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会長就任のごあいさつ
徳島県行政書士会

会長

大

村

本年５月16日の定時総会におきまして、新し
く会長に就任致しました。会員の皆様には私を
選任いただき、改めまして厚く御礼を申し上げ
ます。
本会には業務や経験において、ベテランの先
生方が多数いらっしゃるなかで、会長としての
責任の重さを感じつつも、職務を十分に全うで
きるよう全力を傾注してゆく所存でございます
ので、会員の皆様のご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
なお、総会後にご逝去されました前会長の小
林L廣先生には、長年の役員任期を全うされた
うえ、本会や日行連の多大な事業を推進された
ことつきまして、本会を代表しまして心より感
謝を申し上げますとともに哀悼の意を表しま
す。
さて、近年の日本社会は少子高齢化の流れを
受けて、徳島県などの地方地域は人口が減少し
ており、本会の会員数も毎年若干ではあります
が減少しています。
その反面、現代社会は情報量の増大化と複雑
多様化へ更に進行しており、このような社会の
なかで国民が日常生活を送るうえで、我々行政
書士が活躍できる場面はこれからも多数あると
考えます。
会長選挙時の立候補所信では、「行政書士の
業務が職業として定着し、若い会員の方が業務
報酬により安定した生活ができるように、会の
先導者として努力して参ります。」と述べさせ
ていただきました。
その具体策として、「次の通り職務に邁進致
します。」
一、新会館の管理と運営に責任を持ちます。
一、新会館を会員の皆様に有効に活用してい
ただきます。
一、業務能力の向上を実現できる環境を構築

潤
して参ります。とも延べました。
現在、本会では約340名の会員が、あなたの
街の法律家として県民の皆様方のお役に立てる
よう日々努力をしています。
その一例として、行政書士会館での業務研修
により、法令遵守と職業倫理を高めながら、会
員各自が資質向上を目指し懸命に取り組んでい
ます。
本年は、行政書士法改正による特定行政書士
法定研修が本会でも実施され、15名の会員の方
が長時間の講義を受講されて、10月の考査合格
を目指して頑張っています。
他にも、県民へのサービスを目的として、一
般の方から気軽に相談を受けられるように、従
来より行政書士会館において毎月１回無料相談
日を設けて実施しています。
今年度の会長職務の一つとして、日行連をは
じめ、四国地方協議会での会議等の内容につい
て、会員の皆様に直接関係する事項は当然のこ
とですが、今後の業務に関わることが予想され
る事項についても、逐次お知らせをして参りま
す。
また、徳島県をはじめとする行政機関等との
関係につきましても、従来通り行政書士業務が
県民の生活向上に繋がるように、関係機関との
連帯を継続して参ります。
更に、本会の友好団体や関係団体との横の繋
がりを大切にして、士業同士が協力し今後の業
界を取り巻く諸問題に対応できる態勢を整え
て、会員の業務能力の向上を目指します。
これからも、会員の皆様から多数のご意見や
ご要望をいただいた時には、あらゆる方面から
対応策等を考慮致しまして、より良い会への改
善を目指し執行部一同一生懸命に取り組んでい
くことをお誓いしまして、私からの就任のごあ
いさつとさせていただきます。
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◆徳島県行政書士会◆
平成27年度

定時総会 祝辞
日本行政書士会連合会

会長

北

山

孝

次

本日は、徳島県行政書士会の平成27年度徳島

中小企業への支援、マイスター制度創設や制度

県行政書士会定時総会が、徳島県知事様はじめ、

調査室の設置についての検討をさらに深めま

多数のご来賓のご臨席を賜り開催されましたこ

す。加えて社会貢献事業の一環として、成年後

とを心よりお慶び申し上げます。

見制度利用促進における行政書士の活用を推進

日頃より小林会長をはじめ、徳島県行政書士
会の会員の皆様には日本行政書士会連合会の事

するなど、あらゆる切り口から、行政書士制度
の充実を図ってまいります。

業運営にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。

特定行政書士法定研修及びその考査の実施に
あたっては、各単位会のご協力が欠かせないも

さて、昨年度は我々の長年の悲願としており

のであります。この研修は、行政書士制度のさ

ました行政不服申立て代理権の付与に係る改正

らなる飛躍のための試金石になるものと考えま

行政書士法が成立し、12月に施行されました。

すので、徳島県行政書士会の皆様にもご理解と

この法改正は、国会議員の先生方はじめ、全国

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。ま

の行政書士会、会員の皆様の多大なるご支援の

た、会員の皆様には是非とも研修を受講いただ

もとになし得たものであり、ここにあらためて

き、特定行政書士としてのご活躍を期待してお

感謝申し上げます。

ります。

この法改正により、日行連が実施する研修を

これからも、強固な行政書士制度の構築に向

修了した特定行政書士は、行政不服申立てに係

け、連合会長が全国の会員の先頭に立ち、単位

る手続きの代理が行えることとなり、行政書士

会と連携しつつ、前進していくことをお誓い申

の活躍の場が紛争分野まで広がったことは制度

し上げます。

における大きな一歩であります。

最後となりましたが、徳島県行政書士会の

また10月には、日行連の本部機能を東京都目
黒区から港区虎ノ門に移転いたしました。中央

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。

官庁等に隣接した地域への「攻めの移転」によ
り、より機動的な事業執行と効率的な事業運営
のための環境が整ったものと考えています。
さて、本年度は、一人でも多くの特定行政書
士に誕生していただき、行政書士の新たなフィ
ールドでご活躍いただくための制度構築を最優
先課題として取り組んでまいります。さらに、
行政書士の業域の確保拡大のため、自動車保有
関係手続のワンストップサービスの中間登録展
開などの問題に引き続き対応を図るとともに、
―2―
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◆徳島県行政書士会◆
平成27年度

定時総会 祝辞
衆議院議員

福

山

守

皆さん、こんにちは。今日の総会、誠におめ

中間貯蔵施設、そして搬入ルートの関係、皆さ

でとうございます。今、日本行政書士会連合会

まの協力なしにはできていかない。一人ひとり

の会長さんからいろいろお話をしていただきま

の積み重ねだと。時代はいろいろ変わりますが、

した。昨年６月に国会の方で法改正がございま

変わらないのは人の心だと私は思っておりま

して、行政不服申立の、行政書士の皆さまがそ

す。これからも心を一にした中で、徳島の行政

ういう方向の中でやっていくということでござ

書士会が発展されることを心より願っておりま

いますが、私も日行連の総会には当選させてい

す。最後に一点だけ、実は今日私この後パーテ

ただいてから２回か３回、お邪魔しているので

ィーを予定しておりまして、セミナーで石破創

すけれども、やっとその悲願がかなったのだと

生大臣に来ていただくようになっております。

思っております。今の時代、職種の関係、いろ

明日の新聞にはいろいろ出るかも分かりません

いろな形で狭められたり、広がっていったり、

が、知事、そして市長のみなさまに、たくさん

いろいろな状況があると思いますので、今後と

おいで願いまして、これからの地方創生、特に

もしっかり国政の中で、そういう法律等につい

このふるさと徳島がどうなるか、これは皆さん

てのご相談を賜っていきたいと思っておりま

一番気になる部分であります。私自身も常に人

す。

口問題は20年以上前、私は市会議員含めますと

さて私、皆さまのおかげで、去年12月に再選

約30年間議員生活をやらせていただいておりま

をさせていただきまして、第二次安倍内閣、第

すけれども、最後に一つだけ言わせていただけ

三次安倍内閣、そして環境大臣政務官。そして

れば、今徳島県は76万を確か切ったと。これが

内閣府大臣政務官と抜擢をしていただきまし

2030年には68万人。そして2040年には57万人と

て、職務に専念しております。少し宣伝をさせ

いう数字が出ております。こういう数字の中で

ていただきますと、環境省、その中でやってお

今後どういうふうな形か。この地方創成、私も

るのが福島の中間貯蔵施設の担当、それと指定

力いっぱい頑張ってまいりますけれども、どう

廃棄物。いわゆる8,000ベクレル以上の放射能

か皆さま方のお力を、そしてお知恵をしっかり

で汚染された、これは宮城県、群馬、栃木、茨

とまた教えていってほしいと思います。話が長

城そして千葉。そういうところでそういう問題

くなりましたけれども、今後徳島県行政書士会

があるわけですけれども、主に担当させていた

が益々ご発展されることを、心よりご祈念、ご

だいております。今非常に、実は明日の朝の便

期待を申し上げまして、私のご挨拶に代えさせ

に予定が変わりまして、千葉と福島の方に入る

ていただきます。本日は誠におめでとうござい

ように大臣から指示があったのですが、物事は

ます。

一朝一夕にならない。私はこの立場になって改
めてこういう言葉がよく分かります。
ただそういう中で、例えば福島の中において
―3―
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◆徳島県行政書士会◆
平成27年度

定時総会 祝辞
徳島県知事

祝辞、徳島県行政書士会の皆さまにおかれま

飯

泉

嘉

門

県民ニーズの多様化、かつ複雑化が進む中、

しては、日ごろから行政手続きの円滑な実施は

県民と行政の橋渡し役として、身近な街の法律

もとより、県政各般にわたり格別のご理解、ご

家と称される皆さま方、行政書士。皆さま方に

協力を賜っておりますことに、厚く御礼を申し

寄せられる期待は、ますます高まっております。

上げます。

その職務の重要性や公益性を改めてご認識を賜

また小林会長さまをはじめ、歴代会長さま、

りますとともに、今後ともさらなる研鑽を積ま

並びに会員の皆さまにおかれましては、昭和26

れ、なお一層のご活躍をされますようご期待を

年の行政書士法施行以来、60年を越える長きに

申し上げます。

わたり、県民の皆さまの権利、義務等に関する
重要な書類の作成業務に熱意を持って取り組ん
でいただいており、これまでの多大なご尽力に
深く敬意を表する次第であります。
さて、昨今人口減少、極点社会の到来への対
応といたしまして、地方創生が声高に叫ばれる
中、本県におきましては認知度の向上、ブラン
ドイメージの確立を図りますため、「VS東京」
という共通コンセプトを策定し、全庁を挙げ、
徳島の未来づくりを進めております。今後とも
本コンセプト「VS東京」に込めた東京一極集
中打破への強い思いを具現化すべく、課題解決
先進県徳島として、地方創生、ひいては日本創
生へとつながる取り組みを創造、発信し、活力
ある先導役を担う地方創生の旗手として、これ
までの取り組みをもう一段高い次元へと進化を
させる。一歩先の未来を県民の皆さまとともに
歩いていけるよう、創造的実行力を発揮し、全
力で取り組んでまいりますので、一層のご理解、
ご協力をお願い申し上げます。
―4―
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◆徳島県行政書士会◆
平成27年度

定時総会 祝辞
徳島県議会議員

長

尾

哲

見

皆さまこんにちは。ご紹介をいただきました

れども、こういったこと等につきましても、た

県議会議員の長尾哲見でございます。まずは先

ぶん行政書士の皆さんのお力やお知恵を拝借せ

の県議会議員選挙におきまして、政治連盟より

ねばならないと、このように思っておるところ

ご推薦をいただきまして、お陰様で私７期目の

でございます。私も今後顧問として、皆さまの

当選を果たすことができましたことを、まず冒

お役に立てるよう、しっかりと頑張ってまいり

頭、心から厚く感謝と御礼を申し上げます。皆

たいと思いますし、また引き続きいろいろご指

さま、本当にありがとうございました。

導を賜りたいと思う次第でございます。

また今日は平成27年度の定時総会が盛大に開

最後になりましたけれども、徳島県行政書士

催されましたことを、心からお喜びを申し上げ

会の益々のご発展を心からご祈念を申し上げま

る次第でございます。私も今回の選挙戦を通し

して、お礼とお祝いの言葉とさせていただきま

まして、さまざまな現場の課題というものを感

す。本日は誠におめでとうございます。またあ

じたところでございます。

りがとうございました。

先ほどのご挨拶の中では成年後見人制度であ
りますとか、そういうことに大きく行政書士の
皆さんが関わられていることがございました。
私も今回回っておりまして、本当に高齢化社会
の中で、例えば生活保護の方がお亡くなりにな
るときに、葬儀料というのは市町村の方から出
るわけでございますけれども、しかしながら問
題は終わった後の遺品の整理。こういったとこ
ろに結構お金がかかるといったこともありまし
て、さらにこういったことが本当にそれぞれ行
政単位できめ細かな対応ができていかなければ
ならないといったことも痛感しているところで
ございます。
また話題になっております空き家問題。これ
に対しても、今回国の方で法律ができて、市町
村がさまざまな対応をするわけでございますけ
―5―
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◆徳島県行政書士会◆
平成27年度

定時総会 祝辞
徳島県議会議員

本日は行政書士会の定時総会ということで、

川

端

正

義

食い止めるというような夢を語るのは簡単です

ご開催を心よりお喜び申し上げます。私もこの

けれども、やはり冷静に、そしてまた戦略的に

度の統一地方選挙におきまして、徳島県行政書

人口減少に対してどういう処方箋を切るかとい

士政治連盟、並びに日本行政書士政治連盟の推

うことが、今求められております。皆さま方の

薦をいただきまして、鳴門市は無投票という形

お知恵もお借りしながら、県議会としても、人

ではございましたけれども、５期目の県議会議

口減少社会にしっかりとした提言をしてまいり

員として現在仕事をさせていただいておりま

たいと思っておりますので、どうか今後ともご

す。本当に長きにわたりまして、皆さんのご推

指導のほどをよろしくお願い申し上げまして、

薦のおかげで、こういった仕事をさせていただ

簡単ではございますけれども、私からのご挨拶

いておるところでございます。

とさせていただきます。本日は本当におめでと

先の来賓の方々から、今の人口減少社会の問

うございました。

題、縷々お話がございました。この人口減少を

ssssssssssssssssssssssssss

徳島県議会議員
本日は行政書士会の定時総会ということで、
本当におめでとうございます。

井

川

龍

二

さまのお力添えをいただいた、皆さまにかわい
がっていただいたということでございまして、

私もこの４月12日の統一地方選挙で当選させ

私も後継者になろうと当選させていただいたか

ていただきました。昨年４月に、私の恩師であ

らには、この会のために努めさせていただきま

りますが、竹内資浩先生がお亡くなりになりま

して、これから勉強していくのでありますが、

して、６月に補欠選挙で、私、竹内先生の志を

一生懸命働いていきたいと思います。この末席

引き継ぎたいということで当選させていただき

を汚さぬよう、皆さまのご注文、ご期待に応え

ました。本当に長いような短いようなこの１年

られるよう、一生懸命頑張っていきたいと思い

でありましたが、ほんの10カ月で２期目の県会

ます。本日は本当に総会おめでとうございます。

議員となりましたこと、皆さま方のお力添えを

行政書士会の益々のご隆盛と、ご出席の皆さま

いただきましたこと、心から御礼申し上げます。

のご健勝、ご活躍を祈念いたしまして、ご挨拶

ありがとうございます。

とさせていただきます。ありがとうございます。

先ほどいろいろな先生方からもお伺いしたの
ですが、竹内先生も本当に長年行政書士会の皆
―6―
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◆徳島県行政書士会◆
平成27年度

定時総会 祝辞
原

徳島市長
祝辞、本日平成27年度徳島県行政書士会定時
総会が盛大に開催されますことを、心からお喜
び申し上げます。小林会長さまをはじめ、会員
の皆さま方におかれましては、日ごろより市民
の皆さまと行政とのかけ橋となり、公共の福祉
と社会の発展に多大なるご尽力をいただいてお
りますことに、心から感謝いたしますとともに、
敬意を表するものでございます。
また本市が実施しておりますくらしの相談事
業におきましても、行政書士の皆さまからのご
協力をいただき、この場をお借りいたしまして、
改めてお礼を申し上げます。
さて、ご承知のとおり、現在わが国全体では
人口減少と地域経済縮小の克服に向けた取り組
みを推進しているところであり、本市といたし
ましても、徳島東部地域の拠点都市として、地
方創生をけん引するという強い自覚の信念のも
と、今年度中に実効性のある徳島版の総合戦略
を策定し、その着実な実行により、今後の人口
減少に歯止めをかけ、仕事が人を呼び、さらに
人が仕事を呼び込む好循環を確実に産み出して
いきたいと考えているところでございます。こ

秀

のため、本年度の平成27年度予算では、徳島市
創生に向けた先行的予算として、一般会計予算
総額では過去最大規模となる約959億7,000万円
とし、本市が直面する喫緊の課題対策はもちろ
んのこと、地域経済の活性化や都市活力の創出
のための各種施策を推進しているところでござ
います。
しかしながら、これらの取り組みをより効果
的に推進するためには、地域住民にとってもっ
とも身近な法律相談の専門家として、また行政
手続きのプロフェッショナルとして、多様化す
る住民ニーズに応え、サービス向上にご貢献を
いただいております皆さま方のお力添えが必要
不可欠でございます。どうか今後とも、日々積
み重ねられた皆さま方の豊かな知識とご経験を
存分に発揮していただき、本市が進めるまちづ
くりに一層のご支援とご協力を賜りますよう、
お願い申し上げます。
結びに徳島県行政書士会のさらなるご発展
と、本日お集まりの皆さま方のご健勝、ご活躍
を心よりお祈り申し上げまして、お祝いの言葉
とさせていただきます。

ご来賓のご紹介
伸

一 様
聡 様

徳 島 県 司 法 書 士 会
会長 冨 士 光 弘 様 代 理 副会長

⁄

岡

俊

成 様

徳島県土地家屋調査士会
会長 山 本 達 夫 様 代 理

副会長

井

上

吉

幸 様

徳島県社会保険労務士会

会

佐
•

野
鍋

美佐子 様
忠 敬 様

課

徳 島 市 市 民 環 境 部

副部長

顧問弁護士

長

長

•鍋法律事務所代表
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平成27年度

MMMMMMMM

はこれを受諾した。
議案審議
第１号議案

平成26年度事業経過報告

議長は、執行部に対し第１号議案の平成26年
度事業経過報告を求めた。執行部から、事業経
過報告について説明があった。
質疑に移り、議長は第１号議案に対し質問書
の提出があったので主旨説明を求めた。
議長は執行部に対し、質問に対する答弁を求
平成27年５月16日（土）午後１時よりサンシ
ャイン徳島において、平成27年度徳島県行政書

めた。執行部答弁の後、再質問があり議長はこ
れを認め、執行部に答弁を求めた。

士会定時総会が開催された。

執行部答弁の後、議長は審議終了を宣し、第

総会は山本総務部長の司会で始まり、喜多副

１号議案の採決を行うこととなった。

会長の「開会の辞」のあと、物故会員の冥福を

採決は起立をもって行い、賛成多数により原

祈り黙祷を捧げた。続いて、大村副会長（会長

案どおり可決決定した。

代理）のあいさつ、来賓の方々の祝辞があった。

第２号議案

平成26年度収支決算及び監査報告

議事に移り、司会者から議長の選任について

議長から、第２号議案の平成26年度収支決算

会場に諮ったところ、司会者一任の声と多数の

報告について執行部に説明を求め、北條経理部

拍手があったので、司会者は議長に次の者を指

長から報告があった。
この後、議長が監査報告を求めたので、竹尾

名し、金山氏はこれを受諾した。
議

長

金

山

嘉久正（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、

監事代表から、適正かつ正確に処理されている
との報告があった。

川人氏はこれを受諾した。
副議長

川

人

祐

質疑に移り、議長から第２号議案について質
二（阿波・吉野川支部）

問書の提出はなかったが、質問があれば受付け

議長は、就任の挨拶を行い議事進行について

ると発言があったが、質問がなかったので審議

協力を依頼した。

終了を宣し、採決を行うこととなった。採決は

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。

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。

総構成員339名のところ、出席者は190名（う

第３号議案

ち委任状82名）であり、会員数の２分の１以上

平成26年度未収入金の一部欠損処分
案について

の出席があるので、徳島県行政書士会会則第22

議長は執行部に対し第３号議案の提案理由の

条第３項の規定により総会が有効に成立してい

説明を求め、北條経理部長から説明があった。
議長は、第３号議案について異議がないか会

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

場に諮ったところ、異議がなかったので審議終

条第２項の規定による議事録署名人の指名を場

了を宣し、採決を行うこととなった。採決は挙

内から一任されたので、２名を指名し場内に諮

手をもって行い、賛成多数により原案どおり可

ったところ、多数の拍手により賛同を得、両氏

決決定した。

―8―
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第４号議案

会館取得推進特別委員会の規則廃止
案について

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、松村企画部長から説明があった。
議長は、第４号議案について異議がないか会
場に諮ったところ、異議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５号議案

平成27年度事業計画案について

第６号議案

平成27年度収支予算案について

議長は、第５号議案、第６号議案は互いに関
連があるので一括審議とすることについて場内
藤原選挙管理委員長より、選挙にあたっての

の了承を得て執行部に対し、第５号議案の説明

留意事項について説明があった。

を求めた。

続いて、候補者の所信表明が行われ、大村潤

大村副会長から事業計画の総括指針と各部の
事業計画の概略説明があり、続いて、収支予算

氏、藤本泰弘氏の順で決意が述べられた。
選挙に移り投票が行われ、投票終了後ただち

案について北條経理部長から説明があった。
議長は、第５、６号議案に対して質問書の提
出はなかったので、採決を行ってもよいか会場
に諮ったところ、異議がなかったので採決に移

に選挙管理委員により開票が行われ、その結果、
大村潤氏が当選者に決定し、藤原委員長から当
選証書が交付された。
議長から役員等選任規則で会長は当選証書を

った。
採決は起立をもって行い、賛成多数により原

だ今就任したとの通告があった。

案どおり可決決定した。
第７号議案

受領したときに就任するとなっているので、た
これより議事が再開されたが、議長は役員等

役員の改選について

議長は、役員の改選に先立ち会長選挙を執行
するため、役員等選任規則第10条第３項の規定
により議場を閉鎖し、選挙管理委員会に選挙事

選任規則第４条の規定により、その他の役員を
選出するため選考委員会を開催することとし、
その間の小休を宣した。
議事が再開され、青山千予美選考委員長から

務の執行を委ねた。

選考結果の発表があった。
議長が発表どおり決定してよいか会場に諮
り、起立多数により承認された。
新旧会長あいさつ
新会長

大

村

潤氏

この後、大村会長から大西清孝氏を名誉会長
に選任したいとの提案があり拍手多数で承認さ
れた。
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。
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。
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H27.6

in Tokyo

報告者

副会長

山

本

正

「この人達に楽をさせようとは思ってい
ない」。副会長を前にしての遠田和夫新会
長の第一声でした。６人の副会長も、１人
ずつそれぞれの抱負を述べられましたが、
共通するのは「全力で会長を支える」とい
うこと。
信頼と覚悟は、正副会長間においては最
も大切なキーワードです。徳島会も過去に
は悲しい出来事もありましたが、私達の時
代は斯くありたいと思っています。
去る６月18日と19日の２日間、東京都港
区のシェラトン都ホテル東京で平成27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。
私にとっては、初めての代議員であり初めての総会出席でもあります。
なお、定時総会の内容については連合会の「日本行政」で詳しく報告されますので、本稿では、
私なりに感じたことをレポートさせて戴きます。
１日目、午前中は総務大臣表彰、日行連会長表彰があり、午後から本会議。特筆すべきは議事
運営員会でしょう。60件もの質問書に対してどのように取り扱うかの検討がなされ、それについ
ての方針説明がありましたが、これは大変参考になりました。
則ち、（１）質問書は事
前に冊子にまとめてあるの
で、質問者からの説明は省
略し、執行部の答弁から始
めること。
（２）答弁に対する再質問
は、希望する質問者のみで
１人１分以内とすること。
（３）執行部も質問、再質
問に簡潔に答えること、等
です。
―10―
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委員会の説明の後、議長はこの方針を尊
重して議事進行することを宣言し、かつ時
間が来ると質問者側にも回答者側にも警告
の鈴が鳴らされるため、議案審議は円滑に
行われました。勿論、厳しい内容の質問も
ありましたが、皆さん言葉遣い等について
は紳士的でした（当然と言えば当然です
が）。
第１号議案から第４号議案までが終わり
（第２号議案で日行連の予算が６億もある
ことを初めて知りました）、第５号議案で
は役員改選が行われました。
他の役員は選考により決められますが、会長だけは選挙であり、本年度は３名の方が立候補さ
れました。一回目の投票では過半数に達した候補者がおらず、上位２名の決選投票となりました。
その結果、佐賀会の遠田和夫先生が新しく日行連の会長に選出されました。
２日目は、第５号議案の残りである副会長その他の役員改選が行われ、総ての審議が終了しま
した。
そして、冒頭の挨拶になります。なお、副会長の１人には四地協から愛媛会の矢野浩司会長が
選ばれました。新しい役員の皆様には、敬意を表すると共に、今後２年間の活躍をお祈り申し上
げたいと思います。
最後になりますが、日行連の総会は見ると聞くとでは大違いでした。会場の雰囲気、参加して
いる人達の熱気というものが直接肌で感じられたことは、私にとって大きな収穫であったと思っ
ています。
徳島会の会館移設だけやっておけば、お役ご免で元の古巣に帰るつもりでいましたが、これも
何かの縁なのでしょう、今度は副会長として組織に残ることになりました。行政書士会の役員と
してはまだまだ浅学非才で
はありますが、２日間の日
行連総会を通じて、私も全
力で大村潤会長を支えよう
と志を新たにしているとこ
ろです。
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平成27
年度

平成27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31日（金）、高知市本
町の高知商工会館に於いて開催されました。
総会は総勢23名（香川会及び愛媛会各５名、
高知会13名（オブザーバー８名を含む）、徳島
会からは大村会長、喜多・青山・山本副会長、
青山広報部長の５名）が出席しました。
定刻の午後３時30分より、曽根寧之高知会理
事の司会で始まり、四国地方協議会副会長大村
潤徳島会会長の「開会のことば」、四国地方協
議会会長の田岡崇高知会会長の「会長挨拶」と
続き、各単位会会長から出席者の紹介があり、
当番会である四国地方協議会会長の田岡崇高知
会会長が議長に就任し、議案審議に入りました。

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、愛媛会より特別講演会の案内、香川
会よりＡＤＲセンター香川の事業報告と協力要
請がありました。
また、平成27年度から愛媛会が当番会となり
愛媛会の矢野浩司会長が会長に、他の単位会会
長が副会長にそれぞれ就任しました。監事は愛
媛会の山本副会長と徳島会の喜多副会長が就任
しました。
以上で審議が終了し、午後５時に四国地方協
議会副会長の矢野浩司愛媛会会長の「閉会のこ
とば」で本年度の定時総会は無事終了しました。

議案審議
a 平成26年度事業報告について
田岡会長より説明がありました。
s 平成26年度収支決算報告（監査報告）について
田岡会長より決算報告があり、続いて高知会
三浦紀夫監事より監査報告がありました。
d 平成27年度事業計画（案）について
日行連との連絡会開催については次期当番会
である愛媛会に11月中に開催依頼をしました。
f 平成27年度収支予算（案）について
田岡会長より説明がありました。
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m

q
新役員等について
さる５月16日開催の定時総会及び６月１日開催の理事会において、新役員等が次の

とおり決定しましたのでお知らせします。
相 談 役

加藤

昭治

名誉会長

大西

清孝

会

長

大村

潤

副 会 長

青山

卓嗣

輝光

長

事

業

部

担当副会長

部

長

副

総

務

部

山本

正

山本

正

亀井

経

理

部

喜多

輝光

北條

企

画

部

青山

卓嗣

松村

広

報

部

山本

正

業務指導部

青山

監

喜多

察

部

監

部

山本

員

小倉

博文

杉本

宏

竹尾

恭介

伊織

河野耕八郎

出原

月栄

和人

大原浩一朗

西野

修作

青山千予美

坂東

博司

平尾

芳典

卓嗣

中川

正彦

吉田

嘉光

麻植

義樹

輝光

藤原

茂輝

黒田

康志

丸山

満秋

事

選挙管理委員会

武岡
委員長

康則
本田

谷
守

紗織
副委員長

正

部

健士

綱紀委員会

m

喜多

舩越由起子

逢坂

剛

近藤

禮子

元山

育知

川口

晃

佐野

隆一

久米

利昭

川原

睦久

中川

清

大塚

惠介

川人

祐二

委員長

川¬

四宮
浩

勉
森
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●

企画部員

西

野

修

作（徳島中央支部）

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

この度、平成27年度定時総会において、理事に任命され企画部を担当させていた
だくことになりました。
新任でしかも本会の役員経験が全くございませんので、至らぬことが多々あるこ
とと思いますが、徳島県行政書士会の発展のため諸先輩の方々や、会員の皆様方の
ご指導ご協力をいただきながら、誠心誠意精励致しますので、何卒宜しくお願い致します。

●

業務指導部員

麻

植

義

樹（徳島中央支部）

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて私儀

このたび徳島県行政書士会の新理事に就任いたしました。私は、平成

19年の行政書士試験に合格後、平成20年の４月に行政書士登録いたしました。まだ
ほんの７年の実務経験しかない未熟者でございます。そのような私にとりまして、
理事就任というのは、本当に身に余る大役ではございますが、会長からご指名をいただいた以上は、
会長のご期待を裏切らないように、今後は当会の発展、そして行政書士の地位向上等のために、甚だ
微力ではございますが、誠心誠意努力をいたす所存でございますので、何卒皆様方よりの格別のご支
援とご指導を賜りますよう伏してお願い申し上げます。
以上、誠に略儀ながら皆様にご挨拶申し上げます。

●

総務部員

竹

尾

恭

介（徳島中央支部）

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

この度、新理事に就任いたしました徳島中央支部の竹尾恭介です。総務部の仕事
をさせていただくことになりました。はじめて聞くこと、知ることがたくさんあり、
諸先輩方が大変勉強され、真剣に取り組んでいる姿を見て深く感銘を受けておりま
す。
理事の仕事は身に余る大役でございますが、徳島県行政書士会の発展のため、また自分自身のため
にも精一杯努力していきたいと思います。まだまだ勉強不足で分からない点もございますが、諸先輩
方のご指導を仰ぎ、学びながら１つずつ丁寧に進めていこうと思います。
今後とも会員の皆様のご指導、ご協力を心よりお願い申し上げます。
―14―

p01̲32̲174夏号 15.8.4 10:00 AM ページ15

新理事の挨拶

●

業務指導部員

舩

越

由紀子（徳島北部支部）

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

このたび新しく理事に就任いたしました、徳島北部支部

舩越

由紀子と申しま

す。
入会は平成20年で、土地家屋調査士と兼業しております。事務所は鳴門市瀬戸町、
海の近くの静かなところにあります。
行政書士会の活動には、主に支部の無料相談会の相談員として参加させていただいて参りました。
無料相談会の活動は、一般の方の様々な生の相談を受けることのできる貴重な機会であると感じてお
りますので、参加できることは私自身の喜びでもあります。
今回、理事に選任していただいたことにについて、大変誇らしく思い、また、その責任の重さも感
じております。
行政書士会並びに会員の方々のお役にたてるよう精いっぱい務めさせていただく所存ですので、
ご指導のほどどうぞよろしくお願いいたします。

●

監察部副部長

黒

田

康

志（阿波・吉野川支部）

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

この度、新理事に支部推薦をいただき、また監察副部長という重責を仰せつかり
ました阿波・吉野川支部の黒田康志と申します。
私は、平成20年に入会し今年８年目でございます。農地関係、遺言・相続関係等
の書類作成業務をこなすかたわら、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンタ
ー徳島県支部の会員として、阿波市総合福祉センター等における無料相談等を通じ、成年後見制度の
普及及び啓蒙活動にとりくんでいます。
団塊の世代が高齢化となり、後見人不足が取り沙汰されようとしている昨今、行政書士として、コ
スモスの一員として社会貢献は勿論、徳島県行政書士会の発展に誠心誠意尽力して参りたいと存じま
す。
また私自身、行政書士としての経験も浅く、会員の皆様方にご迷惑をかけることが多々あろうかと
思いますが、今後ともよろしくご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

―15―
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新理事の挨拶

●

広報部副部長

坂

東

博

司（阿波・吉野川支部）

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

このたび、新しく徳島県行政書士会の理事に就任いたしました、阿波・吉野川支
部の坂東博司と申します。今回、広報部副部長をさせて頂くことになりました。
私は、平成21年４月に入会しました。今年で７年目でございます。現在は、主に
自動車関係手続・建設業関係手続・その他書類作成などの業務を行っております。
理事および広報部副部長という大役を仰せつかるには、まだまだ未熟な私ですが、徳島県行政書士
会のさらなる向上・発展のために、精一杯頑張っていきたいと思っておりますので、何卒よろしく
お願い致します。
皆様、ご指導・ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

●

監察部長

藤

原

茂

輝（美馬三好支部）

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

「口の悪い、顔の広い男」と「頭の悪い、顔の悪い、口の悪い、根性の悪い、体
の悪い男」が男として気心を分かち合った。それは、何年か前の総会の後の酒席で
禿を肴にし、口論をした時、お互いを許しあった。人と人の出会いは、どこにある
のか分らない。
ある日、私が、徳島から家に帰ってきたとき携帯電話が鳴った。表示は小林吉廣だった。
｢いま何処ぞ｣
「もう、家に着いたぞ」何か寂しそうな響き
「今から、徳島へ行くから、○○で７時に会おう」と言って電話を切った。
そこで、彼とトップの立場のやるせなさ、その孤独感について話したが、誰にも話せない。
そんな時間を弄びながら過ごしてきたが、その彼は、もういない。
人と人との繋がりは、思いやりや優しさだけで持続できるものではない。如何にその人に寄り添え
るかだと思う。
これから少子高齢化の時代、非正規雇用といった何か暗いイメージの時代、徳島県の人口が今約76
万人、そして、何年か後には約60万人と言われているが、私たち行政書士しかできない仕事は、明る
く、住みやすい社会を実現するための社会貢献とは何か、今こそ考えていかなければならないときだ
と私は思う。つまり、人のために何ができるかを考え、自分の土壌を耕していかなければならない。
このたび、世話役を与えられましたことにつきまして、皆さんのご協力をいただきながら努めさせ
ていただきたいと考えておりますのでよろしくお願い申しあげます。
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どうかなど意見が交わされました。
次に、各会のマイナンバー対応について、当
番会である徳島県社会保険労務士会から質問が
ありました。マイナンバーについては、特に税
理士や社会保険労務士が業務上関わることにな
りますが、行政書士も少なくとも顧客に自らの
マイナンバーを知らせなければならない場面が
出てくるという意味では関わることになりま
す。いずれにしてもこの制度が今後どのように
日頃は、企画部の事業運営にご理解とご協力
を賜り心より御礼申し上げます。本稿において

運用されるのか、国民生活に密接に関わること
から、目が離せないところです。
次に、防災への取組みについて、徳島弁護士

企画部の最近の活動についてご報告させていた

会から報告がありました。セミナーなどの催し

だきます。
平成27年７月21日（火）、本年度第１回目の
友好団体懇談会が開催されました。参加団体

を企画中とのことでしたので、機会があれば参
加し、また報告させていただきます。

（出席者名）は、四国税理士会徳島県支部連合

次に、小・中・高・大学生等を対象にした出

会（岩佐誠志同会常任理事）、日本公認会計士

前教室について話し合われました。当会も検討

協会四国会徳島県部会（大寺健司同会副部会

する余地があるのではないかと思われます。

長）、一般社団法人徳島県中小企業診断士会

最後に、10月に行われる士業対抗ソフトボー

（長尾辰彦同会理事）、公益社団法人徳島県不動

ル大会が話題になりました。九士会のうち８団

産鑑定士協会（森脇英正同会副会長）、徳島県

体が参加して行われます。福利厚生の充実も今

司法書士会（内田正和同会常任理事）、徳島県

後の課題と考えます。

土地家屋調査士会（西岡健司同会社会事業部

以上、ご報告申し上げます。今後とも企画部

長）、徳島県行政書士会（松村和人同会企画部

の活動へのご理解とご協力を賜りますよう宜し

長及び大原浩一朗同会企画副部長）、徳島弁護

くお願い申し上げます。

士会（上地大三郎同会会長）及び徳島県社会保
険労務士会（米澤和美同会会長、田中康之同会
副会長及びﬂ和行同会理事）でした。
懇談会において、本年度の事業計画が話し合
われ、毎年行っている「なんでも無料相談会」
を昨年と同規模で本年11月下旬か12月上旬の土
曜日に行うことが確認されました。その打合わ
せを本年９月頃に行うことになりました。また、
相談会の広報をどのように行うかが話し合わ
れ、テレビや新聞の取材などを活用してみては
―17―
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3333 平成27年度

ポスター紹介 3333
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平成26年12月施行の改正行政書士法

◆ 研修風景 ◆

により、一定の研修を修了した行政書
士について行政庁に対する不服申立て
の手続について代理すること等を業と
出来る規定が追加されたことを受け、
行政書士法１条の３第２項に規定する
研修（特定行政書士法定研修）が実施
されることとなり、本徳島会は、15名
の先生方が受講申し込みをされ、７月
８日（水）より研修会がスタートしまし
た。
研修会の講義については、７月８日

H27特定行政書士法定研修時間割
開催日
７
月
８
日
︵
水
︶
７
月
15
日
︵
水
︶

７
月
22
日
︵
水
︶

７
月
29
日
︵
水
︶

講

義

初日の「行政法総論から行政手続制度

名

概説・行政手続法の論点①②」
（243分）

第１講

行政法総論（65分）

第２講

行政手続制度概説（60分）

第３講

行政手続法の論点①（70分）

（261分）、22日「行政事件訴訟法の論

第４講

行政手続法の論点②（50分）

点①②・要件事実・事実認定論①②

第５講

行政不服審査制度概説①（85分）

③」（310分）、29日「特定行政書士の

第６講

行政不服審査制度概説②（65分）

論理①②③・総まとめ①②」（273分）

第７講

行政不服審査法の論点①（60分）

の４日間、ＤＶＤの視聴による講義と

第８講

行政不服審査法の論点②（70分）

第９講

行政事件訴訟法の論点①（60分）

第10講

行政事件訴訟法の論点②（65分）

第11講

要件事実・事実認定論①（60分）

業務指導部といたしましては、受講

第12講

要件事実・事実認定論②（70分）

されておられます各先生の方々全員に

第13講

要件事実・事実認定論③（55分）

合格していただきたいと、陰ながら応

第14講

特定行政書士の倫理①（45分）

援をさせていただきます。

第15講

特定行政書士の倫理②（60分）

第16講

特定行政書士の倫理③（65分）

第17講

総まとめ①（65分）

第18講

総まとめ②（55分）

より、７月15日「行政不服審査制度概
説①②・行政不服審法の論点①②」

して開催され、受講の各先生方々にお
かれましては、日頃の業務ご多忙の中
「特定行政書士」を目指し頑張ってお
られます。

平成27年７月８日〜29日
（毎水曜日）全18講義
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◇◇

業務研修会開催報告

◇◇

運 輸 関 係 研 修
と

き

平成27年２月25日（水）
午後１時〜４時まで

ところ

本会会議室

講

徳島県行政書士会

師

業務指導部長

中

川

正

彦

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

新規入会員研修会
と

き

平成27年３月20日（金）
午後１時30分〜４時30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

小林会長、大村副会長、青山副会長、
山本総務部長、中川業務指導部長

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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総

務

部

本年の総会でもお伝えしましたが、昨年の会館移転時に非常時持出しグッ
ズとして３日分の飲食料他が入ったリュック５セットとヘルメットを10個、
その他会館内での非常用食料と毛布類を若干用意をしておりました。本年度
は更にヘルメットを５個と、持ち運びに便利な小型の持出リュックを５セッ
ト、ライフジャケットを10セット追加補充いたしました。さらに、これらの
グッズは会議室と玄関の棚に常備させるようにし、土日や夕方以降でもすぐ
に手に取ることが出来るようにしました。
また、６月１日に開催された第１回目の理事会では、出席者全員に会館か
らサテライト徳島までの避難経路の確認をして貰いました。その際に、相談
者や研修出席者に対する誘導上の注意と確認をさせていただきました。防災
マニュアルについては、会館の防災だけでなく県下各支部の連絡網や支援体
制も整備しておく必要があるので、現在企画部と文案を検討中です。
なお、防災訓練については、大規模なものはマリンピア協議会の訓
練に参加させて戴く予定ですが、訓練が行われなかった場合は自主訓
練に切り替えて実施する予定です。

本棚に整列してある
リュック、ヘルメット等

理事会での避難経路確認
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徳島中央支部

副支部長

武岡

康則

先日、大先輩の元山先生と鷲敷までサイクリングへ
行ってきました。本当は上勝町のビール工場を見学す
る予定であったのですが、勝浦町あたりで元山先生が
「登り坂が嫌だ。平らな道が走りたい。那賀川の堤防
沿いを走ろう！」と言いだし、急遽行き先を鷲敷のカ
レー屋さんに変更したのでした。徳島から鷲敷までは
片道40km程度、往復で80km以上あります。そんな長
い距離を走るのに普通の自転車（ママチャリなど）で
は不都合です。私たちは、舗装路を高速で走るために
設計された自転車（ロードバイクと呼ばれる）に乗っ
ています。ロードバイクは車体が軽いうえ、タイヤの

徳島西部支部

支部長

山口

裕史

徳島西部支部は平成19年に旧徳島第５支部、旧徳島
第６支部が合併して発足しました。現会員数は44名、
徳島の西部（佐古、田宮より西）と名西郡をエリアと
する支部です。地域的にもコンパクトな支部なので、
和気藹々とした支部運営をさせて頂いています。
昨年度は支部事業として、「10月の広報月間に併せ
て行う無料相談会」を10月25日、３カ所で同時に開催
しました。広報月間のポスターに開催日時を記入して
配布し、ＰＲに努めましたが、とても残念な事に相談
は５件、担当した会員はがっくり肩を落としました。
特に私の担当していた加茂コミュニティセンターはな
んと ボウズ の憂き目に…。ボウズの原因は「相談
する事件がないのか？」それとも「相談会の存在を知
らないのか？」…。その両方でしょう。けれど事件を
作るわけにはいかないので、今年はＰＲの方法を考え
直そうと思いますが、アイデアはまだ湧いていません。
費用の掛からない良い手があったら教えて下さい。
相談会の夜は、支部事業第２弾「会員懇親会・研修」

徳島南部支部

支部長

花野

宝祥

皆さん初めまして。私は、徳島南部支部の支部長に

幅が23mm程度と非常に細いので、路面摩擦による抵
抗が少なく、ペダルを漕ぐ力を余すことなく推進力に
換えて進むことができます。おまけに、足をペダルに
固定するようになっており、ペダルを踏む力だけでは
なく引っ張り上げる力までも推進力として伝達され
る、まさに、速く走るためだけの自転車だと言えます。
そんな速い自転車に乗りながらも、ぺちゃくちゃお
喋りしながらのんびり鷲敷へ向かいました。平均速度
は時速20kmくらいでしょうか。行った先でお目当て
のカレーを食べて休憩し、同じ道をのんびり帰ってき
ました。往復4時間程度のサイクリングでしたが、そ
の後「打ち上げ」と称して６時間以上飲みましたので、
どっちがメインイベントなのかは内緒です。
を行いました。８月に徳島中央支部から徳島西部支部
に移籍されました逢坂会員を講師とする「相続税ミニ
研修」でした。「なんの研修が良いかな…」と考えて
いるところに、事務所調査の指令が！なんと税理士さ
んだ！ということで、会ったその日に「来年相続税が
変わるから何か話をしてもらえませんか」と失礼なお
願い、それを快く引き受けてくれる逢坂会員、徳島西
部支部は良い人達ばかりです。
真面目な研修の後は、会員懇親会です。食べ放題・
飲み放題で3,500円ポッキリ！みんなでお腹いっぱい
食べて、飲んで、懇親を深め、楽しい有意義な会合と
なりました。
今年度も、10月の広報月間に併せて行う無料相談会
（３カ所）と研修会＆会員親睦会行う予定です。今年
の懇親会はもっと多くの会員さんに参加してもらいた
いと思います。
事業ではありませんが、今年の支部総会後の懇親会
は、高部会員による生ギターカラオケ大会でした。
徳島
西部支部は会員の親睦、横の繋がりをメインに運営を行
います。これからもご協力よろしくお願いいたします。
動を続けていくことが行政書士の広報に繋がります
し、ひいては社会的評価を高めていくものと思ってお
ります。
また、本会と連携し阿南市独自の開発許可の研修を

なりました花野と申します。若輩者ではございますが、

実施し、研修旅行も企画したいと思っております。多

ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
まず、支部活動としましては、例年通り毎月の無料

くの先生方に参加いただければ幸いです。活動として

相談会を行っています。事業者の方の心配に対応する

は以上を予定しておりますが、その他ご提案等ござい

だけでなく、超高齢社会に突入している我が国におい

ましたらご教授いただけたらと思います。

て高齢の方々は様々な心配事を抱えています。その心

話は変わって私の趣味ですが、歴史が好きで特に戦

配に寄り添い取り除くことが町の身近な法律家として

国時代が好きです。徳島の城跡には大体訪ねています。

の行政書士の使命であると思いますし、そのような活

皆さん、三好氏をご存知でしょうか？三好市三野町出
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身で茶や短歌などに精通し非常に文化的な一族です。

出身者が日本の中枢で最も輝いていた時代です。そう

また、近年織田信長の前に天下を取った一族と評価さ

いう意味で非常にハマっております。最後は雑談にな

れています。応仁の乱から信長上洛までの約100年間、

りましたが、今後ともよろしくお願いいたします。

一般的には不毛の時代と言われていますが、実は徳島

徳島北部支部

支部長

中野

真吾

皆さん、いつもお世話になっております。北部支部
支部長の中野です。
我々、北部支部は吉野川北岸の旧板野支部、旧鳴門
支部が合併して、発足致しました。発足当時、本会よ
り研修会の補助金を頂きましたので、当該補助金を真
に有効に使うべく、また支部会員の研鑽を重ねるべく、
2010年度から2014年度まで、次のような方々を講師に
お招きして、研修を行って参りました。
名古屋商科大学教授 弁護士 小川晶露氏、香川弁
護士会 元副会長 弁護士 楠瀬正司氏、東京弁護士
会 弁護士 樋口卓也氏、鳴門公証役場 公証人大唐
正秀氏の皆さんです。講師の方々は皆さん、僅かな講
師料のみで、快く講師をお引き受け下さり、幸甚の極
みでありました。
また、支部会員以外の方々も多くご参加下さり、鳴

阿波・吉野川支部

支部長

吉本

健二

阿波・吉野川支部においては、平成27年度支部総会
と支部懇親会を４月18日（土）に阿波市土成町の御所
の郷において開催しました。
最初に工藤支部長より挨拶があり、続いて来賓とし
て出席されていた小林前会長、大村現会長の挨拶を頂
きました。議長にO原議長を選任し、議事を進行して
いただき、全議案の承認を頂きました。平成27年度の
役員改選においては、工藤支部長より議会活動に専念
したいので支部長を改選してほしいと言う申し入れが
あり支部長を改選しました。工藤先生には長年支部長
としてお世話になりました。これからもご協力をいた
だき、今後のご活躍をご期待致しています。

美馬三好支部

支部長

藤原

茂輝

平成27年４月28日、平成27年度の支部総会において、
はからずも私ごときが支部長を仰せつかった。
右も左も分からない者にとってと思ったが、幼稚園
の先生が、児童に道路を渡るときは、右を見て、左を
見て、もう一度右を見て渡りましょうと教えている。
まさに、私に当てはまる言葉だと思った。
私もそうだが、自分だけよかったら人はどうでもい
いという考え方をする人が、以前に比べて増えている
やに感じる。バブル崩壊後特に、時の流れが速くなり
心にゆとりさえなくしている。だから、とにかく自分

門市長（時には副市長）、並びに、鳴門商工会議所会
頭も来賓としてご臨席頂き、研修会後の懇親会も和気
藹々とした雰囲気の下で非常に有意義な時間を過ごす
ことが出来ました。
当該研修会は、支部会員以外の方も、ご出席頂けま
すので、皆さんのお越しを心よりお待ちしております。
また、北部支部では、広報月間においては、鳴門市、
北島町、松茂町、板野町、藍住町、上板町の６市町に
おいて、無料相談を実施しています。相談員としてご
協力頂ける支部の先生方への報酬も増加の傾向にあ
り、非常に有意義な相談会になっております。
これも、本会役員の皆様を始め、北部支部役員並び
に支部会員が車輪の両輪の如く行政書士制度の向上に
向けて努力を怠らなかった賜物かと思料致します。
この場をお借りして、深く御礼を申し上げます。有
難うございました。

総会の後、研修会を開催致しました。講師として、
一般社団法人 徳島地域エネルギー 理事の豊岡和美
先生、理事長の加藤真志先生による「再生可能エネル
ギー（太陽光発電）の現状と課題、将来展望」につい
ての講演をしていただき、行政書士として、開発申請、
農地法等の取り組みが出来ると好評を頂きました。
阿波・吉野川支部としては、研修会・無料相談会を
通じて、行政書士の仕事に少しでも、お役に立てるよ
う取り組んで行きますので、役員・会員の皆様方のご
協力をよろしくお願い致します。
この後、懇親会を開催しました。会員相互の親睦を
図るとともに情報交換の場として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。
さえ良かったら他人はどうでもという考えに陥ってし
まっている。こうした考え方の最たるものが犯罪へと
移行してゆくのも今の日本の現状である。
今や、ITの時代で即答えを求められる。PCは、情
報を沢山蓄積できるが、個人情報が漏えいされる。便
利な反面人を窮地に陥れている。
歌謡曲ではないが、息継ぎをして次の歌詞に進める
と思う。幼稚園の先生の教えと同じだと思う。
支部長としては、何もできないが、皆と交流を図り、
よりよい美馬・三好支部になれるよう努力してまいり
たいと考えておりますので、ご支援、ご協力をお願い
申し上げます。
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新 入 会 員 の 紹 介
新

川

憲

司

一

徳島中央支部
平成27年３月15日入会

宮

寛

徳島中央支部
平成27年４月２日入会

■入会の動機■
持っている資格を生かしたいから。

■入会の動機■
先輩行政書士に勧められて入会しました。

■取扱業務■
農地・土地開発、遺言・相続・遺産分割

■取扱業務■
自動車関係

■自己ＰＲ■
真摯に誠実に業務に取り組みます。

■自己ＰＲ■
何事にも誠実に対応いたします。

■趣味・特技■
卓上旅行

■趣味・特技■
読書

谷
新

谷

武

幸

重

幸

徳島北部支部
平成27年５月１日入会

徳島北部支部
平成27年４月２日入会

■入会の動機■
徳島県内に幅広いネットワークを築かれ、
地域に密接した事業活動をされている同書
士会に入会させていただくことが目標でし
た。今後は、先輩の皆様からご指導、ご助力
を賜りながら、地域の皆様にお役に立てる行
政書士を目指して研鑽を重ねて参りたい。

■入会の動機■
とある役所の方の助言により奮起して試験
に挑戦。
■取扱業務■
勉強して、できる事からこつこつとやって
行きたいと思います。

■取扱業務■
法人設立、建設業許可関係、車庫証明、
中小企業支援

■自己ＰＲ■
試験に挑戦し、石の上にも３年目でようや
く合格し登録できました。よろしくお願い
いたします。

■自己ＰＲ■
常に相談者の立場に立ち、スピード・正
確・親切をモットーに業務に取り組みます。

■趣味・特技■
ウォーキング・冬はスキー（万年初級で
す）・家庭菜園・フォークギター（55？の
手習い）

■趣味・特技■
旅行、絵画鑑賞、船舶運転
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井

河

明

子

佐々木

美馬三好支部
平成27年６月１日入会

宏

樹

徳島北部支部
平成27年７月１日入会

■入会の動機■
使用人行政書士という立場ですが、資格者
としての責任と意識をもって業務に取り組
む必要を感じ、入会しました。

■入会の動機■
建設業、土地家屋調査士、司法書士業務を
経験し、これらを生かした行政書士業務を
行いたいと考え入会いたしました。

■自己ＰＲ■
この仕事を始めたばかりで日々勉強中です
が、法律知識、実務能力、信頼される人間
力の向上に努めていきたいと思います。

■取扱業務■
土地関係（開発行為許可申請、農地法関連）、
相続遺言関係、法人設立関係
■自己ＰＲ■
業務内容の向上のため、業務研修等に積極
的に参加し、特定行政書士や関連する他業
種の分野にも研鑽を深めたいと考えており
ます。現在、２児のイクメンです。

■趣味・特技■
旅行（建物・街並探訪）、日々の自然観察、
料理

■趣味・特技■
アメリカンフットボール観戦

中

飯

和

志

徳島南部支部
平成27年７月１日入会
■入会の動機■
法人設立等で行政書士業務を行う必要が生
じたため。
■取扱業務■
法人設立、相続関係書類、
建設業経営事項審査申請
■自己ＰＲ■
積極的に行動し、親切な対応を心掛けてい
ます。
■趣味・特技■
将棋四段［県代表６回（内高校生大会１
回）］、少林寺拳法二段
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追

悼

平成27年５月27日、小林LO前会長がご逝去されました（享年67歳）。
25年間の業務経歴の内、およそ22年間の長きにわたり、理事、副会長、
会長として本会の運営にご尽力いただき、また平成19年から日本行政書士
会連合会の理事に就任され、平成21年からは副会長として高い見識と手腕
を発揮されました。
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。

】

【
平成２年８月１日

行政書士登録

■日行連役員歴

平成19年６月から平成21年６月

理

事

平成21年６月から平成27年５月

副会長

■本会役員歴

平成５年５月から平成15年５月

理

平成15年５月から平成20年５月

副会長

平成20年５月から平成27年５月

会

平成21年６月

総務大臣表彰受賞

事
長

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWW
―26―

p01̲32̲174夏号 15.8.4 10:00 AM ページ27

抱 負

広報部員

88888888888888888

広報部長
広報部長を仰せつかりました、美馬三好支部の青山千予美と申します。前任の
出原先生、吉田先生、丸山先生には、私が2009年５月から４年間広報部に配
属されていました時にご指導を賜りありがとうございました。

青山千予美

当時は理事としてもまだまだ新人で、広報部の役割や与えられた使命を十分理
解することができないまま、あっという間の４年間でした。故小林会長がフォロ
ーしてくださり温かさを思い出します。その後業務指導部に配属になり、他の部
より広報部の活動を拝見させていただく機会ができました。このことは大変よい
経験ができたと思っています。
新会館も取得でき無料相談に訪れる人も増加傾向にあり、広報活動に大変役立
っております。今後さらに多くの人に行政書士業務が浸透し、社会に貢献できる
ことを目標とし、また広報月間、ホームページ、行政とくしまをより充実させる
にはどうすればよいかを中心課題として、広報部員一同努力していきたいと思い
ます。今後ともご指導、ご協力の程よろしくお願いいたします。

広報副部長
今年から新しく広報部副部長を務めさせていただくことになりました坂東博司
と申します。若輩者ですが、精一杯務めさせていただきます。
私は今まで「行政書士って何をする人なの？」という質問を何度も頂いたこと

坂東

博司

があります。「行政書士」という職業は知っていても（少し前に行政書士を題材
にしたテレビドラマもあったので、その影響もあるのかもしれませんが…）、実
際にどういった業務を行っているのかまではよく知られていないのではないかと
思います。
例えば、弁護士は訴訟、税理士は税金関係、といったイメージをもたれる方も
多いと思われます。しかしながら、行政書士は業務範囲が広いためか、「行政書
士はこれ！」というイメージがなかなか定着しにくいのかもしれません。
行政書士業務が国民に浸透できるよう頑張っていきたいと思います。皆様、
ご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

広報部員
徳島南部支部の平尾でございます。
この度、広報部所属となり、徳島県行政書士会の広報活動に携わることとなりま
した。

平尾

芳典

広報部は、行政書士制度の啓蒙や行政書士活動のアピールなど、重要な役割を
担っています。
未熟ではありますが、精一杯取り組んで参ります。よろしくお願いいたします。
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や

ま

び

こ

徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

e

g
さる５月16日開催の定期大会及び６月１日開催の幹事会において、
新役員が次のとおり決定しましたのでお知らせします。

大村

潤

副 会 長

喜多

輝光

幹 事 長

青山

卓嗣

副幹事長

工藤

俊夫

委員会名

委 員 長

総務委員会

近藤

禮子

広報委員会

陶久

晃一

政策委員会

山口

裕史

官公署対策委員会

中野

真吾

会計監査

山本

大原浩一朗

正

委

員

中山

芳明

吉田

嘉光

e

長

会

g

政連事務局日誌
２月

９日・日政連財務委員会（於東京）開催
喜多幹事長出席
３月
24日・幹事会（於本会会議室）開催
４月
９日・日政連常任幹事会（於東京）開催
喜多幹事長出席
13〜14日・日政連決算監査（於東京）開催
喜多幹事長出席
15日・会計監査（於本会会議室）開催
17日・幹事会（於本会会議室）開催
23日・日政連幹事会（於東京）開催
喜多幹事長出席

16日・平成27年度定期大会（於サンシャイン徳島）開催
１日・幹事会（於本会会議室）開催
17日・日政連常任幹事会、日政連常任幹事会
・議事運営委員会合同会議（於東京）開催
喜多幹事長出席
19日・平成27年度日政連定期大会（於東京）
開催 喜多副会長、青山幹事長出席
・日政連幹事会（於東京）開催
大村会長出席
７月23〜24日・日政連幹事会（於東京）開催
大村会長出席
５月
６月
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や

ま

び

こ

徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

平成27年度徳島県行政書士政治連盟定期大会報告
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。
質疑に移り、議長は第１、２号議案に対して
質問書の提出があったので、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
問があり議長はこれを認め、執行部に答弁を求
めた。執行部から答弁があった。
議長は、審議終了を宣し、第１、２号議案の
採決を行うこととなった。採決は起立をもって
行い、賛成多数により原案どおり可決決定した。
平成27年５月16日（土）午後５時よりサンシ
ャイン徳島において、平成27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、青山副会長の司会により進められ大
村副会長の開会の辞、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・吉野川支部の金山嘉
久正氏を選出した。
議長から構成員199名中、本日の出席者76名、
委任状50名、合計126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。
第１号議案

平成26年度活動経過報告について

第２号議案

平成26年度収支決算報告及び会計監査
報告

議案審議に入る前に、議長は第１号議案及び
第２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号議案の提案説明を求めた。
喜多幹事長から、第１、２号議案について議
案書に基づき報告があった。

第３号議案

平成27年度運動方針案について

第４号議案

平成27年度収支予算案について

議案審議に入る前に、議長は第３号議案及び
第４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３、４号議案の提案説明を求めた。
喜多幹事長から議案書に基づき、第３、４号
議案について説明があった。
議長は、第３、４号議案について質問がない
か会場に諮ったところ、なかったので審議終了
を宣し、採決を行うこととなった。採決は拍手
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５号議案

役員の改選について

議長から役員の選任は規約第７条で幹事及び
会計監査は会員の中から大会で選任するとなっ
ているので、執行部から案を発表するようにと
の発言があった。そこで、議長の指示により大
村副会長から執行部案の発表があった。
議長は、今発表のあった役員案のとおり決定
してよいか場内に諮ったところ拍手多数により
承認された。
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。
以上をもって全ての議案審議を終了し、大村
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。
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徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

平成27年度日本行政書士政治連盟第35回定期大会報告書
報告者

幹事長

青

山

卓

嗣

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、「財政健全化施策につい
て」の質問に対する川合組織広報委員長、喜多
財務委員長の答弁がありました。再質問に対す
る答弁の後、議案ごとに採決を行い、異議なし
ということで可決承認されました。
第３号議案及び第４号議案は一括上程され、議

案の説明を省略して質問（合計５問）に対する
平成27年６月19日（金）、東京都港区のシェラ

執行部の答弁がありました。再質問に対する答

トン都ホテル東京において「日本行政書士政治

弁の後、議案ごとに採決を行い、異議なしとい

連盟第35回定期大会」が開催されました。徳島

うことで可決承認されました。

県支部からは喜多副会長が執行部の役員（財務

第５号議案については、執行部から提案理由

委員長）
として、私が代議員として出席しました。

の趣旨説明があった後、都道府県支部より推薦

定期大会は、長澤総務委員長の司会で始まり、

された幹事候補
（徳島県支部は大村会長）が発表

國井副会長の「開会のことば」、中西会長の
「会長あいさつ」と続きました。

され、その承認を求めたところ、異議なく承認
されました。ここで、本大会は休憩となり、会

会長あいさつの後、会長表彰の表彰状授与式

長候補、会計監事候補を選出するために、新幹

が行われました。本年度の会長表彰受賞者は42

事による幹事会が別室で開催されました。幹事

名で、徳島県支部からは、喜多輝光副会長が日政

会では、会長候補として北山孝次氏、会計監事

連の活動に貢献された功績により受賞されまし

候補として酒井正氏、城間泰氏が選出されまし

た。喜多輝光副会長には、そのご功績に敬意を表

た。その後、本大会は再開され、会長候補及び会

しますとともに、心からお祝いを申し上げます。

計監事候補の承認を求めたところ、異議なく承

その後、総会成立宣言、議長・副議長の選任

認されました。北山新会長よりあいさつがあり、

が行われ、議長に神奈川県支部の加藤幹夫代議

そのなかで会長指名の幹事については、会長一

員、副議長に京都府支部の太田光三郎代議員が

任とすることの承認を求めたところ、異議なく

選任されました。続いて、議事録署名人が指名

承認され、第５号議案は可決承認されました。

され、議事運営委員会より申合わせ事項の報告

その後、吉村副会長の「閉会のことば」によ

があり、議案審議へと進みました。議案は、次

り、定期大会を閉会しました。

のとおりです。

徳島県支部（徳島県行政書士政治連盟）は、

第１号議案

平成26年度運動経過報告について

日政連の運動方針に則り、行政書士の地位の向

第２号議案

平成26年度決算報告について（監査報告）

上、職域の確保・拡大のために活動して参りま

第３号議案

平成27年度運動方針（案）について

すので、会員の皆様のご理解、ご協力を賜りま

第４号議案

平成27年度予算（案）について

すようお願い申し上げます。

第５号議案

役員の選任について
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【事務局日誌】
《２月》
４日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
５〜６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
18日・総務部、企画部合同打ち合わせ（於本会会議室）開催
25日・業務研修会（於本会会議室）開催
《３月》
２日・成年後見制度にかかるシンポジウム（於東京）開設 小倉理事出席
３日・研修センター設立準備委員会（於本会会議室）開設
・部長会（於本会会議室）開催
４日・行政書士会無料相談会（於本会会議室）開設
５〜６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
17〜18日・日行連総務部会（於愛媛）開催 小林会長出席
18日・選挙管理委員会（於本会会議室）開催
19日・業務指導部会（於本会会議室）開催
20日・新規入会者研修会（於本会会議室）開催
・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
24日・理事会（於本会会議室）開催
・改正入管法に関する研修会（於東京）開催 出原広報部長出席
26〜27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
26日・会館プロジェクトチーム打ち合わせ（於本会会議室）開催
《４月》
１日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
10日・選挙管理委員会（於本会会議室）開催
15日・決算監査（於本会会議室）開催
17日・理事会（於本会会議室）開催
19日・阿波・吉野川支部総会（於御所の郷温泉）開催 小林会長、大村副会長出席
21〜23日・日行連正副会長会、常任理事会、理事会（於東京）開催 小林会長出席
25日・徳島西部支部総会（於グランドパレス徳島）開催 小林会長、大村副会長出席
27日・徳島北部支部総会（於北島町役場）開催
28日・徳島中央支部総会（於パークウエストン）開催
・徳島南部支部総会（於ホテル石松）開催 青山副会長出席
・美馬三好支部総会（於焼肉加茂八）開催
《５月》
７日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
13日・正副会長会（於本会会議室）開催
16日・平成27年度定時総会（於サンシャイン徳島）開催
22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 青山副会長出席
29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 大村会長、青山副会長
出席
30日・徳島県司法書士会総会（於サンシャイン徳島）開催 大村会長出席
《６月》
１日・理事会（於本会会議室）開催
・防災訓練
３日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開催
12日・選挙管理委員会（於本会会議室）開催
・綱紀委員会（於本会会議室）開催
18〜19日・平成27年度日行連定時総会（於東京）開催 大村会長、青山、喜多、山本副会長出席
23日・広報部会（於本会会議室）開催
25日・業務指導部会（於本会会議室）開催
・総務部会（於本会会議室）開催
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《７月》
１日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開催
８日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
15日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
21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、大原副部長
出席
22日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
22〜23日・日行連理事会（於東京）開催 大村会長出席
28日・広報部会（於本会会議室）開催
29日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
31日・日行連四国地方協議会定時総会（於高知市）開催 大村会長、青山、喜多、
山本副会長、青山広報部長 出席

会員の動静 【２月〜７月】
■ 新規登録 ■

■ 登録抹消 ■

〔訃報〕

中 川
新 川
一 宮
新 谷
尾 田
谷
井 河
中 飯
佐々木

和
憲

典
司
寛
幸
子
幸
子
志
樹

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

（２．１）入会（単位会変更）
（３．15）入会
（４．２）入会
（４．２）入会
（４．15）入会
（５．１）入会
（６．１）入会
（７．１）入会
（７．１）入会

⁄ 田
加 納
大久保
鈴 江
天 野
井 上
佐々木
西 田
三 橋
福 島
大 柳
栗 本
松 木
小 林
酒 井
篠 原
清 井

擴 夫
勝 巳
征二郎
則 文
親 聰
潤 一
多利男
豊
正 一
好 一
良 夫
政 ﬁ
洋
L O
彰
貞 雄
和 子

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

（２．28）廃業
（３．31）廃業
（３．31）廃業
（３．31）廃業
（３．31）廃業
（３．31）廃業
（３．31）廃業
（３．31）廃業
（３．31）廃業
（３．31）廃業
（４．２）廃業
（４．30）廃業
（５．１）廃業
（５．27）死亡
（５．31）廃業
（６．30）廃業
（７．30）廃業

武
澄
重
明
和
宏

徳島中央支部 小林LO会員のご冥福をお祈りいたします。
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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

「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

編 集 後 記
2015年夏号も無事発刊することができました。原稿をお願いした理事の方々、今回新たにお願いした支部長様、
貴重なお時間を頂き、本当にありがとうございました。「行政とくしま」がより身近に感じられるよう

支部だより

を今回初めて掲載しました。そして会員の方からの原稿も大歓迎です！！業務をしていて報告したい体験や、仕事から
離れて趣味や特技、旅行体験、サークル募集等掲載したいと思われた方、気軽に広報部までご連絡ください。行事の報
告が多くなる為どうしても硬くなりがちな「行政とくしま」を、ユキマサ君というキャラクターが時折登場して和ませ
てくれますが、笑顔で見られるようなページも増えればよいなと広報部員一同考えておりますので、ご協力願える方が
いらっしゃいましたらぜひよろしくお願いします。もちろん写真付きもＯＫです。
仕事をしていると窓の外から聞こえる夏鳥のさえずりにホッと癒されます。一昨年まで来ていたツバメはカラスに負
けて昨年から来なくなりました。鳴門のコウノトリさんも台風やカラスに負けないでずーっと居てくださいね。
（広報部員

青山千予美）
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