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　　　　　詳しくは17ページをご覧ください。
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　皆様こんにちは。徳島県行政書士会会長の松
村です。本日は、御来賓の方々をはじめ、皆様
にはお忙しい中、ご臨席賜り誠にありがとうご
ざいます。平成30年度徳島県行政書士会定時総
会をこのように盛大に開催することができまし
たのは、ご列席の皆様をはじめ、関係各位のご
支援、ご協力の賜物であり、厚く御礼申し上げ
ます。
　平成29年度におきましては、社会に必要とさ
れる存在であること（社会貢献）を意識して、
会務運営を行って参りました。皆様方に多大な
るお力添えをいただきまして、終活セミナー、
業務研修、広報活動等において大きな成果を収
めることができました。改めて御礼申し上げま
す。
　平成30年度におきましても、上述の社会貢献
を意識しながら活動を行って参ります。
　例えば、民泊の新しい手続について、それは
行政手続ですので我々の業務となり得るのです
が、しかしながら、徳島県内に宿泊する観光客
がいなければ絵に描いた餅となりますので、観
光振興の面でもお手伝いできることがあれば、
県や市町村と協力して盛り上げていかなければ
なりません。
　また、これから労働力不足等を理由として、
外国人の入国の増加が見込まれますが、この手
続を行うのも行政書士ですので、業務研修の充
実を図ることはもちろん、直接業務と関係ない

生活サポート等で行政の手が回らない部分での
社会貢献ができる人材を育てていきたいと考え
ています。
　さらに、日本政策金融公庫を中心に徳島県や
関係団体とともにソーシャルビジネス支援ネッ
トワークの取組みにも力を入れて参ります。
　加えて、徳島県や各市町村、関係団体ととも
に、空き家対策にも取り組みます。
　行政書士の業務は多岐にわたりますので、自
動車関係業務等の情報収集も行い迅速な対応を
行って参ります。
　本年度も役員一丸となって活動して参ります
ので、皆様におかれましては、今後ともご支
援、ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げ
ます。

【平成30年７月豪雨について】
　この度の西日本を中心とした豪雨により亡く
なられた方々に対しご冥福をお祈りいたします
とともに、ご遺族の皆様には深くお悔やみ申し
上げます。
　特に激しい被害に遭われました単位会の皆様
におかれましては、被災された方々のために、
ご尽力されておられることと存じます。くれぐ
れもご自愛の上、被災された皆様のお力になっ
ていただきますようお願い申し上げます。
　被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し
上げます。

平成30年度

P01_32_行政とくしま180.indd   1 2018/07/30   13:59



―2―

　本日は徳島県行政書士会の定時総会、誠にお
めでとうございます。そして、今日表彰を受け
られました皆様は、行政書士として長年にわた
って業務をされ、そしてまた役員として行政書
士制度の改善進歩に貢献され、その功績が認め
られましたこと、本当におめでとうございます。
これからも行政書士会発展のために、どうか頑
張ってほしいと思います。
　先ほど松村会長さんのほうから、行政書士会
の問題等言われていました。私も今現在、国の
ほうで日本行政書士政治連盟の議員連盟に入り
まして、いろいろ活動をさせていただく中で頑
張っているつもりでいます。
　何点か政治面で言いますと、所有者不明土地
の問題で先ほど会長さんから話がありました
が、実はこの問題について、私の友人で、今現
在法務省のほうで政務官をやっている岡山の山
下先生がおいでになるのですが、彼はもともと
非常に有能な弁護士さんですし、そういうこと
にも非常に詳しく、今そちらのほうについて議
員立法で提案をするということで、もう現場の
議論も何回か済ませて、早ければ今年中に、国
会はいろいろ揉めていますのでなかなか難しい
かも分かりませんけれども、臨時議会が恐らく
開かれるだろうという中で、どうにか整理をし
たいということで今頑張っています。
　そしてまた、今、国のほうは公文書の問題等
を含めて、非常に恥ずかしい思いをしています。
国民の信頼はどこにあるのかなというふうに思
っていますし、皆様が行政書士としていろいろ
な書類を上げたときに、その書類の取り扱い、

また管理の仕方等を含めていろいろ問題があろ
うかと思います。
　先般もこういう相談がありました。行政に出
す書類が何点かあって、そのうちの 1 点が欠け
ていました。しかし、それが後の祭りで、もう
締切期限が過ぎていました。しかしこちらには
この書類が残っているけれども、こちらは残っ
ていない、こういう問題がありました。そうい
うこともありますし、ぜひとも国もそうですけ
れども、県も市も、行政書士としての役職の中
で、行政に対して出す書類の取り扱い、こうい
うものを当然やっていただいていることとは思
いますけれども、もし何らかの不手際があった
ときに困るのは、やはり行政書士の皆様が相談
を受けた市民であり、県民であり、国民である
というところを考えていくべきかなと思いま
す。
　それで皆様はある意味、生命、財産、そうい
うものを管理する 1 つの代書人という立場です
ので、どうかこれからも県民、国民それぞれの
代わりに準備するという大きな責任を負う中
で、頑張っていってほしいと心よりお願い申し
上げます。私としましては行政書士の皆様がた
のいろいろな問題点について、議員連盟のほう
で、また出席をして会議等の中で整理をしてま
いりたいと思っています。どうかよろしくお願
い申し上げます。本日は本当におめでとうござ
います。

平成30年度
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　平成30年度徳島県行政書士会定時総会の開催
に心からお慶びを申し上げます。
　行政書士会の皆様におかれましては、日頃か
ら、行政手続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
の権利や義務等に関わる重要書類の作成に、高
い使命感をもって取り組んでいただいており、
松村会長をはじめとする歴代会長、並びに会員
の皆様による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、「人口減少」「東京一極集中」に立ち向
かう「地方創生」について、本県は、「知恵は
地方にあり！」との気概のもと、サテライトオ
フィスの誘致、政府機関の地方移転など先駆的
な挑戦を続けております。特に、昨年 7 月、県
庁10階に開設された消費者庁と独立行政法人国
民生活センターの政策創造拠点「消費者行政新
未来創造オフィス」は、「国の統治機構改編」
への大きな一歩であります。新オフィスでは、
徳島をフィールドに、全国展開を見据えた数々
のプロジェクトが推進されております。今後と
も、こうした取組みの成果を、県民の皆様に実
感いただけるよう、積極果敢に取り組んで参る
所存であります。

　県民ニーズがますます多様化・複雑化してい
く中、身近な「街の法律家」であり、「行政手
続きのスペシャリスト」でもある行政書士に寄
せられる期待は一段と高まっております。行政
書士会の皆様におかれましては、県民の皆様の
権利の擁護、円滑な義務の履行のため、なお一
層の研鑚を積まれますよう、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、ご参会の皆様のますますのご健勝、ご活躍
を心よりお祈り申し上げまして、お祝いの言葉
といたします。

平成30年度

P01_32_行政とくしま180.indd   3 2018/07/30   13:59



平成30年度

―4―

　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30年度定時総会がこのよ
うに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、日頃より松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。
　この一年間、社会情勢が目まぐるしく変化す
る中において、多くの課題への対応に難しい舵
取りが求められましたが、事業テーマとして掲
げた「国民がより活用しやすい行政書士制度の
確立」に向け、丁寧に施策を実行してまいりま
した。
　所有者不明土地問題や空き家対策問題はその
象徴的な課題でありますが、関係する議員の皆
様方や省庁に対し、行政書士の利活用を積極的
にご提案しまして、ご理解をいただきつつある
ところです。
　また、国民の皆様に目を向けた広報活動につ
いても、その重要性を改めて認識した上で、Ｓ
ＮＳやユキマサくんの活用などにより、多くの
方々に、親近感のある行政書士のイメージを浸
透させることができたと考えております。

　未来は、与えられるものではありません。行
政書士制度の未来も、私たち一人ひとりが努力
を積み重ねることで、創られていくものです。
そのためには、日行連が先頭に立ち、未来への
道筋を明確に内外に示すとともに、具体的な政
策を会員の皆様にしっかりとお示ししなければ
なりません。私は今、あらためてその責任の重
さを強く感じているところです。
　今年度も引き続き、法改正の推進や行テラス
構想、そして制度ＰＲ活動の更なる強化などを
重点施策として、事業執行に励んでまいります。
全国の単位会と連携して結果を出すべく、全力
で努めてまいりますので、引き続きご理解とご
協力を賜りますよう、心よりお願い申しあげま
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様のご健勝を祈念いたしま
して、お祝いのご挨拶とさせていただきます。
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　本日は、平成30年度の徳島県行政書士会定時
総会をこのように盛会に開催されますことを、
まずは心よりお喜び申し上げる次第です。また、
本日表彰を受けられた皆様方、長年のご功労に
対しまして心より敬意を表する次第です。おめ
でとうございました。
　毎年このようにご招待をいただきましてお話
をさせていただいていますが、私は県議会に属
していますけれども、医療法人の理事長という
立場もありまして、南海病院という病院、そし
てまた老人保健施設等の運営をしています。昨
今の少子高齢化、特に高齢化につきましては大
変な勢いでの高齢者の数の増加を実感していま
して、そしてその方々がそれぞれ医療や福祉を
受ける場合には、やはり後見人という方が、ど
うしてもご家族の方が必要になりますけれど

も、そういうふうな立場の方を置いていない方
が増えています。そうしたときに成年後見人制
度という制度、これを使って入院、入所をして
いただくわけですが、皆様方のお仕事も、恐ら
くこういった後見人の立場でされる方が増えて
おられるのではないかなというふうに、きょう
も皆様方を拝見していまして感じているところ
です。どうか、こういった医療福祉をスムーズ
に受ける場合でも、皆様方のお力が必要ですの
で、どうか今後とも皆様方、研鑽を積まれまし
て、将来の高齢化にも、ひとつ大きな力になっ
ていただきたいというふうに思います。皆様方
の今後ますますのご活躍をお祈り申し上げなが
ら、誠に簡単ですが、私からのごあいさつとさ
せていただきます。本日は誠におめでとうござ
いました。

　皆様、こんにちは。本当に行政書士会の方に
はいろいろ大変お世話になっています。また本
日は、定時総会ということで本当におめでとう
ございます。
　先月も参議院の文句というか、反対というこ
とで東京まで行ってまいりましたけれども、や
はり各県 1 人参議院議員を出してもらいたいと
いうことで陳情してまいりました。人口が減る
ということは、本当に県の勢いというか、どん
どん県が小さくなって、 1 つの行政体と見なし
てくれなくなる。移住、定住をはじめ、何とか
人口減少に歯止めをかけて、徳島の勢いを落

とさないように頑張っていきたいと考えてい
ます。そのためにも、本当に行政書士会の皆様
のお力、先ほど松村会長がおっしゃっていまし
た、成年後見制度などいろいろなことについて、
まだまだ徳島県のために働いていかなければな
らないようなことがたくさん出てくると思いま
す。皆様方の力に大いに期待しています。私も
行政書士会の顧問として、皆様からの付託を
頂いています。ご相談があれば県に向いて、い
ろいろな相談に応じてまいりたいと思いますの
で、今後ともどうぞよろしくお願いします。本
日は誠におめでとうございました。
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　皆様、こんにちは。きょうは定時総会のご案
内をいただきありがとうございます。そして、
日頃は皆様に大変お世話になっていますこと
に、まず感謝を申し上げたいと思っています。
いろいろな地域で皆様方、県民の皆様のいろい
ろな要望に応え、またしっかり対応していただ
いていることに心から敬意と感謝を申し上げた
いと思います。
　先ほど来お話がありましたいろいろな課題に

ついて、先輩の県議の皆様方や、また県の方々、
またその他関係者の皆様と協力をしながら、皆
様の要望に応えられるようにしっかりと取り組
んでいきたいと思いますので、これからもご指
導よろしくお願い申し上げたいと思います。皆
様方のご健康、ご多幸と、また徳島県行政書士
会のご発展をお祈り申し上げてごあいさつに代
えさせていただきます。ありがとうございまし
た。

　本日は平成30年度徳島県行政書士会定時総会
が、このように大勢の皆様のご参会の下、盛大
に開催されますことを心よりお喜び申し上げま
す。松村会長様をはじめ、徳島県行政書士会の
340名の方々におかれましては、地域住民にと
りまして最も身近な法律の専門家として、また
行政手続のスペシャリストとして、行政と地域
住民の懸け橋となって、地域社会の発展のため
に多大なご貢献をいただいておりますことに厚
く御礼申し上げます。
　行政書士会の皆様におかれましては、本市に
おきまして毎週火曜日に行政書士無料相談を行
っていただき、市民の皆様の様々な問題解決の
ためにご尽力を賜っているところです。また、
昨年の11月18日には、徳島県行政書士会の特別
企画として、人生のエンディング、終活につい
てセミナーを開催いただき、相続や介護の問題
についてのお取り組みをいただいたところで

す。大変市民の皆様に好評でした。さらに、成
年後見制度につきましても、行政書士会館にお
きまして、毎月第３金曜日に無料相談会を開催
していただいているところです。大変な社会貢
献を行政書士会の皆様にいただいているところ
です。あらためまして御礼を申し上げる次第で
す。
　本市としましても、松村会長様をはじめ、徳
島県行政書士会の皆様とともに、十分連携を図
りながら各政策の展開を図ってまいりたいと思
いますので、なお一層のお力添えを賜りますよ
う、心からお願い申し上げる次第です。結びと
なりますが、徳島県行政書士会の益々のご発展
と、本日ご出席の皆様の今後さらなるご活躍と
ご健勝、ご多幸を心からお祈り申し上げまして、
お祝いのごあいさつとさせていただきます。本
日は誠におめでとうございます。

平成30年度
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　本日、平成30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。松村会長
様をはじめ、行政書士会の皆様方におかれまし
ては、市政各般にわたりご理解、ご協力を賜り、
誠にありがとうございます。また本市におきま
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いますことに、重ねて感
謝を申し上げます。
　行政書士の皆様方におかれましては、最も身
近な法律の専門家として、私どもと協働いただ
いていまして、大変心強くありがたく感じてい
るところです。どうか皆様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よう、ともに行政
運営各般にわたり、温かいご支援、ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。
　ここで少し鳴門市のPRをさせていただきた
いと思います。今年はベートーヴェン第 9 交響
曲がアジアで初めて演奏されてから100周年を
迎える記念すべき年です。鳴門市としましては、
国内はもとより、世界中から注目が集まるこの
千載一遇のチャンスを逃すことなく、鳴門の魅
力をPRするとともに、本市をさらに元気にし、
活性化していくための各種施策を推進してまい
りますので、皆様方のご協力を賜りますようお
願いを申し上げます。
　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、本日ご参会の皆様方のご
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。誠におめでとうござ
います。

ご来賓のご紹介

… 徳 島 県 経 営 戦 略 部　部　長… 吉　田　英一郎　様 徳島県知事… 飯泉嘉門様代理

… 徳 島 市 第 二　副市長… 豊　井　泰　雄　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 司 法 書 士 会　会　長… 玉　岡　哲　也　様
… 徳島県土地家屋調査士会　副会長… 鎌　田　裕　之　様… 会　長　西岡健司様代理

… 徳島県社会保険労務士会　会　長… 米　澤　和　美　様
… 顧 問 弁 護 士… 真　鍋　直　敬　様

平成30年度
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　平成30年 5 月19日（土）午後 1 時30分よりサ
ンシャイン徳島において、平成30年度徳島県行
政書士会定時総会が開催された。
　総会は仁木利典総務部長の司会で始まり、杉
本宏副会長の「開会の辞」のあと、物故会員の
冥福を祈り黙祷を捧げた。続いて松村会長のあ
いさつ、表彰、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、司会者は議長に次の者を指
名し、岩佐氏はこれを受諾した。

議　長　岩佐　誠志（徳島中央支部）
　議長は登壇の後、副議長に次の者を指名し、
西岡氏はこれを受諾した。

副議長　西岡　　章（徳島西部支部）
　議長は就任の挨拶を行い議事進行について協
力を依頼した。
　ここで議長から、本総会の出席状況について
次のとおり報告があった。
　総構成員339名のところ、出席者は196名（う
ち委任状121名）であり、会員数の 2 分の 1 を
こえる出席があるので、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。
　ついで、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、 2 名を指名、両氏はこ
れを受諾した。
議案審議
　議長は、議案審議に入る前に、第 6 号議案、
第 7 号議案は互いに関連があるので一括審議と
すること、 1 通の質問書の提出があるが、第 6
号議案、第 7 号議案の質疑に織り込み、再質問
は 1 回のみ認める旨会場に諮り了承を得た。

第1号議案　平成29年度事業経過報告
　議長は執行部に対し第 1 号議案の提案説明を
求め、松村会長から事業経過報告について総括
の報告があり、続いて各部長から各部の報告と、
松村会長から各委員会の報告があった。
　議長は第 1 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、第 1 号議案の採決
を行うこととなった。
　議長が会場に諮ったところ、異議なしの声が
あり、原案どおり可決決定した。
第2号議案　平成29年度収支決算及び監査報告
　議長は執行部に対し第 2 号議案の提案説明を
求め、北條経理部長から議案書に基づき詳細に
わたり報告があった。
　この後、議長から監事に対し監査報告を求め
たので、監事代表から適正かつ正確に処理され
ているとの報告があった。
　議長は第 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、第 2 号議案の採決
を行うこととなった。
　議長が会場に諮ったところ、異議なしの声が
あり、原案どおり可決決定した。
第3号議案　平成29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 号議案の提案説明を
求め、北條経理部長から説明があった。
　議長は第 3 号議案に対して質問書の提出はな
かったので審議終了を宣し、採決が行われ、原
案どおり可決決定した。
第4号議案　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 4 号議案の提案理由の
説明を求め、森企画部長から説明があった。
　森企画部長から、役員等選任規則第15条によ

平成30年度
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ると、選挙時の立会人は 2 名に限定されている
ように解釈できるところ、文言を現実に合わせ
るよう改正をしたいとの提案があった。
　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、採決が行われ、原
案どおり可決決定した。
第5号議案　監事の選任について
　議長は執行部に対し第 5 号議案の提案理由の
説明を求め、松村会長から説明があった。松村
会長から、現在、監事が 2 名のため、その補充
について提案があり、役員選考委員会を開催す
る旨の説明があった。議長は別室にて役員選考
委員会を開催するため、その間の小休を宣した。
　審議再開後、議長は執行部に対し、役員選考
委員会の結果報告を求めた。松村会長から、本
日より平成31年度の定時総会までを任期とし
て、徳島北部支部松並圭子会員を監事に選任し
たいとの提案があった。
　議長は第 5 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、採決が行われ、原

案どおり可決決定した。
第6号議案　平成30年度事業計画案について
第7号議案　平成30年度収支予算案について
　議長は、事前に第 6 号議案、第 7 号議案一括
審議の了承を得ていたので、執行部に対し、議
案の提案説明を求めた。
　松村会長から議案書に基づき第 6 号議案の平
成30年度事業計画の総括指針の提案説明があ
り、続いて各部長から各部の事業計画の概略説
明と、松村会長から各委員会の事業計画の概略
説明があった。
　引続き、第 7 号議案の平成30年度収支予算案
について北條経理部長から説明があった。
　質疑に移り、議長は阿波・吉野川支部桒原道
納会員から 1 通の質問書の提出があったので、
桒原会員に対し質問の主旨説明を求めた。
　議長は執行部に対し、質問に対する答弁を求
めた。
　執行部答弁の後、桒原会員から再質問があり、
議長はこれを認め、執行部に答弁を求めた。執
行部から再質問に対する答弁があった。
　議長は審議終了を宣し、第 6 号議案、第 7 号
議案の採決を行うこととなった。採決は起立を
もって行い、賛成多数により原案どおり可決決
定した。
　これをもってすべての議事を終了し、議長か
ら協力に対する謝辞があり降壇した。
　すべての日程を終了し、中川副会長の「閉会
の辞」により盛会裡に定時総会を閉会した。

第1号表彰 （業務歴20年以上）

細　川　哲　博（徳島中央支部）　　　平　野　洋　志（徳島中央支部）
片　山　朝　生（徳島中央支部）　　　出　原　月　栄（徳島中央支部）
金　山　嘉久正（阿波・吉野川支部）　　　野　村　菊　子（阿波・吉野川支部）

第2号表彰 （役員等歴 5 期以上）

大　村　　　潤（徳島中央支部）　　　亀　井　健　士（徳島中央支部）
大　塚　惠　介（徳島西部支部）　　　吉　田　嘉　光（徳島北部支部）
吉　本　健　二（阿波・吉野川支部）
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　平成30年 6 月21日（木）・22日（金）の 2 日間
にわたり、東京都白金台のシェラトン都ホテル東
京において、日本行政書士会連合会定時総会が開
催されました。
　昨年の役員改選において徳島会の松村和人会長
が理事に選出されましたことで、松村会長は理事
として出席、私と出原月栄先生の 2 名が代議員と
して出席させていただきました。私自身初めての
参加となり、貴重な経験をさせていただくととも
に、全国の各先生方の熱意に圧倒されました。

　定時総会開催に先立ち、総務大臣表彰と日本行政書士会連合会会長表彰の授与式が行われ、私
たち徳島会より藤本泰弘先生が総務大臣表彰を受賞され、連合会会長表彰におきましては中野真
吾先生、元山育知先生、森野泰輝先生、喜多輝光先生と４名の先生が受賞されました。心からお
喜びを申し上げるとともに、出席をさせていただきました徳島会の私といたしましては誇らしく
思いました。
　授与されました先生方の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。本当に
おめでとうございます。
　授与式終了後、平成30年度定時総会の開催です。
　平成30年度　定時総会の次第は以下のとおりでありました。

　議案審議については、全ての議案について可決承認がされましたが、本年の定時総会における
質問書は99件の質問が事前に提出されていたと言うことで、質問書に対する回答の担当部・委員
会の皆様におかれましては大変であったと思われます。
　なお、質問の一例としては、特定行政書士制度の推進、丁種封印制度の普及に対する取り組み、
電子申請に係る具体的対応、農業団体との協議、成年後見部門の取り組み、職域の確保拡大、外
国人の入国・在留審査申請の分野の電子申請等々。
　様々な分野における質問・回答を聞き、少しでも前に向いて歩みを進めて行きたいと思いを深
めました。

H30.6… in…Tokyo

報告者　副会長　 中　川　正　彦

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・副議長の選任
6 　議事録署名人の指名
7 　議事運営委員会の報告
8 　議案審議

第 1 号議案　平成29年度事業報告
第 2 号議案　平成29年度決算報告

第 3 号議案　日本行政書士会連合会会
則の一部改正（案）

第 4 号議案　行政書士会館の日本行政
書士会連合会の持分を譲
渡する件（案）

第 5 号議案　平成30年度事業計画（案）
第 6 号議案　平成30年度予算（案）

9 　議長・副議長の退任
10　閉会のことば
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元　山　育　知　会員　【 徳島中央支部 】

森　野　泰　輝　会員　【 徳島中央支部 】

中　野　真　吾　会員　【 徳島北部支部 】

喜　多　輝　光　会員　【 美馬三好支部 】

　総会 1 日目は、一部議案審議が予定時間の都合により 2 日目に回り、夜には懇親会が行われま
した。多くの国会議員の先生方のご参加をいただき、大盛況の中での懇親会でした。
　総会 2 日目は 1 日目の残りの議案審議が行われ、 2 日間にわたって審議されました議案につき
ましては、可決承認をいただき無事終了となりました。
　また、本定時総会に掲げられた法改正項目は
　 1 　「国民の権利擁護を図ること」を制度の目的に
　 2 　行政書士会の目的規定に会員の「監督」を
　 3 　 1 人法人制度の実現
　 4 　特定行政書士に係る聴聞等の手続代理制限の解除
　 5 　行政書士にＡＤＲ代理権を
　の 5 項目となっております。
　慎重審議されました議案を含め、上記法改正項目と、今後これから私たち行政書士としての職
域に、重要な事項が山積みされているのではないのでしょうか。今後とも、会員皆々様の尚一層
のご指導ご鞭撻とご協力をいただけますよう宜しくお願い申し上げ、「日行連定時総会」のご報
告にさせていただきます。
　最後になりましたが、本定時総会におきまして準備等の設営をいただいております事務局の皆
様に感謝申し上げますとともに、本当にお疲れ様でした。今後とも宜しくお願い申し上げます。
　尚、余談になりますが、この度の「日行連定時総会」参加にあたり、タクシーに乗車する機会
があり、ドライバーの方とお話をさせていただいたのですが、朝の通勤時間帯でもタクシーを多
く利用されていること、車両についてはオリンピックを目前にワゴンタイプの車両に変更されて
いること、外国の方々との会話の為のシステム開発に取り組まれていることなど、『流石東京』。
何かに付け全て最先端に進めています。地方も今何かに取り組んで行くことが大切、前を向いて
いかなければと痛切に感じました。

藤　本　泰　弘　会員　【 徳島中央支部 】

　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30年 6 月21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。

P01_32_行政とくしま180.indd   11 2018/07/30   13:59



―12―

　平成30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 6 月15日（金）、高松市福岡町「ホテル
マリンパレスさぬき」において開催されました。
　本総会には総勢27名（香川会より 8 名（オブ
ザーバー 2 名を含む）、高知会より 6 名、愛媛
会より 8 名、徳島会からは松村会長、河野・杉
本・中川副会長、森企画部長の 5 名）の出席が
ありました。
　定刻の午後 3 時より、石川秀幸香川会副会長
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」、四地協会長の岩城
隆文香川会会長の「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
協会長の岩城隆文香川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29年度事業報告について
　当番会である香川会より説明があり、承認さ
れました。
⑵　平成29年度収支決算報告（監査報告）につ
いて

　石川副会長による決算報告、岩城会長による
財産目録についての報告、高知会岡林厚監事に
よる監査報告があり、承認されました。
⑶　平成30年度事業計画（案）について
　日行連と四地協との連絡会開催について、次
期当番会である徳島会によって 9 月14日（金）
に開催されることになりました。

　また、四地協による研修会（おそらくOSS関
連）の実施を検討していくことが承認されまし
た。
⑷　平成30年度収支予算（案）について
　石川副会長より説明があり、承認されました。
⑸　その他
①　特定行政書士法定研修の実施方法につい
て、香川会より四県合同で新居浜あたりで実施
してはどうかという提案があり、この提案をふ
まえて各単位会より現況の報告がなされ、徳島
会については中川正彦副会長から報告がなされ
ました。そして、研修の実施方法については、
今後も検討していくこととなりました。
②　OSSへの対応について、各単位会より現況
の報告がなされました。
　以上で主要議案の審議は終了となりました
が、続いて四地協所属単位会のコスモス支部及
び政治連盟担当者からの現況報告があり、情報
交換が行われました。
　こうしてすべての審議が終了し、午後 5 時、
四地協副会長である山本大樹愛媛会会長の「閉
会のことば」で本年度の総会は無事終了となり
ました。
　総会後は同ホテル内で懇親会があり、田岡崇
高知会会長の「開会のことば」の後、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30
年度

報告者　企画部長　 森　　　和　義
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平成30年 3 月26日（月）
　本会会議室において理事会が開催され、次の
議題について審議が行われ、異議なしにより可
決されました。
　理事会終了後、避難訓練を実施しました。
1 ．平成30年度定時総会議案書について
2 ．平成30年度予算案について
3 ．防災対策委員会規則、暴力団等排除対策委
員会規則の制定について

4 ．防災対策委員、暴力団等排除対策委員の委
嘱について

5 ．常務執行規則の一部改正案について
6 ．長期会費滞納者の措置について
7 ．封印管理委員会規則案について
8 ．総務大臣表彰、日行連会長表彰について
9 ．その他
•会員への注意について（報告）
•職員就業規則について（報告）
•速報メールサービス（仮称）について（検討）
•避難訓練の実施について

平成30年 ４ 月17日（火）
　本会会議室において理事会が開催され、次の
議題について審議が行われ、異議なしにより可
決されました。
1 ．平成29年度決算の承認について
2 ．平成29年度事業経過報告（総括）、
　　平成30年度事業計画（案）について
3 ．元会員の未収入金の対応について

4 ．日行連総会の代議員の選出について
5 ．その他
•総会の進行について
•特定行政書士法定研修について
•議事録について（検討）
•行政書士試験場責任者について

平成30年 7 月 9 日（月）
　本会会議室において理事会が開催され、次の
議題について審議が行われ、異議なしにより可
決されました。
1 ．法教育の実施について
2 ．空き家対策の担い手強化・連携モデル事業
について

3 ．一般財団法人建設情報管理センターとの提
携について

4 ．非行政書士対策の取り組みについて
5 ．その他
•災害対策ＷＧについて（報告）
•国際交流協会会議について（報告）
•日行連と四地協との連絡会の開催について

（報告）
•議事録の取り方（文字起こし）について
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　平成30年 2 月 9 日（金）と10日（土）の 2 日間、
大阪府行政書士会館大会議室に於いて、日行
連　中央研修所　裁判外紛争解決手続（ADR）
推進本部主催で、「ADR調停人候補者実践セミ
ナー 基礎編」が開催され、27単位会から合計
32名の参加者がありました。
　現在ADR機関が扱う紛争は、外国人の職場
環境・教育環境に関するトラブル、自転車事故
に関するトラブル、ペットに関するトラブル、
賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブ
ルの 4 分野です。ADRセンターを設置してい
るのは現在15単位会で、徳島会はまだ設立準備
まで至っていませんが、ADR事業を理解する
ため私青山が参加させていだきました。資料の
複製・頒布が禁じられているため詳細を開示す
ることはできませんが、研修の流れを報告させ
ていただきます。
研修 1 日目（13：00 ～ 18：00）

「ADR推進本部　光永謙太郎本部員による講義」
①アイスブレイク
　ほとんどが初対面であるのでお互いの緊張を
ほぐすためゲーム感覚で自己紹介をしました。
後で行われるグループに分かれてのロールプレ
イがやりやすくなりました。
②傾聴、言い換えトレーニング
　調停のスタイルには評価型、妥協要請型、対
話推進型等があり行政書士会では「対話推進型
同席調停」を採用しています。理由として市民
と行政、市民と市民の架け橋を歴史的に担って
きたこと、身近な法律家として市民に寄り添っ
てきたことなどが理由にあげられます。また満
足度が高く、再発率が低いことなども挙げられ
ます。中立公正な調停人が同席し、課題解決の
道を模索し当時者を支援するというスタイルで
す。それには傾聴（人の話を聴く）の能力が必
要で、自分の好きなテーマを設定し隣席の人と
傾聴トレーニングをしました。続いて、リフレ
ーミング（枠組みを外して違う枠組みで見る）
言い換えのトレーニングをしましまた。感情的
になっている人の言葉では真意が伝わりづらい
ので、端的に表現する、ユーメッセージをアイ
メッセージに変える、否定的な言い方を肯定的
な言い方に変える、ということです。いくつか
の文例で相互に前席の人と練習をしました。
③ IPN分析、調停の流れ
　聞きなれない言葉ですがＩはイシュー（争点、

課題）、Ｐはポジション（要求、建前）、Ｎはニ
ーズ（要因、真意）の略です。紛争当事者の主
張から紛争の構造を分析し、理解する手法です。
例を挙げ分析し表に記入する練習でした。その
後対話推進型調停の流れを学習し、最後に一日
の振り返り、まとめで終了しました。初日はま
ず講義からと想像していたのですが、いきなり
の難題を与えられて冷や汗が出る時もありまし
たが、女性の参加者が多くどの方も有能で大変
刺激を受けました。
　 2日目はいよいよロールプレイを実践してみ
るのですが、その前に調停人としての心構え、
当事者を演じるルールの説明がありしまた。調
停人は公正中立で臨み常にそれを意識すること、
当事者を演じるにはスクリプトに書かれた人物
になりきり、解決を望んで調停に参加している
ことを忘れずに、等々でした。私は不幸にも（?）
調停人に当たってしまい、まず挨拶とルールの
説明をし、両当事者に話を伺う流れです。事例
はペットに関する紛争事件でした。内容は省略
させていただきますが、時間内に合意に達した
グルーブが半数以上ありましたが、私のグルー
プは合意に達することができませんでした。合
意に至るには両当事者の歩み寄りはもちろん必
要ですが、なにより調停人の技術力、リーダー
力が重要だと感じ、トレーニングの回数を重ね
なければ習得できないと痛感しました。最後は

「ギョウセイショシィ～」の笑顔の合言葉で記念
撮影をし、和やかな雰囲気で終了しました。
　今回セミナーに参加させていただいてADR
調停人に就任するのは容易なものではないと感
じた一方で、新たな業務分野として挑戦するこ
とが楽しくもありました。徳島会も今後ADR
センターを立ち上げるべく前進していければと
思います。月間日本行政 5 月号にもADR推進
本部から開催報告が掲載されていますので、そ
ちらも参考にしてください。

日行連ADR調停人候補者実践セミナー報告
報告者　業務指導部長　青　山　千予美

平成29
年度
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　平成30年 7 月25日（水）と26日（木）の二日間、
平成24年以来 6 年ぶりとなる全国広報担当者会
議が虎ノ門タワーズオフィス 6 階「ROOM 7 」
にて開催されました。徳島会からは川﨑が出席
しました。

　 1 日目は日行連の山田高嗣担当副会長の開会
のことば、井

イノクチ

口由美子広報部長のあいさつのあ
と全国の広報担当者による事例発表・質疑応答
が行われました。
　全国の単位会の中から「広報誌について」「制
度ＰＲ活動について」「ユキマサくんの活用に
ついて」など 6 つのテーマに関し、特徴のある
広報活動を行っている12の単位会が選ばれてそ
の具体的な内容の発表が行われました。

　各単位会によって会員数や広報部員の数、予
算の規模などに差があるのは仕方がないにして
も、 2 年でメンバーが改選されることから広報
活動の連続性・継続性やクォリティの維持等に
苦心しているのはどこも同じのようです。

　そんな中、会員・関係者向けの会報に加えて
一般の方々に向けた「広報誌」を別途発行し、
各支部の会員が独自に配布先を開拓しながら

「広報」している単位会や、「一般の人にも読ん
でもらえる」というコンセプトのもと、会報誌
の内容を次々と刷新している単位会もあって意
識の高さを見せつけられました。

　 2 日目は会議の冒頭、日行連の遠田会長のあ
いさつに続き、47単位会を 6 つのグループに分
けて、その中で「効果的かつ効率的な広報活動」
について討論し、まとめたものを発表するとい
うグループディスカッションが行われました。
各グループとも時間が足りなくなるほど活発に
意見が発せられ、会場中のあちこちからたくさん
の声が飛び交う熱気のこもった場となりました。

　たった 2 日間の会議でしたが、インスピレー
ションを掻き立てられる貴重な会合でした。皆
様も機会があればこういった全国規模の会合に
参加なさってみてください。勉強になります。
　以上、簡単ですが報告させて頂きました。

あいさつをする井口広報部長

１日目の会場の様子。47都道府県のすべての
担当者が参加し、大変盛大な会議となった。

日行連　遠田会長

グループディスカッションの様子

報告者　広報部長　川　﨑　　　浩
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　徳島県指定の天然記念物（昭和29年）であり、
環境省から「全国名水百選」に選定（昭和60年）
されている「江川湧水源」の復活を私は要望し
たい。大正時代、吉野川の堤防工事で堰き止め
られ廃川になった江川は、民間に有償で売却さ
れる事となり、湧水源付近は麻

お

植
え

市
いち

の工藤館が
買収して、江川公園として造成した。その当時
は南川道と北川道があり（川が二俣に分かれて
いた）、その中島には料亭や食堂が営業してい
た。水量は豊富で冬には温かい20度の湧水で睡
蓮が咲き、夏には蛍が飛び交い、臨時列車や観
光バスで賑わっていた。蛍もお持ち帰りで籠も
売られ（付近の子ども達は蛍を買い上げてくれ
ていた）県下では人気スポットでもあった。
　少し下流では鱒の養魚が盛んで、 5 ～ 6 軒が
養殖業を営んでいた。江川橋の付近には河川敷
にくい打ちをして、その上に家を造り飲食店が
並んでいた（まだ少し残杭がある）。廃川にな
った江川は、養殖、食堂、遊技場など営んでい
た方は優先的に有償で払い下げを受け、普通の
人は、法務局に手続き次第河原も有償で払い下
げられた。
　公園の飲食店は、逐次衰退し、戦時中は中島
には個人が作物を作っていた。農地解放で工藤
館は無権利となったが、一策として公益法人江
川公園保勝会を立ち上げ、徳島興発が吉野川遊
園地として平成23年まで経営していたものの採
算が厳しくなり廃園した。
　その後、公
益財団法人の
措置として吉
野川市に寄贈
した。法人格
が解散又は廃
止の場合には
同格又は公共
に譲渡が条件

であり、このことは適正な措置であると思われ
ます。
　しかし、河川として復元されたものの、江川
の湧水源は枯渇の実情であり、美しい江川を復
活させるための努力は微塵も見られない、潰し
た者、無責任者は一体誰なのか。
　原因者負担として、国交省も徳島県も吉野川
市も真摯な取組が不可欠であります。新町川の
ように上流から流水を導入する事も一案です
が、国も、県も市も真剣に検討し天然記念物や
全国名水百選に恥じない環境を復活させて頂き
たい。民間の河川協力団体が清掃活動を行って
はいるものの、このままではあの美しかった江
川はドブ川となりゴミ捨て場のドロ川になって
しまいます。
　今こそ、 3 者で法の捉え方一つで真摯な議論
と計画的な取り組みが可能なものにもなりま
す。是非、何所が原因になるのか有識者で有意
義なご検討をお願いしたい。

阿波・吉野川支部　　金　山　嘉久正

江川湧水源
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　日本行政書士会連合会では、「行政書士の行う高齢者支援」キャッチコピーを募集し、
全国の皆様から創意工夫に富んだ合計8,590点の作品をご応募いただきました。たくさん
のご応募誠にありがとうございます。応募作品の中から、厳正な審査の結果、以下の作品
を採用させていただくこととなりました。

美馬三好支部　　古　澤　　　圭

　本キャッチコピーは、今後、当会が作成するリーフレットやその他関係広報媒体
に利用させていただく予定です。また、行政書士の先生方におかれましては名刺に
記載していただく等、幅広くご活用いただきますようよろしくお願いいたします。

　表紙は東みよし町にある「吉野川ハイウェイ
オアシス」に飾られた風鈴です。花火や金魚の
絵柄が目をひくガラスや陶器の風鈴1,000個が、
風に揺れるたび静かな音色を奏でます。
　吉野川ハイウェイオアシスは徳島自動車道上
り・下りの両車線より進入でき、一般道からの
利用も可能です。施設内には浴場施設の美濃田
の湯があり、ハイウェイドライブの途中でのん
びりと過ごすドライバーや吉野川を眺めること
のできる露天風呂が人気となっています。
　また、四国の名産・特産品が揃う物産コー
ナーや飲食店が 4 つ、観光情報や道路情報を提

供する観光情
報センターを
備え、週末に
は阿波踊り
をはじめとした催しが
イベント広場で行われています。
　今回の風鈴はインスタ映えを意識した企画。
天井の千本格子から吊るした風鈴が奏でる涼し
げな音色に、思わず写真を撮りたく
なる情景となりました。風鈴の展示
は 9 月末までとなっています。

をはじめとした催しが
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中山間地域等直接支払交付金制度について

と　き … 平成30年 3 月 2 日（金）
… 午後 1時30分から 3時まで
ところ … 本会会議室
講　師 … 徳島県農林水産部農林水産基盤整備局
… 農山漁村振興課　中山間対策担当
… 　課長補佐　中西　健…様
… 　主　　任　野村武司…様

新たな住宅セーフティネット制度について
地方創生に向けた空き家対策について

と　き … 平成30年 3 月 2 日（金）
… 午後 3時10分から 4時30分まで
ところ … 本会会議室
講　師 … 徳島県県土整備部住宅課　企画・木造住宅担当
… 　主任　岸本　紘典…様
… 徳島県県土整備部住宅課　空き家対策担当
… 　主任　石本　俊明…様

《建設業関係》
①建設業ソフト操作研修（基礎編）
②経営状況分析評点の解説、財務諸表作成の留意点について

と　き … 平成30年 3 月 9 日（金）
… 午後 1時30分から 4時30分まで
ところ … 本会会議室
講　師 … ワイズ公共データシステム株式会社　担当者

新規入会員研修会

と　き … 平成30年 3 月19日（月）
… 午後 1時30分から 4時まで
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 … 松村会長、河野副会長、中川副会長、
… 仁木総務部長、青山業務指導部長

申請取次業務実務研修（初級編）　倫理・一般知識

と　き … 平成30年 7 月25日（水）
… 午後 1時30分から 3時30分まで
ところ … 本会会議室
講　師 … 徳島県行政書士会　会長　松村和人
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　去年より、徳島県行政書士会は日本公認会計士協会四国会徳島県部会、徳島県不動産鑑定
士協会との合同チームとして、徳島県士業ソフトボール大会へ参加しています。
　徳島県行政書士会が参加したことにより、それまで 0勝（負けてばかりで勝ったことがな
かった）であった合同チームが、徳島弁護士会との死闘の末、初勝利を収めることができま
した。
　試合前の練習、試合後の懇親会など、他士業の先生と交流する機会も多いですので、我こ
そはという会員がおりましたら、徳島県行政書士会徳島中央支部長　武岡まで連絡をお願い
致します。
　以下に大会詳細を記します。

開催日時 　平成30年9月29日（土）10時から
場　　所 　吉野川南岸グラウンドＢ，Ｃ面

対戦方法 　グループリーグ戦のあと、順位決定戦を行う
Ａグループ：税理士会・司法書士会・土地家屋調査士会
Ｂグループ：合同チーム・弁護士会・社会保険労務士会

ホテルサンシャイン『ダイニングひなた』／ 19時 スタート
ビュッフェ形式フリードリンク　　会費：ひとり…4,320円…
　雨天中止の場合は、当日の 8 時までに…土地家屋調査士会担当者 から各会担当者
へ連絡がある。雨天中止の場合でも懇親会は開催されます。

•メンバーは原則として、資格者、補助者、事務所職員とする
•リーグ戦は 1試合 5回まで
•順位決定戦は 7回まで
•60分を超えて新しいイニングへは入らない
• 3回終了以降のギブアップ可能
•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
•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、スリングショットは禁止（ただし、対戦チームが承諾した場合は
可とする。なお、承諾は途中で撤回することができる）
•金属スパイク禁止
•リーグ戦の勝率が同一のチームは、各チームの代表者のジャンケンにより勝敗
を決定する。
•順位決定戦で同点の場合は、選手 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概ね13.11メートルとする。
•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は、女性が打者となった際に、アウトカウントを
数えるか否かを、対戦チーム同士で事前に協議することとする。
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　芥川龍之介晩年の書「侏儒の言葉」の中に
『運命は偶然よりも必然である。「運命は性格

の中にある」という言葉は決して等
なお

閑
ざり

に生ま

れたものではない。』

　というのがある。今回、陶久氏の話を聞き、
読後三十数年の時を経て芥川の箴言の意味が分
かったような気がした。

「波瀾万丈」人生の幕開け
　陶久氏はもともと建
築の設計士であった。
大学で建築の課程を修
了し、卒業後は設計事
務所に就職。 2 年の実
務経験を経てすぐに一
級建築士の資格を取っ
た。その後、設計事務
所に勤務しながら、開
発や農地転用といった

周辺業務への広がりを視野に行政書士資格も続
けて取得したのだそうだ。
　平成元年、父親の建設会社を継ぐ形で独立。
同時に行政書士登録を行った。住宅中心の建設
会社であったが、バブル経済の崩壊後、銀行の
貸し渋り等もあって市場の低調が数年間続い
た。借入金の返済を抱えながら、「このまま建
築やって行ってええんやろか」と自問自答が繰
り返される。そうした中、もともと介護施設の
設計をし、福祉関係との繋がりがあったことで、
第三者的な立場から大手の社会福祉法人の経営
と運営、一般庶民の目線とはかけ離れた介護福
祉という特殊な世界が垣間見えてもいた。

金持ちしか入れんのはおかしいやないか
　そして平成17年、ガラリと商売替え。その当
時民間でも参入できたグループホーム（認知症

高齢者の受け入れ施設）を始めた。「認知症は
貧乏人でも金持ちでも関係なしになる。でも施
設は金持ちしか入れんっていうのはやっぱりお
かしい」。そういう素朴な疑問を持っていた。
自分で介護業をするならばお金持ちじゃなくも
っともっと経済的に厳しい人たちが利用できる
ものを作ってみたい。「そこに敢えて挑んでみ
るのも面白いんちゃうかな」。そう思って介護
の世界に飛び込んだ。
　その後、デイサービスセンター、居宅介護支
援、訪問介護、訪問看護といった高齢者福祉事
業を展開していくが、常に地元の人のニーズが
あるところだけを拾い上げる「地域密着」にと
ことん拘った。そうした氏の取り組み姿勢を知
ってか、請われて地元の社会福祉協議会の会長
に就任することになる。しかしそれによって陶
久氏は地域の中の、高齢者に限らない「福祉全
般」の現状を目の当たりにすることになる。

見えてしまった高齢者福祉「以外」の福祉
　「確かに高齢者保健事業も完璧なものでは無
いし、至れり尽くせりでもなく、その人のニー
ズにぴったり合うようなもんではないけども、
一応制度として年々バージョンアップしなが
ら、一つの大きな社会的な保健事業になってき
とる。障害者に対しても制度があるので、完璧
ではないにせよ守られている部分はある。とこ
ろがそれ以外の例えば、貧困家庭、生活保護に
も掛からないそれよりも低いレベルかも分から
んね、そういう家庭の状況とか、そこに生活し
ている子供の状況が、地区社協の仕事に携わる
ことによって見えてしまった」と言う。「可哀
そうだね」と思う気持ちはあっても、それに対
して自分から関わって行ってどうにかできる問
題でもない。ただ「これって結局誰も触ってく
れないところなんだよね」という諦めと無力感

「60年生きてきて経験してきたことが今、全部使える」
阿南市議会議員　　陶　久　晃一氏

　昨年11月の阿南市議会議員選挙で初当選した陶久晃一先生（徳島南部支部会員）
に今回取材させて頂きました。

広報部の会員発掘　第2弾 部長かわさきの　突撃　 あの人に訊け！

陶久晃一氏（デイサービ
スセンター杏の丘にて）
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に掻きむしられた思いだけが心の奥底深く、確
実に蓄積し続けていった。
　「介護事業というのは国が決めた制度を地元
の市町村が運営するという法律の中での制度運
用になってくる。その制度に乗っかってさえい
れば高齢者はこれからも増えてくるし、特に問
題なく運営していける」と言う現在の事業があ
りながらも、高齢者以外の福祉が気になって仕
方がない。児童福祉制度の対象者でもなく、生
活保護の適用も受けていない貧困家庭の中で保
護制度の網の目からこぼれ落ちた子供たち。何
の保障もなく、そこから脱する術も持たずにた
だその現実をじっと受け入れるしかない子供た
ちの存在を陶久氏は知ってしまったのだ。「こ
れから社会を担っていくのがその子たちでし
ょ。ほっといてええんかい」。自身の中に積も
り続ける思いを無視できなくなってきていた。

立候補せざるを得ない状況に
　二つ上の先輩が阿南市議をしていたことか
ら、市議がどういうことをしてるのか他人事と
してではあるが多少知っていた。その先輩が病
気で亡くなったことから、氏のこれまでの経
歴、それ程関連性があるとは思えぬ個々の経験
が「運命」という到達点に向けて集約されてい
く。そもそも議員というものに対して関心は全
然ない。先輩が亡くなったのが 2 年前。誰か後
継者はおるんかいな、くらいの興味しかなかっ
た。11月の選挙に対して 4 月に、人選が出来ず
に氏のところに立候補の打診があった。家族に
話すと皆が反対、とりわけ奥さんは烈火の如く
に猛反対で話は消えた。ところが間際に迫った
9 月になっても候補者が決まらない。誰もいな
い、どうしてもいないということで最後は懇願
されるように立候補が決まる。しかし陶久氏に
とっては満を持して訪れた好機であったに違い
ない。「皆様が見向きもしない」、そして「機会
があれば関わりたいと “ずーっと” 心に秘めて
いた」一般福祉の世界に関われるときが来たの
だから。

紆余曲折が集約されて今ここに立ってる
　「議員になって改めて振り返って考えてみた

とき、今までのキャリアが全部使えてまったく
無駄がない」と陶久氏は言う。建設業から介護
へと波あり谷あり変遷してきたこと、建築士会
や行政書士会との繋がり、行政書士をしてきた
ことで司法書士や弁護士との繋がりなどいろん
な方面へ広がっているネットワークが議員とい
う立場になって初めて全部使えるようになって
きた。厚生労働省が掲げる「我が事・丸ごと地
域共生社会」の実現には、市町村に様々な年代
のあらゆるニーズに対して丸ごと対応できる総
合的な相談支援体制が求められることになる。

「その準備段階に関わっていけるのは、そうい
う意味では私しかおらんのとちゃうかな、とい
うごっつい自惚れ、自惚れ（笑）」。

　ほんの30分あまりの取材ではあるが陶久氏か
ら話を聞けば、氏が「常に弱者にフォーカスす
る（してしまう？）目」を持っているというこ
と、「困難・苦難に対して面白がって挑戦でき
るマインド」の持ち主であるということが容易
にわかる。図らずも議員という立場となった現
在を顧みて「こういう流れになっとったんかな
ぁ」としみじみと語った。やはり「運命は性格
の中にある」のだろう。

　他の議員との意見交換や役所の担当者らとの
関わりの中で「やるべきことが見えてきた」と
いう今、焦らず急がずコツコツと自分自身が実
績を積むことによって「見向きもされてない福
祉が実現できていくのが楽しみ」だと最後に語
った陶久氏。これまで培った知識や経験、人脈
でも肩書きでもどうぞ先生、存分に使い倒して
ください。過酷な境遇にありながら、手を差し
伸べてもらえることすら知らず精一杯生きてい
る子供たちのために。

阿南市新庁舎
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副支部長　山　岡　　　修徳島中央支部

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。徳島
西部支部支部長の大原です。
　支部では、平成30年度の支部総会を 4月20日（金）
に徳島市のパークウエストンにて開催しました。来
賓として松村会長にも出席していただき、全議案が
承認されました。支部総会終了後は懇親会を行い会
員の親睦を深めました。懇親会出席者10名と少なかっ
たですが、昨年登録された先生の出席もあり良かっ
たと思います。また、料理も美味しく好評でした。
　私の都合でスケジュールがタイトだったにも拘わ
らず、無事支部総会が開催出来たのは、支部役員の

皆様にご協力頂けたからだと感謝しております。来
年はもう少し早くから準備したいと思っております。
　今年度の支部活動についても色々な意見が出まし
たが、全て実現させようと気張らずに 1つでも実現
出来たらいいかなって感じで無理せずやっていきた
いと思っています。支部の研修とか研修旅行は他支
部との合同企画でやれば、また違ったことが出来る
のではないでしょうか。他支部の支部長さん、いか
かでしょうか？もし興味がありましたら、ご協力よ
ろしくお願いいたします。まあこんな西部支部です
が、これからもよろしくお願いいたします。

　皆様、いつもお世話になっております。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、無料相談会を 7
回実施し、 7 件の相談があり、相談内容は、相続・
贈与・売買などでした。また、三士会の研修旅行を
実施いたしました。瀬戸大橋を渡り、内海造船株式
会社の瀬戸田工場で行われた進水式を見学しまし
た。当日小雨が降ったりやんだりで足元は水たまり

という状況でしたが、2,700トン型、旅客船兼自動
車航送船（カーフェリー）「あけぼの丸」が進水を
はじめた際、しぶきがすごく非常に迫力がありまし
た。進水式を見学したのは初めてでしたので貴重な
体験でした。その後、尾道・千光寺公園に行き、千
光寺参拝などをしてきました。お忙しい時期にもか
かわらず、11名の先生に参加していただき、日帰り
の慌ただしいスケジュールで大変だったと思いま
す。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

「イナバのキャッチボール」
　私は、広島東洋カープの大ファンです。6 年前、
徳島に参上するまで岡山に居りましたが、年に数回
広島市内のマツダスタジアムに足を運んでいました。
ファンにとっては、勝っても負けても楽しめるスタ
ジアム観戦ですが、中でも印象に残っているのが、
イナバの物置ならぬ『イナバのキャッチボール』です。
　その日は、交流戦で日本ハムとのマッチアップ。知
る人ぞ知る現侍ジャパン監督である稲葉篤紀選手(当
時)が、ライトのポジションについていました。外野
の選手はイニング間にキャッチボールを行う事が多い
のですが、稲葉選手がセンターの選手と行ったキャッ
チボールに目を奪われました。稲葉選手が放る球は常
に相手の胸元に綺麗な軌道を描いて収まります。幾度
となく繰り返されるその光景に釘付けになりました。
　イチロー選手をはじめ、多くのプロスポーツ選手

にはルーティンを重んじる傾向があると聞きます
が、恐らく稲葉選手にとってもスーパープレーを生
む為の一つのルーティンとして質の高いキャッチ
ボールを行う事との位置づけがあったのだと強く感
じました。
　私自身は、現在行政書士及び土地家屋調査士という
業務を行っていますが、立場や業種は違えど、最善の
備えを常にしておくという点では活かせるヒントも多
いと実感しています。専門性や経験値を高めていく為
には、基礎体力や基礎知識がそれらを支える重要な
ファクターとなります。そんな自分なりのルーティン
の積み重ねを大事にせねばと、ロシアW杯を観戦しな
がら、思い起こした今日この頃です。
　最後になりましたが、徳島中央支部では 8月末頃
に業務研修会(詳細未定)を開催予定です。基礎知識
や専門性を高める契機として頂ければ幸いです。
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支部長　吉　本　健　二

支部会員（本会副会長）　河　野　耕八郎

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30年度支部総
会と支部懇親会を 4月22日（日）に阿波市土成町の
御所の郷において開催しました。
　来賓として、徳島県行政書士会より松村会長のご
出席をいただき、ご挨拶を頂きました。総会の議事
進行には、桒原議長を選任し、議事を進行していた
だき、提出議案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、
研修会を開催致しました。
　研修会の講師として、徳島県行政書士会会長松村
和人先生による「行政書士の現代と未来について」

の講演をしていただき、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
等を開催して業務拡大に取り組んでいます。役員・
会員の皆様方のご協力を、よろしくお願い致します。
　この後、懇親会を開催しました。会員相互間の情
報交換をしながら、和やかで、有意義な親睦会とな
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
て終わりました。

　今年も益々暑さが厳しく例年を超える最高気温が
続いておりますが、先生方におかれましてはご健勝
にて職務に邁進されておられることと存じます。
　県西部に位置する当支部ではありますが、農業に注
目した場合、農家の主な作目は水稲でありますが、約
3割程度の農地、水田が不作地（休耕地）となってお
ります。生産者米価の低水準の推移、農業資材の高騰、
農家の担い手の不足、高齢化が原因で農地の荒廃が危
惧されています。農家にとっては、TPP及びEUとの
EPA（経済連携協定）の締結により、生き残るために

農業経営に対する待ったなしの改善が求められます。
　私ども行政書士はこうした状況の中にあって、よ
き相談相手として様々の提案を行うことができま
す。いわゆる経営コンサルタントとして、財務状況
の改善を提言したり、農地を利用した新たな事業を
展開させること、制度資金の活用の方法など、実に
広範囲にわたる活躍の機会があると考えられます。
　困難に直面している依頼者の要請に応じることの
できる行政書士として、これからもともに切磋琢磨
してまいりましょう。

支部長　中　野　真　吾徳島北部支部

「全ての人の権利擁護を！」
　障害者差別解消法が施行されて 2 年になります
が、現実の社会の中においては、まだまだ差別が解
消されていないのが現実であります。
　日本の教育においては、特殊学級として障がい者
を隔離してきた経緯があります。欧米においては、
中でも特にオランダにおいては、小学生の頃から障
がい者とともに学び、ともに助け合うことは日常の
風景として溶け込んでおります。だからこそ、社会
に出ても障がい者がともに働くことは、日常生活の
延長線であります。その点、日本の教育は、欧米の
教育からすると30年以上遅れていると言わざるを得
ないのであります。

　人は、有史以来10％程度の障がいをもった人が生
まれております。歴史上の人物で、ニュートン、ア
インシュタイン、エジソン、レオナル・ド・ダヴィ
ンチ、ミケランジェロ等についてはADあるいは、
ADHDだったと医学論文で立証されております。
ベートーベン、ダリ、ピカソ等も発達障害だったと
言われております。
　いずれの人物も偉大な発見や芸術によって人々を
導いてきております。
　日本も欧米並みに障がい者の人権の擁護を真剣に考
える時がきているのではないか。障害者差別解消法
を有効なものとするために、何ができるのかが問われ
ております。行政書士会としても何ができるのか？

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ので先生方に
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。
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　日頃はコスモス徳島の活動に対してご理
解、ご協力をいただ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夏号が発刊
される季節となりましたが、本年度下期の主
な活動内容を振り返ると、まず、 1月29日か
ら 2月 2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 3名の方が30時
間のDVD研修を受講され、考査測定にも全

員が合格され、 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。
　また、 3月 1日及び 6月 1日には藍住町消費生活センター主催の「終活を考える会」の
セミナーが開催され、当支部会員の友兼会員他が講師として派遣されました。これには、
町内消費者の方々を対象に成年後見・相続・遺言等についての講義がなされました。ご参
加された高齢者の方々から、” 大変わかりやすく役に立つ内容だった “との感想をいただ
きました。
　 6月 2日には、コスモス徳島会員の更新研修が徳島県民活動プラザ 1階研修室に於いて
開催されました。これは正会員としての「会員の遵守義務に関する規則」により義務付け
られた研修で、会員としての資質向上を図るため、 2年に 1回実施されるもので今回該当
する14名が受講しました。内容は業務管理報告書の作成について・法定後見事例研究・任
意後見事例研究・相談を受ける際の心構え・地域での活動について等、約 8 時間に及ぶ
DVD視聴による研修で、全員が真摯な姿勢で受講しました。
　また、 6月27日には家庭裁判所を表敬訪問しました。これには松村会長はじめ近藤副支
部長、西岡監事並びに私が参加し、成年後見制度利用促進法の関係等の話題や、行政書士
が行う社会貢献活動について等意見交換がなされました。本年 8月には家裁書記官様によ
る第 3回目の研修会も開催されることも確約されました。
　その他、毎月恒例の各担当地域での無料相談会の実施、無料電話相談会（西部区域）の
実施等、地道な活動を継続していますので、今後ともご理解、ご協力のほど宜しくお願い
致します。

報告者　徳島県支部長　 杉　本　　　宏
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報告者　徳島県支部　 西　岡　　　章　　

　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター主催による、みだし特別研修に出席し受講した内容等
を報告します。

1 　日時・場所等
　平成30年 7 月 5 日（木）　13:00~16:30まで
　東京都港区虎ノ門4-1-28　虎ノ門タワーズオフィス 6階会議室（ 8階から変更）
　司会進行係　研修・相談委員　　上津原　雄一
　開会挨拶　　コスモス成年後見サポートセンター理事長　　野田　昌利
　（理事長挨拶の要約）
•現在、最も重視している「中核センター」をいかにマンパワーで確保し活用するかが問題だ。国家的
課題でもあり、我々も国民全体の課題として捉え、基本計画に沿って業務を推進することが大切。本
日の研修成果を持ち帰り、さらにより良き形にして欲しい。

2 　研修課題
1 ．第 1部　「成年後見制度利用促進基本計画について」
　　　講師　厚生労働省大臣官房参事官
　　　　　　社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室長　　須田　俊孝
2．第 2部　「信用金庫による成年後見支援預金」について（DVD講演）
　　　講師　コスモス成年後見サポートセンター静岡県支部会員　　伊藤　貴佳
3．第 3部　「神奈川県支部における親族調査受託事業の取り組みについて」
　　　講師　コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部長　　田後　隆二

3 　研修を終えて
第 1部　　極めて必要度が高くなっている成年後見制度を効果的に推進するには、膨大な個人情報を保

有する市役所等行政機関と行政書士が緊密に連携し、「成年後見制度を国民が、より効果的に
利用促進出来るよう体制作りを図って欲しい」という理想論である。
　同氏は、本制度に関する重責の地位にあり、並々ならぬ決意を抱いて成年後見制度の作業を
成功させるべく指導を進めている模様。

第 2部　　DVDによる講演（女性会員）であり、静岡信金と静岡家裁との綿密な事前情報交換、そし
てその後の商品開発が同家裁に採用されるという成功事例であり、徳島県も独自の対象選定や
工夫を加える等、今後の業務にも参考となる事例であった。

第 3部　　神奈川県支部長の講演であり、積極的で良く考えた行動が神奈川県や横浜市との信頼も得、
連携もうまくいっている。苦労はしている模様ではあるが、通称「かなさぽ」の実績も確実に
重ねており、自信が感じられた。

　以上のとおり、限られた時間内で 3題の講演が濃密に進められ、意義ある研修でした。
　なお、 5か年計画で策定された「成年後見制度利用促進基本計画」の工程表に沿った施策を効果的に進
捗させるため今回の資料を参考とし、また講演内容は反芻しながら、コスモス全会員と共に一致団結して
「真に利用者のために役立つ成年後見制度」を作り上げたいと決意を新たにしています。
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和　田　秀　光　【徳島中央支部】　　　 入会日 　平成 30 年 2 月 15 日

入会の動機／平成26年度資格試験に合格し、伊勢文郎行政書士事務所の使用人行政書
士として登録させていただきました。

自 己 Ｐ Ｒ／主に相続・贈与・遺言に関する業務に携わっております。

小　山　　　毅　【徳島中央支部】　　　 入会日 　平成30年 4 月 2 日

入会の動機／行政書士として地域社会に貢献したいと思い、入会しました。
取 扱 業 務／自動車登録業務
自 己 Ｐ Ｒ／業務に誠実に取り組み、迅速で丁寧な仕事を心掛けています。
趣味・特技／音楽鑑賞

森　川　　　忠　【徳島中央支部】　　　 入会日 　平成 30 年 5 月 15 日

入会の動機／街の法律家として少しでも人様の役に立ちたいと思い入会致しました。
取 扱 業 務／農地、土地開発、会社・法人、中小企業の各コンサルティング業務
自 己 Ｐ Ｒ／今までのコンサルティング業務、不動産全般、Ｍ&Ａを活かし、業務に

邁進していきたいと思います。
趣味・特技／読書

和　田　秀　敏　【阿波・吉野川支部】　　　 入会日 　平成30年 3 月15日

入会の動機／司法書士業務と行政書士業務とを併せて行うことで、少しでも地域社会
にお役に立つことができればと思い、入会しました。

取 扱 業 務／農地、遺言・相続・遺産分割、権利義務、事実証明
自 己 Ｐ Ｒ／事前に一手間かけておけばここまで揉めないのにというシーンをよく見

てきました。少しでもそのようなシーンを減らせるよう、微力ではあり
ますが、お役に立つことができればと思っています。

趣味・特技／将棋観戦が好きです（自分の腕前はヘボです）。

中　西　裕　一　【徳島中央支部】　　　 入会日 　平成30年 4 月 2 日

入会の動機／不動産業と土地家屋調査士業をしていて、なんとなく受けていた試験
に運良く合格したのでとりあえず登録してみました。

取 扱 業 務／不動産関係
趣味・特技／趣味は折紙と塗り絵です。特別極めたような技は自分の中に無いような

気がしますので、人生をかけて極めたいものを見つけることが今後の課
題かもしれません。
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山　田　和　弘　【徳島西部支部】　　　 入会日 　平成 30 年 5 月 15 日

入会の動機／徳島県庁を退職し、民間企業に勤務していたが、県庁で培った知識、経
験を生かし、地域社会に貢献するとともに、企業振興に役立ちたいと思
い、入会しました。

取 扱 業 務／企業振興に関する補助金・助成金関係、産業廃棄物処理に関する許認可
関係、建設業許可関係、農地・土地開発関係、相続・遺産分割関係　等

自 己 Ｐ Ｒ／商工労働部23年間の地域振興、産業立地、土地造成、水利権の調整など
産業振興に関する多種多様な経験と県民環境部10年間の産業廃棄物の適
正処理、処理計画の立案、処理施設・処理業の許認可並びにリサイクル
の推進を行った経験などを活かし、依頼者に信頼されるよう職務を遂行
していきたいと思っています。

趣味・特技／ゴルフ、イベント参加、DIY

川　野　敬　子　【美馬三好支部】　　　 入会日 　平成 30 年 6 月 1 日

入会の動機／業務の拡大のため
取 扱 業 務／農地・土地開発、中小企業支援、権利義務・事実証明
自 己 Ｐ Ｒ／丁寧な対応を心がけています。
趣味・特技／読書

福　山　正　啓　【徳島中央支部】　　　 入会日 　平成 30 年 5 月 15 日

入会の動機／税理士業務を行うなかで、顧客の多様なニーズに応えるために入会しました。
取 扱 業 務／会社法人関連、建設業許可・経営審査、遺言・相続・遺産分割
自 己 Ｐ Ｒ／依頼者の期待に応えられるように、幅広い知識を身に付けるために勉強し

ていきたいと思います。よろしくお願いします。
趣味・特技／音楽鑑賞・読書

山　田　哲　矢　【阿波・吉野川支部】　　　 入会日 　平成 30 年 5 月 15 日

入会の動機／自分の現在までの経験・知識を生かせると考えたため。
取 扱 業 務／遺言・相続・遺産分割、車庫証明、車両登録
自 己 Ｐ Ｒ／日々努力し、丁寧で正確な業務を心がけてまいります。至らない点は、

ご指導を賜りますようよろしくお願いいたします。
趣味・特技／読書

中　原　　　稔　【徳島南部支部】　　　 入会日 　平成 30 年 6 月 15 日

入会の動機／人生の折り返し年代になったのを機に、生まれ育った地元徳島になんら
かの貢献が出来る仕事をしたい―と、転勤ありきのサラリーマン生活に
終止符を打ち、入会しました。

取 扱 業 務／遺言・相続、成年後見
自 己 Ｐ Ｒ／33年間のサラリーマン生活で、長くお客様や社員対応業務をしていた中

で、コンサル技術は、それなりに身についていると控えめに思っていま
す。業務のスキルを高めて、信頼される行政書士になるよう精進してま
いりますので、よろしくお願い致します。

趣味・特技／音楽鑑賞（レコード盤収集）、野球（アマチュア野球公認 1級審判員）
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や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

　平成30年 6 月22日（金）東京都港区のシェラ
トン都ホテル東京において「第38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、松村会長、私が出席させて頂き
ました。
　定期大会は、「開会のことば」、山下寛会長に
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
事運営委員会より申し合わせ事項等報告があ
り、議案審議へと進みました。
　議案は、以下のとおりです。
第 1号議案　平成29年度運動経過報告について
第 2号議案　平成29年度決算報告について

（監査報告）
第 3号議案　平成30年度運動方針（案）について
第 4号議案　平成30年度予算（案）について
第 5号議案　日本行政書士政治連盟規約の改正

（案）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17問あり、再
質問も11問と、昨年に比べて、さらにアグレッ
シブな会議であったとの印象を受けました。
　昨年度定期大会でも大きく声が上がっていま
したが、日行連と日政連の連携が取れていない
団体を応援出来ない、との理由で活発な交流を
避ける議員がいること。現在の事務局長不在の
状態では、各議員からの連絡が取りづらい。な
ど、組織としての在り方についての問題提起、
質問および再質問がありました。
　再質問についても執行部の答弁があり、第 1

号第 2 号議案については、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 号議案も一括上程され、
質問は合計10問、再質問も 1 問ありました。「空
家対策における司法書士業務と行政書士業務の
業際について」「所有者の所在の把握が難しい
土地への対応における行政書士業務の権限の拡
大について」など、今日的課題に関する質問が
ありました。執行部の答弁、再質問に対する答
弁の後、第 3 号議案については、「異議有り」
の声が上がったため、挙手による採決により、
可決承認されました。
　第 4 号議案については、平成30年度予算（案）
について、「異議有り」の声が上がったものの
同じく採決により可決承認されました。
　第 5 号議案は、日本行政書士政治連盟規約改
正（案）について、改正理由は、誤字と考えら
れる記載を適切な文言にする改正ということ
で、承認可決されました。（施行日平成30年 6
月22日）
　議案審議をすべて終了し、議事運営委員長の
あいさつ、議長、副議長の退任、「閉会のことば」
により、休憩なしの白熱した定期大会が終了し
ました。個人的な感想としては、質問に対する
答弁、また、再質問に対する答弁により、質問
者も出席者も皆が納得するには、ほど遠いもの
があるとの印象です。今後の議事運営の在り方
を見直すことは出来ないものかと？組織の中で
の改革の難しさを思い知った大会でもありまし
た。政治連盟の活動が皆様から遠く離れたもの
から、より身近に感じて頂けるものとなれるこ
とを願って頑張ります！

第38回 日本行政書士政治連盟 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
30年度
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や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

　平成30年 4 月20日（金）、日行連、日政連女性
役員（単位会の女性会長等）で構成する有志の
グループに私も声を掛けて頂き、野田聖子総務
大臣（女性活躍担当大臣）を表敬訪問しました。
　総務省は、法務省の道を挟んだ向かい側にあ
り、テレビやネットの画面で見ていたレンガ作
りの法務省（私自身が法務省入国管理局に縁が
ある為）を生で見て感動しました。
　総務省に入り待合室に通され、分刻みでの順
番待ち。いざ、野田聖子総務大臣に対面してみ
ると、テレビを通したイメージ通り、気さくで
姉御肌！私は、全く緊張することなく、「テレ
ビよりずっとずっとお綺麗で、スレンダーでい
らっしゃいますね」などと、失礼にも、率直な
感想を述べてしまいました。しかし、野田大臣
は、大きな器で受け止めて下さり、笑顔でじっ
と私の目を見つめてしっかりと握手して下さい
ました。大臣室にはユキマサくんが飾ってあり、
総務大臣と行政書士会とのしっかりとした繋が
りを確認出来た日となりました。
　後日、野田大臣と再会し
た時、私のことを覚えてい
て下さり感激しました。
　平成30年 4 月21日（土）
早朝より、東京都新宿区
の新宿御苑において、
安倍晋三内閣総理大臣
主催の「桜を見る会」が
開催され、安倍総理夫妻、
各界の著名人多数、約
17,500名の招待客で賑わ

いました。今年は、
桜の開花が例年より
早く、当日は、一輪
の花もない史上初の

「桜の木を見る会」
もしくは「桜の葉を
見る会」でした。
　夏日のとても暑い
日でしたが、安倍総
理夫妻としっかり

「ハイタッチ」しました。安倍総理の大きく柔
らかい手に触れた瞬間、日本の行く道を託する
願いを込めました。昭恵夫人には、もし会えた
ら、一言物申したいなあ！なんて当日までイ
メージトレーニングしていたものの、いざ夫人
を目の前にしたら、手を差し伸べて笑顔になっ
てしまっていました。このような機会を頂ける
行政書士会は、力のある団体であることは間違
いなく、また、懇親会にも総務大臣はじめ多く
の国会議員が参加、ご
挨拶頂けることに感嘆
しています。政治連盟
は、「より良い行政書
士制度の為の法改正」
を目指して活動してい
ます。行政書士が生き
残れる為に、皆様のご
理解、ご協力を引き続
きよろしくお願い申し
上げます。

野田総務大臣表敬訪問＆桜を見る会体験談
報告者　徳島県行政書士政治連盟副会長　出　原　月　栄
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や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

◆ ◆ ◆　政連事務局日誌　◆ ◆ ◆
2 月　　28日・日政連組織広報委員会（於東京）
　　　　　　　開催　出原副会長出席
4 月　　16日・会計監査（於本会会議室）開催
　　　　17日・幹事会（於本会会議室）開催
　　19～20日・日政連幹事会（於東京）開催
　　　　　　　出原副会長出席

5 月　　19日・平成30年度定期大会
　　　　　　　（於サンシャイン徳島）開催
6 月　　22日・平成30年度日政連定期大会
　　　　　　　（於東京）開催　松村会長、
　　　　　　　出原副会長出席

　平成30年 5 月19日（土）午後 5 時よりサンシャ
イン徳島において、平成30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、中川
副会長の司会により進められ、出原副会長の「開
会の辞」、松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、司会者一任の声があったので、司会者
は議長として、徳島中央支部の亀井健士氏、副議
長に徳島西部支部の西岡章氏を選出した。
　議長から構成員186名中、本日の出席者52名、
委任状71名、合計123名であり、会員数の過半
数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、
議長は 2 名を指名し両人はこれを受諾した。
第1号議案　平成29年度活動経過報告について
第2号議案　平成29年度収支決算報告及び会計監査報告
　議案審議に入る前に、議長は第 1 号議案、第
2 号議案は互いに関連があるので一括審議した
い旨会場に諮り了承を得た後、執行部に対し提
案説明を求めた。杉本幹事長から、第 1 号議案
平成29年度の活動状況について説明があった。
　続いて、杉本幹事長から第 2 号議案平成29年
度収支決算報告について、議案書に基づき収支
決算報告があった。
　ついで議長より会計監査に対して監査報告を

求め、会計監査代表から正確かつ適正に処理さ
れていたとの報告があった。
　議長は、第 1 号議案、第 2 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
が行われ、原案どおり可決決定した。
第3号議案　平成29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 号議案の提案説明を
求め、杉本幹事長から議案書に基づき詳細にわ
たり報告があった。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、
採決が行われ、原案どおり可決決定した。
第4号議案　幹事の選任について
　議長は執行部に対し第 4 号議案の提案理由の
説明を求め、松村会長から説明があった。松村
会長から、阿波・吉野川支部篠原肇会員を幹事
に選任したいとの提案があった。
　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、採決が行われ、原
案どおり可決決定した。
第5号議案　平成30年度運動方針案について
第6号議案　平成30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 5 号議案及
び第 6 号議案は互いに関連があるので一括審議
したい旨会場に諮り了承を得た後、執行部に対
し第 5 号議案の提案説明を求めた。
　松村会長から議案書に基づき、第 5 号議案平
成30年度運動方針について説明があった。続い
て、議長は執行部に対し第 6 号議案の提案理由
の説明を求め、杉本幹事長から第 6 号議案平成
30年度収支予算案について説明があった。
　議長は、第 5 号議案及び第 6 号議案について
質問書の提出はなかったので審議終了を宣し、
採決が行われ、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。
　以上をもって議案審議を終了し、出原副会長
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30年度
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【事務局日誌】
《 2 月》
 7 日 ・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
 8 日 ・日行連総務部会（於東京）開催　松村会長　出席
 9 ～10日 ・日行連申請取次行政書士管理委員会（於大阪）開催　松村会長　出席
  ・平成29年度ADR調停人候補者実践セミナー（於大阪）開催　青山業務指導部長　出席

《 3 月》
 2 日 ・業務指導部研修会（於本会会議室）開催
 6 日 ・部長会（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
 8 ～ 9 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　出席
 9 日 ・業務指導部研修会（於本会会議室）開催
 15～16日 ・日行連総務部会（於東京）開催　松村会長　出席
 19日 ・新規入会者研修会（於本会会議室）開催
 26日 ・理事会（於本会会議室）開催
  ・避難訓練
  ・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

《 4 月》
 4 日 ・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
 12～13日 ・日行連申請取次行政書士管理委員会（於沖縄）開催　松村会長　出席
 13日 ・徳島中央支部総会（於グランドパレス）開催　中川副会長　出席
 16日 ・決算監査（於本会会議室）開催
 17日 ・理事会（於本会会議室）開催
 18～19日 ・日行連理事会（於東京）開催　松村会長　出席
 20日 ・徳島西部支部総会（於パークウエストン）開催　松村会長　出席
 22日 ・阿波・吉野川支部総会（於御所の郷温泉）開催　松村会長　出席
 23日 ・徳島北部支部総会（於北島町役場）開催　松村会長　出席
 24日 ・美馬三好支部総会（於油屋美馬館）開催　河野副会長　出席
  ・徳島南部支部総会（於ホテル石松）開催　松村会長　出席

《 5 月》
 2 日 ・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
 16日 ・正副会長会（於本会会議室）開催
 18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　松村会長　出席
 19日 ・平成30年度定時総会（於サンシャイン徳島）開催
 24～25日 ・日行連申請取次行政書士管理委員会（於神戸市）開催　松村会長　出席
 26日 ・徳島県司法書士会総会（於サンシャイン徳島）開催　松村会長　出席

《 6 月》
 1 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　松村会長　出席
 6 日 ・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
 7 ～ 8 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　出席
 13日 ・業務指導部会（於本会会議室）開催
  ・広報部会（於本会会議室）開催
 15日 ・日行連四国地方協議会定時総会（於高松市）開催　松村会長、河野・杉本・
  　中川副会長、森企画部長　出席
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 20日 ・日行連総務部会（於東京）開催　松村会長　出席
 21～22日 ・平成30年度日行連定時総会（於東京）開催　松村会長、中川副会長、
  　出原広報副部長　出席
 22日 ・第５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

《 7 月》
 4 日 ・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
 5 ～ 6 日 ・日行連申請取次行政書士管理委員会（於福岡）開催　松村会長　出席
 9 日 ・正副会長会、理事会（於本会会議室）開催
 18～19日 ・日行連理事会（於東京）開催　松村会長　出席
 23日 ・広報部会（於本会会議室）開催
 25日 ・業務指導部研修会（於本会会議室）開催
 25～26日 ・全国広報担当者会議（於東京）開催　川崎広報部長　出席
 26日 ・友好団体懇談会（於グランドパレス）開催　森企画部長　出席

会員の動静 【 2月～ 7月】

■入　会■

和田　秀光　徳島中央支部（ 2 ．15）新規登録
和田　秀敏　阿波・吉野川支部（ 3 ．15）新規登録
小山　　毅　徳島中央支部（ 4 ．2 ）新規登録
中西　裕一　徳島中央支部（ 4 ．2 ）新規登録
森川　　忠　徳島中央支部（ 5 ．15）新規登録
福山　正啓　徳島中央支部（ 5 ．15）新規登録
山田　和弘　徳島西部支部（ 5 ．15）新規登録
山田　哲矢　阿波・吉野川支部（ 5 ．15）新規登録
川野　敬子　美馬三好支部（ 6 ．1 ）新規登録
中原　　稔　徳島南部支部（ 6 ．15）新規登録

■退　会■

玉井　孝治　徳島北部支部（ 2 ．28）廃業
米田　智彦　徳島北部支部（ 3 ．28）廃業
坂東　弘章　徳島中央支部（ 3 ．30）廃業
井利元国男　徳島南部支部（ 3 ．30）廃業
藤田　　隆　徳島南部支部（ 3 ．30）廃業
松原　和幸　徳島中央支部（ 3 ．31）廃業
福山　正雄　徳島中央支部（ 3 ．31）廃業
一宮　　寛　徳島中央支部（ 3 ．31）廃業
和田喜久子　阿波・吉野川支部（ 3 ．31）廃業
井上　淳一　美馬三好支部（ 3 ．31）廃業
中川　和典　徳島西部支部（ 4 ．11）廃業
一宮　義弘　徳島中央支部（ 4 ．30）廃業
大村　忠男　美馬三好支部（ 6 ．26）死亡
原　　庚範　徳島中央支部（ 6 ．28）廃業

〔訃報〕　美馬三好支部　大村忠男会員のご冥福をお祈りいたします。
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　「行政とくしま」2018年夏号の発行にあたり、大
変お忙しいなか原稿をお寄せ下さいました皆さま
に心より御礼申し上げます。
　さて先日、東新町でとあるインド映画の絶叫上
映（声援、紙吹雪、鳴り物、コスプレ、歌・ダン
スOK！の観客参加型上映会。おそらく四国初）
へ行ってきました。映画の内容も規格外でしたが、
会場の熱気がとにかく凄まじくて、阿波おどり大
国の底力をまざまざと見せつけられました。徳島
とインド、遠いようで意外に通じ合うところがあ
るのかもしれません…！

（広報部員　近　藤　紀代子）

編 集 後 記
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