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　行政書士とくしま186号をお読みいただきありがとうございます。
　今回から広報部員として本誌の作成に携わらせていただくようになりました。どうぞよろしく
お願いします。
　さて、この編集後記を執筆している 7月14日現在は、まだ梅雨は明けておりませんが、徳島も
間もなく梅雨明けし、本格的な夏がやってくることでしょう。私の趣味は天体観測で、よく天体
望遠鏡を出しては、春夏秋冬一年中星空を観察しています。ただ、梅雨の時期ということで、こ
こ 1か月半ぐらい星空を観ることができませんでした。しかし先日、自宅の庭先に出て夜空を見
上げると、天の川が美しくあって。その天の川を挟んで、織姫星（こと座ベガ）と彦星（わし座
のアルタイル）が14光年を隔てて今でも遠距離恋愛中でした。さらにこの 2つの星と白鳥座のデ
ネブを結んだ夏の大三角形がくっきりと浮かび上がっており、他にも北斗七星のあるおおくま座
や、さそり座、いて座など、夏の星座が夜空を飾っていました。
　私のお気に入りの星の一つが、天上でひときわ眩しく輝く、こと座のベガです。夏の夜空で最
も明るい（全天でも 5番目に明るい） 0等星の白色星で、他の星の明るさ（等級）を決める基準
の星となっています。
　また、現在は、こぐま座のポラリスが天の北極を示す北極星ですが、地球の「歳差運動」とい
う運動により、 1万2000年後には、このベガが北極星になっています。
　さまざまなことを想いながら星空を眺めていると、人間の営みなど宇宙の広大な空間と時間の
中では、ほとんど無意味にも思えてきます。しかし同時に、自分に与えられた貴重な一日一日を
大切に生きていこうとも思えます。皆様もぜひ、星空を見上げてみてください。
　末筆になりましたが、この度の発刊にあたり、大変お忙しい中、原稿を寄稿していただいた皆
様、関係者の皆様、本当にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

（広報部…副部長　岩佐　和宏）

編 集 後 記

表紙写真／「神山町雨乞いの滝」　　　提供者／古澤　　圭　氏
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徳島県行政書士会　会長　松 村　和 人

　本年 ５ 月15日に本会の令和 ３ 年度定時総会が
ろうきんホールで行われ、上程した議案全てに
ついて可決承認されました。コロナ禍において
困難を伴う状況ではありましたが、会員の皆様
のご理解、ご協力により、感染予防対策をしっ
かり行った上で無事に実施することができまし
たことに厚く御礼申し上げます。
　本総会において私が会長に再選されました。
また、 ５ 月31日開催の新執行部における最初の
理事会において、各部、各委員会等の編成が承
認され、新しい組織体制が順調にスタートしま
した。会員の皆様のご支援に心より感謝申し上
げます。
　日本行政書士会連合会におきましては、 ６ 月
14日、15日の ２ 日間にわたり、ホテルオークラ
東京にて定時総会が開催され、常住豊会長が再
選されました。私は副会長に指名され就任いた
しました。日行連副会長として、常住会長が提
唱されている「そうだ、行政書士に相談しよ
う！」という気運を全国標準にすべく、しっか
り働きたいと考えています。私の日行連におけ
る担当は、総務部、法規監察部及び申請取次行
政書士管理委員会となりましたので、職務上請
求書の適正な使用、倫理研修の義務化、非行政
書士問題、申請取次業務の発展など広範な対応
を求められますが、 ２ 年間で目に見える成果を
上げられるようしっかり対応してまいります。
　本会の本年度の事業につきましては、各部、
各委員会の一般的な事業に加え、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響を受けた事業者への支援
活動を行ってまいります。具体的には、日行連
と連携し、生活衛生業コロナ対策申請支援事業

を実施しております。一般社団法人全国生活衛
生同業組合中央会から日行連に対し専門家（行
政書士）支援申込が寄せられ、徳島県内の事業
所については本会が対応しているところです。
　また、OSSを始めデジタル化の波が押し寄せ
てきておりますが、これについても日行連と協
力して対応してまいります。デジタル化に対応
することは、許認可業務を守ることにも繋がり
ますので最重要課題と認識しております。
　さらに、マイナンバーカードの普及・広報活
動も検討しているところです。マイナンバーカ
ードは電子申請に広く活用される可能性がある
ので注目しております。市町村との連携強化も
視野に入れたいと考えております。
　コロナ禍において、厳しい社会情勢ではござ
いますが、行政書士制度の維持・発展のため
に、役員が結束して様々な対応を行ってまいり
ます。
　会員の皆様におかれましては、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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衆議院議員　福 山　　 守

　徳島県行政書士会の皆様には、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、役員の皆様におかれましては、松
村会長の下、一致団結して徳島県行政書士会の
発展のため日々ご尽力いただいていることに心
より敬意を表します。
　昨年からの新型コロナウイルス感染症の世界
的な感染拡大により、私たちの身近においても、
多くの尊い命が失われました。新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、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、療
養中の方々に心よりお見舞い申し上げます。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
により、徳島県においても、昨年 ４ 月の全国的
な緊急事態宣言に加えて、今年 ４ 月から ５ 月に
かけて、飲食店等に対する営業時間短縮要請が
なされるなど、多くの事業者が多大な影響を受
けています。
　このような中、会員の皆様には、「身近な街
の法律家」として、事業者に対する無料電話相
談や各種助成金等の申請支援業務に取り組んで
いただいております。こうした事業者支援にご
尽力いただいていることに心より感謝を申し上
げるとともに、引き続きご支援をいただきます
ようお願い申し上げます。また、新型コロナウ
イルス感染症が終息に向かい、これまでのよう
に、飲食、観光などの経済活動や国際的な交流
が活発になると、官公署への各種申請手続の分
野等で、会員の皆様のこれまで以上の活躍が期
待されます。アフターコロナにおいても、引き
続いてのご活躍を期待しております。
　他方、コロナ禍の影響により、一部で大都市
部からの地方移住や企業の本社機能の移転の動
きが見られます。私は、こうした動きを徳島県
への「ひと」と「しごと」の流れにつなげられ
るよう、愛する「ふるさと徳島」の創生・創造

にこれまで以上に邁進して参ります。会員の皆
様には、今後とも、専門的な立場から様々な面
でのご協力をお願い申し上げます。
　さて、本年 ５ 月には、デジタル・ガバメント
を推進するため、デジタル庁を設置すること等
を内容とする、いわゆるデジタル改革関連法が
成立しました。これにより、今後、行政手続が
アナログからデジタルへと急激に移行していく
ことが期待されます。しかし、その反面、高齢
者などが行政のデジタル化の恩恵を享受できな
いデジタルデバイドの問題や、行政のデジタル
化を逆手にとった不正手続の問題などの発生が
予想されます。こうした問題の解決には、これ
まで、行政手続における格差解消や不正防止等、
高度情報通信社会における行政手続の専門家と
して大きな役割を果たされてきた会員の皆様の
ご協力が欠かせません。私も、こうした行政手
続のデジタル化の分野において、会員の皆様が
益々活躍できるよう、環境整備に努めていく所
存でございますので、会員の皆様におかれまし
ても、引き続き適正な行政手続の実現へのご協
力をお願い申し上げます。
　市井の人々から、「そうだ、行政書士に相談
しよう！」という機運が更に醸成されるために
は、会員の皆様が、これまでの知見を遺憾なく
発揮するとともに、新たな知識・技能の研鑽に
継続的に取り組むことが不可欠であります。私
と致しましても、こうした機運の醸成に最大限
協力させていただくとともに、会員の皆様の声
を丁寧に聴きながら行政書士制度と徳島県行政
書士会の発展のために尽力してまいります。
　結びに、徳島県行政書士会の更なるご発展と、
会員の皆様の益々のご健勝を心より祈念申し上
げ、ご挨拶とさせていただきます。
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徳島県知事（全国知事会会長）　飯 泉　嘉 門

　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、70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
長はじめ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、今なお世界中で猛威を振るう「新型コ
ロナウイルス感染症」につきましては、昨年 １
月の「国内初の感染確認」から、既に １ 年半が
経過いたしました。
　本県では、この間、「変異株」による感染急
拡大を経ながらも、最前線で闘っておられる医
療従事者の皆様や、「飲食店への時短要請」は
じめ感染拡大防止にご協力いただいた県民、事
業者の皆様のご尽力により、現在、感染状況は
落ち着きを見せています。
　そして、行政書士会におかれましては、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた方々
をはじめ、広く県民の皆様の悩みに寄り添った

「無料電話相談」や、「WITH・コロナ『新生活
様式』導入応援助成金」の申請受付サポートに
よる県内事業者の皆様の「新しい生活様式」を
実践した事業継続への支援など、コロナ禍にお
ける不安払拭や迅速・円滑な行政手続にご尽力
いただき、改めて心から感謝申し上げます。
　本県におきましては、「感染拡大の防止」と「社
会経済活動の維持」との持続的な両立を図るた
め、県民の皆様の「安全・安心の確保」はもと
より、事業者の皆様を支える様々な取組みを通
じて、「感染症に強い徳島の創造」と「力強い
経済の再生・飛躍」に全力を傾注しているとこ

ろです。
　「感染拡大の防止」では、予断を許さない感
染状況を踏まえ、県内における感染再拡大を防
ぐため、繁華街や主要観光地における「人流調
査」や、「デルタ株」にも対応できるサーベイ
ランス体制の構築など、これまで以上に対策を
強化するとともに、「アスティとくしま」にお
ける「大規模集団接種」や、早期のワクチン接
種が困難な子どもたちと接触する機会が多い保
育士、教職員の皆様への優先接種など、国、市
町村、医療機関や各種事業所と緊密に連携した

「オール徳島体制」で戦略的なワクチン接種を
推進しています。
　また、「経済社会活動の維持」では、「みんな
で！とくしま応援割」や「とくしまプレミアム
生活衛生クーポン」などにより、コロナ禍で事
業活動を制限され、厳しい経営を迫られている
事業者の皆様の「業と雇用」をしっかりと支援
しているところです。
　今後とも、新型コロナウイルス感染症を克服
した「安心して暮らせる日常」を一日でも早く
取り戻せるよう、全力で取り組んで参りますの
で、皆様には、引き続きご理解、ご協力を賜り
ますよう、お願い申し上げます。
　コロナ禍により価値観や生活様式が変容する
中、県民と行政の橋渡し役であり、「行政手続
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ます。行
政書士会並びに会員の皆様には、県民の皆様の
権利の擁護と円滑な義務の履行に、なお一層お
力を発揮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、ご挨拶とさせてい
ただきます。
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日本行政書士会連合会　会　長　常 住　　 豊

　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（以下、「日行連」という。）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。
　この度、引き続き日行連会長に就任いたしま
した東京都行政書士会所属の常住 豊と申しま
す。
　令和 ３ 年度日行連定時総会において実施され
た会長選挙では、多くの皆様にご支援をいただ
き当選することができました。心より感謝申し
上げます。
　また、 7 月に開催された理事会において、執
行部及び各部署の構成員の選任について承認い
ただきました。新たな執行体制の下、鋭意事業
の推進を図ってまいりますので、よろしくお願
いいたします。
　私は、「そうだ、行政書士に相談しよう！」
という気運を全国標準にしたいと願っていま
す。私たち行政書士がリーガルサービスの町医
者となり総合医となって、様々な悩みを抱える
地域住民や事業者の方々に寄り添い、身近な良
き相談相手となることで、地域に必要不可欠で
有益な国家資格者としての位置付けを確固たる
ものにしていきたいと考えています。
　そのためには、会員一人ひとりが業務を確立
できるように、許認可申請に代表される行政手
続や相談業務などの市民法務に関する業務を修
得していただく必要があります。会員の皆様が
より一層活躍できるよう、必要な環境整備に努
めてまいります。
　新型コロナウイルス感染症の拡大に併せて、
我が国では本格的なデジタル化の波が押し寄せ

ています。行政書士制度もこの大きな波に乗り
遅れぬよう、コロナ対策支援とデジタル化への
対応を最優先課題として、迅速かつ柔軟に対応
してまいります。
　行政書士が政府の各種施策に関与すること
で、行政手続の円滑化につながり、国民の権利
利益の実現に資するとともに、ひいては行政書
士の固有業務である許認可申請業務が守られる
ものと考えます。引き続き、関係各所への政策
提言を行い、また関係機関と密に連携して、コ
ロナ対策支援とデジタル化の推進に寄与してま
いります。
　多様化する現代社会において、国民に信頼さ
れ、期待される行政書士であり続けるためには、
これまで以上に国家資格者としての高い倫理観
と法令順守の意識を備え、継続的な能力の研鑽
が必要になるものと考えます。
　こうした社会の変化を見極めつつ、会員の皆
様の活動が更に充実したものとなるよう、行政
書士制度の発展並びに行政書士の地位向上に全
力で取り組んでまいりますので、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。

行政書士の新時代を創るために
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　令和３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。
　県議会議員として、３年
目を迎え、元気いっぱい活

動できる事、お支え頂いています貴会会員の皆
様に感謝の気持ちでいっぱいです。昨年より続
いた「100年に一度の国家危機」も、ワクチン
という最大の武器により、ウイルスとの戦いの
出口が見え始め、また、人の移動の制限による
経済危機においても、国や県市による様々な施

　まさか新年度もコロナ感
染症対策に追われていると
は思いませんでしたが、そ
んな中にも徳島県行政書士
会の皆さんには大変なご苦
労をおかけいたしておりま

す。感謝いっぱいです。 ４ 月だけで773人、昨
年 １ 年間をはるかに超える数字、そして、その
後もきびしい状況ですが、なぜか、国の税収は
過去最高を記録する見通し、政府の想定より
５ 兆円も上振れして、60兆円を超えるというが、
田舎の徳島県には冷たい風が吹いています。だ
から、永田町とのズレが生まれるのでしょうか。
　ワクチンもどこか変ですが、それほどに不透
明な時代をいかに生き抜いていくべきなのか問
い続ける日々です。
　県においては、コロナ対策の臨時委員会の臨

時議会を重ねておりますが、施策を周知するの
に苦労をしています。行政書士会の皆さんにご
指導いただくことが多いと思いますのでよろし
くお願いいたします。
　私が県議会の高速道路促進議員連盟の会長を
させていただいて長いのですが、今年度は多くの
予算を得ることができました。新居見トンネル

（1408m）・江田高架橋（1283m）を着工いたします。
　行政書士会の皆さんに知恵をしぼり、汗を流
していただくことになると思います。
　新しい生活様式の中で職場環境を守り育みな
がら、皆さん自身がしなやかに力強くです。
　令和 ３ 年度は衆議院選挙をはじめ様々なこと
が揺れ動く年になりますが、「動の中に静を求
めて」行動したいと思います。今年度、皆さん
のご活躍と県行政書士会のご発展をひたすらお
祈りいたします。

　松村和人会長を始め徳島県行政書士会会員の
皆様には、日頃から適正かつ迅速な行政手続き
の実施に多大なるご支援、ご協力を賜りまして
誠にありがとうございます。
　また、令和 ３ 年 ２ 月22日には、行政書士制度が
70周年を迎えられ、本年は大きな節目の年にあた
ります。この記念すべき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。
　さて、全国的に新型コロナウイルス感染症「第
４ 波」が今までの波をはるかに上回るスピード
で急拡大していますが、その最大の要因は「変
異株」だと言われています。この新たな変異ウ
イルスの影響で、この秋にも「第 ５ 波」といわ
れる更なる感染拡大が起こる可能性が危惧され
ていることから、コロナ禍による経済への影響
が非常に長期に渡るのではないか、と大変厳し
い状況の中にあります。まさに今こそ、行政手
続きに精通した「身近な街の法律家」として県
民の皆様に寄り添いサポートを行って頂くこと

が何よりも必要不可欠で
す。
　特に「持続化給付金」の
申請につきましては、行政
書士の会員が業務として行
っていただける唯一の国家
資格者であります。また、電子申請に不慣れな
方の補助役として適切な申請を行い、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、本当に困っている事業者及び県民
市民の方々に一刻も早い支援の手が届くよう、
今後も引き続きご支援の程どうぞよろしくお願
いいたします。
　最後になりますが、まずはワクチン接種が進む
ことによりその効果が発揮され、新型コロナウイ
ルス感染症の完全終息への道が開ける年となる
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ご発展を心か
ら祈念申し上げましてご挨拶とさせて頂きます。

徳島県議会議員　岡 本　富 治

徳島県議会議員　井 川　龍 二

徳島県議会議員　仁 木　啓 人
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　令和三年度徳島県行政書
士会定時総会のご盛会を心
からお慶び申し上げます。
　一昨年より新型コロナウ
イルス感染症が世界中で蔓
延し、国民生活に今もなお

大きな影響を及ぼしている状況が続いておりま
す。徳島県内のおきましても本年 ４ 月から ５ 月
にかけ、コロナ感染者数が急増し、「とくしま
アラート」が約 ２ か月半にわたり連続して発動
され、また県内全域の飲食店の皆さまへ「営業
時間短縮」の要請をさせて頂くなど、医療現場
はもちろんのこと、県民生活、また県内経済へ
大きな影響を及ぼしました。
　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、国、県等の補助金
や様々な支援制度の紹介や資金繰りサポート等
を実施して頂きましたことは、特に徳島県経済
を下支え頂いております県内中小・小規模事業
者ならびに個人事業主の皆さまにとっては大変
心強く、コロナ危機を乗り越えるための経営基
盤の維持、強化に大きく寄与されたものと、心
より感謝するばかりでございます。
　令和 ３ 年 ６ 月 ４ 日より「行政書士法の一部を
改正する法律」が施行され、法律の目的に「国
民の権利利益の実現に資すること」が明記をさ
れました。
　これは行政書士の社会的役割の重要性がはっ

徳島県議会議員　北 島　一 人

　徳島県行政書士会の皆様
には、日頃より公明党に対
しまして、温かなご理解、
ご支援を賜り、心より感謝
を申し上げますとともに、
新型コロナウイルス感染症

に係る様々な手続きに関しまして、無料相談等
も実施していただくなど、円滑な推進にご協力
いただいておりますことに、重ねて敬意と感謝
を表する次第であります。
　さて、公明党も衆議院選挙を前に、新たな政
策パンフレットを作成いたしました。
　「日本再生へ新たな挑戦」と題して、円滑な
ワクチン接種をはじめ、コロナ禍からの一日も
早い脱出を図る取り組みを最優先することはも
ちろんのこと、アフターコロナに向け、 ３ つの
行動を柱立てしております。
　アクション １ は、「ポストコロナへ経済と生
活の再生を」ということで、「感染症に強い日本」
への体制づくり、経済のV字回復へ景気刺激策
を果敢に実行、グリーン化・デジタル化で経済
成長を進めて参ります。
　特に、脱炭素社会の構築は待ったなしの状況

ですので、改正温暖化対策推進法に基づく市町
村による再生可能エネルギー「利用促進区域」
の設定を積極的に進め、骨太の方針にも明記さ
れました「再エネの主力電源化を徹底し、再エネ
に最優先の原則で取り組み」を本県においても全
国に先駆けて進めて参りたいと思っています。
　 ２ つめのアクションとしては、「つながり支
えあう社会へ」ということで、社会の中で「孤
立した人々」をはじめ、女性や高齢者、障がい
者等の悩みにしっかり向き合い、体制づくりや
支援制度を強化したいと考えております。
　そして、 ３ つめのアクションは「子育て・教
育を国家戦略に」です。「子どもの幸せ」を最
優先で、結婚、妊娠・出産から、育児・幼児～
高等教育までの支援を充実させる「子育て応援
トータルプラン」を策定して参ります。
　これらの政策を確実に推し進め、日本の再生
に挑戦して参りたいと考えておりますので、行
政書士会の皆様にも、ご理解・ご協力を心より
お願い申し上げます。
　最後となりましたが、会員の皆様のご健勝と
貴会のますますのご発展を祈念いたしまして、
ごあいさつとさせていただきます。

　　徳島県議会議員　古 川　広 志

策で耐え凌ぎ、ワクチン接種による中和抗体、
集団免疫を獲得することにより、ようやくアフ
ターコロナ時代を迎える兆しが見えて参りまし
た。一方で、今後のアフターコロナに対する経
済対策は、これまでと同様の国債発行における
資金調達では対応ができないのではないかとの
不安を覚えるところでもあり、今後の政治課題
は、まさに「選択と集中」が求められる時期に
差し掛かって来たように実感しています。
　コロナ危機で得られた様々な課題をしっかり

と総括、検証し、後世に継げるよう、また、ア
フターコロナが始まるその時には、これらの課
題を少しでも解決し、一気に飛躍できるよう、
今後も一所懸命、活動して参りたいと思います。
　会員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、ご指導頂きますよう、よろ
しくお願い致します。本事業年度が、アフター
コロナ時代を飛躍する活気ある年度となります
ことを祈念いたしまして、ご挨拶とさせていた
だきます。
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　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、徳島県行政書士会の皆
様におかれましては、日頃から、市政各般にわ
たり、格別のご理解とご協力を賜り、心より感
謝申し上げます。また、本市において、市民の
方を対象とした無料の法律相談を実施いただい
ておりますこと、重ねて御礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症についてで
すが、昨年 １ 月に初めて国内での感染者が確認
されてから、約 １ 年半が経過いたしました。現
在では、各自治体でコロナワクチンの接種が開
始され、収束への大きな第一歩を踏み出してお
りますが、変異株の流行等により、全国におい
て再び感染者数が増加するなど、いまだ先の見
通せない状況が続いております。
　こうした中、徳島県行政書士会の皆様におか
れましては、市民に一番身近な法律家として、
市民に寄り添った迅速かつ丁寧なサポートを行
っていただいておりますことに対し、深く敬意
を表する次第であります。国、県、市から新型

コロナウイルス感染症に
関するさまざまな支援事
業が実施されるこの状況
において、行政手続きのス
ペシャリストである皆様の
お力添えは必要不可欠なも
のであると感じております。今後におきまして
も、多くの行政相談等が寄せられることが予想
されますが、行政書士会皆様のこれまでの多く
の経験や、豊富な知識により市民皆様の不安解
消にご協力賜りますようお願い申し上げます。
　本市といたしましても、刻一刻と変化する情
勢をしっかりと捉え、これまで同様、実情に即
した施策・事業に取り組み、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の
で、専門的なお立場から、なお一層のお力添え
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、会員皆様のご健勝とご多
幸を心より祈念申し上げまして、ご挨拶とさせ
ていただきます。

　松村会長様をはじめ、徳
島県行政書士会会員の皆様
方におかれましては、日頃
より街の法律家として市民
と行政との架け橋となり、
市政各般にわたり多大なる

ご尽力を賜っておりますことに、深く敬意を表
しますとともに、心から感謝を申し上げます。
　また、本市において実施しております「暮ら
しの相談事業」におきましては、会員の皆様に
ご協力をいただき、多くの市民の方の問題解決
に向け、ご支援をいただいておりますことに、
厚くお礼を申し上げます。
　さて、人口減少社会の到来や少子高齢化の進
行、激甚化する自然災害の発生に加えて、新型
コロナウイルス感染症による経済・財政問題な
ど、本市を取り巻く環境は、厳しさを増してお
り、多様化・深刻化する政策課題への対応が喫
緊の課題となっております。
　こうした中、本市におきましては、新型コロ
ナウイルス感染症対策を最優先に取り組みなが

ら、経済や社会に大きな変化をもたらすAIや
５ Gなど技術革新の急速な進展、誰一人取り残
さない持続可能で多様性と包摂性のある社会を
目指す「ＳＤＧｓ」の推進など新たな時代の潮
流を捉えて市政を推進していくため、様々な取
組みを全力で進めているところでございます。
　しかしながら、これらの取組みを効果的に推
進していくためには、多様化・複雑化する許認
可手続きの業務や住民ニーズに迅速・的確に応
えられ、行政手続きのスペシャリストとして、
ご活躍されておられる徳島県行政書士会会員の
皆様方のお力添えが必要不可欠でございます。
　どうか皆様方におかれましては、日々積み重
ねられた豊かな知識とご経験を十分に発揮して
いただきまして、本市が目指す「わくわく実感！
水都とくしま」の実現のため、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、
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、お祝いの言葉とさせていただき
ます。

鳴門市長　泉 　　 理 彦

徳島市長　内 藤　佐和子

きりと明文化されたものと認識をしております。
今後、国民、県民一人ひとりが、これまでにな
い早いスピードで、また大きく変化する社会に
おいて誰ひとり取り残されず、安心して暮らせ
る社会の実現のためには、徳島県行政書士会の
皆さまのお力添えが必要不可欠でありますので、

どうか専門的なお立場からのご支援をなお一層
賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
　最後になりましたが、徳島県行政書士会の
益々のご発展と、会員皆さまのご健勝、ご多幸
をお祈り申し上げ、ごあいさつとさせて頂きま
す。
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　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。
　新型コロナウィルスの世界的大流行以来、幾
度となく感染の波が起こり、徳島県内において
も一時は医療救急体制が逼迫するほどの状況に
見舞われ、医療従事者の方々をはじめ、第一線
で対応にあたってくださっている方々に多大な
ご負担をおかけしました。
　そのような状況の中ではありますが、医師会
の先生方や病院スタッフの皆様方のご協力と、
住民の方々のご理解のお陰で、各自治体におい
てもワクチン接種が本格化し、何も手立てがな
かった昨年度と比べると、ようやく少しずつで
はありますが、長いトンネルの先が見えてきた
ような気がしています。
　新型コロナウィルスにより、失ったものは数
多くあります。しかし、そのことに失望するの
ではなく、同じようなことが再度起こったとき

に、今回の教訓をどのよう
に活かしていくのか、浮き
彫りになった課題に対し、
どのように解決へ導いてい
くのかを考えていかなけれ
ばなりません。
　必要な方に必要な情報が届く仕組み作り、オ
ンライン申請手続きの簡素化や住民の方々との
意思疎通の手段など、構築していかなければな
らないことは多くありますが、その根底にはや
はり、住民の方々の権利を擁護しながら福祉の
向上に努めていくことが大事だと思っています。
　様々な制度が複雑化・高度化している時代に
おいて、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の先生方と、積
極的な意見交換等を通じて様々なご提言をいた
だく中で、「住みたい・住み続けたい・住んで
良かった石井町」の実現に向け取り組んで参り
ます。ご指導賜りますようお願い致します。
　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、祝辞と致
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。
　さて、昨年度の新型コロナウイルスの感染拡
大は、国民の生命、生活環境、経済活動など、様々
な分野に影響を与えました。開催予定でありま
した「東京2020オリンピック・パラリンピック」
をはじめとする大きなイベントは、延期、また
は中止となり、実施された行事についても、感
染拡大防止の観点から、無観客あるいは規模縮
小といった対応を余儀なくされ、人と人とが接
する機会は激減いたしました。
　そのような状況においても、行政書士会の皆
様は、面談による相談会を取り止め、電話相談
会の実施回数を増やしたり、密を避けるために、
研修会を現地参加とWEBでの参加を併用した
ハイブリッドでの開催とするなど、感染予防の
徹底を図りながら、事業者や国民に対する支援
を継続し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。
　近年、急速に進行する人口減少と少子高齢化

が社会的な課題となっており、地域経済の停滞
に加え、税収の減少や社会保障費の増大、地域
コミュニティ機能の低下など、様々な形で地域
の活力に大きな影響を及ぼすことが懸念されて
おります。
　このような厳しい時代にあっても、多様化す
る地域課題や住民のニーズに的確に対応してい
くためには、社会の潮流や将来を見据え、目指
すべき将来像やまちづくりの方向性を明確にし、
必要な施策にスピード感を持って取り組んでい
く必要があります。こうしたことから、阿南市
においては、新しいまちづくりと市政運営の基
本方針として、今年の ３ 月に、「阿南市総合計画
2021▶2028 ～咲かせよう夢・未来計画2028 ～」
を策定いたしました。本計画を、市民主体によ
る将来のまちづくりに向けた基本的な指針とし
て、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 ３ 年 ５ 月15日（土）午後 １ 時より、ろう
きんホールにおいて令和 ３ 年度徳島県行政書士
会定時総会が開催された。
　本年度の定時総会も昨年度と同様、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。
　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。
　総会は楮本広報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がり、
司会者は議長に徳島中央支部岩佐誠志会員を指
名し、岩佐氏は受諾した。
　議長は登壇の後、副議長に徳島中央支部武内
良行氏を指名し、武内氏はこれを受諾した。
　ここで議長から本総会の出席状況について、
総構成員332名のところ、出席者は180名（うち
委任状137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、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。

第 １号議案　令和 ２年度事業経過報告
　賛成多数により原案どおり可決決定した。

第 ２号議案　令和 ２年度収支決算及び監査報告
　賛成多数により原案どおり可決決定した。
第 ３号議案　�徳島県行政書士会会則の一部改正案

について
　採決は、議場閉鎖の後、挙手をもって行い、
出席者180名に対して賛成179名（うち委任状
137名）であり、出席者の ３ 分の ２ 以上の同意
があることから、原案どおり可決決定された。
第 ４号議案　令和 ３年度事業計画案について
第 ５号議案　令和 ３年度収支予算案について
　賛成多数により原案どおり可決決定した。
第 ６号議案　役員の改選について
　議長より選挙管理委員会に対して選挙事務の
委託がなされた。伊澤優治選挙管理委員長より、
立候補届の提出があったのは、松村和人会員の
みであったため、無投票当選となったことが述
べられ、伊澤委員長より松村会員に対し、当選
証書が交付された。

　そして、伊澤委員長より選挙事務の終了が告
げられ、再び岩佐議長が議事を進行することと
なり、松村会員が新しい会長に就任したことの
宣言がなされた。
　続いて議長は、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
長より選考結果の発表があった。議長は承認に
ついて議場に諮り、賛成多数により承認された。
　最後に、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、河
野副会長の「閉会の辞」をもって定時総会の全
日程を終了した。

〈　　　　　　　　　　　　　〉
令 和 三 年 度
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　さる ５ 月15日開催の定時総会及び ５ 月31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 丸山　満秋 米田　利彦

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

選挙管理委員会 委員長　笠城　佳子　　　副委員長　赤池　源史
 米澤　光洋 川﨑　　浩 宮﨑　　将

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 中原　　稔 長谷川豊司 杉本　　宏 山田　哲矢
経　理　部 村上　正志 北條　伊織 喜多　直樹
企　画　部 桒原　道納 花野　宝祥 大原浩一朗 藤澤　健司
広　報　部 村上　正志 楮本あゆみ 岩佐　和宏 平尾　芳典
業務指導部 中川　正彦 友兼　　仁 麻植　義樹 﨑水流　渡 久原　孝子
監　察　部 桒原　道納 森江　大蔵 山岡　　修 黒田　康志
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　令和 ３ 年 ６ 月14日（月）・15日（火）の両日に東
京都港区ホテルオークラ東京　平安の間において「令
和 ３年度　日本行政書士会連合会定時総会」が開催
されました。
　この度の総会開催にあたっては、コロナ禍での開
催ということもあり、東京に於いては「緊急事態宣
言」が出されている最中でもありますので、代議員
に対してはあらかじめコロナ対策を十分取ること
と、会場ではコロナ対策準備がされていました。例
年の開催日程とは異なり、総会開始時間は午後 1時
からとされ、総務大臣表彰は行われないこととなり
ました。
　また、出席される代議員の他、執行部側は、当日
の役割及び答弁等に於いて関係しない方の出席は、
要請されていませんでした。
　午後 1時、議事が開催される前に物故会員に対す
る黙祷がなされました。
　光宗副会長の開会のことばにより、総会が開始さ
れました。
　まず、常住会長の挨拶があり、通常の総会開催が
出来なかった理由説明があった後、行政書士制度70
周年を迎えるにあたり、国家資格者としての責務を
果すために昨年度は、持続化給付金やGo Toトラ
ベル等の申請手続、今年に入り一時支援金、月次支
援金の取扱に参加できるよう中小企業庁に働きかけ
を行い、また全国生活衛生同業組合中央会から要請

を受けて、事業者の手続支援を求められました。デ
ジタル化の強化に対して、高齢者等デジタル化弱者
もその恩恵を受けられる様に、国民と行政との繋が
りの中での行政書士は、権利利益を守る為にも法改
正による行政書士の「国民の権利利益の実現」を目
指したいと述べられました。
　次に来賓の祝辞は、総務大臣表彰を行わないこと
から省略されました。
　司会者により、総会開催について代議員総数247
名中、出席代議員20６名で総会が有効に成立してい
ることの報告がありました。その後、議長に福井会
青木克博氏、副議長に岐阜会宮本英泰氏が司会者よ
り指名され、それぞれ就任を承諾しました。議事録
署名人の指名に続き議事運営委員会委員長赤司氏か
ら報告が行われました。この度はコロナ対策もあり、
出来るだけ時間を短くして審議を進めたいとのこと
でした。
　その後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。質問書について
は議場で配布されており、質問書は全部で1３単位会
71の質問書が提出されていました。質問書の内容を
確認できるということで、質問者からの主旨説明は
行われずに、再質問のある者についてだけ発言を求
め、その後執行部から答弁をする事となりました。
　まず、第 1号議案（令和 2年度度事業報告）第 2
号議案（令和 2年度決算報告）は関連事項として一
括審議に入り、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は執
行部より回答書が配布されており、その回答内容確
認に ８分ほど時間が代議員に許されました。第 1号
議案に対する質問書は単位会全部で27枚、第 2号議
案について質問書はありませんでした。
　質問書と回答書を確認後、再質問のある代議員に
挙手を求めましたところ、 7名 7 件ありました。質
問者に対する再質問時間は 1分でした。

副会長　 村　上　正　志

令和 3 年度
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　質問書に対して回答書が配布されていたこともあ
り、この後の各議案審議についても殆ど再質問はあ
りませんでした。採決の結果、第 1号議案及び第 2
号議案について原案どおり満場異議なく可決されま
した。
　次に第 ３号議案（会則の一部改正案）については、
執行部より簡単な説明がなされた後、約 2分の質問
書と回答書の確認時間が与えられました。議案に対
する質問書は単位会全部で 5枚あり、再質問のある
代議員に挙手を求めましたところ、 2名 2 件ありま
した。再質問後、執行部からの説明がありました。
会則の一部改正でありますので議場を閉鎖し、その
後採決の結果、議場在席者2３1名のうち賛成者229名
の出席代議員の ３ 分の 2 以上の賛成がありました。
よって可決されました。
　次に第 4号議案（役員選任規則の一部改正案）で
ありますので、執行部より簡単な説明がなされた後、
約 2分の質問書と回答書の確認時間が与えられまし
た。議案に対する質問書は単位会全部で ３枚ありま
したが、再質問が無かったので、決議に入り、原案
通り満場異議なく可決しました。
　次に第 5号議案（令和 ３年度事業計画案）第 ６号
議案（令和 ３年度予算案）については、関連事項と
して一括審議に入りました。質問書と回答書の確認
時間が約10分与えられました。第 5号議案に対する
質問書は３0枚、第 ６号議案に対する質問書は ６枚あ
り、再質問のある代議員に挙手を求めましたところ、
5名 ６ 件ありました。その後第 5号議案及び第 ６号
議案の採決の結果、原案通り満場異議なく可決され
ました。
　その後20分の休憩があり、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
執行部からあり、選挙選考の取扱について副議長か
ら説明がありました。なお、質問書はありませんで
した。
　それから、立候補者 2名による候補者所信表明順
位がクジ引きにより決められ、各候補者から所信表
明がなされました。その後、選挙が行われ、新会長
に東京都行政書士会の常住豊会員が再選され、就任
の挨拶がありました。
　これをもちまして14日の審議はすべて終了となり
ました。

　翌15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について、異議なく可決されま
した。この役員選考で、徳島会松村会長は連合会副
会長に選任されたことが発表されました。
　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 ３年度の日本行政書士会
連合会定時総会が滞りなく進行しましたことを、ご
報告させて頂きました。
　今年度の総会は、東京に於いて新型コロナウィル
ス感染症による緊急事態宣言が出されていることも
あり、会場での感染防止対策が徹底されており、入
場には事前に代議員に郵送されていたはがきのQR
コードでの出欠確認、代議員席間には透明アクリル
板の設置、人流の抑制等対応がなされていたことも
付け加えておきます。
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1令和 ３年度定時総会議案書について
2 �令和 2 年度事業報告、令和 ３ 年度事業計画案につ
いて

3令和 ３年度予算案について
4 �会則の一部改正案について
申請取次者届出事務取扱規則の一部改正案について

5その他
文書閲覧請求について
支部編成等規則の一部改正について（今後の検討
課題とする）
自殺予防の取組の相互協力に関する協定について
e－とくしま推進財団への加入について
総務大臣表彰について

1 �令和 2年度事業経過報告（総括）、令和 ３年度事業
計画（案）について

2令和 2年度決算の承認について
3日行連定時総会代議員について
4日行連理事の推薦について
5行政書士試験場責任者の推薦について
6その他
時季指定有給休暇による事務局閉局について

1事業部担当の部長及び理事の選任について
2令和 ３年度事業計画について
3選挙管理委員の委嘱について
4各委員の委嘱について
5顧問弁護士の委嘱について
6その他
日行連会長選挙の推薦について
行政書士試験協力事務に関する協定の締結について

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

ところ 	 本会会議室

と　き 	 令和 ３ 年 ４ 月１9日（月）
	 午後 １時３0分～ 2時20分

ところ 	 本会会議室

と　き 	 令和 ３ 年 ５ 月３１日（月）
	 午後 2時～ ３時３0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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　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、行政書士法の一部を改正する法律（令
和元年法律第61号、令和元年12月 ４ 日公布）が、
令和 ３ 年 ６ 月 ４ 日より施行されました。改正法
は、法律の目的に「国民の権利利益の実現に資
すること」を明記、社員が一人の行政書士法人
の設立等の許容、行政書士会による注意勧告に
関する規定の新設等を内容としております。よ
って、これに対応するため本会会則の一部改正
案を本年度の定時総会にて提案し、会員の皆様
方のご理解とご協力のもと、ご承認いただき、
次いで、徳島県に認可申請をいたしましたとこ
ろ、令和 ３ 年 ６ 月 7 日付で認可となりました。
会員の皆様方に感謝いたしますとともに、ご報
告申し上げます。
　ところで、あらためて今回の会則の変更点を
挙げさせていただきますと、以下になります。

◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇

（行政書士法人の継続による再入会等）
第 ９ 条の ３
１  　解散により本会を退会した行政書士法人の

清算人が、法第13条の19の ２ の規定に基づき
新たに社員を加入させて行政書士法人を継続
したときには、当該行政書士法人は、本会の
会員となる。

２  　前項の場合において、当該行政書士法人は
遅滞なく、その旨を書面により本会を経由し
て連合会に届け出なければならない。ただし、
当該行政書士法人の主たる事務所が、本会の
区域内に設置されている場合に限る。

（清算人選任の申立て）
第10条の ３

　会長は、解散により本会を退会した行政書
士法人の主たる事務所が、本会の区域内に設

置されている場合には、法第13条の21第 ２ 項
において準用する会社法第647条第 ２ 項から
第 ４ 項の規定に基づき、裁判所に対し、清算
人の選任を申立てることができる。

　第11章　会員の処分等

（会員に対する注意勧告）
第48条の ３

　本会は、会員が法又は法に基づく命令、規
則その他徳島県知事の処分に違反するおそれ
があると認めるときは、理事会の議決を得て、
当該会員に対して注意を促し、又は必要な措
置を講ずべきことを勧告することができる。

附　則
　この会則は、令和 ３ 年 ６ 月 7 日から施行する。
ただし、第 ９ 条の ３ 及び第10条の ３ の規定は、
令和 ３ 年 ６ 月 ４ 日から適用する。

◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇

　なお、各条文につきましては、すべて新設と
なっております（第11章の見出しのみ、末尾に

「等」の文字を追加）。そして、基本的には日行
連の提示するモデル条文を基に、本会の会則に
矛盾することなく適応させることを念頭に置い
て改正案を作成した次第です。
　行政書士事務所の法人化のメリットとして
は、「事務所と行政書士個人の資産の分離」、「社
会的な信用力の向上」などが考えられますが、
今回の法改正により法人化が進むことになるの
ではないかと考えます。
　また、注意勧告の規定につきましては、行政
書士会による自主的な指導が促進され、会員に
よる違反行為を未然に防止することにつながる
ことが期待されるところです。
　会員の皆様方には、引き続き、ご指導ご鞭撻
を賜りますようお願い申し上げます。

総務部長　 森　　　和　義

徳	 島	 県	 行	 政	 書	 士	 会
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　昨年度、約11か月に渡り行政書士会のお仕事を手伝うこととなり
ました。そこで他の行政書士の方々とお知り合いになれて、色々と
教えて頂き感謝しております。
　行政書士になりたいと思ったその理由は、身近な法律家として、
また成年後見人として、残りの人生を社会のために役に立ちたいと
思ったからです。
　以前の職場で常に心掛けてきたことと言えば、研究者とのコミュ
ニケーションを大切に、使い易い事業所とすることです。では、今
までにどの様な仕事をしてきたのでしょうか。若い時は実験に明け
暮れ、化学物質管理者、遺伝子組み換え実験委員、ISO14001研究
部門環境管理推進者、そして放射線取扱主任者を長く勤めてきまし
た。私は根っからの理系人間で文系のことについて何も知らないの
が現状です。
　次は趣味等についてお話ししましょう。学生時代からずっと続け
ている卓球が有ります。強くはないです。右肘筋の故障で 1年半の
ブランクがあったこと以外は楽しく行っています。強くなりたい気
持ちには変わりは有りません。蔵本公園卓球クラブの部長を３８年。
徳島県ラージボール運営委員、新体連運営委員などを務めています。
わりと会議・試合等で忙しいです。
　また心に残る、オリンピックや世界陸上の応援に行ったことを書
きたいですね。中身ではなくそこに付随することです。ドイツ、ロ
シア、英国、中国、韓国、ブラジルと行きました。フランクフルト
の町ではベンツ、BMWが日本と違いタクシー車とは！昼間からワ
インを頂き、下手糞なトランペットの音色に酔いしれたり、モスク
ワの美しい玉ねぎを乗せたような教会に圧倒されたり、イギリスか
らフランスとの海峡を眺めたり。決められた場所での応援しかでき
ない中国、韓国側から北朝鮮を眺めたこと、美しいリオデジャネイ
ロの山と海、イグアスの水煙でびしょびしょになったこと。20cm
ほどの綺麗なサンダル履きで、背中に大きな羽根を付けたグラマー
なダンサー等、沢山思い出されます。日本の食事は一番飾り付けが
美しいし美味しいです。皆さん！コロナ禍で海外に行けないのは残
念ですね。
　また、昨日の新聞に経営が悪化し、大企業1000社減資で中小にと
書かれています。３0年間そのままであった初任給から抜け出し、日
本人の暮らしが良くなってほしいと願っています。この様な自分で
もお役にたてるのかなぁと思いながら筆を置きます。徳島県におけ
る行政書士が一層光る時を楽しみに私も頑張りたいと思います。

長谷川�豊司
（徳島中央支部）

総　務　部
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　この度、支部推薦で理事に就任させていただきました、美馬三
好支部の久原孝子と申します。
　私は、３1年間の地方公務員としての勤務経験を経て、令和元年
８月に行政書士会に入会いたしました。
　まだ、行政書士としての経験は浅く、新型コロナウイルス感染
症の流行の影響もあり、行政書士の皆さまと業務に関する情報交
換など交流の機会を持つことが少なく、業務指導を乞い願ってい
たところ、今回、理事会の業務指導部のお役目をいただきました。
せっかくの機会をいただきましたので、会員の皆さまのニーズを
伺いながら、研修会や情報交換会など「参加してみたい」と思え
るような企画に寄与できるよう、微力ではございますが、頑張っ
て参ります。
　ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　このたび、新しく理事に就任しました徳島南部支部の中原稔と
申します。
　私の経歴を少し述べさせてもらいますと、行政書士になるまで
は技術系の会社で約３３年間、サラリーマン生活をしておりました。
　会社員時代の最後10年余りは、企画・総務系の部署で、自社内
の各担当および協力会社との折衝・業務調整などを担当しながら、
新しいサービスを開始・提供するに向けた（けっこう大きな規模
の）プロジェクトに加わり、新技術の水平展開や、グループ会社
間で円滑に業務が遂行できるフローの作成など、裏方の仕事をし
ておりました。無事、新サービスも軌道に乗り、「やり切った感」・
「燃え尽き感」が芽生えてきた頃に、平成 7年度試験で合格して
いた「行政書士」の資格を生かして、新たなスタートを切ってみ
ようという気持ちが湧き上がり、あっさり退職し、平成３0年 ６ 月
（55歳の時）に行政書士名簿への登録（徳島会への入会）をして、
現在に至っております。
　「行政書士倫理綱領」の中に、“行政書士は、相互の融和をはか
り…” という一節がありますが、それは総務部という部署の位置
づけにも当てはまるものだと思います。
　微力ながら、徳島県行政書士会の発展に尽力したいと考えてお
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。

副部長
中原�　　稔
（徳島南部支部）

総　務　部

久原�　孝子
（美馬三好支部）

業務指導部
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　2020年12月 ４ 日、第203回臨時国会において、
「労働者協同組合法（以下、“労協法” と略しま
す）」なる法律が、全会一致で成立し、公布さ
れました。
　この法律は、『協同労働』という、これまで
には無かった新しい働き方を定めたものです。
耳慣れないワードですが、この協同労働とは、

「働く人たちが出資して運営も担う」、「仲間同
士でお金を出し合い、地域に必要とされる仕事
を共に作り、共に運営していく」という画期的
な働き方です。
　協同組合と言えば、農協（農業協同組合）、
漁協（漁業協同組合）、生協（コープ）を思い
浮かべる方も多いと思います。こうした協同組
合はそれぞれに根拠となる法律がありました
が、労働者協同組合には根拠となる法律があり
ませんでした（Ｇ 7 国では、日本だけが未整備
でした）。
　わが国でもここ50年の間、任意団体や他の法
人格（ＮＰＯなど）で、実質的に協同労働をし
てきた歩みはあったのですが、今回の法制定
で、公的に労働者協同組合が認められることに
なり、全国的に設立数が増えるものと期待され
ています。
　今年 ５ 月15日に開催された県域集会（全国知
事会の飯泉嘉門会長が来賓あいさつ）に参加し、
同月26日には主催者側のワーカーズコープ・セ
ンター事業団の川上　四国開発本部事務局長に
お会いし、より詳しく勉強する機会がありまし
た。
　そこで得た『労働者協同組合（以下、“組合”
と略します）』を理解するポイントを、箇条書
きにて、記させてもらいます。（非営利の法人
組織という点では同じである「ＮＰＯ法人」と
の差異も適宜、付記しておきます。）

【組合とは】組合員（＝労働者）が出資し、そ
れぞれの意見を反映して事業が行われ、組合
員自らが事業に従事することを《基本原理》
とする非営利の法人組織。
　営利を目的として、事業を行ってはならな
いことはＮＰＯ法人と同様だが、ＮＰＯ法人
は働く人が出資できない。

【運営の原則】上記の《基本原理》に従い、事
業が行われることを通じて、持続可能で活力
ある地域社会の実現に資することを目的とす
ることが、労協法第 １ 条に規定されている。

【事業】労働者派遣事業はできないが、それ以
外はどの産業、どの領域でも可能である。こ
の点でも、ＮＰＯ法人（＝福祉や観光振興、
環境保全など、20の分野に限定）と大きく異
なる。

【設立と成立】組合員になろうとする ３ 人以上
の者が発起人となり「定款」を作成し、創立
総会を経て設立。主たる事務所の所在地にお
いて、「設立の登記」をすることで成立する。

【準則主義】法律に定める一定の要件を満たせ
ば、行政官庁の許可や認可がなくても、法人
格が付与される。認証主義のＮＰＯ法人と比
べて、手続きが複雑でなく、要する期間も短
い。

【組合員の身分】組合員の中から代表者を選び、
労働契約を結ぶことが義務付けられている。
これは、不当解雇や低賃金労働などを防ぐた
めで、労働者として法的保護を受けられるし
くみとなっている。

【剰余金が出た場合】非営利のため出資配当（株
式会社でいうところの株主への配当）は認め
られないが、剰余金は積み立てたり繰り越し
たりする一定の基準があるものの、それ以外
は仕事量に応じて分配することができる。

総務部副部長　 中　原　　　稔
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　組合員の給与（これは事業の経費に当たる）
とは別に、過剰な余剰金が出た場合は、労働
時間に応じて組合員に返還するという意。

　主なポイントは以上になります。
　これまでも、介護福祉事業（通所・訪問介護
等）、子育て関連事業（託児、学童保育、塾の
運営等）、地域づくり関連事業（農産物加工品
直売所等の拠点整備、買い物支援等）、若者・
困窮者支援事業（自立支援等）や住宅・ビル関
連事業（清掃・施設管理等）などの分野で、協

同労働の存在はありましたが、今回の法制化で、
地域の多様な需要に応じた他分野の事業参入も
大いに期待されているところです。
　2022年度末までに法の施行がされるというこ
とで、その間に政省令が定まるものと思います
が、企業組合法人やＮＰＯ法人からの組織変更
も考えられる事から、行政書士もこの機におい
て、職域範囲の「定款」や各種「議事録」の作
成などについて、業務受託が積極的に行えるよ
うに、労働者協同組合の理解を進めていただい
て、支援ができますようご期待いたします。

新規入会者研修会

と　き � 令和 ３ 年 ３月 1日（月）
� 午後 1時３0分から 4時40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

　令和 ３ 年 ２ 月 22 日、本会事務局において、
行政書士記念日事業として午前 10 時から午後
４ 時まで電話無料相談会を実施しました。
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徳島県支部長　 村　上　正　志

　昨年から変わらず、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、コスモス徳島
としましても、昨年同様、日々活動する会員が高齢者等後見に関する問題での相談を受けているところで
ございます。成年後見制度に使命感を持って活動されておりますコスモス会員は、感染防止対策をされな
がらのご活躍、大変な状況であると認識しております。この様な状況下での、コスモス成年後見サポート
センター徳島支部からみた動向について、報告いたします。
　令和 ３年 1月25日に全国支部長会議がオンラインで開催されました。その中で、コスモス成年後見サポ
ートセンター 5カ年計画が示され、民法の改正から諸関連法令の施行による成年後見制度発足から20年、
コスモスが設立されて今年で10年が経過するにあたり、これからのコスモス成年後見サポートセンターの
目指すべき将来像と取組みが明らかにされました。
　コスモス設立以来、会員が努力を積み重ねてきたものの、未だ専門職後見人としての行政書士の地位を
確立するに至っているとは言えません。コスモスの将来あるべき姿としては、行政書士である会員が専門
職として成年後見制度に取り組んでいると言うことが、裁判所、行政や国民に認知され、全国的に裁判所、
行政、専門職団体との連携が出来、国民の権利利益の実現に応えられている専門職団体であると見られる
ことです。これを確たるものにできるかが求められているところです。そのためにも、全国的な組織力を
強化する必要が有り、未だ支部設置の出来ていない都道県において、日行連にも強く働きかけて頂き、全
国組織としてのコスモス成年後見サポートセンターの確立を願うものです。
　法人後見については、今年度からいよいよコスモスにおいて管理委員会を設置して、法人後見を開始す
ることが出来るようになりました。各支部では体制作りから始めなければなりませんが、コスモス徳島で
も限られた会員数の中での運用の検討が必要となってきました。しかし、組織運営ばかりに目を向けてい
たのでは、実際の後見業務を担う会員の資質の向上が疎かになってしまっては使命を果すことが出来ませ
ん。当然、研修体制の確立も必要です。
　研修については、更新研修は義務研修と位置づけられ、コロナ禍での対策もあってＶＯＤ方式が多く取
り入れられるようになりました。集合研修のみではなく、各会員の都合に合わせた受講研修が出来るよう
な枠組み構成が認められるようになってきました。新しくコスモス会員になられたい方でも、入会前研修
の時間的負担を和らげられるようなカリキュラムの編成を徳島支部でも検討しております。
　 5月14日に「成年後見制度利用促進に関する取組み」について本部オンライン研修が実施され、平成29
年に成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定され、基本計画に基づいて地域連携ネットワークの構築、
中核機関の設置に向けた検討が全国で成されている事について、全国で約３40名を越えるコスモス会員が
参加し、その課題や現状について報告を受ける研修となりました。
　20日には、成年後見制度利用促進専門家会議　第 ６回地域連携ネットワークＷＧにおいて、「コスモス成
年後見サポートセンターの取組みについて」と題し、コスモス本部の成年後見制度利用促進委員会委員長
である高知会の曽根寧之先生による発表があり、全国に対してコスモス成年後見サポートセンターの概要
からセンターの専門性、会員の状況についての説明がなされました。法律専門職団体として、地域におけ
る協議会等に積極的に参加し、地域連携ネットワークにおける相談対応など積極的な役割を果たせること
が出来るように、日々研鑽を積むことが求められています。
　このように、現状において外に向けての積極的な活動が出来ない中で、コスモス会員には研修や成年後
見制度利用促進に対する取組みについて理解をして頂く機会が、求められているところでもあります。
　コスモス徳島支部としましても、コスモス会員の皆様に対して継続的な研修受講の機会の創設や入会前
研修の負担軽減等による入会のハードルの低減が出来るように、効果的運営方法の策定が求められてきて
おります。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来てい
るところです。さらに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及び県市
町村関係団体との連携は勿論、法律関係団体や福祉関係団体との調整を求めつつ、コスモス成年後見サポ
ートセンターの成年後見制度に対する貢献度や活動努力を家庭裁判所に認知して頂く事は、重要な要素で
あります。
　コスモス成年後見サポートセンター徳島支部は、地域に根ざした活動を推進することは当然として、今
後とも幅広い活動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　川　﨑　　　浩

徳島西部支部

徳島南部支部

　令和 ３年になっても新型コロナウイルスの感染者
数は減らず、状況は昨年と変わらないまま時が過ぎ、
支部総会が近づいてきました。昨年同様書面による
議決権行使も仕方ないかと考えていたところ、役員
から今年は支部会員が集まって会を開いた方が良い
のではないかという意見が出て 2年ぶりに支部総会
を開催することとなりました。時節柄参加者は例年
より少なかったですが、支部の会員同士顔を合わせ
る機会が少ないため、総会を開催したのは良かった
と思います。もちろん感染対策がきちんとされた場
所で短時間開催、懇親会もなしという形で行いまし
た。昨年は中止になりましたが、例年秋に行ってい
る支部の無料相談会も今年は行うという事になった
ので、準備を進めて行きたいと思います。
　しかし、オリンピックが開催されることになり、

今後の感染拡大が心配です。安心・安全と言うだけ
で具体的な対策は、抜け穴だらけのバブル方式だけ
では、感染拡大してもおかしくないですね。私はオ
リンピック開催は絶対反対という考えではありませ
んが、開催するなら根性論や精神論ではなく科学的
根拠に基づいた具体的な対策を施してから開催する
べきだと思います。
　話が逸れましたが、現在のような状況はあと数年
続くでしょう。しかし、ワクチン接種や治療薬の開
発等、明るい話題もチラホラ出てきています。それ
までは感染防止対策をしっかり行い、巷にあふれか
えっているあらゆる情報を取捨選択し、誤った情報
や風評による混乱を生じないようにしないといけま
せん。皆様気を付けていきましょう。

　あれは今年 ３月27日のこと。時間は夜 ８時をとう
に過ぎていた筈だ。ＰＣの前でインターネットを眺
めてくつろいでいた私の携帯が突然ブルブルと震え
だした。ディスプレイに表示された「徳島南部支部
Ｈ支部長」の文字が振動に合わせ「早よ出ろ」と唸っ
ている。マナーモードなのにである。ひんやりとし
た胸騒ぎを抑えつつ私は電話に出た。「本日行われ
た役員会で川﨑先生とＩ先生とで徳島南部支部の次
期支部長と副支部長を担ってもらうことになりまし
た」とＨ支部長。いつも通りの穏やかな口調ではあ
るものの、語尾のあたりに決意めいたもの込めてこ
う続けた。「これは最終かつ不可逆的な決定です」
　その後Ｉ先生との間で繰り広げられた熾烈な副支

部長ポスト争奪戦に敗れ、私は支部長となったわけ
であるが、支部長とはいったい何をする人ぞ。そも
そも支部の役割とは何なのか。支部会員とはどのよ
うに関わっていけばよいのか。いやその前に南部支
部の会員て誰だれがいるの？�何人いるのかな？�会
員名簿見るか。退会した人や新入会員は「行政書士
とくしま」を見ればわかるな。いや念のため事務局
に確認しとこう。よし現時点の支部会員は5６名か。
先輩方が多いな。昭和時代に入会された方が20名、
令和になって 2名入会している。入会年次でいうと
私は３9番目だから新参だな。各会員の専門業務は聞
いといたほうがいいのかな…。かように私の支部長
としての勉強は始まったばかりである。

　コロナウイルスの影響で、本年も懇親会を併設し
た支部総会を開催することができませんでしたが、
中央支部会員の皆様には昨年に引き続き経費節約の
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
答を頂きまして本当に有難うございました。出席者
につきましては当初予定14名でしたが、当日参加
された会員は11名でした。
　コロナウイルスの影響下で少数ではございました
が開催することができまして大変光栄に思っており
ます。また、議案審議等につきましては無事に出席
者の皆様より満場一致にて承認を頂きまして誠に有

り難うございました。なお、審議の中で本年は役員
改選の年ではございましたが、支部役員の改選に関
しましては副支部長を 1名減数とし 1名を除き、そ
のまま留任して頂くこととなりました。また本部に
対しての支部推薦理事につきましては 1名のみの推
薦とさせて頂きました。支部役員としては 2期目に
入った訳ですが、 1期目の 1年目以降はコロナウイ
ルスの影響で最低限の運営しかできず誠に申し訳な
く思っております。来年こそは昨年も同様に申し上
げましたが、支部総会並びに懇親会に多くの支部会
員の皆様の出席を頂き、明るい顔でご挨拶ができた
らと思っております。
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支部長　吉　本　健　二

支部会員　大　西　司　朗

阿波・吉野川支部

美馬三好支部

「土御門上皇様と御所神社」
　2022年NHK大河ドラマ、鎌倉殿と1３人により、
鎌倉時代の壮絶な権力闘争が放映される予定です。
その権力闘争の渦中に土御門上皇様がいます。
　今から、８00年前の承久の乱の後、土佐の国に配
流され、その後阿波の国に還られ、1227年（嘉禄 ３
年）に土成町吉田の御所屋敷に行宮を営まれ、12３1
年（寛喜 ３年）に３7歳で配流先の阿波市御所で崩御
されたと伝わっています。崩御されたと伝わる場所
には御所神社が鎮座しています。
●土御門上皇様について
　後鳥羽天皇様の第一皇子として生まれ、建久 9年

1月11日（119８年）に 4歳で即位し、承元 4年（1210
年）に1６歳で順徳天皇様に譲位し、上皇となる。
　1221年に起こった（承久の乱）で後鳥羽上皇、順
徳天皇様は流刑になったが、土御門上皇様は謀議に
関わっていないとされ、処罰の対象にならなかった。
　しかし、父と弟が流刑になったのに、自分だけが
京都に留まることを心苦しく思われたので、上皇様
は自ら北条氏に願い出て土佐へ、その後阿波へと御
還幸された。鎌倉幕府も後鳥羽上皇、順徳天皇様と
は違って、守護に対して阿波の宮殿を造営させるな
どの厚遇振りを見せています。宮殿の地は阿波市御
所と伝えられています。

「富士山と私」
　私が実物の富士山を初めて見たのは、大学に入学
するため寝台特急列車で東京駅に向かう途中のこと
でした。早朝、ふと目が覚めて何気なく窓の外に視
線をやると、北の方角にそれまで写真やテレビでし
か見たことのなかった大きな美しい富士山が見えま
した。この時の富士山は、青空のもと朝日を全身に
浴びて赤く神々しく輝いているようでした。私は雷
にでも打たれたようになって、『あぁ、綺麗だ…。』
ただ心の中でそうつぶやき、見えなくなるまで富士
山を眺めていました。
　あれから随分と年月が経過して、今や私は６３歳に
なりましたが、振り返れば、あの時から富士山は私
の心の奥深くに居続けるようになったのだと思いま
す。長らく東京暮らしをしてきた私は、これまでに
富士山頂には 9回立ちました。また富士山がよく見

渡せる丹沢山系塔の岳には３0回ほど登って、その優
美な姿を心ゆくまで眺めました。さらにあちこちの
美術館を訪れては、葛飾北斎や奥村土牛、片岡球子
など有名な画家の描いた富士山の絵を鑑賞しまし
た。
　やはり私は富士山が好きだったんだな、今つくづ
くそう思います。
　他方、最近では、富士山がいつ噴火してもおかし
くない、そう発言する専門家も現れています。もし
それが現実となればたいへんな被害が発生すること
でしょう。宝永 4年（1707年）の大噴火の時のよう
な大きな噴火口が新たに出現すれば、あの富士山の
気高い美が損なわれることになるのかもしれません。
　今年の 7月 1日、コロナ禍の中、山梨県側では 2
年ぶりに富士山の山開きが行われました。噴火など
決してありませんように、私はそう願うばかりです。

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、
ワクチン接種が進んではいますが、まだまだ収まる
気配が見えない中、あと数週間で東京オリンピック・
パラリンピックが開催されようとしています。
　無事に開催され、日本の底力を世界中に示すこと
ができますとともに、アスリートの皆さんが素晴ら
しいパフォーマンスができ、感動の中終えることを
祈念いたします。
　さて、鳴門板野支部では、去る 4月2６日に支部総
会を開き、各議案に満場一致で承認を得たところで
あります。
　今年度は役員改選の年で、長年支部役員を務めて
いただいた多田先生、渋谷先生が辞任され、新たに
水本先生を選任し、 ６名体制から 5名体制としてス

タートしました。
　また、今年度、支部から河野耕一先生が鳴門市社
会福祉協議会法人後見事業運営委員会委員として、
ご就任され、高い見識と豊富な経験で適切な意見を
頂けると期待されています。
　新型コロナ禍の中、行事も限られていますが、地域
に根ざした活動をしてまいりたいと考えております。
　その一つに、今年の支部研修会のテーマは、自殺
予防とすることを役員会で決定しました。
　コロナによる生活苦、うつ病などによる自殺、
ニュースでも度々報道されています。
　深い知識と経験をお持ちの講師を招き、生きた意
見が活発に述べられる研修会の開催ができる事を目
指します。
　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考えております。
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　令和 ３年 7月1３日に松村会長、友兼業務指導
部長、中原総務副部長と楮本が中山俊雄小松島
市長を表敬訪問しました。
　会長から行政書士会として、コロナウイルス
に関する国や県の支援金などの申請受付、相談
の事業を受託していることを説明し、小松島市
でも必要があれば、行政書士会でお手伝いが可
能な旨お話しました。市長からは、小松島市で
は飲食店や小売り店も困っているが、卸事業者
や生産者などの関連企業も相当困っていると心
配しており、商工会議所などとも連携して聞き
取りをするなどの取り組みを行い、財源は厳し
いができることから対応したいとのお考えをお
聞きしました。

　また、他の市町村と同様に小松島市でも以前
から独居老人など住民の高齢化に伴う問題への
対応を重点施策にあげていたが、コロナウイル
スの流行により自宅で過ごす時間が長くなった
ことで高齢者の孤立が著しくなっているとの懸
念があるとのことです。市長は、地域共生社会
の実現が非常に重要と考えており、高齢者を地
域全体で見守る必要を感じているとのお話があ
りました。友兼部長から行政書士がコスモス成
年後見サポートセンターを組織して、成年後見
制度に積極的に参加していることなどの説明を
行い、小松島市でも是非、活用していただける
ようにお願いし、要望書を市長へお渡ししまし
た。
　コロナ禍で行政への電子申請が一気に加速し
ている昨今、電子申請に必要になることが想定
されているマイナンバーカードの普及、広報事
業についても行政書士会が市町村と協力して行
うことを検討しており、他の様々な事業を含め、
小松島市でも行政書士の積極的な活用をお願い
しました。
　中山市長の就任後、初めて小松島市を訪問さ
せていただくことができ、小松島市と徳島県行
政書士会の協力関係がより強固なものになった
のではないかと考えます。

広報部長　楮本�あゆみ
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　令和 ３ 年 ４ 月19日午後 ２ 時より徳島グランヴィリオホテルにおい
て、徳島県知事による感謝状の贈呈式が行われました。
　これは、徳島県行政書士会が令和 ２ 年 ６ 月15日から令和 ３ 年 ５ 月
17日の期間、商工観光労働部商工政策課より受託した、WITH･コ
ロナ「新生活様式」導入応援助成金受付サポート業務が、新型コロ
ナウイルス感染症対策について特に顕著に貢献した団体法人等に該
当するとのことで、その功績を称え感謝の意を表するために贈呈さ
れたものです。
　当日は、助成金受付サポートが実施されていた期中ではありまし
たが、松村会長と共に社会経済維持団体の枠で出席させていただき
ました。
　徳島県行政書士会としましては、非常に名誉なことであるととも
に、長期にわたる受託業務でありながら、コロナ禍の中での会員相
互協力により、無事に業務を終えることが出来ましたことは、今後
徳島会の活動領域の幅を拡げるステップになったのではないかと思
われます。

副会長　村　上　正　志

P01_32_行政とくしま186_PDF送信用.indd   23 2021/07/28   13:40



―24―

広報部長　楮　本　あゆみ

　令和 ３ 年 ３ 月29日に徳島県庁で
「徳島県における自殺予防の取り組
みの相互協力に関する協定」締結式
が行われ、当日は、松村会長、村上
副会長、楮本が参加しました。
　徳島県行政書士会が自殺予防活動
協力機関として、徳島県並びに自殺
予防活動機関である社会福祉法人徳
島県自殺予防協会及び特定非営利活
動法人Approach For Life Saverと
の協定書に調印し、徳島県の自殺予
防対策に協力する団体として登録されました。
　この協定は、自殺のおそれのある人の早期発見と早期対応、自殺予防活動を実践する人材の養
成を目的としており、自殺予防活動の目的に賛同・協力する徳島県内の63団体が自殺予防活動機
関となっています。
　会員の皆様におかれましても自殺予防活動機関の一員であることを認識いただき、日頃から積
極的な自殺予防活動を心がけていただけますよう、お願いいたします。
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入会の動機／�行政書士として法律業務に携わりたかったため。
また、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／�農地転用、建設業許可・経営審査、会社・法人設
立業務

自 己 Ｐ Ｒ／�誠実に業務に取り組み、多くの方から信頼される
行政書士になれるよう日々精進してまいります。

趣味・特技／釣り

坂　本　　　栞　　【徳島西部支部】

入会日 　令和 ３年 4月 2日
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入会の動機／�　現在私は、不動産業【主に不動産売買仲介業務】に従事しており、
毎日の業務の中で、「行政書士」の仕事がらみのものもあり、その
都度、有資格者等に確認したりして問題解決していたものです。従
いまして、それ以上の関連業務についての深堀りもせず、不動産業
務を行っていました。しかし、苦労してせっかく「行政書士試験」
に合格していたことから、どうせなら、「行政書士」として独立して、
不動産業ともども幅広く活動したいと考えて、今回登録・入会を決
めた次第です。

取 扱 業 務／�農地転用許可申請、建設業許可申請、記帳事務、融資書類作成

自 己 Ｐ Ｒ／�　とにかく人と話をするのが好きな性格です。また、頭で考えて行
動するタイプではなく、先に行動するタイプであるため、時に早合
点して失敗することもあり、私の欠点でもあります。

趣味・特技／�　家で飼っている柴犬の【ハナ】と散歩することが楽しみてす。疲
れが癒されています。また、中国の「史記」や日本の歴史本を読む
こともいいですね。

そ　の　他／�　還暦をすぎてからの開業となったこともあり、どうしてもアナロ
グ方式で事務をこなす傾向がありますが、時代は今後ますますデジ
タル化に進んでいるので、おいて行かれないように努力していこう
と常々思っています。

𠮷　田　和　正　　【徳島中央支部】

入会日 　令和 ３年 5月 1日
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入会の動機／�　以前、2014年 ８ 月から開業させていただいておりましたが、諸事
情のため活動することが困難になりましたので、201６年 ３ 月に一旦
廃業いたしました。
　近年、やっと元職等でのしがらみもなくなり身辺が落ち着いてま
いりましたのと、県外において家族が開業しておりますので、少し
でもその手伝いと業務上役に立つことができれば、また、元気なう
ちは社会との関わりを保ち少しでも貢献することができるのであれ
ば、と考え、再度開業申請をさせていただくこととなりました。
　出戻りではありますが、ほとんど新人ですので、皆様何卒よろし
くお願いいたします。

取 扱 業 務／�各種営業許可、各種法人設立、農地・土地開発関係、遺言・相続関
係、車庫証明、内容証明、各種契約書作成　等　…予定

自 己 Ｐ Ｒ／�　地域におきましても地域外におきましても、『ビジネス＆暮らし
のサポーター』として、今後も知識と経験を積み重ね、依頼者及び
相談者に対し適正的確なアドバイスとサポートをもって誠実に対応
し、社会への貢献をモットーにがんばっていきたいと思っておりま
す。

趣味・特技／�読書、ギター演奏、DIY（主に自動車・電気関係をいじること）
〈業務に関係のない資格〉
第二種電気工事士、認定電気工事従事者、消防設備士（甲 4・乙 7）、
測量士補　他

川　人　祐　二　　【阿波・吉野川支部】

入会日 　令和 ３年 7月 15 日

　前回開業時には、看板を掲げ営業活動を行っても最初は業務依頼も相談もあまり手
応えがなく、たまにご相談をいただいても司法書士事務所や土地家屋調査士事務所で
直接取り扱っていただいたほうがスムースにいくと思われる業務内容でしたので、そ
のまま関連した事務所に紹介させていただくことが多くありました。残念なことに、
廃業したのち、何件か業務依頼がありました。さすがに引き受けることはできません
でしたので、内容に応じて他の事務所の連絡先等を紹介させていただきました。
　今回再度登録することができましたので、小さなことからコツコツと、自身の業務
として責任を持ち、同業、他の士業の方々に連携をお願いしながら、できるだけ多く
の業務を遂行していきたいと思っております。
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や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

　さる ５ 月15日開催の定期大会及び ５ 月31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 仁木　利典 篠原　　肇

政 策 委 員 会 小笠　　功 山岡　　修

官公署対策委員会 陶久　晃一 森江　大蔵

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 ３ 年 ６ 月15日（火）ホテルオークラ東京
「平安の間」において、「第41回　日本行政書士
政治連盟定期大会」が開催されました。新型コ
ロナウイルス感染症に対して十分な感染予防対
策を講じた上で実施されました。
　開会に際して、井口会長より挨拶がありまし
た。そして、司会者が大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　令和 ２ 年度運動経過報告について
第 ２ 号議案　令和 ２ 年度決算報告について・監査報告
第 ３ 号議案　日本行政書士政治連盟規約の一部改正（案）について
第 ４ 号議案　令和 ３ 年度運動方針（案）について
第 ５ 号議案　令和 ３ 年度収支予算（案）について
第 ６ 号議案　役員の選任について

　第 １ 号議案から第 ５ 号議案まで、全て可決承認されました（第 ３ 号議案については出席代議員
の ３ 分の ２ 以上の賛成を得て可決承認されております）。
　第 ６ 号議案については、別室にて開催された幹事会において、神奈川県支部の加藤幹夫会員と
熊本県支部の井口由美子会員が立候補（井口会員
については日行連常住豊会長の推薦により立候
補）され、投票により井口由美子会員が会長に再
選されました。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、定期大会全ての議案審議が終了し
ました。
　以上をもちまして、令和 ３ 年度日本行政書士政
治連盟第41回定期大会の報告とさせていただきま
す。

令和三年度

報告者　徳島県行政書士政治連盟　会長　松　村　和　人

第41回
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や　ま　び　こ 徳島県行政書士政治連盟ＰＲ

　令和 ３ 年 ５ 月15日（土）午後 ２ 時20分より、
ろうきんホールにおいて、令和 ３ 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」、松村会長のあいさ
つがあった。
　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、議場より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武内良行
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。
　議長より構成員188名中、本日の出席者は129
名（うち委任状97名）であり、構成員の過半数
の出席があるので本定期大会が有効に成立して
いる旨の発言があった。
　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、議場より議長一任の声が
あったので、議長は ２ 名を指名し、両人はこれ

を受諾した。
　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。
第 １号議案　令和 ２ 年度活動経過報告について
　賛成多数により原案どおり可決決定した。
第 ２号議案　 令和 ２ 年度収支決算報告及び承認

並びに会計監査報告
　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 ３ 年度運動方針案について
　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 ３ 年度収支予算案について
　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
　議長から執行部に対して役員案の発表を求め
たところ、慣例により行政書士会会長が政連の
会長も兼ねる旨の説明があり、よって松村会長
が、政連の会長をさせていただく旨が述べられ
た。
　続いて、松村会長から新役員案の発表がなさ
れた。議長は、提案された役員案について採決
を行い、賛成多数により提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。この後、北
條副会長の「閉会の辞」をもって、令和 ３ 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₃年度

◆ ◆ ◆　政連事務局日誌　◆ ◆ ◆

４ 月　　１６日◦会計監査（於本会会議室）開催
　　　　１9日◦幹事会（於本会会議室）開催
５ 月　　１５日◦令和 ３年度定期大会
　　　　　　　（於ろうきんホール）開催
　　　　１9日◦日政連第 1回幹事会（書面決議）
　　　　３１日◦幹事会（於本会会議室）開催

６ 月　　１５日◦�令和 ３年度日政連定期大会、日政
連第 2回、第 ３回幹事会（於東京）
開催　松村会長　出席

７ 月 ８ 〜 9 日◦�日政連第 4 回幹事会（於東京）開
催　松村会長　出席
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◆ ２月 　 　 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、総務部会（於東京）開催　松村

会長　出席
　 　 ４ 日・ワイズ研修（ZOOM）開催
　　22日・行政書士記念日　電話無料相談（於本会会議室）開設

2021. 2 〜 7

◆ ３月 　 　 １ 日・新規入会者研修会（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
　 　 ８ 日・部長会（於本会会議室）開催
１８～19日・日行連総務部会（於東京）開催　松村会長　出席
　 　 １９日・選挙管理委員会（於本会会議室）開催
　 　 22日・申請取次管理委員会（於本会会議室）開催
　　23日・理事会（於本会会議室）開催　避難訓練実施
２４～25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
　 　 ２９日・「徳島県における自殺予防の取組の相互協力に関する協定」締結式
　 　 　 　松村会長、村上副会長、楮本広報部長　出席

◆ ４月 　 　 7 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
　 　 ９ 日・選挙管理委員会（於本会会議室）開催
　　16日・決算監査（於本会会議室）開催
　　19日・理事会（於本会会議室）開催
　　　　・新型コロナウイルス感染症対策功労者への知事感謝状等贈呈式
　 　 　 　（於徳島グランヴィリオホテル）開催　松村会長、村上副会長　出席
２１～22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
　 　 22日・日行連理事会（書面決議）
　　23日・徳島中央支部総会（於徳島県行政書士会館）開催
　　24日・徳島西部支部総会（於グランパレス徳島）開催
　　26日・徳島南部支部総会（於ホテル石松）開催
　　　　・鳴門板野支部総会（於行政書士森江大蔵事務所）開催
　　27日・美馬三好支部総会（於焼肉加茂八）開催
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■新規登録

坂本　　栞　徳島西部支部 R３. ４. ２
𠮷田　和正　徳島中央支部 R３. ５. １
川人　祐二　阿波・吉野川支部 R３. 7. １５

工藤　俊夫　阿波・吉野川支部 廃業　R３. ３. ２２
小川　泰宏　徳島中央支部 廃業　R３. ３. ３１
高野　　等　徳島南部支部 廃業　R３. ３. ３１
平岡　芳和　鳴門板野支部 廃業　R３. ３. ３１
橋本　　正　鳴門板野支部 廃業　R３. ３. ３１
足立　匡嗣　美馬三好支部 廃業　R３. ３. ３１
吉本　政記　徳島南部支部 廃業　R３. ４. ２２

会員の動静
【 ２月〜 ７月】

入　　　会 退　　　会

◆ ６月 　 　 ２ 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
２ ～ ３ 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
　 　 7 日・選挙管理委員会（於本会会議室）開催
　 　 　 　 ・綱紀委員会（於本会会議室）開催
　 　 　 　 ・総務部会（於本会会議室）開催
　　13日・日行連正副会長会、常任理事会、常任理事・議運合同会議
　　　　　（於東京）開催　松村会長　出席
１４～15日・ 令和 ３ 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
　　28日・広報部会（於本会会議室）開催

◆ ７月 　 　 １ 日・日行連正副会長会（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
7 ～ ８ 日・日行連理事会（於東京）開催　松村会長　出席
　　19日・広報部会（於本会会議室）開催

◆ ５月 　 　 ６ 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
６ ～ 7 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・正副会長会（於本会会議室）開催
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
　　15日・令和 ３ 年度定時総会（於ろうきんホール）開催
　 　 31日・正副会長会、理事会（於本会会議室）開催

発行所　　徳 島 県 行 政 書 士 会
　　　　　会　　長　　松　村　和　人
編集人　　広報部長　　楮　本　あゆみ
印刷所　　原田印刷出版株式会社

会報 第186号　令和 ３年 ７月３1日発行

行 政 と く し ま
徳島県行政書士会　770−0873 徳島市東沖洲二丁目１番地８（マリンピア沖洲内）　ＴＥＬ（088）679−4440

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

No186_1_4表紙春夏.indd   1 2021/07/21   13:19P01_32_行政とくしま186_PDF送信用.indd   32 2021/07/28   13:40



目　　　　　　次
〈ごあいさつ〉

徳島県行政書士会会長　松　村　和　人……………… …1
衆　議　院　議　員　福　山　　　守…………… …2
徳 島 県 知 事　飯　泉　嘉　門…………… …3
日本行政書士会連合会会長　常　住　　　豊…………… …4
徳 島 県 議 会 議 員　岡　本　富　治……………… …5
徳 島 県 議 会 議 員　井　川　龍　二……………… …5
徳 島 県 議 会 議 員　仁　木　啓　人……………… …5
徳 島 県 議 会 議 員　古　川　広　志……………… …6
徳 島 県 議 会 議 員　北　島　一　人……………… …6
徳 島 市 長　内　藤　佐和子……………… …7
鳴 門 市 長　泉　　　理　彦……………… …7
阿 南 市 長　表　原　立　磨……………… …8
石 井 町 長　小　林　智　仁……………… …8

令和三年度　徳島県行政書士会定時総会報告… …… …9
新役員等について………………………………… …10
令和三年度　日行連定時総会報告… ………………… …11
理事会開催報告…………………………………… …13

徳島県行政書士会…会則の改正について… ……… …14
新理事の挨拶……………………………………… …15
「労働者協同組合法」への取り組みについて…… …17
行政書士記念日事業について…………………… …18
業務研修会開催報告……………………………… …18
コスモス徳島…なつだより… ……………………… …19
支部だより………………………………………… …20
小松島市長…表敬訪問… …………………………… …22
知事感謝状贈呈式………………………………… …23
自殺予防に関する相互協力協定………………… …24
新入会員の紹介…………………………………… …25
〈やまびこ〉新役員について…………………………… …28
〈やまびこ〉令和三年度…日本行政書士政治連盟…定期大会報告……… …29
〈やまびこ〉令和三年度…徳島県行政書士政治連盟…定期大会報告……… …30
事務局日誌………………………………………… …31
会員の動静………………………………………… …32

　行政書士とくしま186号をお読みいただきありがとうございます。
　今回から広報部員として本誌の作成に携わらせていただくようになりました。どうぞよろしく
お願いします。
　さて、この編集後記を執筆している 7月14日現在は、まだ梅雨は明けておりませんが、徳島も
間もなく梅雨明けし、本格的な夏がやってくることでしょう。私の趣味は天体観測で、よく天体
望遠鏡を出しては、春夏秋冬一年中星空を観察しています。ただ、梅雨の時期ということで、こ
こ 1か月半ぐらい星空を観ることができませんでした。しかし先日、自宅の庭先に出て夜空を見
上げると、天の川が美しくあって。その天の川を挟んで、織姫星（こと座ベガ）と彦星（わし座
のアルタイル）が14光年を隔てて今でも遠距離恋愛中でした。さらにこの 2つの星と白鳥座のデ
ネブを結んだ夏の大三角形がくっきりと浮かび上がっており、他にも北斗七星のあるおおくま座
や、さそり座、いて座など、夏の星座が夜空を飾っていました。
　私のお気に入りの星の一つが、天上でひときわ眩しく輝く、こと座のベガです。夏の夜空で最
も明るい（全天でも 5番目に明るい） 0等星の白色星で、他の星の明るさ（等級）を決める基準
の星となっています。
　また、現在は、こぐま座のポラリスが天の北極を示す北極星ですが、地球の「歳差運動」とい
う運動により、 1万2000年後には、このベガが北極星になっています。
　さまざまなことを想いながら星空を眺めていると、人間の営みなど宇宙の広大な空間と時間の
中では、ほとんど無意味にも思えてきます。しかし同時に、自分に与えられた貴重な一日一日を
大切に生きていこうとも思えます。皆様もぜひ、星空を見上げてみてください。
　末筆になりましたが、この度の発刊にあたり、大変お忙しい中、原稿を寄稿していただいた皆
様、関係者の皆様、本当にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

（広報部…副部長　岩佐　和宏）

編 集 後 記

表紙写真／「神山町雨乞いの滝」　　　提供者／古澤　　圭　氏
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