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新年のごあいさつ

　明けましておめでとうございます。

　香川県行政書士会の皆様方には、幅広い専門業務について研究を重ね、行政手続の円滑化や

県民の皆様の利便性の向上に努められており、深く敬意と感謝の意を表します。

　近年、人口減少や少子高齢化の進行、経済のグローバル化の進展など社会経済情勢が大きく

変化するとともに、人々の権利意識の高揚が図られる中、行政に対するニーズはより複雑化、

高度化しており、的確かつ効率的な行政運営がより一層求められています。

　こうした中、香川県では、新たな香川づくりの指針である「新・せとうち田園都市創造計画」

に沿って、「成長する香川」、「信頼・安心の香川」、「笑顔で暮らせる香川」の三つの基本方針の

もと、人口減少の克服や地域活力の向上につながる施策を積極的に推進し、本県の将来の発展

のために必要な課題に対して全力で取り組んでいます。

　行政書士の皆様方は、行政手続の専門家として、裁判外で紛争解決を行う「かいけつサポー

ト」など、法的トラブルの解決を図る制度を支え、県民の皆様の権利や利益の保護に貢献され

ており、その果たす役割はますます重要になっています。

　皆様方には、今後とも、安全で安心して暮らせる社会の実現に向け、「最も身近な法律の専門

家」として、県民の皆様の期待と信頼に応えていただきますとともに、県政の推進に格別のご

理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

　ところで、本県では、昨年、多くの尊い命が交通事故により奪われました。皆様方には、く

れぐれも交通安全にご留意いただきますようお願いいたします。

　新しい年を迎え、香川県行政書士会のますますのご発展と、会員の皆様方のご健勝、ご多幸

をお祈りいたします。

香 川 県 知 事

浜田　恵造
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新年のあいさつ

　明けましておめでとうございます。

　会員の皆様におかれましては、日頃より会務の運営にご理解とご協力を賜りまして、感謝申

し上げます。

　さて、昨年は各部とも活発に活動し実績を重ねているところですが、業務研修部の行政書士

業務に関する様々な研修、企画開発部の新規参入すべき業務の研究と研修、監察部による粘り

強くかつ大胆な活動、広報部による広報活動、総務部の様々な事務処理、経理部の適正な経理

事務と、それぞれの会員が自分の業務をこなしながらの会務の活動をして頂いておることに感

謝しています。

　また、それらの活動を支えて頂いております会員の皆様には重ねて感謝申し上げます。

今、日本の課題として人口の減少がありますが、人口が減少すれば当然我々行政書士の顧客の

減少ということに繋がりますので、まずは香川県の事業者、とりわけ中小企業の支援を重点的

な目標に掲げて今後の活動をして参りたいと思います。具体的には各種許認可を伴う事業承継

や経済産業省所管の補助金等の申請です。道のりは険しいかと思いますが、本気で取り組む所

存です。

　また、直面している課題として自動車保有関係手続のワンストップサービス、いわゆるOSS

が全国に広がっていますが、香川県においても数年後の実施が予想されます。この課題に対し

ても研修や関係団体との交渉を行わなければならないと思っています。

　今後も行政書士の取り扱い業務の範囲の広さを最大限生かせるよう、役員一同真剣に取り組

んで参りたいと考えております。

最後に、本年も会務の運営にご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げますと共に、新年

が会員の皆様にとって良き年となりますようご祈念申し上げまして、新年の挨拶とさせていた

だきます。

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　　横　関　賢　二

　明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては健やかに新しい年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
　さて、現在我々行政書士を取り巻く業務環境は、自動車OSSの進捗状況を見ましても大きな
岐路に立たされていることは間違いなく、これから資格業として如何に生き延びていくかを真
剣に考えていかなければならない時期にあるのではないでしょうか。
　行政書士の業務の拡大という面から考えますと、従来の主要業務である許認可・相続関係
手続等はもちろんのことですが、中小事業者に対するコンサルタントとしての役割なども非
常に重要な業務となってきています。しかしながら、香川県内では中小事業者へのコンサル
タント業務を行政書士が行っているケースは少なく、行政書士業務として確立しているとは
言えません。
　このコンサルタント業務を行政書士業務として確立していくことは、未開の業務分野の掘り
起こしにも繋がり、将来的には会員の皆様の事務所経営の柱にもなりうると考えています。そ
のためには、今から行政書士としてコンサルタント業務にどう関わっていけば良いのかを研究
し、必要な知識の習得に努めていく必要があります。
　企画開発部・業務研修部としても、従来の許認可等の基本分野の研修の充実とともに、中小
事業者支援のために必要な業務形態の研究や知識の習得のための研修会等を積極的に推進して
いきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。

副会長　　竹　内　良　一

　年初に当たり、総務・経理担当副会長として、総務部及び経理部それぞれにおける取組方針
を述べさせていただきます。

（１）総務部について
　本会の事務処理を一手に担う事務局は、正に本会運営の要と言えるものであって、その機能
が十分に発揮されることで会務の円滑な遂行が担保され、会員全てが日々の業務においてその
利益を享受できるものと考えます。即ち、本会の会務運営は、常に会員の利益担保を念頭に置
いてなされるべきもの、これが原点であると考えます。
　このような観点から、事務局を主管する総務部においては、現状における事務局の体制、事
務局における事務処理方、手続方等が適正であるかどうかを原点に立ち返って点検し、正すべ
き点があればこれを正し、不要な手続き等があればこれを廃止あるいは縮減し、改良すべき点
があればこれを改良し、新たに設けるべき点があればこれを創設する、等の適切な対応を取り
たいと思います。その際には、前もって、会員の皆様から広くご意見、ご要望等をお聞きかせ
頂き、できる限りこれを反映させたいと思っております。

（２）経理部について
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　経理部の業務として「入会金、会費及び登録手数料の徴収」が第１に挙げられておりますよ
うに、本会の会務運営は、会費等の収入が確保されることを前提にしております。そして、こ
れら収入源のうちでも、会費はその額からして収入源の主体をなすものであって、これが滞り
なく徴収されることが健全な会務運営の基礎となります。
　しかしながら、現実問題として、会費未納者が存在しており、この会費未納者に対しては規
則に基づいて督促手続き等の対応をとっていますが、完全徴収には至っておりません。
　かかる会費未納者の存在は、会費完納者との間に不公平感を生じさせ、延いては本会の会務
運営に悪影響を及ぼすことになります。
　そこで、経理部においては、総務部とも共同して、現在の会費未納者に対する対応が適切で
あるかどうか、他に有効な手立てがないか等を、他の単位会の実情等を勘案しながら再検討し、
会費の完全徴収を期したいと考えております。

以上

副会長　　入　江　宏　幸

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　岩城会長のもと、副会長を拝命し、２回目の新年を迎えました。皆様には本会の活動と運営
にご協力をいただき感謝申し上げるとともに、本年も、さらなる発展を目指して決意を新たに
しています。
　昭和26年の行政書士法制定以来、今日までの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環境の複雑化、多様化により、行政書士に求められる役割、
責任はますます重要になっています。業務遂行においては、品格と誇りの持てる行政書士に、
法令遵守と職業倫理を高め、国民の皆様のニーズに対応を図ることができるように努め、非行
政書士の問題についても、行政書士が国民のためにあることをしっかりと心に留め、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かねばなりません。
　広報部、監察部としては、広報月間無料相談、官公署巡回訪問、行政書士記念日、大規模災
害時における被災者の支援に関する協定の締結、特に、非行政書士の問題については、ポス
ター、チラシの製作、代理権を証する委任状添付の奨励、官公署との意見交換会を通して制度
を発展的に継承するために活動しています。ADRセンターは、認証紛争解決機関として専門的
な知見を活用した調停手続の実施を行うとともに、紛争解決に資する調停人養成と広く市民に
認知していただくための事業をしています。
　行政書士法が改正され、行政書士に聴聞・弁明の代理に加えて、行政不服申立手続の代理が
付与されたことは、行政書士が司法アクセスの一翼を担うことへの国民の関心と期待の高まり
であり、その実現に向けて、行政書士会のあり方、行政書士の資質や社会的地位の向上、さら
なる職域の拡大に向けて、その基盤を築いていく時代だと思います。
　本年が皆様方にとりまして実り多き飛躍の年になりますようお祈り申し上げますとともに、
本年も会発展のため、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。
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本 会 だ よ り
第４回　理事会報告

日　時　　平成28年9月3日（土）　午後2時〜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

協議事項　1. 情報セキュリティの見直しについて

ネット回線と事務局パソコン間にセキュリティチェック機材の導入を検討する。
　　　　　2. ペーパーレス化について

費用対効果の問題を考慮しながら、将来的に検討する。
　　　　　3. 研修会実施及び広報活動等の協力依頼（コスモスかがわ）について

コスモスかがわの事業計画に基づき、来年度予算より補助を検討する。
　　　　　4. 法規集の取扱いについて

ＡＤＲ規則や就業規則等を法規集に掲載する。

報告事項　1. 予算執行の進捗状況の報告・説明

公益法人会計基準による会計処理は、監事と協議しながら進める。
　　　　　2. 市民相談センター準備委員会からの報告

　第１回委員会で委員長　熊野実、副委員長　大山真哉に決定した。
　高松市、丸亀市の市民相談については従来どおり行う。アイパル香川の相談会は、
毎月第一火曜日１１時〜１３時に相談員１名で実施する。

　　　　　3. 非行政書士排除のため各種申請書に添付する委任状等について

　農用地除外申出書、農地転用許可申請書のチェックシートや農地転用申請書、開
発許可申請書の委任状について、研修会等で会員に周知する。
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第５回　理事会報告

日　時　　平成28年12月3日（土）　午後１時30分〜午後５時５分

場　所　　マリンパレスさぬき　玉藻の間

審議事項　1. 事務局資料・会議録等のペーパーレス化について

　補助金を活用したペーパーレス化の提案は継続審議となった。

協議事項　1. 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等について

　対策本部のメンバーは、会長、副会長、部長、支部長とし、第６回理事会で審議
する。

　　　　　2. これからの行政書士会・支部のあり方と会員のかかわり方について

　特別委員会を設置して検討することとし、業務範囲、メンバーは、会長に一任す
る。

　　　　　3. 申込手数料及び期日手数料に係る特例期間の延長（ADRセンター香川）について

　特例を２年間延ばすことについて協議した。
　　　　　4. 事務局職員の冬期賞与並びに事務局冬期閉局期間について

報告事項　1. 平成28年度事業の進捗状況について

　　　　　2. アイパル香川の相談会の実施状況について

　毎月第一火曜日11時〜 13時に開催しているが、周知が行き届いていない。
　　　　　3. 行政書士記念日の事業について

　２月19日に、無料相談会をイオン綾川で広報部、行政書士ＡＤＲセンター香川、
コスモスかがわの三者で開催する。
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知事を表敬訪問しました

副会長　　入　江　宏　幸

　明けましておめでとうございます。
　今年は「丁酉」です。酉は「取り込む」につながると言われ、運気を取り込み、成果を上げ
る年にしたいと思います。
　１月５日 三野先生とともに、浜田知事を訪問し新年のご挨拶をさせていただきました。

左から
（入江副会長、横関副会長、浜田知事、岩城会長、丸尾総務部長、三野県議）
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●総務部

総務部長　　丸　尾　良　一
　昨年11月13日（日）に行政書士試験が全国一斉に実施されました。今回は会場を香川大学に
移して実施しました。
　受験申込数は375名、受験者数は289名、受験率は77 .07％でした。昨年より申込数で34名、
受験者数で35名の減少となっており、昨年より大幅な減少となっており、その傾向は全国的に
続いております。
　また、法規集の発行も１月に発行する予定です。ご活用をいただきたいと思います。
　今後の事業計画は、新年度の総会に向け準備をしてまいりますが、一段と進みつつある情報
化に対し、情報セキュリティやさらなる効率化の推進を中心に、整備を図っていきたいと考え
ています。皆様方のご協力をお願いいたします。

●経理部

経理部長　　竹　内　良　一
（１）　経理部としては、会費完納を実現すべく、納付期限後３月経過前に会費未納者に対して
電話連絡にて未納状態を告知して納付を促すとともに、納付期限後３月経過後においては、電
話での告知により納付した者（分割納付者を含む）を除き、電話での告知ができなかった者を
含む会費未納者全員に対して督促状を郵送することを徹底します。
　係る二段階の督促態様を徹底することで、より少ない出費で会費徴収が可能になるものと考
えます。

（２）　毎月の予算執行状況の確認及び経理処理の点検は、これまでと同様に慎重を期して行う
が、特に執行状況については、必要に応じて担当部署に報告をし、その適正執行を担保します。

以上

●企画開発部

企画開発部長　　渡　辺　勝　芳
　企画開発部の業務進捗状況を、お知らせします。
１．「たかまつソーシャル支援ネットワーク」

　H28年12月現在で、下記3件の対応案件がありました。
　　NPO法人設立手続きについての相談 1件
　　一般社団法人設立手続きについての相談 1件
　　介護関係事業者の創業融資案件の紹介 1件
　また、支援ネットワークでの行政書士会担当セミナーとして、H29年1月26日午後6時
から瓦町フラッグにて「NPO法人の設立〜運営の仕方について」を予定しています。
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２．市民相談センター準備委員会
　当委員会では、次の事業を遂行しております。

（１）高松市役所・丸亀市役所相談会を従来の形態を維持しつつ運営しております。
（２）今年度よりアイパル香川（公益財団法人 香川県国際交流協会の国際交流会館）にて
毎月第１火曜日の定時相談の実施、及び、アイパル香川担当者からの電話・メールによる
緊急相談に幅広く対応しております。

（３）８月に応募いただいた相談員についてリストを作成し、行政書士会事務局に設置しま
した。なお、相談員については、現在も随時受付けております。

上記の事業だけでなく、年度内での実施に向けて下記の事項を検討しております。
①相談員の心得研修会の開催
②市役所相談を他の市町に拡大する事業
③各市町のコミュニティセンターでのセミナー・相談会の実施

　当委員会では、相談者である市民の視点に立ち、行政書士法第一条の二の業務に関する
相談のあり方、また業務を前提とした相談について調査研究しております。会員の皆様の
ご意見・ご要望を聞きながら、企画開発部の下、業務拡大に繋げたいと考えております。

３．補助金・助成金セミナー
　11月19日 頭脳化センターにて京都会の服部真和先生をお迎えし、補助金・助成金に応
募するためのノウハウ、依頼先を見つけるためのノウハウにつき、懇切丁寧に教えていた
だきました。今回のセミナーを契機として、香川会会員もこの業務を行うことを願ってお
ります。本来は、行政書士の専管業務のはずですが、現状では、コンサル会社金融機関等
が補助金・助成金の申請の大部分を行っていると思われる嘆かわしい状態です。その現状
を変える一石としたいと思います。

４．空き家対策、耕作放棄地等
　日行連に問い合わせして、全国の状況の把握をしました。空き家対策協議会等に参画し
た単位会が15、なんらかの業務委託契約をした単位会が５ありました。
　香川会としては、対策協議会に行政書士もメンバーに加えてもらう様に県・市・町に要
望書を提出する予定です。担当課が自治体ごとにバラバラであり、まずは、その把握をす
ることから始めます。（例、観音寺市地域支援課、三豊市田園都市課）
　耕作放棄地については、公益財団法人香川県農地機構等にて、今後の方針を打診しまし
た。県・市・町に対し要望書を提示し、行政書士業務の拡大を図りたいと思います。
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●業務研修部

業務研修部副部長　　寺　主　吉　輝
　今年度の業務研修部は、「会員の目に見える活動」をテーマに充実した研修会の開催を目指し
てきました。
　研修の定義を「業務上必要とされる知識や技能を高めるために、勉強や実習をすること。」と
したうえで、内容については、建設、運輸交通、土地開発、環境厚生、権利義務、コンプライ
アンス、電子システム、特定行政書士と多岐にわたる研修会を計20回実施しました。
　許認可関係専門業務研究会では、「行政書士は、官と民をスムーズに結ぶためのパイプ役」で
あるため行政から講師をお招きし、法令の改正点に重きを置いた研修を実施しました。
　新業務専門業務研究会、権利義務・事実証明専門業務研究会では、知識の伝授というよりも

「わかる」レベルから実践「できる」ことを目的として、共通した研修課題をシリーズとしてよ
り理解の深まる研修を実施しました。
　また、講師の選任については、業務との向き合い方が誠実でエネルギッシュな方に依頼し、
受講されている方を置き去りにしない情熱と包容力が感じられる熱い研修をしていただきまし
た。お人柄が伝われば幸いです。
　今後、平成29年１月から３月にかけ、①任意後見制度について（新業務専門業務研究会）②
香川大学法学研修会「行政法」「民法」等の研修会を予定しております。
ビデオ・オン・デマンド研修については、日本行政書士会連合会中央研修所の講座一覧を照査
し有益と思われる情報をお知らせいたします。
　業務研修部では、会員の皆様の満足度が高く業務パフォーマンスを上げることを目的とした
研修を提供すると共に、集い語りあえるコミュニティーでありたいと考えています。
　より一層のご指導ご鞭撻を頂きますとともに、ご参加を心よりお待ちしております。
 
１ 業務研修部研修

（１）新入会員研修
日時：平成28年６月18日（土）　9：00 〜 17：00
場所：マリンパレス２階　瀬戸の間
内容：行政書士の組織、職務上請求用紙の利用、報酬額について
　　　事務所経営について（講師：香川県行政書士会　宮川　譲会員）

（２）コンプライアンス研修
日時：平成28年６月19日（日）　9：00 〜 16：00
場所：マリンパレス２階　瀬戸の間
内容：コンプライアンス（DVD：日本行政書士会連合会中央研修所）　　　　　
　　　軽貨物運送業、飲食店開業、ネット申請、初歩の建設業許可
　　　り災証明について、古物商許可、クーリングオフ、相続依頼の対応

（３）著作権法
日時：平成28年７月２日（土）　13：00 〜 17：00
　　　平成28年７月３日（日）　13：00 〜 17：00
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　　　平成28年９月４日（日）　10：00 〜 11：00
場所：香川産業頭脳化センター２階　一般研修室
内容：著作権法概論／効果測定
　　　（DVD：日本行政書士会連合会中央研修所）

（４）特定行政書士
日時：平成28年 ７月 ９日（土） 10：00 〜 16：00
　　　平成28年 ７月10日（日） 10：00 〜 16：00
　　　平成28年 ７月16日（土） 10：00 〜 16：00
　　　平成28年 ７月17日（日）10：00 〜 16：00
　　　平成28年10月23日（日）  ９：00 〜 17：00
場所：香川産業頭脳化センター２階　一般研修室
内容：特定行政書士講義
　　　（DVD：日本行政書士会連合会中央研修所）
　　　 特定行政書士考査

（５）自動車ＯＳＳ
日時：平成28年７月24日（日）　13：30 〜 16：30
場所：香川産業頭脳化センター２階　一般研修室
内容：自動車OSSの現状と展望
　　　（講師：滋賀県行政書士会会長　盛武　隆氏）

 （６）不動産取得税・自動車取得税
日時：平成28年11月28日（月）  13：30 〜 16：30
場所：香川産業頭脳化センター２階　一般研修室
内容：不動産取得税・自動車取得税及び自動車税について
　　　（講師：香川県県税事務所　横田　哲也氏　　奥澤　修氏）

 
２ 許認可関係専門業務研究会

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく各種申請
日時：平成28年８月24日（水） 　13：30 〜 16：30
場所：香川産業頭脳化センター２階　一般研修室
内容：改正風営法並びに昨今の風俗営業の状況その他伝達事項等
　　　（講師：香川県警察本部生活安全企画課風俗営業担当官）

（２）建設業
日時：平成28年11月14日（月）  13：30 〜 16：30
場所：香川産業頭脳化センター２階　一般研修室
内容：経営事項審査の評点の解説、財務諸表作成上の留意点について
　　　（講師：ワイズ公共データシステム(株)大阪営業所）

（３）農業振興地域の整備に関する法律・農地法
日時：平成28年12月14日（水）  13：30 〜 16：30
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場所：香川産業頭脳化センター２階　一般研修室
内容：農振除外申請手続きの変更について
　　　（講師：香川県農政水産部農政課　山口　万亀男氏）
　　　農地転用許可申請等における委任状の取り扱いについて
　　　（講師：香川県行政書士会　監察部部長　横田　稔会員）
 

３ 権利義務・事実証明専門業務研究会

（１）遺産分割協議書
日時：平成28年10月８日（土）　13：30 〜 16：30
場所：香川産業頭脳化センター２階　一般研修室
内容：遺産分割協議書作成について

（講師：香川県行政書士会　村山　敬一会員）
（２）相続財産

日時：平成28年10月15日（土）　13：30 〜 16：30
場所：香川産業頭脳化センター２階　一般研修室
内容：財産調査及び相続財産をとりまく税
　　　（講師：香川県行政書士会　平尾　政嗣会員）

（３）戸籍謄本
日時：平成28年10月22日（土）  13：30 〜 16：30
場所：香川産業頭脳化センター２階　一般研修室
内容：戸籍謄本の見かた
　　　（講師：香川県行政書士会　横関　賢二会員）

 
４ 新業務専門業務研究会

（１）JW_CAD
日時：平成28年６月15日（水）　13：00 〜 17：00
場所：香川産業頭脳化センター１階　専門研修室
内容：CADを利用して研修室を描く
　　　（講師：香川県行政書士会　石河　光典会員）

（２）JW_CAD
日時：平成28年８月17日（水） 　13：00 〜 17：00
場所：香川産業頭脳化センター１階　専門研修室
内容：ＪＷ－ＣＡＤを利用した図面の書き方
　　　（講師：香川県行政書士会　石河　光典会員）
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●広報部

広報部長　　福　岡　　　淳
　今年度も、皆様方のご協力により広報部最大の行事である行政書士制度広報月間の行事を無
事終えることが出来ました。各行事にご協力いただいた皆様方に感謝申し上げます。
　さて本年度の事業として挙げていたホームページの見直しについてですが、ホームページ作
成業者と打ち合わせを行い、業者よりグループウェアの利用によるホームページ改良の提案を
受け、広報部内で試験的に運用を行ってみました。その結果会員全員を対象として提案を受け
た方法を運用することは困難との結果に達し採用しないことといたしました。次に広報部より、
どうしても改善したい部分を伝え、見積もりを提出してもらいましたが、残念ながら今年度の
予算では不可能という結果となってしまいました。現在のホームページはシステム的にも古く
なってしまっており、使い勝手の点においても、またセキュリティの点においても変更が必要
な時期となってきております。広報部としては皆様方の意見をお聞きするアンケートを実施し
ますので、ご意見をお聞かせ下さい。そして、いただいたご意見をホームページの変更に反映
させていきたいと思っておりますので、ご協力お願いいたします。
　また本年２月19日（日）に行政書士記念日の事業として、イオン綾川にて無料相談会を開催い
たしたいと思っておりますので、ご協力お願いいたします。

●監察部

監察部長　　横　田　　　稔
　先日、高松市に本店を置き、全国的な営業展開をしている某有名書店に、探し物があって行っ
てきました。ついでといっては何ですが、資格受験のコーナーを覘いてみたところ、行政書士
の受験参考書籍の多さに驚きました。司法試験と同様、また税理士、司法書士よりも広いエリ
アのように感じました。メディアを介して知名度が高くなり、人気の資格のように思え、書店
としても売れる本をそろえているなと実感しました。
　しかしながら難関の試験を突破しても、現実は甘くありません。行政書士業だけで生計を立
てるのは、なかなか困難であると言う声をよく耳にします。
　開業してからのPRや営業活動は当然に必要ですが、その他に従来から行政書士の職域に行政
書士でない者（無資格者）が立ち入り、本来行政書士でなければできないはずの申請、また代
理行為が為されているために行政書士の職域が侵食されている、という現実があるからだと思
われます。
　広報月間での監察活動も大切ですが、年間を通じて継続した排除のための活動を行うととも
に、会員皆様のご協力を頂きながらの活動が必要であると、感じております。
　今年度、監察部としては以下の活動をおこなっています。

⑴別紙のとおり、非行政書士排除のポスターとチラシを製作し、官公署での掲示、及び会員
への配布を行い、非行政書士排除活動を推進する。

⑵今年度も継続して香川県、及び県下各市町の農業委員会等へ出向き、事務担当者と法の適
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正運用のための意見交換を行う。
⑶昨年度から香川県、及び高松市の各課と協議を重ねていた委任状について、会員への周知

を行い、非行政書士排除に欠かせない代理権を証する書類として、各種申請書への添付を
奨励する。（別紙参照）

等を主なものとして、非行政書士の排除活動を継続していきたいと考えています。
特に、⑶については会員皆様のご協力が不可欠であることは言うまでもありません。

　監察部の活動は、目に見えて効果の出るものではありませんが、根気よく続けることに意義
があり、また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、行政書士とし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。

●申請取次行政書士管理委員会

委員長　　竹　内　良　一
　本委員会としては、新規申請及び更新申請に際しての注意点として、申請書類の提出日及び
添付写真についてその周知を図っていたところですが、依然として不適切な申請が散見されま
すので、再度お願いをいたします。

（１） 申請書類の提出は本委員会の開催予定日（毎月10日を予定しています）前の月末までに
提出して下さい。なお、今年度末までの開催予定日は、平成29年２月10日、３月10日となっ
ています。

（２） 特に、更新申請の場合は、高松入国管理局での処理期間（約１か月）を考慮して、少なくと
も届出証明書の有効期限の１月前には本委員会での審査を終えて高松入国管理局に提出するこ
とが必要となりますので、この届出証明書の有効期限と本委員会の開催予定日を勘案のうえ、
早目に提出してください。期限近くなっての駆け込み提出が散見されますのでご留意ください。

（３） 添付写真については、申請前３月以内に撮影した写真を提出してください。特に更新申請
の場合は、現在の届出証明書に添付された写真と更新申請書に添付の写真との異同判断が容易
ですので、本委員会としてはこれを高松入国管理局に提出することはできず、再度の写真提出
を求めることになりますので、ご注意ください。
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●行政書士ADRセンター香川

 
センター長　　入　江　宏　幸

１．運営状況

対 象 期 間 平成28年４月１日〜平成28年12月31日
外 国 人 自転車事故 愛 護 動 物 敷 金 計

問 合 せ 件 数 3 3 1 2 9
相 談 件 数 0 0 1 0 1
受 理 件 数 0 0 1 0 1
調 停 実 施 件 数 0 0 1 0 1

　問 合 せ 件 数： センターにADRに関しての問合せのあった件数
　相 談 件 数： 調停申込予定者が相談受付書を提出し事前相談担当者と相談をした件数
　受 理 件 数： 調停申込事件のうち，受理決定した件数
　調停実施件数： 調停受理事件のうち，実際に調停手続を実施した件数
 
　平成28年４月１日から平成28年12月31日までの問合せ状況等は上記のとおりで、８月に調
停を実施することができました。今後も拡充と活性化に向けて、ADRセンターの存在や理解を
深め、より利用しやすいものに、また、調停人養成などに積極的に取り組んで行きたいと考え
ています。
 
２．活動状況

（１）ADR法に基づく認証紛争解決機関として運営委員会を開催し、専門的な知見を活用した
紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重した公正かつ適正な裁判外紛争解決事業、各種
ADR機関からの情報を収集し、調査・研究・分析を行うとともに、調停人養成、資質保持及び
能力の向上を図る事業、センターを広く市民に認知していただくための広報活動事業を実施し
ています。

（２）調停人養成研修、調停研究会、運営委員会、調停のための事例検討会を以下の通り実施し
ました。
①ADRオリエンテーション

平成28年 ６月19日（日）10：30 〜 11：40　マリンパレスさぬき
（業務研修部主催コンプライアンス研修会内で開催）

②法的能力に関する調停人養成研修（新規受講者13名・再受講者４名　計17名）
平成28年 ７月30日（土）13：00 〜 18：00
香川産業頭脳化センター　第一会議室

③紛争解決能力に関する調停人養成研修（新規受講者13名・再受講者４名　計17名）
●基礎編　①平成28年　８月27日（土）13：00 〜 18：00
　　　　　②平成28年　８月28日（日）13：00 〜 18：00
　　　　　香川産業頭脳化センター　第一会議室・一般研修室
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●中級編　①平成28年 ９月24日（土）13：00 〜 18：00
　　　　　②平成28年 ９月25日（日）13：00 〜 18：00
　　　　　　香川産業頭脳化センター　一般研修室
●応用編　①平成28年10月29日（土）13：00 〜 18：00
　　　　　②平成28年10月30日（日）13：00 〜 18：00
　　　　　　香川産業頭脳化センター　一般研修室
●上級編　①平成28年11月26日（土）13：00 〜 18：00
　　　　　②平成28年11月27日（日）10：00 〜 16：00
　　　　　　香川産業頭脳化センター　一般研修室
●効果測定　平成28年11月27日（日）16：00 〜 18：00
　　　　　　香川産業頭脳化センター　一般研修室
　　　　　　  （新規受講者13名合格）

④調停研究会
第１回　平成28年 ６月 ９日（木）17：00 〜 19：00
　　　　香川産業頭脳化センター第三会議室
第２回　平成28年 ８月18日（木）17：00 〜 19：00
　　　　香川産業頭脳化センター第三会議室
第３回　平成28年10月20日（木）17：00 〜 19：00
　　　　香川産業頭脳化センター第三会議室
第４回　平成28年12月15日（木）17：00 〜 19：00
　　　　香川産業頭脳化センター第三会議室
第５回　平成29年 ２月16日（木）17：00 〜 19：00（予定）
　　　　香川産業頭脳化センター第三会議室

⑤運営委員会
第１回　平成28年 ６月 ９日（木）14：00 〜 17：00
　　　　香川産業頭脳化センター　第三会議室
第２回　平成28年10月20日（木）13：00 〜 15：00
　　　　香川産業頭脳化センター　第三会議室
第３回　平成29年 ２月16日（木）14：00 〜 17：00（予定）
　　　　香川産業頭脳化センター　第三会議室

⑥調停のための事例検討会
平成28年10月20日（木）15：00 〜 17：00
香川産業頭脳化センター　第三会議室
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●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
　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。
 　最高裁判所が発表した最新の「成年後見関係事件の概況」（平成27年1月から12月まで）によ
ると、成年後見人等に選任されたもののうち、本人の配偶者・親・子・兄弟姉妹及びその他親
族の割合が全体の29 .9パーセントとなり、初めて3割を切りました。言い換えれば、成年後見
人等に選任されたもののうち、7割以上が親族等以外の第三者であるということです。もちろ
ん私たち行政書士もその中に含まれることになります。
 　ただし、当該期間の行政書士の選任件数は822件であり、他の専門職（司法書士・弁護士・
社会福祉士）に比べるとまだまだ少数と言わざるを得ません。また、選任件数についての地域差
もかなり存在し、特に地方では件数が伸び悩んでいるのが現状です。
 　厚生労働省研究班の推計によると、認知症高齢者が約462万人、加えていわゆる認知症予
備軍（MCI 軽度認知障害）が約400万人と、従来の想定をはるかに超える増加を見せており、成
年後見制度の需要が今後ますます増大することは間違いありません。そしてこのことは地方で
あっても同様です。
 　また、成年後見制度のうち「任意後見制度」は任意後見契約を締結することによって利用され
るものであることから、前述の最高裁判所が発表した成年後見関係事件とは異なり、行政書士
業務に直接結びつくものです。したがって、他の専門職よりも積極的にその利用促進の活動を
していくべきと考えています。
 　コスモス香川県支部においても、会員各自が無料相談会を実施するなど地域に密着した活動
を通じて成年後見制度の利用促進を図っています。しかし、会員数が少ないこともあり十分な
活動ができているとは言い難いのが現状です。前述の選任件数の地域差も、各地域における制
度利用の需要の差というより、供給の差、つまり、成年後見に関する活動を積極的に行う行政
書士（コスモス会員）の人数の差が主な原因であると考えられます。
 　コスモスの会員となり成年後見業務を行うには、コスモスが実施する入会前研修を受講する
ことが必要となります。今年度の入会前研修ついてのスケジュールが決定次第、皆様にお知ら
せいたしますので、ぜひ受講していただくとともに、コスモス会員として一緒に活動していた
だきたいと思います。　
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平成28年度 「行政書士制度広報月間」の活動報告

１．官公署及び関係団体へ協力依頼文書発出
 平成28年９月23日（金）、官公署及び関係団体に対し、非行政書士が行政書士業務を遂行する
者に対しての行政書士法違反行為防止につき協力依頼文書を発出した。
２．行政書士電話相談の実施
　10月４日（火）、香川県行政書士会事務局において、午前10時から午後３時の間、広報部 石
村智彦副部長及び監察部 中山敬訓部員が相談員となり､ 電話による無料相談を行った。相談は
６件であった。
３．無料相談会の実施
　10月１日（土）、各支部において午前10時から午後３時の間、無料相談所を開設し本会役員
及び支部の中から相談員を派遣し、無料相談を実施した。

（１）東讃支部　三本松コミュニティセンター（東かがわ市）
 　　　三士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士）

（２）高松支部①班　サンメッセ香川（高松市）
　　　 五士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士）

（３）高松支部②班　小豆島町農村環境改善センター（小豆島町）
 　　　四士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士、税理士）

（４）中讃支部①班　丸亀市民会館（丸亀市）
 　　　三士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士）

（５）中讃支部②班　善通寺市民会館（善通寺市）
 三士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士）

（６）西讃支部　高瀬町農村環境改善センター（三豊市）
 　　　三士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士）
広報月間中に行った無料相談における項目別相談件数

権利義務・事実証明 許認可関係
遺
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Ⅰ　電話相談 1 3 1 1 6 0
Ⅱ　相談会 9 3 3 1 1 17 0

４．巡回訪問の実施
　本会及び各支部において官公署へ巡回訪問を行い、ポスター、ボールペン等を配布して行政
書士制度を広くPRした。
　また、日行連が作成したポスターを、支部を通じて会員に配布した。

広報部長　　福　岡　　　淳
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支部 日時 主な訪問先

本会 10月３日（月）
午前10時〜

香川県知事部局（総務学事課、土木監理課、農政課、廃棄物対
策課）－県警本部（交通規制課、交通企画課）－高松公証役場－
高松入国管理局－香川県県税事務所－四国運輸局－四国行政評
価支局

東讃 10月５日（水）
午前10時〜

さぬき市（総務課・農業委員会）－さぬき警察署－東讃保健福祉
事務所（環境福祉総務課・環境管理室）－東かがわ市（総務課・農
業委員会）－東かがわ警察署－長尾土木事務所（総務課）－長尾交
番－三木町（総務課・農業委員会）－高松東警察署

高松

９月29日（木）
午前9時〜

高松南警察署－高松土木事務所－高松市保健所－高松市（都市計
画課－建築指導課－河港課－道路課－契約管理課－農業委員会
－農林水産課－広聴広報課－市民政策局－財産経営課－市民相
談コーナー）－高松北警察署－東讃保健福祉事務所－高松市環境
局－香川県県税事務所自動車税課－四国運輸局－高松市地域包
括支援センター

９月29日（木）
午前9時45分〜

土庄町－小豆総合事務所－土庄交番－小豆島町－小豆警察署

中讃

10月６日（木）
午前9時〜

坂出市－坂出警察署－中讃土木事務所－高松西警察署－綾川町
－宇多津町

10月６日（木）
午前9時〜

丸亀市－中讃保健福祉事務所－丸亀警察署－多度津町－善通寺
市－琴平町－琴平警察署－まんのう町

西讃 10月５日（水）
午前９時〜

観音寺市－観音寺市農業委員会－西讃保健福祉事務所－西讃土
木事務所－観音寺警察署－三豊警察署－三豊市農業委員会－三
豊市

５．新聞広告等の実施
　９月28日（木）付の四国新聞に行政書士の業務内容、電話相談及び各無料相談の開設案内を
行った。同時に会員有志61名の協力による名刺広告を実施した。なお、誌面の業務案内は当会
で作成しているリーフレットを元に内容を掲載した。昨年に続いて、誌面全面を利用してのPR
であった。また高松ケーブルテレビに出演し、無料相談会の告知を行った。
６．巡回訪問の写真

香川県県庁 東讃方面巡回
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西讃方面（観音寺）巡回 西讃方面（三豊）巡回

７．無料相談の写真

東讃地区会場無料相談 西讃地区会場無料相談

高松ケーブルテレビ出演
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８．ポスター
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かがわ国際フェスタ２０１６出展報告

　平成28年10月10日にアイパル香川（高松市番町1丁目11-63）において開催された「かがわ国
際フェスタ2016」の展示・物販・交流ゾーンに、市民相談センター準備委員会と行政書士ＡＤ
Ｒセンター香川が広報・相談ブースを共同出展し、来場者や他の出展者に対してＰＲ活動を行
いました。
　「かがわ国際フェスタ」は、外国人住民と県民の交流・ふれあいの場であるとともに、県民の
皆さまが、国際交流・国際協力多文化共生に対する理解を深め、国際感覚を養う機会となるよ
う、年に１度開催される香川県、高松市、香川県国際交流協会等主催のイベントです。
　また、県内の国際交流団体や関係機関が一堂に会し、相互の連携を強化する機会にもなって
おり、毎月第1火曜日にアイパル香川で無料相談会を開催している市民相談センター準備委員
会と、外国人の就労環境・就学環境に関する紛争を取り扱う行政書士ADRセンター香川にとっ
て、他の機関と連携を図るうえで大変意義深いイベントでした。
　イベント当日は、本会の広報・相談ブースで３件の相談を受け付けるとともに、ポケット
ティッシュやチラシの配布等の広報活動を通して来場者との交流を深めました。また、浜田恵
造香川県知事が本会ブースにお立ち寄りになり、知事から激励のお言葉をいただきました。
　今回が初めての出展でしたが、外国人住民や関係機関との交流を通して大変有意義な経験を
させていただきました。今回の経験を今後の香川県行政書士会の事業に活かしていきたいと
思っています。

市民相談センター準備委員会　委 員 長　　熊　野　　　実

行政書士ＡＤＲセンター香川　運営委員　　田　中　　　幸

運営委員　　大　山　真　哉
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会議・研修等　出席者による報告
報告者：企画開発部　熊野　実

用　務　名 アイパルでの無料相談会の打合せ

日　　　時 平成28年5月18日（水）16時〜 17時

用　務　地 アイパル香川

内　　　容 渡辺、熊野がアイパルを訪問した。
対応ご担当者
事業課長 北原達雄氏、事業課長代理 松崎愛氏、事業課 作花正美氏
方向性
当面は周知を目的とするため、予約なしの定期開催をする予定。定着したら、
相談内容を事前に確認した上で予約制にすることが可能である。
一回限りの相談でなく継続相談も可能である。さらに相談者の希望があれば業
務として受任することも可能である。

研修・相談会等
の成果及び感想

スケジュール
日本語サロンの内、火曜日（10時〜 12時）に併せて、月一回程度開催する。
相談開催時間は11時〜 13時とする。第一回目の相談会は、平成28年6月7日
とする。ただし、日本語サロンの責任者に確認する必要があるため、変更の可
能性がある。
場所
開催場所は「交流談話室（中2階）〜交流フロア〜」の一部を、ゆるくパーテー
ションで隔てて実施する。相談内容が高い守秘性を要するものは、地下階にあ
る会議室を利用することが可能である。
広報
周知については、掲示物及びアイパル季刊誌を通じて広報する。
10月のイベント「国際フェスタ」にブースを出すことも可能。
通訳
相談者が日本語を話せない場合、通訳を付ける必要がある。
手が空いていれば、アイパル職員が通訳をすることも可能である。（英語、中国
語、ポルトガル語）
通訳ボランティアを雇う場合は、スケジュールを合わせる必要がある。
その他
駐車場については、建物西側のスロープの一台分を利用することが可能であ
る。
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報告者：監察部　部長　横田　稔
用　務　名 高松市の各課を訪問し、非行政書士排除のための監察活動（委任状の書式等に

ついて）

日　　　時 平成28年7月22日（金）　15時〜 17時

用　務　地 高松市庁舎内

主　催　者 監察部

内　　　容 昨年度に協議をおこなった代理権限を証する書類の添付について、行政書士と
非行政書士の区別をおこなううえで必要であることを強調し、その委任状の様
式と記載例について、申請事務当局との協議をおこなった。

成果及び感想 法令遵守を励行するためには必須書類である旨を説明し、概ね了解を得たが、
なお課内でも回覧し確認をするとの回答であった。

報告者：監察部　部長　横田　稔
用　務　名 高松市の各課を訪問し、非行政書士排除のための監察活動（委任状の書式等に

ついて）

日　　　時 平成28年7月26日（火）　15時〜 17時

用　務　地 高松市庁舎内

主　催　者 監察部

内　　　容 昨年度に協議をおこなった代理権限を証する書類の添付について、行政書士と
非行政書士の区別をおこなううえで必要であることを強調し、その委任状の様
式と記載例について、申請事務当局との協議をおこなった。

成果及び感想 法令遵守を励行するためには必須書類である旨を説明し、概ね了解を得たが、
なお課内でも回覧し確認をするとの回答であった。

報告者：副会長　竹内　良一
用　務　名 香川県人権同和問題講演会

日　　　時 平成28年8月3日（水）　15時〜 17時

用　務　地 サンメッセ香川

主　催　者 香川県

内　　　容 第１部 「差別の構造」〜土地差別から考える（講師：金子匡良氏）
第２部 「女性が働くということ」〜企業の人権意識の向上（講師：吉川美代子）

成果及び感想 人権同和に関する様々な問題、特に差別化の多様化について認識を新たに
した。
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報告者：監察部　部長　横田　稔
用　務　名 高松市の各課（以下記載）を訪問し、非行政書士排除のための監察活動（委任状

の書式等について）

日　　　時 平成28年8月5日（金）　14時〜 16時30分

用　務　地 香川県庁

主　催　者 監察部

内　　　容 8/4高松土木事務所を訪問したが、本庁道路課においての協議をされたい、と
の要請があった旨を申述した後に協議。
農政課については、昨年度から検討をおこなっている代理権限を証する書類に
ついて、協議。
両課とも行政書士と非行政書士の区別をおこなううえで必要である事を強調
し、委任状の様式と記載例について、協議をおこなった。

成果及び感想 道路課においては、委任状の様式等々は定めていない。個々の申請書類につい
ては、各土木事務所が窓口なので、提出の際に確認されたいとの回答。
農政課においては、課内でも回覧し確認するとの回答。両課ともに法令遵守を
励行するためには必須書類である旨を説明し、概ね了解を得た。

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1回ＨＰ担当者会議

日　　　時 平成28年 9月27日（火）　13時30分〜 16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．平成28年度の活動について
２．単位会情報交換
３．その他

成果及び感想 １．平成28年度の活動について、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。共同コンテンツ利用については、コ
ンテンツ制作会社との調整がつく見込みで、今後も、継続的して利活用
することになった。よくある質問（Q&A）については、担当単位会を決め、
ブラッシュアップを実施する。

２．各単位会における広報月間における広報活動とホームページの活用につい
　　ての報告、情報交換をした。
３．行政書士会におけるソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）、　
　　主にFacebookやTwitterの利用について、利用状況の報告と意見交換　
　　を行った。
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報告者：経理部　副部長　大山真哉
用　務　名 金融庁の業務説明会

日　　　時 平成28年10月6日（木）15時〜 16時

用　務　地 四国財務局　別館２階　第一会議室

主　催　者 財務局四国

内　　　容 中小企業の経営支援をはじめとした積極的な金融仲介機能の発揮に関する金融
庁の諸施策についての説明
金融機関，政府，金融行政への要望等の意見交換

報告者：市民相談センター準備委員会　委員長　熊野　実
用　務　名 かがわ国際フェスタ２０１６

日　　　時 平成28年10月10日（月）10時〜 16時

用　務　地 アイパル香川

主　催　者 香川県，高松市，公益財団法人香川県国際交流協会等

内　　　容 以下の趣旨により開催されるかがわ国際フェスタ２０１６への出展
（１）外国人住民と県民の交流・ふれあいの場の提供
（２）県民の国際交流・国際協力・多文化共生に対する理解の増進と国際感覚の

涵養
（３）国際交流・国際協力の担い手である県内の団体や関係機関相互の連携強化

成果及び感想 毎月第１火曜日にアイパル香川で無料相談会を開催している市民相談センター
準備委員会と，外国人の就労環境・就学環境に関する紛争を取り扱う行政書士
ＡＤＲセンター香川が，かがわ国際フェスタ2016の展示・物販・交流ゾーン
に広報・相談ブースを共同出展し，他の出展者及び来場者にＰＲした。

（受けた相談）
・市民相談センター準備委員会

件数：１件
内容：成年後見・相続について

・行政書士ＡＤＲセンター香川
件数：２件
内容：自転車と人との接触事故について
　　　外国人の友人の職場でのトラブルについて
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報告者：副会長　竹内良一
用　務　名 部落解放第34回香川県講演会

日　　　時 平成28年11月16日（水）10時〜 14時30分

用　務　地 高松市レグザムホール（香川県民ホール）

主　催　者 部落解放同盟香川県連合会

内　　　容 午前の部「障害者差別解消法について」の講演で、講師は、特定非営利活動法人
DPI日本会議議長補佐の  崔　栄繁（さい たかの）氏。
午後の部「子供の貧困と地域社会」の講演で、講師は、跡見学園女子大学マネジ
メント学部准教授  鳫　咲子（がん さきこ）氏。

成果及び感想 障害者差別解消法の内容及び問題点について認識を新たにした。また、子供の
貧困に対する地域社会の関わり方の受容性を痛感した。

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年度認証取得単位会課題検討協議会

日　　　時 平成28年11月16日（水）13時30分〜 17時

用　務　地 日本行政書士会連合会　第一会議室

主　催　者 日本行政書士会連合会　裁判外紛争解決機関推進本部

内　　　容 認証取得単位会が行うADR事業についての課題を検討し、実績及び認知度向上
のための意見交換を行った。
１．センター運営上の課題について
２．相手方の応諾についての工夫について
３．ＰＲ方法での工夫について
４．ADRビデオ講座VODコンテンツの利用状況について
５．その他（日行連ＡＤＲ推進本部への要望等）

成果及び感想 認証単位会間でADRセンターの運営上の課題やPR方法での工夫等についての
情報を共有し、検討を行った。
今回の検討結果を、今後の行政書士ADRセンター香川の運営改善や実績及び
認知度向上に活かしたいと考えている。
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報告者：申請取次行政書士管理委員会　副委員長　畠山俊二郎
用　務　名 申請取次行政書士管理委員会責任者会議

日　　　時 平成28年11月24日（木）13時〜 17時

用　務　地 サンポートホール高松　51会議室

主　催　者 日本行政書士会連合会　申請取次委員会

内　　　容 事前アンケート結果について
１．管轄地方入国管理局との関係
２．単位会申請取次委員会の運営等
３．法務省入国管理局入国管理課
４．日行連申請取次管理委員会
５．その他　意見・要望等

成果及び感想 入国管理局の支局、出張所しかない単位会では対応が思わしくなく苦労（本局
へ出向く等）しているようで、香川県は恵まれている方のようです。
神奈川・愛知等では、 「指定研修」を新規届出希望者に義務付けしている。
鳥取会のみ不参加でした。

「アンケート回答一覧」、 「愛知会指定研修の資料」等を事務局に置いてありま
すので、参考にしてください。

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28年11月28日（月）15時30分〜 16時30分

用　務　地 高松市庁舎内

主　催　者 監察部

内　　　容 受付事務担当者に行政書士法の概略を説明。行政書士と非行政書士の区別
をおこなう必要性と活動の趣旨を説明した。
また監察（広報）活動として、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の貼付をおこない、行政書士制度の周知と法の適
正運用の協力要請をおこなった。

土地改良課 農林水産課 財産経営課
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報告者：顧問　石川秀幸
用　務　名 全国OSS担当者会議

日　　　時 平成28年12月6日（火）13時〜 17時、7日（水）9時30分〜 12時

用　務　地 虎ノ門タワーズオフィス８階　ROOM ７

主　催　者 日本行政書士会連合会　第一業務部

内　　　容 全国から各単位会のOSS担当者を招集し、来年度から順次稼働地域と対象手続が
拡大されるOSS申請について、行政書士によるOSSの普及・促進を国民等に示す
ため、OSSに係る情報の共有及び意見交換を行い、一致団結して行政書士制度の
維持及び資質の向上、業務の発展・進歩を図ることを目的とする。

成果及び感想 現在の香川会の役員及び会員の知識では非常に困難だと感じた。今後集中して
研修しレベルを上げていかなければOSS業務は無理だと感じた。この度、継続
検査（指定整備によるもののみ）が自動車整備振興会に範囲拡大されたが、ます
ます政連の役割が大きくなると思われる。このままであれば、全ての申請が業
界に拡大される事になると思われる。

報告者：監察部　部長　横田　稔
用　務　名 平成28年度全国法規監察担当者会議

日　　　時 平成28年12月8日（木）14時〜 17時、平成28年12月9日（金）9時30分〜 12時

用　務　地 虎ノ門タワーズオフィス８階　ROOM ７

主　催　者 日本行政書士会連合会　法規監察部

内　　　容 12月8日
「法的なものの見方」と題する講演があり、その後に山形会、栃木会、三重会の監 
察活動の実態報告があった。その後、この三会について各単位会から質疑応答、
また数会から対応事例等の報告があり、各会における実情等の意見交換会となっ
た。
12月9日
前日からの意見交換を含む情報交換をおこない、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。
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報告者：行政書士ADRセンター香川　センター長　入江宏幸
用　務　名 一般財団法人日本ADR協会主催　実務研修・実務情報交換会

日　　　時 平成28年12月19日（月）14時〜 17時

用　務　地 淀屋橋サンスカイルーム　9階会議室

主　催　者 一般財団法人日本ADR協会

内　　　容 第一部　実務研修
　「ADR機関としてのアウトリーチのあり方に関するワークショップ
　　〜 ADRを活用できる人を増やすために、何ができるだろうか?」
　講師　株式会社エンパブリック　代表取締役　広石拓司 氏
第二部　実務情報交換会
　日本ADR協会からの報告、意見交換、質疑

成果及び感想 実務研修では、ADRのように、市民にとって新しく、慣れていない概念をど
う広げ、利用してもらうかという課題に関して、NPO等の社会課題解決型の
事業が行ってきたPRやネットワークの活用法が紹介され、効果的にPRを行う
ポイントをワークショップを通して学ぶことができた。また、実務情報交換会
では、参加ADR機関、担当者との意見交換、情報交換、質疑を通して、ADR
に関する情報や課題を共有することができた。今回の研修、情報交換会で得た
内容を、今後の行政書士ADRセンター香川の活動に活かしたいと考えている。

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2回HP担当者会議

日　　　時 平成28年12月26日（月）15時〜 17時

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．平成28年度の活動について
２．Q&Aの見直しについて
３．単位会情報交換

成果及び感想 １．平成28年度の活動について、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。共同コンテンツ利用については、コ
ンテンツ制作会社と引き続き調整をすすめ、期限を決めて利活用すること
になった。

２．よくある質問（Q&A）については、更新の確認作業をし、次回会議までに
実施する。

３．各単位会における広報月間における広報活動とホームページの活用につい
ての報告、情報交換をした。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。
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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28年12月19日（月）16時〜 17時30分

用　務　地 高松市庁舎内

主　催　者 監察部

内　　　容 監察（広報）活動として、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の貼付をおこない、行政書士制度の周知と法の適正運用の
協力要請をおこなった。同時に、行政書士が正当な代理人であることを示すため
に、委任状の添付を促している。そのために行政書士会として記載例等の周知を
おこない、添付を奨励する取組、周知活動をおこなっている旨を、受付事務担当
者に説明した。

道路管理課 河港課

農業委員会事務局

建築指導課
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代理権を証する書類の添付について（お願い）
　時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　日頃は当会の運営・活動に、ご理解並びにご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて予てから、監察部において協議・検討を重ねておりました標題の件について、県及び主
な自治体との協議を経て、ようやく実施の運びとなりました。
　ご承知のように官公署に提出する書類の作成、及び代理行為は行政書士に限定されており、
このことは行政書士法にも定められております。
　しかしながら、各市町における農地を含む申請・代理行為については、些か不適切な実態が
あるとの通報や苦情が、会員および一般市民からしばしば寄せられています。
　依って法令遵守を励行する必要性に鑑み、昨年度より受付事務当局における当会会員と、非
行政書士の区別をおこなう為に参考となる資料として、会員名簿を提供するとともに、代理権
を明確にする書類としての委任状の書式及び添付について、協議を重ねてまいりました。
　この度、監察部から別紙のとおり書式例、及び記載例の提示が有りましたので、会員皆様に
お知らせすると共に、当会ホームページにも掲載しておりますので、ご活用下さる様お願い致
します。
　今後、行政書士として各種申請書に代理権を証する書類を添付することにより、非行政書士

（無資格者）は代理権が存しないことが明らかとなり、かつ違法であることが明白となります。
　従来から、行政書士の職域確保は盛んに叫ばれつつも、改善の兆しは見えておりませんでし
た。
　しかしながらこの度の、代理権を証する書類としての委任状をご活用戴くことにより、非行
政書士（無資格者）を排除することに繋がり、職域確保に貢献するものと期待しております。
　何卒、会員皆様のご理解とご協力を頂き、積極的な運用を切にお願い申し上げます。
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〈各支部だより〉
●東讃支部

東讃支部長　　久米井　好美
１．新人会員紹介
　　　髙原香澄氏　　事務所　東かがわ市入野山2593番地2
　　　〔属性〕行政書士試験合格者
　　　　　　福栄不動産（香川県宅建協会　会員）
 　　　柴原健二氏　　事務所　木田郡三木町大字田中106番地15
　　　〔属性〕三木町会計管理者（前職）
 　　　　今後のご活躍を期待しています。
 
２．行政書士記念日行事の一環として、交流会を平成29年2月〜 3月に計画しています。
　　目的（１）広報月間において、２市１町内の県市町行政機関へポスター及び行政書士法、司

法書士法並びに土地家屋調査士法において規定する申請できる官公署を記した書
面を配布したことについて

　　　　（２）ポスター掲示を現認した会員は、その官公署を報告することについて
 

３．行政窓口への申請について
　申請の際、連絡先を聞かれるとき又は記載するときには、必ず行政書士○○○○と通知
して下さい。
　特に、土地家屋調査士兼業の会員は気をつけて下さい。
　本年より、他士業者への告発を視野に、該当者に、東讃支部長名による勧告書を発信す
ることを企画しています。

 
４．会員増強について
　　（１）税理士事務所を訪問し、入会勧誘をします。
　　（２）行政、県警、教育の退職公務員を訪問し、入会勧誘をします。
　　（３）一般並びに他の士業会に属する試験合格者を訪問し、入会勧誘をします。
 
　　　　会員各位の情報をお待ちしています。

以上

●高松支部

高松支部長　　籔　内　哲　也
　平素は支部活動にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
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　高松支部では、９月29日（木）に高松地区（私、瀧井副支部長及び本会から岩城会長）と小豆地
区（村井副支部長、佐伯幹事、橋本会員及び本会から竹内副会長）に分かれ、それぞれの地域の
役所や警察署等の官公署を巡回訪問してきました。
　10月29日（土）には高松市の南部運動場において、司法書士会、土地家屋調査士会、税理士会、
社会保険労務士会との五士業で親善ソフトボール大会が開催されました。試合は各チーム２試
合ずつあり、初戦は土地家屋調査士会、２試合目は司法書士会と行いましたが、いずれも残念
ながら惜敗しました。それでも参加者全員で試合を楽しみ、お互いに親睦を深め、非常に楽し
い一日となりました。
　なお、支部の今後の主な行事としましては、平成29年２月４日（土）に新年研修会と新年会を
開催する予定にしています。詳細が決定次第、別途ご案内を差し上げますが、一人でも多くの
方が参加されますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

●中讃支部

中讃支部長　　丸　尾　良　一
　10月には例年同様広報月間としての行事、三士業合同無料相談を丸亀市と善通寺の各市民会
館で実施するとともに、官公署訪問を丸亀と坂出の二つのコースに分かれて実施しました。
　11月６日には支部研修旅行を実施しました。改修の終わった世界文化遺産の「姫路城」や神戸
を一望できる「布引ハーブ園」など、日ごろの忙しさを忘れて、秋の一日を楽しむことができま
した。
　12月11日にはハイキングを琴平から大麻山を越えて善通寺までのコースで実施しました。
風もなく、絶好の天気に恵まれ、大麻山山頂では中讃地域はもちろん三豊方面や瀬戸内海まで、
一望することができ、またカンボジアからの研修生30余名にも出会い、国際化の波も実感しま
した。
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　今年度の事業も残すところ新年研修会のみとなりました。多くの参加をお待ちしています。
来年は、支部の再編についても課題となっております。様々なご意見をいただきたいと思って
います。今後ともご協力方よろしくお願いいたします。

●西讃支部

西讃支部長　　福　岡　　　淳
　本年度も行政書士広報月間関連の行事が無事終了しました。
本年度の無料相談会の相談件数は３件と昨年に比べると減少してしまいました。会場の場所的
な問題もあるのかもしれません。来年度からは観音寺市に会場を戻す予定としております。
官庁巡回訪問は、10月５日に例年通り三豊市、観音寺市の主要官庁を巡回訪問してまいりまし
た。本年度は残念ながら三豊市、観音寺市の両市長とも所要のためお会いすることができませ
んでしたが、副市長や部長と面談し行政書士制度の広報をしてまいりました。
　さて、西讃支部の会員数ですが、減少の一途をたどっており、昨年12月現在において36名
となってしまっております。また会員数の減少だけが原因ではないと思いますが、各種行事に
出席いただける会員数も減少しております。せめて支部総会にだけでもご出席いただきたいと
願っております。
　現役員の任期も残り少なくなってまいりました。皆様のご協力をいただき残りの任期を全う
したいと思っておりますのでよろしくお願いします。
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●これからの行政書士会・支部のあり方と 会員のかかわり方について

高松支部　　白　坂　正　明
　これからの行政書士会・支部のあり方と会員のかかわり方について考えてみました。会員皆
様の忌憚のないご意見を拝聴したいところです。
　率直に申し上げて、現状のままでいいのでしょうか。改善すべきところは無いのでしょうか。
本会や支部をさらに発展させるためにはどこをどう改善すべきか、さらに活性化するためには
会員としてどのように行動や発言をすべきなのか。また、会員として今のままでいいのか。本
会や支部は、そもそも誰にどのような価値を提供するために存在しているのか。そして、これ
までどのように存在し、そしてこれからどう存在していくべきなのか。今までも本会や支部の
役員会において、具体的な協議・話合いを真剣にしてきていると思いますが、さらに、一般会
員も積極に機関紙「行政書士かがわ」等において、要望や意見、そして、考え方を今以上に発
信していく積極性が求められていると思います。
　一般会員皆様の積極的な要望や意見等の発信が少ないと、本会や支部の活性化や進展の度合
いが低下していくように思えてならないのです。
　私は、昨年の平成28年1月 第84号において、5つの提案をしました。今一度申し上げますと

提案1－支部の区域の再編成について
支部の会員数の隔差があまりにも大き過ぎて種々の問題があるため、4支部制から
２支部制への再編を検討していただきたい。

提案2－会長選挙の選挙運動期間について
提案3－選挙運動の制限規定について
提案4－本会の会長手当について提案しましたが、今回は役員全員に、予算の許す限り小額

でも支給するよう検討していただきたい。
会員全員のために活躍してくれているのに無支給ではおかしい。

提案5－本会の会長の選出方法と併せて理事の選出方法や役員数についても再検討していた
だきたい。

　本会と支部の活性化とさらなる発展のために、会員皆様の積極的な意見や要望も拝聴します。
　これらは緊急な課題であると考えますので、本会においては、これらの諸課題について検討
する特別委員会を設置する規則を制定し、速やかに設置・検討するよう特に要望いたします。
　香川県行政書士会会則第47条の規定により「本会は、必要がある場合には、理事会の決議に
より委員会を設けることができる。」とされており、本規定に基づいて特別委員会を設置し、新
しい考え方をもって新しいあり方を検討されるよう重ねてお願いいたします。

〈寄　稿〉各会員より
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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

28 . 7 . 1 【日行連発第345号】 平成28年毎月勤労統計調査特別調査への調査協力依頼に関する
お願いについて（会員周知願い）

28 . 7 . 4 【日行連発第337号】 平成28年度定時総会質問書及び各種名簿等の送付について
28 . 7 . 4 【日行連発第346号】 第66回“社会を明るくする運動”ポスターの送付について
28 . 7 . 5 【日行連発第350号】 理事会の開催について
28 . 7 . 6 【日行連発第352号】 ゆるキャラグランプリ2016エントリーに伴う周知へのご協力に

ついて（お願い）
28 . 7 . 6 【日行連発第353号】 ゆるキャラグランプリ2016エントリーに関する貴会会報での周

知協力について（お願い）
28 . 7 . 8 【日行連発第376号】 認証取得済み単位会に対するPR助成措置の報告一覧の送付につ

いて
28 . 7 . 11 【日行連発第380号】 日本行政書士会連合会事務局の体制について
28 . 7 . 15 【日行連発第410号】 ユキマサくん応援メーリングリスト配信ご協力について（お願

い）
28 . 7 . 19 【日行連発第421号】 「高度人材ポイント制」の利活用推進に係るご協力について（お願

い）
28 . 7 . 19 【日行連発第422号】 ユキマサくんグッズに関するお知らせについて
28 . 7 . 22 【日行連発第437号】 平成28年度単位会申請取次行政書士管理委員会等への助成につ

いて
28 . 7 . 22 【日行連発第438号】 平成28年度会長会の開催について
28 . 7 . 25 【日行連発第442号】 平成28年度定時総会事録の送付について
28 . 7 . 25 【日行連発第444号】 平成28年度行政書士制度広報月間における催事実施予定につ

いて
28 . 7 . 26 【日行連発第445号】 日行連自動車登録OSSセンター構想による看板設置について
28 . 7 . 29 【日行連発第466号】 登録に関するいわゆる事前審査について（お願い）
28 . 8 . 5 【日行連発第500号】 各単位会における業務関係資料の提供について
28 . 8 . 5 【日行連発第502号】 社労業務取扱証明書の発行について（お願い）
28 . 8 . 8  【日行連発第514号】 認証取得済み単位会に対するPR助成措置について
28 . 8 . 9 【日行連発第522号】 平成28年度会長会に係るアンケートの実施について
28 . 8 . 17 【日行連発第551号】 平成28年度行政書士制度広報月間の実施について
28 . 8 . 18 【日行連発第560号】 各単位会の相談受託状況に関するアンケートについて（お願い）
28 . 8 . 22 【日行連発第571号】 全国成年後見業務会議の開催について(通知)
28 . 9 . 1 【日行連発第592号】 平成28年熊本地震に係る義援金及び支援金について
28 . 9 . 2 【日行連発第608号】 平成28年度著作権相談員養成研修及び名簿の集約に係る取り扱

いについて
28 . 9 . 7 【日行連発第638号】 特定行政書士法定研修対応事務マニュアル（考査実施編）等に
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ついて
28 . 9 . 9 【日行連発第651号】 認証取得単位会課題検討協議会の開催について
28 . 9 . 12 【日行連発第665号】 全国法規監察担当者会議に係るアンケートの実施について
28 . 9 . 12 【日行連発第666号】 会則施行規則第7条の2第一号による会費の免除措置について
28 . 9 . 14 【日行連発第672号】 所有者の所在の把握が難しい土地の利活用に関する貴会の取組

みについて
28 . 9 . 28 【日行連発第722号】 平成29・30年度 入札参加資格審査申請のインターネット一元

受付について
28 . 9 . 29 【日行連発第738号】 平成28年度_特定行政書士法定研修の受講・受験に係る次年度

への振替措置等について
28 . 9 . 30 【日行連発第724号】 厚生労働省の学生アルバイトのトラブル防止のための周知用ポ

スターの送付について（依頼）
28 . 10 . 3 【日行連発第742号】 全国OSS担当者会議の開催について
28 . 10 . 6 【日行連発第768号】 農業委員会委員への行政書士の任命実績に係るアンケート調査

について（依頼）
28 . 10 . 7 【日行連発第766号】 第三業務部業務開拓部門事業に関するアンケートについて（依

頼）
28 . 10 . 12 【日行連発第795号】 行政書士に関する実態調査について（お願い）
28 . 10 . 12 【日行連発第803号】 内閣府「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に伴う各単位会の

男女内訳調査について(お願い)
28 . 10 . 12 【日行連発第804号】 平成29年新年賀詞交歓会日程について（お伺い）
28 . 10 . 12 【日行連発第810号】 全国法規監察担当者会議の開催について
28 . 10 . 14 【日行連発第820号】 申請取次行政書士管理委員会責任者会議（中国・四国地方協議会

対象）の開催に係るご連絡
28 . 10 . 19 【日行連発第853号】 「規制改革ホットライン」集中受付に係る意見・要望募集について

（お願い）
28 . 10 . 20 【日行連発第834号】 不正商品対策協議会広報啓発リーフレット等の送付について
28 . 10 . 20 【日行連発第867号】 特定行政書士の付記に伴う登録事務処理の取扱いについて
28 . 10 . 26 【日行連発第883号】 平成28年度ADRビデオ講座への講師派遣依頼について（お願い）
28 . 10 . 28 【日行連発第891号】 VODシステム活用に係るアンケート調査の実施について（お願い）
28 . 10 . 31 【日行連発第914号】 平成28年度下期資格審査会の開催について
28 . 11 . 4 【日行連発第937号】 平成28年秋の叙勲受章者のお知らせ
28 . 11 . 4 【日行連発第938号】 行政書士申請取次事務研修会の挨拶対応について
28 . 11 . 7 【日行連発第947号】 権利義務・事実証明に関する文例のご提供について（お願い）
28 . 11 . 14 【日行連発第933号】 平成28年度版行政書士関係法規集の送付について
28 . 11 . 15 【日行連発第995号】 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

協力）
28 . 11 . 17 【日行連発第974号】 ｢行政書士関係法規集(抄)・行政書士必携｣の送付について
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28 . 11 . 28 【日行連発第1060号】 各単位会における行政書士記念日事業について
28 . 11 . 30 【日行連発第1063号】 平成29・30年度定期競争参加資格審査について
28 . 11 . 30 【日行連発第1079号】 特定行政書士法定研修に関するアンケートの実施について

（ご案内）
28 . 11 . 30 【日行連発第1081号】 平成29年 新年賀詞交歓会及び理事会の開催について
28 . 12 . 1 【日行連発第1090号】 平成28年度特定行政書士法定研修に係る結果の公表について
28 . 12 . 2 【日行連発第1099号】 「職務上請求書」の払出し実態の報告について（依頼）
28 . 12 . 7 【日行連発第1124号】 OSS対象手続の拡大に係る対応について（ご報告）
28 . 12 . 12 【日行連発第1138号】 平成28年熊本地震に係る義援金及び支援金の募集終了について
28 . 12 . 13 【日行連発第1153号】 日行連発第1124号に関する補足について
28 . 12 . 21 【日行連発第1178号】 建設業における社会保険への加入の徹底に係る注意点について

（周知協力）
28 . 12 . 22 【日行連発第1177号】 平成28年分確定申告におけるICT申告の推進及びマイナンバー

記載に係る制度周知について（周知協力）
28 . 12 . 26 【日行連発第1219号】 高濃度 PCB 廃棄物及び高濃度 PCB 使用製品の処分期間内の

早期処理に関する周知徹底について
28 . 12 . 27 【日行連発第1235号】 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律について



50

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

435 佐伯　卓郎 761 -4431
小豆郡小豆島町片城甲216番地6

2 8 .  8 .16 高松

855 大久保雅博 090 -6282 -5518 2 8 .  9 .14 高松

735 金地　　宏 761 -0445
高松市西植田町952番地22

087 -880 -5789 2 8 .10 .13 高松

996 一井　宣孝 087 -886 -0689 2 8 .11 .2 8 高松

◎廃業

受 理 日 氏　　　　名 支　部 備　考 抹　　消　　日

2 8 .  7 .2 6 大 嶌 　 幸 一 東 讃 廃 業 平成 2 8 年  8 月  1 日

2 8 .  8 .3 1 仙 道 　 博 行 中 讃 廃 業 平成 2 8 年  9 月  5 日

2 8 .1 1 .1 6 西 川 　 智 洋 高 松 廃 業 平成 2 8 年 1 1 月 3 0 日

岩 部　　　 隆 高 松 死 亡 平成 2 8 年 1 2 月 2 4 日

岩部　隆 様

謹んでご冥福をお祈りいたします。

哀　悼
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新入会員及び転入会員の紹介

（氏　名）西岡　裕人
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年7月15日
（事務所所在地）

高松市丸亀町4番地1
パイロットビル3階
西岡裕人行政書士事務所

（電話番号）087-873-2 5 5 0

（氏　名）福家　雅大
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年7月15日
（事務所所在地）

高松市松縄町44番地13
福家行政書士事務所

（電話番号）087-816 -8 0 70

（氏　名）中原　健太
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成28年9月1日
（事務所所在地）

丸亀市土器町西5丁目388 -1
行政書士中原健太事務所

（電話番号）0877-2 3-52 72

（氏　名）洲﨑　雅裕
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成28年9月1日
（事務所所在地）

坂出市西大浜南一丁目6番4号
行政書士洲﨑雅裕事務所

（電話番号）0877-4 6 -610 8

（氏　名）石川　　毅
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年12月15日
（事務所所在地）

高松市木太町5076番地6
石川毅行政書士事務所

（電話番号）050 -3 5 3 9 -2 9 70

　この度、入会致しましたが、行政書士業務を
積極的に勉強し、本業の税理士業務に生かして
きたいと考えています。よろしくお願いします。

　平成28年7月に入会させていただきました福
家と申します。
　ひとつひとつの業務に全力で取り組み、依
頼者に信頼される行政書士になりたいと思い
ます。よろしくお願い致します。

　はじめまして、中原健太と申します。
　農地転用手続きを中心に、誠実な業務遂行を
心がけてまいります。どうぞよろしくお願いい
たします。

　依頼者に喜んでもらえるよう頑張ります。諸
先輩方のご指導ご鞭撻をいただきますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。

　平成28年12月に入会致しました、石川毅と
申します。
　税理士をしています。顧問先に対する業務が
中心で、出来ることは限定的ですが、ご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願い致します。

◎新入会員
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香川県行政書士会会務日誌

年 月 日 曜 用　　務　　名　　等 開　催　用　務　地

H28 .8 .3 水 香川県人権・同和問題講演会 サンメッセ香川

H28 .8 .10 水
第5回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局 会議室

四国新聞社取材 本会事務局 会議室

H28 .8 .15 月 事務局　閉局

H28 .8 .17 水 第2回 新業務専門業務研究会 香川産業頭脳化センター 1階専門研修室

H28 .8 .18 木

第2回 研修準備小委員会 本会事務局 会議室

第2回 ADRセンター調停研究会 香川産業頭脳化センター 第3会議室

第3回 企画開発部会 横関行政書士事務所

H28 .8 .24 水 第1回 許認可関係専門業務研究会 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .8 .27 土 第1回 「紛争解決能力」に関する調停人養成研修（基礎編） 香川産業頭脳化センター 第1会議室

H28 .8 .28 日 第2回 「紛争解決能力」に関する調停人養成研修（基礎編） 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .8 .30 火 第3回 広報部会 本会事務局 会議室

H28 .9 .1 木 第4回 経理部会 本会事務局 会議室

H28 .9 .2 金
第1回 支部長会 香川産業頭脳化センター 第一会議室

第1回 広報月間合同会議 香川産業頭脳化センター 第一会議室

H28 .9 .3 土
2016香川県不動産フェア サンポートホール高松 シンボルタワー展示場

第4回 理事会 香川産業頭脳化センター1階第1会議室

H28 .9 .4 日 「著作権相談員養成研修」補講 本会事務局 会議室

H28 .9 .7 水 全国成年後見業務会議 虎ノ門タワーズオフィス 8階 Room7

H28 .9 .8 木 全国成年後見業務会議 虎ノ門タワーズオフィス 8階 Room7

H28 .9 .12 月 第6回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局 会議室

H28 .9 .13 火 第7回 新入会員登録証交付 本会事務局 会議室

H28 .9 .15 木
平成28年度会長会 宮﨑観光ホテル 緋燿

第3回 市民相談センター準備委員会 みのる行政書士事務所 会議室

H28 .9 .20 火 職員採用面接 香川産業頭脳化センター 121会議室

H28 .9 .21 水 情報提供職員研修 日本司法支援センター香川地方事務所

H28 .9 .23 金 第3回 研修準備小委員会 本会事務局 会議室

H28 .9 .24 土 第1回 「紛争解決能力」に関する調停人養成研修（中級編） 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .9 .25 日 第2回 「紛争解決能力」に関する調停人養成研修（中級編） 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .9 .27 火 近畿地方協議会ＨＰ担当者会議 大阪府行政書士会館 5階第2大会議室Ａ

H28 .9 .29 木
高松支部（小豆地区） 官公署訪問 土庄港

高松支部 官公署訪問 本会事務局

H28 .10 .1 土

東讃支部 無料相談 東かがわ市三本松コミュニティセンター

高松支部（小豆地区） 無料相談 小豆島町農村環境改善センター

高松支部 無料相談 サンメッセ香川

中讃支部（１班） 無料相談 丸亀市民会館

中讃支部（２班） 無料相談 善通寺市民会館

西讃支部 無料相談 三豊市高瀬町農村環境改善センター

H28 .10 .3 月 本会 官公署訪問 県庁ロビー

H28 .10 .4 火 本会 無料電話相談 本会事務局

H28 .10 .5 水
東讃支部 官公署訪問 さぬき市役所

西讃支部 官公署訪問 観音寺市

H28 .10 .6 木

中讃支部（１班） 官公署訪問 丸亀市役所

中讃支部（２班） 官公署訪問 坂出市役所

金融庁の業務説明会 四国財務局 別館2階第一会議室

H28 .10 .7 金 第１回 行政書士試験実施検討会 本会事務局 会議室



53

年 月 日 曜 用　　務　　名　　等 開　催　用　務　地

H28 .10 .8 土 研修 権利義務・事実証明専門業務研究会研修会「遺産分
割協議書作成について」 香川産業頭脳化センター 2階 一般研修室

H28 .10 .10 月 「かがわ国際フェスタ2016」 アイパル香川

H28 .10 .15 土 研修 権利義務・事実証明専門業務研究会研修会「財産調
査及び相続財産をとりまく税」 香川産業頭脳化センター 2階 一般研修室

H28 .10 .20 木

一日合同行政相談所 丸亀町壱番街ドーム広場ほか

第2回 ADRセンター運営委員会 香川産業頭脳化センター 第3会議室

調停のための事例検討会 香川産業頭脳化センター 第3会議室

第3回 ADRセンター調停研究会 香川産業頭脳化センター 第3会議室

第1回 正副会長会 本会事務局 会議室

第4回 業務研修部会 本会事務局 会議室

H28 .10 .21 金
第3回 総務部会 本会事務局 会議室

第2回 法規委員会 本会事務局 会議室

H28 .10 .22 土 研修 権利義務・事実証明専門業務研究会研修会「戸籍謄
本の見かた」 香川産業頭脳化センター 2階 一般研修室

H28 .10 .23 日
特定行政書士法定研修考査準備 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

特定行政書士法定研修考査 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .10 .28
金

行政書士試験事前説明会 香川産業頭脳化センター 2階 一般研修室

第3回 監察部会 本会事務局 会議室

H28 .10 .29 土 第1回 「紛争解決能力」に関する調停人養成研修（応用編） 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .10 .30 日 第2回 「紛争解決能力」に関する調停人養成研修（応用編） 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .11 .04 金
日行連と四国地方行議会連絡会 ホテル椿館 4Ｆカメリア

研修会

H28 .11 .05 土 第8回香川県内士業間交流ゴルフ大会 鮎滝カントリークラブ

H28 .11 .08 火
会員苦情問題協議 本会事務局 会議室

第5回 業務研修部会 寺主事務所

H28 .11 .10 木 第7回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局 会議室

H28 .11 .13 日 行政書士試験 香川大学法、経済学部

H28 .11 .14 月

「許認可関係専門業務研究会」
『第一部』　経営事項審査の評点の解説、財務諸表
作成上の留意点について

『第二部』「電子申請支援システム　建設業統合版」
操作概要

香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .11 .16 金

部落解放第34回香川県講演会 高松市・レグザム大ホール

暮らしの総合行政相談所 丸亀市保健福祉センター 4Ｆ 研修会議室等

認証取得単位会課題検討協議会 虎ノ門タワーズオフィス 10階 第一会議室

H28 .11 .19 土 補助金・助成金セミナー 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .11 .22 火 第2回 広報月間合同会議 ホテルマリンパレスさぬき

H28 .11 .24 木 申請取次行政書士管理委員会責任者会議 サンポートホール高松 51会議室

H28 .11 .25 金
行政書士申請取次事務研修会 リーガホテルゼスト高松 3階 「ダイヤモンド」

第4回 企画開発部会／市民相談センター準備委員会 本会事務局 会議室

H28 .11 .26 土 第1回 「紛争解決能力」に関する調停人養成研修（上級編） 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .11 .27 日
第2回 「紛争解決能力」に関する調停人養成研修（上級編） 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

調停養成研修　効果測定 香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .11 .28 月

業務研修部業務研修会
【第一部】｢不動産取得税について｣
【第二部】「自動車取得税及び自動車税について」

香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

監察活動 高松市役所 土地改良課他

H28 .12 .3 土 第5回 理事会 ホテルマリンパレスさぬき 玉藻の間

H27 .12 .6 火 全国ＯＳＳ担当者会議 虎ノ門タワーズオフィス 8階 Room7

H28 .12 .07 水 全国ＯＳＳ担当者会議 虎ノ門タワーズオフィス 8階 Room7
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H28 .12 .08 木 全国法規監察担当者会議 虎ノ門タワーズオフィス 8階 Room7

H28 .12 .09 金 全国法規監察担当者会議 虎ノ門タワーズオフィス 8階 Room7

H28 .12 .12 月 第8回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局 会議室

H28 .12 .13 火 第4回 広報部会／第１回編集会議 本会事務局 会議室

H28 .12 .14 水

許認可関係専門業務研究会
『第一部』「農振除外申請手続きの変更について」
『第二部』「農地転用許可申請等における委任状の
取り扱いについて」

香川産業頭脳化センター 一般研修室2F

H28 .12 .15 木 第4回 ADRセンター調停研究会 香川産業頭脳化センター 第3会議室

H28 .12 .19 月
（大阪）実務研修・実務情報交換会 淀屋橋サンスカイルーム 9階9A室（懇親

会：9階9B室）

監察活動 高松市役所 道路管理課他

H28 .12 .26 月
近畿地方協議会「ＨＰ担当者会議」 大阪府行政書士会館

第8回 新入会員登録証交付 本会事務局 会議室

H28 .12 .29 木 事務局　閉局

H28 .12 .30 金 事務局　閉局

H28 .12 .31 土 事務局　閉局

H29 .1 .1 日 事務局　閉局

H29 .1 .2 月 事務局　閉局

H29 .1 .3 火 事務局　閉局

H29 .1 .5 木 新年挨拶回り 香川県庁 知事室、総務学事課他

H29 .1 .10 火 第9回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局 会議室

H29 .1 .11 水
第4回 監察部会 本会事務局 会議室

四国税理士会　新年賀詞交歓会 JRホテルクレメント高松 3Ｆ「飛天東」

H29 .1 .12 木
第4回 総務部会 本会事務局 会議室

第3回 法規委員会 本会事務局 会議室

H29 .1 .13 金 第5回 広報部会 本会事務局 会議室

H29 .1 .16 月 第5回 経理部会 本会事務局 会議室

H29 .1 .17 火
第9回 新入会員登録証交付 本会事務局 会議室

香川宅建　新春賀詞交歓会 JRホテルクレメント高松 3Ｆ「飛天」

H29 .1 .20 金
第2回 綱紀委員会 本会事務局 会議室

日本行政書士会連合会　新年賀詞交歓会 ANAインターコンチネンタルホテル東京
B1F「ボールルーム」プロミネンス

H29 .1 .24 火 第1回 選挙管理委員会 マリンパレスさぬき 栗林の間

H29 .1 .25 水 第7回 業務研修部会 本会事務局 会議室

H29 .1 .26 木 高松ソーシャルビジネスネットワーク 高松市市民活動センター 会議室

H29 .1 .28 土
第3回 香川県警察音楽隊演奏会

香川県警ハートフル・フェスタ レクザムホール 大ホール

西讃支部 支部研修会・新年会 観音寺グランドホテル
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　新年おめでとうございます。会員の皆様にはいつも政治連盟の会費を納入頂きありがとうご

ざいます。しかしながら毎年会員の減少により政治連盟の活動が厳しくなり、役員の手弁当に

より活動しているのが現状です。「私くらいは納入しなくても大丈夫だ。」という気持ちでは決

して良い方向には進みません。現状は他府県の政治連盟におんぶに抱っこの状態です。

そこで次の理由により、行政書士政治連盟へのご加入についてご検討いただきたく、お願い申

し上げます。

記

1.特定行政書士の誕生

　一昨年の行政書士法改正により、昨年は特定行政書士研修が実施され、全国で2428人が

特定行政書士となりました。

　特定行政書士の業務となります不服申立ての件数は、それほど多くはないと思いますが、

私たち行政書士が紛争性を有する分野でも取組むことが出来ることとなった意義は、大変大

きいものがあると思います。

　既に、昨年11月には、総務省から「行政不服審査法に基づき地方公共団体に設置される第

三者機関の委員候補者に行政書士等を候補者とすることが考えられる。」として、各単位会に

委員候補者についての情報提供を求められましたし、農業委員への選任の機会も出来ました。

又、空家対策等のため市町村に設置される協議会の構成員の候補者にも行政書士が加えられ

ました。

　このように、一昨年の行政書士法改正は、大変意義あるものであったと思いますが、この

度の法改正は議員立法によるもので、国会議員の皆様にその必要性を十分ご説明し、ご理解

を頂いた結果によるものであると思います。このような政治的な取り組みは行政書士会とし

ての立場だけではできないことで、政治連盟の存在を改めて認識する機会にもなったのでは

ないかと思います。

年頭あいさつ

香川県行政書士政治連盟

会長　石川秀幸
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2 .マイナンバー制について

　マイナンバー制は、平成29年7月1日から実施されることとなりました。マイナンバー制

の目的は、行政手続きの簡素化であり、マイナンバー制が完全に実施されることとなれば、

私たち士業の業務に大変大きな影響（80％減との見方もあります）が及ぶものと思われます。

　私たちは、このような社会の大きな変化を確りと把握し、社会の変化に対応できる知識や

技能を身に着け、新しい業務の分野にも取組んでいかなければなりません。しかしながら、

新しい業務の分野に取組んでいくためには、そのための知識や技能は勿論ですが、同時に新

たな分野の業務を行政書士の業務として認めていただく為の取り組みが必要であり、行政書

士法の目的規定の見直し等も含め、政治的な取組みが大変重要となります。

3.士業間の業務範囲の見直し

　マイナンバー制の実施範囲が拡大することに伴い、士業間の業務範囲の見直しも大変深刻

なものとなると思われます。

　行政書士の意見や要望を関係機関や関係者の皆様に十分ご理解いただく為の日頃からの政

治活動が、一層重要なものとなります。このような政治的な取り組みができない組織は、大

変厳しい状況におかれるものと思われます。

4.このような現状について、どうかご検討を頂き、政治連盟へご加入くださいますよう、お願 

　い申し上げる次第です。
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広報部よりお知らせ

●行政書士PR用パンフレット

　行政書士のPRパンフレットを頒布しております。

　4色刷りでA4判・3つ折り、携帯しやすいコンパクトなサイズで

す。

　事務所のゴム印を押すスペースが入っていますので事務所での

業務PRなどに、ぜひともご活用ください。

　ご希望の方は本会事務局にて、1部15円（消費税込み、郵送の

場合は送料別途）、20部単位で頒布しておりますので、ご利用くだ

いますようご案内いたします。

●行政書士かがわ原稿募集（会員のみ）

　「行政書士かがわ」の「会員だより」では、会員相互の情報交換のページとして、会員皆様の

ご意見・ご要望を取り入れた紙面づくりを目指しており、随時、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ください。

　会員皆様のご応募おまちしております。

【募集要領】

　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、投稿者名をお書きください。どうし

てもそれ以上必要の場合はご相談ください。）

　原　　稿 …Wordファイルをメールに添付してください。（件名：会員だより原稿）写真の掲

載も可能です、メールに添付してください。

　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 …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。

　　　　　 　尚、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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○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。

○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》

29年度会費納入期限は下記のとおりです。

　第１期　平成29年５月 １日（月）　　口座振替日は ４月27日（木）

　第２期　平成29年８月31日（木）　　口座振替日は ８月28日（月）

　第３期　平成30年１月 ４日（木）　　口座振替日は12月27日（水）

【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→（2014/7/30：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



　さぬき市多和にある天体望遠鏡博物館は、閉校した多和小学校校舎と全国

から寄贈された大小様々な望遠鏡をリユースし、ボランティアスタッフで運

営することを基本にした施設です。

　屋上には2mドーム1基と12台の小型・中型天体望遠鏡が使用できるスペ

ースがあり、観望会開催時にはいろいろな望遠鏡を設置して天体観測を楽し

むことができます。

　初心者から天文愛好家まで多くの方が楽しめる施設となっていますので、

一度訪れてみてはいかがでしょうか。

表紙写真説明

　明けましておめでとうございます。

　今年は酉年です。十二支や干支の考え方では酉のつく年は商売繁盛に繋が

ると考えられています。皆様方の増々のご発展を祈念いたします。

　さて現広報部員で発行する行政書士かがわも最後となりました。ご協力あ

りがとうございました。

（広報部　福岡　淳）
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