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ネクタイ第2弾名入れのぼり

ぬいぐるみ

皆様の暮らし・業務を支える
商品が新発売！

名入れのぼり（別売り）
竿長約32cm/ 旗長約20cm/ 
旗幅約7cm
※お好きな言葉を

入れることができます

（税込・送料別）

ぬいぐるみ
20cmサイズ
座布団付き

（税込・送料別）

サイズ：175mm×95mm 
三段プリーツマスク

サイズ：230mm×125mm

サイズ：175mm×95mm
フラットマスク

ピンク色
ユキマサくん：総柄
素材：シルク100％/
全長146cm/剣幅8cm

ご注文はこちらから！
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香川県行政書士会

令和 4年 1月　新春号

□発行日　　令和４年1月

□発　行　　香川県行政書士会　　会長　松本　修

　　　　　　〒761-0301　高松市林町2217番地15

　　　　　　　　　　　　　　香川産業頭脳化センター4階407号

　　　　　　TEL（087）866-1121　FAX（087）866-1018

行政書士　かがわ

　香川県仲多度郡多度津町西白方に所在する四国別格二十霊場第１８番札所真言宗醍醐派の寺院（屏風浦海岸寺）。

　その本坊の裏にある「高見の松」。松の枝で作られた輪を通して遠くに高見島（別名：瀬戸内海富士）を見ることが出来ます。

　海岸沿いの為、時には厳しい太陽に照らされ、時には強風に耐え、時には優しく訪れる人々を癒してくれます。

　この場所は広い敷地にあり、ドライブの途中の休憩やウインドサーフィンを楽しむ等新しいスポットになりつつあります。

　さぬき浜街道に面しており、JRも予讃線海岸寺駅下車徒歩３分ですので、是非一度訪れてみては如何でしょうか。

松の輪の中に瀬戸内海富士（高見の松）



新年のごあいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県知事　浜田　恵造

　明けましておめでとうございます。
　香川県行政書士会の皆様方には、幅広い専門業務の研究を通じて、行政手続の円滑化
や県民の皆様の利便性の向上などに精力的に取り組まれており、深く敬意と感謝の意を
表します。
　新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、社会経済が大きな影響を受け
ている一方で、大都市圏への過度の集中のリスクが改めて認識されるとともに、デジタ
ル技術の活用により、テレワークなど場所にとらわれない働き方が広がるなど、人々の
生活様式や企業行動などに大きな変化が生じており、今後、社会経済システムのさまざ
まな変革が促進されるものと考えられます。
　このような中、香川県では、令和 3 年度から 5 年間の新たな香川づくりの指針となる

「『みんなでつくるせとうち田園都市・香川』実現計画」を策定いたしました。今後、こ
の計画に基づき、「安全と安心を築く香川」、「新しい流れをつくる香川」、「誰もが輝く香
川」の 3 つの基本方針の下、都市の持つ活力や利便性と、田園の持つゆとりややすらぎ
を兼ね備えた魅力のある生活圏である「せとうち田園都市の確かな創造」を実現するた
めの施策を着実に進めてまいります。
　行政書士の皆様方は、行政手続の専門家として、裁判外で紛争解決を行う「かいけつ
サポート」など、法的トラブルの解決を図るための身近な制度を支え、県民の皆様の生
活上の権利や利益の保護に努められており、その果たす役割は一層重要となっています。
　皆様方には、今後とも、安全で安心して、笑顔で暮らすことのできる社会の実現に向け、
地域に根ざした「頼れる街の法律家」として、県民の皆様の期待と信頼に応えていただ
きますとともに、県政の推進に格別のご理解とご協力をいただきますようお願いいたし
ます。
　ところで、新型コロナウイルス感染症対策については、皆様方には感染防止にご協力
いただき、改めて感謝申し上げますとともに、引き続き、感染防止対策の徹底にご協力
をお願いいたします。
　また、県内では、依然として交通死亡事故が多発しています。皆様方には、交通ルー
ルの厳守と交通マナーの確実な実践に努めていただきますようお願いいたします。
　新しい年を迎え、香川県行政書士会のますますのご発展と、会員の皆様方のご健勝、
ご活躍を心よりお祈り申し上げます。
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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県行政書士会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　松本　修

　会員の皆様には、穏やかな新年をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。
　昨年は想定外の出来事に手を取られ、会務に悪戦苦闘の一年でした。
　「一心・一路」をスローガンに役員理事・事務局職員の努力のおかげで、本会の組織体
制がやっと整ってきました。改めて皆様に感謝申し上げます。
　事業計画の多くはコロナ禍において中止を余儀なくされる中、行政書士 70 周年記念式
典がホテルオークラ東京で、高円宮妃殿下の御臨席の下、盛大に執り行われました。
　高円宮妃殿下から「人に寄り添い、社会に貢献する行政書士は地域に欠かせない存在」
とのお言葉を賜りました。
　また、四地協・日行連・日政連の連絡会議がホテルマリンパレス（高松市内）におい
て開催されました。
　日行連から常住 豊会長、日政連から井口 由美子会長にご出席いただき、令和 3 年度事
業計画の取り組みについて説明がありました。
　⑴地域との共生　⑵役所との共生　⑶他士業者との共生を基本方針に、頼れる街の法
律専門職として、「国民の権利利益の実現に資すること」の為に日行連・日政連と連携し
て引き続き会務運営に専念したいと考えております。
　急速なデジタル化による著しい環境の変化に対応するには、単位会だけでは難しいと
思います。中央研修所研修サイトのＶＯＤを有効活用するなど、研修制度を見直す必要
があると考えます。
　令和 4 年も「一心・一路」で会務運営に努めてまいりますので、会員皆様の更なるご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
　最後に、会員のみなさまのご健勝と、ご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていた
だきます。
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年頭のご挨拶
香川県行政書士会　役員一同

　

　明けましておめでとうございます。
　新しい年である 2022 年が始まりました。会員の皆様それぞれに新たな抱負を持って新
年を迎えられたことと思います。穏やかな新年を共に迎えることができたことに、まず
感謝したいと思います。今年の干支は「壬

みずのえとら

寅」になります。虎は決断力と才知の象徴と
云われているようですが、新しい干支のもとで香川県行政書士会が一丸となって頑張る
一年が始まります。今年については、新たなコロナ感染が予想され、先がなかなか見通
せない状態です。厳しい活動環境の中で、今年は更に厳しさが増すと考えられます。
　会員の皆様におかれましては、健康に留意され益々のご活躍を祈念してご挨拶といた
します。（記　木戸）

　なお、1 月 4 日（火）に当会会員でもあります三野康祐県議会議員とともに、浜田恵
造知事を訪問させていただきました。
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行政書士制度 70 周年記念式典

　令和 3 年 10 月 26 日にホテルオークラ平安の間にて行政書士制度 70 周年記念式典が開催されま
した。以下高円宮妃殿下のお言葉です。

お言葉
高円宮妃殿下

　この度は、行政書士制度 70 周年の節目を迎えられましたこと、お慶び申し上げます。
　昨年来、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、私たちの生活は大きく変わりました。
感染症のために命を落とされた方々を悼み、苦しんでおられる方々にお見舞いを申し上げますと
ともに、全国各地で、感染対策や医療提供などにご尽力されておられる方々に、心よりの敬意と
感謝の意を表します。
　このような状況下においても、緊急事態宣言が解除され、式典の開催が叶い、全国からご参加
された皆さまとともに、お祝いできますこと、大変うれしく思います。

　行政書士制度は、昭和 26 年 2 月 22 日に、行政書士法の制定により発足いたしました。以来、
行政書士は、その業務を通じて国民の権利利益の実現、そして行政手続の円滑な実施に務め、今
日に至るまで 70 年もの永きに渡って、我が国の経済社会の安定と発展に大きく寄与してこられま
した。このたび、まさに、社会の基盤を支える「縁の下の力持ち」でおられることを、再認識し
た次第です。
　その役割は、時代とともに大きく変貌を遂げ、近年では、書類作成のみならず、身近な街の法
律家として地域の人々や中小事業者のさまざまな相談にも応じておられると伺っております。
　また、自然災害発生時には、各被災地の自治体等と連携し、被災者支援に努めるなど、組織を
挙げて社会への貢献の幅を拡大しておられ、特に、今般のコロナ禍においては、「持続化給付金」
や「一時支援金」の申請手続などの支援をされてこられました。事業者の皆さまにとっては、た
いへん心強い存在でいらしたのではないでしょうか。
　人々の心に寄り添い、社会に貢献する業務に励んで来られた行政書士の皆様は、今や地域に欠
かせない存在です。この制度を作り上げ、発展させて来られたすべての皆様のご努力に対し、こ
こに深く敬意を表します。

　今後、少子高齢化や社会構造の多様化は益々進展し、情報技術の革新なども相まって、人々の
生活様式はさらに大きく変わっていくと思われます。そのような時代において、国民の権利利益
の実現に資することを使命とする行政書士の責任は、ますます重いものになっていくことは想像
に難くありません。今後とも行政書士の皆さまが、その使命を誇りとし、時代の変化に応じつつ、
更なる研鑽を積み、国民のさまざまな要望に応えて行かれることを期待しております。

　70 周年を迎えた行政書士制度が、今後とも適切に運用され、社会の発展に寄与していくことを
願いまして、式典に寄せる言葉といたします。
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令和３年度　四国地方協議会と日本行政書士連合会及び
日本行政書士政治連盟との連絡会報告

報告者　総務部長　榑谷　泰之

開 　 催 　 日 　　令和 3 年 11 月 29 日（月）午後１時より開催
場　　　　所　　香川県高松市福岡町「ホテルマリンパレスさぬき」
日行連出席者　　常住 豊会長　坪川 貞子副会長　布施 幸恵事務局員
日政連出席者　　井口 由美子会長
四地協出席者　　愛媛会会長　徳島会会長　高知会会長　各単位会役員及び政連役員
香川会出席者　　松本 修会長　石川 秀幸副会長　横田 佳樹副会長　横田 稔副会長
　　　　　　　　吉井 幸子副会長　木戸 壽彦副会長
　　　　　　　　榑谷 泰之総務部長　池添 治経理部長　宮川 譲企画開発部長
　　　　　　　　吉井 健人業務研修部長　真鍋 光夫広報部長

　11 月 29 日（月）「四国地方協議会と日本行政書士会連合会及び日本行政書士政治連盟との連絡会」
が開催されました。今回は香川会が当番会となり、松本会長及び 5 名の副会長、さらに当会各部
長がオブザーバーとして出席し、総勢 33 名の出席となりました。
　前半の日行連連絡会では、常住 豊日本行政書士連合会会長から「日行連の当面の諸問題及び事
業」についての説明がありました。その後、各会から日行連に対しての事前質問事項についての
回答があり、各単位会が抱える諸問題、要望等が協議されました。
　後半では、井口 由美子日本行政書士政治連盟会長から「日政連の現状・課題等」についての説
明があり、単位会において日政連への要望、各単位会の諸問題について意見交換が行われました。
　時間の許す限り各単位会の状況・諸問題について大変有意義な意見交換が行われ、その後の懇
親会でさらに四地協、日行連及び日政連間での結束を深めました。
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中 讃 支 部 研 修 旅 行
　中讃支部では、令和 3 年度の親睦行事として 11 月 20
日（土）に京都方面へ日帰り旅行を実施し、会員 15 名、
ご家族 10 名の計 25 名が参加しました。
　貸切バスで高速を北東へ、色づく初冬の山を抜けて京
都府京丹後市へ向かいました。
　午前中は、法話の寺 遍照寺を訪ね、名物住職の個性
溢れる法話を聴きました。
　昼食は夕日が浦温泉 佳松苑にて、旅行のメインであ
るカニ会席をいただきました。カニ刺し、茹でカニ、焼
きカニ、カニすき．．．普段中々味わうことの出来ないカ
ニ料理を心ゆくまで堪能しました。

　「美人の湯」と言われる温泉で、長時間バスに揺られた疲れを癒した会員もいました。食事の後
は、日本海沿いに広がる潟湖、久美浜湾の穏やかな景色を眺めながら、沿岸を走り、国の登録有
形文化財である豪商・稲葉家本家に向かいました。江戸時代、廻船業を営み、沿岸交易と金融に
よって巨富を得た大豪商の邸宅は、建物、庭園とも素晴らしいものでした。稲葉本家名物のぼた餅、
ちらし寿司をお土産に買い求め、香川への帰路につきました。
　昨年度はコロナ禍の影響で中止となったため、2 年ぶりの中讃支部研修旅行となりましたが、新
入会員の方も参加いただき、久々に会員同士の交流ができました。次年度も多くの会員に参加し
ていただけるような旅行を計画したいと思います。（記　中讃支部　樫村）

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

1121 橋田　明夫 080-2999-8000 令和 3 年
11 月 9 日 中讃

858 熊野　　実 ジバイ１６行政書士事務所 令和 3 年
12 月 9 日 高松

1042 柴田　和典 761-0113 高松市屋島西町 2285-17 令和 3 年
12 月 13 日 高松

1127 山本昂一郎 761-8078 高松市仏生山町甲 1107 番地 5 087-880-9483 令和 3 年
12 月 14 日 高松

◎廃業
受理日 氏名 支部 備考 抹消日
3.10.19 近藤　弥江 西讃 廃業 令和 3 年 10 月 31 日
3.11.30 原　　唯幸 高松 死亡 令和 3 年 10 月 28 日
3.11.30 藤川　吉洋 高松 廃業 令和 3 年 12 月 6 日
3.12.3 木内　正和 高松 廃業 令和 3 年 12 月 31 日
3.12.9 石垣　邦夫 中讃 廃業 令和 3 年 12 月 31 日
4.1.6 谷東　　守 東讃 死亡 令和 3 年 12 月 16 日

哀　悼　　原　唯幸　様　　谷東　守　様　　謹んでご冥福をお祈りいたします。

～　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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行政書士　かがわ

　香川県仲多度郡多度津町西白方に所在する四国別格二十霊場第１８番札所真言宗醍醐派の寺院（屏風浦海岸寺）。

　その本坊の裏にある「高見の松」。松の枝で作られた輪を通して遠くに高見島（別名：瀬戸内海富士）を見ることが出来ます。

　海岸沿いの為、時には厳しい太陽に照らされ、時には強風に耐え、時には優しく訪れる人々を癒してくれます。

　この場所は広い敷地にあり、ドライブの途中の休憩やウインドサーフィンを楽しむ等新しいスポットになりつつあります。

　さぬき浜街道に面しており、JRも予讃線海岸寺駅下車徒歩３分ですので、是非一度訪れてみては如何でしょうか。

松の輪の中に瀬戸内海富士（高見の松）


