176行政とくしま夏号̲PDF専用 16.7.29 3:20 PM ページ1

176行政とくしま夏号̲PDF専用 16.7.29 3:20 PM ページ2

目
〈定時総会あいさつ〉
徳島県行政書士会会長

農林水産基盤整備局農業基盤課との意見交換会報告 ……13
大

潤 …………… 1

村

事

飯

泉

嘉

門 …………… 2

日本行政書士会連合会会長

遠

田

和

夫 …………… 3

徳島県議会議員

長

尾

哲

見 …………… 4

徳島県議会議員

川

端

正

義 …………… 5

徳島県議会議員

井

川

龍

二 …………… 5

徳

遠

藤

彰

良 …………… 6

島

島

県

知

市

理事会報告 …………………………………………14
業務研修会開催報告 ………………………………15

〈定時総会祝辞〉
徳

次

長

コスモス徳島 なつだより …………………………16
ユキマサくんのめざせ！ゆるキャラグランプリ ……17
支部だより …………………………………………18
新入会員の紹介 ……………………………………21
広報部の会員発掘〈挑戦し続ける人〉 …………24
週末は鳴門へ ………………………………………26
追悼

大西清孝名誉会長

………………………………27

受賞報告 …………………………………………… 7

やまびこ ……………………………………………28

平成28年度 徳島県行政書士会定時総会報告 ……… 8

事務局日誌 …………………………………………30

平成28年度 日行連定時総会報告 ……………………10

会員の動静 …………………………………………31

平成28年度 日行連四国地方協議会定時総会報告 …12

広報ひろば・編集後記 ……………………………32

表紙写真：美馬市脇町「うだつの町並み」と「時代屋の竹人形」
古澤
圭 氏 撮影

176行政とくしま夏号̲PDF専用 16.7.29 3:20 PM ページ1

徳島県行政書士会

大

皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきま
した、会長の大村でございます。

村

会長

潤

方々には、改めましてご協力の程、本当にあり
がとうございました。

日中は汗ばむ陽気となり、暑い季節がやって
きています。

４月に発生した熊本県を中心とする大規模な
地震によりまして、多数の方々が犠牲となり、

本日はお忙しい所、たくさんの御来賓の皆様
のご臨席と、多くの会員の皆様のご出席を賜り、

現在でも多くの方が避難生活を余儀なくされて
います。

平成28年度徳島県行政書士会定時総会が、この

日行連では大規模災害対策本部を立ち上げ、

ように盛大に開催されましたことにつきまし

被災地の情報収集を行い、被災者の支援に全力

て、厚くお礼を申し上げます。

をあげて取り組んでいます。

また、御来賓の皆様には、日頃より本会が大

本会としましても、被災された会員の方々を

変お世話になっていますことも、心より感謝申

全力で支援すると共に、１日も早い復興と復旧

し上げます。

をお祈り申し上げます。

さて、昨年度の行政書士会におきまして特に

終わりに、本日ご臨席の御来賓の皆様と会員

注目すべきことは、日行連並びに日政連の日々

の皆様に対しまして、再度心よりお礼を申し上

の活動の成果によりまして、行政書士法改正が

げまして、私からのごあいさつとさせていただ

実現し、新たに行政不服申立ての代理業務を担

きます。

うことが可能な特定行政書士が、全国で2,428
名誕生されたことでございます。
一方、本会の事業では、従来通り県下全域で
広報活動を実施し、行政書士の制度や業務の周
知について、多数の行政機関において県民の皆
様に対し、大きな成果をあげることができまし
た。
また、徳島県総務課の方々のご協力によりま
して、本県農業基盤課の方々と本会による、農
地法に関する手続きについての意見交換会を開
催することができました。徳島県の関係者の
―1―

本日は、誠にありがとうございました。
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徳島県知事

飯

泉

嘉

門

徳島県行政書士会の皆さまにおかれまして

近な街の法律家』と称される行政書士の皆さま

は、日頃から行政手続きの円滑な実施はもとよ

方に寄せられる期待はますます高まっておりま

り、県政各般にわたり格別のご理解、ご協力を

す。今後ともさらなる研さんを積まれ、県民の

賜っておりますこと、厚く御礼を申し上げます。

皆さまの権利の擁護や円滑な義務の履行になお

また、皆さまには昭和26年度行政書士法施行

一層ご活躍されますようご期待申し上げます。

以来60年を超える長きにわたり、県民の皆さま

結びになりますが、徳島県行政書士会のさら

の権利・義務等に関する重要な書類の作成業務

なるご発展と本日ご参会の皆さまのますますの

に熱意を持って取り組んでいただいており、大

ご健勝、ご活躍を心よりご祈念申し上げまして

村会長をはじめ歴代会長、ならびに会員の皆さ

お祝いの言葉といたします。本日は本当におめ

まのこれまでの多大なご尽力に対し深く敬意を

でとうございます。

表する次第であります。
さて、
日本が本格的な人口減少社会に突入し、
東京一極集中の弊害が声高に叫ばれる中、地域
の活性化による地方創生が国・地方の最重要課
題となっております。
本県におきましても、民間の本社機能の地方
移転にもつながる消費者庁をはじめとする政府
関係機関の徳島移転に挙県一致で取り組んでい
ます他、市町村の先駆的な取り組みを後押しす
る徳島版地方創生特区や、これからの新しい働
き方であるテレワークの普及拡大など、地方創
生、さらには一億総活躍社会の実現に向け、全
力で取り組んでおります。
県民ニーズが一層多様化、複雑化している中、
県民の皆さまと行政との橋渡し役として、『身

―2―
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日本行政書士会連合会

本日は、徳島県行政書士会の平成28年度定時

会長

遠

田

和

夫

あわせて、自動車保有関係手続のワンストッ

総会が、徳島県知事様はじめ、多数のご来賓の

プサービスや他士業との業際問題についても、

ご臨席を賜り開催されましたことを心よりお慶

我々の既存の職域確保を重視しながらも、国民

び申し上げます。

の求めに応じた新規分野への職域拡大も図って

また、日頃より大村会長をはじめ、徳島県行

まいります。

政書士会の会員の皆様には日本行政書士会連合

また、対内的対応としては、本年度も多くの

会の事業運営にご理解ご協力を賜り、厚く御礼

特定行政書士を誕生させるために特定行政書士

申し上げます。

法定研修の実施に全力で取組むとともに、機動

さて、昨年６月の日本行政書士会連合会の定

的な組織運営の基礎作りを目指して、業務執行

時総会において、会員の皆様の信任を得まして、

体制と組織の見直しをさらに進めてまいりま

会長に就任してから間もなく一年が経とうとし

す。

ております。この間、まず取組んだのが、

今年度も、ゆるぎない行政書士制度の確立に

2,428名の特定行政書士第一期生を誕生させる

向けて、連合会長が全国の会員の先頭に立ち、

ことでありましたが、皆様方のご協力のもと、

単位会と連携しつつ、前進していくことを、こ

なんとか無事に実現させることができ、一先ず

の場を借りてお約束します。

の安心を感じることができました。

最後となりましたが、徳島県行政書士会の

しかしながら、これに留まらず常に全力で取
組まなければならない課題は、まさに山積して

益々のご発展と会員各位のご健勝を祈念し、お
祝いのご挨拶とさせていただきます。

おります。
まず対外的な対応ですが、より国民の期待に
応えられる資格制度を目指すべく、法改正の推
進を図ります。一朝一夕に実現するものではあ
りませんが、理事会で決議された行政書士法改
正項目に基づき、日政連との連携強化を図りつ
つ、各党議員連盟のお力添えを賜りながら、そ
の実現に向けた足場を構築してまいります。

―3―
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徳島県議会議員
皆さま、こんにちは。ご紹介いただきました、
県議会議員の長尾哲見でございます。本日は定
時総会の開催、誠におめでとうございます。ご
案内を頂きまして、心から感謝の御礼を申し上
げます。また、冒頭に表彰を受けられた皆さま、
本当におめでとうございます。
さて、先ほど大村会長から、また、日行連の
会長からもお話がございましたように、昨年の法
律改正で行政書士が行政不服審査の代理業務を
行う「特定行政書士制度」というものができ、
行政書士の皆さま方はまさに行政と国民を結ぶパ
イプ役としてのお仕事がさらに大事なことになっ
てきたということを、あらためてお聞かせいた
だいた次第です。
東日本大震災の折は、災害時罹災証明という
ものを、行政書士の方々が全国から支援に当た
られたということも聞いておりますし、また、
今回の熊本震災等についても、行政書士の方々
の役割はさらに高まっているのではないかと思
うところでございます。
さて、皆さまご承知の通り、今年の夏、想定
としては参議院議員選挙が６月22日公示で、７
月10日投開票ともいわれております。そうなり
ますと、もうあとわずか40日ちょっとですけれ
ども、私ども公明党と自民党のいわゆる与党と
いたしまして、ぜひとも今回の参議院議員選挙
につきましては与党で過半数を獲得させていた
だいて、安定した政権の下で国内外の課題の解
決に当たらせていただきたいということを訴え
させていただいているところでございます。
自民党・公明党とともに本部のほうにもご推
薦なりご支援なりのお願いをさせていただいて
いるところであり、また、徳島県におきまして
も推薦等のお願いをさせていただているところ
でございます。
徳島においては、私どもも自公協力をいたし

長

尾

哲

見

まして、選挙区は中西祐介参議院議員、そして
比例区においては私どもの谷合正明参議院議員
の支援のご協力をお願いしているところでござ
います。
今回の選挙は、私ども安定の自公、そして混
乱の民共のどちらを国民の皆さまに選んでいた
だくのか――今回、野党統一候補という形で全
国的に動きがございます。しかしながら、皆さ
んご承知の通り、日本の基本的な制度、例えば
自衛隊においては片一方は合憲の立場の政党、
片一方は違憲の立場の政党です。また、将来の
社会保障の財源としての消費税についても、賛
成の政党と反対の政党です。こうした政党によ
る選挙のみの共闘というものはいかがなもので
しょうか。まして、いわんや政権選択の選挙で
ある衆議院選挙でも、政権構想を示さずにこう
したことが果たして可能なのでしょうか。
これはまさに混乱のもとになると私どもは思
っているところでございまして、ぜひとも行政
書士の皆さまの賢明なるご判断をいただきまし
て、何卒この夏の参議院議員選挙につきまして
は与党に対するご理解を心からお願い申し上げ
る次第です。
大変大事な総会の席でこうした政治的なこと
をお話しさせていただいて誠に恐縮でございま
すが、せっかくの場を頂きましたのでお願いの
場とさせていただく次第でございます。私も微
力でありますけれども、皆さま方のお役に立て
るようにしっかり頑張ってまいりたいと思って
おります。
今後、行政書士会のますますのご隆盛と、そ
して会員の皆さま方のご多幸を心から念じまし
て、お祝いのごあいさつとさせていただきます。
本日は誠におめでとうございます。どうもあり
がとうございました。

―4―
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徳島県議会議員
皆さま、こんにちは。ただ今ご紹介いただき
ました、県議会議員の川端正義でございます。
ちょうど１年前は私ども県議会の選挙がござ
いまして、お手元にあります資料の中にもござ
いますけれども、私は鳴門選挙区から立候補い
たしまして、行政書士会の温かいご支援の下で
５期目の県会議員として仕事をさせていただい
ております。まずは心から厚く御礼を申し上げ
る次第でございます。
おかげで５期目ということもありまして、徳
島県議会の第98代の県議会議長の大役をさせて
いただきまして、無事１年が大過なく終了いた
しました。貴重な経験を基に、これからも皆さ
ま方のお役に立ってまいりたいと思っていると
ころでございます。
さて、私は県議会議員以外にも医療の場や介
護の現場に身を置いておりまして、昨今、超高
齢化社会ということで、高齢化社会に伴うさま
ざまな問題を経験しております。そういう中で、
認知症の方が非常に多くなってまいりました。
これからますます数が増えてまいりますが、そ
うした方の権利擁護といいますか、成年後見制

端

正

義

度というのがこれから大きな課題になってまい
ります。しかし現場では、確か弁護士の方だと
思いますが、着服、横領という事件も起こって
おりまして、いかに質の高い高齢者に対するサ
ービスが提供できるかが課題です。
皆さま方は法律の専門家ということで、成年
後見人として活躍もされておられますけれど
も、コスモス成年後見サポートセンターという
後見人の方を指導、監督、教育するという組織
を行政書士会は自ら立ち上げられております。
本当に質の高い後見人制度を皆さま方は実践し
ています。どうか今後ともこのような質の高い
高齢社会に対するサービスについても各段のご
尽力を賜りますように、心からお願い申し上げ
る次第でございます。
５期目ということで、これまで以上に皆さま
方のお役に立つように頑張ってまいりたいと思
っておりますので、これからもご指導の程よろ
しくお願いを申し上げまして、私からのごあい
さつとさせていただきます。今後ともどうかよ
ろしくお願いいたします。ありがとうございま
した。
徳島県議会議員

皆さん、本日は平成28年度定時総会というこ
とで、本当におめでとうございます。
私は県議となりましてこれでちょうど３年目
に入っております。私の恩師でありました竹内資
浩先生が２年前に亡くなったということで、私
が行政書士会の顧問ということで名前を連ねさ
せていただいております。行政書士会のためにも
一生懸命働いてまいりたいと思っております。
徳島県も観光客の宿泊数がちょっと良くなっ
てきたのですが、また全国最下位になったとい
うことでございまして、本当に泊まるお客さん
が少ないです。知事もインバウンドを取り込む
ということで一生懸命頑張っておりますが、ぜ
ひ、お客さんに来ていただきたい、徳島に交わ
っていただきたいと思います。来ていただくに
は、やはり中心となる、皆に集まってもらえる

川

井

川

龍

二

ような拠点づくりが必要ですし、拠点をつくっ
て人が来たら、やはり泊まるところも必要とな
ります。これから民泊などいろいろなことが広
がってくると思います。
そのときも行政書士会の皆さんの力を借り
て、ますます徳島県に観光客がよそからどんど
ん来ていただけるようにということでお力添え
を頂きたいと思います。鳥でも木がなければ止
まりません。いくら四国の一徳島であっても、
観光客が来て泊まれる「木」がなければ来られ
ないというところでございます。これからます
ます皆さまの力をお借りしなければならないと
思います。
私もそのためにも一生懸命働いてまいります
ので、今後ともどうぞよろしくお願いいたしま
す。本日は誠におめでとうございます。

―5―
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遠

徳島市長

藤

彰

良

皆さま、こんにちは。ただ今ご紹介いただき
こうして皆さまのお顔を見ておりますと、本
ました、徳島市長の遠藤彰良でございます。本
当に問題意識が高いというような方がたくさん
日は、平成28年度徳島県行政書士会定時総会の
いらっしゃるようにお見受けいたします。私も
ご盛会を心よりお喜び申し上げます。そして、 徳島市長として新米でございますが、できるだ
ただ今表彰を受けられました皆さま方、本当に
け皆さんの意見を聞きたい、おっしゃってくだ
おめでとうございます。
さいということを申し上げております。どうぞ
徳島県行政書士会の皆さまは、日頃から住人
皆さん、徳島市に提言してください。「こんな
と行政の橋渡し役としてご活躍いただいており
んしたらどうで」「こんな方法があるでよ」と
ます。心より感謝を申し上げます。そして、徳
いうのを、ぜひ教えていただきたいと思います。
島市が実施しております住民相談事業につきま
例えば新町西地区で、私はあちらこちらで
しては、行政書士の皆さまに本当にお世話にな 「皆さん、何かないですか」と言っているので
っております。この場をお借りしましてあらた
すが、「こんなことをしたらどうで」といって
めてお礼を申し上げます。本当にありがとうご
結構教えてくださる方もいらっしゃいますけれ
ざいます。
ども、皆さんないでしょうか。その他にも、こ
大変な時代になりました。もう、少子高齢化、 ういうことをしたらいいということがありまし
超高齢化の時代がこようとしておりますが、皆
たら、ぜひご提言いただきたいと思います。重
さまも対応するのに大変な時代になっているの
ねてお願い申し上げます。
ではないかと思います。住民のニーズが多様化、
結びになりますが、徳島県行政書士会のます
そして複雑化しております。皆さまはこれから
ますのご発展と、会員の皆さま、そして今日ご
も住民と一番近い法律の専門家として、また、 来場の皆さまのご健勝とご活躍を心から祈念申
行政手続きのプロフェッショナルとして、ます
し上げまして、私のお祝いの言葉とさせていた
ますご活躍いただきたいと思っております。
だきます。ありがとうございました。

ご来賓のご紹介
吉

田

徳島県知事 飯泉嘉門様代理
徳島県経営戦略部総務課課長

福

田

日本行政書士会連合会

副会長

矢

徳島県土地家屋調査士会

会

長

紘

様

輝

記

様

野

浩

司

様

井

上

吉

幸

様

徳 島 県 司 法 書 士 会
会長 富 士 光 弘 様 代 理 副会長

高

岡

俊

成

様

徳島県社会保険労務士会
会長 米 澤 和 美 様 代 理

土

橋

秀

美

様

副会長
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衆議院議員 福山守様代理
福 山 守 後 援 会 事 務 所 所 長
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【 阿波・吉野川支部 】

吉

本

健

二

会員

多年にわたり業務に精励し行政書士制度の向上発展に貢献された功績により、
平成28年６月23日開催の日本行政書士会連合会定時総会において総務大臣から表
彰されました。

平成28年６月23日開催された、日本行政書士会連合会定時総会において次の
方々が表彰されました。

山

本

正

（徳島中央支部）

杉

本

宏

（徳島西部支部）

青

山

千予美

（美馬三好支部）

平成28年５月28日開催された、徳島県行政書士会定時総会において次の方々が
表彰されました。
第１号表彰 （業務歴20年以上）

小

川

泰

宏（徳島中央支部）

福

山

正

雄（徳島中央支部）

熊

本

潔（徳島西部支部）

豊
O

川

芳

信（徳島西部支部）

福

田

光

剛（徳島北部支部）

原

定

信（阿波・吉野川支部）

西

岡

知

博（阿波・吉野川支部）

第２号表彰 （役員等歴５期以上）

元

山

育

知（徳島中央支部）

北

條

伊

織（徳島中央支部）

中

野

真

吾（徳島北部支部）

工

藤

俊

夫（阿波・吉野川支部）
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平成28年度

22条第３項の規定により総会が有効に成立して
いる旨の報告があった。
ついで、議長は、徳島県行政書士会会則第30
条第２項の規定による議事録署名人の指名を場
内から一任されたので、２名を指名し場内に諮
ったところ、多数の拍手により賛同を得、両氏
はこれを受諾した。
議案審議
第１号議案

平成27年度事業経過報告

第２号議案

平成27年度収支決算及び監査報告

平成28年５月28日（土）午後１時30分よりサ

議長は、第１号議案の事業経過報告、第２号

ンシャイン徳島において、平成28年度徳島県行

議案の収支決算及び監査報告は互いに関連があ

政書士会定時総会が開催された。

るので一括審議とすることについて場内に諮っ

総会は亀井総務副部長の司会で始まり、喜多

たところ了承を得た。

副会長の「開会の辞」のあと、物故会員の冥福
を祈り黙祷を捧げた。続いて、大村会長のあい

議長は、執行部に対し第１号議案の平成27年
度事業経過報告を求めた。

さつ、表彰、来賓の方々の祝辞があった。

執行部から、事業経過報告について説明があ

議事に移り、司会者から議長の選任について

った。

会場に諮ったところ、司会者一任の声と多数の

次いで、議長は第２号議案の平成27年度収支

拍手があったので、司会者は議長に次の者を指

決算報告について執行部に説明を求め、北條経

名し、工藤氏はこれを受諾した。

理部長から報告があった。

議

長

工

藤

俊

夫（阿波・吉野川支部）

議長は登壇の後、副議長に次の者を指名し、
吉本氏はこれを受諾した。
副議長

吉

本

健

二（阿波・吉野川支部）

議長は、就任の挨拶を行い議事進行について
協力を依頼した。
ここで議長から、本総会の出席状況について
次のとおり報告があった。
総構成員334名のところ、出席者は187名（う
ち委任状115名）であり、会員数の２分の１以
上の出席があるので、徳島県行政書士会会則第

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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この後、議長が

議長は第４号議案に対して質問書の提出はな

監査報告を求めた

かったので審議終了を宣し、採決が行われ、原

ので、監事代表か

案どおり可決決定した。

ら、適正かつ正確
に処理されている

第５号議案

平成28年度事業計画案について

との報告があった。

第６号議案

平成28年度収支予算案について

質疑に移り、議

議長は、第５号議案、第６号議案は互いに関

長は第１号議案に

連があるので一括審議とすることについて場内

対し３通の質問書

の了承を得て執行部に対し、第５号議案、第６

の提出があったの

号議案の説明を求めた。
大村会長から事業計画の概略説明があり、続

で質問者に主旨説明を求めた。
議長は執行部に対し、質問に対する答弁を求
めた。執行部答弁の後、再質問があり議長はこ

いて、収支予算案について北條経理部長から説
明があった。
質疑に移り、議長は第５号議案に対し１通の

れを認め、執行部に答弁を求めた。
執行部答弁の後、議長は審議終了を宣し、第
１号議案、第２号議案の採決を行うこととなっ

質問書の提出があったので質問者に主旨説明を
求めた。
議長は執行部に対し、質問に対する答弁を求

た。採決は起立をもって行い、賛成多数により

めた。執行部答弁の後、再質問があり議長はこ

原案どおり可決決定した。

れを認めた。
第３号議案

議長は審議終了を宣し、第５号議案、第６号

平成27年度未収入金の一部欠損処分

議案の採決を行うこととなった。採決は起立を

案について

議長は執行部に対し第３号議案の提案理由の
説明を求め、北條経理部長から説明があった。

もって行い、賛成多数により原案どおり可決決
定した。

議長は、第３号議案に対して質問書の提出が
なかったので審議終了を宣し、採決が行われ、

これをもってすべての議事を終了し、議長、
副議長から協力に対する謝辞があり降壇した。

原案どおり可決決定した。

すべての日程を終了し、青山副会長の「閉会
の辞」により盛会裡に定時総会を閉会した。

第４号議案

綱紀委員の選任（補充）について

議長は執行部に対し第４号議案の提案理由の
説明を求め、大村会長から説明があった。
大村会長から、綱紀委員の２名が退会したた
め、本日より平成29年度の定時総会までを任期
として、次の２名を選任したいとの提案があっ
た。
徳島中央支部

原

美馬三好支部

山

内

庚

範

正

美

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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H28.6

in Tokyo

報告者

副会長

山

本

正

去る６月23日と24日の２日間、平成
28年度の日本行政書士会連合会定時総
会が開催されました。場所は昨年と同
じ東京都港区のシェラトン都ホテル東
京。今回は、大村会長が執行部理事な
ので、青山卓嗣副会長と私の２人が代
議員として出席しました。
１日目、総会に先立ちまして全国で
31名の総務大臣表彰があり、徳島会か
らは阿波吉野川支部長の吉本健二会員
が受賞されました。吉本先生、本当に
おめでとうございました。
さて、総会ですが、本年の質問は昨年の倍以上の134件もありました。沢山の質問の内容を見
てみますと、時代の流れというか傾向がよく分かります。本年度は、ＯＳＳ、特定行政書士制度、
司法書士法一部改正が目に付きました。これらについて私が解説するには全くの力不足ですので、
詳しくは日行連の会報に譲りたいと思います。
但し、このような沢山の質問ですから、事前に議事運営委員会から１人１分間という時間制限
が出されていたにもかかわらず、１人だけかなり時間超過した代議員がいて、会場でブーイング
が起きていました。ルールですから、それを守らない代議員は来年から来なくていいと考えます
が、質問件数を少なくし１人１分30秒
くらいにすれば、もっと内容の濃い質
疑が行われたのではないかとも思いま
した。
２日目、今回は２日目の方が印象に
残りました。本年４月に起きた熊本地
震の報告が熊本会と大分会の役員から
なされ、その後ＮＨＫや地元放送局で
放映されたニュースの録画を見せてい
ただきました。
その内容は、行政書士会による罹災
証明の交付申請支援の様子です。高齢
―10―
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熊本会の
新聞広告

▼罹災証明交付支援
▲中小企業復旧相談会

の方や怪我をしている方、避難所からの交通手段がない方等、罹災証明を受けるのが困難な人に
代わって行政書士が現場写真を撮り役所に交付申請をしています。お世話をした全ての人が喜ん
でいました。中には１人暮らしで心細かったけどとても助かったと涙を流している人もいました。
もちろん無料です。
こういった活動が、ＮＨＫや民放で放映されたことは､同じ行政書士として嬉しくもあり、誇
りにも思うのですが、反面、もしも我が県でこのような災害が起きたときに､私達はこれだけの
活動が出来るのだろうかと不安にもなりました。また、このように感じたのは四国の他会も同じ
で、市町村との災害協定の締結等、早速、四国地協で協議することになりました。
全国各地で起きている地震災害。いずれ四国で起こることは間違いないでしょう。その時、私
達も地域住民に役立つ活動をしなければならないと考えます。そのためには、組織として常に高
いレベルでの意識を維持しておかなければなりません。それには、他士業や市町村の災害担当者
と連絡を密にし定期的な話し合いの場を持つことも大切であると考えます。
―11―
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平成28
年度

d

平成28年度事業計画（案）について
矢野会長より、日行連との連絡会について平

成28年11月４日（金）に松山市で開催したいと
の提案がありました。
f

平成28年度収支予算（案）について
矢野会長より説明がありました。
以上の議案は全て満場一致をもって承認可決

されました。
その他、高知会より各県の単位会と県及び市
町村との大規模災害発生時における相談業務の
平成28年度日本行政書士会連合会四国地方協
議会定時総会が去る７月15日（金）、松山市道

協定書の締結状況を教えてほしいとの要望があ
り、各県の単位会の現状を報告しました。
また、愛媛会より、平成28年11月５日（土）

後のメルパルク松山に於いて開催されました。
総会は総勢25名（香川会及び高知会各５名、

に松山市において「ゆるキャラグランプリ2016」

愛媛会10名（オブザーバー５名を含む）、徳島

が開催され、「ユキマサくん」もエントリーし

会からは大村会長、青山・山本・喜多副会長、

ており、行政書士によるセミナーもあるのでぜ

青山広報部長の５名）が出席しました。

ひ参加してほしいとの要望がありました。

定刻の午後２時30分より、山本大樹愛媛会副

以上で審議が終了し、午後５時に四国地方協

会長の司会で始まり、四国地方協議会副会長の

議会副会長の岩城隆文香川会会長の「閉会のこ

田岡崇高知会会長の「開会のことば」、四国地

とば」で本年度の総会は無事終了しました。

方協議会会長の矢野浩司愛媛会会長の「会長挨
拶」と続き、各単位会会長から出席者の紹介が
あり、当番会である四国協議会会長の矢野浩司
愛媛会会長が議長に就任し、議案審議に入りま
した。
議案審議
a

平成27年度事業報告について
矢野会長より説明がありました。

s

平成27年度収支決算報告（監査報告）について
矢野会長より決算報告があり、続いて山本大

樹監事より監査報告がありました。
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報告者

平成28年３月16日（水）、本会会議室におい
て徳島県農林水産部農林水産基盤整備局農業基
盤課と農地法に関する各種申請手続きについて
の意見交換会を開催しました。
農業基盤課からは武市課長補佐、安丸主査兼
係長、福原係長が出席してくださり、本会から
は大村会長、喜多副会長、山本副会長、中川部
長、吉田副部長、私が出席しました。
出席者各自の自己紹介の後、農業基盤課より、
農地転用許可に係る権限移譲等について並びに
農地転用許可制度の見直しについて及び農地転
用審査基準（案）の改正箇所についての説明が
ありました。このうち、農地転用審査基準（案）
の改正については、農地区分のうち、第１種農
地の要件を明文化するとのことでした。
また、農地転用審査基準について、第１種農
地の不許可の例外規定、一般基準（農地区分以
外で許可できない基準）及び「添付書類」の一
部を明文化した事務処理要領を定めて、細かい
箇所まで統一するように準備を進めているとの
ことでした。
続いて、会員の皆様から募集した意見に対し
て質疑応答がありました。意見は６件あり、農
業基盤課の回答の要旨は次のとおりです。
１：農業委員会の担当者により裁量権が大きく
異なる。また、法律行為として問題ないにも
かかわらず、訂正や補正を求められる。
例えば、５条申請の転用者が夫婦の場合に、
妻の印鑑が氏ではなく、名の印影であったと
ころ、名の印影はだめなので、氏の印影の印

副会長

青

山

卓

嗣

鑑を使用するように求められた。
〈回答〉 農地転用許可に関する事務処理要領
を定めて、細かい箇所まで統一するように準
備を進めている。添付書類等も統一する方向
で、市町村担当者向けの研修会を開催してい
る。印鑑の使用については、上記の場合は特
に問題はない。
２：ルールを明確にし、担当者が変わる毎に先
に決めたルールを変更しないでほしい。
〈回答〉意見１についての回答のとおり
３：担当者には関係法令の知識を持った人を選
任してほしい。
〈回答〉意見１についての回答のとおり
４：各市町村の役所毎に申請書類の内容等に、
かなりの温度差があるのでは。ある役所では
簡単な書類のみであったのに、他の役所では
複雑な書類を求められた。
〈回答〉意見１についての回答のとおり
なお、各市町村の地域性等により差異が生
じることはやむを得ない。
５：平成21年の農地法改正で農地相続時におけ
る相続人の農業委員会への届出が義務付けら
れたが、届出が出ていない場合でも登記の名
義変更をすれば相続をしたことが分かるの
で、届出は出さなくてもよいと担当者に言わ
れた事例がある。
〈回答〉 農地法第３条の３に規定されるとお
り（違反者には罰則規定あり）、市町村担当
者に対する研修会を開催し周知徹底してい
る。相続人が農業に従事しない場合でも、農
地法の目的に沿った対応をして、所有者等の
把握できない遊休農地を増やさないよう努め
ている。
６：非農地証明を受けようとする土地が、農業
振興地域整備計画における農用地区域内の土
地である場合は、非農地証明を交付すること
ができないこととなっている。しかし、農地
と認められなくなってから既に20年以上経過
している場合でなければ非農地証明を受ける
ことができないのであるから、農用地区域内
の土地であっても非農地証明を交付できるよ
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うに取扱い基準を変更できないか。特に農用
地区域の見直しを行っている場合、その見直
しの前から農地でなかったことを証明できる
ときは、非農地証明を交付してもよいのでは
ないか。
〈回答〉 国からの通達があり、非農地証明書
を先に交付した場合でも、その後に除外申請
をする必要がある。
農用地区域は市町村で定めているが、現況
が山林の場合は、県より市町村に対して、非
農地証明書を交付するよう指導する予定であ

理

事

会

報

る。現況が宅地の場合は、除外申請をした後
に非農地証明書を交付するのが法令の趣旨で
ある。
以上、農業基盤課との意見交換会についてご
報告いたします。
このような意見交換会は有意義なものであ
り、今後とも継続して開催したいと考えており
ますので、会員の皆様のご理解、ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

告
５．その他
・有効期限切れ補助者の廃止について
・県との意見交換会について（報告）
・理事連絡網について（報告）
・長期会費未納会員裁判について（報告）
平成28年4月25日（水）本会会議室において、
理事会が開催され、次の議題について審議が行
われ、異議なしにより可決されました。

平成28年３月28日（水）本会会議室において、

１．平成27年度決算の承認について

理事会が開催され、次の議題について審議が行

２．選挙管理委員の委嘱について

われ、異議なしにより可決されました。

３．長期会費滞納者の差押手続きについて

１．平成28年度定時総会議案書について

４．日行連総会の代議員の選出について

２．平成28年度収支予算案について

５．その他

３．補助者規則、職員就業規則の一部改正につ
いて

①特定行政書士法定研修について
②「とくしまソーシャルビジネス支援ネット

①補助者規則の一部改正案について

ワーク」への参加について

②職員就業規則等の一部改正について（報告）
４．表彰者について
①総務大臣表彰
②日行連会長表彰
―14―
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業務研修会開催報告

◇◇

◇◇

建設業関係研修
と

き

平成28年２月20日（土）
午後１時〜４時まで

ところ

本会会議室

講

ワイズ担当者様

師

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

新規入会員研修会
と

き

平成28年３月17日（木）
午後１時30分〜４時20分まで

ところ

本会会議室

研修内容

１）会則、規則、報酬額等、
その他について
２）質疑応答、懇談会

講

師

大村会長、青山副会長、
山本副会長、中川業務指導部長

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

特定行政書士法定研修
と

き

平成28年７月２、９、16、23日（土）

ところ

本会会議室

研修内容

行政法総論から行政手続制度概説・
行政手続法の論点①②
行政不服審査制度概説①②・行政不
服審法の論点①②
行政事件訴訟法の論点①②・要件事
実・事実認定論①②③④
特定行政書士の論理①②・総まとめ
①②
―15―

176行政とくしま夏号̲PDF専用 16.7.29 3:20 PM ページ16

徳島県支部長

杉

本

宏

する考査測定を行い、それに合格したものがそ
の後所定の賠償責任保険への加人を経て、初め
てコスモス正会員として本部名簿に登載されま
す。その結果今回３名の新たなメンバーが、徳
島県支部に加盟することとなりました。今後の
ご活躍が期待されるところです。
また、３月９日には徳島市地域包括支援セン
ターより２人の外部講師を招き、「認知症サポ
ーター養成講座」をメンバーの大部分が参加し
受講しました。この講座は、認知症を正しく理
日頃は当コスモス徳島（徳島県支部の愛称） 解し認知症のある人やその家族を温かく見守る
の活動にご理解、ご協力頂き誠に有り難うござ 「認知症サポーター」を養成し、全国に亘り身
近な認知症の方々をサポートしようと発足した
います。さて、近年我が国に於ける超高齢化杜
認知症サポーターキャラバン事業の一環です。
会の問題は、私たちの住むこの徳島県において
受講後修了証とサポーターの証しとしての「オ
も益々顕著なものとなって来ています。
レンジリング」が全員に配布されました。
総務省より６月に発表された2015年国勢調査
６月４日には県民活動プラザにおいて会員更
によると、総人口に占める65歳以上の割合（高
新研修が開催されました。これは正会員として
齢化率）は、26.7％となり、初めて高齢者が４
の「会員の遵守義務に関する規則」により義務
人に１人を超えたそうで、特に徳島県の場合は
付けられた研修で会員としての資質向上を図る
さらに高齢化率が前同より4.2ポイント上昇し
ため、２年に一回実施されるもので今同該当す
て31.2％で、初めて30％を超えたそうです。反
る14名が受講しました。内容は業務管理報告書
面15歳未満の人口は11.7％と減少し、全国的に
の作成について・法定後見事例研究・任意後見
少子高齢化は予想を超えるスピードで私たちの
事例研究・相談を受ける際の心構え・地域での
地域社会に浸透してきています。
活動について等、約８時間に及ぶDVD視聴に
平成23年３月に発足した一般社団法人コスモ
よる研修で、全員が真撃な姿勢で受講しました。
ス成年後見サポートセンター徳島県支部も５期
その他毎月恒例の本会及び各担当地域での無
目を迎え、今後もこうした地域社会を取り巻く
料相談会の実施等、地道な活動を継続していま
問題解決の一助となるべく日々の活動に邁進し
すので、今後ともご理解、ご協力のほど宜しく
たいと思っています。
お願い致します。
さて、これからはコスモス徳島の最近の活動
最後になりましたが、本年８月には徳島家庭
内容を時系列順に紹介していきたいと思いま
裁判所より講師を招いて、一般会員も対象とし
す。まず、本年２月１日〜８日にかけて第３回
た「成年後見制度」についての正しい見識を得
コスモス入会前研修が実施されました。これは
るための研修会の開催も予定されていますの
コスモス成年後見サポートセンターの正会員と
で、是非この機会に参加され身近なご家族や高
なるため必要な基本知識の習得、並びに倫理観
齢者や障がい者の問題に対する理解を深めては
等を身につけるためのもので、全30時間に及ぶ
いかがでしょうか。
DVD視聴研修ののち、一定の能力担保を確保
―16―
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日本行政書士会連合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
2016」にエントリーしました。
行政書士が国民の皆様に寄り添い、日々のお困りごとをご相談いただける身近な街の法
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架け橋となる資
格者であることについて、広く知っていただくための行政書士制度PR活動に向けて、ユ
キマサくんも気合い十分ですが、会員の皆様のご協力も不可欠です。
投票の概要等は次の通りですので、更なる行政書士制度の認知度向上のため、ゆるキャ
ラグランプリでの上位を目指し、皆様も１日１回の投票を是非お願いいたします。

とは？！

ユキマサくん

投票をお願いします！

ユキマサくんは行政書士であるくら
しまもる先生に飼われているネコで、

ゆるキャラグランプリへの投票は７月

身近な「どうしよう」を解決する「頼

22日（金）〜10月24日（金）までの期間、

れる街の法律家」である行政書士に憧

パソコン・携帯電話・タブレット等の各

れ、飼い主であるまもる先生の仕事内

端末から、１メールアドレスごとに１日

容を観察しながら、猫社会で様々な相

１回投票できます（初回のみメールアド

談にのり、「猫社会の行政書士」を目

レスとパスワードの設定が必要です）。
ご家族やクライアントの皆様と、投票

指しています。

期間内は毎日ユキマサくんへの投票をお
願いします。

１ 各端末から公式サイトにアクセス
パソコン、タブレット、スマート
フォン、フィーチャーフォン等の
端末からアクセス可能！

ゆるキャラグランプリのユキマサくんのページへ！

●検索サイトで検索
ゆるキャラ

ユキマサくん

検

索

●QRコードから

●ブラウザのアドレスバーに入力
http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00003147

２ １回目の投票時に登録！

３ 毎日１回、応援お願いします！

１．「登録がお済みでない方はこちらから登録」の『 こちら 』
をクリックして、手順に沿ってメールアドレスを登録。
２．登録したメールアドレスにメールが届くので、記載されてい
るアドレスをクリック→パスワードを登録して完了。

登録したメールアドレスとパスワードを入
力して、『 投票する 』をクリック！
２回目からはユキマサくんのページで直接
投票できます。
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徳島中央支部

支部長

吉

田

浩

平成25年度徳島中央支部定時総会にて支部長

い当支部においては熟考する必要があります。

に選任され、現在４年目になります吉田浩と申

ただ、本会「防災マニュアル」にもありますよ

します。

うに防災対策上必須でありますので、早急に作

徳島中央支部は徳島市東、南及び北部並びに

成していきたいと思っております。

名東郡佐那河内村の区域で編成され、会員数

また、平成26年に開催しました支部研修旅行

108名（平成28年３月31日現在）であり徳島県

が好評であったため、本年度も10月末に開催を

行政書士会総会員数のおよそ３分の１で構成さ

予定しております。会員相互の親睦を図ること

れています。

は業務上の情報交換はもちろんのこと、連絡体

平成28年４月22日にパークウエストンにて、

制の整備や防災対策にも繋がるものであると思

平成28年度支部総会及び懇親会が開催されまし

いますので、支部会員の方々にはご参加・ご協

た。事業計画として、支部会員への連絡体制の

力のほどよろしくお願い致します。

整備、災害時連絡網素案の作成、本会会費納入

最後に、本会及び他支部の皆様には、連絡を

期限遵守の徹底、支部研修旅行の実施、行政書

密にしてよりよい支部運営を行っていきたいと

士会広報巡回活動への参加及び支部無料相談会

思いますので、ご支援・ご協力のほどよろしく

の実施が承認可決されました。

お願い致します。

特に、災害時連絡網素案の作成は会員数の多

徳島西部支部

支部長

山

口

裕

史

徳島西部支部の現会員数は41名です。地域的

て働いておられたということで、「通関業務の

にもコンパクトな支部なので、和気藹々とした

基礎知識」という演題でお話しをいただきまし

支部運営をしています。

た。通関士という名称は聞いたことがあるので

昨年度は支部事業として、「広報月間無料相

すが、我々にとっては何をしているのか？？？

談会」を10月17日および31日に、計３カ所にお

でした。しかし、今回の講演で通関士の業務が

いて開催しました。広報月間のポスターに開催

よく分かり、貿易の現場を支えている仕事であ

日時を記入して配布しＰＲに努めましたが、と

ることがよく分かりました。その後は会員懇親

ても残念な事に相談は４件でした。一昨年度は

会です。毎年のごとく食べ放題・飲み放題で

加茂コミュニティセンター会場が

3,500円ポッキリ！みんなでお腹いっぱい食べ

ボウズ

で

したが、今年は石井中央公民館会場が ボウズ

て、飲んで、懇親を深め、楽しい有意義な会合

に…。毎年 ボウズ の会場が発生しています。

となりました。

その原因は「相談会の存在が知られていない」

今年度も、10月に広報月間無料相談会（３カ

ということでしょうか。今年は、広報月間のポ

所）と研修会および会員親睦会を行う予定です。

スターに記載している開催日時を大きくする、

今年の懇親会はもっと多くの会員さんに参加し

告知箇所を増やすなど相談会の告知に努めたい

てもらいたいと思います。
今年の支部総会は４月28日に開催いたしまし

と思います。
10月17日の夜に、恒例の支部事業「会員懇親

た。今年は予・決算の承認の他に支部規則の改

会・研修」を行いました。今年の講師は支部監

定につきご承認をいただきました。以上、徳島

事の森和義先生で、森先生は以前に通関士とし

西部支部からの報告とさせて頂きます。

―18―
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徳島南部支部

花

支部長

野

宝

祥
だきました。本当にありがとうございました。

皆さん、いつもお世話になっております。南

そして、本年度についてですが、無料相談会

部支部の花野です。
先生方におかれましては、常日頃、支部活動

を３か月ごとでありますが、引きつづき実施い

にご理解、ご協力いただき本当にありがとうご

たします。ご協力いただける先生方、どうぞよ

ざいます。

ろしくお願いいたします。
また、三士会の研修旅行も実施する予定です。

早速、昨年度の支部活動ですが、無料相談会
は12件の相談がありました。相談内容は、開発、

現在、司法書士会、土地家屋調査士会の先生方

相続、遺言などでした。

と研修旅行先を協議中です。
その他、支部の研修として四季美谷温泉で研

また、研修として本会と協力のもと、阿南市
情報文化センターにおいて開発許可と農地法許

修を実施する予定です。研修内容は未定ですが、

可の研修を実施いたしました。研修実施に当た

相続や遺言などの実務的な研修を予定しており

りご尽力いただいた大村会長様、青山副会長様、

ます。
今年度もいろいろ予定しておりますが、先生

本当にありがとうございました。
そして、三士会の研修旅行を実施いたしまし

方におかれましてはお忙しいことと存じます

た。研修先は、石鎚神社及びアサヒビール工場

が、万障お繰り合わせの上ご参加、ご協力のほ

の参拝及び見学で年始のお忙しい時期に実施し

ど何卒よろしくお願いいたします。

たにもかかわらず、多くの先生に参加していた

徳島北部支部

支部会計

富

田

英

皆さん、はじめまして。私は、徳島北部支部

明
の一室をお借りして行いました。講師の先生は、

会計の富田と申します。若輩者ではございます

昨年度に支部に加入された鳴門市の谷重幸副市

が、今回の支部だよりを担当させていただきま

長。谷副市長には「マイナンバー制度」につい

す。どうぞよろしくお願い致します。

ての研修をお願い致しました。プロジェクター

１

さて、私の所属する徳島北部支部は、吉野川

をご用意いただき、マイナンバー制度の概要に

北岸の旧板野支部と旧鳴門支部が合併し、発足

ついて１時間半にわたってお話し頂きました。

した支部であります。中野支部長の元、和気

徳島北部支部の研修会は、支部会員以外の一

藹々とした雰囲気で支部活動を行っています。

般の方も有料ではございますが参加することが

まず、昨年度の徳島北部支部の活動報告と致

できます。そのため、毎年何名か一般の方に参

しまして、藍住町、板野町、上板町、北島町、

加いただいております。昨年度は、マイナンバ

鳴門市、松茂町の６市町におきまして、例年通

ーについての関心が高かったのか、例年より多

り広報月間にあわせての無料相談会を実施致し

くの一般の方に参加していただき、熱心に質問

ました。無料相談会では、遺言、相続、農地転

などをされていました。内容の濃い研修になっ

用、契約書や公正証書、各種の許認可について

たと思います。

２

のご相談を受けました。各会場とも、相談員と

徳島北部支部は無料相談会や研修会を通して

して参加いただいた支部会員の先生方のお陰

行政書士としての社会貢献・資質の向上に努め

３

で、相談者の方々にとって非常に有意義な相談

て参りたいと考えております。これからも本会

会になったと思っています。

および各支部の皆さまのご支援、ご協力をお願

次に、年末に研修会を鳴門市の「いまい食堂」

い申し上げます。
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阿波・吉野川支部

吉

支部長

本

健

阿波・吉野川支部においては、平成28年度支
部総会と支部懇親会を４月23日（土）に阿波市
土成町の御所の郷において開催しました。
来賓として、徳島県行政書士会より、大村会
長のご出席をいただき、挨拶をいただきました。
総会の議事進行には、O原議長を選任し、議
事を進行していただき、全議案の承認をいただ
きました。
総会の後、研修会を開催いたしました。
研修会の講師として、吉野川市建設部建築総
務課 阿部 直司 氏による「空き家対策条例等」
についての講演をしていただき、大変勉強にな
りました。ありがとうございました。広報誌に
て、御礼とさせていただきます。今後、行政書
士として、地方活性化の柱として位置づけられ
ている、空き家対策等に取り組んでいき、地域
の活性化に協力させていただくとともに、行政
書士として、相続、開発許可、農地法等に取り
組んでいき業務の拡大を図りたいと思います。
役員・会員の皆様方の御協力を、よろしくお願

美馬三好支部

支部会員

青

山

二
い致します。
この後、工藤先生による、乾杯の発声により
懇親会を開催しました。
会員相互の親睦を図り有意義に過ごしまし
た。最後に行政書士会の発展を祝して万歳三唱
をもって終わりました。
総務大臣（衆議院議員 高市早苗先生）表彰
についての御礼。
私儀ではありますが、今般、平成28年度日本
行政書士会連合会総会において徳島県行政書士
会の会員の皆様方、又、多くの関係者の方々のご
推薦をいただき、
総務大臣表彰をいただきました。
身に余る光栄だと感謝いたしております。ご推
薦いただきました皆様方には心よりお礼を申し
あげます。未熟ではございますが、行政書士会
発展のために、少しでもお役に立てるよう、努
力してまいりたいと思います。今後においても、
会員の皆様方、関係者の方々の、ご指導、ご鞭撻
をよろしくお願い致します。簡単ではございま
すが、広報誌にて、御礼とさせていただきます。

千予美

平成28年度支部総会と支部懇親会を４月28日
（木）穴吹町油屋美馬館において開催しました。
最初に藤原支部長より挨拶があり、続いて来賓
として出席された大村会長より挨拶を頂きまし
た。議題として27年度事業報告・決算報告と28
年度事業計画案・予算案の審議が行われ満場一
致で可決されました。その後懇親会に入り親睦
を深めました。
支部の報告事項もないので県西部の見どころ
を紹介します。今回は巨樹です。巨樹とは、地
上から1.3ｍの高さの幹周りが５ｍ以上になる
樹木のことです。つるぎ町一宇地区には八十八
もの巨樹が存在します。その一部を紹介。
●赤羽根大師のエノキ：推定樹齢800年以上。幹周
8.7ｍ、日本一の王様エノキ。国指定天然記念物。
●奥大野のアカマツ：推定樹齢300年以上。幹周
5.6ｍ、四国一、赤い幹が目を引きます。県指定
天然記念物。
●桑平のトチノキ：推定樹齢500年以上。幹周8.5ｍ、
四国一の大トチ、県指定天然記念物。

●吉良のエドヒガン桜：推定樹齢600年以上。幹周
4.5ｍ、県２位、満開時は近くのしだれ桜との共
演が絶景。県指定天然記念物。
●白 山 神 社 の モ ミ ： 推 定 樹 齢 4 0 0 年 以 上 。 幹 周
6.45ｍ、四国２位、樹高38ｍは圧巻。県指定天然
記念物。

また、つるぎ町の隣、東みよし町には推定樹
齢1,000年の国指定特別天然記念物、西日本最
大級の加茂の大クス（根回り23.35ｍ）があり
ます。この他にもまだまだ美馬三好管内にはた
くさんの巨樹があり、圧倒的な生命力を体感で
きます。巨樹めぐりのツアーもあります。アク
セスには十分注意して下さい。
ゆったりと自然や人とふれあえる気がして過
疎化・人口減少は悪いことではないと私は思い
ます。人間本来の姿に近づけるのではないかと。
行政書士の仕事も減少していく分野もあれば、
これから新たに出てくる分野もあるので時代の
変化への挑戦が楽しみですね。

―20―
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藤

原

雅

和

足

匡

嗣

【 美馬三好支部 】

【 徳島北部支部 】
入会日

立

平成28年４月１日

入会日

平成28年２月１日

（京都会より転入）

入会の動機

入会の動機

クライアントの夢と希望を紡ぎたい

人の役に立つ為

取扱業務

取扱業務

外国人関連、権利義務・事実証明

相続関連

自己ＰＲ

自己ＰＲ

徳島生まれ徳島育ち。日々精進。

宜しくお願いします。

趣味・特技

趣味・特技

深く多趣味

農業，草刈り

近

藤

紀代子

近

【 徳島中央支部 】
入会日

藤

健

【 徳島南部支部 】

平成28年４月１日

入会日

（東京会より転入）

入会の動機

平成28年４月２日

入会の動機

先に開業していた母の影響を受けて試験に
挑戦しました。

行政書士が取り扱うことができる業務範囲
は幅広く、官公署に提出する書類の作成、
及び権利義務又は事実証明に関する書類の
作成等を通じて、国民の社会経済活動を支
えたいと考えたからです。

取扱業務

外国人関連業務
自己ＰＲ

自己ＰＲ

横浜中華街にて入管OBの下で修行した経
験を生かしてさらに精進して参ります。

多くの分野を取り扱うことは難しいです
が、自分の専門となる分野を深めていきた
いと思っています。

趣味・特技

旅行、イラスト

趣味・特技

ゴルフ、ドライブ
―21―
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友

兼

仁

岩

入会日

平成28年４月15日

地元で少しでも自分がお役に立てるならと思い。
今までと全く違う仕事をしてみたかったから。
相続・遺言、会社・法人

平成28年６月１日

入会の動機

行政書士の業務を通じて地域社会に役に立
つ人間になりたいと思ったから。
取扱業務

自己ＰＲ

常に物事を前向き（良い方）に捉えます。かき
あげ、スイカ、ピーナッツが大好きです。
趣味・特技

宏

（山口会より転入）

入会の動機

取扱業務

和

【 徳島南部支部 】

【 徳島北部支部 】
入会日

佐

遺言・相続・遺産分割、農地・土地開発、
権利義務・事実証明
自己ＰＲ

読書、音楽、旅行、格闘技

多くの方から信頼される行政書士になれる
よう努力と勉強を重ねてまいります。
趣味・特技

石

田

裕

居合道二段

也

【 阿波・吉野川支部 】
入会日

平成28年５月15日

西

岡

章

入会の動機

【 徳島西部支部 】

会社員に見切りをつけた為

入会日

自己ＰＲ

よろしくお願いします。

趣味・特技

野球、自転車

平成28年６月１日

入会の動機

田

村

一

人々は日常生活の中で、様々な悩みや問題
を抱えている。そのような問題等に私の経
験を行政書士として活かし、解決や改善の
お役に立てればとの思いで入会を決意し
た。

仁

【 阿波・吉野川支部 】
入会日

取扱業務

平成28年５月15日

知的財産、外国人関係、権利義務・事実証
明関係、遺言・相続・遺産分割等

入会の動機

自己ＰＲ

現在の仕事と関連する資格で必要となったため。
取扱業務

農地転用、開発許可

自己ＰＲ

日々の研鑽を怠ることなく、行政書士としての
職責を果たせるよう努力しますので、ご指導を
賜りますようよろしくお願いいたします。
趣味・特技

日本蜜蜂の飼育
―22―

誠実かつ、きめ細かな相談業務と共に、正
確な書類作成を心がけて人々の権利を守り、
行政書士に対する信頼と期待に応えたい。
趣味・特技

読書、日本史のほか近現代の世界史、特に
中国。ジョギング。
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水

本

宏

大

【 徳島北部支部 】
入会日

西

唯

義

【 阿波・吉野川支部 】

平成28年６月１日

入会日

入会の動機

平成28年７月１日

入会の動機

永年の勤めを卒業し、これからは自分のペ
ースでできる仕事をしたいと思い入会しま
した。

兄が開業していた行政書士事務所の廃業に
伴い、その業務を継承することとなり、こ
の度新しく入会させていただきました。

取扱業務

取扱業務

農地・土地開発、建設業許可・経営審査、
会社・法人手続等

建設業許可・経営審査・資格審査、産業廃
棄物

自己ＰＲ

自己ＰＲ

好奇心旺盛で、几帳面な性格です。丁寧で
正確な仕事を心がけたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

永年、国土交通省で技術屋として勤めてき
たことを、依頼者の相談の中で役に立てた
い。

趣味・特技
趣味・特技

社交ダンス（競技ダンス：元アマチュアＡ
級選手）、車

山

¬

裕

ゴルフ

行

西

【 徳島西部支部 】
入会日

孝

員

【 美馬三好支部 】

平成28年６月15日

入会日

入会の動機

平成28年７月15日

入会の動機

現在勤務している税理士法人にて、行政書
士関連業務の拡大に伴い、行政書士登録す
ることになりました。

司法書士・土地家屋調査士業務を行ううえ
で、お客様の利便性を考慮し入会しまし
た。

自己ＰＲ

取扱業務

一般企業で総務・労務・情報システム部な
どに長年従事してきた経験を生かし、頑張
りたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

農地・土地開発、会社・法人、遺言・相
続・遺産分割
自己ＰＲ

長年の法務局勤務で得た経験・知識を活か
すとともに、自己研鑽に努め、公正・誠実
に職務を行っていきます。

趣味・特技

あまり速くありませんが、マラソンが趣味
です。年に２〜３回フルマラソンを走って
ます。とくしまマラソンにも第１回から参
加しています。

趣味・特技

特にありません。

―23―
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広報部 「もしかして、この本の編集長っ

今回から、不定期ではありますが、広報部
で様々な特技や才能を持った会員を発掘し、
紹介していきたいと思います。初回は意外な
一面を見せてくれたこの人。

て副会長のことですか？」
山本副会長 「そうなんよ。僕は調査士会
ではこんなことしてる」
「やっぱり、そうでしたか。で、早速です
が、この本は一体、何なんですか？」
「簡単に言えば、徳島県の公図を研究する
ための資料集やね。筆界特定制度って知って
るかな？」
「聞いたことはありますが」
「昔は、境界紛争の解決と言えば、裁判以
外になかったんやけど、平成18年に筆界特定
制度というものが出来て、法務局で筆界の特
定が出来るようになった。これまでの裁判だ
と判決までに何年もかかってたんやけど、筆
界特定は半年くらいで出来るので、年々利用
者が増えてきて、今では全国で年に5,000件

行政書士会の本棚に、手つかずのまま一冊の本
が立てかけられています。「徳島の地籍Ⅰ」とい
う書名で、徳島県土地家屋調査士会からの贈呈本
です。昨年５月の日付がありますから、１年以上、

くらい申請が出てるんよ」
「へえー、そんなに筆界特定申請ってある
んですか？」
「そうなんよ。で、筆界特定には法務局長

本棚で眠っていたことになります。
どんな内容なのか、広報部で何ページかめくっ

から任命される筆界調査委員というのがい

てみました。約350ページの中身は、ひたすら漢

て、事件の調査や鑑定をするんよ。身分は特

文と古文の混ざったような文書で埋め尽くされて

別公務員やな。で、法務局はその筆界調査委

います。なるほど、ほとんど手が付けられていな

員の意見書を参考にして筆界を特定するんや

い理由が分かりました。

ね」

それでも広報部員の性でしょうか、こんな本を
書くのは一体どんな人物なのか、せめて最後の編
集後記だけでも見てやれということになりまし
た。そこで見つけたのは、馴染みのある名前。し
かし、山本という名字も、正という名前もポピュ
ラーなので、全くの別人かもしれませんが、勇気
を出して（？）インタビューしてみることにしま
した。
―24―

「はあ」
「でもね、この筆界調査員になるには、か
なり厳しい研修と考査をパスしなけりゃなら
んのやけど、今のところ、その責任者（教育
係）が僕なんよね」
「はあ」
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「で、研修では、どうしても徳島県の公図
の歴史を学ぶ必要があるんよね。公図のルー
ツは明治６年の地租改正まで遡らないといけ
ないんやけど、その頃の資料はほとんど県の
通達文の中にあって、しかも漢文調で書かれ
ているから読むのが難しいのよね」

長は昔から古文書を読む特技があったんです
か」
「いや、歴史は好きやけど、古文書はほと
んど独学なんよ。辞書が真っ黒になる頃に
は､そこそこ読めるようになってたな。でも、
そんなことより、いいスタッフに恵まれたの

「はあ」

が何よりやね。その意味では会館建設もいい

「例えば、「自今（じこん＝今後）」と「目
今（もっこん＝現在）」の違いとか「被仰出
候條」は「おうせいだされそうろうじょう」
って読むとか、これやり出すと受講生が居眠
りし出すんよ。

スタッフに恵まれたな」
「最後に、会員に何か一言お願いします」
「最近は優秀な会員がいっぱい入会して来
ているけど、優秀な人の欠点は失敗を恐れる
ことかな。失敗の自慢話が出来るようになる

「私も眠くなりました」

と､もっと優秀になる」

「はあ、しか言わんからやろ。なので、一
つ一つ現代文に読み下して勉強しやすく１冊
にまとめたのがこの本やな。最初は350ペー
ジにもなるとは思わんかったけど」
「出版までには、相当な時間がかかってそ
うですね」
「そうやな、県立図書館と古文書館に通い
ながら、まる２年かかったかな」
「その時期って、確か副会長は行政書士会
では会館建設を担当されていましたよね」
「そうなんよね。しかし、会館建設は前会
長の遺言みたいなもんやから辞める訳にいか
なかった。おかげで２年間ほとんど土曜日と
日曜日がなかったな」
「それはそれは、お気の毒を通り越して、
可哀想です」
「それでも、出版してからは、大学教授や
研究者とか、その道の人達からは高い評価を
いただいたな」
「すごいことですね。」
「逆に、受講生は､感謝どころかちっとも
読んでくれへんけどな」
「私には、受講生の気持ちが痛いほど分か
ります。ところで、話は変わりますが、副会
―25―

最後まで勉強になりました。今回は古文書
を読む人ってどんなだろうという小さな疑問
が、思わぬ人物を発掘してしまいました。広
報部では、これからも会員発掘を続けたいと
考えています。山本副会長、ご協力どうもあ
りがとうございました
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ると大抵通行人や飲み屋の店員に試合結果を聞かれ
ます。
この場合、今年の調子はどうですかとも聞かれる
ことから、多くの県民は皆さんと同じく、記事でし
かヴォルティスの事は知らず、今の順位も把握して
ないという状況かと思います。
これはせっかく徳島県民なのに非常にもったいな
い。地元にプロサッカーチームを作るというのは個
総務副部長

亀

井

健

士

人の力だけではどうにもならず、スポンサー企業、
自治体、そしてサポーターの強烈な熱意なくしては

平成28年６月12日、ニンジニアスタジアムで行わ

不可能な稀有なことであり、そこまでの熱量がつぎ

れた四国ダービーを２対０で快勝し、去年の最終節

込まれたチームの試合を生で見たことがないという

の雪辱を晴らして我々はダービーフラッグを見事奪

のは人生の損失と言えるでしょう。
私はこれまで何人か、それまでサッカーに興味が

還しました。
会員の皆さんは上記文章の意味はわかりますでし

なく徳島ヴォルティスを観戦したことがない人達を

ょうか。これは私も観戦しに行った徳島ヴォルティ

誘ってスタジアムに一緒に行きました。渋々観に行

ス対愛媛FCの試合について書かれています。

ったはずの彼等の５割ぐらいは、半年後にはそのシ

何言ってるんだ当たり前だろ、雨水吸ったフラッ

ーズンの全試合予定日と対戦相手、選手の背番号と

グ振りすぎて腕が上がらなくなったわというコアサ

名前、各選手の累積イエローカード数を取りつかれ

ポ（コアなサポーターの略）、お疲れ様でした。私

たように暗唱しだす立派なサポーターへと急成長を

はあまりに現地に早く着きすぎたので、道後温泉で

遂げ、有給休暇をとって全国各地で行われるアウェ

温泉に入ってからの応援でした。あのポンチョさえ

イ戦に参戦しています。それぐらいハマる人にはハ

無効化するほどの大雨で温泉に入った意味が全くな

マるのが徳島ヴォルティス観戦なのです。
人口減少によって都市間での競争が激しくなる

くなりましたが、勝てばすべてが問題なしです。
こんな現地参戦組ではなく、四国ダービーって何、

中、徳島のような地方都市が生き残るための有力な

ヴォルティスの試合は徳島新聞の記事や夕方のロー

産業としてスポーツが注目されており、行政もこれ

カルテレビニュースでしか知らないという会員各位

からどんどんスポーツに力を入れていくでしょう。

がほとんどではないでしょうか。もし会員の多くが

スポーツ産業は観光業、小売業、飲食業など裾野が

コアサポならスタジアムでの私の熱狂ぶりを目撃し

広く、波及効果が大いに期待できるからです。

てあんなのが理事で当会は大丈夫なのかという質問

経済的な流行で日本はアメリカの５年ぐらい後を

状が総会で出てもおかしくないですが、幸か不幸か

追いかけている状況がありますが、現在アメリカの

そういう目にはまだあっていません。

プロスポーツ産業は放送権料の高騰から凄まじい経

ちなみに四国ダービーとは徳島ヴォルティス対愛

済規模となり、それに伴ってチームの本拠地がある

媛FCの試合の事を指し、勝ったチームがダービー

地方都市でも大きな産業として成立しています。そ

フラッグを持ち帰ります。両チームのサポーターは

の流れが日本、そして徳島に来る可能性は充分にあ

この相手との対戦について他のチーム相手とは違う

るのです。

特別な思い入れがあり、チャント（サポーターが歌

行政書士たる我々もこの時代の変化に乗り、また

う応援歌みたいなもの）でもダービー専用のものが

人生を謳歌するためにも、まずはスタジアムに足を

あり、拳を突き上げフラッグを振りながら大声で叫

向けて観戦してみてはいかがでしょうか。そこで見

びあっています。

られるのは単なる勝敗を超えた感動や強烈な郷土愛

私はヴォルティスが勝利したら祝勝会、負けたら

と仲間意識、そして千鳥足な同業者など様々です。

残念会でよく秋田町に飲みに行っているのですが、

それでは週末、鳴門のポカリスエットスタジアムで

レプリカユニフォームを着て五人ぐらいで歩いてい

お会いしましょう。
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平成28年５月29日、大西清孝名誉会長がご逝去されました（享年78歳）。
大西清孝名誉会長におかれましては、昭和55年12月行政書士に登録開業。
以来35年の長きにわたり業務に励まれ、この間、徳島県行政書士会副会長・
会長・名誉会長、日本行政書士会連合会理事・副会長を歴任し、徳島県行
政書士会の運営及び会員の指導、また、行政書士制度の発展に寄与した功
績は多大であります。
ここに会員一同偉業を讃えるとともに、謹んで哀悼の意を表し、心より
ご冥福をお祈り申し上げます。

】

【

昭和55年12月

行政書士登録

■日行連役員歴

平成11年６月から平成15年６月
平成15年６月から平成17年６月
平成19年６月から平成21年６月
平成19年６月から平成25年６月

理 事
副会長
選挙管理委員
相談役

■本会役員歴

平成３年５月から平成５年５月
平成11年５月から平成19年５月
平成19年５月から平成28年５月
■表

彰

平成17年６月
平成21年６月
平成23年４月

徳島県表彰受賞
総務大臣表彰受賞
黄綬表彰受章

副会長
会 長
名誉会長

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWW
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徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

徳島県 行政書士政治連盟 定期大会報告

平成28年５月28日（土）午後５時よりサンシ
ャイン徳島において、平成28年度徳島県行政書
士政治連盟定期大会が開催された。大会は、喜
多副会長の司会により進められ、山本副会長の
開会の辞、大村会長の挨拶があった。
司会者から議長選出の方法について場内に諮
ったところ、司会者一任の声と多数の拍手があ
ったので、司会者は阿波・吉野川支部の吉本健
二氏を選出した。
議長から構成員193名中、本日の出席者51名、
委任状67名、合計118名であり、会員数の２分
の１以上の出席があるので徳島県行政書士政治
連盟規約第13条第２項の規定により定期大会が
有効に成立している旨の報告があった。
議長から議事録署名人の選任方法について場
内に諮ったところ、議長一任の声があったので、
２名を指名し両人はこれを受諾した。

議案審議に入る前に、議長は第１号議案、第
２号議案及び第３号議案は互いに関連があるの
で一括審議したい旨会場に諮り了承を得た後、
執行部に対し第１、２、３号議案の提案説明を
求めた。
青山幹事長から、第１、２号議案について議
案書に基づき報告があった。ついで、議長より
会計監査に対して監査報告を求め、会計監査代表
から会計監査報告があった。続いて、青山幹事
長から、第３号議案の提案説明があった。
議長は、第１号議案、第２号議案及び第３号
議案に対し質問書の提出はなかったので審議終
了を宣し、採決を行うこととなった。採決は挙
手をもって行い、賛成多数により原案どおり可
決決定した。

第１号議案
第２号議案

第４号議案
第５号議案

議案審議に入る前に、議長は第４号議案及び
第５号議案は互いに関連があるので一括審議し
たい旨会場に諮り了承を得た後、執行部に対し
第４、５号議案の提案説明を求めた。
第４号議案について大村会長から説明があ
り、続いて、青山幹事長から第５号議案につい
て説明があった。
議長は、第４号議案及び第５号議案について
質問書の提出はなかったので審議終了を宣し、
採決を行うこととなった。採決は挙手をもって
行い、賛成多数により原案どおり可決決定した。
これをもって全ての議事を終了し、議長から
協力に対する謝辞があり降壇した。
以上で全ての議案審議を終了し、山本副会長の
閉会の辞をもって定期大会の全日程を終了した。

平成27年度活動経過報告について
平成27年度収支決算報告及び会計監査
報告
未収入金の一部欠損処分案について

第３号議案

平成28年度運動方針案について
平成28年度収支予算案について

◆ ◆ ◆ 政連事務局日誌 ◆ ◆ ◆
15日・会計監査（於本会会議室）開催

４月

21〜22日・日政連幹事会（於東京）開催

大村会長出席

25日・幹事会（於本会会議室）開催
５月

28日・平成28年度定期大会（於サンシャイン徳島）開催

６月

24日・平成28年度日政連定期大会（於東京）開催
―28―
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日本行政書士政治連盟

第36回 定期大会報告
報告者

幹事長

青

山

卓

嗣

平成28年６月24日（金）、東京都港区のシェ

項の「報酬を得て」という文言を削除すること

ラトン都ホテル東京において「日本行政書士政

を日行連と検討しているとの答弁がありまし

治連盟第36回定期大会」が開催されました。徳

た。再質問に対する答弁の後、議案ごとに採決

島県支部からは大村会長が執行部の役員とし

を行い、異議なしということで可決承認されま

て、私が代議員として出席しました。

した。
第３号議案及び第４号議案は一括上程され、

定期大会は、月見里総務委員長の司会で始ま
り、田崎副会長の「開会のことば」、北山会長

議案の説明を省略して質問に対する執行部の答

の「会長あいさつ」と続きました。

弁がありました。質問は合計７問あり、ＯＳＳ

その後、大会成立宣言、議長・副議長の選任

全国展開への対応についてのもの、国会等対策

が行われ、議長に東京都支部の柴野和夫代議員、

委員会において検討している行政書士国会議員

副議長に岐阜県支部の宮本英泰代議員が選任さ

懇話会の設置についてのもの等がありました。

れました。続いて、柴野議長により、議事録署

国、地方自治体の行政書士会員議員を把握す

名人に三重県支部の奥島要人代議員、宮崎県支

るため、国会等対策委員会が各支部にアンケー

部の木原万里子代議員が指名された後、議事運

ト調査を行った結果、国会議員17名、首長（知

営委員会より申合わせ事項の報告があり、議案

事２名、市（区）長６名、町長５名）、都道府

審議へと進みました。

県議38名、市議248名、町議70名、村議６名、

議案は、次のとおりです。

合計392名の行政書士会員議員（平成27年12月

第１号議案

平成27年度運動経過報告について

25日現在）がおられることがわかりました。

第２号議案

平成27年度決算報告について（監査報告）

第３号議案

平成28年度運動方針（案）について

町議１名の行政書士会員議員がおられます。再

第４号議案

平成28年度予算（案）について

質問に対する答弁の後、議案ごとに採決を行い、

第１号議案及び第２号議案は一括上程され、
議案の説明を省略して監事より監査報告があり
ました。監査報告の後、質問に対する執行部の
答弁がありました。質問は合計11問あり、特定
の研修を修了した行政書士に行政不服申立て手
続の代理権が付与される法改正を実現した後の
新たな法改正推進項目についてのもの、組織の
充実強化策についてのもの、会員数・会費収入
増加施策及び幹事選出方法改正についてのもの
等がありました。
再質問は５問あり、執行部の答弁がありまし

徳島県支部においては、町長２名、市議２名、

異議なしということで可決承認されました。
その後、丹野副会長の「閉会のことば」によ
り、定期大会を閉会しました。
徳島県支部（徳島県行政書士政治連盟）は、
日政連の運動方針に則り、行政書士の職域の確
保・拡大に向けた運動を展開してまいります。
本県の顧問議員と連帯して、既存業務に関する
職域確保だけでなく、各自治体からも情報収集
し、着実な職域の拡大のために活動してまいり
ますので、会員の皆様のご理解、ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

た。そのなかには、行政書士法第１条の２第１
―29―
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【事務局日誌】
《２月》
３日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
８〜９日・日行連規制改革委員会（於東京）開催
９〜10日・日行連第一業務部会（於東京）開催

大村会長
大村会長

出席
出席

20日・業務研修会（於本会会議室）開催
《３月》
２日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
・友好団体懇談会（於ホテルグランドパレス徳島）開催
大原企画副部長

松村企画部長、

出席

４日・日行連第一業務部会（於東京）開催

大村会長

出席

８日・部長会（於本会会議室）開催
16日・県農業基盤課との意見交換会（於本会会議室）開催
17日・新規入会者研修会（於本会会議室）開催
28日・理事会（於本会会議室）開催
《４月》
５日・総務部会（於本会会議室）開催
６日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
15日・決算監査（於本会会議室）開催
18日・徳島北部支部総会（於北島町役場）開催
20〜21日・日行連理事会（於東京）開催

大村会長

出席

22日・徳島中央支部総会（於パークウエストン）開催
23日・徳島西部支部総会（於ホテルグランドパレス徳島）開催
・阿波・吉野川支部総会（於御所の郷温泉）開催

大村会長

大村会長

出席

出席

25日・理事会（於本会会議室）開催
・徳島南部支部総会（於ホテル石松）開催

大村会長

出席

28日・美馬三好支部総会（於油屋美馬館）開催

大村会長

出席

《５月》
６日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
20日・徳島県土地家屋調査士会総会（於サンシャイン徳島）開催
21日・徳島県司法書士会総会（於サンシャイン徳島）開催

大村会長

大村会長

出席

出席

23日・正副会長会（於本会会議室）開催
28日・平成28年度定時総会（於サンシャイン徳島）開催
《６月》
１日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
３日・徳島県社会保険労務士会総会（於サンシャイン徳島）開催
10日・県

大村会長

出席

県土整備部用地対策課との打ち合わせ（於本会会議室）開催

・業務指導部会（於本会会議室）開催
13日・広報部会（於本会会議室）開催
23〜24日・平成28年度日行連定時総会（於東京）開催 大村会長、青山・喜多・山本副会長
―30―
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《７月》
２日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
６日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
７日・総務部会（於本会会議室）開催
９日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
15日・日行連四国地方協議会定時総会（於松山市）開催 大村会長、青山・喜多・
山本副会長、青山広報部長 出席
・友好団体懇談会（於グランドパレス）開催 松村企画部長、大原企画副部長
16日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
20〜21日・日行連理事会（於東京）開催 大村会長 出席
23日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
25日・広報部会（於本会会議室）開催

会員の動静 【２月〜７月】
藤
近
友
石
田
西
水
山
大
西

原
藤
兼
田
村
岡
本
¬
西

雅

■ 単位会変更 ■

近
足
岩

藤
立
佐

紀代子
匡 嗣
和 宏

徳島中央支部 （４．１）
美馬三好支部 （４．１）
徳島南部支部 （６．１）

■登 録 抹 消■

宮 本
盛
佐 野
福 原
本 田
近 藤
桂
篠 原
川 人
久次米
大 西

二
國
z
昭

徳島中央支部
徳島西部支部
徳島中央支部
徳島中央支部
徳島西部支部
徳島南部支部
徳島南部支部
徳島南部支部
阿波・吉野川支部
徳島北部支部
阿波・吉野川支部

■新 規 登 録■

〔訃報〕

裕
一

裕
唯
孝

茂
匡
淑
祐
守
清

和
健
仁
也
仁
章
宏
行
義
員

郎
裕
一
夫
守
雄
央
美
二
夫
孝

徳島北部支部
徳島南部支部
徳島北部支部
阿波・吉野川支部
阿波・吉野川支部
徳島西部支部
徳島北部支部
徳島西部支部
阿波・吉野川支部
美馬三好支部

（２．１）
（４．２）
（４．15）
（５．15）
（５．15）
（６．１）
（６．１）
（６．15）
（７．１）
（７．15）

（ H27．７．29）死亡
（ H27．９．１）死亡
（２．３）廃業
（２．21）死亡
（２．29）廃業
（３．31）廃業
（３．31）廃業
（３．31）廃業
（３．31）廃業
（４．30）廃業
（５．29）死亡

宮本 二郎会員（徳島中央支部）、盛 國裕会員（徳島西部支部）、
福原 昭夫会員（徳島中央支部）、大西 清孝会員（阿波・吉野川
支部）のご冥福をお祈りいたします。
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176号から表紙写真を担当してくだ
さる、美馬三好支部会員古澤圭先生で
す。紹介文を書いていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
また、長年表紙を飾っていただきま
した鈴江伸さまに心より御礼申し上げ

美馬三好支部

古

澤

圭

c

今回、徳島県行政書士会の
発行誌を飾る表紙を撮影させて
いただきました。
私は行政書士と映像制作の兼業となります。
20代半ばから始めた映像制作業務の多くが官公
庁の仕事で、制作コンテンツの中で法律や条例
を取り扱うことがありました。士業への憧れと
興味から、平成26年７月に行政書士の登録を行
いました。
さて、撮影場所は美馬市脇町うだつの町並み。
卯建（うだつ）は、隣家への延焼を防ぐ目的で
造られましたが、江戸時代には装飾の意味合い
を強くしていきます。町並みに住む商人たちが、
富や名声のシンボルとして卯建の高さを競い合
ったと言われています。
竹人形はうだつの町並みにある「時代屋」で
す。竹のしなやかさを活かした繊細な阿波おど
り人形は今にも動き出しそう。ご主人がいらっ
しゃる時には、竹人形作りの実演を観ることが
できます。
現在、美馬市の委託を受けた広報番組制作
（CATV）に関わっています。今年の全国広報
コンクールでは、映像部門において第三席（読

ます。
c
c

広報部一同

売新聞社賞）を受賞しました。内容は、都会の
高校生が山間部の農家で過ごした２泊３日の民
泊を追ったドキュメンタリー。この番組では企
画から原稿づくり、撮影スタッフの手配、そし
て編集と全てをひとつにする制作過程を経験し
ました。映像制作に携わり10年超、今後の番組
制作へ意欲を高める出来事となりました。
美馬市の公式YouTubeには「うだつの町並
み紹介動画」がアップされています。動画の中
には華道家の假屋崎省吾さんによる華道展「う
だつをいける」もあります。毎年、密着取材を
させていただいていますのでぜひ。
このように、テレビ番組の制作は日々続けて
おりますが、各種講演会収録、企業PRビデオ
等の撮影依頼を受け付けております。軽自動車
５台ほどになるカメラ・レンズを所有しており
ますので、何とかこなせると思います。
写真の撮影は数年前に始めたばかりで行政書
士業同様、まだまだ未熟です。そのような中、
これまで素晴らしい表紙を飾られてきた前任者
を引き継ぐことになり、その重圧に責任の重さ
を感じているところです。今後、皆様のご期待
に応えられるよう、精一杯務めていく所存です。

PPPPPPPPPPPPPP

編 集 後 記
2016年夏号の作成にあたり、協力していただいたご来賓、役員や会員の方々には原稿執筆に貴重な時間を割いて
いただき、誠にありがとうございました。おかげをもちまして、無事に発刊することができました。次号も多くの会員
の原稿をお待ちしています。ご自身やサークル等で活動されていること、旅日記、趣味や特技自慢など、気軽に広報部
までお知らせください。
さて、今年の夏も相当熱くなりそうです。そして徳島の夏といえば阿波踊り。徳島会も徳島県行政書士連を繰り出し
てみたいものですね。本号をご覧の皆様、夏の暑さにも負けぬ丈夫な体で乗り切りましょう。（広報部員
―32―

平尾

芳典）
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徳島県行政書士会
指 定 店

徳島県知事賞受賞 １級彫刻士 三好 芳治
徳島県知事賞受賞 １級彫刻士 三好 一朗

かちどき橋北詰角（徳島東警察署前）

TEL.６５２−９３５１ FAX.６５２ー９３９９

Club
〒770 ― 0921
徳島市栄町１丁目52―3 Rビル３・４F（４F入口）
TEL 088 ― 622 ― 5756

「行政とくしま」の広告
を募集しております
会員の皆様のご協力を是非お願い
します。
１ 回分

5, 0 0 0 円
詳細は事務局まで
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