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第第第第ⅠⅠⅠⅠ章章章章    歴史に見る行政書士像歴史に見る行政書士像歴史に見る行政書士像歴史に見る行政書士像    －公事師・公事宿・代書人－－公事師・公事宿・代書人－－公事師・公事宿・代書人－－公事師・公事宿・代書人－    

    

    江戸江戸江戸江戸のののの奉行所奉行所奉行所奉行所と公事訴訟と公事訴訟と公事訴訟と公事訴訟の実の実の実の実態態態態        

 

外国人の見た外国人の見た外国人の見た外国人の見た風光明媚な風光明媚な風光明媚な風光明媚な江戸の街江戸の街江戸の街江戸の街    

行政書士のルーツを探るときに、まず思いつくのが明治初期の司法職務定制によって定められた代

書人を始めとする三職の制度なのだが、では、代書人という職業が誕生する過程において、その契機

となった仕組や事象がなかったのかを探らなければならない。 

そこで話を少しだけ戻し、江戸時代中期から幕末に続く頃の江戸における政治・司法の仕組みはどう

であったのか、町村民の生活状況はどんな風であったのかから見てみることにする。 

 

この頃の江戸について、イギリスの外交官であったアーネスト・サトウはこう述べている。江戸に

は立派な公共建築物こそないが、町は海岸線に臨み、それに沿って諸大名の遊園地（庭園）がいくつ

もあった。城はすばらしく大きな濠を巡らして、巨大な石を積み重ねた堂々たる城壁を構えていた。

絵のように美しい松並木が日陰をつくっており、町の中も田舎びたところが多く、すべてが偉大とい

う印象を与えていた。「一外交官の見た明治維新（岩波文庫）」 

一方、フランス人法律家であったブスケは、一年中青々とした丘、絵のような断崖、大洋の中にま

で入り込んでいる樹木の中に隠れている村々・・背景に見える青い山脈、散在し、半ば竹藪の中に隠

れている藁葺きの家といったものを伴った日本の田舎は、新鮮な舞台装飾か優艶に飾られた画廊のよ

うな強い効果を生み出している。・・・生活が容易で単純なこの国では、ほとんど全ての者が貧しい

が、悲惨な者はいない。（この国には）本来の意味での贅沢は存在せず、自分の幸福を見せびらかし

て隣人を圧倒するような者もいないと、その著「日本見聞記（みすず書房）」に記している。 

 

＊アーネスト・サトウ（英）（1862年から 25年間滞在、和訳された『英国策論』を著し、当時の名だたる志士達

とも親交があり、明治維新に大きな影響を与えたとされる。） 

＊ジョルジュ・ブスケ（仏）（1872年から4年間滞在、日本の司法制度が機能するための助言や法律の講義を行っ

た。そのため、明治初期の司法制度においてはフランス法の影響が大きかった。） 

＊グイド・フルベッキ（蘭）（1864年長崎の英語伝習所の講師となる。本来は宣教師だが、維新の名だたる志士達

とも親交が深かった。1873 年に政府の法律顧問となる。志士との集合写真「フルベッキ

写真（http://www.nextftp.com/tamailab/verbeck.htm）」が今でも物議を呼んでいる。） 

 

江戸の江戸の江戸の江戸の町町町町事情と事情と事情と事情と公事方御定書公事方御定書公事方御定書公事方御定書（御定書百箇条）（御定書百箇条）（御定書百箇条）（御定書百箇条）    

サトウ、ブスケ両外国人たちの見た、風光明媚で穏やかな江戸から、更に百年前の江戸時代の寛保

3年（1743年）における江戸の町数は「資料による日本の歩み（吉川弘文館）」によれば1618町、家

屋は12万 8575軒、人口は町方約50万人、武家約60万人、寺社約10万人の合計120万人もの規模

であったという。 
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この頃は幕藩体制の安定期であり、経済活動がより一層活発となり、貨幣経済の農村部への浸透、

江戸、京都、大阪等の大都市での人口の増加、都市部における商取引の増大などに伴って、金銭のト

ラブルや都市型犯罪が激増するようになってきていた。幕府はこういった事態に対処するため、訴訟

や犯罪に対する基準を定め、公正な立場で裁判を行う必要に迫られ「公事方御定書（御定書百箇条）」

（寛保2年 1742年）を制定することになる。 

 

＜江戸時代 中期以降＞ 

・ 貨幣経済が農村へ浸透・・・入会、用水、田畑の境界、農民の借金を巡る争いの増加 

・ 大都市部への人口集中・・・都市型犯罪の増加 

・ 都市部の商取引の増大・・・売掛金の未払い、借金の返済、手形の不渡り等を巡る紛争 

 

「公事方御定書（御定書百箇条）」－ 訴訟に対処する基準を定めて裁判を行う方式を導入 

 

「公事方御定書」は「律令」「御成敗式目」と並んで日本三大法典ともいわれ、当時は秘法とされ

ており、老中、三奉行、京都所司代、大坂城代以外は原則として見ることができなかった。そのため

「棠蔭秘鑑（とういんひかん）」「公記録」などの各種の写本が密かに流通していたという。 

 

 

 

左が「御成敗式目」（文政10年 1827年）、右が「公事方御定書（公記録）」（文政4年 1821年）の

写本である。右の公事方御定書は、目安裏書初判之事から始まり御仕置仕方之事までの百三箇条から

なり、条目列挙の後に各条の細目が記載されている。奥書には「評定所掛（三奉行と老中）之外不他

見・・三奉行と老中以外は見るべからず」とされていた。 
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（寛保2年 1742年 3月 27日 「奥書・・右者評定所掛（三奉行と老中）之外不他見也」） 

 

例えば、下図の第七は、「公事出入銘々宅に吟味而仕候事」とあり、その条の詳細文は「公事吟味

の儀、式日立ち合い差出し、即日相済まざる儀は懸かり奉行宅にて日数かけざるよう吟味を詰め、一

座評議の上、裁許申し付事」と記されている。 

（公事方御定書の写本「公記録」文政４年 

 条目第七 公事出入銘々宅に吟味而仕候事） 

 

 

（公事方御定書の写本「公記録」 細目第七 公

事吟味の儀、式日立ち合い差し出し、即日相済

まざる儀は懸かり奉行宅にて日数かけざるよう

吟味を詰め、一座評議の上裁許申し付事） 
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奉行所・・奉行所・・奉行所・・奉行所・・一体化し一体化し一体化し一体化していていていていた行政・警察・裁判機構た行政・警察・裁判機構た行政・警察・裁判機構た行政・警察・裁判機構    

奉行所＝裁判所という感覚からして、弁護士、司法書士のルーツに係わることであり、行政書士に

は関係ないとの認識が学者の一部にさえもあるが、江戸時代は行政（官）が司法（官）を兼ね、行政

役所が警察機構と裁判機構を兼ねていた。つまり、江戸の奉行所は、行政、警察、裁判の機能を一体

として運用していた。従って、行政書士もそのルーツを探る意味からも、先ずは奉行所との係り度合

いを検証してみなければならない。 

 

 

                ＜江戸における裁判の流れ＞ 

 

越訴（非合法）・・直訴・籠訴・駆込訴・強訴（門訴）  ・箱訴（合法）・・目安箱 

 

       道中奉行       江戸の行政・警察・裁判機構 

遠国奉行       評定所（最高裁に相当） 

郡代・代官      三奉行（寺社・勘定・町）          末端機構としての位置 

   

      体制と治安の維持（本流）        恩恵的な側面（傍流） 公事宿（公公事宿（公公事宿（公公事宿（公    認）認）認）認） 

            吟味筋            出入筋 

         （刑事裁判に相当）      （民事裁判に相当）       

              公事師（非公認）公事師（非公認）公事師（非公認）公事師（非公認） 

                                取締りの対象 

町村役人の奥印がないと出訴できない。（内部抑圧・内済勧奨） 

                          目安糺 

   内 

   済        本公事（利子無し）         金公事（利子付） 

勧         ・金銭以外の土地、水利  本目安   ・金銭貸借の争い 

   奨         ・境界・相続・小作人   吟 味   ・売掛金・貸し金 

（月6回開廷）      内済勧奨   （月 2回開廷） 

                                           

                裁許（判決）・・上訴は殆ど認められなかった。 

 

＊裏 書・・「双方の家主、五人組、名主などが立会いの上、熟議を遂げ、七日にしてなお決せざるときは再び訴

え出ずべし」との定型文で、勧解（内済・和解）が奨励されていた。この内済は本公事、金公事と

もに奨励されたが金公事については訴訟人の申立のみで内済（片済口）が認められていた。 

＊下 僚・・下役人のことで、町奉行所では与力・同心、代官所では手付・手代といった。 

＊金公事・・借金銀（利子付のものに限定、時々相対済令の対象とされた。） 

＊本公事・・難渋出入・不法出入・密通出入・強淫出入・家督出入・地所出入・質地出入・小作出入など 

＊仲間事・・仲間内での事業・無尽・木戸銭に関する訴は受理しない決まりであった。 
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＊代 人・・本人の親族・奉公人などで代理人のこと   

＊差添人（訴訟補佐）・・町村役人（公事宿の主人・下代・公事師）等（明治6年に廃止）  

＊（取）扱人・・和解の仲介者（町村役人・公事宿の主人・下代・公事師等）  

＊目 安・・訴（状）のこと  

＊目安糺・・訴状の審査（明治10年に廃止） 

＊差 紙（差日）・・召喚状（召喚日） 

＊内 済・・和解（手続） 

＊済口証文・・和解（示談）文書 

＊口上書（口書）・・調書のこと 

＊裁 許・・判 決  

＊曲 事（越度）・・法律違反、有罪  

＊腰 掛・・訴訟人の控え場所（公事人溜）  

＊身代限・・不断（普段）着以外、全ての財産の没収（強制執行）  

＊宿 預・・微罪者は手鎖（てじょう）のまま、公事宿、町村役人宅などで一定期間謹慎させられた。 

＊腰掛茶屋・奉行所内の公事人控え所に併設された湯茶を出す茶屋で、後には食事の賄いもするようになる。公

認と引き換えに、奉行所の清掃、公事人の呼び込み等の義務を負った。 

＊掛合茶屋・奉行所の近くに店を構えた茶屋で、料理などを供し、公事師と公事訴訟人との内済の場所となった。 

 

「日本法制史（青林書院）」によれば、江戸幕府では領主に一定の裁判権を認め、原則として属人

主義を採っていた。裁判手続には吟味筋と出入筋（目安懸）の両者があり、吟味筋は今でいう刑事裁

判、出入筋は民事裁判に相当していた。吟味筋で裁判される事件を「吟味物」、出入筋で裁判される

ものを「出入物」又は「公事」と呼んでいた。 

この「出入物」には「本公事」と「金公事」があり、金銭債権に関する請求を金公事、それ以外の

ものを本公事としていた。「公事銘」とは、質地出入、売掛金出入などのように請求の内容を表した

訴状の表題（例えば、本公事御吟味願）のことである。 

幕府の裁判では、「公事方御定書」を中心とする法典ないし法令集（御触書・公法纂例・公事録）

と、判決例を中心とする先例が主たる法源であった。裁判は本人訴訟主義が原則で、訴訟代理（代人）

は、本人の親族、奉公人など限定的にしか許されていないが、公事宿の主人、下代らが「差添人」と

して出廷し訴訟行為の補佐をすることが認められており、書類の代書をしたり、訴訟技術を教授した

りしていたという。 

こうした代書に関しては、訴訟以外でも各種の「願」として行われており、この官と民とを結ぶ「代

書」という行為が、明治期の代書人の系譜へと繋がっていくことになる。 

 

江戸の裁判手続江戸の裁判手続江戸の裁判手続江戸の裁判手続と裁許と裁許と裁許と裁許    

次図「武鑑（嘉永二年）」の右上に、南町奉行として名高い遠山左衛門尉（天保年間には江戸北町

奉行、後に南町奉行となる。）の名がある。南町奉行所の担当月は、1、3、6、8、10、12月で、他

の月は北町奉行所の担当である。老中と三奉行による評定は月3回で、2日、11日、21日に行われ、

三奉行の寄合いは6日、18日、27日行われていたことが記載されている。 
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（「武鑑」嘉永二年 1849年 幕府の役職一覧表） 

 

「延寿御江戸絵図」によると、南町奉行所（有楽町駅南側）は数寄屋橋御門、北町奉行所（東京駅

北側）は呉服橋御門を入ったところにあり、北町奉行所の奥に、今の最高裁にあたる評定所（東京駅

西側）が描かれている。 当時の奉行所の敷地は約2500坪ほどの広さで、表門を入った左側に公事人

外溜（控所だが、待ち時間が長いので腰掛茶屋も併設されていた。）その奥にも公事人溜（吟味の順

番待ち所）があった。公事人溜の先には白州、その白州の左上奥にも小さな白州（予審所）があった

といわれている。 

 

さて、目安（訴状）が奉行所に提出されると、奉行所は目安の形式（管轄・公事別など）に違法な

点がないかを審理（目安糺）する。これが済んで本目安（正式な訴状）が出されると、奉行所はこれ

に相手方は何月何日に奉行所に出頭すべき旨の裏書（P4参照）を書いて加印する。 

この裏書された訴状は訴訟人が自分で相手方（被告居住地の村役人）に届ける。村役人は原告と被

告を呼び勧解（和解）を試みるのだが、その期間は７日間である。その後、相手方は「裏見拝見書」

を訴訟人に渡し、裁判所へは返答書を出す。 

期日に訴答とともに指定された奉行所に、訴人が町村役人（町年寄り・名主）などと共に正装して

出頭すると、奉行は双方の吟味（審問）を行う。この吟味は「初対決」と呼ばれるもので、大体の吟

味に留まり、それ以降の詳細な吟味は下僚（下役人）によって、吟味が裁許（判決）に熟すまでは何

回も行われる。 

吟味が熟すると裁許が作成され、奉行より双方に言い渡される。本公事の場合、訴答双方は連署の

「裁許請証文（さいきょうけしょうもん）」を奉行所に提出する。その後、訴訟人は訴状の還付を受

け、裏書の印影を消してもらい、訴状を初判の奉行所に納めて手続きは終了することになる。 

「日本史叢書 法制史（石井良助）」 
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「裁許絵図（表）」  

原本は自地を浅紅色、相手地

を黄色、紛争地を白地とした。 

（神奈川県公文書館） 

 

裁許があると、その裏書に

その地（被告の住所地）で内

済（和解）すべき旨の町村役

人宛の文言が書き入れられ、

これを受け取った町村役人

は内済が成立するように努

力する義務を負わされてい

た。 

 

 

本公事でも、水利や地境に

ついては特別な手続がとら

れ、地境の場合には裁許は論

所（紛争地）絵図の裏に記載

され、これを「裁許絵図裏書」

と呼んでいた。 

 

 

「裁許絵図（裏書）」 

（神奈川県公文書館） 

 

 

公事訴訟の実態公事訴訟の実態公事訴訟の実態公事訴訟の実態    

「世事見聞録（武陽隠士 奈良本辰也）」には、公事訴訟の実態に関してかなり詳細な記述がある。 

それによると、百年前の享保二年（1717年）、町奉行であった大岡越前は聡明な人であり、その公

事を裁く趣向を仄聞すると、その頃は世の中の人の欲情（私利私欲）は未だ薄く、義理の筋が重きに

なることなので裁判もしやすかったという。 

今（1816年）の公事訴訟は、元禄（1688年）・享保（1716年）の頃から見れば十倍にもなる。（こ

の百年で、それ程揉め事が多くなったとの意味と考えられる。）昔は、義理の筋が違うことを争った

が今では人の道の理にはお構いなく、損益と利得のことだけを争っている。今の人間は邪悪の知恵が

深いため、己の欲情を二重三重に隠して巧みに謀りごとをすることが多く、役人もその善悪を見分け

るのが難しくて、吟味にもいちいち手間取っている。 
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○ 江戸近郊の百姓の場合 

関東の国々、特に江戸近郊の百姓は公事（訴訟）に出ることを簡単に思っていて、日頃から常に江

戸に慣れているので奉行所についても少しも恐れていない。また、奉行所の役人が行うことをも見透

かしているような態度である。何かのついでには、殊更に江戸に出たがる癖があり、ややもすれば出

入（争い事）を直ぐに江戸へ持出（出訴）して、その道理の前後も落着（判決）の結果も良く弁えて

いるので、いつも心強く構えている風である。 

 

○ 遠国の百姓の場合 

遠国の百姓の場合は、奉行所はもちろんのこと、先ず江戸という場所に恐れを抱いており、更には

長旅であり旅先での公事のことにて失費（経費）が莫大に懸かり、その上、百姓宿（公事宿）なるも

のは、遠国者を（訴訟に）不案内と侮って無益のことに費用を費やさせる。 

また、吟味役人なる者は真直で恐ろしい者と思い込み、一言半句も間違えては済まず、また言葉を返

しては済まぬことと心得ている。そして、遠国育ちなるがゆえに風俗の違いや料簡（思慮分別）の違

いで役人に馴染まないがゆえになお更に訴の趣意を言い尽くすことができなくて、その心痛は生涯に

及ぶほどである。その上、詮議が手間取る間の心痛に根気もなくなり疲れ、また在所のことを案じ煩

い、雑用に疲れなどして止むおえず内済（和解）などをして、義理分明の白黒をつけずに帰ることに

なる。田畑の耕作への差障りも多いのに遥々と江戸へ出てきた甲斐もない。 

 

○ 富裕な百姓（村役人・名主）の場合 

富める百姓は、身分を忘れ都会に住む者と同じように奢りを構え、公議へ冥加金を上げて奇特者と

なり名字帯刀を御免蒙り、小前百姓（零細農民）を虐げて使い、耕作は下男下女に任せ、田舎に妻妾

を置きながら都会の地にも囲い女などを致し・・（中略）・・あるいは公事出入を好み、暇あるに任せ、

人の腰押し（唆すの意味）をして、僅かなることでも大いなる出入に及ばせ、人の心情に係わるべき

事をもお構いなしである。 

大体に訴訟のことをはじめとして、領主・地頭の用向きで出ているのに、その用事を二の次にして、

世に自分の遊びごとを為し、繁花（賑わい場所）に心を奪われ、公事出入の落着を長引き手間取るの

をかえって歓び、長遊びを致して大金を費やす。その失費は村高総懸かりなどへ割り込み、己が遊興

の失費もかれこれ身を替え紛らわして、年貢諸費用などへ付け替え、終いには小前百姓へ課するよう

になる。 

一体、村役人（名主、組頭、百姓代）なるものは、良く小前百姓を育て上げるように致すべき役目

なるに、今は小前百姓の難儀を厭わず、あるいは家の潰れるを構わず、親・妻子散々になり果てるを

も心に入れず、我が方へ取るべきものは少しも容赦なく取る有様である。 

 

○ 小前（零細）百姓の場合 

小前百姓なる者は、素より何の工夫もなく得失の了見もなければ出入に及ぶこともなく、年中、長

の百姓に挫かれ、たとえ理不尽なる事件を仕掛けられたるも申し解くべき勢いなく、何様の非道に逢

うとも公事訴訟などは失費の力なければ届かないのである。 
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もし強いて訴訟に及んでも、裁判が手間取る内には、公事に勝つともその内に身上を果たす（全財

産を失う）ことに成りゆく故に、勝つべきところまで待ちかねて、訴訟の中途にて内済をいたし、ま

た相手もその非力なるを見込みて、公事の長引くように仕掛けなどすれば、なお更、勝つ公事にも負

けてしまい、また当世流行の賄賂を差し出す力もなければ、多くは訴訟に負けてしまうことになる。 

 

 

訴訟訴訟訴訟訴訟のののの補佐役補佐役補佐役補佐役と内済と内済と内済と内済の実態の実態の実態の実態    

1700年代には、町奉行所への訴訟件数が45,000件を超え、その中で公事が35,751件あり、この

公事の中で、本公事が2,714件であるのに対し、金公事が33,037件もあり、金銭貸借に絡む訴訟件

数は非常に多かったようである。「江戸の町奉行（石井良助）」 

ちなみに管轄の違いはあるにせよ、2006年度 東京地裁への訴訟件数は約３万件、当時の江戸の

人口は十分の一だったのに、訴訟件数は同等以上であった。このため、訴訟に不慣れな者にとっての

訴訟の補佐・支援に対する需要の高まりが、必然的に供給（公事師）を生むことになっていくのであ

る。 

当時の裁判は決着をつけるよりも、大部分は止む無くの内済となってしまい、筋の道理がそのまま

通る裁判とはならなかった。その上、下役人による吟味は結構な日時がかかるので、その間の費用や

出廷日での出費も多かった。 

もう少し具体的に言えば「待機するための宿代、奉行所へ出頭する際の弁当代、その帰り道では付

添い人（名主・五人組など）と茶屋へ立ち寄って、飲食を振舞うことが当たり前のようになっていた。 

また、公事が裁許になればその勝ち負けに関わらず、夫々に謝礼をすることなどで、とにかく支払い

が多かったという。各種文献の記述から推測すると、この当時、宿泊しての公事は一日に約一両程度

が必要であった。 

吟味する役人にしても訴訟の数が余りにも多くて手に余り、また善悪の判断がつきかねることもあ

ったようで、特に、金公事は厳正な裁判を行うほどのことでもなく、私利私欲（当時、利子付きの金

銭貸借は、私利私欲によるものとして嫌われ、内済させられる傾向が強かった。）による者同士のこ

となので、強制的にでも内済をするように仕向けることが多かったという。「江戸の訴訟（岩波新書）」 

 

金公事については、奉行所の白州における具体的なやり取りに関して以下の様な記述がある。 

下役人： 「借金を払わないなら、お前は歳もとっていて大儀だろうが牢へ入れ。」 

下役人： 「二、三日待っても借金を払わないなら、牢へ叩き込んでやる。」 

下役人： 「牢へ叩き込んで一度責めるとお前は死ぬぞ。」 

「江戸の町奉行（石井良助）」 

 

こうして訴訟の内済が整うまでの間は、公事人（師）の仲立ちによる双方を誑（たぶら）かし、賺

（すか）すような世話も多く、当事者達が諦めた結果のことなので、内済のやり方が少々違っていて

も見ぬふり聞かぬふりで済ましていたようである。この公事師による和解交渉の多くは、腰掛（掛合）

茶屋などで行われていたという。 
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内済内済内済内済（和解）（和解）（和解）（和解）証文の例証文の例証文の例証文の例    

「差し上げ申す内済（示談）証文の事」横地晃氏所蔵の古文書及びその読下文 

 

「差し上げ申す内済証文の事」横地晃氏 

読下し文） 

・・・差出人略・・・ 

 

右六人の者共三月二十日坂井与八郎様

御陣屋下裏町七郎平と申すもの宅にお

いて文次郎、兼次郎、紋次郎、三之助右

四人の者とも儀勘五郎、清吉と口論の上

両人へ手疵（手傷）おわせし一件につき、

この度、御双方様御立ち合い、御検使相

済み御吟味中に御座候ところ、前橋竪町

彦四郎、伊勢崎紺屋町源蔵、国定村豊八、

御吟味、ご日延べ相願い訴答の者へ懸合熟談、内済取り扱い仕り候趣意左に申しあげ奉り候 

一 前書、勘五郎儀、當三月中、御代官吉川栄左衛門様御支配所玉村宿仙蔵と申す者の下女誘引、出

し候儀御座候所、右一件につき事起こり文次郎、紋次郎、兼次郎、三之助、右四人の者申し合わせ、

尤も勘五郎、清吉両人の儀は三月五日いセ崎裏町吉五郎方へまかり越、居候につき後よりまかり越し

た両人へ手疵おわせし候ところ両人逃げ出し右騒ぎにつき隣家の者、駆けつけ候所早速四人の者共御

廻勤中の御手に入り（見回り中の警察に見つかり）、恐れ入り奉り、罷有り申し候その上数カ所手疵

を負わされ候儀につき是非、御べつど（裁き）申し立て候所、扱い人とも上より納得、理解におよび

候所、発端両人共、上にても心得違いの儀も御座候所より右の始末に及び候につき理解の趣納得つか

まつり、この上御差し出しにも相成り候ては恐れ入り奉り候旨、申し立て候 

 

これにより抱えもと弥兵衛次兵衛より療治代手当つかまつり、尤も疵処の儀も両人共に平癒仕り候え

ば両人いきどうりの儀は扱い人

貰い受け、双方いささか申し分

なく和融内済相遂げひとえに御

威光と有り難く仕合わせに存じ

奉り候、しかる上は右一件につ

き重ねて双方より御預けがまし

く儀、毛頭御座なく候、後証の

ため済口証文差し上げ奉り候と

ころ、くだんのごとし」 
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人人人人殺しでも内済（和解）殺しでも内済（和解）殺しでも内済（和解）殺しでも内済（和解）    

更に驚くべきことは、人殺しであっても内済（和解）の対象となりえたことである。 

例えば、前掲の「世事見聞録」には以下のように記されている。 

「人の子であった者が喧嘩口論、其の他不慮のことで人に殺された場合、その親は解死人（下手人）

を訴え、相手は牢屋に入れられる。しかし、ここから親族が集まっていま相手を投獄したといえども、

殺された者が生き返るわけでもないので、相手方から相当の賠償金をださせて詫びを入れさせて堪忍

してやるのが良い。 

そこで親は、最初に殺されたと訴えたのは間違いであり、いささか殴られたのを怒って自分のほう

から難癖をつけたもので、その後、病にかかって死んだのが本当のところです。・・と願い出る。吟

味役人も、ご法度を破ることとは承知しているが、元々我が身には係わりのないことであるのでさほ

どの怒りもなく双方がそれで良いのなら、内緒の賄賂も貰った上なので取り下げることにしてもいい

だろう。・・と考えるというのである。 

 

賄賄賄賄    賂賂賂賂    

「吏民必要諺解（作者不詳）」では、元禄期の頃の賄賂について以下のように記されている。 

 

「吏民必要諺解（朝鮮の牧民思想の影響を受けた元禄期の著作）」 

 

「百姓訴えのことあるに財を以って賄い（金銭賄賂）すれば非理をも理に落しめ賄いせざるものなれ

ば理をも非になすなり。本（元）より欲のふかき奉行代官なれば其のおくり（贈）物に心ひかれて無

理のさばきをなすなり。悪風俗となり金銀と唱えて主身するようになり、何になるも金次第よ。 

或いは奉行代官の輩は、人の賄賂をとること近此はいずくにても禁制なりとの法度あるといえども、

借貨と名ずくとて百姓の手前より取りはせぬ。借りて使うなどと云っては取るなり。必ず、時の権威

を振るう者には人がいかほどとも金銀を貸すものなり。それを縄にして、立身をのぞまんが為なり。

贔屓偏顔はせぬものとは思えども、金銀用に立ちたる者を疎略にはなるまじぞ。」 



 - 12 - 

    公認の公認の公認の公認の公事宿・公事宿・公事宿・公事宿・非公認の非公認の非公認の非公認の公事師・公事師・公事師・公事師・下役人下役人下役人下役人の答教の答教の答教の答教        

    

    

「律令」「御成敗式目」「公事方御定書」は日本三大法典といわれている。公家社会の法である律

令では、刑事・民事の区別はなかったので、訴訟代理人というものがが観念として生じる余地はなか

った。「御成敗式目」は、道理に基づいて武家社会を律しようとしたものであり、永らく武家社会に

おいて適用されてきた。 

日本の社会史第5巻「裁判と規範（第九章 内済と公事宿 茎田佳寿子）」の序文によれば「中世

には訴を第三者に委託する「寄沙汰（よせざた）」があり、やがて「寄沙汰」を称する自力救済とし

て盛行し、公武権力によって禁止されたが、その担い手として活躍した寺社本所の沙汰雑掌や神人（じ

にん）・山僧の流れは、近世においては幕府の宗教統制によって途絶えたかに見えるのだが、社会矛

盾の深まりを反映して、公儀の法廷が訴訟に溢れると「寄沙汰」の再生ともいうべき公事師や訴訟の

補佐をする旅人宿が現れてくる。（中略）地方社会での裁決や内済指導を不服とする町民・百姓達は、

より上級の裁判機関の裁決を求めて三都や城下町に入り込む。この町人・百姓の需要に応え、旅宿と

訴願手続の業務を提供し、また各裁判所の業務を分担しながら、公認を取り付けていたのが公事宿で

ある。」と記されている。 

    

    

○○○○    幕府公認だった幕府公認だった幕府公認だった幕府公認だった公事宿（くじやど）公事宿（くじやど）公事宿（くじやど）公事宿（くじやど）    

江戸の住宅地図ともいえる大絵図を見ると、関東郡代（今風に呼べば、関東農政局か・・）屋敷の

左には教練用の馬場があり、それを囲むように馬喰（ばくろ）町の公事宿街があり、馬喰町の北側に

は小伝馬町がある。「江戸名所図会」では、馬喰町の中央に火の見櫓があり、奥に教練用の馬場とそ

れを囲むようにして公事宿街が軒を連ねていた。当時の公事宿外の賑わい振りが窺われる。古川柳に

は「馬喰町 人の喧嘩で 蔵を建て」「諸国から 草鞋踏み込む 馬喰町」などと詠まれている。 

公事宿とは江戸時代、訴訟や裁判のため地方から出てきたものを宿泊させた宿で、公称は「江戸宿」

であるが公事人宿、出入宿、郷宿などとも呼ばれた。江戸では旅人宿と百姓宿に大別される。古くは

八十二軒組百姓宿を江戸宿といったが、後には旅人宿や全ての百姓宿を含めて江戸宿と呼んだ。旅人

宿は馬喰町付近に集中していたので馬喰町・小伝馬町組とも称された。中期以降は約100軒前後であ

った。旅人宿は宿泊者を公事訴訟人に限定することなく、一般旅客を宿泊させた点で百姓宿と著しく

異なる。「江戸東京学事典（三省堂）」 

公事宿は地方では「郷宿」と呼ばれ、今でも石見銀山、生野銀山の麓には郷宿が当時の佇まいのま

ま残っている。 

･「銀の旅路、石見銀山みてあるき http://www.visit-ohda.jp/767.html」 

･「生野町観光ナビゲーション   http://www.ikuno-kankou.jp/」 

 

享保（1716-36）以降、百姓宿が一般客を宿泊させることは禁止された。百姓宿には八十二軒組百

姓宿、三十軒組百姓宿、十三軒組百姓宿があり、株仲間を結成していた。八十二軒組百姓宿仲間は、
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始めは小伝馬町周辺の82軒の旅籠屋から始まったようであり、常に80人前後であった。彼らは公事

方御勘定奉行所と密接な関係（旅人宿は町奉行所と密接であった。）にあり、同所及び評定所に出火

駆付の義務を負っていた。彼らの居住地の過半数が、奉行所近辺の神田、日本橋、麹町にあったのは

そのためである。三十軒組百姓宿は、関東郡代伊奈半左衛門支配所の百姓宿として古くからあり、馬

喰町およびその周辺に集中していたという。「江戸東京学事典（三省堂）」 

 

 

（「延寿御江戸絵図」安政5年新刻） 

 

 

（「江戸名所図会」・・馬喰町の馬場とそれを囲んでいる公事宿街（国立公文書館） 
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〇〇〇〇    公事宿の機能公事宿の機能公事宿の機能公事宿の機能（奉行所の末端機構としての位置）（奉行所の末端機構としての位置）（奉行所の末端機構としての位置）（奉行所の末端機構としての位置）    

「国史大辞典（吉川弘文館）」によると、これら公事宿の機能としては「①訴状の作成と訴訟手続

きの代行があり、提出書類は公事宿が作成した。」「②目安裏書および差紙の送達の代行（大阪では

行われていない。）」「③弁護人機能・・公事宿の最も重要な機能で、白洲における進退駆引きの機

能である。」これを職業とする公事師とよばれるものがあったが、元来は公事宿の主人または手代が

弁護人的役割をやっていた。「④宿預（手鎖の微罪人を一定期間預かる。現在の拘置所のような役割

も荷なっていた。）」「⑤出火駆けつけ（奉行所が火事のとき、消火や運び出しを手伝う義務）」な

どがあった。 

公事宿は宿組三組の株仲間を結成していて、独占営業権を与えられており、夫々が役目や権益にま

つわる由緒をもち、宿泊客の出身地についても得意先ともいえる縄張りを抱えていた。また、幕府は

公認と引き換えに、⑥訴訟のために逗留する旅人の監視の役を担わせた。そして、⑦逗留中の旅人が

私用で外出する際は、行き先の確認を義務付け、⑧経費削減のため名目だけ宿泊にして、他所（店借

り、縁故者宅での宿泊）への宿替えを禁止するなど、公事宿を江戸の訴訟システムの末端として位置

づけていたという。「江戸の訴訟（岩波新書）御宿村一件顛末」 

 

 

○○○○    幕府の公認と引換えに公事宿が負っていた義務幕府の公認と引換えに公事宿が負っていた義務幕府の公認と引換えに公事宿が負っていた義務幕府の公認と引換えに公事宿が負っていた義務    

① 訴状の作成と訴訟手続きの代行 

② 目安裏書および差紙の送達の代行 

③ 弁護人、代書人、旅籠機能･・「本来業務」 

④ 宿預（P5参照） 

⑤ 出火駆けつけ 

⑥ 訴訟のために逗留する旅人の監視役 

⑦ 逗留中の旅人が私用で外出する際、行き先の確認 

⑧ 経費削減のため名目だけ公事宿の宿泊にして他所への宿替え禁止 

 

 

〇〇〇〇「「「「従馬喰町江都見物名所方角略絵図従馬喰町江都見物名所方角略絵図従馬喰町江都見物名所方角略絵図従馬喰町江都見物名所方角略絵図」」」」    

次図は江戸版画の「従馬喰町江都見物名所方角略絵図」で、馬喰町一丁目の公事宿「かりまめや

（刈豆屋）茂右衛門」が出した馬喰町を中心とする江戸名所案内図会である。御定宿とあるので（公

事等に関して）地方の得意先を持ち、こうした江戸の観光案内チラシを宿泊客にサービス（次頁以

降、実情の項参照）したものと考えられる。ご丁寧にも、左下には店の構えまで印刷してある力の

入れようである。この「かりまめや」は結構有名な旅籠だったらしく、落語の御神酒徳利にもその

名前が出てくる。一泊が３００文（７～８千円）程度だったという。 

東京都中央区史によると、この「かりまめや」は、公事宿が消滅した後も明治の４０年頃まで、他の

二十軒ほどの旅籠と共に、馬喰町で旅籠として営業を続けていたそうである。 
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（「従馬喰町江都見物名所方角略絵図」） 

 

 

（「従馬喰町江都見物名所方角略絵図」 公事宿「かりまめや」店構えの図） 

落語「御神酒徳利」 

馬喰町に刈豆屋という旅籠があった。師走十三日は年に一度の大掃除。ご先祖さまが徳川家よりいただいた家宝

の御神酒徳利を盗られでもしたらたいへんだと、かよい番頭の善六がとりあえず水瓶のなかに沈めておいた。こ

こまでは上出来だったが、なんと善六はそのことをすっかり忘れてしまった。さあ刈豆屋では「大事な御神酒徳

利がなくなった」と大騒ぎ。家へ帰った善六は水瓶のなかへ入れておいたことを思い出したが、いまさら「自分

が忘れておりました」とはいい出しにくい。そこで、女房の入れ知恵もあって、そろばん占いで徳利の行方を占

うということにした。適当にそろばん玉をはじいて台所をウロウロ、とどのつまり水瓶のなかの御神酒徳利を見

つけ出すという企みがまんまと図に当たり、主人をはじめ、みんな大喜びで祝宴がはじまった。たまたまその日

に泊まっていたのが、大阪の鴻池善右衛門の支配人。その支配人が善六に「是非大阪までいってほしい」と頼み

込む。（･・後略 出典Wikipedia) 
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「江戸の旅人宿は公事宿と名づけ、官府に用ある者を泊するを旨なり。ゆえに、京阪のごとく

美制の宿（求めに応じて豪華な寝食を提供する宿）これなく、旅泊は甚だ劣れり。膳部（食事）

も粗にして二食を供し大概は248文（一泊二食で約6,000円）なり。貴価（良い部屋）の宿賃は

求めても応ぜず、また京阪のごとく食類、各席に出さず、衆客を台所に集めて食せしむ、朝夕と

も然り、しかも自宅に浴室あるもの稀にて多くは銭湯に遣る。旅人宿は馬喰町に群居す、その他

諸所に散在するものもその制皆同前また江戸の旅人宿のみ出庁には惣代（番頭・手代）と号して

旅宿の主に代わり出庁のことを掌り、訴状上疏（上申）などの兼筆する者あり、坊間の名代（代

人）に比すべき職なり。この職、私業にあらず公行なり。」「守貞漫稿（江戸の訴訟（岩波新書）」 

 

こうした公事宿の雰囲気を知るものに、葛飾北斎の「馬喰町」がある。公事宿で吟味や裁許の連絡

を待つ間何もすることがなく、かと言って長逗留で江戸見物にも飽き、欠伸をしたり按摩をしてもら

っている所在なさげな百姓たちの様子が描かれたもので、前掲の「かりまめや」の図と共に当時の雰

囲気がよく伝わってくる。 

 

 

（「馬喰町公事宿（葛飾北斎）」 東京国立博物館 ＴＮＭ Image Archive） 

 

奉行所での吟味は毎日行われるのではなく、前掲の御宿村の名主の場合では、第一回目は102日間

も公事宿（山城屋弥市方）に宿泊し、奉行所への出頭が13日、呼び出しが5日であり、訴訟に関す

る用は8日間に一回程度であった。それ以外の日は、公事宿の監視もあり何度も物見遊山に行くわけ

にも行かず手持ち無沙汰で何もすることがなくなってしまうのである。 

こうして二年にも及んだ吟味と、三回に亘った江戸での逗留（総日数約200日）に要した額は総額

で241両であった。この費用の精算（村内での持高負担割合の決定）に要した年月も一年半にも及ん

だという。小さな村は、訴訟費用にも事欠くほど全体的に困窮していたことが窺われる。 

江戸も中期頃になると、銭湯が8文、かけ蕎麦が16文であった。かけ蕎麦が現在の4～500円とす

ると、一両は約8～10万円程度となる。この御宿村の場合（江戸の後期）は、一両が3～5万円程度
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なので、訴訟費用は少なくとも700～1200万円以上かかったことになる。幕末にはインフレのため一

両の価値が5000円程度にまで下がったともいわれている。 

 

 

（「浅倉一代記」 馬喰町公事宿での一場面 千葉県立中央図書館） 

 

この御宿村名主の訴を公事方御定書に当てはめて見ると、その弐四（次図の左側）に「村方出入二

付江戸宿雑用並村方割合之事」とある。この条目の内容は「村を上げての訴訟に関する江戸宿（公事

宿）での費用に関する割合の事」の意である。その細目の条内容は「公事或は①①①①    願の儀願の儀願の儀願の儀に付き江戸

宿へ詰居り候内の雑用は、双方共に一村へ係り候儀は銘々持高割で申し付く。その身一分の出入は当

人より出すべし、若し、差出し難き身上に候は親類での割合に申し付く。然れど邪な不届の儀願い候

を五人組の者共存じ候ながら異見を加えず、その分に捨置き相願い候はば不埒に候、右の類は五人組

にも割合申し付け候」と記されている。 

次頁条目の弐四に記されている「江戸宿」とは公事宿の公称であり、この公事方御定書の記載から

も分かるように、幕府から名実とも公認されて奉行所機構の一端に組み込まれた存在であった。 

 

[条目 弐四の意訳]・・村を上げての訴訟事・願事は、その村人の石高に応じた負担とし、単独での

訴訟事は当人の負担とする。一人で負担できない場合は親類も共同して負担すべし、定めに合致しな

いような訴であるのに、五人組が異（意）見も唱えずそのままにしておいた場合は、五人組もその割

合で訴事の負担を申し付ける。 
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（「公事方御定書」その弐四  村方出入二付江戸宿雑用並村方割合之事） 

 

公事に関する幕府の御触書 「御触書（天保）集成」より 

＊享保 7 年（1722 年）町名主への達し「公事については（奉行所の）控所に詰めている間は勿論、

公事人の手間に掛かる入用分は、町の金で賄うよう致す事」 

＊天明 8 年（1788 年）幕府から代官・手代への達し「百姓郷宿（公事宿）より音物（進物）は一切

受けぬようにすること」 

＊寛政元年（1789年） 「大坂の郷宿（公事宿）は明和9年（1772年）以来9人で株仲間を結成し

上納金を納めているが、村方百姓が旅宿する間は九軒以外に宿泊することもできず、手狭であり

又宿賃や飯料も高値でお構いなしで難儀していると聞くので、株を差し止める。その間は何処へ

泊まろうと勝手であるので村々に申し渡すべし」 

（注）この御触書では、前掲「守貞漫稿」の内容と多少異なっている。 

 

 

江戸以外の地方の事情江戸以外の地方の事情江戸以外の地方の事情江戸以外の地方の事情    

一方、江戸の外にも眼を向けて見ると、大阪や京都（京都では「二条陣屋」が有名）では高利貸し

が郷宿を兼務するようになっていた。当時の江戸と大阪では、取引に関する法の仕組みが異なってお

り、商業の発達していた大阪では債権の保護に関しては、江戸よりも手厚く回収も厳格だった。 

大阪奉行所の管轄は、摂津、河内、和泉、播磨、山城、大和、近江、丹波、中国、四国、九州と広範

囲であり、江戸に見られる「切金」の仕組はなかった。 

 

＊切金・・江戸の貸金訴訟では、３０日以内に支払えとの判決が出ても、その一部でも支払えば返済期限が延長

できた。数両程度なら1年は日延べができ、それでも払わなければ身代限りとなった。 
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「大阪町奉行と支配所・支配国（渡辺忠司）」によれば、庄屋・郡中惣代を引退した者の中にも取

扱人となった者の存在も明らかにされている。それは、摂津国西成郡江口村の田中善左衛門で、彼は

引退後の安政3年（1856年）頃から郷宿（公事宿）に常詰し、故意に郡中の村々に争論を起こさせ

て、争論の取扱人を渡世（生業）として仲介料を得ていたいたことが古文書から知られている。現役

中においても、前掲「世事見聞録」の記述にも見られる如く、公事についてはあくどい関与をしてい

たであろうことが伺われる内容である。 

その中身は、郡中の村々の争論に取扱人として介入し、賄賂を代官・手代や大阪町奉行・与力に取

り次ぎ、これらを渡世（職業）同様にしていたというものであった。この背景には、善左衛門が代々

庄屋・年寄・百姓代のいずれかを務める家柄であり、大阪町奉行所とは懇意の百姓であることと、ま

た、奉行所が取扱人として指名するという後ろ盾があった。謂わばこれは代官・町奉行所が地域統制

の一環として、訴訟・争論の仲介をさせ内済させるように対処させたもので、与力・同心・手代らの

職務の一部代行でもあった。この善左衛門は当事者からの口書の作成、争論の原因の確認、それに基

づいた両者の対決など、裁許申し渡しまでに至る必要事項の全てを代行していたという。 

 

また、直轄領である日光にも日光目代や日光奉行と深く係りあい、「日光宿」と呼ばれて活躍した

公事宿が存在していたという。日光宿は謝礼を受けて訴訟に馴れない者たちの訴訟行為を助けた。 

すなわち、目安や②②②②    願書等の文書を作成願書等の文書を作成願書等の文書を作成願書等の文書を作成したり、訴訟に必要な知識・技術を提供した。時には本

来差添人となるべき町村役人とともに奉行所まで行き、白州に臨んだ。対象となる訴訟事件は日光領

内の出入筋であり、吟味筋や支配の異なる村との事件は扱えなかった。支配違いの村との場合は、江

戸が訴訟の場となり江戸宿が関与することになる。「日光の司法（竹末広美）」 

 

 

○○○○    非公認だった非公認だった非公認だった非公認だった公事師公事師公事師公事師（くじし）（くじし）（くじし）（くじし）    

公事師（くじし）とは、江戸時代に存在した訴訟の補佐を業とした者で、その多くは公事宿の手代

などが独立してなったもので、出入師（でいりし）・公事買（くじかい）などとも呼ばれる。 

明治期に代言人・代書人制度を経て、日本における（行政書士・司法書士）弁護士制度の源流となっ

たとされているが、この公事師は現在の事件師にあたるもので、その性格や社会的評価は大きく異な

っていたようである。（Wikipedia） 

 

公事師には当事者の依頼を受けて必要な手続方法や訴訟技術を教示したり、必要な書類の作成代

行を行ったりするなど、旧来の代筆的業務に留まる者もいたが、さらには内済（和解手続）の斡旋を

行ったり時には親族や町村役人に成りすまして法廷に出廷して訴訟を補佐したり、古い借金証文や売

掛帳面などを買い取って出訴して、相手側に内済（和解）を迫って金品を得るなどの行為を行った者

もいた。「日本法制史（青林書院）」 

 

そのため、江戸幕府は公事師を不法な存在であるとして取り締まりの対象とし、これを抑制・禁止

する御触れを繰り返し出していたが、実際には幕末まで後を絶たなかったという。 

こうした御触書の背景には、貨幣経済・商品経済の農村部への浸透に伴う金銭トラブルの仲裁や百姓
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一揆等の経験を経た、いわゆる「紛争馴れ」「仲裁馴れ」「公事馴れ」した者が出現してきたことにも

一因がある。この公事馴れした者の一部が、やがてそれを生業とした公事師となっていったのであろ

うことは、前述した江戸近郊百姓や裕福な百姓の項を参照してもらえば、ある程度の察しがつくので

はないだろうか。 

 

なお、「町奉行（稲垣史生）」には以下の記述がある。煩雑な訴訟手続きは、民事訴訟の全般にいろ

いろな矛盾を含んでいて、せっかくの正当な訴えも途中で挫折するのは明らかである。このような制

度の不備に付け込んで、公事師、公事買いと称する者が現れた。 

他人の訴訟を引き受けて手続や要領を伝授する。ときには訴人が病気だと偽り、代人として白州へも

出た。物慣れていて快弁を振るうので頼んだほうにきわめて有利である。吟味中の対決などでは完全

に相手を言い負かした。それが一つの商売となって、訴訟に勝てば莫大な謝礼金にありついた。今日

の弁護士に似ているが公事師は決して公認のものではなかった。 

 

 

幕府触書で公事（師）に関する達し 「御触書（天保）集成」より 

 

１．文政10年（1827）4月「村々之内に公事師と唱える者が出入の腰押等致し村方を騒立候」 

２．天保6年（1835）6月 「庄屋勤中出入の腰押いたし領主役場之申渡不相聞候」 

３．天保13年（1842） 「賄賂・音信等取持ヶ間敷」ことをしないこと。「腰押ヶ間敷」ことを

しないこと。（取持ヶ間敷・・仲介・斡旋のようなこと、腰押ヶ間敷・・唆すようなこと） 

４．文政5年（1822年） 大目付へ、「貸金銀、売掛の出入公事の際、公事馴れた者を同居の親類、

あるいは召使と称して差出し、または相手方へ掛け合うもならず出訴した故が、相手が死んだ

り所在不明或いは名前違いが毎度ある。その上、滞納がないものにまで（出訴すれば）相応に

済ますのを見込み徒に出訴する。その外、貸金を貧窮に付込み質地の証文を取り又は高利にて

貸付け小作米の名目にしているとも聞く。近来出訴は猥になり、奉行の裏判（判決文）を軽々

に心得ているのは不埒である。若し公事馴れし者を同居の親類、あるいは召使と偽りその外不

埒な出訴は本人は勿論、村役人共までも吟味の上、急度可申付候」 

 

 

＊「取扱人」・・公事宿とも公事師とも違う、奉行所公認の公事取扱（仲介）人である。その意味では明治期の代

言人・代書人に一番近い存在ともいえるが、賄賂や人的な繋がりによる地域限定の特別な存在とも

いうべき者である。 

＊「莫大な謝礼金」・・事件によっては100両～200両位せしめたとの記録もある。もっとも、その中のある程度

は役人等に対する賄賂であったから、自分自身の取り分はもう少し少なかったことになる。 

＊「賄賂と付届け」・・賄賂と違い付届けは公認であり、受取書も渡された。「町方に関係ある向きは御用願と唱、

盆暮・年始等に国産物或いは目録を役柄に拘りなく送り来る。その源由は先祖巳来の習慣にて候向

きも、願事彼是不正を謀らんとするに非ず」（「江戸町奉行事蹟問答」人物往来社） 
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当時は訴訟に代人は認められず、訴状の代書さえも禁じられており、、出廷人は代理を禁じられて

いた。そのため病人には付添人を許されていた。本当の病気なら仕方がないが、公事師はそういった

盲点に付け込んで（付添人として）蔓延ったようである。これでは公平な裁判はありえないことにな

る。 

こうした公事に関する制限を取り除き、簡便に訴える道を開くために、八代将軍吉宗の1721年に

「箱訴（目安箱）」の制度が実現した。これについて、旧幕府の役人からの聞き取り問答集である「旧

事審問録（東京帝国大学史談会編）」によると、目安箱は毎月2、11、21日（「武鑑」P6参照）に評

定所の門前に設けられ、誰でも入れられるようにしていた。その後、錠を下ろして直接将軍の手許に

差し出したので、老中も途中で知ることはできなかったという。それは老中自身が告発されていない

とも限らないからである。例えば、伏見奉行であった小堀遠江守は、賄賂に関する箱訴から家が潰れ

てしまったそうである。しかし、この箱訴での訴状が取り上げられることは、年に一度あるかないか

の程度であり、とても機能している状態とはいえなかったという。 

 

 

○○○○    下役人下役人下役人下役人達達達達のののの副業・・副業・・副業・・副業・・答教と答教と答教と答教と代書代書代書代書行為行為行為行為    

前出の① P17,② P19からも知れるように、奉行所に対しては公事以外にも行政的な施策に関する

お願い事である「願」の題目があり、各種の「願事」も頻繁に行われていた。また下記③④の記述か

らは、下役人達も副業的に「訴事・願事」の指南や代書等をしていたことが伺われる。 

 

③「公務の弁理を謀らんとするためなれば、公務の余暇には願人の用弁をするなり。御用頼みへ

留守居駆付け来れば直ちに例証を取調べてこれを教ふ。答教を受けたる者も錯誤なく、安心し

て事務を弁ずるなり。」（「江戸町奉行事蹟問答」人物往来社） 

 

④一般的に「手許役（下役人）」というのは、百姓、町人が役所に出す書類の代書を内職にして

いて裕福だったという。（「江藤新平と明治維新」鈴木鶴子） 

 

しかし、表書から見る限りでは「公事」と「願」の使い分けは特に為されていなかったようで、公

事でも願（例えば、「本公事御吟味願」等の名目）の表題が多く使われていた。つまり、全てがお上

に対しての御願い事であり、お伺い事だった。 

これをもう少し具体的に区分すれば、「願」の場合は、町村民、町村役人等から郡代・奉行所への

各種のお願い事として、例えば嘆願・請願、許認可願、措置の許可等（「立木払い下げ願、開墾願、

拝借願、株の譲渡願」）が「願」の意味であり、事業や当該行為の許諾のための「訴」のことである。 

この「願」が、行政書士から見た場合の行政役所としての奉行所に提出する書面の系譜に繋がり、

訴訟事である公事についての「願」の場合は、弁護士・司法書士の系譜へと繋がることになる。 
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公事・公事師・公事・公事師・公事・公事師・公事・公事師・公事宿公事宿公事宿公事宿・下役人・下役人・下役人・下役人へへへへの小論の小論の小論の小論    

    

    

公事に対する幕府の基本的な姿勢は、吟味筋（刑事事件）の統制を通じて、身分制度の維持と治安

の安定を図ることに重点を置いていた。そのため、出入筋（民事事件）に関しては、上から下への恩

恵的な行為としてしか捉えていなかったため、原則として訴答双方の内済（和解）を基本とし、出訴

～裁許～裁許後までもそのことを半ば強制し、かつ積極的に奨励もしていた。これは共同体組織の上

に立つ町村役人を奉行所の末端として位置付け、多くの公事は内済で済ますように仕向けたことから

も窺える。 

公事方御定書の制定や目安箱の設置に見られるように、幕府は訴訟制度の改良に苦心はしたが、幕

藩体制による人民の二重支配や百姓一揆の多発に見られる、身分制度による百姓からの搾取、徹底し

た上意下達、公認とまでいえる状態の賄賂、町村民のお上（法）に対する意識の変化が存在する限り

において、根本的な解決策とはなりえなかったのである。 

 

また、公事宿と公事師の関係も微妙である。つまり、非公認の公事師の存在と公認の公事宿の立場

公認と非公認を分けたものは何かと云うことである。 

思うに、江戸へ公事や願事のため出てきた百姓達が長逗留を覚悟で泊まる場所は、奉行所や郡代屋敷

になるべく近い宿屋街である。宿の主にしても公事に長けていなければ、宿泊した客に対して何かと

算段が悪かったろうし、そこに必然的に公事馴れした者達が寄り付くようになり、やがてある者は取

り入って宿の番頭・手代になり、訴訟の補佐や代書行為を行うようになる。こうした公事師の一部で

法外な報酬を得ていた者の中には、宿そのものや茶屋まで買い取って、そこの主人にまでなっていく

者もあっただろうと思われる。 

 

こうして「公事・願事」に対する需要の高まりが、更に公事馴れした者達を呼び込み、馬喰町には

一大公事宿街が形成されて行ったのではないか。奉行所にしても訴事雑用への便利さから、公事宿を

訴訟に関する指揮・命令系統の人的・物的な末端拠点として利用するようになり、公事宿は冥加金を

納めて幕府公認の公事宿となって、営業独占の株仲間を形成していくようになる。 

また逆に、公事宿の手代等が独立して公事師になったような場合は、奉行所の指揮・命令が可能な

公事宿と違って物理的な末端拠点とはなり得ず、個々への統制もきかなかった。そのため彼らは、宿

街、茶屋、争論の起きた村々を持ち場として、個々に暗躍したのではないかと推測される。 

 

更に、この時代の与力・同心等の下役人達は、代々が世襲制でありその積み重ねられた経験によっ

て、裁判や民政の書類を難なくこなしていたといわれている。そうした立場から、江戸時代において

下役人として働いていた者の中には、町村民と役所との間にあって副業的に答教や代書をしていた下

役人の存在も文献からは知られている。 

こうした者達（公事宿の主人・手代・公事師・公事馴れした町村民・下役人）の一部が、明治初期

に誕生した代書人、代言人の系譜へと流れていったであろうことは容易に推察できるのではないだろ

うか。 
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―この節のまとめ― 

 

①これまで見てきたことから判断すると、当時の「公事師」といわれた者達は、どう見ても「行政書

士の源流」とはいえるような代物ではなく、今の事件師・示談屋の類であったことになる。 

現に、幕府も公事宿は奉行所の末端組織として位置付けて公認していたが、公事師に対してはこ

れを不法であるとして、取り締る御触を何度も出していたことが記録に残されている。  

 

②従って、幕府の公認であった「公事宿の機能としての願などの代書や訴訟の補佐を行った行為」と、

非公認であった「公事師という事件師的な生業の者達の活動」とは、行政書士のルーツを探る意味

からすると、重複した部分は存在しているものの、当然には並立しないものとして考えなければな

らないことになる。なお、公事師の多くは公事宿の番頭・手代等が独立してなったものとの記述も

あるが、古文書からは、百姓・町人の中で口達者な公事馴れした者の存在があったことも記されて

いる。 

 

③町村役人やその隠居者の中には、公事に対する経験と賄賂によって、奉行所から正式に「取扱人」

として認められ、訴訟を仕切って内済（和解）にもっていく者も存在していた。 

 

④与力・同心などの下役人は、代々が世襲制であり、その積み重ねられた技量と経験によって裁判や

民政の書類を手際よくこなしていたといわれている。そうした立場から、江戸時代において下役人

として働いていた者の中には、町村民と役所との間にあって副業的に答教や代書をしていた下役人

の存在も記録として残されている。 

 

⑤幕末にヨーロッパへ行った幕臣たちの中には、公事師とは異質な、しかも律書（ナポレオン法典）

に基づいて訴訟の仲立ちを行う者の存在を見聞してきた者もいた。 

 

⑥幕府の司法制度は、国民に対する私権の保護に欠けるとして、欧米から治外法権などの不平等条約

を締結させられた原因ともなった。このことへの解決策の策定が、明治政府の一大懸案事項ともな

っていくのである。 

 

どうやら、この辺りに焦点を当てることができれば、明治の初期に誕生した代書人の由来を求める

ことができるのではないだろうか。こうした経緯を辿りながら、明治元年の5月、江戸の行政と司法

を司ってきた奉行所は廃止されることとなる。 

 

「今般江戸鎮台被差置候二付、寺社・町・勘定三奉行被廃、別紙之通被仰付候條、諸事是迄之通可被

心得候事。但寺社奉行ハ杜寺裁判所、町奉行所ハ市政裁判所、勘定奉行所ハ民政裁判所ト相唱へ可申

事。右之趣被仰出候間、不洩様可被相触候事」 
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    明治明治明治明治時代時代時代時代・・・・・・・・代書人代書人代書人代書人のののの誕生誕生誕生誕生    －司法職務定制と訴答文例－－司法職務定制と訴答文例－－司法職務定制と訴答文例－－司法職務定制と訴答文例－        

    

幕臣幕臣幕臣幕臣達達達達の見た仏蘭西の見た仏蘭西の見た仏蘭西の見た仏蘭西の司法制度の司法制度の司法制度の司法制度    

1867年、パリで万博が開催された。そこへ随行した幕府の外国奉行であった栗本鋤雲のフランス

見聞記「暁窓追録（岩波文庫）」にはこう書かれている。    

「プロシア・イタリア・オランダ・スペイン等傍近の大国、皆この書（ナポレオン法典）に頼り各々

自国の律書を改定し、遂に英国の律学者も律書はナポレオンコードに依り定めざるを得ずと云うに至

れり。余既にこの説を聞き又その微を見て、極めてその書の政治に要なるを知り、訳司（通訳）をし

て速やかに翻訳せしめんことを欲せり。また訴訟の媒（なかだち）を為す者あり。我が国の公事師な

る者に似て大いに異なり。能く律書を諳（そら）んじ正直にして人情に通じる者を選び、官より奉金

を給して凡そ鄙野の人、言語に訥なる者必ずこの媒者に謀り、しかる後に出訴せしむ。媒者能くその

情実を尽くして、訴う可きの理あれば助けて訴へしめ、その理なければ諭して止めしむ。」 

更に、パリ滞在中には、日本人の清水卯三郎が商取引（このフランス語による商取引の約定書は箕

作麟祥が作成したという。）の齟齬により、パリの商人から訴えられたが、その裁判の印象について

こう述べている。「その情実を訊ね定めて、ナポレオンコード何条の律に従い、その曲直（正、不正）

を判じて某々の科に処せり。・・（中略）・・頭領（裁判長）の裁許公平にして人意に適すれば、皆、

手を拍し喝采し、即晩新聞紙に上げて都府に充布し不公平なるも亦然せり。」（同書P142～P145） 

栗本はパリに滞在中に、佐賀藩の佐野常民（日本赤十字の創立者）と邂逅し、このナポレオン法典

とそれに基づいたフランスの司法制度の秀逸さを話し合っていたようである。そして、佐野と後に司

法卿となった江藤新平は、奇しくも同じ佐賀藩出身者である。 

本書の著作年は明治2年だが、こうした幕臣達の洋行組は、既に幕末の時代において、フランスの

司法・裁判制度や（媒者とだけ記しているので、その名称までは判らなかったようであるが・・）媒

者という者の役割が理解できていたことになる。 

後に司法卿となり、司法職務定制を制定した江藤新平も、明治2年に出されたこの書を読み、ある程

度の感化を受けていたであろうことは、十分に推察できるのではないだろかろうか。 

 

また「航西日乗（成島柳北）井田信也 岩波文庫」には、明治6年 1月 22日、（パリの）裁判所

に行き白州を見る。恰（あたか）も聴訟の最中なり。罪人は女にて法官の前に立つ。けだしその夫を

殺せしの疑いある者なり。証人二名、交も出でてその罪状を説く。傍聴人数十名、皆粛然としてこれ

を聴けり。審議中、黒衣の我邦の坊主の合羽に類するものを着し、喉下に一布を垂れし者頻繁に往来

す。是れローエル、即ち代言人なり・・と記されている。 

 

 

仏仏仏仏蘭西法の模倣だった蘭西法の模倣だった蘭西法の模倣だった蘭西法の模倣だった司法職務定制司法職務定制司法職務定制司法職務定制とととと訴答文例訴答文例訴答文例訴答文例 

わが国においては、明治維新によって絶対主義国家が成立したものと考えられ、中央集権による上

からの資本主義化の道がとられた。身分制度が廃止されたことに伴う抑圧からの開放は、訴訟事の増

大をもたらしたであろうし、政府はそれへの対応を迫られていたはずである。 
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「現代法（岩波書店）」によれば、この国家の基本的性格は、上からの近代化でありその趣旨は政府

の司法・行政全ての機能を通じて貫徹しており、裁判機構・裁判手続を例外とするものではなかった

としている。こうした中の明治2年 12月、制度局中弁であった江藤新平は、副島を通じて箕作麟祥

（みつくりりんしょう）からフランス刑法（新律綱領）の翻訳原稿を受け取っている。 

翌3年になって、江藤は箕作にフランス民法の翻訳を命じ、同年9月から民法会議を開催している。

明治5年になり、仏蘭西法を模倣した我が国初めての裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」に

よって、各府県に裁判所が設置されることになり、初めて「証書人、代書人、代言人」の順でその職

制が定められた。訴訟は原告・被告共に町村役人が差添人として出廷しなければならず、判決が出た

後は町村役人がその処理（執行）をするように規定（司法職務定制第７２条）されていた。 

しかし、その翌年には差添人は廃止（訴答文例）され、代書人が差添人以上の役目を担う代書人強

制主義が採用されることとなる。 

 

代書人職制の意義については、国民に対する国家の紛争解決手続きへの積極的介入（文字や文書を

書けない人民の存在、裁判の公正さと迅速性の確保）と、そこにおける当事者の自立性の脆弱さの反

映が、本来、当事者の代理人として権利擁護の責任を果たすべき存在たる代書人も、裁判所の下請け

機関・窓口機関と化せられるに至る「現代法（岩波書店）P303」との記述も見られるが、明治の初期

にあっては、そこまでさえも至っていないのが実情であった。 

この職制内容を具現化したのが、初の民事訴訟法とも云うべき、翌年の「訴答文例」における定型

書式（訴状）の文例であり、裁判所の下請け機関として、つまりは司法・行政の円滑な実施に寄与す

るものとしての代書という「要様式行為」を通じた強制主義として現れているように感じられる。 

「司法職務定制」では、代書人・代言人等の仕組みは定められたが、彼らは事実上まだ存在も機能

もし得ない状況にあった。そのため明治5年の時点では、幕藩体制から続く町村役人等が、以前と同

様の差添人の役割と、民事における判決後の執行役をも担っていたものと考えられる。 

 

 

（「司法職務定制」第41条～42条 明治 5年 8月 国立公文書館） 
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（「司法職務定制」第43条～ 明治 5年 8月 国立公文書館） 

 

 

（「官等誌」（明治5年 8月 司法省官等表） 

 

左端の「明法寮」とは、フランス法の研究を目的として、明治4年 9月に司法省内に設置されたも

ので、フランス人のブスケ、ボアソナード等が教鞭をとった。翌年4月には明法寮において民法編纂

のための民法会議が始まっている。ここでの会議は、西洋の民法をそのままわが国に当てはめようと

した性急さと、日本古来の慣習を無視したものであったこと、壬申戸籍との整合性が図れなかったこ

と等によりその後中断され、編纂作業は司法省に移ったが、再び中断されてしまうこととなった。 

この明法寮の出身者の多くが、裁判官や検察官となって明治の司法を支えることになり、後に東大

法学部に統合されることになる。 
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1872年（裁判所構成法に該当） 

「司法職務定制」 明治５年８月・・代書人・代言人は任意主義、 町村役人の差添人強制 

第四十二条 代書人 

第一 各区代書人ヲ置キ、各人民ノ訴状ヲ調成シテ其詞訟ノ遺漏無カラシム、但シ、代書人ヲ用

フルト用ヒザルト本人ノ情願ニ任ス 

第二 訴状ヲ調成スルヲ乞フ者ハ其世話料ヲ出サシム 

 

1873年（民事訴訟法に該当） 

「訴答文例」明治６年７月・・代書人強制、 代言人任意、 町村役人の差添人廃止 

第三条・・原告人訴状ヲ作ルハ必ス代書人ヲ撰ミ代書セシメ自ラ書スルコトヲ得ス 但シ従前ノ

差添人ヲ廃シ之ニ代ルニ代書人ヲ以テス   

第四条・・訴訟中訴状ニ関係スル事件ニ付被告人ト往復スルノ文書モ亦代書人ヲシテ書セシメ且

代書人ノ氏名ヲ記入セシム可シ若シ代書人ヲ経ザル者ハ訴訟ノ証ト為スヲ得ス 

 

1874年 

「訴答文例（改正）」明治７年７月・・ 再び代書人任意主義 （親戚・朋友を差添人とするも可） 

一 原告人被告人訴状答書及ヒ雙方往復文書ヲ作ルニ代言人ヲ撰ミ代書セシムルモ又ハ代書人ヲ用

ヒスシテ自書スルトモ総テ本人ノ情願ニ任スヘキ事  

一 原告人被告人ニテ代書人ヲ用ヒサル時ハ親戚又ハ朋友ノ者ヲ以テ差添人トナシ訴状答書ヘ連印

セシムベキコト  

 

○ 証書人・・明治5年 8月の「司法職務定制」で証書人（後の公証人）、代書人、代言人の順でそ

の職制が定められたが、証書人については制度はできたが人がいないため、各区の区（戸）長、副

区（戸）長が書類に奥書をすることが常であり、実際のところ、この当時に証書人が活動したよう

な形跡はない。この制度自体は取りあえずフランス法の模倣をしたに過ぎず、明治19年の公証人

規則制定までは全く機能しなかった。 

 

○ 代書人・・「訴状を調製して遺漏なからしむ」ために置かれた。翌6年の「訴答文例」では、原

告は訴状を作成するについて、必ず代書人に代書させなければならず、代言人は作成ができないと

されていた。この頃の訴訟手続きは、書面中心（証拠）であり、代書人が代言人よりも上位に位置

しており、本人でさえも補充的に供述することができる程度に過ぎなかった。 

 

○ 代言人・・代言人について言えば、当時は正規の法的な教育を受けた者は少なく、その数を満た

すために、公事宿の主人や手代を無試験で代言人として認めていた。 

「司法職務定制」第35条では、被告人が同伴するなら代言人を用いるのは任意である。しかし答

弁は本人がしなければならないと規定されていた。つまり、制定時の代言人の地位は、あくまで

も単純な訴訟の補佐役に過ぎなかった。 
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この「三職」に共通した問題点として浮かび上がることは、明治政府は近代的な法制の確立を急ぐ

あまり、制度だけは創ったが人的・質的な整備は全くなされないままに、取り敢えず（仮）施行し

たことである。各種文献から浮かび上がってくる代書人職制の立ち遅れた背景と、法制度の不備か

らくる数々の矛盾点を見ながら、明治初期の代書人像を探ってみることにする。 

 

 

（明治6年の「本公事御吟味願」愛知県権令宛  訴訟人 樋田與八） 

 

この訴状では代書人は記載されていないが、同年には代書人を強制とした訴答文例が制定される。

その第三条では・・原告人、訴状を作るは必ず代書人を撰び代書せしめ、自ら書することを得ず。 

但し従前の差添人を廃し、之に代わるに代書人を以ってす。・・と規定されていた。 

 

 

               （「訴答文例」 第二章代書人ヲ用フル事 明治6年 7月） 
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（「訴答文例」訴状の式・・原告人・被告人・代書人の各欄が設けられている。） 

 

下図は、素行善良な二十一歳以上の成人男子なら（誰でも）代書人、代言人になれた頃の訴状で 

明治 7年 10月 三重県権令宛「貸金滞納催促訴」である。この訴状の中央には、代言人と代書人の

署名捺印があるのだが、左側の文中には「親類の竹内何某に代言を相頼み・・」と記載されている。 

明治 6 年の「本公事御吟味願」には、代書人の記載がなかったことは先に述べたが、その後、訴答

文例の制定による代書人、代言人を用いなければならない旨が浸透し始め、こうした訴状にも代書人

代言人の文字が見られるようになってくる。 

    

 

（「貸金滞納催促訴」三重県権令宛 明治7年 10月 28日）    
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公事宿はどのようにして公事宿はどのようにして公事宿はどのようにして公事宿はどのようにして姿を消したのか姿を消したのか姿を消したのか姿を消したのか    

 

公事宿の消滅過程公事宿の消滅過程公事宿の消滅過程公事宿の消滅過程    そのⅠ・・（制度改革・通達）そのⅠ・・（制度改革・通達）そのⅠ・・（制度改革・通達）そのⅠ・・（制度改革・通達）    

江戸時代にあっては、公事宿（郷宿）は各々が地方の村々毎に特定の得意先を持ち、その指定宿と

して双方がある意味において持たれ合いの関係にあったのだが、明治に入ってからは諸制度の矢継ぎ

早な改革や通達によって、こうした関係が順次疎遠となっていく。 

    

・明治2年 4月、新政府は東京で太政官の諸願受理業務を開始し、5月には腰掛茶屋の廃止と江戸宿

（公事宿）の法廷活動を禁止した。（「日本の社会史 第 5巻 裁判と規範P346」茎田佳寿子） 

・府藩県交渉訴訟准判規程（明治3年 11月 28日太政官布告） 

第１条「凡訴訟ヲ准判スルハ其本人ニ限ルヘシ、若シ疾病老幼或ハ廃疾等ニテ親族其他ノ代人ヲ請

フトキハ事実ヲ糺訊シ止ヲ得サレハ其請ヲ許スヘシ」 

・「郷宿の儀に付村々心得方議定の件通達」（明治 4 年 7 月 16 日 静岡県史第 16 巻 P137 川田金衛

門氏所蔵「御触書控」） 

郷宿（公事宿）について、村々で心得るべきこと（通達）明治 4 年 7 月 16 日 （筆者意訳） 

「一 朝夕一食代 銀三匁七分五厘（約 2500 円～3000 円） 

一 昼一食代  銀三匁二分  （約 1800 円～2100 円） 

当節の米価はもちろん諸品も順次安くなってきたので、郷宿の飯料もなるべく引き下げるべく申し付

ける旨、お役所からの厳重ご沙汰に付、当月 16 日からと取りきめる。お役所にては一段と引き下げ

る見込みがあるが、郷宿のことは外の旅宿と違い御用の向きを以て出張するので村々から多人数入り

込むにはならぬ次第なので、一人の賄にも火鉢、行燈、一間といえども差出さずば成らずこと数多く

ある。これに準じ召使も少なければ不行届きになるので、三食の賄いの儀はなるたけ省略し、追って

諸品高下（物価変動）あるまでは右の書状のとおりにて取り賄うよう沙汰済になったので心得るよう

に申しつける。 

一 飛脚賃、その他中小の買い物代など、郷宿には益の筋がないことゆえ、その時々にて支払うこと 

一 御用にて宿泊中、お届書、そのほかの書物、手代共へ代筆申し付ける節は、用紙はたとえ半紙一

枚たりとも郷宿の失費にならぬように代料を払い、筆墨料のことも多少を見込んでその時々の手

当て心付けを払うこと。元来、手代どもの役目は村方を役所へ案内いたし、色代帳取調等までが

務めなので、御用向きの書類は村方にて整えるのが当然なので、御用で差添をする際は、このよ

うには致しかねる。代筆申し付け候義に付、右の差配（金銭の区別）があれば、同人とも励むよ

うになり、年始盆暮の心付けをする村々もあると聞くが、これを以て一般の事にも適用すること

はできない。この段心得ること。 

一 公事出入りに罷り出候もの、願書下業加筆など、郷宿並びに手代共へ申し付け候義は決してして

はならない旨、お役所より兼がねからご沙汰の次第もあるので、この段心得るように。 

一 飯料は村々の遠近に係らず、その時々に勘定いたすのが筋だが、双方手数の不都合もあるので、

盆暮れ二季五節句払いも認める。 以上のことは惣代一同が相談の上、銘々の持ち場の村々にも

心得るように回覧するように、名主はもちろん、その類の役員まで心得るように」 以上 
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公事宿の消滅公事宿の消滅公事宿の消滅公事宿の消滅過程過程過程過程    そのそのそのそのⅡⅡⅡⅡ・・（訴答文例による差添人の廃止）・・（訴答文例による差添人の廃止）・・（訴答文例による差添人の廃止）・・（訴答文例による差添人の廃止）    

明治6年の「訴答文例」（第三条 従前の差添人を廃し之に代わるに代書人を以ってす）の規定に

よって、旧来の江戸時代から続いてきた差添人（町村役人、公事宿の主人、手代、公事師など）の定

めが正式に廃止されることになる。代書人・代言人となるには、願い出れば認められその地位に就く

ことができ、試験制度も存在していなかった。こうして彼らは順次、代書人・代言人に入れ替わるこ

とになる。そして、それに伴って公事宿も、江戸時代から続いた裁判機構の末端としての機能を終え

ていくのである。 

この間の事情を直轄領であった日光の場合で見てみると、明治元年の8月、明治政府が日光領を接

収、この時に日光奉行所が廃止され真岡県の管轄となった。日光領は明治2年 2月に日光県となった

が、廃藩置県によって明治4年 6月、日光県は廃止となり栃木県に編入された。明治5年 4月、戸長

制度が実施される。明治6年 4月、栃木県は郷宿（公事宿）を廃止した。江戸時代から続いた郷宿は

こうした経緯を辿りながら、数年後には需要が減り始めやがて消え去ることとなる。 

これには、廃藩置県、身分制度の撤廃、往来の自由、そして何よりも司法職務定制が定められたこ

と、各区に裁判所が設置され始めたこと、交通網が順次整備されたこと、未成熟とはいえ訴訟の補佐

役（代書人・代言人）が設けられたこと等によって、訴訟事は長期間の宿泊をしてまでの難事とはな

らなくなったことが大きく影響している。しかし、宿としての機能そのものを禁止した訳ではないの

で、府県の役所（裁判所）の近隣以外の公事宿からその需要が減り始め、明治の10年代頃から商売

替えをしたりして、徐々に廃れていったものと考えられる。 

    

公事宿の消滅公事宿の消滅公事宿の消滅公事宿の消滅過程過程過程過程    そのそのそのそのⅢⅢⅢⅢ・・（・・（・・（・・（誰でも代書人、代言人誰でも代書人、代言人誰でも代書人、代言人誰でも代書人、代言人 VSVSVSVS スーパー代言人スーパー代言人スーパー代言人スーパー代言人）））） 

訴答文例（明治6年）では・・従前の差添人を廃しこれに代わるに代書人を以ってす・・とされた

が、これの意味するところは、差添人（町村役人・代人・朋友・親戚等）が代書すれば、それは差添

人が代書人になったと云うことであり、親類の者が代言を引き受ければ、それは即ち代言人になった

と云うことであった。 

つまり、訴答文例によって書証・書式が厳格化されたように見えるのだが、実質的な意味での違い

はあまりなかったことになる。従って、江戸時代から続いた町村役人、公事師、下役人、公事馴れし

た者達は、比較的簡単に代書人・代言人へと職業転換をすることができ、訴答文例の書式さえ理解で

きていれば、他の法的な素養はあまり問われなかったのである。このことが後に噴出してくる三百代

言等の弊害へと繋がっていく側面も見逃せないが、文盲の者や口下手な者に代わる代書人による書証

類の整備、代言人による訴答における弁論は、裁判所における訴訟の面からすれば、裁判の迅速化に

とっては一定の寄与をしていくこととなる。 

もう一つの側面からは、スーパー代言人の登場がある。当時、指折り数えられる程度の人数ではあ

ったが、彼らは外国の法律書を携え洋服を身に纏って法廷に現れたのである。日本式の「Avocat 

(アヴォカ)」が誕生した瞬間である。米英仏の法律を駆使して弁論を展開する彼らの前に、旧態依

然とした公事訴訟の技術しか持ち合わせていなかった公事宿、公事師から転換した代書人・代言人達

は、抗する術がなかったのである。こうして、東京でも明治7年頃から公事宿が次々と休廃業へと追

い込まれて行くことになる。 



 - 32 - 

1868 明治元年 町奉行所の廃止 

1869 明治 2年 身分制度の廃止 関所も廃止された 

1870 明治 3年 府藩県交渉訴訟准判規程 府県が裁判も行った 

1871 明治 4年    廃藩置県 

明治4年    太政官制の改正 

明治4年    戸籍法（壬申戸籍） 

明治4年 7月  司法省設置 

中央集権体制 

参議と卿（省長官）分

離、弁官制の廃止 

 

1871 明治 4年 太政官布告第456号 

「諸品売買取引心得方定書」・・売買契約の約定 

印鑑の証明事務が制

度として開始された。 

1872 

 

 

明治 5年 太政官布告第117号 

「荘屋・名主・年寄等を廃止し戸長・副戸長と改称する。」 

 

○「司法職務定制」 太政官布達 明治 5年 8月 全二十二章

の百八条からなる（但し仮定の心得を以って施行可致事） 

 

第二条 司法省ハ全国法憲ヲ司リ各裁判所ヲ統括ス 

第三条 省務支分スル者三トス 裁判所 検事局 明法寮 

第四条 裁判所ヲ分チ五トス 司法省臨時裁判所 司法省裁

判所 出張裁判所 府県裁判所 各区裁判所 

第十章 証書人、代書人、代言人職制 

第四十一条 証書人 

第一 各区戸長役所ニ於テ証書人ヲ置キ田畑家屋等不動産ノ

売買貸借及生存中所持物ヲ人ニ贈与スル約定書ニ奥印セシム 

第二 証書奥印手数ノ為ニ其世話料ヲ出サシム 

第四十二条 代書人 

第一 各区代書人ヲ置キ、各人民ノ訴状ヲ調成シテ其詞訟ノ遺

漏無カラシム、但シ、代書人ヲ用フルト用ヒザルト本人ノ

情願ニ任ス 

第二 訴状ヲ調成スルヲ乞フ者ハ其世話料ヲ出サシム 

第四十三条 代言人 

第一 各区代言人ヲ置キ、自ラ訴フル能ハザル者ノ為ニ、之ニ

代リ其訴ノ事情ヲ陳述シテ枉寃無カラシム 

但シ、代言人ヲ用フルト用ヒザルトハ其本人ノ情願ニ任ス 

第二 代言人ヲ用フル者ハ、其世話料ヲ出サシム、証書人代書

人代言人世話料ノ数目ハ、後日ヲ待テ商量スベシ 

第七十二条 総テ詞訟ハ原告被告共町村役人付添ヒ願出ツ可シ

鉄道開通 

1872 年 壬申戸籍の

編成 

 

明治 5年 4月、 江藤

新平が司法卿 とな

る・・フランスの司法

制度を模倣 

 

 

証書人・代書人・代言

人制度の創設（代書

人、代言人は誰でもな

ることができた。） 

 

裁判所（司法権）も警

察（司法行政権）も司

法省の管轄 

 

代書人・・任意主義 

代言人・・任意主義 

（用いると用いざる

と本人の情願 に任

す。） 

（共同体的一面） 

民訴に於ける町村役

人の差添人強制と判



 - 33 - 

裁判言渡ノ上ハ又双方町村役人ニ命シ其方ヲ尽サシム 決後の執行役を担わ

せた。 

1873 明治 6年 筑摩県伺い （司法省回答） 

代書人、代言人は本人の自由意志で選ぶものだから、村長、助

役でも本職の事務に差し支えない限り宜しい。 

明治6年 11月 

内務省設置 

1873 ○訴答文例並付録（太政官第247号布告） 

明治6年 7月 17日制定  9月 1日施行 

三条 原告人訴状ヲ作ルハ必ス代書人ヲ撰ミ代書セシメ自ラ

書スルコトヲ得ス但シ従前ノ差添人ヲ廃シ之ニ代ルニ代

書人ヲ以テス 

初の民事訴訟法・・訴

状は代書人しか作成

できない。 

代書人強制主義 

（書証の厳格化） 

1873 ○太政官布告第239号 

実印の押印なき公文書等は、裁判上の証拠にならない 

○代人規則（太政官布告第215号） 

総理代人、部理代人の区別があった。 

実印制度の定着 

 

商取引における代理

人だが代言も可能 

1874 明治 7年 1月 民撰議院設立建白書 

明治7年 2月 佐賀の役 

明治7年 5月 裁判所取締規則（裁判上の秩序） 

４月１３日 

江藤新平 処刑 

 

1874 ○訴答文例改正 代書人用方改定 明治7年 

（太政官第75号布告） 

一 原告人被告人訴状答書及ヒ雙方往復文書ヲ作ルニ代言人ヲ

撰ミ代書セシムルモ又ハ代書人ヲ用ヒスシテ自書スルトモ総

テ本人ノ情願ニ任スヘキ事  

一 原告人被告人ニテ代書人ヲ用ヒサル時ハ親戚又ハ朋友ノ者

ヲ以テ差添人トナシ訴状答書ヘ連印セシムベキコト  

本人訴訟・代書人任意

主義・書証厳格化の緩

和 

＊訴答文例の適用は

明治 23 年の民事訴訟

法制定まで続いた。 

1875 教部省達第20号（明治8年 10月 29日） 

教導職の中に訴答、代言、代書などを行う者があると聞くが、

これは不都合なことであるので、今後は、親戚、法類以外は禁

止とする。（教導職・・明治5年に教部省に置かれた職で、神官、

僧侶が任命された。府県に中教院、神社・寺院に小教院を設け

た。 法類・・同一宗派の寺院、僧侶） 

区裁判所（イメージと

しては今の簡易裁判

所）がある程度整備さ

れ、明治 10 年には全

国で 123 箇所、明治

30 年には 298 箇所が

設置されている。 

 

＊ 明治 5 年 9 月 司法省第 14 号で訴訟費用が定められた。それによると訴訟其外書類認料十銭、証人・引合

人手当は一日五十銭だった。 

＊ 明治７年の頃、アンパン五厘、大工日当は四十銭なので、現在に置き換えアンパンを100円とすれば、訴状

用（印）紙代が2,000円、証人の日当は10,000円となる。 
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    司法卿司法卿司法卿司法卿    江藤新平の司法制度と仏蘭西法の影響江藤新平の司法制度と仏蘭西法の影響江藤新平の司法制度と仏蘭西法の影響江藤新平の司法制度と仏蘭西法の影響        

    

「暁窓追録（栗本鋤雲 岩波文庫）」に記された「プロシア・イタリア・オランダ・スペイン等傍

近の大国、皆この書（ナポレオン法典）に頼り各々自国の律書を改定し、遂に英国の律学者も律書は

ナポレオンコードに依り定めざるを得ずと云うに至れり。」と云う言葉が、当時のヨーロッパ諸国に

おいても、仏蘭西法がいかに優れた統一法典であったのかを物語っている。 

しかしまた、同書にはこうも記されている。「然れども是（ナポレオン法典）を其の儘（まま）東

洋諸州に行い妨げなしと為すべからず。（中略）訳成り刊行するの日、読者それ三思せよ。」    

    

＜江藤新平と仏蘭西＜江藤新平と仏蘭西＜江藤新平と仏蘭西＜江藤新平と仏蘭西法＞法＞法＞法＞    

若い頃から勉強熱心であった江藤新平は、慶応二年（1866年）には大隈、副島等とともに長崎に

おいて、宣教師のフルベッキから教えを受けていた時期があった。フルベッキはオランダ系のアメリ

カ人であり、蘭・英・仏・独語に通じていたという。こうしたこともあって、その後、明治5年 2

月に来日したフランス人法律家のブスケとの出会いを経て、フランス法の秀逸さが、後に司法卿とな

る江藤に多大な影響を与えていったものと考えられる。 

    

（「訴答文例並附録」と「訴訟入費償却仮規則」の署名） 

    

＜＜＜＜箕作麟祥と仏蘭西箕作麟祥と仏蘭西箕作麟祥と仏蘭西箕作麟祥と仏蘭西法法法法＞＞＞＞    

明治4年、箕作麟祥（みつくり りんしょう）は学生達のために「秦西（ヨーロッパ）勤善訓蒙（ボ

ンヌ著）」を翻訳し、明治8年に出版している。その第204章では「士民の国に報うる努めに換え国

法にて士民に左の権利を授く曰く 身体自由の権、本身自由の権、意思自由の権、出版自由の権、言

詞自由の権、物件自由の権 是なり又其の他士民邑（村）会の議員となり或いは州会の議員となるの

権又は其議員を撰むの権あり」・・と民権の本質について翻訳し出版している。 
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・ドロワシビルは民権なり 

麟祥は「仏蘭西法律書」の第２０４条で・・願書は控訴人又は代書師又はその他の名代人之の姓名

を手署すべし。第２９４条では・・被告人は自己のため弁論すべき代言人を選び・・と訳している。 

こうしたヨーロッパの民権思想とそれを支えた職制の存在も、司法卿の江藤に多大な影響を与えた

ものと推測されるので、この間の事情を、「箕作麟祥君伝」明治40年（大槻文彦）から少し抜粋し

て紹介しておく。 

・「是より先、明治2年、麟祥君、大学南校にありし頃、政府より仏蘭西（フランス）刑法の翻訳を

命ぜられて成り、尋で民法、商法、訴訟法、治罪法、憲法なども訳して成り、而して、文部省にて

之を開板せり。是れ邦人が仏蘭西法律の如何なるものなるかを知れる初なり。然れども書中誤訳も

少なからざりき、當時、法律学未だ開けず、麟祥君、未だ其学を知らず、註釋書なく、辞書なく、

教師なく難解の文に、非常に苦辛し、我が國、人の思想になき事多けれは、例の如く、譯語なきに

困却し、漢學者に聞けとも答ふる者なく、新に作れば、さる熟語はなしとて人は許さず。 

権利義務の訳語の如きは、支那譯の万国公法に、「ライト」「オブリゲーション」を訳してありしよ

り取りしかど、其他、動産、不動産、義務相殺、又は未必條件などいふ語等凡そ法律の譯語は、皆、

麟祥君が困苦して新作せしものにて、殊に、治罪法などいふ語は、苦辛の後に成れるものなりと云

ふ。」 

・「明治3年、太政官の制度局に江藤新平、中弁たりしが、麟祥君、民法を二葉、三葉訳して成れば、

直ちに之を会議に附せり。是れ、民法編纂会の嗃矢（かぶらや）なり。当時麟祥君「ドロワシビル」

と云う語を民権と訳せしに、民に権有りとは如何なる義ぞ、などと云う論起こりて、麟祥君、口を

極めて弁解せしかと議論烈し、幸いに会長江藤新平、弁明して辛うじて会議を通したりと云う。」 

・「麟祥君、法律を訳するに当たりて難解に苦しみ、遂に洋行せむことを政府に請えり。然れども政

府において麟祥をして洋行せしめては、他に翻訳に従事せしむる者なければとて許されず。 

さらば、西洋より法律家を聘せしむとて、遂に、仏蘭西人ジブスケの周旋にて、其の国の法律学士

ブスケを聘せり。ブスケは呉服橋司法省構内に居り、後に、麟祥君、其の隣に移り住し、疑義をブ

スケに質して大いに研究せり。」 

 

・福沢諭吉、余が心を知らず 

「福沢諭吉、嘗て曰く、君の技量を以ってして官吏たるは愚かなり。代言人とならば可ならむと。

或人、麟祥君の意中を問う、麟祥君云う、代言人とならば、官吏ならむよりは多くの金を得む。 

然れども、余は学問に力を展べむことを欲す。代言人たらば官吏たるがごとく著作も翻訳も為しえじ。

余は僅々数百円の俸給を得むがために官に居るにあらず。福沢は貨殖（金儲け）を主とする人なれば、

俸給に仕うる者を直ちに愚なりと云う。余が心を知らざるなりと」 

 

＜＜＜＜井上毅と井上毅と井上毅と井上毅と仏蘭西仏蘭西仏蘭西仏蘭西法法法法＞＞＞＞    

肥後出身の井上毅は、1871 年 12 月に司法省へ入省した。、司法卿の江藤から西欧の司法制度を学

び、なるべく上等な人間を法律顧問（フランス人のブスケ、ボアソナード）として雇ってこいとの命

を受けていた人物の中の一人である。大久保利通が一時帰国したのを機に、江藤も洋行する予定であ

ったが、司法制度の改革が急務であるとして国内に留まった。その後に、司法省から追加派遣された
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のが井上毅などの中録であった。明治5年(1872年) 9月に渡欧し、翌6年に帰国した。この時、井

上は明治 5年に渡欧した成果として「仏国司法三職考」を明治 11年に出版するのだが、その中で代

書人・代言人・目代については、非常に詳細に調査して報告している。 

目次によれば、第一章 代言人考（大意、沿革、試業員登簿、規律、職務、代言人議会、施済局、

論説、参議院、大審院代言人）、第二章 代書人考（本義弁沿革、事務、職制、代書人議会、代書人

各国異同、訟務士総論）、第三章 目代考 第四章 代言人総論 孛国代言人と非常に多岐に亘って

報告している。以下は井上毅の著作である「仏国司法三職考 序文」の意訳である。 

代書人・代言人はわが国の風俗や習慣にはない。目代の職（検察官）もわが国では設けていない。

ヨーロッパの民事・刑事の法を入手しそれらを斟酌して考えるに、代書人は訴書面をもって代理し、

代言人は弁護を以って訴訟を助ける。目代は政府の代訟者であり、この三者は同流である。（以下略） 

 

 

（「仏国司法三職考（序文）」井上毅 明治11年） 

 

 

（「仏国司法三職考 第二章 代書人考」井上毅 明治11年） 
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「仏国司法三職考」「仏国司法三職考」「仏国司法三職考」「仏国司法三職考」    第二章第二章第二章第二章    代書人考代書人考代書人考代書人考    本義及沿革本義及沿革本義及沿革本義及沿革（筆者訳）（筆者訳）（筆者訳）（筆者訳）    

代書人、原名「アヴェーエ」語源は「アヴヲカ」と同じくラテン語の「アドヲカチェス」から出る。

但し、代書人、代言人源を同じくして流れを異にする故に、これは「アヴェーエ」また訴訟人の為に

代言することができるゆえ、「アヴェーエ」は主として筆に代わり「アヴォカ」は主として口に代わ

るといえども「アヴェーエ」も民事に代言することを妨げず。 

 

1822年の令に至って、初めて対理を以って「アヴォカ」を専業とし「アヴェーエ」の代言を禁ず。

但し「アヴォカ」足らざるの地は上等裁判所の議を以って、特に「アヴェーエ」の代言を許す（県村

はこの類多しと云う）。又、訴の主件にあらずして訴訟中に起こる枝末事件の対理は「アヴェーエ」

自ら訟言することができる。これより後、二職分して互いに相無子ず。いま「アヴォカ」訳して代言

人或いは訟師とし、「アヴェーエ」訳して代書人或いは状師とす。 

 

 

「仏国司法三職考」第二章  

井上毅 明治11年 

代書人各国異同 

イギリスにおいては、代書人と代言人と違いが無く、フランスと同じである。代書人で法律裁判

所に在る者は「アットルニー（Attorney）」と名付けられ、その情義裁判所に在る者は「ソリシト

ル(solictor)」と名付けられている。これは皆「アヴェーエ（avoue ）」と同義である。プロイス、

オートリス、バイエル、サクス諸邦においては、代書人、代言人を合わせて一職とし、代言の謝

料も定めていることはフランスの代書人と同じである。 

 

代書人の事務 

訴訟は、保安裁判所、商事裁判所を除くの外、原（告）被（告）を論ぜず、必ず代書人による。

代書人なくして訴を行うことを得ず。代書人は訴訟人の名代として対訟人と往復を為し、訟廷に

出頭するを以って勤めとす。 

 

 

「司法職務定制（1872年）」第42条により、代書人の地位が定められたが、このときはあくまで

（代書人を用いると用いざるとは）任意であった。その一年後、1873年の「訴答文例並付録」（太政

官第247号布告）によって、代書人は一足飛びに強制主義とされ、訴訟に関する高度な職責（裁判所

の書記官に近い必要的な関与）を担うようになった。 

この代書人が強制主義とされ、高度な職責を担うようになった理由として考えられるのは、前掲「仏

国司法三職考」を著した井上毅が、この年に帰国していることが重要なヒントとなる。 

井上は「仏国司法三職考」の中で、代書人の必要性、その職責の重要性、職制を設ける意義を説いて

おり、江藤が代書人を強制主義とした事情には、こうした人物達からの影響も排除できないのではな

いかと思われる。 
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    代書人職制の意義と法制代書人職制の意義と法制代書人職制の意義と法制代書人職制の意義と法制の矛盾の矛盾の矛盾の矛盾        

    

当時、代書人には試験制度もなく、願い出れば認められる程度であった。これを一足飛びに強制主

義（訴答文例 明治6年）とし厳格な書面審査主義を採用したのだったが、その僅か一年後における

緩和策（改正訴答文例 明治7年）は、結果的に職能としての位置付けが全く曖昧なままに、その後

30年も徒に渡過していくことになる。 

    

代書人という代書人という代書人という代書人という用語の用語の用語の用語の創出創出創出創出    

明治3年、制度取調局長官（後の司法卿）であった江藤新平は、民法編纂会議を設け、箕作麟祥に

「フランスの民法（ナポレオン法典）」を翻訳させ、それを日本の民法典にしようとしたことは先に

述べたが、この時、箕作をしてフランスの法典に関して「誤訳も妨げず、ただ即訳せよ。」と命じた

という。その裏には、できるだけ早い時期に、日本に近代的な法制度を整備したいという江藤の熱望

があったとされている。 

これに関して「現代法第14巻Ｐ194（岩波書店）」では・・そして、そこには世界の諸国と並立し

たいという彼のナショナリズムと、条約改正への強い希望が働いていた。（中略）訴答文例の代書人

も箕作の訳語を参考にしたものかどうか明らかでない。しかし、わが国で仮に代書人がアヴェーエ

（avoue ）の訳として生まれたとしても、おそらくこれを訳した箕作もその本体が何であるかを十分

にあきらかにせず・・代書人の訳語から受ける世間一般のイメージの方が実質的に固定して、「裁判

所補助吏」の内容をもたない単に官公署へ提出する文書の作成者一般としての代書人の制度に発展し

た。・・と記述されている。 

 

箕作は大政奉還の前年二十一歳でフランスへ２３か月間留学し、明治元年に帰国後フランス法典を

翻訳（和名：仏国法律書）し、「民法・民権・代書（師）人・代言人」等の法令用語を全くのゼロか

ら創造したということは、代書という概念の固定化という弊害はともかくも、その意訳力、翻訳力の

高さは明治初期というチョンマゲ姿の残る時代を考えたとき、想像を絶して余りあるというべきでは

ないだろうか。 

こうした経緯を辿った結果、仮に定められたもの（但し仮定の心得を以って施行可致事）とはいえ「司

法職務定制」と三職制（証書人・代言人・代書人）の採用は、国民への訴訟事に対する平等な開放と

私権の保護をも意味することとなり、司法制度の確立に資することになっていく。    

 

この背景として少し気になるのが、江藤が佐賀藩において「手許役」として従事していた二十代の

頃、一般的に「手許役」は、百姓、町人が役所に出す書類の代書を内職にしていた。・・との「江藤

新平と明治維新（鈴木鶴子）」の記述や「公務の弁理を謀らんとするためなれば、公務の余暇には願

人の用弁をするなり。御用頼みへ留守居駆付け来れば直ちに例証を取調べてこれを教ふ。答教を受け

たる者も錯誤なく、安心して事務を弁ずるなり。」（「江戸町奉行事蹟問答」人物往来社）などの記述

の存在である。 
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想像の域は出ないが、江藤には下役人として従事していた頃の数年間、代書していたであろう経験

に裏打ちされた職制に対する思考と、旺盛な知識欲による書物からの吸収という背景がある。 

また、箕作麟祥、井上毅、フランス人法律家ブスケ等からの助言が、司法卿であった江藤をして秀逸

であると言わせたフランス法の模倣とはいえ、直ちに三職の制度を採用するに至った契機となったで

あろうことは、十分に考えられることである。 

    

代書人職制代書人職制代書人職制代書人職制創設創設創設創設のののの意義意義意義意義    

「仏国司法三職考」の代書人の職制を設けた意義から分かることは、代言人はたんなる弁論補助の

役に過ぎず、代書人は訴訟の代理と訴人の補佐役として、その制度が創設されたことである。 

このことは訴答文例に色濃く反映されており、代書人強制主義を設けた理由もそこにあるのではない

か。つまり、今風に言えば、当初「代書人」は今の弁護士から弁論の部分を除いた法律事務全般を担

う高度な職種として想定されていたのであり、また、もう一つの訳語としての「代書師」は、裁判所

書記官と司法書士を併せ持つ役割を想定していたことである。 

 

代書人職制代書人職制代書人職制代書人職制におけるにおけるにおけるにおける矛盾矛盾矛盾矛盾    

我が国において致命的だったのは、フランスにおける彼ら「アヴェーエ」「アヴォカ」は能く（法）

律書を諳んじる者達だったが、明治初期の我が国においては、彼らは未だ公事師・事件師の域から脱

し切れておらず、願い出れば誰でもその地位に就くことができるという程度であり、能く律書を諳ん

じ・・からは程遠い存在の者達であった。また、政府においてさえ憲法、民法といった基本法の制定

さえも五里霧中の遙か彼方にあったことである。 

 

基本法が存在しない中での「布告・布達」の多用による急場しのぎの仮施行状態では、登用のため

の能力考査など考えも及ばないことであったに違いないし、このことが結果的に、官の考査による免

許的な意味合いの濃い代書「師」ではなく、仏蘭西法からは外れた、取り敢えず願い出れば認められ

る単なる代書する「人」としての用法と制度へと結びついた一因ではないかと思われる。 

 

・「代書人の設けは、訟事をして的確ならしめ官私の間に立って保障の利をなす。今無知の訟者

をして名号なく職務なきの人に依りい間、代理せしめばこの益を見しや。按ずるに我現今代

訟の規則なくして而して代人代わって訟たるを許す。閭里（村里）の姦民争いを煽し訟市を

なし、弊端百出、職として此れに由るなり。」 

 

・按ずるに代書人は訴訟代理人なり、代言人訟者の輔翼（補助）たるの比に非ざるなり。凡そ訴

訟は代書人之を代理し訴答書類を叙録署名し費用を支出し訟廷に出頭す。 

 

・支那に代書人有るは専ら書筆に代わる者、仏国「アヴェーエ」訳して代書人となすも彼此相混

する勿れ。                     

（「仏国司法三職考」から抜粋） 

    



 - 40 - 

枚数主義の萌芽枚数主義の萌芽枚数主義の萌芽枚数主義の萌芽    

「訴答文例」の第３条では、原告は訴状を作成するについて、必ず代書人に代書させなければなら

ず代言人であっても作成ができないとされていた。このように職能を明確に分離して採用していると

いうことは、前年の「司法職務定制」での代書人は任意主義、町村役人の差添人は強制主義といった

幕藩体制から続く村落での共同体的な統制の仕組みから、個々の人民の権利へと政府も意識的に舵を

切り始めたことを意味している。この意識の裏には、法制を確立し、人民の権利を保護し、不平等条

約の改正へと繋げる意図があったのだろう。 

書面＝枚数による規定については、「現代法第14巻（岩波書店）」によれば、「司法卿の江藤新平が

ブスケから影響を受けたとされるフランス法の avoue,avocat の例に倣ったのかもしれないが、代書

人は裁判所で当事者を代理するものではないから、フランス語の avoue と同じではないが、「訴状ハ

十六行ニシテ一行十五字詰ニ認メ正副二通ヲ具スベシ」というような規定はフランス法が起源と思わ

れる。フランス法では、中世からの慣行で一頁の長さと行数が規定（次図及び後掲の「訴訟用罫紙規

則」の項参照）されており、その文字数・行数によって法曹（「アヴェーエ」「アヴォカ」）たちは報

酬を受けていたという。そのため、報酬額を増やすために故意に発音しない子音を多用し、字数を増

加させたといわれている。」と記述されている。この字数、行数、枚数で報酬額を定めるという規定

が、代書人～行政書士へとなってからも、平成 11年まで 115 年間続いた、所謂「代書」としての枚

数主義の始まりでもあった。（注 訴訟入費償却仮規則、訴答文例並附録） 

 

 

（「訴答文例並附録」明治6年 訴状は十六行にして一行十五字詰に認め正副二通を具す可し） 

    

    

図面類作成の萌芽図面類作成の萌芽図面類作成の萌芽図面類作成の萌芽    

訴答文例では、第１９条で境界を争うの訴状として、訴状の住所・氏名の次に「絵図」を添付しな

ければならず、その絵図には原告の区域は浅紅色、被告の区域は黄色で着色し、紛争の境界地域は無

色とするとの規定と、その図示の様式が例示として示されている。 
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こうした図面類も、ある意味において代書人から行政書士における「事実証明としての図面類の作成」

へと繋がるものとして興味深いものがある。 

なお、この先例となったのが既出の「公事方御定書」 であり、下巻「御定書百箇条」の一番目に

「目安裏書初判之事」 二番目に「裁許絵図裏書加印之事」と記載されていることからも分かるよう

に、このこと自体は江戸幕府からの流れをそのまま踏襲したものと考えられる。 

 

 

（「訴答文例並附録」争論の地の図面様式 明治6年） 

 

河野敏鎌から江藤新平への書簡河野敏鎌から江藤新平への書簡河野敏鎌から江藤新平への書簡河野敏鎌から江藤新平への書簡    

明治 6 年当時、河野敏鎌（こうのとがま）は、江藤の知遇を得て司法省の少丞（P26 図）であっ

た。この河野と江藤との関係が破断（佐賀の役）する１年程前、明治 6 年 2 月に江藤に宛てた書簡

が残されている。それによれば、司法省の予算が通らなかった為、江藤が司法卿を辞任したことを心

配して「大久保卿もアメリカでの失策（不平等条約改正の失敗）のこともあり、未だに欧州にあって

（帰国が）ままならない。一日も早く復職されたい。」との旨が記されている。また、別紙を付して

官吏の弊害を論じ、今日の司法の参考にして欲しいと記している。 

 

それには「欧土では代書人、訟書人、使部・・・アウーエ、ノーテル、ウィシェーを称してオッ

フィシェミニステリエルとなす。オフシェとはオッフィスの職という儀にて、オッフィスは中古売買

官位の名なり。（中略）この一語に付いて今日の流幣の一例を見るべし。謝金定則を破り訴訟費用を

侵漁し、例えば、用紙十葉にして足りるもの百葉を取るが如し、人民の財産これが為に破れ、風俗こ

れが為に弊へ、裁判の風声これが為に地に墜ち、裁判役寛縦して問わず・・（後略）」 

 

簡単に訳せば「欧州では官職の売買など弊害が満ちている。代書人達は報酬額もデタラメで、訴訟

費用までも食い物にしている。これは１０枚で足りる（訴訟）用紙を１００枚にも膨らませて料金を

請求するようなもので、裁判長もこうした細かいことまで咎めていない。これでは人民の財産は破綻
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し、社会の風俗は乱れ、結果として訴訟制度そのものの信用まで地に墜ちる。・・暗に河野は、前年

に定めた司法職務定制による代書人制度等の弊害を指摘したのではないかと思われる。 

 

＊寛縦（かんしょう）・・「明（めい）なれども察（さつ）に及ばず 寛（かん）なれども縦（しょう）に至らず」

宋名臣言行録、広い視野をもって細かいことにとらわれない。寛大なこころをもっていなければならな

いがが甘くなってはならない。 

 

（「改正訴答文例」明治７年・・明治10年再刻） 

 

 

（「改正訴答文例」明治７年） 
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代書人・証書人の不遇代書人・証書人の不遇代書人・証書人の不遇代書人・証書人の不遇と司法省と司法省と司法省と司法省指令指令指令指令    

司法職務定制で三職の制度を定めたのだが、証書人は用いられた形跡がなく、代書人、代言人に関

しても「訴訟の遂行に遺漏なからしむ。」ということであり、本人補佐の域（用いると用いざるとは

本人の情願に任す）を出るものではなく、また、通常の成人男子なら願い出れば認められる程度のも

のであったことは前述した。つまり、その人が代書すればそれは代書人ということであり、代言すれ

ば代言人となったのであった。当時の政府にしても、これらの職能を積極的に育む施策を採ったわけ

ではなく、単に制度として形式だけを設けた程度か、或いは仏蘭西法を模倣したに過ぎなかったので

ある。この間の事情を繋ぐ資料に、以下のような書簡と、司法省伺（照会）と同指令（回答）がある。 

 

明治６年明治６年明治６年明治６年    司法省伺（照会）と同指令（回答）司法省伺（照会）と同指令（回答）司法省伺（照会）と同指令（回答）司法省伺（照会）と同指令（回答）    

＜渡会県（三重県の一部）より司法省へ伺  明治 6年 8月 24日＞ 

一 訴答文例第二章 原告人訴状を作るは必ず代書人を撰び代書せしめ自ら書する事を得ずと

云々 右代書人は親戚朋友などの中、確実の者を撰び其の時に臨み代書致すこと然るべき哉 

二 司法職務定制に各区戸長役所において証書人を置くと云々 右証書人は平常置く備えあらず

して、其の時に臨み戸長を以って証書人と為し然るべき哉 

この渡会県よりの伺に対し、司法省は以下の通り指令（明治6年 9月 18日）している。 

 

第一 （代書人は）親戚・朋友の中に限らず、本人の望みにて（誰でも）任ずる事ができる。 

第二 伺いの通り。（証書人の役目は戸長がすることができる） 

 

 

（渡会県より司法省へ伺 明治6年 8月 24日 「訴訟必携」明治7年 5月 根岸蔵版より） 



 - 44 - 

こうした経過をたどった末に「司法職務定制」から「訴答文例」への過度な書証厳格主義は、返っ

て訴訟事務の遅滞や訴答における混乱を招いたため、「訴答文例改正 代書人用方改定 明治7年」

に見られるように、次第に緩和されていくことになる。こうして、明治7年～明治36年までは、業

法制度が存在しない代書人は事実上の存在としてのみ認知され、その限度において機能した職業へと

低下させられることとなる。また、証書人は明治19年の登記法と公証人規則の制定までは、法制度

の表舞台に出てくることはなかったのである。 

 

 

代筆屋の引札（広告）代筆屋の引札（広告）代筆屋の引札（広告）代筆屋の引札（広告）    

 

（明治8年頃の代筆屋の引札） 

 

事実上の存在と云う意味では、代書人の範疇にも入らない所謂「代筆屋・代作屋」という者の存在

もあった。この広告では、詩・文章・難解漢字等の代作とあり、これは当時の代書人の範疇からは外

れた一般的な代筆を業とした者の広告であり、今でいうゴーストライター的な役割を担っていた。 

この系譜といえるのかどうか、終戦後、駐留軍相手の英文のラブレターを代筆、翻訳していた代書人

がいたようであるが、これと対比させて見てみても結構面白い。 

行政書士の歴史を紐解く時、こうした法律事務の範疇に属さない書類さえも手がけてきた市井での

実績が、広範な権利・義務、事実証明関係書類をも、戦後の行政書士法に委ねることに繋がって行っ

た側面を持つことも忘れてはならない。 

 

＊ 昨今の判例等を見ると、こうした歴史的な事象まで踏み込んで、行政書士法の規定の趣旨を解釈

した判決がなされていないのは残念である。もっとも、行政書士制度の歴史に関する著述そのもの

が殆ど存在していないことにも遠因はあるのだが・・ 
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司法卿司法卿司法卿司法卿    江藤新平の果たした役割江藤新平の果たした役割江藤新平の果たした役割江藤新平の果たした役割    

 

天保 5年（1834年）佐賀に生まれた江藤新平は、二十一歳のとき佐賀藩の蘭学校に入った。当時

の佐賀藩蘭学校の蔵書数は732冊もあり日本有数であったという。江藤はその蔵書（この中には「フ

ォルク・レヒト（ドイツ民法）」もあった。）を片っ端から読破し、二年後には早くも「図海策」を著

している。 

その当時、父は郡目付役、新平は代官所「手許役（てもとやく）」として勤めていた。「手許役」と

いうのは、百姓、町人が役所に出す書類の代書を内職にしていて裕福だったというが、新平が内職を

していたという話はなかったようである。この当時、佐賀藩における地方役所の構成は、郡奉行（着

座2人）－代官（侍2人）－目付役（侍4人）－手許役（手明鑓6人）－下役（徒士 4人）－警護・

門番（足軽9人）、手明鑓とは佐賀藩固有の制度で、武士の階級で50石以下の者の知行を召し上げた

上で15石を支給し、平時は無役だが戦時には、鑓一本で駆けつけるという身分であり、食べるのに

も事欠く位の地位であったという。「江藤新平と明治維新（鈴木鶴子）」 

    

司法制度の朝礼暮改と司法制度の朝礼暮改と司法制度の朝礼暮改と司法制度の朝礼暮改と有司専制有司専制有司専制有司専制    

訴答文例の制定後、僅か１年（訴答文例改正 代書人用方改定 明治7年）で、代書人は再び任意

主義（代書人を用いるか否かは本人の情願に任す。）とされた。明治政府の司法制度確立の黎明期に

おける、試行錯誤と命令系統の輻輳による朝令暮改ぶりが見てとれる慌しさである。 

この「朝令暮改ぶり」＝「政府内部の混乱」について、フランス人法律家のブスケは「日本見聞記（み

すず書房）」の中で、次のように述べている。 

 

・「役所というところは、単に機械の歯車であるばかりでなく、その発動機である。それは一個の権

力を表し、いわば藩の代表のようなものである。大臣が服従して局長が命令する行政とは一体どん

なものか、これを見るとわかる。」 

・「ある役職についていた者を気に入らないからとこの役職を廃止するが、翌日になると、また別な

人間のためにこれを復活する。省内では誰もが口出しをし、時には実行までする。大臣はしばしば

最後になってから意見を求められる。時によると大臣には特別の部屋もなく、三十人もの下僚（下

役人）の真ん中で仕事をしていることがあるが、下僚は大臣の話を遮ったり、その言に耳を傾けよ

うと気兼ねなどする者はいない。」 

・「このような無秩序の中で、公務の処理がどんな風になるかを推測するのは容易い。決定したと思

うと直ぐにそれを悔やむ。長いこと議論をした挙句、行き当たりばったりに行動する。何千という

ことが計画されたかと思うと放棄される。半ば出来上がったことを中止するために、何千という口

実を見つける。そして新たな費用をかけて再開する。」 

 

ブスケが指摘した法令・布達類の朝令暮改や、順法精神の欠落からくる慌しさの背景には、維新政

府内部での権力抗争にも一因があるので、小藩の佐賀から司法卿となった江藤新平サイドの視点から

少し触れてみたい。 
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1871年（明治4年 11月）岩倉、木戸、大久保、伊藤、山口等は、アメリカとヨーロッパへ視察（岩

倉視察団）に行くことになり、このとき江藤も同行の予定であったが、司法制度の改革が急務である

という三条卿の要請によって洋行を断念した経緯がある。この時の留守政府との約束として、内政に

ついては使節団が帰国するまで現状維持・・第六款「内地ノ事務ハ大使帰国ノ上大ニ改正スルノ目的

ナレバ、其間ナルベクダケ新規ノ改正ヲス可カラズ。万ヤムヲ得ズシテ改正スル事アラバ、派出ノ大

使ニ照会スベシ」とすることとされていた。しかし、司法権の独立を図る改革急進派（この中には、

後に江藤の追及を受けることになる井上馨もいた。）は、江藤を司法卿に推挙すべく画策を開始した。

その結果、1872 年（明治 5 年 4 月）江藤は司法卿（現在の法務大臣・最高裁長官・国家公安委員長

警視庁長官）となり、司法制度の確立に向けて直ちに行動を開始することになる。そして、矢継ぎ早

に「司法事務五箇条」と「司法省誓約」を制定していくのである。 

ここには、当時としては画期的なフレーズである「民の司直となること」「人民の権利を保護する

こと」が宣言されており、江藤の「近代国家の礎のための法制の確立」に殉ずるべしとするスタンス

がよく表現されているが、彼が真の民権論者であったのかは疑わしい面もある。若き日の江藤の心情

を探るものとして、彼が著した「図海策」があるが、そこでは我が国の活路を朝鮮、満州、樺太に求

めている。その意味からの江藤は、民権というよりも国権主義者であったようである。 

 

 

（「訴訟必携」司法省達46号 根岸蔵版 明治7年） 

 

「司法省誓約」 （明治5年 4月） 

一、方正廉直ニシテ職掌ヲ奉ジ、民ノ司直タルベキ事 

一、律法ヲ遵守シ、人民ノ権利ヲ保護スベキ事 

一、聴訟断獄ノ事務ハ能ク其ノ情実ヲ尽クシ、稽滞冤枉ノ弊ナキヲ要スベキ事 

一、事務敏捷聡察、滞訟アルナク、冤枉無カラシムベキ事 

一、裁判ハ必竟民ノ詞訟ヲ未然ニ防ギ、日々ニ治安ノ実効ヲ奏スベキ事 

＊稽滞冤枉（けいたいえんおう）・・滞る、濡れ衣の意 
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司法省達 第 46号 （明治5年 11月 28日） 

一、地方官が太政官の布告や諸官の布達に違背したときは、各人民より裁判所へ訴訟して苦しか

らざること 

一、地方官が、各人民の願い事などを閉塞するときは、裁判所へ訴訟して苦しからざること 

一、各人民がこの地よりかの地へ移住あるいは往来するのを、地方官が抑制して権利を妨げると

きは裁判所へ訴訟して苦しからざること 

 

この頃、山城屋事件（1872 年 長州閥の山県有朋が山城屋と計り、莫大な公金（税収の約１％）

で生糸相場に手を出した事件）、尾去沢銅山事件（1874年 長州閥の井上馨が尾去沢銅山を私物化し

た事件）が起き、江藤はこれら藩閥である政府高官の不正を追及していった。 

更に小野組転籍事件（1873 年 京都の小野組が転籍を願い出て訴訟となった事件）が起きるが、こ

れは「司法職務定制」の規定により、司法省が裁判所を統括することとなったことと、従前からの府

県による地方裁判権との優位性の確執問題を内包しており、司法省は法令に基づき毅然とした態度を

とっていたため、雄藩である彼ら長州閥の人間にとって、江藤は更に煙たい存在となっていくのであ

る。 

この「司法省達」は、民からの行政訴訟への道を開くことになり、利権を欲しい儘にしていた政治

家や横暴な地方官（旧藩主）にとっては、まさに脅威的な「達」であった。 

当時は大蔵省（大久保利通が大蔵卿）が地方行政権も掌握しており、そこの地方官とは旧大名を継い

だ府県の知事のことであり、「府藩県交渉訴訟准判規定（明治3年 11月 28日）」によって、司法裁判

権をも行使（明治9年廃止）しており、江藤の司法省とは必然的に対立する構図にあったのである。 

 

府藩県交渉訴訟准判規程（明治3年 11月 28日） 

 府藩県管轄交渉の訴訟、是で民部省に於いて裁判候処、自今府藩県に於いて裁判被仰付候條別

紙規程を照準し処置可致事 

第１条 凡そ訴訟を准判するにその本人に限るべし若し疾病老幼或いは廃病等にて親族其の他の

代人を請うときは事実を糺訊し止を得ざれば其の請を許すべし 

第２条 凡そ訴状士族卒は官長、平民は里正の奥印を押すべし、其の奥印なきは訟詞理ありと雖

も之を准理すべからず 

 

こうした結果、江藤 VS 大久保、山県、井上という政府部内での対立も決定的なものにになってい

くのだが、文献から見る江藤は司法制度の確立しか眼中にない、どうも我が道まっしぐらのタイプで

あったようである。 

1873 年（明治 6年 4 月）参議に任命された江藤は、翌 5月 2 日に太政官の職制を改正し「太政官

正院の参議の職責として内閣ノ議官ニシテ諸機務議判ノ事ヲ掌ル」を設けた。これによって内閣議官

である参議が立法権と行政権を独占することになり、予算の決定権は大蔵省から正院へと移された。

こうして、それまで絶大な権限を行使していた大蔵省の権限は一挙に縮小されることとなり、大蔵卿

であった大久保利通の権勢も一時的に衰えてくることに繋がるのである。 
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この前年、司法省の予算は半分しか通らず、逆に軍部の予算は１００％認められた経緯があり、江

藤は裁判所の地方設置もままならない状況におかれていたのである。 

 

明治 6年 9月 13 日、岩倉使節団が帰国する。10 月 12 日、江藤ら急進派に傾いていた政治の流れ

を取り戻すために、大久保利通は請われて参議となる。10月 15日、西郷隆盛を外交使節として朝鮮

に派遣することを閣議で決定する。10月 20日、岩倉具視が太政大臣三条の代理となり、反対派の意

見を汲み閣議決定に自身の意見（派遣の延期）を添えて上奏する。10月 24日、天皇の裁可により外

交使節団の朝鮮派遣が無期延期となる。10月 25日、それまでの閣議での決定を無視されたことによ

り西郷隆盛、江藤新平、板垣退助等は下野した。 

    

    

佐賀の役と司佐賀の役と司佐賀の役と司佐賀の役と司法権の揺らぎ法権の揺らぎ法権の揺らぎ法権の揺らぎ    

明治7年 1月、板垣、江藤らは「民撰議院設立建白書」を左院に提出する。江藤は2月になって東

京から佐賀への帰郷の旅程において、心ならずも佐賀の役に巻き込まれ、首謀者にさせられてしまい

逮捕される。文献によると、逮捕後も江藤は自分が築き上げた司法制度を過信しすぎた嫌いがあり、

大久保利通の全権によって佐賀に臨時裁判所が設けられたその時でさえ、正式な司法の場（東京の司

法省）で己の真意を弁明できると信じていたようである。 

 

司法職務定制  

第５８条 「流以下ノ刑ヲ裁断スルコトヲ得ベシ死罪及疑獄ハ本省ニ伺ヒ出テ其処分ヲ受ク」 

第５９条 「重大ノ詞訟及他府県ニ関渉スル事件裁決シ難キ者ハ本省ニ伺ヒ出ベシ」 

 

しかし、同年 4月 13日、佐賀での裁判はたった二日で結審し、同日夕刻にはかっての部下であっ

た裁判長河野敏鎌によって、梟首（晒し首）となってしまった。獄に際し、江藤は「ただ皇天后土の

我が心を知るあるのみ」と叫んだという。時に、江藤新平四十歳、まるで走馬灯のような一生であっ

た。これら一連の流れを、単に政府内部での権力抗争とみるのか、法に基づいた権限の行使をして、

行政・司法の権限混在から、司法権の独立による近代国家の構築と民権思想の確立、そして不平等条

約の改正へと繋がる道筋をつけようとした、若き江藤の馬車馬のような熱情と観るのか・・について

は未だに是々非々の議論がある。 

 

司馬遼太郎は「小説 歳月」の中で、抜き身のまま白刃を腰に差したような・・と、近代国家の構

築に向けた「時」の猶予がないことに対する、江藤の焦燥感とそのピリピリ感を表現した。 

また、元静岡大学教授の田村貞雄氏は「司法卿時代の司法権強化策は、いささかも三権分立の一と

しての司法権の独立を意味するものではない。警保寮の大警視たちは検事を兼ねており（警察と検察

の合体）、さらに裁判所も司法卿の支配下にある。つまり司法卿が、警察・検察・裁判を指揮するわ

けで、一言でいえば極限までの司法行政権の強化である。これよりは、大久保利通の行なった 1875

年（明治8年）の元老院・地方官会議の設置、大審院の設置という三権分立の確立の方が、権力の分

割という点で余程優れているのではあるまいか。」とも指摘している。 
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江藤の断獄江藤の断獄江藤の断獄江藤の断獄ととととその後のその後のその後のその後の明治政府明治政府明治政府明治政府    

    卓を共にして政治を議せし同僚の者に対し、国法の重刑を加うることは止む負えずとするも、極

刑の梟首に処し、剰へその写真を広く販売せしめたなどは、大久保利通等の冷酷無情なる残虐性を発

揮せしものであった。「文明開化（宮武外骨）」 

自由党史には「江藤の獄を治するにあたり、内務卿大久保利通、特に佐賀に至り、之を処分するに

苛酷を極める。これを以って、当時わが国に駐在したる外国使臣並びに居留民などすこぶる我が司法

権の独立を疑い、これが為に条約改正の事業に支障を与えるに至れり。」との記述がある。 

また、黒田清隆は三条卿と岩倉具視に宛てた書簡で「旧参議等の刑戮に処せられ候儀、外国に対し

すこぶる恥ずべきの御事と顧慮仕候得共・・」と述べている。その後、江藤が「賊名」を解かれたの

は明治22年、功績表彰されたのは明治44年である。「江藤新平と明治維新（鈴木鶴子）」 

 

司馬遼太郎は「この国のかたちⅡ」の中で「江藤も西郷も、史上稀に見るほど正義がありすぎた。

しかも、その正義の為に彼らは滅び、あまつさえ賊名を着せられた。しかし、江藤や西郷の霊も浮か

ばれなかったとは言えない。この乱による衝撃がどうやら官員たちを粛然とさせたらしく、その後、

明治が終わるまで殆ど汚職事件というものはなかった。死者たちの骨は、その面での礎になったので

ある。」と述べている。 

江藤新平の後、二代目の司法卿となったのが同郷の大木喬任（おおきたかとう）であり、彼の元で

次々と新たな法制度が定められて行く。彼は民法、刑法等の編纂事業も受け継ぐこととなり、フラン

スから招聘したボアソナードを中心として諸法の編纂事業に当たらせて行くことになる。 

こうして、司法制度も着々と整備され始め、明治8年の大審院諸裁判所職制章程によって大審院の

設置がなされ、改正大審院職制、改正上等裁判所職制、改正地方裁判所職制、区裁判所仮規則、訴訟

用罫紙規則等が次々と定められていった。 

 

 

＊大審院章程   第 1条 大審院は民事刑事の上告を受け上等裁判所以下の審判の不法なる者を

破棄して法憲の統一を主持するの所とす 

＊上等裁判所章程 第 1条 上等裁判所は地方裁判所の裁判に服せずして控訴するものを覆審す 

＊地方裁判所章程 第 1条 地方裁判所は一切の民事及び刑事懲役以下を審判す 

 

＊大木喬任・・肥前国佐賀藩士大木知喬の長男として生まれる。明治元年（1868年）に新政府が樹立されると、

大隈・副島・江藤らとともに出仕し、徴士、参与、軍務官判事、東京府知事などを務めた。江戸を東

京とすること（東京奠都）に尽力した。明治4年（1871年）に民部卿、文部卿として学制を制定。明

治5年（1872年）に教部卿を兼任。明治6年（1873年）、参議兼司法卿。明治9年（1876年）の神風

連の乱、同12年（1879年）の萩の乱の事後処理に当たった。（Wikipedia） 
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（「大審院章程」 明治8年 5月制定 明治10年改正） 

 

 

（「区裁判所仮規則」 明治9年 9月） 

    

    

代言人規則が制定され、代書人規則が制定されなかった理由代言人規則が制定され、代書人規則が制定されなかった理由代言人規則が制定され、代書人規則が制定されなかった理由代言人規則が制定され、代書人規則が制定されなかった理由    

明治 8 年に大審院諸裁判所職制章程が定められ、司法制度が整備されるのに伴い、政府は国民の

私権保護の観点や対西欧諸国の司法制度との関係から、代言人制度とその資質について、法令上から

も明確にする必要に迫られることになる。 

代書人職制設置の項でも述べたが、ここに至ってようやく代言人についてはその能力を地方官によ

る試験を経て、司法卿からの免許制にするという考え方が規則上からも明らかにされたのは、前年に

諸裁判所章程が定められ裁判制度が取りあえずは確立したこと、三百代言の弊害排除、不平等条約改
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正に向けての近代法制の完備へ向かうという、政府の意思を明らかにするためだった。 

この契機の一つとなったのが、公事宿の消滅の項で述べたスーパー代言人の存在である。西洋化へ

の途上にあった我が国では、外国人と日本人、外国会社と日本の会社との訴訟事も多くなってくる。

そこへ洋服を身に纏い、西洋の法律（書）を駆使して弁論を展開するスーパー代言人の登場は、司法

制度の確立からしても、代言人規則制定の必要性に大きな影響力をもたらしたものと思われる。 

 

一方、この頃の代書人達はといえば、「人」として華々しく活躍する一部の代言人を横目で見なが

ら、「紙」という代書稼業に精を出すことしかできなかったわけなので、スポットライトの当たる法

廷内での活動とは益々無縁の存在となり、代書という書類の作成のみに傾注して行くようになる。 

政府も、こうした「書類」に関する便利使い的な立場である事実上の存在者としての代書人に対して

は、積極的な育成策（規則の制定）を取る必要性はどこにも存在していなかったことになる。 

 

 

（「代言人改正規則」明治9年） 

 

代言人規則（上図）より抜粋 （明治9年 2月） 

 

第一条 凡ソ代言人タラントスル者ハ先ツ専ラ代言ヲ行ハント欲スル裁判所ヲ示シタル願書    

ヲ記シ所管地方官ノ検査ヲ乞フヘシ 

地方官之ヲ検査スルノ後状ヲ具シテ司法省に出ス然ル後其許スヘキ者ハ司法卿之レニ免許状

ヲ下付ス 

第二条 代言人ヲ検査スルハ左ノ件々ニ照スヘシ 

  一 布告布達沿革ノ概略二通スル者     

二 刑律ノ概略二通スル者 

三 現今裁判上手続ノ概略二通スル者  

四 本人品行並二履歴如何 
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第三条 免許ヲ与ウベカラザル者左ノ如シ 

  一 懲役一年以上ノ実決ノ刑二処セラレシ者 

  二 身代限リノ処分ヲ受ケシ者 

  三 其地方内二定マリタル住居アラザル者 

  四 官職アル者 但シ准官吏タル者モ亦同シ 

  五 諸官員卒士族及ビ商家ソノ他一般ノ雇人タル者 但シ雇主承諾ノ証書アル者ハ此限リ二ア

ラズ 

 

 

「貸借必携（1～5）明治7年」は商売人の虎の巻であり、「訴訟必携（上下）明治7年」は、当時の

代言人及び代言人試験の受験者の虎の巻とされており、布告・達・規則等を纏めたものである。 

    

    

代人規則代人規則代人規則代人規則の制定の制定の制定の制定    

第一回代言人検査では、代言免許取得者は全国で僅かに49人だった。これでは訴訟の需要には全

く応じきれないため、免許代言人の少なさをカバーしたのが、代言人でなくてもできる「代人規則」

による総理代理、部理代理（今の民法上の代理）の制度であった。 

 

代人規則 太政官第２１５号布告 （明治6年 6月） 

 

第一条 凡ソ何人ニ限ラス己レノ名義ヲ以テ他人ヲシテ其事ヲ代理セシムルノ権アルヘシ 

第二条 凡ソ他人ノ委任ヲ受ケ其事件ヲ取扱フ者ハ代人ニシテ其事件ヲ委任スル者ハ本人ナリ故ニ

代人委任上ノ所行ハ本人ノ関係タル可シ 

第三条 凡ソ代人ハ心術正実ニシテ二十一歳以上ノ者ヲ撰ムヘシ 

第四条 代人ハ総理代人部理代人ノ別アリ総理代人ハ其本人身上諸般ノ事務ヲ代理スル者ニシテ部
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理代人ハ特ニ其委任スル部内ノ事務ヲ代理スルヲ得ル者トス 

第五条 凡ソ本人ヨリ代人ヲ任シ他人ト契約取引等ヲ為サント欲スル時ハ必ス実印ヲ押シタル委任

状ヲ与フ可シ 

第六条 委任状ハ総理代人又ハ部理代人タルコト及ヒ其委任シタル権限ヲ明白ニ記載スヘシ 

第七条 委任状ノ書式左ノ通リ 

 

拙者（拙者共）儀、其ノ事件ニ付、何ノ誰ヲ以テ総理代人（部理代人）ト定メ、拙者ノ名義ニテ左ノ

権限ノ事ヲ代理為致候コト 

一 何々ノ事 （但シ権限ノ次第分条記載スヘシ） 

二 ・・・・以下省略 

 

 

             （「代人規則」 太政官第２１５号布告 （明治6年 6月） 

 

 

（明治37年、大河原区裁判所宛 登記申請書） 
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実際に使用された、所有権移転登記に関する「部理代人」の委任状である。委任状の題目「部

理委任状如件」の左に「・・を以って部理代人と為し、左の権限を委任す」と記載されている。 

 

（明治37年、大河原区裁判所宛の登記申請書・・売主・買主の左側に「代人」の記載がある。） 

 

 

訴訟用罫紙規則訴訟用罫紙規則訴訟用罫紙規則訴訟用罫紙規則    

あまり知られてはいないが、「諸裁判所章程」と時を同じくして「訴訟用罫紙規則（明治8年 12

月 太政官布告196号）」が定められている。それによると、第１条 凡そ訴訟を生じ公裁を仰がん

とすれば、この規則第９条第１項、第２項、第３項、第４項に照準し、原被告人とも裁判官に差し出

す訴答及び証書の写し等一切の書面は其の罫紙を用うべきこと 但し訴答等の表紙書式等は訴答文

例の通りたるべきこと 第３条では、この罫紙を用いざる者は裁判上の証拠たるの効なきものとすべ

きとすとされた。 

 

 

「訴訟用罫紙規則（明治8年 12月 太政官布告196号）」 
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「諸裁判所章程」の制定によって、司法制度が一応整備され、代言人は其の地位を確立（明治9

年 代言人規則）していくことになった。一方の代書人はといえば、「司法職務定制」はこの時に消

滅したが「訴訟用罫紙規則」の第1条によって「訴答文例」の書式は命脈を永らえることになる。 

ある意味、代書人達はこの規則（明治17年廃止）の存在によって救われていたのかもしれない。 

この訴訟用罫紙は、訴額、雑事、土地、人事等によって九色九種に分類され、色毎に金額が設定さ

れていた。 次図は実際に使用されていた当時の罫紙で、右が青色罫紙で明治23年の田辺治安裁判所、

左が緑色罫紙で、明治26年の和歌山県新宮区裁判所本宮出張所のものである。 

 

 

（民事訴訟費用法（明治23年）に基づく裁判所の色別罫紙・・半枚十二行二十字詰の使用例） 

    

[ [ [ [ 明治期明治期明治期明治期における法廷における法廷における法廷における法廷情景情景情景情景の変遷の変遷の変遷の変遷 ] ] ] ]    

    

 

（「文明開化」大正14年 宮武外骨） 
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明治初期の裁判風景（前図）・・上座の二名に権小属の名があるので、府藩県制度が実施された明治

4年前後の頃と思われる。ザンギリ頭と丁髷の混在、白州での裁判が過渡期を物語っている。 

 

 

（「文明開化」大正14年 宮武外骨） 

明治10年代の刑事裁判風景・・白州から裁判所に変わっているが、刑事裁判のため代言人はいない。 

 

    
（「文明開化」大正14年 宮武外骨） 

明治中期頃の民事裁判風景・・この当時は、お上（裁判所）に対して礼を失しないよう、羽織・袴で

の入廷とされていた。図は双方の代言人が対決（討論）している様子である。 
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・明治6年 1月 18日 東京裁判所より司法省へ伺・・聴訟規則で伺ってはいるが、平民で着服が

困難な者は羽織・袴も所持していない。このような申立てがある場合は聞き届けても良いか。 

・司法省回答・・羽織・袴の着用又はそのどちらか一方にても良い。但し、洋服を用いるのは勝手

であるが、雨具製の服を用いることはできない。 

 

 

（明治13年頃の判決言渡しの図 「文明開化」大正14年 宮武外骨） 

 

    
明治も後期の裁判風景・・立っているのが弁護人（弁護士）で、裁判長、陪席判事、検察官、新聞記

者、傍聴人等の文字が見える。 
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1875 大審院諸裁判所職制章程（明治8年大審院の設置） 

改正大審院職制、改正上等裁判所職制、改正地方裁判所職

制、区裁判所仮規則、訴訟用罫紙規則 

明治8～10年 

行政警察規則・・・司法警察・行政警察の区分 

別局裁判規則・・・弁護官制度 

司法省から司法権が分離

し、司法制度が確立する。 

 

（明治８年５月 司法職務

定制・司法省達46号廃止） 

1875 明治 8年 2月 3日 太政官布告第13号 

（明治7年 7月第 75号布告訴答文例中改定） 

原告人被告人にて代書人を用いざるときは親戚又は朋友

の者を以って差添人となし訴状答書等へ連印せしむべき

旨記載候処、自令原告人被告人訴状手続に差支さる者は差

添人に不及候條此旨布告候事 

「訴答文例改正 代書人用

方改定 明治 7 年」によっ

て代書人は任意とされ、親

戚朋友でも差添人となれた

が、この布告によって、そ

の差添人さえも任意となっ

た。（本人訴訟が可能という

ことである。） 

1876 代言人規則（明治9年 2月 22日） 

司法省布達甲第1号 

第一条 凡ソ代言人タラントスル者ハ先ツ専ラ代言ヲ  

行ハント欲スル裁判所ヲ示シタル願書ヲ記シ所管地方官

ノ検査ヲ乞フヘシ 

地方官之ヲ検査スルノ後状ヲ具シテ司法省に出ス然ル後

其許スヘキ者ハ司法卿之レニ免許状ヲ下付ス 

第二条 代言人ヲ検査スルハ左ノ件々ニ照スヘシ 

一 布告布達沿革ノ概略二通スル者 

二 刑律ノ概略二通スル者 

三 現今裁判上手続ノ概略二通スル者 

四 本人品行並二履歴如何 

司法制度の確立によって、

訴訟代理の規則制定が必要

となった。 

代言人として試験制度が始

まる。代言人は民事に限定

された。 

刑事の代言制度は、明治15

年の治罪法以降から認めら

れた。 

代書人規則は制定されなか

った。 

1877 

 

太政官布告第50号 

諸證書ノ姓名ハ必ス本人自ラ書シテ實印ヲ押スヘシ若シ

自書スルコト能ハサル者ハ他人ヲシテ代書セシムルヲ得

ルト雖モ必ス其実印ヲ押スヘシ其代書セシ者ハ本人姓名

ノ傍ニ其代書セシ事由ト己レノ姓名トヲ記シテ実印ヲ押

スヘシ 

 

司法省丁第29号  目安糺の廃止 

諸証書の姓名は必ず本人が書

いて実印を押さなければなら

ない。自書することができない

者は他人に代書させることが

できるが、必ず実印を押すべ

し、代書した者は本人の姓名の

傍らに代書した事由と自己の

姓名を記して実印を押さなけ

ればならない。 

1885 「太政大臣左右大臣参議各省卿ノ職制ヲ廃シ内閣総理大

臣及各省諸大臣ヲ置キ内閣ヲ組織ス」（明治18年太政官達

内務省の改組 
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第69号） 

・今般太政大臣左右大臣参議各省卿ノ職制ヲ廃シ更ニ内閣

総理大臣及宮内外務内務大蔵陸軍海軍司法文部農商務

逓信ノ諸大臣ヲ置ク  

・内閣総理大臣及外務内務大蔵陸軍海軍司法文部農商務逓

信ノ諸大臣ヲ以テ内閣ヲ組織ス  

 

（明治18年、警保局中心の

警察部門と県治局、戸籍局

中心の地方統治部門） 

1886 明治 19年 登記法制定  公証人規則制定  

1889 明治 22年 大日本帝国憲法（明治憲法） 

内閣官制 (明治 22年勅令第135号) 

 

1890 明治 23年 裁判所構成法 

第1条 左の裁判所を通常裁判所とす 

第一 区裁判所 第二 地方裁判所（48箇所） 

第三 控訴院（7箇所） 第四 大審院 

登記事務は区裁判所の管轄

とされた。 

民事訴訟法 同年4月 

刑事訴訟法 同年10月 

＊民事訴訟法の制定まで

は、江戸から続く和解勧告

が8割程度も占めていた。 

1893 明治 26年 （旧々）弁護士法の制定   

・弁護士の名称使用・代言人規則の廃止 

・法廷内活動に限定（訴訟外の法律事務の規定なし） 

司法省（地方裁判所の検事

正）の監督下にあった。 

 

1894  日清戦争 

1898 非訟事件手続法（商業登記）  

1903 代書人取締規則 明治36年 5月 台湾総督府令第37号 

 

代書人取締規則 明治36年 8月（大阪府令第60号） 

第１条 代書人トハ他人ノ委託ニ依リ料金ヲ受ケ文書ノ

代書ヲ業トスル者ヲ謂フ 

第２条 代書人タラムトスル者ハ族籍、住所、氏名、年齢

ヲ具シ所轄警察官署ニ願出免許証ヲ受クヘシ 

各地方毎に代書人取締規則

が制定されていった。 

警察署長の許可 

1904 代書人取締規則 （滋賀県 県令第58号） 

第１条 本則ニオイテ代書人ト称スルハ他人ノ委託 ヲ

受ケ料金ヲ得テ文ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ 

日露戦争 

 

1906 「代書業取締規則 （明治39年 警視庁令第52号）  

第１条 本則ニ於テ代書業ト称スルハ他人ノ委託ヲ受ケ 

文書、図面ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂フ 

警察署長の許可 

警察官による事件簿の検閲 

 

1908 公証人法制定 

海事代願人取締規則 

（現在の公証人） 

（現在の海事代理士） 
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登記制度の登記制度の登記制度の登記制度の管轄管轄管轄管轄を巡る攻防を巡る攻防を巡る攻防を巡る攻防    

 

○ 地所永代売買ノ解禁（1872 年3 月 明治5 年太政官布告第25 号）  

○ 地所売買譲渡ニ付地券渡方規則（1872 年 4 月 明治 5 年） 

○ 地租改正条例（1873年 明治6年7 月 太政官布告第272 号）  

○ 地所質入書入規則（1873年 明治6年 太政官布告第18号）  

    

 

明治の初期、江藤らがブスケから感化を受けて模倣したとされるフランス法に替わって、遣欧使節

団の視察結果がもたらしたものは、政体がわが国と比較的相似点のあるプロイセン（ドイツ）法の影

響であった。当時の立法者たちにとっては、第一義が徴税の確立であり、民の権利保護は第二義的で

あったとされていた。 

 

そのためプロイセンの登記制度に基づいた登記法（1886年 明治 19年 8月） が制定されること

になるのだが、プロイセンに倣って権利と義務に直接関係する登記事務は、それまで地券奥書の任を

担ってきていた行政官である戸長ではなく、法律に精通する裁判官（治安裁判所）が行うべきである

とされた。 

この権限移譲を巡っては、当時の司法省と内務省が相当激しく対立したようであるが、登記事務に

おける管轄省庁の変更が代書人達を二分することになり、その後の命運を大きく左右していくことに

なる。 

    

    

 

「登記条例制定の儀に付き意見書」 明治19年 2月 27日 

 

登記条例制定の儀に付き司法大臣請儀の趣を審査するに、方今、地所家屋船舶の売買譲渡質入書

入の法不完全なるために、弊害百出争訟相次ぎて起これり。 

故に区戸長をして公証を掌らしむの制を改め、更に裁判官をして登記為さしむの法を設け、以っ

て行政事務と司法事務との区分を明らかにせしめんとするにあり。この要点については異議なし

と雖も、その着手の方法に至っては甚だ完全せざる所ありと信ず。治安裁判所在地外に在っては

当分の内区戸長をして登記を掌らしめんとする是なり。但し財政上やむおえざるに出るものなる

べしと雖も、大いに登記法創定の主義に反せり。 

何となれば、治安裁判所は全国に二百九十余箇所あるのみ。区戸長役場は一万千七百の多きに及

ぶを以って、実際治安裁判所に於いて取扱うところは些少の数にして、区戸長役場において取扱

う所の数は之に幾数十倍なるべし。果たして然るときは登記法の創定たるや法に明らかなる裁判

官をして登記を掌らしむるの旨趣なるに、其の実は依然法律に熟せざる行政官吏をしてこれを取

扱わしむるものなり・・         （「秘書類纂」P276 法制関係資料 伊藤博文編） 
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    普通普通普通普通代書人と裁判所代書人と裁判所代書人と裁判所代書人と裁判所構構構構内内内内のののの代書人代書人代書人代書人        

    

    

裁判所の登記事務裁判所の登記事務裁判所の登記事務裁判所の登記事務    

旧登記法の制定（1886年 明治 19年）によって、登記事務は治安裁判所の管轄となった。1890

年（明治23年）に裁判所構成法が制定され、登記は従来の治安裁判所から区裁判所管轄となる。 

登記事務は区裁判所又はその出張所が、管轄登記所として取り扱っていたため、代書人は訴訟関係書

類のほかに登記の申請書類の作成も手がけるようになって行った。こうした事実が先行した結果、明

治36年頃から制定された取締規則では、代書人の登記申請の代理が認められている。 

 

○旧登記法1886年（明治19年） 

第３条 「登記事務ハ治安裁判所ニ於テコレヲ取扱フモノトス 治安裁判所遠隔ノ地方ニ於テハ

郡区役所其他司法大臣指定スル所ニ於テ之ヲ取扱ハシム」 

 

○登記事務ノ取扱者ニ関スル件    

「登記法第三条ニ基キ登記事務ハ治安裁判所判事及ヒ登記所所在ノ郡役所戸長役場ノ郡長戸長ヲ

シテコレヲ取扱ハシム 但治安裁判所書記郡書記及戸長役場吏員ハ判事郡長戸長ノ命ヲ受ケ事務

ノ補助ヲ為スコトヲ得」 

 

○裁判所構成法 1890年 （明治23年 法律第6号） 

第１条 左ノ裁判所ヲ通常裁判所トス 

第一 區裁判所 

第二 地方裁判所 

第三 控訴院 

第四 大審院 

第１５条 區裁判所ハ非訟事件ニ付法律ニ定メタル範圍及方法ニ從ヒ左ノ事務ヲ取扱フ權ヲ有ス 

第一 未成年者瘋癲者白癡者失踪者其ノ他法律若ハ判決ニ因リ治産ノ禁ヲ受ケタル者ノ後

見人若ハ管財人ヲ監督スル事 

第二 不動産及船舶ニ關ル權利関係ヲ登記スル事 

第三 商業登記及特許局ニ登録シタル特許意匠及商標ノ登記ヲ爲ス事 

 

○裁判所構成法施行条例（明治23年 3月 法律第22号） 

第１１条 明治二十一年勅令第六十四号ハ仍効力ヲ有ス 

区裁判所出張所ニ於テ判事差支アルトキハ裁判所書記ヲシテ登記事務ヲ取扱ハシムルコトヲ

得 

    北海道及ビ島岐ニシテ区裁判所遠隔ノ地方ニヲイテ司法大臣ハ郡長町長又ハ村長ニ委任シテ

登記事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得 
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区裁判所数の推移 

 明治 10年 明治 15年 明治 20年 明治 30年 明治 40年 

地方裁判所 ６２ ７９ ９９ ４９ ５０ 

区（治安）裁判所 １２３ １８７ １９４ ２９８ ３１２ 

＊明治27年からは、地方裁判所に支部（69箇所）が設けられたため、地裁の数は減少している。    

 

 

明治時代における明治時代における明治時代における明治時代における各種各種各種各種のののの「願・届出」の類型「願・届出」の類型「願・届出」の類型「願・届出」の類型    

銀本位制、登記法（1886年 明治 19年）が制定されるのと時を前後して、殖産興業政策による種々

の産業が爆発的に勃興してくる。それに伴って、各種の「届出・願書（許認可類）」の必要性が増し

裁判所以外の行政官公署に対する一般国民からの「代書」を必要とする事案、例えば、出生死去出入

等届出方、寄留者届出方（明治19年 9月 内務省令）等の届出を必要とするものが増大して行くこ

とになり、このことが裁判所構内から溢れ出た代書人たちを救うことになる。 

 

明治の後半には、一般の行政官公署への「請届願証書」「書式・文例」類の様式集が多種多様

発行されており、当時の代書人たちもこれらの様式集を常備書として利用していたのではないの

かと推測される。こうした様式書籍の類は、既に明治の5,6年頃から「開化○○日用（日要）文」

等の名で各種出版され始めていた。 

その書式に基づいて作成され、役所に提出されたのが、以下のような各種の「御願（届）文書」

である。行政役所への書面には訴答文例の適用がないので、代書人何某との記載は無いが、こう

した要様式書面の相当数が代書人の手を経たものと思われる。 

 

 

（明治11年 「書式文例大成」の目次、合計262例の書式が記載されている。） 
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（明治16年 郡長宛 奈良県伴堂村何某 「当人死亡ニ付長男相続お願」） 

 

（明治16年 郡長宛 奈良県伴堂村何某 「送籍御願」） 

 

（明治16年 郡長宛 「地所抵当御下ヶ渡願」） 
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（明治16年 8月 戸長役場宛 改印御届）  

 

（「請届願証書」明治27年の様式集 東京市日本橋の岡島支店発行） 

 

（「書式大全」明治40年・・六法と各種申請用の様式が一体となっている分厚い書籍） 
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三百（代言）による弊害三百（代言）による弊害三百（代言）による弊害三百（代言）による弊害    

明治の初期には、公事師崩れの者や代書人と代言人との兼業者もかなり存在していた。こうした

中の一部の代言人、代書人、代人は、業法も存在しない中で、そのいい加減さからあくどい行為が目

立ち「三百代言」などと揶揄されて嫌われる存在になって行く者もいた。 

代人規則があったため、代言人規則の制定以降も、代言免許をもたない代書人が代人となったり、

事件師的な者が代人となったりという三百の弊害は相も変わらずに続くこととなった。 

この悪弊風潮を煽ったのが、当時の「官」お抱えともいえる一部の新聞社である。この時期は自由民

権運動が活発になり、正義の志をもった代言人もこの運動に参加していたため、政府がこうした民権

派代言人の一派を排除するための手段として、三百の弊害を殊更に煽った節も見受けられる。 

 

詳細は不明だが、明治12年 11月 20日の新

聞では「代言に有名なる小島忠里と云う人は

何故か一昨日上等裁判所にて代言を停止さ

れしとのうわさ」との記事（左）がある。 

 その 5日後の25日には、代言広告として

「之迄の通り代言引受け候間、皆様へお知ら

せ申し候 大坂上等裁判所代言人 小島忠

里」と広告（下）を出している。 

調べてみると、この人物は江藤新平の配下だ

った島本仲道が設立した大坂の北洲社と云う民

権派代言人結社に参加した代言人で、その後、

第三代の大坂組合代言人会の会長となっている。 

こうした正義感の溢れる代言人も裁判所の強権

（明治13年 代言人規則改正 結社での営業

禁止）に伏し、十羽一絡（免許代言人と、その

他の三百や代書人・代人による代言人行為の社

会的な混同）で三百の風潮を煽られたのだから、

当時の代言人・代書人達の苦労が偲ばれる。 

 

＊ 三百（代言）・・青銭三百文（価値のないことのたとえ）または玄米一升程度の安い金額で代言を請け負う

いい加減な者の意味だが、代言人より格安で引き受けたので世間に受け入れられていた側面もある。 

 

＊ スーパー代言人・・公事宿の消滅過程で述べたスーパー代言人とは、星亨（ほしとおる）・小島忠里等の外

国公法の知識を駆使した代言能力に秀でた代言人達のことで、中でも星亨は、司法省付属代言人の第一号と

なったことで知られている。 
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－「損害予防だまされぬ策」（岡部学三）明治 42年－ 

 

（一） 代書屋の弊害 

代書屋は代書料以外に名義の何たるかを問わず報酬を受けることはできない。また、訴訟事件或い

は非訟事件に関与することもできない。もしこれに反則した者は、許可を取り消し又は科料に処せら

れことにしてある。故に、表面上は無論この規則を遵奉しているがその裏面に入ると往々反則を行っ

ている者がある。これは良く世間にある話だが「図太い野郎だ・・一つ支払い命令を打ち付けてやろ

う？なに、入費の掛かること位はかまわない。」など立腹の余り裁判所へ出かけるが、さてその書式

や手続きが分からぬので、その辺を見回し代書屋へ飛び込み、かれこれいう事件だが代書を頼むと事

件の内容を話し依頼に及ぶと、代書屋はその話を聞いて「それは、支払命令を申請したばかりでは必

ず財産を隠すでしょう。支払命令を願うと同時に仮差押の申請をなさい。さもないと無財産となって、

理屈には勝っても金は取れませんぜ。」など親切らしく注意をする。なるほどそうしなければ金は取

れなかろう、それでは何分良いように頼むとなる。宜しいというので書類が出来上がる。そうなると

書類の数が殖え、5銭か10銭で済むと予想したのが倍額以上も取られる。これは本人の利益も計り、

且つ自分の収入を計るのであるが、この位のことは当然のことで咎めるほどのことではない。 

さてこの代書のお陰で滞りなく申請の受付は済むが、仮差押でも申請したのならそれきりでは手続

きは済まぬ。それ故、又代書屋を相談相手にする。そうなれば代書屋は慣れた仕事だから速やかに手

続きの済むように教えてもやる。又、差し押さえの執行をするにつき執達吏を依頼する手続きだの、

仮差押えの保証金を取り下げる手続きだのと種々手数が掛かることを言い聞かす。すると本人はそん

な面倒なことなら一切任せるから取り立ててくれろと代書屋へ委任することにする。然らば、委任状

はとはいうが、その実裁判所向きの代理は、たとえ書面の差出しだけでも規則が許さないからそうい

うことはしない。ただ債務者との示談、差し押さえの執行に執達吏のお供で立ち会うくらいは内密の

代理をする。こうして、代書料以外に日当だ、謝金だと規定に反して金を取るのである。これが代書

屋の弊害の一つである。 

 

（二） 三百屋と化ける 

前にも示すとおり、代書屋は訴訟事件或いは非訟事件に関与することはできないのであるが、偶に

は代書を頼みに来た者の中に世事慣れぬ人の良い者や或いは婦女子などで、しかも事件の性質がすこ

ぶる上等、成功すれば必ず纏まった金が握れるという見込みのあるものだと、手続き上のこと其の他

一切丁寧懇切を極めて教えてやり、わざと代書料を安くして親切だろうと思われ振りをする。これは

釣り込む手段であるが、依頼者はそうとは知らず物事も分かるし親切な者だと、なお事件の成り行き

について度々相談に行く、段々懇意にもなってくるから悶着の事情其の他内密のことまで打ち解けて

相談するようになると、代書屋は聞かれたことは何でも知らぬとは言はぬ。でたらめでも間違いでも、

ただ本人の気に入るように説きたててしきりに太鼓を叩く。 

そうなると代書屋は早顧問と成り済まし、知らぬ知恵もつければ策略計画も講ずる。進んでその事

件の解決を委任されて、ここに始めて三百屋へと変化する。その後はいずれ種々ごった返して代書屋

儲けの依頼者損に終わり、迂闊に人を信用して物事を託したのを悔いてけりがつくのであろう。 

（国立公文書館） 
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少なかった少なかった少なかった少なかった構内構内構内構内代書人の数代書人の数代書人の数代書人の数    

構内代書人とは、裁判所構内に事務所を構えている代書人の意味で、明治期においては行政書士、

司法書士といった分化は未だなされていない。構内というからには当然に容量（定員）の枠があった

ろうし、その知識や能力などによって許容枠人員が選別されていたはずである。 

つまり構内代書人の認可（警察署の許可＋裁判所の認可が必要）に関していえば、裁判所の登記官

吏、書記官出身者等が優遇されていたものと考えられる。 

1890年の裁判所構成法（明治23年法律第6号）制定当時、区裁判所（予定数）は全国に300箇所

設けられたが、代書人が地方裁判所に10人、区裁判所に3人、出張所に1.5人程度が平均と仮定す

ると、全国では3000人前後の代書人しか裁判所の構内では活動できなかったことになる。 

 

 

巷に巷に巷に巷に活路を活路を活路を活路を求める求める求める求める構外代書人たち構外代書人たち構外代書人たち構外代書人たち    

構内代書人の枠から溢れた代書人や代書人予備軍（官吏ＯＢ、町村内の名家（旧名主、庄屋）、代

書素養のある学歴者）達は、必然的に裁判所の門前、町村役場、警察署、逓信局、監獄、港湾等の付

近に需要を求めて活路を見い出さざるを得なくなる。 

幸いなことに「出生死去出入等届出方、寄留者届出方並背違者処分（明治19年 9月 内務省令）・・・

出生・死亡・失踪者・廃戸主・廃嫡・改名・復姓・身分・その他戸籍に関する事項の届出義務を科し

た規定で、理由なく届出を怠った者は科料に処せられる。」の実施や、折からの殖産興業ブームによ

る各種の届出・登記・許認可案件の増加が、裁判所構内の枠からはみ出た代書人にとって追い風とな

り、更なる需要と供給を生むことになって行く。    

    

    

＜代書人＜代書人＜代書人＜代書人    黎明期～勃興期の潮流黎明期～勃興期の潮流黎明期～勃興期の潮流黎明期～勃興期の潮流    概略図概略図概略図概略図＞＞＞＞    

 

明治前期（～14年）       明治中期（～30年）        明治後期（～44年） 

 

司法職務定制5年 登記法19年 帝国憲法22年 裁判所構成法23年 不動産登記法32年 

     代言人規則9年         旧々弁護士法26年 日清戦争27年  代書業取締規則39年 

出生死去出入等届出方寄留者届出方並背違者処分 明治19年 

       銀本位制19年－企業の設立ブーム－産業革命－行政許認可案件の増加 

            無免許代言人（代人）等の三百行為 

 

  （司法分野）・・構内代書         登記案件の増加 

代書人の潮流                          （弊害の発生） 

  （行政分野）・・一般代書              届請願書の増加 
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最初に最初に最初に最初に制定された代書人取締規則制定された代書人取締規則制定された代書人取締規則制定された代書人取締規則（明治（明治（明治（明治 36363636 年年年年 5555 月月月月））））    

    

 

（代書人取締規則 明治36年 5月 台湾総督府令第37号）  

過程の詳細は不明だが、台湾総督府令第37号が我が国最初の「代書人取締規則」であったよう

であり、その後7月に埼玉県、8月に大阪府、12月に広島県と順次各府県で制定されていく。 

 

 

（広島県代書人取締規則 明治36年 12月 県令第102号） 
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（広島県代書人取締規則 明治36年 12月 県令第102号） 

 

    

「代書人取締規則」「代書人取締規則」「代書人取締規則」「代書人取締規則」        明治明治明治明治 36363636 年（年（年（年（1903190319031903 年）年）年）年）8888 月月月月    大阪府令第大阪府令第大阪府令第大阪府令第 60606060 号号号号    

    

第１条 代書人トハ他人ノ委託ニ依リ料金ヲ受ケ文書ノ代書ヲ業トスル者ヲ謂フ 

第 2条 代書人タラムトスル者ハ族籍、住所、氏名、年齢を具シ所轄警察官署ニ願出免許証ヲ受

クヘシ 

第 3条 素行善良ト認ムル者ニ非ラザレバ代書営業ヲ免許セス免許後トイエド本則ニ違背シ又ハ

素行不良ト認ムルトキハ免許を取消コトアルヘシ 

第 4条 代書人ハ左ノ事項ヲ為スコトヲ得ス 

一 代書委託者ニ訴訟ヲ勧メ又ハ訴訟ノ鑑定若ハ紹介ヲ為シ其ノ他、他人ノ訴訟行為ニ干渉スル

コト 

二 代書人ニ非サル者ヲシテ自己ニ代リ代書ノ事務ヲ取扱ハシムルコト 

三 同一事件ニ付利害ヲ異ニスル双方ノ代書ヲ為スコト 

四 名義ノ如何ヲ問ズ代書料以外ノ報酬ヲ請求シ若ハ請求セシメ又ハ之ヲ受ケ若ハ受ケシムルコ

ト 

五 代書人ノ自宅代書事務所又ハ出張所ニ於テ他人ニ法律事務ノ取扱ヲ為サシムルコト 

（大阪府行政書士会史） 



 - 70 - 

 

    

「滋賀県代書人取締規則」「滋賀県代書人取締規則」「滋賀県代書人取締規則」「滋賀県代書人取締規則」    明治明治明治明治 37373737 年（年（年（年（1904190419041904 年）年）年）年）12121212 月月月月    県令第県令第県令第県令第 58585858 号号号号    

    

第 1条 本則において代書人と称するは他人の委託を受け料金を得て文の作成を業とする者をい

う 

第 2条 代書人たらんとする者は左の事項を具し所轄警察官署に願出て免許証を受くべし 

一 本籍住所 

ニ 氏名生年月日 

三 営業所 

第 3条 代書人は左の行為を為すことを得ず 

１ 訴訟及び非訟事件に関し代理、勧誘、鑑定、仲裁、紹介その他争訟行為に干渉すること但

し登記の代理を為すは此限りにあらず 

２ 同一事件につき利害を異にする双方の代書を為すこと 

３ 本人又は委任状を携帯するものの依頼にあらずして権利義務に関する文書を作成するこ 

と 

４ 他人に名義を貸し又は代書人にあらざる者をして自己の業務を取扱はしむること 

 

 

    

「代書業取締規則」「代書業取締規則」「代書業取締規則」「代書業取締規則」    明治明治明治明治 39393939 年年年年（（（（1906190619061906 年）年）年）年）    警視庁令第警視庁令第警視庁令第警視庁令第 52525252 号号号号    

    

第１条 本則ニ於テ代書業ト称スルハ他人ノ委託ヲ受ケ文書、図面ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂フ 

第２条 代書業をナサントスル者ハ族籍、住所、氏名、生年月日、業務所ノ地名、番号及履歴ヲ

具シ業務所所轄警察官署ニ願出許可ヲ受クベシ 

第３条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ代書業ヲ許可セザルコトアルベシ 

一 公権剥奪又ハ停止中ノ者 

二 信用ヲ害スル罪、財産ニ対スル罪、誣告又ハ誹毀ノ罪ヲ犯シタル者及本号該当者ト居ヲ同

フスル者 

三 公安又ハ風俗ヲ害スルノ虞アリ若クハ素行不良ト認メタル者 

四 他人ノ名義ヲ候スノ事実アリト認メタル者 

第４条 代書業者ハ左ノ行為ヲ為スコトヲ得ス 

一 訴訟事件、非訟事件及其ノ他ノ事件ニ関シ代書以外ノ関与ヲ為シ又ハ之ヲ鑑定、紹介スル

コト 

二 住所又ハ業務所ニ於イテ他人ヲシテ法律事務をヲ取扱ハシムルコト 

三 代書業者ニ非ラザル者ヲシテ業務上ノ代理ヲ為サシムルコト 

四 同一事件ニ付利害ヲ異ニスル当事者双方ノ代書ヲ為スコト 
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五 代書事件ヲ他人ニ漏示スルコト 

六 名義ノ如何ヲ問ハス代書料以外ノ報酬ヲ受ケ又ハ故ラニ文書ヲ冗長ニシ若シクハ紙数ヲ増

加スルコト 

七 代書ノ委託ヲ勧誘シ又ハ委託ヲ受ケタル事件ニ関シ事実ノ虚構ヲ勧誘シ若シクハ委託ニ反

スル代書ヲ為スコト 

八 正当ノ理由ナクシテ代書ノ委託ヲ拒ミ又ハ文書、図面ノ作成ヲ遅滞スルコト 

第５条 代書業者ハ付録様式ノ事件簿ヲ調整シ代書ヲ為シタル毎ニ之ヲ記載スベシ前項ノ事件簿

ヲ廃棄セントスルトキハ業務所所轄警察官署ノ承認ヲ受クヘシ 

第６条 警察官吏ニ於テ前条ノ事件簿ノ提示ヲ要求シタルトキハ代書業者ハ之ヲ拒ムコト得ス 

第７条 代書業者所務上ニ使用スル印影ハ予メ業務所所轄警察官署ニ届出代書ヲ為シタル文書、

図面ノ末尾ニ署名捺印スヘシ但シ法令ニ別段ノ規定アルモノハ此ノ限リニ在ラス 

第８条 代書業者ハ文書、図面ノ難易又ハ紙数及各紙ノ行数字数ニ依リ代書料ヲ定メ業務所所轄

警察官署ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セムトスルトキ亦同シ代書料ハ業務所ノ見易キ場所

ニ掲示スヘシ 

第９条 左ノ場合ニ於テハ７日以内ニ業務所所轄警察官署ニ届ツベシ但シ第３号ノ場合ニハ戸主

又ハ家族ヨリ其ノ手続ヲ為スヘシ 

 一 族籍、住所、氏名又ハ業務所ノ位置ヲ変更シタルトキ 

 二 休業又ハ廃業シタルトキ 

 三 代書業者死亡シ又ハ所在不明ト為リタルトキ 

業務所変更ノ位置其他ノ警察官署管内ニ係ルトキハ前業務所所轄警察官署ヲ経由スヘシ 

第１０条  左ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ其ノ業務ヲ停止シ又ハ禁止スルコトアルヘシ 

 一 180日以上休業シタルトキ 

 二 第三条第四条各号ノ一ニ該当シタルトキ 

第１１条  本則ニ違背シタル者ハ第10条ノ停止若ハ禁止ヲ犯シタル者ハ拘留又ハ科料ニ処ス 

第１２条  代書業者ハ其ノ戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ニシテ其ノ業務ニ関シ本則

ニ違背シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ処罰ヲ免カルルコトヲ得ス 

附則 

第１３条 本則施行以前ヨリ代書業ヲ為シ尚之ヲ継続セムトスル者ハ本則施行ノ日ヨリ15日以内ニ

本則ニ依リ許可ヲ受クベシ 

 

 

区裁判所構内代書人取締規則区裁判所構内代書人取締規則区裁判所構内代書人取締規則区裁判所構内代書人取締規則    明治明治明治明治 40404040 年（年（年（年（1907190719071907 年）年）年）年）    

第８条 代書人は代書業務の付随として、左に記載し足る事項に限りこれを為すことを得 

一 訴訟記録閲覧の附添を為すこと 

二 訴訟事件に付き仮住所の引受けを為すこと 

三 非訟事件に付き代理を為すこと 

四 登記申請に付き代理を為すこと        （「司法書士と登記業務」埼玉訴訟研究会）    
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明治時代の明治時代の明治時代の明治時代の「代書料金届・代書事件簿」に見る「代書料金届・代書事件簿」に見る「代書料金届・代書事件簿」に見る「代書料金届・代書事件簿」に見る代書人代書人代書人代書人像像像像    

    

    

警察の代書営業許可と裁判所の警察の代書営業許可と裁判所の警察の代書営業許可と裁判所の警察の代書営業許可と裁判所の代書営業認可代書営業認可代書営業認可代書営業認可 

手許に和歌山県在住の原氏が、明治39年に代書営業を願い出た書類がある。 

当人は、明治23年に和歌山中学を卒業して、明治24年から大坂地方裁判所に勤務し、25年に富田

林区裁判所、27年に池田区裁判所、28年に和歌山地方裁判所検事局、その後和歌山地方裁判所執達

吏を最後に明治39年に退職している。その後、明治39年 11月、田辺警察署長から代書人営業許可

を受け、同年12月 26日に田辺区裁判所の許可を得て構内代書人となっている。 

 

 

（明治39年 11月 代書営業の許可書 田辺警察署） 

 

 

（明治39年 12月 代書営業の許可書 田辺区裁判所） 



 - 73 - 

代書料金表代書料金表代書料金表代書料金表    

田辺警察署へ提出した願書によると・・以って、代書料及び報酬別件の通り御定め・・・・・ 

一 登記書類、一 戸籍の閲覧書類、一 訴状申請御願届、一 非訟事件、告訴、告発、訴状作成と

あり、その代書料は罫紙一枚につき三銭～五銭以内、登記申請一件八銭以内、登記保証料十銭以内、

書類補正料一件三銭以内、建物・船舶軽易なるもの一枚五銭以内、その他図面五銭以内・・などとし

て届け出ている。（＊アンパン一個の値段「明治38年・・一銭」「大正6年・・二銭」） 

 

 

（明治39年 警察に届け出た代書料金表） 

 

すでに述べたところだが「仏国司法三職考」に記述されているように、「代書人」はその必要性か

ら、先ずは司法職務定制において訴訟の補佐役として定められた。そのため明治中頃までの間で代書

人を指す場合、その多くは裁判所関係（初期の府県裁判所を含む）の代書人を指していたことになる。 

明治12年 12月の芸備日日新聞（広島県）によれば、この頃、裁判所の構内の控え所には常に数十人

の代書人がたむろし、三百紛いの者も随分いたとの記事も見られる。その後、裁判所の命により、構

内代書人は7～10人程度に絞られたと記載されている。 

 

他方、行政官公署（市町村役場・警察署関係）に関係する代書人も、役所と裁判所が同一場所の時

期（「府藩県交渉訴訟准判規定（明治3年 11月 28日）」・・明治3年～10年頃）から、ある程度は活

躍していたのだろうが、一つの纏まりとして一定の勢力を占めるのは、明治の10年代後半以降にな

ってからと考えられる。 

つまり、構内代書人の枠から溢れざるを得なかった一般の代書人の勃興期は、明治政府の殖産興業

政策によって産業が猛烈に拡大していく時期と一致してくる。この企業の設立ブーム、各種新産業の

勃興、それに伴う登記手続や各種届出、願書、許認可案件の大幅な増加は、資格取得の簡便さとあい

まって、必然的に代書人数の増加と、それによる弊害をもたらすようになっていき、一部の心無い代

書人や代人（非代言人・三百）による悪質な行為が蔓延るようになって行った。 
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こうした悪質な代書人の取締りとその統制のため、警視庁令や各府県令で代書人の取締規則が順次

定められるようになっていくのだが、政府が制定した弁護士法（明治26年）と違って、代書人の制

度はあくまでも府県令（明治36年以降）の域を出るものではなかった。 

 

 

「代書事件簿」に見る代書人の収入「代書事件簿」に見る代書人の収入「代書事件簿」に見る代書人の収入「代書事件簿」に見る代書人の収入    

手許に、明治４２～４３年にかけて使用されていた滋賀県に在住した代書人の事件簿がある。 

この事件簿は、B５変形版の縦書きの百枚綴りで、１頁に4件の事件を記載できるようになっている。

項目順に、作成年月日、文書の種類、紙数、代書料の順に記載する様式である。 

 

 

事件簿の表紙裏には、滋賀県八幡警

察署武佐分署（滋賀県近江八幡市武

佐町）の公印が押印されているので、

滋賀県の代書人の事件簿と思われる

が、表書きからは代書人の氏名（藤

○○太郎と読めるが・・）は残念な

がら判読できない。 

 

 

左の八幡警察署武佐分署は、明治 19 年

（1886 年）に設けられた洋館風建築だ

が、奇跡的に今でも見ることができる。

滋賀県の HP から「こころに残る滋賀の

風景」の中の「魚友楼洋館」がそれであ

り、今では有形文化財として登録がなさ

れている。 

 

（八幡警察署武佐分署 滋賀県提供） 

 

 この代書事件簿によれば、依頼事件の内訳は、登記案件が約八割程度（現在の司法書士業務）を占

め、その他案件が残りの約二割（現在の行政書士業務）だが、その記載内容も当時の崩し字のため判

読には困難を極める。何とか読み取れた幾つかの事件名を拾い出すと、以下のとおりである。 

「保存登記・売買登記・変更登記・抵当権設定登記・地図図面・相続開始届・開墾届・絶家再興届・

隠居届・後見人就職届・養子入夫婚姻届・代納届・測量地図・始末書・戸籍謄本写し」等であり、書

類の作成料は1枚につき２銭～３銭である。殆どの場合が４枚～１０枚程度の枚数となるので、多く

は１件につき８銭から３０銭程度が代書料として記載されている。 

 

�
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（「代書事件簿」 明治４２年１月２７日交付 滋賀県八幡警察署武佐分署の交付） 

 

当時、アンパン１個が１銭、蕎麦が３銭、大工日当が１円、教員の初任給が１３円だったので、現

在の価格（物価換算）に直せば、１件につき千円～５千円程度が代書料だったことになる。もう少し

具体的に見てみると、明治４２年１月２８日は３件で３２銭の収入、２月１日は１件（地図図面の作

成）で１円５銭、２月２日は５件で１８銭、２月５日は１件で１４銭、２月８日は７件で８４銭、２

月９日は１件で１２銭、２月１０日は２０件で１円４０銭２月１１日は１１件で１円２１銭・・とこ

んな具合である。 

 

この代書人の明治４２年２月度の収入は、売上稼働日数が１４日間、総収入が８円２９銭であった。

現在の物価換算では８２９銭×アンパン１２０円＝９万９４８０円だが、賃金換算では大工日当は現

在約２万円なので、２万×８．２９円＝１６万５千８００円となる。滋賀県の、それも一地方町村に

おける代書人の収入としてはこんな程度かなとも思われる。 

翌月の３月度の収入は９円３３銭（物価換算では１１万１９６０円～賃金換算で１８万６千６００

円）である。大都市の代書人では、恐らくこの数倍の収入があったあろうと思われるが、依頼人を座

して待つ、一地方の代書人ではそうもいかなかったのだろう。 
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明治期の取締規則から明治期の取締規則から明治期の取締規則から明治期の取締規則から見た代書人の業務範囲見た代書人の業務範囲見た代書人の業務範囲見た代書人の業務範囲    

 

① 公安、風俗を害せず素行が善良な成人男子であれば、代書営業（願）ができたこと 

② 能力考査制度は設けられていなかったこと 

③ 基本的には、文書の作成に留まるとされたこと 

④ 監督権者は警察署長だったこと（取締法規の側面が強かった） 

⑤ 双方代理が禁止されていたこと しかし・・・ 

⑥ 業務上の代理が可能 

⑦ 法律事務の取扱いが可能 

⑧ 登記申請の代理が可能・・・であった。 

 

（注）この当時は、弁護士の活動が法廷内に限定（旧々弁護士法 明治 26 年）されていたことによ

る。代書人は、許可権者が警察署長であったことから見ても、取締法規の性格面が殊更に強調され

ており、代書人の資質を高めるための能力考査制度も採用されず、官のＯＢ達が優遇されたことか

らも、当時の代書人の位置付けは見て取れる。この名残が、現在の特認制度へと繋がっている。 

 

 

明治初期における代書人職制の意義とその矛盾明治初期における代書人職制の意義とその矛盾明治初期における代書人職制の意義とその矛盾明治初期における代書人職制の意義とその矛盾    

    

１．明治政府は、近代法１．明治政府は、近代法１．明治政府は、近代法１．明治政府は、近代法制の確立とそれに伴う不平等条約の改正へと繋げるという制の確立とそれに伴う不平等条約の改正へと繋げるという制の確立とそれに伴う不平等条約の改正へと繋げるという制の確立とそれに伴う不平等条約の改正へと繋げるという意図意図意図意図ををををも含も含も含も含

め、当初は仏蘭西法の模倣とは云え、代書人は官と民のめ、当初は仏蘭西法の模倣とは云え、代書人は官と民のめ、当初は仏蘭西法の模倣とは云え、代書人は官と民のめ、当初は仏蘭西法の模倣とは云え、代書人は官と民の間にあって、訴訟の補佐役として高間にあって、訴訟の補佐役として高間にあって、訴訟の補佐役として高間にあって、訴訟の補佐役として高

度な職責を担うものとして想定していた度な職責を担うものとして想定していた度な職責を担うものとして想定していた度な職責を担うものとして想定していた節が伺える節が伺える節が伺える節が伺える。。。。    

        

２．しかし、明治初期の我が国に２．しかし、明治初期の我が国に２．しかし、明治初期の我が国に２．しかし、明治初期の我が国において致命的だったのは、フランスにおける彼ら「アヴェーエおいて致命的だったのは、フランスにおける彼ら「アヴェーエおいて致命的だったのは、フランスにおける彼ら「アヴェーエおいて致命的だったのは、フランスにおける彼ら「アヴェーエ

（代書人）」「アヴォカ（代言人）」（代書人）」「アヴォカ（代言人）」（代書人）」「アヴォカ（代言人）」（代書人）」「アヴォカ（代言人）」達達達達は能く法律書を諳んじる者達だったが、わが国の彼らはは能く法律書を諳んじる者達だったが、わが国の彼らはは能く法律書を諳んじる者達だったが、わが国の彼らはは能く法律書を諳んじる者達だったが、わが国の彼らは

未だ公事師・事件師の域から脱し切れておらず、律書を諳んじる者からは程遠い存在の者達で未だ公事師・事件師の域から脱し切れておらず、律書を諳んじる者からは程遠い存在の者達で未だ公事師・事件師の域から脱し切れておらず、律書を諳んじる者からは程遠い存在の者達で未だ公事師・事件師の域から脱し切れておらず、律書を諳んじる者からは程遠い存在の者達で

あり、政府においてさえ憲法、民法といった基本法の制定も五里霧中の彼方にあったあり、政府においてさえ憲法、民法といった基本法の制定も五里霧中の彼方にあったあり、政府においてさえ憲法、民法といった基本法の制定も五里霧中の彼方にあったあり、政府においてさえ憲法、民法といった基本法の制定も五里霧中の彼方にあった。。。。    

    

３．３．３．３．その結果、明治その結果、明治その結果、明治その結果、明治 8888 年以降の代書人は、基本法整備の遅れもあり、政府の言うがまま、為す年以降の代書人は、基本法整備の遅れもあり、政府の言うがまま、為す年以降の代書人は、基本法整備の遅れもあり、政府の言うがまま、為す年以降の代書人は、基本法整備の遅れもあり、政府の言うがまま、為す

がままの都合の良い存在である「代書」以上には位置付けないという政府の意思表示ともとれがままの都合の良い存在である「代書」以上には位置付けないという政府の意思表示ともとれがままの都合の良い存在である「代書」以上には位置付けないという政府の意思表示ともとれがままの都合の良い存在である「代書」以上には位置付けないという政府の意思表示ともとれ

る状態に置かれる状態に置かれる状態に置かれる状態に置かれたたたたままで、代書人取締規ままで、代書人取締規ままで、代書人取締規ままで、代書人取締規則が制定される迄の３０年間は、事実上則が制定される迄の３０年間は、事実上則が制定される迄の３０年間は、事実上則が制定される迄の３０年間は、事実上存在存在存在存在するするするする者と者と者と者と

してのしてのしてのしての意味における代書人でしかありえなかった。意味における代書人でしかありえなかった。意味における代書人でしかありえなかった。意味における代書人でしかありえなかった。    

 

４．４．４．４．更には、代書人の訳語から受ける世間一般のイメージの方が実質的に固定して、「裁判更には、代書人の訳語から受ける世間一般のイメージの方が実質的に固定して、「裁判更には、代書人の訳語から受ける世間一般のイメージの方が実質的に固定して、「裁判更には、代書人の訳語から受ける世間一般のイメージの方が実質的に固定して、「裁判所補所補所補所補

助吏」の内容をもたない、単に官公署へ提出する文書を代わって書く助吏」の内容をもたない、単に官公署へ提出する文書を代わって書く助吏」の内容をもたない、単に官公署へ提出する文書を代わって書く助吏」の内容をもたない、単に官公署へ提出する文書を代わって書く者としての代書人者としての代書人者としての代書人者としての代書人制度に制度に制度に制度に

発展してしまったこと等が考えられる。発展してしまったこと等が考えられる。発展してしまったこと等が考えられる。発展してしまったこと等が考えられる。    
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－この節のまとめ－ 

 

① 明治 5年の「司法職務定制」の時点では、代書人・代言人の仕組は定められたばかりであり、彼

らは事実上まだ存在していない状態にあった。そのため、幕藩体制から続く町村役人等が以前と同

様の代書人・代言人の役割と判決後の執行役を担う者として考えられていた。 

 

② 明治 6年の「訴答文例」によって、旧来の江戸時代から続いてきた差添人（主に町村役人）がこ

こで正式に廃止されることになった。そして代書人・代言人となるには、通常の成人男子なら願い

出れば認められてその地位に着くことができ、試験制度も存在していなかった。こうして訴訟の補

佐役を担ってきた町村役人、公事宿の主人・手代、藩の下役人の一部、また公事師たちは、順次、

代書人・代言人に入れ替わることになる。それに伴って、公事宿はその機能を終えることになった。 

 

③  明治 7年の「訴答文例」（改正）では、代書人は任意主義とされ、親戚・朋友を差添人とするも

可とされた。つまり、「訴答文例」によって訴状の様式や記載方法が定型化されたため、本人、当

事者の親戚・朋友であっても、文書作成能力・訴訟補佐遂行能力のある者が、その立場に立つこ

とができるように改正されたのである。過度な書証主義からのシフトと見るよりは、厳格に過ぎ

たことによる訴訟の混乱が原因であったともとれるし、また、司法卿の交代による方針変更とも

受け取れる。 

 

④ 明治 8年「司法省検事大審院諸裁判所職制章程」、「大審院諸裁判所職制章程」が定められたが、

それに伴って、司法職務定制は消滅することになる。これ以降、代書人は事実として存在している

者の地位にまで低下するが、代言人は代言人規則によって法的に認知（訴訟代理の一元化）された。

明治10年「大審院諸裁判所職制章程（改正）」が定められ、前記の司法省検事大審院諸裁判所職制

章程および大審院諸裁判所職制章程が消滅する。 

 

⑤ こうした流れを見てくると、代書人は当初訴訟の補佐役として出現したが、その後は、法制の枠

外の社会的な意味における潮流に乗ってきている。明治の中期以降、殖産興業政策による日本の産

業革命期を経て、各種の産業が爆発的に増えるに伴って、各種の「願書（許認可類）」の必要性が

増し、裁判所以外の行政官公署に対する「代書」を必要とする事案に対応する形で、（行政代書人

も）必要的な存在として認知され、増加していったものと考えられる。 

 

⑥ 代書人の数が増えるに従って、悪質な代書人やモグリの代書人も増え、国民に被害を及ぼすよう

になる。こうしたことが度々新聞で報道されたこともあって、各府県では「代書人規則」を定めて

取締を行うようになって行く。 

しかし、この時代、代書人となるには原則として「公安または風俗を害する恐れのある者、若し

くは素行不良と認めた者（代書業取締規則第3条）」以外は、代書営業の許可を受けることが可能

であった。 
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⑦ 代書人は訴訟の補佐役としての必要性から誕生した。そして、法令上では未だ分化はされてはい

ないものの、裁判所構内というキャパによる制約とその業務内容から、先発組の司法関係代書人と

後発組の行政関係代書人に分化して行き、夫々が一定数の勢力を持つに至ったものと考えられる。 

この意味からの代書人は、司法書士の系譜により近い存在の者達からスタートした制度ではある

が、取締規則の制定までは、事実上存在している者としての公認に留まる範囲内における、便利使

い的な代書人でしかあり得なかった。 

しかしその反面、「法律事務取扱の取締に関する法律」（昭和8年）までの彼等の職務内容は、今よ

りも遥かに広範な権限を行使することができ、結構繁盛していたようである。 

 

⑧ 業務内容から見た明治期の代書人たちは、戦後の新法における司法書士とも行政書士とも違う職

能であり、新法制定時よりも業務範囲は広かった。このことは、裏を返せば当時の代言人制度が未

熟だったため、それを補完する職能としては、十分に機能していたことにもなる。 

 

⑨ 代書人制度は、代言人制度が未熟だったため、それを補完する職能としては、十分に機能し、か

つ、結構繁盛もしていたようである。 

しかし、このことが彼ら自身の脳裏から「地位向上の意識」を遠退かせ、便利使い的な職能へと貶

めてしまった面も否定できない。このことが、その後における代言人と代書人との決定的な差とな

って現れていく。 

 

 

明治時代の弁護士数と公証人数 

明  治 全国の弁護士数（人） 全国の公証人数（人） 

９年 １７４ - 

１５年 ９１４ - 

２２年 １０７５ １２３ 

２７年 １６０２ １７６ 

３５年 １７５２ ２７５ 

４１年 １９９９ ２９０ 
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    大正時代・・代書人と司法代書人の分化その大正時代・・代書人と司法代書人の分化その大正時代・・代書人と司法代書人の分化その大正時代・・代書人と司法代書人の分化その変遷過程変遷過程変遷過程変遷過程        

    

広島県に見る広島県に見る広島県に見る広島県に見る代書人数代書人数代書人数代書人数    

（１）手元にある広島県の代書人名簿（大正2年 7月発行）には、647人の名前と住所が記載されて

いる。現在の広島の簡易裁判所数は11箇所、全国では438箇所である。大正元年の区裁判所数は

312箇所（出張所1400箇所）なので、名簿を基にその比率から算出すると、当時の広島の区裁判

所数は7～8箇所（出張所約30箇所）となる。裁判所構内というキャパ上の制約から、区裁判所に

2～3人の構内代書人、出張所に1～2人としても84人、そこへ地方裁判所の5人～10人を加えて

も最大で94人であり、残りの553人は役所、警察署近隣等に事務所を構えなければ生業とならな

いことになるのだが、この試算では私の想定値よりかなり多い人数である。 

大正9年の広島県の人口は154万人、現在は280万人である。大正の時点では人口2785人につ

き1人の行政代書人、現在の広島県行政書士会の個人会員数は1005人なので、2786人につき1人

の行政書士となり、何と90年前と同じ比率である。なお、人口数からすると広島の42.8倍が全国

数となるので、単純に大正2年に当てはめると、当時の構内代書人数は全国ベースで4023人、一

般代書人数は23668人となる。 

 

和歌山県に見る構内代書人数和歌山県に見る構内代書人数和歌山県に見る構内代書人数和歌山県に見る構内代書人数    

（2）和歌山県の区裁判所は、明治23年から設置されているので、先に記した明治39年の代書人許

可「田辺警察第29号」が通し番号とすると、この区裁判所管内では16年間で29人の構内代書人

しか誕生していないことになり、年間では1.8人という狭き門である。 

 

 

（「代書人名簿」広島弁護士会発行 大正2年） 
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広島弁護士会は広島弁護士会は広島弁護士会は広島弁護士会は何故何故何故何故代書人名簿を作ったのか代書人名簿を作ったのか代書人名簿を作ったのか代書人名簿を作ったのか    

当時の弁護士は、法廷内での活動に限定されていたため、仕事を引き受ける上で、代書人との連携

（仲介）等の必要上からこの名簿が作成されたものと思われるが、記載されている代書人の数が多す

ぎる感がする。若しかしたら、所謂「もぐり・三百（代言）」と称された者も含んだ名簿かもしれな

いので、当時の新聞・資料などを探ってみた。 

 

 

（大正2年 広島弁護士会発行の「代書人名簿」イロハの順に647名が記載されている。） 

 

① この当時は弁護士の活動が法定内に限定されており、それ以外の法律事務は、非弁護士（代書

人・代願人・代人）が取扱うことが可能であった。 

② 弁護士の着手金が 20 円～30 円（当時、大卒の初任給が 50 円）と高く、一般の人達が気軽に利

用できる値段ではなかった。一般の人達は、数も少なく近くにいない弁護士よりは、費用の点

からも代書人・代人等の非弁護士を利用する傾向が強かった。 

③ 敷居が高いとされていた弁護士にしても、代書人等からの紹介を通じて訴訟案件を引き受ける

ことが多かった。こうした狭間で、三百等のもぐりの者達が主に仲介料名目で暗躍していたよ

うで、東京には三百が6000人いると報じていた新聞記事もある。また、弁護士は出張所を持つ

ことができたので、弁護士によっては数箇所の出張所を持ち、軽微な案件は出張所を任せてい

る番頭（非弁護士）に処理させており、ここには頻繁に三百等が出入していたという。 

④ 各地の弁護士会では、三百の排斥に腐心していたが、弁護士法の改正は思うように捗らなかっ

た。そこで弁護士会では、三百等の弊害排除のため弁護士会の規則改正を行い「出張所の禁止」

や「紹介人名簿」に記載されている者達からの仲介を禁止した弁護士会もあった。 

 

推測の域は出ないが、この仲介の禁止が先に紹介した広島弁護士会発行の代書人名簿のことではな

いかと考えれば、代書人の数が多いことの説明がつく。つまり、この名簿は正規の代書人以外の三百

と称された者（仲介屋）まで載せていたのではと見ることもできるのだが・・・定かではない。 
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（「実業法律第85号」（大正7年 1月 1日）に掲載された代書店の広告） 

 

腰掛（掛合い）茶屋と登記茶屋腰掛（掛合い）茶屋と登記茶屋腰掛（掛合い）茶屋と登記茶屋腰掛（掛合い）茶屋と登記茶屋    

江戸時代では公事師による和解交渉の多くは、奉行所内外の腰掛（掛合）茶屋などで行われていた

という。（P5注釈参照）この頃の代書店も、登記所正門前、区裁判所門前、登記所隣などと宣伝し、

立地条件の良さを売りにしており、上図の高柳代書所は「登記茶屋」までも併設していた。 

「登記茶屋」とは、当時の登記手続は即日処理だったため、交付されるまで結構な時間を要したの

で、代書店が建物の一角や二階に待合所を設けて、客に飲食を提供したことを称して登記茶屋といっ

た。今でも、運輸支局の門前付近には行政書士事務所が数軒あり、それと軒を競うかのように喫茶店、

定食屋などがある。 

 

 

（「代書人規則」大正9年 国立公文書館） 
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1912 大正元年 

税務代弁者取締規則の制定（大阪府令） 

 

（現在の税理士） 

1917 東京市代書人会 結成  

1919 ◎◎◎◎    司法代書人法の制定司法代書人法の制定司法代書人法の制定司法代書人法の制定（大正（大正（大正（大正 8888 年年年年 4444 月月月月    法律第法律第法律第法律第 48484848 号）号）号）号） 

第１条 本法ニ於テ司法代書人ト称スルハ他人ノ嘱託ヲ受ケ

裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ為スヲ業トス

ル者ヲ謂フ  

第２条  司法代書人ハ地方裁判所ノ所属トス 

第３条  司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク地方裁

判所長ハ区裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ対スル監督事

務ヲ取扱ハシムルコトヲ得 

第４条 司法代書人タルニハ所属地方裁判所ノ認可ヲ受ク   

ルコトヲ要ス 

裁判所・検事局に提出す

る書類の作成 

裁判所構内での事務所設

置等 

地方裁判所の監督下 

 

 

司法代書人の業務独占・

取締規定はなかった（代

書人規則に依る） 

1920 ◎◎◎◎    代書人規則代書人規則代書人規則代書人規則の制定（大正の制定（大正の制定（大正の制定（大正 9999 年年年年 11111111 月月月月内務省令第内務省令第内務省令第内務省令第４０４０４０４０号）号）号）号）    

 （附則を含めて全二十二条） 

第一条 本令ニ於テ代書人ト称スルハ他ノ法令ニ依ラスシ

テ他人ノ嘱託ヲ受ケ官公署ニ提出スヘキ書類其ノ他権利

義務又ハ事実証明ニ関スル書類ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂

フ  

第二条 代書人タラムトスル者ハ本籍、住所、氏名、年齢及

履歴並事務所ノ位置ヲ具シ主タル事務所所在地所轄警察

官署ノ許可ヲ受クヘシ  

第三条 代書人其ノ業務ノ為補助員ヲ使用セムトスルトキ

ハ本人ノ本籍、住所、氏名、年齢及履歴ヲ具シ主タル事務

所所在地所轄警察官署ノ認可ヲ受クヘシ  

第四条 代書人ハ其ノ事務所ニ代書人某事務所ト記載シタ

ル表札ヲ掲クヘシ  

第五条 代書人ハ事務所以外ノ場所ニ於テ其ノ業務ニ従事

スルコトヲ得ス 

第六条 代書人ハ代書料額ヲ定メ主タル事務所所在地所轄

警察官署ノ認可ヲ受クベシ 之ヲ変更セシムトス

ルトキ亦同シ前項ノ代書料ハ事務所内見易キ場所

ニ掲示スヘシ （中略） 

第十七条 本令其ノ他法令ニ依リ許可又ハ認可ヲ受ケスシ

テ代書ノ業ヲナシタル者ハ拘留又ハ科料ニ処ス 

代書人監督規定の統一 

管轄警察署長の許可 

警察署長の認可料金 

 

 

大正 9年の国勢調査

によると 東京都に

おける代書業は330

名であった。 

 

（前年には約200名

が司法代書人として

分化していった。） 

 

 

 

 

 

 

 

非司法代書人の取締り

もこの条文に拠った 
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代書人の地位の相対的な低下代書人の地位の相対的な低下代書人の地位の相対的な低下代書人の地位の相対的な低下と司法代書人法と司法代書人法と司法代書人法と司法代書人法    

無試験で代書人となることができた時代では、当然ながら粗悪な代書人も出現してくる。こうし

た代書人の品位と資質に関する問題を契機として、府県ごとでの取締規則から、全国統一的な法令

上での整備が必要とされるに至り、代書人の分化が法令上からも始まっていくことになる。 

司法代書人に関しては、大正3年（1914年）頃から法制定の請願活動が開始された。大正3年 2

月 27日衆議院への請願では「裁判所代書業に関する法規制定の件」とあり、ここでは「司法代書人」

という名称は出てこないが、その後も数回にわたって請願がなされた。大正5年 2月 22日には、裁

判所代書業（法）から司法代書人（法）へとその名称を変えて、請願委員長提出による「司法代書

人法案」が衆議院に提出されている。その後三年の年月を要して、大正8年に司法代書人法が制定

されることになる。 

しかし、区裁判所構内代書人取締規則（明治40年）では、第９条 一、訴訟記録閲覧の附添を為

すこと 二、訴訟事件に付き仮住所の引受けを為すこと 三、非訟事件に付き代理を為すこと  

四、登記申請に付き代理を為すこと、つまり「登記申請代理」の地位にあったものが、司法代書人法

では、他人ノ嘱託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ との「単

純代書」の地位に落とされてしまった。 

また、この大正8年の「司法代書人法」には大きなな欠陥があった。非司法代書人に関する取締条

項が削除されて成立したため、代願人等の非司法代書人が登記申請の代理業務を行うことができたの

である。また、司法代書人法では業務範囲が「裁判所及び検事局に提出する書類」であったにも拘ら

ず、罰則規定がないため、代書人規則の「官公署に提出すべき書類」の「官公署」には、「裁判所及

び検事局も含まれている」との認識をもたらしていたのである。このことが政府によって否定もされ

ていないことから、代書人規則の「官公署」には「裁判所及び検事局」も当然に包含されていたこと

になってしまっていた。 

若し、政府に司法代書人の用法・業務範囲をはっきりとさせる意図があったならば、後れてできた

「代書人規則」の条文は「ただし、裁判所及び検事局を除く」と規定（普通代書営業取締規則（大正

9年 3月 千葉県令第19号 P84）しなければならなかったのである。そうであるならば、また当然

に非司法代書人の取締規定も整備されていなければならなかったはずであるが、非司法代書人の取締

さえも代書人規則によって律する外なかったのである。 

 

司法代書人法は大正8年に法律第48号として成立したが、取締規定のない云わば、名称独占のザ

ル法であった。そのための弊害（業としての任意代理人という職業）が顕在化し始め、慌てて制定し

たのが、翌年にできた取締規定を有した代書人規則だったのではないだろうか。 

このことは、法律ではなく省令としての位置付けからも、その性急さを窺うことができる。この分

化と安易な省令制定の過程で、（司法・行政）代書人の地位は著しく低下させられることとなった。 

繰り返しで恐縮だが、この根底には、1893年に弁護士法が制定され、弁護士が法律家としての地位

を獲得して行ったのと比べると、「改正 訴答文例」における「代書」という職能の持つ、司法・行

政機関にとって都合の良い位置（司法・行政の円滑な実施に寄与する立場）以上には動かさないとい

う、政府からの意思表示の具現化でもあったと捉えることができる。 

一方、この頃の千葉県にあっては、当初、明治42年に「代書営業取締規則（県令第64号）」が定
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められていたが、大正8年に制定された司法代書人法制定の影響を受けて、翌大正9年 3月に、普通

代書営業取締規則（大正9年 3月 千葉県令第19号）が制定されている。 

数県分しか入手できなかったため、この規則だけが特異例かどうか定かではないのだが、司法代書

人（法）と普通代書人との職域を明確に意識した条文構成をとっている。しかし、同年11月に内務

省令による「代書人規則」が制定されたため、この県令は12月 31日付で廃止されてしまう。 

 

 

代書営業取締規則（明治代書営業取締規則（明治代書営業取締規則（明治代書営業取締規則（明治 42424242 年年年年 10101010 月月月月    千葉千葉千葉千葉県令第県令第県令第県令第 64646464 号）号）号）号）    

 

第１条 本則において代書営業と称するは他人の委託を受け文書、図面の作製を業とする者を謂う 

第２条 代書営業を為さむとする者は住所、身分、氏名、年齢、経歴及業務所を具し所轄警察官署

の許可を受くべし（以下略・・） 

 

    

普通代書営業取締規則（大正普通代書営業取締規則（大正普通代書営業取締規則（大正普通代書営業取締規則（大正 9999 年年年年 3333 月月月月    千葉県令第千葉県令第千葉県令第千葉県令第 19191919 号）号）号）号）    

 

第１条 本則において普通代書営業と称するは他人の委託を受け裁判所又は検事局に差し出すべ

き書類以外の書類の作製を業とする者を謂う 

第２条 普通代書営業を為さむとする者は事項を具備し履歴書を添付し所轄警察官所長の許可を

受くべし 

 １ 本籍住所職業氏名生年月日 

 ２ 禁治産者及準禁治産者 

 ３ 禁固以上の刑に処せられ又は其の刑の執行を猶予せられ改悛の情なき者 

 ４ 素行不良と認むる者 

（中略） 

第５条 普通代書営業者は左に掲ぐる行為すること得す 

 １ 濫に司法書類の代書を為すこと 

 ２ 代書の委託を誘引すること 

 ３ 濫に紙数の増加を件り又は名義の如何に拘らず代書料以外の報酬を受たること 

            以下略・・                    （千葉県行政書士会史より抜粋） 

    

    

代願人代願人代願人代願人という職種という職種という職種という職種の存在の存在の存在の存在～昭和～昭和～昭和～昭和 11111111 年年年年 3333 月月月月 31313131 日日日日    

弁護士・代書人制度の不備を突いて、司法代書人法・代書人規則の適用を受けない（代書ではなく

代理である）任意の包括代理人である代願人と称する者達が現れ、登記や法律事務の代理を業として

行うようになる。これらの者の行為が社会問題化するにしたがって、大審院などの判例が整備され始

め、やがて昭和8年の「法律事務取扱の取締に関する法律」により排除されることになる。 
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代書人・司法代書人・代願人の相対的な位置 

 

・法令上から・・ 

              1920年 

         大正 9年 代書人規則（省令）        1919年 

                         大正 8年 司法代書人法（法律48号） 

  官公署ニ提出スヘキ書類其ノ他権利義務  「裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製」 

     又ハ事実証明ニ関スル書類ノ作製」              

                                         

     取締規則 第 17条・・拘留又は科料        取締規則なし 

 

・民法上から・・ 

 

（任意代理を業とする）代願人  ・・・昭和 8 年「法律事務取扱の取締に関する法律」により

代願人は排除されることになった。代願人には転職の猶予を

与えるため施行日は昭和11年 4月 1日からとされた。 

 

 

 

「法律事務取扱の取締に関する法律」（昭和「法律事務取扱の取締に関する法律」（昭和「法律事務取扱の取締に関する法律」（昭和「法律事務取扱の取締に関する法律」（昭和 8888 年）年）年）年）    

    

第一条第一条第一条第一条    弁護士に非ざる者は報酬を得る目的をもって他人間の訴訟事件に関し又は他弁護士に非ざる者は報酬を得る目的をもって他人間の訴訟事件に関し又は他弁護士に非ざる者は報酬を得る目的をもって他人間の訴訟事件に関し又は他弁護士に非ざる者は報酬を得る目的をもって他人間の訴訟事件に関し又は他

人間の非訟事件の紛議に関して鑑定、代理、仲裁又は和解を為し又は此等の周旋を人間の非訟事件の紛議に関して鑑定、代理、仲裁又は和解を為し又は此等の周旋を人間の非訟事件の紛議に関して鑑定、代理、仲裁又は和解を為し又は此等の周旋を人間の非訟事件の紛議に関して鑑定、代理、仲裁又は和解を為し又は此等の周旋を

為すことを業とするを得ず為すことを業とするを得ず為すことを業とするを得ず為すことを業とするを得ず。。。。但し正当の業務に付随して為す場合は此の限りに非ず但し正当の業務に付随して為す場合は此の限りに非ず但し正当の業務に付随して為す場合は此の限りに非ず但し正当の業務に付随して為す場合は此の限りに非ず 

 

 

大審院判決（大正10年） 

所属地方裁判所の認可を受けずして、司法代書人の業を為したる者は、代書人規則により代書人

たるの許可を受けたる場合といえども同規則第 17 条に本令その他の法令により許可又は認可を

受けずして代書を業となしたる者に該当するを以って同条の処罰を免れざるものとす。 

 

大審院判決（昭和9年） 

所属地方裁判所の認可を受けずして、司法代書人の業を為したる者は、代書人規則第 17 条の制

裁を免れざるものとす。 
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代書人の中には代願人を兼業する者もいたが、大審院判決によって「裁判所及検事局ニ提出スヘキ

書類ノ作製」は司法代書人の業務となり、これ以降、司法代書人の職域が確定することとなった。 

つまり、司法代書人と一般（普通）代書人との確定的な分化は、ザル法だった司法代書人法が成立し

た大正8年ではなく、実際は大正9,10年の大審院判決以降となる。 

    

代書人規則第1条の解釈に関する件（警視総監照会 甲保第517号 昭和 4年 6月 28日） 

他人の委任を受け官公署に提出すべき書類を作製し官公署に対する出願又は届出に関する一切

の手続きを為すことを業とする者（代願人）も亦代書人規則第1条にいう代書人中に包含される

ものとかいすべきや否や 

 

警保局長回答（昭和4年 9月 24日） 

他人より包括の委任を受け官公署に提出すべき書類を作製し官公署に対する出願又は届出に関

する一切の手続きを為すことを業とする者（代願人）も亦代書人規則第1条にいう代書人中に包

含せられざるものと存候    

    

○「民事訴訟法」（明治23年 1890年 法律第29号） 

第六十三条 原告若クハ被告自ラ訴訟ヲ為ササルトキハ弁護士ヲ以テ訴訟代理人トシ之ヲ為ス 

弁護士ノ在ラサル場合ニ於テハ訴訟能力者タル親族若クハ雇人ヲ以テ訴訟代理人ト為シ若シ此等

ノ者ノ在ラサルトキハ他ノ訴訟能力者ヲ以テ訴訟代理人ト為スコトヲ得 

 

○「民  法」（明治23年 1890年法律第28号） 

第二百二十九条 代理ハ当事者ノ一方カ其名ヲ以テ其利益ノ為メ或ル事ヲ行フコトヲ他ノ一方ニ委

任スル契約ナリ 

代理人カ委任者ノ利益ノ為メニスルモ自己ノ名ヲ以テ事ヲ行フトキハ其契約ハ仲買契約ナリ 

仲買契約ハ商法ヲ以テ之ヲ規定ス 

第二百三十条  代理ハ黙示ニテ之ヲ委任シ及ヒ之ヲ受諾スルコトヲ得 

第二百三十一条 代理ハ無償ナリ但反対ノ明示又ハ黙示ノ合意アルトキハ此限ニ在ラス  

第二百三十二条 代理ニハ総理ノモノ有リ部理ノモノ有リ 

総理代理ハ為ス可キ行為ノ限定ナキ代理ニシテ委任者ノ資産ノ管理ノ行為ノミヲ包含ス  

代理カ或ハ管理或ハ処分或ハ義務ニ関シテ一箇又ハ数箇ノ限定セル行為ヲ目的トスルトキハ其代

理ハ部理ナリ 

 

次図は、昭和10年に発行された「六法に依る諸願届書式大全（日本自治制研究会編）」だが、これ

を見ると当時でも悪徳弁護士と称された者が結構いたこと、登記書類の代書は司法代書人が担ってい

たことが分かる。それにしても、悪徳弁護士などと書籍に堂々と記載しているところからも、当時の

風潮が押して測れる。もっとも、ここで悪徳と称された者の多くは、業法の枠外に存在した代（願）

人等の類であったと考えられる。 
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          「六法に依る諸願届書式大全 昭和10年（日本自治制研究会編）」 

 

 

    

「六法に依る諸願届書式大全 昭和10年（日本自治制研究会編）」 
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    昭和昭和昭和昭和（戦前）（戦前）（戦前）（戦前）時代時代時代時代・・・・・・・・－－－－行政代書人と司法代書人行政代書人と司法代書人行政代書人と司法代書人行政代書人と司法代書人－－－－        

    

行政代書人と司法代書人行政代書人と司法代書人行政代書人と司法代書人行政代書人と司法代書人というというというという呼称呼称呼称呼称とそのとそのとそのとその位置付け位置付け位置付け位置付け（（（（１９２０年～１９５１年１９２０年～１９５１年１９２０年～１９５１年１９２０年～１９５１年））））    

大正 8 年（1919 年）司法代書人法が制定され、彼らは代書人から「司法代書人」として正式に分

化して出て行った。一方、残った代書人達は、翌1920年の代書人取締規則によって、従前通りの「代

書人」とされたままでいたが、裁判所－司法代書人に対比させる形で、行政官公署－「行政代書人」

という呼称が使用され始めた。これは政府においても然り、法曹界においても然りであった。 

 

（昭和7年 司法代書人による登記済書 篠山区裁判所） 

 

＊司法書士は、公証人役場に提出する委任状の作成をすることができない。行政代書人において作

成することは差し支えない。                  （昭和14年 法曹会決議） 

＊司法書士は、行政代書人の業務を行う場合は、代書人の認可を受くることを要する。 

（昭和24年 民甲第1414号 民事局長回答） 

 

この一般的な「行政代書人」という呼称（行政代書人・・この時期、法令上には存在していない。）

は、昭和 26 年に行政書士法が制定されるまで、いや、それ以降も、単に代書人と呼ばれて長らく続

くことになる。平成22年現在、司法（代書人）書士という呼称は既に91年の歴史を持つが、行政（代

書人）書士は未だ70年足らずである。（＊行政代書人という呼称は、昭和14年頃からである。） 

 

＜自称 行政書士・・＞ 

昭和10年、司法代書人が司法書士へと名称を変えた。それに触発されるかのように、昭和14年頃

から、（行政）代書人の法制定運動が活発化するようになるが、この運動は実を結ぶことなく審議未

了のまま戦争に突入することとなる。 
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その最中の昭和16年頃、大日本行政書士連合会が結成され、その頃から（行政）代書人は「行政書

士」と自称するようになり、会も行政書士会と標榜するようになったという。 

「東京都行政書士会五十年史」 

 

＜公称 行政書士・・＞ 

1947年（昭和22年）代書人規則の失効に伴い、代書業務が自由化され民間にも開放された結果、

悪質な業者が増大し、社会的にも混乱が生じるようになる。 

こうした事態を受け、各府県は独自に「行政書士条例」を定めるようになって行く。ここで初めて行

政書士という名称が公式に登場してくるが、1935年の司法代書人から司法書士へと名称が改正され

たことへの対比として捉えられたものと考えられる。 

 

1926 昭和元年  

1927 計理士法 （現在の公認会計士） 

1929 全国代書人組合連合会 結成  

1930 建築代願人規則 （現在の建築士） 

1933 旧 弁護士法 

第 1 条 弁護士は当事者其の他の関係人の委嘱又は官庁

の選任に因り訴訟に関する行為其の他一般の法律事務を

行うことを職務とす 

(1)業務範囲の拡大（法廷外活動・・法律事務） 

(2)弁護士試補制度  

(3)女性にも弁護士資格 

(4)弁護士会の法人格 

初めて「一般の法律事務」が

明記された。 

 

1933 法律事務取扱の取締に関する法律 

（昭和8年 5月 1日） 

第１条 弁護士に非ざる者は報酬を得る目的をもって、

他人間の訴訟事件に関し又は他人間の非訟事件の紛

議に関し鑑定、代理、仲裁若しくは和解を為し又は

これ等の周旋を為すを業とすることを得ず、但し正

当の業務に付随して為す場合は此の限りに非ず 

非弁規定、代願人の排除 

1935 司法代書人法が司法書士法へと改正 

第１条 第４条及第７条乃至第１０条中「司法代書人」ヲ

「司法書士」ニ改ム 

「司法書士」という名称の使

用が始まる。 

1940 定款の認証制度が開始される。  

1941 大日本行政書士連合会 結成  

1945 終戦  

    



 - 90 - 

第Ⅱ章第Ⅱ章第Ⅱ章第Ⅱ章    行政書士法行政書士法行政書士法行政書士法のののの制定制定制定制定過程過程過程過程    

    請願による法制定活動請願による法制定活動請願による法制定活動請願による法制定活動の経緯の経緯の経緯の経緯（一部抜粋）（一部抜粋）（一部抜粋）（一部抜粋）    

 

[149/164] 70 - 衆 - 本会議 - 31 号（回）  昭和 12年 03月 25日   

第五百九 （特別報告第五一六號） 代書人規則改正の請願（委員長報告） 

 

[156/164] 76 - 衆 - 本会議 - 23 号（回）  昭和 16年 03月 25日  

第二百九十四 （特別報告第二九五號） 代書人を行政書士と改稱の請願（委員長報告） 

 

[161/164] 90 - 衆 - 請願委員会 - 14 号（回） 昭和21年 10月 1日（火曜日） 

午前十時四十分開議 

○小笠原委員長 日程第六 官僚的事務刷新の請願 文書表第八七五號──紹介議員 

布利秋君 

 

○布委員 本請願の趣旨は、我が國警察署、區役所、町會等に於ける事務處理法が封建的にして且つ

頗る煩雜なる爲め、一通の書類提出にも代書人を煩はさざるを得ざるは、社會活動を遲滯せしむるこ

ととなり、甚だ遺憾なるに依り、速かに是が刷新を圖られたしと云ふにあるのですが是は斯う云ふ意

味になると思ふのです。 

詰り警察に行きましても、代書人を通ぜぬと一切書類が運べぬ、區役所に行つても運ばない、町會で

は先づ代書人がありませぬけれども、それは事務員が教へて呉れるから要らない、是は餘り書式が複

雜であるから斯う云ふ結果になりはせぬかと思ふのです。 

各國の例を見ますと、書式が單純ですけれども、出來て居るのです、ちやんと活字で打つてある、

それで斯う云ふことは此の書類で宜しいと活字で拵へて、それに署名さへすればそれで届が濟む、事

務を極めて簡潔にやつて居る、それでもう代書は要らないと云ふ方法を執る爲に、此の方法を考へて

戴けないかと云ふ請願の本筋だと思ふ、どうか其の積りで御答へを願ひたい。 

 

○井手政府委員 只今の御請願の趣旨は能く了承致しました、政府の方でも出來るだけ代書人と云ふ

ものはなくても手續が出來るやうに、例へば區役所などでもさう云ふ方針でやつて居ります、唯根本

は法令が難しいとか、制度が難しいことだらうと思ひます、其の法令を出來るだけ分り易くするやう

に努力して居ります、例へば新憲法を口語體に致しました、是はまだ十分熟して居らないから、却つ

て分らないと云ふ意見も多少あるやうでありますけれども、政府の側と致しましても、法律など分ら

ぬものは分るやうにしよう、之に基きまして他の一般の法律、勅令、省令に至りますまで口語體でや

つて居るのも其の一つの現はれであります。 

代書が全部不要と云ふまでには行かないと思ひますが、場合に依つては多少要ると云ふやうな部分

もあらうと思ひますが、窓口に相談所と云ふやうなものを設けまして、聽いて貰へば分るやうなこと

にしよう、さう云ふことを色々の役所に傳へたりして居りますのも、今言はれたやうな趣旨に合はせ
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んが爲であります、御趣旨に依りまして出來るだけ實現したいと思ひます。最近行政運營に付きまし

ても、もつと能率化、簡便化を研究しようと云ふやうな政府の方針でありまして、近くそれに付ての

研究を「アメリカ」から使節を迎へてやることになつて居ります、出來るだけ斯う云ふ御趣旨を尊重

致して行きたいと思つて居ります。 

    

    

    

    昭和（戦後）時代・・昭和（戦後）時代・・昭和（戦後）時代・・昭和（戦後）時代・・代書人規則失効による混乱代書人規則失効による混乱代書人規則失効による混乱代書人規則失効による混乱と行政書士条例と行政書士条例と行政書士条例と行政書士条例     

 

昭和 22年「日本国憲法施行の際 現に効力を有する命令規定の効力に関する法律」によって代書

人規則（内務省令）が失効した。これによって代書業務は何人でも行える自由業務となった。 

その結果､高額な料金を請求したり､依頼者の実印を悪用するといった悪質業者が多数横行するよ

うになった。こうした社会秩序の混乱を静めるために､多くの都道府県（約20府県）が「行政書士条

例」を制定し取締りを行うことになっていく。 

 

 

東京都行政書士条例（昭和23年 3月 18日） 

第１条 この条例で行政書士というのは他人の嘱託を受け、官公署に提出する書類その他権利義

務又は事実証明書類に関する書類の作製を業とするものをいう。但し法令に定めのあるも

のはこの限りではない。 

第１６条 この条例その他法令により許可又は認可を受けないで代書の業を為した者は拘留又

は科料に処する。 

    

 

大阪府行政書士条例（昭和23年 8月 16日） 

第１条  この条例で行政書士というのは他人の嘱託を受け、官公署に提出する書類その他権利義

務又は事実証明に関する書類の作製を業とする者をいう。但し法令に別段の定めのある

ものはこの限りではない。 

第１６条 この条例その他法令により許可又は認可を受けないで行政書士の業をなした者は、二

千円以下の罰金、拘留又は科料に処する。 

 

 

 

行田目正重の苦渋と足跡行田目正重の苦渋と足跡行田目正重の苦渋と足跡行田目正重の苦渋と足跡    

このような状況に心を痛めた行政書士の中に､当時の東京都行政書士会会長であった行田目正重が

いた。行田目は「そこで､私は､何としても善良な市民をこうした被害から守らねばならないという思

いと､長い歴史をもち、今日まで多くの先輩達が築き上げてきた成果を、終戦による内務省の廃止と
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同時に自由営業化されたことによって､無に等しくするような事態を是が非でも避けなければならな

いと決意しました。先輩から私達の手に引き継がれてきたこの業務を、私達の時代に社会から消滅さ

せることは､先輩各位に対し､あまつさえ私達を利用してくださった国民の皆さんのためにも何とし

ても食い止め､後世に引き継いでいかなければならないと覚悟を新たにしました。」と述べている。 

昭和 23 年末、東京の練馬駅前紀伊国屋において､内閣法制局勤務の植松正、愛知会の加古会長､京

都会の小出会長､大阪会の鈴江会長､兵庫会の種本会長､東京会の行田目会長を委員として２日間かけ

て法案起草委員会が開催された。３日目に法務省へ出向くも、この行政書士法案は法務省民事局長の

ところで不受理となった。「日本は文化国家であるから行政書士は必要でない。また､行政官庁の窓口

の改善を行うことのほうが急務である。」というのが理由であったとされている。 

（「行政書士五十年史」日行連より抜粋） 

 

 

司法省民事局通牒（昭和22年 9月 18日）・・出生、結婚、離婚及び死亡について既に定めてある

一定様式の届出用紙の有料交付に準じ、他の各種届出書についても事情の許す限り式紙を印刷し

て低廉に届出者に対して提供し、又は各種届出書の雛形を表口に備え付けて届出人の利用に供し

代書人の必要がないようにすること。 

（「大阪府行政書士会史」 大阪府行政書士会） 

 

 

議員立法による法制定活動議員立法による法制定活動議員立法による法制定活動議員立法による法制定活動    

こうした結果を受けて､行田目らは政府提案ではなく､議員立法による行政書士法制定を目指すこ

とになった。所管である地方行政委員会に行田目と旧知である代議士の中島守利がおり､地方自治体

の実情を知り尽くしていた中島は､行政書士法制定に尽力することを約束してくれた。 

その後、行田目は地方行政委員の3名と共に起草作業に入り､完了後直ちに関係先に配布し､ＧＨＱに

何度も呼び出しを受ける度に、繰り返しその必要性（当時も今もアメリカに行政書士制度はなく、全

てが弁護士の業務であったため、行政書士という職種の存在意義は理解できなかったのだろう。）を

説いて回った。 

昭和25年、第7回国会においては成案の決定を見ないまま閉会となり､第 8回国会においては参議

院で審議未了となった。第9回国会では審議打ち切りとなり､ようやく昭和26年 2月 10日、5年に

及ぶ行田目らの長く苦しい戦いが実を結び、参議院からの回付案が衆議院本会議において可決成立し

たのである。 

 

法制定の運動費は、占領下での議員立法の形を取ったため多額となり、当時の金額で92万 2415

円を費やし、行田目会長は個人で63万 8725円を負担したという。（東京都行政書士会五十年史） 

 

＊昭和26年頃の公務員の初任給（上級職）は5,500円、昭和28年頃の14型白黒テレビは175,000円、電気洗

濯機は50,000円であった。（今の金額に換算すれば、行田目会長は個人で2000万円以上も負担したことになる。） 
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1946 日本国憲法公布  

1947 裁判所法 

検察庁法 

 

裁判所から登記手続の分離 

1947 「日本国憲法施行の際 現に効力を有する命令規定の効

力に関する法律」 

 

これによって代書人規則（内

務省令）が失効した。 

1948 東京都・大阪府など約20府県は「行政書士条例」を制定

し、条例によって悪質業者を規制した。 

 

ここで初めて公的に「行政書

士」という名称が使用され始

める。 

都道府県知事の監督下 

1949 弁護士法の制定 

公証人法の制定 

 

弁護士の完全自治化 

1950  

（新）司法書士法  

第１条 司法書士は、他人の嘱託を受けて､その者が裁判

所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する

書類を代って作成することを業とする 

 ２ 司法書士は、前項の書類であっても他の法律にお

いて制限されているものについては、その業務を行う

ことができない。 

第 19条 司法書士でない者は、第1条に規定する業務を

行ってはならない。但し、他の法律に別段の定めがあ

る場合又は正当な業務に付随して行う場合はこの限り

でない。 

 

司法書士法（大正8年法律第

48号）の全部を改正する 

1951  

行政書士法制定 法律第 4号昭和26年 2月 22日 

（業務） 

第１条 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官

公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関

する書類を作成することを業とす 

２．行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業

務を行うことが他の法律において制限されているもの

については、業務を行うことができない 

 

 

 

 

 

 

 

海事代理士法制定   

昭和 26年 3月 23日 



 - 94 - 

第第第第１回１回１回１回    国会国会国会国会    治安及び地方制度委員会治安及び地方制度委員会治安及び地方制度委員会治安及び地方制度委員会    第１６号第１６号第１６号第１６号        昭和二十二年九月二十二日昭和二十二年九月二十二日昭和二十二年九月二十二日昭和二十二年九月二十二日    

 

まずもつて行政書士法制定に關する請願を議題に供します。これはただいま申し上げました通り第

八三號でありますが、便宜上私からこの提案の理由を紹介議員に代つて申し上げます。 

本請願の趣旨の大要は、行政代書人は官公署及び公衆の依託を受けて、行政官公署に提出する書類の

作製を業とする行政補助機關であるが、現行代書人規則は大正九年制定のもので實情に合わない、つ

いては速やかに行政書士法を制定されたいというのであります。 

 そこでこの問題は、實際問題なるがゆえに、専門委員會の事務當局をして調査せしめたのでありま

すが、この請願の趣旨の行政書士法は司法書士法と関係がありますので、その點との関係と、並びに

現行の行政代書人規則の関係を調べたのであります。その関係の調査を命じました崎川書記から草案

を朗讀してもらいます。〔書記朗讀〕 

    

    

    

＜＜＜＜    行政書士法行政書士法行政書士法行政書士法        草草草草    案案案案    ＞＞＞＞    

 

第一條 この法律において、行政書士とは、他の法令に依ることなく、官公署又は公衆の嘱託を   

受けて左記の書類作製を業とする者をいう。 

  一、官公署へ提出する書類。 

  二、權利義務に關する書類        各項目が区分されている 

  三、事實證明の書類。 

第二條 行政書士は、左の條件を具へなければならぬ。 

  一、日本國民で、民法上の能力者であること。 

  二、高等學校卒業以上の學力を持ち、行政書士試験に合格していること。 

   行政書士試驗に關する事は勅令で定める。 

第三條 左の各號の一に當るものは行政書士たるを得ない。 

  一、禁錮以上の刑罰を受けたもの。 

  二、破産者で復權していないもの。 

  三、行政書士の業務禁止の處分を受けたもの。 

第四條 行政書士は、行政書士名簿に登録せられなければならない。行政書士名簿は内務大臣が

保管 する。 

第五條 行政書士は、内務大臣の監督を受ける。 

第六條 行政書士は、内務大臣の定める報酬を受ける。 

第七條 行政書士は、相當の事由がなくては、嘱託を拒むことが出來ない。 

第八條 行政書士は、左記各號の行為をしてはならない。 

  一、所定の報酬以外の金圓を要求すること。 

  二、法令の規定に依らず他人の訴願、訴訟の代理鑑定をすること。 

  三、嘱託せられた事項に就き利害反する者の為め代書をすること。 
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  四、業務上知つた他人の秘密を漏らすこと。 

  五、書類の紙數を増加する目的で故らに文句を冗長にしたり必要以外の書類を作ること。 

第九條 行政書士が前條の業務上の義務に反したときは、内務大臣又は地方長官が左の處分をす

る。 

  一、業務の停止。 

  二、業務の禁止。 

  三、百圓以下の科料。 

  非訟事件手續法第二百八條の規定は前項の科料の處分に準用する。 

第十條 行政書士は、都道府縣毎に行政書士會を設立し、之れを統轄の為め、日本行政書士聯合

會を結成せねばならぬ。 

第十一條 行政書士會及日本行政書士聯合會は之れを法人とする。 

   行政書士會は官公署の嘱託を受け書類作製に關する公務を補助することが出來る。 

   其他行政書士會に關する規定は之れを内務大臣が定める。 

第十二條 行政書士は行政書士會に加入した後でなければ、業務を行ふことが出來ない。 

第十三條 行政書士の資格なくして、行政書士の業務を行うた者は六月以下の懲役又は三千圓以

下の罰金に處する。 

第十四條 行政書士の資格あるも其の登録を受けず行政書士の業務を行う者は、二十圓以下の科

料に處する。 

非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條の規定は前項の科料に付準用する。 

 

附 則 

本法施行の期日は勅令を以て定める。現在代書人は本法施行の日より三月以内に行政書士名簿に登

録を出願 したときは、試驗を要せずして行政書士たることが出来る。 

大正九年十一月二十五日内務省令第四十號代書人規則は此の法律施行の日より廢止する。 

 

 

○坂東委員長 今朗讀したのは草案であります。これに関しまして政府の御意見を簡單に拜聽いたし

ます。 

 

○鈴木説明員 行政書士法を制定せよという趣旨の請願につきまして、政府のただいま考えておりま

すことをお答え申し上げます。行政書士につきましては、從來内務省令が出ておりまして、これに

より一つの警察上の取締りといたしまして、所要の取締りを行つておつたわけでありますが、新憲

法実行後におきまして、そういうようなことを一つの警察的な見地から取締るということは、いか

がであろうかというふうに考えまして、今日は警察部の系統からはずしまして、内務部地方事務所

の系統で必要な制限、統制をいたしておるのであります。 

しかしながらその根據は、從來からあります内務省令でありまして、この内務省令は、やはり今

年十二月までは一應法律としての效力を有しておりますので、目下その内務省令を基礎にいたし 
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まして、府縣知事が内務部地方事務所の系統において、これを取締つておる次第であります。 

しかし將來の問題として考えますと、かような形體は適當でございません。 

やはり何らかそこにしつかりした法律的の根據をもつた國家的な制度をつくることが必要ではな

いかと考えております。ただこの場合に、國がかような制度をつくりまして、その運営にあたる

ことがよろしいかそれとも府縣に移讓いたしまして、府縣がある統一的な基準に基きまして、府

縣の一つの仕事としてかような制限統制をする。こういうことが適當であるか、この二つのいず

れか選ばなければならぬと思うのでありますが、かような點は、なおとくと研究をいたしまして、

しかるべく善處いたしたいと考えておる次第であります。 

 

○坂東委員長 お諮りいたします。この請願につきましては政府は別に反對でなくして、研究をする。

なお、また議會におきましても相當研究の必要がありますから、請願の趣旨はこれを採擇すること

に御異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○坂東委員長 それでは御異議ないものと認めまして、請願は採擇せられました。 

 

 

 

[203/240] [203/240] [203/240] [203/240] 第第第第 10 10 10 10 回回回回    ––––    衆議院衆議院衆議院衆議院本会議本会議本会議本会議    ----        11111111 号号号号        昭和二十六年二月十日（土曜日）昭和二十六年二月十日（土曜日）昭和二十六年二月十日（土曜日）昭和二十六年二月十日（土曜日）    

 

 議事日程 第十号  午後一時開議 

 第一 未帰還同胞の引揚促進並びに実体調査に関し国際連合に謝意を表明することに関する決議

案（若林義孝君外二十七名提出）（委員会審査省略要求事件） 

 第二 行政書士法案（本院提出、参議院回付） 

 第三 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案

（内閣提出） 

 第四 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案（内閣提出） 

 第五 アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する

法律案（内閣提出） 

○議長（幣原喜重郎君） 日程第二、行政書士法案の参議院回付案を議題といたします。 

○議長（幣原喜重郎君） 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（幣原喜重郎君） 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。 

○議長（佐藤尚武君） 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て委員会修正通り議決せら

れました。 
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行政書士法行政書士法行政書士法行政書士法    （昭和２６年２月２２日（昭和２６年２月２２日（昭和２６年２月２２日（昭和２６年２月２２日    法律第４号）法律第４号）法律第４号）法律第４号）    

（巻末資料１参照）    

（業務） 

第１条 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実

証明に関する書類を作成することを業とする。 

２ 行政書士は、前項の書類であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているも

のについては、業務を行うことができない。 

（資格） 

第２条 第４条の規定による行政書士試験に合格した者は、当該都道府県において行政書士となる資

格を有する。 

２ 左の各号の１に該当する者は、いずれの都道府県においても、行政書士となる資格を有する。 

 一 弁護士となる資格を有する者 

 二 弁理士となる資格を有する者 

 三 公認会計士となる資格を有する者 

 四 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して８年以上（次条

第１号に該当する者にあっては５年以上）になる者 

 

（行政書士試験の受験資格） 

第３条 左の各号の一に該当する者は、行政書士試験を受けることができる。 

 一 学校教育法による高等学校を卒業した者その他同法第56条第 1項に規定する者 

 ニ 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して3年以上にな

る者 

 三 都道府県知事の定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認

められた者 

 

（中略） 

 

（行政書士でない者の取締） 

第１９条 行政書士でない者は、業として第1条に規定する業務を行うことができない。但し、他の

法律に別段の定めがある場合及び正当の業務に付随して行う場合は、この限りでない。 

２ 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 

 

（罰 則） 

第２１条 第１９条第１項の規定に違反した者は、1年以上の懲役又は 1万円以下の罰金に処する。 
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第第第第ⅢⅢⅢⅢ章章章章    行政書士法の改正過程行政書士法の改正過程行政書士法の改正過程行政書士法の改正過程とその周辺とその周辺とその周辺とその周辺    

    

行政書士廃止論行政書士廃止論行政書士廃止論行政書士廃止論    その１（臨時行政調査審議会）その１（臨時行政調査審議会）その１（臨時行政調査審議会）その１（臨時行政調査審議会）    

    

臨時行政調査審議会（昭和38年 中間報告―行政書士法廃止―） 

「官庁の受付事務のサービス向上、書式の簡略化等により行政書士の業務範囲は狭まりつつある。ま

た行政書士の資格は比較的容易に取得でき、これに対する行政官庁の指導・監督も殆ど行われていな

い。行政書士制度について、国及び地方公共団体が各種統制を加える意義は少ない。将来、行政書士

法を廃止する方向に進むべきである。」と報告したのであった。 

 

日畿発第16号 

昭和 43年 7月 10 

日行政管理庁 近畿行政監察局長 殿 

日本行政書士会連合会近畿支部各単位会会長 連名 

 

行政書士試験についての意見具申 

 

さきに、政府が発表した行政改革3カ年計画の実施基準に基づき、自治省及び行政管理庁が「現

行の行政書士試験及び登録制度を行政書士会に委譲しては」との意向で照会を受けたことについて

当日本行政書士会連合会近畿支部は、ことの重大性に鑑み、全役員が相寄り慎重な検討を加えた結

果、結論を得たので次の通り意見具申する。 

 

１ 社会が行政書士の高度かつ専門的知識を必要としている現状に鑑み、設問には絶対反対であ

る。 

２ 理由 

  最近の社会情勢の複雑化に伴う法律の制度、改変は一般国民にとって容易にその趣旨内容を理

解し難いところであり、ここに社会が行政書士の法律知識を必要とする理由があるものと考える。

専門知識のある行政書士の助力があってこそ、一般国民は完全に自己の権利を行使でき、かつ、労

力的にも時間的にも救済されているのである。 

 他面、官公署の補助機関的役割を果たしている行政書士の業務遂行により、百体百様にわたる行

政庁の行政事務処理がスムーズに運んでいるのであって、換言すれば行政書士が行政の簡素化に最

も貢献していると言えるのである。 

 いかに行政事務が簡素化されても、別項のような多岐多様かつ専門的技能を要する行政手続き

を見れば、行政書士の存在は否定し得ないのであって、むしろ、その権威と資質を保持させること

が肝要で、そのためにも更に高度な試験制度を現行のまま存続すべきである。 

（別項省略 京都府行政書士会資料） 
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臨調は、行政書士試験を都道府県から民間団体である行政書士会に委譲し、もって、行政書士の資

格を単なる民間資格に格下げしようと試みたのであった。 

この伏線には、自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和三十七年六月一日法律第百四十五号）

の制定と、昭和41年（1966年）の、カローラ、サニーに代表される大衆車ブームによるマイカー元

年の到来という、経済界を代表する自動車業界と行政書士界の自動車登録手続を巡る、新たな業務争

奪戦争が起こりつつあったことも見逃せない一面である。 

 

＜比較的容易に取得できると指摘された当時の行政書士試験と合格率＞ 

 

＊昭和31年 合格率73.0％  行政書士試験受験者数（全国）529名 合格者390名 

＊昭和38年 行政書士数   全国で6277名（入会者数） 

＊昭和41年 合格率70.0％ 

＊昭和42年 合格率43.5％ （京都会会報より） 

＊この当時の行政書士試験は、初級公務員試験程度の勉強で合格することができた。試験のレベルは

その程度であり、容易に取得できると揶揄されても仕方のないものであったことは紛れもない事実

である。この事実と第２条第三号～第六号の規定が、現在においても、司法制度参入への手枷足枷

となって重くのしかかっている。 

    

    

行政書士法改正の概要行政書士法改正の概要行政書士法改正の概要行政書士法改正の概要    

 

年 度 項   目 備   考 

1960 

S35 

行政書士法一部改正（第１次） 

行政書士会・連合会の制度、入会しなければ業とす

ることができない（強制会へ移行） 

法改正前の組織率は 29 都府

県、加入率は僅か26％であっ

た。 

1963 

S38 

第一次臨時行政調査会 行政書士試験の廃止､近い将

来の業務独占の廃止等を答申 

1964 

S39 

東京オリ

ンピック 

行政書士法一部改正（第2次） 

実地調査に基づく図面類の作成・公務員歴の引上げ、

行政書士以外の者は他の法律に別段の定めがある場

合を除き行政書士業務を行うことができないが追加

された。 

（拡大解釈防止の観点から） 

19条但し書「正当な業務に付

随して行う場合・・」を削除 

 

1968 

S43 

社会保険労務士法の制定 現に入会している行政書士に

は申請で資格を付与 

1971 

S46 

行政書士法一部改正（第3次） 

責務規定、会・連合会へ法人格付与 

報酬額の会則への規定 
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1980 

S55 

行政書士法一部改正（第4次） 

提出手続の代行、相談業務の追加 

社労業務（昭和55年迄の入会者）ができる 

 

 

1981 

1982 

第二次臨時行政調査会 

第三次臨時行政調査会 

 

日本行政書士政治連盟発足 

司法書士・税理士等23制度の

廃止又は民間移譲を答申 

1983 

S58 

行政書士法一部改正（第5次） 

国家試験へ移行 

登録即入会制へ 

都道府県規則から会則への規定へ 

 

国家資格となる 

1985 

S60  

行政書士法一部改正（第6次） 

登録事務の日行連への移管 

自治大臣の援助規定 

報酬額の上限撤廃 

 

 

1986 

S６１ 

行政書士法一部改正 

会則の軽微な変更は認可を要しない 

 

外国法事務弁護士制度 

 

1989 

H１ 

申請取次行政書士制度 「取次」であり「代理」では

ない 

1994 

H６ 

埼玉訴訟  

司法書士会VS弁護士 

 

「登記は法律事務の一部」と

して弁護士側の勝訴 

1997 

H９ 

行政書士法一部改正（第７次） 

目的規定の創設 

欠格事由（破産者）の追加 

規 制 緩 和 小 委 員 会

H9.6.26・・・行政書士制度の

廃止も含めた業務独占のあり

方について 

（第６次論点が公開された） 

1997 

H９ 

福島訴訟（仙台高裁） 

行政書士VS司法書士会 

行政書士が登記手続の代理を

行ったとして司法書士法違反

に問われた事件 

1999 

H１１ 

行政書士法一部改正 

指定試験機関制度の導入 

受験資格の廃止 

報酬規定の削除 

地方分権一括法に伴う改正 

総務大臣の所管となる 

報酬規定の削除・・・行政書

士が士業初であり、それ以降、
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報酬に関する統計の公表 

 

他士業も順次削除された。 

2000 

H１２ 

（財）行政書士試験研究センター発足 

都道府県行政書士会による試験場の運営が開始 

 

日 行 連 「 Gyoseishoshi 

Lawyer」の商標登録 

2000 

H１２ 

行政書士VS司法書士会福島訴訟（最高裁）  

 

行政書士は登記手続の代理を

行うことができない 

2001 

H１３ 

行政書士法一部改正（第８次） 

提出手続の代理権追加 

 

１府１２省庁 

行政書士制度 50 周年記念式

典、天皇皇后両陛下御臨席、

記念切手の発行 

TV 「かばちたれ」放映 

2002 

H１４ 

提出手続の代理業務（7月 1日施行） 

19条但書 総務省令で定める手続・・ 

行政書士証票の導入 

 

行政手続等における情報技術

の利用に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等 

2003 

H１５ 

司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する

法律（平成十五年法律第百二十八号） 

第７２条ただし書中「法律」の下に「又は他の法律」

を加える。（弁護士法第72条の改正） 

 

司法書士 簡裁代理権獲得 

2004 

H１６ 

行政書士法一部改正（第9次） 16.8.01施行 

行政書士事務所の法人化・懲戒手続・研修の努力義

務・罰則の整備 

 

ADR構想 

規制改革・民間開放推進会議 

2005 

H１７ 

規制改革・民間開放推進会議 

商業・法人登記の行政書士への開放要望 

 

2月 22日 

行政書士記念日の登録 

 

2008 

H２０ 

行政書士法一部改正（第10次） 

聴聞・弁明・其の他意見陳述の代理権 

 

 

2009 

H２１ 

規制改革会議第 3 次答申 行政書士へ行政不服審査

の代理権を与えることの検討を答申 

 

 

2010 

H２２ 

行政不服審査の代理権について、単位会による府県

議会への請願活動が開始される。 

1月 17日 

「特上 かばち」放映開始 
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第第第第ⅣⅣⅣⅣ章章章章    行政書士制度と行政書士制度と行政書士制度と行政書士制度と規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和・規制改革・規制改革・規制改革・規制改革    

    

行政書士廃止論行政書士廃止論行政書士廃止論行政書士廃止論    その２その２その２その２（規制緩和小委員会）（規制緩和小委員会）（規制緩和小委員会）（規制緩和小委員会）    

○平成9年 2月 10日 

「規制緩和を推進するに当たって、行政庁に対する申請等に係る国民の負担を軽減することがきわめ

て重要である。今日、簡素で効率的な行政、国民の主体性が生かされる行政及び質の高い行政サービ

スを実現するため、情報通信技術の飛躍的な発展をも踏まえ、許認可や補助金等に係る申請、届出又

は諸種の統計調査等に際しての国民負担の大幅な軽減を図る必要がある。このため、申請等に伴う手

続の簡素化、電子化、ペーパーレス化、ネットワーク化などを迅速かつ強力に推し進め、今世紀中に

申請等に伴う国民の負担感を半減することを目標として本対策の実施に取り組む。」（閣議決定） 

 

○平成9年 5月 行政改革委員会 規制緩和小委員会ヒアリング概要 

業務独占により依頼者の保護を図るという発想は古いと考えている。個人の選択に任せるべきである。

無資格者に依頼して権利侵害が生じた場合は、個人の責任である。安全を望む依頼者は資格者に任せ

ればよい。また、悪質な業者は、結局は市場から駆逐されるはずである。 

このことは行政書士だけでなく、他資格者にも言えることであるが、行政書士の取扱う書類は一般的

なものであり、依頼人の保護の必要性が低く、また、権利侵害といった事態も極めて起こりにくいと

考える。その意味で、最も一般的な士業として行政書士を取り上げた。 

「代書業務専属の緩和」・・要望元団体： 経済団体連合会・日本自動車販売協会連合会・全国軽自

動車協会連合会・日本中古自動車販売協会連合会・全国中小企業団体中央会 

 

○平成9年 6月 26日 

行政改革委員会 規制緩和小委員会第 論点公開（第6次） 

項目 19 「行政書士による書類作成業務独占の廃止」について論点が公開された。 

 

○平成9年 7月 3日 

各省庁事務次官会議申し合せ事項 

「申請・届出に伴う行政手続を簡素化し国民負担を軽減するとともに、地方公共団体における押印見

直しの取り組みを支援するため、「申請負担軽減対策」に基づき、下記のとおり押印見直しガイドラ

インを定め、これに沿って各省庁が国民（法人を含む。以下同じ。）に求めている押印の在り方を見

直し、廃止を含めた合理化を行う。その際、押印の廃止が、申請・届出の電子化・ペーパーレス化に

資する点にも留意するものとする。」  

 

○平成9年 12月 12日 

行政改革委員会「最終意見」 

「行政書士に関しては、業務独占のあり方について、今後、具体的な検討を開始すべきである。さら

に、当面の措置として、行政書士への参入を少しでも増やし、また行政書士間の競争を促進すること
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が急務であることに鑑み、行政書士試験の受験資格要件を廃止するとともに、行政書士会会則及び日

本行政書士会連合会会則に行政書士の受ける報酬については記載しないこととすべきである。」この

行政書士への緩和が口火となって、その後、他士業も同様の規制緩和がなされた。 

    

    

何故、行政書士がターゲット何故、行政書士がターゲット何故、行政書士がターゲット何故、行政書士がターゲットにされたのかにされたのかにされたのかにされたのか    

書類への押印の廃止は、申請者の負担軽減と官公署への（電子）申請～交付という一連の行政手続

を迅速化・画一化するのに寄与するが、ここでネックとなるのが行政書士制度の存在である。 

何せ、一万件以上と言われる許認可・届出書類の全てが押印を要する書類であり、それらの書類を

他人の依頼を受け、報酬を得て取り扱えるのは、行政書士等の限られた士業だけであるからなお更で

ある。政府が、e－Japan戦略の下で行政手続の電子化を推進させて、その広範な適用で申請、徴収、

情報の一元管理体制を構築するためには、官の主導による民（民間の業界団体等）の協力が不可欠で

あり、その際の参入規制（障壁）となっているのが、行政手続に関してあまりにも広範な領域にわた

って網をかけている、行政書士法上の業務独占規定であったことは想像に難くない。官・業主導によ

るシステムの構築と新たな天下り団体の創設や利権に群がる団体となって機能し、その団体は民間組

織なるが故に、行政書士法上の「官公署」の適用も受けないこととなる。 

 

（自治行第83号 昭和 62年） 

報酬とは役務に対する対価であり、実費弁償の範囲内にとどまる限りは報酬に該当しないが、報

酬に該当する部分が全体としての料金に含まれていると認定できるのであれば、行政書士法第19

条第 1項に違反する。 

 

 

規制緩和小委員会規制緩和小委員会規制緩和小委員会規制緩和小委員会と鈴木良男と鈴木良男と鈴木良男と鈴木良男    

規制緩和小委員会の鈴木良男（当時 旭リサーチセンター社長）参与は、「本音を語り始めた業界

団体」、「行政書士の業務独占は必要か」と題し、弁護士を頂点としたサムライ族の排他性、参入規制、

部族保存本能を強く批判した。そして、行政手続の簡素化が言われている時代には原則、国民の自己

責任とし競争原理を導入して参入規制を撤廃すべきであるとして、行政書士の業務独占の必要性に疑

問を投げかけ、行政書士制度は廃止すべきであるとしたのだった。 

仄聞するところによると、当初、行政書士と社会保険労務士をターゲットにしていたが、大同団結

されると困るので、今回は一般の行政手続に最も関連のある資格者＝行政書士に的を絞って論を展開

したともいわれている。 

実は、鈴木参与は行政書士だけをターゲットにしたのではなく、その翌年には、「日本の司法ここ

が問題」の著書の中でサムライ族全体を取り上げ、特に弁護士に対しては痛烈な批判を展開していた

のである。「もう弁護士法第７２条の歴史的役割は終わったのだから、範囲を検討して外国弁護士や

隣接職種に広く法律事務の門戸を開放すべきだ。それを拒む理由はない。 

あるのは、責任も果たさない（ゼロワン地域の存在、小額事件への不関与）のに、仕事だけは独占し

たいという弁護士のギルド精神に基づくエゴだけなのだ。それはもう認められない。」 
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「司法書士、会社法務にも訴訟代理権を認めるべきだ。行政書士についても行政訴訟について訴訟代

理権を検討すべきだ。右のいずれの職種についても、弁護士と違い主務官庁が指導、監督できる立場

にあるから実際の運用の詳細はこれらに任せればよい。（著書 P207）」という、当時としては卓越し

た論陣を張っていたのである。 

 

その後、鈴木氏は「規制改革・民間開放推進会議」議長代理（主査）として「商業・法人登記の行

政書士への開放」等においても活躍するようになるのだが、この本の著作が 1995 年だから、行政書

士に関しては実に 15 年を要して、漸く行政不服審査の代理権の検討要請を規制改革会議が公表した

ことになる。（平成20年 12月 22日 規制改革会議第三次答申） 

こうして、内外からの規制改革の波に誘引されて、各士業の生き残りをかけた業際に関する紛争が

顕在化してくるのである。特に、平成 11年以降の報酬規定の撤廃・広告の自由化・士業の相互参入

といった規制緩和は、組織を挙げての戦いへとなってきている。 

日行連では、盛武会長（平成 9 年 6 月～平成 15 年 6 月）退任後の数年間（平成 15 年 6 月～平成

21 年 6 月）は、協調路線（日本行政での Gyoseishoshi Lawyer 名称の不使用、商業・法人登記の行

政書士への開放要望を行わないとした確認書）に方向転換し、戦わずして矛を収める作戦を取ってい

る節が見受けられるが、そうした安易な決断は、行政書士制度を守っていく良策には決して繋がらな

いことを過去の歴史から学ぶべきであった。 

 

 

最近の業際問題の一例（詳細は後掲の各項参照） 

2006年 １月 昭和 29 年の事務次官通達に反するものではないとして、法務省が「司法書士が

作成代理人となっている定款」を容認する内容の通達を出す。現在、司法判断は

なされていないが、実務上の要請から、司法書士に御墨付きを与えたものである。 

 

2006年１２月 日弁連から日行連の「法律家、Lawyer」表記に対する使用を差し止められたいと

の申入れがなされた。 

 

2007年 4月 日行連は「街の法律家」と「Gyoseishoshi Lawyer」という文言は、行政書士が

「官公署に提出する書類」及び「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成と

いう法律に深く関わる業務を行っていることから、自らを身近な法律の専門家と

して表現したものであるとして、日弁連からの申入れを拒否した。 

 

2007年 9月 ADR への参入を目指す日行連が、日弁連との関係修復を図った結果、月刊「日本

行政」から「Gyoseishoshi Lawyer」の表記が消える。 

 

2007年１１月 日行連は聴聞・意見陳述代理の法改正のため、やむなく、商業・法人登記業務へ

の不参入を表明した「確認書」を日司連と締結する。 
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これによって、規制改革会議に対する組織的な商業・法人登記の行政書士への開

放要望は中断することとなった。 

 

2008年 10月 法務省が司法書士法施行規則改正案を出す。非司法書士の取締りを司法書士会に

委ねる趣旨の条文を新設した。 

（従来から「行政共助」として慣行的に行われてきた非司法書士調査が、行政機

関の保有する個人情報の保護等に関する法律の制定以降できなくなったため、例

年、司法書士会が行ってきた非司調査活動に支障が出た。そのため、これに法的

根拠を与えようとするものである。） 

 

2009年 6月 訴訟額140万円の解釈をめぐって、弁護士と司法書士が係争している。多重債務

等の債務整理の場合「整理の対象になる全債権額」とする弁護士会に対し、司法

書士会は「債務整理によって圧縮される債権額」を主張している。弁護士勝訴の

判断を示した神戸地裁判決に対し司法書士側は控訴している。 

 

その後、大阪高裁判決（2009.10.16）では「公権的解釈が確立していない状況で

は、いずれかの見解に立つことはできない。」と判示している。 

 

（そもそも、司法書士が受任可能か否かの前提である「額」の算定基準が曖昧な

ままでは、案件受任の可否基準さえ存在しないことになる。その点では、債権額

が判明している弁護士側に利があると思われる。） 

 

＊多重債務（5件以上の債務を抱えている人は、現在230万人程度いるといわれている。）の過払い

金返還請求を巡っては、報酬は過払い分の2割程度が相場とされるのに対し、報酬が確実に見込め

る案件しか引き受けない弁護士や、返還金の9割近くを報酬として不正に受け取った司法書士もい

ると報道されている。 （2009年 10月 4日 読売新聞朝刊） 

 

＊「債務整理事件の処理に関する指針」策定についての会長声明 平成21年 12月 25日 

日本司法書士会連合会会長 細 田 長 司 

昨今、司法書士の債務整理事件処理における広告や報酬のあり方についての報道がなされるなど

倫理面での問題が指摘されています。日本司法書士会連合会では、多重債務問題が深刻な社会問

題であり、その解決が健全な社会の形成に極めて重要であること、また、債務整理事件の処理は

生活再建のための手段であり、依頼者が望んでいるのは債務整理事件の処理を通じて生活を再建

することであるということを再度確認し、多重債務状態に陥っている依頼者の債務整理や生活再

建のために、法律専門家として司法書士のとるべき執務姿勢を示すために、「債務整理事件の処

理に関する指針」を策定しました。（指針部省略） 
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第第第第ⅤⅤⅤⅤ章章章章    行政書士制度と行政書士制度と行政書士制度と行政書士制度と業際業際業際業際問題問題問題問題    

 

規制改革推進３か年計画（平成13年３月30日閣議決定） 

「業務範囲が余りに細分化されている資格については、業務範囲の見直し、資格間の相互乗り入れを

検討する。また、業務独占資格者の業務のうち隣接職種の資格者にも取り扱わせることが適当なもの

については、資格制度の垣根を低くするため、他の職種の参入を認めることを検討する。」 

 

一般の国民からすれば、困り事の依頼先はどの範囲までがどこかではなく、近隣に所在しており直ち

に連絡がつき安価でスムーズに、適正に処理してくれる士業を求めていることは確かであり、この分

野はどの士業に依頼しなければならない等の意識は、国民にとっては論外の事項なのである。完全自

治のある弁護士以外は、縦割り行政と省益の確保から派生した士業であり、業務が細分化された結果、

行政書士、公認会計士、弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、海事代理士

等の八士業は、いわゆる「業際」という灰色部分を抱えることになった。つまり、業域確保・確立の

有無によって、業界の発展に繋がり、業域の減少はすなわち衰退を意味するのである。 

法律事務を職務とする弁護士にしても、東京・大阪にその半数以上が集中し、少額案件には関与し

ないという風潮の中に胡坐をかいてきた結果、司法制度改革の波が押し寄せ、弁護士大増員（法科大

学院）問題、ゼロワン地域の解消、最近では第７２条の改正を求められるという問題を抱えている。

国民利便の増進・国民負担の軽減推進というお題目はあるものの、こうした業際に関する各士業の戦

いは激しさを増して行き、規制改革の風潮とあいまって収まる気配がない。 

かく言う私にしても、各々の専門分野の事項は他の士業にお願いしているが、本稿ではこうした実

務上の案件ではなく、制度に由来する業務の範囲はどこまでなのか、どこまでを付随業務と看做すの

か、また、国民の視点から見たときに、そこにはどのような問題点があるのかを検証してみたい。 

    

    

１１１１    「「「「Gyoseishoshi LawyerGyoseishoshi LawyerGyoseishoshi LawyerGyoseishoshi Lawyer」」」」とは何かとは何かとは何かとは何か    －日弁連批判－－日弁連批判－－日弁連批判－－日弁連批判－    

 

私の所属する京都会では、平成12年秋の理事会で行政書士の英訳を「Gyoseishoshi Lawyer」と定

めて翌年の会報 132 号から使用していた。日行連では、平成 16 年度から月刊「日本行政」で

「Gyoseishoshi Lawyer」（平成 12年商標登録番号 第 4422095 号）という名称を使用し始めた。と

ころが平成18年12月22日、日弁連が日行連発行のパンフレットの表記に噛み付いてきたのである。 

① Lawyerという英語表記を止めること。 

② 法律家という表現を止めること。 

③ 代理権に関し誤解を与える表現を用いないこと。 

④ 会員に対する適切な指導を行うことの４点である。 

この「申入書」が、社会正義の実現を使命とする職能団体である日弁連として、適切なものであっ

たのか否か、また、「Lawyer・法律家」とは日弁連の主張するような定義付けで良いのかを、以下順

次に検証してみる。 
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（１）（１）（１）（１）    「「「「LawyerLawyerLawyerLawyer」」」」    

OXFORD英和辞典によると、Lawyer（法律家・弁護士・法律学者）、Solicitor（懇願者・勧誘員・

事務弁護士・市町村の法務官）、Barrister（UK 法廷弁護士・US 弁護士・法律家）、Attorney（US 弁

護士・法定（的）代理人）と訳されている。Lawyerは狭義の意味では、確かに日弁連が指摘するよう

に弁護士、法曹を指すが、広義においては広く法律家全般の総称にも使用されていることが、こうし

た辞書の和訳や聴き取り調査からも知ることができる。 

 

＊Lawyerとは「Law」に関係する人達みんなのことをいう。日本でいう弁護士はSolicitor（英）と

Attorney（米）というのが普通です。 （在日イギリス人英会話講師 Rush.Lee） 

 

日弁連の米語表記は、そのHP上ではJapan Federation of Bar Associations であり、Lawyer’s 

Associationとは表記されない。（因みに、弁護士法はBar Act）弁護士が100万人近くいるといわれ

るアメリカでは、一般的にAttorneyが広くLawyerの意に用いられている。 

 

＊ Comprehensive J‐E Dictionary 旺文社、  

＊ 映画「シビル・アクション」では、ジョン・トラポルタ扮する弁護士事務所の表記が「○○

Attorney at Law」表記であった。 

 

さて、この「Bar（棒）」とは法廷と傍聴席を仕切る柵のことであり、そこからBar＝法廷＝弁護士

の職・弁護士団を意味するとされている。その権限を唯一絶対と信じている、訴訟代理人たる弁護士

にふさわしい表記ではある。 

一方、英国では、弁護士はバリシター（法廷内活動弁護士約9,000人）とソリシター（法廷外活動

弁護士約90,000人）に区分されるが、日本やアメリカにおいてはその区別はない。バリシター・ソ

リシターは英国の歴史が生んだ制度であり、ソリシターは民事刑事、商事、家庭事件を処理し、バリ

シターはソリシターを通して業務を受託している。このソリシターは、法廷での弁論を主とするバリ

シターの仕事と主従にあるものではなく、カバーする業務範囲も遥かに多いという。 

 

最近、日司連（Japan Federation of shiho-shoshi Lawyer’s Associations）では司法書士の英

語表記について、従来のJudicial Scrivenerから、英国流の「Solicitor」表記を用いることを決議

した様である。 

現在、簡裁代理権のある認定司法書士は64％程度（21.09.01現在 個人会員数19,638/12,762名）

であるが、簡裁代理権の無い主に登記一筋の残り36％（8,800名）も含め、英語表記ではソリシター

に統一したい意向だそうである。 

この外国語であるSolicitor表記を採用するのかしないのか、言い換えれば、Solicitor表記が司法

書士全体の職能を正確に表現する英訳であるか否かも含めて、これもまた後述するように、司法書士

（界）の任意であると言わなければならない。 
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＊（第 14 回 日司連理事会 18.8.29）司法書士及び日本司法書士会連合会の新英語名につい

ては、下記の英語名を広く使用することの働きかけを、政府等関係諸機関に対し行うことを承

認した。   司法書士Solicitor 

日本司法書士会連合会 Japan Federation of Solicitor Associations 

 

さて、標題の行政書士の英訳は様々だが、主な例をあげると「Gyoseishoshi Lawyer(日行連)」

「Administrative Lawyer（ウィキペディア Wikipedia）」「Administrative Scrivener（講談社日本

語大辞典）（法務省 外国人のための入国・在留の手引）」「Certified administrativeprocedurers 

specialist」「Administrative Documentation Lawyer」「Public Notary」などがある。つまり現状で

は、帯に短し襷に長しの状態にあるということである。 

この際、内閣官房、総務省等に対しては「Gyoseishoshi Lawyer」が日行連の正式見解だとして早

急に手を打たないと、その英語訳が「Administrative Scrivener」などと、旧態依然とした直訳表記

されてしまう恐れが多分にある。 

つまり、日本式役所流の直訳表記では、外国人にとっては行政書士という専門職の理解を助けるど

ころか、理解そのものを更に難しくしてしまう恐れがあるからである。 

 

① 国々によって言語・慣習・文化が互いに異なっている以上、その職能について真に正確な英訳・

和訳というものは存在しえない。 

② 法治国家である日本において、日本語によって制定された行政書士法による行政書士という職種

は、そもそも欧米には存在しない職能である。 

③ 存在しないものは、その理解を助けるイメージとして伝えるしか、その伝達手段を持たない。 

 

 

―法令外国語訳・平成21年度以降の推進体制の在り方について― 

平成 18年 12月 13日「法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議」での決定

とその影響からか、日本国法令の正確な英語表記に関し、最近は煩く言われるようになってきたので、

これが今回の事の発端かも知れない。 

だが、内閣官房の法令翻訳データ（標準対訳辞書対応）の注記においても、「なお、これらの翻訳

は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解

を助けるための参考資料です。」・・・と正に的を射た注記がなされている。 

（These are unofficial translations. Only the original Japanese texts of the laws and 

regulations have legal effect, and the translations are to be used solely as reference material 

to aid in the understanding of Japanese laws and regulations） 

 

これを我々行政書士に当てはめるなら、「行政書士」という日本語の正確な英語訳は今もって存在

せず「行政書士」の職能を真に理解するためには、人種を問わず、日本語で書かれた行政書士法を読

解するしかないのである。 
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狭義の弁護士は、弁護士法が資格を定め規律している弁護士のことであり、それは日本に固有の

職業資格であるに留まる。しかし、当然に外国の弁護士も日本の「弁護士」も単一の概念である

という前提を疑いもせず、何かを論ぜようとする言説にしばしば出会うのは残念なことである。 

                       （「司法書士の役割」 法学書院 住吉博） 

 

つまり、「行政書士」「司法書士」「弁護士」は何処までいっても、日本語表記の「行政書士」「司法

書士」「弁護士」でしか有りえず、その英訳について日弁連からクレームをつけられる様な筋合いの

ものではないということである。私から言わせれば、弁護士は「Bengoshi Lawyer＝弁護士という名

の法律家」、司法書士は「Shihoshoshi Lawyer＝司法書士という名の法律家」、行政書士は

「Gyoseishoshi Lawyer＝行政書士という名の法律家」としか言いようがないのである。 

「Gyoseishoshi Lawyer」という英語表記を使用するか否かは、単にその主体である行政書士（界）

サイドの問題であり、そしてそれはなお、外国人が日本の行政書士制度を知る上での参考程度にしか

過ぎず、それ以上でもそれ以下でもないのである。 

 

外国法事務弁護士の外国語訳はどうかと言われましても、先ほど申しましたようにまだ定訳を定

めておるわけではございませんが、さしあたりこの名前が日本のみならず外国においても定着し

ていかなければならないものだと私は思いますので、そういった意味では、今考えますればＧＡ

ＩＫＯＫＵＨＯ ＪＩＭＵ ＢＥＮＧＯＳＨＩというローマ字によって表示することになるのじ

ゃなかろうかと思います。           （第 104国会 法務委員会 井嶋政府委員） 

 

三年程前に知り合いの医師が「海外の銀行に口座を開きたいので、身分を証明して欲しい。」と言

ってきたことがあった。私はその銀行に対し、認証者の署名は「Gyoseisyoshi Lawyer Kennichi 

Miyaharaで OKか？」と確認を取ったところ、「その署名・押印（職印）で問題ない。」との返事であ

った。認証者足りうる条件は、受入れ先の金融機関が決めることだが、日本国内で報酬を得てパスポ

ートなどを含む文書認証、本人のサイン、収入証明、住所証明など、私文書の認証を行政書士は業と

して行えるのである。そしてこの重要性は、文書の認証者としての「Gyoseisyoshi Lawyer」名を海

外の一流銀行も認めたということにある。 

 

 

（２）（２）（２）（２）    「法律家」「法律家」「法律家」「法律家」    

「法律家」の定義については、狭義では日弁連の主張のように法曹をいうが、実際（広義）は、 

① 裁判所の書記官、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等の法律実務を担ってきている専門職種

をも包含しうる。（「現代法律百科大事典」ぎょうせい） 

② 弁護士が大都会に集中する傾向があるため、地域によっては弁護士の役割を司法書士が担い、

弁護士も司法書士もいない地域では行政書士が法的助言者として活動するという代替関係も見

られる。（「現代司法」第4版日本評論社P95） 

③ 行政書士は、ある意味で最も日本人にはなじみの深い法律職業といってもよい。 

（「現代司法」第4版日本評論社P143） 
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④ 守秘義務、罰則規定のある業法の下で法律事務に携わる士業は、法律家であることを国が示し

ている。（法務省令第16号） 

 

法務省令第16号（法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動） 

申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、

税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。 

 

司法制度改革が叫ばれてから久しいが、法律家として、社会正義の実現をその使命としている弁護

士の半数以上が、東京、大阪といった大都市に偏在し、未だにゼロワン地域の解消ができていないこ

とは紛れもない事実である。「弁護士白書2008年版」によると東京都には人口1万人に対して約１０

人の弁護士（全国25042人中の12113人が東京に集中）がいるが、青森県では僅か0.45人（格差22

倍）である。 

何をもってして「法律家」と定義づけるかは、如何にしてその地域に密着し、市民から法的助言者・

相談者として信頼されてきたのかというその士業のもつ歴史と、利用する国民サイドからの視点に拠

らなければならないのは明らかである。 

 

 

行政書士・司法書士・弁護士の分布数と傾向 （京都府内） 

市町村（年月） 司法書士21.06 弁護士21.04 行政書士20.01 備考 

京丹後市 １４ ＊１ ２４ ＊過疎対策 

伊根町 ０ ０ ０  

宮津市 ３ ＊１ ２ ＊過疎対策 

与謝野町 ３ ０ １１  

舞鶴市 １０ ４ ２１  

綾部市 ７ ０ １４  

福知山市 １１ ５ ４９  

京丹波町 ２ ０ ５  

南丹市 ６ １ １１  

亀岡市 ９ ５ ３７  

京都市 ３８１ ４３５ ４０７  

向日市 １３ ０ １５  

長岡京市 ４ ４ ２３  

大山崎町 ０ ０ ５  

八幡市 ３ ０ １０  

久御山町 ２ ０ １  

宇治市 ３１ ２ ４９  



 - 111 - 

城陽市 ８ ０ ２０  

宇治田原町 １ ０ ３  

井手町 １ ０ ３  

京田辺市 ９ ２ １８  

精華町 ３ １ ８  

和束町 ０ ０ １  

木津川市 ８ ０ １２  

笠置町 ０ ０ ０  

南山城村 ０ ０ ０  

合  計 （５２９） （４６１） （７５０）  

 司法書士司法書士司法書士司法書士    弁護士弁護士弁護士弁護士    行政書士行政書士行政書士行政書士     

京都市京都市京都市京都市域域域域への集中率への集中率への集中率への集中率    ７２％７２％７２％７２％    ９４％９４％９４％９４％    ５４％５４％５４％５４％     

簡裁地域への集中率簡裁地域への集中率簡裁地域への集中率簡裁地域への集中率    ９１％９１％９１％９１％    ９８％９８％９８％９８％    ８１％８１％８１％８１％     

法務局法務局法務局法務局地域地域地域地域の集中率の集中率の集中率の集中率    ９２％９２％９２％９２％    ９９％９９％９９％９９％    ８４％８４％８４％８４％     

士が士が士が士がいない町村地域いない町村地域いない町村地域いない町村地域    １９％１９％１９％１９％    ５７％５７％５７％５７％    １１％１１％１１％１１％     

    

    

（３）（３）（３）（３）「代「代「代「代    理理理理    人」人」人」人」    

行政書士法第 1条の 3第二項は「契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」として

おり、この足の裏から背中を掻くような解釈を巡っては様々な見解がだされている。 

 

① 当事者は相手と交渉して書類を作成できるから、代理人も書類を作るためには相手方と交渉し

て書類を作り、修正も出来るはずである。（「行政書士の未来像」阿部泰隆） 

② ここでいう「代理人とし」てとは、契約等についての代理人としてとの意であり、直接契約代理

を行政書士の業務として位置付けるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行いうると

の意味を含むものであると解される。（地方自治第646号） 

③ 相続人間に調停・訴訟の因をなす紛争状態があれば、行政書士は代理介入が出来ないが、助言説

得を含めて、相続人間の合意形成をリードし、分割協議をまとめる代理行為は合法であると解され

る。（「行政書士法コンメンタール」兼子 仁） 

 

＊平成18年 弁護士が全くいない地域5カ所、弁護士が１人しかいない地域34カ所であり、弁護士

過疎地域96カ所                                            （日弁連HPより） 

＊平成 21年 弁護士が全くいない地域 2カ所、弁護士が１人しかいない地域 13カ所となっている。

（日弁連HPより） 

＊平成 21 年 行政書士数は約４万人で、全国の市町村に広く存在している。5 年後の弁護士数は、

今の1.5倍の約3万 5千人前後、平成30年には4万人以上になると見込まれている。 
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契約とは「意思表示による合意形成の合致」であるが、「作成」する行為自体は事実行為であり、

法律行為（代理）ではない。従って、この１条の３に「代理人」の文言を入れたということは、事実

行為の代理だけをを規定しただけのものではないということである。事実行為の代理だけなら、従来

規定されていた「代わって行い・・」で足りているからである。 

ここでの「代理人として」とは、契約書の「作成」に至るまでの意思決定（意思表示）過程を含む

ものであり、意思決定過程から作成にいたる部分のことである。つまり（当該書面に関する）意思表

示の代理という重要な法律行為ができる行政書士は、依頼人に代わって書面に落とし込む内容の意思

決定を行い、それを文書に纏めることができる・・であればこそ、作成の代理ではなく代理人として

作成するという「人」という語句を介在させた条文の意味であり、その延長線上から意見陳述という

「人の口による」代理も可能となったのだと理解することができる。 

 

我々が契約書、合意書、協議書を代理人として作成するということは、当事者の間に入り法的助言

や説得も含め、双方の合意をリードし、それを受けて代理人として書面を作成する（「行政書士法コ

ンメンタール」兼子 仁）･･ということであり、言い換えれば双方の意思を書面に落とし込むという

事件性のない法律事務である。これには当然ながら「双方が合意した上での法的な助言を為しえる立

会人」という地位と、もう一つは弁護士が拒絶する「双方代理」という概念も内包している。 

（＊この場合の「双方代理」とは、法的助言を含め双方の合意に至る過程をリードし、その結果を受

けて、代理人として協議書等の書類を作成する行政書士の立場としての意味である。） 

 

何故なら、「内容証明の作成」の場合は片面代理（依頼者Ａの代理人として作成）であるが、契約

書、合意書、協議書を代理人として作成するためには、必ずＡとＢの間、ＡとＢ,Ｃの間というよう

に複数の当事者（双方）が必要だからである。紛争当事者一方の代理人たる立場にしか立てない弁護

士や認定司法書士が、逆立ちしても出来ないのがこの双方代理である。 

 

＊ 作成代理人として内容証明を作成する場合であっても、2 回目以降の内容証明の作成（返答に

対する更なる通知）は、弁護士法第７２条に抵触する可能性が生じる場合もある。 

 

二回目以降は、通知に対するやり取り（相対交渉）と捉えられる可能性も生じるとする見解である

が、これには賛成できない。世の中の事象の大部分が何らかの形で法律事務と係わりがあり、それら

が他人と係った時点で相対となり、モノを申した時点で交渉となったのなら、全てが７２条の適用範

囲内となり、罪刑法定主義に著しく反することとなる。（但し、通知に対して争う旨の異議の返答が

なされた場合は、相対交渉の場面となりうる。） 

これらを、民法上において原則禁止とされている双方代理が許容される程度の業務（例えば登記手

続・自動車登録手続に見られるように、実体上、法律行為は完成（売買契約書・売渡証書・譲渡証明

書）しており紛争性がない。あとは国家公簿に記載するだけだから）していると見てしまうのか、又

は、双方代理としての立場を最大限に活用するのかでは、結果は大きく違ってくる。注意しなければ

ならないのは、この場合、本稿にいう双方代理の意味を十分に咀嚼しておくことが肝要となる。 
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①紛争状態にまで至っていない依頼者（Ａ又はＢ）と相手方、または双方（ＡとＢ）の同意があって

初めて成立することであること。 

②そこには必ず「中立性・職業倫理・利益相反」（例えば 行政書士法第四章の各条文）をどう処理

するのかという問題が存在していること。 

 

③その場面に応じて、行政書士法第１条の２、１条の３（弁護士法第７２条）をどう解釈（例えば 

法的助言や合意形成のリードと相対交渉の違い）するのかということ。 

 

④その結果として、双方が合意した内容を代理人として作成し書面に纏めること。 

 

⑤これらを業として行う以上は、報酬はＡから得るのか、Ｂから得るのか、双方からなのかという問

題も含んでいるので、実際の実務においては、行政書士として細心の注意が必要であることはいう

までもない。 

 

＊例えばＡの依頼を受け、その後Ｂの同意を得て双方の合意形成をリードし書面を作成する場合

と、ＡとＢが帯同して相談に訪れ、書面を作成した場合の異同のこと。 

    

    

    

２２２２    「「「「弁護士法弁護士法弁護士法弁護士法    第第第第７２７２７２７２条」条」条」条」の幻影の幻影の幻影の幻影    

    

さて、もう一つ法律家を定義する上で避けて通れないのが、弁護士法第７２条の解釈問題である。

弁護士法第７２条が禁止している法律事務を「事件（争訟）性のある法律事務」と解する事件性必要

説と、「事件（争訟）性のない法律事務も含む」と解する事件性不要説の二説がある。 

日弁連は後者の事件性不要説を長らく支持し、今回の日行連に対する申し入れにおいても、そのこ

とを主張していることが窺えるが、この不要説は刑罰法規（二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金）

である同規定を弁護士寄りに解釈することになるとして、現在では事件性必要説が多数派となってき

ており、平成15年に法務省もこれを追認している。 

この法務省見解は 「グループ企業間の法律事務の取扱いと弁護士法第７２条の関係について」を

中心にしながらも、第７２条の一般的な解釈を説明したものとの注釈がなされており、グループ企業

間だけに限定された見解ではないことが注目される。 

 

  ＊「グループ企業間の法律事務の取扱いと弁護士法第72条の関係について」  

法務省 H15.12.8 

１ はじめに 

法務省としては，完全親子会社であっても，法人格が別である以上は，「他人性」の要件を

欠くとして同条の構成要件に該当しないとすることは困難と考える。他方，親子会社やグルー
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プ企業間で現実に行われていると考えられる法律事務の中には，そもそも，法第７２条の「報

酬を得る目的」や「法律事件」の構成要件との関係で同条に該当しないものがあると考えられ

るので，これらの点を中心に，同条についての一般的な解釈を説明する。 

ただし，法第７２条は罰則の構成要件の規定であり，その解釈・適用は捜査機関，最終的には

裁判所の判断にゆだねられるものであるから，法務省の見解を示しても，それは，捜査機関や

裁判所の解釈を拘束するものではないことを留保する。 

 

２.報酬を得る目的 

法第７２条本文の「報酬を得る目的」にいう「報酬」には現金に限らず、物品や供応を受け

ることも含まれ、額の多寡は問わず、第三者から受け取る場合も含まれる。他方，実質的に無

償委任といえる場合であれば、特別に要した実費を受領しても、報酬とは言えないと思われる。 

この「実費」にはコピー代等が含まれ得るが、人件費のように、当該事務のため特別に費やさ

れたと言えないものは、報酬と評価されることが多いと考えられる。 

 

３.法律事件 

法第７２条本文の「その他一般の法律事件」について、いわゆる「事件性不要説」と「事件

性必要説」とが対立しているが、事件性必要説が相当と考える。 

（巻末資料6参照） 

 

また学説においても事件性必要説が通説となりつつあり、近時の法改正によって、弁護士法第７２

条は「…ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とされた。

この意味は非常に重要であり、第７２条の一部改正後の法律事務に関しては、隣接法律専門職が弁護

士法第７２条を解釈し違法性の有無を論じるのではなく、各々の業法を正しく解釈し、業務を遂行す

る限りにおいては、すなわち、弁護士法第７２条には違反しなくなったことをを意味している。 

事件性必要説によれば、弁護士以外の者が、相当程度に紛争性を帯びる具体的蓋然性のない事件（予

見性）又は紛争性を帯びる場合でも訴訟等と同程度に紛争が成熟していない法律事件（成熟性）を取

り扱う場合には、直ちには弁護士法違反にならないことになる。 

    

    

＜いわゆる事件（性）の定義＜いわゆる事件（性）の定義＜いわゆる事件（性）の定義＜いわゆる事件（性）の定義についてについてについてについて＞＞＞＞    

    

○旧弁護士法の改正時の帝国議会審議（昭和 8年）、一般の法律事務の概念についての木村政府委員

の答弁「それから、非訟事件、紛議、特にこの非訟事件だけ紛議と云うのは、是は所謂裁判所に訴

えるような程度にまで問題の複雑（化）した場合、いう意味に此の紛議と云うのは使うつもりで書

いてあるのであります。」（「司法書士と登記業務」P339） 

 

○「事件という語は紛争性を当然の前提としていないものであり、このことは、家事審判法の甲類審

判事項のように紛争という概念と無縁のものがあることからも明らかである。」とし、法令用語辞
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典（学陽書房）の「事件」とは、問題となっている事項、事実又は関係を意味する。・・を引用し

ている。（「弁護士法概説」高中正彦） 

○およそいかなる社会事象も、そこに権利義務関係の対立が認められるものであれば、訴訟事件とな

りうる可能性があるのであるから、その程度の可能性をもって「事件」と呼ぶことは相当ではない。 

（「弁護士法」福原忠男） 

○本条（第７２条）で制限している法律事務は、これらの法律事務全般についてではなくて、それが

「法律事件に関して」のものであることが要件になっている。すなわち、債権取立ての委任であれ

ば「通常の手段では回収が困難」である場合であり、既に訴訟によらなければならないような具体

的な事情にあって、一の法律事件と目される案件への介入と認められることによって取締りの対象

となるのである。いわば、その法律事務には「事件性」ともいうべき属性が必要とされるというべ

きである。それゆえ。本条で取り扱いを制限されている法律事務が、３条に規定する弁護士の職務

に属する法律事務の全てにわたると解すること（大阪高裁判４３．２．１９）は、両条の規定に微

妙な、しかも重要な相違点のあることを看過しているものといえよう。（同書P261） 

 

○「事件」 法令用語としては、問題として取り上げられている事柄を指す。地方自治法１０９、刑

事訴訟法２０、民事訴訟法３５、特許法１３９等の規定で用いられている「事件」も同義であり、

具体的に訴訟又は審判手続きの対象となっている事柄を指す。・・とし、紛争性の存在を予定して

いる。（「行政書士法コンメンタール」兼子仁） 

 

以上のことから理解できることは、弁護士（界）の主張している純粋な法令上の「案件」を指す場

合の「事件」から、社会通念上において一般的に使用される意味合いでの「事件」へと、事件（性）

に対する定義に変化が見られ、政府や法学者においても広く認識されている事実があることである。 

 

― 法令上からは単なる案件の意で用いられる例が地方自治法、行政書士法にも見られる。― 

・地方自治法 

第１０９条  普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。 

９ 常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これ

を審査することができる。 

・行政書士法 

第９条  行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、

依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。 

  

○内閣法制局・・例えば列挙されている訴訟事件、その他の具体的例示に準ずる程度に法律上の権利

義務に関して争いがあり、あるいは疑義を有するものであること、言い換えれば、事件というにふ

さわしい程度に争いが成熟したもの。（中略）つまり紛争性がある程度成熟して顕在化しているも

のであれば、法第７２条の規制の対象になる。（前掲） 
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＊（１）事件性必要説に立つ裁判例〈札幌地判昭和45・４・24判タ 251号 305頁〉同裁判例は、

法律事件に該当するためには、同列に列挙されている訴訟事件その他の具体的例示に準ずる

程度に法律上の権利義務に関して争いがあり、あるいは疑義を有するものであること、いい

かえれば「事件」というにふさわしい程度に争いが成熟したものであることを要する、とし

ている。 

＊（２）事件性不要説に立つ裁判例〈大阪高判昭和43・2・19高刑集21巻１号80頁〉 同裁判例

は、３条と７２条とについて、「その内容は全く同一であり、７２条本文で非弁護士が取り

扱うことを禁止されている事項は、弁護士の職務に属するもの全てに亘る」としている。 

 

＊立法例（サービサー法） 

（１）サービサー法上の「法律事件」「法律事務」の解釈   

サービサー法の第2条第2項で規定する「法律事件」、「法律事務」は、弁護士法第７２条に規

定するそれらと同義です。 

「法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、または、新たな権利義務関係

の発生する案件をいい、「法律事務」とは、弁護士法第７２条に規定する「鑑定、代理、仲裁、

和解その他の法律事務」と同義であって、法律事件について法律上の効果を発生、変更する事

項の処理のみでなく、口頭で合意された事項を契約書にする行為のように、厳格な意味では、

法律上の効果を新たに発生・変更するものではないものの、法律上の効果を保全・明確化する

事項の処理も含まれると考えられます。判例上、法律事務に該当するとされたものとして、債

権取立ての委任を受けてなす請求、弁済の受領、債務の免除行為をなすことなどがあります。

（参考判例：東京高判昭和39年 9月 29日高刑集17巻 6号 597頁等） 

 

（２）弁護士法違反の判断基準（事件性） 弁護士法に違反するか否かは、事件性（紛争性）のあ

る債権について法律事務に当たる方法により回収を業として行っているものであるかどうか

によって判断されるところであり、仮にそのような業務を行っているのであれば、業態名にか

かわらず弁護士法違反となり得ます。 

（出典：法務省債権回収監督室編『Ｑ＆Ａ サービサー法』） 特許庁HP  

 

 

（弁護士の職務）  

第３条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び

審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法

律事務を行うことを職務とする。  

 

（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）  

第７２条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、

異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代
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理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とするこ

とができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。  

 

 

＜弁護士法第７２条但書の改正と行政書士法の＜弁護士法第７２条但書の改正と行政書士法の＜弁護士法第７２条但書の改正と行政書士法の＜弁護士法第７２条但書の改正と行政書士法の位置付けの概念図＞位置付けの概念図＞位置付けの概念図＞位置付けの概念図＞    

 

 

使命（目的）          基本的人権の擁護＋社会正義の実現        

                                            

 

                       第３条  

                     一般の法律事務         

職務（業務）範囲      訴訟事件、非訟事件‥その他一般の法律事務    

                                              

              但し他の法律に別段の定めある場合を除く     行政書士法 

 

                   （通説・事件性必要説）  

＊事件性不要説の否定 

＊法務省の追認15.12.08 

                   法律事件に関する法律事務 

非弁行為の禁止                 

 

                  報酬を得る目的で、かつ業として‥（一罪説） 

                  ①法律事件に関する法律事務 

                  ②法律事件に関する法律事務の周旋 

                

                      第７２条 

 

 

 

 

 

判  例        私利を図ってみだりに他人の法律事件に介入することを反復継続する 

ような行為を取り締まれば足りる。（最高裁判決 昭和46年） 

 

（注）第７２条但し書の改正と代書人の沿革からして、図の行政書士法の「円」の位置が意味すると

ころについては、後掲の権利義務・事実証明の項を参照のこと 
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法  律  事  務 

「法律事務」というのは、法律上、特に手続面で効果を発生し、または変更する事項の処理をする

ことを指している広い概念である。 （東京高判昭39・9・29高裁刑集１７巻６号５９７頁）。 

 

それのみではなく、確定した事項を契約書にする行為のように、法律上の効果を発生・変更するも

のでないが、法律上の効果を保全・明確化する事項の処理も法律事務と解される。（条解弁護士法） 

 

行政に関する手続、民々間における手続の多くが、法律事務の範疇に属する。弁護士法第３条が業

務ではなく、職務と定めたのは、業務に責務（倫理）が加重され、第１条の使命に結びついている

ためと考えられる。 

 

 

 

法   律   事   件 

広く法律上の権利義務に関し争いがあり、疑義があり、または新

たな権利義務関係の発生する案件を指しているものと解される。 

           （法的な紛争の度合いである紛議性が尺度となる）      

＊およそいかなる社会事象も、そこに権利義務関係の対立が認められるものであれば、訴訟事件とな

りうる可能性があるのであるから、その程度の可能性をもって「事件」と呼ぶことは相当ではない。 

＊司法書士、行政書士については、官公署に提出する文書の作成を通じて、法律事件に関する法律事

務をする程度は更に大幅なものがある。「弁護士法（福原忠男）P261、P267」 

＊弁護士法第７２条・・・但し、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 

 

＜弁護士＞                 ＜行政書士＞ 

（事件性不要説） 

事件性の有無を問わず法律事務は 

        弁護士法第７２条の適用 

（事件性必要説） 

事件性のない法律事務は 

弁護士法第７２条の適用外 

法的な紛争状態が成熟、顕在化し、合意形成

ができず、訴訟に発展する可能性が高いよう

な案件                   

 

（合意内容を書面に纏められない状態） 

意見・主張の対立があるものの、未だ合意形

成が可能な状態の案件 

 

 

（合意内容を書面に纏められる状態） 
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＜＜＜＜判例に見る判例に見る判例に見る判例に見る司法書士（行政書士）業務と弁護士法第司法書士（行政書士）業務と弁護士法第司法書士（行政書士）業務と弁護士法第司法書士（行政書士）業務と弁護士法第７２７２７２７２条の関係＞条の関係＞条の関係＞条の関係＞    

 

＊松山地裁判決 昭 52･1･18 

「書類作成嘱託の目的に反しない限り司法書士がその有する法律知識を活用して法律相談に

応ずることは何ら差し支えないが、書類作成の域を超えて他人間の法律的紛争に立ち入って書

類作成に関係のないことまで法律事務を取扱うことは弁護士法７２条に違反する場合が出てく

るのであり、弁護士法７２条に違反するかどうかは、書類作成の究極の趣旨を外れ、職制上与

えられた権限の範囲を踰越し、自らの意思決定により自己の判断を以て法律事件の紛議の解決

を図ろうとしたものであるかどうかによって判断すべきものである。」 

 

＊高松高裁判決 昭 54･6･11 

「制度として司法書士に対し弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、国

民一般としてもつべき法律知識が要求されていると解され、したがって、司法書士が行う法律

的判断作用は、嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し司法の運営に支障をきたさな

い程度で、換言すれば法律常識的な知識に基づく整序的な事項に限って行われるべきもので、

それ以上専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立

ち入る如きは司法書士の業務範囲を超えたものである。」 

 

（注） この昭和５２年当時、司法書士も行政書士も須らく「代書」であった。その意味では、

判決文中の司法書士を行政書士と読み替えても何等違和感がない判例である。翌年、司法書

士法の大改正が行われた。 

 

＜行政書士法から弁護士法第７２条を見ると＞＜行政書士法から弁護士法第７２条を見ると＞＜行政書士法から弁護士法第７２条を見ると＞＜行政書士法から弁護士法第７２条を見ると＞    

１．官公署へ提出する書類・権利義務・事実証明書類の作成・手続代理等は、多くが一般の「法律事

務」の範疇内にある。 

２．実質的に見て、その態様が社会に害悪をもたらすような行為か否かが弁護士法第７２条違反の判

断基準となるべきであって、形式的に同条に該当する行為が全て違法とされる訳ではない。 

３．第７２条が刑罰を伴った規定である以上、法律事件への該当性は厳格・限定的に解釈すべきこと

が法理にも合致する。 

４．双方の主張が対立し、このまま推移すれば訴訟となる可能性が高い事案に限って、「法律事件」

に関する「法律事務」の定義は採用されなければならない。 

 

日弁連等との調整を経て改正された行政書士法第１条の３ 

① 行政書士は、契約書等を代理人として作成すること・・ができる。 

② 行政書士は、書類の作成について相談に応じること・・ができる。 

③ 行政書士は、聴聞その他意見陳述の代理をすること・・ができる。 
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行政書士法に上記改正条文を盛り込むことを日弁連、他士業、議員連盟等が了承し、行政書士法が

改正された。つまり、この時点で①②③は第７２条をクリアー（第７２条が規制する法律事件に関す

る法律事務に該当しない。）し、後は行政書士（界）がこの改正条文をどのように位置づけ咀嚼する

かというテーマが残ることになる。 

この成文化がイコール第７２条のクリアーではないが、位置付けとしてはそうなるとの意味である。

つまり、「代理」に関しては、行政書士法第１条の３を遵守し行動する限りは、弁護士法第７２条違

反という問題は起こりようがないのである。 

 

    

＜行政書士の代理における新旧概念＞＜行政書士の代理における新旧概念＞＜行政書士の代理における新旧概念＞＜行政書士の代理における新旧概念＞    

    

①①①①    従来型の双方代理従来型の双方代理従来型の双方代理従来型の双方代理    （登記手続・自動車登録手続等（登記手続・自動車登録手続等（登記手続・自動車登録手続等（登記手続・自動車登録手続等                                単純代書の範疇単純代書の範疇単純代書の範疇単純代書の範疇））））    

               

依頼者Ａ 

 

          不動産の登記・・ 売買契約書        司法書士・行政書士 

          自動車の登録・・ 譲渡証明書      確定内容に添って書面を作成 

 

          相手方Ｂ 

 

 

 

②②②② 行政書士法改正後の行政書士法改正後の行政書士法改正後の行政書士法改正後の代理人（代理人（代理人（代理人（契約書等を代理人として作成すること契約書等を代理人として作成すること契約書等を代理人として作成すること契約書等を代理人として作成すること））））    

 

 

       依頼者Ａ                      相手方Ｂ 

                    行政書士 

   代理人の権限範囲      民法第１０８条但書 

               代理人として書類作成に係る 

               範囲内における代理行為 

    代理（意思代理）  （意思代理をも内包した概念） 

 

 

Ａ，Ｂの合意形成をリード 

               双方代理の概念も含有した立場 

 

            行政書士が代理人として書面を作成する 
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上図の意志代理を内包した概念・・とは適切な表現ではないが、単なる書類作成の範囲に留まらず、

それに関しての周辺法令の説明などを含め、適正な書面作成に至るＡ，Ｂ間の合意形成をリードし

ていく意味での受任可能な範囲を一つの概念として表現したものである。 

 

③③③③    行政書士ができる「双方代理」の概念行政書士ができる「双方代理」の概念行政書士ができる「双方代理」の概念行政書士ができる「双方代理」の概念    

 

                      合 意 

                                       

         依頼者Ａ                      相手側Ｂ 

          代理       双方への法的な助言 

                  （関連法令の説明など） 

    職業倫理・中立性・利益相反の問題 

                   合意形成をリード 

                           

                     行政書士 

                 合意を受け代理人として 

協議書等を作成 

 

 

依頼者がＡの場合には、職業倫理・中立性・利益相反の問題を内包するが、依頼者がＡとＢ又は依頼

者がＡで、その後Ｂの同意がある場合は問題ない。 

 

④④④④    行政書士が出来ない「片面代理」の概念行政書士が出来ない「片面代理」の概念行政書士が出来ない「片面代理」の概念行政書士が出来ない「片面代理」の概念    

 

 

                        Ａの意向に基づく 

                代理人       相対交渉 

   依頼者Ａ     Ａ’行政書士                 相手方Ｂ 

                     

                        弁護士法第７２条 

 

 

内容証明の作成（作成代理人 行政書士○○○ ㊞）は④に該当するが、相対交渉が発生しないた

め行政書士業務となる。 内容証明を送付した結果、Ａ’とＢ間に相対交渉場面（通知に対する異議、

否認等の返答に対する更なる行為）が生じる場合は、行政書士の関与は不可となることもある。 

内容証明そのものが紛争の内在を前提としたた書面であることが多く、一回目は単なる通知に過ぎな

いが、二回目以降（通知に対するＢからの返答に対してする更なる通知 作成代理人 行政書士○○

○㊞）は相対交渉である・・との指摘が弁護士（界）からはなされている。 
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つまり、二回目以降の通知に関してどれだけＡ，Ｂ間に関与したのか、その度合いによっては・・

との主張であるが、これは「道を歩いていても何らかの形で法律事務や相対交渉に関与しうる。」

などと同様な主張でありあまり現実的ではないが、我々が行政書士業務と相対交渉の違いを理解す

る上で、弁護士からの警告としては十分な意味がある。 

 

 

＜＜＜＜平成４年平成４年平成４年平成４年    民法第民法第民法第民法第１０８１０８１０８１０８条（自己契約及び双方代理）条（自己契約及び双方代理）条（自己契約及び双方代理）条（自己契約及び双方代理）但し書き部分の但し書き部分の但し書き部分の但し書き部分の改正改正改正改正＞＞＞＞    

 

（自己契約及び双方代理）  

第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となるこ

とはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 

 

改正前の第１０８条は「同一の法律行為については、相手方の代理人となり又は当事者双方の代理

人となることはできない。ただし、債務の履行の場合はこの限りではない。」とされていた。 

この条文の「ただし書き」が、「ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、

この限りではない」と改正された。 

この改正によって、従来、禁止規定だった「双方代理」が「無権代理」行為とみなされるようにな

った。無権代理行為とは、本人から代理権を与えられていないにも関わらず、契約等の行為を行うこ

とであるが、本人が追認さえすれば有効になる。 

 

平成 12(行ヒ)96 損害賠償請求事件 平成16年 07月 13日 最高裁判所第三小法廷 

 

1普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結と民法１０８条の類

推適用 

2普通地方公共団体の議会が長による民法１０８条に違反する契約締結行為を追認した場合にお

ける当該行為の法律効果の帰属 

3市の事業である博覧会の開催運営等を行った財団法人と市との間でされた博覧会の施設等の売

買契約の締結につき市長等に裁量権の逸脱，濫用があるとした原審の判断に違法があるとされ

た事例 

１ 普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には，民法108条

が類推適用される。 

2 普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理し又は代表

して契約を締結した場合において，議会が長による上記行為を追認したときは，民法116条の

類推適用により，当該普通地方公共団体に法律効果が帰属する。 

3 市の事業である博覧会の準備及び開催運営を行うことを唯一の目的として設立された財団法

人が上記事務を行ったが，博覧会の入場料収入等だけではその開催運営経費を賄いきれない

ことから，市がその収支の赤字を回避する目的で当該法人との間で博覧会の施設及び物品を

買い受ける旨の契約を締結したことにつき，市が当該法人に博覧会の具体的な準備及び開催
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運営を行うことをゆだねたものとして両者間に実質的にみて準委任的な関係が存したものと

解する余地があり，市に上記赤字を補てんする法的義務があると解する余地も否定すること

ができないという事情の下においては，博覧会の準備及び開催運営に関する両者の関係の実

質，当該法人が行った博覧会の準備及び開催運営の内容並びにこれに関して支出された費用

の内訳を確定することなく，市長及びその代決者に裁量権の逸脱，濫用があるとした原審の

判断には，違法がある。(1につき補足意見がある。) 

    

    

＜弁護士法７２条に関する学説・裁判例・立法例＞＜弁護士法７２条に関する学説・裁判例・立法例＞＜弁護士法７２条に関する学説・裁判例・立法例＞＜弁護士法７２条に関する学説・裁判例・立法例＞    

 

１．学 説  

 弁護士法７２条に規定する「法律事件」「法律事務」の解釈については、概ね次の２つの代表的学

説に分かれる。 

 

（１）事件性必要説（１）事件性必要説（１）事件性必要説（１）事件性必要説                

（イ）法律事件  

「法律事件」という用語は、いささか漠然とした嫌いはあるが、広く法律上の権利義務に関し争いが

あり、疑義があり、または新たな権利義務関係の発生する案件を指しているものと解され、同旨の裁

判例（東京高判昭39・9・29高裁刑集17巻 6号 597頁、札幌高判昭和46・11・30刑裁月報3巻 11

号 1456頁）がある。（略）  

 「一般の法律事件」という意義は、実定法上「事件」と表現されている案件およびこれと同視しう

る程度に法律関係に問題があって「事件」と表現されうる案件を含むものと理解される。（略）  

本条が刑罰法規である性格にかんがみれば、右は「一般の法律事件」と認めるに足りるほどに、将来

訴訟となりうる蓋然性が具体的事情から認定できるものに限るべきである。もしこれを広義に解すれ

ば、およそいかなる社会事象もそこに権利義務関係の対立が認められるものであれば、訴訟事件とな

りうる可能性があるのであるから、その程度の可能性をもって「事件」と呼ぶことは相当でないから

である。（略） 

 

（ロ）法律事務  

「法律事務」というのは、法律上、特に手続面で効果を発生し、または変更する事項の処理をするこ

とを指している広い概念である（東京高判昭39・9・29高裁刑集17巻 6号 597頁）。債権取立てのた

めの請求、弁済の受領、債務の免除等の行為もこれに包含される。  

 

（ハ）法律事件と法律事務との関係（「事件性」による限定） 

  本条で制限している法律事務は、これらの法律事務全般についてではなくて、それが「法律事件

に関して」のものであることが要件となっている。すなわち、債権取立ての委任であれば、「通常の

手段では回収困難」である場合（最高一小決定昭 37・10・4刑集 16巻 10号 1418 頁）であり、すで

に訴訟によらなければならないような具体的事情にあって、一の法律事件と目される案件への介入と
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認められることによって取締りの対象となるのである。いわば、その法律事務には「事件性」ともい

うべき属性が必要とされるというべきである。それゆえ、本条で取扱いを制限されている法律事務が、

三条に規定する弁護士の職務に属する法律事務のすべてにわたると解すること（大阪高判昭43・2・

19 高裁刑集 21 巻１号 80 頁）は、両条の規定に微妙な、しかも重要な相違点のあることを看過して

いるものといえよう。（福原忠男 『弁護士法』第一法規）  

 

（２）事件性不要説（２）事件性不要説（２）事件性不要説（２）事件性不要説    

（イ） 事件性不要説の立場からの必要説批判 

「事件性」ということの内容が余りに不明確であることである。「事件」と表現しうる案件といって

も、また「事件」といいうる程度に争いが成熟している案件といっても、その内容が一義的に明確に

なるものでないことは、明らかであろう。（略）「事件」という意義に関し、「事件性」必要説は、紛

争となっているかその可能性のあるものを考えているようであるが、広義では紛争になっているとか、

その可能性があるものといった意味はないと解されるのであって（林修三他編『法令用語辞典』31

頁参照）、例えば、非訟事件中にも紛争性のないものはあるし、家事審判法中の甲類審判事項のよう

に紛争という概念の不要なものも存する（福原・前掲も「一般の法律事件」の定義として前掲東京高

判昭39・9・29を引用しているが、そもそも右判例の広い定義は「事件性」という考え方と相容れな

いというべきである。 

 沿革から見て、本条は非弁護士の活動一切を禁止しようとする立法目的にたって「一般の法律事件」

という包括的表現を採用しているのであるから、その趣旨に従うべきであって、処罰の範囲を画する

ことは他の構成要件を厳格に解釈することによって行うべきであろう。 

 本条と第三条とは、その表現に若干の相違があるが、三条が弁護士の職務の面から、本条が非弁護

士が取り扱ってはいけないものという面から、それぞれ同一のことを規定しているものと解するのが

相当である。 

 

（ロ）法律事務  

「その他の法律事務」とは、（一般的に法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利

義務関係の発生する案件について）法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいう、とする判例が

あるが（東京高判昭和39・９・29高刑集17巻６号597頁、東京地判昭和38・12・16判タ 159号 133

頁）、それのみではなく、確定した事項を契約書にする行為のように、法律上の効果を発生・変更す

るものでないが、法律上の効果を保全・明確化する事項の処理も法律事務と解される。 （日弁連調

査室編 『条解弁護士法』弘文堂） 

 

２．裁判例 

（１）事件性必要説に立つ裁判例〈札幌地判昭和45・４・24判タ 251号 305頁〉  

 同裁判例は、法律事件に該当するためには、同列に列挙されている訴訟事件その他の具体的例示に

準ずる程度に法律上の権利義務に関して争いがあり、あるいは疑義を有するものであること、いいか

えれば「事件」というにふさわしい程度に争いが成熟したものであることを要する、としている。 
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（２）事件性不要説に立つ裁判例〈大阪高判昭和43・２・19高刑集21巻１号80頁〉  

 同裁判例は、3条と72条とについて、「その内容は全く同一であり、７２条本文で非弁護士が取り

扱うことを禁止されている事項は、弁護士の職務に属するもの全てに亘る」としている。  

 

 

３．立法例（サービサー法） 

（１）サービサー法上の「法律事件」「法律事務」の解釈  

サービサー法の第２条第２項で規定する「法律事件」、「法律事務」は、弁護士法第７２条に規定す

るそれらと同義です。  

 「法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、または、新たな権利義務関係の発

生する案件をいい、「法律事務」とは、弁護士法第７２条に規定する「鑑定、代理、仲裁、和解その

他の法律事務」と同義であって、法律事件について法律上の効果を発生、変更する事項の処理のみで

なく、口頭で合意された事項を契約書にする行為のように、厳格な意味では、法律上の効果を新たに

発生・変更するものではないものの、法律上の効果を保全・明確化する事項の処理も含まれると考え

られます。判例上、法律事務に該当するとされたものとして、債権取立ての委任を受けてなす請求、

弁済の受領、債務の免除行為をなすことなどがあります。（参考判例：東京高判昭和 39年 9月 29日

高刑集17巻 6号 597頁等）   

 

（２）弁護士法違反の判断基準（事件性）  

 弁護士法に違反するか否かは、事件性（紛争性）のある債権について法律事務に当たる方法により

回収を業として行っているものであるかどうかによって判断されるところであり、仮にそのような業

務を行っているのであれば、業態名にかかわらず弁護士法違反となり得ます。  

（出典：法務省債権回収監督室編『Ｑ＆Ａ サービサー法』） 

 

 

最近における弁護士法第72条違反事件（最高裁判判決 平成22年 7月 20日） 

－弁護士資格のない者がビルの所有者から委託を受け、ビルの賃借人らと交渉して立ち退き交渉を

行なった行為について、弁護士法第72条違反とされた事例－ 

 

専ら賃貸人側の都合で契約の解除と明け渡しの実現を図るべく交渉するものであって、立退き合

意の成否、立退き時期、立退き料をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ず

ることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らかであり、弁護士法第72条にいう「そ

の他一般の法律事件」に関するものであったというべきである。そして、被告人らは報酬を得る目

的で、業として、上記のような事件に関し、賃借人らとの間に生じる法的紛議を解決するために法

律事務の委託を受けて、前記のように賃借人らに不安や不快感をを与える振る舞いをしながら、こ

れを取り扱ったのであり、被告人らの行為につき弁護士法第72条違反の罪の成立を認めた原判断は

相当である。 
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 二十一世紀の司法制度を考える－司法制度改革に関する裁判所の基本的な考え方－ 

（最高裁判所資料 11.12.8） 

司法制度改革審議会は，平成11年 12月 8日，法曹三者に対して司法制度改革に関する意見聴取を

行いました。最高裁判所は，我が国の司法制度の現状と問題点を分析した上で，司法制度改革に関す

る裁判所の基本的な考え方を示しました。この「２１世紀の司法制度を考える」は，最高裁判所が意

見陳述に際して同審議会の各委員に配布したものです。＜中略＞ 

 

(1)法曹養成 

 我が国の法曹人口は先進諸国に比して少ないといえよう。もっとも，ここにも制度，慣行の違いが

あり，例えば米国では，弁護士資格を有する者が，各レベルの公務員となったり，企業の経営に加わ

るなど，必ずしもそのすべてが法律実務に関与しているわけではない。 

また他方で，我が国では司法書士，行政書士，弁理士，税理士等が特定の範囲の法律関係事務を担

当しているが，米国ではこれらもすべて弁護士の業務である。（後略） 

 

＊ 最高裁判所の考え方の基本は、弁護士業務とされている部分の一翼を行政書士等の士業が担

っていること。それら隣接関連職種の機能の在り方をどう考えるのか・・として、行政書士

等の弁護士に隣接する法律家としての士業の有用性を認めているが、例えば、税理士は税務

のスペシャリストであり、この分類方法には少々疑問が残る。少なくとも、憲法、民法が試

験科目に無い士業は「（隣接）法律専門職」の分類からは除外し、その道の専門家という「ス

ペシャリスト」として位置づけるべきである。 

 

 

（最高裁判所 資料） 
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３３３３    「「「「あわせて・あわせて・あわせて・あわせて・その他・その他・その他・その他・権利義務・事実証明書類権利義務・事実証明書類権利義務・事実証明書類権利義務・事実証明書類」」」」条項条項条項条項のののの意義意義意義意義    

    

第第第第 1111 条・・条・・条・・条・・「あわせて」の「あわせて」の「あわせて」の「あわせて」の基本的基本的基本的基本的概念概念概念概念と第１条、第１条の２と第１条、第１条の２と第１条、第１条の２と第１条、第１条の２、第１条の３、第１条の３、第１条の３、第１条の３との脈絡との脈絡との脈絡との脈絡    

ともすれば本条は「官公署に提出する書類に過度のウエイトが置かれており、行政書士業務のうち

「権利義務・事実証明に関する書類」一般の作成については、行政書士法の目的を逸脱しているので

はないか、との誤解を招く可能性がある。しかしながら、当該部分は、行政に関する手続の円滑な実

施に寄与し[あわせて]国民の利便に資するとの趣旨であり、行政に関する手続の円滑な実施に寄与す

ることを限定的に行政書士法の目的と規定するものではないと解される。 

「詳解行政書士法（地方自治制度研究会）」 

この[あわせて]の持つ意義は、行政書士法第１条の「目的」と、それに続く第１条の２の「業務」

とを関連付けして、初めてその全体像が把握でき理解されることになる。つまり、第１条、第１条の

２を個々に条文解釈するのではなく、一体的に理解し導き出す必要があるということになる。 

              

第１条・・・ 行政に関する手続    [あわせて]    国民の利便に資する 

         官公署分野            民生分野 

第１条の２・・官公署へ提出する書類   [その他]    権利義務・事実証明（図面） 

         前段部分                                    後段部分    

                                                                第１条の３    

                                 

第１条の２・・第１条の２・・第１条の２・・第１条の２・・行政書士行政書士行政書士行政書士専管分野の存在専管分野の存在専管分野の存在専管分野の存在意義意義意義意義    

行政書士法制定当時の対象は、弁護士法、司法書士法であり、後法である行政書士法の制定に際し

ては、両法の守備範囲を勘案した上で制定されたであろうことが、以下の検証に際しては重要な意味

をもつことになる。 

① 一般の法律事務から見た業法の形態 

                  ＜行政書士法 

    行政書士法∽弁護士法＞司法書士法     弁護士法   

                                   ＜司法書士法 

 

② 法律事務から見た前法・後法優先・・・・・弁護士法＜司法書士法＜行政書士法 

・弁護士法   1949.09.01            第７２条但書の改正    2004.04.01  

・司法書士法 1950.05.22            簡裁訴訟代理       2003.07.15 

・行政書士法 1951.02.22            代理人として作成     2002.07.01  

                        聴聞代理、意見陳述    2008.07.01  
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[Ａ図]                     [Ｂ図] 

 

           弁護士法弁護士法弁護士法弁護士法    

                          司法書司法書司法書司法書士法士法士法士法    

弁護士法弁護士法弁護士法弁護士法    

                                                                                                        司法書士司法書士司法書士司法書士法法法法                行政書士行政書士行政書士行政書士法法法法    

行政書士行政書士行政書士行政書士法法法法    

 

 

 

                  

[Ｃ図]                        [[[[行政書士行政書士行政書士行政書士専管分野専管分野専管分野専管分野の存在の存在の存在の存在]]]] 

                         

               

    

    

官公署へ提出官公署へ提出官公署へ提出官公署へ提出する書類する書類する書類する書類        権利・義務に関する書類権利・義務に関する書類権利・義務に関する書類権利・義務に関する書類                    事実証明事実証明事実証明事実証明･図面･図面･図面･図面類類類類 

 

                                     

 法法法法    律律律律    事事事事    務務務務    のののの    範範範範    囲囲囲囲 

    

 

[ 論 点 の 整 理 ] 

１ 弁護士への行政書士法・司法書士法上の資格付与規定及び埼玉訴訟判決からはＡ図となる。 

２ 一般的な法律事務範疇の規定面から判断すればＢ図となる。 

３ しかし、弁護士・司法書士は、法律事務に関しない事実証明書類・図面類の作成はできない。 

このことは、条解弁護士法P38、弁護士法概説P42にも同旨の記述がある。 

４ 従って、司法書士法の資格付与の条項に弁護士に対する規定がなく、行政書士法第２条第二

号に弁護士への資格付与規定が存在する意味は、Ａ図及びＣ図の概念となり、ここに弁護士

さえタッチできない行政書士の専管分野（Ｃ図）が存在していることを示している。 

５ この専管分野の存在意義として考えられるのが、（行政）代書人の歴史とその業務内容である。

すなわち、その多くが裁判所に関係する代言人・司法代書人と違って「国民の身近な場所」

に存在し、簡単な届出や単なる民生一般の所謂（代書ではない）代筆さえもこなしてきてい

たのが（行政）代書人であった。この歴史的な事実と市井における実績が、広範な書類の概

念である「権利義務・事実証明書類・図面」分野を、法制上からも行政書士に与えたのだと

考えられる。その反面、こうした代書・代筆的要素からの脱却が課題ともなってくる。 
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行政書士行政書士行政書士行政書士法法法法第第第第１１１１条の条の条の条の２、第１条の３・・２、第１条の３・・２、第１条の３・・２、第１条の３・・「その他」の意義「その他」の意義「その他」の意義「その他」の意義    

「その他」に関しては、１条の３にも「その他」が出てくる。この「その他」については「前段の

例示的な規定以外の一般的な・・」とされるものであり、「（前段）（前項）（それ）以外の一般的（に）

（な）」と訳すことができる。このことは規制改革会議が、上記「その他」の条文趣旨を肯定した結

果、平成20年 7月時点では、法務省は弁護士法第７２条に抵触するとして行政書士の外国人の上陸

審査における立会いを拒否していたが、規制改革会議からの検討要請によって、外国人の上陸審査に

おける可否に関して、行政書士の立会いを認めたという経緯からも明らかである。 

 つまり、「その他」と云う語句の持つ法令上の一般的解釈及び行政書士法上の解釈（次図）を、法

務省が認めたことに外ならない。更に違った側面からもいえば、１条の３にある「受理」と云う語句

の存在である。行政手続法上には存在しない「受理」という用語を使用した意味は、即ち「単なる（前

段の）例示」としてである・・としか理解できないからである。 

 

 

 

「その他」・「その他の」「その他」・「その他の」「その他」・「その他の」「その他」・「その他の」の比較の比較の比較の比較    

    

相似点・・共に、其の直前の語句が示す事項に限らず、それ以外にその直後の語句が示す事項があ

るという趣旨をいう。 

相違点・・「その他の」と云う場合には、その直前の語句は例示であって、その直後の語句が示す事

項に含まれる。これに対し「その他」という場合には、その直前の語句はその直後の語

句が示す事項に含まれず、両者は並列の関係にある。但し、文の構造の関係から、「その

他」が「その他の」と同様に例示の場面で用いられることもないわけではない。 

「似たもの法律用語の違い（法曹会）平成9年」 

 

 

「その他」の「その他」の「その他」の「その他」の用法用法用法用法    

    

＊憲   法 第２１条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

 

＊労働基準法 第１１条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わ

ず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 

 

＊行政書士法 第１条の２  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類（電

磁的記録）その他権利義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づく図面類

（電磁的記録）を含む。）を作成することを業とする。 

 

（注）P94 行政書士法草案の条文構成を参照のこと。並列の関係であることが分かる。 
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弁護士に対する弁護士に対する弁護士に対する弁護士に対する資格付与資格付与資格付与資格付与    行政書士法第２条第二号が行政書士法第２条第二号が行政書士法第２条第二号が行政書士法第２条第二号が意味意味意味意味するものするものするものするもの    

･司法書士（S25.5）・・試験合格者、裁判所書記官、法務事務官など１0年以上、同等以上の能力 

･行政書士（S26.2）・・試験合格者、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、公務員20年以上 

･弁護士 （S24.6）・・当然、弁理士、税理士の事務を行うことができる 

弁理士、税理士に関しては法律事務職というよりも、枠外のスペシャリストたる専門技術面が強調

されている。例えば、特許・商標の鑑定、財務諸表の作成などである。そのため、これらも法律事務

に接する特異・特殊分野だとして、敢えて弁護士法に規定（訴訟の可能性）したものと考えられる。

このことは土地家屋調査士法の調査・測量業務という更に特殊な業務（行政書士にも図面類の作成が

ある。）と比べると明確であり、弁護士は土地家屋調査士の業務ができない（法律事務ではない）と

されている。「条解弁護士法 P39」 

土地家屋調査士法における資格付与の条文構成は司法書士法と同一（試験合格と公務員経歴）であ

り、それであるならば、弁護士は当然には司法書士業務（法律事務の特異分野）ができないこととな

るが、埼玉訴訟の判決では、登記業務は本来弁護士法第３条にいう法律事務の範疇にあるとしている。   

この事実の先にあるのが、弁護士は行政書士登録をして入会しなければ、行政書士を名乗って業務を

することができないとした行政書士法の規定である。 

行政書士法第１条の２行政書士法第１条の２行政書士法第１条の２行政書士法第１条の２    条文構成条文構成条文構成条文構成のののの概念概念概念概念    

    

「広範な権利義務・事実証明書類の内の一部が官公署へ提出する書類となる」 

 

   

                   

        [官公署に提出する書類の作成]      [その他]・・以降の部分 

    

          前段の例示的な部分       権利・義務、事実証明書類 

                          実地調査に基づく図面類 

 

                                  ・・・であって 

 

 

                          ･・に附属する 

                        権利・義務、事実証明書類 

        官公署に提出する書類・・・ 

                     ･・に附属する 

                        実地調査に基づく図面類 

 

                                  ・・・ではない。 
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この意味するところは非常に重要であり、先にも図示したように「（弁護士であっても当然にはで「（弁護士であっても当然にはで「（弁護士であっても当然にはで「（弁護士であっても当然にはで

きない）きない）きない）きない）行政書士行政書士行政書士行政書士だけがだけがだけがだけが有する有する有する有する固有固有固有固有のののの業務業務業務業務分野に分野に分野に分野に、、、、事実証明書類事実証明書類事実証明書類事実証明書類の作成、の作成、の作成、の作成、実地調査に基づく図面類実地調査に基づく図面類実地調査に基づく図面類実地調査に基づく図面類

の作成の作成の作成の作成が存在するが存在するが存在するが存在するというというというということを意味しておりことを意味しておりことを意味しておりことを意味しており、、、、法法法法律事務の範囲律事務の範囲律事務の範囲律事務の範囲外縁外縁外縁外縁に存在するに存在するに存在するに存在する事実証明事実証明事実証明事実証明とととといういういういう部分部分部分部分

とととと、比較的簡易なもの、比較的簡易なもの、比較的簡易なもの、比較的簡易なものが多いとはいえが多いとはいえが多いとはいえが多いとはいえ、土地家屋調査士、土地家屋調査士、土地家屋調査士、土地家屋調査士のののの業務に類似した業務に類似した業務に類似した業務に類似した実地調査に基づく図面実地調査に基づく図面実地調査に基づく図面実地調査に基づく図面類類類類

の作成の作成の作成の作成という、という、という、という、法律事務法律事務法律事務法律事務のののの枠枠枠枠外外外外にあるにあるにあるにある技術面の技術面の技術面の技術面の存在存在存在存在を念頭に置いたからに他ならないを念頭に置いたからに他ならないを念頭に置いたからに他ならないを念頭に置いたからに他ならないと考えられる。と考えられる。と考えられる。と考えられる。

そうでないのならば、弁護士法よりそうでないのならば、弁護士法よりそうでないのならば、弁護士法よりそうでないのならば、弁護士法より後に後に後に後に制定された司法書士法、行政書士法における、弁護士に対制定された司法書士法、行政書士法における、弁護士に対制定された司法書士法、行政書士法における、弁護士に対制定された司法書士法、行政書士法における、弁護士に対

する資格付与規定の違いが説明できなくなるする資格付与規定の違いが説明できなくなるする資格付与規定の違いが説明できなくなるする資格付与規定の違いが説明できなくなる。。。。」」」」    

行政書士法における公認会計士、弁理士、税理士（後年追加された）は、技術面（公認会計士－監

査、弁理士－鑑定、税理士－財務諸表）という特異分野が存在したため、そのことを考慮した結果が

行政書士法第２条各号の規定であると思われるが、一般的な法律事務という範疇を考えたときにこう

した特異分野が主たる業務の士業を包含させる意味は全くない。 

 

 

家系図の作成家系図の作成家系図の作成家系図の作成・・最高裁判決は正しかったのか・・最高裁判決は正しかったのか・・最高裁判決は正しかったのか・・最高裁判決は正しかったのか    

「家系図作成業者が行政書士法違反に問われた事件」最高裁判決 平成22年 12月 20日 

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf 

項 目 判示要旨 論 点 

家 系 図 

身分関係を表示した書類だが行政書

士法上の事実証明に関する文書に該

当しない。、個人の観賞用・記念品の

類で、対外的な関係での（証明文書と

して）利用予定がない。 

完成品としては、そう捉えることもで

きるが、判決からは本書 P129 後段以

降の説明がつかない。家系図の一部分

であっても、除籍が交付される範囲で

は、公的証明を得る必要がある。 

事実証明書類 

外延は広く、行政書士法第1条、憲法

第 22 条から合理的に限定解釈される

べきものである。 

文理上、官公署へ提出する書類に匹敵

する程度に社会生活の中で意味を有

するものに限定されるべきである。 

行政書士法に罰則規定があり、憲法に

も職業選択（営業）の自由がある。行

政書士法違反については制限的、限定

的に解釈されるべきとは、つまり、弁

護士法第 72 条の解釈についても全く

同旨と捉えなければならない。 

戸籍・除籍の調査 

行政書士は専門職である。 

古文書・古記録の調査は行政書士と関

係がない。 

家系図作成という使用目的では、職務

上請求書が使用できない（相続人等を

確定するための、公的証明が取得でき

る範囲となる。） 

文理上の関係にお

ける事実証明書類 

官公署に提出する書類との関係を考

慮しなければならない。官公署に提出

する書類に匹敵するほど社会生活の

中で意味を有するものに限定される

べき 

行政書士法にいう、「その他」とは宮

川裁判官の意見と同旨で規定された

ものなのか疑問である。その根拠につ

いては本書の代書人の歴史部分及び

P94、P127以降参照のこと 
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４４４４    商業・法人登記の行政書士への開放商業・法人登記の行政書士への開放商業・法人登記の行政書士への開放商業・法人登記の行政書士への開放（法務省の欺瞞その１）（法務省の欺瞞その１）（法務省の欺瞞その１）（法務省の欺瞞その１）    

 

規制改革・民間開放推進会議 「商業・法人登記の行政書士への開放」（日行連）平成16年 10月 

○法務省回答 

「商業・法人登記は，国民の権利に多大な影響を及ぼすものであり，この登記手続を代理するため

には高度な法律知識及び専門的能力が要求されるので，資格者以外の者が当該業務を行うことは，国

民の権利の保全及び登記事務等の適正な運営の観点から認められない。」 

 

○規制改革・民間開放推進会議 再検討要請 17.1.7 

「回答では商業・法人登記には高度な法律知識及び専門的能力が求められることから司法書士以外

に行わせることはできないとされているが、規制改革による活力ある社会の実現、国民の利便性及び

負担軽減の観点から、要望にあるとおり、商業登記申請手続について、行政書士等の取り扱いを認め

ることが重要と考えられる。この点を踏まえ、 ①改めて要望の実現に向けた具体的対応策を検討さ

れ、示されたい。なお、登記事項は法定されており、定款作成時のように絶対的記載事項、相対的記

載事項、任意的記載事項があるものとは異なり、登記すべき事項のみ登記申請すればよいこととされ

ている。当然、業務として行うからには専門的能力を有していることが前提であり、行政書士等は定

款作成・認証などに携わっていること等から、法的知識及び専門的能力が十分備わっているものと考

えられる。この点も踏まえ、積極的な検討をお願いしたい。②上記①を踏まえた実施時期について、

その時期となる理由を含め具体的に示されたい。」 

 

○法務省再回答 17.1.20 

「商業・法人登記手続を代理して行うには，商法等の民事実体法はもとより，商業登記法や商業登

記規則等に関する高度な法律知識及び専門的能力が要求される。司法書士は，その資格の取得に幅広

い法律分野における試験が課されており，高度な法律知識及び専門的能力が要求される登記業務を扱

う十分な適格性を有するといえが，行政書士については，定款作成や認証に携わっていること等をも

って，これが満たされているとはいえないことから，商業・法人登記の申請代理を資格者以外の者に

行わせるのは相当でない。」 

 

○ [規制改革・民間開放推進会議WG] 18.3.30 資格制度見直し 総務省・法務省へのヒアリング 

＜総務省ヒアリング＞ 

鈴木主査  去年でしたか。例の商業登記の問題についてはどうお考えですかあの要望は。 

門山行政課長 要望が出されていることまでは承知していますが、そこまででございます。 

安念委員  今、総務省さんとしては特別な見解はお有りでないということですか。 

門山行政課長 今、行政書士会のご判断として要望されたということでございますので、私ども

はそういうご要望があるんだなと承知しているというところまでだと思っています。 

安念委員 ですから、あるのだなと、それでは我々も一頑張りしようかなとか、そういうことに

はならないということですか。 

門山行政課長 少なくとも、今の時点で私どもが検討しているということはございません。 
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＜法務省ヒアリング＞ 

鈴木主査 例えば、この前の行政書士の商業登記の問題について、どうしてあれだけお騒ぎにな

って反対なさるのか。自分（司法書士）だって簡裁の弁護士の領域に入っていったでは

ないですか。今度もまた、他の士業の例えば弁護士業務のある部分は自分たちもできる

のだから、また事実上やっているのだからやらしてくれと言って良い。その代わり垣根

はお互いに国民の利便のために取り払おう、だから行政書士が商業登記に入ってきても

良いという気持ちにどうしてならないのか。それが数年前の改革のときの基本精神だっ

たのだが、垣根をどんどん高くしてしまっている。 

 

○規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）（平成18年 3月 31日閣議決定）資格制度１８ 

利便性の向上など国民にとって有益な制度改革を行うためには、商業・法人登記業務の実態や国民の

ニーズを把握することが必要であり、法務省は、関係府省と連携して、このような実態やニーズにつ

いて調査し、制度見直しについて検討する。 

 

 

商業・法人登記業務の実態等に関するアンケート調査の結果について 

１ アンケート調査の実施について 

 規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）（平成18年３月31日閣議決定）において，商業・

法人登記を行政書士へ開放することが，利便性の向上など国民にとって有益な制度改革となるかど

うかの検討を行うに当たり，法務省が，関係府省と連携して，商業・法人登記業務の実態や国民の

ニーズについて調査することとされた。これを受け，法務省民事局では，総務省の協力を得て，平

成 18年 11月から同年 12月にかけて，商業・法人登記申請人本人，行政書士，司法書士及び定款

認証嘱託人に対してアンケートを実施し，別添のとおり，「商業・法人登記事務の実態等に関する

アンケート調査の結果について」（以下「アンケート調査の結果」という。）を取りまとめた。なお，

集計については，外部の専門業者に委託して行った。 

２ アンケート調査の結果の分析について 

（１）商業・法人登記業務に対する国民のニーズ 

  

ア 

 司法書士及び行政書士の業務 

 司法書士は，他人の依頼を受けて，商業・法人登記に関する手続について代理すること及び

その相談に応ずることを業としている（司法書士法３条１項１号及び５号）。これに対し,行政

書士は，これらの業務を業とすることはできないが（司法書士法 73 条１項），商業・法人登記

に関連する業務ともいうべき会社等の定款や株主総会・取締役会の議事録の作成等を行うこと

ができる。 

 これらの業務に関する国民のニーズを調査するため，商業・法人登記申請人本人（注１）に

対して商業・法人登記の申請手続の代理を過去に司法書士に依頼した経験の有無及びその際の

満足度並びに会社等の定款や株主総会・取締役会の議事録の作成等を過去に行政書士に依頼し

た経験の有無及びその際の満足度について，アンケート調査を行った。 
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イ 

 司法書士の商業・法人登記業務に対する満足度 

 今回調査対象とした登記申請人本人のうち，商業・法人登記の申請手続の代理を過去に司法

書士に依頼した経験があると回答した方は，全回答者（1,580人）のうちの約半数（759人）だ

ったが，過去に依頼した司法書士の業務に対する満足度については，「大変満足」又は「ほぼ満

足」と回答した方の合計が72.5％となっている。 

 なお，今回登記申請を司法書士に依頼しない理由（複数回答可）については，費用がかかる

こと（59.2％）及び内容が簡単そうだったこと（38.1％）の二つが多数を占めた。 

  

ウ 

 行政書士の会社等の定款及び各種議事録の作成等の業務に対する満足度 

 今回調査対象とした登記申請人本人のうち，会社等の定款及び各種議事録の作成等について

行政書士に依頼したことがあると回答した方は，全回答者（1,580 人）のうち，約３割（485

人）だったが，当該行政書士の仕事内容等に対する満足度については，「大変満足」又は「ほぼ

満足」と回答した方の合計が77.5％となっている。 

   （注１）今回調査対象とした登記申請人本人は，登記の申請を自ら行うこととして商業・法人

登記の相談又は申請のために登記所に来庁した方で，今回の調査時に司法書士への申請

手続の依頼をせず，又は依頼する予定のない方であり，「継続して司法書士に依頼して

いる方」を含む商業・法人登記の申請人一般ではない点に留意する必要がある。 

   （注２）司法書士の仕事内容等について，「あまり満足できなかった」とする者の割合は20.3％

（154人）に過ぎなかったが，その理由としては，「費用が高い」46件，「仕事に不満・

不手際があった」24件，「時間がかかる」17件，「説明不足・分かりにくい」13件とい

ったものが挙げられていた。一方，行政書士の仕事内容等について,「あまり満足でき

なかった」とする者の割合は 18.1％（88人）に過ぎなかったが，その理由としては，

「仕事に不満・不手際があった」19件,「費用が高い」16件，「対応が悪かった」16件,

「知識不足」8件といったものが挙げられていた。 

（２）行政書士の商業・法人登記に関連する業務への関与 

  ア 行政書士の関与 

 商業・法人登記に関連する業務ともいうべき会社等の定款や各種議事録の作成に行政書士が

どの程度関与しているかを把握するため，行政書士に対してアンケート調査を行った。 

 行政書士が，商業・法人登記に関連する業務にどの程度関わっているかという点については，

回答した行政書士（1,152 人）の 66.1％が「経験がある」と回答し，32.2％が「経験がない」

と回答した。上記業務に係る経験があると回答した者（761 人）の１年間当たりの平均件数に

ついては，「10 件未満」とするものが 47.2％（359 人），「10 件以上 50 件未満」とするものが

39.9％（304人）となっている。 

  イ 司法書士・行政書士の業務分担 

 次に，登記申請を担う司法書士との業務分担の程度について，行政書士（商業・法人登記に

関連する業務の経験があると回答した者）及び司法書士の両者に尋ねたところ，行政書士の

60.8％（463人）が「司法書士との業務分担・連携の経験がある」と回答し，司法書士の85.8％

（1,184人）は「行政書士との業務分担・連携の経験がない」と回答している。 

  ウ 定款認証への関与 
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 また，会社等の設立に必要とされる定款の認証嘱託等への関与について調査を行うために，

同手続のために公証役場を訪れた者（1,740人）にアンケートを依頼したところ，920人から回

答があった。このうち，嘱託資格が発起人である者（153人）中26人が行政書士に相談し，嘱

託資格が代理人である者（762人）中行政書士の資格を有する者は172人であり,これらを合わ

せると，198 人（21.5％）につき行政書士の関与が認められる。これに対し，嘱託資格が発起

人である者（153人）中 15人が司法書士に相談し，嘱託資格が代理人である者（762人）中司

法書士の資格を有する者は486人であり，これらを合わせると501人（54.5％）となる。 

 そのほか,有資格者の関与の状況は,税理士72人（7.8％），公認会計士15人（1.6％）となっ

ている。 

３ まとめ 

 司法書士が商業・法人登記制度において果たす役割，行政書士の業務の実態や専門能力について

は，本調査のみでその全体像を把握することは困難であるが，本調査の結果からは，次の事情が窺

える。 

 ① 今回司法書士に依頼しなかった登記申請人本人に対する調査においては，過去に司法書士に依

頼した経験があると回答した方のうち，その際の司法書士の業務について,「大変満足」又は「ほ

ぼ満足」と回答した方の合計が 72.5％を占めていることから，司法書士が商業・法人登記業務

において，専門資格者として概ね適切に機能しているといえること。 

 ② 他方で，行政書士に対する調査の回答者のうち，66.1％の行政書士が過去に商業・法人登記に

関連する業務の「経験がある」と回答しており（その 47.2％が１年当たりの平均件数「10件未

満」，39.9％が「10 件以上 50 件未満」），行政書士が商業・法人登記に関連する業務に一定の関

与をしていること。また，登記申請人本人に対する調査においては，会社等の定款や株主総会・

取締役会の議事録の作成等について行政書士に依頼した経験があると回答した方のうち，その際

の行政書士の仕事内容等について,「大変満足」又は「ほぼ満足」と回答した方の合計が77.5％

を占めていることから，行政書士の商業・法人登記に関連する業務に対しても，国民が一定程度

満足しているといえること。 

 

このアンケートに見られるような質問と調査方法では、行政書士の関与度合いは殆ど見えてこない。 

つまり、法務省は商業・法人登記業務は司法書士の業務なのだから、（関係の無い）行政書士につい

ては、登記申請手続を依頼したことがあるのか、何故行政書士に依頼したのか等を敢えて明確な質問

事項とはしなかったのである。 
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（開示請求によって入手した平成１５年度の非司法書士実態調査報告書 東京法務局内部資料） 

 

こうして、規制改革会議からは「法務省のアンケート結果では、商業・法人登記の行政書士への開

放を検討するに十分な内容となっていない。」と指摘されたのである。この後も、商業・法人登記業

務の行政書士への開放要望は後を絶たなかったが、そのことに強く反発していた日司連は、行政書士

法改正への反対行動に出ることになる。 

平成19年 11月、日行連は「聴聞代理等の法改正」を間近に控えていたため、やむなく日司連（同

政治連盟）と確認書を結び、今後、組織としては商業・法人登記業務の行政書士への開放要求を行わ

ないことを決定することになった。この「確認書」問題で日行連は紛糾し、執行部の一部の者が行っ

たものであり、理事会の同意を得ていないため無効であるとする意見、確認書とはいえども、組織対

組織の社会における契約であるとする意見、法改正のためにはやむおえない措置であったとする意見

そもそもが、民法の公序良俗に反するものであるとする意見など議論が噴出したが、平成21年 6月

の日行連総会において、当時の会長は再選されることなく連合会を去ることとなった。  

（巻末資料5参照） 
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○規制改革推進のための第３次答申 －規制の集中改革プログラム－（平成20年 12月 22日） 

当初、規制改革会議では、その第３次答申において商業・法人登記業務の行政書士への開放に関す

る見解である「検討要請」を公表予定であったが、日行連が確認書によって身動きが取れない中で、

司法書士界と司法書士政治連盟による議員連盟を使った圧力に抗し切れず、その公表を見送ったので

ある。 

 

― 幻の規制改革第三次答申（案） 平成20年 12月 22日― 

法務・資格分野 

具体的施策 

イ 商業・法人登記の行政書士への開放 

商業・法人登記の行政書士への開放について、「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申」

（平成17年 12月 21日）において、商業・法人登記業務の実態や国民のニーズを調査し、制度見

直しについて検討するように提言された。 

これを受け司法書士制度を所管する法務省が行政書士制度を所管する総務省の協力を得て「商

業・法人登記事務の実態などに関するアンケート調査」が実施され、その結果が平成19年 3月に

公表されたが、これにより商業・法人登記の行政書士への開放の適否を判断することは困難であ

る。したがって、登記制度及び司法書士制度を所管する法務省は、行政書士が商業・法人登記手

続きに関与することが、各業務分野における競争の活性化を通じたサービス内容の向上、価格の

低廉化、国民生活の利便性の向上等に資するかどうかについては、様々な意見があるところであ

るが、関係機関の協力を得て行政書士に関する専門性の実態の把握に努めるとともに、関係機関

等とも連携を図り、把握した実態を踏まえて、制度の見直しの要否について、引き続き検討を行

うべきである。 

［平成20年度以降検討］ 

（注）この答申文書は、一切公表されることなく葬り去られた。 

 

この間の経緯について、日本司法書士政治連盟 第３９回定時大会 飛翔FAX版（2009．5.25）に

よると、商業登記開放問題について規制改革会議の第３次答申スケジュールに即して、以下の通りに

報告している。 

「平成20年 11月 21日～28日 規制改革会議と法務省との一次協議、素案に規制改革の委員が「開

放」を入れる動きがあった。平成20年 12月 4日～11日 規制改革会議と法務省との二次協議、日司

連の強い要請により法務省が粘り強く規制改革会議と交渉し、当初から三段階ぐらい後退した骨抜き

に近い案文までこぎつけたが、全文削除は到底困難であり、「開放」についての一定の文書を入れざ

るを得ないとの判断に至りつつあった。日司連は､即座にホットラインにて日司政連に情報提供を行

った。 

商業・法人登記開放問題は平成19年 11月、日本行政書士会連合会・同政治連盟と我が方の四者間

において、それぞれの議連、所管省立ち会いもと開放要請はしないとの合意が成立している。 

もし一行でも案文に出ると日司連は了承したと見られる怖れがあるため、平成 20 年 12 月 9 日、10

日 両日、議連主要メンバーに日司連と日司政連で合同陳情、平成20年 12月 12日国会開会中、議員
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会館会議室に於いて議連幹部に日司連、日司政連とで合同緊急要望、議連幹部から法務省、規制改革

委員（代表）へ折衝平行して公明党政調メンバーにも合同緊急要望、平成20年 12月 15日 規制改革

会議、商業登記項目を全面削除受け入れ、平成20年 12月 17日 自民党行革本部総会・規制改革委員

合同会議、全文削除された案文を承認した。 

 

平成 20年 12月 22日第七回会議で案文決定、閣議付議、事務次官等会議を経て、平成20年 12月

26日 閣議決定（案文尊重）、平成21年 3月末日 閣議決定（規制改革３ヵ年計画） 

この一連の動きによる大きな成果は、日司連と日司政連が連携を密にし、速やかな情報の提供により

即行動に移ることが出来た成果であり、各単位政連の地元に於ける日頃の政治活動の成果であり、今

後とも地元議員に対する支援をお願いしたい。」と結んでいる。（日司政連HPより） 

 

日本司法書士政治連盟は、既に11月 28日頃までには、どこからかのリーク（法務省以外には考え

られないが）によって、規制改革会議の案文を摑んでいたようである。 

この幻の最終答申案以降も、個人や団体からは、商業・法人登記業務の行政書士への開放要望は、依

然として続いている。（平成21年 6月 規制改革会議「アジサイ月間」商業・法人登記の行政書士へ

の開放要望は全国が9件、特区が4件の13件であった。） 

 

なお、筆者はこの件に関して、平成 21年 2月に法務省に対して開示請求を行なった。法務省は期

間延長の後、非開示の決定を行なったので、当方から異議申立をし審査会の諮問に付されることとな

った。それから1年半、審査会から「開示すべき」との答申がなされ、法務省は漸くにしてその重い

腰を上げ、規制改革会議とのやり取りの全文を開示するに至った。（詳細はP227以降参照） 

 

 

 

地方法務局における統廃合と商業・法人登記の行政書士への開放 

 

地方法務局の統廃合が進み、商業・法人登記業務が地方法務局の本局だけに集中されてきてい

る。このことからすると、各支局、出張所の法務事務官は、商業・法人登記業務に対する知識が

不要となり、年度を追って専門性が低下することになる。特認の期間の目安とされる25年の中で

何年商業・法人登記業務に従事できるのか。将来的に見れば、支局、出張所での商業・法人登記

業務の知識は全く不要となってしまう。本局・支局間での異動はあるにしても、地域の全支局人

員をカバーできるとは考えられない。ひょとしたら、この辺りにも商業・法人登記業務の行政書

士への開放に向けたヒントが隠されているのかもしれない。 
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５５５５    定款定款定款定款のののの作成代作成代作成代作成代理理理理に関するに関するに関するに関する問題問題問題問題点点点点（法務省の欺瞞その２）（法務省の欺瞞その２）（法務省の欺瞞その２）（法務省の欺瞞その２）    

 

 

○○○○    定款の本質定款の本質定款の本質定款の本質とはとはとはとは・・・・・・・・    

定款は、社団法人（会社、組合等）・財団法人の目的、組織、業務執行などを定めた根本規則であ

り、それを書面（又は電磁的記録）にしたものを通常は定款と呼んでいる。 

定款は、会社における憲法の役割を果たす最重要書面である。従って、定款は、その会社において永

久保存すべきものであるとされている。このことから、そもそも定款とは、権利義務・事実証明に関

する書類であることが判断でき、登記の添付書類などといった類ではないことは明らかである。 

会社に永年保存すべきもの（定款）と、登記申請に添付するもの（定款）とは、似て非なるもので

あることを以下に論証してみたい。なお、権利義務、事実証明書類に属する書面には、以下のような

ものがある。 

＊権利義務に関する書類・・賃貸借契約書、遺産分割協議書、示談書、定款、就業規則、賃金・

退職金規定、委任状、申請届出書類等 

＊事実証明に関する書類・・議事録、会計帳簿、財務諸表、履歴書、事故調査報告書、図面類等 

（＊権利義務・事実証明の双方に係るものもある。） 

民法（法人の能力）  

第３４条  法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内におい

て、権利を有し、義務を負う。  

会社法（定款の作成） 

第２６条  株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記

名押印しなければならない。  

 

○○○○    定款を定款を定款を定款を作成すること作成すること作成すること作成すること・・・・・・・・    

弁護士は、その職務（第３条）として「法律事務」を扱うことができるので、当然、定款の作成も

その範囲にある。行政書士もまた、（第１条の２）・・権利義務又は事実証明書類の作成ができるので

定款の作成もその範囲内である。しかし、司法書士の場合、業法に規定されていない定款の作成はで

きないというのが従来からの考え方である。 

法律事務の範疇にある権利義務・事実証明書類である定款を、他人の依頼を受け報酬を得て作成で

きるのは、各々の業法の規定からすると行政書士と弁護士だけである。このことを行政書士、司法書

士、弁護士、法務省の立場から時系列を追って見ていくことにする。 

 

＊昭和11年 11月 法曹会決議 

司法書士は、債権者が内容証明郵便をもって、その債権の弁済督促のために発する催告書を業

として作成することを得ない。 

＊昭和14年 3月 法曹会決議 

司法書士は、公証人役場に提出する委任状の作成をすることはできない。行政代書人において

作成することは差し支えない。 
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日弁連会長声明集 1953-02-21 

弁護士と司法書士との職域限界に関する声明 

 

会社の創立は、公共の福祉に関すること頗る重大である。即ち株主の権益や会社債権者の権利

を擁護する必要があるのは勿論、会社の経営の適否は国民経済の消長に重大な影響がある。され

ば会社定款の起草、作成、その他会社設立等に関する事務の取扱は、総て弁護士の職域に専属す

ることは、弁護士法第７２条及び司法書士法第１条、計理士法第１条、公認会計士法第２条、税

理士法第２条の規定上極めて明瞭且つ当然のことである。然て司法書士、計理士、公認会計士、

税理士等がこれを取扱うときは、弁護士法第７７条により２年以下の懲役又は５万円以下の罰金

に処せられることとなっている。 

然るに、今尚司法書士、経理士、公認会計士、税理士等に対し、会社定款の起草、作成、その

他会社設立等に関する事務を委任する向があり、司法書士乃至税理士も亦法を犯してこれ等の事

務を取扱っておることは甚だ遺憾に堪えない。 

本会は、遵法精神の涵養及びその普及を如実に期待すると共に、その反面法に違反し、因て処罰さ

れることのないように念願するため、敢て茲に声明し且つ警告するものである。 

昭 28.2.21理事会承認 

 

（昭和28年 10月 26日 日本弁護士連合会会長照会） 

司法書士の業務範囲と弁護士法との関係について司法書士の業務範囲に関する照会の件 

 

１ 訴状、答弁書、準備書面、証拠保全申請、仮差押え仮処分申請、検査役選任申請、非訟事件、

執行事件、督促事件、和解事件、各種調停事件。告訴事件にして法律的判断を必要とする書類

の起案作成及びこれ等の代理行為は司法書士法第１条の業務範囲に属するや否や。 

２ 特に会社定款の起案作成その他会社設立に必要な書類を作成することは同条に違反しない

か。 

法務省法務次官回答（昭和29年 1月 13日 民事甲第2553号） 

客年 10 月 26 日付日弁連総第 173 号をもって法務大臣宛に照会された表記の件につきましては、

次のように考えます。 

記 

１ 他人から嘱託された趣旨内容の書類を作成する場合であれば、その作成及び提出は司法書士

の業務範囲に含まれるが、しからざる場合は含まれない。又、代理行為については、書類の提

出に関するものの外は、すべて含まれないものと解する 

２ 会社設立に必要な書類の内、登記所に提出するためのもの（例えば、会社設立登記申請書、

登記、申請委任状）の作成は、司法書士の業務範囲に含まれるが、然らざるもの（例えば、定

款、株式申込証）の作成は、含まれない。 

なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法

第７２条の違反の問題を生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。 
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上記の民事甲第2553号は、何れも「権利義務・事実証明」に関する書類の作成が、司法書士の業

務範囲に属するのか否かを判断したものであるが、２について、定款は「司法書士」の業務範囲には

含まれないと回答をしている。なお、ここでは行政書士法との関係については全く触れられていない

が行政書士法は法務省の所管外の事項であるので当然である。 

 

また、民甲第3131号の言い回しは微妙ではあるが、肝心の彼らにとっては重大関心事項である「定

款」を表現した箇所が全く存在しないのは何故なのか。 

つまり、定款に関しては、登記申請の添付書類であるからとか付随行為として司法書士がとの踏み

込んだ判断をするには、民事局長回答と法務次官回答という重みの違いがあり、一片の局長通達で処

理するには事が重大すぎると判断（昭和29年回答の尊重）したのだと思われる。 

このことが「行政書士法第１９条第１項の改正規定にかかわらず司法書士の取り扱う業務範囲に関し

ては、従来と何等異なるところがない（昭和 29年 1月 13日 民事甲第 2553 号 法務省法務次官回

答）ものと考える。」との結語になっている。 

 

この回答においては「添付を必要とする書類」・・という表現を用いて「例えば売買契約書」・・と

して原因証書の取り込みを図っている節があり、これらを拡張解釈すれば、凡そあらゆる業務を取り

込むことにも繋がってしまう。そこには、登記が終局の目的であり、その他の書類は「全て登記申請

書に添付する程度もの」と言って憚らない傲慢さが滲んでいる。狭い日本の土地神話に乗じて、司法

書士界、法務省は「登記」事務の専管と登記がすべてという登記終局神話を形成しようとしているの

法務省民事局長回答（昭和39年 9月 15日 民甲第3131号） 

 

行政書士法の一部を改正する法律〔昭和 39 年 6 月 2日法律第 93 号〕により同法第１９条第一

項ただし書きの「及び正当の業務に付随して行なう場合」の規定が削除されたことにより、司法

書士が従来受託していた権利に関する書類〔例えば、売買契約書、各種契約証書等〕及び事実〔住

所、氏名、資産等〕証明に関する書類の作成はすべて行政書士の業務の範囲に専属するものであ

って、司法書士が取り扱いものではないとの行政書士会の見解であるが、これに対し司法書士は、

法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出す

る書類を代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、

登記申請書等の作成は勿論これらに添付を必要とする書類、若しくは上記書類交付請求書〔例え

ば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍の謄抄本交

付請求書等〕の作成は司法書士の業務範囲に属する。 

 しかして、右官庁以外の官公署団体等へ提出する各種願書、届書、事実申立書及び前記に記載

の官庁へ提出しない各種契約書類の作成は行政書士の業務の範囲に属するとの解釈が司法書士会

にあるが、これらについて行政書士法第１９条第１項の改正規定にかかわらず司法書士の取り扱

う業務範囲に関しては、従来と何等異なるところがないものと考える。 
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か。こういった論法（登記申請の添付物又は付随行為論）を続けている司法書士業務の実態（行政書

士法等に違反している実態）が、司法書士自らの手で、例えば書籍「ドキュメント司法書士（日本評

論社）」等において書かれている。「・・この仕事はどうも司法書士の職域ではなく行政書士の職域に

なるのではないかという気がしてならない。・・同書P184,P194」 

この書においても、困っている国民を助けるためという論拠があり、頑張っている司法書士の姿を

見せてくれている。しかし何故、そこで他の許認可部分まで敢えてしなければならないのか根拠付け

は曖昧なままであり、付随業務部分は相互に認め合おうという観点はない。 

 

 

○○○○    登記申請の添付物・・・登記申請の添付物・・・登記申請の添付物・・・登記申請の添付物・・・実体と手続の珍妙な逆転実体と手続の珍妙な逆転実体と手続の珍妙な逆転実体と手続の珍妙な逆転現象現象現象現象    

司法書士（界）と法務省は、実体（売買等の意思形成・・売買契約書、売渡し証書）が主なのかそ

れ以降の国家公簿に記載する手続（登記申請）が主なのかということを間違えてはならない。売買等

の実体があり、その後に初めて登記という国家公簿に記載する手続が控えているのが世の常である。 

司法書士は、定款、議事録などは登記申請の添付物と理解しているようだが、手続面を重視するあ

まりに、前段の実体を軽視するとそういった誤った解釈が生じ固定観念化してしまう。最判解説刑事

編（平成 12 年）の解説でも、売買契約書などが初めから登記原因証書として作成される場合は、行

政書士は作成することができないとする正に珍妙な解説がなされている。 

 

一方の行政書士はといえば、定款、議事録、売買契約書、売渡証書等は夫々が独立した権利義務・

事実証明に関する書類であり、初めから登記原因証書として作成される場合など存在しない。結果と

して、それらの書類を登記の申請において添付する場合もある。・・と正しく理解している。このこ

とをいみじくも正確に指摘したのが、次に紹介する日行連から日司連に宛てた申入れ文書である。 

 

 

○○○○    登記原因証書の解釈登記原因証書の解釈登記原因証書の解釈登記原因証書の解釈    

 日行連発第89号 日行連会長から日司連宛文書 昭和56年 3月 13日 

「登記原因証書の解釈ならびに取扱いについて」 

登記原因証書として使用する書類は、権利義務に関する書類であり、その作成は行政書士に専属

する固有の業務であって、司法書士の業務に属するものではない。又、各種契約書は勿論、定款、

議事録など一切の権利義務又は事実証明に関する書類も行政書士業務の対象であり、司法書士業

務の対象ではない。その理由は 

１ 登記原因証書即ち登記原因を証する書面は、不動産登記法第35条第 1項第 2号に規定する登

記申請の添付書類であるが、その意味は「登記すべき変動の原因である法律行為または法律事

実の成立を証明する書面」であって、これを具現された内容から捉えれば、即ち「権利義務又

は事実証明に関する書類」に外ならない。 

２ 司法書士法第２条に規定する司法書士業務の解釈上、登記原因証書の作成を含めることは困

難である。 
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○○○○    司法書士の司法書士の司法書士の司法書士の付随行為付随行為付随行為付随行為論論論論と登記終局論と登記終局論と登記終局論と登記終局論    

司法書士の中には、登記をするためとして、その前段階にある「農地転用」の許可申請を行う者も

いる。いわゆる、登記という終局に向けての付随行為論である。しかし、これを主張し続ければ、お

よそあらゆる業務が付随行為として正当化されてしまうことは前述したとおりである。 

このことを逆の立場から言えば、農地転用の許可申請を行った行政書士が、登記申請をすることも

付随行為として認めなければならない。付随行為とは、Ａ行政機関に申請する書類を作成したが、そ

のついでにＡ行政機関に提出してあげた。・・程度の行為は違法性を阻却されることを意味するので

あって、卑しくも、Ａ行政機関に提出する書類を作成し、その後Ａ行政機関から許可された一件書類

を添付して、Ｂ行政機関に対するＣという別の申請をしたことを指すのではない。こうした法務省、

司法書士界挙げての登記終局論は、速やかに是正されるべきであることはいうまでもない。 

 

昭和 32年 7月 登記研究116号 

農地の所有権移転登記の申請を委託された司法書士が、その前提となる農地法第３条の許可申

請書を作成することは、司法書士業務の付随業務には含まれない。 

 

 

○○○○    定款を定款を定款を定款を代理人として作成すること・・代理人として作成すること・・代理人として作成すること・・代理人として作成すること・・    

行政書士第１条の２は業務独占規定で罰則を伴い、第１条の３は罰則規定がない。この罰則規定の

ないことをもって、代理人として作成した場合には、行政書士法上の罰則の適用を受けないと論じる

者もいるが、この第１条の３は、そもそも「行政書士は・・代理人として作成することができる」こ

とを確認的に明示規定したもの（行政書士「は」・・の意味）であって、他の者が代理人として作成

することの可否を規定したものではない。 

何故なら、書類の作成という第１条の２に規定する代書行為に罰則規定があり、それよりも加重さ

れた責任の基での代理権を含んだ作成行為（第１条の３）に、罰則の適用がなされないことは条文の

解釈としては非論理的である。行政書士でない者が代理人として作成するということは、必ず「第１

条の２」に規定する「書類の作成」という行為を伴うものであるから、第１条の３適用の場面をもっ

て、即ち第１条の２には該当しないと論ずるのは見当違いである。 

 

 

○○○○    定款の認証と代理定款の認証と代理定款の認証と代理定款の認証と代理人人人人・・・・・・・・    

この公証人役場において、認証を受ける行為に関しては代理人に関する制限はない。つまり、代理

人として公証人役場において認証を受けることは、行政書士であれ、司法書士であれ、依頼者の友人

であれ、従来から何ら制限されていないことである。 

このことをもって、司法書士が代理人として定款の作成業務ができると言うべきでなく、「作成す

る権限」と「代理人として定款認証をうける権限」との違いを念頭に置いた上で論じなければならな

い。 
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○○○○    日司連の日司連の日司連の日司連の認識とその認識とその認識とその認識とそのジレンマジレンマジレンマジレンマ    

 第 66回 日司連定時総会 （月報「司法書士」2005年 8月号 P68～P69）  

「定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部

は、昭和 29 年通達により、現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現

在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一

部公証役場では、司法書士による扱いを認めていないところがあり、このような扱いについて日司連

として抗議をしている旨報告した。」 

 

この日司連総会の報告記事から判明することは・・ 

① 平成 17年 6月現在、定款の作成は司法書士の業務範囲にはないことを、日司連も組織として認

識していること。 

② 昭和 29年の法務次官通達が現在も有効なため、日司連はその廃止を申し入れていること。 

③ 一部の公証人役場では、司法書士による電子定款の認証業務を認めていないこと。 

 

つまり、昭和29年～平成18年 1月までは、司法書士界も定款の作成は司法書士の業務ではないこ

とを組織として認識していたのである。だからこそ、商業・法人登記の所要部分を形成する定款の作

成権限を、法務省・法務局の協力を得て、何とか取り込もうとアタックを開始したのである。 

 

 日本行政書士会連合会会長 ○○ 殿               平成 15年 7月 15日 

 

                         日本公証人連合会法規委員長 ○○○ 

「定款作成代理について日公連の見解」 

 

 貴連合会には、公証業務につき日頃からご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

さて、行政書士による定款の代理作成権限に関する当会の見解について過日お問い合わせをいた

だきましたが、去る６月２７日所管委員会である法規委員会において検討しました結果、下記の

とおりの結論となりましたのでご連絡します。 

 なお、７月１１日開催の全国理事会に報告してあります。おって、この協議結果は、適宜の方

法で、会員に周知徹底が図られることになっております。 

 

記 

代理の方法による定款認証の形態として、嘱託代理のほか、定款の作成代理の形態もある。平成１

３年法律第７７号による改正後の行政書士法第１条の３第２号（平成１４年７月１日施行）に「行

政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること」と規定され

たので、行政書士は、その資格において、発起人又は社員から委任を受けて定款を代理作成できる

ことになったものと考えられる。                          以 上 
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○○○○    法務局の対応と法務局の対応と法務局の対応と法務局の対応と法務省の法務省の法務省の法務省の策略策略策略策略    

日司連からの要望（要請）を受けたと思われる東京法務局は、以下の文書を法務省宛に発出した。 

 平成 18年 1月 18日 

東京法務局 民事行政部長（決裁） 

法人登記事務の取扱いに関する照会文書の発出について 

 

表記について、別添照会文書を民事局商事課長あて発出してよろしいか。 

 

（理由） 

司法書士が定款作成の代理行為を行えることを明らかにするため、本省へ照会したい。 

 

当方からの開示請求の結果では、この発出文書に関しては、どこからも要望・要請はなく、東京法

務局独自の発出文書であると回答してきている。・・が、この間の一連の流れを見れば、見え透えた

辻褄合わせとしか言いようがない。 

 

2法登 1第 93号 

平成 18年 1月 18日 

法務省民事局商事課長 殿 

東京法務局民事行政部長 

司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請書の取扱いに

ついて（照会） 

 

商業・法人登記の申請書に、司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款（公証

人の認証が必要な場合にあっては、その認証を受けた定款）が添付されている場合において、他に

却下事由がないときは、当該申請を受理して差し支えないと考えますが、この点につき、いささか

疑義がありますので、照会します。 

法務省民商大135号 

平成 18年 1月 20日 

司法書士が定款の作成等を代理することについて（回答）       法務省民事局商事課長 

本月18日付け2法登1第 93号をもって照会のありました標記の件については、貴見の通りと考

えます。おって、本件については大臣官房司法法制部と協議済みですので申し添えます。 

 

司法書士が新会社法と電子公証へスムーズに参入できるようにするため、焦った法務局（法務省）

が知恵を捻り出した跡が伺える一文である。 

「司法書士が作成代理人として、記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いにつ

いて（照会）」18.01.18 東京法務局民事行政部長・・差し支えないと考えますが、いささか疑義が 
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ありますので・・ここの言い回しでは、他の法律（弁護士法、行政書士法）に抵触すると考えた様子

が伺える。「司法書士が定款の作成等を代理することについて（回答）」18.01.20 法務省民事局商事

課長・・貴見のとおりと考えます。 

 

回答を素直に解釈すると、定款は行政書士法に云う権利義務・事実証明書類なので、弁護士と行政

書士の専管業務だが、（たまたま）行政書士法違反と知ってか知らずにか作成した司法書士が、（たま

たま）その行為が、行政書士法違反になることを知らなかった公証人から認証を受け（たまたま）そ

の経緯を知らずに受理した登記官が、事務処理の審査をする場合の可否についての回答である。 

 

それにしても回答の標題が変である。但し、これが意図的であったなら非常に狡猾ではある。 

登記申請における過程での単なる審査・事務処理に関する問題を、司法書士が定款の作成代理が出来

るとの標題に（敢えて）変更して回答している。公証人役場もその回答を受けて、司法書士が定款の

作成代理が出来るようになったと、早速ホームページに掲載している。 

これは何かがおかしい・・・2月 1日、回答の表題を変更したことに関して、法務省に開示請求を行

った。3月 3日、行政文書を保有していないとの回答が来た。しかし、念のための他の法務局にも開

示請求をしていたところ、その法務局からは開示文書の「事務連絡文書」が入手できた。 

要するに、思いがけず行政書士側から指摘を受けて慌てた法務省は、回答の標題が誤っていたので

訂正することでお茶を濁そうとしたのである。この日本の法務を司る部署における常識的には考えら

れないような回答標題の誤りは、単なる誤りなのか、意図的に改変されたものなのか・・・ 

 

平成 18年 2月 7日 12時 6分、法務省民事局商事課は、回答の標題に誤りがあったとして「司法書

士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いに関する回答

等の訂正について」と題するＦＡＸ文書を各地方法務局宛に発信した。 

 

 

（誤）司法書士が定款の作成等を代理することについて 

 

（正）司法書士が作成代理人として、記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取

扱いについて 

 

 

3月 1日、日本公証人連合会も「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をする

ことが、司法書士の業務に含まれることが明らかにされました。」旨お伝えしたところは、上記回答

の趣旨とことなるものと考えられますので、この部分は撤回させていただきます。 

なお、司法書士から、商業・法人登記の申請にあたり、司法書士が作成代理人として記名押印又は署

名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がないときは、認証して差し支えな

いと考えられます。・・とのFAXを全国の公証人役場宛に送信した。 
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登記申請手続の審査過程での照会案件にかこつけて、司法書士が今まで（法令上）作成できなかっ

た定款はおろか、それ以外の権利義務・事実証明書類も「等」で内包したこの通達によって、全て司

法書士業務に取り込んでしまおうという遠大なる策略ではなかったのか。 

その事実は、次に示す東京法務局の内部発出文書が雄弁に語っている。この発出文書の起案日付は

平成1年 1月 20日（印字部分）を訂正し、18日（手書きで訂正し回答文書と同日に修正、しかし訂

正印はない）としている。平成1年の部分は、何と全く訂正もされていないままである。法務局内部

だけでの拙速な処理と、短期間での発出作業が、日付の間逆な誤記としていみじくも浮かび上がって

きたのである。こうして、私の法務省に対する不信感は、今もって拭えないのである。 

 

（東京法務局の発出文書 何と起案日を01．01.20 決裁日を18.1.18としている） 

 

「司法書士が行う定款の作成代理（代理人として作成）に関する行政書士法上の疑義について」 

この問題に関しては、平成 19年 3月 31日、京行発第 66号文書にて、日行連に見解を求めたが、日

行連は平成 20 年度、21 年度の総会質疑において「業際に関する微妙な問題があり」・・・・として

日行連見解を示すこともなく、単位会発出の公式文書による照会から既に3年近くも経過している。 

 こうした外部対応案件こそ、弁護士、法学者を交えた組織としての毅然とした見解の公表が望まれ

る案件である。何故なら、日行連見解を出しても見解は見解の域を出るものではないが、黙っていて

は暗黙裡に了承したことにもなる。こうした問題の最終判断は司法に任せればよいのだから、我々は

言うべき時を誤ってはならない。 
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６６６６    司法書士法施行規則司法書士法施行規則司法書士法施行規則司法書士法施行規則改正改正改正改正の裏側の裏側の裏側の裏側（法務省（法務省（法務省（法務省のののの欺瞞欺瞞欺瞞欺瞞その３その３その３その３））））    

 

（１）司法書士法施行規則改正案のパブコメ 

平成20年 10月 15日、法務省よりパブコメ案件（300080045 「司法書士法施行規則及び土地家屋

調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集）が公表された。 

司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案の概要によるとその改

正の趣旨は「公共嘱託登記司法書士協会及び土地家屋調査士法第63条に根拠を置く公共嘱託登記土地

家屋調査士協会は，民法第３４条の公益法人であるが，平成20年12月1日から当該公益法人の制度が

廃止され，新しい法人制度が施行されることとなったので、所要の整備等を行い、平成20年12月1日

より施行する。」・・とある。 

これだけを見れば特に何ということの無い案文であるが、新旧対照表を見ると改正の趣旨にはただの

一言も触れられていない新設条文が存在している。 

 

改正案に新設された条文 

 （司法書士法等違反に関する調査） 

第４１条の２ 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命

令の規定に違反する事実の有無について、登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区

域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。 

２ 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をし

た法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 

 

現行の司法書士法施行規則を見ると、司法書士会と法務局（長）の司法書士に対する調査等の取締

規定は、施行規則第４１条（注意勧告の報告）、第４２条（資料及び執務状況の調査）に存している

ので、この間に挟み込もうとしている新設条文は、司法書士（土地家屋調査士）以外の者による非司

法書士活動の調査を、施行規則によって合法化する意図であることは明白である。 

恣意的なのか否かは不明ではあるが、新設条文の意図がパブコメの概要では全く明らかにされてい

ないということは、行政手続法第 39 条にも抵触する可能性が有るので、何を意図したものであるか

を検証する必要があるということになる。 

 

 

（２）歴史的な経過からの考察 

「クリーンハンズの原則」 その１ 

昭和 60 年、埼玉の岡田弁護士が埼玉県司法書士会を相手取り「登記手続代理は司法書士

の専権であり、弁護士といえども、偶々関与した事件に付随した登記以外は司法書士法

違反である。」としたのは、弁護士に対する名誉毀損であり、業務妨害であるとして訴訟

を起こしたのが埼玉訴訟である。  

 この時、日司連は「登記手続代理は司法書士の専権であり、弁護士といえども、偶々
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関与した事件に付随した登記以外は司法書士法違反である。」（昭和 62 年 5 月）とし、司

法書士会を援護した。 一方、日弁連は「弁護士法第３条に定める法律事務として、訴訟

事件その他の争訟に関連するか否かにかかわらず、当然に登記申請手続の代理を行うこ

とができる」（日弁連総一第 173 号）とした。 当時の朝日新聞は－弁護士と司法書士が

登記事務で権益争い－と大々的に報じたが、この争いは平成７年（控訴審）に弁護士側

の勝訴で終った。 

 ところで、平成 7 年頃、福島県行政書士会所属の S 会員が、司法書士法違反で起訴さ

れたのがいわゆる福島訴訟である。 ことの発端は、司法書士会が例年行っている「非司

法書士実態調査」で、S 行政書士が 2 年間に亘り、不動産・商業登記を十数件行ったの

が発見され、司法書士会の警告文書にも拘らず、その後も登記申請の代理を行ったとさ

れた司法書士法違反事件で、証拠隠滅の恐れありとして 22 日間もの間拘留された事件で

ある。 

この裁判には前述した埼玉訴訟で名を馳せた岡田弁護士も訴訟代理人として参加した

のだが、最高裁（平成 12 年 2 月）まで縺れたこの訴訟は、結局、敗北（罰金 25 万円）

となった。この訴訟の中で、S 会員は「付随行為論」（正当な業務に付随して業務を行う

場合は、今後も司法書士法第 19 条違反とはならない。昭和 29 年 民事甲第 1321 号）等

を主張して戦ったが、時節は未だその時にあらずであった。 

 

「クリーンハンズの原則」 その２  

平成 7 年、渦中の S 会員は、週間法律新聞 3 月号に興味のある記事を寄稿した。－いわ

れなき司法書士会の告発、登記専権の誤った思い込み－、続く次号は－クリーンハンズ

の原則違反（汚れた手の者は法の庇護に値しない。）、疑義ある司法書士業務の実態であ

った。  

福島訴訟については、平成 9 年の仙台高裁では「司法書士会による非司実態調査は、公

共性の強い登記業務を円滑に遂行し、信頼性を高める等の公益目的のために充分な必要

性と合理性がある。」と判示しているのだが・・・  

この判決は、司法書士制度の維持拡充に力点が置かれ、登記の専門性・公共性・公益性

から司法書士専権を導いており、行政共助（行政的共助措置）は違法ではないとしてい

るが、ならば、行政書士よりも法的に能力の落ちる、登記の素人たる本人申請を可とし、

行政書士の許認可に付随した登記申請代理さえも禁止することは、そこに矛盾が生じて

しまうことになる。 

更に、当時の地裁・高裁の裁判官レベルでは、行政共助という業界団体による無料閲

覧行為が、個人情報の保護という法概念とは相容れない、対立する構図であることさえ

持ち得なかったことが、この判決文からも容易に読み取れる。（巻末資料 4 参照） 
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（３）非司法書士活動の実態調査 

従来から、司法書士会による非司法書士活動実態調査については、平成 16 年度までは法務省

民事局民事第二課長名による非司法書士活動に関する実態調査は「依命通知」（平成 16

年 8 月 10 日）として、標記の件について、日本司法書士会連合会から別紙の通り協力方

の要請がありましたので、事務に支障のない範囲でしかるべく取り計られたく通知しま

す。・・として、例年の年中行事のごとく、不動産・商業登記法に定められた閲覧手数料

を全く支払うことなく、登記申請書及び付属書類の閲覧を許可していた。 

 

                                        

日司連発第474号 

平成 16年 8月 2日 

法務省民事局長○○殿 

日本司法書士会連合会 

会長 ○○○○ 

非司法書士排除等のための登記申請書類の調査に対するご（依頼）協力方について 

・・・（中略）・・・ 

つきましては、本年度も表記実態調査の実施について、格別のご配意を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

                                              

法務省民二第2250号 

平成 16年 8月 10日 

地方法務局長 殿 

 法務省民事第二課長 

非司法書士活動に関する実態調査について（依命通知） 

・・・（中略）・・・ 

協力方の要請がありましたので、事務に支障の無い範囲でしかるべくとり計られたく、通知します。 

                                        

 

 

（４）法務局における行政共助の実態 

平成 15 年度における非司調査のための閲覧件数は、東京法務局管内では 104,696 件で

あり、京都司法書士会の非司調査のための閲覧件数は 16 年度 27,468 件、滋賀県司法書

士会の同年の閲覧件数は、12,850 件であった。これを全国ベースに換算すると、実に年

間 100 万件を超える無料閲覧行為が法務省の「依命通知という行政共助」の名の下に、

全国の法務局・出張所で行われていたことになる。  

なお、平成 15 年度における東京法務局館内での非司法書士による商業・法人登記の割

合は、行政書士 10％（99 件）、税理士 28％、公認会計士 33％、弁護士 29％の合計 1,257

件であった。 
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（５）「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の成立 

ところが、平成 17 年 9 月になって、法務省民事局民事第二課は手の平を返したような

内容の事務連絡文書を各地方法務局長宛に通知したのである。 

 

事 務 連 絡 

平成 17 年 9 月 14 日 

法務局民事行政部総務課長 

地方法務局総務課長   殿             民事局民事第二課 ○○

補佐官 

 

非司法書士活動・非土地家屋調査士活動に関する実態調査について 

 

非司法書士活動に関する実態調査については、その実施のあり方、具体的な方法等

につき現在検討中ですので、当課から連絡あるまで、各司法書士会又は土地家屋調

査士会からの調査依頼には応じないよう留意願います。 

 

これは、平成 15 年に公布された「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（施

行 17.04.01）」によるところが大きいと思われるが、それならば法務を司る本家本元の

法務省は、公布日以降の平成 15 年度、16 年度も非司調査を中止させなければならなか

ったはずである。  

 何故なら、公布日と施行日との関係は、一般国民に対して周知徹底させるための猶

予期間であり、この法律の公布直後の段階から、法務省の大臣官房長、法務省大臣官房

秘書課長は、行政機関の保有する個人情報の保護のあり方に関する具体的な審議（平成

15 年 6 月 13 日）に加わっており、この点からも、法務省は言い訳のできる立場にはな

いからである。 

 

 

（６）商業・法人登記業務の行政書士への開放要望に対する危機意識 

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の施行によって、平成 17 年度以

降の非司法書士調査活動はできなくなった。そうした折の同年には日行連から「商業・

法人登記の行政書士への開放要望」が出され、その後、今日に至るまでも同旨の要望が

行政書士や任意団体から数多く出され、更には規制改革会議からも開放に向けた検討を

促されている。 

このような内外からの登記業務に対する開放圧力の高まりは、「登記は司法書士の専権」の思いの

ある司法書士（界）と、司法書士（会）の組織を法務局の末端機構として位置づけている法務省当局

にとっては、正に危機的状況の噴出であり、これへの対応が喫緊の課題であることは容易に想像でき

る。 
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（７）法務省・司法書士（界）のこだわり－「登記専権」の思い込み－ 

何故、法務省と司法書士界はここまで登記事務にこだわるのか。そこには日本的「土地神話と登記」

はイコールであるという図式を作った法務省と、それに続く司法書士界の「登記手続専権」の思い込

みという、ある意味で聖域化された行政手続部分の存在があることが第一義的に考えられる。 

その結果、登記に関与できるのは司法書士（土地家屋調査士）だけであるという排他的な観念が生

まれ、また、高級官僚以外の法務省・法務局に在職する公務員にとっては、退職後の職業・職域の確

保という側面からも利害が一致するはずであり、こうして官（法務省・法務局）と業（司法書士界）

のスクラムが誕生したのである。 

 そして、この職域をより強固なものにし、司法書士以外を排除し続け、聖域化するためには、どう

しても非司法書士活動の実態調査と、その結果を基にした告発による違反予備軍に対する萎縮効果を

与える法的な方策を採用することが必要となってくるのである。 

 

 

（８）法学者から見た司法書士の登記業務専権への批判 

 

一橋大学 小野秀誠教授「司法書士の業際問題に関する一考察（上、下）（ＮＢＬ1997.3.1）」 

一橋大学小野秀誠教授は、「この司法書士の業務に付随した権利義務あるいは事実証明

に関する書類の作成についていえることは、逆に、行政書士の業務に付随した登記手続

の代理についてもいえなければならない。よほど形式的かつ代書的に捉えない限りは、

付随業務が含まれることは否定しえない。」 「登記業務の独占を目指すことは、代書

的な方向に逆戻りするものであり、士業の職能像としても望ましくない。また、一般的

に受け入れられるものともならないであろう。」・・と述べている。 

 

山形大学 小泉良幸助教授「司法書士法による登記手続代理業務等の制限の合憲性（法学

教室№２４６別冊）」 

福島訴訟の最高裁判決に関して、山形大学助教授小泉良幸氏は、本件規制が業界の既特

権益の維持、拡張を真の目的とするものではないかとの疑いを払拭できない。司法書士

への登記業務の集中の「沿革」をにらんで規制の合憲性の根拠とすべきでなく、裁判所

は、現在における規制を支える社会的事実の分析、評価にまで踏み込むべきであった。・・

と論評している。 

 

中央大学総合政策学部 阿部泰隆教授「行政書士の未来像」 

中央大学総合政策学部 阿部泰隆教授は、もともと、業務独占は職業選択の自由に関わるか

ら、厳格な司法審査が必要で、行政書士が本業としてならともかく、付随的な業務とし

て登記を行うことを禁ずる合理性は足りないと思う。この種の軽易な業務はその独占か

ら外して初めて合憲と解釈すべきではなかったかという疑問を感じる。 
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（９）法務省の欺瞞的手段―施行規則への新設― 

これまでの分析から見えてくることは、この新設された施行規則の条文は、司法書士（土地家屋調

査士）以外の者による非司法書士（非土地家屋調査士）活動の実態調査を、「行政共助」という従来

の手法が使えない今、自らの手（刑事訴訟法第２３９条第２項・・官吏又は公吏は、その職務を行う

ことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。）を煩わすことなく業界団体

に調査権を与え、告発させるという従来の行政共助という手法から名を変えた施行規則の新設によっ

て一気に合法化させようとする意図であることは明白である。 

 つまりは、自身（法務省・法務局）の利便性の為に、司法書士界をその末端機構として位置付けて

おき、言うがまま、なすがままのコントロール下に置いておくことが、彼らにとってはどうしても必

要なのである。同時に、司法書士界にあっては非司法書士活動の実態調査が、従来どおり以上のお墨

付きを得て行えることになる。 

 

鹿児島地裁平成20年（ワ）第336号 

 

司法書士法・土地家屋調査士法違反事件 21.3.25 判決 

 

元行政書士・土地家屋調査士であるＤ氏が、鹿児島地方法務局霧島支局に対して行った登記申

請書類の作成、申請手続が司法書士法・土地家屋調査士法違反とされた事件で、地裁では、懲役1

年、執行猶予3年の判決が出ている。 

この事件では、地方法務局の課長補佐が告発を行ったが「行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律」の施行によって、平成 17 年度以降、司法書士会による非司法書士

調査活動はできなくなったので、それらの事情を含め、公務員が一業界のために積極

的に代行したともいえる案件である。 

経緯は、19 年 2 月にＤ氏を法務局に呼んで面談注意、20 年 9 月、告発に伴う警察署

における事情聴取がなされた。法務局から報告を受けていたであろう法務省からすれ

ば、こうした告発案件では、公務員の立場からすれば様々な煩わしさが伴うため、こ

の事件を契機として、施行規則へ条文の新設をすることを思い立ったのかもしれな

い。・・だとすれば、まさしく我田引水である。 

 

 

また、パブコメの改正概要の解説にも、新設条文の創設意図を明示していないということは、これ

を見た国民からは、法務省は姑息な手段を用いて改正しようとしているといわれても仕方がないよう

な提案方法である。 

こうして出来上がったのが・・新しい法人制度が施行されることとなったので、所要の整備等を行

い・・という新設条文には全く触れない概要文でのパブコメへと繋がって行ったのである。 

パブコメにおける各種団体・行政書士等からの問題点の指摘によって、法務省はやむなくこの施行規

則の施行を平成22年 4月 1日まで一年延期することになったが、流石は法務省、削除する意思は全

くなかったようである。 
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なお法務省は、司法書士会による非司調査に関しての保人情報の保護については、同規則に守秘義

務規定を設けてあるので問題ないとしているが、規制改革要望（法務省宛 個人からの要望 19年 6

月）への回答では、この条文の創設意図と整合性のある回答とはなっていない。 

    

    

    

７７７７    行政書士業務における行政書士業務における行政書士業務における行政書士業務における官公署官公署官公署官公署    

    

① 大正８年の司法代書人法において、初めて「裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ為スヲ

業トスル者」という表現で、司法代書人（司法書士）の対象役所が、官公署の中の「裁判所・

検事局」とされた。 

② 翌年の内務省令において、「官公署に提出すべき書類其の他権利義務又は事実証明に関する書類

の作成を業とする者」とされ、代書人（行政書士）の対象役所は「官公署」ということが明ら

かとなった。 

 

1919 

大正８年 

 

司法代書人法制定 

第１条 本法ニ於テ司法代書人ト称スルハ他人ノ

嘱託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作

製ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ  

第２条 司法代書人ハ地方裁判所ノ所属トス 

 

 

裁判所・検事局に提出する書類

の作成 

裁判所構内での事務所設置等 

地方裁判所の監督下 

1920 

大正９年 

 

代書人規則  

第１条 本令に於いて代書人と称するは他の法令

に依らずして他人の嘱託を受け官公署に提出すべ

き書類其の他権利義務又は事実証明に関する書類

の作成を業とする者を謂う 

 

 

内務省令第40号 

官公署に提出する書類 

代書人の監督規定の統一 

管轄警察署長の許可 

警察署長の認可料金 

 

既出の繰り返しになるが、この大正 8年の「司法代書人法」には、決定的な欠陥が存在していた。

当初案には存在した非司法代書人に関する取締条項が、政府の方針によって削除されて成立したため、

一時期、代願人等も登記業務を行うことができたのである。司法代書人法では、業務範囲が「裁判所

及び検事局に提出する書類」であったにも拘らず、罰則規定がなかったため、代書人規則の「官公署

に提出すべき書類」の「官公署」には、「裁判所及び検事局も含まれている」との認識をもたらして

いたのである。また、政府によって否定もされていないことから代書人規則の「官公署」には「裁判

所及び検事局」も包含されていたことになる。 
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その業務範囲をはっきりと分かつつもりならば、代書人規則の条文は・・・裁判所及び検事局を除

く官公署（大正 9 年 3 月 千葉県令第 19 号 P83 参照）などとしなければならなかったろうし、そ

うであるならば、当然に非司法代書人の取締規定は整備されていなければならなかったはずである。

しかし、非司法代書人の取締規定さえも代書人規則によって律することとされていたのである。 

つまりは「代書人」とい大枠で「司法代書人・（行政）代書人」を規制・監督し、その中で「司法

代書人」を名称独占の職業人として認めたに過ぎないのである。そして戦後の新法でも、対象先であ

る役所に法務局以外は変化がない。そうすると「官公署」をどのように定義付けるのかという問題を

解決しなければ、行政書士の業務範囲が定まらないことになる。 

 

 

行政書士法の一部を改正する法律案（参議院提出、参法第六号）行政書士法の一部を改正する法律案（参議院提出、参法第六号）行政書士法の一部を改正する法律案（参議院提出、参法第六号）行政書士法の一部を改正する法律案（参議院提出、参法第六号）    

140 - 衆 - 地方行政委員会 - 12号 平成 09年 06月 10日 

 

○西川（公）委員 自民党の西川公也でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 ただいま行政書士法の一部改正案が採決されたわけでありまして、その直後でありますけれども、

一点確認をしておきたいと思います。今回追加されました第一条の目的規定によりまして今までの業

務範囲が狭まらないか、こういう疑義であります。 

そこでお伺いいたしますが、現行法の第一条では、行政書士の業務として官公署に提出する書類の作

成が規定されておるわけでありますけれども、この官公署とはいかなるものを指しているのか伺って

おきたいと思います。 

それからもう一点、今回の改正法案で第一条の目的規定が、今も読み上げられましたけれども、行政

に関する手続の円滑な実施が定められている、こういうことになったわけでありますけれども、改正

法案が成立した場合にこの解釈が今までと変わらないのかどうか、この点につきまして確認をしてお

きたいと思います。 

 

○松本政府委員(自治省行政局長)  

  お答えを申し上げます。 

 現在の行政書士法の第一条の官公署という意味でございますが、国または地方公共団体の諸機関の

事務所を意味しまして、行政機関のみならず、広く立法機関及び司法機関のすべてを含むものと解さ

れているところでございます。 

第二点は、改正法第一条の「行政に関する手続の円滑な実施」との文言が、官公署の範囲あるいは権

利義務または事実証明に関する事務の範囲を狭め、その結果、行政書士の業務の範囲を限定してしま

うのではないかというお尋ねかと思われますが、先ほど提案理由で御説明がありましたように、行政

書士は、官公署へ提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを中心と

した業務を行うことにより、行政の円滑な推進に寄与し、及び国民の利益の速やかな実現に貢献して

おり、このような現状を踏まえ、法律の目的規定を設けることとすると述べられたところでございま

す。したがいまして、この目的規定を入れました趣旨からいいましても、行政書士の業務の範囲に変

更を加えることとなるものではないと承知をいたしております。なお、法制的な点をもう少し申し上
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げさせていただきますと、現在の二条第六号に「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当

した」云々という規定がございますが、この規定の解釈も、ここで言う「行政事務」とは、いわゆる

国家の立法、司法の事務も指しておりまして、いわゆる広義の意味での行政という意味に現在の法律

においても使われているところでございます。 

従いまして、この行政書士法上に言う「行政」という用語が同じような意味で今回も規定されたも

のと理解していただいていいのではないか、かように考えているところでございます。・・・ 

  

以上のことから、法務局・裁判所勤務の公務員も２条第６号の対象者であり、行政書士業務の対象官

公署であることがわかる。つまり、法務局・裁判所に提出する書類であっても、司法書士の独占分野

以外は行政書士の業務範疇となるのである。 

    

官公署のイメージ図 

 

             ＊行政書士法第２条第６号の適用がある。 

 

         市区町村       裁判所        公証人役場 

 

    ＊行政書士の業務範囲と司法書士（認定司法書士以外）の業務範囲（斜線部） 

 

 

         国都道府県      法務局         検察庁 

 

             

専門性、合理化で分離 

      

     独立行政法人・・・・・・・官公署には入らないとされる。しかし、その職員は公務員扱

いで行政書士の資格付与の対象となっている。このような公務員（行

政庁）型の「公社・公団」「特定独立行政法人」は、官公署に含める

べきではないのかとの指摘がなされている。 

「行政書士法コンメンタール（兼子仁）」 

 

行政書士法第２条６号には、「国または地方公共団体の公務員として・・」と規定されており、そ

こから分離した「公社・公団」「特定独立行政法人」は官公署と定義づけても違和感のない目的と組

織構成となっている。その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼす

と認められるもの・・その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要とされるからである。

従って、官公署とは、公権力の行使の主体としての性格を強く持つものに限定して捉えることとして

いる。「詳解行政書士法（地方自治制度研究会）」 
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＜独立行政法人通則法＞ 

（定義）  

第２条  この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地

から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する

必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又

は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的

として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。  

２ この法律において「特定独立行政法人」とは、独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活

又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の

目的、業務の性質等を総合的に勘案して、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが

必要と認められるものとして個別法で定めるものをいう。  

（役員及び職員の身分）  

第５１条  特定独立行政法人の役員及び職員は、国家公務員とする。  

 

＜行政手続法＞ 

第２条 

五  行政機関 次に掲げる機関をいう。  

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、

内閣府設置法 （平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、

国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項 に規定する機関、会計検査院若

しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使すること

を認められた職員 

ロ 地方公共団体の機関（議会を除く。） 

 

（平成十九年十二月十日内閣府、総務省告示第一号） 

内閣府設置法及び国家行政組織法の規定に基づき平成19年10月1日現在の行政機関の組織を告示す

る件 

 

 

○    検証・・検証・・検証・・検証・・地方地方地方地方法務局（帰化法務局（帰化法務局（帰化法務局（帰化申請申請申請申請））））    

帰化許可申請書は法務局に提出するが、申請書のあて先は法務大臣であり、国の行政機関である。

このことからすると、帰化許可申請書は行政書士の業務に該当するのだが、これは業際の最たるもの

であるので、もう少し詳しく分析してみる。 

 

帰化許可申請書の作成と行政書士の業務（昭和37年 5月 10日 自治丁行発第29号） 

問 帰化許可申請書の作成に係る業務範囲は、行政書士、司法書士の何れに属するのかについて 

答 行政書士及び司法書士の両方に属する。 
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司法書士法（要点のみ記載） 

（業務）  

第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行

うことを業とする。  

一  登記又は供託に関する手続について代理すること。  

二  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。 

三  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理するこ

と。  

四  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局

に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。  

五  前各号の事務について相談に応ずること。 （以下省略） 

 

 

要するに司法書士（通称：認定司法書士を除く）は、下記三点が主たる業務となっている。 

① 登記・供託の手続代理とその審査請求の代理  

② 法務局に提出（提供）する書類の作成  

③ 裁判所・検察庁に提出する書類の作成 

 

①の登記・供託に関しては代理権まで業務独占となっているが、②③は何れも「提出する書類の作成」

だけが、司法書士の独占業務であることを意味している。 

許認可等を申請する側から捉えると「提出し、審査を受け、結果を得られる宛先（許認可権者）に申

請するのでなければ何ら意味を為さない」のであるから、通常の場合は、法務局に提出すれば、補正

等がない限りは一連の手続が完了することを意味しなければならない。 

しかし、帰化許可申請書の場合、「法務局は経由機関に過ぎない」のであり、そこで手続が完了す

ることにはならない。提出先は、あくまで 「許可権限者である法務大臣」宛にとなる。つまり帰化

申請書類は「法務大臣（法務省＝行政機関＝官公署）に提出する書類」と読まなければならない。 

 

「国籍法（帰化）第４条 ２ 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」からも

判るように、許可権者は司法行政省の長官であり、これは純然たる行政書士の業務である。本来司法

書士の業務範疇には属さないものである。 

司法書士法上の「・・・に提出」の「・・・に」が、行政書士法上の「官公署」を意味する機関若し

くはその責任者（長）宛なら、それは司法書士ではなく行政書士の業務となるのである。 

具体的に区分すると、作成（申請）した書類の「○○殿」という宛先が、（地方）法務局の長、○○

裁判所の長または○○検察庁の長宛である場合は、司法書士の業務であり、それ以外の宛先の場合は

行政書士の業務になることになる。 

同様のことは、次に述べる支払督促手続に於いても然りである。 
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○ 検証検証検証検証・・・・・・・・簡易裁判所（支払簡易裁判所（支払簡易裁判所（支払簡易裁判所（支払督促督促督促督促））））    

従来の「支払命令（督促）」においては、その宛先（権限者）が「簡易裁判所 御中」とされてい

たが、現在、「支払督促」の宛先は「簡易裁判所 裁判所書記官 殿」とされている。そしてこの督

促事務は、書記官（公務員）の権限範囲内において行われている。 

先の述べたように、その宛先が「簡易裁判所 御中」なら、簡易裁判所裁判長宛であるので、司法

書士の業務となるが、公務員である書記官宛（裁判所法第６０条）となると、これは行政書士の範疇

になるという思いが湧いてくる。 

つまり、書記官とは固有の権限をもつ裁判所の一機関であり、単に裁判官の補助をするだけではな

く、裁判官と同様に除斥・忌避・回避も準用されるのである。 

なお、ここでの検証は、書類の作成～使者としての申立（提出）までに関しての言及であり、異議申

立が為されるまでについてである。異議申立、訴訟移行は当然に行政書士の業務範囲外となる。つま

り、行政書士と認定司法書士でない普通の司法書士の業務範囲に関しての検証である。 

 

 

第１ 簡易裁判所の手続 （裁判所HPより） 

Q.どこの簡易裁判所に支払督促の申立てをすればいいの？ 

 

A.支払督促は，原則として，相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所の裁判所書記官に

申し立てます。例えば，相手方の住所が東京２３区内にある場合には，東京簡易裁判所の裁判所書記

官に申し立てることになります。ただし，コンピュータ処理による支払督促については例外もありま

す。詳しくは，最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。 

裁判所書記官 

法律の専門家として，固有の権限が付与されており（裁判所法60条），その権限に基づき，法廷立会，

調書作成，訴訟上の事項に関する証明，執行文の付与のほか，訴訟費用額の確定，支払督促の発付等

の職務を行います。さらに，法令や判例の調査をしたり，裁判が円滑に進行するように，コートマネ

ージャーとして，弁護士，検察官，訴訟当事者等と打合せを行うのも大きな役割です。 

 

 

＜＜＜＜    裁裁裁裁    判判判判    所所所所    法法法法    ＞＞＞＞    

（裁判所事務官）    

第５８条 各裁判所に裁判所事務官を置く。  

２     裁判所事務官は、上司の命を受けて、裁判所の事務を掌る。  

（裁判所書記官） 

第６０条 各裁判所に裁判所書記官を置く。  

２  裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他、他の法律

において定める事務を掌る。  

３  裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官

の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。  
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４  裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。  

５  裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場

合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることが

できる。  

 

 

＜＜＜＜新・旧新・旧新・旧新・旧    民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法におけるにおけるにおけるにおける督促督促督促督促規定の相違規定の相違規定の相違規定の相違＞＞＞＞    

＜旧・民事訴訟法＞ 第五編 督促手続 

（支払命令の要件） 

第４３０条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁

判所は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示

送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。（口語訳条文） 

 

＜現・民事訴訟法＞ 第七編 督促手続 

（支払督促の要件）  

第３８２条  金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、

裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本にお

いて公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。 

（支払督促の申立て）  

第３８３条  支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書

記官に対してする。  

２  次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄

する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。 

 

＜民事訴訟規則＞ 

（支払督促の原本・法第三百八十七条）  

第２３３条 支払督促の原本には、これを発した裁判所書記官が記名押印しなければならない。   

 

（支払督促の送達等・法第三百八十八条）  

第２３４条 支払督促の債務者に対する送達は、その正本によってする。   

２  裁判所書記官は、支払督促を発したときは、その旨を債権者に通知しなければならない。   

 

（訴訟への移行による記録の送付・法第三百九十五条）  

第２３７条 法第三百九十五条（督促異議の申立てによる訴訟への移行）の規定により地方裁判所に

訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、地方裁判所の裁判

所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。  
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○ 検証・・検証・・検証・・検証・・家庭裁判所（家庭裁判所（家庭裁判所（家庭裁判所（甲類事件甲類事件甲類事件甲類事件））））    

審判事件 (1) 甲類事件には、子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、

養子縁組の許可などがあります。これらの甲類審判事件は、公益に関するため、家庭裁判所が国家の

後見的な立場から関与するものです。 

また、これらは一般に当事者が対立して争う性質の事件ではないことから、当事者間の合意による解

決は考えられず、専ら審判のみによって扱われます。（裁判所HP） 

    

 

規制改革要望事項：家事審判法の甲類審判事項申立書作成業務の行政書士への開放 

 

法務省回答：裁判所へ提出する書類は、国民の権利義務に多大な影響を及ぼすものであり、作成に

当たっては高度な法律知識及び専門的能力が要求されるので、資格者以外の者が当該業

務を行うことは、国民の権利の保全の観点から適切でない。 

 

 

この甲類事件（家事審判法第9条に列挙）は、当事者間に紛争がある状況にはなく（前出の弁護士

法第72条を参照）、また、書式も定型化され、記載例も公表されており、法務省回答にいうような状

況にはない簡易な案件である。一定の資格試験をクリアーしてきている行政書士にも開放が望まれる

案件である。実際の現場でも、実務に付随して行政書士が取扱った事例も報告されている。 

例えば、相続に関しての相続放棄の申述書、遺言書の検認の申立書、遺言執行者選任の申立書、利

益相反の場合における特別代理人選任の申立書、後見制度に関する後見開始の審判の申立書、身分に

関しては、氏の変更の申立書、名の変更の申立書、戸籍訂正の申立書などがある。 

 では、少し見方を変えて法務局・裁判所・検察庁へ提出する書類の作成は司法書士の業務範囲であ

るが、それを単なる作成ではなく、代理人として作成した場合はどうなるのかを次に検証してみたい。 

 

 

○ 検証・・検証・・検証・・検証・・作成作成作成作成代理人代理人代理人代理人 VSVSVSVS 裁判所裁判所裁判所裁判所へ提出する書類へ提出する書類へ提出する書類へ提出する書類    

 

司法書士（通称：認定司法書士を除く）は、以下が主な業務となっている。 

① 登記・供託の手続代理とその審査請求の代理 

② 法務局に提出（提供）する書類の作成 

③ 裁判所・検察庁に提出する書類の作成 

 

行政書士は以下が主な業務である。 

① 官公署に提出する書類の作成と手続代理 

② 権利義務・事実証明書類の作成と手続代理 

③ 実地調査に基づく図面類の作成と手続代理 

④ 上記書類を代理人として作成すること 
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簡易裁判所の支払い督促、家庭裁判所の甲類事件は司法書士の業務とされているが、この裁判所に

関する司法書士の独占部分は、あくまでも「作成」という代書行為に関わる部分（司法書士法第3

条第4号）だけである。司法書士法上は、提出の代理については業務独占規定がないので、民法の規

定によることになる。 

このことからすれば、行政書士が代理人として作成した場合の上記書類は、単なる書類の作成（司

法書士法第３条第４号）とは異なる範疇に属する書類ということになる。何故なら、その書類は「作

成代理人行政書士○○」と記名・押印され、代理人として行政書士が作成した書類だからである。 

 

この行政書士が代理人として作成した書類は、司法書士法に抵触しないことは、法務省の内部通達文

書（次頁参照）が示している。通達では、定款を作成「代書」する行為は、行政書士法（もっとも彼

らは弁護士法だけを対象にしているが）違反の疑義があるが、「代理人として作成（作成代理人）」し

た場合は、行政書士法第１条の３に該当するため、この場合は行政書士の非独占業務だから行政書士

法に抵触しない・・・ということを論拠としていることは明白である。このことを図示すると以下の

通りである。 

 

 

    Ａ 書類の作成          Ｂ 代理人として書類を作成 

 

        行政書士法第１条の２          行政書士第１条の２ 

 

 

        行政書士第１条の３ 

                            行政書士法第１条の３ 

 

 

 

 

法務省の論法では、資格者としての書類の作成に対する過重された責任部分が全く逆となり、論理

的な崩壊をきたすが、支払い督促や甲類事件の申立書の作成に当てはめれば、行政書士にとっては、

逆もまた真なりということになる。 

 

つまり、裁判所へ提出する書類の作成に関しては、司法書士の業務分野だが、代理人として作成し

た書類は、司法書士法第７３条には該当しないということである。このことを法務省流に言えば作成

した書類に「作成代理人 行政書士○○」とさえすれば、単なる書類の作成（代書）とは異なるのだ

から司法書士法違反とはならないことになる。 

行政書士は、裁判所に提出する書類を「作成した（単純代書の範疇）」のではなく、行政書士法第１

条の３に基づいて「代理人として作成した（意思の代理をも含む概念）」のである。 

なお、行政書士法施行規則（第９条第２項）、司法書士法施行規則（第２８条）に記名・押印の義
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務があるが、これは単に作成者としての行政書士、司法書士の記名・押印であって、作成代理人とし

ての記名・押印を指すものではないことは言うまでもない。 

    

＜代理人として作成した書類＜代理人として作成した書類＜代理人として作成した書類＜代理人として作成した書類（作成代理人○○）（作成代理人○○）（作成代理人○○）（作成代理人○○）に関する法務省の見解＞に関する法務省の見解＞に関する法務省の見解＞に関する法務省の見解＞    

 

2法登 1第 93号 

平成 18年 1月 18日 

法務省民事局商事課長 殿 

東京法務局民事行政部長 

司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請書の取扱いに

ついて（照会） 

 

商業・法人登記の申請書に、司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款（公証人

の認証が必要な場合にあっては、その認証を受けた定款）が添付されている場合において、他に却

下事由がないときは、当該申請を受理して差し支えないと考えますが、この点につき、いささか疑

義がありますので、照会します。 

 

（筆者訳）・・・司法書士が代理人として定款を作成しても、作成に係る部分は、行政書士法第１

条の２に該当し、行政書士法に抵触するのではないか？・・という法務局からの

照会である。 

 

法務省民商大135号 

平成 18年 1月 20日 

法務省民事局商事課長 

本月18日付け2法登1第 93号をもって照会のありました標記の件については、貴見の通りと考え

ます。おって、本件については大臣官房司法法制部と協議済みですので申し添えます。 

 

（筆者訳）・・・照会の件は、あくまで代理人として作成したものなので、これは行政書士法第１

条の３に該当する。従って、行政書士法第１条の２にいう書類の作成には該当しな

いため、却下する理由（違法性）は無い・・という回答である。 

 

 

＊この法務省見解は、所轄の法令である司法書士法と弁護士法第７２条との関係だけを念頭に置いた

見解となっていることに留意して読み解く必要があるが、その内実では行政書士法第１条の２、第

1条の３にいう「書類の作成」と「代理人として作成する」という、条文の狭間ををターゲットに

していることは明らかである。 
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○ 検証・・検証・・検証・・検証・・国土交通省（自動車保有関係手続のワンストップサービスと封印国土交通省（自動車保有関係手続のワンストップサービスと封印国土交通省（自動車保有関係手続のワンストップサービスと封印国土交通省（自動車保有関係手続のワンストップサービスと封印））））    

    

アプレットを用いたアプレットを用いたアプレットを用いたアプレットを用いたＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳとハイブリッドとハイブリッドとハイブリッドとハイブリッドＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳの主な相違点の主な相違点の主な相違点の主な相違点    

    

   アプレットＯＳＳ 17.12.26開始  ハイブリッドＯＳＳ 19.11.26 

開始日とＯＳＳの

存 続 期 間 

国交省 HP 上に申請 IF があり、今後も

利用可能の予定である。 

書面も持参する併用のシステム

で、別のプログラムで動作する。 

ＯＳＳを利用でき

る 者 の 範 囲 

公的個人認証・商業登記に基礎をおく

法人認証の証明書所持者 

行政書士と自販連 原則は大量・

一括申請者用だが 1 件でも申請可

能 

 代理人の範囲  公的個人認証・商業登記に基礎をおく

法人認証の証明書所持者 

 行政書士と自販連だけに限定 

行政書士電子証明

書 の 利 用 可 否 

 従来は不可能だったが、平成20年 7

月 7日より可能 
可能 

プログラム・イン

ターフェイスの仕

様 

プログラムは、全て国交省が無償で提

供している。（国土交通省HP内） 

「データ集約」「電子署名」用のプ

ログラム開発費用は利用する側の

負担 

プログラム開発費

用 の 見 込 額 

利用者はPCの環境設定・市販ソフト等

で使用開始ができる。 

開発費用は、数千万円以上必要と

いわれている。 

プログラムを開発

し た 会 社 
NTTデータ NEC 

プログラムへの対

応 状 況 

国土交通省が申請者本人・代理人向け

に対応 

NEC が自販連向けに開発し自販連

は対応済    

行政書士は未対応 

使 用 ソ フ ト 

機 器 

PC・スキャナー・ICカードリーダー・

Acrobat・電子署名ソフト等 

PC・スキャナー・IC カードリーダ

ー・Acrobat・電子署名ソフト等 

利用可能時間帯 24時間 365日可能だが、利用率低迷の

ため、夜間中止の予定がある。 

提出物は、運輸支局の開庁時間内

に限って可能である。 

申請中に提出する

必 要 が あ る 物   
なし 

申請者の印鑑証明・申請者の委任

状＋申請データを集約したCD-RW 

提 出 場 所 なし 管轄運輸支局 

申請後の受取が必

要 な 物 の 存 在 

車庫ステッカー（管轄警察署）・車検

証・ナンバー（運輸支局）・封印等 

車庫ステッカー（管轄警察署）・車

検証・ナンバー（運輸支局）・封印 

 

 国 民 の 負 担 額 

登録印紙代の低減予定・販売店代行料

の値下げ等もあり、比較的安価に利用

できるが実績は殆どない。 

 システム利用料の転嫁・行政書士

の不参入による転嫁の自由度 UP

等、負担増の可能性がある。 
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自動車登録手続のワンストップサービス（自動車登録手続のワンストップサービス（自動車登録手続のワンストップサービス（自動車登録手続のワンストップサービス（ＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳ）における）における）における）における二重方式二重方式二重方式二重方式の混在の混在の混在の混在    

 

              M O T A S （自動車登録システム） 

       ＯＣＲ申請・ＦＤ申請などの現行紙ベース自動車登録システム 

 アプレットＯＳＳのシステム本体 

公的個人認証等を利用したJavaアプレット 

  による電子申請システム、国土交通省ＨＰ 

 

                       

                ハイブリッドＯＳＳのシステム本体 

 

        

―17年 12月 開始―                  ―19年 11月 開始― 

 国土交通省HPの画面から1件毎に送信     システムへ別プログラムから大量一括送信 

                                      

    （アプレットＯＳＳ電子認証）          （ハイブリッドＯＳＳ目視認証） 

公的個人認証（住基カード）等を用いる      公的個人認証（住基カード）等の利用 

電子申請方式で、行政書士の１－Gは       低迷のため、紙の印鑑証明書＋委任状 

漸く20年 7月より利用可能となった。      を運輸支局に提出し、目視で本人確認 

      

    ・・・・利用率の低迷・・・・ 

    2010年までに  

   50％に満たない              申請するシステム開発は利用者の負担 

  電子申請手続は                 （証明書等管理業務協議会） 

中止を含めて       利用率拡大策     住基カード（公的個人認証）に代わる 

 見直すとの決定               本人確認として、従来の「印鑑証明＋ 

    委任状」を提出し、運輸支局登録官の 

2008.9.12                目視による本人確認方式の採用を決定 

   電子申請利用率               した。（住基カードの活用を放棄） 

   FD申請を含め    何が何でも50％ 

   54％と公表              一部でも電子的なら＝電子申請と見なす 

                  

   ＯＳＳの継続と適用範囲の拡大決定       国土交通省は送信プログラムだけを提供 

                       電子署名＋データ集約のプログラムは 

                       利用する側が費用を負担して開発する。 

       行政書士の代理申請は？          利用者負担額-----数千万円以上必要 
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１．１．１．１．    二種類の二種類の二種類の二種類のＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳが並存する不思議が並存する不思議が並存する不思議が並存する不思議    

平成17年 12月、自動車保有関係手続の電子申請であるワンストップサービス（通称：アプレット

ＯＳＳ（国土交通省のHP内に申請用IFがある。））が4都府県で開始された。しかし、公的個人認証

（住基カード）の普及が低調であったため、国土交通省は紙と電子申請を併用した印鑑証明書などを

活用したＯＳＳ（通称：ハイブリッド型ＯＳＳ（国土交通省のHP内に IFは無く別プログラムで作動

する。））を、平成 19年 11月より 10都府県において稼動させている。このハイブリッドＯＳＳ方式

は、多くの問題点が解決されないまま、初めにＯＳＳありきで進行している状況にある。 

平成 22年 3月末時点で、住基カードの発行数は約 444.7 万枚、その内、公的個人認証がなされて

ＯＳＳに利用できる住基カードは146万枚＝1.2％（人口比）である。 

 

 

２．２．２．２．    ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッドＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳの問題点の問題点の問題点の問題点    

世界一の電子立国を目指すとしてスタートした電子申請だが、自動車の手続きには車検証・ナンバ

ー・封印・検査、車庫の標章など「受領する物」が存在しているため、そもそもＯＳＳには馴染まな

い手続きであった。それを官業一体となって無理やり推進したため、問題点が噴出したのである。 

ワンストップサービスと冠したこのオンライン申請システムは、国が e-Japan 戦略の下で 65億円

という莫大な予算をつぎ込んで構築したものであり、国民とその代理人はパソコンの環境設定だけで

現状の書面による手続きよりもリーズナブルで迅速に申請できるシステムでなくてはならないのが

原則である。 

しかし、このシステムの最大の問題点は、利用する側に数千万円とも言われているシステムプログ

ラムの開発費用の負担を強いており、国民の正当な代理人である行政書士の電子証明書（１－G）が、

事実上このハイブリッドＯＳＳでは使用できない状態にあることである。 

この結果として、ハイブリッドＯＳＳは自動車業界専用のシステムであり、国民（代理人）の行政に

対する申請権を奪うものであるという点に集約されるのではないだろうか。 

 

                ＜問  題  点＞ 

① 利用する（代理人）側に数千万円以上とも言われているシステム開発費用の負担を強いて

いるシステムであること。 

② そのため、国民の代理人である行政書士の電子証明書が、事実上ハイブリッドＯＳＳでは

使用できない状況に置かれていること。 

③ このシステムは代理人を限定した専用のシステムであり、本人申請さえできないものであ

ること。 

 

このような費用負担も含めた問題点に関して「規制改革会議：全国規模の規制改革要望」（平成19

年、同20年）「電子政府評価（調査）委員会（20年 2月）」等に対して、意見書・要望書を提出しシ

ステムの改修・改良を求めたが、未だ実現するには至っていない。 
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平成19年度 規制改革会議 全国規模への規制改革要望 「もみじ月間」 

（国交省宛 19年 10月 項目５０５４００１） 

国交省は、平成 17 年 12 月に開始した自動車保有関係手続ワンストップサービスシステム（Ｏ

ＳＳ）の利用が殆ど無い現状から、公的個人認証方式に代わるものとして、通称：ハイブリッド

ＯＳＳといわれる、紙ベース（印鑑証明書＋委任状）で本人確認を行う認証方式によるＯＳＳを

新たに採用した。そして、現行のアプレットを用いた国交省ＯＳＳシステムではなく、別の専用

プログラムによって行う予定（19.11.26開始）としている。 

これは、申請者の印鑑証明書と委任状を事前に運輸支局に提出して電子申請を行うものであり、

しかも利用できる申請代理人を限定した上で、その莫大なプログラム開発費用までをも国民（申

請する側）の負担としている。このような、申請する側に負担を強いる二種類の認証方式と二種

類の申請形態が混在した電子申請システムの構築は、徒に国民（自動車ユーザー）とその代理人

を混乱させる元凶であり、電子申請によるパスポートの二の舞ともいうべき税金の無駄遣いでも

ある。国民誰もが、24 時間 365 日申請可能であるとした、本来のＯＳＳの趣旨から著しく逸脱し

ているこのシステムを早急に中止（廃止）すべきである。 

 

再検討要請（19年 11月） 

①自動車保有関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ）は二重構造となっており、国民に開放

されているアプレットを用いたＯＳＳ（17.12.26 開始）と、代理人を限定した印鑑証明書等を活

用したハイブリッドＯＳＳ（19.11.26開始）がワンストップサービス内に並存している。 

今回問題としている後者のハイブリッドＯＳＳでは、国は単に「送信プログラム」を提供するだ

けであり「データの集積＋電子署名」に関する複雑なプログラムは、利用する側（国民の代理人）

が開発費用を負担しなければならないとし、実際にこのＯＳＳを利用するためには、「数千万円以

上」とも言われるプログラム開発費用を負担しなければ利用開始が出来ない仕組みである。 

そもそも、国は利用する国民とその代理人側に「数千万円以上」とも言われるプログラム開発費

用を負担させる根拠はどこにもないはずである。 

②アプレットを用いたＯＳＳ（17.12.26開始）では、申請者はPCの環境設定だけで電子申請が可

能である。同様に、国にはハイブリッドＯＳＳの全プログラムを、国民とその代理人に無償提供

すべき義務がある。義務を放棄したのなら、国民負担の軽減に逆行し、国民とその代理人に莫大

な金銭負担を強いているこのハイブリッドＯＳＳは即刻廃止すべきである。 

 

省庁からの回答（国交省 総務省 警察庁・・全て同一回答） 

自動車保有関係手続のワンストップサービスは、関係省庁が一体となって推進しているもので

あり、利便性・サービス向上が実感できる電子政府実現のため、オンライン利用率を 50％以上と

することとしており、その利用促進策として、平成19年 11月 26日より紙の印鑑証明書等を活用

した申請を可能としたものであり、当該機能は大量に申請する代理人が、その業務に合わせて各

自で自由にシステムを構築することを可能としたものである。この方式は、利用者からの意見に

基づき、導入したものであることから中止（廃止）することは不適当 
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３．そして作り出された・・利用率５４％３．そして作り出された・・利用率５４％３．そして作り出された・・利用率５４％３．そして作り出された・・利用率５４％    

ＯＳＳによる利用率は、平成17年の開始以来、5年を経過するも未だ１０％前後である。 

 

（19 年度総務省統計 オンライン申請率 全国ベース 0.26％、 20 年度 12 月末 10 府県 1.4％、 

20年度総務省統計 オンライン申請率全国ベース0.９１％、 20年度 12月末 10府県 2.6％、  

22年 3月末 10府県 10.1％） 

 

17年 12月～20年 6月 利用率0.67％、  個人ユーザーからの申請は2年半で59件 

19年 12月～20年 6月 利用率0.89％   この内販売店の自社名義率 82％    

１申請当たりの維持費 約 15万円                   （会計検査院報告書） 

 

しかし、19年 9月 12日「IT戦略本部」は、恣意的な算出方法を採用することによって、ＦＤ申請

も電子的な申請の範疇と捉え、ＯＳＳ利用件数にプラスする形で従来型の持参方式のＦＤもオンライ

ン利用件数にカウントすることとした。この結果、19 年度の新車のオンライン利用率の公表値は何

と54％にもなり、2010年までに利用率が50％へ届かない手続は、中止を含めて見直すとされていた

政府の目標値を既にこの時点でクリアーしたと公表したのである。 

 

IT戦略本部オンライン利用拡大行動計画（20.9.12） 

・・行政の効率化や国民利便の向上に資するようなオンラインを活用した申請等を拡大する観点か

ら、行政内部において申請を受けた後の事務処理過程が電子的に遂行される場合には、窓口等でデ

ータ形式により提出される申請についても、オンライン申請等件数として把握するものとする。 

 

（経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６ 閣議決定） 

・ 現在オンライン利用率50％以下のものは、2010 年度までにオンライン利用率50％以上の目標を

確実に達成するため、①処理時間の短縮、手数料引下げ等のインセンティブ措置 ②添付書類の原

則省略 ③電子署名の簡略化等の担当府省の努力がなされるものに限り予算措置する。2010 年度ま

でにオンライン利用率50％以上の目標達成が困難であると認められるシステムについては、2007年

度予算要求を行うか否かを含め、システムの必要性等の再検討を行う。 

    

    

４．狡猾な使い分け－電子申請とオンライン申請－４．狡猾な使い分け－電子申請とオンライン申請－４．狡猾な使い分け－電子申請とオンライン申請－４．狡猾な使い分け－電子申請とオンライン申請－    

IT 戦略本部に対する当方からの開示請求（オンラインの定義）の結果では「オンライン」という

語句を定義づけたものは存在しないとの回答であったが、行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する法律では、オンライン申請（電子情報処理組織による申請等）について、以下のように規定

している。 
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・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 

第３条 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行う

こととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、

電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申

請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）

を使用して行わせることができる。  

 

・行政書士法施行規則（要約） 

第２０条 法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める手続は、道路運送車両法 に規

定する自動車であつて、同条 に規定する登録を受けたことがなく、かつその型式について指定

を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請の手続とする。  

一  自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項 ただし書に規定する申請  

二  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の規定により、同項に規定する電子

情報処理組織を使用して行う新規登録及び新規検査の申請  

２  法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める者は、社団法人日本自動車販売協会

連合会とする。  

 

第３条を要約すると・・電子情報処理組織による申請（電子申請又はオンライン申請）とは、行政

機関のシステムと申請する者のＰＣとを直接インターネット回線で行う電子申請手続・・のことであ

り現在でも自販連が行っている窓口へ持参するＦＤによる申請手続はこの規定には該当せず、依然と

してオンラインでの利用率は１パーセントにも達していないことになる。 

 

このオンライン利用率は、フレキシブルディスクを運輸支局等の窓口に持参して行う申請件数を含

んだ利用率となっており、パソコンを用いてインターネット上で一括して手続を行う申請方法とは異

なる方法による申請件数を含めていることから、ワンストップサービスを用いた利用率とは異なるも

のである。（会計検査院 19年度決算検査報告書 P646） 

これは利用者である国民目線からは程遠い、行政機関内部での電子的処理率そのものである。しか

し公表値が恣意的であり、不適切である指摘（平成 19年度会計監査院報告書）を受けたにせよ電子

 

アプレットＯＳＳ 利用者と行政機関のシステムを直接インターネットで接続 

  利用者のPC                       国土交通省 

         （本来の意味での電子情報処理組織による申請） 

 

ハイブリッドＯＳＳ  回線を利用しない部分  /  行政機関内部だけでの回線接続 

    利用者のPC  ・・ＦＤ/ＣＤ徒歩持参・・ 運輸支局窓口      国土交通省 

（電子情報処理組織による申請に含めるとされた方法） 
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申請率が 50％をクリアーしたことをＩＴ戦略本部が公表したことは、今後のＩＴ施策に非常に大き

な意味を持ってくる。 

何故なら、「50％達成＝電子申請手続拡大の推進」であり、これによって現在の新車の新規登録だ

けではなく、数年後には中間登録（中古車の移転登録・変更登録など）へも適用を可能とする条件面

での準備が、既に整ったことを公にしたことになる。 

行政書士法第１９条の但し書き規定は①電磁的記録の作成を②総務省令で定める者が、定める手続を

行う場合は行政書士法違反にならないと規定しているが、ＩＴ戦略本部の弁を借りれば、本来のオン

ライン申請だけではなく、運輸支局へ持参して行うＦＤ申請もが①の電磁的記録の作成＆電子申請の

範疇に該当するとなれば、10 都府県以外で現に自販連が行っている紙ベースのＦＤ申請も、１９条

の但し書きに該当すると看做されかねない。 

これでは全国の運輸支局における自販連が行う全ての自動車登録手続が、行政書士法違反に問われ

なくなってしまう。ハイブリッドＯＳＳが 10 都府県の新車の新規登録に限定されている限り、業務

に殆ど影響を受けないという、従来の行政書士側の論拠は見事に崩壊してしまうことになる。 

 

IT戦略本部 重点計画２００８案 

（ウ） 自動車保有関係手続のワンストップサービスの推進（警察庁、総務省及び国土交通省）

自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用促進のため、利用者からの改善要望に基づき

利用促進方策を検討する。また、現在サービスを行っていない手続については利用見込み等の調

査を行い、利便性・サービス向上が実感でき50％以上の利用見込みが確認できた手続について、

2009 年度以降にサービスを開始するとともに、都道府県に対して、早期稼働、利用率向上に向

けた取組を要請する。 

    

    

５．５．５．５．    ＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳに対する日行連の対応に対する日行連の対応に対する日行連の対応に対する日行連の対応    

ＯＳＳの開始が既定事実とはいえ、日行連は国会答弁にもあるように「新車の新規登録」だけとし

て、最大限の抵抗の姿勢を示すべきではなかったのか。（当時の国会答弁では、車庫証明はＯＳＳか

ら除かれていた。資料8参照）しかし、日行連はＯＳＳの稼動前に強い措置要求を取らなかった。 

 

              日行連 理事会決議事項   平成１７年１１月 

日行連は、自動車保有関係手続きのワンストップサービス（ＯＳＳ）の一部地域における稼動に際

し、本会のＯＳＳに関する基本方針を踏まえ、以下を決議し総務省に要請する。 

１．複数の自動車関係団体から総務省に対し要請が行われていること等を踏まえ、社団法人日本自

動車販売店協会連合会が行うＯＳＳによる新車新規の自動車保有関係手続きにつき、総務省令で定

めていただきたい。（以下省略） 

 

この定めていただきたい。とは・・・いかに理解すべきなのか、これでは日行連が自ら進んで要望

していることになる。・・ここは、「（やむおえず）自販連についてだけ承諾する。」として、それ以外
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の自動車関連団体は一歩たりとも参入させないという、断固たる決意をにじませた表現にするのが日

行連としての姿勢ではなかったのかとの失望を禁じえない。 

 

こうしてスタートしたＯＳＳであったが、住基カードの普及が全く伸びなかったため国土交通省と

自販連は、従来の紙ベースを流用し代理人を限定したハイブリッドＯＳＳを採用するに至り、ＯＳＳ

稼働１０都府県での平均利用率は既に６０％（24年 2月 63.24％）を超えている。 

 

国土交通省の自動車登録システムであるＭＯＴＡＳが23年 12月末で更改期限を向かえるため、

ＯＳＳの全国一斉適用は平成 24 年 1 月からとされていた。その後、数年以内には移転登録、変更

登録などの中間登録分野へもＯＳＳが適用される予定であった。 

これに関して、平成21年 7月 14日の日刊自動車新聞では、行程表と題して ① 22年度に未稼

動地域でＯＳＳの準備会の立ち上げ  ② 23年度に先行10府県ではＯＳＳのみで受付開始（こ

れはＯＳＳ申請の強制であり、国民の選択権を奪うことに繋がる。） ③ 24年度にＯＳＳの全国

拡大と、中間登録（移転・変更登録）への適用（総務省令への新たな制定が必要）等が検討されて

いると記載されていたが、昨年3月の東日本大震災などの影響もあり、工程表の進捗は2年程度先

延ばしされている。 

 

第１９条の但し書きによる、新たな総務省令への制定を後押しすることになるのが、新規登録がで

きているのに、何故、中間登録が除外されなければならないのかとの業界側の疑問であり、後に述べ

る「電子申請体験フェアー」と「自動車登録等適正化推進運動」である。 

なお、平成17年当時の衆議院でも「OSSシステムの利用については、中古車（中間登録）・抹消登

録・軽自動車も速やかに稼動すること」との附帯決議もある。 

 

 

６６６６．．．．    電子申請体験フェアー電子申請体験フェアー電子申請体験フェアー電子申請体験フェアーと自動車登録等適正化推進運動と自動車登録等適正化推進運動と自動車登録等適正化推進運動と自動車登録等適正化推進運動の裏側の裏側の裏側の裏側    

不思議なことに、ＯＳＳに関して国交省は「行政書士も利用可能です。」と盛んに謳っているが「電

子政府オンライン体験フェアー（３年前から毎年秋に開催されている）」のパンフや「行政書士向け

の説明会」でも、このＯＳＳを利用するためのプログラム開発費用を負担することと、その負担金額

には全く触れようとはしていない。このフェアーでは、今となってはほとんど利用価値がなく、実際

には殆ど稼動していないと思われるアプレットＯＳＳのデモが行われているだけである。 

    

 ここで注意を要するのは、自動車登録等適正化推進運動である。国土交通省と「自動車登録等適正

化推進協議会」なる者の主催で、自動車の移転・変更登録に関するキャンペーン活動を行っているこ

とである。そのパンフ（20年 8月）では・・・ 

「自動車の登録は、第三者への対抗要件である「所有権の公証」といった民事的役割

自動車の使用実態の把握、環境保全，安全性の確保といった自動車行政目的の他税務、

警察等他の行政の制度的インフラとなっています。 
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自動車保有台数が 7,900 万台を超える現在、引越し等で住所を変更した場合の「変更

登録」、名義が変わった場合の「移転登録」の手続きが必ずしも適切に行われていない

ケースが目立っています。こうした傾向が増えることは、正確な権利関係、使用の実

態等が反映されないだけではなく関係する様々な分野に大きな影響を与えることとな

ります。特に引越し等による住所変更の際、多くの人は住民票の移動は直ぐに手続き

しますが、自動車の変更手続きは必ずしも遵守されていないと一部から指摘されてい

ます。このため国土交通省と自動車登録等適正化推進協議会（自動車関連 13 団体で構

成）は総務省、警察庁の協力を得て変更・移転の手続き等適正化推進運動を行ってい

ます。全国の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域ごとに変更登録・移転登録、

車検証記載事項の変更等手続に関するユーザーからの問い合わせに対応する相談窓口

を設置しました。相談に関しては、自動車関連 13 団体のうちナンバープレート交付代

行者等自動車登録等の手続きに詳しい団体が対応することとしています。」・・としてい

る。・・・が、このパンフの裏側を「何故、今頃、大々的なキャンペーン活動なのか」という視点か

らも精査する必要がある。この協議会の構成メンバーは、以下の通りである。 

 

自動車登録等適正化推進協議会構成団体  

 (社)日本自動車工業会 

 (社)日本自動車販売協会連合会 

 (社)日本自動車整備振興会連合会 

 (社)日本中古自動車販売協会連合会 

 (社)全国自動車標板協議会 

 (社)全国自家用自動車協会 

(社)日本自動車会議所 

(社)全国軽自動車協会連合会 

全国自動車検査登録印紙売捌人協議

会 

軽自動車検査協会 

日本自動車輸入組合 

(社)日本自動車連盟 

(財)自動車検査登録情報協会 

 

奇しくも、一部を除き１７年当時からＯＳＳに参入要望をしている自動車業界団体が名を連ねてい

るのである。また、この手続の相談先も、行政書士会ではなく、自家用自動車協会、関東陸運振興財

団、大阪陸運協会、整備振興会、自動車会議所、商工組合等の自動車を取り巻く利権団体ばかりであ

る。 

行政書士法第１９条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第１条の２に規定する業務

を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるも

のとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総

務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 

 

自動車登録等適正化推進協議会とは、行政書士法第１９条の但し書きへの適用を得

るため、このキャンペーンと自動車の登録手続に関する相談活動を通じて「当該手続に

関し相当の経験又は能力を有する者」への布石を打つための、遠大なる策略ではないのかとの疑問を

禁じえない。 
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この相談活動の実態はともかく、彼らは平成２４年度時点で、既に６年間も自動車の登録手続に関す

る相談活動実績を積み上げたことになる。 

 

 

７７７７．．．．日行連の取るべき方策について日行連の取るべき方策について日行連の取るべき方策について日行連の取るべき方策について    

    

ハイブリッドＯＳＳシステムの欠陥を指摘し、遅くとも次期ＭＯＴＡＳ更改時（2012年）には併せ

てＯＳＳも改修して、全ての方式で国民の申請権が確保できるよう要請を行うべきである。 

 

ワンストップサービス（ＯＳＳ）という名称だが、ハイブリッドＯＳＳの実態は、運輸支局に二回

足を運ばなければ手続きが完了せず、ＯＳＳとは実のところ名ばかりである。 

ＯＳＳの申請後にユーザーの印鑑証明書＋委任状＋データを格納したＣＤを運輸支局に持参し、その

後、車庫証明の通知完了がなされて登録が行われる。その際に登録官が目視で本人確認（印鑑証明書

＋実印が押印された委任状）を行い、登録が完了したら車検証、ナンバー、封印等を受領しなければ

ならない。更に、車庫証明についても、警察署に出向いて車庫のステッカーも受領しに行かなければ

一連の作業が完了しない仕組みであり、これではスリーストップサービスである。 

車庫証明について言えば、申請後に必ず「保管場所の現地確認」作業があり、そのため事前に登録

の予定日を設定することが困難となっている。こうした現地の調査事務、現物の受領という行為のあ

る手続は、そもそもがＯＳＳには馴染まない制度である。従来の紙ベースの申請では、登録前に車庫

証明手続が完了して交付されていることが前提であり、印鑑証明書、委任状の手配が出来上がってい

るため、運輸支局での手続は、登録する日だけの一回で済んでいる。 

 

現行ＯＳＳの申請手続システムにおいて、申請者側はアプレット方式又はハイブリッド方式の選択

性（申請画面に選択ボタンを設置）とし、その代理人資格として行政書士の電子証明書が、PCの環

境設定だけで両方式において使用可能となるよう、国交省の費用負担によってプログラムの改良を

すべきであることを強く求めるべきである。 

 

国交省は、ハイブリッドＯＳＳは大量・一括申請を利用する者に利便を図ったシステムだから、そ

の部分（プログラム開発とその費用）は利用する側が自由に仕組みを構築してくださいと巧妙に説明

しているが、このシステムの最大の問題点は、国交省は送信プログラムを提供するだけで、残余のシ

ステム構築（申請情報の収集とデータ化プログラム＋電子署名の組込み・付加プログラムで、数千万

円以上必要とも言われている。）費用は利用する側（行政書士）の負担とされていることである。 

ハイブリッドＯＳＳを導入しようとすれば、国民とその代理人行政書士の負担額は莫大な金額になる

と言われており、事実上このハイブリッドＯＳＳから行政書士は排除されてしまっている。 

しかし、このＯＳＳの手続を国民の代理人として報酬を得て行える正当な代理人資格者は、行政書

士だけ（自販連は19条但書適用）なのである。 

従って、国民からの目線で見るときに、これは国交省の費用負担によるＯＳＳのシステム改良で対応
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しなければならないのが大原則である。 

国民利便の増進・負担軽減と称して、申請者 PC の環境設定だけで申請可能な現行のアプレットＯ

ＳＳシステムを構築したのは国交省であり、そのインターフェイスを含めたシステム全ての改修・改

良は国交省の責任である。19年 11月に開始されたハイブリッドＯＳＳは、国民（申請者）とその代

理人（行政書士）に莫大なシステム費用を負担させた上で、初めてその使用を可能とするという方式

の導入であり、国土交通省が、ハイブリッドＯＳＳは利用者（証明物管理協議会）の意見を聞いた結

果であるとすることは、錯綜した論理のすり替えに他ならない。 

ＯＳＳの改良・改修は、国策に基づいて行った国交省におけるシステム構築上の問題であり、申請

者とその代理人に対して提供する義務のある「プログラムと電子署名」の問題である。 

予算問題や大口申請者とその代理人（行政書士と自販連）に利便を図ることと引換えに、プログラム

開発費用の負担を求める根拠は何処にもないはずである。これらが解決されることによって、現在、

自動車登録手続の分野を担っている行政書士が、個々ユーザーの代理人として一定の役目が果たせ、

電子申請のオンライン申請率の向上にも寄与することが出来ることになる。 

 

新たなハイブリッドＯＳＳ方式では、ＯＳＳの完了前に運輸支局へ申請者の印鑑証明と委任状を

提出することとなっているが、これに「自動車保管場所証明書」の提出を加える（ＯＳＳから除

外）ことを、国土交通省、警察庁に提案すべきである。 

 

そもそもＯＳＳ制定時の国会答弁（資料８）では、車庫証明手続は除外されていた。それが運用時

点では当然のこととして組み込まれてしまっていたのである。 

紙で提出すべきとされている印鑑証明と委任状に「自動車保管場所証明書」の提出を1枚加えること

は、運輸支局においての本人確認作業の負担となることは考えられず、車庫証明書の交付の完了が前

提なので、警察署における保管場所の調査事務、保管場所標章の交付事務もＯＳＳの申請以前に完了

していることになる。こうすることによってＯＳＳへの対応で従来以上に輻輳していた警察事務の負

担軽減にも繋がるはずである。 

また、車庫証明申請（通知申請）についての補正等による申請の遅滞や、それに伴う登録日の不確

定要素の発生、スキャナー読取送信に伴う民々間の契約である使用承諾証明書の改竄、地図の送信に

おける著作権に抵触する疑義といった事態も無くなり、ユーザーの利便性の向上という観点からも合

理的であるとおもわれる。 

 

＊ＯＳＳによって申請される車庫証明の通知申請では、所在図・使用権限疎明書面をスキャナーで

読込み警察署に送信するが、所在図については「市販の住宅地図、インターネット上の地図」を

利用することが現状での大勢である。著作権保護の観点からも、そのような著作権法上問題とな

る恐れのある地図を、警察署がＯＳＳ申請時の添付ファイルとして自動受理システムによって、

有効なものとして処理することは避けるべきである。（警察庁はこの指摘への回避策として、経団

連要望を取り入れる形で、平成23年度以降、使用の本拠地と保管場所が同一地である場合、所在

図の添付を不要とした。） 
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また、使用権限疎明書面（使用承諾書）に関しても、スキャナー読込み時での改竄（改竄した書

面をコピーしてスキャナーで読み込むこと等を指す。）の恐れが無しとはいえない。特にガレージ

の契約書等を使用権限疎明書面として利用する場合では、契約書は民々間の書類であり、振込先

の口座番号や名義人などの個人情報、金額などが明記されていることもあることから、警察署が

ＯＳＳ申請時の添付ファイルとして自動受理システムによって処理することは、同じく避けるべ

きである。 

 

＊ＯＳＳ申請において、車庫証明添付書類をスキャナーで読込み、添付ファイルとして送信し、そ

れを警察署が自動受理するシステムは、警察行政の「証明事務」であるという点から、原本の信

憑性の推定責任・原本確認行為の不存在という観点からも、なお更に慎重であらねばならない。 

（この場合にあっても、送信が終わった書類の原本の保管・管理については、その責任の所在が曖

昧なままである。） 

 

＊行政書士法にいう事実証明書類として、行政書士が自動車の保管場所の配置図を作成した場合に

おける、警察署による保管場所の調査事務の省略も、国民利便・負担軽減の観点（警察の証明事

務の期間短縮）からは実現が望まれる。（警察署の証明事務・行政書士の実地調査に基づく事実証

明書類の作成・資格者代理人制度等参照のこと） 

 

 

● 規制改革要望 国土交通省（5077003）  21年 6月 国民利便・負担軽減推進協議会  

印鑑証明書等を活用した自動車登録手続のワンストップサービス（ハイブリッドＯＳＳ）は、利用

する側の意見を聞き構築したといっているが、利用する側に数千万以上の開発費用の負担を強いるシ

ステムであり、一般国民からは到底支持されない業界専用のシステムとしてしか存在価値がないもの

である。一方、国土交通省のホームページに申請画面がある現行のアプレットＯＳＳは、個人利用者

が17年 12月～20年 6月までの2年半で59件であり、月間の利用者は2名にも満たない。 

全く利用されていない公的個人認証等に固執し、そのシステムを維持するために、莫大な経費を投

入し税金の無駄使いを今後も生じさせるべきではない。（会計検査院19年度決算検査報告）このよう

な、殆ど機能していないシステムを維持するために費用を使うべきではなく、ＯＳＳシステムを見直

し、公的個人認証カードを持っていなくても、国民やその代理人が自己の PC の環境設定だけで利用

できるシステムに改良すべきである。 

 

①申請者又は代理人は、ＯＳＳによる申請完了後の登録時点で、車検証やナンバーの交付を受けるた

めに、一度は運輸支局に出向く必要がある。それならば、ＯＳＳの申請時に、印鑑証明書や委任状

も併せて読み取り送信し、登録可能時点以降に現物を持参し、登録官の照合を受け手続きを完了さ

せるという方式も可能なはずである。 

②自動車登録手続のＯＳＳにおいて、資格者代理人（行政書士）による本人確認制度の創設も、国民

利便・負担軽減推進のために検討すべきである。(登記法において採用済） 
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国土交通省 回答 

自動車は外形的に類似したものが大量かつ広範囲に移動するものであるため、自動車を巡る各種の

公法上及び司法上の権利義務の客体の明確化や社会秩序維持のため車両を特定する必要があります。

このため登録制度を導入し、所有状況に関する事項等を公証することにより、上記目的の実現を図っ

てきております。 

 そのため、登録に当たっては、窓口において、申請内容の確認のみならず、本人であることを確認

するために、印鑑登録証明書の添付を求めており、代理人が手続きを行う場合であっては、権限を証

する書面として委任状の提出を求めているところです。 

一方、自動車保有関係手続きのワンストップサービスにおいては、これらと同等の本人性の確認を確

実に行う必要があることから、同等の措置として、代理人の申請であっても、本人性の確認を確実に

行える仕組みとして地方自治体で提供される公的個人認証サービスの利用または印鑑登録証明書の

提出を求めているところです。 

 なお、登録が所有権の得喪の対抗要件となることに鑑み、申請時に厳格に本人性を確認する必要が

あることから、これらの書類または公的個人認証については、事後に確認することとすることは困難

であると考えております。 

これらのことから、ご提案いただきました①の方法によることはできないものと考えております。な

お、②については、不動産登記法においては、事前通知制度において資格者代理人による本人確認制

度がありますが、自動車の登録制度においては、事前通知制度がないため、適用できないものと考え

ております。 

    

    

８８８８．．．．    行政書士の出張封印行政書士の出張封印行政書士の出張封印行政書士の出張封印とととと甲種受託者甲種受託者甲種受託者甲種受託者の野望の野望の野望の野望    

自動車にナンバープレートを取り付けた際に、後面ナンバーの左上に行うのが封印である。 

現在、運輸支局から封印を行うことを受託されている者は、法令上にその区分は無いが、便宜上では

甲、乙、丙の三種が存在する。甲種は、封印をすることとされている全登録自動車について施封（封

印を行うこと）することができ乙、丙は新車、中古車販売店の業務に即した車に限って施封を行うこ

とができるとされている。この「封印取付け代行者」の総元締が社団法人全国自動車標番協議会であ

る。今後の問題は、社団法人全国自動車標番協議会をどう扱うのかということである。この協議会も

平成１７年 10月 7日付け全標協発第４４号文書で、総務省に対しＯＳＳへの参入を要望してきてい

る事実がある。 

この団体は、運輸支局における甲種封印受託者団体の全国の総元締めであり、行政書士に対しては、

国土交通省と協議の上で、甲種の一部再委託として行政書士による出張封印を、行政書士との契約に

よって認めている団体である。つまり、自動車関係業務を扱う行政書士が、喉から手が出るほど欲し

い「施封権（自動車への封印を行う権利とこれを受託されている者）」を握っている団体なのである。

この団体が折に触れて、行政書士に出張封印枠の拡大を与えることを餌に、ＯＳＳに乗り込もうとし

ていることは明らかであり、全標協発第４４号文書では「標番交付代行業務の傍らで、行政書士の下

で自動車の登録代理申請業務を行ってきた。また行政書士会の求めに応じて行政書士に封印取扱いの

道を開いてきており、行政書士とは良好な関係にある。」と述べている。 
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このことは裏を返せば、長年に亘って雇用行政書士を利用した違法な書類作成行為を続けてきたと

いう書証でもあり、運輸支局長の単なる委託先でしかない自動車の封印受託者としての立場を忘れて

自らの権限によって、行政書士に封印受託者としての権限を再委託しているのだと言って憚らない傲

慢さがある。 

 

二ヶ月後、この団体はこともあろうことか日行連と「覚書17.12.5）」まで交わしたのである。「今

後、ＯＳＳの対象手続きとして移転登録等が開始されるまでの間に、各団体の手続き等の実績を踏ま

え、相当な経験又は能力を有する者の基準について協議を行い、整理することとし、それまでの間は

乙（社団法人全国自動車標番協議会）の傘下団体（神奈川自動車会議所、愛知県自動車会議所、大阪

陸運協会）は、現状の出頭申請の取扱いをＯＳＳに応用するものとする。なお、現状の取扱いのあり

方について、懸案がある場合にあっては、引き続き関係者間で友好関係を維持し、誠意をもって協議

するものとする。・・」 

書類の作成とは全く係わりのない（当然、その事業目的にも記載はない）専らナンバープレートの交

付業務に関わる団体に法第１９条の但し書きを適用する道筋を残し、そこに少しでも口実を与えるこ

とは、我々行政書士自らが滅びの道を歩むこととなることを、銘記しておかなければならない。 

 

この封印（権）問題に関して少しだけ強硬な意見をいえば、十数年前に行ったように「全国の行政

書士が一斉に各運輸支局長に対して封印委託の申請を行う。」という、法に基づいた正当な権利行使

の道と手段も残されていることを付記しておきたい。但し、その当時の申請の多くは取り下げを強い

られ、それでも拒否した分は受理されること無く預かりという形の店晒しにされたままであるが、こ

の事実こそが、国土交通省と各地の運輸支局にとって如何に衝撃的な案件だったかを物語っている。 

こうした一連の運輸行政と、それを取り巻く自動車業界の利権構造問題に関しては、元日行連会長

である盛武隆氏がスペシャリストであり、彼の手によって滋賀会会報に論評を寄稿したり、各種報告

書として公表されている。最近では「行政＆情報システム」10 月号（2009 Vol.45）に「電子政府

構築とＯＳＳ/ＭＯＴＡＳについて」と題した論文を寄稿しているので一読願えればと思う。 

 

 

９９９９．．．．    自動車の封印制度は必要なのか－運輸局の管轄主義－自動車の封印制度は必要なのか－運輸局の管轄主義－自動車の封印制度は必要なのか－運輸局の管轄主義－自動車の封印制度は必要なのか－運輸局の管轄主義－ 

更に言えば、自動車の封印制度は必要なのかということである。軽自動車の手続は「登録」ではな

く「申請・届出」制となっており、封印制度は存在しない。そしてこのことによるナンバープレート

の盗難等の事故も、登録自動車に比してもさほど発生していない。 

つまり、自動車が不動産に準ずるほどの価値があった時代においてはいざ知らず、運輸局の管轄主

義の象徴でもあった封印制度は、前世紀の遺物であり「民事的効力・行政的効力」から見ても、時代

遅れそのものの制度であるということである。封印制度のために、封印するためだけであっても自動

車を運輸支局に運行し、封印を受けなければならず、燃料の消費、CO2の排出、交通渋滞、交通事故

等どれをとっても経済的、環境負荷の損失だけが際立ち、今となっては何等意味をなさない制度であ

る。そして封印を行う際に要求される能力は、車検証と当該車両の車台番号の一致確認という単純作

業だけである。 
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こうした管轄主義（部局保存本能）は、封印制度だけでなく自動車の登録手続きにおいても然りで

ある。管轄制度が存続する限りにおいて、全国九運輸局とそれを取り巻く関連団体（運輸支局のＯＢ

が天下っている）は生き長らえることができているといっても過言ではない。 

管轄制度を廃止すれば、自動車は全国統一の手続きが可能となり、国民利便・負担軽減の推進に繋が

ることは間違いない。これらをみんなの力を結集して推し進めるだけで、運輸行政における管轄主義

と業界の利権構造は崩壊するのである。（現在でも、破損した封印の再封印、他府県ナンバー車の転

入抹消等は、運輸局の管轄主義から外れ全国統一の制度となっている。） 

 

 

 ● 規制改革要望（国土交通省S019005） 国民利便・負担軽減推進協議会 平成20年 10月 

登録自動車における封印制度を見直し、申請者本人が封印を行うことを認めるべきである。軽自動車

等には存在しない登録自動車の封印制度によって、毎日何千台という自動車が、ナンバープレートを

変更するというその目的のためだけにガソリンを消費させ、CO２を増加させ、交通渋滞や事故の危険

性を伴いながら各運輸支局へ運行されている。このことは、環境問題、エネルギー問題等を考えれば、

早急に解決されるべき課題である。軽自動車の届出制度では、ナンバープレートへの封印という制度

が無いが、そのことによる特段の問題の発生もなく有効に機能している事実がある。自動車の登録制

度の廃止要望で論じたように、自動車の登録制度における民事的効力が事実上機能していない現状に

おいては、現行の封印制度を今後も維持して行く必要性はない。 

また、環境悪化の相当部分を占めている自動車の運行は、二酸化炭素の増加、交通渋滞、交通事故

の危険性及びエネルギーのロスを増加させるだけであり、国民の利便と負担軽減の推進に逆行してい

る。これらの点について、地球環境というグローバルな観点から比較検討すれば、国土交通大臣の委

託を受けた者等だけが封印の取り付けをすることができるという、現状の封印制度を維持する論拠に

乏しいことは明らかである。よって、自動車を運輸支局に持込むことなく登録等の手続を行った申請

者（代理人）が、番号標と共に封印を受領し、その後、本人の責任において封印（施封）が可能とな

るよう制度を見直すべきである。 

 

国土交通省 回答 

登録自動車の封印制度は、自動車登録制度の実効性を担保するため、自動車登録ファイルに登録され

た自動車登録番号を表示する自動車登録番号標を国が交付し、国が封印することとしているものであ

る。従って、施封を申請者本人に任せた場合、不正なナンバーの付け替えや、未登録自動車（無車検・

無保険）の運行、未施封によるナンバー盗難、盗難ナンバーを取り付けた自動車を使用した犯罪など

の恐れがあることから適切ではない。 
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１０１０１０１０．資格者代理人制度．資格者代理人制度．資格者代理人制度．資格者代理人制度 

 

行政書士業務に関しても、他資格者（司法書士、社会保険労務士）に見られる「資格者代理人」制

度を採用するように働きかけを強めるべきである。 

そのためには関連業法の法改正が必要だが、この方式を採用することによって、行政書士の責任は加

重されるが、一方で申請者の本人確認が行政側では不要となり、代理人行政書士だけで申請を行うこ

とができる。このシステムを採用することによって、依頼者、行政書士、行政機関の何れにとっても

利便性は格段に増進する。 

この「資格者代理人」制度の行政書士への適用こそが、行政書士が法律家として独り立ちできる最

善の方策ではあるが、ことこれに関する対応は日行連においても遅々として進んでいないようである。 

以下は資格者代理人制度に関する、内閣府IT戦略本部ロードマップからの抜粋である。 

    

    

 

－IT政策ロードマップ （IT戦略本部 平成20年 6月 11日）－ 

 

代替措置による添付書類の省略 

ア 申請者本人の保管による省略 

行政機関が必要に応じて書類の内容を事後に確認すること又は書類の記載内容を入力してオンラ

インで提出することなどにより目的が達成できるものについては、申請者本人が当該書類を保管す

ることにより、申請時における添付を省略するものとする。 

 

イ 代理人が確認することによる省略 

士業者が法令に基づき申請者本人に代わって申請を行う場合は、行政機関において直接添付書類の

内容を厳格に確認する必要がある場合を除き、当該士業者が添付書類の内容を確認することにより、

当該書類の添付を省略するものとする。 

 

②士業による代理申請の際の本人確認の簡素化 

士業者が法令に基づき申請者本人に代わって申請を行う場合に、申請者本人の電子署名について、

IDパスワードによる代用や省略を可能とする措置について、対象手続きの拡大や更なる本人確認

の簡素化を計るものとする。 
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１１１１１１１１．登録自動車の民事的効力とＯＳＳについて．登録自動車の民事的効力とＯＳＳについて．登録自動車の民事的効力とＯＳＳについて．登録自動車の民事的効力とＯＳＳについて    

 

問題の前提 

 自動車の登録制度を規定する道路運送車両法は第４条で、＜自動車は、自動車登録ファイルに登録

を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない＞と規定すると同時に、第５条第１項

で＜登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することが出来ない

＞と規定して、自動車の登録において民事的効力（第三者に対する対抗力）を付与している。更に自

動車登録規則第１１条において＜自動車に関する登録の申請を受理したときは、申請書にその年月日

及び受理番号を記載しなければならない＞と規定すると共に、自動車登録令第２３条で＜登録をする

場合の順序は、申請を受理した順序による＞と規定している。 

 従って、自動車登録制度においても、不動産登記制度と同様に民事的効力が付与されており、第

三者との対抗問題を明確にするための担保として、申請を順番に受付け（基本的には一つの窓口で申

請を順次受付け）、年月日及び受理番号を記載し、その順番通りに登録（自動車登録ファイルに記載）

することを義務づけている。そして、もし二重売買等で対抗問題が生じた時に、所有権を優先させる

基準を明確にして国民の権利を擁護している。 

 

 

問題点 

１．実際の運輸支局及び自動車検査登録事務所の申請窓口においては、一般の申請者は法律の 

趣旨に従って受付け窓口にずらっと一列に並ばされ、順番に登録の申請をさせられるが、 

「自動車登録業務代行センター」の申請書類に関しては、一般の申請窓口とは別に優先的に受

付け処理されている。国交省は「自動車登録業務代行センターの書類は多量で、一般申請者の

便宜の為に別口で受付けている」と抗弁している。 

２. 自動車登録規則第１１条において規定されている「年月日及び受理番号」は記載されず、複数

台ある車検証を印字・出力するコンピューター端末にランダムに申請書類を投入し、その出力

番号を受理番号として処理している。 

３．平成２４年から予定されているＯＳＳによる中間登録が始まれば、上記の窓口申請に 

おける業界団体の特別扱いの問題と受理番号の問題に加えて、窓口申請とＯＳＳ申請にお

ける受理番号の確定問題が重なり、問題は更に深刻化する。 

 

 

結論 

  わが国の自動車登録制度が、その登録には第三者に対する対抗要件としての法律的効力を 

付与している以上、登録の受付順序は重要な要素であり、登録書類の受付順序を明確にして 

自動車登録業務を遂行しなければ、二重売買等で対抗問題が起こった場合に国民の権利を擁護で

きず、道路運送車両法のきわめて重要な部分に違反する。然るに国土交通省は、一般申請者の便

宜の為であるとの理由のみで、この問題を正当化しようとする。しかし、民事的効力の問題は、

一般申請者の便宜のために自動車登録業務代行センターの書類を別口で受付けてよいという問題
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とはまったく別の次元の問題である。ましてや、一般申請者がずらっと並んでいる横を自動車登

録業務代行センターの人間が通り過ぎてゆき、その申請書類が直ちに受付け処理されている現実

を見れば、いったい何処に一般申請者の便宜の為という理由が成り立つのであろうか。また、自

動車登録規則第１１条において規定されている受理番号の代わりに、車検証を印字・出力するコ

ンピューター端末にランダムに申請書類を投入して、その出力番号を受理番号にするという主張

は、本末転倒も甚だしい。順番に受付けたものを順番に登録するのが法律の趣旨であり、登録し

てしまった順番を受理番号にするという主張は、国土交通省自身が、自動車登録制度を崩壊させ

ていると言わざるを得ない。 

 そして、平成２４年から予定されているＯＳＳによる中間登録が始まれば、窓口申請とＯＳ

Ｓ申請における受理番号の確定問題が重なり、問題は更に深刻化する。深夜三時にＯＳＳ申請

された移転登録申請と、一般の申請者が支局の業務開始前から窓口に並んで漸く受付けられた移

転登録申請と、一般申請者より後から支局に到着したが、一般受付窓口とは別口に優先的に受付

処理された自動車登録業務代行センターの移転登録申請において、どのように受理番号を付し、

どのようにその登録すべき順序を確定させようとしているのか。国土交通省は明確な基準を示す

必要がある。                    （本稿 東京会 山田保会員提供） 
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第第第第ⅥⅥⅥⅥ章章章章    行政書士制度行政書士制度行政書士制度行政書士制度を考えるを考えるを考えるを考える    

    

    

１．１．１．１．ワンストップサービスワンストップサービスワンストップサービスワンストップサービス    法第法第法第法第 19191919 条但し書きと総務省令の改正問題条但し書きと総務省令の改正問題条但し書きと総務省令の改正問題条但し書きと総務省令の改正問題     

 

行政書士は、その歴史が示すように、国民にとって身近な相談相手であり街の法律家として、なに

よりも国民の利便向上・負担の軽減という国民の立場からの意見を発信していくべきであり、国民に

代る資格者代理人としての立場からも、行政施策に関して積極的な働きかけをしていかなければなら

ない。そのためには、行政書士は「資格者代理人」として、国民にとって有用となる行政に関する手

続の円滑な実施に寄与すること。また、行政書士は「街の法律家、身近な相談相手」として、国民の

利便性の向上・負担軽減の観点から国民生活に寄与することの二点を基本スタンスとして明確にする

必要がある。これ等が相まって初めて、司法制度参入への過程が見えてくる。ADR実施機関の立ち上

げと実績の先にADR代理権が存在し、行政不服審査の代理権等の、名実を伴った資格者代理人制度が

構築できる。 

 

 

国民利便に資する行政書士制度の有用性に関する論理国民利便に資する行政書士制度の有用性に関する論理国民利便に資する行政書士制度の有用性に関する論理国民利便に資する行政書士制度の有用性に関する論理のののの構築構築構築構築    

①①①①    国民のアクセス権の確立国民のアクセス権の確立国民のアクセス権の確立国民のアクセス権の確立    

平成8年、各省庁の事務次官会議によって押印制度の見直しが決定され、紙から電子への方向性が

示された。このことが、平成12年の e-Japan戦略へと繋がり、日本は世界一の電子立国を目指すこ

とを目標として掲げた。この過程の中でオンライン化三法が制定され、自動車保有関係手続もワンス

トップサービス化が図られ現在に至っている。 

電子申請においては「国民誰もが24時間好きな時に簡単に手続ができる」という目標の下で制度

設計がなされ、システム運用がなされているが、これを標榜した国土交通省HP上のアプレットOSS

は、住基カードの普及が進まず今でも年間百件未満しか利用されていない。一方の、自動車業界専用

ともいえる紙と電子を併用した方式であるハイブリッドOSSでは、順調に利用率が上がってきており

10府県平均値では19.9％（22年 7月）となっている。国民のアクセス権という観点からこのOSSの

問題点を指摘し、是正させることが日行連に求められている。 

 

国民へのアクセス権の確保と云う観点からは、「国民誰もが24時間好きな時に簡単に手続がで

きる」柔軟なシステム構築が大原則である。そのためには、アプレットOSSを改修し、住基カ

ードがなくとも申請が可能となるようにすべきである。 

 

OSSに二種類の申請方式を混在させることは、今後、中間登録が開始された場合に、自動車登録

における民事的効力の付与（登録の順序）の面から疑義が生じるため認められない。 
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＜道路運送車両法＞ 

第４条  自動車（軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第

三十二条までを除き本章において同じ。）は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなけれ

ば、これを運行の用に供してはならない。  

第５条  登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することがで

きない。  

＜自動車登録規則＞ 

第 11条 自動車に関する登録の申請を受理したときは、申請書にその年月日及び受理番号を記載し

なければならない。 

＜自動車登録令＞ 

第23条 一の運輸監理部又は運輸支局において一の自動車に関し二以上の登録の申請があつたとき

は、これらの登録は、これらの申請を受理した順序に従ってしなければならない。 

 

 

②②②②    総務省令改正による総務省令改正による総務省令改正による総務省令改正による新規参入者への対応策新規参入者への対応策新規参入者への対応策新規参入者への対応策    

総務省令で定める者として、自販連が行っている型式指定車の新規登録に関しては、製造から販売

の流通過程における権利・義務関係に複雑な要因（相続、合併等）が存在しないことから、定型かつ

容易な手続として定められたものである。従って、このことをもって、相続、合併等の複雑な要因が

存在する中間登録の手続へも適用しようとすること自体に無理が生じることになる。 

また、中古車の個人間売買には、紙ベースで手交される譲渡証明書の存在もあり、譲渡の意思を確

認する手段としての電子的な提供制度は、中間登録においては未確立の状況にある。 

 

 

自販連が行う型式指定車の新規登録は、製造～販売という過程において権利・義務関係が単純

明瞭であり、定型かつ容易な手続として定められた。しかし、中間登録では、相続・合併・破

産等の複雑な要因が存在し、添付書類も多いことから、定型的かつ容易な手続とはなりえない。 

従って、自販連及びその他の団体を、中間登録における「総務省令で定める者」とすることは

できない。 

 

 

今後の中間登録については、自販連及び他の団体等が自動車保有関係手続のワンストップサー

ビス（OSS）に参入することは、輻輳する権利・義務関係に関して専門的な法的担保能力の措置

が取られていない以上、認めることはできない。この場合における専門的な担保能力とは、即

ち、行政書士試験によって担保されるべきものとするのが法令上の規定である。 
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行政書士行政書士行政書士行政書士法第法第法第法第 19191919 条の適用条の適用条の適用条の適用除外に対する除外に対する除外に対する除外に対する考え方考え方考え方考え方    

 

法第１９条では「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に

関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この

限りでない。」としている。このことからすれば、第１９条の趣旨を堅持するためには逆に「この手

続は、定型的かつ容易に行えるものではない。」こと及び「この手続に関し、相当の経験又は能力を

有する者はいない。」ことについて、日行連と行政書士全員が認識を共有する必要がある。 

 

①「この手続は、定型的かつ容易に行えるものではない」ことの立証①「この手続は、定型的かつ容易に行えるものではない」ことの立証①「この手続は、定型的かつ容易に行えるものではない」ことの立証①「この手続は、定型的かつ容易に行えるものではない」ことの立証    

新車の新規登録以外の手続（中間登録）に関しては「相続・合併・分割・清算・破産・盗難車・外

国人」等の複雑な案件が多数存在し、民法・会社法等の法律知識が必須となる。従って、こうした手

続は定型的ではなく、かつ容易に行えるものでもない。複雑な中間登録には、多くの添付書類（遺産

分割協議書・臨時総会議事録・取締役会議事録・裁判所の許可書・領事館の証明書）が要求されるが、

これ等は今後も紙ベースで行うしか手段はなく、行政書士法の適用場面となる。（OSSでのスキャナ

ーによる読取り送信であっても、その原本は紙の書面である。） 

 

 

②②②②    「この「この「この「この手続に関し手続に関し手続に関し手続に関し、、、、相当の経験又は能力を有する者相当の経験又は能力を有する者相当の経験又は能力を有する者相当の経験又は能力を有する者」の不存在」の不存在」の不存在」の不存在の立証の立証の立証の立証    

総務省令で定める手続とは、行政に対する手続の類型であり官公署への手続を指す。この手続に関

しては、行政書士以外の者が報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは禁止されている。 

総務省が省令で「者」を定めることは、従来からなし崩し的に行われてきている行政書士法違反の

実態及びその行為者を容認することであり、また社会的な責務を負った自動車関連団体のコンプライ

アンス問題に繋がることでもある。 

 

例えば、自販連の代行センターが、長年に亘って行政書士を雇用し、業務処理をさせてきていたと

しても、それは、そこに雇用された行政書士の業務（経験）でしかありえず、自販連の代行センター

自体が、経験と能力を積んだことにはならない。これらの「者」を総務省が省令で定めることは、行

政書士制度を維持し、発展させる責務を負った総務省自らが、その責任を放棄することでしかありえ

ないことになる。 

従って、総務省の立場からすれば「この手続に関し、相当の経験又は能力を有する者」とは、行政

書士法違反の常習者（団体）の存在を可として認めることになるため、行政書士制度を管轄する総務

省としては、否定することしかできないと考えられる。 

なお、総務大臣が行う行政書士への援助として、法第19条の4に規定された「その他必要な援助」

とは、前段と並列関係にあり、行政書士の資質向上のための、講習会の開催、資料の提供、その他あ

らゆる必要な手段が含まれる。当然に、行政書士法の遵守、法に抵触する行為者への指導、行為者を

管轄する省庁への意見等も含有されていると考えなければならない。 
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③③③③    「無償で自動車登録手続に関する書類の作成又は相談活動」を続ければ、「無償で自動車登録手続に関する書類の作成又は相談活動」を続ければ、「無償で自動車登録手続に関する書類の作成又は相談活動」を続ければ、「無償で自動車登録手続に関する書類の作成又は相談活動」を続ければ、相当の経験相当の経験相当の経験相当の経験

又は能力を有する者又は能力を有する者又は能力を有する者又は能力を有する者になれるとの解釈の否定になれるとの解釈の否定になれるとの解釈の否定になれるとの解釈の否定    

平成17年秋、日行連と総務省との協議の中で「定めない者であっても、電磁的記録の作成部分を

無償とすれば、OSS手続を業として行えます。無償で経験をつんだ場合、早晩総務省令で定めること

が想定されます。」との総務省発言があったと記録されている。しかし、総務省担当者がこの発言を

行うこと自体が甚だしい認識不足であり、この発言を是とした当時の日行連役員の資質も問われなけ

ればならない。（17.11.18理事会資料「自動車保有関係手続のワンストップサービスに関する基本方

針（案）」） 

 

昭和 62年 4月 1日、警察庁生経発第40号にて、自治省行政局行政課長宛の照会文書と同回答文書

によれば、「行政書士法の規定を遵守するため、申請書の作成については無料とし、添付書類の収集

及び申請書の提出の人件費及び交通費等の実費を登録代行手数料として顧客に明示して料金を徴収

している場合は、契約書、領収書等の書面上或いは口頭で書類の作成については無料としていても、

実質的に申請書の作成部分に対する報酬に該当する部分が全体の料金に含まれていると認定できる

のであれば、法第19条第 1項に違反する。（昭和62年 6月 19日 自治行第83号）」とした回答と、

17年の総務省担当者発言との整合性は全くない。 

 

つまり、自動車登録の手続に関しては、自動車販売店がトータルで代行料を得ている以上、それは

一連の手続の流れの中にあるのであって、その中の一部分だけを切り分けて無償とする解釈は、行政

書士法第19条第 1項との関係では認められないということである。もしこれを認めさせようとする

ならば、手続代行そのものを無償で行うしかない。 

なお、「無償で業として行う」ことができるとすることについての解釈は、資本主義社会における

経済活動の原則からして、何等意味をなさないことはいうまでもない。「業」とは、ナリワイ（生業）

のことであり、その活動によって生計を維持していることであるから、無償では「業」そのものが成

立しないということになる。 

 

④④④④    「「「「当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聞く」前提を聞く」前提を聞く」前提を聞く」前提としてとしてとしてとしての法令順守の法令順守の法令順守の法令順守    

総務省と日行連は、国土交通大臣の意見を聞く前提として、自動車関連団体の違法行為を指摘し、先ず

は、所管する国務大臣に是正の指導を求めるべきである。 

この指導が徹底されたか否かは、その後 5 年間程度の期間にわたって、総務省と日行連によって注視さ

れる必要がある。なお、この違法行為についての指摘事項については、各種の新聞報道から抜粋すれば概

要は直ぐにも判明する。 

・ 意図的な車庫飛ばし 

・ 中古車の走行メーターの巻き戻し 

・ 排ガス規制区域対策としての使用の本拠の位置の恣意的な設定 

・ 自賠責保険 37 ヶ月、自動車諸税の始期月による負担増、取得税に係る問題点の存在 

・ 商品車登録と自家使用車の非区分による自動車税に係る違法性 
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２２２２    登録・入会登録・入会登録・入会登録・入会    勤務しながら勤務しながら勤務しながら勤務しながらの問題点の問題点の問題点の問題点        

勤務しながら業務を行おうとする者の登録・入会上の問題点勤務しながら業務を行おうとする者の登録・入会上の問題点勤務しながら業務を行おうとする者の登録・入会上の問題点勤務しながら業務を行おうとする者の登録・入会上の問題点    

表題に記載した者が行政書士の登録・入会をしようとする場合、本会では「誓約書」を徴して、日

行連に登録の進達を行っている。日行連はこれを受けて審査を行いその可否を決定しているが、これ

に関しては以下の問題点があるので、その分析と検討を試みる。 

 

①行政書士法が要求している基準 

行政書士法第６条の２第2項第２号（登録の申請及び決定）では、行政書士の信用又は品位を害す

るおそれがある者、その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者からの登録申請

は拒否しなければならないと定めている。表題の場合では、下記事項の内の③と④が該当する。 

 

① 申請者が行政書士となる資格を有しない 

者 

行政書士法第６条

２第２項 

② 心身の故障により行政書士の業務を行な 

うことができない者 

行政書士法第６条

の２第２項第１号 

③ 行政書士の信用又は品位を害するおそれ 

がある者 

行政書士法第６条

の２第２項第２号

前段 

 

 

 

 

登録拒否該当者 

④ 行政書士の職責に照らし行政書士としての

適格性を欠く者 

行政書士法第６条

の２第２項第２号

後段 

 

そこで、行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者、行政書士の職責に照らし行政書士とし

ての適格性を欠く者の判断基準を何処に求めるのかが重要となる。日行連はこの判断基準の曖昧さを

条文に照らして精査することなく、誓約書の提出という簡便な方法によって処理してきたという、法

解釈上における重大な過誤責任があるので、以下においてその検証を行いたい。 

 

②登録・入会時の誓約書に関する問題点 

疑義のある者からの登録入会申請には、誓約書の提出が義務付けられているが、上述したように、

日行連の重大な過誤はまさしくこの点に存在している。日行連は自らの手で、誓約書の提出をもって、

行政書士の職責に照らし、行政書士としての適格性を欠く者の判断基準である行政書士法第６条の２

第２項第２号への該当性を免除させてしまっているのである。法人等に勤務しており、事務所は別の

場所に設ける場合」の例示として、その誓約内容は以下の通りとなっている。 
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＜ 誓 約 書 ＞ 

 

今回、貴会に登録・入会するに当たり入会後も「○○○会社」に勤務いたしますが、法の趣旨に

沿って下記条項を遵守いたします。 

違背した場合には厳正なる処分を受けても異議はなく、また調査のため必要がある場合には資料

を提出することを誓約いたします。 

 

一 事務所の入り口は専用とし、表札は不特定多数の人が確認できる場所に掲示します。 

二 勤務先においては、行政書士業務を行いません。 

三 行政書士業務は他人に行わせず、自らの責任において受託し処理をいたします。 

四 行政書士業務は正当な理由なく遅らせたり、依頼を拒むことは致しません。 

五 行政書士業務の報酬は行政書士として収受し、所得税の確定申告を致します。 

六 誠実にその業務を行うと共に、行政書士の信用又は品位を害するような行為は致しません。 

 

この誓約内容は、行政書士法第8条以降の条文及び施行規則第２条の１４以降より導き出されてい

るが、条文の解釈は条文より直接的に導き出すのが本筋であり、条文に規定のない誓約書の提出をも

ってその条文上において疑義ある事項を可とすることは、原則的に許されないと解するべきである。 

    

③日行連の審査における問題点 

「行政書士」とは「登録・入会後の者」のことである。問題となるのは、登録入会した後、その業

務遂行上において、信用又は品位を害するおそれがある者のことであり、適格性を欠く者のことであ

る。この前提に立てば、日行連は将来疑義が起こりうる蓋然たる事情を有する該当者を、誓約書の提

出という簡便な方法を用いて、自らの手で認めてしまうことは重大な過誤であることは否定できない

と考えられる。 

 

 

「問題点１」 依頼に応じる義務について 

依頼者はいつ何時に依頼しに来るのか未定であり、通常の社会常識からいえば、午前９時から午後

６時前後迄はその常識の範囲内と考えられ、平日は会社勤務のため夜間のみ依頼を受けるとか、土日

のみ依頼を受けるとかは、一般的な社会通念上において、他人からの「依頼に応じる義務」を、独立

した専門職種として果たせていないと考えるべきである。 

この点において、誓約書第四項、第六項は違反しているといわなければならない。 

 

 

「問題点２」 秘密を守る義務について 

会社勤務を認めた場合、当該会社がどのような事業内容の会社であるのか、その事業内容や勤務し

ている行政書士の職務の中に、依頼者からの依頼事項に関連する情報があった場合、それが利用され
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る恐れはないのか、秘密を守る義務が果たせるのか疑問を禁じえない。この点においても誓約書第二

項、第六項は違反しているといわなければならない。 

    

 

● 規制改革要望（法務省） 個人 19年 6月 

・要望事項１：日本司法書士会連合会がおこなう司法書士登録の審査に関する基準を、明確にし

て欲しい。 

 

・要望事項２：日本司法書士会連合会がおこなう、司法書士登録の審査に関する基準を緩和し、

登録希望者が司法書士と会社員とを兼業することを希望する場合にも、登録が認めら

れるようにして欲しい。 

 

 

・法務省回答 

司法書士となる資格を有する者が司法書士となるには，日本司法書士会連合会の登録を受けな

ければならない。日本司法書士会連合会は，登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず，

又は司法書士法第１０条第１項各号のいずれかに該当すると認めたときは，その登録を拒否しな

ければならない。審査基準は司法書士法第１０条第１項各号のとおりであり，これ以上詳細な基

準を，あらかじめ個別具体的に規定しておくことは困難である。 

また，審査基準は，司法書士の業務を適正に行うことができる適格者を把握し，その者にのみ

司法書士としての業務を行うことを認めることによって，国民の権利の保護に寄与するものであ

るから，審査基準を緩和することは適切ではない。 

 

 

・ 再要望に対する法務省からの再回答 

 

登録審査は，基準に適合しているか日本司法書士会連合会が審査するものであり，日本司法書

士会連合会の審査は法務省の解釈に拘束されるものではないが，司法書士と会社員の兼業を認め

た場合，当該司法書士は会社での勤務中は依頼に応ずることができず，司法書士業務で知り得た

依頼人の情報が会社での業務に利用にされかねないなど，依頼に応ずる義務（司法書士法第２１

条），秘密保持の義務（同第２４条）等の司法書士法上，司法書士に課せられている義務が遵守さ

れなくなるおそれがあるなどの事情があるようなケースでは，司法書士と会社員の兼業を認める

ことが適切ではないものと考える。 

いずれにしても，登録を求める者の置かれた状況は，各人ごとに千差万別であり，登録審査は，

個々の事案を考慮しつつ，個別に日本司法書士会連合会において適合性を判断するほかないと考

える。 
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３３３３    行政書士の事務所での行政書士の事務所での行政書士の事務所での行政書士の事務所での「「「「常駐常駐常駐常駐」」」」と「補助者の雇用」と「補助者の雇用」と「補助者の雇用」と「補助者の雇用」        

    

（１）行政書士の事務所での常駐（１）行政書士の事務所での常駐（１）行政書士の事務所での常駐（１）行政書士の事務所での常駐    

 前述の各項において法第８条の重要性に触れたが、では何故法第８条が重要な意味を持つのかを以

下に分析してみたい。 

① 用語の定義 

一般的に「常駐」とは、本社（本店）等から命を受け、支社（支店・出張所・駐在所）等において

通常勤務し、業務を遂行する態様を意味する。 

「常勤」とは、勤務日において、その勤務時間が当該事業所において定められている従業者等が勤

務すべき時間数に達していることを意味するとされている。 

これらは何れも雇用と就業形態の側面から意味をもつ用語であり、個人事業主として位置づけられ

ている個人行政書士の場合には合致しない面があるが、行政書士法第１３条の１４（社員の常駐）

にこの用語が使用されているので、整合性をとるためと用語の意味を分かりやすくするために、本

稿では個人行政書士の場合でも、敢えて「常駐」という用語を採用しながら、その語彙の持つ意味

と分析を試みる。 

 

② 常駐性から見た法改正の趣旨 

従前の行政書士法施行規則（旧第３条）では「事務所以外の場所での業務の禁止」規定があったが、

その後、法第１条の３に「代理権」等が規定されたことにより、事務所以外での業務の禁止という

「代書的業務」から、事務所以外の場所での業務遂行権限（事務所以外での相談業務、申請手続の

代理等）が明記されることとなった。 

これによって、事務所以外の場所での業務禁止条項はなくなったが、その業務の活動主体たる場所

は、従来どおり、登録された行政書士事務所であることに変りなく、この施行規則の改正によって

常駐性が否定されたわけでもない。 

 

③ 常駐性の根拠条文の解釈 

＜行政書士法第８条＞ 

行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。 

２ 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。 

 

この場合の行政書士の業務とは、行政書士法第１条の２，１条の３に規定された業務を指す。これ

に規定された業務が行政書士としての業務（その他、法定外業務なども含む。）であり、これらを業

として行うための場所の意が、即ち、行政書士業務を行うための事務所設置＝業務遂行上の拠点とい

うことになり、出張などの場合を除き、業務を反復継続して行う場所と見ることができる程度の執務

状態とその物的空間全体を指す。申請手続の代理、申請取次、打合せ、相談業務、会務、研修等で事

務所を空けて出張したり、病気治療などの場合を除いて、行政書士は事務所に常駐（常勤）する義務
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があることは「行政書士業務を行うための事務所設置」を規定するこの条文上から明らかである。ま

た「業務を行うために・・」ではなく「業務を行うための・・」との、積極規定となっていることに

も当然留意して解釈しなければならない。 

 

 

＜他士業における常駐の定義＞ 

○ 弁理士会 

「常駐」とは、『業務責任の遂行を全うできる状態で、弁理士会に届出ている事務所に居ること』 

 

○ 弁護士会 

１ 当該事務所を名簿上の事務所として登録していること。 

２ 業務活動の本拠としていること。 

（１） 所在時間を比較して、当該事務所を中心として執務していると認められなければならない。 

（２） その業務が、当該社員によって遂行されていると認められる体制がとられていなければなら

ない。 

（３）常務の遂行状況、使用人の勤務状況を基本的に把握していなければならない。 

（４）事務所維持費用を基本的に把握していなければならない。 

（５）社員との連絡が、当該事務所において容易に取れなければならない。 

 

○ 司法書士会 

「常駐」とは、社員が業務を反復継続して行う場所と見ることが出来る程度の執務状態を指し、当該

事務所において使用する使用人などを指揮監督し、事務所所在地の司法書士会からの連絡が遅滞なく

伝わる程度に、日常的に執務していることを要する。 

 

・税理士法（事務所の設置） 

第４０条 税理士（税理士法人の社員（財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。）を

除く。次項及び第三項において同じ。）及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設

けなければならない。 

 

・社会保険労務士法（事務所） 

第１８条  他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務

士（社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。）は、その業務を

行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働

大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 

 

・司法書士法 (事務所) 

第２０条 司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。 
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＜行政書士法第９条＞ 

行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者

の住所・氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。 

＜施行規則第１１条＞ 

行政書士は、日行連の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。    

 

本条は、適正な業務遂行義務（行政書士法第１０条）から見た、帳簿類や職印の恒常保管施設（業

務遂行上の唯一の拠点としての証となる。）としての位置づけであり、また、知事の立入検査時（法

第１３条の２２）の対象となっている。逆に言えば、当該行政書士にとっては、拠点施設における適

正な行政書士業務を遂行しているとの証拠物ともなりえる。 

 

＜行政書士法第１０条の２＞ 

行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければなら

ない。＜本会会則第５２条＞ 同様規定あり 

 

行政書士法第１条の２には、他人の依頼を受け報酬を得て・・・ことを業とする。と規定されてい

る。この「他人の依頼を受ける」ことと「報酬を得て」は、行政書士業務を取扱う上での前提となる

必須条件である。他人の依頼を受け、業務を行う場所としての事務所に、報酬額の掲示をすることは、

行政書士法第１０条（行政書士の責務）、第１１条（依頼に応ずる義務）第１２条（秘密を守る義務）

と相まって、行政書士の業務遂行をこの条件に合致させる意味において、重要な要素となってくる。 

 

＜行政書士法第１３条＞ 

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。 

 

会則の目的欄（第３条、第４条）には、行政書士の品位保持、権利擁護、業務の改善進歩のために

会員に対し、指導及び連絡することがその主たる目的として明記されている。 

この指導・連絡等を有効に機能させる（指導・連絡権の有効な行使）ための宛先が、即ち「行政書士

業務を行うために設けた登録された事務所」宛ということになる。そして、その対象者が当該会員で

あり、ここで常駐性が問われないと仮定すると、権利や義務の行使に関して、不測の損害（期限の利

益の喪失など）をもたらす結果ともなる。行政書士会側からすると、会費の納入通知、催告の通知、

総会の通知、研修の通知、処分の通知等があり、いずれの場合にもその期限を付して通知を行ってい

るケースが大部分である。 

 

＜綱紀事案＞ 

日本行政 2007.1月号 P42 行政書士業務を行うための事務所を設けていない。また、依頼人及

び愛知県行政書士会との連絡手段を確保していないため、戒告処分とした例がある。 
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④ 「非行政書士行為の温床排除」としての常駐性 

二以上の事務所の禁止（法第８条の２）、他人による業務取扱いの禁止（規則第４条）、名義貸等の禁

止（連合会会則第６１条、本会会則第４７条）、補助者への指導・監督義務（会則第４９条）などが

考えられる。このような非行政書士行為の温床排除という面からも行政書士の「常駐」を捉えること

が必要であり、行政書士法人の支店に、当該府県の社員たる行政書士を何故常駐させなければならな

いのかを考えれば、自ずと結論が導き出される。このことは、個人行政書士の場合であっても全く同

様である。 

 

＜参考＞ 東京高裁50.1.30 裁決取消請求事件 

（弁護士が二以上の地で執務した案件で、弁護士会が登録換えの進達を拒絶した事件） 

 

⑤ 「常駐」の定義について 

①～④項の分析から、業務の態様から見た常駐の基本根拠条文は、行政書士法第８条となり、物・

空間としての主たる執務場所として捉えた場合に、その業務態様を補強する条文が第８条の２以下の

条文となることが分かる。（掲載以外にも補強条文は多数あるが割愛している。） 

本稿にいう「行政書士の（事務所における）常駐」とは、前述したように、行政書士法人の社員を

指すだけではなく、個人会員にあっては、法第８条の制定趣旨から当然の適用と考えることができる

ので、これらの分析結果を纏めると「行政書士の（事務所における）常駐」とは、以下のように記述

することになる。 

 

 

    

行政書士の行政書士の行政書士の行政書士の事務所での事務所での事務所での事務所での常駐常駐常駐常駐義務義務義務義務 [ [ [ [定義定義定義定義]]]]    

    

「出張など（病気・事故・会務・研修等も含む）の場合を除き、行政書士業務を反復継続して行「出張など（病気・事故・会務・研修等も含む）の場合を除き、行政書士業務を反復継続して行「出張など（病気・事故・会務・研修等も含む）の場合を除き、行政書士業務を反復継続して行「出張など（病気・事故・会務・研修等も含む）の場合を除き、行政書士業務を反復継続して行

う場所とう場所とう場所とう場所と見ることができ見ることができ見ることができ見ることができる程度の物理的空間と執務状態を有し、依頼者への対応が滞りなく取るる程度の物理的空間と執務状態を有し、依頼者への対応が滞りなく取るる程度の物理的空間と執務状態を有し、依頼者への対応が滞りなく取るる程度の物理的空間と執務状態を有し、依頼者への対応が滞りなく取る

ことができことができことができことができ、行政書士会からの連絡・通知、行政書士会からの連絡・通知、行政書士会からの連絡・通知、行政書士会からの連絡・通知が遅滞なく伝わり、使用人行政書士又は補助者等へのが遅滞なく伝わり、使用人行政書士又は補助者等へのが遅滞なく伝わり、使用人行政書士又は補助者等へのが遅滞なく伝わり、使用人行政書士又は補助者等への

指導・監督が、指導・監督が、指導・監督が、指導・監督が、直接的且つ対面的直接的且つ対面的直接的且つ対面的直接的且つ対面的に行える状態にあること。」に行える状態にあること。」に行える状態にあること。」に行える状態にあること。」    
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                   常駐 

                           

                  物的・人的要素 

    継続した2年間において 

                行政書士業務の遂行         ①届出事務所の不存在 

法第8条～13条の 2     行政書士法・会則などの遵守       ②常駐性が全くない 

             （事務所の設置・品位保持               

依頼に応じる義務・守秘義務・会則遵守） 

 

法第 6条、16条の 5    行政書士となるための登録・入会            登録抹消  

法第 2条の 2         行政書士となる欠格事由 

法第2条           行政書士の有資格者 

 

 

以上の分析と検討から、登録抹消事由に該当する「引き続き2年以上業務を行わないとき」とは、

廃業の勧告を受けたにも係らず廃業届けを提出しない会員について「業務継続の意思がないとみなす

（廃業勧告）」＋「業務を行っている事実がないこと（事務所の存否・常駐の有無）」を書証等によっ

て、その2年間について確定することである。 

    

    

（２）行政書士の（２）行政書士の（２）行政書士の（２）行政書士の補助者補助者補助者補助者のののの雇用について雇用について雇用について雇用について    

一般的な補助者の雇用について一般的な補助者の雇用について一般的な補助者の雇用について一般的な補助者の雇用について    

行政書士に於ける事務所での常駐の項で、条文と対比させながら検討したように、行政書士は、補

助者について「直接的且つ対面的に指揮・監督権を行使しなければならない。」・・のが大原則である。 

① 出退勤・休憩時間の管理 

② 食事・健康状態の管理 

③ 業務・出張の指示 

④ 書類を示しての清書、訂正指示・・・などの「直接且つ対面的である」ことが求められる。 

 

直接的且つ対面的であるためには、行政書士及び補助者は事務所で常駐し、互いに補完し合いなが

らその業務を遂行することが大原則ということになる。 

従って、各項目に反するような常況の恐れがある者（名義貸し、二重勤務者）を、補助者として雇用

できないこととなる。なお、誤解がないように付言するが、補助者としてではなく事務員やパートと

して雇用した場合は、本項の論旨からは当然に除外される。また出向についても、問題ないとの政府

答弁がなされている。（資料７参照） 
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他の士業者を補助者として雇用すること他の士業者を補助者として雇用すること他の士業者を補助者として雇用すること他の士業者を補助者として雇用すること    

各士業は、各々の業法の規定によって「その業を営むために入会」してくる。例えば、司法書士法

第３条、社会保険労務士法第２条、税理士法第２条等に規定されている。 

逆から言えば、行政書士の補助者として従事している間は・・独立した立場で業を営むことができな

い「常況」に置かれていることになる。これは、①他人の依頼を受けられる状態にはなく②所属会か

らの連絡も伝わらず ③守秘義務も果たし得ない状態に置かれているということである。 

つまり、その者を補助者として雇用した場合において、そのことが各士業法の制定趣旨に沿わない

ときは、（直接的ではないにしろ）行政書士の補助者としては認めることはできないことになる。 

 

一番の問題点は、国民からの負託に答える義務の放棄、つまり、依頼を受けることができる状態に

置かれていないことにある。病気や出張の場合を除いて、通常は平日の午前9時から午後5時頃まで

は依頼を受けることができ得る状態になければならないのが、司法書士法第３条、社会保険労務士法

第２条、税理士法第２条等の立法趣旨であり、それが社会一般の常識としての「業を営む」ことであ

り「依頼を受けて」ということになる。 

従って、その趣旨にも係らず士業者が行政書士の補助者となった場合、その者は行政書士の指揮・

監督権の下に専ら行政書士の業務を補助し履行して行かなければならず、独立した立場の士業として

は、入会当初の各業法の目的から外れた存在の者となってしまうため、他の士業者を補助者として雇

用することはできないことになる。これは、行政書士法違反の側面（守秘義務等）もあるが、それよ

りも各士業法に違反する場面の質の程度が強調されるべきものである。 

 

 

 

４４４４    業務遂行上の問題業務遂行上の問題業務遂行上の問題業務遂行上の問題点点点点    「報酬・事務・業務・職務「報酬・事務・業務・職務「報酬・事務・業務・職務「報酬・事務・業務・職務・代理・代理・代理・代理」」」」とはとはとはとは        

    

○○○○    報酬を得て・・報酬を得て・・報酬を得て・・報酬を得て・・    

弁護士を除き、他の士業もその業務の多くは行政手続に関するものであり、歴史的に見れば、代書

人から派生したものであるので行政書士と変わらない。しかし、他の士業には行政書士法に見られる

報酬規定が存在しない。行政書士法の他人の依頼を受け・・という第１条の２からすると、依頼者と

行政書士は「（準）委任」関係にある。この委任については民法の第６４３条～第６５６条に規定さ

れているが、基本的には特約がない限り委任に関しては無償が原則である。この特約部分が、行政書

士法の「報酬を得て」に該当するのだろうが、そうすると他の士業に報酬規定がない（逆に言えば、

他士業は特約を活用）ことの説明がつかないことになる。 

弁護士を除き、他の士業は夫々が専門分野に特化しており、いわゆる業務範囲がある部分に特定さ

れている。しかし、行政書士の場合は、其の他全ての分野が、行政書士の業務独占の網の中に存在す

ることになっている。この広範な全分野に、無償であっても行政書士法という法の網を掛けることは、

余りに広範なるが故にボランティア活動などの社会に有益な活動をも行政書士法違反という罰則を

適用しなければならなくなってしまう。こういった事態に立ち入ることを立法者達が危惧したのが理
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由であると思われる。そうなると、我々行政書士は、いつまで経っても「有償を意味する・・業とす

る（業務）」語句から抜け出せず「事務」という有償無償を問わない文言には到達しないことになる。 

 

 

○○○○    行政書士における「事務行政書士における「事務行政書士における「事務行政書士における「事務」の概念」の概念」の概念」の概念    

行政書士法上の「事務」という概念（第１条の３）と、行政書士が行うことができる社会保険労務

士業務に関して「事務」という概念が出てくるので比較しながら検討してみることにする。 

（行政書士法第１条の３） 

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする

ことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、こ

の限りでない。 

（昭和５５年 行政書士法改正 附則２） 

この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、この法律による

改正後の行政書士法第一条の二第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険

労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とするこ

とができる。 

 

「事  務」・・生活上の利益に影響を及ぼす全ての行為を含む広い概念で、法律行為たると事実

行為たるとを問わない。              （有斐閣 法律用語辞典） 

「事務代理」・・労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査

請求その他の事項又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当

該行政機関等に対してする主張若しくは陳述の代理をいう。 

（社会保険労務士法第2条１の３） 

○「事務代理」の有権解釈 

「代理」の表現をとっていても民法上の「代理」とは異なり、代理人がその代理した案件につい

ての処分権を有しないとされる。すなわち、代理の内容は、申請等及びこれらに係る行政機関の

調査、処分に対してする主張、陳述等の事実行為にとどまるから、代理人の判断で法律行為を行

う余地はなく、行政機関等の許可、決定等の受領、申請等の撤回、委任の範囲外の申請等の内容

の変更等を行う権限はないと解される。但し、審査請求等の代理は、その申立が代理人たる社会

保険労務士の名義で行われ代理人たる社会保険労務士が主張、陳述、答弁等を独立して行うこと

が予想されるので、一般の事務代理とは異なる内容になっている。 

 

○「事務代理」と「提出代行」との相違 

「提出代行」事務が、申請等の提出手続きに関して、行政機関等に事実上の説明・補正等を行い

うるのにとどまるのに対し、「事務代理」は社会保険労務士が本人に代わって申請等を行い、当該

申請等に係る行政機関等の質問に対する回答等を行いうるのみならず、当該申請等に係る行政機

関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得る。（出典 社会保険労務士法詳解） 
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① 社会保険労務士法では「業務」について、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする（第 2

条各号）としている。社会保険労務士の業務は①書類作成の事務、②提出代行事務、③事務代理（申

請、届出、報告、審査請求、異議申立、再審査請求、主張若しくは陳述）④紛争解決手続（ADR）

代理業務（特定社会保険労務士）、⑤指導、相談事務で構成されている。 

この場合の「業とする」とは・・同項各号の事務を反復継続して行い、反復継続して行う意思を

もって行うことをいい、他人の求めに応じているか否か、また有償か無償かの別を問わない。 

 

② 一方、行政書士法（第１条の２）では「他人の依頼を受け、報酬を得ることが前提条件となって

書類を作成することを業とする。」となっており、ここに両法の大きな違いがある。 

つまり、行政書士の場合は、他人からの依頼があって、報酬を得て書類作成をするのが独占業務

であるが、社会保険労務士の場合は、お金を貰う、貰わないには関係なく、また、他人の求めに

応じているのか否かも関係なく、その事務を行えば社労士の業務をしたことになるということで

ある。 

 

「申請代理」とは・・「法律行為の代理」をいう。行政手続に申請代理の概念はある。ただ、行政権

限の行使、また施策の結果として行政効果の確認のため、代理になじまない行

政手続もある。 

「手続代理」とは・・「事実行為の代理」をいう。本人に代わって申請等を行い、当該申請等に係る

行政機関等の質問に対する回答等を行いうるのみならず、当該申請等に係る行

政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得る。 

「提出代行」とは・・「使者としての範囲」であり、申請等の提出手続きに関して、行政機関等に事

実上の説明・簡易な補正等を行いうるのにとどまる。 

 

 

○○○○    行政書士における「業務行政書士における「業務行政書士における「業務行政書士における「業務」の概念」の概念」の概念」の概念    

 「業務」とは、人がその職業、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務・事業の総称とされる。

行政書士の場合は、行政書士法第１条の２、第１条の３に規定されたことを、報酬を得る目的で反復

継続して行うことをいい、その業を遂行する上において、資格者としてのある一定の義務や責任（行

政書士法第１０条、１１条、１２条等）が加重されている。この場合における「業として」とは、反

復継続の意思をもって為すことをいい、意思をもってとは、一回限りであるか否かを問わない。 

 

最高裁判所昭和50年 4月 4日 第二小法廷判決 

「弁護士法第７２条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、かつ、業として、他人の法律事

件に関して法律事務の取扱等をすることを禁止しているのであり、「業として」というのは、反

復的に又は反復の意思をもつて右法律事務の取扱等をし、それが業務性を帯びるに至った場合を

さすと解すべきである。」 

 



 - 197 - 

（１）行政書士の法定独占業務（第１条の２） 

行政書士は、①他人の依頼を受け②報酬を得て、③官公署に提出する書類（電磁的記録を含む。）

④その他権利義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作成するこ

とを業とする。 

（２）行政書士の法定非独占業務（第１条の３） 

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業

とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項に

ついては、この限りでない。  

 

行政書士業務の 

前提条件 

① 他人からの依頼があること 

② 報酬を得る（約定がある）こと 

法定独占業務 

第１条の２ 

イ 官公署に提出する書類（電磁的記録）の作成 

ロ 権利義務・事実証明書類（図面類・電磁的記録）の作成 

 

法定非独占業務 

第１条の３ 

ハ イの書類を官公署に提出する手続の代理 

二 ロの書類（電磁的記録）を代理人として作成すること 

ホ 上記イ、ロの書類の作成について相談に応じること 

ヘ 聴聞・弁明・意見陳述について代理すること 

    

行政書士の行う社会保険労務士業務（附則）行政書士の行う社会保険労務士業務（附則）行政書士の行う社会保険労務士業務（附則）行政書士の行う社会保険労務士業務（附則）    

昭和５５年 行政書士法改正 附則２  この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政

書士である者は、当分の間、この法律による改正後の行政書士法第一条の二第二項の規定にかかわら

ず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項

第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる。 

    

法令上から行政書士ができるとされている業務 

申請取次行政書士制度（「特定業務」行政書士法第１３条の６、施行規則第１２条の２） 

入管法施行規則に基づく申請取次の取次者として行政書士が行う行為。入管法は本人出頭主義で、代

理には馴染まないため、申請の取次行為を行いうる者という概念が導入された。ただし、実質的には

代理行為であり、また、申請書類の作成は法定独占業務である。 

（入管法施行規則第６条の２ 第４項第２） 

 

なお、本年７月１日から施行された行政書士法では「許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機

会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理

すること。」が法定化されたので、入管の場合における意見陳述の代理も行政書士の業務となる・・
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という積極的な見解もある。（「行政書士法コンメンタール 第３版」兼子仁） 

 

入管法第２２条の４第２項 

法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査

官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。 

 

しかしながら、一方では次のような内部通達が出されて、後日になって規制改革会議から否定され

るという事案も生じている。 

    

行政審判・・・通常の行政組織から独立した行政委員会又はこれに準ずる機関が、職権行使の独立

性を保障されるとともに、裁判所の訴訟手続に準ずる特徴を備えた、準司法的手続によって行う審判

作用をさす学問上の概念。これらの手続が事前手続（現処分を行うに際しての）に属するか事後手続

（現処分に対する不服審査をに際しての）に属するかを問わない。 

いずれにしても行政手続法第３条（適用除外）第１項第１０号によって「外国人の出入国、難民の認

定又は帰化に関する処分及び行政指導」は除外され、これらの手続が事前手続だとしても行政書士業

務には当たらないとするのが、上記事務連絡文書の根拠である。 

 

 

規制改革推進のための第３次答申－規制の集中改革プログラム（平成20年 12月 22日) 

 

【具体的施策】 

（ア）上陸口頭審理手続において、行政書士が外国人を代理することの容認 

上陸口頭審理手続における代理を業とすることについては、弁護士法第72条によって規律されるこ

ととなるが、申請者において、異議の申出をする旨の意思を表明していないこと、上陸のための条件

に適合していないことについて争わず、かつ、法務大臣の上陸の特別の許可を求めず、その情状も争

わないこ 

となどの事情により、紛争性がない事案については、「聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意

見陳述のための手続」についての代理を行政書士の業務とすることを認めた行政書士法第1 条の３第

法務省入国管理局審判課長による各入管に対する－事務連絡文書－（抜粋） 20.07.03 

 

上陸・違反審判手続きにおける口頭審理において、行政書士が業として代理人としての活動を行

うことは、弁護士法第72条に抵触することから、これを認めておらず（中略）今後も、口頭審理

において行政書士が業として代理人となることは認められないので留意願います。 

なお、口頭審理における立会いについては、弁護士法第72条には抵触しないものの、立会いその

ものが行政書士としての業務として法定されていないことから（中略）立会人となることもでき

ないので留意願います。    
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１項第1 号の趣旨を没却することとならないよう、特に慎重な考慮が必要であるから、この趣旨を適

切に関係者に周知すべきである。【平成20 年度措置】 

（イ）上陸口頭審理手続及び違反口頭審理手続における行政書士の立会いの容認 

そもそも、立会いには何の資格も要求されず、出入国管理及び難民認定法第10 条第４項（第48 条

第５項で準用する場合を含む。）の「親族又は知人」に該当する場合には立会いをすることが認めら

れている。よって、行政書士が、出入国管理及び難民認定法第10 条第４項（第48 条第5項で準用す

る場合を含む。）の「親族又は知人」に該当する場合には、親族又は知人として上陸口頭審理及び違

反口頭審理における立会いを行うことは差し支えがないことを関係者に周知するべきである。【平成

20 年度措置】 

 

（口頭審理手続への行政書士の参画関係）        平成２１年４月 法務省入国管理局 

平成２０年１２月２２日に取りまとめられた規制改革推進のための第３次答申を踏まえ，上陸口頭審

理における行政書士の代理について，紛争性がない事案への業としての行政書士の代理が認められる

こと，及び上陸・違反口頭審理の立会いについては，行政書士が，出入国管理及び難民認定法第１０

条第４項（第４８条第５項で準用する場合を含む）規定の「親族又は知人」に該当する場合には，「親

族又は知人」として立会いを行うことは差し支えないことについて，地方局及び関係機関に対して周

知のための措置を講じた。 

 

行政書士法第１条の３の改正部分は、書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の

付与の手続、その他の意見陳述のための手続について代理することという規定部分が主体であり、括

弧書きの行政手続法以下は例示に過ぎないと見るのか、または、書類に係る許認可等に関して行われ

る聴聞又は弁明の機会の付与の手続、その他の意見陳述のための手続について代理することという規

定は、括弧書きの行政手続法以下の範囲内に限定されるのかで解釈は大きく異なってくる。 

行政書士法第１条の３では、括弧書きにおいて「及び当該書類の受理をいう。」という表現がなされ

ているが、そもそも行政手続法は到達主義を採用しており、そこには「受理」という概念は存在して

いない。つまり、括弧書きの行政手続法以下は例示に過ぎないと見ることでしか解釈できない。 

    

行政書士の行う税理士業務 

行政書士等が行う税務書類の作成（税理士法 第５１条の２） 

行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応

じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関

し税務書類の作成を業として行うことができる。  

    

行政書士の行う知的財産権関係業務 

行政書士にしか出来ない業務としては、著作権に関する文化庁への申請、種苗法に関する農林水産

省への申請があり、弁理士との共管業務としては、特許・意匠・商標の移転、専用実施権の設定等に

関する申請、特許・意匠・商標・著作権などに関する、契約書の作成及び関連する相談などがある。 
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○○○○    車庫証明業務における行政書士の申請手続代理車庫証明業務における行政書士の申請手続代理車庫証明業務における行政書士の申請手続代理車庫証明業務における行政書士の申請手続代理    ―委任状は必要か――委任状は必要か――委任状は必要か――委任状は必要か―    

 

行政書士が、他人の依頼を受け車庫証明申請手続の代理申請を行う際、窓口担当者が代理権の有無

を確認するため、行政書士に委任状の提示を求めたが拒否された。また、提示しないことで申請が受

理されない場合、行政書士の正当な権利行使が妨害されたことになるのか。 

 

 

警察庁丁規発第７６号 

平成１４年６月２７日 

行政書士法の一部を改正する法律の施行とこれに伴う 

自動車保管場所証明申請書等の取扱い上の留意事項につ

いて 

行政書士法の一部を改正する法律（平成１３年法律第７７号。以下「改正法」という。）は平成１

３年６月２７日に公布され、本年７月１日から施行されることとなった。 

この度の法律改正の内容及び運用上の留意事項は次のとおりであるので、特に行政書士の関与の機会

の多い自動車保管場所証明申請書等の取扱いについて遺憾のないようにされたい。 

なお、以下この通達において「法」とは改正法による改正後の行政書士法（昭和２６年法律第４号）

をいうものとする。 

記 

 

１ 改正の内容 

(1) 改正の趣旨 

この度の行政書士法の改正は、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への的確

な対応を図るため、目的規定を整備し、行政書士が作成することができる書類に係る官公署への提出

手続を代理すること及び行政書士が作成することができる契約その他の書類を代理人として作成す

ること等の業務を行政書士の業務として明確化するとともに、日本行政書士会連合会が行政書士の登

録をしたときに行政書士証票を交付することとしたものである。 

 

(2) 主な改正内容 

ア 法第１条の３第１号 

改正法による改正前の行政書士法第１条の３においては、官公署に提出する書類の提出手続の代行

及び当該書類の作成に関する相談について規定されていたが、このうち書類の提出手続の代行に関し

ては、許認可申請や届出の書類を依頼人に代わって官公署に提出する際に、窓口において書類の不備

等があった場合、あくまで提出手続を代わって行う「使者」としての行政書士は、依頼人の意思を確

認しなければ訂正をすることができないものとされてきた。 

この度の法改正により、行政書士がその作成する書類の官公署への提出手続について代理すること

ができることが明確化され、法第１条の３第１号の規定により、行政書士は許認可申請、届出等の手

続について代理する場合には、自ら代理人として提出書類の訂正等を行うことができることとなった。 
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イ 法第１条の３第２号 

法第１条の３第２号の規定により、行政書士が代理人として契約その他に関する書類を作成するこ

とができることが明確化された。ここにいう「代理人として」とは、契約等についての代理人として

との意味であり、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものと解されている。 

また、この規定により、行政書士は、契約書その他に関する書類に代理人として署名し、契約文言

の修正等を行うことができることとなった。 

 

２ 法の運用に関する留意事項 

(1) 委任状の取扱いについて 

この度の法改正に伴い、自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和３７年法律第１４５号）に

定める自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書及び保管場所標

章再交付申請書（以下「申請書等」という。）については、行政書士が代理人として作成又は提出す

る機会が増加するものと予想されるところである。 

代理人の作成又は提出に係る申請書等に基づき自動車の保管場所証明等を行う場合には、代理権の有

無及び範囲を警察署長が確認する必要があることから、当該申請書等の受理に際しては、原則として

委任状又はその写し（以下「委任状等」という。）を添付させること。 

なお、代理権の授与には必ずしも委任状が必要とはされていないことから、代理人が委任状を所持

していない場合もあり得るが、自動車の保管場所証明等に係る事務を適正に遂行するためには、委任

状等により代理権に係る確認を行うことが妥当であるため、委任状等の添付について行政書士会等に

対し指導を行うこと。 

 

(2) 本人の押印のない申請書等について 

本人の記名はあるが押印がない申請書等については、これに代理人たる行政書士の記名押印があり、

かつ、当該行政書士が当該申請書等の作成に関し代理権を有することを確認することができる場合に

は、これを有効な申請書等として取り扱うこと。 

 

(3) 申請書等の記載事項の訂正について 

代理人たる行政書士による申請書等の記載事項の訂正については、当該行政書士が当該申請書等の

訂正に関し代理権を有することを確認することができる場合には、これを認めること。 

この場合、原則として委任状等を提出させること。ただし、既に委任状等が提出されている場合であ

って、当該委任の範囲に申請書等の記載事項の訂正が含まれているときは、この限りでない。 

 

(4) 申請書等の様式について 

代理人たる行政書士による申請書等への記名押印に際し、申請書等の様式の変更について要望を受

けた場合は、これには応じないこと。ただし、申請者等の住所、氏名等の記載欄に代理人として記名

押印するために、当該欄の幅等を変更することなく、申請者等の住所、氏名等の記載位置を欄内で移

動させ、又はその文字を縮小させることは、差し支えない。 
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(5) 復代理について 

行政書士に関することを所掌する総務省自治行政局行政課は、行政書士が、行政書士としての立場

で本人から代理権を授与された業務について、復代理人を選任して本人のための代理行為を行わせる

ことは、行政書士としての業務を他人に行わせることを禁止した行政書士法施行規則（昭和２６年総

理府令第５号）第４条の規定に抵触するとの解釈を示しているところである。 

このため、復代理人による申請書等を受理する際には、行政書士による復代理に該当しないことを確

認すること。（＊本欄については、既に行政書士法施行規則が改正されている。） 

なお、行政書士が、行政書士としての立場ではなく私人としての立場で代理権を授与された業務に

ついて復代理を行うことは、同条に抵触しないと解されているので留意すること。 

 

３ その他 

(1) 上記の留意事項については、警察庁から日本行政書士会連合会に対して指導を行っているところ

であるので、各都道府県警察においても、行政書士会等に対し所要の指導等を行うこと。 

(2) 行政書士会等から改正法の施行に伴う申請書等の取扱いについて要望、苦情等を受理した場合に

は、交通規制課環境対策係まで速報すること。 

 

 

１．１．１．１．警察庁丁規警察庁丁規警察庁丁規警察庁丁規発第７６号文書（平成１４年６月２７日）の解釈について発第７６号文書（平成１４年６月２７日）の解釈について発第７６号文書（平成１４年６月２７日）の解釈について発第７６号文書（平成１４年６月２７日）の解釈について    

 

① 丁規発第７６号からすると、行政書士が車庫証明手続の代理申請を行う場合において、警察署

の担当官は代理権の有無を確認するために委任状の添付または提示を求めることが原則ではあ

るが、民法上の代理権ではなく行政書士法上の代理権であるため、委任状の添付または提示が

絶対的なものではないということになる。 

② 行政書士法第 1 条の 2 には「他人の依頼を受け・・官公署に提出する書類」と規定されている

ように、そもそも行政書士が業務を遂行する前提条件として、他人からの依頼を受けという意

味から、何らか形での委任行為があったと推測される。 

③ 従って、委任状添付の強制力に関していえば、各警察本部等は行政書士会を指導することがで

き、行政書士会は会員を指導することができるという要請の範囲内に留まることになる。 

④ このことは、行政書士法第 1 条の２、第 1 条の 3 にいう「行政書士の代理権」を警察庁が了知

した上での、なお窓口業務における代理権限の明確性を担保するための指導要請の通達と見る

ことができる。 

⑤ なお、代理権の有無の確認行為についていえば、委任状の添付または提示がなくとも、受付窓

口の担当官がその場から申請者に連絡をして代理権の有無を確認することも可能なはずである。

（車庫証明の申請書には、申請者の電話番号の記載が要様式として存在している。） 

⑥ にもかかわらず、申請手続を代理した行政書士が委任状の提示を拒否したからといって、窓口

担当官が申請書を単に「不受理」とした行為は、公務員の職権濫用（刑法第 193 条）となり、

行政手続において到達主義を採用している行政手続法第7条、第35条にも抵触することとなる。 
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以上のことから明らかなように、丁規発第７６号にあっても「委任状の添付若しくは提示」は、協

力のお願いの範囲に留まるものである以上は、当該行政書士が委任状の提示を拒否したことが一般的

ではない行為だとしても、それをもって不受理としたことは、刑法第193条、行政手続法第7条、第

35条に抵触すると考えられる。 

 

 

２．２．２．２．車庫証明申請書内容の確認すべき事項について車庫証明申請書内容の確認すべき事項について車庫証明申請書内容の確認すべき事項について車庫証明申請書内容の確認すべき事項について    

①申請書の申請者欄（左側）余白に「申請代理人 行政書士○○○○ 職印」の有無 

②申請書の右下連絡先欄に「行政書士○○○○ TEL××××」記載の有無 

③行政書士本人が手続を行ったのか、行政書士の補助者が行ったのか 

④申請の拒否は、口頭によるものだけだったのか 

⑤行政手続法第35条に基づく（不受理）理由書を交付したのか否か 

  

なお、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則別記様式第1号によれば、上記①について

は、記載箇所が不存在（任意）であるため、現状では警察庁丁規発第７６号によることとなり、欄外

の備考の位置に該当する②の連絡先欄、及び自己所有、共有、その他欄は様式外の項目となる。 

従って、申請代理人欄は申請者住所・氏名欄の上部、若しくは左側の空白部分に記載するしかない

こととなる。 

 

 

３３３３．「申請代理人．「申請代理人．「申請代理人．「申請代理人    行政書士○○○○」と「作成代理人行政書士○○○○」と「作成代理人行政書士○○○○」と「作成代理人行政書士○○○○」と「作成代理人    行政書士○○○○」について行政書士○○○○」について行政書士○○○○」について行政書士○○○○」について    

「申請代理人 行政書士○○○○」の場合には、法第1条の3から「申請手続の代理・・事実行為

の代理」のため、代理権の範囲を明確にするためにも委任状（授権の範囲）を必要とするのが基本で

あると考えられるが、一方で、申請者欄の余白に「申請代理人」としての地位を明確に記載（「申請

代理人」の五文字を挿入）してさえあれば、法第1条の2、第1条の 3の趣旨からして、委任状の添

付、提示までは必要ないのではないか。 

なお、「作成代理人 行政書士○○○○」の場合は、本人の意思をも代理して作成していることと

なるため、委任状等は当初から必要としないことも考えられる。 

 

 

４４４４．．．．車庫証明業務（申請車庫証明業務（申請車庫証明業務（申請車庫証明業務（申請手続手続手続手続代理）を行っている行政書士の一般的な対応について代理）を行っている行政書士の一般的な対応について代理）を行っている行政書士の一般的な対応について代理）を行っている行政書士の一般的な対応について    

①行政書士の代理申請の場合、委任状を添付している。（京都府、滋賀県等） 

②行政書士の代理申請の場合、委任状を添付しなくても受理されている。（大阪府、石川県等） 
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５５５５    行政書士による行政書士による行政書士による行政書士による法定外業務の法定外業務の法定外業務の法定外業務の位置付け位置付け位置付け位置付け        

憲法第２２条第１項では「職業選択（営業）の自由」が権利として保障されている。この職業選択

の自由は、どのような場合でも優先されるわけではなく、社会的な権利としての公共の福祉の方が重

要視され、公共の福祉による規制を受けるようになっている。なお、憲法第２２条は、第２９条の財

産権の不可侵と関連付けされなければ、正しく理解されないとしている。 

 

① 弁護士法第３条で、一般の法律事務は弁護士の職務範囲とされている。 

 

② 士業はその業法の範囲内で、弁護士法第７２条の規制から除外されている。 

 

③ 行政書士の業務は、法第１条の２、第１条の３に規定されている。 

 

④ そうすると、行政書士が行政書士の名前を冠して業として行うことができるのは、この範囲内

（１条の２、１条の３）及び他の法令に行政書士が行うことができるとの規定がある範囲内に

限定されることになる。 

 

⑤ それ以外は、他の法令に反しない限り何人でも行うことができるものであり、行政書士も当然

行えるが、その場合、行政書士法上には規定がないので、行政書士としてではなく、個人の名

前で個人として行うことでしかその手段を持たなくなるのではないか。 

 

⑥ 法定外の業務例としては、実際の実務上では「申請代理」等の個別委任（民法第 643 条）を受

け、代理権を得た上で手続きを行っている。しかし、行政書士法上では「申請代理（法律行為

の代理）」ではなく「手続代理（事実行為の代理）」までしか認めていない。 

 

⑦ これらの法定外業務とされるものには、日当や費用弁償は別としても、行政書士法上には規定

がないので、行政書士としての依頼応諾義務・報酬請求権・品位保持・守秘義務等が生じない

こととなってしまうのではないか。つまり、行政書士業務遂行上の前提条件である「報酬を得

て」に非該当（民法６４８条）となり、法定外業務の存在が否定されてしまうこととなる。 

 

こうした懸念に関して、兼子仁教授は行政書士法コンメンタールにおいて「憲法第２２条にいう職

業選択（営業の自由）の保障があるので、法令や条例に違反しない限り、行政書士法に定められてい

ない「法定外業務」というものが成立しうると解されるのである。この法定外業務・非法定業務は、

民法に基づく依頼者との委任契約によって個別に設定されるものにほかならない。」と述べている。 

但し、兼子教授は「その合法的な範囲が弁護士法第７２条によって枠付けられていることも確かなの

で、その点を法解釈論として努めて明らかにしておかなくてはならない。」とも言っている。 

 そうならば、一般の法律事務は弁護士の業務（職務）範疇（第３条）であるから、弁護士法第７２

条の適用場面にまでは至らないとしても、行政書士の法定外業務とされる部分は、罰則規定はないに
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せよ、その多くは弁護士の法定職務範囲に属することになる。 

日弁連が主張するように、法律事務とは事件性の有無を問わない（３条と７２条の同一視）のであ

れば、実態はともかく、行政書士の法定外業務の部分は、弁護士法第３条によって否定（弁護士法の

法定内業務）されてしまうのである。 

「条解弁護士法（日弁連調査室）P535」では、事件性不要説を採用しており、法第３条の文言との

相違についても、３条が７２条と同一の表現を体裁上取れない（表現が回りくどくなる。）ためであ

って、本条（７２条）は、刑罰法規としての性格上、取締対象となる法律事件と法律事件取扱いの具

体的行為態様とを明確に分けて規定したものと考えられるとしている。」･・が、第７２条但書の改正

に以降、３条と７２条の守備範囲は明らかに異なることとなったはずである。 

    

法定外業務（事務）の例 

・行政書士法に規定されていない 「証 人」 

（公正証書遺言の原案作成に係った行政書士が、その証人となる場合など） 

・行政書士法に規定されていない 「立会い」 

（会計・記帳業務を行った行政書士が、調査に立会う場合など） 

・行政書士法に規定されていない 「個別委任による代理」 

（行政書士が行う代理行為・・許認可の申請代理、任意の成年後見人など） 

 

 

 事務の範囲事務の範囲事務の範囲事務の範囲・・法律行為たると事実行為たるとを問わず、生活上の利益に影響を及ぼす全ての 

行為を含む広い概念をいう。 

 

   業務の範囲業務の範囲業務の範囲業務の範囲・・業務とは、行政書士法第１条の２、第１条の３及び他の法律において 

行政書士が行うことができるとされている事務をいう。 

 

職務の範囲職務の範囲職務の範囲職務の範囲・・職務とは、法定独占とされている業務（１条の２） 

に関し、行政書士が行政書士であることを明示 

（守秘義務・品位保持等も含む概念）して行う 

行為をいう。 

 

    

    

    

薬事法事件の判決（最高裁 昭和 50 年 4 月 30 日）判旨では「職業は個人の人格的価値とも不可

分の関連を有するもので、憲法２２条１項は狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動

の自由の保障も含有している。」とした。 
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○ 行政書士における「職務」の概念 

職務とは、法定独占とされている業務（行政書士法第１条の２）に関して、行政書士がその責任に

おいて、行政書士であることを明示（守秘義務・品位保持等も含む概念）して遂行する行為をいう。

ここにいう守秘義務・誠実履行義務・品位保持義務・法令・会則遵守義務等とは、隣接法律専門職と

して捉えた行政書士の「専門家職業倫理」をも含有した概念として存在していなければならないもの

である。 

なお、弁護士については、他士業法にある「業務」とせずに「職務」としたのは、弁護士の業務の

公共性に鑑み、いわば社会公共に対する責任（職務）という意味をもたせようとしたのである・・と

記述されている。（「弁護士法概説」P32） 

 

 

 

６６６６    住民基本台帳法住民基本台帳法住民基本台帳法住民基本台帳法と職務上請求書（統一請求書）と職務上請求書（統一請求書）と職務上請求書（統一請求書）と職務上請求書（統一請求書）    

改正された住民基本台帳法第１２条の３において、「特定事務受任者」として八士業（行政書士弁

護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士）が規定されてい

る。なお、改正された戸籍法施行規則第１１条の２ では「弁護士等」の表現になっている。これら

の「士」は自ら戸籍･住民票等の交付請求を行うか、使者として補助者等に交付請求を任せている。

この場合、守秘義務に準じて処理を行うのは士業として当然だが、この当然なことがその士業の法令

上で規定されていない部分があるとしたら、法令に準拠してという観点から見ると多くの問題点を内

包していると考えられる。以下にその論点を示しながら、問題点を探ってみる。 

    

（１）（１）（１）（１）職務遂行上における「士」の守秘義務職務遂行上における「士」の守秘義務職務遂行上における「士」の守秘義務職務遂行上における「士」の守秘義務    

いわゆる「士」にあっては、以下の通り各業法で守秘義務に関し規定されている。これらの規

定からも、依頼者の秘密を守るという観点からすると、〇〇士本人がその職務に関して統一請求

書を用いて交付請求を行うことは何等問題がない。 

行政書士法第１２条（秘密を守る義務）、弁護士法第２３条（秘密保持の権利及び義務）、司法書

士法第２４条（秘密を守る義務）、土地家屋調査士法第２４条の２（秘密保持の義務）、税理士法

第３８条（秘密を守る義務）、社会保険労務士法第２１条（秘密を守る義務）、弁理士法第３０条

（秘密を守る義務）、海事代理士法第１９条（秘密を守る義務） 

 

（２）（２）（２）（２）職務遂行上における「補助者」の規定職務遂行上における「補助者」の規定職務遂行上における「補助者」の規定職務遂行上における「補助者」の規定    

ところが、〇〇士に雇用されている補助者又は事務職員が、統一請求書を用いて交付請求を行

う場合にあっては、一部の士業に関しては、その業法上に補助者等に関する規定がないという問

題点が存在している。その法令上に「補助者」に関する規定がない場合には、補助者についての

「指揮・監督権・依頼者に対する守秘義務」等が脆弱になることが想定されるし、正式に「補助

者」という名称を用いることもできない。単なる事務員、職員、従業員ということになるのか、

さもなくば〇〇士の独自判断に基づく職名か、若しくはその所属会が会則上の規定から補助者と
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呼称しているに過ぎないことになる。その法令上に規定がない以上、士業の会則等で規定する外

はないのだが、それで全く問題無しとすることには賛成できない。 

 

○「補助者等に関する規定（守秘義務を含む）がある士業」 

・行政書士・・・・・・・行政書士法第１９条の３（行政書士の使用人等の秘密を守る義務）、行

政書士法施行規則第５条（補助者） 

・社会保険労務士・社会保険労務士法第２７条の２（開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守

る義務） 

・弁理士・・・・・・・・弁理士法第７７条（弁理士の使用人等の秘密を守る義務） 

・税理士・・・・・・・・税理士法第４１条の２（使用人等に対する監督義務）、５４条（税理士

の使用人等の秘密を守る義務） 

○「補助者を置くことに関する規定がある士業」 

・司法書士・・・・・・・司法書士法施行規則第２５条（補助者） 

・土地家屋調査士・・・・土地家屋調査士法施行規則第２３条（補助者） 

○「業務取扱いの例外的な規定がある士業」 

・海事代理士・・・・・・・海事代理士法施行規則第１４条（他人に業務を行わせることの禁止） 

但し、他の海事代理士に行わせる場合又は単に事務の補助をさせる場合は、この限りでない。 

○「補助者等に関する規定がない士業」 

・弁護士 

 

○ 弁護士事務所のパラリーガル制度 

平成15年 1月 27日、日弁連弁護士業務改革委員会は「パラリーガル認定制度」を設けるよう答申

した。その答申書の記述には「・・現在においても、パラリーガルの名称を付与している、していな

いにかかわらず、実質的に法的基礎知識を有し、実務に精通し一定の裁量権を弁護士から具体的に付

与されて法律事務を処理している弁護士補助者は、多数存在していると認められる。」として、士業

のトップに立つ弁護士業務の内実と自己矛盾を明らかにしている。パラリーガルの定義については

「法律事務所に雇用される者のうち、弁護士の指導・監督に従い、弁護士業務の一部を担当し遂行す

る弁護士の補助者で、日本弁護士連合会より基礎的な法的知見を有すると公認を受け、単位弁護士会

に登録されたもの。」と規定しようと提案している。 

これは、商売としての弁護士業務をいかに効率よくこなしていくかを目標とした、いわゆる法律事

務に関する「下請け・分業化（例えば、ＴＶコマーシャルベースの多重債務の整理）」の認定制度で

あるということができるのではないのか。こんなことでは、日弁連のパラリーガル認定制度は、補助

者に弁護士法の規律から逸脱した一定の裁量権をも付与するという、弁護士業務の本質から外れた

「下請け制度」の構築を目指していることになってしまい、弁護士はその身内から第７２条の崩壊を

促進することにもなりかねない。このことは、なぜ弁護士法に補助者の規定が無いのかを考えて見れ

ば、自ずと答えは明らかである。 

司法制度改革論議に見られるように、他の士業を排除し法律事務の独占を目指す弁護士界が、その

指揮監督の下でとはいえ、法律専門職種ではない者たちを大量に雇用して法律事務の処理を流れ作業



 - 208 - 

的に行うことが、弁護士法の目的に合致していることなのか甚だ疑問である。 

例えば、平成17年 11月、西村真悟議員の法律事務所元職員らによる弁護士法違反（非弁活動）事

件では、西村議員は元職員が法律業務に携わっているのを知りながら、指示、監督せずに自由に弁護

士印を使用させていた。こうしたずさんな実態が、弁護士法が禁じている名義貸しに当るとされたも

のだが、弁護士、司法書士事務所の多重債務の整理に関しても同様の問題を孕んでいる。 

 

第１回事務職員能力認定試験実施のお知らせ 

日弁連では、２００９年７月２６日（日）に、第１回事務職員能力認定試験を全国一斉に実施い

たします。受験要項をご覧いただき、多数の事務職員の方の受験をお待ちしております。法律事務

所に通算して２年以上勤務する事務職員の方で、次の 1～3のいずれかを満たす方です。詳しくは

受験要項をご確認ください。 

1. 事務職員能力認定制度に基づく研修会全８回のうち５回以上を受講している方。 

又は２００９年６月１７日までに受講見込みの方。 

2. 東京弁護士会主催の法律事務職員研修中級講座の「修了証」を有する方。 

3. 大阪弁護士会が発行する「事務職員中級研修受講証明書」を有する方。（日弁連ＨＰ） 

 

（３）（３）（３）（３）「職印」に関する規定「職印」に関する規定「職印」に関する規定「職印」に関する規定    

○「法令上に職印に関する規定がある士業」 

・行政書士法施行規則第９条（書類等の作成）、第１６条（職印） 

・司法書士法施行規則第２１条（職印）、第２８条（書類の作成） 

・土地家屋調査士法施行規則第２０条（職印）、第２６条（書類等の作成） 

・海事代理士法第９条（登録）、第２０条（業務に使用する印章） 

○「法令上に記名・押印の規定がある士業」 

・社会保険労務士法施行規則第１６条、第１６条の３（記名押印） 

・税理士法第３３条（署名押印の義務） 

○「法令上に職印に関する規定がない士業」 

・ 弁護士 

・ 弁理士 

 

法令上に記名・押印の規定がある士業については、「職印」の存在が推定されるが、法令上にその

業務で使用する「職印」の規定がない士業は、前述したように会則等において「職印」に関する規定

を定める外ないのだが、業務上使用する機会の多い資格者たる証の「職印」については、統一請求書

にも「職印」の押印欄があるので、会則上ではなく、その法令上において規定しておくべきは当然で

あると考えられる。 

法令上に何等手当てがなく、一民間団体の定めた会則に規定がある「職印」の使用を有効なものと

して、法令（戸籍法施行規則・住民票の交付に関する省令）上において取扱うことは避けるべきでは

ないだろうか。もっとも、弁護士の場合には完全な自治権が保障はされているのだが、昨今の不祥事

の多さは、弁護士倫理の歪みそのものである。 
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「統一（職務上）請求書」についての小論「統一（職務上）請求書」についての小論「統一（職務上）請求書」についての小論「統一（職務上）請求書」についての小論    

    

（１）海事代理士の場合 

海事代理士法 

第９条 海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。 

一 氏名 

二 生年月日 

三 事務所の所在地 

四 業務に使用する印章 

五 第６条の証書の番号（第２条第１号に該当する者に限る。） 

２ 地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたと

きは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。 

 

戸籍法施行規則第１１条の２ において、戸籍の謄抄本を職務上で請求する場合は「弁護士等の

所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面（統一請求書）に当該弁護士等の職印が

押されたものによって請求する方法」と明記されている。 

海事代理士の場合は、登録を受けると海事代理士として業務ができるが、日本海事代理士会（全

国10 支部）への入会は任意（1274人の登録者中、入会者は331人（平成21年 3月）とされてい

る。入会していない海事代理士は会を通じて統一請求書を購入できないので、その職務上におい

て使用する統一請求書がそもそも存在しないことになる。 

しかし、入会していない海事代理士であっても、職務（業務）上での交付請求の機会はあるの

で、統一請求書が無いことをもって、戸籍法施行規則第１１条の２によって制限を加えることは

できない（憲法第２２条等）と考えられる。 

そうならば、この海事代理士は「役所備え付けの交付請求書」に法定記載事項を記入して、交付

請求を行うことでしか資格者としての職務上請求の手段を持ち得ないことになる。なお、住民基

本台帳法からも、こうした手段を否定できるとする根拠はない。 

 

（２）行政書士の場合 

行政書士は登録即入会制度なので、基本的には統一請求書を使用しなければならない。（行政書

士法第１３条、連合会会則第６２条の2、第６２条の３、職務上請求書の適正な使用及び取扱いに

関する規則、本会会則第４６条、第４９条の２） 

しかし、誤って紛失した場合や、偶々統一請求書を使い切った場合には、統一請求書がその時点

では使用できない状態にあるわけなので、上記の海事代理士の場合と一時的に似たような状況に

置かれることになる。 

そうするとこの時点では、当該行政書士は「役所備え付けの交付請求書」に法定記載事項を記

入して、交付請求を行うことでしか資格者としての職務上請求の手段を持ち得ないことになる。

このような場合の職務上請求についてまで、通達に基づいて役所が拒否するなら、通達が法令よ

り上位にくる本末転倒の結果となってしまうことになる。 
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（３）統一（職務上）請求書購入時の問題点 

使用済みの統一請求書は所属会に返却して、新たな用紙を購入することとなっているが、記載方

法や使用目的が職務上請求に合致しているかを所属会が点検した後に、初めて購入が可能とされて

いる。行政書士法第１２条（秘密を守る義務）では、依頼者の秘密を守らなければならないとされ

ておりこの点検するという会務遂行上の事務（会則上の作業）そのものが、法第１２条に抵触する

恐れを孕んでいることは否定できない。 

新たに制定された統一請求書は、職務上請求であるより具体的な法定記載事項を定めているので、

交付申請時の役所窓口での一次チェック、追加購入時の所属会による更なる二次チェックまで必要

なのか否かを含めて議論の余地がありそうである。 

 

（４）「統一（職務上）請求書」の本旨 

行政書士の「職務」とは何か・・行政書士として行うことのできる業務（行政書士法第１条の２、

同第１条の３）に関して、行政書士であることを明示して行う行為をいうので、これ以外は職務に

該当しない。行政書士の「職務」についての定義は、業として ①他人の依頼を受け ②報酬を得

て ③その依頼者に係る官公署へ提出する書類 ④その依頼者に係る権利義務・事実証明書類につ

いて ⑤作成又は代理人として作成⑥申請手続の代理⑦その他相談業務等を行うこと。 

従って、職務上請求書の使用に関しても、①②を前提とした③と④に係るもの以外は職務上の請

求とはならないことに注意する必要がある。 

 

（５）「職務」と看做される要件 

① 他人の依頼を受けていること。 

② 報酬を得ていること又は報酬を得る約定があること。 

③ 官公署に提出する書類を作成すること。 

④ 権利義務又は事実証明に関する書類、図面類を作成すること。 

その他、上記の③～④の業務遂行過程における提出手続代理、代理人として書類を作成する権

限、相談業務、聴聞代理・意見陳述等がある。 

 

（６）「職務上」であるためには 

（イ）①他人からの依頼があり＋②報酬を得て（報酬を得る約定）＋③依頼

に基づき官公署に提出する書類を作成する。・・・・・ 

ことに関して謄本・抄本が必要となる場合に限定される。 

 

 

「戸籍・住民票の

写し等」職務上の

請求とは 

（ロ）①他人からの依頼があり＋②報酬を得て（報酬を得る約定）＋④依頼

に基づき権利義務・事実証明書類を作成する。・・・・ことに関して謄本・抄

本が必要となる場合に限定される。 

少なくとも、上記の（イ）＝①＋②＋③ （ロ）＝①＋②＋④のどちらかを満たしており、なお且つ

（イ）又は（ロ）に関して謄抄本等が必要となる場合に限定されることになる。 
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（７）報酬を得て行う謄抄本請求の概略の例示 

 請求者 依頼者 対象謄抄本 提出先 例  示 違法性 

 

行政書士 

 

 

Ａ 

 

Ａ，Ｂ 

 

官公署等 

 

官公署に提出又は 

申請の書類に添付 

（許認可申請書類） 

 

無 

職

務

上

の

請

求 

 

行政書士 

 

 

Ａ 

 

Ａ，Ｂ 

 

保管後破棄 

権利義務等の書類作成

のため謄抄本を請求 

（内容証明郵便） 

 

無 

 

行政書士 

 

 

Ａ 

 

Ａ 

 

Ａ 

第三者請求であり、職務

上請求ではない。 

（単純代行） 

 

無 

 

そ

の

他

の

請

求 

 

行政書士 

 

 

Ａ 

 

Ｂ 

 

Ａ又はＣ 

第三者請求であり、職務

上請求ではない。 

（単純代行） 

 

有 

 

① 行政書士が、行政書士であることを明示して行う「職務上の請求」という要件を全て織り込み

済なのが職務上請求書であり、その者が行政書士であるという本人確認の証明物として、また、

市町村長に対して受任事務の存在を明らかにする方法の一つが職務上請求書（統一請求書）で

ある。 

 

② 所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類 

  この申し出る書類（統一請求書）の所持人は、現に行政書士会の会員であることを推定させ、か

つ、業務停止･業務禁止などの懲戒処分を受けていない会員であることも推定される。 

（行政書士法、日行連会則、本会会則等） 

③ 職印が押印されたもの 

行政書士が、他人の依頼を受けて作成する書類の存在と、その書類には（例えば）住民票の写し

の取得が必要となることが推定される。（行政書士法施行規則第９条～１１条） 

また、統一請求書が盗難又は拾得によるものではないことも、この所属会に登録された職印を申

請時に押印するという捺印行為によって推定される。 

 

④ 行政書士が役所窓口備付の「交付請求書」を用いる場合 

  京都府下の現状では、窓口の交付請求書を用いた職務上請求はできないとされているが、他府県

では可能な地域（次図）も存在する。つまり、職務上の請求という概念は、イコール統一請求書

の使用ではない・・ということである。先に「海事代理士」の項で示したように、職務上の請求

とは、行政書士が行政書士であることを明示し、その職務上において必要であることを明らかに

すれば足りるものであり、統一請求書はそれを単に具現化しただけの「物」に過ぎない。こうし

たことから、住民基本台帳法の趣旨に則った理解を示す地方公共団体も一部ではあるが存在（次

図）している。 
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＜ 参 考 ＞ 

総務省 2008年 4月 26日 「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する

省令等の一部を改正する省令案」及び「戸籍の附票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令

案」に対する意見募集の結果について  

 

18【第１１条第２号及び第４号関係】 特定事務受任者の申出については、統一請求書の使用を義務

付けていただきたい。 

いわゆる統一請求書は、法令上は本人確認書類の一つとしての扱いであるため、使用を強制すること

は困難ですが、特定事務受任者が申出の任に当たっている場合には、基本的にこれによるべきと考え

ています。 
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19【第１１条第２号及び第４号関係】 特定事務受任者の申出については、統一請求書の使用を義務

とするべきではない。 

いわゆる統一請求書は、法令上は本人確認書類の一つとしての扱いであるため、義務付けられていま

せんが、特定事務受任者が申出の任に当たっている場合には、基本的にこれによるべきと考えていま

す。（なお、法第１２条の３第２項による申出については、このように考えられますが、任意代理人

としての同条第１項による申出を同条第５項及び第６項の手続により行うことは妨げられません。） 

 

20【第１１条第２号及び第４号関係】職務上請求書を各士業を通じて統一のものとしていただきたい。

また、依頼人の住所・氏名・生年月日・電話番号の明記を義務付けていただきたい。 

いわゆる統一請求（申出）書は、各士業団体において、住民票の写し等の交付の申出をスムーズに行

えるようにするため、当該団体の責任の下に作成されるものであり、士業をまたいだ統一は困難と考

えます。なお、依頼者については、氏名を明記することとしています。 

 

 

 

                                             

行政書士が正当な理由もなく他人の戸籍謄本、住民票の写しを取得したことが違法であるとして

慰謝料の支払いが命じられた事例  

損害賠償請求事件 東京地裁判決 平七（ワ）21479 号 平 8.11.18  

                                              

原告 ジャーナリストX  被告 行政書士Y 

「X の依頼に依らずして、Y が交付請求中に「相続（分割、裁判所）」としてX の住民票と戸籍謄本

を取得したため、プライバシーが侵害されたとして X が提訴した。Y は職務上したものであり、経

緯を明らかにはできないが正当と判断される依頼に基づいてしたと反論した。結局、Y は裁判所の「釈

明準備命令（交付請求の正当性について釈明を準備すること）」にも応じず、依頼の経緯を明らかに

しなかったため、違法（不法行為を構成）であるとして、Ｙに慰謝料として50 万円の支払いを命じ

た。」 

判旨一部抜粋 

「右交付請求は、虚偽の使用目的によるか、又は原告の相続に関して利害関係を有する他人の依頼に

基づいてされたかのいずれかである。虚偽の使用目的を示してする戸籍謄本等の取得は、真の目的が

明らかにされ、それが正当なものと認められない限り、正当な理由なくしてされたと解して妨げなく、

当該戸籍に記載された者の個人情報を違法に取得するものとして不法行為を構成する。被告による戸

籍謄本等の取得が他人の依頼に基づくのであれば、当然には被告が責を負う筋合いではなく、被告は、

裁判所の命令に従って依頼の経過を明らかにすることにより、責を免れることができ、原告は、当該

依頼者に対して不法行為責任を追及することが可能となる。本件において、被告は、依頼者を含め戸

籍謄本等の請求の理由を明らかにせず、原告の利益侵害の回復を妨げており、ひいては被告による戸

籍謄本等の取得が正当な理由もなくされたものと評価せざるを得ず、右は不法行為を構成する。」 
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行政書士からの除籍謄本の交付請求について 

平成9年 6月 3日 民二第970号 福岡法務局民事行政部長宛 民事局第二課長回答 

                                              

                         戸第 139号 平成 9年 4月 24日 

福岡法務局長 殿 

熊本地方法務局長 

行政書士による除籍謄本の交付請求について（伺い） 

 今般、行政書士から当局管内熊本市に対し、職務上請求書により、使用目的を「家系図作成」とし

て、傍系血族等の除籍謄本の請求がありました。熊本市は、一般的に「家系図作成のため」との請求

理由では、自己の傍系血族の除籍謄本の交付請求は認められない取扱いである（平成三年二月二五日

付け法務省民二第一九三〇号民事局長通知）ことから、本件請求に基づく除籍謄本の交付には疑義が

あるとして、当職に照会がありました。当職としては、下記理由により、本件請求には応ずべきでな

いと考えますが、いささか疑義がありますので、何分の御指示を賜りたくお願いいたします。 

記 

一 行政書士が「職務上必要とする場合」には、戸籍法施行規則第一一の二第二項により、除籍謄本

等の請求をすることができる。ここに「職務」とは、行政書士法第一条及び同法第一条の二に規定

されている業務を指し、「家系図作成」は、行政書士法第一条第一項の「事実証明に関する書類の

作成」に該当するものと解される。したがって、行政書士が家系図作成のために除籍謄抄本等の請

求をすることは、「職務上必要とする場合」に該当し、基本的にはその請求は認められるものと考

える。 

二 しかし、行政書士は「他人の依頼」を受けて書類の作成等を業とする（行政書士法第一条第一項）

ものである。そこで、「家系図」の作成等に関連して身分関係を証する書面を請求できる範囲につ

き、その依頼人に法令上の規制（戸籍法第一二条の二第二項、同法施行規則第一一条の三）がある

場合には、行政書士の業務の範囲も、そこで認められた請求の範囲内に限定されるものと考える。 

三 ところで、戸籍の取扱いにおいては、正当な利害関係がある場合等でなければ、自己の傍系血族

等の除籍謄本の請求は認められておらず、したがって、そのような請求者の依頼を受けた行政書士

も、「行政書士」ということのみをもって、当然には当該範囲を超える請求が認められるものでは

ないと解する。 

四 よって、行政書士が「家系図作成」を目的として傍系家族の除籍謄本を請求することは、職務上

の請求に該当しないというべきであり、本件請求には応じるべきではないと考える。 

【回答】 

客月一五日付け戸第三九八号をもって貴局長から当局長あて照会のあった標記の件については、貴局

意見のとおり請求に応ずべきでないものと考えます。 
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７７７７    行政書士の行政書士の行政書士の行政書士の職責職責職責職責とととと倫理倫理倫理倫理        

 

代書人から代言人への成長・進化の過程には、必ず「職責」規定が伴ってくる。昭和４２年の改正

司法書士法は、事実上の代理の概念である代行規定を定めている。行政書士法に代行権を規定したの

が昭和５５年改正（法律第二十九号（昭五五・四・三〇））であったので、実に１３年も司法書士法

に遅れてしまっている。そればかりではなかった。司法書士は昭和５３年には登記、供託につき審査

請求代理権を獲得し、何より「国民の権利の保全に寄与する。」という目的規定をこの改正時（資料

10）に明確にしているが、未だ行政書士に審査請求代理の権限はない。 

 

（職責） 

第２条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に

その業務を行わなければならない。（昭和５３年） 

（社会保険労務士の職責） 

第１条の２ 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な

立場で、誠実にその業務を行わなければならない。（昭和５６年） 

（弁護士の使命） 

第１条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 

２ 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改

善に努力しなければならない。 

（弁護士の職責の根本基準） 

第２条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなけ

ればならない。 

（行政書士の責務）  

第１０条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような

行為をしてはならない。 

＊他の士業は全て第一章総則に規定されている。それに反し、行政書士の「責務」規定は未だに第四章である。 

 

弁護士法の第１条は、その歴史の中で「成功報酬（謝金）が訴訟等を投機の対象とするものであっ

て不当である。」との議論があり紆余曲折を経て、弁護士法に誠実義務を規定することとなったよう

である。この規定は、今日、行為規範としての義務だけではなく、独自の法的義務として認めるのが

妥当である。（弁護士法概説） 

そうすると、業務を考える前提として「職責」、「責務」規定をどのように捉えるのかが問題となる。

行政書士業務は書類作成を中心に、非独占業務としての官公署への提出手続代理業務と、そして今般

の「許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続にお

いて当該官公署に対してする行為（弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第７２条に規定する法

律事件に関する法律事務に該当するものを除く。）について代理すること。」となる。その業務の態様

は、法第１条の目的・・「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資する
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ことを目的とする。」を達成するため、責務としての規定「誠実にその業務を行なうとともに、行政

書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」・・があるものと考えられる。 

責務規定である「誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為

をしてはならない。」この規定の接続詞が「又は」ではなく「及び」とならないのは何故なのか。信

用があれば品位を害するような行為をしてもいいのかと勘ぐりたくもなる接続詞である。司法書士法

では「司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその

業務を行わなければならない。」となっている。 

業務を行うにあたって、司法書士は「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して公

正かつ誠実にその業務を行わなければならない」であり、行政書士は「誠実にその業務を行なうとと

もに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」である。 

ここでも行政書士法には「業務に関する法令及び実務に精通して」の記載がなく、結果的に行政書士

は法律職ではないのかと勘違いされてもおかしくない規定のしかたである。行政書士もこれ等を「職

責規定」として、第一章の第1条の5に規定することが法律家としては必要不可欠である。 

 

なお、隣接法律専門職の業務に関する規定を、それぞれ「事務」として限定列挙したのは、一般法

である弁護士法に、例外規定を設ける場合の措置を明確にするためにとった手法のように感じられる。

つまり、元々代書人は、代言人と同時に出来た制度、いわば対等以上の関係であったが、法律事務を

弁護士独占に移行する必要が生じた政府は「官公署に提出する書類、権利義務、事実証明に関する書

類を作成することを業とする。」ことだけを規定していた時代では「単純代書」と無理に位置づけ、

申請手続代理を行う時代（代書人の代言人化）になって、弁護士業務の一部を限定列挙された業務の

みを許された不便な制度に転化させることで業務の制限を加えている。これが完成したのは「この法

律又は他の法律に別段の定めがある場合・・」と、弁護士法第７２条を改正したときであろう。 

 

行政書士法が独占業務と非独占業務としたように、司法書士の簡裁代理業務も罰則規定は弁護士法

７２条に委ねている。このように見てくると、士業の進化が少しだけ理解できてくる。 

代書だけなら代言人（弁護士）は何も文句は言わない。しかし、代言人の業務範囲に一歩でも入る

と、倫理はどうか、能力担保はどうかと・・。総じて言えるのは、社会公共の武器になるための「士」

としての職業訓練（法的担保能力＋専門家職業倫理）は、まだまだ足りないと考えていることだけは

事実なのだろう。                   （本項は京都会森田好冶氏との共同執筆） 

   （個人）・・・躾・・・習慣・・・思想・・・宗教 

                                  （行政書士法・規則） 

倫理    憲法 ・・基本的人権 公共の福祉による制約 ・・法令     専門家職業倫理 

 

（社会）・・・慣習・・・道徳・・・法令・・・業法 
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８８８８    試験科目を試験科目を試験科目を試験科目を法定化法定化法定化法定化する意義する意義する意義する意義    －－－－求められる専門性求められる専門性求められる専門性求められる専門性と特認問題－と特認問題－と特認問題－と特認問題－        

 

平成 17年 4月、日行連理事会において「行政書士法改正項目」に「行政書士試験科目の法定化」

が取り入れられた。行政書士試験は合格率が数パーセントと難関になっている一方で、公務員歴や他

資格者が試験に合格することなく行政書士資格を得るという事実の存在が問題となっている。行政事

務経験にしても、証明者の裁量いかんに依る部分があるので、実際に従事した行政事務形態の把握は

難しい。弁護士は法律事務全てをその職務としているので、別格扱いとしても公認会計士、税理士、

弁理士、公務員歴による者に、無条件で行政書士資格を与えるという大盤振る舞いは他の業法の何処

にも見つからない。これは法制定時に、単純代書と位置付けられた６０年前の遺物にほかならない。 

 

 

＜行政書士試験 合格率の変遷＞ 

昭和４１年 ７０．００％   

昭和４２年 ４３．５０％ 

昭和４７年 ３５．００％  

平成１３年 １０．９６％ （合格者数   ６，６９１人） 

平成１４年 １９．２３％ （合格者数 １２，８９４人） 

平成１５年  ２．８９％ （合格者数   ２，３４５人） 

平成１６年  ５．３３％ （合格者数   ４，１９６人） 

平成１７年  ２．６２％ （合格者数   １，９６１人） 

平成１８年  ４．７９％ （合格者数   ３，３８５人） 

平成１９年  ８．６４％ （合格者数   ５，６３１人） 

平成２０年  ６．４７％ （合格者数   ４，１３３人） 

平成２１年  ９．０５％ （合格者数   ６，０９５人） 

平成２２年  ６．６０％ （合格者数   ４，６６２人） 

平成２３年  ８．０５％ （合格者数   ５，３３７人） 

 

（１）行政書士法の制定過程における考え方 

役所に提出する書類の単純代書なのだから、それを受付審査する立場の公務員は当然行政書士とな

る能力があるだろう。公認会計士、税理士、弁理士は公務員より専門的な試験に合格したのだから公

務員と同等以上の能力があるだろうという程度からの発想に過ぎない。 

「官公署は何よりも先ず国民の利便を考えて、特に窓口事務を成るべく簡易化すると共に、その親切

な処理に努める必要がある点を主張するものであつて、本法案（行政書士法）も又この趣旨に副うよ

うに立案され、運用されなければならない。」（後掲 資料１） 

法制定当初の単純代書時代においては、そのような理由付けもできたのだろうが、試験での合格率

が数パーセントという時代にあっては、司法制度参入に対する弊害の方が目立ち始めている。残念な

ことは、試験に合格することなく行政書士の資格が付与されるという、縦割り行政が齎した制度上の
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「大盤振る舞い」によって、下位資格、入門資格と見られがちである。そのためもあって、法律家と

いう意味では、未だに代書の域から抜け出せずにもがいている。 

しかしながら、この条項を削除するためには、数十万以上の公務員や他資格者を敵に回しての戦い

だから容易に改正できる見込みはない。では、戦略は無いのだろうか。最初に法第３条を改正して「試

験科目を行政書士法に定めること。」というのが私の辿り着いた結論である。この改正だけなら反対

勢力は殆ど皆無のはずであり、容易に戦略が構築できる。 

 

（２）専門性をどこに位置付けるか 

他の士業では司法書士法第６条、税理士法第６条、社会保険労務士法第９条等にみられるように試

験科目が法定されているために、一般人から見ても条文を開けばその分野の専門家と認知される。 

一方、行政書士法では、行政書士業務に関して必要な知識及び能力（法第３条）とだけ定められ、試

験科目が法定されていない（大臣告示で行政書士法上の条文に明記されていない。）ため、法律の専

門職ではないとする根拠にされてしまっている。 

試験科目、特に、憲法、民法は必須であり、その他商法、会社法、行政手続法、行政不服審査法等

が考えられる。また一定の個別業法（例えば、建設業法、道路運送車両法、入管法等）を行政書士法

上に明記することも「この科目（法律）に関しては数パーセントの狭き門を通り抜けた法律の専門家

ですよ。」と胸を張っていえる行政書士制度にすることが必要不可欠である。 

この試験科目という基礎部分の改正を放置したままでは、何が専門家だ、何が代理権だということに

なってしまうだろうことに、我々は一刻も早く気付かなければならない。 

 

（３）試験科目から見た専門性の異同 

さて次の戦略は、あくまでも試験科目の法定化が前提とはなるが、行政書士の試験科目内容と公認

会計士法、税理士法、弁理士法、公務員試験内容、公務員経歴との異同・比較・検討・精査である。

この分析結果次第では（イ）弁護士以外の他士業については、一部試験科目の免除、公務員歴につい

ては25年、30年という妥協点又は（ロ）司法書士法第4条第二号同様の認定制度の導入を次の第二

段階での法改正の着地点に据えることは可能である。 

そして、最終的な第三段階では、公認会計士、税理士、弁理士、公務員歴による者は、試験科目の

一部免除は行うが、法定された試験科目と試験内容、合格率、行政書士の専門性等を勘案すると、試

験（又は認定考査）に合格することなく、行政書士資格を付与することについては認められないとい

う結論に辿り着くことは可能なはずである。 

 

（４）数による力の論理 

他方、数の力による政治的な圧力によってこれ等の問題を乗り切ろうとする考え方からすると、他

の士業者や公務員経歴による者の入会は歓迎すべきであるとする。 

しかし、この考え方では、将来も従来からの代書に留まるのならば別にして、法的な担保能力を語る

ことなく、数だけの頼みでは司法制度に対する専門性への方向付けは見えてこない。 

試験科目によって自他共に認識された専門性の下で、司法制度への参入を始めとした懸案である法

改正項目を論じるべきであって、根本を見過ごした議論や規制改革要望だけでは、一般的に受け入れ
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られることにはならないであろう。 

 

（５）国民視点からの要求 

法的な手続に関して困っている国民からすれば、行政書士、司法書士両者の区別は全くついていな

い。国民にとっては、業法による区分などは何らの意味も為さないのであり、相談に乗ってくれる身

近な法的サービスの提供者だけを求めているのである。両資格共に代書人という源流からの分流であ

るからして、尚更に一般国民が混同する傾向は強い。こうした側面からも、行政書士の法的担保能力

を公に安定させるための方策が求められればこそ、試験科目の法定化から始めて、特認の問題は解決

されなければならないのである。 

 

（６）その他 

他資格者、公務員ＯＢであっても、行政書士として十分な能力を持ち活躍している会員が多数い

ることは既知の事実であるが、本稿ではそうした行政書士個々の資質を論じるのではなく、制度と

して進むべきあり方に基づいた方向性を論じるのでなければ、何等意味を為さないことになってし

まう。 

この意味において「法律家」という定義により近づくための立場からいえば、少なくとも憲法と

民法は最低限の必須科目であり、隣接法律専門職では行政書士と司法書士だけがクリアーしている

ことになる。これは明治5年の司法職務定制の時代、代言人よりも上位に位置していた代書人から

の変遷過程を辿れば、至極当然の帰結ではある。 

行政書士・弁護士・司法書士以外の士業については、その時代と縦割り行政からの要請による代

書人から派生した謂わばスペシャリストとしての部門法律家という地位であり、ゼネラルな意味で

の法律家としての範疇とは異なるものである。 

 

 

法的サービスの提供分野 資 格 者 

ゼネラリスト分野 
行政書士            弁護士 

司法書士 

スペシャリスト分野 
海事代理士  社会保険労務士       税理士 

           弁理士 

専門の技術的な分野 
         公認会計士   不動産鑑定士 

土地家屋調査士 
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９９９９    行政不服審査行政不服審査行政不服審査行政不服審査のののの代理権代理権代理権代理権と第３次答申と第３次答申と第３次答申と第３次答申        

  

規制改革推進のための第３次答申 －規制の集中改革プログラム－（平成 20年 12月 22日）によれ

ば、司法書士、行政書士にも「行政不服審査の代理権」を認めることを検討すべきであるとし、規制

改革の課題～機会の均等化と成長による豊かさの実現のために～（平成21年12月4日)においても、

同様な観点から検討を求められている。 

 

（ア）司法書士への行政不服審査の代理権の付与 

法務大臣が必要な能力を有すると認定した司法書士は行政事件訴訟に関し裁判所に提出する書類の

作成が可能で、簡易裁判所における訴訟代理権を有し、国家賠償法（昭和22 年法律第125 号）に基

づく損害賠償請求事件を扱うことも可能であることを勘案すれば、登記や供託以外の分野の行政不服

審査についても、不服申立書等の書類を作成し代理して不服申立等を行うことは十分可能であると考

えるのが合理的である。また、違法・不当な行政によって権利侵害された利益の救済をできるだけ図

ろうとするのが現在の潮流でもあり、その一環として国民の身近な街の法律家である司法書士が、行

政不服審査に関与することが可能になれば、国民の利便性が向上すると考えられる。 

したがって、「規制改革推進のための３か年計画（再改定）」（平成21 年３月31 日閣議決定）にある

とおり、「法務省は、司法書士が行政不服審査手続に関与できるようになれば、行政不服審査制度が

国民にとって真に使い勝手の良い制度となり、権利救済にも資するのではないかという問題意識を踏

まえ、司法書士の業務における実績等を注視し、行政不服審査における手続代理を認めることの弊害

や国民の利便性の向上等を見極めつつ、行政不服審査における手続代理を的確に行うための専門能力

の確保、その認定の在り方を含み、関係機関とも連携を図り、司法書士への行政不服審査の代理権の

付与について、検討」したうえで、必要な措置を講ずべきである。 

 

（イ）行政書士への行政不服審査の代理権の付与 

行政書士に対する行政不服審査の代理権の付与について、行政書士の専門性を活用するという観点

が必要である。行政機関に提出する許認可等の申請書類の作成・提出を行い申請内容を熟知する行政

書士が、依頼者の意向に基づきそれらに関わる行政不服審査申立も含め一貫して取り扱えるようにな

れば、行政不服審査制度の活用が促進され、国民の利便性の向上が図られると考えられる。 

他方、行政不服審査の手続は、裁判手続と同様に争訟手続の一つであり、かかる手続について代理権

を付与するためには、当該手続において法的主張等を依頼者の立場に立って適切に展開する能力を有

していることが前提となると考えられる。 

したがって、「規制改革推進のための３か年計画（再改定）」（平成21 年３月31 日閣議決定）にあ

るとおり、「総務省は、国民に身近な行政書士が行政不服審査手続に関与できるようになれば、行政

不服審査制度が国民にとって真に使い勝手の良い制度になり、権利救済にも資するのではないかとい

う問題意識を踏まえ、行政書士の業務における実績等を注視し、行政不服審査における手続代理を認

めることの必要性や国民の利便性の向上等を見極めつつ、行政不服審査における手続代理を的確に行

うための専門能力の確保を図りつつ、関係機関とも連携を図り、行政書士への行政不服審査の代理権
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の付与について検討」した上で、必要な措置を講ずべきである。・・と公表した。 

 

 

 

総務省行政管理局行政不服審査法案に関する勉強会（概要） 平成21年 12月 28日 

【弁護士以外の士業に代理人資格を解放することについて】 

 

○ 弁護士法で別途検討されるべきことであり、行政不服審査法の問題ではない。〔小幡氏〕 

○ 弁護士法７２条は既得権益そのものであり、不服申立ての手続は大して難しいものではないので

あるから、他の職種に解放することは当然考えるべきである。この点では、行政手続のいい意味

でのパターナリズムを発揮することが望ましい。〔櫻井氏〕 

○ 士業への代理権の付与は、ぜひ検討してほしい。〔橋本氏〕 

○ 経験上、本人申立てや弁護士関与に比し、行政書士や司法書士が関与した申立ての方が的確な理

由が付されていることも多く、他士業の代理権を正面から認めるべき。〔福井氏〕 

○ 弁護士以外の者もそれぞれの行政領域に相応しいものなら当然代理をすることができるとすべ

き。〔三木氏〕 

○ 現状においては司法書士や行政書士に複雑な行政事件訴訟を担うだけの技量はないと解される

ので、今のところ資格解放の必要性はないのではないか。〔三宅氏〕 

○ 弁護士以外の士業に代理人資格を解放することについて、地方税などでは、業として税理士が代

理することがあるが、それ以外はあまり代理人が請求することはなく、親族や知人が代理人とな

る現状で十分ではないか。〔和久井氏〕 

 

気になるのが、必要な措置の意味と、司法書士と行政書士が同時に行政不服審査の代理権を得た場

合は、どうなるのかということである。つまり、行政書士の相手先は監督権者でもある府県知事（第

１３条の２２～）という問題と、もう一つは規制改革会議が司法書士について「登記や供託以外の分

野の行政不服審査について」と記述していることである 

不服申立・審査の前提である「官公署へ提出する書類及びそれに添付を要する権利義務・事実証明

書類」は、業法による制限は為されているものの、司法書士と行政書士の共管業務として網の中に取

り込まれてしまう恐れがなしとは云えないことである。 

このことは、認定司法書士が訴額の範囲内の当該案件に関してという制限付きながら、訴訟代理人

としての立場に立つことができ、その範囲においては「法律事務全般」を扱うことができる立場に立

ったことと同じ現象の再来を意味している。 

認定以外の司法書士にしても、登記や供託以外の分野の行政不服審査の代理ができるようになったの

だから、不服審査の前提である「許認可・権利・義務関係書類」を作成出来ないとする道理は、何処

にも存在しないと主張することができることになる。 
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１０１０１０１０    「「「「法務士法務士法務士法務士」」」」名称名称名称名称と「法務事務所」と「法務事務所」と「法務事務所」と「法務事務所」        

 

わが国では縦割り行政の弊害の産物として、また公務員ＯＢへの天下り対策として、弁護士を頂点

とした法律家（隣接法律専門職）と称する士業が、少なくとも八士業（弁護士・行政書士・司法書士・

土地家屋調査士・社会保険労務士・税理士・弁理士・海事代理士）存在し、隣接法律専門職として司

法過疎・弁護士過疎を支えてきていた。住民票・戸籍謄抄本等を、その職務上において請求できる士

業は上記の八士業である。（戸籍法施行規則 第１１条の２ 第４項） 

しかし、司法制度改革・規制改革・民間開放などの推進策によって、平成12 年頃から、各士業に

は報酬額の撤廃、広告の自由化、隣接法律専門職間の相互乗り入れ、職域拡大要望等の諸問題が降り

かかるに至って、更なる軋轢が士業の間に生まれている。ここでは、司法書士（界）が司法書士法を

改正し「法務士法」へ、司法書士名称を「法務士」へと改正すべく活動を開始したことに関する問題

点を考えてみる。 

日司連は法律事務の役務商標として「ソリシター」を出願したが、法律事務の役務の一般的な名称

であるとして、特許庁に拒絶された。そこで、司法書士マークの横にソリシターと記載した図形商標

として再度出願し、登録が認められている。 

この商標の役務内容として他士業の業務を列挙しており、他士業と司法書士との軋轢が伺える。 

また、司法書士マークを並べていないソリシターとしての商標は、法律事務の役務としては拒絶され

たが、雑誌のタイトルとしては特許庁に登録が認められている。その他、法務士、法理士、司法士の

商標出願もしたが、すべて特許庁の拒絶査定を受けた。（Wikipedia） 

 

 

・・・・行政書士における「事務所の名称」行政書士における「事務所の名称」行政書士における「事務所の名称」行政書士における「事務所の名称」    

行政書士法では、第６条、第８条、第１３条の８、第１９条の２の条文に規定されるように、行政

書士の登録に際して、事務所の名称等を定めることが規定されている。これによって、事務所名称に

「〇〇法務事務所」とつくものが、行政書士法人では21 法人、個人の行政書士事務所では実に975

の行政書士事務所が「法務」という名称を冠している。（日行連 平成23 年 6月） 

これに類する民間資格では、平成10 年頃から日本人材育成協会が「人事法務士」なる資格者を養成

しており、現在約23,000 人が登録している。（日本人材育成協会 平成20 年 6月） 

 

・・・・司法書士における司法書士における司法書士における司法書士における「「「「名称名称名称名称のののの変更変更変更変更」」」」    

2008年 1月の「月報 司法書士」に、司法書士を考える「なぜいま名称変更か」と題する特集が掲

載された。それによると、司法書士界はその名称を司法書士から「法務士」へ、その英訳をJudicial 

scrivener から「Legal Practitioner」に変更するため、愈々動き出したようである。 

この日司連の「法務士」名称使用（司法書士法人では45法人が登録している。）の問題は、日本人

材育成協会の「人事法務士」という民間名称、行政書士の事務所の名称として定着しつつある「〇〇

法務事務所」名称を巻き込んだ形で、どう決着するのか今後が注目される。 
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弁護士法第７４条では、弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載

をしてはならないと規定されている。 

これについて「弁護士法概説（高中正彦）」では、類似する名称、例えばLawyer、法務事務所、

法律研究所等と標示・記載しても第７４条第１項の対象外であるとし、「弁護士法（福原忠男）」も

同旨から、類似名称の禁止とした場合では処罰の範囲が曖昧になるとしている。 

好むと好まざるとに拘らず、今後も法務事務所という名称は、行政書士界、司法書士界から続々と増

えるであろうことが想定される。 

これの意味するところは、即ち、従来代書に限定されていた職能達の内から外への要求としての代

書業からの脱却であり、代書人が司法制度へ参入するための代言人化指向にほかならない。 

 

 

・・・・韓国の韓国の韓国の韓国の行政士と法務士行政士と法務士行政士と法務士行政士と法務士    

お隣の韓国にもわが国と対比されるべき準法曹（隣接法律専門職）が存在している。わが国の行政

書士に対比する職種として「行政士」、司法書士に対比する職種として「法務士」があるので「韓国

における準法曹の現状と課題（阪大法学 56 巻１号）」朴洪圭 福井康太監修から抜粋して簡単に紹介

しておく。 

 

○ 法務士 

一九九五年から、司法試験合格者は年間三〇〇人以上に増やされたが、これに伴い、弁護士が法務

士をはじめとする準法曹の職域に進出する傾向が生じている。とりわけ法務士制度は今後大型法律事

務所に吸収されるのではないかという予測すらある。 

 

○ 行政士 

韓国では、行政機関に提出しなければならない書類が三〇〇〇種類を超えると言われる。官公署へ

提出しなければならない行政書類や証明書の作成、そして免許の申請などを、行政事務に通じていな

い一般人が自ら行うことは困難である。そこで、韓国ではそのような業務を代行する独立専門職とし

て行政士制度が発達し、その数は現在約四万名に達する。市民の行政事務需要に応える専門職として

韓国で行政士が果たす役割は大きい。 

 

しかし、一方では韓国の行政士制度には試験制度はあるが実施されたことがなく、公務員のＯＢが

行政士で、しかも警察出身者が約50％を占めており、許可、認可及び免許など行政機関に提出する

申告、申請、請求の代理を行っている。平成11年の法改正により、その登録業務が大韓行政士会か

ら市に移管され、会費の納入も任意となったため、結束力が大幅に弱まったようだとの現地レポート

も報告されている。「行政書士の役割（三木常照）」 

 

 

 

 



 - 224 - 

１１１１１１１１    開示請求・異議申立・審査会開示請求・異議申立・審査会開示請求・異議申立・審査会開示請求・異議申立・審査会        

  

法令に基づかない行政指導、窓口による独自判断など、行政機関ではあらゆる不合理が通例としてま

かり通っているが、これを正すのも行政書士の責務である。行政指導などはその機関の内部通達等に

よることが多いので、先ずはそれらの内容を知らなければ戦えない。 

官公署に保管してある行政文書の提供を受けるには、担当部署に連絡して当該資料の提供が可能か

どうかを尋ねるのが第一であるが、そこで有効なのが「開示請求」という一言である。通常の一般行

政文書であれば、この言葉を発した途端に「そこまでしなくても結構です。該当文書を提供しましょ

う。」ということになる。つまり、開示請求をされる側にとっては、請求自体がマイナス要素であり、

且つ文書の種別によっては手数と日数が結構かかる作業であるから当然である。 

 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年 5月 14日法律第42号）では、第１条 こ

の法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、

行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務

が全うされるようにするとともに国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に

資することを目的とするとされており、原則的には開示しなければならないものである。 

開示請求する側の弱点は、当該文書が行政機関に保存されているか否かがはっきりと判明しない文

書を請求する場合、その開示・非開示・文書の存否が、ある意味において行政機関の裁量に委ねられ

てしまっている（法第5条各号）ことにある。当該行政文書の不存在を恣意的に決定がなされれば手

の打ちようがないのである。こうした場合に有効なのが、同種の開示請求について内容が関連すると

思われる行政機関全てに対して請求することである。こうすることによって、Ａ機関では不存在又は

非開示とされた文書がＢ機関では開示されることもありうるのである。Ｂ機関で開示された内容から、

その奥に潜む更なる開示へと繋がることも間々あるので、目的とする文書に辿り着くまでは、諦めず

しつこくが開示請求のコツである。また、開示請求を行った請求者の文書そのものも、行政機関に到

達した時点から「行政機関の保有する情報」となるので、コツコツとその輪を狭めていくのが当該文

書への近道である。 

開示・不開示の決定に納得がいかなければ、異議申立、そして情報公開審査会へと申し立てること

になる。法務省等の省庁では情報公開審査基準が定められているが、こうした省庁に対する諮問案件

は、内閣府の情報公開・個人情報保護審査会に設けられる。この審査会には、平成20年度で742件

の諮問案件が寄せられている。（諮問件数 平成18年度 500件、平成19年度 628件、平成20年

度 742件 平成 20年度は法務省の242件がトップで、次いで防衛省の177件となっており、両省で

全体の56％を占めている。この開示請求に対して、法務省の非開示判断が妥当であるとされたもの

は42％、妥当でないとされたものは11％である。） 

 

筆者は、平成２１年２月に「規制改革会議第三次答申案２０年１２月」に関して開示請求を行った

が、法務省は法第５条に該当するとして不開示の決定をした。異議申立～内閣府の情報公開審査会に

諮問中であったが、平成２２年７月、当方の主張が全面的に認められた。以下はその結果である。 
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第Ⅶ章第Ⅶ章第Ⅶ章第Ⅶ章    行政書士制度関連資料行政書士制度関連資料行政書士制度関連資料行政書士制度関連資料    

    

１１１１    参議院本会議参議院本会議参議院本会議参議院本会議    行政書士法案行政書士法案行政書士法案行政書士法案    

                                              

第 10回 参議院本会議 

昭和二十六年二月七日（水曜日） 午前十時三十三分開議 

 

 第一 行政書士法案（衆議院提出）（委員長報告） 

 第二 社会教育法の一部を改正する法律案（内閣提出）（委員長報告） 

○議長（佐藤尚武君） 日程第一、行政書士法案（衆議院提出）を議題といたします。 

先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長岡本愛祐君。 

   〔岡本愛祐君登壇、拍手〕 

○岡本愛祐君 只今議題となりました行政書士法案につき、地方行政委員会における審査の経過並び

に結果を御報告いたします。 

本法案は衆議院提出のものでありまして、第八国会及び第九国会にも同様の内容のものが提出せられ

ましたが、本院において審議未了に終つたのであります。よつて衆議院においては、今国会開会の劈

頭、即ち昨年の十二月十一日に本法案を本院に提出いたしで参りましたので、憲法第五十九條第四項

の規定によりまして、一両日を以て本院の審議期間が満了するのであります。そこで本日この法案の

上程をお願いいたした次第であります。 

 

 先ず法案の提案理由と内容の概要を御紹介いたします。従来行政書士は代書人の名称の下に内務省

令代書人規則によつて規制されておりましたが、終戦後右規則が失効して以来、都道府県においてこ

れを規制する條例を定めた場合を除いては、いわゆる野放しの状態に置かれており、一面、行政書士

の業務が国民の利益に対し少なからぬ影響があることに鑑み、法律を以て業務執行の適正を期する必

要があるというのが本法案の提出理由であります。 

 次に本法案の内容の概略を申上げますと、先ず行政書士の業務は、他の法律で制限されているもの

を除き、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類等を作成することであるとしており

ます。行政書士となる資格を持つ者は、学校教育法による高等学校を卒業した者、国又は地方公共団

体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して三年以上になる者、及び都道府県知事がこれら

の者と同等以上の智識及び能力を有すると認めた者につきまして、知事が毎年一回以上試験を行い、

これに合格した者であるとしております。そうして未成年者、禁治産者等は行政書士になることがで

きないとしております。次に、行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、その資格を有

する都道府県において備える名簿に住所・氏名等の事項について登録を受け、且つ登録手数料を納め

なければならないとしております。行政書士でない者は報酬を得る目的で行政書士の業務を行うこと

ができないと定めております。なお経過規定を以て、この法律施行の際、現に引続き一年以上行政書

士の業務を行なつている者で、その年数が通算して三年以上になる者は、本法による行政書士とみな

すこととしております。同じく経過規定で、右に掲げた以外の者で、本法施行の際、現に行政書士の
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業務を行なつている者は、本法施行後一年を限りまして行政書士の名称を用いてその業務壱行うこと

ができるものとしております。その他、登録の抹消、取消等の処分、事務所報酬、帳簿の備付及び保

存、依頼に応ずる義務、秘密を守る義務、立入検査、行政書士会、同連合会、総理府令への委任罰則、

それから二三の経過規定を定めまして、併せて地方自治庁設置法の第五條を改正して、地方自治庁の

権限に行政書士に関する事項を加えたものであります。 

 地方行政委員会におきましては、右法案に幾多の不備のあるのに鑑み、慎重審議を行い、提案者側

との間に質疑応答を重ねましたが、その内容の詳細は速記録によつて御承知を願いたいと存じます。

二月六日討論に入りましたところ、緑風会の西郷吉之助君外三名より修正案が提出されました。 

 修正案の主な点は、第一に、原案の試験制度を緩和いたしまして、弁護士となる資格を有する者、

弁理士となる資格を有する者、公認会計士となる資格を有する者、及び国又は地方公共団体の公務員

として行政事務を担当した期間が、これを通算して八年以上、高等学校の卒業者は五年以上になる者

は、試験を受けないで、当然いずれの都道府県においても行政書士となる資格を有すること、即ち同

等以上の能力者又は一定期間行政事務を担当した経験者には、無試験で且ついずれの都道府県におい

ても行政書士になれる途を開きました。 

 第二に、本法施行の際、現に引続き一年以上行政書士の業務を行なつている者で、通算して三年以

上になるものは、本法の規定による行政書士とみなすと、こう原案にありますのを、これも緩和いた

しまして、「引続き一年以上」の條件を創つてしまいまして、現に行政書士である考は、引続いて一

年以内の者でありましても、過去三年以上行政書士の業務を行なつた経歴があれば行政書士といたす

ことになりました。 

 第三点は、行政書士でない者が報酬を得る目的で行政書士の職務を行うことができないと原案にあ

りますのを、これは嚴格に過ぎまして、社会の実情に副わない場合が生ずるので、これを緩和いたし

まして、行政書士でない者は行政書士の業務を「職業として」行うことができないことに改めました。 

 第四点は、建築代理士というものがございまするが、建築代理士が現在都道府県の條例によつて行

う業務と行政書士の業務との間の関係を調整するために、建築代理士に関しては、この法律施行後で

も、当分の間、條例の定めるところによつて、その業務の範囲内には行政書士が立ち入ることができ

ないといたしました。その他なお若干の点に修正を加えんとするものであります。 

 これに対しまして、社会党の相馬助治君より、我々は官公署の民主化、即ち官公署は何よりも先ず

国民の利便を考えて、特に窓口事務を成るべく簡易化すると共に、その親切な処理に努める必要があ

る点を主張するものであつて、本法案も又この趣旨に副うように立案され、運用されなければならな

いと思う。只今の修正案はこの精神を一段と明らかにしたものであつて、この意味において修正案及

び修正部分を除く原案に対し賛成する旨の意見が述べられました。 

 かくて採決に入りましたところ、右に述べました修正案及び修正部分を除く原案につきまして、そ

れぞれ全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。 

以上御報告申上げます。（拍手） 

 

○議長（佐藤尚武君） 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題

に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛

成の諸君の起立を求めます。  〔総員起立〕 
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２２２２    行政書士法上の有権解釈行政書士法上の有権解釈行政書士法上の有権解釈行政書士法上の有権解釈    

 

＜警察庁照会 行政書士法の解釈について＞ 

警察庁丁生経発第40号  

昭和 62年 4月 1日 

自治省行政局行政課長 殿 

行政書士法適用上の疑義について（照会） 

みだしのことについて、下記のとおり照会します。 

 

記 

 

１ 事業の概要 

  自動車販売会社Ａ社の販売従業員甲は、顧客と普通乗用自動車（新車）の売買契約を行ったが、

その際販売に係る自動車に関し道路運送車両法に基づく登録を行うについて顧客の依頼を受け、甲が、 

○道路運送車両法に基づく登録申請書及び自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく車庫証

明申請書の作成 

○上記申請書の提出に際し、必要とされる書類の収集（以下「添付書類の収集」という。） 

○上記申請書の官公署への提出及び証明書の受領（以下「申請書の提出」という。） 

を顧客に代わって行い、登録諸費用名目で１５，０００円及び車庫証明諸費用名目で１６，０００円

の合計３１，０００円を領収し、Ａ会社に納金した。このうち、登録の場合は印紙代及び番号標代と

して２，８００円、また車庫証明の場合は証紙代及び登記印紙代として１，４００円を、法定費用と

してそれぞれ官公署に納入しているが、残余の２６，８００円はＡ会社の収入となっている。 

 なお、甲は行政書士でなく、Ａ会社の従業員として同様の行為を反復継続して行っているものであ

る。 

 

２ 照会事項 

（１）いわゆる付随行為について 

ア 自治省次官通知「行政書士法の一部を改正する法律の施行について」（昭和３９年７月７日自治

行第８２号、各都道府県知事あて）によれば、行政書士法第１９条第１項の解釈について、「行政

書士でない者が、正当業務の遂行上真に必要な範囲内において付随して行う場合は、従来どおり禁

止されるものではない。」としているが、同見解は現在も変更されていないか。 

 

イ 同見解が変更されていない場合、自動車販売会社Ａ社が、その販売に係る自動車に関し、道路運

送車両法に基づく登録を行うについて、顧客の依頼を受けて販売従業員甲をして登録申請書の作成、

添付書類の収集及び提出等の代行をさせることは自動車の販売に付随する真に必要な範囲の行為

として行政書士法第１９条第１項に抵触しないと解されるか。また、車庫証明は、自動車の保管場

所の確保等に関する法律により自動車の登録申請に際して必要とされているが、車庫証明申請書の

作成、添付書類の収集及び申請書の提出等の代行をさせることも、同様に自動車の販売に付随する
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真に必要な範囲の行為として行政書士法第19条第 1項に抵触しないと解されるか 

 

（２）報酬性について 

ア Ａ社が、甲をして登録申請書及び車庫証明申請書の作成並びに添付書類の収集及び申請書の提出

を代行させ、法定費用を除いた２６，８００円を得ているが、行政書士法の規定を遵守するためとし

て、申請書の作成については無料とし、添付書類の収集及び申請書の提出の人件費及び交通費等の実

費を登録代行手数料として顧客に明示して料金を徴収している場合において、甲の行為は行政書士法

第１条第１項（注：現行では第１条の２第１項）の「報酬を得て…書類を作成」に該当し、同法第１

９条第１項本文の違反となるか。 

 

イ Ａ社が、甲をして登録申請書及び車庫証明申請書の作成並びに添付書類の収集及び申請書の提出

を代行させ、法定費用を除いた２６，８００円を得ているが、行政書士法の規定を遵守するためとし

て、申請書の作成については無料とし、添付書類の収集及び申請書の提出の人件費及び交通費等の実

費を徴収しているのみで実態はアと変わりがないが、顧客に対しては登録手数料とのみ明らかにして

徴収している場合は、甲の行為は行政書士法第１条第１項（注：現行では第１条の２第１項）の「報

酬を得て…書類を作成」に該当し、同法第１９条第１項本文の違反となるか。 

 

ウ Ａ社が、甲をして登録申請書及び車庫証明申請書の作成並びに添付書類の収集及び申請書の提出

の代行をさせ、法定費用を除いた２６，８００円を得ているが、これが甲の代行行為全体に対する対

価として得ている場合、たとえ、書類の作成行為が全体の代行行為に占める割合が極めて少なく、む

しろ添付書類の収集及び申請書の提出の人件費及び交通費等の実費が大部分と見られる場合におい

ても、甲の行為は行政書士法第１条第１項（注：現行では第１条の２第１項）の「報酬を得て…書類

を作成」に該当し、同法第１９条第１項本文の違反となるか。 

 

エ 登録申請書及び車庫証明書の作成は顧客自身が行い、Ａ社は、甲をして添付書類の収集及び申請

書の提出の一連の手続きを代行させ、これらの手続代行の対価として法定費用を除いた２６，８００

円を得ている場合はどうか。 

以上（１）ア、イ及び（２）ア、イ、ウ、エについて詳細な理由を付して回答を賜りたい。 

自治行第83号 

昭和 62年 6月 19日 

警察庁保安部生活経済課長 殿 

自治省行政局行政課長 

昭和62年 4月 1日、警察庁丁生経発第40号で照会のあった標記について、下記の通り回答します。 

記 

（１） ア 変更はない。 

イ 道路運送車両法に基づく自動車登録申請は自動車の所有者が、自動車の保管場所の確保等

に関する法律に基づく車庫証明申請は自動車の保有者が自ら行うものであるから、自動車販

売会社による自動車登録申請書及び車庫証明書の作成は「正当業務の遂行上真に必要な範囲
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内において付随して行う場合」に当たらない。 

（２）一連の作業に対する報酬に、書類の作成に対する報酬が含まれているときは、行政書士法第１

条第１項の報酬に該当し、法第１９条第１項に違反する。 

  この認定に当たっては、昭和５８年５月１７日付 自治行第５３号警察庁保安部保安課長宛行政

課長回答によるほか、次による。 

①報酬とは役務に対する対価であるから、印紙・証紙代、用紙代等を補償する実費弁償は、その範囲

にとどまる限り、書類の作成に対する報酬に該当しないが、人件費等を含むものは書類の作成に対

する報酬に当たる。 

②書類の作成に対する報酬と認定できるものであれば、その名目あるいはその額の多寡を問わない。 

以上によりア～エの各場合につき、次のとおりと解される。 

 

 

 

ア ２６，８００円の一部が、実質的には、申請書の作成（添付書類及び収集に関する書類の作成を

含む。以下、同じ。）に対する報酬と認定されれば、行政書士法第１条第１項の報酬であり、同法

第１９条第１項に違反する。 

   照会文にあるように、「行政書士法の規定を遵守するためとして、申請書の作成については無

料とし、添付書類の収集及び申請書の提出の人件費及び交通費等の実費を登録代行手数料として顧

客に明示して料金を徴収している場合」は、実質的に申請書の作成に対する報酬に該当する部分が

全体の料金に含まれていると認定できるのであれば、行政書士法第１条第１項の報酬を得ていると

いえ、同法第１９条第１項に違反する。 

 

イ 登録手数料として一括して徴収する場合も、違法かどうかについては、実態に着目して判断する

ことになるため、実態上アと同様であれば、答も同じものになる。 

 

ウ 実費弁償にとどまらず、申請書の作成に対する報酬と認定できるものがあるならば、その額の多

寡を問わないので行政書士法第１条第１項に該当する。 

 

エ Ａ社が申請書の作成も、添付書類及びその収集に関する書類の作成もしていないのであれば、行

政書士法第１条第１項に該当しない。 

（注 行政書士法第１条第１項は、現在行政書士法第１条の２ 第１項となっている。） 
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３３３３    仙台高裁判決仙台高裁判決仙台高裁判決仙台高裁判決    「「「「    司法書士法違反被告事件司法書士法違反被告事件司法書士法違反被告事件司法書士法違反被告事件    」」」」    

                                             

平成 8年う 49 司法書士法違反被告事件 平成9年 05月 23日  

仙台高等裁判所第二刑事部 

  主    文 

     本件控訴を棄却する。 

         理    由 

 一 本件控訴の趣意は、弁護人永井修二及び同岡田滋が提出した各控訴趣意書に、これらに対する

答弁は、検察官吉田年宏が提出した答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用

する。 なお、弁護人永井は、第一回公判期日において、同弁護人の控訴趣意四の司法書士法一九条

一項（二五条一項）が憲法に違反するとの主張は、憲法二二条一項の職業選択の自由に反するとの趣

旨である旨釈明した。 

 二 弁護人永井の控訴趣意三及び同岡田の控訴趣意第一の一の１ないし３（公訴権濫用の主張）に

ついて 

 論旨は、要するに、（１）本件捜査の端緒となった福島県司法書士会の被告人に対する告発は、同

会による違法な実態調査により収集された証拠に基づき報復的に行われたものである上、（２）本件

において被告人に対しなされた逮捕、勾留、接見禁止の各処分は、その理由や必要性が全く存在しな

いにもかかわらず、被告人に対する過大な制裁を図った違法なものであるのみならず、（３）本件の

逮捕状を発付するなどした簡易裁判所判事にはいわゆる法曹資格がないので、憲法三三条の「権限を

有する司法官憲」に該当しないから、本件の逮捕、勾留等は違憲であり、以上の諸事情に照らすと、

本件の公訴提起自体が公訴権の濫用に当たり違法無効なものであるから、公訴棄却の判決がなされる

べきであったのに、これをしなかった原判決には、刑訴法三七八条二号の不法に公訴を受理した違法

がある、というのである。 

 しかしながら、記録を調査し、当審における事実取調べの結果を併せて検討してみても、原判決に、

所論指摘の違憲、違法があるものとは認められず、右各所論について、原判決が「弁護人の主張に対

する判断」の項の第二で説示するところは、いずれも正当としてこれを是認することができるのであ

って、原判決に不法に公訴を受理した違法は存在しない。所論に鑑み若干の説明を補足するに、右（１）

の主張につき、所論は、司法書士会による実態調査（登記申請書等の閲覧）について、原判決は、公

益目的からなされるものである旨判示しているが、右実態調査が、専ら非司法書士による登記申請業

務の排除を目的とするものであることは明白であり、結局のところ、右調査は、一民間団体に過ぎな

い司法書士会の私的業益をかたくなに確保することのみを目的とし、司法書士会の行う実態調査に協

力することを促す法務省民事局の依命通知は、特定の民間団体に対し、正規の手続によらず法令に違

反して不当な便益を提供するものであって、原判決のいうように行政共助としての適法な措置などと

いえるものではないなどと主張するけれども、司法書士法一九条一項が、同法二条と相俟って登記申

請業務を司法書士にほぼ集中させ、原則として非司法書士が登記申請代理行為を業とすることを禁じ

ていることについては、後に述べるとおり公共性の強い登記業務を適正円滑に遂行せしめ、国民の登

記に対する信頼性を高めるなどの公益目的のために、十分な必要性と合理性があると認められるので

あって、非司法書士による登記申請業務を排除すること自体正当な公益目的を有するものというべき



 - 265 - 

である上、司法書士会は、司法書士法に基づき、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、同区域内

に事務所を置く司法書士によって組織設置されている特殊法人（準公益法人）であることからすると、

司法書士会による実態調査が、所論のいうように、一民間団体の私的業益を確保することのみを目的

とするものであるなどということはできず、司法書士会の行う実態調査に協力することを促す法務省

民事局の各法務局に対する依命通知は、右のような公益目的に基づき発せられた行政的共助措置（原

判決の「行政共助」という表現は、これと同趣旨で用いたものと思われる。）として適法なものであ

って、これが特定の民間団体に対し不当な便益を提供するものであるなどとは到底いえないから、右

依命通知に基づき行われた本件の福島県司法書士会による実態調査及びこれに基づく被告人に対す

る告発は、適法であると認められる。 

また、右（２）の主張につき、所論は、本件の逮捕及び勾留時において、被告人には、関係人との

通謀等による罪証隠滅のおそれや余地が一切なかったことは明白であるなどと主張するが、原判決が

説示するとおり、本件の逮捕状請求時及び勾留請求時において、被告人は、被疑事実のうち外形的事

実については概ね認めるものの、自らの行為の正当性を縷々主張して犯行を否認する供述をしていた

ものであり、その時点においては、被疑事実を疎明する資料として、告発状や各登記申請書謄本等の

ほか、被告人に登記申請手続を依頼した者のうち七名については検察官に対する供述調書が作成され

ていたが、その余の多数の関係者らについては捜査が未了の状態であったことに照らすと、被告人に

は、業務性や違法性の意識の有無等を含む罪体それ自体あるいは重要な情状事実について、関係者ら

と通謀するなどして罪証隠滅を図るおそれがあったものといわざるを得ない。 

 更に、右（３）の主張について、これが独自の見解であって理由のないものであることは、原判決

が説示するとおりである。なお、簡易裁判所判事が法律の素人であるとの所論は、多分に誤解等に基

づくものであり到底是認することはできない。 

 その他、縷々主張する各所論に鑑み、改めて記録を精査し、当審における事実取調べの結果を併せ

て検討してみても、原判決に、不法に公訴を受理した違法は一切存在しないから、論旨は理由がない。 

 

 三 弁護人岡田の控訴趣意第一の二（理由不備の主張）について、論旨は、要するに、原判決は、

弁護人らが主張した本件の最も重要な争点であるいわゆる付随行為論について理由を付しておらず、

刑訴法三七八条四号の理由不備の違法がある、というのである。 

 しかしながら、原判決は、「弁護人の主張に対する判断」の項の第四において、司法書士及び行政

書士の各制度の沿革を詳細に認定し、これを踏まえて、登記に関する業務が行政書士ではなく司法書

士に集中された理由について検討を加え、行政書士の職務内容にも言及した上、司法書士法一九条一

項、二条は、行政書士による登記申請代理ないし代行行為を一律に禁止しているものと解されるから、

同法一九条一項、二条が行政書士法一条二項の「他の法律」に該当し、したがって、いかなる場合（定

型的で容易な作業とみられるもの）であっても行政書士が業として登記申請書の作成及び登記申請手

続の代理ないし代行を行うことは、司法書士法一九条一項（二五条一項）に違反すると結論付け、弁

護人らの主張する付随行為論は採用できない旨説示しているのであって、付随行為論について理由を

付していることが明らかであるから、論旨は理由がない。 

 

 四 弁護人永井の控訴趣意四及び同岡田の控訴趣意第二の一（司法書士法一九条一項（二五条一項）
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の違憲性の主張）について 

 論旨は、要するに、司法書士法一九条一項（二五条一項）は、憲法の諸規定、殊に、憲法二二条一

項の職業選択の自由に違反するもので無効であり、仮に、右条項がいわゆる「法令違憲」に当たらな

いとしても、本件事案に右条項を適用する限りにおいては、「適用違憲」になると解すべきであるか

ら、右条項を根拠に被告人を有罪とした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の

誤りがある、というのである。 

 しかしながら、右所論が理由のないものであることについては、原判決が「弁護人の主張に対する

判断」の項の第三において、詳細に説示するとおりである。若干付加して説明するに、所論は、司法

書士法一九条一項（二五条一項）が非司法書士による登託申請の代理行為を原則的に禁じてきたとし

ても、現在の社会情勢のもとでは右規制自体合理性を持ち得なくなってきており、これを緩和する流

れがみられることなどからすると、仮に右規定が、行政書士が自ら関与した登記原因証書に基づく登

記申請代理、及び、行政書士の会計業務に付随して行う登記申請代理のいずれをも禁じているものと

すれば、右規制自体、現段階では少なくとも合理性を持ち得ず、職業選択の自由を保障した憲法二二

条一項に違反する旨主張するけれども、登記申請の代理行為に関し、所論指摘のような規制緩和の動

きがみら<要旨第一>れるかどうかはさておき、仮にこれを肯定するとしても、司法書士法一九条一項

（二五条一項）、二条の立法</要旨第一>趣旨、すなわち、公共性の強い登記業務を適正円滑に遂行せ

しめ、国民の登記に対する信頼性を高めるために、登記申請の代理行為を登記等の専門家としての司

法書士に集中させ、原則として非司法書士が登記申請代理行為を業とすることを禁じていることにつ

いては、現在においても十分な必要性と合理性があると認められるのであって、このような規制の必

要性、合理性に照らすと、司法書士法一九条一項（二五条一項）、二条が、行政書士による登記申請

の代理業務を一律に禁じたとしても、これをもって直ちに職業選択の自由を保障した憲法二二条一項

に違反するものでないことは明らかであり、所論は採用の限りではない。したがって、論旨は理由が

ない。 

 

 五 弁護人永井の控訴趣意五（いわゆる付随行為（正当行為）論の主張。これに関連する主張とし

て同岡田の控訴趣意第一の二の主張を含む。）について論旨は、要するに、被告人の原判示の各登記

申請代理行為（以下「本件各行為」という。）は、規制緩和に関する近年の傾向からしても、一般の

社会通念上、行政書士に認められた正当な業務ということができ、また、登記原因証書が行政書士法

一条一項所定の権利義務に関する書類として、その作成が行政書士に専属する法定固有の業務に当た

ること、原因証書と登記申請書を対比してもその主従関係は一目瞭然であり、これを一連のものとし

て行わせることが国民の利便にも合致することなどからすれば、少なくとも行政書士の本来の業務に

付随する行為であるということができるのであって、被告人の本件各行為は、正当行為として犯罪は

成立しないのに、前記の主張を排斥して被告人を有罪とした原判決には、判決に影響を及ぼすことが

明らかな事実誤認ないし法令の解釈適用の誤りがある、というのである。しかしながら、記録を調査

し、当審における事実取調べの結果を併せて検討してみても、右所論を採用することはできず、原判

決が、その理由として「弁護人の主張に対する判断」の項の第四で説示しているところは、当裁判所

としても、これを正当として是認することができるのであって、原判決に所論指摘の事実誤認ないし

法令の解釈適用の誤りは認められない。 
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 <要旨第二>すなわち、原判決が詳細に認定判示した司法書士及び行政書士の各制度の沿革からする

と、登記申請手続に</要旨第二>関する業務は、行政書士ではなく、司法書士に集中されたものであ

ることが明らかであるところ、その理由は、次のようなものであると考えられる。すなわち、登記が、

排他的支配権である物権や商取引上の重要事項に関して公示機能等を有し、国民の権利に多大な影響

を及ぼすことから、このような国民の権利が不当に損なわれることのないよう、公共性の強い登記業

務を適正円滑に行わしめ、登記制度に関する国民の信頼を高める必要性があることはいうまでもない

ところ、そのためには、登記申請業務を、登記に関する知識はもとより相当の法律的専門知識を有す

る者が取り扱うのが相当であるとの見地から、登記申請手続が容易であるかどうかにかかわらず、原

則として司法書士に登記業務を集中させたものと考えられる。ところで、司法書士は、その資格の取

得に不動産登記法や商業登記法といった登記に関する専門知識の修得が要求されている上、登記、供

託及び訴訟に関する知識や、民法、商法、刑法といった幅広い法律分野における試験が課される等、

法律実務上の知識と判断力が要求されていることに加え、司法書士法上、司法書士の資格を有する者

が司法書士となるには、司法書士名簿に一定事項の登録を受ける必要があることや、司法書士が違反

行為をしたときは法務局又は地方法務局の長が懲戒処分をすることができること等、職務の適正な遂

行のための種々の規律が定められていることなどからすると、司法書士は、登記業務を扱う十分な適

格性を有するものということができる。これに対し、行政書士は、主として行政官庁に提出する書類

の作成や、私人間の権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業務としており、その業務を行うに

当たり、登記に関する専門的知識は必須のものではなく（行政書士法上、行政書士試験は、前記のよ

うな業務に関し必要な知識及び能力について行う旨規定され、司法書士試験においては、前記のとお

り、登記や法律に関する知識の試験が課されるのに比して、行政書士試験においては、その内容が行

政書士法上定められておらず、同法四条三項により、その試験の施行に関する事務は都道府県知事に

委任されているに止まる。）、社会一般において、行政書士が登記等の専門家とはみられておらず、し

かも、行政書士は、本来の業務としてはもとよりこれに付随する業務としても、登記申請の代理ない

し代行行為を行うことはできないというのが、全国の行政書士会の一致した見解である上、行政書士

の資格で登記申請の代理ないし代行行為が実務上行われているという実態もないのであって、行政書

士は、現行法上一切登記申請の代理ないし代行行為ができないというのが一般の社会通念であると認

められる。以上のような種々の観点から、登記申請手続に関する業務については、行政書士ではなく

司法書士に集中されたものと考えられるのであって、これによると、本件の被告人による各登記申請

の代理行為が、行政書士に認められた正当な業務であるとの主張はもとより、本来の業務に付随する

正当な行為であるとの主張も、採用の余地がないといわなければならない。 

 

 これに対し所論は、法務省の公式見解によれば、司法書士法一九条一項の解釈として、司法書士で

ない者がその正当の業務に付随して同法二条の業務を行う場合は同法一九条一項に違反しないとさ

れており、現に、計理士、公認会計士、会計士補が会社等の委嘱を受けた場合、その会計業務の付随

行為として登記申請書類の作成及び申請代理行為をしても差し支えない旨の法務省民事局長通達が

出されているところ、行政書士にも会計業務が認められていることは明らかであるから、右通達の勿

論解釈として、行政書士にもその付随行為として商業登記を行うことができ、同様の理由により登記

原因証書作成の付随行為として不動産登記申請の代理行為も行うことができる旨主張する。しかしな
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がら、前述した登記業務が原則として司法書士に集中された理由に鑑みると、右のような通達による

取扱いは、あくまでも例外的かつ限定的なものと解される上、会計業務を専門とする前記各業種と行

政書士との業務内容の違いを考えると、右の行政解釈が当然に行政書士にも及ぶものということはで

きないのみならず、前記説示した司法書士と行政書士の職務内容等の違いや、前記のとおり行政書士

は登記申請の代理ないし代行行為は一切できないというのが一般の社会通念とみられること、行政書

士が付随行為として登記申請の代理ないし代行行為を行えるとの通達等は存在しないこと、更に、当

審における事実取調べの結果によると、総務庁行政監察局による平成七年度の規制行政に関する基本

調査結果報告書によれば、行政書士も原因証書を作成した案件に限って、登記手続が行えるようにし

て欲しいとの意見・要望に対し、法務省から、司法書士法が原則として登記申請の代理業務を司法書

士に限っていることについては十分な必要性と合理性があるとして、右の意見・要望の方向での改善

は困難であるとの検討結果が出されていること等の諸事情を併せ考慮すると、被告人による本件の各

登記申請の代理行為が、行政書士の業務の付随行為であり、正当行為として司法書士法一九条一項（二

五条一項）に違反しないと解する余地はないというべきである。以上の次第であるから、論旨は理由

がない。 

 

 六 弁護人岡田の控訴趣意第二の二（事実誤認ないし法令適用の誤りの主張）について 

 論旨は、要するに、（１）被告人は、弁護人岡田から、「行政書士も付随行為として登記申請書の作

成及びその申請代理ができる。」という法的助言を受け、更に、同旨の学説を主張する学者の見解に

従って、本件各行為に及んだものであって、その際被告人には違法性の意識の可能性がなかったとい

うべきであるから、法律の錯誤などにより故意が阻却されるのに、原判決はこれを看過しており、（２）

また、本件各行為については、業務性が認められないのに、原判決は誤って業務性がある旨認定判示

しており、原判決が右のとおり事実を誤認して被告人を有罪としたのは、判決に影響を及ぼすことが

明らかな事実の誤認ひいては法令適用の誤りである、というのである。 

 しかしながら、関係各証拠を精査、検討してみても、原判決に、所論か指摘するような事実の誤認

が存在しないことは明らかであり、その理由は、右（１）の主張については、原判決が、「弁護人の

主張に対する判断」の項の第五で、右（２）については、同じく第六で適切に説示するとおりである。

なお所論は、右（２）の主張に関し、被告人は本件各行為について報酬は貰っていないのに、原判決

は、事実を誤認して、原判決別表１４及び１６の事案を除き被告人が登記申請代理手続を行って報酬

を得ていることが明確であるなどと認定判示している旨主張するが、被告人及び関係者らの検察官に

対する各供述調書等の原判決挙示の関係各証拠によれば、原判決別表１４及び１６の事案を除き、被

告人が登記申請代理手続についての報酬を得ていることは明らかであって、原判決の右認定に誤りは

ない。論旨は理由がない。 

 

 七 その他、縷々主張する各所論に鑑み、改めて記録を精査し、当審における事実取調べの結果を

併せて検討してみても、原判決に、各所論が指摘するような暇疵は一切存在しない（なお、被告人を

罰金二五万円に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえない。）。 

 よって、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 （裁判長裁判官 泉山禎治 裁判官 富塚圭介 裁判官 河合健司） 
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５５５５    日行連・日司連日行連・日司連日行連・日司連日行連・日司連    「確「確「確「確    認認認認    書」書」書」書」    

    

― 確  認  書 ― 

 

日本行政書士会連合会及び日本行政書士政治連盟と、日本司法書士会連合会及び日本司法書士政治連

盟とは、以下の事項につき確認する。 

                             

記 

１．今般の行政書士法の改正の内容は、行政書士の専管業務として官公署に提出する書類に係る  

許認可等に関する「行政手続法第3章の不利益処分」に当たって行われる聴聞又は弁明の機会の付

与等の手続に係る行為についての代理を非独占業務として規定するものであること。 

２．行政書士が行う書類作成等の業務は、弁護士法第72条に違反しない範囲に限定されること。 

３．日本行政書士会連合会は、その会員に対して、行政書士法の業務範囲を遵守し、司法書士の専管

業務に留意して、司法書士法違反を行うことがないよう指導を徹底すること。 

4. 日本行政書士会連合会及び日本行政書士政治連盟は、商業法人登記業務への参入について要請

をしないこと。 

5. 日本行政書士会連合会、日本行政書士政治連盟、日本司法書士会連合会及び日本司法書士政治

連盟は、司法制度改革の推進、国民に対する適切なサービス確保等の観点から、それぞれの専門分

野を尊重して、関係者の間で問題等が生じた場合にその解決を図るための協議等をする仕組みを速

やかに確立すること。 

                                        以上 

上記のとおり確認したことを証するために、下記に当事者全員が署名押印する。 

 

平成 19年 11月 27日 

 

日本行政書士会連合会 会長  ㊞ 

日本行政書士政治連盟 会長  ㊞ 

日本司法書士会連合会 会長  ㊞ 

日本司法書士政治連盟 会長  ㊞ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 - 270 - 

６６６６    法曹制度検討会（第２４回）議事録法曹制度検討会（第２４回）議事録法曹制度検討会（第２４回）議事録法曹制度検討会（第２４回）議事録    

法曹制度検討会（第２４回）議事録 （司法制度改革推進本部事務局） 平成15年 12月 8日（月） 

                                             

法制度改革推進本部事務局 第１会議室  出席者  

（委 員） 伊藤 眞（座長）、太田 茂、岡田ヒロミ、奥野正寛、釜田泰介、木村利人、 佐々木茂

美、田中成明、中川英彦、平山正剛、松尾龍彦（敬称略） （説明者） 黒川弘務（法務省大臣官房司

法法制部司法法制課長）、尾崎純理（日本弁護士連合会副会長）、（事務局） 大野恒太郎事務局次長、

古口章事務局次長、松川忠晴事務局次長、植村稔参事官  

 

【法務省（黒川課長）】 

失礼します。着席のまま説明させていただきます。お手元に「グループ企業間の法律事務の取扱い

と弁護士法第７２条の関係について」と題する一枚紙を配らせていただいておりますので、それを眺

めながらお聞きいただきたいと思います。親子会社、グループ企業間の法律事務の取扱いに関する弁

護士法第７２条の本文の適用関係について、弁護士法を所管する法務省としての一般的な解釈を示さ

せていただきたいと思います。 

 まず初めに、これまで検討会において議論されてきましたグループ企業の中には、法第７２条本文

の隠れた構成要件である「他人性」の要件を欠くものがあるのではないか。例えば完全親子会社間の

法律事務の取扱いは、法第７２条との関係では、他人の法律事務を取り扱ったことにはならず、同条

に該当しないのではないかという論点についてですが、法務省としては、完全親子会社であっても、

法人格が別である以上は、「他人性」の要件を欠くとして同条の構成要件に該当しないとすることは

困難であろうと考えております。 

 他方で、法務省としては、そもそも親子会社やグループ企業間で現実に行われていると考えられる

法律事務の中には、弁護士法第７２条のほかの構成要件要素、後に申し上げますが、「報酬を得る目

的」や「法律事件」の要件との関係で同条に該当しないものもあるのではないかと考えております。

そこでこれらの点を中心に、法第７２条について、法務省としての考え方を御説明したいと思います。 

ただし、法第７２条は罰則の構成要件の規定でございまして、その解釈・適用は捜査機関、最終的に

は裁判所の判断にゆだねられるものですから、ここで法務省としての見解をお示ししたとしても、そ

れは捜査機関が具体的事件において同条をどのように解釈・適用して捜査を行うかとか、また、裁判

所が刑事あるいは民事の具体的事件において、同条をどのように解釈するかが拘束されるものではご

ざいません。これからお示しする解釈については、そのような留保付きでお聞きいただきたいと思い

ます。 

まず、報酬を得る目的という要素について御説明しますと、法第７２条本文は「報酬を得る目的」

で行う行為を規制しております。この報酬は、現金に限らず物品や供応を受けることも含まれ、額の

多い、少ないは問わず、第三者から受け取る場合も含まれると解されておりますけれども、他方で、

無償で受託する場合は報酬を得る目的があるとは言えません。また、実質的に無償委任と言える場合

であれば、特別に要した「実費」、実費部分を受領しても報酬とは言えないと思われます。 

問題は、この「実費」の範囲だと思われますが、当該委任事務を行うために特別に費やされた、例え

ばコピー代等のようなものはこの「実費」に含まれる可能性がございますが、他方、人件費のように、
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当該事務を行うために特別に費やされたとまでは言えないものは、全体として報酬と評価されること

が多いのではないかと考えております。 

 次に「法律事件」という要素についてでございますが、この法律事件といいますのは、法第７２条

本文に、「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事

件その他一般の法律事件に関して」と書かれております。このうち「その他一般の法律事件」が何を

指すかについては、一般に法律上の権利義務に関して争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の

発生する案件とされておりますけれども、この点について、いわゆる「事件性不要説」と「事件性必

要説」という考え方がございます。 

「事件性必要説」というものは何かと申しますと、例えば列挙されている訴訟事件その他の具体的例

示に準ずる程度に法律上の権利義務に関して争いがあり、あるいは疑義を有するものであること、言

い換えれば、事件というにふさわしい程度に争いが成熟したものであることを要するとしております。

つまり紛争性がある程度成熟して顕在化しているものであれば、法第７２条の規制の対象になるけれ

ども、そうでない場合には、つまり事件性がない場合には法第７２条の規制の対象にはならない、と

いうのが「事件性必要説」です。 

  

法務省としては、事件性不要説は相当ではないと考えておりまして、事件性必要説が妥当だと考えて

おります。その理由はいろいろございますけれども、事件性不要説では、処罰範囲が著しく拡大して

しまいますし、本来、弁護士法第７２条が想定している射程の範囲を超えるような事柄についてまで

処罰の対象としてとらえてしまうことになるからという点が一番大きい理由になっています。事件性

不要説の場合、新たな権利義務関係が発生すれば、すべて「その他一般の法律事件」に該当すること

になりますので、例えば一般の業者が仲介業を行う賃貸住宅の賃貸借契約や不動産の売買契約の締結

作用等もすべて法律事件に該当することになってしまって相当ではないと考えています。 

法第７２条が弁護士の職務を定めた法３条１項に比べて、限定的な文言を用いていることからも分か

るように、弁護士法は刑罰をもって、弁護士以外の者が弁護士の業務一般について行った場合を処罰

するのではなく、事件性がある法律事務を行った場合に処罰する趣旨であることを定めたものと考え

るのが適当であろうと思われます。 

  

以上の理由から、法務省としては、いわゆる「事件性必要説」に立っているわけですけれども、その

場合、争いや疑義としてどの程度のものが必要かが次に問題となろうかと思います。この点、ここに

争いや疑義が抽象的又は潜在的なものでもよいと考えてしまいますと、事件性不要説と同じ結論にな

ってしまいますので、争いや疑義は具体化又は顕在化したものであることが必要と考えます。以上の

一般論を踏まえまして、いわゆる企業法務において取り扱われる法律事務について、「事件性」の有

無に関して検討を行いたいと思います。 

 まず一般的に企業の法務においては、大きく分けて、このレジュメにも書かせていただきましたが、

①契約関係事務、②法律相談、③株式・社債関係事務、④株主総会関係事務、⑤訴訟等管理関係事務

等の事務が行われているとされておりますので、このような類型別に考えていきたいと思います。 

実際の案件としては、類型ごとに一律に決まってくるものではなく、個別具体の事例において結論は

異なろうかと思いますけれども、とりあえず類型に沿って説明をしたいと思います。 
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まず①の契約関係事務は、紛争が生じてからの和解契約の締結等は別としまして、通常の業務に伴う

契約の締結、これは法律上の権利義務に関しての具体化又は顕在化した争いや疑義があるとは言えな

いと考えられますので、このような契約の締結に向けての通常の話し合いや法的問題点の検討は「事

件性」のない法律事務であると解されます。 

②の法律相談は、例えば顧客との間で発生したトラブル等具体的な紛争を背景にしたものであれば、

「事件性」のある法律事務であることが多いと解されます。 

③の株式・社債関係事務は、例えば新株発行に際して行う法律事務は、一般的には事件性のない法律

事務であると解されますが、他方、新株発行の適法性、有効性、名義書換等に関する具体的な紛争が

ある場合は「事件性」があることが多いと解されます。 

④の株主総会関係事務は、例えば株主総会の開催について、商法等の関係法規との適合性を確保する

ための法律事務は一般的には「事件性」のない法律事務であると解されます。 

⑤の訴訟等管理関係事務は、具体的な訴訟の存在を前提とするものですから、一般的には「事件性」

があると解されるのではないかと思います。 

 以上、簡単でございますが、いわゆる企業法務における法律事務の取扱いについて、法第 72 条本

文の適用関係について、法務省としての解釈を示させていただきました。 

    

    

    

    

    

７７７７    行政書士法の解釈についての政府答弁書（第行政書士法の解釈についての政府答弁書（第行政書士法の解釈についての政府答弁書（第行政書士法の解釈についての政府答弁書（第 159159159159 国会国会国会国会    16.07.0616.07.0616.07.0616.07.06））））    

 

    行政書士法に関する質問主意書行政書士法に関する質問主意書行政書士法に関する質問主意書行政書士法に関する質問主意書    （又市征治）（又市征治）（又市征治）（又市征治）    

 

 法人格を有する自動車関係団体（以下「甲」という。）は、甲の会員であるそれぞれの自動車販売

会社の顧客（自動車購入者＝申請者）から手続代行費用を徴収して依頼を受けた自動車登録申請書類

を一括集中処理するために「自動車登録業務代行センター」を設置しているが、その事務所内の一角

に行政書士事務所が併設されており、行政書士（以下「乙」という。）が執務している。 

 甲は乙と申請者（自動車購入者）との中間に介在し、甲の会員を通じ、多数の申請者からの受託者

名の記載のない委任状を添付した自動車登録申請書類を預かり、一括して乙に取り次いでいる。甲の

会員である自動車販売会社の各社が設定する自動車登録代行費用については、旅費等の諸経費が含ま

れていることもあり、甲の乙に対する業務報酬の一件当たり単価の十数倍から数十倍の金額になって

いる。 

 また、申請者が自動車販売会社から示される登録諸費用の明細書には、乙が実際に受領する金額の

内訳は記載されていない。乙は甲と処理件数に応じた報酬を得ること等を定めた業務委託契約を締結

し、自動車登録申請書類等の作成業務を受託している。 

また、甲と乙との出向契約に基づき、甲の従業員が乙の事務所に出向し、乙の補助者として業務を行

っている。乙の補助者の給与は、乙が給与相当額等を甲に支払うことで負担し、社会保険及び雇用保
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険については甲が手続きを行っている。 

 このような場合、行政書士法第十九条の規定による行政書士でない者の業務の制限等に抵触するか

否かが問題となるので、政府の見解を明らかにするため、次の事項について質問する。 

 

質問事項と答弁書 

一、行政書士法第一条の二に規定する「他人」は、申請者（自動車購入者）と解釈してよいか 

 

お尋ねの事例では、甲は自動車登録に関する諸手続について申請者の代理人となって当該手続に係

る申請書の作成を乙に依頼するものと考えられるところであり、申請者及び申請者の代理人である

甲が行政書士法（昭和二十六年法律第四号）第一条の二第一項に規定する「他人」に該当するもの

と考えられる。 

二、行政書士法施行規則第十条に規定する「依頼人」は甲と解釈してよいか。その場合、乙は申請

者本人に対して報酬額を記載した領収証を交付しなくてよいか。 

 

申請者及び申請者の代理人である甲が行政書士法施行規則（昭和二十六年総理府令第五号）第十条

に規定する「依頼人」に該当し、乙は申請者又は申請者の代理人である甲に領収証を交付しなけれ

ばならないものと考えられる。 

三、弁護士の場合は、弁護士法第七十二条において、非弁護士による法律事務等の周旋行為を禁じ

ているが、先に述べた事例のような業務の受託形態は認められるか。認められないとすれば、ど

のような点が問題となるのか。 

 

弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）においては、同法第七十二条の規定により、弁護士又は

弁護士法人でない者が法律事件に関して代理その他の法律事務を取り扱い、又はその周旋をするこ

とを業とすることが禁止されている。他方、行政書士法においては、行政書士でない者が申請者を

代理して同法第一条の二に規定する書類の作成を依頼し、又は同条に規定する書類の作成業務を周

旋することを業とすることは禁止されておらず、本事例のように、甲が申請者の代理人として乙に

申請書の作成を依頼する行為は、同法に違反するとはいえない。 

四、甲の従業員を乙の補助者として乙の業務に従事させることは、他人による業務取扱を禁じた行

政書士法施行規則第四条に抵触するのではないか。この場合、出向契約があることによって違法

性が解消されるものか。また、甲と乙との間で補助者に関する指揮監督権を規定した出向契約等

がない場合は、同条に抵触するのではないか。 

 

行政書士法施行規則第五条第一項の規定により、行政書士はその事務に関して補助者を置くことが

できることとされており、出向契約の有無にかかわらず、甲の従業員を補助者として乙の業務に従

事させることは同規則第四条の規定に反するものではない。 

五、乙の行為は、行政書士法第十四条に規定する「行政書士が、この法律若しくはこれに基く命令、

規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行
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があつたとき」という処分事由に該当するのか。 

 

乙は、申請者の代理人である甲の依頼に応じて行政書士の業務を行うものであり、このような乙の

行為は、行政書士法第十四条第一項の懲戒事由に該当するとはいえない。 

六、行政書士法第十九条ただし書は、「他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行

えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者

として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。」と定めている。こ

こでいう「総務省令で定める手続」及び「総務省令で定める者」については、どのような内容を

定めようとしているのか。 

 

行政書士法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令においては、電子情報処理組織を使用する

ことにより定型的かつ容易に行うことができる行政手続が整備され、かつ、当該手続に関して相当

の経験又は能力を有する者がいる場合に、当該手続及びその者を定めることとしている。 

七、行政書士法第十九条ただし書の「総務省令で定める者」には、同法第十二条に規定する守秘義

務や同法第十条の二に規定する報酬規定の掲示義務等の行政書士に課せられている義務について

はどのように担保されるのか。 

 

行政書士法第十二条に規定する守秘義務又は同法第十条の二に規定する報酬の額の掲示等の義務

は、行政書士に対して課されるものであり、同法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定

める者に対しては課されない。 

八、行政書士法の趣旨は、行政書士でない者がその業務を行うことを禁じることで行政文書の適正

を担保するものである。ここで取り上げた甲乙の行為はこの趣旨を損ねるものではないのか。また、

電磁的方式を活用する場合でも、引き続き行政書士が関与する必要があると考えるが、政府の見解

を示されたい。 

 

本事例における甲又は乙の行為は行政書士法に違反するとはいえず、同法の趣旨を損なうものとは

いえない。また、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する電磁的記録を作成することは行

政書士の業務であり、同法第十九条第一項の規定により、行政書士でない者がこれを業として行う

ことは原則として禁止されている。ただし、この例外として、同項ただし書に規定する総務省令で

定める手続について、同項ただし書に規定する総務省令で定める者が電磁的記録を作成することは

認められており、この場合には、行政書士が関与する必要はない。 
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８８８８    行政書士法第行政書士法第行政書士法第行政書士法第 19191919 条改正に至る経過（衆議院条改正に至る経過（衆議院条改正に至る経過（衆議院条改正に至る経過（衆議院    総務委員会）総務委員会）総務委員会）総務委員会）    

    

155-衆-総務委員会-10号 平成14年 12月 05日 

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案（第百五十四回国会内閣提出第一〇二

号）（参議院送付）、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律案（第百五十四回国会内閣提出第一〇三号）（参議院送付）、電子署名に係る

地方公共団体の認証業務に関する法律案（第百五十四回国会内閣提出第一〇四号） 

○大出委員 民主党の大出彰でございます。 

 きょうは、いわゆる整備法の十二条関係の中で、行政書士法の一条の二と十九条が改正ということ

で入っておりますので、そのところからお尋ねをさせていただきたいと思います。 

 行政書士法の一条の二の方の改正は、いわゆる文書に対して電磁的記録を条文上入れるということ

で、その他の士業の法と同じなんですが、十九条の方におきましては、一項のただし書きのところで、

「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又

は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。」こ

ういうことが入っておりまして、そこでほかの士業とは違っている部分があるものですから、その辺

を詰めておきたいと思っているわけでございます。 

 御承知のように、余り御承知じゃないのかな、行政書士というのは、官公署に提出する書類を作成

しているのがメーンでございますが、その他に、権利義務または事実証明に関する書類を作成する、

この作成することが報酬をもらって作成するんですが、いわゆる独占と言っておりまして、お金をも

らってやるには行政書士でないとできない、こういうことなんですね。何となれば、大概の書類は本

人が申請をできるものはすればいいということからきているわけでございまして、そのほかに、独占

ではございませんけれども、先ほどの官公署に提出する書類を官公署に提出する手続を代理すること

と、契約書類を代理人として作成することと、さらに相談に応じるという業務が非独占であるわけで

ございます。そしてさらに、行政書士となる資格が必要でございまして、行政書士法に書いてあるわ

けですね。これは二条で、行政書士試験に合格した者、弁護士となる資格を有する者、弁理士となる

資格を有する者、公認会計士となる資格を有する者、税理士となる資格を有する者、これは行政書士

ができる、さらに公務員で二十年以上事務を行ってきた方ということがあるわけでございます。 

 ところが、今回の改正は、それと違いまして、先ほど申し上げたような部分が追加をされておりま

すので、御質問をしたいわけです。まず最初に、この十九条ただし書きの「定型的かつ容易に行える

ものとして総務省令で定める手続」という文言が対象とする、総務省令で定めようとしている手続と

いうのは、どのような手続を言うのでしょうか。 

○芳山政府参考人 今回の行政書士法の一部改正でございますけれども、行政手続オンライン化法を

契機にしまして、今後、定型的かつ容易に手続を済ませることができるオンラインシステムを備えた

行政手続の整備が予想されるわけでございます。 

 そういうことで、今後、電子政府、電子自治体の目的である行政手続の簡素化なり効率化の観点、

また、専門的な業務を処理するために必要な知識、能力を有する者に資格を与え、業務独占を認めて

いる資格制度の趣旨等々にかんがみまして、今回、先生今御指摘ありました十九条に、定型的かつ容

易に行えるものとして総務省令で定める手続について相当の経験を有する者について、電磁的記録の
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作成を認めることとしております。今後、この手続がどういう手続になるのかというのは、他の行政

機関が所管する手続についてのオンライン化の進捗状況を見きわめて対応しなければならない。現時

点では確たることは申し上げられませんけれども、例えば、自動車の新規登録申請手続などの道路運

送車両法に規定します手続、今後、ワンストップサービス化を通じて定型化、容易化が進められると

いう場合には、今後の検討の対象になる可能性があるものと認識をしております。 

○大出委員 今の例えばの中で、道路運送車両法にということでございましたが、 

お聞きをしたところによると七種類ぐらいあるというような話を伺ったんですが、例示的には挙げて

いただけますか。 

○芳山政府参考人 道路運送車両法の手続の中身が今後どうなっていくのか、今、確としてわかりま

せんけれども、車両法に基づく手続全般について、どういう容易化、定型化がなされるのかというの

を見きわめなければならないと思っております。 

○大出委員 余り明確におっしゃっていただけませんが、道路運送車両法、検査、登録、車庫証明、

納税、自賠責保険の確認、こういったことをおっしゃっておられるのでしょうか。 

○芳山政府参考人 先生御指摘の、自動車関係に係るワンストップサービスの今後の動向というのは、

我々も注視してまいりたいと思っていますし、この前、中間報告のグランドデザインが出たばかりで、

まだ具体的にはわからない段階でございます。ただ、その中でも、例えば、今先生御指摘の自動車の

保管場所の確保等に関する法律に定める手続、車庫証明等の手続については、まだその中でも今後の

検討課題というぐあいになっていまして、我々としても、具体的にオンライン化の方向性についての

判断的な材料を持っておりません。そういう意味でいいますと、その対象ではないのではないかと、

我々、今の時点では思っております。 

○大出委員 流動的なということなんでしょう。明確になっておりませんが、次のものは少なくとも

入るかどうかということなんですが、新車の新規登録、抹消登録、変更登録、移転登録はどうでしょ

うか。 

○芳山政府参考人 先ほど来申し上げておりますが、自動車関係の手続が今後オンライン化システム

になっていく中で、今先生御指摘のようなものがどうなるかということですけれども、一応該当する

のではなかろうか、検討の対象になるのではなかろうかと思っていますが、具体的には、法律に書い

ていますように、主務大臣の意見を聞きながら、総務大臣として、総務省としてどうするかという判

断を今後していくということになろうかと思います。 

○大出委員 なかなかどうも、すぱっと歯切れよくはいかないようでございますが。主務大臣の意見

その主務大臣というのは総務省じゃないところの主務大臣なんでしょうけれども。それでは、今、定

型的な方を御説明いただいたわけですが、もう一つの方の「当該手続に関し相当の経験又は能力を有

する者として総務省令で定める者」が対象とする、総務省令で定めようとしている者というのは、ど

のような者を言うんでしょうか。 

○芳山政府参考人 今申し述べた手続について、相当の経験または能力を有する者として総務省令で

定める者が電磁的記録の作成業務を行うことができると法案で規定をしてございます。そういうこと

から、相当の経験または能力を有する者として指定するという点については、過去の実績や業務能力

等を総合的に勘案した上で検討してまいりたいというぐあいに考えております。 

 先ほどのワンストップ等に伴って具体的に検討課題になるとすれば、道路運送車両法でいいますと、
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例えば、道路運送車両法に規定する自動車の新規登録の手続などを代行業務として長期間にわたって

大量に行ってきた実績のある社団法人日本自動車販売協会連合会が検討の対象になるのではないか

と思っています。 

○大出委員 それは、その連合会の自動車の登録業務の代行センターということでしょうか。 

○芳山政府参考人 指定そのものとしては、代行センター、八十ぐらいお持ちだと聞いていますけれ

ども、社団法人そのものとして全国に持っているということでございまして、その定める者として、

例えばということは、社団法人全体が指定の対象になるというぐあいに思っております。 

○大出委員 今おっしゃられましたところの団体、それのみだということではないんでしょうか。 

○芳山政府参考人 ただいま申し上げましたように、法律の要件として、相当な経験なり能力を有す

る、そして業務能力を有するということでございまして、ただいまの段階では、今申し述べた団体が

対象になるということで、それ以外についてはまだ我々想定していませんが、今後、先ほどのまた繰

り返しになりますけれども、当該手続を主務大臣がよく承知していますので、主務大臣の意見を聞き

ながら我々としても判断してまいりたいというぐあいに思っております。 

○大出委員 ただいまでは想定をしているということで、非常にまたここの部分も歯切れが悪いわけ

でございますが、具体的な名称が出ており、これ以上言っても主務大臣のという話になるわけでござ

いましょうから、了解をするということで、次に質問をいたします。 

この場合、今途中で想定というふうな言葉も出たわけですが、先ほどの、その定める者、想定される

者以外の者が業としてこのようなことを行うと行政書士法違反になるわけですね、想定されない者が。

その点について。 

○芳山政府参考人 先生御指摘のとおりと思いますが、総務省令で定める相当の経験または能力を有

する者については、その当該手続、総務省令で定める者に限って今回の改正法で電磁的記録の作成を

認めておる案になっているわけです。したがいまして、それ以外の者が業として報酬を得て電磁的記

録の作成を行うということについては、十九条違反になるというぐあいに考えております。 

○大出委員 行政書士法違反になるということでございました。では、その今度新しく改正をされま

す定める者は、書類の作成業務は行えるんですか。 

○芳山政府参考人 ただいま申し上げましたように、今回の改正法案は電磁的記録について改正の案

を出しておるわけでございまして、その点、改正の背景にありますオンライン化法を契機として、手

続を簡素化、容易化された事務について認めるというぐあいになっていると思います。そういうこと

で申しますと、総務省令で定める者であっても、行政書士以外の者が業として報酬を得て書類の作成

を行うという今の御指摘については、十九条違反であろうと思っています。 

○大出委員 報酬を得て書類の作成業務を行うのはできないということだったと思います。 

 また、いわゆる定める者でございますが、行政書士には守秘義務があるわけなんですが、その定め

る者には、守秘義務、そしてそれの違反に対する罰則というのはございますか。 

○芳山政府参考人 今回の改正で、総務省令で定める者については、行政書士法上の守秘義務を課し

てはおりません。これは、行政書士が、今の制度として国家資格制度とされているということ、法律

上の広範な業務独占が認められているということから、資格要件が設けられている。また、職務の誠

実、適正な遂行のため、守秘義務を含めてさまざまな規律が要求されておるわけでございます。 

 今度の総務省令で定める者につきましては、行政書士と異なりまして、総務省令で定める特定の手
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続を行う場合に限って認められているというにすぎませんで、そういう意味から申しますと、今回の

改正は規制緩和の観点から行うということで、今御指摘ありましたように、行政書士と同様の資格要

件や守秘義務等の法律上の職務規律を要求することは適当でないというぐあいに判断をしておりま

す。ただ、この者につきましても、官公署に提出する電磁的記録の作成という公共性の高い業務を行

いますことから、高い倫理観ないし社会的責任の保持が当然求められると我々思っております。そう

いう意味で、総務省令を定める際には、指定しようとする団体が、その内部規定の中で、取得情報に

ついて、本来の情報取得目的、電磁的記録の作成というその目的以外の目的で使用しないという旨を

明確に定めているというようなこと等を指定の要件として考えていきたいというぐあいに考えてお

ります。 

○大出委員 今のは初めてお伺いをいたしました。当然、守秘義務がなく、罰則もないとなると、い

わゆる資格がある行政書士と違うことになってきていたわけでございますが、そうすると、我々、行

政書士としても、住民票とか印鑑証明書、添付書類にかかわってくるわけですから、それではプライ

バシーあるいは個人情報保護の点で問題があるなと実は思っていたんです。そうしたところに、内部

の規定の中でという、初めてお伺いをすることですが、そういうことを考えている、こういうことで

ございますね。では次に、これは長年の、行政書士の報酬についての解釈のことでございますが、総

務省に見解をお伺いしたいんですが、無資格者が申請書を作成し、申請代理ないし代行を行い、対価

をもらう、その対価が、官公庁に払う純粋な申請関係費を除いてもなお残る、人件費のような部分を

含んでいる場合、行政書士法で言う報酬に当たり、違法となりますかという御質問ですが。 

○芳山政府参考人 他人の依頼を受けまして報酬を得て、官公署に提出する書類その他の権利義務ま

たは事実証明に関する書類の作成をするということは、法十九条によりまして行政書士の独占業務と

されておるというぐあいに思っています。 

そういうことですから、行政書士以外の者が、今先生御指摘ありましたような、業として必要経費を

上回る対価を得てこのような書類の作成を行うというような場合には、十九条違反になるというぐあ

いに考えております。 

〔委員長退席、佐藤（勉）委員長代理着席〕 

○大出委員 今、総務省の御見解をお伺いしたんですが、同じ質問でございますが、国土交通省の方

はどのようにお考えでしょうか。 

○中山政府参考人 お答えいたします。 

自動車の登録を行う場合におきまして、例えば新車の購入でありますと、購入者はディーラーとの間

で契約手続を行います。その際に、ディーラーに対して登録申請手続というのを委任することがござ

います。この登録申請手続の委任の際に、対価を得て代書を行う場合には、行政書士によって行われ

るものというふうに考えております。 

○大出委員 対価を得て行うと行政書士法違反であると。現実のいろいろな業態を見ていると、大変

悩ましいといいますか、申請書を作成する、だから、代行の方をやっているといいますか、その他人

件費であるとかあるいは交通費だとか、そういういろいろと、裏わざといいますか、逃げといいます

か、そういうふうな感じもあるわけですが、今の正式な見解としては、対価としてと認められればそ

れは報酬に当たる、こういう認識で国土交通省の方はよろしいんでしょうか。 

○中山政府参考人 お答えいたします。 
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先ほど申し上げましたように、対価を得て代書を行う場合、これは行政書士によって行われるものと

いうふうに考えております。 

○大出委員 次に、また国土交通省にお伺いするんですが、関東陸運振興財団、質問通告しておきま

したが、こういう財団がございまして、公益法人ですか、これはどのような団体であるのかというこ

とと、そこでは自動車に関する登録代行事業をやっておられるのかという点、お尋ねいたします。 

○中山政府参考人 お答えいたします。 

財団法人の関東陸運振興財団、これは、一都五県におきまして、登録に必要な自動車検査・登録印紙

の販売、自動車登録番号標の交付などの業務を行っておりますが、そのほかに、交通遺児の福祉など

の公益事業への協力を行っております。なお、先生御指摘の申請書などの書類の作成、これは行政書

士を置いた申請代行事業者が実施をしております。 

○大出委員 株式会社サンクスとかいうんでしょうか、そういったものですか。国土交通省、サンク

スとかいうものでしたか。 

○中山政府参考人 お答えいたします。株式会社のリクサンというところでございます。 

○大出委員 そのリクサンというところでは、行政書士を使ってやっておられるんですか。お尋ねい

たします。 

○中山政府参考人 御指摘のとおり、行政書士によって行われております。 

○大出委員 ワンストップサービス、いろいろなところで今、今回の法案も問題になっているわけで

すが、自動車の保有関係の手続のワンストップサービスのプロジェクトというのがありまして、報告

書を出しているわけですね。この自動車の関係、新規については公益法人が九〇％申請代行を行って

いるという実態があるわけですが、この自動車保有関係手続のワンストップサービスプロジェクトが

決定してきた内容について教えていただくと同時に、そのようにワンストップサービスになってきた

ときには、間違いなく本人が簡単に申請ができるようになると考えてよろしいのかどうか、お尋ねを

したいのです。 

○中山政府参考人 お答えいたします。 

 ワンストップサービスの内容でございますけれども、自動車を保有するために必要な検査、登録、

保管場所証明、それから自動車諸税の納税などの手続というのが現在ございますけれども、現在、そ

れぞれの行政機関へ出向いて行うということで、大変煩雑でございます。申請者にとりまして大きな

負担になっているということでございます。ワンストップサービスにつきましては、この手続をオン

ラインで一括して行うことができるようにするということでございます。 

このワンストップサービスにおきましては、関係する多くの手続をオンラインで一括して行うという

ことによりまして、申請者の利便の向上につながると考えておりますが、加えまして、先生御指摘の、

申請等を行う際の入力を簡素化するなどによりまして、本人申請が一層容易に行われるようになると

いうふうに考えております。 

○大出委員 ワンストップサービスを論じ合うときにはそういう話になってくるわけなんでござい

ますが、まだ過渡期なのか、なかなか現状ではそうではないのかなというところもあるわけでござい

ます。まずは、この法案、先ほど冒頭にも申し上げましたように、税理士さんや公認会計士さん、社

会保険労務士さん、海事代理士さん、 

この方々は電磁的記録の作成だけが改正部分になっているんですね。ところが、行政書士については
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先ほどの部分が入り込んできているというので、今のいわゆるＩＴ世界で見ますと、文書も電磁的記

録もほとんど、我々には区別しないぐらい当たり前なことなわけで、文書ではないから電磁的記録と

入れているだけと認識をしているわけですね。そんな意味で、一律に士業が電磁的記録の作成という

のを入れているのにもかかわらず、行政書士だけが違う部分が入ってきているというのは、業界の中

でも、これは不公正ではないかという声がかなりあるんですね。その点についてどういう御認識でい

るか、お尋ねいたします。 

○芳山政府参考人 先ほど来御答弁申し上げておりますけれども、今回、電磁的記録の作成を入れま

したのは、行政手続オンライン化法を契機にして、今後オンラインシステムを備えた行政手続の整備

が予想されてくる。その場合、電子政府、電子自治体の目的である行政手続の簡素効率化の観点が一

つ。もう一つは、業務独占を認めている資格制度の趣旨等々を踏まえながら、我々として、定型的か

つ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、定めるその経験、能力を有する者につい

ては電磁的記録を、その点に限って認めることにしたわけでございます。 

 今回、例えば先ほどの自動車の手続で申しますと、一つの御意見としては、やはり電磁的記録と文

書の作成と一緒ではないか、今先生言われるように、業務独占を続けるべきじゃないかという御意見

はあろうかと思います。そしてもう一つは、やはりＩＴ化の社会において、電磁的記録の作成につい

ては、書類と同様に業務独占することについてはＩＴ化の動向ないしは規制緩和の観点からいかがな

ものか、こういう御意見もある。その中で、先ほど来お話ししている自動車関係の手続のワンストッ

プサービスが動いておりまして、自動車関係団体を通じて総務大臣の方にもそこらの要請も来ていた

という中で、我々立案に当たりまして、関係省庁との意見調整ないし関係団体、関係団体の御意見の

調整の中で、今度こういう文案を打ち出した。 

その心は、やはりその手続をケース・バイ・ケースで具体的に考えていこうではないかということで、

先ほど、行政手続を所管する国務大臣の意見を聞きながら、総務大臣としてそのオンライン化の進捗

状況を勘案しながら検討していこうというぐあいにしたわけでございます。他士業との関係では、

我々としてコメントする立場にはないと思いますけれども、各省庁においてそれぞれ御判断されるこ

とというぐあいに思います。 

○大出委員 法案の中に法文として出てきてしまっていて、行政書士会も、基本的には中央では賛成

をしているということになっております。実際は業界内では異論が多々あるようでございますが、内

部的な問題でございますので。ただ、間違いなくかなりの行政書士の方々がおかしいのではないかと

思っているのは事実でございますし、昔からよくある何とか登録士みたいな別なものをつくった方が

よかったのではないかとか、この法案の中に持ってくるというのは余りにも違和感があり過ぎるんで

はないかという、この法案のつくり方についての問題点もかなりあると思うんです。 

 これには限らないわけですが、いわゆるワンストップサービスというのを考えたときに、当然国民

の利便がよくなるということで進めているわけですが、例えば、川がありましたところに橋がかかる、

橋がかかると、今まで渡し船とかこしによって人を運んでいたその職業がだんだん要らなくなるわけ

ですよね。問題なのは、本当は橋がかかったんだから渡し船も要らなくなったはずなのに、渡し船が

イージス艦になっていたとかいうようなことになっては、大変不都合であると思うわけですね。 

つまりは、行政のスリム化と申請者負担の軽減というのが目的になっているにもかかわらず、実際に

は、申請自体が国民に開放されないで、公益法人が独占をしたり、あるいは果実をとったりするよう
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なことになったのでは、本末転倒になってしまうと思うんですね。 

 そしてまた、申請窓口といいますか、電子申請の窓口が公益法人に一本化するようなことが起こっ

た場合に、そうすると、だれでもできる本人申請ではなくて、必ずそこを通さなきゃならないという

ようなことになっては、かえって国民負担が増大してしまうわけですね。 

そういう意味では、このワンストップサービスを築いていくに当たって、先ほど言った、橋がかかっ

て渡し船は要らなくなったのに、渡し船がイージス艦になってしまったりするようなことがないよう

に、やはり制度を進めていくときに御用心をしていただきながら、本当に国民のための利便性にかな

うワンストップサービスあるいはＩＴ自治体といいますか、そういうものにしていただきたいと思っ

て、この質問はここで終わりにして、次の質問に移りたいと思います。 

 

 ○春名委員 日本共産党の春名直章でございます。 

 先ほど、大出委員が整備法案の中の行政書士の関連法案について御質問されましたが、それに続い

て、この分野の問題を質問したいと思います。同法の第十九条に、先ほど質問もありましたが、第一

項に、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経

験または能力を有する者として総務省令で定める者は電磁的記録の作成をやってもよい、業務独占を

なくすという一文が入りました。同じ士業の改正で、税理士法、社会保険労務士あるいは海事代理士、

司法書士、こういう改正項目はありません。 

なぜ行政書士法だけこういう改正をやるのか。改めて明確にしておいていただきたい。 

    〔委員長退席、林（幹）委員長代理着席〕 

○芳山政府参考人 今回の行政書士法の一部改正でございますけれども、一条の二で業務独占を入れ

まして、十九条で、御指摘のとおり、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める行政手続

については、当該手続に関して相当の経験または能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的

記録の作成業務を行うことについて改正を行ったものでございます。 

 これにつきましては、我々としては、今後、行政手続オンライン化法を契機としまして、定型的か

つ容易に手続を済ませることができるオンラインシステムを備えた行政手続の整備、これが予想され

ることから、一つは、電子政府、電子自治体の目的であります行政手続の簡素合理化、簡素効率化の

観点、また、業務独占を認めている資格制度の趣旨等々をかんがみまして、今申し上げましたように、

そういう総務省令で定める手続また者について作成業務を行ったわけでございます。 

 我々としては、そういう中で、今後、総務省令を定める際には、当該手続を所管する国務大臣の意

見を聞きながら、また、オンライン化の進展状況を踏まえながら、現状をしっかり把握した上で、過

去の実績ないしは業務能力を総合的に勘案して検討してまいろうと思っています。 

他士業との関係は、我々としてコメントする立場にないと思っていますが、それぞれの省庁で検討さ

れるものと考えております。 

○春名委員 理由は、簡素効率化に資するということだけですか。 

○芳山政府参考人 我々としては、今回の改正において、規制緩和というのもＩＴ化社会における一

つの流れである、その中で、やはり一定の能力を持っている者という歯どめをかけつつも、具体的な

手続についてケース・バイ・ケースに考えていこうというぐあいに立案したものでございます。 

○春名委員 効率化とあわせて規制緩和をするんだというのが今の理由だということを確認してお
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きますが、おいおい議論します。国土交通省にお聞きしますが、法案準備の段階で、海事代理士法に

も同様の改正をしようとしたと思いますが、それは改正案にはなくなっております。なぜこれはやめ

たんですか。 

○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 

 海事代理士は、他人の委託により、業として、行政機関に対し海事関係の法令の規定に基づく申請、

届け出、登記その他の手続をし、これらの手続に関する書類の作成を行っております。具体的には、

船舶の検査、船員の雇い入れ契約の公認、海技免許の申請等の、そういう手続を行っておるわけでご

ざいますが、例えば船舶の検査を例にとりますと、検査の内容ごとに申請の書類が異なる、かつ、多

岐にわたるのみならず、おのおのの書類につきましても、例えばデータ、スペックを求めるとか、そ

ういう記載も必要でございますので、極めて個別的かつ専門的、複雑な業務でございます。 

 お尋ねの件につきましては、私ども、事務的に検討をいたしましたが、今申し上げましたように、

海事代理士の行う申請等の事務手続については、それぞれ個別的、専門的かつ複雑な業務であるとい

うことでございまして、定型的かつ容易に行える事務とは認められないということで、業務制限の適

用除外規定は設けないということにしたところでございます。 

○春名委員 行政書士の分野だけは簡素で簡単にできるかのような、これは聞いていたらそういう話

になるわけですけれども、決してそうではないと思うんです。 

国民が直接手続を行って負担を減らすことは私たちも賛成であります。しかし、それならば国民が直

接できるようにすればいいのです。どうして、経験や能力を有する者という形で、行政書士以外の者

にそれができるような改正をわざわざするのか、それが私にはどうしてもわかりません。 

○芳山政府参考人 今回の改正について、改正経緯については先ほども申し上げましたけれども、一

つは、今先生御指摘の点でいいますと、電磁的記録を行政書士の業務独占の中に追加したわけでござ

いますが、その場合、電磁的記録の作成を入れるのはもう当然だという御意見ももちろんあるわけで

ございます。一方、今後オンライン化に伴って電子申請なり電子届け出がなされる、そして、その添

付書類を簡素化することによって国民が電磁的記録の作成を行えるようにするというようなことで

ございまして、これは、ＩＴ化社会のみならず、規制緩和の観点からも必要ではないのか。だから、

業務独占についてそのまま認めるのは問題があるのではないかと。 

特に、自動車団体を中心に、平成十七年度の実施を予定しておりますワンストップオンライン化サー

ビスについての電磁的記録の作成までも行政書士の業務独占にすることはいかがなものかというよ

うな御意見もあったわけでございます。そういうようなことから、我々、行政書士における役割は十

分認識をしておりますが、一部手続について、ケース・バイ・ケースに、今後の具体化の動向を見な

がら例外ケースを考えていこうと。その場合は、法律にありますように、所管の大臣の御意見もお伺

いしながら、総務大臣として決めるということで、総務省令で定めることとしたわけでございまして、

先生御指摘の、個人として国民の皆さんがオンラインでできることはそのとおりでございますが、業

として行う場合どう考えるのかというのが今回の論点だろうと思っています。 

〔林（幹）委員長代理退席、委員長着席〕 

 

○春名委員 全然説得力ないですよね、局長。国民が直接やれるようにするのがいいんですよ。 

何で新たに、相当の経験、能力を有する者という規定を置いて、業としてお金を取るような、そうい
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うところをふやすのかと聞いているんですよ。ＩＴ化というのは国民の負担を減らすためにやるんで

しょう。それがわからないんですよ。そこをちゃんと説明してくださいよ。 

○芳山政府参考人 国民がオンラインを今回の場合できるというのはそのとおりでございます。 

今回、業として行う場合に、行政書士が電磁的記録を業務独占するのかどうかというのが議論のもと

でございまして、我々、今回の場合は、そういうオンライン化になった場合には、電磁的記録につい

て定型的、容易になる事務もある。ただ、それについても、やはり書類の作成と同様に公共性の高い

電磁的記録でございますので、それは総務省の定める者ということで、これについては能力なり経験

というのを絡ませたということでございまして、我々、ここで考えておりますのは、それに伴って新

たな業態というか業というのを創設したと思っておりません。これについては規制緩和の一環であっ

て、したがって、そういう意味でいいますと、その部分は、特定の手続と特定の者についてケース・

バイ・ケースで考えていくということでございます。 

○春名委員 ですから、説得力全然ないんです。要するに、今お話に出たけれども、特定の者という

のは日本自動車販売協会連合会、自販連の自動車登録業務代行センターである、今はそれ以外には想

定されていないというのが先ほどの大出委員への答弁でありました。今でも代行センターは、自動車

登録のための申請業務を実質行っているわけですよね。しかし、表向きは業としてはできません。で

きないということになっていますよね。これは確認します。 

○芳山政府参考人 行政書士の業務独占でございますけれども、書類の作成というのが業務独占にな

っています。一条の三で、提出代行、そして代理、これはみんな非独占になっております。 

今我々が考えておりますいわゆる自販連でございますが、これまで提出代行という形で事務をやられ

ているということでございまして、御指摘のとおりでございます。 

○春名委員 御指摘のとおりなんですね。 

それで、今回の改正では、電子申請については、行政書士の独占ではなくなって、総務省令で認めら

れれば、代行センターが晴れて業としてお金を取って申請を行うことができるようになるわけですよ

ね。建前としては、国民はセンターに頼めば無料だった。建前としてはというのが大事なんですが、

しかし、今後は有料で晴れて取れるわけですよね。国民に新たな負担をかけることになるじゃないで

すか。なぜこんなことをするのかがわからないと言っているんです。 

○芳山政府参考人 これは、国民の選択として、行政書士に依頼するか、個人としてオンラインをす

るか、または今回の場合の、総務省令で定める能力、経験を有する者にするかという意味でいいます

と、選択の幅が広がっているというぐあいに我々思っております。そういう意味で申しますと、ＩＴ

社会における手続を、一定の限度において今回の法改正をしたというぐあいに認識しています。 

○春名委員 国民の選択が広がるということを一般的に否定しませんけれども、新たに業として、国

民の負担がふえるような仕組みをあえてなぜ今入れなきゃいけないのかというふうに言っているわ

けですね。お聞きしますが、この代行センターに対しては、行政書士法十条の二は、業務に関して受

ける報酬の額を掲示しなければならないとなっております。各業務の報酬額について、統計を作成し、

これを公表するように求められております。 

その結果、行政書士報酬研究委員会というところが、報酬額に関する統計調査について、車庫証明と

か自動車登録について大体どれぐらいの刻みでどれぐらいのお金を取っているか、全部自主的に発表

しております。この相当な経験と能力を有する者、代行センターにもこうした義務を当然かけること
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になりますね。 

○芳山政府参考人 今後、我々、どういう手続がこれに該当し、またオンライン化の手続が進んでい

ってそういう状態になるのかというのを、じっくり、所管の省庁の意見を聞きながら判断してまいり

たいというぐあいに思っております。なおかつ、今後、指定の際には、先ほども御議論ありました内

部規程の中で、どういう運用の仕方をするのか、どういうコンプライアンス体制というか法令遵守体

制をとるのか、また料金のぐあいをどうするのか、よくよく聞いた上で判断してまいりたいと思って

おります。 

○春名委員 今行政書士にはかけられている、報酬の額がどれだけかというような発表も、これから

やろうとしている者に対しては、今の時点ではないわけですよね。それから、先ほど大出委員が御質

問がありましたが、大問題だと思うのは、守秘義務の問題ですよね。経験と能力を有する者には行政

書士と同じように守秘義務をかけるのは当然だと私は思いますが、かからないんですか。 

○芳山政府参考人 行政書士法に言う守秘義務はかからない仕組みになっていますが、その背景とし

ては、行政書士は国家資格ということで試験制度になっていまして、法律上、書類の作成について広

範な業務独占になっている、そして、資格要件なり、今言われたいろいろの面で制約が設けられてい

る、職務についての誠実、適正な執行が、規律が求められているということでございます。 

 今回の総務省令で定める者につきましては、こういう行政書士とは異なりまして、一定の特定の手

続を行う場合に限って認められる、なおかつ、規制緩和の観点からこの手続についてのみ行うという

意味でいいますと、行政書士と同様の守秘義務ないしは資格要件を職務規律上要求することは適当で

ないというぐあいに判断をしました。ただ、この総務省令で定める者につきましても、電磁的記録に

ついての作成という意味で申しますと公共性の高い業務と思いますので、その意味でいうと、高い倫

理観や社会的責任の保持が求められると思います。そういう意味で、総務省令で定める際には、指定

しようとする団体が、内部規程において、その取得した情報を本人の同意を得ることなく本来の取得

目的、電磁的記録の作成以外の目的で使用しない旨明確に定めていること等を指定の要件としてまい

りたいというぐあいに考えております。 

○春名委員 要件にするのは当然なんですけれども、一方では、行政書士法の中では、書類を扱う際

に守秘義務がかけられて、資格を取ってやっているわけでしょう。今度の場合は、その法律はないわ

けですよね。当然、罰則はないわけです。私、おかしいと思うんですよ。以前、総務省は、自動車登

録の申請事務などの独占を行政書士から外すという問題が議論されたときに、それはだめだというふ

うに言われていますよね。その根拠をどこに求めていましたか、以前。記憶がありますか。 

 わからなければ、例えば、平成九年五月、自治省の行政局行政課が「行政書士による代書業務の専

属の緩和について」という文書を出しているんですね。自動車登録の申請事務の独占など、こういう

独占を行政書士から外すことについて、やってはならないと。なぜやってはならないか、理由を書い

てあるんですよ。業務独占を廃止した場合、依頼者のプライバシーを侵害するような事態が生じ、人

権問題に発展するおそれも十分懸念されているところ、そういう見解を明らかにして、独占じゃない

とだめだというふうになっているんですよ。わずか五年前じゃないですか、平成九年といったら。こ

の方針は、この態度は、今度から変えるということなんですか。どういうことなんでしょう。 

○芳山政府参考人 作成についての社会的意義というのは、従来も今後も変わりません。変わりませ

んが、今回、電磁的記録について業務独占を外すということでございますけれども、それは、先ほど
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来言っていますが、行政書士における国家資格なり試験制度なりとは今回は違いまして、特定の手続、

電子的手続についての、特定の者についてのみ行うという意味で申しますと、そういう意味で、電磁

的記録についてのみそういう取り扱いをする。ただ、先ほども言いましたように、内部規律の面では

十分対応してまいりたいと思っています。 

 ただ、今回の改正について、先ほども言いましたように、業務独占を続けるべきであるという意見

が一部ございました。一方では、こういうＩＴ社会の中で、規制緩和をすべきじゃないのか、特に自

動車団体からは、オンラインに伴う、ワンストップサービスに伴う事務についてまでも、電磁的記録

についてまでも業務独占が続くのはいかがなものかという御意見がございました。そういう中で、行

政書士会全体としては、今回のこの一部改正についてはやむを得ない、賛成であるということで理事

会で決定し、また、早期成立も期待しておるということを聞いております。いずれにせよ、今回はそ

ういうＩＴ社会における電磁的記録についての対応だというぐあいに認識をしております。 

○春名委員 ＩＴ社会というふうにまくら言葉をつければ何でもやっていいということにはならな

いわけで、間違っていることはやってはだめなんですよね。簡単な手続だとしても、住民票や戸籍の

添付が必要な場合は往々にしてあるわけでして、当然守秘義務が必要なんですよね。しかし、それは

要らない、総務省令でそれにふさわしい者を選ぶというようなやり方をされる。しかも、有料で取れ

る団体をつくる。ＩＴで、電子化によって便利になることは大いに賛成だし、努力をしなきゃいけな

いし、そのために今度の法案も、皆さんもそういう認識でお出しになっているんだと思います。しか

し、この中身は全く違うんじゃないかと私は思うんですよね。 

一方では住基台帳のプライバシー保護は万全だと言っている。一方ではプライバシーの規制緩和をや

っているじゃないですか。だから、説明がつかないと言っているんですよ。説明がつかないことはや

めていただきたいわけです。もう一回聞きますよ。一方で住基ネットの万全の個人情報保護はやる、

やらなきゃいけないと。一方で守秘義務を外してプライバシー保護は緩める。整合性がないじゃない

ですか。どう思いますか、大臣、副大臣、どちらでも。 

○片山国務大臣 これは、今度の行政書士は、いろいろな経緯があるんですよ。行政書士というのは、

万般のことは何でもやるんですよ。そういうことの中で、長い間の、代行してきたというようなこと

もありますし、特定の業務について、特定の者だけに限定して、しかも内部的にはいろいろなことを

きちっとやってもらうということが前提でやらせる道も開くんで、これからよく相談して、どういう

態度で来るかを見て、場合によったら省令で決めなきゃいいんだから。だから、よく相談して、その

上で我々は考えていきます。 

○春名委員 大臣は、一昨日の委員会で、自動車保有関係のワンストップサービスのことに少し触れ

られた。自動車保有関係手続のワンストップサービスプロジェクト最終報告というのが出ていますが、

きょうは国土交通省に来ていただいているので、このワンストップサービス、ＯＳＳという機関をこ

の文書では国土交通省の外につくるというように読めるわけですが、実際はどうなっているのか。そ

ういうものは外につくるのか、中につくるのか。今どういう状況ですか。 

○丸山政府参考人 お答え申し上げます。なぜＯＳＳをやるかということでございますけれども……

（春名委員「中につくるのか、外につくるのかだけでいいですから」と呼ぶ）端的に申し上げますと、

関係行政機関で管理運用を行う、中につくるということで考えております。 

○春名委員 要するに、国土交通省のワンストップサービスの機関は別に外にやってもらうというこ
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とではないわけですね。もし外で、委託をして、そこで電子手続、オンラインでやっていくというこ

とであって、そこを特定の者とかこの法令でもし位置づけるんであれば、話は多少わかるかなと思い

ましたが、この話とは全く関係ないわけですね、今度の改正は。要するに、代行センター、自販連の

利益をいかに拡大するかという話なんですよね、これは。問題はそこなんですよ。何で自動車販売業

界にこのような特定の便宜を図らなきゃいけないのかというのが私はわからない。 

国民の利便を向上させる、国民の負担を減らすというためにやっているんですからね、皆さんのこの

法案というのは。三月一日に、自販連を初め日本自動車会議所、日本自動車工業会、こういう自動車

関連八団体が、電子申請を行政書士独占はだめだと、改正反対の要望を提出しました。三月七日には、

総務大臣のところに、じきじきにお会いになってこれが提出されている。三月十二日の時点では、十

九条の改正は入っておりませんでした。ところが、これを受けて、三月二十六日の改正案を見ますと、

総務省令で定める者が総務省令で定める手続について電磁的記録を作成する場合はよろしいという

項目が突如入る。 

翌二十七日の改正案を見てみますと、相当の経験を有する者というのが入る。そして、二十九日の改

正案では、相当の経験または能力を有する者という、今回の改正案の文面になっているわけですね。

要するに、これは特定の団体の要請にそのままこたえたというものになっているんですよね。だから、

なぜ自動車販売業界にこのような特定の便宜を図る必要があるのかと。大臣、なぜでしょうか。 

○片山国務大臣 基本的には自分でやればいいんですよ。どうしても自分でやれない、暇がない、だ

からお金を払ってもやってもらおうという人が行政書士を使うんですよ。自動車のこの場合には、代

行センターでやってきた者がずっと大勢おるんですよ。だから、今回もその仕組みは残してほしい、

こういう要請ですから、選択肢を広げただけで、嫌ならもう自分でやってもらう、これが一番で、ぜ

ひやってもらうように我々もシステムを簡単にし、やってもらうようにいろいろなことを身につけて

いただきたい、一般の利用者の方に。しかし、どうしても自分は代行センターでやりたい人がおった

ら、絶対やるなという必要はないじゃないですか。行政書士でやりたいといったら、それもやらせた

らいい、こういう基本的な考え方であります。 

○春名委員 この問題ばかりはできませんので最後にしますけれども、なぜこのような、私から見れ

ば非常に理不尽な改正が入るのかということで一言言っておきますが、例えば、自販連には、九九年

二月十七日の読売新聞の調査では、地方の支部を合わせて三十人以上の運輸省のＯＢ、警察、法務・

検察関係、五十名以上の天下りがいる。調べてみましたら、現在中央の役員の中に、常務理事の谷合

さん、旧運輸省情報管理部長、専務理事は元通産省の辛嶋さん、現時点でもこれは事務局の双璧です

ね。事務局は天下りの人で占めているというふうに言っていいと思う。 

あと、会長、副会長は、自動車業界の社長さんなんかが占めているんですね。こういう非常に不明朗

な、はっきり言いましてそういう天下りも根源にあると私は言わざるを得ないですよね。そういう国

民にとっては全く理不尽で、利便性向上どころか、ほとんどそれに逆行するような事態をわざわざ潜

り込ませているということはやめるべきだと、これは私、はっきり申し上げておきたいということで

す。    
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１０１０１０１０    行政書士制度行政書士制度行政書士制度行政書士制度50505050周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典    平成平成平成平成13131313年年年年2222月月月月22222222日日日日（東京国際フォーラム）（東京国際フォーラム）（東京国際フォーラム）（東京国際フォーラム） 

    

    

    

    

 

天皇陛下のおことば 

行政書士制度50周年に当たり、全国から参加された皆さんと共に、この記

念式典に臨むことを誠に喜ばしく思います。 

我が国においては、明治5年の太政官達により、当事者に代わって、裁判所

や市町村役場、警察署などに提出する書類を作ることを仕事とする代書人と

いう制度が出来、社会のために大きな役割を果たしてきました。戦後、行政

機関に提出する書類を取り扱っていた代書人については、新たに行政書士法

が公布され、行政書士という制度が発足しました。 

爾来50年、行政書士は、常に変化する社会の中にあって、その業務を通じ国

民がその権利や利益を守ることを助け、また、行政手続の円滑な実施に役立ち、

我が国の経済社会の安定と発展に寄与してきました。ここに、関係者の長年に

わたる努力に深く敬意を表します。 

今日、我が国は、社会の高齢化、情報技術の進歩、国際的な交流の増大など様々

な変化に対応することを求められています。そのような状況下において、国民

生活に密着し、国民と行政とを繋ぐ行政書士の役割は、ますます重要なものと

なってきています。今後とも皆さんが変わりゆく内外の状況に応じつつ、更な

る研鑽を積み、国民の様々な要望にこたえる努力を続けていかれることを期待

しております。 

50周年を迎えた行政書士制度が、今後とも適切に運用され、社会の発展に寄

与していくことを願い、式典に寄せる言葉といたします。 

 

（宮内庁HPより） 
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著者   宮 原  賢 一 （みやはら けんいち）  

 

＜ 略 歴 ＞ 

 

昭和２４年 長野県更級郡（現 千曲市）にて出生 

昭和４８年 立命館大学法学部卒業 

昭和５１年 京都府行政書士会        入 会 

平成 元年  京都府行政書士会        理 事 

平成 ９年 京都府行政書士会        副会長 

平成１３年 京都府行政書士会        会 長 

平成１５年 日本行政書士会連合会      理 事 

平成１７年 総務大臣表彰 

平成１７年 京都府行政書士会       名誉会長 

平成１８年 京都府知事表彰 

平成２４年 黄綬褒章受章 

現 京都府行政書士会    相談役 

日本行政書士会連合会   専門委員 
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