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徳島県行政書士会　会長　松 村　和 人

ごあいさつ

徳	 島	 県	 行	 政	 書	 士	 会

　令和 ２ 年度定時総会が本年 ５ 月16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。新
型コロナウイルス感染症の影響により、予定し
ていた行政書士制度70周年記念行事及び懇親会
を取りやめ、感染予防の徹底を図りながらの総
会開催となりましたが、会員の皆様のご理解と
ご協力のおかげをもちまして、無事に終了する
ことができました。皆様にはこの場をお借りし
まして厚く御礼申し上げます。
　さて、本年度は、新型コロナウイルスの感染
拡大に伴い、日本社会がこれまで経験したこと
がない危機的な状況に陥り、多くの事業者の皆
様が経済的な苦境に立たされています。
　このような事業者の皆様のために、本会では、
日行連と連携し、本年 ４ 月より、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けた方を対象に、持続
化給付金等に係る無料電話相談を実施していま
す。このことについては、四国放送や徳島新聞
などマスメディアでも取り上げられ、広く県民
に知っていただき、利用していただいていると
ころです。
　また、当該相談で得た事業者の要望を取りま
とめ、徳島県と徳島市に対し提言書を提出いた
しました。
　県民の様々な声を受けて、徳島県の事業とし
て、WITHコロナ「新生活様式」導入応援助成
金が企画され、本年 ６ 月15日から申請受付が始
まっています。受付期間は12月28日までの予定
とされています。密集・密閉・密接等の回避等
のため、空気清浄機等の購入費用が助成されま
す。上限金額があるものの10/10補助される活
用しやすい助成金です。
　当該助成金の相談・受付の一部を本会が徳島

県から受託して行っています。期間中、アステ
ィとくしまで ９ 時から17時まで、本会会員が対
応させていただいております。徳島県の素晴ら
しい取組みの一翼を担わせていただいているこ
とを重く受け止め、県民の皆様のためにしっか
り対応していく所存でございます。また、これ
を機会に徳島県との連携を一層深めさせていた
だき、県民の権利利益の実現に資する行政書士
像を確立してまいります。
　新型コロナウイルス感染症関連以外にも、業
務研修や広報活動など、役員一丸となって活動
して参ります。
　県民の皆様から、「そうだ、行政書士に相談
しよう！」と頼りにしていただける徳島県行政
書士会でありたいと思っています。
　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。

　【令和 ２ 年 ７ 月豪雨について】
　この度の九州地方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。
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衆議院議員　福 山　　 守

徳	 島	 県	 行	 政	 書	 士	 会

ごあいさつ

　徳島県行政書士会の皆様には、日頃から行政
手続の円滑な実施はもとより、平素より格別の
ご指導・ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げま
す。また、松村会長を始めとする役員の皆様に
おかれましては、これまでの豊富なご経験を活
かし、徳島県行政書士会の益々の発展のためご
活躍されておられることに、心より敬意と感謝
を申し上げます。
　皆様ご承知のとおり、今年に入ってから、新
型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に
よって、多くのかけがえのない命が失われまし
た。新型コロナウイルス感染症によってお亡く
なりになられた方々に謹んで哀悼の意を表する
とともに、現在も闘病されている方々に心から
お見舞いを申し上げます。
　我が国においては、 ４ 月に緊急事態宣言が発
令されましたが、外出自粛など、国民の皆様の
ご協力によって、 ５ 月25日には、約 １ カ月半ぶ
りに緊急事態宣言を全面解除することができま
した。
　しかし、いまだ新型コロナウイルス感染症は
終息しておらず、第 ２ 波、第 ３ 波に備えなが
ら、社会経済活動を行っていかなければなりま
せん。
　徳島県では、他の都道府県に比べ、感染者数
が多いわけではありませんが、感染症による影
響は、現在も地域経済に大きな影を落としてお
ります。
　このような中、徳島県行政書士会の皆様は、

「身近な街の法律家」として、感染症の影響で
苦しんでおられる県民、事業者の皆様の支援に
ご尽力いただいております。特に、無料電話相
談窓口の設置、新生活様式導入応援助成金の受
付窓口の開設、持続化給付金の申請支援業務等
に積極的に取り組んでおられることに深く敬意
を表します。
　行政書士は、持続化給付金の支援を業務とし
て行うことのできる唯一の国家資格者として、
中小企業庁からも特段の協力要請があったと承

知しております。
　行政書士の皆様は、幅広い専門知識、経験、
人脈を生かしたワンストップサービスを提供で
きるという意味において、県民や事業者の皆様
にとって頼りがいのある存在です。県民や事業
者の皆様に対し、引き続き、ご支援いただきま
すようお願い申し上げます。
　加えまして、行政書士の皆様には、地域密着
の行政書士だからこそできる分野にも、積極的
に取り組むことが期待されております。特に、
所有者不明土地問題や空き家問題、成年後見制
度の利用促進、外国人労働者の受入拡大などの
分野では、皆様の更なる活躍が期待されます。
私といたしましても、これらの分野において行
政書士の活用が進むよう取り組んでまいりま
す。
　さて、行政書士制度は、昭和26年に行政書士
法が制定されて以来、数度にわたる法改正によ
って、着実に発展してまいりました。昨年秋の
臨時国会では、皆様からご要望のあった行政書
士法の改正が実現し、社員が一人でも行政書士
法人を設立することが可能となりました。
　また、平成26年改正による特定行政書士制度
の創設以来、特定行政書士も着実に増加してお
り、行政不服申立ての分野においても、今後の
活躍が大いに期待されております。
　徳島県行政書士会の皆様方におかれまして
は、これまでに培ってこられた知見を遺憾なく
発揮するとともに、新たな知識・技能の研鑽に
も積極的に取り組むことにより、住民生活の利
便性の向上と行政書士制度の発展のためにご尽
力いただきますようお願い申し上げます。
　私といたしましても、皆様の声を国政に届け
るとともに、ふるさと徳島県及び徳島県行政書
士会の更なる発展のため尽力してまいる所存で
ございます。
　結びに、徳島県行政書士会の益々のご発展と、
会員の皆様の一層のご活躍を心よりご祈念申し
上げ、ご挨拶とさせていただきます。

P01_32_行政とくしま184_通し用.indd   2 2020/07/30   15:28



―3―

徳	 島	 県	 行	 政	 書	 士	 会

徳島県知事　飯 泉　嘉 門

ごあいさつ

　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年の行政書士法制定
以来、およそ70年の長きにわたり、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
長をはじめ歴代会長の皆様、並びに会員の皆様
のこれまでの多大なご尽力に対し、深く敬意を
表する次第であります。
　さて、「新型コロナウイルス感染症」の感染
拡大により、４ 月 ７ 日に我が国で発令された「緊
急事態宣言」は、 ５ 月25日までに全面解除とな
りました。
　最前線でご尽力されている医療従事者の皆様
をはじめ、県民、事業者の皆様が一丸となり感
染防止の取組みを徹底いただいた結果、県内の
感染拡大を最小限に抑えることが出来ました。
　とりわけ、行政書士会におかれましては、無
料電話相談窓口を設置され、相談者の悩みに寄
り添ったきめ細やかな支援を行っていただいた
ところであり、大変心強く感じるとともに、心
から感謝を申し上げます。
　徳島県におきましては、これまで「検査・医
療体制の強化」はもとより、有利な融資制度と
連動した全国初となる最大100万円の「給付金
制度」により、「中小・小規模事業者」や「農
林漁業者」の皆様を支援するなど、県民の皆様
の不安払拭に、全力で取り組んで参りました。
　また、全国知事会においても、政府並びに与
野党に対する数次にわたる「政策提言」を実施
してきた結果、国の第二次補正予算では、「地
方創生臨時交付金」の「 ２ 兆円の増額」や、事
業者の「家賃負担軽減制度の創設」など、全国
知事会からの提言が数多く盛り込まれました。
　現在、感染防止を図りながら、段階的に社会
経済活動のレベルを引き上げていく新たなフェ

ーズ、コロナと共生する「ＷＩＴＨ・コロナ時代」
を迎える中、県としては、「とくしまスマートラ
イフ宣言」のもと、県民の皆様の安全で安心な
暮らしを守るとともに、事業活動の早期回復に
向けた支援を積極的に展開することで、「新し
い生活様式」を取り入れた「感染症に強いスマ
ートな徳島」づくりを強力に推進して参ります。
　一方、今回のコロナ禍では、大都市部への過
度な人口集中が、感染症のリスクに対し、いか
に脆弱かが浮き彫りとなりました。
　これを回避し、我が国が持続的な発展を続け
ていくためには、「中央省庁の地方移転」、「企
業の地方分散」、「地方大学の魅力化」といった

「分散型国土」の構築など、「新次元の地方創生」
が求められております。
　こうした中、本県では、全国に先駆け、平成
29年 ７ 月から実施してきた「 ３ 年間の社会実験」
が大きく実を結び、今夏、本庁機能を持つ恒常
的拠点「消費者庁新未来創造戦略本部」が設置
され、明治開闢以来初めて、地方から「新たな
政策創造」がなされる「歴史的転換点」を迎え
ます。今後とも、地方創生の旗手・徳島として、

「知恵は地方にあり」の旗の下、課題解決の処
方箋をタイムリーに打ち出し、日本全体を「Ｓ
ＤＧｓ」が示す「持続可能な社会」へと導いて
参ります。
　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、「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
られる期待は一段と高まっており、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
のお力を発揮されますようご期待申し上げま
す。
　結びといたしまして、徳島県行政書士会のさ
らなるご発展と、会員の皆様の今後ますますの
ご健勝、ご活躍を心からお祈り申し上げ、今年
度の活動を迎えるにあたってのお祝いの言葉と
いたします。
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日本行政書士会連合会　会　長　常 住　　 豊

ごあいさつ

徳	 島	 県	 行	 政	 書	 士	 会

　平素より、松村和人会長を始め、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
会の事業運営に対し、ご理解ご協力をいただき、
誠にありがとうございます。
　加えまして、貴会におかれましては、新型コ
ロナウイルスの感染拡大により影響を受けた国
民及び企業に対する支援として、無料電話相談
窓口を設置するなど迅速な支援活動を行ってい
ただき、心より御礼申し上げます。
　さて、本年度、日本行政書士会連合会では “共
生” をキーワードとして各種事業を推進してま
いります。地域密着型の法律専門職として、外
国人関連業務や成年後見事業などに取り組んで
きた実績を生かし、明るい未来を創造する共生
社会の実現に寄与してまいりたいと考えていま
す。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大による
影響への対策に関して、現在、国や地方自治体
では、感染拡大の影響により危機的状況にある
国民の生活支援、企業等への事業支援に関する
施策の拡充が進められています。先般の法改正
により、「国民の権利利益の実現」が明記され
ましたが、まさに今こそ、行政手続に精通した
身近な街の法律家として、国民の皆様に寄り添
い、サポートを行っていくべきであると考えま
す。
　特に、持続化給付金の申請につきましては、
行政書士がこれを業務として行える唯一の国家
資格者であり、当該制度を所管する中小企業庁
からも特段の協力要請を受けているところで

す。不正な申請代理を行い過大な報酬を請求す
るような民間業者から国民を守るためにも、電
子申請に不慣れな方を助け、行政書士が適切な
申請を行い、行政の円滑な推進に寄与しつつ、
迅速な給付につなげる必要があります。
　本会といたしましては、引き続き、関係各所
に対し、行政書士の活用を精力的に働きかけて
まいります。貴会会員の皆様におかれましても、
感染予防に留意しながら、積極的に持続化給付
金等に関する業務に取り組み、中小企業等の事
業継続を支えていただきますようご協力のほど
お願い申し上げます。
　令和 ３ 年 ２ 月22日には行政書士制度が70周年
を迎えます。先達の思いを受け継ぎ、会員の皆
様が各地域においてより一層活躍できるよう、
更なる制度の充実を図ってまいります。
　引き続き「国民の権利利益の実現」に向けて、
現場の声を大切にしながら、ますます国民の皆
様に信頼され、期待される行政書士制度の確立
を目指してまいります。今後とも、貴会及び貴
会会員の皆様のご理解ご協力を賜りますようよ
ろしくお願い申し上げます。

　国民の権利利益の実現を目指して
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ごあいさつ

ごあいさつ

徳	 島	 県	 行	 政	 書	 士	 会

　コロナ・エフェクト！！東京オリ・パラとい
う夢がまさに夢になりそうな状況ですが、あま
りにも広範囲・全分野における生活様式の変化
の中でも行政書士会の皆さんはがんばっておら
れることに、まず、心こめて感謝をいたします。
　国の大型補正予算、県の感染対策予算を具体
的にどう生かすのか、きびしい経済状況の中
で、とにかくできる限り事務処理を簡素化する
こと。日々の生活が大変なんだから、声を大き
くして申し上げていますが、税金だから一定の
枠は必要です。
　ただ地方創生臨時交付金 ２ 兆円の増額、徳島
は百十億円配分、この金はまさに地方の知恵が
問われることになる。先日、知事といっしょに

「政策提言」で永田町を訪れた時、そのことを

強く感じました。テレワーク・オンライン教育
等々、今までとは違う「空間」を大切にする社
会の中で、一番大事な人との会話、対話をどう生
かすのか、課題山積な令和 ２ 年度になりました。
①消費者庁から消費者省への格上げ
②緊急防災・減災事業債の恒久化もしくは後 ２

年の延長、事業対象の拡大
③国土強じん化計画の着実な推進
等々ですが行政書士会の皆さんのご指導をいた
だきながら全力投球です。
　今年度もよろしくお願いいたします。
　いかに　自分を変えることができるか　何も
咲かない寒い日は　下へ下へと根を伸ばせ。
やがて大きな花が咲くでしょう

　令和 ２ 年、新しい年度の
出発にあたりまして徳島県
行政書士会の皆様のご健勝

を心からお慶び申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症の影響が日
を追うごとに拡大し、未だかつて誰も経験した
ことのない状況の中、新年度がスタートいたし
ました。
　この度、コロナ禍による景気の悪化が続く極
めて厳しい状況を受け、総務省から各都道府県
行政書士会会員の皆様に対しまして、更なる感
染拡大の防止に留意しつつ、地方公共団体から
支援の要請があった場合に、迅速に必要な対応
をとっていただけるようご協力の依頼をしたと
ころ、窓口の混雑緩和として各種給付申請手続
きに関する無料電話相談によるサポート等、会
員一丸となりご支援していただける旨の心強い
御返答をいただいたところであります。
　これを受けて、徳島県行政書士会会員の皆様

が徳島県からの委託事業として【ＷＩＴＨコロ
ナ「新生活様式」導入応援助成金】の窓口を開
設して頂き迅速なご対応に感謝申し上げます。
　苦境の今だからこそ、日頃より官公署との繋
がりがあり、「街の法律家」として地域に根差
した活動経験を活かして、申請等に必要な書類
の作成を中心的な専門業務とされている行政書
士の皆様のお力添えをお願い申し上げます。
　今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を受けて、生活支援・事業者支援・行政に対す
る支援として、地方公共団体等の行政機関の円
滑な事務の実施において、県民一人一人のご支
援をどうぞよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、一日も早く事態が終息
することを切に願うとともに、会員の皆様方の
ご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、新年度のご挨拶とさ
せていただきます。

　いつか　大きな花が咲く
徳島県議会議員　岡 本　富 治

徳島県議会議員　井 川　龍 二
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徳島県議会議員　高 井　美 穂

徳島県議会議員　仁 木　啓 人

徳	 島	 県	 行	 政	 書	 士	 会

ごあいさつ

ごあいさつ

　徳島県行政書士会の皆様
にはいつも大変お世話にな
り、ありがとうございます。

お変わりなくご活躍のことと存じます。
　今年度は新型コロナウイルス感染拡大という
大変な状況の中でのスタートになりました。た
だでさえ、社会の急速な変化に戸惑いがあった
ところに、このコロナ危機で不安感は増し、終
息までの先が見えないことを多くの皆様が心配
しています。
　このような状況の中、行政書士会として、経
済的に困難な状況に直面している皆様に対し、
無料電話相談窓口を設けて、相談業務にあたっ
ていただいております。とりわけ、中小企業庁
が行っている事業者に対する持続化給付金の申
請手続きの相談は、専門知識や能力のある行政
書士の皆様のアドバイスが円滑な業務推進にと

ても役だっています。徳島県にとって大事な事
業者の方々が、かつてない危機に瀕しているの
で、経営相談や資金繰り支援など、微に入り細
に渡り、これからもご支援よろしくお願い申し
上げます。
　新型コロナウイルスは未知のウイルスで防護
対策は最大限講じなくてはならないと思います
が、過度に怯える必要はないと思います。お互
いに思いやりを持ちながら、弱者を守り、医療
を守るために連帯して感染拡大を抑えて、経済
活動を取り戻していきましょう。皆様と共に知
恵を出し合いながら頑張りますので、一層のご
指導をよろしくお願い致します。
　最後になりましたが、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とご多幸を
お祈り申し上げ、ご挨拶と致します。

　令和２年度の定時総会も
終えられ、新たなる年度を歩み始められたこと
に、心よりお慶び申し上げます。
　100年に一度の国家危機を迎え、本県におい
ても、見えない敵、ウイルスとの医療戦争。ま
た、人の移動を制限されることによる経済危機、
国際的な金融戦争と二局面において、後世、歴
史に刻まれる時を歩まざるを得ない危機事態と
なってしまいました。
　国債の発行による、資金調達により、公的対
策を経済界や医療界に緊急的に注入する。また、
給付金として配る。これは、世界全体の危機事
態であるからこそ、成し遂げられる施策である
と現状では、安堵しているところです。
　しかし、これよりは、世界における通貨供
給の状況を注視し資金調達をすること、また、
様々な施策を十分に活用し、資金をムラなく該

当者すべてに行き渡らせることが重要であると
実感しています。
　すべての受益者にムラなく資金を注入するた
めにも、「そうだ、行政書士に相談しよう！」
との旗印を基に活動される御会が、県内のコロ
ナ対策制度の対象となる受益者の皆様をお助け
いただき、御会会員の皆様とともに、徳島、日
本の危機を乗り越えるためのサポートを頂きま
すよう、伏してお願い申し上げます。
　私も、皆様の活動が円滑に進めるよう、精進
してまいりますので、ご指導お申し付け頂きま
すよう、よろしくお願い致します。
　本事業年度が、穏やかではなくとも、充実
した年度となりますことを祈念いたしまして、
ご挨拶とさせていただきます。

　「コロナに負けない！！」
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徳	 島	 県	 行	 政	 書	 士	 会

　この度、徳島県行政書士政治連盟顧問として
委嘱を頂き、大変光栄に存じますと共に、今後、
行政書士制度の充実発展に会員皆さまと共に尽
力して参る所存です。
　どうぞご指導賜りますよう宜しくお願い申し
上げます。
　さて、ご承知のとおり、今年 １ 月末より新型
コロナウイルス感染症が世界中で蔓延し、国内
においても、都市部を中心に感染者の急増を受
け、 ４ 月 ７ 日には ７ 都府県に、16日には全都道
府県に対し緊急事態宣言が発出されました。今
現在、宣言は解除されましたが依然、再拡大の
懸念は払しょくされず、都市部、地方、国内外
を問わず、経済面での大きな影響を及ぼしてい
る状況であります。
　国・徳島県においては、この影響を緩和すべ
く中小・小規模事業者、個人事業者に対し様々
な支援策を打ち出しているところであり、直面
している経営リスクの低減や、アフターコロナ
における事業の継続には、これらの支援策がい
ち早く受けられることが最も重要であります。

　しかしながら、これらの支援策を受けるにも
「申請方法が分かりづらい」「どんな資料、書類
を用意すればいいのか」などの声も多く聞かれ、
必要な支援がなかなか受けられないといった事
例が見受けられるのも現状であります。
　そのような中、徳島県行政書士会の皆さまに
おかれましては、様々な影響を受けた事業所及
び県民に対する支援として、無料電話相談窓口
など、いち早く設けて頂き、資金繰りや補助金
など事業者向けの公的融資制度、補助金制度等
の紹介や県民の生活支援に関する相談、現金給
付政策等へのサポートをして頂いておりますこ
と、徳島県経済にとって大変心強く、心より感
謝するばかりでございます。
　Withコロナ、アフターコロナを迎える徳島
県には、今後とも皆さまのお力が必要でありま
す。これまでも、またこれからも地域に根差し
た活動に邁進頂く徳島県行政書士会の皆さまの
益々のご発展を祈念いたしましてご挨拶とさせ
て頂きます。

徳島県議会議員　北　島　一　人

ごあいさつ
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徳	 島	 県	 行	 政	 書	 士	 会

ごあいさつ

ごあいさつ
　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。
　本市におきましては、市民の方を対象とした
無料の法律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、国難ともいわれております新型コロナ
ウイルス感染症は、昨年度末より猛威をふるい、
現在も完全な収束が見えない状況であり、非常
に長い闘いとなることが予想されます。 １ 月16
日に日本での初めての感染が確認され、徐々に
広がりを見せ、 ４ 月16日、全国に緊急事態宣言
が発令されました。 １ か月近くの間、緊急事態
宣言が続き、現在は解除されましたが、多くの
方々が緊急事態宣言による自粛要請のため、大
変な思いをされていることと存じます。
　鳴門市といたしましても、影響を受けた方々

の一助となるべく、できるだけ多くの方を対象
に「新型コロナウイルス感染症対策緊急支援策」
を実施してまいりました。今後につきましても、
少しでも早く収束することを願い、市民皆様の
一助となりますよう引き続き尽力してまいりま
す。
　行政書士会の皆様におかれましても、事業者
や経営者の方々などから新型コロナウイルス感
染症の影響により、経営に関するご相談や、各
種申請に係る申請書類のご相談などが多く寄せ
られていることと存じます。誰しもが未曾有の
経験であり、相談者皆様が不安を抱えているこ
とと思いますので、豊富な知識や経験によって、
市民をはじめ県民皆様のご不安の解消にご協力
賜りますよう心よりお願い申し上げます。
　結びとなりますが、行政書士会の皆様におか
れましては、行政手続きのプロとして、ますま
すご活躍いただきますとともに、専門的なお立
場から本市の取組み等に、なお一層のお力添え
を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　令和２年４月18日に徳島
市長に就任いたしました内
藤佐和子でございます。

　徳島県行政書士会の皆様には、日頃から、市
民と行政との橋渡し役として、市民生活の向上
と公共の福祉の増進にご尽力を賜り、厚くお礼
を申し上げます。
　ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染拡
大に伴う国からの緊急事態宣言が全面解除さ
れ、「新しい生活様式」の下、「日常生活」を取
り戻しつつありますが、市民や事業者の多くの
皆様が生活面や経済面で不安を抱えているな
ど、先行きが見通せない状況にあります。
　こうした中、徳島市では、新型コロナウイル
ス感染症対策を最優先に、市民や事業者の皆様
の生活や事業継続を守るため、国や県の支援策
とともに、ひとり親家庭の児童１人あたりに
２万円を支給する「ひとり親家庭よりそい給付
金」、収入減少により生活にお困りの世帯に対

して申請により３万円の支援金を支給する「生
活よりそい支援金」、中小企業者の事業継続の
支援のため、１事業者あたりに10万円の一時金
の支給を行う「企業とちから阿波せる支援金」
など、緊急かつ必要な徳島市独自の支援策につ
いても取り組んでいるところであります。
　また、新ホール整備、中心市街地の活性化、
一般廃棄物中間処理施設の広域整備など、山積
している市の重要課題についても並行して、そ
の取り組みを進めております。
　このように本市を取り巻く環境がますます厳
しさを増す中、様々な行政課題に的確かつ早急
に対応していくためには、行政手続きの専門家
である徳島県行政書士会の皆様との連携が必要
不可欠であり、今後とも、ご支援・ご協力を賜
りますようお願いいたします。
　結びに、徳島県行政書士会の更なるご発展と
皆様の今後ますますのご健勝とご活躍をお祈り
申し上げます。

鳴門市長　泉　　 理 彦

徳島市長　内 藤　佐和子
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ごあいさつ

ごあいさつ
　徳島県行政書士会の新年
度出発にあたり、ひとこと
お慶びの言葉を申し上げま
す。松村会長をはじめ、行

政書士会の皆さまには、日頃から公共の福祉と
社会の発展のために多大なるご尽力を賜ってお
りますこと、心より感謝申し上げます。
　さて、新型コロナウィルスの世界的大流行に
より、全国一斉休校や緊急事態宣言による外出
自粛、県境を越えての移動の制限など、これま
で経験したことがないようなことが、数ヶ月の
間に次々と起こり、自治体としても何が正解か
分からない状況の中、手探りで感染拡大防止・
予防に努めて参りました。
　この間、特効薬がない未知のウィルスへの感
染リスクを抱えたまま、最前線で治療にあたっ
ていただいた医療従事者の方々、社会生活を維
持するために勤務してくれた方々、そして、そ
の方々が働ける環境を整えてくれた、保育・教
育関係者の方々など、本当に多くの方々の支え
をいただきました。
　また、一人一人が、自分に今できることを出
来る範囲で実践していただいたお陰で、緊急事

態宣言も解除され、これからは感染症と共存し
ながら、日常を取り戻す努力をしていかなけれ
ばなりません。
　新型コロナウィルスは、多くの尊い人命を奪
いました。自粛期間が長引き、経済にも計り知
れないほど大きな影響を与えています。国や県、
各自治体も様々な経済支援策を打ち出していま
すが、基本対面方式だった申請方法も変えてい
かなければなりません。
　今までの常識が全く通じない時代を迎えよう
としている今、頼れる街の法律家として、多種
多様な業務に精通しておられる行政書士会の先
生方と、これまで以上に連携を強化していくこ
とが重要だと考えております。
　第 ２ 波、第 ３ 波の襲来に備えながら、教訓を
活かし、被害を最小限に抑えつつも、新たな日
常を送ることができるよう行政としても尽力し
て参ります。ご支援ご協力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益々のご発展と、
先生方のご健勝を祈念いたしまして、祝辞とい
たします。

　徳島県行政書士会の皆様
におかれましては、日頃か
ら、正確で迅速な行政手続
きの実施はもとより、市政

各般にわたり、格別のご理解とご協力を賜って
おりますことに、厚くお礼を申し上げます。
　また、この度の新型コロナウイルス感染症対
応として、感染症拡大の影響を受けた事業者な
らびに国民に対して、資金繰り、補助金など事
業者の資金面での悩みに対する公的融資制度や
補助金制度等の紹介、国民の生活支援に関する
相談、現金給付政策等へのサポートを、無料電
話相談窓口を設置し支援されておられますこと
に対しまして、深く敬意を表する次第でござい
ます。
　さて、近年、人口減少や自然災害、社会経済
状況の複雑化・高度化に伴い、地方行政に求め
られる役割も大きく変化しております。
　阿南市におきましても、少子高齢化対策や子
育て・教育環境の充実整備、危機管理対策など、
これからのマチづくりに関する様々な課題がご

ざいます。これらの問題に取り組んでいくとと
もに、将来における「阿南市のあるべき姿」や

「マチづくり」等について、市民の皆様と共有、
協働を図るため、私自らが市内で活動している
グループの皆様の元へ足を運び、皆様の「生の
声」を直接お伺いし、意見交換を行う「出前市
長」の取組を、今年度新たに実施しております。
　市民の皆様から頂いた意見を、「市政運営の
基本方針」となる総合計画や、「地方創生第二幕」
となる総合戦略をはじめとする各種計画に反映
させる手法として活用し、これからの市政を進
めてまいりたいと考えております。
　市民ニーズの多様化、複雑化が進む現代社会
において、地域住民にとって最も身近な法律の
専門家として、また、地域住民と行政の橋渡し
役としての行政書士の皆様に寄せられる期待
は、ますます高まっております。行政書士会の
皆様におかれましては、今後とも、ますます研
鑽を積まれ、なお一層のご活躍をされますよう
ご期待申し上げます。

阿南市長　表 原　立 磨

石井町長　小 林　智 仁
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　令和 ２ 年 ５ 月16日（土）午後 １ 時よりサンシャ
イン徳島において、令和 ２ 年度徳島県行政書士
会定時総会が開催された。
　本年度の定時総会は、新型コロナウイルスの
感染拡大予防のため本会会員のみで規模を縮小
し開催した。また、定時総会に合せて行政書士
法制定70周年記念式典を開催する予定であった
がとりやめることとなった。
　当日は出席者に手指の消毒、マスク着用等感
染予防に努めていただくよう協力を呼びかけ、
三密を避けるため席の間隔を十分確保し、時間
短縮で進行するよう努めた。
　総会は森総務部長の司会で始まり、桒原副会
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の岩佐誠志
会員を指名し、岩佐氏は受諾した。議長は登壇
の後、副議長に徳島中央支部の武内良行氏を指
名し、武内氏は受諾した。
　ここで議長から、出席状況について、総構成
員337名のところ、出席者は195名（うち委任状
159名）であり、会員数の ２ 分の １ をこえる出

席があるので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 名を指名し両氏はこ
れを受諾した。
　続いて、議案審議に移り、次の議案について
審議、採決を行った。いずれの議案も賛成多数
により原案どおり可決決定した。

第 １号議案　令和元年度事業経過報告
第 ２号議案　令和元年度収支決算及び監査報告
第 ３号議案　�令和元年度未収入金の一部欠損処分

案について
第 ４号議案　令和 ２年度事業計画案について
第 ５号議案　令和 ２年度収支予算案について

　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。
　以上をもって議案審議を終了し、中川副会長
の「閉会の辞」をもって、午後 １ 時35分に定時
総会の全日程を終了した。
　当日は、新型コロナウイルスの感染拡大予防
のため出席が叶わなかった方のことを考慮し、
特例としてすべての質問に回答した。

〈　　　　　　　　　　　　　〉
令 和 二 年 度
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　令和 ２年 ５ 月 １ 日（金）に日本行政書士会連合会
より「令和 ２年度日本行政書士会連合会定時総会の
開催方法に係る緊急提案」が令和元年度代議員に通
知されました。
　提案の内容は、［「令和 ２年度定時総会の開催に係
る臨時特例会則施行規則」に則り定時総会の議決を
書面により行うことについて、同規則第 ２条に基づ
き、代議員各位の同意を求めます。］とのことでした。
　理由は、新型コロナウィルスの感染拡大により、
東京都においても令和 ２年 ４ 月 ８ 日に緊急事態宣言
が発出され、その後も感染者数は全国的にも急増し、
４月１6日には緊急事態宣言が全国すべての都道府県
に対象範囲を拡大し発出されました。このような状
況の中においても会員各位の業務を確保し、行政書
士制度が担う社会的責務を果たすためには、組織運
営を停滞させることはあってはならず、日行連とし
ても令和 ２年度の定時総会の開催に向け、代議員各
位の安全確保や組織の社会的責任を考慮しつつ、そ
の方法を時間をかけ検討してきました。当初は懇親
会の中止、審議時間の短縮などを感染拡大防止対策
の主軸として検討してきましたが、その後の状況の
悪化により、全国各地において徹底した外出自粛や
催物の開催中止、さらに他県との往来自粛も要請さ
れる事態となっております。全国から代議員に参集
願うことは、日行連の総会の性質上、全国すべての
地域で安全な状況が確認できるまでは、予断を許さ
ないと考えます。この様な状況に鑑み、日行連とし
ては、300名以上が集合して開催することを前提し
て定時総会を開催する計画には大きなリスクがある
と考え、代替手段として「書面による総会議案の議
決」をも並行して模索することとしていました。
　日行連会則その他の規則上では、総会の書面議決
は想定されていないところであり、今回の検討にあ
たり、書面議決を明確に制限する規定も存在しない
ことを確認したうえで、総務省、顧問弁護士に相談
しながら、手続の検討をしてきました。
　常任理事会で協議した結果、会則第８２条を根拠と
し、令和 ２年度のみを対象とした総会の書面議決を
行うための手続を定める会則施行規則を臨時的に設
置し対応を図ることが、最善であるとの結論から、
「令和 ２ 年度定時総会の開催に係る臨時特例会則施
行規則」を理事会に提案し、 ４月30日に承認可決し
ました。以上の理由により、臨時施行規則の第 ２条
に基づき、同規則の適用を代議員に提案して同意を
得ることの通知がされてきました。
　以下、理事会に諮り設置した臨時施行規則（案）
です。
　理事会（書面議決）において、令和 ２年度定時総
会に限りその議事を書面により行うこととする旨の

新たな規則として、臨時施行規則を設けました。同
規則は、総会の成立要件及び会則改正案の議決要件
を考慮し、代議員の 3分の １以上がこの規則の適用
の賛否について意思表示をし、かつそのうちの 3分
の ２以上の同意があった場合にのみ適用させること
とし、実質的に代議員の意思（総会の意思）を反映
させることとしています。

＝臨時施行規則の概要＝
・会則第８２条を根拠とし設置する。
・�適用は、代議員の 3 分の １ 以上による賛否の意思
表示があり、かつその 3 分の ２ 以上の同意があっ
た場合のみとする。
・�令和 ２ 年度定時総会に限り適用し、定時総会の終
結をもって廃止する。
・�会則等の総会に関する規定で、書面による議決を
求めることとした場合に変更を要する主な点につ
いて定める内容とする。
　 ５月１9日（火）に各代議員から同意回答書が送ら
れ、臨時施行規則に規定した適用要件を大きく超え
る数の同意を得ることができたため、５月２6日（火）
より日行連から単位会を通じて代議員に議案書が送
られてきました。同時に質問の受付が始まり、 6月
１５日までの受付期限が設けられていました。
　 ５月２7日（水）より日行連ホームページには代議
員用の特設ページが開設され、必要な情報の掲載が
随時されていました。
　 6 月19日（金）には質問に対する執行部の回答、
代議員に対して表決票の準備がされました。定時総
会の日時は 6月２3日（火）〜２6日（金）まで、議案は、
　第 １号機案　令和元年度事業報告
　第 ２号議案　令和元年度決算報告
　第 3号機案　�日本行政書士会連合会会則の一部改

正（案）について
　第 ４号議案　令和 ２年度事業計画（案）
　第 ５号議案　令和 ２年度予算（案）
　第 6号議案　�役員（理事）の補欠選任について
　表決票の受付は、 6月２3日（火）〜２５日（木）まで
　 6 月２6日（金）総会代議員数２４４名に対し表決票
総数２２9名で総会は有効に成立していることが宣言
され、各議案の表決結果は、第 １号議案：賛成２２6名、
反対 １ 名／第 ２ 号議案：賛成２２7名、反対 0 名／第
3 号議案：賛成２２８名、反対 0 名／第 ４ 号議案：賛
成２２6名、反対 １名／第 ５号議案：賛成２２6名、反対
１名／第 6議案：賛成２２８名、反対 0名
　結果、すべての議案が賛成多数により可決されま
した。
　今年度定時総会は、新型コロナウィルス感染症に
よる影響で前例のない審議形態を取ることとなりま
した。しかし、日行連執行部の努力により無事に審
議を終了することができ、今年度の日行連行事、業
務が執行されていることに安堵し、徳島県行政書士
会も今年度業務執行がスムーズに図れていること
は、会員の皆様のご理解とご協力の結果である考え
ております。

副会長　 村　上　正　志
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　令和 ２ 年春の褒章が ４ 月29日に発令され、黄
綬褒章を授与されました。身に余る光栄である
ことを心から感謝いたしております。これも、
ひとえに、これまで御指導してくださいました
行政書士先生方のご尽力の賜物であり、また、
そのような巡り合わせに導いていただいた身の
幸運をつくづくと感じております。
　私は昭和54年、24歳で開業いたしました。当
時、徳島県行政書士会は新進気鋭の瀧川正敏会
長のもと、新取の気性をもって業務拡大に取り
組んでおりました。私はこれまで数々の研修会
に参加させていただきましたが、開業当時、会
員の中では最年少であり、それゆえ先生方が新
人を思いやってくださる励ましの言葉や助言、
提案を沢山いただけたことを、今更ながら懐か
しく、また、ありがたく思っております。その
ように、新人会員や若い人たちを大切にしてく
ださる徳島会の風潮は今も引き継がれており、
このことに誇りを持っております。先生方のご
指導ご鞭撻の数々により本日まで行政書士業務
に携わり、黄綬褒章を授かることができたと実
感しております。
　私が事務所を開業しました昭和50年代は、今
のようにパソコンやプリンター等の仕事に役立
つ機械は当然ありませんでした。当時、私はタ
イプライターを購入し、書式を作成し光沢紙を
用いた青焼き（ジアゾ式複写技法）のコピーで
書類を作成しておりました。役所も戸籍謄本や

登記簿謄本等は手写しから青焼きコピーに変
わったという状況でした。
　また、最初に依頼された農地転用許可申請は
今でも感慨深いものがあります。手続きの煩雑
さや多さに圧倒されました。添付書類のなんと
多いこと関係機関の意見書をとること、また、
当時隣接農地の所有者等の同意書を取ること
等々このような難しい業務を、はたしてやりと
げることができるのだろうかと悩みました。そ
れで当時の脇町農業委員会事務局長のご自宅に
押し掛け、教えを乞いましたところ、夜突然の
訪問にもかかわらず懇切丁寧に教えてくださっ
たことを今でも感謝しております。
　この仕事を成し遂げて思った事は、許認可手
続きを専管業務としている行政書士は素晴らし
い資格であるという事、許可を得た依頼者の喜
びは大きく、そのことを考えると書類作成中の
労苦などは吹き飛んでしまうということです。
今ではわずかの時間で書類を完成することがで
きるものでも、当時は １ 件の許可申請を仕上げ
るのに １ カ月程度も要していました。
　また、依頼者の笑顔を喜びとすると全てが変
化しました。例えば、依頼者の対応についてさ
らに親切丁寧に行うようになりました。また、
どうすれば依頼者の出資を削減できるか、無駄
のない事業計画をどのように策定できるかをご
提案すること、報酬を得ることを第一にするの
ではなくあくまでも依頼者の利益を考えること
等々です。このような取り組み方は、今搬改正
された行政書士法の目的の改正点とも一致しま
す。“国民の権利利益の実現に資すること” ま
さにこれは行政書士に対する時代の要請だと感
じています。
　私は、行政書士のこのような公共的側面を捉
え、平成25年には民生委員（主任児童委員）と
して、平成29年には農業委員として美馬市にお
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いて活動しています。民生委員としての体験は、
地域住民の困り事のよき相談相手として行政書
士業務とも関連があります。また、逆に行政書
士としての能力を民生委員活動に生かす事もで
きます。農業委員に関しては、まさに農地法と
の関係から行政書士業務との関連は非常に大き
いものがあります。総会における質疑、問題点

の発見等、行政書士であるがゆえの発言を述べ
ることができます。
　今後も徳島会の先生方とともに、一会員とし
て協調して徳島県行政書士会の発展のため、ま
た、県民の権利利益の実現のため、微力ではあ
りますが、引き続き行政書士であることに誇り
を持って、業務に励んで参りたいと存じます。

　この度は、令和 ２ 年度日本行政書士会連合会会長表彰をいただき、誠にありがとうございました。
推薦いただいた松村会長に心より感謝申し上げます。
　行政書士登録をして早くも10年を経過しました。この仕事を続けてこられたのも、諸先輩方の
ご指導やお客様とのご縁のおかげであり、感謝の気持ちしかありません。この受賞を新たな出発
点としてこれに満足せず、より一層勉強して業務に取り組み、皆様のお役に立てるようになりた
いと思っています。また、徳島県行政書士会の役員として会の更なる発展に少しでもお役に立て
るよう業務に励んでいきたいと思います。

　この度は、日行連会長表彰を頂きまして、誠にありがとうございます。大変光栄に存じます。
　私は、平成16年 ７ 月に入会し、主に相続関係や成年後見などの活動に励んでまいりました。超
高齢社会を迎えるにあたり、安心して暮らしていける社会づくりに行政書士として、その一端を
担いたいとの思いで取り組んでまいりました。
　この度、受賞したことを励みに、引き続き依頼者に寄り添い、誠実に活動に取り組み、一会員
として徳島県行政書士会の発展に尽くしてまいりたいと存じます。
　最後に、右も左もわからない若輩者が、今までつつがなく業務を続けてこられたこと、このよ
うな表彰を受けられたことは、ひとえに諸先輩の先生方のご指導の賜物です。心より感謝申し上
げます。今後とも、諸先輩の先生方の尚一層のご指導とご鞭撻をお願い申し上げ、御礼のご挨拶
とさせていただきます。

　令和 ２ 年 ７ 月 ３ 日午後 ５ 時30分より、美馬市
脇町「ルベルジュ」において令和 ２ 年春の黄綬
褒章伝達式が行われました。
　本来、黄綬褒章は天皇陛下の拝謁、総務省の伝
達式が行われますが、コロナウイルスの関係で中
止となり、この度の伝達式の開催となりました。
　はじめに、日行連常住豊会長、本会松村和人

会長からお祝いのことばがあり、続いて、常住
会長より黄綬褒章の伝達、記念品の贈呈があり
ました。
　最後に、河野先生から謝辞があり、伝達式は
無事終了しました。
　あらためまして、河野先生の黄綬褒章のご受
章、誠におめでとうございます。
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　この度、私ごときが「総務大臣表彰」を受賞
させていただきましたこと、驚いておりますと
ともに、ご推挙いただきました各位にお礼を申
し上げます。本当に有難うございます。
　この「総務大臣表彰」の受賞につきましては、
ひとえに会員皆々様からの温かいご支援ご鞭撻
等があったからだと心から感謝しております。
　昭和 57 年 ４ 月に、本会に入会させていただ
き自動車関係業務を主な業務として、ひたすら
励んでまいりましたが、道のりは山あり谷あり
でありました。
　開業当初は、自動車登録の業務を主にスター
ト。なれないマークシート（現在はOCRシート）
による登録申請手続き時には、住所コードブッ
クとの睨み合いの記憶が。また、譲渡証明書を
書き間違えてしまい、所有者の方にお願いをし
て愛媛県まで差し替えに走ったことも、今では
何故かしら楽しかった思い出となっています。
　自動車保管場所証明手続き（車庫証明）では、
法務局で土地の所有者の確認作業（当時は謄本
の提出が必要でした）や、住宅地図により（現在
のようにナビ等も無く）申請場所を探すことか
ら、特に山の奥は大変だった記憶があります。
　ただ、申請者宅で「遠いところ来ていただい
たので“お茶”でも」と、話を咲かせたことや、「蓮
持って帰って」と、沢山の蓮をいただいた事が
思いだされます。
　また、自動車の改造申請の作成時の車両の実
測。今でも車の下に入っての実測はありますが、
実測後の計算と図面作成では、当時 PC の時代
では無く、電卓と定規による作成で時間と手間
が大変でした。こつこつと作成する図面と計算
で一週間はかかっていた書類も、今では約 ２ 日
で提出に。計算式の作成には現在のエクセルが
普及するまでは、ロータス１２３のソフトで作
成。関数等の計算式の為時間と手間暇がかかり
ましたが、何事にもチャレンジの日々でした。
　その後も、連結検討書・基準緩和申請・許認
可申請と業務の範囲を広げることで、車に関し

て全ての業務が出来ればとの思いが今に至って
おります。
　この間、厳しくもあり親切に教えていただき
ました、先輩の先生方々に感謝感謝です。
　業務以外では、何故かしら、私が徳島県行政
書士会の支部長として務めさせていただきまし
た。この支部長としての経験が、支部会員皆様
とのコミニケションが広がった時だと思います。
　その後、徳島県行政書士会の理事として、業
務指導部長に就任時には自動車業務講習の講師
を務めさせていただき、講師として受講されて
おられます会員皆々様が、いかに解りやすくと
考えておりますと、自分も初心に戻った気持ち
になり新たな自分を見つめ直す事が出来ました
事が、私にとってプラスになった経験ではない
かと感謝しております。
　現在は、副会長として会長をサポートさせて
いただき、徳島県行政書士会及び会員皆々様の
為の活動をと考えております。支部長・理事
に、そして副会長としてご推挙いただきました
こと、大変光栄に思っております。
　今年は、令和の元号になって初めての年始で
ありましたが、その後「新型コロナウイルス感
染拡大」と日本全国が大変な年となっておりま
す。
　ソーシャルディスタンス・ ３ 密・アラート・
リモートと言った言葉が毎日聞かれる本年、こ
の年に「総務大臣表彰」を受賞することは、何
かしら新しい業務の方法、新しい事務所の形を
スタートさせる意味では、スタート・チャレン
ジの年で自分なりに誇らしい年に受賞させてい
ただいたと思っております。
　最後に私事で申し訳ありませんが、私のこと
を理解し、縁の下の力持ちとして支えて何事に
も動じず私についてきてくれた妻に、また、事
務所の移転時は子供が学校で “いじめ” にあっ
ており、仕事以外でも家族には多くの負担をか
けていた時でも、何も言わず心配をかけないよ
うに振舞ってくれた家族に本当に感謝です。今、
父は他界しており、この賞の受賞については墓
前に報告することしかできませんが、家族でい
ただくことができた賞だと思っております。
　ご尽力いただきました、徳島県行政書士会会
員の皆々様事務局の皆様、この度は本当に有難
う御座いました。心からお礼を申し上げます。
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令和 ２年 ７月 ８日発行の日経新聞（全国版）朝刊に掲載
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1令和 ２年度定時総会議案書について
2令和 ２年度予算案について
3行政書士法制定70周年記念式典について
4 �補助者規則、申請取次管理委員会規則の一
部改正について（申請取次管理委員会規則
については ４月の理事会に再提案）

5長期会費滞納会員等の措置について
6その他
　　表彰について
　　時季指定有給休暇による事務局閉局について

1 �令和元年度事業経過報告（総括）、令和 ２年
度事業計画（案）について

2令和元年度決算の承認について
3令和 ２年度予算案について
4行政書士法制定70周年記念式典について
5 �申請取次管理委員会規則の一部改正案につ
いて

6その他

1令和 ２年度事業計画について
2新型コロナ対策について
3支部編成等規則の一部改正案について
4日行連定時総会代議員について
5緊急時における事務局の体制について
6その他

と　き 	 令和 ２ 年 ３ 月２３日（月）
	 午後 １時３0分～ ２時３0分

ところ 	 本会会議室

と　き 	 令和 ２ 年 ４ 月１7日（金）
	 午後 １時３0分～ ２時１0分

ところ 	 本会会議室

と　き 	 令和 ２ 年 ６ 月 １日（月）
	 午後 １時３0分～ ２時４0分

ところ 	 本会会議室

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可決されました。
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　令和 ２ 年 ２ 月25日にアミコミーティングルー
ムに於いて開催した行政書士記念日事業セミナ
ーについてご報告いたします。
　セミナーは、「遺言・家族信託セミナー」と
して14時から16時まで、一般市民にも公開し、
開催いたしましたが、新型コロナ感染対策を徹
底するため、マスクやアルコールお手拭きなど
を用意いたしました。
　参加人数は40名でしたが、14名もの一般市民
の方も参加いただきました。広報期間は短く、
広報活動も役所、公民館、図書館などにパンフ
レットを配置してもらう程度でしたし、新型コ
ロナウイルスが騒がれ始めた時期でしたので、
どの程度の方が集まるのか予想できませんでし
たが、多くの方にお集まりいただき、一般市民
の方々の研修テーマに対する関心の深さを改め
て感じました。
　まず、開催に際し、松村会長よりあいさつと
してセミナー開催の趣旨や徳島県行政書士会の
取り組みなどについてお話がありました。
　そして、当会会員の山岡修先生から「改正民
法　―遺言を中心に―」というテーマで自筆証
書遺言について講演がありました。
　遺言に添付する財産目録の自書要件が緩和さ
れたことや、 ７ 月10日に運用が開始される保管
制度が創設されたことなどの改正点やその注意
点について解説していただきました。相続関係
図を板書しながら、行政書士会員のみならず一
般市民にもわかりやすいお話でした。
　山岡先生には、セミナーの開催時間の関係上、
30分間という短い時間で講演内容の取捨選択な
ど非常に心を砕いて考えていただき本当に大変
だったと思います。この場を借りてお礼申し上
げます。

　続いて、徳島公証役場公証人の内井啓介先生
より「公証役場で扱う家族信託や遺言、任意後
見」と題して講演いただきました。
　内井先生には、一般の方に家族信託だけ解説
しても理解しにくいことから遺言や成年後見な
どにも触れていただくことをお願いしていたと
ころ、板書しながら説明してくださいました。
　終活における関心事として判断能力の低下後
の財産管理の問題と相続問題があり、その対処
法としてそれぞれ成年後見制度や遺言がある。
しかし、それぞれの制度で当事者の希望を賄い
きれない部分があり、その部分の手当として家
族信託契約が活用できる可能性があるとのこと
でした。典型的な事例を用いながら、家族信託
契約の仕組みについて具体的に解説いただき、
また、徳島県内で信託口座を開設できる金融機
関など実務的なお話もしていただけました。
　非常に熱のこもったセミナーで、途中から上
着を脱いで熱くお話いただきました。我々行政
書士にとって業務の際のポイントを押さえるこ
とができる内容でした。また、一般市民にとっ
ても終活の際に検討する仕組みとして、遺言や
成年後見だけでなく遺言信託という仕組みもあ
るということを理解できた非常にためになる講
演だったと思います。
　参加者からの質疑応答の後、無料相談会も実
施いたしましたが、 １ 組のご夫妻から成年後見
制度についてご質問があり、参加会員が誠実に
対応し、アドバイスさせていただきました。
　セミナーは盛会のうちに無事終了いたしまし
た。最後に内井先生と山岡先生には時間的な制
約がある中、我々の要望に応えていただき本当
にありがとうございました。また、司会を務め
ていただいた楮本先生、急きょ無料相談会の相
談員として対応いただいた先生方には、この場
を借りて心から感謝申し上げます。
　以上、行政書士記念日事業として開催した「遺
言・家族信託セミナー」のご報告とさせていた
だきます。

業務指導部長　花　野　宝　祥
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自動車に関する業務

車庫証明

通行許可申請

古物商の
許可申請

登録業務事業用の
許可申請

連結検討書

車両の
改造申請

回送運行の
許可申請
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OSS・封印業務について

と　き � 令和 ２ 年 ２ 月１５日（土）
� 午後 １時30分から 3時まで

ところ � 本会会議室
講　師 � 副会長　中　川　正　彦

新規入会員研修会

と　き � 令和 ２ 年 ４ 月１0日（金）
� 午後 １時30分から ４時30分まで

ところ � 本会会議室
研修内容 � ₁）会則、規則、報酬額等、その他について
� ₂）質疑応答、懇談会
� 3 ）職務上請求書DVD研修

《建設業関係》
①建設業会計の基礎知識
②建設業法様式の財務諸表作成上の注意点

と　き � 令和 ２ 年 7 月１１日（土）
� 午後 １時30分から ４時30分まで

ところ � 本会会議室
講　師 � 一般財団法人　建設業情報管理センター
� 　　　　　　　西日本支部
� 上席調査役　大橋　豊様
� 次　　　長　藤村　豊様
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一般社団法人
コスモス成年後見サポートセンター
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徳島県支部長　 村　上　正　志

　日々、新型コロナウィルス感染症の感染状況等報道される状況下において、地域住民の権利
擁護の実現に活動されている会員の皆様に対しては、頭の下がる思いであります。
　コスモス徳島としましても、日々活動する会員が高齢者問題での相談を受けている事が多い
のが実情でありまして、新型コロナウィルス感染者を会員からは絶対に拡大させてはならない
との使命感を持って活動しています。この様な活動が制限される中、コスモス徳島の動向につ
いて報告いたします。
　 １月２８日には河野耕一会員による「コスモス新人プレ研修」と題して、行政書士業務と成年
後見制度についての研修を実施して頂きました。これは、入会希望者も出席でき、会員には更
新研修代替科目として本部より承認を受けた研修でした。 ２月 6日のコスモス定例会には再度
河野耕一会員にお願いをして、２８日の研修会での事例研修を会員に対して深く掘り下げた内容
での研修をして頂きました。
　 ２月１８日から２２日にはコスモス入会前研修を実施しました。先に実施した「コスモス新人プ
レ研修」を聴講して頂いた新入会員の方には、コスモス成年後見サポートセンターの活動が少
しでもご理解頂けたのか、研修には 6名の方が受講されました。その後の効果測定の結果、全
員が合格され ５名の方が新会員として登録されました。
　 ２ 月２５日には徳島県行政書士会の行政書士記念日事業を共催して、「遺言・家族信託セミ
ナー」が開催され、セミナー後は個別無料相談会を設定しました。
　 ４月１3日に家庭裁判所への訪問をしました。この時期マスクを付けての挨拶となりましたが、
支部長及び副支部長の ５名で、春の異動で新しく就任されました吉峰主任書記官をはじめ書記
官及び職員の方に、コスモス徳島の現状と今後の計画等概略になりましたが説明をお聞き頂き、
名刺交換をさせて頂きました。
　 ５月１１日の内藤徳島市長への表敬訪問時には、成年後見制度利用促進計画策定にはコスモス
徳島の参画が実現することを要望して参りました。
　 6月２9日の表原阿南市長への表敬訪問時には、既にコスモス徳島の岩佐和宏会員が審議委員
に就任していますので、コスモス成年後見サポートセンターの現状について説明させて頂きま
した。
　 7月 １日には行政書士会事務局へ鳴門市社会福祉協議会の事務局次長様が来訪され、鳴門市
社会福祉協議会法人後見事業準備委員会委員の推せん依頼を、コスモス徳島に対して申し入れ
をされました。内容は、鳴門市社会福祉協議会では、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判
断能力が不十分になり、ご自身で契約や財産管理などをすることが困難になった方の権利擁護支
援を目的に、法人後見受任に向けた体制づくり等を実施する運びとなったそうであります。
　コスモス徳島としても、こういった機会を与えて頂けるのであれば協力を惜しみませんとの
回答をいたしました。翌日には正式な依頼文書を受け取り、河野耕一先生に委員推薦依頼を受
諾して頂く事となりました。 7月２１日に第 １回準備委員会が開催され、内容の報告が河野先生
から送られてきました。この度の委員会には、委員会会長が特に必要と認めた者としてコスモ
ス会員をメンバーとして選出して頂けたそうで、鳴門市からコスモスをメンバーとして選出し
て欲しいとの助言を頂いていたそうです。
　コスモス徳島の毎年度の事業で、各地区担当者による無料相談会が継続して実施されていま
す。この度の新型コロナウィルス感染症拡大を受けて已むなく中断した月もありましたが、今
は、感染症拡大防止に留意して従来通りの予定で各地区担当者が相談会を実施しています。
　コスモス会員の地道な努力の積み上げによって、今のコスモス徳島が立ち上がってきたわけ
ですが、さらにこれからコスモス徳島の活動領域を拡大するためには、徳島県行政書士会との
協調による県市町村関係機関との連携は勿論、司法関係者や福祉関係者との調和を求めつつ、
家庭裁判所のコスモス成年後見サポートセンターに対する認知向上に努力する事は、必須であ
ると考えているところです。これからも、コスモス成年後見サポートセンター徳島県支部は、
地域に根ざした活動を推進しつつ幅広い活躍を目指して行きますので、皆様のご協力とご支援
を賜れることを願っております。
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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

　例年行っている支部無料相談会の反省会と勉強会
を兼ねた打ち上げを行っていなかったので、そろそ
ろ考えないといけないなと思ったのが、今年の ２月
初め…しかし、新型コロナウイルスの急速な感染拡
大により、結局は何も出来ず…支部総会もどうする
かと思案していたところ、支部役員間の話合いで、
書面による議決権行使という形にしようということ
になりました。おかげさまで無事終えることが出来
ました。支部会員の皆様のご協力に感謝いたします。
　さて、新型コロナウイルスの感染拡大が終息する
のはいつになるのでしょうか。ワクチンや特効薬が

出来るのは数年先、もしくは出来ないかもしれませ
ん。緊急事態宣言が解除され、新たな日常が始まり
ました。先が見えず不安ですが、ウイズコロナでし
ばらくは付き合っていくしかないですね。
　仕事に関しても大企業中心ではありますが、テレ
ワークの導入が進んでいます。我々の業務に関して
も一気に電子申請化が進む可能性もあると思いま
す。建設業許可申請、経審も２２年度からの電子申請
を進めているみたいです。アフターコロナがどうな
るか誰にも分かりませんが、今の内から準備をして
おかないといけませんね。

　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、１6件の相談があり、相続・遺言・農地転
用・生前贈与などの相談がありました。
　また、三士会の研修旅行ですが、１２月 3日に岡山
県の西日本製鉄所の工場見学と倉敷美観地区散策に
金毘羅タクシーを貸し切って行きました。１４名の先
生方が参加し、工場では製造過程において真っ赤な
鉄板からの熱風が感じられ非常に迫力がありました。

　美観地区内の大原美術館では素晴らしい絵画を見
学できました。
　初めて見るものばかりでしたのでそれぞれ感動い
たしました。
　日帰りの慌ただしいスケジュールで先生方もお疲
れになったと思います。本当にお疲れさまでした。
　本年度の予定ですが、例年通り、無料相談会及び
研修旅行を実施する予定ですが、コロナの影響によ
り中止する場合があると思います。先生方におかれ
ましてはお忙しいことと存じますが、ご参加、ご協
力のほど何卒よろしくお願いいたします。

　新型コロナウイルスで、 3 密を回避するため各
支部の令和 ２ 年の支部総会は支部長並びに支部役
員の皆さんは大変だったのではないでしょうか。
徳島中央支部では、平成3１年の支部総会には懇親
会を併設していなかったので、令和 ２ 年の支部総
会には是非懇親会を併設し、会員間の交流を図り
たいと準備をしておりました。しかし、本年にな
り月日が経過する毎に新型コロナウイルスの状況
が悪くなり、支部総会（懇親会含む）の案内をお
送りさせて頂きましたが、 ４ 月の上旬には昨年に
引続き懇親会の開催を断念することとなりました。
　なお、支部総会については少数ではございました

が開催することができ、議案等の審議のうえ承認を
頂き本年度に継続致しております。来年こそは支部
総会並びに懇親会に多くの皆様の出席頂き、明るい
顔でご挨拶ができたらと思っております。
　また、令和 ２年度の支部総会の案内につきまして
は、経費節約のためメールを出来るだけ使用したい
旨の案内を共にお送りしておりましたところ多くの
方がメール等で返答を頂き本当に有難うございまし
た。メールを使用することにより少しでも多くの資
料を安価に支部の皆様に送れるのではないかと思っ
ております。皆様のご協力有難うございました。

支部長　谷　　　重　幸鳴門板野支部
　行政書士会の先生方、各方面でご活躍されておら
れることとお慶び申し上げます。
　世界中を恐怖に陥れている新型コロナウイルス、
また九州地方を襲った豪雨、被害にあわれた皆様に
心からお見舞い申し上げます。
　さて、徳島北部支部では、去る ４月２7日に支部総
会を開き長年の懸案でありました支部名称の変更を
満場一致で採択し本部に要望する事になりました。
　変更理由は、徳島市の吉野川北岸部が加入しておら

ず、北部支部という名称は適切ではないため、鳴門板
野支部に変更するというものでありました。県本部に
要望書を提出したところ、松村会長のご配慮により、
理事会に諮っていただき、ご承認を頂きました。
　また、本年市役所の仕事始め当日に、県本部松村
会長他役員の先生方が泉理彦鳴門市長と面談し、行
政書士会の先生方の知識と経験を生かして、行政と
共に活動できる環境づくりを強く要望致しました。
　このことを受け、鳴門市から第 ８期鳴門市高齢者
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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

「京都の下鴨神社、上賀茂神社を旅して」
　下鴨神社、上賀茂神社は、京都でもっとも古い神社
であり、世界遺産に指定されております。下鴨神社に
は、さざれ石があり、国家斉唱の君が代に歌われてい
るさざれ石です。上賀茂神社には、立砂があり、祭神
の「賀茂別雷大神」が降臨した山をイメージしています。
　上賀茂神社については、皇室ゆかりの神社であり、
最近では片岡愛之助さんと藤原紀香さんの結婚式を
した神社として有名です。
　上賀茂神社にある神話としては、京都北を支配し
ていた賀茂氏の一族の姫である「賀茂玉依姫命」が
加茂川で禊

みそぎ

を行っていると、川上から、一本の赤い
矢が流れてきたので玉依姫が拾い上げ、寝床の側に
置いていると、いつしか妊娠し男の子を授かりまし
た。不思議に思った姫は、成長した御子に父親は誰
かと問うと「私の父は天の神です」と答えました。
その時大きな雷が鳴り響くと同時に、御子は天上へ
と上っていったのです。突然のことで悲しみにくれ
ていた姫は、御子に会いたいと願います。すると夢
の中で、「私に会いたいと願うならば、葵の葉でか
ずら（かんむり）を編み、祭りをして待ちなさい」
と告げました。姫がお告げ通りにしたところ、御子
は神山に降り、再会することができたということで

す。御子が雷と伴に天に昇っていったことから、上
賀茂神社は正式には「賀

か も

茂別
わけ

雷
いかづち

神
じんじゃ

社」と呼ばれ、
ご祭神には御子が祭られています。
　下鴨神社には、御子の母である賀

か も

茂玉
たまより

依姫
ひめ

命
のみこと

と
祖父である賀

か も

茂建
たて

角
つぬ

身
み

命
のみこと

がご祭神として祭られて
います。父親は「天の神」のため、ご祭神として祭
られていません。これが、上賀茂神社、下鴨神社の
神話とされています。
　京都の 3大祭りの葵祭りの前身は「賀茂祭り」と
いわれていて、二人が再会を果たすことができた葵
の葉を祭りの飾りとして使用しています。又、徳川
家の三つ葉葵の紋は賀茂神社の二葉葵をもとに、
作ったものと言われています。
　京都を旅して、上賀茂神社、下鴨神社、又葵祭り
の歴史を知り、本当に有意義でした。これからも、
旅を重ねていき、見聞を広めて、行政書士業務に活
かしていきたいと思っています。
〔ご利益として〕上賀茂神社は自然災害から五穀豊
穣を願い、厄払い、恋愛成就、方除、縁結びの神様
として参拝されている。下鴨神社は子宝を授かる神
社として縁結び、安産、育児、美麗を願い参拝され
ている。下鴨神社は縁結びの神様として知られてお
り、紫式部も通ったと伝えられています。

　梅雨らしくない涼しい日々が続いておりますがい
かがお過ごしでしょうか。今年の春先からコロナウ
イルスのために世界で行動の自粛が叫ばれておりま
す。世界の国々も人的交流を避け入国禁止と言う手
段で対抗しております。
　戦う相手は目には見えないほど小さく何処にいる
やらわかりません。しかし、人に感染しましたら姿
を現します。そして重症化しますと生死を脅かす症
状になり、隔離され治療してくれます。治ればめで
たく退院ですが、死んでしまうと、骨になって帰っ
てきます。ものすごく怖い症状なのに専門家の助言
もきかず、感染させられます。自業自得の人は納得
いきますが、万全の注意を払っている人たちが感染
させられると同情してしまいます。
　一時期、感染も収束していましたので、自粛も解
除されましたが、つかの間に二次感染が始まり、終
わりの無い戦いが続きます。目に見えないものと戦
うのは、接触するすべてのものを疑って掛からなく
ては自分は守れません。私たちは、専門家の意見を
尊重して行動しなければいけないと思います。
　目に見える物と言えば、最近の大雨による災害で
す。コロナごときではありません。人の命だけでは
なく、財産や自然、人工物をも破壊します。国の方
針で災害防止のため造られました河川の堤防も自然

の力にはかなわないと思います。
　災害を防止する為の構造物が私たちの生命や財産
を奪ってしまいます。想定外の力は、コンクリート
の構造物では持ちこたえられません。ということで、
支部便りです。
　前回は、三好市池田町に造成されております猪鼻
トンネルでしたが、今回は東みよし町に造られてお
ります、国土交通省自慢の加茂堤防です。土地の買
収されましたところから、工事が始まっております。
先ずは、谷から流れ出しました水を本流の吉野川へ
流す為に樋門を作っております。それが終わりまし
たら、その近くの竹林を切り開いて堤防を造ってい
ます。
　堤防ができて保安林がなくなってからは、水の流
れが緩むことなく勢いよく流れ、下流に届く時間が
短縮され一瞬のうちに水かさが増し、堤防を乗り越
え民地のほうへ流れ込んでくる。今造っている所は
安心です。少しでも早く下流に流せば流入を免れま
すが、下流の人たちは、たまったものでは在りませ
ん。災害を、少しでも防ぐ為にも、河川の岸のほう
に今ある保安林を残せたらよいように思います、け
れども、もう少し自然と共に生きていけるように努
力すれば不要な災害は少しでも減ると思います。

保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会の審
議委員に推薦依頼がありました。
　県本部から、楮本あゆみ先生、この支部だよりを
編集頂いている広報部長さんが、審議委員として推

薦されました。深い知識と経験を生かした意見を活
発に述べられる事とご期待申し上げます。
　今後とも、各方面で行政書士としての活躍の場を
広げる活動を進めて参りたいと思います。
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　令和 ２ 年 ５ 月１１日に松村会長、河野、村上、
桒原、中川の各副会長、西岡監察部長と楮本が
内藤佐和子徳島市長を表敬訪問しました。
　コロナウイルスの世界的流行によって、世の
中も徳島市の状況も一変してしまったため、新
市長として就任して間がないにもかかわらず、
この難局に対応しなければならなくなった市長
ですが、ご多忙な中で行政書士会との面談に貴
重な時間を割いていただきました。
　会長から徳島市のコロナへの対策に協力でき
ることがあれば協力させていただく旨を申し入
れたところ、市長から徳島市としては財政の問

　令和₂年 6月２9日、阿南市議会議員でもあり
ます陶久晃一会員による仲介の労にて、松村会
長、村上副会長と共に、表原阿南新市長への表
敬訪問をいたしました。
　表原市長は、若さに加えて物腰も低く、気さ
くなお人柄、既成概念に囚われず非常に柔軟な
発想をされるのが伝わり、また進取の気性に富
んだ方だとの印象を受けました。
　松村会長からは、２0１9年 ４月に新設された外国
人の在留資格「特定技能」も含めて、出入国在留
管理庁に対する在留資格認定証明書交付申請手
続きは、我々行政書士の業務であることから、そ
のお手伝いが出来る旨。また高齢化社会が加速さ
れる今後において、成年後見制度の専門職後見
人として対応できるコスモスの会員がおり、事前
相談を含めご協力ができる状況にあること等、行
政書士の法定及び法定外業務につき、ご説明を
いたしました。また阿南市における成年後見制度
取り組みの中核機関の構成メンバーとして、昨

題もあり市民への支援策も難しいものがある
が、できるだけのことを考えているとのことで、
施策の一つである「コロナ危機突破プロジェク
ト」の説明がありました。市長から行政書士会
にもエントリーすることを要望いただきました。
徳島県行政書士会では、コロナでお困りの方を
対象とした無料の電話相談を行っているため、
プロジェクトにエントリーして、徳島市のプロ
ジェクトページから行政書士会の無料電話相談
ページへのリンクを貼っていただきました。
　会長からコロナウイルスの流行によって、帰
国することもできず、取り残される形になって
しまい困窮する外国人の問題があることの説明
をおこない、市長もDV被害者なども含めた弱
者の救済を検討する必要があるとのお考えを話
されました。
　村上副会長からは、コスモス成年後見サポー
トセンターの後見人制度活用の要望書を市長へ
提出し、お受け取りいただきました。
　市長の就任早々に徳島市をお訪ねできたこと
は、今年の徳島市と行政書士会の協力関係を確
認する良い機会となりました。

年より当会の岩佐会員が参加させていただいて
おり、引き続き今後も当会会員をメンバーとして
いただけるよう要望して参りました。
　現在徳島県より、県独自のコロナ対策助成金
申請業務の委託を受け、アスティ徳島にてその
対応に当たっており、これは地域貢献活動とし
ての取り組みでもあることをお伝えし、訪問を
終えました。陶久晃一会員には、大変お世話に
なりました。この場をお借りし、改めまして厚
く御礼申し上げます。

副会長　桒原�道納

広報部長　楮本�あゆみ
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　徳島中央郵便局は、JR徳島駅に近く、商
業施設や徳島大学からも近いため、 １日平均
４５0人と徳島県内で最も来場者が多く、幅広
い年齢層に利用されている郵便局です。また、
郵便局の利用者の８５％が月に １〜 ２回以上同
じ郵便局を利用することから反復訴求効果が
あり、来場者の５7.7％が郵便局の滞在時間が
５分以上になるとのデータからも高い宣伝効
果が期待できると考えます。
　広告は、今年 ４ 月から来年 3 月までの間、

「日々の生活やビジネスのお困りごとはあり
ませんか？行政書士は頼れる街の法律家。そ
うだ！行政書士に相談しよう！」のナレーシ
ョン付き１５秒で、平日 9 時〜 １9時の間に １
日１00回以上流れています。徳島中央郵便局
へお越しの際は、郵便窓口上部にあるディ
スプレイにご注目ください。（広告は地域情
報や他社の広告も順番に放映されていますの
で、行政書士会の順番がくるまで少しお待ち
いただく場合もあります。）

ゆうゆう
窓口

１１ １２ １３ １４ １5 １６ １7 １8 １9

スピーカー

柱台台
台
柱

郵便14〜19保険11〜13

入り口

モニター

※設置図及び写真はイメージです

　行政書士会の活動を広報
するために年間来場者数が
約１6万人の徳島中央郵便局
ロビー内に設置されている
４3インチの液晶ディスプレ
イで広告放映を開始しまし
た。

広報部長　楮　本　あゆみ
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立　石　量　彦　【徳島中央支部】　　　 入会日 　令和 ２年 ２月１５日

入会の動機／普段の弁護士業務の中で比較的なじみがなかった行政書士の先生方との交
流の機会を持ちたかったため。

取 扱 業 務／�弁護士として取り扱っている相続関係等のほか、外国人関係業務に興味が
あります。

自 己 Ｐ Ｒ／全く何もわからないド初心者ですが、少しづつ学ばせていただければと思
います。

趣味・特技／料理、茶道、歌、釣りなど

近　藤　敏　邦　【徳島中央支部】　　　 入会日 　令和 ２年 ５月 １日

入会の動機／これまで不動産業界で仕事をしていて、相続についての相談を受ける事も
多く、今後地方では、空き家問題なども増えると思いました。困っている
方に少しでも相談相手になれる様にしたいと考え入会しました。

取 扱 業 務／遺言・相続・遺産分割、中小企業支援、権利義務・事実証明
自 己 Ｐ Ｒ／私は、長年宅地建物取引士として不動産会社で勤務してきた経験を活かし

て、不動産の相続などで依頼者様に適切なアドバイスをしたいと思います。
趣味・特技／読書（年間５0冊）、ブログ、ウォーキング

濵　田　行　雄　【徳島中央支部】　　　 入会日 　令和 ２年 7月１５日

入会の動機／これまでの行政や経済団体の経験を活かし、本県の産業経済の発展に寄与
したい。

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、外国人関
係、中小企業支援

自 己 Ｐ Ｒ／波瀾万丈の人生、古稀を過ぎて残りは温厚篤実でゆっくり進みたい。
趣味・特技／旅行、乱読（時代物）

天　野　秀　紀　【徳島南部支部】　　　 入会日 　令和 ２年 3月１５日

入会の動機／業務の幅を広げるため
取 扱 業 務／農地・土地開発
自 己 Ｐ Ｒ／土地家屋調査士と兼業しています。
趣味・特技／ギター
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　日頃は、本会の事業運営にご理解とご協力を
賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、本稿において徳島県との委託事業につ
いて報告申し上げます。

期間：令和 ２ 年 ６ 月15日～ 8 月31日
場所：アスティとくしま
内容： WITH・コロナ「新生活様式」導入応援

助成金に係る申請書類の受付
日時：平日　午前 ９ 時～午後 ５ 時

　基本的に本会が担当する内容は、申請書類の
書き方や添付書類の入手方法などについての相
談に応じることと、申請書類の提出があった場
合に、書類に不備がないかどうかの形式的な確
認及び受付ということになります。また、本会が
受け付けた申請について、県から補正を求められ
た場合の申請者への連絡も本会が行いました。
　さて、 ６ 月14日午前にアスティとくしまにお
いて、県の商工政策課のご担当者より本助成金
の趣旨説明及び受付時の注意事項について、レ
クチャーを受けました。そして翌15日から受付
がスタートしたのですが、本助成金についての
県議会における予算の承認が同日の午後であっ
たこともあり、初日は相談が １ 件のみでした。
しかし、県内事業者様も本助成金について徐々
に知るところとなり、本稿執筆時点（ ７ 月上旬）
では、来場者 １ 日平均約20組、うち申請受付約

10 ～ 15組といったところです。 １ 組あたりの
対応にかける時間については30分を目安にして
いましたが、会場で相談しながら申請書類に記
入する方も多く、30分を超える方もそこそこい
らっしゃいました。
　また、こちらは不備がないと考えて県に送っ
た受付書類について、県の審査の結果、申請金
額の中に助成対象にならない備品やランニング
コストが含まれているなどの理由で、補正を求
められるケースもそれなりにありました。しか
し、これらについての申請者への連絡について
は、丁寧な対応を心掛けたつもりです。さらに、
申請会場がクラスター発生現場とならぬよう配
慮しなければなりませんでした。
　さて、以上のような助成金の申請について本
会がその受付サポートをすることは、行政書士
の存在を中小企業の経営に携わる方々へおおい
にアピールする機会と成り得たと考えます。さ
らに、徳島県との良好な関係を構築することに
も資するでありましょう。

総務部長　森　　　和　義

徳島県との委託事業について
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◦期　　間：令和２年８月〜令和３年１月末（予定）
◦対象施設：県内の観光施設、土産物販売店（宿泊施設内含む）、
　　　　　　体験ツアー提供店、タクシー・レンタカー事業者　等
　　　　　　→詳細は決まり次第阿波ナビで更新予定
◦予定枚数：４万枚

「 キャンペーン」で徳島県内の宿泊施設を利用し
た場合に，県内の観光施設利用やお土産購入，
タクシー・レンタカーの利用等に
使えるおトクなチケットをプレゼントします！

■問合せ
徳島県観光政策課

（一財）徳島県観光協会

詳しくは、
徳島県観光情報サイト

阿波ナビ
をチェック！！

　「Ｇｏ�Ｔｏキャンペーン」で徳島県内に宿泊した方に、お一人
５，０００円の「徳島で得するケン（券）」をプレゼントします！
　県外からの観光客はもちろん、県内の方も利用いただけます。
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・�徳島に暮らしていながら意外と食べたことがない
お土産がたくさん！
・�おみやげは県下最大の土産物店「あるでよ徳島」で

渦の道

日和佐うみがめ博物館カレッタ

・�タクシーやレンタカーですいすい県内観光
・�おもてなしタクシーであなたの徳島観光を
コーディネート

あるでよ徳島

・観光施設　入館料OFF！
・この機会に県内観光施設を巡ってみよう

・�体験や移動、現地ガ
イドがセットになっ
たおトクな県内周
遊プランに参加して
「とくしま再発見」

藍染め体験

じょうるりクルーズ

・�日本遺産にも認定された、ジャパンブ
ルー「阿波藍」
・�県民なら１着は持っておきたい自分で
染めた藍染グッズ
・�この機会に家族みんなで藍染め体験！
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　日本行政書士政治連盟徳島県支部は、徳島県
行政書士政治連盟として行政書士の社会的な地
位向上を図ると共に、日政連の運動方針に基づ
いて、日本行政書士会連合会及び各都道府県単
位会と連携して行政書士の職域の拡大及び維持
確保を期し、また行政手続の円滑な実施に寄与
し、国民の利便に資することを目的とする行政
書士法を基本とする行政書士制度の充実及び発
展のために必要な政治活動を行ってきました
と、一般的に表明できるわけですが、実際上手
く運営できているのだろうかと、疑問が湧いて
くるときがあります。
　ただ、昨年の「行政書士法の一部を改正する
法律案」が令和元年11月21日開催の衆議院本会
議にて全会一致で可決され参議院に送付され、
11月27日開催の参議院本会議にて全会一致で可
決成立しましたことは、最近の日政連の動きに
対して久々に大きな変化を感じることが出来ま
した。これは、日頃からの日行連及び日政連が
連携し、政治活動を行ってきた結果だけではな
く、特にこの度の日行連及び日政連の新執行部
の連携による政治活動が大きなうねりを生み出
す結果となったのではないでしょうか。
　当然、各単位会・各支部のご理解ご協力を賜
り、地元議員への要請活動等多大なご尽力が
あってのことだとは認識しております。
　政治連盟という団体への加入は、あくまで行
政書士会員の任意の意思に基づいているという
事が前提ではあります。ただ、法改正に伴って
発生する行政書士制度の改新はすべての会員に
対して効果が生ずると言うことでもあります。
　日本行政書士会連合会は、全国会員のために職
域の確保と拡大、並びに社会的地位の認知向上
を図ることに、日々弛まぬ努力をされていること
は当然理解できる事であります。法改正というこ
とは、立法府を動かすことでもあります。と言う
ことは、国民の代表者である国会議員への周知理
解が当然必要となります。国会議員の元には地
方公共団体の議員も関連付くこととなります。
こう考えますと、日行連の努力や力量だけで行
政書士法の改正を勝ち取っていくことは、非常
に厳しいものでしょう。やはり政治的意味での
組織の必要性が求められてくるわけです。

　そこで、全国組織である日本行政書士政治連
盟並びに地方組織の行政書士政治連盟は、行政
書士の職責の向上と社会的立場の発展を実現す
るためには、我々行政書士に必要な団体として
存在すべきものと考えられます。
　このような政治的意味合いを取り上げること
に対して違和感を持たれる会員がいるかも知れ
ません。本政治連盟は、このような感情を持た
れる会員のためにも真摯に向き合っていこう
と、日々努力方策を試行しているところです
　行政書士制度の充実及びさらなる発展のため
本政治連盟は、引き続き日政連の方針に基づい
て政治活動を推進して参りますので、今後とも
皆様方の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。

　昨年度活動経過報告をさせて頂いた法改正の
内容を再度掲載させて頂きます。
［行政書士法改正内容の概要］

１ ．目的の改正
　国民の権利利益の実現に資する

２ ．一人行政書士法人の設立等の許容
　社員が一人の行政書士法人の設立が可能

３ ．行政書士会による注意勧告（新設）
　行政書士会による、会員に対する注意勧告
に関する規定の設置

　次に令和 ２ 年度にありました徳島市市長選挙
における立候補者の推薦つきましては、 ２ 月28
日に政連幹事会を開きまして、行政書士制度の
理解と法改正に伴う協力支援を頂ける立候補者
を対象に、各政党との連携を深めることが出来
る候補者を推薦することとなりました。
　今後も、ご理解ご協力を頂ける立候補者につ
いては、積極的に推薦を行っていきたいと考え
ております。
　なお、徳島県行政書士会と歩調を合わせて各
首長様を中心とした訪問を、会長を中心とした
構成で行い、結果として委員会、審議会メンバー
への参加を求められるような行政書士会となっ
てきたことは誠に喜ばしい限りであります。
　非会員の方は是非政治連盟会員になられまし
て、徳島県行政書士会の将来を担って行かれる
ことを切に願うものであります。

や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

幹事長　村　上　正　志
　　徳島県行政書士政治連盟の今
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や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

　本来ならば、令和 ２ 年 ６ 月19日（金）「第40回日本行政書士政治連盟定期大会」
が東京都にて開催される予定でした。しかし、新型コロナウイルス感染症の全
国的な感染拡大の影響により、全国各地から多くの出席者が一堂に会して通常
どおりの定期大会を開催することは、出席者の安全確保等からも好ましくない
との観点から、幹事会の書面決議により ６ 月 ４ 日付「日本行政書士政治連盟第
40回定期大会に係る臨時特例規約施行規則」が制定され、第40回定期大会に限
り代議員の同意（代議員定数173名中同意171名）を得て書面決議により行うこ
ととなり、下記の通りすべての議案が可決されましたことをご報告いたします。

記

１ ．書面決議開催日：令和 ２ 年 ６ 月29日（月）～ ６ 月30日（火）
２ ．代 議 員 定 数：173名
３ ．表決票提出者総数：173名　※定足数58名（代議員定足数の １ ／ ３ ）

４ ．有効表決票総数：171票
５ ．議事結果
〈第 1号議案〉令和元年度運動結果報告
　賛成171名・反対 ０ 名・棄権 ０ 名・無効 １ 名、により可決
〈第 ２号議案〉令和元年度決算監査報告
　賛成171名・反対 ０ 名・棄権 ０ 名・無効 １ 名、により可決
〈第 3号議案〉日本行政書士政治連盟規約の一部改正（案）
　賛成171名・反対 ０ 名・棄権 ０ 名・無効 １ 名、により可決
〈第 4号議案〉令和 ２ 年度運動方針（案）
　賛成171名・反対 ０ 名・棄権 ０ 名・無効 １ 名、により可決
〈第 ５号議案〉令和 ２ 年度収支予算（案）
　賛成171名・反対 ０ 名・棄権 ０ 名・無効 １ 名、により可決
〈第 ６号議案〉役員の選任
　賛成166名・反対 ４ 名・棄権 １ 名・無効 １ 名、により可決

報告者　徳島県行政書士政治連盟　副会長　北　條　伊　織

第40回
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や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

　令和 ２ 年 ５ 月16日（土）午後 １ 時40分よりサ
ンシャイン徳島において、令和 ２ 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、
北條副会長の「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、
司会者は議長に徳島西部支部の森和義氏、副議
長に徳島西部支部西岡章氏を選出した。
　議長から構成員191名中、本日の出席者は125
名（うち委任状93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。

　議長は、議案審議に入る前に、本年度の定期
大会は新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、時間短縮で進行したいとの発言があった。
　続いて、議案審議に移り次の議案について審
議、採決を行った。いずれの議案も賛成多数に
より原案どおり可決決定した。

第 1号議案　令和元年度活動経過報告について
第 ２号議案　 令和元年度収支決算報告及び会計

監査報告
第 3号議案　 令和元年度未収入金の一部欠損処

分案について
第 4号議案　令和 ２ 年度運動方針案について
第 ５号議案　令和 ２ 年度収支予算案について

　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、北條副会長
の「閉会の辞」をもって午後 １ 時55分に定期大
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₂年度

◆ ◆ ◆　政連事務局日誌　◆ ◆ ◆

２ 月　　２8日◦幹事会（於本会会議室）開催
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
５ 月　　１6日◦令和₂年度定期大会
　　　　　　　（於サンシャイン徳島）開催

6 月　　₁日◦幹事会（於本会会議室）開催
　　　　 ４ 日◦日政連第 １回幹事会（書面決議）
　　２9〜３0日◦日政連定期大会（書面決議）
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◆ ２月 　 　 ５ 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
５ ～ ７ 日・ 日行連正副会長会、常任理事会、総務部会（於東京）開催　松村

会長　出席
　　15日・OSS・封印業務等の説明・講習会（於本会会議室）開催
　　25日・遺言・家族信託セミナー（於アミコ・ミーティングルーム）開催

2020. 2 〜 7

◆ ３月 ４ ～ ５ 日・日行連正副会長会、常任理事会（於東京）開催　松村会長　出席
　 　 ９ 日・部長会（於本会会議室）開催
　 　 13日・申請取次管理委員会（於本会会議室）開設
１8～19日・日行連総務部会（於東京）開催　松村会長　出席
　　23日・理事会（於本会会議室）開催
２５～26日・日行連正副会長会、常任理事会（於東京）開催　松村会長　出席

◆ ４月 　　10日・新規入会者研修会（於本会会議室）開催
　　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
２０～21日・ 日行連正副会長会、常任理事会（於本会事務局）WEB会議開催　

松村会長　出席
　　21日・美馬三好支部総会（於焼肉加茂八）開催
　　24日・徳島中央支部総会（於徳島県行政書士会館）開催
　　27日・徳島北部支部総会（於鳴門市役所）開催
　　28日・徳島南部支部総会（於ホテル石松）開催
　　30日・徳島西部支部総会（於行政書士事務所セルヴァンダ）開催
　　　　・日行連理事会（書面決議）

◆ ５月 　　11日・正副会長会（於本会会議室）開催
　　　　・徳島市長表敬訪問
１３～14日・ 日行連正副会長会、常任理事会（於本会事務局）WEB会議開催　

松村会長　出席
　　16日・令和 ２ 年度定時総会（於サンシャイン徳島）開催
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■新規登録

立石　量彦　徳島中央支部 R２. ２. １５
天野　秀紀　徳島南部支部 R２. ３. １５
近藤　敏邦　徳島中央支部 R２. ５. １
濵田　行雄　徳島中央支部 R２. ７. １５

小椋　健司　徳島西部支部 廃業　R２. ４. ３０
河野　昭夫　鳴門板野支部 廃業　R２. ５. ３１
三木　雄美　徳島中央支部 死亡　R２. ７. ９
小林　博行　徳島中央支部 死亡　R２. ７. ２１

〔訃報〕　 徳島中央支部　三木雄美会員、小林博行会員のご冥福をお祈り
いたします。

会員の動静
【 ２月〜 7月】

入　　　会 退　　　会

◆ ６月 　 　 １ 日・理事会（於本会会議室）開催
　 　 ３ 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
３ ～ ４ 日・日行連正副会長会、常任理事会（於東京）開催　松村会長　出席
　　10日・広報部会（於本会会議室）開催
　　18日・日行連常任理事会（於東京）開催　松村会長　出席
２３～26日・令和 ２ 年度日行連定時総会（書面決議）
　　29日・阿南市長表敬訪問

◆ ７月 　 　 １ 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
　 　 ３ 日・春の黄綬褒章伝達式（於脇町ルベルジュ）
７ ～ 8 日・日行連正副会長会、常任理事会（於東京）開催　松村会長　出席
　　11日・業務指導部研修会（於本会会議室）開催
　　25日・特定行政書士法定研修（於本会会議室）開催
　　27日・広報部会（於本会会議室）開催
２8～29日・日行連正副会長会、常任理事会、総務部会（於東京）開催　松村会長　出席
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　外出のままならない不自由な毎日の中にも少しずつ希望の兆しが見えてきた今日この頃、皆さ
まお元気でお過ごしでしょうか。この文章が記載される頃には、さらに収束に向かっていること
を願います。
　今回の表紙は、私の住む美馬市脇町西俣名にある広棚花の里芝桜です。ご両親が亡くなり荒廃
してゆく畑をなんとかしたいという思いで娘さんたちが芝桜を植え始めたのがきっかけです。4
年後にはピンクや白の美しい芝桜で埋め尽くされ、平成16年頃からは評判が口コミで広がり見
物客が訪れるようになりました。現在では約２万人が訪れる観光スポットとなり、21年には地
元住民が「花の里グループ協議会」を立ち上げ、芝桜祭りを開催するなど盛り上がっています。
23年には全国花のまちづくりコンクールで農林水産大臣賞を受賞しました。残念ながら今年は
芝桜祭りが中止となってしまいしまたが。例年見頃は４月中頃です。夏子ダムの少し手前左に“の
ぼり” があり、そこから桜のトンネルを登っていきます。同じ頃に大谷川のデ・レイケ公園では
約15,000本のチューリップや桜で彩られ、そちらも圧巻なので一緒に訪れてみてください。（近
くにある猫好きにはたまらない雑貨店 “ねこのシータ” さんもぜひ!!）この季節以外もあんみつ
館のシンビジウム見学やうだつの町並みでイタリアンやカフェのひと時も癒されます。他にも美
馬市を紹介したいことがたくさんありますが今回はこのへんで。
　最後となりましたが、発刊にあたり原稿を書いてくださった皆様に心より御礼申し上げます。
　困難が生じたときこそ社会的弱者に寄り添う行政書士であり続けましょう!!

（広報部　青山千予美）

編 集 後 記
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