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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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　本年１月に開催した日行連理事会において、「行テラス」の名称使用の凍結が議決されました（本誌「理

事会の開催報告」記事参照）。日行連として推進しようと考えていた本事業ですが、この名称使用の凍結につ

いて皆様方の御理解を得るために、事業の構想から一部実施を経て今回の議決に至るまでの一連の流れを振

り返りたいと思います。

　日行連は、市民の皆様、事業者の皆様からの行政手続に関する様々な相談を行政書士が受ける常設の総合

相談窓口を設けようと考え、その名称を「行テラス」として、平成３１年２月の開設を各単位会に呼び掛けま

した。その際に示した将来的な構想として、一つは行政手続等相談窓口としての役割を基盤としつつ、特定

行政書士が行政手続、行政不服審査手続の専門的知見を有する者として行政法律相談を受けるための相談窓

口としても活用していくことが挙げられました。また、もう一つの主柱として、外部有識者の協力を得て行

政書士業務に関する研究機関や学会を内部組織としてつくることが掲げられました。（本誌２０１９年２月号『行

政書士による総合相談窓口「行テラス」の開設について』より一部要約）

　しかし、この前段、日行連の理事会にて構想を協議する段階において、事業の目的や理念には大きな異議

はありませんでしたが、その名称については、日本司法支援センターが通称として「法テラス」を使用して

いることに鑑み、同センターや関係省庁への説明は行ったのか、理解が得られているのかなど、内部の役員

から意見が出されていました。この点については関係省庁からも促され、また実際に日本司法支援センター

から「法テラス」との誤認混同や同センターの法的性格についての誤解を生じさせるのではないかとの強い

懸念が示されていました。このような状況下であったわけですが、当時の執行部による判断があり、「行テラ

ス」の開設が進められました。

　令和元年６月の役員改選を経て新たな執行体制が立ち上がり、本事業について上述の経緯の詳細を確認す

るとともに、理事会や会長会、各地方協議会との連絡会などにおいて広く意見交換し、各役員の考えや単位

会の実情を聴いてまいりました。日行連や単位会の内部においても、本事業の進め方に対する疑問や、日本

司法支援センターが持っている懸念と同様の声が多くあったことから、同センターとも意見交換し、慎重に

対応を検討しました。その結果、やはり「行テラス」という名称が「法テラス」との誤認混同を生じさせる

可能性があることは否定できず、理事会に諮り、名称使用を凍結するという結論に至りました。

　このような経緯により、名称の使用は凍結することとなりましたが、上述の本事業構想の土台にあった理

念はしっかりと引き継ぎ、行政書士制度の発展につなげてまいりたいと考えています。特に本事業を推進し

てくださった会員、役員の皆様には申し訳ございませんが、事情を御理解いただき、引き続きの御協力をお

願い申し上げます。また、関係各位におかれましては、今後とも日行連への御指導御鞭撻を賜りたく、よろ

しくお願い申し上げます。

「行テラス」の
今後の方針について
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執行部から

デジタル・ガバメントとの共生を求めて
副会長　大塚　謙二

　我が国では、ビューティフルハーモニーと表現された「令和」の新しい国創りが始まり、この歴史の転換
期に合わせ、日本行政書士会連合会（以下、「日行連」といいます。）では令和最初のリーダーに常住豊会長
を選出し、新執行部が船出いたしました。その中で、私は副会長を拝命することとなり「体験主義・現場主
義・行動主義」をスローガンとする常住会長を全力でお支えしながら、私自身もこのスローガンの下、担当
会務に専心し日行連発展のため力を尽くしてきたところです。この間、冷静に自らを振り返る暇もなく、
あっという間に令和元年度も１か月を残すのみとなりました。
　この機会に、私が担当させていただている許認可業務部、道路運送車両法及び行政書士法施行規則改正反
対特別委員会につきまして、その事業取組方針の概観を申し述べたいと思います。
　許認可業務部は、運輸交通部門、建設・環境部門、農地・土地利用部門、そして社労税務・生活衛生部門
の４部門で構成されています。まず運輸交通部門ですが、現在、政府は自動車の流通や各種施策の基盤とな
る自動車登録制度を適切に運用するとともに、デジタル社会への流れに対応し自動車に係る各種手続の簡素
化や自動車情報の活用を推進し、ユーザーの利便向上や地域の活性化への貢献に取り組んでいます。こうし
た自動車登録制度の変遷やデジタル社会の到来を目前にし、行政書士に期待されていることは、同制度の適
切な運用には代理人行政書士の存在が欠かせないこと、そもそも資格者の利活用がデジタル社会の拡大に不
可欠なことの理解を得、もってユーザーの利便を確保することであると思います。誠心誠意、担当部署に働
きかけ、個別の課題に取り組んでまいります。
　建設・環境部門では、政府は新しい担い手３法の実現のため、建設業に従事する技能者が能力や経験に応
じた処遇を受けられるよう整備し、将来の業界の担い手を確保しようとする建設キャリアアップシステムを
導入、今後５年間で３３０万人の登録を目標としています。建設業の方々と深いつながりを持っている行政書
士として、あわせて進められている建設業許可申請等のオンライン化に対応するとともに、建設業に携わる
皆様に適切なアドバイスや支援ができる仕組みの構築に取り組んでまいります。
　農地・土地利用部門でも専門性の高い各種課題が議論に挙がっていますので、「月刊日本行政」などを通
じて随時、情報提供させていただきたいと思います。中でも、農林水産省が扱う手続のオンライン化状況の
うち、先行してオンライン化する申請の種類やそのタイムスケジュール、システムの構成等を当面の課題と
し、皆様に情報提供してまいります。
　さらに、社労税務・生活衛生部門では、各省庁とのつながりを深めることを主体に多くの部署への訪問活
動を実践してきましたが、同部門でも食品衛生法の営業許認可申請やドローン登録申請等の各種オンライン
化への対応が喫緊の課題に挙げられたところです。
　最後に、平成２５年度日行連総会決議後に組織化された道路運送車両法及び行政書士法施行規則改正反対特
別委員会は、政府が決定した自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）の拡充に関し、政策的な
見地から対応する組織であることから、OSS拡充と一体の会員の利便向上と職域確保が目標とされました。
　現在、行政書士によるOSSの利用率向上を目指し、申請者（使用者）が、主な自動車登録時に必要となる
保安基準適合証（完検証含む）を自由に利用できる環境の構築や、申請書類を行政書士が保有している場合、
その写しを電子的に送信することで直ちに登録審査業務を開始してもらえる資格者代理人制度の創設などを
国土交通省に対し強く提言しています。実現には困難を極めますが、精一杯努めてまいります。
　そのほかにも、委員会名称の検討など課題が山積していますが、引き続き、緊張感を持って取り組んでま
いります。
　いずれにせよ、どの部門、委員会も私たち行政書士業務の根幹を成すものです。そして、全ての分野でこ
れからのデジタル・ガバメントとの共生が求められています。浅学非才の身ではありますが、国民と行政の
架け橋となるべく、この共生の実現を目指し、各分野での政策提言に精一杯努力する所存です。何卒、御理
解と御協力をよろしくお願いいたします。
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●スペシャルリポート　内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室

１．はじめに

　近年、スマートフォンやタブレットの普及は著し

く、その世帯保有率は約８０％に上っている（情報通

信白書）。また、クラウドやAIなど情報通信技術の

進化により、膨大なデータの効率的・効果的な収集、

活用が可能となっていることも踏まえると、国民生

活の利便性の向上や新しいビジネスへの期待が高

まっており、これから社会は大きな変化を遂げてい

くことが想像される。

　一方、我が国は、少子高齢化・人口減少が深刻化

しており、生産性低下や地方消滅が危惧され、この

ままでは立ち行かなくなってしまう状況に置かれて

いる。

　こうした中、政府においても「Society５.０」を掲げ、

経済発展と社会的課題の解決を両立する次の新たな

社会を目指しているところである。

　このような社会の急速な変化に対応しつつ、次の

デジタル時代の新たな社会基盤を構築し、行政の在

り方の原則を紙からデジタルに転換することを目的

に、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る

関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び

効率化を図るための行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」

（令和元年法律第１６号）が令和元年１２月１６日に施行

された。

　本改正においては、情報通信技術の活用により行

政手続等に係る関係者の利便性の向上や行政運営の

簡素化及び効率化を図る観点から、「行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する法律」（平成１４

デジタル手続法の概デジタル手続法の概要要

内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室

【図１】デジタル手続法の概要
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年法律第１５１号。以下、「行政手続オンライン化法」

という。）を始めとする複数の法律の改正が措置され

たが、本稿では、その改正の中心であり、行政手続

のオンライン化実施の原則化等を内容とする改正後

の行政手続オンライン化法（「情報通信技術を活用し

た行政の推進等に関する法律」。以下、「デジタル手

続法」という。）について紹介する。

２．題名の変更

　行政手続オンライン化法は、行政手続のオンライ

ン化を主な内容としていた。他方、デジタル手続法

は、行政手続のオンライン化だけでなく、データの

標準化や業務改革（BPR）の推進等、行政のデジタ

ル化に関する様々な内容を盛り込んでいる。これに

伴い、法律の題名を「情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する法律」に改めた。

３．基本原則

　デジタル手続法では、利用者にとって利便性の高

い形でデジタル化を実現するため、以下の基本三原

則を示している。

①　デジタルファースト：個々の手続・サービスが

一貫してデジタルで完結する

　行政手続が、国民・事業者と行政機関等との接

点のみならず、それぞれの内部における業務処理

も含めて一貫してデジタルで完結することにより、

手続が利便性の高い形で、迅速かつ的確に行われ

るようにする。

②　ワンスオンリー：一度提出した情報は、二度提

出することを不要とする

　事業者・国民が行政機関等に対して一度提供し

た情報については、行政機関等が相互に連携して

情報の共有を図ることにより、同一の内容の情報

の提供を求めないようにする。

③　コネクテッド・ワンストップ：民間サービスを

含め、複数の手続・サービスがどこからでも／一

か所で実現する

　行政手続だけでなく、行政手続と同一の機会に

必要となる民間手続について、行政機関等及び民

間事業者が相互に連携することにより、オンライ

ンで一括して行うことができるようにする。 

【図２】デジタル３原則のイメージ（法人設立関係手続の例）



2020.3　No.568 5

S
P
E
C
IA
L R
E
P
O
R
T

４．行政手続のオンライン化実施の原則化

　行政手続オンライン化法では、行政手続のデジタ

ル化を各府省に委ねていたため、デジタル化が進ん

だ手続がある一方で、依然、紙の手続も存在してい

る。そこで、デジタル手続法では、国の行政機関に

行政手続のオンライン化実施の原則化を義務付ける

こととしている。

　具体的には、オンライン化等に必要な情報システ

ムの整備を総合的かつ計画的に実施するため、政府

は「情報システム整備計画」を策定し、国の行政機

関は、その計画に従って情報システムを整備しなけ

ればならないこととしている。また、国の行政機関

以外の地方公共団体等においても、情報システムを

整備するよう努めなければならないこととしている。

　この「情報システム整備計画」については、改正

法の施行後の令和元年１２月２０日に、新たな「デジタ

ル・ガバメント実行計画」として閣議決定され、情

報システムの整備に関する基本方針、整備対象等が

示されたところである。今後、同計画に基づき、国

の行政機関は、行政手続のオンライン化等を順次実

施していくこととなる。また、その他の手続につい

ても、順次オンライン化等の検討を行い、その内容

を具体化していくこととしている。

５．添付書面の撤廃

　行政手続では、住民票の写しや登記事項証明書等

の添付書面の提出を求められることが多いが、こう

した添付書面の提出がオンライン化推進の障害と

なっている。一方、近年のデジタル技術の進展によ

り、行政機関が他の行政機関の保有する情報を入手

することが技術的に可能になっている。

　こうした状況を踏まえ、デジタル手続法では、行

政機関間の情報連携等により必要な情報が入手でき

る場合には、添付書面を要しないこととしている。

対象となる具体的な書面については、政令において、

以下のとおり規定している。 

①　住民票の写し

　申請者の電子署名や基本４情報（氏名、性別、

生年月日、住所）の提供等により、行政機関側の

本人確認が可能となった場合に、本人確認のため

の住民票の写しの提出が不要となる。

②　登記事項証明書

　行政機関間における登記情報連携の仕組み（令

和２年１０月以降運用開始予定）の活用等により、

行政機関間で登記情報の確認が可能となった場合

に、申請者からの登記事項証明書の提出が不要と

なる。

６．デジタル・デバイドの是正

　デジタル手続法は、全ての者があらゆる活動にお

いてデジタル技術の便益を享受できる社会の実現を

目的としている。その実現のためには、デジタルが

不得手な方を含め、様々な方がメリットを受けられ

るようにすることが重要である。デジタル手続法で

は、こうしたデジタル・デバイドの是正を図るため、

デジタル技術の利用のための能力又は知識経験が十

分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求め

ることを可能にするための施策等を講ずる義務を国

に課すとともに、地方公共団体にも努力義務を課し

ている。
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１．はじめに

　多くの社会的課題に直面している我が国において

は、デジタル技術の活用によって社会や産業を変革

していくことが強く求められています。このため、

行政分野においては、平成３０年１月に策定された

「デジタル・ガバメント実行計画」に基づき、行政

のあらゆるサービスを最初から最後までデジタルで

完結させることを目標として、デジタル時代に適応

したデジタル・ガバメントの実現に向けた取組が進

められています。

２．デジタル技術の活用による農林水産分
野の変革の必要性

　我が国では、少子高齢化の進展に伴って、農林漁

業者の高齢化が深刻化しています。また、人口減少

に伴って、農林漁業の従事者数が減少し続けている

ほか、国内の農林水産物・食品マーケットや飲食業

マーケットの規模の縮小が懸念されています。他方

で、経済のグローバル化に伴う国際的な競争は激化

しており、農林水産業の国際競争力の強化が求めら

れています。

　これらの課題に対応しながら農林水産業を成長さ

せていくため、IoTや５G（第５世代移動通信システ

ム）等の発展が著しいデジタル技術を活用し、産業

全体のデジタルトランスフォーメーションを実現す

ることが必要になっています。また、農林漁業者が

デジタル技術を活用した先駆的な経営を行うために

は、農林水産行政そのものについてデジタル化を前

提とした見直しを行い、農林水産政策の変革を進め

ていくことが求められています。

　農林水産行政の現場にも多くの課題が存在してい

ます。農林水産行政は、農林水産省や地方公共団体

等の関係機関によって推進されていますが、職員の

高齢化や職員数の減少が進んでおり、今後、従来ど

おりの業務の進め方では円滑な業務の実施が困難に

なると予想されています。このため、行政分野にお

いても、デジタル技術の活用によって国民の利便性

向上及び行政運営の効率化を図ることが必要になっ

ています。

３．農林水産省共通申請サービスの概要

　農林水産省では、平成３０年６月に策定した「農林水

産省デジタル・ガバメント中長期計画」に基づき、農林

水産省が所管する法令に基づく申請等並びに補助金

及び交付金の申請を行う農林漁業者等の申請者が、

申請をオンラインで行うことができるようにするため、様

な々行政手続のデジタル化に対応できる申請システム

（農林水産省共通申請サービス。以下、「共通申請サー

ビス」という。）の開発を進めています。

　共通申請サービスによって、複数のサービスを一

か所で実現する「ワンストップ」、一度提出した情報

の再提出を不要化する「ワンスオンリー」など、申

請者の利便性を向上させることが可能になります。

また、申請データがデジタル化されて保存されてい

くため、過去の申請データを容易に参照できるよう

になるなど、審査者の業務を効率的に行うことがで

きる環境を実現します。

（１）システム構成

　共通申請サービスは、インターネットに接続さ

れているクラウド上に申請を受け付ける機能や受

行政サービスのデジタル化に向け行政サービスのデジタル化に向けたた
農林水産省の取組につい農林水産省の取組についてて

～農林水産省共通申請サービスの運～農林水産省共通申請サービスの運用用開始～開始～
農林水産省大臣官房広報評価課　調査官　中越　一彰
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図　共通申請サービスの申請画面イメージ

け付けた申請を審査する機能等を開発することに

よって実現します。このため、申請者は、インタ

ーネットに接続されたパソコン、スマートフォン

又はタブレットを用いて共通申請サービスを利用

することになります。

　共通申請サービスでは、申請者の本人確認を行

うための認証基盤として、経済産業省が本年度か

ら運用を開始している法人共通認証基盤を活用し

ます。これにより、申請者は、法人共通認証基盤

と連携する政府系システムへのシングルサインオ

ン（同じID及びパスワードでの利用）が可能とな

ります。

　なお、農林水産省の行政手続には、農林水産省

の施設等機関及び地方支分部局だけでなく、地方

公共団体等の関係機関が審査に関与する手続もあ

ります。この場合、関係機関の審査担当者は、

ネットワークを介して共通申請サービスにアクセ

スし、オンラインで審査を行います。

（２）様々な申請形態への対応

　共通申請サービスでは、申請者が自ら申請書類

を作成するのではなく、代理人に申請書類の作成

や提出を委任して申請を行うニーズに対応するた

め、共通申請サービス上で申請者と代理人の委任

関係を設定する代理申請の機能を備えています。

　また、農林水産省の行政手続には、複数の農林

漁業者等が一つのグループを形成して申請する必

要がある手続があります。このようなグループ形

態での申請を可能とするため、共通申請サービス

では、複数の農林漁業者等を構成員として登録す

ることによってグループを形成する機能を備えて

います。

（３）情報セキュリティ対策

　申請者がオンラインで申請した内容は電子デー

タとして共通申請サービスに保存されるため、共

通申請サービスには十分な情報セキュリティ対策

が求められます。共通申請サービスは、情報セ

キュリティに関する第三者認証の取得等の十分な

情報セキュリティ対策を行っているクラウド上に

開発しており、クラウドが提供している多様な情

報セキュリティ機能を活用することにより、最新

の情報セキュリティ対策を講じています。

（４）ユーザビリティ

　パソコン等の利用に不慣れな方々でも使いやす

いシステムになるよう、申請に必要な手順や操作

を想起しやすい画面構成としています。また、下

図「共通申請サービスの申請画面イメージ」のと

おり、入力情報によっては、あらかじめ用意して

ある内容から適切なものを選択して入力できるよ

うにすることで、可能な限り、最小限の操作や入

力作業で申請できるようにしたり、過去の申請情

報を参照して必要な情報を事前入力するなど、申

請者のユーザビリティを意識した設計をしています。 

４．今後のスケジュール

　農林水産省では、令和元年度及び令和２年度の２

年間で共通申請サービスを開発して、令和３年度か

ら順次、行政手続のデジタル化を進めていく予定と

していますが、共通申請サービスの一部の機能につ

いては令和２年４月から利用可能になります。この

ため、令和２年４月から、認定農業者制度に係る一

部手続のオンライン申請を受け付けられるようにす

るとともに、経営所得安定対策等制度の申請手続に

ついて一部地域でオンライン申請の試行を開始しま

す。その後、令和３年度からの共通申請サービスの

本格運用に向けて、オンライン申請の対象手続や申

請可能地域の拡大を順次進めていきます。
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　２０１９年５月７日、日本行政書士会連合会（日行連）、

国立大学法人山口大学（山口大学）、及び一般社団法

人コンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS）

の三者は、著作権の普及啓発について、それぞれが

持つ強みをいかして共同で進めることとし、「著作

権の普及啓発に係る包括連携協力に関する協定書」

を締結しました。

　これまでも、各団体では、単独あるいは共同して

著作権教育や知財教育活動を行ってきました。例え

ばACCSは、著作権教育のノウハウもあり講演の実

施も可能ではあるものの、拠点が東京のみでスタッ

フの人数も限られるため、全国で幅広く著作権教育

を展開するには限界があるという課題がありました。

　このたびの協定で、全国に多数の会員を有し、地

域に根ざした法教育を展開されている日行連と、著

作権教育に関する豊富な知見があり、知的財産教育

に関する教職員研修等の共同利用拠点として文部科

学省から認定され、他大学へ講義ノウハウを展開し

ている山口大学と、ACCSの三者が手を取り合い、

質の高い著作権教育の全国展開が可能となりました。

　本協定に基づく活動としては、特に、学生・教職

員等の教育機関に向けた普及啓発に注力することを

確認しており、三団体で新たに設けた「著作権教育

Eネットワーク連絡会」で協議し、実施していきます。

最初の年となる本年度は、著作権教育を全国的に行

うための環境づくりに優先して取り組んでいます。

　具体的な活動を紹介します。

　日行連では、児童生徒等及び教員に向けた出張授

業・講義を実施するために、著作権教育に精通した

行政書士を「著作権教育伝道師」として派遣すべく

公募・審査を開始しています。著作権教育伝道師は

出張講義に加え、著作権教育の普及に向けた人材育

成や教材開発にも活躍してもらうことを期待してい

ます。また、２０２０年３月には、福井県行政書士会が

中心となり、福井大学で教育関係者などを対象にし

た著作権教育シンポジウムを開催する予定です。シ

ンポジウムでは、文化庁著作権課による著作権概要

と、山口大学特命教授である当協会久保田専務理事

による「著作権教育の重要性と教育に関わる著作権

法改正の解説」を行う予定です。本シンポジウムを

モデルケースとして、全国各所で開催していくこと

が可能だと思っています。

　山口大学では、著作権法の最新状況や教育に関わ

る著作権制度に関する講演会を、弘前大学や愛媛大

学など多くの大学で教員を対象に実施しています。

２０２０年２月には、山口大学知的財産センター長の木

村友久教授が、教員向けの著作権講座の模擬講義を、

著作権教育伝道師を対象に実施します。

　ACCSでは、山口大学が実施する講演会に協力し

ているほか、著作権教育Eネットワーク連絡会を通

じた活動で使用する教材開発の準備を進めています。

　著作権は、学校教育はもちろん、ビジネスを進め

る上でも欠かせない権利です。行政書士の皆様に

よっては、今は直接著作権に関わる業務をされてい

ないかもしれませんが、顧客の皆様はビジネス上、

少なからず著作権の問題に直面しているはずです。

著作権教育伝道師や著作権相談員だけでなく、全て

の行政書士の皆様が、街の法律家として著作権の知

識を身に付け相談に乗れる状況になることができれ

ば、我が国の著作権レベルが大きく向上するでしょ

う。

　今後とも、著作権教育Eネットワーク連絡会の活

動と著作権制度について関心をもっていただき、御

支援御協力いただければ幸いです。

著作権教育Eネットワーク連絡会著作権教育Eネットワーク連絡会のの
活動につい活動についてて

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
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●スペシャルリポート　申請取次行政書士管理委員会

　令和元年８月から日本行政書士会連合会申請取次
行政書士管理委員会（以下、「日行連申請取次管理委
員会」という。）委員長を拝命しました愛知県行政
書士会所属の西川剛史と申します。よろしくお願い
申し上げます。

１．届出済行政書士と申請等取次業務

　日本に入国・在留しようとする外国人は、出入国
管理及び難民認定法（以下、「入管法」という。）や
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した
者等の出入国管理に関する特例法に基づき、様々な
種類の申請、届出、申出の手続をしなければなりま
せん。こうした申請等を行うには、原則として、外
国人本人が管轄する地方出入国在留管理局（以下、
「地方入管局」という。）に赴く必要があります。本
人出頭の原則の例外として、外国人本人に代わって
申請等を行うことができる制度が申請等取次制度で、
入管法及び入管法施行規則に定められています。行
政書士で所属する行政書士会を経由して、その所在
地を管轄する地方入管局に届け出たものは、当該外
国人や入管法上の代理人からの依頼によって、届出
済行政書士として申請等取次業務を行うことができ
ます。
　申請取次制度が導入されたのは、昭和６２年に遡り
ます。約２年後の平成元年６月から新たに行政書士
が申請等取次業務を行うことができるようになり、
以来３０年余りが経過しました。この間、数次の制度
改正があり、取次業務の範囲などが拡大整備されて
きました。こうした経緯のもと、届出済行政書士の
数は全国で８千名を超えるに至り、ますます活躍の
場が広がっています。 

２．届出済行政書士に係る遵守要綱について

　申請等取次業務を行うにあたっては、次の遵守要
綱が定められています。
１　行政書士としての品位保持及び信頼確保に努め
ること。

２　行政書士法及び他の法令を遵守すること。
３　出入国事務関係業務の研鑽と資質向上に努める
こと。

４　実務者として入管行政の円滑な推進に寄与する
こと。

５　申請取次制度の目的に資すること。
６　報酬は依頼者に十分説明のうえ事前に了解を得
ること。

７　不正行為には一切関与しないこと。
８　許可を受けさせることを目的として、資料の内
容が偽りであると知りながら提出しないこと。

９　申請取次に係る虚偽の説明を行わないこと。
１０　申請人又は入管法上の代理人から直接依頼を受

けることなく、第三者を介して依頼を受けた申
請を取次がないこと。

１１　届出後、受付拒否事由に該当した場合は、直ち
に届出済証明書を単位会を通じて当該出入国在
留管理局長に返納すること。

　同遵守要綱は、行政書士法、行政書士法施行規則、
行政書士倫理綱領及び日行連申請取次管理委員会規
則（準則）（以下「準則」という。）の遵守義務が反
映されたものです。法律専門職として常に意識して
業務にあたっていただきたいと思います。

３．誓約事項遵守の重要性

　上記遵守要綱のうち、特に御留意願いたいのは、
項目８から１０です。これらの項目を厳守していただ

職務倫理と使職務倫理と使命命

申請取次行政書士管理委員会　委員長　西川　剛史
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くために、届出済行政書士になろうとする行政書士
会員には、単位会長に誓約書を提出していただいて
います。誓約内容は、準則第４条第七号の受付拒否
事由にも明記されており、届出後、誓約事項違背に
より受付拒否事由に該当した場合は、直ちに届出済
証明書を所属単位会を通じて返還することとされて
います。

　誓約事項違背により届出済証明書を返還した事例
の中で最も多いものが、項目１０「申請人又は入管法
上の代理人から直接依頼を受けることなく、第三者
を介して依頼を受けた申請を取次がないこと。」に違
背した行為によるものです。
　行政書士が申請等を取り次ぐことができるのは、
入国･在留審査手続を行う外国人や入管法上の代理
人から依頼を受けた場合に限られ、第三者を介して
依頼を受けた場合は、不正行為に該当します。
　間接的受任には、次のような弊害があります。
１　事件の処理方法について第三者に対してのみ経
過報告をし、専ら第三者を介して指示を受けて
いた場合、依頼者の意思に反する、もしくは意
図していない業務処理となる危険がある。

２　第三者に事件の内容を説明することは、秘密を
守る義務（行政書士法第１２条、行政書士倫理綱
領第３条）違反の問題が生じかねない。

３　第三者がいわゆる悪徳ブローカーである場合、
品位を損なう事業への関与（行政書士倫理綱領
第５条）、違法行為の助長等の禁止（行政書士倫
理綱領第９条）、不正の疑いのある事件受任の
拒否（行政書士倫理綱領第１４条）規定に係る違
背行為にあたることから、行政書士の責務（行
政書士法第１０条）違反につながりかねない。ま
た、営利目的在留資格等不正取得助長罪（入管
法第７４条の６）に該当する恐れがあります。

４　第三者を介して報酬を受領した場合、依頼者と
の契約に基づく支払額と受領した報酬額との間
に齟齬が生じた場合、報酬額を巡って紛争が生
じる危険がある。

　第三者とは、当事者ではないその他の者をいい、
通常、顧客を連想しますが、次のようなケースにも
注意を要します。
　ある事務所に所属する行政書士A氏が依頼人と面

接し、書類を作成し、依頼人もA氏に書類作成から
地方入管局への取次申請や在留カードの受領等全て
の業務を依頼したものと考えていたところ、実際に
申請等を取り次いだのは同じ事務所に所属する行政
書士B氏でした。B氏はA氏が受任した事件の経緯
を共有し、同書類を地方入管局に持参して申請等を
取り次ぎました。しかしながら、依頼人はB氏と面
識がなく、B氏に申請等取次業務を依頼したことを
承知していませんでした。これが間接的受任となり、
B氏が届出済証明書を返還したというものです。
　このケースでは、事件受任の際、配慮すべき点が
あります。
１　A氏は依頼人に、委任状等によりA氏が申請書
類作成業務を行うことを明示するとともに、B
氏が申請等を取り次ぐ旨を伝え、同意書等によ
り依頼人から同意を得る。

２　B氏も依頼人と直接面談し、委任状等により依
頼人がB氏に申請等取次業務を委任したことを
明確にしておく。

３　あわせて、依頼人との関係において、契約書等
により、A氏・B氏それぞれの受任範囲・報酬を
明確にしておく。

など、A氏・B氏ともに依頼人の同意を得て業務を
受任していることが肝要です。
　依頼人との関係如何によっては、他人による業務
取扱の禁止（行政書士法施行規則第４条）、受任の趣
旨の明確化（行政書士倫理綱領第１５条）、報酬の提示
（行政書士倫理綱領第１６条）規定に係る違背行為に
あたる場合もあり、行政書士の責務（行政書士法第
１０条）違反に問われることもあります。
　誓約書の誓約事項を遵守することは、様々なリス
クを予防する意味で極めて重要です。

４．予防法務の担い手として

　御承知のとおり、第１９７回臨時国会で、新たな在留
資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」が創設
されました。また、出入国在留管理庁の設置等を目
的とした「入管法及び法務省設置法の一部を改正す
る法律案」が提出され、同法律（平成３０年法律第１０２
号）は平成３０年１２月８日に成立、同月１４日に公布、
平成３１年４月１日から施行されました。外国人の受
入れ拡大の転換点ともいわれ、日本の労働市場も大
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きな変革期を迎えています。
　出入国在留管理庁には、二つの大きなミッション
があります。一つ目は、入国管理局当時からある外
国人の在留管理です。
　新たな在留資格「特定技能」に着目すれば、その
受入基準は、他の就労資格の受入基準に比べると大
幅に緩和されています。一方で、在留管理上、外国
人本人や入管法上の代理人が入管法や諸法令に違反
した場合の制裁措置が強化されています。
　具体的な刑事罰を列挙しますと、入管法では、在
留資格等不正取得罪（入管法第７０条第１項第二の二
号）、資格外活動幇助罪（入管法第７０条第１項第四号、
第７３条、刑法第６２条第１項）、改善命令等違反罪（入
管法第７１条の３）、届出規定違反罪（入管法第７１条の
４第一号）、報告徴収等違反罪（入管法第７１条の４第
二号）、不法就労助長罪（入管法第７３条の２第１項）
が規定されています。また、特定技能外国人の受入
企業が入管法に違反した場合は、立入検査（入管法
第１９条の２０第１項）、改善命令（入管法第１９条の２１第
１項）、改善命令に伴う事業者名の公示（入管法第１９
条の２１第２項）等の行政処分が規定されています。
　外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の
保護に関する法律（以下、「技能実習法」という。）
では、旅券等保管罪（技能実習法第１１１条五号、同
法第４８条第１項）、通信等禁止告知罪（技能実習法第
１１１条第六号、同法第４８条２項）、申告不利益取扱罪
（技能実習法第１１１条第七号、同法第４９条第２項）、
改善命令等違反罪（技能実習法第１１１条第一号）、帳
簿規定違反罪（技能実習法第１１２条第五号、同法第２０
条）などが規定されています。同様に、技能実習法
に違反した場合は、改善命令（技能実習法第１５条第
１項）、改善命令に伴う事業者名の公示（技能実習法
第１５条第２項）、技能実習計画の認定の取消し（技能
実習法第１６条第１項）、技能実習計画の認定の取消
しに伴う事業者名の公示（技能実習法第１６条第２項）
等の行政処分が規定されています。
　また、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇
用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（以下、
「労働施策総合推進法」という。）に基づき、全て
の事業者に、外国人労働者（在留資格「外交」「公
用」及び「特別永住者」を除く。）の雇入れや離職
の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、
厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられていま

す（労働施策総合推進法第２８条第１項）。この届出を
せず、又は虚偽の届出をした場合には、外国人雇用
状況届出規定違反罪に問われます。
　「特定技能」に限らず、外国人を受け入れる企業が
諸法令に違反した場合、以後、法令上の欠格事由に
該当する者として、外国人を受け入れることができ
なくなる可能性があります。
　私たち行政書士は、外国人本人や受入企業がこう
した罪（行政処分を含む。）を犯すことのないよう
アドバイスをする立場にあります。正に予防法務の
担い手です。

５．多文化共生社会の実現に向けて

　出入国在留管理庁のもう一つのミッションは、多
文化共生社会の実現に向けた取組です。政府が外国
人を単なる労働力として捉えるのではなく、共に暮
らす生活者として支援する政策を打ち出したのは画
期的な出来事です。
　総務省の多文化共生の推進に関する研究会報告書
によれば、多文化共生とは「国籍や民族などの異な
る人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関
係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共
に生きていくこと」とされています。
　私たち行政書士は、３０年以上にわたり、業務を通
じて外国人の様々な問題に直面し相談に乗ってきま
した。相談内容は、入国・在留手続のみならず婚姻、
離婚、就職、起業、経営、教育、労働環境、住まい、
相続等、生活のあらゆる分野に及んでいます。
　行政書士は、外国人の暮らしに寄り添う最も身近
な法律家であり、地域自治体と住民とをつなぐ絆で
す。
　政府の受入環境整備の総合調整施策によって、各
地方公共団体はどのようにして外国人住民を受入れ、
どうすれば住みやすい社会を創っていけばいいのか
を喫緊の課題としています。多文化共生社会の実現
に向け、政策提言の担い手として、行政書士に大き
な期待が寄せられています。地域に根ざした現場か
ら、外国人住民の声に耳を傾け、その声を各地方公
共団体にしっかり届けられるのは、会員の皆様です。
力を合わせて、新しい時代を拓いていきたいと願っ
ています。
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※本稿は、その改正の過程に前期の法規監察部長として、主に理論的側面で関わる機会を得、その後、政策
の継続性を図るべき行政書士制度調査室の顧問に就任いただいた伊藤顧問の文責によるものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　行政書士法の改正が昨年の臨時国会において成立し、令和元年１２月４日に公布されました。施行は、公布
の日から１年６か月後とされています。
　その内容や成立経過等については本誌１月号ですでに御承知のことと思いますが、そこでは触れられてい
ないものの、皆様にもぜひ理解しておいていただきたいことについて、お知らせするものです。
　さて、今回の改正の概要は、次のようにまとめられています。

　行政書士の業務の安定性を確保し、国民に対するより質の高いサービスの提供を確保する観点から、
所要の措置を講じる必要がある。
①　法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記
②　社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
③　行政書士会による注意勧告に関する規定の新設

１．①の結果、行政書士法第１条が、次のとおり改正されました。

　（旧）

（目　的）
第１条　この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、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する。

（目　的）
第１条　この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の
円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的
とする。

　（下線は筆者）

　（新）

　改正理由としては、行政書士業務の多様化という現状を踏まえ、行政書士法の目的をより実態に即したも
のにすることにある、とされています。
　ただ、本条については、「あわせて」が姿を消したことに、疑念を感じられる方がおられるのではないかと
思います。なぜなら、旧規定においては、この「あわせて」が、業務規定との関係で、官公署提出書類の作
成と権利義務又は事実証明に関する書類の作成とがともに行政書士の基幹業務であることを条文上明確にし
たものとされてきたからです。そこで、この点について述べておきたいと思います。 
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　実は、この点については、条文案の検討がなされる過程で、もともとは「行政に関する手続の円滑な実施
及び国民の利便に資し、」であったのを、「とともに」が「あわせて」の代替文言であることの教示をいただ
いたうえで、改正条文に変更いただいたものですし、さらに法案審議の過程で、提案者側より、追加された
「国民の権利利益の実現」は、「公法上及び私法上の国民の権利利益の実現」の意であることが明確に述べら
れています。
　したがって、今回の改正は、図式的に言えば、行政書士業が、官公署提出書類の作成により、主として、
行政に関する手続の円滑な実施への寄与という道筋を通って、公法上の国民の権利利益の実現に、また、権
利義務又は事実証明に関する書類の作成により、主として、国民の利便に資するという道筋を通って、私法
上の国民の権利利益の実現に資するものであることを明記したものであると言えるわけです。したがって、
疑念には及ばないことを、しっかりと御理解いただきたいと思います。
　なお、改正後の本条に関する全般的な解説については、改正法施行前後を予定している「条解行政書士法
第一分冊」の改訂版発刊を（部分的には、それまでの間に日本行政への寄稿も考えていますが）お待ちいた
だければと思います。

２．②の結果、おおよそ次のような改正が行われました。

　行政書士法第１３条の３や第１３条の８から最低二人を前提とする「共同して」等の文言を削除するとともに、
第１３条の１９について、第１項第７号として「社員の欠亡」を解散事由に追加し、社員が一人となった場合の
解散に関する旧第２項を削除したうえで、第１３条の１９の２として死亡による社員欠亡の場合に関する規定を
新設するなど、所要の手当が行われ、これにより、我々行政書士においても、一人法人の設立が可能となり
ました。
　改正理由としては、一人法人の設立を認めることのメリットと他士業（弁護士、社会保険労務士、司法書
士、土地家屋調査士）において既に一人法人が認められていることとの横並びが、あげられています。
　ただ、実際は、平成１８年制定の会社法の第６４１条において、合名会社を含む持ち分会社について、「社員が
一人トナリタルコト」（旧商法第９４条）ではなく「社員が欠けたこと」が解散事由とされるに至っている背景
において、社員が一人となった場合に社員の補充ができなければ解散となってしまうことを避けたいとの思
考が先にあって、そのためには、先行している他士業法人と同様行政書士法人においても一人法人の設立を
認めていただく必要があるという判断があったことを理解しておくことは、有意義ではないかと思います。

３．③の結果、次のような規定が新設されました。

（注意勧告）
第１７条の２　行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処
分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を
促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。　

　改正理由としては、法案審議の過程で、一部の会員が、行政書士会の会則に基づく処分に対して、法律上
の根拠がないことを理由に異議を申し立てる事例があるなど、行政書士会による自主的な規律の維持に支障
を来す場面が生じていることに対し、本規定を新設して行政書士会の指導権限に具体的な法的根拠を与える
ことにより、行政書士会による自主的な措置を促進し、会員による違法行為の未然防止に資することを期待
するものであることが、示されています。
　改正の趣旨がそのようなものであることは、本会が要望したところでもあり、また上記のとおり法案審議
の過程からも明らかですので、本規定の新設は、あくまで、現在単位会が会則で定めている会員処分規定に
具体的な法的根拠を与えるものであって、別系統の会員処分の新設を図るものでないことを理解しておく必
要があります。もし、別系統の会員処分の新設といった捉え方に立って規則等の制定に走るとすれば、それ
自体が新たな法的問題を生じかねないと思います。

以上
　　（文責：行政書士制度調査室　顧問　伊藤庄吉）
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新在留資格「特定技能」に関するセミナー開催報新在留資格「特定技能」に関するセミナー開催報告告

　令和元年１２月１７日、シェーンバッハ・サボー（砂防会館）にて開催された新在留資格「特定技能」に関す

るセミナーの概要について御報告いたします。

＜開催概要＞

趣　　旨：平成３１年４月１日より、「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」が

施行され、在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」が創設されました。これらの在留資

格は、多くの企業や国際交流団体からの注目度も高く、在留資格申請の取次業務等で外国人とも

関わりの深い行政書士が本在留資格の適正な運用に寄与すべきとの観点から、この度「新在留資

格『特定技能』に関するセミナ―」を開催する運びとなりました。

開 催 日：令和元年１２月１７日（火）

場　　所：シェーンバッハ・サボー（砂防会館）

テ ー マ：特定技能制度の実務～分野横断的かつ重層的な理解の重要性

講　　師：山脇　康嗣　氏

（申請取次行政書士を経て、弁護士登録。現在、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）、日本行政書士会連合会法律顧問）

来場者数：約３５０名（行政書士、弁護士、国際交流団体等）

ライブ配信視聴者数：約２５０名
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　特定技能制度に対する行政書士の関与方法として、外国人受入時の関与、受入後の関与、そして、そ

の２つを踏まえた企業人事戦略全体への関与の３つの局面がある。特にこれからは、外国人受入企業と

の間で継続的な関係を構築し、受入後の関与と企業人事戦略全体への関与に係る業務を行うことがチャ

ンスであるが、そのためには勉強の中身や知識の修得方法を工夫しなければならない。

　近時の入管立法の特徴は、①「点の管理」から「線の管理」・「面の管理」への移行（入国管理政策か

ら入国在留管理政策へ）、②入管法制の中に労働法的規制が多く取り込まれている分野横断的規制、③

「間接管理」の手法の多用である。今回の改正で特定技能外国人の受入後に、特定技能所属機関に帳簿

の作成・備置義務や多くの届出義務が課せられることになった。届出義務違反には刑事罰が適用されて

しまうケースもある。特定技能基準省令が規定する基準を満たさず在留資格該当性がない状態で就労さ

せると不法就労助長罪が成立してしまう。外国人の受入時にとどまらず、受入後をトータルでサポート

できる人材の社会的ニーズが高まり、意識が高い企業はそのような法律専門家に助力を求めることにな

る。

　まずは行政書士として、在留資格「特定技能」の許可要件の基本構造（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・支援計画適合性という在留資格該当性及び上陸許可基準適合

性）等、制度の大枠の仕組みを正確に理解することが大切である。入管法はもちろんのこと、技能実習

法や労働法を理解していないと特定技能分野は扱えない。本分野は非常にチャンスであるが、責任は重

大であり、手続に見落としがあれば容易に欠格事由に該当し、致命的な損害をクライアントに与えてし

まうおそれがある業務である。

　特に入管法、技能実習法、労働法の３つを徹底的に修得し、外国人就労者受入時の申請取次業務に加

え、外国人就労者受入後の継続的な業務を重点的に開拓すれば、５年１０年間は広大なマーケットが無限

に広がっていくと思われる。外国人受入制度について、専門家が適正に運用し、不適切なところは直し、

良い制度に育てていく必要がある。社会的意義もあり、十分採算も取れる分野であるが、やるからには

相当の覚悟と相当の知識が必要である。いい加減に対応すると、不法就労を誘発するなど虚偽申請に巻

き込まれる可能性が大いにある。誰にでもチャンスはあるが、きちんと制度を理解した上で、分野横断

的な勉強をすることが非常に大切である。

　セミナ―当日は、行政書士としての業務を具体的に紹介されつつ、それぞれの業務の中で特に注意してほ

しいポイントをお話いただきました。

　この記事で御興味を持たれた会員の方は、中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマンド研修システム）

にて当日の模様を公開していますので、是非御覧ください。

 要　旨
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本理事会では、以下５議案について審議され、全議案が可決された。

襖

襖
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【 議 案 審 議【　議　案　審　議　】】
第１号議案

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

　大規模災害等の発生に際し、被災地の各単位会及びその会員を支援する事業を行うことを主眼とし、本会

が行う支援活動並びに大規模災害対策本部の位置付けを明確にするため、大規模災害等の対策に関する規則

を新設することについて承認が求められた。異議なしで可決され、令和２年１月１６日から施行された。

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）

第１章　目的及び支援の基本方針

（目　的）

第１条　日本行政書士会連合会（以下「本会」という。）は、大規模災害等の発生に際し、被災地の行

政書士会（以下「単位会」という。）及びその会員を支援する事業を行い、もって行政書士法第１条

に定める制度の目的を達成するため、この規則を定める。

（定　義）

第２条　この規則に用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

一　大規模災害　自然災害（地震、津波、台風等による風水害・土砂災害・火災等、火山噴火等）、

事故災害（原子力発電所等の核施設をはじめとする有害物質を取り扱う施設における事故、爆発、

火災等）、その他の災害であって、内閣府が当該災害に関し、災害対策基本法に基づく緊急災害対策

開 催開 催 日日

場場 所所

司司 会会

議議 長長

議事録署名議事録署名人人

構 成構 成 員員

オブザーバオブザーバーー

理事会の開催報告
令和２年１月１６日（木）

虎ノ門タワーズオフィス６階「ROOM７」

松村　和人　総務部長

光宗　五十六　副会長

縮　　修二・松村　和人　両理事

５６名のうち、４６名出席（開会時）

大沼　準・堀井　泰史・

増田　由明　各監事、

末廣　元孝　選挙管理委員会委員長、野崎　径裕（青森会）・横山　眞（栃木会）・

大口　晋（兵庫会）・中嶋　健雄（鳥取会）　各単位会長
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本部を設置したもの、又は原子力災害対策特別措置法に基づく原子力災害対策本部を設置したもの

をいう。

二　支援対象災害　内閣府が当該災害に関し、災害対策基本法に基づく非常災害対策本部を設置した

もの、又は単位会の属する都道府県下に災害救助法が適用され、単位会が災害支援を行うべき十分

な理由があるものをいう。

三　見舞金　大規模災害又は支援対象災害の発生時に、本会が第５条の規定により単位会に支給する

金銭をいう。

四　支援金　単位会の災害支援活動を支えることを目的とし、本会が第６条の規定により単位会に支

給する金銭をいう。

五　義援金　災害により生命・財産に大きな被害を受けた会員を支えることを目的とし、本会が第７

条の規定により会員に支給する金銭をいう。

（支援方針）

第３条　本会は、単位会が行う災害支援活動を積極的に支援するため、情報の提供及び経済的支援等を

行う。

２　本会が支援を行う対象となる災害は、大規模災害及び支援対象災害に限るものとする。

第２章　支援活動

（情報の提供）

第４条　本会は、大規模災害又は支援対象災害の発生に際し、行政機関等及び関係する単位会等から情

報を収集し、被災した単位会又は被災の可能性のある単位会に対し、速やかに情報の提供を行う。

（単位会に対する見舞金の支給）

第５条　本会は、大規模災害又は支援対象災害により、次の各号のいずれかに該当する被害の発生を確

認したときは、会長の承認を得て、単位会に対し発災後ただちに１単位会当たり１０万円の見舞金を支

給する。

　一　所属の会員の事務所が全壊若しくは半壊したとき

　二　所属の会員の自宅が全壊若しくは半壊したとき

　三　所属の会員が死亡したとき

　四　単位会の事務所が全壊若しくは半壊したとき

（支援金の支給）

第６条　本会は、大規模災害又は支援対象災害が発生したときは、対象となる単位会に支援金を支給す

る。

２　支援金は、本会の災害助成基金積立預金並びに会員及び単位会を対象に行う募金により集めた金銭

を原資とする。

３　支援金支給の対象は、災害助成基金の目的の範囲に限るものとする。

４　大規模災害が発生した場合において、本会が定める様式に基づき、単位会から支援金の申請があっ

た場合は、対策本部会議に諮り、支援の要否及び補助すべき金額を決定する。

５　支援対象災害が発生した場合において、本会が定める様式に基づき、単位会から支援金の申請が

あったときは、常任理事会に諮り、支援の要否及び補助すべき金額を決定する。

６　災害助成基金積立預金の取り崩しについては、理事会の議決を経なければならない。ただし、緊急
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を要するときは、会長は、常任理事会の決議により１,０００万円を限度に取り崩しをすることができる。

７　前項ただし書の場合においては、事後直近の理事会に報告しなければならない。

（義援金の支給）

第７条　本会は、被災会員の数並びに被害の規模及び程度に応じ、対策本部又は常任理事会の決定に基

づき、単位会を経由し義援金を分配する。

２　義援金は、会員を対象に行う募金により集めた金銭を原資とし、その全額を被災会員に分配する。

第３章　大規模災害対策本部

（対策本部）

第８条　本会に、本会会則第３２条の８の規定に基づき、大規模災害対策本部（以下「対策本部」とい

う。）を設置する。

（対策本部の組織）

第９条　対策本部は、会長、副会長、専務理事及び常任理事で組織し、次の役職を置く。

　一　本部長

　二　副本部長

２　対策本部には、次の部を置く。

　一　災害対策部

　二　復興支援部

３　前２項の構成、及び役職に充てるものは、別表のとおりとする。

４　本部長は、対策本部の事業を総理する。

５　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長のうち

１名がその職務を代行する。

（対策本部会議）

第１０条　本部長は、大規模災害が発生したときは、対策本部会議を招集する。

２　対策本部会議は、災害対策に関する重要事項について審議し、決定する。

３　対策本部会議の運営は、本会会則第２７条（第２項を除く。）から第３１条に定める理事会に関する規

定を準用する。この場合において「理事会」とあるのは「対策本部」と、「会長」とあるのは「本部

長」と、「理事会構成員」とあるのは「対策本部構成員」と読み替えるものとする。

（対策本部の業務）

第１１条　対策本部は、対策本部会議の決定に基づき、次の各号の業務を行う。

　一　災害支援に関する基本方針を定めること

　二　行政機関等及び単位会等と連絡を図り、情報に関する支援を行うこと

　三　単位会に対し、第６条の規定に基づき支援金を支給すること

　四　単位会を経由し、被災会員に対し、第７条の規定に基づき義援金を支給すること

　五　その他必要な支援を行うこと

（災害対策部の組織）

第１２条　災害対策部は、別表の構成員で組織し、次の役職を置く。

　一　部長

　二　副部長
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２　部長は、災害対策部の事業を主管するものとする。

３　副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代行する。

（災害対策部の業務）

第１３条　災害対策部は、部長の指揮の下、次の各号の業務に対応する。

一　災害に関する情報を収集し、これを整理すること

二　対策本部が活動を開始したときは、対策本部会議の決定事項を本会の関係部署に伝え、その実施

の促進を図ること

三　対策本部会議の決定事項に基づく本会の措置を単位会に伝え、その実施の促進を図ること

四　見舞金を支給すること

五　支援金及び義援金の募集に関する業務を行うこと

六　その他災害対策に必要な業務

（復興支援部の組織）

第１４条　復興支援部は、別表の構成員で組織し、次の役職を置く。

　一　部長

　二　副部長

２　部長は、復興支援部の事業を主管するものとする。

３　副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代行する。

（復興支援部の業務）

第１５条　復興支援部は、対策本部の決定を踏まえ、部長の指揮の下、次の各号の業務に対応する。

　一　単位会の災害支援活動への支援協力、助言及び指導を行うこと

　二　広域的に災害の情報を収集し、各単位会間の災害支援活動に係る連携体制を調整、支援すること

　三　その他復興支援に必要な業務

附則

１　この規則は、令和２年１月16日から施行する。

２　平成２６年４月２３日施行の日本行政書士会連合会大規模災害対策本部設置に関する規則は、この規則

の施行をもって廃止する。

別表

大規模災害対策本部

会長本 部 長

各副会長副 本 部 長

専務理事部　長

災害対策部 ⇔専務理事副部長

法規監察部長、許認可業務部長、
法務業務部長、国際・企業経営業務部長

部　員

⇔総務部長部　長

復興支援部 経理部長副部長

広報部長部　員

被
 災
 単
 位
 会
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第２号議案

日本行政書士会連合会事務局職員育児・介護休業等規則の一部改正（案）について

　事務局職員育児・介護休業等規則は、平成２６年４月２３日の改正・施行から約５年が経過し、本規則の根拠

である「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の要求事項と齟齬が生

じてきていることから、法令への適合を図るため、本規則の一部を改正することについて承認が求められた。

異議なしで可決され、令和２年１月１６日から施行することとした。

第３号議案

嘱託職員就業規則の一部改正（案）について

　政府が進める雇用対策や労働力不足への対応から、定年退職後も嘱託職員として再雇用され、勤務を継続

する労働者が今後一層増加することが想定される。このことを踏まえ、今後、該当することになる職員が組

織運営の確かな戦力として能力を十分に発揮し、課せられた責任を果たし得るための労働条件を確保する必

要があることから、その対応を図るため、嘱託職員就業規則の一部を改正することについて承認が求められ

た。異議なしで可決され、令和２年１月１６日から施行することとした。

第４号議案

「災害助成基金積立預金」にかかる要件変更について

　今般の大規模災害等の対策に関する規則の新設に伴い、内容の整合を図るため、①目的及び③目的取崩の

要件等に関し、以下のとおり変更することについて承認が求められ、異議なしで可決された。

①目　　　的：大規模災害等の対策に関する規則に定義される大規模災害又は支援対象災害が発生した

場合に備えるための資金として計上するものである。

③ ：大規模災害等の対策に関する規則に定義される支援を目的とした支払いに限定し、取り

崩すことができるものとする。

この取り崩しは事業年度の開始前に予め予算に計上することは困難であるため、事業年

度内に災害等が発生し、取り崩しが必要となった場合に、理事会に付議し、その承認を

得ることとする。

ただし、緊急を要するときは、会長は、常任理事会の決議により1,000 万円を限度に取り

崩しをすることができる。

⑥そ　の　他：各年の積立額については、翌会計年度予算編成時において、同事業活動収入及び他の事

業活動支出予算を考量のうえ設定することとする。

目的取崩の

要　　　件

※下線部が変更箇所
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第５号議案

行テラスについて

　行テラスの名称使用を凍結することの承認が求められ、異議なしで可決された。

【 協 議 事 項【　協　議　事　項　】】
（１）令和２年度事業計画基本方針（案）について

（２）日本行政書士会連合会会則の一部改正（案）について

（３）日本行政書士会連合会法教育推進委員会規則（案）について

（４）日本行政書士会連合会暴力団等排除対策委員会規則（案）について

（５）日本行政書士会連合会権利擁護推進委員会規則（案）について

【 報 告 事 項【　報　告　事　項　】】
（１）令和２年新年賀詞交歓会について

（２）行政書士制度７０周年記念事業について

（３）令和元年台風第１９号等の災害に係る支援金の状況等について
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　常住日行連会長は、まず新年の挨拶とともに新年賀
詞交歓会の開催に際し、多くの国会議員並びに関係省
庁、友誼団体の皆様の御臨席を賜ったことに対し謝辞
を述べた。
　続いて、昨年各地で発生した大規模な自然災害で被
災された皆様に対し心よりお見舞いの言葉を述べると
ともに、各地で災害支援に尽力された会員の皆様に対
し敬意を表した。
　また、今般の行政書士法の一部改正における国会議
員の先生方からの絶大な御支援と日政連や会員の皆様
の御協力に対し御礼の言葉を述べた。
　さらに、「そうだ、行政書士に相談しよう！」という
気運を全国標準にすべく、行政書士はリーガルサービ
スの町医者、総合医となって国民の負託に応えていく
使命があるとして、そのために「地域・役所・他士業
との共生」をキーワードに会務を遂行し、特に「地域
との共生」では地域に根ざした会員の活動を推進し、
会員が活躍できるステージづくりに努めていくことを
述べた。加えて、東京オリンピックの開催が控えてい
ることを例に挙げ、「多文化との共生」にも注力し、行
政書士業務を通じて得た知見と経験をいかし、多様性
のある社会を実現していきたいとして、「日行連が国
民から期待される団体となるよう推進していく。」との
決意を述べた。
　最後に、関係各位に引き続きの御支援を賜るべくお
願いし、御参集いただいた皆様の御健勝と御多幸を祈
念して挨拶を締めくくった。

　次に、井口日政連会長は新年の挨拶とともに、新年
賀詞交歓会の開催に際し、国会議員を始め多くの御来
賓の御臨席を賜ったことに対し感謝の意を述べた。
　続いて、今般の行政書士法の一部改正においては、
国会議員の先生方の行政書士業務への御理解と絶大な
る御支援を賜ったこと、また、日頃から地元の国会議
員の先生方と信頼関係を築き上げてきた会員の皆様に
対して御礼の言葉を述べた。
　また、近年、相続に関する民法改正や入管法改正、
各省庁における電子申請への移行推進など、国民を取
り巻く環境の急速な変化に伴い、行政書士業務も多様

　令和２年１月１７日（金）正午、日本行政書士会連合会（以下、「日行連」という。）・日本行政書士政治連盟（以
下、「日政連」という。）・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。）共催に
よる新年賀詞交歓会が、東京都港区赤坂のANAインターコンチネンタルホテル東京において、国会議員・関係省
庁・友誼団体等からの御来賓を含め、８００名を超える参加者を得て盛大に開催された。
　本交歓会は、若林日行連総務部員及び中村日政連総務委員長の司会のもと、光宗日行連副会長のことばで開会。
常住日行連会長・井口日政連会長・髙尾コスモス理事長の挨拶、御来賓祝辞と続いた後、鏡開き、乾杯が行われた。
その後も多数の御来賓から挨拶を賜り、今後の行政書士の活躍に多くの期待の声をいただいた。
　終始華やいだ雰囲気の中、午後１時半、太田日政連副会長による閉会のことばで盛会裡に終了した。

（以下、開催概要）
　　
主催者挨拶（概要）

常住日行連会長 井口日政連会長

鏡開き
　鶴日行連副会長による掛け声で鏡開きを行った。

乾　杯：遠田日行連名誉会長・日政連相談役

中締め：水野日行連副会長

閉会のことば：太田日政連副会長

令和2年新年賀詞交歓会の開催報令和2年新年賀詞交歓会の開催報告告

髙尾コスモス理事長

化しているとして、「より質の高いサービスを安定的
に提供するよう求められていることを自覚し、私たち
はその期待に応えていかなければならない。そのため
にも日政連は日行連と連携し、制度発展に向けて積極
的に活動していく。」との決意を語った。
　最後に、関係各位の引き続きの御協力と御支援を賜
るべくお願いし、挨拶を締めくくった。

　続いて、髙尾コスモス理事長は新年の挨拶とともに、
本年よりコスモスも共催として参加させていただいた
こと、平素よりコスモスの活動に御理解いただいてい
ることについて、関係各位に対し御礼の言葉を述べた。
また、今般の行政書士法の一部改正では、国会議員の先
生方に御尽力いただいたことに対し感謝の意を述べ、
法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」が
明記されたことを受け、今後、成年後見事業の更なる推
進を図っていくとの決意を表し、挨拶を締めくくった。

　木村総務大臣政務官はまず、新年
の挨拶に続き、今般の行政書士法の
一部改正により、行政書士業務の安
定性が確保され、国民に対するより
質の高いサービスが確保されていく
ことに期待を寄せられた。
　また、昨年発生した台風第19号に
おいては、罹災証明書の発行手続等

の支援に行政書士が尽力したことに触れ、各地の行政
書士会並びに会員に対し御礼が述べられた。
　最後に、「昭和26年に制定された行政書士制度が更に充
実し、より良いものとなるよう期待し、日行連、日政連及
びコスモスの更なる発展と行政書士の皆様の健勝を祈念
する」とのお言葉をいただき、挨拶を締めくくられた。

総務省代表祝辞（概要）

木村総務大臣政務官
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木村 弥生 総務大臣政務官 野田 毅 日本行政書士政治連盟
顧問、自由民主党行政書士制度
推進議員連盟会長

片山 虎之助 日本行政書士政治
連盟顧問、日本維新の会行政書
士制度推進議員連盟会長

石田 祝稔 公明党行政書士制度
推進議員懇話会会長

赤松 広隆 立憲民主党行政書士
制度推進議員連盟会長

原口 一博 国民民主党行政書士
制度推進議員連盟会長

山口 那津男 公明党代表 若松 謙維 公明党行政書士制度
推進議員懇話会幹事長

玉木 雄一郎 国民民主党代表 衛藤 晟一 一億総活躍・領土問題各担当大臣、
内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策、消
費者及び食品安全、少子化対策､海洋政策）

尾身 朝子 外務大臣政務官 櫻田 義孝 自由民主党行政書士
制度推進議員連盟幹事

斉藤 鉄夫 公明党行政書士制度
推進議員懇話会副会長

江田 康幸 公明党行政書士制度
推進議員懇話会副会長

山花 郁夫 立憲民主党行政書士
制度推進議員連盟幹事長

逢坂 誠二 立憲民主党行政書士
制度推進議員連盟副会長

甘利 明 衆議院議員 有村 治子 参議院議員 片山 さつき 参議院議員 小宮山 泰子 衆議院議員
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【参議院議員】代理出席
渡辺 猛之松川 るい長浜 博行高橋 克法櫻井 充北村 経夫今井 絵理子足立 信也
金子 原二郎宮崎  勝芳賀 道也高橋 光男島村 大熊谷 裕人岩井 茂樹阿達 雅志
加田 裕之室井 邦彦林 芳正滝波 宏文下野 六太熊野 正士宇都 隆史有田 芳生
三原 じゅん子森 ゆうこ平木 大作武見 敬三末松 信介古賀 友一郎江島 潔石井 準一
清水 真人矢倉 克夫平山 佐知子谷合 正明杉 久武古賀 之士大家 敏志石井 苗子

安江 伸夫福山 哲郎徳永 エリ関口 昌一小西 洋之大野 泰正磯﨑 仁彦
山田 修路堀井 巌中西 健治世耕 弘成こやり 隆史小沼 巧伊藤 孝江
山田 宏牧山 ひろえ中西 祐介高木 かおり酒井 庸行河野 義博伊藤 孝恵

【衆議院議員】代理出席
簗 和生古本 伸一郎中野 洋昌高木 陽介後藤 茂之小渕 優子石破 茂麻生 太郎
山岡 達丸古屋 圭司中村 裕之髙鳥 修一後藤 祐一加藤 鮎子石原 伸晃  高市 早苗
山際 大志郎星野 剛士中山 展宏竹内 譲後藤田 正純金子 恵美伊藤 俊輔茂木 敏充
山口 泰明細田 健一中山 泰秀竹下 亘近藤 昭一金子 俊平伊藤 逹也加藤 勝信
山口 壯堀井 学西岡 秀子武村 展英坂井 学金子 万寿夫伊東 良孝梶山 弘志
山崎 誠堀内 詔子西田 昭二田所 嘉德櫻井 周金子 恭之 伊藤 渉赤羽 一嘉
山田 美樹本田 太郎西村 明宏谷 公一 笹川 博義金田 勝年稲津 久安住 淳
山本 公一前原 誠司西村 智奈美谷川 とむ佐々木 隆博上川 陽子井上 信治 河野 太郎
山本 幸三牧 義夫額賀 福志郎谷川 弥一佐々木 紀神谷 裕井上 義久 菅 義偉
山本 拓 松本 純野田 聖子田野瀬 太道佐藤 公治河井 克行井林 辰憲田中 和德
山本 和嘉子松本 剛明橋本 岳田畑 裕明佐藤 英道川崎 二郎今村 雅弘 武田 良太
横光 克彦松本 洋平馳 浩田村 憲久佐藤 ゆかり城井 崇岩田 和親竹本 直一
吉川 赳道下 大樹葉梨 康弘辻 清人塩崎 恭久岸 信夫岩屋 毅西村 康稔
吉田 統彦三ツ矢 憲生馬場 伸幸津島 淳繁本 護岸田 文雄うえの 賢一郎逢沢 一郎 
笠 浩史御法川 信英濵地 雅一辻元 清美篠原 豪木原 誠二枝野 幸男 青山 周平
早稲田 夕季三原 朝彦原田 義昭土屋 品子下村 博文木村 次郎江渡 聡徳あきもと 司
和田 義明宮内 秀樹日吉 雄太寺田 稔新谷 正義吉良 州司遠藤 利明穴見 陽一
渡辺 周宮下 一郎平井 卓也渡海 紀三朗新藤 義孝工藤 彰三大岡 敏孝あべ 俊子
渡辺 博道武藤 容治福井 照長尾 敬菅原 一秀国光 あやの大塚 高司荒井 聰

森 英介福山 守長尾 秀樹鈴木 馨祐源馬 謙太郎岡田 克也池田 真紀
森山 浩行藤井 比早之永岡 桂子 鈴木 俊一高村 正大岡本 充功池田 佳隆
盛山 正仁船橋 利実中曽根 康隆鈴木 淳司古賀 篤越智 隆雄伊佐 進一
八木 哲也古川 康中谷 真一鈴木 憲和國場 幸之助尾辻 かな子石川 香織
谷田川 元古川 禎久中根 一幸髙木 毅小寺 裕雄鬼木 誠石﨑 徹

【参議院議員】
山口 那津男真山 勇一福岡 資麿中川 雅治高野 光二郎斎藤 嘉隆岡田 広衛藤 晟一
山下 雄平三宅 伸吾舟山 康江長峯 誠滝沢 求佐藤 啓小野田 紀美青木 愛
若松 謙維宮沢 由佳増子 輝彦新妻 秀規竹内 真二塩田 博昭片山 さつき有村 治子
和田 政宗宮島 喜文松下 新平野上 浩太郎竹谷 とし子塩村 あやか片山 虎之助石井 正弘

森本 真治松村 祥史馬場 成志田村 まみ榛葉 賀津也上月 良祐石川 博崇

【前国会議員】
公明党顧問　漆原 良夫
公明党顧問　魚住 裕一郎
内閣官房参与　西川 公也（代理）
【総務省】
大臣官房政策立案総括審議官併：大臣官房公文書監理官（併：公害等
調整委員会事務局併：消防庁長官付）併：行政管理局　吉開 正治郎
大臣官房審議官（併）財務省大臣官房審議官（大臣官房担当）　山内 達矢
自治行政局長　髙原 剛
大臣官房審議官　森 源二
自治行政局行政課長　阿部 知明
自治行政局行政課監査制度専門官　矢部 祐介
自治行政局行政課行政書士係長　南谷 康介
自治行政局行政課行政書士係総務事務官　重松 維史
行政管理局長　三宅 俊光
行政管理局管理官　添田 徹郎
行政評価局長　白岩 俊
行政評価局連携調査、環境等担当室総括評価監視調査官　井上 隆彦
【友誼団体等】
出入国在留管理庁
文化庁著作権課著作物流通推進室
厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室
国土交通省土地・建設産業局建設業課
国土交通省道路局道路交通管理課
日本弁護士連合会
日本弁護士政治連盟
日本税理士会連合会
日本土地家屋調査士会連合会
全国土地家屋調査士政治連盟
日本公証人連合会
一般社団法人日本海事代理士会
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会
日本不動産鑑定士政治連盟

一般財団法人行政書士試験研究センター
日本弁護士連合会ADR（裁判外紛争解決機関）センター
公益財団法人入管協会
一般財団法人日本国際協力センター
一般財団法人建設業振興基金
一般財団法人建設業情報管理センター
一般社団法人行政情報システム研究所
軽自動車検査協会
一般社団法人全国自動車標板協議会
一般社団法人全国軽自動車協会連合会
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人全国自家用自動車協会
公益社団法人著作権情報センター
一般社団法人日本音楽著作権協会
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
一般社団法人日本レコード協会
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
株式会社日本政策金融公庫
株式会社日本政策金融公庫融資企画部
全国中小企業団体中央会
一般社団法人日本販売士協会
自由民主党本部
自由民主党組織運動本部団体総局
自由民主法曹団
公明党山梨県本部
公明党団体交渉部
公明党広告局
国民民主党企業団体局
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
株式会社ハル
三陽メディア株式会社
GMOグローバルサイン株式会社
ソフトブレーン・オフショア株式会社
株式会社日本評論社
株式会社法学館・伊藤塾
株式会社ワイズ

株式会社パソナパブリック本部官公庁事業部
ワイズ公共データシステム株式会社
株式会社日経ピーアール
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社エヌ・ティ・ティネオメイトITビジネス本部
公益社団法人日本社会福祉士会
日本赤十字社
社会福祉法人中央共同募金会
一般社団法人政策研究支援機構
東京海上日動火災保険株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
KMG税理士法人
第一法規株式会社
日本加除出版株式会社
株式会社ぎょうせい
新日本法規出版株式会社
株式会社大成出版社
株式会社松島清光堂
【学識者】
弁護士　阿部 泰隆
中央大学名誉教授　小島 武司
弁護士　大胡 誠
弁護士　武田 涼子
早稲田大学法学学術院教授　田村 達久
弁護士・日本行政書士会連合会顧問　中津川 彰
弁護士　流矢 大士
弁護士・日本行政書士会連合会顧問　糠谷 秀剛
政策研究大学院大学教授　福井 秀夫
税理士・日本行政書士会連合会監事　増田 由明
弁護士　山下 清兵衛
日本行政書士会連合会顧問弁護士　山脇 康嗣
弁護士・日本行政書士会連合会理事　渡部 正和
国立大学法人山口大学学長　岡 正朗（代理）

※役職等は賀詞交歓会開催時点のもの

【衆議院議員】
三ツ林 裕巳野田 毅武内 則男坂本 哲志城内 実小川 淳也江田 康幸 青柳 陽一郎
宮﨑 政久初鹿 明博田中 良生櫻田 義孝岸本 周平奥野 信亮衛藤 征士郎赤松 広隆  
宮澤 博行原口 一博 棚橋 泰文 佐藤 明男北側 一雄奥野 総一郎大河原 雅子秋葉 賢也
村上 誠一郎原田 憲治玉木 雄一郎左藤 章木原 稔小倉 將信大串 博志阿久津 幸彦
山下 貴司船田 元冨樫 博之佐藤 茂樹 木村 哲也小田原 潔大口 善德  甘利 明 
山田 賢司古川 元久とかしき なおみ塩谷 立木村 弥生尾身 朝子逢坂 誠二石井 啓一
山花 郁夫古田 圭一冨岡 勉階 猛熊田 裕通海江田 万里大島 敦 石田 祝稔
山本 有二古屋 範子富田 茂之柴山 昌彦小島 敏文神谷 昇太田 昭宏石田 真敏
吉川 貴盛穂坂 泰中谷 元末松 義規小林 鷹之神山 佐市太田 昌孝伊藤 信太郎
鰐淵 洋子細田 博之西銘 恒三郎鈴木 貴子小林 史明亀岡 偉民大野 敬太郎井野 俊郎

松田 功丹羽 秀樹高木 美智代 小宮山 泰子鴨下 一郎岡本 あき子井上 一徳
松原 仁 根本 幸典武井 俊輔斉藤 鉄夫神田 憲次岡本 三成上野 宏史
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令和２年度専修大学大学院
司法研修開講の御案内

＜中央研修所＞

 Info 

１

　日行連と専修大学大学院は、平成１６年から連携して司法研修制度を行っています。令和２年度は、
「家族法」をテーマとした講義を予定しています。
　講義は全５回（５日間）の集中授業で、各回３コマの計１５コマで展開されます。以下の２名の講
師が研究者と実務家という２つの視点で親族・相続に関する法分野を中心に講義を行う予定です。
　今後ますます社会的ニーズの高まる業務分野の基本知識として、「家族法」に関する法律知識を
しっかりと習得し、「身近な街の法律家」として国民の皆様の期待に添えるよう、多くの会員の皆
様の受講をお待ちしています！ （詳細は次ページへ！）

講師：椙村　寛道 教授
（法務研究科）

《プロフィール》
昭和５３年 一橋大学法学部卒業
昭和５９年 司法試験合格
昭和６２年 弁護士登録

（第一東京弁護士会）
岡村勲法律事務所勤務

平成５年 日本橋総合法律事務所
開設

平成１６年 専修大学法科大学院教
授就任（実務家教員）
「要件事実（基礎）」
「要件事実」「民事実務
演習（基礎）」「民事実
務演習」「民事法演習Ⅳ
（家族法）」等担当

【講師からのメッセージ】
　改正前の民法（相続法）では、被相続人遺産の相続人の承継に
つき、相続人による遺産分割協議及び被相続人による遺言による
遺贈が規定されていました。他方、実務では、「相続させる」とい
う文言による遺言も認めていましたが、改正民法（相続法）では、
この「相続させる」という文言の遺言を、「特定財産承継遺言」と
して正面から明文で認めるに至っています。その他、今回の相続法改正（２０１８年
７月１３日公布）は、自筆証書遺言の方式の緩和を始め多岐にわたる条項の改定、
追加がなされています。
　今回の講義においては、実務において役に立つ、重要な相続の基礎理論及び改
正法の内容を説明したいと思います。是非とも講義に参加して、実務に必要な相
続法の知識を得ていただければと思います。

講師：佐々木　健 教授
（法学部）

《プロフィール》
●青森県八戸市生まれ
●立命館大学大学院法学研究科民
事法専攻博士後期課程修了
　（博士［法学］）
●札幌学院大学法学部准教授、
　専修大学法学部准教授を経て、
　現在、専修大学法学部教授
　（平成３０年４月～）
●専修大学法学部・法科大学院で
家族法を担当

【講師からのメッセージ】
　近年、民法をめぐる大きな改正が続いています。昨年の特別講
義では財産法に関する改正、いわゆる改正債権法（平成２９年法律
第４４号）について開講されましたが、今年は、家族法に関する近
年の改正動向に焦点を当て、講義を進める予定です。
　家族法に関する改正は多岐にわたります。例えば、親族法の分
野については、成年年齢の引下げに関する民法の一部改正法（平成３０年法律第５９
号）、特別養子縁組に関する民法の一部改正法（令和元年法律第３４号）等が挙げ
られます。また、現在、法制審議会では民法（親子法制）部会が開かれ、親権制
度や嫡出推定制度の見直しも進められています。相続法の分野については、いわ
ゆる改正相続法（平成３０年法律第７２号）や遺言書保管法（平成３０年法律第７３号）
が挙げられます。既に施行している内容もありますが、今年はいよいよ、配偶者
居住権等、残りの内容も施行されます。これらの法改正の動向は、実務者の皆様
にとっても関心が高いのではないでしょうか。その他、講義では、できる限り、
近年の判例動向等についてもお話したいと考えています。
　皆様にとって有意義な時間となるよう努めますので、どうぞよろしくお願いい
たします。
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【受講希望会員は、記事下段にある出願方法をよく御確認の上、お申込みください。】

　本会は、平成１６年度から専修大学大学院の御協力を得て、科目等履修生として単位を取得できる司法研修
を実施し、１５年以上にわたり、司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の担保を目指して、必要な能力を
身に付けるための司法研修を展開してまいりました。
　平成１６年度から平成３１年度（平成２６・２８年度休講）にかけて「行政救済法」「家事審判法」「要件事実・事
実認定論」「家事事件手続法」等の科目を設定、開講しています。令和２年度は「家族法」を設定し開講させ
ていただく予定です。
　本講義は、隣接法律専門職種としての位置付けを得ている行政書士が、より一層の法的素養を積み、更な
る飛躍を目指す上で意義があり、また権利義務・事実証明書類の作成等の分野で活躍する行政書士を筆頭に、
全会員にとって大変有益と思われますので、多くの方の受講を期待いたします。
　本研修会は専修大学大学院での正規の授業として実施いたします。一般の大学院生と同じ立場で学習する
こととなりますので、成績や受講態度が悪ければ単位認定されません。誠意と熱意をもって講義に臨まれる
ようお願いいたします。

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

出 願 資 格　　令和２年３月末現在で、高等学校を卒業している全国の会員を対象とします。
なお、大学又は大学院を卒業していない会員につきましては、高等学校卒業後の行政書士の
業務歴５年以上、短大卒業後の行政書士の業務歴３年以上を有することを出願資格とします。

講 義 概 要　　１　科目・単位数・担当講師

２　受講上の注意
①事前に教材と予習範囲が指定されますので、必ず指定された予習をした上で出席してく
ださい。また、レポートの提出やテストがあり、総合的評価の結果、単位を取得できな
い場合があります（出席して講義を聴いているだけの研修ではありません）。
②厳格な出席管理が行われ、出欠状況が単位認定の評価に影響しますので、御承知おきく
ださい。
③受講にあたっては、行政書士の品位を保ち、大学の秩序を乱す行為をしないよう心掛け
てください。
④総合的評価の結果に基づき、大学院の単位が与えられます。証明書発行料金（和文４００円、
英文７００円）の負担により単位の証明書の発行を受けることができます。
⑤図書館等の大学の施設利用については、ガイダンスの際に大学側から説明がありますの
で、それに従ってください。
⑥講義では授業内容に関する質問は可能ですが、個別の案件についての質問にはお答えで
きません。

担　当　講　師単位数科　目　名

専修大学
　法学部　　　　佐々木　健　教授（９コマ）
　法務研究科　　椙村　寛道　教授（６コマ）

２単位
（１５コマ）

法律学応用特論
「家族法」

　なお、最少開講人数（３０名）が設定されています。申込者が３０名に満たない場合には開講されません
ので、予め御承知の上、お申込みいただきますようお願いいたします。
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３　開催日及び時間割
　　令和２年１０月１７日（土）〈第１回の講座前に実施〉
※必ず出席されるよう、お願いいたします。なお、ガイダンスの御案内については、
　後日（８月頃を予定）送付させていただきます。

■授業曜日：土曜日
■時　　限：２・３・４時限

講　義　日　程

令和２年１０月１７日（土）第１回

　　　　１０月３１日（土）第２回

　　　　１１月１４日（土）第３回

　　　　１１月２１日（土）第４回

　　　　１１月２８日（土）第５回

時間割時　限

９：００～１０：３０　 １時限

１０：４５～１２：１５☆ ２時限

１３：０５～１４：３５☆ ３時限

１４：５０～１６：２０☆ ４時限

１６：３５～１８：０５　 ５時限

４　受講場所
　　専修大学　神田校舎
　　東京都千代田区神田神保町３－８（専修大学HP：http://www.senshu-u.ac.jp/）

５　定員
　　５０名程度（所属会不問）

費　　　用　　１　受講金額について
　　４８,０００円（内訳：登録料１２,０００円＋履修料３６,０００円）

２　費用に関する注意点
登録料・履修料については、一定の審査を経て合格後、日行連にお振込みいただきます。
本会から一括して専修大学に納入することとしています。

出 願 方 法　　以下の、会員専用サイト「連con」（https://www.gyosei.or.jp/members/#/login）内
に掲載の要項を御確認の上、必要書類を整え、期間内に日行連に御提出ください。

会員専用サイト「連con」＞ 中央研修所 ＞ 開催案内 ＞
「令和２年度専修大学大学院における司法研修の出願方法について」

　
（出願期間）
　令和２年２月２５日（火）～３月１６日（月）＜締切日消印有効＞

　　　　　【お問合せ先】日行連事務局研修課
　　　　　　　　　　　　TEL：０３－６４３５－７３３０

時間割（参考）

☆印が付いている時限で開催されます。
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　令和２年度の「特定行政書士法定研修」（行政書士法第１条の３第２項に規定する研修）
を以下のとおり実施することとしていますので、御案内いたします。
　なお、詳細につきましては本誌４月号に募集要項の掲載を予定していますので、あわせ
て御確認をお願いいたします。

趣　　　旨　　本研修は、行政書士法第１条の３第１項第二号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申立
手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第１条の３第２項に規定する研修とし
て、日本行政書士会連合会会則第６２条の３の規定に基づき実施するものです。所定の講義を受
講し、理解度を確認する考査において基準に到達することにより特定行政書士となります。

対　　　象　　行政書士（申込時点において、行政書士登録が完了している者）

内　　　容　　以下の「講義」を所定の期間内に所定時間受講し、「考査」において基準に到達することをもっ
て修了とします。
＜講　義＞令和２年７月下旬から１０月上旬の間に、所属単位会が指定する日時、会場にお

いて実施します。１８時間［１コマ（１時間）×１８］の講義を受講してください。
＜考　査＞令和２年１０月１８日（日）１４：００～１６：００に、所属単位会が指定する会場におい

て実施（全国一斉開催）します。マークシート方式択一３０問で行います。

受　講　料　　８万円 （非課税/テキスト・サブテキスト代含む）
※再受講・再受験の受講料は次号掲載の募集要項を御確認ください。

申 込 方 法　　FAXによる申込み
※申込受付後、受講料入金方法（ゆうちょ銀行への払込み方法）を返信します。

申 込 期 間　　令和２年４月１日（水）～令和２年６月１９日（金）（予定）
※再受講・再受験を希望する方についても上記期間内のお申込みが必要です。

「特定行政書士」取得で業務の拡大と地位向上を図りましょう！

　特定行政書士は、行政書士が作成した許認可申請に係る行政庁の処分等について、申請者を代理し
て不服申立手続を行うことができます。
　現在までに４,０００名を超える特定行政書士が誕生し、徐々にではありますが、不服申立手続を行う特
定行政書士が増えてきています。今後は「特定行政書士＝行政手続法の専門家」としての強みと知見
を生かして行政手続に関する相談の専門家としての地位を確立させ、業務の拡大を図ってまいります。
　中央研修所としても特定行政書士制度の発展を目指して、積極的に業務情報の提供や各種研修を
行ってまいりますので、多くの方に本研修を受講いただくことを切にお願い申し上げます。

「特定行政書士法定研修」の御案内

＜中央研修所＞

 Info 

２
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特定行政書士の修了者数（R2.1.15現在）

※メインテキストは例年、350～400ページです。（非売品）

※各サブテキストの料金（①￥3,520、②￥2,200）は受講料に含まれます。

サブテキスト①
『行政書士のための行政法
（第2版）』
（日本評論社刊）
￥3,520（税込）
ページ数：444 ページ

特定行政書士修了者数
4,114人 ／

全会員中、約12人に1人が

特定行政書士です。

（表）

行政書士証票（特定行政書士用）

特定行政書士の研修
を修了した会員の行
政書士証票には、
「特定行政書士」
の印字がされ、色も普
通の証票と異なり金
系の色となります！

全会員数
48,981人

サブテキスト②
『行政書士のための
要件事実の基礎』
（日本評論社刊）
￥2,200（税込）
ページ数：216 ページ

配付サブテキスト（予定）

申込受付期間

7月下旬～10月上旬

講義〈義務・拘束〉
10/18

考査 修了

プレ研修〈任意〉
【VOD研修（通年受講可）】
　科目：①行政手続法、②行政不服審査法、
　　　　③行政事件訴訟法、④確認テスト、
　　　　⑤要件事実・事実認定論（確認テスト含む）

全会員受講可能（法定研修の予習・復習に）

ブラッシュアップ研修〈任意〉
【平成27，28年度は集合研修・VOD研修（通年受講可）を併用、
　平成29～令和元年度は集合研修のみ】
　科目：個別許認可分野における不服申立手続のシミュレー
　　　　ション、事例研究、 手続き書面（申立書等）作成、
　　　　円滑に業務を行う上での必要知識等の習得

特定行政書士のみ受講可能（レベルアップに）

※中央研修所研修サイトに登載中 ※中央研修所研修サイトに平成27・28年度実施講義を登載中
（3月末以降順次登載終了予定）

行
政
書
士

4/1～6/19
特
定
行
政
書
士

令和2年度特定行政書士法定研修

　　 　　　　　　　 令和２年度　特定行政書士法定研修の流れ 　　　 　　　　　　
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　令和元年１２月２０日、奈良会と王寺町との間で「災害時における被災者支援のための行政書士業務について
の協定」を締結いたしました（これで現在当会が災害協定を締結しているのは１県４市２町になります）。
　王寺町は、昭和５７年の大和川大水害の際、大和川支流の葛下川が逆流・氾濫することにより町北部が浸水
しました。家屋の全半壊が２４０戸、床上床下浸水は１,７００戸を超え、災害救助法が適用されるほどの大災害を
経験されています。そして、その災害の折に、５,０００枚以上の罹災証明書を発行する必要が生じ、担当課の職
員の方々は寝る間も惜しんで業務にあたられたとのことでした。そのため、当会が災害時における被災者支
援として罹災証明書の発行業務をサポートさせていただいているという話をすると、是非にでもお願いした
いという王寺町からの強い御要望があり、協定締結に向けてスムー
ズに話が進みました。また、協定締結に向けた事前協議においては、
王寺町の職員の皆様から罹災現場の生の声を伺うことができ、当会
といたしましても、様々な気付きを得ることができました。
　当会は幸いにも大きな災害に直面していませんが、その反面、災
害対応の経験が不足している部分もありますので、王寺町の職員の
皆様からの御指導も仰ぎながら、いざという時に、奈良県の住民の
皆様のお役に立てるような体制づくりに、今後とも努めてまいりた
いと考えています。

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。

王寺町と災害協定を締結奈良県
行政書士会

＜許認可業務部　建設・環境部門＞

建設キャリアアップシステム技能者情報登録申請
サポートに係る行政書士の派遣について（報告）

 Info 

３

　今般、建設キャリアアップシステム（以下、「CCUS」という。）を運用している一般財団法人建設業振興
基金（以下、「振興基金」という。）より、同基金が実施する建設技能者マネジメントスキル向上特別講習の
会場において、CCUSの技能者情報登録申請をサポートするため、行政書士を派遣して欲しいとの依頼があ
りました。
　日行連では、令和元年１１月３日（日）～１１月２４日（日）の期間中、特別講習の開催にあわせて、振興基金
から指定があった全国１３会場に当該地域の単位会から行政書士を派遣し、講習会へ出席した技能者からの相
談に対応しました。
　キャリアアップカードの取得方法や申請の流れなど、合計で１４件の相談があり、対応にあたった行政書士
が登録申請書などの資料を用いて説明を行いました。

＜派遣会場＞
・１１月３日（日）：千葉（千葉市）、大阪（大阪市）、福岡（福岡市）
・１１月１０日（日）：北海道（札幌市）、宮城（仙台市）、東京（新宿区）、
　　　　　　　　 神奈川（横浜市）、石川（金沢市）、愛知（名古屋市）、
　　　　　　　　 兵庫（神戸市）、香川（高松市）
・１１月２４日（日）：埼玉（さいたま市）、広島（広島市）
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　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講演
依頼があり、令和２年１月１７日、金沢大学において「かがやき・つなぐ」北陸・信州留学生就職促進プログ
ラム第２弾「留学生が働きたい仕事を創ろう～在留資格要件・外国人留学生の希望を踏まえた採用・入社後
活躍を考える～」に参画し、当会会員の菅原純平会員・吉田美緒会員・古川逸人会員がファシリテーターを
務め、プログラムの始めに「金沢大学の留学生が使える在留資格とは」というテーマで、技術・人文知識・
国際業務、特定活動４６号（N１特活）、高度専門職の３つの在留資格の違い、各申請の際に必要な書類につい
て約２０分講演を行いました。
　当プログラムには、金沢大学・金沢大学大学院に通う来春卒業予定の留学生と、外国人採用を考える北陸
の企業が参加しました。
　留学生には卒業後の自分の在留資格を知り、どうすれば高度専門職にキャリアアップできるかを知ってほ
しいということ、企業担当者には内定者に最適な在留資格を知り、高度専門職を取得するためのプロセスを
把握し内定者と共有してほしいということを伝えました。
　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中で採用について不明点が
あれば、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」に問い合
わせをしていただきたい点についても伝えました。
　講義後には、留学生と企業担当者のワークが行われました。留学生側から働く際に大事にしたいことが発
表され、企業担当者側からは自社の事業内容・仕事の概要について説明がなされました。また、独立行政法
人日本貿易振興機構（JETRO）掲載の求人票を留学生と企業担当者が一緒に見ながら、より良い求人票にす
るにはどうしたら良いか、誰に何をどのように伝えたいかという視点で採用について考え、留学生の希望を
踏まえた求人票を作成しました。
　留学生は北陸の企業の事業内容や福利厚生等、オリジナリティーある取
組を知り就職先の幅が広がった他、企業担当者は自社では思い付くことの
できなかった提案や要望が留学生からなされ、改めて採用について考える
ことができ、イベントは盛況のうちに終了しました。
　石川会では、「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留まらず企業の外国人採用コンサルタ
ント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
促進プログラム第２弾に参画しました

石川県
行政書士会

　令和元年１２月１７日、北星学園大学経済学部にて「法学講演会」と題した行政書士会北海道ADRセンターの
講演会が開催されました。本講演会は、足立清人同学部教授による教育の一環として、学生自身が講演会の
企画や司会進行を行うというもので、当センターが協力し、「自主交渉援助型調停」を講演会の題材として
実施されました。
　本講演会に先駆けて、同年８月から企画担当の学生の皆様と講演会の内容や模擬調停での事例検討の打合
せを繰り返し、学生の皆様の詳細な検討の結果、アパートでの隣人トラブルに関する非常に面白い事例を題
材とすることができました。
　講演会には６８名の学生が参加し、冒頭、深林恭広副センター長が行政書士業務や行政書士試験の概要、自
主交渉援助型調停の特徴について説明した後、参加者が３人１組となり模擬調停を行いました。参加者は調
停人、申込人、相手方の役に積極的に取り組み、会場は熱気に包まれま
した。事後アンケートでは、行政書士になりたいという回答もあり、好
評裏に講演会を終了することができました。
　本講演会を通じて、行政書士業務の一端の他、ADRという紛争解決手
続が存在すること、相手の話を「聞く」ことの難しさを知ってもらうこ
とができたと思います。
　北海道会としては、今後も外部機関との協力関係の構築を積極的に進
め、ADRへの取組に力を入れてまいります。

北星学園大学においてADRに関する
講演会を実施しました

北海道
行政書士会
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登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（５７件）
２　その他

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
１　政策提言について
２　行テラスについて
３　条解行政書士法（第二分冊）について
４　その他

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

国際・企業経営業務部
国際部門会議
【協議事項】
１　在留資格手続のオンライン化について
２　関係議員との意見交換会について
３　自由民主党外国人労働者等特別委員
会について

４　次年度の事業計画について
５　その他

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（木（木））

正副会長会
【協議事項】
１　理事会の議案等について
２　常任理事会の合議事項等について
３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（水（水））

常任理事会
【合議事項】
１　理事会の議案等について
２　総務部専門員の登用について
３　デジタルガバメントに対する取組に
ついて

４　建設業法施行規則等の改正に関する
パブリックコメントについて

５　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（木（木））

理事会
【議案審議】
第１号議案　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

第２号議案　日本行政書士会連合会事務
局職員育児・介護休業等規
則の一部改正（案）につい
て

第３号議案　嘱託職員就業規則の一部改
正（案）について

第４号議案　「災害助成基金積立預金」に
かかる要件変更について

第５号議案　「行テラス」について

総務部会
【協議事項】
１　令和２年新年賀詞交歓会の確認につ
いて

２　その他

新年賀詞交歓会１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（金（金））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（７４件）
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（火（火））

国際・企業経営業務部
知的財産部門会議
【協議事項】
１　著作権教育伝道師の公募について
２　本年度事業執行状況について
３　次年度の事業計画及び予算案について
４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（水（水））
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申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　次年度事業計画について
２　手引き改訂について
３　異議申立て案件について
４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（木（木））

申請取次事務研修会（名古屋）
（受講者２１６名）

許認可業務部
社労税務・生活衛生部門会議
【協議事項】
１　本年度事業の進捗と確認
２　福祉法務の提言について
３　次年度事業計画について
４　関係省庁訪問
５　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（金（金））

国際・企業経営業務部
企業支援部門会議
【協議事項】
１　本年度事業執行状況について
２　金融機関との連携について
３　次年度の事業計画及び予算案について
４　その他

改正行政書士法対応委員会
【協議事項】
１　特定行政書士制度PR記事について
２　今後の特定行政書士制度の展望につ
いて

３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（月（月））

国際・企業経営業務部会（～２８日）
【協議事項】
１　各部門における本年度事業の経過報
告について

２　次年度事業計画について
３　その他

OSS・封印業務担当者会議（～２９日）２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（火（火））

広報部会
【協議事項】
１　次年度の事業計画及び予算案について
２　次年度行政書士制度PRポスターに
ついて

３　ホームページ関連事項について
４　「月刊日本行政」関連事項について
５　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（木（木））
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　日行連会員専用サイト「連con」では、関係省庁や団体からの各種業界情報のほか、業務に役立つ様々な
情報を掲載しています。
　会員の方であれば誰でも利用できますので、ぜひアカウント登録をしていただき、御活用くださいますよ
うお願いいたします。

会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用ササササササササササササササササササササイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連ccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」のののののののののののののののののののの御御御御御御御御御御御御御御御御御御御御案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案　　会員専用サイト「連con」の御案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内

★アカウント登録の方法
①日行連ホームページ（https://www.gyosei.or.jp）にアクセスし、「会員ログイン」をクリックする。
②「初めてご利用の方」をクリックし、遷移先の画面にて基本情報を入力・確認の上、送信ボタンを押す。
③基本情報で入力したメールアドレスに、仮登録の確認メールが届くので、メールに記載されている登
録確認ページへのURLをクリックする。
④遷移先の画面にてログインID・パスワードを設定し本登録完了。

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

ユキマサくんのスポーツバージョンが新登場！

要チェック
だニャ！

～「連con」掲載例～

・『申請取次研修会効果測定用設問集』
・申請取次研修会の効果測定に係る事前予習用参考資料
・外国語パンフレット（英語・中国語・韓国語　etc.）
・『知的資産業務一覧』・『知的資産契約マニュアル』など

実用的な資料のほか、名刺やHPなどの作成に利用できるユキマサくんの
各種イラスト（フリー素材）がダウンロードできます！

   登録はお済
みですか？

★アカウント情報（ログインID・パスワード）を忘れた場合
ログインID・パスワードを設定したかわからない、現在の登録状況を知りたい、という方は、日行連
事務局広報課（kouhou@gyosei.or.jp）までメールでお問い合わせください。
その際、「登録番号・氏名・所属単位会・生年月日（西暦）※本人確認のため」を記載いただくと御案
内がスムーズです。
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【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
お申込先　FAX【03−6756−9885】※3月23日（月）9時受付開始

　届出済証明書の　更新　を希望される方へ

「行政書士申請取次実務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会

開催地：仙台

最近の入国・在留資格審査（就労に係る諸申請等）における取
扱い等に関する理解を深め、事務手続能力の向上を目指します。

趣趣　　旨旨

地方出入国在留管理局より届出済証明書の交付を受けている
行政書士
※取次者として申出中の方は、届出済証明書の交付後にお申込みください。

対対　　象象

2020年4月17日（金）13時～17時（受付開始12時30分）
※１３時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

TKPガーデンシティ仙台
（宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER 13階）

会会　　場場

2020年3月23日（月）9時～3月30日（月）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営業日以内に受講料に関するFAX返信がない場合に限り、
お問合せください。

申込方申込方法法

15,000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になった場合
を除き返金しません。

受 講受 講 料料

講義終了後、講義内容の理解度の確認のため効果測定を実施
します。
※基準点に到達されない方にはその旨通知いたしますが、効果測定
の結果に関わらず修了証書を交付します。
　各自、受講後に取次者証の更新手続を行ってください。釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫

効果測効果測定定

受　
　

講　
　

希　
　

望　
　

会　
　

員

＜受講申込の手順＞

申
請
取
次
関
係
研
修
会
受
付
係

①本ページをコピーし、下記の
　申込票兼連絡票に御記入の上、
　A4判のまま、FAXにてお申込
　みください

②ニ営業日以内に受付係より受講
　料振込方法を貼付したFAXを返
　信いたします

③払込期限までに御入金ください

④入金確認後、受付係より受講票
　をFAX送信いたします

以上で受講申込手続完了です。
※下記の留意事項を御確認の上、御受講
くださるよう、お願いいたします。

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。
2020.4.17（金）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：TKPガーデンシティ仙台）

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

　　　　　　年　　　　月　　　　日届出済証明書有効期限

〒
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

留意事項
〇 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「実務研修会」は更新向けの研修です〉新規向けの「事務研修会」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〉受講票及び届出済証明書とともに筆記用具（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〉再受講の場合を除き、効果測定の結果に関わらず修了証書を交付します。各自、受講後に取次者証の更新手続
を行ってください。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 】
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　参加委員からは、市民後見人養成講座の修了者が

実際に後見人等に選任される割合が少ない等の現状

の課題を踏まえて、市区町村等と家庭裁判所との連

携や市民後見人の支援に関する中核機関等の体制整

備の必要性等についての意見が述べられました。

　後見人等の担い手として期待されている法人後見

の活用のあり方等に関しては、法人後見はセーフ

ティーネットで、個人では受任困難なケースが想定

されるのではないかという意見がありました。また、

社会福祉法人による法人後見については、継続性、

安定性、不正防止機能、報酬等のコスト面などから

メリットがある一方で、業務上、利益相反となる可

能性が高いことから慎重な取組が行われている旨の

報告がありました。

　今回の会議において、法人後見についても議論さ

れていること、後見人等の担い手として国が推進し

ていることから、今後、コスモスとしても法人後見

について更に検討する余地があるものと思われます。

成年後見制度利用促進における国の動き２

　厚生労働省では、令和元年度においては成年後見

制度の利用促進のために５年計画における各施策の

進捗状況を踏まえ、成年後見制度利用促進専門家会

議を設置して個別の課題の整理・検討を行うことと

しています。

　本誌２月号では、令和元年１０月９日に実施された

第１回目の中間検証WG（ワーキング・グループ）

について報告いたしましたが、第２弾として令和元

年１１月５日に開催された第２回中間検証WGの傍聴

報告をいたします。

　今回の会議のテ－マは、「意思決定支援の推進、後

見人等担い手の確保」です。

　成年後見制度の利用促進をするためには、利用者

が真の意味で「成年後見制度を利用して良かった。」

と言えるようなメリットを実感できる制度・運用へ

の改善が必要になります。特に、高齢者や障害者の

残存能力を尊重するための「意思決定支援」のあり

方に関しては、現在、その特性に応じたガイドライ

ンの策定に向けて、最高裁、専門職団体、厚生労働

省が参加する意思決定支援WGにおいて協議が行わ

れています。

　また、厚生労働省では、令和２年度以降、各都道

府県において後見人向けの意思決定支援研修を実施

する予定としています。今後、コスモスにおいても

意思決定支援ガイドラインに基づき、適切な意思決

定支援を行うための研修実施が重要になると思われ

ます。

　後見人等担い手の確保・育成に関しては、厚生労

働省から市民後見人の育成、法人後見人等の支援に

関する取組状況について報告がありました。

　市民後見人の確保・育成に関しては、各地域の具

体的な取組例の紹介がありました。

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　　

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
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コスモス正会員・賛助会員募集のお知らせ

　コスモスは全国約４８,０００名の行政書士のうち、４,０００名以上の会員で活動することを目指しています。
コスモスの活動目的を御理解いただき、ぜひ御加入いただきますようお願いいたします。
　正会員となるためには、各コスモス支部で開催される入会前研修（３０時間）を受講し、考査に合格
する必要があります。入会を希望される方は、次の事項について御確認ください。
　・コスモスは社会貢献を実施する団体であり、会員に対する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。
　・成年後見賠償責任補償制度に加入する必要があります（年５,８１０円）。
　・入会後も２年の間に、更新研修（８時間以上）を受講していただきます。
　・後見業務について、年に４回報告する義務があります。
　入会前研修の実施時期については、お近くのコスモス支部までお問い合わせください。なお、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、コスモスの活動を支援していただける賛助会員（後見業務を行わない者）を募集しておりま
す。行政書士資格、所属単位会、個人、法人などの制限はありません。詳しくはお近くのコスモス支
部へお問い合わせください。

は利用を勧めない取り扱いをしています。我々コス

モス秋田県支部会員も「専門職後見人」として扱わ

れていますので利用を勧められることはありません。

これは全国的に見ても稀有なことではないでしょう

か。

　今でこそ多くの推薦依頼をいただいておりますが、

当初受任件数が少ないときから、誠実に後見事務を

継続してきたからこそ今日があると思います。

　また、毎年のように当支部の研修に家庭裁判所の

後見担当書記官を講師に招いて講演会や意見交換の

場を設け、相互理解を深められるよう努めています。

設立以来現在まで家庭裁判所からの推薦依頼の延べ

件数は７６件となりました。

　最近では虐待や債務超過等の困難案件まで任され

るようになり、家庭裁判所より信頼を得ていること

の現れかと思います。

　県内の地域連携ネットワークに関してはまだ動き

が鈍いところですが、コスモス秋田県支部の会員は

「専門職」として成年後見制度の利用促進の要とな

る役割を担っていることを自覚し、積極的に参加し

ていきたいと思います。

コスモス秋田の活動状況について

秋田県副支部長　岡　部　　　享

　コスモス秋田県支部は平成２４年１月に会員数１０名

で立ち上げられました。現在の会員数は３１名となり

後見等の受任件数は令和元年７月３１日現在８０件です。

　秋田県は高齢化率日本一であるにもかかわらず、

後見等申立件数や市区町村申立件数は全国で最も少

ないという状況にあります。見方を変えれば、現在

も昔ながらの家族や地域のコミュニティーが上手く

機能していると言えるのかもしれません。

　そういった後見等申立件数自体が少ない中で、コ

スモス秋田県支部には家庭裁判所より多くの後見人

等候補者推薦依頼があり、会員が受任しています。

　そして、平成２８年度～平成３０年度における秋田家

庭裁判所管轄内「本人と成年後見人等との関係別」

の統計では、弁護士１０７件、司法書士１２４件、社会福

祉士４４件、行政書士４５件と行政書士が社会福祉士を

上回る結果になりました。

　また、通常は財産が多額な本人の成年後見人等に

就任すると、成年後見人等の不正を防止する目的で

後見制度支援信託や後見制度支援預金の利用を求め

られることとなりますが、秋田家庭裁判所はこれら

支援信託・支援預金については「専門職後見人」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。

　どうやら今年も基本的には暖冬の
ようです。暖冬で困る業種で一番に思い浮かぶの
はスキー場ですね。年末年始には北海道でも地面
がむき出しのスキー場もあったようです。雪不足
に加えて気温が高いとスノーマシンで人工雪も降
らせることもできないとか。逆に暖冬で景気が良
くなるのはゴルフ場でしょうか。普段はゴルフ場
で、雪が積もればスキー場というわけにもいかず
…スキー場のような打ち下ろしのゴルフコースも
ありますが…スキー場関係者の方々にとっては頭
の痛い問題で、気象予報から目が離せない日々が
続きそうです。行政書士の仕事は天候に左右され
るわけではありませんが、法律や制度の改正から
目が離せないという点では大きな違いはないなと、
冬枯れのゲレンデを見ながら思う、とある冬の夕
暮れでした。

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（西村）

会員の動き
◆登録者数（令和２年１月末日現在）

４８,８６４名合 計　 　
7,092名女41,772名男内 訳　 　
6,559名女40,092名男・個人事務所開業
247名女1,172名男・行政書士法人社員
286名女508名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和２年１月中の処理件数）
１５３名新規登録　合　計
２９名女１２４名男　　　　　内　訳
１５６名登録抹消　合　計
１７名女１３９名男　　　　　内　訳

１２４名　　　　　・廃　業
３２名　　　　　・死　亡
０名　　　　　・その他

◆法人会員（令和２年１月末日現在）
８９４法 人 事 務 所 数
５４９・主たる事務所数（行政書士法人数）
345・従たる事務所数


