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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。

　現在、本格的な人口減少社会の到来と高齢化の進行、経済のグローバル化、高度情報化の進

展など、地域社会を取り巻く環境は大きく変化し、県民の皆様の意識や価値観が多様化すると

ともに、行政に対するニーズはより複雑化、高度化しており、行政の的確で効率的な運営がよ

り一層求められています。

　こうした中、香川県では、「成長」をキーワードに、「せとうち田園都市香川創造プラン」に

掲げる重点施策の実施はもとより、産業振興の指針となる「香川県産業成長戦略」に沿って、

地域経済の活性化を図り、県内産業を発展させ、県民生活を豊かにするなど、本県発展に必要

な課題に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、県民の皆様の生活上の権利や利益の保護に

努めるとともに、日本司法支援センター「法テラス」における法律相談や、裁判外で紛争解決

を行う「かいけつサポート」など、法的トラブルの解決を図るための身近な制度を支えられて

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。

　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

　新年明けましておめでとうございます。
　旧年中は会員の皆様におかれましては、会務運営にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうご
ざいました。
　さて昨年、行政書士法の改正、行政不服審査法の一部改正により行政不服審査手続きの代理
権が付与されました。悲願であったこの代理権は「特定行政書士」に与えられる条件つきで、
日行連主催の全国統一研修を受講し、効果測定に合格した者に与えられる資格です。
　新しい年を迎え、会務運営に関し重要課題として、
　１　自動車保有関係手続きOSS（中間登録を含む）の対応
　２　ADR制度の認証とその拡充
　３　行政不服審査法・行政書士法改正に伴う特定行政書士の法定研修の実施をあげることが
出来ると思います。
　１　については、2月7日に行政書士会四国地方協議会主催の研修会が香川県で実施されるこ
とになりました。
　行政書士のこれからの方向性について真剣に考える機会であると思います。講師には日行連
担当責任者にお願いしております。
　２　については、昨年12月、法務省に最終の認証申請をしており、法務省の現地調査（香川
会）が1月中ごろに実施され、3月・4月ごろ審査結果がでる予定です。
　また、新業務の中小企業経営支援・知的資産経営の支援に関する研修もなお一層充実し、コ
ンサルタント的業務の確保に向けて、努力しなければならないと考えております。
　これからの行政書士業務の方向性を判断するのに必要な知識として、これらの研修会・講習
会等に積極的に参加して欲しいと思います。
　また、社会貢献として、行政書士会と高松市、丸亀市との間で災害支援協定を締結し、市民・
県民に寄り添う行政書士、あなたの街の身近な法律家として、親しみやすい行政書士を今後も
目指してまいります。
　香川会の中長期的課題として、会員減少に伴う会務運営のあり方、支部のあり方等を含め会
の本質について、総合的に取り組まなければならないと考えております。
　本年も会務運営に会員皆様のご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げますと共
に、新しい年が会員の皆様にとって輝く希望にあふれた一年になることをご祈念申し上げます。

香川県行政書士会

会長　松本　修
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〈副会長あいさつ〉
副会長　　石　川　秀　幸

　新年明けましておめでとうございます。すばらしい年を迎えられた事と思います。
　日頃は会務運営に際してご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
　さて、前年度末からの重要課題として広報部一丸となり取り組んでおりました、災害時にお
ける支援協定に関して、昨年、香川県行政書士会では、高松市並びに丸亀市と「災害時におけ
る被災者支援のための応援業務に関する協定」を締結する大きな事業がございました。
　スムーズな締結が行えましたのは、ひとえに、当会の会員の皆様と役員に尽力を頂きました
お陰でございます。
　ここに、ご報告いたしますとともに厚く御礼申し上げます。
　詳しい内容につきましては、担当の入江部長より次頁にて報告させて頂きます。
　つぎに本年2月7日（土）「ホテルマリンパレスさぬき」におきまして四国地方協議会主催に
よる〔OSS研修〕〔行政不服申立代理〕の両研修が開催されます。
　「OSS研修」の詳しい内容につきましては、現在のところ受講しなければ分かりませんが、平
成29年度からパソコンによるオンライン申請が全国で開始されることを考えれば、現在、「車
庫証明並びに自動車登録業務を行っている人」、また、「行おうとしている人」は必ず受講する
必要がある重要な研修と考えております。
　また、「行政不服申立代理」は先の法改正で通過した法案ですが、今後の行政書士業務に必要
となる研修として、日行連役員の方から先駆けた内容が聴講できると考えております。せっか
くの機会です。より多くの皆様にご出席頂きたいと思います。
　最後に会員皆様が団結して香川県行政書士会が益々発展することを祈念して新年の挨拶と致
します。
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副会長　　横　田　佳　樹

　新年を迎え会員の皆様には気持ちも新たに日々ご活躍されておられることと存じます。旧年
中は本会運営にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございました。本会の研修会等の開催に際
しては毎回多数の方々にご参加を頂き、心より御礼申し上げます。
　さて、本年度も余す所あとわずかとなって参りました。今後の各部事業計画予定等に付きま
しては、各部長よりご報告案内が掲載されておりますので割愛させて頂きますが、次年度に向
かっての課題として、会員研修の抜本的在り方について検討が急務であると考えております。
　新しく入会した行政書士が各分野の書類作成について真のプロとして育つためには、初歩的
知識から高度な実務知識に至るまで一貫した研修の場が必要であります。行政書士のみの専業
者からは希望する専門分野を早く確立し、複数分野の柱を構築したいとの声も上がっておりま
す。専業者の期待に答えられるよう研修部門において早急に検討を図り、次期執行部に提案す
る所存です。
　また、行政書士法改正により行政不服申立代理が関与出来る特定行政書士の制度が新設され
たことは皆様ご存じのことと思います。
　各単位会において、夏頃を目途に実施する計18時間の法定研修を受講し、受講修了者を対象
に10月4日（日）に考査試験（2時間）が実施されます。受講希望者を対象とした法定研修（DVD）
の前に、春頃から任意参加の事前研修（オン・デマンド研修）が実施される予定です。
　なお、法定研修の受講料が10万円と高額ですので、分割払いが可能かどうか、松本会長と日
行連との間で折衝中ですので決まりましたらご報告申し上げます。
　本年も本会運営に一層のご支援ご協力を頂けますようお願い申しあげますと共に、会員の皆
様のご健勝ご活躍をお祈り申し上げます。
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編集　香川県行政書士会　広報部
監修　高橋　聖（西讃支部）
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旭日双光章受賞に際して

川　田　卓　弘

　1875年（明治8年）4月10日、日本で最初の勲章として勲1等から勲8等まで8等級が制定さ
れた。その後、2003年（平成15年）栄典改正では、勲等の表示をやめ、大幅に整理され、旭
日章は6等級で運営されるようになった。
　旭日章は「国家又は公共に対し勲績有る者」に授与すると定められている。具体的には、「社
会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者を表彰する場合に授与さ
れる」とし、2003年（平成15年）に行われた栄典制度改正により、「勲◯等に叙し旭日◯◯章
を授ける」といった勲等と勲章を区別する勲記及び勲章制度から「旭日◯◯章を授ける」とい
う文書に改正された。
意　匠
　章のデザインは、八方に伸びる旭光を持つ日章。古来からの日本の紋章に用いられてきた旭
日の紋をモチーフにしている。地金は銀で、勲5等（双光章）までは全体もしくは一部に金鍍
金が施される。
　紐（「ちゅう」。章と紐の間にある金具）は、日本国政府の紋章であり、皇室の副紋でもある
桐の花葉をかたどり、勲4等（小綬章）以上は五七花弁を持つ桐紋、勲五等（双光章）以下は
五三花弁を持つ桐紋の意匠を持つ。
　外輪の旭光部は白色の七宝が施されており、全ての旭日章は裏面に「勲功施章」の刻印が施
される。
勲章の種類及び授与対象
　勲章の授与対象
　　　種　類
　　大勲位菊花章
　　大勲位菊花大受章
　　桐花大受章
　　旭日章　　　　　瑞宝章
　　　旭日大綬章　　　瑞宝大綬章
　　　旭日重光章　　　瑞宝重光章　
　　　旭日中綬章　　　瑞宝中綬章
　　　旭日小綬章　　　瑞宝小綬章
　　　旭日双光章　　　瑞宝双光章
　　　旭日単光章　　　瑞宝単光章
　旭日章　　功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた方
　瑞宝章　　公務に長年にわたり従事し、成績を挙げた人
　2014年春4月22日に閣議決定があり、4月28日報道解禁となり私が受章したのは、旭日双
光章で勲五等にあたるものであります。
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　受章できたのも、連合会、単位会の役員及び会員の影の力の賜物であると感謝しております。
　全国約四万人の会員の内2014年の春の叙勲に私一人が受賞できたことは非常に名誉あるこ
とと考えております。会員の方　本当に有難う御座いました。
　長年行政書士の役員として業務確保、会員の地位の向上等に尽力してきた成果が認められた
と思いますが、まだまだ行政書士制度確立には遠く感じられます。
　この度、受章したのも多少なりとも後進の励みになればと思い受章致した次第です。
　平成26年5月14日東京プリンスホテル「鳳凰の間」において総務省による春の叙勲伝達式が
午前9時から午前10時45分まで行われました。
　全国から旭日章、瑞宝章の叙勲者が集まり会場は一杯とゆう状況であり伝達式終了後昼食を
取り決められたバスに乗車し皇居に向かいました。
　平成26年5月14日のスケジュール（東京プリンスホテル鳳凰の間）
　　９：００　　　　　　　　受　付
　　１０：００〜１０：４５　伝達式
　　１０：４５〜１１：３０　昼　食
　　１１：３０　　　　　　　バス乗車
　　１２：１０　　　　　　　皇居に出発
　　１３：３０　　　　　　　天皇陛下拝謁（「春秋の間」受章者及び配偶者のみ）
　　１３：４０　　　　　　　「春秋の間」にて記念撮影
　　１４：３０　　　　　　　解　散
　日行連主催の記念品贈呈式
　　１５：００　　　　　　　記念品贈呈及び食事会
　バスに乗車し皇居に到着し「春秋の間」に通され叙勲者は前列、配偶者は後列に並び天皇陛
下からお言葉を頂いた次第です。
　天皇陛下は、終わると叙勲者、配偶者の全員の間を回られ侍従の者を従え右側の出口から去っ
て行きました。その後「春秋の間」の中にある撮影する場所に移動し記念撮影後ホテルに戻り
日本行政書士会連合会の記念品贈呈及び食事会に出席しました。遠田連合会副会長、北上連合
会専務理事、松本香川会会長出席の上、行政書士連合会の北山会長から記念品贈呈されました。
その節は有難うございました。
　その後、香川会会長松本　修氏を世話人代表とする世話人会が発足し平成26年11月29日に
香川会による「旭日双光章受賞記念祝賀会」が国際ホテルで開催され、来賓の方、会員の方多
数出席頂き合計出席者103名と多数の方に出席して頂き心より感謝する次第です。
　私も高齢者になり体力もなくなりましたが、私が元気な内はこの仕事を続けたく思っており
ますので、よろしくお願いすると同時に祝賀会には多数の皆様が出席頂き誠に有難う御座いま
した。
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本 会 だ よ り
第４回　理事会報告

日　時　　平成26年9月20日（土）　午後1時30分〜午後5時02分
場　所　　香川産業頭脳化センター 1階　第一会議室
議　題　　第1号議案　職印の届出及び証明等手続規則（案）新設について

　　　　　　�　協議の結果、改めて文言整理を行い、次回の理事会で再度諮ることとなった。
　　　　　第2号議案　弔慰・見舞金規則の一部改正（案）について

　　　　　　　協議の結果、下記のとおり改正することが承認可決された。
　　　　　　（相　殺）
　　　　　　�　第5条　規則で定める期日までに会費を完納していない会員の弔慰金並びに見

舞金については、当該未納会費と第2条に掲げる金額とを相殺する。
　　　　　第3号議案　香川県行政書士会法規集の改定についてについて

　　　　　　�　協議の結果、法規委員会で新旧対象条文ごとに修正箇所を確認することとなっ
た。

　　　　　第4号議案　出張報告書の様式について

　　　　　　�　協議の結果、会から日当が支給されて参加する諸会議及び研修等について、出
張報告書を用いて報告することが承認可決された。

　　　　　第5号議案　総会費の予算超過分を予備費から支出することについて

　　　　　　�　協議の結果、総会費予算超過分154 ,339円を、経理規則第50条の規定に基づく
予備費から支出することが承認可決された。

　　　　　第6号議案　元会員の未納分8,750円の雑損失処理について

　　　　　　　協議の結果、8,750円を雑損失処理することが承認可決された。
　　　　　第7号議案　会費未納会員の廃業勧告について

　　　　　　　協議の結果、廃業勧告をすることが承認可決された。
　　　　　第8号議案　平成26年度総会までの日程等について

　　　　　　　総会までの日程等について確認された。
協議事項　１．表彰規定の見直しについて

　　　　　　　協議の結果、規定の改正は行わず、次回理事会において該当者を提出し候補者
を検討することになった。

　　　　　２．会員証の更新について

　　　　　　　協議の結果、継続審議となった。
　　　　　３．会務を行ったときの日当・交通費の支給について

　　　　　　　協議の結果、継続審議となった。
　　　　　４．災害特別会計について

　　　　　　　協議の結果、継続審議となった。
　　　　　５．会長選挙の見直しについて

　　　　　　　協議の結果、従来どおりの運営を実施することとなった。
報告事項　１．各部事業推進状況について

　　　　　　　各部より事業の推進状況が報告された。
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第５回　理事会報告

日　時　　平成26年12月13日（土）　午後1時30分〜午後4時21分
場　所　　マリンパレスさぬき
議　題　　第1号議案　会長表彰の表彰者の決定について

　　　　　　�　協議の結果、規則に基づく対象者の中から、支部における役員経験者及び本会
役員経験など、会に貢献した実績などを考慮し、次回理事会において審議を行う
こととなった。

　　　　　第2号議案　ADRセンターの会計処理について

　　　　　　�　ADRセンター立ち上げ後の会計処理については特別会計は設けず、各部と同じ
ような取り扱いで行うことで承認可決された。

　　　　　第3号議案　行政書士ADRセンター香川規則設置について

　　　　　第4号議案　行政書士ADRセンター香川費用報酬規程設置について

　　　　　第5号議案　�「裁判外紛争解決手続の利用に関する法律」に定める民間紛争解決手続

業務認証申請について

　　　　　　�　第3号、4号、5号議案は関連しているため、一括上程され、異議無く承認可決
された。

　　　　　第6号議案　規則の一部改正について

　　　　　　�　今年度の法規集発行に伴い、各規則の見直しをはかり、規則の一部改正の説明
が行われ、承認可決された。

　　　　　第7号議案　本会規則賃金規程の一部改正について

　　　　　　�　所得税法施行令の一部改正にともない、規則の一部改正について説明が行われ、
承認可決された。

　　　　　第8号議案　災害特別会計について

　　　　　　�　積立金額の増額について提案がなされた結果、毎年の積立額の決定については、
今後の会運営に大きな影響を与えかねないため、十分な検討が必要である。また、
今年度の積立でもって、満額の100万円となり、次年度の予算組にも影響するた
め、以下の申し合わせ内容で次回理事会において、再度協議することとなり、継
続審議となった。

　　　　　　【申し合わせ事項】
　　　　　　�　上限積み立ては目標500万円とし、毎年の積立額は30万円を限度とし、積立額

は毎年の予算状況を考慮しながら積み立てること。
協議事項　綱紀抵触事案に対する綱紀委員会討議結果について

　　　　　　松本会長より経緯の説明が行われ、協議が行われた。
報告事項　各部より現在の報告が行われた。

　　　　　　１．9月26日掲載の四国新聞の報道調査及び報告について
　　　　　　２．各部事業推進状況について
　　　　　　３．会費減免申出について
　　　　　　４．事務局職員の給与手当て及び休暇について



16

●総務部

総務部長　　籔　内　哲　也
　平成26年11月10日（日）、全国一斉に行政書士試験が行われ、当会でも多くの皆様のご協
力のもと、行政書士試験の運営を行いました。香川県では英明高校が会場となり受験申込者数
422名のうち333名（78 .9％）が、全国では受験申込者数62 ,172名のうち48 ,869名（78 .6％）
が受験しました。なお、全国の受験状況や試験問題、その他試験に関する情報は一般財団法人
行政書士試験研究センターのHP（http://gyosei-shiken.or.jp/）に掲載されていますので、興味
のある方はご参照ください。
　また、今後の事業としては、平成27年度総会の運営があります。今回は役員改選の年にもなっ
ていますので、昨年以上に入念な準備と皆様のご協力が必要と考えています。その際には、ご
協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

●企画開発部

企画開発部長　　吉　井　幸　子
　企画開発部の事業計画および今後の事業予定について、ご報告いたします。
１．高松・丸亀市役所の無料相談について
　�　平成25年11月より客観的な選定基準を設け、その基準を満たした会員より相談員を募集
しています。今後も引き続きその方向で参りますので、選定基準の一つである本会主催の研
修会等に積極的にご参加いただき、多くの会員皆様からの相談員応募をお待ちしています。
２．高松市役所審議委員会委員の行政書士会枠について
　�　平成26年10月より、高松市役所審議委員会の一つである「高松市情報公開審査会」委員
の香川県行政書士会枠を確保しました。
　　今後は、委嘱委員の選定基準について検討して行きたいと思っています。

●経理部

経理部長　　田　澤　修　司
　経理部では、事業計画に沿った予算執行の管理及び進捗状況の確認及び経理処理のチェック
をさせていただいております。また、会費未納者に対する早期納入への対策も行っています。
残念ながら会費を滞納している会員は少なからずおります。大部分は振込を失念している方で、
催告後に納入していただいている状況です。そうしたことを防ぐためにも、会員の皆様方には
会費の自動引き落としをお勧めしております。手続き等は事務局にご確認ください。
　今後は来年度の予算編成を、各部の協力をお願いして進めてまいります。皆様に納入いただ
いております会費を有効に使用できるよう考えてまいります。

　新年あけましておめでとうございます。
　本年もよろしくお願いします。　　　　　部長一同
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３．日本政策金融公庫と三井住友海上あいおい
　　生命との共催セミナー
　「事業承継セミナー」への講師派遣を行い
ます。

　　　開催：平成27年2月4日（水）
　　　場所：高松テルサ
　　　講師：横関賢二（中讃支部）
４．セミナー講師派遣に向けての講師の確保
　　について
　日本政策金融公庫等を通して、企業から
もセミナー講師の派遣依頼の問い合わせが
ありますので、セミナー講師として登録で
きる方は、別紙「セミナー講師エントリー
シート」に記載のうえ、本会宛FAXにて申
し込みをお願いいたします。
　◆申込み先
　　香川県行政書士会　事務局
　　Fax�087 -866 -1018 （見　本）

●業務研修部

業務研修部長　　山　田　総　子
　今年度も残り少なくなって参りましたが、未実施の研修会につきましては、日程等調整し決
定次第HP等にてお知らせいたします。多数のご参加お待ちします。
　なお、未実施事業は、以下のとおりです。
　１　業務研修部主催の研修会の開催
　　　（１）OSS研修会については、�日行連等の進捗を把握次第実施する予定です。
　　　（２）顧問弁護士による「業際問題」についての研修会は3月中旬以降で調整しています
　２　企画開発部・業務研修部・ADR委員会共催の研修会
　　　　香川大学法学研修会（企画開発部・ADR委員会との共催）
　　　　　議　　題　「行政法」「民法」
　　　　　開催日時　平成27年2月14・15・21日（土・日）　13：30 〜 18：30
　　　　　場　　所　高松テルサ
　２　各種団体と連携し講習会等の開催
　　�　高松税務署から担当者をお招きし、「e-Taxによるオンライン請求」について講習会を開
催いたします。日程等は調整中で決定次第お知らせいたします。
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●広報部

広報部長　　入　江　宏　幸
１．「行政書士かがわ」の発行
　広報「行政書士かがわ」第81号（平成26年7月）、第82号（平成27年1月）を発行しました。
２．マスコミその他媒体を利用した行政書士業務の広報活動
　10月2日（木）四国新聞朝刊に行政書士広報広告、会員有志60名の名刺広告を掲載しました。
３．行政書士制度広報月間事業の推進
　11月20日（木）に広報・監察・支部長合同会議を開催し、行政書士制度広報月間事業の総
括と今後の課題について協議しました。
　（行政書士制度広報月間事業の詳細は、行政書士制度広報月間活動報告に掲載します。）
４．行政書士記念日事業の対応
　平成27年2月22日（日）に、行政書士記念日事業として、一般社団法人コスモス成年後見サ
ポートセンターコスモスかがわと連携して、無料相談会をイオン綾川で実施します。
５．ホームページの整備充実
　使いやすい会員ページになるよう、リニューアルの準備をしています。
６．高松市・丸亀市と災害時支援協定の締結
　高松市と平成26年10月6日（月）、丸亀市と平成26年10月29日（水）に協定書締結の調印
式を実施しました。

●監察部

監察部長　　渡　辺　勝　芳
　各市の農業委員会との意見交換会を行いました。その概略について、以下に報告いたします。
　香川県行政書士会と香川県農政課との意見交換会も予定していますので、後日、報告いたし
ます。
　また、他士業（税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士）の監察部（各会により、
監察部と言う名称ではない場合もあります。）との協議会を予定していますので、その結果につ
いても、次号でお知らせする予定です。
　会員各位におかれましては、常日頃の業務において、業法違反事例を見聞した場合、速やか
に事務局あるいは監察部員に、連絡していただけますように、お願いいたします。それととも
に、監察活動に対するご要望・ご意見も、お待ちいたします。
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●申請取次委員会

申請取次委員長　　山　田　総　子
　申請取次届出済証明書をお持ちの皆様にお知らせします。
　１�．申請取次届出済証明書の新規申請及び更新手続をする方は3ヶ月前から事務局で書類を
受付けておりますが、遅くても有効期限前月の委員会開催日の一週間前迄には、必ずご提
出ください。

　　※�期限内に申請書が、入国管理局に到着していないと更新は出来ず、新規申請になります
ので、更新期限については、自己管理でお願いします。

　２�．実績報告書の提出について毎年1月1日〜 12月31日までの取次実績（実績が無い場合も
含む。）を翌年1月末までに事務局にご提出いただくことになっております。必ずご提出く
ださい。

　３�．退会、若しくは更新手続の必要がなくなった方は、必ず、届出済証明書を事務局に返納
してください。事務局を通じて入国管理局に返還しなければなりません。ご協力お願いし
ます。

　４．今年度の委員会開催日は、下記のとおりです。
　　2月10日（火）　　3月10日（火）

　※申請書提出時の注意点
　　写真3ヶ月以内に撮影した物を提出してください。
　　事務所名称については、連合会に登録した名称を必ず記入してください。
　　なお、登録されていない方は、登録してください。

●ADR委員会

ADR委員長　　入　江　宏　幸
１．ADR機関認証申請の調査、研究
　7月18日（金）に法務省事前相談後、法務省と協議し、10月末にADR法第6条の認証の基準
及び要件に関する事項の定めを含む規則、規程等の確認を終了しました。書式集、マニュアル
ほか必要な申請書類を準備し、12月の理事会で決議を経て、「裁判外紛争解決手続の利用の促
進に関する法律」に定める民間紛争解決手続業務の認証申請を行いました。
２．運営規則他、諸規定の検討及び策定
　事前相談に提出できうる運営規則他、諸規程を策定し、法務省と協議し、事前承認を得まし
た。12月の理事会において、行政書士ADRセンター香川規則、及び費用報酬規程の承認を得
ました。
３．認証ADR機関設立に関する弁護士会との協議
　顧問弁護士と基本合意契約書を締結しました。
４．調停人養成研修の準備、実施
　（１）専門分野に関する調停人養成研修を実施し、3年間にわたる調停人養成研修のプログラ



21

ムを修了しました。
　専門分野に関する調停人養成研修（開催概要）
　　①外国人編　平成26年8月2日（土）〜 3日（日）
　　　　　　　　高松テルサ会議室（高松市屋島西町2366 -1）
　　　　　　　　行政書士ADRセンター東京分野主任（運営委員）東麻未先生
　　　　　　　　＊修了者15名（修了時に分野別調停人候補者となる者10名）
　　②自転車編　平成26年7月12日（土）〜 13日（日）
　　　　　　　　高松テルサ会議室（高松市屋島西町2366 -1）
　　　　　　　　行政書士ADRセンター東京分野主任（運営委員）窪田信男先生
　　　　　　　　＊修了者13名（修了時に分野別調停人候補者となる者10名）
　　③動物編　　平成26年7月26日（土）〜 27日（日）
　　　　　　　　高松テルサ会議室（高松市屋島西町2366 -1）
　　　　　　　　行政書士ADRセンター東京分野主任（次長）光永謙太郎先生
　　　　　　　　＊修了者10名（修了時に分野別調停人候補者となる者6名）
　　④敷金編　　平成26年7月5日（土）〜 6日（日）
　　　　　　　　高松テルサ会議室（高松市屋島西町2366 -1）
　　　　　　　　行政書士ADRセンター東京分野主任（運営委員）田中壽一先生
　　　　　　　　＊修了者12名（修了時に分野別調停人候補者となる者9名）
　（２）ADRに関する情報交換と調停技法ブラッシュアップを目的に、紛争解決能力研修合格
者を対象として、12月20日（土）に第2回メディエーション研究会を開催しました。今後も、
メディエーション研究会を継続的に開催し、調停能力のブラッシュアップを図りながら、最終
面接を経て、調停人候補者を選任します。
　（３）香川大学法学部の協力をいただき、企画開発部、業務研修部、ADR委員会共催で、法
的能力に関する研修を継続的に行うことにより、会員のさらなる資質の向上をめざすため、香
川大学法学研修会を開催します。
　　①民法（１）総則・物権　平成27年2月14日（土）13時30分〜 18時30分
　　　　　　　　　　　　　　高松テルサ
　　②民法（２）親族・相続　平成27年2月15日（日）13時30分〜 18時30分
　　　　　　　　　　　　　　高松テルサ
　　③行政法　平成27年2月21日（土）13時30分〜 18時30分
　　　　　　　高松テルサ



22

災害時の支援協定締結について

　香川県行政書士会は、災害時の支援協力に関する協定を高松市と平成26年10月6日（月）に、
丸亀市と平成26年10月29日（水）に締結し、調印式を実施しました。
　災害時の支援協力に関する協定は、災害発生時における各種応急復旧活動に関する人的・物
的支援について、自治体と民間事業者や関係機関との間で、または自治体間で締結される協定
です。阪神淡路大震災や東日本大震災の際におきましても、多数の被災者等が発生し、あるい
は建物等が多く倒壊して、官公署等に提出する各種書類の作成について、非常に大きな混乱が
あったということで、専門知識が必要となる相談が多く寄せられていました。
　そのような過去の事例等に鑑み、本会においても、災害時の支援協力に関する協定を県内市
町村と早期に締結することを目指して多方面からの情報収集を行い、協定文書の素案の作成や
体制作りをすすめてきました。
　社会に貢献できる行政書士会として、地震などの災害発生時には、市からの要請に基づいて
無料の相談窓口を開設、罹災（りさい）証明の申請や被災車両廃棄の手続き、被災者からのさ
まざまな相談、および市民生活の復興支援に努めるとともに、市民が安心して相談できる窓口
を速やかに構築できるよう研修研鑽もすすめてまいります。

○高松市　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：香川県高松市
　２．協定締結日：平成26年10月6日
　３．協定締結の状況：
　　�　高松市役所おいて、大西秀人市長と松本修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
　　　　高松市側　大西秀人市長　他
　　　　本会側　　松本修会長、石川秀幸副会長
　　　　　　　　　入江宏幸広報部長、中山敬訓広報副部長
　４．災害協定の内容：
　　�　高松市は、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）高松市の依頼による本会会員の派遣
　　　（３）その他、高松市が必要と認める業務

広報部　　入　江　宏　幸
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（高松市との調印式風景）

（協定書の写し）

○丸亀市　災害時における応援業務に関する協定書
　１．協定相手方：香川県丸亀市
　２．協定締結日：平成26年10月29日
　３．協定締結の状況：
　　�　丸亀市役所おいて、梶正治市長と松本修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
　　　　丸亀市側　梶　正治市長　他
　　　　本会側　　松本修会長、石川秀幸副会長、横田佳樹副会長
　　　　　　　　　入江宏幸広報部長、濱本和重広報部員・中讃支部長
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　４．災害協定の内容：
　　�　丸亀市は、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）丸亀市の依頼による本会会員の派遣
　　　（３）その他、丸亀市が必要と認める業務

（丸亀市との調印式風景）

（協定書の写し）
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平成 26 年度　行政書士制度広報月間活動報告

１．官公署及び関係団体へ協力依頼文書発出
　平成26年9月26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2日（木）付けの四国新聞において告知し、10月7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�濱本和重理事及び監察部�横田稔副部長が相談員
となり､ 電話による無料相談を行った。相談は5件であった。
３．無料相談会の実施
　10月4日（土）午前10時〜午後3時の間、各支部において以下の県内6会場において無料相
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　市交流プラザ（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　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　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　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　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　豊中長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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そ
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計

Ⅰ　電話相談 2 1 3 0
Ⅱ　相談会 7 4 1 1 13 1 1 1 3

その他の相談の事例
　金銭のトラブル、近隣のトラブル、年金返還請求に関することなど
４．巡回訪問の実施
　期間中に、以下のとおり、本会及び支部ごとに官公署を巡回訪問し、行政書士制度のPRを

広報部　　入　江　宏　幸
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行った。その際、ポスターと香川会で作成したリーフレット、庁舎内に掲示してもらうように
依頼した。あわせて香川県行政書士会の名入りボールペンを配布した。また、日行連が作成し
たポスターを、支部を通じて会員全員に配布した。

支部 日時 主な訪問先

本会 10月3日（金）
午前9時30分〜

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）－四国行政評価支局　県税事
務所－四国運輸局－高松公証役場－高松法務局－高松入国管理
局

東讃 10月10日（金）
午前9時〜

さぬき市－さぬき警察署－東讃保健福祉事務所－東かがわ警察
署－東かがわ市（白鳥、引田）－長尾土木事務所－三木－高松
東警察署

高松

10月2日（木）
午前9時〜

高松南警察署－高松土木事務所－高松市役所（農業委員会・農林
水産課・建築指導課・財産経営課・市民政策局・議会務局・１
階市民相談センター）－高松北警察署－東讃県税事務所－四国
運輸局香川運輸支局－高松市保健所－高松市地域包括センター
－東讃保健福祉事務所－高松市環境指導課

10月2日（木）
午前10時〜

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8日（水）
午前10時〜

坂出市（本庁・農業委員会）－坂出警察署－中讃土木事務所－
綾川町－高松西警察署－宇多津町

10月10日（金）
午前10時〜

丸亀市役所（本庁・農業委員会）－丸亀警察署－中讃保健福祉
事務所（保健所・環境管理室）－多度津町－善通寺警察署－善
通寺市（本庁・農業委員会）－琴平警察署－琴平町－まんのう
町

西讃 10月7日（火）
午前9時〜

三豊市－三豊農業委員会－三豊警察署－観音寺農業委員会－観
音寺警察署－高松法務局観音寺支局－西讃土木事務所－西讃保
健福祉事務所－観音寺市

５．新聞広告等の実施
　10月2日（木）付の四国新聞において全面広告を掲載し、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60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。また、期間中
のPRとして、高松ケーブルテレビで放送中の番組において告知した。



27

６．巡回訪問の写真

７．無料相談の写真

高松（小豆）　巡回

坂出方面　巡回

観音寺方面　巡回

東讃地区　無料相談

丸亀方面　巡回

三豊方面　巡回

西讃地区会場　無料相談



28

報告者：ADR委員会　委員長　入江宏幸
用　務　名 調停人（メディエーター）養成講座
日　　　時 ①平成26年6月13日（金）18時30分〜 21時00分

②平成26年9月13日（土）10時30分〜 9月15日（月・祝）16時30分
用　務　地 ①日本弁護士連合会　弁護士会館　②飯田橋レインボービル
主　催　者 （公社）日本仲裁人協会
内　　　容 ①調停人養成講座〈入門編〉

日時：平成26年6月13日(金)
会場：弁護士会館17階1701会議室
対象：調停に興味を持たれている方
内容：講演：調停への招待
�講師：稲田龍樹　学習院大学法科大学院教授（元東京高等裁判所判事・横浜家
裁所長）
主催：（公社）日本仲裁人協会

②調停人（メディエーター）養成講座〔本編〕
日時：平成26年9月13日（土）〜 9月15日（月・祝）
会場：飯田橋レインボービル1階C・D会議室
対象：調停について一定の知識のある方
講師：稲葉一人（元大阪地方裁判所判事・中京大学法科大学院教授）
　　　入江秀晃（九州大学法学部准教授（紛争管理論））
　　　大村扶美枝（弁護士・新堂・松村法律事務所）
検討事例報告担当：彼谷直子司法書士（東京司法書士会所属・東京家庭裁判所
家事調停員）
主催：（公社）日本仲裁人協会

成果及び感想 ①入門編では、調停の豊富な経験を有する元東京高等裁判所判事・横浜家裁所
長で、学習院大学法科大学院教授である稲田龍樹先生を講師に、調停とは何か、
調停の目的、存在意義、調停の技法の有効性等について講義をし、紛争解決手
段とされる調停手続、理念、解決手段としての調停の有効性、その技法調停の
進め方について学ぶことができた。
②本編では、3日間にわたり、当事者の納得を得られる良い調停を進めるため
の方法を体得することを目的とし、実務的な調停技術、調停理論をより深く考
え、講義、ワークショップ、ディスカッション、ロールプレイ等を通じて、調
停の技法を学ぶことができた。
以上の成果を基礎に香川会における研修をすすめたいと思う。

そ　の　他 調停分野においては日本でトップクラスの稲葉一人先生、入江秀晃先生の講義
とトレーニングを受講できたこと、香川会のADRを進めるうえでも有効であっ
た。

会議・研修等　出席者による報告
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報告者：総務部　部長　籔内哲也
用　務　名 車庫証明申請業務の添付書類の一部変更についての打ち合わせ
日　　　時 平成26年7月10日（木）　13時00分〜 14時00分
用　務　地 香川県警察本部
主　催　者 香川県行政書士会
内　　　容 参加者

　松本　修会長、三野　康弘会員
対応者
１．香川県警察本部交通部交通規制課　規制企画主任
　　香川県巡査部長　　高木　純
２．香川県警察本部交通部交通規制課　規制企画補佐
　　香川県警部　　神原　克洋
車庫証明申請時における「使用承諾書」「自認書」の書式変更についての打ち
合わせ

成果及び感想 当会から、車庫証明申請の際の添付書類である「使用承諾書」、「自認書」につ
いて、新しい様式案を提示し、詳細に説明した。
香川県警としては、今回の変更案で特に大きな問題はないと思う、との見解。
ただし、改正をするためには県報に公示しなければならないので、数ヶ月は時
間が必要、とのことであった。
また、新しい様式が採用される際には、香川県警察は本部から各警察署へ周知
を徹底し、当会としても車庫証明を取り扱う会員を中心に、研修会を行う必要
がある旨が確認された。

報告者：広報部　部長　入江宏幸
用　務　名 災害時における応援業務に関する協定締結についての事前協議
日　　　時 ①平成26年7月22日（火）15時00分〜 15時30分

②平成26年7月24日（木）13時30分〜 14時00分
用　務　地 ①高松市役所　②丸亀市役所
主　催　者 香川県行政書士会（広報部）
内　　　容 災害時における応援業務に関する協定締結についての事前協議

①高松市長　大西秀人
　高松市総務局　次長（危機管理課　課長）�　川西洋一
　高松市総務局　危機管理課　課長補佐　西吉隆典
　高松市議会議員　井上孝志（香川県行政書士会会員）
　香川県行政書士会　会長　松本　修
　　　　　　　　　　副会長　石川秀幸
　　　　　　　　　　広報部　部長　入江宏幸
　　　　　　　　　　広報部　部員　中山敬訓（担当）
②丸亀市長　梶　正治
　丸亀市市長公室　室長　山田哲也
　丸亀市市長公室危機管理課　課長　泉田数佳
　香川県行政書士会　会長　松本　修
　　　　　　　　　　副会長　石川秀幸
　　　　　　　　　　広報部　部長　入江宏幸
　　　　　　　　　　広報部　部員　濱本和重（担当）
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成果及び感想 高松市、丸亀市と香川県行政書士会との災害時における応援業務に関する協定
の締結について、高松市長、丸亀市長を交えて、当会と事前に協議を実施した。
高松市は、当会会員でもある市議会議員の井上孝志に仲立ちいただき、また、
丸亀市は市長が当会会員でもあり、いずれも大変協力的で円滑に事前協議を行
うことが出来た。
今後は、各市と当会の担当者で案文に基づき、協定について具体的に協議すす
め、協定書を締結することになった。

報告者：総務部　理事　藤川武人
用　務　名 香川県人権・同和問題講演会
日　　　時 平成26年8月7（木）　13時00分〜 16時00分
用　務　地 サンメッセ香川　小展示場
主　催　者 香川県
内　　　容 13：00 〜 13：05　開会あいさつ

13：05 〜 14：25　プログラム1
　「差別問題の構造と課題」〜土地差別問題から考える
　　講師　金子匡良　氏（神奈川大学准教授）
14：40 〜 16：00　プログラム2
　「企業における人権意識」〜地域での本音と明日からの対策
　　講師　戸村智憲　氏（日本マネジメント総合研究所理事長）

成果及び感想 プログラム1では、土地差別の意味からはじまり、法的規制の不十分さや、差
別の背景について、詳しい講義がありました。
土地差別は、国際的には、日本とインドにしかないという話には驚きを感じる
と同時に、差別問題の歴史的な根深さを感じました。
差別を禁じる法規制も不十分で、整備しなければならないという話でしたが、
私たちの心の中に差別の気持ちが強くあれば、法規制があっても骨抜きになっ
てしまいます。法規制を活かすためにも、私たちの心の中の偏見を、教育で啓
発し続ける必要を感じました。
プログラム2では、主に会社内の例を題材に、ダイバーシティ（多様性）を認
めることの大切さを学びました。相手の身になって考え、行動することが重要
だと思いました。
行政書士業務を行う上でも、心構えとして持っておくべき「差別に関する意識」
を学ぶことができました。

報告者：副会長　横田佳樹
用　務　名 2014香川県不動産フェア開会式及び児童絵画展表彰式の来賓出席
日　　　時 平成26年9月13日（土）　10時00分〜 12時30分
用　務　地 サンポート高松シンボルタワー 1F　市民ギャラリー
主　催　者 公益社団法人　香川県宅地建物取引業協会
内　　　容 会長代理として来賓出席し、幼稚園児による「未来の家」絵画展の特別優秀賞

として、「香川県行政書士会会長賞」を2名の園児に授与する。
本年度の本会対象者及び作品は以下のとおりである。
　善通寺市立西部幼稚園　木下真琴「まるとしかくのいえ」
　やしま幼稚園　細谷優愛「リンゴのお家」
1301枚の出展作品中、各団体からの受賞作品として29作品が厳選された。
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（園児たちの絵）

報告者：久住恭平
用　務　名 四国財務局主催金融庁の説明会に参加して
日　　　時 平成26年9月18日（木）　10時30分〜 12時00分
用　務　地 四国財務局　別館　第一会議室
主　催　者 四国財務局
内　　　容 目的：政府の取組（日本再興戦略：2014）、平成26年度金融モニタリング基

本方針、中小・地域金融機関に対する監督・検査の説明と地方金融機関に対す
る意見等の収集�
内容：①金融庁の作成した資料に基づき政府の取組・金融モニタリング基本方
針・地域金融機関に対する監督・検査の説明。中小企業等に対する経営支援等
の取組について説明
②�説明会に参加した出席者からの意見交換等を行い、金融庁検査局長遠藤氏
が参加者からの質問等に対して説明等をおこなった。
（説明名）①金融庁検査局長　遠藤俊英氏
説明会出席者：香川県内の商工会議所関係者、香川県、中小企業同友会、各士
業会　公認会計士会、税理士会、弁護士会、行政書士会、
別紙資料に出席者について記載

成果及び感想 ①デフレ脱却と好循環の実現を目指すために金融システム・金融機関の健全性
を目指して金融庁等が行っている施策については理解ができるが、具体的な施
策（地方の金融機関の中小・零細企業への具体的な手段等）が不明な点がある。
出席者からは、絵に描いた餅であるような意見もあった。
②説明会に出席した各商工会議所（経営者も含む）から、金融庁から各金融機
関に出されたものが末端まで浸透してなく、何も変わっていないとの批判も出
された。また、税理士からは中小・零細企業の多くは赤字経営であるが、金融
機関がその旨の指摘等をしないために指導等が行えない旨を言われた。金融機
関・企業等・税理士等との連携がなされていないということも指摘された。中
小企業等の支援のために専門家派遣もあるが、うまく機能されていないとの指
摘もあった。
③行政書士会としては、専門家派遣に対応できる会員の育成・派遣者推薦リス
トの作成が必要と思う。

「まるとしかくのいえ」
善通寺市立西部幼稚園　木下真琴さん

「リンゴのお家」
やしま幼稚園　細谷優愛さん
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報告者：広報部　部長　入江宏幸
用　務　名 近畿地方協議会「HP担当者会議」
日　　　時 平成26年9月26日（金）　15時〜 17時
用　務　地 大阪府行政書士会館5階「第2大会議室B」
主　催　者 日本行政書士会連合会　近畿地方協議会
内　　　容 １．平成26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．ホームページの共同コンテンツを運用する近畿地方協議会各単位会、北海
道会、静岡会、香川会による今年度の年間スケジュールの確定と活動について
協議した。Q＆Aのブラッシュアップとトピック、メーリングリストのルール
を再確認し、10月以降のトピック担当について決定した。
２．各単位会における活動状況の情報交換を行ったが、特に大阪会が新会館に
移転、ユキマサ君の着ぐるみ制作、市民セミナーでの落語会、朝日放送、ラジ
オ大阪でのインフォマーシャルなど各単位会広報活動の状況がわかり、香川会
における今後の活動についても参考となる有意義な情報交換であった。

そ　の　他 今年度から香川会もトピックに参加することになった。
ローテーションは、10月大阪・11月北海道、香川・12月京都・1月滋賀・2月
静岡・3月和歌山・4月兵庫・5月奈良・6月大阪・7月北海道、香川会と決まった。

報告者：総務部　理事　藤川武人
用　務　名 一日合同行政相談所
日　　　時 平成26年10月21日（火）　10時20分〜 15時30分
用　務　地 高松シンボルタワー　ホール棟1階　展示場
主　催　者 四国行政評価支局
内　　　容 〈他の参加団体〉

高松法務局、高松国税局、香川労働局、四国地方整備局、香川県、香川県警察
本部、高松市、日本年金機構、香川県弁護士会、香川県司法書士会、香川県土
地家屋調査士会、香川県社会保険労務士会、高松市社会福祉協議会、香川県防
災士会
〈受けた相談〉1件
職場でのいじめにより負傷した件で、内容証明郵便その他、民事上・刑事上と
りうる手続きについて助言しました。

成果及び感想 相談会全体で80件の相談がありました。私が受けた相談は、1件のみでしたが、
訴訟に至らない事案については、行政書士が取り扱える事件も多いことをご理
解いただけました。



33

報告者：企画開発部・業務研修部　所轄担当　副会長　横田佳樹
用　務　名 建設業における社会保険未加入対策及び建設業法令遵守講習会
日　　　時 平成26年11月17日（月）　13時30分〜 16時10分
用　務　地 高松サンポート合同庁舎　アイホール
主　催　者 国交省四国地方整備局、厚労省香川労働局、高松西年金事務所
内　　　容 ◯社会保険未加入対策について

　公共工事の元請・一次下請については、社会保険加入業者に限る方向で検討
を開始した。平成29年度を目途に許可業者の加入率100％を目指し、加入が
確認出来ない作業員の現場入場を認めない。また、未加入業者は下請に選定し
ない取扱いとする。
◯建設業法令遵守ガイドラインの改定について
◯元請負人と下請負人の関係に係る留意点
◯ガイドライン外の法令遵守事項
◯その他（雇用保険、厚生・健康保険の説明並びに建設業適正取引推進機構の
ご案内）

成果及び感想 昨年同様、県建設業協会・各専門工事業団体の代表、行政書士会・社労士会等
の関係団体代表が参加し、約80名程の出席があった。
平成24年度の未加入対策推進協議会の設置当初は随分業者からの意見や質問
があったが、流れも定着し今回の講習会では質問は皆無であった。
最後に、公益社団法人　建設業適正取引推進機構かた事業内容及び色々な話題
提供があったが、一例として、公共工事に係る営業停止処分を受けた業者の態
様について、「ほとんど全ての業者は停止処分の終了期間まで開店休業とする
が、公共工事外の民民契約の工事は可能なのに全てにおいて自粛している。江
戸時代の様な蟄居閉門ではないんだから…」との事。実に興味ある話であった。

報告者：横田　稔
用　務　名 高松市各課への制度啓蒙活動等
日　　　時 平成26年12月2日　15時0分〜
用　務　地 高松市番町一丁目8-15　高松市都市整備局建築指導課
主　催　者 納田安章　課長

高橋　誠　課長補佐
森岡正嘉　開発指導係長

内　　　容 行政書士制度の啓蒙活動として
　受付カウンターにポスター貼付及びボールペンを常置
非行政書士に対して
　警告プレートを設置

成果及び感想 行政書士に関連する係の担当者は協力的であり、過去には申請書に添付する委
任状のサンプルは無いという事であったが、行政書士制度の啓蒙活動の結果が
功を奏し、本年12月から行政書士向けの委任状のサンプルを窓口に掲示して
いる。
また、その委任状上段には行政書士法第一条の二を記載して非行政書士に対し
ての警告を発していることが特筆すべき点である。

そ　の　他 上記委任状は別紙のとおり
別紙写真のとおり貼付・設置
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報告者：横田　稔
用　務　名 高松市各課への制度啓蒙活動等
日　　　時 平成26年12月2日　15時30分〜
用　務　地 高松市番町一丁目8-15　高松市農業委員会事務局
主　催　者 多田　農政係長

藤澤　同　職員
内　　　容 行政書士制度の啓蒙活動として

　受付カウンターにポスター貼付及びボールペンを常置
非行政書士に対して
　警告プレートを設置

成果及び感想 特筆するものは無いが、行政書士制度の啓発のため申請書に添付する委任状の
表示内容を協議し、サンプル的なものを提示して再度協議することを打診し
た。

そ　の　他 別紙写真のとおり貼付・設置

報告者：横田　稔
用　務　名 高松市各課への制度啓蒙活動等
日　　　時 平成26年12月2日　16時0分〜
用　務　地 高松市番町一丁目8-15　高松市創造都市推進局農林水産課
主　催　者 八村信好　農林計画係長
内　　　容 行政書士制度の啓蒙活動として

　受付カウンターにポスター貼付及びボールペンを常置
非行政書士に対して
　警告プレートを設置

成果及び感想 行政書士制度の啓発のために申請書に添付する委任状について、後日サンプル
的なものを提示して再度協議することを打診した。

そ　の　他 別紙写真のとおり貼付・設置

報告者：横田　稔
用　務　名 高松市各課への制度啓蒙活動等
日　　　時 平成26年12月2日　16時30分〜
用　務　地 高松市番町一丁目8-15　高松市財政局財産経営課
主　催　者 前田正則　財産管理係長
内　　　容 行政書士制度の啓蒙活動として

　受付カウンターにポスター貼付及びボールペンを常置
非行政書士に対して
　警告プレートを設置

成果及び感想 今回のポスター貼付、警告プレートの設置により、一部の他士業会員からの取
り扱いについて問合せが懸念されるが、行政書士制度の啓蒙のためにおこなっ
ている適法な行為である旨を説明した。
また制度の啓発のために申請書に添付する委任状について、後日サンプル的な
ものを提示して再度協議することを打診した。

そ　の　他 別紙写真のとおり貼付・設置
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農林水産課

建築指導課

財産経営課

農林水産課

農業委員会事務局

（各課の設置状況）
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〈各支部だより〉

●高松支部

高松支部長　　籔　内　哲　也
　高松支部では、10月2日（木）に高松地区（私、瀧井副支部長及び本会から松本会長）と小
豆地区（和田副支部長、佐伯幹事、橋本会員及び本会から石川副会長）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25日（土）には高松市の西部運動センターにおいて、司法書士会、土地家屋調査士会、
税理士会との四士業で親善ソフトボール大会が開催されました。試合はトーナメント形式で行
われ、初戦の税理士会との試合では大差で負けてしまいましたが、二試合目の3位決定戦は司
法書士会との試合となり、白熱した熱戦となりましたが、最終回にサヨナラヒットを打たれ、
惜敗しました。それでも新入会員からベテラン会員まで、多数の参加をいただき、お互いに懇
親を深め、非常に楽しい一日となりました。
　また、高松支部では以前から年に1回、高松市の農業委員会と意見交換会を行っていましたが、
今年は11月12日（水）と11月27日（木）の2回行いました。12日には高松市の農業委員会、
農林水産課、財産経営課、土地改良課、道路管理課及び河港課が一堂に会して行い、27日には
建築指導課と行いました。いずれも和やかに意見交換が行われたのですが、非行政書士を排除
するためには双方の協力が必要であることが確認され、高松支部としては、申請時には委任状
を添付し、行政書士票を提示することについて、改めて周知徹底することとなりました。ご協

●東讃支部

東讃支部長　久米井　好　美
Ⅰ．これからのスケジュール
　H27 .2 .21（土）　三木町文化交流プラザ
　　　　　　　　　　無料相談会＆行政書士記念日懇談会
　H27 .4 .25（土）　大川オアシス（さぬき市津田町）
　　　　　　　　　　定時総会
　　　　　　　　　　今回は、支部長改選の総会となります。
　　　　　　　　　　追って、選挙管理委員会より、発表があります。
Ⅱ．支部会員各位のご協力、ご提案をお待ちしています。
　（１）無料相談会（H27 .2 .21（土））
　　　　相談員を募集します。
　　　　奮って、申込みして下さい。お待ちしています。
　（２）募集　①研修会講師　②研修テーマ
Ⅲ．支部長、伝達事項
　申請書類を提出する際は、必ず会員カードを提示し、「行政書士」と記名してから申請するよ
うお願いします。以上
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力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
　なお、支部の今後の主な行事としましては、平成27年1月31日（土）に新年研修会と新年会、
5月に支部総会となっています。いずれも一人でも多くの方が参加されますよう、お願い申し
上げます。

●中讃支部

中讃支部長　　濱　本　和　重
　中讃支部では、例年の広報月間行事として三士業合同の無料相談会及び官公署の巡回訪問を
行いました。お忙しいなかご協力いただいた皆様ありがとうございました。
　また、一昨年の丸亀市長との懇談会で話に出た『災害時における応援業務に関する協定書』
の締結も無事に締結の運びとなりました。
　南海トラフ地震発生の可能性は30年以内に70％程度という分析も出ております。もし実際
に災害が起こった場合は我々自身も被災者となる中で、どこまでの事ができるのかは分かりま
せんが、被災後の罹災証明等の事務手続き、相談窓口等、行政書士として皆さんのお役に立て
る形で支援できればと思います。
　1月18日（日）の新年研修会・新年会も皆様のお陰で盛会となりありがとうございました。
　今年もお互いに成長の一年となるよう頑張りましょう。

●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も昨年同様低調でありました。この時期に同様な無料法律相
談が集中することも多少関係があるかもしれません。
　官庁巡回訪問は、10月7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。三豊市、観音寺市の両市長と予約済みでありましたが、残念ながら三豊市長は公務のた
め副市長との面会となりました。観音寺市長とは直接面会することができ、両市ともに行政書
士制度の広報をしてまいりました。
　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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〈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

26 .� 6 .19【日行連発第304号】平成26年度行政書士制度PRポスターの作成・配付について
26 .� 6 .24【日行連発第310号・日政連発第133号】改正行政書士法成立のご報告と御礼
26 .� 6 .30【日行連発第318号】平成26年度定時総会の議事結果について
26 .� 7 .� 1【日行連発第327号】社労業務取扱証明書の発行について（お願い）
26 .� 7 .� 1【日行連発第328号】会員への「サイバー法人台帳ROBINS」の周知について
26 .� 7 .� 1【日行連発第329号】「平成26年度マンション管理士試験」ポスター等について
26 .� 7 .� 3【日行連発第336号】理事会（H26 .7 .16 -17）の開催について
26 .� 7 .� 9【日行連発第351号】平成26年度定時総会質問書及び各種名簿等の送付について
26 .� 7 .10【日行連発第367号】平成26年度会長会及び常任理事会の開催について
26 .� 7 .15【日行連発第373号】理事会議事録の送付について
26 .� 7 .15【日行連発第375号】「職務上請求書」の払出し実態の報告について（依頼）
26 .� 7 .18【日行連発第397号】行政書士法人届出事務取扱規則様式の一部改正について
26 .� 7 .23【日行連発第403号】平成26年度定時総会議事録の送付について
26 .� 7 .24【日行連発第407号】理事会の議事結果について
26 .� 7 .25【日行連発第415号】平成26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
26 .� 7 .25【日行連発第416号】制度PRポスター配布に係るアンケートについて
26 .� 7 .25【日行連発第419号】平成26年度行政書士制度広報月間の実施について
26 .� 7 .28【日行連発第420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
26 .� 7 .28【日行連発第421号】自動車の保管場所の確保等に関する法律に係る使用権原疎明書

面及び委任状等の行政書士専用の日行連推奨書式について（追加連絡）
26 .� 7 .29【日行連発第429号】職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則の一部改正

について
26 .� 7 .30【日行連発第434号】平成26年度会長会に係るアンケートの実施について（お願い）
26 .� 7 .30【日行連発第437号】行政書士会申請取次行政書士管理委員会規則（準則）の一部改

正について（通知）
26 .� 8 .� 1【日行連発第445号】日行連と各地方協議会との連絡会の開催中止について
26 .� 8 .� 1【日行連発第448号】行政書士法改正及び日本行政書士会連合会移転に伴う今後の会

議日程等について
26 .� 8 .� 1【日行連発第449号】職務上請求書の適正な管理及び使用について
26 .� 8 .� 4【日行連発第466号】日本行政書士会連合会改正行政書士法対応委員会の設置等及び

本会における新理事の各部・委員会の配属について
26 .� 8 .� 4【日行連発第467号】（一財）行政書士試験研究センター行政書士試験制度等調査委員

会の調査へのご協力について（お願い）
26 .� 8 .� 8【日行連発第487号】東日本大震災の発生に伴う会費納入に関する特別措置の終了に

ついて
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26 .� 8 .19【日行連発第527号】職務上請求書の第三者請求に係る本人通知制度に対する考え方
について

26 .� 8 .20【日行連発第531号】理事会議事録の送付について
26 .� 8 .22【日行連発第543号】犯罪被害財産支給手続の周知について
26 .� 8 .27【日行連発第553号】ADR事業推進等に関するアンケートについて（協力依頼）
26 .� 9 .� 1【日行連発第571号】軽自動車検査協会コールセンターの開設について（お知らせ）
26 .� 9 .� 2【日行連発第574号】「事業承継セミナー」について（周知依頼）
26 .� 9 .� 4【日行連発第577号】「自動車便覧（平成26年版）」の送付について
26 .� 9 .� 5【日行連発第589号】平成26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
26 .� 9 .� 8【日行連発第608号】「成年後見制度　ご利用ガイド」の送付について
26 .� 9 .10【日行連発第627号】平成26年度の行政書士試験の効率的実施への協力について（お

願い）
26 .� 9 .11【日行連発第612号】「オンライン申請ガイドbook」（平成26年8月改訂版）の送付に

ついて
26 .� 9 .11【日行連発第633号】中小企業庁による「地域創業促進支援事業」に係る創業スクー

ル「冬期集中コース」実施主体の公募について
26 .� 9 .11【日行連発第634号】「サイバー法人台帳ROBINSへの掲載料金半額キャンペーン」の

周知について
26 .� 9 .17【日行連発第643号】自動車保有関係手続きのワンストップサービス申請に係る「ま

とめ払い」・「一括利用」・「ダイレクト方式電子納付」の新規利用及び更新を希望す
る会員の取りまとめについて（お願い）

26 .� 9 .18【日行連発第650号】平成26年10月1日現在会員数の確定に向けた登録事務処理の取
扱いについて（ご連絡）

26 .� 9 .19【日行連発第651号】日本行政書士会連合会事務局移転のお知らせ
26 .� 9 .19【日行連発第654号】平成27年新年賀詞交歓会日程について（お伺い）
26 .� 9 .25【日行連発第674号】改訂版「行政書士法人届出事務処理要領」のデータ配付につい

て
26 .� 9 .25【日行連発第679号】月刊日本行政誌面の取組について
26 .� 9 .25【日行連発第680号】改訂版「行政書士法人の手引」のデータの送付について
26 .� 9 .29【日行連発第684号】国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等に関する通知

について
26 .� 9 .29【日行連発第685号】領収証（個人用・法人用）の切り替えについて（お願い）
26 .� 9 .29【日行連発第686号】平成26年度下期資格審査会の開催について
26 .� 9 .29【日行連発第688号】行政書士申請取次実務研修会の挨拶対応について
26 .10 .� 2【日行連発事務連絡】平成26年10月1日現在・会員数確認について（お願い）
26 .10 .� 2【日行連発第696号】会費納入除外措置について（平成26年度下期）
26 .10 .� 6【日行連発第707号】平成27・28年度入札参加資格審査申請のインターネット一元受
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付テストランについて
26 .10 .� 6【日行連発第719号】本会の会館移転に係る職務上請求書に記載の連絡先変更の対応

について（お願い）
26 .10 .� 9【日行連発第739号】職務上請求書の盗難・紛失等の公表及び報告について
26 .10 .10【日行連】法規集及び行政書士必携（有償頒布）の価格について
26 .10 .20【日行連発第773号】e-Taxのご利用案内について
26 .10 .20【日行連発第778号】OSSシステムへのご当地ナンバー（第2弾）導入に対する一括

利用者システムの対応について
26 .10 .27【日行連事務連絡】平成26年度行政書士関係法規集の発送について
26 .10 .27【日行連発第805号】平成26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
26 .10 .27【日行連発第806号】平成26年度司法研修（大学及び大学院研修）に関するアンケー

トの実施について
26 .10 .27【日行連発第807号】新規入会会員の申請取次事務研修申込に関する取扱いについて

（お願い）
26 .11 .� 6【日行連発第857・858号】日本行政書士会連合会臨時総会及び行政書士法改正・会

館移転謝恩祝賀会の開催について
26 .11 .10【日行連発第877号】理事会の議事結果について
26 .11 .11【日行連発第888号】行政書士申請取次実務研修会の効果測定結果に基づく「基準未

到達者」及び「再受講による基準到達者」の通知について
26 .11 .12【日行連発第890号】日本行政書士会連合会臨時総会議案資料の送付及び議案に対す

る質問書の送付について
26 .11 .13【日行連発第899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

知依頼）
26 .11 .14【日行連発第904号】行政書士に関する実態調査について（お願い）
26 .11 .18【日行連発第889号】日本行政書士会連合会　会長会議事録の送付について
26 .11 .18【日行連発第915号】日本行政書士会連合会事務局の体制について
26 .11 .20【日行連発第929号】「月刊日本行政」発送停止者の追跡調査について
26 .11 .20【日行連発第932号】特定行政書士の研修に関するアンケートの実施について
26 .11 .20【日行連発第936号】「甲種受託者による出張封印について」の一部改正について
26 .11 .21【日行連発第947号】会館移転に伴う関係規則及び日本行政書士会連合会事務局事務

処理規則の一部改正について
26 .11 .25【日行連�事務連絡】日行連臨時総会に伴う質問書の提出期限について
26 .11 .26【日行連発第965号】平成27年�新年賀詞交歓会及び理事会の開催について
26 .11 .26【日行連発第943号】「行政書士関係法規集（抄）・行政書士必携」の送付について
26 .11 .28【日行連発第971号】自動車保有関係手続きのワンストップサービス申請に係る「ま

とめ払い」・「一括利用」・「ダイレクト方式電子納付」の新規利用及び更新を希望す
る会員の取りまとめについて（お願い）
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26 .12 .� 2【日行連発第985号】「国際業務に関するセミナー」開催に係る周知依頼について（お
願い）

26 .12 .� 2【日行連発第997号】平成26年度行政書士関係法規集の一部文字の欠落について
26 .12 .� 5【日行連発第1002号】各単位会における行政書士記念日事業について
26 .12 .� 5【日行連発第1005号】行政書士法施行規則の一部改正について
26 .12 .11【日行連発第1021号】平成26年度臨時総会の議事結果について



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

833 鶴見　伸之 761 -8032
高松市鶴市町745番地4

087 -882 -2074 平成26年
7月30日 高松

763 長谷川秀樹 760 -0033
高松市丸の内10-27

087 -822 -7751 平成26年
9月5日 高松

行政書士長谷川事務所

902 藤川　武人 090 -3920 -9105 平成26年
9月22日 高松

804 大須賀裕幸 761 -8023
高松市鬼無町佐藤6-7

087 -881 -8831 平成26年
10月9日 高松

926 鈴木めぐみ 761 -8076
高松市多肥上町559 -5

050 -5898 -9723 平成26年
10月10日 高松

オリーブ行政書士事務所

960 小林　　大 760 -0080
高松市木太町3049 -16

087 -861 -7161 平成26年
10月10日 高松

740 石丸　　寛 平成26年
10月31日 高松

石丸行政書士事務所

967 末澤　孝雄 087 -813 -4848 平成26年
11月17日 高松

905 堀家　恭一 761 -2402
丸亀市綾歌町岡田下346番地1

0877 -86 -3566 平成26年
12月22日 高松

945 宮川　　譲 760 -0017
高松市番町4丁目8番20号�瀬尾ビル1階

087 -831 -2630 平成26年
12月24日 高松

◎廃業

受�理�日 氏　　　　名 支　部 備　考 抹　　消　　日

2 5 .　8 .1 3 三 好 長 子 中 讃 死 亡 平成 2 5年��8 月 1 3日

2 6 .　8 .1 2 香 西 　 � 昇 高 松 廃 業 平成 2 6年��8 月 2 2日

2 6 .　8 .2 5 田 井 順 子 中 讃 廃 業 平成 2 6年��8 月 2 6日

2 6 .　9 .3 0 田 中 　 � 稔 高 松 廃 業 平成 2 6年��9 月 3 0日

2 6 .　9 .3 0 三 好 修 二 高 松 廃 業 平成 2 6年��9 月 3 0日

2 6 .1 2 .2 5 石 本 寛 文 東 讃 廃 業 平成 2 6年 1 2月 2 6日

三好長子様

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）門馬　良典
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成26年7月15日
（事務所所在地）
高松市丸亀町13番地3
行政書士香川法務事務所

（電話番号）087 -802 -3017

（氏　名）真鍋　光夫
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成26年8月1日
（事務所所在地）
仲多度郡多度津町
大字青木字宿地790番地
真鍋光夫行政書士事務所

（電話番号）0877 -35 -8098

（氏　名）阪本　政仁
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成26年11月1日
（事務所所在地）
高松市天神前10番5号�高松セント
ラルスカイビルディング6階H号室
行政書士アレグロ総合法務事務所

（電話番号）090 -3989 -0678

（氏　名）武田　修身
（支　部）中讃支部
（入会年月日）平成26年12月15日
（事務所所在地）
仲多度郡多度津町
大字南鴨366番地3
武田修身行政書士事務所

（電話番号）0877 -33 -0468

（氏　名）江木　修
（支　部）高松支部
（入会年月日）平成27年1月1日
（事務所所在地）
小豆郡土庄町甲5931番地
江木修行政書士事務所

（電話番号）0879 -62 -1416

　初めまして、平成26年7月に入会させて頂き
ました門馬と申します。相続・遺言業務に特に
力を入れております。趣味は、マラソンでした
が最近走っていない為、体重が5キロ増えワイ
シャツの一番上のボタンが止まらなくなりまし
た。

　スタートしたばかりですが、業務と健康フル
マラソン年4回出場の両立を目指し頑張ります。
　宜しくお願い致します。

　翻訳で培った語学力を行政書士業務にも生か
したいと考えております。よろしくお願いしま
す。

　中讃支部の武田修身ともうします。
　目標として、顧客満足度を高めるように努力
をし、一期一会の出会いを大切にしていきたい
です。
　趣味は旅行、カメラ、カラオケなどです。
　今後ともよろしくお願いします。

　税界で42年間。この経験を生かして、親切・
確実な事務に心掛けたいと思います。
　小豆郡土庄町で開業しました。
　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

H26 .6 .30 月 第1回 法規委員会 本会事務局

H26 .7 .2 水 第5回 香川大学大学院法学研究科説明会 香川大学

H26 .7 .4 金 三豊市農業委員会との意見交換会 三豊市役所

H26 .7 .5 土 調停人養成研修 高松テルサ

H26 .7 .6 日 調停人養成研修 高松テルサ

調停人養成研修効果測定 高松テルサ

H26 .7 .10 木 香川県警察本部訪問（自動車保管場所様式に関して） 香川県警察本部

H26 .7 .11 金 平成26年度行政書士試験実施説明会 全国町村議員会館

第2回 法規委員会 香川産業頭脳化センター

第2回 業務研修部会 本会事務局

H26 .7 .12 土 調停人養成研修 高松テルサ

H26 .7 .13 日 調停人養成研修 高松テルサ

調停人養成研修効果測定 高松テルサ

H26 .7 .16 水 第2回 選挙管理委員会 本会事務局

第2回 広報部　編集会議 本会事務局

日行連　理事会 東京　日行連地下講堂

H26 .7 .17 木 日行連　理事会 東京　日行連地下講堂

H26 .7 .18 金 ADR機関認証申請に係る事前相談 法務省大臣官房司法法制部

H26 .7 .19 土 新入会員研修会 高松テルサ

H26 .7 .20 日 新入会員研修会 高松テルサ

H26 .7 .22 火 研修 許認可関係専門業務研究会研修会 香川産業頭脳化センター

高松市災害時応援協定の打合せ 高松市役所

H26 .7 .24 木 丸亀市災害時応援協定の打合せ 丸亀市役所

H26 .7 .25 金 第4回 新入会員登録証交付 本会事務局

H26 .7 .26 土 調停人養成研修 高松テルサ

H26 .7 .27 日 調停人養成研修 高松テルサ

調停人養成研修効果測定 高松テルサ

H26 .7 .29 火 行政書士試験実施に係る関係機関訪問・挨拶 香川県庁/英明高校

H26 .8 .1 金 平成26年度四国地方協議会監査会 高知　土佐御苑

平成26年度四国地方協議会定時総会 高知　土佐御苑

平成26年度外国人留学生等の入国・在留に関する実務懇談会 香川大学

H26 .8 .2 土 調停人養成研修 高松テルサ

H26 .8 .3 日 調停人養成研修 高松テルサ

調停人養成研修効果測定 高松テルサ

H26 .8 .5 火 第3回 法規委員会 本会事務局

H26 .8 .7 木 マスコミその他媒体を利用した行政書士業務の広報活動 本会事務局

H26 .8 .8 金 第3回 選挙管理委員会 本会事務局

第3回 ADR委員会 本会事務局

H26 .8 .9 土 第4回コスモスかがわ総会 築地コミュニティセンター

H26 .8 .11 月 第4回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

H26 .8 .12 火 第5回 新入会員登録証交付 本会事務局

H26 .8 .13 水 事務局　閉局

H26 .8 .14 木 事務局　閉局

H26 .8 .15 金 事務局　閉局

H26 .8 .22 金 第3回 総務部会 本会事務局

H26 .8 .26 火 ADR事業に関する兼光顧問弁護士との打合せ のぞみ総合法律事務所
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年�月�日 曜 用　　務　　名　　等 開　催　用　務　地

H26 .8 .27 水 第3回 広報部会/ホームページ運営会議 本会事務局

H26 .8 .28 木 新業務 研修会 香川産業頭脳化センター

H26 .8 .29 金 綱紀事案に関する打合せ 本会事務局

川田卓弘氏旭日双光章受賞記念祝賀会運営打合せ 本会事務局

第2回 経理部会 本会事務局

H26 .9 .4 木 広報監察支部長合同会議 香川産業頭脳化センター

H26 .9 .11 木 第5回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

H26 .9 .12 金 全国会長会議 函館国際ホテル

H26 .9 .13 土 2014香川県不動産フェア サンポート高松シンボルタワー展示場

H26 .9 .14 日 2014香川県不動産フェア サンポート高松シンボルタワー展示場

H26 .9 .17 水 金融庁の業務説明 四国財務局

第2回 企画開発部会 本会事務局

権利義務・事実証明 研修会 香川産業頭脳化センター

H26 .9 .20 土 第4回 理事会 香川産業頭脳化センター

H26 .9 .22 月 第4回 ADR委員会 本会事務局

H26 .9 .26 金 コンプライアンス研修 香川産業頭脳化センター

近畿地方協議会HP担当者会議 大阪府行政書士会館

H26 .9 .27 土 コンプライアンス研修 香川産業頭脳化センター

H26 .10 .2 木 東讃支部 官公署訪問

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

第4回 法規委員会 本会事務局

H26 .10 .3 金 本会 官公署訪問 香川県庁ロビー

H26 .10 .4 土 県下一斉無料相談 サンメッセかがわほか

H26 .10 .6 月 高松市との災害時における支援協力に関する協定書の締結調印式 高松市役所

H26 .10 .7 火 西讃支部 官公署訪問 三豊市役所

無料電話相談 本会事務局

H26 .10 .8 水 中讃支部 官公署訪問 坂出市役所

H26 .10 .9 木 職務上請求用紙の連絡先変更の周知のため関係機関訪問 香川県庁、高松法務局

H26 .10 .10 金 第6回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

中讃支部 官公署訪問 丸亀市役所

H26 .10 .15 水 第5回 ADR委員会 本会事務局

H26 .10 .16 木 日本年金機構四国ブロック本部厚生年金グループより社会保険加入促進対策の協力依頼につき来会 本会事務局

H26 .10 .17 金 企画開発部　今後のセミナーの打合せ 吉井事務所

H26 .10 .21 火 行政相談会（総務省主催） サンポート高松　高松シンボルタワーホール

H26 .10 .22 水 香川県議会議長、副議長訪問 香川県県議会

綱紀委員会 本会事務局

H26 .10 .24 金 総務部会 本会事務局

H26 .10 .29 水 丸亀市との災害時における支援協力に関する協定書の締結調印式 丸亀市役所

H26 .10 .31 金 行政書士試験事前説明会 香川産業頭脳化センター

H26 .11 .5 水 日行連　理事会 東京　日行連　カンファレンスROOM７

H26 .11 .6 木 日行連　理事会 東京　日行連　カンファレンスROOM７

H26 .11 .9 日 行政書士試験 英明高等学校

H26 .11 .10 月 第7回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

H26 .11 .11 火 第6回 新入会員登録証交付 本会事務局

H26 .11 .17 月 建設業における社会保険未加入対策及び建設業法令遵守講習会 高松サンポート合同庁舎

H26 .11 .20 木 広報監察支部長合同会議 マリンパレスさぬき

H26 .11 .21 金 平成26年度地域中小企業海外人材確保・定着支援事業留学生採用支援セミナー 高松シンボルタワー 17階

H26 .11 .27 木 暮らしの総合行政相談 観音寺市立中央図書館
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年�月�日 曜 用　　務　　名　　等 開　催　用　務　地

H26 .11 .29 土 川田相談役　旭日双光章受賞祝賀会 高松国際ホテル

H26 .12 .3 水 日行連　臨時総会 ホテルオークラ東京

日行連　行政書士法改正・会館移転謝恩祝賀会 ホテルオークラ東京

H26 .12 .8 月 第3回 経理部会 本会事務局

H26 .12 .10 水 第3回 企画開発部会 本会事務局

第8回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

H26 .12 .13 土 第5回 理事会 マリンパレスさぬき

H26 .12 .15 月 第4回 広報部会 本会事務局

H26 .12 .19 金 近畿地方協議会HP担当者会議 大阪府行政書士会館

H26 .12 .20 土 第6回 ADR委員会 香川産業頭脳化センター

第2回 メディエーション研究会 香川産業頭脳化センター

H26 .12 .22 月 第7回 新入会員登録証交付 本会事務局

H27 .1 .5 月 新年あいさつ回り 香川県庁　他

H27 .1 .9 金 第8回 新入会員登録証交付 本会事務局

H27 .1 .13 火 香川宅建　新年賀詞交歓会 JRホテルクレメント高松

第9回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局

H27 .1 .14 水 第5回 広報部　編集会議 本会事務局

H27 .1 .15 木 日本行政書士会連合会　理事会 虎ノ門タワーズオフィス

H27 .1 .16 金 日本行政書士会連合会主催　新年賀詞交歓会 ANAインターコンチネンタルホテル東京
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　新年明けましておめでとうございます。

　平素より、香川県行政書士政治連盟の活動にご理解ご協力を賜り、ありがとうございます。

　平成26年12月の第47回衆議院選挙におきましては、役員以外の会員の方にも大変なご苦労

をおかけし、この場をお借りして御礼申し上げます。お陰をもちまして当連盟の推薦議員はす

べて当選を果たされました。

　昨年は行政書士法の改正もあり、年明けとともに新たな行政書士制度の第一歩となることを

期待しております。

　本年も、より一層のご協力をお願い申し上げますと共に、会員の皆様方のご健勝をお祈り申

し上げます。

新年のごあいさつ

香川県行政書士政治連盟

会長　岩城隆文
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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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