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会長あいさつ

　平成28年5月28日、多くの関係団体の方々、そして日本行政書士会連合会の遠田会長のご臨
席を賜り、平成28年度定時総会が開催され、会員皆様の協力のもと滞りなく終了できましたこ
と、心より御礼申し上げます。
　今年度の取り組みはいくつかありますが、そのひとつは外部団体との業務提携であります。
すでにご存じかと思いますが、香川銀行との業務提携においては国の施策である「地方創生」
に基づいて、香川県内の中小企業支援に取り組み、新たな地域企業の設立、継続、再生をお手
伝いできればと思っております。
　また、高松市・日本政策金融公庫高松支店・高松商工会議所・香川県行政書士会の4者で締
結したソーシャルビジネス支援に係る協定では、今までボランティア団体等が担ってきた事業
を、地域社会の課題解決に取り組む企業、市民活動団体がビジネスの手法を用いて行うことを
支援するというもので、すでに当会は何件か取り組みを開始しておりますので、後日会員の皆
様に事例報告を行いたいと考えています。
　もうひとつは、無料相談会の取り組みですが、既存の高松市役所、丸亀市役所での無料相談
会に加え、この6月からアイパル香川での外国人を対象とした無料相談会を開始しました。入
国管理に関する相談のみならず、外国人の困りごとを含めた相談会ですので、難しい面はある
と思いますが、継続的な取り組みにしたいと考えております。
　これら無料相談会は言うまでもなく、行政書士の知名度のアップと行政書士業務をもっと県
民の皆様に知ってもらうという広報的な意味合いがありますが、それだけに相談員の責任も増
すものだと思いますので、会員のさらなる資質向上を目指して取り組んで参ります。それには
当然ながら研修のあり方も考えてゆかなければなりません。今年度も各種研修を予定しており
ますが、有効な研修になるよう真剣に検討してゆく所存です。
　これらと関連して重要なことは、非行政書士の排除取り締まりを行う監察活動であります。
昨年度から監察部による活発な監察活動は徐々に効果を発揮しているように思います。会員の
皆様の期待に添えるような結果はすぐには出ないかもしれませんが、地道に、しかし活発な活
動を行うことで現状を打破できればと思っています。
　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、執行予算により、県民の
皆様や企業に信頼される行政書士をめざして会務の運営に取り組んで参りますので、今後とも
会員の皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

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　　竹　内　良　一

　平成28年度定時総会を終えて、実質的に平成28年度の事業活動が開始されるわけでありま
すが、この事業活動の開始に際して、総務部・経理部担当副会長として今後の抱負を述べさせ
て頂きます。

（１）総務部主体の活動としては、行政書士関連の法改正に対する取り組みを検討したいと思い
ます。
　平成27年度においては、マイナンバー絡みとか個人情報保護絡み等でいくつかの法改正及び
制度の見直しが行われ、本会においても総務部及び法規委員会を中心に規則の改正・新設等の
対応措置をとってきましたが、さらに本年度も新たな法改正あるいは制度の見直し等が行われ
ると聞き及んでおります。
　このような法改正あるいは制度の見直し等は、我々行政書士の日常業務に対して、短期間の
うちに、しかも直接的な影響を及ぼすことが多いと考えられますので、本会としてはできるだ
け迅速に且つ的確に法改正あるいは制度の見直し等に対応していく必要があると言えます。
　係る観点から、法改正あるいは制度の見直し等に関する正確な情報をより早期に取得し、こ
れを分析検討してその対応方針を策定する体制の構築準備を推進したいと考えております。

（２）経理部主体の活動としては、会費未納者を皆無とすることに取組みたいと思います。
　本会への会費納入は会員の義務であって、本会に所属し、行政書士の資格の下で業務を行う
者は、特別の理由によって納期の延長又は減免された者を除いて、毎月の会費納入を怠ること

副会長　　横　関　賢　二

　盛夏の候、会員の皆様におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
　さて、新体制の副会長を拝命してから、気が付けば任期の半分が経過したことになります。
あわただしい1年間を何とか走ってきましたが、私自身は、満足できる結果が残せたとはとて
も言い難い現状に申し訳なく思うことばかりです。
　とは言いながら、担当部の部長や部員の皆様のお力で、中小企業等の支援事業、ソーシャル
ビジネスへの支援ネットワークの構築、業務研修計画の見直しなどの新しい事業がスタートし、
活性化の芽吹きが見られた1年であったとも思います。
　今年度は仕上げの年と肝に銘じ、新しい事業を確固たるものとし、会員の皆様にとって有益
な事業であると実感して頂けるよう頑張ってまいります。
　また、事業の進捗状況に応じて、現状の組織体制では十分な対応ができない場合には、体制
自体の見直しも視野に入れて、十分な議論を積み重ねていければと思います。その必要性が出
てきた場合には、会員の皆様からそれぞれの率直なご意見を出していただき、よりよい組織づ
くりを目指していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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副会長　　入　江　宏　幸

　平成28年度定時総会を終えて、岩城会長のもと2年目を迎えました。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、本年度も、役員一丸となって、さらなる発
展を目指すために、決意を新たに、担当各部門とも、部長、部員を中心に、総会でご承認いた
だいた事業計画、予算にそって会務及び業務を執行してまいります。
　「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」という行政書士
法第一条の目的は、法制定以来、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。県民に寄り添う行政書士としては、
地域住民の生活や活動に資する公共的使命を果たすことが、制度を発展的に継承できることで
はないでしょうか。本会では、大規模災害時における被災者の支援に関する協定を、現在まで
に高松市をはじめ県下5市町と締結し、県民に寄り添う新たな活動に積極的に取り組んでいま
す。さらに、非行政書士の問題については、行政書士が国民のためにあることを確認し、コン
プライアンスを確立するとともに、毅然とした姿勢で公共的使命を果たしていきます。
　また、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、今後、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
期待が高まっていることではないでしょうか。その実現に向けては、行政書士会のあり方、さ
らには、専門的知見を活用した行政書士の資質の向上と社会的地位の向上、さらなる職域拡大
に向けて、その基盤を築いていかねばなりません。
　どうぞ、会発展のため邁進いたしますので、皆様には、重ねて、ご支援、ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

は許されません。
　この会費納入に関しては、広報誌等で機会ある毎に周知を図っているわけですが、現実に会
費未納者が存在します。このうち、多くは納付失念等による悪意の無い未納者で、本会からの
連絡によって直ちに納入されるのですが、少なからず悪意が感じられる長期未納者も存在しま
す。
　これら会費未納者、特に長期会費未納者の存在は、他の会員に対して不公平感を与え、例え
ば、「長期会費未納が看過されるなら、自分も少しぐらい会費納入が遅れても許されるだろう」
という誤った考えを招来し、結果的に「会費完全納入」という本来的な目標が蔑にされるなど
悪影響が波及します。
　そこで、会費納入を促進するためのより有効な手段を検討したいと思います。
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日　時　平成28年5月28日（土）　午後2時00分〜午後5時18分
場　所　高松市福岡町2-3 -4　マリンパレスさぬき　2階　瀬戸の間
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28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5名
４．新入会員紹介
　平成27年度入会者16名、平成28年4月1日〜 5月1日入会者6名
５．会長挨拶
６．来賓紹介
　衆議院議員　　大野　敬太郎　様
　参議院議員　　磯﨑　仁彦　様
７．来賓祝辞
　衆議院議員　　大野　敬太郎　様
　参議院議員　　磯﨑　仁彦　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375名のうち、本日の出席者は、会場出席者84名、委任状出席者136名、
総出席者220名であり、会員定足数は会員総数の3分の1以上の出席であるため、香川県行政書
士会会則第24条の要件を満たし、本総会の成立を確認し、宣言した。
11．議事録署名人並びに書記の選出
　議長は、会議規則第6条第1項第5号により議事録署名人を次のとおり指名した。
　議事録署名人：福井　あつみ　会員、谷本　照義　会員
　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」との発言により、議長は次の
とおり指名し、承認を得た。

香川県行政書士会
平成２８年度 定時総会議事録
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　書記：大山　真哉　会員、田中　幸　会員
12．議事
　第1号議案　平成27年度事業報告承認の件
　第2号議案　平成27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　　　　　瀧井　俊敏　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　　　　　入江　宏幸　センター長
　　申請取次委員会事業報告　瀧井　俊敏　申請取次委員会委員長
　第2号議案について
　　収支決算報告　　　　　　瀧井　俊敏　経理部長
　　監査報告　　　　　　　　亀山　量夫　監事
　第1号議案・第2号議案に対する質疑討論及び答弁は、以下のとおりである。

（質疑）高松支部　松本　修　会員
　①雑収入の助成金収入94万円の備考欄が空欄となっているので、何の助成金か補足説明をお
願いしたい。
　②雑収入のその他収入の備考欄に祝金、補助金他とあるが、この補助金は何の補助金か補足
説明をお願いしたい。

（答弁）瀧井　俊敏　経理部長
　①助成金は、ＡＤＲ関係が40万円、特定行政書士関係が44万円、申請取次行政書士管理委
員会関係が10万円、合計94万円である。
　②その他の収入は、研修等の受益者負担の費用等である。

（質疑）東讃支部　久米井　好美　会員
　①支部会員の分布について、会員総数373名のうち半数以上が高松支部に集中しているとい
う状況であり、平成28年1月発行の「行政書士かがわ」の中で選挙管理委員長の高松支部白坂
会員が支部の再編成について理事会等で協議していただきたいという提案がなされている。そ
のことについて理事会や正副会長部長会で協議されたかどうか伺いたい。
　②支部交付金について、一会員当たり7,500円×支部会員数が支部に交付されるわけである
が、既に各支部総会が終わって各支部から会長宛に決算報告が出ていると思う。支部交付金の
使われ方、あるいは剰余金がどのようになっているかということについてお伺いしたい。私は
支部長として支部を運営しているが、一人当たり7,500円の交付金について、多いのは結構と
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いうわけにはいかない。例えば東讃支部では役員数が4名に対し、高松支部では10数名という
ことであるが、活動ができているのかどうか疑問な点があるので支部の決算状況についても承
知している会長から説明をいただきたい。

（答弁）岩城　隆文　会長
　①支部の運営費の格差については理事会で検討した。高松支部が過半数を超えており予算的
には余裕があるが、東讃支部、西讃支部は十分な活動ができないという状況については十分承
知している。それについて理事会で討議したが結果的には継続審議でまだ結論は出ていない。
理事会で出た案としては、現在のように会員の数によって一律交付金を支給する、基礎配布分
の額を決めてその上に人数割りの交付金を支給する、高松支部と東讃支部が一緒になり西讃支
部と中讃支部が一緒になる、若しくは支部の事業費についての会費収入相当分に関しては本会
が一律管理して各支部が事業計画を挙げていただいてそれに基づいて配布していく等の意見が
出た。結果的にはまだ決定はしていないが各支部のそれぞれの声を十分に聞いてということに
なっている。軽々に変更できるというような事案でもないので時間をかけて審議していきたい
と考えている。
　②支部の事業費の決算書についてはまだ十分には見れていない状況であり、今後慎重に精査
させていただこうと思っている。

（質疑）高松支部　若狹　義継　会員
　弁護士顧問料という支出項目があるが、もし弁護士に相談をした項目や事項があればどのよ
うな内容だったのか参考までにお伺いしたい。

（答弁）岩城　隆文　会長
　弁護士顧問料については兼光弁護士に顧問になっていただいて、毎月5万円の顧問料をお支
払いしている。個別に相談があったということではなく、何かあったときには対応していただ
くといういわゆる保険ということで、もし何かあったときに慌てて普段からお付き合いがない
弁護士に何かを相談、依頼をするというよりは、普段から懇意にさせてもらっている顧問弁護
士にすぐにでも対応していただき、こちらの要望を十分に聞いていただける環境を作っておか
なければならないという意味で顧問弁護士を置いている。

（再質疑）高松支部　若狹　義継　会員
　この一年間に相談するような具体的に困ることがあったのであれば、私たちも課題を共有さ
せてもらえればと思っている。額のことを言っているのではない。

（再答弁）岩城　隆文　会長
　本会を通じてはこの一年間全く相談はなかった。個別の会員の先生が相談に行かれたかどう
かはこちらでは把握していない。
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
原案どおり承認可決された。
　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
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ところ、異議がなかったため、一括上程し、執行部に報告を求め、次の役員からそれぞれ詳細
に説明があった。
　第3号議案について
　　総務部事業計画案　　　　　　　　　　　　丸尾　良一　総務部長
　　経理部事業計画案　　　　　　　　　　　　瀧井　俊敏　経理部長
　　企画開発部事業計画案　　　　　　　　　　渡辺　勝芳　企画開発部長
　　業務研修部事業計画案　　　　　　　　　　石河　光典　業務研修部長
　　広報部事業計画案　　　　　　　　　　　　福岡　　淳　広報部長
　　監察部事業計画案　　　　　　　　　　　　横田　　稔　監察部長
　　行政書士ＡＤＲセンター香川事業計画案　　入江　宏幸　センター長
　　申請取次委員会事業計画案　　　　　　　　瀧井　俊敏　申請取次委員会委員長
第4号議案について
　　収支予算案　　　　　　　　　　　　　　　瀧井　俊敏　経理部長

（議事中断　午後3時45分）
13．来賓紹介
　衆議院議員　　瀬戸　隆一　様
14．来賓祝辞
　衆議院議員　　瀬戸　隆一　様
15．来賓退場

（議事再開　午後3時51分）
　第3号議案・第4号議案に対する質疑討論及び答弁は、以下のどおりである。

（質疑）高松支部　松本　修　会員
　①ＡＤＲ研修について
　第1回目のＡＤＲ研修修了者は、平成27年に認証を受けその後資質向上のための研修らしき
研修が実施されていない。自助努力するにしても限度がある。フェイスブック等にはそれらし
き計画等が掲載されており「招待がありました」の字句は見かけるが、それを読んだ会員は、
自分が招待されているのかどうかはっきりと判断できない。研修の中身について、どのような
会員を対象にしているのか、招待のメッセージを誰に伝えたいのかを明確にできないか。
　ＡＤＲ研修修了者の身分を証明できるような証明書（携帯できるもの）を発行してほしい。
　できれば、模擬調停実施を含めて、今後の取り組みについて答弁をお願いしたい。　　
　②コスモス成年後見センター香川県支部の支援について
　会則第3条において、「成年後見制度に関する調査・研究および機関の設置運営に関すること。」
が事業の中に入っている。行政書士による成年後見制度は日行連が最重要課題として稲田会長
の時代に取り組み制度化し現在に至っている。日行連並びに各単位会はコスモス成年後見セン
ターと業務支援協定を結び、設立後も支援するといった内容である。平成27年度、コスモス成
年後見センター香川県支部から香川県行政書士会に支援要請をしたにもかかわらず、予算項目
にないので支援できないという断りをいただいたということである。しかるに、平成28年度事
業計画、予算項目のどこにも成年後見に関する言葉がない。コスモス成年後見センター香川県
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支部の会員は香川県行政書士会の会員が職域を拡大したいと取り組んでいるはずである。是非、
平成28年度の事業計画、予算項目の中に加えていただきたい。以上成年後見制度に関する取り
組みについて答弁いただきたい。

（答弁）入江　宏幸　センター長
　①フェイスブックはＡＤＲ委員会が始まった当初担当者間の連絡用に作ったもので、その中
に松本先生にも入っていただいていたが、会員の皆様に周知するためのものではないというこ
とをまずご理解いただきたい。研修についてうまく周知できていなかったこともあり誤解を招
いている部分に関してはお詫びを申し上げるところである。
　平成27年度の研修の案内にも記載はさせていただいているが、研修の確認と復習、ブラッ
シュアップのため繰り返し受講いただけるような仕組みを作っており、過年度開催の調停人養
成研修を受講された方で再受講される方については、受講費用は半額で受講できることとして
おり繰り返し受講しやすいようなかたちでご案内させていただいている。また、すべての条件
をクリアして調停人候補者になられている方と、紛争解決能力に関する研修を修了された方で
希望する方を対象に調停研究会を実施しており、グループワーク、調停技法の確認、ロールプ
レイ等を行い、スキルアップを図っている。研修の対象としては、調停人養成研修は調停人に
なる、ならないにかかわらず全ての皆様にスキルの向上のために参加いただきたいと思ってお
り、紛争解決能力に関する研修の修了者の方には調停研究会を開催していきたいと考えている
のでそちらの方に参加していただきたい。
　次にＡＤＲ研修修了者の身分証明の件についてであるが、研修が終わった方には合格証を発
行しているものの、研修修了者の身分証明については何ら対応していない。今後質問されたお
気持ちも踏まえて検討したい。蛇足ではあるが、調停人候補者についてその身分を証明するか
どうか、ひいては調停人候補者を公開するかどうかということについてはかなり議論が分かれ
るところであり、この場を借りて少しだけ紹介させていただきたい。これだけのハードルの高
い研修を受けて調停人候補者となったのだから、調停人候補者であるということを明示したい
というお気持ちはわかるので今後検討はしていきたいと考えているが、基本的に調停人という
のは公平中立な立場で調停を進めていかなければならないということもあるので公開しないと
いうのが今のところ大勢な立場である。様々な意見を聞きながらセンターとしても対応してい
きたいと思うが、現状はそういったところだということをご理解いただければと思う。ＡＤＲ
センター香川の調停人候補者名簿については事務局に備え付けているので、ご要望があればい
つでも閲覧・開示できるようにしている。
　今後の取り組みについては、調停人候補者の研修、調停人候補者になられている方、紛争解
決能力に関する研修の修了者の方については積極的に研修を進めてまいりたいと思うので今後
ともご指導ご協力のほどよろしくお願いしたい。

（答弁）瀧井　俊敏　経理部長
　②コスモスかがわの件について、松本先生のおっしゃるとおり会則第3条第5号に規定されて
いる。松本先生が「支援できないと断った」と言われたが、経理部としては断っておらず保留
させていただいている。その理由は、当時の支部長にコスモスかがわの会則、連合会の会則、
マニュアル、協定書、コスモスかがわの決算報告書を見させて頂いたうえで、担当副会長を含
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めた経理部で検討させていただきご返事をさせていただくというように理事会で了解を取って
いる。その後、コスモスかがわからは何のアプローチもない。簡潔だが以上である。

（再質疑）高松支部　松本　修　会員
　②それでは平成28年度にコスモス香川から申し入れがあった場合、予算項目も事業計画もな
い。しかし会則には成年後見制度に関する調査・研究および機関の設置運営に関することが事
業として入っている。この事態が私には理解できない。成年後見に関しては香川会の会員が職
域拡大のために運営しているという自覚をもって28年度の予算と事業に取り組んでほしいとい
うことである。では申し入れがあった場合、予備費から支援するのか。

（再答弁）岩城　隆文　会長
　②確かに松本顧問が言われるように対応が不足していたという気がする。向こうからアプ
ローチがない場合、こちらからも少しアプローチすべきだったと反省している。もし平成28年
度に資金の援助の要請があった場合、経理部と相談し理事会で審議をしたいと思っている。こ
れからはこちらからも手を差し伸べてコミュニケーションをとっていきたいと思っている。

（質疑）東讃支部　久米井　好美　会員
　①総務部の事業計画の行政機関との連絡協議に関して、自動車保有手続のワンストップサー
ビス（ＯＳＳ）については現状全国で11、12件実施されているようであるが、香川あるいは四
国がどうなっていくのかがまだ見えない状況であるので、ぜひ総務部がリーダーシップをとっ
て四国運輸局、香川運輸支局へ出張し逐次協議していただき、全国、四国、香川の状況を周知
していただきたい。
　②総務部の事業計画の行政機関との連絡協議に関して、処理手続きの適正かつ迅速化とある
が、4月の香川県報では岩城会長がまだ政連の会長を務めているようになっていた。県報には
政治団体の活動についても記載されているわけであるが、去年の5月の総会の後に選挙管理委
員会に届け出なければならないことが10か月経って届け出られているという事実がある。こう
いうようなことがないよう努力していただきたいと思うので一言伝えておきたい。

（答弁）丸尾　良一　総務部長
　①行政機関との連絡協議については、通常香川県総務学事課とのやり取りを想定している。
久米井先生がおっしゃるようにＯＳＳに関する事項は非常に重要であるということは共通の認
識であろうと思うので、それが総務部の担当になるのかどうかは別として、理事会において検
討し趣旨に沿ったような事業を検討したい。

（質疑）高松支部　谷本　照義　会員
　平成28年度予算案の収入項目について、「交付金」の中に「登録事務手数料」と「移転事務
手数料」があり、「手数料」の中に2つの手数料がある。「手数料」という言葉が共通しているが、
2つの項目に分ける意味はあるのか。

（答弁）瀧井　俊敏　経理部長
　「交付金」は同じ手数料でも日行連絡みの手数料である。一方「手数料」の「補助者証発行手
数料」と「申請取次事務手数料」は香川会単独の手数料である。この違いで2つの項目に分け
て処理させていただいている。

（質疑）高松支部　大久保　雅博　会員
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　①企画開発部の事業計画に提携機関等の行う相談会に相談員を派遣するとあるが具体的にど
ういう提携機関なのか。また相談員の選定の仕方が決まっていれば教えていただきたい。
　②企画開発部の事業計画に外国人関係相談会をアイパル香川で月1回行うと説明があったが、
外国人関係相談会と限定したということは何か相談にターゲットを絞っているのか。外国人特
有の質問を想定しているのか。また内容によってメンバーの選定も難しいと思うが、相談員の
選定の基準、仕方について教えていただきたい。

（答弁）渡辺　勝芳　企画開発部長
　①提携機関については、平成27年度の事業報告にもあるように、日本政策金融公庫、香川銀
行と提携し、平成28年度になって高松市役所等とソーシャルビジネスに関する提携をしており、
これらの機関を提携機関と申している。それ以外に、きちんとした提携はしていないが、行政
評価支局から依頼があるほか、不動産フェア等に相談員を派遣している。相談員の募集につい
ては、今回新たに市民相談センターを準備するということで市民相談センター準備委員会を立
ち上げる予定であり、そちらで相談員を募集する場合の募集要項を改めて決めていく予定であ
る。今まで相談員になっておられた方に加え新たな相談員の募集について皆様に何らかの形で
周知するのでご協力をお願いしたい。
　②アイパル香川は外国人関係の色々な事業を行っておられるが、その中で相談事項があるか
もしれないということで、最初私は入管関係の相談かなと思ったが、どうもそればかりではな
く一般的に外国人の日本での暮らしの相談のような内容かもしれない。まだ始まっていないの
でどういった相談内容がくるのかわからない。6月に第1回の市民相談センター準備委員会を開
催することになっているので、出てきた内容によって対応していきたい。相談員の募集要項が
固まっていないので、改めて何らかの形で周知するのでご協力をお願いしたい。
議長　池添　治
　議長は表決に移り、第3号議案及び、第4号議案につき、ご異議ないかと諮ったところ、異議
なく原案どおり承認可決された。
　第5号議案　会則一部改正案審議の件
　議長は執行部に説明を求め、竹内良一副会長より詳細説明があった。
　第5号議案に対する質疑討論及び答弁は、以下のとおりである。

（質疑）高松支部　松本　修　会員
　①改正後の第3条第15号に「会員の業務の改善進歩に資するため」とある。一方、第3条柱
書には「本会は、前条の目的を達成するため」とあり、前条（第2条）の目的に「本会は、会
員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため」とある。第2条の目的の中で「業務の改
善進歩」とあることから、第3条第15号で再び「会員の業務の改善進歩に資するための」との
文言を用いる必要はないと考える。改正後の第3条第15号を「官公署等からの業務受託に関す
ること。」に改めていただきたい。
　②官公署等の「等」には「民」を含んでいるのか確認したい。総務省では各単位会は官民の
業務を受託することができるという解釈である。

（答弁）竹内　良一　副会長
　①改正後の第3条第15号を「受託業務に関すること。」を「業務受託に関すること。」に変え
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てはどうかというご質問であるが、内容的には何ら変わるものではないと思うので私はどちら
でも構わないと認識している。
　②官公署等の「等」には「民」を含む。

（再質疑）高松支部　松本　修　会員
　①「受託業務」、「業務受託」どちらでも構わないという答弁だったが、「官公署等からの受託
業務に関すること。」この一行だけにしていただきたい。第2条の目的の中に「業務の改善進歩
を図る」とあるのだから、改正後の第3条第15号の「会員の業務の改善進歩に資するための」
という部分は削除してほしい。

（再答弁）岩城　隆文　会長
　①おっしゃるとおり第2条に同じ文言が入っているので、松本会員のご意見のように「官公
署等からの受託業務に関すること。」にしたい。
議長　池添　治
　議長は第5号議案につき、第3条第15号の「会員の業務の改善進歩に資するための」を削除し、

「（15）官公署等からの受託業務に関すること。」と修正をしたうえで表決に移った。第5号議案
を表決するにあたっては、出席者の3分の2以上の賛成が必要なことと、委任状出席136名のほ
とんどが執行部に委任している旨の説明をした上で、第5号議案につき賛成の方の挙手を求め
たところ、84名中67名の挙手があり、委任状出席者の賛成票と合わせ、3分の2以上の賛成多
数により修正案のとおり承認可決された。
16．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4時30分退任した。
17．来賓祝辞
　日本行政書士会連合会会長　　　　　　　　遠田　和夫　様
　香川県知事　　　　　　　　　　　　　　　浜田　恵造　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代理　総務部長　野本　祐二　様）
　高松市長　　　　　　　　　　　　　　　　大西　秀人　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代理　市民政策局長　城下　正寿　様）
　衆議院議員　　　　　　　　　　　　　　　玉木　雄一郎　様
　衆議院議員　　　　　　　　　　　　　　　小川　淳也　様
　参議院議員　　　　　　　　　　　　　　　山本　博司　様
　香川県議会議員　　　　　　　　　　　　　宮本　欣貞　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
18．来賓紹介
　衆議院議員　　　　　　　　　　　　　　　平井　卓也　様　（代理　瀧口　美雄　様）
　香川県弁護士会副会長　　　　　　　　　　神原　太一　様
　公益社団法人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会長　　　　平尾　泰宏　様
　香川県司法書士会会長　　　　　　　　　　片岡　幸一郎　様
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　香川県土地家屋調査士会会長　　　　　　　多田　努　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　　　石川　千晶　様
　㈱日本政策金融公庫高松支店副事業統括　　福島　勲　様
　㈱香川銀行取締役営業店統括部長　　　　　白薊　敬三　様
　顧　問　　　　　　　　　　　　　　　　　稲田　時久　様
　顧　問　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　修　様
　香川県行政書士政治連盟会長・顧問　　　　石川　秀幸　様
　コスモスかがわ支部長　　　　　　　　　　松本　健士　様
19．祝電披露　丸尾　良一　総務部長
20．来賓へのお礼のことば　岩城　隆文　会長
21．来賓退場
22．閉会の言葉
　竹内良一副会長が閉会の辞を述べ、ここに平成28年度定時総会を閉会した。

　上記決議の明確を期するため、この議事録を作成し、議長、副議長並びに議事録署名人は下
記に署名押印する。
　　平成28年5月28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　　福　井　あつみ　　㊞
　　　　　　　　　　議事録署名人　　谷　本　照　義　　㊞

（岩城会長挨拶） （池添議長、石丸副議長登壇）

平成28年度 定時総会開催される

総会風景
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（日行連会長　遠田和夫様） （香川県知事代理　総務部長　野本祐二様）

（衆議院議員　小川淳也様）

（高松市長代理　市民政策局長　城下正寿様） （衆議院議員　玉木雄一郎様）

（衆議院議員　大野敬太郎様）
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（香川県議会議員　高城宗幸様） （香川県議会議員　三野康祐様）

（衆議院議員　瀬戸隆一様） （参議院議員　磯㟢仁彦様）

（香川県議会議員　宮本欣貞様）（参議院議員　山本博司様）
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本 会 だ よ り
平成27年度　第5回　理事会報告

日　時　　平成27年12月5日（土）午後1時30分〜午後4時35分
場　所　　高松テルサ207会議室
審議事項

議　題　　１．特定個人情報保護規則等の制定について

　　　　　　　マイナンバー法の施行に伴い、特定個人情報保護規則、特定個人情報保護基本
方針、個人情報保護規則、個人情報保護基本方針の制定及び就業規則の一部改
正について、提案がなされた。内容はいずれも日行連からの準則、規則に準拠
したものとなっており、協議の結果、原案通り承認された。

　　　　　２．香川県行政書士会旅費規則の全部改正について

　　　　　　　出張命令の必要性と県内各市町を起点とした出張にも対応するため、全部改正
を行う内容であり、協議の結果、原案通り承認された。。

　　　　　３．香川銀行・日本政策金融公庫との連携について

　　　　　　　日本政策金融公庫高松支店との「地域の課題解決に取り組み企業さまへの多面
的支援にむけた連携のご提案」については、高松市市民活動センターが中心と
なり、政策金融公庫、行政書士会がそれぞれすみ分けしながら推進していく内
容となっており、一方、香川銀行との「まち・ひと・しごと創生についての協働・
連携のご提案」については、中小企業及び個人に対する支援活動となっており、
協議の結果いずれも原案通り承認された。

　　　　　４．市民相談委員会の設置について

　　　　　　　現在、経常的には高松市と丸亀市で無料相談会を実施しているが、その他随時
の相談会や今後の相談業務の重要性に鑑み、相談員の割り当てや研修を目的と
する市民相談員委員会の設置について協議の結果、原案通り承認された。

　　　　　５．専門業務研究会世話人の選任について

　　　　　　　欠員となった権利義務・事実証明専門業務研究会世話人として石河会員の選任が
提案され承認された。

　　　　　６．災害時応援協定の管轄部について

　　　　　　　県内各市町との災害時応援協定の締結は「広報部」で実施しているが、今後災
害が現実に生じたときの対応については「総務部」で実施することに決定した。

協議事項　１．過年度会費未納会員の取扱いについて及び行方不明会員の対応について

　　　　　　　過年度会費未納についての対応について、協議の結果、香川県総務学事課と協
議を総務部が行うことに決定した。
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報告事項　１．平成27年度事業の進捗状況について各部より報告があった。

　　　　　２．臨時職員が12月末で退職することなったため、翌年以降、引き続き同様の職員

を求人していく旨の報告があった。

平成27年度　第6回　理事会報告

日　時　　平成28年3月12日（土）午後1時30分〜午後5時
場　所　　香川産業頭脳化センター　第一会議室
審議事項

議　題　　１．平成28年度の事業計画について

　　　　　　　各部長から提案説明がなされ、その後協議の結果、いずれも原案通り承認され
た。

　　　　　２．平成28年度予算案について

　　　　　　　経理部長より、予算案の説明があり、その後協議の結果、行政書士試験の補助
が減額されているので、予算案の修正意見があり、原案修正のうえ、可決承認
された。

　　　　　３．個人情報保護規則等の制定及びそれに伴う会則の一部改正について

　　　　　　　12月理事会で協議した個人情報保護関連の規則については、会則の改正を行っ
たうえで、施行するとの提案について、協議の結果、定時総会で第74条の2を
新設し、会則変更の認可後、施行することとなった。

　　　　　４．香川県行政書士会旅費規則の全面改正について

　　　　　　　旅費規則については、法規委員会より県内旅費の一部訂正の旨の答申があり、
それを踏まえた提案説明があり、協議の結果、原案通り可決承認された。

　　　　　５．公共嘱託事業の実施に伴う会則の一部改正について

　　　　　　　企画開発部長より、会則第3条の事業に、公共嘱託事業の受託に関する規定を
追加する内容の会則変更の提案がなされ、協議の結果、承認された。

　　　　　６．市民相談委員会の設置について

　　　　　　　企画開発部長からの提案説明に対し、新しい組織の設置については、その必要
性や効果について十分に検討の上、実績の測定評価を行うことが必要である、
との意見が出され、それに対し新しい事業に取り組むことは必要であり、その
成果を測定し、場合によっては撤退することも視野に入れることが必要である
との答弁がなされ、協議の結果、賛成多数で原案通り承認された。

　　　　　７．費用報酬規程の一部改正について

　　　　　　　香川県行政書士会の旅費規則が改正されたことに伴い、ADRの費用報酬規程を
改正する内容であり、原案通り承認された。

　　　　　８．研修センター設置検討委員会の設置について

　　　　　　　研修を多方面から実施していくための中核的組織として研修センターの設置に
向けて検討するための委員会を設置する内容となっており、協議の結果、原案



17

通り承認された。
　　　　　９．理事の追加について

　　　　　　　理事が欠員となっているが、専門業務世話人の補充で対応するとの説明があり、
原案通り承認された。

　　　　　10．（株）ワイズとの業務提携について

　　　　　　　協議の結果、原案通り承認された。
協議事項　１．会費未納者への対応について

　　　　　　　過年度未納者に対しては、会員サービスは停止され、連合会への納付金も免除
されているため、未納額のみが増加していく状況にある。したがって27年度に
ついて会費の請求をしないことが提案された。協議の結果、会費の請求は従来
通り行うこととなった。

　　　　　２．支部再編について

　　　　　　　支部の現状や今後について各理事の意見が示された。今後支部長会など通じて、
支部のあり方などについて検討していくこととなった。

報告事項　１．予算の執行状況

　　　　　　　経理部長より説明があった。
　　　　　２．各部等事業推進状況について

　　　　　　　各部長より、説明があった。
　　　　　３．その他

　　　　　　　①日行連の会長受賞候補者推薦について。
　　　　　　　②ユキマサ君の利用方法について。
　　　　　　　③�入管関係の相談会についてアイパル香川から要請があり、その内容について

は、次回提案する旨の報告があった。

平成28年度　第1回　理事会報告

日　時　　平成28年4月16日（土）午後1時30分〜午後4時30分
場　所　　香川産業頭脳化センター　第一会議室
審議事項

議　題　　１．定時総会運営について

　　　　　　　定時総会の役割分担、スケジュール、時間配分、来賓などの確認を行い決定し
た。

　　　　　２．平成27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、協議の結果、字句等のチェック、修正を行った上、承
認された。

　　　　　３．平成28年度事業計画並びに予算案について

　　　　　　　各部より説明がなされ、協議の結果、字句等のチェック、修正を行った上、承
認された。
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　　　　　４．会則の一部改正について

　　　　　　　公共嘱託の受託及び個人情報保護規則に関する会則改正について、協議の結果
原案通り承認された。

　　　　　５．外国人無料相談委員会について及び香川県行政書士会市民相談センター準備委

員会規則（案）について

　　　　　　　協議の結果、市民相談センター準備委員会の設置については賛成多数で可決し
たが、人的な面や予算的な面などの詳細な部分については、次の理事会で報告
することとなった。

　　　　　６．事務局職員昇給等について

　　　　　　　協議の結果承認された。

平成28年度　第2回　理事会報告

日　時　　平成28年5月28日（土）午前10時30分〜午前11時30分
場　所　　マリンパレスさぬき　玉藻の間
議　題　　１．平成28年度定時総会運営について

　　　　　　　役割分担、タイムスケジュール、申し合わせ事項の確認を行った。
　　　　　２．定時総会質問書についてその他

　　　　　　　定時総会に提出されている質問書に対する答弁について、協議、決定した。
　　　　　３．専門業務研究会世話人の選任について

　　　　　　　専門業務研究会世話人の追加として、千秋会員を選任することに決定した。

平成28年度　第3回　理事会報告

日　時　　平成28年6月11日（土）午後1時35分〜午後5時10分
場　所　　高松テルサ207会議室
審議事項

議　題　　１．香川県行政書士会市民相談センター準備委員会について

　　　　　　　委員会規則と委員の選任が提案され、いずれも原案通り可決承認された。
　　　　　２．各部打合せについて

　　　　　　　各部ごとに、今年度事業の打合せを行った。
　　　　　３．平成28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。
　　　　　４．事務局職員賞与について

　　　　　　　協議の結果、支給することに決定した。
　　　　　５．事務局夏季閉局期間について

　　　　　　　協議の結果、8月15日を閉局することに決定した。（13日は土曜日、14日は日
曜日）
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協議事項　１．旅費の支給について

　　　　　　　同じ出張日に2つ以上の目的で出張した時の旅費支給について、協議を行った。
報告事項　１．定時総会の質問書制度について

　　　　　　　継続審議となっていたが、今後協議を再開したい旨の報告があった。
　　　　　２．熊本地震の発生の伴う義援金の募集

　　　　　　　日行連を通じての募集であり、書面理事会決議に基づき、50万円を振り込みし
た旨の報告があった。

　　　　　３．高松ソーシャルビジネスネットワークの調印式

　　　　　　　5月16日に調印された旨の報告があった。
　　　　　４．行政書士ADRセンター香川研修予定について
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●総務部

総務部長　　丸　尾　良　一
　5月28日（土）、平成28年度の定時総会が、多くの来賓のご臨席のもと開催されました。多
数の会員の方の出席をいただき、皆様のご協力のもと、盛会のうちに終えることができました。
皆様のご協力に心からお礼申し上げます。
　今年度の総務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．新規登録事務及び変更登録事務の実施
２．行政書士試験の実施協力
３．行政機関との連絡協議
４．会費未納者への対応措置
５．災害応援協力体制の整備
６．法規集の発行
　法規集の発行は12月を予定しております。今後とも会務運営にご協力の程よろしくお願いい
たします。

●経理部

経理部長　　竹　内　良　一
　経理部は、会則、規則等に基づく適正な運営を基本理念とし、係る理念の下で、平成28年度
における事業計画を策定しており、その内容は以下の通りであります。
１．適正な予算原案の作成を行う。
　各部、各委員会等から示された当初要求額を元に、各部、各委員会等を含む本会全体として
の予算原案を作成し、これを会長査定に供します。そして、会長査定後の予算額を編成して、
適正な予算案を作成します。
２．承認を受けた事業計画に沿った予算執行の管理し、進捗状態の報告をする。
　適正に予算執行が為されているか否かを確認し、またその予算執行の進捗状態を理事会毎に
報告をし、予算執行に関する情報を理事会全体で共有し、これによって適正な予算執行を担保
します。
３．会費未納者に対して、総務部及び各支部と連携して対応する。
　会費未納者に関する情報を主として総務部及び各支部から取得し、経理部ではこの情報に基
づいて、総務部と連携して支払督促等の対応措置を講じます。なお、今年度は、新しい試みと
して、支払督促に先立って、会費未納者に会費未納の事実を知らせて、例えば、失念による未
納者の注意を喚起して会費納入を促します。これによって、ともすれば感情的になりがちな「支
払督促」に依らずに、会費納入が促進されるものと考えます。
４．理事会開催ごとに、会費未納者の氏名、所属支部名を開示する。
　各理事間で会費未納者の情報を共有し、会費納入の促進策を検討します。そして、例えば、
理事の所属支部における未納会員に対して当該理事が会費納入を働きかけることが可能となり
ます。
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●企画開発部

企画開発部長　　渡　辺　勝　芳
　企画開発部の業務進捗状況を、お知らせします。
１．ワイズとの業務提携
　平成28年3月16日、㈱ワイズと業務提携をした。㈱ワイズの福澤直樹社長と本会会長　岩
城隆文が、業務提携基本契約書に調印した。提携の主旨は、㈱ワイズが建設業関連の業務を行
う行政書士に対し、電子申請支援システム建設業統合版を行政書士登録後5年間に渡り、無償
提供すると言うものであり、新入会員にとっては、大きなメリットがある。登録5年経過後は、
㈱ワイズの定める料金を納めることになるが、一定件数以上の経営状況分析をワイズ公共デー
タシステム㈱に依頼すると、無償提供が継続されることになる。
　行政書士登録後5年間ではなく、ワイズ公共データシステム㈱に初めて分析を依頼してから5
年間として欲しいとの要望を行ったところ、他県の行政書士会との関係もあり、即答はできな
いが、前向きに検討するとの返答を得ました。
２．「たかまつソーシャルビジネス支援ネットワーク」に係る協定書の調印
　平成28年5月16日、高松市役所市長応接室にて15時過ぎより調印式が行われた。高松市　
大西秀人市長、高松商工会議所　竹﨑克彦会頭、本会会長　岩城隆文、㈱日本政策金融公庫高
松支店　笠原真二支店長が調印した。その後、それぞれが、あいさつ、会談し、同席者・報道
陣もにこやかな雰囲気の中で、調印式を見守った。
　提携の主旨は、ソーシャルビジネスを行う事業者への支援である。経済産業省によれば、ソー
シャルビジネスとは、地域社会において、環境保護、高齢者・障がい者の介護・福祉から、子
育て支援、まちづくり、観光等に至るまで、多種多様な社会課題が顕在化しつつあり、このよ
うな地域社会の課題解決に向けて、住民、ＮＰＯ、企業など、様々な主体が協力しながらビジ
ネスの手法を活用して取り組むことと言われている。行政書士会としては、ＮＰＯ設立とか許
認可関係のサポートを行うことが求められています。ソーシャルビジネスが活発になれば、行
政コストが削減されるだけでなく、地域における新たな起業や雇用の創出等を通じた地域活性
化につながるものと期待されています。
３．市民相談センター準備委員会
　6/11の理事会において、正式に発足いたしました。発足の理由は、下記のような事情からで
あります。従来から行っている高松市・丸亀市市役所内での定期的な市民無料相談に加え、数
年前から不動産フェアへの相談員の派遣、行政評価支局の相談会への相談員の派遣等に加え、
香川銀行との業務提携及び2.の高松市等との提携等が増え、さらには、アイパル香川（公益財
団法人�香川国際交流協会）においても月1回の無料相談が始まりました。これらの無料相談を
一元的に管理・運営し、相談員の確保・育成のためには、独立性の高い委員会が必要だと考え
ます。さらには、将来的には、市民相談センターとして、さらに独立性の高い組織として運営
していくための準備を数年かけて、行う予定です。事務所で依頼者の訪問を待っている営業で
はなく、出かけていくスタイルの「攻めの営業」を行い、行政書士の認知度を上げていくことが、
会員諸氏の報酬アップにつながるものと期待しています。
　また、会員各位におかれましては、常日頃の業務遂行に励んでいるかと思いますが、「こうい
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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先生を捜すとか、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。その成果を業務研修会等を通じて、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・ご意見も、お待ちいたします。

（たかまつソーシャルビジネス支援ネットワーク構築に係る協定書調印式）

（㈱ワイズとの業務提携調印式）
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●業務研修部

業務研修部長　　石　河　光　典
　平成28年度の業務研修部として、会員の皆様に対して何ができるのだろうと考えたときに

『会員の目に見える活動』を目指した活動を行っていこうと考えています。
　業務研修部というひとつの部が、『会員の目に見える活動』を行うということをこの場に書い
てしまうと、「あれれれ。業務研修部の活動って、研修会の開催だけじゃないの？」と思われる
会員の方がいらっしゃると思います。私自身、その意見に異論はありません。
　会則を参照すれば会の業務分掌中、「業務研修部は研修会の開催を行うこと」が役割である記
載があります。そのため、今年度の研修会の充実は大きな目標のひとつとなっております。本
年度の総会の議案書にも盛りだくさんの研修会が開催予定となっており、個人的にですが、自
分の仕事に影響が出ないかと非常に心配しております。
　今後開催予定の研修会の内容
　（１）特定行政書士法定研修会
　（２）著作権相談員養成研修会
　（３）香川大学教授による法学研修会
　（４）業務研修部主催の研修会
　（５）専門業務研究会の研修会
　上記の研修会の中でも、今年度一番に力をいれたいのは「行政書士は、官民のパイプ役であ
る。」という解釈から官公署窓口の職員を講師とした（４）業務研修部主催の研修会の充実を考
えております。あくまで予定ではありますし、講師の都合により日程等はお伝えできませんが、
①県税の手続きについての研修会（県税事務所担当者）②風俗営業法の研修会（香川県警担当
者）③農地転用許可申請についての研修会（香川県農政課担当）④農用地除外申出についての
研修会（香川県農政課担当者）⑤経営業務審査分析機関による研修会（今年度はワイズ様を検
討中）等を行おうと考えております。
　この研修会は、手続き上の制度に関する説明という概論的な研修会の位置づけと思っており
ます。
　また、（５）専門業務研究会の研修会では、主に会員に講師をしていただく、実務に近い研修
会を考えておりまして、
　・許認可関係専門業務研究会におきましては、ひとつの案として農地転用許可申請の書類の
書き方や（外部委託した場合の）土地利用計画図のチェック箇所等の研修会を考えております。
申請前に土地利用計画図のどこが重要か？また、申請書記載上、注意点はどこか？などを説明
できたらと思っております。
　・権利義務専門業務研修会におきましては、実際に配布された（依頼者が持参したという設
定の）戸籍を読み解き、相続人を確定する際に何が足りないのか？職務上請求書の書き方はど
うなるのか？依頼者への対応はどうしたらよいのか？という研修会や行政書士業務の周辺知識
として税理士兼業者による相続税の研修会や司法書士兼業者による登記手続きの研修会等、会
員の皆様の実務に役立てるような研修会も企画をしていきたいと思っております。実際に戸籍
の研修会の資料は作成済みですので、あとは何時開催できるのかを検討しているところです。
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　・新業務研修会におきましては、昨年度から行っておりますCAD研修会などによる会員の皆
様へのサポート研修会にも力を入れていきたいと考えております。当初は迷走しておりました
研修会ですが、現在は、「風俗営業の許可申請図面を作成するには」ということを目標に少しず
つ作業を覚えてもらっているところです。先日のCAD研修では研修会場の間取りを作成しまし
た。最後に机を配置して着色までを行っておりますが、実際にメジャーで会場を測量すること
はできませんでしたので、次回は、実際に会場をメジャー等で計測した後に、現地で確認する
ことやメジャー等の利用方法などの説明をし、その後、同じように会場の間取りを描いてもら
おうと思っております。農地転用等の土地の測量等は難しいので、今後は土地家屋調査士さん
の現況図をどのように変形していくのかを研修会としてできれば、実務に非常に役立てると思
います。CAD研修会は、単発研修であり、毎回何度も同じことを繰り返しながら少しずつレベ
ルアップしていく予定の研修会です。受講にはまだまだ間に合いますし、補講の要請がありま
したら検討もさせていただくつもりではあります。そのうちに初心者コースと上級者コースに
分割する計画もあります。
　このように研修会についても、昨年以上に力を入れていきますので、研修会についておろそ
かにするということではありません。
　ただ、私は業務研修部の役員歴が長く、業務研修部の研修会に窓口担当者をお呼びして研修
会を開催するのもひとつの方法ではあると思いますが、窓口担当者の気持ちになって逆に行政
書士もしくは行政書士会として何かできることはないだろうかと考えたときに、研修会の説明
当初にも記載しましたように、行政書士は官民のパイプ役であるというのであれば、業務研修
部として会員に手続きの周知をする情報や簡単な資料をもって官公署窓口担当者の作業の簡素
化に結び付けることができればお互いに協力体制を確立することはできないかと模索し、今年
度から、窓口限定で手続きも限定はされていますが『高松市農業委員会に対する農地転用許可
申請添付資料一覧表』『高松市農林水産課に対する農用地除外申出添付資料一覧表』などを申請
の際に申請書の一番上に添えていただこうと考えております。あくまで任意ではありますが、
高松市の窓口担当者におきましては、非常に助かるので是非お願いしたいとの声も上がってお
り、行政手続きのスペシャリストである行政書士として窓口に対しても積極的にアピールでき
るのではないかと思っております。
　このように今までとは発想を転換して、何か会員の皆様へ目に見える活動を行っているとい
うことを考えています。今後は、行政書士として申請書に添付できる対外的なアピール資料作
りも業務研修部の役割なのかな？と思ったりもしています。
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●広報部

広報部長　　福　岡　　　淳
　本年2月21日に行政書士記念日の行事としてイオン綾川にてコスモス成年後見サポートセン
ター香川とＡＤＲセンター香川の協力のもと無料相談会を開催いたしました。あまり事前の広
報活動をすることができませんでしたが、通りかかった買物客の方々が次々と立ち寄られて多
数の方のご相談を受けることができ、行政書士の広報をすることができました。
　広報部では行政書士かがわのこの号を発行すると、すぐに行政書士制度広報月間への対応が
始まります。広報月間までまだ2か月ありますが、この間に四国新聞への広告の掲載や、マス
コミ等への広報活動などいろいろな活動を行っていかなくてはなりません。
　本年も10月第1土曜日に無料相談会の開催を予定しております。毎年会員の皆様方のご協力
をいただき、各支部ごとに無料相談会を開催いたしておりますが、広報部はこの相談会に1人
でも多くの相談者の方が参加していただけるよう、今年も多様な広報活動を行っていきたいと
思っております。
　昨年ホームページの充実を目標に掲げておりましたが、残念ながらほとんど手を付けること
ができませんでした。今年こそはホームページの整備充実を行ないたいと思っております。1
年間でできることは限られているかもしれませんが、皆様方のご意見を伺いながら少しでも使
いやすいものにしていければと思っております。
　皆様方のご協力をお願い申し上げます。

（行政書士記念日事業　無料相談会）
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●監察部

監察部長　　横　田　　　稔
　監察部長を拝命してから早や一年が経ちました。監察活動をおこなう上で何がキーポイント
か、どうすれば効果的な活動となるのか、を考えながらの一年だったように思います。
　就任当初の違法看板広告の排除勧告に始まり、各市町農業委員会事務局との意見交換会を実
施した結果、他の士業（専業者）の資格者として業務範囲についての規範意識の欠如、また各
市町窓口担当者も含めて自治体における職員の法令についての認識の甘さ、そして遵法意識の
低さが甚だしいと感じました。自治体によって格差はあるものの、コンプライアンスの欠如と
いう点については同様だと思います。
　平成27年度は、別紙1のとおり県下17市町全ての農業委員会事務局、及び香川県農政課、そ
して自治体として事務量の多い高松市の各課を訪問、会員名簿を持参のうえ趣旨を説明、また
は郵送いたしました。
　これは、各自治体職員に行政書士法の示唆、法令遵守、そして行政書士会会員の周知（PR）
をおこなうことで、会員と非行政書士との区別が容易くできるようにすることが目的です。
　そして別紙2のとおり、高松市の7課には当該年度のポスターと、書類提出についての警告文
書を掲示しています。これまで掲示の無かった、また掲示拒否の課も含めて行政書士法の周知
をするための啓蒙活動として取り組みました。
　平成28年度については前年度の啓発活動の延長として、各自治体に対して申請窓口において、
法令に基づく代理人としての是非を浸透させるために「会員名簿による行政書士の確認」、また
申請書提出の際の代理権の確認として「委任状の添付を義務化」を要請したいと考えておりま
す。
　これに伴い、会員としても代理権を証する書面の添付が必要となり、行政書士としての会員
証の提示も求められるようになると思いますが、官公庁の窓口担当職員が行政書士と非行政書
士の区別が容易に出来るようになれば、非行政書士の排除に繋がり、一定の効果が得られるも
のと考えられます。
　監察部というのは、非行政書士による法令違反の行為について警告・告訴・告発等により法
令遵守を促すことを主な任務としていますが、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成果が現れるものであると考えております。
　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、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。
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（高松市河港課）

（高松市農業委員会事務局）

（高松市農林水産課）

（高松市財産経営課）

（高松市道路管理課）

（高松市土地改良課）

（高松市建築指導課）
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●申請取次行政書士管理委員会

申請取次行政書士管理委員会　委員長　竹　内　良　一
１．申請取次の申出について
　申請取次の新規申出及び更新申出に際しては、「申請取次申出書」に「必要な書面等」を添付
して香川県行政書士会に提出することが必要です。
　この「申請取次申出書」及び「必要な書面等」の種類とかその記載要領については、本会ホー
ムページの「会員ページ」における「各種手続関係」中の「申請取次発行手続様式」の項に詳
しく記載しておりますので、申請取次の申出をされる方は、この「申請取次発行手続様式」に
おける該当部分を十分にご確認頂き、記載間違いとか記載漏れ等が無いように心掛けて下さい。
記載間違いとか記載漏れ等があると、その修正等に伴い、本会から高松入国管理局への提出時
期が遅れることになりますので、ご注意ください。
２．特にご注意頂きたい事項
　「申請取次発行手続様式」の記載事項の中でも特に注意して頂きたい点、本委員会の運用上に
おいて注意して頂きたい点は以下の通りです。
①本会への申請取次申出書等の提出は、以前から「本委員会の開催予定日前の月末までに提出
する」ようにお願いしておりますが、記載内容の修正の可能性も否定できませんので、この修
正期間も考慮して、上記期限よりもできるだけ早い時期に提出するようお願いします。特に更
新申出をされる方は、有効期限にご注意ください。なお、本委員会は、「毎月10日前後」を開
催予定日としております。
②添付する顔写真ですが、これについてはその大きさのみが規定され、撮影時期については何
ら規定されておりません。しかし、最近、高松入国管理局から、できるだけ直近に撮影された
ものを使用するように、とのご指導をいただきました。
　そこで、本委員会においては、上記指導を尊重し、できるだけ申出時前3ケ月以内に撮影し
た写真を使用するようお勧め致します。
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●行政書士ＡＤＲセンター香川

センター長　　入　江　宏　幸
　平成28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
（７）前各号に掲げるもののほか、センターの事業を実施するために必要な一切の事業を基本方
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
（４）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
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。その中でも、

（１）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。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。また、

（２）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。併せて、

（３）ＡＤＲビデオ講座（ＶＯＤ研修）は、裁判外紛争解決機関推進本部が、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。皆様に、幅広くご覧いただけるように無料配
信となっていますので、ぜひ、ご覧ください。講座案内は、日本行政2016年4月号（№521）
10ページからのインフォメーションをご参照ください。
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★平成28年度行政書士ＡＤＲセンター香川の研修について★
（１）調停人養成研修
●ＡＤＲ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）
●法的能力に関する調停人養成研修（ＡＤＲ概論）
　平成28年7月30日（土）13：00 〜 18：00（香川産業頭脳化センター）
●紛争解決能力に関する調停人養成研修（基礎編）
　①平成28年8月27日（土）13：00 〜 18：00（香川産業頭脳化センター）
　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）
●紛争解決能力に関する調停人養成研修（中級編）
　①平成28年9月24日（土）13：00 〜 18：00（香川産業頭脳化センター）
　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）
●紛争解決能力に関する調停人養成研修（実践編）
　①平成28年10月29日（土）13：00 〜 18：00（香川産業頭脳化センター）
　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）
●紛争解決能力に関する調停人養成研修（上級編）
　①平成28年11月26日（土）13：00 〜 18：00（香川産業頭脳化センター）
　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）
●紛争解決能力に関する調停人養成研修（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）

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

（３）ＡＤＲビデオ講座（ＶＯＤ研修）
　①法律編「債務名義と合意書の既判力」
　　行政書士ＡＤＲセンターやまぐち　センター長　松本貴志
　②法律編「ＡＤＲに関する特有の法律問題」
　　行政書士ＡＤＲセンター香川　運営委員　大山真哉
　③法律編「調停調書及び合意書の作成」
　　行政書士ＡＤＲセンター東京　調停人候補者　綾崇
　④専門編（Ａ）自転車事故（１）「道路交通法」
　　行政書士ＡＤＲセンター岡山　センター長　長野秀昭
　⑤専門編（Ａ）自転車事故（２）「損害賠償論」
　　行政書士ＡＤＲセンター岡山　センター長　長野秀昭
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　⑥専門編（Ａ）自転車事故（３）「保険論」
　　行政書士ＡＤＲセンター埼玉　運営委員　前田新太郎
　⑦専門編（Ｂ）敷金返還・原状回復（１）「ガイドライン」
　　行政書士ＡＤＲセンター東京　調停人候補者　近藤総一
　⑧専門編（Ｂ）敷金返還・原状回復（２）「ケーススタディ」
　　行政書士ＡＤＲセンター東京　調停人候補者　近藤総一
　⑨専門編（Ｂ）敷金返還・原状回復（３）「法令」
　　行政書士ＡＤＲセンター東京　調停人候補者　田中壽一
　⑩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
　⑪実務編（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
　⑫実務編（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

（講師名等敬称略）
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災害時の支援協定締結について

広報部　福　岡　　　淳
　香川県行政書士会は、災害時の支援協力に関する協定を平成28年3月30日（水）に三豊市と
締結し、調印式を実施しました。この締結により平成27年度の事業として予定していた2市1
町との支援協定の締結が完了いたしました。
　4月に起こった熊本地震のように、地震が少ないと思われていた場所でもいつ大きな地震が
起きるかもしれません。天災の少ないと思われている香川県においても、いつ大きな災害が発
生してもおかしくない状況であります。本会においては、いつどのような災害が発生しても対
応できる体制づくりを進めていっておりますので、会員の皆様の益々のご協力をお願い致しま
す。
○三豊市　災害時における支援協力業務に関する協定書
１．協定相手方：香川県三豊市
２．協定締結日：平成28年3月30日
３．協定締結の状況：
　三豊市役所において、横山忠始市長と岩城隆文香川県行政書士会会長が協定書に調印を行い
ました。
　出席者
　　三豊市側　　横山忠始市長　他
　　本会側　　　岩城隆文会長、入江宏幸副会長、福岡淳広報部長
４．災害協定の内容：
　三豊市は、災害時において、業務の必要があると認めるときは本会に対して協力を要請する
ことができる。必要な人件費及び物件費などの経費は本会が負担する。

（１）本会による被災者支援を目的とした相談窓口の開設及び運営
（２）三豊市の依頼による本会会員の派遣
（３）その他、三豊市が必要と認める業務

（三豊市との協定書調印式）
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（広報みとよ5月号）
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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．新入会員のお知らせ
　　木田郡三木町大字田中106番地15（三木中学校の西側）
　　柴原健二様が、本年6月登録にて入会されましたので、お知らせします。
　　経歴は、三木町会計管理者兼出納室長を勤められ退職の後、登録入会されました。
　　今後のご精励を祈念申し上げます。
２．平成27年度決算報告
　　　　収入　　　　　　支出　　　��　次期繰越金
　　1,029 ,168円　－　507 ,985円　＝　521 ,183円
　　原案通り承認可決されました。

　総会審議において、監事並びに会員より、事務局費（役員手当）の増額と支部交流会の開
催について、提言がありましたので、検討していく予定です。

３．行政書士法　啓発の一環として以下のことを実行する様、お願いします。
　　①申請書類の連絡先には、必ず「行政書士○○○○」と記名して提出すること。
　　②他資格名、○○事務所等の記載はしないこと。

　そして、③水利組合、土地改良区の役員、農業委員への判取りには、必ず「行政書士」の
名刺を提示すること。

４�．東かがわ市、さぬき市、三木町2市1町の農業委員会事務局へ支部会員名簿の備え付けを依
頼していますので、ご承知置き下さい。

５�．市民・町民又は事業者より、農地について照会がある場合、直ぐに対応できないときは、
決して断らず対応し、他の会員あるいは支部長へ連絡するようにして下さい。

６．10月1日三士合同で広報月間の無料相談会を開催します。
　　日　時　10月1日（土）
　　　　　　9:00 〜 15 :00
　　場　所　三本松コミュニティセンター
　　参加希望会員は、御一報下さい。
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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。
　4月23日（土）、マリンパレスさぬきにおいて支部総会が開催されました。多くの方にご参加
いただき、盛況のうちに終了いたしましたこと、重ねて御礼申し上げます。
　さて、今年度の最初の事業として、9月10日（土）にボウリング大会を開催することになり
ました。その後、10月には五士業が参加するソフトボール大会も予定しています。ボウリング
大会やソフトボール大会は、会員同士が普段の仕事抜きで交流することができる数少ない事業
です。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。それぞれの詳細につきましては、後日、ご案内いたします。
　また、今年度は支部の新しい取り組みとして、瓦町FLAGの8階にある高松市の行政サービ
ス施設「IKODE瓦町」のフロアの一部を借りて、今年9月より毎月第3土曜日の午後、無料相
談会を開催することになりました。より多くの方にご相談いただけるよう、取り組んでまいり
ます。
　このほか、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。

●中讃支部

中讃支部長　　丸　尾　良　一
　平成28年5月7日（土）午前11時より、ホテルサンルート瀬戸大橋にて、岩城会長ご臨席の
もと、平成28年度中讃支部定時総会が開催され、盛会に終わることができました。
　今年度は、総会でご承認をいただいた事業計画のとおり、10月の官公署の巡回訪問、無料相
談会、1月の新年会及び研修会のほか、昨年に引き続き里山ハイキング、久しぶりの日帰り研
修旅行も計画しております。
　支部行事の参加者もほぼ20人程度となっております。一人でも多くの方がご参加いただき支
部の活性化につながるよう、役員ともども努めてまいりたいと考えております。支部運営、支
部行事について、ご意見、ご要望等があれば、御気軽にご連絡いただき、今後とも、なお一層
のご協力をよろしくお願いいたします。

●西讃支部

西讃支部長　　福　岡　　　淳
　西讃支部は、去る5月13日に観音寺市の琴弾荘にて、会長にご臨席いただき支部総会を開催
いたしました。支部総会は多数の方にご参加いただき、滞りなく全議案の審議を終えることが
できました。また引き続き開催された懇親会も盛会のうちに終えることができました。
　本年度も行政書士制度広報月間行事として10月に無料相談会を予定しております。西讃支部
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においては相談員として全支部会員に隔年にて参加をお願いしております。本年度担当となる
方全員に是非ご出席をいただきたいと思います。
　支部行事にご参加いただける方が限定されてしまっておりますので、今まで参加されたこと
のない会員の方々も積極的に支部の行事に参加していただき、会員相互の親睦を図り、また情
報交換の場としても利用していただきたいと思います。
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●東讃支部

日時　平成28年4月23日（土）　午後1時5分〜午後2時10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27年度事業報告
第2号議案　平成27年度収支決算報告及び監査報告
第3号議案　平成28年度事業計画（案）
第4号議案　平成28年度収支予算（案）
第5号議案　選挙管理委員の選任

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　國好武士会員、髙原香澄会員
５．資格審査報告　幹事　大山真哉
　支部会員数　　　39名
　出席会員数　　　12名
　委任状会員数　　20名
　合計出席会員数　32名
　香川県行政書士会東讃支部規約第16条第1項により、本会が会員総数の3分の1以上の出席
により適法に成立する旨を報告した。
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、佐々木保会員、砂川隆光会員を指名した。
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
　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。
第1号議案　平成27年度事業報告
　大山幹事より平成27年度の事業報告がなされた。
第2号議案　平成27年度収支決算報告及び監査報告

〈各支部の定時総会議事録〉
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　松井幹事より平成27年度の収支決算報告がなされた。
　中井監事より監査報告がなされた。
　第1号議案及び第2号議案に対する質疑応答は以下のとおりであった。

（質疑）石河光典会員
　4月4日開催の支部監査について、事業報告では5名出席となっているが、収支決算報告の支
出の部では6名分の旅費が支出されている。5名と6名のどちらが正しいのか。

（答弁）大山幹事
　支部監査の出席者は、中井監事、大嶌監事、久米井支部長、和田副支部長、上原幹事の5名
であった。支部監査後に総会の事前打ち合わせを行い、体調不良の佐々木幹事に代わって、久
米井支部長の指示により大山会員が総会資料作成担当として出席したため合計6名の旅費の支
出となった。収支決算報告書の備考欄の記載が正確でなく申し訳なかった。

（質疑）石原ゆかり会員
　事業計画には載っていないが、本会から送られてきた支部だよりで、支部長が会員増強を謳っ
ていたと思うが、その活動状況を報告いただきたい。

（答弁）久米井支部長
　会員増強を図るということで、試験合格の方、退職公務員の方、税理士の方を直接訪問し行
政書士会に入会してもらうというような運動をやろうということで、今年の1月発行の行政書
士かがわに掲載しているが、これは継続的に行う意向である。これは当初の事業計画には書か
れていないものである。

（質疑）石原ゆかり会員
　会員増強の趣旨はどういったものなのか。

（答弁）久米井支部長
　趣旨は、これは本会も支部も同じだが、会員を増やしていって、行政書士が広くカバーする
ということである。

（質疑）石原ゆかり会員
　（議長の許可を得て来賓の岩城会長に質問）本会の方針として、会員増強というものはあるか。

（答弁）岩城会長
　今のところはない。

（質疑）石原ゆかり会員
　本会として会員増強をしていない。会員増強の目的がいまひとつ分からない。行政書士会は
あくまでも親睦とかの団体ではなく、支部の目的というのは確か会員の業務の改善である。そ
こで今のところ行政書士をやるつもりがない試験合格者や退職公務員の方を勧誘することで何
をしたいのか。東讃支部の会員数を増やすことで何がしたいのかをお答えいただきたい。

（答弁）久米井支部長
　非行政書士対策である。

（質疑）石原ゆかり会員
　増やせば非行政書士対策ができるというお考えか。

（答弁）久米井支部長
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　例えば税理士であれば行政書士資格がなくて建設業申請をするということがあってはならな
いので会員増強を行っているわけである。

（質疑）石原ゆかり会員
　退職公務員、試験合格者に関してはどうか。

（答弁）久米井支部長
　先程申し上げたとおり行政書士業務のカバーを広くする、底辺を広くするということで会員
の増強を図るということを目標としてやっている。

（質疑）石原ゆかり会員
　底辺とはどういうことか。

（答弁）久米井支部長
　会員数を増やすということである。

（質疑）石原ゆかり会員
　現状として行政書士が足りないという状況ではないと考えている。行政書士というのは、専
門家として責任をもって仕事をする資格である以上、行政書士自体の資質のレベルが下がって
はいけないと私は考える。それに対してやみくもに人数を増やすということは、資質のない、
資質の低い行政書士が増えるということで、ひいては、きちんと仕事をしている、現在業務に
対して誠実に受注を受け、そのうえで業務を遂行している行政書士の信用にも関わってくるこ
とと思うが、そのあたりのことをどのように考えたうえで会員増強を謳っているのか。

（答弁）久米井支部長
　会員を増やすことにより行政書士は色んな業務をやっているということを知らせることが、
ひいては会あるいは支部の発展につながると考えている。

（質疑）石原ゆかり会員
　支部長がおっしゃっていて、会長が特におっしゃっていないことでもあり、また、今変なこ
とをして問題になっていて、どうなんですかという相談も受けたりもするので、そういう意味
でやみくもに増やすということが果たして今必要なことなのかどうなのかということを私は問
いたい。支部長の考えが必ずしも行政書士会のあり方として、支部のあり方として、求められ
ているものなのかどうなのかというのは問題提起させていただきたい。

（答弁）久米井支部長
　やみくもに増やすというものではない。条文に書かれているとおり一定の資格、条件をクリ
アした人が行政書士になれるのであって、増やすと言ってもすぐに何人でもなれるわけではな
い。あくまでも退職公務員の方も立派に前職を活かして仕事をされている方もいらっしゃる。
税理士についても行政書士の資格を持って建設業申請をやってもらうということである。国家
公務員でも地方公務員でも前職を活かして仕事をしている人は県下にも全国的にもたくさんい
らっしゃるから、そういった方がまだ行政書士になられていないのなら、そういう方も勧誘し
て会員を増やしていくということを考えている。

（質疑）石河光典会員
　平成27年度収支決算報告書の支出の部の消耗品費の備考欄に書いてるポスター配布紙袋代に
ついて、この紙袋は10枚単位とか何枚か単位で買っていて、少し今残っているような状態なの
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か。それとも会員数分購入されたのか。432円と書かれているのでどのようにしたのか確認し
たい。

（答弁）久米井支部長
　ひとつ100円のものを4枚買って消費税を含めて432円である。

（質疑）石河光典会員
　雑費の会費返金は中途退会された篠原会員に返したという考えでよいか。

（答弁）久米井支部長
　そのとおりである。

（質疑）石河光典会員
　監査報告のなかで、「事業実施状況と収支及び財産の状況を監査」となっているが、「監査の
結果」以降で事業実施状況の確認はどこでされたと考えておけばよいか。「証憑その他の書類及
び決算書等」というところは、支出とか財産の状況監査は「適正妥当に表示されていることを
認め、ここに報告する」となっていると思うが、事業実施状況はどのような監査をされたのか。

（答弁）中井監事
　事業計画書に基づいて実施がなされているか否か、会計伝票と支出の明細書との照合をして
いる。

（質疑）石原ゆかり会員
　支出の部について2点お伺いしたい。印刷費、議案書印刷代6,800円となっているが、昨年度
の議案書の印刷代ということか。

（答弁）大山幹事
　平成27年度の議案書である。

（質疑）石原ゆかり会員
　昨年度の議案書は冊子ではなくて綴じた状態のものだったと思うが、これを業者に頼んで印
刷しているということか。

（答弁）大山幹事
　従前から1枚10円で印刷している。

（質疑）石原ゆかり会員
　1枚10円ということは、コンビニのコピー機で印刷しているのか。

（答弁）大山幹事
　担当幹事が印刷している。

（質疑）石原ゆかり会員
　監査の方で妥当と出ているので妥当なのだろうが、手間賃という意味を込めてであればそれ
はそれで違う科目になると思う。印刷費という名目で計上するのであれば、印刷の費用として
は通常の事務所用のカウンターでカウントされる金額ではないんじゃないかなと考える。
　もう一つ、消耗品費で購入した紙袋は最終的に今どこにあるのか。

（答弁）久米井支部長
　捨てていなければそれぞれの方が持っていると思う。

（質疑）石原ゆかり会員
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　それぞれの方が持っているということであれば、ポスターを配布するにあたって、どうして
も紙袋がなければいけないかと言われれば、4人で配布して平均10枚とすれば紙袋がなくても
配布できる枚数で、その紙袋を配布する方に支部から支給したということか。

（答弁）久米井支部長
　そのとおり。

（質疑）石原ゆかり会員
　これは消耗品なのか。

（答弁）久米井支部長
　消耗品である。

（質疑）石原ゆかり会員
　事務費のほうが納得できると考える。あくまでも紙袋なので、ポスターを配布した後は配布
した方が好きに使える。それを支部の費用で賄うのであれば、来年のポスターの配布に備えて
その紙袋は回収すればよいのではないか。

（答弁）久米井支部長
　費用と効果を考えると、回収する必要はない。

（質疑）石原ゆかり会員
　効果とは何か。

（答弁）久米井支部長
　回収の手間を省くということである。

（質疑）石原ゆかり会員
　ポスター配布後全員集合しなくても、次の役員会の時に回収すればいいだけなので、特に手
間はかからないと考える。支部の予算を使っている以上、細かなところではあるが、こういっ
た費用を前年まで使っていなかったと思うがどうか。

（答弁）久米井支部長
　この件については支部長決裁で行った。
　質疑の終了後、議長が第1号議案及び第2号議案について議場に挙手で採決を諮ったところ、
挙手多数で承認された。
　引き続き、議長は、第3号議案及び第4号議案は関連議案であるので、一括上程することを議
場に諮ったところ、異議なく承認された。
第3号議案　平成28年度事業計画（案）
　久米井支部長より平成28年度事業計画（案）の提案がなされた。
第4号議案　平成28年度収支予算（案）
　久米井支部長より平成28年度収支予算（案）の提案がなされた。
　第3号議案及び第4号議案に対する質疑及び答弁は以下のとおりであった。

（質疑）石河光典会員
　平成28年度の支部監査について、昨年度は5名でよかったところ、今年はどうしても6名必
要だったということか。
　もう一点、平成28年度収支予算（案）の支出の部の事務局費について、昨年度45 ,000円の
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実績が上がっているので、予算を30 ,000円から45 ,000円に予算を増やしてはどうかという提
案をさせていただきたい。

（答弁）久米井支部長
　監査については、監事2名と支部長、副支部長、幹事2名の計6名で行っている。そのあと役
員会も開催している。
　事務局費30 ,000円についは、私は50 ,000円とか60 ,000円とか70 ,000円とかと言ったが、
大山幹事が固く固辞し、やむを得ず30 ,000円にした。

（答弁）大山幹事
　今年度から会費が1,000円に下がったことにより、単年度の収入が約3割減るので、それに見
合った額を減額して提案させていただいた。

（質疑）石河光典会員
　役員の皆さんは日々大変だと思うので、会費が下がっても事務局費を減らすのはどうかと
思って提案させていただいた。

（答弁）久米井支部長
　貴重な意見をいただいたので、科目間の流用で対応させていただきたい。

（質疑）石原ゆかり会員
　毎年度慶弔費が予算額をオーバーしているが、前年実績に基づいた予算を計上しておいたほ
うが良いのではないか。

（答弁）久米井支部長
　慶弔費については、私の考えで30 ,000円の予算計上をしておりこれで進めていきたい。
　質疑の終了後、議長が第3号議案及び第4号議案について議場に挙手で採決を諮ったところ、
挙手多数で承認された。
第5号議案　選挙管理委員の選任
　議長より、任期満了に伴う選挙管理委員の選任について説明がなされ、久米井支部長より、
佐々木保会員、石河光典会員、佐々木裕健会員を選挙管理委員とする旨の提案がなされた。
　議長が第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。
１０．議長退任
　すべての議事が終了したので、議長は退任した。
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28年5月13日
　　　　議　　　　長　　六　車　文　秀　　㊞
　　　　議事録署名人　　佐々木　　　保　　㊞
　　　　議事録署名人　　砂　川　隆　光　　㊞
　　　　議事録作成者　　大　山　真　哉　　㊞
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●高松支部

開催日時　　平成28年４月23日（土）　午後3時00分〜午後5時00分
開催場所　　マリンパレスさぬき
出席者　　　支部会員　215名　出席者　43名　委任状提出者　68名
　　　　　　合計出席者　111名
司会者　　　大久保雅博
１　開会のことば
　瀧井俊敏副支部長によって平成28年度香川県行政書士会高松支部定時総会開会の宣言がなさ
れた。
２　物故会員への黙祷
　故藤井宗晴会員に黙祷を捧げた。
３　支部長挨拶
　籔内哲也支部長から定時総会開会の挨拶があった。
４　新入会員紹介
　司会者より今年度の新入会員の紹介があり、出席していた吉田一志、林一興、吉岡亮、千原
正照の4名の会員が自己紹介を行った。
５　来賓紹介
　司会者より来賓である、高松市長代理・松下俊一氏、高松市議会議員・井上孝志氏、香川県
行政書士会会長・岩城隆文氏、高松支部相談役・松本　修氏、同・石川秀幸氏の紹介があった。
６　来賓挨拶
　高松市長代理　市民政策局次長・松下俊一氏から挨拶があった。
　高松市議会議員・井上孝志氏から挨拶があった。
７　会長祝辞
　香川県行政書士会会長・岩城隆文氏の祝辞及び挨拶があった。
８　議長選出
　司会者より議長選出の方法について議場に諮ったところ、司会者一任の声があった。
　司会者は児嶋幸男会員を指名し、再度議場に諮ったところ異議なく承認され、児嶋幸男会員
が議長に就任した。
　議長は香川県行政書士会高松支部規約第17条1項により、本会が会員総数の3分の1以上の
出席により適法に成立する旨を報告した。
９　議事録作成人及び議事録署名人の選出
　議長は、議事録作成人及び議事録署名人の選出方法について議場に諮ったところ、議長一任
の声があった。議長は次の4名を指名し、全員その場で就任を承諾した。
　議事録作成人　熊野　実会員、吉井健人会員
　議事録署名人　髙崎博文会員、竹内良一会員
１０　議事
　第1号議案　平成27年度事業報告
　瀧井俊敏副支部長より平成27年度の事業報告がなされた。
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　第2号議案　平成27年度収支決算報告
　佐伯卓郎経理担当幹事より平成27年度の決算報告がなされた。
　監査報告
　奈良惠子監事より監査報告がなされた。
　議長より質疑はないか議場に問うたところ、次のとおりであった。
質疑　石川秀幸会員
　管理費中の事務費の内訳を教えてほしい。また、副支部長に支払われているとしたら、いつ
から（年度）支払われるようになったのか。その理由について。
回答　瀧井副支部長
　管理費の内訳は支部長及び会計が各金30 ,000円、副支部長二名が各金20 ,000円である。副
支部長については、平成27年度の予算書から計上されており、行事の案内、役員会の資料等の
作成を二名の副支部長が担っている為である。
　議長が第1号議案及び第2号議案について議場に採決を諮ったところ、異議なく挙手絶対多数
で認められ承認された。
　第3号議案　平成28年度事業計画（案）
　村井孝之副支部長より平成28年度事業計画（案）の提案がなされた。
　第4号議案　平成28年度収支予算（案）
　瀧井俊敏副支部長より平成28年度収支予算（案）の提案がなされた。
　議長より質疑はないか議場に問うたところ、次のとおりであった。
質疑　石川秀幸会員
　①ボウリング大会の参加人数に対して支出が多すぎるのではないか。
　②瓦町フラッグの相談会は定期的に開催するのか。
　③クリアファイルを支部会員に配布することについて再検討してほしい。
　④同好会活動を活発にするために幹事が責任者になるべきではないのか。
回答　村井副支部長
　①ボウリング大会については、ゲーム参加者が15名、昼食会が14名であり、運営費用は
62 ,493円であった。
回答　籔内支部長
　②瓦町フラッグの相談会は、月一回、毎月第三土曜日に継続して開催する案をもって、高松
市と協議する。開催時期については、高松市の広報誌への掲載が可能か協議をして、可能であ
れば掲載可能の時期から逆算して開催時期を決めたい。
　③クリアファイル配布については今後改めて検討する。次年度以降、瓦町フラッグの相談会
が盛況だったり、ニーズが高く、更に予算が必要な状況等になったりすれば、廃止することも
想定の1つとして考えている。
　④同好会については、支部会員の活動に対して助成を行う立場なので、現段階では支部の幹
事が同好会の責任者になることは検討していない。同好会については支部会員相互の交流の場
にもなりえるので、広く周知することを検討したい。具体的には、行政書士かがわへの掲載を
検討したい。
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要望　石川秀幸会員
　予算はあるのだから、もっと積極的に活動して欲しい。
要望　松本修会員
　行政機関との協議及び意見交換を実施する際は、目的意識をもって臨んで欲しい。
　また、支部会員への結果等の報告を、会報を通じてして欲しい。
要望　宮武實会員
　①相談役を役員会に招集してはどうか。
　②市町の農業委員の任命について、支部として市町に対して要望をしてはどうか。
　③行政機関との協議について、要望事項を文章で事前に提出し、効率化してはどうか。
　④行政不服審査等について、支部として勉強会等活動することを検討してはどうか。
回答　籔内支部長
　新しい活動については何が出来るのか支部で検討していきたい。
　農業委員の任命については、支部として何ができるのか色々と教えを請いながら、支部とし
て何が出来るのか検討していきたい。
要望　同好会活動に関して議場より活発化の要望があり、籔内哲也支部長、松本修会員、石川
秀幸会員、児嶋幸男会員との間で意見交換がなされた。
　石川秀幸会員より、同好会の代表者に支部の幹事を充てなければ同好会が活発化しないとい
う意見がでた。
　籔内支部長より、同好会に支部役員を充てるかどうかについては支部役員会で協議していき
たいという回答があった。
　松本修会員より、同好会は好き者同士が集まって行うものであるから、そこに支部の役員を
充てることは人件費の問題がでてくるだろうし、制約された活動になるのではないか、支部が
好意として助成金をだすという形でいいのではないか、という意見がでた。
　児嶋幸男会員より、同好会については、同好会があるというだけではなく、執行部がもう少
し積極的に広報や会員に説明をしたほうがよいのではないかという意見がでた。
　松本修会員より、同好会は好き者同士が集まって結成したものであって、執行部の指示で作っ
たようなものではなく、本会や支部に迷惑をかけないよう行政書士としてのプライドをもって
同好会活動をするのであれば、支部のほうから積極的に働きかけなくてもよいのではないか。
ただ、同好会より執行部に会員募集等の協力依頼等あれば協力すればよいのではないか、とい
う意見がでた。
要望　石丸寛会員
　同好会も含めてだが、予算案が積極的に活動しようという予算案に見えない。役員会で活動
を検討して欲しい。新しい企画や会のためになる活動を検討して欲しい。
　質疑の終了後、議長が第3号議案及び第4号議案について議場に挙手で採決を諮ったところ、
挙手多数で承認された。
　第5号議案　高松支部規約一部改正（案）
　籔内哲也支部長より高松支部規約一部改正（案）の提案がなされた。
修正動議　髙島俊一郎会員
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　このたびの決算書及び予算書において、｢寄付金｣ の費目はなく ｢補助金｣ の費目がある。よっ
て「交付金、補助金その他の収入を以って充てる。」にしてはどうか、と修正案が出された。
質疑　石川秀幸会員
　支部会費が将来復活する可能性があるので慎重にしてはどうか。
回答　籔内支部長
　将来的に支部会費を復活する必要がでてきたとしても、支部会費の徴収は高松支部規約に文
言が有無にかかわらず支部総会での賛成の決議が必要であると考えている。支部会費が必要に
なった場合は、改めて規約に盛り込み総会に諮りたい。
修正動議　松本修会員
　改正について分かりやすくさらに簡略化した方が良い。よって「当支部の経費は、交付金及
びその他の収入を以って充てる。」にしてはどうかと異なる修正案が出された。
　議長は意見が出尽くしたので、第5号議案（原案）について、議場に採決を諮ったところ、
否決された。続いて、高島会員の修正案について議場に採決を諮ったところ、否決された。最
後に、松本会員の修正案について議場に採決を諮ったところ、挙手多数をもって可決承認され
た。
１１　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延べ退任した。
１２　閉会のことば
　村井孝之副支部長が閉会を宣言し、平成28年度香川県行政書士会高松支部定時総会は終了し
た。

　以上、定時総会の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28年4月23日

　　　　　　　　　　香川県行政書士会高松支部

　　　　　　　　　　　　議　　　　長　　　児嶋　幸男　　㊞
　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　竹内　良一　　㊞
　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　髙崎　博文　　㊞
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●中讃支部

日　時　平成28年5月7日（土）午前11時より
場　所　ホテル　サンルート瀬戸大橋　司会者　理事　寺主吉輝
１．開会の言葉　副支部長　木戸壽彦
２．物故会員に対し黙祷　物故会員　小野健一
３．支部長挨拶　支部長　丸尾良一
４．本会会長祝辞　会長　岩城隆文
５．支部会員の入退会に関する報告及び新入会員の紹介
　新入会員数　4名　転入会員数1名
　退会者8名　転出会員数1名
６．議長選出
　司会者より議事進行上議長選出方法について諮ったところ、「司会者一任」の声があり他に異
議もなかったので、司会者は横田佳樹会員を指名、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
　議長は、中讃支部会員総数81名（過半数41名）の内、出席者17名、委任状出席者30名、計
47名で過半数となり、よって本総会は適法に成立した旨を宣言した。
７．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　宿母定　福家寛　議事記録者　石村智彦
８．議事
　議長は、議事日程及び議事開始を宣言し、第1号議案、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、異議なく承認を得た。
第1号議案　平成27年度事業報告の件
　支部長より平成27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27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27年度収支決算報告について説明があり、報告された。
　中野貞子監事より監査報告が行われた。
　その他、質疑応答の有無が諮られたが質疑なく、議長より第1号議案、第2号議案の承認につ
いて賛成を求めたところ全員一致で承認された。
第3号議案　平成28年度事業計画（案）に関する件
　丸尾支部長より平成28年度事業計画（案）について説明があった。
　議長より第3号議案の承認について賛成を求めたところ全員一致で承認された。
第4号議案　平成28年度収支予算（案）に関する件
　木戸副支部長より平成28年度収支予算（案）について説明があった。
　議長より第4号議案の承認について賛成を求めたところ、全員一致で承認された。
第5号議案　平成28年支部会費徴収免除について
　支部長より平成28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。
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　質疑応答の有無が諮られたが質疑なく、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。
８．議長退任
　議長は議事終了を宣言した退任した。
１０．閉会の言葉　木戸　副支部長
　定時総会における議事の経過を明確にするため本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が
署名押印する。

　　平成28年5月7日
　　　　香川県行政書士会中讃支部定時総会
　　　　　　議　　　　長　　横　田　佳　樹　　㊞
　　　　　　議事録署名人　　宿　母　　　定　　㊞
　　　　　　議事録署名人　　福　家　　　寛　　㊞

●西讃支部

日　時　平成28年5月13日（金）　午後6時30分〜午後7時00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28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2名
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．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、議長に篠原正幸会員を指名した。
　議長は、就任の挨拶をして着座した。
６．総会成立確認
　議長は、総数36名のうち、出席者15名、委任状出席者17名、総出席者32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。
７．議事録署名人並びに議事録作成人の選出
　議長は、議事録署名人を次の通り指名した。
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　　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
８．議事
　第1号議案　平成27年度会務報告承認の件
　　事業報告　　福岡　淳　支部長
　議長は、第1号議案につき質問を求めたところ下記の通り質疑及び答弁があった。

（質疑）入江　宏幸　会員
　①11月10日観音寺市及び3月30日三豊市との災害時支援協定の内容について説明をしてい
ただきたい。

（答弁）福岡　淳　支部長
　①香川県内で地震などの自然災害や大規模な事故等が発生した場合において、被災者支援の
ために市から要請があったときは、生活再建に向けて行政書士が関与できる業務や相談を市と
協力して実施するというもので、例えば、自動車抹消登録や罹災証明申請などがあります。
　熊本地震の報道を見ていると、もし本当に災害が発生したら対応しきれるかなとは思います
が、そういった自然災害が起こらないことを願いつつも、万一発生したときには皆様のご協力
をお願いすることとなりますのでよろしくお願いいたします。
　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27年度収支決算報告並びに監査報告承認の件
　収支決算報告　　福岡　淳　支部長
　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28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28年度収支予算審議の件
　予算　　福岡　淳　支部長
　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号議案　役員補欠選任の件
　支部長は、前任の庶務会計の退会に伴い後任者を選任したい旨を述べ、後任庶務会計候補者
を議場に募ったが希望者がいなかったため、田中幸会員を推薦した。
　議長は、田中幸会員を補欠役員（後任庶務会計）に選任することを議場に諮ったところ、被
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選任者は、席上就任を承諾した。
第6号議案　その他について
　議長は、その他議案とすべきことがないか議場に諮ったが、発言はなかった。
９．議長退任
　議案全部を無事終了したので、議長は議事の終了を宣言して午後6時55分退任した。
１０．閉会の言葉
　司会者は閉会の辞を述べ、ここに平成28年度定時総会を閉会した。
　上記決議を明確を期するため、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28年5月13日
　　　　平成28年度　香川県行政書士会西讃支部定時総会
　　　　　　議　　　　長　　篠　原　正　幸　　㊞
　　　　　　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 28 年度　日本行政書士会連合会定時総会報告

　平成28年6月23日、24日　シェラトン都ホテル東京にて、平成28年度日本行政書士会連合
会定時総会が行われました。議事結果については、下記のとおりご報告いたします。
　本会からは、岩城隆文（会長）、石川秀幸（政連会長）、竹内良一（副会長）、入江宏幸（副会長・
日行連定時総会議事運営委員会副委員長）、植松豊（日行連相談役）、横関賢二（副会長）が出
席しました。

記
１．日　　時：平成28年6月23日（木）午前10時45分〜
　　　　　　　6月24日（金）午前10時まで
２．場　　所：シェラトン都ホテル東京（東京都港区白金台1-1 -50）
３．出席者数：出席代議員222名（6月23日午前10時45分現在）
　　　　　　　代議員総数230名
４．議事結果：第1号議案　平成27年度事業報告　　　異議なし可決承認
　　　　　　　第2号議案　平成27年度決算報告　　　異議なし可決承認
　　　　　　　第3号議案　平成28年度事業計画（案）異議なし可決承認
　　　　　　　第4号議案　平成28年度予算（案）　 　 異議なし可決承認

以上
　今回の総会では、第1号議案〜第4号議案までの質問書が134件出ていましたが、やはり
OSS、ADR、成年後見に関するものが多かったように思います。執行部は事業計画案の重点課
題として、業務執行体制・組織の見直し、法改正の推進、関係機関との連携強化、職域の確保
拡大、特定行政書士制度の円滑な推進の5つをあげており、OSS、ADR、成年後見はその中の
重要な施策として考えており、積極的に取り組んでいくとの説明がありました。

副会長　　横　関　賢　二
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やさしい紛争解決〜話し合いによるトラブル解決をお手伝いします

行政書士ＡＤＲセンター香川「各分野のチラシ」について

　この度、行政書士ＡＤＲセンター香川では、ＡＤＲをより広く知っていただけるよう、取り
扱う紛争各分野のチラシを製作し、各々会報と共にお届けさせていただきました。

　ご存知のように、ＡＤＲとは、裁判によることもなく、身の回りで起こる様々な法的トラブ
ルを解決する方法で、中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた
上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続
です。裁判のように法律を適用して紛争の解決を図るのではなく、当事者の対話を促進し、実
情に応じた解決を図ることに力点が置かれます。
　行政書士ＡＤＲセンター香川で取り扱う紛争分野は、①外国人の職場環境等に関する紛争、
②自転車事故に関する紛争、③愛護動物（ペット）に関する紛争、④敷金返還等に関する紛争
です。
　調停では、当事者同士がご自身の言葉で話合いを行い、両者が本音から満足できる解決策を
導くプロセスを重要視しています。そのためトラブルの解決に向けて、ＡＤＲに関する所定の
研修・トレーニングを積んだ専門分野ごとの調停人が、公正中立な進行役（ファシリテーター）
となって話し合いのサポートにあたります。
　「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していて
は解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼でき
る人を選んで解決をお願いしたい」というようなときは、チラシをご参照いただき、ＡＤＲで
の解決をご紹介くださいますようよろしくお願いいたします。
　ＡＤＲについて検討したい、手続について知りたいと思ったら、まずは、お気軽にお問い合
わせください。

【問い合せ先】　香川県行政書士会　行政書士ＡＤＲセンター香川
　　　　　　　〒761 -0301
　　　　　　　高松市林町2217番地15　香川産業頭脳化センター 4階407号
　　　　　　　電話　087 -867 -3722
　　　　　　　ホームページURL　http://www.k-adr.net/
　　　　　　　受付時間：火・木曜日　10：00 〜 16：00
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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
　コスモス成年後見サポートセンターも、平成22年の設立から約6年が経過しました。また、
今年の4月には「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（成年後見制度利用促進法）が成立
するなど、成年後見制度を取り巻く環境にも変化が生じようとしています。
　コスモス成年後見サポートセンター香川県支部も、各会員が、地元の主に医療機関・福祉団
体など成年後見制度利用の問題が生じる現場を中心に働きかけを行い、成年後見制度及びコス
モス成年後見サポートセンターの周知に努めています。
　また、利用者の意思の尊重という成年後見制度の制度趣旨により資すると考えられる「任意
後見制度」の活用も促進するべく、地元の婦人会や自治会の集まり等において、任意後見制度
及びコスモス成年後見サポートセンターの周知活動を行っております。
　このような地域密着の活動を活発に行っていくためには、より多くの会員の存在が必要と
なってきます。ただ、コスモス成年後見サポートセンターの会員は各県行政書士会の会員が入
会することによって構成されるところ、特に地方支部における組織率は非常に低いのが現実で
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（高齢者の15％）、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、従来の想定を遥かに超える増加
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。また、
かかる情況の下、前述のとおり、成年後見制度利用促進法も成立し、成年後見制度も新たな
フェーズに入って行くと思われます。
　以上の情況をご理解いただいた上で、香川県行政書士会会員のみなさまにも、できるだけ多
くの方のコスモス入会をお願い申し上げる次第でございます。
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報告者：企画開発部　部長　渡辺勝芳
用　務　名 経審受託の現状について
日　　　時 平成28年2月5日
用　務　地 高知県行政書士会、高知県土木部建設管理課
内　　　容 高知県と高知県行政書士会との経審等の受託契約内容について

成果及び感想 面談者　高知会会長　田岡崇
　　　　副会長　岡林厚
　　　　副会長　小松貴広
　　＊高知県行政書士会会則
　　　委託業務を受けられるように変更
　　＊競争入札参加資格審査申請書
　　　�外注に対し、一般的に求められている。過去に対抗馬の参加のウワサが

あったが、安すぎて断念したとか？�？
　　＊経審等業務受託契約書
　　　さすがに細かい。
　　＊担当者募集要項
　　　�日当１万円弱で、拘束時間７�時間だから、担当者に応募する人は少な

い。理事で建設業経験者は、半ば強制参加。
　　　新人は、ベテランとセットにて担当しＯＪＴをする。
　　高知県土木部建設管理課
　　中平麻矢　チーフ
　　三本雅宣　主査

会議・研修等　出席者による報告
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報告者：行政書士ADRセンター香川　運営委員　中條三千代
用　務　名 平成27年度ADR調停人候補者スキルアップ研修（基礎編）
日　　　時 平成28年3月9日〜 3月11日
用　務　地 虎ノ門タワーズオフィス8階　Room7
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理事　レビン小林久子氏

3月9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10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11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 理論に関しては、これまで学んできたことの復習、確認ができたとともに、理
解不足だったトランスフォーマティブ理論とナラティブ理論についても理解が
進んだように感じている。また、話し合いの流れのコツを教えていただいたこ
とで、話し合いの組み立て方を具体的にイメージできるようになったのも大き
な収穫であった。
それによって、研修2日目及び3日目に行ったロール・プレイでは、初日に学
んだ理論を振り返りつつ、調停のプロセスに意識を置きながら調停人役に挑戦
できたように思う。
技術的には力不足を痛感したものの、香川よりも数年早く認証を受け、調停の
実績を積んでいる他会の方々と一緒にロール・プレイの振り返りを行えたこと
は、自分とは違うイシューの捉え方、言い換えの方法等多くの気付きがあり、
大変有意義だったと感じている。
今回、香川会内の勉強会だけでは得られない多くの学びを持ち帰ることができ
たので、それを今後の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：広報部担当　副会長　入江宏幸
用　務　名 平成27年度第4回近協ホームページ担当者会議
日　　　時 平成28年3月25日（金）13：30 〜 16：30
用　務　地 兵庫県行政書士会　研修室
主　催　者 日本行政書士連合会　近畿地方協議会
内　　　容 一、開催あいさつ

二、協議事項・報告事項（情報共有）
　ホームページについて（デモ、現状把握、質疑応答、意見交換、改善提案）
　１、共同コンテンツの共有方法
　　・Google�Drive�のデモ、解説、
　　・操作、動作確認
　　・操作マニュアルについて
　　・運用マニュアルについて
　　　（必須と任意、ファイル名のつけ方、等々）
　　・運用開始時期について
　２、単位会コンテンツ（一般ページ）について
　３、単位会コンテンツ（会員ページ）について
　４、支部ページについて
　５、ＳＮＳについて
三、その他

成果及び感想 近畿地方協議会の各単位会、静岡会、香川会のホームページ担当者による共同
コンテンツの運用と共有方法について協議、確認した。
また、近畿地方協議会が運用を委託しているホームページ作成業者と各単位会
ごとの今後の対応と共同コンテンツのこれからの方向性について協議、検討し
た。
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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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●日行連からの受信文書

平成28年5月10日
会員の皆様

平成28年熊本地震に係る支援金のお願い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本行政書士会連合会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　遠田　和夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大規模災害対策本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本部長　　遠田　和夫

　平成28年4月14日、熊本県熊本地方を震源とする震度7の地震が発生しました。2日後の16
日未明にも同じく震度7の本震とされる地震があり、その後も余震が続いています。お亡くな
りになられた方々に対しまして、改めて心より哀悼の意を表しますとともに、被災され避難所
等で不自由な生活を余儀なくされておられる皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
　本会では、平成28年4月19日に大規模災害対策本部を立ち上げ、熊本県行政書士会及び大分
県行政書士会と連携して情報収集にあたるとともに、各省庁に対して行政窓口における受付業
務や相談業務等への協力を申し入れるなどの活動を展開しています。
　また、5月6日には、熊本県をはじめとした各被災自治体の要請を受けて会員を派遣している
罹災証明申請受付業務支援の現場等を視察し、引き続きの支援・協力を申し入れました。
　4月20日、21日に開催した理事会において、まずは全国の行政書士会から義援金を募集する
ことを決定し、併せて被災地の行政書士会とその会員の皆様をはじめ被災地の方々への支援に
ついて、全国の行政書士会が協力して取り組むことを確認いたしました。
　そして、このたび皆様からの強いご要望を受け、各会員の皆様からの支援金を募集すること
といたしました。お寄せいただいた支援金につきましては、行政書士会が行う被災地支援活動
に使用させていただきます。その使途等につきましては、後日、ご報告させていただきます。
　引き続き、本会では、全国の行政書士会と連携し、被災行政書士会及びその会員の皆様を支
援するとともに、国民と行政の架け橋である行政書士の公共的役割を果たし、被災地の行政機
関や被災者の皆様の支援にも全力を挙げて活動してまいる所存ですので、皆様のご協力を賜り
ますようお願いいたします。

（１）募金の方法
　下記の郵便または銀行の口座にお振替え・お振込みください。
※会員の皆様におかれましては、各都道府県行政書士会でとりまとめている場合もありますの
で、所属会からの連絡等にも留意してください。

（２）募集期間
　開始時期　：平成28年5月17日（火）
　第一次期限：平成28年6月30日（木）

（３）振込先
　金融機関：ゆうちょ銀行
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　口座名称：日本行政書士会連合会
　◯郵便振替の場合
　　記号番号：00140 -5 -696512
　◯銀行振込の場合
　　口座番号：019（ゼロイチキュー支店）　当座　0696512
★振込み人記載・入力欄には、お名前又は法人名称の前に、個人会員にあっては行政書士証票
等に記載されている8桁の「登録番号」を、行政書士法人にあっては7桁の「法人番号」を記載・
入力してください。

〈記載例〉
　個人会員：「12345678�ヤマダタロウ」
　法人会員：「1234567�ギョウセイショシホウジンユキマサ」
★寄付金控除の対象とはなりません。
★支援金と義援金の使途の違いについて
　支援金：日行連及び各行政書士会が行う被災者支援活動
　義援金：被災地の会員の皆様への寄付

以　上

　　本件に関するお問い合わせ先
　　　◯日本行政書士会連合会
　　　　東京都港区虎ノ門4-1 -28
　　　　TEL�03 -6435 -7330　FAX�03 -6435 -7331
　　　　担当：毛利、布施、佐藤、梅山

※引き続き、支援金・義援金を募集しております。
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日行連よりの業務資料

27 .12 .10【日行連発第917号】行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に
よる行政書士法の一部改正について

27 .12 .10【日行連（登）発第201号】特定行政書士付記通知書の送付について
27 .12 .14（日行連）【事務連絡】「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律」の施行に伴う申請書軽第4号様式の3の改正について（差替え依頼）
27 .12 .17【日行連発第939号】平成27年度特定行政書士法定研修実施事務に係るアンケートの

実施について
27 .12 .21【日行連発第958号】知的資産経営WEEK2015「第1回日本行政書士会連合会知的資

産経営コンテスト」の開催について
27 .12 .22【日行連発第970号】行政書士法人の社員が特定行政書士となった際の留意点に関す

る会員周知等について（お願い）
27 .12 .24【日行連：登録課】資格審査会に係る案件について
27 .12 .25【日行連発第983号】会費滞納会員に係る都道府県知事への措置要求に関する単位会

会則規定の有無について（回答結果報告）
27 .12 .28【日行連発第990号】特定個人情報保護規則（準則）に基づく「特定個人情報開示等

請求書」（ひな形）及び「業務委託契約覚書」（ひな形）について
27 .12 .28【日行連発第1000号】農業委員会等に関する法律の改正に伴う農業委員の選出方法

の変更に係る行政書士の農業委員への登用について
27 .12 .28【日行連発第1002号】事務所名称に「特定行政書士」を用いることの可否について
28 . �1 . �5【日行連発第1017号】平成27年度司法研修に係る広域講座開設助成金等について
28 . �1 .12【日行連発第1052号】平成27年度報酬額統計調査の実施について（ご案内）
28 . �1 .20【日行連発第1062号】改正行政不服審査法に基づく第三者機関設置等に係る情報提

供の協力方に関する総務省からの通知文書について
28 . �1 .27【日行連発第1095号】理事会の議事結果について
28 . �1 .29【日行連発第1105号】本会ホームページにおける特定行政書士検索機能について
28 . �1 .29【日行連発第1107号】行政書士登録事務取扱規則、行政書士法人届出事務取扱規則

及び行政書士登録事務取扱規則様式の一部改正について
28 . �1 .29【日行連発第1108号】「事務所の名称に関する指針」の改訂について
28 . �2 . �4【日行連発第1142号】ユキマサくんと愉快な仲間たちの利用に関する規則について
28 . �2 . �5【日行連発第1143号】ご当地ユキマサくんイラストのご提供について
28 . �2 . �5【日行連発第1172号】平成27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
28 . �2 .16【日行連発第1201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
28 . �2 .17【日行連発第1210号】平成28年度登録関係処理日程について
28 . �2 .18【日行連発第1225号】大阪府の各窓口における作成書類等への記名・押印の徹底に
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ついて（お願い）
28 . �2 .24【日行連発第1243号】平成28年度申請取次関係研修会の開催予定について
28 . �2 .26【日行連発第1259号】平成28年度総務大臣表彰受賞候補者の推薦について
28 . �3 . �4【日行連発第1306号】平成28年度会長表彰の受賞候補者推薦について
28 . �3 . �8【日行連発第1328号】平成28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
28 . �3 .10【日行連発第1348号】「建設業法施行規則の一部を改正する省令」について（お願い）
28 . �3 .11【日行連発第1359号】空家等対策の推進に関する特別措置法第7条に基づく協議会の

構成員について（お願い）
28 . �3 .17【日行連発第1367号】「所有者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」への対応について
28 . �3 .18【日行連発第1387号】自動車の登録業務の一部移管について（協力依頼）
28 . �3 .18【日行連発第1391号】法令遵守に関する会員の指導方について
28 . �3 .24【日行連発第1398号】平成27年度報酬額統計調査の結果報告について
28 . �3 .28【日行連発第1407号】農業委員会等に関する法律の改正に伴う行政書士の農業委員

への登用について（お願い）
28 . �3 .28【日行連発第1417号】改正犯罪収益移転防止の周知リーフレットデータ等の送付に

ついて
28 . �3 .30【日行連発第1430号】適正な価格による工事発注について（お願い）
28 . �4 . �1【日行連発第1号】ＡＤＲ取扱件数等に関するアンケートについて（協力依頼）
28 . �4 . �1【日行連発第2号】第66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
28 . �4 . �1【日行連発第3号】日行連ホームページリニューアルについて（ご報告）
28 . �4 . �4【日行連発第9号】平成28年度上期資格審査会の開催等について
28 . �4 . �5【日行連発第13号】障害差別解消の推進に関する事業者向け対応指針について（会員

周知願い）
28 . �4 . �5【日行連発第14号】「所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策の推進について」
28 . �4 . �8【日行連発第27号】平成28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
28 . �4 . �8【日行連発第32号】平成28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
28 . �4 .13【日行連発第47号】厚生労働省からの「高齢者向け給付金」の周知依頼について（お

願い）
28 . �4 .14【日行連発第50号】平成28年度司法研修（専修大学大学院）の開催中止について（お

知らせ）
28 . �4 .15【日行連発第55号】空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的

な指針の一部を改正する告示の施行について
28 . �4 .15【日行連発第56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
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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件）の一部を
改正する告示の施行について

28 . �4 .25【日行連発第88号】自動車保有関係手続きのワンストップサービス（ＯＳＳ）におけ
る行政書士の積極的な活用に係る要望について

28 . �4 .26【日行連発第96号】熊本県熊本地方を震源とする地震の発生に伴う義援金の募集につ
いて

28 . �4 .26【事務連絡】著作権相談員カード再発行の確認について
28 . �4 .28【日行連発第111号】平成28年春の黄綬褒章受章者のお知らせ
28 . �5 . �2【日行連発第122号】平成28年春の叙勲受章者のお知らせ
28 . �5 . �2【日行連発第126号】平成28年度特定行政書士法定研修に係るご案内
28 . �5 .10【日行連発第142・143号】平成28年度　日本行政書士会連合会定時総会の開催につ

いて
28 . �5 .12【日行連発第160号】平成28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
28 . �5 .13【日行連発第171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）
28 . �5 .13【日行連発第174号】平成28年熊本地震の発生に伴う支援金の募集について
28 . �5 .20【日行連発第187号】「持分なし医療法人」への移行手続きについて（周知依頼）
28 . �5 .20【日行連発第190号】平成28年度日本行政書士会連合会定時総会における会長表彰受

賞者決定について（通知）
28 . �5 .23【日行連発第191号】日本政策金融公庫「創業支援セミナー」への協力について（お

願い）
28 . �5 .23【日行連発第204号】平成28年度特定行政書士法定研修における申込者の増加のため

のご協力のお願いと申込期間の延長について
28 . �5 .23【日行連発第205号】平成28年度特定行政書士法定研修申込期間延長のご案内
28 . �5 .24【日行連発第206号】「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく事

業主行動計画の実施のお願いについて（会員周知願い）
28 . �5 .24【日行連発第207号】（一社）クラウド活用・地域ＩＣＴ投資促進協議会への日行連の

加入と今後の周知等協力について
28 . �5 .25【日行連発第216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）
28 . �5 .31【日行連発第230号】第三業務部事業に係るアンケートについて（依頼）
28 . �6 . �2【日行連発第233号】土地の利活用に係る制度への取り組みに関するアンケートの実

施について
28 . �6 . �2【日行連発第234号】平成28年度特定行政書士法定研修の現段階における申込者数の

確認と申込者数増加のためのご協力のお願い
28 . �6 . �6【日行連発第242号】監察案件に係る日行連の対応について
28 . �6 . �6【日行連発第252号】申請取次行政書士管理委員会責任者会議の開催について
28 . �6 . �7【日行連発第254号】平成28年度行政書士制度PRポスターの作成・配付について
28 . �6 .14【日行連発第288号】平成28年度特定行政書士法定研修における受講管理の取り扱い
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について
28 . �6 .16【日行連発第294号】職務上請求書の適正な管理及び使用について
28 . �6 .16【日行連発第301号】マイナンバー制度対応に係る日行連関係規則改正について
28 . �6 .17【日行連発第302号】申請取次行政書士管理委員会責任者会議の一部変更について
28 . �6 .23【日行連発第306号】「森林の土地の所有者となった旨の届出制度」について
　　　　　（周知協力）
28 . �6 .30【日行連発第332号】行政書士申請取次実務研修会効果測定結果に基づく基準未到達

者の取扱いについて
28 . �6 .30【日行連発第333号】平成28年度定時総会の議事結果について
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日行連よりのお願い

　日本行政書士会連合会公式キャラクターのユキマサくんが「ゆるキャラグランプリ2016」に
エントリーしました。
　行政書士が国民の皆様に寄り添い、日々のお困りごとをご相談いただける身近な街の法律家
であることや、行政手続のスペシャリストとして行政と国民の皆様の架け橋となる資格者であ
ることについて、広く知っていただくための行政書士制度PR活動に向けて、ユキマサくんも気
合い十分ですが、会員の皆様のご協力も不可欠です。
　投票の概要等は次の通りですので、更なる行政書士制度の認知度向上のため、ゆるキャラグ
ランプリでの上位を目指し、皆様も1日1回の投票を是非お願いいいたします。

〈ユキマサくんとは?!〉
　ユキマサくんは行政書士であるくらしまもる先生に飼われているネコで、身近な「どうしよ
う」を解決する「頼れる街の法律家」である行政書士に憧れ、飼い主であるまもる先生の仕事
内容を観察しながら、猫社会で様々な相談にのり、「猫社会の行政書士」を目指しています。

〈投票をお願いします！〉
　ゆるキャラグランプリへの投票は7月22日（金）〜 10月24日（金）までの期間、パソコン・
携帯電話・タブレット等の各端末から、1メールアドレスごとに1日1回投票できます（初回の
みメールアドレスとパスワードの設定が必要です）。ご家族やクライアントの皆様と、投票期間
内は毎日ユキマサくんへの投票をお願いします。
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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

847 細川　雅広
高松市仏生山町甲774番地3�エスポワール21�301

� 平成28年
1月7日 高松

�

937 森近　義弘 �
�

0877 -77 -2950 平成28年
1月26日 中讃

�

933 高尾　昌人 �
�

0879 -62 -0826 平成28年
2月8日 高松

967 末澤　孝雄 �
�

087 -881 -3977 平成28年
2月15日 高松

�

502 大谷　義雄 �
高松市鬼無町藤井424番地5

� 平成28年
2月23日 高松

�

980 瀧端　延隆 760 -0080
高松市木太町1671番地8

087 -899 -6213 平成28年
3月23日 高松

いちえ行政書士事務所

916 服部　　勲 761 -8052
高松市松並町975番地5

087 -867 -0530 平成28年
4月1日 高松

�

1003 山内　康郎
�

087 -813 -8261� 平成28年
4月15日 高松

779 玉岡　智博 �
�

087 -816 -2030 平成28年
4月26日 高松

あかり法務行政書士法人

989 石川久美子 �
�

087 -816 -2030 平成28年
4月26日 高松

あかり法務行政書士法人

838 石原ゆかり �
�

0879 -24 -9900 平成28年
5月11日 東讃

868 川西　　澄 　
　

0877 -23 -2592 平成28年
6月3日 中讃
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◎廃業

受�理�日 氏　　　　名 支　部 備　考 抹　　消　　日

2 8 .　1 .2 0 藤 本 　   浩 高 松 廃 業 平成 2 8 年��1 月 3 1 日

2 8 .　2 .　8 渡 邉 治 也 西 讃 死 亡 平成 2 8 年��1 月��5 日

2 8 .　2 .2 6 小 野 健 一 中 讃 死 亡 平成 2 8 年��1 月 2 1 日

2 8 .　2 .2 9 林 　   隆 洋 中 讃 廃 業 平成 2 8 年��3 月��8 日

2 8 .　3 .　2 德 田 恒 治 高 松 廃 業 平成 2 8 年��3 月��8 日

2 8 .　3 .1 5 村 尾 秀 樹 高 松 廃 業 平成 2 8 年��3 月 1 7 日

2 8 .　3 .2 2 和 田 　   博 東 讃 廃 業 平成 2 8 年��3 月 3 1 日

2 8 .　3 .2 2 白 川 幸 男 西 讃 廃 業 平成 2 8 年��3 月 2 9 日

2 8 .　3 .2 2 草 薙 靖 男 中 讃 廃 業 平成 2 8 年��3 月 3 1 日

2 8 .　3 .2 5 濱 田 幸 子 高 松 廃 業 平成 2 8 年��3 月 3 1 日

2 8 .　3 .2 9 森 村 光 博 中 讃 廃 業 平成 2 8 年��3 月 3 0 日

2 8 .　3 .3 0 真 鍋 道 夫 西 讃 廃 業 平成 2 8 年��3 月 3 1 日

2 8 .　4 .　6 笠 本 丘 生 高 松 廃 業 平成 2 8 年��4 月 3 0 日

2 8 .　4 .2 6 藤 田 純 平 中 讃 廃 業 平成 2 8 年��5 月 1 3 日

2 8 .　6 .1 6 森 　   達 幸 高 松 廃 業 平成 2 8 年��6 月 2 8 日

小野健一様

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）一井　宣孝
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年1月1日
（事務所所在地）

高松市一宮町1541番地2
イチイ行政書士事務所

（電話番号）087 -816 -8502

（氏　名）吉岡　亮
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年3月1日
（事務所所在地）

高松市天神前10番5号　
行政書士吉岡亮事務所

（電話番号）087 -802 -1459

（氏　名）千原　正照
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年3月15日
（事務所所在地）

高松市中央町1番5号
センバラ行政書士事務所

（電話番号）087 -812 -5007

（氏　名）大西　知里
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成28年4月2日
（事務所所在地）

綾歌郡綾川町山田下
1685番地1
ちさと行政書士事務所

（電話番号）087 -878 -3072

（氏　名）五味　杏子
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年4月2日
（事務所所在地）

高松市木太町3396番地11
行政書士法人合同経営

（電話番号）087 -812 -5074

（氏　名）髙原　香澄
（支　部）東讃支部
（入会年月日）平成28年4月15日
（事務所所在地）

東かがわ市入野山2593番地2
行政書士福栄法務事務所

（電話番号）0879 -49 -1735

　廃業後9年しての再入会となりました。古い
新人として、改めてよろしくおねがいします。
不動産関連の仕事をしていきたいと考えていま
す。

　3月登録の吉岡です。
　諸先輩方のご指導を賜りながら、身近な法律
家となるべく、精進して参ります。
　宜しくお願いいたします。

　周りの方々が笑顔で生活できるような業務が
できる行政書士となれるよう頑張って行きた
い。趣味はドライブ。

　新入会員の大西知里です。4月に入会しまし
た。私の唯一の趣味はゴルフで歴は15年です。
　行政書士も長く続けられるように精進しま
す。

　平成28年4月に入会致しました五味と申しま
す。
　依頼人に様々な提案を行い、笑顔が少しでも
増えるように努めていきます。
　どうぞよろしくお願いします。

　マラソンが趣味で、各県のフルマラソンに挑
戦しています。
　マラソンで培った根気強さで業務に取り組み
ます。

◎新入会員
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（氏　名）細谷　謙次
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年4月15日
（事務所所在地）

高松市池田町762番地2
行政書士細谷事務所

（電話番号）087 -849 -1726

（氏　名）山内　康郎
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年4月15日
（事務所所在地）

高松市春日町129番地
行政書士山内康郎事務所

（電話番号）087 -813 -8261

（氏　名）魚瀬　義之
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年5月1日
（事務所所在地）

高松市西内町4番6号
魚瀬行政書士事務所

（電話番号）087 -813 -2355

（氏　名）井上　哲也
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成28年6月1日
（事務所所在地）

善通寺市碑殿町1002 -10
井上哲也行政書士事務所

（電話番号）0877 -62 -1840

（氏　名）滝本　英樹
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年6月1日
（事務所所在地）

高松市西宝町3丁目5番24号
DEARマンション1階
滝本行政書士事務所

（電話番号）087 -880 -3600

（氏　名）榑谷　泰之
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年6月1日
（事務所所在地）

高松市木太町3970番地7
榑谷行政書士事務所

（電話番号）087 -867 -0121

　前職を退いて3年目の平成28年4月に高松支
部に入会させていただいた細谷と申します。
　行政書士倫理綱領に謳われている使命を自覚
し、一生懸命職務に励みたいと思います。
　どうぞ、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願
いします。

　平成28年4月15日に入会しました、山内と
申します。
　業務を通じて多くの人のお手伝いができたら
と思っております。
　若輩者ではございますが、諸先生がたの活躍
を見習って誠心誠意頑張ります。
　どうぞよろしくお願いいたします。

　はじめまして、魚瀬と申します。私が心掛け
るのは、当り前の事を当り前にする事です。こ
れは簡単そうで一番難しいことだと思います。
それを怠ると依頼人に対して最良の結果を出す
ことはできず、自己満足で終わってしまいます。
依頼人から「あの人にまかせて良かった」と心
から思って頂けるように、当り前の事を当り前
に取組んでいきます。

　行政書士としては全くの新人ですが、法律が
好きだったのでこの仕事に頑張っていきたいと
思っています。特に相続関係、消費者問題、農
地転用関係をしたいと思っています。サッカー
で鍛えた体力で頑張って信頼される行政書士に
なっていきたいと思っています。

　平成28年6月に入会させていただきました滝
本と申します。
　行政書士の業務は非常に広範囲ですが、未知
の領域にもどんどん踏み込んで行き、自分のス
キルを高めてまいりたいと思います。
　よろしくお願いいたします。

　今年3月をもって地元の信用金庫を定年退職
し、開業にいたりました。
　「一身二生」の言葉の通り、新たに地元の皆
様にお役に立つ「街の法律家」を目指し、日々
精進に努めて参ります。
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（氏　名）柴原　健二
（支　部）東讃支部
（入会年月日）平成28年6月1日
（事務所所在地）

木田郡三木町大字田中
106番地15
柴原行政書士事務所

（電話番号）087 -898 -9773

（氏　名）村川　誠治
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年6月1日
（事務所所在地）

高松市屋島西町2506番地24
行政書士村川法務事務所

（電話番号）087 -841 -1500

（氏　名）宮武　寛幸
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成28年7月1日
（事務所所在地）

高松市多賀町二丁目17番13号
鈴木電機ビル3階南
行政書士宮武総合事務所

（電話番号）087 -813 -1690

　三木町の柴原健二です。私は、三木町役場に
34年間勤務しまして、本年3月末日で定年退職
いたしました。行政書士は私の第二の人生とし
て、最大限の努力を傾注して参りたいと思いま
す。
　趣味は園芸で、今、梨とキウイづくりに挑戦
しています。

　初めまして、村川と申します。不動産取引業
も行っています。今後は、農地転用、相続業務
を中心に取り組んでいきたいと考えています。
　よろしくお願いいたします。

　はじめまして。司法書士の宮武と申します。
今回自身の業務の幅を広げるために入会させて
頂きました。どうぞ宜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

H28 .4 .5 火 監察部 農地転用許可申請の実態調査 高松市

H28 .4 .8 金
第1回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局
第1回 企画開発部会 横関行政書士事務所

H28 .4 .11 月 第1回 新入会員登録証交付 本会事務局
H28 .4 .12 火 1回目 会員苦情問題協議 本会事務局
H28 .4 .13 水 平成27年度　会計監査 本会事務局

H28 .4 .14 木
第1回 経理部会 本会事務局
第1回 業務研修部会 本会事務局

H28 .4 .16 土 第1回 理事会 香川産業頭脳化センター 1階第1会議室

H28 .4 .23 土
東讃支部 東讃支部総会 寒川町公民館1階第3会議室
高松支部 高松支部総会 マリンパレスさぬき

H28 .4 .25 月 第2回 新入会員登録証交付 本会事務局
H28 .5 .7 土 中讃支部 中讃支部総会 ホテルサンルート瀬戸大橋
H28 .5 .10 火 第2回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

H28 .5 .12 木
第1回 監察部会 本会事務局
第2回 業務研修部会 本会事務局

H28 .5 .13 金 西讃支部 西讃支部総会 琴弾荘

H28 .5 .16 月
たかまつソーシャルビジネス支援ネットワークの構築に係る協定調印式 高松市役所市長応接室
市民相談センター準備委員会準備会 高松テルサ

H28 .5 .17 火 第3回 新入会員登録証交付 本会事務局
H28 .5 .18 水 アイパルでの無料相談会の打合せ 香川県国際交流協会（アイパル香川）
H28 .5 .20 金 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
H28 .5 .24 火 定時総会議事運営打合せ 香川産業頭脳化センター 1階第1会議室
H28 .5 .27 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

H28 .5 .28 土
第2回 理事会 マリンパレスさぬき玉藻の間

香川県行政書士会定時総会 マリンパレスさぬき瀬戸の間

H28 .6 .1 水
観音寺市農委事務局との意見交換会 観音寺市市役所3階会議室

第2回 企画開発部会 横関行政書士事務所
H28 .6 .3 金 外部団体 四国不動産鑑定士協会連合会研修会・年次大会 リーガホテルゼスト高松3F翡翠の間
H28 .6 .6 月 2回目 会員苦情問題協議 本会事務局

H28 .6 .7 火
第1回 アイパル香川無料相談会 香川県国際交流協会（アイパル香川）
第2回 経理部会 本会事務局

市民相談センター準備委員会 本会事務局
H28 .6 .8 水 外部団体 香川県社会保険労務士会通常総会 ホテルクレメント高松3階飛天

H28 .6 .9 木
第3回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局
第1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
第1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 .6 .10 金 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3階飛天
H28 .6 .11 土 第3回 理事会 高松テルサ207号室
H28 .6 .13 月 緊急役員会 本会事務局

H28 .6 .15 水
第4回 新入会員登録証交付 本会事務局
第1回 新業務専門業務研究会研修会 香川産業頭脳化センター 1階専門研修室

H28 .6 .17 金 第5回 四国ブロック社会保険等未加入対策推進地方協議会 高松サンポート合同庁舎13階1306・1307会議室
H28 .6 .18 土 新入会員研修会 マリンパレスさぬき2F瀬戸の間
H28 .6 .19 日 コンプライアンス研修会 マリンパレスさぬき2F瀬戸の間
H28 .6 .21 火 第3回 経理部会 本会事務局
H28 .6 .22 水 たかまつソーシャルビジネス支援ネットワーク相談 本会事務局
H28 .6 .23 木 日行連　定時総会第1日目 東京
H28 .6 .24 金 日行連　定時総会第2日目 東京
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年�月�日 曜 回数等 用　　務　　名　　等 開　催　用　務　地

H28 .6 .30 木 たかまつソーシャルビジネス支援ネットワーク実務者協議 瓦町フラッグ
H28 .7 .1 金 第1回 市民相談センター準備委員会 本会事務局
H28 .7 .2 土 第1回 著作権相談員研修 香川産業頭脳化センター一般研修室2F
H28 .7 .3 日 第2回 著作権相談員研修（考査） 香川産業頭脳化センター一般研修室2F

H28 .7 .5 火
第2回 アイパル香川無料相談会 香川県国際交流協会（アイパル香川）
第2回 監察部会 本会事務局

H28 .7 .6 水
第2回 広報部会・第1回編集会議 本会事務局
第3回 業務研修部会 香川産業頭脳化センター 1階第2会議室

H28 .7 .8 金 行政書士試験試験場責任者説明会 全国町村議員会館2階会議室
H28 .7 .9 土 第1回 特定行政書士法定研修 香川産業頭脳化センター一般研修室2F
H28 .7 .10 日 第2回 特定行政書士法定研修 香川産業頭脳化センター一般研修室2F

H28 .7 .11 月
第4回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局
第5回 新入会員登録証交付 本会事務局

H28 .7 .12 火 　 香川県総務学事課訪問 香川県庁総務学事課法規グループ

H28 .7 .14 木
第2回 総務部会 本会事務局
第1回 法規委員会 本会事務局

H28 .7 .15 金 　 平成28年度四国地方協議会定時総会 メルパルク松山一階ボヌールA
H28 .7 .16 土 第3回 特定行政書士法定研修 香川産業頭脳化センター一般研修室2F
H28 .7 .17 日 第4回 特定行政書士法定研修 香川産業頭脳化センター一般研修室2F
H28 .7 .22 金 第1回 綱紀委員会 マリンパレスさぬき屋島の間
H28 .7 .24 日 研修「自動車OSSの現状と展望」 香川産業頭脳化センター一般研修室2F
H28 .7 .25 月 第6回 新入会員登録証交付 本会事務局
H28 .7 .26 火 第1回 ADR研修準備小委員会 本会事務局
H28 .7 .30 土 「法的能力」に関する調停人養成研修（ADR概論） 香川産業頭脳化センター第1会議室
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　盛夏の候、会員の皆様におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
　さて、先般の定期大会においては、皆様のご協力のより円滑な議事進行が行われ、無事終了
することが出来ましたこと、あらためて御礼申し上げます。
　今後とも、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が、現状では活動資金
が不足しており、役員の方々の無償での活動に頼るところが大きいと言わざるを得ません。活
動を行う原資は皆さまからの会費収入ですが、現状の加入率は50％を切る状態となっており慢
性的な資金不足の状態にあります。
　ご存じのとおり、行政書士法は議員立法ですので、常日頃から党派を超えた行政書士制度に
理解のある議員の皆様との関係性を深めていく必要があります。決して特定の政党を支持する
団体ではなく、行政書士制度を守ること一点を目的として活動する団体ですので、どうぞご理
解の上、積極的に入会していただき、活動資金としての会費を納入していただきたくお願いい
たします。
　また、皆様の入会をお願いする際に是非ご理解いただきたいこととして、議員立法について
少し述べさせていただきます。
　我が国の国会において成立する法律案の大多数が内閣提出のものであります。慣行として内
閣提出の法律案を優先して審議する傾向にあり、議員の発議による法律案は提出されてもほと
んど審議されなく廃案または継続審議になることが多いといわれています。このような背景の
下、国会議員による立法を特に議員立法と呼ぶようになりました。また。両議院の委員会の提
案する議案も議員立法にあたります。
　この議案に関しては、衆議院では20名以上、参議院では10名以上の賛成がないと提案する
ことすらできません。（予算を伴う場合はそれぞれ50名、20名以上）
　さらに、衆議院においては、議員の所属する会派が機関承認をしていない場合、法案の発議
は受理していません。
　このような現状をご理解いただければ、行政書士法の改正等については国会議員の方々の「本
気度」に大きく左右されることがお分かりいただけると思います。
　この本気度を高めていただくため、日常の情報交換等のお付き合いを通じて、相互理解を深
めていくことが重要な活動になりますので、重ねてご理解とご協力をお願いいたします。

香川県行政書士政治連盟からのお願い

香川県行政書士政治連盟

副会長　横関賢二
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平成 28 年度　香川県行政書士政治連盟　定期大会議事録
日　　時　：　平成28年5月28日（土）　午後1時00分〜午後1時35分
場　　所　：　高松市福岡町2-3 -4　マリンパレスさぬき　2階　瀬戸の間
司　　会　：　平尾　政嗣　幹事長
会員総数　：　194名
出席会員数：　134名（委任状出席83名含む）現出席51名
１．開会のことば　
　横関賢二副会長より、平成28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．来賓紹介　　　　香川県宅建政治連盟会長　杉野　温
５．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。
６．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：山田總子（高松支部）　土谷幸代（高松支部）
　記　録　者　：奈良恵子（高松支部）
７．議事
第1号議案　平成27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27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を求めたところ、質疑は確認されなかったので、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28年度運動方針（案）及び第3号議案　平成28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28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28年度収支予算（案）の説明があり、質疑応答に移った。
　大久保雅博会員（高松支部）より、政連会費の納入率向上への具体的な周知活動と会員数の
減少理由について質問があった。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
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を未納者に対して数度送付し、納入を促すこと、会員数の減少については退会者と物故者が多
かったことについて回答があった。
　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。
８．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30分退任した。
９．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28年度香川県行政書士政治連盟定期大会を閉
会した。
　上記議決を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は下記に署名押印
する。

　　平成28年5月28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　　山　田　總　子　　㊞
　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　土　谷　幸　代　　㊞
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（定期大会風景）

（閉会の辞　渡辺副会長）

（開会の辞　横関副会長）

（池添議長、中山副議長登壇）

（石川会長　挨拶） （岩城本会会長　祝辞）
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ホームページ及び会員サイト「連 con」のリニューアルについて

　日本行政書士会連合会では、ホームページ及び会員サイト「連con」をリニューアルいたし
ました。
　つきましては、全ての会員の皆様を対象に会員サイト「連con」にログインするためのID及
びパスワードの発行方法が変更となっております。詳細については、月刊日本行政4月号（平
成28年3月25日発行）に掲載されておりますので、併せてご確認いただけますようお願いいた
します。
　一部アドレスが変更になっているページがあるため、各ページを「お気に入り」や「ブック
マーク」等に登録されている方は、お手数をおかけいたしますが、変更をお願いいたします。






