
行政書士会封印業務の 
受託に関する規則（準則） 

 

第１章 総  則 

（目  的） 

第１条 この規則は、道路運送車両法及び同

法施行規則並びに通達で定められた丁種

封印受託者である○○行政書士会（以下

「本会」という。）による封印の管理が適

正に遂行されるとともに、丁種封印の再委

託を受けた本会会員（以下「丁種会員」と

いう。）が実施する封印の取付けが適正か

つ円滑に実施され、もって自動車所有者の

利便とユーザーの負担軽減に資すること

を目的とする。 

 

第２章 封印管理委員会 

（設  置） 

第２条 前条の目的を達成するため、本会は

封印管理委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（事 務 局） 

第３条 委員会の本部事務局は、本会に置く。 

２ 委員会は、必要により運輸支局又は自動

車検査登録事務所の管轄に応じた支所を

設置し、これに支所事務局を置くことがで

きる。 

（事  業） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる事業を

行う。 

一 本会が受託する封印の管理と再委託

に関すること。 

二 丁種会員名簿の調製及び管理に関す

ること。 

三 丁種会員への指導監督、処分等に関す

ること。 

四 丁種会員への研修及び情報提供並び

に丁種会員になろうとする者に対する

研修及び効果測定に関すること。 

五 関係官公署及び封印受託事業者団体

との協議、連絡及び報告等に関すること。 

六 支所事務局間及び丁種会員間の連絡、

協調及び親睦等に関すること。 

七 事務協力費の徴収及び会計に関する

こと。 

八 前各号に掲げるもののほか、委員会の

目的を達成するために必要なこと。 

（組  織） 

第５条 委員会は、委員○○人以内をもって

組織し、本会役員及び自動車登録業務に十

分精通した行政書士のうちから会長が委

嘱する。 

２ 自動車登録業務に十分精通した行政書

士の判断基準は、別途細則を定める。 

（構成と任期等） 

第６条 委員会に委員長１名及び副委員長

若干名を置く。 

２ 委員長は、委員会の会務を統括するとと

もに、道路運送車両法施行規則第15条で定

める封印取付け責任者とする。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に

事故ある時は、その職務を代行する。 

４ 委員長及び副委員長は、委員のうちから

会長が指名する。 

５ 委員の任期は、委嘱した会長の任期と同

一とする。ただし、再任を妨げない。 

６ 委員が任期満了により退任した場合、前

項の規定にかかわらず、後任者が就任する

まで前任者が委員会の事務を行うものと

する。 

（丁種会員名簿の調製） 

第７条 委員会は、丁種会員名簿を調製しな

ければならない。 

２ 委員会は、会員に対する丁種会員名簿へ

の登載の可否について決定する。 

３ 委員会は、丁種会員名簿の変更の都度、

管轄する運輸支局長及び自動車検査登録

事務所長等に報告するものとする。 

（会員又は丁種会員に対する処分） 

第８条 委員会は、会長の承認を得て、丁種

会員に対する再委託の解除又は停止の処

分をすることができる。 

２ 前条第２項の決定及び前項の処分に対

して異議ある会員又は丁種会員は、本会に

対して不服審査の申立てをすることがで

きる。 



（処分事項等） 

第９条 前条第１項の規定に基づき、丁種会

員が次の各号に定める事由にあたる場合、

委員会は、当該各号に定める処分を行うこ

とができる。 

一 瑕疵ある封印の取り付け又は取り外

した自動車登録番号標の返納を遅滞し

た等の管理懈怠があった者 １か月間

の再委託の停止。 

二 自動車検査証に記載されている登録

番号及び車台番号と符合しない自動車

に封印を取り付けた者 １か月間の再

委託の停止。 

三 指定研修を受講しない者 受講する

までの間の再委託の停止。ただし、委員

会が認め得る特別な事情があった場合

には、この限りではない。 

四 封印取り付けの報告を委員会が指定

した期日までに怠った者 報告が為さ

れるまでの間の再委託の停止。 

五 不正な方法により封印を流通させた

者 再委託の解除、以後２年間再委託の

申請を受け付けない。 

六 都道府県知事又は単位会長からの処

分を受けた者 再委託の解除。 

２ 前項各号の処分をしようとする場合に

は、弁明の機会を与えなければならない。 

３ 委員会は、次の各号に定める解除事由に

あたる場合は、当然に再委託を解除する。 

一 行政書士法第６条の５の規定により、

登録が取り消されることとなったとき。 

二 行政書士法第７条の規定により、登録

が抹消されることとなったとき又は第

13条の 19の規定により、解散すること

となったとき。 

三 行政書士法人にあって規則第 12 条た

だし書の要件を満たさなくなったとき。 

四 所属単位会を変更したとき。 

４ 委員会は、第１項各号による処分又は第

３項各号による再委託の解除を行った場

合には、その者を直ちに丁種会員名簿より

削除し、当該運輸支局長等へ報告しなけれ

ばならない。 

５ 再委託の解除又は停止の処分を受けた

者は、封印に関する報告書等の書類及び未

使用封印を直ちに返却しなければならな

い。 

（封印の取付け及び管理） 

第10条 委員会は、封印取付けに係る関係法

令及び運輸局の定める「封印の取付け委託

に関する取扱い要領」並びに運輸支局が定

める「封印取付け受託者準則」に基づき、

適正に封印の管理を行なわなければなら

ない。 

２ 委員会は、前項の管理に必要となる、書

面及びその提出の方法その他の手続に関

する事項について、内規を定める。 

 

第３章 丁種会員 

（事前研修と指定研修） 

第11条 丁種会員になろうとする会員は、委

員会が開催する封印取付けに関し別に定

める事前研修（他の行政書士会が実施する

事前研修を含む。）を修了しなければなら

ない。ただし、委員会が自動車登録に関し

○年以上の実務経験を有する者又は登録

業務に関する研修の講師としての実績を

有する者として認めた者は、この限りでは

ない。 

２ 前項の事前研修は、講義と効果測定によ

る。 

３ 丁種会員となった者は、委員会が開催す

る指定研修を受けなければならない。 

（丁種会員名簿への登載） 

第12条 会員は、委員会が定める年○回の受

付期間中に、丁種会員名簿への登載を申し

込むことができる。ただし、行政書士法人

にあっては、再委託を受けようとする事務

所ごとに、社員たる行政書士のうち、少な

くとも１名以上が前条第１項の要件を満

たしていなければならない。 

２ 丁種会員名簿への登載に際しては、委員

会が定める事項を遵守しなければならな

い。 

３ 丁種会員名簿への登載に必要となる遵

守事項及び提出書類については別途細則



を定める。 

 

第４章 費  用 

（事務協力費） 

第13条 丁種会員は、受益者負担の原則に基

づき、委員会の運営及び封印の管理に関し

て必要となる諸経費を負担するため、事務

協力費を負担しなければならない。 

２ 事務協力費の額及び徴収方法は、別途細

則を定める。 

 

第５章 そ の 他 

（事務の委託） 

第14条 委員会は、本会理事会の承認を経て、

委員会の定型的な事務の一部を本会に委

託することができる。 

（守秘義務） 

第15条 委員は、その任期中に職務上知り得

た会員に関する情報等について、正当な事

由なく漏洩してはならない。任期後におい

ても同様とする。 

（細 則 等） 

第16条 委員会は、この規則に定めるものの

ほか、委員会の運営について必要な事項に

ついて、常任理事会の承認を経て、別に細

則を定めることができる。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成  年  月  日より

施行する。 



行政書士会封印管理委員会 
運営細則（準則案） 

 

（目  的） 

第１条 〇〇行政書士会封印管理委員会（以

下「委員会」という。）は、封印業務の受託

に関する規則（以下「規則」という。）の委

任を受けた事項を明確にするため、規則第

16条に基づいて、この細則を定める。 

（業務精通の要件） 

第２条 規則第５条第２項に定める自動車

登録業務に十分精通した行政書士とは、次

の各号のいずれかに該当する行政書士を

いう。 

一 規則第 11 条第１項の研修を修了した

と委員会が認めた者 

二 規則第 11 条第１項ただし書に定める

者 

（研  修） 

第３条 規則第11条第１項に定める事前研

修は、年○回実施する。 

２ 前項の研修は、次に掲げる科目を基本と

して実施する。 

一 自動車登録関係法令 

二 自動車封印の取付けに関する基礎知

識 

三 その他委員会が必要と認める事項 

３ 規則第11条第３項に定める指定研修は、

委員会が必要に応じて行う。 

（名簿登載の申込み） 

第４条 規則第12条第３項に定める名簿登

載に際し必要となる書面は、次のとおりと

する。 

一 名簿登載申込書（宣誓事項含む。） 

二 自動車登録業務に十分精通した行政

書士であることを証する書面 

三 確約書 

四 損害賠償責任保険加入証の写し又は

損害賠償責任保険加入申込書の写し 

２ 名簿登載申込みの受付けは、年○回（○

月と○月）とする。 

（事務協力費の徴収） 

第５条 丁規則第13条に定める事務協力費

は、払出し封印１個につき○○円とするこ

ととし、毎月末に封印管理簿と照合の上で

精算して納付しなければならない。 

（細則の改正） 

第６条 この細則の改廃は、常任理事会の承

認を経なければならない。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成  年  月  日より

施行する。 



行政書士会自動車封印 
取扱内規（準則案） 

 

 〇〇行政書士会封印管理委員会は、自動

車の封印取扱の実務について、次のとおり

定めこれを実施する。 

 

（目  的） 

第１条 この内規は、丁種封印受託者である

本会における自動車の封印取付け業務が

適正かつ円滑に運営されるべく、必要とな

る職務及び権限、管理方法を定め、もって

丁種会員業務の適切な運営に寄与するこ

とを目的とする。 

（封印取付け責任者） 

第２条 封印取付け責任者は、本会における

丁種受託者事務及び丁種会員への再委託

事務を統括する。 

２ 封印取付け責任者は、封印取付け実績を

各会員事務所から毎月報告させ、その結果

をもって、運輸支局長に封印取付け状況を

報告するものとする。 

（封印取付け責任者の代務者） 

第３条 封印取付け責任者は、封印の取付け

を行う自動車の管理及び封印の取付けに

必要な業務を行わせるため運輸支局、検査

登録事務所等（以下「運輸支局等」という。）

ごとに代務者を置くものとする。 

２ 封印取付け責任者及び代務者は、以下の

事項を所掌する 

①封印請求書を運輸支局等に提出し、

封印の前渡しを受けること。 

②前号の交付を受けたときは、封印受

領証を提出すること。 

③封印出納帳（準則第○号様式）を備え、

受入れ、取付け、打損、紛失等受払事

由を明らかにして、封印の出納状況

を適確に記録すること。 

④丁種会員への再委託のための封印の

払出し数と取付け数を管理すること。 

⑤再委託者封印出納帳、封印取付け実

績報告書の記載内容を指導し点検す

ること。 

⑥封印の受領、払出し取付けに関する

実績を集計するとともに、各会員事

務所から月一回以上報告させた結果

を集計し、毎月10日までに集計結果

を運輸支局長に報告するものとする。 

（封印取付けの再委託） 

第４条 本会が丁種会員に再委託をするに

際しては、再委託封印請求書を封印管理者

に提出し、封印の前渡しを受けるものとし、

封印の交付を受けたときは、再委託封印受

領証を提出すること。 

２ 丁種会員は、封印取付け台帳を備え、交

付を受けた封印に係る自動車の登録年月

日、自動車登録番号及び車台番号を明確に

記録すること。 

（封印取付け作業責任者） 

第５条 本会の再委託を受けた会員事務所

ごとに封印取付け作業責任者を置くもの

とし、次の各号を担当するものとする。 

一 再封印出納帳を備え、受入れ、取付け、

打損、紛失等受払事由を明らかにして、

封印の出納状況を適確に記録すること。 

二 封印取付け台帳を備え、交付を受けた

封印に係る自動車の登録年月日、自動車

登録番号及び車台番号を明確に記録す

ること。 

三 丁種受託封印の取付けが受けられる

書類であることを判断するとともに、次

条に定める方法により、封印を確実に取

付け、再封印出納帳及び封印取付け台帳

に記載すること。 

四 前月分の封印取付け実績を毎月５日

までに委員会に封印取付け報告書とと

もに報告すること。 

五 責任者を補佐するための補助者を置

くことができる。なお、補助者は責任者

が不在の時これを代行し、代行処理事項

を責任者に報告する。 

（封印取付け作業） 

第６条 封印の取付けをするときは、当該自

動車検査証に印字された自動車登録番号

及び車台番号が、交付された登録番号標及



び封印を取付けようとする自動車に打刻

された車台番号と同一であることを確認

し取付けなければならない。 

２ 取付けを完了したときは、取付け日ごと

に封印取付け実績簿に記載しなければな

らない。 

（そ の 他） 

第７条 封印取付け責任者は、封印取付け業

務状況について毎月１回以上会長にその

状況を報告するものとする。 

２ 上記以外については、「封印取付け受託

者準則」により行なうものとする。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成  年  月  日より

施行する。 

 

 


