
この冊子は、
助成を受け作成されたものです。

の社会貢献広報事業として

122017  DEC

MONTHLY541No.

日本行政書士会連合会
平成29年11月25日発行  第541号  毎月1回25日発行

EYES

攻めと守り
特集

平成２８年入管法改正
～在留資格「介護」の概要（活動内容、要件）～



日本行政書士会連合会 ● Eメール  nichigyoren@gyosei.or.jp ● ホームページ  https://www.gyosei.or.jp/

通刊541号 2017 DEC

12月号

日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所
＜対面相談・電話相談（予約制）＞
電話番号：0800－800－3200（フリーダイヤル、予約専用）
相談時間：10:00～16:00（土日・祝祭日・年末年始休業）
所 在 地：福島県郡山市方八町2－13－9 光建ビル５階

■

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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会員の皆様を始め、各都道府県行政書士会や
国民の皆様に対してお伝えしたいことを
順次掲載してまいります。

会員の皆様を始め、各都道府県行政書士会や
国民の皆様に対してお伝えしたいことを
順次掲載してまいります。

会員の皆様を始め、各都道府県行政書士会や
国民の皆様に対してお伝えしたいことを
順次掲載してまいります。

遠田和夫
の

眼攻めと守り攻めと守り攻めと守り

　何事も、攻めるだけでは足元が揺らぎ、守るだけでは発展がありません。事業経営でもスポーツでも、攻
めと守りのバランスが重要です。
　私たちの行政書士制度にとって、攻めることとは、守ることとは何でしょうか。改めて、行政書士制度が
「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資すること」を目的としていることを
踏まえ、述べたいと思います。

（１）攻めの視点 ～行政書士制度の社会的な評価の向上を目指して～
　行政書士制度にとって「攻める」ことは、制度目的の達成に向けて、行政の円滑化や国民利便の向上に関
する社会的でタイムリーな問題・課題を解決する役割を担い続けることであると思います。常に数多くある
問題に広く対応していますが、昨今、特に重点的に取り組んでいることとして、所有者不明土地の問題、空
き家の問題があります。

　所有者不明土地の問題に関しては、政府の「骨太の方針」で対策法案の提出方針が盛り込まれ、集中的な
取組がなされています。これまで政府与党や国交省を始めとした関係省庁に加え、民間プラットフォームの
果たしてきた役割も非常に大きいと思います。
　日行連も、所有者不明土地問題研究会（増田寛也元総務大臣が座長）には専門家（関係士業）委員として、
所有者不明土地研究会（公益社団法人日本不動産学会、公益社団法人都市住宅学会、資産評価政策学会合同）
にはオブザーバーとして、それぞれ毎回出席し、行政書士の立場から実態を説明するとともに意見を表明し
ています。所有者不明土地問題研究会は、所有者不明土地が２０１６年時点で九州ほどの広さがあり、何も対策
を講じなければ、２０４０年には北海道の約９割の広さに達するとの推計を発表しています。喫緊の問題である
ことを私たち行政書士も改めて認識し、単位会も含め一丸となって、国や都道府県はもとより、市区町村レ
ベルの自治体としっかり連携して取り組んでまいります。
　所有者不明土地問題と密接に関連する空き家問題に関しては、日行連は地方公共団体が正会員となってい
る空き家対策推進協議会の協力会員となり、行政書士の活用を申し述べています。各単位会における取組に
ついてもアンケートを実施しましたが、自治体と良い関係を築いて着々と実績をあげている会が増えてきま
した。今後も情報収集・共有し、全体の底上げを図っていきたいと思います。また、１０月２５日に「住宅確保
要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」（改正住宅セーフティネット
法）が施行されました。日行連ホームページに会長声明として発信しましたが、新たに賃貸住宅の登録、居
住支援法人の指定申請、これらに伴う補助金申請などが創設されましたので、個々の行政書士が業務として
も取り組むことができる場面が増えてきています。
　他にも多くの諸問題に取り組んでいますが、今そして将来を見越して、行政の円滑化や国民利便の向上に
関わる社会問題に積極的に取り組み、その延長線上にある業務の拡大を図っていくことが、「攻め」の制度
推進につながるものと考えています。 
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（２）守りの視点 ～法令遵守と既存業務の深化～
　一方、「攻め」の姿勢を打ち出し、維持するためには、「守り」もしっかりと固めなければなりません。
　まずは自身のコンプライアンス、法令遵守の徹底を図る必要があります。
　行政書士が関与した業法違反や弁護士法等の士業法違反などが、時折報道されています。また、都道府県
知事による懲戒処分についても、毎年度１０件程度の数であったものが、平成２８年度は１７件と増加しています。
　これらはごく一部の行政書士による不祥事ではありますが、国民の皆様全体の行政書士制度に対する信頼
を失墜させることにつながってしまいます。
　特に、「身近な街の法律家」である私たちは、弁護士法を始めとする各士業法について、当然にこれを遵
守しなければなりません。さらに、法令遵守はもちろんのこと、それぞれの士業の専門性を尊重し、業務範
囲を踏まえて士業間が連携して案件に当たることが、国民の利便と行政の円滑な実施に寄与するのだと思い
ます。日行連としても、引き続き各単位会と連携し、コンプライアンスの徹底に関する措置を講じてまいり
たいと思います。

　反面、行政書士の業務範囲に影響する、明確な意思を持った動きに対しては、毅然とした対応をしなけれ
ばなりません。
　行政書士法にはその制度の目的があり、その目的を達成するための必要性から行政書士にのみ認められて
いる業務が存在しています。これは他の士業法においても同じです。
　本誌にも何度か書いてきましたが、例えば日本司法書士会連合会は、平成２３年の臨時総会で司法書士法改
正大綱を承認し、以後、見直しが行われつつ、法改正の推進活動が行われています。その改正要望の一つに、
現行の「目的規定」を廃止し、「使命」規定を新設するというものがあります。現行の司法書士法においては、
その第１条に法の目的として「この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登
記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを
目的とする。」とありますが、改正大綱によればこれを廃止し「登記、供託及び訴訟等に関する法律事務の

釈 若錫錫錫錫
専門家として、国民の権利の擁護と公正な社会の実現を図ることを使命とする。」（波線は筆者が付加）を新
釈 若錫錫 釈 若錫錫錫錫 釈 若錫錫錫錫錫錫錫
設する改正をしようとするもののようです。一見、目的規定を使命規定に置き換えただけとみる節もあるか
もしれませんが、これは行政書士法、弁護士法との関係において、大きな問題があると考えられます。司法
書士は従来、登記又は供託に関する手続の代理のほか、法務局、地方法務局、裁判所に提出する書類の作成
や簡裁訴訟代理などが業務とされてきましたが、波線部から、「等」の文字をもってそれを拡張し、法律事
務の専門家として権利擁護等と称して、業務範囲の拡大を図ろうとする思惑が読み取れるとの声があがって
います。同じく改正大綱で挙げられていて、日行連が従来強く反対を表明している「「法律関係書類を作成す
ること」を新設すること」については直接的な表現こそされていませんが、弁護士法に定める「法律事務」
はもとより、行政書士法に定める「権利義務または事実証明に関する書類の作成」の業務への影響が懸念さ
れるものであり、その点がクリアされない限り、日行連としては容認できないものです。
　今後も多方面の動向を注視しつつ、適切な対応を図ってまいりたいと思います。

　他方、現在、行政書士の業務として中心的な存在となっている分野（建設業許可関係や農地法関係、産廃
許可関係、開発許可・都市計画関係などの官公署へ提出する書類の作成業務、また、契約書や相続・遺言、
会社設立に関連する書類の作成などの権利義務・事実証明に関する書類の作成業務）について、その専門家
として業務を深化させ、より一層国民の皆様や地域行政の力になれるよう、努力を続けることも重要です。
　法令で「行政書士のみに認められた業務」であればなおさら、その立ち位置に甘んずることなく、業務に
真摯に向き合い、研鑽を積むことが大切だと思います。国民の皆様や地域行政からより信頼を得られるよう、
これまで以上に、個々の行政書士はもとより、行政書士業界全体で業務の研鑽に取り組んでまいる考えです。
　派手ではなく革新的なアイデアでもありませんが、着実に業務の深化を図り、「行政書士は身近で頼れる存
在である。」との認識を強く持っていただく流れを作ることこそが、非行政書士の排除にもなり、行政書士
制度を守り、発展させることにつながるのだと思います。

　社会の流れはいつの時代もダイナミックです。その中にあって、しっかりと根を張りながら枝葉を伸ばし
た木が将来の大樹に育つのと同じく、攻めと守りの双方を意識して行政書士制度の発展につなげてまいります。
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　平成２８年１１月１８日、第１９２回臨時国会において、

「出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」とい

う）の一部を改正する法律」（平成２８年法律第８８号）

が成立し、同月２８日、公布されました。本法律では、

偽装滞在者対策を強化するため、罰則の整備、在留

資格取消事由の拡充等の措置が講じられたほか、介

護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介

護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格「介

護」が創設されました。偽装滞在者対策を強化する

ための措置は、平成２９年１月１日から、在留資格「介

護」の創設に係る規定も、同年９月１日から既に施

行されています。

２２．．在留資格「介護」の活動内在留資格「介護」の活動内容容 

　在留資格「介護」の活動内容は、「本邦の公私の

機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する

者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活

動」と入管法別表第一に規定されていることから、

以下の２つの活動をその内容としていることが分か

ります。

①介護に従事する活動

②介護の指導を行う業務に従事する活動

　すなわち、在留資格「介護」では、①要介護者に

つき、食事、入浴、排せつなどの身体的介護を含め、

介護全般に従事する活動及び②要介護者やその者を

介護する者に対する指導を行う活動が想定されてい

ます。ここで注意が必要なのは、たしかに在留資格

「介護」では、要介護者につき、食事、入浴、排せ

つなどの身体的介護そのものに従事することは可能

ですが、その活動が専門的知識及び技術に基づくも

のであることが必要とされていることです。

　従来も大学や専門学校で介護を専攻した者がこの

ような活動に従事する場合は、介護学の分野に属す

る知識を必要とする業務に従事する活動として、在

留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する余

地はありました。特に、②の活動は、在留資格「技

術・人文知識・国際業務」の該当性を肯定すること

は十分可能です。しかし、たとえ専門的知識及び技

術に基づくものであるとしても、身体的介護に従事

する活動が在留資格「技術・人文知識・国際業務」

の該当性を有するか否か疑義がありました。在留資

格「介護」の新設により、身体的介護を含めて介護

に従事する活動が、専門的知識及び技術に基づくも

のとして位置付けられたことに今回の改正の意義が

あります。

３３．．在留資格「介護」の要在留資格「介護」の要件件 

　在留資格「介護」の要件は以下のとおりです。①

と②は、入管法上の要件（在留資格該当性の問題）

で、③と④は、法務省令上の要件（上陸許可基準適

合性の問題）です。 

平成２８年入管法改平成２８年入管法改正正
～在留資格「介護」の概要（活動内容、要～在留資格「介護」の概要（活動内容、要件件））～～

＜国際・企業経営業務部 国際部門＞

● スペシャルリポート　国際・企業経営業務部 国際部門

①介護福祉士の資格を有する者であること（入管
法上の要件）。
②本邦の公私の機関との契約に基づいて介護又は
介護の指導を行う業務に従事する活動を行おう
とするものであること（入管法上の要件）。
③介護福祉士養成施設において介護福祉士として
必要な知識及び技能を修得したこと（法務省令
上の要件）。
④日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以
上の報酬を受けること（法務省令上の要件）。
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　①の「介護福祉士資格」を取得するには、次の３

つの方法があります。すなわち、（ア）介護福祉士養

成施設に指定されている専門学校等において必要な

知識及び技能を修得した後に、国家資格に合格して

資格を取得する方法、（イ）一定以上の介護等の業務

に関する実務経験及び研修を経た後に、国家試験に

合格して資格を取得する方法、（ウ）福祉系高校にお

いて必要な知識及び技能を修得した後に、国家試験

に合格して資格を取得する方法の３つです。しかし、

在留資格「介護」においては、（ア）の方法によっ

て介護福祉士資格を取得した者のみが対象となりま

す。この点、従来、介護福祉士養成施設を卒業した

者は、介護福祉士になるために介護福祉士国家試験

に合格することは不要でした。しかし、社会福祉士

法及び介護福祉士法の改正により、平成２９年度から、

介護福祉士養成施設を卒業した者も介護福祉士国家

試験に合格することが必要となりました。もっとも、

平成３３年度までの卒業者については、卒業後５年間

の経過措置が設けられています。

　③の「介護福祉士養成施設」とは、介護福祉士と

して必要な知識及び技能を修得するための施設で、

平成２９年１０月１日現在、全国４８７の大学、短期大学、

専門学校等が厚生労働省によって指定されています。

● スペシャルリポート　国際・企業経営業務部 国際部門

※入国管理局HPから抜粋
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　９月２２日（金）、日行連と北海道地方協議会との連絡会
が開催されました。
　日行連からは遠田会長と荒岡副会長、北海道地協から
は、宮元北海道会会長を始め、菊地・小林・大沼・榎又
各副会長ほか、部長、監事の方々計１１名が出席しました。
野口北海道会総務部長の司会の下、午後３時に開会し、
冒頭、宮元北海道会会長、遠田会長から挨拶がなされ、
続いて出席者の自己紹介が行われた後、各議題についての協議に入りました。
　前半では、遠田会長から日行連における当面の諸課題、事業について説明がなされ、その後、意見交換が
行われました。後半は北海道地協からの意見・要望事項（「特定行政書士制度の今後の展望と取得会員のフォ
ローについて」、「行政書士法改正項目について」、「司法書士が権利義務・事実証明に関する書類を作成可能
とする法改正について」、「新入会員の育成について」、「行政書士電子証明書G－IDの活用できる業務の拡大・
取得率アップについて」）について、北海道会から項目ごとの説明や会としての取組事例についての紹介が
あった後、日行連から各々への対応状況や課題点、将来に向けた方向性等についての考え方が示されました。
　連絡会は、活発な中にも和やかな雰囲気で終始し、午後５時、定刻どおり閉会しました。
　その後の懇親会では、行政書士制度の未来像についての熱い思いが語り合われる等、「北の大地」で、夢
や希望に思いを馳せる有意義で貴重な機会となりました。

日行連と北海道地方協議会との連絡会を開日行連と北海道地方協議会との連絡会を開催催
開開 催催 日日　平成２９年９月２２日（金）

場場　　所所　北海道札幌市「センチュリーロイヤルホテル」

出出 席席 者者　遠田会長、荒岡副会長

北海道会　常任理事　長谷川　征輝

　日行連と北海道地協との連絡会に参加し、日行連の現状、北海道会から日行連に対しての要望事項等
について、意見交換をいたしました。連絡会後の懇親会も含めて、遠田会長、荒岡副会長から多くのお
話を聞かせていただき、日行連、ひいては全国の行政書士会員のために様々な想い、アイディア、計画
をお持ちだということが、実際に顔を合わせることで、よく認識することができました。
　また、北海道会として日行連に積極的に協力し、時にはリードして支えられるよう、単位会の立場に
ついても、改めて考えることができた有意義な連絡会となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道会　常任理事　北村　資暁

　日行連と北海道地協との連絡会に初めて参加しました。次第に従って、時には和やかに、時には真剣
な話合いが約２時間にわたって行われました。
　印象に残りましたのは、舌鋒鋭くよどみない遠田会長の総括的な冒頭の御挨拶です。会務に捧げられ
たその思いを聞くにつけ、行政書士の未来はやはりこの方にかかっているのだという思いを新たにしま
した。人間的な魅力であふれており、やはり組織の根幹は人なのだということを再認識しました。
　また、日行連への意見・要望事項に対する荒岡副会長の御回答やお話にも感じ入るところがありまし
た。多岐にわたる内容について、その全てを、あるいはそれ以上のことをあらかじめ十分に検討・議論
し、的確にお話しされていると感じました。全国で同様の連絡会が開かれ、それらに隔たりない真剣さ
で向き合っておられることに、並大抵な胆力ではないと強く感じ、尊敬の念を抱かざるを得ませんでし
た。
　実り多く、行政書士の未来に希望の持てる会議だったという総括で、参加報告とさせていただきます。

日行連と北海道地方協議会との連絡会に参加して 参加者の参加者の声声
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　９月２９日（金）、爽やかな秋晴れの中、日行連と近畿
地方協議会との連絡会が開催されました。
　日行連からは遠田会長と野田副会長、近畿地協からは、
６単位会（滋賀、大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫）の
会長・副会長等を含む総勢４１名が出席。午後３時に同地
協会長の髙尾大阪会会長が議長となり、日行連・単位会
の諸課題に対する意見交換が行われました。
　はじめに遠田会長から日行連の事業や諸課題に対する取組についての説明がなされ、続いて各単位会から
あらかじめ提出されていた意見・要望に関する回答を行いました。その後、職務上請求書、公共嘱託、職印
証明、所在不明会員等への対応、法定相続情報証明制度、未来投資戦略２０１７といったテーマごとに各単位会
での取組と課題、日行連への要望事項等について集中的に協議がなされました。午後５時、連絡会は盛況の
うちに閉会し、限られた時間の中、意欲的な発言が多く大変有意義な内容となりました。

日行連と近畿地方協議会との連絡会を開日行連と近畿地方協議会との連絡会を開催催

開開 催催 日日　平成２９年９月２９日（金）

場場　　所所　大阪府大阪市「シティプラザ大阪」

出出 席席 者者　遠田会長、野田副会長

京都会　会長　掘井　泰史

　日行連と近畿地協との連絡会は、今回が初めての出席でしたが、前日に近畿地協の大阪会髙尾会長か
ら「開会のことば」を依頼され、何を話せばと思案していましたところ、数日前に日経新聞に掲載され
た遠田会長の「ひと声で１００人」の記事を引用したのが幸いし、開会らしい「ことば」になりました。
　会議では、京都市の「空き家所有者調査の委託業務」の入札に参加をした話の際に、法定相続情報証
明制度における業際に関して日行連の見解とその資料を提示していただきました。単位会会長として本
連絡会に参加して意見交換をすること、そしてその全てを京都会に持ち帰ることが、重要な仕事である
と感じたところでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀会　会長　井上　超由

　日行連に質問をすることのできる機会として総会がありますが、総会に出席し質問するためには代議
員になる必要があります。滋賀会の代議員定員は２名であり、単位会役員であってもなかなか総会に出
席する機会が得られません。
　本連絡会は、総会の他に、単位会から日行連に質問（意見・要望）ができる貴重な機会であり、総会
に比べ少人数の会議であることから、再質問等もしやすいと感じます。そのため、本連絡会にはできる
限り多くの滋賀会役員が参加し、質疑応答や意見交換を通じて取り組むべき課題を認識・確認する機会
にしており、今回の会議でも滋賀会として取り組むべきことの多くの気付きを得ることができました。
　最後になりましたが、御準備いただいた日行連、近畿地協当番会の大阪会の皆様にお礼を申し上げます。

日行連と近畿地方協議会との連絡会に参加して 参加者の参加者の声声
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　１０月１８日（水）、今にも雨が降り出しそうな曇り空の下、

日行連と中国地方協議会との連絡会が開催されました。

　日行連からは遠田会長、山本専務理事、中国地協から

は５単位会の会長、副会長のほか、総務部長、事務局職

員など総勢３２名が出席し、松本山口会副会長の司会進行

で議事が進められました。

　冒頭、杉山中国地協会長からの挨拶に続き、遠田会長から日行連の今期の基本方針を中心に当面の諸問題

及びそれに対する取組が説明されました。

　次に、中国地協からあらかじめ提出された「ドローン（無人航空機）の飛行に関する許可・承認に関する

業務について」、「各単位会向け『会員の処分に関する基準』の策定について」、「各単位会綱紀担当者会議の

開催について」、「丁種封印制度における『研修』や『効果測定』の作成について」といった質問及び要望に

関し日行連の見解が示され、意見交換が行われました。

　その他、法改正項目に対する要望や行政書士制度の維持発展に向けた建設的な意見が出され、日行連に対

する期待の大きさが表れた有意義な連絡会となりました。

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
開開 催催 日日　平成２９年１０月１８日（水）

場場　　所所　山口県山口市「ユウベルホテル松政」

出出 席席 者者　遠田会長、山本専務理事

山口会　副会長　松本　貴志

　私は、日行連と中国地協との連絡会にはこれまで何度か参加させていただきましたが、当番会として

は初めての経験となりました。

　連絡会の準備は、７月頃から事務局や会長により幾度となく調整が図られましたが、開催日が近づく

につれ、次々と検討すべき事項が発生し直前まで対応に追われました。

　そのような中でも、どうにか連絡会当日を迎えることができ、盛況のうちに閉会することができて今

は安堵しています。中国地協から日行連への意見や要望に対しては、遠田会長や山本専務理事から丁寧

な説明があり、満足度の高い連絡会になったと感じています。

　１０月１０日に衆議院議員選挙の告示があり、１８日当日も地元候補者の決起大会と重なったため、本会の

担当役員が掛け持ちとなり諸般の対応に苦慮しました。今回の経験を踏まえ、次年度は余裕をもって準

備し、より良い連絡会を開催できればと考えています。

日行連と中国地方協議会との連絡会に参加して 参加者の参加者の声声
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平成３０年新年賀詞交歓会の御案内
 Info 

１

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。

尾道市と被災者支援に関する
協定を締結

広島県
行政書士会

　平成２９年９月２６日、尾道市役所において、広島県行政書士
会は尾道市と「災害時における被災者支援のための行政書士
業務に関する協定書」を締結しました。締結式では、平谷尾
道市長から「今後、尾道も大規模災害に見舞われることが予
想されます。災害時、市職員も混乱することになると思うが、
法律の専門家である行政書士の皆さんが被災者の生活再建に
協力していただけることは大変心強いし、ありがたいことで
す。」と御挨拶をいただきました。光宗会長は「会員研修を
重ね、被災者の気持ちに寄り添ったきめ細かい協力をした
い。」と抱負を述べました。
　平成２７年７月に広島県と大規模災害時被災者支援協定を締
結後、各市町とも協定の締結を目指してきましたが、今回が
市町との最初の締結となりました。今後も引き続き、県内他
の市町との協定締結を進めてまいります。

　日本行政書士会連合会では、会員相互の親睦と行
政書士制度の発展を期し、関係各議員、各省庁関係
者及び友誼団体等をお招きして、新年賀詞交歓会を
日本行政書士政治連盟と共同で開催します。
　会員皆様の多数の御参加をお待ちしています。

 日  時　平成平成3030年年11月月1919日日（金）（金）
正午から午後1時30分ま　　　　 正午から午後1時30分までで

　　　　 （午前11時から受（午前11時から受付付））

 場　所　ANAインターコンチネンタルホテル東ANAインターコンチネンタルホテル東京京
ボールルーム「プロミネンス　　　　 ボールルーム「プロミネンス」」
東京都港区赤坂1－12－3　　　　 東京都港区赤坂1－12－333
電話：0　　　　 電話：033－－35053505－－1111（代）1111（代）

 会　費　1人 7千1人　　7千円円

 申　込　12月1512月15日日（金）（金）までに各単位会までに各単位会にに
　　　 　お申し込みくださいお申し込みください。。
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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：名古屋

【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

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
※行政書士登録を申請中の方は、行政書士証票が交付された後に、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

平成30年1月26日（金）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。大幅な遅刻など受講の
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

名古屋サンスカイルーム
（名古屋市中区錦1丁目18番22号 名古屋ATビル2階）

会会　　場場

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6459－0190】
宛てお申込みください（右図＜受講申込の手順＞を御参照くだ
さい）。

申込方申込方法法

30,000円（消費税込）
※一度納入された受講料は、不参加の場合や単位会の処分等により受
付拒否事由に該当している場合でもお返しできません。

受 講受 講 料料

平成29年12月28日（木）9時～平成30年1月9日（火）17時
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、固くお断りしています。

受付期受付期間間

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

留意事項
申込先　FAX【03−6459−0190】

H30.1.26（金）開催　行政書士申請取次事務研修会（於：名古屋サンスカイルーム）
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

○〈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
ますのでご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：会員ページ（連con）＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ 】



日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）

2017.12　No.54110

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　農林水産省との意見交換について
３　国土交通省との意見交換について
４　その他

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（７２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　「第２回行政不服審査交流会」開催の

御案内について

常任理事会（～６日）
【合議事項】
１　専門員の登用について
２　コスモス次期役員案について
３　会員の処分情報公表に関する対応経
過について

４　後援等依頼への対応の手引き（案）
について

５　法定相続情報証明制度への対応経過
と今後の対応方針について

６　国土交通省の先駆的空き家対策モデ
ル事業への対応について

７　行政書士会員からの問合せ対応に係
る他団体との覚書について

法務業務部
法務事務・成年後見部門会議
【協議事項】
１　行政書士が行う高齢者支援のキャッ
チコピーの公募について

２　日行連とコスモスの連携強化について
３　行政書士が取り組む法務事務について
４　会報執筆依頼への対応について
５　その他

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（木（木））

大規模災害対策本部会議
【協議事項】
１　被災単位会への見舞金等に関する考
え方について

２　福島事務所の覚書更新終了について
３　「熊本地震白書」について

中央研修所運営会議
【協議事項】
１　基礎研修について
２　業務研修について
３　政策研修について
４　VOD研修システムについて

国際・企業経営業務部
国際部門会議
【協議事項】
１　国際部門事業の報告事項について
２　経産省との面会に係る東京会との事
前打合せについて

３　国際部門のアンケート結果について
４　特定行政書士の英訳について
５　在留申請オンライン化に係る意見集
約について

６　その他

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（金（金））

OSS特別委員会
【協議事項】
１　平成２８年度事業報告について
２　平成２９年度事業の具体的推進について
３　その他

行政書士制度あり方検討委員会
【協議事項】
１　平成２９年度事業計画及び予算の確認
について 

２　組織体制の見直し等に関する諮問へ
の検討について

３　その他

総務部会（～１２日）
【協議事項】
１　照会案件の対応について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（水（水））
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２　総務部業務執行スケジュールについて
３　個人情報公表に係る意見について
４　会員指導に関する問合せについて
５　後援等依頼への対応の手引き（案）
について

６　処分等に係る会員情報の公表について
７　職務上請求書の適正な使用及び取扱
いに関する規則の改正について

８　行政書士証票の更新制について
９　行政書士倫理の規則化について

法規監察部会
【協議事項】
１　照会案件等について
２　行政書士関係法令先例総覧の改訂に
ついて

３　その他

事務局長連絡会議（～１３日）
【協議事項】
１　事務マニュアルについて
２　文書のデータ化について
３　グループディスカッション
４　登録事務に関する御意見・御要望に
ついて

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））

広報部会（～１７日）
【協議事項】
１　ゆるキャラグランプリへの対応につ
いて

２　SNSの今後の運用について
３　平成３０年度制度PRポスターについて
４　日行連ホームページについて

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（月（月））

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　書籍改訂作業について
２　VOD研修内容の具体的検討について
３　国土交通省との意見交換について
４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

登録委員会（～１８日）
【登録審査】
１　審査件数（８０件）
２　その他

国際・企業経営業務部
企業支援部門会議
【協議事項】
１　関係省庁、団体への働き掛けについて
２　「行政書士が行う中小企業支援パン
フレット」の改訂内容の検討

３　広報部からの記事執筆依頼について
４　知的資産経営WEEKへの対応につ
いて

５　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））

申請取次実務研修会（福岡）
（受講者２０２名）

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（金（金））

中間監査２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４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　他団体からの申し出への対応について

常任理事会（～２７日）
【合議事項】
１　後援等依頼への対応の手引（案）に
ついて

２　特定行政書士の英訳案等について
３　日行連ホームページ及び会員サイト
連con内の意見箱の取扱いについて

４　平成３０年度制度PRポスターについて
５　特定行政書士業務ガイドラインの取
扱いについて

６　専門員の登用及び再登用について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（木（木））
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教えて！行政書士のしごと教えて！行政書士のしごと
頼れる街の法律家
行政書士の業務を御紹

介

相続や自動車登録手続などの暮らしに関することから、外国人雇用関係
や法人手続などビジネスに関することまで、多岐にわたる行政書士の仕事。
前号のQ1～4に引き続き、「任意後見制度」について、そのポイントや相談
の多い事例などをQ＆A方式でお答えします。

具体的な事例は以下のとおりです。
　１．配偶者も子供もいない独居高齢者（７０代男性）
　　①ヘルパーの助けを得て、自宅にて健康的な生活を送っていたが、自宅で転倒骨折し入院。
　　②大手企業を退職、年金生活。ほとんどの退職金が残っている。
　　③将来的に他者の助けなく生活をすることに不安を感じ、第三者の支援を希望。
　２．子供がいない初老の御夫婦（６０代）
　　①戸建て（持ち家）居住、現金資産あり。
　　②賃貸家屋を所有、賃料収入あり。
　　③夫婦ともに健康だが、将来に不安。任意後見に関心がある。
　３．知的障がいの子を持つ未亡人（５０代女性）
　　①中学生の長男（障がいをもつ）と高校生の長女との３人で賃貸マンション暮らし。
　　②資産は、夫の死亡退職金と多額の死亡保険金あり。
　　③子らの将来に不安を感じ、第三者の支援を希望。
　４．子供はいるが、配偶者がいない高齢者（７０代男性）
　　①戸建て（持ち家）独居。海外勤務の一人息子がいる。
　　②年金収入があり、預貯金もある。現状生活に困っていない。将来も金銭的不自由はない。
　　③持病（糖尿病、心不全）があるため将来が不安で、認知症が心配。任意後見契約を希望。
　５．婿養子として入った会社社長（事業承継を考えている６０代男性経営者）
　　①中小企業（製造業）のオーナー。息子に事業を継がせたいと考えている。
　　　２年前に脳梗塞をおこし、救急車で運ばれた経緯あり。飲酒が多い。
　　②資産は、養親からの相続財産含め多額にあり、銀行からの借入金も相当額あり。
　　③妻（５０代）が、将来に対しとても不安に思っている。妻の身体はいたって健康である。
　　　将来のため任意後見を検討。

任意後見制度はどのような人が利用するのですか？

A

任意後見制任意後見制度度

　判断能力が低下したときのために任意後見契約を結ぶとともに、通常の委任契約及び死後の事務委任契約を結ぶ
ことができます。委任契約・死後事務委任契約の内容は、契約時に取り決めます。
※通常の委任契約とは、生活、療養看護及び財産を管理する事務の委任です。
　例えば、金融機関、郵便局等の取引に関する事項（預貯金の管理・振込・払戻し・解約等）、病院との入院・医療
契約、福祉サービス利用契約、施設入退所契約等、居住用不動産の購入、賃貸借契約等です。
※死後事務委任契約とは、死亡届、葬儀、埋葬等に関する事務、医療費、施設利用費の精算、その他身辺の整理、
年金関係等の各種届出に関する事務です。

Q5

任意後見契約を結んでいます。後見監督人選任申立のタイミングの判断は？

　精神上の障がいにより、本人の事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合は、受任者は遅滞なく申
し立てる必要があります。まずは、医師の診断書をもらいましょう。
　申立てにあたっては、ケアマネージャー、ヘルパーなどの方々の意見を聞くとともに、本人とよく話し合
い、本人の同意を必ず得て申し立てる必要があります。タイミングを見誤って、法定後見になってしまうこ
とがないよう気を付ける必要があり、また、なおざりにして民法上の契約のまま仕事をしていると損害賠償
の事態も考えられます。

A

Q6
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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～
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　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。

　今年も、柿の実が色づき始めました。
行政書士会の先生方におかれましては、
御健勝にてお忙しい毎日をお過ごしのことと拝察申し上
げます。
　今年度から、広報部員として｢月刊日本行政｣を担当す
ることになりました、山梨会の岡伸です。もとより浅学
非才の私であり分からないことが多く、井口部長の御指
導の下、全国の会員のため、より分かりやすく実践的な
会報編集に向け必死の努
力をしてまいる所存です。
何とぞよろしくお願い申
し上げます。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（岡）

◆登録者数（平成２９年１０月末日現在）
４７,０５６名合 計　 　
6,417名女40,639名男内 訳　 　
6,028名女39,300名男・個人事務所開業
190名女923名男・行政書士法人社員
199名女416名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成２９年１０月中の処理件数）
１８２名新規登録　合　計
39名女143名男　　　　　内　訳
８３名登録抹消　合　計
6名女77名男　　　　　内　訳

59名　　　　　・廃　業
24名　　　　　・死　亡
0名　　　　　・その他

◆法人会員（平成２９年１０月末日現在）
７０９法 人 事 務 所 数
441・主たる事務所数（行政書士法人数）
268・従たる事務所数


