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行政書士賠償
責任補償制度
東京海上日動

火災保険株式会社
東京海上日動

火災保険株式会社
行政書士業務における様々な「賠
償事故」を補償し、事務所の健全
な経営をサポート

新団体医療
補償制度
東京海上日動

火災保険株式会社
東京海上日動

火災保険株式会社
長期療養時の損失を補償
就業不能時の損失を補償
病気・ケガの入院を補償

加入者の方全員に医療相談等の
付帯サービスをご提供

確定拠出年金・
個人型

損害保険ジャパン
日本興亜株式会社
損害保険ジャパン
日本興亜株式会社

対象：20歳以上60歳未満の国民
年金に加入している方

詳しくはホームページをご覧ください  https://www.zengyodan.co.jp/詳しくはホームページをご覧ください  https://www.zengyodan.co.jp/

有限会社全行団は日本行政書士会連合会及
び地方協議会から出資を受けた行政書士の
福利厚生、事務所運営サポートを目的とした
営利法人です。
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会長あいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県行政書士会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　入江　宏幸

国民の利便に資する新しい時代の行政書士を目指して

　５月２５日開催の総会におきまして、会員皆様のご理解を賜り、会長に選任いただき

ましたこと、また、平素より、本会の活動と運営にご支援、ご協力を賜りまして、厚く

御礼申し上げます。そして、決意も新たに、皆様と一丸となって、さらなる発展を目指

して、粉骨砕身精励してまいります。

　前任の岩城隆文会長におかれましては、２期４年にわたるご功績に敬意を表するとと

もに、この度は、そのご功績が広く認められ、総務大臣表彰の栄に浴され、心よりお喜

び申し上げます。

　私は、本会や日行連での役職を経験させていただく中で、私たち行政書士が、法令を

順守し職業倫理を向上させ、品格と誇りを持ちつつ、国民の皆様のニーズに対応してい

く重要性、また、士業間の職域、非行政書士の問題については、コンプライアンスの確

立に努め、毅然とした姿勢で公共的使命を果たしていく必要性を考えてまいりました。

　ご存知のように、昭和２６年の行政書士法制定以来、行政書士を取り巻く環境は、ま

すます複雑化、多様化し、行政書士に求められる役割もますます大きく、その責任も重

大となっております。行政書士法第一条の目的である、「行政に関する手続の円滑な実施

に寄与し、あわせて、国民の利便に資する」ために、「行政手続の専門家」、「街の法律家」

として、常にその時代に対応し、より一層の研鑽に努めることが、制度を発展的に継承

できることだと考えます。

　私たち行政書士が社会から認められ、今まで以上に「信頼」を得るために、所信で表

明したように、第一に「行政との信頼」、第二に「地域との信頼」、第三に「会員との信頼」

の３つの「信頼」を掲げて、主に次のような活動を進めていきます。
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　１．「行政との信頼」の構築

　・非行政書士の排除に関する活動

　・空き家、耕作放棄地の所有者確認、有効利用策立案等に関する業務

　・自治体との災害時の支援協力に関する協定の締結、整備

　・香川県外国人労働人材関係相談窓口業務への支援

　２．「地域との信頼」の構築

　・地域金融機関など経済団体との連携

　・無料相談、市民相談の一層の充実と組織化

　・コスモス成年後見サポートセンター香川県支部を拠点としての成年後見業務

　・行政書士ＡＤＲセンター香川を拠点としての裁判外紛争解決業務とそのスキルの活

　　用

　・香川大学法学部における講座開設

　３．「会員との信頼」の構築

　・会費の効果的運用

　・コンプライアンスの確立

　・個々の業務に関する研修会の充実

　・専門業務研究会の充実・発展

　・特定行政書士制度への対応

　・他士業団体との協力と連携の確立

　この新しい時代、変動の時代に、業務に精通しその変化に対応できる行政書士、品格

と誇りを持ち、仕事のできる行政書士の実現のため、会員の皆様と一丸となって努力し

てまいります。

　会員の立場で考えることのできる本会運営に役員一同一致協力して、会務及び業務の

執行に努めますので、皆様に重ねてのご指導、ご鞭撻をよろしくお願いします。

　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。
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副会長あいさつ
副会長　横関　賢二

　令和元年度定時総会において、副会長に再任されました中讃支部の横関賢二です。岩城前
会長の副会長として、4 年間、主に経理部と企画開発部を担当させていただき、各部長、部員、
会員の皆様のご協力により会務を進めることが出来ましたこと、まずは御礼申し上げます。
　今回は、総務部と経理部を担当させていただくことになりましたが、入江新会長の基本方
針の下、引き続き会務に邁進してまいります。
　2 年前の就任の挨拶にも記しましたように、今、我々行政書士が国家資格者としての岐路
に立っていることは間違いないと思います。変化していく社会情勢や各種制度に柔軟に対応
し、未来に向けての展望をどう切り開いていくかがますます重要になってくるでしょう。行
政書士に求められていることは何なのか、非常に大きな命題ですが、それを意識した会務運
営が、香川県行政書士会にも求められているのではないでしょうか。
　そのためには、我々役員一同の努力はもとより、会員の皆様のご理解、ご協力が何より不
可欠となります。本会発展のため精一杯努力いたしますので、皆様のご指導、ご鞭撻のほど
どうぞよろしくお願いいたします。
　最後に、香川県行政書士会の発展と会員の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。
 

副会長　横田　稔

　過日の令和元年度定時総会において、副会長を拝命しました高松支部の横田　稔と申します。
　前期は監察部の部長として会務に務めてまいりましたが、今回は監察部・広報部担当の副
会長という重責を担うことになりました。初めての副会長職ということであり、大役の就任
に際して若干戸惑いの感もありますが、役員・会員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、どうかご指導・ご鞭撻のほど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もうすぐ３０年になろうとしています。この間、
人生の節目や区切りといった場面に数多く出会いました。そして、その際よく言われるのが

「新しい旅立ち」「船出」とか「人生の門出」という「台詞」です。その中でも印象的な「船出」
という台詞の後には、船を操るために「船長」「航海士」「操舵士」「機関員」「甲板員」等々
のクルーが一丸とならなければ目的地に入港できません、との激励の言葉を良く耳にしまし
た。（当然このクルーを束ねるのは「船長」ですが・・・）
　私は、此の度の任期満了に伴う改選により役員が交代した香川県行政書士会執行部につい
ても、同じように「新しい船出」であると思っております。この行政書士会「入江丸」に縁あっ
てクルーとして乗船した以上は、一所懸命に取り組むと共に、目標に向かっての直向きな姿
勢が大切であることを改めて自覚しております。
　私自身、何分微力ではありま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。
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副会長　松本　健士

　令和元年度定時総会において、副会長に選任されました高松支部の松本健士です。担当部
門は企画開発部・業務研修部になります。今日、行政書士を取り巻く環境が大きく変化しよ
うとしています。まず、いわゆるデジタルファースト法により、許認可申請をはじめとする
行政書士業務は大きな影響を受けることが考えられます。また、高齢者の増加に伴う遺言・
相続・成年後見等の業務や特定技能制度の開始等に伴う外国人労働者関連の業務等、今まで
以上に行政書士が社会から期待されている業務も出てきています。これらの変化に対応する
ために、単位会としても、企画開発部・業務研修部が中心となり組織として対応していく必
要があると思います。かかる状況を踏まえつつ、各部の理事の皆さんと力を合わせて、より
よい組織運営に努めてまいりたいと思いますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し
上げます。

4



香川県行政書士会 
令和元年度 定時総会議事録 

 

日 時 令和元年５月２５日（土） 午後２時００分～午後６時２０分 

場 所 高松市福岡町二丁目３番４号 ホテルマリンパレスさぬき ２階 瀬戸の間 

司 会 総務部長 大山真哉 

１．来賓入場 

２．開会の言葉 

大山真哉総務部長の司会により横関賢二副会長が開会の辞を述べ、ここに、令和元年度

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４名 

４．新入会員紹介 

  平成３０年度入会者２１名、平成３１年４月１日～５月１５日入会者９名 

５．会長挨拶 岩城 隆文 会長 

６．来賓紹介 

 日本行政書士会連合会会長  遠田 和夫 様（代理 副会長 光宗五十六様） 

７．来賓祝辞 

 日本行政書士会連合会会長  遠田 和夫 様（代理 副会長 光宗五十六様） 

８．来賓退場 

９．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、副議長に高松支部石丸寛会

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。 

10．総会成立確認 

   議長は、会員総数４０３名のうち、本日の出席者は、会場出席者１０２名、委任状出

席者１１７名、総出席者２１９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。 

11．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、福井あつみ 

   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、大西知里 

12．議事 

  第１号議案 平成３０年度事業報告承認の件 

 第２号議案 平成３０年度収支決算報告及び監査報告承認の件 
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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、次の役員か

らそれぞれ詳細に報告があった。 

  第１号議案について 

総務部事業報告     大山 真哉 総務部長 

経理部事業報告     丸尾 良一 経理部長 

企画開発部事業報告   渡辺 勝芳 企画開発部長 

業務研修部事業報告   寺主 吉輝 業務研修部長 

広報部事業報告     福岡  淳 広報部長 

監察部事業報告     橫田  稔 監察部長 

封印管理委員会事業報告 石川 秀幸 委員長 

ＡＤＲセンター事業報告 入江 宏幸 ＡＤＲセンター長 

第２号議案について 

  収支決算報告      丸尾 良一 経理部長 

  監査報告        亀山 量夫 監事 

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）高松支部 宮武 實 会員 

「法務省広報における行政書士の紹介について」（意見提案） 

平成２９年５月から相続手続に利用できる「法定相続情報証明制度」が開始し

た。この制度の資格者代理人の紹介を、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税

理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士と紹介している。 

法に基づく職業紹介は、一定の根拠に基づき公開すべきである。例えば、海事

代理士は船籍登録であり、全国で２，０００人程度、また、弁理士法の成立は平

成１３年である。 

行政書士の社会的地位を考慮するならば、法務省に対し、納得いく「掲載基準」

の提示を求めるべきではないか。本総会の決議として中央に意見具申するよう要

請する。 

（答弁）岩城 隆文 会長 

当初は、資格者代理人として行政書士の記載がなかったので、日行連のほう

が国会議員の片山さつき氏を通して申し入れたところ、法務省が末尾に行政書

士をつけ加えたという経緯があります。 

私自身も大変失礼な話であると思います。そもそも弁理士、海事代理士が法

定相続情報証明制度にどう関わるのか，思いあたりません。法務省の行政書士

に対する認識がこの一文に表れていると思います。日行連も申し入れをした事

であり、この紹介の仕方をおかしいと十分認識しています。さらに進めて 6 月

の日行連総会においても香川会からの質問状という形をとってもよいと思って

います。 

（質疑）東讃支部 久米井 好美 会員 

「会務日誌Ｈ３０．４．１６自販連香川県支部訪問について」 

、
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１．自販連香川県支部側の面談者氏名、役職、本会の訪問者の氏名について 

２．面談内容について 

３．面談の中で、行政書士法第１条の２の規定について、同法第１９条第１項

ただし書に適用除外とされているのは、一般社団法人日本自動車販売協会

連合会であって各県自販連支部会員ディーラー及びその社員は適用除外者

ではないということを伝えたのか。即ち、ディーラー社員による車庫証明

申請は、行政書士法違反であることを伝えたのか否か確認させていただき

たい。 

（答弁）石川 秀幸 副会長 

１．自販連香川県支部側の面談者氏名は、一宮 軌善専務、本会の訪問者は、正

副会長全員である。 

２．面談内容については、長い間挨拶に行っていなかったのでご挨拶と要望、

今年１０月から始まるＯＳＳについて主に相談した。 

３．面談の中で、行政書士法第１条の２の規定について、同法第１９条第１項

ただし書に適用除外とされているのは、一般社団法人日本自動車販売協会

連合会であって各県自販連支部会員ディーラー及びその社員は適用除外者

ではないということはもちろん伝えている。その件に関しても平成２９年

５月２３日、日行連の遠田会長から一般社団法人日本自動車販売協会連合

会会長に「行政書士法の遵守徹底及び円満な解決の維持について」という

文書が出ているのでこの文書を示してよく協議した。それと昭和５２年１

０月６日の合意確認書のもとに、日行連会長と自販連会長が車庫の件を合

意している。これを見せてよく話している。即ち、ディーラー社員による

車庫証明申請は、行政書士法違反であることを伝えたのか否かは、もちろ

ん伝えているし、これは絶対にしないということを確認している。そして

行政書士法違反で一番多いのは自動車業界であり、本日、新会長が選ばれ

て、新役員が選任されるがそのことを十分に考えて、目を光らせて欲しい

と思う。 

（質疑）東讃支部 久米井 好美 会員 

「県議会の請願採択について」 

１．県議会で、平成３１年３月１２日、行政書士法順守を求める請願が採択され

ていますが、このことについて、なぜ事業報告に記載されていないのか説明

してください。 

２．採択されたことを会員へ周知したか否か、各理事は承知しているか否か、発

表してください。 

（答弁）大山 真哉 総務部長 

１．総務部事業報告（議案書１７頁）の７番目の項目に記載しています。 

２．会員に対しては、行政書士かがわ７月号に記事を掲載し周知する予定です。

理事には、平成３１年度第６回理事会で報告しています。 
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（質疑）東讃支部 久米井 好美 会員 

「ＡＤＲセンターの活動について」 

１．全国単位会で、認証単位会数、認証を受けていない単位会数 

２．全国集計の実績 

（１）問合せ件数 

（２）相談件数 

（３）受理件数 

（４）調停実施件数 

３．専門分野の拡大はできないのか（相続、離婚等）。 

４．弁護士契約の金額を、出来高払いにできないのか。 

（答弁）入江 宏幸 ＡＤＲセンター長 

      １．東京会から始まって、平成３０年に静岡会、福岡会、平成３１年２月に長

野会が認証を取得して、現在１８単位会が認証を取得している。２９単位

会が認証を受けていないという状況で、現在、福島会と三重会が法務省へ

の事前相談や弁護士会との協議等の認証に向けた準備を行っているとのこ

とである。 

２．日本行政書士会連合会法務政策課・裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）推進本部

の集計から引用して答弁させていただくと、平成３０年度の全国の実績は以

下のとおりである。 

（１）問合せ件数   ６３３件 

（２）相談件数     未集計 

（３）受理件数     ４５件 

（４）調停実施件数   ２４件（うち合意件数は １５件） 

３．できるかできないかということに関して言うと、できる。現在行政書士ＡＤ

Ｒセンター香川で扱う紛争については、行政書士ＡＤＲセンター香川規則第

５条と手続関与弁護士と締結している「基本合意契約書」第１条の「取り扱

う紛争分野」に現在４分野が規定されている。規則の改正と弁護士との合意

により取り扱う紛争分野を拡大し、法務省に変更認証申請をし、認証を得れ

ば、分野を拡大することは手続上可能である。 

ただし、分野の拡大にかかる変更認証に際しては、認証取得申請と同じく本

会が「当該業務を行うのに必要な知識及び能力」があるかどうかを法務省が

審査することになるので、ご質問にあるような相続、離婚等の分野への拡大

にかかる変更認証を得ることができるかどうかは法務省の判断を仰ぐこと

になる。 

他の単位会の例を挙げると、埼玉会では、未成年の子を有しない夫婦の離婚

に関する紛争や相続に伴う遺産分割協議に関する紛争を取り扱っている。そ

ういったところを参考にし、今後、分野を拡大するという雰囲気が高まって

くれば可能であると考える。 
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４．　そもそも出来高払いというのは、労働時間とは無関係に出来上がった仕事量

によって賃金を払うこと、また、その賃金のことを指すと考える。いわゆる

出来高払い制の契約書というのは、一般に業務委託と呼ばれる契約事項とな

り、とりわけ業務委託契約というのは完全出来高払いであると考える。業務

委託の契約というのは、業種・職種により様々であるが、行政書士ＡＤＲセ

ンター香川では弁護士と基本合意契約書を締結し、その第１４条の報酬の支

払いの条項において、「担当弁護士及び弁護士調停人に対して行政書士ＡＤ

Ｒセンター香川費用報酬規程に基づき、同規程に規定された報酬を支払うも

のとする。」と規定されている。費用報酬規程第１０条の弁護士に対する報

酬の条項では、「本センターは、担当弁護士（弁護士調停人が選任されたと

きは、当該弁護士調停人）に対し、期日報酬として、期日１回ごとに１０，

０００円を支払うものとする。」と規定されており、ＡＤＲセンターにおけ

る調停手続実施にかかる弁護士への報酬は、現在においても、費用報酬規程

により、いわゆる出来高払いとなっており、調停手続が実施された場合に担

当弁護士に報酬が支払われることとなっている。なお、調停手続実施にかか

る弁護士への報酬は「行政書士ＡＤＲセンター香川」の事業費から支出され

ている。 

（質疑）東讃支部 久米井 好美 会員 

決算報告の「支出の部について」 

１．災害見舞金 100万円の内容、内訳 

２．雑損失 172,498円の内容、内訳について発表してください。 

（答弁）丸尾 良一 経理部長 

災害見舞金とは、従来から本会会員が風水害や地震災害に被災した場合の見舞

金として支出するとしていた。昨年 50万円から 100万円に増額した経緯は、市

町村との災害時応援協定に基づいて本会会員が応援に行く場合の経費として増

額して３０年度から執行している。４２ページに記載した積立金特別会計に別途

積立てるという内容である。 

雑損失 172,498円の内容、内訳については昨年の総会で説明しているとおり、

桒内元会員の平成２２年度から平成２４年から会費未納分３０年度に 16万 1470

円と督促費用 3,748円である。長期未納会員として３０年度に顧問弁護士を通じ

て法的な対応をすることを話した。結果、２名のうち１名の方は全額回収。１名

の方については民事執行の手続きで財産開示をしたが換価できる財産がないこ

と、平成２４年に退会しているので今回雑損処理している。予算措置上は予備費

を流用した。平成３１年３月の理事会で承認を受けている。 

（再質問）高松支部 宮武 實 会員 

法定相続情報制度はきわめて便利な制度です。一度ですべての金融機関に対し、

無料で証明ができることを、私は高く評価しています。この制度の案内チラシが

法務局に置かれていて、親切に制度を説明しているが、行政書士が代理人として

最後に記載されている。なぜ最後なのか、政治連盟定期大会の方で説明がありま
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したが、法務局が行政書士を除外していたということで、政治連盟で異議を申し

立てて名前を入れたということで、行政書士に対し失礼なことと考えます。 

法務局が行政書士をどのように位置づけているのか、香川県行政書士会として

も追及していただきたい。 

（答弁）岩城 隆文 会長  

私も全く同じ思いをもっている。こういった要望を効果的に出すためには単位

会ではなく日行連、日政連から中央に働きかけるのが望ましいと思っています。 

（質疑）東讃支部 久米井 好美 会員 

未収金 督促費用 平成２５年度 ８００円 

         平成２６年度 ８２２円 

         平成２７年度  ８２円 

１．宛名はだれか 

２．平成２８～３０年度の督促はしていないのか。 

３．平成３１年３月３１日現在の長期会費未納会員の氏名と金額を発表してく

ださい。 

  その上で、当該者に対して、①接触したか、②その回答があったか等、督

促作業の内容を個別に具体的に発表してください。会報平成３０年７月発

行第８９号５ページを確認の上回答してください。 

（答弁）丸尾 良一 経理部長 

１．本体の会費は回収していて督促費用のみ残っているものである。宛名につ

いて従来から公表はされていないので理解をして欲しい。 

２．平成２８～３０年度の督促はしていないのかは、平成３０年は、文書での

督促はしていないが電話等で交渉を継続している。 

３．平成３１年３月３１日現在の長期会費未納会員の氏名と金額については、

従来の氏名公表は、三期分の未納者は公表する。今回は該当者がいないの

で公表しない。 

（再質問）東讃支部 久米井 好美 会員 

県議会の採択のことについて、総務部長は 7月の会報に出すということである

が、採択があったのは３月のことである。県所轄窓口に対する活動は一番重要な

ことだと思う。監察、広報部がやっているが、とりわけ監察部の農業委員会に対

してのきめ細かい活動が、委任状の問題もありますが、非常に効果を上げている

事例である。そういう活動を続けていくことが広報月間に於いて一番重要な件で

あるから、スピード上げてホームページにも掲載しチラシも作るなどして会員は

もとより各士業に対しても同じように機会をみて採択が貴重であることを広報

してほしい。 

さきほど経理部長から紹介があったが、良とする。なお参考までに長期会員未

納者は全国でも多くの事例があります。事例は去年の７月発行の会報かがわ第８

９号Ｐ５に丸尾経理部長が発表しています。長期の会費未納について関心ある方

は参考にしてほしい。 
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（質疑）西讃支部 眞木 大作 会員 

１．業務研修会の研修資料は、（欠席した場合も）申請すればもらえるかどうか？ 

２．業務研修会の中の「調停の基礎」と「中級編」があります。全く同じものが

ＡＤＲセンターのほうにも記載がある。どっちが主催ですか？ 別々に記載

があるということは、研修費用を両方から請求しているということはないで

しょうね？ 

（答弁）入江 宏幸 ＡＤＲセンター長 

１．研修資料は請求があればお渡ししています。 

２．主催、予算はすべて業務研修部です。業務研修の中でも、調停業務と関わる

相談、交渉スキルなどが必要となりますので、ＡＤＲセンターがサポートを

する形で事業をおこないました。共催としてＡＤＲセンターにも記載しまし

たが、事業としては業務研修部の事業です。 

（再質問）西讃支部 眞木 大作 会員 

ということは、業務研修部で費用を持つのは、ＡＤＲセンターの予算額を下げ

るためでしょうか？ そうでなくても、今までに３００万円、４００万と費用を

使っている。今回は問い合わせだけが 3件、社会貢献はもっとほかのやり方でで

きると思います。 

（答弁）入江 宏幸 ＡＤＲセンター長 

費用を下げるというよりも、ＡＤＲにかかわる研修は、当初は認証を取るため

の研修が主体でしたが、そもそも調停スキルというのは相談業務であるとか交渉

といった部分に活かせるので、より広く会員にわかっていただき、これからの新

しい行政書士像としてのコミュニケーションスキル等を確立するため、全体の中

で業務研修を行っています。 

専門的分野で資格を取るために必要な外国人分野、敷金、愛護動物、自転車な

ど 4つの専門的分野の研修は、連合会のＶＯＤ研修も利用できるので、ＡＤＲセ

ンターとしては費用の掛からない形で研修を実施しています。 

（質疑）高松支部 大久保 雅博 会員 

企画開発部の相談事業について、県から外国人労働人材関係相談窓口支援業務

を受託したということは、社会貢献に資する、ありがたいことです。１０件ほど

県の方に問い合わせがあったと説明があったが、行政書士の関与するものはなか

った。たぶん申請取次に関する相談があれば、行政書士に依頼が来るのでしょう。

今期、事業はすでに始まっています。相談員の選定、具体的に決まっているか教

えてほしい。 

（答弁）渡辺 勝芳 企画部長 

すでに月 1回、アイパルの無料相談会を実施しているが、その相談員の中から

担当する。具体的には業務内容に応じて選定することになるが、アイパル相談員

20 名のうち、だれかが対応する。 

（再質問）高松支部 大久保 雅博 会員 

アイパル相談員は募集制だったと思うが、そのやり方で毎年あらたに相談員を
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募集し、採用するのでしょうか？ 

（答弁）渡辺 勝芳 企画開発部長 

       そのように考えていますが、組織改編により担当役員も交代しますので断言

はしません。 

議長 池添 治 

   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。 

第３号議案 令和元年度事業計画案審議の件 

 第４号議案 令和元年度の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、次の役

員からそれぞれ詳細に説明があった。 

  第３号議案について 

    総務部事業計画案     大山 真哉 総務部長 

    経理部事業計画案     丸尾 良一 経理部長 

    企画開発部事業計画案   渡辺 勝芳 企画開発部長 

    業務研修部事業計画案   寺主 吉輝 業務研修部長 

    広報部事業計画案     福岡  淳 広報部長 

    監察部事業計画案     橫田  稔 監察部長 

封印管理委員会事業計画案 石川 秀幸 委員長 

ＡＤＲセンター事業計画案 入江 宏幸 センター長 

選挙管理委員会事業計画案 白坂 正明 委員長 

香川大学学術交流委員会  入江 宏幸 委員長 

第４号議案について 

   収支予算案        丸尾 良一 経理部長 

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。 

（質疑）高松支部 松本 修 会員 

「企画開発部と市民相談センター準備委員会について」 

１．市民相談センター準備委員会規則（目的）第１条で、「市民相談センター準

備委員会を企画開発部内に設置する。」同条第２項で、「本委員会は、市民

相談センターを設置することを目的とする。」とあるが、会則第３９条（企

画開発部）の業務分掌には相談業務に関連する規定はない。 

  ＊会則第３９条の改正が必要と考える。 

２．市民相談センター準備委員会規則（職務）第３条に、「センターが設置され

るまで次に掲げる職務を行う。」と記載されている。 

  ＊講師・相談委員の任命、派遣の権限は委員会にはない。理事会の承認を

得て、会長が行う職務だと考える。 

企画開発部の事業計画（案）と業務研修部の事業計画（案）は重複する部分

があり、ひとつの新しい部に統廃合することも考えられる。 
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（答弁）横関 賢二 副会長 

確かになやましく、改革の必要性を理事会でも認識するところです。企画開

発部が相談業務を担当する経緯としては、高松市、丸亀市の無料相談を当会が

請け負う際に、各部で調整した結果、企画開発部が担当になったと聞いています。 

会則の変更なしに企画開発が担当することには理事会でも反対意見があった。

問題を考えるためにも企画開発部の意見によって、相談センター準備委員会を

立ち上げて、相談の在り方、相談員の選定の仕方、県や市からのセミナー講師

派遣依頼への対応をどうするかを考えています。 

現状は確かに、規則と業務内容の整合のとれない部分がありますから早急に

整備したい。業務研修部と企画開発部の事業内容と目的を見直す、委員会のあ

り方も整合性が取れるような組織改革をしてまとめる作業が必要との意見も出

ています。まだ具体的にまとまっていないので、事案は次期新執行部に引き継

ぎます。次回の総会までには道筋を示してほしいところです。 

現状の相談員、講師派遣についても、例えばアイパル、高松市、丸亀市民相

談についてはメンバーが決定しています。講師派遣などの新たなものについて

理事会の承認を得て、最終的に会長の承認を得ています。 

（意見）高松支部 松本 修 会員 

法規委員会がありますので会則、規則、準則等の整合性等を見直し、ぜひ条

文の解釈がスムーズにできる改正をしてもらいたい。 

（質疑）西讃支部 眞木 大作 会員 

     香川大学の学術交流委員会、89 万円の予算を組んでいます。これは大学生を

行政書士試験に合格させる目的の後援ではないか。他の大学では、司法試験

合格率をあげる目的の任意団体、司法試験受験会がありました、あまりにも合

格者が少ないので大学が法職課程を作って司法試験の合格者を増やす対策を採

りました。香川大学が予算を組んで行政書士試験の合格者を増やす応援をする

ならともかく、行政書士会が予算をするのは聞いたことがない？不思議です。

ほかの司法書士などの団体が大学を後援することはない。大学が主体です。 

（答弁）香川大学学術交流委員会 入江 宏幸 委員長 

      交流講座を開設することは、平成 22 年 3 月 26 日の香川大学との学術交流協

定書に基づいて、香川大学からも行政書士のために研修をしていただける内容

で交流を進めています。今期の事業として 1.香川大学開設授業科目への講師派

遣 2.香川大学開設科目または研究への協力 3.研修会の開催等、協定の内容を具

体的に実施する一つとして、全国の行政書士会で初めて国立大学で講義をしま

す。 行政書士制度の概要と行政書士の実務に関して大学3年次の講義を 15回、

行政書士をもっと広く知ってもらう等の目的です。協定書の内容に沿った寄付

講座なので、質問のような内容の講義もあろうかと思います。 

予算額が多くなっていますが、寄付としての内訳は講師の日当が３０万、講師、

デモ、ロールプレイといった準備のため２０万円ぐらい、香川大学から毎年行政

法と民法の研修をしていただくための予算を振り替えて1回 10万円年3回で 30
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万円、合計89万5千円予算計上しています。香川大学で講義ができるという

意味で、われわれ行政書士の社会的地位の向上、地域に対して広く行政書士制度

をアピールする事業と考えています。 

（再質問）西讃支部 眞木 大作 会員 

香川大学の公開講座は、民訴など、私も何回も受けたことがあります。民法と

行政法の研修で、教授に来てもらうだけの価値がありますか、大学の講義を調べ

て習いに行けば済むと思います。毎年１００万円近い予算から支出するのです

か？ 

（答弁）香川大学学術交流委員会 入江 宏幸 委員長 

大学の講義は半年かけて学生を対象に研修します。法学研修会は 2日ほどです

が、香川大学法学研修会を受講すれば理解いただけるとおり、行政書士の実務に

合った民法の内容、行政法の内容を精査して、行政書士目線での研修を実施して

います。 

教授も、専門家である行政書士を相手に講義をすることを踏まえ、民法、行政

手続きについて、民法改正や相続ほか行政手続きで我々の抱える問題を話し合い

ながら、ワークショップ形式やグループワークなどの形態でテーマを持っての研

修を丁寧に作っていただいきました。大学の講義とは違うものとして理解をお願

いします。 

今回初めての寄付講座なので準備費用に予算を多くしていますが、今後は準備

費用が減って、寄付講座のみの費用とするなど、限られた予算の中で臨機応変に

運営したい。 

議長 池添 治 

   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 役員・委員の任期満了に伴う改選の件 

議長は、第５号議案を上程し、横関副会長より提案理由の説明があった。横関副会

長の提案及び説明後、暫時の休憩を宣告した。 

議事の再開により、白坂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、白坂選挙管理委員長は、会長立候補者である久米井好美会員、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、入江宏幸氏が会長に

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           １２１票 

有効投票数          １１６票 
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令和元年度定時総会開催される 
総会風景 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新入会員紹介 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
      岩城会長 挨拶           池添議長、石丸副議長 登壇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  日本行政書士会連合会 副会長           香川県知事 浜田 恵造 様 
     光宗 五十六 様        
         
 
 
 17



 
 
 
 
 
 
 
 

    高松市総務局長  
     片山 智規 様

衆議院議員 
大野 敬太郎 様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   衆議院議員  
玉木 雄一郎  様

衆議院議員
小川 淳也 様 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   香川県議会議員  
高城 宗幸 様

香川県議会議員
三野 康祐 様 

 
香川大学法学部長 

               三野 靖 様 
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参議院議員

乾杯
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令和元年度 新役員名簿 
役職名 担当部 氏名 支部 
会 長 総   括 入江 宏幸 西讃 

副会長 

総務部・経理部 
申請取次委員会 
封印管理委員会 
法規委員会 

行政書士 ADR センター香川 

横関 賢二 中讃 

副会長 広報部・監察部 横田  稔 高松 

副会長 
企画開発部・業務研修部 

市民相談センター準備委員会 
香川大学学術交流委員会 

松本 健士 高松 

理 事 総 務 部 部 長 村井 孝之 高松 
理 事 総 務 部 副部長 籔内 哲也 高松 
理 事 総 務 部 部 員 真鍋 光夫 中讃 
理 事 経 理 部 部 長 榑谷 泰之 高松 
理 事 経 理 部 副部長 平尾 政嗣 高松 
理 事 経 理 部 部 員 上原 良一 東讃 
理 事 企画開発部 部 長 白木  衛 高松 
理 事 企画開発部 副部長 國重 和大 高松 
理 事 企画開発部 部 員 千秋 祥子 中讃 
理 事 企画開発部 部 員 稲田 洋平 西讃 
理 事 業務研修部 部 長 寺主 吉輝 中讃 
理 事 業務研修部 副部長 千原 正照 高松 
理 事 業務研修部 部 員 宮川  譲 高松 
理 事 業務研修部 部 員 滝本 英樹 高松 
理 事 広 報 部 部 長 福岡  淳 西讃 
理 事 広 報 部 副部長 石村 智彦 中讃 
理 事 広 報 部 部 員 樫村 静恵 中讃 
理 事 監 察 部 部 長 田中  幸 西讃 
理 事 監 察 部 副部長 砂川  猛 高松 
理 事 監 察 部 部 員 中條 悦夫 高松 
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監事 
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 

 
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 谷本 照義 高松 
委  員 佐々木 保 東讃 
委  員 福井あつみ 高松 
委  員 六車 文秀 東讃 
委  員 高尾 昌人 高松 
委  員 森  憲一 中讃 
委  員 井上 哲也 中讃 
委  員 山岡 正士 西讃 

予備綱紀委員 細川 雅広 高松 
予備綱紀委員 齊藤 信也 西讃 
予備綱紀委員 髙崎 博文 高松 
予備綱紀委員 福家  寛 中讃 
予備綱紀委員 仙頭 志朗 中讃 

 
顧問 

役 職 氏  名 支  部 
顧  問 大塚  寛 高松 
顧  問 稲田 時久 西讃 
顧  問 松本  修 高松 
顧  問 岩城 隆文 高松 
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市民相談センター準備委員会 
役職 氏  名 支  部 

委  員 國重 和大 高松 
委  員 白木  衛 高松 
委  員 千秋 祥子 中讃 
委  員 稲田 洋平 西讃 

 
香川大学学術交流委員会 

役職 氏  名 支  部 
委 員 長 松本 健士 高松 
副委員長  上原 良一 東讃 
委 員 入江 宏幸 西讃 
委   員 横関 賢二 中讃 
委   員 大山 真哉 東讃 
運営委員  宮川  譲 高松 
運営委員  樫村 静恵 中讃 
運営委員  白木  衛 高松 
運営委員  仙頭 志朗 中讃 
運営委員  石川久美子 高松 
運営委員  林  一興 高松 
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令和元年度総務大臣表彰受賞者

　令和元年６月２０日（木）午前１０時より、シェラトン都ホテル東京（東京都港区白金台）
において、令和元年度総務大臣表彰表彰状授与式が行われました。
　本会より、前会長（現在は顧問）の岩城隆文会員が受賞者として選ばれ、表彰式にご臨席
されました。
　岩城隆文顧問は、平成４年４月に登録後、現在も車庫証明関係業務等を中心に精励されて
います。平成１７年５月より１０年以上にわたり、本会の役員として様々な会務活動に寄与
していただいたほか、平成２７年５月より４年間は本会会長として、行政書士制度の発展、
会員の資質向上に努めるなど、行政書士会、行政書士業務の発展にご尽力いただきました。
　このたびの栄えある受賞を心からお祝い申し上げます。

＊総務省 HP（http://www.soumu.go.jp/photo_gallery/02koho03_03003140.html）参照
＊令和元年 6 月 10 日付日行連発第 242 号「令和元年度総務大臣表彰受賞者の決定について」参照
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本　会　だ　よ　り

平成３０年度　第６回理事会報告

日　時　平成３１年３月９日（土）午後１時３０分～午後５時５３分
場　所　香川産業頭脳化センター　２階　一般研修室
議　題　１．決議事項

　　　　　　第１号議案　平成３１年度（令和元年度）事業計画（案）について

　　　　　　　　原案を一部修正のうえ承認された。
　　　　　　第２号議案　平成３１年度予算案について

　　　　　　　　原案を一部修正のうえ承認された。
　　　　　　第３号議案　桒内茂男元会員の未納会費の雑損処理及び予備費の使用について

（経理部）

　　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　　第４号議案　アイパル香川賛助会員申請について（企画開発部）

　　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　２．協議事項

(1) 専門業務研究会規則の一部改正について（業務研修部）

　 専門業務研究会規則の一部改正について協議を行った。
(2) 香川大学学術交流委員会規則の新設について（香川大学講座開設準備委員会）

　 香川大学学術交流委員会規則の新設について協議を行った。
(3) 申請取次行政書士管理委員会規則の一部改正について（総務部）

　 申請取次行政書士管理委員会規則の一部改正について協議を行った。
(4) 対外的な相談業務担当部署の一元化について（企画開発部）

　 対外的な相談業務担当部署の一元化について協議を行った。
(5) 支部の再編について（支部長会・総務部）

　 平成３０年度第２回支部長会の議事録をもとに支部の再編についての協議を行っ
た。
(6) 災害協定後の対応について（総務部）

　 災害協定後の対応について協議を行った。
　　　　３．報告事項

(1) 各部（委員会、センター）事業報告及び事業進捗状況等について

　 各部長、委員長、センター長から報告がなされた。
(2) 日行連理事会報告について

　 石川副会長より報告がなされた。
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平成３１年度（令和元年度）　第１回理事会報告

日　時　平成３１年４月１７日（水）午後１時３０分～午後３時１１分
場　所　香川産業頭脳化センター　１階　第１会議室
議　題　１．決議事項

第１号議案　平成３０年度事業報告及び決算報告について

　　原案のとおり承認された。
第２号議案　令和元年度事業計画（案）及び予算案について

　　原案を一部修正のうえ承認された。
第３号議案　令和元年度定時総会の運営について

　　原案を一部修正のうえ承認された。
第４号議案　専門業務研究会規則の一部改正について（業務研修部）

　　原案のとおり承認された。
第５号議案　香川大学学術交流委員会規則の新設について（香川大学学術交流委員会）

　　原案のとおり承認された。
第６号議案　申請取次行政書士管理委員会規則の一部改正について（総務部）

　　原案のとおり承認された。
第７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

　　なし
３．報告事項

各部（委員会、センター）事業報告及び事業推進状況等について

　　各部長、委員長、センター長から報告がなされた。

令和元年度　第２回理事会報告　

日　時　令和元年５月２５日（土）午前１０時００分～午前１１時００分
場　所　ホテルマリンパレスさぬき　２階　玉藻の間
議　題　第１号議案　令和元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。
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令和元年度　第３回理事会報告

日　時　令和元年６月１日（土）午後１時３０分～午後５時００分
場　所　香川産業頭脳化センター　１階　第１会議室
議　題　１．事業計画の進め方について（会長　運営方針の表明）

２．決議事項

　第１号議案　役員人事について（役員自己紹介）

　　　原案のとおり承認された。
　第２号議案　顧問の委嘱について

　　　原案のとおり承認された。
　第３号議案　委員の委嘱・選任について

　　　原案のとおり承認された。
　第４号議案　事務局職員賞与の支給について（総務部）

　　　原案のとおり承認された。
３．事業計画の進め方について（各部・委員会・センター）

４．協議事項

　　　① 事務処理について
　　　② その他
５．報告事項

　　　① 令和元年度予算執行状況について
　　　② その他

 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３回理事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（香川産業頭脳化センター第１会議室）
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総務部

 総務部長　村井　孝之

　先達て開催されました令和元年度定時総会の役員改選により、理事に選任され、その後の第 3
回理事会において、入江新会長より総務部長の大役を仰せつかりました高松支部所属の村井孝之
です。これまで、業務研修部及び広報部の各部員を務めさせていただきましたが、総務部は初め
ての担当部署であり、しかも部長職ということで、大変身が引き締まる思いです。就任させてい
ただいた以上は、横関担当副会長のもと、籔内副部長、真鍋部員そして事務局職員と協力し合い、
総務部長としての職務を適正かつ迅速に遂行して参りたいと考えております。
　さて、総務部の総会においてご承認いただいた今期事業計画は下記（1）から（7）となってお
ります。

【主な事業計画】
　（１）新規登録事務及び変更登録事務の実施
　（２）行政書士試験の実施協力
　（３）行政機関との連絡協議
　（４）会費未納者への対応措置
　（５）災害応援協力体制の整備
　（６）会員名簿の発行
　（７）登録入会事前説明会の実施

　いずれの事業計画も大変重要なものではございますが、特に（５）の災害応援協力体制の整備
といたしまして、当会は現に県内各自治体と大規模災害等が生じた場合の行政書士派遣や各種支
援等について協定を締結しております。とは言いながらも、具体的にその内容が整備されている
わけではございません。これまでに実際に災害が生じた単位会の支援の内容等で具体的なものを
挙げれば、罹災証明書の発行や自動車の抹消登録申請等がございます。大規模災害等は、いつ何
時発生するのか誰しも全く予測は出来ません。実際に発生した場合に、当会として、慌てふため
くことがないよう、そしてこれら協定が形骸化しないよう、早急に組織体制の整備や業務研修部
とも協力し必要な研修等を実施して参りたいと思います。また、今期は（６）の通り、会員名簿
を発行する年度となっております。会員の皆様が出来るだけ見やすい、そして使いやすいものを
作成したいと考えております。会員名簿はご自身の得意業務等を他会員の皆様にアピールする性
格も併せ持ったものです。せっかくの機会です。事前に顔写真の提供等、会員の皆様に掲載項目
の提供等については改めてご案内いたしますので、ご協力の程お願いいたします。
　末筆になりましたが、総務部の職域は大変広範なものになります。任期中、会員の皆様が安心
して、そして快適に業務を行うことが出来るよう、総務部一同、一丸となってその職責を全うし
たいと考えておりますので、これまで同様、会員皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願いい
たします。
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経理部　～私たちは『金庫番』～

経理部長　榑谷　泰之

　令和元年５月開催、「香川県行政書士会定時総会」で経理部長に推挙されました、高松支部の榑
谷泰之と申します。以後、宜しくお願い致します。
  経理部の業務、事業計画については「会則、規則等に基づく適正な運用」が使命であり、主に下
記の業務を遂行します。

　１　適正な予算案の作成
　２　承認をうけた事業計画に沿った予算執行の管理、進捗状況の理事会宛報告
　３　会費未納者に対しての対応及び理事会への開示報告等

　収支管理、監督は経理部として重要な業務であり、管理する現預金は人間で言えば「血液」に
あたり必要不可欠なものです。予算案は既に定時総会でご承認を頂いておりますので、実施に際
しては不足をきたすことなく費用対効果を念頭に置いて、業務を遂行致します。
　ただし、経理部及び事務局のみが実施するだけでなく、会員皆様方のご協力があってこそ、よ
り良い結果が得られるものでありますので皆様方の惜しみないご支援、ご指導を重ねてお願い致
します。

 

企画開発部

 企画開発部長　白木　衛 

　この度役員改選に伴い企画開発部長を拝命いたしました高松支部の白木衛です。
　部長職は初めてですが、今までの事業を継続しつつ、新たな事業にも取り組んで参りたいと思
います。本年度の企画開発部の主な事業計画は以下のとおりです。

１．相談事業
　本会として、定期的な相談事業（高松・丸亀市役所、アイパル香川）に加え、スポット的な相
談事業（法の日、行政評価支局主催無料相談など）を行っています。しかし、その担当部門は相
談会ごとに異なり、各支部や本会の部門単位で行っているのが現状です。
　このような状況を改善すべく、現在企画開発部内に設置されている市民相談センター準備委員
会を独立した組織にし、相談事業の窓口の一本化、相談員の質及び量の底上げを行い、相談事業
に関する統一的な対応を目指していきたいと思っております。
　具体的には、以下のような内容を考えております。
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・相談員・講師の育成・研修について業務研修部、ADR センターと連携する
・現在実施している無料相談の形態を見直し、予約制、業務受託の仕組み作り等、より相談者

様の利便性を考慮する

２．所有者不明土地・空き家・耕作放棄地関連事業
　昨年度、宇多津町、三豊市、観音寺市、高松市の関連部署と本件に関する意見交換会を行い、
各自治体においてその対応に苦慮しているとの意見を多く耳にしました。今期においては、実際
に取り組みを行っている県外の単位会での事例を参考にして、引き続き各自治体との協議を行い、
本会としてサポートできることを提案していきたいと思っています。

３．外国人関連事業
　本年４月１日、香川県と本会において、外国人労働人材関係相談窓口の支援業務委託契約を締
結いたしました。この事業は、香川県が外国人労働人材に関する相談窓口を設置し、その相談内
容が在留資格等の行政書士業務に関するものであるときは、県から行政書士会に支援の依頼があ
り、行政書士会がそれに対応するというものです。近時の入管法の改正に伴い、外国人関連分野
はこれからも大きく広がっていく分野でありますので、各専門学校・大学、関連行政機関等と協
議を行っていきたいと思います。

４．中小企業支援
　現在、たかまつソーシャルビジネス支援ネットワーク及び香川銀行と協定を結んでおり、その
ネットワークを今後より一層強化し具体的な業務分野拡大につなげたいと思っております。会社
設立、許認可取得、事業計画の作成、相続、といった行政書士の専門分野での協力のみならず、
専門講師を派遣しセミナーの開催等も検討しております。

　ボリューム満点の内容となりますが、企画開発部員一丸となって取り組んで参りますので、皆
様のご協力を宜しくお願い致します。

 

業務研修部

業務研修部長　　寺主　吉輝

　この度業務研修部長を拝命しました中讃支部の寺主吉輝です。
　業務研修部は昨年から引き続きになりますが、入江会長、松本担当副会長のご指導を受けなが
ら会員の皆様によりよい研修会の開催が行えるよう業務研修部員４名で頑張っていこうと思いま
す。また今年度からは専門業務研究会についても新しい形での運営が予定されておりますので、
こちらの方もなるべく早い段階で形にしていきたいと考えております。２年間宜しくお願い致し
ます。
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広報部

広報部長　　福岡　淳
　

　このたびの役員改選にて引き続き広報部長を務めさせていただくこととなりました。
　広報部長としての任期も３期目に入ることとなりました。昨年度は、懸案であったホームペー
ジの全面リニューアルに取り掛かることができましが、まだまだ不具合や改良すべき点があるか
と思われます。一般の方にわかりやすく、会員の方には使いやすいホームページにするべく、今
後も部分的なリニューアルを行っていきたいと思っております。ホームページに関する皆様方の
ご意見をお寄せいただきたくお願いいたします。
　本誌と来年１月の行政書士かがわの発行、１０月に行われる行政書士制度広報月間の行事の実
施、２月２２日の行政書士記念日の事業等、広報部の事業も多忙でありますが、これから２年間
広報部一同一丸となって広報活動に邁進してまいりたいと思っておりますので、皆様方のご協力
をよろしくお願いいたします。

監察部

監察部長　田中　幸

　このたび監察部長を拝命いたしました西讃支部の田中幸と申します。
　監察部は、法令違反の行為について警告、告訴、告発等をおこない、非行政書士を排除するこ
とを目的として、広く法令順守を促すことを主な任務としています。
　数年前と比較すると農業委員会における非行政書士排除意識や行政書士への対応が大幅に変化
していると感じています。地道な活動の賜物であり行政書士の社会的地位（信用・信頼等）の向
上に一歩踏み出したことと讃しております。
　しかし一方では、行政側から求められる業務遂行能力について疑義があり、今後の課題となっ
ていることは拭い去れません。
　仕事の流儀には、その人の生き方が表れます。各々が業務を行う上での技術、手法、心構え、
表現などプロとしての自覚をもって取り組むことにより、スキルや責任に大きな差ができます。
事務所経営においては、信頼性が向上することにより新たな出会い、考え、環境に恵まれ自分に
も周囲にも良い影響を提供できる成長サイクルがあると考えます。
　各々が「プロ意識」をもち、業務に挑むことにより、結果として行政書士の社会的地位の向上
につながるのではないでしょうか。
　監察活動について、引き続き不正行為者に対して監視や注視、是正活動、行政官公署との意見
交換会等を行いながらも、「猿の尻笑い」とならないようプロ意識をもって業務を遂行できる環境
づくりに取り組んでまいりたいと考えております。
　何卒、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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申請取次行政書士管理委員会

委員長　籔内　哲也

　この度、申請取次委員会の委員長に選任された高松支部の籔内哲也です。申請取次委員会は、
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、届出者の実績の
把握等を行います。申請取次に関する主な手続とそれに伴う研修会の日程について、ご案内して
おきますので、参考にしてください。

（１）新規の申請手続について
　新規の申請手続は、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、事務研修会修了証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
種手続関係」を選択し、その中の「申請取次発行手続き様式」のページにある申請取次申出書
等の書面一式と手数料 3,000 円を揃えて、本会事務局に提出してください。提出された翌月の
10 日頃に申請取次委員会を開催し、問題がなければ入国管理局に書面を送付します。その後、
入国管理局から届出済証明書が発行されますが、発行されるまでに約 1 か月程度の時間を要し
ます。よって、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
か月から 3 か月ほどかかりますので、時間に余裕をもって手続を行うようにしてください。

（２）更新の申請手続について
　更新の申請手続は、まず、お手元の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、事務研修会修了証の交付
を受けてください。その後、本会 HP の会員ページにある「各種手続関係」を選択し、その中
の「申請取次発行手続き様式」のページにある申請取次申出書等の書面一式と手数料 3,000 円
を揃えて、本会事務局に提出してください。提出された翌月の 10 日頃に申請取次委員会を開
催し、問題がなければ入国管理局に書面を送付します。その後、入国管理局から届出済証明書
が発行されますが、発行されるまでに約 1 か月程度の時間を要します。よって、更新を希望さ
れる方は、可能な限りお手元の届出済証明書に記載されている有効期限の前々月の月末までに

（例．有効期限が「平成 31 年 10 月末日まで」となっている場合は 8 月 31 日までに）、本会事
務局に書面を提出していただきますよう、お願いいたします。

（３）その他の手続について
　届出済証明書の記載事項に変更が生じた場合、又は届出済証明書を棄損、紛失した場合もそ
れぞれ手続が必要になります。その際にも、本会HPの会員ページ内の「各種手続関係」を選択し、
その中の「申請取次発行手続き様式」のページを参考にして、必要な手続を行うようにしてく
ださい。
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選挙管理委員会

委員長　白坂　正明　　　

　香川県行政書士会選挙管理委員会の委員は、本会の役員と同様にこの定時総会もって任期満了
となり、本会の新理事会において新しい選挙管理委員 5 名が次のとおり選任されました。　
　そして、令和元年６月 27 日（木）に招集された第一回選挙管理委員会において互選の結果、選
挙管理委員長に白坂正明（高松支部）、 副委員長に細川房夫（東讃支部）が選任されました。

高松支部　白坂　正明（留任）選挙管理委員長
東讃支部　細川　房夫（新任） 副委員長
高松支部　川西　正志（留任）
中讃支部　福家　　寛（新任）　
西讃支部　篠原　正幸（留任）

　このたび退任されました六車文秀氏（東讃支部）及び高嶋康男氏（中讃支部）の両委員におか
れては、今回の会長選挙にあたり公正かつ円滑に会長選挙を行うため、お互いにいろいろと熱の
こもった意見交換や協議をし、実施に当っては格別なご尽力をいただき円滑に会長選挙が滞りな
く終了いたしましたこと心から感謝を申し上げます。

　今回の総会における会長選挙の結果について
　令和元年 5 月 25 日（土）開催の定時総会における会長選挙の結果は、当日総会において開票結
果を発表したとおり投票総数121票、有効投票数116票、無効票5票で、入江宏幸候補の得票が77票、
久米井好美候補が 39 票で、入江宏幸候補が本会の第 7 代会長に当選されました。今回の定時総会
時の会員総数は 395 名で、総会当日出席した会員数等は下記のとおり

定時総会当日現在の会員総数 395 名
総会当日出席し投票した会員数 121 名　30.6％
委任状出席 117 名　29.6％
合　計 238 名　60.2％
総会出欠未回答（出欠席及び委任状） 160 名　40.5％

　定時総会は、本会会員にとって１年間の事業計画等を決める最も大事な年一回の総会です。し
かしながら定時総会の案内状を発送しても未回答（出欠席及び委任状の提出なし）が 160 名（40.5％）
に達しており、また投票率が 30.6％と低調であることは大きな課題です。
　選挙管理委員会としても投票率を高める方策を真剣に考える必要があると痛感しています。選
挙管理委員会のメンバーも新しくなりましたので十分に協議したいと存じます。
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　本会の更なる発展のために、定時総会の出席率を高め、投票率を高める対策について会員各位
のご意見を賜りたいところです。
　積極的なご意見をお願いいたします。

法規委員会

　委員長　髙須賀　浩介　　　

　法規委員会の職務は「本会会則及び諸規則の新設・改廃等について調査検討を行う」（法規委員
会規則第 3 条 1 項）ことです。よって法規委員会自体が会則や規則の新設・改廃を行う訳ではあ
りません。理事会等から提示された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。
具体的には、誤字脱字のチェックはもちろんのこと、規程全体との整合性や読みやすさ、過不足
ない表現になっているか否か等を調査検討するというものです。
　この様に法規委員会が規定案を調査検討することにより、規定の妥当性が担保され、ひいては
円滑な本会の運営に寄与することとなります。会員の皆様におかれましては、この様な法規委員
会の活動にご理解ご協力頂けますようお願い申し上げます。

 

封印管理委員会

委員長　石原　ゆかり　　　

　封印管理委員長を拝命いたしました石原ゆかりです。
　今年度の指定研修・事前研修は、11 月下旬を予定しています。詳細は決まり次第、発信いたし
ますので、丁種会員の皆様、丁種会員になることを希望する皆様におかれましては、積極的に受
講していただきますよう、お願い申し上げます。
　香川会で丁種封印がスタートし、１年余り、丁種会員も封印業務に慣れてきたとともに、様々
な問題点、疑問点も出てきたことと思います。そこで、今期の委員会では、再度、規則・内規等
を見直しながら、封印業務のスムーズな遂行に努めます。
　香川県の自動車関連業務が大きく変わる今期の委員長職の責任の重さを自覚しつつ、委員全員
で、柔軟かつ主体的に業務に取り組む所存ですので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

35



行政書士ＡＤＲセンター香川

センター長　大山　真哉

　今年度、行政書士ＡＤＲセンター香川は、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、次のとおり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
　調停人を養成するために必要な研修として、今年度、企画開発部、業務研修部と連携して、相
談技法や調停技法等を学ぶことを目的とした「相談スキル研修会」を実施することを計画してい
ます。将来調停人候補者名簿への登載を希望されている方はもとより、今後依頼者からの高度な
要望に応えることができる行政書士としてコミュニケーション能力の向上を図り、業務の拡大を
目指されている会員の皆様にもお役に立てるような研修内容とさせていただきたいと思っており
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ので、市役所等の
相談員の方やさらなる知識の向上を目指されている会員の皆様の積極的なご受講をお待ちしてお
ります。
　また、調停人の資質保持及び能力の向上を図るため、調停人候補者及び紛争解決能力研修修了
者の方を対象として、ＡＤＲに関する情報交換と調停技法のブラッシュアップを目的とした、調
停研究会を開催する予定です。
　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。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、香川大学との間で締結している学術交流協定を推進していくため
の委員会です。この協定は「双方に蓄積された学術文化を交換することにより学術研究及び教育
の推進並びに行政書士の実務能力の向上に資する」ことを目的としています。これまでも毎年、
この協定に基づき、業務研修部が「香川大学法学研修」として民法と行政法の研修会を主催して
きましたが、今年度からは、業務研修部に代わり当委員会がこれらの研修会を主催することにな
ります。さらに、今年度後期からは、香川県行政書士会が、香川大学において「行政書士制度の
概要と行政書士の実務」についての「寄付講座」を開講することになりました。これは法学部の 3
年生以上を対象にした全 15 コマの正式な講座であり、これにより名実ともに学術交流が実現する
ことになります。この寄付講座の直接的な目的は前述のとおり「学術研究及び教育の推進」とい
う一種の社会貢献です。しかし、国立大学でこのような正式な講座を開講するのは全国の行政書
士会の中でも香川県行政書士会が初であるという事実に加え、この講座を受講した学生が将来の
生活の中で行政書士業務に関連する問題に直面した際にそれらの問題と行政書士とをつなぐ架け
橋になりうるとも考えられるなど、行政書士の社会的評価の向上及び行政書士業務の知名度向上
という効果も大いに期待できます。このように、香川大学学術交流委員会は、その活動を通じて、
会員の実務能力の向上はもとより、行政書士の社会的評価の向上や行政書士業務の知名度の向上
をも図っていくことになりますので、会員の皆様には、法学研修への積極的な参加に加え、寄附
講座の実施についてもご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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

　平成２９年に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画もいよいよ動き出し、これから概
ね５年以内に全国の地方自治体に「地域連携ネットワーク」及びその「中核機関」が組織されて
いくことになっています。ただ、その実施スピードには地域差があり、香川県内の市町では未だ
具体的な形が見えてきていないのが実情です。そうは言っても、遅かれ早かれ具体化されていく
と考えられる「地域連携ネットワーク」やその「中核機関」の設置に関し、コスモスかがわも単
位会と協力して地方自治体との関係を深めていく必要があります。ただ、そのためにまず必要と
なるのが会員数の増加です。コスモス本部も全国の会員数 4,000 名という増加目標を掲げていると
ころ、香川県の会員数は四国の中でも最も少なく、他県よりもより一層増加の必要性は大きいと
言わざるを得ません。今後、積極的に入会前研修を行っていきますので、その際には是非とも受
講して、これから確実に需要が増えるであろう行政書士の成年後見業務に参加していただきたい
と思います。
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各支部だより

東　讃　支　部

東讃支部長　久米井　好美

支部会員　各位
　　　　　　　　　　５名の新入会員歓迎会並びに研修会のご案内
　　　１.　日　　時　　　８月１９日（月） １０：００　～　１４：００
　　　２.　日　　程　　　研修会等 １０：００　～　１２：００
　　　　　　　　　　　　 歓迎会 １２：００　～　１４：００
　　　３.　場　　所　　　大川オアシス
　　　４.　会　　費　　　２，０００円

　　以上の日程にて実施しますので、ご参加下さいます様、ご案内します。
　　詳細は、後日文書にて。

高　松　支　部

　高松支部長　村井　孝之

　平成 31 度高松支部定時総会の役員改選により、高松支部長に就任いたしました村井孝之です。
私のような若輩者が、業歴や人生経験も豊富な諸先輩方が多く集まる、この県下最大支部の支部
長を務めさせていただくなど、大変恐れ多いことではございますが、同時に大変身が引き締まる
思いでもございます。就任させていただいた以上は、副支部長他支部役員と一致団結し、その職
責を十分に果たして参りたいと考えております。
　私は平成 25 年から支部の役員（幹事を 1 期 2 年、副支部長を 2 期 4 年）を務めておりますが、
支部の活力といったものが徐々に低下しているのではないかと危惧しております。このことは、
総会や各種行事等の支部会員総数に対する出席者数の比率からしてもご理解いただけることとは
思います。支部（事業）の形骸化、言い方を変えれば、支部に対する魅力というものが薄れてい
るのではないかとも思えてなりません。そこで私は、目に見えて分かるような形で‘変化’のあ
る活気に満ちた支部運営を行って参りたいと思います。具体的にどのような事業を行うかは、私
なりに構想はあるものの、これから新執行部を中心として議論していかなければなりません。勿論、
簡単な事ではありません。ただ、新執行部を中心として、支部発展の為に、どうしたらその目的・
目標を達成することが出来るのか、真剣に考え、行動に移して参りたいと思います。
　末筆になりましたが、支部会員の皆様が安心して、そして快適に業務を行うことが出来るよう、
精一杯支部長としての役目を務めますので、どうか皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い
いたします。
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中　讃　支　部

　中讃支部長　木戸　壽彦

　新しく‘令和’の時代が始まり、最初の支部定時総会が５月１８日（土）に開催されました。
今回は支部役員の改選があり１０名の新役員が選ばれました。私は支部長をお引き受けすること
となり、身の引き締まる思いです。会員の皆様のご協力とご支援をお願いします。
　中讃支部のトピックスとして、丸亀市役所に於ける月１回の無料相談会に加えて、新たに多度
津町に於いても月１回の無料相談会を実施することとなりました。行政書士の認知度向上及び会
員のスキルアップ並びにコミュニケーション能力の向上にも資することになることは大変うれし
いことです。今後は、会員に対して無料相談会への積極的な参加を呼びかけていきたいと思います。　
　次に、支部会員相互の親睦を図り連帯意識の向上と相互扶助を進めていきたいと思います。特
に入会して間もない方のために親睦行事、研修旅行等への積極的な参加を呼び掛けていきます。
　会員の研修については、本会の研修会への参加に対しての補助金の支給、支部独自の研修会の
実施等進めていきます。

西　讃　支　部

西讃支部長　田中　幸

新入会員のご紹介
（氏　名）山岡　正士　 （所在地）三豊市財田町財田中 2592 番地 （入会日）Ｈ 30 年 4 月 15 日
（氏　名）高橋　美惠子 （所在地）観音寺市吉岡町 752 番地 1 　 （入会日）Ｈ 30 年 7 月 1 日
西讃支部定時総会

日　時　　平成３１年　４月２５日（木）　
場　所　　琴弾荘　観音寺市有明町
その他　　西讃支部会員総数３３名のうち、出席者１９名、委任状出席者１２名、総出席者３１
名
出席率　５７．５％　　　委任状含出席率９３．９％
今後の支部の在り方について意見交換を行った。

事業計画
行政官公署への巡回訪問、全国一斉無料相談会、支部研修会、新年会、「行政書士資格者証」表
示の励行
その他

　２０１９年４月３０日に天皇陛下が退位され、翌日５月１日に新天皇が即位し平成から令和へ
と元号が変わりました。２０２０年には東京オリンピック・パラリンピック２０２５年には大阪
万博が予定されています。それに伴い「５Ｇ」「Ｉ ō Ｔ」という言葉を耳にする頻度が増えました。
　変化していく社会の中で支部の在り方や会員間のコミュニティーの在り方など見直す時期が来
ていると思います。
　ご理解、ご協力のほどよろしくお願いたします。
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<各支部の定時総会議事録> 
●東讃支部 
日時：平成３１年４月２０日（土） 午後１時３０分～午後２時０５分 
場所：さぬき市寒川町石田東甲９３１番地 寒川農村環境改善センター １階 農事研修室 
司会：副支部長 山上 勇 
第１号議案 平成３０年度事業報告 
第２号議案 平成３０年度収支決算報告及び監査報告 
第３号議案 平成３１年度事業計画（案） 
第４号議案 平成３１年度収支予算（案） 
第５号議案 役員の選任 
１．開会の言葉   副支部長  山上  勇 
２．支部長挨拶   支 部 長  久米井好美 
３．来賓祝辞    会  長  岩城 隆文 
４．新入会員紹介  秋山卓道 会員（平成３０年 ５月１５日登録） 

六車清貢 会員（平成３１年 ２月 １日登録） 
５．資格審査報告  幹  事  大山 真哉 

支部会員数    ３４名 
出席会員数    １１名 
委任状会員数   １６名 
合計出席会員数  ２７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１

６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、「司会者一任」との声があり、他に異議
がなかったことから、司会者は、議長に六車文秀会員を指名し、再度議場に諮ったところ異議な
く承認され、六車文秀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、大久保秀朋会員、六車清貢会員を指名した。 

８．議事録作成者指名 
議長は議事録作成者として、大山真哉会員を指名した。 

９．議事 
第１号議案 平成３０年度事業報告 
第２号議案 平成３０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
れ詳細に報告があった。 

第１号議案 平成３０年度事業報告   大山真哉 幹事 
第２号議案 平成３０年度収支決算報告 松井初美 幹事 

監査報告         細川房夫 監事 
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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３号議案 平成３１年度事業計画（案） 
第４号議案 平成３１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 平成３１年度事業計画（案） 大山真哉 幹事 
第４号議案 平成３１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 役員の選任 

議長は、第５号議案の審議に先立ち、選挙管理委員会佐々木保委員長に役員選任規程に基づ
く支部長選挙の選挙結果の報告を求めた。 
佐々木保委員長より任期満了に伴う東讃支部長選挙の説明がなされ、立候補者が久米井好美

会員１名であったため、役員選任規程第２０条第３項の規定により久米井好美会員が無投票当
選したことが報告された。 
佐々木保委員長より当選証書が交付された後、久米井好美新支部長が就任のあいさつを行っ

た。 
議長は、役員選任規程第６条の規定に基づき、久米井好美新支部長及び総会出席者３名によ

り構成する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、上原良一 

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 良一 
 

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録
作成者が署名捺印する。 
平成３１年 ４月３０日 

議    長            六 車 文 秀  ㊞ 
議事録署名人      大久保秀朋  ㊞ 
議事録署名人      六車 清貢  ㊞ 
議事録作成者      大山 真哉  ㊞ 
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●高松支部 
開催日時 平成３１年４月２０日（土） １６時００分から１７時５０分 

開催場所 ホテルマリンパレスさぬき（高松市福岡町２丁目３番４号）本館２階瀬戸の間 

出 席 者 出席者４７名、委任状出席者７０名 

合計１１７名（高松支部会員総数２３４名） 

司  会 石川久美子幹事 

１．来賓入場 

２．開会の辞 

石川久美子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、平成３１年度香川県
行政書士会高松支部定時総会を開会した。 

３．物故会員に対して黙祷 

故飯間孝会員、故末澤孝雄会員、故永峰忍会員に黙祷を捧げた。 

４．支部長挨拶 

  籔内哲也支部長から定時総会開会の挨拶があった。 

５．新入会員紹介 

司会者より今年度の新入会員の紹介があり、出席していた阿野元三、岩屋仁美、岡田清之、王
尾哲夫、の４名の会員が自己紹介を行った。 

６．来賓紹介 

司会者より来賓である、高松市長代理・香西昌浩氏、香川県行政書士会会長・岩城隆文氏、香
川県議会議員・三野康祐氏、高松支部相談役・石川秀幸氏、高松支部相談役・松本修氏の紹介が
あった。 

７．来賓挨拶 

高松市長代理 高松市市民政策局次長・香西昌浩氏から挨拶があった。 

香川県議会議員・三野康祐氏から挨拶があった。 

８．会長祝辞  

香川県行政書士会会長・岩城隆文氏の祝辞及び挨拶があった。 

９．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、議長に白坂正明会員、副議長に石丸寛会員を指名し、再度議場に諮ったところ異議
なく承認され、白坂正明議長及び石丸寛副議長は就任の挨拶をして着座した。 

   議長は、会員総数２３４名のうち、本日の出席者は、会場出席者４７名、委任状出席者７０名、
総出席者１１７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、
本総会の成立を確認し、宣言した。 

１０．議事録署名人並びに書記の選出 

  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：熊野実会員、白木衛会員 

     議事録署名人：千原正照会員、吉田豊会員 
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１１．議事 

第１号議案 平成３０年度事業報告 

村井孝之副支部長より平成３０年度の事業報告がなされた。 

第２号議案 平成３０年度収支決算報告 

池添治幹事より平成３０年度収支決算報告がなされた。 

監査報告 

大久保雅博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、次のとおりであった。 

質疑 横田稔会員 

 ①支部総会の案内期間が短すぎる。改善の余地があるのではないか。 

 ②高松市農業委員会との協議について、昨年度の支部総会で執行部より「事務的に淡々とこ
なす」という発言があった。市との協議に至るまでの苦労を知らずにこのような発言は控え
ていただきたい。 

回答 籔内哲也支部長 

 ①５月の１０連休の関係で日程調整がうまくいかず、案内が遅れてしまって大変申し訳ない。
次年度は今回の件を踏まえて対策を検討したい。案としては、正式な案内に先立って別便で
案内を出す等の対策もあるかと思う。 

 ②高松市との協議に至る苦労があるにもかかわらず、執行部からそういった発言をしたこと
についてお詫び申し上げる。 

要望 横田稔会員 

 嫌味で言ったのではなく、高松市との協議に至るまでの苦労を理解してほしかった。 

 質疑の終了後、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 平成３１年度事業計画（案） 

宮川譲副支部長より平成３１年度業計画（案）の提案がなされた。 

第４号議案 平成３１年度収支予算（案） 

池添治幹事より平成３１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 橋本博之会員 

  親睦費が前年度決算は２６万７千円、今年の予算は４０万円となっている。昨年の親睦旅行
に参加して、会員のみでなく家族も多く参加し非常に有意義なものであった。今年度は予算も
増えていることから、期待してもいいのか。 

 回答 籔内哲也支部長 

  平成３１年度の親睦活動については現時点では明確に決まっていないが、橋本会員の意見を
反映し、会員及びそのご家族で懇親を図れるような行事を新執行部で検討したいと思う。 

 要望 橋本博之会員 

  岩城会長より支部の在り方について話があった。高松支部は２３０名以上である。支部がな
くなる可能性もあるが、高松支部の存在感を示すような活動を期待している。 

 質疑 土岐淳一会員 
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決算と予算で会議費と印刷費が増えているが、総会後の懇親会費無料、支部規約の発行等が
と考えられるが、全体として前年度からの増減があった部分について執行部の考え方を聞きた
い。 

回答 籔内哲也支部長 

主だった部分を説明すると、総会費は役員改選の年で懇親会参加者の増加を見込んで大幅に
予算を増やした。研修費は前年予定していた研修が今年度になった点、新規に研修を開催予定
である点から、２５万円増となった。広告宣伝費は集客力のある施設での相談会実施を計画し
ており、その会場費等を考慮し１７万円増となった。 

質疑 石川秀幸会員 

   第５回開催の役員会で、支部の事務所を香川県行政書士会事務局に事務委託することになっ
ていたはずだが、その予算が計上されていない。どうなっているのか。 

回答 籔内哲也支部長 

   確かに過去の役員会でそのように決まったが、後になって支部規約の改正が必要であると気
づき、そのためには支部総会での決議、更には本会の理事会での決議も必要であるため、日程
的なことを考慮すると厳しいと判断し、本総会の議案からははずしている。必要な手続きを踏
んだ上で次年度の支部総会での決議を予定している 

質疑 石川秀幸会員 

   過去に本会事務局を高松支部の事務所としていたが、私が支部長時代に費用面から支部長の
住所を支部の事務所とした経緯がある。その時は本会の理事会に諮らず会長に了解を得ただけ
であった。今回の件も岩城会長に了承を得ているので、支部の規約変更だけで問題ないと考え
る。 

回答 岩城隆文会長 

  確かに石川会員から住所変更の話を聞いてはいるが、しかるべき手続きを行った上で実行さ
れるべきと考える。本会の事務局は総務部の担当であるため、籔内支部長の回答のとおり本会
の理事会承認を得た上で進めるべき事項と考える。 

質疑 松本修会員 

   事業費について３０年度の実績が約７９万円、３１年度の予算が１５５万円と倍近い。予算
は倍になるが、事業計画案ではそれに見合った計画が立てられていないように見える。新執行
部になった時点で事業計画案と予算案の見直しを要望する。実態に即した予算案を組むと、事
業費が１６０～１７０万円に対し繰越金が２００万円を超えるような異常な予算案になる。予
算を有効に使い支部会員のためになる活動をしてほしい。 

回答 籔内哲也支部長 

松本会員の意見を参考に、新執行部において検討したいと思う。 

質疑の終了後、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三好俊治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、立候補者が村井孝之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項により村井孝之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。 
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副支部長 宮川譲会員、吉井健人会員 

幹  事 池添治会員、松本健士会員、髙崎博文会員、吉田豊会員、國重和大会員、白木衛会
員、瀧端延隆会員、石川久美子会員、千原正照会員、岩屋仁美会員 

監  事 高尾昌人会員、榑谷泰之会員 

 

１２．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。 

１３．閉会のことば 

宮川譲副支部長が閉会の辞を述べ、ここに平成３１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。 

 

平成３１年４月２１日 

 

 香川県行政書士会高松支部 

  

         議    長  白坂 正明 ○印  

       議事録署名人  千原 正照 ○印  

         議事録署名人  吉田 豊  ○印  

 

 

 

 

●中讃支部 
日 時 令和元年 5 月 18 日（土）午前 11 時 00 分より午前 12 時 00 分 

場 所 ホテルアネシス瀬戸大橋     司会者  大西知里 理事 

 

１. 開会の言葉  副支部長 石村智彦 
２．支部長挨拶  支部長  寺主吉輝 

３．本会会長祝辞 香川県行政書士会会長  岩城隆文 

４．支部会員の入退会に関する報告及び新入会員の紹介 大西知里 理事 

新入会員数 4 名   入会予定者 1 名  

退会者数   3 名 （平成 30 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、司会者は横関 賢二 会員を指名、拍手により賛同を得たので指名
通り議長に選出した。 

総会成立確認 
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議    長   横関 賢二  ㊞   

議事録署名人   有澤   悟    ㊞ 

議事録署名人   千秋 祥子    ㊞ 

 
 
 
●西讃支部 
日 時 平成３１年４月２５日（木） 午後６時３０分～午後７時１５分 
場 所 琴弾荘 観音寺市有明町１０－２２ 
司  会：副支部長 原田 聡子 
１．開会の言葉 

司会者原田聡子が開会の辞を述べ、ここに、平成３１年度香川県行政書士会西讃支部定時総
会を開会した。 

２．支部長挨拶  
３．来賓祝辞   
  香川県行政書士会会長  岩城 隆文 様 
４．総会成立確認 

        司会者は、西讃支部会員総数３３名のうち、出席者１９名、委任状出席者１２名、総出席者３
１名であり、会員定足数を満たし本総会の成立を確認し、宣言した。 

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、議長に稲田時久会員を指名した。議長は、就任の挨拶をして
着座した。 

６．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： 山崎 俊二会員、入江 宏幸会員 
    議事録作成人： 田中 幸会員 
７．議事 

    議長は、平成３０年度事業に関連する第１号議案及び第２号議案、平成３１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、議場から異議なしの
拍手があったので、一括上程方式での審議を行うこととした。 
第１号議案 平成３０年度会務報告承認の件 

   事業報告     渡辺 勝芳 支部長 
第２号議案 平成３０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   田中 幸   庶務会計 
 監査報告     小畑 美知子 監事 
審議（質疑なし） 
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    議長は表決に移り、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 平成３１年度事業計画案審議の件 
   事業計画     渡辺 勝芳 支部長 
第４号議案 平成３１年度収支予算審議の件 

予算       田中 幸  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、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全員これを賛成した。 

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： 山崎 俊二会員、渡辺 勝芳会員、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入
江宏幸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   小畑美知子会員、山岡 正士会員 
支部監事   福岡 淳 会員 
支部推薦理事 稲田 洋平会員 
綱紀委員   山岡 正士会員 
綱紀予備委員 齋藤 信也会員 

 
第６号議案 その他について 

  支部長より先日の支部長会の報告があった。 
その中で、支部再編とか廃止とかの意見があり、それについて討議したところ、再編ではなくて、
支部廃止の方がいいのではないかという意見が多かった。理由はいろいろとあるが、高松支部が
香川会の大半を擁している。 

東讃と高松、中讃と西讃の様に再編しても、高松への偏りは改善されない。 
したがって、この際、支部を廃止しても良いのではないかとの意見がまとまった。ただし、支部
を廃止すると、地区の会員との相互交流に関してはマイナスとなるために、連絡網を整備するこ
ととか、地区会員の懇親会等は、残して置くことが望ましいと思われる。 

それについて、ご意見がありましたらお聞かせくださいと発問した。 
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〇 支部総会等の出席率が悪いのは、運営する側に力がない。どのようにすれば会員が参加し
てくれるか考えるべきである。 

〇 本会から意見が出たのか支部から意見が出たのか？支部としての機能がなくなるのではな
いか。 

〇 解散するか、再編するかわからないが、予算や支部の予備費についてもっと考える必要が
ある。 

〇 懇親会を残すのであれば、予算はどのようにするのか考えるべきである。 
〇 高松市から離れたところでの会員のまとまりを考えるのであれば、支部を残したほうがい

いと思う。 
〇 支部会員の意見が本会に届かなくなる。 

８．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。 

９．新入会員の紹介 
  新入会員 高橋美恵子会員 
10．閉会の言葉 

司会者は閉会の辞を述べ、ここに平成３１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。 
平成３１年４月２５日 

平成３１年度 香川県行政書士会西讃支部定時総会 
            議    長   稲田 時久  ㊞                   
            議事録署名人   山崎 俊二  ㊞                  
            議事録署名人   入江 宏幸  ㊞               
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令和元年度日本行政書士会連合会　定時総会報告

副会長　松本　健士

　令和元年６月２０日、２１日に、シェラトン都ホテル東京にて、令和元年度日本行政書士会連合会
定時総会が行われました。議事結果については、下記のとおりご報告いたします。
　本会からは、入江宏幸（会長）、石川秀幸（日行連理事・日政連副会長）、横田稔（副会長）、松本健士（副
会長）が出席しました。

記

１．　日　　時：令和元年６月２０日（木）午前１０時４５分から
　　　　　　　　　　　　６月２１日（金）午前１０時まで
２．　場　　所：シェラトン都ホテル東京（東京都港区白金台１－１－５０）
３．　出席者数：出席代議員２３８名（代議員定数２３９名中）
４．　議事結果：第１号議案　平成３０年度事業報告
　　　　　　　　第２号議案　平成３０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改正（案）　
　　　　　　　　第４号議案　日本行政書士会連合会役員選任規則の一部改正（案）
　　　　　　　　第５号議案　令和元年度事業計画（案）
　　　　　　　　第６号議案　令和元年度予算（案）
　　　　　　　　第７号議案　役員の改選
　上記、第１号議案から第６号議案までについては、それぞれ承認可決されました。第３号議案は、
特別委員会に関する会則規定（会則第３２条）を運用実態に合わせて「調査研究」を「調査研究等」
に改めるものと、大規模災害に対応するため会則に「第４章の４大規模災害対策本部（第３２条の８）」
を新設するものでした。第４号議案は、役員選任規則に係る様式中の元号について改元に対応するた
めのものでした。第７号議案については、選挙の結果、新会長に東京都行政書士会会長の常住豊氏が
選任されました。

以上
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 横田副会長　　　 松本副会長
石川日行連理事　  入江会長

香川県知事表敬訪問

総務部長　村井　孝之

　小暑を過ぎ、夏本番を迎えました。会員の皆様におかれましては、暑さに負けずご活躍のこと
と拝察いたします。
　さて、三野県議のご尽力もあり、6 月 27 日に当会新役員就任のご挨拶の為、浜田恵造香川県知
事を訪問させていただきました。総務部の東田部長にもご同席賜り、普段出来ない行政トップと
の貴重な意見交換も合わせて行うことが出来ました。

    左から　三野県議、松本副会長、入江会長、浜田知事、横田副会長、村井総務部長

52



53



１２月１２日                             
前日の会議内容を含めた意見交換をおこない、各単位会から監察活動につい
て、（対策）対応事例等の発表があった。 

成果及び感想 各単位会における実情報告、また対応事例等を聴取することで、様々なケー
スが存在することを知ると共に、（対策）対応の難しさを認識することが出来、
大変参考となった。この貴重な体験を今後の監察活動に役立てたいと考えて
いる。 

 
報告者：監察部 部長 横田 稔 

用 務 名 善通寺市農業委員会事務局・行政書士会との意見交換会 
日   時 平成３０年１２月２６日（水）１４時００分～１５時００分 
用 務 地 善通寺市役所仮庁舎２階会議室 
主 催 者 行政書士会監察部 
報告者以外の 
参加者 

農業委員会事務局：平田事務局長、同 小林係長 
行政書士会：入江副会長、横田部長、中山部員 

内   容 善通寺市における農地転用の申請の状況について、各申請ごとの概算件数
並びにその申請形態についての回答を平田事務局長並びに小林係長より受け
る。３条申請（3～5/月）４条（2～3/月）５条（5～8/月）非農地証明（3～
4/年）農振除外については今年の 9月まで停止しており 10月（10）とのこと
である。又申請形態は代理人申請が大多数とのことであった。３条申請につ
いては本人申請が半数以上を占めており 4・5条申請は殆どが代理人申請で、
本人申請は月 1件あるかないか程度とのことであった。非農地証明について
は本人申請が過半数であり農振除外申請については大多数が代理人申請との
ことである。このことは善通寺市に於いては委任状の添付を以前よりお願い
しており行政書士がほとんどとの説明があった。 
行政書士会からは行政書士法の説明ならびに裁判所の判例等の説明を行い

農業委員会にポスター及びカウンターラックポスターを提供し設置依頼を行
なった。善通寺市農業委員会窓口に於いて行政書士の問題行動は無いとの事
だが、窓口では行政書士・補助者の本人確認等は行っていないとの事なので
是非とも行って頂く様お願いした。又農地転用の費用（作成料）についての
問いがあったが会では報酬について指導はしていないと回答。連合会のホー
ムページに調査統計として掲載されている旨を返答。  
最後に高松市に於けるチェックリストの運用の説明を行い、また合わせて

行政書士会で作成した委任状の説明をおこなった。最後に入江副会長より意
見交換会を善通寺市農業委員会と定期的に行い円滑に業務が進むようお願い
し閉会となった。 
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報告者：企画開発部 部員 白木 衛 
用 務 名 屋外広告物打合せ 
日   時 平成３０年１２月１８日（火）１０時００分～１１時００分 
用 務 地 高松市役所９階 高松市都市整備局都市計画課 
主 催 者 高松市都市整備局都市計画課 
報告者以外の 
参加者 

都市計画課 景観係 係長 八村信好様、副主幹 植田一徳様 

 
内   容 取り締まり等 

・年間の屋外広告物の申請件数は約 1000～1300 件（新規、更新合わせて） 

・定期的な違反広告の取り締まりはしていない（人手不足）。 

・大型店の新規出店等の場合は、申請の必要性等を市が把握するのは容易だが、
既存不適格や違反広告の取り締まりはかなり厳しい。 

・違反広告や既存不適格広告に対して改善指導や許可申請を促しているが、行政
指導レベルなので、粘り強く改善をお願いするしかない。 

・将来的には違反広告の取り締まりも考えているが、市内全域は無理なので、行
うにしても市街地や主要幹線道路付近を重点的に行う予定。 

条例改正後の動き 

・平成２６年４月より、条例が改正され基準が厳しくなった。 

旧条例：市内の中心部や主要幹線道路付近のみ許可区域で、区域外は許可申
請不要であった。 

新条例：市内全域が許可区域となり、面積要件が厳しくなり、色彩要件も追
加された。 

・自家用広告（自社の営業所等に自社の広告を掲示する）は適用除外（30 ㎡以下
等）があるため、小さい店舗等の広告は許可が不要な場合も多いが、一般広告
物（他人の土地に広告を出す）の場合は、適用除外の範囲が狭く(2 ㎡以下等)、
不動産業者が売物件に立てている看板以外はほぼ許可が必要となる。 

・高松市以外は県の管轄だが、許可基準は高松市の方が厳しい。 

・新条例以前に作られ、新条例では違反広告となる広告物も、平成３６年までは
既存不適格広告として申請を促している。平成３６年以降は、既存不適格広告
も違反広告となり、是正勧告等が行えるが、強制力まではない。 

・苦慮しているのは、自家用の既存不適格広告で古い店舗等（耐久性の問題）。 

・大型ショッピングモールの壁面広告は、申請者ごとに壁面１面につき５０㎡以
下となっているが、平成２６年以前に設置されたものは、はるかに大きい広告
が出ている。既存不適格広告として指導はするが、改善は進んでいない様子。 

・今年から点検についての条例が改正された。今までは自身で目視点検等だけで
よかったが、これからは電気工事士、建築士等の資格者の点検が必要となった。
専門家の点検を受けていない場合、3 年の更新許可が下りず、1 年更新となる。 

申請代理について 

・広告物の申請は、自家用広告、一般広告ともに施工業者が事前打ち合わせから
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申請まで行うケースが多い。まれに自家用広告で広告主が申請するケースもあ
る。 

・広告物の申請で行政書士が申請するケースはほぼ無いが、広告業の登録申請は
たまに行政書士が申請する場合がある。 

・事前打ち合わせの段階で、広告物の強度や面積、色彩等の技術的な打ち合わせ
が必要となることから、専門知識のない行政書士では厳しい。 

・行政書士が動くことで少しでも違反広告が減るのは市としてもありがたい。 

・広告主は許可の必要性についてはあまり意識していないケースが多く、むしろ
広告設置業者の認識が重要になってくる。 

打合せ後の感触 

・行政書士単体で動くよりも、広告物設置業者と提携して書類申請を行う方法が
現実的。 

・申請の難易度から考えて、報酬としては新規で２～３万円、更新で１～２万円
程度。 

・現在、既存不適格広告の解消を行う場合、市からの助成金が出る。金額は、H30

年度末までは、補助率 1/2（限度額 50 万円）。H31 年度～H35 年度末までは、
補助率 1/3（限度額 33.3 万円）。また、既存不適格広告の場合、1 年更新とな
り、本来の 3 年許可と比べて更新手数料が毎年発生するため、そのコストカッ
トにもなる。 

・建設業の顧客で既に広告物設置業者（鋼構造物）と関係がある場合は、助成金
を絡めて連携を持ち掛ければ話ができる可能性はあるかもしれない。 

 
報告者：行政書士ＡＤＲセンター香川 運営委員 樫村静恵 

用 務 名 (大阪）実務研修・実務情報交換会 
日   時 平成３１年２月１日（金） １３時００分～１７時３０分 
用 務 地 淀屋橋サンスカイルーム9階 9A室 

（大阪府大阪市高麗橋4丁目 2番 16号  大阪朝日生命館） 
主 催 者 一般財団法人 日本 ADR協会（JADRA） 
報告者以外の 
参加者 

なし 

内   容 ①  開会挨拶   JADRA代表理事・一橋大学教授     山本  和彦 氏       
② 挨拶       法務省大臣官房司法法制部参事官  藤田 正人  氏        
③ 第1部 実務研修 
  「相談担当者・事務局担当者にも役立つ調停技法 
    ～ロールプレイで学ぶメディエーションスキル～」        
    講師： JADRA ADR調査企画委員・九州大学准教授 入江 秀晃 氏

構成：  導入→ 調停技法→ 調停デモ→ 調停ロールプレイ  
④ 第2部 実務情報交換会 

報告者： JADRA理事・ADR調査企画委員会委員長・京都大学教授 
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山田 文 氏 
   （株）オーディーアール・ルーム・ネットワーク代表取締役 
               万代 栄一郎 氏 

報告内容： 
・日本 ADR協会の最近の取り組みについて 
・小委員会の活動報告 
・「ADR機関情報検索システムデータベース」について 
・ 相談機関と ADR機関の連携に関する日本 ADR協会の取り組みについて等 

成果及び感想 ・研修に先立ち、法務省 藤田参事官より挨拶があり、①ADR利用の現状（認
証機関及び事件数について）、②ADR法の見直し（紛争当事者の利便性を高め、
ADRの利用増をはかる）、③ADRを取り巻く国際的な状況（シンガポール条約
等）、④IT・AIへの対応と課題（民事裁判の IT化等）について述べられた。 
第一部の実務研修では、メディエーションについて基本的な考え方の講義を
受けた後、調停デモを見て調停のプロセスやスキルを学び、グループに分か
れての調停ロールプレイと振り返りを行った。 
第二部の実務情報交換会では、日本 ADR協会の最近の取り組みや「ADR機関情
報検索システムデータベース」の活用について、また相談機関と ADR機関の
連携についてなどの報告がなされた。 
・今回の研修では、ADR業務や相談業務等に関わる、様々な立場や職業の方々
とともに研修を受けることができた。貴重な交流の機会となり、研修につい
ても新鮮な意見を聞くことができた。また調停デモでは、調停時に有効と思
われるスキルを新たに学ぶことができた。 
・他士業、研究者、相談業務者、教育者等、立場の違う方々が ADRに携わり、
学んでいる状況に触れられたことで ADRの可能性を感じた。これらの経験を
今後の行政書士ＡＤＲセンター香川のために活かしていきたいと考えてい
る。 

 
報告者：監察部 中山 敬訓 

用 務 名 三木町・さぬき市・東かがわ市各農業委員会 
日   時 平成３１年２月２１日（木） ９時００分～１２時００分 
用 務 地 三木町役場農業委員会→さぬき市農業委員会→東かがわ市農業委員会 
主 催 者 行政書士会監察部 
報告者以外の 
参加者 

なし 

内   容  三木町農業委員会を訪問し、農業委員会事務局稲田氏にポスター・カウン
ターラックをお渡しし、委任状様式の説明をおこなった。農地申請の調査を
お願いしている時に来客があり調査については、後日にファックス等で知ら
せてくださるようお願いした。 
 さぬき市農業委員会を訪問したが、農業委員会の担当者は庁外に出ておら
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報告者：企画開発部 部員 大西 知里 

用 務 名 所有者不明土地に関する意見交換会 
日   時 令和元年５月９日（木） 
用 務 地 観音寺市役所 
主 催 者 香川県行政書士会、観音寺市 
報告者以外の 
参加者 

行政書士会：渡辺勝芳  観音寺市：地籍調査課（２）、地域支援課（２）、
建設課（１）、農林水産課（２）、農業委員会（２）、企画課（１） 

内   容 行政書士はどのようなことを業とするかの説明を行った。 
観音寺市各課から所有者不明問題について意見を聞いた。 
所有者不明の具体的な問題はまだないのが、観音寺市の現状である。  
固定資産税の関係で、相続人調査は職員が行っている。 
今後、相続人確定について行政書士会に調査依頼すると思われる。 
その時に市役所としては予算があるので、１件の価額を知りたい。  
京都府会ではどのように取り組んでいるのか、教えて欲しい。 
年１回の無料相談会（１０月実施）を増やすことは可能かとの要望があった。 

成果及び感想 会議室で、観音寺市の職員が１０名参加。 
現状、所有者不明問題はまだないが、今後あるという認識は強いと感じた。 
行政書士会として、具体的にどのようなことができるのかの検討が必要。 
例えば相談会や相続関係説明図を作成する等具体的に協力できる業務を明確
にして、官公署と話し合う必要性がある。  
所有者不明問題を未然に防ぐため、相談会を開催する必要がある。 
高松市、丸亀市なみの毎月の定期相談を、職員から要望された。 
行政書士会として、西讃支部にて検討したいと回答した。 
相談会の場所や広報は市が行って欲しい旨を伝えた。 

 
報告者：企画開発部 部員 白木 衛 

用 務 名 所有者不明土地関連の意見交換会 
日   時 令和元年５月２０日（月）１３時３０分～１４時３０分 
用 務 地 高松市役所 
主 催 者 高松市くらし安全安心課、香川県行政書士会 
報告者以外の 
参加者 

①くらし安全安心課：2名（栗塚氏、谷本氏）  ②地籍調査室：2名 
③農林水産課：1名  ④農政課：2名  ⑤企画開発部長 渡辺勝芳 

内   容 所有者不明土地関連の意見交換会 
成果及び感想 ①所有者不明土地について 

・総合窓口はなく、各課で個別に対応しているため、高松市全体としてどれ
だけ所有者不明土地問題があるのかはわからない。 
・地籍調査室、農政課、農林水産課においては、所有者不明土地で特に困っ
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たことはない。 
・土地の場合は、時間と手間をかければ相続人調査は何とかできる。 
②空き家について 
・空き家の場合は未登記のものもあり、相続人調査で苦労している。 
・空き家の除去に一定の補助を行っており、申請件数も多い。（予算が、年
度の途中で枯竭する） 
・管理ができない空き家を寄付したいという声も多いが、すべて断っている。 
・倒壊の恐れのある空き家に1件除却命令を出した。代執行はなし。 
・相続人がたどれないケースも実際にあり、専門家のアドバイスや協力があ
れば助かる。 
今回は4課が参加したが、空き家問題を抱えたくらし安全安心課以外は、特に
現時点で困っている様子はなかった。くらし安全安心課の窓口に直接相談に
来る方もいるらしく、相続の話になることもあるとのことであったため、市
役所の行政書士相談の案内をしていただくようにお願いした。その際に、行
政書士の業務内容や市役所相談に関するチラシがあればより案内しやすいと
考えられる。  

 
報告者：企画開発部 副部長 田中 幸 

用 務 名 所有者不明土地関連の意見交換会 
日   時 令和元年５月２３日（木）１０時００分～１２時００分 
用 務 地 三豊市役所 
主 催 者 三豊市政策部地域戦略課、香川県行政書士会 
報告者以外の 
参加者 

①政策部地域戦略課  副主任 宮谷友梨、課長補佐 伊藤睦子      
②建設港湾課主任 岡崎英司  ③農業委員会 事務局次長 片桐伸尚   
④地籍調査担当（課名？）   ⑤企画開発部長 渡辺 勝芳 

内   容 所有者不明土地関連の意見交換会 
成果及び感想 ●空き家 

・「空き家バンク」に登録した家のうち価格を下げるなどをすると流通できる
ものは６～７割ある。 
・今後手放したいという相談が増えている。空き家を今後どのようにするか
の相談は不動産屋にはしにくいようで、市に問い合わせがある。（自己利益を
優先しすぎる。） 
・市内の不動産屋に空き家バンクの登録事業者になっていただいて、その一
覧を相談に来られた方に提示している。（自己利益を優先しない中立的な組織
が望ましい。） 
・土地のみの登録はしていないが、全国的には「土地バンク」がある 
・解体、除去、リフォームなどの補助金あり 
●所有者不明土地 
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・所有者の特定に多大なコスト（時間、費用、労力等）がかかる。 
・耕作放棄地等管理不全の土地が周辺環境に害を与えている。有効利用がで
きない。 
・相続が生じても登記を行っていない。 
・相続登記の義務化、所有権の放棄等所有者不明土地の解決に向けた動きが
あるだろう。 
・裁判等で所有権が決まっても最終的には土地の利活用ができなければ同じ
状況である。 
・草刈り、見回り、清掃等管理が発生し負担になる 
・利活用に条件の良い土地と悪い土地があり、後者は今後も生かされにくい
だろう。 
●その他 
・空き家バンクと連携した民間団体が必要である 
・解体するための所有者の特定が困難である 
・空き家撤去後の土地の有効利活用法の提案 
・今後空き家、所有者不明土地に関する相談が増加している。流通の相談の
入口が必要 
このような課題に対応するため「空き家対策コーディネーター」等相談業務
ができる窓口があればよいと考えている。民間組織でも良い。 
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＜会員だより＞

「司法書士が行う任意財産管理業務」と行政書士法

高松支部　吉田　智紀

　士業間の業際について、遠田日行連会長 ( 当時 ) は「知らないうちに省令等に書き込まれた現実

がある。省令は法律を補うもので法律解釈がすべて」の旨を述べています ( 日本行政№ 558 の 2 ペー

ジ )。これは、司法書士法施行規則第 31 条を根拠とする「司法書士が行う任意財産管理業務」と

行政書士法のことと思われます。以下考察します。

１．「司法書士が権利義務又は事実証明に関する書類を作成することの是非」について、日行連の

　　見解

「司法書士との業際について、おおよそ権利義務又は事実証明に関する書類の作成は、本質的

には行政書士の業務分野ですが、司法書士が登記申請を受任し登記原因証書として作成する場

合に限り、司法書士においても作成可能になり、その限度で行政書士と司法書士の共同所管と

なります ( 先例「司法書士が遺産分割協議書を作成することの是非について」( 平成 23 年 6 月

16 日付け日行連発第 305 号 )」。

２．日司連の「司法書士の業務拡充後押し」決議

日司連は、平成 25 年 6 月 21 日付けで、「司法書士の基幹たる登記業務は減少傾向にあり、多

くの司法書士が業務の減少に苦しんでいる。早急に業務権限の拡大が求められている。司法書

士法改正大綱（司法書士の業務範囲に「法律関係書類の作成」を新設）の実現には時間がかか

る。司法書士法の改正を待たなくても直に実行可能な業務拡充として、司法書士法人の業務範

囲を定めた司法書士法施行規則第 31 条第 1 号 ( 財産管理業務 ) を根拠に、司法書士の業務拡充

を後押しする。規則第 31 条でいう管財人を法的な管財人だけに限定せず、私的契約に基づく

管財人として司法書士が、例えば相続が発生した場合、被相続人名義になっている預貯金や株

券等の有価証券の解約、配分、書換えなどの手続きを行う。」などと決議しています。

３．「司法書士が行う任意財産管理業務」の是非

決議にある「被相続人名義になっている預貯金や株券等の有価証券の解約、配分、書換えなど

の手続き」は、登記申請とは関係なく、行政書士法第 1 条の 2 で規定する「権利義務又は事実

証明に関する書類の作成」を伴います。よって、日司連が省令等をどのように独自解釈しても、

行政書士法第 19 条 1 項の「他の法律に別段の定めがある場合」には該当しません。

４．補足

現在、司法書士のホームページで、決議にある「預貯金や有価証券の解約等の書類作成」から「遺

言書案文、公正証書案文、各種契約書、生命保険金請求書、遺留分減殺請求書の作成」などの

業務記載が確認できます。日行連は、司法書士個人の誤解としています ( 平成 30 年 3 月 23 日

付け「司法書士が行う任意相続財産管理業務について」日本行政№ 547 の 10 ページ )。共同所

管とした先例には驚きましたが、さらに「庇を貸して母屋を取られる」ことにならないか危惧
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しています。

( 引用元 )

１．司法書士法改正大綱 ( 平成 23 年 2 月 23 日日司連第 73 回臨時総会承認 )

http://shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2011/02/0d90dfb3e4673e7e8db7508a291bc183.

pdf

２．日本司法書士会連合会に（仮称）「司法書士法施行規則第 31 条業務検討委員会」を早急に設

置する決議 ( 平成 25 年 6 月 21 日付け )

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/868/

( 参考 )

所有者不明土地問題に関して「専門家に依頼できる業務内容について」、国土交通省の見解

国土交通省の「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン第

２版（平成 29 年３月公表）」の 151 ページ、152 ページ ( ※　行政書士は「親族・相続関係図の作成、

遺産分割協議書の作成、遺言書の案文作成」とあり、司法書士にはこれらの記載がありません。)

行政書士かがわ原稿募集
＜広報部＞

　「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。

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。
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＜お知らせ＞

香川県議会において請願が採択されました

香川県行政書士会
香川県行政書士政治連盟

　香川県行政書士会と香川県行政書士政治連盟は、宮本欣貞県議会議員にご紹介をいただき、平
成３１年２月１５日に「県所管窓口における行政書士法の遵守に関する請願書」を香川県議会に
提出しました。本請願は平成３１年２月香川県議会定例会において採択されました（平成３１年
３月１３日付「請願陳情に対する議会の審査結果について（通知）」参照）。
　また、井上孝志高松市議会議員にご尽力いただき、平成３１年２月１８日に要望書「市所管窓
口における行政書士法の遵守について」を高松市議会に提出するとともに、平成３１年３月１日
に高松市長に同内容の要望書を提出しました。

 

平成３１年２月１５日、香川県議会副議長応接室にて
三野康祐香川県議会副議長、岩城隆文会長

（役職名はいずれも当時）

平成３１年３月１３日（水）四国新聞　２２面
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職務上請求書の記載について
《総務部》

　
　職務上請求書の購入時（初回を除く）には、日行連の「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関

する規則」等に基づき、その使用状況を確認することとなっています。

　使用状況によっては、詳しい確認や別途書類の提出をお願いすることがありますので、ご協力下さい。

　　職務上請求書　１冊　８００円　　　　※所有できる冊数１人２冊まで

　　≪購入時に必要なもの≫

　・行政書士証票または香川県行政書士会会員証（会員本人確認のため）

　・職　印　　・使用済み職務上請求書

郵送にて購入をご希望の会員は購入申込書、誓約書及び使用済み職務上請求書（前回の控え）を簡易

書留等記録に残る方法でお送りください。使用済み職務上請求書は使用目的・提出先等の確認後返却

します。

●職務上請求書は、行政書士業務に必要な戸籍謄本・住民票写等の請求にのみ使用できます。

（業務を行わないのに職務上請求書を使用して、戸籍謄本・住民票写等を取得することはできません。）

●購入申込み及び受取りは会員に限定されており、補助者による購入申込み及び受取りは認められて

いません。

●請求者欄、補助者欄等の記入にゴム印等を使用する場合「控え」にも必ず押印してください。

●登録番号欄には、行政書士証票に記載されている８桁の登録番号を記載してください。

●補助者は、本会に届出済みの補助者に限り、行政書士の指揮監督下において、使者として役所への

請求ができます。

●他士業兼業者でも、他士業業務に行政書士職務上請求書を使用することはできません。

　職務上請求書の使用に際しては「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則」(Ｈ30.4.18施行)

「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書記入要領」( 平成 30 年度改訂版 )「戸籍謄本・住民票の写し

等職務上請求書 ( 平成 20 年 5 月 1 日使用開始の新様式 ) 取扱いに関するガイドライン」【平成 30 年度

改訂版】を本会ホームページ・会員ページに掲載していますのでご確認下さい。　　　

会員ページアドレス　http://www.k-gyosei.net/top/login

業務資料 (2018/11/30：総務部発出「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取り扱いに関するガイ

ドライン」)
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日行連より業務資料
受信年月日 日行連発番号 文 書 名 等 
2018/11/28 1041 理事会（11 月 14、15 日）の議事結果について
2018/11/30 1056 監察活動に係るアンケート調査について（依頼）
2018/12/04 1064 平成 30 年度特定行政書士法定研修に係る結果の公表について
2018/12/05 1071 平成 30 年行政書士実態調査集計データ配布について
2018/12/06 1081 軽自動車 OSS の運用開始時期の延期について（周知）
2018/12/06 1082 建設業キャリアアップシステムに係る講師派遣について
2018/12/07 1085 外国人技能実習制度に関するセミナーのライブ配信について
2018/12/13 1111 外国人材受け入れ制度に関するアンケートの実施について
2018/12/19 1139 軽自動車 OSS の開始延期に関する国交省からの連絡について（周知）
2018/12/20 1146 自動車検査証等出力用紙の意匠変更について（周知）
2018/12/20 1147 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）
2018/12/21 1152 「単位会が実施する研修への講師派遣対応」に係る要望について（通知）
2018/12/21 1155 平成 31 年度申請取次関係研修会の開催予定について
2018/12/21 1158 年末年始の訃報連絡について
2018/12/25 1164 「月刊日本行政」発送停止者の追跡調査について（お願い）
2018/12/27 1172 理事会の開催について (H30.1.17)
2018/12/27 1182 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
2018/12/28 1189 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

2019/01/07 1192 各都道府県行政書士担当課への「行政不服審査の運用状況に関するアンケー
ト」に関する周知願いについて

2019/01/11 1210 平成 30 年度全国総務部長会議開催後アンケートの結果について
2019/01/11 1214 日行連が行う行政書士記念日事業について
2019/01/17 1248 平成 31 年度登録関係処理日程について

2019/01/21 1260 日本行政書士会連合会申請取次行政書士の届出に関する審査基準及び行政書
士会申請取次行政書士管理委員会規則（準則）の一部改正について（通知）

2019/01/22 1264 「自動車便覧（平成３０年版）」の送付について
2019/01/25 1275 申請取次届出者データの提出等について（お願い）
2019/01/25 1296 自筆証書遺言の方式を緩和する方策の施行について（通知）
2019/01/31 1307 行政書士総合相談センター「行テラス」事業周知のお願い
2019/02/06 1340 新たな外国人材受入れに係る制度説明会について（周知）  
2019/02/06 1346 MOTAS・OSS 改修に係る要望について

2019/02/06 1351 VOD 研修「ゆうちょ銀行本社主催　エンディングノート活用セミナー」講
座開設について（お知らせ）

2019/02/14 1376 自動車検査証の二次元コードの不具合について（周知）
2019/02/14 1381 平成 31 年度総務大臣表彰受賞候補者の推薦について
2019/02/20 1382 製造業における外国人材受入れに向けた制度説明会について（周知）

2019/02/20 1402 『建設業法と建設業許可～行政書士による実務と解説～』事前注文受付につ
いて（通知）　

2019/02/28 1403 医療法人制度改革セミナーについて（周知）
2019/03/07 1432 職務上請求書の適正な管理及び使用について   
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受信年月日 日行連発番号 文 書 名 等 

2019/03/08 1456 行政書士電子証明書の発行及び失効等に関する規則の改正について（お知ら
せ）

2019/03/11 1470 適正な価格による工事発注について（周知協力）
2019/03/11 1481 職務上請求書の平成 31 年度頒布における頒布価格等について
2019/03/11 1488 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正案への反対声明
2019/03/13 1490 平成 30 年度司法研修の助成金の支給について（ご確認のお願い）
2019/03/13 1491 建設キャリアアップシステムへの情報登録業務について
2019/03/13 1496 執行官の採用選考受験案内について
2019/03/13 1498 監察活動に係るアンケート調査結果について
2019/03/13 1500 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案について
2019/03/13 1502 平成 30 年度法定業務研修テキスト利用料について
2019/03/14 1505 中央研修所通信の頒布について
2019/03/15 1514 平成 31 年度特定行政書士法定研修対応事務マニュアルについて
2019/03/15 1517 ゆうちょ銀行主催「エンディングノート活用セミナー」について（ご連絡）
2019/03/18 1521 丁種会員名簿の公開に関するお願い
2019/03/20 1526 「行テラス」相談事業の実施結果に関するアンケートへのご協力について
2019/03/20 1530 行政書士法施行規則の一部を改正する省令案について

2019/03/20 1532 各単位会における法教育事業への取組み・推進状況等について（アンケート
のお願い）

2019/03/22 1534 テレビ電話方式による定款認証制度について（周知）
2019/03/26 1546 オンライン申請利用促進パンフレットの周知
2019/03/28 1573 軽自動車 OSS ポータルサイトの事前開放について（周知）
2019/03/28 1574 自動車保有関係手続のワンストップサービスの対象手続の拡大ついて（周知）

2019/03/28 1575 「調停スキルに関する研修基礎編」プログラム資料の会員サイト連 con への
掲載について（通知）

2019/03/29 1577 東京入国管理局管轄組織名称一覧について 

2019/03/29 1578 改訂版「行政書士マニュアル」（平成 31 年 3 月現在）のデータの送付につい
て

2019/03/29 1581 知的資産業務一覧等の改訂について
2019/03/29 1582 「高齢者支援パンフレット」のご送付
2019/04/01 3 著作権教育に係る関連施策等の情報について（お知らせ )

2019/04/04 14 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

2019/04/04 15 在留資格オンライン手続きについて（周知）
2019/04/04 18 建設技能者の能力評価制度について（周知）
2019/04/04 20 建設キャリアアップシステムの登録申請書について（周知）
2019/04/04 21 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）
2019/04/10 30 令和元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
2019/04/15 40 改元に伴う現行の職務上請求書の元号の訂正方について

2019/04/16 45 元号が改められることに伴う自動車検査登録・整備等関係業務の取扱いにつ
いて（周知）
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受信年月日 日行連発番号 文 書 名 等 
2019/04/16 50 行政書士に関する実態調査について（お願い）
2019/04/16 52 民法（成年年齢引下げ関係）改正に関する広報用資料のご送付
2019/04/17 55 令和元年度特定行政書士法定研修に係る会員宛て周知の依頼について
2019/04/19 70 職務上請求書の追加購入申込について ( お願い )
2019/04/23 81 改元に伴う行政書士事務事務取扱規則様式の取り扱いについて（お知らせ）
2019/04/26 97 エコアクション２１サポーターの募集開始について（周知）
2019/04/26 103 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

2019/04/26 104 軽自動車保有関係手続のワンストップサービス（継続検査）の運用開始につ
いて（周知）

2019/05/07 106 令和元年度日本行政書士会連合会定時総会の開催について 
2019/05/08 129 理事候補者の推薦について（依頼）
2019/05/08 131 令和元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
2019/05/16 156 プレミア付商品券事業に係るポスター・チラシ設置へのご協力のお願い
2019/05/16 158 著作権等の知財教育に係る教材等の収集について（お願い）
2019/05/16 159 所有者不明土地・空き地対策における先進的取組の募集について（周知）
2019/05/16 160 元号改正に伴う軽自動車の検査の際に使用する申請書について（周知）
2019/05/16 167 タクシーの事前確定運賃サービスにおける認可申請について（周知）

2019/05/16 167 軽自動車保有関係手続のワンストップサービスの適用除外に伴う関係団体へ
の要請について

2019/05/21 174 日本行政書士会連合会事務局の体制について
2019/05/21 175 令和元年春の叙勲受章者のお知らせ
2019/05/21 176 令和元年春の黄綬褒章受章者のお知らせ

2019/05/24 186 令和元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
質問書の送付について

2019/05/29 203 外国籍取次行政書士に係る更新手続きの取り扱いについて
2019/06/03 210 経済産業省委託事業　国際化促進インターンシップ事業について（周知）

2019/06/05 220 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る一般社団法人全国軽自動
車協会連合会との確認書の締結について

2019/06/05 226 令和元年度行政書士制度 PR ポスター作成・配付について
2019/06/06 242 令和元年度総務大臣表彰受賞者の決定について

2019/06/11 253 令和元年度特定行政書士法定研修対応事務マニュアル（講義実施編）につい
て

2019/06/12 257 令和元年度単位会総会等において新たに選任された単位会長について（結果
報告）

2019/06/17 265 電子政府推進員候補者の推薦について（お願い）
2019/06/18 275 職務上請求書の適正な管理及び使用について
2019/06/19 279 行政書士登録証の発送について
2019/06/27 294 「職務上請求書」の払出し実態の報告について（依頼）
2019/06/27 295 「テレワーク・デイズ 2019」周知へのご協力のお願い
2019/06/27 301 令和元年度定時総会の議事結果について
2019/06/27 303 令和元年度日本行政書士会連合会新役員名簿の送付について
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新入会員及び転入会員の紹介
◎新入会員

（氏　名）長野　憲市
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成 31年 1月 15日
（事務所所在地）　
　高松市伏石町 2116 番地 13
　ナガノ行政書士事務所
（電話番号）087-866-1220

この度、入会させていただきました。
至らぬ点もあるかと存じますが、どうかご指導ご鞭
撻の程、宜しくお願い申し上げます。

（氏　名）六車　清貢
（支　部）東讃支部
（入会年月日）平成 31年 2月 1日
（事務所所在地）
　さぬき市長尾東 942 番 1
　あすか行政書士事務所
（電話番号）0879-26-9020

この度行政書士会に入会させていただきました。
司法書士もほぼ同時期に登録いたしました。
　農地転用手続きがスムーズにできる行政書士を目
指したいと思っております。
　よろしくお願いいたします。

（氏　名）小川　泰史
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成 31年 2月 15日
（事務所所在地）
　丸亀市津森町 1191 番地 18
　小川泰史行政書士事務所
（電話番号）0877-22-3503

私の中学生の頃の夢は、法律家になることでした。
今年で私は、５５歳。自分の事務所を持ち、街の法
律家、行政書士になることができました。
その時の夢が叶い、街の法律家として、精一杯頑張
ろうと思います。

（氏　名）折原　麻衣子
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成 31年 3月 1日
（事務所所在地）
　高松市天神前 10番 5号　
高松ｾﾝﾄﾗﾙｽｶｲﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 5F
　折原行政書士事務所
（電話番号）087-812-5822

１月に登録した折原麻衣子です。
ご指導の程よろしくお願いいたします。

（氏　名）池田　浩二
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成 31年 4月 2日
（事務所所在地）
　高松市木太町 4067 番地 10
　行政書士木太池田事務所
（電話番号）087-899-6350

この度、香川県行政書士会に入会させて頂きました。
一つ一つ全力で業務を行いたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

（氏　名）吉開　章浩
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成 31年 4月 2日
（事務所所在地）
　高松市香西東町 519 番地 9　　　
　サンライズ石井 201
　吉開行政書士事務所
（電話番号）087-802-5717

居宅介護支援事業所でケアマネジャーをしており
ます。介護保険の知識と経験を活かしながら、後
見や遺言など、福祉と法律の両面から支援したい
と考えております。どうぞ御指導よろしくお願い
致します。
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（氏　名）安藤　隆徳
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成 31年 4月 2日
（事務所所在地）
　高松市西ハゼ町 143 番地 1
　安藤行政書士事務所
（電話番号）087-814-3125

このたび入会いたしました、安藤隆徳と申します。
　高松市西ハゼ町で動物病院の院長をしています。
行政書士の業務にしっかりと取り組み、依頼者の役
に立てるよう努力します。臨床獣医師と行政書士、
二つの資格を生かし頑張ります。
どうぞよろしくお願いします。

（氏　名）木内　正和
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成 31年 4月 2日
（事務所所在地）
　高松市郷東町 16番地 1
　ハイツリバーサイド 905
　パルフェ経営・行政書士事務所
（電話番号）090-2591-2434

このたび入会致しました木内と申します。
現在、サラリーマンとの兼業です。
ご指導のほど、宜しくお願い致します。

（氏　名）中村　頼秀
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成 31年 4月 15日
（事務所所在地）
　高松市六条町 692 番地
　行政書士中村頼秀事務所
（電話番号）087-866-3814

依頼者の依頼内容を正確に把握し、期日厳守を第
一に、精進していきたいとの思いであります。
よろしくお願いいたします。

（氏　名）海田　圭司
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成 31年 4月 15日
（事務所所在地）
　仲多度郡多度津町大字三井 604 番地
　海田圭司行政書士事務所
（電話番号）0877-58-5055

この度、入会させて頂きました海田圭司と申します。
諸先輩方の御指導を賜りながら、誠実な業務の遂行
に心掛けたいと思っております。
どうぞ、よろしくお願い致します。

（氏　名）河合　康夫
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和元年 5月 1日
（事務所所在地）
　高松市木太町 5078 番地 4
　行政書士河合康夫事務所
（電話番号）087-868-6461

令和元年 5月に入会いたしました。
依頼者に信頼されるよう取り組んでいきたいと思っ
ています。
よろしくお願いします。

（氏　名）阿部　良一
（支　部）東讃支部
（入会年月日）令和元年 5月 1日
（事務所所在地）
　東かがわ市三本松 680 番地 46
　行政書士阿部良一事務所
（電話番号）0879-49-2614

阿部良一と申します。趣味はスポーツ観戦です。
地域の方々のお役に立てるよう頑張って参ります
ので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
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（氏 名）井本 祐子 

（支 部）東讃支部 

（入会年月日）令和元年 5月 15 日 

（事務所所在地） 

 木田郡三木町大字田中 3641-2 

 行政書士事務所いもと 

（電話番号）087-816-8500 

 

 

（氏 名）高橋 幹明 

（支 部）高松支部 

（入会年月日）令和元年 6月 1日 

（事務所所在地） 

 高松市国分寺町福家甲 1258 番 19号

 高橋幹明行政書士事務所 

（電話番号）087-870-6657 

 

 

 

（氏 名）金川 幸二 

（支 部）東讃支部 

（入会年月日）令和元年 6月 1日 

（事務所所在地） 

 さぬき市志度 2158 番地 4 

 行政書士金川幸二事務所 

（電話番号）087-894-0953 

 

 

 

 

 
 

（氏　名）井本　祐子
（支　部）東讃支部
（入会年月日）令和元年 5月 15日
（事務所所在地）
　木田郡三木町大字田中 3641-2
　行政書士事務所いもと
（電話番号）087-816-8500

はじめまして。5月に入会いたしました井本祐子と
申します。趣味は、神社仏閣巡りです。
いろいろ勉強させていただきたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

（氏　名）高橋　幹明
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和元年 6月 1日
（事務所所在地）
　高松市国分寺町福家甲 1258 番
19 号
　高橋幹明行政書士事務所
（電話番号）087-870-6657

はじめまして。
この度入会しました高橋幹明です。
行政書士の業務に誠実に取り組んでいく所存です。
よろしくお願いします。

（氏　名）金川　幸二
（支　部）東讃支部
（入会年月日）令和元年 6月 1日
（事務所所在地）
　さぬき市志度 2158 番地 4
　行政書士金川幸二事務所
（電話番号）087-894-0953

この度入会いたしました金川幸二です。
少子高齢化社会において、中小企業者がスムーズ
に事業継承できるよう税理士行と共に行政書士業
務も誠実に遂行していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
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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

H31.1.28 月 第４回 選挙管理委員会 本会事務局

H31.1.29 火 第１回 封印管理委員会 本会事務局

第４回 総務部会 本会事務局

第２回 法規委員会 本会事務局

H31.1.31 木 第８回 新入会員登録交付 本会事務局

封印管理委員会 丁種封印業務に関する考査・研修会 香川産業頭脳化センター

監察部 士業法に関する情報交換会 香川県土地家屋調査士会館

第３回 ＡＤＲセンター運営委員会 本会事務局

第４回 ＡＤＲセンター調停研究会 香川産業頭脳化センター

H31.2.6 水 第４回 香川大学講座開設準備委員会 本会事務局

H31.2.9 土 総務部 登録入会事前説明会 タリーズコーヒー高松サンシャイン通り店

H31.2.12 火 第7回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

H31.2.13 水 監察部 高松市意見交換会 高松市役所

H31.2.15 金 四士業災害時支援協議会 香川県土地家屋調査士会館

H31.2.16 土 第５回 広報部会 本会事務局

H31.2.17 日 行政書士記念日無料相談会 イオンモール綾川

H31.2.18 月 第２回 経理部会 本会事務局

製造業における外国人材受入れに向けた制度説明会 高松サンポート合同庁舎南館

第２回 支部長会議 本会事務局

H31.2.21 木 第４回 市民相談センター準備委員会 本会事務局

H31.2.22 金 第２回 「法の日」合同無料相談会実施要領打合せ会 香川県司法書士会館

H31.2.25 月 近畿地方協議会ホームページ担当者会議 大阪府行政書士会館

H31.2.26 火 監察部 県との意見交換会 香川県庁

第２回 正副会長会 香川産業頭脳化センター

第１回 正副会長・部長会 香川産業頭脳化センター

第9回 新入会員登録交付 本会事務局

H31.3.2 土 業務研修部業務研修会　香川大学法学研修会(民法)　１ 香川産業頭脳化センター

H31.3.3 日 業務研修部業務研修会　香川大学法学研修会(民法)　２ 香川産業頭脳化センター

H31.3.4 月 香川県労働局との打合せ 本会事務局

H31.3.5 火 ＯＳＳ導入準備会 四国運輸局

H31.3.7 木 第３回 企画開発部会 横関行政書士事務所

H31.3.9 土 第６回 理事会 香川産業頭脳化センター

H31.3.10 日 業務研修部業務研修会　香川大学法学研修会(行政法)　 香川産業頭脳化センター

第５回 選挙管理委員会 本会事務局

第８回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

新たな外国人材受け入れに係る制度説明会 高松商工会議所

金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム 香川県社会福祉総合センター

第５回 監察部会 本会事務局

H31.3.21 木 伝達研修会　新たな外国人材受け入れに係る制度について 香川産業頭脳化センター

H31.3.25 月 第１０回 新入会員登録交付 本会事務局

水H31.1.30

H31.2.1 金

H31.2.2 土

H31.3.12 火

H31.2.19 火

H31.2.28 木

H31.3.11 月
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 年月日 曜 回数等 用務名等 開催用務地

H31.3.29 金 第６回 業務研修部会 本会事務局

H31.4.4 木 香川県商工労働部労働政策課との懇談会 香川県労働政策課内　会議室

平成３０年度会計監査 本会事務局

会長選挙告示日 本会事務局

H31.4.17 水 第１回 理事会 香川産業頭脳化センター

東讃支部 東讃支部総会 寒川農村環改善センター

高松支部 高松支部総会 ホテルマリンパレスさぬき

H31.4.22 月 第１回 新入会員登録証交付 本会事務局

第１回 選挙管理委員会 本会事務局

選挙管理委員会　選挙周知会 香川産業頭脳化センター

企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(宇多津町) 宇多津町役場

西讃支部 西讃支部総会 琴弾荘

R1.5.8 水 第２回 選挙管理委員会　立候補者受付、会長立候補者名の告示 本会事務局

R1.5.9 木 企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(観音寺市) 観音寺市役所

R1.5.10 金 第１回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

中讃支部 中讃支部総会 ホテルアネシス瀬戸大橋

他単会 徳島県行政書士会定時総会 ホテルサンシャイン徳島

外部団体 香川県司法書士会定時総会 リーガホテルゼスト高松

R1.5.20 月 企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(高松市) 高松市役所

R1.5.21 火 定期大会・定時総会議事運営会議 香川産業頭脳化センター

R1.5.23 水 企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(三豊市) 三豊市役所

R1.5.24 金 第３回 選挙管理委員会 ホテルマリンパレスさぬき

第２回 理事会 ホテルマリンパレスさぬき

香川県行政書士会定時総会 　　　　　〃

他単会 愛媛県行政書士会定時総会 東京第一ホテル松山　

R1.5.28 火 第２回 新入会員登録証交付 本会事務局

R1.5.30 木 外部団体 香川県土地家屋調査士会総会 オークラホテル高松

第３回 理事会 香川産業頭脳化センター

他単会 高知県行政書士会定時総会 高知商工会館

企画開発部 企画開発部引継ぎ 本会事務局

外部団体 四国税理士会香川県支部連合会定期総会 JRホテルクレメント高松

第２回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

外部団体 香川県社会保険労務士通常総会 JRホテルクレメント高松

R1.6.13 木 第１回 業務研修部会 本会事務局

R1.6.20 水 日行連　定時総会第１日目 シェラント都ホテル東京

日行連　定時総会第２日目 シェラント都ホテル東京

外部団体 日本公認会計士協会四国会定期総会 JRホテルクレメント高松

R1.6.24 月 日本政策金融公庫（ソーシャルネットワーク担当者）来局 本会事務局

第３回 新入会員登録証交付 本会事務局

第１回 法規委員会 本会事務局

第1回 綱紀委員会 香川産業頭脳化センター

第1回 総務部会 本会事務局

R1.6.12 水

R1.6.25 月

H31.4.12 金

H31.4.20 土

H31.4.24 水

H31.4.25 木

R1.5.18 土

R1.6.11 火

R1.6.21 木

R1.5.25 土

R1.6.1 土

 年月日 曜 回数等 用務名等 開催用務地

H31.3.29 金 第６回 業務研修部会 本会事務局

H31.4.4 木 香川県商工労働部労働政策課との懇談会 香川県労働政策課内　会議室

平成３０年度会計監査 本会事務局

会長選挙告示日 本会事務局

H31.4.17 水 第１回 理事会 香川産業頭脳化センター

東讃支部 東讃支部総会 寒川農村環改善センター

高松支部 高松支部総会 ホテルマリンパレスさぬき

H31.4.22 月 第１回 新入会員登録証交付 本会事務局

第１回 選挙管理委員会 本会事務局

選挙管理委員会　選挙周知会 香川産業頭脳化センター

企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(宇多津町) 宇多津町役場

西讃支部 西讃支部総会 琴弾荘

R1.5.8 水 第２回 選挙管理委員会　立候補者受付、会長立候補者名の告示 本会事務局

R1.5.9 木 企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(観音寺市) 観音寺市役所

R1.5.10 金 第１回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

中讃支部 中讃支部総会 ホテルアネシス瀬戸大橋

他単会 徳島県行政書士会定時総会 ホテルサンシャイン徳島

外部団体 香川県司法書士会定時総会 リーガホテルゼスト高松

R1.5.20 月 企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(高松市) 高松市役所

R1.5.21 火 定期大会・定時総会議事運営会議 香川産業頭脳化センター

R1.5.23 水 企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(三豊市) 三豊市役所

R1.5.24 金 第３回 選挙管理委員会 ホテルマリンパレスさぬき

第２回 理事会 ホテルマリンパレスさぬき

香川県行政書士会定時総会 　　　　　〃

他単会 愛媛県行政書士会定時総会 東京第一ホテル松山　

R1.5.28 火 第２回 新入会員登録証交付 本会事務局

R1.5.30 木 外部団体 香川県土地家屋調査士会総会 オークラホテル高松

第３回 理事会 香川産業頭脳化センター

他単会 高知県行政書士会定時総会 高知商工会館

企画開発部 企画開発部引継ぎ 本会事務局

外部団体 四国税理士会香川県支部連合会定期総会 JRホテルクレメント高松

第２回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

外部団体 香川県社会保険労務士通常総会 JRホテルクレメント高松

R1.6.13 木 第１回 業務研修部会 本会事務局

R1.6.20 水 日行連　定時総会第１日目 シェラント都ホテル東京

日行連　定時総会第２日目 シェラント都ホテル東京

外部団体 日本公認会計士協会四国会定期総会 JRホテルクレメント高松

R1.6.24 月 日本政策金融公庫（ソーシャルネットワーク担当者）来局 本会事務局

第３回 新入会員登録証交付 本会事務局

第１回 法規委員会 本会事務局

第1回 綱紀委員会 香川産業頭脳化センター

第1回 総務部会 本会事務局

R1.6.12 水

R1.6.25 月

H31.4.12 金

H31.4.20 土

H31.4.24 水

H31.4.25 木

R1.5.18 土

R1.6.11 火

R1.6.21 木

R1.5.25 土

R1.6.1 土

 年月日 曜 回数等 用務名等 開催用務地

H31.3.29 金 第６回 業務研修部会 本会事務局

H31.4.4 木 香川県商工労働部労働政策課との懇談会 香川県労働政策課内　会議室

平成３０年度会計監査 本会事務局

会長選挙告示日 本会事務局

H31.4.17 水 第１回 理事会 香川産業頭脳化センター

東讃支部 東讃支部総会 寒川農村環改善センター

高松支部 高松支部総会 ホテルマリンパレスさぬき

H31.4.22 月 第１回 新入会員登録証交付 本会事務局

第１回 選挙管理委員会 本会事務局

選挙管理委員会　選挙周知会 香川産業頭脳化センター

企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(宇多津町) 宇多津町役場

西讃支部 西讃支部総会 琴弾荘

R1.5.8 水 第２回 選挙管理委員会　立候補者受付、会長立候補者名の告示 本会事務局

R1.5.9 木 企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(観音寺市) 観音寺市役所

R1.5.10 金 第１回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

中讃支部 中讃支部総会 ホテルアネシス瀬戸大橋

他単会 徳島県行政書士会定時総会 ホテルサンシャイン徳島

外部団体 香川県司法書士会定時総会 リーガホテルゼスト高松

R1.5.20 月 企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(高松市) 高松市役所

R1.5.21 火 定期大会・定時総会議事運営会議 香川産業頭脳化センター

R1.5.23 水 企画開発部 所有者不明土地に関する意見交換会(三豊市) 三豊市役所

R1.5.24 金 第３回 選挙管理委員会 ホテルマリンパレスさぬき

第２回 理事会 ホテルマリンパレスさぬき

香川県行政書士会定時総会 　　　　　〃

他単会 愛媛県行政書士会定時総会 東京第一ホテル松山　

R1.5.28 火 第２回 新入会員登録証交付 本会事務局

R1.5.30 木 外部団体 香川県土地家屋調査士会総会 オークラホテル高松

第３回 理事会 香川産業頭脳化センター

他単会 高知県行政書士会定時総会 高知商工会館

企画開発部 企画開発部引継ぎ 本会事務局

外部団体 四国税理士会香川県支部連合会定期総会 JRホテルクレメント高松

第２回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

外部団体 香川県社会保険労務士通常総会 JRホテルクレメント高松

R1.6.13 木 第１回 業務研修部会 本会事務局

R1.6.20 水 日行連　定時総会第１日目 シェラント都ホテル東京

日行連　定時総会第２日目 シェラント都ホテル東京

外部団体 日本公認会計士協会四国会定期総会 JRホテルクレメント高松

R1.6.24 月 日本政策金融公庫（ソーシャルネットワーク担当者）来局 本会事務局

第３回 新入会員登録証交付 本会事務局

第１回 法規委員会 本会事務局

第1回 綱紀委員会 香川産業頭脳化センター

第1回 総務部会 本会事務局

R1.6.12 水

R1.6.25 月

H31.4.12 金

H31.4.20 土

H31.4.24 水

H31.4.25 木

R1.5.18 土

R1.6.11 火

R1.6.21 木

R1.5.25 土

R1.6.1 土
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 年月日 曜 回数等 用務名等 開催用務地

第44回部落解放・人権西日本夏期講座 レクザムホール・サンポートホール

企画開発部 ジェトロ香川　外国人材活用についての意見交換会 本会事務局

第44回部落解放・人権西日本夏期講座 レクザムホール・サンポートホール

正副会長 香川県知事表敬訪問 香川県庁

第4回 選挙管理委員会 本会事務局

R1.7.1 月 第１回 香川大学学術交流委員会 香川産業頭脳化センター

第１回 封印管理委員会 本会事務局

第１回 広報部会・会報誌かがわ編集会議 本会事務局

R1.7.5 金 高松市建設指導課　開発許可に関する規制についての周知会 香川産業頭脳化センター

調停のための事例検討会 香川産業頭脳化センター

第1回運営委員会 香川産業頭脳化センター

R1.7.9 火 企画開発部 香川県労働政策課との打合せ 本会事務局

総務部 令和元年度行政書士試験実施に係る説明会 全国町村議員会館

第1回 監察部会 本会事務局

R1.7.18 木 第2回 企画開発部会 本会事務局

R1.7.19 金 第１回 経理部会 本会事務局

R1.7.22 月 香川大学学術交流委員会　打合せ 香川大学

R1.7.23 火 第4回 新入会員登録証交付式 本会事務局

R1.7.27 土 業務研修部 新入会員研修会 ホテルマリンパレスさぬき

R1.7.28 日 業務研修部 コンプライアンス研修会 香川産業頭脳化センター

ADRセンター

R1.7.3 水

R1.6.26 水

R1.6.27 木

R1.7.12 金

R1.7.6 土
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●ホームページをリニューアルについて 
平成３１年４月よりホームページをリニューアル致しました。 
インターネット上における当会ホームページの安全性とセキュリティ強化のため

ＳＳＬ（Secure Sockets Layer）対応にしましたので、アドレスが変わりました。 
 
※SSL とは、Web サイトとそのサイトを閲覧しているユーザとの通信を暗号化するための仕組みです。SSL にする
ことにより、ホームページのデータ等の改ざんやなりすまし被害を防止します。 
 

 旧アドレス  http://www.k-gyosei.net/ 

新アドレス   https://www.k-gyosei.net/ 
         S が追加 
 
 

また、以下の方法でパスワードを再設定できます。 
 
パスワード再設定方法 

 

⼀度、会員ページをログアウトしたことを確認し、再度会員ページにて設定して下さい。 

 

会員ページのログインボタンの下のこちらをクリック。 

 
 
 
 
① ＩＤ（メールアドレス）を⼊⼒し、 

  新しいパスワードを取得 ボタンを押す。 

 

② ⼊⼒したメールアドレスに、メールが届きます。 

  メールにあるパスワードをリセットするための 

リンクをクリックして、アクセスして下さい。 

 

③ 新規パスワード（ご⾃⾝で設定）を⼊⼒し、 

  パスワードをリセット ボタンを押す。 

 

④ 会員ページログイン画面で設定したパスワードで 

ログインが可能かご確認下さい。 

 

 

 

もしログイン出来ない場合等がございましたら、事務局までお問い合わせ下さい。 

再度仮パスワードを発⾏いたします。（事務局 ℡ ０８７－８６６－１１２１） 

広報よりお知らせ 
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香川県行政書士
政治連盟だより





定期大会を終えて

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県行政書士政治連盟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副会長　石原　ゆかり

　この度、令和元年度定期大会にて、副会長を拝命いたしました、石原ゆかりです。
　平素より、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。また、定期
大会では、皆様のご協力により、円滑な議事進行が行われ、無事終了する事ができましたこと、
重ねて御礼申しあげます。

　せっかくですので、少し、個人的なことを書こうと思います。
　私は、平成２０年に香川県行政書士会に入会、それと同時に政治連盟にも加入しました。と
いいましても、「政治連盟」という名前だけで、あまり関わりたくない組織というイメージを持っ
ていました。政治連盟から頼まれることといえば、選挙応援ですが、それが行政書士にどんな
メリットがあるのかも分からないのが本音でした。

　政治連盟活動は、我々行政書士と行政との架け橋となっていただく国・地方議員の皆様との
お付き合いが一番「見える」活動となります。この活動について、「意味がない」「選挙好きな
人がやっているだけ」という意見ももたれる方がいらっしゃることは理解していますし、私も
その１人であったことは否定できません。しかし、これは、行政書士制度の維持発展、行政・
市民に対するよりよい行政書士業務提供のために、主張すべきことを主張できるよう環境整備
の一翼を担うものであるというのが、現段階の私なりの地方での政治連盟活動に対する理解で
す。

　副会長といっても、経験も年齢も浅く、私自身、大きなプレッシャーを感じています。皆様
にも石原で大丈夫か？という不安があると思いますが、経験豊富な渡辺副会長、平尾幹事長に
アドバイスをいただきながら、石川会長を支えつつ、フレッシュな風を、時には嵐のように吹
き込み、会員の皆様、市民の皆様にとって、よりよい政治連盟活動を行っていく所存ですので、
今後ともご指導ご鞭撻をいただきますようお願い申しあげます。

　そして、会費納入にご協力ください。よろしくお願いします。
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令和元年度　香川県行政書士政治連盟　定期大会議事録
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石川秀幸会長より、令和元年度運動方針（案）の説明があった。 
引き続き平尾政嗣幹事長より、令和元年度収支予算（案）の説明があり、質疑応答に移 
った。 
眞木大作会員（西讃支部）より、本会定時総会の後、政治連盟の定期大会を開催し、議

員の先生方にも出席して頂いて質問する機会をつくって欲しいとの要望があった。 
石川秀幸会長より、大変いい提案だと思うが、議員の先生方の長時間の出席は困難だと

思われるので懇親会の場でお願いしたい、また総会の順番は本会と相談して決めたいとの
回答があった。 

久米井好美会員（東讃支部）より統一地方選挙は前年度の活動報告ではないのかとの質
問と、議員の先生方に出席していただいて質問等ができれば意義の深い会になると思うの
で検討していただきたいとの要望があった。 

石川秀幸会長より、統一地方選挙は 4 月以降なので本年度の事業であり、また、議員の
先生方の出席に関しては、本会と相談し、今後の検討課題にさせて頂きたいとの回答があ
った。 

宮武實会員（高松支部）より、法務省より発表された法定相続情報証明制度の手続代理
人に行政書士が最後に明記されていることについて疑問に感じており、社会的地位向上の
観点から法務省に行政書士制度の理解と認識を深めて頂くよう要望があった。 

石川秀幸会長より、法定相続情報証明制度の手続代理人に、当初行政書士が含まれてお
らず、片山さつき議員にお願いした経緯もあり、日政連で議題に取り上げ、対策を協議検
討していくとの回答があった。 

質疑応答の後、議長は、第 3 号議案及び第 4号議案の承認について議場に諮ったところ、
何れも賛成多数で可決承認された。 
第 5 号議案 任期満了による役員選任の件 

議長は、第 5 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後、

議長が役員の選任方法を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
部に役員候補者の報告を求めた。 

石川秀幸会長より、新役員を下記のとおりとしたい旨提案があった。 
 

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 池添 治 
幹  事 入江宏幸 橋本博之 森元真由美 大久保雅博 

 奈良惠子 谷本照義 高城尚子 児嶋幸男   
     中山敬訓 竹内晶子 
監  事 石丸 寛 福井あつみ 
 

議長は第 5号議案の承認について議場に諮ったところ、異議なく満場一致で可決 
承認された。 

７. 議長団退任 
議案の全部が終了したので、議長団は、午後 1 時 45 分退任した。          

８．閉会のことば    
    渡辺勝芳副会長より閉会の辞が述べられ、令和元年度香川県行政書士政治連盟定期大会

を閉会した。 
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上記議決を明確にするため、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。 
令和元年 5月 25 日 

香川県行政書士会政治連盟 定期大会 
 
議    長   池添 治            ○印   
 
副  議  長     中山 敬訓             ○印  
 
議事録署名人   籔内 哲也           ○印  

 
議事録署名人   村井 孝之           ○印  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      石川会長挨拶                岩城本会会長挨拶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
    池添議長、中山副議長               平尾幹事長 
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表紙写真説明　　高見島の夕景
　香川県西部の多度津町に属する、高見島を定期航路のフェリーから見た風景です。渡
り鳥の「ユリカモメ」が飛来すると、フェリーを追いかけて乱舞する様子が見られます。
島には、かつて１千人以上が生活していましたが、今の人口は２０名程度まで減少して
います。
　今年は３年に１度の瀬戸内国際芸術祭が開催されます。９月末から約１か月間、高見
島も芸術祭の会場になります。この８月は、現代アートの作家たちが何人も島に滞在し
て作品制作をしています。

　広報部　石村　智彦

　平成から令和へと時代が変わり、早くも 3カ月が経とうとしています。
　初めて耳にした時には違和感を覚えた「令和」の元号でしたが、意外とあっさり馴染
んだように思います。
　香川県行政書士会は５月の定時総会を経て、新会長、新役員の新体制となりました。
広報部も若干メンバーチェンジをして、「行政書士かがわ第 91 号」を編み、皆さまのお
手元に届けることができました。
　私はこのたび広報部の担当となりました。この広報誌の編集に僅かながら携わり、多
くの方の協力があって広報誌が作成できていることを感じました。
　今号は、年度最初の号ということで、本会、各支部等の総会議事録が掲載されています。
また、部員、委員の会議等参加報告や、香川県議会において請願書が採択された件につ
いても報告されています。
　ぜひ最後までお読みいただき、普段はあまり目にしない、他支部の動向や会員の皆様
の活動を知っていただければと思います。

広報部　樫村　静恵

編集後記

夏季休暇のお知らせ

…誠に勝手ながら、以下の日程は、夏季休暇のため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。

　　８月１３日（火）・１４日（水）・１５日（木）



 

全行団 〒105－0001 東京都港区虎ノ門四丁目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
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行政書士賠償
責任補償制度
東京海上日動
火災保険株式会社
東京海上日動
火災保険株式会社

行政書士業務における様々な「賠
償事故」を補償し、事務所の健全
な経営をサポート

新団体医療
補償制度
東京海上日動
火災保険株式会社
東京海上日動
火災保険株式会社
長期療養時の損失を補償
就業不能時の損失を補償
病気・ケガの入院を補償

加入者の方全員に医療相談等の
付帯サービスをご提供

確定拠出年金・
個人型

損害保険ジャパン
日本興亜株式会社
損害保険ジャパン
日本興亜株式会社

対象：20歳以上60歳未満の国民
年金に加入している方

詳しくはホームページをご覧ください  https://www.zengyodan.co.jp/詳しくはホームページをご覧ください  https://www.zengyodan.co.jp/

有限会社全行団は日本行政書士会連合会及
び地方協議会から出資を受けた行政書士の
福利厚生、事務所運営サポートを目的とした
営利法人です。
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