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　「行政書士とくしま」2022年春夏号をお読みいただきありがとうございます。
　この編集後記を執筆しておりますのは 7月11日ですが、今年はあっという間に梅雨が明け暑い
日が続いております。私は暑さに負けぬよう、日々外に出て営業活動をがんばっておりますが、
まだまだ、マスクを外すことが出来ないなか、熱中症には十分注意したいと思います。そして、
心配なのは阿南市福井町で一人暮らしの祖母の身のことです。私の祖母は今年96歳になりますが、
とても元気で身の回りのことはなんでも自分でできます。週 1回グランドゴルフにも行きます。
危ないので止めてもらいましたが、最近まで自転車にも乗っていました。そんな祖母は、かつて
はエアコンをつける習慣がなく、熱帯夜でも網戸と扇風機で過ごしていました。そして、ちょう
ど 3年前に熱中症で倒れ、救急車で病院に搬送されたことがあります。たまたまその日は週末で、
私が家にいたため、すぐに対応できましたが、祖母が一人の時だったら助かっていなかったかも
知れません。以来、毎晩エアコンをつけているかどうかを電話で確認しています。いつまでも元
気でいてほしいです。
　酷暑の折から、読者のみなさま方におかれましても、こまめな水分補給など、熱中症対策に十
分ご注意いただき、くれぐれもご自愛ください。
　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）
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　本年 5 月21日に令和 4 年度徳島県行政書士会定時
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。コロナ禍において昨
年に引き続き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。
　現執行部における 2 年目の事業年度が実質的にス
タートしました。既に研修事業や広報活動など各部、
各委員会の役員が勢力的に業務に当たっておりま
す。会員の皆様のご支援に心より感謝申し上げます。
　さて、日本行政書士会連合会（以下、「日行連」
という。）におきましては、6 月16日にホテルニュー
オータニにて定時総会が開催され、上程した議案全
てについて可決承認されました。特に第 3 号議案の
日行連会則の一部変更については、会員の皆様に影
響が及ぶと考えられます。第62条の 2 第 3 項として、

「行政書士は、本会が行う行政書士に対する信用及
び品位を高めることを目的とした倫理研修を受講し
なければならない。」が追加されたことが主要な変
更点です。
　既に 4 月20日及び21日に実施された日行連理事会
において、日行連倫理研修規則案が可決承認されて
おり、同規則が総務省による日行連会則変更の認可
の日（ 8 月の見込み）から起算して１年を経過した
日から施行されることになりますので、次年度中に
は会員の皆様に日行連倫理研修規則に規定されてい
る一般倫理研修を受講していただくことになりま
す。この一般倫理研修は 5 年に一度受講しなければ

ならず、職務上請求書の払出しには当該研修を修了
した者に対し発行される修了証が必要となります。
これらの取扱いは次年度中に開始される見込みです
ので、詳細が分かり次第、会員の皆様にはご案内申
し上げます。
 当該倫理研修受講の義務化と職務上請求書の取扱
いの厳格化は、昨年に発覚した栃木会所属行政書士
の職務上請求書不正使用事件を契機として検討され
てきました。探偵や興信所から依頼を受けて身元調
査に使用したものと報道されております。所管の総
務省や法務省から行政書士には職務上請求書を使わ
せないとの声が上がりかねない大きな問題であり、
引き続き、行政書士が国民や行政から信頼されて職
務上請求書を使用するために、この度、日行連が必
要な措置を講じたものであることをご理解いただ
き、職務上請求書の使用に当たっては、不正使用と
ならないよう法令等順守の徹底をお願いいたしま
す。
　今後とも行政書士制度が国民や行政から信頼され
発展していくようしっかり取り組んでまいります。
デジタル化についても日行連と協力して対応してま
いります。会員の皆様におかれましては、引き続き
会務運営にご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお
願い申し上げます。

ごあいさつ

徳島県行政書士会会長

松村　和人
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報告

　令和 4 年 5 月 21 日（土）午後 1 時 30 分よりろう
きんホールにおいて、令和 4 年度徳島県行政書士会
定時総会が開催された。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、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。
　続いて徳島県行政書士会会長表彰があり、第 1 号
表彰 17 名、第 2 号表彰 5 名を代表して徳島中央支
部 大村潤会員に表彰状が授与され、謝辞があった。
　本年度の定時総会も、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
たが、特別に日本行政書士会連合会会長代理として、
東京会会長宮本重則氏にご臨席いただき、ご祝辞を
賜った。
　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、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
329 名のところ、出席者は 40 名、委任状 141 名、
合計 181 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、議案審議に移り議案について審
議、採決を行った。

⃝第１号議案　令和 3 年度事業経過報告
　執行部の説明の後、議長は質問書の提出があった
ので、質問者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、質問者から再質問があり、議長はこれ
を認め執行部に答弁を求めた。執行部から再質問に
対する答弁があった。議長は審議終了を宣し、採決
を行い、賛成多数により原案どおり可決承認された。
⃝第２号議案　令和 3 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　令和 4 年度事業計画案について
　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 4 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。
　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
審議を終了し河野副会長の「閉会の辞」をもって、
午後 2 時 50 分に定時総会の全日程を終了した。

令和４年度 徳島県行政書士会定時総会報告
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　この度、令和 4 年度の徳島県行政書士会定時総会
が開催されますことを、心よりお慶び申し上げます。
また、日頃より、松村会長をはじめ徳島県行政書士
会の会員の皆様には、日本行政書士会連合会の事業
運営に多大なるご理解とご協力を賜り、この場をお
借りしまして、厚く御礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症は未だ終息には
至らず、引き続き多くの国民や事業者の方々が、様々
な支援策を必要とする状況が続いています。このよ
うな中、昨年 10 月 26 日、行政書士制度 70 周年記
念式典を高円宮妃殿下ご臨席の下、三権の長、総務
大臣を始め御来賓の皆様をお迎えし開催することが
できました。御来賓の方々からは、国や自治体のコ
ロナ対策や自然災害の被災者支援について、行政書
士が、支援を求める方々と行政との間で重要な役割
を担ってきたことへの謝意が述べられました。社会
における行政書士の存在意義が増していることを実
感するとともに、私たち会員にとって大変励みとな
りました。
　私たちはこの一年も、コロナ禍における政府の各
種施策に、積極的に協力してまいりました。中小企
業庁による月次支援金や事業復活支援金等の各制度
では、申請サポートや登録確認機関としての役割に
取り組み、対応の実績を積み上げてまいりました。
また、コロナ禍の影響を受けた生活衛生事業者の支
援についても、各単位会のご協力をいただき、活動
を継続しています。これからも積極的な支援を推進
してまいります。
　また、コロナ対策の有効な手段としても重要性を
増している社会のデジタル化に関しては、「誰一人
取り残さない」デジタル社会を実現させるために、
私たち行政書士が、国民と行政をつなぐ役割をしっ
かりと果たしていかなければなりません。併せて、
会員全体のデジタル分野での対応力の強化も重要な
課題です。日行連では、デジタル推進本部や行政書
士制度調査室を中心に、デジタル社会での行政手続
きにおいても行政書士による代理申請を可能とする
システム環境の整備を要望しています。今後も積極
的な提言、行政書士活用の要望、また総務省から委

託を受けているマイナンバーカード代理申請事業な
どのデジタル基盤整備に関する事業を展開してまい
ります。
　特にこのマイナンバーカード代理申請事業につき
ましては、マイナポイント付与対象となる九月末ま
でが大きな区切りとなります。徳島県行政書士会の
皆様におかれましても、自治体との連携を進め、相
談員を増員するなど体制を強化していただきたく存
じます。一件でも多く代理申請をすることが、デジ
タル社会の基盤構築と行政書士制度の発展に繋がり
ますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
　今般のロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会
における平和と秩序、安全を著しく脅かすもので
す。戦火を逃れ、来日する避難民の方々が、安心し
て生活できる環境づくりの手助けをすることは、国
際関係業務を担う私たち行政書士の使命です。この
度、在留資格に関する支援を柱に据え、避難民等在
留支援事業を開始しました。4 月 21 日には NHK の
取材を受け、ニュースとして放映されたところです。
また、5 月 11 日にウクライナ大使館を訪問し、避
難民の方々の実情やニーズをお伺いしてまいりまし
た。私たちは、適正な在留資格申請手続きに取り組
むことを通じて、在留資格への理解が人権擁護に直
結することを訴えてまいります。このことは、在留
資格に関する業務を行政書士が担っていることを国
民の皆様、行政、外国人の方々に広めることとなり、
ひいては在留資格関係業務を維持発展することに繋
がります。各単位会と協力して支援に取り組ませて
いただきます。
　加えて、行政書士法の改正に向けては、理事会で
議決した各項目に関する実態の調査や課題の整理を
行っています。多くの学識経験者の皆様のご協力を
いただき、「行政書士制度に関する研究会」を立ち
上げました。内部における整理検討に加え、アカデ
ミックな視点からも、法改正を含め将来の行政書士
制度を研究してまいります。また、総務省自治行政
局行政課とも定期的に意見交換を重ねています。行
政書士制度が、より一層充実したものとなるよう、
法改正に向けた活動を推進してまいります。
　一方で、行政書士制度の充実を図るためには、私
たち会員一人一人が資質の向上に努めなければなり
ません。加えて、本年度の日行連定時総会において
倫理研修の受講義務化に関する措置を議案としてい
ることを始め、職務上請求書の適正な使用に関する　　

祝　辞

日本行政書士会連合会会長 常 住 　豊



‒ 4 ‒

　 5 月 21 日に実施された本会定時総会に、日行連
からのご来賓として、日行連総務部長の宮本重則先
生にご出席いただきました。宮本先生は、東京都行
政書士会（以下「東京会」という）の会長も務めら
れております。本会定時総会の開催に先立ち、東京
会宮本会長と本会松村会長の対談が行われました。
以下に当日の模様を報告いたします。

松村会長：宮本会長におかれましては、遠路はるば
る徳島にお越しいただきありがとうございました。
普段は、私の方が東京に伺いお世話になっておりま
すので、今日は大変嬉しく思っています。
宮本会長：日行連では、私は総務部長をしておりま
すが、松村会長には総務部担当副会長として平素よ
り大変お世話になっております。また、徳島会の先
生方にも行政書士制度発展のためご尽力いただき感
謝申し上げます。徳島は大変良い所で感激しており
ます。
松村会長：日行連においては、 4 月 13 日に首相官
邸に招かれ、常住日行連会長を中心として、我々も
訪問させていただきました。
宮本会長：首相官邸において岸田文雄内閣総理大臣
と直接お会いし、行政書士の取組みをご理解いただ
く良い機会となりました。
松村会長：常住日行連会長から、ウクライナ避難民
に対する支援についての説明がありました。我々行
政書士は 30 年以上の長きにわたり、外国人の在留
資格に関する手続を行ってきており、その経験を活

かし、日行連及び全国の行政書士会が無料相談等の
支援をするとの内容です。
　そして、デジタル化への対応についてです。許認
可申請に代表される行政手続に関し、デジタル化が
進展すれば非常に便利になる反面、なりすましの問
題も懸念され、また、給付金等の不正受給の問題も
出てきます。このような問題に対し、行政書士を活
用することの意義を常住日行連会長が岸田首相に説
明されました。また、デジタル化の基盤であるマイ
ナンバーカードの普及についても協力していく旨、
説明されました。
宮本会長：岸田首相に直接ご理解いただいたことで、
今後の事業推進に弾みがつくと思います。
松村会長：話が変わりますが、東京会としてデジタ
ル化に関する取組みとして何か事例はありますか。
宮本会長：東京都に対し、行政手続のデジタル化に
当たっての行政書士の活用を要望しました。その結
果、対応として、行政手続デジタル化に係る BPR
支援として1.7億円の予算を付けていただきました。
松村会長：ありがとうございます。参考とさせてい
ただきます。今後もお互いに情報交換させていただ
きながら、行政書士制度を発展させていきたいと考
えております。今後とも宜しくお願いいたします。

東京都行政書士会会長と本会会長との対談

規則も改めました。各単位会にもご協力いただくこ
ととなります。何卒よろしくお願い申し上げます。
　行政書士は、地域に密着し、国民に寄り添う街の
法律家です。4 月 13 日に首相官邸を訪問し岸田内
閣総理大臣、木原内閣官房副長官と鼎談（ていだん）
させていただきましたが、その際にも行政書士への
期待のお言葉を頂戴しました。今後ますます、私た

ち行政書士の存在が強く社会から求められてくるも
のと確信いたしております。どうぞ皆様方におかれ
ましては、引き続きご理解ご協力を賜りますよう、
よろしく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益々のご
発展と会員の皆様のご健勝を祈念いたしまして、お
祝いのご挨拶とさせていただきます。

東京都行政書士会会長と本会
会長との対談

報告者 広報部長 楮本 あゆみ
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　令和 4 年 6 月 16 日（木曜日）に、東京都千代田
区清井町 4-1 ホテルニューオータニ鶴の間におい
て、令和 4 年度日本行政書士会連合会定時総会が開
催されました。

　今回コロナ対策は昨年に続き万全に行われてお
り、安心して参加することができました。
　例えば、1200 人収容の会場で、400 人に入場制限
され、会場内の座席間隔を広く確保されていました。
また、高度な空気循環システムにより約18分に1回、
会場内のすべての空気の入れ替えが行われていまし
た。さらに入場に際しサーマルカメラ、非接触型体
温計の検温とともに、会場の各所に手指用消毒液が
設置されておりました。
　昨年と違い、今回は午前 11 時より、金子恭之総
務大臣をお迎えして、総務大臣表彰状授与式が執り
行われました。
　開会のことばの後、会長式辞があり、続いて総務
大臣表彰状授与・総務大臣表彰受賞者代表謝辞・日
本行政書士会連合会会長表彰状授与・日本行政書士
会連合会会長表彰受賞者代表謝辞が行われ、総務大

臣式辞と続きました。
　今回、14 名の方が総務大臣表彰を受賞されまし
た。また、各県の先生が日本行政書士会連合会会長
表彰を受賞されました。そのうち徳島会では、小倉
博文先生・森江大蔵先生・山内正美先生が受賞され
ました。誠におめでとうございます。
　行政書士として国民の権利利益の実現のために尽
力され評価されたということはまことに喜ばしいこ
とであり、心よりお慶び申し上げます。
　続いて午後 1 時より、定時総会が開始されました。
開会の言葉に続き常住会長や来賓の挨拶がありまし
た。
　また、会議の進行役である、議長・副議長はお二
人とも女性の先生が選出されました。議長は兵庫会
の飼原和子先生、副議長は大阪会の鎌田由佳子先生
でした。両先生の会議の運び方が非常にてきぱきと
され、会議が滞りなく速やかに行われた事に感銘を
受けました。

　議案は下記の通りです。
⃝第１号議案　令和 3 年度事業報告
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⃝第２号議案　令和 3 年度決算報告
⃝第３号議案　日本行政書士会連合会会則の一部を

改正する会則（案）
⃝第４号議案　令和 4 年度事業計画（案）
⃝第５号議案　一般社団法人コスモス成年後見サポ

ートセンターへの寄付金支出につい
て（案）

⃝第６号議案　令和 4 年度予算（案）がそれぞれ賛
成多数で可決されました。

　私見ですが、第 1 号議案ではとりわけ、地域との
共生・役所との共生・他士業との共生についての報
告があり、多様性のある社会の実現を目指し、行政
書士がその中心的役割を担うべく活動するため権利
擁護推進委員会において、権利擁護に関する啓発用
のパンフレットデータを作成し、単位会に提供する
等、積極的に取り組んだことが印象的でありました。
事業実施に関しては、各部会及び委員会が鋭意努力
された成果が報告されました。
　 2 号議案の決算報告に関しては、決算規模が大き
く、例えば、正味財産増減計算書の中で経常収益と
して 935,478,970 円という、非常に大きな収入があっ
たと言う事です。潤沢な事業収入があったことによ
り円滑な事業運営が行われたと感じました。
　第 6 号議案では、令和 4 年度予算案と言うことで
事業活動収入計が、1,088,741,946 円という予算規模
の大きいものとなっております。事業計画として、
デジタル化推進と国民生活・事業者支援を柱に新時
代における行政書士制度の構築という、これらの目
的を遂行するために、これほどの予算が組まれたこ
とが非常に納得のいく妥当なものであると思料され
ます。
　基本方針として、地域住民に愛され、期待される
活動を飛躍させること、デジタル化など変容する社
会と行政手続に即座に対応し、法律専門職として社
会的地位の向上を図ること等が明記されました。そ
のための具体的な方策として、行政書士業務を強固
にするための法改正を目指すこと、デジタル社会の
実現への対応をすること等が計画されております。
デジタル社会にあって、まず行政書士に相談すると
いうことが全国標準となるよう強力に推進できるこ
とを期待しております。
　なお、第 2 号議案を除くすべての議案に対して、
計 55 の質問がなされました。これらの質問に対し
て議案審議前に分かり易い質問書と回答一覧が配布

され、10 分間の検討時間が各代議員に与えられ、十
分に検討できるものとなり、一度の再問・応答がな
されスムーズに会議の運営の進行が進みました。
　一例として、第 4 号議案の中で、行政書士法を含
む諸法規の調査研究及び指導についてという質問が
あり、質問の要旨として、行政書士法の改正により、
その目的に「国民の権利利益の実現に資すること」
が明記され、相応のコンプライアンス意識が求めら
れる中、「利益相反行為の禁止」「紹介料を支払うこ
との禁止」「紹介料を受け取ることの禁止」等、コ
ンプライアンスに関わる規定の明文化についてお考
えをお示しいただきたいと言うものがありました。
それに対して、「コンプライアンスに関わる規定の
明文化に該当するものとして、行政書士倫理の規則
を検討課題としております。例示いただきました各
事項に対する制限のあり方も含め、この課題の検討
を進めることにより、行政書士として、業務を行う
上で当然に求められる素養等の認識も含め、会員の
コンプライアンス意識の向上も図られるものと思料
いたします。」との回答がなされておりました。

　審議終了後、議長副議長の退任、最後に閉会の言
葉となり令和 4 年度の定時総会は無事に終了するこ
ととなりました。行政書士制度の発展のためにこの
総会が果たす役割は大きく、行政書士の将来が非常
に明るいものとなることを確信いたしました。

報告
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　 7 月 1 日高松におきまして、日本行政書士会連合
会 四国地方協議会の定時総会が開催され、出席い
たしましたのでそのご報告を申し上げます。
　この会合は 1 年に 2 回開催（ 6 月下旬頃と 10 月
下旬頃）され、各県の会長、副会長等の出席のも
と、それぞれの単位会が会務を行う上での問題点の
提示、その取り組み、そして解決に至ればその手段、
経緯等の意見交換の場でもあります。
　本県からは松村会長、村上・河野・中川各副会長、
私の 5 名で参加をいたしました。
　当番会である香川会の松本修会長が議長となり、
以下の議案について審議をいたしました。
⃝第１号議案　令和 3 年度事業報告について
　令和 3 年度の 7 月の会議は、コロナ禍でワクチン
接種が進んでいなかったことにより書面決議となっ
たこと、11 月開催の令和 3 年度日行連との四国地
方協議会との連絡会についても、いずれにも質問は
なく承認されました。
⃝第２号議案　令和 3 年度収支決算報告について
　監査報告の後、出席者からの質問はなく、異議な
しとして承認されました。
⃝第３号議案　令和 4 年度事業計画（案）について
　松本議長より、令和 3 年度は研修会等の事業費と
して 30 万円の予算が組まれていたが、コロナ禍に
より 1 回目の協議会が書面決議となったことも影響
し、実施が叶わなかった。また秋に開催される上部
団体である日行連と四国地方協議会の開催日につい
ては次期当番会である徳島の松村会長に一任したい
と説明があり、それを受け松村会長が 10 月 28 日に
徳島あるいは鳴門で計画をしているとの返答を行い
ました。
　そして本年度の事業計画に関し、出席者に意見を
募ったところ、愛媛会の小清水副会長より、愛媛の
コスモスの資金はあまりにも少なくて活動に支障が
出ている状況から、日行連に対して資金援助の要望
をお願いしていただきたい、また当該協議会にコス
モスの会員参加を検討いただきたいとの強い要望が
ありましたが、松本議長はいきなりの提案であるこ

とから、次期当番会の元で改めて検討をお願いした
いと発言し、結論を得ぬまま先送りとしました。過
去において本協議会開催に併せてコスモス会員の意
見交換の場を持ったことはありますが、思うに、費
用負担の点や法定業務に関する担当者の会議が先行
すべきではとの優先順位の点、従って各単位会での
事前の検討会議の結果を持ち寄り、次回の協議事項
として扱うのが手順としては妥当ではなかろうかと
の考えがよぎった次第です。
　また新人研修について、それぞれの単位会はどの
ように実施しているのかとの香川会からの質問があ
り、高知会においては 10 年程内部講師により行っ
ており、その理由は研修後もその講師に照会が可能
である点を考慮とのこと、愛媛会においては会とし
ての研修後、それぞれの業務のベテラン会員の事務
所において 2、3 週間の予定で、実務研修を行って
いるが、現在コロナ禍であることから中断している
との説明がありました。愛媛会の取り組みは注目に
値しますが、徳島でそれを実践するには、次代を担
う人材育成につき理解があり、且つ受け入れ承諾を
していただけるベテラン会員の募集等、一朝一夕に
はいかない難しさがありそうだと感じました。
⃝第４号議案　令和 4 年度予算書について
　議長より、令和 3 年度は研修会等の事業費として
30 万円の予算を組んでいたが、コロナ禍によりそ
の実施が出来なかったことから、本年度の研修会等
の事業費の予算は、20 万円アップの 50 万円として
いる。次の当番会である徳島会において、実施内容
等の検討をお願いしたいとの説明がありました。当
会の松村会長は、予算ありきではなく本会議での実
施内容を先に検討すべきではなかろうかと発言しま
したが、他の単位会からの意見はなかったことから、
最後は徳島会で検討するとの言で引き取りました。
私も松村会長と同様の考えで、実施内容等の検討そ
のものを本会議の議題とするべきではなかろうか、
そして今後も当番会に全て委ねるとするなら、引い
ては本会議の意義を失うことに繫がりかねないので
はないかと危惧をした次第です。
⃝第５号議案　役員改選について
　議長から、本年度の協議会の会長は徳島会となる
旨、また監事については愛媛と徳島が当たることと
なり、本会からは村上副会長が選出されました。
　議案の審議は以上を以って全て終了し、会議は終
了しました。以上ご報告いたします。

令和 4年度
四国地方協議会に参加して

報告者 副会長 桒原　道納
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報告

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。

1 . 令和 4 年度定時総会議案書について
2 . 令和 3 年度事業報告、令和 4 年度事業計画（ 案）

について
3 . 令和 4 年度予算案について
4 . 会員の綱紀事案について

　　会費滞納者の措置について
5 . 金融機関との連携について
6 . 旅費規則の一部改正案について
7 . 会館修繕について
8 . 表彰について
9 . その他

　　日行連全国担当者会議参加報告
　　自動車関係報告
　　時季指定有給休暇による事務局閉局について
　　避難訓練について

１．令和３年度決算の承認について
２．日行連定時総会代議員について
３．行政書士試験場責任者の推薦について
４．その他

と　き　令和 4年 3月 29 日（火）
午後 1時 30分～ 3時 55分

ところ　本会会議室

と　き　令和 4年 4月 18 日（月）
午後 1時 30分～ 2時 10分

ところ　本会会議室
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　令和 4 年 2 月 18 日、日行連全国建設業担当者会
議がオンラインで行われました。大原が出席しまし
たので、ご報告いたします。主な内容はというと、
建設キャリアアップシステム代行申請の説明・質疑
応答、建設業許可申請、経営規模等評価申請の電子
化についての説明、事前アンケートに基づく意見交
換です。
　建設キャリアアップシステムについては、今迄は
建設会社等の関係者以外は事業者登録出来ず、行政
書士は通常の行政書士業務として依頼人からの依頼
に基づいて依頼人に代わり代理登録を行っていまし
たが、令和 4 年 2 月より事業者登録を行うことが正
式に認められ代行申請を行うことが出来るようにな
りました。登録行政書士となると建設キャリアアッ
プシステムの HP に登録行政書士として掲載されま
すが、事業者登録料として 5 年ごとに 6,000 円と管
理者 ID 利用料として毎年 11,400 円が必要となりま

す。費用については事前アンケートでも、継続的に
受注する人でないとメリットが無い、割高感がある、
費用が掛かるなら代理申請で良いのではないか等否
定的な意見が多く見られました。令和 5 年度からは
あらゆる工事で、建設キャリアアップシステム活用
を原則化するみたいなので、興味がある先生方は準
備しておいても良いかもしれません。
　次に建設業許可申請、経営規模等評価申請の電子
化についてですが、会議前に県土整備部　建設管理
課にヒアリングしたところ、徳島県も令和 5 年 1 月
から国交省と同時に電子申請の受付を開始予定だそ
うです。ただ東京都や大阪府等いくつかの都府県は
受付を開始しないところもありました。理由の 1 つ
として国交省の電子システムの仕様が決まっていな
いからとのことです。また、一気に電子申請に置き
換わることは考えにくく 2 年〜 3 年ぐらいは紙での
申請も併用されると思います。私個人としては、電
子申請となれば、添付資料の容量の問題や原本確認
の方法等はどうするのだろうという思いです。資料
の一部を郵送や持参にすると電子申請のメリットは
薄れると思うのですが、来るべき時に備えて準備は
怠らないようしなければいけないと思いました。

　令和 3 年 2 月 10 日（木）13：30 〜 16：00 ZOOM
会議で開催されました。
　全国で資格取得率が最低なのは徳島県に次いで、
長崎県、香川県となっています。
　特定行政書士をどの様な位置づけで制度として活
用していけるのかが明確で無い。各単位会に於いて
特定行政書士としての活用を試行している紹介があ
りました。一例をお伝えします。
　特定行政書士資格の促進策
　山梨県は役員になる資格は、特定行政書士資格を
求めている。役所に紹介する行政書士は特定行政書
士。役所側からもそのような要求をする部署がある。
各種委員会への推薦も特定行政書士資格者。甲府市
では、特定行政書士の名簿が欲しいとの要望あり。

　高知会は特定行政書士の特別な徴用はしていな
い。特定行政書士だからといって特別に意識して仕
事をしているわけではない。農地法申請については、
不作為による不服申立。不服申立による結果は全て
認諾。
　千葉会は運転免許証について取消処分審査請求に
ついての実例。裁決書が出て千葉県公安委員会の意
見が採用されてそのままの結論。審議委員が公安委
員会の意見をそのまま採用。結果却下
　その他生活保護請求について審査請求事案は多
い。以上のような報告がありました。
　行政手続については、弁護士、税理士は理解でき
ていないと思われます。行政書士は各市町村との繋
がりあるので、行政不服審査会の審査委員に行政書
士が参加できるような制度にして欲しい。今後法改
正で、不利益処分について行政書士が明確に関与で
きるような仕組みや、許認可を前提としない不服申
立が出来ないのか、議員立法を含めて検討していく
必要がある等、今後特定行政書士としての明確な位
置づけが為されることが提案された。

日行連全国建設業担当者会議

日行連特定行政書士全国担当
者会議

報告者 企画部 副部長 大原 浩一朗

報告者 特定行政書士 村上　正志
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報告

　令和 4 年 3 月 3 日（木）13：30 〜 17：00 ZOOM
会議により開催。
　全体テーマは「成年後見制度利用促進に向けて、
行政書士が果たす役割とは」で、会議構成は次のよ
うな次第で行われた。

【第 1 部】
⃝厚生労働省 成年後見制度利用促進室長 基本講演
　　第二期成年後見制度利用促進基本計画（案）に

ついて
【第 2 部】
⃝単位会が成年後見に取り組む必要性について

1 . 超高齢社会と社会からの要請
2 . 職能団体として
3 . 単位会と行政書士による専門職団体との連

携・協力
4 . 利用者保護の視点（不正防止等）
5 . 事前アンケートに基づく意見交換

　成年後見制度利用促進基本計画に係る地域連携ネ
ットワークへの行政書士会参加機会の拡大につい
て、コスモス支部だけでは限界があるとの認識のも
と、単位会がコスモスに対して協力的支援を行うこ
とが望ましい。そのためには、行政書士会内での組
織的な仕組み作りが必要では無いのかとの意見があ
るが、行政書士会内での各会員が成年後見制度につ
いてどのくらいの関心・知識を持っているかによる。
つまり、単位会とコスモスとの交流、支援が適正に
行われているかどうかは、コスモスが行政書士会と
は別個の組織体として立ち上がっている為、コスモ
スへの参加意識の違いにより消極的姿勢をもつ会員
もいる。
　この様な状況下で、単位会からのコスモスに対す
るサポート体制への支援等を積極的に求める事は難
しい面もある。
　この度の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」
を進めるにあたって、行政書士としての役割を考え
る場合、そこには成年後見制度に対する認識の持ち
方や共生社会の実現という目的に向かって、支援・
活動を行っていく「権利擁護支援」を推進する意識
が必要ではないでしょうか。

　令和 4 年 3 月 1 日（火）13：30 〜 16：00 ZOOM
会議により開催されました。
　まず初めに、各都道府県単位会の支援事業につい
て現状対応説明がされた後、単位会担当者の自己紹
介と事前アンケートに寄せられていた各単位会の事
情概要報告で、ほぼ 2 時間が経過した。これにより
各都道府県単位会が進めている企業に対する協調的
取り組みが分ってきました。
　今回は、各種補助金や助成金に対する対応の仕方
や地元金融機関や各種団体等との連携についての発
表が中心とした内容でした。
　既に金融機関との協定締結により、各単位会が現
在までにどの様な協定による活動をされて来ている
のか。また、企業活動に対する取り組み状況の発表
については、様々な対応がされており、金融機関と

の相談会の開催や相互に講師を派遣して、地元企業
支援の活動を補佐できるような知見広める活動を積
極的に進めている単位会があったりします。
　徳島会においては、県単事業の助成金事業での共
同体制を取ることが出来た実績から、助成金の支援
活動について協力体制を組むことが出来たことや、
個人事業者や中小経営者への公的支援施策には積極
的に参加できるようになってきた事を発表しました。
　ただ、一部の金融機関と業務協定が結ばれている
のであるが、実質的な活動は出来ていない現状であ
り、現在新たな金融機関との協定作りに取り組んで
いるところである事も発表しました。
　コロナ禍での支援事業として日本行政書士会連合
会が進めてきた、生活衛生同業組合との月次支援金
の取り組みについても意見や質問がありました。コ
ロナ禍で従来は想定していなかった、対応をしてい
なかった補助金や助成金について、行政書士が積極
的に関与できる事は、業務の幅が広がり、今後の行
政書士の役割が重視されることとなる機会にはなっ
たと思います。

日行連成年後見に関する全国担当者
会議

日行連全国企業支援業務担当者会議

報告者 コスモス徳島支部長 村上　正志

報告者 副会長 村上　正志
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　2022 年 3 月 10 日、全国国際業務担当者会議が、
コロナ対策の為 ZOOM を用いて開催されました。
13：30 からの会議でありましたが、非常に活発な
意見交換が行われ、気が付けば定刻の 17：00 を過
ぎており、有意義な会議でありました。開会に際し
て、日行連を挙げて、ウクライナ国難民の入国手続
等の支援を進める旨、在留申請オンラインシステム
の本格稼働、単位会と自治体、公共法人との業務連
携に関すること等の説明があり、本題に入りました。
　先ず、自治体等の公共団体との業務連携について、
単位会毎に事例発表がありました。当職に於きまし
ては、徳島県行政書士会と、国立大学法人徳島大学
との間で業務委託契約を締結し、留学生、教授、又
はその家族等の在留申請手続の相談、支援及び申請
取次をしている旨を紹介させて頂きました。他の単
位会に於いては、「ハローワークや各都道府県外国
人相談センターと提携し、外国人（雇用）相談を定

期的に実施している」という単位会が比較的多く感
じました。中には「休日に、出入国在留管理局とタ
イアップして、在留申請無料相談会」を実施した事
例発表もあり、外国人の方にとって、入国審査官の
意見を気軽に聞くことが出来る、貴重で有意義な相
談会であったことが感じ取れました。
　続く意見交換の中で、今後は在留申請オンライン
システムの普及によって、本人申請の増加が見込ま
れ、また、特定技能外国人登録支援機関の８割以上
が、監理団体及び私法人である事実を鑑みても、申
請取次件数の減少、及び申請取次者の膨大な増加に
より、今後の行政書士の在り方について、検討を深
めるべき課題である旨の意見がございました。当職
は登録支援機関として、特定技能外国人の支援も
行っており、客観的に見える監理団体及び私法人の
支援状況、入国審査官と協議をした実情などを、生
の意見として発言をさせて頂きました。
　最後に、行政書士業務は多岐に渡るからこそ、ど
のような立ち位置で、どのようにブランディングを
行うか。それにより、未来の開け方が大きく変わる
ことを再認識した会議でもありました。

日行連全国国際業務担当者会議

　令和 4 年 3 月 11 日（金）農地法・都市計画法関係
業務担当者会議が 13:30~16:30 までコロナ感染拡大
防止のため ZOOM によるオンラインで開催された。
⃝出席者

【国交省】小林企画専門官、朝倉課長補佐
【日行連】常住会長、高尾副会長、濱田次長、杉山・
福島・宮脇各部員、小関専門員、山崎・水澤（事務局）

【単位会】各単位会より 1 名出席
　冒頭に常住会長より挨拶があった後に、濱田次長
の司会進行により進められた。まず国交省より、ま
だ記憶に新しい、静岡県熱海市伊豆山、西日本豪雨
による広島県、岡山県、九州集中豪雨による熊本県
の災害等のビデオを見、その後、開催理由を述べら
れた。要約すると今般、我が国において、激甚化す
る自然災害が頻発していることに対応するため災害

ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進等安
全なまちづくりの為の対策を講じる必要がある。
　上記の理由から、都市再生特別措置法等の一部を
改正する法律により都市計画法の一部が改正され、
令和 4 年 4 月 1 日から施行されることになった。
※改正について詳しくは国交省ホーページをご覧下さい。

⃝概要：自然災害の激甚化に対する安全強化のため
以下 3 点の措置を行う

［本改正により］
1 . 災害レッドゾーンにおける開発を原則禁止
2 . 都市計画法第 34 条第 11 号、12 号の条例で定

める区域に災害レッドゾーン、イエローゾーン
の区域を含めることが出来なくなる。

3 . 都市計画法 34 条に第 8 の 2 号が新設され、災
害レッドゾーンからの移転促進を目的とする許
可条項が設けられる。

　これらの説明後休憩をはさみ質疑応答が行われ
た。活発な意見交換とまでは言えなかったが、日行
連がリードし、又は仲介役となり国交省が答えると
いう形式で予定時間より少し早く終わった。

日行連全国農地法・都市計画法関係
業務担当者会議

報告者 業務指導部長 友 兼 　仁

報告者 申請取次行政書士管理委員 藤原　雅和
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　3 月 14 日に全国の単位会から担当者が参加する
知的財産業務担当者会議がＷＥＢ会議で開かれまし
た。
　著作権教育分野及び農水知財分野についての情報
共有や事例紹介、意見交換等を行い、知的財産権の
分野における行政書士業務の発展・進捗を図ること
を目的として行われました。
　業務拡大を目指す弁理士が弁理士法改正に際して
種苗法の新品種登録制度、地理的表示法の地理的表
示保護制度の両制度について、弁理士の業務範囲で
あると明記することを掲げていたが、日行連として
は、これらの申請業務は行政書士業務であることを
主張し、国内の業務に関しては行政書士業務である
と付帯決議がされたことについて説明がありまし
た。

　デジタル・ネットワーク時代に求められるデジタ
ルコンテンツの適切な権利保護と利用を推進し、特
に ICT 活用教育の進展に伴い著作権の知見が必須
とされる知財創造教育分野への取り組みにおいて著
作権に関する普及啓発に努めることを目的とする著
作権教育Ｅネットワークについて、児童、生徒、学
生、教職員を対象に著作権教育を全国で行う活動を
目指していることが紹介されました。

日行連全国知的財産業務担当
者会議について

報告者 広報部長 楮本 あゆみ

　令和 4 年 3 月 18 日に全国の単位会から広報担当
者が参加する令和 3 年度広報担当者会議が WEB 会
議で開かれました。
　議題としては、会報誌とホームページを中心に広
報活動に関する情報提供や意見交換が効率的かつ効
果的な広報活動の推進に寄与することを目的として
行われました。
　日本行政は、現在、毎月の発行となっていますが、
経費削減等を目的として、2 か月に 1 回の発行にす
べきかどうかについて意見交換がされました。発行
回数を減らす案に賛成の単位会が多かったのです
が、課題としては情報伝達が遅れる、会員の所在確
認も担っているのでその把握が遅れるといったもの
がありました。
　各単位会の会報誌については、ペーパーレスの検

討が行われているとの報告がありました。なかには
一部の会員への配布をデジタルで行っている単位会
もありましたが、広報活動の一環として会員以外の
市町村役場をはじめとした関係機関などへの配布を
行っていること、高齢会員を中心にデジタル化に対
応するツールを持っていない、使用できないなどの
問題もあるため、完全なペーパーレスは困難である
と各単位会とも判断しているようです。
　会員への連合会からの連絡事項や各単位会独自の
連絡事項について、ホームページやメールを活用
し、ペーパーレスに取り組んでいるところは相当数
あり、どうしても紙による連絡を希望する会員には
有料で対応することにより経費削減を実現している
とのこと。徳島県としても当該取り組みは進めてい
く必要があると感じました。
　また、ユキマサくんの活用やポスターに採用する
タレントの決め方など、活発な意見の交換が行われ
ました。

日行連全国広報担当者会議に
ついて

報告者 広報部長 楮本 あゆみ
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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。令和３年度の全国総務部長
会議についてご報告させていただきます。
⃝日時：令和 4 年 3 月 30 日（水）15：00 〜 17：00
⃝開催形態：ZOOM を用いたオンライン会議
⃝会議の内容：職務上請求書の不正使用に係る再発

防止策について
　本会議開催時点での日行連における再発防止策

（案）は以下の通りです。
1 . 倫理研修の受講義務化
　すべての個人会員を対象に日行連が実施する倫
理研修の受講義務を課す。5 年に 1 回受講、研修は
VOD とし、日行連がコンテンツを作成する。
2 . 組織的な指導・管理体制の構築
　日行連及び単位会における職務上請求書の管理や
適正使用の指導等を行う所管部署及び責任者を明確
化し、それぞれの連携を図ることで組織的な指導・
管理体制を構築する。すべての単位会は、職務上請

求書の管理に関する規則を定める。
3 . 払出し時の確認作業の厳格化
　使用済み控え綴りの確認作業は、必ず行政書士で
ある役員等が行うこととする。また、使用済み控え
綴りの確認作業の際の一定の基準（指針）を日行連
が作成する。
4 . 不正使用者への罰則の強化
　会員が職務上請求書を不正に使用した場合におけ
る職務上請求書の払出しについて、制限を強化する。
　本会議における主な質問は以下の通り。
1 . VOD による研修について、パソコン、インター
ネットに不慣れな会員への対応はどのようにすれば
よいか。
2 . 使用済み控え綴りの確認作業時に、職務上請求
書の使用について疑義が生じた場合のために日行連
における照会体制を構築してもらえないか。
　徳島会においては、払出し時の使用済み控え綴り
の確認作業は、すでに総務部担当役員が行っており
ます。私見といたしましては、制限はできるだけ最
小限にとどめ、職務上請求書の具体的かつ適正な記
載例を日行連と各単位会の連携により、より充実さ
せ、会員のみなさまに周知することが大事であると
考えます。以上、ご報告申し上げます。

日行連全国総務部長会議

報告者 総務部長 森 　和 義

　令和 4 年 3 月29 日（火）13：30 〜17：00 まで日本行
政書士会連合会により全国法教育担当者会議がオン
ラインで開催されましたのでご報告いたします。
　会議は、常住日行連会長以下日行連の役員方が 12
名、各単位会の担当者が 46名参集し行われました。
　冒頭、常住会長より挨拶があった後、山賀副委員
長の司会進行で会議が進められました。まず、北海
道会、静岡会、宮崎会の 3 単位会よりこれまでの活
動事例等の説明がありました。それぞれの単位会で
授業したテーマは、「SNS の利用について」、「いじ
め対策」、「著作権」、「成年年齢引下げ」などであり、
社会のルールや身近なトラブルを題材にしていまし
たが、各単位会とも学校側の意向に沿った授業内容
になるよう事前に学校と打ち合わせを行うことが重

要であることを強調されていました。
　北海道会からは資料作成について、静岡会からは
授業実施のための人材育成について、宮崎会からは
コロナ禍における授業実施のアプローチの苦労につ
いて、それぞれお話がありました。
　質疑応答に移り、私から資料作成についてどのよ
うな点に注意しているか質問したところ、携帯キャ
リアのネットやスマホのトラブル事例の教材を利用
したり、実際の現場の写真を用いたりしているなど
様々なアドバイスをいただきました。フリー素材を
使う際に合わせて著作権の説明をしている単位会も
ありました。また、ユキマサ君のぬいぐるみを飾る
など子供たちに親しんでもらう工夫をしているとの
ことです。その他、図書館での法教育の取り組み
方、今後の法教育の方向性、法教育実施に向けたア
プローチ方法、授業実施の人材育成などについて活
発な意見が交わされました。最後に、古川委員長よ
り会議の総括がなされた後、髙尾副会長より閉会の
挨拶があり、本会議は盛会のうち終了しました。

日行連全国法教育担当者会議

報告者 企画部長 花野　宝祥
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⃝と　　き　令和 4 年 3 月 14 日（月）
　　　　　　午後 1 時 30 分から午後 4 時 30 分まで
⃝と こ ろ　行政書士会館　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
　 　 　 　 3 ）職務上請求書等 DVD 研修
⃝講　　師　松村 会長
　　　　　　桒原・村上 副会長
　　　　　　友兼 業務指導部長

⃝と　　き　令和 4 年 3 月 18 日（金）
　　　　　　午後 1 時 30 分開始　　
⃝講　　師　ワイズ公共データーシステム（株）
　　　　　　大阪営業所所長　澤田　賢一 様
　　　　　　大阪営業所　　　林　 宏 暁 様

業務研修会開催報告

新規入会者研修会

2022年度改正予定「経審改正の方向性」（ZOOM）

⃝と　　き　令和 4 年 6 月 4 日（土）
　　　　　　午後 1 時 30 分から 3 時まで
⃝と こ ろ　本会会議室
⃝講　　師　税理士・行政書士
　　　　　　　北條　伊織 先生

「自営業者が知っておかなければ成らない帳簿の付け方」
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⃝と　　き　令和 4 年 7 月 2 日（土）
　　　　　　午後 1 時 30 分から 4 時まで
⃝と こ ろ　本会会議室
⃝講　　師　行政書士・ドローンスクール代表
　　　　　　　岡久　洋一 先生

⃝と　　き　令和 4 年７月 25 日（月）
　　　　　　午後 1 時 30 分から 3 時まで
⃝と こ ろ　マリンターミナルビル 2 階 マリンホール
⃝講　　師　徳島県行政書士会副会長
　　　　　　美馬市農業委員会委員
　　　　　　　河野耕八郎 先生

｢航空法改正及びドローンに関する知識」

「農地法第３条・４条・５条農地転用の実務」

⃝と　　き　令和 4 年７月 27 日（水）
　　　　　　午後 1 時 30 分から 3 時まで
⃝と こ ろ　本会会議室
⃝講　　師　申請取次行政書士管理委員
　　　　　　　藤原　雅和 先生
　　　　　　　山田　哲矢 先生

申請取次セミナー
留学生・教授・家族滞在・資格外活動申請書類作成方法
業務手順説明、効果測定考査
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報告

　徳島県行政書士会は、令和 3 年 11 月 24 日付で日
本行政書士会連合会から発せられた文書（マイナン
バーカードの代理申請手続事業　実施要領）から急
遽その内容につき対応を迫られることとなりまし
た。
　総務省委託事業として、日行連並びに単位会及び
その会員が、国、都道府県、市区町村と協力してマ
イナンバーカードの普及を促進し、もってデジタル
社会インフラの整備に貢献し、行政手続のデジタル
化推進とその円滑な実施に寄与することを目的とす
るとの事で、事業内容として

⑴単位会が実施する総合的な相談会等の一部で開
催する個別相談コーナーでのマイナンバーカー
ドの取得に係る代理申請

⑵マイナンバーカード申請手続相談員による顧客
対応場面でのマイナンバーカードの取得に係る
代理申請

⑶単位会が独自で実施する専らマイナンバーカー
ドの取得に係る代理申請のために行う個別相談
会における申請サポート

⑷国・都道府県・地方公共団体等と連携して実施
するマイナンバーカードの出張申請受付や申請
サポートに対する協力

と言う内容でした。
　事業期間は、令和 4 年 1 月から 3 月 15 日までに
事業を終了させ、報告するとの事でした。
　急な事業開始時期であったため、手続事業相談員
の周知確保並びに資材準備を先行して取り組みまし
た。相談員確保については、役員の中から支部担当
者を選任して相談員確保を依頼しました。資材につ
いては、通信機器の準備が必要だったので県単事業
で協力頂いた業者に依頼しました。
　事業内容の内、申請者の確保が確実との認識で⑷

について実施する事とし、徳島市に対して協力依頼
をしました。市町村のネットワークにより県内市町
村に総務省事業として周知して頂く事が出来まし
た。これにより、徳島市、鳴門市、阿南市、吉野川
市、神山町、三好市が協調して頂く回答を得ました
が、会場等の問題で徳島市、阿南市、三好市及び神
山町で相談会の開催が出来ることとなりました。
　徳島市、阿南市、三好市では相談事業を市の広報
誌に掲載して頂けました。神山町はパンフレットを
作成して頂き配布されました。
　令和 3 年度事業は、無事に 3 月中旬（最終週はコ
ロナ感染拡大で中止）をもちまして終了しました。
　令和4年度事業として7月より再開しております。
⑵の事業を主として実施しておりますが、阿南市で
は市からの要望により阿南地区責任者の下、会場開
設での相談会を実施しております。
　この機会に、徳島県行政書士会会員の皆様もマイ
ナンバーカードの発行手続が未だあれば申請して頂
きますようお願い致します。
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　事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の
拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約によ
り、大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売
上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他
の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対し
て、2021 年 11 月から 2022 年 3 月までの期間（対
象期間）における影響を緩和して、事業の継続及び
立て直しのための取組を支援するため、事業全般に
広く使える支援金を迅速かつ公正に給付するものと
して、中小企業庁が主体となって実施されました。
　この事業では、認定経営革新等支援機関である行
政書士又は行政書士や行政書士法人の資格を有する
者が、予め事前確認を行う機関として登録が認めら
れた登録確認機関となり、支援金申請のサポートを
行う事が出来るものです。
　昨年度、日本行政書士会連合会と一般社団法人全
国生活衛生同業組合中央会とは支援開始に関する協
議が整い、組合中央会からの新型コロナウイルス感
染拡大の影響を受けた生活衛生関係営業に従事する
事業者への支援要請に対応する事となりました。内
容は、月次支援金の申請補助のほか、各種補助金や
助成金等の申請補助、融資の申込み相談なども含み
ます。
　本事業は、組合中央会を指導する公益財団法人全
国生活衛生営業指導センターに対する国からの補助
事業の中で取り扱われ、支援対応した行政書士に対
して一定額の謝金が支払われるものでした。
　今年の 1 月中旬、事業復活支援金としての給付を
実施する事が中小企業庁から各事前確認機関にも通
知がありました。日本行政書士会連合会は昨年同様、
一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会から支援
要請を受けていましたが、今年も同様の支援を行う
こととなりました。マイナンバーカード代理申請手
続事業と重なる急な事業開始時期でありましたが、
昨年の事業実施経験を含め取り組むことが出来たた

めに、大きな混乱も無く事業の実施は出来ました。
　昨年は、料理業、社交飲食生活衛生同業組合組合
員が対象でしたが、今年は美容業、理容業生活衛生
同業組合組合員も申請サポートの対象として範囲が
拡がりました。
　当初今年の 1 月から 3 月が対象期間であり、申請
期限 5 月下旬が予定されていましたので、余裕を
持った対応が出来る期限ではありました。昨年の月
次支援金の条件と比較すると添付書類の内容に若干
の支給条件緩和ができるものがあり、組合の取扱対
象が昨年より拡がったうえ、支給要件の緩和も有り
ましたので、支援要請がかなり増加しました。
　また、徳島県事業継続応援金の申請サポートも併
せて対象となった事もあり、対面支援に時間が掛か
る案件も増えました。
　基準月、対象月にかかる資料を確認して申請が可
能なのかどうか、申請する時の準備について予め知
識と経験が必要なこともあり、事前確認登録機関で
あっても対応に苦慮する事案が発生することもあり
ました。
　こうした事業をとおして、行政書士が取り扱うこ
との出来る業務として新たな分野が開拓できたこと
は、日本行政書士会連合会の活動の結果として、単
位会に恩恵がもたらされたと考えることが出来ま
す。ただし、それに応えることが出来る人的組織作
りの必要性を感じました。研修等をとおして日々研
鑽することは、行政書士として取扱業務の拡充や専
門性を発信するための手段として求められていると
思われます。
　コロナ禍での特殊要因として発生した特需である
かも分りませんが、会員によっては未踏の業務に取
り組むことが出来るチャンスが与えられたと考え、
新規事業性のある分野に挑戦する事が出来たのは、
参加した会員にとって大いなる研修で有ったと思わ
れます。
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　阿南郵便局は、JR 阿南駅から徒歩５分、住宅地に
囲まれており付近にスーパーなどもあります。
　 1 日平均 240 人と徳島県内でも来場者が多い郵便
局で、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 7 月から来年 6 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 130 回以上流れています。阿南
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。）

※設置図及び写真はイメージです

郵便局舎外観

■郵便局舎内放映場所

　行政書士会の活動を広報するために年間
来場者数が約 6 万 6 千人の阿南郵便局ロビー
内に設置されている 43 インチの液晶ディス
プレイ（画面サイズ：縦 55.9 ㎝×横 96.5 ㎝）
1 台で、広告放映を開始しました。
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　6 月 23 日に徳島新聞の別冊として発行された「徳
島から輝く」の特集に徳島県行政書士会の紹介記事
を掲載いたしました。今回の特集では、日々の暮ら
しは、いろんな人の仕事で成り立っている。縁の下
の力持ちとなってコツコツ仕事に向き合う人、変化
の激しい世の中を牽引すべく技術を磨く職人。徳島

を切り開いていく企業や仕事人たちを追う。として
徳島という地域に根ざして働く企業と人々が紹介さ
れています。
　別冊は、徳島新聞朝刊（発行部数 19 万部）と一
緒に配布されると共に県内全ての高校生に教育委員
会を通じて約 2 万部が配布されました。

　令和 4 年 2 月 22 日（火）、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。

行政書士記念日事業について
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なつだより

　未だ新型コロナウィルス感染症の事が報道される
事態が継続している状況におきまして、コスモス徳
島では、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。
　この様な状況下での、コスモス成年後見サポート
センター徳島県支部（コスモス徳島）の活動動向に
ついての現状を報告いたしたいと思います。
　令和 4 年 2 月 14 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、法人後見事業につ
いて、今後コスモス成年後見サポートセンターが成
年後見人等に就任してその事務を行おうと計画して
います。本部、支部、事務担当者の 3 つの機関で役
割事務遂行を予定するそうです。
　コスモス会員が個人として後見人に就任すると、
被後見人の事情等対応に苦慮するケースが出てきま
す。特に財政的に困窮している被後見人の場合、後見
人自身の負担が大きくなる可能性が出てきます。こ
の様な問題に直面しても、後見人として受任してい
る以上問題を解決しようとしても、後見人自身での
行動努力が必要以上に求められることになります。
　そこで、法人後見により成年後見人での個人受任
負担が緩和されることが期待されます。ただ、事務
的負担が増大するとの危惧もあり、また支部組織の
体制がしっかりとしたものであることが求められる
こととなりそうです。
　今、コスモス徳島県支部は設立以来、会員が努力を
積み重ねてきた結果が、専門職後見人としての行政
書士の地位を確立する芽が出てきた感があります。
コスモスの将来あるべき姿として、行政書士である
会員が専門職として成年後見制度に関わる事が出来
るような状況が生み出されてきております。徳島家
庭裁判所から後見人の推薦依頼を受けることが増え
て来ております。コスモス徳島ではその依頼に対応
すべく、会員の協力の下、後見人として受任するこ
とが可能であり、コスモス成年後見サポートセン
ター所属会員としての認識、責任感を持ち合わせて

いるコスモス徳島の会員に、後見人に就任して頂い
ている状況です。前回夏だより会報では裁判所、行
政、専門職団体との連携が出来、国民の権利利益の
実現に応えられる専門職団体であると見られること
が必要との報告でしたが、これを確たるものにでき
る機会が得られて来たのではとの感触があります。
　後見業務を担う会員の資質の向上が急務であり、
常に研修受講を忘れる事の無いように心がけが必要
です。特に家庭裁判所への報告は絶対であり、コス
モス会員としてはコスモス本部に対する定期報告も
怠ってはなりません。基本的な義務として認識する
ことで、コスモス会員としての責務を全うすること
が出来るのです。
　研修については、VOD 方式が取り入れられるよ
うになり、常時受講機会が得られるようになりまし
た。２年後には更新研修も毎年実施する事となり、
ポイント制度を利用した仕組みが実施される予定で
す。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
ラムの編成をコスモス徳島では実施しております。
　コスモス徳島が専門職としての役割を担えるに
は、やはり会員の充実です。成年後見制度への理解
と協力をお願いする中で、新規に入会して頂ける会
員を随時募集しております。これは、入会前研修制
度での研修受講の仕組みが先に説明させて頂いたと
おり、VOD 視聴で可能となったからです。
　コスモス徳島では、コスモス会員の皆様に対して
随時研修受講が可能な機会が創設された事、入会前
研修受講につきましては時間的な負担低減が出来る
事等効果的運営ができるようになりました事をお伝
えいたします。
　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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■徳島中央支部　支部長 藤本　泰弘
　昨年に続き、私が支部長に就任してからコロナウ
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。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
回答率が年々増加傾向に向かっておりまして本当に
有難うございました。
　令和 4 年度の支部総会の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 15 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、令和 4 年度事
業計画案のなかでコロナウィルスの影響が問題なく
なれば時期については判りませんが「意見交換会」
等を開催し会員の皆様と交流を図る為、懇親会を催
すことについても承認を得ましたので、時期が来ま
したら是非開催したいと思っております。
　支部長に就任以降、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、支部総会と懇親会を併設して多く
の支部会員の皆様の出席を頂き、支部総会が開催で
きることを切に願っております。

■徳島西部支部　支部長 大原 浩一朗
　令和 4 年度の支部総会が 4 月 23 日に開催され、全
議案が承認されました。コロナ禍ということもあり、
昨年度もほぼ支部活動は出来ませんでしたが、支部
無料相談会のみ開催す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、コロナ
禍も 3 年目となりますが、次第にコロナ前の状況に
戻る気配が感じられるようになってきました。GW
も行動制限がかからず、全国各地の行楽地は人出が
戻ってきました。現在第 7 波に入ったと言われてい
ますが、夏休みも行動制限は考えていないと言われ

ていますから行楽地は賑わうと思います。海外旅行
についても、アメリカ、ヨーロッパ、韓国の入国制
限が緩和されたみたいですので、数年ぶりに海外へ
出掛ける人も多いでしょうね。徳島についても阿波
踊りが有観客となるようですし、高校総体も行われ
ます。学生は学校行事等のイベントがことごとく中
止となっているので無事開催され良い思い出となれ
ば良いですね。観光関係だけではなく、スポーツや
エンタメ系でも観客の人数制限が撤廃されたり、有
観客試合が増加しています。またライブとかフェス
の開催も再開さています。コロナ禍は終わっていな
いのに浮かれすぎだという意見もあるでしょうが、
メンタルを病んでうつ病になっている人も多いと聞
きます。感染防止策を徹底し、各々が注意し参加し
ていけば良いのではないかと思います。

■徳島南部支部　支部長 川 﨑 　浩
　南部支部長に就任して 1 年が経過した。昨年はコ
ロナ全盛で、あれはダメ、これも自粛といった具合
にイベントごとはほとんど行われなかった。
　今年は支部主催の無料相談会を再開している。阿
南支部時代には毎月無料相談会を開催していたそう
だが、今は 3 か月に一度の支部相談会と、全体で行
う 10 月の広報月間無料相談会だ。広報月間の前に
はチラシやポスター配布の担当を決める役員会を開
かないといけないが、自粛が続いている役員会後の
懇親会は今年もまだしてはいけないのか？ 聞くと
ころによると役所関係は職員に対して、飲食を伴う
会合は 4 人以内でとかいう謎の制約を設けているよ
うだが、我々一般にも適用されるのだろうか。また
南部支部では司法書士会、土地家屋調査士会、行政
書士会の三士会による日帰りの研修旅行を行ってい
たけれどもこれも自粛している。バス旅行というの
はどうかな、さすがに時期尚早の感はあるか。
　支部内のイベントごとについて実施か自粛かの判
断は難しい。他の支部はいったいどのように対応し
ているのだろう。「行政書士とくしま」第 188 号掲
載の「支部だより」を参考にしたい。

■鳴門板野支部　支部長 谷 　重 幸
　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。

支部だより
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　世界中を恐怖に陥れているロシアのウクライナ侵
攻、国内では安倍元総理が蛮行により尊い命を落と
されました。
　悲しいニュースが連日報道されています。
　新型コロナウイルスもワクチン接種が進んでいざ
経済を回そうとしている矢先、第 7 波の兆しが見え、
まだまだ終息に時間がかかりそうです。
　さて、鳴門板野支部では、去る 4 月 25 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。今年度も 10 月にコロナ対策には万全
を期し、対面での無料相談会を各地域で開催するこ
ととしています。
　また、昨年度に引き続き、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、高い見識と豊富な経験で適切な意見を述
べて頂いているところです。
　新型コロナ禍の中、まだまだ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。
　昨年、支部研修会を計画していましたが、実施が
できませんでした。今年度は、11 月に研修会を開
催する予定で、民事信託（家族信託）をテーマに深
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。

■阿波・吉野川支部　支部長 吉本　健二
人生 100 年時代を生きるために
　今年、シルバー大学校が学生を募集しているとを
聞きました。　　　　
　シルバー大学校についての知識はまったくありま
せんでした。大学校の名前は知っていましたので、
一度参加してみようとおもって入学しました。今で
は、入学して勉強をしています。
　しかし、入学式に参加してみると、考えていたイ
メージと大きく違っていました。飯泉知事さんを始
め、多くの方々が参加され、入学式が盛大に開催さ
れました。入学生も今年（41 期生）は、県下で 431
人いました。今までの卒業生は、15,827 人います。
今では、55 歳以上に拡大され、平均年齢も 60 歳代
と非常に若い方が多いです。会社を退職したり、農

業をしたり、健康のために大学校に入学している人
もいます。授業については、学生も、講師の先生も
熱気があり、学ぶ意気込みが伝わってきます。多く
の人と交流ができ、語り合える素晴らしい大学校で
す。過去を振り返り、将来を見つめる、いい機会だ
と考えています。
　今後は、シルバー大学校において、今まで出来な
かったこと、又これからしたいこと、この変革の社
会においてもう一度、学生生活に戻って学び直して、
リフレッシュして、仕事に社会にチャレンジして、
人生 100 年時代生き抜いて行こうと考えています。
　暑い日が続いていますが、行政書士会の皆様方の
ご健康で益々のご活躍をご期待しています。

〈徳島県シルバー大学校　参考資料〉
学習期間は毎年 6 月〜 3 月までです。
講座：歴史文化、園芸、食品加工、芸術、健康、

ICT、防災、英会話等

■美馬三好支部　支部長 青山 千予美
　支部総会報告　令和 4 年 4 月 27 日午後 5 時より
美馬市地域交流センターミライズに於いて美馬三好
支部総会を開催しました。本会より河野副会長にご
出席を賜りました。本年度は美馬市での開催でした
が、三好市をはじめ県西部の会員も多数参加してい
ただきました。農地法について行政書士から県担当
者へ要望を反映してほしいという意見が活発に交わ
され、河野副会長からも心強いお返事をいただきま
した。会員の方々に来年度の総会でご報告できれば
と思います。本年度も懇親会は中止となり、会員同
士の親睦を一層深めることができず残念です。午後
6 時 30 分終了しました。

美馬市大谷川沿い　デレイケ公園のチューリップ
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　皆さん、いつも行政書士会の活動にご協力、ご理
解いただきましてありがとうございます。
　今年の夏は特に暑いです。先生方におかれまして
は水分補給に気を付けてご活動していただければと
思います。
　夏といえば甲子園、私が小さい時には池田高校全
盛の時代で水野投手や江上選手が大活躍して、高校
野球が大いに盛り上がっていました。私も家族と甲
子園に行き、池田高校を応援したのは良い思い出で
す。非常に野球が盛り上がっていたので、私の地域
では学校帰りに子供たちがお寺や公園に集まって、
ゴムボールを使い野球をして遊んでいました。現代
はサッカーやラグビーなどいろいろなスポーツがあ
り、野球だけではありませんが、それでも野球は人
気スポーツです。
　そんな野球が盛んな徳島県ですが、今年の 10 月
30 日（日）午前 10 時、吉野川南岸グラウンドにお
いて士業ソフトボール大会が開催されます。九士会

で最大会員数を誇るわが行政書士会も参加いたしま
すので、参加者を募集したいと思います。
　税理士会さんや土地家屋調査士会さん、司法書士
会さんなど強豪がひしめいていますが、「試合をや
る前に負けることを考えるバカはいるかよ !!」とい
うアントニオ猪木の名言を思い出し参加したいと思
います。我こそはと思う先生方は、どしどしご参加
のほどよろしくお願いいたします。
　ここまで大いにあおりましたが、もちろん最近運
動不足だと思っておられる先生方も、体を動かしリ
フレッシュしていただければと思っております。実
はこちらがメインですのでお気兼ねなくご参加くだ
さい。
　参加希望者は事務局にお問い合わせください。よ
ろしくお願いいたします。

　申請取次者届出事務取扱規則第 3 条第 1 項の規定
に基づき、毎月 1 日を届出日にして運用しています。
　新規または更新にて本取扱規則第 1 条の規定によ
り申請取次申出書を本会に提出される会員の方は、
余裕を持って手続きされますようお知らせいたしま
す。
　なお、更新の手続きをされる会員の方は、届出済
証明書に記載されている有効期限月の 1 か月前の 1
日に地方入管局長へ送付するようになりますので、

日程にはご注意ください。
　また、令和 4 年 7 月 1 日から、証明書顔写真のサ
イズが従来の 2 cm × 2 cm から 3.0cm × 2.4cm（運
転免許証サイズ）、 撮影時期については提出日前 6
か月以内になりました。
　よろしくお願いします。



‒ 24 ‒

新入会員の紹介

　杉尾元基と申します。生まれは岡山県岡山市なの
ですが、昨年 11 月末に縁あって亡祖父の空き家に
移住し、自宅兼事務所として始動しました。
　主な業務としましては、祖父が徳島大学工学部で
教鞭をとっていたこともあり、建設業に関わるお手
伝いができたらと考えております。また、グリーン
インフラの観点から微力ではありますが活動をして
ゆきたいと思っております。
　徳島には清流が多いと聞いております。仕事を通
じて知る人ぞ知る地元の清流に出会えることを楽し
みにしております。
　20 年近くランニングを趣味にしております。と
いいましても競技としてではなくいわゆるスローラ
ンニングで、いつの頃からかゆっくりゆったりと走
り続けていると幸せを感じる心と身体になってしま

いました。こんな身体のために、これまで住んでい
た場所は、車の通行を心配することなくゆったりと
ランニングできる土手がある河川の近くを選んでき
ました。東京で働いていた時代には、ゆったり走り
たいがために荒川沿いにある埼玉県戸田市に住処を
選びました。その代償として埼京線の超満員電車に
耐えなければならなくなってしまいましたが。
　現在ここ徳島で苦労していますのが、ゆったりと
走ることのできるランニングコースが近所に見つけ
られていないことです。
　自宅兼事務所が城南台という山の上にありますの
でどうしようもありません。そもそも我が祖父はラ
ンニングコースありきで自分の住処を選んでいませ
んので文句をつけようがありません。
　車で徳島を走る際は、どうしても心地よいランニ
ングコースを探す目線になってしまいます。ゆった
りランニングするなら、やはり吉野川流域でしょう
か。おススメのランニングコースを紹介していただ
けましたら嬉しいです。
　この徳島の地で、旧交を深めつつ新たな出会いを
とても楽しみにしております。ご指導ご鞭撻いただ
けますと幸いです。何卒宜しくお願い致します。

入会の動機：公務員生活 42 年間の知識を、地元に
還元したく入会しました。
取扱業務：相続、（自筆・公証）遺言の相談、贈
与（農地の一括贈与を含む）、売買等の契約書の
作成、農地転用許可申請、抵当権設定、同移転、　　　　　　
抵当権抹消等の不動産登記全般、商業・法人（株式
会社、合同会社、法人（設立・役員・目的変更・本
店移転，解散・清算結了）登記に付随した各種書類
の作成、供託、法定相続情報証明、離婚、財産分与、
成年後見等に関する相談・助言，各契約書等の作成
など
自己 PR：写真の見た目ほどではなく、以下のとお
り意外と真面目です。

　この度の徳島県行政書士会に入会しました橋本好
よし

史
ふみ

です。勤続 42 年の内、県内勤務 30 年、香川県
が 3 カ所計 4 年、愛媛県が 3 年，高知県が 2 年、福
岡県（北九州市）が 3 年と合計 12 年間の県外勤務
ではありましたが、同僚各位の暖かい御忍耐により

「無事これ名（迷）馬」にて、何とか職務を全うして、
定年退官することができました。
　行政書士の業務は、前職を生かした本業の司法書
士業務とは異なり、大いに不安のあるところです
が、本会の各種研修等でご指導いただいたことを教
訓として「我を張らずに」努力する所存ですので、
今後とも会員皆々様からの一層の御指導を賜ります
よう、よろしくお願いいたします。
　公務員生活の座右の銘ですが「後でやろうと思っ
ても やれた試しがない やるなら いつでも今だ」
趣味・特技：［若いとき］球技・スキー・キャンプ・
スキューバダイビング etc. ［現在］美味しい蕎麦屋
巡り、県下一の焼き鳥屋の探索など
最後に：会員皆様方の御健康と御多幸、御発展を祈
念いたしまして、ごあいさつとさせていただきます。

杉尾　元基【徳島中央支部】

橋本　好史【鳴門板野支部】

◦入会日／令和 4年 2月 15 日

◦入会日／令和 4年 2月 15 日

新入会員の紹介

新入会員の紹介

＝
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　このたび、徳島県行政書士会阿波・吉野川支部に
開業登録いたしました安達敬一郎と申します。長年
にわたり、建設業界で働いてまいりましたが、令和
3 年度の行政書士試験に合格し、行政書士として新
たな一歩を踏み出すことといたしました。弱輩では
ございますが、貴会の名を汚さぬよう、諸先輩方を
見習い、奮励努力してまいります。何とぞ、ご指導・
ご鞭撻のほど、お願い申し上げます。
　さて、私は学生時代、野球に打ち込んでおりまし
て、名選手・名監督が残した言葉などをより良く生
きるためのヒントにすることがありますが、幾多の
名言を残している名将・野村克也氏の語録に、
　「“ 失敗 ” と書いて “ 成長 ” と読む」
というものがあります。
　行政書士としての経験が浅い私は、この先、失敗
もしていくことでしょう。お客様や取引先様にご迷
惑をかけることは避けなければなりませんが、野村

氏の弁を借りれば、失敗も成長の糧として、人生に
とっては必要なものであります。失敗をしても挫け
たり、途中で投げ出したりすることなく、最後まで
目標を貫く。そんな生き方、そんな仕事がしたいと
考えています。
　選手として大活躍した野村氏も、最初はテスト生
として南海ホークスに入団しました。しかし、人一
倍の努力をして、3 年目にはレギュラーの座を獲得
し、通算 657 本塁打、戦後初の三冠王など、数々の
記録を残しています。
　行政書士の資格を取得したばかりの私も、今はテ
スト生に過ぎないと考えています。お客様、取引先
様、諸先輩方に認められ、行政書士会のレギュラー
になるには、粉骨砕身で努力をしていくほかありま
せん。野球で鍛えた体力と精神力をもって努力して
まいります。
　もちろん、努力だけで為しえない物事もあろうか
と思いますが、これまで人とのご縁を大切に生きて
まいりましたので、様々な分野に人脈があります。
そうした方々のお力やお知恵をお借りしながら、街
の発展や行政に関するトラブルの防止に寄与してい
く所存です。あらためまして、皆さまのご指導・ご
鞭撻を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

安達 敬一郎【阿波・吉野川支部】

◦入会日／令和 4年 3月 15 日

新入会員の紹介

入会の動機：既存の顧客より、農地関係・相続関係
の相談を受けることが多く、自身で対応し、業務範
囲を拡大させたく考えていた為です。

取扱業務：農地法許可関係・相続手続関係
（今後、車関係・成年後見関係の分野も取り扱える
よう、視野に入れております）

自己 PR：他業務を含め不動産関係手続に対する知
識があります。
　また、既存の手続きのみに囚われず、新たな分野

への探求心も強いです。

趣味：カラオケが趣味で、主に 90 年代〜 2000 年
代の曲を歌います。

特技：特技は業務及び興味を惹かれる事柄に関し
て、徹底的に調査する調査能力と根気強さです。

小西　達也【美馬三好支部】

◦入会日／令和 4年 3月 15 日

新入会員の紹介
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入会の動機：私は、これまで 15 年以上にわたり、
税理士と不動産鑑定士の両方の仕事をしてきまし
た。その中で、各士業や専門家の先生方と業務をご
一緒させて頂くこともあり、また、勉強会や情報交
換等もさせて頂きました。
　現代社会は、専門分野が高度に分化されていて、
自分の専門範囲の少し外側でも、かなり未知の領域
であることも多く、お客さまに十分満足してもらう
ためには、他の専門家との協力が不可欠と思い、仲
間の輪を広げてきました。その中でも、とりわけ、　
行政書士の業務範囲は広く、お客さまのご要望に幅
広く応対できる役割に魅力を感じております。もっ
とも、未熟者ゆえ、現状で広範囲の行政書士分野を
網羅することは到底できませんが、今後、様々な知
識を少しずつ習得していきたいと思い、入会させ　
て頂くことにしました。

取扱業務：これまでの経験を最も活かせる分野とし
て相続関連の業務を中心にしていきたいと考えてお
ります。

自己 PR：ストレングスファインダーによりますと、
私の強みは第一位が「着想」第二位が「個別化」と
のことです。
　「着想」の強みの人は、目新しい考えや、逆説的
な考えを好み、多くの人が中々解決できない日常的
な問題に対して、新たな視点をもたらし、そこに幸
福を感じる傾向にあるようで、これはすごく当たっ
ています。
　「個別化」の強みの人は、人間関係の構築において、
人のそれぞれの違いを理解し、人の個性を尊重し、
相手の特性に合わせ、快適な関わり方ができるよう
です。こちらは自分ではよく分かりませんが、周囲
からは当たっていると言われます。
　今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げま
す。

瀬嶋　宏典【徳島西部支部】

◦入会日／令和 4年 4月 2日

新入会員の紹介

入会の動機：これまで培った行政経験を活かした仕
事がしたいと思い入会いたしました。

取扱業務：運送・自動車関係業務

自己 PR：まだまだ働けるうちは、新しい仕事にチャ
レンジしていきたいと思いますのでよろしくお願い
いたします。

趣味・特技：映画（昨年鑑賞本数 120 本）、スポー
ツ観戦

岩城　正人【徳島中央支部】

◦入会日／令和 4年 6月 1日

新入会員の紹介



2022年会報 春夏号 No.188

‒ 27 ‒

入会の動機：行政書士という業務の幅の広さや、地
域社会、またその中で暮らす人々へダイレクトにい
ろんな形で携われることに惹かれ入会を決意致しま
した。

取扱業務：相続・農地転用／建設業許可・風俗営業
許可

自己 PR：今回、このような機会を与えて頂きあり
がとうございます。少しですが私の想いみたいなも
のを文章にしましたので読んで頂けると幸いです。
　私は宅建士試験に数年かけて合格し、そして夢で
あった行政書士という士業にやっとの思いで就くこ
とができました。入会の動機にも書かせて頂いたよ
うに、世の中の発展は本当にスピーディで、同時に

私たちの住む地域社会には様々な問題や課題が出て
きています。そういったことに自分にできることは
何か、そしてやりがいのある仕事に就き充実した人
生を歩むにはどうすればいいかを深く考え、いろん
なことに目を向けた結果、行政書士という個人にも
地域社会にも貢献できる職業を見つけることができ
入会させて頂くこととなりました。しかし、私は先
輩の先生方のような輝かしい経歴もなく学生時代に
法律を学んできたような経験もありません。よって
これからひとつひとつ積み重ねていき、行政書士に
なることを選んだ目的から明確な目標まで一貫性を
通して日々実践し、頂く仕事や活動には真剣に取り
組み感謝の気持ちを忘れず毎日勉強していき、自分
を磨いていくこととします。（熱い思いを書いたつ
もりがちょっと何言っているかわからなくなってき
たのでこのへんにしておきます）……伝わったで
しょうか？ 固い文章ですが私自身は気さくな感じ
かとは思いますので、研修会等でお会いした際はそ
の辺宜しくお願い致します。

趣味・特技：数年やっていないゴルフ（誰か誘って
ください）

真 田 　元【徳島南部支部】

◦入会日／令和 4年 7月 1日

新入会員の紹介

　前回発行の会員証は、令和 4 年 7 月 31 日で有効
期限が切れております。
　会員証を更新されていない方は、会員証用写真を
事務局までお送りくださいますようお願いします。

◦会員証用写真（ 2 枚）
　＊顔写真は、縦 3.0㎝・横 2.5㎝とし 2 枚提出する

こと。
　⑴白黒・カラ－は問わない。
　⑵提出の日前 3 ケ月以内に撮影されたもの、正面、

無帽、裏面に撮影年月日・支部・氏名を記入す
ること。

会員証の更新について

総務部からのお願い
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やまびこ

　令和 4 年 6 月 9 日東京都千代田区の衆議院第一議
員会館国際会議室において「行政書士制度推進議員
連盟並びに懇話会の集い」が、日本行政書士政治連
盟定期大会開催１週間前に開催されました。徳島県
行政書士政治連盟からは、日本行政書士会連合会副
会長として松村会長と徳島県支部幹事長として村上
が出席をしました。この度の集いのスケジュールと
しましては、第 1 部と第 2 部の構成となっておりま
した。
　第 1 部は午前 10 時から自民党、公明党、立憲民
主党、日本維新の会及び国民民主党と無所属議員、
行政書士制度推進議員連盟の役員議員の方々が出席
され、各役員議員から紹介と挨拶が有りました。
　各党議連から出席頂きました議員にはお忙しい
中、各党持ち時間 20 分という分刻みでしたが、行
政書士制度に対する理解、法改正や日政連及び日行
連との業務協力関係等について興味深く内容を拝聴
させて頂きました。
　昼食時間を挟み、第 2 部は午後 1 時から第 1 部で
ご出席頂きました順序で、各党議員構成員数の割合
による持ち時間内での、選挙区、比例区選出の議員
のご挨拶を頂いたわけですが、この日は衆議院で立
憲民主党から衆議院議長不信任決議案及び内閣不信
任決議案が議事日程追加されたために、国会での各
議院での個別議員の動きに制約がかかり、午後から
懇話会への出席予定議員の中で出席できない議員の
方が出てきました。
　しかし、1 週間後 15 日には第 208 回本会議日程
が終了し、その後 1 週間後 22 日には第 26 回参議院
議員選挙の告示日という政治日程の中、日本行政書
士政治連盟開催のこの度の集いに出席された議員の
皆様には頭が下がる思いでした。特に、今回参院選
の改選期に当たる議員の方々と、選挙区から出席し

た各支部政治連盟の役員等との交流機会を持つこと
が出来たことは、有意義な時間であったと思われま
した。
　例年、1 月に行われている新年賀詞交歓会での、
行政書士制度推進議員連盟所属議員をはじめとする
関係機関役職員との交流とは趣が異なって、議員の
方々とは身近に感じられる集いで有ったと感じられ
ました。
　コロナ禍で 2 年連続開催できなかった新年賀詞交
歓会に代わるものとする事には無理があると思われ
ますが、もう一つの選択肢として今後も開催するこ
とが出来るとすれば、各支部政治連盟にとって地方
選出国会議員との親交を深める機会となるのではな
いでしょうか。

   

や ま び こ　　　　　　　徳島県行政書士政治連盟 PR

行政書士制度推進議員連盟並びに懇話会との集い
報告者 徳島県行政書士政治連盟 幹事長 村上　正志
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　令和 4 年 6 月 17 日（金）午前 9 時 30 分より東京
都千代田区紀尾井町のホテルニューオータニ「鶴の
間」に於きまして、第 42 回日本行政書士政治連盟
定期大会が開催されました。
　田崎副会長の開会のことばから始まり、井口会長
の挨拶があり、「日行連の方向性に併せた活動を行っ
ている。ロビー活動を行い、次への法改正を目指し
ているが、このコロナ禍で国政報告会等が思うよう
に出来ていなく、議員方との交流が十分に出来てい
ない。7 月の参院選への対応も思うように出来てい
ない状況であったが、先週 9 日に行われた議員会館
での集いが行われたことは意義があったこと等の
他、最近のコロナ禍における給付金、支援金業務で
の不正請求等、行政書士に依頼することで少しでも
公正さが担保できる事を主張し、今後行政書士をデ
ジタル化の流れに併せて活用できる制度の確立を推
し進めていく」との事を述べられました。
　その後、大会成立宣言がされ、議長及び副議長の
選任に続き議事録署名人の指名がされました。議事
運営委員会からの報告がされた後、議案審議に入り
ました。

⃝第１号議案　令和 3 年度運動経過報告について
⃝第２号議案　令和 3 年度決算報告について（監査

報告）
⃝第３号議案　鹿児島県支部に関する時限的規則

（案）について
⃝第４号議案　令和４年度活動方針（案）について
⃝第５号議案　令和４年度収支予算（案）について

　第 1 号機案及び第 2 号議案は一括審議に入り、再
質問の後、決議について議場に諮ったところ満場一
致を持って可決確定しました。
　第 3 号機案については、挙手確認し出席代議員 3
分の 2 以上の賛成で可決確定しました。
　第 4 号議案及び第 5 議案について一括審議が行わ
れ、満場一致を持って可決確定しました。
　これをもちまして、議案審議が全て終了しました。
　その後、議長及び副議長の退任挨拶の後、議事運
営委員会委員長からの挨拶があり、児島幹事長の閉
会のことばで定期大会は終わりました。
　以上をもちまして、令和 4 年度日本行政書士政治
連盟定期大会の報告とさせて頂きます。

 

 

日本行政書士政治連盟

令和4年度 第42回定期大会報告
報告者 徳島県行政書士政治連盟 幹事長 村上　正志
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やまびこ

　令和4年5月21日（土）午後3時より、ろうきんホー
ルにおいて、令和４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 森和義氏を指名し、両人はこれを受
諾した。
　議長より構成員 185 名中、本日の出席者は出席者
は 31 名、委任状 90 名、合計 121 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 3 年度活動経過報告について
⃝第２号議案　令和 3 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、2 号議案は互
いに関連があるので、一括審議としたい旨を会場に
諮り了承を得た。
　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 年度未収入金の一部欠損処分

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 4 年度運動方針案について
⃝第５号議案　令和 4 年度収支予算案について
　議案審議に入る前に議長は、第４、５号議案は互
いに関連があるので、一括審議としたい旨を会場に
諮り了承を得た。
　賛成多数により原案どおり可決決定した。
  これをもって全ての議事を終了し、議長から協力
に対する謝辞があり降壇した。この後、北條副会長
の「閉会の辞」をもって、令和 4 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。

令和4年度 徳島県行政書士政治連盟 定期大会報告

◆ ◆ ◆   政連事務局日誌   ◆ ◆ ◆

令和 4年 4月18日	 会計監査（於本会会議室）開催
	 幹事会（於本会会議室）開催

4月21 〜 22日	 日政連幹事会（於東京）開催　　松村会長出席
5月21日	 令和4年度定期大会（於ろうきんホール）開催
6月 9日	 日政連行政書士制度推進議員連盟並びに懇話会との集い（於東京）開催

	 松村会長、村上幹事長出席
6月15日	 日政連総務委員会（於東京）開催　　松村会長出席
6月17日		 日政連定期大会（於東京）開催　　松村会長、村上幹事長出席
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◆ 2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、総務部会（於東京）開催　松村会長　出席

10日・特定行政書士全国担当者会議（ZOOM）開催　村上副会長　出席
18日・全国建設業担当者会議（ZOOM）開催　大原理事　出席
22日・行政書士記念日　電話無料相談（於本会会議室）開設

◆ 3月　　　　 1 日・全国企業支援業務担当者会議（ZOOM）開催　村上副会長　出席
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
3 日・成年後見に関する全国担当者会議（ZOOM）開催　村上副会長　出席
8 日・部長会（於本会会議室）開催
10日・全国国際業務担当者会議（ZOOM）開催　藤原申取委員　出席
11日・全国農地法・都市計画法関係業務担当者会議（ZOOM）開催　友兼部長　出席
14日・新規入会者研修会（於本会会議室）開催

・全国知的財産業務担当者会議（ZOOM）開催　楮本部長　出席
16 〜 17日・日行連総務部会（於東京）開催　松村会長　出席

18日・ワイズ研修（ZOOM）開催
・全国広報担当者会議（ZOOM）開催　楮本部長　出席

22日・申請取次行政書士管理委員会（於本会会議室）開催
・友好団体懇談会（ZOOM）開催　花野部長　出席

23 〜 24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・理事会（於本会会議室）開催　避難訓練実施

・全国法教育担当者会議（ZOOM）開催　花野部長　出席
30日・全国総務部長会議（ZOOM）開催　森部長　出席

◆ 4月　　　　 6 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
18日・決算監査（於本会会議室）開催

・理事会（於本会会議室）開催
19 〜 20日・ 日行連正副会長会、常任理事会、理事会（於東京）開催　松村会長　出席

22日・徳島中央支部総会（於徳島県行政書士会館）開催
23日・徳島西部支部総会（於グランドパレス徳島）開催
25日・鳴門板野支部総会（於鳴門市役所）開催
26日・徳島南部支部総会（於ホテル石松）開催
27日・美馬三好支部総会（於美馬市地域交流センター）開催
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◆ 5月　　　　 11日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
11 〜 12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

16日・正副会長会（於本会会議室）開催
21日・令和 4 年度定時総会（於ろうきんホール）開催

◆ 6月　　　　 1 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設
1 〜 2 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 日・業務指導部実務研修会（於本会会議室）開催
15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
16日・ 令和 4 年度日行連定時総会（於東京）開催　松村会長、河野・村上副会長　出席
27日・広報部会（於本会会議室）開催

◆ 7月　　　　 1 日・日行連四国地方協議会定時総会（於香川）開催
松村会長、桒原・河野・中川・村上副会長 出席

2 日・業務指導部実務研修会（於本会会議室）開催
4 日・マイナンバーカード事業実施説明会（於本会会議室）開催
6 日・行政書士会無料相談所（於本会会議室）開設

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
19 〜 21日・日行連正副会長会、常任理事会、理事会（於東京）開催　松村会長　出席

25日・業務指導部実務研修会（於沖洲マリンターミナルビル）開催
26日・広報部会（於本会会議室）開催
27日・申請取次セミナー（於本会会議室）開催

会員の動静
【 2月〜 7月】

福 家 功 治　　徳島中央支部　　廃業　　R4. 3 . 31
片 山 朝 生　　徳島中央支部　　廃業　　R4. 3 . 31
吉 川 元 庸　　徳島中央支部　　廃業　　R4. 3 . 31
鎌 田 裕 之　　徳島西部支部　　廃業　　R4. 3 . 31
渋 谷 誠 兒　　阿波・吉野川支部　　廃業　　R4. 3 . 31
小 山 　 毅　　徳島中央支部　　廃業　　R4. 6 . 18
逢 坂 　 剛　　徳島西部支部　　廃業　　R4. 7 . 31
横 田 恵 之　　阿波・吉野川支部　　廃業　　R4. 7 . 31

退　会

■新規登録
杉 尾 元 基　　徳島中央支部　　R4. 2 . 15
松 本 美 徳　　徳島南部支部　　R4. 2 . 15
橋 本 好 史　　鳴門板野支部　　R4. 2 . 15
安達敬一郎　　阿波・吉野川支部　　R4. 3 . 15
小 西 達 也　　美馬三好支部　　R4. 3 . 15
瀬 嶋 宏 典　　徳島西部支部　　R4. 4 . 2
岩 城 正 人　　徳島中央支部　　R4. 6 . 1
真 田 　 元　　徳島南部支部　　R4. 7 . 1

入　会

会員の動静



目　　　　　　次

　「行政書士とくしま」2022年春夏号をお読みいただきありがとうございます。
　この編集後記を執筆しておりますのは 7月11日ですが、今年はあっという間に梅雨が明け暑い
日が続いております。私は暑さに負けぬよう、日々外に出て営業活動をがんばっておりますが、
まだまだ、マスクを外すことが出来ないなか、熱中症には十分注意したいと思います。そして、
心配なのは阿南市福井町で一人暮らしの祖母の身のことです。私の祖母は今年96歳になりますが、
とても元気で身の回りのことはなんでも自分でできます。週 1回グランドゴルフにも行きます。
危ないので止めてもらいましたが、最近まで自転車にも乗っていました。そんな祖母は、かつて
はエアコンをつける習慣がなく、熱帯夜でも網戸と扇風機で過ごしていました。そして、ちょう
ど 3年前に熱中症で倒れ、救急車で病院に搬送されたことがあります。たまたまその日は週末で、
私が家にいたため、すぐに対応できましたが、祖母が一人の時だったら助かっていなかったかも
知れません。以来、毎晩エアコンをつけているかどうかを電話で確認しています。いつまでも元
気でいてほしいです。
　酷暑の折から、読者のみなさま方におかれましても、こまめな水分補給など、熱中症対策に十
分ご注意いただき、くれぐれもご自愛ください。
　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）
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