
2022年 6月30日、全国サービサー協会定時社員総会なら
びに理事会が開催され、理事長に就任いたしました土屋で
ございます。
就任に際し一言ご挨拶申し上げます。
2021年度も、コロナ禍に翻弄された一年となりました。

会員各社におかれましては、サービサー業務を継続される
上で、感染予防や人流抑制など、大変苦慮されたことと思
います。併せて、「自然災害ガイドライン、新型ウィルス感
染症に適用する場合の特則」等の趣旨を踏まえ、皆様には
適切にご対応いただき、感謝申し上げます。
感染状況は依然として先行き不透明であり、終息までに

は未だ時間を要する見込みです。引き続き、ウィルス対策
にご尽力いただくとともに、感染症との共存を前提とする
社会の変化や正常化に向かう日本経済の状況を的確に捉え
た、新たな取組みを続けていく必要があると思います。よ
ろしくお願いいたします。

さて、当業界は1999年 2月にスタートし、今年で24年目
を迎えております。法務省報道発表資料によりますと2021
年までの23年間の取扱債権額は、累計474兆円となっており、
金融機関の膨大な不良債権処理の支援という、業界スター
ト時の社会の要請に十分お応えするとともに、我が国の経
済界に着実に地歩を築きあげてきました。一方、金融機関
の不良債権処理の進展により、取扱債権額はピークである
2005年の34兆円から年々減少傾向となっており、直近1年
間（2021年）の実績は10兆 7千億円まで減少しております。
しかしながら、足元では、コロナ禍の長期化に伴い、過
剰債務を抱えて窮境に陥った中小事業者等の増加が課題と
なる中、サービサーの機能を発揮した「事業再生」や「廃
業支援」等への期待が従来以上に高まっています。また、
金融機関等の債権者においては、事業再生や債権管理回収
のスキル・ノウハウを持つ人材の育成や持続的確保に課題
を抱えるケースも見受けられ、社会を支えるインフラとして、
サービサーの存在意義が増しています。
サービサー業界全体として、社会課題に正面から向き合

い、求められる重要な役割をしっかりと果たすことで、日
本経済の回復・発展に貢献してまいりたいと思います。

こうした背景を踏まえ、2022年度の事業計画について触

れさせていただきます。
基本方針は「サービサー業務を

通じて、業界への社会的信頼を向
上させ、日本経済のサステナブル
な発展に寄与する」としております。
テーマとしては、「サービサー法
改正とポストコロナ時代への対応」
を謳い、副題として、「サービサー
機能を活用した事業再生・再チャ
レンジの促進により地域経済活性
化に寄与」することを新たに加えて
います。
重点課題としては、
1.�　サービサー法改正に向けた取り組み
2.　ポストコロナ時代への対応
3.�　取扱債権拡大ならびに業務の効率化
4.　CBT化によるLS検定の更なる態勢整備のための検討
以上 4点を掲げております。

基本方針の遂行には、実効性を伴った内部統制態勢の整
備が必要不可欠であります。引き続き基本スタンスを「社
会的信頼の向上」に置き、それを実現するための取組みと
して、業務品質向上に向けたコンプライアンス関連の研修
実施や、自主ルール・自主ガイドラインの見直しと、その
定着に向けた継続的な取組み、暴力団等反社会的勢力の排
除活動に対する支援などを継続してまいります。
また、ポストコロナ時代へ弾力的に対応すべく、Ｗｅｂ
等を活用した会員会社間の情報交換の更なる活性化や、事
業再生等に係る情報提供や勉強会開催などを通じた業務支
援にも積極的に取り組んでまいります。
毎年重点課題としている「サービサー法改正」については、
残念ながら未だ審議・成立には至っておりません。ご支援
いただいております国会議員の先生方には心からお礼を申
し上げたいと思います。今年度も、各方面に対して、業界
への正しい理解を醸成する活動を継続してまいります。一
方で、サービサー法改正の与野党合体案から5年以上が経
過し、コロナ禍で社会・経済情勢が変化する中、法改正に
対する抜本的な見直しの必要性についても検討を行ってま
いります。

上記方針に基づき、各種施策に取組み、自主規制団体と
しての役割を適切に果たしていく所存でございます。会員
各社や関係団体の皆様からの率直なご意見、ご理解とご協
力を賜ることをお願い致しまして、私の挨拶とさせていた
だきます。

土屋 太郎　理事長
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1 　一般社団法人全国サービサー協会 第13回定時社員総会

　2022年 6 月30日（木）、都市センターホテル 3階「コスモスホールⅠ」において、

定時社員総会を開催いたしました。

総社員数75社のうち75社（事前議決権行使書分を含む）が出席し、説田理事長

による開会の挨拶、来賓のご挨拶の後、下記議案審議が行われました。

その結果、すべての議案において承認可決されました。その後、理事会で選任

された土屋新理事長から御挨拶をいただき、締めの御挨拶を山田副理事長より

いただき、閉会いたしました。

　開　会

　　来賓のご挨拶

　　　法務省大臣官房司法法制部審査監督課　�課長���　　��本多　康昭�氏

　　　取締役弁護士連絡協議会　　　　　　　�代表世話人��安藤　尚徳�氏

　　議案：第 1号議案　2021年度事業報告及び計算書類承認の件

　　　　　第 2号議案　2022年度事業計画案及び予算案承認の件

　　　　　第 3号議案　理事選任の件

　　　　　第 4号議案　監事選任の件

　　　　　第 5号議案　債権管理回収業における個人情報保護に関する自主規制規則

　　　　　　　　　　　一部改正の件

2 　警視庁管内サービサー暴力団排除協議会 第22回定時総会

　引き続いて、警視庁管内サービサー暴力団排除協議会定時総会を開催いたしました。

　総会員数75社のうち75社（事前議決権行使書分を含む）が出席し、説田会長による開会の挨拶、来賓のご挨拶の後、

下記の報告及び議案審議が行われました。その結果、すべての議案において承認可決されました。

　開　会

　　来賓のご挨拶

　　　警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課�　課長補佐�　���������　�前田　和彦�氏

　　　警視庁組織犯罪対策部暴力団対策課����������　暴力団排除対策官　��宮本　博嘉�氏

　　　全国暴力追放運動推進センター　�������������　事務局長兼暴排部長��中﨑　和博�氏

　　　暴力団追放運動推進都民センター　　　　　�業務執行理事�　　　�津金　正彦�氏

　　報告及び議案：

� 　第 1号報告　2021年度活動報告

　　　　　第 2号報告　2021年度収支報告

　　　　　第 1号議案　2022年度事業計画案承認の件

　　　　　第 2号議案　2022年度収支予算案承認の件

� 　第 3号議案　役員選任の件

　今回の社員総会並びに暴力団排除協議会総会につきましては、コロナ禍の折、講演会および懇親会は見合わせるこ

ととしましたが、 3年ぶりに来賓をご招待しての開催とさせていただきました。無事に終了し、社員の皆様のご協力

に対して厚く御礼を申し上げます。

2� 2022.8.10 No.57

一般社団法人全国サービサー協会第13回定時社員総会ならびに
警視庁管内サービサー暴力団排除協議会第22回定時総会開催



理事就任のご挨拶
理事（アビリオ債権回収株式会社）　　渋谷　愛郎

この度、全国サービサー協会の理事に選任されました、アビリオ債権回収株式会社の

渋谷でございます。

現在、新型コロナウイルスの蔓延が続き、国際情勢が大きく変化しているなど、日本

社会そして経済を取りまく環境は、不安定で不透明になっています。

この不安定、不透明な時代に、サービサー業界として「国民経済の健全な発展に資するため」に、協会の活動

に微力ながら貢献できればと考えています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

渋谷 愛郎　理事

理事就任のご挨拶
理事（三菱HCキャピタル債権回収株式会社）　　白石　和弘

この度、全国サービサー協会の理事に選任されました白石でございます。

4月 1日付で三菱HCキャピタル債権回収株式会社の取締役社長に就任いたしました。

新型コロナウイルス対策が継続される中、円安、インフレ、原油高など、先行きの不

透明感が高まっておりますが、ポストコロナにおける国民経済の健全な発展に資する

サービサーの社会的役割への期待も同様に高まっていくものと考えております。

サービサー業界のより一層の発展のため、微力ではございますが、精一杯取り組む所存ですので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

白石 和弘　理事

副理事長就任のご挨拶
副理事長（日本債権回収株式会社）　　松尾　秀樹

この度、全国サービサー協会副理事長に選任されました松尾でございます。
6月24日付で日本債権回収株式会社の代表取締役社長に就任いたしました。
前職の（株）オリエントコーポレーションではクレジットカード部門や債権管理部門
を統括するなど信用販売事業全般の業務に携わってまいりました。日本債権回収の監査
役も以前 2年間務めておりました。
ウクライナ問題や新型コロナウィルス感染症の拡大、インフレやエネルギー問題等社
会環境は大きく変化し、経済情勢も不安定な状況にあります。サービサー業界への社会的な要請は債権回収にと
どまらずさらに高まるものと思われます。
本年度協会基本方針「サービサー業務を通じて、社会的な信頼を向上させ、日本経済のサステナブルな発展に
寄与する。」この実現に向け、会員各社の皆様と共に力を合わせ取り組んでまいります。
微力ではございますが精一杯務める所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。

松尾 秀樹　副理事長

◆新任役員よりご挨拶◆
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サービサー業務を通じて、業界への社会的
信頼を向上させ、日本経済のサステナブル
な発展に寄与する。

・研修会（コンプライアンス研修会、業務研修会、説明会、研修報告テキスト作成等）
・広報活動（サービサー法改正対応、機関紙サービサー、HP充実等）
・機関活動運営（総会、新年賀詞交歓会、理事会、各種委員会等）
・会員会社情報交換会（要望事項の確認、情報交換会等）
・調査研究、提言活動（関係団体との交流等）
・暴排活動（暴排協総会・交流会開催等）
・取締役弁護士連絡協議会（総会・研究会のサポート）
・ＬＳ検定（試験の実施、検定用テキスト作成等）

※　各委員会の委員の任期は１年とし、２０２２年７月の理事会開催日から２０２３年７月の理事会開催日までとする。
※　一部の委員会については不定期開催。委員全員の出席を必要とせず開催可能とする。
※　ワーキンググループとは、会員会社のメンバーを中心に、委員会の作業部会として動くチーム。
※　ワーキンググループには座長１名を置くことが出来る。選任は委員長一任とする。
※　ワーキンググループのメンバー選任は、座長一任とする。
※　ワーキンググループは、検討事項が発生した時に適宜立上げを行なう。
※　なお、委員会、ワーキンググループの開催方法は、それぞれの委員会、ワーキンググループで検討する。

（委員長） 土屋理事長　　
（委　員） 山田副理事長
　　　　 関澤副理事長
　　　　 松尾副理事長
　　　　 大竹専務理事

（委員長） 関澤副理事長
（委　員） 大竹専務理事
　　　　 渋谷理事
　　　　 小林理事
　　　　 宮武理事

（委員長） 山田副理事長
（委　員）大竹専務理事
　　　　 宮津理事
　　　　 竹本理事
　　　　 渕野理事

（委員長） 北見教授
（委　員）升田弁護士
　　　　 小池弁護士

（委員長） 松尾副理事長
（委   員） 大竹専務理事　松山理事
　　　　 白石理事　　　清岡理事
（外部委員）片岡弁護士　　瀬戸弁護士
　　　　 中村税理士　　髙橋弁護士

１　サービサー法改正に向けた関
係団体等との折衝と提言活動

２　取扱債権拡大ならびに業務の
効率化・生産性向上につなが
るニーズへの継続対応

【政策委員会】

事務局

１　自主ルール・自主ガイドライ
ン改正等

【自主ルール実行委員会】

１ 試験問題の策定

２ 合格ラインの決定

３ 講評の策定

【LS検定審査委員会】

１　苦情・相談対応の検証

２　会員へのフィードバッグ
　　

【コンプライアンス委員会・
　　　　　苦情処理委員会】

１　CBT化によるLS検定試験の更
なる態勢整備のための検討
・試験実施期間の延長と即日合否判定の
実施
・検定用テキストの電子書籍化や自主ガ
イドラインの開示等

２　研修のテーマ選定等

【研修 ・ 教育委員会】
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２０２２年度 委員会体制

基 本
方 針

1 サービサー法改正に向けた取
組み

2 ポストコロナ時代への対応

　⑴コロナ禍影響を見据えたコ
ンプライアンス態勢の更な
る向上

　⑵DX活用による会員間情報交
換のプラットフォーム提供
等

　⑶事業再生等に係わる情報提
供などの業務支援

3 取扱債権拡大ならびに業務の
効率化・生産性向上につなが
るニーズへの継続対応

4 CBT化によるＬＳ検定の更な
る態勢整備のための検討

「サービサー法改正と
ポストコロナ時代への対応」
～サービサー機能を活用した
事業再生・再チャレンジの

促進により地域経済活性化に寄与

2022年度テーマ

重点課題
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サービサー業務を通じて、業界への社会的
信頼を向上させ、日本経済のサステナブル
な発展に寄与する。

・研修会（コンプライアンス研修会、業務研修会、説明会、研修報告テキスト作成等）
・広報活動（サービサー法改正対応、機関紙サービサー、HP充実等）
・機関活動運営（総会、新年賀詞交歓会、理事会、各種委員会等）
・会員会社情報交換会（要望事項の確認、情報交換会等）
・調査研究、提言活動（関係団体との交流等）
・暴排活動（暴排協総会・交流会開催等）
・取締役弁護士連絡協議会（総会・研究会のサポート）
・ＬＳ検定（試験の実施、検定用テキスト作成等）

※　各委員会の委員の任期は１年とし、２０２２年７月の理事会開催日から２０２３年７月の理事会開催日までとする。
※　一部の委員会については不定期開催。委員全員の出席を必要とせず開催可能とする。
※　ワーキンググループとは、会員会社のメンバーを中心に、委員会の作業部会として動くチーム。
※　ワーキンググループには座長１名を置くことが出来る。選任は委員長一任とする。
※　ワーキンググループのメンバー選任は、座長一任とする。
※　ワーキンググループは、検討事項が発生した時に適宜立上げを行なう。
※　なお、委員会、ワーキンググループの開催方法は、それぞれの委員会、ワーキンググループで検討する。

（委員長） 土屋理事長　　
（委　員） 山田副理事長
　　　　 関澤副理事長
　　　　 松尾副理事長
　　　　 大竹専務理事

（委員長） 関澤副理事長
（委　員） 大竹専務理事
　　　　 渋谷理事
　　　　 小林理事
　　　　 宮武理事

（委員長） 山田副理事長
（委　員）大竹専務理事
　　　　 宮津理事
　　　　 竹本理事
　　　　 渕野理事

（委員長） 北見教授
（委　員）升田弁護士
　　　　 小池弁護士

（委員長） 松尾副理事長
（委   員） 大竹専務理事　松山理事
　　　　 白石理事　　　清岡理事
（外部委員）片岡弁護士　　瀬戸弁護士
　　　　 中村税理士　　髙橋弁護士

１　サービサー法改正に向けた関
係団体等との折衝と提言活動

２　取扱債権拡大ならびに業務の
効率化・生産性向上につなが
るニーズへの継続対応

【政策委員会】

事務局

１　自主ルール・自主ガイドライ
ン改正等

【自主ルール実行委員会】

１ 試験問題の策定

２ 合格ラインの決定

３ 講評の策定

【LS検定審査委員会】

１　苦情・相談対応の検証

２　会員へのフィードバッグ
　　

【コンプライアンス委員会・
　　　　　苦情処理委員会】

１　CBT化によるLS検定試験の更
なる態勢整備のための検討
・試験実施期間の延長と即日合否判定の
実施
・検定用テキストの電子書籍化や自主ガ
イドラインの開示等

２　研修のテーマ選定等

【研修 ・ 教育委員会】

L
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２０２２年度 委員会体制

基 本
方 針

1 サービサー法改正に向けた取
組み

2 ポストコロナ時代への対応

　⑴コロナ禍影響を見据えたコ
ンプライアンス態勢の更な
る向上

　⑵DX活用による会員間情報交
換のプラットフォーム提供
等

　⑶事業再生等に係わる情報提
供などの業務支援

3 取扱債権拡大ならびに業務の
効率化・生産性向上につなが
るニーズへの継続対応

4 CBT化によるＬＳ検定の更な
る態勢整備のための検討

「サービサー法改正と
ポストコロナ時代への対応」
～サービサー機能を活用した
事業再生・再チャレンジの

促進により地域経済活性化に寄与

2022年度テーマ

重点課題

No.57 2022.8.10 5



1　○○○○●○○○○◎○○○○

○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●
○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●
○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●
○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●
○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●
○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●

2　○○○○●○○○○◎○○○○

⑴　○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○

○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●
○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●
○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●
ア　○○○○●○○○○◎
○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●
○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●
○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●
○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○●

3　○○○○●○○○○◎○○○○

○○○○●○○○○◎○○○○●○○○○◎○○○○

⑵　○○○○●○○○○◎

1　はじめに

当社は、2000年 6月に設立、翌2001年 6月に法務大臣
より許可(51番)を受け、営業を開始いたしました。
営業開始以来、個人向けの小口債権から大口の事業法

人向け債権まで多岐にわたる債権を取り扱わせいただい
ており、2021年12月末時点で、取扱件数（累計）が約160
万件となり、取扱債権金額（累計）が 9兆 4千億円を超
える等、順調に拡大推移しております。
これもひとえに、セラーである金融機関の皆さまをは

じめ、システム等業務委託会社の皆さま、そしてサービ
シング活動を行っている社員など当社に関わる全てのス
テークホルダーのおかげであると考えております。この
場をお借りして感謝申し上げます。
当社では、2022年 4月から新たな中期経営計画（ 3カ
年）がスタートいたしました。
本稿では、中期経営計画の策定と合わせて再定義した

「新理念体系」および中期経営計画の重点取組施策のひ
とつである「内部統制態勢の強化」についてご紹介させ
ていただきます。

2　新理念体系について

パーパス元年とも言われた2021年、名だたる大手企業
があらためて自社の存在意義、目指すべき企業像を明確
にして、組織のメンバーで共有し、同じ方向を向いて企
業価値を高める動きをする中、当社がグループ子会社と
なる三菱UFJフィナンシャル・グループにおいても2021
年 4月 1日に存在意義（パーパス）を新たに定義し、そ
れを包含した「MUFG�Way」が制定されました。
また、今年に入り、親会社であるアコム株式会社にお

きましてもアコムグループの普遍的な価値観・信念であ
る「創業の精神」、「社名の由来」および「企業理念」に
基づき、どうありたいかを明確化、各ステークホルダー
に約束することを「ビジョン」として具体的に定義、各
ステークホルダーの期待にどう応えるのかを示したビ
ジョンが制定されました。
そのような中、当社も、中期経営計画の策定にあたり、

あらためて、サービサーとしての存在意義を再認識し、
社員が共有し、同じ方向に向かって進んでいける指針と
なるよう経営理念を含めた理念体系を見直すこととしま
した。策定にあたっては、役員から一般社員までディス
カッションを20回近く行い、徹底的に議論を行いました。
経営理念やスローガン等にはどういう想いを込める必要

があるのか、誰に何を伝える
ものとするのかなど、一部の
メンバーで作るのではなく、
多くの社員が参画して作り上
げました。
「全てのステークホルダーの
未来への力になりたい」とい
う思いを軸に体系づけるとい
う基本的な考え方に至るまで
は早かったものの、どう表現
するかについては当初想定し
たよりも長く時間がかかることとなりました。
これは、お客さま、取引先等の各ステークホルダーの
皆さまへの思いを明示し、社員の拠り所となるものとす
るべく、伝わりやすく、浸透しやすい表現やメッセージ
について多くの他社事例も参考にディスカッションを重
ねたためです。
特に、サービサーとしての本業である債権の管理回収

業務が、債務の解決が図れることで債務者の明るい未来
につながるという思いを端的に伝える表現については、
若手の意見も含め、ディスカッションに多くの時間を費
やしました。
多くのディスカッションを重ねた結果、時代や状況の

変化にかかわらず、全てのステークホルダーの皆さまの
未来への力になりたいという普遍的な信念は変わらず掲
げるものとし、“Mission経営理念”“Vision目指す企業像”
“Values共有すべき価値観”とともに、経営理念を端的
に表現したコーポレートスローガン“「未来力」未来への
力に。”を加え、新たな理念体系を制定する運びとなりま
した。
新たに制定した理念体系は、同時にスタートした中期

経営計画の目標に向かって、社員ひとりひとりが役割を
全うするための土台となるものと考えております。
全てのディスカッションに参加した私の個人的な感想

としては、異なる部署の社員間で会社の将来について考
えることは、連帯感の高まりとともに、相互理解を深め
る良い機会になったと思いました。また、社員も参画し
たことにより、会社の将来を自分事として考えるように
なりましたし、会社全体の一体感の醸成にも寄与したよ
うに思います。理念体系の策定にあたって役員からは、
今後厳しい状況に社員が遭遇した時、“自分たちは何の
ために仕事をしているのか、どうすればよいのか”を考
える際の拠り所となってほしいとの想いを聞くことがで
き、社員を働く仲間として大切に思っていただいている
ことに感動しました。

一ノ瀬 渉 課長
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3　内部統制態勢の強化について

当社では親会社の「アコム株式会社」が2020年から進
めてきた「グループガバナンスの強化」に基づき、内部
統制の強化に積極的に取り組んできました。
親会社と連携しつつ、2020年度から既存の社内リスク
管理態勢高度化の検討を開始し、2021年 4月にリスク管
理規程を改正、新たに「コンプライアンス・リスク統括部」
を設置し、統括リスク管理態勢をスタートさせました。
内部統制の強化にあたり、当社では「リスクベースア

プローチ」の考え方を取り入れています。事業に係るリ
スクを定期的に洗い出し、評価することにより、重要な
リスクをより重点的に管理する態勢としています。重要
なリスクは「トップリスク」として管理し、予兆管理指
標の収集・分析、コンプライアンス・リスク統括部によ
るリスクモニタリング、定期的な経営層へのリスク管理
状況報告、親会社への連携などを実施し、それ以外のリ
スク（トップリスク以外）に関してはリスク対応部門や
リスク管理部門が管理し、コンプライアンス・リスク統
括部が管理状況をモニタリングしています。
この「リスクベースアプローチ」を遂行するにあたり、
2021年度より「スリーラインディフェンス」のリスク管
理態勢を定め、運用しています。実際にリスクに対応し
管理する業務執行部門である「第 1線」（サービシング
担当部室等）、統括リスク管理を行い、第 1線のリスク管
理状況をモニタリングし、指示・指導・助言を行う「第
2線」（コンプライアンス・リスク統括部）、第 1線と第
2線におけるリスク管理活動を客観的に評価、助言する

「第 3線」（監査部）と定め、リスク管理態勢のPDCAを
構築しています。
この「スリーラインディフェンス」の“かなめ”は言

うまでもなく実際のリスクに対峙する「第 1線」であり、
第 1線が機能しなければ「リスクベースアプローチ」は
機能しません。トップリスク以外のリスクに関して第 1
線が十分に管理できていなければ、リスク管理に係るリ
ソースをトップリスクに割くことができなくなりますし、
第 2線からの指示や助言が正しく実行されなくなります。
第 1線が有効に機能するためには、すべての役職員が

「自分たちの業務に関するリスクは、自分たちが責任を
持って管理する」という意識を持つことがとても重要で
あり、この「リスクオーナーシップの浸透」を当社の内
部統制における最重要課題と考えています。そのため当
社では、経営トップによるメッセージの発信、社内報を
活用した定期的なリスク情報の提供、全役職員を対象と
した「リスクマネジメント研修」の開催などを定例的に
実施し、「リスクオーナーシップの浸透」を進め、全社的
な「リスクカルチャーの醸成」を目指しています。

4　おわりに

「内部統制態勢の強化」を実施し“適正・適法な業務
運営体制の構築”を図るとともに、当社に関わる全ての
ステークホルダーの方々の豊かな未来の力になり、サー
ビサー業界のさらなる地位向上に貢献できるよう、社員
ひとりひとりが自分の役割を全うするように努めてまい
ります。

第１線
（サービシング担当部室等）
業務執行およびリスク管理・教育

第２線
（コンプライアンス・リスク統括部）

牽制

第３線
（監査部）
監査

・業務執行
・業務モニタリング
・音声モニタリング
・カウンセリングスキルの向上
・ノウハウの共有

・リスク管理の体制構築
・第 1線のモニタリングの検証
・リスクマネジメント研修の実施

・内部監査

スリーラインディフェンス体制

理念体系
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サー会社の内部からその職務
の公正や特に、特金債権判断
や、回収行為の適正を監督し、
業務を遂行させることが重要
であるとの示唆も受けまし
た。
以上のような「両眼」を持っ
て、取締役弁護士として従事
することを心がけておりま
す。とはいえ、通常の弁護士
業務との関係で毎日出社することも中々難しいのが現状
です。そのような中で効果的に取締役弁護士としての役
割を果たすべく、週 1回出社するのに加えて、稟議書の
メールでの回付や、メールや電話での各部署からの相談
に応じているというのが実情です。最近、新型コロナウィ
ルス感染症まん延に伴い、サービサー会社でもリモート
での業務が増えていることと思われますが、当社でも、
その一環として、それまですべて紙ベースで行われてい
た稟議書の回付や、各種会議体の資料の提供を止め、デー
タによる資料のやり取りを通じて、業務の効率化に取り
組んでおります。こうした取り組みもあって、出社して
いない時間であっても、ほぼリアルタイムに会社から相
談等が来るようになり、取締役弁護士として両眼を行き
届かせるように工夫をしております。

4　社内業務への関与状況

⑴　取締役会、常勤取締役会への出席
当社では、取締役全員が出席する取締役会に加え、常
勤取締役で構成される常勤取締役会が設置されていま
す。ほぼ毎週常勤取締役会があり、経営にかかわる事項
の審議や報告、特に内部統制にかかわる事項の審議をし
たり報告を受けたりしております。

⑵　週次役員部長打合せへの出席
当社では、常勤取締役に加え各部署の部長が出席する
会議として、毎週開催される週次役員部長打合せがあり、
私もこの打ち合わせに参加をしています。ここでは、各
部署の足元の取組実績や課題等について報告がなされ、
細かな点も含めて業務の取組状況や課題をつかむことが
でき、機動的な対応やPDCAの進捗管理に関与していま
す。

1　はじめに

皆様の会社での取締役弁護士はどのような業務や活動
をされているでしょうか。会社の規模、取扱債権の種類
や数などによって、取締役弁護士の関わり方は様々だと
思います。本稿では、私の社内における取締役弁護士の
業務内容をご紹介させていただくとともに、社外におけ
る取締役弁護士としての活動もご紹介させていただき、
取締役弁護士の存在意義や、あるべき姿について考える
一助になれば幸いです。

2　当社の設立経緯・取扱業務

当社は、農林中央金庫等農漁協系統組織を母体として、
平成13年 7 月に設立されました。設立当初は、全国の農
漁協等の不良債権の買取を主な業務内容としていました
が、近年では買取件数は落ち着きを見せている一方で、
ローン等貸出業務の標準化・効率化の一環として、督促
業務を基盤的に活用する新たなニーズに対応し、農漁協
等の債権管理業務の効率化・インフラ整備等の機能提供
の役割も担うようになってきております。

3　 取締役弁護士として心がけてい
ること

私は、平成31年 4 月に当社の取締役弁護士に就任しま
した。それまでの約 4年間は、当社の顧問弁護士として、
個別の買取債権の管理回収にかかる相談や、債権管理回
収にかかる社内研修を実施しておりました。その後、前
任の取締役弁護士の退任に伴い、当社の取締役弁護士に
就任することとなりましたが、これまで、会社の取締役
として経営に携わったことがなかったため、当初は、前
任の取締役弁護士に相談しながら、業務に取り組み始め
ました。前任の取締役弁護士からは、「取締役の眼」と「取
締役弁護士の眼」を持つことが重要だということを教え
られました。具体的には、取締役である以上、会社法上
の取締役の善管注意義務・忠実義務を果たすべく、特に
内部統制に目を光らせることが大きな役割としてあると
の示唆を受けました。もう一つは、サービサー法上の弁
護士として、サービサー法の精神を実質的に機能させる
こと、つまり弁護士法の特例として認められたサービ

安藤 尚徳　取締役弁護士
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に入会しました。取弁協では、年 1回開催される意見交
換会と、2か月に 1回開催される研究委員会があります。
意見交換会や研究委員会では、各社の取締役弁護士が社
内でどのような取り組みをなさっているのか、サービ
サー業界の各種課題がどのようなものであるのかについ
て、情報共有や議論をしております。また、意見交換会
や研究委員会には、毎回、サービサー協会の事務局の方
にもご出席いただき、サービサー協会へ寄せられた相談
や、サービサー協会で議論されている取り組みなどをご
報告いただき、サービサー業界の動向について状況共有
できる貴重な機会になっております。このうち、研究委
員会では年に 1度、法務省の担当官の皆様をお招きし、
サービサー業務に関する立入検査等での気づきや、各種
法令改正に伴う留意事項をご報告いただくのみならず、
サービサー業界の各種課題について意見交換をしており
ます。
このような取弁協の取り組みは、サービサー業界の動
向把握のみならず、私のように、これまで会社の経営に
携わったことがない弁護士にとって、経験豊富な先生方
から色々なアドバイスをいただくことができる機会にも
なっており、自身の取締役弁護士として研鑽を積むのに
役立っております。
また、令和 2年 6月からは、取弁協の世話人に就任し
ました。世話人として、月 1回の世話人会議へに出席し、
意見交換会や研究委員会のテーマを議論しています。ま
た、サービサー協会の各種委員会へ出席したり、法務省
担当課を訪問し意見交換をしたり、日弁連のサービサー
委員会と意見交換をするなどしております。取弁協の活
動が益々有意義なものになり、取締役弁護士が直面する
様々な業務上の悩みや相談に答えられるようにしていき
たいと思いますので、取締役弁護士の皆様には積極的に
取弁協の活動にご参加いただくとともに、各社におかれ
ましては取弁協の活動にご理解ご協力いただければ幸い
です。

6　最後に感想

最近の業務では、限られた出社時間の中ではあります
が、社員の皆様と積極的にコミュニケーションを図り、
業務に関する悩みを共有し解消することに努めており、
社員の皆様にとって働きやすい環境を作るよう心がけて
おります。そうすることで、より広く深く、「取締役の眼」
と「取締役弁護士の眼」が行き届くのではないかと考え
ているからです。社員の皆様がサービサー会社の社員と
してやり甲斐を感じられるよう、取締役弁護士としてそ
の環境を作っていきたいと考えております。

⑶　 コンプライアンス委員会、リスクマネジメン
ト委員会への出席

当社のコンプライアンス委員会では、毎年「コンプラ
イアンス・チェックリスト」を作成し、社員各自に毎月
チェックをさせ、モニタリングを行い、社内のコンプラ
イアンス意識の醸成に努めています。私はコンプライア
ンス委員会に出席し、モニタリング結果の報告を受け、
必要に応じて意見を述べています。
また、社内で起こった事務ミスや社内規程違反の他、
個人情報漏えい事案や、債務者等からの苦情相談等の過
誤不備事案については、リスクマネジメント委員会へ報
告されていることになっており、私も個別に必ず報告を
受けることになっています。報告を受けた事案について
は、リスクマネジメント委員会が開催され、私も出席の
上、その協議や対応を行っています。特に、個人情報漏
えい事案や過誤不備事案については、法務省報告を伴う
ものもあり、その必要該当性の判断や、原因究明、その
後の対応、再発防止策について、担当部署や役員と協議
を行うことになっています。

⑷　4 号帳簿の確認
債務者等が苦情等を述べているもの、あるいはその疑
いがあるものや、反社債権にかかる債務者等との交渉、
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
の適用となる債務者等との交渉や、最近では、新型コロ
ナウィルス感染症の影響のため債務弁済についての相談
があった債務者等との交渉についての 4号帳簿は、すべ
て私に回付されることになっております。これらについ
ては、特に、サービサー法との関係で対応に慎重になる
べきものであり、取締役弁護士が積極的に関与する場面
であることから確認することにしています。

⑸　個別の債権に関する相談
上記の他、個別の債権に関する相談として、特金債権
該当性に疑義がある債権に関する相談や、反社の疑いが
ある債務者等に対する回収行為等、法的な対応を伴うな
ど対応困難案件の相談を受けています。反社の疑いがあ
る債務者等に対する回収行為等についてはすべて私に稟
議書が回付されることになっており、必要に応じて相談
に応じています。
また、上記の稟議や相談以外に、当社では、反社債権
に関して協議をする会議体として、債権管理回収協議会
があります。私もこの協議会に出席し、役員や担当者と
個別の回収行為等の妥当性や適切性について議論をし、
サービサー法や事務ガイドライン等に沿った対応を協議
しています。

5　取弁協における活動

社外においては、取締役弁護士に就任した際に、取締
役弁護士連絡協議会（略して「取弁協」といいます。）
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〜 2022年 3 月 9 日、第21回サービサー業務研修会を
Webにて実施、59社・174名が視聴参加。
以下、研修内容を抜粋〜

≪サービサー業務の流れに沿った論点抽出≫

2022年 4 月 1 日に施行される改正個人情報保護法は、
民間の事業者に大きな影響を与える改正ではありません
が、サービサーの業務の流れに沿って、今回の法改正の
論点を抽出しました。具体的なポイントとしては、添付
資料に記載の（ 1）〜（ 8）に分けられますが、サービ
サーの場合は債権の委託・譲受けということが業務の基
本になりますので、（ 3）情報利用以下のところが影響
が大きいと思われます。したがって、そのあたりを中心
にご説明させていただきます。

【情報利用〜不適正利用の禁止】

今回、不適正利用の禁止という条項が新たに付け加わ
りました。個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為
を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情
報を利用してはならないとされています。
サービサーの個人情報ガイドラインの改正案ですと、
債務者等の所在を調査するため、債権回収目的で収集し
た個人情報を違法な行為を営むことが予見される探偵業
者に提供する場合とか、債権回収を第三者に委託し、ま
たは債権を第三者に譲渡するに当たり、当該第三者が違
法・不当な回収行為を行うことが予見されるにもかかわ
らず、当該債権に係る個人情報を当該第三者に提供する
場合が、これらに該当するとされています。

【情報移転〜オプトアウト規制の強化】

不適正に取得した情報とか、オプトアウトによって取

得した情報をさらにオプトアウトで提供してはいけない
という規律が付け加わります。また、オプトアウトの際
には、一定の公表が必要となりますが、公表事項がいく
つか追加されます。
もっとも、サービサーは、もともと法務省の個人情報
ガイドラインで、オプトアウトによって第三者に情報提供
をしてはいけないという禁止が上乗せされていますので、
今回の改正で結果的には影響はないだろうと思います。

【情報移転〜共同利用の公表事項追加】

共同利用の対象となる個人データについて管理する人
の住所を公表する、法人の場合は代表者の氏名を公表の
対象とするなどの公表事項が増えるという改正が行われ
ることになります。
実務への影響は、すでに行っている共同利用について
も、4月 1日の改正後も共同利用を継続するのであれば、
この新法に伴った修正を行う必要があるということにな
ります。従って、ホームページの改定等をしなければな
らないということになります。

【情報移転〜越境移転の規制強化】

個人データを外国に在る第三者に提供する際に同意を
取る場合には、外国の名称とか、その外国においてどう
いう個人情報保護制度がとられているか等の情報を提供
したうえで同意を取るということになります。
また、相当措置の継続的な実施の場合には、定期的に
相当措置が講じられているか確認をし、相当措置が講じ
られなくなるような何か事情が生じた場合には、以後提
供しないといった対応が求められるということになりま
す。
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外国に対して情報提供をし、それによって新たな取組
みをしようという場合には、改正法に基づき規制が強化
されていますので、慎重に検討していただければと思い
ます。

【情報保有及び管理〜短期保存データの保有個人データ化】

社内で保有している情報についてどう管理するかとい
うあたりなので、サービサーにとっても影響があるとこ
ろだと思います。
今までは、 6か月以内に消去する短期保存データにつ
いては、保有個人データにはならないとされていました。
保有個人データに該当することとなると、一定の事項を
公表したり、開示を求められたら開示が必要となったり、
訂正や削除の要求に応じなければならなくなる等、個人
情報取扱事業者に様々な義務が課せられることになりま
す。例えば防犯カメラの画像データとか、代表電話にか
かってきた録音のデータとか、今までは 6か月以内で消
去していたということで、保有個人データではないと整
理をしていたのですが、そういう単純な整理ができなく
なったというところが影響かと思います。

【情報保有及び管理〜漏洩報告の義務化】

事故が起きた場合に何をしなければならないかという
ことですが、事故の報告と、本人への通知の 2つが必要
になります。
まず、事故の報告ですが、 4つの類型に該当する場合
については報告対象になります。
①�　要配慮個人情報、これは例えば犯罪歴とか本人の
病歴とかそういった配慮しなければならない情報が
洩れてしまったような場合。（洩れた件数が 1件で
あったとしても報告の対象）
②�　財産的な被害が生じるおそれがあるような場合
（例えば、クレジットカード番号と暗証番号が洩れ
た場合）
③�　不正アクセスがあって、情報漏洩させられてし
まったような場合
④�　1,000人を超えるような情報漏洩が発生した場合
具体的な報告に際しては、事態が判明した時に速やか
に速報することが必要であり（おおむね 3 〜 5日以内）、
また、最終的かつ確定的な報告（確報）を基本的には30
日以内にやらなければならないということになっていま
す。
それに合わせて、速やかに本人通知も必要になります。
ただし、例外的に本人通知をしなくていい場合が定め
られており、例えば、古い連絡先しかわからず連絡がで
きないような場合には、必要な代替措置を講じて、本人
通知を省略するということも認められています。具体的
には事案の公表をして、窓口を設置するというようなこ
とで、実務的にはこちらの対応も比較的大きくなるのか

なと思います。サービサーの実務にも一定の影響がある
改正のポイントですので、しっかり把握しておいていた
だければと思います。

【情報保有及び管理〜利用停止等の範囲の拡大】

従来は、適切に個人情報保護法を遵守した取扱いをし
ている限りにおいては、利用停止等への対応は必要とは
ならない制度になっていましたが、今回の改正法は、必
ずしも法令違反ではない場合を追加しています。すなわ
ち、利用する必要がなくなったとき、その個人情報取扱
事業者において漏洩事故が生じてしまったとき、その他
本人の権利、利益が害されると考えられる場合の 3つが
追加され、本人が利用停止等を求めることができる場面
が増えました。これらを根拠に、第三者提供の停止とか
利用停止等を本人が求めてくる場面が増えてくるだろう
と思います。
原則対応としては、請求に理由があると認めた場合に
は、遅滞なく、必要な限度で、利用停止や削除をしなけ
ればならないということになりますが、例外的に、一定
の代替措置を講じることによって対応することが認めら
れています。
例えば、既に完済した顧客から、もうお金を全部払っ
たのだから利用停止をしてほしいと請求がなされた場合
に、応じる必要があるかどうか。
この場合、法令の定めによって保存期間等が定められ
ているような情報であれば、法令上の理由がありますの
で、削除等の対応をする必要がないということになりま
す。
一方で、説得的な理由付けができないような場合で
あったとしても、削除等の対応が困難である場合には、
代替措置を講じることで、削除を回避するような対応も
できるという建付けになっています。対応に多額の費用
を要する場合や、個人情報取扱事業者が正当な事業活動
において、保有個人データを必要とする場合については、
困難である場合と考えてよいというのが、保護委員会の
ガイドライン（通則編）の記述になっています。また、
代替措置についても、本人の権利利益の侵害のおそれに
対応し、本人の保護に資するものであればよいとなって
います。
サービサーの個人情報ガイドラインでは、法定帳簿に
ついて削除してくれと言われた場合には、法定の保存期
間終了後に消去を約束するというような代替措置の事例
が上がっています。

【保有情報の情報開示〜保有個人データの公表事項追加】

保有個人データについては、一定の事項を公表しなけ
ればなりませんが、公表事項が追加されることになりま
す。個人情報取扱事業者の代表者氏名を書かなければな
らなくなりました。また、保有個人データの安全管理の
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所について、当該外部事業者が独自に取得した住所を含
む個人データと突合して誤りのある住所を修正し、当該
顧客情報を委託元に戻すことはできないと書かれている
点について、どう整理したらいいか。あまり厳しく解釈
されるとサービサー業務ができなくなるのではないかと
の懸念がありました。この点について個人情報保護委員
会と協議を行いましたが、「委託先において、委託業務
の遂行に伴い、必然的に取得する情報項目については、
委託先が独自に取得した情報とは言えず、委託元に代
わって取得した情報にすぎないため、そのような情報は、
上記のQAの対象外である。」という個人情報保護委員
会の回答を得ることができました。

【情報取得〜個人関連情報の規律】

個人関連情報という新たな情報のカテゴリーが追加さ
れて、新たなルールが追加されたというのが今回の改正
法の内容です。
個人情報保護法で概念があるのが、特定の個人を識別
できる個人情報、個人情報を加工して誰の情報かわから
なくなった匿名加工情報、今回の改正で追加された仮名
加工情報という概念ですが、これら以外の情報で、情報
の中身からは誰の情報かわからないが、ある一人の人の
情報だとわかるような情報のカテゴリーを個人関連情報
として広く位置付けています。個人関連情報取扱事業者
から提供を受けた個人情報取扱事業者が、個人データと
紐づけて使うような場合については、個人情報取扱事業
者は本人から同意を取る。同意を取っていることを確認
しないと情報を提供してはいけないという規律になりま
す。

【情報利用〜仮名加工情報の新設】

仮名加工情報とは、個人情報に一定の措置を講じて、
他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別すること
ができないように加工して得られる個人に関する情報と
いうことです。
仮名加工情報の制度を利用するメリットとしては、利
用目的の変更制限がないとか、保有個人データに係る公
表、開示、利用停止等の対応義務がないこと等があげら
れます。
ただし、デメリットもあり、本人への連絡等を行う目
的での利用ができなかったり、元の情報を割り戻しはし
てはいけないというような義務を負うことになりますの
で、一定の情報分析をした結果を用いて、本人へアプロー
チするということができなくなります。
サービサーにおいては、当面は仮名加工情報制度を使
うということは、ほぼ生じないとは思いますが、改正法
の内容なので、簡単にご紹介させていただきました。
以上が、改正個人情報保護法によるサービサー業務へ
の影響のポイントになります。

ために講じた措置（基本方針の策定、個人データの取扱
いに係る規律の整備、組織的安全管理措置、人的安全管
理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置、外
的環境の把握）を公表しなさいということになります。
求められた場合に本人に通知するということが可能な
ので、ホームページ上の記載としては、「安全管理措置
を講じています。詳細はお問い合わせください。」と表
記をする方法もあります。ただし、問い合わせがなされ
たら対応をする必要があるため、通知できるような説明
文を準備しておくといった対応も併せてご検討いただけ
ればと思います。

【保有情報の情報開示〜保有個人データの開示方法】

ここも実務的に、一定の影響があるところです。従来
は、情報の開示は書面で行えばいいというのが個人情報
保護法の内容でしたが、電磁的な方法による開示も本人
が求められることになりました。法律の建付けとしては、
電磁的な方法による開示請求がなされた場合には、それ
に対応しなければならないということになりますので、
開示対応等きちんと準備しておく必要があります。各社
開示の事務フローがある程度確立していると思うので、
そこに無理のない形で、どんなやり方がいいかを決めて
いただくということが必要です。かつ、一旦決めた実務
対応のルールを公表しておくことも必要です。というの
も、個人情報保護法の定めの中でも、個人情報取扱事業
者は開示の細かいルールを決めることができるとなって
いて、それを決めて公表等をしておくと、本人がそれに
従わなければならないというルールになっていますの
で、各事業者において、開示のルールを決めて本人が知
りえる状態にしておくと、内容が合理的である限りにお
いては、それに従った開示対応で差し支えないというこ
とになります。

【保有情報の情報開示〜第三者提供記録の開示】

従来は、保有個人データのみが開示の対象となってい
ましたが、改正法は、第三者提供の記録についても、開
示の対象となります。ここでいう第三者提供の記録とい
うのは、個人情報取扱事業者が他の人に個人データを提
供しましたという提供記録と、別の人から情報を受け取
りましたという受領記録の両方を指しますので、出の記
録と入の記録、両方開示の対象となります。サービサー
業務においては、債権譲渡に伴う個人データの提供、も
しくは受領というのが多いと思いますので、法定帳簿に
ある程度は第三者提供の記録の一部が載っているという
整備ができるのではないかと思います。

【個人情報保護委員会QA改正に係る問題点】

個人情報保護委員会のQAの話をさせていただきま
す。顧客情報を外部事業者に委託に伴って提供し、当該
外部事業者において提供を受けた顧客情報に含まれる住
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	 全国サービサー協会	会員会社一覧	 2022年7月1日現在（75社）

許可
番号 会社名 ＴＥＬ 代表者

2 日本債権回収株式会社 03-3222-0328 松尾 秀樹

5 アビリオ債権回収株式会社 03-6854-4645 渋谷 愛郎

7 ニッテレ債権回収株式会社 03-3769-4611 小林 英利

10 SMBC債権回収株式会社 03-3544-6003 十河 亮介

11 オリックス債権回収株式会社 03-5776-3330 宮津 正治

13 株式会社アトリウム債権回収サービス 03-6205-0821 宇野 正純

18 シー・シー・シー債権回収株式会社 03-6721-5571 玉木 勝

19 のぞみ債権回収株式会社 03-5299-5331 稲川 琢也

20 株式会社山田債権回収管理総合事務所 045-325-3933 山田 晃久

21 ジャックス債権回収サービス株式会社 03-6327-3900 葛󠄀上 章

22 あおぞら債権回収株式会社 03-3265-0456 関澤 行雄

23 キャピタル・サーヴィシング債権回収株式会社 03-6230-5100 ダニエル・ 
シャイアマン

26 株式会社沖縄債権回収サービス 098-860-4393 宮城 博

27 エー・シー・エス債権管理回収株式会社 043-332-2200 松山 正弘

28 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 03-3373-5111 土屋 太郎

29 パシフィック債権回収株式会社 03-5211-7811 齊藤 茂雄

30 栄光債権回収株式会社 045-253-3311 片岡 剛

31 Pepper Advantage Japan債権回収株式会社 03-5511-5950 奥津 正之

32 Ｂｅａｃｏｎ債権回収株式会社 03-6261-7801 大澤 孝行

34 ジェーピーエヌ債権回収株式会社 03-6830-5180 宮武 信夫

35 株式会社日貿信債権回収サービス 03-5690-7152 天野 真作

36 PAG債権回収株式会社 03-5776-1055 長岡 雅史

37 中央債権回収株式会社 03-5547-2100 金子 知之

38 やまびこ債権回収株式会社 026-224-3982 山科 光一

40 みずほ債権回収株式会社 03-5640-4071 田邉 雅一

41 オリンポス債権回収株式会社 011-856-9933 小川 英宏

45 アルゴジャパン債権回収株式会社 03-5510-2811 藤堂 裕隆

47 保証協会債権回収株式会社 03-6810-8363 竹本 康史

48 三菱HCキャピタル債権回収株式会社 03-3503-7390 白石 和弘

49 九州債権回収株式会社 092-483-4650 北崎 道治

51 アイ・アール債権回収株式会社 03-5215-6511 清岡 哲弘

53 系統債権管理回収機構株式会社 03-5904-9591 篠田 崇

55 しまなみ債権回収株式会社 082-248-2300 松本 浩一

58 ブルーホライゾン債権回収株式会社 03-6452-8201 森泉 浩一

59 エム・テー・ケー債権管理回収株式会社 03-6260-8680 須藤 晃

61 ちば債権回収株式会社 043-213-6411 関 浩

64 AG債権回収株式会社 077-503-0220 吾妻 弘

65 リサ企業再生債権回収株式会社 03-5796-8650 田口 昌宏

許可
番号 会社名 ＴＥＬ 代表者

66 山陰債権回収株式会社 0852-24-2001 天野 郁夫

68 株式会社セディナ債権回収 052-219-6140 菊田 真寛

72 ミネルヴァ債権回収株式会社 052-300-0105 磯部 悟

73 岡山債権回収株式会社 086-803-5100 池田 彰

74 エーアールエー債権回収株式会社 06-6351-4300 神﨑 勝行

75 株式会社ジャスティス債権回収 03-5816-6401 金田 創

76 アウロラ債権回収株式会社 03-6432-4201 清水 浩之

77 みやこ債権回収株式会社 06-6882-0055 正本 哲夫

78 ふくおか債権回収株式会社 092-737-0881 北原 繁美

84 みらい債権回収株式会社 03-6302-3910 関谷 譲

86 NTS-MG債権回収株式会社 082-263-8500 大中 拓

87 ほくほく債権回収株式会社 076-424-3399 石田 弘明

88 きらら債権回収株式会社 0834-22-2101 岡本 泰裕

91 株式会社住宅債権管理回収機構 03-3513-1900 渕野 昭宏

92 あけぼの債権回収株式会社 03-6865-5412 山口 隆

93 株式会社エムアールアイ債権回収 03-4574-4700 清水 勲

94 オリファサービス債権回収株式会社 03-6233-3480 松浦 治

95 平成債権回収株式会社 03-6262-9523 田代 秀之

96 ＳＨ債権回収株式会社 06-6245-1237 若山 清一

97 ロンツ債権回収株式会社 096-356-0200 中元 伸佳

100 ジャパントラスト債権回収株式会社 03-5579-2611 小関 典行

101 アルファ債権回収株式会社 03-6837-6903 和智 正

103 アップル債権回収株式会社 06-6267-3333 中西 武雄

109 リンク債権回収株式会社 03-5826-8623 石川 多加志

110 エイチ・エス債権回収株式会社 03-5402-4300 八木 厚樹

111 サン債権回収株式会社 029-861-0788 小島 哲也

113 パルティール債権回収株式会社 03-4330-9988 朝倉 英雄

115 リボーン債権回収株式会社 03-6825-6440 松平 敏幸

116 株式会社グラックス債権回収 03-6280-7730 中里 肇

118 札幌債権回収株式会社 011-522-2920 齊藤 直樹

119 ベル債権回収株式会社 03-3231-4480 三谷 進二

120 北國債権回収株式会社 076-233-2601 西田 章

123 アペックス債権回収株式会社 0776-24-2808 福井 章

124 美ら島債権回収株式会社 098-860-2690 國吉 力

125 みちのく債権回収株式会社 017-718-7277 鳴海 義仁

126 ＬＥＮＤＹ債権回収株式会社 03-6721-0176 三好 勇輝

127 にしせと地域共創債権回収株式会社 082-236-0207 坂本 直樹
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第 30 回コンプライアンス研修会を、昨年と同様に当協会のホームページ会員専用ページにて動画配信の形
で実施しました。
実施時期：　2022 年 4 月 8 日〜 6 月 8 日
動画内容：①　全国サービサー協会理事長挨拶� 説田　信夫
� ②　法務省大臣官房司法法制部審査監督課長ご挨拶� 山上　淳一氏
� ③　�「本年度の立入検査の指摘事項と内部統制について」�

法務省大臣官房司法法制部審査監督課�法務専門官� 佐々木隆宏氏�
法務省大臣官房司法法制部審査監督課�債権回収検査官� 山﨑　忍　氏�
法務省大臣官房司法法制部審査監督課�債権回収検査官� 小川　瑞稀氏

� ④　�「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドラインの改正について」�
法務省大臣官房司法法制部審査監督課�債権回収企画係長� 河原　英樹氏

� ⑤　�「法務省への報告業務における留意事項について」�
法務省大臣官房司法法制部審査監督課�債権回収監督係長� 田島　裕幸氏

その他：�視聴は無料、事前申し込みも不要としました。協会ホームページ「会員専用ページ」を開いてパスワー
ドを入力して閲覧、またレジメも同ホームページにてダウンロードで取得できることとしました。

2022 年 2 月 24 日、警視庁管内サービサー暴力団排除協議会主催の講演会を、全国サービサー協会会議室よ
りライブ配信にて開催致しました。従来は、「暴排責任者交流会」として、暴排関連の講演会による研修を行っ
た後に、会員相互の情報交換の場として懇親会を行う 2 部構成としておりましたが、今回はコロナ禍の折、集
合形式での研修および懇親会は見合わせることとし、ライブ配信での講演会といたしました。齋藤綜合法律事
務所の齋藤理英弁護士より、「近年の反社会的勢力に関するトピックと不当要求（ヘビークレーム）対応につ
いて」をテーマに講演をしていただきました。講演会の視聴には 46 社・86 名の参加申込があり、講演会終了
後の参加者アンケートにおいて、不当要求への毅然とした態度（不当要求に応じないことがゴールになること
が殆どであり、相手を納得させることはゴールではない。）など、弁護士の実体験に基づく話が参考になった
との感想が多く見受けられました。また、開催方法については移動の時間が無く効率的であるため、今後も
Web 形式の継続を望む声が多数寄せられました。寄せられた「今後取り上げてほしいテーマ」なども参考に
させて頂き、次回以降の暴排協議会主催の活動に活かしてまいります。

2022 年 6 月 29 日、第 13 回取締役弁護士連絡協議会の総会が開催されました。本年度総会も新型コロナウ
イルス感染の影響を考慮し、WEB会議システムを併用して開催に至りました。当日は入会会員73名中 37名（議
決権行使書提出者、委任状提出者含む）の出席をいただきました。

１　令和３年度本協議会活動報告
　　令和３年度本協議会活動報告として、下記 8 点が報告されました。
（１）本協議会入会会員数の御報告
（２）意見交換会の開催
（３）研究委員会の実施
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「第30回コンプライアンス研修会」を動画配信にて開催

「第８回警視庁管内サービサー暴力団排除協議会主催講演会」を開催

協 動会 報活 告

「取締役弁護士連絡協議会総会」を開催



（４）メーリングリストの運用
（５）法務省との意見交換会の開催
（６）業務改善命令等の重大な行政処分が出た場合、該当会員会社取締役弁護士からの事情聴取等
（７）コンプライアンス委員会兼苦情処理委員会への参加
（８）警視庁管内サービサー暴排責任者交流会への参加

２　決議事項
　　次に決議事項として、下記（１）から（３）が提案され、満場一致で承認されました。
（１）�債権回収会社取締役弁護士連絡協議会規約改定の件
� �規約第８条（代表世話人等）に規定する副代表世話人の数（２名）を業務分担を適正化等の観点か

らの最大３名ま�でに改訂
（２）令和４年度本協議会活動計画の件
　①意見交換会（年１回）の実施
　②研究委員会の開催
　③コンプライアンス研修会の共催及び協力
　④メーリングリストの活用
　⑤法務省及び日本弁護士連合会との意見交換
　⑥業務改善命令等の重大な行政処分が出た場合、該当会員会社取締役弁護士からの事情聴取等
　⑦サービサー協会に対する非特金債権に関する相談があった場合における会員への情報連携
　⑧希望者へのメンター制度の運営
　⑨サービサー協会運営サポート
（３）世話人選任の件� （敬称略）　
　・安藤　尚徳　　53　系統債権管理回収機構（株）（再任）
　・小堀　　優　　51　アイ・アール債権回収（株）（再任）
　・髙橋　秀一　� 101　アルファ債権回収（株）（再任）
　・増本　善丈　　93　（株）エムアールアイ債権回収（再任）
　・平岡　弘次　　�2　日本債権回収（株）（再任）
　・河野　純子　　92　（株）あけぼの債権回収（再任）
　・毛受　　久　　21　ジャックス債権回収サービス（株）（再任）
　・難波　徹基　　41　オリンポス債権回収（株）（再任）

３　代表世話人等
　　世話人間の互選の結果、本年度の代表世話人・副代表世話人は、以下の通り選任されました。
　・代表世話人：安藤尚徳氏（系統債権管理回収機構（株））
　・副代表世話人：小堀　優氏（アイ・アール債権回収（株））
　・副代表世話人：髙橋秀一氏（アルファ債権回収（株））
　・副代表世話人：増本善丈氏（（株）エムアールアイ債権回収）
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2022 年度 一般社団法人全国サービサー協会理事・監事一覧

■�6 月30日開催の第13回定時社員総会が終わり、2022年度の新体制が
スタートしました。今年度も何卒よろしくお願い申し上げます。
　さて、コロナ感染拡大を境に価値観や行動様式の転換が起こり、そ
れが社会に定着していくまでのポストコロナ時代へ弾力的に対応
し、持続可能なサービサー業界の構築に向けたヒントとなることを
願い、会員会社それぞれの特徴に見合った情報収集ニーズへ全方位
で対応できるよう、事務局では現在「会員間情報交換のプラット
フォーム提供」の仕組作りに取組んでいます。
　その概要は、会員会社が情報交換したいテーマを、プラットフォー
ムに登録することで、Web会議の主催者になり、登録したテーマ
に興味のある参加者を募集するという形式です。この取組みにより、
多様化する全ての登録されたテーマについて、会員間情報交換の場
を提供する新たな試みになります。
　開始決定の際には是非、積極的なご活用をお願い申し上げます。�
� （大竹）
■早いもので、新型コロナウイルス感染症の流行から 2年半が経過し
ました。この間、未知のウイルスに対し、経験したことのない様々
な対応を余儀なくされる機会が多かったものと思われます。協会の
相談窓口においても、「飲食店への時短営業協力金の不正受給先へ
の返還請求をサービサーに委託できないか」といったコロナ禍特有
のものが見受けられました。これは、事件性・紛争性のある非特定
金銭債権であり、取り扱うことはできない旨の回答をしましたが、
サービサーが取扱うべき債権か否かは別として、社会の中で回収依
頼のニーズは至るところに存在することを改めて実感した次第で
す。既存の枠組み以外にも、サービサーが活躍できる新たなフィー
ルドが拡がることを期待したいものですね。� （小原）
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