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　令和元年度定時総会が本年５月18日にホテル
サンシャイン徳島アネックス館で行われ、上程
した議案全てについて承認可決されました。会
員の皆様のご理解を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
　また、本総会において会長に再選され、２期
目のスタートを切らせていただくことができま
した。心より感謝申し上げます。
　前任期におきましては、終活セミナーや外国
人雇用セミナーなど、新たな取組みを行い、一
般の方々に好評を頂き、また、新聞やテレビな
どメディアでも取り上げられ、一定の成果を収
めることができました。
　新体制におきましても、良き伝統を守りつつ、
新たに注目されている分野の開拓なども積極的
に行っていきたいと考えております。
　新しい分野、とりわけ本年４月施行の入管法
改正関連については、徳島県の事業として、外
国人労働者の受入れを考えている事業所に対し
て、本会が、セミナーの講師と相談員を引き受
けることが決まっております。また、総務省徳
島行政監視行政相談センターからも相談会の協
力について打診をいただいております。制度の
変わり目はビジネスチャンスと言われますが、
まさに、業務開拓の良い機会ですので、会員の
先生方がしっかり相談対応できるよう研修会等
を充実させたいと考えております。

　さて、本年６月20日、21日の両日に行われた
日行連の定時総会において、東京会の常住豊会
長が日行連会長に選出されました。
　常住会長とは、日行連の中で最も親しくさせ
ていただいており、今後、日行連との連携がよ
り一層深められる環境が整い、本会にとって大
きなプラスになると確信している次第です。
　常住会長は、「『そうだ行政書士に相談しよう』
という機運を全国標準にしよう」という活動理
念を掲げられております。
　この活動理念には、地域住民の方々から、行
政書士が生活圏にいる、まさに身近な相談者と
して、地域に必要不可欠な有益な国家資格者と
しての位置づけを確固たるものにしたいとの想
いが込められています。
　徳島県においても、「そうだ行政書士に相談
しよう」という機運が高まるよう、また、その
前提として、行政書士が、行政、地域住民、事
業主等の方々に信頼してもらえる存在になるよ
う、本会として、企画、広報、監察、業務指導
等事業を行って参ります。
　会員の先生方におかれましては、本会の発展、
業務拡大等のために、どうか引き続きご理解、
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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　徳島県行政書士会の定時総会のご盛会を心か
らお慶び申し上げます。
　また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、平素より格別のご指導ご協力を賜っており
ますことに、心から厚く御礼を申し上げます。
　行政書士は、「身近な街の法律家」として、
地域の皆様の生活に密着した行政手続きの専門
家です。行政書士の業務は、官公署に提出する
書類の作成など各種許認可申請の手続きをはじ
め、生活の上で生じる様々な権利義務に関する
書類、事実証明に関する書類の作成や相談に至
るまで、その取り扱う業務数は１万種類を超え
るとも言われております。
　社会情勢が刻々と変化し、人々の権利意識が
多様化するなかで、行政書士の需要はますます
高まるものと思われます。平成26年６月に特定
行政書士が誕生し、行政不服申し立ての代理権
が付与されたことからも、専門家としての地位
が確立され、今後の活躍の場が大いに期待され
るところです。
　行政書士の皆様は、幅広い専門知識、経験、
人脈を生かした県民に最も身近な相談相手であ
り、ワンストップサービスの提供ができる唯一
無二の存在であります。今後は更に他士業とも

連携できる体制を整えていただき、新たなネッ
トワークを構築され、活躍の場が広まることを
願っております。
　また地域密着の行政書士だからこそできる社
会貢献分野にも、積極的に取り組んでいただく
事を期待しております。業務分野が多岐に渡る
ことから、遺言や、相続の知識を生かして成年
後見制度への参加。所有者の把握が難しい土地
や空き家等対策への協力。子ども見守り隊とし
ての地域貢献。法教育活動の推進等、行政と連
携した分野へのご協力を何卒宜しくお願い申し
上げます。
　県民ニーズが多様化・複雑化していく中、県
民と行政の橋渡し役であり、「身近な街の法律
家」「身近な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大で
あります。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、会員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、お祝いの言葉と致し
ます。

5 月

2019
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　令和元年度徳島県行政書士会定時総会の開催
にあたり、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、熱
意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
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、「人口減少の克服」「東京一極集中の是
正」を目指す地方創生について、本県は、「知
恵は地方にあり！」との気概のもと、先駆的な
挑戦を続けております。
　特に、県庁内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「消費者行政新未来
創造オフィス」では、本県が全面的にサポート
している、全国展開を見据えたプロジェクトが
着実に成果を上げるなど、徳島発の「新次元の
消費者行政・消費者教育」創造に向けて、全国
に「共感の輪」が広がって参りました。
　こうした中、本年９月には、「消費者庁と本

県との共催」により、G20のサイド会議として
「消費者政策国際会合」が徳島において開催さ
れます。これを契機に、世界に向けて本県の消
費者行政・消費者教育の取組みや魅力を発信す
るとともに、県民の機運を釀成して参ります。
　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
層の研鑽を積まれますよう、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。

5 月2019
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　新しい元号「令和」を迎えられ初めての定時
総会開会、誠におめでとうございます。
　まずもって、今回４月７日に行われました県
議会議員選挙におきまして、多大なるお力添え
をいただきましたこと誠にありがとうございま
した。心より御礼申し上げます。
　行政書士会は、行政と市民・県民とのパイプ
役として、日夜、ご尽力いただいておりますこ
と心より御礼申し上げます。
　少子高齢化問題等々、行政書士会に課せられ
る課題は益々大きくなってきています。その中
で、一昨年、昨年と会長様はじめ役員のみなさ
まが知事室・県庁総務課を訪問し、県庁との親
密度を深めていっておられます。われわれ県議
の顧問も数名おりますが大いに活用していただ
き、出番を増やして頂き有り難く感じておると
ころであります。

　一昨日も松村会長からの要請を受けまして県
警本部交通部長のもとへ訪問いたしました。車
庫証明等の交付が現在は中３日で出来ているも
のが、県下で統一して行うようになり、中４日
かかるようになることで、会員の方々から「サ
ービス低下になるのでは？」の声もあり、二人
で申し入れに行って参りました。結果は後日、
協議のあと返事をいただけるとのことでした。
　現在の松村会長は、誠にフットワークも軽く、
迅速な行動力で、素晴らしい会長さんだと感服
いたしております。
　最後になりましたが、行政書士会のみなさま
の今後ますますのご発展とご活躍、また本日ご
参会の皆様のご健勝を祈念し、私の挨拶とさせ
ていただきます。本日は誠におめでとうござい
ました。

　令和元年度の徳島県行政書士会定時総会のご
盛会をお慶び申し上げますと共に、お招きに感
謝申し上げます。
　この４月の県議会議員選挙三好第１選挙区に
おきまして、ご推薦をいただき、誠にありがと
うございました。お陰様で、無事二期目の選挙
をトップで当選させていただくことができまし
た。これからも皆様と連携を取りながら、様々
な課題の解決に向けて取り組んでいきたいと思
いますので、ご指導ご支援をよろしくお願い致
します。
　さて、私の地元三好市は四国一広い面積を持
つ市であり、山間過疎地が多く、県内でも最も
人口減少が進んでいる地域で、それにより様々
な問題が起きています。商売が成り立たなくな

るという経済的ダメージは元より、自治会やお
祭りが維持できないという事態になっており、
家や畑、道路もイノシシやシカ、サルなどの動
物に荒らされ、ひとたび災害が来れば破壊的な
被害が生じるようになっています。防災減災対
策を始め、高齢者の生活支援や空き家対策、土
地や事業の継承など、専門的知識が必要となる
手続きを進めるためのサポートも足りておりま
せん。ぜひ、皆様には専門家として、社会で起
きている困り事の解決のために知恵を絞ってい
ただき、住民生活の向上にお力添えをいただき
たくよろしくお願い申し上げます。
　徳島県行政書士会の益々のご発展とご参加の
皆様のご健勝でのご活躍をお祈りし、ご挨拶と
致します。
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　本日は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慶び申し上げます。
　松村会長様をはじめ、徳島県内約340名の行
政書士の皆様におかれましては、日頃より、住
民と行政との架け橋となり、公共の福祉と社会
の発展に多大なるご尽力を賜っておりますこ
と、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、本市でも毎週火曜日の10時〜12時に実
施しております「暮らしの相談事業・行政書士
相談」におきましても、会員の皆様にご協力を
いただき、相談数としてはH27年度34件、H28
年度32件、29年度27件、30年度25件と、多くの
市民の方の問題解決に向け、適切なご助言をい
ただいておりますことに、この場をお借りいた
しまして、改めてお礼を申し上げます。
　さて、今月より新元号である「令和」の時代
の幕が開けたところですが、米中貿易摩擦によ
り日経平均が２万１千円を割り込むなど、新時
代においても引き続き進行する地域経済の縮小
や、人口減少、少子高齢化など、地域社会を取
り巻く喫緊の課題が山積しています。

　このような状況の中、本市におきましては、
平成29年３月に、今後10年間の新たなまちづく
りの指針となる「徳島市まちづくり総合ビジョ
ン」を策定し、本市が目指す将来像「笑顔みち
る水都とくしま」の実現に向け、強い決意とス
ピード感を持って、全力で取り組んでまいる所
存でございます。
　しかしながら、これらの取り組みをより効果
的に推進していくためには、地域住民にとって、
最も身近な法律の専門家として、また、行政手
続きのスペシャリストとして、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様のお力添えが必要
不可欠でございます。
　どうか皆様におかれましては、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、本市のまち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。
　結びに、徳島県行政書士会の更なるご発展と、
本日ご出席の皆様方の今後ますますのご健勝と
ご活躍を祈念いたしまして、ご挨拶とさせてい
ただきます。

　本日は、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お
りますことに、重ねて感謝申し上げます。
　さて、平成31年４月施行の入管法改正により、
外国人受入に係る施策が大きく変更されます。
そのため、外国人を受け入れる企業関係者だけ
でなく、行政におきましても企業や地域と連携
して取り組まなければなりません。
　そのような中、去る２月22日に徳島駅クレメ
ントプラザ６階徳島県国際交流協会に於きまし
て、いち早く、松村会長様自らが講師をつとめ

られ、「外国人受入に関するセミナー」を開催
されました。本市からも職員３名が参加させて
いただき、外国人を受け入れるために知ってお
くべきことなどの基礎知識に加え、多文化共生
の取組について勉強させていただき、大変有意
義なセミナーであったと聞き及んでおります。
　今後におきましても、国の法改正などによる
状況の変化に素早く対応するため、松村会長様
の日々培われた人脈の広さと卓越したリーダー
シップのもと、行政書士会の皆様方におかれま
しては、より一層のあたたかいご支援ご協力を
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今後
ますますのご発展と、本日ご参会の皆様のご活
躍、ご多幸を心から祈念いたしまして、お祝い
のご挨拶とさせていただきます。

P01_32_行政とくしま182.indd   5 2019/07/30   11:15



―6―

　令和元年度、徳島県行政書士会の定時総会ご
開催、誠におめでとうございます。
　また、私ごとでございますが、先般行われま
した石井町長選挙におきまして、行政書士会の
皆様方の力強いご支援を賜り、２期目の当選を
果たすことができました。
　皆様方にいただいた真心に応えられるよう、
１期目以上に、小さなことほど丁寧に、当たり
前のことほど真剣に取り組んでいくことで、更
なる町民福祉の向上を目指してまいります。今
後ともご指導賜りますようよろしくお願い申し
上げます。
　さて、本年４月から外国人労働者の受け入れ
拡大に向けた、改正出入国管理法が施行されま
した。人口減少時代において、働き手不足の解
消に向けた大きな前進だと思いますが、私ども
町村役場においては、必要最小限の人員で業務
を行っており、今後増加していくであろう外国
人労働者の受け入れについては、やはり、専門
的知識を有していらっしゃる行政書士の先生方
との連携が必要だと思っております。

　そうした中、松村会長はじめ執行部の皆様方
には制度の推進や行政との連携について、精力
的にご意見やご指摘をいただき、大変心強い限
りでございます。時代は平成から令和へと、新
時代の幕がひらきました。今までの常識がまっ
たく通じない新時代においては、それぞれがそ
れぞれの鴨居の中でとどまることなく、互いに
協力や連携を密におこない、意見や異見を出し
合うことが、より良い地域づくりにつながって
いくものと考えております。
　これまでも行政書士会の先生方には、県民と
行政とのパイプ役をはじめ、多種多様な業務を
通じ、頼れる町の法律家として地域のための活
動を継続していただいておりますが、今後とも
更なるお力添えを賜りますようお願い申し上げ
ます。
　結びにあたり、本日の定時総会を契機に、徳
島県行政書士会がますますご発展されますこと
と、会員の先生方の更なるご活躍を心からご祈
念申し上げまして、ご挨拶と致します。本日は
誠におめでとうございました。

ご来賓のご紹介

	 衆議院議員福山守様代理	 秘　書	 伊　澤　良　和　様
	 徳島県知事	 飯泉嘉門様代理	 部　長	 久　山　淳　爾　様	 徳 島 県 経 営 戦 略 部

	 徳島市長	 遠藤彰良様代理	 副市長	 豊　井　泰　雄　様	 徳 島 市 第 二

	 鳴門市長	 泉理彦様代理	 副市長	 谷　　　重　幸　様	 鳴　　　　門　　　　市

	 徳島県土地家屋調査士会	 副会長	 小　原　利　夫　様	 会　長　西岡健司様代理

	 徳島県社会保険労務士会	 副会長	 柳　本　　　昇　様	 会　長　米澤和美様代理

2019．5
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　令和元年 ５月18日（土）午後 １時よりサンシャ
イン徳島において、令和元年度徳島県行政書士
会定時総会が開催された。
　総会は仁木総務部長の司会で始まり、杉本副
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、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、司会者一任の声があった
ので、司会者は議長に徳島中央支部岩佐誠志会
員を指名し、岩佐氏はこれを受諾した。次に、
議長は、副議長に徳島西部支部西岡章会員を指
名し、西岡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339名のところ、出席者は210名（う
ち委任状104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。
　議長は、議事録署名人の指名を場内から一任
されたので、徳島中央支部村上正志会員、徳島
北部支部友兼仁会員の ２名を指名し、両名はこ
れを受諾した。
　議長は、議案審議に入る前に、会議規則第 ９
条第 ３項による議長の職務権限により、第 ３号
議案、第 ４号議案は互いに関連があるので一括

審議とすること、10通の質問書の提出があるが、
その中の徳島中央支部会員からの質問は、会長
選挙の所信表明に関する質問になるので、立候
補者の所信表明をこの質問の回答とさせていた
だくとの説明があり了解を得た。
　また、議長から再質問は 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30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、松村会長、各部長から説
明があった。
　質疑に移り、議長は徳島北部支部会員から ３
通の質問書の提出があったので、質問者に対し
各質問の主旨説明を求めた。
　議長は執行部に対し、各質問に対する答弁を
求めた。
　執行部答弁の後、再質問があり、議長はこれ
を認め、執行部に答弁を求めた。執行部から再
質問に対する答弁があった。
　議長は第 １ 号議案に対して審議終了を宣し、
第 １号議案の採決を行うこととなった。
　採決は挙手をもって行い、賛成多数により原
案どおり可決決定した。

第₂号議案　平成30年度収支決算及び監査報告

　議長は執行部に対し、第 ２号議案の平成30年
度収支決算報告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氏から監査が報告
があった。
　質疑に移り、議長は徳島北部支部会員から １
通、阿波・吉野川支部会員から ３通の質問書の

議 案 審 議

〈　　　　　　　　　　　　　〉
令 和 元 年 度
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提出があったので、まず、北部支部会員に対し
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、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。
　議長から、この封印関係の質問については、
別に時間をとって議論していただきたいとの発
言があった。続いて阿波・吉野川支部会員に対
し各質問の主旨説明を求めた。
　議長は執行部に対し、各質問に対する答弁を
求めた。
　執行部答弁の後、再質問がなかったので、議
長は第２号議案に対して審議終了を宣し、第２
号議案の採決を行うこととなった。
　採決は挙手をもって行い、賛成多数により原
案どおり可決決定した。

第₃号議案　令和元年度事業計画案について
第₄号議案　令和元年度収支予算案について

　議長は、第 ３号議案の令和元年度事業計画案、
第 ４号議案の令和元年度収支予算案は一括審議
とすることについて了承を得ているので、執行
部に対し、提案説明を求めた。
　第 ３ 号議案について松村会長から説明があ
り、続いて、第 ４号議案について北條経理部長
から説明があった。
　質疑に移り、議長は徳島北部支部会員から １
通、阿波・吉野川支部会員から １通の質問書の
提出があったので、北部支部会員に対し質問の
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、再質問がなかったので、続
いて、阿波・吉野川支部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、再質問がなかったので、議
長は第３号議案、第４号議案に対して審議終了
を宣し、採決を行うこととなった。

　採決は挙手をもって行い、賛成多数により原
案どおり可決決定した。

第₅号議案　役員の改選について

　議長は、役員の改選に先立ち会長選挙を執行
するため、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。大塚選挙管理委員長か
ら、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、亀井健士
氏、松村和人氏の順で １人 ３分以内で決意が述
べられた。
　選挙に移り投票が行われ、投票終了後ただち
に選挙管理委員により開票が行われ、その結果、
松村和人氏が当選者に決定し、大塚選挙管理委
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。
　議事が再開されたが、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、藤本泰弘選考委員長から選
考結果の発表があり、議長は会場に異議がない
か諮ったところ、異議なしの声があり、発表ど
おり可決決定した。
　この後、松村会長から就任の挨拶があった。
　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、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。
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　さる５月18日開催の定時総会及び５月29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。

会　　長	 松村　和人
副 会 長	 桒原　道納　　　河野耕八郎　　　中川　正彦
	 村上　正志

監　　　事	 福山　正啓	 逢坂　　剛	 丸山　満秋

綱紀委員会	 委員長　中川　　清　　　副委員長　川口　　晃
	 森　　和代	 武内　良行	 山田　和弘
	 中原　　稔	 渋谷　文章	 小笠　　功

選挙管理委員会	 委員長　伊澤　優治　　　副委員長　川﨑　　浩
	 赤池　源史	 米澤　光洋	 鎌田　真一

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 森　　和義 山田　哲矢 杉本　　宏 平尾　芳典
経　理　部 村上　正志 北條　伊織 喜多　直樹 中野　真吾
企　画　部 桒原　道納 藤澤　健司 大原浩一朗 岩佐　和宏
広　報　部 村上　正志 楮本あゆみ 山岡　　修 青山千予美
業務指導部 中川　正彦 花野　宝祥 友兼　　仁 麻植　義樹 黒田　康志
監　察　部 桒原　道納 西岡　　章 森江　大蔵 﨑水流　渡
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　令和元年 ６ 月20日（木）・21日（金）の両日に東京都港
区シェラトン都ホテル	醍醐の間において「令和元年度	日
本行政書士会連合会定時総会」が開催されました。
　総会に先立って、午前10時より令和元年度総務大臣表彰
状授与式が開催されました。
　受賞者総数33名で、徳島会から丸山先生（徳島南部）、
入江先生（徳島中央） ２名が授与されました。
　午前10時45分より定時総会が開かれ、まず会長挨拶があ
り、国民に寄り添う行政書士を目指すために進めてきた施
策、戦略について述べられ、今後の行政書士のあり方の創
造を積極的に進めたいとの挨拶がありました。
　来賓祝辞は先に表彰状授与式に鈴木総務副大臣の挨拶が
なされていることをもって省略されました。

　司会者が総会開催について代議員総数239名中、出席代議員238名で総会が有効に成立している
ことを宣言しました。その後、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
の報告が行われました。引き続き議案審議に入りましたが、全議案は第 １号から第 ７号まであり、
予め第 １号議案から第 ７号議案までは議案書が代議員に配布済であるため内容についての説明は
省略されました。
　そこで、第 １号議案（平成30年度事業報告）第 ２号議案（平成30年度決算報告）は関連事項と
して一括審議に入り、まず監事による決算監査報告が行われました。それから、予め提出されて
いる質問書に対する執行部からの説明がそれぞれありました。第 １号議案に対する質問書は全部
で47枚、第 ２号議案について質問書はありませんでした。
　質問内容は、「行テラス」「入管法改正について」「行政書士法の改正の推進」に関連するもの
が主でありました。
　それからは、第 １号議案に対する説明が延々と続き、結果として昼食時間で時間切れとなり休
憩となりました。
　午後 １時10分より再開され、７名の再質問が始まりました。その後、議案ごとに採決がなされ、
それぞれ原案通り可決されました。
　次に第 ３号議案（日本行政書士会連合会会則の一部改正案）について質問書が ３枚あり、執行
部による改正理由についての説明があり、 １名の再質問が始まり、その後執行部による質問答弁
が行われ採決に入り、出席代議員の ３ 分の ２ 以上の賛成が必要なため挙手による賛否を問い197

2019. 6	 in	Tokyo

報告者　副会長　 村　上　正　志
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名の賛成により原案通り可決されました。
　第 ４号議案（日本行政書士会連合会役員選任規則の一
部改正）について質問書は無く、原案通り可決されました。
　第 ５号議案（令和元年度事業計画案）について質問書
21枚、第 ６号議案（令和元年度予算案）についても質問
書 ２ 枚があり、関連事項として一括審議に入りました。
これについては ３名の再質問者がありましたが、原案通
り可決されました。
　第 ７号議案（役員の改選）について、この定時総会終
了時において役員が任期満了となるため、会長 １名選挙、
副会長 ６名選考、理事49名選考、監事 ３名選考したいとの説明が執行部から有りました。質問書
は ７枚あり執行部より説明がありました。再質問は ３名でした。この質問書への回答は執行部の
見解が入っており今後の検討課題として残りました。
　その後、選挙準備のため15分の休憩後、立候補者 ２名による候補者演説がなされた後に選挙が
行われ、新会長に東京都行政書士会の常住豊会長が選出されました。
　これをもちまして本日の審議はすべて終了となりました。翌21日は午前 ９時より再開され、第
７号議案役員の改選結果が発表され、選挙選考による新役員について審議された結果、可決され
ました。これにより、定時総会すべての議案審議が終了し、新会長の挨拶があった後、総会は終
了しました。
　以上をもちまして、令和元年度の日本行政書士会連合会定時総会がこの様に進行しましたこと
をご報告させて頂きました。

入　江　洋　行　会員
（	徳島中央支部	）

丸　山　滿　秋　会員
（	徳島南部支部	）

　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、令和元年
６月20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。
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　この度、理事・企画部長に就任いたしました徳島中央支部の藤澤健司と申します。
まだまだ知識も経験も未熟な中で、このような大切な役割をいただいたことに心から
感謝しながら、精一杯取り組んで参りたい所存でございます。
　昨今、少子高齢化や、空き家問題等、マーケットの需要が大きく変化していく中、
それに伴い様々な業界でそれらの対策に関連する施策が進められております。地方創
生が叫ばれている時代、徳島県行政書士会の組織力を生かしたビジネスにつなげてい

くチャンスはまだまだあるはずです。
　積極的な情報発信や、いち早く今後の進展を調査、確認して業務に取り組むことが重要だと考えて
おります。
　行政書士業界の現状や、市場動向の把握・課題・問題点等、これらを解決するにはどうすれば良い
のか、状況に応じた知識修得に努め、進化し続ける行政書士業界を目指して参ります。様々な消費者
のニーズに応えられるよう、多種多様化するビジネスモデルの情報収集や、法規制・手続き等の修得等、
日々努力を重ね、又、行政・他士業団体・他業種等との連携や交流を通じて、行政書士ビジネスフィー
ルドの拡大、徳島県行政書士会の健全な発展、又、さらなる活性化に資するため、一つひとつの案件
に常に全力で取り組み、日々精進して参ります。
　会員の皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。

　藤　澤　健　司（徳島中央支部）

　この度副会長に就任することとなりました。先に副会長職を退任してから６年が
経過しました。退任後は会の行事等について隠居的思考で、専ら個人事業主として
の活動のみをもって日々経過していました。その間、徳島会の事務内容及び会員の
動静の変化については正直全く関与しておりませんでしたから、急遽この度の再登
場で内容把握に腐心しておるところです。
　就任期間中にどれだけお役に立てるか分かりませんが、これからの徳島会の発展

と広域的視野をもった対外的な思考を増幅させていけるような活動をさせて頂くつもりです。
　会員皆様のご指導ご鞭撻を賜れますことをお願い申し上げます。

　村　上　正　志（徳島中央支部）　●　副会長（経理・広報担当）

　●　企画部長

　本年度の定時総会にて、ご承認をいただき副会長に就任いたしました、阿波・吉
野川支部の桒原道納です。数年前にも₅年間程副会長を拝命しており、その経験等
を松村会長の下で活かせられますよう、努力いたしたいと考えております。
　かつての趣味は釣りでありまして、30年程前までは阿南方面に良く出かけており
ましたが、現在は家庭菜園程度の野菜、果物作りです。夏はアイコ、フルティカ等
のトマトやプリンスメロン、秋からはほうれん草、白菜、大根等の一般野菜から、

野沢菜、高菜ほか漬物用野菜にも挑戦し、冬には数種類のジャガイモの作付けで、ささやかな楽しみ
としております。うまく行ったり行かなかったり、試行錯誤の連続です。
　本会の運営に携わる一員として、必要なコンプライアンス、特に法令順守と共に『するべきことを
すること、するべきでないことをしないこと』という倫理観を強く意識して、その任務に当たりたい
と考えております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　●　副会長（企画・監察担当） 　桒　原　道　納（阿波・吉野川支部）

P01_32_行政とくしま182.indd   12 2019/07/30   11:15



―13―

　この度、理事に就任し監察部長を拝命しました徳島西部支部の西岡でございます。
これまで₂年間綱紀委員会に籍を置いていました。今回、監察部の業務である「監
察委員会の運営・指導に関する事項」、「非行政書士の排除関連や官公署等の窓口対
策」、監察委員会の「行政書士業務の適正・円滑な処理」等々、任務は多岐に亘りま
すが全力で職責を果たす所存でございます。
　さて、元号も「平成」から「令和」という新しい時代を迎えた今、私達の先人が「頼

れる街の法律家」として汗と努力で獲得した様々な職域に感謝しながら、ＡＩ社会にも必要とされる
行政書士像を思う時、会員は何より相互間の「和」が、組織には因習に囚われない柔軟な発想と公正
な運営理念が大切だと考えます。そして、将来を担う優秀な若者が “なりたい職業は行政書士” と諸
手を挙げてくれるような名実共に魅力ある士業の組織環境に整えること。それが昭和と平成を経験し
た私達が今なすべき事ではないでしょうか。
　チェック機能を有する皆様方の御理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。

　西　岡　　　章（徳島西部支部）　●　監察部長

　この度、支部推薦で理事に就任し、業務指導部長を拝命いたしました、徳島南部
支部の花野宝祥と申します。宝祥と書いて「たかよし」と読みます。
　行政書士の品位保持と業務の指導及び改善、開発の役割を担う業務指導部の部長
という大役は、私自身、諸先輩の先生より教えを乞う立場でございますので正直身
に余る思いですが、行政書士会のさらなる向上と発展、または、各会員の業務の拡
充及び深化のため、諸官公署及び関係機関等と連携をとりながら、各研修会を計画

するとともに、最新の情報等を会員の皆さんにいち早く提供できるよう、業務指導部の先生方ととも
に努めてまいる所存でございます。
　私自身まだまだ若輩の身でございますので至らぬ点も多々あると思いますが、諸先輩の先生方にお
かれましてはご指導、ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします。

　花　野　宝　祥（徳島南部支部）

　私は、化学品メーカーで、契約作成や各種申請業務などの企業法務を長年担当し
ておりましたので、その経験を生かそうと行政書士を職業とすることにし、平成25
年に徳島県行政書士会に入会しました。
　この度、広報部長を拝命し、行政書士会の運営を微力ながら、お手伝いさせてい
ただくことになりました。何から手を付ければいいのかも全くわかっていない未熟
な私ですが、会長、副会長にご指導いただきながら、副部長、部員の支えで広報部

長としての職責を果たしたいと思っております。
　一般には何ができる職業なのかわかりにくいと言われる行政書士の業務を広く知ってもらい、理解
を深めてもらえるように活動できればと考えています。それによって、会員の皆様の業務拡大、行政
書士の地位向上などを目指します。また、会員の皆様に役立つ情報を広報部として積極的に発信でき
ればと思います。
　今後、会員の皆様のご支援、ご協力を宜しくお願いいたします。

　楮　本　あゆみ（徳島中央支部）

　●　業務指導部長

　●　広報部長
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　徳島中央支部の山岡修と申します。この度、ご縁を頂き徳島県行政書士会広報部
理事として就任致しました。
　行政書士の登録としては 3 年半程であり、加えて県外出身ということもあり、非
常に不思議な感じがしております。自身の行政書士としての業務分野は、土地家屋
調査士・司法書士と関連した非常に限られた業務となります。

　しかしながら、幅広い職域と専門的知識を必要とされる行政書士制度は、市民の方々は勿論、関係
官庁の皆様方にとっても必要不可欠なモノと認識しております。個でなせる事には限度がありますが、
組織として各々の会員の方々が、専門的なフィールドで実績を積み上げていくことが、一番の広報活
動と考えております。
　私は36歳です。社会では責任世代や中堅としての世代に分類されると思われます。しかしながら、
こと行政書士会においては、若手も若手。自身の立場を弁えながら組織の下支えが出来るよう下働き
に没頭したく存じますので、どうぞ宜しくお願い致します。

　山　岡　　　修（徳島中央支部）　●　広報部副部長

　この度、理事に就任いたしました徳島北部支部所属の友兼仁と申します。
　「安石出でずんば蒼生を如何せん」＝（謝　安石のような徳のある有能な人が選ば
れて指導してくれなければ、どうして我々を救うことができようか）と言うことで、
本来こういう人物が役員になるべきだと思っております。真逆である自分を恥じ入
るばかりです。

　とはいえ、選任されたからには、微力ではありますが本会の発展に尽くしたいと考えており、是を
是と非を非と言える立場でありたいと思っております。今後ともご指導、ご協力の程、宜しくお願い
申し上げます。

　●　業務指導副部長 　友　兼　　　仁（徳島北部支部）

　このたび理事に就任させていただきました、阿波・吉野川支部の山田哲矢と申し
ます。私は、大学卒業後、行政書士・司法書士・社会保険労務士等の法律事務所に
勤務してまいりました。数種の士業勤務をした経験は、私の大切な財産となってお
ります。
　一方、私は平成30年 5 月に入会したため、行政書士会の業務については、初めて

経験することばかりです。このような私にとって、理事の任は身に余る大役ではございますが、諸先
輩方の仕事ぶりを勉強させていただき、 １日でも早く、行政書士会に貢献できるよう努力してまいり
ます。
　最後になりましたが、私自身まだまだ若輩者であり、至らぬ点も多々あると思います。しかし、徳
島県行政書士会の発展に微力を尽くしたいと考えておりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。

　●　総務部副部長 　山　田　哲　也（阿波・吉野川支部）
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　この度、理事にご指名をいただきました麻植でございます。
　私は平成１9年度の行政書士試験に合格して、翌年の₄月に登録して現在に至って
おりますので、今年でこの仕事を始めて１１年目に突入いたしました。この間、都合
3 人の会長の下で、選挙管理委員を 3 期 6 年。理事は前々期に引き続きまして 2 度
目のご指名です。
　前回の理事就任時には、不慣れなこともあり、満足な職務の遂行にはほど遠いよ

うな状態でしたが、こうして再登板の機会を与えられた以上は、前回時の反省を活かして、少しでも
松村会長以下、執行部の諸先輩方のお手伝いができればと考えております。
　尚、理事会では業務指導部員をやらせていただくことになっております。色々と至らぬ点も多いか
と存じますが、何卒皆様のご指導ご鞭撻のほど、重ねてお願い申し上げます。はなはだ簡単ではござ
いますが、これをもって新理事就任のご挨拶とさせていただきます。

　麻　植　義　樹（徳島中央支部）

　理事に就任するにあたり、一言ご挨拶を申し上げる次第であります。微力ながら、
行政書士会のために、一生懸命働きたいと考えておりますので、どうぞ宜しくお願
い申し上げます。
　さて、徳島県においては、少子高齢化、若者の大都市への人口流出の歯止めがき
かない状況であります。
　人口問題研究所、増田寛也氏の「地方消滅」というのは、現実味を帯びてきてい

るといっても過言ではないと考えます。
　若者の地方離れは、相続に関しても顕著に表れてきております。それに伴い、土地、建物を相続し
ない、土地、建物の所有者不明が増えているということであり、それは、市町村の固定資産税等の税
収の減少が既に始まっているという、極めて深刻な状況が生まれつつあるということであります。
　しかしながら、国、地方自治体の職員の意識が、まだまだ前例主義から脱却できていないのが現状
であります。
　私達行政書士の役割は、地域住民も巻き込んで情報発信していかなければならない状況であると考
えております。
　私達は、街の法律家として、なお一層の努力をしたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い
いたします。

　中　野　真　吾（徳島北部支部）

　●　業務指導部員

　●　経理部員

P01_32_行政とくしま182.indd   15 2019/07/30   11:15



―16―

　令和元年 ７月 5日に松村会長と桒原、河野、
中川、村上の全副会長と私楮本が、石井町の
小林智仁町長を表敬訪問しました。
　今年 ４月の石井町長選挙で圧倒的な支持率
を得て再選を果たした小林町長にお祝いを申
し上げるとともに、松村会長自身が徳島県行
政書士会会長に再任されたことの報告を行い
ました。活動の場は異なるものの、長の職が
2期目に入った者同士として、会長は、町長
の 2期目の行政運営が １期目と異なるのか質
問され、町長から １期目は、町民や町役場職
員の信頼を得ることを第一に安全運転で運営

してきたが、 2期目は、治水事業や火葬場建
設などの行政として難しい課題に道筋をつけ
るつもりであるとの回答がありました。会長
も今後の行政書士会の運営や改革の参考にさ
れることと思います。
　また、小林町長は、町長就任前より行政書
士をされていたことから、行政書士であった
ことが町長としての仕事にプラスに働くこと
があるかとの松村会長の質問に対して、町長
は、行政書士試験を受験する際の受験勉強で学
ぶ喜び、知る喜びを初めて感じることができ、
自分の人生を変えるひとつのきっかけとなっ
たこと、法令の解釈や農地法の手続きをはじ
めとした行政手続きの理解などで町長として
の業務に行政書士として働いていたことが非
常に役立っていることなどを話されました。

小林智仁 石井町長
こばやしともひと。2010年に徳島行政
書士会に入会。その時の試験合格の体験
を綴った著書「こんな俺でも宅建・行政
書士試験に一発合格できた！」を出版。
2015年に中四国の町村長の中で最年
少の若さで町長に就任（当時36歳）。現
在2期目。

報告者　広報部長　 楮　本　あゆみ

P01_32_行政とくしま182.indd   16 2019/07/30   11:15



―17―

　同日、会長と各副会長は、徳島市も訪問し、
豊井泰雄副市長にお時間をさいていただき、
面談しました。
　副市長からは、徳島市の人口減少に危機感
を覚えるとの話があり、中小企業では、経営
者の高齢化に加えて人材不足で事業継承がで
きずに廃業する企業も出てきているとのこ
と。地方創生といっても実際には都市への人
口の集中は止められず、地方では人口減少の
厳しい現状があるため、徳島市としては、今
般の改正出入国管理法による新たな在留資格
を活用した外国人の徳島市での居住も含めた
人口増を目指す必要があり、行政書士会にも
協力要請がありました。
　また、副市長から市民の高齢化対策として、
成年後見制度の活用についても行政書士会に
期待しているとのお話がありました。

　同日には、徳島県へも訪問し、後藤田博副
知事をはじめ、商工労働観光部、経営戦略部
などにもご挨拶し、多くの担当者にお会いす
ることができました。

　町長は、現在、行政書士試験の受験で知っ
た学ぶ喜びを再び得るために、中央大学の法
学部通信課程で学びなおしをされているとこ
ろとのこと、町長という極めて多忙な仕事と
勉学を両立する町長のエネルギッシュな行動
力には敬服しました。
　小林町長が行政書士ということもあり、さ
わやかなお人柄の町長と行政書士会の面談は
大いに盛り上がり、今後も様々な課題の解決

を目指すために、石井町と行政書士会が協力
していくことになりました。直近の具体的な
課題として町長が挙げられたのは、農家の高
齢化による耕作放棄地の増大、外国人住民の
増加などです。行政書士会からのお願いとし
ては、中立農業委員を推薦する件、コスモス
成年後見サポートセンターを含む成年後見の
件、市街化調整区域の線引き変更の件などを
石井町に協力要請しました。
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依頼者に満足を与えるための相続業務の進め方
―相続前の対策と相続発生後の手続（民法と税法の両面から）―

と　き 	 平成3１年 3 月 ４ 日（月）
	 午後 １時１0分から ４時35分まで
ところ 	 アミコミーティングルーム
講　師 	 東京都行政書士会
	 　会長　常住　　豊	様

新規入会員研修会

と　き 	 平成3１年 3 月１9日（火）
	 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

去る令和元年 5月13日（月）午後 1時30
分より、美馬市役所に於いて空き家の利
活用を進めるため美馬市と連携協定を結
びました。

美馬市×行政書士会
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　本年４月１日付けで改正入管法が施行されま
した。テレビや新聞で連日報道され、世間から
も大変注目された制度改正となりました。改正
の主なポイントは、在留資格「特定技能」が新
設されたことです。
　少子高齢化に伴い労働力人口の減少が避けら
れないなかで、本年４月から働き方改革（残業
時間規制等）も始まり、人手不足が深刻になる
ことが予想されております。
　その中で、改正入管法が施行されたのですが、
在留資格「特定技能」の意義は、中小・小規模
事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対
応するため、生産性向上や国内人材の確保のた
めの取組みを行ってもなお人材を確保すること
が困難な状況にある産業上の分野において、一
定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を
受け入れていく仕組みを構築することである、
とされています。
　在留資格の意義で、人手不足を謳ったことは
画期的であり、世間の注目を浴びた理由はこの
点にあります。
　さて、本会の取組みについてですが、改正入
管法が施行される前の本年２月22日に、徳島駅
クレメントプラザ６階徳島県国際交流協会研修
室において、「平成31年４月施行入管法改正へ
の備え『外国人を受け入れる企業・地域・行政
が知っておくべきこと』」と題して、セミナー
を行いました。
　このセミナーには、本会会員はもとより、徳
島県をはじめとした行政機関、国際交流団体、
経済団体、外国人受入組合、医療・介護団体、
人材派遣会社、民間企業等、地域で外国人に関

わっている、または関わることが想定される団
体等に幅広くご参加いただき、約120名の方に
受講していただきました。
　なぜ、外国人を受け入れる予定のある企業だ
けでなく、行政機関をはじめとする様々な団体
にご参加いただいたのか、その理由は次のとお
りです。
　これから進展していくであろう多文化共生社
会においては、地域が一体となって有機的に結
びついて外国人の支援が必要となること、そし
て、我々行政書士が、30年以上外国人の手続に
関わってきたノウハウを活かして、徳島県とと
もに、その中心となって貢献していくことを示
したかったためです。
　本セミナーの成果としましては、関係者の知
識の向上に寄与できたこと、マスコミ等で徳島
県行政書士会のＰＲができたこと、ジェトロ徳
島からセミナーの依頼をいただいたこと（本年
７月30日実施）、徳島県の委託事業として受託
された公益社団法人徳島県労働者福祉協議会か
ら、セミナーの講師と相談員の依頼をいただい
たこと、総務省徳島行政監視行政相談センター
から、相談会への協力を打診されたことなどが
挙げられます。
　この制度改正について、本会として、地域貢
献はもとより、会員の皆様の業務発展の機会と
なるよう努めて参ります。引き続きご協力賜り
ますよう宜しくお願い申し上げます。

報告者　会長　松　村　和　人
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　第 １回阿南市成年後見制度利用促進審議会が下記の通り開催されました。私は阿南市在住の
行政書士ということで、徳島県行政書士会より審議会の委員に推薦されましたので、先日の審
議会の内容を簡単にご報告させていただきます。

　　　　日　時：令和元年 5月29日（水）　午後 ４時30分〜 5時30分
　　　　場　所：阿南市役所
　委員の構成は、徳島弁護士会、徳島県司法書士会、徳島県行政書士会、阿南医師会、一般社
団法人徳島県社会福祉会、社会福祉法人阿南市社会福祉協議会の各会より １名と社会福祉士 3
名の計 9名です。
　岩浅嘉仁阿南市長のあいさつの後、まず委員長の選出が行われました。委員長には徳島弁護
士会より選出されました。
　その後、市の職員の方から次の 3点について配布された資料に沿って説明がありました。

報告者　徳島県支部長　 杉　本　　　宏

　日頃はコスモス徳島の活動に対してご理解ご協力を頂き誠に有り難うございます。
　さて、早いもので行政書士とくしま夏号の発刊される季節となりましたが、本年下期の活動
内容を振り返ると、まず、 １月28日から 2月 ４日にかけて恒例のコスモス入会前研修が実施さ
れました。今回は新たに 2 名の方が30時間に及ぶDVD研修を受講され、後日行われた考査測
定にも合格されました。そして新たに 2名の方が正会員として登録されました。新入会員の方々
におかれては今後のご活躍が期待されるところです。
　 5月29日には、下記のとおり阿南市において第 １回の阿南市成年後見制度利用促進審議会が
開催されました。

徳島南部支部　岩　佐　和　宏

①	成年後見制度の利用の促進に関する法律等について
②	阿南市の成年後見制度にかかる現状について
③	阿南市成年後見制度利用促進基本計画について

　今後は、計 5回の審議会を経て、来年 3月に「阿南市成年後見制度利用促進基本計画」を完
成させる予定です。
　行政書士会の代表として、しっかりと勉強して審議に積極的にかかわっていきたいと思いま
す。
　また、6月１0日には、コスモス徳島会員の更新研修が行政書士会館にお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 8名が受講しました。
　その他徳島県支部では毎月恒例の無料相談会の実施、無料電話相談会の実施等、地道な活動
を継続していますので、今後ともご協力の程宜しくお願い致します。
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　令和元年５月27日（月）17時30分から徳島弁
護士会館で、徳島県士業ネット推進協議会災害
ＷＧの令和元年度第１回意見交換会が開催され
ました。本会からは、企画部の大原が出席しま
した。議案としては、次のような内容でした。
①徳島県士業ネット推進協議会における事務局
機能の審議結果
②今後の士業団体の活動方針
③研修や勉強会のありかた
④報告（業務内容について。今回は中小企業診
断士会。）
　①の事務局機能については、災害ＷＧ内で、
耐震性の面、事務局の職員数から弁護士会を推
す声が多数あり、徳島県士業ネット推進協議会
へ提案したところ可決されたとの報告がありま
した。今後は事務局の在り方を含め具体的に検
討していくことになります。
　②の今後の士業団体の活動方針については、
各士業団体と意見交換を行いました。非常時の
連絡手段について、多かったのは、メーリング
リストを作成し、メールでの確認を行うという
ものでした。他にも、県のすだちくんメールや
各通信会社の災害伝言ダイヤルを使用するとい
うところもありました。
　③の研修や勉強会については、昨年、近畿災
害対策まちづくり支援機構との意見交換会を行
いましたが、今年もどこかから講師を呼ぶか、
若しくはこちらから出張し、何かしらの意見交
換会を行いたいという話になりました。
　④の業務内容については中小企業診断士会が
普段どのような業務を行っているかと、東日本
大震災、熊本地震等災害が起こった時に会がど
のような対応を行ったかの発表を行いました。
　この発表については、参加している士業が持
ち回りで発表するのですが、前回は行政書士会
が行ったので、この場を借りてお知らせしたい
と思います。主な業務の内容を竹尾恭介先生が

行い、熊本地震における熊本県行政書士会の対
応の発表を大原が行いました。資料については、
松村会長から熊本県行政書士会の井口会長へ連
絡をしていただき、熊本地震についての資料を
お借りすることが出来ました。また、対応の様
子を放送した地元のニュース映像を録画したＤ
ＶＤも同時にお借りすることが出来て、詳しく
発表することが出来ました。急なお願いにもか
かわらず、対応していただいた、井口会長はじ
め熊本県行政書士会事務局の皆様には、とても
感謝しております。
　行政書士は、弁護士、司法書士、土地家屋調
査士、建築士と同じように、災害発生から早い
段階で被災者支援に関わっていくことになりま
す。被災者の生活に関する相談員としての支援
もありますが、罹災証明の発行に関する支援が
主な業務になると思います。他の申請に罹災証
明が必要になったりする場合もあるので、罹災
証明を必要とする被災者は多数出てくると思わ
れます。
　熊本県行政書士会はまず、行政への支援とし
て罹災証明を受け付ける業務を行ない、その後
被災者の罹災証明発行の手続きの支援を行った
そうです。行政側の支援を行ったことにより、
記載のポイントがわかり被災者の手続きを行う
のにとても役立ったそうです。大規模な災害が
起こった場合は、会員自身が被災者になる場合
もあると考えられるため、全ての会員が被災者
支援に回ることは不可能です。しかし、支援を
受けたり、無料相談に行き、心配事が少なくな
り楽になったといった意見もあるそうです。
　防災マニュアルはありますが、マニュアル通
りに何もかも出来るとは限りません。災害が起
こったときに会の運営を早急に行えるよう準備
するのは重要ですが、会員個人個人も気をつけ
て準備をしていく事が大切だと思います。

報告者　企画部　副部長　 大　原　浩一朗
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　一昨年より、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連合チームとして、徳島県士業ソフトボール大会へ参加して
います。
　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	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 　令和元年₉月28日（土）１0時集合
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：弁護士会・司法書士会・土地家屋調査士会
Ｂグループ：税理士会・行政書士会（連合チーム）・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	４,000〜5,000円程度

◦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 ４号を使用する。
◦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。

　雨天中止の場合は、当日の 8時までに	社会保険労務士会担当者	から各会担当者へ連絡がある。
尚、雨天中止の場合でも懇親会は開催されます。
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意　味：文書が二枚以上にわたる場合、それが一体の文書であること、か
つその順序で綴られていることを明確にし、差し替えや抜き取り
を防止するために各ページにまたがって押印すること

使用印：署名欄と同一

意　味：収入印紙の再使用を防止するために印紙と台紙にまた
がって押印すること

使用印：署名欄と同一でなくてよい

意　味：後日、文書の字句を訂
正するときのために、
あらかじめ、文書の欄
外に押印すること

使用印：署名欄と同一

意　味：文書の末尾に余白が生じた
とき、その余白部に勝手に
記入されるのを防止し、こ
こまでで文書の記載は終
わっているということを示
すために文書の最後尾に押
印すること

使用印：署名欄と同一

意　味：重要な文書の字句を訂正す
る場合、勝手に書き換えら
れたのではないことを示す
ために押印すること

使用印：署名欄と同一

契約書作成業務などでお馴染みの印鑑ですが、印鑑には、同じ印でも目的によって押印
する場所や意味が変わってくることがあります。業務の参考に簡単に整理してみます。

２枚で１枚だった証として押印！

意　味：二つ以上の独立した文書について、それら文書間の同
一性や関連性を示すために二つの文書にまたがって一
つの印を押印すること

使用印：署名欄と同一でなくてよい

◯◯税理士事務所

印

契約書
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支部長　藤　本　泰　弘徳島中央支部

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。
　徳島西部支部は、令和元年度の支部総会を ４月20
日（土）に今年も徳島市南前川町のパークウエスト
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。今年は役
員改選の年でしたが、役員全てが留任となりました。
引き続き 2年間よろしくお願いいたします。
　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。こういった機会がないと中々集まれない

し、新しく登録された先生方の出席もあり、良かっ
たと思います。
　今年度の支部活動については、例年通り無料相談
会と懇親会を兼ねた研修を行いたいと考えています
が、研修会は、日帰りの研修旅行にしたいと考えて
います。私が支部長になってからずっと言っている
のですが、未だ実現しておりません。片道 １時間ぐ
らいの温泉施設が理想ですが、他にリクエスト等あ
れば、私のところまで連絡下さい。
　支部の皆様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、無料相談会を ７
回実施し、 9 件の相談があり、相談内容は相続・遺
言・農地転用・生前贈与などでした。
　そして、本年度も無料相談会を 3か月ごとに開催
し、強調月間には 3 か所で実施いたしますが、前年
度相続・遺言のご相談が多かったこともあり、支部
管内の住民のニーズにこたえるため、相続・遺言を
メインにして広報し、相談者を増やしたいと思って

います。
　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、前年度行けなかった三士会の研修旅行につ
いて今年度は実施する予定です。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
すが、決まり次第ご連絡したいと思います。
　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。

　平成3１年 ４ 月１9日、平成最後の徳島中央支部の支
部総会が徳島県行政書士会館にて開催され、役員改
選にて於いて支部長に就任することとなりました藤
本です。発端は前支部長よりの「徳島中央支部次年
度役員候補者募集の件」というメールでした。メー
ルの内容には「中央支部の役員、特に支部長は行政
書士専業の会員に担っていただくのが、業界の将来
を見据えるうえでも適任であると考え、候補者を広
く募集します。」というものでありました。
　過去に支部が徳島県内に１5支部あったときに私は
第 3支部、第 2支部の支部長を経験させて頂きまし

た。また支部の統廃合の際は、徳島中央支部の最初
の副支部長を務めさせて頂いた経験もあるので、引
き受け手がないのであれば困ることになると思われ
るので、お手伝いできればと思い応募させて頂いた
訳でございます。支部の運営につきましてはできる
だけ前任者の運営を踏襲しながらも、改革しなけれ
ばならないところは改革し、対応していかなければ
ならないと思っております。徳島中央支部の会員の
皆様には、支部運営に対しご協力を頂きながら、よ
り良い支部になるよう共に進めて参りたいと思って
おりますので宜しくお願い致したいと思います。
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支部長　吉　本　健　二

支部長　山　内　正　美

阿波・吉野川支部

美馬三好支部

徳川家康公を祀る「久能山東照宮参拝」の研修に参
加して　今回の支部だよりは、神社主催の「久能山
東照宮参拝」に参加をしたときの感想文にさせて頂
きました。（参考資料「久能山東照宮のしおり」より）
　〈概要〉徳川家康公は三河の国、岡崎城で生まれ、
あらゆる艱難辛苦に耐え、戦国時代の覇者として、
江戸幕府を開き260年に亘る、長期政権を確立し、
学問・産業・文化の礎を築いたと言われています。
晩年は、駿府城に隠居していましたが、７5歳で薨去。
後に東照神君として祟められています。
　「久能山東照宮」は、家康公の「遺骸は久能山に
埋葬すること」という御遺命に従って、二代将軍の
秀忠公により久能山に埋葬され、造営された神社で
す。同時期に日光山への神社造営も行われています。
三代将軍家光の代に「寛永の大造替」とよばれる大
改築がされました。「久能山東照宮」は「国宝」に
指定されていて、標高2１6mの久能山山頂にあり、

石の階段が１,１59有り、階段で上がる事も出来ます
が、日本平よりのロープウエイを利用できます。
　今回の研修は、天気も良く、日本平から見える駿
河湾、伊豆半島、世界遺産の「富士山」、国宝の「久
能山東照宮」を参拝してきました。家康公の人生の
教訓、久能山・日光東照宮造営の意義に接した、大
変、有意義な研修でした。特に印象に残った東照宮
御遺訓。
人の一生は重荷を負て遠き道をゆくが如し、急ぐ
べからず。不自由を常と思へば不足なし。心にの
ぞみおこらば、困窮したる時を思ひ出すべし。堪
忍は無事長久の基、怒は敵と思へ。勝つ事ばかり
知りて負くる事を知らざれば害其の身に至る。己
を責めて人をせむるな。及ばざるは過ぎたるより
まされり。　慶長八年正月十五日　家康（花押）
　人はただ身の程を知れ草の葉の
　　　　　露も重きは落つるものかな

　松村会長再選おめでとうございます。
　今年の総会は仕事、家庭の事情により、欠席して
しまいました。誠に申し訳なく思っております。
　美馬支部と三好支部が合併をしましたのが平成22
年 ４月 １日です。あれから8年がたちました。支部の
活動も計画はしても実行にはいたらず、予算の執行に
も大変苦慮しております。研修会も藤原支部長のとき
に、農地法の件で行ったきりです。支部長も同じ人が
していたのでは新しい改革など望めません。もう少し
時間に余裕のある人とか、若い発想力のある人に事業
計画を練っていただけましたら、支部の活動も活発に
なって支部活動にも参加者が増えると思います。
　さて、徳島県の最西部には2020年に猪鼻トンネル
が開通します。池田町州津側が入り口です。徳島道

の井川池田ＩＣより １ kmくらいの距離です。長さは
徳島側5.3km香川側3.１km、 全長8.４kmです。途中何
箇所かトンネルを抜けて橋を渡り又トンネルです。
徳島県側には県道にもつながっていて、込野地区よ
り出て四国霊場66番札所雲辺寺にも行くことが出来
ます。急傾斜、急カーブが改善され、異常気象時に
おいても土砂崩れや路肩崩壊、冬場の大雪、路面凍
結等においても、安全性の高いルートを確保し、地
域の安心感、経済性の効果も期待できます。それで
も、所要時間は約１0分間短縮されるぐらいですけど、
安心安全には変えられません。
　三好市、三好郡は、県外の商業地に向かう機会が
多くなり、ますます徳島市が遠くなっていくように
思われます。

支部長　谷　　　重　幸徳島北部支部

　徳島県行政書士会の皆さんには、日頃より大変お
世話になっております。紙面をお借りし、心より御
礼を申し上げます。
　去る平成3１年 ４月22日に北島町役場の会議室にて、
支部総会が開かれました。お忙しい中、松村会長様に
もご出席を賜り、ありがとうございました。事業報告、
決算、監査、計画、予算の審議と役員改選が行われ、
長年支部長として、リーダーシップを発揮してこられ
た、中野真吾先生から、バトンを引き継がせていただ
きました。未熟ですが、皆さんにお力添えを頂きなが
ら、支部の発展に尽力したいと考えています。
　さて、支部にとってとても悲しい出来事が 2つあ

りました。一つは、支部の中心的役割を果たしてこ
られた、船越由紀子先生が急逝されました。新元号
令和の扉が開くのを待っていたかのように 5月 １日
午前 2時頃、足早に去って行かれました。心からご
冥福をお祈り申し上げます。
　もう一つは、将来を嘱望されていた女性会員の方
が、廃業してしまったことです。難関を突破し、事
務所も開設され、わずかな期間で辞められたことは
大変残念でなりません。新たな道で成功されること
を、ご祈念申し上げます。
　支部として、新たな収入が得られる事業の研究を
模索して参りたいと考えています。
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米　田　利　彦　【徳島北部支部】　　　 入会日 　平成3１年 3 月 １ 日

入会の動機／在留資格が改正され、個人で経営する農家やデイサービス等の小規模事業
所が、外国人労働者を受け入れる際の手続きのお手伝いをしたく徳島県行
政書士会に入会して、申請取次事務の研修会も修了しております。

取 扱 業 務／ビザ・帰化、成年後見、相続・遺言
自 己 Ｐ Ｒ／前職では、松茂町役場の職員として、福祉関係・戸籍事務等を統括し、社

会福祉協議会では、事務局長として松茂町の高齢者福祉・障がい者福祉等
を推進。そこで、高齢者や障がい者が直面する介護・独居高齢者の孤独死
等を体験し、「成年後見」や「相続・遺言」相談の必要性を実感する。

趣味・特技／近所の子どもたちを集めて、週₂回剣道を指導してます。

笠　城　佳　子　【徳島中央支部】　　　 入会日 　平成3１年 ４ 月 2 日

入会の動機／三木雄美事務所で経理事務にあたっていましたが、行政書士業務にも興味
が出てきたので、登録、入会させて頂きました。

取 扱 業 務／遺言・相続・遺産分割、車庫証明、車両登録
自 己 Ｐ Ｒ／依頼者の期待に応えられるよう、日々努力し、勉強していきたいと思います。
趣味・特技／４0歳を過ぎてから始めた趣味ですが、ジョギング、山登りを楽しんでいます。

川　村　英　人　【徳島中央支部】　　　 入会日 　平成3１年 ４ 月１5日

入会の動機／行政経験を生かせる仕事を行って、セカンドライフを充実させたい。
取 扱 業 務／外国人関連業務（特にベトナム関係）
自 己 Ｐ Ｒ／ベトナムに興味があり、実習生や留学生等の支援も兼ねて、入会しました。

よろしくご指導ください。
趣味・特技／国内国外旅行、今特にベトナムに興味あり。バイクツーリング等の乗物系。

家庭菜園。

小　川　和　子　【徳島北部支部】　　　 入会日 　平成3１年 3 月１5日

入会の動機／平成30年の行政書士試験に合格したことです。
取 扱 業 務／農地・土地開発、相続関係
自 己 Ｐ Ｒ／これまでの仕事と全く関係のない世界に入りましたが、人と関わることも好き

なので誠実に仕事をしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
趣味・特技／読書、俳句・短歌・川柳等の観賞

赤　池　源　史　【徳島中央支部】　　　 入会日 　平成3１年 ４ 月１5日

入会の動機／行政書士試験に合格したことと、父・兄がそれぞれ司法書士と土地家屋調
査士を営んでおり連携を図れる機会も多いと考え入会しました。

取 扱 業 務／相続、建設業許可、農地、入管（予定）
自 己 Ｐ Ｒ／実務についてまだまだ日々勉強の新人です。当面は主要取扱業務を定めず

頂いたご依頼ひとつひとつに真摯に取り組んで参りたいと思います。何卒
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。

趣味・特技／カメラ・ドローン操縦（JUIDA認定資格所有）
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黒　松　克　也　【徳島西部支部】　　　 入会日 　令和元年 6月 １日

入会の動機／補助者として勤めてきた経験を生かす為
取 扱 業 務／産業廃棄物、自動車リサイクル、建設業許可・経営事項審査、入札参加申請
自 己 Ｐ Ｒ／これまでの経験を生かし、更に新たな分野にも挑戦し、社会に貢献できる

人間になれるよう研鑽を積んでまいりますのでご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願い致します。

趣味・特技／バイク・ボウリング・ダーツ・IT機器

大　西　司　朗　【美馬三好支部】　　　 入会日 　令和元年 ７月 １日（単位会変更）

入会の動機／これまで東京都行政書士会に所属して営業していましたが、このあたりで
実家のある徳島県つるぎ町に帰省し、新たな気持ちで活動しようと思い至
ったのが、入会の動機です。

取 扱 業 務／宅地建物取引業者の免許に関する手続、マンション管理業者登録に関する
手続など。

自 己 Ｐ Ｒ／約１0年間、東京都中央区日本橋に事務所を構えて活動していましたが、山
に囲まれた実家に帰ってきたことですし、これからはゆっくりと落ち着い
て歩んでいけたらいいな、そう思っています。

趣味・特技／登山を少しやります。富士山には₉回登りました。

林　　　加奈子　【徳島中央支部】　　　 入会日 　令和元年 5月１5日

入会の動機／子育て・介護と両立できる働き方で、社会にも貢献できる職業だと思い、
入会いたしました。

取 扱 業 務／建設業許可、経営審査、入札資格審査
自 己 Ｐ Ｒ／丁寧でスピーディな対応を心がけ、依頼人の負担を減らせるよう努めます。
趣味・特技／ダイビング、旅行

田　岡　　　修　【徳島北部支部】　　　 入会日 　令和元年 ７月 １日

入会の動機／この度、行政書士名簿に登録していただき、行政書士として業務に取り組
むこととなったため。

自 己 Ｐ Ｒ／昭和４４年生まれ、出身は三好市です。県西部で生まれ育ちましたが、子育
てのことも考え、現在は、過ごしやすく活気のある北島町に移り住んでい
ます。公務員を早期退職しての転職組のため、前職での経験も行政書士業
務に活かしていければと思います。よろしくお願いします。

趣味・特技／休日は、読書とテレビで、映画や海外ドラマを観ることが好きですが、気
になる映画は映画館まで観に行きます。今後、DIYを勉強したいと思って
います。

森　　　伸　二　【徳島北部支部】　　　 入会日 　令和元年 ７月１5日

入会の動機／行政書士は、身近な街の法律家として、地域に密着した行政手続きの専門
家として、地域に貢献できるので入会したいと考えました。

取 扱 業 務／農地・土地開発、遺言・相続・遺産分割
自 己 Ｐ Ｒ／38年間の行政経験を生かし、様々な行政手続き等に関し、依頼者の一番身

近な相談相手となり、ワンストップサービスの提供をしたいと思います。
趣味・特技／バスケットボール
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や　ま　び　こ	 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

　さる５月18日開催の定期大会及び５月29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　　　北條　伊織
幹 事 長　　村上　正志
副幹事長　　山口　裕史

委員会名 委 員 長 委　　員

総 務 委 員 会 桒原　道納

広 報 委 員 会 中野　真吾 篠原　　肇

政 策 委 員 会 中山　芳明 仁木　利典

官公署対策委員会 陶久　晃一

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

　令和元年 ６月21日（金）東京都港区シェラト
ン都ホテル醍醐の間において「第39回	日本行
政書士政治連盟定期大会」が開催されました。
　午前10時30分に開会し、まず山下会長の挨拶
がありました。
　司会者が総会開催について有効に成立してい
ることを宣言しました。その後、議長、副議長
の選任、議事録署名人の指名に続き、議事運営
委員会の報告が行われ、引き続き議案審議に入
りました。

第 1号議案　平成30年度運動経過報告について
第 ２号議案　平成30年度決算報告について
　　　　　　（監査報告）
第 3号議案　令和元年度運動方針（案）について
第 ４号議案　令和元年度予算（案）について
第 5号議案　役員の改選について

　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、予め提出されている質
問書（ １号議案の質問書提出 ７名、 ２号議案の
質問書提出 ７名）に対する執行部の答弁が有り
ました。再質問に対する答弁の後、議案毎に採
決を行った結果、異議なしとの議場発言から可
決承認されました。
　第 ３号議案及び第 ４号議案について関連ある
との事で一括上程され、提出されている質問書

（ ３ 号議案の質問書提出 ３ 名　 ４ 号機案の質問
書提出 １名）に対する執行部の答弁が有りまし
た。
　これに対し再質問がされましたが、執行部答
弁の後、議案毎に採決を行った結果、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熊本会の井口由美子
会長が新会長に選任されました。その後、新会
長の挨拶と新役員の承認がなされ、議案は可決
承認されました。
　これにより、定期大会すべての議案審議が終
了しました。
　以上をもちまして、令和元年度の日本行政書
士政治連盟	第39回定期大会が進行しましたこ
とを報告させて頂きます。

◆ ◆ ◆　政連事務局日誌　◆ ◆ ◆
４ 月　　15日◦会計監査（於本会会議室）開催
　　　　16日◦幹事会（於本会会議室）開催
5 月　　18日◦令和元年度定期大会
　　　　　　　（於サンシャイン徳島）開催

　　　　２9日◦幹事会（於本会会議室）開催
6 月　　２1日◦日政連定期大会（於東京）開催
　　　　　　　松村会長出席

報告者　徳島県行政書士政治連盟　会長　松　村　和　人
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や　ま　び　こ	 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

　令和元年５月18日（土）午後５時よりサンシャ
イン徳島において、令和元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川﨑
幹事の開会の辞、松村会長の挨拶があった。
　司会者から議長、副議長の選出の方法につい
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、司会者は議長に徳島西部
支部森和義氏、副議長に徳島西部支部西岡章氏
を指名し、両人はこれを受諾した。
　議長から構成員186名中、本日の出席者は135
名（うち委任状63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、
議長は徳島中央支部藤澤健司氏、阿波・吉野川
支部桒原道納氏を指名し両人はこれを受諾した。
第₁号議案　平成30年度活動経過報告について
第₂号議案　平成30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、議長は第１号議案及び第
２号議案までは互いに関連があるので一括審議し
たい旨会場に諮り了承を得た後、執行部に対し第
１号議案及び第２号議案の提案説明を求めた。
　杉本幹事長から、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、美馬三好支部
喜多直樹氏から報告があった。
　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、賛成多数により原案どおり可決決定した。
第₃号議案　平成30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
を求めたので、杉本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　令和元年度運動方針案について
第₅号議案　令和元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４
号議案、第５号議案の提案説明を求めた。
　松村会長から第４号議案について、ついで、杉
本幹事長から第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、役員の選任について、政治連盟の
会長は慣例により行政書士会の新会長が兼ねる
こととなっているが、行政書士会の松村新会長
に就任してもらうということについて、異議が
ないか会場に諮ったところ、異議なしの声があ
り、可決決定した。
　続いて、議長は松村新会長に役員案の提案を求
め、松村会長から新役員案の発表があった。議長
は、今発表のあった役員案について採決を行い、
賛成多数により会長案のとおり可決決定した。
　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。この後、川
﨑幹事の閉会の辞をもって令和元年度徳島県行
政書士政治連盟定期大会の全日程を終了した。

　　　　　　　　　徳島県 行政書士政治連盟 定期大会報告令和元年度
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◆ ２月

◆ ３月

◆ ４月

◆ ５月

◆ ６月

　 　 ６ 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
１３〜14日・日行連総務部会（於東京）開催　松村会長　出席
　　21日・綱紀委員会（於本会会議室）開催
　　22日・外国人受入れに関するセミナー（於クレメントプラザ ６Ｆ）開催
　　　　・綱紀委員会（於本会会議室）開催
　 　 27日・部長会（於本会会議室）開催

　 　 ４ 日・業務指導部研修会（於アミコ・ミーティングルーム）開催
　 　 ６ 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）開催
１４〜15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
　　　　・友好団体懇談会（於グランドパレス）開催　森企画部長　出席
　 　 22日・理事会（於本会会議室）開催
２５〜26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
　 　 31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

　　 ３日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
　　12日・選挙管理委員会（於本会会議室）開催
　　15日・決算監査（於本会会議室）開催
　　16日・理事会（於本会会議室）開催
　　17日・徳島南部支部総会（於ホテル石松）開催　松村会長　出席
１8〜19日・日行連申請取次行政書士管理委員会（於高松）開催　松村会長　出席
　　19日・徳島中央支部総会（於徳島県行政書士会館）開催　中川副会長　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・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
２４〜25日・日行連理事会（於東京）開催　松村会長　出席

　　 ７日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
　　13日・美馬市空き家等対策プラットホームに関する協定締結式、事業説明会
　　　　　（於美馬市役所穴吹庁舎）松村会長、青山業務指導部長　出席
　　15日・正副会長会（於本会会議室）開催
　　17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
　　18日・令和元年度定時総会（於サンシャイン徳島）開催
　　21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
　　27日・災害WG 2019年度第１回意見交換会（於徳島弁護士会館）開催
　　　　　大原企画副部長　出席
　　29日・正副会長会、理事会（於本会会議室）開催

　　 ５日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
　　 ７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　村上副会長　出席
　　　　・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

2019. 2 〜 7
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◆ ７月

■新規登録

米田　利彦　徳島北部支部	 H３１. ３. １
小川　和子　徳島北部支部	 H３１. ３. １５
笠城　佳子　徳島中央支部	 H３１. ４. ２
赤池　源史　徳島中央支部	 H３１. ４. １５
川村　英人　徳島中央支部	 H３１. ４. １５
林　加奈子　徳島中央支部	 R１. ５. １５
黒松　克也　徳島西部支部	 R１. ６. １
田岡　　修　徳島北部支部	 R１. ７. １
森　　伸二　徳島北部支部	 R１. ７. １５

■単位会変更

大西　司朗　美馬三好支部	 R１. ７. １

■法人届出

行政書士法人グローカル	 H３0. ９. ２8
　　　　　　徳島中央支部

真鍋憲一郎　徳島西部支部	 廃業　H３１. ３. ２５
松本　　寛　徳島北部支部	 廃業　H３１. ３. ２8
矢野　義博　徳島北部支部	 廃業　H３１. ３. ２９
岡田　正和　徳島中央支部	 廃業　H３１. ３. ３１
落合　純治　徳島北部支部	 廃業　H３１. ３. ３１
久米　利昭　徳島西部支部	 廃業　H３１. ４. ３0
舩越由紀子　徳島北部支部	 死亡　R１. ５. １
後藤　弘和　美馬三好支部	 廃業　R１. ５. １７
松並　圭子　徳島北部支部	 廃業　R１. ５. ３１

〔訃報〕　徳島北部支部　舩越由紀子会員のご冥福をお祈りいたします。

　　12日・広報部会（於本会会議室）開催
20〜21日・令和元年度日行連定時総会（於東京）開催　松村会長　桒原副会長、
　　　　　村上副会長　出席
24〜25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

　　 ３日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
　　 ５日・徳島県、徳島市、石井町表敬訪問
11〜12日・日行連申請取次行政書士管理委員会（於札幌）開催　松村会長　出席
　　22日・広報部会（於本会会議室）開催
24〜25日・日行連理事会（於東京）開催　松村会長　出席
　　25日・日行連常任理事会（於東京）開催　松村会長　出席
　　27日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催

会員の動静
【 ２月〜 ７月】

入　　　会 退　　　会
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　「行政とくしま」ならぬ「行政書士とくしま」2019年夏号の発刊にあたり、大変お忙しい中、
原稿をお寄せ下さいました皆様、心より御礼申し上げます。
　タイトルについて、簡単にご紹介致します。従来より、行政書士の広報活動の一つとして「行
政とくしま」というフレーズで年₂回このような広報誌を作り、官庁を始め、関係諸機関へ配布
して参りました。各都道府県の行政書士会のタイトル付けも区々で、「行政○○○」としたとこ
ろもあれば、「行政書士○○○」といったように様々でした。そこで、新たな体制となった今期
より、行政書士の広報誌と言うことをシンプルに謳えるモノにしよう!!ということで、タイトル
変更を実施した次第です。
　告白すると…恥ずかしながら、副部長に就任したこの時まで、当該広報誌を隈無く拝見するこ
とはございませんでした。大変失礼致しましたと同時に数々の発見も有りました。一つは、表紙
の写真が会員の方によるご提供であったということ。昨年の風鈴のお写真もとても素敵でありま
したが、今年度の表紙も負けず劣らずの代物です。美馬三好支部の古澤先生には、ホームページ
管理等においても、多大なるご協力を頂戴しております。この場をお借りし、御礼申し上げます。
そして、冬号でもどうぞ宜しくお願い致します。
　最後になりましたが、この度の発刊にあたり、事務局の皆様の多大なるお力添えやご協力を頂
戴しましたこと、心より御礼も申し上げます。引続きどうぞ宜しくお願い致します。

（広報副部長　山　岡　　　修）

編 集 後 記
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会報 第182号　令和元年7月31日発行

行政書士とくしま
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/

「行政書士とくしま」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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