「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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にありがとうございました。本年も改めまして、よろしくお願い申し上げます。
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また、広告のご協力を賜りました皆さまのご厚情に心より感謝申し上げます。
本年は、戊戌（つちのえいぬ）。犬は古くから人間と最も親しい動物ともいえます。私個人的
には、愛犬が生涯の心の友（中学生の頃まで生きていた）です。
自分自身の性格は、日本行政書士会連合会公式キャラクターのユキマサ（行政）くんと同じ猫
そのものなのですが…
本年は平成の仕上げの一年！年々、一年が経つのが増々早く感じられ、あれもこれも為すべき
こと、したいことが沢山あるのに、ほぼ「絵に描いた餅」に終わってしまって、毎年、年始には、
「今年こそは！」と意気込みはするものの… 12枚のカレンダー、１枚目をめくると、「もう、₁
年の12分の１が過ぎた」₂枚目をめくると、「はや、₆分の₁が過ぎた」という有り様で、気が
付けば、残りの枚数の方が少なくなって、今年もあと僅かだなあ！という繰り返し。平成30年こ
そは、時間は「命」と、心に言い聞かせて平成を締めくくる一年にすることを年頭に誓います！

〈表紙写真〉
撮影者／古澤
圭 氏
撮影場所／河野メリクロン あんみつ館 お蘭見広場
【概要】全国の蘭職人が丹精込めて育て上げた全国シンビジウム逸品展から。
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本年が皆さまにとりまして、「平成」を飾る最も輝く一年になりますようお祈りします。まだま
だ厳冬は続きますので、くれぐれもご自愛ください。寒さに負けず、この季節にしか味わえない
「旬」の恵みに感謝して、存分に「冬」を楽しみましょう。
（広報部副部長

出

原

月

栄）

2018/01/31 9:16

少子高齢化が進む中で社会は変革を余儀なく

新年あけましておめでとうございます。
平成30年の新春を迎え、謹んでご挨拶申し上

されており、従来と同じことだけをしていては、
衰退の未来がやってくるのは自明の理です。

げます。

新しいことに取り組むことによって、「成功」

日頃より、会員の皆様には本会の事業運営に
対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げ

という財産を得ることができ、仮に上手くいか

ます。

なくても、「経験」という財産が得られ次に活

昨年の総会を経て、新執行部がスタートして

かすことができます。

半年が経過しました。私自身、会長就任１期目、

本年も引き続き、良い伝統は守りつつ、新し

また、新理事が多く含まれる役員体制であり、

いことに積極的にチャレンジしていく所存で

経験不足ではございますが、会員の皆様、顧問

す。

の先生、行政の担当者、関係各位のご協力を賜

これから行政書士が生き残るためには、社会

りながら、会員の皆様のためにとの思いで情熱

に必要とされる存在でなければなりません。そ

を強く抱いて会務運営に当たっている次第で

のためには、会員の皆様の知識やスキルの習得

す。

が欠かせません。本会として、必要な情報の発

とりわけ、昨年11月18日に実施しました終活

信と業務研修の機会の確保を図っていきたいと

セミナーは、会員の皆様のご協力のもと、一定

考えています。また、これまで以上に顧問議員

の成果を上げることができました。本会として、

の先生方や関係行政機関、日行連や他の単位会

長年来、対外的なシンポジウム・セミナーを行

と連携を図っていき、社会の役に立つ行政書士

っていなかった状況でしたので、是非、実施し

像を築いてまいります。
本会の活動が会員の皆様のより良い支援とな

たいと考えておりました。「終活」という言葉
がマスコミなどで取り上げられているところ、

りますよう、役員が一丸となって知恵を出し合

実際には何をすべきか知らない方が多く存在し

い活動してまいります。会員の皆様におかれま

ます。終活には「遺言・相続・成年後見」など

しては、今後ともご協力賜りますよう宜しくお

行政書士が関わる手続が多く含まれていること

願い申し上げます。

から、「終活＝行政書士」をPRしたい思惑があ

本年が皆様にとって飛躍の年になるよう祈念

りました。また、開催前後にわたり新聞やテレ

いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただき

ビで取り上げていただき、終活に限らず「行政

ます。

書士」を広くPRすることができ、良い広報活
動となりました。さらに、会員の皆様の知識や
スキルの習得という意味でも成果を得られたと
思います。
―1―
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行いました。
明けましておめでとうございます。
加えて、防災・減災対策では、全国に先駆け
皆様には、輝かしい新年を健やかにお迎えの
て高台移転を行い、ツイン・ヘリポートを備え
ことと、心からお慶び申し上げます。
た新生「海部病院」の開院、最新の知見を踏ま
「東京オリンピック・パラリンピック」まで
えた「中央構造線・活断層地震の被害想定」の
あと３年を切り、スポーツ・文化の機運が一層
策定、北朝鮮のミサイル対応をはじめ最新の危
高まった昨年は、オリンピック開会式予定日の
機事象に備える「総合防災訓練」の実施など、
７月24日、当日の混雑緩和と働き方改革のため
充実・強化を図りました。
政府が定めた「テレワーク・デイ」を初めて迎
さて、今年の干支は「戊戌（つちのえ・いぬ）」。
え、テレワーク先進県・徳島として、100名を
「戊」は「茂」に通じ、十干の５番目、折り返
超える職員が実践しました。
し点で、あらゆるものが茂りを迎えていくこと、
また、この日は「オリ・パラ」エンブレムへ
の「ジャパンブルー・藍色」採用を機に制定さ 「戌」の「一」は「陽気」の象徴で、日当たり
を良くし、根固めの必要性を示しています。そ
れた、初の「とくしま藍の日」。フォーラム開
こで「戊戌」は、
「陰陽複雑さを増していく中で、
催や県庁舎のＬＥＤブルー・ライトアップな
陽気を見定め果断し、維新・一新に繋げるべき
ど、県を挙げて藍の魅力を発信しました。
年」とされます。
さらに、明治開闢以来となる国の統治機構改
今年は、国を挙げてのインバウンド対策に呼
編への第一歩となる消費者庁「消費者行政新未
来創造オフィス」も、この日、徳島に開設され、 応する「徳島阿波おどり空港」の新ターミナル
がいよいよオープン。「第九」アジア初演100周
「トリコロール」３つの意義を織りなす「７月
年記念の演奏会では、国内外から大勢の方が集
24日」は、県内外の歴史に深く刻まれることと
い、まさに「歓喜」の歌声が響き渡ります。
なりました。
また、アジア初、第30回記念「ウェイクボー
そして、春の訪れとともに開催した第10回記
ド世界選手権」が池田湖にて開催、
「ワールド
念「とくしまマラソン」をはじめ、多くの県民
マスターズゲームズ2021関西」まで４年連続、
の皆様がスポーツに親しみ、徳島インディゴソ
徳島が世界大会の開催地、またはキャンプ地と
ックスは３年ぶりの「独立リーグ日本一」を達
なります。世界中から注目が集まる絶好の機会、
成、国内初の「ラフティング世界選手権」では
徳島の魅力に一層磨きをかけ、
「お接待」の心で、
地の利を活かし地元チーム「ザ・リバーフェイ
県を挙げておもてなしをして参ります。
ス」が見事、二度目の優勝に輝きました。
地方創生の総合戦略も４年目、後半を迎え、
一方、ベートーヴェン「第九」アジア初演が
県民の皆様に、より成果を実感していただくた
取り持つ縁で、ドイツ・ニーダーザクセン州と
め、「第４次産業革命」や「脱炭素社会」への
結んだ友好交流提携が10周年を迎え、両県州の
挑戦など、さらなる「一歩先の未来」を創造し
公式訪問団が、まず４月には訪独、世界最大級
て参りますので、行政書士の皆様におかれては、
の産業見本市「ハノーバーメッセ」にて、藍と
身近な「行政手続のスペシャリスト・街の法律
ＬＥＤ「２つのブルー」をアピールして参りま
した。また、５月のご来県では、
「奇跡の収容所」 家」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。
板東俘虜収容所関係資料のユネスコ「世界の記
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
憶」登録に日独共同申請するべく、両県州、鳴
門市、リューネブルク市の４者による調印式を
―2―
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新年明けましておめでとうございます。

揮され、県民の大きな期待にお応え頂きますよ

徳島県行政書士会の皆様方には、お健やかに

う、お願い申し上げます。
行政書士の皆様の業務範囲は、相続や自動車

新年をお迎えのことと、謹んでお慶びを申し上

登録手続きなどの暮らしに関することから、外

げます。
行政書士の皆様方におかれましては、日頃か

国人雇用関係や法人手続などビジネスに関する

ら県民と行政の架け橋として、また、県民の権

ことまで、時代の変遷や私たち国民のニーズの

利擁護の担い手として、大変重要な役割を果た

多様化により、多岐にわたっております。更に、

され、行政の円滑な運営にご尽力頂きまして、

所有者不明土地問題や空き家対策などの新たに

厚く感謝申し上げます。

発生した社会問題に対して、様々な行政手続に

さて、今日では、全国で約 4 万7,000名、徳

精通した行政書士の皆様に期待される役割は、

島県内では約340名の行政書士の皆様が職務に

ますます大きくなっていくものと思われます。

精励され、地域に密着した「あなたの街の法律

引き続き、行政書士の皆様方には、幅広いご見

家」として、県民から厚い信頼を得ておられま

識によって、時代の変化や様々な制度改正に対

す。これもひとえに、松村会長をはじめ、会員

応しながら、県民の利便性向上に一層のご貢献

の皆様方が、日頃から職務に真摯に取り組み、

を賜りますよう、お願い申し上げます。
徳島県の人口は、742,572人（平成29年12月）

日夜を問わず、熱意をもって活動してこられた、
弛まぬ努力の賜物であると、心より敬意を表す

と、減少に歯止めがかからず、人口問題はわが

る次第であります。

県にとって、喫緊の課題であります。今後、さ

行政書士法が昭和26年に制定されて以来、67

らに高齢化と人口減少が進むことが見込まれて

年の歳月が経過しようとしております。この間、

いる中、すべての人々が支え合う持続可能な社

平成15年の行政書士法人制度の創設、平成20年

会を構築するために、創意工夫の取り組みが重

の聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行

要であります。私は、皆様の代弁者として、国

為の代理の法定化、平成26年の不服申立て手続

政の場において最前線で発信し、ふるさと徳島

きを代理できる特定行政書士制度の創立など、

の創生と創造に全力で取り組んで参ります。
徳島県行政書士会の皆様方には、専門的なお

数度の法改正が行われ、行政書士制度は着実に

立場から、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますよ

発展してきました。
特定行政書士につきましては、多くの行政書

う、何卒よろ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

士の方々が、日本行政書士会連合会の実施する
研修を受講され、現在では、全国で約3,600名、

益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝とご多

徳島県内では12名の方々が特定行政書士として

幸を心より祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさせ

活躍されていらっしゃいます。今後もますます

て頂きます。

多くの行政書士の皆様が、特定行政書士として
活躍され、行政手続の分野における専門家とし
て、研修等で培われた豊かな知見を遺憾なく発
―3―

P01_32_No179_3.indd 3

2018/01/30 14:51

新年あけましておめでとうございます。今年

改築の是非を問う徳島市の住民投票問題で、 2

は戌年、会員の皆様にとってワンダフルな年に

件目は大田知事の不信任決議の採択問題でし

なります事を祈念しております。

た。現在の徳島県議会で知事不信任を経験した

昨年はアメリカのトランプ大統領の就任と発

県議は 5 、 6 、 7 期生で、 4 期生が不在、未経

言、それに負けて劣らず北朝鮮のミサイル問題

験の 1 、 2 、 3 期生の構成となっています。地

での金正恩の発言に世界が振り回された一年で

方議会は二元代表制ですが、一部のマスコミは

あったとも言えるのではないかと思います。

議会は首長の追認機関と揶揄してきましたが、

この状況はもういい加減にしてもらいたいと

徳島県議会は二元代表制の一元たる議会が知事

は思いますが、残念ながら今年も続きそうな気

を不信任出来る事を世間に示しました。私はそ

がします。

の不信任のカギを握る立場に追い込まれ、胃が

一方、国内の政治状況は野党やマスコミが北

痛くなる思いをして不信任案に賛成して採択さ

朝鮮のミサイルよりも森友・加計問題を大きく

れた事は今から振り返っても正しい選択であっ

長く取り上げ、ミサイルの危機感を取り上げず、

たと確信しています。

視聴率狙いの番組ばかりたれ流した一年でもあ

この経験から私は県議会と知事の関係は緊張

ったと言えるのではないかと思います。振り返

感を持ちながらも県勢発展の両輪として、県行

れば四国になかった獣医学部を愛媛県今治市に

政を監視するとともに協力し合う事も大事と思

設置するだけの問題を「忖度」と言う言葉で批

っています。

判しただけに終わった気がします。当の今治の

後輩の県議にもこうした歴史や、県議の使命

獣医学部の受験は希望者が多く、高い受験率で

と役割を語り継いでいかねばならないと思って

実施された事はあまり報道しなかったように思

います。
最後に会員の皆様には県民と官公署とのパイ

います。
そうした中で昨年五月開催の定期大会及び六

プ役として行政書士の使命を果たされます事を

月の幹事会で徳島県行政書士会に新しく若いリ

心から期待するとともにこの 1 年ご健勝で徳島

ーダーである松村和人会長の新役員体制の執行

県行政書士会が益々ご発展する事を心から祈念

部が誕生し、スタートした事をお祝いするとと

しております。

もに心から期待しております。私も政治連盟の

また、併せて「行政とくしま」が徳島県行政

顧問として微力ですがしっかり応援させて頂く

書士会の会員相互の情報交換の会報として末永

決意です。

く発刊されます事を重ねて祈念しております。

私は平成三年に実施された統一地方選挙の県
議選で初当選以来、連続 7 期当選させて頂き、
早いもので27年目、今年任期の最終年を迎えて
おります。また、現在37名の県議の中でも最古
参になりました。この間、思い出深い大きな出
来事が 2 件あります。 1 件目は吉野川第十堰の
―4―
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このような事態に備えるためには、行政と皆

新年明けましておめでとうございます。
皆様には、輝かしい新年をお迎えのことと、

様方の協力による新たなネットワークを構築し
対応していく必要があると考えます。

心よりお喜び申し上げます。
旧年中は、松村会長様はじめ会員の皆様方に

また高齢社会では、認知機能の低下した身寄

は、私どもの議員活動をはじめ、県政各般にわ

りのない方々の財産管理や、自らの意思に基づ

たりご理解とご協力を賜っておりますことに、

いた生活を送るための支援をどのように行って

心よりお礼申し上げます。

いくかも、今後ますます大きな課題となってき

また日頃は、行政と県民とのパイプ役として、

ます。
貴会におかれましては、すでに６年前から、

県民福祉の向上にご尽力いただいておりますこ

コスモス成年後見サポートセンターを立ち上

とに心から敬意と感謝を申し上げます。
昨年末、ある報道紙面で「所有者不明土地、

げ、実績を重ねられていますが、更なる研鑽に

面積は九州を上回る」との見出しを見て、大変

取り組まれ、今後とも市民から頼りにされる、

驚かされました。この事により、様々な公共事

身近な街の法律家として大いにご貢献されます

業や、農業活性化のための農地の集約、森林の

ようご期待を申し上げ、新年のご挨拶と致しま

適正な管理など、必要不可欠な公共事業に支障

す。

が発生することが危惧されます。
その原因の多くは、相続による所有権移転の
未登記とのことですが、今後は、団塊世代が
八十代を超え平均寿命を迎える時代には大量の
相続が発生し、さらに深刻な社会問題となるよ
うです。
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明けましておめでとうございます。
平成30年の新春を迎えるに当たりまして ､ 徳
島県行政書士会の皆様の御健勝を心からお慶び
申し上げます。皆様方におかれましては ､ 日頃
より「あなたの街の法律家」として県民への利便
性向上、円滑な行政事務への寄与に誠心誠意、
情熱と熱意を持って取り組んでおられますこと
に、改めて深く敬意と感謝の意を表する次第で
ございます。
行政書士法が昭和26年に制定されてから66年
余りが経過しておりますが、この間に、数次に
わたる法改正が行われるとともに、成年後見制
度を中心とした超高齢社会への対応、空き家対
策、所有者不明土地問題、法定相続情報制度や
民法改正への対応など時代を反映した諸課題が
絶えず発生するなど、行政書士の皆様方を取り
巻く環境は日々刻々と変化しております。
このような制度改正や様々な時代の変化など
複雑多様化する社会情勢の中で、幅広い見識と
専門性を持つ皆様方に対する県民の期待は大き
く、その職責はますます重くなろうかと思いま
すが、県民と行政をつなぐ架け橋として、更なる
ご活躍される事を心から願ってやみません。
さて、昨年を振り返ってみますと、国外では、
米国のトランプ大統領の誕生により、国際政
治・国際経済など我が国を取り巻く国際情勢は
依然として不透明さを増すとともに、国内では
集中豪雨や台風などの自然災害に加え、北朝鮮
による核実験や弾道ミサイル発射実験など、県
民の安全・安心が脅かされた １ 年でした。
さらに、先の衆議院選挙では、与党の構図に
大きな変化はなかったものの、今後 ､ 人づくり
革命や生産性革命など、安倍政権が掲げる看板
政策が具体化していくほか、合区や自衛隊など
に関する憲法改正論議も本格化するなど、県民
の安全・安心の確保や地方創生の実現に向け、
たゆまぬ努力が引き続き必要だと再認識したと
ころです。

県内では明るい話題もありました。国内初開
催となるラフティング世界選手権が本県で行わ
れ、本県の女子チームが見事世界一に輝きまし
た。また、2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピック公式エンブレムに「ジャパンブルー藍
色」が採用されたことを契機に、昨年 3 月に徳
島県議会議員提案により 7 月24日を「とくしま
藍の日」、 7 月を「とくしま藍推進月間」とする
条例を定めるとともに ､12月には「藍色を徳島
県」の色とする改正を行うなど ､ 県を挙げて藍
の魅力発信に努めたところです。
また、県議会においては昨年 4 月に自民系 3
会派が合流し、「徳島県議会自由民主党」が誕生
しました。新しい会派は、徳島県議会議員37人
のうち27人を擁する県議会最大会派であり、県
政に与える影響はますます大きくなりました。
私は県議会議員二期目を拝命して約 ３ 年、県
政の場において未来に羽ばたく子どもたちに夢
を持てるよう、今や国家の最重要問題でありま
す人口減少問題、地方創生、防災減災に正面か
ら取組み、日々勉強させていただいております。
私は、県議会にて本会議場に登壇する際、必
ず締めくくりに遣う言葉があります。
「愛する故郷徳島のために一心不乱で働いて
いくことをお誓い申し上げます」
これは、我が恩師、竹内資浩先生がご生前、
議会で質問に立つ時には必ず最後に発する言葉
でした。壇上に立つ度に竹内先生の志をしっ
かりと受け継ぎ、私なりの「政治一直線」でビシ
ッ！と貫く決意を新たに致します。
県民の皆さんのお声をお聞きし、一緒になっ
て汗をかき、徳島を少しでも輝かせるよう頑張
ってまいります。今後とも皆様のご指導ご鞭撻
の程どうぞよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、会員の皆様方の御多幸
と徳島県行政書士会のますますの御発展を心か
ら祈念申し上げて、年頭のご挨拶とさせていた
だきます。
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徳島県行政書士会の皆さんの活躍の場を広

いつもより寒かった師走でしたが、はつ春を

げ、行政との確かなパイプ役を推進するために、

心こめてお喜び申し上げます。

県議会でさらなる議論を深めていきたいと思っ

安全安心の大切さ！
！を痛感した昨年から今

ておりますので御指導のほど、よろしくお願い

年もまた北朝鮮のことは不安定です。

申し上げます。

そんな中、今、私にできることは何なのか真

たとえば、「いのちを守るための大規模災害

剣に問いかける新春です。

対策基金」約50億円ありますが、様々なことに

新年度の税収は27年ぶりに58兆円超になると

有効活用していくべきなんです。

いわれていますが、バブル期並みということに

徳島県行政書士会の会員の皆さまの、豊かな

なるけれど、徳島県内にその実感はないと思い

経験と知恵を生かして、「夢をかたち」にして

ます。

いこうではありませんか！
！

でも、徳島県の予算、特に公共事業関連は昨
年度８年ぶりに600億円を超えましたが、今年

会員の皆さまにとりまして、限りないチャレ

度はかなり増額できるのではないかと要望して

ンジの年となりますように、ひたすらお祈りい

います。

たします。

優勝
!!
１
2

3
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新年明けましておめでとうございます。

力して、地籍調査などにも力を入れていますが、

行政書士会会員の皆様におかれましては、す

時間がかかっています。国交省は公益性のある

ばらしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げ

事業に限り、所有者不明土地を利活用できる仕

ます。旧年中は大変お世話になり、ありがとう

組みを整備できるよう制度改正を進める方針と

ございました。

のことですが、行政書士会や他の民間の方々と

昨年は、10月に三好市山城町で、日本初の「ラ
フティング世界選手権大会」が、22か国71チー

も協力しながら、早急に取り組んでいかねばな
らないと思っています。

ムの選手団520人が参加して、盛大に開催され

また、今年は更に消費者行政を深化させてい

ました。県内外から約１万6,000人が応援に来

きたいと考えています。消費者庁の本格移転に

て下さり、大いに盛り上がりました。私は三野

向けて、県では、地域の消費者の生活と結びつ

中学校３年の娘が地元の中高生らのユースチー

く、教育、福祉、環境などを包括するプロジェ

ム選手として出場していましたので、手伝いと

クトを、消費者庁と連携して実践していますが、

応援に走り回っていました。三好市はもとより

特に県内の高校生の取組は目を見張るものがあ

ご協力いただきました関係各位の皆様に心より

ります。人と社会、地域環境のことを考えて作

感謝申し上げます。

られたものを購入し、消費することによって、

これにより、更に世界的な注目が高まり、米

社会的な問題解決に個人として貢献するという

国大手旅行雑誌「トラベル＋レジャー」の「2018

考え方を「倫理的消費」＝「エシカル消費」と

年に訪れるべき50の旅行地」に日本で唯一選ば

いいますが、これを多くの県内の高校が実践し

れることになり、うれしい限りです。
「にし阿波」

ているのです。「エシカル消費」とは一言でい

エリアは「観光圏」「食と農の景勝地」「日本農

うと「賢い消費行動で、持続可能な経済社会を

業遺産」にトリプルで認定を受けていて、更に

作る」活動であり、こうした理念を徳島から発

弾みをつけて、県内観光の牽引役となるよう頑

信すべく、県議会としても頑張りますので、ご

張っていきたいと思います。

指導よろしくお願い致します。

さて、様々な政治課題の一つに「所有者不明

最後になりましたが、人口減少、超高齢化の

土地問題」があります。所有者が亡くなった後、

中で、多くの難しい課題の解決に、行政書士会

相続登記がされないまま、持ち主が分からなく

の皆様のお力はますます必要になってきており

なってしまう土地が全国で急増していて、地域

ます。一層の研鑽を積まれ、更にご活躍される

の再開発や道路整備、防災対策、森林整備など

ことを期待しております。

の公共事業を進めるのにも支障を来していま

徳島県行政書士会の益々のご発展と会員の皆

す。とりわけ森林や農地の管理が行き届かなく

様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、年頭の

なると、災害の際には被害が拡大する恐れがあ

ご挨拶と致します。

り、早急な対策が必要です。県でも市町村と協
―8―
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明けましておめでとうございます。

か所のモデル地区において平成29年度、平成30

毎年、「行政とくしま」に掲載させていただ

年度の 2 年間で、地域が主体となり地域の特性

いてます、地域自治協議会（地域のコミュニティ

を生かしたまちづくりを実施し、その仕組みの

協議会を中核とし、地域の中小企業や事業所、

構築を進めています。

NPO等、様々なグループが参加した地域自治

下の図は、その組織のイメージ図です。行政

組織）について、その進捗状況を報告したいと

書士会の皆様も、いずれはその組織のメンバー

思います。この内容は、いずれ市民の皆様に直

となられ、地域でご活躍される日が来ますよう、

接かかわってくるものです。

私も組織設置に向けて努力いたします。
最後に行政書士会の、今後ますますのご発展

行政の事業としては「新たな地域自治協働シ
ステム構築モデル事業」となっており現在、沖

を心よりご祈念申し上げます。

洲地区、津田地区、上八万地区、内町地区の 4

本市での新たな地域自治協働システム（イメージ）

地域課題を地域自ら解決する組織
※地域のすべての住民が構成員

コミュニティ協議会

徳

地域が
活動しやすい
財政支援

島

連携・協働

市
地域担当職員

◦町内会
◦婦人会
◦社会福祉協議会
◦民生児童委員会
◦防犯委員会
◦自主防災会
◦体育協会
◦環境衛生組合
◦PTA
◦その他地域活動団体
など

計画策定支援

New

◦地元企業
◦事業者

New

◦NPO
◦ボランティア団体

New

◦町内会等へ未加入の住民
◦マンション管理組合

地域まちづくり計画の策定

（地域の理想とする将来像の実現に向け事業の実施）
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理事 ・ 支部長 ・ 監察委員

合

同

会

議

報

員会を立ち上げることで了承された。
５ ．封印業務について
中川副会長から、封印業務について手続きの
流れと今後の予定について説明があり、協議の
結果、承認された。

告

平成29年 9 月 8 日（金）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った。
１ ．平成29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、川﨑
広報部長から広報関係について説明があり、続
いて、亀井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 ．非行政書士排除の取組みについて
亀井監察部長から、非行政書士排除の取組み
について、県に対し行政書士法周知徹底と具体
的な窓口対策、行政手続法及び徳島県行政手続
条例の遵守徹底に関し請願等をすることについ
て説明があった。
協議の結果、請願等することについて監察部
と政治連盟で協議していくことで了承された。
３ ．終活セミナーの開催について
岩佐理事から、終活セミナー事業計画案の説
明があり、協議の結果、原案どおり承認された。
４ ．防災委員会（仮）の取組みについて
仁木総務部長から、防災に関する取組みにつ
いて、作業量も膨大になるので防災委員会（仮）
を立ち上げたいとの説明があった。
続いて、松村会長から日行連では暴力団等排
除対策を推進しているので、本会でも「暴力団
等排除対策委員会」を設置したいとの説明があ
った。
協議の結果、各部から防災委員会（仮）、暴
力団等排除対策委員会の委員を 1 名選出し、委

６ ．エアコンの設置について
仁木総務部長から、 7 月の理事会で壁掛けエ
アコンの設置を承認していただいたが、問題点
が生じたため天井カセットエアコンで承認をい
ただきたいとの説明があった。協議の結果、承
認された。
７ ．支部長会正副議長の選任について
支部長会の正副議長の選任について、協議の
結果、議長は中野支部長、副議長は花野支部長
に決定した。
８ ．選挙管理委員の委嘱について
委員 1 名が 9 月末日で退会することになり欠
員が生じるため、10月 1 日から美馬三好支部古
澤圭会員に委員を委嘱したいとの提案があり、
承認された。
なお、期間は前任者の残存期間とする。
９ ．その他
⑴ 会員名簿の改刷について
仁木総務部長から会員名簿の見積もりにつ
いて説明があり、
金額の安い業者に決定した。
⑵ 会員抹消手続きについて
仁木部長から、4 月に会員が死亡したため、
ご遺族から提出がないので、会の方で退会手
続きを進めているとの報告があった。
当該会員は長期にわたり会費を滞納してい
たため、 4 月の理事会で少額訴訟を起こすこ
とが決定していた。未納会費の請求をどうす
るかについて協議の結果、役員がご遺族と面
談し、その答弁によって次の理事会で決定す
ることになった。
⑶ 役員合同会議、平成30年度定時総会の日程
及び場所について
議長から説明があり、提案どおりに決定し
た。
役員合同会議 平成30年 1 月26日（金）
平成30年度定時総会 平成30年 5 月19日（土）
場所
サンシャイン徳島
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決定した。
⑵少額訴訟済みの会員に対する措置について
議長から、裁判で確定しているが未だ会費
の納入がないので、総務部で協議しながら進
めたいとの説明があり、協議の結果、承認さ
れた。
４ ．防災委員会、暴力団等排除対策委員会（仮
称）について

亀井監察部長から、各部から 1 ～ 2 名の委
平成29年11月24日（金）本会会議室において

員候補を選出していただいたので、防災委員会、

理事会が開催され、次の議題について審議を行

暴力団等排除対策委員会の規則を制定し、 3 月

った。

の理事会までには動き出せるようにしたいとの

１ ．平成29年度行政書士制度広報月間の実施報

説明があり、協議の結果、承認された。

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

５ ．非行政書士の排除対策について
亀井監察部長から、非行政書士行為をしてい

川﨑広報部長、亀井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

るという情報があったのでこの件について調査

ことに決定した。

を進めたいとの説明があり、協議の結果、了承
された。

２ ．経理規程の改定案について
北條経理部長から経理規程の改定案につい
て、次回の理事会までに検討していただきたい、

６ ．その他
⑴ 会員への口頭注意について

インターネットバンキングを導入することにつ

議長から、兼業会員が他士業で罰金刑を受

いては、準備期間が必要になるため本日承認を

けたが会としての対応について協議をお願い

いただきたいとの説明があり、協議の結果、承

したいとの説明があり、協議の結果、口頭注

認された。

意をすることに決定した。
⑵ 終活セミナー開催報告

３ ．長期会費滞納者の措置について

議長から、11月18日に開催された終活セミ

⑴死亡による登録抹消者の未納会費請求について
前回の理事会で役員がご遺族と面談しその

ナーについて報告があった。
⑶ 行政書士試験報告について

答弁によって訴訟をするかどうか決定するこ
とになっていたが、仁木部長から面談の内容

亀井試験場責任者から、行政書士試験実施
報告があった。

について説明があり、協議の後、採決に移り
賛成多数によりご遺族には請求しないことに
―11―
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平成 29 年度

行政書士制度

広報月間活動報告
報告者

広報部長

川

﨑

浩

④ PR 活動
本年度もマスコミ等へのＰＲ活動としまし
て、 9 月25日（月）、松村会長、亀井監察部長と
広報部（出原、近藤、川﨑）の 5 名が徳島県庁、
徳島市役所、徳島新聞社、四国放送、ＮＨＫ徳
島放送局、エフエム徳島を訪問し、ポスター、
チラシを配布すると共に、行政書士広報月間に
ついての理解と協力を得られるようＰＲしてま
いりました。この結果、 9 月29日付けで徳島県
庁ホームページに10月の広報月間について紹介
記事を掲載して頂きました。その他、徳島新聞
１ ．実施期間
の情報とくしま欄に支部無料相談会の案内記事
平成29年10月 1 日（日）から同年10月31日（火） が15回掲載されました。メディアの活用としま
まで実施されました。
しては四国放送で「ＪＲＴ防災キャンペーン
2017」の協賛として 9 月27日から30日の間、 ４
２ ．具体的活動内容
回に亘って徳島県行政書士会の名称をＰＲしま
①新聞の一面広告
した。
右ページの内容で、平成29年10月 1 日に徳島新
また、終活セミナーに関しましては、自治体
聞にカラー広告を掲載しました。例年どおり希
広報誌である徳島市の「広報とくしま」
で案内し
望会員の名簿と共に、行政書士業務の紹介、無
て頂いた他、11月14日、四国放送の情報番組「ゴ
料電話相談の日時、各支部における対面無料相
ジカル！」に松村会長はじめ河野副会長、青山
談会の日程を掲載したことに加え、初の試みで
業務指導部長、企画部の岩佐理事が生出演し、
ある徳島県行政書士会主催の「終活セミナー」に
セミナー開催をＰＲしました。セミナー当日
関する案内を大きく取り上げました。終活セミ （11/18）
にはＮＨＫ徳島放送局、徳島新聞社が取
ナーについての報告は14ページをご覧ください。
材してくださり、翌日には徳島新聞朝刊に掲載
②電話無料相談
され、ＮＨＫではテレビとラジオのニュースで
平成29年10月 2 日（月）と10月16日（月）の 2 日
複数回セミナーの模様が取り上げられました。
間、徳島県行政書士会の事務局で延べ 5 名のス
３ ．総評・今後の課題
タッフで電話相談を受け付けました。計13件の
10月 1 日の徳島新聞全面広告の掲載、ポスタ
相談があり、今年度も遺言・相続が 6 件と半数
近くを占め、次に不動産関係 2 件、各種契約、 ー、チラシの配布と例年どおりの広報活動に加
え、初めての試みである「終活セミナー」の主催
戸籍関係、自動車関係がそれぞれ 1 件、その他
というイベントもあって、マスコミや関係各所
が 2 件でした。
に対する積極的なアピールが企画部をはじめと
③支部対面無料相談会
する担当部署の方々によってなされました。結
県下各地にて無料相談が行われ、計44件の相
果、多くの一般聴衆がセミナーに参加してくだ
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 4 件、各種契約 3 件、 さり、盛況のうちにセミナーを終えることがで
きました。
法人設立 1 件、その他11件でした。
電話無料相談、対面無料相談とも全体の件数は
その他については、家族問題や生活費に関す
年々減少しています。しかし「他士業も『法の日』
るものの他、小学校の統合や防災についてなど
で相談会を開催しているから」と減少の理由を分
回答の難しい相談もありました。
析するよりも、今回のセミナー開催に係るＰＲの
本年も各支部において多くの開催日、開催場
ような前向きで積極的な行動が人を集めること
所を設けて頂き、一つ一つの相談に真摯に対応
してくださった会員各位に深く感謝いたします。 においては必須であるなぁと実感しました。
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徳島県行政書士会特別企画

報告者

企画部理事

岩

佐

和

宏

と、こういう内容でした。
この案件に対応する為、参考書として手に入
れた中の一冊が、本田桂子先生の著書『想いが
通じる遺言書と生前三点契約書のつくり方』
（実
業出版社）でした。終活と行政書士業務という
11月18日（土）アスティとくしま第 ２ 特別会

と、まず思い浮かぶのが遺言書の作成業務では

議室に於いて、徳島県行政書士会主催による終

ないかと思います。しかし本田先生は、死後の

活セミナー、題して「家族で備えて安心！ゼロ

準備となる遺言書だけでは不十分で、老後の不

からわかる！終活セミナー」が開催されました。

安をより少なくするためには、財産管理の委任

集まった参加者約130名。セミナーの様子は、

契約、任意後見契約、尊厳死宣言書の 3 つを準

翌日の徳島新聞やNHKのニュース番組でも取

備することが必要だと述べられています。

り上げられ、盛況のうちに無事終えることがで
きました。

私も現在92歳になる祖母と阿南市福井町の実
家で ２ 人暮らしです。介護、病院、死後の問題

今回のセミナーの計画から準備、実施にいた

は非常に身近で差し迫った問題です。また、周

るまで、またその後のことを振り返ってみたい

りを見ても過疎と高年齢化は著しく、住民の皆

と思います。

さんにも元気で判断力のあるうちに、いわゆる

今回なぜ私が終活セミナーの担当者に任命さ

終活に取り組んでいただくことで、漠然と抱え

れたかと申しますと、地元の公民館で、私自身

ている将来の不安を取り除き、充実した暮らし

が終活セミナーを自主開催していたからです。

につなげてもらいたい、その為の知識を身につ

その時の募集用チラシをたまたま松村会長がご

けるお手伝いがしたいと思いました。

覧になられたのがきっかけで、企画部の一員と

さて、今回は、行政書士会主催による一般の

して終活セミナーを担当させていただくことに

方を対象とした終活セミナーの開催ということ

なりました。今思うと運命というのは面白いも

で計画がスタートしましたが、当初は規模も中

のだと感じます。なぜなら、私が地元の公民館

身も何も決まっていませんでした。最初の会合

で終活セミナーを開催するきっかけとなったの
が、今回セミナー講師としてお招きした本田桂
子先生の本との出会いだったからです。
それは、とある老人ホームの施設長さんから
の相談が始まりでした。
「施設の入居者の連帯保証人が他界し、その
入居者には代わりの保証人を引き受けてくれる
身寄りがいない。このままでは退去してもらわ
なければならなくなる。何とかならないか。」
―14―
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で開催日を11月18日にしようということが決ま
り、その日に合わせて会場を手配することにな
りました。その日に空いている徳島市内の会場
で、駐車場の心配がない点等を考慮してアステ
ィとくしまになりましたが、机を並べた状態で
140名の収容力がある第 2 特別会議室にするか、
もう一つ小さい会議室にするか、しばらく両方
を仮押さえした状態で検討することになりまし
た。
セミナーの概要に関しては、基調講演、パネ
ルディスカッション、個別相談会の ３ 部構成に
なりました。メインとなる基調講演の講師を誰
にしてもらうかということが、セミナーの一番
重要な要素となると思いました。前述のような
経緯から私は本田桂子先生が来てくれたらいい
な、と思っていましたが、まさか実現するとは
その時考えていませんでした。終活というテー
マは幅広くさまざまな分野が含まれます。その
いずれかの分野の中で候補者を探そうと思いま
した。しかし、東京など遠方から著名な方を呼
ぶと予算の問題がありますし、県内でご活躍の
方となるとすでにさまざまな講演会でお話しさ
れており、今回のセミナーをどのように特徴づ
けるのかということが問題になってくると思わ
れました。
この度、松村会長を通じて、本田桂子先生に
こころよく徳島での講演をお引き受けいただけ
たことは、企画を担当するものとしては非常に
幸運だったと思います。
本田先生は、遺言相続コンサルタントとして、
これまで「遺言による相続」を一般的なものに
するため、遺言書やエ
ンディングノートの普
及 啓 発 活 動 を、NPO
法人遺言相続サポート
センターの理事とし

経済産業省の「安心と信頼のあるライフエンデ
ィング・ステージの創出に向けた普及啓発に関
する研究会」の委員でもいらっしゃいます。 1
級ファイナンシャル・プランニング技能士、Ｃ
ＦＰ、行政書士、社会保険労務士など、多くの
資格をお持ちのうえに、さらに昨年は、司法試
験にも合格されました。直近では『これで安心！
親が70過ぎたら必ず備える40のこと～病気・介
護・亡くなったあと』（技術評論社）という終
活全般のことをわかりやすく解説した本を出版
されており、その内容に沿った講演をしていた
だけるということで、セミナー全体のコンセプ
トがぐっと明確になりました。会場も広い第 2
特別会議室にして、100名以上の集客を目指そ
うということになりました。
こうして、セミナーの骨子が決まり、後はチ
ラシの作成、新聞広告の原稿の作成といった事
務的な作業、中でも後援の依頼を急がなければ
なりませんでした。今回は、徳島県、徳島市、
徳島新聞社、四国放送の後援をいただきました。
私には初めての経験でしたので、どのように依
頼していいのか要領がわかりませんでしたが、
企画部と他の理事の先生方で手分けして各機関
に依頼に回り、承認をいただくことができまし
た。
その後チラシが完成し、新聞広告の原稿も出

て、またセミナーや執

来ました。あとは広く告知して集客するだけで

筆活動、テレビやラジ

す。チラシの配布に関しては、コスモス成年後

オへの出演などを通し

見サポートセンターの先生方、各支部長の先生

て精力的に取り組んで

方に大変ご協力いただきました。

こられました。また、

私は、この時点でセミナーへ向けての準備が

―15―

P01_32_No179_3.indd 15

2018/01/30 14:52

一段落できたという安心感から10月いっぱいは

てくれたことでとても安心しました。12時には、

気が緩んでしまい集客のこともあまり気にして

お手伝いしていただける先生方が揃われ、資料

いませんでした。

の配布や、受付の準備が整えられました。ほど

集客状況がものすごく心配になりだしたの

なく本田先生も到着されました。控室でごあい

は、11月に入って会員の出席に関するアンケー

さつさせていただいた際は、実際にお会いでき

トの回答が返って来てからです。予約制にして

たことに感激しました。13時近くになると、お

いなかった為に一般の方の参加者の数は全く読

客様が次々と集まってこられました。ＮＨＫの

めない状況でした。このままでは一般のお客様

テレビカメラや報道関係の方も来てあわただし

が誰も来ないのでは、といった不安感に襲われ

くなりました。そして、13時20分開演時には

るようになりました。そんなことになっては、

144席がほぼ満席、後方には予備の椅子が設置

講師を引き受けていただいた本田先生に申し訳

される状態になりました。その後、セミナーは

ないですし、何より多くの方にご参加いただき

予定通りスムーズに進行しました。

終活について考えていただきたいと思いまし

第１部

本田先生の講演

た。とにかく、自分に出来るだけのことをやろ

「これで安心！自分が親が70過ぎたら必ず備え

うと思い 2 週間は顧客や知人など思いつくとこ

るべきこと～病気・介護・亡くなった後～」

ろにチラシを持ってまわりました。

講演のタイトルは、本田先生の本のタイトル

その時、本当にみなさん終活に関心を持って

をアレンジしたもので、年老いたときに直面す

いるとあらためて感じました。 2 週間で20人以

る様々な問題を取り上げた内容でした。先生の

上の方が参加してくれることになりました。

レジュメにはセミナーの目標として次のように

広報部の川崎部長も、アスティとくしまの周

ありました。

辺の家に一軒一軒チラシを持って訪問してくだ

◦これから親が自分自身が高齢化したとき、ど

さるなど、最後まで協力してくださいました。

んな困った事態が起こるか想像できるように

開催 4 日前の11月14日には、四国放送の情報
番組「ゴジカル！」に、松村会長、河野副会長、

する。
◦そのときに、子どもが受けるダメージを最小

青山業務指導部長と私の 4 人で出演してセミナ

限に抑えるとともに、親が安心して高齢期を

ーの告知をいたしました。私はパネルを持って

すごすための知識を身につける。

立っていただけですが、テレビ局のスタジオも

会場のみなさんは、メモを取りながら熱心に

見ることができていい経験ができました。

聴いておられました。質疑応答のコーナーでも

あとは当日の司会役をはじめ、運営に全力を

多数の方から活発なご質問をいただきました。
第2部

尽くすだけとなりました。
そしていよいよ終活セミナーの当日を迎えま

パネルディスカッション 「幸せなエ

ンディングを迎えるための終活について」
各分野の専門家の先生 ５ 人によるパネルデス

した。スタッフは12時集合ですが、杉本副会長
と企画部の大原副部長には一足早く徳島空港へ

カッションです。

講師の本田先生をお迎えに行っていただき、私

パネリスト

は11時には会場に入りました。事務室でカギを

遺言相続コンサルタント

もらって会場内を確認、看板の設置がまだでし

NPO法人空き家・空き土地管理サポートセン

たが、事前の打ち合わせ通りアスティとくしま

ター理事長

の方が設営を完了してくれていました。そこへ

税理士法人徳島

年配のご夫婦が現れ、「終活セミナーの会場は

本田桂子先生

藤澤健司先生
税理士

北條伊織先生

（一社）コスモス成年後見サポートセンター

ここですか？」と尋ねられました。開始まで 2

徳島県支部

伊月学先生

時間以上もあるので驚きましたが、お客様が来

特定医療法人恵済会

常務理事

中川清先生
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る広大な館内は圧巻です。本田先生も興味深く
ガイドの解説を聴きながら作品を鑑賞されてい
らっしゃいました。美術館の後は「モアナコー
スト」でゆっくりイタリアンの昼食をいただき
ました。こうして美しい鳴門の風景と芸術と美
味しい料理を堪能し、空港で本田先生とお別れ
いたしました。本田先生どうもありがとうござ
いました。
今回のセミナー、結果として満席のお客様に
コーディネーターは松村会長が務められまし

ご参加いただくことができました。参加者の内

た。各先生方にそれぞれの分野でのお話をして

訳及び参加のきっかけはアンケートによると次

いただき、本田先生が具体的な質問を投げかけ

のようになっています。

て議論を深めていくという流れで進みました。

性

別：男48％、女52％

テーマは多岐に及びましたが、とてもわかりや

年

齢：20代 2 ％、30代 6 ％、40代11％

すかったです。
第3部

50代30％、60代34％、70歳以上17％

個別相談会

お住まい：徳島市52％、その他48％

事前の予約は １ 組でしたが、当日数組のお申

きっかけ：テレビ 5 ％、チラシ22％、新聞30％

し込みがありました。ご対応いただいた先生方

友人 8 ％、知人31％、その他14％

には感謝申し上げます。17時、特に大きなトラ

一人で来た：52％、お連れの方と来た：48％

ブルもなくすべてを終えて会場のカギを返した

参加者の男女の比率はほぼ半々、年代では50

ときには、本当に安心しました。

代以上が ８ 割でした。
参加のきっかけでは、テレビ、チラシ、新聞

18時からは場所をホテルグランドパレスに移

といったメディア媒体の中では新聞による反響

し、懇談会が開催されました。16名の参加者で

が一番大きかったという結果になりました。広

本田先生を囲み、楽しいひと時を過ごすことが

報月間の枠をいただいて大々的に掲載していた

できました。前半は自由に食事と歓談を楽しん

だくことができたおかげだと思います。ちなみ

でいただき、後半は先生方にお一人ずつ自己紹

にホームページの反響は ０ でしたが、フェイス

介やセミナーの感想などを発表してもらい、大

ブックにイベントを立ち上げる等ＳＮＳの活用

変盛り上がりました。

も試みたらよかったと思います。
次回セミナー等のイベントを開催するとすれ

翌日、本田先生が東京にお帰りになる飛行機

ば、テーマによっても有効な告知の方法は変わ

の時間（15時25分）までの間、松村会長が徳島

ってくると思いますが、どのターゲットにどの

観光を企画してくださいました。参加者は松村

タイミングでどのような告知を行えば効果的な

会長、企画部森部長、大原副部長そして私です。

のかマーケティング能力を培うことが必要だと

8 時半にホテルグランドパレスで本田先生をお

思います。また、常に社会に対して情報を発信

迎えし、まず向かったのは、鳴門公園の「渦の

してつながりを持っておくことも必要だと思い

道」です。渦が巻いている様子は見ることがで

ます。これらのことは、個人の事務所経営にお

きませんでしたが美しい鳴門海峡の景色を楽し

いても大事なことですので、今回は非常に貴重

むことができました。そして大塚国際美術館へ。

な勉強をさせていただいたと思っています。

すべて陶板による複製とはいえ原寸大で本物そ
のままの質感、おびただしい数の名画を展示す

この度の終活セミナーへのご協力、本当にあ
りがとうございました。
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報告者

徳島中央支部

山

中

昭

宏

平成29年 9 月23日、士業ソフトボール大会があり、われわれ行政書士（松村、
川崎、武岡、山中）は、公認会計士、中小企業診断士、不動産鑑定士との連合チ
ームで参加しました。連合チームは過去 1 勝もしたことがなく、
「今回こそ念願
の 1 勝を!!」との思いで、大会前に社労士チームに練習に練習をつけてもらい特
訓の末大会に挑みました。

試合の前半は拮抗した戦いでした
が、中盤を過ぎたあたりから調子を上
げてきた税理士チームに大きく点数を
離され敗戦となりました。

一緒に練習をした社労士チームとの
対戦でした。20点以上の大量得点を許
しましたが、我々の成長を見せるべく
奮闘し、何とか 1 点返すことができま
した。

弁護士会との対戦でした。初の 1 勝
を目標に掲げる我々には絶対に負けら
れない相手でした。立ち上がりは拮抗
していましたが、中盤以降じわじわと
点数を離され 6 点差付けられました。
しかし、 5 回の裏の我々の攻撃で、 8
点の大量得点をあげ、続く 6 回表を 0
点に抑え、17対15で初勝利を収めまし
た。

親睦会では、初勝利を祝
いながら、他士業の先生方
と交流することができ、大
変有意義な時間を過ごすこ
とができました。
次回はさらにステップア
ップし、 2 勝を目標にした
いと思っています。興味の
ある方は次回一緒に参加し
てみませんか？
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士業ネットワーク

災害対策ワーキンググループ活動報告
報告者

総務部

副部長

竹尾

恭介

平成29年11月25日（土）午後 ２ 時より徳島弁
護士会館にて、徳島士業推進ネットワーク災害
ＷＧ（ワーキンググループ）による近畿災害対
策まちづくり支援機構との意見交換会が行わ
れ、本会から企画部の大原副部長と総務部の竹
尾が出席しました。
いただいた資料によりますと、「近畿災害対
策まちづくり支援機構（旧阪神・淡路まちづく
り支援機構）」は、阪神・淡路大震災の被災地
における市民のまちづくりを支援するために平
成 ８ 年に設立された専門家団体によるＮＰＯで
す。住民の複合的なニーズに対応するため、複
数の関連専門家チームを作り、協力支援や制度
研究・提言を行い、被災地域の復興と被災者救
済に寄与することを目的として設立されまし
た。現在も相談や派遣活動、シンポジウム・定
例会の開催、行政との連携などの活動をしてい
ます。
意見交換会には、「近畿災害対策まちづくり
支援機構」から兵庫県社会保険労務士会、近畿
税理士会、近畿不動産鑑定士協会連合会、近畿
司法書士会連合会、日本土地家屋調査士会連合
会近畿ブロック協議会、兵庫県行政書士会、大
阪・兵庫県弁護士会、公益社団法人日本技術士
会近畿本部、近畿災害対策まちづくり支援機構
付属研究会の皆様が、「徳島士業推進ネットワ
ーク災害ＷＧ」からは、本会以外に徳島県社会
保険労務士会、四国税理士会徳島県支部連合会、
公益社団法人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
建築士会、日本建築学会四国支部徳島支所、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、徳島県技
術士会、徳島大学地域創生センターの各担当者
が出席しました。
意見交換会となっておりますが、阪神・淡路
大震災を経験した「近畿災害対策まちづくり支
援機構」の専門士業の先生方が実際にどのよう
な災害支援や組織運営を行ったか体験談を聞
き、最後に質疑応答をするような形で進行しま
した。
意見交換会の内容について簡単にご紹介した

いと思います。
開会のあいさつの後、近畿災害対策まちづく
り支援機構の代表よりお話があり、被災者のニ
ーズ本位の活動を実現するために専門家チーム
によるワンストップ対応が必要であること、支
援機構の設立の経緯や目的、支援機構はどのよ
うな活動をしたか、支援機構と構成団体・派遣
専門家間の関係について、士業連携による被災
者支援の教訓と課題などについて説明がありま
した。
その後も各専門士業の先生方より、それぞれ
の支援活動や災害対策についてのお話がありま
したが、兵庫県行政書士会では、災害対策の取
り組みについて、阪神・淡路大震災では、対策
が出来ていなかったことや、現在、兵庫県内の
関係自治体等と災害時の協定締結を進めている
こと、また、熊本地震時の熊本県行政書士会の
被災者支援の活動等を兵庫県行政書士会の新入
会員の研修内容に取り込んでいることなどの紹
介がありました。
また、支援機構の先生方のなかには、ご自身
が被災している方や所属会に亡くなった会員な
どがおられる方もあり、私たち自身も被災者に
なるのだとあらためて感じました。まず自分を
守り、まわりを助けることができて、はじめて
被災者支援ができるのだとお話しいただいた先
生がいらっしゃいましたが、その言葉が強く印
象に残りました。
今回、複数の先生方のお話を聞き、専門士業
連携による災害対策について、連携の必要性と
災害時の連携を充実させるためにどのような対
策を取ることが出来るのか、どのような課題が
あるのか、平時より調査・検討することが非常
に大切だと感じました。
また、①自分とまわりの安全、②会の正常な
機能の回復、③被災会員への支援、④被災者の
支援へと、どれだけ短期間で活動できるように
備えられるか、今後の課題だと思いました。
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刑事告訴における実務対応
とき
ところ
講師

平成29年 ８ 月25日（金）
午後 ２ 時から ３ 時20分まで
本会会議室
牧野法律事務所 所長 中道一政 弁護士

法律家 行政書士としての顧客対応について
とき
ところ
講師

平成29年 ８ 月25日（金）
午後 ３ 時20分から ４ 時10分まで
本会会議室
副会長 河野耕八郎

①自動車登録業務について ②車庫証明について ③封印について
とき
ところ

④簡単な考査

平成29年 ９ 月30日（土） 午後 １ 時30分から午後 ４ 時まで
講師
本会会議室
副会長 中川正彦

相続対策 ３ つのポイント
とき
ところ
講師

平成29年10月13日（金）
午後 １ 時30分から ３ 時まで
本会会議室
経理部長 北條伊織

建設業の決算と経営事項審査財務諸表の作り方
とき
ところ
講師

平成29年10月13日（金）
午後 ３ 時10分から ４ 時40分まで
本会会議室
経理副部長 喜多直樹

著作権相談員養成研修及び効果測定
とき
ところ

平成29年12月 ８ 日（金）、15日（金）
本会会議室
DVDによる研修

出張封印の業務取扱い等について
とき
ところ
講師

平成30年 １ 月20日（土）
午後 ２ 時から午後 ４ 時まで
本会会議室
副会長 中川正彦
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報告者

平成29年10月12日（木）ホテルマリンパレス
さぬき瀬戸にて、ＴＫＰガーデンシティー広島
パールにおいて広島県行政書士会主催により上
記研修会が開催されるにあたり、当会からは副
会長・理事等の ５ 名が参加させていただくこと
が出来ました。
当日の出席者は、国土交通省・自動車局自動
車情報課長 長﨑敏志様、四国運輸局・自動車
技術安全部管理業務調査官 平尾公人様、徳島
及び香川・愛媛・高知の各運輸支局の首席運輸
企画専門官を含め各支局より ２ 名、公益財団法
人自動車情報利活用促進協会より 2 名、日本行
政書士会連合会より、常任理事で許認可業務部
長でもある矢野浩司様を含め ３ 名、各単位会よ
りは20名（ ４ 県）の出席者で開催されました。
開会の挨拶後、出席者全員が各自自己紹介を
行いました。
国土交通省・自動車局自動車情報課長の長﨑
様より、自動車保有関係手続のワンストップ
サービス（OSS）について
⃝平成29年 4 月より、OSSの対象手続が従来の
新車新規登録から中間登録にまで拡大された
が、今後は利用率の向上が重要な課題。
⃝継続検査は、全国で利用可能であり、新車新
規登録や中間登録が未導入の地域でも先行し
て利用していただきたい。そのためにも、ま
ずは保安基準適合証の電子化を進めることが
重要。
⃝利用率の向上のためには、実際の現場で検査
登録手続の実務に携わっている関係者がOSS
システムを活用できるようにする必要があ
る。
⃝今後も国土交通省では、関係者と連携しつつ、
より利便性の高いシステム・制度となるよう
取り組んでいく予定。
関係者の皆様においても、ユーザー利便性向
上・業務効率化のため、OSSの利用促進に向け
た積極的な取り組みをお願いしたい。
との説明がありました。

副会長

中

川

正

彦

その後、第一部では「行政書士の行うOSS申
請について」の講義が資料により、日行連許認
可業務部長矢野様より、行政書士と自動車保有
関係手続・行政書士の封印制度と、最後に自動
車登録業務で行政書士が生き残っていくために
として
⃝行政手続の電子化の流れは、避けて通れない
時代の要請。
⃝政府は、OSSなど、電子政府の普及拡大に積
極的に取り組んでいる。
⃝OSS手続において、自販連が行う新車・新規・
型式指定車に係る手続き、自販連、日整連が
行う継続検査に係る手続以外の拡大された手
続きを国民に代わって行えるのは行政書士の
みである。（行政書士の独占業務）
⃝行政書士が積極的に取り組まなければ、OSS
制度は普及しない。
⃝国家資格者として、OSSの取り組みに大きな
期待が寄せられている。
よって、行政書士は、制度の維持発展のため
にもOSSに積極的に取り組まなければならない
のではないか、との説明がありました。
第二部では、利活用促進協会の情報事業課の
方々より「OSS申請共同利用システムについて」
資料によりOSSの概要、OSS申請共同利用シス
テム（AINAS）の概要、AINASとOSSの関係、
利用準備、AINASを利用したOSS申請の手順
等についての説明をしていただきました。
OSS申請は、課題を抱えながらも着実に進ん
できています。地域の特性等もあるものと思い
ますが、数年後には徳島県も対象地域となりま
す。
業務指導部と致しましても、OSSに関しては
運輸交通のみならず、今後他の業務にも関連し
てくるものと考えられ、会員の皆様に新しい情
報をお知らせ出来ますよう努力してまいります
ので、今後とも宜しくお願い致しますとともに、
この度の研修会報告とさせていただきます。
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平成29年度

全国知的財産業務担当者会議報告
報告者

業務指導部長

青

山

千予美

から活動を始めている。法教育実践活動のた
めのチェックリストを作成しており、各支部
が学校の特色、地域性を意識して学校と打ち
合わせをし授業を実施している。その他東京
都教育庁の法に関する教育アドバイザー、消
費生活総合センターと消費者教育に関する意
見交換等の活動をしている。
②岩手県行政書士会 廣嶼文哉会員
会員の中に人権擁護委員として小学校にお
ける人権教育に携わった会員がおり、それを
きっかけに出張授業に取り組むこととなっ
た。平成27年より年 1 回盛岡市内小学校で法
教育（著作権）の授業を実施している。
平成29年度11月28日と29日の 2 日間、東京都
③静岡県行政書士会 中津川博浩淳会員
虎ノ門タワーズオフィス 8 階「Room 7 」に於い
小中高等学校、大学に向けて行政書士の社
て、日行連 国際・企業経営業務部 知的財産部
会貢献としての公教育を設定する委員会があ
門主催で、全国知的財産業務担当者会議が開催
る。商業高校において知的財産や著作権の講
されました。単位会の知的財産担当者が出席し、
習、産業大学で行政の役割と行政書士の仕事
徳島会から私青山が出席しました。
の講義を実施した。
今回の会議は「知的創造教育推進コンソーシ
15時40分より「農業分野における知的財産業
アム」と「農業分野における知的財産業務」を
務の事例の発表」
がありました。地理的表示
（GI
テーマとして、単位会における取り組み事例の
マーク）が中心の講義でした。GIマークとは農
講義が中心でした。
林水産物・食品等でその名称から産地を特定で
1 日目13時30分、国際・企業経営業務部 山
きる、品質・特性が産地と結びついていること
崎正隆部員の進行により会議が始められ、まず
を特定できる名称表示のことです。徳島県では
末廣元孝部長より開会挨拶がありました。
13時40分より、内閣府施策「知的創造教育推 「木頭ゆず」が認証、登録されていました。簡単
ではございますが紹介させていただきます。
進コンソーシアム」（2017年 1 月設置）に係る
①北海道行政書士会 江谷清和会員
今後の展望について、内閣府知的財産戦略推進
専業メガファームが農家の75％を占め、農
事務局 参事官（産業競争力強化担当）仁科雅
業に係る知的財産支援業務として品種登録
弘様により講義がありました。聞きなれない言
や、すでに登録されている夕張メロンを始め
葉ですが、コンソーシアムとは小中高等学校及
今後はさらにＧＩマークの支援に取り組んで
び高等専門学校における知的創造教育を推進し
いきたい。
ていくため、学校と地域社会との連携・協働を
②静岡県行政書士会 山本訓靖会員
図ることです。日行連も関係団体として検討委
現在第 1 次産業の商品についてＧＩマーク
員であり遠田会長が推進委員会委員に任命され
取得に挑戦している。現地調査、生産者団体
ております。現在は知的財産教育の体系化の段
等の聞き取りや資料収集等様々な問題点をク
階であり2018年 4 月よりプログラム（題材）の
リアーしながら進めている。
収集・作成、並行して2019年 4 月より「地域コ
2 日目10時より「本会の知的財産に関する分
ンソーシアム」の支援という今後の体制計画で
野における取組みについて」知的財産部門 赤
ある説明がありました。マッチング機関として
司久人次長から説明がありました。本分野につ
企業、大学、弁護士、弁理士等ありますが行政
いてはますます需要増加が見込まれることから
書士もマッチング機関として積極的に活動すべ
も、最も重要な分野と認識しており、著作権相
きであると認識しました。
談員のレベルアップと活躍の場を推進していく
14時10分より、単位会における著作権教育の
との内容でした。
取り組み事例の発表がありました。簡単ではご
最後に質疑応答、アンケート結果に基づく意
ざいますが紹介させていただきます。
見交換等が行われ11時10分日行連 太田光三郎副
①東京都行政書士会 山鹿良彦会員
会長の閉会挨拶で 2 日間の会議は終了しました。
法教育推進特別委員会を設立し平成24年度
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平成29年度

日行連と四地協の連絡会 報告
報告者

副会長

河野耕八郎

平成29年度四国地方協議会臨時総会が、去る
12月 ４ 日（月）午後 １ 時に高松市ホテルマリン
パレスさぬきにおいて開催されました。
徳島会からは松村会長、杉本、中川、河野の
各副会長と青山業務指導部長の ５ 名。高知会か
らは田岡会長ほか ６ 名。愛媛会からは山本会長
ほか ７ 名。香川会からは岩城会長ほか ６ 名とオ
ブザーバー ２ 名。合計29名の大会議となりまし
た。
冒頭徳島会松村会長の開会の言葉に始まり、
四地協会長岩城香川会長の挨拶、出席者の紹介
に続き、議案審議に入り下記 ４ つの事項につい
て審議されました。
第 １ 号議案は、四地協会則の一部改正につい
てです。当該会則第 ４ 条の ２ に当番会は輸番制
として期間は定時総会終結時から第 １ 回目の定
時総会終結時までとすること（これまでは第 ２
回目。
）これに連動して、第 ７ 条役員の任期も
第 １ 回目とすること、又、第10条で相談役を設
置することとなりました。
第 ２ 号議案は、業務関係行政機関との関係強
化に関する取り組みについて高知会田岡会長よ
り、官公署への訪問を密にすることで良い交流が
生じていることについて説明がありました。
この結果、県、市と防災協定を結ぶことが出
来、又農地法関係では職印を押印した書類の提
出により添付書類の一部省略が可能となったこ
と。さらに農業委員会への委員の推薦に関し ２
市で中立委員を送ることができ、他の ２ 市でも
近々選任される見込みがあること、このため高
知県内の ４ 市で行政書士農業委員の活躍が出来
るようになること等の発表がありました。
徳島会松村会長からも関係機関との強化に関
する取り組みとして県、徳島市の各部局に表敬
訪問等を努力し、その結果友好関係をさらに構
築出来たことについて発言がありました。
第 ３ 号議案は、単位会からの要望。

第 ４ 号議案は、その他です。
成年後見に関して、徳島会杉本副会長が、弁
護士、司法書士、社会福祉士等が先行しネット
ワークを構築しており知名度挽回のためには無
料相談会、セミナー等を積極的に開催し広く宣
伝する必要性を述べられました。その後、各単
位会政連の加入促進の方策について協議されま
した。以上をもってすべての審議を終了しまし
た。
続いて同日、同会場にて日行連遠田会長、同
光宗副会長、同布施事務局次長を交えて、平成
29年度日行連と四地協の連絡会が開催されまし
た。開会の言葉を四地協山本副会長、開会の挨
拶を同岩城会長、連合会会長挨拶を遠田和夫会
長が行なわれ、出席者紹介に続き、議案審議に
入りました。
第 １ 号議案は、遠田会長より日行連の諸問題
及び事業の説明がありました。喫緊の課題とし
て法改正の推進、関係機関との連携強化、職域
の確保拡大、行政書士制度のPR活動の強化、充
実等を掲げられ、これらを推進していきたいと
日行連不退転の決意を述べられました。
特に行政書士法改正に係る重要事項として、
①聴聞又は弁明の機会の付与に係る手続き代理
規定における弁護士法第72条の制限について特
定行政書士を除外すること。②行政書士法人の
設立要件である２人以上の社員数を１人でも可
能とすることの２点が掲げられました。
その他、③第 １ 条の目的規定に「国民の権利の
擁護を図ること」
、④第18条（日行連の目的）及び
第15条（行政書士の目的）にある「指導及び連絡」
に「監督」を加えること。⑤行政書士に ADR 代
理権を付与することなど、早急に改正していた
だきたい事項であります。
第 ２ 号議案は日行連への要望などが審議され
ました。徳島会松村会長より、農地法関係書類
作成における非行政書士排除の方策についての
具体的な例示として、岡山県では県議会等の決
議により非行政書士排除の一環として各市町村
農業委員会の締め切り日に行政書士の立ち会い
が可能になったことがあげられました。このこ
とから、非行政書士対策のため各自治体議会に
働きかける方策を講ずる必要性があり、大変有
効であるとの意見が出されました。
第 ３ 号議案では、その他として高知会より行
政書士試験について受験者数が年々減少してい
るが、受験者数を増やすため試験の難易度を下
げないよう要望が述べられました。
以上をもってすべての審議を終了し、盛会裡
に本連絡会は終了しました。
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新年、明けましておめでとうございます。い
つもコスモス徳島（とくしま）の活動に対して
のご理解、ご協力をいただき誠に有り難うござ
います。さて、昨年 ３ 月24日には内閣府による
成年後見利用促進計画の案が閣議決定され、日
行連並びに各単位会とコスモス成年後見サポー
トセンターの各支部との連携・協力関係も一段
と進展されてきました。12月 ４ 日に高松で開催
された四国地方協議会の席でも、四国のコスモ
ス会員がオブザーバーとして参加され、意見交
換がなされました。各単位会の執行役員さんで、
コスモス会員を兼ねた方々も多数出席されまし

平成29年11月16日三好郡みよし町のゆうあい

た。今後、益々コスモス四国の発展が期待され

ホスピタル ４ 階大ホールにおいて開催された

るところです。さて、徳島県支部では毎月各地

「東みよし町民生児童委員協議会定例会」で、

域で開催される無料相談会を核として、各会員

コスモス徳島会員の中川

が様々な社会貢献活動を展開しています。今回

が、成年後見制度の概要について講演をしまし

は、本年度下半期に行われた主立った催しを、

た。成年後見制度とはから始まり制度利用の流

ご紹介したいと思います。また、この他にも民

れ、こんな時どうすればよいの、成年後見制度

生委員会からのセミナー依頼や自治体からの協

利用信託の概要、成年後見制度を取り巻く情勢

力要請もあり、徐々に活動の幅も広がってきて

について、成年後見制度利用促進計画について

います。

と、綿密に作成されたレジュメをもとに、地域

平成29年11月18日徳島市アスティとくしまに

清氏と山口宰弘氏

福祉を担う民生児童委員さんたちに講演が成さ

おいて、「終活セミナー」が開催されました。
これは主催者である徳島県行政書士会との連携
のもと、共催者としてコスモス徳島県支部も全
面的に協力し、130名あまりの参加者を迎えて
盛大に開催されました。我県における超高齢化
社会現象に鑑み、街の法律家として行政書士が
その課題にどう拘わっていけるのか、その可能
性を探る意味で意義のあるセミナーとなりまし
た。第 ２ 部のパネルディスカッションでは、当
支部の中川会員、伊月会員がパネラーとして参
加しました。詳細は特集ページを参照願います。
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れました。

開催しました。これにはコスモス徳島の会員を

平成29年10月27日東京虎ノ門タワーズオフィ

はじめ松村会長も参加され、成年後見制度につ

ス ８ 階Room 7 において（一社）コスモス成年

いて、また、地域福祉について、より理解を深

後見サポートセンターの第 ７ 回定時社員総会が

めることが出来ました。昨年に引き続いてのご

開催されました。これには支部を代表して私、

指導に対して、この場をお借りし、徳島家庭裁

杉本が参加いたしました。開会に先立ち、13時

判所並びに足をお運びいただいた御両名に対し

30分から支部長会が開かれ各支部の新支部長が

て改めまして御礼申し上げます。

参加し、自己紹介、各支部の活動状況を報告し

平成29年 ７ 月26日板野町消費生活地域協議会

ました。午後 ２ 時15分より定時社員総会に移り、

に加盟しました。これは近年、消費者問題が急

理事長挨拶、来賓挨拶のあと全員でコスモスの

増し、その内容も多様化・複雑化し消費者を取

歌を斉唱し議案審議に移りました。第 ７ 期事業

り巻く社会環境が大きく変化してきたことか

報告、決算報告・第 ８ 期事業計画、収支予算案

ら、板野町が地域見守りネットワークとして、

の審議では、活発な質問が提起され、執行部と

平成27年度に当協議会を発足し、町民の誰もが

各質問者との真剣な意見交換が交わされまし

いつでも被害に遭う可能性がある消費者問題に

た。

対処するため、多方面の団体と連携する必要が

その後、新役員の選任、業務管理委員会委員

あることから、高齢者問題にも取り組むコスモ

の選任、綱紀委員会委員の選任となり、いずれ

ス徳島県支部に参加要請があったものです。過

の議案も活発な質疑応答の後、可決承認されま

日 ９ 月15日に開催された協議会に、多田会員、

した。新役員就任等につきましては、コスモス

河野会員が参加されました。

のホームページをご参照願います。その後、17

平成29年 ７ 月22日三好郡みよし町中庄の特定

時30分から場所をツインズコート虎ノ門に変え
懇親会が開催されました。全国のコスモス会員
と一同に会する数少ない機会で、それぞれの支
部会員さんたちとの有意義な懇親・情報交換を
することが出来ました。
平成29年 ８ 月23日行政書士会館会議室におい
て、昨年に引き続き、徳島家庭裁判所より主任
書記官の高木氏、裁判所書記官の吉峯氏をお招
きし、コスモス徳島会員を対象とした講演会を

医療法人 恵済会主催の「ゆうあいフェスティ
バル」に出展しました。地域貢献の一環として
年 １ 回開催されるイベントで「考えよう健康長
生き人生～生活習慣病・介護ゼロをめざして～」
のテーマのもと地域住民を対象として1,600人
あまりが参加しました。これには西区域の中川
幹事、山口会員、井河会員がコスモス無料相談
員として参加しました。
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尾

形

智

弘 【徳島西部支部】

平成 29 年 8 月 1 日

入会日

入会の動機／司法書士業務を行う中で、
行政書士業務もできる方が良いと思ったから。
取 扱 業 務／農地、遺言・相続・遺産分割、会社・法人、権利義務・事実証明
自 己 Ｐ Ｒ／少しでも皆様のお役に立てるよう、ベストを尽くします。よろしくお願

いします。
趣味・特技／音楽鑑賞、スノーボード、食べること

西

川

啓

仁 【徳島中央支部】

平成 29 年 8 月 15 日

入会日

入会の動機／退職を機に何らかの社会活動を続けていく為。
取 扱 業 務／車両登録、許認可申請、相続関連等業務
自 己 Ｐ Ｒ／今までも、これからも仕事を裏切らない事を身上とする。
趣味・特技／登山、車の修理、現在古民家の改修中。

堀

田

大

輔 【徳島中央支部】

入会日

平成 29 年 8 月 15 日

入会の動機／20代で資格試験合格後、勤務先から独立、保険代理業を法人化し、₅年

間営んできました。
保険業務の隣接業界である交通事故、相続の相談を受ける機会も必然的
に増え、顧客満足向上のために登録することを決めました。
取 扱 業 務／交通事故、相続、許認可
自 己 Ｐ Ｒ／23歳までプロミュージシャンを目指してギターに打ち込み挫折。25歳で
東京海上日動火災保険（株）に入社。28歳で独立し、29歳で法人化。従業
員₅人、保険募集人₅名に取り締まられている取締役。
無理をしてでも仕事を優先するスタイルから脱却するために、最近は健
康を意識し、fitbit で体調管理をしています。
趣味・特技／音楽、読書、ボクササイズ

山

田

慎

二 【徳島南部支部】

入会日

平成 29 年 8 月 15 日

入会の動機／司法書士業務を行ううえで必要が生じたから。
取 扱 業 務／法人関連業務
自 己 Ｐ Ｒ／馴れない業務が多いですが、地道に取り組みます。

阿

部

芳

浩 【阿波・吉野川支部】

入会日

平成 29 年 8 月 15 日

入会の動機／弟が税理士業を営んでおり、関連業務として行政書士業の業務が多々あ

り、また、本人が多忙のため自身で行政書士を取得しその業務を行うこ
とが困難なことから、その業務を行うために行政書士業を開業した。
取 扱 業 務／産業廃棄物収集運搬業許可申請、経営審査、遺産分割協議書作成、医療
法人設立準備、経理業務
自 己 Ｐ Ｒ／特に得意な分野はないが、何からでも誠実に業務を行いたい。
趣味・特技／ゴルフは下手ですが、好きです。
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神

戸

妙

子 【徳島南部支部】

入会日

平成 29 年 11 月 1 日

入会の動機／司法書士業務をしていて農地法や森林法、そして国土利用計画法に基づく

土地の届け出が多く、行政書士としてお手伝いできたらと思い、休眠資格
を生きた資格にしました。
取 扱 業 務／農地法、森林法の届出
自 己 Ｐ Ｒ／良いところ…よく分かりませんが、人からは話しやすい、気安いと言われ
ます。仕事柄、人の話はよく聴くよう心がけています。
趣味・特技／これといって趣味もなかったのですが、２ 日前から子犬を飼い始めました。
野犬の捨て犬を引き取りました。生後 ２ カ月に満たないのに、夜鳴きの激
しい声に睡眠不足になっています。20数年ぶりの“子（犬）育て”頑張ります。

岩

佐

誠

志 【徳島中央支部】

入会日

平成 30 年 1 月 1 日

入会の動機／税理士の業務を行うにおいて、顧客の利便性を考慮して入会しました。
取 扱 業 務／一般貸切旅客自動車運送事業許可関係、遺言・相続・遺産分割、会社・

法人手続等
自 己 Ｐ Ｒ／常に向上心を持ち、プロフェッショナルとして成長していきたいと思っ
ています。これからよろしくお願いいたします。
趣味・特技／写真・バイク・日本拳法

松

原

正

憲 【徳島中央支部】

入会日

平成 30 年 1 月 1 日

入会の動機／業務拡大のため
取 扱 業 務／会社・法人、遺言・相続・遺産分割、権利義務・事実証明、契約書作

成、農地・土地開発、船舶
自 己 Ｐ Ｒ／法律問題、それに付随する許認可関係など包括的な業務を通じて、地域
に貢献したいと思います。よろしくお願いします。
趣味・特技／写真撮影、旅行

稲

井

友

英 【徳島北部支部】

入会日

平成 30 年 1 月 15 日

入会の動機／行政書士会への登録により、地域社会へ貢献するとともに税理士業務の

顧客の業務を受任することができ、皆様のお役に立てると思い入会しま
した。
取 扱 業 務／建設業許可・経営審査・入札資格審査、遺言・相続・遺産分割
自 己 Ｐ Ｒ／自己研鑽に励み、依頼者の信頼にこたえられるよう努力いたします。よ
ろしくお願い致します。
趣味・特技／ゴルフ

結果
発表
日本行政書士会連合会の公式キャラクター、ユキ
マサくんが「ゆるキャラグランプリ2017」に参戦。
平成29年 8 月 1 日から11月10日までネット投票の
受け付け、11月18・19日には三重県桑名市のナガシ
マリゾートで決戦投票が行われました。
結果は、「企業・その他部門」で第 ７ 位に入賞！
念願のベストテン入りを果たしました。

たくさんの応援ありがとニャ♪
これからも行政書士制度の宣伝部
長としてますます頑張るニャ～！
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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

新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様には、日頃から徳島県行政書士政
治連盟の運営にご理解とご協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。
行政書士という職業を選択し、入会したから
には行政書士制度が充実発展し、結果として国
民から親しみやすい制度と感謝され、延いては
個人としての収入も増えるという図式を願わな
い会員はいないはずです。行政書士の政治連盟
は、個々の思想信条や政治理念ではなく、行政
書士制度の充実発展のためだけにある存在であ
り、その果実は、ひとしく個々の行政書士に降
り注ぐものであることを、先達が残してくれた
遺産より学び、制度のより発展に繋げたいもの
です。
政治連盟の役割は、日行連、各単位会と連携
して行政書士の社会的経済的地位の向上と職域
の確保・拡大を期し、国民の権利を擁護しつつ、
行政書士制度の充実・発展と行政書士の権益の
擁護を図り、行政の円滑な推進に寄与するとと
もに、公共の福祉向上に貢献するために必要な
政治活動を行うことです。
行政書士法改正の分野では、本年度の最重要
項目として「聴聞又は弁明の機会の付与に係る
手続き代理規定について」「行政書士法人の設
立要件における一人法人の認定について」「行
政書士法第 1 条の目的規定について」「行政書
士法第18条（日行連の目的及び第15条（行政書
士の目的）について」「ADR代理権付与につい

幹事長

杉

本

宏

て」の 5 項目の法改正が行政書士制度推進議員
連盟を通じて働きかけがなされています。その
他、高齢者問題（成年後見利用促進）、所有者
不明土地・空き家問題、OSS等の今日的課題に
ついても取り組みがされています。
平成29年10月10日に公示され、同年10月22日
に投票が施行された第48回衆議院議員総選挙で
は、本県より出馬された徳島 １ 区後藤田正純氏、
徳島 ２ 区山口俊一氏、比例四国福山守氏を推薦
し、いずれの候補の方も当選したことは非常に
喜ばしい事でした。
また、平成29年11月 ５ 日告示、同11月12日投
票が行われた阿南市市議会選挙では、住友進一
氏、仁木啓人氏、陶久晃一氏の ３ 名の候補から
推薦依頼があり、いずれの候補も当選したこと
も喜ばしい事でした。会員皆様のご協力に感謝
致します。今後、徳島県行政書士会のよき理解
者として、単位会の発展のためご尽力戴けるこ
とと存じます。
以上のように、政治連盟は、法改正や行政書
士の社会的・経済的地位の向上を図るために活
動していますが、そのためには活動資金も必要
です。政治連盟に未加入の皆様には政治連盟の
運営にご理解を賜り、一人でも多くの方が加入
して下さるようお願い申し上げます。徳島県支
部は、今後も行政書士の地位向上のために活動
して参りますので、会員の皆様のご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

政連事務局日誌
《平成29年９月》 ₈日・幹事会（於本会会議室）開催
《平成29年10月》 ３日・幹事会（於本会会議室）開催
《平成30年 １ 月》 18日・日政連支部長会・幹事会（於東京）開催

松村会長

出原副会長

出席

―28―

P01_32_No179_3.indd 28

2018/01/30 14:52

【事務局日誌】
《 ８ 月》
２ 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
５日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
₈日・総務部会（於本会会議室）開催
		・日行連申請取次行政書士管理委員会（於東京）開催
19日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
21日・企画部会（於本会会議室）開催
25日・業務指導部実務研修会（於本会会議室）開催
28〜29日・日行連総務部会（於東京）開催 松村会長出席
30日・総務部会（於本会会議室）開催

松村会長

《 ９ 月》
１ 日・広報部会（於本会会議室）開催
２日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
6 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
₈日・理事・支部長・監察委員合同会議（於本会会議室）開催
11日・日行連申請取次行政書士管理委員会（於東京）開催 松村会長
13〜14日・日行連総務部会（於岩手）開催 松村会長出席
14日・日行連会長会（於岩手）開催 松村会長出席
15日・企画部会（於本会会議室）開催
16日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
23日・士業ソフトボール大会（於吉野川南岸グラウンド）開催
25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）
27日・監察部会（於本会会議室）開催
30日・業務指導部実務研修会（於本会会議室）開催

出席

出席

《10月》
２ 日・行政書士電話無料相談（於本会会議室）開設
11〜12日・日行連総務部会（於東京）開催 松村会長 出席
12〜13日・全国事務局長連絡会（於東京）開催 松村会長 森事務局長 出席
12日・平成29年度OSS担当者会議（於香川）開催 中川副会長 他４名出席
13日・業務指導部実務研修会（於本会会議室）開催
16日・行政書士電話無料相談（於本会会議室）開設
19〜20日・日行連申請取次行政書士管理委員会（於福岡）開催 松村会長 出席
23日・総務部会（於本会会議室）開催
《11月》
１ 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
９ 日・終活セミナー打合会（於本会会議室）開催
14日・総務部会（於本会会議室）開催
15〜16日・日行連理事会（於東京）開催 松村会長 出席
18日・終活セミナー（於アスティとくしま）開催
21〜22日・日行連申請取次行政書士管理委員会（於広島）開催
24日・理事会（於本会会議室）開催
		・広報部会（於本会会議室）開催

松村会長

出席
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		・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
28〜29日・全国知的財産業務担当者会議（於東京）開催 青山業務指導部長 出席
《12月》
４ 日・四地協臨時総会及び日行連と四地協との連絡会（於香川）開催
		 河野・杉本・中川副会長、青山業務指導部長 出席
６ 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
８ 日・著作権相談員養成研修会（於本会会議室）開催
14〜15日・日行連総務部会（於東京）開催 松村会長 出席
14日・部長会（於本会会議室）開催
15日・著作権相談員養成研修会及び効果測定（於本会会議室）開催
16日・なんでも無料相談会（於アスティとくしま２F）開催
19日・日行連申請取次行政書士管理委員会（於東京）開催 松村会長
28日・事務局仕事納め

松村会長、

出席

《 １ 月》
５ 日・事務局仕事始め
		・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
18日・日行連理事会、総務部会（於東京）開催 松村会長 出席
19日・日行連新年賀詞交歓会（於東京）開催 松村会長、出原理事 出席
20日・業務指導部実務研修会（於本会会議室）開催
22日・広報部会（於本会会議室）開催
25日・日行連申請取次行政書士管理委員会（於愛知）開催 松村会長 出席
26日・役員合同会議、新年互礼会（於サンシャイン徳島）開催
		・申請取次行政書士管理委員会（於サンシャイン徳島）開催

会員の動静 【 ８ 月〜 １ 月】
■入

会■

尾形

智弘 徳島西部支部（ ８ ．１ ）新規登録

松原

正憲 徳島中央支部（ １ ．１ ）新規登録

西川

啓仁 徳島中央支部（ ８ ．15）新規登録

稲井

友英 徳島北部支部（ １ ．15）新規登録

堀田

大輔 徳島中央支部（ ８ ．15）新規登録

山田

慎二 徳島南部支部（ ８ ．15）新規登録

行政書士法人アクシス・パートナーズ
同 鴨島オフィス

阿部

芳浩 阿波・吉野川支部（ ８ ．15）新規登録

神戸

妙子 徳島南部支部（11．１ ）新規登録

岩佐

誠志 徳島中央支部（ １ ．１ ）新規登録

■退

会■

井上

吉幸 阿波・吉野川支部（ ８ ．31）廃業

北島

順一 徳島北部支部（12．31）廃業

新川

憲司 徳島中央支部（ ９ ．30）廃業

三室

勝典 美馬三好支部（１．31）廃業

岡

一男 徳島中央支部（11．８ ）死亡
〔訃報〕 徳島中央支部 岡

徳島中央，阿波・吉野川支部（ ６ ．５ ）法人届出

行政書士法人ベルダ

徳島北部支部（10．５ ）法人届出

一男会員のご冥福をお祈りいたします。
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あなたの人生 を

永く、太く、大きく、
サポートします。
全行団

http://www.zengyodan.co.jp
有限会社 全行団 〒105－0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス10階
TEL：03－6450－1622 FAX：03－6450－1623

（有限会社全行団は日本行政書士会連合会及び地方協議会から出資を受けた行政書士の福利厚生、事務所運営サポートを目的とした営利法人です。）
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編 集 後 記
平成30年明けましておめでとうございます。旧年中は、徳島県行政書士会へのご協力をまこと
にありがとうございました。本年も改めまして、よろしくお願い申し上げます。

全国OSS担当者会議報告… ……………………… 21

公私ともに格別ご多忙な時期に、広報誌「行政とくしま」への原稿をお寄せ下さいました皆さ

全国知的財産業務担当者会議報告……………… 22

まのお力添えにより、この一冊を完成させて頂くことが出来ました。ありがとうございました。

平成29年度

四地協臨時総会
日行連と四地協との連絡会報告… …… 23

コスモス徳島 ふゆだより… ……………………… 24
新入会員の紹介…………………………………… 26
ゆるキャラグランプリ2017 結果発表… ………… 27
やまびこ…………………………………………… 28
事務局日誌………………………………………… 29
会員の動静………………………………………… 30

また、広告のご協力を賜りました皆さまのご厚情に心より感謝申し上げます。
本年は、戊戌（つちのえいぬ）。犬は古くから人間と最も親しい動物ともいえます。私個人的
には、愛犬が生涯の心の友（中学生の頃まで生きていた）です。
自分自身の性格は、日本行政書士会連合会公式キャラクターのユキマサ（行政）くんと同じ猫
そのものなのですが…
本年は平成の仕上げの一年！年々、一年が経つのが増々早く感じられ、あれもこれも為すべき
こと、したいことが沢山あるのに、ほぼ「絵に描いた餅」に終わってしまって、毎年、年始には、
「今年こそは！」と意気込みはするものの… 12枚のカレンダー、１枚目をめくると、「もう、₁
年の12分の１が過ぎた」₂枚目をめくると、「はや、₆分の₁が過ぎた」という有り様で、気が
付けば、残りの枚数の方が少なくなって、今年もあと僅かだなあ！という繰り返し。平成30年こ
そは、時間は「命」と、心に言い聞かせて平成を締めくくる一年にすることを年頭に誓います！

〈表紙写真〉
撮影者／古澤
圭 氏
撮影場所／河野メリクロン あんみつ館 お蘭見広場
【概要】全国の蘭職人が丹精込めて育て上げた全国シンビジウム逸品展から。
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本年が皆さまにとりまして、「平成」を飾る最も輝く一年になりますようお祈りします。まだま
だ厳冬は続きますので、くれぐれもご自愛ください。寒さに負けず、この季節にしか味わえない
「旬」の恵みに感謝して、存分に「冬」を楽しみましょう。
（広報部副部長

出

原

月

栄）

2018/01/31 9:16

「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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