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会長あいさつ

　盛夏の候、会員の皆様にはお元気でお過しの事と思います。平成２９年度の定時総会が皆様
方のご協力により無事終了し、新たな事業年度を迎えたこと、心より御礼申し上げます。
　私も会長２期目になり、引き続き気を引き締めて２年間を全うする所存でございます。
　これからの方針は、会員の皆様が参加したいと思うような研修の実施であります。既存の業
務はもちろん、新規業務に関する研修についても工夫を凝らして実施する予定です。行政書士
の業務は多岐に亘っております。会員によっては参加する研修、参加しない研修はあるかと思
いますが、何卒積極的に参加して頂けたらと思います。
　自動車関係の最近の動向としましては、行政書士が念願の丁種封印受託者として指定されま
した。この業務を行うためには、行政書士賠償責任補償制度の加入や、その業務に精通してい
るといった要件があるので、香川会としては効果測定を行い、慎重な運用を考えております。
今後封印準備委員会を設置し、規則を整えて香川運輸支局との協議に入る予定です。
　また、ＯＳＳ（自動車登録の電子申請）の全国実施の時期も近づいております。今は新車登
録に加えて指定整備工場で行う継続検査があり、近い将来中間登録も参入してくるのは間違い
ないと予想されます。封印権も含め体制強化を図る必要があります。そのための実務に沿った
研修も行う予定です。
　経理部におきましては、監査の髙見先生、亀山先生のご指導を頂き、今年度の決算報告より
公益法人会計基準に則った処理に着手し、また移行段階ではありますが、来年度には完全に移
行する予定です。
　最後になりましたが、定時総会でご承認いただきました事業計画、予算の執行を行い、県民
に信頼される行政書士会を目指し会務の運営に取り組んで参りますので、今後ともご支援、ご
協力を何卒宜しくお願いいたします。

香川県行政書士会

会長　岩城　隆文
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副会長あいさつ

副会長　　入　江　宏　幸

　平成29年度定時総会を終えて、岩城会長のもと２期目を迎え、引き続き、副会長を拝命いた
しました西讃支部所属の入江宏幸です。香川県行政書士会のさらなる発展のために、会員の皆
様のご支援、ご鞭撻を賜り、岩城会長のもと一丸となって、粉骨砕身精励いたす所存でござい
ます。
　役員職務分担も決まり、業務研修部と監察部、ＡＤＲセンターを担当させていただくことに
なりました。各部門とも、部長、部員を中心に会員皆様のご協力をいただきながら、総会でご
承認いただいた事業計画、予算にそって会務を進めたいと思います。
　昭和26年の行政書士法制定以来今日まで、諸先輩の労苦により行政書士制度が築き上げられ
ましたが、行政書士を取り巻く社会環境は大きく変わり、行政書士に求められる役割も変化し
てきています。
　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のではないでしょうか。
　どうぞ、会発展のため、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。

副会長　　横　関　賢　二

　平成29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。前期2年
間副会長として、業務研修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、経理部、企画開発部を担当させていただくことになりましたが、岩城会長の基本方
針の下、引き続き会務に邁進してまいります。
　今般の社会情勢や士業を取り巻く環境からみても、我々行政書士は国家資格者としての岐路
に立っているのではないかと思われます。行政書士という制度をいかに護っていくか、未来に
向けての展望をどう切り開いていくか、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。
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副会長　　石　川　秀　幸

　向夏の候、会員の皆様におかれましては、恙無くお過ごしのことと思います。又、常日頃よ
り会務の運営にご理解・御協力を賜り、厚く感謝申し上げます。
　さて、私はこの度の定時総会において、副会長に選任され、責任を痛感しており、会員の皆
様に公平な会務を心がける事を努めてまいる所存でございます。
　私の担当は総務部と広報部であります。経験している部とはいえ、新しい気持ちで臨んで参
ります。幸い総務部は、大山部長をはじめ、籔内副部長、石原理事と優秀な人材に恵まれ、心
強い限りです。又、広報部においては、私も長く経験し理解している部ですが、ベテランの福
岡部長が留任され、石村副部長、村井理事と、優秀ぞろいで、きっと素晴らしい活躍をしてい
ただけると期待しています。
　最後になりましたが、会員の皆様が元気で盛夏を乗り切ることを祈念し、就任の挨拶とさせ
て頂きます。
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日　時　平成29年５月27日（土）　午後2時00分～午後６時20分
場　所　高松市木太町2191－1　高松国際ホテル　本館2階讃岐の間
司会：総務部長　丸尾良一

１．来賓入場
２．開会の言葉
　丸尾良一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、平成29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28年度入会者20名、平成29年４月1日～ ５月1日入会者５名
５．会長挨拶	
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　山田　高嗣様）
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　山田　高嗣様）
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380名のうち、本日の出席者は、会場出席者11５名、委任状出席者123名、
総出席者238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通り指名した。
　議事録署名人：籔内哲也、橋本博之
　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、議長は次の通り指
名した。
　書記：髙崎博文、熊野　実

香川県行政書士会
平成２9 年度 定時総会議事録
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12．議事
　第1号議案　平成28年度事業報告承認の件
　第2号議案　平成28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、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　　　　　丸尾　良一　総務部長
　　　　経理部事業報告　　　　　竹内　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　　　石河　光典　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　　　　　横田　　稔　監察部長
　　　　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　　　　　　竹内　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、以下の通りである。
（質疑）東讃支部　久米井　好美　会員
次期繰越金17,37５,0６7円について今後の有効活用について見解があれば発表していただきた
い。
（答弁）岩城　隆文　会長
　端的に申し上げますと、東南海地震の災害がいつくるかわからない。これに備えての繰越金
であると捉えている。来年度の予算においてこの金額のうち５00万円を予備費として計上させ
ていただきました。もし、今日明日災害があったとしても臨時総会を開いて承認を得る訳には
参りませんので、理事会決議で執行できる金額５00万円を予備費として計上させていただいて
おります。災害があった場合、会員自身も被災され、会費の徴収もできなくなり、免除という
事態が発生して参ります。繰越金は多いように見えて、年間事業費の六ヶ月分に過ぎない。会
費が徴収できない事態が六ヶ月続くと、会費がゼロとなる事態も発生する可能性がある。これ
らに備えて置いておく必要がある。
（質疑）東讃支部　久米井　好美　会員
　未収金について、岡崎　建一会員、桒内　茂男元会員への調査、督促状況を具体的に示して
もらいたい。
（答弁）竹内　良一　経理部長　
　岡崎　建一会員について、未収金が20万円、督促費用が1,６22円となっている。督促は2５
年8月、2６年8月、27年9月、28年9月に行っているが、まったく所在不明で、返答なく、調
査出来ておりません。
　桒内茂男元会員について、平成2５年1月31日に廃業している。未収金が1６8,7５0円、督促
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費用が3,7４8円となっている。調査したところ、廃業後、県外に移住している。仔細はわから
ない。平成23年～平成2６年にかけて幾度となく督促状、催告状を送付しているが全然返答が
ありません。仮執行の宣言申立をして、異議申立がなく、仮執行できる状態にはある。
（質疑）東讃支部　久米井　好美　会員
　関連して、先に雑損失処理した金額と、その後の督促について説明されたい。
（答弁）竹内　良一　経理部長
　雑損失処理と督促について、平成2４年度定時総会においては、６71,４00円、対象者５名（男
性４名、女性1名）で、死亡又は廃業しておりそれ以降の督促は行っていない。
　平成2６年度定時総会においては、9５0,４４0円、対象者2名（男性1名、女性1名）で、男性
の会員は５0万円、催告費用2,720円で、その後雑損失処理した金額は月賦にて支払を受けてい
る。女性の会員は、４４万５千円、催促費用2,720円で、平成2６年8月13日死亡し、連絡がとれず、
その後の督促はしていない。
　平成27年の定時総会においては、６５,800円、対象者3名（男性2名、女性1名）一人目は死
亡弔慰金と相殺した結果8,7５0円。二人目は死亡しており2５,000円、催告費用800円で督促
はしていない。3人目の女性は、死亡しており31,2５0円で、その後の督促はしていない。
審議一時中断
13 .	来賓祝辞　
　衆議院議員　大野　敬太郎　様
審議再開
（質疑）高松支部　土岐　淳一　会員
　非行政書士の取締活動について、どのような者がやっているか、どのような業界がやってい
るか、氏名まで特定されているか、効果測定は可能か、排除できたことを確認できるか、排除
すれば行政書士に対する依頼は増えるという合理的推定あるのか。
　県及び市町、農水関係や土木関係を訪問していると思われるが、どのような職階が対応して
いるのか、対応者の理解、対応の丁寧さの濃淡について。
（回答）橫田　稔　監察部長
　県の農政課、市について17市町の農業委員会、高松市については、河港課、建築指導課、農
林水産課、農業委員会、土地改良課、市民課、財産経営課、長寿対策地域振興等である。効果
自体はすぐに現れるものとは考えていない。どのような士業がやっているかを述べることには
抵抗があり差し控える。農地関係、許認可申請に精通している士業団体がやっていると思われ
る。適正化として役所に働きかけてポスターで周知し、知ってやっている人と知らずにやって
いる人を線引きしようと活動したのが昨年度の実績である。その効果は表れていない。また、
役所の窓口に対して、委任状を代理権の付与として窓口に提示を求めることを周知した。効果
は変わらないが放置していると現状より悪くなると推定されると考えている。
（質疑）西讃支部　眞木　大作　会員
　ＡＤＲセンターについて、予算のうち80万円を使って調停を実施したのが1件というのはい
くらなんでも効率が悪いのではないか。奉仕だとするなら、別の方法があるのではないか。先
程会長が言われたが、予備費があっても、もし何か起これば半年で使ってしまう。私は、年間
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の予算と同程度の金額を置いていれば何かあった時にも不足はないと思う。どのような経緯で
80万円を使ったのか教えていただきたい。
（答弁）入江　宏幸　ＡＤＲセンター長
　費用対効果を考慮し、効率的な運営を心掛けていきたい。
　法務省の既定の制度の制約があるため、調停1件あたり10万円かかる。
　調停人候補者を養成するための研修（能力担保）に3５万円、会議費、調査研究費等を含めて
80万円の決算となっている。ＡＤＲセンターがあるということは、我々行政書士の知見や信用
を高める要因であるので今後ともご理解いただき運営にご協力いただきたい。
（要望）西讃支部　眞木　大作　会員
　高松市役所に委任状を持って会社の証明を取りに行った際、身分証明書の提示を求められ、
行政書士会の会員証を提示したところ、免許証でなければ駄目だといわれた。なぜかと質問す
ると、免許証は公的機関が発行しているからであるとの回答があった。一部の警察でも同様の
対応だった。香川県や高松市に対して会員証を身分証明書として使用できるよう要請していた
だきたい。
（答弁）岩城　隆文　会長
　かねてから多くの会員の方からの要望をいただいているところであるが、免許証と行政書士
証票の違いは、国が発行しているか民間が発行しているかの点にある。行政書士は国家資格で
はあるが、それを証する行政書士証票は民間が発行しているという点、また、行政書士証票に
は運転免許証の様に期限がなく、資格を失っているのか失っていないのか不明確であるという
点から、何度も役所の窓口に働きかけてはいるものの、行政書士証票を身分証明書として使用
することは現状では難しい状況にある。
　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
原案通り承認可決された。
第3号議案　平成29年度事業計画案審議の件
第４号議案　平成29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、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
　　総務部事業報告　　　　　丸尾　良一　総務部長
　　経理部事業報告　　　　　竹内　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　　　石河　光典　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　　　　　横田　　稔　監察部長
　　ＡＤＲセンター事業報告　入江　宏幸　ＡＤＲセンター長
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第４号議案について
　収支予算案　　　　　　　竹内　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、以下の通りである。
（質疑）東讃支部　久米井　好美　会員
　企画開発部について、以下の質問。
１．受託内容について、どのようなことをするのか。
２．市町から直接受託して、市町から報酬を受領すると理解してよいか否か。
３．「図る」という段階であれば、努力目標とすべきである。
（答弁）渡辺　勝芳　企画開発部長
　「図る」段階である。あくまで努力目標、これからの努力、役所との交渉次第と考えている。
　空き家・耕作放棄地の有効利用については日行連が推進している。八単位会で、例えば東京都、
横浜市と提携しており、香川会でも提携を目指している。報酬が得られるかどうか全くかわか
らない。
　市民相談について、受託事業と考えられるが、報酬は発生していない。報酬が発生すること
が公共嘱託とは考えていない。ボランティア的な関わりも公共嘱託の一つの形だと思っており、
そういう関わり方から役所とのつながりを持つことで業務がやりやすくなると考えている。
（質疑）東讃支部　久米井　好美　会員
　自動車ＯＳＳ関係の研修会の実施について具体的に示してほしい。
　ＯＳＳ実施単位会のＯＳＳ利用状況について説明してほしい。
（答弁）石河　光典　業務研修部長
　連合会にＯＳＳの研修資料について問いあわせているが、いまだ返答はなく、
　新執行部の体制の中で具体的な研修内容を会員に周知していきたい。
　ＯＳＳの利用状況についても新執行部の中で会員に周知していきたい。
（要望）東讃支部　久米井　好美　会員
　ＯＳＳへの対応問題について、香川会で調査研究し、すべての会員が理解できるようにして
ほしい。
（答弁）岩城　隆文　会長
　香川会が各単位会に調査依頼するということになると、先方にも負担をかけることになるの
で、日行連に調査研究の要望を出したい。
（要望）高松支部　松本　修　会員
　ＡＤＲセンター香川について、認証後2年、3年経過したので、調停人候補者は増えていると
思うが、平成29年度の事業計画にはまだ調停人養成研修を実施すると書かれている。
　調停の実績は年間1件～ 2件なので、費用対効果を考えて、しばらくの間は養成研修はやめて、
現在名簿に登載されている調停人候補者の実質的な調停訓練をしてもらいたい。社会貢献ばか
りをやっていては、行政書士会はつぶれてしまう。勇気をもって一度立ち止まり、どういう方
向性を持つべきか検討してほしい。
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
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なく原案通り承認可決された。
第５号議案　役員・委員の任期満了に伴う改選の件
　副議長は、第５号議案を上程し、竹内副会長より提案理由の説明があった。竹内副会長の提
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、岩城隆文会員の
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。
　副議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。
　副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、岩城隆文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	 117票
　　有効投票数	 117票
　　無効票	 0票
　　得票数　　　岩城　隆文　候補：　9６票（当選）
　　　　　　　　久米井好美　候補：	 21票
　副議長は、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た。
　副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５号
議案は承認された。
（新役員選考結果）
　副	会	長　　　横関　賢二、入江　宏幸、石川　秀幸（3名）
　理　　事　　　中山　敬訓、横田　　稔、砂川　　猛、籔内　哲也、村井　孝之、
　　　　　　　　熊野　　実、松本　健士、平尾　政嗣、大山　真哉、上原　良一、
　　　　　　　　石原ゆかり、丸尾　良一、寺主　吉輝、石村　智彦、村山　敬一、
　　　　　　　　樫村　静恵、福岡　　淳、渡辺　勝芳、田中　　幸
　　　　　　　　（19名）
　監　　事　　　亀山　量夫、高見　政巳　（2名）
　予備監事　　　多田羅秀治　（1名）
　綱紀委員　　　橋本　博之、六車　文秀、佐々木　保、谷本　照義、畠山俊二郎、
　　　　　　　　真鍋　光夫、福井あつみ、稲田　洋平、井上　哲也　（9名）
　予備綱紀委員　細川　雅広、齊藤　信也、森　　憲一　（3名）
14．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。
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15．来賓祝辞
　香川県知事　	 浜田　恵造　様
　高松市長　	 大西　秀人　様

（代理	高松市市民政策局参事	多田	雄治	様）
　衆議院議員　	 平井　卓也　様
　参議院議員　	 磯崎　仁彦　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
16．来賓紹介
　香川県知事　	 浜田　恵造　様
　高松市長　	 大西　秀人　様

（代理	高松市市民政策局長　福田　邦宏　様）
　衆議院議員　	 平井　卓也　様
　衆議院議員　	 小川　淳也　様　（代理　青木　武史　様）
　衆議院議員　	 瀬戸　隆一　様　（代理　久米　昭弘　様）
　参議院議員　	 磯崎　仁彦　様
　参議院議員　	 山本　博司　様	（代理	秘書	鈴木　孝久	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
　香川県弁護士会副会長	 加藤　創一　様
　香川県不動産鑑定士協会会長	 長尾　直樹　様
　四国税理士会香川県支部連合会副会長	 瀬川　秀樹　様
　香川県司法書士会会長	 森塚　幸範　様
　香川県土地家屋調査士会副会長	 	 久保　利司　様
　香川県社会保険労務士会副会長	 	 植田　博司　様
　日本公認会計士協会四国会香川県部会部会長	 竹中浩一郎　様
　㈱日本政策金融公庫高松支店長	 	 和田めぐみ　様
　㈱香川銀行取締役営業店統括部長		 白薊　敬三　様
　日本不動産鑑定士政治連盟　香川会会長	 	 熊井　幸秀　様
　日本司法書士政治連盟香川会会長		 西山　正寛　様
　香川県宅建政治連盟会長	 	 杉野　　温　様
　香川県行政書士会顧問弁護士　	 兼光　弘幸　様
　香川県行政書士会顧問	 稲田　時久　様
　香川県行政書士会顧問	 松本　　修　様
　香川県行政書士政治連盟会長
　香川県行政書士会顧問　	 石川　秀幸　様
　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
　香川県支部支部長	 	 松本　健士　様
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17．祝電披露　丸尾　良一　総務部長
18．来賓へのお礼のことば　岩城　隆文　会長
　来賓退場
19．閉会の言葉
　入江宏幸副会長が閉会の辞を述べ、ここに平成29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
下記に署名押印する。

　平成29年５月27日
　　　　香川県行政書士会
　　　　　　　　　　議　　　　長　　　　池添　　治　　㊞
　　　　　　　　　　副　		議　	長　　　　石丸　　寛　　㊞
　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　籔内　哲也　　㊞
　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　橋本　博之　　㊞

（議事録記録者：髙崎博文、熊野　実）

岩城会長挨拶 池添議長、石丸副議長登壇

平成29年度 定時総会開催される

総会風景
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（日行連会長代理　山田高嗣副会長様） （香川県知事　浜田恵造様）

（衆議院議員　玉木雄一郎様）

（高松市長代理	高松市市民政策局参事	多田雄治	様） （衆議院議員　平井卓也様）

（衆議院議員　大野敬太郎様）
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（参議院議員　磯崎仁彦様） （参議院議員　三宅伸吾様）

（岩城会長　当選証書授与）

（香川県議会議員　高城宗幸様） （香川県議会議員　三野康祐様）

（総会の様子）
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平成２９年度　新役員名簿

役職名 担当部 氏名 支部

会　長 総　　括 岩城　隆文 高松

副会長 経理・企画開発 横関　賢二 中讃

副会長 業務研修・監察 入江　宏幸 西讃

副会長 総務・広報 石川　秀幸 高松

理　事 総　務　部 部　長 大山　真哉 東讃

理　事 総　務　部 副部長 籔内　哲也 高松

理　事 総　務　部 部　員 石原ゆかり 東讃

理　事 経　理　部 部　長 丸尾　良一 中讃

理　事 経　理　部 副部長 平尾　政嗣 高松

理　事 経　理　部 部　員 村山　敬一 中讃

理　事 企画開発部 部　長 渡辺　勝芳 西讃

理　事 企画開発部 副部長 熊野　　実 高松

理　事 企画開発部 部　員 田中　　幸 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 松本　健士 高松

理　事 業務研修部 部　員 上原　良一 東讃

理　事 業務研修部 部　員 樫村　静恵 中讃

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 村井　孝之 高松

理　事 監　察　部 部　長 横田　　稔 高松

理　事 監　察　部 副部長 砂川　　猛 高松

理　事 監　察　部 部　員 中山　敬訓 高松
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監事

役　　職 氏　　　名 支　　部

監 　 　 事 亀山　量夫 高松

監 　 　 事 高見　政巳 高松

予 備 監 事 多田羅秀治 高松

綱紀委員会

役　　職 氏　　　名 支　　部

委 　 　 員 佐々木　保 東讃

委 　 　 員 橋本　博之 高松

委 　 　 員 福井あつみ 高松

委 　 　 員 畠山俊二郎 高松

委 　 　 員 谷本　照義 高松

委 　 　 員 六車　文秀 東讃

委 　 　 員 真鍋　光夫 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 齊藤　信也 西讃

予備綱紀委員 森　　憲一 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
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行政書士ＡＤＲセンター香川

役　　職 氏　　名 支　　部

センター長 入江　宏幸 西讃

副センター長 大山　真哉 東讃

運 営 委 員 竹内　晶子 高松

運 営 委 員 宮川　　譲 高松

運 営 委 員 樫村　静恵 中讃

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 六車　文秀 東讃

委　　　　員 川西　正志 高松

委　　　　員 高嶋　康男 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 竹内　良一 高松

委　　　　員 畠山俊二郎 高松

委　　　　員 吉井　健人 高松

法規委員会

役　　職 氏　　名 支　　部

委　　　　員 近石　秀志 中讃

委　　　　員 高須賀浩介 高松

委　　　　員 稲田　洋平 西讃



17

市民相談センター準備委員会

役　　職 氏　　名 支　　部

委　　　　員 熊野　　実 高松

委　　　　員 大久保雅博 高松

委　　　　員 寺主　吉輝 中讃

委　　　　員 竹内　晶子 高松

委　　　　員 宮川　　譲 高松
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総務大臣表彰者コメント

入　江　宏　幸

　この度、総務大臣表彰の栄に浴することができましたことは、身に余る光栄と、心から感謝
しております。
　これもひとえに、香川県行政書士会をはじめ日本行政書士会連合会、並びに関係者の皆様の
温かいご指導とご支援の賜であり、有難く、厚くお礼申し上げます。
　これからも、この栄誉を糧に、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資す
る行政書士として、期待と信頼に応えられるよう、より一層精進していきたいと思っておりま
す。
　今後とも、皆様から一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

黒　田　富　彦

この度、栄誉ある総務大臣表彰を受け大変感激いたしております。
　これもひとえに、関係行政官庁および香川県行政書士会と諸先生方のご指導の賜物とありが
たく感謝し、衷心より厚くお礼申し上げます。
　私と行政書士の関わりは、約50年前の昭和41年に愛媛県行政書士として、当時の久松定武
知事から合格通知を受けたのがはじまりです。当時の行政書士は現在のような国家試験ではな
く、都道府県知事の認可試験で、各県によって異なっていました。
　その後、香川県に帰り香川県で行政書士を行うには香川県の行政書士試験を受ける必要があ
り、昭和51年に当時の前川忠夫知事から合格通知を受けました。
　このように、長い行政書士との関わりの中、栄えある受賞を機に初心にかえり、この受賞に
恥じないように努力精進する所存でありますので、今後とも一層のご指導とご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げまして御礼の言葉といたします。
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中　山　敬　訓

　この度、総務大臣表彰を受賞致しました。この賞は長年にわたり行政書士業務に従事しそれ
により行政書士制度及び社会に貢献したことにより与えられるとの事でありますが、私自身
淡々と業務を行ってきただけであり、又授賞式に出席しなかったものですから素晴らしい賞を
戴いたという事の何の実感もありませんでした。しかし、新聞等によりお知りになった方々か
らお祝いの言葉をいただくにつれ素晴らしい賞をいただいたのだという喜びの感情が嬉しさと
共に湧き上がってまいりました。
　しかしよく考えてみればこの受賞は私一人の力によるものではありません。香川県行政書士
会そして会員の諸先生方皆様のお力添えがあればこそであり、ここに厚く御礼申し上げます。
有難う御座いました。
　今後この賞に恥じぬよう香川県行政書士会の一会員として誠実に業務を行って参りたいと
思っております。　

掲載元：平成29年6月28日付　四国新聞　朝刊記事より
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本 会 だ よ り
平成28年度　第6回　理事会報告

日　時　　平成29年3月11日（土）午後１時30分～午後４時５５分
場　所　　香川産業頭脳化センター１階　第１会議室
議　題　　１．自動車登録番号標に取り付けられる封印を管理するための「封印管理委員会」

の創設について
　　　　　　　自動車登録業務に十分精通している行政書士等で委員会設置をする（予定５名）

ことが提案され、採決の結果賛成多数で可決した。
　　　　　2．封印管理方法の選択について
　　　　　　　香川会では都度受取り方式を採用することが提案され、採決の結果賛成多数で

可決した。
　　　　　３．平成29年度各部事業計画（案）について
　　　　　　　各部より提案説明がなされ、いずれも承認された。
　　　　　４．平成29年度予算（案）について
　　　　　　　各部より提案説明がなされ、いずれも承認された。
　　　　　５．香川県行政書士会大規模災害対策本部設置に関する規則の制定について
　　　　　　　協議の結果、承認された。
　　　　　6．行政書士ＡＤＲセンター香川費用報酬規程の一部改正について
　　　　　　　協議の結果、承認された。
　　　　　７．香川県行政書士会役員選任規則の一部改正について
　　　　　　　協議の結果、承認された。
協議事項　１．総会における「質問書制度」の導入について
　　　　　　　協議の結果、平成29年度第１回理事会に再度提案することとなった。
　　　　　2．行政書士法及び香川県行政書士会会則違反の事案について
　　　　　　　協議の結果、平成29年度第１回理事会で決定することとなった。
　　　　　３．過年度会費未納会員の取扱いについて
　　　　　　　長期会費滞納会員に対する会費徴収状況及び会員権回復等について、異議なく

承認された。
　　　　　４．会費減免について
　　　　　　　協議の結果、異議なく承認された。
報告事項　１．平成28年度決算見込みについて
　　　　　　　経理部から説明がなされた。
　　　　　2．各部等事業進捗状況について
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　　　　　　　各部長（ＡＤＲセンター長）等から報告があった。
　　　　　３．自転車条例に係る協議研究会参加報告
　　　　　　　入江副会長から説明がなされた。
　　　　　４．日本行政書士会連合会理事会報告
　　　　　　　入江副会長から説明がなされた。

平成29年度　第１回　理事会報告
日　時　　平成29年４月2４日（月）午後１時30分～午後５時30分
場　所　　香川産業頭脳化センター１階　第１会議室
議　題　　１．平成28年度事業報告及び決算報告について
　　　　　　　各部より説明がなされ、いずれも承認された。
　　　　　2．平成29年度事業計画案及び予算案について
　　　　　　　各部より説明がなされ、いずれも承認された。
　　　　　３．定時総会運営について
　　　　　　　定時総会までのスケジュール、役割分担、当日の時間配分等について協議し、

決定した。
　　　　　４．総会における「質問書制度」の導入について
　　　　　　　協議の結果、承認された。
　　　　　５．行政書士法及び香川県行政書士会会則違反の事案について
　　　　　　　協議の結果、承認された。
　　　　　6．事務局職員昇給等について
　　　　　　　協議の結果、承認された。
協議事項　１．香川県行政書士会会長表彰について
　　　　　　　来年度の定時総会で会長表彰を行うことが提案され、賛成の役員の挙手を求め

たところ賛成多数で承認された。
　　　　　2．封印管理委員会の準則について
　　　　　　　入江副会長より、準則案についての詳細な説明があった。
　　　　　　　会長より、今後の進め方についての説明があった。
報告事項　１．「輸出大国コンソーシアム」における届出済行政書士の活用について
　　　　　　　横関副会長より、詳細な報告があり、運営方法等の案を策定し、理事会に提案

したいと説明があった。
　　　　　2．法定相続情報証明制度について
　　　　　　　入江副会長より、法定相続情報証明制度に対する連合会の対応について報告が

あった。
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平成29年度　第2回　理事会報告

日　時　　平成29年５月27日（土）午前10時30分～午前11時28分
場　所　　高松国際ホテル会議室
議　題　　１．平成29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。
　　　　　2．その他
　　　　　　　特になし。

平成29年度　第3回　理事会報告

日　時　　平成29年６月９日（金）午後２時～午後５時５分
場　所　　マリンパレスさぬき
議　題　　１．今年度の事業推進について（会長　運営方針の表明）
　　　　　　　会長から今年度の事業の推進について所信表明があった。
　　　　　2．役員人事について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　３．委員の選任について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　４．顧問の委嘱について
　　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　５．各部打ち合わせについて（各部第１回部会）
　　　　　　　各部ごとに、今年度の事業計画についての打ち合わせが行われた。
　　　　　6．平成29年度事業計画の進め方について
　　　　　　　各部長より説明がなされ、その後各部の事業について協議を行った。
　　　　　７．事務局職員賞与の支給について
　　　　　　　協議の結果、原案どおり支給することに決定した。
　　　　　8．事務局夏季閉局期間について
　　　　　　　協議の結果、８月1４日（月）、1５日（火）の２日間とすることに決定した。
　　　　　9．その他
報告事項　１．平成29年度予算執行状況について
　　　　　　　丸尾経理部長より説明がなされた。
　　　　　2．封印管理委員会について
　　　　　　　石川副会長より、封印業務の受託に関する規則等について、次回の理事会に提

案したいとの説明があり、了承された。
　　　　　３．定時総会について
　　　　　　　石川副会長より、定時総会会場の選定について総務部で検討する旨の報告が

あった。
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●総務部
総務部長　　大　山　真　哉

　平成29年度の定時総会におきまして役員に選任され、６月の理事会で総務部長を拝命いたし
ました東讃支部の大山真哉と申します。
　部長職は初めてですが、経験豊かな石川秀幸副会長、籔内哲也副部長、石原ゆかり部員のご
協力をいただきながら、会務に取り組んでまいりたいと思っておりますので、ご指導、ご鞭撻
賜りますようお願いいたします。
　今年度の総務部の事業計画は、以下のとおりとなっております。
　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（香川県総務学事課）との連絡協議
　４．会費未納者への対応措置
　５．会員名簿の発行
　会員名簿の発行は11月を予定しており、記載内容の変更などの希望につきましては後日改め
てご案内申し上げますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

●経理部
経理部長　丸　尾　良　一

　定時総会におきまして、ご承認をいただきました今年度の経理部の事業計画といたしまして
は、以下のとおりとなっております。
　１．適正な予算原案の作成を行う。
　２．承認を受けた事業計画に沿った予算執行の管理、進捗状況の報告を行う。（理事会開催ご
　　　とに）
　３．会費未納者に対し、総務部及び各支部と連携して対応する。
　４．会費未納者の氏名、所属支部を開示する。（理事会開催ごとに）

本年度も会費の納入方々、今まで同様ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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●企画開発部
企画開発部長　渡　辺　勝　芳

　企画開発部の平成２９年度の事業計画は、定時総会でも、お知らせいたしましたが、少し付
け加えたいと思います。
１．市民相談センター準備委員会
　＊現状の高松・丸亀市役所及びアイパル香川における無料相談は、そのまま継続しますが、
他の市役所とか他官庁にも拡げるべきなのか、公民館・コミセン等にも拡げるべきなのかを検
討していきたいと思います。あるいは、本会としては、縮小して支部行事としていくべきなの
かについても検討したいと思います。
　＊相談員・講師の育成・研修について業務研修部と連携して、あるべき姿を模索したいと思
います。
　＊できれば、市民相談センターとして機能させていくための準備を本格的に開始したいと思
います。
２．「日本行政」を読みますと、空き家・耕作放棄地に対する行政との連携について日行連が推
進しているのがおわかりになると思います。空き家対策推進協議会等の名称の機関を各市町が
立ち上げる例が増えていますので、香川県行政書士会として何らかの関与ができないものかに
ついて、県および各市町と協議していきたいと思います。
３．中小企業支援
　補助金・助成金申請をすることは、中小企業支援につながるものと思われますので、昨年度
に引き継ぎ、セミナーを実施し、会員の皆様が、業務として取り組めるようにしていきたいと
思います。
　事業承継について、支援するために、行政書士ができることは何かについて検討していきた
いと思います。
　また、会員各位におかれましては、「こういう業務をやってみたいが、なかなか個人では開拓
しづらい。」「こういう業務に関する事例が欲しい。」そう言うことがありましたら、事務局を通
じて企画開発部までお寄せ下さい。
　該当業務をやっておられる例を日行連に確認するとかして、香川県行政書士会内で、遂行で
きる体制を整えていきたいと思います。その成果を何らかの形で、会員の皆様に周知していき
たいと考えております。
企画開発部に対するご要望・ご意見を、お待ちいたします。
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●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。
　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。２年間宜しくお願い致します。

●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。
これから２年間の一番大きな目標はホームページのリニューアルです。過去２年間においてい
ろいろな検討を行いましたが、小手先の対応ではなく多少費用が掛かっても全面的なリニュー
アルを行う必要があるのではないかという結論に達しました。このため今年度は広報部だけ
でなくホームページに詳しい方に参加していただいて検討を行い、翌年度以降に大規模なリ
ニューアルを行いたいと計画しております。会員の皆様方で詳しい方がおいでましたら、ご意
見をお寄せいただければと思っております。
　広報部の例年の活動としては、行政書士かがわの発行、行政書士制度広報月間への対応、行
政書士記念日への対応等です。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　横　田　　　稔

　このたびの役員改選により、再度監察部を担当することになりました高松支部の横田稔と申
します。
　再任され二期目の部長ということですが、力不足も否めず戸惑いの感もありますが、引き続
き役員並びに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。
　さて行政書士法によれば、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類、
その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とあります。
　そして、「・・・その業務を行うことが他の法律で制限されているものについては、業務を行
うことができない」と規定されています。つまり官公署に提出する書類で、他の法令によって
制限されたもの以外は、全て行政書士の業務ということになります。
　監察部というのは、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、広く法令遵守を促すことを主な任務としています。
　しかしながら監察部員だけでは実態把握が難しく、また十分な成果を上げることは困難であ
ります。
　会員各々が行政書士の職域を確保するという自覚を持ち、行政書士会全体で取り組んでこそ
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成果が現れるものであると考えております。
　今年度は事業計画に明示しているとおり、前年度の活動を継続しておこない、
⑴行政事務申請書類受理部局に対して周知（広報）活動を実施する。
具体的には、香川県農政課及び各市町農業委員会等。
⑵その他の行政官庁を訪問し、法令遵守についての積極的な周知（広報）活動をおこなう。
⑶他の士業会と交流を図り、意見交換会を開催して行政書士法の周知と適正な運用の普及に努
めることを念頭に取り組んでまいりたいと考えております。
　一昨年、昨年と前述の監察活動を継続して実施した結果、最近では自治体から行政書士法の
解釈・運用についての問合せも見受けられるようになり、少しずつではありますが成果が現れ
ていると実感しております。
　監察部の活動は特効薬のような即効性はありませんが、根気よく続けることによって僅かず
つでも成果は現れてくると確信しています。
　監察部としては、多岐多様にわたって活躍されている会員皆様の一助になればと考えており
ますので、どうかご理解・ご協力のほど宜しくお願いいたします。

●行政書士ＡＤＲセンター香川
センター長　入　江　宏　幸

　平成29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に、
　（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
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を基本方針

に掲げ、
　（１）裁判外紛争解決事業
　（２）調査・研究・分析と研修事業
　（３）広報活動事業
その他、本センターの事業を実施するために必要な一切の事業を重点目標に事業を実施しま

す。
　認証は手段であり、その目的は、行政書士が業務を通して得た専門的知見を活用し、社会か
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らの要請に対し専門家としての使命を果たしてゆくこと、いわゆる社会貢献とともに、行政書
士の資質の向上・社会的地位の向上にあります。
　調停人養成研修は、調停人候補者名簿への登載のために必要な研修ですが、その知識の習得
は、将来の調停人候補者名簿への登載に関わらず、今後、依頼者からの高度な要望に応える行
政書士として、職域拡大と能力担保を行う上でも、会員皆様の業務に有益な研修内容となって
います。
　今年度の具体的な研修は、詳細が決まり次第ご案内いたしますが、市役所等の相談員の方は
もとより、さらなる知識の向上を目指される方におかれましても、積極的にご受講いただけれ
ばと思います。
　調停研究会は、調停人候補者、および紛争解決能力研修合格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に開催します。
　また、ＡＤＲビデオ講座（ＶＯＤ研修）を、中央研修所と裁判外紛争解決機手続（ＡＤＲ）
推進本部が、調停人養成研修の一環として、調停スキルの習得を目的に中央研修所ＶＯＤ研修
として、ＡＤＲビデオ講座を収録し、中央研修所研修サイトで配信しています。ＡＤＲに携わっ
ている会員のみならず、すべての会員の皆様にとって、活用いただける内容で、無料配信となっ
ていますので、ぜひ、ご覧ください。

―――――＊―――――＊―――――＊―――――＊―――――＊―――――

★ＡＤＲビデオ研修（ＶＯＤ講座）コンテンツ一覧★

１．法律編
①「債務名義と合意書の既判力」
　　　講師：行政書士ＡＤＲセンターやまぐち　センター長　松本貴志
②「ＡＤＲに関する特有の法律問題」
　　　講師：行政書士ＡＤＲセンター香川　運営委員　大山真哉
③「調停調書及び合意書の作成」
　　　講師：行政書士ＡＤＲセンター東京　調停人候補者　綾　崇
２．手続編
①「調停規程」　講師：行政書士ＡＤＲセンター香川　運営委員　大山真哉
②「概論」　講師：日行連　専務理事　伊藤　浩
③「ＡＤＲ法」　講師：行政書士ＡＤＲセンターやまぐち　センター長　松本貴志
３．専門編
（Ａ）自転車事故
①「道路交通法」　講師：行政書士ＡＤＲセンター岡山　センター長　長野秀昭
②「損害賠償論」　講師：行政書士ＡＤＲセンター岡山　センター長　長野秀昭
③「保険論」　講師：行政書士ＡＤＲセンター埼玉　運営委員　前田新太郎

（Ｂ）敷金返還・原状回復
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　①「ガイドライン」　講師：行政書士ＡＤＲセンター東京　調停人候補者　近藤総一
　②「ケーススタディ」　講師：行政書士ＡＤＲセンター東京　調停人候補者　近藤総一
　③「法令」　講師：行政書士ＡＤＲセンター東京　調停人候補者　田中壽一
（Ｃ）愛護動物分野
　①「愛護法」　講師：行政書士ＡＤＲセンター香川　運営委員　中條三千代
　②「その他関連法」　講師：行政書士ＡＤＲセンター東京　運営委員　竹内正也
　③「ケース・判例分析」　講師：日行連　専務理事　伊藤　浩
（Ｄ）外国人分野
　①「異文化コミュニケーション」　講師：東京会　企画開発部部員　東　麻未
　②「入国管理法」　講師：日行連　申取委員・東京会　法規部部長　林　幹
　③「労務管理」　講師：東京会　会員　中村恭章
４．実務編
　①平成２５年度ＡＤＲ英語調停講座
　　実演者：レビン小林久子　九州大学大学院法学研究院客員教授
　②行政書士ＡＤＲ模擬調停「愛護動物に関する紛争事例」
　　実演者：山口県行政書士会　ＡＤＲ設立準備委員会
	 　　委員長　松本貴志、手続実施者予定者　杉本憲祐、松岡巧
　③行政書士ＡＤＲ模擬調停「敷金返還・原状回復に関する紛争事例」
　　実演者：行政書士ＡＤＲセンター東京
　　　　　　調停人候補者　久保田詳子、綾田光章、森岡潤家
５．調停における基本的スキルとロールプレイ
　　講師：日行連　ＡＤＲ推進本部　本部長　杉山久美子・副本部長　入江宏幸
　　　　　日行連　専務理事　伊藤　浩

（講師名等敬称略）
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●　選挙管理委員会
選挙管理委員長　白　坂　正　明

　香川県行政書士会選挙管理委員会の委員は、今年の定時総会の終結を持って任期満了となり、
平成29年6月9日開催の本会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、7月3日に招集された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)	副委員長に六車文秀(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　六車　文秀　(新任)　	副委員長
　　　　高松支部　川西　正志　(留任)
　　　　中讃支部　髙嶋　康男　(新任)　
　　　　西讃支部　篠原　正幸　(新任)
　このたび退任されました美濃純一氏(中讃支部)をはじめ谷東　守氏(東讃支部)、曽川正利氏(西
讃支部)の各委員の皆様には、今回の会長選挙にあたり選挙管理委員会としての役割を果たすた
め格別なご尽力をいただきありがとうございました。心から感謝を申し上げます。
　また、公正、円滑に会長選挙が行われるよう、さらに、選挙管理委員会としての役割を十分
に果たすためにいろいろと熱のこもった意見交換や協議をしたことが懐かしく思い出されます。
　本会選挙管理委員会において、これまでに話し合った検討すべき主な課題等について本会の
更なる発展を心から願って今一度申し上げたいと存じます。
◇その１「今回の総会における会長選挙を振り返って」
　平成29年5月27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117票、有効投票数117票、無効票０票で岩城隆文候補が大差で
当選されました。
　　　　定時総会当日現在の会員総数　　　　　　379名のうち
　　　　総会当日出席し投票した会員数　　　　　117名　30 .8％
　　　　委任状出席　　　　　　　　　　　　　　126名　33 .2％
　　　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　243名　64 .1％
　　　　未回答（本人出席なし委任状の提出なし）136名　35 .8％
　定時総会は、本会会員にとって最も大事な年一回の総会であります。定時総会の案内状を発
送しても未回答（本人出席なし委任状の提出なし）の会員が	136名（35 .8％）に達している事
実に対して、どのように解釈したらよいか。理解に苦しむところです。また投票率が30 .8％と
低調であるため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。例えば、今年の場合、5月27日選挙日に対して、43日前の4月13日会長選挙の
告示をして、選挙周知会・選挙日等を全会員にお知らせしましたが、もう少し早く3月中旬に、
選挙日(定時総会日)をお知らせすれば出席者が少しは多くなることも考えられます。
◇その2「会長立候補の要件について」
　本会の会長は、総会において出席した個人会員全員の選挙によって選任する会則になってお
ります。会長立候補の要件は、個人会員であれば会員歴に関係なく、次の要件を満たせば、ど
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なたでも会長に立候補することができる規則になっております。立候補できる要件は、①	本会
の個人会員であり	②	会費を完納しており	③	1支部又は10名以上の会員の推薦があれば本会の
会長に立候補できることになっています。
　現在の本会の会則・規則は以上のとおりですが、これまでこの立候補の要件は一度も改正さ
れておりませんが、例えば「10名以上の会員の推薦」の規定を「20名以上の会員の推薦」が必
要であると改正するのがよいとの意見もありますが、会員皆様のご意見も拝聴したいところで
す。次に再度申上げます。
（平成29年3月31日現在の会員数）					（平成13年12月1日現在の会員数）

東讃支部	 36名	（		9 .4％）	 東讃支部	 38名
高松支部	 227名	（59 .6％）	 高松支部	 140名
中讃支部	 83名	（21 .8％）	 中讃支部	 85名
西讃支部	 35名	（		9 .2％）	 西讃支部	 39名
合　　計	 381名	（100％）	 小豆支部	 16名
法人会員	 4法人	 合　　計	 318名

　ご承知のとおり各支部の会員数は、上記のとおり会員数に大きな差が生じております。本会
の発足当初は、これほどの差異はなかったと思いますが、高松支部の会員数が特に増加したの
で、このように大きな差異が生じています。
　さらに、2年前に比べて東讃支部は41名から36名に、西讃支部は43名から35名に減少して
います。前年の理事会では、この支部の再編成については継続審議となっているようですが、
いろいろな面で不都合が生じていると存じますので、新しい役員体制のもと支部の再編成につ
いて十分に検討をお願いいたします。
◇その3　「会長選挙の選挙運動期間について」
本会の会長選挙の選挙運動期間は、今年は16日間としました。どの程度の期間が適切である

か難しいところです。会長選挙は香川県全域１区で会長選挙を実施しますので、選挙運動期間
を2週間程度長くして投票率を高める方策が必要との意見もあります。しかし、一方では長く
したからといって投票率が高くなるとも限らないとの意見もあります。
◇その4「選挙運動の在り方と広報活動について」
本会の会長選挙は,公職選挙法が適用されないため、選挙運動は戸別訪問も自由にでき、また、
手紙・文書も自由に発信できるなど原則自由となっております。ただし、選挙運動の制限規定
は２点あります。1つは、規則第32条、「選挙のための運動は公明正大を旨とし、会長としての
品位を汚してはならない。」ことと規則第33条、「選挙運動に関する文書には、虚偽又は他人を
誹謗する等の事項を記載してはならない。」この2条項が選挙運動の制限規定であります。また、
上述のとおり会長選挙の投票率が30 .8％と低調であることは、選挙管理委員会にも責任があり、
選挙管理委員会として広報活動を特に検討する必要があります。
　なお、毎年5月下旬開催の定時総会の開催日と会場は、毎年1月発行の「行政書士かがわ」で
予告掲載すれば出席率の向上につながるとも考えられますのでよろしくお願いします。
　このたび選挙管理委員会の委員のメンバーが新しくなりましたので、委員全員で新しい考え
に立脚して本会の会長選挙に関する規則・選挙管理委員会運営基準等について確認・検討した
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いと存じます。また、本会の更なる発展のためには、会員皆様の積極的なご意見・ご要望の発
信が是非とも必要であると存じます。よろしくお願いいたします。

●法規委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　近　石　秀　志

　法規委員会は、あまり皆様には馴染みのない委員会かもしれませんが、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。」（委員会規則3条1項）となっております。
　会則は、行政書士会の根幹をなす決まりであり、我々行政書士の行動指針であります。又諸
規則は、この会則のもとでの細かな行動指針を決めたものであります。国家レベルで申します
と、一度決めた法律も社会の変化に対応し得なくなり改正・廃止の必要性がでてきます。又、
今まで法の規制がなかった空白部分に法規制の必要性が出てきます。
　行政書士会も会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るために法規面において調査検
討を行う必要があります。会員の皆様に於いて、会則、諸規則の新設・改廃の御意見がありま
したら申し出てください。よろしくお願いします。
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●高松支部
高松支部長　籔　内　哲　也

　平素は高松支部の活動にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。
　このたび、５月13日に開催された高松支部総会において、三期目の高松支部長を拝命するこ
ととなりました。また、今回は新しく支部役員になった役員もいます。役員一同、改めて全員
で職務を精励いたす所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、今年度の最初の事業として、8月５日（土）にボウリング大会を開催することになりま
した。新入会員の方だけでなく、ベテラン会員の方も是非ご参加いただき、多くの方と交流を
して頂ければ嬉しく思います。詳細につきましては、別途ご案内いたします。このほか、今年
度については複数回にわたる研修会、新しい親睦行事などを計画しています。今後のそれぞれ
の行事の前には、その都度ご案内を致しますので、その際にはご協力の程、どうぞよろしくお
願いいたします。

各 支 部 だ よ り
●東讃支部

東讃支部長　久米井　好　美
平成29年４月22日、東讃支部定時総会が開催され、盛会に終えることができました。この支
部総会におきまして東讃支部支部長に再任されました。今後とも支部運営にご協力いただきま
すようお願い申し上げます。
さて、東讃支部におきましては８月に農地法関係の研修会と情報交換会の開催を予定しており
ます。また、10月には行政書士広報月間の行事を予定しております。
この他、今後のそれぞれの行事の前には、その都度ご案内申し上げますので、ご協力の程よろ
しくお願いいたします。
支部運営に関するご意見、ご要望等があれば、お気軽にご連絡いただければと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。
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●中讃支部
中讃支部長　寺　主　吉　輝

　平成29年度中讃支部総会において支部長を拝命することになりました寺主吉輝です。
　今年度は総会での事業計画のとおり、官公庁の巡回訪問、無料相談会、新年会、研修会等を
行う予定であります。また懇親行事、日帰り旅行等も企画実施予定であります。
　今後とも宜しくお願い致します。

●西讃支部
西讃支部長　渡　辺　勝　芳

　支部総会にて、支部長の大任を引き受けることになりました。西讃支部会員の皆様のご協力
を得ながら、微力ながら、支部長の役目を果たしていきたいと思っていますので、よろしくお
願いいたします。
　平成９年に登録して、早くも20年の年月が流れてしまいましたが、その間に、多くの出来事
があり、世界も日本も様々な変革を遂げてまいりました。香川県行政書士会におきましても、
多くのことがありました。その中でも、特筆ものなのが、高松支部への一極集中であります。
小豆支部は合併されましたし、高松市が周辺の町と合併したりして市域が拡大したせいもあり、
香川県行政書士会会員の半数を大きく超えることとなりました。
　現在の支部のあり方で良いのか？　そんな疑問も投げかけられている現状です。
　支部運営に関して、支部内はもちろん、他の支部の方々からも、多くの意見を賜りたいと思
いますので、ご意見・ご要望をお寄せ下さりますように、お願いいたします。
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●東讃支部
日時　平成29年4月22日（土）	午後3時00分～午後4時05分
場所　さぬき市寒川町石田東甲931番地　寒川公民館1階　第3会議室
司会　副支部長　山上　　勇
第1号議案　平成28年度事業報告
第2号議案　平成28年度収支決算報告及び監査報告
第3号議案　会費納入規程の一部改正
第4号議案　平成29年度事業計画（案）
第5号議案　平成29年度収支予算（案）
第6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 柴原　健二会員（欠席）
　５．資格審査報告　　　幹　事　　大山　真哉
　　　支部会員数 36名
　　　出席会員数 11名
　　　委任状会員数　　　19名
　　　合計出席会員数　　30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、「司会者一任」との声があり、他
に異議がなかったので、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、石河光典会員、細川房夫会員を指名した。

　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28年度事業報告
第2号議案　平成28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号議案について　平成28年度事業報告　　　大山　真哉　幹事

〈各支部の定時総会議事録〉
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　第2号議案について　平成28年度収支決算報告　松井　初美　幹事
監査報告　　　　　　　　中井　　優　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、議長が第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、挙手多数で承認された。
第3号議案　会費納入規程の一部改正
　議長は執行部に説明を求め、久米井好美支部長より詳細説明があった。
第3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）中井優会員
　研修や懇親会等は、受益者負担の原則により実費の半額程度は会員から頂いたうえで残りを
支部から補填するというかたちが、支部の活動を活発化させるためにも望ましいと考える。
（答弁）久米井好美支部長
　ご意見を参考にさせていただきたい。
（質疑）佐々木保会員
　会費を無料にすることについて異論はないが、会費を支払っているからこそ、何かを得よう
と胸を張って支部の行事に参加するという一面もあると思う。会費が無料になると出席しにく
いと感じる会員も中には出てきて、支部の行事への出席率が下がることが心配される。将来的
に余剰金が減ればまた会費を徴収するようにすればどうか。
（関連質疑）中井優会員
　経費節減に努めるのは当然のこととして、色々な事業をするときには参加費を徴収して、一
定限度を支部から助成するというかたちをとっていけば多大な剰余金は発生しないのではない
か。
（答弁）久米井好美支部長
　事業の実施に際し参加希望者を募ってもなかなか参加していただけないのが現状なので、指
名方式を取り入れて無料相談会を開催する等、積極的な事業活動を推し進めていきたいと考え
ている。
第4号議案平成29年度事業計画（案）
第5号議案平成29年度収支予算（案）
　議長は、第4号議案及び第5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、久米井好美支部長から
それぞれ説明があった。
第4号議案及び第5号議案に対する質疑討論及び答弁は以下のとおりであった。
（質疑）佐々木保会員
　今年度の広報月間の無料相談会の開催場所は決まっているのか。
昨年度の無料相談会においては、土地家屋調査士会は空き家問題を無料相談のテーマとして取
り扱った。士業がもっと空き家問題に踏み込んで取り組む必要があると感じており、解決とま
ではいかなくても、相談に乗ってあげたり、アドバイスしてあげたりできる体制を整えておく
必要があると考える。
（関連質疑）中井優会員
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　空き家対策は社会問題にもなっていることから、他の士業との合同の無料相談会の回数を極
力増やすということも一つの方法で、あると考える。
（答弁）久米井支部長
　今年度の広報月間の無料相談会はさぬき市内で開催される予定である。
　先般司法書士会が空き家問題に関わっていくという新聞報道があったが、行政書士がどのよ
うに関わっていくかを模索して、行政書士ができることを見つけていきたいと考える。
　質疑の終了後、議長が第4号議案及び第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。
第6号議案　役員の選任
　議長は、第6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6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　大山　真哉、松井　初美
　監　　事　上原　良一、細川　房夫
　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　中井　優
　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29年5月10日
六車　文秀　　㊞
石河　光典　　㊞
細川　房夫　　㊞

議　　　　長

議事録署名人
議事録署名人
議事録作成者 大山　真哉　　㊞
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●高松支部
開催日時 　平成29年５月13日（土）　午後2時30分～午後４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 支部会員　　229名　　出席者　４3名　　委任状提出者　93名

合計出席者　13６名
司	会	者　　　高尾　昌人
１．来賓入場
２．開会のことば
　高尾昌人会員の司会により村井孝之副支部長が開会の辞を述べ、ここに、平成29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
　　物故会員1名
　　故岩部隆会員に黙祷を捧げた。
４．支部長挨拶
５．新入会員紹介
平成28年度入会者13名、
五味杏子会員、細谷謙次会員、山内康郎会員、魚瀬義之会員、滝本秀樹会員、榑谷泰之会員、
村川誠治会員、宮武寛幸会員、西岡裕人会員、福家雅大会員、石川毅会員、藤本泰裕会員、
赤澤将三会員
６．来賓紹介
　高松市長代理　　　　　　　　　市民政策局参事　多田　雄治　様
　香川県議会議員 三野　康祐　様
　香川県行政書士会会長 岩城　隆文　様
　高松支部相談役 石川　秀幸　様、松本　修　様
７．来賓挨拶
　高松市長代理　　　　　　　　　市民政策局参事　多田　雄治　様
　香川県議会議員 三野　康祐　様
　香川県行政書士会会長 岩城　隆文　様
９．来賓退場
10．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」との発言により、
他に異議がなかったので、司会者は、議長に石丸寛会員を指名した。石丸寛議長は、就任の挨
拶をして着座した。
11．総会成立確認
　議長は、会員総数229名のうち、本日の出席者は、会場出席者４3名、委任状出席者93名、
総出席者13６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。
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12．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、議長は次の通り指名した。
　　議事録作成人：髙崎　博文会員、宮川　譲会員
　　議事録署名人：大久保　雅博会員、國重　和大会員
13．議事
　第1号議案　平成28年度事業報告承認の件
　第2号議案　平成28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、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
　平成28年度事業報告を村井孝之副支部長が行った。
第2号議案について
　平成28年度収支決算報告について収支報告を会計担当の佐伯卓郎幹事が行った。
　監査報告を奈良惠子監事が行った。
第1号議案・第2号議案に対する質疑討論及び答弁は、以下の通りである。
（質疑）白坂正明　会員
　総会の出席者が非常に少ない。出席者が４3名、委任状93名、229名の会員数からすると93
名もの会員が出欠の返事すらしていない。会員が総会に参加しない原因の究明と参加数を増加
させる対策が必要である。執行部に考えがあれば聞かせてほしい。
（答弁）籔内哲也　支部長
　今回の結果を踏まえて、次回の総会開催までに手法を検討したい。会員の中からも良い案が
あれば提案してほしい。
（質疑）岩城隆文　会員
　支部長が告別式に出向く場合の手当てについて受け取っているのか。受け取っていないので
あれば役員会で検討してみてはどうか。
（答弁）籔内哲也　支部長
　告別式に出席する際の手当ては受け取っていない。役員会で告別式に出席した役員に対する
日当支給を新執行部で検討いたします。　
（質疑）渡邊敏雄　会員
　総会の後の懇親会については、出席率を上げるためにも懇親会費用を無料にして大勢の会員
に出席してもらってはどうか。
（答弁）籔内哲也　支部長
　予算の都合もありますので、直ぐに回答することはできないが、頂いた意見を基に新執行部
で改めて出席率を高める方法として検討したい。
（質疑）若狭義継　会員
　総会の出席率向上のために記念品を配布することも考えてはどうか。加えて懇親会費用は半
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額負担という方法もあるのではないか。
（答弁）籔内哲也　支部長
　懇親会の無償化と併せ、新執行部で検討いたします。
議長　石丸　寛
　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
原案通り承認可決された。
第3号議案　平成28年度事業計画案審議の件
第４号議案　平成28年度収支予算審議の件
　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
　平成28年度事業計画の説明を村井孝之副支部長が行った。
第４号議案について
　平成28年度収支予算案の説明を会計担当の佐伯卓郎幹事が行った。
第3号議案・第４号議案に対する質疑討論及び答弁は、以下の通りである。
（質疑）宮武　實　会員
　①農村地域の後継者が少なくなってきている。人間の減少に伴って害鳥獣が増えている。
　行政書士会としても行政と連携を取って対応しなければならないと思う。特に政治に関わっ
ている仲間もいるので連携を図っていくべきでないか。行政書士の仕事も変貌してくるので、
会としても考える必要があるのではないか。
　②研修会について公証人の話、民事信託の講習は非常に良かった。信託制度については今
後の動き方に注意が必要である。
　③行政書士名簿に写真を載せていない会員が県下で６名いる。高松支部は2名いる。全員
掲載する対応が必要ではないか。
（答弁）籔内哲也　支部長
　①農村地域の後継者の減少に関連して、害鳥獣が増えてきているので行政書士の仕事が
増えてきているのではないかというご意見について、具体的に教えてもらえないか。
仕事の幅が広がるのであれば、会としても行政との連絡を取って対応していきたい。
　②研修について、今年度は予算も多く取り、民事信託については何回かにわたっての研修を
検討している。具体的には新執行部で十分協議して対応したい。
　③名簿の写真掲載については本会と協議して対応したい。
（質疑）石川秀幸　会員
　①会議の開催に関する事で、総務部会、広報部会開催を記載しているが、実際に会議を開
催しているのか。
　②予算案の中で事務費10万円について、随分昔であるが、本会事務所が高松事務所であった
ころに支払っていたものである。しかし勿体ないので支部長の事務所を使用し、印刷費、連絡
費用等の費用負担として、最初は５万円の支払いをしていた。今は支部長、副支部長、経理担
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当の４名にどの様に支払しているのか内容が知りたい。
（答弁）籔内支部長
　①総務部会、広報部会の開催はしていない。代わりにソフトボールや、ボーリング等をする
ときに担当者が集まって作業をしている。総会等についても準備をしており、会議ではないの
が現状の状況である。
　②事務費の10万円については、総会であったり研修会であったり、ソフトボール大会等の準
備が必要である。各担当者が準備等するのについて、連絡や取りまとめをしているのは副支部
長である。副支部長の多くの手数に対してその都度支払うのは難しいので、年度末に2万円ず
つ支払している。会計担当者は他の役員の仕事とは別に、振込手続き、現金引き出し、帳簿記
入等の作業をしてもらっており2万円を支払している。以上が状況です。
（質疑）石川秀幸　会員
　総務部会、広報部会は削除してはどうか。
（答弁）籔内支部長
　実際に活動できていないので削除するのは吝かではない。
　議案書に記載しているので、議場で採決して頂ければ、3号議案1の４について削除で採決頂
ければ削除する。
この総務部会、広報部会に関する記載の削除について、議長が議場に諮り、異議なく可決され
た。
（質疑）白坂正明　会員
　収支予算の組み方で229名会員に対し1名４５00円の交付金がある。次期繰越金を予備費とし
て流用できるようにするとか研修費等に使用出来るように、余裕のある予算にできないか。
（意見）松本　修　会員
　項目間流用が出来るようにしておけばよい。現状のままでは項目間の流用が全く出来ない予
算になるので、項目間流用を認める文言をいれれば、項目間流用が可能な予算となるので、項
目間流用をこの場で採決してはどうか。
（答弁）籔内支部長
　繰越金について今のままでは流用できない意見に対し、この議案書に項目間流用の文言を入
れることで承認して頂きたい。
この議案に項目間流用の記載を加える点について、議場に諮ったところ異議なく可決された。
　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号議案の説明を行い、三好俊治選挙管理委員長より提案理由の説明があった。
　三好俊治選挙管理委員長より立候補者が籔内哲也会員のみであったので、籔内哲也会員が当
選した旨宣言し、当選証書を手渡した。
　ここで、高松市議会議員井上孝志氏が来場したので、井上氏が挨拶をおこなった。
　引き続き議長は、香川県行政書士会高松支部役員選任規則第５条の規定に基づき新支部長及
び副支部長及び、佐伯卓郎幹事の選考委員に対して、役員の選考を行うことを委ねた。
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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５号議案
は承認された。なお新役員選考結果は次のとおり。
（新役員選考結果）
副支部長　　　村井　孝之、宮川　　譲　（2名）
幹　　事　　　池添　　治、松本　健士、中條三千代、𠮷井　健人、髙崎　博文
　　　　　　　國重　和大、白木　　衛、瀧端　延隆、石川久美子、千原　正照（10名）
監　　事　　　大久保雅博、高尾　昌人　（2名）
14．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。
15．閉会のことば
　村井孝之副支部長が閉会の辞を述べ、ここに平成29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、議長及び議事録署名人
が署名押印する。

　平成29年５月23日
　　　　香川県行政書士会高松支部
　　　　　　　　　　議　　　　長　　　　石丸　　寛　　㊞
　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　大久保雅博　　㊞
　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　國重　和大　　㊞
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●中讃支部
日　時　平成29年5月20日（土）午前11時00分より
場　所　ホテル　サンルート瀬戸大橋　　　　司会者　寺主　吉輝
１．開会の言葉　　理事　寺主　吉輝
　物故会員に対し黙祷　物故会員　秋山　勉
２．支部長挨拶　支部長　丸尾　良一
３．本会会長祝辞　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　理事　寺主　吉輝
　新入会員数5名　入会予定者2名（平成29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
　中讃支部会員総数84名（過半数43名）の内、出席者23名　委任状出席者28名の計51名で
過半数となったので、議長は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、議事録署名人及び議事記録者を次の通り指名した。
　議事録署名人　仙頭　志朗　千秋　祥子　　　議事記録者　前田　徹
７．議事
　議長は、議事日程及び議事開始を宣言し、第1号議案と第2号議案及び第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。
第1号議案　平成28年度事業報告の件
　丸尾支部長より平成28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　平成28年度収支決算報告及び監査報告の件
　木戸副支部長より平成28年度収支決算報告について説明があり、報告された。
　中野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。
引き続き、第3号議案と第4号議案の審議に入る
第3号議案　平成29年度事業計画（案）に関する件
　丸尾支部長より平成29年度事業計画（案）について説明があった。
第4号議案　平成29年度収支予算（案）に関する件
　木戸副支部長より平成29年度収支予算（案）について説明があった。　
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全員一致で承認された。
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第5号議案　平成29年支部会費徴収免除について
　丸尾支部長より平成29年度支部会費徴収免除についての趣旨等の説明があった。
　　　質疑応答は以下の通り
　　　（質問者）石村智彦会員
　　　「支部会費を徴収していた頃の会費はいくらだったのか」
　　　（答弁者）丸尾支部長
　　　「記憶する範囲では3000円（年）だったと記憶している」
　他に質疑応答の有無が諮られたが質疑なし。議長より第5号議案について賛成を求めたとこ
ろ全員一致で承認された。
第6号議案　任期満了に伴う支部長選任の件
　選任規則に基づき議長が立候補者を募るがいなかったので議長は同規則に基づき支部長推薦
委員会を招集し選考を行うこととした。
　推薦委員会の選考の結果　寺主吉輝会員が選任されたことを横田佳樹相談役より報告。
　これを議場に諮ったところ全員の賛同を得られた為　寺主吉輝会員を新支部長と決定し寺主
吉輝会員はこれを承諾した。
新支部長より挨拶
第7号議案　その他役員の選考の件（本部役員推薦者を含む）
　議長は選任規則に基づき役員選考委員会を招集した。
　選考委員会の結果を寺主新支部長より発表。
　発表は下記の通り
　副支部長　　　　石村　智彦、木戸　壽彦、樫村　静恵　
　理事　　　　　　仙頭　志朗、森　　憲一、真鍋　光夫、千秋　祥子、大西　知里
　本部役員推薦者　丸尾　良一、寺主　吉輝、石村　智彦、村山　敬一、樫村　静恵
議長より第7号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。
新役員より各々挨拶
９．議長退任
　議長より議事終了の宣言に際して
　「今後の支部役員選任について選挙の準備の手間等も考えられるので立候補者を期間を決めて
受け付ける方法を執行部で検討してはどうか」という意見を述べられて退任。
　ここで横田佳樹会員より「監事は誰になったのか」との質問があり寺主新支部長より監事2
名は渡辺春美会員と森元真由美会員にお願いしたいと発表があり賛成を求めたところ全員一致
で承認された。
10．新支部長あいさつ及び新役員紹介はそれぞれ承認時に行った為割愛
11．閉会の言葉　支部長　丸尾　良一
　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。
　平成29年5月20日
　　　　香川県行政書士会中讃支部定時総会
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　　　　　　　　　　議　　　　長　　　　横関　賢二　　㊞
　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　仙頭　志朗　　㊞
　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　千秋　祥子　　㊞

●西讃支部
日　時　平成29年５月11日（木）　午後６時30分～午後7時10分
場　所　琴弾荘　観音寺市有明町10-22
司　会：副支部長　田中　幸
１．開会の言葉
　司会者田中幸が開会の辞を述べ、ここに、平成29年度香川県行政書士会西讃支部定時総会を
開会した。
２．物故会員に対して黙祷
　物故会員1名　高橋　登会員
３．支部長挨拶
４．来賓祝辞
　香川県行政書士会会長　　岩城　隆文　様
５．新入会員の紹介
　新入会員　稲田　洋平会員
６．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。
７．総会成立確認
　議長は、総数3４名のうち、出席者1５名、委任状出席者1６名、総出席者31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。
８．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
９．議事
第1号議案　平成28年度会務報告承認の件
　事業報告　　　　　福岡　　淳　　支部長
　審議（質疑なし）
　議長は表決に移り、第1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2号議案　平成28年度収支決算報並びに監査報告承認の件
　収支決算報告　　　田中　　幸　　庶務会計
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　監査報告　　　　　原田　聡子　　監事
　審議（質疑なし）
　議長は表決に移り、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29年度事業計画案審議の件
　事業計画　　　　福岡　　淳　　支部長
　審議（質疑なし）
　議長は表決に移り、第3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４号議案　平成29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：稲田　時久会員、入江　宏幸会員、福岡　淳会員
　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　　　　渡辺　勝芳会員
　副支部長　　　原田　聡子会員
　庶務会計　　　田中　　幸会員
　支部幹事　　　高城　尚子会員
　支部監事　　　小畑美知子会員
　支部推薦理事　渡辺　勝芳会員、福岡　淳会員
　綱紀委員　　　稲田　洋平会員
　綱紀予備委員　齊藤　信也会員
第６号議案　その他について
　支部長は、曽川正利会員より選挙管理委員を辞任したい旨の申出があったため、後任者を推
薦したいが、就任を承諾してもらえる会員はいないか議場に募ったが、希望者がいなかったた
め、その人選については支部長に一任することとなった。
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7時05分退任した。
11．閉会の言葉
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　司会者は閉会の辞を述べ、ここに平成2	9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、議長及び議事録署名人は下記に署名押
印する。
　平成29年５月11日
　　　　平成29年度　香川県行政書土会西讃支部定時総会
　　　　　　　　　　議　　　　長　　　　渡辺　勝芳　　㊞
　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　山崎　俊二　　㊞
　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　入江　宏幸　　㊞
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平成２９年度　日本行政書士会連合会定時総会報告

　平成29年６月22日、23日シェラトン都ホテル東京（東京都港区白金台）において、平成29
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、下記のとおり報告い
たします。
　本会からは、岩城隆文（会長）、石川秀幸（政連会長）、横関賢二（副会長）、松本修（選挙管
理委員）、植松豊（日行連相談役）、入江宏幸（副会長・日行連理事）が出席しました。
　総会は、平成28年度事業報告・決算報告、平成29年度事業計画(案)・予算（案）の承認決議の後、
役員改選が行われました。役員改選において、会長には、選挙の結果、遠田和夫氏が再選され
ました。

記
１．日　　時：平成29年６月22日（木）午前10時４５分から
	 ６月23日（金）午前 ９時30分まで
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	232名（６月22日午前10時3５分現在231名）
　　　　　　　出席役員　５8名
４．議事結果：第1号議案　平成28年度事業報告	 	 異議なし可決承認
	 第2号議案　平成28年度決算報告	 	 異議なし可決承認
	 第3号議案　平成29年度事業計画（案）	 異議なし可決承認
	 第４号議案　平成29年度予算（案）		 異議なし可決承認
	 第５号議案　役員の改選	 	 	 異議なし可決承認

以上

副会長　入　江　宏　幸
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コスモス成年後見サポートセンター香川県支部

支部長　　松　本　健　士
　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターは日本行政書士会連合会によって平成22年
に設立された団体で、成年後見制度の利用促進及び制度利用者のサポートが主な活動内容とな
ります。同香川県支部（コスモスかがわ）も平成24年に設立されました。
　成年後見制度は、現在大きな変化の時期に来ています。昨年施行された成年後見制度利用促
進法に基づき、今年1月に内閣府の委員会で「成年後見制度利用促進基本計画」が決定され、3
月にはそれが閣議決定されました。その中では、市町村単位で成年後見に関する中核機関やネッ
トワークが形成されることになっています。このような変化に行政書士も積極的に対応してい
く必要があるところ、内閣府による市町村担当者向け説明会には各県の行政書士会も参加する
ことになっています。また、それを受けてコスモス成年後見サポートセンターでも支部長会が
予定されており今後の対応を検討することになっています。
　今回の成年後見制度に関する変化は、行政書士にとってチャンスであると同時に試練でもあ
ります。司法書士による同種団体であるリーガルサポートは、全司法書士の約3割が会員となっ
ており、聞くところによるとその会員数は増加しているとのことです。もちろん司法書士と行
政書士とでは全体の会員数が異なるので組織率を単純に比較するのは適当ではありません。し
かし、成年後見活動に積極的に参加する行政書士がまだまだ少ないのはまぎれもない現実であ
り、これからの市町村と連携した活動のためにもコスモス会員を増加させることが急務となっ
ています。
　成年後見制度開始時には10％にも満たなかった専門職後見人の割合が、最高裁判所事務総局
家庭局の最新のデータでは71 .9％に達しています。さらに制度の利用促進を図っていこうとし
ていることからすれば、今後その必要性が増大することは明らかです。また昨今、民事信託が
話題に上ることが多くなっていますが、そのうちの福祉型信託を検討するにあたっても、前提
として成年後見制度の理解と実務に関する知識が必須となるでしょう。
　6月に実施したコスモス入会研修は9名の会員が受講していただきました。今後も定期的に入
会研修を行っていきますので、是非とも積極的に受講し、コスモス会員として成年後見活動に
参加していただきたいと思います。
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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　横田　稔
用　務　名 高松市の各課（下記記載）を訪問し、監察活動の実施と行政書士制度の啓蒙
日　　　時 平成29年1月23日（月）15時10分～ 16時30分
用　務　地 高松市庁舎内各課
主　催　者 監察部
内　　　容 許認可申請事務担当課に対する監察（広報）活動も大切であるが、一般市民へ

の行政書士制度の周知と法の適正運用を促す必要から、各部局の責任者にポス
ターとチラシを持参のうえ説明、受付窓口（カウンター）に非行政書士排除の
ポスターの貼付とチラシの常置を依頼した。行政書士が許認可申請、及び代理
行為をおこなう正当な代理人であることを示すために、この周知活動をおこ
なっている旨を補足し、理解と協力を要請した。

報告者：総務部長　丸尾良一
用　務　名 第6回四国ブロック社会保険未加入対策推進地方協議会
日　　　時 平成29年1月31日（火）14時～ 15時15分
用　務　地 高松サンポート合同庁舎
主　催　者 四国地方整備局
内　　　容 建設業における社会保険未加入対策

本事業の目標を29年4月において、平成24年から事業展開してきた。
1、行政における指導　　経営事項審査や許可更新時における指導強化
2、直轄工事における対策　元請企業は加入業者に限定　下請企業も加入指導
3、元請企業による下請け企業への指導
4、法定福利費の確保　直轄工事については、必要な法定福利費を予定価格に
反映するとともに法定福利費を内訳明示した見積書を作成し、利用することを
申し合わせ。
5、相談体制の強化　　社会保険労務士会との連携強化を図り、県単位に相談
窓口を設置する。

以上を推進することによって、加入率は着実に増えてきたが、まだ目標であっ
た100％に到達することはできず、29年度から引き続き、次の事業へ引き継ぐ
よう検討する。
　質疑の中で、会員より、下請・2次下請けなどにおいては法定福利費の見積
もりは、契約額に反映されることが困難な場合が多く、理念は周知されている
が現実は、いびつな状況になっているのではないかという意見が出された。29
年度からの新事業への引継ぎには、現状をさらに精査し、より効果のある事業
にしたいとの回答があった。
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報告者：監察部　部員　中山敬訓
用　務　名 （下記記載）を訪問し、監察活動の実施と行政書士制度の啓蒙
日　　　時 平成29年2月7日（火）13時30分～ 17時
用　務　地 高松東警察署・三木町農業委員会・さぬき市農業委員会・志度警	察署

東かがわ市農業委員会・東かがわ警察署
主　催　者 監察部
内　　　容 許認可申請事務担当課に対する監察の一環として我々行政書士作	成の許認可

の申請書に委任状の添付を会として指導しており、各	許認可申請事務受付窓
口に於いても委任状の添付指導の協力を依	頼すると共に、各担当部局の方に
ポスターとチラシを持参し、受	付窓口（カウンタ-）に非行政書士排除のポス
ターの貼付とチラシ	の常置を依頼した。

報告者：監察部　副部長　砂川　猛
用　務　名 農業委員会に対する代理権を証する書類の添付などについて
日　　　時 平成29年2月9日（木）9時05分～ 16時30分
用　務　地 多度津町、丸亀市、坂出市、高松市
主　催　者 香川県行政書士会（監察部）
内　　　容 ・多度津町、多度津町農業委員会に対する代理権を証する書類の添付依頼

・高松北、南、坂出、丸亀警察署に対するポスター掲示の依頼
成果及び感想 ・多度津町農業委員会などについては、委任状添付については、日頃からチェッ

クをしているが趣意は了解しましたとの返答
・宇多津町農業委員会については、担当者が出張中につき、応対者に対し、要
請書の趣旨説明をした。

・丸亀署、坂出署、高松北署、高松南署を訪問し、署長らに面会し、趣旨説明
してポスターの掲示を依頼した。
　南署等は即刻掲示した。

報告者：東讃支部　支部長　久米井好美
用　務　名 暮らしの総合行政相談所
日　　　時 平成29年2月22日（水）10時20分～ 1５時30分
用　務　地 さぬき市役所3階301・302会議室
主　催　者 四国行政評価支局
内　　　容 10：20　開所

　　　　　　四国行政評価支局長　挨拶
　　　　　　さぬき市長　挨拶
10：30　相談対応開始
1５：1５　相談受付終了
1５：30　閉所

成果及び感想 香川県行政書士会
　相談件数：1件
　相談内容：相続について
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報告者：監察部　監察部担当　副会長　入江宏幸
用　務　名 監察活動の実施と行政書士制度の啓蒙
日　　　時 ①平成29年3月8日（水）9時～ 9時20分　②平成29年3月13日（月）8時４0分～ 10時
用　務　地 ①三豊市農業委員会　②観音寺市農業委員会～観音寺警察署～三豊警察署
主　催　者 監察部
内　　　容 （1）①三豊市農業委員会　局長　浪越　勇

　　②観音寺市農業委員会　局長　合田尊男・副主幹　大森信寿
　許認可申請事務担当課に対する監察の一環として、行政書士会作成の申請書
に委任状の添付を指導していることについて、事務受付窓口においても、委任
状の添付指導の協力と、窓口における非行政書士排除ポスターの掲示とちらし
の配布を依頼しました。
　あわせて、農業委員会から香川県行政書士会に対しての通知等について、継
続的な周知の協力をお願いしました。
（2）観音寺警察署～三豊警察署
　各警察署管内における非行政書士排除ポスターの掲示とちらしの配布を依頼
しました。

成果及び感想 　ポスター、ちらしについては、掲示、配付いただき、窓口においては、効果
があるものと思慮します。（別紙添付写真の通り）
　委任状の添付については、窓口への協力はもとより、行政書士自らが確実に
対応していくことが何より重要であると思慮します。

観音寺警察署三豊市農業委員会
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報告者：監察部　副部長　砂川　猛
用　務　名 依頼文章・ポスター等の配布説明
日　　　時 平成29年3月16日（木）9時30分～ 12時
用　務　地 坂出市農業委員会、丸亀市農業委員会
主　催　者 香川県行政書士会
内　　　容 ・配布資料

・依頼文書　法令抜粋
　ポスター　チラシ

成果及び感想 ・坂出市農業委員会にあっては、委任状添付の件については承知をしており、
応対も丁寧であった。

・丸亀市農業委員会は、既にポスターを掲示してあった。
　窓口手続きにつき、協力依頼したところ快諾してくれた。

報告者：企画開発部　市民相談センター準備委員会　委員長　熊野実
用　務　名 相続対策セミナー
日　　　時 ①平成29年3月４日（土）9時～ 12時

②平成29年3月５日（日）13時～ 1４時
用　務　地 ①ひまわりセンター（丸亀市大手町二丁目1番7号　丸亀市保健福祉セ

ンター内）
②築地コミュニティセンター（高松市築地町1４－1）

主　催　者 企画開発部　市民相談センター準備委員会
内　　　容 ①相続対策セミナー・個別相談

　セミナー参加者：０名・個別相談件数：０件
②相続対策セミナー・個別相談
　セミナー参加者：０名・個別相談件数：０件

成果及び感想 ・次年度以降の事業としてコミュニティセンター等における相談会を企画する
にあたり、データ収集の目的で本セミナーを開催したが、参加者は①、②い
ずれも0名だった。

・セミナー開催の周知を目的として、チラシを作成しセミナー会場周辺や関係
先に配布したものの効果はみられず、また、会内への周知が不十分だったこ
ともあり会員の認知度は低かったことから、広報の方法について検討する必
要があると感じた。

・今回の結果を踏まえ、担当副会長、企画開発部と緊密に連携し、理事会での
協議を重ねながら慎重に今後の事業展開を検討していきたい。
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報告者：行政書士ＡＤＲセンター香川　運営委員　大山真哉
用　務　名 平成28年度ＡＤＲ調停人候補者スキルアップ研修（基礎編）
日　　　時 平成29年3月1５日（水）11時～ 3月17日（金）1６時
用　務　地 虎ノ門タワーズオフィス8階　ＲＯＯＭ7（港区虎ノ門４－1－28）
主　催　者 日本行政書士会連合会
内　　　容 講師　公益社団法人日本仲裁人協会顧問　レビン小林久子氏

3月1５日（水）11：00 ～ 18：00
（午前）理論の説明　１．米国でＡＤＲが利用されるまで　２．ＡＤＲの各方
法と調停　３．同席調停の中心理論
（午後）１．調停のプロセス　２．話し方の技法
3月1６日（木）10：00 ～ 18：00
（午前）１．調停の用語　２．調停ロール・プレイとノートの取り方
（午後）１．話合いの進め方　２．調停ロール・プレイ
3月17日（金）10：00 ～ 1６：00
（午前）１．合意について　２．調停ロール・プレイ
（午後）１．深刻な争いについて　２．調停ロール・プレイ　３．質疑応答

成果及び感想 　初日の理論の説明における同席調停の中心理論の講義では、交換理論・統合
理論について復習、確認をすることができ、また、トランスフォーマティブ理
論、ナラティブ理論についても理解を深めることができたと感じた。また、話
し合いの技法も、同席という形態も、同席調停が掲げる理念を実現するために
作られたものであり、同席調停の技法習得には、その理念について理解を深め
ることが大切だと実感した。
　2日目、3日目には初日に学んだ理論を振り返りながら計3回の調停ロール・
プレイが行われ、申込人、相手方、調停人それぞれの役割を経験させていただ
いた。調停人役で臨んだロール・プレイでは力不足を感じたが、調停のプロセ
スを意識しながら話し合いを進めることができたと感じた。また、ロール・プ
レイ後のふりかえりでは他会の先生方の様々なご意見を聞くことができ、とて
も参考になった。
　今回、他の認証単位会や認証を目指す単位会の方々とともに研修を受けさせ
ていただき、ロール・プレイや情報交換等の貴重な経験ができたことは大変有
意義だったと感じており、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。
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報告者：広報部　副会長（広報部担当）　入江宏幸
用　務　名 近畿地方協議会　平成28年度　第3回ＨＰ担当者会議
日　　　時 平成29年3月28日(月)　13時30分～ 1５時30分
用　務　地 大阪府行政書士会館　５階「第2大会議室A」
主　催　者 日本行政書士会連合会　近畿地方協議会
内　　　容 討議事項

　１．デジタルパット社廃業に伴う対応について
　２．Ｑ＆Ａの見直しについて
　３．共同コンテンツについて
　４．単位会情報交換
　５．その他

成果及び感想 １．平成30年度まで、引き継ぐ会社と継続し、協議会として、契約の内容に
ついて、覚書等で確認する。
２．更新の確認作業をし、４月10日までに各単位会担当分を修正し、実施する。
３．会議幹事単位会とトピックス担当会の輪番を確認し、事業を継続的に実施
する。
４．各単位会における広報活動、行政書士記念日の対応、ホームページの活用
についての報告、情報交換をした。
５．会議幹事単位会が変わるので、次年度は、おおむね、7月を目途にその時
点で再確認する。
今後も、香川会のホームページコンテンツの運用について、近畿地方協議会と
連携、協力して、利活用していきたい。

報告者：監察部　部長　横田　稔
用　務　名 監察活動としての開発申請における実情把握と行政書士制度の啓蒙
日　　　時 平成29年6月16日（金）15時～ 16時
用　務　地 高松市庁舎内建築指導課
主　催　者 監察部
内　　　容 開発申請受付窓口（カウンター）に行政書士のPRポスターと非行政書士排除

のポスターを貼付しているが、その後の申請状況及び代理行為についての現状
を伺った。法令の遵守、また会としての取り組みを説明し、行政書士制度の周
知と法の適正運用について、意見交換会を持つ必要がある旨を要請した。

成果及び感想 当方(行政書士会)の要請について、応対者は理解している模様で有り、初めて
の開催となるが前向きに対応をするとの回答を得た。
なお依頼書を、提出願いたいとの意向であった。
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報告者：副会長　石川秀幸
用　務　名 日本公認会計士協会四国会懇親パーティ
日　　　時 2017年6月16日（金）17時30分～ 21時30分
用　務　地 JRホテルクレメント高松3階玉藻
主　催　者 日本公認会計士協会四国会
内　　　容 石川千晶会長ご案内による懇親会に出席
成果及び感想 第51回四国会定期総会及び第29回公認会計士四国共済会定期総会には欠席し

懇親パーティだけに出席したのですが他の士業は総会から出席していたので次
回からは他の士業の動向を聞いた方がよいと思った。

報告者：副会長　入江宏幸
用　務　名 四国税理士会香川県支部連合会　第37回定期総会
日　　　時 平成29年6月13日（火）16時～
用　務　地 ＪＲホテルクレメント高松
主　催　者 四国税理士会香川県支部連合会
内　　　容 四国税理士会香川県支部連合会　第37回定期総会
成果及び感想 四国税理士会香川県支部連合会第37回定期総会の来賓として、岩城会長の名

代で出席いたしました。
なお、開催内容につきましては、添付の第37回定期総会議案書をご参照くだ
さい。
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〈お知らせ〉※以下内容はHPへ公開しております。また、すでに周知済みです。
　　　　　　　		香川県行政書士会HP　URL：http://www.k-gyosei.net/top/login

●官公署からの受信文書
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日行連よりの業務資料

日行連よりの業務資料
28 .12 .28	【日行連発第12５1号】理事会の開催について
29 .　	1 .		6	【日行連発第12６3号】OSS申請共同利用システム事前登録開始のご案内について
29 .　	1 .		6	【日行連発第12６４号】日本貿易振興機構（JETRO）「新輸出大国コンソーシアム」

における届出済行政書士の活用について
29 .　	1 .10	【日行連発12６５号】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）
29 .　	1 .16	【日行連発1283号】｢月刊日本行政｣ 12月号(No.529 )の返送分宛名調査について
29 .　	1 .19	【日行連発第1313号】成年後見制度に関する自治体への働きかけについて（お願い）
29 .　	1 .19	【日行連発第131５号】「規制改革ホットライン」集中受付に係る意見・要望について（ご

報告）
29 .　	1 .20	【日行連発第1337号】成年後見関連団体との連携に関するアンケートの実施につい

て（依頼）
29 .　	1 .23	【日行連発第13５0号】内閣官房・内閣府及び厚生労働省からの「年金ニュース」の

周知依頼について（お願い）
29 .　	1 .24	【日行連】パンフレットの送付について（成年後見制度に関する自治体への働きかけ

について）
29 .　	1 .25	【日行連発第13６3号】中央研修所通信の頒布について
29 .　	1 .25	【日行連発第13６４号】対日直接投資推進会議規制・行政手続見直しWG緊急報告に

ついて
29 .　	2 .		1	【日行連発第1390号】日行連が行う行政書士記念日における事業について
29 .　	2 .		3	【日行連発第1４22号】封印業務の受託に関する取り組みについて（ご連絡）
29 .　	2 .		3	【日行連発第1４2４号】所有者不明土地問題に関する地元自治体等への働きかけにつ

いて
29 .　	2 .		3	【日行連発第1４3４号】平成28年度ADR調停人候補者スキルアップ研修（基礎編）

の開催について
29 .　	2 .		3	【日行連発第1４37号】全国法規監察担当者会議結果報告書の送付について
29 .　	2 .		7	【日行連発第1４５0号】「申請取次届出済者」データの提出等について（お願い）
29 .　	2 .		8	【日行連発第1４５8号】平成29年度登録関係処理日程について
29 .　	2 .16	【日行連発第1４93号】行政書士法施行規則の一部を改正する省令案について
29 .　	2 .17	【日行連発第1４４8号】『監察読本』の送付について
29 .　	2 .17	【日行連発第1５0６号】行政書士法施行規則の一部改正について（お知らせとお願い）

【各単位会・役員宛】
29 .　	2 .17	【日行連発第1５07号】「不動産登記規則の一部改正案」に関する意見書について（報告）
29 .　	2 .17	【日行連発第1５08号】特別仕様ナンバープレート（図柄ナンバー）の申込開始につ

いて
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29 .　	2 .17	【日行連発第1５12号】認証取得単位会課題検討協議会の協議結果報告について
29 .　	2 .22	【日行連_事務連絡】ユキマサくんLINEクリエイターズスタンプの取扱いについて
29 .　	2 .22	【日行連発第1５2４号】VODシステム活用に係るアンケート調査の結果について（ご

報告）
29 .　	2 .22	【日行連発第1５29号】平成29年度申請取次関係研修会の開催予定について
29 .　	2 .24	【日行連発第1５４６号】平成29年度総務大臣表彰受賞候補者の推薦について
29 .　	3 .		2	【日行連発第1５５0号】封印業務の受託に関する準則案等について意見募集について(お

願い）
29 .　	3 .		2	【日行連発第1５５1号】丁種封印に係る国土交通省通達について（送付）
29 .　	3 .		2	【日行連発第1５６0号】適正な価格による工事発注について（周知協力）
29 .　	3 .		2	【日行連発第1５６3号】平成28年度司法研修の助成金の支給について
29 .　	3 .		2	【日行連発第1５６４号】貸切バス事業許可の５年更新制の導入について
29 .　	3 .		3	【日行連_事務連絡】ユキマサくんLINEクリエイターズスタンプの販売開始について
29 .　	3 .		6	【日行連発第1５8６号】日行連自動車OSSシステムの小規模運用の実施延長及びデモ

IDの送付について
29 .　	3 .		6	【日行連発第1５91号】成年後見関連団体との連携に関するアンケートの実施結果に

ついて
29 .　	3 .		7	【日行連発第1６12号】平成28年度特定法定業務研修テキスト利用料の課金とお支払

について
29 .　	3 .		9	【日行連発第1６22号】平成29年度特定行政書士法定研修に係る諸連絡
29 .　	3 .13	【日行連発第1６30号】成年後見制度に関する自治体への働きかけについて（再通知）
29 .　	3 .14	【日行連発第1６38号】事業承継ハンドブック（仮称）について（周知協力）
29 .　	3 .15	【日行連発第1６４2号】被災会員の登録手数料免除措置の取扱いについて
29 .　	3 .16	【日行連発第1６４６号】平成28年度事務連絡費等の送金について
29 .　	3 .17	【日行連_事務連絡】OSS申請共同利用システム（AINAS）の利用料金について
29 .　	3 .17	【日行連発第1６６４号】行政書士法人における行政不服申立代理業務における代表者

事項証明書の発行開始について
29 .　	3 .17	【日行連発第1６６５号】職務上請求書の平成29年度頒布における頒布価格等について
29 .　	3 .17	【日行連発第1６６9号】平成29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
29 .　	3 .21	【日行連発第1６7４号】センター利用者へのアンケートの実施及び研修カリキュラム

のご提供について（お願い）
29 .　	3 .22	【日行連発第1６8５号】全国ＯＳＳ担当者会議の開催結果について
29 .　	3 .23	【日行連発第1６8６号】第三業務部業務開拓部門事業に関するアンケート結果につい

て（報告）
29 .　	3 .24	「ＡＤＲでトラブル解決！ユキマサくん」リーフレットの送付について
29 .　	3 .24	【日行連発第1６90号】「審査請求のしかた」の頒布について
29 .　	3 .27	【日行連発第1６27号】「行政書士関係法令先例総覧CD-ROM」の送付について
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29 .　	3 .27	【日行連発第170６号】丁種封印に係る委託申請書について
29 .　	3 .31	「新輸出大国コンソーシアム」における届出済行政書士紹介制度の周知チラシの発送

について
29 .　	3 .31	【日行連発第1729号】権利義務事実証明に関する文例集の改訂について
29 .　	3 .31	【日行連発第1730号】行政書士のための犯罪収益移転防止法「本人確認ハンドブック」

（平成29年3月改訂）のデータの送付について
29 .　	4 .		3	 職務上請求書単位会別購入冊数一覧について
29 .　	4 .		4	【日行連発第４号】著作権相談員リーフレットの送付について
29 .　	4 .		4	【日行連発第６号】「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）」について（ご案内）
29 .　	4 .		4	【日行連発第9号】丁種封印に係る準則案について（参考）
29 .　	4 .		5	【日行連発第1５号】会費納入免除措置会員について
29 .　	4 .		6	【日行連発第2６号】種苗法施行規則の一部を改正する省令及び平成20年農林水産省

告示第５3４号（種苗法第2条第7項の規定に基づく重要な形質を定める
29 .　	4 .10	【日行連発第31号】行政書士法施行規則の一部改正について
29 .　	4 .11	【日行連発3４号】平成29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
29 .　	4 .12	【日行連発第４2号】消費税軽減税率制度導入協議会への協力体制について（お願い）
29 .　	4 .17	【日行連発第27号】平成29年度特定行政書士法定研修実施に関する広報媒体の送付

について
29 .　	4 .19	【日行連】認証取得済み単位会に対するPR助成措置について（報告）一覧の送付
29 .　	4 .19	【日行連発第５0号】ADR分野別取扱件数に関するアンケートについて（協力依頼）
29 .　	4 .20	【日行連発第５６号】「行政書士の法教育実践ガイド」の送付について
29 .　	4 .25	【日行連発第６５号】丁種封印に係る準則について
29 .　	4 .27	【日行連発第73号】平成29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
29 .　	4 .28	【日行連発第79号】平成29年春の黄綬褒章受章者のお知らせ
29 .　	4 .28	【日行連発第83号】法定相続情報証明制度に係る法務省通達について
29 .　	4 .28	【日行連発第６7号】特定行政書士業務ガイドライン
29 .　	5 .		1	【日行連発第82号】「日本行政書士会連合会　総会質問事例集」の送付について
29 .　	5 .		2	【日行連発第10４号】	「空き家対策の推進のための新規制度等に係る説明会」への御出

席について
29 .　	5 .		8	【日行連発第10５号】日本行政書士会連合会事務局の体制について
29 .　	5 .		8	【日行連発第109号】平成29年度日本行政書士会連合会定時総会の開催について
29 .　	5 .		8	【日行連発第113号】理事候補者の推薦について（依頼）
29 .　	5 .		8	【日行連発第122号】平成29年度特定行政書士法定研修に係る未修了者の申込につい

て
29 .　	5 .		9	【日行連発第119号】平成29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
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報告について
29 .　	5 .		9	【日行連発第119号】平成29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
29 .　	5 .11	【日行連発第13４号】消費税の軽減税率制度の対応への協力について（お願い）
29 .　	5 .11	【日行連発第1４3号】事業、財務及び懲戒処分等の情報の公表に関する規則の一部改

正について（お知らせとお願い）
29 .　	5 .12	【日行連発第1４４号】補助者の届出に関する調査について（お願い）
29 .　	5 .12	【日行連発第1４５号】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する

省令の公布について（お願い）
29 .　	5 .12	【日行連発第1４６号】改正個人情報保護法の全面施行への対応について
29 .　	5 .12	【日行連発第1４7号】自動車保有関係手続に係る一般社団法人日本自動車整備振興会

連合会との確認書の締結について
29 .　	5 .16	【日行連発第1５9号】平成29年度特定行政書士法定研修に係る更なる会員宛て周知の

依頼について
29 .　	5 .19	【日行連発第1６４号】内閣府「成年後見制度利用促進基本計画にかかる説明会」への

ご出席について（依頼）
29 .　	5 .22	【日行連発第1６7号】平成29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
29 .　	5 .24	「行政書士のための犯罪収益移転防止法　本人確認ハンドブック（平成29年度3月改

訂版）」の配布について
29 .　	5 .24	【日行連発第182号】平成29年度特定行政書士法定研修に関する申込期間延長及び再

収録講義に係るお知らせ
29 .　	5 .26	【日行連発第19６号】第６7回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち

直りを支える地域のチカラ～に対する協力について（依頼）
29 .　	5 .29	【日行連発第197号】平成29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
29 .　	5 .29	【日行連発第199号】平成29年度行政書士制度PRポスターの作成・配付について
29 .　	5 .30	【日行連発第200号】平成28年度申請取次行政書士管理委員会責任者会議　概要報告

について
29 .　	5 .31	【日行連発第207号】乙種受託者、丙種受託者の名において行わせる封印取付け規定

（案）について（通知）
29 .　	5 .31	【日行連発第208号】自動車保有関係手続のワンストップサービスの適用拡大に伴う

一般社団法人日本自動車販売協会連合会宛て要請文書について（通知）
29 .　	6 .		2	【日行連発第20５号】	平成29年度外国人就労・定着支援研修について
29 .　	6 .		2	【日行連発第21４号】電子政府推進員候補者の推薦について（お願い）
29 .　	6 .		5	 平成29特定行政書士法定研修講義一覧
29 .　	6 .		8	【日行連発第228号】平成29年度上期資格審査会の開催について
29 .　	6 .		8	【日行連発第230号】平成29年度総務大臣表彰受賞者の決定について
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29 .　	6 .12	【日行連発第2４1号】平成29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）

29 .　	6 .14	 日行連OSSシステムの利用手順説明書について
29 .　	6 .15	【日行連発第2５2号】自販連の各支部宛て周知文書について
29 .　	6 .15	【日行連発第2５8号】在留資格認定証明書交付申請等に用いる「質問書」の改訂につ

いて
29 .　	6 .20	【日行連発第2６3号】行政書士の封印取付けに関する甲種受託者との実施契約書（案）

について
29 .　	6 .22	【日行連発第2６４号】「条解行政書士法」の送付について
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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

及 び 事 務 所 の 名 称 電話番号 受　理
年月日 支部

995 千秋　祥子 763-0093 丸亀市郡家町 3154-1 0877-23-7570 平成 29 年
1 月 4 日 中讃

980 瀧端　延隆 760-0080 高松市木太町 608 番地 70 087-899-8263 平成 29 年
2 月 15 日 高松

752 大西　智仁 761-8072 高松市三条町 278 番地 12 087-867-0088 平成 29 年
2 月 21 日 高松

615 小原　正義 760-0029 高松市丸亀町 13 番地 2丸亀町ビル 3階 087-821-6301 平成 29 年
2 月 28 日 高松

552 多田　和照 761-8071 高松市伏石町 2005 番地 21 087-866-3220 平成 29 年
3 月 9 日 高松

837 和田　康弘 760-0079 高松市松縄町 1064 番地 9 087-802-8277 平成 29 年
4 月 13 日 高松

570 中野　貞子 平成 29 年
4 月 17 日 中讃行政書士法人　中野事務所

707 岡根江美子 769-0210 綾歌郡宇多津町 2628 番地 859 0877-49-4126 平成 29 年
4 月 17 日 中讃行政書士法人　中野事務所

◎廃業

受	理	日 氏　　　　名 支　部 備　考 抹　　消　　日

2 9 .　2 .2 2 末 澤　 正 典 高 松 廃 業 平成 29 年		3 月		1 日

2 9 .　3 .1 6 松 下　 彰 信 高 松 廃 業 平成 29 年		3 月 27 日

2 9 .　3 .1 6 三 好　 る り 東 讃 廃 業 平成 29 年		3 月 31 日

2 9 .　3 .2 2 福 田　 正 俊 東 讃 廃 業 平成 29 年		3 月 31 日

2 9 .　3 .3 1 高 橋 　 　 聖 西 讃 廃 業 平成 29 年		3 月 31 日

2 9 .　4 .1 4 中 井 　 　 優 東 讃 廃 業 平成 29 年		4 月 30 日

2 9 .　4 .2 5 米 谷　 元 一 中 讃 廃 業 平成 29 年		4 月 30 日

2 9 .　5 .1 7 高 橋 　 　 登 西 讃 死 亡 平成 29 年		5 月 10 日

2 9 .　5 .2 3 西 渕　 正 義 高 松 死 亡 平成 29 年		5 月		8 日

2 9 .　5 .2 3 大 森　 唯 志 中 讃 廃 業 平成 29 年		6 月		1 日

2 9 .　6 .		6 秋 山 　 　 勉 中 讃 死 亡 平成 29 年		5 月		8 日
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新入会員及び転入会員の紹介

（氏　名）岡　佳代子
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成29年1月1日
（事務所所在地）
坂出市青海町1553番地1
岡 佳代子行政書士事務所

（電話番号）0877 -47 -1776

（氏　名）藤本　泰裕
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成29年3月15日
（事務所所在地）
高松市三条町278番地12
藤本泰裕行政書士事務所

（電話番号）087 -867 -0088

（氏　名）赤澤　将三
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成29年3月15日
（事務所所在地）
高松市寺井町1250番地7
赤澤行政書士事務所

（電話番号）087 -885 -0862

（氏　名）稲田　洋平
（支　部）西讃支部
（入会年月日）平成29年4月2日
（事務所所在地）
三豊市高瀬町下勝間505番地3
行政書士稲田洋平事務所

（電話番号）0875 -72 -3565

（氏　名）礒村　諭治
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成29年4月2日
（事務所所在地）
高松市郷東町3番地1
礒村諭治行政書士事務所

（電話番号）087 -880 -3446

（氏　名）眞鍋　優子
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成29年4月2日
（事務所所在地）
坂出市福江町二丁目6番2号
眞鍋優子行政書士事務所

（電話番号）0877 -46 -3782

平成29年1月に入会致しました。
依頼者に信頼され、喜ばれる仕事のできる行
政書士を目標に努力していきたいと思います。
よろしくお願いします。

土地関連の手続きを中心に、迅速かつ丁寧に
業務に取り組んでいきたいと思います。
諸先輩方のご指導ご鞭撻をいただけますと幸
いです。
よろしくお願いいたします。

この度入会いたしました、赤澤将三と申しま
す。
業務に関する知識と経験を増やし、信頼のお
ける行政書士になれるよう努力いたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

平成29年4月に入会しました、稲田洋平と申
します。
主に農地関係の手続きをしっかりと遣って行
きたいと思います。趣味はモータースポーツ観
戦です。
よろしくお願いします。

本年4月入会の磯村と申します。
兼業の不動産業と共に、誠実に業務を行って
まいります。
よろしくお願い致します。

丁寧に業務を行うよう心掛けたいと思ってお
ります。
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたしま
す。

◎新入会員
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（氏　名）高橋　瑠奈
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成29年4月2日
（事務所所在地）
丸亀市大手町二丁目1番8号
瀬戸内法務行政書士事務所

（電話番号）0877 -22 -5825

（氏　名）土岐　淳一
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成29年4月15日
（事務所所在地）
高松市番町二丁目4番2-303号
コーポＡ＆Ｂ
土岐淳一行政書士事務所

（電話番号）087 -887 -1803

（氏　名）中川　智博
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成29年6月15日
（事務所所在地）
高松市松島町3丁目27番8号
行政書士法人 藤井宗晴事務所

（電話番号）087 -862 -3626

（氏　名）泉木　文乃
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成29年6月15日
（事務所所在地）
丸亀市土器町東七丁目588番地1
行政書士泉木事務所

（電話番号）0877 -64 -9030

（氏　名）山本　英生
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成29年7月1日
（事務所所在地）
丸亀市土器町東七丁目588番地1
行政書士山本英生事務所

（電話番号）0877 -64 -9030

街の法律家として地域の皆様のお役に立てる
よう、日々学び、邁進していきたいと思ってお
ります。会の皆様からも御指導御鞭撻を頂けれ
ば嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。

県職員から飲食店経営などを経て、行政書士
登録いたしました。今後ともご指導よろしくお
願いいたします。

建設業を中心に依頼者に信頼される行政書士
を目指します。
どうぞよろしくお願い致します。

この度入会致しました泉木文乃と申します。
依頼者の目的達成に全力で取り組んで参りま
す。
よろしくお願い致します。

この度、入会させていただくこととなりまし
た山本英生と申します。行政書士として業務で
きることを本当にうれしく思っております。今
の気持ちを忘れず、精進してまいりますのでよ
ろしくお願い致します。
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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

H29 .1 .31 火 第６回 四国ブロック社会保険等未加入対策推進地方協議会 サンポート合同庁舎
H29 .2 .1 水 第５回 企画開発部会 横関行政書士事務所
H29 .2 .2 木 県警交通規制課訪問（陳情） 交通規制課

H29 .2 .4 土
高松支部 支部研修会・新年会 マリンパレスさぬき
中讃支部 支部研修会・新年会 ホテルサンルート瀬戸大橋

H29 .2 .6 月 第5回 総務部会 本会事務局

H29 .2 .7 火
監察部 監察活動 官公署訪問	高松東警察署他

多度津町災害協定 多度津町役場
H29 .2 .9 木 監察部 監察活動 官公署訪問	高松北警察署他
H29 .2 .10 金 第10回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局	会議室
H29 .2 .14 火 高松市との意見交換会 高松市役所

H29 .2 .16 木
第３回 ADRセンター運営委員会 香川産業頭脳化センター
第５回 ADRセンター調停研究会 香川産業頭脳化センター

H29 .2 .17 金 綾川町との意見交換会 綾川町役場

H29 .2 .18 土
第６回 広報部会 本会事務局
業務研修部 香川大学法学研修会（１）民法 香川産業頭脳化センター

H29 .2 .19 日 行政書士記念日 イオンモール綾川
H29 .2 .20 月 第２回 選挙管理委員会 本会事務局
H29 .2 .22 水 暮らしの総合行政相談所 さぬき市役所
H29 .2 .24 金 士業法に関する情報交換 マリンパレスさぬき
H29 .2 .26 日 業務研修部 香川大学法学研修会（２）民法 香川産業頭脳化センター
H29 .2 .27 月 監察部 監察活動 官公署訪問	高松西警察署他
H29 .3 .1 水 正副会長・部長会 香川産業頭脳化センター
H29 .3 .2 木 香川県農政課との打合せ 香川県農政課

H29 .3 .4 土
相続対策セミナー無料相談会 ひまわりセンター
防災関係研修会 東京第一ホテル松山　

H29 .3 .5 日 相続対策セミナー無料相談会 築地コミュニティセンター
H29 .3 .6 月 香川県警察本部交通規制課 交通規制課
H29 .3 .8 水 監察部 監察活動 官公署訪問	三豊市農業委員会

H29 .3 .10 金
第11回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局	会議室

四士業災害支援協議会 香川県司法書士会館

H29 .3 .11 土 第6回 理事会 香川産業頭脳化センター	
1階第１会議室

H29 .3 .13 月 監察部 監察活動 官公署訪問	観音寺警察署他
職員採用面接 香川産業頭脳化センター

H29 .3 .14 火 第5回 監察部会 本会事務局	会議室

H29 .3 .15 水 研修

金融仲介の質の向上に向けたシンポジウムの出席者について 香川県社会福祉総合センター
業務研修会	
第一部「成年後見制度の概要について」	
第二部「成年後見人としての活動の実際・家庭裁判
所への報告の実務」

香川産業頭脳化センター	
一般研修室２F

ADR調停人候補者スキルアップ研修(基礎編） 虎ノ門タワーズオフィス
H29 .3 .16 木 ADR調停人候補者スキルアップ研修(基礎編） 虎ノ門タワーズオフィス

H29 .3 .17 金
ADR調停人候補者スキルアップ研修(基礎編） 虎ノ門タワーズオフィス

第3回 選挙管理委員会 本会事務局
H29 .3 .21 火 第７回 広報部会 本会事務局
H29 .3 .22 水 監察部 監察活動 官公署訪問	小豆島警察署他
H29 .3 .25 土 業務研修部 香川大学法学研修会（３）行政法 香川産業頭脳化センター
H29 .3 .26 日 業務研修部・専門業務研究会世話人合同会議 香川産業頭脳化センター　４階　第４会議室

H29 .3 .28 火
第10回 新入会員登録証交付 本会事務局	会議室

近畿地方協議会「ＨＰ担当者会議」 大阪府行政書士会館
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	年　月　日 曜 回数等 用　　務　　名　　等 開　催　用　務　地

H29 .4 .10 月
第１回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局
第1回 新入会員登録証交付 本会事務局

H29 .4 .12 水 平成28年度　会計監査 本会事務局

H29 .4 .13 木 第１回 選挙管理委員会
会長選挙　告示日 本会事務局

H29 .4 .21 金 日本貿易振興機構（JETRO） 高松商工会議所会館5階
H29 .4 .22 土 東讃支部 東讃支部総会 寒川町公民館
H29 .4 .24 月 第１回 理事会 香川産業頭脳化センター
H29 .4 .25 火 第２回 新入会員登録証交付 本会事務局

H29 .4 .26 水 第２回 選挙管理委員会
選挙周知会 香川産業頭脳化センター

H29 .5 .11 木
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

西讃支部 西讃支部総会 琴弾荘
H29 .5 .13 土 高松支部 高松支部総会 マリンパレスさぬき

H29 .5 .15 月
総会案内状　発送
会長選挙広報　発送

H29 .5 .19 金 香川県中古自動車販売協会 高松国際ホテル

H29 .5 .20 土
中讃支部 中讃支部総会 ホテルサンルート瀬戸大橋
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

徳島県行政書士会定時総会 ホテルサンシャイン徳島
H29 .5 .23 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
H29 .5 .26 金 外部団体 香川県土地家屋調査士会定時総会 オークラホテル高松

H29 .5 .27 土

第３回 選挙管理委員会 高松国際ホテル
第２回 理事会 　〃

香川県行政書士会定時総会 　〃
他単会 高知県行政書士会定時総会 サウスブリーズホテル

H29 .6 .3 土 他単会 愛媛県行政書士会 東京第一ホテル松山
H29 .6 .7 水 香川県消費税軽減税率制度実施協議会の開催について オークラホテル高松
H29 .6 .13 火 外部団体 四国税理士会香川県支部連合会 ホテルクレメント高松
H29 .6 .14 水 外部団体 香川県社会保険労務士通常総会 ホテルクレメント高松
H29 .6 .16 金 外部団体 日本公認会計士協会四国会定期総会 ホテルクレメント高松
H29 .6 .19 月 第２回 総務部会 本会事務局

H29 .6 .21 水
第２回 経理部会 本会事務局

日行連　常任理事会 シェラント都ホテル東京
日行連　選挙管理委員会 シェラント都ホテル東京

H29 .6 .22 木 日行連　定時総会第１日目 シェラント都ホテル東京
H29 .6 .23 金 日行連　定時総会第２日目 シェラント都ホテル東京
H29 .6 .26 月 内閣府「成年後見制度利用促進基本計画にかかる説明会」あわぎんホール
H29 .6 .27 火 第３回 新入会員登録証交付 本会事務局
H29 .6 .28 水 第２回 業務研修部会 本会事務局
H29 .6 .29 木 第１回 運営委員会 本会事務局
H29 .7 .4 火 第１回 監察部会 本会事務局

H29 .7 .7 金
行政書士試験試験場責任者説明会 全国町村議員会館

第２回 広報部会 本会事務局
H29 .7 .22 土 研修 新入会員研修会 マリンパレスさぬき
H29 .7 .28 金 平成29年度四国地方協議会定時総会 松山東急ＲＥＩホテル
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　会員の皆様、暑中お見舞申しあげます。いつも政治連盟にご協力賜り感謝申し上げます。ま
た先般の定期大会では、皆様のご理解により円滑な議事進行が行われ無事終了するととができ
ましたこと、重ねて御礼申し上げます。
　さて、政連の会長に再任され2期間を受任する事になりました。幹事も殆んど再任し、これ
からの2年聞を行政書士制度の充実と発展のため力を尽くしてまいります。しかし、政連の加
入者は毎年減少し、今香川では46%で全国43位の県となっております（6月27日現在）静岡
会は98%、島根会97%、広島会96%と比していかに低いかが分かると思います。日政連幹事
会でも常に加入率の悪さを指摘されます。なぜ政連に加入しなければならないかを「政治連盟
入会のお勧め」を引用致します。

　誰しも国家資格の行政書士という職業を選択し入会したからには、一人ひとりの利用者から
信頼される行政手続きのエキスパートとして充実した職業生活を送りたいと願っています。し
かしそれを実現するためには、「行政書士制度」というかけがえのない伝統の中に新しい時代に
見合うニーズを常に取り込んでいかなければなりません。それが「法改正」という難事業です。
地元の各党国会議員、国会及び各党内組織、関係要職議員、関係省庁・団体等の理解と協力を
得る長く険しい道程。そして衆参の国会で承認されたときの感動。行政書士法は国会の中で生
まれ変わっていきます。連合会の立場ではできない「政治活動」を行う政治連盟の活動の場と
存在意義がそこにあるのです。
　表だって見えない部分の多い政治連盟の活動。しかし、その成果は、業務拡大・確保等の具
体的果実として個々の行政書士に等しくもたらされているのです。
　幾度かの法改正を達成し行政書士制度をここまで育ててくださった諸先輩の苦難とご苦労を
思うとき、政治連盟への理解と認識をより一層深めるとともに、より力強く継承していく責務
があることを痛感します。
　行政書土制度は私たち一人ひとりの日々の営みの中にあります。行政書士制度の未来は私た
ち一人ひとりの日々の歩みの中にあります。あなたが制度を支える道に踏み出せば変わりゆく
時代を乗り越えて行政書士制度は生き続けていくことができるのです。
　政治連盟に入会して力を合わせてやっていきましょう！
　重ねてご理解とご協力をお願い致します。

定期大会を終えて

香川県行政書士政治連盟

会長　石川　秀幸
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平成 29 年度　香川県行政書士政治連盟　定期大会議事録
日　　時　：　平成29年5月27日(土)　　午後1時00分～午後1時40分
場　　所　：　高松市木太町2191 -1　高松国際ホテル　本館2階　讃岐の間
司　　会　：　渡辺　勝芳　副会長
会員総数　：　194名
出席会員数：　131名（委任状出席　72名含む）現出席　59名
１．開会のことば　
　横関賢二副会長より、平成29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　　岩城　隆文　本会会長
４．議長団選出
　司会者より、議長団の選出方法について、議場に諮ったところ、「司会者一任」との発言があっ
た。司会者は改めて司会者一任で良いか議場に確認したところ、異議なく承認されたので、議
長に池添治会員（高松支部）、副議長に中山敬訓会員（高松支部）を指名し、選任された。　　
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
　議長より、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、議長が指名することの承認を得たので、次の者を指名した。
　議事録署名人：村井　孝之（高松支部）　熊野　　実（高松支部）
　記　録　者　：奈良　惠子（高松支部）
６．議事　
第1号議案　平成28年度活動報告及び収支決算報告
　議長は、第1号議案を上程し執行部に説明を求めた。
　平成28年度活動報告については、石川秀幸会長が説明をし、収支決算報告書については平尾
政嗣幹事長が説明をした。
　引き続き監査報告を石丸寛監事が報告した。
　議長は第1号議案について質疑応答に移った。
　土岐淳一会員（高松支部）より、単会により組織率の違いがあるが、どういうところに表れ
ているのか。また香川県は今年の会員数から見て、改善傾向にあるということなのかとの質問
があった。
　石川秀幸会長より、行政書士法が議員立法であり、それを良くしようという熱意のある会員
が多い地域は組織率が良いのではないか。香川県は非常に少ないので組織率を上げるよう活動
計画にも入れているとの回答があった。
　質疑応答の後、第1号議案の承認について議場に諮ったところ、賛成多数で可決承認された。
第2号議案　平成29年度運動方針（案）及び第3号議案　平成29年度収支予算（案）議長は、
　第2号議案と第3号議案は関連性があるため一括上程とすることを提案し、議場の承認を得た
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ので一括上程し、執行部の説明を求めた。
　石川秀幸会長より、平成29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、平成29年度収支予算（案）の説明があり、質疑応答に移った。
　久米井好美会員（東讃支部）より、活動方針で会費の納入体制を確立するとあるが、29年度
はどういう納入体制を確立するのか、また、職域の確保・拡大による行政書士の社会的地位向
上で、職域問題等の解決に協力するとはどういう協力なのかとの質問があった。
　石川秀幸会長より、現在1回のみ郵送している会費振込用紙を、未納者に対して再納入のお
願いを送付し、併せて納入者を促すよう各支部長にも協力を仰ぐようにする。また職域問題等
の解決への協力については、香川県単体だけではどうにもならないので、日行連・日政連の要
請に基づき、すばやく対応できる体制づくりをしていこうと思う、との回答があった。
　質疑応答の後、議長は、第2号議案及び第3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4号議案　任期満了による役員選任の件
　久米井好美会員（東讃支部）より、規約では幹事は若干名とあり、それは5～ 7名程度であり、
各支部の役員を動員すれば良いのでは、また選挙区1区から3区に対応する配置をお願いしたい
との要望があった。
　石川秀幸会長より、今期は選挙に対応するために15名の体制でいこうと考えており、また、
選挙区に対応する配置も考えているとの説明があった。
　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　横関賢二　
幹	事	長　平尾政嗣
副幹事長　岩城隆文
幹　　事　橋本博之　籔内　哲也　森元真由美　奈良惠子
　　　　　谷本照義　石原ゆかり　高城　尚子　熊野　実
　　　　　大山真哉　高須賀浩介
監　　事　石丸　寛　福井あつみ
　議長は第4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37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、平成29年度香川県行政書士政治連盟定期大会を閉
会した。



78

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。
　平成29年5月27日
　　　　香川県行政書士会政治連盟　定期大会
　　　　　　　　　　議　　　　長　　　　池添　　治　　㊞
　　　　　　　　　　副　	議　		長　　　　中山　敬訓　　㊞
　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　村井　孝之　　㊞
　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　熊野　　実　　㊞

（石川会長　挨拶） （岩城本会会長　祝辞）
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（池添議長、中山副議長選出） （定期大会風景）

（平尾幹事長　説明答弁） （定期大会風景）
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○会員異動の掲載について
　会員の異動（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、ご確認ください。

○夏季休暇のお知らせ
　まことに勝手ながら、夏季休暇のため下記日程は閉局させて頂きます。
　ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
　閉局期間　8月14日（月）・15日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《総務部》

○官庁へ申請等の手続きを行う時は、必ず資格者証を提示して下さい。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《監察部》

○会費自動引落制度の加入のお願い
　まことに恐縮ですが、まだ加入されておられない方は、ご加入の申込をしていただきますよう
お願い申し上げます。
　事務局へお電話をいただければ、申込書をお送り致します。
　香川県行政書士会事務局　TEL 087-866-1121　　　　　　　　　　　　　　　　《経理部》

○申請取次行政書士管理委員会開催予定日
平成２９年　８月１０日（木）　　平成３０年　１月１０日（水）
平成２９年　９月１１日（月）　　平成３０年　２月１３日（火）
平成２９年１０月１０日（火）　　平成３０年　３月１２日（月）
平成２９年１１月１０日（金）
平成２９年１２月１１日（月）　　　　　　　　　　　　　　　《申請取次行政書士管理委員会》

【総務部からのお知らせ】 職務上請求書の記載について

　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、ご協力ください。特に次の点にご留意ください。
●事務局での購入時には、会員本人確認のため「行政書士証票」または「香川県行政書士会会員証」を提示し
てください。また、「職印」をご持参ください。
●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。）
●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、行政書士の指導監督下において、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」「戸籍謄本・住民票の
写し等職務上請求書記入要領」「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱いに関するガイドライン」を本会
ホームページ・会員ページに掲載していますので、ご確認ください。
　会員ページ→業務資料→（2015/2/24：総務部発出「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱いに関する
ガイドライン」）http://www.k-gyosei.net/top/login








