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表紙写真／「連絡船から見た出
て

羽
ば

島
じま

」　　撮影場所／出羽島　　撮影者／古澤　　圭　氏
【概要】牟岐町にある面積約400平方メートルの島。住民は70名ほど。古き良き漁村集落のたたず

まいを今に残すことから、平成29年₂月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。
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　本年₅月の定時総会及び₆月₅日の理事会で新役員が決定しました。松村新会長が打ち出し
た「積極的に行政に関わって行く」という新たな方針のもと、就任早々の₆月16日には会長・
副会長ら役員が県庁と徳島市役所を訪問し、ご挨拶して参りました。17ページに「徳島県・徳
島市表敬訪問」と題してその様子のごく一部が紹介されていますが、実際は以下のとおり多く
の方々と面会して行政書士会の存在を強烈にアピールしました。
県　庁（訪問順）○熊谷幸三徳島県副知事，○徳島県経営戦略部　大田泰介部長、岡田芳宏副部長，
○徳島県県土整備部建設管理課　飯田博司課長、同課審査担当　山下一男課長補佐（リーダー），○
徳島県農林水産部…もうかるブランド推進課…輸出・六次化推進室　山本祐次室長
県庁内を案内してくださった長尾哲見県議、井川龍二県議、そして徳島県経営戦略部総務課…学事調
査担当…松原伸也様、有難うございました。

徳島市役所（訪問順）○遠藤彰良徳島市長，○徳島市企画政策局秘書課　大西範雄課長，○徳島市農
業委員会事務局　歌川康司事務局長、　伊賀俊雄次長，○徳島市都市整備部建築指導課　有本正博課
長，○徳島市保健福祉部福祉事務所…介護・ながいき課…高齢者いきがい係　三並亜希係長，○徳島
市市民環境部住民課　大久保達人課長，○徳島市市民環境部市民生活課長兼さわやか窓口相談室　
幸田元宏課長、松並昌世室長補佐

　ご対応くださった各課の皆様、有難うございました。

　2017年夏号発行にあたりお忙しい中、原稿を寄せて頂いた皆様に感謝いたします。お蔭さま
で無事完成し、お届けできました。今後も「行政とくしま」は徳島県行政書士会の行事や新た
な取組みを広報していくとともに、会員の皆様方個々の活動もご紹介していきたいと考えてい
ます。業務に関する報告や情報、趣味・サークルの参加募集案内や日々の雑感などなど、すべ
ての会員様からの原稿をお待ちしておりますのでお気軽に広報部までご連絡ください。

（広報部長　川﨑　　浩）

編 集 後 記
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　平成29年 ５ 月20日開催の定時総会で実施され
ました会長選挙におきまして、新しく会長に選
出され就任致しました。会員の皆様の多大なる
ご支援に心より御礼申し上げます。
　私は、平成18年 ８ 月に入会し、業務歴11年に
なります。本会において、私は、年齢・業務歴
とも若手から中堅といった立場になろうかと思
いますが、このような私にできることは、新し
い発想で、とにかく汗を流して動くことだと思
っています。私自身、行政書士業務に誇りとや
りがいを持って日々を過ごしています。取扱業
務も、外国人関係、建設関係、産廃関係、風営
関係、土地関係、自動車関係と多岐にわたります。
　業務を行う中で、少子高齢化や申請の電子化
など、業務を脅かす要因が多々あることを感じ
ており、これまでと同じことだけをしていては、
行政書士が食べていくことのできない資格にな
ってしまうとの危惧もあります。
　このような危惧を跳ね除け、行政書士が県民
の皆様や企業様に頼りにされ、確固たる地位を
築いていくために、主に次のことに取り組んで
参ります。
１ 　日行連、四地協、全国の単位会から情報を

入手分析し、本会に役立てる。
２ 　行政機関との結びつきを強化し、情報の入

手、非行政書士の排除、要望を行いやすい環
境を整える。

３ 　不動産等業界団体、金融機関との連携を深
め、業務の発掘に努める。

４ 　研修を充実させ、会員の業務能力向上に寄
与する。

５ 　他士業団体との連携を強化する。
　上記等について役員等一丸となって取り組む
ことにより、自動車保有関係手続のワンストッ
プサービス（ＯＳＳ）対応など、行政書士が勝
ち残っていく環境作りに努めます。
　また、成年後見等、社会貢献活動にも力を入
れて参ります。高齢化が進む中で、行政や地域
から頼りにされる存在になれるよう取り組みま
す。
　さらに、福利厚生の一環として、士業対抗の
ソフトボール大会に本会も参加します。スポー
ツで健康的な汗をかき、会員同士が業務を離れ
て付き合いを深める良い機会になりますので、
会員の皆様におかれましては、積極的にご参加
いただきますようお願い申し上げます。
　課題が山積みの現状ではございますが、私自
身が自分自身に厳しく研鑚に努め、行政書士制
度に精通し、ピンチをチャンスに変える気概で、
常に成果を意識しながら会務運営に取り組んで
参る所存です。
　会員の皆様におかれましては、本会の発展、
業務拡大等のために、どうかご理解、ご支援を
賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

徳島県行政書士会　会長　　松　村　和　人

徳島県行政書士会

平成29年度
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　本日は徳島県行政書士会、平成29年の総会、
誠におめでとうございます。大村会長はじめ皆
さま方のおかげでいろいろな官公署に対する書
類の手続き、県民一同が大変お世話になってい
ることを、心より厚く御礼申し上げます。昭和
26年から法制化されまして、そういう中でいろ
いろな手続きをしていただいているわけでござ
いますが、やはり一般市民、県民は自分ではで
きないことをやってかえって、いろいろ問題が
出てくる場合もございますので、今後ともしっ
かりとお願いしたいと思います。
　そして私も国政に上げていただきまして、は
や ４ 年半余りがたちました。今、国が持ってい
る、あるいは地方が持っている大きな問題点 ２
点だけお話しさせていただきたいと思います。
　まず少子高齢化です。この問題は常に新聞紙
上をにぎわせております。私が県議会議員に当
選したとき、26年ほど前ですが、その頃から少
子化問題は常にいわれていました。今の人口動
態でいきますと、2040年には徳島県は57万人、
2050年には50万人となります。このとき日本の
人口はどうなるか。若干延びましたが、2053年
に日本の人口は １ 億人を切ります。ジェットコ
ースターでいえば、今は登り切って、下りに入
っています。人口は減っていっているのです。
これから一気に下がっていくような状況になる
と思います。この問題というものは、やはり根
本的に難しいのです。
　例えば、今から一生懸命少子化対策を取ると
いたしまして、20代、30代のいわゆる子どもを
生むという女性、10代後半あるいは40代半ばぐ
らいまでの女性も生むことができるかもしれま
せんが、そういう人の数を調査しました。この
数字を見ますと、徳島県では、ここに那賀町の
方がいたら誠に申し訳ないのですが、那賀町が
85％です。85％というのは、今100人いたら85
人になるというのではなく、85％減るのです。
そういう数字です。一番減る数字が少ないのが
北島町で29％、次いで藍住町の32％、徳島市が
大体50％という数字です。こういうふうな状況
です。今から一生懸命対策を取って、その先の
対応も取らなければいけません。こういう大き
な人口の問題も抱えています。そのためにいろ
いろ私どもも国会のほうで頑張って対応を取れ

るように、あるいは小泉進次郎さんが若手中心
に新しい年金制度を利用し、そういう年金保険
という中で子どもをどうすべきか、ということ
を今いろいろ議論している最中です。
　もう一つは地球温暖化の問題で今は大して思
わないかも分かりませんが、 ５ 月からクールビ
ズになりました。きょうは恐らく28度、30度近
くになるのではないかと思います。皆さん、サ
ワラという魚を知っていますか。サワラは、魚
偏に春「鰆」と書きます。この魚は、もともと
瀬戸内海の魚だと私は認識していました。香川
と岡山です。魚が好きな人でしたら皆分かりま
す。先般私は連休後半に、石破先生とともに気
仙沼の漁港へ行きました。そのときに組合長さ
んの所へ魚を見に行きました。サワラがたくさ
ん水揚げされているのです。「これってサワラ
ですよね。」「それが最近よく捕れるのです。」「そ
うですか。」　次に聞いたことにもっと驚きまし
た。岩手のお隣の青森県の大間のマグロは、ク
ロマグロにいろいろな規制が掛けられて、それ
ほど捕れなくなりました。今はサワラがたくさ
ん取れるので、青森県はサワラを売り出してい
るのです。ホームページに出ていますから見て
ください。
　こういうふうに日本全体も世界も地球温暖化
ということで非常に変わっております。われわ
れが小さい子どものときに、北海道でコメがで
きるなどと夢にも思いませんでした。今、北海
道で農林水産大臣表彰されるほどの物ができま
す。そういうことを、ぜひ先生方にはお考えい
ただいて、CO ２ 、大気汚染、就労規則含めたい
ろいろな地域活動にご参画をいただきたいで
す。やはり一人一人がやっていかないと絶対に
変わるものではないと思っていますので、共に
考えながらやっていきたいと思っています。
　これからの行政書士会のますますのご発展を
心よりご祈念、ご期待申し上げます。私も東京
で、日本行政書士会連合会によく会長さんもお
いでになっていて、パーティーにも出させてい
ただいております。また、うまくいろいろ考え
て政策も一緒にやってもらいたいと思っていま
す。本日は本当におめでとうございます。

衆議院議員　　福　山　　　守

平成29年度
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　徳島県行政書士会の皆様におかれましては、
日頃から行政手続きの円滑な実施はもとより、
県政各般にわたり格別のご理解ご協力を賜って
おりますことに、厚くお礼を申し上げます。
　また皆様には昭和26年の行政書士法施行以
来、60年を超える長きにわたり、県民の皆様の
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、大村
会長をはじめ、歴代会長の皆様、並びに会員の
皆様のこれまでの多大なご尽力に対し、深く敬
意を表する次第であります。
　さて、我が国の最重要課題の一つとなってい
るのが、急速に進む「人口減少」の克服と、過
密の度を増す「東京一極集中」の是正であり、
国・地方を挙げて地方創生の取組みが本格化し
ております。本県におきましても、「知恵は地
方にあり」との気概のもと、心安らぐ自然環境
の中、テレワークで大都市と変わらない成果を
上げる「サテライトオフィス」の誘致や、「消
費者庁の徳島県移転」に向けた取組みなど、「一
歩先の未来」を先取りし、課題解決の処方箋を
創造するとともに、全国モデルとして発信し、
地方創生、ひいては「日本創生」に向けて、積
極的に施策を展開しております。
　県民ニーズが一層多様化・複雑化していく

中、県民と行政の橋渡し役であり、「行政手続
きのスペシャリスト」でもある行政書士の皆様
に寄せられる期待は、ますます高まっておりま
す。今後ともさらなる研鑽を加え、県民の皆様
の権利の擁護や、円滑な義務の履行に、なお一
層ご活躍されますようご期待申し上げます。
　結びに徳島県行政書士会のさらなるご発展
と、本日ご参会の皆様のますますのご健勝ご活
躍を心よりご祈念申し上げまして、お祝いの言
葉といたします。本日はおめでとうございまし
た。

徳島県知事　　飯　泉　嘉　門

平成29年度
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　本日は、多数のご来賓のご臨席を賜る中、徳
島県行政書士会の平成29年度定時総会が盛大に
開催されましたことを心よりお慶び申し上げま
す。また、日頃より大村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
合会の事業運営に多大なるご理解とご協力を賜
り、この場をお借りしまして、厚く御礼申し上
げます。
　さて、私は一昨年度の日本行政書士会連合会
の定時総会において会長に選任いただき、以来、
様々な施策を実行してまいりました。この ２ 年
間を振り返ると、必ずしも思い描いたとおりに
はまいりませんでしたが、それでも私を支えて
くれる仲間の思いと共に、制度発展のための事
業実績を積み上げ、会員の皆様と制度の未来の
ための結果を残せたのではないかと考えており
ます。
　昨年度においては、所有者不明土地問題や空
き家対策のような行政書士制度に関わる重要な
国家的政策課題への対応を図るべく、専属的機
関として行政書士制度調査委員会を設置しまし
た。また学術的研究事業にも力をいれ、特定行
政書士業務ガイドラインを作成するなど、新時
代の行政書士の姿を明確にし、会員の皆様がよ
り誇りと自信を持って職務に励むことができる
よう、日行連自らが研究・検証した文献を作り
上げました。その目玉となる条解行政書士法は、
6 月の定時総会の場で役員、代議員の皆様にお
渡しできる予定です。
　一方で制度のために対処すべき課題は、まだ
まだ山積しております。特定行政書士は既に34
名を超え、活躍事例も報告されるようになって

まいりました。今後は不服申立ての代理業務の
みならず、行政不服審査法により自治体が設置
する第三者機関委員への登用などを例として、
その知見は社会的にも益々必要とされることに
なるでしょう。必然的に向上するであろう特定
行政書士の地位を確固たるものとしつつ、その
人数をさらに増やすべく、研修を含め、特定行
政書士制度のさらなる充実を図っていかなけれ
ばなりません。
　このような制度としての大きな課題に取り組
みつつ、日々変化する国や社会の様々な施策に
も対応するには、会員の皆様の思いを一つにま
とめ、組織力を高めて当たっていかなければな
りません。私は行政書士制度を誰よりも愛して
います。その想いと共に、今年度も身近な街の
法律家としての行政書士制度の確立に向け、全
国の単位会と連携し、会員の皆さまの思いをし
っかりと受けとめて、前進していくことを、こ
の場を借りてお約束します。
　結びとなりますが、徳島県行政書士会の益々
のご発展と、会員の皆さまのご健勝を祈念し、
お祝いのご挨拶とさせていただきます。本日は
どうもおめでとうございました。

日本行政書士会連合会　会長　　遠　田　和　夫

平成29年度
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　本日は行政書士会の総会にお招きをいただき
まして、誠にありがとうございます。
　先ほど来、いろいろな方のお話がございまし
たが、私も １ 点だけお話をさせていただきたい
と思います。
　先ほどごあいさつをされた福山代議士とは、
平成 ３ 年に県議会に当選をして以来、早いもの
でもう27年目になるわけでございます。私はこ
の間、世の中の変化というものはすさまじいも
のがあるということを、あらためて実感をして
おるところでございます。高度情報化とか情報
公開とか、皆さん方の業務におきましても大変
な変化がこの間おありだったと思います。
　その一番大きな変化は、携帯電話ではないか
と思います。平成 ３ 年に県議会議員になったと
きは、大変大きな重たい携帯電話を持っており
ましたが、もうそれ以来何台買い替えたか。そ
して、この小さなスマホである意味全ての情報
が得られるという時代を、当時は想像もできな

かったことが、今は当たり前のような時代にな
っているわけでございます。
　そういう意味からいたしますと、恐竜が時代・
社会の変化に対応できず滅びたということを、
いつも思い出させるわけですが、政治家も、ま
た各団体等々も、本当に時代・社会の変化に対
応していくことが大事であるなと、このように
思うところでございます。
　私も顧問を仰せつかりまして、そうしたこと
を思いながら微力ではありますが、今後ともし
っかり皆さん方のお役に立ってまいりたいと、
このように思っているところでございます。ま
た、今後ともいろいろ教えていただきまして、
共に県政の発展のために頑張ってまいりたいと
思いますので、今後ともよろしくお願いを申し
上げます。
　本日は本当におめでとうございます。また、
ありがとうございます。

徳島県議会議員　　長　尾　哲　見

　行政書士会の皆さまには、日頃より大変お世
話になっております。
　福山代議士もおっしゃっておりましたが、や
はりどう考えても地方創生、徳島県に元気を出
してもらわなければいけないと、ひたすらそれ
を考えております。
　島根県のとある町は、首都圏に住んでいるシン
グルマザーの方の子育てに優しい、仕事も家も
あるということで、シングルマザーを集めてきて、
運が良ければ地元の男性の方と結婚していただ
いてというように、どんどん人口を増やしてい
るなどいろいろな取り組みをやっています。
　今、本当に首都圏も含めて、全国が皆、地方
創生というか、人を集めてくるように、一生懸
命知恵を使って競い合っております。その中で
徳島県も出遅れないように、空き屋対策と仕事、
やはりずっと仕事を提供してあげれば、徳島県
だって必ず首都圏からいろいろな人を集めてく
ることができると思います。東京都の豊島区で
も、東京23区内で人口がどんどん増えています
けれども、それでもこういう二極性があって、

この部分の不足が主になってきて、やっぱりこ
の30年、40年、よそから連れてきたりするとい
うことで、いろいろ計画があります。
　本当に真剣になって、人口を増やすことは無
理かもしれませんが、目減りしないように食い
止めていく、これがこれからの徳島に課せられ
た仕事だと思います。徳島県に元気を取り戻さ
なければなりません。四国新幹線という話もあ
りますが、一番簡単なのはやはり、高松から瀬
戸大橋を通して新幹線開通が一番簡単なのかも
しれませんが、やはり紀淡海峡を通した紀淡ト
ンネルを建設して、そして大鳴門橋を通って徳
島まで開通させる。それから九州へ抜けて行く。
やはりこういう夢を描き続けて、語り続けてい
かなければならないと思っております。
　そのためにも、やはり街の相談所というので
しょうか、行政書士会の皆さまには、いろいろ
なことで今後お力添えを頂きたいと思います。
皆さまのご健勝とご活躍を心より祈念いたしま
して、私の言葉とさせていただきます。本日は
大変おめでとうございました。

徳島県議会議員　　井　川　龍　二

平成29年度
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　本日、平成29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。大村会長様をはじめ、徳島県行政
書士会会員の皆さま方におかれましては、日頃
より住民と行政との懸け橋となり、公共の福祉
の増進と社会の発展に多大なるご尽力を賜って
おりますことに深く敬意を表しますとともに、
心から感謝を申し上げます。
　また本市が実施しております暮らしの相談事
業におきましても、行政書士の皆さま方のご協
力をいただくなど、市政各般にわたり、格別の
ご支援とご協力を賜り、この場をお借りいたし
まして、あらためてお礼を申し上げる次第でご
ざいます。
　さて、ご承知のとおり、現在国や各自治体に
おきまして、人口、経済の東京への一極集中や、
急速に進展する人口減少や少子高齢化など、さ
まざまな課題を解決するため、各地域がそれぞ
れの特性を生かした自律的、持続的な社会を目
指す地方創生の取り組みが進められているとこ
ろでございます。
　本市におきましても、こうした社会情勢に対
応するため、新たな町づくりの指針となります徳

島市まちづくり総合ビジョンを策定し、「つなぐ」、
「まもる」、「おどる」の ３ つの基本目標を軸に、
水と緑に恵まれた豊かな自然、阿波おどりなど
の個性的な文化、特色ある伝統産業など、本市
固有の強みを生かした施策を推進することで、
市民の皆さまに笑顔倍増を実感していただける、
市民が主役の町の実現を目指してまいります。
　しかしながら、こうした取り組みをより効果
的に推進するためには、地域住民にとりまして
最も身近な法律の専門家であり、行政手続きの
プロフェッショナルとして、多様化、複雑化す
る住民ニーズに応え、サービスの向上にご貢献
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。どうか皆さま方におか
れましては、日々積み重ねられた豊かな知識と
ご経験を十分に発揮していただき、本市の町づ
くりにより一層のご支援ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
　結びとなりますが、徳島県行政書士会のさら
なるご発展と、本日ご出席の皆さま方の今後ま
すますのご健勝ご活躍を祈念いたしまして、ご
あいさつとさせていただきます。本日は本当に
おめでとうございました。

徳島市長　　遠　藤　彰　良

　本日は平成29年度徳島県行政書士会定時総会
の開催、誠におめでとうございます。
　大村会長様をはじめ、行政書士会の皆さま方
におかれましては、市政各般にわたり、ご理解
とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
また、当市におきましては、市民の方を対象と
した無料の法務相談を実施していただいており
ますことも、重ねて感謝申し上げます。
　さて、近年は住民の皆さまの権利意識の向上
もあり、権利義務に関する書類を作成する行政
書士の皆さま方が果たされる役割は、ますます
大きくなっております。また、住民の皆さんの
ニーズもますます多様化しており、私たち行政
といたしましても、これに的確に対応していく
ため、スピード感を持った対応がより一層求め
られております。

　このような中、行政書士の皆さまにおかれま
しては、最も身近な法律の専門家として、私ど
もと協働していただいており、大変心強く、あ
りがたく感じているところでございます。どう
か皆さま方におかれましては、今後におきまし
ても住民ニーズと行政の懸け橋として、住民の
権利擁護を通じて、公共の福祉の増進にご貢献
いただきますとともに、行政運営各般にわたり、
温かいご支援とご協力を賜りますよう、お願い
申し上げます。
　結びとなりますが、徳島県行政書士会の今後
ますますのご発展と、本日ご参会の皆さま方の
ご健勝ご多幸をご祈念申し上げまして、ごあい
さつとさせていただきます。本日は本当におめ
でとうございます。またいつもお世話になって
おります。

鳴門市長　　泉　　　理　彦

平成29年度
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　本日は平成29年度徳島県行政書士会の定時総
会が、このように多くの皆様が出席のもと盛大
に開催されましたことに、高い所からではござ
いますが、お喜び申し上げたいと思います。大
変おめでとうございます。
　平素、皆さま方におかれましては、官公庁へ
の許認可申請、またコンサルタント業務により
まして、行政手続きの効率化を目指す、地方行
政の円滑な運営に大きく寄与されておりますこ
とを、心から敬意と感謝を申し上げる次第でご
ざいます。
　さて、近年、人口減少や自然災害への対応を
はじめ、経済情勢の変化、市民ニーズの多様化
に伴いまして、地方行政に求められる役割も大
きく変化をしているところでございます。阿波
市は合併しまして本年で13年目を迎えるわけで
ございますけれども、本年度から第 ２ 次阿波市
総合計画の中で、前期計画と同様、「協働・創造・
自立のまちづくり」を基本理念としております
が、この理念における協働とは、市民の皆さま
と行政が知恵を絞り、共に手を携えながらさま

ざまな課題の解決に向けて行動することを意味
しております。
　こうした中、行政手続きの専門家として市民
の皆さまのさまざまな課題や要望に真摯に向き
合い、尽力されている行政書士の皆さま方は、
地域課題の解決に寄与するだけでなく、市民と
行政の橋渡し役も担われておりまして、先ほど
申しました総合計画の理念を実現する上で、市
民の皆さまと行政の双方において大変重要な存
在になるものと考えているところでございま
す。どうか皆さま方には、今後とも会員相互の
連携と交流を一層深められ、さらなるご活躍と
発展、拡充に努められることをご期待申し上げ
ますとともに、阿波市政に対しましても引き続
き温かいご支援ご協力を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げる次第でございます。
　結びに、徳島県行政書士会の今後ますますの
ご発展と、本日ご出席の皆さま方のご健勝ご活
躍を心よりご祈念申し上げまして、お祝いの言
葉とさせていただきます。本日は誠におめでと
うございました。

阿波市長　　藤　井　正　助

ご来賓のご紹介

	 徳 島 県 経 営 戦 略 部　部　長	 大　田　泰　介　様
	 徳島県知事	 飯泉嘉門様代理
	 日本行政書士会連合会　副会長	 北　上　雅　弘　様
	 会長	 遠田和夫様代理
	 徳 島 市 市 民 環 境 部　副部長	 杉　野　　　聡　様
	 徳島市長	 遠藤彰良様代理
	 鳴　　　　門　　　　市　副市長	 谷　　　重　幸　様
	 鳴門市長	 泉理彦様代理
	 徳島県土地家屋調査士会　会　長	 西　岡　健　司　様

	 徳島県社会保険労務士会　会　長	 米　澤　和　美　様

	 徳 島 県 司 法 書 士 会　副会長	 内　田　正　和　様
	 会長	 玉岡哲也様代理
	 顧 問 弁 護 士	 真　鍋　忠　敬　様
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　平成29年 ５ 月20日（土）午後 １ 時よりサン
シャイン徳島において、平成29年度徳島県行政
書士会定時総会が開催された。
　総会は亀井総務副部長の司会で始まり、喜多
副会長の「開会の辞」のあと、物故会員の冥福
を祈り黙祷を捧げた。続いて、大村会長のあい
さつ、来賓の方々の祝辞があった。
　議事に移り、司会者から議長の選任について
会場に諮ったところ、司会者一任の声と多数の
拍手があったので、司会者は議長に阿波・吉野
川支部工藤俊夫会員を指名し、工藤氏はこれを
受諾した。次に議長は、副議長に阿波・吉野川
支部金山嘉久正会員を指名し、金山氏はこれを
受諾した。
　ここで議長から、出席状況について次のとお
り報告があった。
　総構成員337名のところ、出席者は215名（う
ち委任状82名）であり、会員数の ２ 分の １ 以上
の出席があるので、徳島県行政書士会会則第22
条第 ３ 項の規定により総会が有効に成立してい
る旨の報告があった。
　議長は、徳島県行政書士会会則第30条第 ２ 項
の規定による議事録署名人の指名を場内から一
任されたので、徳島北部支部小原利夫会員、阿
波・吉野川支部黒田康志会員の ２ 名を指名し、
場内に諮ったところ、多数の拍手により賛同を
得た。

議案審議
第 １号議案　平成28年度事業経過報告
　議長は執行部に対し、第 １ 号議案について提
案説明を求めたので、大村会長から説明があっ
た。
　議長は質問書の提出はなかったので審議を終
了し採決を行い、異議なしにより原案どおり可
決決定した。

第 2号議案　平成28年度収支決算及び監査報告
　議長は執行部に対し、第 ２ 号議案について提
案説明を求めたので、北條経理部長から説明が
あった。
　この後、議長から監事に対し監査報告を求め
たので、徳島西部支部逢坂剛監事から監査報告
があった。議長は質問書の提出はなかったので
審議を終了し採決を行い、異議なしにより原案
どおり可決決定した。

第 ３号議案　平成28年度未収入金の一部欠損処分
案について

　議長は執行部に対し、第 ３ 号議案についての
提案説明を求めたので、北條経理部長から説明
があった。
　議長は質問書の提出はなかったので審議を終
了し採決を行い、異議なしにより原案どおり可
決決定した。

第 ４号議案　徳島県行政書士会会則の一部改正案
について

　議長は執行部に対し、第 ４ 号議案の提案理由
の説明を求めたので、松村企画部長から、提案
説明があった。
　議長は第 ４ 号議案に対して質問書の提出はな
かったので審議終了を宣し、採決を行うことと
なった。
　会則の変更は特別決議となり、出席者の ３ 分
の ２ 以上の同意が必要となるため、議場を閉鎖
して採決に入り、議長が賛成者の起立を求めた。
　議長から、出席者は213名（うち委任状81名）
で、賛成者212名（うち委任状81名）であり、出

平成29年度
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席者の ３ 分の ２ 以上の同意であることから、原
案どおり可決決定されたとの報告があった。

第 ５号議案　徳島県行政書士会会則施行規則の一
部改正案について

　議長は執行部に対し、第 ５ 号議案について提
案説明を求めたので、松村企画部長から説明が
あった。
　議長は質問書の提出はなかったので審議を終
了し採決を行い、異議なしにより原案どおり可
決決定した。

第 ６号議案　徳島県行政書士会役員等選任規則の
一部改正案について

　議長は執行部に対し第 6 号議案について提案
説明を求めたので、松村企画部長から説明が
あった。
　議長は質問書の提出はなかったので審議を終
了し採決を行い、異議なしにより原案どおり可
決決定した。

第 ７号議案　平成29年度事業計画案について
第 8号議案　平成29年度収支予算案について
　議長は、第 ７ 号議案、第 ８ 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
内の了承を得て執行部に対し、提案説明を求め
た。第 ７ 号議案について大村会長から、第 ８ 号
議案について北條経理部長から説明があった。
　議長は質問書の提出はなかったので審議を終
了し採決を行い、異議なしにより原案どおり可
決決定した。
第 9号議案　役員の改選について

　役員の改選に先立ち会長選挙を執行するため
議場を閉鎖し、選挙管理委員会に選挙事務の執
行を委ねた。四宮選挙管理委員長より、選挙に
あたっての留意事項について説明があった。
　続いて候補者の所信表明が行われ、大村潤氏、
松村和人氏、藤本泰弘氏の順で １ 人 ３ 分以内で
決意が述べらた。
　続いて、選挙に移り投票が行われ、投票終了
後ただちに選挙管理委員により開票が行われ
た。その結果、松村和人氏が当選者に決定し、
四宮選挙管理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
受領したときに就任するとなっているので、た
だ今就任したとの通告があった。
　議事が再開され、議長は役員等選任規則第 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、藤原茂輝選考委員長から選
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。
　この後、松村会長から加藤昭治氏を名誉会長
に選任したいとの提案があり、異議なしの声が
あり承認された。
　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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　平成29年 6 月22日、23日の両日、東京都港区白
金台にあるシェトラン都ホテル東京で平成29年度
日本行政書士会連合会の定時総会が開催されまし
た。
　開催に先立ち総務大臣表彰授与式が行われ、徳
島会からは、大村潤先生、青山卓嗣先生が授与さ
れました。そのご功績に敬意を表しますとともに、
心からお祝い申し上げます。
　定時総会ですが、全国から代議員232名（代議
員定数232名）が出席（開始時は231名が出席）し、
定足数が代議員定数の ３ 分の １ 以上（78名）であ
ることから総会の成立が確認されました。

　各単位会の代議員数の決め方が、毎年 ４ 月 １ 日現在における各単位会の個人会員数200名につ
き １ 名、200名に満たない端数があるときは、101名以上をもって １ 名選出することになっている
ことから、会員数300名余りの徳島会には、 ２ 名割り振られることになり、私と出原月栄先生の
２ 名が出席しました。
　平成29年度定時総会の次第は以下のとおりです。

　議案審議については、全て可決承認されましたが、特に印象的だったのが、質疑応答と役員改
選（会長選挙）です。
　質疑応答については、約60件もの質問が事前に提出されていて、そのいずれもが興味深いもの
でした。
　例えば、非行政書士排除、ＯＳＳ手続、法定相続情報証明制度、成年後見、行政書士制度ＰＲ
事業、行政書士専用封印制度創設、介護事業者指定申請、農業委員会、在留資格に関する手続の
オンライン化、著作権相談員制度、種苗品種登録、行政相談委員への登用、などです。
　このうち、介護事業者指定申請については、現状、社労士業務となっていますが、行政書士と
社労士の共管業務にしてほしいとの要望でした。
　また、私の私見として、農業委員や行政相談委員など役所に関わる委員等については、積極的

H29.6	 in	Tokyo

報告者　会長　 松　村　和　人

１　開会のことば
２　会長あいさつ
３　来賓祝辞
４　総会成立宣言
５　議長・副議長の専任
６　議事録署名人の氏名
７　議事運営委員会の報告
８　議案審議

　　第１号議案　平成28年度事業報告
　　第２号議案　平成28年度決算報告
　　第３号議案　平成29年度事業計画（案）
　　第４号議案　平成29年度予算（案）
　　第５号議案　役員の改選
９　議長・副議長の退任
10　新旧役員あいさつ
11　閉会のことば

国会議員の片山さつき先生と
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喜　多　輝　光　会員【 美馬三好支部 】

　このたび多年にわたり行政書士としてその業務に精励し、地域社会の伸展に多
大の貢献をされた功績により黄綬褒章を受章され、平成29年５月16日伝達式があ
りました。
　このことは、私たち行政書士にとりまして大きな喜びであり誇りでもあります。
　心からお祝い申し上げます。

大　村　　　潤　会員　【 徳島中央支部 】

青　山　卓　嗣　会員　【 徳島北部支部 】

　多年にわたり業務に精励し行政書士制度の向上発展に貢献された功績により、
平成29年６月22日開催の日本行政書士会連合会定時総会において総務大臣から表
彰されました。心からお祝い申し上げます。

に関わっていき、行政書士と役所の結びつきの強化を図っていきたいと思っております。
　会長選挙には、佐賀会の遠田和夫先生と東京会の常住豊先生が立候補されました。両候補とも
に誠実な人柄溢れる熱のこもった所信表明を ５ 分強にわたって行われました。その結果、佐賀会
の遠田和夫先生が再選されました。
　総会 ２ 日目に残りの役員改選も行われ、徳島会からは、私、松村が理事に選出されました。
　総会 １ 日目の夜に懇親会が行われ、多くの国会議員の先生方も参加され、大変な盛況でした。
その中で、片山さつき先生とお話することができ有意義な時間を過ごすことができました。お忙
しい中ご対応いただきました片山先生には厚く御礼申し上げます。
　日行連の定時総会に、私は初めて参加しましたが、全国の先生方の熱意に圧倒されました。次
回の定時総会には、私自身、他会の先生を上回る熱意で出席することを心に決めた次第です。
　総会後のことになりますが、 ７ 月19日、20日の両日、日行連の理事会が行われ、私は、総務部
と申請取次行政書士管理委員会に配属されました。いずれの部署においても全国の会員の皆様の
ために全力を尽くしたいと考えています。総務部は会務全般に関わる重要な部署であり、また、
申請取次行政書士管理委員は、毎月、全国主要都市で行われる研修会で講師等を担当し、重責で
ある上、日程的にもハードですが、これまで徳島で培ってきた知識・経験を最大限活かして皆様
のお役に立てるよう頑張りたいと思います。
　今後も、日行連での役割を担いながら、全国の情報を活かし、徳島会の発展に微力を尽くします。
会員の皆様におかれましては、ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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　平成29年度日本行政書士会連合会四国地方協
議会（以下、「四地協」といいます）定時総会が
去る ７ 月28日（金）松山市一番町の松山東急Ｒ
ＥＩホテルに於いて開催されました。
　総会は総勢25名（香川会及び高知会各 ５ 名、
愛媛会10名（オブザーバー ５ 名を含む）、徳島
会は松村会長、河野・杉本副会長、青山業務指
導部長と川﨑広報部長の ５ 名）が出席しました。
　定刻の午後 ２ 時30分より、幸後洋子愛媛会副
会長の司会で始まり、四地協副会長の松村和人
徳島会会長の「開会のことば」、四地協会長の
山本大樹愛媛会会長の「会長挨拶」と続き、各
単位会出席者の自己紹介があり、当番会である
四地協会長の山本大樹愛媛会会長が議長に就任
し、議案審議に入りました。
議案審議
⑴　平成28年度事業報告について
　山本会長より説明がありました。
⑵　平成28年度収支決算報告（監査報告）につ
いて

　山本会長より決算報告があり、続いて徳島会
川﨑浩監事より監査報告がありました。
⑶　平成29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
である香川会によって12月 ４ 日（月）に開催さ
れることになりました。
⑷　平成29年度収支予算（案）について
　山本会長より説明がありました。
⑸　その他

①　前回開催の連絡会で高知会が要望した「大
規模災害時における四地協所属単位会相互の
協力体制の構築」について改めて高知会から
趣旨説明があり、南海地震はもちろん、昨今
日本各地で発生している大雨災害なども踏ま
え喫緊の課題として提示されました。田岡高
知会会長から「四地協として被災時の連絡網
の作成を」との発案を受け、活発な議論（徳
島会からは、松村会長が士業ネットワーク防
災ＷＧの説明等、河野耕八郎副会長の災害対
応についての考察等）を経て、最初の一歩と
して、各単位会の総務部から担当者を選び、
メール等で連絡を取り合うことになりました。

②　四地協の会議に併せて所属単位会のコスモ
ス支部及び政治連盟の担当者も集まり情報交
換することになりました。

③　四地協に相談役を置くこととし、愛媛会の
矢野浩司先生を選出しました。

　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。
　当番会の期間の見直し（現在の ２ 年から １ 年
へ）については、今後の検討課題とされました。
　以上で審議が終了し、午後 ５ 時に四地協副会
長の田岡崇高知会会長の「閉会のことば」で本
年度の総会は無事終了しました。
　総会後は同ホテル内で懇親会があり、親睦を
深めるとともに、活発な意見交換を行うことが
できました。

平成29
年度
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　平成29年 ５ 月20日開催の定時総会及び 6 月 ５ 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。

名誉会長 加藤　昭治
会　　長 松村　和人
副 会 長 河野耕八郎　　　中川　正彦　　　杉本　　宏

監　　　事 西野　修作 逢坂　　剛

綱紀委員会 委員長　近藤　禮子　　　副委員長　久米　利昭
 原　　 庚範 元山　育知 川口　　晃
 西岡　　章 中川　　清 小笠　　功

選挙管理委員会 委員長　大塚　惠介　　　副委員長　麻植　義樹
 新川　憲司 山中　昭宏 米澤　光洋

新役員等について報告

事　業　部 担当副会長 部　　　長 副　部　長 部　　　員

総　務　部 河野耕八郎 仁木　利典 竹尾　恭介 平尾　芳典 丸山　満秋
経　理　部 河野耕八郎 北條　伊織 喜多　直樹
企　画　部 中川　正彦 森　　和義 大原浩一朗 岩佐　和宏
広　報　部 杉本　　宏 川﨑　　浩 出原　月栄 近藤紀代子
業務指導部 中川　正彦 青山千予美 黒田　康志 﨑水流　渡 舩越由起子 北川　　香
監　察　部 杉本 　 宏 亀井　健士 藤原　茂輝 森江　大蔵
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　このたび、新理事に就任いたしました川﨑です。本会の役員となるのは初めてであ
り、しかもいきなり広報部長ということで、右も左も分からない状態でのスタートと
なりました。とは言え、平成22年に登録し、駆け出して以来、新たな業務を受任する
たび右往左往してきた私としては左程未知なる状態ではありません。会社勤めから脱
し、行政書士としてたった一人になったときは、業務完了へ辿り着くまで右

う

顧
こ

左
さ

眄
べん

の
連続でした。

　また、自身の性質として、いい歳をした今でも “引っ込み思案” と評されることがあり、社交性の
無さでは右に出る者はいないと自負しておるところです。「そんなんで広報部が務まるのか」とお叱
りの声が聞こえましたが、会長はじめ、諸先生方の指導のもと、右へ左へとフットワークだけは軽く
ありたいと思っております。もちろん威力ある右ストレートを生むため、ジャブは肘を左わきの下か
ら離さぬ心構えで、やや内側を狙い、えぐり込むようにして打つ所存です。
　冗談はさて置きまして、ともすれば独り善がりにならないとも限らぬ個人事業主という立場にあっ
て、理事としての役割を与えて頂き活動していく上で、会員の皆様から要望を頂きながら左

と

見
み

右
こう

見
み

し
て「気配り」という、私にとって取り分け乏しい能力を涵養していきたいと考えております。

　川　﨑　　　浩（徳島南部支部）

　この度、理事、企画部長に就任いたしました徳島西部支部の森和義と申します。
　私は、眼鏡小売店社員、通関士を経て平成25年₅月に行政書士として開業いたし
ました。東京大井埠頭に山積みされたコンテナ群、そしてその背後にたたずむ巨大
なガントリークレーンの威容は、今も脳裏に焼付いております。
　自分の力量については不安もありますが、私には大原部員、岩佐部員という心強
い仲間ができました。今は上からの誘導で、なすべきことに必死に喰らいついてい

くという形になりがちですが、我々三人が力を合わせれば、本年度内は正直無理でも任期内には我ら
三人の発案による、何かどでかい提案ができるのではないかと考えております。
　平均年齢46歳の企画部へのご支援、ご協力、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

　森　　　和　義（徳島西部支部）　●　企画部長

　●　広報部長

　この度理事に就任し、総務部長を拝命いたしました、徳島西部支部の仁木利典と
申します。
　行政書士会は、行政書士の品位保持と業務の改善進歩とを目的とした特別民間法
人であり、綱紀を引き締める自治組織であると同時に、会員の利益を守る業界団体
でもあります。
　より多くの会員が行政書士として活躍できるよう、会員の皆様のご協力をいただ

きながら、専門技能の研鑽の機会を増やし、職域の拡大を図ることで、本会の発展に微力を尽くした
いと考えております。
　諸先輩方がこれまで積み重ねられてきた成果を引き継ぐ重責を肌で感じ、身の引き締まる思いでご
ざいますが、私自身まだまだ若輩でございますので、至らぬ所も多々あるかと存じます。
　今後とも、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　●　総務部長 　仁　木　利　典（徳島西部支部）
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　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、徳島中央支部の近
藤紀代子と申します。
　学生時代にアジア好きが高じてマレーシアのマラヤ大学へ交換留学し、卒業後は
同国でニュース記事翻訳を手掛ける会社への就職を経て日本に帰国。先に開業して
いた母の影響もあって行政書士試験に挑戦し、平成19年₄月に登録。横浜中華街に
事務所を置く入管OBの下で、時に厳しく時にゆるい指導を受けながら外国人関連業

務を専門に行ってきましたが、縁あって昨年春に地元の徳島へ戻って参りました。
　行政書士登録からちょうど10年の節目となる年に、このような貴重な機会をいただき、大変光栄で
あると同時に身の引き締まる思いです。
　理事会では広報部員として、行政書士の更なる知名度アップを目指すと共に、ホームページや会報
「行政とくしま」の充実を図り、会員の皆様方のお役に立てる情報を発信すべく尽力して参ります。
至らない点も多々あるかと存じますが、ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします。

　近　藤　紀代子（徳島中央支部）　●　広報部員

　このたび、新しく理事に就任いたしました南部支部所属の岩佐和宏と申します。
企画部を担当させていただくことになりました。
　私は平成26年に山口県行政書士会に入会し行政書士としてスタートしましたが、
事情により生まれ故郷である阿南市に戻ってまいりまして、昨年の₆月に徳島県行
政書士会に入会させていただきました。
　まだまだ未熟者ですが、過疎と高齢化が進む故郷で行政書士として地域社会のた

めに貢献していきたいと強く思っておりましたところ、今回理事という身に余る大役を仰せつかりま
した。学びながら一つ一つ精いっぱい努めさせていただくことで、自分自身を高めていくための貴重
な機会にしていきたいと考えております。
　会員の皆様のお役に立てるよう頑張りますので、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま
す。

　岩　佐　和　宏（徳島南部支部）

　このたび新理事に就任いたしました美馬・三好支部の喜多直樹と申します。
　私は、平成28年12月に入会しました。入会歴は半年ほどしかなく、行政書士とし
ての活動もまだまだこれからですが、理事に就任させていただいたことについて、
微力ながら精一杯その役割を果たしたいと思います。
　今回、先の理事会で経理部に配属されることが決まりました。経理とは会計のう
ちの一部分を指すものです。会計（旧字体で會計）とは、元々旧字体の會は曾が変化

した字で「増大する」といった意味合いを持つ字であり、計は元々「言を正確にする」という意味が
あり、「計は会なり」という意味合いで会計という単語が出来たとされています。これは、数字を正
確に記録することで今後の発展につながるということです。
　平成29年度事業計画では、経理部は、会費の早期前納に努める、予算の適正確実な執行に努める、
経理規程の見直し、とあります。この事業計画に従いながら、適正な会計処理をすることで経理部の
一員として行政書士会のさらなる発展の一助となるよう頑張りたいと思います。
　また、一行政書士としても住民、行政から頼られる存在になれるよう日々研鑽を積んでいきたいと
思います。
　最後になりましたが、今後とも会員の先生方のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

　喜　多　直　樹（美馬・三好支部）

　●　企画部員

　●　経理部副部長
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　このたび、理事に就任いたしました、美馬三好支部の北川と申します。これまで
は会の一員として、客観的に会の行事に参加しておりましたので、このような重大
な責務を負うことになるとは思ってもみませんでした。正直なところ、私に務まる
とは思えずに、いったんは辞退申し上げましたが、松村会長の「気負わずに、一緒
に会の力になり、貢献してみませんか？」とのお言葉に、迷いながらもお引き受け

することにいたしました。
　就任しましたからには、まずは会の業務の流れ等を諸先輩方から学びながら、自分にできることに
精一杯取り組みたいと存じます。
　個人的には、入会して15年目の節目を迎え、そういった意味でも、まだまだ未熟ではございますが、
行政書士として、新たなステージに立てるように日々精進したいと考えております。至らない点も
多々あるかとは存じますが、徳島県行政書士会発展のために、諸先輩方や会員の皆様等のご指導、ご
助力を仰ぎながら業務に邁進していきたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　北　川　　　香（美馬・三好支部）　●　業務指導部員

　この度、北部支部から支部推薦理事を拝命致しました。当方は、2002年の登録で
ございます。以来、鳴門支部の最後の支部長、北部支部初代支部長、政治連盟の会
計監査等を会の皆様のご支援とご協力を受けながらやらせて頂きました。
　ところで、支部の役員をさせて頂いておりますと、希に「行政書士は儲からない
から、もう辞める」という方がいらっしゃいます。専業で多くの業務を遂行されて

いる先生もいらっしゃる中で、非常に残念で悲しく思います。当方は個人的には、行政書士資格は白
米のような資格だと思っております。即ち、どんな料理にも合うし、如何ようにもアレンジが可能な
資格なのです。当会には、特別職の公務員をされながらの先生、不動産業と兼任の先生、農業をされ
ながらの先生、皆さん素晴らしい方ばかりです。斯く言う当方も、不動産経営や、公務員試験受験予
備校等で教鞭を執りながら楽しく行政書士をさせて頂いております。今年は、民泊経営もしてみよう
かな？と事業計画を練っています。
　どんな仕事とも相性の良い「行政書士」。誇りをもって、お薦め出来る資格です。ただ、白米的な
行政書士資格をブランド米のようなキラキラした資格に発展させて行くことが出来るかどうかは、
我々、今を生きる行政書士にかかっています。皆さん、叡智を結集して、この資格を盛り上げていき
ましょう。当方も微力ながら尽力させて頂きます。宜しくお願い申し上げます。

　●　監察部員 　森　江　大　蔵（徳島北部支部）

　この度、不思議なご縁で徳島県行政書士会の理事をさせていただくことになりま
した、徳島南部支部の﨑水流　渡（さきみずる　わたる）です。業務指導部の部員と
してお手伝いさせていただきます。
　これまで役員としての経験は全くございませんが、与えられた役割を、等身大で、
かつ是々非々の立場で担っていければと考えております。会員の皆様方におかれま

しては、温かく見守っていただければ幸いです。

　●　業務指導部員 　﨑水流　　　渡（徳島南部支部）
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【活発に意見交換しました】
　平成29年 6 月16日（金）松村会長、副会長等
が、遠藤彰良徳島市長を表敬訪問しました。
　松村会長から、徳島県行政書士会会長就任の
挨拶とともに、空き家対策など具体的な事例を
あげ、行政書士が提供できる業務についてご説
明しました。
　また、新体制の発足にあたり、今後の行政書
士会のあり方として、徳島市はもとより各自治
体の関係部署に対して積極的に協力させて頂
き、行政と密着して市民の方々に喜んでもらえ
るサービスを提供していくという行政書士会の

意思をしっかりとお伝えしました。
　遠藤市長からは、人口減少や高齢化について、
合計特殊出生率など具体的な数値をあげて、徳
島市の現状をご説明頂きました。
　そして高齢化を見据えた街づくりや観光を足
掛かりとした集客、民間にいかに頑張ってもら
えるか等々、活性化のための要素やアイデアを
次々とお話しくださいました。
　市長のお人柄もあって、お話は楽しく、つい
つい予定時間をオーバーしてお邪魔してしまい
ました。

◆ 遠藤徳島市長表敬訪問

　同日、徳島県庁にもご挨拶に伺いました。
　本会の顧問でもある長尾哲見県議、井川龍二
県議のお二人にご案内頂き、熊谷幸三副知事を
はじめ、徳島県経営戦略部の大田泰介部長、岡

田芳宏副部長と会談させて頂きました。その後
は更に、県土整備部建設管理課、農林水産部も
うかるブランド推進課にもご挨拶に伺いまし
た。皆様お忙しいところ有難うございました。

報告者　広報部長　 川　﨑　　　浩

◆ 徳島県庁訪問

P01_32_行政とくしま178_6.indd   17 2017/07/31   14:23



―18―

　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
企画部の最近の活動についてご報告させていた
だきます。
　平成29年７月14日（金）午後６時より、徳島
市寺島本町ホテルグランドパレスにて本年度第
１回目の徳島県士業ネットワーク友好団体懇談
会が開催されました。参加団体（出席者名）は、
徳島県中小企業診断士会（日出晴夫同会副会
長）、徳島県不動産鑑定士協会（朝日正之同会
広報委員）、徳島県司法書士会（新川直紀同会
常任理事）、徳島県土地家屋調査士会（西岡哲
也同会社会事業部長）、徳島県行政書士会（松
村和人同会会長及び森和義同会企画部長）、徳
島弁護士会（山本啓司同会会長）、徳島県社会
保険労務士会（濱和行同会理事）、四国税理士
会徳島県支部連合会（日下雅史同会会長）、日
本公認会計士協会四国会徳島部会（工藤誠介同
会部会長及び藤原晃同会会員）でした。
　懇談会においては、本年度の当番会である公
認会計士協会による司会進行により、まず、毎
年開催している「なんでも無料相談会」を昨年
と同じ規模で、本年12月16日（土）、アスティ
とくしまにて開催することの確認がなされまし

た。また、チラシのデザイン、配布先、配布方
法についても話し合われ、基本的には昨年と同
様とすることとなりました。
　次に、本年度の活動スケジュールについて話
し合われ、次回の懇談会を11月頃に開き、そこ
で上記「なんでも無料相談会」について最終的
な打ち合わせをすることとなりました。また、
活動経費については、年内で一度清算すること
が取り決められました。
　以上で懇談会は終了し、続いて同じ部屋にて
懇親会がとり行われました。そこでは食事をと
りながら雑談をさせていただきました。徳島県
内外の時事問題も話題になりましたが、この秋
に行われる士業対抗ソフトボール大会に対する
みなさまの関心の高さに少々驚きました。「ど
うしても勝ちたいんや！」とおっしゃる士業の
方もおられました。
　以上、ご報告申し上げます。
　なお、私は今回初めてこの友好団体懇談会に
参加させていただきました。様々な士業の先生
方と一度にお会いしてお話をさせていただいた
ことは、おおいに刺激となりました。今後もこ
の活動を通じて自らを成長させていくととも
に、本会の発展に少しでも貢献できたらばと決
意を新たにしました。
　今後とも企画部の活動に対するご理解、ご支
援、ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い
申し上げます。

報告者　企画部長　 森　　　和　義
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　皆さまにおかれましては益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。
　さて、近年の高齢化社会の進展やインターネットの普及などにより、私たち「士」業の世界は
ますます縮小し、かつ競争が激化することが想定されます。
　ご存じのように、各「士」業には、訴訟代理権は弁護士、産業財産権に関わる事務手続は弁理
士、というように独占業務が認められています。もちろん各「士」業の資格者は、各々の専門分
野を武器に日々戦っているわけですが、「士」業界の縮小化が懸念されるなか、お客様からは横
断的な対応を求められる、つまりは各「士」業間の連携が求められる時代が訪れているのではな
いでしょうか。
　そこで、各「士」業間の交流の意味合いを込めて、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認
会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、各会とのソフトボール大会（交流が主目的
であり勝ち負けを争うようなものではない）および懇親会を以下のとおり開催します。
　行政書士会は公認会計士、中小企業診断士との連合チームによる参加です。

＊参加希望者は…

徳島中央支部長	武岡　康則（tel	088-625-2902　fax	088-625-2903　officetake0111@mf.pikara.ne.jp	まで）

大会開催日時 　平成29年₉月23日（土）10時集合

場　　　　所 　吉野川南岸グラウンドＢ，Ｃ面〔グラウンド予約：₉～ 17時〕
　　　　　　　（予備日：平成29年11月18日（土）／吉野川北岸グランドＡ，Ｄ面）

ホテルサンシャイン『ダイニングひなた』／ １9時	スタート（雨天中止の場合も行う）
会費	4,000 ～ 5,000円	程度（昨年は4,200円）

・メンバーは原則として、資格者および事務局職員とする。
・リーグ戦は₁試合₅回まで、順位決定戦は₁試合₇回まで。
・60分を超えて新しいイニングに入らない。
・₃回終了以降のギブアップは可能、コールドゲームは無し。
・盗塁（パスボールによる進塁を含む）、バントは禁止。
・タッチアップは認める。
・守備交代は制限を設けない。
・打者は₉人を超えてもよいものとする。
・ボールデッドの場合は進塁権が与えられる。
・ウインドミル投法、スリングショット禁止
　（対戦チームが承諾した場合は可。なお、承諾は途中で取り消すことができる）。
・金属スパイクは禁止。
・リーグ戦の勝敗が並んだ場合は代表者のジャンケンで決定する。
・順位決定戦が同点の場合、₉名のジャンケンにより勝敗を決定する。
・投手板から本塁までの距離は、13.11ｍ（多少の前後は認める）。
・ボールは₃号ゴムを使用する。
・スコアは（スコアボード・スコア表ともに）審判を担当する会が記録する。
・メンバーに女性がいるチームが対戦する場合には，打者が女性の場合にアウト
カウントを₁つ増やすかどうかを試合前に対戦チーム同士が協議して決める。
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　日頃はコスモス徳島の活動に対してのご理解、ご協力を頂き誠に
有り難うございます。さて、早いもので行政とくしまの夏号が発刊
される季節となりましたが、本年度の上期活動内容を振り返るとま
ず、本年 1月30日～ 2 月15日にかけてコスモス入会前研修が実施さ
れました。今回は新たに 5 名の方が30時間のDVD研修を受講され、
考査測定にも全員が合格し、 4月 1 日付けで正会員として登録され
ました。新会員の方々には今後のご活躍を期待しています。
　特に三好市、東みよし町の西部区域の会員さんも増え、今後無料
相談会の開設も予定されています。実現すれば、ほぼ県下一円での
「成年後見・相続・遺言等」の高齢者や障がい者に対応する相談窓口となり、また単位会としても、社会貢
献部門としてのコスモス徳島の位置付けがより明確になるのではないでしょうか。
　 3 月24日には、昨年の 5 月に施行された成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）
に基づく成年後見制度利用促進基本計画の案が閣議決定されました。今後、政府においては、本計画に基づ
き、関係省庁が連携して総合的かつ計画的に制度の利用促進策に取り組むこととなります。
　また、 6月26日には、本県あわぎんホールにて内閣府主催の四国ブロック担当者に対する説明会も開催さ
れ、本県団体代表として私が参加いたしました。当日は四国のコスモス代表も参加されるということで、事
前にコスモス徳島会員と、四国の代表との情報交換会がもたれました。これには松村会長も参加され、各県
の活動状況等も披露され、有意義な時間を過ごすことが出来ました。
　更に、 7月 6 日、 7日には、上記基本計画案の閣議決定を受けてのコスモス本部での支部長会並びに伝達
研修が開催されました。これには支部を代表して、近藤茂会員が参加されました。以下に近藤茂会員の報告
書を添付し、今後のコスモス徳島の活動の指針といたします。

報告者　コスモス徳島　 近　藤　　　茂　
　 7月 6日から 7日に表記研修がコスモス成年後見サポートセンタ
ー本部で開催され、これに参加しました。
　表記計画は、成年後見制度利用者が予期していた数より大幅に少
ない（最新の利用者は13万人と内閣府主催の会議での報告）ため、
利用を促進すべく内閣府が策定したものです。計画のポイントは、
①利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善⇒財産管理のみ
ならず、意思決定・身上保護も重視した後見人の選任・交代⇒本人

の生活状況等を踏まえた診断内容を記載できる診断書の検討、②権利擁護支援の地域連携ネットワークづく
り⇒制度の広報・制度利用の相談・利用促進・後見人等支援制度整備⇒本人見守りチーム、専門職団体が協
力する協議会、コーディネートする中核機関（センター）の整備、③不正防止の徹底と利用しやすさの調和
⇒後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策の検討というところです。
　基本計画案の策定は内閣府で、周知文書にも関連士業として弁護士・司法書士などと並んで、行政書士の
記述もありましたが、計画の実施段階での主体は厚生労働省となり、それ以降は弁護士・司法書士・社会福
祉士の三士業は記述されるが、行政書士はその他関連団体として明示はされなくなりそうな気配があるよう
です。
　基本計画は、政府主導の自治体に対するものであり、今後の大きな方向付けとなるものですが、中央での
活動は本部政治連盟に預けるとして、コスモス各単位支部の取り組みの中心は、まず市町村、都道府県への
ものであり、これにより地域によっては協議会への参加、センターへの参画が具体的に見込める単位会の取
組事例も紹介されました。コスモス徳島においても、本会、政治連盟の協力を仰いで、まず協議会への参加
を目指していかなければならないと考えます。もちろん各会員の地域での活動の継続は言うまでもありませ
んが、さらにコスモス会員以外の行政書士会員におかれても、コスモスの活動にご理解をいただき、機会ご
とに行政書士の成年後見制度への取組みをアピールしていただけるよう、お願い申し上げます。

　■ 成年後見制度利用促進基本計画に対するコスモスの取り組み

報告者　徳島県支部長　 杉　本　　　宏
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自動車登録関係研修　ＯＳＳの現状について
と　き　平成29年 ３ 月 9 日（木）
　　　　午後 ２ 時〜 ４ 時まで

ところ　本会会議室

講　師　業 務 指 導 部 長　中　川　正　彦
　　　　業務指導副部長　吉　田　嘉　光

新規入会員研修会
と　き　平成29年 ３ 月21日（火）
　　　　午後 １ 時30分〜 ４ 時20分まで

ところ　本会会議室

研修内容　 １ ）会則、規則、報酬額等、
　　　　　　その他について
　　　　 ２ ）質疑応答、懇談会

講　師　大村会長、青山副会長、
　　　　山本副会長、中川業務指導部長

◇◇　業 務 研 修 会 開 催 報 告　◇◇

　昨年度に引き続き、日本行政書士会連合会公式キャラクターのユキマサくんが「ゆるキャラグランプリ
2017」にエントリーしました。
　前回は多くの皆様の御協力もあり、ユキマサくんの順位は、約1,400エントリーのうち、総合30位、企
業・その他ゆるキャラ部門では11位と大健闘しました。本年もこれをきっかけに、行政書士が国民の皆様
に寄り添い、日々のお困りごとを御相談いただける頼れる街の法律家であることや、行政手続のスペシャリ
ストとして行政と国民の皆様の懸け橋となる資格者であることについて知っていただきたいと考えておりま
す。参加に際し、ユキマサくんは気合十分ですが、上位を目指すためには会員の皆様のご協力が不可欠です。
　投票の概要等は徳島県行政書士会HPの「お知らせ」内、「『ゆるキャラグランプリ2017』へのエントリー
について」をご覧ください。行政書士制度の更なる認知度向上のため、皆様も 1日 1回の投票にご協力くだ
さいますようよろしくお願いいたします。
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　平成29年６月21日午後５時30分より徳島弁護
士会館にて、第４回士業ネットワーク災害対策
WGが行われました。本会からは総務部の竹尾
先生と企画部の大原が出席しました。WGのメ
ンバーは、本会以外には「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　徳島県支部」「徳島県
中小企業診断士会」「徳島県不動産鑑定士会」「徳
島県司法書士会」「徳島県土地家屋調査士会」「徳
島県建築士会」「日本建築学会四国支部徳島支
所」「徳島県建築士事務所協会」「日本建築家協
会四国支部徳島地域会」「徳島弁護士会」「徳島
県」「徳島県社会福祉協議会」となっています。
　話し合われた内容は下記のとおりです。

₁．阪神淡路まちづくり支援機構からの講
師招聘について
₂．各士業の県内配置状況
₃．各士業の業務紹介

〈₁について〉
　それぞれのカウンターパートナーとなる士業
において、講師の招聘費用の負担について報告
です。今年の９月ごろ予定の次回WGにおいて
講師を呼び、話をしてもらう予定です。旅費と
懇親会費合わせて４〜５万円ぐらいとのこと。
講師の方の都合もあるため必ずしも行政書士が
来られるとは限らないですが、来られた場合は
費用負担が発生します。本会については、理事
会に諮り承諾を得ると回答しました。
　その他、広島豪雨災害における弁護士会の活
動について、配付資料に基づき報告がありまし
た。

〈₂について〉

　徳島県社協から要望があり、各士業が県内の
どこでどのように業務を展開しているのかにつ
いての情報共有を行いました。本会は、徳島市
内マリンピアに事務局が１つあり、県内の区域
により６つの支部に別れている旨を表にまとめ
て渡しました。
　その他、WGにはメーリングリストがありま
すが、災害時の各士業間の連絡はこのメーリン
グリストが事実上の連絡方法になるという意見
が出ました。

〈₃について〉
　今回は、税理士の方が業務の説明をされた他、
熊本地震の被災会員、住民に対する支援に関す
る事項を説明されました。熊本地震については
下記のとおりです。
・会員の安否確認に２週間くらいかかった。
・被災住民への支援開始が５月19日。初動では

あまり税理士は用事がない。発災後半年くら
い経って支援が本格化した（確定申告の時期
との兼ね合いもあった）。

・東日本大震災は３月11日だったのでたいへん
だったと聞いている。

・宿泊先を手配するのは被災地域では大変。他
会の支援の申出も殆ど断った。

・大規模災害発生時は確定申告の期限も延長さ
れる。

　この業務紹介ですが、次回は本会がすること
になりました。災害時における行政書士の役割
としては、法律相談、罹災証明の発行等いろい
ろあると思いますが、東日本大震災、熊本地震
のときに行政書士がどのようなことを行ってき
たのか調べて、WG内で共有出来たらいいと思
います。

災害対策W
ワーキング

G
グループ

について

　士業ネットワーク第４回

報告者　企画部　副部長　 大　原　浩一朗
熱心に聞き入る竹尾会員
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　昨年、三ヶ月で40キロほど減量した為、重病
説が流れた亀井ですが、これは自然に痩せたの
ではなく（自然に40キロ痩せてたら多分重病で
すが）、少林寺拳法の五段昇段試験に備え、ス
ピードアップを図るために意識的に行ったもの
で、健康そのものスピードも大幅アップです。
　無事昇段も果たしたのでまた太っても私とし
ては何の問題もないのですが、妻がまた服を買
い換えるのがもったいないので痩せたままでい
ろとの指令を出しておりますので何となく体重
を維持しております。
　ところで会員の皆様は少林寺拳法をご存知で
しょうか。名前こそ有名ですが実際にどういう
武道なのかをご存知な方は少数派かと思いま
す。
　昔、北斗の拳なる秘孔というツボを押したら
悪人の身体が爆発するというアニメがありまし
た。幼少時の私はあれを真に受けて、親の肩を
もんでいるときなど、ひょかっと秘孔を押して
しまったら親が爆発するんではないかと戦々
恐々としていましたが、それはさておき、あの
モデルになったのが少林寺拳法です。
　実際には経絡秘孔を押しても爆発することは
ありませんが、人体のある特定の場所を特殊な
方法で打つと半身が30分ぐらい痺れて動かなく
なったり、気絶したりすることは本当に起こり
ます。この技術は非常に危ないので、少林寺拳
法をしている人でも高段者でその講習を受けて
いる人しか知りません。
　作ったのは宗道臣という方で、設立の理由自
体が人づくりによる国づくり、少林寺拳法の技
術はその為の「エサ」であると言い切ったぐら
いで、「半ばは己の幸せを、	半ばは他人の幸せ

を」と考えられる人材を作る為の組織です。
　そんな組織に所属しながら技術の向上と比べ
て人格の向上が全くはかれていない私に対し、
妻には「あなたは確かに技術は向上しているが
先生（私の師）のような人格が伴っていない。」
と言われる始末。
　私の師匠は技もさることながら、師を知る者
で人格の高さを否定する人はいないような方な
ので、妻に対し先生と比べることがそもそも無
茶である、と答えたところ、妻「私はずっとあ
なたが道場を持つのを反対してきたけど、あな
たの人間性を修正する為には道場を持った方が
良いとさえ考えている。あなたは確かに悪い人
間ではないが、人が良いというところが一切な
い」とのこと。
　少林寺拳法の世界で五段になりますと道場を
開けという有形無形のプレッシャーが強くなる
のですが、御多分に洩れず私もその圧を様々な
拳法関係者から受けております。
　現在私が所属している道場を継ぐ説も過去に
出ましたが、少年拳士も多いため子供が苦手な
私としては、新たな道場を大人限定で開設した
方が良い説に傾きつつあります。
　ならばいっそ徳島県行政書士会の会員で構成
する道場を作れば、会員の健康増進と私の人格
修正、そして妻の私に対するディス（ヒップホッ
プ音楽における貶しのこと）からの解放を果た
せるかとの考えに至りました。
　道場を新設するには一定数の所属者が必要な
為、もしご興味のある会員がいらっしゃいまし
たら亀井までお声掛け頂ければと思います。
　武道は大人の娯楽です。
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支部長　武　岡　康　則徳島中央支部

支部長　大　原　浩一朗

支部長　花　野　宝　祥

徳島西部支部

徳島南部支部

　会員の皆様、いつもお世話になっております。今
年度より徳島西部支部支部長になりました大原と申
します。西部支部は徳島市西部と名西郡からなり会
員数も約40名とそれ程大きくはないですが、それゆ
え会員間の親睦や連携はよいと思います。
　今年度の支部活動はといいますと、今のところ特
に決まってはないですが、広報月間の無料相談は行
う予定でいます。例年相談者が少なく相談者を増や
す方法を支部役員会等で話し合いますが、未だ良い
方法は見つかっておりません。まあ数よりも続ける
ことに意義があると言い聞かせて頑張っています。

無料相談会の後は、相談会の報告を兼ねた懇親会を
行っています。一応懇親会の前に研修会も行います
（講師は支部の先生）が、皆、その後のお酒や食事
のことで頭がいっぱいのようなのでいつも早めに終
わります（笑）。このような研修会を行えるのも兼業
されている方を始め、色々な業務に精通されている
先生方が沢山いらっしゃるからこそだと思います。
　前に行われていた、日帰りの研修旅行等も考えつ
つ支部会員が親睦を深めることが出来るようなこと
が出来ればいいと思っておりますので、これからも
ご協力よろしくお願いいたします。

　皆さん、いつもお世話になっております。徳島南
部支部の花野です。
　先生方におかれましては、常日頃、支部活動にご
理解、ご協力いただき本当にありがとうございます。
　早速、昨年度の支部活動ですが、無料相談会は12
件の相談がありました。相談内容は、開発、相続、
遺言などでした。
　また、三士会の研修旅行を実施いたしました。研
修旅行先は、キリンビール工場及びめんたいパーク
見学で年度末のお忙しい時期に実施したにもかかわ
らず、12名の先生に参加していただきました。途中、

渋滞などもあり、本当にお疲れさまでした。
　そして、本年度も₃か月ごとに無料相談会を実施
いたします。ご協力いただける先生方、どうぞよろ
しくお願いいたします。
　また、三士会の研修旅行も実施する予定です。現
在、司法書士会、土地家屋調査士会の先生方と研修
旅行先を協議中です。
　今年度もいろいろ予定しております。先生方にお
かれましてはお忙しいことと存じますが、万障お繰
り合わせの上、ご参加ご協力のほど何卒よろしくお
願いいたします。

　この度、徳島県行政書士会徳島中央支部長の大役
を仰せつかりました武岡です。まだまだ未熟者の私
ですが、より良い徳島中央支部を目指して精一杯努
力する所存でおりますので、皆様方のご指導とご鞭
撻をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
　私たち士業の世界は、書類作成作業を長時間続け
たり、複数の仕事を同時進行で進めることは常であ
り、知力や集中力と共に体力と健康が何よりも重要
な資質であると考えます。
　私は走ることが好きで、ハーフマラソンからウル
トラマラソン（42.195キロ以上を走るもの）まで県
内外数々の大会に出場してきましたが、今年新たに
トライアスロンに挑戦することにしました。去年友
人に誘われて、ひわさうみがめトライアスロン大会
の男女混合リレーの部に出場したのをきっかけに、

本格的にエントリーしようと決意しました。
　トライアスロンとは、スイム、バイク、ランの三
種目を連続して行う耐久競技です。スイムは半年ほ
どの練習（私は元水泳部）でプールでは何とか規定の
距離を泳ぐことができるようになりました。が、本
番は海です。波があります。ウェットスーツを着ま
す。元水泳部とはいえ、三種目のうちスイムに一番
不安を感じています。バイクとランはコースがどの
ような悪路でも地上ですので、足で立っていられる
限りは前に進むことができます。…果たして制限時
間内にゴールができるのか…
　開業７年目、そういう年齢に達しているとの自覚
がないまま、気がつけば50歳を目前に迎えています。
これからも心身の健康を維持し生涯現役を目指した
いと思います。

P01_32_行政とくしま178_6.indd   24 2017/07/31   14:23



―25―

支部長　吉　本　健　二

支部長　藤　原　茂　輝

阿波・吉野川支部

美馬三好支部

　阿波・吉野川支部においては、平成29年度支部総
会と支部懇親会を、₄月15日（土）に阿波市土成町
の御所の郷に於いて開催しました。来賓として、徳
島県行政書士会より、大村会長に御出席を頂き、挨
拶を頂きました。
　総会の議事進行には、桒原議長を選任し、議事を
進行して頂き、提出議案、役員改選等の全議案の承
認を頂き、閉会しました。桒原先生ありがとうござ
いました。
　総会の後、研修会を開催いたしました。研修会の
講師として、コスモス成年後見サポートセンター徳
島県支部支部長杉本宏先生による「成年後見制度」

についての講演をして頂き、大変、勉強になりまし
た。今後とも、ご指導をよろしくお願い致します。
広報誌にて、お礼とさせて頂きます。
　阿波・吉野川支部としては、研修会、無料相談会
等を開催して業務の拡大に取り組んでいます。役
員・会員の皆さん方のご協力を、よろしくお願い致
します。この後、工藤先生による、乾杯のご発声に
より懇親会を開催しました。会員相互間の情報交換
をしながら、和やかで有意義な懇親会となりました。
　最後に、行政書士会の発展を祝して万歳三唱を
もって閉会をしました。

　会員の皆さんこんにちは、美馬三好支部長の藤原
です。
　我が支部は昨年度、10月₆日（木）に広報月間無
料相談会を、うだつアリーナと東みよし町役場をお
借りして開催しました。相談者は両会場合わせて₂
人おりましたが、相談員全員が「親切・丁寧で分り
やすく」をテーマに対応させて頂きましたので、各
相談者とも納得してお帰りくださったと自負してお
ります。
　₄月22日には、油屋美馬館におきまして平成29年

度支部総会及び懇親会を開催しました。支部会員17
名が参加し、総会では各議題について滞りなく可決、
続く懇親会も盛況で、改めて親睦を深めました。
　さて、私は平成27年度の支部総会にて支部長に就
任以来、徳島県行政書士会の会員として折に触れて
感じることは、支部内外を問わず、個々の会員のヨ
コのつながりが薄いということです。総会等に出席
しない会員とは一生会わないままということもあり
えるでしょう。これは大変残念なことだと思います。

支部長　中　野　真　吾徳島北部支部

　『地方消滅』という衝撃的な本が出版されたのが、
2014年であります。その中で語られているのが、東
京圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）への一
極集中であります。人口の₃分の₁の4,000万人が、
居住しております。現在も2020年のオリンピックに
向かってヒト、モノ、カネが異常に集まっており、
制御できないほどであります。東京都においても中
心部に人口が集中していて、多摩周辺はゴーストタ
ウン化しようとしております。また、多摩地域と同
じく地方は人口が減少し続けております。
　その結果として地方は現在1,900弱ある地方自治
団体が、896消滅するという非常にショッキングな
話であります。先進国の中で、都市に一極集中し続
けているのは、日本だけであります。まるで中央集
権国家ではないかと考えるほどであります。
　私達の周りを見渡しても、東京圏に子どもたちが
大学に行き、就職も東京でするという高度成長期か
ら変わらず続いております。その中でも徳島県は、

毎年₆千人以上減り続けており、空き家率は全国平
均の13.5％を超えて、17.5％となっております。
　四国の中でも過疎が一番進むのが徳島県だと言わ
れております。ということは、親の世代がいなくな
ると相続をしなくなる可能性があり、地方自治にお
いては深刻な事態になることが眼前に迫ってきてお
ります。そこで、街の法律家である私たちは、それ
ぞれの市町村において、放置される空き家がないよ
うに、きめ細かな配慮ができる体制づくりが必要で
はないかと考えます。
　現在、市町村においては、空き家のうちの特定空
き家を指定し、最悪の場合取り壊しを市町村でしな
ければならないということも起こっております。士
業である私達は、座視できない状況にあり、いまこ
そ空き家対策に力を入れるべきではないかと考えま
す。若い世代のためにも現状を打破する組織作りが
求められていると思います。
　新しい時代の体制づくりを！
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入会の動機
行政書士として地域に貢献したいと思い、入会致
しました。

取 扱 業 務
自動車登録業務

自 己 Ｐ Ｒ
正確・丁寧・迅速な仕事を心掛けていきます。よ
ろしくお願い致します。

趣味・特技
旅行

【徳島中央支部】

入会日 　平成29年 2 月 1 日

多　田　沙　貴

入会の動機
行政書士業務を通して、地域社会へ貢献し、
成長していきたいと思いました。

取 扱 業 務
会社・法人

自 己 Ｐ Ｒ
誠実に業務に取り組み、信頼される行政書
士になれるよう努めてまいります。

趣味・特技
テニス

【徳島北部支部】

入会日 　平成29年 4 月 2 日

松　並　圭　子

入会の動機
会社員をやめて新しいことにチャレンジしたかっ
たため。

取 扱 業 務
農地　種苗　建設業

自 己 Ｐ Ｒ
常に新しい知識を吸収し、誠実な職務を行いたい
と思います。

趣味・特技
自転車・読書

【徳島中央支部】

入会日 　平成29年 4 月 2 日

山　中　昭　宏

入会の動機
行政書士試験に合格出来たので。

取 扱 業 務
依頼された業務。

自 己 Ｐ Ｒ
依頼者の話をよく聞きます。迅速丁寧に依
頼事項を行っていきます。よろしくお願い
申し上げます。

【阿波・吉野川支部】

入会日 　平成29年 4 月 2 日

鎌　田　真　一
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入会の動機
行政書士会への登録により、司法書士業務に密接
している業務の受任を行うことが出来ることで、
業務の範囲が広がり、より皆様のお役に立てれば
と思い入会しました。

取 扱 業 務
農地転用、開発許可申請、会社・法人設立その他
手続き

自 己 Ｐ Ｒ
街の法律家として、地域の皆様に信頼され、喜ん
で頂ける様に、親切丁寧な対応を心掛けています。

趣味・特技
スキューバ・ダイビング

【徳島中央支部】

入会日 　平成29年 6 月 1 日

田　中　江利子

入会の動機
身近で士業をされている方々の影響を受け
て入会しました。

取 扱 業 務
建設業経営事項審査、入札資格審査、建設
業許可、会社設立

自 己 Ｐ Ｒ
丁寧な仕事を心掛けたいと思います。

趣味・特技
ウォーキング

【阿波・吉野川支部】

入会日 　平成29年 7 月 1 日

大　西　伸　一

入会の動機
昭和55年10月行政書士試験に合格いたしました
が、瀧川正敏事務所および三木雄美事務所にて補
助者として業務に携わっておりましたが、このた
び三木雄美所長より独立を進められ、入会させて
いただきました。

取 扱 業 務
車庫証明申請、車両登録、交通事故

自 己 Ｐ Ｒ
地道に業務を行っていける。

趣味・特技
軽音楽（レコード盤にて）

【徳島中央支部】

入会日 　平成29年 6 月15日

三　木　孝　文

入会の動機
兎にも角にも平成28年度の行政書士試験に
合格できたことです。これ無しには、語れ
ません。後は、自分の置かれている状況で、
最適のオプションだったことです。

取 扱 業 務
相続等関連業務、法人等関連業務

自 己 Ｐ Ｒ
開業一年目の若葉マークの行政書士です。
地域の人々に気楽に相談に来てもらえる様
に、法令等に精通する様に努力致しますの
で、足らない時には、助言をお願い致します。

趣味・特技
第一級アマチュア無線技士

【徳島西部支部】

入会日 　平成29年 7 月15日

伊　澤　優　治

P01_32_行政とくしま178_6.indd   27 2017/07/31   14:23



―28―

や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

　平成29年 ５ 月20日開催の定期大会及び 6 月 ５ 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。

会　　長　　松村　和人
副 会 長　　中川　正彦　　　出原　月栄
幹 事 長　　杉本　　宏
副幹事長　　山口　裕史

委員会名 委 員 長 委　　員

総 務 委 員 会 近藤　禮子

広 報 委 員 会 川﨑　　浩

政 策 委 員 会 中山　芳明 仁木　利典

官公署対策委員会 中野　真吾

会計監査　　大原浩一朗　　　喜多  直樹
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や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

　平成29年 ５ 月20日（土）午後 ４ 時30分よりサ
ンシャイン徳島において、平成29年度徳島県行
政書士政治連盟定期大会が開催された。
　大会は、喜多副会長の司会により進められ山
本副会長の開会の辞、大村会長の挨拶があった。
　司会者から議長選出の方法について場内に
諮ったところ、司会者一任の声と多数の拍手が
あったので、司会者は阿波・吉野川支部の金山
嘉久正氏を選出した。
　議長から構成員195名中、本日の出席者は152
名（うち委任状63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28年度活動経過報告について
第 2号議案　平成28年度収支決算報告及び承認並び

に会計監査報告
　議案審議に入る前に、議長から第 １ 号議案及
び第 ２ 号議案は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 号議案及び第 ２
号議案の提案説明を求めた。
　青山幹事長から、第 １ 号議案、第 ２ 号議案に
ついて報告があった。ついで議長より会計監査
に対して監査報告を求めたので、徳島西部支部
大原浩一朗会計監査から報告があった。

　議長は第 １ 号議案、第 ２ 号議案に対して質問
書の提出はなかったので、審議終了を宣し、採
決を行い、原案どおり賛成多数により可決決定
した。
第 ３号議案　平成28年度未収入金の一部欠損処分案

について
　議長は執行部に対し、第 ３ 号議案提案説明を
求めたので、青山幹事長から説明があった。
　議長は、第 ３ 号議案に対し質問書の提出はな
かったので審議終了を宣し、採決を行い賛成多
数により原案どおり可決決定した。
第 ４号議案　平成29年度運動方針案について
第 ５号議案　平成29年度収支予算案について
　議案審議に入る前に議長から、第 ４ 号議案及
び第 ５ 号議案は一括審議したい旨会場に諮り了
承を得た後、執行部に対し第 ４ 号議案、第 ５ 号
議案の提案説明を求めた。
　大村会長から第 ４ 号議案について、青山幹事
長から第 ５ 号議案について説明があった。
　議長は、第 ４ 号議案及び第 ５ 号議案に対し質
問書の提出はなかったので審議終了を宣し、採
決を行い、賛成多数により原案どおり可決決定
した。
第 ６号議案　役員の選任について
　議長から役員の選任は規約第 ７ 条で会長は幹
事の中から互選するとなっているがどのように
するか会場に諮ったところ、新会長の案を発表
していただいてはどうかとの発言があった。
　議長はこのことについて会場に諮り了承され
たので、新会長に役員案の提案を求め、松村会
長から発表があった。
　議長は、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、異議なしの声が
あり、原案どおり可決決定した。
　これをもって全ての議事を終了し、議長から
協力に対する謝辞があり降壇した。
　以上をもって全ての議案審議を終了し、山本
副会長の閉会の辞をもって定期大会の全日程を
終了した。

　　　　　　　　　徳島県 行政書士政治連盟 定期大会報告平成29年度
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や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

　平成29年６月23日（金）東京都港区のシェラ
トン都ホテル東京において「第37回日本行政書
士政治連盟定期大会」が開催されました。徳島
県支部からは、私が出席させて頂きました。
　23日の会議日程が私にとっては非常に複雑
で、会議室の度重なる移動と進行に右往左往す
るばかりでした。定期大会は、「開会のことば」、
北山孝次会長による「会長あいさつ」、大会成
立宣言の後、議長・副議長の選任、議事録署名
人の指名に続き、議事運営委員会より伝達事項
等報告があり、議案審議へと進みました。
第 １号議案　平成28年度運動経過報告について
第 2号議案　平成28年度決算報告について（監査報告）
第 ３号議案　平成29年度運動方針（案）について
第 ４号議案　平成29年度予算（案）について
第₅号議案　役員の選任について

　第１号議案及び第２号議案は一括上程され、
監事より監査報告の後、質問に対する執行部の
答弁がありました。質問は、合計５問、再質問
もあり、中でも、「日政連が日行連との車の両
輪になれていない。政治連盟への情報の流入が
乏しい。」など白熱した質問、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、
合計５問の質問に対する執行部の答弁がありま
した。こちらも再質問に対する答弁の後、各、
可決承認されました。
　第５号議案については、別室にて開催された
幹事会において投票により選出された会長候補
者の山下寛候補について承認を求めたところ、

「異議有り」との声が上がり、議長は、幹事会
での山下候補選出への賛成者に起立を求めたと
ころ、起立者多数により承認されました。山下
新会長のあいさつ、新役員の承認があり、第５
号議案は、可決承認されました。その後、「閉
会のことば」があり、定期大会は閉会しました。
　21日の日行連会長候補の決起大会、22日日行
連定時総会第１日、その夜の日行連及び日政連
の懇親会、23日日行連定時総会第２日、日政連
定期大会、更には定期大会中の部屋を移動して
の第２回、第３回日政連幹事会。全会議日程終
了後に、お誘いを受けて参加した全国女性会長
達の会合。すべてが未知との遭遇で、慌ただし
く戸惑いのうちに時間が経過していきました。
　私は、自分では今まで考えたこともなかった
日行連、日政連という全国の会長が結集する舞
台に、代議員として、日行連の会長選挙に１票
を頂いた日から、選挙運動に翻弄され、驚きと
戸惑いのうちに物事が展開されて行きました。
　しかし、徳島会を代表して政治連盟の役職を
拝命した以上、徳島会の為に、行政書士の知名
度、信頼度向上の為に、私に与えられた使命を
全力で全うする決意を新たにしているところで
す。先輩方の残して下さった功績、伝統を大切
にしながら、私、出原月栄に一体何が出来るの
か？挑戦が始まりました。
　諸先輩方、会員の皆さま、ご指導賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。

日本行政書士政治連盟 　第37回 定期大会報告
報告者　徳島県行政書士政治連盟副会長　出　原　月　栄

平　成
29年度

◆ ◆ ◆　政連事務局日誌　◆ ◆ ◆
４ 月　　１７日・会計監査（於本会会議室）開催
　　　　１8日・幹事会（於本会会議室）開催
　　2１〜22日・日政連幹事会（於東京）開催
　　　　　　　大村会長出席
５ 月　　20日・平成29年度定期大会
　　　　　　　（於サンシャイン徳島）開催

６ 月　　₅日・幹事会（於本会会議室）開催
　　　　2３日・平成29年度日政連定期大会
　　　　　　　（於東京）開催　出原副会長出席
７ 月2１〜22日・日政連幹事会（於東京）開催
　　　　　　　出原副会長出席

国会議員佐藤ゆかり先生を囲んで
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【事務局日誌】
《 ２ 月》
 １ 日 ・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
 ９〜10日 ・日行連第一業務部会（於東京）開催　大村会長　出席
 13〜14日 ・日行連規制改革委員会（於東京）開催　大村会長　出席
 16日 ・綱紀委員会（於本会会議室）開催
  ・第３回士業ネットワーク災害対策WG（於徳島弁護士会館）開催　大原企画副部長　出席
 22日 ・経理部会（於本会会議室）開催
  ・企画部会（於本会会議室）開催

《 ３ 月》
 １ 日 ・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
 ７ 日 ・選挙管理委員会（於本会会議室）開設
 ８ 日 ・部長会（於本会会議室）開催
 9 日 ・業務指導部実務研修会（於本会会議室）開催
 21日 ・新規入会者研修会（於本会会議室）開催
  ・経理部会（於本会会議室）開催
 23日 ・友好団体懇談会（於グランドパレス）開催　大村会長　出席
 27日 ・理事会（於本会会議室）開催
  ・避難訓練

《 ４ 月》
 ５ 日 ・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
 14日 ・選挙管理委員会（於本会会議室）開催
 15日 ・阿波・吉野川支部総会（於御所の郷温泉）開催　大村会長　出席
 17日 ・決算監査（於本会会議室）開催
 18日 ・理事会（於本会会議室）開催
 19日 ・選挙管理委員会（於本会会議室）開催
 19〜20日 ・日行連理事会（於東京）開催　大村会長、喜多副会長　出席
 21日 ・徳島中央支部総会（於グランドパレス徳島）開催
 22日 ・徳島西部支部総会（於グランドパレス徳島）開催　青山副会長　出席
  ・美馬三好支部総会（於油屋美馬館）開催　大村会長　出席
 24日 ・徳島北部支部総会（於北島町役場）開催　大村会長　出席
 27日 ・徳島南部支部総会（於ホテル石松）開催　大村会長　出席

《 ５ 月》
 ８ 日 ・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
 13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
 16日 ・平成29年春の黄綬褒章伝達式及び記念品贈呈式（於東京）開催
  　大村会長、喜多副会長　出席
  ・空き家対策の推進のための新規制度等に係る説明会（於三田共用会議所）開催
  　吉田業務副部長　出席
 18日 ・正副会長会（於本会会議室）開催
 19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　大村会長　出席
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 20日 ・平成29年度定時総会（於サンシャイン徳島）開催
 30日 ・正副会長会（於本会会議室）開催

《 6 月》
 ２ 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　杉本副会長　出席
 ５ 日 ・理事会（於本会会議室）開催
 ７ 日 ・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
 12日 ・広報部会（於本会会議室）開催
 13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
 14日 ・総務部会、企画部会、業務指導部会（於本会会議室）開催
 21日 ・第４回士業ネットワーク災害対策WG（於徳島弁護士会館）開催
  　竹尾総務副部長、大原企画副部長　出席
 22〜23日 ・平成29年度日行連定時総会（於東京）開催　松村会長、出原広報副部長　出席

《 ７ 月》
 ５ 日 ・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
 11日 ・理事会（於本会会議室）開催
 14日 ・友好団体懇談会（於グランドパレス）開催　松村会長、森企画部長　出席
 18日 ・総務部会（於本会会議室）開催
 19〜20日 ・日行連理事会（於東京）開催　松村会長　出席
 26日 ・広報部会（於本会会議室）開催
 27日 ・企画部会（於本会会議室）開催
 28日 ・日行連四国地方協議会定時総会（於松山市）開催　松村会長、河野・杉本副会長、
  　川﨑広報部長、青山業務指導部長　出席

会員の動静 【 8月〜 １月】

■入　会■

多田　沙貴　徳島中央支部（ ２ ．１ ）新規登録

山中　昭宏　徳島中央支部（ ４ ．２ ）新規登録

松並　圭子　徳島北部支部（ ４ ．２ ）新規登録

鎌田　真一　阿波・吉野川支部（ ４ ．２ ）新規登録

田中江利子　徳島中央支部（ 6 ．１ ）新規登録

三木　孝文　徳島中央支部（ 6 ．１５）新規登録

大西　伸一　阿波・吉野川支部（ ７ ．１ ）新規登録

伊澤　優治　徳島西部支部（ ７ ．１５）新規登録

■退　会■

山本江美子　徳島西部支部（３．10）廃業

豊川　芳信　徳島西部支部（３．31）廃業

富田　英明　徳島北部支部（３．31）廃業

花谷　正幸　徳島中央支部（４．）　 死亡

大西　唯義　阿波・吉野川支部（６．30）廃業

〔訃報〕　徳島中央支部　花谷正幸会員のご冥福をお祈りいたします。
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表紙写真／「連絡船から見た出
て

羽
ば

島
じま

」　　撮影場所／出羽島　　撮影者／古澤　　圭　氏
【概要】牟岐町にある面積約400平方メートルの島。住民は70名ほど。古き良き漁村集落のたたず

まいを今に残すことから、平成29年₂月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。
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　本年₅月の定時総会及び₆月₅日の理事会で新役員が決定しました。松村新会長が打ち出し
た「積極的に行政に関わって行く」という新たな方針のもと、就任早々の₆月16日には会長・
副会長ら役員が県庁と徳島市役所を訪問し、ご挨拶して参りました。17ページに「徳島県・徳
島市表敬訪問」と題してその様子のごく一部が紹介されていますが、実際は以下のとおり多く
の方々と面会して行政書士会の存在を強烈にアピールしました。
県　庁（訪問順）○熊谷幸三徳島県副知事，○徳島県経営戦略部　大田泰介部長、岡田芳宏副部長，
○徳島県県土整備部建設管理課　飯田博司課長、同課審査担当　山下一男課長補佐（リーダー），○
徳島県農林水産部…もうかるブランド推進課…輸出・六次化推進室　山本祐次室長
県庁内を案内してくださった長尾哲見県議、井川龍二県議、そして徳島県経営戦略部総務課…学事調
査担当…松原伸也様、有難うございました。

徳島市役所（訪問順）○遠藤彰良徳島市長，○徳島市企画政策局秘書課　大西範雄課長，○徳島市農
業委員会事務局　歌川康司事務局長、　伊賀俊雄次長，○徳島市都市整備部建築指導課　有本正博課
長，○徳島市保健福祉部福祉事務所…介護・ながいき課…高齢者いきがい係　三並亜希係長，○徳島
市市民環境部住民課　大久保達人課長，○徳島市市民環境部市民生活課長兼さわやか窓口相談室　
幸田元宏課長、松並昌世室長補佐

　ご対応くださった各課の皆様、有難うございました。

　2017年夏号発行にあたりお忙しい中、原稿を寄せて頂いた皆様に感謝いたします。お蔭さま
で無事完成し、お届けできました。今後も「行政とくしま」は徳島県行政書士会の行事や新た
な取組みを広報していくとともに、会員の皆様方個々の活動もご紹介していきたいと考えてい
ます。業務に関する報告や情報、趣味・サークルの参加募集案内や日々の雑感などなど、すべ
ての会員様からの原稿をお待ちしておりますのでお気軽に広報部までご連絡ください。

（広報部長　川﨑　　浩）

編 集 後 記
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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

E−mail　info@toku-gyosei.org　　　URL　http：//www.toku-gyosei.org/

「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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