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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おります。
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会会 長長 就就 任任 のの 挨挨 拶拶

信念をもって事業執行に全力を尽く信念をもって事業執行に全力を尽くすす

日本行政書士会連合会会日本行政書士会連合会会長長 遠田 和夫　遠田　和夫　
私は、本年６月の定時総会において、日行連の会長に再任されま　私は、本年６月の定時総会において、日行連の会長に再任されましし
た。そして、今、頭の中にある想いが駆け巡っています。それは、た。そして、今、頭の中にある想いが駆け巡っています。それは、日日
行連会長の１期目であった２年間で実行・実現した取組と結果を思行連会長の１期目であった２年間で実行・実現した取組と結果を思いい
起こすとともに、今回の会長選挙を振り返りながら、自分自身が思起こすとともに、今回の会長選挙を振り返りながら、自分自身が思いい
描く行政書士制度の未来像を具現化するために必要な施策とは何かを描く行政書士制度の未来像を具現化するために必要な施策とは何かを、、
更に熟慮を重ねて追及すべきではないのかということです。それは更に熟慮を重ねて追及すべきではないのかということです。それは、、
単位会の会長に初めて就任し、希望に燃えて会務の執行に励んでい単位会の会長に初めて就任し、希望に燃えて会務の執行に励んでいたた
頃に経験した、理想と現実のギャップへの戸惑いや、権利と義務の頃に経験した、理想と現実のギャップへの戸惑いや、権利と義務の意意
味を痛感させられた、かつての記憶がよみがえったからに他なりま味を痛感させられた、かつての記憶がよみがえったからに他なりませせ
んん。。

日行連会長として２期目を迎える今こそ、今回の総会で、再び多くの代議員の皆様から信任を受け　日行連会長として２期目を迎える今こそ、今回の総会で、再び多くの代議員の皆様から信任を受けたた
意味を重く受けとめ、大言壮語になっていないか、情熱は失っていないかと自問自答しながら、これ意味を重く受けとめ、大言壮語になっていないか、情熱は失っていないかと自問自答しながら、これかか
ら２年間の日行連会務運営に臨まなければならないと決意を新たにしていますら２年間の日行連会務運営に臨まなければならないと決意を新たにしています。。
これからの行政書士制度はどうあるべきか、どうすれば今直面している問題を解決できるかと考え　これからの行政書士制度はどうあるべきか、どうすれば今直面している問題を解決できるかと考えたた
とき、日行連を常に戦略的思考の観点から柔軟な対応を図ることができる最適な組織へと改革することき、日行連を常に戦略的思考の観点から柔軟な対応を図ることができる最適な組織へと改革することと
が最優先課題であると考えています。そのための第一歩として、行政書士制度調査委員会を新たに立が最優先課題であると考えています。そのための第一歩として、行政書士制度調査委員会を新たに立ちち
上げ、政府の国家戦略の動向等について情報を収集・分析・考察・発信できる機動的かつ横断的な組上げ、政府の国家戦略の動向等について情報を収集・分析・考察・発信できる機動的かつ横断的な組織織
体制を確立しました。さらには、永年の悲願であった行政書士法の各条項について、日行連としての体制を確立しました。さらには、永年の悲願であった行政書士法の各条項について、日行連としての見見
解を加えた「条解行政書士法第一分冊（業務編）」の発刊を目標に掲げ、約１０か月という短い製作期解を加えた「条解行政書士法 第一分冊（業務編）」の発刊を目標に掲げ、約１０か月という短い製作期間間
の中で、関係者一同が一丸となって取り組んだ結果、書籍という形で実現させることができましたの中で、関係者一同が一丸となって取り組んだ結果、書籍という形で実現させることができました。。
また、過去の総会で提出された質問・回答の整理・集約作業を総務部が中心になって取り組み、「　また、過去の総会で提出された質問・回答の整理・集約作業を総務部が中心になって取り組み、「総総

会質問事例集」という冊子の形で単位会に提示することができました。その結果、今回の総会では、会質問事例集」という冊子の形で単位会に提示することができました。その結果、今回の総会では、繰繰
り返し提出されていた類似質問がなくなり、質問総件数も例年の半分以下に減少しました。一方で、り返し提出されていた類似質問がなくなり、質問総件数も例年の半分以下に減少しました。一方で、今今
回とある問題が顕在化し議論が起こりました。それは、質問書の提出責任者でもある単位会長の印が回とある問題が顕在化し議論が起こりました。それは、質問書の提出責任者でもある単位会長の印が押押
されているにも関わらず、質問内容として適さない質問が提出されていたということです。これは私がされているにも関わらず、質問内容として適さない質問が提出されていたということです。これは私が、、
日行連の役員に携わって以来、指摘され続けていることではありますが、日行連の理事会や会議等で日行連の役員に携わって以来、指摘され続けていることではありますが、日行連の理事会や会議等で報報
告・共有されているはずの事柄が伝わっていないという実態があるのではないか、会議に出席してい告・共有されているはずの事柄が伝わっていないという実態があるのではないか、会議に出席していたた
役員が、自身の所属する単位会の会員に対する説明責任を全うしてないのではないかという疑念が噴役員が、自身の所属する単位会の会員に対する説明責任を全うしてないのではないかという疑念が噴出出
した結果であると認識していますした結果であると認識しています。。
日行連の最高意思決定機関である定時総会の質問には、当然厳しさも込められており、未来に向け　日行連の最高意思決定機関である定時総会の質問には、当然厳しさも込められており、未来に向けてて

の提案も必要です。そのために全国の会員がより良い方向に向かうための道しるべとなる質問と提案がの提案も必要です。そのために全国の会員がより良い方向に向かうための道しるべとなる質問と提案が、、
総会の場で行われることが重要であると考えます。総会の場で行われることが重要であると考えます。 
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自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）への対応では、関係者を中心に連日連夜にわた　自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）への対応では、関係者を中心に連日連夜にわたっっ
て最善の策を検討しました。引き続き、職域の確保拡大の視点から真摯に取り組んでまいります。そて最善の策を検討しました。引き続き、職域の確保拡大の視点から真摯に取り組んでまいります。そのの
一方で、権利を主張すれば義務も生じます。この重要な課題への取組には、日行連、単位会、会員の一方で、権利を主張すれば義務も生じます。この重要な課題への取組には、日行連、単位会、会員の皆皆
様が一致団結して対応することが必要不可欠です。そして、平成２９年４月の理事会において決様が一致団結して対応することが必要不可欠です。そして、平成２９年４月の理事会において決議議※※したした
とおり、行政書士によるOSS利用率の向上という「やるべきことはやる」という実行力が大切です。とおり、行政書士によるOSS利用率の向上という「やるべきことはやる」という実行力が大切です。まま
さに、権利には義務が伴うのですさに、権利には義務が伴うのです。。

※OSS及び丁種封印制度の推進に係る決議：我々は、自動車保有関係手続のワンストップサービ※OSS及び丁種封印制度の推進に係る決議：我々は、自動車保有関係手続のワンストップサービスス

（OSS）の中間登録への適用拡大及び行政書士専用の丁種封印制度が４月１日から開始されたこ（OSS）の中間登録への適用拡大及び行政書士専用の丁種封印制度が４月１日から開始されたことと

を受け、①OSSの積極的な活用及び②丁種封印を全国の会員が活用できる環境整備を推進するこを受け、①OSSの積極的な活用及び②丁種封印を全国の会員が活用できる環境整備を推進することと

を決議するを決議する。。

この２年間の事業執行については、その都度、日本行政等において積極的に発信し、会員の皆様に「　この２年間の事業執行については、その都度、日本行政等において積極的に発信し、会員の皆様に「見見
える化」を図ってまいりました。しかし、ひとたび会長選挙に突入すると、「会長は何もやっていない。」える化」を図ってまいりました。しかし、ひとたび会長選挙に突入すると、「会長は何もやっていない。」、、
「こんな委員会は不要だ。」など、一転して批判的な意見が飛び交い、この１か月は人間不信に陥り「こんな委員会は不要だ。」など、一転して批判的な意見が飛び交い、この１か月は人間不信に陥り、、
魑魅魍魎の世界に迷い込んだ時期でした。全国の理事が全国の会員のために理事会や担当会議等に出魑魅魍魎の世界に迷い込んだ時期でした。全国の理事が全国の会員のために理事会や担当会議等に出席席
し、議論を重ねながら検討を深め事業を執行しています。総会における質問においても、その責任はし、議論を重ねながら検討を深め事業を執行しています。総会における質問においても、その責任は各各
単位会から選出され、日行連執行部の一員である理事に委ねられていることを自覚しなければなりません単位会から選出され、日行連執行部の一員である理事に委ねられていることを自覚しなければなりません。。
組織の中で我慢を教え、人が人に我儘を許さず、厳しく指導をするならば、まず相手に対して何か　組織の中で我慢を教え、人が人に我儘を許さず、厳しく指導をするならば、まず相手に対して何かをを
求めるのではなく、自らが省みないといけません。人に何かを求めるなら、自らが何をなして、そう求めるのではなく、自らが省みないといけません。人に何かを求めるなら、自らが何をなして、そう言言
えるのか、それには行動が必要となります。我慢や忍耐、そして工夫に加え、粘り、人への思いやりえるのか、それには行動が必要となります。我慢や忍耐、そして工夫に加え、粘り、人への思いやり、、
協調性、積極性、決断力、いずれもが組織の中では必要であり、そのバランスが重要であると考えます協調性、積極性、決断力、いずれもが組織の中では必要であり、そのバランスが重要であると考えます。。
私が原点に立ち返って基礎を作ると申し上げている意味は、許認可や権利義務といった行政書士の　私が原点に立ち返って基礎を作ると申し上げている意味は、許認可や権利義務といった行政書士の本本
来業務の確保を土台として、行政書士制度の盤石な基盤を確立することです。それがしっかりとして来業務の確保を土台として、行政書士制度の盤石な基盤を確立することです。それがしっかりとしていい
なければ、社会貢献や地域との共生、役所との連携という施策も成り立たないと考えています。社会なければ、社会貢献や地域との共生、役所との連携という施策も成り立たないと考えています。社会貢貢
献等を進めることも重要ではありますが、まずは全国の会員が仕事に困ることのないよう職域の確保献等を進めることも重要ではありますが、まずは全国の会員が仕事に困ることのないよう職域の確保拡拡
大に努めることこそが、日行連として課せられている最大の使命でもあり、ひいては会費滞納問題の大に努めることこそが、日行連として課せられている最大の使命でもあり、ひいては会費滞納問題の解解
決にもつながるものと考えています決にもつながるものと考えています。。
この先、行政書士制度に押し寄せる様々な課題に対し、解決するための施策を迅速に企画・立案し　この先、行政書士制度に押し寄せる様々な課題に対し、解決するための施策を迅速に企画・立案し実実
行することが日行連の役目であり、新たに設置した行政書士制度調査委員会を中心に対応を図ってま行することが日行連の役目であり、新たに設置した行政書士制度調査委員会を中心に対応を図ってまいい
りたいと考えています。同委員会においては、これからの１年間は、昨年度に引き続き、器に魂を込りたいと考えています。同委員会においては、これからの１年間は、昨年度に引き続き、器に魂を込めめ
るところから始めることになりますが、事業の進捗については、会員の皆様に「見える化」した形でるところから始めることになりますが、事業の進捗については、会員の皆様に「見える化」した形でおお
示しできるよう努力してまいります示しできるよう努力してまいります。。
そして、総務省自治行政局行政課行政書士係との連携強化についても、顔を合わせる回数を重ね、　そして、総務省自治行政局行政課行政書士係との連携強化についても、顔を合わせる回数を重ね、情情
報共有を進めるとともに、更なる信頼関係の構築に取り組んでまいります報共有を進めるとともに、更なる信頼関係の構築に取り組んでまいります。。
ここまで述べてきた事項は、数ある日行連の事業のうち、ごく一部の取組です。柔軟に、しかし筋　ここまで述べてきた事項は、数ある日行連の事業のうち、ごく一部の取組です。柔軟に、しかし筋をを
通すべきところは通し、何事にも毅然とした態度で臨んでまいる覚悟です通すべきところは通し、何事にも毅然とした態度で臨んでまいる覚悟です。。
日行連は単位会の連合体であり、理事は各単位会の代表です。その理事会において承認された議案は　日行連は単位会の連合体であり、理事は各単位会の代表です。その理事会において承認された議案は、、
理事全員の責任において執行されるべきだと考えています。その理事の声が、全国の会員の皆様にし理事全員の責任において執行されるべきだと考えています。その理事の声が、全国の会員の皆様にしっっ
かりと届くような透明性の高い組織にすべく、引き続き、全力をあげて努力してまいりますかりと届くような透明性の高い組織にすべく、引き続き、全力をあげて努力してまいります。。
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　　　　平成２９年度　　　　

定時総会の開催報告

　午前１０時４５分、開会に先立ち、昨年度中に逝去された物故会員２８４名の御冥福を祈り黙祷が捧げられた。

続いて、矢野副会長の開会のことばにより本総会の幕開けとなった。

平成２９年６月２２日（木）、２３日（金）

シェラトン都ホテル東京

山田　美之 総務部長

岡　　　伸 代議員（山梨会）

毛塚　勝行 代議員（栃木会）

吉田　靖史 代議員（長野会）

古木　正和 代議員（千葉会）

日 に日 に ちち

場場 所所

司司 会会

議議 長長

副 議副 議 長長

議事録署名議事録署名人人

　　１　開 会 の こ と ば

　　２　会 長 あ い さ つ

　　３　来 賓 祝 辞

　　４　総 会 成 立 宣 言

　　５　議 長 ・ 副 議 長 の 選 任

　　６　議 事 録 署 名 人 の 指 名

　　７　議 事 運 営 委 員 会 の 報 告 

８　議 案 審 議

　　第１号議案 平成２８年度事業報告

　　第２号議案 平成２８年度決算報告

　　第３号議案 平成２９年度事業計画（案）

　　第４号議案 平成２９年度予算（案）

　　第５号議案 役員の改選

９　議 長 ・ 副 議 長 の 退 任

１０　新 旧 役 員 あ い さ つ

１１　閉 会 の こ と ば

平成２９年度 定時総会次第

　平成２９年６月２２日から２日間にわたり平成２９年度定時総会を開催し、全国２３０余名の代議員を始め、御来賓、

傍聴人、本会関係者など４００名以上が参集した。

　本総会では、国民利便の向上と行政書士制度の更なる発展を見据え、熱心な審議が行われ、上程された５

議案は、全て原案どおり可決された。

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
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《会長あいさつ》《会長あいさつ》 

　遠田会長はまず、本総会に

御臨席を賜った関係者及び代

議員の皆様に対し感謝の言葉

を述べるとともに、永年に亘

る行政書士制度の発展向上へ

の御功績により、総務大臣表

彰を受賞された会員の皆様に

対し慶びの意を表した。

　続いて、昨年度は総力を結集して自動車OSSの適

用拡大に係る職域確保に努め、一部手続を除き自動

車関係団体による中間登録への参入を阻止したこと、

行政書士専用の封印制度の創設という自動車関係業

務の環境改善を実現したこと、そして「条解行政書

士法」などの成果物を例に、新たな行政書士制度の

基盤を構築できたことを報告した。

　行政書士制度の発展には法改正の推進が不可欠で

あるとし、「国民がより活用しやすい行政書士制度

の確立に向けて」を本年度の事業テーマとして掲げ、

行政書士制度が身近な存在として今まで以上に国民

の日常生活に浸透するよう、新たなステージの行政

書士像を描く一年にしたいとの思いを述べた。

　さらに、政府が策定した「日本再興戦略２０１７」は

行政書士制度にも深く関係しており、これを契機と

して前向きにとらえ、日行連の更なる組織強化を図

り、国民の期待に応えることができる会員の能力開

発や活躍の場を拡充する施策を実行していきたいと

の決意を表した。そして、全ての会員が自らを研鑽

し、この時代の波に打ち勝つ力を身に着けてもらい

たいとの思いを述べ、最後に、未来へ向かうための

重要な道しるべとなる本総会に際し、代議員各位に

慎重な審議を求め、挨拶を終えた。

《来賓祝辞《来賓祝辞》》 

　総務大臣表彰表彰状授与式における高市早苗総務

大臣（代読：原田憲治総務副大臣）からの祝辞をもっ

て代えられた。（別掲参照） 

《総会成立宣言《総会成立宣言》》 

　代議員定数２３２名のうち、２３１名の出席（開会時）

を受け、本会会則第２０条の規定により、本総会が有

効に成立していることが宣言された。

《議長・副議長の選任《議長・副議長の選任》》 

　議場の司会者一任の声に基づき、司会者は議長に

岡伸代議員（山梨会）、副議長に毛塚勝行代議員（栃

木会）を指名し、両代議員が選任された。

《議事録署名人の指名《議事録署名人の指名》》 

　議長は、議事録署名人に吉田靖史（長野会）・古

木正和（千葉会）両代議員を指名した。

《議事運営委員会の報告《議事運営委員会の報告》》 

　井口議事運営委員長から委員の紹介があり、続い

て藤井同副委員長が議事日程及び質問・回答の取扱

い等に関する議事運営委員会の申合せ事項を報告し、

議場はこれを異議なしで了承した。なお、本総会へ

の質問は、１５単位会から計５７件提出された。（別掲

参照）

《議案審議《議案審議》》 

　本総会では、次の５議案について審議された。

第１号議案・第２号議案

　議長は、第１号議案「平成２８年度事業報告」及び
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第２号議案「平成２８年度決算報告」について一括上
程した。各議案に対し、事前に代議員から提出され
た質問及び当日の再質問に執行部が答弁した後、議
長がそれぞれの議案について議場に諮ったところ、
異議なしにより可決された。

第３号議案・第４号議案
　議長は、第３号議案「平成２９年度事業計画（案）」
及び第４号議案「平成２９年度予算（案）」について
一括上程した。各議案に対し、事前に代議員から提
出された質問及び当日の再質問に執行部が答弁した
後、議長がそれぞれの議案について議場に諮ったと
ころ、異議なしにより可決された。

第５号議案
　議長は、第５号議案「役員の改選」について上程
し、執行部に提案説明を求めた。
　荒岡専務理事は、本会会則第６条、第７条及び役
員選任規則第２条、第３条に基づき会長については
選挙、会長以外の役員については選考により選出す
ることを説明した。
　議長が役員選任規則第３０条に基づき、会長以外の
役員の選考方法について議場に諮ったところ、議長
一任となった。
　議長は、副議長に選考方法を説明させた後、会長
選挙に当たり、末廣選挙管理委員長に立候補者の紹
介を求めた。
　立候補者は、届け出順に以下の２名。

　遠田　和夫　会員 （佐賀会）
　常住　　豊　会員 （東京会）

　議長は、立候補者の所信表明を求め、各候補者は
これに応じた。
　その後、議長は役員選任規則第１９条第３項の定め
により、投票に先立って代議員と選挙管理委員会関
係者以外を退席させた上で議場を閉鎖し、選挙管理
委員会に選挙事務を委任した。
　末廣選挙管理委員長は会長選挙を挙行し、終了後、
議長に議場を返還した。
　議長は議場閉鎖を解除し、議事を再開した。その
後、末廣選挙管理委員長より以下のとおり選挙結果

の報告がなされた。 

　　選挙結果

　　　投票総数　　　　　　　　２３２票　

　　　有効投票　　　　　　　　２３１票

　　　無効投票　　　　　　　　　１票

　　　うち　遠田　和夫　会員　１２７票

　　　　　　常住　　豊　会員　１０４票

　この結果を受け、遠田会員に対して当選証書が交

付され、新会長としての挨拶があった後、総会１日

目の議事日程を終了し、休会となった。

　２日目に入り、議長から新会長に加え、副会長・

理事・監事の候補が議場に諮られ、異議なしにより

可決された。

《議長・副議長の退任《議長・副議長の退任》》 

　全議事終了後、議長と副議長は退任した。

《新旧役員あいさつ《新旧役員あいさつ》》 

　挨拶に先立ち、行政書士制度への自信と誇りを再

認識すべく、平成１３年に天皇皇后両陛下に御臨席を

賜り挙行した「行政書士制度50周年記念式典」のダ

イジェストビデオを上映した。

　その後、遠田新会長及び６名の新副会長が整列し、

代議員に対し挨拶を行った。

　午前９時３０分、山田副会長の閉会のことばにより

平成２９年度定時総会の全日程の終了が告げられ、幕

を閉じた。
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平成２９年度 日本行政書士会連合会 新役員名平成２９年度　日本行政書士会連合会　新役員名簿簿
平成２９年６月２３日現在

会 長　　会　　　　　長　　

副　　副　　会 長会　　長　　

　

理 事　　理　　　　　事　　

　

　　会会長推薦理長推薦理事事　　

　

　

監 事　　監　　　　　事　　

 鈴 木 市 代 静岡会常任理事

 相 羽 利 子 新潟会会長

 佐 藤 廣 之 岐阜会会長

 若 林 三 知 三重会会長

 坪 川 貞 子 福井会会長

 向 井 隆 郎 石川会会長

 大 塚 謙 二 富山会会長

 盛 武　 隆 滋賀会名誉会長

 髙 尾 明 仁 大阪会会長

 末 廣 元 孝 奈良会会長

 笠 野 義 二 和歌山会会長

 粟 蔵 富 雄 兵庫会相談役

 有 田　 敬 鳥取会会長

 細 田 信 男 島根会会長

 藤 井　 薫 岡山会会長

 杉山久美子 山口会会長

 石 川 秀 幸 香川会副会長

 松 村 和 人 徳島会会長

 田 岡　 崇 高知会会長

 山 本 大 樹 愛媛会会長

 赤 司 久 人 佐賀会会長

 山 脇 正 隆 長崎会会長

 井口由美子 熊本会会長

 堀　 誠 大分会会長

 濱 田 哲 郎 宮崎会会長

 鶴　 信 光 鹿児島会会長

 平良あき子 沖縄会会長

 渡 部 正 和 会員外※

※「特殊法人等整理合理化計画」（平成１３年１２月１９日閣議決定）、「公務員制度改大綱」（平成１３年１２月２５日閣議決定）及び「特別の法律により設
立される民間法人の運営に関する指導監督基準」（平成１４年４月２６日閣議決定）に基づく公表対象者である退職公務員に該当する者。

 宮 元　 仁 北海道会会長

 相 場 忠 義 秋田会会長

 田 村　 格 岩手会会長

 日 當 正 男 青森会会長

 金 沢 和 則 福島会会長

 佐々木政勝 宮城会会長

 常 住　 豊 東京会会長

 水 野 晴 夫 神奈川会会長

 中 村 利 雄 千葉会会長

 國 井　 豊 茨城会会長

 鈴 木 康 夫 栃木会副会長

 秋 山 賢 治 群馬会会長

 山 本 準 一 長野会会長

 岡　 伸 山梨会会長

 吉 村　 学 北海道会名誉会長

 吉 松 昌 晃 埼玉会

 福 田　 守 群馬会顧問

 伊 藤 庄 吉 三重会相談役

 村 山 豪 彦 兵庫会会長

 矢 野 浩 司 愛媛会名誉会長

 山 田 美 之 大分会

 福 士　 力 青森会副会長  鎌 田　 敬 鹿児島会  増 田 由 明 会員外※

 縮　 修 二 山形会会長

 荒 岡 克 巳 埼玉会会長

 山 田 高 嗣 愛知会名誉会長

 太田光三郎 京都会名誉会長

 光宗五十六 広島会会長

 野 田 昌 利 福岡会会長

 遠 田 和 夫 佐賀会名誉会長
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質 問 の 標質　問　の　標　題題区 分 ・ 部 署区 分 ・ 部 署 名名号号
行政不服審査事案　データベースの創設等について事業報告（特定制度）

１

聴聞又は弁明の機会の付与に係る手続き代理規定における弁護士法７２条の制限解除について
事業報告（法改正） 行政書士法改正の推進に関する取り組みについて

法改正の推進について
４．職域の確保拡大について事業報告（職域確保：OSS） OSSの適用拡大について
法定相続情報証明制度の対応について事業報告（職域確保：国政策） 成年後見業務およびそれを含めたパブリックコメントについて
東京都戸籍住民基本台帳事務協議会との協議について総務部 総務部事業報告について
行政書士制度PR事業について広報部 ゆるキャラグランプリ２０１６、ユキマサくんの今後について
司法書士が行う任意相続管理業務について法規監察部
（４）行政書士専用封印制度創設の準則について

許認可業務部（第一業務部） 介護事業者指定申請等の業務について
農業委員会法改正にかかる農水省との連携について
【第一業務部】＜警察環境部門＞２（４）について
１ 高齢社会に対応した成年後見制度及びその周辺制度の調査・研究について許認可業務部（第二業務部）
在留資格に関する手続のオンライン化について

国際・企業経営業務部（第三業務部） 国際業務に関する情報収集について
著作権相談員制度について
種苗品種登録などに関する業務について
行政書士登録と法人届出について登録委員会
申請取次関係研修について申請取次行政書士管理委員会
ビデオ・オン・デマンド研修について中央研修所
【裁判外紛争解決手続推進本部】１及び２について

裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部 ADR手続実施者の養成について
ADR認証及び成年後見支援センター設置等について
行政書士制度維持への取り組みについて法改正推進本部 行政書士制度維持と代理権のあり方について
BCPの策定について大規模災害対策本部
収支計算書について経理部２ 特定資産取得支出について
中小企業における情報セキュリティの普及促進に関する要望について事業計画（機関連携）

３

行政相談委員への行政書士の登用について
OSSの対象地域・対象手続の拡大に伴う行政書士法遵守の具体策の構築について事業計画（職域：OSS利用）
業際問題の現状について事業計画（職域：諸案件） 業際問題の対応について
法律改正に伴う職域侵害の恐れへの諸対応について

事業計画（その他）

職域の確保について
職域の確保拡大に係る「IR法」について
日米二国間経済対話について
職域の確保拡大について
職域の確保拡大について
コンプライアンスの確立について総務部 職務上請求書ガイドライン／記載例等について
行政書士業務の広報・広告について広報部
丁種封印制度について許認可業務部（第一業務部）
中小企業支援業務のパンフレットについて国際・企業経営業務部（第三業務部） 【国際・企業経営業務部】＜知的資産関係＞２について
職名使用届提出時の行政書士証票等の表記方法について（要望）登録委員会
行政書士法施行規則改正　財産管理業務についてその他、全般
ADR代理権の獲得について裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部 【裁判外紛争解決手続推進本部】１及び２について
１ 大規模災害被災単位会の会務運営への協力・指導について大規模災害対策本部
新法に対応する研鑽等における中央研修所の役割について中央研修所
平成２９年度予算（案）について経理部４

平成２９年度 定時総会 質問一平成２９年度　定時総会　質問一覧覧
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平成２９年度定時総会議案資平成２９年度 定時総会議案資料料（議案書から抜粋（議案書から抜粋））

　平成２８年度は、昨年度に続き、２回目の特定行政

書士法定研修を実施し、７６６名の第二期特定行政書

士が誕生いたしました。その結果、特定行政書士は

全体で３,０００名を超え、着実にその認知度を向上させ

るとともに、さまざまな関係者の皆様のご協力をい

ただき、特定行政書士制度自体の発展も図ることが

できました。

　さらに、「ゆるぎない行政書士制度の確立に向け

て」をテーマに、法令遵守のもと、我々行政書士の

職域確保に重点を置き、「国民の利便に資する」とい

う行政書士の存在意義を将来に向けて確実なものと

するために、本会の組織において基盤整備を行いつ

つ、日々刻々と変化する社会情勢や国の施策をとら

え、行政書士制度への影響を検証し、的確かつ迅速

な措置を講じることに努めた一年となりました。

　その組織の基盤整備の一つとして、多岐にわたる

重要な政策的課題に対し、その機を逃がさず横断

的・一元的に対応を図る専属的機関として、新たに

行政書士制度調査委員会を設置しました。設置後は

同委員会において、将来的にその機能を発展させた

行政書士制度調査室を設置するための基幹構想をま

とめ、さらには我々の拠り所である行政書士法につ

いて本会自らが研究・検証し、その解説を「条解行

政書士法」として著作することに取り組みました。

これらは、行政書士制度をさらなる高みに導くため

の第一歩であり、新たな可能性を見出す足掛かりと

して、事業を展開いたしました。

　平成２８年４月に発生した熊本地震に際しては、地

震発生後、直ちに大規模災害対策本部を設置し、会

員の安否を含めた被災状況の情報収集に努め、被災

地及び被災単位会に対しての義援金・支援金の募集

を行うなど、現地視察を通して必要と感じた被災者

支援事業に注力いたしました。

　また、行政書士制度のPR事業の一環として、本会

公式キャラクターであるユキマサくんが、ゆるキャ

ラグランプリ２０１６に初参加しました。得票数１位を

目指し、ユキマサくんグッズの企画開発に力を入れ、

またFacebookやTwitterなどのSNSツールも活用し

たPR活動の結果、会員をはじめとするたくさんの

方々のご協力もあり、エントリー総数１,４２１体のうち、

総合３０位、企業・その他部門１１位の好成績を収める

ことができました。ユキマサくんというキャラクタ

ーを通して、国民の皆様に、親しみやすい行政書士

のイメージを感じていただけたと思っております。

　以下に、平成２８年度の重点課題について報告いた

します。

  業務執行体制・組織の見直し

　従来の各業務部の名称は、それぞれの業務内容を

明確に表現していなかったことから、対外的な認知

を受けにくく、交渉の妨げとなることもしばしば見

受けられました。

　そこで、これを是正し、あわせて各部の業務量の

不均衡も調整するため、第一業務部を許認可業務部、

第二業務部を法務業務部、第三業務部を国際・企業

経営業務部にそれぞれ改め、所管業務についても見

直しを図りました。

　また、設置したばかりの行政書士制度調査委員会

では、その役割を明確にするため、行政書士制度に

関する情報収集及び分析を行い、制度の変遷を踏ま

えた中長期ビジョンの策定や国策に対する政策的な

提言を行うシンクタンク機能を中核とする基幹構想

案を固め、その基礎となるデータベース構築の検討

並びに行政書士法の逐条研究を推進しました。さら

には、同委員会を、広範な行政書士業務に関わる、

政策的判断を要する、喫緊の対応が求められるなど、

行政書士制度に影響を与える可能性のある事案に対

処する部署としても位置付け、所有者不明土地問題

や法定相続情報証明制度等の重要案件についても対

応を図りました。

１１

第１号議案

平成２８年度事業報告

※第２・４号議案の資料は本会ホームページに掲載予定です。
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　その他、抜本的な組織の見直しを図り、その結果

現行の委員会のあり方等についても、より効率的な

運営に向けての課題が見受けられるとして、今後の

組織改革についての方向性を見極める検討を行いま

した。

  法改正の推進

　許認可の事後手続である行政不服申立代理業務が

行える特定行政書士においては、その事前手続であ

る聴聞又は弁明の機会の付与に係る手続代理規定に

おける弁護士法第７２条の制限は当然に解除されるべ

きとの考えから、特定行政書士においては当該制限

の解除を求めるべく、これを次の法改正における最

重要項目に位置付けました。あわせて、社会的信用

力・資金調達力の向上、事業の継続性の担保という

法人化のメリットに鑑み、一人法人制度の確立を推

進するべく要望書を作成し、日本行政書士政治連盟

と連携して各党の行政書士制度推進議員連盟関係議

員を中心に働きかけを行いました。

  関係機関との連携強化

　所有者不明土地問題に対しては、国土交通省の主

導で設置された各検討会や研究会に、行政書士が委

員として参画するなど、行政書士としての知見を活

かし、同省との連携強化を図りました。同じく厚生

労働省が推進している「ブラックバイト対策」の検

討や、文化庁における著作権者不明等の場合の裁定

制度の利用円滑化に向けた実証事業などへも参画し、

行政書士としての意見やアドバイスを提供すること

で連携を進めました。その他、法定相続情報証明制

度などにおいても、行政書士としての意見を反映さ

せていただくことが、国民の利便につながるという

考えのもと、関係各所に逐次足を運び意見交換を重

ねるなどの対応を行いました。

　また、中小企業支援フォーラムでは、中小企業庁

長官などのご臨席をいただいただけでなく、関係省

庁および関係団体の後援を受ける等、行政書士に対

して大いなる期待と信頼をお寄せいただきました。

　本会といたしましても、この期待に応えるべく、

２２

３３

各省庁や関係団体等が行う各種セミナー等への積極

的な参加や共催・後援を通じて、各省庁や関係団体

等との関係を深めました。

  職域の確保拡大

　自動車保有関係手続のワンストップサービス

（OSS）の適用拡大について、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を中心とし

て職域確保に努め、一部手続を除き、自動車関係団

体による中間登録への参入を阻止するに至りました。

　また、さらなる国民の利便に資するため、新たな

職域の確保に向けて、国の政策案件でもある成年後

見制度、空き家対策、民泊、所有者不明土地問題、

法定相続情報証明制度について、他士業の動向も注

視しつつ、関係省庁との協議やパブリックコメント

対応を通じて、行政書士の利活用を要望しました。

　加えて、国土交通省との折衝を重ね、行政書士専

用封印制度の創設など自動車関係業務の環境改善を

実現しました。

  特定行政書士制度の円滑な推進

　特定行政書士の実務能力の向上に寄与すべく、特

定行政書士の業務範囲について学識者の意見も伺い

ながら調査研究を行い、「特定行政書士業務ガイド

ライン」を作成しました。

　また、特定行政書士法定研修のあり方についても

検討を重ね、研修実施コストの見直しや未修了者に

対する考査の再受験に係る措置を新たに講じました。

４４

５５

　平成２８年度は、新たな組織として行政書士制度調

査委員会を立ち上げ、日々刻々と変化する行政書士

制度を取り巻く社会情勢を的確かつ迅速に把握し、

かつ必要な検証や措置を講じるための機関設置に向

けた検討を始めました。また、業務執行体制・組織

の見直しにも取り掛かり、その第一歩として各業務

第３号議案

平成２９年度事業計画（案）
～国民がより活用しやすい行政書士制度の確立に向けて～
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部の名称等の変更を行うなど、特定行政書士が誕生

し新たなステージを進み始めた行政書士制度をさら

にしっかりと形作るべく、組織体制を強化・確立さ

せた年でした。

　平成２９年度はこの流れをさらに推し進め、今後、

行政書士が身近な存在として今まで以上に日常生活

に浸透し、国民がより活用しやすい制度として確立

するよう、新たなステージの行政書士像をより具体

的に描いていくための年としての施策を講じなけれ

ばなりません。

　そのための足掛かりの一つになるのが、昨年政府

が日本経済成長戦略の羅針盤として策定した「日本

再興戦略２０１６」です。この中で政府は、日本が第４

次産業革命に勝ち残り、世界でもっとも魅力的な国

としての成長の途を目指すためとして、産業構造、

就業構造をはじめとした経済産業社会システム全体

を変革する一方で、新たに事業者目線での規制・行

政手続の改革を進めることを明示しています。平成

２９年度はこの国家戦略への対応をヒントとし、組織

のさらなる強化や国民の期待に一致した会員の能力

開発、活躍のフィールド拡充のための施策を推進し

てまいります。

　まずは政府の動向を注視し、広範囲に情報の網を

張り、戦略的思考に基づき緊急性や重要度に応じた

対応力強化を図るべく、そのための機関となる「行

政書士制度調査室」の設置に向け、基幹構想や工程

表策定等具体的な作業に重点を置き、引き続き組織

体制の拡充を推進してまいります。

　また、国家戦略に基づき大きく変わる経済産業社

会システムの中で国民が取り残されることがないよ

う、新たな制度、行政サービスを国民一人一人が享

受できるように、しっかりと国民をサポートできる

行政書士制度を確立するため、行政書士自らも研鑚

し、変革し、時代の潮流を乗り越えていけるよう環

境整備に力を入れて取り組んでまいります。

　さらに、法改正はもとより、制度発足から３年目

となる特定行政書士制度については、より多くの特

定行政書士が誕生し活躍できるよう、研修体制の充

実を図るとともに、特定行政書士を含めて行政書士

制度全体の認知度向上や理解促進に寄与できる広報

活動を展開してまいります。大規模災害に対しても、

発生時に迅速な行政・被災者支援事業が展開できる

よう関係機関との連携を強化し、支援体制を検討・

確立してまいります。

  法改正の推進

　平成２９年度においても、引き続き、国民の幅広い

ニーズに的確かつ迅速に対応するために、理事会に

て決議された行政書士法改正項目に基づき要望活動

を展開してまいります。特に、「聴聞・弁明の弁護士

法第７２条の特定行政書士の除外」と「一人法人の設

立」の２点を最重要項目に掲げつつ、新たな業域へ

の拡大も含んだ行政書士制度の充実を目指してまい

ります。

  関係機関との連携強化

　各事業を的確かつ迅速に推進するためにも、総務

省をはじめ関係省庁・団体や有識者の方々との連携

強化は不可欠です。定期的な訪問や挨拶だけに留ま

らず、お互いの信頼関係を構築するために必要な連

携策を検討・実行して、情報収集力を強化して行政

書士制度の発展・維持に努めてまいります。

  職域の確保拡大

　関係省庁による制度改正や他士業との業際問題に

目を向け、まずは現在の職域をしっかりと確保しつ

つ、新たな業務拡大への取組みを推進してまいりま

す。懸案事項である平成２９年４月１日からの自動車

保有関係手続のワンストップサービス（OSS）の対

象地域及び対象手続拡大については、新たな団体の

参入を徹底して阻止すべく、行政書士自らが第一人

者として活躍することでOSSの利用率向上に寄与す

ることを目的に、必要な対応を図ってまいります。

　また、空き家対策、所有者不明土地問題の対応、

法定相続情報証明制度等の案件についても引き続き

注視して、行政書士のさらなる活用を推進するとと

もに、対応する会員が必要な資質と能力を備えられ

るよう、中央研修所によるビデオ・オン・デマンド

研修の充実を図ってまいります。 

１１

２２

３３
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【法規監察部】
１　行政書士法を含む諸法規の調査研究及び指導
２　関係法規集等の改訂作業及びホームページ上の
法規集の管理

３　行政書士法関係法令先例総覧等の改訂
４　各単位会に対する監察活動の支援
５　行政書士制度違反行為の防止
【許認可業務部】
１　行政書士許認可業務に関する調査研究
＜運輸交通関係＞

１　関係業務の開発及び法令等の調査研究
２　電子申請に係る具体的対応
３　関係省庁及び団体との連携強化、情報収集
＜建設・環境関係＞

１　関係省庁・団体等との連携強化、情報収集
２　新規業務獲得に向けた実務研究
＜農地・土地利用関係＞

１　関係省庁・団体等との連携強化、情報収集
２　農地・土地利用関係業務に関する調査研究
＜社労税務・保健衛生風俗営業関係＞

１　関係省庁・団体等との連携強化、情報収集
２　社労税務・警察衛生関係業務の実務研究
３　経過措置会員による社労業務の円滑推進
【法務業務部】
＜権利義務・事実証明関係＞

１　所管業務についての研究
＜法務事務・成年後見関係＞

１　高齢社会に対応した成年後見制度及びその周辺
制度の調査研究

【国際・企業経営業務部】
＜国際関係＞

１　国際業務の発展に係る提言・要望
２　在日外国人、在日外国大使館等に対する行政書
士制度の認知推進

３　国際業務に関する情報収集・提供
＜企業支援関係＞

１　中小企業支援（知的資産経営支援業務）等に係
る体制の確立

＜知的資産関係＞

１　関係省庁・関連団体等との協力関係の推進
２　知的財産権に係る制度の確立・著作権相談員制
度の維持拡大

  行政書士制度のPR活動の強化・充実

　一人でも多くの国民に行政書士制度を認知・理解

してもらうことが個々の会員への業務依頼の増加、

ひいては行政書士制度の発展につながります。従来

の広報月間をより活発化させるとともに、本会公式

キャラクターユキマサくんの積極的な活用など、継

続的、長期的に展開するPR活動も重視してまいり

ます。また、対象を全国民と考え、既存のPR媒体に

加えて新たに有効な手段を検討するなど、「行政書

士は身近な街の法律家」とのイメージの浸透を図る

べく、PR活動全体について強化充実してまいりま

す。

４４

 平成２９年度各部・委員会事業計画（案）

【総務部】

１　行政書士の品位保持と制度遵守の徹底

　①職務上請求書関係規則等の改正

　②コンプライアンスの確立

　③改正犯罪収益移転防止法への対応

　④東京都戸籍住民基本台帳事務協議会との連携

２　法教育の推進

３　諸会議の開催

４　顕彰（式典等）の実施

５　新年賀詞交歓会の開催

６　日行連と各地方協議会との連絡会の開催

７　単位会相互の地域的連絡調整の促進

８　他の部の所管に属さない事項への対応

【経理部】

１　予算・決算の適正管理

２　賃借物件（東京都港区・虎ノ門タワーズオフィ

ス）の適正管理

【広報部】

１　広報活動の推進

２　月刊日本行政の発行

３　制度PRポスターの作成

４　行政書士制度PR事業

５　インターネットによる広報活動

６　ゆるキャラグランプリエントリー・出展による

広報活動 
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３　知的財産権（著作権）業務に係る情報・意見交換

【登録委員会】

１　行政書士登録事務及び行政書士法人届出事務に

関する調査研究・指導

２　登録申請書類の審査

【申請取次行政書士管理委員会】

１　出入国管理手続の公正かつ円滑な実施への対応

２　委員会規則に係る調査及び対応

３　申請取次制度の普及と充実

４　各地方入国管理局、申請取次行政書士管理委員

会責任者との連絡、調整

５　申請取次行政書士管理委員会等（単位会）への

助成

【規制改革委員会】

１　規制改革等への対応

【電子申請推進委員会】

１　電子証明書の発行・失効にかかる管理・支援

２　電子代理業務及び行政書士電子証明書の活用に

係る調査研究並びに普及推進活動

３　電子認証局のあり方の検討

４　ICT関連情報の収集及び省庁・関係団体等との

連携・セミナー等への参加

５　ビデオ・オン・デマンド研修コンテンツの作成

【行政書士制度あり方検討委員会】

１　行政書士制度全般についての調査研究

２　行政書士制度の発展に資する組織体制・組織運

営の調査研究

【裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部】

１　ADR代理権の取得に向けた対応

２　認証取得済単位会課題検討協議会の開催及びビ

デオ・オン・デマンド研修コンテンツの作成

３　日行連によるADR調停人養成のためのプログ

ラムと効果測定の策定

４　ADR調停人スキルに関する実践セミナー開催

５　関係機関・団体との連携強化と情報分析

６　認証申請単位会及び認証取得済単位会への支援

【法改正推進本部】

１　行政書士法改正の推進及び制度維持への対応

【大規模災害対策本部】

１　大規模災害被災単位会の会務運営への支援協

力・指導

２　福島における被災者相談センターの継続運用

３　大規模災害等への対応

【選挙管理委員会】

１　会長選挙の執行

２　会長選挙改善点に係る資料提供

【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】

１　自動車保有関係手続に関する道路運送車両法及

び行政書士法施行規則改正に関する調査研究及

び情報収集

【改正行政書士法対応委員会】

１　特定行政書士制度の推進

２　特定行政書士業務の調査研究

３　PR活動の推進

【行政書士制度調査委員会】

１　行政書士制度に関連する情報等の収集、分析

２　業際問題等の背景や経緯を含めた情報の蓄積及

び整理等の業務情報の共有化

【中央研修所】

１　会則第６２条の３第１項第一号研修の実施

（１）基礎研修の実施

　　①コンプライアンス研修

　　②行政書士のための基礎法律研修

（２）業務研修の実施

　　①法定業務研修

　　②申請取次関係研修

　　③業務関係研修

　　④特定行政書士プレ研修

　　⑤特定行政書士ブラッシュアップ研修

　　⑥各種セミナー・フォーラム等

（３）政策研修の実施

　　①ADR研修

　　②司法研修

　　③能力担保研修（特別研修）

　　④新規業務等に対応する研修

２　会則第６２条の３第１項第二号研修の実施

（１）特定行政書士法定研修の実施

３　ビデオ・オン・デマンド研修システムの運用の

更なる深化・改善
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 平成29年度総
務大臣表彰 表彰状授与式 平成29年度総
務大臣表彰 表彰状授与式

～業務精励、制度発展への功績を讃え、
３９名に総務大臣表彰～

　定時総会の開催に先立ち、６月２２日（木）午前１０
時からシェラトン都ホテル東京において、平成２９年
度総務大臣表彰表彰状授与式が執り行われた。永年
の業務精励や功績を讃え、本年度は３９名に総務大臣
表彰が贈られ、受賞者に対し表彰状と記念品が授与
された。
　授与式は山田総務部長の司会により、吉村副会長
の開会のことばで開始。遠田会長式辞の後、総務大
臣表彰が行われた。司会者から受賞者全員の名前が
読み上げられた後、総務大臣の代理として出席され
た原田憲治総務副大臣より、受賞者代表の塩﨑京子
会員（福島会）に表彰状が授与され、これを受け、
塩﨑会員が謝辞を述べた。
　続いて、総務大臣からの祝辞（代読：原田総務副
大臣）が読み上げられ、常住副会長の閉会のことば
をもって授与式は終了した。終了後、受賞者は御来
賓とともに記念写真撮影を行った。

香 川 会中山　敬訓滋 賀 会炭本　淳子愛 知 会鬼頭喜代志秋 田 会佐々木信子
香 川 会入江　宏幸大 阪 会髙尾　明仁愛 知 会山田　安政岩 手 会田村　　格
徳 島 会大村　　潤大 阪 会鈴木　　哲愛 知 会浅井　洋和福 島 会塩﨑　京子
徳 島 会青山　卓嗣京 都 会藤原　智子愛 知 会長瀨紀美子宮 城 会安部　周治
高 知 会田岡　　崇岡 山 会安井　　健岐 阜 会長尾　達美東 京 会金澤　敬一
愛 媛 会矢野　浩司岡 山 会西野　和美岐 阜 会松岡　　晃東 京 会伊藤　　浩
愛 媛 会藤田　行敏広 島 会吉永　利行三 重 会紀平　昌人千 葉 会多田　　守
佐 賀 会赤司　久人山 口 会河井　正雄三 重 会安田　治三長 野 会大槻　四郎
宮 崎 会荻原　晴巳山 口 会植中　泰道福 井 会北川　孝伸静 岡 会後藤　博行

香 川 会黒田　富彦石 川 会河越　俊雄静 岡 会日内地孝夫

受 賞 者 一受 賞 者 一 覧覧

以上　３９名

御 来 賓 一御 来 賓 一 覧覧
総務副大臣

　　　原　田　憲　治

総務省自治行政局行政課長

　　　篠　原　俊　博 

総務省自治行政局長

　　　安　田　　　充

 

総務省大臣官房審議官

　　　宮　地　　　毅

※肩書きは授与式開催時点のもの。

（敬称略・順不同（敬称略・順不同））（敬称略・順不同（敬称略・順不同））

（敬称略・順不同（敬称略・順不同））
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　本日、ここに原田総務副大臣の御臨席を賜り、平
成２９年度総務大臣表彰の表彰状授与式が挙行できま
すこと、心より御礼申し上げます。
　この度、栄えある表彰を授与される皆様は、永年、
行政書士としての研鑽と御努力を積み重ね、行政書
士制度の発展向上に御尽力された方々です。その御
功績に対し、深甚なる敬意を表するとともにお祝い
を申し上げます。
　行政書士制度は、昭和２６年の法律制定以来、６５年
余りが経過し、数次にわたる法改正が行われてまい
りました。この間、国民と行政の架け橋となり、「行
政手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資す
る」との制度の使命を果たすべく、多くの歴史を刻
みながら、発展を遂げてまいりました。
　これもひとえに、総務省を始め関係各位の御指導、
御尽力、そして会員の皆様の御努力の賜物と改めて
御礼申し上げます。

　我が国を取り巻く現状に目を向けてみますと、政
府は成長戦略の更なる発展に向けて、第４次産業革
命の実現を柱とした経済産業社会システムの変革を
掲げております。将来は、これまで以上に国民の誰
もが利用しやすく、その恩恵を享受できる新たな行
政サービスが誕生し、展開されるものと思われます。
　このことからも、私たち行政書士に期待される役
割は非常に大きいものであると認識しなければなり
ません。その期待に応えるためにも、街の法律家と
しての使命感を強く持ち続け、日本行政書士会連合
会を挙げて、更なる資質の向上に努めてまいる所存
です。
　最後になりましたが、本日、表彰を受けられる方
々におかれましては、なお一層の御活躍を期待する
とともに、未来の行政書士制度を支える会員の育成
にも、多大なるお力添えを賜りますようお願い申し
上げ、式辞といたします。

式　　　　辞
日本行政書士会連合会会長　遠田　和夫

　本日、平成２９年度日本行政書士会連合会定時総会
及び平成２９年度総務大臣表彰表彰状授与式が開催さ
れるに当たりまして、お祝い申し上げます。
　行政書士の先生方におかれましては、日頃から国
民と行政との架け橋として重要な役割を果たされ、
行政の円滑な運営に御尽力いただいていることに、
深く感謝申し上げます。
　本日、私からは長年にわたり業務に精励され、国
民の利便性の向上や行政書士制度の発展に多大な貢
献をされた皆様方に総務大臣表彰を授与させていた
だきました。この度の栄誉を心よりお慶び申し上げ
ます。また、長年、業務を支えてこられた御家族の
お喜びもひとしおのことかと思います。皆様方のこ
れまでのご労苦に対して、深く敬意を表します。
　安倍内閣が進めてきたアベノミクスの成果として、
雇用の拡大や賃金の上昇による成長と分配の好循環
が生まれており、総務省としてもこの勢いを更に加
速させていくため、働き方改革や地方創生の取組を
一層推進してまいります。
　地域に密着した活動を行う皆様方が、それぞれの
地元においてその力を遺憾なく発揮していただくこ

とが、「一億総活躍社会」の実現につながるものと考
えておりますので、更なる御支援を賜りますようお
願い申し上げます。
　近年、急速なＩＣＴ化の進展により、時代は大き
な変革期を迎えており、それに伴う行政手続の在り
方も変化してきております。また、「所有者不明土
地」や「空き家」など新たに発生した社会問題に対
して、行政は的確な対応を求められており、こうし
た中、様々な行政手続に精通する行政書士に期待さ
れる役割はますます大きくなっていくものと思われ
ます。
　引き続き、皆様方には、時代の変化や様々な制度
改正に対応した幅広い知識によって、国民の皆様の
利便性向上に一層の御尽力を賜りますよう、お願い
申し上げます。
　最後になりますが、本日栄えある表彰を受けられ
ました皆様方に対しまして、改めてお祝い申し上げ
ますとともに、日本行政書士会連合会会員の皆様方
の御健勝とますますの御活躍、さらに日本行政書士
会連合会及び各都道府県行政書士会の御発展をお祈
りいたしまして、私のお祝いの言葉といたします。

総務大臣祝辞
総務大臣　高市　早苗

代読：総務副大臣　原田　憲治
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平成２９年度日本行政書士会連合会定時総平成２９年度日本行政書士会連合会定時総会会 懇親懇親会会のの開催報開催報告告第第３７回３７回日日本行政書士政治連盟定期大本行政書士政治連盟定期大会会

　定時総会初日の議事日程が終了した後、定時総会会場となったシェラトン都ホテル東京において懇親
会が開催された。懇親会には多数の御来賓がお見えになり、２期目の修了者輩出により総勢３,０００名を
超えた特定行政書士への期待の声や、各関係機関と幅広い連携を築いている行政書士が、国民と行政と
の架け橋として今後ますます活躍していくよう、日行連及び日政連に対して激励の言葉が送られた。ま
た、本会公式キャラクターであるユキマサくんが登場し、昨年に引き続き「ゆるキャラグランプリ２０１７」
にエントリーしたことを発表、チラシを配布するなど会場を盛り上げた。

竿

竿

管

管

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

高市　早苗
総務大臣

吉野　正芳
復興大臣・福島原発事故
再生総括担当大臣

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

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
民進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・公明党行政
書士制度推進議員懇話会
顧問

西川　公也
自由民主党行政書士制度
推進議員連盟幹事長

魚住　裕一郎
公明党行政書士制度推進
議員懇話会幹事長

小川　淳也
民進党行政書士制度推進
議員連盟幹事長

原田　憲治
総務副大臣

冨樫　博之
総務大臣政務官

金子　めぐみ
総務大臣政務官

礒崎　陽輔
農林水産副大臣・自由民
主党行政書士制度推進議
員連盟事務局次長

山口　泰明
衆議院議員

片山　さつき
参議院議員
（党政調会長代理）

島田　三郎
総務大臣政務官兼内閣府
大臣政務官

若松　謙維
公明党行政書士制度推進
議員懇話会副会長

田所　嘉德
衆議院議員
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【総務省】
総務省大臣官房総括審議官　三宅 俊光
行政不服審査会事務局長　山内 達矢
総務省自治行政局長　安田 充
総務省大臣官房審議官　宮地 毅
総務省自治行政局行政課長　篠原 俊博
総務省自治行政局行政課監査制度専門官　山口 憲明
総務省自治行政局行政課行政書士係総務事務官　新井 亮平
総務省行政管理局長　山下 哲夫
総務省行政管理局行政手続室長　久保 歩美
総務省行政評価局長　讃岐 建
総務省行政不服審査会事務局総務課長　植山 克郎

【友誼団体等】
内閣府知的財産戦略推進事務局
文化庁長官官房著作権課
国土交通省政策統括官
国土交通省自動車局自動車情報課
日本弁護士連合会　
日本弁護士政治連盟　
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　
日本公認会計士政治連盟
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　
公益社団法人日本ナショナルトラスト協会
一般財団法人行政書士試験研究センター
日本司法支援センター
日本弁護士連合会ADRセンター
公益財団法人海外日系人協会
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
一般社団法人日本自動車販売協会連合会
軽自動車検査協会
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
一般財団法人自動車検査登録情報協会
公益財団法人自動車情報利活用促進協会
公益社団法人著作権情報センター
公益社団法人日本文藝家協会
一般社団法人日本音楽著作権協会
株式会社日本政策金融公庫融資企画部
公益社団法人日本不動産学会
国立大学法人山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
アクタスマネジメントサービス株式会社
株式会社日経ピーアールイベント事業本部イベント事業局

自由民主党本部組織運動本部団体総局
公明党本部団体渉外部
中華人民共和国駐日本国大使館
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
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
自由民主党法曹団
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
前国会議員　菅野 さちこ（代理）

【学識者】
尚美学園大学名誉教授　大橋 豊彦
弁護士　奥 国範
弁護士　流矢 大士
政策研究大学院大学教授　福井 秀夫
弁護士　山下 清兵衛
弁護士　山脇 康嗣
損害保険ジャパン日本興亜株式会社　桑田 憲吾
東京海上日動火災保険株式会社　宮澤 保
三井住友海上火災保険株式会社　秋津 修祐
株式会社大成出版社　箕浦 文夫

【衆議院議員】代理出席
茂木 敏充古田 圭一西村 智奈美階 猛黄川田 仁志岡田 克也荒井 聰麻生 太郎
森 英介細田 健一額賀 福志郎新谷 正義岸 信夫小渕 優子池田 佳隆金田 勝年
簗 和生堀井 学野田 聖子鈴木 憲和北神 圭朗梶山 弘志伊佐 進一塩崎 恭久
山尾 志桜里牧原 秀樹馳 浩平 将明北川 知克門 博文石関 貴史山本 有二
山際 大志郎三ツ林 裕巳濵地 雅一田嶋 要木原 誠二門山 宏哲石破 茂石井 啓一
山田 賢司三ツ矢 憲生比嘉 奈津美谷川 とむ木村 太郎金子 一義伊藤 達也山本 公一
山田 美樹御法川 信英福井 照田畑 裕明工藤 彰三上川 陽子伊東 信久稲田 朋美
横路 孝弘三原 朝彦福田 達夫田村 憲久高村 正彦神山 佐市今村 雅弘松本 純
笠 浩史宮内 秀樹ふくだ 峰之土屋 正忠國場 幸之助神山 洋介枝野 幸男加藤 勝信
渡辺 周宮下 一郎藤原 崇永岡 桂子後藤田 正純亀岡 偉民江藤 拓山本 幸三

務台 俊介船田 元中川 郁子近藤 洋介菅家 一郎逢坂 誠二赤澤 亮正
武藤 容治古川 元久中根 一幸今野 智博神田 憲次太田 昭宏赤羽 一嘉
村上 誠一郎古川 禎久中根 康浩櫻田 義孝木内 均大畠 章宏秋元 司

【参議院議員】代理出席
矢倉 克夫舞立 昇治中山 恭子伊達 忠一島村 大大野 元裕伊藤 孝江
山下 雄平牧山 ひろえ野上 浩太郎豊田 俊郎関口 昌一河野 義博伊藤 孝恵
山田 宏増子 輝彦野田 国義中泉 松司高野 光二郎上月 良祐江島 潔
山本 一太松村 祥史林 芳正中川 雅治武見 敬三佐々木 さやか大家 敏志
吉田 博美宮本 周司平山 佐知子中野 正志竹谷 とし子里見 隆治大沼 みずほ

【参議院議員】
山本 香苗三宅 伸吾福岡 資麿塚田 一郎島田 三郎片山 さつき魚住 裕一郎愛知 治郎
山本 順三宮崎 勝堀井 巌中西 健治榛葉 賀津也片山 大介衛藤 晟一石井 正弘
山本 博司宮沢 由佳牧野 たかお長峯 誠杉 久武片山 虎之助大野 泰正石川 博崇
若松 謙維室井 邦彦松川 るい新妻 秀規高橋 克法北村 経夫岡田 広礒崎 陽輔
渡辺 猛之山口 那津男松下 新平羽田 雄一郎滝沢 求熊野 正士小川 勝也磯﨑 仁彦

山田 修路三木 亨馬場 成志谷合 正明佐藤 啓小野田 紀美井原 巧

【衆議院議員】
松浪 健太西村 明宏棚橋 泰文柴山 昌彦木原 稔奥野 総一郎岩田 和親高市 早苗
松原 仁西銘 恒三郎谷 公一島田 佳和熊田 裕通小倉 將信岩屋 毅吉野 正芳
宮腰 光寛丹羽 秀樹田野瀬 太道新藤 義孝小島 敏文小田原 潔うえの 賢一郎逢沢 一郎
宮崎 岳志根本 幸典玉木 雄一郎鈴木 克昌輿水 恵一鬼木 誠漆原 良夫青柳 陽一郎
宮澤 博行野田 毅津島 淳鈴木 淳司後藤 茂之加藤 寛治江渡 聡徳赤松 広隆
宮路 拓馬橋本 岳角田 秀穂瀬戸 隆一小林 鷹之金子 万寿夫衛藤 征士郎秋葉 賢也
望月 義夫初鹿 明博寺田 稔高木 陽介小林 史明金子 めぐみ遠藤 利明浅尾 慶一郎
保岡 興治馬場 伸幸土井 亨髙木 義明小山 展弘金子 恭之大岡 敏孝穴見 陽一
山口 泰明原口 一博渡海 紀三朗髙鳥 修一斉藤 鉄夫神谷 昇大串 博志石田 祝稔
山下 貴司原田 憲治冨樫 博之武井 俊輔坂本 哲志鴨下 一郎大口 善德泉 健太
吉川 貴盛平口 洋とかしき なおみ竹内 譲笹川 博義河井 克行大島 敦伊藤 忠彦
鷲尾 英一郎福島 伸享富田 茂之竹下 亘佐々木 隆博河野 正美大塚 高司伊東 良孝
渡辺 博道古川 康長尾 敬武田 良太佐々木 紀川端 達夫大西 健介伊藤 渉

古屋 圭司中川 正春武村 展英佐田 玄一郎城内 実大野 敬太郎井野 俊郎
星野 剛士長島 忠美竹本 直一左藤 章岸本 周平大見 正井上 貴博
堀内 詔子中野 洋昌橘 慶一郎佐藤 茂樹北側 一雄岡本 充功井上 義久
升田 世喜男中村 裕之田所 嘉德佐藤 ゆかり北村 茂男小川 淳也井林 辰憲
桝屋 敬悟西川 公也田中 和德塩谷 立北村 誠吾奥野 信亮今津 寛

御 来 賓 一御 来 賓 一 覧覧 （敬称略・順不同（敬称略・順不同））
※肩書きは懇親会開催時点のもの。
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「行政書士試験」の御案「行政書士試験」の御案内内

■インターネット受付
　平成29年8月7日（月）～9月5日（火）

■郵送受付
　平成29年8月7日（月）～9月8日（金）

　この度、平成２９年度行政書士試験に係る公示を受け、一般財団法人行政書士試験研
究センターでは、平成２９年度行政書士試験実施に関するポスターを作成しました。
　行政書士試験に関する詳細は、以下のとおりです。

平成29年度

■窓口配布
　平成29年8月7日（月）～9月8日（金）
　　配布場所

　　　　各都道府県庁、各都道府県行政書士会他

■郵送配布
　平成29年8月7日（月）～9月1日（金）
　　請 求 先

　　　　〒２５２-０２９９ 日本郵便㈱相模原郵便局 留

　　　　「（一財）行政書士試験研究センター試験課」
※７月３日（月）から受験願書の配布の請求を受け付けます。
　発送は、配布開始日<８月７日（月）>以降となります。

平成30年1月31日（水）

年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験で

きます。

試 験 日

※午後5時まで

※当日消印有効

※必着

平成２９年１１月１２日日

受験資受験資格格

合格発合格発表表

受験願書の受付期受験願書の受付期間間

試験案内・受験願書の配布期試験案内・受験願書の配布期間間

※午前9時から



● インフォメーション

2017.8　No.53718

　前号でお知らせしましたとおり、本会公式キャラクターのユキマサくんが前年に引き続き「ゆるキャラグ
ランプリ２０１７」にエントリーしました。
　前年は多くの皆様の御協力もあり、約１,４００エントリーのうち、ユキマサくんの順位は総合３０位、企業・そ
の他ゆるキャラ部門では１１位と、大健闘しました。本年もこれをきっかけに、行政書士が国民の皆様に寄り
添い、日々のお困りごとを御相談いただける頼れる街の法律家であることや、行政手続のスペシャリストと
して行政と国民の皆様の懸け橋となる資格者であることについて知っていただけるよう努めてまいります。
ホームページや各単位会での無料相談会等の機会も利用した行政書士制度PR活動に向けて、ユキマサくん
も気合十分です。
　皆様の御協力も不可欠です。更なる行政書士制度の周知、発展のため、ゆるキャラグランプリでの上位を
目指したく、１日１回の投票を是非お願いいたします。

今年も参戦!ユキマサくんに愛の一票を!!
＜広報部＞

 Info 

１

～会員の皆様へ～
　今号に、ユキマサくん投票ページ用QRコード入りシールを同梱しています。封筒や
名刺に貼付して是非御使用ください。
　行政書士制度の周知、発展に向けて、会員の皆様とユキマサくんとが一丸となって活動
できれば幸いです。

投票をお願いします投票をお願いします！！
　８月１日（火）～１１月１０日（金８月１日（火）～１１月１０日（金））
までの期間、PC・携帯電話・までの期間、PC・携帯電話・タタ
ブレット等の各端末からブレット等の各端末から、、１メ１メ
ールアドレスごとに１日１回ールアドレスごとに１日１回投投
票できま票できますす（初回のみメール（初回のみメールアア
ドレスとパスワードの設定がドレスとパスワードの設定が必必
要です）。御家族やクライア要です）。御家族やクライアンン
トの皆様と、投票期間中は毎トの皆様と、投票期間中は毎日日
ユキマサくんへの投票をお願ユキマサくんへの投票をお願いい
しますします。。

応援
よろしくニャ！

ユキマサくユキマサくんん
とは！とは！？？
　２月２２日生まれ（行政書士２月２２日生まれ（行政書士記記
念日と同じ！）念日と同じ！）。。
飼い主の職業「行政書士＝　飼い主の職業「行政書士＝身身

近などうしようを解決する“近などうしようを解決する“頼頼
れる街の法律家”」に憧れていれる街の法律家”」に憧れているる
ネコ。仕事の様子を観察しなネコ。仕事の様子を観察しながが
らネコ界で様々な相談に乗りらネコ界で様々な相談に乗り、、
「ネコ界の行政書士」を目指「ネコ界の行政書士」を目指しし
ていますています。。

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
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日　に　ち　　平成２９年５月１６日（火）
出　席　者　　遠田会長、日當理事
　５月１６日、遠田会長は日當理事（青森会会長）とともに、滝沢求外務大臣政務
官（参・青森県）を表敬訪問しました。昨今の行政書士会の取組として、（独）
日本貿易振興機構「新輸出大国コンソーシアム」事業に係る届出済み行政書士紹
介サービス等について御紹介するなど、国際分野における行政書士業務について
御説明し、行政書士制度に対する一層の御理解御協力をお願いしました。
　政務官としての日々の御公務など貴重なお話を伺い、大変有意義な一時となり
ました。

滝沢求外務大臣政務官を表敬訪問
 Info 

２

日　に　ち　　平成２９年５月１７日（水）
出　席　者　　遠田会長、ほか関係役員３名
　５月１７日、東京・銀座にて日税連役員との懇談会が行われました。日税連
からは、神津信一会長を始め副会長、専務理事計４名が出席され、本会から
は遠田会長、常住・山田両副会長、荒岡専務理事が出席しました。
　この懇談会は昨年２月末の開催に続き２回目で、食事を共にし、法改正や
制度のPR、試験受験者数の確保など、幅広い話題について胸襟を開いて意見を交換しました。
　引き続き税理士、行政書士双方の制度についてお互いに理解を深め、協力関係を築いていくことを確認す
るとともに、今後も継続してこの懇談会を開催することとしました。

日本税理士会連合会との懇談会
 Info 

３

　本誌６月号（No.５３５）に同梱して会員各位へ配付しました「行政書士のための犯罪収益移転防止法本人確
認ハンドブック（平成２９年３月改訂版）」において、１８ページ Q３－３の回答の一部に、適切ではない記載があ
りましたので、以下のとおり訂正いたします。
＜訂正内容＞
　Q３－３  在日外国人が「通称名」を用いて会社の設立や契約の委任をすることはできるのでしょうか？
Ａ．【誤】在留カード及び特別永住者証明書に通称名の記載がされていれば通称名による行為ができます。

この場合の他の本人確認方法は日本人と同じです。
【正】住民票の写し等に通称名の記載がされていれば通称名による行為ができます。この場合の他の本

人確認方法は日本人と同じです。

「行政書士のための犯罪収益移転防止法
本人確認ハンドブック」の一部訂正について

＜総務部＞

 Info 

４
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各単位会の取組をお知らせします。

行政
ホット
ライン

各単位位会 取組取 をお知単位 知らせします知ら

堺市総務局行政部長から「行政手続法及び堺市行政手続条例
に基づく適正な手続の確保等について（通知）」が発信

大阪府
行政書士会

　平成２９年３月１４日に、堺市総務局行政部長から「行政手続法及び堺市行政手続条例に基づく適正な手続の

確保等について（通知）」（行管第１４０７号）が各部課長宛に発信されました。

　昨年の大阪府総務部長通知、大阪市総務局長通知及び本年１月の寝屋川市総務部長通知に続き、①行政書

士制度等に関する啓発の協力、②非行政書士による違法行為の未然防止、③申請にかかる本人（代理人）確

認の徹底、④審査基準・標準処理期間・行政指導等の行政手続法（条例）遵守の徹底、をお願いしていたと

ころ、堺市においても

　１、行政手続法及び堺市行政手続条例の遵守について

　２、行政書士法等関係法律の遵守について

上記２点の具体的通知がなされました。

　堺市のホームページ「申請書ダウンロード（市民の方へ）」「同（企業の方へ）」において、「行政書士等、

法律において必要とする資格を有する方以外は、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する

書類を作成することはできません」と明記されました。

コスモス成年後見サポートセンター
熊本県支部設立総会を開催

熊本県
行政書士会

　平成２９年５月１５日、本会会館にて一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター熊本県支部の設立総会

が開催されました。

　平成２７年から、民間のNPO法人に加入して既に成年後見に携わっている行政書士会員を中心に、本会会長

直属のプロジェクトチームを結成し、コスモス本部から講師を派遣していただいたり、他県のコスモス支部

から参考資料を提供していただいて検討を重ねてきました。昨年１１月から本年２月までの入会前研修・考査

を経て、会員２１名の参加により無事支部設立の運びとなりました。

　設立総会の様子は地元紙の熊本日日新聞にてカラー写真入りで大きく報道され、さらに、系列の熊本放送

のニュースでも放映されました。また、

一般市民のみならず、成年後見制度への

対応に苦慮している市町村役場からの反

響が多数ありました。

　コスモス支部としてはかなりの後発組

ですが、行政書士がサポートする成年後

見に対する行政機関の関心の高さは相当

なものがあると感じており、支部会員一

同、気を引き締めて社会貢献の一翼を

担っていきたいと考えています。



2017.8　No.537 21

福島会と災害時の応援に関する協定を締結茨城県
行政書士会

　茨城会では、平成２９年５月１７日に福島会と災害時の応援に関する協定を締結しました。

　締結式には、本会から國井会長ら３人、福島会からは丹野会長ら２人が出席し、地元メディアも取材に集

まる中、調印が行われました。

　３.１１の東日本大震災を経験し、予測しがたい大規模災害時における地方公共団体等からの支援要請に、災

害のあった会のみでは十分な支援活動を行うことが困難な場合が想定されることから、隣接の行政書士会と

相互の応援協定を締結したところです。

　協定は、必要な資機材、業務の種類と内容、人数、場所、期間などの応援内容となっており、応援要請を

受けた行政書士会は、無料相談センターの開設や罹

災証明の発行手続などを行う予定でいます。

　本会では、平成２９年４月末時点で県内４４市町村の

うち、２０市町村と「災害時における支援協力に関す

る協定」を締結しており、今後も災害協定を締結す

る市町村が増えることが十分に予想されます。

　本会としては、今後、隣接する関東各県の行政書

士会と災害協定締結に向けた協議を進めることで大

規模災害に備え、県民の安全・安心につなげていき

たいと考えています。

自治体からのお知らせ
事前登録型本人通知制度の開始について

　福岡県大野城市から、事前登録型本人通知制度の開始について通知がございましたので、お知らせい
たします。会員各位におかれましては、本会の「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則」
等の趣旨と併せて十分に御理解いただき、引き続き厳格な取扱いに努めていただきますよう、何とぞよ
ろしくお願いいたします。

　なお、詳細については以下の本会会員サイト「連con」内の「日行連からのお知らせ」を御確認くだ
さい。
　https://www.gyosei.or.jp/members/#/
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　　新規　に申請取次業務を行うことを希望される方へ

「行政書士申請取次事務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会

開催地：東京

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

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

趣趣　　旨旨

新規に申請取次業務を行うことを希望する行政書士
※行政書士登録を申請中の方は、行政書士証票が交付された後に、御
自身の登録番号を確認の上、お申込みください。

対対　　象象

平成29年9月11日（月）10時30分～17時（受付開始10時）
※１０時３０分の開講までに必ず御来場ください。大幅な遅刻など受講の
状況により修了証書を交付できない場合がありますので、御注意く
ださい。

日日　　時時

シェーンバッハ・サボー
（東京都千代田区平河町2－7－5）

会会　　場場

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

申込方申込方法法

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

受 講受 講 料料

平成29年8月16日（水）9時～8月23日（水）17時
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、固くお断りしています。

受付期受付期間間

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

効果測効果測定定

○〈本「事務研修会」は新規向けの研修です〉更新向けの「実務研修会」とは異なりますのでお申込みには十分御注意ください。
○〈持参品〉受講票及び行政書士証票とともに筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）を必ず御持参ください。
○〈修了証書〉効果測定の結果は、研修会後２週間程度で通知いたします。基準に到達された方には、修了証書を同封します
　（本研修会の修了証書は交付の日から１年を経過すると失効しますので、御注意ください）。なお、修了証書の氏名について
は、行政書士証票に記載されている氏名で発行いたします。
○〈廃業勧告処分等を単位会より受けている場合〉新規又は更新の申出後、受付ができない場合がありますのでご所属の単位
会にお問合せください。
○〈ホームページでの情報掲載〉効果測定に係る事前予習用参考資料等、申請取次関係研修に関する各種情報を次の場所に掲
載しています。
　【 掲載場所：会員ページ（連con）＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ 】

留意事項
申込先　FAX【03−6459−0190】

H29.9.11（月）開催　行政書士申請取次事務研修会（於：シェーンバッハ・サボー）
ＴＥＬ下欄には、行政書士証票のとおりに記入（括弧表示がある場合はそれも記入）

（　　　　　　　　　　　　　　）

ふりがな
受講者氏名

ＦＡＸ

登録番号

〒
事務所住所

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票



日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの） 2017.6/Jun

2017.8　No.537 23

正副会長会
【協議事項】
　１　常任理事会の合議事項等について

常任理事会（～２日）
【合議事項】
　１　各業務部の部門設置について
　２　商標登録について
３　平成２９年度定時総会のスローガン掲
示について

４　法定相続情報証明制度に係る職務上
請求について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（木（木））

登録委員会
【登録審査】
　１　審査件数（９０件）
　２　その他

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（火（火））

申請取次実務研修会（東京）
　受講者（４４８名）

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（月（月））

議事運営委員会
【協議事項】
１　委員長・副委員長の選任等について
２　平成２９年度定時総会の議事運営につ
いて

３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（木（木））

登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（１３３件）
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（月（月））

正副会長会
【協議事項】
１　定時総会の対応について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（火（火））

常任理事会
【合議事項】
１　定時総会の対応について
２　復興支援に係る熊本会からの報告に
ついて

３　全行団との「条解行政書士法」委託
販売契約の締結について

議事運営委員会
【協議事項】
１　第１回議事運営委員会における協議
内容の確認

２　定時総会における議事運営委員会の
申合せの確認

３　常任理事会・議事運営委員会合同会
議での申入れの確認

４　動議・表決の取扱いの確認
５　その他

常任理事会・
議事運営委員会合同会議
【協議事項】
１　定時総会の議事運営について

総務部会
【協議事項】
１　定時総会の運営について

選挙管理委員会
【協議事項】
１　会長選挙対応について
２　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（水（水））

定時総会（～２３日）
【議案審議】
第１号議案　平成２８年度事業報告
第２号議案　平成２８年度決算報告
第３号議案　平成２９年度事業計画（案）
第４号議案　平成２９年度予算（案）
第５号議案　役員の改選

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（木（木））
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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。

　この度、平成２７年７月からの２年間に
わたる任期を終えることとなりましたの
で、一言挨拶申し上げます。
　広報部では、「月刊日本行政」に業務関連情報を掲載す
るとともに、会員の皆様や御購読いただいている関係者
の皆様に有益な情報をお届けできるよう努めてまいりま
した。
　また、平成２８年度には、本会公式キャラクターである
「ユキマサくん」が“ゆるキャラグランプリ２０１６”に出
場し、皆様にも多くの御支援・御協力を賜り、一般の方
にも行政書士制度をPRすることができました。
　今後も、広報部では広く行政書士制度の普及を心掛け
てまいりますので、皆様には引き続きの御支援・御協力
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（広報部）

◆登録者数（平成２９年６月末日現在）
４６,７３９名合 計　 　
６,３０９名女４０,４３０名男内 訳　 　
５,９３９名女３９,１５６名男・個人事務所開業
１７２名女８８３名男・行政書士法人社員
１９８名女３９１名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成２９年６月中の処理件数）
２４４名新規登録　合　計
４４名女２００名男　　　　　内　訳
１１０名登録抹消　合　計
９名女１０１名男　　　　　内　訳

８１名　　　　　・廃　業
２８名　　　　　・死　亡
１名　　　　　・その他

◆法人会員（平成２９年６月末日現在）
６６５法 人 事 務 所 数
４１８・主たる事務所数（行政書士法人数）
２４７・従たる事務所数


