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■

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。

「70th」の「0」に行政書士のシンボルであるコスモスのシルエットを用いました。
たくさんのコスモスの花で「0」を作り、行政書士制度70周年を迎えるにふさわしい華やかなロゴに仕上げました。

行政書士制度70周年記念ロゴ（表紙）について

新型コロナウイルス感染症に
関する無料電話相談窓口を
各都道府県行政書士会に設置
しています。
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新春特別メッセージ 令和３年会長年頭所感

　令和３年の新春を迎え、謹んで御挨拶を申し上げます。
　全国の行政書士会及び会員の皆様におかれましては、日頃より日行連の事業推進に対し
御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、各地においては行政機関並びに地
域住民からの期待に応え、行政書士制度の発展のために御尽力をいただいていますこと、重
ねて御礼申し上げます。
　
　さて、昨年世界を席巻した新型コロナウイルスにより私たちの生活は一変し、図らずも日
本におけるデジタル化推進の契機となりました。この間、各種コロナ支援事業に対する行
政書士の活用を主とした要望活動は、関係各位の御協力により一定の成果を上げることが
できました。一方で、政府から示された「デジタル庁」の新設により、社会のデジタル化
はより一層加速度を増し、私たち行政書士にとってもいよいよ本格的に変革を迫られる段
階に突入しようとしています。このような社会の転換期においても変わらず、国民の声に
耳を傾け、地域に根ざした身近な良き相談相手として行政書士が活躍していくために、デジ
タル社会における行政書士業務を確立すべく喫緊の対応が求められています。
　日行連では、デジタル・ガバメントへの対応として、昨年、デジタル推進本部プロジェ
クトチームを立ち上げました。プロジェクトチームでは、次年度のデジタル推進本部発足
に向けて、関係省庁等への働きかけなどを行い、デジタル政策への対応について検討してい
ます。行政手続の専門家として行政書士が国民と行政の架け橋となり、政府が推進するデ
ジタル社会をより良い方向へと導けるよう、デジタル・ガバメントに関する日行連の方針を
明確に示し、随時、政策提言を行ってまいりたいと考えています。

　上記デジタル化への対応を最優先事項としながらも、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」、更には多文化との共生を標榜する基本方針に則り、各種事
業の完遂に向けて、鋭意対応を進めてまいります。特に、来月に開催を予定している行政書
士制度７０周年記念式典に関しましては、関係者の感染防止に最大限配慮しつつ、厳かに挙行
し、会員の皆様が行政書士であることを誇りに思えるような式典にしたいと考えています。
また、先般開催いたしました各地方協議会との連絡会において、組織のガバナンスや今後の
展望等について様々な御意見・御要望をいただいたところですが、これらについても現場の
声としてしっかりと受け止め、次年度の具体的な活動につなげてまいりたいと考えています。

　本年は行政書士制度７０周年を迎える節目の年であり、また改正行政書士法が施行される
重要な年でもあります。日行連会長として今一度気を引き締め、行政書士制度の発展と社
会的地位の向上に全力を尽くしてまいります。会員の皆様におかれましても、引き続き地
域住民や企業、行政から必要不可欠な存在として認知されるべく、地域貢献並びに業務に精
励していただきますようお願いいたします。

　この新しい年が全国の行政書士会並びに会員の皆様にとって心豊かに過ごせますよう、
そして飛躍の年となりますよう祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。

令和令和33年年
日本行政書士会連合日本行政書士会連合会会

会長年頭所会長年頭所感感
日本行政書士会連合会 会日本行政書士会連合会　会長長

常住常住　 豊豊
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　令和３年の新春を迎え、お慶びを申し上げます。

　現在、全国約５万人の行政書士の皆様方が各地域で職務に精励され、「頼れる街の法律
家」として国民の皆様から厚い信頼を寄せられています。これもひとえに、各地域で職務
に真摯に取り組み、熱意を持って活動してこられた行政書士の皆様方、各都道府県行政書
士会、そして日本行政書士会連合会のたゆまぬ努力の賜物であり、心から敬意を表します。

　行政書士法が昭和２６年に制定されて本年で７０年という節目の年を迎えました。この間、
数次にわたる法改正が行われ、行政書士制度は着実に発展してきました。一昨年の１２月に
は、行政書士の業務の安定性を確保し、国民の皆様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、「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」、「社員
が一人の行政書士法人の設立等の許容」、「行政書士会による注意勧告に関する規定の新
設」の３点について、議員立法により行政書士法が改正・公布され、いよいよ本年６月に
施行される運びとなっています。この改正により、更なる行政書士制度の発展、充実がな
されるものと期待しております。

　さて、旧年は、新型コロナウイルス感染症への対応に官民総力をあげて取り組んだ一年
でした。日本行政書士会連合会、各都道府県行政書士会及び行政書士の皆様方におかれて
は、特別定額給付金や持続化給付金、家賃支援給付金などの各種給付金の申請手続などに
関して、無料電話相談窓口を開設いただくなど、国民や事業者の皆様と行政の架け橋とし
て率先して多大なる御尽力をいただき、心から感謝を申し上げます。
　本年も、引き続き新型コロナウイルス感染症対策に全力で取り組んでまいりますので、
皆様方の一層の御支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

　現在、政府においては、国・地方を通じたデジタル化に向けて、デジタル庁の設置を始
めとした関連施策を強力に進めているところです。社会全体をデジタル化することによっ
て、行政の効率化を実現し、国民の皆様に利便性向上の恩恵をあまねく享受していただく
ためには、ユーザーの視点に立った制度設計はもとより、急速なデジタル化に取り残され
ることがないよう、電子手続に不慣れな方等に寄り添ったきめ細やかなサポートを行うな
ど、いわゆるデジタル・ディバイドの解消をあわせて考えていく必要があります。

　このような大きな時代の変革期にあって、長年にわたり様々な行政手続に精通し、幅広
い知識と経験をもって時代の変化や制度改正に対応してこられた行政書士の皆様方に期待
される役割は、益々大きくなるものと思われます。引き続き、国民の皆様の利便性向上や
権利利益の実現に一層のお力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。

　総務省といたしましても、皆様方に更に御活躍いただけますよう、行政書士制度の一層
の充実及び円滑な運用を期して、日本行政書士会連合会や各都道府県行政書士会と十分な
連携を図ってまいります。

　結びに、日本行政書士会連合会及び各都道府県行政書士会の更なる御発展と、行政書士
の皆様方の御健康と益々の御活躍をお祈り申し上げます。

新春特別メッセージ 令和３年総務大臣年頭所感

総務大臣総務大臣　　　　　　

武田 良　武田　良太太

令和 令和33年年
総務大臣年頭所 総務大臣年頭所感感
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●スペシャルリポート　寄稿

外国人行政と行政書士の業外国人行政と行政書士の業務務
日本大学危機管理学部
教授　髙宅　　茂

１　本稿の目的
　出入国在留管理行政の基本法であり、外国人法制
の中核をなす出入国管理及び難民認定法（以下、「入
管法」という。）は、日本の経済、社会の発展、国
際化の進展を背景として、年々その重要性を高めて
いる。
　しかし、入管法制定当初の日本の状況は、今とは
大きく異なっていた。
　入管法は、「『ポツダム』宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル
命令ニ関スル件」（昭和２０年勅令第５４２号）に基づく
政令「出入国管理令（昭和２６年政令第３１９号）」とし
て昭和２６年１０月４日に制定された。制定当初の「出
入国管理令」１条は、「本邦に入国し、又は本邦か
ら出国するすべての人の出入国の公正な管理につい
て規定することを目的とする」と規定していた。
　その後、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令
に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する
法律」（昭和２７年法律第１２６号）により法律としての
効力を有するものとされ、「難民の地位に関する条
約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の
整備に関する法律」（昭和５６年法律第８６号）により、
題名が「出入国管理及び難民認定法」に改正される
とともに、同法１条の目的に「難民認定手続を整備
する」ことが加えられた。
　そして、さらに、「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」（平成３０年法律
第１０２号）による改正で、「本邦に在留する全ての外
国人の在留の公正な管理を図る」ことが目的として
加えられ、現在に至っている。
　この間、約７０年間が経過しているが、その間にお
ける我が国の経済、社会の変化は顕著であり、また、
国際環境の変化も顕著である。
　そのことが出入国在留管理政策（以下、「入管政
策」という。）に多大な影響を与え、これに伴って、
入管法及びその関係法令については幾度にもわたっ

て大きな改正が行われた。
　時代の変化に対応して行われた入管法及びその関
係法令の改正は、大きく２つに分かれる。第１は、
外国人の受入れ政策の変更に基づく外国人の受入れ
範囲に関する改正とそれに伴う出入国管理制度及び
在留管理制度の改正である。第２は、不法就労・不
法滞在対策やテロ対策・外国人犯罪対策に係る改正
である。
　第１の改正においては、多くの外国人が入国・在
留する状況に適正・的確に対応できる入国・在留手
続の整備が重要な課題とされた。
　我が国に入国する外国人が増加し、我が国に在留
する外国人も増加した。同時に、在留目的の多様化
等により、外国人の通算の滞在期間が次第に長期化
し、我が国を本拠として生活する外国人が増加した。
　その一方で、我が国は、少子高齢化から人口減少
時代に入り、外国人の活躍が、我が国の経済、社会
の発展に不可欠な状況が生じてきた。このため、在
留管理行政が、文字どおりの「管理」だけではなく、
受け入れた外国人を「生活者」として捉え、その生
活環境の整備を図ることが必要となった。在留外国
人が我が国において安定した生活を営むことにより、
我が国の経済、社会の一層の発展に寄与することを
確保するとともに、軋轢や分断の発生を防ぎ、共生
社会を実現することが求められる時代となったので
ある。
　しかしながら、多様な目的で入国・在留する人々
の受入れを、適正・公平に透明性をもって行うため
には、法制度の複雑化は避けられない。しかも、受
け入れられるのは、我が国の法制度にも風習にも慣
れていないのが通常である外国人である。
　そこで、外国人、とりわけ、中長期に在留し又は
しようとする外国人について、入国在留手続に関し
ても、その他の行政手続に関しても、更には生活全
般について、「サポート」を行うことが重要な課題と
なってくるが、質の高いサポートを実現するために
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は、入国在留手続について豊富な知識を有し、しか
もそれ以外の分野の行政手続等にも精通した担い手
が必要である。
　本稿は、入管政策、とりわけ外国人就労者の受入
れに関する政策と入管法制の入管法制定以来の変化
を鳥瞰し、その上で、我が国に受け入れられた外国
人が安定した生活を営むことができるための受入れ
環境の整備の必要性とそれを実現するために行政書
士が果たすべき役割と考えることについて述べるこ
ととしたい。

２　入管法制定当時の出入国在留管理
　入管法が制定された平成２６年からしばらくの間は、
我が国に入国・在留する外国人は少数であった（注１）。
　また、在留資格制度自体は、入管法制定時から
あったが、定められている在留資格、とりわけ現行
入管法の定める在留資格のうち当該在留資格に対応
する別表の下欄に収入を伴う事業を運営する活動又
は報酬を受ける活動（以下、「就労活動」という。）
が「本邦において行うことができる活動」として定
められている別表第１の１の表及び２の表に定めら
れている在留資格（以下、「就労資格」という。）に
相当する在留資格は現在のものとは大きく異なって
いた（注２）。
　具体的には、現行入管法における「外交」、「公用」、
「教授」、「芸術」、「興行」、「宗教」、「報道」に対応
する在留資格（それぞれ、制定当時の入管法４条１
項１号、２号、７号、８号、９号、１０号、１１号に該
当する者としての在留資格）及び平成２６年法律第７４
号により「経営・管理」に改正される前の「投資・
経営」に相当する在留資格（制定当時の入管法４条
１項５号に該当する者としての在留資格）が定めら
れていたが、現行の就労資格中もっとも一般的なも
のとなっている（注３）「技術・人文知識・国際業務」

に相当する在留資格はなく、制定当時の入管法４条
１項１２号の「産業上の高度な又は特殊な技術又は技
能を提供するために本邦の公私の機関により招へい
される者」に該当する者としての在留資格が、「技
術・人文知識・国際業務」の一部をカバーしている
に過ぎなかった（注４）。
　このほか、現行の「技能」の在留資格に相当する
在留資格として、制定当時の入管法には４条１項１３
号の「本邦でもっぱら熟練労働に従事しようとする
者」に該当する者としての在留資格があったが、こ
の在留資格を、現行の「技能」と比較した場合、「産
業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する」
との限定がない一方で、同号に該当する者が本邦に
上陸しようとするときは、「あらかじめ、当該外国人
がその在留資格に該当すると認める旨の証明書」の
交付を申請しなければならないものとされ（制定当
時の入管法４条３項）、同証明書の交付の申請が
あった場合には、「当該在留資格に属する者の行う
べき活動に係る行政の所管大臣と協議し、その者が
当該在留資格に該当すると認めたときに限り」交付
することができるとされていた（制定当時の入管法
４条４項）（注５）。そして、この制定当時の４条１項
１３号に該当する者としての在留資格による入国者は、
昭和５０年においても３３１人であり、昭和５５年６月３０
日現在の在留者数（外国人登録者数）は、９５６人に
過ぎなかった（注６）。

３　日本の経済発展と平成元年の　　
　　入管法改正
　その後の日本の経済的発展、企業活動の国際化・
海外進出、国際取引の増大、国際間の輸送手段の変
化と高速化、さらには、大量輸送が可能となったこ
となどを背景として、我が国に入国し、在留する外
国人が増加した。そして、入国・在留目的も多様化

注
１　昭和２６年及び昭和２７年の外国人入国者数は、それぞれ、２４,２６８人、３０,６２２人である（法務省入国管理局編『出入国管理の回顧と展望

―入管発足３０周年を記念して―』１００ページ）。また、在留外国人数（外国人登録者数）は、昭和２７年１１月末現在で５７３,３１８人である
（同書１１７ページ）。

２　入管法制定当時の在留資格について、髙宅茂『入管法概説』（２０２０年有斐閣）３２６ページ参照。
３　現行の就労資格のうち「外交」「公用」「技能実習」を除いた在留資格をもって在留する中長期在留者は、２０１８年末現在で３５０,６８０人
であるが、そのうち２２５,７２４人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人である（出入国在留管理庁編
『２０１９年版出入国在留管理』２８～２９ページ）。

４　制定当時の入管法４条１項１２号の該当する者としての在留資格による昭和５０年の入国者数は４人であり、昭和５５年６月３０日現在の
在留者数（外国人登録者数）は、２５人であった（前出『出入国管理の回顧と展望』１０６ページ、１１９ページ）。

５　この証明書制度は、制定当時の入管法６号、７号及び１２号に該当する者としての在留資格についても適用されていた。
６　前出『出入国管理の回顧と展望』１０６ページ、１１９ページ。
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し、就労目的の外国人が増加したが、その背景には、
様々な業務に従事する外国人就労者の受入れを望む
企業等の要望の高まりがあった（注７）。
　このような外国人就労者の受入れの要望の高まり
に対して、入管行政は、法務大臣が特に在留を認め
る者としての在留資格（注８）の運用により対応したが、
この法務大臣が特に在留を認める者としての在留資
格の運用による対応は、明確性に欠けるとともに、
限界もあった。
　また、外国人就労者の受入れに係る問題とは別に、
日本語就学生の受入れ問題や不法就労問題への対応
も急務となっていた。
　このような中で行われたのが平成元年法律第７９号
による入管法の改正（以下、「平成元年の改正」と
いう。）であり、この改正で、在留資格が別表形式
で規定されるとともに、就労資格を中心に在留資格
が大幅に整備・拡充された。
　この平成元年の改正は、「専門的な技術、技能又は
知識を必要とする業務に従事しようとする者及び一
般の日本人では代替することのできない外国の文化
に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に
従事しようとする者の受入れは、その者が一定の水
準以上の技術、技能、知識、経験等を有し、かつ、
受け入れた外国人に対して適切な在留管理が行われ
るならば、国内の雇用面への悪影響その他の社会問
題を生じるおそれは少なく、我が国の経済及び社会
の活性化や発展に資するものと考えられる」（注９）と
の認識に基づき専門的技術、技能、知識等をもって
我が国で就労しようとする外国人について幅広く受
け入れることができるよう在留資格の整備を図った
ものとされている（注１０）。
　一方、平成元年の改正では、「いわゆる単純労働

者」の受入れについては、「一企業・一職域の枠を
超えた我が国社会全体の問題として、しかも我が国
社会の将来の在り方いかんにも係る問題として、ど
のように対処するかについての国民的合意を確保す
ることが必要であり、今後とも多様な角度から慎重
に検討を行う。」（注１１）とされた。
　また、幅広く受け入れる対象とされた専門的技能
をもって就労する外国人についても、平成元年の改
正で新設された「技能」の在留資格は、「産業上の
特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従
事する」ことが対応する入管法別表の下欄に定めら
れた活動の要件とされた。そして、実質的には、入
管法７条１項２号の基準（以下、「上陸許可基準」
という。）を定める「出入国管理及び難民認定法第
七条第一項第二号の基準を定める省令」（平成２年法
務省令第１６号）により定められた「技能」の在留資
格に対応する入管法別表の下欄に定められた活動を
本邦において行おうとする者に係る上陸許可基準に
おいて列挙された業務に従事することが、上陸許可
に係る場合に限らず「技能」の在留資格の決定を受
けて在留するために必要とされることとなった。その
結果、技能就労者の受入れ範囲は、狭く限定された。

４　入国手続の整備等
　平成元年の改正は、外国人就労者の受入れ範囲を
専門的技術、技能、知識等を要する業務に従事する
外国人に限定していたこと、また、専門的技能を要
する業務に従事する外国人の受入れが産業上の特殊
な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事す
る者に限定されていたことなど、現在の時点から見
ると、かなり限定的なものではあったが、外国人就

７　法務省入国管理局編『平成４年版出入国管理―国際化時代への新たな対応―』１ページ参照。なお、同書によれば、昭和６３年の新
規入国外国人数は、約１９６万人で、昭和５３年の約２.３倍になったとされ、また、「入国する外国人の中で我が国で就職する者が増大し、
その職種も、語学教育、翻訳、通訳など語学に関連する分野を始めとして、技術開発、国際金融、海外業務など多岐にわたるよう
になった。その背景には、我が国において、専門的な技術・技能や知識、あるいは外国人特有の感性や発想などを生かして働く外
国人の活躍への期待の高まりもあった。」とされている（同書１ページ）。

８　制定当時の入管法４条１項は、１６号として「前各号に規定する者を除く外、外務省令（後に「法務省令」に改正された－筆者）で
特に定める者」が規定されていた。この規定を受けて、「特定の在留期間及び在留期間を定める省令」（昭和２７年外務省令第１４号）
が定められ、同号に規定する外務省令で特に定める者として同省令１項３号は、「前二号に規定する者を除く外、入国管理庁長官
（後に「法務大臣」に改正された－筆者）が特に在留を認める者」を定めた。その後、同省令は、出入国管理令施行規則（昭和２６
年外務省令第１８号）の全部を改正した昭和５６年法務省令第５４号により廃止されたが、特定の在留期間及び在留期間を定める省令１
項３号の規定内容は出入国管理及び難民認定法施行規則に引き継がれ、同規則２条は、入管法４条１項１６号に規定する者は、次の
各号の一に該当する者とするとしたうえで、同項３号として「前二号に規定する者を除くほか、法務大臣が特に在留を認める者」
を定めた。なお、この在留資格について、前出『入管法概説』３２８ページ参照。

９　平成４年法務省告示第３１９号により公表された「出入国管理基本計画」IIの３
１０　前出「出入国管理基本計画」IIの３
１１　前出「出入国管理基本計画」IIの３の（２）のイ
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労者の幅広い受入れを目指した改正であった。
　ところで、平成元年の改正では、多数の、しかも
多様な目的を有する外国人の入国に的確に対応する
観点から、入国（上陸）要件の明確化が図られると
ともに、入国手続の整備が行われた。
　具体的には、事前に、日本国内にいる代理人（又
は外国人本人が日本にいる場合には当該外国人本
人）が入管法７条１項２号の上陸のための条件に適
合している旨の証明書の交付を受けることにより、
以後の査証発給や空海港での上陸手続を簡易化・迅
速化することができる在留資格認定証明書の制度が
設けられた。
　前述したように、制定当時の入管法は、一定の在
留資格に該当する外国人が本邦に上陸しようとする
場合に必要な証明書として、当該外国人がその在留
資格に該当すると認める旨の証明書の制度を設けて
いた。この証明書も在留資格認定証明書と呼ばれて
いたが、この平成元年の改正前の在留資格認定証明
書は、その交付の対象となる在留資格の決定を受け
て上陸しようとする者が交付を受けていなければな
らないとする義務的なものであるとともに、その交
付に当たっては、「当該在留資格に属する者の行う
べき活動に係る行政の所管大臣」との協議が必要と
されており、上陸手続の簡易化・迅速化に資するた
めのものではなかった。
　また、これとは別に、「事前審査終了証」という
制度が設けられていた。この制度は、査証事前審査
という形で、我が国の在外公館に査証の申請が行わ
れた場合に、外務本省を経由して法務省に協議を行
い、その結果の回答を受けて査証を発給するシステ
ムの迅速化を試みたものであり、在日の関係者が直
接地方入国管理局に入国の事前審査を願い出て事前
審査終了証の発行を受け、これを添付して査証の発
給を申請すれば、在外公館限りでの査証の発給を可

能とするというものであった。事前審査終了証の制
度は、昭和５８年４月１日から興行活動者（当時の入
管法４条１項９号に該当する者としての在留資格の
決定を受けて入国しようとする者）について適用さ
れ、昭和５９年１０月から専修学校、各種学校等で教育
を受けようとする外国人、昭和６１年７月からは語学
講師として入国しようとする外国人も対象とされ
た（注１２）。
　平成元年の改正により創設された在留資格認定証
明書制度は、同改正前の在留資格認定証明書制度よ
りも、事前審査終了証の制度に近いものであったと
いうことができる（注１３）。

５　平成元年の改正後の状況
　平成元年の改正による外国人の受入れの拡大は、
限定的であったが、それでも、入国・在留者数はそ
の後急増した（注１４）。
　そして、平成元年の改正後に生じた注目すべき状
況として、日系人の急増と研修制度（後には、研修
技能実習制度）の充実が挙げられる。
　平成元年の改正では、就労資格とは別に就労可能
な在留資格として別表第２の在留資格（以下、「居住
資格」という。）が設けられた。居住資格は、就労
資格ではないが、入管法１９条１項において、本邦に
おいて行うことができる就労活動についての制限が
定められていない結果、単純労働も含めてあらゆる
就労活動に従事することが可能である。そして、日
系人が、居住資格のうち「日本人の配偶者等」及び
「定住者」の２つの在留資格で入国・在留すること
が可能となったことから、これらの在留資格による
日系人の入国・在留が急増した（注１５）。
　日系人の受入れは、制度的には就労目的の外国人
の受入れではなかったが（注１６）、実体としては、「「定

１２　法務省入国管理局編『昭和６１年度版出入国管理―変貌する国際環境の中で―』７５～７６ページ及び前出『平成４年版出入国管理』６０
ページ参照。

１３　事前審査終了証は、昭和６３年法務省令第６号による出入国管理及び難民認定法施行規則（昭和５６年法務省令第５４号。以下、「入管法
施行規則」という。）の改正で、同規則６条において、法務大臣の交付する入管法「第七条第一項第二号に定める上陸のための条件
に適合していることを認める旨の文書」と表現された。

１４　昭和６３年の外国人の新規入国者数は、１,９６０,３２０人であったが、平成２年には、２,９２７,５７８人に、更に平成３年には、３,２３７,８７４人に達
した（前出『平成４年版出入国管理』３４ページ）。また、各年末現在の在留外国人数（外国人登録者数）も、昭和６３年には９４１,００５
人であったのが、平成２年には、１,０７５,３１７人、平成３年には、１,２１８,８９１人となっている（同書６６ページ）。

１５　日系人は、平成元年の改正と同改正を受けた法務省告示（「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表
第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」（平成２年法務省告示第１３２号））により、「日本人の配偶者等」又は「定住者」
の在留資格により入国、在留することが容易にできることとなった。

１６　「定住者」の在留資格による日系人の受入れについては、「「定住者」の在留資格は、特別な理由を考慮して居住が認められる趣旨の
ものではあるが、基本的には「日本社会とのつながり」、特に「日本社会との血のつながり」を考慮して、その受入れ、そして我が
国における「定住」を認めるもの」（法務省入国管理局編『平成１０年版出入国管理―２１世紀の円滑な国際交流のために―』９６ペー
ジ）であると説明されている。
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住者」の在留資格に活動の制限はなく、このため、
就労を目的とした南米出身の日系人が、家族を伴っ
て多数来日するようになった。」（注１７）のである。
　また、研修制度は、既に昭和５６年法律第８５号によ
る入管法の改正で、当時の４条１項６号の２として
「本邦の公私の機関により受け入れられて産業上の
技術又は技能を習得しようとする者」という規定が
加えられていたが、平成元年の改正で「研修」の在
留資格が新設され、同時に上陸基準省令及びこれに
基づく法務省告示により中小企業向け研修が整備さ
れたことから、その重要性が増した。さらに、平成
５年には、「研修により一定水準以上の技術等を修
得した外国人について、研修終了後、研修を受けた
機関（企業等）と同じ機関において、新たに雇用契
約を結び、研修で習得した技術等をより実践的に修
得することができるようにする技能実習制度が創
設」（注１８）された。ただ、この研修技能実習制度につ
いては、研修生、技能実習生を、事実上の労働者、
それも、コストのかからない労働者として受け入れ
るという悪用事例も多く発生した。
　また、平成元年の改正では、不法就労・不法滞在
対策として不法就労助長罪（入管法７３条の２）の新
設などが行われたが、それにもかかわらず、その後
不法残留者数が急増した（注１９）。
　これらの現象は、平成元年の改正により創設され
た就労資格による外国人就労者の受入れ範囲が、実
際の国内における外国人就労者の受入れ要望よりも
狭く限定されていたことと、経済発展を遂げた日本
において、不法就労、不法滞在あるいは偽装滞在と
いう形であっても就労を希望する外国人が存在した
ということに起因していると考えられる。
　すなわち、受入れの対象とされなかった就労活動
を行うため、本来の目的は異なるものであっても、
ともかくそのような就労活動を行うことが可能な在
留資格を利用し、あるいは、そのような就労活動を
行うことと同様な効果をもたらし得る制度を悪用し、
さらには、「不法」という形でそのような就労活動を
行うというようなことが行われたと考えられる。
　もっとも、それでは、平成元年の改正において、

より広く外国人の受入れを行うこととするべきで
あったのかというと、必ずしもそうとは言えないと
思われる。外国人の受入範囲は、国内外の現状と今
後の展望等に基づき、我が国の経済、社会の一層の
発展とその安定・安全を図る観点から、決定される
べきであり、単に受け入れることを希望する企業等
と我が国で就労することを希望する外国人が存在す
るということだけで、受け入れるべきであるという
ことにはならない。特に、受入れ範囲の大幅な拡大
は、国民的合意を必要とすると考えられるからであ
る。
　いずれにしても、その後、不法滞在者対策が推進
され、また、研修技能実習制度の適正化が図られた
が、その一方で、日系人は、その多くが我が国に定
住することとなった。

６　申請取次制度の創設と発展
　平成元年の改正が行われた背景には、前述したよ
うに、外国人の入国者数、在留者数の増加と入国・
在留目的の多様化、とりわけ外国人就労者の増加が
あったが、この状況は、実際に入国・在留に関する
事務を担当していた地方入国管理局等における申請
案件の急増も生ぜしめた。このため、申請窓口の混
雑の緩和及び事務の簡素化を図る目的で、昭和６２年
法務省令第１６号により入管法施行規則が改正され、
申請取次制度が設けられたとされている（注２０）。
　具体的な改正内容は、次のようなものである。
　在留資格の変更許可申請について、昭和５６年法務
省令第５４号制定当時の入管法施行規則２０条１項は、
「在留資格の変更を申請しようとする外国人は、
（中略）申請書２通を地方入国管理局に出頭して提
出しなければならない。」と定め、同条２項は、同
条１項の申請に当たっては、所定の資料各２通を提
出しなければならない旨を、また、同条３項は、同
条１項の申請に当たっては、所定の書類を提示する
等しなければならない旨を定めていた。
　昭和６２年法務省令第１６号は、同条５項として、「第
１項の規定にかかわらず、法務大臣において相当と

１７　前出『平成１０年版出入国管理』９６ページ。
１８　前出『平成１０年版出入国管理』７１ページ。
１９　平成２年７月１日現在の不法残留者数は、１０６,４９７人であったが、平成３年１１月１日現在では、２１６,３９９人となり（前出、『平成４年

版出入国管理』１００ページ）、さらに、その後、平成５年５月１日現在では、２９８,６４６人にまで達した（前出『平成１０年版出入国管理』
１２６ページ）。

２０　前出『平成１０年版出入国管理』１１４ページ参照。
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認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭
することを要しない。この場合においては、その者
が経営している機関若しくは雇用されている機関又
はその者が研修若しくは教育を受けている機関の職
員で法務大臣が適当と認めるものが、第１項に定め
る申請書の提出並びに第２項及び第３項に定める手
続を行うものとする。」との規定を加えた。
　在留資格の変更許可申請は、申請しようとする外
国人本人が、自ら地方入国管理局に出頭して申請を
行うのが原則であるという従来からの取扱いを原則
としては維持しつつ、当該外国人の所属機関の職員
が、当該外国人に代わって申請書や必要書類の提出
等の手続を行うことができることとしたのである。
　そして、昭和６２年法務省令第１６号は、入管法施行
規則２１条及び２９条も改正し、同様のことを在留期間
の更新及び再入国許可の申請についても可能とし
た（注２１）。
　この制度は「申請取次」と呼ばれた。これは、上
記の規定により、所属機関等の職員が行う申請書の
提出等の行為は、申請を行おうとする外国人の「代
理人」としての行為ではなく、いわば「使者」とし
て書類を提出する「取次」であるとされたことによ
るが、これは、非弁護士の法律事務の取扱等の禁止
を定めた弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）の規定
の違反が生じないようにとの配慮によるものであっ
た。
　いずれにしても、この段階では、申請取次を行う
ことができる者として行政書士は規定されていな
かったが、平成元年法務省令第３２号による入管法施
行規則の改正で在留資格の変更許可申請、在留期間
の更新許可申請及び再入国許可申請について、行政
書士で法務大臣が適用と認めるものが申請取次を行
うことができることとされるとともに、在留資格の
変更による永住許可に関する第２２条に３項として、
同条１項の永住許可申請に関して行政書士に申請取
次を認める次のような規定が定められた。

　「第１項の規定にかかわらず、法務大臣において
相当と認める場合には、地方入国管理局に出頭する
ことを要しない。この場合においては、行政書士で

法務大臣が適当と認めるものが、第１項に定める申
請書の提出及び前項において準用する第２０条第３項
に定める手続を行うものとする。」

　その後、平成元年の改正を受けた平成２年法務省
令第１５号による入管法施行規則１９条の改正で資格外
活動許可の申請について、同条第３項として「第１
項の規定にかかわらず、法務大臣において相当と認
める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭す
ることを要しない。この場合においては、その者が
経営している機関若しくは雇用されている機関の職
員、その者が研修若しくは教育を受けている機関の
職員又は行政書士で法務大臣が適当と認めるものが、
第１項に定める申請書等の提出及び前項に定める手
続を行うものとする。」との規定が加えられ、この規
定が就労資格証明書の申請、在留資格の変更許可申
請、在留期間の更新申請にも準用することとされた。
また、数次乗員上陸許可の申請に関しても、同規則
１５条の２第３項として、申請取次を認める規定が加
えられた。
　また、平成６年法務省令第４号による入管法施行
規則の改正では、在留資格認定証明書の申請に関し
ても、同規則６条の２第４項として「外国人の円滑
な受入れを図ることを目的として（中略）法務大臣
の許可を受けて設立された公益法人の職員又は行政
書士で法務大臣が適当と認めるもの」による申請取
次に関する規定が加えられた。
　その後、平成１４年法務省令１３号による入管法施行
規則の改正で、同規則６条の２第４項や１９条３項な
どの規定における「法務大臣」は「地方入国管理局
長」に改正されたが、さらに、平成１６年法務省令８５
号による入管法施行規則の改正で、この６条の２第
４項は、「第１項の規定にかかわらず、地方入国管理
局長において相当と認める場合には、本邦にある外
国人又は法（入管法を意味する－筆者）第７条の２
第２項に規定する代理人（以下、「外国人等」とい
う。）は、地方入国管理局に出頭することを要しない。
この場合においては、次の各号に掲げる者（第１号
及び第２号については、当該外国人等から依頼を受
けた者）が、当該外国人等に代わって第１項に定め

● スペシャルリポート　寄稿

２１　ただし、再入国許可申請に関しては、申請を行おうとする外国人が経営している機関の職員、雇用されている機関の職員、研修若
しくは教育を受けている機関の職員で法務大臣が適当と認めるものに加えて、旅行業者で法務大臣が適当と認めるものも申請書の
提出等の手続を行うことができることとされた。なお、いずれの場合も、常時携帯義務が定められていた登録証明書の提示が必要
とされていたことから、昭和６２年法得省令第１６号による入管法施行規則の改正では、同規則２０条３項２号及び２９条２項２号の「登
録証明書」が「登録証明書等」と改正された。
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る申請書及び第２項に定める資料の提出を行うもの
とする。」と改められ、その第１号として「外国人
の円滑な受入れを図ることを目的として民法⋯⋯第
３４条の規定により主務大臣の許可を受けて設立され
た公益法人の職員（以下、「公益法人の職員」とい
う。）で、地方入国管理局長が適当と認めるもの」が、
第２号として「弁護士又は行政書士で所属する弁護
士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄す
る地方入国管理局長に届け出たもの」が規定された。
　また、１９条３項も、資格外活動の許可の申請に関
して、「第１項の規定にかかわらず、地方入国管理局
長において相当と認める場合には、外国人は、地方
入国管理局に出頭することを要しない。この場合に
おいては、次の各号に掲げる者（第１号及び第２号
については、当該外国人から依頼を受けたもの）が、
本邦にある当該外国人に代わって第１項に定める申
請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとす
る。」と改められ、第１号として「第１項に規定す
る外国人が経営している機関若しくは雇用されてい
る機関の職員、当該外国人が研修若しくは教育を受
けている機関の職員（中略）又は公益法人（外国人
の円滑な受入れを図ることを目的として民法３４条の
規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益
法人－筆者）の職員で、地方入国管理局長が適当と
認めるもの」が、第２号として、「弁護士又は行政
書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由して
その所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た
もの」が定められた（注２２）。
　このうち、１９条３項の規定は、就労資格証明書の
交付申請、在留資格の変更許可申請、在留期間の更
新許可申請、在留資格の変更による永住許可申請に
ついても準用されていた（注２３）。
　このようにして、在留資格認定証明書の交付、資
格外活動許可、就労資格証明書の交付、在留資格の
変更許可、在留期間の更新許可及び在留資格の変更
による永住許可の申請について、その申請を行おう

とする外国人の依頼を受けた行政書士等が、当該外
国人に代わって申請書の提出その他の手続を行う制
度としての申請取次制度が確立したのである。なお、
「本邦にある外国人に代わって」とされたのは、申
請取次を認めて申請する外国人本人が出頭すること
を要しないとする一方で、申請する外国人本人から
事情を聴くことが必要な場合もあり得ることを考慮
したものである。
　ところで、ここで注目すべきことは、弁護士及び
行政書士については「地方入国管理局長が適当と認
めるもの」ではなく「所属する弁護士会又は行政書
士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理
局長に届け出たもの」とされたこと、及び弁護士と
ともに行政書士が「当該外国人に代わって」申請書
等の提出や一定の手続を行うとされたことである。
このうち、前者は、行政書士会による自治を尊重し
たものであり、後者は、平成１３年法律第７７号による
行政書士法（昭和２６年法律４号）の改正で、行政書
士が業として行うことができる業務として、「行政
書士が作成することができる官公署に提出する書類
を官公署に提出する手続について代理すること」（同
改正後の行政書士法１条の３）などが規定されたこ
とが考慮されたものと考えられる（注２４）。
　以上のような、平成元年の改正前後における申請
取次制度の創設とその確立は、平成元年の改正の背
景となった外国人の入国者数の増加と入国目的の多
様化という状況の変化と無関係ではない。入国者数
の増加、とりわけ、短期滞在者以外の入国者の増加
は、在留関係の申請案件を急増させ、その急増に対
応して、地方入国管理局の負担の軽減を図る必要が
生じた。申請取次制度創設の直接的なきっかけは、
このように地方入国管理局の負担軽減であったよう
であるが、申請取次制度が地方入国管理局の負担軽
減をもたらしたのも、言語の面においても、制度・
風習の理解の面においても、複雑な入国・在留手続
を遂行するのに困難があった外国人本人に出頭を求

22　平成16年法務省令第85号による改正では、６条の２第４項及び19条３項において申請しようとする外国人に代わって申請書の提出
等を行うことができる者として、当該外国人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
若しくはその能力が著しく不十分な者である場合における当該外国人の法定代理人も定められたが、法定代理人による場合は、申
請取次とは異なるものというべきであろう。

23　ただし、22条の在留資格の変更による永住許可申請については、申請しようとする外国人から依頼を受けた当該外国人が経営して
いる機関若しくは雇用されている機関の職員、当該外国人が研修若しくは教育を受けている機関の職員が当該外国人に代わって申
請書の提出等を行うことはできないこととされている。

24　平成13年法律第77号による改正前の行政書士法は、行政書士は、行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続を
代わって行うことができるという規定であった。なお、この改正とその意義について、兼子仁『新10版　行政書士法コンメンター
ル』（2019年北樹出版）35ページ参照。
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めて申請手続を行わせるということに限界が生じて
きていたことがあると考えるべきである。
　申請取次制度の創設とその対象となる手続の拡大、
そして、申請取次を行うことができる者の範囲の拡
大といった申請取次制度の発展は、複雑な入管関係
の手続を行わなければならない外国人について、専
門的知識を有する者によるサポート体制を構築する
という側面をも有していたということができる。

７　平成２１年の改正
　平成元年の改正後、現在の中長期在留者に当たる
在留外国人数が増加した。
　法務省は、平成２年末現在以降平成２３年末現在ま
での間について、外国人登録者のうち中長期在留者
に該当し得る在留資格をもって在留する者と特別永
住者の数を合計した数を在留外国人数として公表し
ているが、それによると、平成２年末現在の在留外
国人数は、１,０５３,０４１人であるのに対し、平成２０年末
現在では、２,１４４,６８２人に達している（注２５）。また、「永
住者」の在留資格をもって在留する者（外国人登録
者数）は、平成２年末現在が３０１,７６１人である（注２６）の
に対し、平成２０年末現在では、４９２,０５６人に達してい
る（注２７）。
　このような在留外国人の状況の変化を受けて、外
国人の在留状況の正確な把握のためのシステムの構
築の必要性が指摘されることとなった。
　もともと、外国人の在留管理は、在留期間の更新
許可などの外国人の在留に関する各種の許可制度に
より行われる一方、在留状況の継続的な把握は、外
国人登録制度によることとされていた。そして、平
成２１年法律第７７号による住民基本台帳法（昭和４２年
法律第８１号）の改正前は、外国人については、住民
基本台帳制度は適用されていなかった。
　この外国人登録制度について、規制改革・民間開
放推進会議の平成１７年３月２３日の「規制改革・民間
開放の推進に関する第１次答申（追加答申）」にお
いて、現在の制度は、外国人の就労等の実態を把握

し国、地方公共団体及び企業等が一体となった整合
性のある施策とはなっておらず、入国後管理する制
度を抜本的に見直す必要があるとされた（注２８）。
　そして、さらに、平成１８年３月３１日に閣議決定さ
れた「規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）」
においては、「外国人登録法は在留外国人の公正な
管理に資することを目的としており、住民の利便の
推進を目的とした住民基本台帳法とは異なる。（中
略）また、外国人登録の内容と居住実態に不整合が
あるとの指摘もある。これらを踏まえ、国及び地方
公共団体が外国人の在留状況を的確に把握すること
ができるよう、外国人本人、及び外国人住民への主
たる行政サービスの提供主体である市区町村の利便
性に配慮しつつ、外国人の身分関係及び居住関係の
確認方法でもある外国人登録制度の見直しについて、
関係各府省において検討を行い、結論を得る。」（注２９）

とされた。
　このような中で、外国人労働者問題関係省庁連絡
会議が、平成１８年４月から、「生活者としての外国
人」問題への対応についての検討を行い、平成１８年
１２月２５日に「「生活者としての外国人」に関する総
合的対応策」を取りまとめた。
　これは、我が国に滞在する外国人は、経済のグロ
ーバル化の中で今後も増加していくものと予想され、
また、日系人を中心に、日本に定住する傾向が強ま
り、家族も増加している一方で、「外国人と地域社会
との間には、言葉や習慣等の違いから、軋轢、摩擦
が生じている場合が少なくない、また、不安定な雇
用等の労働環境から、生活が十分に安定していると
は言い難い状況もある。さらに、不就学や日本語学
習が困難等の外国人の子どもの教育の問題は、その
子供の将来を考えた場合に大きな問題となることが
予想される。」（注３０）という状況から、「我が国として
も、日本で働き、また、生活する外国人について、
その処遇、生活環境等について一定の責任を負うべ
きものであり、社会の一員として日本人と同様の公
共サービスを享受し生活できるような環境を整備し
なければならない。」（注３１）として、今後行うべき総合

● スペシャルリポート　寄稿

25　前出『2019年版出入国在留管理』25ページ。
26　前出『平成４年版出入国管理』70ページ。
27　法務省入国管理局編『平成21年版出入国管理』19ページ。
28　平成17年３月23日規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第１次答申（追加答申）」13ページ。
29　「規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）」（平成18年３月31日閣議決定）68ページ。
30　「「生活者としての外国人」に関する総合的対応策」（出典：首相官邸ホームページ（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujin/
　　honbun2.pdf））１ページ。
31　前出「「生活者としての外国人」に関する総合的対応策」1ページ。
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的対応策を取りまとめたものであり、「外国人が暮
らしやすい地域社会づくり」、「外国人の子どもの教
育の充実」、「外国人の労働環境の改善、社会保険の
加入促進等」、「外国人の在留管理制度の見直し等」
について記載された。
　このうち「外国人の在留管理制度の見直し等」に
おいては、「現在、在留管理のチェックは、入国審査
時及び更新時にとどまっている。その間の居住地等
の事項の変更があった場合には、届出義務があるが、
必ずしも適切に届出がされていないため、外国人の
居住、就労先等の実態を十分に把握できていない。
このことは必要な対応を困難にする大きな要因の一
つとなっている。」とされ、「外国人の居住、就労先
等の情報を把握する仕組みを構築し、その情報を市
町村を含む関係行政機関において活用することにつ
いて検討」することとされた（注３２）。
　これは、生活という観点から外国人の在留管理を
取り上げたものといえる。そして、「「生活者として
の外国人」に関する総合的対応策」は、「外国人の
在留管理に関するワーキングチーム」（注３３）において、
国が、外国人を含む住民への行政サービスの担い手
である市町村と協力しつつ、正確な情報を把握でき
るような制度について平成１８年度中に取りまとめる
ことと外国人雇用状況報告制度について、関係法律
案を次期通常国会に提出することを求めたのであ
る（注３４）。
　その後、平成１９年６月２２日に閣議決定された「規
制改革推進のための３か年計画」は、「犯罪対策閣僚
会議の下に設置された「外国人の在留管理に関する
ワーキングチーム」、及び内閣官房が主催する「外国
人労働者問題関係省庁連絡会議」において、関係各
府省庁が相互に連携・協力して審議した結果や、個
人情報保護に関係する法律や条例等の趣旨も踏まえ
つつ、以下の事項について措置する。」として「外

国人の在留に係る情報の相互照会・提供【遅くとも
平成２１年通常国会までに関係法案提出】」「外国人登
録制度の見直し【遅くとも平成２１年通常国会までに
関係法案提出】」などを掲げ（注３５）、外国人の在留管理
に関するワーキングチームも検討結果を提出し
た（注３６）。
　このような経緯を経て、平成２１年法律第７９号によ
る入管法の改正（以下、「平成２１年の改正」という。）
が行われ、同改正により新設された入管法１９条の３
により「中長期在留者」という概念が打ち立てられ、
中長期在留者に在留カードを交付するとともに、そ
の記載事項に係る各種の届出制度等が定められ、同
改正により中長期在留者に関する情報の継続的な把
握に関する制度が構築された。この平成２１年の改正
と前述した平成２１年法律第７７号による住民基本台帳
法の改正とがあいまって外国人の在留管理体制が一
新され、外国人の生活環境の整備のための基盤が構
築された。
　本稿では、この改正の詳細には立ち入らない
が（注３７）、平成２１年の改正で新設された６１条の９の３
について説明することとしたい。

８　申請取次制度の拡充
　平成２１年の改正では、中長期在留者に関する情報
の継続的な把握に関する制度の創設以外にも、いく
つかの重要な改正が行われている。その１つが、本
人の出頭義務と代理人による届出等に関する６１条の
９の３の新設である。
　本稿との関係で、特に重要なのは、このうち６１条
の９の３の新設である。同条の新設は、もともとは、
平成２１年の改正で中長期在留者に関する情報の継続
的な把握のため様々な届出等が定められたことに
伴って、届出、申請、在留カードの受領について外

32　前出「「生活者としての外国人」に関する総合的対応策」９～10ページ。
33　「外国人の在留管理に関するワーキングチーム」は、平成１７年６月２８日開催の犯罪対策閣僚会議における外国人の在留情報の把握と

在留管理の問題についてワーキングチームを設置し検討してまいりたいとの内閣官房長官の発言を受け、同年７月１９日の関係省庁
申合せにより設置された（平成１８年１２月１９日「外国人の在留管理に関するワーキングチームの検討状況について」（出典：首相官邸
ホームページ（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/dai8/8siryou2_1.pdf））。

34　前出「「生活者としての外国人」に関する総合的対応策」10ページ。
35　「規制改革推進のための３か年計画」（平成19年６月22日閣議決定）80ページ以下。
36　「外国人の在留管理に関するワーキングチームの検討結果について」（出典：首相官邸ホームページ（https://www.kantei.go.jp/jp
　　/singi/hanzai/dai9/9siryou3.pdf））参照。
37　平成21年の改正の詳細については、山田利行・中川潤一・木川和広・中本次昭・本針和幸『新しい入管法　2009年改正の解説』

（2010年有斐閣）、多賀谷一照・髙宅茂『入管法大全I逐条解説』（平成27年日本加除出版）183ページ以下参照。また、中長期在留
者に関する情報の継続的な把握のための制度の創設に至る経緯については、髙宅茂・瀧川修吾『外国人の受入れと日本社会』（平成
30年日本加除出版）208ページ以下参照。
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国人本人の出頭義務と代理人による届出等について
の規定の整備が行われたものであるが、在留資格の
変更、在留期間の更新等の在留外国人を対象とする
在留に関する許可についての手続も整備された。こ
の結果、申請取次制度が入管法に根拠を有すること
となるとともに、対象が拡大された。
　平成２１年の改正で新設された同条及びこれに関連
する入管法施行規則の規定の概要は次のとおりであ
る（注３８）。

（行為の分類）
　まず、入管法６１条の９の３は、同条の規定の対象
となる行為を次の３つに分類する。
　第１は、外国人がその住居地の市町村（東京都の
特別区の存する区域及び地方自治法２５２条の１９第１
項の指定都市にあっては区（平成２６年法律４２号によ
る入管法の改正後は、特別区を含むものとし、地方
自治法２５２条の１９第１項の指定都市にあっては区又
は総合区）。以下、「市区町村」という。）の長を経
由して行う届出及び当該届出に関連して市区町村長
により返還される在留カードの受領（以下、「第１号
の行為」という。）である。
　具体的には、新規上陸後の住居地の届出とそれに
伴い返還される在留カードの受領、在留資格変更等
に伴う住居地届出とそれに伴い返還される在留カー
ドの受領、住居地の変更届出とそれに伴い返還され
る在留カードの受領である。
　第２は、外国人が在留カードに関して法務大臣
（平成３０年の改正後は出入国在留管理庁長官）に対
して行う届出又は申請及び当該行為に関連して法務
大臣が入国審査官に交付させる在留カードの受領
（以下、「第２号の行為」という。）である。
　具体的には、住居地以外の在留カードの記載事項
のうち氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又
は入管法２条５号ロに規定する地域の変更届出及び
これに伴い交付される在留カードの受領、在留カー
ドの有効期間の更新の申請及びこれに伴い交付され
る在留カードの受領、紛失等による在留カードの再
交付の申請及びこれに伴い交付される在留カードの

受領、汚損等による在留カードの再交付の申請及び
これに伴い交付される在留カードの受領である。
　第３は、法務大臣に対する本邦に在留する外国人
を対象とする在留に関する許可の申請及び当該申請
に対する許可に伴い法務大臣（平成３０年の改正後は、
出入国在留管理庁長官）が入国審査官に交付させる
在留カードの受領並びに申請に基づかずに行われる
本邦に在留する外国人を対象とする在留資格の決定
を伴う許可に伴い法務大臣（平成３０年の改正後は、
出入国在留管理庁長官）が入国審査官に交付させる
在留カードの受領（以下、「第３号の行為」という。）
である。
　具体的には、「永住者」以外の在留資格への在留資
格の変更の申請及び当該申請に対する許可に伴い法
務大臣（平成３０年の改正後は、出入国在留管理庁長
官）が入国審査官に交付させる在留カードの受領、
在留期間の更新の申請及び当該申請に対する許可に
伴い法務大臣（平成３０年の改正後は、出入国在留管
理庁長官）が入国審査官に交付させる在留カードの
受領、永住許可の申請（入管法２２条の２第１項の規
定により在留する者（以下、「経過滞在者」という。）
による「永住者」の在留資格の取得の申請及び一時
庇護のための上陸許可を受けた外国人による「永住
者」の在留資格の取得の申請を含む）及び当該申請
に対する許可に伴い法務大臣（平成３０年の改正後は、
出入国在留管理庁長官）が入国審査官に交付させる
在留カードの受領、経過滞在者による「永住者」以
外の在留資格の取得の申請（一時庇護のための上陸
許可を受けた外国人による「永住者」以外の在留資
格の取得の申請を含む）及び当該申請に対する許可
に伴い法務大臣（平成３０年の改正後は、出入国在留
管理庁長官）が入国審査官に交付させる在留カード
の受領、入管法５０条１項の規定による退去強制手続
における在留特別許可に伴い法務大臣（平成３０年の
改正後は、出入国在留管理庁長官）が入国審査官に
交付させる在留カードの受領、入管法６１条の２の２
第１項の規定による難民の認定をする場合における
「定住者」の在留資格の取得許可又は入管法６１条の
２の２第２項の規定による難民認定手続における在

● スペシャルリポート　寄稿

38　平成30年法律第102号による入管法及び法務省設置法（平成11年法律第93号）の改正（以下、「平成30年の改正」という。）により、
入管法の規定のうち「法務大臣」が「出入国在留管理庁長官」に改められた規定があり、また、入管法61条の９の３の規定におけ
る「地方入国管理局」は「地方出入国在留管理局」に改められた。ただ、この改正を別とすれば、以下において説明する内容は、
現在においても、基本的には、平成21年の改正の当時のままである。なお、以下においては、「法務大臣」が「出入国在留管理庁長
官」に改められている箇所及び「地方入国管理局」が「地方出入国在留管理局」に改められている箇所、及び平成21年の改正後に
その他の重要な改正が行われている箇所については、その旨を括弧書きで注記することとする。
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留特別許可に伴い法務大臣（平成３０年の改正後は、出
入国在留管理庁長官）が交付させる在留カードの受領

（本人出頭の原則）
　入管法６１条の９の３第１項は、外国人が第１号の
行為、第２号の行為及び第３号の行為を行う場合に
ついて、本人が自ら出頭して行うことを原則とする
ことを定めた。
　第１号の行為を行う外国人は住居地の市区町村の
事務所に、第２号の行為又は第３号の行為を行う外
国人は地方入国管理局（平成３０年の改正後は、地方
出入国在留管理局）に自ら出頭してこれらの行為を
行わなければならない。

（第１号の行為及び第２号の行為を代わって行わな
ければならない場合）
　６１条の９の３第２項は、第１号の行為及び第２号
の行為について、これらの行為をすべき外国人が１６
歳未満である場合又は疾病その他の事由により自ら
これらの行為をすることができない場合には、同項
各号に掲げる当該外国人と同居する親族で１６歳以上
のものが、当該各号の順位により当該外国人に代
わって、これらの行為をしなければならないことを
定めた（以下、６１条の９の３第２項の規定により当
該外国人に代わって第１号の行為又は第２号の行為
をしなければならない者を「履行義務を負う親族」
という。）。

（第１号の行為及び第２号の行為を外国人本人の依
頼により代わって行う場合）
　６１条の９の３第３項は、第１号の行為及び第２号
の行為について、入管法６１条の９の３第２項に規定
する場合のほか、これらの行為をすべき外国人の依
頼により一定の１６歳以上の当該外国人と同居する親
族が当該外国人に代わってする場合その他法務省令
で定める場合には、当該外国人が自ら出頭してこれ
らの行為を行うことを要しないと定めた。
　この規定を受けて、平成２３年法務省令４３号による
入管法施行規則の改正で、改正後の同規則５９条の６
第２項は、第２号の行為に係る入管法６１条の９の３

第３項に規定する法務省令で定める場合として、
「弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政
書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管
理局長（平成３１年法務省令７号による入管法施行規
則の改正後は、地方出入国在留管理局長）（注３９）に届
け出たもの」が、当該外国人又は履行義務を負う親
族の依頼により当該外国人に代わって、届出書等若
しくは申請書等の提出及び旅券等の提示等に係る手
続や在留カードの受領に係る手続（注４０）をする場合で
あって地方入国管理局長（平成３０年法務省令７号に
よる入管法施行規則の改正後は、地方出入国在留管
理局長）において相当と認めるときなどを定めた。
　また、第３号の行為については、入管法施行規則
５９条の６第３項は、入管法６１条の９の３第４項に規
定する法務省令で定める場合として、同規則５９条の
６第２項第１号イに掲げる者（弁護士又は行政書士
で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその
所在地を管轄する地方入国管理局長（平成３０年法務
省令７号による入管法施行規則の改正後は、地方出
入国在留管理局長）に届け出たもの）が、本邦にあ
る外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国
人に代わって、申請書等の提出及び旅券等の提示等
に係る手続や在留カードの受領に係る手続（注４１）をす
る場合であって地方入国管理局長（平成３０年法務省
令７号による入管法施行規則の改正後は、地方出入
国在留管理局長）において相当と認めるときなどを
定めた。

　このように、申請取次を行うことができる範囲が
拡大されたが、これに加えて、平成２１年法律第７９号
は、「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」（平成３年
法律第７１号。以下、「入管特例法」という。）を改正
し、住居地の届出、住居地以外の特別永住者証明書
の記載事項の変更の届出、特別永住者証明書の有効
期間の更新申請、紛失等による特別永住者証明書の
再交付申請、汚損等による特別永住者証明書の再交
付申請及びこれらの届出又は申請に伴い返還又は交
付される特別永住者証明書の受領（以下、「届出等」
という。）について、居住地又は住居地の市区町村の

39　平成23年法務省令43号による入管法施行規則の改正当時は「地方入国管理局長」であったが、平成31年法務省令７号による改正で
同規則59条の６における「地方入国管理局長」は、「地方出入国在留管理局長」に改められた。以下においては、この改正により
「地方出入国在留管理局長」と改められた部分について、その旨を括弧書きで注記することとする。

40　具体的な当該外国人に代わってする行為は、入管法施行規則別表第７の１の表により定められた。
41　具体的な当該外国人に代わってする行為は、入管法施行規則別表第７の２の表により定められた。
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事務所に自ら出頭して行わなければならない（平成
２１年法律第７９号により新設された１９条１項）とした
上で、同条２項及び３項において次のように定めた。
　同条２項は特別永住者が１６歳に満たない場合又は
疾病その他の事由により自ら届出等をすることがで
きない場合には、同項各号に掲げる当該特別永住者
と同居する親族で１６歳以上のものが当該各号の順位
により当該特別永住者に代わって当該届出等を行わ
なければならないこと（以下、「履行義務を負う特別
永住者の親族」という。）を定め、同条３項は、同
条２項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者
（１６歳未満の者を除く）であって特別永住者と同居
するものが、当該特別永住者の依頼により当該特別
永住者に代わってする場合その他法務省令で定める
場合には、当該特別永住者が自ら出頭して届出を行
うことを要しないとした。
　そして、「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施行
規則」（平成３年法務省令２７号）を全部改正して定
められた「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施行規
則」（平成２３年法務省令４４号。以下、「入管特例法施
行規則」という。）１７条２項は、入管特例法１９条３
項に規定する法務省令で定める場合（入管特例法１０
条１項及び２項の規定による住居地の届出並びに同
条３項の規定により返還される特別永住者証明書の
受領に係る場合を除く）として、「弁護士又は行政書
士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してそ
の所在地を管轄する地方入国管理局長（平成３１年法
務省令第７号による入管特例法施行規則の改正後は
「地方出入国在留管理局長」－筆者）に届け出たも
の」が届出書等又は申請書等の提出及び旅券等の提
示等に係る手続や特別永住者証明書の受領を、当該
特別永住者又は履行義務を負う特別永住者の親族の
依頼により当該特別永住者に代わってする場合を定
めた。
　これにより、入管特例法に基づく届出等について
も、弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行
政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国
管理局長（平成３０年の改正後は、地方出入国在留管
理局長）に届け出たものによる申請取次が定められ

たのである。
　なお、その後、平成３１年法務省令９号及び令和２
年法務省令４号による入管法施行規則の改正により、
電子情報処理組織を使用して行う申請等に関しても、
在留資格認定証明書の交付、資格外活動許可、就労
資格証明書の交付、在留資格の変更許可、在留期間
の更新許可、在留資格の取得許可（一時庇護のため
の上陸許可を受けた外国人で在留資格をもって在留
しようとする者によるものを含む）及び再入国許可
の申請書の提出について、一定の要件の下に、「弁護
士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行
政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入
国在留管理局長に届け出たもの」による提出が可能
とされた（入管法施行規則６１条の３第４項）

９　平成３０年の改正と外国人材の　　
　　受入れ・共生のための総合的対応策
　以上述べたように、在留管理の重要性の高まりと
その質的変化に伴って、申請取次により在留外国人
をサポートすることの重要性が高まり、対象範囲も
拡大されたと考えられるが、その背景となった在留
管理の重要性の高まりとその質的変化は、その後の
外国人就労者の受入れの拡大に伴って、更に進展す
ることとなる（注４２）。
　そして、平成３０年の改正における入管法の改正に
より、「特定技能」の在留資格が新設されるとともに、
入管法１条の定める同法の目的に「本邦に在留する
全ての外国人の在留」の公正な管理が加えられ、法
務省設置法の改正で法務省に出入国在留管理庁が設
置され（同改正後の法務省設置法２６条１項）、その任
務として「出入国及び外国人の在留の公正な管理を
図ること」が定められた（同法２８条１項）（注４３）。
　「特定技能」の在留資格の新設は、平成元年の改
正で設けられた「技能」の在留資格が、それによる
外国人就労者の受入れを「産業上の特殊な分野に属
する熟練した技能を要する業務」に従事する者に
限っていたため、受入れの対象となる技能就労者の
範囲が狭く限定されていたのを拡大したものという
ことができる。
　「特定技能」の在留資格には、入管法別表第１の

● スペシャルリポート　寄稿

42　近年における外国人就労者の受入れの拡大について、前出『外国人の受入れと日本社会』第３章第１節参照。
43　平成30年の改正について、出入国在留管理庁参事官室「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を規制する法律の概要」

（『法律のひろば』2019年４月号４ページ以下）及び髙宅茂「平成30年の入管法改正と外国人行政」（『法律のひろば』2019年４月号
42ページ以下）参照。また、「特定技能」の在留資格について、前出『入管法概説』55ページ以下参照。
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特定技能の項の下欄１号に係る「特定技能」の在留
資格（以下、「特定技能１号」という。）と入管法別
表第１の特定技能の項の下欄２号に係る「特定技能」
の在留資格（以下、「特定技能２号」という。）があ
るが、これらを「技能」の在留資格と比べた場合、
対象となる「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」とされており、産業上の特殊
な分野ではない一般の分野で働く外国人技能者が取
得可能なものとされている（注４４）。また、「特定技能
１号」の場合は、要求される技能水準についても、
「熟練した技能」ではなく「相当程度の知識又は経
験を必要とする技能」とされている。　
　「特定技能」の在留資格の新設に関しては、この
ほかにも、いくつかの注目すべき点があるが、その
中でもっとも重要なものは、「特定技能１号」をもっ
て在留する外国人に関して、特定技能雇用契約の相
手方である特定技能所属機関となる本邦の公私の機
関が、入管法２条の５第６項及び７項の規定に適合
する「１号特定技能外国人支援計画」を作成し、特
定技能所属機関として、同計画に基づいて「１号特
定技能外国人支援」を行わなければならないとされ
ていることである（入管法１９条の２２第１項）。
　「１号特定技能外国人支援」とは「特定技能１号」
をもって在留する外国人が「特定技能１号」に対応
する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
上の支援を意味する（入管法２条の５第６項）。
　雇用主に自らが雇用する外国人に対して職業生活
上、日常生活上又は社会生活上のサポートを行うこ
とを求めたのである。
　また、この平成３０年の改正とは別に、政府は、「外
国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針に
ついて」（平成３０年７月４日閣議決定）において「今
後も我が国に在留する外国人が増加していくと考え
られる中で、日本で働き、学び、生活する外国人の
受入れ環境を整備することによって、外国人の人権

が護られ、外国人が日本社会の一員として円滑に生
活できるようにしていく必要がある」（注４５）とし、「法
務省が、外国人の受入れ環境の整備に関する企画及
び立案並びに総合調整を行うこととし、その司令塔
的機能の下、関係府省が連携を強化し、地方公共団
体とも協力しつつ、外国人の受入れ環境の整備を効
果的・効率的に進める」（注４６）とした。そして、更に
「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」
を開催し、同会議は、平成３０年１２月２５日に「外国人
材の受入れ・共生のための総合的対応策」（注４７）を決定
し、「外国人との共生社会の実現に向けた意見聴取・
啓発活動等」、「生活者としての外国人に対する支
援」、「外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向け
た取組」及び「新たな在留管理体制の構築」につい
て、様々な実施すべき施策を定めた。
　なお、その後、外国人材の受入れ・共生に関する
関係閣僚会議は、令和元年６月１８日「外国人材の受
入れ・共生のための総合的対応策の充実について」、
令和元年１２月２０日「外国人材の受入れ・共生のため
の総合的対応策（改訂）」、令和２年７月１４日「外国
人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和２
年度改訂）」と次々に新たな決定を行っている（注４８）。

１０　外国人行政と行政書士の業務
　経済的発展と国際化、少子高齢化、人口減少と我
が国の経済、社会は、目まぐるしく変化してきてい
る。そして、それを背景として、外国人の受入れに
関する政策も、とりわけ、外国人就労者の受入れに
関して、必要性と非代替性の観点等からの規制から
専門的技術、技能、知識等を必要とする業務に従事
する外国人の幅広い受入れへと変化し、さらに、規
制の緩和へ、そして、平成２４年の高度人材ポイント
制の創設を契機に人材の確保へと変化し、平成３０年
の改正では、いわゆる人手不足分野への外国人就労
者の受入れという新たな政策が打ち出された。
　このような変化の中で、外国人の入国・在留状況
も大きく変化し、特に、長期間我が国に在留する外

44　「産業上の特殊な分野」には、「外国に特有の産業分野のほか、我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野、我が国にお
いて従事する技能者が少数しか存在しない産業分野等が該当する」（出入国管理法令研究会編『注解・判例　出入国管理実務六法　
令和２年版』226ページ）とされ、いわゆる非代替性が求められている。

45　出典：首相官邸ホームページ（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai1/siryou2.pdf）
46　出典：首相官邸ホームページ（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai1/siryou2.pdf）
47　「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」について、出入国在留管理庁政策課外国人施策推進室「外国人材の受入れ・共生
のための総合的対応策の概要」（『法律のひろば』2019年４月号22ページ以下）参照。

48　首相官邸ホームページの「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/）
参照。
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国人が増加した。このため、在留外国人について、
生活者としての観点からの対応が不可欠となった。
　そして、政府は、新たに受け入れる「特定技能」
の在留資格をもって在留する外国人について、雇用
主に職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援
を求めることとした。また、雇用主が自らこのよう
な支援を行うことが困難な場合に備えて、登録支援
機関という受け皿も用意された。
　このような措置がとられたのは、新たに受け入れ
る外国人技能就労者が適正に在留し我が国において
安定した生活を営むことができるためには、一定の
サポートが必要であると考えたことによると思われ
るが、サポートの必要性は、「特定技能」の在留資
格をもって在留する外国人に限られるものではない。
それゆえにこそ、「外国人材の受入れ・共生のための
総合的対応策（令和２年度改訂）」では、「新たな在
留管理体制の構築」とともに「生活者としての外国
人に対する支援」を掲げ、様々な施策の実施が求め
られているのである。
　この「外国人材の受入れ・共生のための総合的対
応策」により求められた施策の実施は様々な行政分
野に関係するが、法務省は、平成３１年４月の「出入
国在留管理基本計画」において「法務省が、出入国
在留管理行政と外国人との共生社会に向けた施策を
車の両輪として推進していく体制が整備されたとこ
ろであり、法務省が適切に総合調整機能を果たしつ
つ、総合的対応策の実施状況を的確に把握し、関係
施策の着実な実施を推進していくことが求められて
いる。」（注４９）としている。
　このようにして、国の側では、出入国在留管理行
政が、入管法に基づく在留管理を越えた、言わば、
「外国人行政」（注５０）として外国人の受入環境の整備
に取り組むこととされたわけであるが、外国人の側
に立って外国人をサポートする体制については、前
述したように、「特定技能１号」の在留資格をもって
在留する外国人については、登録支援機関の制度が
設けられたが、それ以外の外国人については特別な
制度は設けられていない。
　しかし、在留外国人の活躍が日本の経済、社会の

49　法務省「出入国在留管理基本計画」（2019年４月）（出典：法務省ウェブサイト（http://www.moj.go.jp/content/001292994.pdf））
43ページ。

50　従来の入国管理行政の枠を超えてより広く外国人を対象として行われる行政全般を視野に入れて外国人の受入れについて考察すべ
きであるとの考え方については、前出「平成30年の入管法改正と外国人行政」48ページ以下参照。

● スペシャルリポート　寄稿

発展に寄与し、また、日本社会に軋轢や分断の問題
が生じないようにするためには、「特定技能１号」の
在留資格をもって在留する外国人についてだけでは
なく、本邦に在留する外国人一般について、サポー
トが行われ得る体制を構築することが必要である。
　ただ、このようなサポートを行うためには、出入
国在留管理に関する専門的知識を有することはもち
ろん、それ以外の行政分野に関する専門的知識をも
有することが必要である。
　それゆえ、このような専門的な知識を有する行政
書士の方々が、外国人のサポートに関しても、今後
一層大きな役割を果たしていただくことを希望した
い。

プロフィ−ル

髙宅　茂（たかや　しげる）
１９５１年２月１２日生
１９７３年３月　東京都立大学理学部物理学科卒業
１９７５年３月　東京都立大学法学部法律学科卒業
１９７７年３月　東京都立大学大学院社会科学研究科基礎

法学専攻修士課程修了
１９８１年３月　東京都立大学大学院社会科学研究科基礎

法学専攻博士課程単位取得退学
１９８１年４月　法務省入省
２００３年７月　法務省入国管理局入国在留課長
２００５年１２月　法務省入国管理局総務課長
２００７年７月　福岡入国管理局長
２００８年７月　法務省大臣官房審議官
２００９年７月　東京入国管理局長
２０１０年１２月　法務省入国管理局長
２０１３年３月　法務省退官
２０１５年４月　日本大学総合科学研究所教授
２０１６年４月　日本大学危機管理学部教授

（主要著書）
『入管法大全 Ⅰ逐条解説』・『入管法大全 Ⅱ在留資格』
（共著、日本加除出版、２０１５年３月）
『高度人材ポイント制』（日本加除出版、２０１６年２月）
『よくわかる入管法第４版』（共著、有斐閣、２０１７年
５月）
『外国人の受入れと日本社会』（共著、日本加除出版、
２０１８年１０月）
『入管法概説』（有斐閣、２０２０年１１月）
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出 席出　席　者者　　〈日行連〉常住会長、髙尾副会長、金沢専務理事、國井理事

　　　　　　　〈日政連〉井口会長、杉山副会長、相羽国会等対策委員長、山下国会等対策副委員長、

　　　　　　　　　　　　古澤・小林・遠山・中野各国会等対策委員

　去る１０月２９日、日行連・日政連の関係役員

が田所嘉德法務副大臣を表敬訪問しました。

　行政書士が行う業務の中でも、法務省が管

轄となる入管業務の現状等について意見交換

を行いました。また、田所法務副大臣は特定

行政書士としても御登録をいただいており、

今後の行政書士制度についても、活発な意見

交換を行うことができました。

日 に日　に　ちち　　令和２年１０月２９日（木）

出 席出　席　者者　　〈日行連〉常住会長、髙尾副会長、金沢専務理事、國井理事

　　　　　　　〈日政連〉井口会長、杉山副会長、相羽国会等対策委員長、山下国会等対策副委員長、

　　　　　　　　　　　　古澤・小林・遠山・中野各国会等対策委員

　１０月２９日、国民民主党の議連設立総会が開催されました。玉木雄一郎党代表の御挨拶の後、設立が宣言さ

れ、その後、会長に古川元久議員、幹事長に榛葉賀津也議員が選任されました。今後より一層、行政書士制

度推進に対する御理解御協力をいただくことが述べられ、行政書士制度の発展に向けた機会が大きく広がり

ました。

　また、デジタル・ガバメントの推進に向け

た行政書士の利活用に関する要望項目につい

て説明させていただきました。御出席いただ

いた議員の方々からも多くの御質問等を頂戴

し、意見交換の場を設けていただくことがで

きました。日行連・日政連の提案、要望をお

伝えするだけでなく、大変活発で有意義な意

見交換を行うことができました。

田所法務副大臣を表敬訪田所法務副大臣を表敬訪問問

国民民主党「行政書士制度推進議員連盟設立総会」の開国民民主党「行政書士制度推進議員連盟設立総会」の開催催
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自由民主党「予算・税制等に関する政策懇談会」に参自由民主党「予算・税制等に関する政策懇談会」に参加加

公明党「行政書士制度推進議員懇話会・政策要望懇談会」の開公明党「行政書士制度推進議員懇話会・政策要望懇談会」の開催催

日 に日　に　ちち　　令和２年１１月５日（木）

出 席出　席　者者　　〈日行連〉野田理事（行政書士制度調査室長）

　　　　　　　〈日政連〉井口会長

　日行連・日政連より、「デジタル・ガバメ

ント推進に向けた行政書士の活用」として、

以下の３項目を挙げ提案・要望を行いました。

①電子申請においても広範な利便性と真正担

保を両立させる適正かつ適法な代理システ

ムの確立

②デジタル手続普及促進サポーターとしての

行政書士の活用

③デジタル庁創設を契機とした日本版GDS

の実現

　「デジタルデバイドの解消」や「不正アクセスの防止」など、行政書士を活用することのメリットを具体

的に提案させていただく機会となりました。

日 に日　に　ちち　　令和２年１１月６日（金）

出 席出　席　者者　　〈日行連〉常住会長、光宗・佐々木両副会長、金沢専務理事、

　　　　　　　　　　　　野田理事（行政書士制度調査室長）

　　　　　　　〈日政連〉井口会長、加藤幹事長、杉山・田崎両副会長、相羽国会等対策委員長

　去る１１月６日、公明党「行政書士制度推進

議員懇話会・政策要望懇談会」が開催され、

日行連・日政連の両会長を始めとする関係役

員が出席しました。

　昨年成立した改正行政書士法に係る御支援

について厚く御礼申し上げるとともに、政策

要望として、「デジタル・ガバメント推進に向

けた行政書士の活用」についても説明の場を

頂戴し、デジタル手続普及促進サポーターと

しての行政書士の活用などを要望しました。
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電子確定日付センターの開始及電子確定日付センターの開始及びび
電子定款認証におけるテレビ電話の活用につい電子定款認証におけるテレビ電話の活用についてて

　日本公証人連合会より、標記の２件について周知依頼がありました。既に会員専用サイト「連con」でも

お知らせしていますが、改めて本誌にて周知いたします。

　詳細は、連con＞業務関連情報＞権利義務・事実証明部門のページからも御確認いただけます。

　会員の皆様におかれましては、書面の電子化が進む今、是非両制度を御活用くださいますようお願いいた

します。

　令和２年８月３日（月）から、電子確定日付センターの運用を開始しました。これは、指定に係る地方の

６公証役場において、多数の電子確定日付付与の嘱託を迅速かつ集中的に処理するというものです。

　近年、嘱託人から、一度に大量の電子確定日付付与の嘱託がされることが増加してきており、大都市部の

繁忙な公証役場に嘱託された場合には、必ずしもこれに迅速な対応をすることができないことから、業務量

的に迅速な対応が可能な地方の公証役場を電子確定日付センターに指定した上、それらの拠点において、大

量の電子確定日付の嘱託を集中的に処理することによって、迅速な公証サービスの提供と利用者の利便の向

上を図ることにしたものです。

　電子確定日付は、電子署名も不要な簡便な手続での嘱託が可能であり、嘱託人が公証役場においでいただ

かなくてもよい点で、現下の社会的な要請にかなうものです。

　ついては、行政書士の皆様に電子確定日付センターを知っていただくとともに、多数の電子確定日付付与

を一度に嘱託する場合には、当連合会のホームページを御覧いただくなどして、電子確定日付センターを是

非御利用いただくようよろしくお願い申し上げます。

電子確定日付センターの開始について
日本公証人連合会

１　はじめに

　令和２年８月３日（月）から、電子確定日付セン

ターを開始しました。

　電子確定日付センターとは、企業や個人が一度に

多数の電子確定日付の付与を必要とする場合に、全

国どこからであっても、指定に係る地方の６公証役

場（次頁「電子確定日付センターに指定された６公

証役場」参照）のいずれかに申請していただくこと

によって、これを迅速かつ集中的に処理することが

できるというものです。

２　電子確定日付センター設置の趣旨

⑴　近年、嘱託人から、一度に数十件、１００件、２００

件等の大量の電子確定日付の嘱託がされることが

増加してきており、大都市部の繁忙な公証役場に

嘱託された場合には、迅速な対応をすることが必

ずしも容易ではなく、後日まで嘱託人にお待ちい

ただくことも少なくありませんでした。

そこで、電子確定日付は、特に管轄がなく、全

国どこの公証役場でも付与することができること

などを考慮し、業務量的に迅速な対応が可能な地

方の公証役場を選定した上、これを電子確定日付

センターとして、それらの拠点において、大量の

電子確定日付付与の嘱託を集中的に処理すること

によって、迅速な公証サービスの提供と、利用者

の利便の向上を図ろうとするものです（局面は異

なりますが、企業のコールセンターも、地方に設

置されています。）。
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⑵　また、それによって、電子確定日付の利用が増

大すれば、嘱託人が公証役場においでいただかな

くても、公証サービスを受けられることになり、

近時の社会的な要請にも応えることができます。

３　企業による大量の電子確定日付付与の利用例

　公証役場における電子確定日付付与の制度は、例

えば、次の事例のように、現在、多くの企業におい

て、大量の電子確定日付付与の嘱託という形で利用

されています。

⑴　不動産賃貸借契約書

全国に多数のチェーン店を有する不動産会社が、

全国から送付されてくる膨大な数の不動産賃貸借

契約書について、紙ベースで保存すると、多額の

倉庫料を要するので、電子確定日付を取得した上、

データとして保存する（その段階で紙の不動産賃

貸借契約書は廃棄する。）ために、不動産賃貸借契

約書をPDF化したものについて、電子確定日付付

与の嘱託をするというものです。

⑵　住宅ローン（フラット３５等）の電子契約書

金融機関が、全国各地の住宅ローンの債務者、

連帯保証人、物上保証人等である個人に対し、当

該金融機関が使用しているのと同じ種類の電子署

名を新たに取得させた上、自らも電子署名し、債

務者等にもその電子署名（いずれも法務省が認め

ている以外の電子署名）をさせた住宅ローンの電

子契約書について、電子確定日付付与の嘱託をす

るというものです。

⑶　知的財産関係の文書

企業が、先発明等であることを明らかにしてお

くために、発明等の事項ごとに作成した多数の文

書（発明や考案等の途中段階の文書であることが

多い。）について、電子確定日付付与の嘱託をする

というものです。

４　オンライン申請日と確定日付の関係

　オンライン申請が所定の日時に適切にされれば、

確定日付の付与がその翌日になっても、オンライン

申請日が確定日付の日になります。 

５　電子確定日付情報の保存

　電子確定日付に関するデータの保存を希望される

場合には、データが５０年間厳重に保存されますので、

安心してお預けいただけます。

６　手数料

⑴　手数料は、１件７００円です。電子確定日付情報

の保存を希望される場合には、１件３００円の保存

料が更に必要になります。

⑵　手数料は、公証役場の口座に振り込んでもらう

ことになります。事前送金、同時送金（インター

ネットバンキングの使用）、事後送金、１か月まと

めての清算等の選択については、できる限り嘱託

人の意向を尊重させていただきます。

⑶　領収書（兼計算書）は、公証役場の郵送料負担

により、普通郵便で嘱託人に送付します。

７　おわりに

　電子確定日付の付与は、もとより、全ての公証役

場で取り扱っていますが、量の多い電子確定日付付

与の申請については、電子確定日付センターに指定

された公証役場を御活用いただくと大変便利ですの

で、是非御利用ください。

　日本公証人連合会のホームページにおいても、電

子確定日付センターの説明を掲載し、そこから、当

該公証役場のホームページに直接リンクすることも

できるようにしています。

電子確定日付センターに指定された６公証役場

１　武生公証役場（福井） 丸尾秀一

２　宇和島公証役場（松山） 川本浩二

３　古川公証役場（仙台） 工藤聡

４　笠岡公証役場（岡山） 前田静男

５　苫小牧公証役場（札幌） 佐藤隆

６　大牟田公証役場（福岡） 熊谷浩一

（日本公証人連合会）電子確定日付センター
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　電子定款については、「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令」が

令和２年５月１１日から施行され、発起人等の紙の委任状等を事前に担当公証人に郵送する方法によっても、

テレビ電話の利用が可能になり、テレビ電話により公証人の認証を受けることが、従前より随分容易になり

ました。

　その結果、テレビ電話を利用した電子定款の認証件数が、令和２年５月以降急増しており、利用者からも

好評を得ているところです。テレビ電話の活用は、嘱託人又はその代理人が公証役場においでいただくこと

なく電子定款の認証手続を受けることを可能にするものであって、現下の状況等に鑑み、社会的にも大きな

意義を有するものと考えます。

　そこで、当連合会では、テレビ電話を一層御利用していただくために、この度、利用者の皆様向けに、「テ

レビ電話による電子定款の認証手続について（利用者への説明メモ）」を作成しました。これは、初めての

方であってもすぐに御理解いただけるように、テレビ電話による電子定款の認証手続を分かりやすく説明し

たものです。

　ついては、行政書士の皆様にはこれを御確認いただくとともに、電子定款の認証に当たり、テレビ電話を

一層活用していただくようよろしくお願い申し上げます。

電子定款認証におけるテレビ電話の活用について
日本公証人連合会

テレビ電話による電子定款の認証手続について（利用者への説明メモ）
　電子定款の認証については、テレビ電話を利用し

て行うことができます。この場合には、次のような

手順により、手続を進めていくことになりますので、

よろしくお願いいたします。

１　定款案等の確認

⑴　定款案等の公証人への送付

定款案、実質的支配者となるべき者の申告書又

はその案（以下、「申告書」という。）及びその添

付書類が手元にあれば、メール、ファックス等の

適宜の方法により、それらの書類を公証人にお送

りください。

公証人がそれらの書類の点検及び確認を行い、

修正点の指摘を含め、点検及び確認の結果を御報

告します。

⑵　電子定款認証の嘱託人

定款の作成者の立場にある方が、電子定款に電

子署名をし、また、申告書の「嘱託人」欄に住所

及び氏名を手書き又は印字により記載した上、押

印又は電子署名をすることになります。

具体的には、①株式会社の発起人、一般社団法

人の設立時社員、一般財団法人の設立者その他法

人設立のために公証人の定款認証が必要とされて

いる法人の社員等（以下、「発起人等」という。）

がその設立しようとする法人の定款を自ら作成し

た場合には、当該発起人等が定款の作成者となり、

②発起人等から定款作成を委任された士業者等の

方が定款作成代理人として定款を作成した場合に

は、その定款作成代理人が定款の作成者となります。

そして、このような定款の作成者が、電子定款

認証の嘱託人となります。

⑶　テレビ電話の交信者

このような定款作成者（以下、「嘱託人」とい

う。）が、電子定款に電子署名をし、認証担当公

証人（以下、「担当公証人」という。）に対し、電

子定款の認証を嘱託してオンライン申請を行い、

テレビ電話により交信することになります。嘱託

人に代わって、嘱託人の（復）代理人がテレビ電

話により交信することは、認められていません。

なお、申告書（申告者となる嘱託人が署名、記

名押印又は電子署名をしたもの）及びその添付書

類については、メール、ファックス、郵送等の適

宜の方法により、担当公証人にお送りください。



● トピックス　クローズアップ

2021.1　No.57822

２　担当公証人との打合せ及び委任状等の郵送

⑴　テレビ電話等に関する打合せ

　ア　テレビ電話の日時、手順等の打合せ

嘱託人は、テレビ電話による電子定款認証を

受けることにした場合には、担当公証人との間

で、テレビ電話による電子定款認証を行うこと

の確認のほか、これを行う日時、手順等の打合

せを行います。

また、テレビ電話による交信を行うために必

要ですので、担当公証人に対し、メールを使っ

て、その際に使用するパソコン、スマホ又はタ

ブレットのメールアドレスをお知らせください。

メールアドレスの通知に当たっては、各公証役

場のホームページに掲載された予約申込みフォ

ーム（メール）を御利用いただくと便利です。

　イ　電子定款認証のオンライン申請

嘱託人は、このような打合せ等を行うととも

に、担当公証人の点検及び確認を経た定款案を

PDFにして電子署名をした上、担当公証人宛て

にオンライン申請し、定款認証を嘱託してくだ

さい。

なお、テレビ電話による定款認証は、電子定

款を対象とするものであるため、電子定款に電

子署名を付することができる電子証明書及びそ

の環境を有していることが必要です。

　ウ　申告受理及び認証証明書

担当公証人は、「申告受理及び認証証明書」を

手数料無料で発行します。これは、株式会社、

一般社団法人及び一般財団法人の実質的支配者

となるべき者が暴力団員等でないことを定款認

証の段階で公証人が既にチェック済みであるこ

とを証明するものであり、発起人等が法人設立

後に金融機関で法人名義の口座を開設する際に、

金融機関に提出することによって、金融機関で

活用してもらうことができるというものです

（時には、金融機関の方から、その提出を求め

られることもあります。）。

したがって、「申告受理及び認証証明書」の発

行を希望する場合には、担当公証人に対し、そ

の旨及び発行を希望する通数を御連絡ください。

また、「申告受理及び認証証明書」の発行を不要

とする場合には、その旨を御連絡ください。そ

の旨の御連絡がない場合には、「申告受理及び

認証証明書」１通を発行することにしています。

なお、「申告受理及び認証証明書」は、株式

会社等の設立登記をした後であっても、追加し

て、手数料無料でその発行を受けることができ

ます。もっとも、例えば、株式会社等の設立後

に１年も経過してしまうと、「申告受理及び認

証証明書」を金融機関に提出しても、１年前の

チェックでは古過ぎると判断されることもある

ので、おのずから時間的な制約はあると思われ

ます。

　エ　「同一の情報の提供」と題する書面

認証した定款に関する「同一の情報の提供」

と題する書面（いわゆる紙謄本。以下、「同一の

情報の提供書面」という。）を必要とする方は、

担当公証人に対し、その旨及び必要な通数をお

知らせください。

⑵　委任状の作成及び郵送

発起人等は、電子定款の作成を士業者等に委任

した場合には、定款作成代理人（士業者等）宛て

の「定款作成及び認証嘱託」の委任状を作成する

必要があります。その委任状には、内容が確定し

た定款案を添付することが必要ですので、その作

成時期は、定款案について、公証人による点検が

終わって内容が確定した段階ということになります。

その委任状を作成し、担当公証人に提出する方

法としては、次の二つの方法があります。

　ア　発起人等が紙の委任状に実印を押捺する方法

発起人等は、定款案について公証人による点

検が終わって確定した段階で、紙の委任状（内

容が確定した定款案を添付したもの）を作成し、

実印を用いて、その委任者氏名欄に押印し、余

白に捨て印を押捺し、各頁に割り印（契印）を

押捺した上、自ら又は定款作成代理人を介して、

事前にそれを担当公証人に郵送する必要があり

ます。

その際、発起人等が自然人（個人）の場合に

は印鑑登録証明書（原本）を同封し、発起人等

が法人の場合には印鑑証明書及び登記事項証明

書（いずれも原本）を同封することが必要です。
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なお、委任状を作成する発起人等が複数いる

場合には、それぞれが個々に委任状を作成して

それに署名押印又は記名押印をしても差し支え

ありませんが、１通の委任状に全員が署名押印

又は記名押印をする方法も簡便で良いと思われ

ます。

　イ　発起人等が委任状に電子署名をする方法

発起人等が電子署名を持っており、その電子

署名による委任状を希望する場合には、定款作

成代理人宛ての委任状（内容が確定した定款案

を添付したもの）を作成してPDFとし、これに

電子署名をします。定款作成代理人は、定款の

オンライン申請をする際に、この委任状も同じ

オンラインで送信することが必要です。

発起人等が複数の場合には、それぞれが個々

に委任状を作成して電子署名をしても差し支え

ありませんが、１通の委任状に全員が電子署名

をする方法も簡便で良いと思われます。

なお、発起人等が法人の場合には、登記事項

証明書をオンラインで送信することができない

ため、これを郵送することが必要になります。

⑶　「申告受理及び認証証明書」等の郵送交付

ア　発起人等が紙の委任状に実印を押捺する方法

（前記⑵のア）による場合

「申告受理及び認証証明書」、「同一の情報の

提供書面」、原本還付手続を経た印鑑登録証明

書（法人の場合には印鑑証明書及び登記事項証

明書）の原本又は後記⑷のCD等を必要とする方

は、その旨を御連絡の上、前記⑵のアの方法に

より作成した委任状等を郵送する際に、返信用

レターパックを同封してください。

上記のような書類等は不要であるが、定款認

証手数料の領収書の紙原本を必要とする方は、

その旨を御連絡の上、前記⑵のアの方法により

作成した委任状等を郵送する際に、切手貼付の

返信用封筒を同封してください。

返信用レターパック及び切手貼付の返信用封

筒には、誤配達を防止するため、いずれも返信

先を記載しておいていただくようお願いします。

イ　発起人等が委任状に電子署名をする方法（前

記⑵のイ）による場合

「申告受理及び認証証明書」、「同一の情報の

提供書面」又は後記⑷のCD等を必要とする方は、

その旨をお知らせください。

　ウ　定款の作成を士業者等に委任しない場合

定款の作成を士業者等に委任せず、自ら電子

署名を付した定款を作成してその認証をオンラ

イン申請した場合において、「申告受理及び認

証証明書」、「同一の情報の提供書面」又は後記

⑷のCD等を必要とする方は、その旨をお知ら

せください。

⑷　認証済み定款に関する情報のオンライン送付及

びCD等の交付

ア　テレビ電話による電子定款の認証手続では、

認証済み定款に関する電磁的記録情報がオンラ

インで嘱託人に交付され、嘱託人は、オンライ

ン申請のシステム上から、認証済み定款に関す

る電磁的記録情報をダウンロードすることがで

きます。したがって、嘱託人は、必要と考える

のであれば、自らその情報をCD等に記録させ

ることもできるので、公証役場から、その情報

を記録したCD等の交付を受ける必要はないと

いうことができます。

イ　もっとも、嘱託人が、公証役場に対し、認証

済み定款に関する情報を記録したCD等の交付

を敢えて希望される場合には、その旨を御連絡

の上、未使用のCD等を御送付いただければ、こ

れに対応することもできます。

⑸　定款認証手数料の支払

ア　定款認証手数料の金額については、定款案の

確認が済んで定款案の枚数及び「同一の情報の

提供書面」の通数が確定した段階において、お

知らせします。

イ　定款認証手数料の支払については、公証役場

の指定口座に入金してください（なお、振込手

数料は、嘱託人負担でお願いします。）。どのよ

うな段階で入金手続をとっていただくかについ

ては、担当公証人と打ち合わせてください。

ウ　認証手数料受領の領収書を発行します。領収

書について、その紙原本は不要で、メールでの

領収書データ（PDF）の送付を希望される場合

には、その旨をお知らせください。 
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３　テレビ電話による電子定款認証を行うための準備

⑴　テレビ電話ソフト

全国の公証人が会員となっている日本公証人連

合会では、テレビ電話による電子定款認証を行う

ため、FacePeer株式会社と契約し、同社がインタ

ーネット上で提供している「Face Hub」（フェイ

スハブ）というテレビ電話ソフトを使用すること

にしています。嘱託人は、パソコンのネット回線

料やスマホ等の通話料は掛かりますが、このテレ

ビ電話ソフトの使用による各別の料金を支払う必

要はありません。

⑵　嘱託人のインストール手続

嘱託人は、テレビ電話により電子定款認証を受

けることを希望する場合には、次のようなインス

トール手続を行うことが必要です。

　ア　パソコンの場合

パソコンは、インターネットに接続されてお

り、カメラ及びマイクが利用できるものである

ことが必要です。

電子定款の認証手続の際に、パソコンを使用する

場合には、当該パソコンに、「Google Chrome」

（グーグルクローム）ブラウザを事前にインス

トールしておくことが必要です。

具体的には、パソコンを使用して、「Google Chrome」

をインターネットで検索すると、「Google Chrome

今すぐダウンロード」又は「Google Chrome ウ

ェブブラウザ」などの検索結果が出てきます。

そこで、これらをクリックすると、ダウンロー

ドの画面が出てきますので、画面上の「Chrome

をダウンロード」をクリックし、さらに、新た

な画面上の「同意してインストール」をクリッ

クすることによって、「Google Chrome」ブラウ

ザのダウンロード及びインストールを行うこと

ができます。

なお、パソコンの場合には、「Face Hub」ア

プリをインストールする必要はありません。

　イ　スマホ又はタブレットの場合

電子定款の認証手続の際に、スマホ又はタブ

レットを使用する場合には、当該スマホ又はタ

ブレットに、「Face Hub」アプリを事前にイン

ストールしておくことが必要です。

具体的には、スマホ又はタブレットを使用し

て、「Face Hub」又は「Face Hub インストー

ル」をインターネットで検索すると、「FaceHub

－GooglePlayのアプリ」又は「GooglePlay

FaceHub」などの検索結果が出てきます。そこ

で、これらをタップすると、参考「１ アプリ

（Face Hub）のインストール画面例」のよう

な画面が出てきますので、画面上の「インスト

ール」をタップすることによって、「Face Hub」

アプリをインストールすることができます。

⑶　嘱託人の身分証明書の準備

ア　テレビ電話により担当公証人と交信する際に、

担当公証人から、公的機関発行の嘱託人本人の

顔写真付き身分証明書（運転免許証、マイナン

バーカード、住民基本台帳カード、パスポート、

在留カード等）の提示及び撮影を求められます

ので、お手元に御用意ください。

イ　最近のディープフェイク技術の状況等に鑑み、

テレビ電話の場合には、嘱託人が常連の士業者

等の方であっても、その身分証明書の提示及び

撮影を求めることになりますので、御了承くだ

さい。

４　担当公証人とのテレビ電話による交信

⑴　嘱託人用URLの送付

担当公証人との間でテレビ電話による電子定款

認証の日時を調整した後、それに間に合うような

タイミングで、担当公証人から、嘱託人が認証手

続の際に使用するパソコン、スマホ又はタブレッ

トに、「嘱託人用URL」がメールで送信されます。

この嘱託人用URLは、参考「２ 嘱託人用URLの

記載例」のようなものであり、担当公証人が、特

定の嘱託人との間で個々の電子定款の認証手続を

テレビ電話を使って行うために、設定するもので

あり、その設定操作は、担当公証人が行います。

⑵　嘱託人用URLのクリック又はタップ

嘱託人は、担当公証人と前もって打ち合わせて

おいた認証手続の日時に、担当公証人からのメー

ル文中の嘱託人用URLをクリック又はタップす

ることによって、「Face Hub」を起動させ、担当

公証人が待機している公証役場のパソコンによる
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（参考）
１　アプリ（Face Hub）のインストール画面例

２　嘱託人用URLの記載例
　嘱託人用URLは、次のような不動文字に続けて、「xxx」の部分に、嘱託人のメールアドレス、数字等が記
載されたものになっています。

https://trial.face-peer.com/launch.html?&name=xxx

テレビ電話とつながり、交信することができます。

なお、マイクとカメラのアクセス許可が表示さ

れた場合には、「許可」又は「OK」をクリックし

てください。

また、スマホ又はタブレットで交信する場合に

は、インカメラに設定してください。

⑶　嘱託人用URLがクリック等のできない状態で

表示される場合の対応

担当公証人からのメール文中の嘱託人用URL

のハイパーリンク（アンダーラインが引かれた

URLをクリック又はタップすることによって、

URLにつながる機能）が途中で切れており、ク

リック又はタップしても、「Face Hub」を起動さ

せることできない場合には、次のようにしてください。

　ア　パソコンの場合

嘱託人が、メール文中の嘱託人用URLを全選

択にしてコピーした上で、グーグルクロームを

立ち上げて、その最上部のアドレスバーに、コ

ピーした嘱託人用URLを貼り付けて、検索の操

作をすると、「Face Hub」を起動させることが

できます。

　イ　スマホ又はタブレットの場合

嘱託人が、メール文中の嘱託人用URLを全選

択にすると、画面上に「コピー 共有 すべて選

択 ウェブ検索」が現れるので、その中から、

「ウェブ検索」をタップすると、「Face Hub」

を起動させることができます。

⑷　交信開始後の手続

交信開始後の手続については、担当公証人の指

示に従っていただければよく、御心配ありません。

問題がなければ、１０分足らずの時間で手続が終了

します。

お手数ですが、御協力をお願いいたします。

⑸　御質問等がある場合

御質問がある場合や、「Face Hub」がうまく起

動しないなど、何か問題があるような場合には、

遠慮なく担当公証人にお尋ねください。
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理事会の開催報告

本理事会では、以下３議案について審議され、全議案が可決された。
襖

襖

鴬

鴬

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

【 議 案 審 議【　議　案　審　議　】】
第１号議案

日本行政書士会連合会旅費規則の一部を改正する規則の一部改正（案）について

　２０２０年東京オリンピック・パラリンピック（以下、「東京五輪」という。）の開催を控え、平成３１年４月１

日から「東京２３区内の宿泊」に限り宿泊費を増額して支給するための改正を実施したが、その際の附則にお

いて、２０２０年東京五輪が終了した年度末を想定し、当該規定を「令和３年３月末までに再検討する」と定め

た。しかしながら今般、東京五輪の開催が１年延期となったことから、当該規定の再検討期限を延長するた

め、日本行政書士会連合会旅費規則の一部を改正する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１１月１１日から施行された。

令和２年１１月１１日（水）

虎ノ門タワーズオフィス６階「ROOM７」

松村　和人　総務部長

常住　豊　会長

田中　秀人（東京会）・

入江　宏幸（香川会）各理事

５６名のうち、４４名出席（開会時）

増田　由明　監事、末廣　元孝　選挙管理委員長、野崎　径裕（青森会）・

中嶋　健雄（鳥取会）　各単位会長

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

日本行政書士会連合会旅費規則の一部を改正する規則の一部改正（案）
新旧対照条文

現　行改正案

附　則
　この規則は、平成３１年４月１日から施行する。
　ただし、別表第１番号３摘要欄のただし書きに
ついては、令和３年３月末までに再検討すること
とする。

附　則
　この規則は、平成３１年４月１日から施行する。
　ただし、別表第１番号３摘要欄のただし書きに
ついては、令和４年３月末までに再検討すること
とする。
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第２号議案

行政書士法人届出事務取扱規則の一部改正（案）及び
行政書士法人届出事務取扱交付金交付規則の一部改正（案）について

　第２００回国会（臨時会）において行政書士法の一部を改正する法律が成立し、令和２年度定時総会において

会則の一部改正（案）が承認されたことを受けて、関係規定の整備を行うため、行政書士法人届出事務取扱

規則並びに行政書士法人届出事務取扱交付金交付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３年６月４日から施行することとした。

行政書士法人届出事務取扱規則の一部改正（案）
新旧対照条文

現　行改正案

（届出の種類と経由単位会）
第２条　＜略＞
　一～四　＜略＞
五　入会届：主たる事務所の移転、従たる事務
所の設置又は移転により、当該事務所の所在
地の属する都道府県に事務所を有することと
なり、その区域に設立されている単位会に入
会した際の届出をいい、入会した行政書士会
を経由する。ただし、成立（新設合併による
成立を含む。）により入会した際の入会届は必
要ない。

　六～七　＜略＞
八　解散届：定款に定める理由の発生、総社員
の同意、破産手続き開始の決定、解散を命じ
る裁判、都道府県知事からの解散の処分によ
り解散した際の届出をいい、主たる事務所の
所在地の単位会を経由する。

　（新設）

九　合併届：吸収合併により存続することと
なった際の届出をいい、主たる事務所の所在
地の単位会を経由する。
十　清算結了届：清算人による清算結了の手続
が終了した際の届出をいい、主たる事務　所
の所在地の単位会を経由する。
十一　懲戒報告：都道府県知事による処分を受
けた際の報告をいい、主たる事務所の所在地
の単位会を経由する。

（行政書士法人番号）
第６条　＜略＞
　一～三　＜略＞

（届出の種類と経由単位会）
第２条　＜略＞
　一～四　＜略＞
五　入会届：主たる事務所の移転、従たる事務
所の設置又は移転により、当該事務所の所在
地の属する都道府県に事務所を有することと
なり、その区域に設立されている単位会に入
会した際の届出をいい、入会した行政書士会
を経由する。ただし、成立（新設合併による
成立を含む。）又は継続により入会した際の入
会届は必要ない。

　六～七　＜略＞
八　解散届：定款に定める理由の発生、総社員
の同意、破産手続開始の決定、解散を命ずる
裁判、都道府県知事からの解散の処分、社員
の欠亡により解散した際の届出をいい、主た
る事務所の所在地の単位会を経由する。
九　継続届：社員の欠亡により解散した後、法
第13条の19の２に定める相続人の同意を得て
新たに社員を加入させて法人を継続した際の
届出をいい、主たる事務所の所在地の単位会
を経由する。
十　合併届：吸収合併により存続することと
なった際の届出をいい、主たる事務所の所在
地の単位会を経由する。
十一　清算結了届：清算人による清算結了の手
続が終了した際の届出をいい、主たる事務所
の所在地の単位会を経由する。
十二　懲戒報告：都道府県知事による処分を受
けた際の報告をいい、主たる事務所の所在地
の単位会を経由する。

（行政書士法人番号）
第６条　＜略＞
　一～三　＜略＞
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２　＜略＞
３　法人番号は７桁の数字を用いるものとし、最
初の２桁が日行連受付年別（西暦年の下２桁を
用いる。）を、次の３桁が法人別を、最後の２
桁が事務所別を示すものとする。

（入会又は退会の届出）
第12条　＜略＞
２　法人が単位会を退会した旨の届出は、行政書
士法人退会届出書（以下「退会届」という。法
人様式第 10 号）正本及び副本１通を、退会し
た単位会を経由して、本会に提出するものとす
る。

（新設）

（新設）

（新設）

２　＜略＞
３　法人番号は７桁の数字を用いるものとし、最
初の２桁が本会受付年別（西暦年の下２桁を用
いる。）を、次の３桁が法人別を、最後の２桁
が事務所別を示すものとする。

（入会又は退会の届出）
第12条　＜略＞
２　法人が単位会を退会した旨の届出は、行政書
士法人退会届出書（以下「退会届」という。法
人様式第 10 号）正本及び副本１通（登記事項
証明書を含む。）を、退会した単位会を経由して、
本会に提出するものとする。

（継続の届出）
第20条の２　会則第53条の７の２に規定する法人
を継続した旨の届出は、行政書士法人継続届出
書（以下「継続届」という。法人様式第17号）
正本及び副本１通（登記事項証明書及び定款の
写しを含む。）に会則第53条の12第１項第五号に
規定する手数料を添え、主たる事務所の所在地
の単位会を経由して本会に提出するものとする。

（継続届の取扱い）
第20条の３　単位会は、継続届を受理したときは、
届出者に所定の手数料を納付させ、届出受理簿
に所要の事項を記録しておくものとする。
２　単位会は、届出者が手数料を納入したときは、
領収証を発行し、その写し２通のうち、１通は
届出書の正本に添付して本会に送付し、１通は
単位会において保管するものとする。
３　単位会は、届出書の提出があったときは、こ
れを受理後遅滞なく本会に進達し、副本は保存
するものとする。
４　本会は、単位会から届出書の進達を受けたと
きは、届出受付簿に所要の事項を記録するもの
とする。

（継続届の確認通知）
第20条の４　本会は、継続届を確認したときは、
その旨を、法人名簿の副本を添えて、継続届を
経由した単位会に通知するものとする。
２　届出者に対しては、その旨を、法人名簿の写
しを添えて、当該単位会を経由して通知するも
のとする。
３　第１項に規定する通知は、継続届を経由した
単位会の他に当該法人が所属する全ての単位会
にも、法人名簿の副本を添えて通知するものと
する。
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行政書士法人届出事務取扱交付金交付規則の一部改正（案）
新旧対照条文

現　行改正案

（届出事務取扱交付金の額）
第２条　＜略＞
　一～四　＜略＞
　（新設）

（届出事務取扱交付金の額）
第２条　＜略＞
　一～四　＜略＞
　五　継続の届出　　　　　　　　　4,000円

第３号議案

日本行政書士会連合会が進めるデジタル施策の柱について

　来年の通常国会に法案提出が予定されているデジタル庁の設置及びデジタル改革関連法案が成立すれば、

行政手続の電子化も急速に進むことが予想される中、日行連としては既に総務省・デジタル改革関連法案準

備室等の関係省庁への提言や意見交換等を行っているところである。「押印廃止」を始めとしたデジタル化に

関する報道からは、かなりのスピード感をもって各省庁が取り組んでいる状況がうかがえ、日行連としては

この状況に対し、総務省を中心に、内閣府・デジタル庁等の関係省庁の動きを常に注視し、必要となる様々

なアプローチや提案等を迅速に実行していかなければならない。

　このことから、本理事会において、日行連として検討・実行すべきデジタル施策の５つの柱について、承

認が求められた。異議なしで可決されたことから、本柱をベースとして迅速に各省庁の情報収集に努めると

ともに、具体的かつ実効性のあるデジタル施策を進めることとした。あわせて、デジタルトランスフォーメ

ーション（DX）を実現するために行政書士が寄与できる提言を、その都度、関係省庁に対し実行していく

こととした。

日行連として検討・実行すべきデジタル施策の柱

柱①　行政書士のデータベースをマイナンバーに紐付けるか、独自の電子証明とするか、決断を急ぐ。

柱②　マイナンバーカード取得サポーター制度の策定について、早々に協議し実行する。

柱③　オンライン対面相談の提言について、早急に各所にアプローチを図る。

柱④　国が構築する国家資格データベースの運用に関し、行政書士法、日行連・単位会会則等の改正など
必要な見直しを行う。

柱⑤　デジタル改革アイデアボックスへの投稿を積極的に行う。
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【 報 告 事 項【　報　告　事　項　】】
（１）行政書士制度７０周年記念式典について

（２）各党議連総会等への要望書について

（３）建設業許可申請における健康保険等の加入状況についての書面の取扱いについて

（４）令和２年度特定行政書士法定研修考査結果について

（５）Go Toトラベル地域共通クーポン取扱店舗登録申請について

（６）デジタル推進プロジェクトチームの活動について

（７）申請取次関係研修会の開催状況及び今後の方向性について

（８）日本赤十字社「遺贈・相続財産寄付ご案内パンフレット」について

（９）HACCPの制度化セミナー開催について

（１０）日本行政書士政治連盟からの要望（事務局関係）について

（１１）建設業セミナーの開催について

【 協 議 事 項【　協　議　事　項　】】
（１）日本行政書士会連合会事業通信費に関する規則（案）について

（２）委員会等組織の見直し（案）について

（３）行政書士法改正項目表（案）について

（４）日本行政書士会連合会が取り組む成年後見制度推進のための基本方針（案）について

（５）オンライン会議の実施に係る各規則の改正案について
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令和２年度全国総務部長会議の開催報令和２年度全国総務部長会議の開催報告告

　山本総務部次長の司会により、会議が進行された。

〇開会のことば

　光宗副会長から、開会のことばがあった。

〇あいさつ

　常住会長から、新型コロナウイルス感染症対策の

ためWeb会議システムを用いての開催となったこ

との説明とお詫び、先の法改正に係る御助力に対す

るお礼、加えて新型コロナウイルス関係諸施策に対

する行政書士の支援に関する取組と組織を挙げての

協力を求める言葉が述べられた。

〇会議

行政書士法の一部改正に係る各単位会の対応につ

いて

①社員が一人の行政書士法人の設立等を許容すること

について

　金沢登録委員長から、法改正の要旨解説と各単位

会の総務部長または総務担当者から事前に提出いた

だいた質問に対しての回答が行われた。その中で、

一人法人の継続がなされた場合は当該法人が解散前

の状態に復旧するとの考え方が示されるとともに、

今後、単位会会則のモデル条文を提示する予定であ

ること、また、一人法人が職務上請求書を使用する

際に押印する職印について、通常の法人が請求する

場合に準じて個人の職印を使用いただくこと等の説

明がなされた。

②注意勧告に関する規定について

　松村総務部長から、法改正の要旨解説と各単位会

の総務部長または総務担当者から事前に提出いただ

いた質問に対しての回答が行われた。その中で、総

務省が衆議院法制局に確認した結果として、知事処

分のみならず単位会長処分（会費未納を含む）のお

それがある場合についても注意勧告の対象になると

の見解が示されたこと等が説明された。

〇日行連総務部からの連絡

　福本総務部員から、以下の３点について連絡が行

われ、単位会における周知等が呼び掛けられた。

①単位会長処分における処分内容の記載について

②単位会総会の議決結果における日行連への報告の

徹底

③単位会会則における日行連への報告の徹底

〇総括

　松村総務部長から、日頃の日行連総務事業への御

協力に対するお礼の言葉が述べられるとともに、会

議において扱われた質問及び回答の総括がなされた。

また、新たな疑問点・不明点については開催後アン

ケートにてお寄せいただくよう呼び掛けられた。

〇閉会のことば

　若林総務部員から閉会のことばが述べられ、会議

は終了した。

　令和２年１０月１５日（木）、日行連会議室において、令和２年度全国総務部長会議が平成３０年１０月以来２年ぶ

りに開催されました。

　当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各単位会の総務部長を中心とした出席者にはWeb会議

システムを用いて御参加いただき、事前のアンケートに基づき質疑応答が行われました。以下に概要を御報

告いたします。
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　１０月３０日（金）、愛媛県松山市の東京第一ホテル松
山において、日行連と四国地方協議会（以下、「四
国地協」という。）との連絡会が開催されました。
　日行連からは常住会長と鶴副会長、四国地協から
は４単位会（香川・徳島・高知・愛媛）の会長及び
副会長等、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２７名が出席しました。午後１時３０分、愛媛会の久保副会長の司会のもと開会し、入江
四国地協副会長（香川会会長）の開会のことばに続いて、山本四国地協会長（愛媛会会長）、常住日行連会
長からの挨拶の後、山本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協議が開始されました。
　はじめに常住会長から、日行連の本年度事業計画及び基本方針について説明がなされ、昨今のコロナ対策
支援事業やデジタル・ガバメントへの取組等に関する報告がなされました。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
の中でも特に、懲戒手続中における事務所変更に係る要件等について活発な意見交換が行われました。
　午後４時２０分、松村徳島会会長より閉会のあいさつがなされ、連絡会は予定の時間を超えて盛況のうちに
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２年１０月３０日（金）

場場　　所所　愛媛県松山市「東京第一ホテル松山」

出 席出 席 者者　常住会長、鶴副会長、
　　　　　山本四国地方協議会会長　ほか２４名

　１１月１４日（土）、福岡県福岡市TKPガーデンシティ
天神において、令和２年度日行連と九州地方協議会
（以下、「九州地協」という。）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、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）の会長を含む総勢１６名が出席されました。午後３時３０分、白木沖縄会会長の司会によ
り、九州地協会長の山脇長崎会会長に続いて、開催地の野田福岡会会長、常住日行連会長の挨拶があり、連
絡会の議事が開始されました。
　はじめに常住会長より、令和２年度日行連事業計画に係る活動理念や基本方針について、新型コロナウイ
ルス感染症やデジタル・ガバメント等への具体的な取組事例を挙げながら説明が行われ、続いて、九州地協
の各単位会からあらかじめ提出されていた意見及び要望事項等について、佐々木副会長より答弁がなされま
した。その後、特に各単位会が行う官民からの業務受託や行政書士業務に関する法令上の規定及び会運営の
デジタル化に関して活発な意見交換がなされました。
　午後５時、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２年１１月１４日（土）

場場　　所所　福岡県福岡市
　　　　　「TKPガーデンシティ天神」

出 席出 席 者者　常住会長、佐々木副会長、
　　　　　山脇九州地方協議会会長　ほか１３名
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　１１月１７日（火）、日行連と近畿地方協議会（以下、
「近畿地協」という。）との連絡会が開催されました。
　日行連からは常住会長と金沢専務理事、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、総務部長等総勢３３名が出席
しました。午後２時、和歌山会の太田総務部長の司会のもと、中嶋近畿地協副会長（奈良会会長）の開会の
ことばに始まり、笠野同地協会長（和歌山会会長）、常住日行連会長の挨拶に続き、笠野会長が議長に就任
して、連絡会が開始されました。
　はじめに常住会長から、日行連の当面の諸問題及び取組についての説明が行われ、コロナ禍における事業
への対応状況等について報告されました。続いて、各単位会からあらかじめ提出されていた意見・要望に対
して、金沢専務理事が回答を行いました。
　午後４時１５分、大口同地協副会長（兵庫会会長）の閉会のあいさつで、連絡会は盛況のうちに閉会しまし
た。限られた時間の中ではありましたが、大変有意義な連絡会となりました。

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 催開 催 日日　令和２年１１月１７日（火）

場場　　所所　和歌山県西牟婁郡「ホテル川久」

出 席出 席 者者　常住会長、金沢専務理事、
　　　　　笠野近畿地方協議会会長　ほか３０名

　去る１１月２０日（木）、千葉県成田市のホテルマイス
テイズプレミア成田において、令和２年度日行連と
関東地方協議会（以下、「関東地協」という。）との
連絡会が開催されました。
　日行連からは常住会長（東京会会長兼任）と髙尾副会長、関東地協からは、会長の中村千葉会会長を始め、
田後神奈川会会長、横山栃木会会長、関口埼玉会会長、秋山群馬会会長、山本長野会会長、有賀山梨会会長、
平岡静岡会会長、相羽新潟会会長、飯塚茨城会会長代行（副会長）や各単位会の副会長等総勢６８名が出席し
ました。午前１０時、廣田千葉会副会長の司会により連絡会が開会されました。冒頭、中村関東地協会長、常
住日行連会長から挨拶がなされ、続いて出席者紹介が行われた後、各議題についての協議に入りました。
　はじめに常住会長から、日行連事業に関し、主にコロナ支援に関する取組の経緯、デジタル・ガバメント
への対応等について説明がなされました。その後、関東地協の各単位会からの意見・要望事項（総会開催方
法、会員データシステムの再構築、会議活動内容の周知、WEB会議を担保する規則基準の明示、規制改革・
デジタル化の推進と周知、組織体制変革に係るPTについて、事務局の合理化と移転について、図柄ナンバー
に関する国土交通省への要望、警察行政における押印廃止に関する働きかけ、建設キャリアアップシステム
に関する要望）について、各意見、要望を提出した単位会からの説明がなされた後、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、終始活発で意欲的な雰囲気の中、午前１１時４０分に閉会しました。

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２年１１月２０日（金）

場場　　所所　千葉県成田市
　　　　　「ホテルマイステイズプレミア成田」

出 席出 席 者者　常住会長、髙尾副会長、
　　　　　中村関東地方協議会会長　ほか６５名
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会員各位にはますます御清祥のこととお慶び申し上げます。平素より日本行政書　会員各位にはますます御清祥のこととお慶び申し上げます。平素より日本行政書士士

会連合会の運営に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます会連合会の運営に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。。

さて、令和３年は、昭和２６年２月２２日に行政書士法が公布されてから７０周年を迎　さて、令和３年は、昭和２６年２月２２日に行政書士法が公布されてから７０周年を迎ええ

ます。そして同年は、令和元年に改正された新たな目的規定を含めた行政書士法がます。そして同年は、令和元年に改正された新たな目的規定を含めた行政書士法が施施

行される重要な年にもなります。このことから本会としましては、本年は行政書士行される重要な年にもなります。このことから本会としましては、本年は行政書士制制

度にとって５０周年以来の極めて重要な年にあたるものと捉え、「行政書士制度７０周度にとって５０周年以来の極めて重要な年にあたるものと捉え、「行政書士制度７０周年年

記念式典」を以下の要領で開催することといたしましたので御報告いたします。なお記念式典」を以下の要領で開催することといたしましたので御報告いたします。なお、、

この式典の開催にあたり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため参加者を限定さこの式典の開催にあたり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため参加者を限定させせ

ていただき、一般会員の方に向けてはインターネット配信を予定しています。またていただき、一般会員の方に向けてはインターネット配信を予定しています。また、、

開催形態の調整等、感染防止措置を講じた上での開催となりますこと、何とぞ御理開催形態の調整等、感染防止措置を講じた上での開催となりますこと、何とぞ御理解解

いただきますようお願い申し上げますいただきますようお願い申し上げます。。

日日　　　時時 令和３年２月５日（金） 午前１１時～午後１　　令和３年２月５日（金） 午前１１時～午後１時時

場場　　　所所 ホテルオークラ「平安の間　　ホテルオークラ「平安の間」」

式典の内式典の内容容　　（（予定）予定）

日本行政書士会連合会会長式　　　　　　　日本行政書士会連合会会長式辞辞

来賓祝辞＜内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長　　　　　　　来賓祝辞＜内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、、

最高裁判所長官、総務大臣　　　　　　　　　　　　最高裁判所長官、総務大臣＞＞

行政書士制度７０周年総務大臣特別表　　　　　　　行政書士制度７０周年総務大臣特別表彰彰

行政書士制度７０周年日本行政書士会連合会会長特別表彰　　　　　　　行政書士制度７０周年日本行政書士会連合会会長特別表彰　他他

式典の御視聴につい式典の御視聴についてて

当日の会場については、新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点からソーシャ　当日の会場については、新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点からソーシャルル

ディスタンス確保のため、座席数を減らし、入場者を限定するなどの対応等を図るディスタンス確保のため、座席数を減らし、入場者を限定するなどの対応等を図るここ

ととしています。式典の模様につきましては、インターネットにてライブ配信を予ととしています。式典の模様につきましては、インターネットにてライブ配信を予定定

しています。配信に係る詳細については、後日、会員専用サイト「連con」内に御案しています。配信に係る詳細については、後日、会員専用サイト「連con」内に御案内内

いたしますいたします。。

行政書士制度７０周年記念式典の御案内
 Info 

１
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「外国人雇用に係る行政書士として必要な
労働関係法令に関するセミナー」開催の御案内

 Info 

２

　２０１９年４月１日、在留資格「特定技能」が創設され、受入機関に対して、労働関係法令の遵守がより一層

求められることになりました。日本人を含む働き方改革が進められる労働環境下で、出入国在留管理局への

外国人労働者の在留諸申請業務においては、労働法令の知識はますます必須となります。

　そこで、厚生労働省外国人雇用対策課等の各担当官を講師に迎え、「外国人雇用に係る行政書士として必要

な労働関係法令」をテーマにセミナーを開催いたします。

　本セミナーを通じて、外国人労働者の在留諸申請の専門家として、企業人事戦略全体のコンサル業務の一

助になればと考えています。

　申込方法等については、今後、本会ホームページにて御案内いたします（２月１日（月）公開予定）。

　皆様の御参加をお待ちしています。

日　　　時　　令和３年２月２５日（木） １４：００ ～ １６：００

場　　　所　　WEB開催のため、パソコンやスマートフォンを通じてどこでも視聴が可能です。

講　　　師　　厚生労働省　職業安定局　外国人雇用対策課　渡邊　智之　氏

　　　　　　　　　　　　　労働基準局　総務課　　　　　　土山　雄大　氏

　　　　　　　※講師は、変更となる可能性がございます。

テ　ー　マ　　外国人雇用に係る行政書士として必要な労働関係法令について
労働基準法、労働契約法、労働者派遣法、労働安全衛生法等の労働関係法令の概要、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に基づく

「外国人雇用管理指針」の解説、外国人の雇用管理の好事例等について講演いただきます。

参　加　費　　無料

定　　　員　　WEB開催のため定員の定めなし

対　象　者　　会員のみ

そ　の　他　　令和３年３月以降、中央研修所VOD講座にて配信予定（無料）です。

＜中央研修所＞

WEB開催　行政書士限定
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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。

　石川会では監察活動として、定期的に県内１９市町の農業委員会へ巡回訪問を行っています。本年度は行政
書士制度広報月間を活用し、県内６市５町の農業委員会へ巡回訪問を行いました。対応として、年間申請件
数（行政書士関与割合）、申請時の本人確認方法、警告プレートやポスター設置の確認・依頼、ホームペー
ジへの警告文掲載依頼、申請書への代理人欄の導入依頼等の非行政書士活動防止依頼及び農業委員（中立委
員）の選任状況・方法について、調査並びに行政書士の登用推進活動を行っています。
　この巡回訪問によって、非行政書士活動を手続の水際で防止するべく、申請窓口である農業委員会側の行
政書士制度への理解・協力は非常に大切であると考えています。各農業委員会における温度差はありますが、
成果は堅調に出ており、以前は不動産業者や他士業者による申請が散見されていましたが、近年はほとんど
ありません。
　今回の巡回訪問の結果、農地法第３～５条手続における行政書士の関与割合は
５割弱ほどと判明しました。意外と少ない印象を持ちましたが、各手続の割合は
「３条申請＞４条申請＋５条申請」となっており、３条申請はそのほとんどが本
人申請でした。一方、４・５条申請にあってはその８割前後に行政書士が関与し
ており、農地関係者の認識として「農地転用＝行政書士」の図式が着実に高まっ
ていることが伺えます。
　本年度より、農業委員（中立委員）へ行政書士の登用を促す活動も始めました。
現在、当会会員から１名が農業委員として選任されています。地域によっては、
農業委員の成り手不足が深刻化している現状があります。このような時こそ、我
々行政書士の積極的な活用を促すことによって、農地法手続に携わる士業として
ますます認知され、かつ社会貢献・地域貢献の一助となれるよう、より一層の活
動を行ってまいります。

県内６市５町の農業委員会へ
巡回訪問を行いました

石川県
行政書士会

　宮城会では、専門士業会等にお声掛けし、１０月１７日（土）、イオンモール利府（宮城県利府町）において、
９団体による「くらしのなんでも相談会」を実施しました。
　この士業連携ワンストップサービスの開催は、相談者や自治体、参加士業団体から、東日本大震災復興支
援として、その意義が高く評価されてきましたが、本年はコロナ災禍の支援にもなり得るとの思いで取り組
みました。
　午前１０時から午後４時までの間、相談内容に応じて、関連する士業が一緒に相談ブースに入り、適宜対応
しました。相談は予約受付したものと、当日の駆け込みの相談も合わせて２４名の相談者から合計３３件の相談
があり、前年の実績とほぼ同じ結果となりました。
　相談時間を３０分程度に設定しましたが、中には１時間に及ぶ相談もあり、従事する専門家の熱い思いが伝
わってきました。また、コロナ禍の影響と思われる産休中の社員に対する突然の解雇、友人に貸与した金銭
の返済請求、カード会社からの４回に及ぶ身に覚えのない利用代金の請求、空き家の価格査定の受託など世
相の変化を感じさせる内容が目を引きました。
　なお、新型コロナウイルス感染症対策として、相談員も相談者も検温を実施
し、マスクの着用、飛沫防止のための透明アクリル板の設置、相談終了ごとに
除菌清掃などを行い、座席配置などもソーシャルディスタンスを心掛けました。
　１１月２８日（土）には、イオンモール石巻（宮城県石巻市）おいて、同様に士
業等連携ワンストップサービス「くらしのなんでも相談会」を開催しました。
こちらの開催は本年で７回目となり、士業間の連携が着実に構築されてきた成
果ではないかと考えています。

Withコロナ環境下に士業連携の
相談会を実施

宮城県
行政書士会
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行政書士の業務について
子供たちにもわかりやすく
説明されているニャ！

日本行政書士会連合会協賛
小中学生向けキャリア教育教材

「おしごと年鑑2020」
の御紹介

※おしごと年鑑とは、企業・団体等からの協賛を
得て、小中学校の児童・生徒に向けたキャリア
教育用副教材として毎年改訂・発刊されてい
る書籍であり、全国の小中学校等へ寄贈され、
授業の中で活用されています（本年度実績　
協賛：135社　寄贈：66,870部）。

日行連では、将来を担う若年層に対し行政書士制度を
PRするため、朝日新聞社から発刊されている
キャリア教育教材「おしごと年鑑2020」に協賛しています。

日行連掲載ページ

各単位会で実施する
法教育事業にも

活用いただけるニャ！

説明されているニャ！

活
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１．センター紹介
（１）法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度に基づき、兵庫県行政書士会は、平成２４年２月２２日、
認証番号第１１１号をもって、民間による紛争解決手続を行うことができる事業者として認証を受け、民間
紛争解決手続として「行政書士ADRセンター兵庫」（以下、「当センター」という。）の名称を使用し、
裁判外紛争解決手続（ADR）の業務を行うことが可能となりました。

（２）法務大臣の認証を取得した民間事業者は、「かいけつサポート」の愛称とロゴマー
クを使用することが認められており、当センターのパンフレットにも、そのロゴマー
ク等を使用しています。
また、法務省ホームページの「かいけつサポート一覧」及び「事業者ガイドブック」
に当センターが掲載され、併せて法務省のパンフレット（令
和２年３月発行）のかいけつサポートを提供する民間事業者
一覧にも掲載されています。

（３）当センターは、担当副会長１名、運営委員会（委員等７名、
うち１名運営関与弁護士）、調停人候補者１１名、手続関与弁護
士２名の構成となっています（令和２年１０月１日現在）。

２．活動の現状と課題
　当センターでは「社会貢献」として位置付け、調停による紛争解決の支援を行っています。

（１）活動の現状
ア  平成２４年２月２２日に法務大臣により認証を受け、同年３月２７日、設立認証式典及び記念講演を行い
ました。（「広報誌 行政ひょうご」（以下、「会報」という。）２０１２年５月号に掲載）
イ  行政書士制度広報月間及び行政書士記念日市民公開講座の取組の際、PRチラシ及び新聞全面広告に
おいて、当センターを紹介しています。
ウ  毎年１０月１日「法の日」に実施している「行政書士による無料相談会」の際、当センターからも相
談員の派遣を行っています。
エ　大学との学術交流協定に基づく事業として、当センターから神戸学院大学及び姫路獨協大学に講師
を派遣しています。
オ　広報活動として、次のとおり調停劇を実施しています。なお、実施に当たっては、可能な限り各支
部の地域において広報活動を行うことができるように計画しています。また、その実施結果を会報に
掲載しています。
〇行政書士記念日市民公開講座 調停劇「ペットのトラブル解決について」
　（会場 姫路獨協大学）（会報２０１６年４月号に掲載）
〇行政書士記念日市民講座 調停劇「飼いネコをめぐるご近所トラブル」
　（会場 ホテル「ホップイン」アミング）（会報２０１６年４月号に掲載）
〇行政書士記念日市民公開講座 調停劇「ペットのトラブル解決模様」
　（会場 洲本市市民交流センター）（会報２０１７年４月号に掲載）
〇行政書士制度広報月間市民公開講座 調停劇「ペットのトラブル手続 これで安心！」
　（会場 兵庫県学校厚生会館）（会報２０１８年１月号に掲載）
〇行政書士記念日市民公開講座 調停劇「自転車事故トラブル解決模様 受付から解決まで」
　（会場 龍野経済交流センター）（会報２０１８年５月号に掲載）

兵庫県行政書士会：行政書士ＡＤＲセンター兵庫
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名　　　称：兵庫県行政書士会
住　　　所：兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3　神戸クリスタルタワー１３階
代表者氏名：大口　晋
紛争の分野・種類・範囲（規則第９条第１項第１号）：
１-（１）兵庫県内に事業所を有する事業者（事業を行う個人を含む。）に雇用されている外国人若しくは

兵庫県内の事務所に派遣されている外国人派遣労働者を一方又は双方の当事者とする宗教、慣
習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境、職場環境に関する紛争

１-（２）兵庫県内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価
値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争

２　兵庫県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故（自転車以外のものとの交通事故を除
く。）

３　兵庫県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動
物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関
する紛争

４　兵庫県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛
争

かいけつサポート：認証紛争解決事業者情報

〇兵庫県行政書士会創立６０周年事業「ユニバーサル社会づくり推進公開セミナー」  
　調停劇「外国人の受入について」
（会場 兵庫県民会館）（会報２０２０年４月号に掲載）

カ　当センター調停人候補者から会報への執筆は次のとお
りです。

　　　〇「米国調停を学ぶ」（会報２０１６年５月号に掲載）
〇第１回ピア・メディエーション教育研究会参加報告「法
律の専門家が入らないメディエーション」の理論と目
的（会報２０１６年１１月号に掲載）
〇「イシューをつくり、調停戦略を立てる」（会報２０１７年５月号に掲載）
〇「神戸調停協会主催の模擬調停に参加して」（会報２０１７年５月号に掲載）
〇「学生の皆様に体感していただいたADR（調停）～その感想を中心に～　－神戸学院大学　学術交
流講義報告－」（会報２０１７年１０月号に掲載）
〇「行政書士ADRセンター兵庫模擬調停報告」（会報２０１８年２月号に掲載）
〇出張講座報告「ADRのメディエーション技法から学ぶ「自己の尊重」「仲間の尊重」」（会報２０１８年
５月号に掲載）

キ　日本ADR協会「ADR機関検索システム」に登録を行い、当センターの概要説明を行うとともに、
兵庫県行政書士会ホームページにリンクできるように設定しています。

（２）課題
ADRの認知度はまだまだ低いため、広報活動を通じてADRの利用促進に向けた対応を行う必要があ

ると考えます。

３．ADRの拡充と活性化に向けた対応
（１）法務省においては、各相談機関に対する周知・広報に積極的な取組を行うなど、更なる利用促進に向

けた対応を行うとの方針が示されていることから、それらの情報も参考にして対応を行います。
（２）裁判との違いとして、ADRは非公開であること、ニーズに応じた柔軟な手続進行が可能なことなどの

特色を踏まえて広報活動を行います。
（３）行政書士制度広報月間及び行政書士記念日市民公開講座等の機会を利用して広報活動を行います。
（４）当センターの専門分野に係る関係機関との良好な関係を推進します。
（５）調停人候補者の更新研修時の旅費について予算化をしています。
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＜中央研修所　副所長　縮　　修二＞

　新年明けましておめでとうございます。皆様にとって、輝ける良い年でありますよう心から御祈念申し上
げます。
　さて、令和３年２月２２日をもって、行政書士制度は７０周年の節目の年を迎えます。ここに至るまでの先輩
諸兄の御尽力に改めて心からの敬意を表したいと思います。
　また、平素より中央研修所研修事業につきましては、格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。
とりわけ令和２年度特定行政書士法定研修に関しましては、おかげをもちまして、滞りなく終了し、新たに
２６３名の特定行政書士が誕生いたしました。この場をお借りして、御礼申し上げます。
　ところで、政府は本年１０月に「デジタル庁」を創設する方針です。これにより官公庁における諸手続の押
印廃止と急速な電子申請化が目前に迫っています。この潮流を押し止めることは不可能です。一方で、この
流れについていけない「デジタル難民」発生の問題も危惧されるところですが、許認可申請手続のプロであ
る行政書士がその解決の先頭に立つことで、改正行政書士法に定める「国民の権利利益の実現に資する」こ
とができます。
　業務遂行にあたり、対面、対人関係を基調とする行政書士が持つ人間的温かさは、AI化・デジタル化が急
速に展開するコロナ後の日本にあっても必ず残していくべき財産だと思います。国民に最も身近な士業とし
ての行政書士の存在意義はここにあるのではないでしょうか。
　昨年からの新型コロナウイルス感染拡大により全世界の様相が一変してしまいました。どの国にあっても
感染拡大防止と経済復興というアクセルとブレーキの踏み分けをいかにしていくかという難しい舵取りが求
められています。とりわけ我が日本においては、１年延期された東京オリンピック・パラリンピック、それ
に続く大阪万博という一大イベントを、コロナ克服体験の象徴として成功させ、新日本の再生を図るという
難題が課せられています。
　私たち行政書士は今後ますます多種多様な分野の相談役やコンサルタントとして、また行政手続の専門
家・権利義務事実証明関係業務の専門家として一層腕を磨き、国民の利便と権利利益の実現に資する貢献と
努力が求められます。
　効果的なワクチン等が開発されるまでは、コロナとうまく付き合っていくしかありません。それまで、日
行連中央研修所の所掌する特定行政書士法定研修や申請取次研修等を始めとする各種研修会については、感
染防止を第一と考え、オンデマンド方式での開催をメインとしていかざるを得ないと考えます。そのために
中央研修所のVOD講座により多くの会員の声を反映させ、更なる質の向上と内容の充実を図っていきます。
更に「いつでも、どこでも、何度でも」視聴できるVOD講座を全国の多くの会員に使用いただけるよう周
知・広報活動にも力を入れてまいります。
　新たな時代が要請する諸手続を早期に察知する能力を高め、行政書士制度が今後も脈々と人々に愛され、
最も身近な頼りになる士業として存続し、社会・行政システムの中にしっかりと組み込まれる制度にしてい
くための不断の努力を継続していかなければなりません。
　どうか全国の会員の皆様の御指導御鞭撻を今後ともよろしくお願い申し上げます。

デジタル化推進社会の中でのオンデマンド学習

～お知らせ～　令和２年度特定行政書士法定研修の結果について
　１０月１８日に実施された特定行政書士法定研修の結果について、以下のとおりお知らせいたします。

　
　また、特定行政書士ブラッシュアップ研修に関しまして、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、慎重に検討を
続けてまいりましたが、皆様の安全を第一に考えた結果、本年度は開催を見送ることといたしました。何卒御理解いただ
きますよう、お願い申し上げます。

合格率修了者数受験者数申込者数
６８.１％２６３名３８６名４３８名



日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）

2021.1　No.578 41

2020.１１/Nov

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

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１０１件）
２　その他

常任理事会（～１１日）
【合議事項】
１　理事会の議案等について
２　本年度特定行政書士法定研修考査結
果について

３　OSSの利用促進に関する警察庁及
び総務省への要望について

４　オーファンワークス実証事業業務委
託契約書の締結について

５　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（火（火））

理事会（～１２日）
【議案審議】
第１号議案：日本行政書士会連合会旅費

規則の一部を改正する規則
の一部改正（案）について

第２号議案：行政書士法人届出事務取扱
規則の一部改正（案）及び
行政書士法人届出事務取扱
交付金交付規則の一部改正
（案）について

第３号議案：日本行政書士会連合会が進
めるデジタル施策の柱につ
いて

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（水（水））

会長会
【意見・情報交換】
１　コロナ禍での各単位会及び日行連に
おける取組について

２　その他

法教育推進委員会
【協議事項】
１　法教育に関する体制づくりについて
２　「月刊日本行政」への掲載について
３　飯能高等学校図書館訪問・意見交換
について

４　単位会における法教育事例の収集に
ついて

５　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））

申請取次行政書士管理委員会
【協議事項】
１　申請取次実務研修会（VOD方式）の
諸課題について

２　次年度の研修会開催について
３　異議申立案件について
４　その他

規制改革委員会
【協議事項】
１　「規制改革ホットライン」に係る対
応について

２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（月（月））

行政書士制度調査室会議
【協議事項】
１　日行連として検討・実行すべきデジ
タル施策について

２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））
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許認可業務部
農地・土地利用部門会議
【協議事項】
１　農業委員会中立委員行政書士意見交
換会に係る議題について

２　次年度VOD収録について
３　低未利用地に係る国交省への訪問に
ついて

４　農林水産大臣への訪問について
５　その他

選挙管理委員会
【協議事項】
１　次年度会長選挙について
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（９４件）
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（火（火））

許認可業務部
運輸交通部門会議
【協議事項】
１　総務部からの照会への対応について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（水（水））

権利擁護推進委員会
【協議事項】
１　行政書士が関与する権利擁護の理
念・方針案のブラッシュアップにつ
いて

２　部門別活動方針の検討について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（金（金））

広報部会
【協議事項】
１　次年度制度PRポスターについて
２　パンフレットについて
３　制度７０周年記念式典用来賓土産につ
いて

４　日本行政関連事項について
５　その他

法規監察部会
【協議事項】
１　照会案件等について
２　その他

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　書籍改訂について
２　次年度VOD収録について
３　建設業セミナーの開催について
４　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（月（月））

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、一部WEB会議にて開催
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　次いで、常住日行連会長によるビデオメッセージ
が放映され、コスモスは、成年後見制度の普及促進
及び良質な後見人等の育成のために日行連により設
立された団体であることから、当然にコスモスとの
協力・連携がなされるべきである旨が述べられまし
た。また、常住日行連会長がかねて主張されている
「成年後見人等の担い手にふさわしいのは行政書
士」である旨を３つの視点、（１）地域に密着して
いること、（２）異なる立ち位置の者の間で合意形成
をすることを体得していること、（３）予防法務の業
務を通じて日常から将来を見据えた意思決定を行っ
ていること、という行政書士の特性が成年後見等事
務を行うことに適しているという観点から詳細に述
べられ、コスモスとしてもこの特性を理解した上で、
「成年後見人等の担い手にふさわしいのは行政書
士」であることを社会に対してアピールすることに
ついて要請がなされました。
　議案の審議においては、直接の出席を控えること
が求められた総会であったにもかかわらず、議案に
対する質問数は６６件に上りました。執行部は例年と
異なる環境での審議であり、質問者に対する再質問
の機会が十分ではないこと、１０期目を迎えたコスモ
スにとってより重要な時期であるとの認識から、質
問に対する答弁は時間の許す限り丁寧に行うように
努めました。
　本総会においては次の議案が可決承認されました。
　　　第１号議案　第１０期事業報告
　　　第２号議案　第１０期決算報告
　　　第３号議案　定款の一部改正（案）
　　　第４号議案　第１１期事業計画（案）
　　　第５号議案　第１１期収支予算（案）
　　　第６号議案　役員の選任について
　コスモスは、日行連との強固な協力連携体制の下、
引き続き成年後見制度の普及促進に努めてまいりま
す。

　令和２年１０月３０日、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。）
第１０回定時社員総会が日本行政書士会連合会（以下、
「日行連」という。）相羽法務業務部長の御臨席の下、
開催されました。
　現在のコスモスの概要は次のとおりです。
　　会 員 数　２,０３１名
　　支 部 数　４２支部
　　受任件数　３,４８２件

　総会会場は例年どおり、虎ノ門タワーズオフィス
６階「Room７」（東京都港区）と定められましたが、
総会では青森県支部から沖縄県支部に至る全国４２支
部から各支部長及び一般会員が参集する全国規模の
会議となること、８月上旬のピーク時から減少傾向
にあった新規感染者数が９月中旬から再び増加傾向
に転じたこと、東京都における新規感染者数が２００
人を超える日が続いたことに鑑み、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の必要を強く認め、会員には総会
会場への直接出席を控え、委任状出席・議決権行使
書の提出を推奨する形式によることといたしました。
異例の措置となりましたが、１,４２７名の出席（委任状
提出者５３４名、議決権行使書提出者８６３名を含む。）を
得て総会は適法に開催されました。
　冒頭、髙尾理事長からコスモスが設立１０周年を迎
えたこと、１０支部５００人からスタートしたコスモス
が４２支部２,０００人を数えるに至ったことは、会員、支
部の地道な活動があってのことであるとして謝意が
述べられました。また、日行連からコスモスに対す
る支援・協力について「月刊 日本行政」へのコス
モスの記事の掲載、事務局職員の充実がなされたこ
とが紹介されました。加えて、
本総会の議案として法人後見を
可能とする定款改正が上程され
ていることに触れ、今後、コス
モスとして法人後見に取り組む
ことについて述べました。 

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一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターー
第１０回定時社員総会報第１０回定時社員総会報告告
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決　算　額
（第１０期）

前期決算額
（第９期）科　　目

７４，８１２ ７６，６７６ Ⅰ　事 業 活 動 収 入
６１，４６８ ７４，８８３ Ⅱ　事 業 活 動 支 出
（３５，７２４）（４６，０５１）　　　事 業 費 支 出
（２５，７４３）（２８，８３２）　　　管 理 費 支 出
△７０ △７０ 　　　法人税等支払額
０ ５，７７１ Ⅲ　投 資 活 動 支 出
－ － Ⅳ　予 備 費 支 出

１３，２７４ △４，０４７ 当 期 収 支 差 額
５３，９７９ ５８，０２７ 前 記 繰 越 収 支 差 額
６７，２５４ ５３，９７９ 次 期 繰 越 収 支 差 額

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
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

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４９,０００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、是非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合せください。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）を募集しています。
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
お問合せください。

業務管理報告について
　コスモスでは、３か月に１回（年に４回）、会員から後見等の業務報告書（事務経過記録、金銭出納
帳、預金通帳の写し等）を提出してもらい、内容確認を行っています。
　また、任意後見契約を締結する場合には、事前に契約内容の報告をお願いし、内容確認も行ってい
ます。そして、会員の業務の内容を確認し、アドバイス、フィードバックを行い、適正な業務のお手
伝いをしています。
　この様に、御本人のための後見業務がなされているか、という視点と会員の資質向上と共に、当然
ながら不祥事の早期発見、未然防止に努めています。

＜第１０期決算（令和元年８月１日～令和２年７月３１日）の概要＞ 
（単位：千円）

１０長 崎４７兵 庫５４三 重１４栃 木３４秋 田
１６熊 本２６鳥 取２３福 井１４７埼 玉３８岩 手
２５大 分４８広 島４６石 川３９群 馬１３青 森
２４宮 崎２５山 口３１富 山４７長 野５１福 島
３４鹿児島１８香 川４３滋 賀１８山 梨４２宮 城
１４沖 縄３０徳 島８９大 阪６８静 岡２７山 形

３２高 知２８京 都３７新 潟４８４神奈川
１４愛 媛２５奈 良８８愛 知９３千 葉
３６福 岡１３和歌山２６岐 阜２１茨 城

＜支部別会員数（令和２年１２月１日現在）＞



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１月号

第５７８号

令和２年１２月２５日発行

2021.1　No.57852

　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。

　全国５万人の読者の皆様、新年明
けましておめでとうございます。い
つも「月刊 日本行政」を最終ページまで御愛読い
ただきましてありがとうございます。
　本年は行政書士制度７０周年記念という、周年に
ラッキーセブンが重なった大変おめでたい年です。
西洋では古来より７は幸運の数字とされています
が、その根拠はというとメソポタミアの天文学か
らだとかユダヤ教の数秘術が由来だとか、アメリ
カでは野球で７回に得点が入りやすいからだとか
諸説様々です。七福神、七人の侍、ウルトラセブン
などはこの影響を受けたのか、はたまた一切無関
係なのか。このラッキーな年に幸運を引き寄せて、
縁起のいい８が付く８０周年に向けて、更にその先
のもうひとつ先の１００周年を目指して、行政書士制
度がますます発展していきますよう一致団結して
頑張ってまいりましょう。
　令和３年が会員の皆様にとって充実した一年と
なることを祈念いたします。本年も「月刊 日本行
政」をよろしくお願い申し上げます。

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１１月末日現在）

４９,７０１名合 計　 　
7,319名女42,382名男内 訳　 　
6,716名女40,593名男・個人事務所開業
283名女1,273名男・行政書士法人社員
320名女516名男・使用人行政書士

◆異動状況（令和２年１１月中の処理件数）
２０８名新規登録　合　計
33名女175名男　　　　　内　訳
９０名登録抹消　合　計
11名女79名男　　　　　内　訳

68名　　　　　・廃　業
21名　　　　　・死　亡
1名　　　　　・その他

◆法人会員（令和２年１１月末日現在）
９８０法 人 事 務 所 数
607・主たる事務所数（行政書士法人数）
373・従たる事務所数

◆特定行政書士数（令和２年１１月末日現在）
742名女3,586名男　　　　　内　訳




