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■

東日本大震災及び熊本地震により、亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された皆様には心からお見舞い
申し上げます。　一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
東日本大震災の被災に係る各種行政手続、今後の暮らしや事業の悩みなど、電話による無料相談を実施しています。
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　平素より、関係各位には日行連の活動に御協力をいただき、誠にありがとうございます。
　さて、平成１２年に改正民法等の施行により成年後見制度が発足してから本年４月１日で２０年が経ちます。この
機会に、これまでの日行連の成年後見制度への取組を振り返り、これから私たち行政書士が成年後見制度にどのよ
うに向き合うべきか私なりの考えをお示ししたいと思います。
　皆様も御存じのとおり、日行連は、成年後見制度発足１０年目にあたる平成２２年に一般社団法人コスモス成年後見
サポートセンター（以下「コスモス」という。）を設立しました。
　制度発足時より、行政及び弁護士・司法書士等の各士業や行政書士を中心としたNPO法人等各種団体が積極的に
成年後見制度の推進に取り組んでいました。しかし、１０年を経過してもなお相談機関、専門職後見人の絶対数の不
足等により、本来守られるべき認知症高齢者や知的障がい者を始めとした社会的弱者の権利が十分に保護されて
いない実態がありました。北山孝次会長（当時）は、日行連においても「来るべき超高齢社会に向けて、被後見人
の身上監護及び財産管理を目的とした成年後見制度への取り組みに対して、積極的な参画の支援を行うとともに、
隣接法律専門職として他士業とも連携をとり、社会に貢献できる士業としての位置付けを確立すべきである。」と
設立の趣旨を述べられています。
　このような社会的背景のもと、会員の皆様の御理解と御協力を得て設立したコスモスも、当初の１０支部、会員数
５００名弱から、１０年を経た現在では全国４２支部、会員数約２,０００名、受任件数約４,０００件という規模の団体となりまし
た。成年後見制度に取り組む行政書士の全国団体として、後見人としての行政書士の養成とその業務の適正な執
行を担保するための業務管理という重要な役割を担っています。
　この間、政府では平成２９年に成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」という。）が動きだし、全国の
地方自治体に「地域連携ネットワーク」及びその「中核機関」が組織されることとなりました。私たち行政書士に
期待される役割を改めて認識し、また、その期待に応えなければならない責任も大きくなったと感じています。基
本計画については、厚生労働省による成年後見制度利用促進専門家会議において、全国の自治体における取組状況、
中核機関等が設置された自治体における受任調整会議の構成員等の情報が公開されていますⅰので、是非参照して
いただければと思います。現状の取組ではまだまだ足りないことを御理解いただけると思います。
　成年後見制度の更なる利用促進において、行政書士が行政や国民の皆様からの期待を受けている今、行政書士法
の目的に新たに規定された「国民の権利利益の実現」を図るためにも、日行連がそれに応えられるだけの体制を整
える社会的責任があるはずです。日行連が主体となり、これまで以上にコスモスと連携して成年後見業務に取り
組む会員の支援・指導を行ってまいります。
　また、コスモス支部のない行政書士会にある各団体ⅱとも連携を強化し、一致団結した全国統一運動を展開して
まいりたいと考えています。
　私は、行政書士が後見人として適任である理由として①地域密着型の国家資格者であること。②市民と役所な
ど違う立ち位置の方の間に立ち、合意を形成して手続を進めていく業務を遂行していることにより、意思表示のし
づらい被後見人の心の叫びを受け止められる能力を有していること。③予防法務の専門家であるということ。の
３点を挙げ、折に触れて会員、会員外を問わず主張させていただいています。上述した全国統一運動を展開すると
ともに、行政書士が専門職後見人としての地位を確立できるよう、外部向けの広報活動も含め鋭意取り組んでまい
ります。
　成年後見業務は私たち行政書士のいわゆる法定業務ではありませんが、遺言・相続業務にとどまらず許認可申請
業務を行うにおいても、成年後見制度の知識は必要不可欠です。適正な担い手がいないことによる御家族を始め
とした関係者の御苦労を、実際に見聞きされた方も多いと思います。成年後見業務を行う多くの会員が、コスモス
を始めとした団体に加入し、その活動を通じて行政書士による社会貢献を実践しています。現に活動いただいて
いる会員の皆様が、更に活動しやすい状況をつくっていくとともに、多くの会員の皆様に成年後見に取り組んでい
ただきたいと願います。日行連が推進する成年後見制度への取組について、御理解御協力いただきますようよろ
しくお願い申し上げます。

成年後見制度と
行政書士について

ⅰ　【参照】 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212875.html （成年後見制度利用促進専門家会議）第３回中間検証WG資料
ⅱ　公益社団法人ヒルフェ（東京会）、特定非営利活動法人おかやま成年後見サポートセンター（岡山会）、一般社団法人北海道成年後
見支援センター（北海道会）など
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執行部から

担当副会長の職務について
副会長　佐々木　政勝

　正月気分がまだ残っているかもしれません。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
　東日本大震災から９回目の春を迎えますが、近年は気候変動による災害が多く、「地球市民」という意識
を持って行動しなければならないことや、各事業主体においても事業継続計画（BCP）への取組を急ぐ必要
があると考えさせられます。

　さて、昨年末に改正行政書士法が成立し、本年は各単位会や会員各位においても、弾みのつく一年であり
たいものです。
　私はこの改正に伴って、令和３年度の各単位会総会の開催に間に合うよう準則等の環境整備を図るプロ
ジェクトチームのほか、法規監察部、電子申請推進委員会、改正行政書士法対応委員会の３つの部署を担当
しています。
　法規監察部は、各部・委員会等や各単位会からの法規的照会、業際に係る案件などの照会に対する回答や
監察活動を主な業務としています。数多くの照会が寄せられている中、平岡部長を始め次長、各部員、糠谷
顧問弁護士が奮闘しています。また、本誌１０月号「広報月間によせて」にて掲載されているように、各単位
会と共に行政機関、業界団体、地域住民に対して行政書士制度の推進、監察活動を実施していくことが制度
発展に資すると考えていますので、御協力を重ねてお願いいたします。

　次に電子申請推進委員会です。山脇委員長を始め副委員長、各委員で対応いただいている当委員会は、行
政書士用電子証明書を扱うだけでなく、政府が進めているデジタル・ガバメントに対応する部署でもありま
す。２０２２年には、建設業許可申請や経営事項審査申請に関し、国土交通省はインターネットによる受付・運
用を始めます。電子申請については、本人申請が本来の有り様であるとして、代理申請を構想していない省
庁もあります。行政書士が電子申請に入り込めるか否か、いわば分水嶺に差し掛かっている感があります。
そこで、各省庁の情報も集めながら、許認可業務部と当委員会が協働して活動し（あるいは、日本行政書士
政治連盟との協働もありえるでしょう。）、結果として、行政書士制度を生かすべく進めてまいります。

　最後に改正行政書士法対応委員会は、特定行政書士制度の推進を図る部署です。委員会の名称が特定行政
書士と結び付きにくいものがありますが、これまでは特定行政書士法定研修の設計や業務に係る調査研究を
進めてまいりました。
　しかし、平成２６年の改正法の成立に尽力した方々や特定行政書士が誕生した当時の関係者の思いを察する
に、彼らは行政書士制度全体を見てこれを底上げしようと意図したのではないかと思われます。
　田後委員長を始め副委員長、各委員はとても積極的です。先人たちの意思を尊重しながら、当委員会の事
業を再構築できればと期待するところです。
　上記３つの部署に共通していることは、常住会長の言う「現場力」を持った先生方が担当していること、
そして彼らが行政書士制度を維持発展させようという考えに共鳴していることだろうと思います。
　私も微力ながら一生懸命邁進してまいります。どうぞ御指導、御支援をよろしくお願いいたします。
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第１　在留資格該当性と上陸許可基準適合性
　在留資格「特定技能」に係る許可要件は、在留資
格該当性に係るもの（出入国管理及び難民認定法（以
下「入管法」という。）別表第１の２の表の特定技
能の項の下欄１号、２号）と、上陸許可基準適合性
に係るもの（出入国管理及び難民認定法第７条第１
項第２号の基準を定める省令（以下「上陸基準省令」
という。）特定技能１号の項の下欄、特定技能２号の
項の下欄）に分けられる。
　在留資格該当性に係るものとして、①従事する活
動が、出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表
の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を
定める省令（以下「分野等省令」という。）で定め
る特定産業分野に属する業務であること【特定産業
分野該当性】（後記第２　１）、②従事する活動が、
分野等省令で定める一定程度の技能水準を要する業
務であること【業務区分該当性】（後記第２　２）、
③従事する活動が、特定技能雇用契約及び１号特定
技能外国人支援計画の基準等を定める省令（以下「特
定技能基準省令」という。）で定める要件に適合す
る受入機関との【受入機関適合性】（後記第２　３）、
特定技能基準省令で定める要件に適合する契約に基
づくこと【契約適合性】（後記第２　４）が要件と
なる。③については、在留資格「特定技能１号」に
あっては、支援計画が入管法２条の５第６項及び７
項に適合すること【支援計画適合性】（後記第２　５）
を含む（入管法７条１項２号括弧書）。
　上陸許可基準適合性に係るものとして、申請人が
上陸基準省令で定める上陸許可基準に適合すること
（後記第３）が要件となる。
　在留資格該当性は、在留資格認定証明書交付（入
管法７条の２第１項）、在留期間更新（入管法２１条３
項）及び在留資格変更（入管法２０条３項）における
直接の許可要件となる。上陸許可基準適合性は、在
留資格認定証明書交付においては直接の許可要件と
なり（入管法７条の２第１項、７条１項２号）、在
留期間更新及び在留資格変更においては、許可要件
たる「狭義の相当性」（入管法２０条３項、２１条３項）
を基礎付ける重要な要素となる（山脇康嗣『〔新版〕
詳説　入管法の実務』１１４ないし１１５頁、１４１頁（新
日本法規、平成２９年）参照）。
　特定技能外国人の受入可否の判断にあたっては、

まず在留資格該当性を検討し、次に上陸許可基準適
合性を検討する。在留資格該当性については、特定
産業分野該当性、業務区分該当性、受入機関適合性、
契約適合性、（１号特定技能外国人に係る）支援計画
適合性の順に検討する。受入機関適合性（特定技能
雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準）
については、○ⅰ 適合特定技能雇用契約の適正な履行
の確保に係る基準（入管法２条の５第３項１号、特
定技能基準省令２条１項）と○ⅱ 適合１号特定技能外
国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準（入管
法２条の５第３項２号、特定技能基準省令２条２
項）があるところ（○ⅱ の基準は、在留資格「特定技
能２号」にあっては課されない。）、特定技能所属機
関が登録支援機関（入管法１９条の２３）に支援計画の
全部の実施を委託する場合には、そのこと自体を
もって○ⅱ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な
実施の確保に係る基準を満たすとみなされる（入管
法２条の５第５項）。

第２　在留資格該当性

１　特定産業分野該当性
（１）法務大臣による特定産業分野の指定
　入管法別表第１の２の表の「特定技能」の項の下
欄１号及び下欄２号が、「特定産業分野であつて法
務大臣が指定するものに属する・・・業務に従事す
る活動」と定めている。そして、「特定産業分野」は、
人材を確保することが困難な状況にあるため外国人
により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
として法務省令で定めるものをいうとしている（入
管法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄１号括
弧書）。よって、在留資格「特定技能」に係る在留
資格該当性として、従事する活動が、法務省令（分
野等省令）で定める特定産業分野に属する業務であ
ることが要件となる。
　法務大臣が、個々の特定技能外国人ごとに、当該
外国人が業務に従事できる特定産業分野を指定する
（入管法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄１
号及び下欄２号「法務大臣が指定する」）。よって、
特定技能外国人が従事する業務が変更し、指定され
た特定産業分野と異なることになる場合は、たとえ
所属機関に変更がなかったとしても、在留資格変更

● スペシャルリポート　特別寄稿

在留資格「特定技能」に係在留資格「特定技能」に係るる
許可要件の基本構許可要件の基本構造造

弁護士　山脇　康嗣
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● スペシャルリポート　特別寄稿

手続が必要となる（入管法２０条１項括弧書）。

（２）１４の特定産業分野
ア　分野等省令が掲げる１４分野
　分野等省令は、特定産業分野として、①介護分野、
②ビルクリーニング分野、③素形材産業分野、④産
業機械製造業分野、⑤電気・電子情報関連産業分野、
⑥建設分野、⑦造船・舶用工業分野、⑧自動車整備
分野、⑨航空分野、⑩宿泊分野、⑪農業分野、⑫漁
業分野、⑬飲食料品製造業分野、⑭外食業分野の１４
分野を掲げている。

イ　日本標準産業分類該当性
　上記アの１４分野のうち、③素形材産業分野、④産
業機械製造業分野、⑤電気・電子情報関連産業分野、
⑬飲食料品製造業分野及び⑭外食業分野については、
各分野の運用要領が、それぞれ一定の日本標準産業
分類に該当する事業者が行う業務をもって各特定産
業分野を画する概念としている（日本標準産業分類
該当性）１。即ち、これらの分野については、特定技
能外国人の所属機関の事業所において行われる経済
活動が、各分野の運用要領が定める一定の日本標準
産業分類に該当しなければ、当該特定産業分野には
該当せず、在留資格「特定技能」に係る在留資格該
当性がないことになる。

２　業務区分該当性
（１）「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」

及び「熟練した技能」
　入管法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄１
号が、在留資格「特定技能１号」について、「法務
省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する活動」と定め、下欄２
号が、在留資格「特定技能２号」について、「法務
省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する
活動」と定めている。よって、在留資格「特定技能」
に係る在留資格該当性として、従事する活動が、法
務省令（分野等省令）で定める一定程度の技能水準
を要する業務であることが要件となる。一定程度の

技能水準は、後記（２）のとおり、各特定産業分野
の業務区分ごとに技能試験等で担保される。技能試
験等によって担保される一定程度の技能水準を要す
るとされる業務を類型化したものが業務区分である。
特定技能外国人は、一定程度の技能水準を要する業
務として、業務区分に該当する業務に従事しなけれ
ばならず、これが業務区分該当性である。

（２）分野別運用方針及び運用要領で定める水準
　分野等省令は、在留資格「特定技能１号」に係る
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」及び
在留資格「特定技能２号」に係る「熟練した技能」
は、それぞれの特定産業分野に係る分野別運用方針
（入管法２条の４）及び運用要領（当該分野を所管
する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚
生労働省が共同して定める運用要領）で定める水準
を満たす技能とすると規定している。当該技能水準
は、分野別運用方針において定める当該特定産業分
野の業務区分に対応する試験等により確認される
（分野別運用方針において、業務区分と試験区分は
対応している。）。技能試験等によって担保される一
定程度の技能水準を要するとされる業務を特定産業
分野ごとに類型化したものが業務区分である。
　１号特定技能外国人が従事する活動は、特定産業
分野に属する業務（特定産業分野該当性）であって、
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する
業務（業務区分該当性）でなければならない。２号
特定技能外国人が従事する活動は、特定産業分野に
属する業務（特定産業分野該当性）であって、熟練
した技能を要する業務（業務区分該当性）でなけれ
ばならない。

３　受入機関適合性
　入管法別表第１の２の表の「特定技能」の項の下
欄１号及び２号が、「法務大臣が指定する本邦の公
私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う・・・
活動」と定めている。そして、この「雇用に関する
契約」（特定技能雇用契約）は、入管法２条の５第
１項から４項までの規定に適合するものに限るとし

１　但し、日本標準産業分類を適用する単位は、本来、「事業者」ではなく「事業所」である（日本標準産業分類一般原則第５項）。素
形材産業分野、産業機械製造業分野及び電気・電子情報関連産業分野の製造３分野については、受入対象となる業種の範囲を事業
所単位で判断することを明確にすべく、上乗せ告示が、契約適合性（入管法２条の５第１項１号、特定技能基準省令１条１項７号）
として、「事業所が、一定の日本標準産業分類に該当する産業を行っていること」を規定している（素形材産業告示２条、産業機械
製造業告示２条、電気・電子情報関連産業告示２条）。飲食料品製造業分野についても、受入対象となる業種の範囲を事業所単位で
判断することを明確にすべく、契約適合性（入管法２条の５第１項１号、特定技能基準省令１条１項７号）として、「事業所が、主
として一定の日本標準産業分類に該当する産業を行っていること」を規定する旨の上乗せ告示（飲食料品製造業告示）の改正が予
定されており、現在、パブリックコメント手続中である。当該改正により認められる例として、①外食業事業者の集中調理施設（セ
ントラルキッチン）、②飲食料品卸売業・小売業事業者の専用製造・加工工場（プロセスセンター）、③製造請負事業者が受託した
飲食料品製造業事業所及び④化学品製造業等の他産業の事業者が営む飲食料品製造工場がある（食品産業特定技能協議会第３回運
営委員会における資料１「飲食料品製造業分野及び外食業分野の告示の改正等について」（以下「本件資料」という。））。また、外
食業分野については、日本標準産業分類上の業種にかかわらずに外食業に該当する営業を行っている事業所を対象とする旨の外食
業運用要領の改正が予定されており、当該改正により認められる例として、①宿泊事業者が宿泊施設内において直接営業する飲食
店等及び②娯楽事業者が娯楽施設内において直接営業する飲食店等がある（本件資料）。当該改正による受入機関の対象の拡大にあ
わせ、受入機関適合性（入管法２条の５第３項、特定技能基準省令２条１項１３号、２項７号）として、対象から除外する風俗営業
関係の事業所について所要の改正（接待飲食等営業以外の風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営む営業所についても受入機関の対
象から除外する。）を行うべく、上乗せ告示（外食業告示）の改正も予定されており、現在、パブリックコメント手続中である。
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ている（入管法別表第１の２の表の「特定技能」の
項の下欄１号括弧書）。
　入管法２条の５第３項は、特定技能雇用契約の相
手方となる「本邦の公私の機関」は、法務省令（特
定技能基準省令）で定める基準（特定技能雇用契約
の相手方となる本邦の公私の機関の基準）に適合す
るものでなければならないと規定している。これが
受入機関適合性である。特定技能基準省令２条は、
後記（１）の適合特定技能雇用契約の適正な履行の
確保に係る基準（入管法２条の５第３項１号、特定
技能基準省令２条１項）及び後記（２）の適合１号
特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る
基準（入管法２条の５第３項２号、特定技能基準省
令２条２項）を定めている。
　法務大臣が、個々の特定技能外国人ごとに、特定
技能雇用契約の相手方となる「本邦の公私の機関」
を指定する（入管法別表第１の２の表の特定技能の
項の下欄１号及び２号「法務大臣が指定する」）。
よって、特定技能外国人が転職して雇用契約の相手
方となる機関（所属機関）が変更する場合は、たと
え指定された特定産業分野に変更がなかったとして
も（指定された特定産業分野内での転職であったと
しても）、在留資格変更手続が必要となる（入管法２０
条１項括弧書）。

（１）適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に
係る基準

　特定技能基準省令２条１項は、受入機関適合性
（特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機
関の基準）のうち、適合特定技能雇用契約の適正な
履行の確保に係る基準を規定している。
　内容として、①労働、社会保険及び租税に関する
法令の規定の遵守に関するもの（１号）、②非自発的
離職者の発生に関するもの（２号）、③行方不明者の
発生に関するもの（３号）、④関係法律による刑罰を
受けたことによる欠格事由（４号イロハニ）、⑤特定
技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠
格事由（４号ホヘルヲ）、⑥実習認定の取消しを受け
たことによる欠格事由（４号トチ）、⑦出入国又は労
働関係法令に関する不正行為を行ったことに関する
もの（４号リ）、⑧暴力団排除の観点からの欠格事由
（４号ヌヲワ）、⑨特定技能外国人の活動状況に係
る文書の作成等に関するもの（５号）、⑩保証金の徴
収・違約金契約等による欠格事由（６号、７号）、
⑪支援に要する費用の負担に関するもの（８号）、⑫
派遣形態による受入れに関するもの（９号）、⑬労災
保険法に係る措置等に関するもの（１０号）、⑭特定技
能雇用契約継続履行体制に関するもの（１１号）、⑮報
酬の口座振込み等に関するもの（１２号）、⑯分野に特
有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの（１３
号）に分けられる。 

（２）適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実
施の確保に係る基準

　特定技能基準省令２条２項は、受入機関適合性
（特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機
関の基準）のうち、適合１号特定技能外国人支援計
画の適正な実施の確保に係る基準を規定している。
　内容として、①中長期在留者の受入れ実績等に関
するもの（１号）、②十分に理解できる言語による支
援体制に関するもの（２号）、③支援の実施状況に係
る文書の作成等に関するもの（３号）、④支援の中立
性等に関するもの（４号）、⑤支援実施義務の不履行
に関するもの（５号）、⑥定期的な面談の実施に関す
るもの（６号）、⑦分野に特有の事情に鑑みて定めら
れた基準に関するもの（７号）に分けられる。
　特定技能所属機関は、適合１号特定技能外国人支
援計画に基づいて支援を行わなければならず（入管
法１９条の２２第１項）、受入機関適合性として、適合１
号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係
る基準（特定技能基準省令２条２項）に適合してい
ることを求められる（入管法２条の５第３項２号）。
もっとも、特定技能所属機関が、特定の一つの（特
定技能外国人受入れに関する運用要領（以下「特定
技能運用要領」という。））登録支援機関に適合１号
特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場
合には、この登録支援機関への全部委託それ自体を
もって、適合１号特定技能外国人支援計画の適正な
実施の確保に係る基準（特定技能基準省令２条２項）
に適合するとみなされる（入管法２条の５第５項）。
但し、当該登録支援機関の体制からして実効性ある
支援を行うことができないと認められるときは、支
援計画適合性（入管法別表第１の２の表の特定技能
の項の下欄１号、入管法７条１項２号括弧書）のう
ち、１号特定技能外国人支援計画の基準（入管法２
条の５第８項、特定技能基準省令４条１号）を満た
さないとして、受入れが認められない場合がある
（特定技能運用要領）。なお、特定技能所属機関か
ら支援計画の全部の実施の委託を受けた登録支援機
関は、当該委託に係る適合１号特定技能外国人支援
計画に基づき、支援業務を行わなければならないと
されていることから（入管法１９条の３０第１項）、特定
技能所属機関から委託を受けた１号特定技能外国人
支援計画に基づく支援の実施そのものを他の者に委
託することは認められない。もっとも、支援の実施
に当たり、通訳、送迎に当たってタクシーを利用す
るなど必要な範囲で、補助者として、他の者に実施
の補助を依頼することは差し支えない（特定技能運
用要領）。
　特定技能所属機関は、契約により他の者に１号特
定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託する
ことができるところ（入管法１９条の２２第２項）、特定
技能所属機関が、登録支援機関への全部委託をしな
くても（入管法２条の５第５項のみなし規定の適用
を受けなくても）適合１号特定技能外国人支援計画
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の適正な実施の確保に係る基準（特定技能基準省令
２条２項）に自ら適合している場合にあっては、支
援の全部又は一部の委託先は、特段の規制がない以
上（日本国憲法２２条１項の職業選択の自由により、
外国人に対する支援業務を行うことは、一般的に禁
止されるものではないため）、登録支援機関以外の
者であっても差し支えない。また、特定技能所属機
関の責任の下で複数の第三者に委託することができ
る（特定技能運用要領）。特定技能所属機関が１号特
定技能外国人支援の一部の実施を契約により登録支
援機関その他の者に委託する場合には、１号特定技
能外国人支援計画において、その委託の範囲が明示
されている必要がある（入管法２条の５第８項、特
定技能基準省令４条４号）。

４　契約適合性
　入管法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄１
号及び２号が、「雇用に関する契約に基づいて行
う・・・活動」と定めている。そして、この「雇用
に関する契約」は、入管法２条の５第１項から４項
までの規定に適合するものに限るとしている（入管
法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄１号括弧
書）。これが契約適合性である。
　入管法２条の５第１項は、「雇用に関する契約」
（特定技能雇用契約）は、法務省令（特定技能基準
省令）で定める基準（特定技能雇用契約の内容の基
準）に適合するものでなければならないと規定して
いる。特定技能基準省令は、後記（１）の雇用関係
に関する事項に係る基準（入管法２条の５第１項１
号、特定技能基準省令１条１項）及び後記（２）の
外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係
る基準（入管法２条の５第１項２号、特定技能基準
省令１条２項）を定めている。

（１）雇用関係に関する事項に係る基準
　特定技能基準省令１条１項は、特定技能雇用契約
の内容の基準のうち、雇用関係に関する事項に係る
基準を規定している。
　内容として、①労働関連法令適合性（柱書）、②
従事させる業務に関するもの（１号）、③所定労働時
間に関するもの（２号）、④報酬等に関するもの（３
号、４号）、⑤一時帰国のための有給休暇取得に関す
るもの（５号）、⑥派遣先に関するもの（６号）、⑦
分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関する
もの（７号）に分けられる。

（２）外国人の適正な在留に資するために必要な事
項に係る基準

　特定技能基準省令１条２項は、特定技能雇用契約
の内容の基準のうち、外国人の適正な在留に資する
ために必要な事項に係る基準を規定している。
　内容として、①帰国担保措置に関するもの（１号）、

②健康状況その他の生活状況把握のための必要な措
置に関するもの（２号）、③分野に特有の事情に鑑み
て定められた基準に関するもの（３号）に分けられ
る。

５　支援計画適合性
　上記３及び４のとおり、特定技能外国人が従事す
る活動が、法務省令（特定技能基準省令）で定める
要件に適合する受入機関との、法務省令（特定技能
基準省令）で定める要件に適合する契約（特定技能
雇用契約）に基づくことが、在留資格「特定技能１
号」の在留資格該当性に係る要件となる（入管法別
表第１の２の表の特定技能の項の下欄１号）。
　そして、入管法２条の５第６項は、１号特定技能
外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする受入
機関は、法務省令（特定技能基準省令）で定めると
ころにより、１号特定技能外国人支援計画を作成し
なければならないと規定している。１号特定技能外
国人支援計画とは、１号特定技能外国人が活動を安
定的かつ円滑に行うことができるようにするための
職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実
施に関する計画をいい、法務省令（特定技能基準省
令）で定める基準（１号特定技能外国人支援計画の
基準）に適合するものでなければならない（入管法
２条の５第８項）。
　在留資格該当性のうち、「特定技能外国人が従事
する活動が、法務省令（特定技能基準省令）で定め
る要件に適合する受入機関との、法務省令（特定技
能基準省令）で定める要件に適合する契約（特定技
能雇用契約）に基づくこと」という要件（入管法別
表第１の２の表の「特定技能」の項の下欄１号）に
ついては、在留資格「特定技能１号」にあっては、
支援計画が入管法２条の５第６項（１号特定技能外
国人支援計画の内容等）に適合すること（支援計画
適合性）を含む（入管法７条１項２号括弧書）。
　１号特定技能外国人に対する支援は、必ず行わな
ければならない義務的支援と、これに加えて任意的
に行う任意的支援に分けられる。義務的支援はその
全てを行う必要があり、１号特定技能外国人支援計
画には全ての義務的支援を記載しなければならない。
また、義務的支援の全て（「技能実習２号」等から
「特定技能１号」に在留資格を変更した場合等で、
客観的状況に照らして明らかに不要な支援は除く。）
を行わなければ、１号特定技能外国人支援計画を適
正に実施していないこととなり、受入機関適合性
（適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の
確保に係る基準）に係る欠格事由に該当する（特定
技能基準省令２条２項５号）。特定技能所属機関は、
義務的支援に要する費用について、直接又は間接に
当該外国人に負担させることはできない（入管法２
条の５第３項１号、特定技能基準省令２条１項８
号）。 

● スペシャルリポート　特別寄稿
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（１）１号特定技能外国人支援計画の記載事項等
　特定技能基準省令３条１項は、入管法２条の５第
６項の１号特定技能外国人支援計画に記載しなけれ
ばならない事項を規定している。
　内容として、①事前ガイダンスの提供（１号イ）、
②出入国する際の送迎（１号ロ）、③適切な住居の確
保に係る支援、生活に必要な契約に係る支援（１号
ハ）、④生活オリエンテーションの実施（１号ニホ）、
⑤日本語学習の機会の提供（１号ヘ）、⑥相談又は苦
情への対応（１号ト）、⑦日本人との交流促進に係る
支援（１号チ）、⑧外国人の責めに帰すべき事由によ
らないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職
支援（１号リ）、⑨定期的な面談の実施、行政機関
への通報（１号ヌ）、⑩支援計画の全部の実施を契約
により登録支援機関に委託する場合にあっては、登
録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の
内容（２号）、⑪支援の実施を契約により他の者に委
託する場合にあっては、当該他の者の氏名等及び当
該契約の内容（３号）、⑫支援責任者及び支援担当者
の氏名及び役職名（４号）、⑬上記のほか、特有事
情分野告示で定める分野に係るものにあっては、当
該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める
事項（５号）に分けられる。
　１号特定技能外国人支援計画は、特定技能所属機
関が、日本語及び当該１号特定技能外国人支援計画
に係る外国人が十分に理解することができる言語に
より作成し、当該外国人にその写しを交付しなけれ
ばならない（特定技能基準省令３条２項）。「十分に
理解することができる言語」（特定技能基準省令３条
２項）とは、特定技能外国人の母国語には限られな
いが、当該外国人が内容を余すことなく理解できる
ものをいう。１号特定技能外国人支援計画書（参考
様式第１－１７号）は、申請人が十分に理解できる言
語により作成し、申請人が内容を十分に理解して署
名をしていることが求められる（特定技能運用要領）。
　特定技能所属機関が、登録支援機関に１号特定技
能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合で
あっても、１号特定技能外国人支援計画（参考様式
第１―１７号）の作成については、特定技能所属機関
自身が行わなければならない（入管法２条の５第６
項）。もっとも、支援の委託を受けた登録支援機関
が必要に応じて支援計画の作成の補助を行うことは
差し支えない（特定技能運用要領）。登録支援機関が、
特定技能所属機関との間で１号特定技能外国人支援
の全部の実施を委託する契約を締結するに当たって
は、特定技能所属機関に対し、支援に要する費用の
額及び内訳を明示することが求められる（入管法１９
条の２６第１項１４号、入管法施行規則１９条の２１第８号、
支援委託手数料に係る説明書（予定費用）（参考様
式第２－８号））。 

（２）１号特定技能外国人支援計画の基準
　特定技能基準省令４条は、１号特定技能外国人支
援計画の基準（入管法２条の５第８項）を規定して
いる。
　内容として、①適切な実施方法等に関するもの
（１号ないし３号）、②一部委託の範囲の明示に関
するもの（４号）、③分野に特有の事情に鑑みて定め
られた基準に関するもの（５号）に分けられる。

第３　上陸許可基準適合性

１　在留資格「特定技能１号」
　上陸基準省令の特定技能１号の項の下欄は、在留
資格「特定技能１号」に係る上陸許可基準を規定し
ている。
　内容として、①契約適合性、受入機関適合性、支
援計画適合性（柱書）、②年齢に関するもの（１号イ）、
③健康状態に関するもの（１号ロ）、④技能水準に関
するもの（１号ハ）、⑤日本語能力に関するもの（１
号ニ）、⑥退去強制令書の円滑な執行への協力に関
するもの（１号ホ）、⑦通算在留期間に関するもの
（１号ヘ）、⑧保証金の徴収・違約金契約等に関する
もの（２号）、⑨費用負担の合意に関するもの（３号、
５号）、⑩本国において遵守すべき手続に関するも
の（４号）、⑪分野に特有の事情に鑑みて定められた
基準に関するもの（６号）に分けられる。

２　在留資格「特定技能２号」
　上陸基準省令の特定技能２号の項の下欄は、在留
資格「特定技能２号」に係る上陸許可基準を規定し
ている。
　内容として、①契約適合性（入管法２条の５第１
項及び２項）及び受入機関適合性（入管法２条の５
第３項１号、４項）（柱書）、②年齢に関するもの
（１号イ）、③健康状態に関するもの（１号ロ）、④
技能水準に関するもの（１号ハ）、⑤退去強制令書の
円滑な執行への協力に関するもの（１号ニ）、⑥保証
金の徴収・違約金契約等に関するもの（２号）、⑦
費用負担の合意に関するもの（３号、５号）、⑧本
国において遵守すべき手続に関するもの（４号）、⑨
技能実習により修得等した技能等の本国への移転に
関するもの（６号）、⑩分野に特有の事情に鑑みて定
められた基準に関するもの（７号）に分けられる。

第４　まとめ
　上記第２（在留資格該当性）及び第３（上陸許可
基準適合性）で述べた許可要件をまとめると、以下
のとおりとなる。
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１　在留資格「特定技能１号」に係る許可要件

日本標準産業分類該当性要件
がない特定産業分野

日本標準産業分類該当性要件がある特定産業分野
（事業所において行われる経済活動で判断）

特
定
産
業
分
野
該
当
性

在
留
資
格
該
当
性

介護分野
ビルクリーニング分野
建設分野
造船・舶用工業分野
自動車整備分野
航空分野
宿泊分野
農業分野
漁業分野
※造船・舶用工業分野に係る
特定技能所属機関は、後記
（１）の造船業又は後記（２）
の舶用工業に該当する事業者
である必要がある。
（１）造船業
①造船法６条１項１号又は２
号の届出を行っている者
②小型船造船業法４条の登録
を受けている者
③上記①又は②の者からの委
託を現に受けて船体の一部の
製造又は修繕を行う者
（２）舶用工業（上記（１）
の造船業に該当する者を除
く。）
①造船法６条１項３号又は４
号の届出を行っている者
②船舶安全法６条の２の事業
場の認定を受けている者
③船舶安全法６条の３の整備
規程の認可を受けている者
④船舶安全法６条の３の事業
場の認定を受けている者
⑤船舶安全法６条の４の型式
承認を受けている者
⑥海洋汚染等及び海上災害の
防止に関する法律の規定に基
づき、上記②から⑤までに相
当する制度の適用を受けてい
る者
⑦工業標準化法１９条１項の規
定に基づき、部門記号Fに分
類される鉱工業品に係る日本
工業規格について登録を受け
た者の認証を受けている者
⑧船舶安全法２条１項に掲げ
る事項に係る物件（構成部品
等を含む。）の製造又は修繕を
行う者
⑨造船造機統計調査規則５条
２号に規定する船舶用機関又
は船舶用品（構成部品等を含
む。）の製造又は修繕を行う者
であって同規則に基づき調査
票の提出を行っているもの
⑩上記以外で、①から⑨まで
に規定する者に準ずるものと
して国土交通省海事局船舶産
業課長が認める者

２１９４ 鋳型製造業（中子を含む）
２２５  鉄素形材製造業
２３５  非鉄金属素形材製造業
２４２４ 作業工具製造業
２４３１ 配管工事用附属品製造業（バルブ、コックを除く）
２４５  金属素形材製品製造業
２４６５ 金属熱処理業
２５３４ 工業窯炉製造業
２５９２ 弁・同附属品製造業
２６５１ 鋳造装置製造業
２６９１ 金属用金型・同部分品・附属品製造業
２６９２ 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
２９２９ その他の産業用電気機械器具製造業（車両用、船舶用を含

む）
３２９５ 工業用模型製造業

素形材
産業分
野

２４２２ 機械刃物製造業
２４８  ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
２５ 　はん用機械器具製造業（ただし、２５９１消火器具・消火装

置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除
く。）

２６ 　生産用機械器具製造業（ただし、素形材産業分野に掲げら
れた対象業種を除く。）

２７ 　業務用機械器具製造業（ただし、以下に掲げられた業種に
限る。）

２７０  管理、補助的経済活動を行う事業所（２７業務用機械器具製
造業）

２７１  事務用機械器具製造業
２７２  サービス用・娯楽用機械器具製造業
２７３  計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理

化学機械器具製造業
２７５  光学機械器具・レンズ製造業

産業機
械製造
業分野

２８ 　電子部品・デバイス・電子回路製造業
２９ 　電気機械器具製造業（ただし、２９２２ 内燃機関電装品製造

業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。）
３０ 　情報通信機械器具製造業

電気・
電子情
報関連
産業分
野

０９ 　食料品製造業
１０１  清涼飲料製造業
１０３  茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く）
１０４  製氷業
５８６１ 菓子小売業（製造小売）
５８６３ パン小売業（製造小売）
５８９７ 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

飲食料
品製造
業分野

７６ 　飲食店
７７ 　持ち帰り・配達飲食サービス業

外食業
分野

● スペシャルリポート　特別寄稿
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・身体介護等（利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等）のほか、これに付
随する支援業務（レクリエーションの実施、機能訓練の補助等）【１業務区分】
（注）訪問系サービスは対象外

介護分
野

業
務
区
分
該
当
性
（
右
記
の
主
た
る
業
務
の
ほ
か
関
連
業
務
に
も
付
随
的
に
従
事
可
）

・建築物内部の清掃【１業務区分】ビルクリ
ーニン
グ分野

・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽
極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接【１３業務区分】

素形材
産業分
野

・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・塗装・鉄工・工場板金・めっき・仕上げ・機械検査・
機械保全・工業包装・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチッ
ク成形・金属プレス加工・溶接【１８業務区分】

産業機
械製造
業分野

・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気
機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装【１３業務区分】

電気・
電子情
報関連
産業分
野

・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電
気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ／表装【１１業務区分】

建設分
野

・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て【６業務区分】造船・
舶用工
業分野

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備【１業務区分】自動車
整備分
野

・空港グランドハンドリング（地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等）
・航空機整備（機体、装備品等の整備業務等）【２業務区分】

航空分
野

・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供【１業務区分】宿泊分
野

・耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出荷・選別等）
・畜産農業全般（飼養管理、畜産物の集出荷・選別等）【２業務区分】
※派遣形態もあり

農業分
野

・漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、
漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等）
・養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲（穫）・処理、安
全衛生の確保等）【２業務区分】
※派遣形態もあり

漁業分
野

・飲食料品製造業全般（飲食料品（酒類を除く）の製造・加工、安全衛生）【１業務区分】飲食料
品製造
業分野

・外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理）【１業務区分】外食業
分野

適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の
確保に係る基準
（入管法２条の５第３項２号、特定技能基準省令
２条２項）
※登録支援機関に支援の全部委託をした場合には、
本基準に適合するとみなされる（入管法２条の５
第５項）。

適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る
基準
（入管法２条の５第３項１号、特定技能基準省令
２条１項）

受
入
機
関
適
合
性
（
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
相
手
方
と
な
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
の
基
準
）
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● スペシャルリポート　特別寄稿

特定技能所属機関が、次のⅰないしⅲの
いずれかに該当すること（１号）
ⅰ過去２年間に就労資格をもって在留
する中長期在留者の受入れ又は管理を
適正に行った実績があること並びに役
職員の中から、支援責任者及び事業所ご
とに１名以上の支援担当者を選任して
いること（１号イ）
ⅱ役職員であって過去２年間に就労資
格をもって在留する中長期在留者の生
活相談業務に従事した経験を有するも
ののから、支援責任者及び事業所ごとに
１名以上の支援担当者を選任している
こと（１号ロ）
ⅲⅰ及びⅱに該当する者と同程度に支
援業務を適正に実施することができる
者として出入国在留管理庁長官が認め
るもの（１号ハ）

①中長
期在留
者の受
入れ実
績等

特定技能所属機関が労働関係法令、社会
保険関係法令及び租税関係法令を遵守
していること（１号）

①労働、
社会保
険及び
租税に
関する
法令の
規定の
遵守

ⅰ特定技能外国人が十分に理解できる
言語による適切な情報提供体制、ⅱ担当
職員を確保して特定技能外国人が十分
に理解できる言語による適切な相談体
制等があること（２号）

②十分
に理解
できる
言語に
よる支
援体制

特定技能外国人に従事させる業務と同
種の業務に従事する労働者を、一定の例
外を除き非自発的に離職させていない
こと（２号）

②非自
発的離
職者の
発生

ⅰ支援実施体制に関する管理簿、ⅱ支援
の委託契約に関する管理簿、ⅲ支援対象
者に関する管理簿、ⅳ支援の実施に関す
る管理簿を作成し、支援を行う事業所に
特定技能雇用契約の終了日から１年上
備えて置くこと（３号）

③支援
の実施
状況に
係る文
書の作
成等

雇用契約締結の日の前１年以内及び当
該契約締結後に責めに帰すべき事由に
より特定技能外国人又は技能実習生の
行方不明者を発生させていないこと（３
号）

③行方
不明者
の発生

支援責任者及び支援担当者が、ⅰ１号特
定技能外国人を監督する立場にないこ
と及び特定技能所属機関と当該外国人
の間に紛争が生じた場合に少なくとも
中立的な立場であること、ⅱ一定の欠格
事由に該当しないこと（４号）

④支援
の中立
性等

ⅰ禁錮以上の刑に処せられた者（４号
イ）、ⅱ一定の出入国又は労働に関する
法律に違反し、罰金刑に処せられた者
（４号ロ）、ⅲ暴力団関係法令、刑法等
に違反し、罰金刑に処せられた者（４号
ハ）、ⅳ社会保険各法及び労働保険各法
において事業主としての義務に違反し、
罰金刑に処せられた者（４号ニ）のうち、
刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から
５年を経過しない者は、欠格事由に該当
すること

④関係
法律に
よる刑
罰を受
けたこ
とによ
る欠格
事由

特定技能雇用契約締結前の５年以内及
び当該契約締結後に支援計画に基づく
支援を怠ったことがないこと（５号）

⑤支援
実施義
務の不
履行

ⅰ精神機能の障害により特定技能雇用
契約の適正な履行に必要な認知等を適
切に行うことができない者（４号ホ）、ⅱ
破産手続開始の決定を受けて復権を得
ない者（４号ヘ）、ⅲ未成年者であって、
その法定代理人が特定技能基準省令２
条１項４号各号（ワを除く。）に該当す
るもの（４号ル）、ⅳ法人であって、そ
の役員のうちに特定技能基準省令２条
１項４号各号（ワを除く。）に該当する
者があるもの（４号ヲ）は、欠格事由に
該当すること

⑤特定
技能所
属機関
の行為
能力・
役員等
の適格
性に係
る欠格
事由

支援責任者又は支援担当者が、特定技能
外国人のみならず、当該外国人を監督す
る立場にある者とも３か月に１回以上
の頻度で直接に対面して面談をするこ
と（６号）

⑥定期
的な面
談の実
施

実習実施者として技能実習生を受け入
れていた際に実習認定の取消しを受け、
当該取消日から５年を経過しない者（４
号ト）及び実習認定を取り消された法人
の役員であった者で、当該取消日から５
年を経過しないもの（４号チ）は、欠格
事由に該当すること

⑥実習
認定の
取消し
を受け
たこと
による
欠格事
由
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特定産業分野ごとの特有の事情に鑑み
て個別に定める基準に適合しているこ
と（７号）

⑦分野
に特有
の事情
に鑑み
て定め
られた
基準

特定技能雇用契約の締結の日前５年以
内又はその締結の日以後に、出入国又は
労働関係法令に関する不正行為又は著
しく不当な行為を行った者は、欠格事由
に該当すること（４号リ）

⑦出入
国又は
労働関
係法令
に関す
る不正
行為

ⅰ暴力団員又は暴力団員でなくなった
日から５年を経過しない者（以下「暴力
団員等」という。特定技能基準省令２条
１項４号ヌ）、ⅱ法人であって、その役
員のうちに暴力団員等がいるもの（特定
技能基準省令２条１項４号ヲ）、ⅲ暴力
団員等がその事業活動を支配する者（特
定技能基準省令２条１項４号ワ）は、欠
格事由に該当すること

⑧暴力
団排除
の観点
からの
欠格事
由

特定技能外国人の活動状況に関する文
書（ⅰ特定技能外国人の管理簿、ⅱ特定
技能雇用契約の内容に関する書類、ⅲ雇
用条件に関する書類、ⅳ特定技能外国人
の待遇に係る事項が記載された書類（賃
金台帳等）、ⅴ特定技能外国人の出勤状
況に関する書類（出勤簿等））を作成し、
特定技能外国人が業務に従事する事業
所に特定技能雇用契約終了日から１年
以上備えて置くこと（５号）

⑨特定
技能外
国人の
活動状
況に係
る文書
の作成
等

特定技能外国人又はその親族等が、保証
金の徴収や財産の管理又は違約金契約
を締結させられているなどの場合には、
そのことを認識して特定技能雇用契約
を締結していないこと（６号、７号）

⑩保証
金の徴
収・違
約金契
約等に
よる欠
格事由

１号特定技能外国人に対する支援に要
する費用を、１号特定技能外国人に直接
的又は間接的にも負担させないこと（８
号）

⑪支援
に要す
る費用
の負担

特定技能外国人を派遣労働者として受
入れをする場合には、派遣元は、一般の
特定技能所属機関としての受入機関適
合性を満たすことに加え、当該外国人が
従事することとなる特定産業分野に関
する業務を行っていること等が求めら
れるほか、出入国在留管理庁長官と当該
特定産業分野を所管する関係行政機関
の長との協議により適当であると認め
られなければならないこと（９号イ）。
派遣先についても、労働、社会保険及び
租税に関する法令の遵守、特定技能外国
人に従事させる業務と同種の業務に従
事する労働者を一定の例外を除き非自
発的に離職させていないこと、責めに帰
すべき事由により特定技能外国人又は
技能実習生の行方不明者を発生させて
いないこと及び一定の欠格事由に該当
しないことが求められること（９号ロ）

⑫派遣
形態に
よる受
入れ

労災保険の適用事業所である場合には、
労災保険に係る保険関係の成立の届出
を適切に履行していること（１０号）

⑬労災
保険法
に係る
措置等

特定技能所属機関が事業を安定的に継
続し、特定技能外国人と締結した特定技
能雇用契約を確実に履行し得る財政的
基盤を有していること（１１号）

⑭特定
技能雇
用契約
継続履
行体制
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報酬の支払方法として預貯金口座への
振込みがあることを説明した上で、当該
外国人の同意を得た場合には、預貯金口
座への振込み等により行うこと。また、
預貯金口座への振込み以外の支払方法
を採った場合には、じ後に出入国在留管
理庁長官に対しその支払の事実を裏付
ける客観的な資料を提出し、出入国在留
管理庁長官の確認を受けること（１２号）

⑮報酬
の口座
振込み
等

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑み
て個別に定める基準に適合しているこ
と（１３号）
※下記は特に重要な事項のみ

⑯分野
に特有
の事情
に鑑み
て定め
られた
基準

事業所は、介護福祉士国家試
験の受験資格の認定において
実務経験として認められる介
護等の業務に従事させること
ができる事業所でなければな
らない（介護告示２条１号）。
訪問系サービスを行う事業所
は、受入不可（介護告示２条１
号括弧書）。

就
業
場
所

介
護
分
野

事業所単位で、日本人等（①介
護福祉士国家試験に合格した
EPA介護福祉士（在留資格「特
定活動」）、②在留資格「介護」
により在留する者、③入管法
別表第２の在留資格により在
留する者、④特別永住者を含
む。）の常勤介護職員の総数を
超えないこと（介護告示２条
２号）。

人
数
枠

建築物清掃業又は建築物環境
衛生総合管理業の登録を受け
た営業所において受け入れる
こと（ビルクリーニング告示
２条１号）

営
業
所

ビ
ル
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
分
野

入管に対する申請に先立ち、
建設特定技能受入計画につい
て、国土交通大臣の認定を受
けていること（建設告示２条
１号）。認定要件は下記のと
おり（建設告示３条３項）。

建
設
特
定
技
能
受
入
計
画

建
設
分
野

①認定申請者が次に掲げる要
件をいずれも満たしているこ
と
ⅰ建設業法３条の許可を受け
ていること
ⅱ建設キャリアアップシステ
ムに登録していること
ⅲ特定技能外国人受入事業実
施法人（一般社団法人建設技
能人材機構（JAC））又は当該
法人を構成する建設業者団体
に所属し、行動規範を遵守す
ること
ⅳ５年以内又は申請日以後に、
建設業法に基づく監督処分を
受けていないこと
ⅴ職員の適切な処遇、適切な
労働条件を提示した労働者の
募集その他の国内人材確保の
取組みを行っていること
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②同等の技能を有する日本人
が従事する場合と同等額以上
の報酬を安定的に支払い（月
給制）、技能習熟に応じて昇給
を行うとともに、その旨を特
定技能雇用契約に明記してい
ること

③特定技能雇用契約を締結す
るまでの間に、重要事項を、
様式第２により当該外国人が
十分に理解することができる
言語で説明していること

④受入れを開始し、若しくは
終了したとき又は特定技能雇
用契約に基づく活動を継続す
ることが困難となったときは、
国土交通大臣に報告を行うこ
と

⑤１号特定技能外国人を建設
キャリアアップシステムに登
録すること

⑥１号特定技能外国人が従事
する建設工事において、申請
者が下請負人である場合には、
発注者から直接当該工事を請
け負った建設業者の指導に従
うこと

⑦１号特定技能外国人の総数
と外国人特定建設就労者の総
数の合計が常勤職員（１号特
定技能外国人、技能実習生及
び外国人建設就労者を含まな
い。）の総数を超えないこと

⑧１号特定技能外国人に対し、
受入後に、国土交通大臣が指
定する講習又は研修を受講さ
せること

認定を受けた建設特定技能受
入計画を適正に実施し、国土
交通大臣又は適正就労監理機
関（一般財団法人国際建設技
能振興機構（FITS））により、
その旨の確認を受けること
（建設告示２条２号）

適
正
就
労
監
理
機
関
等
に
よ
る
確
認

上記の特定産業分野該当性に
おける（１）の造船業又は（２）
の舶用工業に該当する事業を
営む者であること（造船・舶
用工業告示２条１号）
※受入対象機関に該当する者
であることの確認を国土交通
省から受けなければならない。

受
入
対
象
機
関

造
船
・
舶
用
工
業
分
野
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地方運輸局長の認証を受けた
事業場を有すること（自動車
整備告示２条１号）
※事業場の認証要件として、
従業員に対する整備士の要件
（１級、２級又は３級の自動
車整備士技能検定合格者数が、
従業員の数を４で除して得た
数（１未満の端数は１とす
る。）以上であること）が課さ
れる。自動車整備士技能検定
に合格していない特定技能外
国人は、整備士としてカウン
トできない。従業員の数には、
技能実習生及び特定技能外国
人もカウントされる。

認
証
事
業
場
（
実
質
的
人
数
枠
）

自
動
車
整
備
分
野

支援計画の全部の実施を受託
する登録支援機関は、１級又
は２級の自動車整備士技能検
定合格者又は自動車整備士の
養成施設において５年以上の
指導に係る実務の経験を有す
る者が置かれている必要があ
る（自動車整備告示２条５号
ロ）。

登
録
支
援
機
関

空港管理規則に基づく構内営
業承認等を受けた事業者又は
航空法に基づく航空機整備等
に係る認定事業場等であるこ
と（航空告示２条１号）

構
内
営
業
承
認
、
認
定
事
業
場
等

航
空
分
野

①旅館業法２条２項に規定す
る旅館・ホテル営業の形態で
旅館業を営んでいること、②
旅館業法３条１項の旅館・ホ
テル営業の許可を受けている
こと、③１号特定技能外国人
に、風営法２条６項４号に規
定する施設（ラブホテル等）
において就労させないことと
していること、④１号特定技
能外国人に、風営法２条３項
に規定する接待を行わせない
こととしていること（宿泊告
示２条１号）。

営
業
形
態
、
許
認
可
等

宿
泊
分
野

他の特定技能所属機関に雇用
されている特定技能外国人の
引抜き（登録支援機関にあっ
ては、引抜きの幇助）を行わな
いこと（宿泊告示２条３号、
「宿泊分野特定技能協議会の
運営について」（平成３１年４月
１日付宿泊分野特定技能協議
会決定）３項）

協
議
会
に
対
す
る
協
力

直接雇用する場合は、過去５
年以内に、労働者（技能実習生
を含む。）を６か月以上継続し
て雇用した経験があること
（農業告示１号）。

直
接
雇
用

農
業
分
野
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派遣による場合には、派遣先
は、過去５年以内に、労働者
（技能実習生を含む。）を６か
月以上継続して雇用した経験
があるか、又は派遣先責任者
講習その他労働者派遣法にお
ける派遣先の講ずべき措置等
の解説が行われる講習を受講
した者を派遣先責任者として
選任していること（農業告示
２号）。

派
遣

大都市圏等特定地域に外国人
が過度に集中することを予防
する観点から、他地域で雇用
されている外国人労働者を積
極的に引き抜き雇用すること
を自粛すること（飲食料品製
造業告示２条２号、平成３１年
３月２９日付「特定技能所属機
関による外国人労働者の引き
抜き防止に係る申し合わせ」）

協
議
会
に
対
す
る
協
力

飲
食
料
品
製
造
業
分
野

①風営法２条４項に規定する
接待飲食等営業を営む営業所
において就労させないこと、
②風営法２条３項に規定する
接待を行わせないこと（外食
業告示２条１号、２号）。

接
待
の
禁
止
等

外
食
業
分
野

大都市圏等特定地域に外国人
が過度に集中することを予防
する観点から、他地域で雇用
されている外国人労働者を積
極的に引き抜き雇用すること
を自粛すること（外食業告示
２条４号、平成３１年３月２９日
付「特定技能所属機関による
外国人労働者の引き抜き防止
に係る申し合わせ」）

協
議
会
に
対
す
る
協
力

外国人の適正な在留に資するために必要な事項に
係る基準
（入管法２条の５第１項２号、特定技能基準省令
１条２項）

雇用関係に関する事項に係る基準
（入管法２条の５第１項１号、特定技能基準省令
１条１項）

契
約
適
合
性
（
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
内
容
の
基
準
）

外国人が特定技能雇用契約の終了後の
帰国に要する旅費を負担することがで
きないときは、特定技能所属機関が、当
該旅費を負担するとともに、出国が円滑
になされるよう必要な措置を講ずるこ
ととしていること（１号）

①帰国
担保措
置

労働に関する法令の規定に適合してい
ること（柱書）

①労働
関連法
令適合
性

特定技能所属機関が外国人の健康の状
況その他の生活の状況を把握するため
に必要な措置を講ずることとしている
こと（２号）

②健康
状況そ
の他の
生活状
況把握
のため
の必要
な措置

特定産業分野に属する分野等省令で定
める相当程度の知識若しくは経験を必
要とする技能を要する業務に外国人を
従事させるものであること（１号）

②従事
させる
業務

上記のほか、特有事情分野告示で定める
特定産業分野に係るものにあっては、上
乗せ告示で定める基準に適合すること
（３号）

③分野
に特有
の事情
に鑑み
て定め
られた
基準

外国人の所定労働時間が、特定技能所属
機関に雇用される通常の労働者の所定
労働時間と同等であること（２号）

③所定
労働時
間
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外国人に対する報酬の額が日本人が従
事する場合の報酬の額と同等以上であ
ること（３号）

④報酬
等

外国人であることを理由として、報酬の
決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の
利用その他の待遇について、差別的な取
扱いをしていないこと（４号）

外国人が一時帰国を希望した場合には、
必要な有給休暇を取得させるものとし
ていること（５号）

⑤一時
帰国の
ための
有給休
暇取得

外国人を労働者派遣等の対象とする場
合にあっては、雇用期間の全てにおいて、
当該外国人が労働者派遣等をされるこ
ととなる本邦の公私の機関の氏名又は
名称及び住所並びにその派遣の期間が
定められていること（６号）

⑥派遣
先

上記のほか、特有事情分野告示で定める
特定産業分野に係るものにあっては、上
乗せ告示で定める基準に適合すること
（７号）

⑦分野
に特有
の事情
に鑑み
て定め
られた
基準

１号特定技能外国人支援計画の基準
（入管法２条の５第８項、特定技能基準省令４
条）

１号特定技能外国人支援計画の記載事項（必要的
記載事項）等
（入管法２条の５第６項、特定技能基準省令３条
１項、２項）

支
援
計
画
適
合
性

①支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資す
るものであって、かつ、適切に実施することがで
きるものであること（１号）
②左記①の支援が、対面により又はテレビ電話装
置その他の方法により実施されること（２号）
③左記①④⑥⑨（面談）の支援が、外国人が十分
に理解することができる言語により実施されるこ
と（３号）
④支援計画の一部を契約により他者に委託する場
合は、委託の範囲が明示されていること（４号）
⑤上記のほか、特有事情分野告示で定める分野に
係るものにあっては、所管する関係行政機関の長
が告示で定める基準に適合すること（５号）

①事前ガイダンスの提供（１項１号イ）
②出入国する際の送迎（１項１号ロ）
③適切な住居の確保に係る支援、生活に必要な契
約に係る支援（１項１号ハ）
④生活オリエンテーションの実施（１項１号ニホ）
⑤日本語学習の機会の提供（１項１号ヘ）
⑥相談又は苦情への対応（１項１号ト）
⑦日本人との交流促進に係る支援（１項１号チ）
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定
技能雇用契約を解除される場合の転職支援（１項
１号リ）
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報（１項
１号ヌ）
⑩支援計画の全部の実施を契約により登録支援機
関に委託する場合にあっては、登録支援機関登録
簿に登録された事項及び当該契約の内容（１項２
号）
⑪支援の実施を契約により他の者に委託する場合
にあっては、当該他の者の氏名等及び当該契約の
内容（１項３号）
⑫支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
（１項４号）
⑬上記のほか、特有事情分野告示で定める分野に
係るものにあっては、当該分野を所管する関係行
政機関の長が告示で定める事項（１項５号）
※１号特定技能外国人支援計画は、特定技能所属
機関が、日本語及び当該１号特定技能外国人支援
計画に係る外国人が十分に理解することができる
言語により作成し、当該外国人にその写しを交付
しなければならない（２項）。

契約適合性（入管法２条の５第１項、２項）、受入
機関適合性（入管法２条の５第３項、４項）及び
支援計画適合性（入管法２条の５第６項、７項）
があること

①契約適合性、受入機関適合性、支援計画適合性
（柱書）

上陸許可基
準適合性

● スペシャルリポート　特別寄稿
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１８歳以上であること②年齢に関するもの（１号イ）

健康状態が良好であること③健康状態に関するもの（１号ロ）

原則として、従事しようとする業務に必要な相当
程度の知識又は経験を必要とする技能を有してい
ることが試験その他の評価方法（介護分野以外に
あっては技能試験の合格、介護分野にあっては①
技能試験の合格、②介護福祉士養成施設修了又は
③EPA介護福祉士候補者としての在留期間（４年
間）満了）により証明されていること
例外として、技能実習２号を良好に修了しており、
従事しようとする業務と技能実習２号の職種・作
業に関連性が認められる場合には、技能水準につ
いて試験その他の評価方法による証明は要しない
こと

④技能水準に関するもの（１号ハ）

原則として、本邦での生活に必要な日本語能力及
び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有
していることが試験その他の評価方法（介護分野
以外にあっては国際交流基金日本語基礎テスト又
は日本語能力試験（N４以上）の合格、介護分野
にあっては①国際交流基金日本語基礎テスト又は
日本語能力試験（N４以上）に加え、介護日本語
評価試験の合格、②介護福祉士養成施設修了又は
③EPA介護福祉士候補者としての在留期間（４年
間）満了）により証明されていること
例外として、技能実習２号を良好に修了している
場合には、日本語能力について試験その他の評価
方法による証明は要しないこと（但し、介護職種・
介護作業に係る技能実習２号を良好に修了してい
ない場合は、介護分野に係る介護日本語評価試験
は免除されない）

⑤日本語能力に関するもの（１号ニ）

退去強制令書の円滑な執行に協力しない国（除外
国告示によりイラン）の国籍でないこと

⑥退去強制令書の円滑な執行への協力に関するも
の（１号ホ）

「特定技能１号」（及び一部の「特定活動」）をもっ
て在留した期間が通算で５年以内であること

⑦通算在留期間に関するもの（１号ヘ）

特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収
や財産の管理又は違約金契約を締結させられてい
ないこと

⑧保証金の徴収・違約金契約等に関するもの（２
号）

特定技能外国人が入国前に負担する費用（３号）
及び在留中に負担する費用（５号）について、金
額及び内訳を十分に理解して合意していること。
在留中に負担する費用（５号）については、金額
が実費に相当する額その他の適正な額であり、か
つ、当該費用の明細書その他の書面が提示される
こと

⑨費用負担の合意に関するもの（３号、５号）

特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うに当
たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国
での許可等、本国において必要な手続を遵守して
いること。
送出国において送出手続が既に整備されており、
在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許
可申請において提出が必要として二国間取決めに
約束されている書類は下記のとおり。

⑩本国において遵守すべき手続に関するもの（４
号）

提出書類：カンボジア労働職業訓練省に
よる登録証明書

カ
ン
ボ
ジ
ア
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提出書類：不要
但し、在留資格「特定技能」に係る在留
資格認定証明書を交付されたインドネ
シア人は、査証申請を行う前に、自らイ
ンドネシア政府が管理する海外労働者
管理システム（SISKOTKLN）にオンラ
インで登録し、SISKOTKLN登録完了後
に発行されるID番号を取得した上で、
在インドネシア日本国大使館・総領事館
に対して査証申請を行う必要がある。
また、海外からインドネシア人を受け入
れようとする特定技能所属機関（雇用
主）による求人申込に当たり、インドネ
シア側は同国政府が管理する労働市場
情報システム（IPKOL）へのオンライン
による登録を推奨している。但し、元技
能実習生が帰国前に技能実習を実施し
ていた実習実施者に再度雇用されるな
ど雇用予定者が決まっている場合には、
IPKOLへの求人・求職の登録は不要。な
お、インドネシア人本人がSISKOTKLN
に登録することは必要。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

提出書類：不要
但し、①在留資格「特定技能」に係る査
証を取得した後又は②在留資格「特定技
能」への変更が認められた後、（みなし）
再入国許可により日本から出国し、ネパ
ールに帰国した際に、ネパール労働・雇
用・社会保障省海外雇用局日本担当部門
から海外労働許可証を取得し、ネパール
を出国時に海外労働許可証を提示する
必要がある。

ネ
パ
ー
ル

提出書類：不要
但し、日本の受入機関が、フィリピン国
籍の外国人を特定技能外国人として受
け入れるためには、フィリピン側の手続
として、まず受入機関が必要書類を駐日
フィリピン共和国大使館海外労働事務
所（POLO）に提出し所定の審査を受け
た上で、フィリピン本国の海外雇用庁
（POEA）に登録される必要がある。そ
の上で、申請人たるフィリピン人が、
POEAから海外雇用許可証（OEC）を取
得し、フィリピンを出国時にOECを提
示する必要がある。

フ
ィ
リ
ピ
ン

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定
める基準に適合していること

⑪分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関
するもの（６号）

● スペシャルリポート　特別寄稿

２　在留資格「特定技能２号」に係る許可要件

建設分野特
定
産
業
分
野
該
当
性

在
留
資
格
該
当
性

造船・舶用工業分野
※特定技能所属機関は、後記（１）の造船業又は後記（２）の舶用工業に該当する事業者である必要
がある（造船・舶用工業告示２条１号）。
（１）造船業
①造船法６条１項１号又は２号の届出を行っている者
②小型船造船業法４条の登録を受けている者
③上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者
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（２）舶用工業（上記（１）の造船業に該当する者を除く。）
①造船法６条１項３号又は４号の届出を行っている者
②船舶安全法６条の２の事業場の認定を受けている者
③船舶安全法６条の３の整備規程の認可を受けている者
④船舶安全法６条の３の事業場の認定を受けている者
⑤船舶安全法６条の４の型式承認を受けている者
⑥海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、上記②から⑤までに相当する制度の
適用を受けている者
⑦工業標準化法１９条１項の規定に基づき、部門記号Ｆに分類される鉱工業品に係る日本工業規格につ
いて登録を受けた者の認証を受けている者
⑧船舶安全法２条１項に掲げる事項に係る物件（構成部品等を含む。）の製造又は修繕を行う者
⑨造船造機統計調査規則５条２号に規定する船舶用機関又は船舶用品（構成部品等を含む。）の製造又
は修繕を行う者であって同規則に基づき調査票の提出を行っているもの
⑩上記以外で、①から⑨までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認め
る者

・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・
電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ／表装【１１業務区分】
※上記の主たる業務のほか関連業務にも付随的に従事可

建
設
分
野

業
務
区
分
該
当
性

・溶接【１業務区分】
※上記の主たる業務のほか関連業務にも付随的に従事可

造
船
・
舶
用
工
業
分
野

適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準
（入管法２条の５第３項１号、特定技能基準省令２条１項）

受
入
機
関
適
合
性
（
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
相
手
方
と
な
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
の
基
準
）

特定技能所属機関が労働関係法令、社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していること
（１号）

①労働、
社会保
険及び
租税に
関する
法令の
規定の
遵守

特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を、一定の例外を除き非自
発的に離職させていないこと（２号）

②非自
発的離
職者の
発生

雇用契約締結の日の前１年以内及び当該契約締結後に責めに帰すべき事由により特定技能外
国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと（３号）

③行方
不明者
の発生

ⅰ禁錮以上の刑に処せられた者（４号イ）、ⅱ一定の出入国又は労働に関する法律に違反し、
罰金刑に処せられた者（４号ロ）、ⅲ暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた
者（４号ハ）、ⅳ社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金
刑に処せられた者（４号ニ）のうち、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から５年を経過しない者は、欠格事由に該当すること

④関係
法律に
よる刑
罰を受
けたこ
とによ
る欠格
事由

ⅰ精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことが
できない者（４号ホ）、ⅱ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（４号ヘ）、ⅲ未成年
者であって、その法定代理人が特定技能基準省令２条１項４号各号（ワを除く。）に該当する
もの（４号ル）、ⅳ法人であって、その役員のうちに特定技能基準省令２条１項４号各号（ワ
を除く。）に該当する者があるもの（４号ヲ）は、欠格事由に該当すること

⑤特定
技能所
属機関
の行為
能力・
役員等
の適格
性に係
る欠格
事由
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● スペシャルリポート　特別寄稿

実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受け、当該取消日か
ら５年を経過しない者（４号ト）及び実習認定を取り消された法人の役員であった者で、当
該取消日から５年を経過しないもの（４号チ）は、欠格事由に該当すること

⑥実習
認定の
取消し
を受け
たこと
による
欠格事
由

特定技能雇用契約の締結の日前５年以内又はその締結の日以後に、出入国又は労働関係法令
に関する不正行為又は著しく不当な行為を行った者は、欠格事由に該当すること（４号リ）

⑦出入
国又は
労働関
係法令
に関す
る不正
行為

ⅰ暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」とい
う。特定技能基準省令２条１項４号ヌ）、ⅱ法人であって、その役員のうちに暴力団員等がい
るもの（特定技能基準省令２条１項４号ヲ）、ⅲ暴力団員等がその事業活動を支配する者（特
定技能基準省令２条１項４号ワ）は、欠格事由に該当すること

⑧暴力
団排除
の観点
からの
欠格事
由

特定技能外国人の活動状況に関する文書（ⅰ特定技能外国人の管理簿、ⅱ特定技能雇用契約
の内容に関する書類、ⅲ雇用条件に関する書類、ⅳ特定技能外国人の待遇に係る事項が記載
された書類（賃金台帳等）、ⅴ特定技能外国人の出勤状況に関する書類（出勤簿等））を作成
し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に特定技能雇用契約終了日から１年以上備えて
置くこと（５号）

⑨特定
技能外
国人の
活動状
況に係
る文書
の作成
等

特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させら
れているなどの場合には、そのことを認識して特定技能雇用契約を締結していないこと（６
号、７号）

⑩保証
金の徴
収・違
約金契
約等に
よる欠
格事由

労災保険の適用事業所である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行
していること（１０号）

⑬労災
保険法
に係る
措置等

特定技能所属機関が事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を
確実に履行し得る財政的基盤を有していること（１１号）

⑭特定
技能雇
用契約
継続履
行体制

報酬の支払方法として預貯金口座への振込みがあることを説明した上で、当該外国人の同意
を得た場合には、預貯金口座への振込み等により行うこと。また、預貯金口座への振込み以
外の支払方法を採った場合には、じ後に出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付
ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けること（１２号）

⑮報酬
の口座
振込み
等

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること（１３号）
※下記は特に重要な事項のみ

⑯分野
に特有
の事情
に鑑み
て定め
られた
基準

入管に対する申請に先立ち、建設特定技能受入計画について、国土交通
大臣の認定を受けていること（建設告示２条１号）。認定要件は下記のと
おり（建設告示３条３項）。

建設特
定技能
受入計
画

建設分
野

①認定申請者が次に掲げる要件をいずれも満たしていること
ⅰ建設業法３条の許可を受けていること
ⅱ建設キャリアアップシステムに登録していること
ⅲ特定技能外国人受入事業実施法人（一般社団法人建設技能人材機構
（JAC））又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、行動規範を遵
守すること
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ⅳ５年以内又は申請日以後に、建設業法に基づく監督処分を受けていな
いこと
ⅴ職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の
国内人材確保の取組みを行っていること

②同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定
的に支払い（月給制）、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を
特定技能雇用契約に明記していること

③特定技能雇用契約を締結するまでの間に、重要事項を、様式第２によ
り当該外国人が十分に理解することができる言語で説明していること

④受入れを開始し、若しくは終了したとき又は特定技能雇用契約に基づ
く活動を継続することが困難となったときは、国土交通大臣に報告を行
うこと

認定を受けた建設特定技能受入計画を適正に実施し、国土交通大臣又は
適正就労監理機関（一般財団法人国際建設技能振興機構（FITS））によ
り、その旨の確認を受けること（建設告示２条２号）

適正就
労監理
機関等
による
確認

上記の特定産業分野該当性における（１）の造船業又は（２）の舶用工
業に該当する事業を営む者であること（造船・舶用工業告示２条１号）
※受入対象機関に該当する者であることの確認を国土交通省から受けな
ければならない。

受入対
象機関

造船・
舶用工
業分野

外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係
る基準
（入管法２条の５第１項２号、特定技能基準省令１
条２項）

雇用関係に関する事項に係る基準
（入管法２条の５第１項１号、特定技能基準
省令１条１項）

契
約
適
合
性
（
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
内
容
の
基
準
）

外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰
国に要する旅費を負担することができな
いときは、特定技能所属機関が、当該旅費
を負担するとともに、出国が円滑になされ
るよう必要な措置を講ずることとしてい
ること（１号）

①帰国
担保措
置

労働に関する法令の規定に適合して
いること（柱書）

①労働
関連法
令適合
性

特定技能所属機関が外国人の健康の状況
その他の生活の状況を把握するために必
要な措置を講ずることとしていること（２
号）

②健康
状況そ
の他の
生活状
況把握
のため
の必要
な措置

特定産業分野に属する分野等省令で
定める熟練した技能を要する業務に
外国人を従事させるものであること
（１号）

②従事
させる
業務

上記のほか、特有事情分野告示で定める
特定産業分野に係るものにあっては、上
乗せ告示で定める基準に適合すること
（３号）

③分野
に特有
の事情
に鑑み
て定め
られた
基準

外国人の所定労働時間が、特定技能
所属機関に雇用される通常の労働者
の所定労働時間と同等であること（２
号）

③所定
労働時
間

外国人に対する報酬の額が日本人が
従事する場合の報酬の額と同等以上
であること（３号）

④報酬
等

外国人であることを理由として、報
酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生
施設の利用その他の待遇について、
差別的な取扱いをしていないこと（４
号）

外国人が一時帰国を希望した場合に
は、必要な有給休暇を取得させるも
のとしていること（５号）

⑤一時
帰国の
ための
有給休
暇取得
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● スペシャルリポート　特別寄稿

外国人を労働者派遣等の対象とする
場合にあっては、雇用期間の全てに
おいて、当該外国人が労働者派遣等
をされることとなる本邦の公私の機
関の氏名又は名称及び住所並びにそ
の派遣の期間が定められていること
（６号）
※建設分野及び造船・舶用工業分野
は、派遣形態による受入れは認めら
れない。

⑥派遣
先

上記のほか、特有事情分野告示で定
める特定産業分野に係るものにあっ
ては、上乗せ告示で定める基準に適
合すること（７号）

⑦分野
に特有
の事情
に鑑み
て定め
られた
基準

契約適合性（入管法２条の５第１項及び２項）及び
受入機関適合性（入管法２条の５第３項１号、４項）
があること

①契約適合性及び受入機関適合性（柱書）上陸許可基
準適合性

１８歳以上であること②年齢に関するもの（１号イ）

健康状態が良好であること③健康状態に関するもの（１号ロ）

従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有し
ていることが試験その他の評価方法により証明され
ていること

④技能水準に関するもの（１号ハ）

退去強制令書の円滑な執行に協力しない国（除外国
告示によりイラン）の国籍でないこと

⑤退去強制令書の円滑な執行への協力に関する
もの（１号ニ）

特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や
財産の管理又は違約金契約を締結させられていない
こと

⑥保証金の徴収・違約金契約等に関するもの（２
号）

特定技能外国人が入国前に負担する費用（３号）及
び在留中に負担する費用（５号）について、金額及
び内訳を十分に理解して合意していること。在留中
に負担する費用（５号）については、金額が実費に
相当する額その他の適正な額であり、かつ、当該費
用の明細書その他の書面が提示されること

⑦費用負担の合意に関するもの（３号、５号）

特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うに当た
り、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での
許可等、本国において必要な手続を遵守しているこ
と

⑧本国において遵守すべき手続に関するもの
（４号）

技能実習の活動に従事していた者については、技能
実習において修得等した技能等を本国へ移転するこ
とに努めると認められること

⑨技能実習により修得等した技能等の本国への
移転に関するもの（６号）

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定め
る基準に適合していること

⑩分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に
関するもの（７号）

  慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師（入管法担当）、慶應義塾大学大学
院法務研究科グローバル法研究所（KEIGLAD）客員所員、第二東京弁護士会
国際委員会副委員長、日本弁護士連合会人権擁護委員会特別委嘱委員（出入国
在留管理庁との定期協議担当）。特定技能制度の詳細については、令和２年３
月に日本加除出版から発刊予定の山脇康嗣『特定技能制度の実務』（仮）を参
照されたい。

山脇　康嗣
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行政書士ならではの中小企業支援行政書士ならではの中小企業支援・・
知的資産経営支援（下知的資産経営支援（下））

＜国際・企業経営業務部　企業支援部門　部員　石原　静＞

● スペシャルリポート　国際・企業経営業務部　企業支援部門

　前号の（上）ではまず、知的資産経営の普及が見

られない状況とその要因について考察し、次に知的

資産経営支援における行政書士の優位性について述

べた。

　本号では、企業に既存する他の書類と矛盾なく、

かつ行政書士であれば誰もが取り組める基本的な知

的資産経営報告書（以下、「報告書」という。）の取

りまとめ方について具体的な方法を提示してみたい。 

「事業価値を高める経営レポート作成マニュアル改

訂版」（以下、「マニュアル」という。）が発行され

ている。これは有識者の方々の慎重な協議に基づき

作られたものである。このマニュアルは電子ブック

としてウェブ上で閲覧できるほか、無償でダウンロ

ード１でき、作成フォーマットも用意されているの

で、まずはこれらを参照されたい。

　だが、このマニュアルにしても５０ページ以上のボ

リュームがあり、一読しただけで手順を把握するの

は容易ではない。それに、このマニュアルには筆者

が指摘する、既存の書類と報告書との整合性の問題

は触れられていないようだ。そこで、東京会では

２０１９年３月に「行政書士と一緒に会社の強みをまと

めよう！知的資産経営報告書～建設業者の取り組み

事例」と題するパンフレットを作成しているので紹

介する。

　このパンフレットでは、前述の中小機構のマニュ

アルを参照しながら、報告書の取りまとめについて、

その取組プロセスを中心に事例を用いて紹介されて

いる。

　仕様はA４サイズで１６ページである。オリジナル

キャラクターである行政書士「ゆきまさこ」と、建

設会社社長の「造園一郎」が、企業の現状や課題、

検討事項を洗い出し、行政書士が知的資産経営を提

案する対話から始まっている。続いて、事業につい

ての対話を行うが、これには履歴事項全部証明書や

税務申告書及びその添付書類（決算報告書、勘定科

目内訳明細書、法人事業概況説明書等）を参照し、

定量的なデータの“行間”に書かれていることを対

話によって拾い上げている。また、この事例は建設

業者であることから、建設業許可申請書や経営事項

　報告書は法定された書類ではないため、現状、作

成方法が一定していないまま、支援者が自由に企業

の問題に着眼し、取りまとめている。法定されてい

ない以上、それは決して誤りではない。しかしその

結果、取りまとめられた各報告書は一律性がなく、

企業間において比較しづらいために、外部からの活

用が難しいこと、また各企業の既存の書類との整合

性の問題があり、これらが知的資産経営支援の取組

が普及しない要因となっているのではないかという

懸念は既述した。そこで、これらの問題を解決する

には、作成フォーマットをできるだけ統一化し、そ

の取りまとめ方法について開示していくことと、既

存の書類を確認しながら作成することが必要である

と考える。そこで、この考え方の基に作成され、小

稿のために提供された東京会の資料を用いて述べて

いく。

　その前に、公的な立場で作られているマニュアル

等について少し触れておく。独立行政法人中小企業

基盤整備機構（以下、「中小機構」という。）から

 ３３．報告書の取りまとめツー．報告書の取りまとめツールル
～東京会の資料より　　 ～東京会の資料より～～

１　参考：https://www.smrj.go.jp/tool/supporter/soft_asset1/index.html
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審査申請書の副本が社内に存在している。そこで、

そうしたデータも使いながら日頃の業務を詳しく聞

き出していく作業が行われている。そもそも許認可

手続において日頃から関与している企業というシナ

リオであることから、インタビュー項目も的を得た

ものとなりやすい。

　報告書の取りまとめについては、５つのSTEPに

分け、対話を継続しながら徐々に完成に至るプロセ

スを具体的なデータと共に順次示されている。つま

● スペシャルリポート　国際・企業経営業務部　企業支援部門

 ４４．知的資産経営支援におけ．知的資産経営支援におけるる
行政書士の未　　 行政書士の未来来

　しかし、この取りまとめ作業を容易であると感じ

るか否かは、そもそも日頃の企業との関わり方にか

かっているし、また、税務申告書及びその添付書類、

建設業許可申請書等を報告書として取りまとめると

いう視点で読み込むスキルの有無にも左右される。

建設業者との関わり方を例にとれば、もし今、可視

化されたデータの意味を理解することなく、経営状

況分析機関が提供するソフトウェアに決算報告書の

数字を機械的に入力しているだけなら、企業の非財

務情報に踏み込むことにはハードルの高さを感じる

かもしれない。

り、この東京会のパンフレットの事例では、日頃私

たちが許認可で関わる建設業者の等身大の姿をその

まま書類に落とし込んでいる。何も難しいテクニッ

クはいらない。マニュアルの手順に従って対話をし、

順番に取りまとめていくだけで、ごく基本的な内容

のものではあるが、企業に既に存在している決算報

告書等の書類の中身と齟齬のない、報告書が出来上

がるのである。 

　あらゆる分野でのAIが発達し、許認可業務におけ

る行政書士の有用性が問われる時代が到来しようと

する現代、企業に信頼され、行政書士が生き残って

いけるか否かは、個々人のクライアントへの丁寧な

関与があるか否かにかかってくるのではないだろう

か。そういう意味で報告書は、クライアントへのサ

ービスの拡大として活用し得る。また、多くの会員

がこの業務に参入することによって、報告書の普及

にも資することになるであろう。

　紹介した東京会の例はまだ、その歩みの一歩に過

ぎない。企業支援部門としては、各会員が企業に寄

り添い、共に歩み、信頼されるためのツールとして

活用していただくために、この報告書の作成支援業

務を推進していくものである。

（東京会のパンフレットより一部を抜粋）
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　１１月２２日（金）、高知県高知市において、日行連と
四国地方協議会との連絡会が開催されました。
　日行連からは常住会長と大塚副会長、四国地協か
らは４単位会（香川、徳島、高知、愛媛）の会長、
副会長、理事等、また、オブザーバーとして日政連
から井口会長が加わり、総勢２８名が出席しました。
午後２時、高知会の松本総務企画部長の司会のもと開会し、田岡四国地協会長（高知会会長）、常住会長か
らの挨拶後、出席者の自己紹介に続き、田岡会長が議長に就任して日行連・単位会の諸課題等について様々
な議論が交わされました。
　はじめに常住会長から、日行連の本年度事業計画・重点施策や方針について説明がなされ、行政書士法改
正への取組状況や今後の行テラス事業の方向性等に関し、詳細な報告がなされました。また、自身の経験や
社会情勢を踏まえ、「地域との共生」・「役所との共生」・「他士業者との共生」の３つの共生という視点を持ち、
国民、行政及び会員一人ひとりのため、会務を遂行していきたいとの力強い意思が示されました。
　続いて、あらかじめ提出されていた四国地協からの意見・要望事項に対して、日行連から現在の対応状況
を踏まえ、回答がなされました。
　その他、法教育や相談事業、外国人材受入れ政策への対応等について、各単位会から現状報告がなされま
した。出席者からは、各単位会の取組状況だけでなく、その取組に至るまでの過程を知ることができ、大変
意義深い連絡会であったとの感想が聞かれるほど、貴重な情報交換、交流の場となりました。
　様々な意見や情報が出され、熱気を帯びる中、午後５時３０分、山本愛媛会会長より閉会のあいさつがなさ
れ、連絡会は盛況のうちに閉会しました。

日行連と四国地方協議会との連絡会を開日行連と四国地方協議会との連絡会を開催催

開 催開 催 日日　令和元年１１月２２日（金）

場場　　所所　高知県高知市「高知会館」

出 席出 席 者者　常住会長、大塚副会長

　１１月２８日（木）、鳥取県米子市「米子コンベンシ
ョンセンター」において、日行連と中国地方協議会
との連絡会が開催されました。日行連からは常住会
長と佐々木副会長、中国地協からは５単位会（鳥取、
島根、岡山、広島、山口）の会長・副会長・役員等、
約４０名が出席しました。鳥取会の植原総務部長の司
会のもと、中嶋中国地協会長（鳥取会会長）が議長となり、各議題について協議を行いました。
　はじめに常住会長から、１１月２７日の参議院本会議において行政書士法改正案が全会一致で可決されたこと
について報告が行われるとともに、法改正実現の御礼が述べられました。その後、日行連の本年度の事業計
画・重点施策や方針に関し、特に金融機関との連携や法教育の推進、暴排対策等の諸課題への取組状況につ
いて説明がなされました。
　各単位会からは、次の法改正に向けた要望や丁種封印会員名簿に対する意見、また、金融機関との連携策、
インボイス制度開始に伴う対応への要望など、幅広い意見・質問があがり、活発な意見交換が行われました。
特に金融機関との連携に関し、地元信用組合との連携の強化方法や会員に向けた注意事項について、常住会
長から事例を踏まえた説明がありました。その他、出席者からは会員数増加策や職務上請求書の指導などの
様々な取組について意見が出され、大変有意義な協議となりました。野津中国地協副会長（島根会会長）の
挨拶で、連絡会は盛況のうちに閉会しました。

日行連と中国地方協議会との連絡会を開日行連と中国地方協議会との連絡会を開催催
開 催開 催 日日　令和元年１１月２８日（木）

場場　　所所　鳥取県米子市
　　　　　「米子コンベンションセンター」

出 席出 席 者者　常住会長、佐々木副会長
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　１１月３０日（土）、日行連と九州地方協議会との連絡
会が開催され、日行連からは常住会長と髙尾副会長
が、九州地協からは８単位会（福岡、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）の会長・副会長・
役員等、約５０名が出席しました。山脇九州地協会長
（長崎会会長）及び常住会長の挨拶に続き、開催地
である鹿児島県の鶴会長からの挨拶があった後、連絡会が始まりました。
　連絡会の冒頭、常住会長から１１月２７日の参議院本会議において行政書士法改正案が全会一致で可決された
ことについて、報告と御礼が述べられました。その後、日行連の本年度の事業計画・重点施策の方針や執行
状況、「共生」というキーワードに沿って今後の構想などについて説明がなされました。
　各単位会からは、監察活動に関する意見、会員の広告に関する意見、行政書士用電子証明書に関する要望
等が出され、日行連から回答が行われました。また今後の行政書士法改正や施行規則改正に係る要望、日行
連の組織活動の見える化についての要望、金融機関との連携の具体的な進め方に関する質問、地方における
行政書士業務の確立などについて、各単位会から意見が出され、活発な意見交換がなされました。
　午後５時１５分、白木九州地協副会長（沖縄会会長）の閉会の挨拶をもって、連絡会は盛況のうちに閉会し
ました。

日行連と九州地方協議会との連絡会を開日行連と九州地方協議会との連絡会を開催催
開 催開 催 日日　令和元年１１月３０日（土）

場場　　所所　鹿児島県鹿児島市
　　　　　「城山ホテル鹿児島」

出 席出 席 者者　常住会長、髙尾副会長

　１２月６日（金）、日行連と関東地方協議会との連絡
会が開催され、日行連からは常住会長と光宗副会長
が、関東地協からは１１単位会（東京、神奈川、千葉、
茨城、栃木、埼玉、群馬、長野、山梨、静岡、新潟）
の会長・副会長・役員等、約１００名が出席しました。
　開催地である神奈川県の中島正信副知事より来賓
の御挨拶をいただき、田後関東地協会長（神奈川会会長）が議長に就任して意見交換会が始まりました。
　はじめに常住会長から、１１月２７日の参議院本会議において行政書士法改正案が全会一致で可決されたこと
についての報告と御礼が述べられました。続いて、本年度の事業計画及び重点施策等について、会務を遂行
する上での柱としている「共生」という視点から、事業の進捗状況や今後の展望などの説明がなされました。
　次に、関東地協からあらかじめ提出された意見・要望事項に対して日行連から回答がなされ、産業廃棄物
処理業の許可申請に係る診断書の作成、行政書士証票の更新制、全国統一化した会員管理システムの構築、
行政書士徽章等規則の見直し、暴力団排除に向けた取組などについて、意見交換が行われました。
　最後に中村千葉会会長から、先般の台風第１５号等における各単位会からの支援に対する御礼がなされると
ともに、閉会の挨拶がなされ、連絡会は閉会しました。
　限られた時間の中での開催となりましたが、多くの出席者から様々な視点で意見や要望が出され、大変有
意義な連絡会となりました。

日行連と関東地方協議会との連絡会を開日行連と関東地方協議会との連絡会を開催催
開 催開 催 日日　令和元年１２月６日（金）

場場　　所所　神奈川県足柄下郡箱根町
　　　　　「湯本富士屋ホテル」

出 席出 席 者者　常住会長、光宗副会長
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北海道行政書士会 
■テレビ・ラジオCM
テレビCM・ラジオCMにより、行政書士記念日、行
政書士業務、特定行政書士制度を紹介する。
１ 十勝支部
内　　容：地元FM局の番組に告知出演

他のFM局にて毎週１回番組に出演して
PRする。

■新聞等への広告掲載
１ 日高支部
①新聞広告
内　　容：日高報知新聞に２/１５～２１までの間に３

回広告を掲載する。
②町広報のPR欄広告
内　　容：２月初旬発行の関係町広報誌のPR欄に広

告掲載する（新ひだか町、新冠町、日高町、
平取町）。

③支部HPのトップページ広告
内　　容：支部HPのトップ画面で「２月２２日は『行

政書士記念日』です」と大きくアピール
する。

２ 十勝支部
①新聞広告（相談会告知を兼ねてPR）
内　　容：十勝毎日新聞、「広報おびひろ」、広報音

更・幕別・芽室に広告を掲載する。
３ 釧路支部
①釧路市広報への広告掲載
４ 根室支部
①新聞広告
内　　容：根室新聞、釧路新聞への広告掲載
②幼稚園児等にたくまくん文庫を寄贈

■無料相談会、セミナー等
各支部において、２月２２日前後１週間での実施を原
則としつつ、それぞれの事情に応じて無料相談会等
を実施する。
１ 札幌支部
①札幌市民交流プラザ、札幌市図書・情報館でのセ
ミナー開催
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：札幌市民交流プラザ１階

　　　　　SCARTSコート
内　　容：親の「もしも」のときに備える
②札幌市奨学金への寄付
２ 函館支部
①ふれあいカフェ
日　　程：２月２３日（日）
場　　所：函館市総合福祉センター
内　　容：無料相談会
３ 小樽支部
①無料相談会
日　　程：２月１９日（水）１０：００～１５：００
場　　所：小樽市稲穂 長崎屋１階 多目的ホール
４ 空知支部
①セミナー、無料相談会
日　　程：２月２２日（土）１０：００～１１：００ セミナー、
　　　　　１１：００～１２：００ 無料相談会
場　　所：緑が丘連合会館
５ 旭川支部
①街頭PR、無料相談会
日　　程：２月９日（日）
場　　所：旭川駅前広場
６ 網走支部
①無料相談会
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：４会場で実施（北見地区、網走地区、遠

軽地区、紋別地区）
７ 室蘭支部
①無料相談会
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：モルエ中島、イオン伊達
８ 苫小牧支部
①無料相談会
日　　程：２月１５日（土）９：００～１２：００
場　　所：市民活動センター
９ 十勝支部
①行政書士記念日無料相談会
日　　程：２月２２日（土）１０：００～１６：００
場　　所：十勝プラザ１階 大集会室
②創業支援無料相談会
内　　容：日本政策金融公庫帯広支店から相談員１

2月22日は行政書士記念日2月22日は行政書士記念日2月22日は行政書士記念日2月22日は行政書士記念日2月22日は行政書士記念日
　昭和２６年２月２２日に行政書士法が公布されたことにちなみ、行政書士の自覚と誇りを促すとともに組織の
結束と行政書士制度の普及を図ることを目的として、２月２２日を「行政書士記念日」と定めています。
　各都道府県行政書士会では、以下に記載のとおり様々なイベントや相談会等を開催し、行政書士制度につ
いて広く国民の皆様にPRする予定としています。
　会員の皆様におかれましては、御協力のほど何とぞよろしくお願いいたします。

（※令和元年１２月時点の予定です。）
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名を配置する。
潅 釧路支部
①無料相談会
日　　程：２月２１日（金）
場　　所：釧路市役所
環 根室支部
①無料相談会
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：未定
■広報グッズの配付
１ 函館支部
①広報グッズ配布
日　　程：２月２２日（土）
内　　容：五稜郭交差点地下横断歩道の利用者へ無

料相談会チラシ及び広報関連グッズを配布
する。

秋田県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２１日（金）
場　　所：秋田県行政書士会事務局
内　　容：対面及び電話による無料相談
■街頭PR活動
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：秋田駅ポポロード
内　　容：幟旗を立てて、行政書士制度PRチラシ・

広報グッズの配布を行う。

岩手県行政書士会 
■行政書士記念日　暮らしと事業の電話無料相談会
日　　程：２月２１日（金）
場　　所：岩手県行政書士会事務局
内　　容：電話による無料相談（相談員２名）
■ポスターの作成
行政書士制度のPR用ポスター（カレンダータイプ）
の作成
■ラジオCM等
電話無料相談会を告知するラジオCM（IBC岩手放
送）等の実施

青森県行政書士会 
■テレビCM
日　　程：２月２２日（土）
内　　容：青森放送・青森テレビ・青森朝日放送に

て「行政書士記念日」のCMを放送する。

福島県行政書士会 
■女性行政書士による女性のための無料相談会
日　　程：２月２２日（土）１１：００～１６：００
場　　所：福島県行政書士会館会議室
内　　容：対面による無料相談を実施する。相談者、

相談員ともに女性限定
【相談例】
・離婚・セクハラ・ストーカー
・DV・遺言、相続に関すること
・消費者契約に関すること
・成年後見に関すること　等 

宮城県行政書士会 
■「東北弁落語」で知る行政書士の仕事
日　　程：２月１６日（日）
　　　　　１３：３０～１６：００（開場１３：００）
場　　所：仙台市戦災復興記念館
内　　容：行政書士業務に関連した東北弁落語、行

政書士業務の紹介、対面による困りごと
無料相談会を実施する。

山形県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２１日（金）１０：００～１６：００
場　　所：山形県行政書士会館
内　　容：対面及び電話による相談

神奈川県行政書士会 
■電子紙芝居上映会&無料相談会など
日　　程：２月～３月頃
場　　所：県内各地域
内　　容：神奈川会作成の電子紙芝居（遺言・相続・

成年後見等のお話）の上映&無料相談会
など

千葉県行政書士会 
■ラジオCM
日　　程：２月２２日（土）
内　　容：bayfm７８で行政書士記念日及び制度PR等

のCM（スポット２０秒放送×１５本）を実施
する。

茨城県行政書士会 
■新春交流会
日　　程：２月２２日（土）午後２時２２分～午後５時

まで（受付開始　午後１時３０分）
場　　所：水戸京成ホテル（２階瑠璃の間）
内　　容：第１部【新春講演会】
　　　　　第２部【新春交流会】午後３時４０分頃～

栃木県行政書士会 
■市民公開講座「相続・遺言について」及び無料相談会
日　　程：２月１５日（土）
　　　　　１３：３０～講座、１５：００～無料相談会
場　　所：総合コミュニティセンター 大集会室
　　　　　（宇都宮市）
日　　程：２月１５日（土）
　　　　　１３：３０～講座、１５：００～無料相談会
場　　所：佐野市役所１階 市民活動スペースABC
日　　程：２月１６日（日）
　　　　　１３：３０～講座、１５：００～無料相談会
場　　所：矢板市生涯学習館２階 研修室１
日　　程：２月２２日（土）
　　　　　１３：３０～講座、１４：４５～無料相談会
場　　所：足利市民プラザ １０１号室
日　　程：２月２２日（土）
　　　　　１３：３０～講座、１５：００～無料相談会
場　　所：小山城南市民交流センターゆめまち
日　　程：２月２２日（土）
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　　　　　１３：３０～講座、１５：００～無料相談会
場　　所：いきいきふれあいセンター 黒磯公民館
　　　　　（那須塩原市）

埼玉県行政書士会 
■行政書士記念日事業
日　　程：２月１６日（日）
場　　所：浦和コルソ１階コルソ通り
内　　容：クイズや輪投げ、ユキマサくんとの記念

撮影等
■中小企業フォーラム
日　　程：２月１２日（水）
場　　所：新都心ビジネス交流プラザ
内　　容：対面による無料相談、セミナー、パネル

ディスカッション

群馬県行政書士会 
■相続・遺言・成年後見講談
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：けやきウォーク前橋２階 けやきホール
内　　容：ショッピングセンター内ホールにおいて、

一般客へ向け、プロの講談師による相
続・遺言・成年後見を題材にした講談を
実施する。

長野県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２１日（金）１０：３０～１５：００
場　　所：長野県行政書士会館 ２階小会議室
内　　容：対面及び電話による無料相談
■行政書士記念日無料相談会（各支部にて実施）
１ 佐久支部
日　　程：２月２０日（木）１３：００～１５：００
場　　所：南牧村公民館
２ 上田支部
日　　程：２月１５日（土）９：００～１２：００
場　　所：上田市中央公民館
３ 諏訪支部
日　　程：２月２２日（土）１０：００～１６：００
場　　所：諏訪市交流テラス「すわっチャオ」
　　　　　第３会議室
４ 伊那支部
日　　程：２月１２日（水）１３：００～１６：００
場　　所：長野県行政書士会伊那支部事務所
５ 飯田支部
日　　程：２月２３日（日）　１０：００～１５：００
場　　所：エス・バード
６ 松本支部
日　　程：２月１５日（土）　１０：００～１５：００
場　　所：松本市勤労者福祉センター3－3会議室
日　　程：２月２０日（木）　１０：００～１５：００
場　　所：安曇野市役所２１１・２１２・２１３・２１４号室
日　　程：２月２３日（日）　１０：００～１５：００
場　　所：大町市総合福祉センター第１･第２会議室
日　　程：２月２３日（日）　１０：００～１５：００
場　　所：木曽町文化交流センター３階和室
日　　程：２月２４日（月）　１０：００～１５：００

場　　所：塩尻市市民交流センター（えんぱーく）
　　　　　３０１・３０４・３０５号室
７ 長野支部
日　　程：２月５日（水）１３：００～１６：００
場　　所：もんぜんぷら座
日　　程：２月２０日（木）１３：３０～１６：００
場　　所：かがやきひろば湯福
日　　程：２月２５日（火）１３：３０～１６：００
場　　所：須坂商工会議所
８ 北信支部
日　　程：２月２２日（土）１３：００～１６：００
場　　所：山ノ内町文化センター

山梨県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２２日（土）１３：００～１７：００
場　　所：街の駅やまなし
内　　容：対面による無料相談

静岡県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：静岡県行政書士会館
内　　容：電話による無料相談
■CM放映
日　　程：２月１５日（土）～２月２２日（土）
内　　容：SBS（静岡放送局）、SDT（静岡第一テレビ）

■新聞広告
日　　程：２月２２日（土）他
内　　容：静岡新聞（朝刊）の題字下広告に２回掲載

新潟県行政書士会 
■行政書士による遺言セミナー
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：アートホテル新潟駅前
内　　容：第１部：行政書士、公証人による遺言に

関する講演
　　　　　第２部：行政書士による無料相談会

愛知県行政書士会 
■新聞広告
日　　程：２月２２日（土）
内　　容：行政書士制度のPR及び県民の生活向上に

寄与するため、行政書士記念日（２月２２
日）に会員有志を募り中日新聞へ見開き
広告を掲載する。

■愛知県内公証人と行政書士による遺言・相続無料相
談会
日　　程：３月１日（日）１３：３０～１６：３０
会　　場：栄ガスビル５階 キングルーム
内　　容：公証人と行政書士が市民向けの無料相談

会を開催し、一般市民の法的ニーズを満
たす社会的意義のある活動と、公証役場
と行政書士会がそれぞれの認知度を高め
る広報活動を行う。
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岐阜県行政書士会 
■名刺広告
日　　程：２月２２日（土）
内　　容：中日新聞岐阜県版（全面）に名刺広告を

行う。

三重県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：三重県行政書士会事務局
内　　容：対面及び電話による無料相談

福井県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２５日（火）
場　　所：福井市役所 市民ホール
内　　容：対面による無料相談

石川県行政書士会 
■開業セミナー
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：地場産業振興センター 第３研修室
内　　容：行政書士の業務及び事務所開業体験談を

セミナー形式で実施する。参加者は限定
しない。

富山県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月１９日（水）１０：００～１５：００
場　　所：富山県行政書士会
内　　容：対面及び電話による無料相談
日　　程：２月１９日（水）１０：００～１５：００
場　　所：富山県行政書士会高岡支部事務センター
内　　容：対面による無料相談

滋賀県行政書士会 
■講演会
日　　程：２月２２日（土）１４：００～１６：３０
場　　所：滋賀県教育会館 大会議室（定員９０名）
内　　容：“暮らしの安全と行政書士”をテーマに

４部構成の講演会を実施する。来場者に
は「ユキマサくん学習帳」を配布する。

京都府行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２２日（土）１０：３０～１６：００
場　　所：ゼスト御池 河原町広場
内　　容：京都市と共催で、対面による無料相談を

実施する。
■新聞広告
日　　程：２月１７日（月）
内　　容：上記無料相談会に連動して、京都新聞に

広告を掲示する。 

奈良県行政書士会 
■行政書士による小学生のための法教育
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：奈良県行政書士会会議室
内　　容：小学校中・高学年向けに法律や著作権に

ついての講義を行う。
■広報グッズの配布
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：近鉄奈良駅前
内　　容：行政書士PRのため広報物の配布を行う。

和歌山県行政書士会 
■街頭無料相談会
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：和歌山県JAビル １Fアグリテラス
内　　容：対面による無料相談

兵庫県行政書士会 
■新聞広告
日　　程：２月１日（土）
内　　容：神戸新聞１面広告、兵庫会の案内とイベ

ントのお知らせを掲載する。
■ラジオ放送（生出演）
日　　程：２月１３日（木）１２：０９～
内　　容：ラジオ関西（５５８KHz）「羽川英樹ハッス

ル！」に出演する（大口会長、上辻企画
部部長）。

■ラジオ放送（スポットCM）
日　　程：１月１５日（水）～２月２５日（火）
内　　容：ラジオ関西（５５８KHz）スポット１０秒CM

を実施
■記念日公開セミナー①（三田市）
日　　程：２月３日（月）
内　　容：「外国人材受入と新たな在留資格の活用」
■記念日公開セミナー②（神戸市）
日　　程：２月６日（木）
内　　容：「ICTを活用した持続可能な社会推進

～中小企業のSDGsチャレンジ」
■記念日公開セミナー③（神戸市）
日　　程：２月２１日（金）
内　　容：「ユニバーサル社会づくり

～外国人の受け入れ課題」
■記念日公開セミナー④（西宮市）
日　　程：２月２２日（土）
内　　容：在留外国人をとりまく環境、文化の違い

の理解を深め、外国人との共生・共存を
目指す。

鳥取県行政書士会 
■「相続や遺言のこと改めて考えてみよう～民法改正
最新版～」セミナー
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：米子コンベンションセンター
内　　容：一般の方を対象としたセミナーを開催 
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島根県行政書士会 
■テレビ出演、ラジオCM
日　　程：１月３０日（木）
内　　容：出雲ケーブルテレビ　「いずもキャッチ

アイ情報コーナー」にて行政書士記念日
並びに無料電話相談のPRを行う。

日　　程：２月１日～２９日
内　　容：FMいずもにてラジオコマーシャルを放

送する。（コント形式により「相続」「農
地法」「建設業」「出雲ナンバー登録」の
困り事相談のやり取りなど）

■会員名簿の掲載
１ 安来支部
内　　容：支部会員名簿掲載封筒を作成し、安来市

役所窓口に設置する。
２ 大田支部
内　　容：大田市役所の広報誌「広報おおだ２月号」

に会員名簿を掲載する。
■広報グッズの配布
１ 雲南支部
内　　容：会員・市町の窓口に対してPR資材（文具）

を配布する。
２ 松江支部
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：JR松江・松江市役所
内　　容：ポケットティッシュ・花の種を配布する。

■無料電話相談
１ 出雲支部
日　　時：２月毎週月曜日　１０：００～１６：００
場　　所：出雲支部携帯電話
内　　容：暮らしの困り事相談
２ 川本支部
日　　程：２月２１日（金）
場　　所：邑南町出羽公民館
内　　容：対面による無料相談
３ 益田支部（行政書士・司法書士合同）
日　　時：２月２日（日）１０：００～１２：００
場　　所：六日市基幹集落センター
内　　容：対面による無料相談
日　　時：２月２０日（木）１３：００～１７：００
場　　所：益田市人権センター
内　　容：対面による無料相談

岡山県行政書士会 
■相続・終活の広場「最後まで自分らしく」のお手伝い
日　　程：２月２３日（日）１３：００～１６：３０
場　　所：南ふれあいセンター ふれあいホール
内　　容：将来の相続での争いを予防するため、お

墓に関する知識や遺言書について身近に
感じてもらうことを目的として、お墓の
基本知識とトラブルの紹介や遺言書作成
の基本事項などの講演を中心とし、終活
に関するパネル展示と遺言相続や土地に
関する許認可についての無料相談会を開
催する。（後援：岡山市、岡山県と岡山市
の社会福祉協議会、おかやま成年後見サ
ポートセンター）

■無料相談会
日　　程：２月１７日（月）１３：００～１６：００
場　　所：倉敷市役所
内　　容：著作権、外国人の出入国関係、遺言相続

ほか
日　　程：２月２６日（水）１３：００～１６：００
場　　所：岡山市役所
内　　容：著作権、外国人の出入国関係、遺言相続

ほか

広島県行政書士会 
■RCC終活博覧会への出展
日　　程：３月２１日（土）、２２日（日）
場　　所：県立産業会館 西展示館
内　　容：対面による無料相談、ラジオによるイベ

ント告知

香川県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：イオンモール綾川
内　　容：対面による無料相談

徳島県行政書士会 
■セミナー
日　　程：２月２５日（火）１４：００～１６：００
場　　所：アミコビル２F
　　　　　アミコミーティングルーム
内　　容：①改正民法－遺言を中心に－

②公証役場が扱う家族信託、遺言、任意
後見

福岡県行政書士会 
■広報グッズの配布
内　　容：行政書士業務等を紹介するクリアファイ

ルを作成する。2月に支部を通して会員
に配布し、その活用により広報活動を行
う。

佐賀県行政書士会 
■広報グッズの配布
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：県下主要駅及びショッピング施設
内　　容：行政書士パンフレット及びノベルティの

配布
■無料相談会
日　　程：２月２２日（土）（※郵便局の都合により開

催日が前後する可能性あり）
場　　所：佐賀中央郵便局
内　　容：対面による相談

長崎県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：ゆうちょ銀行長崎店・佐世保店
内　　容：対面による無料相談
日　　程：２月２２日（土）
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場　　所：各支部（９支部）
内　　容：対面及び電話無料相談

熊本県行政書士会 
■TV・ラジオ出演
内　　容：行政書士制度のPR

大分県行政書士会 
■行政書士記念日無料セミナー＆相談会
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：大分中央郵便局
内　　容：１１：００～　相続・遺言無料セミナー
　　　　　１２：００～１５：００　対面無料相談会
　　　　　※ゆうちょ銀行大分店共催
日　　程：２月２１日（金）
場　　所：別府郵便局
内　　容：１１：００～　相続・遺言無料セミナー
　　　　　１２：００～１５：００　　対面無料相談会
　　　　　※ゆうちょ銀行別府店共催

宮崎県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：ゆうちょ銀行宮崎店
内　　容：対面による無料相談

鹿児島県行政書士会 
■無料相談会
日　　程：２月２０日（木）１０：３０～１６：００
場　　所：山形屋（百貨店）社交室
内　　容：対面による無料相談 

■ゆうちょ銀行との合同無料相談会
日　　程：２月２１日（金）１０：３０～１６：００
場　　所：鹿児島東郵便局
内　　容：対面による無料相談

沖縄県行政書士会 
■無料相談会（沖縄会主催）
日　　程：２月２１日（金）
場　　所：沖縄県庁ロビー
内　　容：相続関連業務について
■無料相談会（各支部主催）
日　　程：２月２２日（土）
場　　所：イオン２店舗（本島内）、宮古会場、石垣

会場
内　　容：相続関連業務について
■無料相談会（金融機関主催）
内　　容：ゆうちょ銀行主催無料相談会・セミナー

の実施
■記念日講演会
日　　程：２月２６日（水）
場　　所：沖縄県立博物館
内　　容：相続・贈与・事業承継税制の基礎につい

て
■行政書士業務パネル展
日　　程：２月１７日（月）～２１日（金）
場　　所：県庁１F県民広場
内　　容：業務紹介チラシ・ポスター等の掲示
■マスコミ訪問
日　　程：未定
場　　所：沖縄タイムス、琉球新報、NHK沖縄放送

局等
内　　容：記念日・無料相談会の告知
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自由民主党政務調査会
外国人労働者等特別委員会への出席

 Info 

１
日　に　ち　　令和元年１１月１５日（金）

出　席　者　　常住会長、水野副会長、坪川国際・企業経営業務部長、吉松同部国際部門次長、

　　　　　　　野田行政書士制度調査室長

　この度、自由民主党本部にて開催された同党政務調査会外国人
労働者等特別委員会（委員長：片山さつき参議院議員）に、本会
より常住会長以下が出席し、特定技能制度についてヒアリングを
受けました。
　常住会長は、特定技能外国人の受入れについて申請取次行政書
士の積極的な活用を提案するとともに、関係機関や技能実習生、
申請取次行政書士による現場の声に基づく要望をいたしました。
　常住会長の「技能実習制度においては、様々な施策が実施され
てはいるものの、実習生の置かれる環境等に依然として課題もあ
り、特定技能においても同様のことが懸念されている。30年来の
申請取次実績がある行政書士は、在留資格の専門家であるととも
に、外国人の生活支援を伝統的・日常的に行ってきた。また、地
域密着型の法律家であり、地域ネットワークに長けている。法務
省の指導管理の下で能力担保がなされた申請取次行政書士を活用
することで、外国人の受入れが円滑化し、多文化共生社会の実現
につながるのではないか。外国人、国、特定技能所属機関や登録
支援機関、それぞれにとってメリットがある。」との発言に対し、

片山委員長を始め委員会に出席されていた国会議員の皆様から質問や貴重な御意見をいただき、行政書士の
より一層の活躍を期待する御発言もありました。
　また、水野副会長からは、登録支援機関に関するより具体的な情報の公表や受入れ基準の平衡化を図るこ
と等の要望項目について説明しました。
　本会としては、多文化共生社会の実現や行政手続の円滑化には行政書士の活用が必要であるとし、今後も
引き続き本制度の適正な運用に向けて協力を惜しまないことをお約束いたしました。



●インフォメーション

2020.2　No.56734

農林水産分野（GI法、種苗法、
六次産業化等）研修会の開催について

 Info 

２

　今般、日本行政書士会連合会並びに東京都行政書士会が主催して、以下の研修会を開催いたしますので御
案内いたします。
　近年、行政書士の取扱業務はますます広範囲に及び、一層の専門性が求められています。農林水産分野に
おいても関連業務への理解を深め、より多くの会員が業務に取り組む契機となるよう、実務精通者を講師に
迎えて実施いたしますので、是非御参加ください。

日　　　時　　令和２年３月１８日（水）１３：３０～１６：３０（受付開始１３：００～）

会　　　場　　東京都行政書士会館　地下講堂（東京都目黒区青葉台３－１－６）

科　　　目　　農業概論、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（GI法）、種苗法、六次産業化等

講　　　師　　日本行政書士会連合会　国際・企業経営業務部　知的財産部門
　　　　　　　専門員　江谷　清和　会員（北海道会）
　　　　　　　専門員　岩井　　実　会員（愛知会）

定　　　員　　１２０名
　　　　　　　※定員になり次第、募集を締め切りますので御了承ください。

参　加　費　　無料

申 込 期 間　　令和２年１月１５日（水）～３月１０日（火）

申 込 方 法　　受講申込書に必要事項を御記入の上、電子メールもしくはFAXにて申込先へお送りください。
　　　　　　　※東京会会員については「行政書士とうきょう１月号」の案内に従ってお申込みも可能です。

申　込　先　　日本行政書士会連合会　事務局業務課業務三係　宛
　　　　　　　＜電子メール＞gyoumu３@staff.gyosei.or.jp
　　　　　　　＜FAX＞０３-６４３５-７３３１

※先着順のため希望者多数により、参加できない場合があります。その際は３月１１日（水）
までに御連絡いたします（参加可能な方には連絡等はいたしません）。

　　

≪農林水産分野（GI法、種苗法、六次産業化等）研修会 受講申込書≫

＜国際・企業経営業務部　知的財産部門＞

氏名：単位会名：

FAX：TEL：

登録番号（８桁）：
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許認可業務部　農地・土地利用部門から
のお知らせ

 Info 

３

　当部門では、平成３０年に閣議決定された「デジタルガバメント実行計画」に基づく行政デジタル化に関す
る政府全体の動向のうち、農林水産省に係る取組について、主として同省担当部署との協議を通じて情報収
集に努めてまいりました。
　こうした中、昨年１２月１０日に行われた当部門と農林水産省関係部署による「農林水産省共通申請サービス」
に係る協議において、本年度から一部の行政手続等のオンライン化の試行を開始し、令和３年度には本格開
始する計画である旨の説明がありました。「農林水産省共通申請サービス」のイメージについては以下の図の
とおりですが、特筆すべきは代理申請等の支援に係るスキームが自ずから整備されていることです。
　このことは、今後の行政手続のデジタル化を検証していく上での重要事例ともなり得ることから、当部門
では今後ともその動向に注視するとともに、農林水産省大臣官房広報評価課の中越一彰調査官より「農林水
産省共通申請サービス」の概要について早速寄稿いただき、次号において掲載する予定ですのでお知らせい
たします。

　一方、本年度の当部門の企画・提供するVOD研修につきましては、農地法第３条許可及び農地法第４３条に
よる農作物栽培高度化施設の届出について、農林水産省農地政策課の渡辺正専門官に御解説いただき、３月
中に配信する予定です。
　これは近年、高度化する施設園芸等の要請から、底面を全面コンクリート張りする際に必要となる転用手
続が、事前に農業委員会に届け出ることにより不要となるものです。これにより、税制上も農地として扱わ
れ、固定資産税の負担の増加が解消されるなど、農業経営上も非常に有利となる制度です。法令知識の習得
に是非とも御活用下さい。

※「令和元年１１月２６日開催 農林水産省 食料・農業・農村政策審議会企画部会“【資料５】農業のデジタル
トランスフォーメーションについて”」を参考に作成

＜許認可業務部　農地・土地利用部門＞
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　９月９日の台風１５号、１０月１２日の台風１９号、１０月２５日の豪雨と自然災害が立て続けに発生し、千葉県内の
被害は甚大なものとなりました。現在も多くの方が被災者となっています。千葉会では被災地への視察と千
葉県との協議を行い、災害時支援協定に基づく千葉県からの支援要請を受け、南房総市と茂原市に支援員を
派遣し被災者支援活動を行いました。両市での支援員の主な被災者支援の内容は以下のとおりです。

〇南房総市　　実施期間：１０月２９日～１１月１１日（土・日を含む）
　　　　　　　　　　　　１１月１３日～１１月２９日（火・土は窓口休日）
　　　　　　　派遣人数：１日あたり２名

支援内容：住宅修理のための補助金、災害援護資金の借入等、各種支援制度に係る申請書類
の作成支援及び申請受付業務並びに相談者の受付・誘導

　南房総市では、台風１５号以降の災害により被害を受けた被災者を対象として、市が開設した「相談受付窓
口」において、罹災証明書の交付を受けた被災者への住宅修理補助金や被災者生活再建支援金、生活必需品
の支給等の申請書類作成支援のほか、窓口で作成した申請書類の受付業務の支援を行いました。受け付けた
申請書類は市の審査を受けた後、補助金等の交付の有無が決定されます。

〇茂 原 市　　実施期間：１１月１５日～１２月１日（土・日を含む）
　　　　　　　派遣人数：１日あたり２名
　　　　　　　支援内容：住宅修理のための補助金申請書類の作成支援
　茂原市では、１０月２５日の豪雨により床上浸水１,４４５棟、床下浸水８０３棟の被害があり、豪雨による罹災証明書
の交付を受けた被災者を対象に、市が開設した特設会場において、住宅修理のための補助金申請に関する相
談窓口を設置し、補助金等の相談支援を行いました。

　被災された会員及び被災者の皆様には、一日も早く日常の生活に戻れますよう心よりお見舞いを申し上げ
ます。

各単位会の取組をお知らせします。各単位会の取組取取 をお知らせします。

令和元年台風第１５号・第１９号・
１０月２５日豪雨の対応について

千葉県
行政書士会
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　令和元年１０月２６日、秋田県中央シルバーエリアにて、一般市民向けの相続・遺言セミナーを開催しました。
今年も秋田支部の会員２２名が参加し、一般市民約３０名に御来場いただきました。
　一般市民に向けた行政書士業務の理解とPRを目的として、市民に一番身近で関係が深い業務である「相
続」をテーマに、平成１６年に第１回目を開催してから毎年開催しています。
　今年のセミナーは３部構成で実施し、第１部として秋田支部会員を講師とした「相続・遺言の基礎知識」、
第２部として秋田支部会員で税理士兼業の会員による
「相続と税金について」と題してそれぞれ講演を行い
ました。今年は民法の相続法改正もあり、それらのポ
イントも含めて話をしていただきました。休憩を挟ん
で第３部として無料相談会を行い、１時間３０分ほどの
時間で１６件の相談にのることができました。
　秋田会では次年度以降も秋田支部のセミナーを後援
し、秋田支部の協力の下、県内各地でもセミナーを開
催できればと考えています。

秋田支部主催「第１６回やさしい相続・
遺言セミナー」を開催

秋田県
行政書士会

　石川会では、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の施行後、県内各所
にて入管法改正に関するセミナーや講演を行ってきました。今回、県内の国立大学である金沢大学よりシン
ポジウム講演の依頼があり、令和元年１１月２１日、金沢ニューグランドホテルにて開催された「かがやき・つ
なぐ」北陸・信州留学生就職促進プログラムコンソーシアム総会・シンポジウムにおいて、当会産学官連携
推進委員会の菅原委員が「留学生採用成功のポイント」というテーマで約３０分講演をさせていただきました。
　当コンソーシアム総会・シンポジウムでは、北陸・信州の留学生の就職促進を目的として、多数の企業並
びに北陸・信州の大学に通う留学生が参加しています。シンポジウムでは、石川会の他、企業や大学担当者
が「北陸企業と留学生の地元就職を巡るミスマッチ」、「留学生定着に向けた取り組み」「異文化コミュニケ
ーションを捉える視点」といった内容の講演を行いました。
　石川会が担当したシンポジウム講演では、「留学生が卒業後活用できる在留資格とは」、「外国人採用先進企
業は何をしているか」といった内容で、在留資格の種類や業務水準、留学生が活用できる代表的な在留資格、
外国人雇用の基本的なプロセス、受入準備の過程、外国人採用に成功している企業の例等について説明しま
した。その中で留学生採用を検討している企業の人事担当者に求められる対応として、「①自社で活用でき
る在留資格について知る」「②自社に必要な人材要件を明確化する」「③留学生が自社に入社することで得ら
れるメリットを明確化する」という３つのポイントが大切であることを伝えさせていただきました。
　また、留学生採用に関する知識を学び、今後外国人材の採用を強化していくためには、行政書士や弁護士
といった入管業務の専門家を上手く活用することがポイントであると伝え、令和元年７月５日に石川会事務
局内に開設した「石川県外国人材受入サポートセンター」についても活用していただきたい旨を伝えました。
　講演後には企業担当者から多数の質問をいただき、北陸・信
州の企業担当者が留学生採用に熱心で興味があること、正しい
外国人採用知識を身に付けたいことが存分に伝わってきました。
　石川会としては、「石川県外国人材受入サポートセンター」と
共同して、行政書士は留学生に関する入管手続にとどまらず企
業の外国人採用コンサルとしても活躍していること、そして行
政書士が企業の外国人採用・在留資格申請の専門家であるとい
うことのPR活動を続けていきます。

「かがやき・つなぐ」北陸・信州留学生就職促進プログラム
コンソーシアム総会・シンポジウムに参画しました

石川県
行政書士会
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　１１月２５日、水戸京成ホテルにて、昨年施行された民法改正に携わった法務省民事局より講師をお招きし、
改正民法に関する特別講演会を開催しました。
　本会会長の國井豊からの挨拶に始まり、講演の第一部では、同局付の秋田純氏により、「債権法の改正、
時効の消滅や法定利率に関する見直し」等、第二部では、同局付の小川貴裕氏により、「相続法改正、配偶
者の居住権や遺言」等について各々御講演をいただきました。御両名とも判事補の御経歴を持ち、詳細にわ
たり丁寧でわかりやすいお話しでした。
　その後、本会の顧問で衆議院議員唯一の特定行政書士で
あり、かつ法改正の立役者のお一人でもある田所嘉德議員
から、「時代の変化に応じた、民法改正の意味するところ」
と題し、その成立過程はもとより、民事執行法や会社法改
正についても幅広く御講演いただきました。
　当日は、本会会員のほか、県内の他士業者や茨城県、市
町村の職員など約１５０人が出席し、盛会な講演会となり、日
常業務に最も密接な関係にある民法への知見を深めること
ができました。

民法の一部を改正する法律の施行に合わせ、法務省
担当者による「改正民法特別講演会」を開催

茨城県
行政書士会

司法研修実施のお知らせ愛知県
行政書士会

　日行連が目指す司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の担保として、必要な法律知識と業務能力を身
に付けていただくため、平成１７年度から日行連と名城大学との合意により、名城大学大学院法学研究科科目
履修を開講し、人材育成を目指しています。
　令和２年度は、民法Ⅱと民事手続法Ⅰを開講いたします。単位修得が可能である上、業務に活用でき得る
ような講義を開講いたしますので、是非受講されますよう御案内申し上げます。
　詳細については、愛知会へお問い合わせください。

　《実施要項》
　履修科目：①民法Ⅱ（債権総論）　②民事手続法Ⅰ（民事訴訟法）
出願資格：修了年限４年以上の大学を卒業した行政書士会員、または行政書士経験３年以上の行政書士

会員（この場合は日行連の推薦状が必要）
　会　　場：名城大学（天白キャンパス）
　諸 費 用：１）入学検定料：１７，５００円　または　継続検定料：１０，０００円
　　　　　　２）学　費：１科目（２単位）で５７，２００円
　　　　　　　　 　　　 ２科目の場合は１１４，４００円
　開講時間：土曜日の２時限～４時限（各科目１５時限で２単位）
　　　　　　２時限　１０：５０～１２：２０、３時限　１３：１０～１４：４０
　　　　　　４時限　１４：５０～１６：２０
　開 講 日：①民　　　法Ⅱ：４月２５日、５月１６日、３０日、６月１３日、２７日
　　　　　　②民事手続法Ⅰ：５月９日、６月６日、２０日、７月４日、１８日
　申込方法：愛知会へお問い合わせください（TEL：０５２－９３１－４０６８）
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　　新規　に申請取次業務を行うことを希望される方へ

「行政書士申請取次事務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会

開催地：東京

【申込手続に関する照会先】全行団　行政書士申請取次関係研修会受付係　受付照会 TEL 03−6450−1622

私は、開催概要及び留意事項について承諾し、下記研修会に申し込みます。
2020.3.23（月）開催　行政書士申請取次事務研修会（於：シェーンバッハ・サボー）

ＴＥＬ下欄には、行政書士証票のとおりに記入（括弧表示がある場合はそれも記入）

（　　　　　　　　　）

ふりがな
受講者氏名

ＦＡＸ

登録番号

〒
事務所住所

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票

お申込先　FAX【03−6756−9885】※2月25日（火）9時受付開始

留意事項
○　御記入いただいた個人情報は、本研修の実施並びに各単位会における取次行政書士の管理のほかには利用いたしません。
○〈本「事務研修会」は新規向けの研修です〉更新向けの「実務研修会」とは異なりますのでお申込みには十分御注意ください。
○〈持参品〉受講票及び行政書士証票とともに筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）を必ず御持参ください。
○〈修了証書〉効果測定の結果は、研修会後２週間程度で通知いたします。基準に到達された方には、修了証書を同封します
（本研修会の修了証書は交付の日から１年を経過すると失効しますので、御注意ください）。なお、修了証書の氏名につい
ては、行政書士証票に記載されている氏名で発行いたします。

○〈刑事処分、知事による処分、単位会による処分等を受けている場合〉新規又は更新の申出後、受付ができない場合があり
ますので御所属の単位会にお問合せください。

○〈ホームページでの情報掲載〉効果測定に係る事前予習用参考資料等、申請取次関係研修に関する各種情報を次の場所に掲
載しています。

　　【 掲載場所：会員専用サイト「連con」＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ 】

わが国の出入国管理制度と入国・在留資格審査における取扱い
等に関する理解を深め、事務手続能力の修得を目指します。

趣趣　　旨旨

新規に申請取次業務を行うことを希望する行政書士
※行政書士証票の交付後に、御自身の登録番号を確認の上、お申込み
ください。

対対　　象象

2020年3月23日（月）10時30分～17時（受付開始10時）
※１０時３０分の開講までに必ず御来場ください。遅刻・早退など受講の
状況により修了証書を交付できない場合がありますので、御注意く
ださい。

日日　　時時

シェーンバッハ・サボー（砂防会館別館）
（東京都千代田区平河町2－7－4）

会会　　場場

2020年2月25日（火）9時～3月3日（火）17時　厳守
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、受付いたしかねます。

受付期受付期間間

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6756－9885】
宛てにお申込みください（右図＜受講申込の手順＞を御参照く
ださい）。なお定員に達した場合、先着順での受付とさせてい
ただきます。
※２営業日以内に返信FAXが届かない場合に限りお問合せください。

申込方申込方法法

30,000円（消費税込）
※払込期限までに御入金がない場合は申込辞退として取り扱われます
ので御注意ください。
※一度納入された受講料は、災害等により研修会が中止となった場合
を除き返金しません。

受 講受 講 料料

当日、理解度を確認する効果測定を実施いたします。
※効果測定の結果、基準に到達せず「入管業務を適正に行う知識を著
しく欠く者」と判定された場合、修了証書は交付されません。予め
御承知おきください。

効果測効果測定定
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登録委員会
【登録審査】

１　審査件数（８７件）

２　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（火（火））

正副会長会
【協議事項】

１　常任理事会の合議事項等について

２　令和２年賀詞交歓会におけるスロー

ガンの掲示について

３　その他

常任理事会（～５日）
【合議事項】

１　日本行政書士会連合会大規模災害等

の対策に関する規則（案）について

２　行テラスの名称凍結について

３　改正行政書士法成立に関する会長談

話について

４　許認可業務部専門員の登用について

５　後援名義使用の許可について

６　その他

４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（水（水））

国際・企業経営業務部会（～６日）
【協議事項】

１　各部門における令和元年度事業の経

過報告について

２　次年度事業計画（案）について

３　その他

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（木（木））

国際・企業経営業務部
知的財産部門会議
【協議事項】

１　JRRCとの連携に係る協議について

２　著作権教育伝導師の公募について

３　その他

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（金（金））

行政書士制度調査室会議
【協議事項】

１　改正行政書士法の成立と「条解行政

書士法」第一分冊の改訂について

２　外国人政策への提言について

３　単位会へのパブコメ対応等の調査ア

ンケート結果について

４　行テラスについて

５　その他

法規監察部会（～１０日）
【協議事項】

１　行政書士法改正に係る対応について

２　照会案件等について

３　監察案件等について

４　その他

許認可業務部会（～１０日）
【協議事項】

１　令和元年度事業の進捗状況について

２　その他

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（月（月））
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2019.12/Dec

許認可業務部建設・環境部門会議
【協議事項】

１　建設業許可申請の簡素化・電子化へ

の対応について

２　国交省・ワイズとの意見交換会につ

いて

３　パブリックコメントへの対応について

４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（火（火））

法務業務部会（～１２日）
【協議事項】

１　令和元年度事業の進捗状況について

２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（水（水））

経理部会（～１３日）
【協議事項】

１　経理部事業におけるBCP対策につ

いて

２　災害助成基金積立預金の要件変更に

ついて

３　特定資産の運用について

４　行政書士制度７０周年記念事業について

５　新年度予算策定関係について

６　その他

総務部会（～１３日）
【協議事項】

１　照会案件の対応について

２　行政書士法人の手引の改訂について

３　行政書士制度７０周年事業について

４　BCP策定に係る対応について

５　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））

広報部会（～１３日）
【協議事項】

１　次年度行政書士制度PRポスターに

ついて

２　行政書士制度７０周年記念事業について

３　行政書士記念日事業について

４　「月刊日本行政」関連事項について

５　ホームページ関連事項について

６　行政書士活用ガイドの改訂について

７　駅広告の掲載について

８　その他

申請取次実務研修会（東京）
受講者（５５７名）

行政書士制度あり方検討委員会
（～１７日）
【協議事項】

１　「行政書士制度の中長期ビジョン」

等に関する諮問について

２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（月（月））

登録委員会（～１８日）
【登録審査】

１　審査件数（１０２名）

２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

正副会長会
【合議事項】

１　常任理事会の合議事項等について

２　令和２年新年賀詞交歓会の役割につ

いて

３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（木（木））
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常任理事会
【合議事項】

１　理事会の議案等について

２　専門員の登用について

３　建設業許可の簡素化・電子申請化に

関する提言書について

４　その他

中央研修所運営会議
１　VOD研修関連事項について

２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（金（金））

規制改革委員会（～２４日）
【協議事項】

１　規制改革に係る政策研究大学院大学

福井教授のご講演及び意見交換

２　規制改革ホットラインへの対応確認

について

３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（月（月））

改正行政書士法対応委員会
【協議事項】

１　特定行政書士法定研修の実施形態に

ついて

２　特定行政書士制度のイメージ戦略策

定について

３　その他

許認可業務部
農地・土地利用部門会議
【協議事項】

１　VOD研修の収録について

２　「月刊日本行政」への寄稿について

３　今後の農林水産省との協議テーマに

ついて

４　今後の予定について

５　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（火（火））
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会員の皆様へ
職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関するお願い

　行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位の保持に努めなければなりま
せん。
　特に職務上請求書の使用にあたっては、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、行政書士等の資格
者が職務上必要ある場合に限り行使できることとされており、限られた資格者にのみ認められた国民利
便のための制度であるため、個人情報保護、人権の擁護などの観点からも高い倫理意識に基づいた厳正
な取扱いが求められ、職務上請求書の偽造、不正使用、人権侵害のおそれがある戸籍等の取得は決して
許されることではありません。
　会員各位におかれましては、「戸籍法」、「住民基本台帳法」、「行政書士法」、本会の「職務上請求書の
適正な使用及び取扱いに関する規則」等の趣旨を十分に理解され、適正な使用及び厳格な取扱いに努め
ていただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
　なお、職務上請求書の払出し方法については、各単位会で運用が異なりますので、所属単位会の関係
規則等を御確認願います。

日本赤十字社より遺贈・相続財産寄付の御案内

　日本赤十字社は、「人間のいのちと健康、尊厳を
守るため、苦しんでいる人を救いたい」と願う多
くの方々に支えられ、これまで１４０年以上の活動
を行ってきました。直近においては、東日本大震
災や熊本地震、令和元年の台風１９号などの災害救
護等を行いました。
　災害時の医療チーム派遣のみならず、いつ発生
するか分からない災害に備える防災教育など地域
に根差した活動を行っています。この活動を支援
するため、各都道府県支部を選択して遺贈するこ
ともできます。

　遺言書を作成する時の相談先として専門家をご紹介するページに行政書士を掲載した「遺贈・相続財
産寄付ご案内パンフレット」を作成しました。遺言について相談を受ける中で、依頼者が遺贈を希望す
る場合があるかと思います。遺贈先の選択肢の一つとして日本赤十字社を御案内くだされば幸いです。
御相談・同パンフレットの資料請求は以下まで御連絡ください。

東京都港区芝大門１－１－３
遺贈・相続財産寄付ご相談窓口
TEL：０３－３４３７－７０８２
またはお近くの都道府県支部にお問い合わせください。

　　　　　www.jrc.or.jp

赤十字でつなぐ、わたしの思い

東日本大震災（２０１１年）：拠り所となった石巻赤十字病院で　
子どもにミルクをあげる日赤助産師
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　また、複数の委員から、体制整備の取組を推進す
る上では、市町村だけでなく都道府県の役割が重要
である旨のご意見がありました。
　厚生労働省では、今後、都道府県担当者研修（令
和２年１月１６日開催予定）や各地域における説明会・
セミナー等の機会を通じて、都道府県との連携を一
層強化していくとともに、都道府県による市町村に
おける体制整備を推進するための予算の確保に努め
るとしています。
　また、この会議では、①地域の特性に応じた多様
な主体（法テラス、弁護士、司法書士、社会福祉士
以外の士業団体、消費生活センター等）との連携、
②地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の
構築における中核機関の位置付け、③市区町村長申
立を適切に実施していくための方策、④日常生活自
立支援事業と成年後見制度との連携についても議論
が行われました。
　成年後見制度では、弁護士、司法書士、社会福祉
士の三士会の取り組みが進んでいる中で、今後、コ
スモスとしては、日本行政書士会連合会や各都道府
県行政書士会と連携して、｢①地域の特性に応じた
多様な主体（法テラス、弁護士、司法書士、社会福
祉士以外の士業団体、消費生活センター等）｣の中に、
いかにして参画できるかがポイントとなります。
　第１回目の中間検証WGでは、とりわけ、新井誠
委員からは、｢三士会（弁護士会、司法書士会、社会
福祉士会）以外の職能団体があるので、最高裁と三
士会の皆様におかれては、もう少し成年後見を担う
立場にふさわしい言葉遣いをぜひお願いしたい。｣
との発言がありました。
　この発言を、私たちは、行政書士会等に対する配
慮とも叱咤激励と受け止め、コスモスとして、各会
員個人はより研鑽を深めることが重要であり、組織
としては地域の特性に応じた多様な主体との連携構
築に努め、地域連携ネットワークの協議会や中核機

成年後見制度利用促進における国の動き

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター　
理事　原　田　裕　仁

　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
（以下、｢コスモス｣という。）は、より社会に貢献で
きる｢士業｣を目指し、平成２２年８月に、全国の行政
書士のうち、成年後見に関する十分な知識・経験を
有する者を正会員として、日本行政書士会連合会に
より設立された法人です。
　成年後見制度は、判断能力が不十分な方々に成年
後見人等を選任することによって、その意思を尊重
し尊厳をもって、本人の権利行使や意思実現を支援
する権利擁護の制度です。
　しかし、成年後見制度はこれらの人たちを支える
重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されて
いません。
　そこで国では、この制度を①全国どこに住んでい
ても、誰でも利用できるようにすること、②「財産
管理偏重型」を反省し、「寄り添い型」へ転換し、
よりメリットを感じながら利用してもらうことを目
的として、平成２９年３月２４日に成年後見制度利用促
進基本計画を策定し、平成３０年４月より厚生労働省
に成年後見制度利用促進室が設置され、成年後見制
度利用促進基本計画に基づき、この施策を総合的か
つ計画的に推進しています。
　これに伴い実施された第５回利用促進委員会での
最高裁判所事務総局家庭局長の発言や、衆議院内閣
委員会の委員会委員（議員）からの質問に対する内
閣府担当室長が答弁から、｢行政書士は、成年後見制
度の専門職｣と位置づけられています。
　令和元年度においては、５年計画である成年後見
制度利用促進基本計画の中間年度に当たるため、成
年後見制度利用促進専門家会議を設置して、各施策
の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行
うこととされています。今年度は、この専門家会議
に中間検証WG（ワーキング・グループ）を置いて、基
本計画のテーマごとにWGを４回開催し、専門家会
議においても審議した上、中間検証をとりまとめる
予定としています。
　令和元年１０月９日に実施された第１回目の中間検
証WGでは、「市町村計画の策定、地域連携ネットワ
ークづくり（中核機関の整備推進など）」をテーマ
とされ、厚生労働省からは、本年７月１日時点にお
ける中核機関及び市町村計画策定等の取組に関する
調査結果が公表されました。
　こうした調査結果や、基本計画に係る成果目標で
は、全国すべての市区町村における体制整備が求め
られていることを踏まえ、今後一層、取組の推進に
向けた施策を実施していく必要があることが確認さ
れています。

Ｒ１.７.１Ｈ３０.１０.１調　査　項　目
　（市町村数　１,７１８）

１３９７９中核機関・整備済み
４３４４１３権利擁護センター等整備済み
４１９３１７中核機関整備予定時期を明示
１４０７９協議会設置済み
１２７６０市町村計画・策定済み

厚生労働省「中核機関及び市町村計画策定等の取組状況調査
結果」を元に作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000555322.pdf

ココココココココココココココココココココススススススススススススススススススススモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモススススススススススススススススススススIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffoooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooコスモスInformationnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn　　
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　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
は，令和元年１２月１０日開催の理事会において，定款
施行規則を改正し，新たに「法規委員会」を設けま
した。法規委員会は，これまで総務・財務委員会が
担ってきた定款及び諸規定の整備，運用等に関する
事項を所管いたします。
　私達の活動の根拠である定款、その他の諸規定は
時宜において改定し、あるいは必要な規定を新設す
るなどの対応をしてきました。設立から１０期という
節目を迎えた今期、専門職である行政書士を正会員
として構成される団体として会員数、受任件数の増
加に備え、これまで以上に国民の権利利益に資する
活動を行うためには、規定の整備、運用を全般的に
担う部署は不可欠となります。今後の活動に御期待
下さい。
　委員は次の通り決定いたしました。
　　法規委員会
　　　委員長　吉川　明宏（愛知県支部）
　　　委　員　木原早智子（大阪府支部）
　　　委　員　宿利　龍徳（宮城県支部）
　　　委　員　飯田　弘樹（神奈川県支部）
　　　委　員　泉井　亮太（大阪府支部）
　また，日本行政書士会連合会と当法人が連携しな
がら，成年後見制度利用促進基本計画にかかる地域
連携ネットワークまたは中核機関への参画対応を行
うための特別委員会として，「成年後見制度利用促
進特別委員会」を設置することとなりました。当該
委員会は，（１）成年後見制度利用促進基本計画に係
る調査・研究・情報収集を行うとともに，（２）地
域連携ネットワークおよび中核機関の設置状況を調
査し，（３）各支部，各単位会にこれらの状況につ

いて情報提供を行うのみならず，（４）各支部の地域
連携ネットワークおよび中核機関への参入を支援す
る活動等を行います。
　　成年後見制度利用促進特別委員会
　　　委員長　曽根　寧之（高知県）
　　　委　員　宿利　龍徳（宮城県）
　　　委　員　柿崎　　崇（秋田県）
　　　委　員　竹田智恵子（埼玉県）
　　　委　員　平松　里香（愛知県）
　　　委　員　衣川　道治（京都府）
　　　委　員　上津原雄一（福岡県）
　これらの委員会の設置を一つの契機として当法人
の活動を促進し国民の期待に応えて参ります。今般
の委員会設置により当法人の組織は図の通りとなり
ました。

社員総会
理事会決議機関

理事長
業務執行理事執行機関

調整会議調整機関
監事監査機関
任意後見調査委員会
業務管理委員会
綱紀委員会
総務・財務委員会
広報委員会
研修・相談委員会
法規委員会

常設委員会

成年後見制度利用促進特別委員会特別委員会
全国４２支部支部

臆

俺

牡

卸

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

入会を希望する行政書士会員の皆様へ 
　全国約４８,０００名いる行政書士のうち、コスモスとしては少なくとも４,０００名の会員を目指したいと考
えております。コスモスに未加入で後見活動を行っている会員の方も多くいらっしゃるかと思います
が、コスモスの活動に御理解いただき、加入を御検討くださるようお願いいたします。
　コスモスに入会するためには、各支部で年１、２回開催する入会前研修（３０時間）を受講し、考査
に合格する必要があります。また、入会を希望される方は、次の事項について改めて御確認ください。
・コスモスは社会貢献を実施する団体であり、業務の斡旋を目的としていません。
・入会金１０,０００円、年会費２４,０００円を御負担していただきます。
・成年後見賠償責任保証制度に加入する必要があります。（年５,８１０円）
・入会後も２年に１度、更新研修（８～１０時間）を受講する必要があります。
・後見業務について、コスモスへ年に４回報告する義務が発生します。
　入会研修の実施時期については、各支部までお問い合わせください。なお、残念ながら、コスモス
支部が設置されていない単位会の会員は現時点では入会できません。
　また、コスモスを支援していただける賛助会員を行政書士、単位会を問わず募集しております。ご
関心がありましたら、お近くの支部へお問い合わせください。

TOPIC

関の構成員の一員となり、全国どの地域に住んでい
ても必要な人が成年後見制度を利用できる体制構築
実現のために、今後、より一層、日本行政書士会連

合会や各都道府県行政書士会と連携した活動が重要
であると思われます。



御協力のお願い
～日本行政を正確・迅速にお届けするために～

【広報部】
　広報部長　前田　　望
　次　　長　西村　　誠
　部　　員　森　　伸二
　　　　　　小林八重子
　　　　　　池垣真理子

発　行　人　常住　豊
発　行　所　日本行政書士会連合会

〒105－0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
虎ノ門タワーズオフィス10階
TEL 03－6435－7330　FAX 03－6435－7331

製作・印刷　三陽メディア株式会社

月刊日本行政２月号

第５６７号

令和２年１月２５日発行

2020.2　No.56752

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

◦お届け先に事務所名の表示しかなく、会員
氏名が表示されていないため返送されてく
る事例が多々あります。事務所の入口に会
員氏名を明確に表示されるか、最寄りの郵
便局に事務所内の御本人宛に送付してもら
えるよう届け出を行ってください。
◦事務所所在地に変更があった場合は、速や
かに所属単位会にお届け願います。また、
最寄りの郵便局への転送依頼届けもお忘れ
なく。

　広報部では日本行政が返送されてきた場合、
所属単位会に宛名の調査の依頼を行うととも
に、それが確認されるまで以降の発送を停止
いたします。

◦発送停止の解除は、所属単位会に依頼した
宛名調査の結果に加え、事務所所在地の変
更があった場合には、所属単位会を通じ日
行連登録委員会に提出される当該会員の変
更登録申請の処理手続の結果により行いま
す。

　事務所所在地に変更がないのに日本行政が
届かなくなった場合は、お早めに日行連事務
局までお問合せください。

◦発送停止期間中のバックナンバーを希望さ
れる場合、在庫管理上、直近発行号を含み最
長６か月までとさせていただきますので、
あらかじめ御了承願います。

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

　梅の便りが聞こえる頃になりまし
た。新年度に向けて行政書士会としても想いをは
せる時期となりました。
　改正建設業法を始めとする担い手三法が本年１０
月に施行されます。これまでの手続重視だった時
代から、法令順守のアドバイザーとしての行政書
士という新たな役割が出てきました。我々行政書
士もこれまでの業務手続から変化させていかなけ
ればならない時期に来ています。
　入管法の改正に伴い特定技能という資格で建設
業界に外国人が参入してきます。建設業手続を専
門とするものと入管関係を専門とするものが意見
交換し切磋琢磨することが求められます。専門業
務にとらわれることなく、我々行政書士もONE 
TEAMになるべく今後の業務に取り組んでいく必
要があります。
　いよいよ今年は５６年ぶりに東京で２回目のオリ
ンピックが開催されます。昨年のラグビーブーム
をきっかけに世界中に配信された日本の謙虚な精
神と礼儀をアピールできるよう、行政書士として
高い品位を保持していきたいものです。

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（前田）

会員の動き
◆登録者数（令和元年１２月末日現在）

４８,８６７名合 計　 　
7,080名女41,787名男内 訳　 　
6,554名女40,125名男・個人事務所開業
239名女1,154名男・行政書士法人社員
287名女508名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和元年１２月中の処理件数）
１６２名新規登録　合　計
34名女128名男　　　　　内　訳
１８０名登録抹消　合　計
14名女166名男　　　　　内　訳

150名　　　　　・廃　業
30名　　　　　・死　亡
0名　　　　　・その他

◆法人会員（令和元年１２月末日現在）
８８７法 人 事 務 所 数
544・主たる事務所数（行政書士法人数）
343・従たる事務所数

◆特定行政書士数（令和元年１２月末日現在）
701名女3,414名男　　　　　内　訳


