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平成27年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶

を申し上げます。

会員の皆様におかれましては、健やかな新年

をお迎えのことと存じます。

また、日頃は徳島県行政書士会の運営に多大

なご理解とご協力を賜り、心よりお礼を申し上

げます。

昨年は、私達行政書士にとって長年の悲願で

あった行政不服申立ての代理権付与に関する改

正行政書士法が施行され、また、制度の拠点で

ある行政書士会館を東京都港区虎ノ門に移転

し、制度の歴史の中でも大きな節目となった一

年でした。

会員の皆様を始めとする関係者の方々のご支

援をいただいたことで、多くのものを次世代に

形として残せたのではないかと思っています。

新たな年を迎え、これまで推し進めてきた事

業を踏まえた上で、本年は特定行政書士法定研

修の実施を大きな柱に、平成26年１月の理事会

で決定した行政書士制度の中長期的課題・方向

性をまとめた「政策大綱」に基づき、継続的か

つ喫緊に取り組むべき事項について道筋を付け

ることが最も大事な事と思います。

平成26年12月27日に施行された改正行政書士

法に基づく特定行政書士法定研修について、総

務省、日本弁護士連合会、学識者の協力をいた

だきプログラムの実施準備を進め、本年10月を

めどに、特定行政書士の誕生を目指して研修を

実施いたします。連合会の会長として、北山会

長の悲願でもある大きな山を越える事が出来ま

した。

また、徳島県行政書士会も大きな問題が多々

有りましたが、何とか前に進む事が出来ました。

会員皆様、全員の賛成はありませんでしたが、

我々、徳島県行政書士会も、沖洲に新会館を作

る事が出来ました。私が思うに、これからの会

員の皆様の為に会館を作り、研修会等色々と前

進をして参りたいと思います。

会員皆様からの制度に対する期待に応えるこ

とは、そのまま制度のさらなる飛躍へとつなが

ります。会員皆様の声をしっかりと受け止め、

会長として会員皆様の先頭に立ち、なすべきこ

とに道筋を付けるために頑張りたいと思いま

す。この新たな年が徳島県行政書士会並びに会

員皆様にとって大きな発展の年となりますよう

に祈念して、年頭のご挨拶とさせていただきま

す。最後に一言、会員の皆様に長い間、お世話

になりました。有り難うございました。

徳島県行政書士会　会長　小　林　L v
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明けましておめでとうございます。
徳島県行政書士会の皆様には、輝かしい新年
を健やかにお迎えのことと、心からお慶び申し
上げます。
昨年は、徳島で結実した「青色ＬＥＤの開発」
がノーベル物理学賞を受賞するとともに、「人
口減少・極点社会の到来」への対応として「地
方創生」が声高に叫ばれ、全国屈指の光ブロー
ドバンド環境を最大限に活用したサテライトオ
フィスの取組みが、「徳島モデル」の働き方と
して全国から脚光を浴びました。
また、悲願の「本四高速の全国共通料金化」

や、「四国霊場開創1200年」はじめ多彩な周年
行事など、本県においては、まさに「エポックメ
イクの年」となる一方、消費税増税による景気
の腰折れが懸念され、その対策として、市町村
や商工団体と連携し、県下全域で10％のプレミ
アム付き「地域商品券」を発行し、県内経済へ
の当面の影響を最小限に食い止められました。
さらには、「徳島ヴォルティスの四国初のＪ

１参戦」や「徳島インディゴソックスの独立リ
ーグ日本一」、皇太子殿下のご臨席の下、緑を
守り育てる気運を全国へ発信した「みどりの愛
護のつどい」など、県内が活気と賑わいに満ち
た一年となったものの、「８月豪雨災害」や県
西部を襲った12月の大豪雪など、自然の脅威と
あらゆる災害に備える対策の重要性を、改めて
実感した年でもありました。
このため、台風11・12号といった複合災害へ
の「対応」として、全国初となる「生活再建特
別支援制度」を創設し、その地に「住み続ける
気力」を支援するとともに、今後の「備え」と
して、南海トラフ巨大地震に対する「震災対策
基金（総額50億円）」の対象を、台風や豪雨な
どによる「大規模災害」にまで拡大致しました。
加えて、県内公的病院では初となる「緩和ケア
病棟」を備えた「フルセットのがん診療」に取

り組む「県立三好病院・新高層棟」を開院し、
四国中央部の拠点病院を目指すなど、「安全安
心・実感とくしま」も加速致しました。
さて、今年の干支は「乙未（きのと・ひつじ）」。
強い外圧により屈曲した草木の芽を表す「乙」
は、何物にも屈しない「極めて強い意志」を意
味し、枝葉の繁茂を表す「未」は、剪定し、
「通風採光を図る」ことの必要性を暗示してい
ます。そこで、乙未の年は、「いかなる外圧に
も屈することなく、新たなステージに向け改革
創造の道を切り拓いていく年」とされます。
本年は、本四高速と徳島自動車道の直結、四
国横断自動車道と徳島阿波おどり空港が結ばれ
るなど、本県の「陸・海・空」の交通体系が大
きな進化を遂げる「幕開けの年」となります。
そこで、エポックメイクの年であった昨年の成
果を土台として、さらなる県勢発展へと繋げる
べく、「一歩先の未来」を引き寄せる次元を超
えた施策展開を図って参ります。
また、行政書士制度につきましては、平成26
年の法改正により、行政不服申立ての代理権が
特定行政書士に付与されたことで、行政手続を
一貫して取り扱うことが可能となり、皆様方の
果たすべき役割や責任がますます大きくなって
きております。皆様におかれましては、新しい
行政書士会館に事務局が移転されたことも機
に、さらなる研鑽を積まれ、なお一層ご活躍さ
れますよう心からご期待申し上げます。
「地方創生」に向けた国の動きが本格化する
中、昨年策定した県の共通コンセプト「ｖｓ東
京」に込めた「東京一極集中の打破」への強い
想いを具現化すべく、「課題解決先進県・徳島」
として、「地方創生」ひいては「日本創生」へ繋が
る取組みを創造・発信し、「一歩先の未来」を
県民の皆様と共に歩いて行けるよう、「創造的
実行力」を発揮し、全力で取り組んで参ります
ので、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

徳島県知事　飯　泉　嘉　門
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皆様、新年あけましておめでとうございます。

今年も皆様が官公署と県民のパイプ役として

ご活躍されます事を心からご期待しておりま

す。

私も顧問として微力ではありますが、皆様の

お役にたてるよう誠心誠意頑張ってまいります

のでよろしくお願い致します。

さて、昨年末、第47回衆院選が実施され、国

民は引き続き自民党と公明党の連立政権に日本

のかじ取りを任せました。自公政権も勝って驕

らず、謙虚に国民の声に耳を傾けて、安定勢力

のもとで国内外の様々な課題解決に速やかに取

り組んでもらいたいと思います。私も公明党県

本部の代表として、県民の声を政府にしっかり

伝えてまいりたいと決意しております。

徳島県も日本創生会議の報告で人口減による

消滅自治体がかなり入っており、その対策は喫

緊の課題です。昨年成立した「まち・ひと・し

ごと創生法」のもと、各自治体の創意工夫が求

められています。県も市町村と一体となって取

り組んでいく事が大事です。

併せて、団塊の世代が後期高齢者となる2025

年を想定すると、医療と介護が一体となった

「地域包括ケアシステム」の確立が求められて

います。私も県議会本会議で取り上げましたが、

引き続き推進に取り組んで参りたいと思ってお

ります。

今回、知事が「VS東京」を掲げて、東京都

知事と対談して、今後の地方と首都東京とのあ

り方に一石を投じた事は評価できると思いま

す。お互いがそれぞれの役割を連携しながら努

力していく事が日本にとって大切な事を自覚し

あいたいものです。

平成27年４月には統一地方選挙が実施されま

す。号泣県議から始まり、全国的に次々と「政

務活動費」の不適正使用が明るみに出て、誠に

残念ながら、徳島県議会でも二人の県議が辞職

しました。徳島県民の皆様のお怒りを思うと、

徳島県議会議員に対する信用の失墜の回復には

時間がかかるかもしれませんが、「政務活動費

は血税」との自覚を持ち、今まで以上に使用基

準を順守し、県政発展の為に適正に使用すると

共に、来年度の抜本的な改革に向けて取り組ん

で参りたいと思っております。

今、「ハ－トフル徳島の実現へ、ゼロからの

スタート」をモットーに初心を忘れず頑張って

まいりたいと決意しております。皆様の尚一層

のご理解とご支援を心からお願い申し上げる次

第でございます。

最後になりましたが、徳島県行政書士会の会

員の皆様のご健勝と会のご発展を心から祈念し

ております。

徳島県議会議員 長　尾　哲　見
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新年明けましておめでとうございます。徳島

県行政書士会の皆様には、健やかに新年をお迎

えのこととお喜び申し上げます。

さらに、昨年末には会館を取得され、新会館

での清々しいスタートを切られましたことに心

よりお喜び申し上げます。

昨年中は政界においても大きな出来事があり

ました。県政においては、永年にわたり卓越し

たリーダーシップで徳島県議会をはじめ自由民

主党徳島県連を牽引してこられた竹内資宏先生

が、病魔との壮絶な戦いの末、ご逝去されまし

た。

先生は、しっかりとした国家観を持った人情

味豊かな政治家で、特に小林会長とは息が合い、

会員の皆様方にも大変お世話になり、行政書士

会に出席することを何時も楽しみにしておられ

ました。これまでの、竹内先生へのご厚情に厚

くお礼申し上げます。

国政においては、安倍総理による突然の衆議

院解散で12月の選挙となり、その折には皆さん

方の温かいご支援を賜り、再度、自公による安

定政権を保つことができました。改めて、皆様

方のご支援に厚くお礼申し上げます。

昨年、県議会では、人口減少問題や災害対策

などについて議論が行われました。

今まさに、我々地方が、そして全国が直面す

る最大の課題が人口減少社会、さらに東京をは

じめ大都市圏に人口が一極集中し地方が衰退す

る「極点社会」であり、これは決して避けて通

ることのできない現実です。県や市町村の行政

サービス一つを取っても、職員体制や財源の確

保、公共施設の在り方など、人口減少の流れの

中で、今後どのように維持・存続していくのか、

大いに懸念されます。

人口減少を食い止めるというふうに夢を語る

のは簡単ですが、深刻な現実から目をそらすの

ではなく、それを見越した持続可能な地域づく

りが、今、何よりも重要であると考えます。人

口減少という厳しい現実を冷静に受け止めた対

策と、その先を見つめた積極的な対策との、ま

さに両面から戦略的に取り組んでいくことが不

可欠となります。

また、災害対策においては、「南海トラフ巨

大地震」の場合、最大で約36万人の避難者が発

生し、うち20万人が避難所における避難生活を

余儀なくされると想定されております。

先の東日本大震災では、津波や地震からせっ

かく逃れることができたにもかかわらず、長い

避難生活の中で強いストレスや適切な治療がう

けられなかったことにより、3000人を超える尊

い命が「災害関連死」として報告されており、

これからは、長期に及ぶ避難生活を見据えた対

策も必要であります。

ひとたび災害が発生しますと、医療機関の診

療情報の喪失などのため、必要とする医学的な

管理を十分に受けることができない状況となる

恐れがあり、特にこういった方々については、

予め地域の支援拠点となる医療機関や避難所の

取り決めのほか、関係機関との連携・調整など、

災害においてもきめ細やかな支援を受けられる

体制を平時より講ずる必要があります。

人口減少による、行政窓口等の行政サービス

の低下や、「南海トラフ巨大地震」被災時の県

民の権利擁護が懸念される中、行政書士の皆様

方の、県民の安全・安心をお守りするための役

割も大きくなっていきます。

新しい行政書士会館への移転も済まされ、ま

た行政書士法の改正により、行政書士の皆様方

のご活躍の範囲もますます広がります。本年が

皆様方にとって、素晴らしい年となりますよう

ご祈念申し上げ、新年のご挨拶と致します。

徳島県議会議員 川　端　正　義
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明けましておめでとうございます。

昨年、一昨年と「行政とくしま」に掲載させ

ていただきました地域自治協議会（地域のコミ

ュニティ協議会を中核にした地域の中小企業や

事業者、NPO等を含んだ組織）について、今

回も行政内部において進展がありましたので、

御報告いたします。

平成26年３月に出された「行財政力強化プラ

ン2014」に「地域自治協議会を視野に入れた事

業として絆づくり事業を実施する」とあり、平

成26年度には、具体的に８地域で事業が展開さ

れております。

それとは別に、平成26年11月には行政内部に

おいて「新たな地域自治協働システム検討会」

が設置されました。その目的は、地域自治協議

会を含めた新たな地域自治協働システムの導入

に向けて、一括交付金などの課題抽出や、地域

の課題・特性等の把握、市民の意識調査などを

実施するとともに、本市独自の地域自治システ

ムのあり方について全庁的な協議を進めてい

く、とあります。検討会のメンバーは、第一副

市長をトップとし、両副市長と各部局の部局長

で組織され、その下部組織に市民環境部長をリ

ーダーとし各部局の主幹課職員で構成される

「ワーキンググループ」が設置されています。

平成27年度には、職員研修等の講演会も開催

され、今後の方針を市長に報告する事も予定さ

れ、条例（地域自治協議会設置のための条例と

考えられます）を制定することに向けて、市民

会議も開催されると思われます。

改めて、地域自治協議会の特徴は、地域の地

縁組織に加えて企業、事業者、NPO等によっ

て組織され、その組織が自分たちの将来のまち

づくりを計画・策定し、一定額の予算枠を行政

が確保し、その具体的な使途等について提案す

る点にあります。

他都市の事例のとしては、地域の社会問題を

コミュニティビジネスの手法で解決したり、収

益事業を行ったりするケースも見られます。行

政書士会の皆様に関係するところでは、相談事

業等も挙げられると思います。

徳島市におけるコミュニティ協議会等では、

その決定権や結果責任は事業を実施する地域の

各種団体が持つことになっているので、コミュ

ニティ協議会等はその責任を負うことはありま

せんが、地域自治協議会は、地域における様々

な決定事項や、事業を実施するために必要な権

限を有することになるため、当然その権限の範

囲内において責任を負うことになります。

最後に、徳島県行政書士会の皆様にとって、

本年がすばらしい一年となりますよう、御祈念

申し上げます。

徳島市議会議員 岡　南　　　均
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平成26年12月３日、東京都港区虎ノ門のホテ

ルオークラ東京において「平成26年度日本行政

書士会連合会臨時総会」が開催されました。徳

島会からは大村副会長と私が代議員として出席

しましたので、臨時総会についてご報告いたし

ます。

今回の臨時総会は、行政書士法の一部を改正

する法律が成立したことを受けて、日本行政書

士会連合会会則についても、改正法の内容を踏

まえ、特定行政書士になるための研修に関する

規定、特定行政書士の付記に関する規定を新設

するなど、関係規定を整備することについての

承認と改正行政書士法対応に係る費用の支出に

ついての承認を得るために開催されました。

臨時総会は、末廣総務部長の司会で始まり、

中村副会長の「開会のことば」、北山会長の

「会長あいさつ」と続きました。

総会成立宣言の後、議長、副議長の選任が行

われ、議長に神奈川会の加藤幹夫代議員、副議

長に東京会の栗須章充代議員が選任されまし

た。続いて、議事録署名人に群馬会の秋山賢治

代議員、新潟会の金子昇代議員が指名され、議

事運営委員会の國分委員長より申合わせ事項の

報告があり、議案審議へと進みました。

議案審議

第１号議案 日本行政書士会連合会会則の一部

改正（案）

第１号議案は、議案の説明を省略して質問へ

の執行部の答弁から始まりました。

質問は７問あり、各質問に対する執行部の答

弁の後、２名が再質問しました。再質問に対す

る執行部の答弁の後、採決を行いました。会則

の変更は、出席した代議員の３分の２以上の同

意が必要な特別決議となるため、議場閉鎖の後、

出席者数を確認の上、賛成者の起立を求めまし

た。出席者212名のうち、賛成者は208名であり、

第１号議案は可決承認されました。

第２号議案 改正行政書士法対応に係る費用の

支出について（案）

第２号議案は、特定行政書士になるために必

要な研修の実施について早急な対応が求められ

ているため、研修DVD作成等に係る費用及び

研修会場確保に係る費用等、特定行政書士法定

研修に係る準備費用を前倒しして支出したいの

で、その承認を求めるものでした。質問は12問

あり、各質問に対する執行部の答弁の後、３名

が再質問しました。再質問に対する執行部の答

弁の後、採決を行いました。出席者数を確認の

上、賛成者の起立を求め、賛成者多数というこ

とで、可決承認されました。

その後、伊藤副会長より「閉会のことば」が

あり、総会は終了いたしました。

日本行政書士会連合会本部が移転した虎ノ門

タワーズオフィスは、臨時総会の会場となった

ホテルオークラ東京と道路を挟んで隣接してい

ます。総会終了後に本部を見学しましたが、

「日本行政」に報告されているとおり、広い執

務スペース・会議スペース等が確保された立派

なものでした。

本会も、会館を取得し、昨年12月に事務局を

移転いたしました。特定行政書士法定研修を含

めた業務研修をこの会館で実施することができ

ます。移転に際し、会員の皆様のご理解とご協

力を賜り、心からお礼を申し上げます。

平 成
26年度

報告者　副会長　青　山　卓　嗣

報告
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平成26年10月24日、東京都港区の虎ノ門タワ

ーズオフィス８階ＲＯＯＭ７（日本行政書士会

連合会の移転先建物内）にて、第４回定時社員

総会が開催された。

当法人の理事、監事等の役員並びに全国の支

部会員が86名出席され、当支部からは私大村が

出席した。

最初に、大橋専務理事より開会の挨拶があり、

続いて野崎理事長より挨拶があった。そして、

北山日本行政書士会連合会会長から、祝辞があ

った。

続いて、司会の宿利業務執行理事より、本総

会開会時には定足数を満たす1,172名の出席報

告があった。そして、議長の選任方法を諮った

ところ、司会者一任の声を受けて、議長に田後

副理事長を指名した。また、宿利司会者より、

本総会の議事録作成は事務局が行い、議事録署

名人として、岩手県支部の広野会員及び鹿児島

県支部の越牟田会員の２名を指名した。

続いて、田後議長により議案審議に入った。

第１号議案「第４期事業報告について」、田

後議長は質疑を求め、議案の採決を行ったとこ

ろ、異議なしにより承認可決された。

第２号議案「第４期決算報告について」、田

後議長は、塩田監事に監査報告を求めたのち、

採決が行われ、異議なしにより承認可決された。

第３号議案「定款の一部改正（案）について」、

宿利業務執行理事の説明の後、田後議長は、会

則第22条第２項の規定により、定足数を満たす

出席会員の３分の２以上の同意をもって決議す

る旨を宣し、賛成会員の挙手を求めたところ、

正会員総数1,594名中、賛成1,171名であり、３

分の２（1,063名）以上の賛成があり、当該議

案は可決された。

なお、この議案での定款の改正概要は、当法

人が本部事務所としている住所地が、日本行政

書士会連合会の住所移転に伴い、当法人の本部

事務所も同じ住所地に移転し、定款第２条の主

たる事務所を東京都港区に置く旨の変更であっ

た。

また、総会に先立って開催された本法人の理

事会において、本部事務所の住所地を次のよう

に表示することとなった。

新住所：東京都港区虎ノ門四丁目１番28号

虎ノ門タワーズオフィス10階

続いて、第４号議案「第５期事業計画（案）

について」、大橋専務理事の説明の後、田後議

長は採決を行い、異議なしにより承認可決され

た。

第５号議案「第５期収支予算（案）について」、

宿利業務執行理事の説明の後、田後議長は採決

を行い、異議なしにより承認可決された。

田後議長は、以上をもって本日の総会議案を

全部終了した旨を述べ、議長席を退席した。

最後に、大橋専務理事より閉会のことばがあ

り、本総会は閉会した。

総会終了後に会場を変えて懇親会が開催され

た。関東近辺の支部会員の方は、役職に関わら

ず積極的に本総会に出席されて、熱心に意見交

換や情報交換をされていた。

以上、私からの第４回定時社員総会の報告と

致します。

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

第４回 定時社員総会報告

報告者　徳島県支部長　大　村　　　潤

P01_32_No173_PDF用  15.2.6  9:50 AM  ページ9



―10―

平成26年９月16日（火）本会会議室において、

理事・支部長・監察委員合同会議が開催され、

次の議題について審議を行いました。

１．平成26年度行政書士制度広報月間の実施

について

広報月間実施基本要綱（案）について、出原

広報部長から広報関係について説明があり、続

いて、吉本監察副部長から監察関係について説

明があった。協議の結果、原案どおり承認され

た。

２．諸規則の一部改正案及び制定について

会館管理運営規則（案）について

松村企画部長から、会館取得に伴い管理に関

する規則が必要になるとの提案理由の説明があ

り、資料に基づき原案が読み上げられた。協議

の結果、一部修正を加えることで承認された。

申請取次管理委員会規則の一部改正について

続いて、松村企画部長から改正の理由について

説明があり、改正条文が読み上げられた。協議

の結果、原案どおり承認された。

３．綱紀委員会への会員の調査について

会費滞納者７名について綱紀委員会への調査

について協議の結果、今回は見送ることで承認

された。

４．予備費の充用について

総会決議取り消し請求事件の裁判について、

大村副会長から経過説明があった。

続いて、北條経理部長から裁判の着手金につ

いて、理事会の日程の都合で事後承認となった

が予備費から充用させていただきたいとの説明

があり、協議の結果、承認された。

５．その他

１）平成27年役員合同会議、平成27年度定

時総会の日程及び場所について

役員合同会議は平成27年１月30日（金）、定

時総会は平成27年５月16日（土）、場所はいず

れもサンシャイン徳島に決定した。

２）会館取得推進特別委員会報告

山本総務部長から、定時総会から9月16日現

在までの経過報告があった。

・７月２日、本契約。７月31日、所有権の移転

登記が完了。

・会館取得推進特別委員会の下に５名のプロジ

ェクトチームを立ち上げ、会館の改修工事、

事務手続き、広報、規則の整備等を進めてい

る。

・８月に会館改修工事施工業者を決定し、９月

８日から工事を開始。10月工事完了予定。年

内引越予定。

３）行政書士試験について

大村試験責任者から、今年度の試験は11月９

日（日）に実施されるが、ご協力をお願いした

いとのことばがあった。

・ ・

合 同 会 議 報 告

監察委員支部長理事
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平成26年11月25日（火）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を行

いました。

１．平成26年度行政書士制度広報月間の実施

報告について

行政書士制度広報月間の事業報告書について

出原広報部長、工藤監察部長より説明があり、

審議の結果、報告書のとおり日行連に提出する

ことに決定した。

２．会館管理運営規則の一部改正（案）について

松村企画部長から、９月16日に施行された本

規則の別表について、一部文言の訂正をしたい

との説明があり、協議の結果承認された。

３．会館移転に伴う防災マニュアル（仮称）に

ついて

松村企画部長から、徳島では南海トラフ地震

等が懸念されており、会館移転を機に防災マニ

ュアルを整備する必要があるので案を提案させ

ていただいたとの説明があり、資料に基づき案

を読み上げた。

協議の結果、今回の案を基に修正しながら作

っていくことで了承された。

４．政治連盟、成年後見コスモスサポートセン

ターとの賃貸借契約書について

松村企画部長から、政治連盟、成年後見コス

モスサポートセンターとの賃貸借契約書につい

て、重要な部分について説明があり、協議の結

果、一部修正を加えることで承認された。

５．予備費の充用について

喜多副会長から、会館移転に伴いマリンピア

沖洲産業団地協議会に加入しなければならない

が、入会金と年会費について、予備費から充用

させていただきたいとの説明があり、協議の結

果、承認された。

６．その他

１）会館取得推進特別委員会報告

山本総務部長から、９月16日理事会から現在

までの経過報告があった。

・会館取改修工事も完成間近となり、12月に入

ると電話回線、事務用品の搬入があり、12月

18、19日引越予定。両日は事務局の通常業務

は休業させていただく。

・電話番号、FAX番号は引越に伴い次のよう

に変更になる。

電話（代） 088－679－4440

F A X 088－679－4443

・新会館は平成26年12月22日から業務開始予

定。

・旧事務局で不要になった備品は、希望会員に

使っていただくようにしたい。

２）日行連臨時総会代議員について

議長から、12月３日に開催される日行連臨時

総会の代議員について、本年度日行連定時総会

の代議員の２名にお願いしたいとの発言があ

り、了承された。

３）行政書士試験の報告について

大村試験責任者から、会員皆様のご協力によ

り無事終了することができたとのお礼のことば

があった。

理 事 会 報 告
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平成26年度

◆◆◆ 行政書士試験 報告 ◆◆◆

平成26年11月９日（日）、徳島大学常三島キャ

ンパス工学部共通講義棟において行政書士試験が

実施されました。

試験当日は、寒風と雨に見舞われ、屋外配置の

本部員の方々は特に大変だったと思います。大変

お疲れさまでした。

今年は２名の方が初めて試験監督員として委嘱

されましたが、先輩監督員の暖かい指導、協力に

よりスムーズな実施が行われました。ありがとう

ございました。

徳島県の申込者数は319名。受験者数は253名、

受験率は79.3％でした。

なお、平成27年１月26日に合格発表があり、16名の方が合格されました。今年度の合格率は6.32％で、

全国の合格率は8.27％でした。

合格者の皆さま、おめでとうございます。合格者の方には、ぜひ、徳島県行政書士会へ入会して頂

きたいと願うばかりです。

当日の本部員、試験監督員、関係者各位におかれまして

は、試験運営へのご尽力まことにありがとうございました。

皆さまのご協力により、無事に試験を実施することが出来

ました。大変お疲れさまでした。

徳島大学にて…

校舎には、ノーベル物理
学賞を受賞された中村修
二さんのお祝いの垂れ幕
がありました。

大学キャンパス内　試験会場

P01_32_No173_PDF用  15.2.6  9:50 AM  ページ12



―13―

第186回通常国会において、行政書士法の一

部を改正する法律（平成26年６月27日・法律第

89号。以下「法改正」という。）が成立したこ

とを受けて、日行連会則についても、法改正の

内容を踏まえ、特定行政書士になるための研修

に関する規定や特定行政書士の付記に関する規

定を新設するなどして、関係規定が整備された。

また、速やかに特定行政書士を輩出し、国民

の負託に応えるために、特定行政書士に係る法

定研修の準備や、特定行政書士の登録システム

の再構築に必要な費用の支出についても説明が

あった。

なお、この法改正に伴う日行連会則の変更及

び法改正対応に係る費用の支出については、去

る12月３日開催の日行連臨時総会において議案

審議され、承認可決された。

以下、日行連臨時総会時の参考資料を掲載し

ます。

改正行政書士法について

第２号議案　参考資料

特定行政書士法定研修準備費用（案）

特定行政書士法定研修準備に係る前倒し支出費用　　90,000,000円

※受講者　4000人想定

講師事前打ち合わせほか

＠40万円×12コマ

＠70万円×12コマ（100会場）

＠6,000円× 4千冊

100会場×会場下見・契約時旅費等

正副責任者、監督者説明会

＠30万円×47単位会

（研修 4日間＋考査 1日分）×20％

研修DVD準備費

会議費等

講師料（テキスト執筆料含む）

DVD作製費

テキスト印刷費

小　　計

会場確保費

事前準備

事前説明会

基本事務費

会場費（予約金等）

予備費

小　　計

合　　計

9,600,000

4,800,000

8,400,000

24,000,000

46,800,000

4,000,000

4,000,000

14,100,000

20,000,000

1,100,000

43,200,000

90,000,000

第２号議案　参考資料

特定行政書士法定研修プログラム（案）

●法定研修（DVD研修）

合計：20時間

※上記プログラム案については、現時点でのおおよその目安を示したものであり、
今後、議論の深化により、若干の内容変更を伴う可能性があります。

講　師

学識者

総務省

総務省・学識者

学識者

弁護士

弁護士

科　　　目

1 行政法総論

2 行政手続法

3 行政不服審査法

4 行政事件訴訟法

5 倫理・対審構造

6 要件事実・事実認定論
（事例研究含む）

7 考査（会場受験）
※10月4日（日）14：00～16：00
※各単位会が指定する会場にて全国一斉実施

時　間

1.5時間
（90分×1コマ）

1.5時間
（90分×1コマ）

7.5時間
（90分×5コマ）

1.5時間
（90分×1コマ）

3時間
（90分×2コマ）

3時間
（90分×2コマ）

2時間
（120分）

報告者　副会長　大　村　　　潤

第２号議案　参考資料
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平成26年10月１日（水）から同年10月31日（金）

まで実施されました。

①新聞広告

右ページの要領で、平成26年10月１日（水）

徳島新聞全面広告（カラー）にて、希望会員の

名簿と共に行政書士業務の紹介、無料電話相談

の日時、各支部における対面無料相談の日程を

掲載し広告しました。本年は、思い切って配色、

レイアウトを一新し、中央に広告を上下に会員

名簿を配置しました。109名の会員の名簿掲載

を頂き、本年も全面広告を実施出来ました。ご

協力ありがとうございました。

徳島新聞「情報とくしま」欄（無料）に23件

ほど各支部における対面無料相談日程を本年

は、各日程ごとに詳細に掲載されました。

その他、報道記事１回。

②自治体広報誌

「広報とくしま」において、行政書士による

無料相談の日時が掲載されました。

③電話無料相談

平成26年10月１日（水）と10月15日（水）の

２日間、徳島県行政書士会の事務局で延べ５名

の会員により、電話相談を実施しました。計30

件の相談がありました。例年通り、遺言・相続

に関する件数が15件と相談件数の半数を占め、

許認可関係１件、その他14件という結果でした。

④支部無料相談

県内各地にて支部無料相談が行われ、計63件

の相談がありました。こちらについても、遺

言・相続が31件と約半数を占め、許認可関係９

件、その他が23件という結果でした。

各支部会員の皆様におかれましては、多くの

開催日、開催場所を設けて、活発に活動頂き、

ご協力に深く感謝申し上げます。

⑤ＰＲ活動

マスコミへのＰＲ活動として、９月19日（金）、

青山副会長と広報部員全員で、徳島新聞社、四

国放送、ＦＭとくしま、ＮＨＫを訪問し、ポス

ター、チラシを配布し、「行政書士制度広報月

間」における理解と協力を得られるようＰＲし

ました。その結果、①でご報告したように、徳

島新聞「情報とくしま」欄（無料）に23回も無

料相談の日程が広告され、取材、報道としても

取り上げられました。

９月19日（金）は、徳島県庁を青山副会長と

広報部員全員で訪問し、同じくＰＲしました。

ポスターを本会事務局、各会員事務所および

公的施設等に計620枚、チラシを公的施設、駅、

店頭その他に1,527枚配布しました。

徳島新聞社様のご厚意により、無料広告欄

「情報とくしま」での、たたみかけての掲載は、

行政書士会の無料相談の日程を見ない日がほと

んどないとの印象でした。取材、報道の協力も

頂きました。にもかかわらず、本年は、電話・

対面共に相談件数が減少傾向にありました。原

因の一つには、10月は他士業においても、「法

の日」関連の無料相談が一斉に複数回実施され

ることによる影響が考えられます。その他、ス

マートフォン等の急激な普及により、生活上の

疑問点をいつでもどこでも瞬時にある程度は解

決出来るようになったことなどが挙げられま

す。

今後の課題としては、広報月間並びに無料相

談日程の変更、実施方法改善の検討。言うまで

もなく、行政書士がお悩み、お困りごとすなわ

ち、人の心に寄り添う身近な法律家としての存

在感をゆるぎないものとする日常の継続的な努

力、向上こそが最上の広報活動であると分析。

ひとまずは、本年も会員の皆様のご協力によ

り、広報月間の事業を無事に実施することが出

来ました。ありがとうございました。

３．総評・今後の課題

２．具体的活動内容

１．実施期間

報告者　広報部長　出　原　月　栄

行政書士制度　広報月間活動報告
平成26年度
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◎第一部　建設業財務諸表作成の実務と経営状況分析
について

上記実務と経営状況分析につき、ワイズ公共デー

ターシステム㈱大阪営業所所長・高木智恵子様より、５％８％混在消費税・決算書から税抜処

理、完成工事高（５％８％の適用区分）、経営状況分析申請の注意点と分析８指標のポイント

につき解説いただきました。

◎第二部　品確法、入契法、建設業法改正について

第二部は、㈱ワイズ　取締役営業部長・大山悟様より、品確法、入契法、建設業法改正につ

いて、また、建設業業種区分の見直し等につき、詳しくご説明をいただくことができました。

◎都市計画法施行条例の一部改正について

徳島県県土整備部都市計画課・担当職員の方々による

１．開発行為の許可（法第29条）

２．許可申請手続の流れ

３．開発許可等の許可基準（法第34条）

４．都市計画法施行条例の一部改正

５．都市計画法施行条例（新旧対照表）

６．都市計画法施行細則（新旧対照表）

７．開発審査会への付議事項及び基準

につき、資料等を作成していただき、資料に基づき詳しく解説をいただきました。

・平成26年11月14日（金）

・午後１時30分～午後３時30分

・アスティとくしま　第４会議室にて

土地関係

・平成26年10月９日（木）

・午後１時30分～午後４時45分

・林業センター　４階　本会会議室にて

建設関係
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◎納税証明書の請求について

同日に開催された、徳島県県土整備部都市計画課様の研修会の後、徳島税務署管理運営第１

部門の担当者の方々より、納税証明書の請求はオンライン請求が便利ですとの事で、e-Taxソ

フト（WEB版）についての説明をいただきました。

作成依頼を受けた書類の中に、添付書類として税務署の「納税証明書」が必要な場合もあり、

この度研修会の後で短時間でもお話ができましたらとのお話をいただき、実施させていただき

ました。

なお、当日ご出席いただきました会員の皆々様、最後まで本当に有難うございました。

◎融資制度について

平成25年11月20日、日本政策金融公庫との「中小

企業等支援に関する連携の覚書」を締結したことを

受け、この度初めて上記研修会を開催することにな

りました。

日本政策金融公庫徳島支店・国民生活事業・事業統括の市川様及び、中小企業・融資課長の

高坂様・松木様より、各種融資制度についての説明。日本政策金融公庫様が取り組まれておら

れる、インターネットビジネスマッチングによる「ビジネスチャンスを広げていただくための

“場”」等々の説明。

私たち士業が受ける仕事の内容によっては、資金調達という身近な問題でもあり、今後いろ

いろと参考になる研修会になったと思います。

・平成26年11月19日（水）

・午後１時30分～午後３時30分

・林業センター　４階　本会会議室にて

・平成26年11月14日（金）

・午後３時30分～午後４時15分

・アスティとくしま　第４会議室にて

特別研修

【今後の研修予定について】

会員各位におかれましては、既にご存じのこととぞんじますが、本会事務局が移転しておりま

す。新しい本会におきましては、会議室も充実しておりますので、会員皆々様のご参加をお待ち

しております。

平成27年１月から３月

●成年後見研修（新規研修会）
●入管関係研修
●運輸関係研修

随時ご案内をさせていただきますので、宜しくお願い致します。

aaaaa aaaaa

P01_32_No173_PDF用  15.2.6  9:51 AM  ページ17



―18―

新 入 会 員 の 紹 介  

■入会の動機■
行政書士として法律業務を行いたかったの
で

■取扱業務■
農地・土地開発、交通事故、会社・法人、
遺言・相続・遺産分割

■自己ＰＲ■
精進いたします

■趣味・特技■
趣味は読書です（漫画のみ）

加　島　寛　之
美馬三好支部
平成26年10月２日入会

■入会の動機■
第二の人生、これまでと違った分野の仕事をし
てみたかった。

■取扱業務■
法人設立等団体関係業務（予定）

■自己ＰＲ■
前職では各種法的手続相談業務にも携わってい
たので、その経験を生かして相談者、依頼者に
対し誠実に応対するのはもとより、十分な傾聴、
適切かつ的確なアドバイスができるよう心掛け
るとともに、さらに自己研鑽に励みたい。

■趣味・特技■
カラオケ、ビリヤード、将棋、ボウリング

佐　野　x 一
徳島中央支部
平成26年12月15日入会

■入会の動機■
地域や社会に少しでも役に立ちたいと思い
ました。

■取扱業務■
法人設立、農地転用、自動車登録、自動車
保管場所申請、遺言・相続、各種営業許可
その他

■自己ＰＲ■
ビジネス＆暮らしのサポーターとしてがん
ばります。

■趣味・特技■
読書、ギター・マンドリン演奏、電気工事
関係（第二種電気工事士、認定電気工事従
事者、消防設備士（甲４・乙７））

川　人　祐　二
阿波・吉野川支部
平成26年８月15日入会
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日本行政書士会連合会本部が政府機関が集まる永田町・霞ヶ関、グローバル企業が数多く立地す

る赤坂・溜池山王に囲まれた、利便性の高いビジネス街の中心、虎ノ門タワーズオフィス10階に

移転し、平成26年10月14日（火）に移転先での業務を開始しました。

虎ノ門タワーズオフィス外観 ■応接室
落ち着いた雰囲気の室内。窓からは東京
らしい眺望を楽しめます。

【所在地】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号　虎ノ門タワーズオフィス10階
TEL 03-6435-7330 FAX 03-6435-7331
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■受付
モダンな内装で、ゆったりしたスペースの受付。

■ミーティングスペース
打ち合わせ等に使用します。

■第１会議室
明るい会議室、最大22名が着席できます。

■第２会議室
レイアウト変更が可能な多目的な会議室です。

■事務局
収納等を低めにし、見晴しをよくした開放的な室内になっています。
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写真、地図の掲載は日行連の転載許可を得ています。
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◆◆◆◆ ◆◆◆◆ 

徳島県行政書士会移転事業について、平成26年12月18日（木）～19（金）に引っ越し作業

を終え、22日（月）より移転先で事務局業務を開始いたしました。

これまで多くの関係者にご協力いただき、また、会員の皆様に御理解をいただき、無事移転事業

を完了することができました。改めて御礼申し上げます。この移転を機に、気持ちも新たに、会員

の皆様と役員、事務局が一丸となって、行政書士制度の維持発展にまい進いたします。

関係者の皆様、会員の皆様におかれましては、お近くにお越しの際には、是非お立ち寄りいただ

ければと思います。それでは新たな会館をご紹介いたします。

新会館　建物外観

■新住所
〒770-0873
徳島市東沖洲二丁目１番地８

（マリンピア沖洲内）
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会議室 

書庫 

役員室 

事務所 

玄関 

トイレ 

トイレ 

倉
庫 

玄関を入って右側には、受付カウンター。
奥は事務局です。

■役員室
役員会議などで使用します。
小会議室も兼ねています。

■事務所
南向きの陽当たりの良い、
明るい事務局となりました。

徳島県行政書士会 移転報告　新会館のご紹介

見取り図

1

1

2
4

3

6 5

2

ボクが受付に！
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新会館はお祝いに届けられた花でいっぱい

玄関を
入るとそこに

徳島県行政書士会 移転報告　新会館のご紹介

3

応接スペース
があります。
簡単な打ち合
わせ等で使用
します。
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■会議室
役員会議などで使用します。小会
議室も兼ねています。パーテーシ
ョンで区切れば、２つの会議室と
して使用できます。

徳島県行政書士会 移転報告　新会館のご紹介

4
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敷地内にある倉庫 役員室の奥にある書庫

■駐車場
駐車スペースも
充分です。

■敷地入口の看板
お立ち寄りのさいは、
こちらの看板が目印

徳島県行政書士会 移転報告　新会館のご紹介

5

6
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平成26年12月13日（土）アスティとくしま第

５会議室において、徳島県士業ネットワーク推

進協議会（九士会）による毎年恒例の「なんで

も無料相談会」が開催され、九士会の構成団体

である

徳島県社会保険労務士会、

四国税理士会徳島県支部連合会、

日本公認会計士協会四国会徳島県部会、

徳島県中小企業診断士会、

徳島県不動産鑑定士協会、

徳島県司法書士会、

徳島県土地家屋調査士会、

徳島県行政書士会、

徳島弁護士会

が参加しました。

各団体がそれぞれ相談員を用意し、当会から

は、基本的に相談員を杉本企画副部長が担当し、

受付・案内を私と大原企画部員が担当しまし

た。

当日は、当番会の徳島弁護士会と次年度当番

会の徳島県社会保険労務士会が８時45分集合

で、その他の団体が９時15分集合予定だったの

ですが、当会を含め多くの団体が８時45分まで

には集合し、予定より多くの人数で、準備に取

り掛かることができ、スムーズな会場設営を行

うことができました。近年、九士会の結びつき

は良好で、ここでも良い連携ができたと思いま

す。

設営が終わった段階で、徳島弁護士会の梶野

正寛先生の進行で開始式を行い、予定時間の９

時30分より前に、受付を開始しました。

受付開始より前から、大勢の相談者が待合室

で待機する状況でしたが、例年に比べると朝一

の出足は多くない印象でした。しかし、時間が

経つにつれ、相談者が増えてきて、昼からも途

絶えることはありませんでした。

当会への相談は、不動産関係や国際結婚など

があり、私と大原部員も相談のお手伝いをさせ

ていただきました。

15時30分に相談時間が終了し、片付け、閉会

式が行われましたが、約70名の方が相談に来ら

れたとのことで、盛況で終えることができまし

た。

相談会終了後、18時からウオロマンで懇親会

が行われました。

例年、九士会で話し合いが行われている防災

について、専門に取り組まれている徳島弁護士

会の堀井秀知先生とお話する機会があり、大変

勉強になりました。

徳島県では、主に南海トラフ巨大地震を想定

して防災の議論が行われているところですが、

このような事態を想定してマニュアルを作るこ

とは有意義なことではあるのですが、想定外の

ことも起こり得るので、あまり形を決め過ぎて

も機能しない可能性があり、難しいところです。

今後、このようなことも九士会で情報交換して

いきたいと考えています。

企画部の取組みについて、今後もご理解とご

協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げま

す。

報告者　企画部長　松　村　和　人
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行政書士記念日ＰＲポスターご希望の方
は事務局にて配布いたします。
また、ユキマサくんピンバッチを事務局
にて販売しています。

１コ 600円
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新年明けましておめでとうございます。旧年

中は大変お世話になりました。本年も変わらぬ

ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。

さて、私は現在、日本行政書士政治連盟（以

下、日政連という）の常任幹事として財務委員

会の委員長の役職に就かせて頂いております。

そこで、日政連の現在の動向をご報告させて頂

きたいと存じます。

既にご承知のとおり、昨年６月の第186回国

会において「行政書士法の一部を改正する法律

案」が成立公布され、同年12月から施行されま

した。

この改正により、長年の悲願でありました行

政不服申立ての代理権が、一定の研修課程を修

了した『特定行政書士』に付与されることとな

りました。官公署に提出する書類の作成・提出

を行うことを業とし、行政に関する手続を熟知

する行政書士が、行政不服申立てまで一貫して

取り扱えることとなれば、国民利便の一層の向

上に資することとなり、まさに、行政書士が真

の『行政手続きの専門家』になったと言っても

過言ではないと思います。

したがって、若い会員の皆様は是非とも研修

課程を修了されて『特定行政書士』として益々

活躍して頂きたいと思います。

また、忘れないで頂きたいのはこのような改

正が実現できたのは日政連と日行連が車の両輪

のごとく一体となって政治活動等に尽力したか

らに他なりません。

どうか政治連盟の活動にご理解を賜り、一人

でも多くの方の加入をお願い申し上げます。

最後になりましたが、今後とも政治連盟の活

動にご支援ご協力を賜りますようお願い申し上

げまして報告と致します。

や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

日本行政書士政治連盟の活動報告
報告者　幹事長 喜　多　輝　光

政連事務局日誌

《10月》
２～３日・日政連　中間監査（於東京）喜多幹事長　出席

《12月》
３～４日・日政連常任幹事会、幹事会（於東京）開催　喜多幹事長　出席

《１月》
15日・日政連常任幹事会、支部長会、幹事会（於東京）開催　小林会長、喜多幹事長　出席
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【事務局日誌】

《８月》
１日・日行連四国地方協議会定時総会（於高知市）開催　小林会長、喜多、大村、

青山副会長、山本総務部長　出席
６日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
25日・業務指導部会（於本会会議室）開催

《９月》
３日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設

４～５日・日行連正副会長会、常任理事会（於東京）開催　小林会長　出席
８日・企画部会（於本会会議室）開催
12日・日行連会長会（於北海道）開催　小林会長　出席
16日・理事・支部長・監察委員合同会議（於本会会議室）開催
19日・報道関係まわり（行政書士制度広報月間の広報活動のため）

《10月》
１日・行政書士電話無料相談会（於本会会議室）開設
２日・行政書士無料相談会（於東みよし町）開設
３日・行政書士無料相談会（於美馬市）開設

２～３日・日行連正副会長会、常任理事会（於東京）開催　小林会長　出席
６日・行政書士無料相談会（於藍住町）開設
12日・行政書士無料相談会（於藍住町）開設
13日・行政書士無料相談会（於徳島市）開設
14日・行政書士無料相談会（於北島町）開設
15日・行政書士電話無料相談（於本会会議室）開設

・行政書士無料相談会（於松茂町）開設
18日・行政書士無料相談会（於小松島市）開設
19日・行政書士無料相談会（於徳島市）開設
20日・行政書士無料相談会（於上板町）開設

・行政書士無料相談会（於吉野川市）開設
21日・会館取得推進特別委員会（於本会会議室）開催

・行政書士無料相談会（於吉野川市）開設
22日・行政書士無料相談会（於吉野川市）開設
23日・行政書士無料相談会（於吉野川市）開設
24日・行政書士無料相談会（於吉野川市）開設
25日・行政書士無料相談会（於吉野川市）開設

・行政書士無料相談会（於徳島市）開設
・行政書士無料相談会（於石井町）開設

26日・行政書士無料相談会（於吉野川市）開設
27日・行政書士無料相談会（於板野町）開設

《11月》
５日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
６日・友好団体懇談会（於ホテルグランドパレス徳島）開催　松村企画部長、

大原理事　出席
９日・行政書士試験（於徳島大学常三島キャンパス）
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■新規登録■ 川　人　祐　二　阿波・吉野川支部 （８．15）入会

加　島　寛　之　美馬三好支部 （10．２）入会

佐　野　z 一　徳島中央支部 （12．15）入会

■登録抹消■ 江　本　百合子　阿波・吉野川支部 （９．１）廃業

大　道　　　勇　徳島北部支部 （９．３）廃業

大　塚　唯　士　阿波・吉野川支部 （９．30）廃業

釈　子　了　賢　美馬三好支部 （９．30）廃業

松　浦　一　美　美馬三好支部 （12．10）廃業

守　田　光　重　徳島中央支部 （１．31）廃業

14日・業務研修会（於アスティとくしま第４会議室）開催
15日・行政書士無料相談会（於阿南市）開設
17日・行政書士無料相談会（於鳴門市）開設
19日・業務研修会（於本会会議室）開催
25日・理事会（於本会会議室）開催

・広報部会（於本会会議室）開催

《12月》
２日・日行連正副会長会、常任理事会（於東京）開催　小林会長　出席
３日・行政書士法改正・会館移転謝恩祝賀会（於東京）開催

小林会長、喜多、大村、青山副会長　出席
９～10日・日行連総務部会（於東京）開催　小林会長　出席
13日・士業ネットワークなんでも無料相談会（於アスティとくしま）開催
26日・事務局仕事納め

《１月》
５日・事務局仕事始め
７日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
８日・新年あいさつまわり　小林会長、大村、青山副会長

14～15日・日行連正副会長会、常任理事会、理事会、総務部会（於東京）開催
小林会長　出席

16日・日行連新年賀詞交歓会（於東京）開催　小林会長、喜多・大村・青山副会長　出席
23日・広報部会（於本会会議室）開催
30日・役員合同会議、新年互礼会（於サンシャイン徳島）開催

会員の動静 【８月～１月】
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全行団
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書籍・雑誌・新聞印刷出版 

原田印刷出版株式会社 

徳島市西大工町４丁目５ 
 電話（088）622-2356番 
e-mail:haradapp@khf.biglobe.ne.jp

公私ともに大変お忙しい中、「行政とくしま」の原稿
を頂いた皆様、また、広告のご協力を頂いた各社の皆様、
本当にありがとうございました。お陰様で2015年冬
号も無事発刊に至りました。心よりお礼申し上げます。
さて年末から年始にかけて、皆様方には、何かと宴席に
出席される機会が多かったことと思いますが、宴会には
付きもののビールについての考察です。「どうして水と
違ってビールは大量に飲めるのだろう？」と疑問を持た
れたことはありませんか…？ どちらも同じ液体ですの
で、口から食道を通って胃に入っていく過程は同じです。
しかし、胃の中で一時的にとどまった後、体内に吸収さ
れる速度が違います。水は、少しづつ十二指腸に送られ

た後、小腸・大腸を通る際に、腸壁だけでしか吸収できません。一方、ビールは胃壁からも腸壁からも吸収される上、炭
酸ガスや糖分を含むと吸収はより早まります。更に、アルコールは利尿作用もありますので面倒ではありますが、トイレ
にさえ小まめにいけばどんどん飲めるという事になるのです…。とは言え、過度の飲酒は決して誉められたことではあ
りません。良識の範囲内で納めておくことが、ご自身の身体の為にも、ご家族の精神衛生上もよろしいかと思われます。
本年も、より多くの人に行政書士会の存在を認知頂く為の広報活動に、微力ながらお役に立ちたいと思っております
ので、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 （広報部員　丸山　満秋）

編 集 後 記
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