
ユキマサくんエントリー中
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皆様の投票をお願いします。
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遠田和夫
の

眼新たな気持ちで臨む
　　  会長２期目の挑戦
新たな気持ちで臨む
　　  会長２期目の挑戦
新たな気持ちで臨む
　　  会長２期目の挑戦

　私が、初めて日行連会長に就任したのは２年前の平成２７年６月でした。会長１期目の２年間は、全力で会
務執行に取り組む一方、日行連という組織がどのようなものなのか。その歴史と実態、さらには課せられた
責務について、会員の皆様と共有したく、この「遠田和夫の眼」を通して私の理念や想いとともに発信して
まいりました。
　今まさに、会員一人ひとりが行政書士制度にどう向き合うべきなのか。未来の行政書士制度は、国民に
とってどうあるべき資格者制度なのか。そして、そのために何をすべきなのか。私たちにそのことが問われ
ているという、非常に重要なターニングポイントを迎えています。

　日行連会長に再任され２期目を歩み出した今、改めて思うところではありますが、会員を始めとする多く
の皆様から、「日本行政に掲載されている『遠田和夫の眼』を、毎月楽しみにしています。」との嬉しくも有
り難いお言葉を頂戴する機会が多くなりました。
　様々なテーマを取り上げて連載を続けていますが、私がお伝えしたいことは、ただ一つです。それは、「行
政書士制度の原点を今一度見つめ直し、その未来を会員の皆様と一緒になって作り上げていきましょう。」と
いうことです。それを実現するためにも、行政書士制度が歩んできた歴史を振り返りつつ、行政書士制度を
取り巻く現状や問題点にしっかり目を向け、行政書士制度の未来をどう作り上げていくべきかを追求するこ
とが求められます。そして、昭和２６年の行政書士制度制定時から現在に至るまでの６６年間、先人たちによっ
て築かれ、受け継がれてきた物事を整理し、そこから戦略的思考に基づく国民志向の施策を形成して、実行・
実現していくべきであると考えています。

　これからの行政書士制度はどうあるべきなのか。どうすれば頭を柔軟にして多角的視点から目の前にある
諸問題を解決できるか。その一歩として、日本行政５月号（No.５３４）の遠田和夫の眼でも述べました、「行政
書士制度の過去・現在・未来へ ～今一度、私たちの過去を振り返りながら未来につなげる～」を読み解く
ことが重要です。あわせて、本年６月に上梓した「条解行政書士法－第一分冊（業務編）－」にも目を向け
てみると、私が描きたい行政書士制度の未来は希望と夢にあふれた制度であり、それは、会員の皆様が抱く
想いと一致するものだろうと信じています。

　過去には戻れません。法改正一つにしても、当時どのような要望を行い、結果どのように改正されたか。
その時に戻って検証することはできても、その“良し悪し”を論じることは無意味です。それは当時の関係
者が、慎重に検討し「これで、いこう」と決断したものを、後になって、「本当にこれで良かったのか。」と
心に迷いを持つわけにはいきません。ましてや、法律の改正は、多くの国会議員の先生方に御理解御支援を
賜らなければ実現することは不可能です。だからこそ落としどころを探り、そこに落ち着くような法改正を
行うようなことは、絶対に避けなければなりません。 
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　次に、日行連と単位会の役割についてですが、以前にも述べたとおり、それぞれ目的や事業内容は異なり
ます。全て違うと言っているわけではありませんが、日行連は全国４７単位会の連合体であり、その主な事業
は、行政書士の登録事務や単位会に対する指導・連絡等の単位会では担えない事務となっています。また、
職域の確保・拡大のために国会議員の先生方や関係省庁・団体とのパイプを構築し、風通しの良い環境作り
と様々な働き掛けを行っています。この他にも、成年後見制度、法定相続情報証明制度、所有者不明土地問
題、空き家対策の各種国策案件における行政書士の活用要望や他士業との業際問題にも取り組んでいます。
特に、自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）においては、行政書士による全国的な利用率向
上のためにも、日行連の方針に沿って全単位会・全会員が一丸となって取り組む必要があります。結果を出
さなければ、新たな自動車団体に参入されるという危機感を抱き続けなければなりません。

　単位会の場合は、所属会員に対する指導・連絡とともに、都道府県担当課や市町村役場等の国の出先機関
との関係構築や折衝が主な事業となります。特に、自治事務とされる許認可申請では、各都道府県により許
可要件等が異なるケースがあり、法律を所管する省庁と事務委任を受けている都道府県で見解や解釈が違っ
てきます。私自身も、「その事務は各都道府県に委任しています。各都道府県知事の裁量や判断になりま
す。」と言われたこともあり、非常に苦い思いを経験しました。このことからも、日行連は中央省庁と、単
位会においては地元の都道府県担当課等と折衝や働き掛けを行う形になります。

　単位会における地域社会との共生関係の構築は、地元の企業や人々に目をしっかり向け、何か困っていな
いか、お手伝いすることはないかという地域密着型の姿勢が大切であり、歴代の会長がその精神で実践され
てきたからこそ、今があるのだと思います。中央省庁等の国の機関との共生は日行連が行い、都道府県担当
課や市町村役場等、また国の出先機関との共生は単位会において、その対応が実行されているものと思いま
す。

　また、単位会には、単位会会則で単位会長による会員の処分権が規定されていますが、日行連にはそもそ
も会員の処分権はありません。会員向けの研修についても、日行連では中央研修所で様々な研修ツールを作
成し、単位会や会員等に提供していますが、基本的には、単位会レベルでの地域実態に即した内容による研
修を実施することが、会員の資質向上につながるものと考えます。

　昨年、「ゆるキャラグランプリ２０１６」に日行連公式キャラクターの「ユキマサくん」を初参戦させました。
「ユキマサくん」は、小さな子どもには大変可愛いと人気があり、子どもに人気があるということは親御さ
んや大人にも興味をお持ちいただけると思います。
　先日、ある単位会の総会懇親会に出席し、乾杯の音頭の場面で、二度にわたり「司法書士会」と紹介され、
来場者から指摘されていた場面に出くわし、本当に残念な気持ちになりました。この経験からも、更に行政
書士の知名度を上げるために、今年も「ゆるキャラグランプリ２０１７」に「ユキマサくん」が参戦しますので、
一日一票の投票協力をお願いします。
　行政書士制度が広く国民に認知されることは、非常に大きな意義があります。単位会が行う行政書士によ
る法教育(小学生、中学生、高校生、大学生) においても、授業を受けた生徒・学生が行政書士という職業を
意識し、将来的には行政書士を目指す人が一人でも増えることを切に願っています。

　ここから先の日行連会長２期目も、今一度、自分自身を見つめ直し、平身低頭の姿勢で現実に目を向け、
従来の許認可業務、権利義務事実証明業務に加え、時代と共に社会が要求している物事にも、しっかりと応
えられるよう適切に取り組んでまいりたいと思います。数多くの会員が「飯を食えない」現実もあります。そ
の現実を否定的に捉えるのではなく、「飯が食える」行政書士になるための制度や環境を作り上げるという意
気込みで前向きに、できること、やるべきことの濃淡をつけながら実行してまいります。
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本理事会では、６月の定時総会で承認された各部・委員会等事業の具体的な推進（案）を含む、
以下６議案について審議された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

襖

襖

鴬

鴬
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平成２９年７月１９日（水）、２０日（木）
虎ノ門タワーズオフィス８階「ROOM７」
１９日：荒岡　克巳　副会長
２０日：山田　美之　総務部長
遠田　和夫　会長
坪川　貞子（福井会）・
鶴　信光（鹿児島会）両理事
構成員５６名のうち、５４名出席（開会時）
福士  力 ・ 鎌田　敬 ・ 増田　由明　各監事

　平成29年７月19日午後１時30分から、今年度の定時総会後初となる理事会が開催された。開催に当たり、
遠田会長から挨拶があった。
　会長は始めに、先の定時総会において再び会長に選任されたこと、副会長６名の承認を受けたことを報告
し、続けて、これからの２年間に対する抱負を述べ、各理事、さらには単位会に対し、改めて日行連の事業
推進についての協力を要請した。
　また、日本の各地域で発生している災害についても触れ、日行連においても大規模災害対策本部を中心と
して、被災地及び被災単位会への必要な対応を図っていきたいとの考えを示した。最後に、日行連と単位会、
それぞれに果たすべき役割があるとし、双方による働き掛けを通じて行政書士制度を更に発展させていきた
いとの決意を述べた。
　会長挨拶の後、新たに理事に就任した役員及び事務局職員の紹介を行ったのち、議案の審議に入った。

会長・副会長
　遠田　和夫（佐賀会）

　荒岡　克巳（埼玉会）　　縮　　修二（山形会）
　山田　高嗣（愛知会）　　太田光三郎（京都会）
　光宗五十六（広島会）　　野田　昌利（福岡会）

後列左から：野田・太田・縮・光宗
前列左から：山田（高）・遠田・荒岡　　　　　　　　（敬称略）

日 に日 に ちち
場場 所所
司司 会会

議議 長長
議事録署名議事録署名人人

出 席 者出 席 者 数数
オブザーバオブザーバーー
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第１号議案

専務理事及び常任理事の選任について

【 議 案 審 議【　議　案　審　議　】】

１．専務理事
　　福田　　守（群馬会）
　　山本　準一（長野会）

２．常任理事
　　宮元　　仁（北海道会）　　伊藤　庄吉（三重会）
　　末廣　元孝（奈良会）　　杉山久美子（山口会）
　　矢野　浩司（愛媛会）　　井口由美子（熊本会）
　　山田　美之（大分会）

　日行連会則第６条第２項及び第７条第３項の規定に基づく専務理事及び常任理事の選任について、会長一
任とすることの承認が求められ、異議なしで可決された。これを受け、会長から以下のとおり委嘱がなされ
た。

左から：福田・遠田・山本
（敬称略）

後列左から：宮元・末廣・矢野・伊藤
前列左から：杉山・井口・遠田・山田（美） （敬称略）

第２号議案

中央研修所所長及び副所長の選任について

１．中央研修所所長
　　縮　　修二（山形会）

２．中央研修所副所長
　　福田　　守（群馬会）
　　山本　準一（長野会）

※中央研修所各部の部長、副部長、部員は会長の
　承認を得て所長が任免

左から：福田・縮・山本
（敬称略）

　中央研修所規則第８条第１項の規定に基づく中央研修所所長及び副所長の選任について、会長一任とする
ことの承認が求められ、異議なしで可決された。これを受け、会長から以下のとおり委嘱がなされた。
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第３号議案

顧問の選任について

　日行連会則第８０条第１項及び第３項の規定に基づく顧問の選任について、会長一任とすることの承認が求
められ、異議なしで可決された。これを受け、会長から以下のとおり委嘱がなされた。

弁護士　糠谷  秀剛（ヌカヤ　シュウゴウ）
　　　　事務所：東京都中央区京橋
（略歴）1937年  東京都生まれ

1963年　東京大学法学部卒業
　　　　同年司法試験合格
1967年　弁護士登録、東京弁護士会入会
1974年　米国・ニューヨーク大学
　　　　ロースクール法学修士
1988年　日本弁護士連合会 理事
1991年　東京弁護士会 副会長

弁護士　中津川　彰（ナカツガワ　アキラ）
　　　　事務所：神奈川県藤沢市朝日町
（略歴）1935年  東京都生まれ

1958年　中央大学法学部卒業
　　　　同年司法試験合格
1961年　検事任官
1990年　最高検察庁 検事、東京法務局長
1993年　最高検察庁 総務部長検事
1998年　中央大学大学院 非常勤講師
2003年　日本公証人連合会 会長
2005年　弁護士登録、東京弁護士会入会
　　　　（現在、神奈川県弁護士会所属）

第４号議案

相談役の選任について

委 嘱 基 準氏　　　名所属単位会

副 会 長 経 験 者加藤　 隆夫北 海 道 会

副 会 長 経 験 者千葉　 一明秋 田 会

副 会 長 経 験 者中西　　 豊東 京 会

会 長 経 験 者宮内　 一三東 京 会

会 長 経 験 者住吉　 和夫栃 木 会

副 会 長 経 験 者高玉　 功稔埼 玉 会

副 会 長 経 験 者岸本　 敏和静 岡 会

会 長 経 験 者宮本　 達夫静 岡 会

副 会 長 経 験 者野崎　 清好富 山 会

会 長 経 験 者北山　 孝次大 阪 会

副 会 長 経 験 者姫田　　 格京 都 会

Ｈ２４春叙勲受章者三宮　 重興高 知 会

副 会 長 経 験 者蓑原　 行滿宮 崎 会

※単位会順

　日行連会則第８０条第１項及び第３項の規定に基づく相談役の選任について、会長一任とすることの承認が
求められ、異議なしで可決された。これを受け、会長から以下のとおり委嘱がなされた。
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第５号議案

各部・委員会等及び中央研修所の構成員の選任について

　日行連会則施行規則第４条第２項等に基づく各部及び各委員会規則等に基づく委員会等の構成員の選任に
ついて、会長一任とすることの承認が求められ、異議なしで可決された。これを受け、会長から以下のとお
り委嘱がなされた。
※写真は各部・各委員会等のうち、理事会休会時に部会等が開催されたものについて、出席された理事のみで撮影しています。（敬称略）

■ 総務部 　 

後列左から：松村・向井・平良
前列左から：藤井・山田（美）・荒岡

担当副会長：荒岡　克巳
部　　　長：山田　美之
次　　　長：藤井　　薫
部　　　員：向井　隆郎　　松村　和人
　　　　　　平良あき子

■ 広報部 　 

後列左から：若林・國井・岡
前列左から：山田（高）・井口・鶴

担当副会長：山田　高嗣
部　　　長：井口由美子
次　　　長：小林八重子
部　　　員：國井　　豊　　岡　　　伸
　　　　　　若林　三知　　鶴　　信光

■ 経理部 　 

後列左から：笠野・細田
前列左から：山田（高）・宮元・常住

担当副会長：山田　高嗣
部　　　長：宮元　　仁
次　　　長：常住　　豊
部　　　員：笠野　義二　　細田　信男

■ 法規監察部 　 

後列左から：盛武・山本
前列左から：田岡・伊藤・光宗

担当副会長：光宗五十六
部　　　長：伊藤　庄吉
次　　　長：田岡　　崇
部　　　員：盛武　　隆　　山本　大樹
　　　　　　徳永　　浩
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■ 許認可業務部 　 

後列左から：金沢・秋山・鈴木（市）・鈴木（康）・相場・平良・髙尾
前列左から：濵田・細田・矢野・縮・石川

担当副会長：縮　　修二
部　　　長：矢野　浩司
（運輸交通部門）　　　　　　次長：石川　秀幸
　　　　　　　　　　　　　部員：鈴木　康夫
　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　市代
（建設・環境部門）　　　　　次長：村山　豪彦
　　　　　　　　　　　　　部員：相場　忠義
　　　　　　　　　　　　　　　　平良あき子
（農地・土地利用部門）　　　次長：濵田　哲郎
　　　　　　　　　　　　　部員：金沢　和則
　　　　　　　　　　　　　　　　秋山　賢治
（社労税務・生活衛生部門）　次長：細田　信男
　　　　　　　　　　　　　部員：大久保治光
　　　　　　　　　　　　　　　　髙尾　明仁

■ 国際・企業経営業務部 　 

後列左から：粟藏・佐藤・田村・山脇・坪川
前列左から：赤司・水野・末廣・太田・佐々木

担当副会長：太田光三郎
部　　　長：末廣　元孝
（国際部門）　　　次長：水野　晴夫
　　　　　　　　部員：田村　　格
　　　　　　　　　　　坪川　貞子
（知的財産部門）　次長：赤司　久人
　　　　　　　　部員：吉村　　学
　　　　　　　　　　　山脇　正隆
（企業支援部門）　次長：佐々木政勝
　　　　　　　　部員：佐藤　廣之
　　　　　　　　　　　粟藏　富雄

■ 法務業務部 　 

後列左から：向井・若林・堀
前列左から：大塚・野田・杉山・山本

担当副会長：野田　昌利
部　　　長：杉山久美子
（権利義務・事実証明部門）　次長：山本　大樹
　　　　　　　　　　　　　部員：若林　三知
　　　　　　　　　　　　　　　　向井　隆郎
（法務事務・成年後見部門）　次長：大塚　謙二
　　　　　　　　　　　　　部員：前田　　望
　　　　　　　　　　　　　　　　堀　　　誠
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■ 申請取次行政書士管理委員会 　 

左から：松村・光宗・吉松

担当副会長：光宗五十六
委　　　員：吉松　昌晃　　松村　和人
　　　　　　西川　剛史　　吉田　靖史
　※法務省入国管理局から２名
　※互選により委員長、副委員長が決定

■ 選挙管理委員会 　 
委　　　員：丹野　豊子　　高橋　靖祐
　　　　　　砂原　紘一　　大橋　一成
　　　　　　中嶋　章雄　　大村　　潤
　　　　　　島袋　英光
　※互選により委員長が決定
　※副委員長は委員長が指名することができる

■ 行政書士制度あり方検討委員会 　 

後列左から：田村・坪川・渡部・濵田
前列左から：秋山・赤司・光宗

担当副会長：光宗五十六
委　員　長：赤司　久人
副 委 員 長：秋山　賢治
委　　　員：田村　　格　　坪川　貞子
　　　　　　島田　忠一　　濵田　哲郎
　　　　　　渡部　正和

■ 裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部 　 
担当副会長：野田　昌利
本　部　長：髙尾　明仁
副 本 部 長：関口　隆夫
委　　　員：杉山久美子　　光永謙太郎
　　　　　　前田　　望　　大山　真哉

■ 登録委員会 　 

後列左から：岡・水野・中村・鈴木（康）
前列左から：常住・福田・荒岡・相羽

担当副会長：荒岡　克巳
委　員　長：福田　　守
委　　　員：常住　　豊　　水野　晴夫
　　　　　　中村　利雄　　鈴木　康夫
　　　　　　岡　　　伸　　相羽　利子

■ 規制改革委員会 　 

後列左から：粟藏・佐々木・佐藤・國井
前列左から：有田・山田（高）・日當・鶴

担当副会長：山田　高嗣
委　員　長：日當　正男
副 委 員 長：鶴　　信光
委　　　員：佐々木政勝　　國井　　豊
　　　　　　佐藤　廣之　　粟藏　富雄
　　　　　　有田　　敬



2017.9　No.538 9

C
LO
SE UP

T
O
P
IC
S

■ 電子申請推進委員会 　 

後列左から：有田・盛武・金沢
前列左から：山脇・中村・太田

担当副会長：太田光三郎
委　員　長：中村　利雄
副 委 員 長：山脇　正隆
委　　　員：金沢　和則　　盛武　　隆
　　　　　　有田　　敬

■ 改正行政書士法対応委員会 　 
委　員　長：山田　高嗣
副 委 員 長：荒岡　克巳
委　　　員：縮　　修二　　太田光三郎
　　　　　　光宗五十六　　野田　昌利

■ 法改正推進本部 　 
本　部　長：遠田　和夫
副 本 部 長：荒岡　克巳
委　　　員：縮　　修二　　山田　高嗣
　　　　　　太田光三郎　　光宗五十六
　　　　　　野田　昌利　　福田　　守
　　　　　　山本　準一　　山田　美之
　　　　　　宮元　　仁　　井口由美子
　　　　　　伊藤　庄吉　　矢野　浩司
　　　　　　杉山久美子　　末廣　元孝
　　　　　　日當　正男　　國井　　豊

■ 大規模災害対策本部 　 
本　部　長：遠田　和夫
副 本 部 長：荒岡　克巳　　縮　　修二
　　　　　　山田　高嗣　　太田光三郎
　　　　　　光宗五十六　　野田　昌利
（災害対策部）　部　長：山本　準一
　　　　　　　副部長：福田　　守
　　　　　　　部　員：伊藤　庄吉
　　　　　　　　　　　矢野　浩司
　　　　　　　　　　　杉山久美子
　　　　　　　　　　　末廣　元孝
（復興支援部）　部　長：山田　美之
　　　　　　　副部長：宮元　　仁
　　　　　　　部　員：井口由美子
　※日行連福島事務所
　　　　　　　所　長：金沢　和則

■ 行政書士会館管理運営協議会 　 
担当副会長：荒岡　克巳
委　　　員：山田　美之（総務部長）
　　　　　　宮元　　仁（経理部長）
　※東京会から３名
　※互選により委員長・副委員長が決定

■ 資格審査会 　 
会　　　長：遠田　和夫（日行連会長）
委　　　員：福田　　守（登録委員長）
　　　　　　磯部　　力（学識経験者）
　　　　　　大野　金一（学識経験者）
　※総務省から１名

■ 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 　 
委　員　長：石川　秀幸
副 委 員 長：鈴木　市代
委　　　員：深貝　　亨　　相場　忠義
　　　　　　矢野　浩司

■ 行政書士制度調査委員会 　 
担当副会長：太田光三郎
委　員　長：矢野　浩司
副 委 員 長：伊藤　庄吉
委　　　員：福田　　守　　山本　準一
　　　　　　末廣　元孝　　田岡　　崇
　　　　　　堀　　　誠
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　理事会を一時休会して各部・委員会等の会議を開催し、６月の定時総会で承認された事業計画の具体的な
推進方について協議した。常任理事会を経て、以下のとおり推進することについて承認が求められ、異議な
しで可決された。

第６号議案

平成２９年度各部・委員会等及び中央研修所事業の具体的な推進（案）について

基　　本　　方　　針

１．法改正の推進
２．関係機関との連携強化
３．職域の確保拡大
４．行政書士制度のPR活動の強化・充実

平成２９年度各部・委員会事業計画（案）

具体的推進事項（実施済含む）項　　　　　　目対　応　部　署

・職務上請求書関係規則等の改正
・コンプライアンスの確立
・犯罪収益移転防止法本人確認ハンドブックの改訂
・その他
　・総務部会の開催
　・行政書士手帳の作成・役員分購入費
　・会議資料等での著作物複写利用対策
　・職務上請求書管理・照会対応
　・処分案件の公表
　・個人情報保護、情報開示請求対応
　・東京都戸籍住民基本台帳事務協議会との連携

１．行政書士の品位保持と制度遵守の徹底

【総務部】

法教育現場の視察・調査等２．法教育の推進

定時総会（平成２９年６月２２・２３日にシェラトン都ホテル
東京にて開催）、理事会、正副会長会、常任理事会、会
長会等の開催

３．諸会議の開催

叙勲・褒章・大臣表彰・会長表彰の対象会員について選
定し、実施する。
＜参考＞黄綬褒章（春９名）、大臣表彰（３９名）

４．顕彰（式典等）の実施

会員相互の親睦と制度の発展を図るため、行政・国会関
係者等を招待し、日政連と共同で開催する。
・日時（予定）：平成３０年１月１９日（金）
　　　　　　　正午～午後１時３０分
・場所（予定）：ANAインターコンチネンタルホテル東京

５．新年賀詞交歓会の開催

日行連の運営について、各単位会との意見調整を図るた
め、地協単位で実施する。
・８地協に開催助成金
・連絡会出席者（会長、副会長等、職員）

６．日行連と各地方協議会との連絡会の
開催

業務基盤の確立や新規業務開拓に向け、各地で主体的に
研修を中心とした事業活動を展開できるよう、地方協議
会に交付金を支給し、その活動を支援する。

７．単位会相互の地域的連絡調整の促進

会則施行規則第３条第２項九号に定める「その他、他の
部の所管に属さない事項に関すること。」及び突発的事案
への対応を図る。
【特記事項】
　　FATFの審査対応（３年計画）
　　平成２９年　研修や普及啓発を行う
　　平成３０年　実態調査
　　平成３１年　FATFによる調査対応

８．他の部の所管に属さない事項への対応
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平成２９年度各部・委員会事業計画（案）

具体的推進事項（実施済含む）項　　　　　　目対　応　部　署

・出納・支払の確認業務
・中間・期末監査当日出席対応
・中間・期末監査指摘事項への対応協議
・平成３０年度予算原案編成
・引き継ぎ事項に対する協議

１．予算・決算の適正管理

【経理部】

２．賃借物件（東京都港区・虎ノ門タワー
ズオフィス）の運営管理

広報部会を開催し、広報部事業等を検討する。１．広報活動の推進

【広報部】

毎月２５日に、約４７,０００部／平均４４頁で発行している日本
行政の制作・印刷・発送を行う。

２．月刊日本行政の発行

・１０月の広報月間に向け、制度PR用のポスターを作成
し、各単位会を通じて会員や関係機関等へ配布。日本
行政９月号にはポスター撮影時の様子を掲載。
・ポスター作成の付帯事業としてポスターモデルが出演
する動画撮影を実施。期間限定（９・１０・１１月）で日
行連HPにて公開予定。

３．制度PRポスターの作成

・行政書士制度PRのためのユキマサくんの利活用を検
討する。
・プレスリリース代行会社を活用した情報発信等を行う。
・行政書士制度広報月間や行政書士記念日に向けた取組
を行う。

４．行政書士制度PR事業

・日行連ホームページ及び会員サイトにおいて、スピー
ディーな情報提供等を行う。
・各種SNSツールを活用し、行政書士制度に関する情報
発信を行う。

５．インターネットによる広報活動

・ゆるキャラグランプリ２０１７にエントリー・出展し、一
般の方に向けた行政書士制度のPR、親しみやすい行
政書士を印象づける。
・その他、必要なグッズ製作等を行う。

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

・各部、各委員会及び各単位会からの照会案件について、
会長の諮問に応じて調査研究し、答申を行う。
・行政書士法及び行政手続法等について、解釈の統一が
必要な件に関し、調査研究する。

１．行政書士法を含む諸法規の調査研究
及び指導

【法規監察部】

行政書士関係法規集の加除作業を、ホームページに掲載
可能な形式で作成した電子データを利用して行うととも
に、当該ホームページの運営管理を行う。

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

・先例総覧の改訂版の作成
・法改正履歴表の製本（法改正時）

３．行政書士法関係法令先例総覧等の改訂

監察活動に関する調査・研究４．各単位会に対する監察活動の支援

監察的広報に関する調査・研究５．行政書士制度違反行為の防止

全体部会の開催による部門間の総合調整１．行政書士許認可業務に関する調査・
研究

【許認可業務部】
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平成２９年度各部・委員会事業計画（案）

具体的推進事項（実施済含む）項　　　　　　目対　応　部　署

・VOD研修に係る対応
・旅客運送事業に係る対応
・封印業務に係る対応
【特記事項】
　　許認可に関連したコンサル的業務の研究

１．関係業務の開発及び法令等の調査・
研究

＜運輸交通部門＞ ・日行連自動車OSSシステムの保守
・日行連自動車OSSシステムへの対応
・日行連自動車OSSセンターへの対応

２．電子申請に係る具体的対応

・関係省庁及び団体との連携強化
・運輸交通業務に係る政策提言の検討
・OSS担当者会議の開催

３．関係省庁及び団体との連携強化、情
報収集

・関係省庁・団体等への訪問
・関係省庁・団体等との意見交換会
・関係省庁・団体等主催の協議会・セミナー等への参加
・業務関連情報の収集
【特記事項】
建設関係業務の実態調査（単位会アンケートの実施）、
中建審委員への登用へ向けた検討、関係業務の電子
化への対応

１．関係省庁・団体等との連携強化、情
報収集

＜建設・
環境部門＞

・VOD研修への対応
・建設・産廃関係業務についての調査研究
・研究テーマに係る「月刊日本行政」記事作成
・書籍改訂に係る調査・研究等準備作業
【特記事項】
　　書籍（「建設関係業務の基礎知識」）の改訂

２．新規業務獲得等に向けた実務研究

・関係省庁・団体との連携強化
・関連業務の情報収集
【特記事項】
空き家・所有者不明土地問題への対応部署の確定、
農水省との定期的な協議の開催

１．関係省庁・団体等との連携強化、情
報収集

＜農地・
土地利用部門＞ ・中山間地域制度に関する調査研究

・土地開発に関する調査研究
・農地関係業務に関する情報収集と調査研究
・VOD研修に係る対応
・研究テーマに係る「月刊日本行政」記事作成

２．農地・土地利用関係業務に関する調
査・研究

・関係省庁・団体等への訪問
・関係省庁・団体主催の協議会・セミナー等への参加
・業務関連情報の収集
【特記事項】
ドローン飛行許可に関する業務の情報収集、IR法に
関する情報収集

１．関係省庁・団体等との連携強化、情
報収集

＜社労税務・
生活衛生部門＞

・VOD研修への対応
・民泊関係業務の調査研究
・墓地、埋葬等に関する申請業務の調査研究
・研究テーマに係る「月刊日本行政」記事作成
【特記事項】
　　民泊に関する実態調査（単位会アンケート）

２．社労税務・警察衛生関係業務の実務
研究

・社労業務取扱証明書の発行
・「月刊日本行政」での周知対応
・経過措置会員の業務改善
【特記事項】
　　社労士との業際に関する調査研究

３．経過措置会員による社労業務の円滑
推進

・民法改正への対応
・権利義務・事実証明に関する文例の収集・更新
・権利義務・事実証明に関する業務の研究・推進
【特記事項】
　　業際問題に関する対応

１．所管業務についての研究
【法務業務部】
＜権利義務・
事実証明部門＞
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平成２９年度各部・委員会事業計画（案）

具体的推進事項（実施済含む）項　　　　　　目対　応　部　署

・協定書締結推進に向けた活動
・成年後見制度の全国的普及のための諸活動

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

＜法務事務・
成年後見部門＞

・「日本再興戦略 ２０１６」などの研究
・ゆうちょ銀行との連携

１．新規業務研究及び情報収集・提供

・関係省庁（法務省等）との協議
・関係省庁より発せられるパブリックコメントへの対応等

１．国際業務の発展に係る提言・要望

【国際・
企業経営業務部】
＜国際部門＞

・大使館との協力関係の構築・推進
・外国語パンフレットの改訂（タガログ語）

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

・国際交流団体等との情報交換
・申請取次行政書士管理委員会との協議
・国際業務担当者との情報交換会の開催

３．国際業務に関する情報収集・提供

・文化審議会等の対応
・各種セミナー等への参加・情報収集
・関係団体との関係強化
・不正商品対策協議会（ACA）への参加
・関係省庁より発せられるパブリックコメントへの対応
等

１．関係省庁・関連団体等との協力関係
の推進

＜知的財産部門＞
・著作権相談員養成研修に係る対応
・新規著作権相談員カードの作製・配付
・著作権法教育に係る著作権シンポジウムの開催等の対
応
・著作権制度、普及啓発のための対応
・知的財産業務担当者会議の開催

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

・知的資産経営WEEK２０１７の開催に係る対応及び取組
みのまとめ
・日本知的資産経営学会に係る対応
・経産省、中企庁、金融機関等との意見交換の実施

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＜企業支援部門＞

行政書士登録事務処理及び行政書士法人届出事務処理に
関する具体的指導、調査等を法令、会則、規則及び事務
処理要領等に則し、必要に応じて実施する。

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

【登録委員会】

毎月２回、新規登録申請書類の審査を行う。２．登録申請書類の審査

・関係法令等に関する運用の調査及び政策の提案対応会
議
・国際・企業経営業務部との合同会議の開催
・委員会運営に係る資料等の整備

１．出入国管理手続の公正かつ円滑な実
施への対応

【申請取次行政書士
管理委員会】

委員会規則に係る異議申立手続等対応会議２．委員会規則に係る調査及び対応

・法務省との協議
・関係団体等への対応
・設問集の改訂
・PRパンフレットの作成
・会則及び規則等の改正における総務省との協議

３．申請取次制度の普及と充実

・申請取次行政書士管理責任者会議の開催
・申請取次関係研修会にあわせての各地方入国管理局と
の意見交換

４．各地方入国管理局、申請取次責任者
との連絡、調整

４７単位会への運営助成５．申請取次行政書士管理委員会（単位
会）への助成

・政府の規制改革会議等の動向を調査（有識者との意見
交換を含む）し、行政書士制度に関連する規制緩和に
対し、関係部署と連携して意見書を取りまとめる等の
対応を行う。
・規制改革に係る調査研究を行う。

１．規制改革等への対応

【規制改革委員会】
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平成２９年度各部・委員会事業計画（案）

具体的推進事項（実施済含む）項　　　　　　目対　応　部　署

・行政書士電子証明書の適正・適切な発行と管理
・行政書士電子証明書を用いた各種システムの動作検証

１．電子証明書の発行・失効に係る管理・
支援（認証局対応）

【電子申請推進
委員会】

・電子証明書活用策の研究
・電子代理申請のあり方の検討
・行政書士が代理人として行う電子契約の研究
・業域拡大についての調査・研究

２．電子代理業務及び行政書士電子証明
書の普及推進活動

・発行方式の検討
・個人番号カード活用の研究

３．電子認証局のあり方の検討

・各種セミナー等への参加・情報収集
・関係省庁・関係団体からの情報収集
・電子認証に係る情報交換

４．ICT関連情報の収集及び関係省庁・
関係団体等との連携・セミナー等へ
の参加

・インターネットの利用・拡大に伴う電子証明書の今後
の展開
・マイナンバー制度の今後の課題・展開

５．VOD研修コンテンツの作成

・行政書士制度全般についての調査研究
・答申のとりまとめ

１．行政書士制度全般についての調査研究
【行政書士制度
あり方検討委員会】 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
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

・国土交通省等との協議
・調査研究及び情報収集等

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

【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】

・ADR代理権取得に向けた関係省庁との協議
・ADR代理権取得に向けた他士業のプロセスの検証と
関連情報の収集
・有識者からの行政書士のADR代理権についての意見
聴収

１．ADR代理権の取得に向けた対応

【裁判外紛争解決手続
（ADR）推進本部】

２．認証取得済単位会課題検討協議会の
開催及びVOD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

・法改正推進本部会議
・法改正に係る関係諸会議等への対応
・法改正に係る調査研究

１．行政書士法改正の推進及び制度維持
への対応【法改正推進本部】

１．大規模災害被災単位会の会務運営へ
の支援協力・指導

【大規模災害
対策本部】

・福島会内に移転した被災者相談センターの継続運用
・原子力損害賠償支援機構による相談業務への協力継続

２．福島における被災者相談センターの継
続運用

・災害時の、本部機能の維持継続・災害情報の収集及び
被災状況の把握、被災単位会の会務運営への支援協
力・指導
・大規模災害等の発生に備えたBCP策定等

３．大規模災害等への対応
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平成２９年度各部・委員会事業計画（案）

具体的推進事項（実施済含む）項　　　　　　目対　応　部　署

会長選挙の執行１．会長選挙の執行
【選挙管理委員会】

２．会長選挙改善点に係る資料提供

特定行政書士法定研修の見直し等１．特定行政書士制度の推進
【改正行政書士
法対応委員会】 事例の収集等２．特定行政書士業務の調査研究

セミナーの開催等３．PR活動の推進

制度の基幹構想のための資料、情報の収集、整理１．行政書士制度に関連する情報等の収
集、分析

【行政書士制度
調査委員会】 条解行政書士法（仮称）の補筆作業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

Ⅰ　会則第６２条の３第一号研修（性質上可能な限り、VOD研修を活用して実施）

【中央研修所】

１基礎研修の実施

行政書士として必要な基礎的素養に関する研修。VODにて
会員に提供。
（研修科目：①「職務上請求書」、②「業際問題」、
　　　　　　③行政書士法、④職業倫理と専門家責任）

①コンプライアンス研修

行政書士として必要な基本法に関する研修。VODにて会員
に提供。

②基礎法律研修

２業務研修の実施

法定業務研修テキストの改訂等①法定業務研修の実施

・申請取次事務研修（全７回）、申請取次実務研修（全６回）
の開催
・申請取次関係研修会にて受講者に配付するための共通テキ
ストの作成

②申請取次関係研修の実施

・業務関係研修の実施
　【許認可業務部】
①「自動車登録関係業務の基礎知識、行政書士の出張封
印、OSSシステムの概要､OSSセンターの役割」
②「自動車登録制度について、封印委託制度について」
③「（仮）改正建設業法等について」
④「墓地、埋葬等に関する法律に係る許可申請手続きの解説」

　【法務業務部】
　　①民法改正の概要
　　②遺言・相続・遺産分割
　　③公証役場の利活用
　【国際・企業経営業務部】
　　①裁定制度申請概論及び実践例（仮）
　　②ドローン等の無人航空機の飛行許可申請に係る解説
　【電子申請推進委員会】
　　①行政書士電子証明書の今後の展開について
　　②マイナンバー制度の今後の展開について
　【裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部】
　　①ADRの手法に関する講義「未定」
　　②ADR代理権に関する講義「未定」
　【申請取次行政書士管理委員会】
　　①申請取次業務の実務
・新規著作権相談員カードの作製・配付

③業務関係研修の実施
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１　事業執行に係る基本方針について
２　一般財団法人 行政書士試験研究センター理事及び評議員の推薦について
３　特定行政書士法定研修の概況報告について
４　平成３０年度以降の会長会開催地に係る募集について
５　国会でのテロ等準備罪関連質問に関する法務省説明資料について
6　「ゆるキャラグランプリ２０１７」へのエントリーについて

【 報 告 事 項【　報　告　事　項　】】

Ⅰ　会則第６２条の３第一号研修（性質上可能な限り、VOD研修を活用して実施）

【中央研修所】

特定行政書士プレ研修の収録等対応④特定行政書士プレ研修

特定行政書士ブラッシュアップ研修の開催等⑤特定行政書士ブラッシュアップ研修

著作権シンポジウムの開催等⑥各種セミナー・フォーラム等

３政策研修の実施

実践セミナー「ADR調停人候補者スキルアップ研修」（仮
称）として実施

①ADR研修

司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の担保を目指
して、大学院等との提携により、意欲ある会員に関連科
目の受講機会を提供する。

②司法研修

特別研修〈民事法〉③能力担保研修（特別研修）

社会情勢に応じ、新規業務や緊急性がある研修を機動的
に実施する。
【特記事項】
　　住宅宿泊事業法、改正民法等に係る研修への対応

④新規業務等に対応する研修

Ⅱ　会則第６２条の３第二号研修（性質上VOD研修の活用が難しいため、DVDを利用した研修と
して実施）

・特定行政書士法定研修の実施にあたって、日行連が委
託する研修事務を各単位会において実施する。
・特定行政書士法定研修の開催

１．特定行政書士法定研修の実施

Ⅲ　VOD研修システムの運用の更なる深化・改善

会員向けに直接提供する研修として、インターネットを
活用したVOD方式による研修システムの充実を図り、
実施する。
【特記事項】
　　単位会へのVOD機能の一部利用提供に関する対応

１．VOD研修システムの運用
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 Info 

１

　広報部では、毎年10月に実施する行政書士制度広報月間に向け、約8万枚の行政書士制度
PRポスターを作成し、会員の皆様を始め、各単位会や各自治体に配付し、掲示の御協力をいた
だいています。
　本年度のポスターモデルは、女優の真野恵里菜（まのえりな）さんです。御多忙の合間を
縫って、平成29年4月6日（木）に関係者立会いの下、ポスター撮影が行われました。撮影冒
頭、遠田会長から真野さんへ行政書士制度について説明したり、真野さんの活躍について触れ
た場面では、真野さんの柔らかな笑顔も見受けられ、終始和やかな雰囲気で撮影は進みまし
た。ポーズのリクエストや記念撮影にも快く応じてくださり、明るく気さくな人柄を見せてい
ただいて、撮影は無事終了いたしました。
　本年度の取組として、来年7月31日まで掲示していただくポスター撮影のほか、本会公式キャラク
ターユキマサくんが真野さんへインタビューを行う動画を収録しました。9・10・11月の期間限定で
本会ホームページにて公開しますので、お見逃しのないよう是非御覧ください。
　以下、撮影の様子をお届けいたします。本年度も広報部一丸となって行政書士制度のPR活動
に取り組んでまいりますので、御協力のほどお願い申し上げます。

平成２９年度行政書士制度PRポスターの
撮影現場から

＜広報部＞
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　自動車保有関係手続のワンストップサービス（以下「OSS」という。）については、平成２９年４月から対象

地域及び対象手続が拡大され、新車新規登録については１２都府県、継続検査については全国すべての地域で

運用が開始されており、今後も順次対象地域の拡大がなされることとなります。

　許認可業務部運輸交通部門では、行政書士業務を守るためには、個々の会員が紙申請でなくOSS申請を選

択する強い決意を持って結果を残し、他団体の参入がなくとも行政書士の力でOSS普及に寄与できるという

ことを国に示すことのほか、国民に対して、OSSの手続を代理する行政書士のPRを図る必要があるとの考え

から、自動車登録業務及び車庫証明業務に精通している全国の行政書士事務所に「日行連自動車登録OSSセ

ンター支所」の看板を設置することとし、本年度も以下のとおり希望会員を募集いたします。

（平成２８年度までに７８６箇所の行政書士事務所に看板が設置されました。）

１．日行連自動車登録OSSセンター支所看板を設置する意義について
　自動車登録の手続には、OCRによる書面申請、OSSによる電子申請を問わず、申請手続終了後に必ず受領

しなければならない車検証、自賠責保険証、検査標章、ナンバープレート、封印等の「証明物」が存在し、

同様に車庫証明においても標章交付申請書の控え、車庫ステッカーという「証明物」が存在します。

　これらの「証明物」を責任をもって受領し管理するのに必要な「代理人」として、守秘義務と罰則規定を

有する行政書士が、OSSの申請手続から「証明物」の管理・受渡し全般を代理することで、官公署手続の円

滑な実施に寄与するとともに、自動車ユーザーである国民に対して利便、安心、信頼をもたらすことができ

ます。

　現状においても、各地の行政書士が協力をして、自動車登録手続と交付される「証明物」の収受・管理・

送付業務を相互にやりとりしています。各単位会の自動車登録業務及び車庫証明業務に精通した行政書士が

このネットワークを「日行連自動車登録OSSセンター支所」の看板を設置することで公に周知し、その名称

を使用して自動車登録業務及び車庫証明業務を行うことにより、「OSS申請手続と証明物の管理は行政書士

へ依頼するものである」というイメージを、自動車ユーザーである国民に浸透させることを目指します。

２．「日行連自動車登録OSSセンター支所」の看板設置希望会員の募集について
　申請書（所属単位会にお問合せください）に必要事項を記載の上、所属単位会の推薦を受け、所属単位会

を経由して御応募いただきますようお願いいたします。

（締切：平成２９年１１月３０日（木）日行連必着）　

　※ 看板作成費用７,８００円（送料込・消費税別）は自己負担になりますので御注意ください。

　※ 支所看板の作成には１～２か月を要します。

　※ 所属単位会を経由しますので、締切に間に合うよう早めの御応募をお願いいたします。 

日行連自動車登録OSSセンター構想に
よる看板設置について

＜許認可業務部　運輸交通部門＞

 Info 

２
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＜推薦条件＞

　① 自動車登録業務及び車庫証明業務に精通していること。

　② 日行連DVDによる研修を受講していること。

　③ 行政書士法及び関係法令並びに単位会会則、規則等に違背していないこと。

　④ 会費等の滞納がないこと。

　⑤ 依頼者に対する賠償責任を担保できる措置を講じていること。

　⑥ 速やかにOSS申請に対応できる措置を講じること。

＜日行連自動車登録OSSセンター支所看板イメージ＞

　文　字：「日行連自動車登録OSSセンター

　　　　　　　　○○支所（○○○○行政書士事務所）」

　材　質：アルミ複合版（厚さ３mm）

　地　色：白又は乳白色

　文字色：黒色

　徽　章：文字列の前に行政書士徽章マーク

　サイズ：横２５cm×縦１００cm

※ 支所名は事務所に最寄りの運輸支局・登録検査事務所の名称を使用。

※ 支所名には行政書士名簿に登録された事務所名称を併記する。

　（事務所名称の登録がない会員は「行政書士（氏名）事務所」を使用。）

　
 
日
行
連
　
自
動
車
登
録
Ｏ
Ｓ
Ｓ
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
○
○
支
所
（
○
○
○
○
行
政
書
士
事
務
所
）

看板イメージ
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　許認可業務部では、前年度に引き続き、今年度も社労業務推進の一環として標記事業を実施することとし

ています。

　つきましては、該当会員のうち当該証明書の発行を希望する会員は、下記事項を御確認の上、所属単位会

までお申し込みください。

記

◇　対　象　者 ： 昭和５５年９月１日現在の行政書士会入会者のうち、社労業務取扱証明書の発行を希望す

る者（ただし、既に証明書の発行を受けている者は除く。）

◇　申 込 方 法 ： 申込用紙「社労業務取扱証明書発行願い（様式１）」に記入の上、所属単位会に申し込ん

でください。（申込用紙は所属単位会から入手してください。）

◇　申込締切日 ： 平成２９年９月２９日（金）（単位会必着）

◇　発 行 趣 旨 ： １）行政書士法の一部を改正する法律（昭和５５年法律第２９号）附則第２項に規定する行

政書士経過措置者、すなわち当該法律の施行の際（昭和５５年９月１日）、現に行政

書士会に入会している行政書士であることを確認し、その者が社労業務取扱会員で

あることを証明するものです。

２）当該経過措置者の社労業務については、単位会による不断の推進活動とともに、全

社連との申合せ・覚書や社会保険庁、旧労働省による通達等によって、継続的に関

係方面の理解を得てきていますが、歳月の経過に伴い、窓口等においては、ともす

れば周知を欠く場面もあります。このような事態に対応すべく、該当会員のうち希

望する者に対して当証明書を発行し、窓口等で確認の必要が生じた場合に使用して

いただくこととしています。

３）経過措置に係る該当会員の社労業務について、当証明書発行の有無、所持・不所持

は、業務上の何ら新たな権利・義務、利益・不利益等を生じさせるものではありま

せんので、誤解なきよう願います。

◇　留 意 事 項 ： １）氏名が旧字・外字の場合、活字化の際に新字体に変更させていただく場合がござい

ますので、あらかじめ御承知おきください。

２）紛失等による証明書の再発行は、別途、「社労業務取扱証明書再発行願い（様式２）」

にて所属単位会経由で申し込んでください。再発行につきましては、実費本人負担

となります。

３）証明書の返却に際しては、所属単位会を通じて日行連宛に、「社労業務取扱証明書

返却届出書（様式３）」に添えて返却願います。

４）なお、不明な点は、所属単位会にお尋ねください。

社労業務取扱証明書の発行について Info 

３ ＜許認可業務部　社労税務・生活衛生部門＞
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「行政書士法の一部を改正する法律（昭和55年法律第29号） 附則第2項」
に規定する「行政書士に係る取扱い」についての主な申合せ・覚書、通知等
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社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行にあたり留意すべき事項について

平成１０年６月１日付、庁保発第２０号、各都道府県民生主管部（局）長宛、社会保険庁運営部長通知　　　平成１０年６月１日付、庁保発第２０号、各都道府県民生主管部（局）長宛、社会保険庁運営部長通知　　　

　社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成１０年法律第４９号。以下「改正法」という。）の施行については、平成１０年６月
１日厚生省発社保第７１号・労働省発労徴第４９号をもって厚生事務次官及び労働事務次官から通達されたところであり、その施行
に当たって留意すべき事項等については別途通知することとしているところであるが、行政書士法の一部を改正する法律（昭和
５５年法律第２９号）附則第２項に規定する行政書士（以下「経過措置に係わる行政書士」という。）に係わる取扱いについては、
下記のとおりである。
　なお、このことについては労働省と協議済みであり、労働大臣官房長から都道府県労働基準局長及び都道府県労働主管部
（局）長あて別途通知されるので、念のため申し添える。

記
１　改正法の施行後においても、経過措置に係わる行政書士に関しては、従来行われてきた申請等の事実行為を行うことを妨
げるものではないこと。

２　改正法による改正後の社会保険労務士法第２条第１項第１号に掲げる事務については、経過措置に係わる行政書士は、引
き続きこれを行うことができるものであること。

社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行に当たり留意すべき事項について

平成１０年６月１日付、労働省発労徴第５０号、各都道府県労働基準局長・各都道府県労働主管部（局）長宛、労働大臣官房長通知　平成１０年６月１日付、労働省発労徴第５０号、各都道府県労働基準局長・各都道府県労働主管部（局）長宛、労働大臣官房長通知　

　社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成１０年法律第４９号。以下「改正法」という。）の施行については、平成１０年６月
１日厚生省発社保第７１号・労働省発労徴第４９号をもって厚生事務次官及び労働事務次官から通達されたところであり、その施行
に当たって留意すべき事項等については別途通知することとしているところであるが、行政書士法の一部を改正する法律（昭和
５５年法律第２９号）附則第２項に規定する行政書士（以下「経過措置に係わる行政書士」という。）に係わる取扱いについては、
下記のとおりである。
　なお、このことについては厚生省と協議済であり、また、社会保険庁運営部長から都道府県民生主管部（局）長あて別途通
知されるので、念のため申し添える。

記
１　改正法の施行後においても、経過措置に係わる行政書士に関しては、従来行われてきた申請等の事実行為を行うことを妨
げるものではないこと。

２　改正法による改正後の社会保険労務士法第２条第１項第１号に掲げる事務については、経過措置に係わる行政書士は、引
き続きこれを行うことができるものであること。
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 Info 

４ ＜広報部＞

ユキマサ通信

～ユキマサくんLINEスタンプの御案内～

投票をお願いします！

QRコードからQRコードから
ユキマサくん投票ページへユキマサくん投票ページへ

投票をお願いします！

ボクの公式サイトにも遊びに来てニャ！
公式サイトURL：https://www.gyosei.or.jp/yukimasa/

SNSページも随時更新しているから、
併せてチェックしてほしいニャ！
Facebook：@yukimasa222
Twitter：@yukimasa_kun

QRコードから
ユキマサくん投票ページへ

広報部では日行連のLINEアカウント（@yukimasa222）にて、行政書士制度に関する情報等
を配信しています。ユキマサくんのLINEクリエイターズスタンプも販売されていますので、皆
さん是非御利用ください（120円/40イラスト）。
以下にスタンプの一部を御紹介いたします。
※LINEスタンプショップで「ユキマサくん」と検索してください。

～ユキマサくんLINEスタンプの御案内～

　8月1日（火）～11月10日（金）までの期間、PC・携帯電話・タ
ブレット等の各端末から、1メールアドレスごとに1日1回投票でき
ます（初回のみメールアドレスとパスワードの設定が必要です）。
　御家族やクライアントの皆様と、
投票期間中は毎日ユキマサくんへの
投票をお願いします。

　本誌7月号・8月号でも御案内してまいりましたとおり、本会公式キャラクターのユキマサくんが
「ゆるキャラグランプリ2017」にエントリーし、8月1日（火）から投票が開始しています。
　広報部では本年度も「ユキマサくん」を通じて、更なる行政書士制度の普及・発展のため、
広く国民の皆様に対し「頼れる街の法律家」であり、「行政手続のスペシャリスト」であるこ
とを知っていただくため、上位を目指してまいります。
　皆様の御協力が不可欠です。1日1回の投票を是非お願いいたします。

　また、会員サイト連conには、ダウンロード可能なユキマサくんの可愛いイラストをたくさ
ん御用意しています。是非、御利用ください。（立体化して御利用の場合は、事前の申請が必
要ですので御注意ください。詳細は規則及び利用ガイドを御確認ください。）
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　中央研修所では、本会許認可業務部運輸交通部門の協力を得て、中央研修所サイトに、運送事業経営許可

申請のための基本的な知識から、許可後の事業者支援のための手法を解説した、「貨物自動車運送事業基礎研

修」のVOD研修を登載し、幅広く御覧いただけるよう無料で配信しています。

　概要を御紹介いたしますので御参照いただき、是非この機会に御覧ください。

※講師名の肩書きは収録時点のものです。

貨物自動車運送事業基礎研修

講師：埼玉県行政書士会　運輸交通部長　小川　晃

　本研修は、貨物自動車運送事業に関する業務についての基礎研修です。

　平成２年に施行された物流二法により規制緩和措置が段階的に実施され、新規参入が進んできた貨物

自動車運送事業ですが、度重なる重大事故の発生や違反行為の発覚が社会問題となり、ここ数年は、一

転して規制強化のための対策が進んでいます。これにより、新規参入は敷居が上がり、また、悪質な事

業者の退場により事業者数も減少傾向に転じています。

　安全管理や労務管理、法務管理のための高いスキルを求められることとなり、これまで以上に総合的

な最適化支援を必要としている事業者は少なくないと推察されます。

　本研修では、基本となる法令知識や業務の受託方法、申請書類等の作成のための解説にとどまらず、

事業者に対する日常業務支援まで、法定業務からコンサルティング業務までを一連の業務と捕らえ、体

系的に解説しています。

「第１編」

　貨物自動車運送事業に関わる業務を行うに当たり、知っておきたい基本法令等に関する知識と新規許

可申請における手続の流れ、業務受託までに準備しておくべき事項について解説しています。

「第２編」

　具体的な申請書の作成方法のほか、事業者が運輸開始までに準備すべき事項と運輸開始後に生じる事

業計画変更等に関する手続や、その支援手法について解説しています。

「第３編」

　定期的な報告事項に関する業務について、また、事業者の法令遵守のために知っておくべき事項とそ

の支援手法について解説しています。

VOD研修「貨物自動車運送事業基礎
研修」の御案内

＜中央研修所＞＜許認可業務部＞

 Info 

５
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　昨年度、新たに設置した行政書士制度調査委員会では、委員会内に条解行政書士法作業部会を立ち上げ、
４名の執筆者を中心に平成２８年８月から執筆作業に取り組みました。
　作業部会では、膨大な数の関連文献を考察・検証するとともに、高度かつ慎重な議論・検討を行うなど、限られた
製作期間の中で、関係者一同が一丸となって取り組み、その結果、平成２９年６月に
「条解 行政書士法 －第一分冊（業務編）－」として完成するに至りました。
　㈲全行団にて、行政書士向け書籍として販売されていますので、購入を希望さ
れる方は、お問合せ願います。オンラインでも購入が可能ですので、是非以下の
ホームページを御覧ください。

＜全行団ショップ＞
　TEL：０３-６４５０-１６２２
　https://www.zengyodan.co.jp/shop/goods/７３３
　会員特価　３,２４０円（送料別）

「条解 行政書士法 　　第一分冊（業務編）　　」を
発行しました

＜行政書士制度調査委員会＞

 Info 

６

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

北海道と「災害時における相談業務の応援に
関する協定」を締結しました

　平成２９年６月２日に、北海道庁において、北海道と士業７団体（北海道弁護士会連合会・北海道ブロック
司法書士協議会・北海道不動産鑑定士協会・日本公認会計士協会北海道会・日本土地家屋調査士会連合会北
海道ブロック協議会・北海道税理士会・北海道行政書士会）が「災害時における相談業務の応援に関する協
定」を締結しました。
　昨年夏、北海道では相次ぐ台風の接近、上陸により、全道各地で記録的な豪雨となり、かつてない甚大な
被害が発生し、被害に遭われた方が抱える多様な不安や悩みに寄り添っていくことの重要性が認識されまし
た。今回の協定締結は、この時の経験を教訓として、士業団体からの働き掛けにより実現しました。
　今後、大規模災害時等には、北海道から要請を受けた士業
７団体は連帯して相談業務従事者を派遣し、それぞれの専門
性をいかして幅広い分野の相談に一元的に対応することにな
ります。また、平時には定期的に連絡会を開催し、北海道が
実施する防災訓練に積極的に参加することとしています。
　北海道会は、この度の協定締結を契機として、これまでに
も増して北海道民に寄り添った支援ができるよう、北海道そ
して協定締結した他の６団体と密に連携を図りながら、支援
体制の整備に努めていきたいと考えています。

― 第一分冊（業務編） ―

日本行政書士会連合会

行政書士法
条 解

北海道
行政書士会
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　届出済証明書の　更新　を希望される方へ

「行政書士申請取次実務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会

開催地：福岡

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

趣趣　　旨旨

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

対対　　象象

平成29年10月20日（金）13時～17時（受付開始12時30分）
※13時の開講までに必ず御来場ください。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

ホテルセントラーザ博多
（福岡市博多区博多駅中央街4-23）

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

15,000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9月21日（木）9時～9月29日（金）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

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

効果測効果測定定

○〈本「実務研修会」は更新向けの研修です〉新規向けの「事務研修会」とは異なりますのでお申込みには十分御注意ください。
○〈持参品〉受講票及び届出済証明書とともに筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）を必ず御持参ください。
○〈修了証書〉再受講の場合を除き、効果測定の結果に関わらず修了証書を交付します。各自、受講後に取次者証の更新手続
を行ってください。なお、修了証書の氏名については、行政書士証票に記載されている氏名で発行いたします。
〇〈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〉申請取次関係研修に関する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 】

【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

留意事項
お申込先　FAX【03−6459−0190】

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票
H29.10.20（金）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：ホテルセントラーザ博多）

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

平成　　　　年　　　　月　　　　日届出済証明書有効期限

〒
事務所住所
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登録委員会
【登録審査】
　１　審査件数（９６件）
　２　その他

４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（火（火））

申請取次実務研修会（札幌）
　受講者（７８名）１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日

（金（金））

登録委員会
【登録審査】
　１　審査件数（１０３件）
　２　その他

正副会長会（～１９日）
【協議事項】
１　理事会の議案等について
２　常任理事会の進め方について
３　理事会懇親会の役割分担について
４　総務省　制度検討サブワーキング
　　グループ構成員の推薦について
５　「新輸出大国コンソーシアム」
　　セミナー講師派遣について
６　グループウェアの運用について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（火（火））

理事会（～２０日）
【議案審議】
第１号議案：専務理事及び常任理事の選

任について
第２号議案：中央研修所所長及び副所長

の選任について
第３号議案：顧問の選任について
第４号議案：相談役の選任について
第５号議案：各部・委員会等及び中央研修

所の構成員の選任について
第６号議案：平成２９年度各部・委員会等

及び中央研修所事業の具体
的な推進（案）について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（水（水））

常任理事会
【合議事項】
１　平成２９年度各部・委員会等及び中央
研修所事業の具体的な推進（案）に
ついて

２　平成３０年度以降の会長会開催地に係
る募集について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（木（木））

自治体からのお知らせ
事前登録型本人通知制度の実施について

　福岡県太宰府市から、事前登録型本人通知制度の実施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太宰府市のホームページを御確認ください。
　http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/topics/9699.html
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御協力のお願い
～日本行政を正確・迅速にお届けするために～
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　日本行政の発送は、行政書士名簿にある会
員の事務所所在地と当該会員の氏名を表記し
てお届けしています。

◦お届け先に事務所名の表示しかなく、会員
氏名が表示されていないため返送されてく
る事例が多々あります。事務所の入口に会
員氏名を明確に表示されるか、最寄りの郵
便局に事務所内の御本人宛に送付してもら
えるよう届け出を行ってください。
◦事務所所在地に変更があった場合は、速や
かに所属単位会にお届け願います。また、
最寄りの郵便局への転送依頼届けもお忘れ
なく。

　広報部では日本行政が返送されてきた場合、
所属単位会に宛名の調査の依頼を行うととも
に、それが確認されるまで以降の発送を停止
いたします。

◦発送停止の解除は、所属単位会に依頼した
宛名調査の結果に加え、事務所所在地の変
更があった場合には、所属単位会を通じ日
行連登録委員会に提出される当該会員の変
更登録申請の処理手続の結果により行いま
す。

　事務所所在地に変更がないのに日本行政が
届かなくなった場合は、お早めに日行連事務
局までお問合せください。

◦発送停止期間中のバックナンバーを希望さ
れる場合、在庫管理上、直近発行号を含み最
長６か月までとさせていただきますので、
あらかじめ御了承願います。

　日本行政の正確・迅速な
お届けのため、皆様の御理
解・御協力をよろしくお願
いいたします。

　９月とはいえ、まだまだ猛暑が続きま
すが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
　私は、今期広報部長を務めることとなりました熊本会
の井口由美子でございます。前期は次長だったのですが、
部長と次長の仕事量がこんなにも違うものかと、改めて
長の責任の重さを痛感しています。ともあれ、より良い
会報誌の発行と行政書士制度のPR強化に努めてまいり
ますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
　さて、皆様既に御承知のとおり、日行連の公式キャラ
クターのユキマサくんが今年も「ゆるキャラグランプリ
２０１７」にエントリーしています。昨年は約１,４００エント
リー中３０位、企業・その他部門で１１位と大健闘いたしま
した。今年も行政書士制度の周知の為に、暑さに負けず
ユキマサくんは頑張っています。やはり、出るからには
上位を目指したいと思います。皆様１日１回の投票でユ
キマサくんを応援してください！どうかよろしくお願い
いたします。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（井口）

◆登録者数（平成２９年７月末日現在）
４６,８６５名合 計　 　
6,３４２名女40,523名男内 訳　 　
5,964名女39,233名男・個人事務所開業
175名女889名男・行政書士法人社員
203名女401名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成２９年７月中の処理件数）
２１４名新規登録　合　計
38名女176名男　　　　　内　訳
８９名登録抹消　合　計
5名女84名男　　　　　内　訳

65名　　　　　・廃　業
23名　　　　　・死　亡
1名　　　　　・その他

◆法人会員（平成２９年７月末日現在）
６７５法 人 事 務 所 数
422・主たる事務所数（行政書士法人数）
253・従たる事務所数


