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会長あいさつ

　　　　　　　　　　　　　香川県行政書士会

　　　　　　　　　　　　　　　　会長　松本　修
会長挨拶
　晩秋の候、会員の皆様におかれましては、新型コロナ禍のなか、会務運営にご協力を
いただき、心から敬意を表するとともに感謝を申し上げます。

会長選挙のお礼
　私は平成２３年度・平成２５年度の総会で会長に選任され、今回で３期目になります。
　令和３年度定時総会の会長選挙にご推薦いただいた６０名近い会員とご承認いただい
た香川会の皆様に心よりお礼を申し上げます。
　所信表明で申し上げました「一心・一路」の熱い思いを忘れず諸事会務に努めてまい
ります。

会員歴４０年　あまり経験したことのない出来事
　５月２２日（土）会長に選任され、心あらたに事務局職員に挨拶を（月）と思いきや、
朝一番、事務局職員３名、「一身上の都合により退職する。」旨を電話にて知らされた。
　大変な置き土産をして去っていきました。この事態は過去に経験した記憶は無い出来
事でした。廃墟を整理し、新執行部を構築する心境でもありました。
　「事務局は中立で継続性を維持し、会（組織）運営にとって貴重な存在である。」こと
を認識させてくれました。
　現在、新職員３名と新役員は相互協力し合い会務の正常化に努めております。

会務運営の基本
　会長選挙の所信表明で述べたように、家庭にも社会にもルールがあるように会則・規
則を遵守し、会員の為の会務運営に努めたいと考えています。
　また諸事案の実行に発生する意見や考え方の違いには、「一心・一路」で対応し、対話
を通して一つにまとめ、協力して押し進めて参ります。

I Ｔ化の行政書士
　IT 化が急速に進み行政書士制度の環境は激しく変化している。行政書士を業として生
き残るにはこの変化を受け入れる多様性が必要ではないだろうか。
　裁判手続きも IT 化が検討されている。
　行政書士の強みは業務範囲の幅の広さである。これが生き残りのポイントであろう。
行政書士個々にはこれから先がそれほどはっきりと見えてはいない。それでも業務が縮
小することを想定して、心中思いを巡らしている。香川会は従来から言われている行政
書士業務の三本柱である土地開発業務・自動車関連業務・建設業務を中心に新しい業務
の研修と情報の提供に各部連携して会員の為の会務運営に努めてまいります。
　会員の皆様には引き続き、会務運営にご協力くださいますようお願い申し上げます。
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副会長あいさつ

副会長　石川　秀幸

　この度、香川県行政書士会の副会長を拝命させていただきました。
　私の担当は、総務部と経理部です。両部とも本会にとりまして大変重要な部であります。
5 月 22 日の定時総会の後、事務局員全てが退職するという青天の霹靂により厳しい運営
となりましたが、部員の皆様と一致団結し香川会の会則・規則にのっとった会務を行っ
て参る所存ですので、会員・理事の皆様方の改めましての御協力・御支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

ご　挨　拶
副会長　横田　佳樹

　業務研修部を担当しております副会長の横田佳樹でございます。
　県内における厳しいコロナ禍の中、新規感染者数は８月２０日の１１１名をピークに
徐々に減少しつつありますが、冬場には第６波が懸念されております。
　会員の皆様におかれましては、今まで以上に３密を回避し、どうかお元気で日々の業
務に専念できますよう心から願っております。
　さて、本年度は本会総会後、日を置かずして事務局職員３名全員からの退職願の申出、
理事内定者の複数の者からの辞退の申出等々、過去に例が無いような事態が起きました。
松本会長も私も６年ぶりの会務復帰で、特に事務局職員から嫌われるような要素は全く
思い当たりません。
　総会で松本会長が発言したとおり、私達は、予算の膨張を起因とする支部交付金の大
幅な減額（３分の２カット）を問題視し、支部活動を縮小し支部存在の意義を軽く見て
いる前執行部に対し、総会の場での限られた時間では解決しないと判断して、選挙の道
を選びました。
　時代が変わり、それに合わせて会務事業も変革していくことは大切です。
しかしながら、変革しながらも骨格として守るべきことは守っていく、そのことが重要
だと思います。
　ただ言えることは、日本一小さな県の香川会予算額には限度があり、大都会を抱えた
単位会の予算額とは比較になりません。身の丈に合った予算執行が基本です。
　どんなに素晴らしい事業であっても、その費用捻出の為に末端の会員達が支部交流も
出来ないと云うのでは話になりません。
　最後になりましたが、業務研修部においては前述のような諸事情により、初事業とし
て１０月１０日に新入会員研修会を予定しております。
　吉井部長以下小数精鋭３名で頑張っておりますので、何卒ご支援ご協力の程、宜しく
お願い申し上げます。
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就任に際して
副会長　横田　　稔

　過日の令和３年度定時総会において、副会長を拝命いたしました高松支部の横田稔と
申します。前期に続いて２度目の登板という事になりました。また今回も監察部担当の
副会長という重責を担うことになりました。会員・役員の皆様と協力して会務に取り組
んでまいりたいと思いますので、どうか宜しくお願いいたします。
　さて私事ですが、行政書士として開業して早や３０年が過ぎました。この間、行政書
士を取り巻く状況、また社会の変化は著しいものがあったと感じております。当初、行
政書士は「代書人」と言われていたものですが、近年では「街の法律家」というキャッ
チフレーズのもとに、地位の向上を目指して変革に取り組んでいます。また最近では業
務においても新型コロナウイルスの感染拡大防止が後押しするかのように、改革の波が
押し寄せて変化を求められています。香川会も例にもれずではありますが、会として「変
えることが必要なものと変えてはいけないもの」を区別する考え方が必要であると私は
思っていました。そして変革の名のもとに、従来からの施策を否定することで果たして
会員の賛同が得られたのだろうか、ということを常々から感じておりました。
　今回、香川会の役員が一新されたことに伴い、これまでの変更した施策・方針が再び
見直されようとしていますが、これは変えてはいけないものを戻す、また会員からの賛
同が得られる形に修正するということであり、会として当然のことであると思います。

「会は何のためにあるのか、そして誰のための会なのか」ということを念頭に置いた考え
方が必要であることは言うまでもありません。そして役員はその舵取り役であり、責任
感をもって会務に当たるべきであり、同時に義務でもあると常日頃から思っております。
役員として会務に当たるに際して、形ばかりを追い取り繕ったのでは「仏作って魂入れず」
となり会員からの賛同は得られません。時には誤りとの指摘を受けることがあるかもし
れませんが、その際は即座に修正する決断も役員（リーダー）には求められると考えます。
これが会の舵取り役を担う役員（リーダー）の本来の姿であると私は確信しています。
　かくいう私自身も何分微力でありどこまで会に貢献できるかは疑問ですが、精一杯努
力精進する所存でありますので、何卒会員皆様のご理解・ご協力を賜りますようお願い
いたします。

ご　挨　拶
副会長　吉井　幸子

　令和３年度定時総会において、副会長を拝命いたしました高松支部の吉井幸子です。
　香川県行政書士会におきましては、２人目の女性副会長ということになります。私に
とっては初めての副会長就任ということもあり、多少の戸惑いを感じると共に、後に続
く女性会員のためにも頑張らなければという思いも強くあります。
　今回、私の担当は、企画開発部です。過去には、企画開発部の部員及び部長の経験も
ありますが、当時に比べますと、時代のニーズに伴った新しい業務も増えておりますので、
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私自身、新しい気持ちで臨んで行きたいと思っております。
　微力ではありますが、精一杯努力いたしますので、ご指導、ご鞭撻のほどどうぞよろ
しくお願いいたします。
　最後に、皆様のご健勝とご多幸を祈念し、就任の挨拶といたします。

ご　挨　拶
副会長　木戸　壽彦

　副会長に選任され、広報部を担当することになりました中讃支部の木戸壽彦と申しま
す。今後の取り組みについて抱負を述べさせていただきます。
　「広報とは、自らの活動や業務内容を、一般の人に広く知らせること」とあります。我々
行政書士としての活動や業務内容を市井の人々にどのようにＰＲし、理解を深めて頂く
かが広報部の使命であり課題となります。そのための手段として何をすれば良いかを纏
めました。
１　ホームページの充実

　ホームページの大きな役割は、市民の方への利便性の提供と、会員の業務活動の
支援に資することであります。私は、一会員としてホームページを閲覧（利用）し
てきましたが、ここ最近は何か物足りなさを感じてきました。会員の皆様も同じよ
うなお気持ちの方がおられることと思います。今後、会員の皆様のご意見等を聴取
してより良いものとしていきます。

２　広報月間行事
　本年は、コロナ禍により、広報月間行事の県下７会場に於ける他士業との合同無
料相談会を中止せざるを得なくなりました。年に一度の機会を失ったことは大変残
念であります。来年に向けて現状の問題点である相談者が少ないことを改善してい
く方策を検討していきます。

３　市役所等に於ける無料相談会
　相談会業務は広報部マターではありませんが、広報活動の観点から考察をしてみ
ます。現在、高松市、丸亀市、多度津町、善通寺市、アイパル香川にて相談会を実
施していますが、過去２年間の実績を見てみると、高松市以外は十分な成果を挙げ
ているとは言い難い状況です。原因は、相談会が始まってからの歴史が浅く市民の
認知度が低いこと、行政書士業務について市民の理解が進んでいないこと等があり
ます。
　広報部としての役割は、各市町広報誌媒体等を通じて無料相談会のＰＲをしてい
くことと考えています。
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香川県行政書士会
令和3年度　定時総会議事録

日　時　令和３年５月 22 日（土）　午後２時 00 分～午後５時 14 分
場　所　高松市木太町 2191 － 1　高松国際ホテル　２階　讃岐の間

司　会：総務部長　村井　孝之

１．来賓入場

２．開会の言葉
　村井孝之総務部長の司会により松本健士副会長が開会の辞を述べ、ここに、令和３年度香
川県行政書士会定時総会を開会した。

３．物故会員に対して黙祷
物故会員２名

４．新入会員紹介
　令和２年度入会者 25 名、令和３年４月１日～５月１日　入会者 ５名

５．会長挨拶　　入江 宏幸　会長

６．議長団の選出
　司会者から、議事の進行上、香川県行政書士会会則第２３条の規定に基づく議長及び副議
長の選出方法について議場に諮ったところ「司会者一任」との発言により、他に異議がなかっ
たので、司会者は、議長に高松支部池添治会員、副議長に高松支部畠山俊二郎会員を指名した。
議長と副議長は、就任の挨拶をして着座した。

７．総会成立確認
　議長は、会員総数４０８名のうち、本日の出席者は、会場出席者１１０名、委任状出席者
１３６名、総出席者２４６名であり、会員定足数は会員総数の３分の１以上の出席であるた
め、香川県行政書士会会則第２４条の要件を満たし、本総会の成立を確認し、宣言した。

８．議事録署名人並びに書記の選出
　議長は、会議規則第６条第１項第５号により議事録署名人を次のとおり指名した。

　　議事録署名人：平尾 政嗣、佐々木 康宏
　議長より書記の選出について議場に諮ったところ、議長一任とのことで、議長は次のとお
り指名した。
　　書記：石村智彦、樫村静恵
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９．議事
第１号議案　令和２年度事業報告承認の件
第２号議案　令和２年度収支決算報告及び監査報告承認の件
　議長より第１号議案及び第２号議案は関連議案であるので、一括上程することを議場に
諮ったところ、異議がなかったため一括上程し、執行部に報告を求めた。
第１号議案について

　村井孝之総務部長は、新型コロナ感染予防対策による時間短縮のため、各部長・委員
長等からの報告読み上げを割愛し、令和２年度事業報告の詳細は議案書 ( １５頁～２８
頁 ) のとおりであると報告した。

第２号議案について
　収支決算報告

　榑谷泰之経理部長は、令和２年度収支決算報告の読み上げを割愛すると述べ、詳細は
議案書（３１頁～４０頁）のとおりであると報告した。

　監査報告
　亀山量夫監事は、令和２年度収支決算は適正であると監査報告した。

　第１号議案・第２号議案に対する質疑討論及び答弁は、以下のとおりである。
　質疑に先立ち、議長から質疑方法並びに質問回数についての説明があった。
書面による質問

（質疑）東讃支部　久米井 好美　会員
　受付番号１「監察部報告　６．その他について｣

　倫理綱領を広報したとあるが、法規集では最初ではなく最後に作成されている。
基本姿勢を再確認してもらいたい。

（答弁）村井 孝之　総務部長
　行政書士倫理綱領は当然ながら当会においても大変重要なものであると認識して
います。そのことは、本総会の議案書の冒頭に行政書士倫理綱領を掲載しているこ
とからも明らかです。また従来の法規集では、行政書士倫理綱領は掲載されており
ませんでしたが、令和２年度の法規集発行に際し、当会の会則や諸規則のみならず、
行政書士法や日行連会則、そしてこの行政書士倫理綱領を盛り込み、全会員に送付
いたしました。行政書士倫理綱領が法規集の最後に掲載していることをもって、こ
れを軽視しているということでは決してありません。また次回法規集発行の際に検
討させていただきたいと思います。

（質疑）東讃支部　久米井 好美　会員
　受付番号２「特定行政書士研修報告、ＯＳＳ報告について」
　　　①　特定行政書士資格での業務受託の件数の有無
　　　②　ＯＳＳ実務研究チームＡに対する疑問点

ⅰ . 車庫証明申請は、現状従来通りか。
ⅱ . 登録完了に７～１０日要することについて、ワンストップとは言えないので

はないか。今後の短縮の見通しは判明しているのか。
ディーラーも同じように７～１０日かかっているのか。

ⅲ . 名称について
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ＯＳＳ委員会と区別するため ｢自動車ＯＳＳ｣ にしてはどうか。
（答弁）寺主 吉輝　業務研修部長

①　特定行政書士の業務については各特定行政書士の個人受託案件であり、各特
定行政書士がどのような形で業務を受託しているかということについて、本会
の方では把握はしておりません。

②　ＯＳＳ専門業務研究会の活動についてＯＳＳ専門業務研究会に限らず、各専
門業務研究会においては研究会ごとに研究テーマであったり、内容を研究して
おります。業務研修部として研究内容には直接関与しておらず、（研究会の名称
についても同様で）変更は難しい、ということです。

　　ただ、専門業務研究会については毎年 1 回、（おそらく９月ごろ）合同で専門
業務研究会の発表会をしておりますので、もしご興味がありましたらそちらに
参加していただいて、あらためて（要望その他を）してもらえたら、と思います。

（質疑）高松支部　星野尾　数馬　会員
受付番号３「「承認」についての意見」
｢承認｣ とは ｢みとめる｣ ことであり、万が一 ｢みとめない｣ という決議もあり得る。
①　万一 ｢みとめない｣ という決議になった場合
　・第３号・第４号議案は作成が出来なくなり、総会を開くことができない。
　・第１号・第２号議案は既に実行済なので、変更も中止も出来ない。
②　｢報告｣ で決議すると
　　承認をしてもらう必要がないので、いろいろ意見が出た場合でも今から審議

する第３号・第４号議案で審議すれば良い訳である。
　　最近の各団体の第１号・第２号の議事は、｢報告の件｣ 又は、｢報告に関する

件｣ に変更されているようである。｢承認｣ を受ける必要がないので安心して第
３号・第４号議案の作成が出来る。次年度の総会議案に取り入れてはどうかと
思う。以上の意見を議事録に残して欲しい。

（答弁）村井 孝之 総務部長
　　議案書１３頁 ｢令和２年度事業報告承認の件｣ の ｢承認｣ は ｢報告｣ の方が

良いのではないかというご意見についてですが、まず収支決算といった計算書
類等に関しては、会則第 73 条の定めるところにより、総会での承認を得なけれ
ばならないものとして取り扱われていますが、その他事業報告は、承認事項で
はなく報告事項ではないのかというご意見につきまして、公益法人会計基準等
とも照らし合わせ、経理部、当会監事にも諮った上、検討したいと考えており
ます。貴重なご意見を有り難うございます。

（質疑）東讃支部　久米井　好美　会員
受付番号４「支出の使途について説明していただきたい｣
①　ＡＤＲセンター香川
　ＡＤＲ関係の事業は停止にすべきである。
②　香川大学交流委員会　
　支出の内訳を明示していただきたい。
③　弁護士顧問料　
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　支出した弁護士氏名、依頼事件名を明示していただきたい。
④　災害対策費　
　不必要な積立は中止すべきである。
⑤　コスモス助成金
　令和２年１２月現在のセンター所属１８名への支出内容について明示していた

だきたい。助成金を支出する必要は無いと思う。
（答弁）松本 健士 ＡＤＲセンター長・香川大学学術交流委員会委員長

　　第２号議案について、支出の使途を説明していただきたい、との質問があり
ました。①ＡＤＲセンター、②香川大学学術交流委員会、③弁護士顧問料、④
災害対策費、⑤コスモス助成金についての質問となっております。そこでまず、
私の方から①、②に関する事業内容と支出の内訳についてご説明いたします。

①　ＡＤＲセンター　３１７, ９９５円について
　事業内容と支出の内訳
　ⅰ . 各種研修及び運営会議等の日当　１８３, ７００円
　　各種研修は法律及び規則によって定められているもので、具体的な内容につ

いてはその開催日時等も含め議案書２５頁、２６頁に記載のとおりとなります。
運営会議は研修の打合せ等のため４回行ないました。また調停の事前相談及び
調停の手続管理のための日当もここに含まれています。

　ⅱ．研修のための会場費　１５, ０４８円
　　研修会場は頭脳化センター会議室を利用しました。
　ⅲ．通信費　２６, ６１０円
　　郵送料に加え、サーバー利用料も含まれています。
　ⅳ．印刷費　８８, ０００円
　　広報活動に利用するリーフレット作成のための費用です。
　ⅴ．雑費　 ４, ６３７円
　　複数枚のリーフレットを配付する際にまとめるための袋を購入したものです。
　　なお、ⅳ、ⅴは、日行連からＡＤＲ認証単位会に交付された広報助成金

１００, ０００円を利用しており、その内訳についても日行連に報告しておりま
す。

　　なお、ＡＤＲ関係の事業は停止にすべきであるとのご意見が添えられていま
したが、執行部としてはＡＤＲ事業は廃止せず、推進していく方針です。本年
令和３年３月３１日付で新たに三重県行政書士会もＡＤＲ認証を受け、現時点
で１９単位会が認証単位会となっています。その他にも現在認証手続中でこれ
から認証を目指しているという単位会も存在します。

　　この認証は、法律に定められた厳格な基準をクリアしているか否かを審査し、
クリアしているものを法務大臣が認証するという制度です。本会が行うＡＤＲ
事業の認証は１３５番となっております。ＡＤＲ事業は、ＡＤＲ法（裁判外紛
争解決手続の利用の促進に関する法律）に基づいて行われます。このＡＤＲ法
の第 1 条、目的規定には「紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続
を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資すること
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を目的とする」と規定されています。皆様ご承知のとおり、改正行政書士法が
来月、６月 4 日から施行されます。そこでは第 1 条の行政書士制度の目的規定
に「国民の権利利益の実現に資することを目的とする」との文言が新たに明記
されます。かかる目的が明記されることになる行政書士制度にとって、国民の
権利利益の適切な実現に資することを目的とするＡＤＲ事業を推進していくこ
とは、その重要な社会的使命の一つと考えます。なお、政府でも、ＡＤＲの合
意に対して裁判の判決と同様の執行力を認める法改正が検討されており、ＡＤ
Ｒの一層の推進を図っていくという方針となっています。

　　行政書士制度は決して不可侵の制度ではなく、何の理由もなく単独で当然に
存在しうるものではありません。社会の中で信頼され、社会と共生し、必要不
可欠な制度として国に認められて初めて存在しうるものであるということは、
強く自覚しておく必要があります。

　　単に、目先の自らの利益のみを声高に主張し、圧力を掛け、あるいは陳情等
を行うことのみによって職域拡大を実現しようと考えていた時代は、とうの昔
に終わっています。急激なデジタル化の波が押し寄せ、新たなパラダイムシフ
トが起きている現在においては尚更、行政書士制度の信頼を高め、その社会的
地位を向上させることこそが、日行連や各行政書士会・単位会の組織としての
役割となっています。

　　そのためには、日行連及び各行政書士会・単位会は、組織として、その社会
的使命を果たし、社会と共生し、社会の中で信頼される存在になるための活動
を積極的に行っていくことが必要不可欠です。日行連も次年度の事業計画案の
中で、行政書士の社会的地位の向上と持続可能な共生社会の実現に向けての礎
になる事業の一つに、成年後見とともにＡＤＲ事業を揚げ、それを推進してい
くとしています。

　　本会も、日行連、全国の認証単位会、及びこれから認証を目指している単位
会と歩調を合わせ、行政書士制度の信頼及び社会的地位の向上のため、ＡＤＲ
事業を行っていかなければならないと考えています。

②　香川大学学術交流委員会　３６５, ０１２円について
　　香川大学学術交流委員会はその名称通り、本会が国立大学法人香川大学との

間で締結している学術交流協定に基づいてその事業を行っており、その事業は
大きく分けて２つの柱からなっています。

　ⅰ . 香川大学法学研修
　　本会会員を対象に行われている研修で、会員の皆様も受講されてご存じであ

るかとは思いますが、民法及び行政法について、行政書士業務に資するための
研修を香川大学の先生（民法は辻上准教授、行政法は三野法学部長）に行って
いただくものです。昨年度は、新型コロナ感染拡大のため中止にせざるをえず、
これらに関する支出はありません。なお、研修が中止されたにもかかわらず、
研修の会場費が計上されていますが、これは昨年度の研修のものではなく、一
昨年３月に行われた研修の会場費が翌４月に支払われた結果、昨年度の支出と
して計上されたものです。
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　ⅱ . 香川大学法学部で行っている寄付講座
　　三野法学部長からのお声がけによりスタートさせていただいたもので、香川

大学法学部３年生以上を対象とした正式な講座となっています。これを履修す
ることによって２単位を取得でき、昨年度は約１００名の学生に受講していた
だきました。一昨年も１００名を超える学生に受講していただいており、この
２年で２００名を超える学生に受講していただいたことになります。内容は「行
政書士制度の概要と行政書士の実務」についての全１５回の講座で、詳細につ
いては、議案書２７頁に記載しています。

　　この講座は原則３名体制で運営しており、香川大学法学部非常勤講師となっ
ている１名が講義をし、あとの２名の委員がサポートをするという体制です。
昨年度は新型コロナの影響で、香川大学の授業はオンライン授業となっており、
本講座もオンラインで行いました。サポート担当者は、香川大学が設けている
別室において、学生と同様の環境で、オンラインシステムのトラブルなく授業
が配信されているかを確認し、トラブルがあれば対応することになります。

　　この講座の本会における実質的な目的は、行政書士制度に対する信頼の前提
として「行政書士制度の概要と行政書士の実務」について学生に知ってもらう
ことにあります。意外に思われるかもしれませんが、香川大学法学部の３年生
以上の学生であっても、行政書士が建設業や自動車関係の仕事をしていると言
うとその多くが驚くという状況で、たとえ行政書士の代表的な業務であっても
学生には全く知られていないのが現実です。そのような学生に、行政書士制度
の概要や行政書士の仕事の分野についての基礎的な知識を持ってもらい、卒業
後に、社会の様々な課題や問題と、行政書士制度をつなぐ架け橋となれる人材
に育ってもらうことが究極の目的です。行政書士の業務が、他士業の業務と大
きく違うどころかその幅が非常に広く、一言で言い表すことが難しいというこ
とです。従って本講座のように全１５回の講義でその幅広い業務を紹介できる
機会は、非常に得難い機会であると言えます。実際多くの学生からも、行政書
士の名前だけは聞いたことがあったが実際に何をする人かは全く知らなかった
ので、この講座で幅広い業務を行っている事を知ることができて良かった、と
いう感想を数多くいただいています。これらを言い換えれば本講座は、現在そ
して将来にわたる行政書士制度についての究極的な広報活動です。そのため、
各講義の最後に毎回、知識の確認のための小テストも行っています。受講生約
１００名の小テストの採点は、別日に採点をするのではそのための日当及び会
場費等も必要となるので、講義のサポート担当の委員がサポートをしながら前
回の小テストを採点するという体制にして、経費削減に努めました。

　　これら３名の日当は全１５回分で２２０, ０００円となります。計算上は
２２５, ０００円となるはずですが、サポート担当委員のスケジュールの都合上
２名体制で行った回があるので、２２０, ０００円となっています。なお、この
講座は寄付講座であり香川大学からの報酬等はありません。寄付講座であり、
大学からの信頼のもと手弁当で行うということで講義内容への大学からの具体
的、直接的な指示等は無く、前述の行政書士制度の概要と行政書士の仕事の分
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野を多くの学生に知ってもらうという香川県行政書士会の広報としての講義を
行うことができています。このような目的で行っている講義ですから、本講座
の内容は行政書士制度の概要と行政書士の仕事の分野を学生に知って貰うため
のオリジナルのものとなっています。そのためのレジュメ等も全てオリジナル
で作成しています。パワーポイントで３０数枚～多い回で６０数枚のレジュメ
を作成しており、その資料作成日当として、各回５, ０００円、計７５, ０００
円となっています。

　　つぎに、香川大学との打合せ及び全体会議の日当として、５４, ７００円とな
ります。香川大学との打合せは、主にオンライン授業のためのシステムについ
ての打合せとなりました。

　　また、最初と最後に全体会議を行ない、最初の会議は事業の内容の確定及び
サポート担当者のスケジュール調整が主な内容であり、最後の会議はレポート
の採点が主な内容となります。本講座は香川大学の正式な講座なので、全１５
回の講義終了後に期末試験かレポート課題が必要となります。一昨年、昨年と
本講座ではレポートの提出を求めました。レポート課題は１, ０００文字の「行
政書士の社会に果たす役割と将来像について」です。最後の会議において、そ
の約１００通のレポートを、採点基準をすり合わせつつ採点し、出席点と各回
小テストの得点、レポートの得点を合わせた総合評価を行い、香川大学の規定
に則って、秀・優・良・可・不可の評価を行いました。

　　最後に、かかる会議及び法学研修の会場費として１５, ３１２円となります。
前述したとおり、この法学研修は昨年度のものではなく一昨年３月に行われた
もので、会場費の支払が翌月の４月になることから昨年度の支出として計上さ
れたものです。

　　以上が、香川大学学術交流委員会の事業内容及び支出の内訳となります。
（発言）　中讃支部　木戸 壽彦 会員
（議長に対し）　「大変微に入り細に入りの説明はよく分かるんですが、今日の日程から考

えてこういう説明が長く続くと会議が延びてしまいます。そこのところ議長
の判断でよろしくお願いします。｣ との発言があり、議長は了承した。

（答弁）榑谷　泰之 経理部長
　③　弁護士顧問料　６６０，０００円について
　ⅰ .  支出した弁護士名
　　　兼光弘幸弁護士（のぞみ総合法律事務所）
　　　月５５，０００円（税込）の顧問契約を結んでおります。
　　　本会書面チェック、会員からの問い合わせ等法的判断について相談を行っ
　　　ています。
　ⅱ .  件数・内容については、公表した場合に問題が発生することがあり、機密
　　　保持の観点から非開示とさせていただきます。
④　災害対策費　１０，０００，０００円について
　「香川県行政書士会災害対策費積立特別会計規則」
　　（目的）第１条　香川県行政書士会が、震災、風水害、火災その他これらに類
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　　　　　 する大規模災害及び大規模感染疾病等の発生に際し、香川県行政書士
　　　　　 会災害対策費積立特別会計の運営に関する基準を定め、必要資金を確
　　　　　 保し、有効な資金として活用することを目的とする。
　　この目的のもと、規則を昨年制定しました。この規則に沿って、会員からの

年会費６カ月分程度を目安として積立を行っています。災害発生による本会活
動資金に支障が発生しないための資金確保であり、本会執行部では不必要とは
考えていません。

⑤　コスモス助成金　１５０，０００円について
　　個々の会員には支払を行っていません。コスモス成年後見サポートセンター

活動に関して、研修実施費用及び事務費用・連絡費用等に充当しています。コ
スモス成年後見サポートセンターは、日行連によって設立された行政書士が成
年後見活動を行うための団体です。日行連も成年後見活動を重視しており、コ
スモスとの連携を強めていくこととしており、その方針に従い助成するもので、
必要でないとは考えていません。

（質疑）東讃支部　久米井 好美 会員
　受付番号５　｢雑収入の内容について説明していただきたい｣

　　　①　助成金の内容について
　　　②　その他の収入の内容について

（答弁）榑谷　泰之 経理部長
①　助成金　３６７，０００円について
　　全行連からの特定行政書士研修考査協力金、申請取次委員会助成金、ＡＤＲ

設置助成金などの収入金です。
②　その他収入　１，１１２，０９２円について
　　職印証明書発行手数料、封印精算金収入金、職務請求・領収書・事件簿等印

刷物販売代金の収入金です。
（質疑）高松支部　吉田 智紀 会員
（回答）入江　宏幸　会長

　　質問書受付番号６～ 20 番については議案に直接関係のない質問であり、要望
として承りたいと思います。貴重なご意見をいただきありがとうございます。

（質疑）高松支部　吉田 智紀 会員
受付番号 21　｢令和２年度企画開発部の事業について｣
　令和２年度企画開発部の事業で計画されていた案件につき、令和２年度事業報

告に記載がありません。どうなっていますか。
（回答）白木 衛　企画開発部長

　　ご指摘いただいた箇所は「新規業務開拓につながる活動」及び「業務提携」
に関する項目ですが、両方とも新型コロナ感染症の感染状況を考慮し、活動し
ておりません。

　　続いて、行政書士かがわ第９３号１４頁に記載のある「１ 新型コロナ関連」
に関しても、香川県が家賃給付金の申請に係る相談支援窓口を予定しており、
行政書士がその相談員候補として上がっていると議題がありますが、最終的に
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香川県が家賃給付金の支援に係わる家賃相談窓口を開設しなかったため、行政
書士が相談員として協力する機会はありませんでした。「中小企業支援及び官公
署との連携」ということで、高松信用金庫と協定を締結し、その協定にもとづ
いた活動を予定しているとの記載がありましたが、こちらも前述のとおり新型
コロナ感染症の感染状況を考慮し、活動しておりません。

第１号議案・第２号議案に対する書面による質問は以上である。
続いて、議長はこの場での質疑を求めた。

（質疑）西讃支部　眞木 大作 会員
　①　香川大学法学教育について、他の、司法書士、土地家屋調査士､ 税理士等はそういっ
　　たことを行っているのでしょうか。それとも行政書士会だけが行っているのでしょうか。
　②　吉田会員に対する答えであるが、遺言書の作成は行政書士と司法書士、どちらが行っ
　　て良いのかどうか。この前ある自治体に行ったら、｢これは司法書士さんにお願いし
　　て下さい｣ というふうに窓口担当が言っていた。｢いや、ちょっと待って下さい、司
　　法書士だけでは無いよ、これは土地建物の登記については司法書士だけど、遺言書の
　　作成等は司法書士の独占では無いよ。これは行政書士も、逆に行政書士が業務の主体
　　ですよ｣ と申し上げた。これに関して執行部の見解を聞きたい。

（答弁）松本 健士　副会長
　①　香川県において、行政書士会の香川大学学術交流委員会と同様の講座を、他の士業
　　が行っているかという質問ですが、このような寄付講座を行っている士業としては税
　　理士会、土地家屋調査士会が同様の講座を行っている。形態は異なるが、司法書士会
　　は学生のゼミを担当するという形式で講座を行っていると聞いています。また弁護
　　士会は毎年テーマを変えて講座を行っています。
　②　遺言書に関する質問の回答、及び本会の見解を申し上げます。ご存じの通り普通遺
　　言には、公正証書遺言と自筆証書遺言があるが、公正証書遺言の作成は公証人、自筆
　　証書遺言は本人しかできません。よって書類作成という観点からはどの士業も入って
　　くことはできません。遺言書作成自体はどの士業の独占業務でも無いということに
　　なっています。ただそのサポートをするのは別に行政書士、弁護士、司法書士であろ
　　うが誰であろうができる。独占業務に含まれておりませんので、他の士業法によって
　　制限は受けていない行為となりますので、どの士業であってもできます。先生ご指摘
　　の通り司法書士だけができるわけではなく、弁護士でも行政書士でもできるというこ
　　とになっています。権利義務や事実証明に関する書類の作成は行政書士の独占業務と
　　なっていますが、これはあくまで書類を行政書士が作成するという業務です。先ほど
　　もご説明いたしました通り、公正証書遺言は公証人が作成し、自筆証書遺言は本人が
　　自筆で作成しなければいけません。唯一、秘密証書遺言と、自筆証書遺言の財産目録、
　　に関しては事実証明に関する書類になるとする余地があろうかと思いますが、通常の
　　公正証書遺言や自筆証書遺言に関して、サポートはどの士業であっても出来る、独占
　　業務 ( 行政書士法上における独占業務 ) には該当しないというのが香川県行政書士会
　　及び日行連の見解となっています。
　議長は表決に移り、第１号議案及び第２号議案につきご異議ないかと諮ったところ、異
議なく原案のとおり承認可決された。
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第３号議案　令和３年度事業計画案審議の件
第４号議案　令和３年度収支予算案審議の件
　議長より第３号議案及び第４号議案は関連議案であるので、一括上程することを議場に
諮ったところ、異議がなかったため、一括上程し、執行部に報告を求めた。
第３号議案について
　村井孝之総務部長は、新型コロナ感染予防対策による時間短縮のため、各部長・委員長
等からの議案説明の読み上げを割愛し、令和３年度事業計画案の詳細は議案書 ( ４５頁～
５０頁 ) のとおりであると説明した。
第４号議案について
　榑谷泰之経理部長より令和３年度収支予算案は議案書 ( ５３頁～５４頁 ) のとおりであ
る、この場における読み上げは割愛すると説明があった。
第３号議案・第４号議案に対する質疑討論及び答弁は、以下のとおりである。
　書面による質問

（質疑）高松支部　吉田　智紀　会員
　受付番号 22　「法教育推進委員会・権利擁護推進委員会の設置について」

（答弁）村井　孝之　総務部長
　日行連では令和２年度に、法教育推進委員会・権利擁護推進委員会・暴力団等
排除対策委員会の３つの委員会が新設されました。本年度の総務部の事業計画と
して暴力団等排除対策委員会の設置に向けての段取りを進めるところです。
　法教育推進委員会・権利擁護推進委員会に関しても、日行連の各委員会の今後
の活動等を注視しつつ、設置の可否について検討したいと思います。

（質疑）高松支部　吉田　智紀　会員
　受付番号 23　令和３年度企画開発部事業計画（案）

（答弁）白木　衛　企画開発部長
　事業報告でもお答えしたとおり、昨年度は新型コロナ感染症の感染状況を考慮
し、活動ができていませんでした。そのため今年度も同様の事業計画を立て、新
型コロナ感染症対策を講じた上で事業を進めたいと思います。

（質疑）高松支部　吉田　智紀　会員
　受付番号 24「コスモスかがわと連携した成年後見制度利用促進のための活動」

（答弁）福岡　淳　広報部長
　事業計画の中にコスモスかがわとの連携についての直接の記載はありません
が、広報部では行政書士記念日事業として開催している無料相談会の相談員とし
てコスモスかがわより人員を派遣してもらっており、成年後見に関する相談が
あった場合は、コスモスかがわの担当者に相談を受けてもらい、制度のＰＲを行っ
たり会場で無料配布している広報用のグッズにコスモス成年後見サポートセン
ターのパンフレットを同封するなどの広報活動を行っております。
　また１０月に行われる行政書士制度広報月間期間の無料相談会においても、会
場においてコスモス成年後見サポートセンターのパンフレットを配布する等の広
報活動も行っております。

（質疑）高松支部　吉田　智紀　会員
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受付番号 25　香川県社会福祉協議会発行のパンフレットの相談窓口に香川県行政書士会
　　　　　　 を記載するよう働きかけること
受付番号 26　香川県社会福祉協議会主催の成年後見制度利用促進研修会に行政書士が参
　　　　　　 加できるよう働きかけること

（答弁）入江　宏幸　会長　
　これらの香川県社会福祉協議会が行っている活動は、弁護士会・司法書士会・
社会福祉士会の三士業が中心となって運営されています。
　数年前に、コスモス香川県支部もかかる活動に参加したい旨の申し入れをした
ようですが、参加を拒否されたという経緯があります。全国の単位会においても
同様の事態となっているところがあると聞いています。
　これら三士業は 2000 年に成年後見制度が始まった当初から活動し、三士業で
協調体制をとっています。
　これに対して、行政書士がコスモス成年後見サポートセンターという全国組　
織を立ち上げて成年後見業務に参入したのは 10 年遅れの 2010 年であり、それ以
降も、この三士業の協調体制に加わっていません。
　コスモス香川県支部は、コスモス本部及びコスモスを通じて日行連に対し、行
政書士もこの三士業の協調体制に全国組織として加わるための働きかけを行うよ
う強く要請をし続けてきたとのことですが、日行連の前執行部は、成年後見につ
いて積極的ではなく、かかる働きかけは行われませんでした。
　しかし、現在の執行部になってからは、法務業務部に成年後見の専門委員会を
設立するなど成年後見を重視しており、来年度の事業計画案にも、成年後見制度
の推進を掲げ、全国組織として関係機関との連携強化や各単位会及び会員が活動
しやすい環境整備などの対応を図っていくとしています。
　これらの活動により、三士業の協調体制の中に行政書士会も加わることが実現
すれば、本県においても、三士業が中心となって行ってきた活動に行政書士会も
本格的に加わることが可能になると思います。
　そのためにも、本会が、現在まず行わなければならないことは、本会における
コスモスの組織率を高めることです。成年後見賠償責任保険は、現在、コスモス
会員でなければ加入できなくなっており、行政書士による成年後見活動を促進す
るには、まずは、コスモス会員を増やすことが必須だからです。
　成年後見について様々なご意見を頂戴しますが、ぜひともコスモス成年後見サ
ポートセンターの入会前研修を受講して、その会員となっていただきたいと思い
ます。
　行政書士会及びコスモスかがわが成年後見に関する活動を行うにしても、その
ための人員が十分ではなく、各種要請に対応するのが難しいようでは、かえって
行政書士及び行政書士会の信頼を損ないかねませんので、ご協力のほど、お願い
いたします。

　議長から、高松支部 星野尾数馬会員に対して、時間が押しているため質問書 27 番から
31 番までへの回答を執行部から文書で行うことについて了解を求め、星野尾数馬会員が
了承した。
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（質疑）東讃支部　久米井　好美　会員
　受付番号 32　支部交付金について
　１．支出予算　１，０５０，０００とし前年より減額となっている。
　２．本年３月５日開催の理事会決議
　３．令和３年３月１２日付け、香行発第２１８号
　　全会員が等しく享受できるものとして、本会の広報及び研修活動に充当し、より一層
　　の業務の改善を図るよう努める。どのように努めたのか、支出の中で具体的に示して
　　いただきたい。

（答弁）入江　宏幸　会長
　支部交付金については、香川県行政書士会会則　別表のとおり、本会は、支部
ごとに、当該支部会員から納入された会費の１０％以内を、当該支部に、その事
務費として交付する。と規定されています。かねてより支部交付金については、
支部長会、顧問会、理事会等において、支部のあり方を検討する過程において、
議論を重ねてきました。令和３年度の予算を検討するにあたり、各支部総会の実
施時期を考慮して、事業計画、予算の決定ができるよう、本会予算協議の中で、
支部交付金については、先に決議し、報告させていただきました。
　そして、各支部は、今年度の支部総会において、予算決議されたことと確認し
ています。今年度の予算案では、主に、研修、広報、相談委員会を拡充して、事
業を計画しています。長年、企画開発部で担当してきた相談業務について、相談
準備委員会をへて、相談委員会として、香川県行政書士会の相談業務の一元化を
図り、組織として確実に対応できる体制を構築しました。
　また、広報月間の事業については、行政書士会、司法書士会、土地家屋調査士
会の各本会が合同で行い、輪番で、その事務を担当することになり、三士業合同
での新聞広告、官公署訪問などの費用は本会が負担することとしました。
　研修においても、日行連中央研修所の VOD 研修と連携した統一的な研修体制
を構築し、本会で実施することにより、効率的に実施できること、また、同じ香
川県行政書士会の会員でありながら、所属する支部によっては、研修が受けられ
ないといった意見にも対応できると考えています。
　繰り返しになりますが、報告にもありますように、今後の支部活動につきまし
ては、引き続き協議を重ねてまいります。支部交付金の金額は、硬直的なもので
はなく、活動によって、柔軟に対応しますので、ご理解くださいますようお願い
いたします。

　第３号議案・第４号議案に対する書面による質問は以上である。続いて、議長はこの場
での質疑を求めたが質問者はなかった。
　議長は表決に移り、第３号議案及び、第４号議案につき、ご異議ないかと諮ったところ、
異議なく原案のとおり承認可決された。
第５号議案　会則一部改正案審議の件
　松本健士副会長より提案理由は令和元年１２月４日に「行政書士法の一部を改正する法
律」が公布され、令和３年６月４日に施行されることに対応するための会則改正であり、
提案理由説明と改正案は議案書（５６頁～５８頁）のとおりである、と説明があった。
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（質疑）西讃支部　眞木　大作　会員
　この中に「～勧告ができる。～弁明の機会を与えなければこれを行うことはで
きない。」とあるが、これは、どういった勧告をおこなったとか、弁明はどうだっ
たとか、そういったものを公表しないと、一方的に勧告して、一方的にこう処分
した、だけでは、これじゃあ何もならないですよね。ある意味で言えば行政書士
の身分とか名誉にかかわる問題ですから、こういったことをやったから、こういっ
たことを勧告しました、こういったことをやったからこういうふうに処分しまし
た。弁明はこうでした。そういった事を会員に周知できる体制を整えないと、一
方的にやりましたよ、では何もならないと思います。会員の名誉に関わることで
すから、みんなに周知できるような格好でやっていただきたい。また、そういっ
たものにすると文書で示していただきたい。

（答弁）松本　健士　副会長
　全く同じ意見です。日行連の総務部から事前の全単位会を集めた説明会という
のがありました。その日行連の方針で、この注意勧告に関しては公表してくれる
な、ということになりました。というのは、この注意勧告は処分ではない、とい
う前提に日行連は立っています。あくまで注意勧告であって、処分ではないので、
これを公表することはやめてくれということになっています。これに対しては他
の単位会からもそれでは意味が無いという事で様々な意見が上がりましたが、今
のところ日行連では、公表しないという方針になっています。今後香川会を含め
た様々な会から、これに対して意味が無いという意見がかなり強くありますので
日行連の方針が変われば、それに則った運用がまたあろうかと思いますが、現時
点では日行連の方から公表等はしてはならないとなっていますので、このような
改正規則になっています。

（質疑）西讃支部　眞木　大作　会員
　日行連がどうあれ、香川会は香川会の方針は示したらいいじゃないですか。そ
うでなければ、これは最初から作らないでもいいじゃないですか？何か言ってく
るようであれば、こういったものが、香川会の総会で意見が出たと。そう突っぱ
ねてもいいじゃないですか？なんでもかんでも上から来たことを従わなくてはな
らないことはないと思います。

（答弁）松本　健士　副会長
　全くその通りだと思います。日行連にも再度にわたり申し入れましたが、やは
り公表してはならない。その理由としては、これは処分規定ではない、改正案を
見ていただくとわかると思いますが、あえて 10 章という新しい章を作って改正
しています。これは会員の処分の所にこの規定をもうけてしまうと、会員の処分
だと判断される畏れがあるので別建てでするという、そこまで気を遣って改正を
行っています。
　もう一つ、当会で最初検討したのは、このような事をしても意味が無いのでこ
のような規定を設ける必要はないのではないか、という意見もありましたが、こ
れは行政書士法に、「会則に基づいてこの注意勧告をする。」という条文になって
いますのでやはり、作らなくてはならないということで、このような形になって、
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当たり障りがないといえばその通りですがなってしまいました。いずれにしても
執行部も様々な不満がありますので、日行連に、強くに申し入れて、おそらく法
律の問題となってきますので、日行連とともにもっと意味のある注意勧告制度と
すべく対応していきたいと思っています。

　議長は表決に移り、第５号議案につき、ご異議ないかと諮ったところ、異議なく原案の
とおり承認可決された。
第６号議案　役員・委員の任期満了に伴う改選の件
　議長は、第６号議案を上程し、松本健士副会長より提案理由の説明があった。
　松本健士副会長の提案及び説明後白坂正明選挙管理委員長より会長選挙執行の説明が
あった。
　説明終了後、白坂正明選挙管理委員長は、選挙準備のため暫時の休憩を宣言した。
　議事再開後、白坂正明選挙管理委員長は、会長立候補者である松本修会員、入江宏幸会
員の２名に対して、所信表明を求めた。
　白坂選挙管理委員長は、選挙管理委員に対して会場閉鎖を命じ、閉鎖の確認をした後、
投票に移った。
　白坂選挙管理委員長は投票の完了を確認して、議場の閉鎖を解き開票事務が終わるまで、
暫時休憩を宣告した。
　議長は再開の宣告をし、白坂選挙管理委員長へ開票結果の報告を求めた。
　白坂選挙管理委員長より投票結果が発表され、以下の得票で、松本修会員が会長に選任
された。選挙管理委員長より当選証書の交付後、被選任者は即時就任を承諾した。
　　投票総数　　　　　　　　　　　１４７票
　　有効投票数　　　　　　　　　　１４４票
　　無効票　　　　　　　　　　　　　　３票
　　得票数　　　　松本　修　候補：　９５票（当選）
　　　　　　　　　入江宏幸　候補：　４９票
　議長は、役員選任規則第６条の規定及び慣例に基づき、新会長及び各支部長を含め各支
部２名の選考委員に対して、役員の選考を行うことを委ね、選考の間、暫時の休憩を宣言
した。
　再開後、議長は選考委員会の選考結果を確認したのち、発表を命じ承認を求め、異議なく、
第６号議案は承認された。

（新役員選考結果）
副 会 長 　 石川　秀幸、横田　稔、横田　佳樹、木戸　壽彦、吉井　幸子（５名）
理　　事　　吉井　健人、千葉　敦雄、榑谷　泰之、吉田　豊、岩屋　仁美、
　　　　　　大久保　雅博、宮川　譲、岡田　清之、高尾　昌人、中條　悦夫、
　　　　　　平尾　政嗣、瀧端　延隆、寺主　吉輝、石村　智彦、樫村　静恵、
　　　　　　真鍋　光夫、渡辺　勝芳、山岡　正士、久米井　好美、上原　良一（２０名）
綱紀委員　　畠山　俊二郎、阿野　元三、佐々木　保、福井　あつみ、
　　　　　　仙頭　志朗、森　憲一、井上　哲也、稲田　洋平、細川　房夫（９名）
予備綱紀委員　細川　雅広、齊藤　信也、福家　寛、宮﨑　新一　　　　（４名）
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１０．議長退任
議案全部を無事終了したので、議長は議事の終了を宣言して午後５時１４分退任した。

１１．閉会の言葉
松本健士副会長が閉会の辞を述べ、ここに令和３年度定時総会を閉会した。

上記決議の明確を期するため、この議事録を作成し、議長、副議長並びに議事録署名人は
下記に署名押印する。

令和３年５月２２日

　　　　　　　　香川県行政書士会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　長　　池添　治　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副 　 議 　 長 　　畠山　俊二郎　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　平尾　政嗣　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　佐々木　康宏　　㊞

（議事録記録者：石村智彦、樫村静恵）
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令和３年度定時総会開催される
総会風景

会員質問 役員答弁

池添議長、畠山副議長　登壇 役員席

総会開会 入江会長　挨拶
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松本新会長（右） 新役員

白坂選挙管理委員長 当選証書授与

監査報告 会場風景
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令和３年度　新役員名簿
役　職 担当部 氏　名 支　部

会　長 総　　　括 松本　　修 高松

副会長 総務部・経理部 石川　秀幸 高松

副会長 業務研修部 横田　佳樹 中讃

副会長 監察部 横田　　稔 高松

副会長 企画開発部 吉井　幸子 高松

副会長 広報部 木戸　壽彦 中讃

理　事 総　務　部 部　長 榑谷　泰之 高松

理　事 総　務　部 副部長 岡田　清之 高松

理　事 総　務　部 部　員 鈴木めぐみ 高松

理　事 総　務　部 部　員 猪熊　香里 高松

理　事 経　理　部 部　長 池添　　治 高松

理　事 経　理　部 副部長 榑谷　泰之 高松

理　事 経　理　部 部　員 上原　良一 東讃

理　事 企画開発部 部　長 宮川　　譲 高松

理　事 企画開発部 副部長 高尾　昌人 高松

理　事 企画開発部 部　員 吉田　　豊 高松

理　事 業務研修部 部　長 吉井　健人 高松

理　事 業務研修部 副部長 岩屋　仁美 高松

理　事 業務研修部 部　員 久米井好美 東讃

理　事 広　報　部 部　長 真鍋　光夫 中讃

理　事 広　報　部 副部長 樫村　静恵 中讃

理　事 広　報　部 部　員 山岡　正士 西讃

理　事 監　察　部 部　長 近石　秀志 中讃

理　事 監　察　部 副部長 千葉　敦雄 高松

理　事 監　察　部 部　員 氏家真優美 中讃

幹事

役　職 氏　名 支　部

監　　事 亀山　量夫 高松

監　　事 丸尾　良一 中讃

予備監事 多田羅秀治 高松
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綱紀委員会

役　職 氏　名 支　部

委 員 長 畠山俊二郎 高松

副委員長 阿野　元三 高松

委　　員 佐々木　保 東讃

委　　員 福井あつみ 高松

委　　員 細川　房夫 東讃

委　　員 仙頭　志朗 中讃

委　　員 森　　憲一 中讃

委　　員 井上　哲也 中讃

委　　員 稲田　洋平 西讃

予備綱紀委員 細川　雅広 高松

予備綱紀委員 宮﨑　新一 高松

予備綱紀委員 齊藤　信也 西讃

予備綱紀委員 細川　正浩 東讃

顧問

役　職 氏　名 支　部

顧　　問 稲田　時久 西讃

封印管理委員会

役　職 氏　名 支　部

委 員 長 石川　秀幸 高松

副委員長 能村　正明 高松

委　　員 福井あつみ 高松

委　　員 松本　　修 高松

委　　員 村上　信道 高松

行政書士ＡＤＲセンター香川

役　職 氏　名 支　部

センター長 林　　一興 高松

副センター長 樫村　静恵 中讃

運営委員 入江　宏幸 西讃

運営委員 竹内　晶子 高松

運営委員 赤木　真二 高松
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選挙管理委員会

役　職 氏　名 支　部

委 員 長 白坂　正明 高松

副委員長 森　　和夫 高松

委　　員 石丸　　寛 高松

委　　員 福家　　寛 中讃

委　　員 篠原　正幸 西讃

申請取次行政書士管理委員会

役　職 氏　名 支　部

委 員 長 吉井　健人 高松

副委員長 畠山俊二郎 高松

委　　員 猪熊　香里 高松

法規委員会

役　職 氏　名 支　部

委 員 長 高須賀浩介 高松

副委員長 稲田　洋平 西讃

委　　員 近石　秀志 中讃

香川大学学術交流委員会

役　職 氏　名 支　部

委 員 長 松本　健二 高松

副委員長 上原　良一 東讃

委　　員 樫村　静恵 中讃

委　　員 林　　一興 高松

相談委員会

役　職 氏　名 支　部

委 員 長 宮川　　譲 高松

副委員長 吉田　　豊 高松

委　　員 高尾　昌人 高松

委　　員 林　　一興 高松
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国際業務委員会

役　職 氏　名 支　部

委 員 長 吉井　健人 高松

副委員長 宮川　　譲 高松

委　　員 吉田　　豊 高松

委　　員 高尾　昌人 高松
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令和３年春の褒章受章者

　4 月 29 日付けをもって春の褒章が発令され、本会の宮武實会員が黄綬褒章を受章されまし
た。5 月 22 日の行政書士法 70 周年記念式典では、日本行政書士会連合会の常住豊会長より
黄綬褒章伝達式が行われました。
　宮武實会員は平成 2 年 6 月に登録して以来、30 年余りの長きにわたり行政書士業務に精励
されています。また、平成 3 年 5 月から 6 年間本会の理事を務められ、平成 19 年 5 月から
平成 23 年 5 月までは副会長として会務に携わられました。その間には、行政書士制度の広
報活動や本会規則の制定、非行政書士による非違行為の是正に対する啓発など、行政書士業
務の発展にご尽力されました。
　このたびの栄えある受章を心からお祝い申し上げます。

黄綬褒章伝達式の様子

　　入江宏幸会長　　宮武實会員　　常住豊日行連会長
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香川県行政書士会
行政書士法制定７０周年記念式典

　令和 3 年５月 22 日（土）午後１時より、高松国際ホテルにおいて行政書士法制定 70 周年
記念式典が開催され、日本行政書士会連合会　常住豊会長にご臨席いただきました。
　式典は、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図る観点から、当初計画されていた講演会、
祝賀会等を中止し、規模を縮小して行われました。
　式典においては、常住行政書士連合会会長より黄綬褒章の伝達が、入江会長より香川県知
事感謝状と会長特別表彰状の授与が行われました。多年にわたり行政書士業務に精励し、会
務に貢献され功績を残された、以下の会員の方々がそれぞれ受賞されました。

○黄綬褒章　　　　　　宮武 實 会員
○香川県知事感謝状　　松本 修 会員、久米井 好美 会員、岩城 隆文 会員、
　　　　　　　　　　　稲田 時久 会員（入会順）
○会長特別表彰状　　　長門 恵子 会員、竹内 良一 会員、児嶋　幸男 会員、
　　　　　　　　　　　近石 秀志 会員、長谷川 光俊 会員、細川 房夫 会員、
　　　　　　　　　　　田澤 修司 会員、村山 敬一 会員（入会順）

　受賞されました会員の皆様、大変おめでとうございます。

常住日行連会長挨拶 入江会長挨拶
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黄綬褒章受章　宮武　實　会員 知事感謝状受賞
稲田時久会員　宮武實会員　久米井好美会員

会長特別表彰受賞
田澤修司会員　児嶋幸雄会員　細川房夫会員

式典風景
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本　会　だ　よ　り

令和２年度　第６回理事会報告

日　時　令和 3 年 3 月 5 日（金）　午後 2 時 00 分～午後 5 時 00 分
場　所　香川産業頭脳化センター　一般研修室
議　題　１．決議事項
　　　　第１号議案　　令和３年度定時総会提出香川県行政書士会会則一部改正案につい
　　　　て（総務部）
　　　　　　　原案のとおり承認された。

　　　　２．協議事項
　　　　  (1) 令和３年度事業計画 ( 案 ) 及び予算案について（総務部・経理部）
　　　　　　令和３年度事業計画 ( 案 ) 及び予算案について協議を行った。
　　　　  (2) 令和３年度定時総会等スケジュール案について（総務部・広報部）
　　　　　　令和３年度定時総会等スケジュール案について協議を行った。
　　　　  (3) 会長選挙の運営について（総務部）
　　　　　　会長選挙の運営について協議を行った。
　　　　  (4) 学校法人穴吹学園と香川県行政書士会との連携・協力に関する包括協定に
　　　　　　ついて（国際業務委員会）
　　　　　　学校法人穴吹学園と香川県行政書士会との連携・協力に関する包括協定に
　　　　　　ついて協議を行った。
　　　　３．報告事項
　　　　  (1) 日行連理事会報告
　　　　　　入江会長より報告がなされた。
　　　　  (2) 各部・委員会・センターからの報告
　　　　　　各部長、委員長、センター長から報告がなされた。

令和3年度　第1回理事会報告

日　時　令和 3 年 4 月 16 日（金）　午後 2 時 00 分～午後 4 時 30 分
場　所　香川産業頭脳化センター　一般研修室
議　題　１．決議事項
　　　　　　第１号議案　令和２年度事業報告及び決算報告について（総務部・経理部）
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　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第２号議案　令和３年度事業計画 ( 案 ) 及び予算案について（総務部・経理部）
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第３号議案　令和３年度定時総会の運営について（総務部）
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第４号議案　香川県行政書士会補助者規則一部改正について（総務部）
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第５号議案　学校法人穴吹学園との協定締結について（国際業務委員会）
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第６号議案　事務局職員の昇給について（総務部）
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　２．協議事項
　　　　  (1) 災害対策規程・細則制定について（経理部）
　　　　　　災害対策規程・細則制定について協議を行った。
　　　　３．報告事項
　　　　  (1) 会長報告
　　　　　　入江会長より報告がなされた。
　　　　  (2) 部・委員会・センターからの報告
　　　　　　各部長、委員長、センター長から報告がなされた。
　　　　  (3) その他

令和3年度　第2回理事会報告

日　時　令和 3 年 5 月 22 日（土）　午前 10 時 00 分～午前 11 時 00 分
場　所　高松国際ホテル　２階　玉藻の間
議　題　第１号議案　令和３年度定時総会運営について
　　　　　役割分担及びタイムスケジュールの確認を行った。

令和3年度　第3回理事会報告

日　時　令和 3 年 6 月 23 日（水）　午後 1 時 00 分～午後 5 時 00 分
場　所　香川産業頭脳化センター　一般研修室
議　題　１．決議事項
　　　　　　第１号議案　理事の担当部署について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
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　　　　　　第２号議案　事務局職員の退職と新入職員について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第３号議案　行政書士試験連合会説明会について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第４号議案　新入会員研修について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第５号議案　五士業無料相談会について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第６号議案　支部長会の日程について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第７号議案　新入会員登録証交付について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第８号議案　会員への苦情問題事件について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第９号議案　臨時総会について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第 10 号議案　顧問について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　２．協議事項
　　　　  (1) 事業計画の再検討について
　　　　　　令和 3 年度の事業計画の再検討を行った。
　　　　  (2) その他
　　　　　　香川大学寄附講座について協議を行った。
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総務部

 総務部長　榑谷　泰之

　総務部では令和３年度定時総会でご承認頂いた事業計画として、「香川県行政書士会会則」第
３７条にて総務部で定められた業務及び附帯業務を実施いたします。

１　会員の新規登録及び変更登録事務の実施
　　・入会月毎に行政書士登録手続及び登録証等の交付の実施
　　・変更届の受領に伴う変更登録事務の実施
２　行政書士試験の実施協力
　　・令和３年度行政書士試験概要
　　　　日　時：令和３年１１月１４日（日）
　　　　会　場：香川大学　林町キャンパス（創造工学部）
　　　　受験申込者数：４４１名（令和３年９月２日現在　昨年度より６７名増）
３　官公署及び関係団体並びに各支部との連絡協議
　　・令和３年度日行連、四地協及び日政連連絡会開催（香川会が当番会）
　　　　日　時：令和３年１１月２９日（日）
　　　　会　場：ホテルマリンパレスさぬき
　　・香川県庁、日本政策金融公庫、国税庁他との連絡協議の実施
４　会費未納者への経理部と協力しての対応
　　・未納会員への督促の実施
５　会員名簿の発行
　　・会員名簿は令和３年内に発行、各会員宛発送予定
６　事務局体制の確立
　　・令和３年度において本会事務局職員３名全員が新人となり、事務手続等が不慣れな状況です。

早期に軌道に乗るよう図ると共に、事務処理等の軽減策（日当等の支払をその都度現金支払
から、毎月取り纏め振込支払への変更等）の実施

　　・納付書による会費納付会員への口座引落会費納付変更手続の推進
７　他の部の所掌に属さない事項

　特に上記６記載実施事項について、早期に事務局体制の確立を図るため会員の皆様方のご理解
が不可欠であり、ご協力をお願いいたします。
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経理部

経理部長　池添　治

　久しぶりに理事及び経理に戻って参りました。昔と違って経理ソフトも充実していて、記帳入
力さえ日々行えていれば金の流れを掴むのはそう難しくないが適切に使われているかの判断は担
当部長とのコミュニケーションを大切にしていかなければ予算管理が難しい。今後も平等な会費
徴収と適正な予算執行に努めたいと思います。

企画開発部

企画開発部長　宮川　譲 

　私たち企画開発部は、①新規業務の開拓につながる活動と②中小企業支援に関する調査・研究
という 2 点について取り組んでいく予定です。①については、特定技能など外国人労働者をめぐ
る新しい動きに対応するべく国際業務に精通する専門家のセミナーを計画しております。また、
①と②に関連するものとして、中小企業の助成金や補助金に対する関心の高まりに応えるべく行
政書士でも取り組むことのできる助成金や補助金等の調査・研究を実施するとともに、この分野
に精通する団体等のセミナーも計画しております。その他、すでにある金融機関等との業務提携
を中小企業支援に関する情報収集や相続、事業承継、補助金等、金融機関の顧客に発生する諸問
題へのサポートなどに活かしていける関係づくりにも取り組んでいきたいと思っています。
　上記の活動を通して、新しい業務の開拓や関係づくりを行い、会員の皆様の事業の発展に寄与
できればと思っておりますので引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

業務研修部

業務研修部長　吉井　健人

　この度、業務研修部長を拝命しました高松支部の吉井健人です。今回、理事に選任されたこと
も初めて、このような部長職など当然初めてという初めてづくしで、正直なところ会員の皆様に
不安に思われないか心配をしております。幸い、経験豊富な久米井好美理事、フットワークの軽
い岩屋仁美理事と頼もしい方々が業務研修部には揃っていますので、横田佳樹担当副会長の指導
の下、私自身勉強をしながら、足を引っ張らないよう頑張って務めていきたいと思っております。
至らぬ身ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、業務研修部が計画している研修についてですが、以下のとおりとなります。
　１．業務研修部主催の研修会の実施
　　 （業務に関連する研修会、新入会員研修会、コンプライアンス研修会等）
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　２．専門業務研修会主催の研修会の実施
　３．特定行政書士法定研修会の実施
　業務に関連する研修会としましては、建設業関連、自動車関連、農地関連をテーマにそれぞれ
研修を行うことを考えておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、オンライ
ンで行いやすい研修内容でテーマも含めて変更することも想定しております。その他の事業につ
きましても、新型コロナウイルスの状況によっては実施の是非、実施方法等をその都度考えてい
かなければならないと考えており、会員の皆様にもご迷惑をおかけすることもあるかもしれませ
んが、感染状況を注視しながら事業を実施していきたいと思っております。
　状況は流動的ではありますが、少しでも会員の皆様のお役に立てますよう業務研修部一同尽力
して参りますので、どうかご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

広報部

広報部長　真鍋　光夫

　このたび広報部長を拝命いたしました中讃支部の真鍋光夫です。
　広報部の業務についての知識は全く無く、戸惑うばかりでした。
　最初の業務は、本年１０月１日から同月３１日までの「行政書士制度広報月間」の行事でした。
これは広く県民の皆様に行政書士の存在をアピールし、制度の普及と浸透をはかるものです。そ
のなかでも「合同無料相談会」については、当年度は、行政書士会がその担当会となっており、
昨年度にも増して厳しい新型コロナウイルス禍にある本年度は、その開催の可否が問題となりま
した。
　その他、いろいろの問題も諸先輩先生方の援助を仰ぎながらその任務の遂行に務めております。
　今後は、遅れている会報誌の発行、更により利用していただけるホームページへリニューアル
等の課題を、広報部一同「情報の共有化」をはかりながら、「ZERO からのスタートで、従来の方
針を踏襲する部分と新たな思考で行う部分を融合させる」との令和３年度の部の考動指針

3 3 3 3

に基づ
き業務の遂行と事業計画達成の推進に努めたく思っております。
　ご指導とご協力の程よろしくお願い致します。

監察部

監察部長　近石　秀志

　この度、初めて監察部に所属しまして今後の行政書士会の適切な監察活動を実施していきた
いと思っております。
　まず何よりも、無資格者のチェックによる違法行為の阻止が最重要点だと考えております。
　分野別に申しますと農振除外申請、農地転用申請、車庫証明申請等が重要であると思われます。
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防止策としては委任状の添付が効率的であると考えます。これは、今までの監察活動でかなり
実施されており、今後はもっと効率をあげていく所存です。そのためには、香川県、各市町の
行政当局に出向いてお願いをしたいと思っております。各県市町の担当者は公務員であるので、
規範意識は我々行政書士が行政書士法違反を力説することにより、かなり修正していけるもの
と考えます。その為には、適度な回数の県市町への訪問が必要かと思います。手段方法は、先
輩達のご指導をいただいて地道にいきたいと思います。

申請取次行政書士管理委員会

委員長　吉井　健人

　この度、申請取次行政書士管理委員会の委員長を拝命しました高松支部の吉井健人です。どう
ぞよろしくお願いいたします。
　当委員会は、主に会員の皆様から事務局に提出していただく申請取次申出書の審査・確認や届
出者の取次実績の把握等を行っております。下記に皆様に関係する申請取次に関する主な手続き
をご案内しますので、参考にしていただけますと幸いです。

（１）申請取次届出済証明書の新規申請について
　新規の申請手続ですが、初めに中央研修所が開催する「行政書士申請取次関係研修会（新
規）」を受講し、修了証書の交付を受けてください。その後、本会 HP の会員ページにある

「各種手続き関係」内の「申請取次発行手続き様式」にある申請取次申出書等の書類と修了
証書の写し等の添付資料、手数料 3,000 円を本会事務局にご提出ください。提出された翌月
の１０日頃に開催される当委員会で審査・確認を行い、問題がなければ出入国在留管理局に
送付する流れとなります。出入国在留管理局に送付後、届出済証明書が発行されるまでに１
カ月程度の日数を要します。そのため、事務局に書類を提出いただいてから届出済証明書が
お手元に届くまでには２ヶ月程度かかる場合もありますので、時間に余裕をもって手続きを
行うようお願いいたします。

（２）申請取次届出済証明書の更新申請について
　更新の申請手続ですが、お手元にある届出済証明書に記載されている有効期限までに、中
央研修所が開催する「行政書士申請取次関係研修会（更新）」を受講し、修了証書の交付を
受けてください。その後、本会 HP の会員ページにある「各種手続き関係」内の「申請取次
発行手続き様式」にある申請取次申出書等の書類と修了証書の写し等の添付資料、手数料 3,000
円を本会事務局にご提出ください。提出された翌月の１０日頃に開催される当委員会で審査・
確認を行い、問題がなければ出入国在留管理局に送付する流れとなります。出入国在留管理
局に送付後、届出済証明書が発行されるまでに１カ月程度の日数を要しますので、可能な限
り、有効期限の２ヶ月前の月末までに本会事務局に更新申請していただきますようお願いい
たします。なお、更新の申請は有効期限の３ヶ月前から受付しております。
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（３）実績報告書の提出について
　申請取次行政書士として届出済みの会員の皆様には、香川県行政書士会申請取次行政書士
管理委員会規則の規定により、毎年 1 月 1 日～ 12 月 31 日までの出入国在留管理局への申請
取次実績（実績が無い場合も要提出）を翌年 1 月末までに事務局に提出していただくことに
なっております。時期になりましたら実績報告書と返信用封筒を送付いたしますので、お手
数をおかけしますが、記載の上、忘れずに提出していただきますようお願いいたします。

（４）その他の手続きについて
　届出済証明書の記載事項に変更が生じた場合、届出済証明書を棄損、紛失した場合もそれ
ぞれ手続きが必要になります。その際にも、本会 HP の「申請取次発行手続き様式」のペー
ジを参考にしていただき、必要な手続きをお願いいたします。

法規委員会

委員長　高須賀　浩介

　法規委員会は、理事会等から提示された本会会則及び諸規則の新設・改廃等の規定案を、事後
的に調査検討することをその職務としています（法規委員会規則 3 条 1 項）。具体的には、規定案
自体の論理的整合性、規定案と改正しない規定との間の論理的整合性、誤字脱字のチェック、読
みやすさ等を調査検討するというものです。
　会員の皆様におかれましては、このような法規委員会の活動にご理解ご協力いただけますよう
お願い申し上げます。

封印管理委員会

委員長　石川　秀幸

　先ず会員の皆様には、本年度の事業計画が当初の予定から遅くなっている事に対しましてお詫
び申し上げます。
　本来ならば、効果測定を実施する時期ですが、体制が整わず遅れています。
　封印管理委員会は、私が４年前に連合会の理事として出席していた時に、行政書士に始めて丁
種封印権ができるという画期的な出来事でした。香川県でも規則等を作成し、運輸局とも何度も
交渉したことを想い出します。
　今年度の事業計画も良い計画と思いますので、この通りに実施して参りたいと思います。委員
の皆様には登録業務に精通している人々ですから意見交換をしっかりし、会員のためになるよう
に頑張りますので、どうかよろしくお願い致します。
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行政書士ＡＤＲセンター香川

センター長　林　一興

　今年度、行政書士ＡＤＲセンター香川は、行政書士 ADR センター香川規則第 4 条に定められて
いるとおり、次の事業を計画しています。

　（１）センター規則第５条各号に規定する紛争に関する裁判外紛争解決
　（２）調停人を養成するために必要な研修
　（３）調停人の資質保持及び能力の向上を図るために必要な研修
　（４）裁判外紛争解決制度に関する調査及び研究
　（５）他の裁判外紛争解決手続を行う者等との連携及び協力
　（６）調停手続に関する広報
　（７）前各号に掲げるもののほか、センターの事業を実施するために必要な一切の事業

　当センターは、ＡＤＲ法に基づく認証紛争解決機関として、民事上のトラブルを柔軟な手続に
より、短期間に、合理的な費用で、公正で満足のいくように解決することで、行政書士の資質の
向上・社会的地位の向上とともに、社会貢献事業の一環として、行政書士が業務を通して得た専
門的知見を活用して、社会からの要請に対し専門家としての使命を果たしてゆくための機関です。
そのためには、調停人を養成し、かつ、能力を維持向上させるための研修が必要です。具体的には、
法的能力、調停技法及び専門分野（外国人の教育環境・職場環境、愛護動物、敷金返還・原状回復、
自転車事故）の 4 本柱です。
　特に調停技法は、普段の業務においても、依頼者とのコミュニケーションをより円滑なものに
できるものとなっております。調停人を目指される方だけでなく、各所の相談員を目指される方、
依頼人との信頼関係をより高いものにしたい方でもお役に立てる研修にしたいと思っております。
具体的な研修日程・内容については詳細が決まり次第ご案内いたします。
　最後になりましたが、日行連ホームページの中央研修所サイトへアクセスしていただくと、Ａ
ＤＲビデオ講座が受講できます。こちらの講座は、令和３年３月に内容が大幅に増え、充実しま
した。ＡＤＲに携わっている会員の方のみならず、すべての会員の皆様にとってご活用いただけ
る内容で、無料配信となっておりますのでぜひご覧ください。
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香川大学学術交流委員会

委員長　松本　健士

　香川大学学術交流委員会は「国立大学法人香川大学と香川県行政書士会との間における学術交
流協定書」に基づき活動を行います。
　今年度も一昨年度・昨年度に引き続き、香川大学において、法学部（一部経済学部も含む）の
3 年生以上を対象とした寄附講座「（特）行政書士制度の概要と行政書士の実務」（全 15 回）を実
施させていただいています。そもそも「寄附講座」とは、様々な業界団体等が、その業界等の情
報を学生に知ってもらうことなどを目的として、全国の多くの大学で実施させてもらっている講
座のことです。当寄付講座の目的も、あまり一般的とは言えない行政書士制度とその実務につい
ての概要を学生に知ってもらうことにより、行政書士という資格に興味を持ってもらうとともに、
大学卒業後に、社会の様々な問題・課題と行政書士制度・行政書士業務との間をつなぐ「架け橋」
となる人材に育ってもらう、というところにあります。今年度の受講生は 111 名（仮登録段階）で、
皆さん真剣に受講していただいています。
　また、昨年度は新型コロナ感染拡大のため実施できなかった香川大学法学研修の再開も検討し
ます。ご存じのとおり、これは香川大学の先生に本会会員向けの法学研修（例年は民法と行政法）
をしていただくもので、その実施の可否及び内容等、詳細が決定しましたらお知らせいたします。

相談委員会

委員長　宮川　譲

　香川県行政書士会が実施している相談会は、高松市役所（毎月第１・第３金曜日）、丸亀市役所（毎
月第３木曜日）、多度津町役場（毎月第２木曜日）、アイパルかがわ（毎月第１火曜日）になります。
　これらの相談業務を通して、街の法律家としての市民サービスが提供できるだけでなく、行政
書士の業務を一般の方に知ってもらう広報にもつながっています。それだけでなく、相談業務に
従事する会員それぞれの能力の向上も図ることができます。
　このように存在意義の大きい相談業務をより魅力的なものにしていける組織づくりや仕組みづ
くりに取り組んでいくことが本年度の課題だと思っています。
　各相談会の相談員も随時募集しておりますので、ご興味のある会員の皆様は香川県行政書士会
事務局までご連絡ください。
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国際業務委員会

委員長　吉井　健人

　この度、国際業務委員会の委員長を拝命しました高松支部の吉井健人です。どうぞよろしくお
願いいたします。
　当委員会は、近年需要が高まっている外国人関連事業に対応するため、国際業務に特化して活
動を行う委員会になります。委員会の主な活動としましては、本会が関わる国際業務の管理運営、
国際業務に関する研修会等への講師派遣、国際業務に関する調査・研究等となっております。
　特に、香川県専修学校各種学校連合会（専各連）との協定がありますので、協定に基づいた国
際業務に関する意見交換、イベントへの参加、講師の派遣等の活動にはしっかりと対応していき
たいと思います。その他、JETRO 香川、アイパル香川等の外部団体からの要請についても対応し
ていきたいと思いますので、会員の皆様におかれましても、当委員会の活動にご理解、ご協力を
よろしくお願いいたします。

選挙管理委員会

委員長　白坂　正明

　令和 3 年度定時総会における会長選挙について（報告）

　令和 3 年度の定時総会が、令和 3 年 5 月 22 日 ( 土 ) 午後 1 時 50 分高松国際ホテルにおいて開会
された。総会の議長には池添 治会員、副議長に畠山 俊二郎会員が選出され、第 1 号議案から順次
議事が進行された。議長から第 6 号議案「役員・委員の任期満了に伴う改選の件」が上程され会
場準備のため一旦休憩し、会長選挙ができるよう総会会場を次のとおり整備した。
① 投票記載台の組立て設置 ( 壇上に 15 人分セット、立候補者の氏名の掲示等 )
② 4 支部ごとに投票用紙を渡す受付場所の設置
　( 会員証で本人確認して投票用紙を渡す担当者 2 人を各支部から推薦 )
③ 投票函 2 函セット
④ 投票事務を円滑かつ公正に進行するために投票立会人を各立候補者から 1 人推薦していただき、
　 檀上において 2 人で投票の立会をお願いした。
総会会場を選挙ができる体制に整備した後、直ちに議事を再開した。
会長選挙の執行について説明する前に、選挙を執行する次の選挙管理委員 5 人が自己紹介をした。
 選挙管理委員長 白坂 正明
 副委員長 ( 東讃支部 ) 細川 房夫
 委員 ( 高松支部 ) 石丸 　寛

39



 委員 ( 中讃支部 ) 福家 　寛
 委員 ( 西讃支部 ) 篠原 正幸
　次に白坂選挙管理委員長から会長選挙の執行について説明した後、議場を閉鎖し立候補の受付
順に松本 修 候補、入江 宏幸 候補がそれぞれ 5 分間以内で所信表明演説を行った。各候補者から
熱意のある所信表明が行われた後、直ちに投票を開始した。出席者全員が投票した後、投票函を
閉じて会場閉鎖を解き、開票事務が終るまで議場は暫時休憩とし投票函を開票場へ移動した。
　開票場では、立候補者から推薦された開票立会人 2 人の立会のもと選挙管理委員 5 人と事務局
員 3 人で開票作業を実施した。開票の結果は、次のとおり松本 修 候補が当選した。

　　　　　　　　　　　　〔開票結果〕　当選　松本　　修　候補　95 票
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入江　宏幸　候補　49 票

（投票総数 147 票、有効投票数 144 票、無効票 3 票）

　議事を再開して選挙結果を議場報告した後、白坂選挙管理委員長から松本 修 候補に当選証書を
授与した。なお、総会時の会員総数は 408 人、委任状出席数は 135 人、当日出席数は 147 人であった。
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各支部だより

東　讃　支　部

東讃支部長　久米井　好美

１. 旧執行部入江会長の方針では広報月間における行政機関への広報活動並びに県民への無料相談
会については、本会で実施すると決定されていました。また、支部活動交付金は、7500 円 / 人
から 2500 円 / 人に減額すると決定されていました。支部交付金の減額は、役員会の開催がで
きず、支部活動に支障をきたすと強く反対していましたが、定時総会資料では減額の予算となっ
ていました。

２. 5 月 22 日開催の定時総会において、松本修新会長が選出され、前項の記載事項は、従来通り
となり、支部交付金については期末までの予算申告によるとされ、新年度より 7500 円 / 人支
出することとなりました。

３. 以上、定時総会前後の状況について記載しました。総会の出欠は自由ですが、極力出席され、
会務の状況について把握されます様お願い致します。

高　松　支　部

高松支部長　池添　治

　本年度もコロナの影響で心配されたが支部総会も５月８日に『マリンパレスさぬき』で、こぢ
んまりではあったが何とか開催することができた。さて、総会でも質問があった支部のスリム化
された予算にどう対処するかということに頭を痛めている。研修会も支部会員の親睦も昨今のコ
ロナの影響で身動きがとれない。一番の問題は支部会員への（安価な）伝達方法がない。郵送１
回４万円というのは少ない予算からすると大金である。そこで本会のホームページの中に支部の
ページを作ってもらい、そこに案内文を掲載したいと思っていますが相手があることなので今の
ところ何ともなってない。早急に本会の担当部署と協議して支部の窓口を設けたいと思います。
開設できましたら会員の皆様は頻繁にホームページを見てください、そうすれば最新情報が手に
入ると思います。また見ることが難しい会員に情報を伝えてください、お願いします。
　また、予算がないので親睦を兼ねた研修会を新年会に併せて行おうと思っていますがコロナが
収束に向かっていればこそで、正月明けの状況により中止せざるを得ないかもしれません。そう
なると今期の計画は殆ど実行できず来期に繰延べることになり、残念ながら今期は形ばかりの支
部になってしまいますがコロナという冬が過ぎた（来）春に期待したい。
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中　讃　支　部

中讃支部長　木戸　壽彦

　「偶
たま

に撃つ弾
たま

が無いのが玉
たま

に瑕
きず

」という言葉があります。これは数十年前の自衛隊の慢性的な予
算不足を揶揄した川柳として有名です。これを現在の支部活動に置き換えると、コロナ禍で以前
のような活動ができない状態で、更に追討ちを掛けるように、昨年度の本会理事会において、活
動の源泉になる交付金の大幅な減額が決定され、新年度の支部総会を混乱の内に開催するという
異常な事態になりました。
　幸いにして、新年度は、役員会が新体制となり支部交付金を元に戻して頂けるとの方針が打ち
出されました。先ずは一安心といったところです。
　さて、中讃支部において多度津町、善通寺市にて無料相談会を実施しておりますが、昨年度、
支部から本会行事として認めて頂ける様に手順を踏んで手続きを進めてきたつもりでしたが、回
答は本会の与り知らぬ事であるとして認めて頂けませんでした。然しながら、今年度になり新体
制の役員会において、前向きに検討していただけることになりました。
　行政書士の本分は、市民の皆様への貢献でありますので各地における無料相談会を通じて市民
のために働くことが大事であると考えます。更には、相談員を勤めることにより、会員の行政書
士としてのスキルの向上を図ることができると考えます。中讃支部は、会員数９０名程ですが、
丸亀市、多度津町、善通寺市の３か所の相談会を積極的に推進して会員の資質向上を図っていき
ます。
　今年度も残りあと半年余りとなりましたが、コロナ禍の終息を願いつつ、何かしら支部会員の
集う行事が実施できればと考えています。

西　讃　支　部

西讃支部長　田中　幸

　先ずは、令和３年度事業計画案並びに収支予算案について、ご承認いただき有難うございました。
心より感謝申し上げます。
　パンデミックに見舞われた激動の令和２年からつづき新型コロナの収束が見えないまま新年度
が始まりました。しかしながら、コロナウィルス感染拡大が少し落ち着いていたため今年度の西
讃支部定時総会は、略式ではありますが一堂に会し開催することができました。2 年ぶりにほがら
かな笑顔に出会え、皆様からたくさんのパワーをいただいた気がしています。総会後の懇親会は
中止させていただきましたので、新入会員様には、交流や情報交換に物足りなさを感じたことと
思いますが、皆様の温かいご協力のもと滞ることなく令和３年度香川県行政書士会西讃支部定時
総会を無事終了することができましたこと重ねてお礼申し上げます。
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　最近のイベント情報などでは、「今後状況に応じてやむを得ず延期や中止になる可能性がありま
す。」という文言を目にします。2 年前では、考えられなかったことですが、これも、新しい生活
様式の一つでしょうか。生活のささやかな変化とともに行政書士の業務にも、求められる内容が
変化してきていると感じています。社会状況をみながら研修会や情報交換の場などご案内させて
いただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

　新型コロナワクチンの接種が始まったとはいえ、予断を許さない状況であることに変わりあり
ません。感染予防を徹底していただくとともに体調には十分気を配り、健康にご留意ください。
　引き続きご助言ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
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＜各支部の定時総会議事録＞
●東讃支部

日　時：令和 3 年 4 月 17 日 ( 土 ) 午前 10 時 30 分～午前 11 時 50 分
場　所：さぬき市津田町鶴羽 2326-12 大川オアシス
司　会：副支部長　山上　勇

第１号議案　令和２年度事業報告
第２号議案　令和２年度収支決算報告及び監査報告
第３号議案　令和 3 年度事業計画 ( 案 )
第４号議案　令和 3 年度収支予算 ( 案 )
第５号議案　役員選任

１. 開会の言葉　副支部長　山上　勇
２. 支部長扶拶　支部長　　久米井　好美
３. 来賀祝辞　　会長　　　入江　宏幸
４. 新入会員紹介　細川正浩　会員 ( 令和２年９月１５日登録 )
５. 資格審査報告　副文部長　山上　勇
　支部会員数　　　３３名
　出席会員数　　　１１名
　委任状会員数　　１８名
　合計出席会員数　２９名
　　会員定足数は会員総数の３分の１以上の出席であるため、香川県行政書士会東讃支部規約第
　１６条第１項の要件を満たし、本総会の成立を確認し、報告した。
６. 議長選任
　　司会者が議長選任の方法について議場に諮ったところ、議場から山上勇会員を指名する声が
　あり、議場に諮ったところ異議なく承認され、山上勇会員が議長に就任した。議長は、就任の
　挨拶をして着座した。
７. 議事録署名人指名
　議長は議事録署名人として、佐々木保会員、大久保秀朋会員を指名した。
８. 議事録作成者指名
　議長は議事録作成者として、松井初美会員を指名した。
９. 議事
　第１号議案　令和２年度事業報告
　第２号議案　令和２年度収支決算報告及び監査報告

　議長は、第１号議案及び第２号議案は関連議案であるので、一括上程することを議場に諮っ
たところ、異議なく承認されたため、一括上程し、執行部に報告を求め、次の役員からそれぞ
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れ詳細に報告があった。
　　第１号議案　令和２年度事業報告　　　　久米井好美　支部長
　　第２号議案　令和２年度収支決算報告　　松井初美　幹事
　　　　　　　　　　　　監査報告　　　　　細川房夫　監事

　第１号議案及び第 2 号議案に対する質疑はなかったため、議長は表決に移り、第１号議案及
び第 2 号議案について議場に挙子で採決を諮ったところ、挙手多数で原案のとおり承認された。

　第３号議案　令和３年度事業計画 ( 案 )
　第４号議案　令和３年度収支予算 ( 案 )

　議長は、第３号議案及び第 4 号議案は関連議案であるので、一括上程することを議場に諮っ
たところ、異議なく承認されたため、一括上程し、執行部に説明を求め、次の役員からそれ
ぞれ詳細に説明があった。

　　第３号議案　令和３年度事業計画 ( 案 )　久米井好美　支部長
　　第４号議案　令和３年度収支予算 ( 案 )　松井初美　幹事

　第３号議案及び第４号議案に対する質疑はなかったため、議長は表決に移り、第３号議案
及び第４号議案について議場に挙手で採決を諮ったところ、挙手多数で原案のとおり承認さ
れた。

　第５号議案　役員選任
　議長は、第５号議案の審議に先立ち、佐々木保選挙管理委員長に役員選任規程に基づく支
部長選挙の結果報告を求めた。
　佐々木保選挙管理委員長より、任期満了に伴う東讃支部長選挙につき期日までに立候補者
がいなかったため、令和３年４月３日、選挙管理委員長及び選挙管理委員２名で構成された
選考委員会にて協議した結果、久米井好美会員が選考されたことが報告された。
議長は、久米井好美会員に新支部長としての挨拶を求め、久米井好美新支部長は就任の挨拶
を行った。
　引き続き議長は、役員選任規程第６条に基づき、久米井好美新支部長及び選考委員会に対
し役員の選考を委ねた。
　議長は、選考委員会の選考結果を確認した後、久米井好美新支部長に発表を命じ、第５号
議案について議場に挙手で採決を諮ったところ、挙手多数で承認された。

　　( 新役員選考結果 )
　　支部長　　久米井好美
　　副支部長　山上 勇
　　幹事　　　松井初美
　　監事　　　細川房夫、上原良―
１０. 議長退任
　すべての議事が終了したので、議長は議事の終了を宣言して退任した。
１１. 閉会の言葉　監事　上原　良―

　以上の議決の結果を明らかにするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人並びに議事

45



録作成者が署名捺印する。
　令和３年４月２２日

議長　　　　　山上　勇　　　㊞
議事録署名人　佐々木　保　　㊞
議事録署名人　大久保　秀朋　㊞
議事録作成者　松井　初美　　㊞

●高松支部

開催日時　令和３年５月８日（土）１３時３０分から１５時１５分
開催場所　ホテルマリンパレスさぬき　本館２階瀬戸の間
出席者　　出席者３４名、委任状出席者１２５名
　　　　　合計１５９名（高松支部会員総数２５４名）
司会　　　白木衛幹事

１. 開会のことば
　白木衛会員の司会により宮川譲副支部長が開会の辞を述べ、ここに、令和３年度香川県行政書
士会高松支部定時総会を開会した。
２. 物故会員に対して黙祷
　故瀧井俊敏会員に黙祷を捧げた。
３. 支部長挨拶
　村井孝之支部長から定時総会開会の挨拶があった。
４. 会長祝辞
　香川県行政書士会会長・入江宏幸氏の祝辞及び挨拶があった。
５. 議長の選出
　司会者から、議長の選出方法について議場に諮ったところ司会者一任の声があった。司会者は、
議長に畠山俊二郎会員を指名し、再度議場に諮ったところ異議なく承認され、畠山俊二郎議長は
就任の挨拶をして着座した。
　議長は、会員総数２５４名のうち、本日の出席者は、会場出席者３４名、委任状出席者１２５
名、総出席者１５９名であり、香川県行政書士会高松支部規約第１７条の要件を満たしているので、
本総会が成立する旨を報告した。
６. 議事録署名人及び書記の選出
　議長より議事録作成者並びに議事録署名人の選出について議場に諮ったところ、議長一任との
ことで、議長は次のとおり指名した。
議事録作成人　吉田豊会員、岩屋仁美会員
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議事録署名人　石川久美子会員、池添淳会員
７. 議事
　第１号議案　令和２年度事業報告
　吉井健人副支部長より令和２年度の事業報告がなされた。

　第２号議案　令和２年度収支決算報告
　池添治幹事より令和２年度収支決算報告がなされた。

　監査報告
　榑谷泰之監事より監査報告がなされた。

　議長より質疑はないか議場に問うたところ、質疑はなかった。
　議長が第１号議案及び第２号議案について議場に採決を諮ったところ、挙手絶対多数で承認さ
　れた。

　第３号議案　令和３年度事業計画 ( 案 )
　宮川譲副支部長より令和３年度事業計画 ( 案 ) の提案がなされた。

　第４号議案　令和３年度収支予算 ( 案 )
　池添治幹事より令和３年度収支予算 ( 案 ) の提案がなされた。

　議長より質疑はないか議場に問うたところ、次のとおりであった。
　質疑　松本修会員

①村井支部長は本会の総務部長を兼務しているが、本会での支部交付金の削減の決議について、
　支部に対して何ら説明がなく行われたことは問題である。
②支部交付金の削減によって捻出した約 200 万円の本会での使途は何か。
回答　村井孝之支部長
①支部交付金の減額について、支部会員に十分な説明がなされなかったことは、配慮が足りず
　お詫びしたい。支部活動の見直しの議論の中で、そのような決定が本会でなされたものである。
②削減された約 200 万円の使途ついては、本会が主体となり、これまで以上に研修・広報活動
　に重きを置いた取り組みに活用していくものである。
質疑　松本修会員
　支部の予算は支部総会の決議事項であり、支部総会の決議を経て、本会に報告するのが本来
あるべき流れだ。本会による一方的な決定は到底理解できない。
回答　村井孝之支部長
　支部に対して配慮が欠けていた点についてはお詫びしたい。本会が主体となって、これまで
以上に研修・広報活動に注力していくものであり、支部会員の不利益に繋がるものではない。
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質疑　渡邊敏雄会員
　事業計画 ( 案 ) に研修や親睦活動の計画が記載されているが、収支予算 ( 案 ) では研修費と親
睦費に予算計上が無い。矛盾するのではないか。
回答　池添治幹事
　本会からの支部交付金の目的が交流費となっており、支部としても、これまでの研修費と親
睦費を交流費としてまとめたものである。
質疑　松本修会員
　収支予算 ( 案 ) において予算計上の無いものがある。予算計上の無いものについては予備費か
ら流用することができないが承知しているか。
回答　宮川譲副支部長
　様々な流動的な事柄に対応できるよう予備費を設けたが、そのような認識は無かった。
回答　池添治幹事
　ご指摘を踏まえ、科目間流用ができるよう収支予算 ( 案 ) を修正して対応したい。
質疑　白坂正明会員
　連絡協議会費や補助金など予算計上の無いものが他にも見受けられるが、それらも修正して
はどうか。事業計画と収支予算に整合性が欠けていると言わざるを得ない。
回答　池添治幹事
　こちらについても修正して対応したい。
回答　吉井健人副支部長
　補助金については行政書士制度広報月間の活動に対するものである。令和３年度からは本会
が主体となって活動を行うものであり、補助金は交付されない見込みだ。
要望　石川秀幸会員
　過去の高松支部は目に見えるような活動をしてきた。しかし、最近は支部活動の内容が見え
ない。今後も支部としてしっかり活動していくことを希望する。

　　質疑終了後、議長が第３号議案及び第４号議案について議場に挙手で採決を諮ったところ、
　挙手絶対多数で承認された。

　第５号議案　任期満了による役員改選
　香川県行政書士会高松支部選挙管理委員会白坂正明委員長より任期満了に伴う高松支部支部
長選挙の説明がなされ、立候補者が池添治会員一名であったため、高松支部役員選任規則第
２７条第３頂により池添治会員が高松支部長に就任した。

　　引き続き役員選考委員による役員選考会議があり、以下のものが役員に選任された。
　副支部長　宮川譲会員、吉井健人会員
　幹事　　　吉田豊会員、岩屋仁美会員、児嶋幸男会員
　　　　　　大久保雅博会員、千原正照会員
　監事　　　高尾昌人会員、榑谷泰之会員
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８. 議長退任
　すべての議事が終了したので、議長は議場の協力に謝辞を述べ退任した。

９. 閉会のことば
　吉井健人副支部長が閉会の辞を述べ、ここに令和３年度香川県行政書士会高松支部定時総会を
閉会した。

　以上、定時総会の議事・議決を明確にするため、本議事録を作成し、議長および議事録署名人
が署名押印する。

　令和３年５月８日
香川県行政書士会高松支部

議長　　　　　畠山俊二郎　㊞
議事録署名人　石川久美子　㊞
議事録署名人　池添淳　　　㊞

●中讃支部

日　時　令和 3 年 4 月 24 日 ( 土 ) 午前 10 時 00 分より午前 11 時 20 分
場　所　丸亀市市民交流活動センター ( マルタス ) 多目的ホール I　　　　　司会者　森憲一理事

１. 開会の言葉　副支部長　石村智彦
　物故会員に対し黙祷
　物故会員　谷口利夫

２. 支部長挨拶　支部長　木戸壽彦

３. 本会会長祝辞　香川県行政書士会会長　入江宏幸

４. 支部会員の入退会に関する報告及び新入会員の紹介　森憲一理事
　　新入会員数 6 名　入会予定者 1 名
　　退会者 5 名　　　（令和 3 年 3 月 31 日現在）

５. 議長選出
　司会者より議事進行上議長選出方法について議場に諮ったところ「司会者一任」の声があり、
他に異議もなかったので、司会者は寺主吉輝会員を指名、拍手により賛同を得たので指名通り議
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長に選出した。
総会成立確認
　議長は、中讃支部会員総数 86 名 ( 過半数 43 名 ) の内、出席者 21 名、委任状出席者 39 名の計 60
名で過半数となり、本総会は適法に成立した旨を確認し宣言した。

６. 議事録署名人及び議事記録者の指名
　議長は、議事録記録者及び議事署名人を次の通り指名した。
　　議事録記録者　大西知里理事、樫村静恵理事
　　議事録署名人　井上哲也会員、森田京子会員

７. 議事
　議長は、議事開始を宣言し、第１号議案と第 2 号議案を上程した。

　第 1 号議案 令和 2 年度事業報告の件
　　木戸壽彦支部長より令和 2 年度事業報告について説明があり、報告された。
　第 2 号議案 令和 2 年度収支決算報告及び監査報告の件
　　真鍋光夫副支部長より令和 2 年度収支決算報告について説明があり、報告された。
　　森元真由美監事より監査報告が行われた。

　　議長より質疑応答の有無が諮られたが質疑なし。議長より第 1 号議案、第 2 号議案及び監査
報告についてそれぞれ賛成を求めたところ全員一致で承認された。

　　議長は第 3 号議案と第 4 号議案はそれぞれ関連議案であるので一括上程することを議場に諮っ
　たところ、異議なしということで承認を得た。

　　議案審議の前に、木戸壽彦支部長は、令和 3 年 3 月 12 日付本会 HP で報告された支部交付金
　減額について資料を配布し、その経緯と問題と思われる点について説明を行った。

　　引き続き、第 3 号議案と第 4 号議案の審議に入った。

　第 3 号議案 令和 3 年度事業計画 ( 案 ) に関する件
　　木戸壽彦支部長より令和 3 年度事業計画 ( 案 ) について説明があった。
　第 4 号議案 令和 3 年度収支予算 ( 案 ) に関する件
　　木戸壽彦支部長より令和 3 年度収支予算 ( 案 ) について説明があった。
　　本年度より「事務費会計」と「支部交流資金会計」の両立てにする事を報告。
　質疑応答は以下の通り
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( 発言者 ) 横田佳樹会員
　「本日の段階においては、これしか組みようが無いということで理解するしかない。
　ただ問題が多数含まれているので、今後支部の中でいろいろと話し合って欲しい。
　今現在は、この案しかない。」
( 質問者 ) 福家寛会員
　「「中讃支部収支予算 ( 案 )」の「支部交流資金会計」について、今年の決算の書類では約 100
万円の繰り越し金額があるが、( 本年度 ) 新たな交流事業で 65 万円支出するということは、差し
引き約 35 万 6 千円だけが翌年に繰り越される可能性がある。
　このような支出規模であれば、来年度には交流資金会計は成り立たなくなる、と理解すると
いうことか。注記には「予算を流動的に運用する」とあるが、流動的に運用しても 21 万そこそ
この金では事業そのものが成り立つ可能性が無いように思える。
　先程の支部長の話より、支部と本会との間に齟齬が生じつつあるような気がする。
　最終的には本会の指針に基づいて支部活動を行っていかなければならないと思うが、予算に
ついては激変緩和措置が考えられないのか、それを含めて会長に要望、質問をしたい。」
( 答弁者 ) 木戸壽彦支部長
　「これまで毎年60～70万円の交付金の中で運営してきたが、今後は発想を180度変え、「事務費」
と割り切って予算を割り振った。今回の総会においても 10 万円近くのお金がかかる。残りの金
額でできることは僅かである。また、「交流資金会計」は現在コロナで先が見通せない中、やり
たい事の希望で 65 万円の予算を付けている。今後更にコロナが酷くなり、交流活動 ( 集会、旅行、
新年会等 ) が出来なくなった場合は、交流資金は残さざるを得ない。注記の通り、事務費と交流
資金会計で相互に融通するとしている。事務費会計は予算通りでは足りないので、交流資金会
計から予算を振り替えることも考えなくてはならないと思っている。」
( 質問者 ) 福家寛会員
　「と言うことは、「交流資金会計」はコロナが終息して事業が行われるようになった場合には、
1 ～ 2 年で事業は廃止される可能性が高いということか ?」

「会計そのものを廃止せざるを得ないという解釈でよいか ?」
( 答弁者 ) 木戸壽彦支部長
　「平成 24 年頃までは支部会費を集めていた。交流資金会計が減ってきた場合は、支部会員に
再び会費の負担を求めるか、若しくは交流活動は何もしないという事も考えないといけない。」

　　議長より第 3 号議案、第 4 号議案についてそれぞれ賛成を求めたところ賛成多数で承認された。

８. 議長退任
　議長は議事終了を宣言し退任した。

　10 時 50 分より 15 分間休憩
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９. 理事会よりの報告事項
　(1) 木戸壽彦支部長より、任期満了に伴う中讃支部長選任件について、選任規則第 4 条に基づ
　　 き支部長推薦委員会が招集され支部長の選考が行われた事が報告された。
　　 支部長推薦委員会
　　 委員長 横田佳樹会員、
　　 中野貞子会員、横関賢二会員、丸尾良一会員、寺主吉輝会員

　横田佳樹委員長は選考の結果、中讃支部長に木戸壽彦会員が選任されたことを報告した。こ
れを議場に諮ったところ全員の賛同を得られた為 木戸壽彦会員を新支部長と決定し木戸壽彦会
員はこれを承諾した。

　(2) その他役員の選考の件 ( 本部役員への推薦を含む )
　　 木戸壽彦新支部長より役員が発表された。

　　　 発表は下記の通り
　　　 理事　石村智彦会員、 樫村静恵会員、真鍋光夫会員、氏家真優美会員、
　　　 　　　仙頭志朗会員、 森憲一会員、大西知里会員、三好修平会員、
　　　 　　　爲光陽介会員、 宇佐美万里子会員
　　　 監事　森元真由美会員、渡辺春美会員
　　　 本部役員への推薦　寺主吉輝会員、石村智彦会員、真鍋光夫会員、樫村静恵会員

　　　 木戸壽彦新支部長より第 6 議案に関して賛成を求めたところ全員一致で承認された。

１０. 新支部長挨拶

１１. 閉会の言葉　真鍋光夫　副支部長
定時総会における議事の経過を明確にするため本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が
署名押印する。

令和 3 年 4 月 24 日
香川県行政書士会中讃支部定時総会

議長　　　　　寺主　吉輝　㊞
議事録署名人　森田　京子　㊞
議事録署名人　井上　哲也　㊞
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●西讃支部

日　時　令和３年５月７日（金）　午後６時３０分～午後７時１５分
場　所　ハイスタッフホール　観音寺市観音寺町甲１１８６－２

１．開会の言葉
　　司会者高城尚子が開会の辞を述べ、ここに、令和３年度香川県行政書士会西讃支部定時総会
　　を開会した。

２．支部長　田中幸　挨拶

３．来賓祝辞　
　　香川県行政書士会会長　　入江　宏幸　様

４．新入会員の紹介
　　新入会員　大橋　正信会員　　岩倉　由幸会員　　矢野　昌則会員
　　　　　　　松前　絵美子会員

５．議長選任
　　司会者から、議長の選出方法について議場に諮ったところ「司会者一任」との発言により、
　　他に異議がなかったので、司会者は、議長に渡辺勝芳会員を指名した。議長は、就任の挨拶
　　をして着座した。

６．総会成立確認
　　議長は、西讃支部会員総数３４名のうち、出席者１７名、委任状出席者１３名、総出席者
　　３０名であり、会員定足数を満たし本総会は有効に成立している旨宣言した。

７．議事録署名人並びに議事録作成人の選出
　　議長は、議事録署名人並びに議事録作成人の選出方法について議場に諮ったところ「議長一任」
　　との発言により、他に異議がなかったので、議長は、議事録署名人並びに議事録作成人を次
　　の通り指名した。
　　　　議事録署名人：　大喜多　充夫会員、稲田　時久会員
　　　　議事録作成人：　原田　聡子会員

８．議事
　　議長は、令和２年度事業に関連する第１号議案及び第２号議案、令和３年度事業に関連する
　　第３号議案及び第４号議案をそれぞれ一括上程の上審議したい旨を述べ、議場からも異議が
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　　なかったので、一括上程方式での審議を行うこととした。

　　　第１号議案　令和２年度会務報告承認の件
　　　　事業報告　　　　　田中　幸　支部長
　　　第２号議案　令和２年度収支決算報告並びに監査報告承認の件
　　　　収支決算報告　　　原田　聡子　庶務会計
　　　　監査報告　　　　　福岡　淳　監事

　　　審議（質疑なし）
　　　議長は決議に移り、第１号議案及び第２号議案につき、異議がないか諮ったところ、満場
　　　異議なく原案通り承認可決された。

　　　第３号議案　令和３年度事業計画案審議の件
　　　　事業計画　　　　　田中　幸　支部長
　　　第４号議案　令和３年度収支予算審議の件
　　　　予算　　　　　　　原田　聡子　庶務会計

　　　審議（質疑なし）
　　　議長は表決に移り、第３号議案及び第４号議案につき、異議がないか諮ったところ、満場
　　　異議なく原案通り承認可決された。

　　　第５号議案　役員変更の件
　　　議長は、現役員全員が本総会の終結時をもって任期満了退任するため、次期役員の選任方
　　　法について、役員選考委員による指名推選の方法をとりたい旨を議場に諮ったところ異議
　　　なく賛同を得た。
　　　次いで議長は役員選考委員の選出方法を諮ったところ、議長に一任されたため次の者を指
　　　名し、役員選考委員会を開催するため一旦休憩を宣した。
　　　役員選考委員：　田中幸会員、福岡淳会員、入江宏幸会員

　　　選考を終えたので、議長は議事の再開を告げ、別室における選考の結果を役員選考委員代
　　　表福岡淳会員より発表があり、これを議場に諮ったところ満場異議なく承認可決された。
　　　被指名人は、それぞれその就任を承諾したため、次のとおり確定した。
　　　　支部長　　　　田中　幸　会員
　　　　副支部長　　　高城　尚子会員
　　　　庶務会計　　　原田　聡子会員
　　　　支部幹事　　　山岡　正士会員、岩倉　由幸会員
　　　　支部監事　　　福岡　淳　会員
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　　　　支部推薦理事　稲田　洋平会員
　　　　綱紀委員　　　岩倉　由幸会員
　　　　綱紀予備委員　大橋　正信会員

　　　第６号議案　その他について
　　　支部長より連絡網の確認と趣旨の説明があった。
　　　また、篠原正幸会員より支部推薦選挙管理委員として、５月２２日に会長選挙が行われる
　　　ことの報告と、この選挙をもって選挙管理委員の交代をして欲しいとの要望が述べられた。

９．議長退任
　　議案全部を無事終了したので、議長は議事の終了を宣言して午後７時１０分退任した。

１０．閉会の言葉
　　司会者は閉会の辞を述べ、ここに令和３年度香川県行政書士会西讃支部定時総会を閉会した。

上記決議の明確を期するため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は下記に署名押印する。

令和３年５月７日

　令和３年度　香川県行政書士会西讃支部定時総会
　　　　　　　　　　議　　　　長　　　　渡辺　勝芳　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　大喜多　充夫　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　稲田　時久　　　　　　　　　　　㊞
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令和３年度「行政書士制度広報月間｣ の活動報告
広報部長　真鍋　光夫

１．官公署及び関係団体へ協力依頼文書発出
　令和 3 年 9 月 17 日（金）、官公署、関係団体と自動車販売会社に対して、非行政書士が行
政書士業務を遂行する者に対しての行政書士法違反行為防止につき協力依頼文書を発出した。

２．無料相談会
　新型コロナウイルス感染防止の為、１０月２日（土）に開催予定であった無料相談会は中
止した。

３．行政書士電話相談の実施
　10 月 6 日（水）、香川県行政書士会事務局において、午前 10 時から午後 3 時の間、広報部
山岡正士理事及び監察部近石秀志部長が相談員となり､ 電話による無料相談を行った。相談
は４件であった。

４．巡回訪問の実施
　本会及び各支部において官公署へ巡回訪問を行い、ポスター、ペンスタンド等を配布して
行政書士制度を広く PR した。
　また、日行連が作成したポスターを、本会より会員に配布した。

区分 日時 主な訪問先

本会
10 月 12 日（金）
午前 9 時 30 分～

香川県庁（総務学事課・農政課・都市計画課・土木監理課・男女参画県民活
動課・廃棄物対策課）－県警本部（交通規制課・交通企画課・生活安全企画課）
－高松公証役場－高松出入国在留管理局－四国行政評価支局－四国運輸局－
香川県県税事務所

東讃
10 月 20 日（水）

東かがわ市－東かがわ警察署－県東讃保健福祉センター－県長尾土木事務所
－さぬき警察署－さぬき市－三木町役場－高松東警察署

10 月 21 日（木） 東かがわ市

高松

10 月 7 日（木）
午前 9 時 30 分～

高松南警察署－高松土木事務所－高松市保健所－高松市地域包括支援セン
ター－高松市環境局－高松北警察署－高松市（農業委員会・くらし安全安心
課・都市計画課・建築指導課・河港課・道路管理課・契約監理課・農林水産課・
広聴広報課・財産経営課・市民相談コーナー）－香川県県税事務所自動車税
課－四国運輸局香川運輸支局（登録部門・輸送部門）

10 月 8 日（金）
午前 9 時 40 分～

土庄町－小豆総合事務所－土庄交番－小豆島町－小豆警察署
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区分 日時 主な訪問先

中讃

10 月 6 日（水）
午前 9 時 40 分～

中讃保健福祉事務所－宇多津町－坂出市－坂出警察署－中讃土木事務所－綾
川町－高松西警察署

10 月 6 日（水）
  午前 9 時～

丸亀市－多度津町－丸亀警察署－善通寺市－琴平町－まんのう町－琴平警察
署

西讃
10 月 8 日（金）
  午前 9 時～

観音寺市役所（観音寺市農業委員会・住民課）－西讃土木事務所－西讃保健
福祉事務所－観音寺警察署－三豊市（三豊市農業委員会・住民課）－三豊警
察署－高松法務局観音寺支局

巡　　回　　訪　　問

東讃支部　巡回

本会　巡回 中讃支部　巡回
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行 政 書 士 電 話 相 談

監察部長　近石　秀志 広報部　山岡　正士
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令和３年度日本行政書士会連合会　定時総会報告

会長　松本　修

◇令和３年度日行連定時総会 /日政連定期大会
会　場：ホテルオークラ東京
６/13：総会・定期大会の議事運営委員会等
　　　　準備委員会の開催
６/14：総務大臣表彰授与式
　　　　日行連定時総会開催
６/15：日政連定期大会開催
◇令和 3年度承認された議案
第 3 号議案　日行連会則の一部を改正する。
　　　　＊総会の書面議決　＊オンライン会議システム
第 4 号議案　役員選任規則の一部改正
　　　　＊郵便を利用した選挙
以上、注目すべき議案が承認された。（日本行政８月号に掲載）

松本修会長　横田佳樹副会長
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会議・研修等 出席者による報告  

 

報告者：監察部 部長 田中 幸 

用 務 名 各申請窓口担当者（行政）に対するアンケート  

日   時 令和2年 11月～令和2年 12月 

用 務 地 － 

主 催 者 － 

報告者以外の 

参加者 

－ 

内   容 各申請窓口担当者（行政）に対するアンケート（案）を作成し、 

各申請窓口担当者（行政）に郵送（又は持参）した。 

成果及び感想 高松市農業委員会  高松市農林水産課 

丸亀市農業委員会  丸亀市農林水産課 

坂出市農業委員会  坂出市産業課 

善通寺市農業委員会  善通寺市農林課 

観音寺市農業委員会  観音寺市農林水産課 

さぬき市農業委員会  さぬき市農林水産課 

東かがわ市農業委員会  東かがわ市農林水産課 

三豊市農業委員会  三豊市農林水産課 

土庄町農業委員会  土庄町農林水産課 

小豆島町農業委員会  小豆島町農林水産課 

三木町農業委員会  三木町農林課 

直島町農業委員会   

宇多津町農業委員会   

綾川町農業委員会  綾川町経済課 

琴平町農業委員会  琴平町農政課 

多度津町農業委員会  多度津町産業課 

まんのう町農業委員会  まんのう町農林課 

香川運輸支局 

 

報告者：監察部 部長 田中 幸 

用 務 名 業務名簿作成に係るアンケート 

日   時 令和2年 11月～令和2年 12月 

用 務 地 － 

主 催 者 － 

会議・研修等 出席者による報告  

 

報告者：相談委員会 委員長 國重 和大 

用 務 名 丸亀市役所無料相談に関する事前打合せ 

日   時 令和3年 3月 2日（火）15時 00分～16時 00分 

用 務 地 丸亀市役所 

主 催 者 香川県行政書士会 

報告者以外の 

参加者 

丸亀市市長公室広聴広報課：課長 奥田孝彦、副課長 横井明子 

香川県行政書士会：白木衛副委員長 

内   容 令和3年度丸亀市役所無料相談会に関する事前打ち合わせ 

成果及び感想 ・相談委員会設置の報告挨拶 

・令和3年度の丸亀市役所無料相談会の日程確認 

・新庁舎における相談会場の確認 

・丸亀市HPの相談会告知の修正のお願い 

現在、相談員への相談者からの苦情などはきていない。市としては行政書

士の業務内容がはっきりとはわかっていないので、どのように広報すれば

よいか提案してほしいとのこと。 

 

報告者：企画開発部 部長 白木 衛 

用 務 名 香川県外国人労働人材関係相談窓口支援業務に関する打ち合わせ 

日   時 令和3年 3月 23日（火）14時 00分～14時 20分 

用 務 地 香川県行政書士会事務局 

主 催 者 香川県商工労働部労働政策課雇用対策グループ 

報告者以外の 

参加者 

労働政策課：指田主任、事務担当者 

行政書士会：國重副部長 

内   容 令和2年度の実績報告 

成果及び感想 ◆令和2年度結果報告 

・本会で対応した案件が合計3件（訪問2件、電話1件） 

・県の窓口対応は、上半期はコロナの影響で少なかったが、後半は前年度

と同程度の相談件数があったとのこと 

・ここ最近は新規受け入れの相談が増えている 

 

◆来年度の事業について  
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会議・研修等 出席者による報告  

 

報告者：相談委員会 委員長 國重 和大 

用 務 名 丸亀市役所無料相談に関する事前打合せ 

日   時 令和3年 3月 2日（火）15時 00分～16時 00分 

用 務 地 丸亀市役所 

主 催 者 香川県行政書士会 

報告者以外の 

参加者 

丸亀市市長公室広聴広報課：課長 奥田孝彦、副課長 横井明子 

香川県行政書士会：白木衛副委員長 

内   容 令和3年度丸亀市役所無料相談会に関する事前打ち合わせ 

成果及び感想 ・相談委員会設置の報告挨拶 

・令和3年度の丸亀市役所無料相談会の日程確認 

・新庁舎における相談会場の確認 

・丸亀市HPの相談会告知の修正のお願い 

現在、相談員への相談者からの苦情などはきていない。市としては行政書

士の業務内容がはっきりとはわかっていないので、どのように広報すれば

よいか提案してほしいとのこと。 

 

報告者：企画開発部 部長 白木 衛 

用 務 名 香川県外国人労働人材関係相談窓口支援業務に関する打ち合わせ 

日   時 令和3年 3月 23日（火）14時 00分～14時 20分 

用 務 地 香川県行政書士会事務局 

主 催 者 香川県商工労働部労働政策課雇用対策グループ 

報告者以外の 

参加者 

労働政策課：指田主任、事務担当者 

行政書士会：國重副部長 

内   容 令和2年度の実績報告 

成果及び感想 ◆令和2年度結果報告 

・本会で対応した案件が合計3件（訪問2件、電話1件） 

・県の窓口対応は、上半期はコロナの影響で少なかったが、後半は前年度

と同程度の相談件数があったとのこと 

・ここ最近は新規受け入れの相談が増えている 

 

◆来年度の事業について  

日行連より業務資料
受信年月日 日行連発

番号 文 書 名 等 

2021/01/04 1296 戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の購入冊数報告について（依頼）
2021/01/05 1307 日本行政書士会連合会 会長会議事録の送付について
2021/01/05 1308 「規制改革ホットライン」に係る意見・要望について（ご報告）
2021/01/07 1320 成年後見制度利用促進基本計画に係る実態調査の結果について
2021/01/08 1328 行政書士制度 70 周年記念式典延期のご連絡

2021/01/08 1333 道路運送法、貨物自動車運送事業法等に係る申請・届出等の手続における押印・
署名のあり方の見直しについて（周知）

2021/01/08 1334 自動車登録業務等実施要領について（周知）
2021/01/08 1342 行政書士制度 70 周年総務大臣特別表彰の延期について（ご連絡）
2021/01/08 1343 令和 2 年度報酬額統計調査の実施について（ご案内）
2021/01/12 1350 新型コロナウイルス感染症対策に係る職場への出勤等（テレワーク等）について
2021/01/14 1358 自動車登録申請書等の添付書類の有効期間に係る取扱いについて（周知）
2021/01/14 1361 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について（周知）
2021/01/14 1365 行政書士制度 70 周年日行連会長特別表彰の延期について（ご連絡）

2021/01/15 1372 押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の
施行について（周知）

2021/01/15 1375 日行連中央研修所研修サイト（ビデオ・オン・デマンドシステム）のプラット
フォーム化に係るアンケート調査について

2021/01/15 1379 認証取得済単位会課題検討協議会の開催について
2021/01/19 1394 令和３年度登録関係処理日程について
2021/01/20 1399 「月刊日本行政」発送停止者の追跡調査について（お願い）

2021/01/20 1400 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を実施すべき区域の変更（令和 3
年 1 月 13 日）に伴う工事及び業務の対応について（周知）

2021/01/27 1462 マイナンバーカードの積極的な取得等に関する通知について
2021/01/27 1463 行政書士制度 70 周年記念式典延期に伴う対応について
2021/01/29 1479 今後の行政書士試験の実施等に関する協力依頼等について

2021/02/02 1490 「令和２年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補
助金」について（周知）

2021/02/05 1510 日本行政書士会連合会会則の一部変更に係る総務大臣認可について
2021/02/05 1513 模擬調停におけるスクリプトのご提供のお願いについて
2021/02/08 1523 令和 2 年度司法研修の助成金の支給について（ご確認のお願い）
2021/02/08 1522 建設分野における特定技能制度に係るＷＥＢセミナーの開催について（周知）
2021/02/10 1536 建設キャリアアップシステムの普及促進に係る協力について（周知）
2021/02/10 1538 政府広報番組における行政書士への言及について（周知）
2021/02/10 1542 理事会の議事結果について
2021/02/15 1553 建設特定技能受入計画のオンライン申請に関する説明会について
2021/02/17 1573 申請取次実務研修会（4 月 VOD 方式）の開催について
2021/02/18 1589 中小企業庁からの要請による「一時支援金の事前確認機関への登録」について（至急依頼 )
2021/02/19 1597 令和３年度日本行政書士会連合会定時総会の開催日程について
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受信年月日 日行連発
番号 文 書 名 等 

2021/02/19 1598 令和３年度総務大臣表彰受賞候補者の推薦について
2021/02/19 1599 行政書士制度 70 周年記念式典の開催日時について
2021/02/22 1604 「特定行政書士業務ガイドライン［第 2 版］」の送付について
2021/02/24 1620 日行連発第1589号に関する中小企業庁からの正式依頼等について（続いてのお願い)

2021/02/25 1637 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期
間の延長（令和 3 年 2 月 2 日）に伴う工事及び業務の対応について（周知）

2021/02/25 1639 解体工事業許可の経過措置終了について（周知）
2021/02/25 1642 令和 3 年度申請取次関係研修会の開催予定について
2021/03/01 1664 法教育に関する相談窓口設置のお知らせについて

2021/03/01 1659 中小企業庁からの要請（「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」に係る申
請サポートのお願い）について

2021/03/03 1674 中小企業庁からの要請による「一時支援金の登録確認機関への登録」に関する
あらためての募集について

2021/03/04 1689 交通事故業務の正しい推進に向けたアンケートの周知協力について（依頼）
2021/03/05 1695 中央研修所研修サイト VOD「行政書士コンプライアンス研修『行政書士法』」について
2021/03/05 1709 職務上請求書の令和 3 年度頒布における頒布価格等について
2021/03/08 1717 認証取得済単位会課題検討協議会の事後アンケートの実施について
2021/03/09 1716 農業委員会中立委員行政書士意見交換会　結果報告について
2021/03/09 1718 一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会からの支援要請について（事前のお願い）

2021/03/11 1739 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更（令和 3
年 2 月 26 日）に伴う工事及び業務の対応について（周知）

2021/03/11 1722 押印見直し推進下における職印の取扱いについて
2021/03/11 1725 行政書士登録事務処理要領（令和３年３月改訂版）の配付について
2021/03/11 1737 適正な価格による工事発注について（周知）
2021/03/15 1754 日本行政書士会連合会情報公開規則に基づく処理について（通知）
2021/03/15 1757 クレジットカードを利用して地方税を納付した場合の納税証明書について（周知）
2021/03/17 1768 経営事項審査における技術者名簿記載の技術者の常勤性の確認に係る調査について
2021/03/18 1774 一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会からの支援要請について（お願い）

2021/03/19 1781 「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に
伴う道路占用の取扱いについて」の一部改正等について（周知）

2021/03/19 1783 各単位会の丁種会員名簿の公開と情報のとりまとめについて（お願い）
2021/03/22 1798 自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策について（周知）
2021/03/24 1808 令和３年経済センサスに関する通知について
2021/03/25 1809 調停ロールプレイ・スクリプト集の会員サイト連 con への掲載について（通知）
2021/03/25 1810 「申請取次事務処理の手引き」の改訂について
2021/03/25 1813 令和 3 年度専修大学大学院における司法研修について（お願い）
2021/03/29 1842 書籍「建設業法と建設業許可」第 2 版の送付について
2021/03/29 1836 令和 2 年度報酬額統計調査の結果報告について

2021/03/29 1840 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の終了後における工事及び業務
の対応について（周知）

62



受信年月日 日行連発
番号 文 書 名 等 

2021/03/29 1841 施工体制台帳の作成等についての改正について（周知）
2021/03/29 1845 法教育パンフレットのデータ提供について
2021/03/29 1857 成年後見賠償責任補償制度に係る検討結果について（通知）
2021/03/30 1861 調停スキルに関する研修の講師用データの会員サイト連 con への掲載について（通知）
2021/03/30 1865 令和 2 年度事務連絡費等の送金について
2021/03/31 1868 解体工事業許可の経過措置の延長について（周知）
2021/03/31 1870 経営事項審査の審査基準・項目改正について（周知）
2021/03/31 1872 認証取得済単位会課題検討協議会の事後アンケートの結果について
2021/04/01 2 HACCP( ハサップ ) に関する研修会等の開催における講師派遣について
2021/04/01 3 ADR 分野別取扱件数等に関する各種アンケートについて（協力依頼）
2021/04/07 22 日本行政書士会連合会事務局の体制について

2021/04/12 35 届出済証明書の更新手続きにおける理由書及び VOD（ビデオ・オン・デマンド）
方式における実務研修会修了証書の取扱いについて（お願い）

2021/04/13 39 建設業退職金共済制度の適正履行の確保について（周知）

2021/04/13 40 新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえ
た工事及び業務の対応について（周知）

2021/04/15 54 「行政書士の法教育実践ガイド」の改訂について
2021/04/15 56 申請取次事務研修会（6 月 VOD 方式）の開催について
2021/04/19 66 令和３年度日本行政書士会連合会定時総会代議員数算出表について

2021/04/28 121 新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変
更（令和 3 年 4 月 9 日）に伴う工事及び業務の対応について（周知）

2021/04/28 122 新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変
更（令和 3 年 4 月 16 日）に伴う工事及び業務の対応等について（周知）

2021/04/28 124 令和３年春の黄綬褒章受章者のお知らせ
2021/04/30 126 令和３年春の叙勲受章者のお知らせ

2021/04/30 127 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対
応について（周知）

2021/05/06 135 令和３年度日本行政書士会連合会定時総会の開催について
2021/05/12 177 理事会議決事項の書面による議決の結果等について
2021/5/13 179 行政書士登録事務処理要領（令和 3 年 3 月改訂版）の配付について
2021/05/13 185 建設キャリアアップシステム認定登録機関の公募について（参考）
2021/05/14 192 理事候補者の推薦について（依頼）
2021/05/14 194 令和３年度単位会総会等において新たに選任された単位会長の報告について
2021/05/17 207 引っ越し時のナンバープレートの交換に関する特例の創設について

2021/05/18 202 令和 3 年度日本行政書士会連合会定時総会議案資料の送付及び議案に対する質
問書の提出について

2021/05/20 221 「行政書士による交通事故の実務」の発行について
2021/05/21 222 日本財団 遺贈の寄付文化醸成活動への協力依頼について（周知）

2021/05/26 231 行政書士法人届出事務取扱規則様式法人様式第 3 号（領収証）及び行政書士登
録事務取扱規則様式第 4 号（領収証）の配布について
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受信年月日 日行連発
番号 文 書 名 等 

2021/05/26 237 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更（令
和 3 年 5 月 14 日）に伴う工事及び業務の対応について（周知）

2021/05/31 247 行政書士による一時支援金の登録確認機関における不適切な事案の発生について

2021/06/02 253 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更（令
和 3 年 5 月 21 日）に伴う工事及び業務の対応について（周知）

2021/06/02 254 令和 3 度外国人就労・定着支援研修について

2021/06/02 256 中小企業庁からの要請による月次支援金の登録確認機関への登録及び事前確認
実施への協力について

2021/06/03 262 新型コロナワクチン予防接種の職域接種の要望確認について（至急）
2021/06/03 264 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）について
2021/06/04 270 行政書士法施行規則の一部を改正する省令の公布について（周知）

2021/06/04 273 令和３年度日本行政書士会連合会定時総会の開催日程及び出席者の変更に係る
ご連絡

2021/06/07 277 マイナンバーカードの積極的な取得及び健康保険証利用の促進について
2021/06/07 280 定時総会等における代議員へのご連絡について（お願い）
2021/06/08 285 職場における積極的な検査等の実施について
2021/06/09 287 令和３年度定時総会の実施に関する取扱いについて
2021/06/09 293 「条解行政書士法」の改訂版の送付について
2021/06/09 294 交通事故業務の正しい推進に向けたアンケートの結果について（周知）
2021/06/11 297 令和 3 年度行政書士制度 PR ポスターの作成・配付について
2021/06/13 308 オンラインによる在留手続に関するアンケートのお願いについて

2021/06/15 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る職域接種を踏まえた工事及び業務の対応につ
いて（周知）

2021/06/16 314 申請取次実務研修会（8 月 VOD 方式）の開催について
2021/06/17 321 令和３年度日本行政書士会連合会新役員名簿の送付について
2021/06/18 323 第 71 回社会を明るくする運動に対する協力について（周知）
2021/06/18 322 令和 3 年度定時総会の議事結果について

2021/06/23 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更及び
期間の延長（令和３年６月１７日）に伴う工事及び業務の対応について

2021/06/28 361 種苗法施行規則の一部を改正する省令及び告示 534 号の一部改正の周知について
2021/06/30 370 「職務上請求書」の払出し実態の報告について（依頼）

2021/07/01 372 行政書士による月次支援金登録確認機関向け動画の配信及び誓約書の提出につ
いて（協力依頼）

2021/07/01 373 許認可等申請書への行政書士代理人欄設置の請願活動について（お願い）
2021/07/09 413 エコアクション 21 審査員試験の募集開始について（周知）
2021/07/13 424 執行官の採用選考受験案内について
2021/07/13 430 宅地建物取引業免許等の電子申請化に向けたアンケートの URL

2021/07/13 430 宅地建物取引業免許等の電子申請化に向けたアンケートへのご協力について（依
頼）

2021/07/15 442 令和 3 年度行政書士制度 PR ポスターの取扱いについて

64



受信年月日 日行連発
番号 文 書 名 等 

2021/07/15 443 令和 3 年度行政書士制度 PR ポスター画像の提供について
2021/07/16 446 令和 3 年度特定行政書士法定研修講義実施について
2021/07/16 451 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）について

2021/07/16 452 新型コロナウイルス感染症対策としての職場における積極的な検査等の実施に
ついて

2021/07/19 463 令和３年毎月勤労統計調査特別調査への調査協力依頼に関するお願いについて
（会員周知願い）

2021/07/19 468 令和３年７月の梅雨前線に伴う大雨による 自動車の抹消登録申請時の特例的取
扱について

2021/07/20 469 限度超過車両の新制度の運用の詳細決定について

2021/07/20 471 緊急事態宣言に伴う自動車登録申請書の添付書類の有効期間に係る特例的取扱
いについて（周知）

2021/07/20 472 CCUS 認定アドバイザー認定講習の受講候補者選定のご協力について（依頼）
2021/07/20 479 日本行政書士会連合会会則の一部変更に係る総務大臣認可について
2021/07/20 480 新型コロナウイルス感染者の発生に関するご報告

2021/07/21 489 新型コロナウイルス感染症対策としての夏休み期間中における留意事項につい
て

2021/07/28 502
犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認
の際に本人確認書類として船舶観光上陸許可書が用いられた場合の留意事項に
ついて

2021/07/28 510 令和３年度会長会について
2021/07/28 511 理事会の議決結果について
2021/07/29 520 令和 3 年度「日行連と各地方協議会との連絡会」の開催について
2021/07/29 521 令和 3 年度地方協議会交付金等の交付について（ご連絡）
2021/07/29 524 「おしごと年鑑 2021」への協賛について

2021/08/02 535 令和 3 年度行政書士制度広報月間に係る「行政書士無料相談」の開設及び期間
中の安全配慮について

2021/08/02 536 令和 3 年度行政書士制度広報月間における催事実施予定について
2021/08/02 537 令和 3 年度行政書士制度 PR 動画の公開について
2021/08/05 554 日本行政書士会連合会会則施行規則の一部改正について

20218/6 559 社労業務取扱証明書の発行について（お願い）
2021/08/06 562 封印取付け委託要領の一部改正について（周知）
2021/08/10 571 「行政書士制度広報月間」における監察活動の実施について
2021/08/10 572 広報月間の監察活動における各行政機関への協力要請について

2021/08/10 574 令和 3 年度版「行政書士関係法規集」の有償頒布及び「行政書士関係法規集（抄）・ 
行政書士必携」の単体販売に係る希望冊数調査について（お願い）

2021/08/12 582 新型コロナウイルス感染者の発生に関するご報告
2021/08/12 583 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）について

2021/08/12 584 新型コロナウイルス感染症対策としての職場における積極的な検査等の実施に
ついて
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受信年月日 日行連発
番号 文 書 名 等 

2021/08/13 593 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について（周
知）

2021/08/16 602 申請取次実務研修会（10 月 VOD 方式）の開催について
2021/08/16 603 オンラインによる在留手続に関するアンケートの結果について（周知）
2021/08/17 609 日行連自動車登録 OSS センター構想による看板設置について
2021/08/17 610 自動車検査登録手続の窓口業務フロー見直しに向けた基本方針について
2021/08/17 611 自動車事故対策費補助金の申請受付開始について
2021/08/18 612 CCUS 認定アドバイザー認定講習の受講候補者の追加推薦について（依頼）
2021/08/20 626 職務上請求書の使用に関する会員への指導及び管理の徹底等について

2021/08/20 627 新型コロナウイルス感染症対策としての職場における積極的な検査等の実施に
ついて

2021/08/20 628 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について
2021/08/26 661 令和 2 年度著作権相談員名簿の送付について
2021/08/26 663 新型コロナウイルス感染者の発生に関するご報告
2021/08/27 668 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定制度について（周知）
2021/08/27 669 HACCP( ハサップ ) に関する研修会等の開催における講師紹介について
2021/08/27 671 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について

2021/08/30 678 CCUS 認定アドバイザー認定講習の受講候補者選定に係るご協力について（御
礼）

2021/08/30 686 駐日大韓民国領事館における委任による家族関係登録簿申請について（周知）
2021/09/01 692 令和 3 年度著作権相談員養成研修の取り扱いについて
2021/09/01 695 技術情報管理手数料の納付操作説明書について（周知）
2021/09/01 696 軽自動車 OSS のシステム仕様変更について（周知）
2021/09/02 675 令和 3 年度単位会申請取次行政書士管理委員会等への助成について
2021/09/03 709 WEB セミナー「建設業行政をめぐる最近の話題」の開催について（周知）
2021/09/03 716 行政書士制度 70 周年記念式典の開催について
2021/09/03 717 行政書士制度 70 周年記念式典への参加について
2021/09/03 718 行政書士制度 70 周年記念式典への参加について

2021/09/08 738 司法研修に係る令和 3 年度広域講座開設助成金のご案内及び令和 4 年度に実施
する司法研修に係る広域広告

2021/09/08 752 国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について（周知）
2021/09/09 753 マイナンバーカードの普及促進事業の実施について（お願い）
2021/09/10 757 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正について
2021/09/10 760 官民連携ガイドライン（仮称）作成のためのアンケートについて（依頼）
2021/09/10 762 駐日大韓民国大使館領事館からのお願い（周知）
2021/09/10 771 国家公務員倫理法令の遵守に関する協力について
2021/09/10 772 特定行政書士法定研修対応事務マニュアル（考査実施編）について
2021/09/14 789 職務上請求書の払出し及び倫理研修に係る実態調査について
2021/09/21 695 技術情報管理手数料の納付操作説明書ついて（周知）
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番号 文 書 名 等 

2021/09/29 849 「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に
伴う道路占用の取扱いについて」の一部改正等について（周知）

2021/09/29 858 コスモス成年後見サポートセンターとの協力関係について（周知）
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会　員　異　動
◎変更

会員
番号 氏名 郵便番号 事務所所在地

事務所の名称 電話番号 受理年月日 支部

921 山地　圭二 760-0018
高松市天神前 10 番 12 号
香川天神前ビル 2 階 令和 3 年

1 月 4 日 高松

858 熊野　実 760-0007
高松市中央町 1 番 5 号　MBS ビル

087-802-6652 令和 3 年
1 月 14 日 高松

みのる四国行政書士事務所

1107 宇佐美　万里子 令和 3 年
3 月 10 日 中讃

行政書士のエンタメ研究所

1099 古川　裕子 761-8064
高松市上之町 3 丁目 10 番 22 号

087-814-7753 令和 3 年
4 月 5 日 高松

行政書士古川事務所

973 白木　衛 090-3037-9001 令和 3 年
4 月 20 日 高松

191 星野尾数馬 761-8071
高松市伏石町 1399-6

087-814-4101 令和 3 年
4 月 26 日 高松

926 鈴木めぐみ 760-0012
高松市瀬戸内町 43-23

087-834-3636 令和 3 年
5 月 6 日 高松

行政書士香川合同事務所

1096 加藤　秀一 760-0077
高松市上福岡町 892-3　1 階

087-880-6941 令和 3 年
5 月 7 日 高松

1110 松前絵美子 令和 3 年
5 月 13 日 西讃

行政書士鶴寳事務所

630 入江　宏幸 令和 3 年
6 月 3 日 西讃

入江行政書士法務コンサルティング事務所

713 町川　典孝 761-8085
高松市寺井町 396 番地 14 令和 3 年

6 月 29 日 高松

1097 福﨑　悦史 0877-89-6127 令和 3 年
7 月 5 日 中讃

833 鶴見　伸之 761-8057
高松市田村町 994 番地 1

087-813-7642 令和 3 年
8 月 2 日 高松

1105 幸後　洋子 767-0031
三豊市三野町大見甲 620 番地 1 令和 3 年

8 月 4 日 西讃

807 近石　秀志 765-0003
善通寺市善通寺町四丁目 7 番 38 号 令和 3 年

8 月 17 日 中讃
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◎廃業

受理日 氏名 支部 備考 抹消日

2.12.28 松岡　繁 中讃 廃業 令和 3 年 1 月 31 日

3.1.18 坂東　寅男 高松 廃業 令和 3 年 1 月 31 日

3.1.19 岩倉　勉 西讃 廃業 令和 3 年 1 月 31 日

3.1.21 河合　康夫 高松 廃業 令和 3 年 1 月 25 日

3.3.10 佐々木　利昭 東讃 廃業 令和 3 年 3 月 31 日

3.3.11 神前　正 東讃 廃業 令和 3 年 3 月 31 日

3.3.12 池田　佳子 中讃 廃業 令和 3 年 3 月 31 日

3.4.15 土居　賢 高松 廃業 令和 3 年 4 月 30 日

3.9.9 松元　賢一 高松 廃業 令和 3 年 9 月 13 日

～　会員異動の掲載について　～
会員異動の掲載 ( 変更・廃業 ) については、定期的に会報に掲載するとともに最新情報は

日本行政書士会ホームページに随時掲載しておりますので、ご確認下さい。
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新入会員及び転入会員の紹介
◎新入会員

（氏　名）矢野　昌則
（支　部）西讃支部
（入会年月日）令和 3 年 1 月 1 日
（事務所所在地）　
　観音寺市村黒町 138 番地 3
　矢野昌則行政書士事務所

（電話番号）0875-25-6829

　教員を定年退職した後、入会させていただきまし
た。第２の人生として研鑽を積み、頑張っていきた
いと思っておりますので、よろしくご指導をお願い
いたします。

（氏　名）西　弘典
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 1 月 1 日
（事務所所在地）
　高松市伏石町 935 番地 2
　西弘典行政書士事務所

（電話番号）087-816-2424

　この度入会させていただきました西弘典と申しま
す。
　国税出身の税理士です。
　未熟者ではございますが、どうぞよろしくご指導・
ご鞭撻の程お願い申し上げます。

（氏　名）爲光　陽介
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 3 年 1 月 1 日
（事務所所在地）
　丸亀市飯山町下法軍寺 414 番地 5
　行政書士爲光事務所

（電話番号）0877-98-7116

　航空自衛隊勤務後、中古車販売、不動産等の業務
に携わって来ました。
　現在実務の学習に励んでおります。
　ご指導よろしくお願いします。

（氏　名）植村　朋幸
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 1 月 1 日
（事務所所在地）
　高松市常磐町二丁目 6 番地 20
　行政書士植村事務所

（電話番号）087-880-8621

　不動産会社の創業ともに入会させていただきまし
た。
　不動産に関連する依頼、業務が中心となり、皆様
にご協力をお願いすることもあるかと思います。
　何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ
ます。

（氏　名）佐々木　康弘
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 1 月 1 日
（事務所所在地）
　高松市元山町 124 番地 1　312 号室
　佐々木康弘行政書士事務所

（電話番号）087-887-7327

　今年1月に香川県行政政書士会に入会させて頂きまし
た佐々木康弘と申します。
　前職の勤務地石川県より地元香川に戻り、土地家屋調
査士行政書士事務所で5年程勤務した後、土地家屋調査
士と兼業して事務所を開業するに至りました。何卒、皆
様方のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

（氏　名）幸後　洋子
（支　部）西讃支部
（入会年月日）令和 3 年 1 月 1 日
（事務所所在地）
　三豊市三野町大見甲 620 番地 1
　幸後行政書士事務所

（電話番号）090-3188-7085

　この度入会いたしました幸後（こうご）と申しま
す。
　農地転用、開発行為許可申請等土地関係の業務を
主として行っています。
　どうぞよろしくお願いいたします。
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（氏　名）久保　亨史
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 1 月 15 日
（事務所所在地）
　高松市木太町 3381 番地 13
　久保亨史行政書士事務所

（電話番号）087-862-5017 

　今年新入会しました。よろしくお願いいたします。

（氏　名）宇佐美　万里子
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 3 年 2 月 1 日
（事務所所在地）
　丸亀市土器町東 7 丁目 593 番地
　行政書士のエンタメ研究所

（電話番号）090-7579-6861

　高知県から転入いたしました、宇佐美万里子と申
します。趣味は書道と筋トレです。地域の皆さまの
お役に立てるような行政書士になれるよう精一杯励
んでまいります。どうぞご指導ご鞭撻の程、よろし
くお願いいたします。

（氏　名）鏑木　正己
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 3 月 15 日
（事務所所在地）
　高松市松福町 2-11-10
道久ビル 201
　KAB 行政書士事務所

（電話番号）090-4955-0484

　鏑木正己と申します。普段は、製造業の企業様を
中心に外国人の人材紹介および生活支援の会社の代
表をしております。
　業務としては、国際法務を専門に行っております
が、諸先輩方のご指導を賜りながら更なる成長をし
ていければ幸甚です、何卒宜しくお願い致します。

（氏　名）池田　達彦
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 4 月 2 日
（事務所所在地）
　高松市丸亀町 13 番地 3
高松丸亀町参番街東館 6 階
　あおぞら行政書士事務所

（電話番号）087-823-7755

　相続に特化した税理士ですが、不動産や家族信託
についても皆様と連携しながら、お客様のお役に立
ちたいと考えております。

（氏　名）松前　絵美子
（支　部）西讃支部
（入会年月日）令和 3 年 4 月 15 日
（事務所所在地）
　三豊市豊中町笠田竹田 971 番地 1
　行政書士鶴寳事務所

（電話番号）0875-62-4554

　この度、入会させていただくことになりました松
前絵美子と申します。
　何もわからずにこの世界にとびこみましたが頑
張って勉強していきますので、どうぞご指導よろし
くお願いします。
　趣味は茶道・華道です。

（氏　名）大林　康敏
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 3 年 4 月 15 日
（事務所所在地）
　綾歌郡綾川町滝宮 2291 番地 1
　大林行政書士事務所

（電話番号）087-876-0485

　1 年前に長年の公務員生活を終えた後、社会に貢
献できる職業だと考え、登録させていただきました。
　今後、皆様に教えていただきながら、少しでも前
進したいと考えています。
　高齢者で、微力ですが、頑張りたいと思います。
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（氏　名）多田　昂史
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 3 年 4 月 15 日
（事務所所在地）
　丸亀市前塩屋町一丁目 8 番 9 号
　多田昂史行政書士事務所

（電話番号）080-5662-8232

　土地家屋調査士業務を主に行っております。
　お互いに得意分野で協力し合えたらと思いますの
で、登記や測量の必要な際はお気軽にお声かけくだ
さい。
　趣味はゴルフですので、ゴルフのお誘いも大歓迎
です。
どうぞ宜しくお願い致します。

（氏　名）西山　博紀
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 3 年 4 月 15 日
（事務所所在地）
　坂出市瀬居町 1092 番地 1
　行政書士西山博紀事務所

（電話番号）0877-46-8798

　この度、入会させていただきました西山　博紀と
申します。
　もとは、坂出市で漁師をしていました。しかし、
コロナをきっかけに行政書士という資格に出会いま
した。
　未熟者ではございますが、よろしくお願いします。

（氏　名）越智　正枝
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 6 月 1 日
（事務所所在地）
　高松市中央町 1-5　MBS ビル 4 階
　行政書士オフィスこころ

（電話番号）090-3922-8773

　現在、同時に登録しました社会保険労務士の業務
をメインにしておりますが、より幅広くお客様の
ニーズに応えるため、行政書士分野に関しても見識
を深め、少しずつ経験を積んでいきたいと思ってお
ります。
　諸先輩方の主催する勉強会等でも大変お世話に
なっておりますが、今後ともご指導・ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げます。

（氏　名）澁川　学
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 7 月 1 日
（事務所所在地）
　高松市宮脇町二丁目 10 番 94 号
　澁川学行政書士事務所

（電話番号）087-808-8351

　新入会員の澁川学です。まだまだこれからですが、
行政書士は幅広く仕事ができるとても面白い資格だ
と感じています。市民の相談役としてがんばってい
きたいです。
　趣味はハイキングです。最近は香川県の山をのん
びり歩くのが楽しいです。香川県のいろんな山に出
かけたいと思ってます。よろしくお願いいたします。

（氏　名）佐藤　克哉
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 7 月 15 日
（事務所所在地）
　高松市上福岡町 758 番地 8
　佐藤克哉行政書士事務所

（電話番号）087-802-6911

　7 月に入会させていただきました佐藤克哉と申し
ます。
　これからよろしくお願い致します。

（氏　名）宮地　徹平
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 3 年 7 月 15 日
（事務所所在地）
　丸亀市土居町 2-2-32
　宮地行政書士事務所

（電話番号）090-5913-4967

　7 月に入会させていただいた宮地徹平です。
　まだまだわからないことだらけですが、一生懸命
がんばりますのでよろしくお願いします。

72



（氏　名）篠原　佐代子
（支　部）西讃支部
（入会年月日）令和 3 年 9 月 1 日
（事務所所在地）
　観音寺市古川町 1104 番地 1
　しのはら行政書士事務所

（電話番号）080-3927-7634

　この度入会させていただきました篠原佐代子と申
します。
　初めてのことなので分からないことがたくさんあ
ると思いますが頑張っていこうと思います。
ご指導のほどよろしくお願い致します。

（氏　名）和泉　潤
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 9 月 15 日
（事務所所在地）
　高松市三条町 169 番地 1
　和泉潤行政書士事務所

（電話番号）087-880-0745

　牟礼出身の５２歳、趣味はシニアのサッカーとエ
アロビクス、お酒です。
　国税を退職して税理士１１年目、相続税に力を入
れていきます。

（氏　名）篠原　大輔
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 3 年 10 月 2 日
（事務所所在地）
　坂出市林田町 528 番地 11
　篠原行政書士事務所

（電話番号）090-7625-7693

　この度、10 月に入会させていただきました篠原大
輔と申します。地域の皆さまの相談に応えられるよ
う勉強していきたいと思います。
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香川県行政書士会会務日誌
年月日 曜 回数等 用務名等 開催用務地
R3.1.1 金

事務局閉局R3.1.2 土
R3.1.3 日
R3.1.4 月 新年挨拶回り 香川県庁
R3.1.20 水 第 13 週 香川大学学術交流委員会　寄付講座 香川大学　法学部

R3.1.22 金
国際業務委員会
入管（申請取次）

事務研究会
入管に関する研修会 香川産業頭脳化センター

R3.1.27 水
第 14 週 香川大学学術交流委員会　寄付講座 香川大学　法学部
外部団体 外国人留学生就労支援セミナー 2020 穴吹学園ホール

R3.1.28 木 第 5 回 総務部会 本会事務局
R3.1.29 金 第 7 回 新入会員登録証交付 香川産業頭脳化センター

R3.1.30 土
第 3 回 ＡＤＲセンター運営委員会 本会事務局
第２回 支部長会 本会事務局

R3.2.2 火 国際業務委員会 第１回　国際業務実務研修 香川産業頭脳化センター

R3.2.3 水
第 15 週 香川大学学術交流委員会　寄付講座 香川大学　法学部

香川県総務学事課訪問 香川県庁
R3.2.5 金 第 5 回 正副会長部長会 香川産業頭脳化センター
R3.2.10 水 第 6 回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

R3.2.17 水
第 8 回 新入会員登録証交付 本会事務局

顧問弁護士との打ち合わせ のぞみ総合法律事務所

R3.2.18 木
第 4 回 選挙管理委員会 本会事務局
第 2 回 香川大学学術交流委員会 香川産業頭脳化センター

R3.2.23 火 総務部 登録入会事前説明会 香川産業頭脳化センター
R3.2.24 水 ADR センター 認証取得済単位会課題検討協議会 本会事務局（Ｗｅｂ会議）
R3.2.25 木 第 4 回 企画開発部会・相談委員会 本会事務局

R3.2.26 金 総務部・選挙
管理委員会 定時総会会場下見 国際ホテル

R3.3.2 火 相談委員会 丸亀市役所無料相談に関する事前打ち合わせ 丸亀市役所

R3.3.4 木
第 5 回 国際業務委員会 本会事務局

外部団体 第４回優秀留学生表彰式（後期） 学校法人穴吹学園（穴吹医療大学校）
R3.3.5 金 第 6 回 理事会 香川産業頭脳化センター
R3.3.10 水 第 7 回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局
R3.3.13 土 他単会 高知県行政書士会行政書士法制定 70 周年記念式典 土佐御苑

R3.3.23 火
第 9 回 新入会員登録証交付 本会事務局
経理部 令和 3 年度予算案会長査定 本会事務局

企画開発部 香川県外国人労働人材関係相談窓口支援業務打ち合わせ 本会事務局
R3.4.3 土 封印管理委員会 第 1 回封印管理委員会 本会事務局
R3.4.7 水 第１回 選挙管理委員会 本会事務局
R3.4.9 金 令和２年度会計監査 本会事務局
R3.4.12 月 第１回 総務部会 本会事務局
R3.4.13 火 会長選挙告示日 本会事務局
R3.4.16 金 第１回 理事会 香川産業頭脳化センター
R3.4.17 土 東讃支部 東讃支部総会 大川オアシス
R3.4.21 水 会長選挙周知会 香川産業頭脳化センター
R3.4.24 土 中讃支部 中讃支部総会 丸亀市市民交流活動センター
R3.4.30 金 第 1 回 新入会員登録証交付 本会事務局
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年月日 曜 回数等 用務名等 開催用務地
R3.5.6 木 会長選挙立候補受付、会長立候補者名の告示 本会事務局
R3.5.7 金 西讃支部 西讃支部総会 ハイスタッフホール
R3.5.8 土 高松支部 高松支部総会 ホテルマリンパレスさぬき
R3.5.9 日 第１回 正副会長会 本会事務局
R3.5.10 月 定時総会打ち合わせ
R3.5.11 火 選挙管理委員会 会長選挙会場下見 国際ホテル
R3.5.18 火 定時総会議事運営会議 香川産業頭脳化センター
R3.5.21 金 定時総会打ち合わせ

R3.5.22 土
第 2 回 理事会 高松国際ホテル

香川県行政書士会定時総会 高松国際ホテル
R3.6.8 火 第 1 回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局
R3.6.9 水 第 1 回 正副会長会 本会事務局
R3.6.14 月 日行連　定時総会第１日目 ホテルオークラ東京
R3.6.15 火 日行連　定時総会第２日目 ホテルオークラ東京
R3.6.18 金 事務局職員採用試験 香川産業頭脳化センター
R3.6.23 水 第 3 回 理事会 香川産業頭脳化センター
R3.6.28 月 事務局職員業務説明会 本会事務局
R3.6.30 水 第 2 回 新入会員登録証交付 本会事務局
R3.7.7 水 第 1 回 広報部会 本会事務局
R3.7.9 金 総務部 令和 3 年度行政書士試験実施に係る説明会 本会事務局　(Zoom にて )
R3.7.12 月 「法の日」合同無料相談会実施要領打ち合わせ会 香川産業頭脳化センター

R3.7.13 火
第 1 回 企画開発部会・相談委員会 本会事務局
第 1 回 ＡＤＲセンター運営委員会 本会事務局

R3.7.14 水 第 1 回 支部長会 本会事務局
R3.7.21 水 第 1 回 業務研修部会 本会事務局
R3.7.27 火 企画開発部 穴吹カレッジとの打ち合わせ 本会事務局
R3.7.28 水 第 1 回 正副会長部長会 本会事務局
R3.7.29 木 業務研修部 県庁農政課との説明会
R3.7.30 金 第 3 回 新入会員登録証交付
R3.8.5 木 広報部 広告代理店との打ち合わせ
R3.8.10 火 第 1 回 申請取次行政書士管理委員会

R3.8.12 木
第 2 回 企画開発部会

臨時総会（終結日８月 16 日） 書面にて
R3.8.13 金

事務局　閉局R3.8.14 土
R3.8.15 日
R3.8.17 火 臨時総会表決票集計作業
R3.8.18 水 第 2 回 業務研修部会
R3.8.20 金 第 3 回 企画開発部会 ZOOM にて
R3.8.24 火 第４回 理事会 ホテルマリンパレスさぬき
R3.8.26 木 第２回 広報部会 本会事務局
R3.9.2 木 国税局管理運営課との懇談会 本会事務局
R3.9.3 金 第１回 広報月間合同会議 香川産業頭脳化センター
R3.9.6 月 第１回 総務部会 本会事務局
R3.9.7 火 事務局職員採用試験 本会事務局
R3.9.8 水 第３回 業務研修部会 本会事務局
R3.9.10 金 第 3 回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局
R3.9.15 水 日本政策金融公庫高松支店による企画のご説明 本会事務局
R3.9.22 水 第 1 回 監察部会 本会事務局
R3.9.29 水 第 4 回 新入会員登録証交付 本会事務局
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広報よりお知らせ

●香川県行政書士会ホームページ（会員ページ）について
　香川県行政書士会では、本会からのお知らせや、 日行連、官公署からの受信文書、 及び 各種手
続き様式をホームページ（会員ページ）へ掲載しております。

香川県行政書士会ホームページ　https://www.k-gyosei.net/
※会員ページの閲覧には IDとパスワードが必要です。ご不明な方は事務局までお尋ねください。

香川県行政書士会ホームページ（トップページ）

●行政書士かがわ原稿募集 (会員のみ )
　「行政書士かがわ」の「会員だより」では、会員相互の情報交換のページとして、会員皆様のご意見・
ご要望を取り入れた紙面づくりを目指しており、原稿を募集しています。掲載ご希望の方は次の
要領にて原稿をお送り下さい。
会員皆様のご応募おまちしております。

　原稿内容　近況報告も含めた行政書士業務の話や業務上の成功談、行政書士業務での話題・
　　　　　トピックスで他会員に刺激を与え啓蒙するようなもの、当会の行事に参加された
　　　　　感想等
　文 字 数　８００字～１２００字程度 ( 字数とは別に標題、投稿者名をお書き下さい。)
　原　　稿　Word ファイルをメールに添付して下さい。〔件名：会員だより原稿〕
　　　　　　※写真の掲載も可能です
　送 付 先　香川県行政書士会事務局　e-mail：gyosei-gyomu@k-gyosei.net

掲載原稿について
　採否は広報部に一任するものとし、応募原稿より広報部内で ( 必要に応じ会長・副会長も加え )
選定掲載します。
　なお、文章の不適切な表現・字句について修正することがありますが、原則的には、原文のま
ま掲載します。

ログイン画面

会員ページへのログインは
こちらから
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香川県行政書士
政治連盟だより

とびら





政治連盟のことを少しだけ

香川県行政書士政治連盟
副会長　石原　ゆかり

　深秋の候、会員の皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。

　平素は、政治連盟の活動にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

　皆様のお手元に会報誌が届いた頃には、総選挙は終わっているころでしょう。また政連は、選

挙選挙と煩いなと思われたりしていないでしょうか。

　せっかく選挙の時期ですので、なぜ、政治連盟が、いろいろな政党の議員さんとお付き合いを

しているか、限られた紙面なので一部ですが説明します。「行政書士法は議員立法だから」とはど

ういうことでしょうか？

　三権分立から言えば、国会議員が立法を行う、議員立法って当たり前で、特別な理由にならな

いんじゃないの？と思われるでしょう。私は、そう思っていました。

　が、すべての法案 ( 今年の通常国会で成立したものだけでも 80 件超 ) の全てを一から国会議員

が作っていると考えたら、ちょっと無理がありますよね？なので、ほとんどの立法や法改正をし

ようという動きは、身近な車庫証明業務「自動車の保管場所の確保等に関する法律」なら警察庁

など、主務省庁が主導します。ほかの士業なら、制度を所管する省庁と業務を所管する省庁がほ

ぼ一致しています。しかし、我々行政書士は、制度を所管するのは総務省ですが、業務を所管す

るのは、運送業なら国交省、酒類販売なら国税局、産廃なら環境省と、バラバラなのです。

　そのため、行政書士に関連する法律は、省庁主導の法改正が難しいので、文字通り議員立法、

議員主導の立法が必要なのです。そして、この議員立法は、与野党の合意の上でしか成立しない

慣例があるため、幅広いお付き合いが必要となっているのです。

　今期の政治連盟は、より身近な、より分かりやすい・参加しやすい組織を目指し、内部的な改

革を行っています。今回の任期は、まだまだ大きな選挙が控えています。そんな中で、我々自身

も役員一丸となって、よりよい政治連盟活動、より身近な政治連盟活動を展開していく所存です

ので、皆様のさらなるご協力のほど、重ねてお願いいたします。

　そして、毎度のことではございますが、今年度の会費納入がまだの方は、早めに納入いただき

ますよう、お願い申し上げます。

79



令和 3年度　香川県行政書士政治連盟　定期大会議事録

日　　時　：　令和３年５月２２日 ( 土 )　　午後５時２５分～午後５時５５分
場　　所　：　香川県高松市木太町２１９１番地１　高松国際ホテル　本館２階　讃岐の間
司　　会　：　石川ゆかり　副会長
会員総数　：　２０１名
出席会員数：　１２９名（委任状出席　８７名を含む）

１．開会のことば　
　　渡邊勝芳副会長より、令和３年度香川県行政書士政治連盟定期大会の開催が宣言された。

２．会長あいさつ　　石川秀幸　会長

３．本会会長祝辞　　入江宏幸　本会会長

４．議長団選出
　司会者が議長団の選出について議場に諮ったところ、「司会者一任」との発言があり、一同
異議なくこれを承認した。よって司会者は議長に森和夫会員（高松支部）、副議長に吉井健人
会員（高松支部）を指名した。
議長、副議長の就任あいさつの後、議長は規約第１５条により構成員定足数の３分の１以上
の出席があることを認め、本大会が有効に成立したことを宣言した。

５．記録者及び議事録署名人の指名
　議長が記録者及び議事録署名人について議場に諮ったところ、「議長一任」との発言があり、
一同異議なくこれを承認した。よって議長は議事録署名人に村井孝之会員（高松支部）、横田
佳樹会員（中讃支部）を記録者に高城尚子会員（西讃支部）を指名した。

６．議事
　議長は、本日の総会において第 1 号乃至第３号議案を一括上程とすることを提案し、議場
の承認を得たので、質疑応答に先立って各議案につき執行部の説明を求めた。

　第 1 号議案　令和２年度活動報告及び収支決算報告
　令和２年度活動報告については石川秀幸会長が、令和２年度収支決算報告書については
平尾政嗣幹事長が各々詳細な説明を行い、福井あつみ監事より決算書類が適正妥当である
旨の監査報告がなされた。

　第２号議案　令和３年度活動方針（案）
　　　　石川秀幸会長が詳細な説明を行った。
　　　第３号議案　令和３年度収支予算（案）　　　
　　　　平尾政嗣幹事長が詳細な説明を行った。

　　　引き続き以上３議案につき質疑応答に移った。
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　眞木大作会員（西讃支部）より、議員並びに首長に対し、政治連盟会員が直接要望を伝
える場を設けることはできないかとの質問があった。
　これに対し、石川秀幸会長より現在の活動内容の説明がなされ、前向きに検討するとの
回答があった。
　以上で質疑応答を終え、第１号乃至第３号議案につき議場に諮ったところ、何も異議
無く可決された。

　　　第４号議案　任期満了による役員選任の件
　　　　議長は、第４号議案を上程し執行部に説明を求めた。

　石川秀幸会長より規約第６条、第７条及び第９条の規定に基づく提案理由の説明がなさ
れた後、議長が役員の選任につき議場に諮ったところ「執行部一任」との発言があり、議
長は執行部に役員候補者の提案を求めた。
よって石川秀幸会長は、下記のとおり役員候補者を提案した。
会　　長　石川秀幸
副 会 長　渡辺勝芳　石原ゆかり　
幹 事 長　平尾政嗣
副幹事長　松本　修
幹　　事　池添　治　橋本博之　大久保雅博　小谷忠夫　横田佳樹　
　　　　　高城尚子　児嶋幸男　宮武重夫　福井あつみ　成木孝二　　　　　　
監　　事　石丸　寛　吉井幸子
議長が第４号議案の承認につき議場に諮ったところ、満場異議無く原案通り可決された。

７．議長団退任
　　以上で議案の全部が終了したので、議長団は退任した。　　
　　　　　　　
８．閉会のことば　　　
　　平尾政嗣幹事長が閉会の辞を述べ、令和３年度香川県行政書士政治連盟定期大会は閉会した。

上記議決を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は下記に署名押印する。

令和３年５月２２日

香川県行政書士会政治連盟　定期大会

議　　　　長　　　森　和夫　　　　　　　　　　印
副　 議　 長　　　吉井　健人　　　　　　　　　印
議事録署名人　　　横田　佳樹　　　　　　　　　印
議事録署名人　　　村井　孝之　　　　　　　　　印

（議事録記録者：高城　尚子）
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石川会長挨拶

森議長　吉井副議長 平尾幹事長

新役員

松本本会会長挨拶

82



コスモス成年後見サポートセンター香川県支部（コスモスかがわ）

支部長　松本　健士

　現在、成年後見制度は、「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、主に全国の市町村単位で

中核機関や地域連携ネットワーク等が形成されはじめるなど様々な試みが展開されています。ま

た、成年後見制度自体も、本人の意思決定支援を重視するという方針のもと、任意後見制度のよ

り積極的な利用を目指すなど、制度としての新たな形が意識されてきています。

　このような成年後見制度を担っていく専門職として、弁護士・司法書士・社会福祉士に加え、

行政書士も活動しています。そして、そのための全国組織として日本行政書士会連合会によって

設立されたのが、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターです。現在、全国で４２支部、

会員数２０５３名（令和３年８月現在）で活動しています。

　コスモスかがわは、現在、全国で最も小規模な支部の一つです。したがって、その会員数を増

加させることが重要です。ただ、成年後見業務は、被後見人等の生活・人生に大きな影響を与え

るものであることから、会員には高い法的能力・倫理観・責任感が要求されます。そのため、コ

スモスでは、約３０時間の入会前研修と入会考査を実施するとともに、入会した後も研修（更新

研修）の受講を義務付けています。なお、これらの研修等をより充実し、受講しやすいものにす

るべく、コスモス本部はオンラインによる VOD 研修システムを構築し、今事業年度から稼働させ

ることになりました。コスモスかがわでも、準備が整い次第、オンライン VOD 研修システムを利

用した入会前研修のご案内をする予定にしていますので、是非ともご受講のうえ、ご入会してい

ただきたいと思います。

　最後に、蛇足かとは思いますが、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターは、原則と

して、行政書士が行う成年後見業務に対する信頼を高めるべく会員に対する研修及び会員の業務

に関する管理（業務管理）を行う団体であって、業務斡旋団体ではないということはご理解いた

だきたいと思います。
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　７月より事務職員が変わりました。

　不慣れな部分もあり、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、丁
寧な窓口対応等を心掛けながら、会務運営にいち早く協力できるよう職員一
同努めてまいりますので、今後も変わらぬご指導のほど、よろしくお願いい
たします。

 ●●　職員紹介　●●

職　員 入局日 主な担当

上
うえはら

原　亜
あ か り

香里 令和3年
7月1日

総務部・経理部・封印管理委員会

松
まつもと

本　瑞
みずほ

穂 令和3年
7月1日

広報部・監察部・登録関係事務

熊
くまの

野　由
ゆ う こ

布子 令和3年
9月13日

企画開発部・業務研修部・相談委員会・申請取次行政書士
管理委員会

補助者の有効期限をご確認ください
　補助者の有効期間が満了している場合、補助者証の更新、または補助者の廃止の手続きを行ってく
ださい。
　なお、手続に必要な書類や様式は香川県行政書士会ホームページに掲載しておりますので、ログイ
ンの上、ご確認ください。

冬期休暇のお知らせ

誠に勝手ながら、以下の日程は、冬期休暇のため事務局を閉局させて頂きます。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。 

12 月 29 日（水）～令和 4年 1月 3日（月）

事務局より
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表紙写真説明
　日本一巨大な蛇の像？
　高松市三谷町の三郎池堰堤に住む？大蛇（龍の前身）のモニュメントです。
　三郎池の堰堤（北側）を公園に整備し、写真の大蛇（龍の前身）を安置しています。
普段はドライバーや里山歩きの人たちの休憩所となっており、道の駅とまではいきませ
んが、来訪者の目を引くようです。
　当地は田舎なので公共交通機関は無くアクセスは車のみですが、この時期息抜きに訪
れてみては如何でしょうか？（空気はきれいです。）
　なお、現地の案内板には以下のような記述がありました。
　日本一巨大な蛇の像
　全長３５ｍ　胴体直径１ｍ　平成 7 年 3 月吉日
　三谷地区地域おこし事業推進委員会

高松支部　横田　稔　

　新型コロナウイルスと共に過ごした今年も早いもので１１月。テレワーク、ウェブ会
議等私たちを取り巻く生活環境もすっかり様変わりをしました。
　４０年ほど前、当時の大平正芳首相が提唱した、人間と自然が調和する国づくり、「田
園都市構想」が思い出されます。
　構想が実現していたならばどうなっていただろうか。
　新型コロナウイルスが激減しつつありますが、次に心配されるのが、インフルエンザ
の流行です。昨冬は大流行がなかった様に記憶しておりますが、今冬も大流行はなく、
健康で、安定した生活が送れる事を願いたいものです。

広報部　真鍋　光夫

編集後記



「行政書士は依頼者を保護するために、職務上の責任について
業務賠償責任保険に加入するように努めなければならない。*」
＊日本行政書士会連合会「行政書士倫理」第2章第24条（賠償保険）より

行政書士
賠償責任補償制度
行政書士

賠償責任補償制度

日本行政書士会連合会日本行政書士会連合会
行政書士事務所の経営安定をバックアップする

2021年6月作成　21-T01293

2021年6月作成　21-T01293
2020年10月作成　20-TC04811

〈取扱代理店〉

株式会社 全行団
〒105-0001　東京都港区虎ノ門4丁目1番28号
　　　　　　　　　　　　　虎ノ門タワーズオフィス10階
TEL.03（6450）1622　FAX.03（6450）1623
E-mail:shop@zengyodan.co.jp
URL:http://www.zengyodan.co.jp

〈引受保険会社〉
［幹事会社］

担当課：広域法人部法人第二課
〒102-0075　東京都千代田区三番町6-4
TEL.03（3515）4153　FAX.03（3515）4154
［非幹事会社］

損害保険ジャパン株式会社

WEB申込
おすすめ！

お申込方法
申込みは申込みは
インターネットで 簡単　  ステップ

お申込み期間
インターネット申込締切 ： 毎月末日
※2022年8月1日加入は、2022年7月20日締切となります。
郵便払込票申込締切 ： 毎月20日（祝休日の場合は前営業日）
どちらのお申込みも、翌月1日補償開始です。

6
お手続きの流れ ※お客様画面の一連の流れの概要は以下の通りです。（主な画面をピックアップしております。）

※保険内容の詳細については、実際の画面にてご確認ください。

全行団サイトURL https://reg.zengyodan.co.jp

STEP STEP STEP
お申込みサイトへアクセス 新規／更新の選択 プラン選択・お客様情報の入力

STEP STEP STEP

全行団サイトorQRコードからアクセス
してください。

新規：新規契約をご選択ください。
更新：更新契約を選択後、被保険者番号および

行政書士登録番号をご入力ください。
（前年度の契約情報を引込みます。）

ご希望のプランを選択いただき、お客様
情報をご入力ください。

メールアドレス認証 決済方法の選択 保険料の振込
ご登録メールアドレスに届いた認証リン
クをクリックして認証を完了してくださ
い。

Pay-easy決済またはコンビニ決済を選
択して、お申込みを完了してください。

ご登録メールアドレスに決済方法をご案内
いたします。内容をご確認いただき、支払
期日までに保険料をお振込みください。

reg-sender@mnt.reg.zengyodan.co.jp <reg-sender@mnt.reg.zengyodan.co.jp> 2021 6 23  11:38
To: ta.sase@iftc.co.jp

( )

--- ---
● ( )
● 7222547033263
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※出張封印取付作業代行業務に従事される方は、別途お手続
きがございます。詳細は、パンフレット表紙又は別紙〈出張封
印取付作業代行業務に従事される方へ〉をご確認ください。
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