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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。
■ 日本行政書士会連合会被災者相談センター福島事務所
＜対面相談・電話相談（予約制）＞

電話番号：0800−800−3200（フリーダイヤル、予約専用）
相談時間：10:00〜16:00（土日・祝祭日・年末年始休業）
所 在 地：福島県郡山市方八町2−13−9 光建ビル５階

日本行政書士会連合会 ● Eメール nichigyoren@gyosei.or.jp

● ホームページ https://www.gyosei.or.jp/
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法定相続情報証明制度への対応につい
法定相続情報証明制度への対応について
本年５月２９日から始まった「法定相続情報証明制度」について、本会として、法務省が実施した「不動産
登記規則の一部改正（案）に関する意見募集」に対して意見書を提出するとともに、本制度に対する会長声
明を本会ホームページに掲載しました。

①不動産登記規則の一部改正（案）に係る意見書
平成２８年１２月２２日に意見募集が開始され、本会としては、制度新設の趣旨に賛同することを前提に、より
国民の利便に資する制度となるための意見書を提出しました。
平成29年１月31日

不動産登記規則の一部改正（案）に係る意見書
日本行政書士会連合会
法定相続情報証明制度（仮称）の新設について、これまでご尽力いただいている関係者の皆様のご努
力に敬意を表します。日本行政書士会連合会は、本制度新設の趣旨に賛同するとともに、本制度がより
国民の利便に資する制度となるために、以下の意見を申し述べます。
１．法定相続情報証明制度（仮称）の新設（そこで予定されている法定相続情報一覧図の作成及び法定
相続情報一覧図保管の申出並びに法定相続情報証明書交付申出の代理人としての取り扱いを含む。）に
ついては、戸籍法の改正又は新法によるべきである。
（理由）
（１）今回の改正は相続登記の促進を図る趣旨で新設が検討されているものであるが、そもそも相続財
産は不動産に限定されるものでもなく、不動産を伴わない相続も多くある。また、この制度の新設
にあたっては、被相続人の銀行口座の解約手続等への利用が想定されているなど、その利用範囲は
広く、一般国民への影響は大なるものがある。
（２）行政書士法１条の２における「事実証明に関する書類」とは、われわれの実生活に交渉を有する
事項を証明するに足りる文書をいい（文書偽造の事件ではあるが大判大正９年１
２月２４日刑録２
６－
９３８）、法定相続情報一覧図もこの事実証明に関する書類に該当すると解される。
この事実証明に関する書類の作成は原則として行政書士の独占業務であり（行政書士法１９条１項
本文・２
１条）、法律事務の範疇に属するものであれば、弁護士も行政書士の業務独占が解除され作
成することができる（行政書士法１９条１項ただし書き・弁護士法３条）ところである。
法定相続情報一覧図の作成は法律事務の範疇に属すると解されるので、本来、何らかの法律によって
その作成が他士業にも認められるのでない限り、行政書士及び弁護士のみが作成できるものである。
（３）以上のとおり、今回企図されている内容は、「不動産登記」「規則」なる法務省令の改正により可
能なところではなく、特に（２）については、省令により法律の規制を解除するものとして、国の
法体系を揺るがすものであり立法権の侵害との評価もなしうるところである。それらは、戸籍法の
改正又は新法によってのみ可能というべきである。
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２．法定相続情報一覧図の保管の申出及び法定相続情報証明書交付申出においては、各士業法において
規定されている各士業の業務範囲内でかつ業務の遂行に必要がある場合に限って利用できるように、
申出書には各士業別にできる業務を明記しそれに従って利用できるようにするべきである。
あわせて、虚偽の交付申出及び法定相続情報証明書の不正使用に関する罰則を課すべきである。
（理由）
もともと、援用されている戸籍法１０条の２第３項では、それぞれの士業は受任している事件又は事
務に関する業務を遂行するために必要がある場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができ
るとされているのにとどまる。
しかしながら、今回の不動産登記規則の改正案においては、各士業の利用目的を明確に規定してお
らず、単に省令の改正によって技術的に各士業に無制限に証明書の交付請求等の取り扱いが可能とな
るかのような誤解を生ぜしめる可能性がある。また、現在想定されている項目ごとのチェック方式で
は、各士業の業務範囲を逸脱した保管申出や交付申出がなされる恐れがある。よって、各士業の業務
範囲に基づく利用目的を明確化するとともに、虚偽の交付申出や不正使用を抑止することを目的とし
て罰則を設けることは不可欠である。

３．法定相続情報証明制度（仮称）の所管を法務省（法務局）から総務省（市区町村役場）に移管すべ
きである。
（理由）
利用者の利便を考えるならば、日頃戸籍謄本等の交付を受ける市町村役場の窓口で、法定相続情報
一覧図等の作成の相談から法定相続情報証明書交付申出までの一連の手続きが完結するよう、検討す
べきである。

以上

＜本会の意見に対する法務省からの回答＞
主な御意見の概要

御意見に対する考え方

本制度は、法定相続人の範囲を戸除籍謄本により確認・証明
するものであり、新たな事項を証明するものではなく、また、
法に規定されていない制度を不動産登記規
法定相続情報一覧図は、登記申請の際の添付情報となる（規
則で定めることはできないと考える。法改
則第３７条の３）ことから、不動産登記法（平成１６年法律第１２３
正により対応すべき。
号）第１５条の規定する「その他の登記の事務に関し必要な事
項」ともなることから、法律の改正は不要であると考えます。
戸除籍謄本を不正に取得し、その謄本をもって本制度の申出
がされた場合は、戸籍法の罰則規定により罰せられるべきと
考えます。
不正な申出等に対して罰則等を設けるべき。なお、そもそも刑罰を科すことは国民の基本的な人権を制約
する結果となりますので、刑罰規定を設けることについては、
その必要性、相当性を慎重かつ謙抑的に検討することが必要
です。
法定相続情報証明制度の所管を総務省（市
区町村）に移管すべき。
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②法定相続情報証明制度に関する会長声明
法定相続情報証明制度に関する会長声明
平成２９年５月
日本行政書士会連合会
会長

遠

田

和

夫

平成２９年５月２９日（月）より、全国の登記所（法務局）において、各種相続手続に利用することがで
きる「法定相続情報証明制度」が始まります。

本制度の開始にあたっては、昨年１２月、法務省より「不動産登記規則の一部改正（案）
」に関する意
見募集が行われ、本会としての考え方を整理・集約した意見書を提出しました。
本会は、制度新設の趣旨に賛同することを前提として、本制度がより国民の利便に資する制度となる
よう以下のように考えております。

〇法定相続情報証明制度の新設（そこで予定されている法定相続情報一覧図の作成及び法定相続情報一
覧図保管の申出並びに法定相続情報証明書交付申出の代理人としての取り扱いを含む。）については、
法定相続情報証明書が不動産登記に限らない汎用性を有することに鑑み、「不動産登記」「規則」では
なく、戸籍法の改正又は新法によるべきである。

〇法定相続情報一覧図の保管の申出及び法定相続情報証明書交付申出においては、各士業法において定
められている能力担保に沿い、各士業の業務範囲内でかつ業務の遂行に必要がある場合に限って利用
できるように、申出書には各士業別にできる業務を明記しそれに従って利用できるようにするべきで
ある。あわせて、虚偽の交付申出及び法定相続情報証明書の不正使用に関する罰則を課すべきである。

〇法定相続情報証明制度の所管を法務省（法務局）から総務省（市区町村役場）に移管すべきである。

以上の意見については、遺憾ながら本制度に反映されておりませんが、本制度によって各士業におけ
る業務範囲が変動することはないとされているところですので、私共行政書士としては、相続関係説明
図の作成を独立した業務として遂行できる資格者として、引き続き、制度が適正かつ円滑に運用され、
真の意味で国民の皆様の利便に資するよう注視してまいります。
本制度が国民のための制度として広く利用されることを期待するとともに、本会としても制度の趣旨
を踏まえ、適正な利用を推進してまいります。

※本制度の詳細については、本誌７ページ「法定相続情報証明制度が始まりました！」を御参照ください。
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行政書士業務の
向上発展のために

変容する日本社会の民法改正、その経過と展望
法務業務部部長

髙 尾

明 仁

振り返りますと、平成２５年から日行連理事として日行連会務に携わっていましたが、平成２７年度の役員改
選時に常任理事、第二業務部長の任を拝命して、気が付けば２年の歳月が経っていました。時には暗中模索
になりながらも今日までやってこられたことは、ひとえに皆様方のお力添えがあったからこそと痛感してお
り、心から感謝しています。
さて、平成２８年度の当部における主な事業につきましては、田岡次長と鈴木次長の両部門次長の誌面にて
御説明をいただきますので、私からは平成２９年度以降にかかる動きとして「民法改正」についての経過と展
望を述べさせていただきます。
①債権法
民法の債権法分野は、日常生活に関する行為や企業活動における法領域の中で最も基本的なルールとなる
法律であります。現行民法が明治２９年に制定されて以来、債権法は基本的な体系は変わらずに維持されてま
いりました。しかしながら、昨今の経済のグローバル化やI
T革命によって社会情勢が変容していく中で、時
代に即した法律の整備が求められるようになりました。法制審議会における長年に及ぶ見直し議論を経て、
平成２７年３月３１日の第１８９回通常国会におよそ２００にわたる改正項目の法案が提出され、平成29年５月26日に
ようやく成立しました。
債権法は行政書士業務である契約書の作成など、実務にも深い部分で関わる一般法です。頼れる街の法律
家たる行政書士として、現時点から常にその動向に注目しておく必要があります。日行連としても、施行が
された際には会員の皆様にいち早くお知らせできますよう、しっかりと準備してまいりたいと思います。
②相続法
民法の相続法分野は、債権法と異なり、昭和２２年に一度制度の抜本的な改正がなされています。その後も
改正が度々行われており、また、近年では相続法制に関して注目すべき最高裁判例もいくつか出されています。
これら相続法制に関する動向もまた日本社会の変容による影響と見られ、これを受け平成２８年７月には法
制審議会民法（相続関係）部会から「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案」のパブリック・コメン
トが、同年１
２月には「不動産登記規則の一部改正（案）に関する意見募集」
（いわゆる法定相続情報証明制
度）のパブリック・コメントがそれぞれ出され、日行連としても両件について意見書を提出いたしました。
行政書士にとっては遺言書の作成や相続に関する業務などで大いに関わる分野であり、これもまた実務へ
の影響を研究していく必要があります。特に民法改正については、どのような成案にまとめ上げられるのか
注目してまいりたいと思います。
以上の民法改正に関する動向については、残念ながら平成２８年度で完結することはできず、次期へ引き継
ぐ形となってしまいました。しかしながら、私たち行政書士にとって非常に重要なテーマであります。これ
からも日行連としては迅速な情報収集に最大限努力しつつ、各単位会や会員の皆様にも御協力をいただきな
がら、明日の行政書士の業務拡大・地位向上につなげてまいりたいと思います。
「第二業務部」とは執筆時点での部署名であり、
平成２９年４月１日付で「法務業務部」に改編されました。
以下、両次長の原稿においても同様です。
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VOICE 業務部から

行政書士業務の
向上発展のために

『行政書士が行う相談業務』
法務業務部次長
（権利義務・事実証明部門）

田 岡

崇

平成２８年度、本部門として様々な事業に取り組んでまいりましたが、今回はその中で重点事業として、
「行
政書士が行う相談業務」を調査・研究したことについて、この場を持ちまして御紹介させていただきます。
御存知のとおり、行政書士法第１条の２において、「官公署に提出する書類の作成」並びに「権利義務又
は事実証明に関する書類の作成」が行政書士業務の二本柱として明記されています。また、行政書士法第１
条の３第１項第四号では、
「行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。」
（以下、
「相談業務」という。
）とあり、書類作成業務を進めるために必要不可欠な依頼人からの相談への対応につ
いて行政書士の業務範囲であることが規定されています。
しかしながら、これらの文言の意味は、我々のような士業間においてさえもその解釈を巡ってしばしば侃
々諤々の議論となっています。この文言だけを素直に文理解釈した場合、その該当範囲は非常に多岐にわた
るため、他士業の法定業務と重なる部分が多くあります。そのため、不用意に立ち入れない大変ナーバスな
業際問題となることから、行政書士として行い得る業務の明確な境界がどこにあるのか、その判断に苦慮し
ている単位会・会員も少なくありません。さらには実際に会員がトラブルに遭ってしまうこともあります。
その結果として、民事法務・企業法務に必要以上の不安感を感じて萎縮してしまっている会員も多いのでは
ないかと考えます。
「行政書士が行う相談業務」は、全国の会員の皆様に対して行政書士として安全な業務領域、換言すれば
行政書士の職域であると確固たる主張ができる範囲をお示ししたものを御提供したい、との思いから着手し
たものです。執筆に当たりましては私自身の考えのみでは進められませんでした。参考となる事例を単位会
から御提供いただいたり、民事法務・企業法務の実務者会員の先生から御意見を頂いたり、そして、遠田会
長肝入りの「制度調査委員会」の先生方からの御意見も頂きながら、多大な御協力のもと、綿密なやり取り
と苦心の末、取りまとめを行いました。この場をお借りしまして多くの御協力を頂いた先生方に深く感謝を
いたします。
最終調整は次期法務業務部に申し送りますが、
「行政書士が行う相談業務」は会員の皆様の目に触れて初め
て意味を持ちます。完成しましたら、単位会にお送りするだけでなく、会員の皆様どなたでも御参照できま
すように、会員サイト連c
onにもデータを掲載する予定です。
日本社会が複雑化・多様化していく中で、民事法務・企業法務の需要は更に高まり、行政書士に求められ
る役割もますます重くなってまいります。相談業務についての理解が全ての会員の方々に遍く伝わり、行政
書士業務の適正な執行に資することを切に願っています。
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行政書士業務の
向上発展のために

高齢化社会への対応
法務業務部次長
（法務事務・成年後見部門）

鈴 木

康 夫

平成２８年度、本部門として様々な事業に取り組んでまいりましたが、今回はその中で最重点事業として、
成年後見制度利用促進への取組について、この場を持ちまして御紹介させていただきます。
高齢化が進む現在の日本社会、平成２
７年時点で推計５００万人に上る認知症高齢者が存在すると言われてお
り、その数は将来さらに増加し、２０２５年には推計７００万人になるとされています。加えて高齢者以外の認知症、
知的障害その他の精神上の障害の方もいます。これらの方にとって、財産の管理や身上の監護の支援は必要
不可欠なことです。昨今、事件や事故に巻き込まれてしまうケースが頻繁に報道され、社会不安が深刻化し
ている現状を鑑みると、社会全体で支え合うことが重要な課題であります。
そのような方々のために成年後見制度は平成１２年から始まりました。しかし、その利用が十分に進んでい
るとは言えないのが現状です。そのため「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が平成２８年４月１５日に
公布され、同年５月１３日に施行されました。そして、同法に基づき、内閣府に成年後見制度利用促進委員会
が設置され、委員会及びワーキング・グループによる会議が複数回行われました。当部も（一社）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。
）とともに会議の傍聴をさせていただきました。ま
た「第２回利用促進策ワーキング・グループ及び第２回不正防止対策ワーキング・グループ」ではヒアリン
グへも参加しました。
平成２９年３月２４日には「成年後見利用促進基本計画」が閣議決定されました。その中には
①概ね市町村単位ごとに中核となる機関を設置する
②設置主体は、市区町村あるいは当該地域の社会福祉協議会あるいは専門職団体とする
③自治体や社会福祉協議会が設置主体となる場合でも専門職団体等と連携する
の３点の事項が盛り込まれました。
この「専門職団体」として行政書士が参入することを目標とし、当部から各単位会に対し、「成年後見制
度に関する自治体への働きかけについて（お願い）」にて、コスモス等と連携しながら市区町村へ働き掛け
を行っていただくよう通知をしました。併せて窓口に配付説明を行うためのパンフレットを印刷し、各市町
村に行きわたる部数をお送りしています。
行政書士は、士業の中でも地域偏在が少なく、地域密着度が高いため、自治体とのつながりが深く、地域
の事情に通じており、また、行政書士は、行政手続を熟知しているため自治体との連携が容易である点から
も、社会的ネットワークの仕組み作りにおいて、中核機関の担い手として最もふさわしい存在と言えますの
で、是非これらの点を強調しながら働き掛けを行っていただきたいと思います。このネットワークへの参画
が果たされてこそ、より国民の皆様に寄り添う法律専門職たる行政書士の役割を果たせるものと考えます。
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● スペシャルリポート

法務業務部

＜法務業務部＞

平成２９年５月２９日から「不動産登記規則の一部を改正する省令」が施行され、これに伴い不動産登記事務
等の取扱いについて新たな制度が全国の登記所（法務局）において開始されました。いわゆる「法定相続情
報証明制度」（以下、「本制度」という。）と呼ばれるものです。
本制度創設の背景には、不動産の登記名義人（所有者）が死亡した場合、所有権の移転の登記（相続登記）
が本来必要であるものの、この相続登記が未了のまま放置されているという実態があります。これがいわゆ
る「所有者不明土地問題」、「空き家問題」などを引き起こし、ニュースでも取り上げられるほどの社会問題
となっており、新たな施設や道路の建設、地域の防犯や防災への障害になっているケースもあります。相続
登記が不徹底になっている要因として、現行制度が相続手続で膨大な書類と煩雑な手順を要し、それが相続
人にとって負担になっているという点も指摘されています。
この現状を受け、政府は昨年６月「日本再興戦略２０１６」及び「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定し、
相続登記を促進させるための制度を検討することとなり、結果として本制度が創設されるに至りました。
相続登記の促進のためというのが主たる理由ではありますが、本制度は相続財産に不動産を含まない場合
であっても相続全般において利用することが可能です。そのため、相続手続を業務とする行政書士には、大
いに活用していただきたいところです。本稿では本制度について御紹介をさせていただきたいと思います。
（なお、本稿の掲載内容は５月22日現在の情報を元に執筆したものです。
また、制度の概略については、法務省ホー
ムページ「「法定相続情報証明制度」が始まります！」（ht
t
p:
//www.
moj
.
go.
j
p/MI
NJ
I
/mi
nj
i
０５_
００２８４.
ht
ml
）を参考
に記載しています。）

本制度の概略
申出の流れ（法定相続人又は代理人※１）

①

①－１

戸除籍謄本等を収集

①－２

法定相続情報一覧図（以下、「一覧図」という）の作成

①－３

申出書に必要事項を記載し、上記①－１、①－２の書類を添付して登記所※２に申出※３
※１

代理人になれるのは親族または弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労
務士、弁理士、海事代理士、そして行政書士の各士業（法人含む）に限られます。

※２

申出をすることができる登記所は被相続人の本籍地・被相続人の最後の住所地・申出人の
住所地・被相続人名義の不動産の所在地、いずれかの地を管轄する登記所です。

※３

申出は登記所の窓口に直接提出するか、郵送によって行います。
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法定相続情報証明制度が始まりました！
法定相続情報証明制度が始まりました
！

● スペシャルリポート

法務業務部
一覧図

出典：法務省ホームページ

②

確認・交付（登記所）の流れ
②－１

登記官による確認、一覧図の保管

②－２

認証文付き一覧図の写し（以下、「一覧図の写し」という。）の交付※４、戸除籍謄本等の返却
※４

交付にあたり、手数料は徴収されません。
一覧図の写し

出典：法務省ホームページ

③

利用
各種の相続手続への利用※５（戸籍謄本の束の代わりに各種手続において提出することが可能に）
※５ 一旦、戸籍謄本等一式を揃え図面化作業を要する点では現行と同じです。
しかし、一覧図の写しを作
成して必要数を用意しておけば、複数の登記所や金融機関での手続を同時に行いたい場合に簡便に
なるメリットがあります。
なお、相続放棄や遺産分割協議に関する書類は別途必要になります。
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本制度と相続関係説明図の作成との関係
本制度と相続関係説明図の作成との関係

しょうか。
「相続関係説明図」とは、亡くなった人と相続人の関係性を図面化して説明したものです。
この相続関係説明図は、行政書士法第１条の２第１項に規定されている「権利義務又は事実証明に関する
書類」に当たり、その作成は行政書士の専管業務の一つです。
相続関係説明図を作成するに当たっては
兼氏名
献
・亡くなった人の牽生年月日と亡くなった年月日
献
験最後の住所

・法定相続人の

兼氏名
献
献亡くなった人との続柄
牽
献生年月日
献
験現住所

の情報が必要であり、これらの情報の元となる戸籍（除籍）の謄本や住民票を収集します。行政書士は依頼
に基づき、職務上請求書を用いて戸除籍謄本や住民票を取得することができます。

相続関係説明図の作成が、本制度における一覧図の作成に相当し、これまで相続関係説明図の資料として
添付していた戸籍謄本の束は登記所から交付された証明書に代えることができます。しかしながら、「成年
後見申立書に添付する親族関係図の作成」など、相続と関係のない手続のために本制度は利用できませんの
で御注意ください。

Ｑ＆Ａ
Ｑ＆Ａ
Ｑ．１ 今後は必ず本制度を使わなければいけないのですか？
Ａ．１ 本制度を利用せず現行のままの方法でも可能です。

Ｑ．２ 一覧図の写しに有効期限はありますか？
Ａ．２ 有効期限については、相続手続において当該写しの提供を受ける機関が、必要に応じて定めるものと
されています。

Ｑ．３ 一覧図の写しの再交付は可能ですか？
Ａ．３ 一覧図の保管期間（作成の年の翌年から５年間）内であれば再交付の申出をすることが可能です。た
だし、再交付の申出は当初の申出人に限られており、他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の
申出人からの委任が必要です。

Ｑ．４ 相続人に外国人がいる場合でも本制度の利用は可能ですか？
Ａ．４ 被相続人や相続人に戸除籍謄抄本を添付することができない外国籍の方がいる場合には、本制度は利
用できません。
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では、本制度と行政書士業務である相続（親族）関係説明図の作成との関係はどのように考えれば良いで

● スペシャルリポート

法務業務部

Ｑ．５ 一覧図には廃除された法定相続人も記載しますか？
Ａ．５ 廃除があった場合は、廃除された者の記載はしません。

Ｑ．６ 被相続人の死亡後に子の認知があった場合、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一
覧図の写しの交付後に廃除があった場合などはどのようにすれば良いですか？
Ａ．６ 被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人が再度、申出をする
ことができます。

Ｑ．７ 数次相続が発生している場合においては、全てをまとめた一覧図を作成するのでしょうか？
Ａ．７ 一覧図は被相続人ごとに一つずつ作成します。それらを組み合わせて利用していただくことになりま
す。

Ｑ．８ 申出書の利用目的欄には何を書けば良いですか？
Ａ．８ パブリックコメントにおける法務省の回答では、
「遺産分割協議書の参考資料とするため」、
「相続関係
説明図を作成するため」とする利用目的は適当でないとされています。同様に、「証明書取得のため」
とすることも適当ではありません。そもそも本制度は、登記に限らず相続手続に利用することを前提
とした制度ですので、預金の払戻しなどの具体的な利用目的を記載してください。なお、本制度を利
用する場合であっても、戸籍謄本等の収集のために職務上請求書を使用する際は、従来どおり「遺産
分割協議書・相続関係説明図の作成」など、行政書士業務であることの記載をお願いします。
参考
不動産登記規則
（法定相続情報一覧図）
第２４７条

表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記そ

の他の手続のために必要があるときは、その相続人（第３項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者
に限る。以下本条において同じ。）又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後
の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄す
る登記所の登記官に対し、法定相続情報（次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。）を記載した書面（以下「法定相
続情報一覧図」という。）の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一

被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日

二

相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄

２

前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
一

申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄

二

代理人（申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法（昭和2
2
年法律第2
2
4
号）第１０条の２第３項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。）によって申出をするときは、当該代理人の氏名
又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三

利用目的

四

交付を求める通数

五

被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号

六

申出の年月日

七

送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第６項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨

３

前項の申出書には、申出人又はその代理人が記名押印するとともに、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一

10

法定相続情報一覧図（第１項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作
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成をした申出人又はその代理人が署名し、又は記名押印したものに限る。）
二

被相続人（代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。）の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事

三

被相続人の最後の住所を証する書面

四

第１項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書

五

申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面

六 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員
が職務上作成した証明書（当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。）
七
４

代理人によって第１項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第２項の申出書には、その住所を証する書面

を添付しなければならない。
５

登記官は、第３項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定
相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写
しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証
文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。

６

登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第３項第二号から第五号まで及び第４項に規定する書面

を返却するものとする。
７

前各項の規定（第３項第一号から第五号まで及び第４項を除く。）は、第１項の申出をした者がその申出に係る登記
所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。

戸籍法
第１０条の２ 前条第１項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすること
ができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなけれ
ばならない。
一

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

権利又は義

務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とす
る理由
二

国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び

当該機関への提出を必要とする理由
三

前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

戸籍の記載事項の利用の目的及

び方法並びにその利用を必要とする事由
３

第１項の規定にかかわらず、弁護士（弁護士法人を含む。次項において同じ。）、司法書士（司法書士法人を含む。次

項において同じ。）、土地家屋調査士（土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。）、税理士（税理士法人を含む。
次項において同じ。）、社会保険労務士（社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。）、弁理士（特許業務法人を
含む。次項において同じ。）、海事代理士又は行政書士（行政書士法人を含む。）は、受任している事件又は事務に関す
る業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当
該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者につ
いての第１項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

条文の下線は、執筆者にて加筆したものです。
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項証明書

● スペシャルリポート

寄稿

法的マーケティングの時代
法的マーケティングの時
代
滋賀県行政書士会

１ 官民からの業務受託

会長

盛武

隆

より特定役務等の調達を行っている。
調達の方法は、公共サービス基本法等により基本的

現在、全国の行政書士会では、官公署、公益法人

には競争市場であるが、一般競争契約、指名競争契

等から行政手続や行政サービスに関連する業務を受

約、随意契約がある。
地方公共団体では公契約条例等

託している。

の制定による地元企業優先策をとっている場合もある。

その端緒は、昭和４６年６月、行政書士法の改正に

この官民からの業務受託という行政ビジネスの市

より行政書士の登録事務が知事から行政書士会に、

場に、行政書士会が進出した。しかし、国の行政機

続いて昭和６０年には日本行政書士会連合会（以下「日

関及び地方公共団体は、行政書士会が事業を行うこ

行連」という。）に移譲され、登録手数料の徴収を

との適法性について疑義を示し、調達の対象から外

始めたことにある。

す事例が生じた。

そして平成１１年７月、地方分権一括法に伴う行政

この問題解決のため、日行連が総務省に照会した

書士法の改正により、行政書士試験が知事から指定

ところ、平成２２年３月の行政課長通達において、
「官

試験機関に委任されたことに伴い、会則の事業目的

民からの業務受託」については、
「行政書士会の主た

に、日行連は「指定試験機関が行う試験事務への協

る業務ではないが、当該業務受託が行政に関する手

力に関すること。」及び全国の行政書士会は、「行政

続の円滑な実施に寄与することを目的とするもので

書士試験の実施に関する事務に協力を行う。」とそれ

あって、その内容が行政書士法が定める行政書士の

ぞれ規定し、
（一財）行政書士試験研究センターの業

業務範囲に属するものであり、また、その活動の規

務を全国の行政書士会が受託した。

模が当該行政書士会の財政的基盤を揺るがす危険を

この間、国の行財政改革等業務の適正化施策によ

伴うほど過大なものではないような場合には、当該

り、行政による行政サービスの役務等の調達が始ま

行政書士会の目的達成に必要な事項に含まれる場合

り、行政書士及び行政書士会には行政事務関連業務

があると解される。」と日行連に回答した。

が新たなビジネスとなった。
既に、日行連も発注者として全国の行政書士会に

この通達に基づき、日行連及び行政書士会は組織
として業務受託を行うことが法的にも可能となり、

特定行政書士法定研修事業を、
（有）全行団には申請

会長にはトップセールスマンとしての職務が加わり、

取次行政書士の研修事業を委託しているのである。

行政や民間に対する営業活動の展開が期待されるこ

なお、文中における意見部分については、筆者の
私見であることを申し添えておく。

ととなった。
最近ではJ
ETROからの協力依頼や法務省からの
外国人に対する行政サービス等の各分野において協

２ 法令に基づく調達と業務
国の行政機関や地方公共団体からの業務受託に対

力の要請があり、日行連として、行政サービスにお
ける行政書士業務の特性を広く内外にアピールし、
組織的対応を図ることが求められている。

応するには、その資格に法的制限がある。国の各省

その一例として、日行連は既に総務省、法務省、国

庁は会計法の規定に基づく「国の物品等又は特定役

土交通省、農林水産省、林野庁、全国市長会がオブ

務の調達手続の特例を定める政令」であり、地方公

ザーバーとして参加する増田寛也元総務相が座長の

共団体は地方自治法に基づく「地方公共団体の物品

「所有者不明土地問題研究会」等に役員が委員として

等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」に
12
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参加し、行政書士制度について理解を求めている。

３ 統一資格の取得

外部委託は、市場化テストから始まった。平成17年

不明土地問題や空き家問題の解決の取組が行われ、
所有者等の法定相続情報一覧図等の作成に関する行
政事務の民間委託が始まった。

に経済産業省が市場化テストとして公募した「補助

そして実態として、行政書士会や他士業との入札

金等の中間・確定調査に係る補助業務に関する外部

競争が始まり、行政書士よりも安価な提案等により

委託」に応募し、業務を受託した経験をいかし、滋

他士業が落札する事態が生じたのである。
そこで滋賀会としては、取組を始めた県内各市に

賀会として国、滋賀県、市町に対して、行政事務の
委託を要請し、統一資格を取得するなどして、順次

対して、

受託を得て今日に至っている。

①

当該事務は行政書士法が定める「事実証明に関

ところで、行政調達を受託するには必要条件があ

する書類の作成」に当たり、行政書士の独占業務

る。各省庁における役務や物品の製造・販売等に係

である。これらの業務を行政書士以外の者が行う

る一般競争、指名競争の入札参加には、全省庁統一

ことは行政書士法違反となり、競争入札等の調達

資格を取得しなければ応札できない。

にはなじまないものである。

この資格は、各省庁のいずれか１か所に申請し、

②

地方公共団体等に提出するとして、法定相続情

資格を付与された場合において、その資格は該当す

報一覧図等を作成するために必要な戸籍等の請求

る競争参加地域のうち、希望する地域ごとに所在す

を、行政書士以外の資格者が「職務上請求書」を

る各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格

使用して請求することは、戸籍法に定める職務上

となるものとされている。

請求書の不正使用に当たることになる。

さらに、国の調達業務を受託するには、競争入札

③

他士業や民間団体による非行政書士行為や不法

参加資格としてプライバシーマークの取得が条件と

行為により当該業務が遂行された場合、地方公共

なっている。しかし、滋賀会は防衛省の防音対策事

団体が費用を支払って、空き家・土地の所有者情

業に関する役務業務の競争入札において、行政書士

報を第三者に提供し、法定相続情報一覧図等の報

は行政書士法により、守秘義務が法定化されている

告書等を収受することは、個人情報の売買に当た

ことから、プライバシーマークがなくても受託でき

り、行政機関の保有する個人情報の保護に関する

ることになった。

法律に抵触し、提供を受けた受託者は個人情報保

このことは、行政調達の役務の分野の受託という
競争市場において、民間事業者等と比較して有効で
あり、資格者としての行政書士の評価を向上させる
ことに寄与している。

護法に抵触する恐れがあり、プライバシーの侵害
等センシティブな問題を包含している。
④

ところで、法務省は、戸籍法第１０条の２第３項

に定める資格者が、
「法定相続情報一覧図を作成

国の統一資格の取得とともに、随意契約した滋賀

し、法務局へ提出することができる。」とする不動

県からの経営事項審査業務の受託という実績は、県

産登記規則の一部改正の施行を、平成２９年５月２９

下の市町における役務の調達において、一定の資格

日としているが、この規則を根拠として法務局以

要件として他者よりも優位性を有すると評価され、

外の行政機関や銀行等民間機関へ「法定相続情報

これが県下の市町からの、入札資格申請書の受付及

一覧図を作成し提出する。」ことは、行政書士法違

び審査業務等の行政事務の受託を可能にしている。

反となる。
⑤

４ 行政の調達の適法・適正化と法令順
行政の調達の適法・適正化と法令順守
守

さらに法務省が認定し交付する法定相続情報一

覧図を利活用して、法務局以外の行政機関や民間
機関に提出するなどして、被相続人や相続人の財

平成28年６月に閣議決定された「経済財政運営と

産管理等の手続を行うことは、行政書士法が定め

改革の基本方針２
０１６」、「日本再興戦略２
０１６」及び

る「権利義務に関する書類の作成」に当たり、行

「ニッポン一億総活躍プラン」において、政府とし

政書士法違反の疑義が生じる。

て相続登記の促進に取り組むこととされていること

⑥

ついては、行政事務の受託経験が豊富で、かつ、
2017.
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行政補助的な業務に係る役務等の行政サービスの

に鑑み、地方公共団体にあっては、いわゆる所有者

● スペシャルリポート

寄稿
員が役割分担する就業方式を採用している。

行政委員等に多数登用されている、実績のある行政
書士に委託されたい。
以上のように当該業務の遂行

②

従事する会員は熟練者と新人の混在チームで編

に当たっては、行政機関として違法行為を除外する

成し、業務管理のみならず進捗状況、申請人や精

などの法令順守が求められる。
行政のコンプライアン

通者である先輩に対する質疑応答が同時進行する

スの確立を図られたい。

ので、新人の業務体験の場という効果が生じてい
る。

との問題提起を行った。
この活動の趣旨が滋賀県下の市長会で取り上げら

③

しかし短期間に相当量の業務件数が集中するこ

れ、市長会として行政書士法の法的制限のある空き家

とから、タイムテーブルによる処理時間、納期等

と不在地主の調査業務及び成年後見首長申立てに係

の確実性が求められる。あわせて従事する会員の

る親族関係図等の作成は、行政書士でなければ受け

業務処理能力の向上と精度が求められるとともに

皿となり得ないことが共通の理解となり、そのことが各

守秘義務が確保される。

市長へ通知された。

という役割をこの委員会が担っている。
次に、県下の各市における法定相続情報一覧図や

５ 行政事務受託推進協議会（特別委員会
行政事務受託推進協議会（特別委員会）
）
滋賀県や市町からの業務受託の確実な履行を図る

その他の業務受託は、行政事務受託推進協議会が業
務受託協議を行うが、
①

市の行政地域に置かれた各支部が受け皿となる

ため、行政書士会の責務として管理組織が必要と

が、支部として業務を行うことは組織的に無理が

なった。このことから、滋賀会として行政事務受託

ある。

推進協議会（特別委員会）を設置し、会長が支部長

②

従って業務処理は受託会員事務所における分散
型業務処理方式となる。

や政治連盟の会員である各市の議会議員と連携しな
がら受託活動を行っている。
その最大の理由は、行政と市民の信頼の確保措置
が問われたからである。
行政の業務委託は、担当課の調達役務の計画の起
案から始まる。そして、調達と予算を承認するのは

③

業務の処理時間や精度は自己管理が要求され、
会員の処理能力の差異も生じかねない。
このような懸念に対応するため、滋賀会として統

一的な進捗管理組織が必要となり、二つの委員会を
設置したのである。

地方議会であり議員である。この関係者の信頼を
失った場合、滋賀会に対して行政事務を委託するこ
とは、市民が許さないことになる。すなわち、より
一層の行政書士倫理の確立が今後の業務推進を左右
することになる。

７ 行政行為におけるデュープロセス
行政事務の受託に当たっては、二つの委員会によ
る業務受託、業務処理の手法や管理監督に係る問題

そこで、いずれの業務受託であっても、受託を希

への対処のみならず、行政の円滑な運営と推進に資

望する会員は、委員会等の行う研修等を受講し、そ

するために調達が行われていることの理解が行政書

の結果で選任することとした。希望者が多数の場合

士会組織に求められている。

は、選考もあり得ることを会員に周知することなど
を目的とする管理組織を設置したのである。

例えば、行政書士試験の事務の実施の業務受託は、
従事する会員に対する罰則は、刑法により「法令に
より公務に従事する職員とみなす。」と規定している。

６ 経営事項審査業務推進特別委員会

行政書士ではなく公務員として責務が規定されてい
る。

滋賀県からの経営事項審査業務の受託は、業務部

また、行政事件訴訟法に規定する「処分」が含ま

や建設部会等ではなく、この特別委員会が滋賀県と

れているような業務受託の場合は、行政書士会が

の交渉から成果物の納品までを行うこととして設置

「委託した行政機関の一部」とみなされる場合があ

した。

り、その場合、行政作用法と行政救済の四つの領域

①
14

集合一括処理体制を構築し、行政書士会館で全
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（行政に対する不服申立、行政訴訟、国家賠償、損失

改正の動向である。司法書士法第２９条第１項第１号

が必要である。

及び司法書士法施行規則第３１条が新設された。

これらの法的課題を視野に入れた、組織対応方針

これにより司法書士が「財産管理業務」を行うこ

（リスク管理）、いわゆるBCP（非常事態に備えて強

とができることとなったとして、司法書士により

い事業を存続させる企業の経営手法）を取り入れて

「（一社）日本財産管理協会」が設立された。その

対応することが行政事務の受託には求められる。そ

業務の一例として、司法書士が相続人からの委任を

の意味において、行政書士賠償責任保険のさらなる

受け、金融機関等に対して、銀行における各種手続

拡充が検討されねばならない。

を代理するとしている。
しかし、現行制度では司法書士は相続登記手続に

８ 行政手続のプロフェッションとしての矜
行政手続のプロフェッションとしての矜持
持
行政書士会が行政事務を受託し事業とする場合は、

使用する以外は、法定相続情報一覧図を作成し、他
の行政機関や民間機関に提出することはできず、か
つその目的で職務上請求書を使用して戸籍等を請求

様々なリスクを回避し、行政書士制度の持続的成長

することはできない。このような業務は行政書士法

と発展的成長の組織的課題を抱えながら事業を推進

が定める「権利義務又は事実証明に関する書類の作

しなければならないことを述べてきた。それは行政

成等」に該当するので、行政書士の独占業務である

書士会の役員の理解を求めるためである。

と日行連は意見表明している。

その理解を支えるのは会員に対する法令順守、倫

相続財産とは何かを掲げると、不動産、預貯金、

理感、守秘義務等の責務の徹底である。会員が法的

株券、著作権又は特許、自動車、抵当権・賃借権等

責任を問われることともなれば、行政書士会が市民

がある。これらの相続手続は他士業の業務に関わる

の信頼を失い、行政調達に応札する資格を失うこと

手続が多くあり、法務局から交付された法定相続情

を招来する。

報一覧図を利活用して財産管理という名目で、他士

その基本は行政書士会として業務契約者、業務従

業の業務を行うことは問題が生じることが予測され

事者等の関係者の責任の所在と、補償担保能力が明

る。その観点から、民間団体である「（一社）日本

確化されている必要がある。

財産管理協会」の業務は注視すべきである。

行政事務の受託における法的マーケティングとは、

さらに、各地の弁護士会では、行政連携センター

以上述べてきたようなあらゆる事態を想定して、法

を設置し、地域包括支援センターや自治体・行政と

令適合、予防法務、デュープロセス、司法アクセス

連携するなどして、行政業務に関わる「法律相談の

等を包含した総合戦略が必要である。

お品書」を作成し、自治体内弁護士を置くなどして、
活動領域の拡大を進めている。

９ 今後の課題
日行連は不動産登記規則の一部改正（案）に関す

さらに、政府の規制改革推進会議は、企業に立ち
入り検査する労働基準監督署の業務の一部の民間委
託先として社会保険労務士会を検討するとしている。

るパブリックコメントにおいて、法定相続情報一覧

国や地方行政との連携という業務開拓が各士業に広

図の作成は原則として行政書士の独占業務であると

がっているのである。

意見表明している。
しかし、不動産登記規則の一部改正の成立によっ
て、戸籍法第１０条の２第３項に掲げる全ての資格者

執筆者肩書は執筆時点のものであり、本誌発行
日時点の肩書とは異なります。

が行政書士法が独占業務と定める「事実証明に関す
る書類の作成」が他士業に開放されることになった。
さらに、司法書士の独占業務とされていた、法務
局に提出する登記関係手続の一部が、行政書士を始
めとする他士業に開放されることになった。
そこで注意すべきことは、平成１４年の司法書士法
2017.
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補償）の対象となる場合があり得ることの法的理解

● インフォメーション

平成２９年春の黄綬褒章

I
nfo

髙橋 眞・鈴木康夫・月見里和夫・相羽利子・松原良一・
北山孝次・喜多輝光・伊藤 精・島袋英光
各会員に黄綬褒章

１

平成２９年５月１６日（火）、総務省主催による「平成２９年春の褒章伝達式」が、東京プリンスホテル（東京
都港区）２階「鳳凰の間」において行われ、髙橋眞（宮城会）・鈴木康夫（栃木会）・月見里和夫（静岡会）・
相羽利子（新潟会）
・松原良一（愛知会）
・北山孝次（大阪会）
・喜多輝光（徳島会）
・伊藤精（大分会）・島
袋英光（沖縄会）各会員に黄綬褒章が伝達され、その後、皇居にて拝謁に臨みました。
黄綬褒章は業務に精励し衆民の模範である者に授与されるもので、「行政書士業務精励功績」として、
平成29
年４月２９日に各受章者に対し発令されていました。
また、伝達式及び拝謁終了後は、同ホテルにおいて日行連主催による記念品贈呈式が行われ、遠田会長か
ら各受章者に対し、記念品の贈呈及び祝辞が贈られた後、各受章者から謝辞が述べられました。
行政書士としての業務精励功績による黄綬褒章受章者は、昭和５５年秋以降、今回の受章者を含めて計１８１名
となりました。

受章者プロフィール
受章者プロフィー
ル
（敬称略
たかはし

【役員歴】 宮城会

鈴木 康夫

（８０歳）［宮城会］

（６９歳）［栃木会］

開 業 昭和４２年１２月１５日
業務歴 ４９年４ヶ月

開 業 昭和４８年６月１５日
業務歴 ４３年１０ヶ月
【役員歴】 栃木会

日行連

かず お

理 事（昭和５５年５月～昭和５６年５月）… １年
理 事（昭和６２年５月～平成元年５月）… ２年
理 事（平成９年５月～平成１５年７月）… ６年２ヶ月
理 事（平成１７年５月～平成２７年５月）…１０年
副会長（平成２７年５月～現在）………… １年１１ヶ月
計 ２１年１ヶ月
理 事（平成２７年６月～現在）………… １年１０ヶ月
計 １年１０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）計 ２１年１ヶ月
あい ば

とし こ

月見里 和夫

相羽 利子

（６５歳）［静岡会］

（６７歳）［新潟会］

開 業 昭和５３年４月１８日
業務歴 ３８年０ヶ月

開 業
業務歴

理 事 （平成１７年５月～平成１９年５月）… ２年
副会長 （平成１９年５月～現在）………… ９年１１ヶ月
計 １１年１１ヶ月
日行連 理 事（平成２５年６月～現在）………… ３年１０ヶ月
計 ３年１０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）計 １１年１１ヶ月

2017.
7 No.
536

やす お

髙橋 眞

つき み さと

16

すず き

まこと

理 事（昭和５０年５月～昭和６０年５月）…１０年
理 事（昭和６２年５月～平成７年５月）… ８年
理 事（平成９年５月～平成１１年５月）… ２年
理 事（平成１３年５月～平成１５年５月）… ２年
副会長（平成２３年６月～現在）………… ５年１０ヶ月
計 ２７年１０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）計 ２７年１０ヶ月

【役員歴】 静岡会

平成２９年４月２９日現在）

【役員歴】 新潟会

日行連

昭和５４年２月２０日
３８年２ヶ月

理 事（平成元年５月～平成７年５月）… ６年
副会長 （平成１３年５月～平成１５年５月）… ２年
会 長（平成１５年５月～現在）………… １３年１１ヶ月
計 ２１年１１ヶ月
理 事（平成１５年６月～現在）………… １３年１０ヶ月
計 １３年１０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）計 ２１年１１ヶ月

日行連

きたやま

松原 良一

北山 孝次

（８１歳）［愛知会］

（６７歳）［大阪会］

開 業 昭和４９年１２月１２日
業務歴 ４２年４ヶ月

開 業 昭和５９年１０月６日
業務歴 ３２年７ヶ月

理 事（平成元年５月～平成５年６月）… ４年１ヶ月
副会長（平成７年５月～平成１５年５月）… ８年
計 １２年１ヶ月
理 事（平成９年６月～平成１３年６月）… ４年
計 ４年０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）計 １２年１ヶ月

き

【役員歴】 徳島会

た

【役員歴】 大阪会

日行連

てるみつ

こう じ

理 事 （平成１１年５月～平成１３年５月）… ２年
副会長 （平成１３年５月～平成１５年５月）… ２年
会 長 （平成１５年５月～平成１９年５月）… ４年
会 長 （平成２１年５月～平成２７年５月）… ６年
計 １
４年０ヶ月
理 事（平成１４年６月～平成１７年６月）… ３年
副会長（平成１７年６月～平成１９年６月）… ２年
会 長（平成２１年６月～平成２７年６月）… ６年
計 １
１年０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）計 １
４年３ヶ月

い とう

せい

喜多 輝光

伊藤 精

（５９歳）［徳島会］

（６２歳）［大分会］

開 業 昭和５８年１月７日
業務歴 ３４年４ヶ月

開 業 昭和６１年１２月１１日
業務歴 ３０年４ヶ月

理 事 （平成３年５月～平成９年５月）… ６年
副会長 （平成１９年５月～現在）………… ９年１１ヶ月
計 １５年１１ヶ月
通算役員歴（重複を除く）計 １５年１１ヶ月

【役員歴】 大分会

日行連
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【役員歴】 愛知会

まつばら りょういち

理 事（平成５年５月～平成７年５月）… ２年
副会長（平成１１年５月～平成１３年５月）… ２年
会 長（平成１３年５月～平成１５年５月）… ２年
理 事（平成１５年５月～平成１６年４月）… ０年１
１ヶ月
会 長 （平成１７年５月～平成２１年５月）… ４年
計 １
０年１
１ヶ月
理 事 （平成１３年６月～平成１５年６月）… ２年
理 事（平成１７年６月～平成２１年６月）… ４年
計 ６年０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）計 １
１年０ヶ月

しまぶくろ ひでみつ

島袋 英光
（６１歳）［沖縄会］

開 業 昭和５７年７月２７日
業務歴 ３４年９ヶ月
【役員歴】 沖縄会

日行連

理 事（平成４年５月～平成７年５月）… ３年
副会長 （平成１３年５月～平成１５年６月）… ２年１ヶ月
副会長（平成２１年５月～平成２５年５月）… ４年
会 長（平成２５年６月～現在）………… ３年１１ヶ月
計 １３年０ヶ月
理 事（平成２３年６月 ～ 現在）……… ５年１０ヶ月
計 ５年１０ヶ月
通算役員歴（重複を除く）計 １３年０ヶ月

受章者と記念撮影
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VOD研修「旅館業許可申請と民泊の
動向について」の御案内
＜中央研修所＞＜許認可業務部＞

中央研修所では、本会許認可業務部警察・環境部門の協力を得て、中央研修所研修サイトに、行政書士の
本来業務である旅館業法の許可申請を解説した「旅館業許可申請と民泊の動向について」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。

旅館業許可申請と民泊の動向について
講師：第一業務部

警察・環境部門専門員

谷田部

智敬

このVOD研修では、民泊の動向について解説するとともに、その前提として知っておかなければなら
ない旅館業法の許可申請業務についての理解を深めていただきます。
その上で、民泊を含めた空き家対策、地方創生、訪日外国人との交流等、今後これらの問題に行政書
士がどのように関与できるかを考えていただくヒントになれば良いかと思います。
以下のとおり研修の概要を説明いたしますので、参考としてください。
１

旅館業法の定義
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用
して施設を利用すること」とされている。
旅館業は、
「人を宿泊させる」営業であり、生活の本拠地を置くような場合のアパートや下宿等は
旅館業には含まれない。
また、
「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は
受けない。

２

営業の許可
旅館業を営業するものは、都道府県知事の許可を受ける必要がある。この許可を受けるに当たり、
関係法令の基準を満たす必要がある。

３

国家戦略特区特定事業
国家戦略特別区法の特定事業を定めた区域計画について、特定事業を行うものは、旅館業法の規定
が適用されない場合がある。（東京都大田区等）

４

民泊法制度への流れ
「民泊」の全国解禁への方針について、第１段階として、民泊を旅館業法の「簡易宿所」と位置付
け、自治体による営業許可とする。第２段階として、民泊サービスについて新法の制定を含めた法整
備を検討し、平成２８年度内の実施を目標とする。

５

旅館業営業許可申請
参考資料として許可申請書の記載例、添付書類等の説明を掲載。

講師名にある「第一業務部」とは収録時点での部署名であり、
平成２９年４月１日付で「許認可業務部」に改編されました。
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＜広報部＞

前年に引き続き、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２
０１７」の「企業・そ
の他 ゆるキャラ」部門にエントリーしました。ユキマサくんが宣伝部長となって、行政書士制度の普及・
発展に寄与できるよう、広報部一丸となり取り組み、また会員の皆様も巻き込んでさらに盛り上げていきた
いと思っています。投票方法等、詳細については次号に掲載予定です。
皆様、応援よろしくお願いいたします。

所属：日本行政書士会連合会
猫界の行政書士を目指しているユキマサだニャ！
ボクが憧れる行政書士は、行政手続のスペシャリスト！！
暮らしやビジネスの「どうしよう？」を解決する頼れる街の
法律家である行政書士を、少しでもたくさんの人に知って
もらえるよう今年も頑張るニャ。
応援よろしくニャ！
ゆるキャラグランプリ ユキマサくんページ
URL: http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00003147

法務省からのお知らせ
第６７回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカラ～
“社会を明るくする運動”は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を
犯した人たちの改善更生について理解を深め、それぞれの立場において力
を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。
第６７回運動では、①出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を
増やすこと、②帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る人の数を
減らすこと、③薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環
境を作ること、④犯罪をした高齢者・障害者等が、社会復帰に必要な支援
を受けられる環境を作ることの４点を重点事項としています。
平成２８年１２月に成立した再犯の防止等の推進に関する法律では、再犯の
防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務
を明らかにし、再犯の防止等に関する施策の基本事項を定めるとともに、
７月を再犯防止啓発月間と定めています。７月は“社会を明るくする運動”
の強調月間でもあることから、本運動においても再犯防止啓発月間の趣旨 第６７回“社会を明るくする運動”
にふさわしい活動を実施していきます。
ポスター
本運動に対する皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
■本運動の概要は「おかえり 更生保護」で検索
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ユキマサくんが「ゆるキャラグランプリ２０１７」
にエントリーしました

行政
ホット
ライン
各単位会の取組をお知らせします。
各単位
単位
位 会 取組
取 をお知
知ら
知らせします

静岡県内全ての市町と大規模災害時被災者
支援協定を締結

静岡県
行政書士会

静岡会は、東日本大震災における被災者支援の難し
さを教訓に、大規模災害発生時等における被災者支援
協定の締結を県内すべての市町に働き掛けました。平
成２５年４月５日の伊東市との締結を皮切りに、平成２９
年３月２２日の浜松市との締結により、県内３５市町の全
てと締結するに至りました。
また、当該協定に基づく大規模災害時の支援に備え、
大規模災害対策本部設置マニュアルや会員の対応マ
ニュアルの作成、通信機器の設置等を行い、体制作り
に努めています。

「生活衛生関係の営業者支援に関する覚書」を締結
静岡会は、平成２９年３月２７日、静岡生衛会館において、公益財団法人静岡県生活衛生営業指導センターと
「生活衛生関係の営業者支援に関する覚書」の締結式を行いました。
当該覚書は、お互いの事業をいかした連携体制を構築していくことにより、食の安全のみならず、県民の
生活に密接する生衛業全般について、相互の会員に対する情報提供や研修会への講師派遣、個別企業からの
相談への対応等を行うことを目的としており、本会では、広く各種許認可申請等の業務獲得につなげるべく
取り組んでいます。

公益財団法人静岡県生活衛生営業指導センターとは、
「生衛法」
（生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興
に関する法律）に基づく生活衛生に関連する１２の業種
（鮨商、麺類業、社交飲食業、料理業、飲食業、食肉、
理容、美容業、映画興行、ホテル旅館、公衆浴場業、
クリーニング）の同業組合からなる団体で、生衛業の
経営の健全化、近代化を促進して衛生水準の向上、消
費者利益の擁護を図るため、生衛法（旧・環衛法）に
基づいて業界と県の出資によって昭和５６年に設立され
た団体です。
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届出済証明書の 更新 を希望される方へ

開催地：名古屋

「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
趣

旨

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。

対

象

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。

日

時

平成29年8月18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。

会

場

名古屋サンスカイルーム
（名古屋市中区錦1丁目18番22号 名古屋ATビル2階）

申込方法
申込方
法

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）。

受 講 料

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。

受付期間
受付期
間

平成29年7月21日（金）9時～7月31日（月）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。

効果測定
効果測
定

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。

釈錫錫錫錫錫錫錫錫錫若

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票
H29.
8.
18（金）開催

行政書士申請取次実務研修会（於：名古屋サンスカイルーム）

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

ＴＥＬ
ＦＡＸ

（

） 登録番号

届出済証明書有効期限

平成

年

月

日

〒
事務所住所

お申込先

FAX【03−6459−0190】

留意事項
○〈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
2017.
7 No.
536
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の動き
日行連
なもの）
（主

5

2017.

ポート

レ
マンスリー

９日
（火）
（火
）

１１日
（木）
（木
）

登録委員会
【登録審査】
１ 審査件数（１３９件）
２ その他

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

１
９日

申請取次事務研修会（仙台）

２
３日

登録委員会

（金）
（金
）

（火）
（火
）

受講者（８２名）

【登録審査】
１ 審査件数（１６３件）
２ その他

常任理事会（～１２日）
【合議事項】
１ 他団体への要請文書について
２ ㈲全行団の受託業務における業者再
委託承諾書について
３ 文書開示請求結果に係る会員の異議
申立て書について
４ 後援等依頼への対応の手引き（案）
について
５ 法定相続情報証明制度への対応につ
いて

会員の皆様へ
職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関するお願い
行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位の保持に努めなければなり
ません。
特に職務上請求書の使用にあたっては、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、行政書士等の資格
者が職務上必要ある場合に限り行使できることとされており、限られた資格者にのみ認められた国民利
便のための制度であるため、個人情報保護、人権の擁護などの観点からも高い倫理意識に基づいた厳正
な取扱いが求められ、職務上請求書の偽造、不正使用、人権侵害のおそれがある戸籍等の取得は決して
許されることではありません。
会員各位におかれましては、「戸籍法」、「住民基本台帳法」、「行政書士法」、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」等の趣旨を十分に理解され、適正な使用及び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申し上げます。
なお、職務上請求書の払出し方法については、各単位会で運用が異なりますので、所属単位会の関係
規則等を御確認願います。
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Learn! Make use! Have fun!

学ぶ 活 かす 楽 しむ
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魅力ある取組をリポート
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会員の動き

御協力のお願い

◆登録者数 （平成２９年５月末日現在）
合
計
内
訳
男 40,
331名
・個人事務所開業
男 39,
071名
・行政書士法人社員 男
875名
・使用人行政書士
男
385名

～日本行政を正確・迅速にお届けするために～
女
女
女
女

◆異動状況 （平成２９年５月中の処理件数）
新規登録 合 計
内 訳
男
223名 女
登録抹消 合 計
内 訳
男
106名 女
・廃 業
87名
・死 亡
27名
・その他
4名
◆法人会員 （平成２９年５月末日現在）
法 人 事 務 所 数
・主たる事務所数（行政書士法人数）
・従たる事務所数

４６,
６０５名
6,
274名
5,
913名
166名
195名

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

２８２名
59名
１１８名
12名

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

６５９
413
246

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。

f
r
om
EDI
TORS

広報部員のひとり言
２０１５年１１月号に編集後記なるものを書

（小林）

◦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

いてからはや２年、今回が最後で５回目

更があった場合には、所属単位会を通じ日

です。立冬の茶事のこと、北海道新幹線開業のこと、函

行連登録委員会に提出される当該会員の変

館のお盆のこと、利休早梅の文のことがまとまりもなく、

更登録申請の処理手続の結果により行いま

拙い文が残っている（赤面）。最終の期限は間近なのに何

す。

も浮かばない。
少し暑いからかな？一昔前の函館ならエアコンをつけ

事務所所在地に変更がないのに日本行政が

るなど考えもしなかったが、ここ数年、６月から暑くな

届かなくなった場合は、お早めに日行連事務

り、昨年は２５度を超えた日が１０日もあったと思う。８月

局までお問合せください。

のお盆が過ぎると秋風が吹いていたのに、観光客にも
「北海道がこんなに暑いの」と愚痴られる。温暖化の影
響で、６月１日解禁の、函館名物朝イカもさっぱり、目

◦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

玉のなくなったホテルも新たな目玉探しに躍起になって

長６か月までとさせていただきますので、

いる。

あらかじめ御了承願います。

何はともあれ、平穏な普段の暮らしが続くこと、行政
書士制度が揺るぎないものになることを願って筆を置き
ます。
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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。
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日本行政書士会連合会
〒105－0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
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