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平成28年 

新年あけましておめでとうございます。

平成28年の年頭に際しまして、謹んでご挨拶

を申し上げます。

会員の皆様には、平素より徳島県行政書士会

の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼

を申し上げます。

日本行政書士会連合会では、昨年６月の定時

総会において新たに遠田和夫会長が就任され、

新しい執行部が編成されました。私も日行連の

理事として第一業務部に配属され、警察環境部

門におきまして会務を担当しています。

日本全国の行政書士が集合している日行連で

は、各種の専門分野において豊富な知識と経験

を重ねた会員が多く、個人的にも非常に勉強に

なっています。

また、政党の議員会館を訪問し、顧問の代議

士やその秘書の方々と、今後の行政書士業務拡

大や獲得のために法改正の具体的な要望を行っ

たり、業務に関係する団体の方々からの協力要

請については、業務拡大に繋がる方向で相互に

協力する対応を行うなどの日行連の一人の役員

として対外的な会務も行っています。

本会におきましては、行政書士法改正により

特定行政書士法定研修が昨年の10月に実施さ

れ、同年12月の考査合格を経て特定行政書士が

新しく誕生致しました。本会並びに日本全国の

特定行政書士の皆様には、このたびの合格を心

よりお祝いを申し上げます。これからも、特定

行政書士業務について、更に研鑽を重ねて業務

分野を拡大されますようご期待致します。

また、毎年10月に実施しています広報月間事

業では、県内の多数の場所において無料相談が

行われました。ポスターの掲示やチラシの配布

も合わせて、県民の皆様に行政書士の業務内容

が、毎年着実に理解されてきていると確信して

います。

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、関係機関との意見交

換等を行い、より一層の連帯を継続して参りた

いと考えています。

本会の会館は、昨年の12月でマリンピア沖洲

に移転後１年を迎えました。引越をしてからし

ばらくは準備等に追われましたが、事務局業務

はもとより、各種の研修会や会議等には有効に

活用されており、会員の業務能力の向上や会務

の利便性の向上についての環境は整ってきてい

ます。

また、理事会等の会議後に避難対策や防災対

策についても協議を行い、担当部署においては

南海トラフ大地震等の災害対策として、避難訓

練への対応を継続して検討しています。

ただ、移転後１年程の理由からか、マリンピ

ア沖洲が区画整理されているためなのか、相談

に来ていただいた方より、「会館がどの位置

（場所）にあるのか分かりにくい」とのご指摘

を受けました。この件については、日頃の広報

活動や会員の皆様からのご説明等にて、会館の

位置だけでなく、どのような業務の団体かを理

解していただけるよう事業活動を継続して参り

ます。

これからも、より良い会への改善、会員の皆

様の能力向上、並びに業務の拡大と確保を目指

し、一生懸命に事業活動に取り組んでいくこと

をお誓いしまして、私からの年頭のご挨拶とさ

せていただきます。本年もよろしくお願い申し

上げます。

―1―

徳島県行政書士会　会長　大　村　　　潤
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明けましておめでとうございます。
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、最大の潜在力と言われる女性の社会
進出を後押しする「女性活躍推進法」の成立や
「子ども・子育て支援新制度」のスタート、18
歳までの選挙権年齢引き下げなど、日本の社会
システムが大きな転換点を迎えました。一方、
県内では、四国横断自動車道「鳴門ＪＣＴ～徳
島ＩＣ間」が開通し、県道徳島空港線の西延伸
により「徳島阿波おどり空港」と高速道路が直
結したほか、マリンピアに耐震バースが整備さ
れ、オーシャン東九フェリーが大型船化して停
泊地となるなど、「陸・海・空」の交通体系が
飛躍的進化を遂げました。
特に、「地方創生・元年」と言われた昨年は、

「ｖｓ東京」を旗印に、東京をはじめ大都市部
に地方の素晴らしさへの気付きと、東京と「対
（つい）」となって急激な超高齢化社会への処方
箋を示すとともに、短い通勤時間や豊かな自然、
地域との交流の中で、都会と変わらない仕事が
できる「サテライトオフィス」誘致の加速など、
「地方創生の旗手・徳島」として、全国をリー
ドして参りました。
また、医療・介護施設が充実する強みに着目
し、「徳島ゆかりの高齢者」に元気なうちに里
帰りいただく「徳島型ＣＣＲＣ」の構築を進め、
移住相談窓口を県内、東京、大阪の３箇所に整
備するとともに、ワークライフバランスの実現
を目指す新たな働き方「テレワーク」の実証実
験や病児・病後児預かり機能の強化を進める
「ファミリー・サポート・センター」の全県展
開、第３子以降の保育料無料化など「新しい人
の流れづくり」、その実現を図る新たな処方箋
を全国に先駆けて実践して参りました。
さらに、「プロジェクションマッピング」と

「プロのオーケストラの生演奏」を融合したコ
ンサートの模様を臨場感たっぷりにスーパーハ

イビジョン「４Ｋ」で映像化し、同時開催の
「全国少年少女発明クラブ創作展」会場にリア
ルタイム伝送したほか、「国際放送機器展」や
「４Ｋ徳島映画祭」で放映するなど、「４Ｋ先進
県・徳島」を全国に発信しました。
さて、今年の干支は「丙申（ひのえ・さる）」。
前回の丙申、昭和31年は、日本が国連に加盟し、
高度経済成長への軌道に乗って「もはや戦後で
はない」と言われた年です。「丙」は、「極限ま
で生長した樹木の逞しさ」を表し、「申」は
「電」に通じ、一直線に的に向かう様を表現し
ています。そこで、丙申の年は、「干支の前半
30年の常識が覆される、まさに、これまでの理
屈が通用しない現実を実感する年」とされます。
本年は、２千人規模で開催するアジア初演の
地・徳島ならではのベートーヴェン「第九」演
奏会や定員１万５千人の国際大会へと進化し続
ける「とくしまマラソン」、最先端技術が美を
織り成す常設展示の「ＬＥＤ・デジタルアート
ミュージアム」が、徳島を熱気と活気で彩りま
す。また、全国初、６次産業化推進の学部、徳
島大学「生物資源産業学部」では、今春から第
１期生を迎え、高校の専門系コースから大学へ
と連なる新たなキャリアパスがスタートするほ
か、究極のクリーンエネルギー「水素」は、ス
テーション整備と燃料電池自動車の導入が実現
します。
このように鮮やかに幕を開ける丙申の平成28
年、徳島の歩みこそが日本の羅針盤となるよう
「知恵は地方にあり」発祥の地として、「創造的
実行力」で既成概念を打ち破り、「一歩先の未
来」を県民の皆様と共に歩んで参りますので、
行政書士の皆様におかれましては、多様化・専
門化する県民ニーズと行政との橋渡し役とし
て、なお一層ご活躍されますよう心より期待申
し上げます。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

平成28年 
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平成28年 

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、心からお慶び申し上げます。

行政書士の皆様方におかれましては、日頃か

ら県民と行政の懸け橋として大変重要な役割を

果たされ、行政の円滑な運営にご尽力いただき

まして、深く感謝申し上げます。

現在、全国では約４万5,000名、徳島県内で

は約340名の行政書士の皆様が職務に精励され、

最も身近な「あなたの街の法律家」として、県

民から厚い信頼を寄せられております。これも

ひとえに職務に真摯に取り組み、熱意を持って

活動されてこられた会員の皆様の弛まぬ努力の

賜物であると心より敬意を表する次第でありま

す。

安倍内閣において最重要課題であります「人

口減少克服・地方創生」ですが、地域に密着し

た活動を展開されている行政書士の皆様方にお

かれましては、その職務の遂行を通じ、遺憾な

く能力を発揮していただくことが、地方創生、

ひいては日本全体の活力を高めていくものと考

えております。会員の皆様は、日頃より行政書

士会館での業務研修や、県民が気軽に相談を受

けられるよう無料相談日を毎月設けるなど、地

域の活力創出に多大なる貢献をされておられま

す。

さて、昭和26年に行政書士法が制定されてか

ら、本年で65年の節目を迎えました。数度に渡

る行政書士法の改正により、行政書士制度の拡

充が図られて参りましたが、平成26年の行政書

士法の改正により、皆様方の長年の悲願であっ

た「行政不服申し立て手続の代理権」が付与さ

れることとなりました。これにより、行政書士

の業務として、新たに、行政書士が作成した官

公署に提出する書類に係る許認可等に関する審

査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対

する不服申立ての手続きについて代理し、及び

その手続きについて官公署に提出する書類を作

成することを業とすることができることとされ

ました。この行政不服申立て手続の代理業務を

行うことができる特定行政書士となるための研

修には多くの皆様が参加され、去る平成27年12

月４日の法定研修の終了により、徳島県内では

９名の特定行政書士が新たに誕生されました。

特定行政書士となられた皆様に心からお祝い申

し上げます。今後、ますます多くの行政書士の

皆様が特定行政書士として活躍され、行政手続

きの分野における専門家として、県民の期待に

応えていただけるものと、大いに期待しており

ます。

徳島県の人口は756,063人（H27年10／１時点）

と10年前と比べ３万人近く減少しており、人口

問題は我が県にとって喫緊の課題であります。

国による地方創生に向け動きが本格化する中、

県と市町村が一体となり知恵と汗を出し合い、

創意工夫の取り組みが重要であります。私は皆

様の代弁者として、国政の場において最前線で

発信し、ふるさと徳島の創生と創造に全力で取

り組んで参ります。

貴会の皆様には、引き続き専門的なお立場か

ら、大所高所のご意見とご指導を賜りますよう、

何卒宜しくお願い申し上げます。

最後になりましたが、徳島県行政書士会の皆

様方のご健勝と、益々のご活躍をご祈念申し上

げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

―3―

衆議院議員　福　山　　　守
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新年あ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おかれましては、

お健やかに新年をお迎えのことと存じます。こ

こに、徳島県議会を代表して心よりお慶びを申

し上げます。

皆様方におかれましては、行政の円滑な推進

に寄与し、地域住民の利益の実現に貢献されて

おり、ここに改めて、皆様方のご熱意と努力に

対しまして、心から敬意と感謝の意を表するも

のであります。

また、平素は私ども県議会に深いご理解と温

かいご支援を頂いておりますことに対し、この

場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げま

す。

さて、現在、我が国では少子高齢化が一段と

進み、「平成27年版高齢者白書」によりますと、

65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合は

26%と、４人に１人が高齢者となっております。

人口減少や高齢化の進行により、経済活力の低

下や社会保障費の増大等による財政面への影

響、さらには、地域の防犯・防災力の低下や社

会資本の管理上の問題等が非常に懸念されま

す。また、社会が成熟し、個人の価値観が多様

化するとともに、大規模災害の発生など社会全

体の不安感が増す中で、行政ニーズは、今後、

一層多様化、複雑化することが予想されます。

このような時代の流れとともに、新たな行政サ

ービスに対する住民のニーズが増大していくも

のと考えられますが、それゆえに、行政と地域

住民をつなぐパイプ役である行政書士の皆様の

役割はますます大きく、重要性を増していくも

のと思われます。

私ども県議会といたしましても、県民の皆様

の負託に応えるべく行政のチェック機関として

の位置づけはもちろん、本来の立法機関として

の権能を強化し、政策の形成に努めるなど、時

代の流れに対応し、県民生活の向上のため今後

とも努力してまいる所存でございます。

どうか皆様方におかれましても、公共性を深

く認識された県民の身近な法律の専門家とし

て、県民福祉の向上のため、今後ともより一層

のご活躍、ご尽力をご期待申しあげる次第でご

ざいます。

結びになりましたが、本年も相変わらぬ皆様

方の温かいご支援、ご鞭撻を賜りますよう心か

らお願い申し上げますとともに、徳島県行政書

士会のますますのご発展と皆様のご健勝、ご多

幸をお祈り申し上げまして、新春の挨拶とさせ

ていただきます。

徳島県議会議長 川　端　正　義

平成28年 
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新年あけましておめでとうございます。

今、日本が抱える課題は超高齢化社会と少子

化対策の社会保障の財源問題とそれに伴う軽減

税率の問題、TPP問題の対応、東京一極集中

の是正、地方創生の計画づくり、2019年の「ラ

グビー・ワールドカップ」、2020年には「東京

オリンピック・パラリンピック競技大会」、

2021年には「関西ワールドマスターズゲームズ

2021」と３年連続の国際スポーツ大会の成功と

多くの外国人観光旅行客の受け入れ問題と様々

な問題を抱えています。

「ピンチはチャンス」とも言われますが、こ

うした時代にどう知恵を出すかが問われていま

す。その意味で「挙県一致」で地方ならではの

知恵を出していかなくてはなりません。

私も十二月の定例会で阿波踊り期間の宿泊者

数を増やす策として、イベント民泊として「阿

波踊り民泊」を提案しました。阿波踊り期間は

徳島市内のホテル・旅館は満杯で、団体貸切バ

スは阿波踊りが終わると泊まらずに帰ってしま

うのは誠にもったいないと思います。国の方も

民泊の特区を計画して東京や大阪で条例を制定

している所もあります。県の担当者は、徳島市

と協議をして是非とも実施したいと答弁してい

ます。しかし従来のままではなく、どうしたら

現状を変えられるのかを考えていかねばなりま

せん。

その意味では、地方議員も意識改革が求めら

れています。また、その為にも政務活動費を適

正に使用して、しっかりと国や他県の動向を知

るためにも視察や調査を行う事が大事でありま

す。井の中のカワズではいけません。良く言わ

れますが「シンキング・グローバリー、アクテ

ィング・ローカリー」で考え、活動していく事

が必要です。

行政書士の皆様も電子申請システム・ＩＴ化

の対応、行政書士試験や資格基準の問題等が指

摘されていますが、是非とも乗り越えて頂き、

未来を開いて頂きたいと思います。

私も微力ですが顧問として少しでも皆様のお

役にたてるよう頑張りたいと思いますので何時

でもご用命頂きたいと存じます。

最後になりましたが、貴会のご発展と皆様方

のご多幸とご健勝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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明けましておめでとうございます。
平成28年の新春を迎えるに当たりまして、徳
島県行政書士会の会員の皆様の御健勝を心から
お慶び申し上げます。
昨年、我が国は、戦後70年という大きな節目
を迎えた年でありました。この70年間、日本は、
ひたすらに平和国家としての道を歩み続け、常
に国際社会と共に歩み、他国と共に栄えること
を重視し、各国と協力して世界の平和と繁栄に
積極的に貢献してきたところであります。
一方、世界では、国際的なテロ組織による凶
悪事件が続発し、内戦・紛争による難民が問題
になるなど、人々の日常を一瞬で奪い去る出来
事に胸を痛めるとともに、地域の人々の命を守
り、私たちの平和な暮らしを守るためには、ど
うすれば良いかを改めて考えさせられた一年で
ありました。
行政書士制度にあっては、昨年は平成26年の
法改正を受け、許認可等の申請から不服申立て
手続までを一貫して取り扱うことができる「特
定行政書士」が誕生した年であり、行政書士の
皆様方の活躍の場がより一層広がったことは、
誠に喜ばしい限りでございます。これもひとえ
に、街の法律家と呼ばれる徳島県行政書士会及
び会員の皆様が、行政と県民との架け橋になっ
て、誠心誠意、職務に取り組んでこられた努力
の賜物であり、深く敬意を表する次第でありま
す。
今後は、多くの行政書士の皆様が、「特定行

政書士」として活躍され、県民の期待に応えて
いただくことが、今後の行政書士制度のさらな
る発展につながると考えております。
また、本年１月からは、昨年10月に施行され
た「行政手続における特定個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律」、いわゆるマイ
ナンバー制度が、まさに開始されたところであ
ります。
制度の導入により、社会保障・税・災害対策
などの行政手続きを効率化し、県民の利便性を

高め、公平かつ公正な社会を実現することが期
待される反面、個人情報の徹底した管理や保護
が行政だけではなく、全ての事業者に求められ
ます。これら制度の適正な運用を行うためには、
法律の十分な理解が必要になることから、マイ
ナンバーを正しく扱うための相談等、今後、皆
様が新たに必要とされる可能性は、ますます大
きくなっていくものと考えられます。
さて、現在、国においては、構造的な問題で
ある少子高齢化に真正面から挑み、「希望を生
み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、
「安心につながる社会保障」の実現を目的とす
る「一億総活躍社会」をスローガンに掲げて取
り組んでおります。すなわち、一人ひとりが、
個性と多様性を尊重され、家庭で、地域で、職
場で、それぞれの希望がかない、それぞれの能
力を発揮でき、それぞれが生きがいを感じるこ
とができる社会を創ることであります。
昨年12月の県議会で、私は「一隅を照らす」

という言葉を申し上げました。
地域の人々が個性的に輝き、自己実現が図ら
れる社会を創り出すことが、徳島県全体を輝か
せ、徳島の光が、ひいては日本全体を輝かせる
ことにつながるという想いであり、まさに国が
目指す一億総活躍社会を、徳島から実現してい
こうと考えております。
県議会議員として３年目を迎えますが、今後
とも日々の活動を通じていただいた様々な声に
耳を傾け、声なき声にも思いをいたし、さらな
る県民福祉の向上のため、県民の声をしっかり
と県政に反映させ、一人でも多くの輝きを産み
出せるよう、愛する故郷「徳島」のために精一
杯頑張って参る所存でございます。
最後になりましたが、徳島県行政書士会及び
会員の皆様におかれましては、複雑多様化する
社会において、地域の人々の期待に応えるべく、
更なる研鑽を積まれますとともに、より一層ご
活躍されますことを祈念いたしまして、年頭の
ご挨拶とさせていただきます。

―6―

平成28年 

徳島県議会議員 井　川　龍　二
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平成28年 

心こめてはつ春のお喜びを申し上げます。

いつも大変な御指導をいただき感謝いっぱい

です。私自身もこのたび顧問として、お世話に

なることになり、身のひきしまる思いです。

皆様はまさに県民と官公署との確かなパイプ

をつなぐ人です。県民にとって大切な存在だと

思います。その皆様のために、私のできること

を全力で取り組んでまいりたいと誓っていま

す。

昨年４月の統一地方選挙では、県議会最大会

派の会長として、県下各地の選挙区にも行かせ

ていただき、それぞれの地域事情を痛感いたし

ました。今、大切なことは画一ではなく、その

地域の実情にあった施策の実現だと思います

が、地方創生を言葉だけでなく、実行するのは

勇気と情熱があふれてなければできません。か

なり大変です。

様々な行政課題の中で、皆様の果たしてくれ

ている役割の大きさを県政、県議会の中でさら

に理解を深めていかなければと…。

県議会政務活動費のあり方検討会議の座長と

して、大幅な改正をいたしました。前払いから

精算払いに、個人から会派に、ホームページに

領収証等を公開するなど、後は実行あるのみで

す。

政治は結果がすべてです。プロセスに努力を

したけど…が評価されない世界かもしれませ

ん。きびしい環境の中で、やさしい笑顔で周囲

を明るくしていくことの積み重ねが県政の発展

につながります。

最後になりましたが、徳島県行政書士会の会

員皆様のしなやかなご健勝をひたすらにお祈り

いたします。

―7―

徳島県議会議員 岡　本　富　治
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明けましておめでとうございます。徳島県行

政書士会の皆様におかれましては素晴らしい新

年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

また、昨年は大変お世話になり、本当にあり

がとうございました。皆様のお蔭で、徳島県議

会議員として、仕事をさせていただくようにな

り、早や９か月が過ぎました。大きな時代の変

化の中で、地方自治体には課題が山積しており

ますが、県は市町村と協力しながら、現場に起

こる問題の解決を図り、国に対してはその解決

に向けての要求や提案を行えるよう頑張ってお

ります。私も、課題を共有し、解決策を見いだ

せるよう、一層研鑽を積みたいと思います。

県民の皆様からは身近な問題への相談や要望

が多く、今までの人脈と経験を活かしながら、

行政を始めとしたいろいろな方々の手を借り、

一生懸命対応しております。何らかの解決策が

見いだせて、お役に立てた時はとてもうれしく、

やりがいを感じます。これからも、いろいろな

課題の解決に、行政書士の先生方のお力を借り

る時も多いと思いますので、ご指導の程よろし

くお願いします。

昨年の12月議会で、初めての代表質問に立ち

ました。防災対策、林業振興、吉野川の治水、

利水、濁水対策、生活排水対策、地域医療政策、

子どもの貧困対策、教員の育成、子どものイン

ターネット利用に対する指導、啓発などを中心

に質問をさせていただきました。

私は、今までの政治活動の中で、教育を国家

百年の計として、特に貧困状況におかれた子ど

もへの支援に力を入れてきました。2012年

OECD調査では、日本のこどもの貧困率は

16.3％であり、過去最悪を更新し、とりわけ、

ひとり親世帯の貧困率は54.6％とOECD34カ国

中最悪の水準となりました。貧困率とは、年間

収入から税金や社会保険料を引いた実際に使え

る年収額が、平均的な年収額の約半分以下で暮

らす世帯の割合ですが、2009年の所得では４人

世帯で約250万、３人では約217万円以下の世帯

となります。全国で300万人、実に子どもの６

人に１人が貧困の中にいるということになりま

す。

とりわけ、人口減少が進む社会で、日本国の

担い手としての若年者への期待は、飛躍的に高

まっています。結婚して、出産できる若者を増

やそうと思えば、全ての子どもが十分な教育を

受け、社会で活躍できるようにしないといけま

せん。未成年者への教育、福祉的投資は、長い

目で見れば、少子化対策であり、かつこれから

先の日本の存続の要でもありますので、日本の

宝である子どもの一人ひとりの育ちを社会全体

で支えていくことが必要です。

社会を底上げするために、貧困状況に置かれ

た方々、障碍を持つ方々など、ハンディキャッ

プを背負って生きている方々に対してこそ、で

きる限りの目配りと支援をしていきたいと思い

ます。世帯間の収入の格差の拡大が、教育格差

となり、テロや強盗などの犯罪の温床ともなり

かねません。生まれ育った環境により子どもの

将来が左右されないよう、全ての子どもがその

能力を発揮し、自立できるよう、しっかりと対

策を講じていきますので、大所高所よりのご指

導お願い申し上げます。

最後になりましたが、大村会長始め、会員の

皆様のご健勝、ご多幸と徳島県行政書士会の

益々のご発展をお祈り申し上げます。

―8―

徳島県議会議員 高　井　美　穂

平成28年 
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明けましておめでとうございます。

毎年、「行政とくしま」に掲載させていただ

いてます、地域自治協議会（地域のコミュニテ

ィ協議会を中核とし、地域の中小企業や、事業

所、ＮＰＯ等、様々なグループが参加した地域

自治組織）について、昨年１年間で行政内部に

おいて進展がありましたので、ご報告いたしま

す。

平成26年度に行政内部において「新たな地域

自治協働システム検討会」が設置され、その下

部組織として「新たな地域自治協働システム成

案」作成することを目的とした「ワーキンググ

ループ」が活動していることは昨年ご報告いた

しました。

今回は、そのワーキンググループの中間報告

的なものを、少し紹介いたします。いろいろな

項目に関して協議を重ねていますが、その中の

一つに、「地域まちづくり計画」があります。

内容は、地域自治協議会として認定された団体

は、地域課題の解決に向けて「地域まちづくり

計画」を策定しなければならない。市から一括

交付金を受けるためには、「地域まちづくり計

画」を策定していることが必須条件である。地

域まちづくり計画には、地域の将来像や活動の

方向性、課題事項、その将来像を実現するため

の事業や、課題を解決する事業、事業の実施時

期、実施主体、実施方法などを盛り込むことが

望まれる。正式な計画とするには、住民の総意

を反映した地域自治協議会内部での合意形成が

求められる。「地域まちづくり計画」は、地域

自治協議会が行うべきことのみを扱うのではな

く、地域全体を将来に向けてどのようにつくっ

ていくかを、ハード・ソフトを併せトータルに

定めるものである。と記しています。

ここまでの記述でわかるのは、地域自治協議

会のメンバーには地域にお住まいのできるだけ

多くの方の参加が必要である、ということです。

つまり現実的には地域をいろいろな組織の集合

体にしなければなりません。前段で記述しまし

たが、コミュニティ協議会はすでにどの地域に

もあります。そこを中核として、地域の中小企

業のグループ、ＮＰＯのグループ、趣味の会の

グループ、等を同じテーブルに集めなければな

りません。その作業はまさに地域の役割です。

そしてその作業こそ地域自治協議会が結成でき

るかどうかの最大の課題です。ここで初めて地

域におけるお付き合いの重要性が問われます。

次に「地域担当職員制度」についてご紹介し

ましょう。組織が設立されるまでの時期を中心

に地域自治協議会を支援する仕組みとして、地

域と行政をつなぐ窓口が必要であり、行政の地

域課題への対応力を強化することが重要となる

ために必要な制度です。具体的には行政職員が

地域に入り、地域の方といっしょになり多くの

ことを構築していきます。注意すべきことは、

地域担当職員は、単なる地域の「御用聞き」で

はなく、下請けでもないということです。その

ためには地域担当職員の役割を明確にする必要

があります。２点程紹介いたしましたが、まだ

まだ多くのことが検討されています。次回には

もっと詳しい報告ができると思います。

この地域自治組織は多くの自治体で現実に設

置、運営されています。これからも調査、研究、

議会での質問を続ける予定です。

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になりますように、御祈

念申し上げます。

徳島市議会議員 岡　南　　　均

P01_32_No175_PDF用  16.1.27  1:21 PM  ページ9



平成27年10月１日（木）から同年10月31日（土）

まで実施されました。

①新聞の一面広告

右ページの内容で、平成27年10月１日に徳島

新聞に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

面無料相談会の日程を掲載しました。

②電話無料相談

平成27年10月１日（木）と10月15日（木）の

２日間、徳島県行政書士会の事務局で延べ５名

のスタッフで電話相談を受け付けました。計27

件の相談があり、今年も遺言・相続が15件と多

くを占め、次に不動産関係７件、各種契約３件、

許認可関係１件、その他１件でした。

③支部対面無料相談

県下各地にて支部無料相談が行われ、計48件

の相談がありました。こちらについても遺言・

相続が多く25件、不動産関係５件、各種契約３

件、戸籍関係２件、許認可関係３件、その他10

件でした。本年も各支部において多くの開催日、

開催場所を設けていただき、会員各位のご協力

に深く感謝いたします。

④PR活動

マスコミへのPR活動として本年度も９月16

日（水）、大村会長、山本副会長と私の３名が

徳島県庁、徳島市役所、NHK、四国放送、徳

島新聞社、FM徳島を訪問し、ポスター、チラ

シを配布すると共に、行政書士広報月間におけ

る理解と協力を得られるようPRしました。こ

の結果、９月28日から11月12日の間計６回徳島

新聞情報とくしま欄に電話無料相談の記事が掲

載されました。また、徳島市発行「広報とくし

ま」に支部無料相談開催について掲載していた

だきました。

北部支部より要望のありました徳島阿波踊り

空港のポスター掲示について、９月24日（木）

坂東副部長と徳島空港ビル㈱にお願いにあが

り、今後も毎年無料で掲示してもらえることと

なりました。【23ページに写真掲載】

その他ポスターを本会事務局、会員事務所、

公的施設及び駅等に613枚、チラシを公的施設、

駅、店頭等に1,628枚配布しました。

10月１日の徳島新聞全面広告を今年もカラー

で掲載し、併せて情報とくしま欄に支部無料相

談の日程を随時掲載しました。また無料相談開

催中が目につきやすいようのぼりを２本作成し

ました。【23ページに写真掲載】

相談件数は電話相談27件、対面相談48件と、

他士業や行政相談員の無料相談会も増えたため

件数は昨年度よりやや減少しました。相談内容

については高齢化の影響で今年も遺言、相続が

多数でしたが、その他不動産関係、契約等様々

な内容の相談が寄せられ、行政書士の豊富な知

識が街の法律家として、また気軽に相談できる

対象として着実に県民の皆様に浸透しつつある

と感じました。

会員の方々のご協力により、本年も有効な広

報月間を実施できましたことを広報部一同心よ

り御礼申し上げます。今後もさらに効果的な広

報活動を検討していくと共に徳島新聞の広告も

工夫を凝らしていきたいと考えておりますの

で、引き続きのご協力を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

３．総評・今後の課題

２．具体的活動内容

１．実施期間

―10―

報告者　広報部長　青　山　千予美

行政書士制度　広報月間活動報告
平成27年度
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日頃、会員皆々様には、当業務指導部に多大なるご協力を賜り誠に有難うございます。

本年度は、本会の移転に伴い、初めて新しい会議室で研修・講習会を開催することができましたこ

と、大変嬉しく思っております。

これまでの業務報告は、下記のとおりであります。

特定行政書士法定研修（受講者15名）

・平成27年７月８日（水） 当会会議室

行政法総論から行政手続制度概説・行政手続法の論点（243分）

・平成27年７月15日（水） 当会会議室

行政不服審査制度概説・行政不服審査法の論点（261分）

・平成27年７月22日（水） 当会会議室

行政事件訴訟法の論点・要件事実・事実認定論（310分）

・平成27年７月29日（水） 当会会議室

特定行政書士の倫理・総まとめ（273分）

・平成27年８月14日（水） 当会会議室　補講

・平成27年８月15日（水） 当会会議室　補講

以上の法定研修を受講したうえで

・平成27年10月４日（日） 当会会議室にて特定行政書士法定研修効果測定を実施

尚、本会修了者は９名とお聞きしております。修了されました各先生におかれましては、本

当におめでとうございます。

AAAAAAAAAAAA

開発行為許可申請について、阿南市特定事業部まちづくり推進課・担当職員の方々から、ご用

意していただきました資料により、詳しくご説明をいただきました。

その後、当会副会長の青山卓嗣氏による“農地転用許可申請について”の講義を、参考図書

によりいただくことができました。（参考図書：農地転用許可制度の手引き【改訂５版】）

・平成27年９月２日（水）

コスモホール（阿南市）
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【今後の研修予定について】

新しい本会館におきましては、会議室も充実しております。
会員皆々様のご参加をお待ちしておりますとともに、今後とも当業務指導部にご協力等をいただ
けますよう、宜しくお願い申し上げます。

平成28年１月から３月
○ 成年後見研修（新規研修会）
○建設関係研修（平成28年２月末頃に予定）
○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。

aaaaaaa aaaaaaa

マイナンバー制度について、徳島税務署：管理運営第一部門の由岐中統括国税徴収官・山田

総括上席徴収官の両氏から、ご用意いただきました資料により詳しく解説をいただくことがで

きました。

AAAAAAAAAAAA

「マイナンバー制度」については関心ごとの一つ

でもあり、違った観点からご講義いただければと、

ティグレ徳島の星合所長によるマイナンバー制度に

ついての説明をいただきました。

尚、本講義の後、ＮＴＴ西日本特約店の㈱トップ

の方より、施行されます「マイナンバー制度」にお

いて重要な「ネットワークセキュリティ」につき、

短時間ではありましたが説明をいただくことができ

ました。

研修・講習会の当日、ご協力を賜りました各先生方及び、ご参加・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。

・平成27年12月４日（金）：午後２時00分～午後４時30分

本会会議室

・平成27年11月18日（水）：午後１時30分～午後４時00分

アスティとくしま　１階３号室会議室にて
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平成27年９月９日（水）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27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、青山広

報部長から広報関係について説明があり、続い

て、藤原監察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．監察委員の委嘱について

各支部から選出のあった６名を委嘱すること

が承認された。

３．会費滞納者の措置について

会費滞納者９名について、綱紀委員会の調査

結果が山本副会長から報告された。

協議の結果、連絡が取れなかった４名につい

て綱紀委員会に再度調査を依頼することに決定

した。

４．支部長会正副議長の選任について

議　長―徳島西部支部の山口支部長

副議長―徳島南部支部の花野支部長

に決定した。

５．関係法令集の改刷について

松村企画部長から関係法令集の改刷について

説明があり、続いて、北條経理部長から印刷業

者の見積もりについて説明があり、提案どおり

決定した。

６．その他

１）企画部提案事項について

松村企画部長から、昨年度からの課題であ

る「防災マニュアル」を近日中に整備し、全

会員に配布する予定である。11月の理事会の

時に避難訓練を実施したいとの説明があっ

た。

２）元会員の非行政書士行為について

山本副会長から、元会員が現在も行政書士

の記載がある名刺を使用しているとの情報が

あったので、口頭注意をしたとの報告があっ

た。

３）業務研修会開催予定について

中川業務指導部長から、今年度の研修会の

開催予定について説明があった。

４）役員合同会議、平成28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28年１月29日（金）、

定時総会は平成28年５月28日（土）、場所は

いずれもサンシャイン徳島に決定した。

５）行政書士試験について

吉田試験場責任者から、今年度の試験は11

月８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27年11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を行

いました。

１．平成27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

青山広報部長、藤原監察部長より説明があり、

協議の結果、報告書のとおり日行連に提出する

ことに決定した。

２．諸規則の一部改正（案）について

松村企画部長から、職員に関係する規則等の

改正、三六協定について検討中であるとの報告

があった。

３．会費未納者の措置について

会費滞納者４名について、綱紀委員会の調査

結果が山本副会長から報告された。

協議の結果、３名については廃業勧告、１名

については少額訴訟をすることに決定した。

４．非行政書士行為への対応について

藤原監察部長から、会員から非行政書士行為

の報告が２件あったが、１件は申入れ書を送付、

残りの１件は監察部が調査することにしたいと

の提案があり、協議の結果、提案のとおり承認

された。

５．その他

１）行政不服審査法に基づき地方公共団体に

設置される第三者機関の委員の候補等に関

する情報提供について

大村会長から説明があり、窓口の設置、候

補者の推薦について日行連に協力することに

決定した。

２）行政書士試験報告

平成27年11月８日行われた行政書士試験に

ついて、吉田試験場責任者から報告とお礼の

ことばがあった。

３）成年後見サポートセンター徳島県支部か

ら報告

杉本支部長から、今年度は入会前研修を実

施したい。今後、会員数も徐々に増やしてい

きたいとの報告があった。

４）士業ネットワーク無料相談会について

松村部長から、平成27年12月12日開催され

る士業ネットワーク無料相談会について協力

依頼があった。

５）避難訓練について

企画部から、本日は雨のため避難訓練がで

きないので、理事会終了後防災グッズの確認

等屋内でできることを実施したいとの説明が

あった。

理 事 会 報 告
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昨年11月27日、日本行政書士会連合会（以下、

日行連といいます）と四国地方協議会（以下、

四地協といいます）の連絡会が開催されました。

四地協の会合は県庁所在地で行われるのが通例

ですが、今回は愛媛会さんの趣向で新居浜市で

開催されることになりました。

新居浜市といえば、住友グループ発祥の地と

も呼ばれており、その基礎となった別子銅山は、

昭和48年に閉山するまで実に283年もの間掘り

続けられてきたと教えて貰いました。こういう

会合でもなければ、ほとんど通り過ぎるばかり

でＩＣを降りることもなかったのですが、改め

て四国にも凄い所があることを考えさせられる

良い機会になりました。

連絡会は、日行連からは遠田和夫会長と山田

高嗣副会長が出席。始めに、日行連の当面の諸

問題及び事業の説明があり、その後四地協との

質疑応答が行われました。

当面の諸問題としては、遠田会長の重点施策

として、日行連の組織改革を通じ行政書士の社

会的地位の向上を目指すことが説明されまし

た。個人的には、特に「業務執行体制・組織の

見直し」の中で、第１・第２・第３と３つある

業務部の名称変更計画や継続的論理的に執行部

を支える組織としての制度調査室（仮称）の設

置計画が印象に残りました。

四地協との質疑応答では、出席者の全員から

意見を聞くようにしたため、特定行政書士制度

やＯＳＳ（ワンストップサービス）を始めとし

て沢山の質問や要望が出されました。私個人と

しては、会費滞納者への対応と登録事務の簡素

化について質問させていただきましたが、即答

が得られるものではありませんが、重要な検討

課題として地方の声は伝わったと考えていま

す。

連絡会の後は「マイナンバー制度と行政書士」

についての研修。総務部の竹尾理事は、役員と

してもう少し理解を深めたいとのことで、話を

聞きに自費参加されていましたが、私の感想と

しては、この制度をビジネスチャンスとして捉

える人は別として、一般知識を得るためだけで

あれば徳島会で２回開催された研修会と遜色な

かったと感じました。

最後に、日行連の遠田会長は、当会の故小林

前会長からプレゼントされたネクタイを着けて

出席してくれており、懇親会では色々と思い出

話を聞かせていただきましたことを付け加えさ

せていただきまして、報告と致します。

―16―

報告者　副会長　 山　本　　　正
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平成27年度

◆◆◆ 行政書士試験 報告 ◆◆◆

平成27年11月８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。

平成27年度行政書士試験の徳島県の申込者数は290名。受験者数225名、欠席者数65名で、受験率は

77.59％でした。徳島県の前年度の申込者数と比べると、申込者数は29名（9.09％）減でした。

全国での申込者数は56,965名。受験者数は44,366名、欠席者数12,599名で、受験率は77.88％でした。

全国の前年度の申込者数と比べると、5,207名（8.38％）減でした。

近年、試験申込者数が毎年減少していますが、他の隣接士業の試験申込者数を見ましても、同様に

減少となっているところが多いようです。

なお、平成28年１月27日（水）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7.11％で、全国の合格率は13.1％でした。合格

者の皆様、おめでとうございます。

今年度は、徳島県での申込者数が300名を割り

込み、試験監督員の人員も昨年度より少ない配置

での試験実施となりましたが、円滑に試験を実施

することができました。

本部員、試験監督員、関係者の皆様のご協力の

おかげで、試験を無事に実施することができまし

た。試験運営へのご協力、誠にありがとうござい

ました。

試験会場：徳島大学（常三島キャンパス）

報告者　試験場責任者　 吉　田　嘉　光
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平成27年10月23日午後１時より東京都港区の

虎ノ門タワーズオフィス８階Room７に於い

て、一般社団法人コスモス成年後見サポートセ

ンターの第５回定時社員総会が開催されまし

た。徳島県支部よりは代表として私、杉本が参

加致しました。

定刻より開始された会場には、コスモス役員

及び各県の支部代表者並びにオブザーバーの会

員等の約100名が出席しました。次第は野崎理

事長（前）挨拶、来賓挨拶のあと、議長選出が

あり、神奈川会の田後会員が選出され議事の進

行へと移りました。

第５期事業報告、決算報告のあと、質疑応答

に入り、150件を超える質問書に対し担当理事

が一つ一つ丁寧に答弁を行いました。いずれも、

コスモスをＣＳＲとしての社会貢献部門と位置

付け、今後より良き組織として発展させるため

の建設的で前向きな質疑応答となりました。そ

の中で特筆すべきは本年に発生した当会員によ

る不祥事案に関して多数の質問と時間を割いた

事でした。後見業務に拘わる我々にとっては、

改めて倫理問題についての胸襟を糺す機会を得

たものと思っております。

その後第６期の事業計画、収支予算案の発表

があり、両案とも原案通り可決承認されました。

予定時間を大幅に超える白熱した審議となりま

した。小休憩の後第５号議案、新役員の選任に

なり、日行連第２業務部・社会貢献部門担当理

事より推薦された17名の役員が紹介されまし

た。前理事長よりコスモス発足からこれまでは、

新部門である組織ということで、日行連役員が

組織のバックアップを主導してきたが、５期目

を迎える事となった今期よりは、本来の後見業

務の担い手であるコスモス会員からの選出が主

となった旨説明がありました。但し、コスモス

の設立趣旨に則り、行政書士が行う社会貢献部

門を担う組織であり、選出基準も日行連の担当

業務部との密接な連携が不可欠であることから

して、選挙等の事案には馴染まない旨の補足説

明がありました。そして、全員原案通り可決承

認され、愛知会の山田高嗣会員が新理事長に就

任しました。同時に、業務管理委員、綱紀委員

会委員も選任されました。

その後、支部長会に移り、各県支部長が一人

ずつ自己紹介と現状の報告をし合い、全国各県

の支部長さんとの交流が和やかな雰囲気の中で

行われました。参加した会員さんのほとんどが

後見受任経験者で、四国の各支部長さんとも初

めての情報交換も出来、今後もお互い協力し合

う事を約束しました。最期に、山田新理事長の

就任挨拶があり総会の部は閉会されました。

午後７時より別館の会場で親睦会が盛大に行

われました。これには、各県代表会員並びに近

郊のコスモス会員が一同に集い、各支部の近況

や後見業務に関する意見交換がされました。隣

県の若い会員さんが多数の受任成果を挙げた経

緯、コスモス先進県のベテラン会員さんから今

日の確固たる実績を作るに至った貴重な苦労話

などを直接聞く機会を得る事が出来、ハードス

ケジュールではありましたが、大変充実した一

日となりました。今後の、コスモス徳島の発展

のため活かして参りたいと思っております。

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

第５回 定時社員総会報告

報告者　徳島県支部長　杉　本　　　宏
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平成27年12月12日（土）ろうきんホールにお
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、
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、
徳島県行政書士会及び
徳島弁護士会
が参加（日本公認会計士協会四国会徳島県部会
は欠席）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
画部員が担当し、受付・案内を私と大原企画部
副部長が担当しました。
当日は、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
９時までには集合し、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、徳島県社会保険労務
士会の田中康之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、相談者が待合所で待機
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。昼からも昨年に比べ少
なかったですが、最終的に多数の方が来場され
ました。
当会への相談は、農地転用、開発許可関係な
どがあり、私と大原副部長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。45名の方が相談に来られた
とのことです。会場を例年行っているアスティ
とくしまからろうきんホールへ変更した影響も
あり、相談者が昨年に比べ減少したものの、ご
来場いただいた方に満足していただける内容で
無事終えることができました。
相談会終了後、17時40分から徳島駅近くのイ
タリアン（トラットリア・ラ・フォンターナ）
で懇親会が行われました。
約20名が参加しての懇親会でしたが、日頃か
ら顔なじみの方が多いこともあり、和やかな雰
囲気で会食が進みました。相談会の総括や今後
の取組みについても話し合われ、相談会の定期
的な実施、防災への取組み、高校など学校への
講師派遣等、士業の連携強化や発展について議
論が交わされました。
今後も九士会で情報交換等していきたいと考
えています。企画部の取組みについて、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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新 入 会 員 の 紹 介  

■入会の動機■
子育ても仕事も終わり、好きな海外旅行も
ほとんど行ったし、ボランティア活動の食
生活推進協議会阿南支部会長も県理事も退
き（若い人にバトンタッチしました）、こ
れからの人生健康で心豊かな老後を目指
し、人との出逢いを大切にしたいから入会
しました。

■取扱業務■
指導して下されば何でも勉強し取り扱いた
いです。

■趣味・特技■
1. 旅行　2. 遊び　3. 食べる　4. 運動
5. 仲人　6. おしゃれ　7. 貯金
5，6，7は皆様の御指導と御助力が必要で
す。2016年も頑張ります。どうかよろしく
お願いします。

賀　上　和　代
徳島南部支部
平成27年９月15日入会

■入会の動機■
普段行っている税理士業務のなかで、お客様の
利便性を考慮し入会しました。

■取扱業務■
建設業許可・経営審査、中小企業支援

■自己ＰＲ■
徳島県内唯一の村出身。丑年生まれのB型です
が、几帳面な性格だと自分では思っています。
よろしくお願いします。

■趣味・特技■
ゴルフ、スポーツ観戦、車

久　米　健　司
徳島中央支部
平成27年11月１日入会

■入会の動機■
資格を通じて、地元の皆様のお役に立ちた
いと思い入会しました。

■取扱業務■
遺言、相続、離婚協議書作成

■自己ＰＲ■
精一杯がんばります。

■趣味・特技■
阿波踊り、空手

山　口　宰　弘
美馬三好支部
平成27年８月１日入会
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■入会の動機■
自分のペースで仕事をしていきたいと思い
入会しました。今までの経験から皆様のお
役に立てることもあるかと思います。

■取扱業務■
創業支援を主にやっていきたいと考えてお
ります。補助金の申請をお考えの方はご相
談下さい。容易ではありませんが、一緒に
考えていきましょう。

■自己ＰＲ■
早く丁寧な仕事を心がけています。親しみ
やすく、話がしやすいと良く言われます。
前向きな人のお話しを伺うのは大好きで
す。行政書士っぽくないと評判の事務所で
お待ちしています。

■趣味・特技■
ウィスキー党。特にスコッチ、「アードベ
ッグ」が大好物です。煙臭いと言われる方
もいらっしゃいますが…何でもパンチのあ
るものが大好きです。（人、モノ問わず）

秋　山　雅　美
徳島中央支部
平成27年11月１日入会

■入会の動機■
市民の方々に向けて、総合的なサービスを提供
したい為。

■取扱業務■
開発許可申請、農地転用、遺言・相続、会社・
法人手続等。

■自己ＰＲ■
年齢的にも若手の部類に属すると思いますの
で、フレッシュさを忘れず大事にして頑張って
参ります。どうぞ宜しく御願い申し上げます。

■趣味・特技■
読書、料理

山　岡　　　修
徳島中央支部
平成28年１月15日入会

■入会の動機■
税理士業務その他社会貢献活動を進めるに
あたって、信頼を得るため。

■取扱業務■
遺言・相続・遺産分割、会社・法人、中小
企業支援、建設業許可・経営審査

■自己ＰＲ■
速く正確に美しく仕事を進める。

■趣味・特技■
ウォーキング、真向法体操

久　米　和　夫
徳島中央支部
平成28年１月15日入会

♪
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昨年10月25日の日曜日、午前９

時30分より午後１時まで、沖洲マ

リンターミナルで開催された標記

の学習と活動体験に参加してきま

した。

今年はマリンピア協議会での大

規模な訓練は行われませんでした

が、徳島マリンピアライオンズク

ラブが結成20周年記念事業として

開催してくれました（協議会は後

援）。

地域防災の推進を目的とした体

験型事業で、50数人の参加者のう

ち当会からは大村会長以下５名が

参加しました。

マリンピアに個人事務所がある

という後藤田正純衆議院議員の挨

拶の後、前半は徳島県防災センタ

ーによる「地震から命を守る」と

いうプロジェクターを使っての座

学が行われ、南海トラフ地震の基

礎知識や地震が発生した場合の対

処の仕方が講義されました。

後半は、屋外で徳島東消防局と

日本赤十字徳島県支部による災害後活動体験が実施されました。私は、これまで７回ほど人命救

助訓練や消火訓練への参加経験がありますが、がれきを撤去しての救助方法や、新聞を使って骨

折部分を固定する方法、また毛布や衣類を使って担架を組み立てる方法は初めての体験でした。

その他、ロープワークも何度か受講していますが、すぐに舫
もや

い結びの結び方を思い出せなかっ

たりして、まともに出来たのは消火 器の使い方くらいでした。やはりこういう基本的な訓練は

繰り返し行うことが必要だと感じました。当会としても、これらの体験を踏まえて、今後の災害

対策に役立てていきたいと考えています。

報告者　副会長　山　本　　　正
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平成28年の新春を迎えて、謹んで新年のご挨拶
を申し上げます。今年の干支は申ということで、

かわいらしい猿のお話。

京都御所の北東角だけ塀が凹んでいて、その軒

下に木彫りの猿が祀られており、この角は「猿が

辻」と呼ばれています。陰陽道では北東の方向を

「鬼門」と言って「邪気の来る方向」と考えられ

ており、「邪気封じ」の為と言われています。さ

らに平安京は「鬼門」である北東に赤山禅院、比

叡山延暦寺、大津市の日吉山王神社を建立して邪

気の侵入を防ごうとしました。京都御所の猿は日

吉山王神社の使者でしたが、夜になるとこの付近

をうろつき通行人にいたずらをしたため、金網に

閉じ込められたといわれています。昼間でも暗く

目を凝らさないと見つかりませんが、烏帽子をか

ぶり御幣をかついでいる健気なお姿です。赤山禅

院の拝殿の屋根の上にもこの猿と向かい合ってい

るという猿の置物があります。猿には去るという

意味等があり祀られています。

そして御所の北の住宅街に幸神社（さいのかみ

のやしろ）という今は小さな神社があります。江

戸初期に現在の場所に移転しましたが、こちらも

桓武天皇が平安遷都の時に鬼門除け守護神として

建てられた歴史のある神社です。幸神社の本殿の

北東にも木彫りの猿が祀られており、左甚五郎の

作といわれていますがさだかではありません。格

子の向こうにあり、こちらもよく探さないと見つ

かりません。普段は静かな神社ですが申年、縁結

び厄除けの神様ということで今年は参拝者が増え

ることでしょう。個人的には京都の隠れスポット

としておきたいのですが、どちらの猿もとてもか

わいらしいので、興味のある方はぜひ会いに行っ

てください。御利益がありますよ。

報告者　広報部　部長　青　山　千予美

広報月間に、徳島阿波踊り空港の
正面玄関にポスターを掲示しました。

ssssssssssssssssssssss

無料相談開催中ののぼ
りを作成しました。
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私は、ライブが好きです。音楽、バレエ、演劇

はライブがいいです。

まずは音楽についてですが、一時期、男性ボー

カリストのコンサートにハマったことがありまし

た。CD、DVDにはない音の響き、魂から魂への

ストレートなメッセージには感動がありました。

次にバレエについてですが、私は、ある高校生

のバレリーナにすっかり魅了されています。共演

する新国立劇場のスターの中にあっても、威風

堂々と観るものを浄化し

てくれます。「自分の

バレエを観てくれ

る人の心に平和の

灯火を点じて行き

たい！一人一人の

心が穏やかであれ

ば、世界から争いな

どなくなるのに」と平

和への願いを込めて踊る姿

にエールを送らずにはいられません。

最後に演劇ですが、このところ、京都南座の

お芝居が大好きです。京都南座は、日本最古の劇

場として、1996年（平成８年）に国の登録有形文

化財に指定されました。

特に、バブル期にトレンディドラマの女王とし

て、人気を二分した浅野ゆう子さんの素晴らしさ

を知りました。テレビの画面からでは気付かなか

った浅野さんの魂の演技に触れて以来、すっかり

魅了されてしまっています。凄まじいまでのプロ

の仕事！がっちり心を掴まれてしまいました！

２時間30分の長丁場、セリフが完璧なのは当然と

解釈しても、そのひとつひとつに違った情感が込

められるのには、くぎづけです。私が初めて浅野

さんの舞台に魅せられた直後、浅野さんは、私生

活では闘病生活を献身的に支えて来た恋人を看取

られたそうです。あの全身全霊の舞台に、そうい

った背景があることに得心したものです。着物、

ドレス、それにキャリアウーマン風スーツ、何を

着てもお洒落で華麗！フラメンコまで飛び出し

て、まさに芸達者！真正面で観たけど、脚、凄く

細くて長いです！テレビよりもずっとずっと。現

実を忘れて夢の時間に浸れるライブは、いいです

よ。

南座に近い、三条河原付近は、多くの人々が往

来する土地柄、かつては、見せしめに処刑や晒し

首が行われていたとの言い伝えがあるようです。

豊臣秀次一族、石田三成らの公開処刑や石川五右

衛門の釜ゆでの刑が執行された場所だとか。暗い

歴史を経て、いまでは多くの人々が集まる煌びや

―24―

報告者　理事・申請取次行政書士管理委員　出　原　月　栄
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かな場所になっているのですね。明暗、表裏両面

の綿々たる営みの積み重なりが古都・京都の歴史

なのでしょう。

京都市は、世界で最も影響力があるとされるア

メリカの大手旅行雑誌で、世界の人気観光都市ラ

ンキング１位を２年連続で獲得しています。ここ

数年京都に行くと、外国人観光客が溢れ、京都駅

では、バックパッカーのツーリストから電車の乗

り換えを尋ねられて、大阪駅までガイドしたこと

もありました。京都を旅するのに外国語を勉強す

る必要性を感じました。英語は基本として、他の

言語も少し話せたらいいなあと思います。ラジオ

で多言語を聞き流していると、それぞれの文化の

話（日本語）ばかりが耳に届きます。

ライブの価値について、業務に翻ってみると、

私の場合、依頼人と直接面談する機会を可能な限

り多く持って、じっくり話を聞く。そこから依頼

の趣旨、意向、そして、真偽を見極めてから着手

する。入管業務は、特に危険な分野であることは

間違いなく、常に緊張感が伴います。肩が凝る毎

日、休日のリフレッシュは欠かせません。

週末、お寺に出掛けるのも趣味＆心身の健康を保

つ為のルーティンになっていますが、これについ

ては、次回、また機会があればお話したいと思い

ます。

どれだけ通信手段が発達して便利になっても、

私の仕事の進め方は、ひとつひとつ事実関係を丹

念に確認し、しっかり判断していく、依頼人と会

って話す、これはライブ！ライブの価値！プロの

仕事だと確信しています。

舞台で私に夢の時間を与えてくれる演技者たち

の技！それぞれの私生活には苦悩があっても、舞

台では、観客に夢を与えてくれる。観る者の心を

動かす技術は、表面上のセリフ、演技だけでは決

してなく、内なる心意気、真心にあると感じます。

私もプロとして、困っている人のお力になりた

いです。依頼人に喜んで頂きたいです。しかし、

決して情に流されてはいけない。善悪の判断基準

は、絶対にブレてはならない。その上で、より良

い仕事を提供して行きたいと、この原稿に向き合

いながら、決意を新たにしているところです。

日頃、自分の頭の中で、モヤモヤと考えていた

事を文章にしてみると、何かスッキリとして再確

認出来ました。新しい年に、心まで新しくなれた

気がします。このような良い機会を与えて頂いた

青山千予美広報部長はじめ広報部員の方々、個人

的な趣味の話にお付き合い頂き、ご一読下さいま

した皆さまに、心より感謝申し上げます。どうか、

皆さまにとりましても、新年が歓び多い年になり

ますように＼(^o^)／

今度は皆さんの趣味のお話もお聞きしたいで

す。ありがとうございました。

―25―
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皆さん、こんにちは。徳島南部支部長の花野

です。業務の合間のコーヒーブレイクというこ

とで、早速、趣味の歴史の話。

皆さん、織田信長やそれ以降の豊臣秀吉、徳川

家康を知っていると思います。織田信長は、地元

を固め颯爽と上洛を果たします。諸勢力との戦

いに勝利し、様々な改革を成し遂げ幕府を滅ぼ

しますが、天下統一道半ばで本能寺にて横死し

ます。その事業を受け継いだのが豊臣秀吉、戦

乱が続いた時代に終止符を打ち名実ともに天下

人となります。そして、その後の徳川家康によ

る260年の太平の歴史に引き継がれていきます。
私は歴史小説が好きで学生時代、司馬遼太郎

や柴田錬三郎の小説を読んでいました。大河ド

ラマも見ました。一通り見て、調べて飽きてき

たところ、ふと思いました。

織田信長の前はどうだったのかな～～？

そして調べると三好長慶という人物がいて中

央政界で辣腕を振るっていた。しかも徳島の三

野町芝生の出身ということで非常に興味を持ち

ました。一般的に三好長慶の歴史的評価は、下

剋上をした悪者であり、奸臣松永久秀の専横を

許した凡庸な支配者というものだと思います。

ん～～本当にそうなのかなぁ？

調べていくうちに織田信長に匹敵する人物だ

と思うようになりました。そこで、三好長慶に

ついて紹介したいと思います。専門家でないた

め知識が正確でない点はご容赦ください。

三好長慶は、1522年三野町の芝生城で生まれ、
11歳の時に父親が一向一揆を受け自害します。
この一向一揆は、主君である管領の細川晴元が

けしかけたもので実質主君に殺されてしまった

ようなものでした。父親は自らの最期を悟り、

長慶を落ち延びさせます。長慶の父を滅ぼした

ものの細川晴元も幕政運営に関して有能な三好

家に頼らざるを得ず、弱冠11歳の長慶を頼みに

し、長慶も臥薪嘗胆、主君に仕えて東奔西走、

戦場を駆け巡る日々を送ります。

そして、1549年。長慶は、父親殺しに関与し
た同族の三好宗三を攻め滅ぼします。この戦い

を江口合戦といいますが、三好宗三に加担した

主君細川晴元や時の将軍は、宗三の敗北を知る

と逃亡してしまいます。この1549年の江口合戦
から1564年長慶が病死するまでの約15年間、将
軍と和戦を繰り返しながら長慶は幕政の指導者

になっていきます。

ちなみに織田信長は、1568年の上洛から1582
年本能寺の変まで約14年間、京畿を支配してい
たということですので期間でいえば変わらない

ということになります。その期間、長慶の意向

なしに幕政を運営できなかったので最近では、

それを称して三好長慶は天下人であり、その政

権を三好政権と呼んでいます。

長慶が、約15年間、京畿を制すことができた
要因はいろいろあります。その一つは有能な３

人の弟の存在がありました。長弟の三好実休、

次弟の安宅冬康、三弟の十河一存です。この４

兄弟について阿波三好氏を中心とした軍記であ

る『南海治乱記』では、「三好長慶は智謀勇才

を兼て天下を制すべき器なり、豊前入道実休は

国家を謀るべき謀将なり、十河左衛門督一存は

大敵を挫くべき勇将なり、安宅摂津守冬康は国

家を懐くべき仁将なり」と紹介しています。

長慶は、本領阿波を三好実休に、讃岐を十河

一存に、淡路水軍を安宅冬康にそれぞれ任せ京

畿へ進出していきます。

ちなみに三好実休は、兄の京畿進出を助ける

ため阿波での主君・細川持隆を弑逆していま

す。まさに下克上を体現した人物ですが、稀代

の数寄者で名物を多数所持しており、武野紹鴎

から茶道を学び、千利休ら堺の豪商とも親交を

持っていたとのこと。また、鉄砲に被弾して戦
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報告者　徳島南部支部　支部長　花　野　宝　祥
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死した最初の戦国武将だともいわれています。

安宅冬康は、淡路水軍を統率し、阿波讃岐兵

の京畿への海上輸送を担当していました。また、

和歌に優れ、歌道の達者であり、穏健かつ心優

しい人物で、兄・長慶が殺戮を繰り返し傲慢に

なっていたところ、鈴虫を贈り、「夏虫でもよ

く飼えば冬まで生きる。まして人間はなおさら

である」と無用な殺生を諌める人物であったと

いわれています。

十河一存は、普通なら養生するぐらいの傷口

に塩をすり込んで消毒し、藤の蔓を包帯代わり

にして傷口に巻いて、再び戦場で猛然と槍を振

るう猛将であったといわれています。

また、長慶自身も連歌会を開くなど、豊かな

文化人でもあったといわれています。このよう

なそれぞれ特長を持った４兄弟の連携が、京畿

を制すことができた要因の一つと考えられてい

ます。もう一つは、松永久秀や三好三人衆（三

好長逸・三好政康・岩成友通）をはじめとする

有能な家臣がおり、長慶も適材適所で使いこな

していました。他にも堺の経済力に目をつけ早

くから抑えていましたし、宗教勢力とも友好な

関係を構築していました。

それらがうまくかみ合うことによって1550年
代後半に三好氏は全盛期を迎えます。三好氏の

勢力は阿波・淡路・讃岐はもちろん摂津・河

内・和泉・山城・大和・丹波・播磨などに及ん

でいたと言われています。

しかし、盛者必衰の言葉通り、60年代に入る
と身内の不幸が相次ぎます。61年に十河一存が
病死し、62年三好実休が戦死します。63年には
嫡男三好義興が病死し、長慶を支えた有能な身

内が毎年亡くなります。そして、その翌年64年
７月に長慶自身も病死しますが、その２か月前

に安宅冬康を誅殺してしまいます。その後、勢

力は急速に衰え、内部抗争の末、68年織田信長
の上洛の波に飲み込まれ、三好氏は歴史の表舞

台から忽然と姿を消します。

この三好長慶は、一般的に歴史知っている

方々には評判が悪いです。

その理由は、

①主君であり親の仇でもあった管領細川晴元や

将軍と対立したこと

②長慶没後一年以内に将軍弑逆が起こり、家臣

同士（松永久秀と三好三人衆）が仲たがいを

始め京畿を混乱させてしまったこと

③仁将である次弟安宅冬康を誅殺してしまった

こと

の３点だろうと思います。

①については前述通り仕方のないことです

し、②についても長慶没後、将軍が三好氏排除

に動いたからであり、その後、家臣間で路線闘

争が起こったからです。強烈なカリスマ性を持

った指導者の後はよく起こることなので理解で

きます。

わからないのは③で、なぜ仁将・安宅冬康を

誅殺したのかということです。いろいろ説が言

われていますが、結局のところわからない。ま

た、安宅冬康のお墓がどこにあるか未だに判明

していないとのことです。このわからない部分

が残っていることが、三好長慶や三好氏の魅力

なのかもしれません。

非常に劇的であるとともになした業績に比し

て正当に評価されていない、または、そもそも

研究されていない人物・一族だなと思います。

歴史に埋もれさせるには惜しい。このような人

物・一族が、この徳島にいたということを知ら

ないのはもったいない。

現在、戦国期に阿波の政治・経済・文化の中

心地として栄えた勝瑞城館跡の発掘調査が、藍

住町教育委員会により継続して行われていま

す。勝瑞城館といえば三好実休と関係が深く茶

会のため堺の豪商が訪れていたとのことです。

このような歴史を知っていると普段業務で訪れ

る街並みや地形も興味深いですし、移動距離の

長さも気にならないのではないでしょうか？

また、先年、小説家の天野純希氏が、『覇道

の槍』という小説を出版されています。三好長

慶のお父さんについて書かれたお話ですが、非

常に読みやすいのでコーヒーブレイクの合間に

いかがでしょうか？

以上
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新年明けましておめでとうございます。
平素より会員の皆様には、徳島県行政書士政
治連盟の運営にご理解、ご協力を賜り心より御
礼申し上げます。
行政書士法は昭和26年２月22日に制定、同年
３月１日に施行されて以来、幾多の法改正を経
ています。平成26年12月27日に施行された法改
正では、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ことに
なりました。
日行連は、各都道府県行政書士会の協力を得
て、平成27年７月から10月にかけて特定行政書
士法定研修の講義、考査を実施しました。その
結果、全国で2,428名、徳島県行政書士会にお
いては９名の特定行政書士が誕生しました。特
定行政書士は、許認可等の申請から不服申立て
手続を一貫して取扱うことができることになり
ました。
長年の悲願であった行政不服申立て手続の代
理権が付与されることになったのは、日政連が
日行連と連携して、長年にわたり行政書士法改
正の政治活動を進めた結果です。
行政書士法は、議員立法です。その改正には、
各政党の行政書士制度推進議員連盟を通じて衆

参法制局、各政党の部会・政策審議会に上げる
ことからはじまり、対立する他業界との議員連
盟との調整等を経て、最後に衆参両院の委員会
審議を経て本会議に上程となる道のりがあり、
長年に亘る地道な努力の積み重ねが必要です。
行政書士法の改正をはじめとして、行政書士
の社会的・経済的地位の向上、職域の確保・拡
大等を図るための政治活動は、日政連でしかで
きないものです。今回の特定行政書士の法改正
のように、その成果の恩恵は、日政連の会員で
ない行政書士も受けています。
徳島県支部（徳島県行政書士政治連盟）の加
入率は、下記のとおり平均で58%しかなく、加
入率を高めなければなりません。日政連及び各
支部が活動するためには、活動資金も必要です。
未加入会員の皆様に政治連盟の運営にご理解を
賜り、一人でも多くの方に加入していただくよ
う努めたいと思っております。
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、行政書士の社会的・
経済的地位の向上のために活動して参りますの
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。

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 青　山　卓　嗣

政連事務局日誌

《１月》
21日・日政連幹事会（於東京）開催　大村会長　出席

支　部　名 会　員　数 加入者数 未加入者数 加入率%

徳 島 中 央 109 69 40 63

徳 島 西 部 41 27 14 65

徳 島 南 部 59 34 25 57

徳 島 北 部 55 25 30 45

阿波・吉野川 38 18 20 47

美 馬 三 好 35 25 10 71

計 337 198 141 58

支部組織状況表 （平成27年12月末日現在）
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【事務局日誌】

《８月》
４日・部長会（於本会会議室）開催
５日 行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
26日・網紀委員会（於本会会議室）開催
28日・日行連第一業務部会（於東京）開催　大村会長　出席

《９月》
２日・業務指導部実務研修会（於阿南市コスモホール）開催

・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
９日・理事・支部長・監察委員合同会議（於本会会議室）開催
10日・日行連会長会（於愛媛）開催　大村会長　出席
16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）
28日・業務指導部会（於本会会議室）開催

《10月》
１日・行政書士電話無料相談（於本会会議室）開設
４日・特定行政書士法定研修効果測定（於本会会議室）

・行政書士無料相談会（於徳島市）開設
５日・行政書士無料相談会（於松茂町）開設

・行政書士無料相談会（於上板町）開設
７日・行政書士無料相談会（於美馬市）開設

・行政書士無料相談会（於東みよし町）開設
13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
17日・行政書士無料相談会（於徳島市）開設

・行政書士無料相談会（於小松島市）開設
19日・行政書士無料相談会（於藍住町）開設

・行政書士無料相談会（於吉野川市）開設
20日・行政書士無料相談会（於吉野川市）開設
21日・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（於徳島市）開設

・行政書士無料相談会（於阿波市）開設
・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
26日・行政書士無料相談会（於板野町）開設
28日・網紀委員会（於本会会議室）開催

28～29日・日行連第一業務部会（於東京）開催　大村会長　出席
31日・行政書士無料相談会（於石井町）開設

・行政書士無料相談会（於牟岐町）開設

《11月》
４日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
８日・行政書士試験（於徳島大学常三島キャンパス）

11～12日・日行連理事会（於東京）開催　大村会長　出席
16日・行政書士無料相談会（於鳴門市）開設
18日・業務指導部実務研修会（於アスティとくしま第３会議室）開催
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20日・監察部会（於本会会議室）開催
21日・行政書士無料相談会（於阿南市）開設
24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、

大原企画副部長　出席
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
27日・日行連と四地協との連絡会（於新居浜市）開催 大村会長、青山・喜多・山本副会長、

出原理事　出席
・四地協事務局連絡会（於新居浜市）開催
・四地協研修会（於新居浜市）開催

《12月》
２日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
４日・業務指導部実務研修会（於本会会議室）開催
９日・申請取次行政書士管理委員会（於本会会議室）開催
12日・士業ネットワークなんでも無料相談会（於徳島県立中央テクノスクールろうきん

ホール）開催
16～17日・日行連第一業務部会（於東京）開催　大村会長　出席
28日・事務局仕事納め

《１月》
５日・事務局仕事始め

・新年あいさつまわり
６日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
20日・広報部会、正副会長会（於本会会議室）開催
21日・日行連理事会（於東京）開催　大村会長　出席
22日・日行連新年賀詞交歓会（於東京）開催　大村会長、青山・喜多・山本副会長　出席
29日・役員合同会議、新年互礼会（於サンシャイン徳島）開催

88888888 会員の動静 【８月～１月】88888888

■新規登録■

山口　宰弘　美馬三好支部（８．１）入会

田中　敏彦　徳島南部支部（９．１）入会

賀上　和代　徳島南部支部（９．15）入会

久米　健司　徳島中央支部（11．１）入会

秋山　雅美　徳島中央支部（11．１）入会

久米　和夫　徳島中央支部（１．15）入会

山岡　　修　徳島中央支部（１．15）入会

■登録抹消■

重松　　繁　徳島中央支部（７．30）廃業

中野　修一　阿波・吉野川支部（８．11）廃業

河口健二郎　徳島中央支部（８．31）廃業

岡本　　宏　美馬三好支部（９．30）廃業

吉成喜久男　徳島南部支部（10．31）廃業

丸田　賀朗　徳島南部支部（11．30）廃業

三崎　　豊　徳島西部支部（12．23）廃業

平岡　宏成　徳島南部支部（１．19）死亡

〔訃報〕 徳島南部支部 平岡宏成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

大変お忙しい中、原稿を頂きました皆様。本当にありがとうございました。皆様のご協力のおかげで、2016年冬

号も無事発刊することができました。心よりお礼申し上げます。

また、会員の皆様で、報告したい体験談や趣味・特技に関すること等々、原稿を掲載したいと思われた方がいらっし

ゃいましたら、是非お気軽に広報部までご連絡ください。

私事ですが、先日和歌山県に行った際に「和歌山ラーメン」を食べました。食べてみた感想ですが、私が行ったお店

のスープは豚骨醤油味で、非常に徳島ラーメンと似ているなと感じました。とてもおいしかったです。また和歌山県に

行った時は食べたいなと思いました。

まだまだ寒い季節です。皆様、風邪やインフルエンザにかからないよう、体調にはお気をつけください。

（広報部　副部長　坂東　博司）

編 集 後 記

「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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TEL 088 ―622 ―5756

Club

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.６ ５ ２ － ９ ３ ５ １ 　 FAX.６ ５ ２ ー ９ ３ ９ ９  
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行 政 と く し ま

徳島県行政書士会　770 0873 徳島市東沖洲二丁目１番地８（マリンピア沖洲内） ＴＥＬ（088）679－4440
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