続いています。日々実務にあたる皆様におかれましても、民法改正に関する動向

や改正内容が実務へどのように影響し得るか、特に関心が高いと存じます。所有者不明土地の解消（発生予防、利用の
円滑化）を目的とした民事基本法制の見直し、相続土地国庫帰属制度等について、具体的な場面を想定し、行政書士業
務に関連する講義を、実務家の椙村寛道教授、民法担当の高橋寿一教授、そして行政法担当の山田健吾教授の３名体
制の下で進める予定です。
今後ますます社会的ニーズが高まる業務分野の基本知識として、法律知識をしっかりと習得し、「身近な街の法律家」

として国民の皆様の期待に添えるよう、より多くの会員の皆様に御受講いただければと思います（詳細は次ページの募
集要項を御確認ください）。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　講師御紹介　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
講師：椙村　寛道　教授（法科大学院） 【講師からのメッセージ】

民法・民事執行法において、どのような財産管理
人制度があるかについて説明した上で、「不在者
財産管理制度」「所有者不明土地管理制度」「管理
不全土地管理制度」及び「財産管理制度の相互関
係」等について、説明をする予定です。財産管理
人の選任あるいは関与する実務に携わった際に必
要となる情報を提供したいと考えています。

《プロフィール》
1978 年　一橋大学法学部卒業
1984 年　司法試験合格
1987 年　�弁護士登録（第一東京弁護士会）

岡村勲法律事務所
1993 年　日本橋総合法律事務所
2004 年　専修大学法科大学院教授

（実務家教員）「要件事実（基礎）」
「要件事実」「民事実務演習（基
礎）」「民事実務演習」「民事法総
合演習Ⅳ（家族法）」担当

講師：高橋　寿一　教授（法学部） 【講師からのメッセージ】
これまで土地法・都市法・農業法の研究を多少し
てきた縁で、今回担当させていただくことになり
ました。これら法制度を取り巻く状況は近年大き
く変わりました。私は研究者の立場から、所有者
不明土地問題や空き家問題を考えるに際して、ま
ず、この度改正された土地基本法の内容について
解説し、その上で、民法上の基本原則について近
年の改正内容も含めてお話をしたいと思っていま
す。実務的な話はほとんどできないと思いますが、
あらかじめ御了解ください。

《プロフィール》
1980 年　一橋大学法学部卒業
1985 年　�一橋大学大学院法学研究科博士

後期課程単位取得退学
1985 年　東京大学社会科学研究所助手
1990 年　茨城大学人文学部助教授
2002 年　東京外国語大学外国語学部教授
2002 年　一橋大学博士（法学）
2004 年　�横浜国立大学大学院法曹実務専

攻教授
2018 年　専修大学法学部教授

講師：山田　健吾　教授（法学部） 【講師からのメッセージ】
平成 26 年に「空家等対策の推進に関する特別措
置法」が交付され、平成 27 年に施行されました。
本講義では、まず、この空家法に関する行政法上
の論点を説明します。次に、同法施行から 7 年間
で明らかになってきた同法の意義と問題点を整理
し、地方自治体が同法を活用して、空き家対策を
行い、土地の有効活用を行っていく際の課題を検
討します。

《プロフィール》
1993 年　専修大学法学部卒業　
1999 年　�名古屋大学法学研究科政治学�博士

後期課程単位取得満期退学
現　在� 専修大学法学部教授

（担当科目）
「行政法Ⅰ・Ⅱ」「行政救済法Ⅰ・Ⅱ」
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本会では、平成16年度から専修大学大学院の御協力を得て、司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の
担保を目指して、必要な能力を身に付けるための司法研修を展開してまいりました。令和５年度は「空き家　
問題をめぐる法的問題 ―理論と実務について―」をテーマに開講し、所有者不明土地の解消を目的とした民
事基本法制の見直し、相続土地国庫帰属制度等について、具体的な場面を想定した行政書士業務に関連する講
義を行う予定です。
隣接法律専門職種として業務に携わっている行政書士が、より一層の法的素養を積み、更なる飛躍を目指す

上で意義があり、また、権利義務・事実証明書類の作成等の分野で活躍する行政書士を筆頭に、全会員にとっ
て大変有益と思われますので、多くの方の受講を期待いたします。
本講義は専修大学大学院での正規の授業として実施します。科目等履修生として一般の大学院生と同じ立場

で学習することとなりますので、成績や受講態度が悪ければ単位認定されません。誠意と熱意をもって講義に
臨まれるようお願いいたします。

　なお、最少開講人数（30名）が設定されており、申込者が 30名に満たない場合には開講されません。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方法が急遽変更となる場合があります。
　以上、あらかじめ御承知の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。

１．目的
　大学院科目等履修生として高度な専門分野の研究を行い、将来において司法・準司法制度の一角を担える
人材の育成を目指すことを目的とします。

２．出願資格
　出願時点で、大学又は大学院を卒業している会員、若しくは高等学校卒業後の行政書士業務歴を５年以上
又は短大卒業後の行政書士業務歴を３年以上有する会員を対象とします。

３．講義概要
（１）科目名・単位数及び担当講師

科　目　名 単位数 担当講師

法律学応用特論
「空き家をめぐる法的諸問題」

２単位
（15 コマ）

専修大学
法科大学院　椙村　寛道　教授　（３コマ）
法学部　　　高橋　寿一　教授　（３コマ）
法学部　　　山田　健吾　教授　（９コマ）

（２）受講上の注意
①�事前に教材と予習範囲が指定されますので、必ず指定された予習をした上で出席してください。また、
レポートの提出やテストがあり、総合的評価の結果、単位を取得できない場合があります。出席して講
義を聴いているだけの研修ではありません。

②�厳格な出席管理が行われ、出欠状況が単位認定の評価に影響しますので、御承知おきください。
③�受講にあたっては、行政書士の品位を保ち、大学の秩序を乱す行為をしないよう心掛けてください。
④�総合的評価の結果に基づき、大学院の単位が与えられます。単位修得者は証明書発行料金（和文 400
円、英文700円）の負担により、令和6年 4月以降に単位修得証明書の発行を受けることができます。

⑤�図書館等の大学の施設利用については、ガイダンスの際に大学側から説明がありますので、それに従っ
てください。

⑥�講義では授業内容に関する質問は可能ですが、実務に関する個別の案件についての質問にはお答えでき
ません。

専修大学大学院における令和５年度司法研修
募　集　要　項
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（３）開講日（予定）

講義日程（予定） ■�各開講日とも、２～４時限（90分×３講義）
の開催となります。

２時限（10：45～12：15）
３時限（13：05～14：35）
４時限（14：50～16：20）

ガイダンス 第１回開講前に実施します。

第１回 令和５年10月14日（土）

第２回 10月28日（土）

第３回 　　　  　11月11日（土）

第４回 　　　  　11月18日（土）

第５回 　　　  　11月25日（土）

（４）受講場所
専修大学　神田校舎
東京都千代田区神田神保町３－８（専修大学ホームページ：https://www.senshu-u.ac.jp/）
※�対面での講義を予定していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方法が急遽変更となる場合
があります。

（５）定員
50 名程度（所属会不問）

４．費用
48,000 円（内訳：登録料 12,000 円＋履修料 36,000 円）
※ 登録料・履修料については、一定の審査を経て入学決定後、日行連にお振込みいただきます。本会が

一括して専修大学に納入することとしています。

５．出願方法
　会員専用サイト「連 con」（https://www.gyosei.or.jp/members/#login）内にある以下の要項を
御確認の上、必要書類を整え、期間内に日行連に御提出ください。

日行連ホームページ　＞会員専用サイト「連 con」　＞中央研修所　＞開催案内　
　＞「令和５年度専修大学大学院における司法研修の出願方法について」

６．出願期間
令和５年２月１日（水）～令和５年３月 10 日（金）＜締切日消印有効＞

【お問合せ先】日行連事務局研修課
TEL：03-6435-7330

Information

05_日本行政2_Information-3.indd   2405_日本行政2_Information-3.indd   24 2023/01/07   14:222023/01/07   14:22



Informat ion

Informat ion

行政書士限定　＜オンラインセミナー＞

「建築基準法上の「道路」について」
開催のお知らせ

25　日本行政　2023. 2　No.603
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＜許認可業務部 農地・土地利用部門・中央研修所＞

　令和５年４月 27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします。
　同制度は「所有者不明土地」の発生を予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人
が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするものです。
　同制度においては、業務として申請書等の作成代行が可能な専門の資格者（行政書士、弁護士、司法書士）
が定められています。詳細については、以下の法務省ホームページを御確認ください。
　なお、万が一、不承認となった場合の不服申立て手続の代理については、特定行政書士の業務となります。

【法務省ホームページ】
・相続土地国庫帰属制度の概要
　https://www.moj.go.jp/MINJI/
　minji05_00457.html

・相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について
　https://www.moj.go.jp/MINJI/
　minji05_00491.html

　この度、会員向けにオンラインセミナー「建築基準法上の「道路」について」を開催することとなりました
ので、下記のとおり御案内いたします。
　建物に関する許認可を取り扱う行政書士は、建築基準法における一定の知識を身に付けた上で、円滑な業務
遂行に努めていく必要があります。
　本セミナーでは、建築基準法上の「道路」に焦点を当て、その定義を始めとして、「接道義務」やその適用
除外等について、業務に精通した行政書士が分かりやすく解説いたします。
　本セミナーは、パソコンやスマートフォンを通じてどこからでも視聴可能です。皆様の御参加をお待ちして
います。

【日　　時】令和５年２月 14日（火）14：00～ 15：45（予定）
【内　　容】�講演：建築基準法上の「道路」について�

講師：日本行政書士会連合会�許認可業務部�農地・土地利用部門　次長 濵田 哲郎
【参 加 費】無料
【定　　員】WEB開催のため定員の定めなし
【申込方法】�事前申込制となっています。詳細につきましては、日行連ホームページ及び会員専用サイト「連con」

にて御案内していますので、御確認ください。
【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。

相続土地国庫帰属制度における
書類作成可能な資格者等について（お知らせ）

＜法務業務部＞
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令和４年度定時総会で承認された日本行政書士会連合会会則（以下、「会則」という。）の改正は、
令和４年８月 31 日付けで総務省の認可を受け、認可の日から１年後の令和５年８月 31 日に施行さ
れることとなりました。これに伴い、「日本行政書士会連合会倫理研修規則」が同日（令和５年８月
31 日）に施行されます。

１．倫理研修規則
「倫理研修規則」は、一般倫理研修と特別倫理研修の受講義務等について規定しています。一般倫
理研修では、全ての行政書士を対象に、職務上必要な倫理を身に付けるため、行政書士法及び関係
法令、人権、職業倫理、職務上請求書の適正使用、その他の科目を受講しなければなりません。こ
の一般倫理研修を受講しなければ、原則として職務上請求書を購入することができなくなります。
また、特別倫理研修では、外国人が出入国管理局へ出頭しなければならない義務の緩和措置として、
出入国管理及び難民認定法施行規則第59条の６第２項に規定されている行政書士が申請の取次を行
うために必要な届出済証明書の取得には、事務研修及び実務研修の受講義務が規定されました。

２．事務研修及び実務研修
現在、日行連は、届出済証明書を取得する又は所持している会員に向けて、事務研修及び実務研
修を実施しています。申請取次行政書士となることを希望する会員は、地方出入国在留管理局長に
届出を行うにあたり、この事務研修又は実務研修を受講し、申出書等と共にその研修修了証書（写
し）を単位会に提出することが必要とされています。
事務研修及び実務研修において、申請取次業務を行うために必要な最低限の職務倫理、出入国管
理及び難民認定法及び関係法令の知識、手続上の注意点その他、必要な知識に関する講義を受講い
ただくことで、申請取次制度の維持発展に努めています。つまり、この事務研修及び実務研修は、
平成元年に諸先輩方の努力により改正された出入国管理及び難民認定法施行規則第59条の６第２項
を維持するための研修であると考えられており、元来、申請取次業務を行う上での職務倫理を学ぶ
ための研修として実施されていました。この度、事務研修及び実務研修が「倫理研修規則」の特別
倫理研修に位置付けられた意味は、職務倫理を更に強化して、申請取次行政書士が適正に業務を遂
行することを通じて、政府の外国人政策の一翼を担うと共に日本に滞在する外国人の人権擁護に寄
与していくという日行連の強い意思表示であると考えています。

３．入管業務に関する職務倫理研修
現在、中央研修所研修サイトにて公開している外国人関連の研修のうち、倫理に関連する研修は

「入管業務に関する職務倫理（基礎編）」と「入管業務に関する職務倫理（事例編）」となっています。
昨今の外国人関連業務の多様化に併せて、我々行政書士の倫理についても様々な視点で注意を払わ
なければならないことを踏まえ、現在、「入管業務に関する職務倫理（事例編）」の内容の見直しを
実施し、３月に新たな内容でリリースできるように準備を進めています。本講義は、事務研修及び
実務研修の講義カリキュラムには含まれていないため、受講は義務ではありませんが、外国人関連
業務を行う上で是非御確認いただきたい内容となっていますので、お時間がある際に御視聴いただ
きたいと思います。

申請取次制度と倫理研修
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ADR推進本部から

ODR（オンラインADR）の開始と今後の展望

裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部　本部員　竹内　正也

　これまで数回にわたり、ADR推進本部からODR
について紹介してきましたが、行政書士 ADR セ
ンター東京（以下、「センター」という。）では令和
４年12月１日からODRの運用が開始されました。
　今回は、ODR の運用までの経緯と今後の展望に
ついてお話ししたいと思います。

ODR 運用開始までの取組 
　取組の始まりは、元々は ODR を目指して始め
たものではなく、新型コロナウイルス感染症への
対応の中から自然と流れが生まれてきたものでし
た。まずは、その経緯について紹介します。

（１）令和２年度
　ODR への取組の始まりは、新型コロナウイルス
感染症が猛威を振るう中でのことでした。
　令和２年、センターにおいても、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点から集合しての研修
は軒並み中止となり、ADR 調停人候補者養成のた
めの研修も開催を断念せざるを得ませんでした。
　こうした状況の中で、次年度以降の研修開催に
向けてオンラインを用いた研修が検討されること
になりました。座学のみの研修であれば、VOD や
ウェビナーなどを活用することによって、ある程度
の目的を果たせそうなことは分かっていましたが、
対話促進型調停の研修はロールプレイやグループ
ワークなどの実地の研修が必須であり、それなく
しては調停技法の修得はできません。オンライン
上で、どのようにして複数グループのロールプレ
イを同時に行うか、オンライン上の小さな画面の中
で、表情や身振り手振りといったノンバーバルな
情報を必要とする対話促進型調停が有効に使える
のかなど、多くを検証してみる必要がありました。
　そこで、まずは個人的な勉強会を通じてオンラ
インでのロールプレイを試してみることにしまし

た。何度か勉強会を重ねることで、オンライン調
停の課題や注意点を洗い出すことができました。
また、デメリットだけではなく、集合研修のとき
のように隣のグループの声が入ってこないため聞
き取りやすく、ロールプレイにより集中できるとい
うようなメリットも見えてくるようになりました。
　そして、年度が終わる頃には、「どうやらいけそ
うだ」という手応えを感じることができるように
もなっていました。
　時を同じくして、法務省でも ODR の推進に向
けた動きが始まっていました。令和２年 10 月に
は、法務省内において第１回の ODR 推進検討会
が開かれています。オンラインを用いて調停を実
施する際には、セキュリティの確保等についてど
のように担保すべきかが大きな課題となりますが、
ODR 推進検討会では、そのガイドラインの策定が
大きな柱の一つとして検討されることになりまし
た。

（２）令和３年度
　令和３年度になっても、新型コロナウイルスの
感染拡大の状況は波を繰り返しながらも一向に衰
えを見せる様子はありませんでした。前年度の勉
強会の経験から、オンライン調停について一定の
知見を得ていたこともあり、思い切って集合研修
の全てをオンライン研修に切り替えることにしま
した。
　ロールプレイやグループワークは、オンライン
会議ツール「Zoom」のブレイクアウトルームを用
いることで、集合研修とほぼ近い形の研修を行う
ことにしました。オンライン形式で参加しやすい
こともあり、例年よりも多くの参加者に研修を受
けていただくことができたのは思わぬ陽報でした。
心配していた調停技法の技術修得も、集合研修で
行うのとほぼ遜色なくできたように思われました。
　法務省では、ODR 推進検討会にて協議を重ね、
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令和４年３月 15 日、「裁判外紛争解決手続の利用
の促進に関する法律 の実施に関するガイドライ
ン」が改正されるに至りました。

（３）令和４年度
　前述のガイドラインの改正が行われたことによ
り、ODR を運用する上でのセキュリティ面の基準
が明らかとなり、まずはセンターの関連規程をガ
イドラインに基づいた規程へ変更する必要があり
ました。そこで、センター内に ODR 対応の規程
改正チームと運用策定チームを立ち上げました。
幸いにも、ガイドラインに基づいた変更自体は現
行規定に大きな修正を求めるものではありません
でしたので、令和４年８月１日に、法務省に規程
改正の届けを提出し、運用できる条件自体は整い
ました。
　その後、課題の中心は手続に必要な運用策定へ
と移りました。セキュリティに関連し、当事者以
外の第三者が周辺にいないこと、使用する機器に
アップデート等の措置がなされていること、録
音・録画の禁止などを参加者に求める誓約書を作
成しました。また、オンライン接続のための情報
のやり取りの方法、調停時の機器セッティング、
ネットワークトラブル時の対応方法等の策定も必
要でした。ただ、実際には動かしてみないと分か
らない部分も多く、セキュリティに大きな影響を
及ぼす面以外の部分については、トライアルアンド
エラーで精度を上げていくこととしました。
　このような準備を経て、同年 12 月１日、まずは
敷金・原状回復分野を先行して ODR をスタート
させることにしました。敷金・原状回復分野だけ
を先行させた理由としては、机上では気付かな
かったようなトラブルや課題が突発的に生じる可
能性もあり、まずはテストケースとしてスタート
させたかったということがあります。令和５年度
中には外国人、自転車事故、愛護動物の３分野に
ついても順次スタートさせる予定です。

ODR の今後の展望 
　日行連の各認証機関が取り扱っている主要な分
野について、今後、ODR による発展が見込まれる
ような点について見ていきたいと思います。

（１）外国人分野
　就業のトラブルで解雇などが問題になっている

ような案件では、既に元従業員が県外に移動、場
合によっては母国に帰ってしまっているようなこ
とも考えられます。このような場合には ODR の
利用価値が高いと思われます。

（２）自転車事故分野
　自転車事故についても昨今のスポーツ化も含め、
県外の遠方までサイクリング旅行に出かけること
も多く、その際に事故に遭うという案件も多く
なってきています。そのような際にも、遠方に住
む当事者同士の調停には ODR は有効に利用でき
ると考えられます。

（３）愛護動物分野
　ペットの譲渡について、地方の保護団体から大
都市圏の里親へと譲られるケースが非常に多く
なってきており、譲渡後に保護団体と里親の間で
トラブルに至るようなケースも数多く見られます。
また、保護団体は多数の動物を保護管理している
ことから、なかなか家や事務所を空けられないこ
とも多く、ODR が効果的に利用できるのではない
かと考えられます。

（４）敷金・原状回復分野
　敷金・原状回復のトラブルは、通常引越しの前
後に起きるため、トラブル時には当事者が県外等
に既に引越ししてしまっている場合もあります。
そのような場合は、これまで調停の会場に出向い
てもらうこと自体に相当高いハードルがありまし
たが、ODR によって調停に参加しやすくなると思
われます。

　ADRはいまだ裁判の補助的な役割としか見られ
ていない面もありますが、ODR はそれを大きく変
えるゲームチェンジャーともなり得るものと思わ
れます。特に、日行連のような全国に認証機関を
持ち、同じ対話促進型調停の手法を採用している
組織は他に類を見ないのではないでしょうか。そ
の組織力をいかすことができれば、スケールメ
リットは飛躍的に増大する可能性を秘めていると
言えます。認証機関を持つ全国の単位会は、まだ
19 にとどまっていますが、ODR の発展に伴い、今
後、更に多くの単位会で認証機関が誕生し、全国
に ADR・ODR の輪が広がることを期待します。
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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。

【開催日】令和４年 11月 11 日（金）
【出席者】�＜山梨会＞有賀会長、羽田副会長、小関農地部長、野澤農地副部長、髙石・内田農地部員�

＜埼玉会＞関口会長、木村副会長、福嶋農地開発部長、雨宮農地開発副部長、紫藤農地開発部員

令和４年11月11日、埼玉会の関口会長始め農地開発部関係の皆様が来甲され、農地部合同協議会が開催されました。
和気あいあいと始まった研修会でしたが、「分筆を伴う
開発許可申請業務を行う際の土地家屋調査士との提携」
「非行政書士の申請行為に対する排除」「申請者の本人確認
をどのように担保していくか」などの諸問題に関する意見
交換が双方活発に行われました。また、今後、新入会員の
ための研修会等の充実を図っていくこと、各会員の知識を
向上させるための研修会の意義について確認を行いました。
コロナ禍により、残念ながら懇親会は中止となりました
が、両会の交流も更に深まり、充実した協議会となりました。

行政書士会

山梨県 埼玉会・山梨会農地部合同協議会

令和４年９月 25 日、朱鷺メッセ（新潟市）にて「国際人材フェア In NIIGATA」が、同年 11 月 23 日、アオーレ長
岡（長岡市）にて「国際人材フェア In NAGAOKA」が開催されました。

当フェアは、新潟県主催（新潟県委託事業、受託者：新潟県行政書士会）による、外国人材の雇用を希望する企業と
県内就職を希望する留学生のマッチング（合同企業説明会）を行うイベントです。

当日は、県内有力企業の出展があり、留学生が多数参加されていました。留学生のみを対象とした企業説明会の機会
は希少であり、企業は留学生に分かりやすく説明をできるよう工夫を凝らし、留学生も真剣に企業の説明に耳を傾けて
いました。また、申請取次行政書士による企業への外国
人材雇用に関しての助言・相談、留学生への在留資格変更・
更新等の助言を行いました。申請取次行政書士だからこ
そできる業務であり、このような活動を通して新潟県内
に外国人の方が定着できる基盤を作っていきたいと考え
ています。

イベント終了後に、匿名で企業及び留学生にアンケー
トをお願いしたところ、全ての回答で「満足」もしくは「や
や満足」とお答えいただくことができ、当会としても開
催をして本当に良かったと感じています。今後も合同企
業説明会とは違った形式でのイベントが控えています。
外国人の方の新潟県内定着に少しでも寄与できるよう、
これからも努めてまいります。

行政書士会

新潟県 国際人材フェア開催 ～企業との出会いの場を提供～
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宮城会は、令和４年 11月 21 日に臨時総会を開催し、これまでの念願であった「新しい会館」に移転する議案が賛
成多数により可決・承認され、移転に向けて始動しました。
ここでは、新しい会館につきまして御案内させていただきます。まず、
JR仙台駅に降りて、新幹線中央改札口を抜けていただきます。エスカレー
ターを下りましたら、東西自由通路の方向に足を向けて、東口に向かって
進んでいただきます。ペデストリアンデッキを降りてそのまま進み、スター
バックス前の交差点を渡り、右に曲がってください。株式会社ユアテック
本社を通り過ぎますと、「宮城野センタービル」の案内が目に入ります。ま
た、地下鉄東西線の「宮城野通駅」の看板が見えてきます。
本年２月（予定）に写真の「宮城野センタービル」に移転します。所在
地は宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目５番 22 号、宮城野センタービルの
４階になります。施設の面積は「190.90m2（57.74 坪）」。忘れずにお伝
えしておきますと、JR仙台駅から会館までは徒歩約５分となります。
周辺には数多くの商業施設があります。牛タン店を始めとする店舗のバ
リエーションが豊かな地区です。そして、駐車場ですが、探すことに汗を
流すこれまでの難儀から開放され、心配のいらない手配と利用を確保する
ことができます。
今回の案内は、来会される際にワクワクするお気持ちをと思い、お伝え
させていただきました。

行政書士会

宮城県 会館移転が臨時総会において承認され、
移転することになりました

令和４年 11月 22 日、北海道会の業務部長ほか３名が、京都会と京都市役所を訪問させていただきました。
現在、北海道会では、業務部に設置した空家等対策委員会が道内の関係自治体と連携して、空き家及び所有者不明土
地問題に関する無料相談会等を実施するなど、相談対応にあたっています。
一方、京都会においては、平成 30年度に国土交通省の空き家対策の担い手強化・連携モデル事業の支援を受けて「空
き家対策コーディネーター」制度が創設され、これまでの間、京都市と協力しながら種々取組が進められています。
そこで、当該事業に関連する情報交換や意見交換を通じて、今後の当会の事業展開の参考となるアドバイス等をいた
だくべく、今回、京都会と京都市役所への訪問が実現しました。
当日の午前中に京都市役所を訪れ、空き家等対策の計
画や施策等について説明を受けました。午後は京都会を
訪問して、「空き家対策コーディネーター」の役割や業
務に関する説明を受け、また、事前に送付していた質問
に対する回答を基にした意見交換を始め、当会と京都会
の双方における空き家問題の現況や取組について情報交
換を行いました。一連のやり取りを通して、京都会が実
践している取組を直接肌で感じることができ、当会に
とっては大変有意義な訪問となりました。
大変お忙しい中、貴重なお時間を割いて御対応いただ
きました堀井泰史京都会会長始め役員の皆様には、この
場をお借りしまして、改めて御礼申し上げます。

行政書士会

北海道 京都会及び京都市役所を訪問しました
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、コロナに関連した補助金等が増えていく中で、補助金等の代行業者が
代理申請を行っている懸念が深まっています。
そこで、三重会では、令和４年 11月に県内の金融機関である百五銀行及び三十三銀行の本店を訪問し、補助金等の

代理申請は行政書士の専門業務であることや行政書士の一般的な業務内容の
説明、ADRの宣伝等を監察活動の一環として行いました。
その際、支店への啓発文の内容を銀行の担当者に御確認いただき、各支店

（百五銀行 115 支店、三十三銀行 119 支店）へ送付することに対して快く
承諾をいただきました。金融機関の担当者も補助金等の代理申請が行政書士
の専門業務であることや、行政書士の業務内容について認識していただけて
いない部分があったため、今回行った監察活動は広報という面においても非
常に有意義なものであったと考えます。引き続き、非行政書士排除の監察活
動に一層力を入れていきたいと考えています。
また、広報活動の新たな取組としては、四日市支部において、行政書士制

度を周知するための懸垂幕を四日市市庁舎へ掲出していただきました。前例
がないことなどから、当初は難航しましたが、協議の結果、無事に 10月の
広報月間に掲出することができました。次年度以降は本件を前例として、近
隣市町でも掲出できるよう働きかけてまいります。

行政書士会

三重県 広報・監察活動における新たな取組の御紹介

大阪会では、令和４年 11月 23 日、大阪城公園「太陽の広場」において開催された「OBCラジオまつり�ふれあい
広場 2022」に無料相談ブースを出展しました。
当日は悪天候だったことも影響し、例年 10万人近い来場者のところ約２万３千人にとどまりました。PRグッズは、

例年の７割となる 1,000 部を準備していましたが、相談ブース前にて全て配ることができました。来場者比で例年よ
り多くの市民の方々に行政書士をアピールできたのではないかと思います。
メインステージでの登壇では、行政書士の仕事のほか、法教育、新型コロナウイルスによる影響を受けた方々へのサポー

トといった社会貢献活動などについて説明しました。ステージに一緒に登壇したユキマサくんは、説明に合わせて頷い
たり、ブースの方に向かって手を振り無料相談会をアピールしたりするなど、和やかな雰囲気作りをしていました。登
壇後もブース前でPRグッズを配布したり、子供や女性を中心にツーショット写真を撮ったりするなど、日行連の公式キャ
ラクターとしての役割を十二分に果たしていました。
相談ブースでの無料相談は、悪天候にもかかわらず前回を
超える 41 件の相談がありました。相談者の年齢層は 60 歳
代から 70 歳以上の方々が多く、相談された方からは「さっ
きは話をよく聞いてもらいました。ありがとう。」という声や、
「疎遠になっている人もいて相続に不安を感じていたけれど
も、連絡を取ってみたいと思います。」などといった前向き
な声もいただきました。
３年ぶりのラジオまつりへの参加でしたが、直接多くの市
民の方々とふれ合うことができ、行政書士を知っていただく
良い機会となりました。

行政書士会

大阪府 OBC ラジオまつり ふれあい広場 2022 に参加
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日行連が目指す司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の担保について、必要な法律知識と業務能力を身に付けて
いただくため、平成 17年度から日行連と名城大学との合意により、名城大学大学院法学研究科科目履修を開講し、人
材育成を目指しています。
令和５年度は「民法Ⅴ」、「行政法Ⅲ」を開講します。単位修得が可能であり、業務に活用できるような講義を開講し
ますので、是非受講されますよう御案内申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染症を鑑み、ハイブリッド開講（対面遠隔併用）にて実施することといたします。
詳細については、愛知会へお問合せください。全国の会員の皆様の受講をお待ちしています。

≪実 施 要 項≫
履修科目：①民法Ⅴ（親族）　　②行政法Ⅲ（地方自治法）
出願資格： 修了年限４年以上の大学を卒業した行政書士会員､ 又は行政書士経験３年以上の行政書士会員（この場

合は日行連の推薦状が必要）
開催方法： ハイブリッド開講（対面遠隔併用）（受講方法は大学から案内）
諸 費 用：�１）入学検定料：17,500 円　又は　継続検定料：10,000 円�

２）学　　　費：�１科目（２単位）で 57,200 円�
２科目の場合は 114,400 円

開講時間：土曜日の２時限～４時限（１科目 15時限で２単位）
２時限　10：50 ～ 12：20
３時限　13：10 ～ 14：40
４時限　14：50 ～ 16：20

開 講 日： 民　法Ⅴ：４月 15日、５月 13日、５月 27日、６月 10日、６月 17日�
行政法Ⅲ：４月 22日、５月６日、６月３日、７月１日、７月 15日

申込方法：愛知会へお問合せください（TEL：052-931-4068）

行政書士会

愛知県 司法研修実施のお知らせ

福井会では、令和４年 12月 12 日、福井県庁７階の知事応接室において、杉本達治福井県知事と坪川貞子会長との
対談を行いました。
当会からは、青木副会長、髙野副会長、三田村広報部長、松田国際部長が同席しました。
はじめに坪川会長から、当会への御理解・御支援への御礼と、福井県のDX推進において行政書士を活用いただき、
担当課と協議を重ねていることを報告しました。
杉本知事からは、行政の簡略化、添付書類の合理化、利用者目線での使いやすさなど、更なる行政書士への期待の御
言葉をいただきました。
また、坪川会長から当会で開催している様々な無料
相談会について説明したところ、杉本知事からは、県
民のために街の身近な法律家として、相続、遺言、成
年後見等の暮らしに密着した相談を受けていただき感
謝しているとの返答をいただきました。
さらに、各方面で活躍する行政書士のアドバイザー
としての起用や、県庁ＯＢの方の当会への入会の周知
をお願いするなど、終始和やかな雰囲気での対談とな
りました。
杉本知事におかれましては、公務御多用の中、貴重
なお時間をいただきましたこと感謝申し上げます。

行政書士会

福井県 杉本福井県知事との対談
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秋 桜 日 記
～特定行政書士への誘い～

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。

野村　泰久（33歳）中島と同期の行政書士
特定行政書士は仕事にならないから不要だと
考えている。

あらすじ
　申請窓口での思わぬやりとりに焦った行政書
士の中島は、特定行政書士でもあるベテランの
山田先生に相談した。行政書士の本来の目的は
何か、それこそが特定行政書士につながること
を知り、その魅力に目覚めた中島の奮闘を描く
初の「特定行政書士の物語」。
　中島の特定行政書士への旅が始まった。

第二話：すれ違う情熱

行政書士の一日はあっという間である。並行して抱え
る案件を処理するため、朝から何件もの打合せをこなし、
役所周りをして事務所に戻る頃には既に夕方であること
が多い。それから書類作成に取り掛かるのだから、作業
が終わるのが深夜になることは、現役の行政書士にとっ
てはむしろ標準的な生活である。そんな複数案件のプ
レッシャーを抱えた日常では、ちょっとしたトラブルで
さえ、ペースを乱す悩みの種となって、全体の業務に影

響を及ぼしかねない。

今回、中島が直面した事態は、正に大きなストレスと
なって中島を精神的にも追い込みかねない出来事であっ
た。そのような状況だったからなおさらのこと、山田先
生の頼り甲斐のある言葉に大いに助けられたし、「特定
行政書士」というものが、行政書士の日常業務でも役に
立つ可能性があることを知ることができた。

大学卒業後も会社に就職することもなく、バイトをし
ながら国家試験の勉強をしてきた中島にとって、ようや
く受かった行政書士が最初の職業であった。ただ、中島
が受験した頃には行政書士法が試験科目でなくなってい
たこともあり、行政書士という職業そのものについて、
深く考えたことはこれまでなかった。そのため、先日の
山田先生の言葉を聞いて、改めて行政書士法や行政法の
本を読み返してみたことは、行政書士の崇高な理念を知
るきっかけになった。行政書士の存在意義を改めて知
り、感動したところであった。

そんなことがあった週末の金曜日、同期の野村行政書
士と飲みに行く約束をしていたことを思い出し、中島は
駅前にあるいつもの居酒屋に向かった。
「よっ、お忙しそうで何よりですな。」　約束の時間に

少し遅れて到着した中島をからかうように笑いかける野
村は、既に顔が赤らんでいる。
「貧乏暇なしってやつさ。とりあえずビールを。」
行政書士会の新入会員の登録式で知り合った野村は、

会社勤めを辞めて行政書士として独立したため、年齢は
中島より少し上だが、同期として定期的に情報交換する
仲間である。入会当初はお互い仕事がなかったため、 
様々な研修会に参加しては、勉強会と称して飲みに行く
のが、二人のお決まりのコースであった。

そんなときの野村は、決まって行政書士という資格の

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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持つ可能性について熱く語っていた。
「依頼者から感謝されて、報酬ももらえるなんて最高

じゃないか。行政書士として成功して、自社ビルを建て
てやるぞ。そのためには営業や業務の効率化も考えて事
務所経営をしないと。」

もともと地元の信用金庫に勤めていた経験のある野村
は、行政書士も事業主であり経営者である、ということ
に強いこだわりを持っていた。

炭火で焼かれた焼き鳥をつまみながら、野村はビール
から日本酒の熱燗を飲み始めていた。お前も飲めよと野
村が差し出した徳利をお猪口で受けながら、中島は少し
照れるようにして言ってみた。
「実は、特定行政書士の研修の申込みをしようと思っ

てるんだ。」

一瞬、野村が固まった。お猪口からお酒がこぼれたこ
とに気付いて、慌てて拭きながら野村は叫ぶようにして
言った。
「えっ。そんなの意味がないって前にも話しただろ。

俺たちの仕事は許可を取ってなんぼだろ。依頼者のため
に役所に頭を下げて教えを乞うことだってある。それが
依頼者のためだからだ。それなのに役所と喧嘩してどう
するんだよ。役所の窓口に睨まれた行政書士なんて知ら
れたら、依頼する人なんていなくなるに決まってるよ。
一体どうしたんだよ。」

先日の役所でのやり取りからスタートして、山田先生
から聞いた特定行政書士だからこそできることに感動し
たことを、中島は熱い口調で一気にしゃべった。

「俺はそうは思わないよ。あくまで特定行政書士は不
服審査の代理人だ。不服審査の依頼はもちろん、相談だっ
て年間何件もないだろう。通常の申請業務と比べてみろ。
仕事になるのか。仮に仕事になったとしても、不利益な
処分が覆ることはほとんどないじゃないか。行政訴訟事
件のニュースを見たって同じだろう。裁判でさえそうな
んだから、役所に不服を申し立てたところで、ただの時
間稼ぎにしかならないんじゃないか？　そうだとした
ら、依頼者にしてみれば何のメリットもないし、行政書
士にとっても役所に睨まれるだけだろ。そもそも、そん
なの仕事にならないと思うよ。」

半ば諭すような野村の話ぶりを聞いているうちに、中
島は不思議な気持ちになっていた。

共に行政書士として活躍することを夢見て、いろいろ
なことを話してきて、実務も同様にこなしてきた仲間で
あるはずの野村と、何でこんなに温度差があるんだろう。
まるで他の資格者と話しているような気がするのは、慣
れない日本酒を飲んだせいだけでもなさそうだ。

「国家権力の中でも一番国民に身近であり、しかも巨
大な権力を持っているのが行政じゃないか。そんな行政
の手続が適正に行われなければ、国民の権利を守ること
はできないよ。そのための専門家が僕たち行政書士だ
よ。もしも行政の対応が違法だったり不当だったとして
も、泣き寝入りしろっていうのかい。そんなときこそ代
理人として行政に対して不服申し立てができることは、
国民のために絶対になると思う。そういう頼りになる行
政書士になるために、特定行政書士の研修を受けようと
思うんだ。」

山田先生からの受け売りを含めながら、自分でも驚く
くらい熱い想いをぶつけたことに、中島自身驚いた。

「そんな理想論だけでご飯が食べられるか。仕事にな
らないものに掛ける時間なんて無駄だよ。」

そんな野村の言葉に反論したいのに、適切な言葉が見
当たらない。なぜなら、少し前の自分自身がそう思って
いたからだ。

「それも一理あるな。だけど、特定行政書士としての
専門性を極めることは、きっと通常の業務にも役に立つ
はずなんだ。」

自分に言い聞かせるように呟きながら、徳利を差し出
した。
「もしそんなものがあるなら、俺にも教えてくれよ。」
時折意見は食い違うことはあっても、お互いに行政書

士としてのプライドを持った仲間同士である。まずは身
近な仲間である野村が納得できるように、特定行政書士
のことを研究し、次回の飲み会でそれを伝える約束をし
た。

すれ違っているように感じても実は同じ方向を目指し
ている、そんな関係性を心地良く感じながら、熱燗をも
う一本注文した。

次号に続く。

秋桜日記
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2023 年 1 月 7 日 午前 11 時 10 分

事業承継について考えている中小企業の社長さんが多いと思います。前回に引き続き、信託を利用した小規模事業

者の事業承継につき考えていきましょう。

ユキマサくんは節分の日の街並みを通って、ミネルヴァくんのいるコスモス公証役場に向かいました。

＜法務業務部＞
（担当：浅草公証役場　公証人　澤野芳夫）

第14回　事業承継のための信託契約（その２）

公証人に聞く！
教えてミネルヴァミネルヴァくんくん

そうですね。娘２名に遺す預貯金があれば良いで
すが、なかなかそのような余裕がないことが多い
ですね。

前回に引き続いて事業承継について
教えてほしいな。中小企業の社長さ
んが、実際に仕事を手伝っている長
男に事業承継をしたいと思っている
のだけど、他家に嫁いで、会社の事
業に全く関与していない娘さん２名
がいるみたい。遺言で、会社株式の
全部を長男に相続させるとすると、娘
さん２名が遺留分侵害額請求をして
くるかもしれないという事情がある場
合、良い解決方法はないかな。奥さん
は既に亡くなられているんだって。

考えられる方法としては、信託契約を利用する
ことです。

そうなんだよね。かといって、会社
の株式を娘さんたちにも分けるとな
ると、会社経営にタッチしていない
人が入ることになり、経営が混乱す
る恐れもあるし…。

回避というか、遺留分侵害額請求が発生しないよ
うにするものです。事業主の社長Ａさんとその長
男Ｂさんとの間で、信託契約を締結します。信託
財産はその会社の株式です。受益者は、Ａさんが
存命中はＡさんとします。Ａさんが死亡したとき
は、Ａさんの受益権は消滅し、Ａさんの子である
長男Ｂさん、長女Ｃさん、二女Ｄさんが受益権を
取得することと定めます。

前回の事業承継でも信託契約の活用
を教えてもらったけれど、遺留分侵
害額請求を回避するためにも利用で
きるのかな？

そうですね。いわゆる受益者連続型信託（信託法
91 条）です。Ｂさんのほか、Ｃさん、Ｄさんに
も受益権を取得させるのは、Ｃさん及びＤさんの
遺留分を考慮したものです。Ｃさん、Ｄさんは受
益権に基づき会社から剰余金の配当（会社法 105
条１項１号）を受けるなどの利益を得ます。前回、
お話ししたように、Ａさんが存命中は、Ａさんが
受益権を有しているので、贈与税等は発生しませ
ん。Ａさんが死亡して、Ｂさん、Ｃさん、Ｄさん
が受益権を取得した時点で相続税が発生します。

Ａさんの死亡によって信託が終了す
るのではなく、引き続き、Ｂさんが
受託者として信託は効力を有するこ
とになるんだね。

ボクが子供の頃、お父さんが大声で「鬼は外、福
は内」と言って豆をまいていました。ボクは少し
恥ずかしかったので、お父さんの後ろで小さな声
で「鬼は外…」って。今でも、小さなお子さんが
いる家では、豆まきをする家庭もあると思います。

節分だね。豆まきはしたかな？

ユキマサくん ミネルヴァくん
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2023 年 1 月 7 日 午前 11 時 10 分

そういうことです。（伊東大祐、伊庭潔、戸田智彦、菅野
真実著「パッとわかる家族信託コンパクトブック」106
ページ以下参照）。

譲渡、買取り期間がどのくら
いかかるか分からないので、
信託契約においては、特に信
託契約期間は定めないという
ことだね。

紹介されている文献はほとんどないのですが、これらの
会社の持分も積極財産である以上、信託財産となり得る
のですから、これらの会社の事業承継を目的とした信託
契約も可能と思います。ただ、株式会社以上に持分の譲
渡が制限されています（会社法 585 条）ので、受託者に
持分を信託譲渡するときに注意が必要ですし、社員が死
亡したときにその相続人が社員の持分を承継する旨を定
款に定めておくことが必要です（会社法 608条）。

株式会社ではない、持分会社
（合名会社、合資会社、合同
会社）では信託は利用できる
のかな？

個人商店等の場合、個人所有の店舗、営業権などを信託
財産として信託契約を締結することが可能です。例えば、
親が子に事業を承継させたいが、まだ子に任せるには不
安があるという場合、委託者である親Ａが信頼できる従
業員Ｂを受託者として信託契約を締結し、当初、受益者
をＡ、Ａが死亡したら子Ｃを受益者とし、信託期間を５
年とする信託契約を締結することが考えられます。信託
財産は個人商店の店舗不動産、営業権となります。

法人組織ではない、個人企業
の場合は信託契約を利用でき
るのかな？

そうですね。積極財産である限り、広く信託財産となりま
すが、農地は信託登記（所有権移転登記）ができないこと
とされています（農地法３条２項３号）ので、信託財産に
できません。ただし、農地転用があることを条件として信
託財産とすることは可能です。また、銀行等の預金も譲渡
禁止特約があることが一般ですので、そのまま信託財産と
することはできません。委託者が預金を引き下ろして現金
にした上、受託者が新たに開設した信託口口座に入金する
こととなります。詳細は第11回でお話ししたとおりです。

信託契約は、個人事業者の場
合にも利用できるんだね。ど
んな財産でも信託財産とする
ことができるのかな？

そのとおりです。ただ、アパート経営などをしており、
銀行にローンが残っている場合に、その事業を承継させ
る事例を考えてみましょう。アパートの不動産を信託財
産とすることはもちろんですが、銀行に対するローン債
務も信託財産責任負担債務（信託法２条９号。信託財産
に属する財産で履行する責任を負う債務のこと）とする
ことができます。受託者が債務引受契約をすること、そ
の旨を信託契約に定めることが必要です（信託法 21 条
１項３号）。こうすることによって、アパート経営の全て
を受託者に管理させることができます。

消極財産はダメということは、
債務は信託財産にならないん
だね。

将来的にずっとＣさん、Ｄさ
んに受益権を保有させるの？

あくまでも遺留分に考慮した扱いですので、いずれは、
事業承継者であるＢさんがＣさん及びＤさんから受益権
の譲渡、買取りができるように信託契約で定めておく必
要があります。

受益権の割合は平等でなけれ
ばいけないのかな？

受益権を取得させるのは平等でなければならないという法
的な規制はありません。Ｃさん、Ｄさんには遺留分を侵害
しない範囲（法定相続分の２分の１）の受益権を取得させ、
残りはＢさんが取得するという形にすることができます。

まもる先生

いろいろと教えてくれてあり
がとう。

公証人に聞く！教えてミネルヴァくん
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2022. 12 Dec.

5日

月
中央研修所運営会議

【協議事項】
⑴  全国担当者会議の実施について
⑵  各研修事業の推進について
⑶  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  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  権利擁護活動アンケートについて
⑸  関係行政機関等の訪問について
⑹  権利擁護業務の研究について
⑺  運営における資料等の保管及び活用について
⑻  その他
法教育推進委員会

【協議事項】
⑴  司法アクセス学会第16回学術大会の対応に

ついて
⑵  日行連ホームページ法教育ページの更新につ

いて
⑶  日本行政の記事について
⑷  その他

8日

木
法改正推進本部会議

【協議事項】
⑴  法改正に係る対応について
⑵  その他

9日

金
許認可業務部
運輸交通部門会議

【協議事項】
⑴  OSSの利用率向上について
⑵  丁種封印制度について
⑶  AINASにおける電子証明書の利用について
⑷  その他

14日

水
国際・企業経営業務部
知的財産部門会議

【協議事項】
⑴  農水知財に関するセミナーの開催について
⑵  パンフレットの作成について
⑶  次年度事業計画（案）について
⑷  その他
総務部会（～15日）

【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  一般倫理研修について
⑷  職務上請求書払出し時の使用済み控え綴り確

認実務手引きについて
⑸  新年賀詞交歓会の実施について
⑹  単位会等からの照会について
⑺  諸規則の改正について
⑻  BCP策定の進捗状況について
⑼  その他

12日

月
中央研修所全国担当者会議

13日

火
法務業務部会（～14日）

【協議事項】
⑴  本年度事業の具体的推進について
⑵  次年度中央研修所事業計画案の策定について
⑶  その他
広報部会（～14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  文化庁長官との鼎談について
⑷  プレスリリースについて
⑸  その他

6日

火
国際・企業経営業務部
国際部門会議

【協議事項】
⑴  本年度事業報告及び次年度事業計画について
⑵  国際部門のオンラインセミナーの開催について
⑶  要望書等への対応について
⑷  その他
登録委員会

【登録審査】
⑴  審査件数(64件）
⑵  その他

7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  令和5年単位会賀詞交歓会及び学識者との意

見交換会の対応について
常任理事会（～8日）

【合議事項】
⑴  会員処分の公表について
⑵  公正証書電子化に関する実務者協議会への候

補者選定について
⑶  その他

日行連の主な動き Monthly Report
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15日

木
法規監察部会

【協議事項】
⑴  照会案件等について
⑵  監察案件等について
⑶  行政書士登録証に係る行政書士法違反疑義

事案について
⑷  「士」を含む民間資格への対応について
⑸  紹介料の授受について
⑹  行政書士関係法令先例総覧への追加資料掲

載について
⑺  全国担当者会議について
⑻  行政書士制度広報月間の監察活動報告につい

て
⑼  本年度予算使用状況について
⑽  その他
許認可業務部
建設・環境部門会議

【協議事項】
⑴  建設業許可、経営事項審査の電子化について
⑵  全国担当者会議について
⑶  本年度のVOD収録について
⑷  次年度セミナー及びVOD収録について
⑸  国土交通省建設業課との意見交換について
⑹  JACICのQ&Aの内容について
⑺  建設業許可事務ガイドラインについて
⑻  その他

16日

金
経理部会

【協議事項】
⑴  次年度経理部予算（案）について
⑵  インボイス制度対応について
⑶  次年度全体予算（案）への対応について
⑷  特定資産の管理について
⑸  その他

19日

月
改正行政書士法対応委員会（～20日）

【協議事項】
⑴  次年度特定行政書士法定研修の実施計画立

案について
⑵  特定行政書士業務ガイドラインの改訂につい

て
⑶  全国担当者会議について
⑷  特定行政書士名簿の作成について
⑸  特定行政書士徽章について
⑹  その他

20日

火
登録委員会（～21日）

【登録審査】
⑴  審査件数(94件）
⑵  その他

21日

水
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

22日

木
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  その他
常任理事会

【合議事項】
⑴  理事会の議案等について
⑵  令和５年新年賀詞交歓会スローガンについて
⑶  専門員の登用について
⑷  その他
大規模災害対策本部会議

【協議事項】
⑴  令和４年９月の台風14号による災害に係る見

舞金の支給について
⑵  その他
法改正推進本部会議

【協議事項】
⑴  相続土地国庫帰属制度における承認申請手続

について
⑵  法改正に係る対応について
⑶  その他

23日

金
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  次年度以降の申請取次関係研修の開催につ

いて
⑶  異議申立て案件について
⑷  次年度中央研修所事業計画案の策定について
⑸  その他

26日

月
行政書士制度調査室会議（～27日）

【協議事項】
⑴  紹介料授受に関する申入書案について
⑵  規制改革・行政改革ホットラインへの回答につ

いて
⑶  専門員の登用について
⑷  行政書士学会と行政データベース構想につい

て
⑸  各分科会の活動の総括について
⑹  その他

27日

火
許認可業務部
農地・土地利用部門会議

【協議事項】
⑴  次年度セミナー及びVOD収録について
⑵  農地法関係業務担当者会議のアンケート結果

等について
⑶  次年度事業計画等について
⑷  その他
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　成年後見人になるために特に必要な資格はありま
せん。「行政書士だからなれる」、「行政書士だからな
れない」ということはありません。とはいうものの、
必要な資格がないからと言って誰でもなれるわけで
もありません。民法 847 条で成年後見人の欠格事由
が定められているからです。同条は、成年後見人の
欠格事由として五つを挙げています。これらはいず
れも成年後見人の職務を任せるにはふさわしくない
と判断される事柄ばかりです。いずれかに該当する
者は、法律上当然に成年後見人の職務から除外され
ます。では、同条で規定された五つを順に確認しま
す。

①未成年者（民法 847 条第１号）
　成年後見人の職務は被後見人の身上保護、財産管
理を行うことですから、成年後見人は完全な行為能
力を持つ必要があります。行為能力を有しない未成
年者は、その職務を行うにふさわしいとは言えない
ため欠格事由とされています。

②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は
補助人（民法 847 条第２号）
　「免ぜられた」とは解任されたということです。家
庭裁判所で、当該案件において本人との関係で成年
後見人等を解任されたのはもちろんのこと、別件で
本人と全く関係のない第三者の成年後見人等に就任
していたのに、その職を解任された場合も本号に該
当するとされます。

③破産者（民法 847 条第３号）
　裁判所で破産手続開始の決定を受けて、復権をし
ていない者は成年後見人になれません。ただし、破
産手続開始の決定を受けた者であったとしても、そ
の後に免責許可決定を得て、免責許可決定が確定し
ている場合は、欠格事由には該当しません。

④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにそ
の配偶者及び直系血族（民法 847 条第４号）
　この「訴訟」とは、私人間の利害関係が対立した
民事訴訟のことで、調停は含みません。当たり前で
すが、本人と継続的に利害や感情面での対立関係に
ある者が本人の利益を守れるわけがなく、本人の保
護を目的とする成年後見人の職務にはふさわしくな
いと考えられ設けられた規定です。

⑤行方の知れない者（民法 847 条第５号）
　どこにいるのか分からない人に財産管理や身上保
護をお願いできるわけがありません。

　これらの民法 847 条で規定された五つに該当しな
ければ、成年後見人に就任することができます。申
立ての際に成年後見人としてふさわしいと考える人
を推薦することは可能です。是非推薦をしていただ
きたいところです。
　ただ、成年後見人は「職権」で家庭裁判所が選任
するものです。申立人の推薦が裁判所の判断を拘束
することはできません。時に、推薦したのだから当
然に自分が選ばれると思い、あれこれと考え準備を
進めていると、ぬか喜びとなることも多いです。な
ぜなら、裁判所は成年後見人を選任する際、成年被
後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成
年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見
人との利害関係の有無（成年後見人となる者が法人
であるときは、その事業の種類及び内容並びにその
法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の
有無）、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮
し、成年後見人を選任しているからです。欠格条項
には該当しないのだけれども、「何か」が足りていな
いのかもしれません。
　この「何か」に当てはまるのが、「一般社団法人コ
スモス成年後見サポートセンター（以下、「コスモス」
という。）の会員であること」になるように、コスモ

成年後見人の資格と義務
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

常務理事　吉川　明宏
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コスモス Information

スは日々活動を積み重ねています。成年後見人に
「コスモス会員の行政書士だからなれる」というムー
ブメントが、家庭裁判所に巻き起こることを期待し
ています。小さなきっかけが次第に大きくなってい
き、世の中の流れを変え得るうねりとなること、が
ムーブメントの語意の一つですが、そのきっかけが
「法人後見」の開始であり、「公益法人」の認定であ
ると思います。無論、これらはささやかなきっかけ
であって、日々の支部での行政や家庭裁判所への働
きかけがとても大切であることは言うまでもありま
せん。

　さて、成年後見人に選任されると、負わねばなら
ない義務が発生してきます。被後見人に対し善管注
意義務を負い（民法 869 条・644 条）、被後見人の財
産を管理（民法 859条）し、身上に配慮する義務を負
わねばなりません。また、成年後見人がこの義務を
履行するためには、本人の意思を尊重し、身上に配
慮しなければなりません（民法 858 条）。
　成年後見人が被後見人に損害を与えたとなれば、
成年後見人は善管注意義務や身上監護義務、身上配
慮義務を果たしていないことになります。当然、義
務を果たしていないとなると、その責任を追及され
ることとなりますが、どういったことが考えられる
のでしょうか。
　まず、一つ目は「解任」です。家庭裁判所は、成
年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の
任務に適しない事由があるとき、後見監督人、被後
見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により
又は職権で、これを解任することができるとしてい
ます（民法846条）。先の欠格条項でも述べましたが、
解任されてしまうと、その案件だけでなく、他の案件
においても欠格事由に該当することになりますから、
成年後見人を続けていくどころか、新たに選任され
ることもなくなってしまいます。成年後見という世
界から締め出されてしまうわけですから、本人が積
み重ねた実績や経験が全く無に帰してしまいます。
　二つ目は、「損害賠償責任」です。成年後見人が故
意又は過失によって、被後見人の権利を侵害したり、
財産を棄損したりした場合、成年後見人は被後見人
に対して不法行為責任を負い、その行為と相当因果
関係にある損害を賠償する責任があります（民法709
条・710 条）。賠償責任ですから、金銭的な補填をす
ることになります。過失であったとすれば、成年後
見賠償責任保険を利用することができますが、故意
であれば保険は適用されないため、自ら賠償するし
かありません。
　三つ目は、「刑事責任」です。成年後見人の行為
が、背任（刑法 247 条）や横領（刑法 252 条）、業務

上横領（刑法 253条）の構成要件に該当すれば、刑事
責任を問われることとなります。解任後に、新たに
選任された後見人は、当然に被害の回復を求めます
が、損害の回復が思うように進まない場合は、刑事
責任を求めて告訴される場合もあると覚悟しなけれ
ばなりません。
　四つ目は、「組織人としての責任」です。成年後見
人が何らかの組織に所属していた場合、その組織に
所属する者としての責任を問われることになります。
コスモスの会員であれば、厳重注意から除名まであ
る処分のうち、いずれかが科されることとなります。
　当然ですが、しっかり義務を果たしていれば、こ
れらの責任を追及されることはありません。コスモ
ス会員の皆様は、３か月に一度、業務管理委員会に
よる業務管理を受けていただいています。これは不
正防止の観点から行われていると思われがちですが、
３か月に一度、成年後見人としての義務をしっかり
果たしていることの報告であり、そのことで自らの
成年後見人としての業務の正当性を明らかにし、第
三者に対して証明する、身を守るための制度でもあ
る、と少し考え方を変えていただければと思います。

　成年後見人になるためには資格は必要ありません。
行政書士だから「なれる」「なれない」ということは
ありません。家庭裁判所に選任されれば、自然人、
法人を問わず誰でもなれます。コスモスの会員であ
る必要もありません。賠償責任保険も加入する必要
はありません。まして煩わしい業務管理を受けて、
自分の仕事にケチをつけられるいわれもありません。
　しかし本当にそうでしょうか。資格は必要ではあ
りませんと書きましたが、「資質」は必要です。賠償
責任保険に加入せず、万一のときに義務が果たせる
のでしょうか。「あなたは成年後見人として適切な業
務を行っていませんよ」と裁判所や後見監督人に指
摘されたとき、しっかりと抗弁し、適正な業務を遂
行していたと証明できるでしょうか。
　コスモスに入会いただければ、研修・倫理規律が
あり、相談できる仲間もいるため、「資質」を手に入
れられます。賠償責任保険があるため、万一の義務
が果たせます。業務報告制度があるため、業務内容
が正確か否か確認できます。報告書はオンラインで
可視化されているため、必要があれば第三者に開示
することができ、自分の仕事が正確であったことを
証明できます。
　コスモスに加入せず、成年後見人に就任されてい
る行政書士の先生方、是非コスモスに加入してくだ
さい。きっと先生方のお役に立てることは間違いあり
ません。
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ユキマサくんのイラストもダウンロードできます！

★アカウント情報（ログイン ID・パスワード）を忘れた場合
ログイン ID・パスワードを設定したかわからない、現在の登録状況を知りたい、という方は、日行連事務局広報
課（kouhou@gyosei.or.jp）までメールでお問い合わせください。
その際、「登録番号・氏名・所属単位会・生年月日（西暦）※本人確認のため」を記載いただくと御案内がスムーズです。

～「連 con」掲載例～
業務別パンフレット

『申請取次研修会効果測定用設問集』
申請取次研修会の効果測定に係る事前予習用参考資料
外国語パンフレット（英語・中国語・韓国語　etc.）

『知的資産業務一覧』・『知的資産契約マニュアル』など
実用的な資料のほか、名刺やホームページなどの作成に利用できるユキマサ
くんの各種イラスト（フリー素材）がダウンロードできます！

★アカウント登録の方法
①日行連ホームページ（https://www.gyosei.or.jp) にアクセスし、「会員ログイン」をクリックする。
②「初めてご利用の方」をクリックし、遷移先の画面にて基本情報を入力・確認の上、送信ボタンを押す。
③  基本情報で入力したメールアドレスに、仮登録の確認メールが届くので、メールに記載されている登録確認

ページへの URL をクリックする。
④遷移先の画面にてログイン ID・パスワードを設定し本登録完了。

※エラーが表示される場合は、日行連事務局広報課（kouhou@gyosei.or.jp）までお問い合わせください。
※ 設定した情報（ログイン ID・パスワード・メールアドレス等）は、いつでも御自身で変更することができます。
「連 con」ログイン後、トップページ左上「プロフィール」ボタンを押し、遷移先の画面にて適宜変更してく
ださい。

　日行連会員専用サイト「連 con」では、関係省庁や団体からの各種業界情報のほか、業務に役立つ様々
な情報を掲載しています。
　会員の方であれば誰でも利用できますので、ぜひアカウント登録をしていただき、御活用くださいます
ようお願いいたします。
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登録者数（令和4年12月末日現在）
合　　　計 51,248 名
内　　　訳 男 43,292 名 女 7,956 名
個人事務所開業 男 41,065 名 女 7,186 名
行政書士法人社員 男 1,642 名 女  352 名
個人使用人行政書士 男 333 名 女 216 名
法人使用人行政書士 男 252 名 女 202 名

節分といえば、豆まきとイワシと恵方巻。　
大阪で育った私は、この三点セットが節分の日の晩御飯お
決まりメニューとなっています。そして、我が家の節分の夜の
食事には、①一定方向（恵方）を向いて、黙って太巻きを丸か
ぶりする。②イワシは塩焼きにし、一匹残さずに食べる。③豆
を年の数プラス一つを必ず食べる。という三つの鉄の掟があり
ます。普段は、その日にあったことなど、いろいろと話をしな
がら楽しく食事をするのですが、この日だけは太巻きを食べき
るまでは一言も言葉を発することは許されません。
少し調べてみたところ、その年の幸運を司る神様（歳徳神）
がいらっしゃる方向（恵方）を向いて、願い事をしながら、口
から幸運が逃げないように黙って食べる、縁起の良い（七福神
にちなんで７種類の具材が入っている）太巻きを恵方巻という
そうです。…黙って食べてはいましたが、残念なことに願い事
はしていなかったです。

異動状況（令和4年12月中の処理件数）
新規登録 合　計 144 名

内　訳 男 111 名 女 33 名
登録抹消 合　計 213 名

内　訳 男 187 名 女 26 名
抹消内訳 廃　業 179 名

死　亡 33 名
その他 1 名法人会員（令和4年12月末日現在）

 法人会員数 1,146
 法人事務所数 1,394

主たる事務所数（行政書士法人数） 950
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（鎌田）
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