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東日本大震災及び熊本地震により、亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された皆様には心からお見舞い
申し上げます。　一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
東日本大震災の被災に係る各種行政手続、今後の暮らしや事業の悩みなど、電話による無料相談を実施しています。
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平平成成33 00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

遠田 和遠田　和夫夫

新春特別メッセージ 平成30年会長年頭所感

　平成３０年の新春を迎え、謹んで御挨拶を申し上げます。
　日頃から、全国の行政書士会及び会員の皆様には、日行連の事業運営に対し、御理解と
御協力を賜るとともに、行政書士制度の発展に御尽力をいただき、心から御礼を申し上げ
ます。

　さて、昨年６月の定時総会において日行連の会長に再任されてから、早いもので半年が
経過しました。私が会長に就任して以来、本誌を通じて私の理念や思いを発信していると
ころ、日行連の方針などについて理解が深まったとの声も頂きますが、必ずしも肯定的な
御意見ばかりを頂いているわけではありません。しかしながら、どのような御意見であれ、
会員一人一人が制度について考える良い機会を提供できているものと認識し、有り難く真
摯に受け止め、会務執行のモチベーションにするとともに、制度の維持発展に向けた諸政
策や直面している諸問題の解決策の糸口として有効活用させていただきたいと考えていま
す。今後とも会員の皆様と共に、より良い制度の未来像を作り上げられるよう日々精進し
てまいります。

　今期、重要な施策として、「法定相続情報証明制度」「所有者不明土地問題」「空き家対
策」などの国の重点的政策への対応を掲げており、外部の研究会や協議会において意見を
申し述べ、行政書士の活用の推進を図っています。また、特定行政書士制度の発展と活用
に向けた取組についても検討を進めています。当制度については、３年目の研修考査を終
え修了者は３,５００名を超えたところです。引き続き、国民の皆様や自治体への制度の周知に
加え、利用者や会員にとって当制度が魅力あるものとなるよう、特定行政書士の価値の創
出に取り組みたいと考えています。具体的には、今後、行政手続を研究テーマとした学会
の設立や、各種法令や条例、不服申立事例を集積したデータベースを備えた相談センター
「行テラス」の設置について構想を進め、研究発表やデータベースの提供を通じて、社会
全体に特定行政書士の存在や利用価値をアピールし、認知度及び地位の向上を図ることが
できればと考えています。

　上記構想や行政書士制度調査室の実現等に向けて、引き続き組織改革も進めてまいりま
す。これまで行政書士特有の業域の広さ故に、日行連の事業も拡大の一途をたどってまい
りましたが、行政書士という資格の特徴を明確にし、国民の意識の中での存在をより鮮明
にするためにも、改めて「選択と集中」の観点から、委員会等部署の統廃合も視野に組織
を再編成し、迅速かつ柔軟な事業執行を可能とする体制を目指してまいります。

　各方面からの行政書士制度に対する期待に応え、更なる可能性を広げていくには、会員
の皆様のお力添えが不可欠です。引き続き会長として全国会員の先頭に立ち、会員の皆様
の声に耳を傾けながら間断なく邁進することをお誓い申し上げます。最後になりましたが、
この新しい年が全国行政書士会及び会員の皆様にとって大きな発展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。
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　平成３０年の新春を迎え、お慶びを申し上げます。

　現在、全国で４万７,０００名を超える行政書士の先生方が各地域で職務に精励され、「あな
たの街の法律家」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皆様方、各行政書士会、
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。

　さて、行政書士法が昭和２６年に制定されて以来、６５年余りが経過しました。この間、平
成１５年の行政書士法人制度の創設、平成２０年の聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る
行為の代理の法定化、直近では、平成２６年の不服申立て手続を代理できる特定行政書士制
度の創設等、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。

　また、特定行政書士については、これまでに多くの方々が日本行政書士会連合会の実施
する研修を受講され、現在では、約３,６００名の方々が特定行政書士として活躍中とお聞きし
ています。行政手続の分野における専門家として、研修等で培った知見を遺憾なく発揮し、
国民の皆様の期待に応えていただきますようお願い申し上げます。

　さらに、東日本大震災や熊本地震、九州北部豪雨等の大規模な災害時には、被災地の各
行政書士会を中心として、被災自治体からの要請等にいち早く応え、罹災証明書の発行や
生活相談会の開催等、被災者の生活再建を支援していただきました。日本行政書士会連合
会、各行政書士会及び行政書士の皆様方の御尽力に心から感謝を申し上げるとともに、引
き続き御支援を賜りますようお願い申し上げます。

　成熟期に入った我が国では、今後、人口減少がさらに進むことが見込まれており、性別
や世代を超えて、全ての人々が支え合う持続可能な社会を構築することが重要な課題です。
加えて、「所有者不明土地」や「空き家」等の新たに発生した社会問題に対しても、行政
は的確な対応を求められており、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
益々大きくなるものと思われます。引き続き、皆様方には、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ながら、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。

　総務省といたしましても、皆様方にさらに御活躍いただけるよう、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行政書士会の益々の御発展と、行政書士の皆様方
の御活躍をお祈り申し上げます。

平成　平成33 00年年
総務大臣年頭所　総務大臣年頭所感感

総務大臣総務大臣　　　　　　

野田 聖子　野田　聖子　

新春特別メッセージ 平成30年総務大臣年頭所感
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自動車の封印制 自動車の封印制度度 

　道路運送車両法では自動車の登録制度を定め、そ

れぞれの自動車を登録することによって当該自動車

の所有権を公証している。さらに登録された自動車

には登録番号を指定し、その登録番号を記載したナ

ンバープレートを取り付けることとしている。ナン

バープレートをみだりに取り外したり、付け替えた

りすることを防止するために設けられたのが封印制

度である。

　ナンバープレートの封印は、本来国が行うもので

あるが、道路運送車両法の定めるところにより、要

件を備える者に委託することができるとされており、

受託者の事業形態によって、番号標交付代行者を対

象とした「甲種」、新車ディーラーを対象とした「乙

種」、中古車の販売店組合を対象とした「丙種」の

３種別に分類されていた。

丁種封印委託の新設 丁種封印委託の新設 

　今般の封印制度の改正により、行政書士会を対象

とした丁種封印委託が新設された。行政書士による

封印はこれまで、甲種受託者の再委託を受けて「出

張封印」という名称で封印業務を実施してきたが、

「丁種」の新設によって、国から直接委託を受けて

封印取付けを行うことができるようになった。

　「丁種」は各都道府県の行政書士会が、国に対して

委託申請を行うことによって受託できる。封印取付

けの実務は、委託を受けた各都道府県の行政書士会

から再委託を受けた会員（以下「丁種会員」という。）

が丁種受託者の名において行うこととなる。

従来の行政書士の出張封印 従来の行政書士の出張封印 

　従来の行政書士による「出張封印」は平成１３年に

創設され、郵送等により個人ユーザーから依頼を受

けた登録申請手続に基づき行われた、個人ユーザー

の変更登録及び個人ユーザー間の移転登録（業とし

て自動車の売買に係るものを除く。）であって、管轄

変更を伴うものにより変更されるナンバープレート

の封印取付けに限定されていた。

　その後、数回の改正を経て最終的には、行政書士

が依頼を受けた登録申請手続に基づき行われた変更

登録及び移転登録（業として自動車の売買に係るも

のを除く。）であって、管轄変更または用途変更を伴

うものにより変更されるナンバープレートの封印取

付けへと変化し、さらに平成２０年には自動車登録の

ワンストップサービス（以下「OSS」という。）の利

用促進のため、OSSにより登録した新車新規登録に

係る封印取付けが加わった。平成21年には管轄変

更・用途変更に加え、自家用とレンタカー相互の変

更も可能となった。

　このように少しずつ範囲は拡大されたものの、甲

種受託者の再委託ということで、甲種受託者の管理

監督の元、登録書類の確認や車台番号の拓本等の提

出を求められている。

自動車封印取付けは、どう変わったのか自動車封印取付けは、どう変わったのか？？

＜許認可業務部　運輸交通部門＞

● スペシャルリポート　許認可業務部　運輸交通部門

　平成２９年４月１日から、自動車封印取付けの委託制度が大きく変わった。

　これは、既に交付が開始されている「ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバー」（同年４月３日）及び

「東京オリンピック・パラリンピック特別仕様ナンバー」（同年１０月１０日）、また、将来交付が予定されてい

る「地域図柄ナンバー」の普及に対応するためである。
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丁種封印制度と問題点 丁種封印制度と問題点 

　丁種封印委託では、従来の変更登録と移転登録に
加えて、新車及び中古車の新規登録が加わった。
（乙種及び丙種の構成員の販売する自動車を除く。）
さらに道路運送車両法第１１条第２項の再交付及び交
換による封印、第４項の封印き損・滅失の場合の再
封印、第６項の整備により取り外したときの再封印、
自動車登録令第４３条による番号変更による封印を行
うことができるようになった。（甲種受託者の再委
託制度も残っており、再委託範囲は丁種と同じであ
る。）新たに、乙種受託者の再委託、丙種受託者の
構成員からの再々委託も行えるようになった。
　こうしてみると一見、全てのシチュエーションに
おいて行政書士による封印取付けが可能になったよ
うに見えるが、実務面において封印取付けは行政書
士本人、使用人行政書士及び補助者（法人会員にお
いては社員を含む）に限られており、丁種会員同士
の再々委託は現状認められていない。
　新車の新規登録に完成検査証が含まれていないこ
ともあり、今後制度の改正を要望していく必要があ
ると思われる。 

今後の展望 今後の展望 

　封印取付けは行政書士の本来業務ではないものの、
自動車登録を行う者にとっては付帯サービスとして、
強力な武器になりうる。
　例えば、丙種受託者は組合員に対するサービス事
業として、封印制度を十分に活用しており、その実
績を伸ばしている。
　丁種と丙種はその点において競合する可能性があ
るが、安易に価格競争に巻き込まれることなく、行
政書士の本分である「知的財産を提供すること」に
よって対価として報酬を得ることに立ち返らなけれ
ばならない。
　実際には運送事業の事業用自動車の配置換えに伴
う番号変更や、修理中のため運輸支局等に車両を持
ち込むことができない車両の移転登録など、丁種で
なければ対応できないケースも数多くあり、今後の
需要が十分に見込めるものである。
　丁種封印と、全国展開が予定されているOSSを合
わせて、自動車登録業務における行政書士の職域を
確固たるものにしていく必要があると思われる。

● スペシャルリポート　許認可業務部　運輸交通部門

〔参考〕国土交通省作成資料
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理事会の開催報告
平成２９年１１月１５日（水）、１６日（木）
虎ノ門タワーズオフィス８階「ROOM７」
山田　美之　総務部長
遠田　和夫　会長
向井　隆郎（石川会）

両理事
濵田　哲郎（宮崎会）
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

　本理事会では、議決案件は予定されていなかったため議案審議は行わず、協議事項及び報告事項を中心に議
事が進められた。その他、理事会終了後には省庁関係者を招へいし、最新の業務情報等に関する講演が行われた。

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

出 席 者出 席 者 数数
オブザーバオブザーバーー

【 協 議 事 項【 協 議 事 項 】】
1　日本行政書士会連合会行政書士証票に関する規
則の一部改正について

２　行政書士会館の持分に係る東京会からの申入れ
について

【 報 告 事 項【 報 告 事 項 】】
1　弁護士との法律顧問契約について
２　特定資産の運用について
３　タワーズオフィス賃料改定について
4　日行連ウェブサイト「ご意見」ページの閉鎖に
ついて

5　丁種封印の進捗状況について
6　空き家問題に関する対応経過について
7　所有者不明土地問題に関する対応経過について
8　法定相続情報証明制度に関する対応経過について
9　平成29年度特定行政書士法定研修について
引　第７回コスモス定時社員総会の結果報告について
飲　各部等の事業進捗について※
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◆特別講演
1　「住宅宿泊事業法の概要について」

　　観光庁観光産業課
２　「中山間地域等直接支払制度について」

　　農林水産省地域振興課中山間地域室

＜総務部＞
・事務局長連絡会の開催、行政書士マニュアルの改訂、
FATFに係る対応等
＜広報部＞
・月刊日本行政誌面の充実、ゆるキャラグランプリに
係る対応等
＜許認可業務部＞
・OSS担当者会議に係る対応等
・建設業関連書籍の改訂、建設業法改正に係る対応等
・中山間地域等直接支払制度等に係る農水省との意見
交換等
・民泊新法に係る関係省庁との意見交換、VODコンテ
ンツ作成等
＜法務業務部＞
・民法改正、所有者不明土地、空き家問題、法定相続
情報証明制度、成年後見制度に係る対応等
＜国際・企業経営業務部＞
・在留資格取得オンライン化、渉外相続業務の調査研
究等
・著作権教育シンポジウムの開催に係る対応等
・中小企業支援業務パンフレットの改訂等
＜申請取次行政書士管理委員会＞
・研修の実施、審査基準及び準則に係る調整等
＜行政書士制度あり方検討委員会＞
・組織の見直し、災害支援に関する基準の検討等
＜裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部＞
・認証取得済・申請準備中単位会による意見交換会、
セミナー開催に係る対応等
＜行政書士制度調査委員会＞
・制度調査室設置に係る検討、戸籍法の調査研究等

※各部委員会からの報告事項
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全国事務局長連絡会の開催報全国事務局長連絡会の開催報告告
　平成２９年１０月１２日（木）・１３日（金）、虎ノ門タワーズオフィス８階「ROOM７」において、全国事務局長

連絡会が開催された。同連絡会は、日行連事務局と各単位会事務局の事務処理上における諸問題について、

意見交換等を通じて相互理解の深化を図り、事務処理の適正化及び業務の円滑化を推進し、日行連及び単位

会の発展に寄与することを目的としたもので、平成２４年１０月以来５年ぶりの開催となった。

　各単位会からは、事務局長を中心に１日目は４８名、２日目は５３名が出席。１日目には、各単位会事務局に

おける事務マニュアルの整備状況や、文書のデータ化の取組に関する実態報告とグループディスカッション

が行われた。そして２日目には、登録事務をテーマとして各単位会から事前に提出された登録事務に関する

意見・要望への回答及び質疑応答等が行われた。今後、更なる事務処理の効率化に役立てられることを期待

し、連絡会は盛会のうちに終了した。

【第１日目（１３：３０～１７：００）】

１．開会のことば：荒岡副会長

２．会長あいさつ：遠田会長

３．出席者自己紹介

４．配付資料・日程の説明

５．連絡会

　1　事務マニュアルについて

　静岡会・愛知会・岡山会・大分会から事例が発表された。事務引継書・事務マニュアルを作成し円

滑な業務引継ぎが行われている、担当者２名と事務局長の３名で引継ぎをしているなど、それぞれの

単位会の取組や現状の課題が報告された。

　２　文書のデータ化について

　宮城会・三重会・大阪会から事例が発表された。保存文書のデータ化への対応状況や、会員への発

信文書を郵送からホームページへの掲載又はメール配信へ移行しているなど、それぞれの単位会の現

在の取組について報告がなされた。

　３　グループディスカッション

　５つのグループに分かれ、「会員への通知・連絡等について」「職員間のコミュニケーションについ

て」をテーマとして、意見交換・情報交換が行われた。

６．集合写真撮影

【第２日目（９：３０～１２：００）】

７．登録事務に関する意見・要望について

　1　単位会からの意見・要望に対する回答について

　事前アンケートに基づく単位会事務局からの登録事務手続等に関する意見・要望に対し、回答がな

された。

　２　質疑応答・意見交換・情報交換

　1での回答に対する質疑応答と併せ、活発な意見交換・情報交換が行われた。最後に、山田総務部

長から本連絡会の総括があり、藤井総務部次長の閉会のことばをもって全日程を終了した。



2018.1　No.542 7

C
LO
SE UP

T
O
P
IC
S

　１０月３０日（月）、日行連と中部地方協議会各単位会との

連絡会が開催されました。

　日行連からは遠田会長と福田専務理事、中部地協から

は、６単位会の会長・副会長を含む総勢６３名が出席しま

した。午後２時に、同地協副会長の坪川福井会会長によ

る開会の言葉に始まり、同地協会長の若林三重会会長、

本会の遠田会長による挨拶の後、安田三重会副会長が座

長に選出されて連絡会の議事が開始されました。

　はじめに、遠田会長から日行連の当面の諸問題と事業についての説明が行われ、続いて、各単位会からあ

らかじめ提出されていた要望・質疑事項等に対して回答を行いました。広報活動強化の必要性や会員管理の

方法等について、各単位会に共通する議題を中心に、具体的な活動事例を交えた活発な議論、情報交換が展

開されました。

　午後５時、同地協理事の大塚富山会会長の閉会の言葉をもって、連絡会は盛況のうちに終了しました。

日行連と中部地方協議会との連絡会を開日行連と中部地方協議会との連絡会を開催催
開 催開 催 日日　平成２９年１０月３０日（月）

場場　　所所　三重県津市「ホテルグリーンパーク津」

出 席出 席 者者　遠田会長、福田専務理事

三重会　副会長　米田　智彦

　中部地方協議会は、愛知、岐阜、福井、石川、富山、三重の６単位会から構成されており、本年度か

ら三重会が担当県となりました。本会は、このような大きな行事は未経験者が多く、円滑に遂行できる

か不安の中での準備、設営でした。当日は心配していた台風も過ぎ去って好天となり、無事開催するこ

とができました。

　本連絡会の中で遠田会長は、国民がより活用しやすい行政書士制度の確立に向けて、法改正の推進や

関係機関との連携強化等の重点施策について熱く語り、各単位会からは様々な問題、現状の取組と将来

の展望が交錯する意見がみられたことが印象的でした。また、会議の後の懇親会においては、本会の会

員も多くの皆様と交流を深めさせていただき、大変勉強になりました。

　今回、行政書士制度を取り巻く問題が山積していることを実感すると同時に、未来の行政書士制度が

どうあるべきか、時代の流れに逆らうことなく国民と伴走していくにはどうしたら良いのか、示唆に富

んだ大変有意義な連絡会となりました。遠田会長を始め、御出席いただきました皆様、誠にありがとう

ございました。

日行連と中部地方協議会との連絡会に参加して 参加者の参加者の声声
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　１１月１日（水）・２日（木）、日行連と関東地方協議会
との連絡会が開催され、日行連からは遠田会長と縮副会
長、関東地協の１１単位会からは各会長を始めとする役員
等総勢１００余名が出席しました。
　１日目の開会式は同地協会長の相羽新潟会会長の歓迎
の挨拶から始まり、同地協の１１単位会及び福島会との間
で災害時の相互応援協力に関する協定の締結式が行われました。続いて、山村武彦防災システム研究所所長
による講演が行われ、同地協における災害対策に対する意識の高まりを伺うことができました。
　午後４時頃からは日行連と同地協との連絡会を始め、国際分野や運輸分野等の分科会が開催されました。
本連絡会では、遠田会長から日行連の現状の課題と事業内容に関する説明、縮副会長からは各単位会から事
前提出された質問・要望に対する回答がなされました。その後、様々な政策課題等への対応状況や課題点に
ついて、限られた時間の中での会議であったため、全ての議題に深く切り込んで協議するには至りませんで
したが、活発な意見交換が行われました。
　２日目は、前日に開催された連絡会及び各分科会の協議結果を報告した後、志賀康則新潟県暴力追放運動
推進センター専務理事による講演、暴力団追放運動に関する啓発研修等が開催され、連絡会の全日程が終了
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　平成２９年１１月１日（水）・２日（木）

場場　　所所　新潟県新潟市
　　　　　「ホテル日航新潟（朱鷺メッセ）」

出 席出 席 者者　遠田会長、縮副会長

群馬会　会長　秋山　賢治

　本連絡会に参加した所感として、特定行政書士法定研修が喫緊の問題として一番印象深く感じられま
した。
　特定行政書士制度の周知及び活用促進について、総務省を始めとする関係各所に提言するためには、
特定行政書士としての知識や見識が求められます。行政手続法・行政不服審査法・民事訴訟法の要件事
実等を改めて学ぶことは、実務にも役立つものであり、研修修了者対象のブラッシュアップ研修も非常
に有意義な研修内容であることからも日行連役員の皆様方には、本研修の受講を検討いただくとともに、
中央研修所においては、平成30年度特定行政書士法定研修の実施要項について、早急な提示及び周知の
検討をお願いしたいと思います。
　最後に本連絡会を設営いただいた相羽会長を始め、新潟会の皆様の御尽力に心から感謝申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新潟会　総務経理部長　長谷川　虹兒

　高まる期待の中、18年ぶりの新潟での連絡会、是が非でも成功させたい。そんな相羽会長の「実のあ
る研修」、そして参加者への「おもてなし」の思いを胸に、一スタッフとしての参加でした。
　昨年、静岡会での開催からの引継事項となっていた「災害時応援協定締結式」は、地元テレビや新聞
でその様子をこと細かに大きく報じられました。地震等の天災が多い日本にあって、地域住民に対する
安心・安全の気運を醸成する本協定は、危機に備える心構えを前進させるものと考えます。
　最後に、日行連を始め、関地協の皆様方、本連絡会に携わった皆様の御指導、御協力に感謝する次第です。

日行連と関東地方協議会との連絡会に参加して 参加者の参加者の声声
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　冬の足音が近づく中、日行連と東北地方協議会との連

絡会が１１月２１日（火）に開催されました。当日の青森市

内には雪こそ積もっていましたが、天候は快晴に恵まれ、

澄みわたった空気に包まれていました。

　日行連からは遠田会長と山田副会長、東北地協からは、

６単位会の会長・副会長等を含む総勢２７名が出席。午後

２時に相場秋田会会長の開会の言葉に始まり、同地協会

長の日當青森会会長、遠田会長による挨拶の後、連絡会が開始されました。

　冒頭、遠田会長から日行連の当面の諸問題と事業についての説明が行われるとともに、直近に三重県桑名

市で開催された「ゆるキャラグランプリ２０１７」におけるユキマサくんの最終順位などの結果が報告されまし

た。続いて、各単位会からの要望・質疑事項等に対して、山田副会長が回答・説明を行いました。特に、所

有者不明土地問題については関心が高く、日行連としての対応経過や行政書士の活用方について様々な角度

から意見交換が行われました。

　そして午後５時、佐々木宮城会会長の閉会の言葉をもって、連絡会は盛況のうちに終了しました。

日行連と東北地方協議会との連絡会を開日行連と東北地方協議会との連絡会を開催催
開 催開 催 日日　平成２９年１１月２１日（火）

場場　　所所　青森県青森市「青森国際ホテル」

出 席出 席 者者　遠田会長、山田副会長

青森会　副会長　平山　洋志

　当日の青森市は、２日前から降り続いた雪のため、この時期としては珍しい３０唖を超える積雪となり

ました。県外からいらした参加者の皆様は、ほとんどが驚きの御様子で、急遽冬用ブーツをお求めに

なった方もいたとのことです。

　連絡会において、遠田会長は現在の行政書士を取り巻く問題点とこれからの行政書士のあるべき姿に

ついて熱く語られました。各単位会からの質問・要望に対しては、山田副会長から実に丁寧に、事細か

に説明していただきました。会議後に開かれた懇親会においても話題は尽きることがなく、 御参加の

皆様の熱意がひしひしと感じられる大変有意義な場でありました。

　行政書士の将来像はどのようにあるべきか、皆で考えていかなければと心に期する連絡会となりまし

た。遠田会長始め、お忙しい中御参加くださった皆様に感謝申し上げ、御報告とさせていただきます。

日行連と東北地方協議会との連絡会に参加して 参加者の参加者の声声
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ユキマサ通信
＜広報部＞

　本会公式キャラクターのユキマサくんが１１月１８日（土）・１９日（日）に行われた「ゆるキャラグランプリ
２０１７ in 三重桑名・ナガシマリゾート」の決戦投票に参戦しました！その様子を御報告いたします。

お天気はあいにくの雨…。
だけどボクにはレインコートがあるから
大丈夫♪
これを着てお客さんをお出迎えするニャ！

前日入りして、明日からの決戦投票に向けた
準備を開始したニャ！
ボクのブースはこんな感じ。
コスモスピンクをベースにした可愛らしい
ブースに仕上がったニャ☆

18日

投票してくれたみんなには
ボクの特製パスケースか
マスコットをプレゼント♪
かわいいと評判だったニャ♥

おまけ

17日

19日
2 日目の今日は法被にお着替え。
背中には大きなコスモスマーク！
これでみんなに行政書士について
知ってもらえるニャ☆

皆さんたくさんの応援
ありがとう

ございニャした☆

これからも行政書士
制度の宣伝部長として

頑張るニャ !!

お友達もたくさんできたニャん♪知っている子はいるかな??

ブースでは、行政書士活用ガイドやクリア
ファイルを配布してみんなに行政書士制度
をPRしたニャ～。それから、ボクのグッズ
が当たるハズレなしのくじ引きイベントも
とても盛り上がったニャ♪

 Info 
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日行連における監察活動について Info 

２ ＜法規監察部＞

　皆様御承知のように、個別的な監察活動については、基本的に各単位会にお願いをしていますが、監察対

象となる法人等の事業所が複数県に跨るなどして対応が難しい際には、各単位会からの報告に基づき、日行

連から申入れ等の対応を行う場合がございます（「監察読本」１０ページ参照）。

　この点に関する直近の対応として、昨年度に引き続き本年度も、単位会からの報告に基づき、精査の上、

日行連において以下のとおり該当法人に申入れを行い、行政書士法違反の疑義があるホームページの問題表

記を改めていただいた事案が生じましたので、お知らせいたします。

  
561  
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　当該各会社が運営するホームページ上で「道路使用許可な
どの各種手続業務」、「道路使用許可などの各種許可申請のサ
ポート」を行う旨の記載があり、対応を求めました。

　当該会社が運営するホームページ上で「道路使用許可申請」
を代行する旨の記載があり、対応を求めました。

　なお、申入れの後、いずれもホームページ上の問題表記は削除されていることを確認しましたが、業務実

態の適正化が図られたことについて日行連において把握することは困難であるため、引き続きの監察活動を

関係単位会に依頼いたしました。
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平成２９年度特定行政書士ブラッシュアップ研修
御案内　～本研修は、特定行政書士向けの研修です～

 Info 

３ ＜中央研修所＞

　中央研修所では昨年度に続き「特定行政書士ブラッシュアップ研修」を開催いたします。
　本研修は、平成２７・２８・２９年度に法定研修を修了した特定行政書士を対象としています。実施要項は、平
成２９年１２月下旬から特定行政書士特設サイト（http://tokuteikensyu.com/）に掲載いたします。なお、今
年度の特定行政書士ブラッシュアップ研修は、VOD講座としての登載予定はありません。是非この機会を
御活用いただき、講師との対面集合研修にて受講効果を高めてください！

第Ⅱ部　開催日程（ 第Ⅰ部 ①は１２月に実施済み）

講義日程　［１日目］１３：００～１７：００（１限・２限）
　　　　　［２日目］１０：００～１２：００（３限）
内　　容　個別許認可分野における不服申立手続のシミュレーション、事例研究、手続書面（申立書等）作

成、円滑に業務を行う上での必要な知識等の修得を目指す！
受 講 料　８,６４０円（税込、１開催受講分）
申込期間　１２月２６日（９：００）～平成３０年１月１１日（１７：００）
申込方法　右ページの申込用紙にて、上記期間内にFAX送信によりお申し込みください。
対 象 者　特定行政書士（平成２７・２８・２９年度特定行政書士法定研修修了者）

講　　師会　　　場地区（定員）日　　　　程

山下　清兵衛　弁護士
TKP東 京 駅 大 手 町
カンファレンスセンター

東京
（１００名）

平成３０年
２月１日（木）～ ２日（金）

②

南淵　　　聡　弁護士
TKPガーデンシティ
PREMIUM博多駅前

福岡
（８０名）

２月１５日（木）～ １６日（金）③

藤代　　浩則　弁護士
T K P 大 阪 本 町
カンファレンスセンター

大阪
（８０名）

３月１日（木）～ ２日（金）④

※会場・講師は、変更になる場合があります。申込多数の場合は抽選となります。

 
詣 警罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫
Satoshi Minamibuchi

PROFILE
・平成１６年
　　弁護士登録
・平成１９年～平成２３年
　　産能短期大学非常勤講師
・平成１９年～平成２５年
総務省年金記録確認東京地方第三者委員
会委員

・平成２２年～平成２６年
　　日本行政書士会連合会行政法特別研修講師
ひとこと
　日本行政書士会連合会特定行政書士ブラッ
シュアップ研修講師を担当して、今回で３年目に
なります。１年目は名古屋、２年目は大阪、今回
は福岡となり、徐 に々西に移動しています。
　ブラッシュアップ研修では、行政不服審査法の
おさらいと共に、具体的な事例を使用して同法の
理解をさらに深めてもらいたいと考えています。
　また、具体的な事例を使用して、実際の不服申
立手続の流れについてもお話ししたいと思います。
　皆様に分かりやすい講義ができればと考え
ています。よろしくお願いいたします。

南淵　　聡 弁護士 
詣 警罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫
Seibee Yamashita

PROFILE
・平成２１年～平成２６年
　　大宮法科大学院専任教授
　　（公法・租税法担当）
・平成２２年～平成２５年
　　國學院大學法科大学院客員教授
　　（公法担当）
・平成２６年～
　　桐蔭横浜法科大学院客員教授
　　（租税法担当）
・平成２８年
　　日弁連行政訴訟センター委員長

ひとこと
　士業のネットワークとして、実務公法学会、
租税訴訟学会、行政訴訟学会を提唱し、行政事
件弁護の研究を行う実務学会の運営に関与し
ています。特定行政書士の活動は、研修だけ
では不十分ですから、特定行政書士制度を発
展させるため、「行テラス」（行政事件相談）活
動や「行政手続学会」（弁護士・行政書士・研
究者の協働）の設置を更に提唱しています。

山下　清兵衛 弁護士  
詣 警罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫
Hironori Fujishiro

PROFILE
・平成９年４月
　　弁護士登録
・平成２１年～
　　日本行政書士会連合会中央研修所講師
・平成１７年４月～２６年３月
　　専修大学法科大学院客員教授
　　（行政法等担当）
・平成２６年４月
専修大学法科大学院教授（行政法等担当）
就任

ひとこと
　ブラッシュアップ研修においては、行政不服申
立て制度の基礎事項の確認と、実際に申し立て
るために必要となる申立書の書き方、不服申立て
審理に臨むにあたっての代理人としての心構えを
中心に講義を進めていきます。基礎的な知識をど
のように実践に役立たせることができるかについ
て、具体的な３～４の事例を題材として分かりや
すい講義を心掛けます。
　ブラッシュアップを目指す皆様の積極的な
参加をお待ちしています。

藤代  浩則 弁護士
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平成２９年度特定行政書士法定研修の
結果について

 Info 

４ ＜中央研修所＞

　本年度の特定行政書士法定研修考査が、１０月２２日（日）に実施され、無事に終了することができました。

各単位会の御協力、研修委員会委員や講師として御参画いただいた外部有識者等の御尽力に感謝申し上げま

す。以下のとおり本研修の結果をお知らせいたします。

○申 込 者 690名
○受 験 者 617名
○合格者数 399名
○合 格 率 64.7％

※合否結果については、個別に受講者宛に発送しています。ホームページ等での発表は行いません。

OSS担当者会議（香川）を開催 Info 

５ ＜許認可業務部　運輸交通部門＞

　平成２９年１０月１２日（木）に、香川県高松市「ホテルマリンパレスさぬき」において、四国運輸局管内４県

（香川県、徳島県、高知県、愛媛県）の行政書士会の担当者と国土交通省、四国運輸局及び管内の４運輸支

局の自動車登録・検査部門担当者の出席によるOSS担当者会議（香川）が開催された。

　OSS制度の概要や行政書士によるOSS申請の積極的な推進の必要性について講義が行われるとともに、公

益財団法人自動車情報利活用促進協会から、OSS申請共同利用システムを使用したOSS申請についての解説

が行われた。意見交換会では、OSS申請に関する疑問点について質疑が行われたほか、行政書士会と各運輸

支局との連携の強化等について意見交換が行われた。
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個人情報保護規則の改正条文の誤植
（脱字）について

 Info 

６ ＜総務部＞

　本誌平成２９年６月号に掲載の理事会の開催報告のうち、第３号議案 日本行政書士会連合会個人情報保護
規則及び日本行政書士会連合会特定個人情報保護規則の一部改正（案）について、会員サイト連conに掲載
していました改正条文に誤植（脱字）がございましたので、以下のとおり御案内申し上げます。なお、当該
規則全文は会員サイト連conから御覧いただけます。

日本行政書士会連合会 個人情報保護規則
（取得に際しての原則）
第６条　第３項中

誤：（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。））

正：（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を含む。）

税務署からの税務署からの
お知らせお知らせ
税務署からの
お知らせ

怪 悔回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回
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＜理事長挨拶＞ 

　この度、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。）の理事長に就任いたしま
した野田昌利です。成年後見
制度の利用促進とコスモスの
発展に尽くしてまいりますの
で、どうぞよろしくお願いい
たします。
　さて、コスモスは設立後７年を経過し、４１支部会
員数１,９００名を超える組織に成長いたしました。こ
れは成年後見制度を必要とする国民の期待に応え、
その受け皿になろうとする会員の皆様の思いの表れ
だと思います。社会のニーズとともに今後ますます
コスモスの必要性も増すことと思われますが、コス
モスがより一層機能的に業務を遂行できるよう努力
したいと存じます。
　加えまして、会員の皆様におかれましては、御認
識いただいていますとおり、成年後見制度は信頼の
上に成り立つものです。会員の皆様の御理解のもと、
より一層業務管理の徹底に努め、社会的信頼を向上
させてまいります。
　内閣府の成年後見制度利用促進基本計画が示すよ
うに、国や地方公共団体を中心に制度運用が大きく
変わっていく重要な転換期です。今こそ、行政書士
の成年後見制度への取組に関して、コスモスと日行
連及び単位会が一体感をもって連携し、これから設
置されていく各地中核機関の専門職ネットワークに
積極的に参画していくことで市民後見人を支え、多
くの高齢者・障がい者に寄り添い、権利擁護と福祉
の増進に寄与していかなければなりません。
　コスモスが今後ますます発展していきますように、
引き続き皆様の御理解と御協力を賜りますよう心か
らお願い申し上げます。

＜新役員の紹介＞ 

日行連役職単位会/支部氏　名役　職
副 会 長福 岡 県野田　昌利理 事 長

広 島 県岡　　清二副理事長
専 務 理 事長 野 県山本　準一専務理事
常 任 理 事山 口 県杉山久美子常務理事

宮 城 県宿利　龍徳業務執行理事
神 奈 川 県山中　祐輔業務執行理事
石 川 県勝尾　太一業務執行理事
神 奈 川 県粂　　智仁理 事
千 葉 県杉本　知則理 事
埼 玉 県大久保治光理 事
三 重 県仲西　秀子理 事
奈 良 県谷澤　祐樹理 事
兵 庫 県亘　　賢子理 事
高 知 県曽根　寧之理 事
長 崎 県梅枝眞一郎理 事

専 務 理 事群 馬 県福田　　守監 事
岩 手 県岡田　秀治監 事
神 奈 川 県田後　隆二監 事

理事長　野田　昌利

＜第７回定時社員総会の報告＞ 

　第７回定時社員総会は、平成２９年１０月２７日（金）
１４時１５分から、虎ノ門タワーズオフィス８階「Room
７」（東京都港区）において開催されました。１,１５０
名の会員が出席（委任状提出者１,０４４名を含む。）し、
以下に示す全７議案が承認されました。
第１号議案　第７期事業報告
第２号議案　第７期決算報告　
第３号議案　第８期事業計画（案）
第４号議案　第８期収支予算（案）
第５号議案　役員の選任について
第６号議案　業務管理委員会委員の選任について
第７号議案　綱紀委員会委員の選任について
　コスモスとしては、無料相談会等での会員の対応
技術向上のためのスキルアップ研修の充実、会員の
義務である業務報告について、会員及び支部への理
解の促進を既に実施または予定しており、今後も会員
の期待に添えるよう、これらを推進していく予定です。

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター近況報一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター近況報告告
理事長理事長　野田 昌利野田　昌利　
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　コスモスは日行連から自立した運営を目指すべく、
組織運営の見直しを図り、組織基盤の強化及び円滑
で充実した運営を目指し、事業を推進してまいりま
す。

＜最高裁判所の統計について＞ 

　最高裁判所事務総局家庭局による、「成年後見関
係事件の概況－平成２８年１月～１２月－」の統計中、
「成年後見人等と本人との関係について」に行政書
士が７９９件と、平成２７年統計の８２２件から２３件減少し
てはいるものの、成年後見における行政書士の認知
度は各地で着実に増しているものと思料いたします。
再び増加に至るよう、これからも皆様のお力添えを
いただきますようよろしくお願いいたします。 

＜入会を希望する行政書士会員の皆様へ＞ 

　コスモスに入会するためには、各支部で開催（年
１～２回）する入会前研修（３０時間）を受講し、考
査に合格する必要があります。
　入会を御希望される方は以下の事項について、改
めて御確認ください。
・コスモスは社会貢献を実施する団体であり、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。
・成年後見賠償責任保証制度に加入する必要があ
ります。（年５,８１０円）
・入会後も２年に１度、更新研修（８～１０時間）
を受講する必要があります。
・後見業務について、コスモスへ年に４回報告す
る義務が発生します。

　入会研修の実施時期については、各支部までお問
い合わせください。なお、残念ながら、コスモスと
協定を結んでいない単位会の会員は現時点では入会
できません。

＜業務管理報告について＞ 

　前述のとおり、コスモスでは会員に対し後見業務
について年に４回、業務経過と金銭管理に関する報
告を求めています。第８期では、業務管理委員を２３
名体制にし、飛躍的に伸びている業務について、適正
な管理と会員へのフィードバックを行うこととしています。

備　　　考
決算額
（第７期）
（千円）

前　期
（第６期）
（千円）

科　　目

会員数１,７７７名から１,８４８名
（平成２９年７月３１日時点）に増加。７８,２６９　７３,９２６　事業活動収入

支部活動が活発化し、
支出増。７４,９８９　６８,６６９　事業活動支出

３９支部から４１支部へ。（４４,５１２）（４３,９６６）事 業 費 支 出

会議費の増加。（３０,４７６）（２４,７０２）管 理 費 支 出

６５５　６４　法人税等支払額

―　１,２２２　投資活動支出

２,６２４　３,９７１　当期収支差額

４８,８２４　４４,８５３　前期繰越収支差額

５１,４４９　４８,８２４　次期繰越収支差額

　コスモスでは設立以来、支部活動の充実を念頭に
置いて運営を行っています。後見制度利用者や家庭
裁判所及び全国の行政書士からの信頼を得るために
は、地に足をつけた支部での活動が必要不可欠であ
るとし、そのために本部が何をすべきかを考え、施
策を講じます。
　また、平成２９年３月２４日に閣議決定された成年後
見制度利用促進基本計画において、地域に設置され
る協議会及び中核機関の担い手となる専門職団体と
して行政書士会（コスモス）が明記されたことから、
日行連と連携して行政書士が登用されるための活動
を行ってまいります。

＜第７期決算（平成２８年８月１日～平成２９年７月３１日）の概要＞

（支部４１支部＋協定済４単位会）

会員数　１,９２８名（平成２９年１２月１日現在）
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登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（９９件）
２　その他

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（火（火））

国際・企業経営業務部（～９日）
知的財産部門会議
【協議事項】
１　広報部からの記事執筆依頼について
２　知的資産契約マニュアル等の改訂に
ついて

３　知財業務全国担当者会議、著作権法教
育シンポジウム計画の準備について

４　著作権相談員の利活用について
５　著作者不明著作物の利用に係る裁定
申請に関するVOD収録について

６　その他

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（水（水））

電子申請推進委員会
【協議事項】
１　電子委任状の普及の促進に関する法
律への対応について

２　電子契約業務の研究について
３　行政書士電子証明書の発行及び失効
等に関する規則の改正について

４　政府のデジタル・ガバメント推進政
策について

５　その他

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（木（木））

国際・企業経営業務部
国際部門会議
【協議事項】
１　渉外相続業務に関する実務者会議に
ついて

２　新輸出大国コンソーシアム取扱事例
インタビューについて

３　外国人技能実習制度について
４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（金（金））

正副会長会
【協議事項】
１　理事会の議案等について
２　常任理事会の合議事項等について
３　単位会新年賀詞交歓会への出席対応
について

４　特定行政書士に関する利活用について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（火（火））

常任理事会（～１５日）
【合議事項】
１　理事会の議案等について
２　日行連の行政書士証票に関する規則
の一部改正について

３　個人情報保護法に係る対応について
４　後援名義の申請について
５　特定行政書士法定研修考査の合格基
準について

６　空き家等所有者（相続人）特定業務
に関する行政書士活用ガイドブック
について

７　日行連被災者相談センター福島事務
所からの要望について

理事会（～１６日）１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（水（水））

ADR認証取得済単位会課題検討協議会
【協議事項】
１　取組事例の報告
２　調停人養成研修の負担軽減について
３　VODコンテンツの活用状況について
４　PR活動の取組について
５　他士業ADR機関との連携について
６　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（木（木））

ADR推進本部会議
【協議事項】
１　各事業の進捗について
２　ADR代理権取得に向けた対応につ
いて

３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（金（金））

選挙管理委員会
【協議事項】
１正副委員長の選任について
２平成３１年度会長選挙の日程について
３検討課題について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（月（月））

登録委員会
【登録審査】
１審査件数（１０３件）
２その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日
（火（火））

申請取次事務研修会（広島）
（受講者１６４名）２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日

（水（水））
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2017.11/Nov

許認可業務部
建設・環境部門会議
【協議事項】
１　書籍改訂作業について
２　国土交通省との意見交換について
３　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（月（月））

知的財産業務担当者会議（～２９日）
【協議事項】
１　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について
２　知財創造教育推進コンソーシアムに係

る地域コンソーシアム構想について
３　種苗法や地理的表示保護制度（GI）、
回路配置利用権等のその他の知財に
係る業務について

４　その他

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日
（火（火））

規制改革委員会（～１２月１日）
【協議事項】
１　有識者との意見交換会の進め方につ
いて

２　「規制改革ホットライン」集中受付に
係る対応について

３　その他

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（木（木））

　これまで三重県行政書士会では、官民業務受託の一つとして成年後見制度の首長申立に関する成年後見制
度利用支援事業に係る親族調査等業務を県内の6市町（四日市市、松阪市、鈴鹿市、多気町、明和町、大台
町）と委託契約を結び、業務を遂行してきました。そしてこの度、新たに四日市市資産税課との間に法定相
続人調査業務委託契約を締結いたしました。
　四日市市資産税課においては、所有者が亡くなった後も相
続手続がなされないまま相続人等が不明となり、固定資産税
の納付書を送付しても返送されてくるなど、納税義務者の把
握に苦慮されるケースがありました。そのため、固定資産税
賦課事務に係る法定相続人調査業務の委託契約を締結するに
至りました。このように固定資産税関係での親族調査契約は、
三重県下では初めての事例となりますが、空き家問題や所有
者不明土地問題にもつながるものとして、今後も発展させて
いきたいと考えています。

各単位会の取組をお知らせします。各単位会の取組取取 をお知らせします。

四日市市と固定資産税賦課事務に係る
法定相続人調査等業務委託契約を締結

三重県
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：大阪

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30年2月9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

大阪ガーデンパレス
（大阪府大阪市淀川区西宮原1-3-35）

会会　　場場

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03−6756−9885】
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30年1月15日（月）9時～1月23日（火）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〈刑事処分、知事による処分、単位会による処分等を受けている場合〉新規又は更新の申出後、受付ができない場合があり
ますので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【03−6756−9885】

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票
H30.2.9（金）開催　行政書士申請取次実務研修会（於：大阪ガーデンパレス）

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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教えて！行政書士のしごと教えて！行政書士のしごと
頼れる街の法律家
行政書士の業務を御紹

介

相続や自動車登録手続などの暮らしに関することから、外国人雇用関係
や法人手続などビジネスに関することまで、多岐にわたる行政書士の仕事。
今回は、「無人航空機（ドローン等）の飛行許可・承認申請」について、
そのポイントや相談の多い事例などをQ＆A方式でお答えします。

無人航空機（ドローン等無人航空機（ドローン等））
の飛行許可・承認申の飛行許可・承認申請請

　無人航空機の飛行については、①空港周辺等の特定の空域、②人口集中地区の上空、及び③地
表・水面から１５０ｍ以上の空域で飛行させようとする場合には国土交通大臣の許可が必要となります。
　また、無人航空機を飛行させる場合には所定の飛行方法によらなければならず、所定の方法に
よらずに無人航空機を飛行させる場合には、国土交通大臣の承認を得る必要があります。
　これら許可等が必要な場合以外であれば、航空法上の許可・承認の手続は不要です。
　詳しくは、国土交通省航空局ホームページに紹介されていますので、御参照ください。なお、
許可・承認の申請を代行できるのは行政書士だけである旨、ホームページに明記されています。

無人航空機（ドローン等）を飛行させる場合は必ず許可・承認を得る必要がありますか。
A

Q1

　航空法第１３２条第１号の空域（空港周辺等の特定の空域、及び地表・水面から１５０ｍ以上の空域）
における飛行許可申請書は、飛行予定空域を管轄する各空港事務所に提出します。
　その他の許可・承認の申請は地方航空局となります。
　地方航空局及び各空港事務所の所在地・連絡先等は航空局ホームページ（http://www.mlit. 
go.jp/koku/koku_tk１０_０００００３.html）に掲載されており、申請書の記載例も掲載されています。
　申請は、郵送（簡易書留）、窓口に持参及びe-Gov電子申請システムにより行えます。申請前に
メールにて作成書類等の相談をすると、申請が円滑に進みます。
　許可期間は原則３か月ですが、同一内容の場合、最大１年まで延長されることがあります。

許可・承認の申請書の提出先と申請方法について教えてください。

　無人航空機を飛行させる場合は、以下に示す方法により飛行させなければなりません。
　（飛行許可の取得が必要のない空域で飛行させる場合を含む。）
　○日中に飛行させる。
　○無人航空機を目視できる範囲内で飛行させ、その周辺を常時監視して飛行させる。
　○人または建物、車両などの物体との間に３０ｍ以上の距離を保って飛行させる。
　○祭礼、縁日など多くの人が集まる催し場所の上空は飛行しない。
　○爆発物等の危険物を輸送しない。
　○無人航空機から物を投下しない。（物には液体も含まれる。）
　上記の飛行方法に合致しない方法等により、無人航空機を飛行させる場合は、国土交通大臣の
承認が必要です。

承認が必要な飛行方法とはどんな飛行をしようとする場合でしょうか。
A

Q2

Q3
A
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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。

　新年おめでとうございます。
　年を重ねるほど、時間の経過が早く感
じるのは、私だけではないと思います。これは、ジャネ
ーの法則といって、「時間の心理的長さは年齢に反比例
する」という理論だそうです。ジャネーの法則どおり、
昨年もあっという間の１年でした。ようやく、更新した
年齢に気持ちが追いついてきたところでしたが、また更
新がやってきてしまいます。こうやって、実年齢と気持
ち年齢の差がどんどん開いていってしまうのでしょうか。
　さて、今年は戌年で、私も〇回目の年女となります。
１２年前と比べれば、多少は成長したという自負もありま
すが、これからの１２年も、より厚みのある人間になれる
よう、様々な経験を重ねていきたいと思います。（厚身
にはならないよう注意します。）
　最後に、本年が皆様にとって良い１年となりますよう、
心よりお祈り申し上げます。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（若林）

◆登録者数（平成２９年１１月末日現在）
４７,１２１名合 計　 　
6,433名女40,688名男内 訳　 　
6,040名女39,327名男・個人事務所開業
194名女941名男・行政書士法人社員
199名女420名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成２９年１１月中の処理件数）
１６２名新規登録　合　計
32名女130名男　　　　　内　訳
９７名登録抹消　合　計
16名女81名男　　　　　内　訳

73名　　　　　・廃　業
24名　　　　　・死　亡
0名　　　　　・その他

◆法人会員（平成２９年１１月末日現在）
７２３法 人 事 務 所 数
450・主たる事務所数（行政書士法人数）
273・従たる事務所数


