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　会長あいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県行政書士会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　松本　修

　梅雨明けの暑さが、ことのほか身にこたえる季節となりました。
令和四年度の定時総会は、会員の皆様のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に終
えることができました。心から感謝を申し上げます。

IT 化に伴う行政書士業務
　新年度の課題は、ＩＴ化に伴い、行政書士としてどのように向かい合うか、許認可申
請の OSS は加速的に進化しています。すでに農林水産省では共通システムを利用した
OSS 申請を採用しています。
　日行連は総務省から、行政書士の代理申請を活用したマイナンバーカードの普及、促
進に係る業務を受託、香川会も遅ればせながら参入し、取り組みはじめたところです。
極めて公共性の高い社会貢献活動です。
　カードの取得申請には、PC やスマートホンからも申請できます。相談委員の公募に参
加いただいた会員と共にこの事業の実施に積極的に取り組んでまいります。

職務上請求書の取り扱い強化
　職務請求書を使用し、不正に住民票、戸籍謄本を取得した事件が発生しました。これ
により、①倫理研修の受講が義務化、②組織的な指導・管理体制の構築、③払い出し時
の確認作業の厳格化、④不正受給者への罰則の強化、払い出しの停止など、職務上請求
書の取り扱いが強化されました。当会は日行連指導のもと職務上請求書の取り扱い規則
を新設すべく準備作業中です。その間の運用は、日行連の規則を援用します。今後、請
求書の払い出しには、①の受講証明書（中央研修所の VOD 受講証明書）の写しの添付
が必要となります。

Zoom 会議・研修について
　会議・研修においては、すでに Zoom 会議・研修が行われています。会員相互間で積
極的に取り入れているグループもあります。
　Zoom 会議・研修、パソコンによる OSS 申請等、実際に体験し、興味をもって取り組
むことが大事。デジタル化社会のなかで、行政書士業務に OSS は欠かせないシステムと
して構築していかなければならないと考えています。県民と行政機関の架け橋となり「国
民の権利利益の実現のため…。」の行政書士を目指し続けたいと考えています。
　令和四年度、今一度、気を引き締め行政書士制度の発展と社会的地位向上のため全力
で取り組んでまいります。
　会員の皆様のなお一層のお力添えを、今後もお願い申し上げます。
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香川県行政書士会
令和4年度　定時総会議事録

日　時　令和４年 5 月 28 日（土）　午後１時 50 分～午後４時 11 分
場　所　高松市福岡町二丁目 3 番 4 号　ホテルマリンパレスさぬき　２階　瀬戸の間

司　会：総務部長　榑谷　泰之

１．開会の言葉
　榑谷泰之総務部長の司会により石川秀幸副会長が開会の辞を述べ、ここに、令和４年度香
川県行政書士会定時総会を開会した。

２．物故会員に対して黙祷
　物故会員　３名

３．新入会員紹介
　令和３年度 入会者 23 名、転入者１名、令和４年４月１日～５月１日　入会者 8 名

４．会長挨拶 松本　修　会長

５．祝電披露 総務部長　榑谷　泰之

６．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、議長に高松支部森和夫会員、副議長に高松支部橋本博之会員を指名した。
議長と副議長は、就任の挨拶をして着座した。

７．総会成立確認
　議長は、会員総数 418 名のうち、本日の出席者は、会場出席者 58 名、委任状出席者 175 名、
総出席者 233 名であり、会員定足数は会員総数の３分の１以上（140 名以上）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。
　審議に先立ち、議長より議事日程、議事の進行方法、質疑方法についての説明があった。

８．議事録署名人並びに書記の選出
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　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：岡田　清之　会員 ( 高松支部 )、高城　尚子　会員（西讃支部）
　議長より書記の選出について議場に諮ったところ、議長一任とのことで、議長は次のとお
り指名した。
　　書記：樫村　静恵　会員（中讃支部）、猪熊　香里　会員（高松支部）

９．議事
第１号議案　令和３年度事業報告承認の件
第２号議案　令和３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た。

第１号議案について
各部長・委員長・センター長より令和３年度の事業報告が行われた。
総務部　　　　　榑谷　泰之　部長
経理部　　　　　池添　　治　部長
企画開発部　　　宮川　　譲　部長
業務研修部　　　吉井　健人　部長
広報部　　　　　真鍋　光夫　部長
監察部　　　　　近石　秀志　部長
綱紀委員会　　　畠山　俊二郎　委員長
封印管理委員会　石川　秀幸　　委員長
行政書士ＡＤＲセンター香川　　林　　一興　センター長
申請取次行政書士管理委員会　　吉井　健人　委員長
香川大学学術交流委員会　　　　松本　健士　委員長
相談委員会　　　　　　　　　　宮川　譲　　委員長
国際業務委員会　　　　　　　　吉井　健人　委員長
選挙管理委員会　　　　　　　　白坂　正明　委員長

第２号議案について
収支決算報告
　池添治経理部長は、議案書の会費内訳について数字の訂正を行った後、令和３年度収支
決算報告を行った。

監査報告
　亀山量夫監事は、令和３年度収支決算は適正であると監査報告した。
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　議長は第１号議案・第２号議案に対する質疑を求めたが、書面による事前質問及びこの
場での質疑はなかった。
　議長は表決に移り、第１号議案及び第２号議案につきご異議ないかと諮ったところ、異
議なく原案のとおり承認可決された。
　続いて議長は、第１号議案・第２号議案と関連はないが、事前質問がきているためここ
で質疑を行うと述べた。

書面による質問

（質疑）高松支部　村井　孝之　会員
「事務局の安定的な職場環境の構築について」
　質問者は平成 19 年に開業し、約 15 年程経過いたしましたが、これまでの間、質問者が
記憶する限り約 10 名程度の事務局員の入退局があり、あまりにも頻繁なこの状況に疑問
を抱いております。このことは従来から事務局の職場環境が十分に整備されていないこと
の表れではないでしょうか。まず、事務局職員の雇用が長続きしない理由は何であるとお
考えでしょうか。事務局の職場環境の安定が会務の安定につながると考えておりますが、
事務局職員が安心して快適に職務を遂行出来るように、現に取り組まれていること、また
改善・見直ししている事項等があれば、具体的（①給料（昇給率も含む。）②有給休暇③
職務分掌④職員へのケア・サポート等の各項目）にご提示いただきますようお願いいたし
ます。

（答弁）松本　修　会長
　我々は新しい執行部でやっと１年経過した。事務局の職員もやっと７ヵ月目であり、機
能し始めたのが今年の１月、２月頃である。
　質問状の内容で、村井会員が過去 15 年間在籍された間、10 名程の職員さんが辞めた、
それに対する対策及び事務局の教育等をやっているのかという問い合わせで、私も初めて
耳にした。私は 44 年間会員であるが、そんなに 10 人近く辞めたかと。私が 11 年程前の
任期４年間では、家庭の事情で１名だけ辞めたのが記憶にある。今期、会長になって３名
辞めたのは先程説明したが、なぜ辞めるのか尋ねても、労働問題に発展しますよ、裁判に
なりますよとその言葉ばかり繰り返してこられたように思う。今回質問を受けたとき、やっ
とそれが何の答弁だったのか分かりかけた。彼女らが辞めると言った際、行く先が決まる
まで何とか事務局に留まってくれないかと言ったが、総会終了後３日目には身の振り方が
決まっていた。という事は、前執行部で事務局と接触の多かった総務は、総会前１～２カ
月前に何も気が付かなかったのか、疑問が湧いてくる。問うている内容は、厚生労働省の
関係する労働問題、やはり前職員が労働問題になりますよと言っていた意味合いがやっと
分かった。
　現在、私はそういった事を意識せず、事務局との対応の仕方、接し方は、とにかく風通
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しの良い事務局と執行部でありたいと思う。総務部の女性の役員に依頼し、事務局の職員
３名と時間や形を決めず自由に接触して、女性同士話し合い、何でも言いたいことを言っ
て貰う。そういう風通しの良さで、私も総務部部長も週２回程事務局に行き、業務の話だ
けでなく、家庭の子供さんたちの話もする。そういう話し合いの中で、お互いの人間関係
がぎくしゃくしているとは思えない。
　職員は小さいお子さんがおり、学校でコロナが発生した際に自宅待機を余儀なくさせら
れるが、職員自体は元気であり家庭でも仕事ができるので、ラインワークを使用して在宅
で仕事をする提案を受け、実現している。そのようにお互い自分の立場や胸の内を分かっ
て、風通しの良い関係を持ち続けているので、10 名も辞めたというのが現実的に分から
ない。村井会員には人間関係の問題や上手くいかなかった対策についてご教示いただけれ
ば、同じ轍は踏まないと思うので、どうぞよろしくお願いします。

（補足）高松支部　村井　孝之　会員
　役員の皆様におかれましては、常日頃、会務とお仕事の両立で本当に大変だと思います。
本当にお疲れ様です。先程の質問に関して、私は平成 24 年頃から去年まで役員をしてい
たが、一会員に戻ったら質問したいと思っていたことである。私の記憶では、やはり事務
局の職員が 10 名程度辞められていると思う。
　理由は分からないが、私が役員をしていた時、事務局の職員と役員との関係、バランス
というのがやはり大きいのではないかと感じていた。結論から言うと、（現執行部のとい
う話ではなく、歴代の執行部に同じことが言える話であるが）事務局の職員に対し、思い
やり、感謝の気持ちでもう少し働きやすい、事務局の環境を引き続き作っていって貰えた
らと思う。先程の会長の話で、今定期的に事務局ともコミュニケ―ションをとられている
とのことで、私自身も安心している。引き続きよろしくお願いいたします。

（補足）松本　修　会長
　前執行部、総務担当会員からの貴重な質問をいただいた。むしろ現執行部で今後とも職
員との関わり合いについて、我々はもう少し意識をして自然体で接していく、意識確認が
できたことについて感謝します。ありがとうございました。

ここで議長は、暫時の休憩を宣言した。（15：04 ～ 15：15）

第３号議案　令和４年度事業計画案審議の件
第４号議案　令和４年度の収支予算案審議の件
　議長より第３号議案及び第４号議案は関連議案であるので、一括上程することを議場に
諮ったところ、異議がなかったため、一括上程し、執行部に報告を求めた。

第３号議案について
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各部長・委員長より令和４年度の事業報告が行われた。
総務部　　　　　榑谷　泰之　部長
経理部　　　　　池添　　治　部長
企画開発部　　　宮川　　譲　部長
業務研修部　　　吉井　健人　部長
広報部　　　　　真鍋　光夫　部長
監察部　　　　　近石　秀志　部長
綱紀委員会　　　畠山　俊二郎　委員長
封印管理委員会　石川　秀幸　　委員長
行政書士ＡＤＲセンター香川　　林　　一興　センター長
申請取次行政書士管理委員会　　吉井　健人　委員長
香川大学学術交流委員会　　　　松本　健士　委員長
相談委員会　　　　　　　　　　宮川　　譲　委員長
国際業務委員会　　　　　　　　吉井　健人　委員長
選挙管理委員会　　　　　　　　白坂　正明　委員長

　議長より（議案書に記載のある）法規委員会についての報告は無いのかとの質問があっ
た。

（回答）松本　修　会長
　法規委員会は会則に記載されているとおり、必要な会則その他の改正等があった場合、
改正等で必要な事が法規委員会に条文がまわり、それが適正かどうか判断する。法規委員
会が自主的に活動するということは、今の現段階の法規委員会の会則では無い。将来的に
は、会則や規則の条文を適宜判断していく法規委員会にしたいと考えている。

第４号議案について
　池添治経理部長より令和４年度収支予算案の説明が行われた。

　議長は、第３号議案・第４号議案に対する質疑を求めたが、書面での質問及びこの場で
の質問はなかった。
　議長は表決に移り、第３号議案及び、第４号議案につき、ご異議ないかと諮ったところ、
異議なく原案のと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、第５号議案を上程し、松本修会長より提案理由の説明があった。

松本　修　会長
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　第５号議案の趣旨は、今回のような新型コロナウイルス等によって行動を規制され、総
会に人が集まらず前に進まないというような時、香川県行政書士会が活動を停止して良い
とは思わない。会員 400 名以上の会の方向性を決めるのに、総会に出席できないという事
態に陥ったのでは、会自体も、会員も困るであろう。昨年、連合会では、「書面決議によ
る総会」が採択され、（日行連に問い合わせると）つい最近、それに対する規則が直近の
理事会で承認された、ということであった。
　規則については６/15 ～ 17 の日行連の総会で資料をいろいろと提供していただく予定で
ある。（香川県行政書士会）会則「総会」の中に、「書面決議」という条文がない。集合し
てこういった対面式の総会でないと総会の決議ができないというのは、行政書士会そのも
のがそこで停滞してしまう恐れがある。長い将来を見据えたうえで、この条文を設置して
おかないと、いざという時に困る。いざという時その都度、会長や理事会の判断に任せて
おいたのでは、均一的な統一された行政書士会の会務が行われない。そういう恐れがあり、
いろいろ考え、いろいろな法律専門家等に聞くと、「今日明日施行するわけではないから、
じっくり時間をかけてやれば出来る。出来ないからやらないのではなく、出来ないから出
来る方向性を見出していくべき」ということであった。「出来ないことをどうやって一つ
前へ進めるか、一歩踏み出すか」というのが私の基本的な考え方である。（会則一部改正
案 26 条の 2 ②項）「書面による決議があったときは、総会を開催したものとみなす」の、「み
なす」というところが非常に難しい。
　会務を停滞することなく前に進めるその第一歩がこれ（書面決議）である。そして要件
については特別な規則を設け、適法にこれを運用していく。ちょっと時間がかかるが、今
日、先ほど理事会の役員の一人の方から「これはやって出来ないことはない、時間はかか
るが出来る。」という励ましの言葉をいただいた。やって出来ないことはないのであれば、
皆さん一緒になってこの会則をぜひ承認していただきたい。これにより将来の香川会をど
ういうふうにするのか、という一つの方向性が見えてくる。よろしくご審議のほどお願い
申し上げます。

（質疑）高松支部　畠山　俊二郎　会員
　書面決議自体に一切反対はしていないが、会長選挙の実施方法、また新会長決定後の他
の役員の選定方法について選挙管理委員長の見解をお聞かせください。

（答弁）白坂　正明　選挙管理委員長
　第５号議案は、コロナウイルス感染症の拡大等によって通常どおりの総会が開催出来な
い場合には、総会の決議事項について、「書面による決議」を求めることができる規定を
新しく設ける議案でございます。このような事態は、いつ発生するかわかりませんので、「書
面による決議」ができる会則の改正は必要であると考えております。この議案が可決され
ますと選挙管理委員会としては直ちに選挙管理委員会を開催して会長選挙をどのような方
法で実施するか、具体的に検討いたします。
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　今、考えておりますのは、通常の定期総会が開催できない場合の会長選挙及び役員選任
については、現行の「香川県行政書士会役員選任規則」及び「香川県行政書士会選挙管理
委員会運営基準」は適用しないこととして、郵便投票による会長選挙ができる規則と新会
長決定後、直ちに新役員を選任できる規則を「香川県行政書士会会長選挙及び役員選任に
関する特例規則（仮称）」（案）を作成して理事会に提案したいと考えております。
　来年５月の総会が会長選挙の総会ですので、今年 12 月の理事会までには、この「特例
規則（仮称）」（案）を作成して理事会に提案できるよう検討いたします。
　そして理事会で十分にご検討を頂いて、来年２月末頃には理事会で決定して頂き、来年
３月には、郵便投票による会長選挙ができる規則と新会長決定後 新役員を選任できる特
例規則を全会員お知らせしたいと考えております。
　新型コロナウィルス感染症が今後どのように終息していくかわかりませんが、第５号議
案が可決されますと、関連して準備はしておきたいと考えています。

（補足）高松支部　畠山　俊二郎　会員
　丁寧なご説明、ありがとうございました。よく分かりましたので、よろしくお願いいた
します。

（意見） 高松支部　井上　孝志　会員
　会長が言われた通り、第５号議案は非常に重要な案件だと思う。ただ、これは大規模災
害やコロナ禍というような、本当の緊急事態にどう対応するかということである。本来か
ら言うと香川県行政書士会の中で、最後は会長の判断で物事を進めていくというのは、こ
れまでの理事会等の書面会議の中でも、どこのどの段階でもそのようにしている。これを
あえて日行連の色々なこともあるということを踏まえて安全策をとるなら大いにやってい
ただきたい。この議案を決議したからどうこうということではないと思うが、緊急事態と
いうことを踏まえて皆さんに判断していただければありがたい。是非とも成立して、頑張っ
ていただきたい。

（補足）松本　修　会長
　来年が役員改選であり、その頃には本当はコロナが終息していることが望まれる。我々
が考えている災害防止策というのは、本当は使用したくないし、使用しない方が良いが、
緊急事態はいつ訪れるか分からないので、先にこういう状態（条文）を考えておくのが我々
の役目である。ぜひこのことについて検討して審議していただきたい。

　議長は表決に移った。第５号議案は会則変更に関する事であるので出席者の三分の二以
上の賛成が必要なことを説明した上で、第５号議案につき賛成の方の挙手を求めたところ、
委任状出席者 175 名の賛成票と合わせ三分の二以上の賛成多数を確認し、第５号議案会則
一部改正案審議の件につき、原案どおり承認可決された。
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10．議長退任
　議案全部を無事終了したので、議長は議事の終了を宣言して午後４時 10 分退任した。

11．閉会の言葉
　横田佳樹副会長が閉会の辞を述べ、ここに令和４年度定時総会を閉会した。（午後４時
11 分）

　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。

　　　　　　令和４年５月 28 日

　　　　　　　　　香川県行政書士会

議　　　　長　　　　森　　和夫　㊞
副　　議　　長　　　　橋本　博之　㊞
議事録署名人　　　　岡田　清之　㊞
議事録署名人　　　　高城　尚子　㊞

（議事録記録者：樫村静恵、猪熊香里）
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令和４年度定時総会開催される
総会風景

新入会員　紹介

森議長、橋本副議長　挨拶

松本会長　挨拶

会場風景

役員席 役員報告
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会員質問

監査報告

懇親会

会場風景

定時総会、定期大会

ともにスムーズに

終えることができました。

ご協力ありがとう

ございましたニャン
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令和3年度　第4回理事会報告

日　時　令和３年８月 24 日（火）午後１時 30 分～午後５時 00 分
場　所　ホテルマリンパレスさぬき　２階瀬戸 A
議　題　１．決議事項

　　　　　第１号議案　理事の担当部署について

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　２．協議事項

　　　　  (1)今後の会務運営について

　　　　　　今後の会務運営について協議を行った。
　　　　  (2)事業計画の再検討について

　　　　　　事業計画の再検討について協議を行った。
　　　　３．報告事項

　　　　  (1)現状報告・今後の課題について

　　　　　　各部長から報告がなされた。

令和3年度　第5回理事会報告

日　時　令和４年３月 16 日　午後１時 30 分～午後５時 00 分
場　所　ホテルマリンパレスさぬき　屋島の間
議　題　１．決議事項

　　　　第１号議案　令和４年度事業計画（案）について（総務部・経理部）

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第２号議案　令和４年度予算（案）について（総務部・経理部）

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第３号議案　事務局職員に対する規則について（総務部）

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第４号議案　事務局職員給与変更について（経理部）

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第５号議案　職員に借上駐車場を月額１台２千円で貸すことについて（経理部）

　本会だより
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　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第６号議案　上記により手当２千円の支給を廃止について（経理部）

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第７号議案　旅費及び手当支給額改定について（経理部）

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　２．協議事項

　　　　（１）各委員会のあり方について

　　　　　　 各委員会のあり方について協議を行った。
　　　　（２）旅費規則一部改正（案）改正について

　　　　　　 規則一部改正（案）改正について協議を行った。
　　　　（３）事務局職員給与体系について

　　　　　　 事務局職員給与体系について協議を行った。
　　　　（４）香川県行政書士会ホームページ向上委員会設立について

　　　　　　 香川県行政書士会ホームページ向上委員会設立について協議を行った。
　　　　（５）令和４年度行政書士試験に係る試験場の確保状況等について

　　　　　　 令和４年度行政書士試験会場の確保状況等について協議を行った。
　　　　（６）職員の休業規程について

　　　　　　 職員の休業規程について協議を行った。
　　　　（７）香川県行政書士会旅費規則について

　　　　　　 香川県行政書士会旅費規則について協議を行った。
　　　　（８）選挙管理委員について

　　　　　　 選挙管理委員について協議を行った。
　　　　３．報告事項

　　　　（１）各部・委員会・センターからの事業報告

　　　　　　 各部長、委員長、センター長から事業報告がなされた。
　　　　（２）各部・委員会・センターからの予算実績報告

　　　　　　 各部長、委員長、センター長から予算実績報告がなされた。
　　　　（３）旅費日当支払い状況について（総務部）

　　　　　　 総務部より報告がなされた。
　　　　（４）事務局の処理に関する効率化について（総務部）

　　　　　　 総務部より報告がなされた。
　　　　（５）各自治体との意見交換会における要望事項について（監察部）

　　　　　　 監察部より要望があった。
　　　　（６）その他
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令和4年度　第1回理事会報告

日　時　令和４年４月 15 日　午後１時 30 分～午後５時 00 分
場　所　香川産業頭脳化センタ－　２階　一般研修室
議　題　１．決議事項

　　　　第１号議案　令和３年度事業報告について

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第２号議案　令和３年度決算報告及び監査報告承認について

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第３号議案　令和４年度事業計画案について

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第４号議案　令和４年度予算案について

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第５号議案　会則一部改正案審議について

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第６号議案　事務局職員昇給議案について

　　　　　　原案のとおり承認された。

　　　　２．協議事項　　　

　　　　（１）令和４年度定時総会運営委員会立上げについて

　　　　　　 令和４年度定時総会運営委員会立上げについて協議を行った。
　　　　（２）令和４年度理事会開催日時について

　　　　　　 令和４年度理事会開催日時について協議を行った。

　　　　３．報告事項

　　　　（１）日行連全国総務部長会における「職務上請求書」の取り扱いについて

　　　　　　 日行連全国総務部長会における「職務上請求書」の取り扱いについて報告がな
　　　　　　 された。
　　　　（２）令和４年度行政書士試験について

　　　　　　 令和４年度行政書士試験について報告がなされた。
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令和4年度　第2回理事会報告

日　時　令和４年５月２８日（土）　午前１０時００分～午前１０時４０分
場　所　ホテルマリンパレスさぬき　２階　屋島の間
議　題　第１号議案　令和４年度定時総会の運営について

　　　　　　役割分担の最終確認を行った。
　　　　第２号議案　その他

　　　　　　特になし。

官公署へ申請等の手続きを行う際は、必ず資格者証を提示してください。

職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則

（行政書士証票等の提示）

第７条

行政書士又は行政書士法人は、職務上請求書を使用して行政庁窓口に出向き戸籍謄本等を請求する場合は、

行政書士にあっては徽章を着用するとともに、行政書士証票又は単位会が発給した会員証を、行政書士法人

にあっては有効な登記事項証明書等を提示しなければならない。

２

使者として補助者を行政庁窓口に出向かせる場合は、補助者章を着用させるとともに、単位会が発給した補

助者証を提示させなければならない。

総務部よりお願い
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　総務部
総務部長　榑谷　泰之

会員の皆様のご協力の賜物として
　令和４年度定時総会がコロナ禍の中、５月 28 日（土）に多数の会員の方々の出席のもと、盛会
のうちに終えることができました。心からお礼申し上げます。
　思い起こせば、昨年度は総務部員及び事務局職員全員が新人であり、会務運営については手探
り状態で、会員の皆様方のご協力で何とか会務をこなしてきました。令和４年度は昨年の反省を
踏まえて、事務局ともども会務運営にあたる所存であります。
　先日、６月 13 日（月）に第１回総務部会を開催し、今年度事業計画 10 項目について検討し、
重点施策として以下の２項目をあげました。

【重点施策】
１　香川県行政書士会法規集を発行する
　２年ごとの発行であり、既存の法規集の各規則・細則の見直しを行い、現状に沿った規則・細
則の改正及び新規規則制定を各部・委員会と連携して実施し、新たな法規集を今年度発行します。
非常に時間と手間を要する施策であり、会員の皆様のご協力をいただきたいと思います。
２　行政書士試験の実施協力
　令和４年度行政書士試験の試験会場（香川大学幸町南キャンパス）の会場状況に応じた協力体
制をとり、支障なく試験協力をおこないます。令和３年度の受験申込者数が前年度と比べ 18％増

（67 名増の 441 名の申込）となったことから、今年度はさらに増えるものと予想されます。受験申
込者数増加に伴い、試験監督者の確保等会員の皆様のご協力・ご支援をいただけなければ実施で
きません。積極的にご参加をお願いいたします。

　残る事業計画も並行して実施いたします。特に政府の施策である「行政のデジタル化推進」に
対応した会務運営の実施を行う所存であります。
　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　池添　治

　経理の仕事は各部や委員会の予算執行がうまくいっているか、確認するのと、我が会のエネル
ギー源である会費収入が適正に納入されているか点検し、未納者があれば督促をするのが仕事で

　各部だより
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すが、こんな仕事はないのに越したことがない。振替納入を選択した会員は４月、８月、12 月の
27 日頃百十四銀行の口座から引き落とされますので対象月の 25 日には残高を確認して下さい。そ
の他の会員は対象月の末日が納期限ですので忘れずに期日までに納入して下さい。ついうっかり
忘れますと経理部の余分な仕事と無駄な費用がかかります。皆さん楽させて下さい、お願いします。

　企画開発部
企画開発部長　宮川　譲 

　私たち企画開発部は、①中小企業支援に関する調査・研究と②行政のデジタル化への対応とい
う２点について取り組んでいきます。①については、中小企業の支援に役立てていただけるよう
補助金申請に関する研修会を実施いたしました（令和４年４月 18 日に『ものづくり補助金　行政
書士会様説明会』を実施）。②については、行政手続のデジタル化・オンライン化の状況を調査・
研究し、その結果をＨＰに掲載するなどして会員のみなさまに共有していきます。その他、日本
政策金融公庫や高松信用金庫などの金融機関や香川県専修学校各種学校連合会などの民間団体と
の業務提携を活用し、提携先との情報交換によって中小企業・小規模事業者を取り巻く情勢やそ
のニーズの把握にも取り組みたいと思っています。
　上記の活動を通して、新しい業務の開拓や関係づくりを行い、会員の皆様の事業の発展に寄与
できればと思っておりますので引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

　業務研修部
業務研修部長　吉井　健人

　業務研修部の令和４年度事業計画としましては、下記の通りとなっております。
　１．日行連中央研修所主催の研修事業の実施と研修会ツール活用の広報を行う。
　２．特定行政書士法定研修会を行う。
　３．著作権相談員養成研修会を行う。
　４．業務研修部主催の研修会を行う。
　　（１）新入会員研修会の実施
　　（２）コンプライアンス研修会の実施
　　（３）業務に必要となる研修会の実施
　５．専門業務研究会による研修会を行う。
　　（１）許認可関係専門業務研究会による研修の実施
　　（２）権利義務・事実証明・その他特定業務専門業務研究会による研修の実施
　　（３）新業務専門業務研究会による研修の実施
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　６．官公署の各窓口との連絡体制の強化を図る。

　業務に必要となる研修については、既に官公署の方と調整を開始しており、香川県農政課の方
や香川県警交通規制課の方を講師にお招きしての研修を、この会報誌が出る頃には皆様にお知ら
せすることができるのではないかと思っております。
　それ以外にも会員の皆様にお役に立てるような活動をしていきたいと考えておりますので、ど
うか引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

　広報部
広報部長　真鍋　光夫

　定時総会において、令和３年度の事業報告と令和４年度の事業計画案のご承認をいただき、あ
りがとうございました。
　昨年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、多方面でその影響を受け充分な広報活動が行
えませんでした。本年度におきましては、「行政書士に相談しよう」を強く意識し、「頼れる街の
法律家」を社会一般に広報し、社会貢献に努めます。このため次の事業計画に基づき活動を充実
させたく思います。
１．会報誌「行政書士かがわ」の発行
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
３．行政書士制度広報月間事業の推進　
　（１）広報月間に伴う合同会議の開催
　（２）官公署・団体等への巡回訪問と広報依頼
　（３）無料相談会の開催
４．行政書士記念日記念事業の対応
５．ホームページの整備を含めた再構築
６．自治体との災害時支援協定の対応
７．香川県四士業災害時県民支援協議会への参加

　広報活動を通して会員皆様の一助になれるよう頑張りますので、ご指導とご協力をよろしくお
願いいたします。
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　監察部
監察部長　近石　秀志

　監察部としましては、令和４年度の事業計画を以下のように考えております。
　法令に定める通り、行政書士でない者が行政書士法に定める行政書士業務を業として行ってい
る場合、若しくは反復継続して業として行っていると思われる不正行為者に対して、その内容お
よび状況に応じた是正活動を行う。
　また行政書士法の適正な運用がなされるような監察（周知）活動を継続して行い、行政書士が
国民の利便性に寄与する資格者であり、その認識が国民に広く浸透するような活動を計画する。
１. 監察部員を中心として、香川県内において行政書士業務を行っている非行政書士の実態の把握
に努める。また事案によっては常習者・悪質者に対する勧告、警告、告発等も含めた是正活動を
検討する。
２. 行政事務担当部局に対する監察（周知）活動の実施。

（１）令和３年度に続き、各市町農業委員会事務局および農地行政担当課に対し、継続的に意見交
換会の開催を申し入れ、了承を得られた市町農業委員会事務局および農地行政担当課との意
見交換会を開催する。令和３年度における実施状況を考慮しつつ、５市町との実施を計画。

（２）令和３年度に続き、香川県農政課とも意見（情報）交換会の開催を予定。
（３）その他の行政官庁・自治体を訪問し、積極的な監察（周知）活動を行うとともに、活動の成

果を確認できる監察活動を計画。
３. 各士業会との親睦交流については２年ほど中止となっているが、４年度については令和元年度
に実施した形態で税理士会、司法書士会、土地家屋調査士会、社会保険労務士会の各士業会と交
流を図り、情報交換会を開催して行政書士法の周知と適正運用の普及に努める。

　申請取次行政書士管理委員会
委員長　吉井　健人

　当委員会は、主に会員の皆様から事務局に提出していただく申請取次申出書の審査・確認や届
出者の取次実績の把握等を行っております。下記に簡単にですが、手続きのご案内をいたします。

（１）申請取次届出済証明書の新規取得、更新手続きについて
　新規申請会員、更新手続会員ともに、初めに中央研修所が開催する新規、更新それぞれ該当す
る「行政書士申請取次関係研修会」を受講し、修了証書の交付を受けてください。その後、本会
HP の会員ページにある「各種手続き関係」内の「申請取次発行手続き様式」にある申請取次申出
書等の様式に基づいて、必要事項の記入及び添付書類をご準備の上、事務局にご提出をお願いい
たします。
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※更新手続きの方については、有効期間の３ヶ月前から事務局で受付しております。届出済証明
書が発行されるまでに１カ月程度の日数を要しますので、出来る限りお早めにご提出下さい。

（２）実績報告書の提出について
　申請取次行政書士として届出済みの会員の皆様には、毎年１月１日～ 12 月 31 日までの出入国
在留管理局への申請取次実績（実績が無い場合も要提出）を翌年１月末までに事務局に提出して
いただくことになっております。時期になりましたら実績報告書と返信用封筒を送付いたします
ので、お手数をおかけしますが、ご提出をお願いいたします。

（３）委員会開催日程について
　令和４年度についても、毎月 10 日を基準に開催いたします。（10 日が土、日、祝日の場合は日
程が前後しますので、事務局までお問い合わせいただけますと幸いです。）

★申請取次届出済証明書をすでに取得している皆様へ
申請取次届出済証明書の有効期限を今一度ご確認ください。
有効期限切れにご注意下さいますようお願いいたします。

　法規委員会
委員長　髙須賀　浩介

　法規委員会は、理事会等から提示された本会会則及び諸規則の新設・改廃等の規定案を、事後
的に調査検討することをその職務としています（法規委員会規則 3 条 1 項）。具体的には、規定案
の論理的整合性、誤字脱字のチェック、読みやすさ等を調査検討するというものです。
　会員の皆様におかれましては、このような法規委員会の活動にご理解ご協力いただけますよう
お願い申し上げます。

　封印管理委員会
委員長　石川　秀幸

　登録業務の専門家として業務を行っている会員の皆様、当委員会は令和４年度の事業計画を基
に行ってまいります。
　丁種封印を行政書士が受託されることは、大変重要なことであり責任の重さを考えさせられま
す。
　本年度は、香川運輸支局登録課より講師を招いて講習の予定をしています。丁種会員は必ず参
加して下さい。
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　行政書士ＡＤＲセンター香川
センター長　林　一興

　一言で当センターを表わすと、「話し合いによってトラブルを本音で解決する場」です。取扱分
野は、外国人の教育環境及び職場環境、愛護動物、自転車事故、並びに、敷金返還及び原状回復
の４分野です。当センターは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づいて、法
務省から紛争解決機関として認証を得ています。当センターの活動は、行政書士の資質向上を目
指すとともに、業務を通じて得られた知見を生かして社会へ貢献していく側面も持ちます。
　当センターは、会員の皆様へ裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）を知って頂くため、ＡＤＲガイダ
ンスを 10 月１日（土）に予定しております。さらに、調停人を養成するために必要な研修を秋以
降に開催していく予定です。当センターが実施する研修は、調停人を志す方だけでなく、各所の
相談員になりたい方、依頼人との信頼をより厚くしたい方にもお役に立てる内容です。

　当センターの活動は、香川県行政書士会会則第３条第４項、行政書士ＡＤＲセンター香川規則、
細則、及び諸規定に定められています。事業計画は、行政書士ＡＤＲセンター香川規則第４条に
もとづき実施します。当センターの事業計画は、単年度で完成するものではありません。研修等
を一つ一つ、丁寧に積み上げていく必要があります。

　最後になりましたが、日行連ホームページの中央研修所サイトへアクセスしていただくと、Ａ
ＤＲビデオ講座が受講できます。こちらの講座は、令和３年３月に内容が大幅に増え、充実しま
した。ＡＤＲに携わっている会員の方のみならず、すべての会員の皆様にとってご活用いただけ
る内容で、無料配信となっておりますのでぜひご覧ください。

　香川大学学術交流委員会
委員長　松本　健士

　香川大学学術交流委員会は「国立大学法人香川大学と香川県行政書士会との間における学術交
流協定書」に基づいて、双方に蓄積された学術文化を交換することによる学術交流及び教育の推
進並びに行政書士の実務能力向上を目的とした活動を行うことになっています。
　今年度も、香川大学後期日程において法学部及び経済学部の３年生以上を対象とした「（特）行
政書士制度の概要と行政書士の実務」（全 15 回）を実施することになっています。昨年度の履修
者は 107 名で、皆さん真剣に受講していただきました。今年度も、昨年度までの経験を反映させ、
さらに充実した講義を実施することにより、社会の様々な問題や課題と行政書士とを結ぶ「架け橋」
となる人材の養成に努めたいと思います。
　また、日程は未定ですが、新型コロナ感染拡大を考慮して行ってこなかった「香川大学法学研
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修会」の復活も検討しています。実施の際は、更なる知識の向上を目指されている会員の皆様の
ご参加をお待ちしております。

　相談委員会
委員長　宮川　譲

　香川県行政書士会が実施している相談会は、高松市役所（毎月第１・第３金曜日）、丸亀市役所（毎
月第３木曜日）、アイパル香川（毎月第１火曜日）でしたが、このたび多度津町地域交流センター（毎
月第２木曜日）における相談会も加わりました。
　これらの相談業務により、街の法律家として市民サービスを提供、市民に対する行政書士業務
の周知、及び相談業務へ従事する会員の能力向上の３点を図ることができます。
　そして、存在意義の大きい相談業務を、より充実させるため、今年度、相談スキルに関する研
修会を実施する予定です。これにより、当委員会は、未経験の方でも相談員となれる環境作りを
目指します。また、研修は、相談員を目指される方だけでなく、依頼者との信頼関係を厚くした
い方や、事務所経営に必要な相談業務をより充実させたい方等にも受講して頂ける内容としてお
りますので、ぜひご参加ください。
　各相談会の相談員も随時募集しております。ご興味のある会員の皆様は香川県行政書士会事務
局までご連絡ください。

　国際業務委員会
委員長　吉井　健人

　当委員会の主な活動としましては、本会が関わる国際業務の管理運営、国際業務に関する研修
会等への講師派遣、国際業務に関する調査・研究等となっております。
　本年度も香川県専修学校各種学校連合会（専各連）との協定に基づいた国際業務に関する意見
交換、イベントへの参加、講師の派遣等の活動にはしっかりと対応していきたいと思います。
　同時に、事業計画の通り国際業務に関する研修会の企画開催、JETRO 香川、アイパル香川等の
外部団体からの要請についても対応していきたいと考えておりますので、会員の皆様におかれま
しても、当委員会の活動にご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
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　選挙管理委員会
委員長　白坂　正明

１　香川県行政書士会選挙管理委員の変更について
　　令和４年４月１日付で本会選挙管理委員は、次のとおり選任されました。
　　選挙管理委員長（留任）  白坂　正明
　　副委員長（高松支部）（新任） 森　　和夫
　　委員（東讃支部）（新任）  細川　正浩
　　委員（中讃支部）（新任）  宮本　義明
　　委員（西讃支部）（留任）  篠原　正幸
２　令和４年度定時総会において本会会則の一部改正（案）が提出され、出席した会員の３分の
　　２以上の賛成で可決されたことに伴い選挙管理委員会としての対応について

　この改正（案）は、感染症の感染拡大等によって集合して通常の総会が開催できない場合
には、総会で決議すべき事項について「書面による決議」を可能にする改正です。この改正

（案）について総会において畠山会員から「書面による決議による総会の会長選挙の実施方法
及び新会長決定後の他の役員の選任の方法について」選挙管理委員長の見解をお聞きしたい。
との質問があり、次のとおり回答しました。
　集合して通常の総会が開催できない場合の会長選挙及び他の役員の選任については、現行
の「香川県行政書士会役員選任規則」及び「香川県行政書士会選挙管理委員会運営基準」は
適用しないこととし、新規に「郵便投票による会長選挙ができる規則と新会長決定後、直ち
に他の新役員を選任できる特例規則」（案）を作成して理事会に提案したい。と考えております。
来年５月の総会が会長選挙の総会ですので、今年 12 月の理事会までには、選挙管理委員会と
して、この特例規則（案）を作成して理事会に提案できるよう早速慎重に検討いたします。
そして理事会でご検討して頂いて来年２月末頃に、決議して頂ければ、来年３月には、「郵便
投票による会長選挙等ができる特例規則」を全会員にお知らせしたいと考えております。
　新型コロナウイルス感染症等が今後どのように感染拡大、又は終息していくかわかりませ
んが、本会会則の一部改正に伴い郵便投票による会長選挙等ができる特例規則の制定は、本
会則の一部改正に関連する規則ですので、理事会と十分に協議を進めつつ特例規則（案）の
作成準備に万全を期したいと考えております。

３　令和４年度の事業計画について
(1) 来年５月の総会が会長選挙の総会ですので、本会会則の一部改正（案）が可決されたので、

万一に備えて「郵便投票による会長選挙ができる規則と新会長決定後、直ちに他の新役員
を選任できる特例規則」（案）を検討作成して理事会に提案し、理事会で決議されたのち、
この「特例規則」を速やかに会員にお知らせします。

(2) 来年５月の総会で会長選挙を行なうこととなるので、上記の特例規則（案）の検討と並行
して、本会の現行の選挙制度全般について確認検討します。

(3) 会長選挙の日程等を検討決定し、会長選挙の準備を行います。
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東讃支部

東讃支部長　久米井　好美

　令和４年３月末現在の東讃支部会員数は 30 名です。今後、特に入会者が増加することは期待で
きない状況にあります。
　官公署への申請に際して、行政書士資格はなくてはならない資格です。行政書士の資格を活か
し、県民の期待に応え、使命を果たさなければなりません。積極的に行動を起こし、東かがわ市
28,813 人、さぬき市 46,148 人、三木町 27,362 人、合計 102,323 人の期待に応えられるよう、活動
を進めていく方針です。

高松支部

高松支部長　池添　治

　支部長２年目の池添です。昨年もコロナの影響で殆どの行事が中止または縮小を余儀なくされ、
支部総会での報告が辛かったです。今年度は準備に時間のかかるものは後回しにして、すぐでき
るものから小出しにしていきたいと思っています。行事案内をする予算が少ないので本会のホー
ムページ利用を中心にして案内を行います。塩江での BBQ はすでに決定でそれ以外にも日帰り旅
行とビアパーティを直近で計画しています。その後で、研修会及び新年会＆研修など色々計画中
です。ネット中心では学べないような研修ができないか考えていますがなかなか難しいのでアイ
デアが湧きません。研修会は題目や場所も時間もなかなかうまく決められないためワーキンググ
ループのような形式で最初のうちは小さいものから始めたいと思います。これはという講師希望
者は題目と共に応募して下さい、お願いします。

中讃支部

中讃支部長　木戸　壽彦

　令和２年春に始まった新型コロナウイルス感染は、発生から２年が過ぎ終息の兆しが見えて、
以前の日常生活が徐々に戻りつつあります。このまま終息することを願うばかりです。
　さて、中讃支部総会は５月 14 日に、オークラホテル丸亀にて 62 名の出席（内委任状提出 39 名）
にて開催されました。議事は執行部提出の全議案について満場一致にて承認され 40 分ほどで終了
しました。前年度の新入会員は 10 名でしたが、本年度に入って更に７名の方が入会予定であり、

　各支部だより
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特に例年にも増して積極的に業務に取り組まれようとされている方が多く、将来が楽しみです。
　本年度の支部活動の新しい取り組みとしては、支部会員同士の交流を深めて頂く目的で、会員
同士の飲食について僅かではありますが、補助金を支給することにしました。支部行事への参加
者は、あまり多い状況とは言えず少しでも支部活動に興味を持っていただき、活動が活発化する
ことを期待します。
　本会行事として、多度津町において無料相談会が４月より実施されております。丸亀市に於け
る相談会と併せて、社会貢献活動の一環として今後も盛んになっていくことを希望するとともに、
相談員として参加される会員の方の対話スキルの向上に役立つものと信じております。

西讃支部

西讃支部長　田中　幸

　先ずは、令和４年度西讃支部定時総会が滞りなく終了しましたこと、心よりお礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和２年度定時総会を書面で行うという異例の事態
から２年が経った今でも新型コロナウイルス感染症は変異しながら感染拡大を繰り返しており、
今年度も開催が危ぶまれる中での総会でしたが、たくさんの方にご参加をいただき、対面でのコ
ミュニケーションが図れましたこと、心より嬉しく思っております。
　昨年同様、総会後の懇親会は中止させていただきましたので新入会員様には不足感を覚えたこ
とと思いますが、コロナ禍で行動が制限されていた時期に比べ、少しづつ社会経済活動が戻って
きていますので、支部事業も徐々に復することと思います。状況をみながら研修会等事業の実施
に努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
　新型コロナウイルス感染症対策本部「次の感染拡大に向けた安心確保のための取り組みの全体
像」において、今後は、感染拡大を防止しながら、日常生活や経済社会活動を継続できるよう行
動制限の緩和の取組みを進めていくという方針が決定されました。
　それに伴い、業務においても今までとは違った空気が流れ出したと感じています。それは、「新
型コロナウイルス感染症の影響以前」に戻るのではなく、「新たな日常への移行」を前提とした方
向に流れていると感じます。普段の業務において必要であったものが不必要になったり、より高
度なスキルを求められたりと戸惑うことが多々あるのではないでしょうか。
　実際のところコロナ禍の２年間で、携帯電話での申請、押印廃止、様式の簡素化に伴う申請書
の信憑性の度合い、キャッシュレス決済、マニュアルの動画・音声配信、行政書士のオンライン
サロン、SNS 用語の普及、クラウドサービスなど気が付けば業務環境が大きく変化しています。
業務を行っているとこれらの変化を理解することに多大な時間を費やして頭を抱える日々が続く
ことがあります。つまり、これからの時代は、固定観念から抜け出し変化を楽しみながら対応し
ていく力が事を円滑に進めるうえで最重要課題であり、違和感を感じ理解できず変化に対応でき
なければ、業務が成り立たないという兆しを教示している一隅だと思います。
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　利いた風なことしか言えませんが、万里一空の境地を求めてイザ！精神で前進するエネルギー
チャージが急務です。（笑）頑張りましょう。

　新型コロナワクチン接種の普及によりコロナウイルス感染症は減少傾向にありますが、収束し
たと言い切れることではありません。感染予防を徹底していただくとともに体調には十分気を配
り、健康にご留意ください。
　引き続きご鞭撻のほどお願い申し上げます。

 　新入会員のご紹介
  幸後　洋子　会員  三豊市三野町
  松前絵美子　会員  三豊市豊中町
  篠原佐代子　会員  観音寺市古川町
  大西　弘朗　会員  三豊市高瀬町
  渡部　正樹　会員  観音寺市池之尻町

〇　SNS用語　・　いくつわかりますか？　〇

インフルエンサー
陰キャ

陽キャ
うｐ お k お h おｙｓ きぼんぬ

google 同期 △ 凸 沼 ＢＢＡ
リア充

ネト充
メンヘラ

セグメント 炎上 エゴサ アンカ イケボ 乙 オワコン

ハッシュタグ おこ ｋｓ 自宅警備員 ニャルソック ソース 召される

アナリティクス チート にわか きびつい 胸熱 課金 ＢＡＮ

アカウント リプ 直帰率 タグ付け バズる アンチ 鍵アカ

TL

タイムライン
リムる 拡散希望 ふぁぼ

映え

萎え
共有 鬱くしい

答えはググって
4 4 4 4

みてください♪
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各支部の定時総会議事録

　　　東讃支部

日　時 : 令和４年４月 28 日 16：00 ～
場　所 : 大川オアシス２階会議室
参加会員：久米井好美・山上勇・上原良一・佐々木保・細川房夫・松井初美・細川正浩

１. 開会の言葉
東讃支部山上勇副支部長が挨拶を行うとともに、議長をお願いした。

２. 支部長挨拶
東讃支部久米井好美支部長が挨拶を行った。

３. 来賓祝辞
香川県行政書士会松本修会長より挨拶をいただいた。

４. 資格審査報告
東讃支部松井初美幹事より、会則の第１０条第１項の規定により、支部会員数３１名・
出席会員数７名・委任状会員数２１名・合計出席会員数２８名で、会員総数の３分の１
以上を満たしているとのことから会議成立の報告を受けた。。

５. 議長選出
司会者一任との意見により、佐々木保氏を選任した。

６. 議事録署名人氏名
細川房夫氏と上原良一氏を指名した。

７. 議事録作成者氏名
細川正浩氏を指名した。

８. 議事
　（１）第１号議案　令和３年度事業報告

　久米井好美支部長が令和３年度事業報告について報告を行った。
　（２）第２号議案　令和３年度収支決算報告及び監査報告

　松井初美幹事が収支決算報告を行い、監査報告については、細川房夫監事が代表して報
告を行った。さらに繰越金は預金通帳で確認したとの報告が合わせてあった。
　また、第１号議案及び第２号議案について質疑等を求めた。
　なお、佐々木保氏から旅費についての質問があったが、全員一致で可決することとなっ
た。
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　（３）第３号議案　令和４年度事業計画（案）
　久米井好美支部長が事業計画について説明を行った。

　（４）第４号議案　令和４年度収支予算（案）
　松井初美幹事が収支予算について説明を行った。

　第３号議案及び第４議案について質疑等を求めた。
　また、久米井好美支部長より選挙管理委員会委員長に佐々木保氏を選任したいとの意見
があり合わせてお諮りすることとした。
　なお、質疑については特になく全員一致で可決することとなった。

９. 議長解任
佐々木保議員が退席を行った。

10. 閉会の言葉
細川房夫監事が挨拶を行い 16 時 35 分に閉会とした。

　議事録署名人
   上原良一　　　　　　　　　　　　印
   細川房夫　　　　　　　　　　　　印
   議長　佐々木保　　　　　　　　　印
   東讃支部長　久米井好美　　　　　印

　　　高松支部

開催日時　令和４年５月１４日（土）１５時４０分から１７時１０分
開催場所　ホテルマリンパレスさぬき　本館２階　瀬戸の間
出 席 者　出席者３９名、委任状出席者９９名
　　　　　合計１３８名（高松支部会員総数２５５名）
司　　会　千原正照幹事

１．開会のことば
千原正照幹事の司会により吉井健人副支部長が開会の辞を述べ、ここに、令和４年度香川県行
政書士会高松支部定時総会を開会した。

２．物故会員に対して黙祷
故原唯幸会員に黙祷を捧げた。
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３．支部長挨拶
池添治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った。

５．会長祝辞
香川県行政書士会会長松本修氏の祝辞及び挨拶があった。

６．来賓祝辞
高松市議会議員井上孝志氏の祝辞及び挨拶があった。

７．議長の選出
　司会者から、議長の選出方法について議場に諮ったところ司会者一任の声があった。司会者
は、議長に石川秀幸会員を指名し、再度議場に諮ったところ異議なく承認され、石川秀幸議長
は就任の挨拶をして着座した。
　議長は、会員総数 255 名のうち、本日の出席者は、会場出席者 39 名、委任状出席者 99 名、
総出席者 138 名であり、香川県行政書士会高松支部規約第 17 条の要件を満たしているので、
本総会が成立する旨を報告した。

８．議事録署名人及び書記の選出
　議長より議事録作成者並びに議事録署名人の選出について議場に諮ったところ、議長一任と
のことで、議長は次のとおり指名した。

　　　　　議事録作成人：大久保雅博会員、吉田豊会員
　　　　　議事録署名人：児嶋幸男会員、阿野元三会員

９．議事
第１号議案　令和３年度事業報告
　宮川譲副支部長より令和３年度の事業報告がなされた。

第２号議案　令和３年度収支決算報告
　池添治支部長より令和３年度収支決算報告がなされた。

監査報告
　榑谷泰之監事より監査報告がなされた。
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議長より質疑はないか議場に問うたところ、質疑はなかった。
議長が第１号議案及び第２号議案について議場に採決を諮ったところ、挙手絶対多数で承認さ
れた。

第３号議案　令和４年度事業計画（案）
　吉井健人副支部長より令和４年度事業計画（案）の提案がなされた。

第４号議案　令和４年度収支予算（案）
　池添治支部長より令和４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　白坂正明会員

①　令和４年度収支予算（案）において、もっと積極的な事業計画を期待していたが、大
変に消極的な事業計画・予算案であると言わざるを得ない。会員のためになる活動を活
発に行って欲しい。予算案では次期繰越金が多額であり、急な支出に対応できるように、
せめて全額を予備費に計上する方が良いのではないか。

②　研修費 30 万円、親睦費 60 万円の予算計上について、その積算根拠を示して欲しい。
質疑　横田稔会員

　定時総会の開催日について、年度によって開催時期が定まっておらず、それが低調な出席
率の要因の一つになっているのではないか。本会の定時総会は毎年５月の第４土曜日と決
まっており、高松支部も開催日を固定するよう検討してはどうか。出席率を上げる努力をし
ていくことは極めて重要だ。

質疑　畠山俊二郎会員
①　予算は年度中に全て執行されるべきであり、次期繰越金を積み上げるべきではない。せ

めて必要に応じて執行できるよう予備費に計上するべきであると考える。
②　前年度の予算では交流費が 15 万円計上されていたが、今年度は交流費の項目自体が消

えてしまっているが、それはなぜか。
質疑　橋本博之会員

　コロナ禍の厳しい状況の中で、会員の士気を高めていくことが重要だ。そのためには親睦
活動が大切であり、会員が良かったと思えるような、前例にないような事業を是非とも行っ
て欲しい。先程の事業計画（案）の説明では分かりづらい部分があったので、再度決意表明
的なものを聞かせて欲しい。

回答　池添治支部長
　次期繰越金を一定程度残したのは、本会からの交付金の入金がその年度の 10 月末頃にな
るので、それまでの翌期の活動に支障がないように一年分程度の手元資金を残しておく必要
があったためだ。研修費に 30 万円、親睦費に 60 万円を計上しているが、もっと積極的に事
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業を実施していきたいが不確定な要素もあり、実施可能であれば予備費から流用して事業を
行っていくつもりである。研修費 30 万円に積算根拠については、全員参加型の大規模な研
修会は難しいので、ワーキンググループ的なものを何回か行いたいと考えて、数回分計上し
た。

回答　吉井健人副支部長
　親睦費 60 万円の積算根拠について、現在岡山県への親睦旅行の計画を具体的に進めてお
り、旅行会社からバス 1 台利用で 36 万円程度の見積りが出てきている。しかし、今後のコ
ロナの感染状況によっては座席の間隔を空けるなどの対策が必要となる場合が考えられる
ので、バス２台利用を想定して 60 万円の計上としたものだ。さらに、予算に余裕があれば、
予備費からの流用も含めてバーベキューなども企画していきたい。

回答　宮川副支部長
　定時総会の開催時期を固定する案については、至極真っ当なご意見であると考える。
　予算計画等の都合上、４月開催は困難であり、５月のいずれかの時期の開催で前向きに検
討したい。

回答　池添治支部長
　収入の全額を予算計上せず次期繰越金に計上したのは、先程も説明したが翌期の活動に支
障がでないように一年分程度の手元資金を確保しておく必要があったためであり、その点を
ご理解いただき予算案を承認いただきたい。交流費については、前期は本会からの交付金が
大幅に減額され、それに伴い事業の大幅な縮小を強いられたために、当初は研修費と親睦費
をまとめて交流費として計上していた。しかし、本会の方針が変更となり交付金が元に戻っ
たので、交流費についても従来の研修費、親睦費に戻したものである。会員間の親睦が大切
であることは理解しており、要望があれば予備費を使って事業を行っていきたい。

回答　白坂正明会員
　支部会員が 255 名で研修費 30 万円の予算はやはり少なすぎる。研修担当部長などの責任
者を置いて、会員のために年間計画を立てて研修を進めていくことを要望する。

　質疑終了後、議長が第３号議案及び第４号議案について議場に挙手で採決を諮ったところ、
挙手絶対多数で承認された。

第５号議案　支部規約の一部改正
　池添治支部長より支部規約の一部改正について提案がなされた。

議長より質疑がないか議場に問うたところ、質疑はなかった。
議長が第５号議案について議場に諮ったところ、挙手絶対多数で承認された。

10．議長退任
　すべての議事が終了したので、議長は議場の協力に謝辞を述べ退任した。
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11．閉会のことば
　吉井健人副支部長が閉会の辞を述べ、ここに令和４年度香川県行政書士会高松支部定時総会
を閉会した。

　以上、定時総会の議事・議決を明確にするため、本議事録を作成し、議長および議事録署名
人が署名押印する。
令和４年５月 14 日
　香川県行政書士会高松支部

　　　　　　　　　議　　　　長　　石川　秀幸　　　㊞
　　　　　　　　　議事録署名人　　児嶋　幸男　　　㊞
　　　　　　　　　議事録署名人　　阿野　元三　　　㊞

　　　中讃支部

日　時　令和４年５月 14 日（土）午前 10 時 00 分より午前 11 時 12 分
場　所　丸亀市オークラホテル丸亀　孔雀の間　　　司会者　仙頭志朗　理事

１. 開会の言葉　副支部長　樫村静恵

２. 支部長挨拶　支部長　　木戸壽彦
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３. 本会会長祝辞　香川県行政書士会会長　松本修

４. 支部会員の入退会に関する報告及び新入会員の紹介　　仙頭志朗　理事　
新入会員数 10 名　（入会予定者６名）
退会者３名　（令和４年３月 31 日現在）

５. 議長選出
　司会者より議事進行上議長選出方法について議場に諮ったところ「司会者一任」の声があり、
他に異議もなかったので司会者は井上哲也会員を指名、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 91 名（過半数 46 名）の内、出席者 23 名、委任状出席者 39 名の
計 62 名で過半数となり、本総会は適法に成立した旨を確認し宣言した。

６．議事録署名人及び議事録記録者の指名
議長は、議事録記録者及び議事録署名人を次の通り指名した。
議事録記録者　大西知里　理事、　樫村静恵　副支部長
議事録署名人　田中宏和　会員、　岡佳代子　会員

７. 議事
議長は、議事開始を宣言し、第１号議案と第２号議案を上程した。

第１号議案　令和３年度事業報告の件
　木戸壽彦支部長より令和３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　令和３年度収支決算報告及び監査報告の件
　森憲一理事より令和３年度収支決算報告について説明があり、報告された。
　渡辺春美監事より監査報告が行われた。

　議長より質疑応答の有無が諮られたが質疑なし。議長より第１号議案、第２号議案及び監査
報告についてそれぞれ賛成を求めたところ全員一致で承認された。

　議長は第３号議案と第４号議案はそれぞれ関連議案であるので一括上程することを議場に
諮ったところ、異議なしということで承認を得た。

第３号議案　令和４年度事業計画（案）に関する件
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　木戸壽彦支部長より令和４年度事業計画（案）について説明があった。

第４号議案　令和４年度収支予算（案）に関する件
　木戸壽彦支部長より令和 4 年度収支予算（案）について説明があった。
　また「懇親会を催した会員への補助金」の制度新設にあたり、制度の概要や目的について説
明があった。

　議長より第３号議案、第４号議案についてそれぞれ賛成を求めたところ賛成多数で承認され
た。

８. 議長退任
議長は議事終了を宣言し退任した。

　（10 時 55 分）

９. 理事会よりの報告事項
　木戸壽彦支部長より中讃支部の会計処理規程について、昨年度は支部交付金減額に伴い「事
務費会計」と「支部交流資金会計」の両立てにしたが、今年度は減額が中止されたため、両立
て会計を廃止し従来からの処理法に戻した旨の説明があった。

10. その他
　松本修会長より、今年度本会総会にて議題とされる「書面決議による総会を可能とする会則
変更｣ について、また「デジタル会議、デジタル研修」の活用推進について説明があった。また、
本会の事業である香川大学寄付講座、ＡＤＲについては、問題点の洗い出しと改善を行ったう
えで事業を継続していく旨の意向を示した。

11. 閉会の言葉
副支部長　真鍋光夫

　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。

令和４年５月１４日
香川県行政書士会中讃支部定時総会

34



議　　　　長　　　　　　　　　　　　井上　哲也　　㊞　　　

議事録署名人　　　　　　　　　　　　岡　佳代子　　㊞　　　

議事録署名人　　　　　　　　　　　　田中　宏和　　㊞　　

　　　西讃支部

日　時　令和４年５月１３日（金）　午後６時３０分～午後７時１０分
場　所　ハイスタッフホール　観音寺市観音寺町甲１１８６－２

１．開会の言葉
　開会に先立ち、令和４年４月１７日に逝去した曽川会員へ黙とうを捧げた。
　司会者高城尚子が開会の辞を述べ、ここに、令和４年度香川県行政書士会西讃支部定時総会
を開会した。

２．支部長　田中幸　挨拶
　　
３．来賓祝辞　　

　香川県行政書士会会長　　松本修　様

４．新入会員の紹介
　新入会員　幸後洋子会員　　松前絵美子会員　　篠原佐代子会員
　　　　　　大西弘朗会員　　渡部正樹会員

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、議長に渡辺勝芳会員を指名した。議長は、就任の挨拶を
して着座した。

６．総会成立確認
　議長は、西讃支部会員総数３６名のうち、出席者２９名 ( 委任状出席１０名を含む )、欠席者
７名であり、会員定足数を満たし本総会は有効に成立している旨宣言した。

７．議事録署名人並びに議事録作成人の選出
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　議長は、議事録署名人並びに議事録作成人の選出方法について議場に諮ったところ「議長一任」
との発言により、他に異議がなかったので、議長は、議事録署名人並びに議事録作成人を次の
通り指名した。

　　　　議事録署名人：　黒田富彦会員、稲田時久会員
　　　　議事録作成人：　原田聡子会員

８．議事
　議長は議事に入る旨述べ、令和３年度事業報告に関する第１号議案の上程を支部長に求めた。
第１号議案　令和３年度事業報告承認の件

　　　事業報告　　　　　田中　幸　支部長
　　　審議（質疑なし）

　続いて議長は、第２号議案の上程を庶務会計に求めた
第２号議案　令和３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　　　原田　聡子　庶務会計
　　監査報告　　　　　福岡　淳　監事
　　審議（質疑なし）

　議長は決議に移り、第１号議案及び第２号議案は関連しているため一括で承認を受けたい旨
述べ、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。

　議長は、令和４年度事業計画に関する第３号議案の上程を支部長に求めた。
第３号議案　令和４年度事業計画案審議の件
　　事業計画　　　　　田中　幸　支部長
　　審議（質疑なし）

　次に議長は令和４年度収支予算に関する第４号議案の上程を庶務会計に求めた。
第４号議案　令和４年度収支予算審議の件
　　収支予算　　　　　原田　聡子　庶務会計
　　審議（質疑なし）
　　　

　議長は決議に移り、第３号議案及び第４号議案は関連しているため一括で承認を受けたい
旨述べ、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。

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７時００分退任した。
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１０．閉会の言葉
　司会者は閉会の辞を述べ、ここに令和４年度香川県行政書士会西讃支部定時総会を閉会した。

　上記決議の明確を期するため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は下記に署名押印
する。

　　令和４年５月１３日

　　　　　令和４年度　香川県行政書士会西讃支部定時総会

　　　　　　　　　　議　　　　長　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．渡辺勝芳．．．．．．㊞

　　　　　　　　　　議事録署名人　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．黒田富彦．．．．．．㊞

　　　　　　　　　　議事録署名人　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．稲田時久．．．．．．㊞

37



令和４年度日本行政書士会連合会　定時総会報告

　　令和 4 年度　日行連定時総会開催・日政連定期大会

日　時：　令和 4 年 6 月１６日　１１：００～１１：３０　総務大臣表彰授与式
　　　　　　　　　　　　　　　１３：００～１８：００　日行連　定時総会
　　　　　令和 4 年 6 月１７日　　９：００～１１：３０　日政連定期大会
会　場：　ホテルニューオータニ「鶴の間」
 
　　令和４年度　議事運営委員会（日行連・日政連）

日　時：　令和 4 年 6 月１５日　１２：１５～１５：００　日行連議事運営委員会
　　　　　　　　　　　　　　　１５：００～１８：４０　日政連議事運営委員会
会　場：　日行連タワーズオフィス
                                                    
令和４年度事業計画案

報告者　会長　松本　修

▢　社会経済活動の基礎となるデジタル化の推進
▢　頼れる街の法律家として、政府や自治体が提供する事業に積極的な支援
▢　関係省庁・団体と連携し在留資格に関する申請手続きの支援・生活支援に取り組む
▢　行政書士の社会的評価と信頼を得るため研修制度の充実、社会貢献活動の推進

「行政書士の未来像は、会員一人一人が協力しながら描いていくもの、本会はその描かれた未来像
を具現化するため、組織のすべての力を結集し、各事業に取り組んでまいります。」と決意新たに
すべての議案が可決承認され定時総会が閉幕した。
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令和４年度四国地方協議会　定時総会報告

総務部長　榑谷　泰之

開　催　日　令和４年７月１日　午後２時３０分より開催
場　　　　所　香川県高松市福岡町「ホテルマリンパレスさぬき」屋島 AB
四地協出席者　愛媛会会長　徳島会会長　高知会会長　各単位会役員
香川会出席者　松本 修会長　石川 秀幸副会長　横田 佳樹副会長　横田 稔副会長　
　　　　　　　吉井 幸子副会長　
オブザーバー　池添 治経理部長　吉井 健人業務研修部長　近石 秀志監察部長
　　　　　　　榑谷 泰之総務部長　岡田 清之総務副部長　鈴木 めぐみ理事　
　　　　　　　猪熊 香里理事
　　　　　　　

７月１日（金）「令和４年度日本行政書士会連合会四国地区協議会　定時総会」が開催されました。
昨年度からの当番会である香川会が担当し、総勢２７名の出席により実施されました。

【審議議案】
第１号議案　令和３年度事業報告
第２号議案　令和３年度収支決算報告（監査報告）
第３号議案　令和４年度事業計画（案）
第４号議案　令和４年度収支予算（案）
第５号議案　令和４年度役員改選（次回徳島会が当番会）
第６号議案　その他

　第１号議案から第５号議案について審議され、承認されました。第６号議案（その他）においては、
各単位会における成年後見に対する対応状況、各県政治連盟加入促進等が報告、協議されました。
　総会終了後、別の士業会に出席していた木戸壽彦副会長と真鍋光夫広報部長を含めて　懇親会
が引き続き開催されました。２年超に及ぶコロナ禍で親交を深めることが容易でありませんでし
たが、昨年の「日本行政書士会連合会と四国地方協議会及び日本行政書士政治連盟との連絡会」
と今回の定時総会懇親会開催にて、各単位会との結束をより一層深めました。
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　　　　　松本　四地協会長　挨拶　　　　　　　　　　　　　会長、副会長席

　　　　　　　　　会場風景　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場風景

　　　　　　　　　　懇親会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇親会

総  　会　 風　 景
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出張会務　報告

報告者：企画開発部　部長　宮川　譲
用　務　名 アイパル香川挨拶、かがわ国際フェスタ事前打ち合わせなど
日　　　時 令和３年９月 24 日　13：30
用　務　地 アイパル香川事務局　会議スペース
主　催　者 －

報告者以外の
　　参加者

企画開発副部長　吉井　健人

内　　　容 毎月実施している無料相談会について引き続き継続していきたい旨を伝えたとこ
ろ、快諾いただいた。コロナ禍のため現在は中止となっている無料相談会も状況に
応じて再開していくということで共通の認識を持った。
10 月に開催されるかがわ国際フェスタについて出展料も支払い、申込み手続きを完
了させた。

成果及び感想 －

　報告者：国際業務委員会　委員長　吉井　健人

用　務　名 香川県専修学校各種学校連合会　2021 年度　文部科学省委託事業　
第１回実施委員会

日　　　時 令和３年 11 月 30 日　10：00 ～ 11：30
用　務　地 ZOOM
主　催　者 香川県専修学校各種学校連合会

報告者以外の
　　参加者

－

内　　　容 議題
１．文科省委託事業「専修学校グローバル化推進支援事業」全体概要
２．香川県における専門学校留学生の戦略的受け入れ推進事業計画
３．令和３年度コロナ禍における香川県留学生の状況
４．意見交換

成果及び感想 議題１については、文科省の事業がどのような内容なのか説明があった。事業とし
ては、
①コロナ禍を踏まえた各地域における外国人留学生の戦略的受入に向けた体制整備
②分野横断連絡調整会議の実施
③継続的な外国人留学生の状況調査
となっており、上記を基に議題２で香川県における事業実施について専各連より計
画の説明があった。
議題３については、会議の時期がちょうど厚生労働省の水際対策強化に係る新たな
措置（19）が発表され、留学生の入国緩和が始まると言われた後、急遽オミクロン
株の影響で外国人の新規入国が全て停止されたという状況で、対応に追われている
専門学校の現況について説明があった。
意見交換については、留学生の受入れが止まってしまったことについての話題が多
く、オンライン授業で対応しているが、なかなか難しい等の話もあり、コロナの影
響で様々な苦労が発生していることを改めて感じた結果となった。
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　報告者：国際業務委員会　委員長　吉井　健人

用　務　名 外国人留学生就労支援セミナー 2022 について

日　　　時 令和３年 12 月 15 日 11：00 ～ 12：30
用　務　地 吉井行政書士事務所
主　催　者 香川県専修学校各種学校連合会

報告者以外の
　　参加者

副会長　吉井　幸子、香川県専修学校各種学校連合会　事務局長　亀本　浩史、学
校法人穴吹学園　広報・キャリアセンター所長補佐　井上　和之、学校法人穴吹学
園　広報・キャリアセンター部長　大場　弘三

内　　　容 専各連及び穴吹カレッジより、外国人留学生就労支援セミナー 2022 の日程、詳細
等が決定したため、打ち合わせを行いたいとの連絡があった。行政書士会事務局横
の会議室が埋まっていたため、吉井行政書士事務所において対応。

外国人留学生就労支援セミナー 2022 の詳細は下記の通り
日程　令和４年１月 26 日（水）
会場　かがわ国際会議場
時間　13：30 ～ 17：00

昨年同様、当日、相談ブースを開設するため、相談員の派遣依頼があった。国際業
務委員会で早急に人選等を行う旨、回答した。

成果及び感想 －

　報告者：国際業務委員会　委員長　吉井　健人
用　務　名 フューチャーデザイン日本語学校への挨拶を兼ねた行政書士活用の依頼
日　　　時 令和３年 12 月 15 日 14：00 ～ 15：00
用　務　地 フューチャーデザイン日本語学校
主　催　者 香川県行政書士会国際業務委員会

報告者以外の
　　参加者

副会長　吉井　幸子、副委員長　宮川　譲
フューチャーデザイン日本語学校　学校長　直井　信也

内　　　容 2021 年 10 月に開校した香川県で２校目の日本語学校への挨拶及び行政書士活用の
依頼

成果及び感想 学校長である直井 信也 氏に留学生に関わる行政書士業務の説明を行い、就職時の
在留資格変更等、行政書士の活用を依頼した。
現在、留学の在留資格申請については学校のスタッフで対応できており、就職等も
留学生の入国すらできていない状況で、まだまだ先の話になるとのことであったが、
この先、スタッフの退職により対応できなくなったり等、何があるか分からないの
で、何かあった際は行政書士を活用したいという返答をいただけた。

　　　　　　　　　　報告者：副会長　横田　稔
用　務　名 高松市三課・行政書士会との意見交換会
日　　　時 令和３年 12 月 27 日 14：00 ～ 15：30
用　務　地 高松市庁舎内　会議室
主　催　者 監察部
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報告者以外の
　　参加者

監察部長　近石秀志、　　監察部　千葉敦雄

内　　　容 議題
１．高松市における農地の申請について
２．担当課でのデジタル化への取り組みについて
　　　　　　　（オンライン申請、様式改訂、押印廃止等）
３．意見交換
　　　　　①行政書士会への要望、意見
　　　　　②行政書士会からの要望、意見
４．その他
　　　　　①会員名簿の利用状況
　　　　　②チェックリストの活用状況

成果及び感想 １．高松市における農地の申請件数にあっては「本人申請、代理人申請、委任状添
付など」の項目に照らして会の終了後回答していただける。
２．担当課でのデジタル化への取組みについては①オンライン申請～現時点では未
定。②様式改訂～ 3 条関係、非農地関係は少し改訂がある予定。③押印廃止～一部
については廃止しているが全て廃止とはならず全体としては検討中。
３．意見交換

①市から行政書士会への要望、意見
以前と比較すると窓口での免許証等での本人確認もやっているし、担当者もだ
いぶ意識改革が出来ていると感じている。
ほとんどの提出書類に委任状が付いているが、たまに行政書士の身分証を携行
していない人もいるので、その点を徹底して欲しい。
今後も事務の合理化やお互いの意識改革をいい方向で継続してやっていきたい
し、タイムリーな意見交換ができれば、なおいいと感じている。
行政書士会が作っている委任状を使って欲しい。
農地転用の絡みでは、市が作っているチェックリストを活用して欲しい。

②行政書士会から市への要望、意見
デジタル化に関して、今後変更点があれば会員に周知するので、その際の周知
会開催をお願いしたい。
名前を貸すだけの行政書士がいたりするので、委任状の受任者としての本人確
認をお願いしたい（図面作成者や土地家屋調査士が手続きをしている等）。後
になって何かあった時に「市が受付してくれたので良いと思っていた」等と市
に全て責任があるように言って逃げる者もいるのでお互いを守るうえでも大事
なことであり、第一に部下である窓口担当者の家族を守るためにも、ぜひ部下
に対してご指導をお願いしたい。
チラシ、ポスターは目につきやすい所に掲示等して欲しい。

４．その他
①市から「会員名簿はよく活用していてボロボロになっている。最新版を下さい」
　とのこと。
②感想

　　全体として和やかさの中にもポイントを外さず有意義な会であった。
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　　　　　報告者：企画開発部　部長　宮川　譲
用　務　名 無料相談会に関する意見交換
日　　　時 令和４年１月 21 日 12：00 ～ 16：00
用　務　地 高松市役所、丸亀市役所、多度津町役場
主　催　者 －

報告者以外の
　　参加者

部員　高尾　昌人　　広報部長　真鍋　光夫（多度津町役場のみ）

内　　　容 ①高松市総務局広報広聴課市民相談コーナー課長補佐荒木寿則氏と高松市役所にお
ける無料相談会について意見交換

②丸亀市市長公室広報広聴課副課長横井明子氏と丸亀市役所における無料相談会に
ついて意見交換

③多度津町長丸尾幸雄氏、多度津町総務課課長泉知典氏、同課行政係長今泉良平氏
と多度津町役場における無料相談会について意見交換

成果及び感想 各所担当者との関係構築を図ることができた。
それぞれおける他士業の無料相談会も含めた相談会の状況について知ることができ
た。弁護士相談などは予約のキャンセル待ちとなっているとのことなので、遺産相
続など行政書士でも対応可能な案件については、行政書士による無料相談も利用可
能であることの案内をお願いすることができた。
無料相談会以外でも各種イベントにおける相談会なども対応可能であることを伝え
た。
総じて、行政書士は何ができるのかという点について各市役所側への広報不足であ
ることが感じられた。

　　　　　　　　　　報告者：副会長　横田　稔
用　務　名 丸亀市農地行政担当課・行政書士会との意見交換会
日　　　時 令和４年２月 21 日 10：00 ～ 11：25
用　務　地 丸亀市庁舎内　会議室
主　催　者 監察部

報告者以外の
　　参加者

監察部長　近石秀志、監察部　千葉敦雄

内　　　容 議題
１．丸亀市における農地の申請について
２．デジタル化への取り組みについて
　　　　　　　（オンライン申請、様式改訂、押印廃止等）
３．意見交換
　　　　　①行政書士会への要望、意見
　　　　　②行政書士会からの要望、意見
４．その他
　　　　　①会員名簿の利用状況
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成果及び感想 １．丸亀市における農地の申請件数にあっては「本人申請、代理人申請、委任状添
付など」の項目に照らして後日回答していただける。

２．担当課でのデジタル化への取組みについては①オンライン申請～現時点では未
定。②様式改訂～検討中。③押印廃止～一部については廃止しているが全て廃
止とはならず全体としては検討中。

３．意見交換
　①市から行政書士会への要望、意見

以前と比較すると窓口での免許証等での本人確認もやっているし、担当者もだ
いぶ意識改革が出来ていると感じている。
ほとんどの提出書類に委任状が付いているが、たまに行政書士の身分証を携行
していない人もいるので、その点を徹底して欲しい。
今後も事務の合理化やお互いの意識改革をいい方向で継続してやっていきたい
し、タイムリーな意見交換ができれば、なおいいと感じている。

　②行政書士会から市への要望、意見
デジタル化に関して、今後変更点があれば会員に周知するので、その際の周知
会開催をお願いしたい。
名前を貸すだけの行政書士がいたりするので、委任状の受任者としての本人確
認をお願いしたい（図面作成者や土地家屋調査士が手続きをしている等）。
後になって何かあった時に「市が受付してくれたので良いと思っていた」等と
市に全て責任があるように言って逃げる者もいるので、お互いを守るうえでも
大事なことであり、第一に部下である窓口担当者の家族を守るためにも、ぜひ
部下に対してご指導をお願いしたい。
チラシ、ポスターは目につきやすい所に掲示等して欲しい。

４．その他
　①市から「会員名簿は機会あるごとに活用している」とのこと。
　②感想
　　全体として和やかさの中にもポイントを外さず有意義な会であった。

　　　　　　　　　　報告者：副会長　横田　稔
用　務　名 善通寺市農地行政担当課・行政書士会との意見交換会
日　　　時 令和４年２月 25 日 9：30 ～ 10：42
用　務　地 善通寺市庁舎内　会議室
主　催　者 監察部

報告者以外の
　　参加者

監察部長　近石秀志、監察部　千葉敦雄

内　　　容 議題
１．善通寺市における農地の申請について
２．デジタル化への取り組みについて
　　　　　　　（オンライン申請、様式改訂、押印廃止等）
３．意見交換
　　　　　①行政書士会への要望、意見
　　　　　②行政書士会からの要望、意見
４．その他
　　　　　①会員名簿の利用状況
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成果及び感想 １．善通寺市における農地の申請件数にあっては「本人申請、代理人申請、委任状
添付など」の項目に照らして後日回答していただける。

２．担当課でのデジタル化への取組みについては①オンライン申請～現時点では未
定。②様式改訂～検討中。③押印廃止～一部については廃止しているが全て廃
止とはならず全体としては検討中。

３．意見交換
　①市から行政書士会への要望、意見

別段これと言ってないが、この会で今後本人確認もきちんとやっていこうと思っ
たので、身分証を携行するよう周知徹底をお願いしたい。
今後も事務の合理化やお互いの意識改革をいい方向で継続し、やっていきたい
ので、タイムリーな意見交換ができれば、なおいいと感じた。

　②行政書士会から市への要望、意見
デジタル化に関して、今後変更点があれば会員に周知するので、その際の周知
会開催をお願いしたい。
名前を貸すだけの行政書士がいたりするので、委任状の受任者としての本人確
認をお願いしたい（図面作成者や土地家屋調査士が手続きをしている等）。
何かあった時に「市が受付してくれたので良いと思っていた」等と市に全て責
任があるように言って逃げる者もいるので、お互いを守るうえでも本人確認は
大事なことであり、第一に部下である担当者の家族を守るためにも部下に対し
てご指導をお願いしたい。
チラシ、ポスターは目につきやすい所に設置・掲示等を宜しくお願いする。

４．その他
　①市側から「会員名簿は機会あるごとに活用している」とのこと。　
　②感想
　　全体としての雰囲気は良く、ポイントを外さず有意義な会であった。

　　　　　　　　　　報告者：副会長　横田　稔
用　務　名 三豊市農地行政担当課・行政書士会との意見交換会
日　　　時 令和４年２月 28 日 9：30 ～ 10：00
用　務　地 三豊市庁舎内　会議室
主　催　者 監察部

報告者以外の
　　参加者

監察部長　近石秀志、監察部　千葉敦雄

内　　　容 議題
１．三豊市における農地の申請について
２．デジタル化への取り組みについて
　　　　　　　（オンライン申請、様式改訂、押印廃止等）
３．意見交換
　　　　　①行政書士会への要望、意見
　　　　　②行政書士会からの要望、意見
４．その他
　　　　　①会員名簿の利用状況
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成果及び感想 １．三豊市における農地の申請件数にあっては「本人申請、代理人申請、委任状添
付など」の項目に照らして後日回答していただける。

２．担当課でのデジタル化への取組みについては、県の方針に沿うようにと考えて
いるが①オンライン申請～現時点では未定。②様式改訂～検討中。③押印廃止
～一部については廃止しているが全て廃止とはならず全体としては検討中。

３．意見交換
　①市から行政書士会への要望、意見
　別段これと言ってない。
　②行政書士会から市への要望、意見

デジタル化に関して、今後変更点があれば会員に周知するので、その際の周知
会開催をお願いしたい。
名前を貸すだけの行政書士がいたりするので、委任状の受任者としての本人確
認をお願いしたい（図面作成者や土地家屋調査士が手続きをしている等）。
何かあった時に「市が受付してくれたので良いと思っていた」等と市に全て責
任があるように言って逃げる者もいるので、お互いを守るうえでも本人確認は
大事なことであるので、その点宜しくお願いします。
チラシ、ポスターは目につきやすい所に設置・掲示等を宜しくお願いする。

４．その他
　①市側から「時々活用しているが、会員名簿の新しいのがあれば欲しい」とのこ

とであり、その場で２冊手渡した。
　②感想

市の方の都合で打ち切りとなったが、ポイントを外さずお願いしたが、もっと
時間があれば雑談を含めて有意義な場になったのではないかと感じた。

　　　　　　　　　　報告者：副会長　横田　稔
用　務　名 香川県農政課・行政書士会との意見交換会
日　　　時 令和４年３月 4 日 10：00 ～ 11：00
用　務　地 香川県庁舎内　会議室
主　催　者 監察部

報告者以外の
　　参加者

監察部長　近石秀志、監察部　千葉敦雄

内　　　容 議題
１．香川県下における農地の申請について
２．意見交換
　　　　　①行政書士会への要望、意見
　　　　　②行政書士会からの要望、意見
３．その他

47



成果及び感想 １．香川県下における農地の申請件数にあっては「本人申請、代理人申請」項目に
照らして後日回答していただけるが、申請における問題点等はないとのこと。

２．意見交換
　①県から行政書士会への要望、意見

基本的に統一できる部分については各市町の担当者に指導しているが、提出書
類等にあっては各市町によって異なっているものも一部ある。
その点については、各市町の判断であるので理解して欲しい。
行政書士としての本人確認は必要なことであるので、会員の皆さんに身分証を
携行するようご指導をお願いしたい。

　②行政書士会から県への要望、意見
意見や要望等に関して、高松市・丸亀市・善通寺市・三豊市の各農地行政担当
課との意見交換会の状況等も含めながら説明した。
デジタル化に関して、今後変更点があれば会員に周知するので、その際の周知
会開催をお願いしたい。
名前を貸すだけの行政書士がいたりするので、委任状の受任者としての本人確
認をするよう各市町の担当者にご指導をお願いしたい。
後になって何かあった時に「市町が受付してくれたので良いと思っていた」等
と市町に責任があるように言って逃げる者もいるので、お互いを守るうえでも
大事なことであるのでその点宜しくお願いする。

３．その他
　①担当課でのデジタル化への取組みについては①オンライン申請～現時点では未

定。②様式改訂～検討中。③押印廃止～基本的には廃止と考えているが全て廃
止とはならず全体としては検討中。

　②会員名簿については活用をお願いし、新しいものを１冊手渡した。
　③感想
　　全体としては有意義な会であった。

　報告者：行政書士ＡＤＲセンター香川　副センター長　樫村　静恵

用　務　名
一般財団法人 日本 ADR 協会　実務研修・実務情報交換会
｢ADR で成立した和解への執行力付与をめぐる状況と和解条項作成のポイント～民
事執行制度を踏まえた解説｣

日　　　時 令和４年３月 25 日 14：00 ～ 17：00
用　務　地 ZOOM によるオンライン開催　センター長、副センター長　各事務所
主　催　者 一般社団法人　日本ＡＤＲ協会（ＪＡＤＲＡ）

報告者以外の
　　参加者

センター長　林　一興
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内　　　容 ①開会挨拶　JADRA 理事　京都大学教授　　山田　文　氏
②報告
　｢ADR・ODR の推進にかかる法務省の最近の取組｣
　報告者：法務省大臣官房司法法政部審査監督課長　山上　淳一　氏
③第 1 部研修
　「民間 ADR 和解への執行力付与の議論状況｣
　講師：JADRA 理事・ADR 調査企画委員会委員　弁護士　出井　直樹　氏

④第 2 部　研修
　｢民事執行制度の概要と執行力の付与を念頭においた和解条項作成のポイント｣
　講師：東京地方裁判所判事（民事第 21 部〔民事執行センター〕）小田　正二　氏
⑤協会の活動報告
　報告者：　JADRA 理事　ITS JAPAN 法務主査　佐藤　昌之　氏
　報告内容：・日本 ADR 協会の活動報告（ODR に関する意見書提出、仲裁法等の
　　　　　　　改正に関する中間試案への意見書提出、オンライン研修開催　等）
　　　　　　・ADR 機関と相談機関のマッチング企画について

成果及び感想 ○第一部の研修では、民間 ADR 和解への執行力付与の議論が起こった背景と検討
の経緯、本年 2 月に法政審議会において取りまとめられた ｢調停による和解合意に
執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案｣ で提案され、今後予定されてい
る立法の概要について講義を受けた。
○第二部の研修では、ADR 和解への執行力付与の立法化され仕組みが導入された
際に、ADR 機関において和解条項を作成するにあたり理解しておくべき民事執行
手続の基本事項について講義を受けた。
・執行力付与の仕組みが導入された場合、ADR 調停において合意書を作成する際に
は実際に民事執行手続きを利用する可能性を念頭において和解条項を作成しなけれ
ばいけない。今回の研修では民事執行手続きの基本的な事項と、和解条項作成に押
さえておかなければならないポイントについて、具体例を交えて学ぶことができた。
・制度が導入される前に、ADR センター香川内でも新たな仕組みに対応した合意文
書の検討と、調停候補者への研修が必要である。また手続関与弁護士との協業体制
は、今まで以上に必要となってくるだろう。
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令和3年度行政書士試験

　令和３年 11 月 14 日に令和３年度の行政書士試験が香川大学林町キャンパスで実施されました。

香川県受験データ　
出願者数　441 名　　　　　　　　　合格者数　38 名
受験者数　340 名　　　　　　　　　合格率　　11.18％

全国受験データ　
出願者数　61,869 名　　　　　　　　合格者数　5,353 名
受験者数　47,870 名　　　　　　　　合格率　　11.18%

令和3年度特定行政書士考査

　香川県の令和３年度の特定行政書士法定研修の修了者は１名でした。

    登録番号   氏名
    18361862  川西　英三

令和 4 年度

行政書士試験【日程】
令和４年 11 月 13 日【場所】
香川大学幸町南キャンパス
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　　　　　会員だより

行政書士と司法書士との業際に関する調査研究
高松支部　吉田智紀

行政書士と司法書士との業際に関する調査研究をしています。
今までの調査研究成果は以下です。

●司法書士が行う「遺言書案文及び自筆証書遺言の財産目録、信託契約書及び同案文」作成業務
の問題点を考えるサイト～行政書士法に抵触しないのか？～（2022 年 3 月公開）
https://yoshida-tomoki.jimdosite.com/

●司法書士が行う「遺言書案文及び自筆証書遺言の財産目録、信託契約書及び同案文」作成業務
の問題点～行政書士法、弁護士法に抵触しないのか？～（2022 年 4 月公開）
https://yoshida-tomoki-2.jimdosite.com/

●財産管理業務って何？　司法書士業務と行政書士業務を比較する～司法書士による不当な喧伝
に警告～（2022 年 5 月公開）
https://yoshida-tomoki-3.jimdosite.com/

●司法書士が行う法人向け財産管理業務 ( 書類作成業務 ) の問題点～行政書士法、弁護士法に抵
触しないのか？～ (2022 年 7 月公開 )
https://yoshida-tomoki-4.jimdosite.com/

ご興味のある方は
ご覧ください！
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日行連より業務資料
受信年月日 日行連発番号 文 書 名 等 
2021/10/04 872 行政書士制度 70 周年記念式典への参加について（追加募集）
2021/10/05 878 認証取得済み単位会に対する PR 助成措置について
2021/10/05 881 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について

2021/10/05 886 第 2 回 CCUS 認定アドバイザー認定講習の受講候補者選定のご協力につい
て（依頼）

2021/10/06 898 「規制改革・行政改革ホットライン（縦割り 110 番）」募集のお知らせについて

2021/10/08 906 外国人の法人設立・在留資格取得等を支援することができる「外国語対応
可能な行政書士」について（お願い）

2021/10/08 912 特定行政書士法定研修に係る次年度への振替措置等について
2021/10/12 928 行政書士制度 70 周年記念式典へのご参加に係るご案内

2021/10/12 929 日本行政書士会連合会大規模災害等の対策に関する規則の一部改正（案）」
の議事結果について

2021/10/12 931 コンビニエンスストア等で発行された戸籍謄本等に係る偽造・改ざん防止
対策について

2021/10/12 935 令和 3 年度著作権相談員養成研修に係る取り扱いについて
2021/10/12 938 コスモスマークの統一的な運用について
2021/10/14 939 「月刊日本行政」9 月号 (No.586) の返送分宛名調査について

2021/10/14 948 海外の都市におけるロックダウンによる自動車部品の供給不足に伴うＯＳ
Ｓ申請の一時的な取扱いについて（周知）

2021/10/14 949 航空法施行規則の一部改正について（周知）
2021/10/14 951 行政書士制度 70 周年総務大臣特別表彰について

2021/10/14 954 建設業関係法令におけるデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備
に関する法律の施行について（周知）

2021/10/18 981 特定行政書士法定研修に係るご連絡（御礼）
2021/10/19 986 行政書士制度 70 周年記念式典 _ インターネットによるライブ配信について
2021/10/20 992 申請取次事務研修会（12 月 VOD 方式）の開催について

2021/10/22 998 申請取次行政書士管理委員会責任者会議の開催に向けた事前アンケート及
び資料提供のお願いについて

2021/10/25 1014 実質的支配者リスト制度について（周知）
2021/10/28 1029 単位会における法教育事業実施への支援について
2021/10/29 1038 行政書士制度 70 周年日行連会長特別表彰受賞者決定について（通知）
2021/11/01 1043 建設特定技能外国人制度の説明会開催について（周知）
2021/11/02 1055 令和 3 年度会長会及び理事会の開催について

2021/11/04 1061 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライ
ンの改正について（周知）

2021/11/04 1062 令和３年秋の叙勲受章者のお知らせ
2021/11/05 1069 理事会後の懇親会について

2021/11/08 1085 自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）を利用した申請に係
る保管場所標章の郵送交付について（周知）

2021/11/11 1105 特定行政書士の付記に伴う今後の登録事務手続について（お願い）
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2021/11/12 1118 CCUS 認定アドバイザー認定講習の受講候補者の追推薦について（依頼）
2021/11/17 1135 行政書士制度 70 周年式典の写真データの公開について

2021/11/17 1137 令和２年秋及び令和３年春の叙勲・褒章受章者に係る宮殿内見学等につい
て

2021/11/17 1140 令和 3 年度特定行政書士法定研修に係る結果の公表について
2021/11/17 1141 建設キャリアアップシステム代行申請の解禁について（周知）

2021/11/19 1151 WEB セミナー「農林水産省共通申請サービス（eMAFF) に関するセミナー」
の開催について（周知）

2021/11/22 1165 経営事項審査における監理技術者講習の有効期間の取扱い及び経営事項審
査の改正の方向性について（周知）

2021/11/25 1178 建設特定技能受入計画オンライン申請の委任状のご案内
2021/11/25 1181 理事会の議事結果について

2021/11/25 1183 マイナンバーカードの代理申請手続事業の実施に向けた具体的取り組みに
ついて

2021/11/25 1187 執行官の採用選考受験案内について

2021/11/26 1191 宗教法人の登記に関する届出に係る登記事項証明書の添付省略について（周
知）

2021/11/26 1196 水際対策強化に係る新たな措置に関する WEB 緊急講演の開催について（周知
のお願い）

2021/11/26 1197 申請取次実務研修会（2 月 VOD 方式）の開催について
2021/11/26 1199 令和４年新年賀詞交歓会及び単位会総会の日程について（お伺い）
2021/12/02 1217 暴力団等排除対策委員会の設置方について（要望）_ 香川会

2021/12/02 1218 外国語対応可能な士業のリストの新規登録及び情報更新時の様式変更につ
いて

2021/12/03 1242 令和３年度所得税等の確定申告に向けた e-Tax による申告について（周知）
2021/12/03 1243 マイナンバーカードの積極的な取得及び健康保険証利用の促進について
2021/12/08 1264 R3 年度下期資格審査会の開催について
2021/12/10 1271 マイナンバーカード代理申請手続事業説明会の開催について
2021/12/10 1273 法教育に関する相談窓口のご案内について
2021/12/10 1275 各単位会における行政書士記念日事業に関するアンケートについて
2021/12/13 1277 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）及び削減状況の公表について
2021/12/13 1282 行政書士制度 70 周年記念動画のデータ提供について
2021/12/15 1301 令和 4 年 1 月 1 日からの公証事務運用の改定について（周知）
2021/12/17 1313 令和 4 年新年賀詞交歓会及び理事会の開催について

2021/12/21 1333 令和 3 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の交付につ
いて（周知）

2021/12/21 1334 自動車事故対策費補助金の一部の申請受付期間の延長について（周知）

2021/12/23 1345 自動車 OSS による変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自
動車登録番号標交付時期猶予について（周知）

2021/12/24 1347 封印取付け委託要領等の一部改正について（周知）
2021/12/24 1349 特定行政書士全国担当者会議について
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2021/12/24 1363 届出済証明書の更新手続きにおける「理由書」提出後、未受講の会員への
受講促進について（お願い）

2021/12/27 1373 デジタル手続法施行日に係る住民基本台帳法の改正に伴う戸籍の附票の写
しの交付に関する取扱いの変更について

2021/12/27 1364 マイナンバーカード申請手続相談員に関する再募集等について
2021/12/27 1366 薬機法に関する研修会等の開催における講師紹介について
2021/12/28 1376 行政書士試験の会場確保等に係る都道府県への協力依頼について
2021/12/28 1377 理事会の開催について (R4.1.20)

2021/12/28 1386 下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について（周
知）

2021/12/28 1387 標準見積書の活用等による労務費及び法定福利費の確保の促進について（周知）
2022/01/06 1400 デジタル化を阻害する規制に関するアンケートについて（お願い）
2022/01/06 1406 改正民法施行に伴う成年年齢の引き下げについて（お知らせ）
2022/01/06 1411 日本行政書士会連合会 _ 会長会議事録の送付について

2022/01/07 1425 住民基本台帳法の改正に係る現行の職務上請求書を使用した戸籍の附票の
写しの請求について

2022/01/13 1439 住民基本台帳法の改正に係る現行の職務上請求書を使用した戸籍の附票の
写しの請求に用いる書式の取扱いについて（追加連絡）

2022/01/13 1442 認証取得済単位会課題検討協議会の開催について
2022/01/13 1444 令和４年新年賀詞交歓会中止のご連絡

2022/01/17 1463 リーフレット「みんなで目指すクリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界」
の配付について（依頼）

2022/01/17 1458 日行連が行う行政書士記念日事業について
2022/01/18 1445 理事会の開催方法の変更について
2022/01/18 1466 全国建設業担当者会議の開催について
2022/01/19 1474 軽自動車 OSS ポータルサイトにおける構成の変更について（周知）
2022/01/19 1476 「申請取次届出済者」データの提出等について（お願い）
2022/01/20 1492 事業復活支援金の登録確認機関に関する中小企業庁からの協力依頼について
2022/01/21 1499 令和 4 年度申請取次関係研修会の開催予定について
2022/01/21 1506 「月刊日本行政」発送停止者の追跡調査について（お願い）
2022/01/21 1514 戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の購入冊数報告について（依頼）
2022/01/21 1515 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について
2022/01/24 1517 令和 3 年度司法研修の助成金の支給について（ご確認のお願い）
2022/01/25 1524 令和 4 年度専修大学大学院における司法研修について（お願い）
2022/01/26 1527 理事会の議事結果について
2022/01/28 1549 マイナンバーカード代理申請手続事業について（お願い）
2022/01/31 1560 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について

2022/02/01 1563 建設キャリアアップシステム代行申請における行政書士の事業者登録方法
について（周知）

2022/02/03 1570 行政書士に関する実態調査について（お願い）
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2022/02/04 1585 内閣府「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に伴う各単位会の男女内訳
調査について ( お願い )

2022/02/04 1593 令和 3 年度全国広報担当者会議の開催について

2022/02/04 1602 WEB セミナー「『外国人との共生社会の形成のために』～行政書士は、多
文化共生社会づくりのパートナー～」の開催について（周知）

2022/02/04 1603 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について

2022/02/04 1605 住民基本台帳法の改正に係る職務上請求書を使用した戸籍の附票の写しの
請求に関する取扱いの変更について

2022/02/08 1611 事業復活支援金の運用開始に係る中小企業庁への確認について
2022/02/09 1624 マイナンバーカード代理申請手続事業について
2022/02/09 1631 成年後見に関する全国担当者会議の開催について
2022/02/10 1636 消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について
2022/02/10 1639 全国企業支援業務担当者会議の開催について
2022/02/10 1640 全国知的財産業務担当者会議の開催について

2022/02/15 1659 新型コロナウイルス感染症に係る感染症法に基づく就業制限の解除に関す
る取扱いについて

2022/02/15 1660 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策についての分科会提言の周知に
ついて

2022/02/15 1661 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について
2022/02/16 1672 申請取次実務研修会（4 月 VOD 方式）の開催について
2022/02/16 1675 令和 3 年度法教育担当者会議の開催について
2022/2/17 1682 令和 4 年度登録関係処理日程について
2022/02/21 1699 農地法・土地計画法関係業務担当者会議の開催について

2022/02/21 1703 外国語対応可能な士業のリストの新規登録及び情報更新時の様式変更につ
いて

2022/02/24 1714 マイナンバーカード代理申請手続事業に係る音声付きマニュアルの提供に
ついて

2022/02/24 1716 全国国際業務担当者会議の開催について
2022/02/25 1267 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について
2022/02/25 1727 令和 4 年度総務大臣表彰受賞候補者の推薦について
2022/02/25 1733 マイナンバーカード代理申請手続事業に係る実施報告様式の送付について
2022/02/25 1734 令和 4 年度特定行政書士法定研修について
2022/03/02 1742 調停スキルに関する研修（基礎編）に係る効果測定及び解説動画について
2022/03/03 1753 希望ナンバーの予約の有効期限の取扱いについて

2022/03/04 事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域
の変更及び期間の延長（令和４年３月４日）に伴う工事及び業務の対応に
ついて

2022/03/04 1766 令和 4 年度定時総会における日行連会長表彰の受賞候補者の推薦について
2022/03/04 1770 職務上請求書の令和 4 年度頒布における頒布価格等について
2022/03/04 1771 令和 3 年度全国総務部長会議の開催について
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2022/03/10 1800 第 3 回 CCUS 認定アドバイザー認定講習の受講候補者のご協力について（依
頼）

2022/03/10 1802 CCUS 登録行政書士のオンライン講習の受付開始について（周知）
2022/03/10 1804 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について
2022/03/10 1808 令和 4 年度申請取次関係研修会の修了証書発送日程について

2022/03/11 1812
令和４年度日本行政書士会連合会定時総会における日行連顕彰規則第３条
第六号及び第５条に係る日本行政書士会連合会会長表彰予定者の確認につ
いて

2022/03/11 1818 認証取得済単位会課題検討協議会の結果報告及び事後アンケートの実施に
ついて

2022/03/14 1836 自動車登録申請の年度末繁忙期集中分散について（周知）
2022/03/15 1842 全国企業支援業務担当者会議における参考資料の送付について
2022/03/16 1845 在留申請オンラインシステムについて（周知）

2022/03/22 1864 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う窓口申請の年度末集中の分散について
（周知）

2022/03/22 1867 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について
2022/03/25 1878 軽自動車 OSS における申請方法の拡大について（周知）

2022/03/25 1887 中央研修所研修サイト VOD 講座「行政書士コンプライアンス研修『職業倫
理』」について

2022/03/25 1890 令和 3 年度事務連絡費の送金について

2022/03/25 1897 「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利
用に伴う道路占用の取扱いについて」の一部改正等について（周知）

2022/03/28 1877 マイナンバーカード代理申請手続事業の継続と本年度実施分の費用の取扱
いについて（周知）

2022/03/28 1900 「行政書士関係法令先例総覧」電子ブック化に係るお知らせ
2022/03/31 1913 令和 4 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
2022/03/31 1919 社会福祉連携推進法人制度の施行について（周知）

2022/03/31 1920 公証役場における令和 4 年 4 月 1 日からのクレジットカード決済の導入につい
て（周知）

2022/03/31 1930 権利擁護推進パンフレット「行政書士による権利擁護のススメ　そうだ、
行政書士に相談しよう！！」の作成について

2022/03/31 1931 全国建設業担当者会議の結果報告について
2022/03/31 1933 エコアクション 21 に関する研修会等の開催における講師紹介について

2022/03/31 1939 第 72 回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支え
る地域のチカラ～に対する協力について（依頼）

2022/04/01 3 ADR 分野別取扱件数等に関する各種アンケートについて（協力依頼）
2022/04/04 13 日本行政書士会連合会事務局の体制について

2022/04/05 16 「種苗法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整
備等に関する省令」等について（周知）

2022/04/06 23 令和３年度全国総務部長会議に係る御礼及び開催後アンケートの実施につ
いて
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2022/04/07 26 「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の一部改正について（周
知）「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の一部改正について）

2022/04/07 27 マンション管理適正化・再生推進事業（マンションの新たな維持管理の適
正化・再生推進）を実施する者の公募について（周知）

2022/04/07 29 限度超過車両の新たな通行確認制度（特殊車両通行確認制度）の運用開始につい
て（周知）

2022/04/07 30 継続検査【指定整備】OSS における「使用者本人申請」の取扱いの開始につ
いて（周知）

2022/04/07 31 「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン Ver.3.0」の公表につい
て（周知）

2022/04/07 38 全国広報担当者会議の結果報告について
2022/04/08 45 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改訂等について（周知）

2022/04/08 46 「車検証の交付に係る事務の委託制度」に関する実証実験の参加者募集につい
て（依頼）

2022/04/08 49 ウクライナ避難民等への支援活動について（協力依頼）
2022/04/14 58 令和４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
2022/04/14 60 申請取次事務研修会（6 月 VOD 方式）の開催について

2022/04/15 67 マイナンバーカード代理申請手続事業の継続及び今後の活動について（周
知）

2022/04/18 68 中央研修所研修サイト VOD 講座「令和 3 年度民法・不動産登記法改正、相
続土地国庫帰属法のポイント」について

2022/04/18 78 新型コロナウイルス感染者の発生に関するご報告
2022/04/19 82 農地法・都市計画法関係業務担当者会議結果報告について
2022/04/20 85 令和 3 年度著作権相談員名簿の送付について
2022/04/21 86 著作権相談員カードの送付について
2022/04/22 95 ウクライナ避難民等在留支援本部の活動がテレビ番組で紹介されました
2022/04/25 99 令和 3 年度全国法教育担当者会議の結果報告について
2022/04/26 100 「特定行政書士名簿」の活用について（お願い）
2022/04/26 103 令和 4 年度著作権相談員養成研修に係る取り扱いについて
2022/04/27 111 令和４年度「男女共同参画週間」の実施について（周知）
2022/04/28 114 令和４年春の黄綬褒章受章者のお知らせ
2022/04/28 122 ウクライナ避難民等への支援活動について（協力依頼）
2022/05/02 124 令和４年春の叙勲受章者のお知らせ
2022/05/02 125 日本行政書士会連合会事務局の体制について
2022/05/02 132 理事会の議事結果について
2022/05/06 143 令和４年度国家公務員倫理に関する標語募集について

2022/05/09 144 「建設特定技能受入計画における最新の情報について」の開催について（周知
のお願い）

2022/05/09 146 デジタル推進委員へのご協力要請について ( お願い )
2022/05/09 152 令和４年度日本行政書士会連合会定時総会の開催について
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受信年月日 日行連発番号 文 書 名 等 

2022/05/09 157 令和４年度定時総会における議事運営委員会委員候補者の推薦について（依
頼）

2022/05/12 187 ウウクライナ避難民への支援に関する各自治体との連携について

2022/05/16 195 「旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部を改正す
る政令」の閣議決定について（周知）

2022/05/16 196 道路交通法施行令の一部を改正する政令（自動車の積載制限）の施行につい
て（周知）

2022/05/16 199 新型コロナワクチン接種の推進について

2022/05/17 204 令和 4 年度日本行政書士会連合会定時総会議案に対する質問書の提出につ
いて

2022/05/19 220 マイナンバーカード代理申請手続事業説明会の開催について
2022/05/19 221 エコアクション 21 審査員試験の募集開始について（周知）

2022/05/30 237 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の通知に
ついて

2022/05/27 245 特定記録等事務代行等委託要領の制定について（周知）
2022/05/27 249 出入国管理及び難民認定法に係る省令等の一部改正の周知について
2022/05/30 251 令和 4 年度行政書士制度 PR ポスターの作成・配付について

2022/06/03 264 令和 4 年度定時総会に伴う議事運営委員会委員の委嘱と委員会の開催（通
知）

2022/06/06 275 マイナンバーカード代理申請事業の推進に向けた取組みについて
2022/06/07 284 令和 4 年度特定行政書士法定研修の周知について（お願い）
2022/06/08 294 新型コロナウイルス感染者の発生に関するご報告
2022/06/14 308 申請取次実務研修会（8 月 VOD 方式）の開催について

5 ～ 6 月
無料相談会
相談件数報告

高松市役所 多度津町役場丸亀市役所

相談件数合計　　　14 件
相続・遺産　　　　13 件
土地・建物・近隣　 1 件

相談件数合計　　　3 件
相続・遺産　　　　2 件
養子縁組　　　　　1 件

相談件数合計　　　3 件
相続・遺産　　　　1 件
契約書　　　　　　2 件

無料相談会について
詳しい内容や相談員募集のお知らせは
72 ページをご覧ください！
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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

事務所の名称 電話番号 受理年月日 支部

1124 直井　勝義 0877-35-8437 令和 4 年
1 月 11 日 中讃

997 吉岡　亮 760-0078
香川県高松市今里町一丁目 31 番地 1 令和 4 年

1 月 27 日 高松

430 品治　民章
香川県高松市郷東町 125 番地 令和 4 年

3 月 3 日 高松

1144 志村　友美 760-0074
香川県高松市桜町 2 丁目 15 番 41 号

087-802-6617 令和 4 年
4 月 20 日 高松

行政書士法人 ORCA

754 谷澤　幸則 760-0079
香川県高松市松縄町 1045 番地 5 令和 4 年

6 月 3 日 高松

1134 香西　祐美 760-0020
香川県高松市錦町 1 丁目 6 番 8-403 号 令和 4 年

6 月 14 日 高松

●○　廃業　○●
氏名 支部 備考 抹消日

濱村　正明 高松 廃業 令和 4 年 1 月 14 日
齋藤　武士 高松 廃業 令和 4 年 2 月 28 日
岩倉　等 中讃 廃業 令和 4 年 2 月 28 日
福家　寛 中讃 廃業 令和 4 年 3 月 31 日

稲井　武士 高松 廃業 令和 4 年 3 月 31 日
石丸　寛 高松 廃業 令和 4 年 3 月 31 日

佐々木　裕健 東讃 廃業 令和 4 年 4 月 15 日
植松　豊 高松 廃業 令和 4 年 4 月 15 日

内海　健二 高松 廃業 令和 4 年 4 月 28 日
曽川　正利 西讃 死亡 令和 4 年 4 月 15 日
木田　重利 高松 廃業 令和 4 年 5 月 13 日

哀　悼　　曽川　正利　様　　謹んでご冥福をお祈りいたします。

～　会員異動の掲載について　～
会員異動の掲載 ( 変更・廃業 ) については、定期的に会報に掲載するとともに最新情報は

日本行政書士会ホームページに随時掲載しておりますので、ご確認下さい。
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✿新入会員及び転入会員の紹介

令和４年６月 15 日現在
会員数 425 名　法人７団体

（氏　名）橋田　明夫
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 3 年 10 月 15 日
（事務所所在地）　
　仲多度郡まんのう町七箇 235 番地
　橋田行政書士事務所

（電話番号）080-2999-8000

　初めまして。警察 OB の橋田と申します。過疎化
の進むまんのう町で社会貢献ができたらと思い「相
続支援センター香川」を立ち上げました。まだ緒に
就いたばかりで何も実現できていませんが、先輩諸
氏のご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。

（氏　名）大下　俊樹
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 10 月 15 日
（事務所所在地）　
　高松市栗林町 1 丁目 9 番 17 号
　行政書士大下俊樹事務所

（電話番号）087-834-4082

　この度入会致しました大下俊樹と申します。普段は、公
認会計士・税理士としての業務を営んでおりますが、顧問
先様から認定経営革新等支援機関として業務や補助金等に
対するニーズが高まっているため、行政書士登録を致しま
した。
　ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

（氏　名）綾野　孝彦
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 3 年 10 月 15 日
（事務所所在地）　
　丸亀市飯山町東小川 1175 番地 1
　綾野孝彦行政書士事務所

（電話番号）0877-85-3522

　11 月に入会させていただきました。よろしくご
指導ください。
　最近はゴルフを頑張っています。よろしくお願
いいたします！

（氏　名）直井　勝義
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 3 年 12 月 1 日
（事務所所在地）　
　丸亀市土器町東 1 丁目 355 番地
　直井行政書士事務所

（電話番号）090-4333-9497

　この度入会させていただきました直井勝義と申
します。平成 29 年に再就職先を退職、ゆったりと
年金生活を楽しんでいましたところ、幼友達に勧
められ、入会することに至ったものです。高齢で
はありますが、折角のチャンスをいただきました
ので、それなりに頑張りたいと思っています。宜
しくお願いします。

（氏　名）大西　弘朗
（支　部）西讃支部
（入会年月日）令和 3 年 12 月 1 日
（事務所所在地）　
　三豊市高瀬町下麻 1482 番地 1
　大西弘朗行政書士事務所

（電話番号）0875-74-7855

　令和３年 12 月に入会させて頂きました大西弘朗
と申します。
　未熟者ですが、日々精進し、業務に邁進していく
所存です。
　各先生方におかれましては、ご指導の程宜しくお
願い致します。

（氏　名）本山　秀和
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 3 年 12 月 1 日
（事務所所在地）　
　高松市木太町 453 番地 1 丸忠
　第 13 ビル 106
　本山秀和行政書士事務所

（電話番号）087-813-7383

　これまでは、税理士業務を専門に業務を行って
まいりました。
　これからは、行政書士業務を加えたサポートを
お客様へ提供できるように努力していきたいと思
います。

60



（氏　名）藤本　誠
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 1 月 15 日
（事務所所在地）　
　高松市林町 16 番地 3
　ふじもと行政書士事務所

（電話番号）070-8548-2156

　この度、入会いたしました藤本と申します。
　現在は、会社員との兼業のため、空き時間や休日
を活かして業務の勉強をしております。
　会社員（技術者）の経験から、IT やクラウド等、
デジタル分野が得意です。
　今後ともよろしくお願いいたします。

（氏　名）山地　正人
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 4 年 1 月 15 日
（事務所所在地）　
　坂出市元町三丁目 4 番 26 号
　サーパス元町 401
　やまじ行政書士事務所

（電話番号）090-5710-7641

　この度、４年１月に入会させていただきました
山地正人と申します。
　何分未熟者ではございますが、よろしくお願い申
し上げます。

（氏　名）山本　昂一郎
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 2 月 1 日
（事務所所在地）　
　高松市仏生山町甲 1107 番地 5
　行政書士ウィル法務事務所

（電話番号）087-880-9483

　他県より転入いたしました、山本昂一郎と申しま
す。
　どうぞよろしくお願いいたします。

（氏　名）玉井　義和
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 4 年 3 月 1 日
（事務所所在地）　
　坂出市林田町 3030 番地
　行政書士玉井義和法務事務所

（電話番号）0877-47-4491

（氏　名）渡部　正樹
（支　部）西讃支部
（入会年月日）令和 4 年 3 月 15 日
（事務所所在地）　
　観音寺市池之尻町 139 番地 21
　わたなべ行政書士事務所

（電話番号）0875-23-7059

　この度、３月に入会させていただきました渡部
正樹と申します。
　現在、不動産会社に勤務しています。今の仕事
に関連した業務に携われたらと考えています。ご
指導・ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

（氏　名）橋本　大輔
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 3 月 15 日
（事務所所在地）　
　高松市錦町 2 丁目 5 番 12-301
　ハウス・ハマダ
　アイリス国際行政書士事務所

（電話番号）090-5278-7090

　令和４年３月に登録をいたしました橋本大輔と
申します。
　近く、高松市内に司法書士行政書士事務所を開
く予定です。
　若輩者ですが、宜しくお願いいたします。
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（氏　名）山上　武志
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 4 月 2 日
（事務所所在地）　
　高松市福岡町 2 丁目 23 番 11 号
　行政書士山上武志事務所

（電話番号）087-822-5820

　この度、入会させていただきました山上と申しま
す。
　普段は土地家屋調査士業務を中心に携わっており
ますが、行政書士業務も併せて頑張って勉強してい
こうと思いますので、よろしくお願いいたします。

（氏　名）香西　祐美
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 4 月 2 日
（事務所所在地）　
　高松市錦町 1 丁目 4 番 10-1201 号
　香西行政書士事務所

（電話番号）087-897-4081

　この度入会させていただきました、香西祐美と申
します。
　現在は農地転用の業務を中心に行っております。
今後、様々な経験を積み、活動できる分野を広げて　
いきたいと思っています。
ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

（氏　名）嶋村　紀彦
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 4 月 2 日
（事務所所在地）　
　高松市屋島西町 2485 番地 8
　行政書士法人高松経営

（電話番号）087-802-7771

　令和３年４月に行政書士法人高松経営に入社し、
建設業許可申請を中心に業務を行っております。
　お客様から頼りにされる行政書士に一日でも早く
なれるよう、日々精進してまいります。

（氏　名）植村　祐一
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 4 月 2 日
（事務所所在地）　
　高松市鬼無町藤井 54 番地 8
　りりふる行政書士事務所

（電話番号）087-882-7306

　この度入会させて頂きました植村祐一と申しま
す。行政書士として、人生の新たなスタートを切
ることができ、身が引き締まる思いです。初心を
忘れず精進して参ります。

（氏　名）小笠　俊行
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 4 月 2 日
（事務所所在地）　
　高松市常磐町 1 丁目 5 番地 12
　小笠行政書士事務所

（電話番号）080-4998-6332

　４月に開業しました小笠です。会社員と不動産
賃貸業をしています。行政書士実務は未経験です
が、相続と入管業務を勉強しています。よろしく
お願いいたします。

（氏　名）住田　稔
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 4 月 2 日
（事務所所在地）　
　高松市伏石町 2163 番地 21
　住田稔行政書士事務所

（電話番号）087-813-5050

　この度４月に入会しました住田稔です。平成 27
年７月に税務署を定年退職し、同年８月に税理士
登録をしました。
　行政書士に関しては初めての経験になります。
今後とも皆様方のご支援ご指導をよろしくお願い
いたします。
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（氏　名）西山　昌和
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 4 年 5 月 1 日
（事務所所在地）　
　仲多度郡多度津町大字庄 968 番地 1
　西山昌和行政書士事務所

（電話番号）0877-32-2818

　この度、入会させていただきました西山昌和と申
します。
　街の法律家とも言われる行政書士。退職後の第２
の人生を、その知識、資格を生かし地域に貢献でき
ればと、社会保険労務士業とともに開業致しました。
初めての御依頼を心待ちにしておりますとはいえ、
多岐にわたる業務に不安もございます。会の皆様の
ご指導ご鞭撻を賜りながら責務を果たして参りたい
と存じます。どうぞ宜しくお願いいたします。

（氏　名）寺田　裕希
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 5 月 1 日
（事務所所在地）　
　高松市庵治町 1845 番地 3
　行政書士　寺田裕希事務所

（電話番号）090-7579-5349

（氏　名）山地　良典
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 4 年 6 月 1 日
（事務所所在地）　
　丸亀市土器町西 5 丁目 278 番地
　山地良典行政書士事務所

（電話番号）0877-58-3385

　この度、入会させていただきました山地　良典で
す。
丸亀市におきまして事務所を開設させていただきま
した。
　様々な経験をつみ、幅広い視野をもちたいと思い
ます。
　どうぞ皆様、よろしくお願いします。

（氏　名）吉井　達招
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 4 年 6 月 1 日
（事務所所在地）　
　丸亀市飯山町東坂元 394 番地 1
　行政書士吉井達招事務所

（電話番号）090-3183-0155

　製造業・建設業・介護施設勤務などの経験を経
て今回の入会となりました。これまでの経験を活
かし、みなさんと共に勉強していきたいと考えて
います。どうぞ宜しくお願いいたします。
　趣味はゴルフ、野球等です。

（氏　名）小原　愛由美
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 4 年 6 月 1 日
（事務所所在地）　
　坂出市京町 2 丁目 5-18
　金山ビル 2F-4
　あゆみ行政書士事務所

（電話番号）090-7571-1727

　この度、入会させていただきました小原愛由美
（コバラアユミ）と申します。
　これからがスタートです。何事にも努力を惜し
まず精進します。
　どうぞよろしくお願い致します。

（氏　名）原　恵美子
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 4 年 6 月 1 日
（事務所所在地）　
　丸亀市飯山町東坂元 394 番地 1
　原行政書士事務所

（電話番号）090-2892-9360

　皆様のお仲間に入らせていただくこととなりま
した。
　分からないことばかりですが、少しずつ経験を
積んでいきたいと思います。
　ご指導の程、よろしくお願いいたします。
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（氏　名）大林　真由子
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 4 年 6 月 1 日
（事務所所在地）　
　坂出市青葉町 1 番 24 号
　あおば行政書士事務所

（電話番号）0877-85-3890

　坂出市内に事務所を開設致しました大林真由子と
申します。これまでの職歴を活かし、相続業務、入
管業務にチャレンジしていく所存ですので、ご指導
宜しくお願い致します。

（氏　名）志村　友美
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 6 月 1 日
（事務所所在地）　
　高松市桜町 2 丁目 15 番 41 号
　行政書士法人 ORCA　
　　　　　高松オフィス

（電話番号）087-802-7817

　６月に入会しました志村友美と申します。
　趣味は読書・ドライブ・城巡りです。
　幅広い分野で活躍できるよう努力してまいりま
す。

（氏　名）大久保　彰巳
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 6 月 15 日
（事務所所在地）　
　高松市林町 2217 番地 15
　香川産業頭脳化センタービル 2 階 2111
　大久保彰巳行政書士事務所

（電話番号）087-802-7817

　この度、入会させていただきました大久保彰巳と
申します。行政書士と税理士の業務で幅広いサービ
スが提供できる様、自己研鑽に励む所存です。
　よろしくお願いします。
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香川県行政書士会会務日誌
年月日 曜 回数等 用務名等 開催用務地
R3.10.4 月 第 4 回 業務研修会 本会事務局

R3.10.5 火
東讃支部 官公署訪問 東かがわ市役所他
第 1 回 香川大学学術交流委員会 本会事務局

R3.10.6 水
電話相談 本会事務局

中讃支部 官公署訪問 坂出、丸亀市役所他
第１週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部

R3.10.7 木 高松支部 官公署訪問 高松市役所、土庄町役場他
R3.10.8 金 西讃支部 官公署訪問 観音寺市役所他
R3.10.10 日 業務研修部 新入会員研修会 香川産業頭脳化センター

R3.10.11 月
第 4 回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局
第 4 回 企画開発部会 本会事務局

R3.10.12 火
第 1 回 経理部会 本会事務局
本会 官公署訪問 香川県庁他

R3.10.13 水
四国行政評価支局との懇談会 本会事務局

第 2 回 正副会長部長会 香川産業頭脳化センター
第２週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部

R3.10.17 日 特定行政書士法定研修 香川産業頭脳化センター

R3.10.20 水
第 3 回 広報部会 本会事務局
第３週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部

R3.10.27 水
第 5 回 新入会員登録証交付式 本会事務局
第４週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部

R3.11.5 金 行政書士試験事前説明会 ホテルマリンパレスさぬき

R3.11.10 水
第 5 回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局
第５週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部

R3.11.13 土 第 2 回 ADR センター運営委員会 本会事務局
R3.11.14 日 行政書士試験 香川大学林町キャンパス
R3.11.17 水 第 6 週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部
R3.11.19 金 第 2 回 広報月間合同会議 香川産業頭脳化センター
R3.11.24 水 第７週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部
R3.10.25 木 国際業務委員会と穴吹の打合せ 本会事務局

R3.11.26 金
「法の日」合同無料相談会反省会 ネクスト大会議室

第１回 国際業務委員会 本会事務局
R3.11.28 日 第 1 回 新業務専門業務研究会 本会事務局
R3.11.29 月 日行連と四地協及び日政連との連絡会 ホテルマリンパレスさぬき

R3.12.1 水
第 8 週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部
第 2 回 監察部会 本会事務局
第 1 回 総務部と事務局職員との懇談会 本会事務局

R3.12.2 木 第１回 国際業務委員会 本会事務局
R3.12.6 月 広告代理店との打ち合わせ 本会事務局
R3.12.8 水 第９週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部
R3.12.9 木 第３回 総務部会 本会事務局
R3.12.10 金 第５回 業務研修会 本会事務局
R3.12.14 火 県警本部との OSS 説明会 本会事務局

R3.12.15 水
第１０週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部
第１回 ADR センター　調停研究会 本会事務局

R3.12.22 水
第 11 週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部
第 6 回 新入会員登録証交付式 本会事務局

R3.12.27 月 監察部 高松市三課・行政書士会との意見交換会 高松市庁舎
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年月日 曜 回数等 用務名等 開催用務地
R3.12.29 水

事務局　閉局

R3.12.30 木
R3.12.31 金
R4.1.1 土
R4.1.2 日
R4.1.3 月
R4.1.4 火 新年挨拶回り 香川県庁

R4.1.11 火
第 4 回 広報部会 本会事務局
広報部 広告代理店との打合せ 本会事務局

R4.1.12 水 第 12 週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部
第 3 回 監察部会 本会事務局

R4.1.13 木 第 1 回 総務・経理・広報　合同部会 香川産業頭脳化センター
R4.1.15 土 国際業務委員会 外国人技能実習制度及び特定技能制度研修会 ホテルマリンパレスさぬき
R4.1.19 水 第 13 週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部
R4.1.26 水 第 14 週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部
R4.1.31 月 第 7 回 新入会員登録証交付式 本会事務局
R4.2.2 水 第 15 週 香川大学学術交流委員会　寄附講座 香川大学　法学部
R4.2.5 土 ADR センター ADR ガイダンス小委員会 本会事務局
R4.2.8 火 第 2 回 正副会長会 本会事務局
R4.2.9 水 広報部 広告代理店との打合せ 本会事務局
R4.2.10 木 第 6 回 申請取次行政書士管理委員会 本会事務局
R4.2.14 月 ADR センター 認証取得済単位会課題検討協議会 本会事務局

R4.2.16 水
封印管理委員会 新規丁種会員登録希望者対象考査・登録会員研修会 香川産業頭脳化センター
封印管理委員会 第 2 回封印管理委員会 香川産業頭脳化センター

第 2 回 香川大学学術交流委員会 香川産業頭脳化センター
R4.2.17 木 四国地区所有者不明土地連携協議会第 4 回総会 本会事務局 (Web 会議 )

R4.2.18 金
第 5 回 広報部会 本会事務局
第 6 回 業務研修部会 本会事務局

全国建設業担当者会議 Web 会議
R4.2.21 月 監察部 丸亀市農地行政担当課との意見交換会 丸亀市庁
R4.2.22 火 相談委員会 事業復活支援金研修会 ZOOM 研修

R4.2.24 木

第 8 回 新入会員登録証交付式 本会事務局
第 3 回 国際業務委員会 香川産業頭脳化センター
第 5 回 企画開発部会 香川産業頭脳化センター
第 2 回 相談委員会 香川産業頭脳化センター

R4.2.25 金 監察部 善通寺市農地行政担当課との意見交換会 善通寺市庁
R4.2.26 土 第 2 回 ADR センター　調停研究会 本会事務局
R4.2.28 月 監察部 三豊市農地行政担当課との意見交換会 三豊市庁
R4.3.1 火 全国企業支援業務担当者会議 Web 会議
R4.3.2 水 第 3 回 正副会長部長会 香川産業頭脳化センター
R4.3.3 木 成年後見に関する全国担当者会議 Web 会議
R4.3.4 金 監察部 高松市農林水産課との意見交換会 香川県庁
R4.3.8 火 第 4 回 選挙管理委員会 本会事務局
R4.3.9 水 第 7 回 業務研修部会 本会事務局

R4.3.10 木
全国国際業務担当者会議 Web 会議

第 7 回 申請取次委員会 本会事務局
R4.3.11 金 農地法・都市計画法関係業務担当者会議 Web 会議
R4.3.14 月 全国知的財産業務担当者会議 Web 会議
R4.3.16 水 第 5 回 理事会 ホテルマリンパレスさぬき
R4.3.18 金 全国広報担当者会議 Web 会議
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年月日 曜 回数等 用務名等 開催用務地
R4.3.23 水 第 4 回 監察部会 本会事務局

R4.3.29 火
全国法教育担当者会議 Web 会議

第 9 回 新入会員登録証交付式 本会事務局
R4.3.30 水 全国総務担当者会議 Web 会議
R4.4.4 月 第 1 回 正副会長部長会 香川産業頭脳化センター
R4.4.6 水 令和 3 年度会計監査 本会事務局
R4.4.8 金 第 1 回 選挙管理員会 本会事務局
R4.4.11 月 第 1 回 申請取次委員会 本会事務局
R4.4.15 金 第 1 回 理事会 香川産業頭脳化センター
R4.4.18 月 企画開発部 ものづくり補助金研修会 香川産業頭脳化センター
R4.4.27 水 第 1 回 新入会員登録証交付式 香川産業頭脳化センター
R4.4.28 木 東讃支部 東讃支部総会 大川オアシス

R4.5.14 土
高松支部 高松支部総会 ホテルマリンパレスさぬき
中讃支部 中讃支部総会 オークラホテル丸亀

R4.5.18 水 四国地区所有者不明土地連携協議会第 5 回総会 ( 臨時）本会事務局 (Web 会議 )
R4.5.23 月 定時総会議事運営会議 ネクスト大会議室
R4.5.27 金 土地家屋調査士会定時総会 ホテルパールガーデン

R4.5.28 土
第 2 回 理事会 ホテルマリンパレスさぬき

香川県行政書士会定時総会 ホテルマリンパレスさぬき
R4.5.30 月 第 2 回 新入会員登録証交付式 本会事務局

R4.6.2 木
所有者不明土地法の改正等に関する講演会 本会事務局 (Web 会議 )
マイナンバーカード代理申請手続事業説明会 Web 会議

R4.6.5 日 第 1 回 ADR センター運営委員会 香川産業頭脳化センター
R4.6.7 火 第 1 回 相談委員会 Web 会議

R4.6.8 水
第 1 回 業務研修部会 本会事務局
第 1 回 企画開発部会 Web 会議

R4.6.9 木 日行連　議事運営委員会 本会事務局 (Web 会議 )
R4.6.13 月 第 1 回 総務部会 本会事務局
R4.6.15 水 日行連　議事運営委員会 虎ノ門タワーズオフィス
R4.6.16 木 日行連　定時総会 ホテルニューオータニ
R4.6.17 金 第 2 回 選挙管理委員会 本会事務局
R4.6.21 火 第 3 回 理事会 ネクスト大会議室

R4.6.28 火
第 3 回 新入会員登録証交付式 香川産業頭脳化センター

四地協打ち合わせ 本会事務局

R4.6.29 水
第 1 回 広報部会 本会事務局
第 1 回 業務研修部・専門業務研修会合同会議 香川産業頭脳化センター
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マイナンバーカード申請手続相談員の募集について

　日本行政書士会連合会では、総務省からの委託事業として、マイナンバーカード代理申請手続
事業を行っております。
　各単位会を通じて国民のマイナンバーカード申請をサポートするため、以下の業務を担ってい
ただけるマイナンバーカード申請手続相談員を募集しています。（実績に応じて協力金の支給あり。）

○単位会が実施する総合的な相談会等の一部で開催する個別相談コーナーでのマイナンバーカー
ドの取得に係る代理申請

○マイナンバーカード申請手続相談員による顧客対応場面でのマイナンバーカード取得に係る代
理申請

○単位会が独自で実施する専らマイナンバーカードの取得に係る代理申請のために行う個別相談
会における申請サポート

○国・都道府県・市区町村と連携して実施するマイナンバーカードの出張申請受付や申請サポー
トに対する協力

マイナンバーカード申請手続相談員認定条件
①既に自身のマイナンバーカードを保有している者、又は現在申請中の者
②マイナンバーカードの取得支援が可能な者
③スマートフォン又はパソコン、タブレットを用いての支援が可能な者
④会費の滞納がない者
⑤会員権の停止処分中でない者
⑥単位会会長が認める者

協力金の支給について
＜件数単位＞（2,000 円 / 件）
A. 個別申請：行政書士業務に付随して顧客のマイナンバーの取得に係る代理申請。その他個別に

受任・申請をした場合
総務省事業として報告する場合は、申請者から直接業務報酬を得ることは不可。
申請サポート会や相談会において、相談員として複数件申請した場合は、この「件数単位」で
はなく下記の「時間単位」での積算による。

< 時間単位 >（3,000 円 / 時間）
B. 相談会（国）：国と連携して実施するマイナンバーカードの出張申請受付や申請サポートに対

する協力
C. 相談会（自治体）：都道府県・地方公共団体等と連携して実施するマイナンバーカードの出張

申請受付や申請サポートに対する協力
D. 相談会（単位会）：単位会が独自で実施する専らマイナンバーカードの取得に係る代理申請の

ために行う個別相談会における申請サポート及び、単位会が実施する総合的な相談会等の一部
で開催する個別相談コーナーでのマイナンバーカードの取得に係る代理申請
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職務上請求書の適正な取り扱いについて
総務部長　榑谷　泰之

　月刊「日本行政（６月号）」を読まれた会員の方はご存じかと思いますが、職務上請求書の不正
使用による事件が発生したことを受けて、日行連では「倫理研修規則」の制定及び「職務上請求
書の適正な使用及び取扱いに関する規則」の一部改正が実施されることとなりました。
　香川県行政書士会においては、「倫理研修規則」及び「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに
関する規則」が現状制定されておらず、同規則の制定の必要性を鑑み、新たな規則の制定を法規
集の発行に合わせて実施したいと考えています。
　日行連の規則制定及び改正を範として実施するものであり、主な規則の内容は以下のとおりで
す。
１　倫理研修の受講義務化
　すべての個人会員を対象としたＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）方式による「倫理研修」の
義務化及び一般倫理研修は５年ごとの研修を受講し、修了しなければならないものとする。特別
倫理研修は別途定める。
　一般研修科目は次のとおりとする。
　　一　行政書士法及び関係法令
　　二　人権
　　三　職業倫理
　　四　職務上請求書の適正使用
　　五　その他
２　組織的な指導・管理体制の構築
　本会における職務上請求書関係事務取扱責任者（総務部長を予定）を置くとともに、職務上請
求書関係事務の所管部署（総務部を予定）を定める。
３　払出し時の確認作業の厳格化
職務上請求書購入申込時の倫理研修終了証書の添付等を購入条件とする。使用済み職務上請求書
控え綴りの記載内容等の確認を所管部署で実施する。
４　不正使用者への罰則の強化
　職務上請求書の不適正な使用又は管理を理由として都道府県知事又は単位会長からの処分され
た行政書士又は行政書士法人に対する罰則を強化する。
　本会総務部では、日行連において倫理研修規則制定及び職務上請求書の適正な使用及び取扱い
に関する規則改正が実施された後、本会で倫理研修規則及び職務上請求書の適正な取扱い規則を
制定します。その間は、現行の日行連中央研修所の倫理研修の各会員への受講の推奨と、使用済
み職務上請求書控え綴りを一旦お預かりして記載内容等の確認を行っています。
　会員の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解いただけますようお願いいたします。
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職務上請求書記載要領
　下記の記載例に従い、控えにも記入漏れがないよう全てご記入ください。

・「権利行使又は義務履行」に該
当する場合

①権利又は義務の発生原因②権
利又は義務の内容③戸籍等の
記入事項の確認を必要とする
理由を記入すること。

・「国等に提出」に該当する場合
①戸籍謄本等を提出すべき国又

は地方公共団体の機関②当該
機関への提出を必要とする理
由を記入すること。

・「その他正当な理由」に該当す
る場合

①戸籍等の記入事項の利用目的
②利用の方法③記入事項の利用

を必要とする事由を記入する
こと。

住民基本台帳法第 12 条の 3 第
7 項による基礎証明事項とは、
氏名、出生の年月日、男女の
別等、住民基本台帳法第 7 条
第 1 号から第 3 号まで及び第
6 号から第 8 号までに定める
事項をいい、これ以外の住民
票の記載事項を記載した写し
等を求める場合はその求める
事項を記入する。

本会に登録がある補助者のみ記載すること。 控えにも記入すること。
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広報部よりお知らせ

　　　　香川県行政書士会ホームページ（会員ページ）について
　香川県行政書士会では、本会からのお知らせや、日行連、官公署からの受信文書、及び各種手続き様
式をホームページ（会員ページ）へ掲載しております。
※会員ページの閲覧には ID とパスワードが必要です。ご不明な方は事務局までお問い合わせください。

香川県行政書士会ホームページ

香川県行政書士会ホームページ（トップページ）

　　　　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、原稿を募集しています。掲載ご希望の方は次の要領
にて原稿をお送り下さい。

　会員皆様のご応募おまちしております。

原稿内容　近況報告も含めた行政書士業務の話や業務上の成功談、行政書士業務での話題・

　　　　　トピックスで他会員に刺激を与え啓蒙するようなもの、当会の行事に参加された感想等

文字数　８００字～１２００字程度 ( 字数とは別に標題、投稿者名をお書き下さい。)

原　　稿　 Word ファイルをメールに添付して下さい。〔件名：会員だより原稿〕

　　　　　※写真の掲載も可能です

送付先　香川県行政書士会事務局　　　　　　gyosei-gyomu@k-gyosei.net

掲載原稿について
　採否は広報部に一任するものとし、応募原稿より広報部内で（必要に応じ会長・副会長も加え）選定
掲載します。
　なお、原則的には原文のまま掲載しますが、文章の不適切な表現・字句については修正することがあ
ります。
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無料相談会を開催しています

　　高松地区

場所 高松市役所　市民相談コーナー　　〒 760-8571　高松市番町一丁目 8 番 15 号
日時 毎月第 1・第 3 金曜日　9：00 ～ 12：00

　　丸亀地区

場所 丸亀市役所　1 階相談室 1　　〒 763-8501　丸亀市大手町二丁目 3 番 1 号
日時 毎月第 3 木曜日　9：00 ～ 12：00

　　多度津地区

場所 多度津町地域交流センター　1 階ルーム 3
〒 764-0011　仲多度郡多度津町栄町 3 丁目 3 番 95 号

日時 毎月第 2 木曜日　10：00 ～ 12：00

　　アイパル香川

場所 アイパル香川　〒 760-0017　高松市番町 1-11-63
日時 毎月第 1 火曜日　11：00 ～ 13：00
相談内容 在留資格や国際結婚、外国雇用、交通事故などについて

・各所の相談業務については、原則として相談員２人１組で対応することを予定しております（極力、入会
歴の長い会員と短い会員とが１組になるようにいたします）。

・相談員に応募された方を対象に、後日オリエンテーションを行います。
・相談員には相談委員会規則に従った日当をお支払いいたします。
・相談員の割り振りにつきましては、申込者の中から相談委員会において調整を行いますがご希望に添えな

い場合もありますのでご了承ください。
・現在、相談会において直接の業務受託は禁止しております。

　相談委員会では、常時相談員を募集しております。
　ご応募いただける方は HP に掲載の「相談員申込書」にご記載のうえ
本会事務局までご提出ください。
掲載場所【会員ページ→各種手続き関係→様式集→相談委員会】
　なお、下記事項をご確認のうえ、お申込みください。

相談員
募集のお知らせ
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香川県行政書士
政治連盟だより

とびら





　　定期大会を終えて

香川県行政書士政治連盟
副会長　渡辺　勝芳

　盛夏の候　会員の皆様におかれましては、ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　慣例のように、定期大会が開催され、無事に終了いたしました。例年と、代わり映えがしない
なあと思われる方も多くいらっしゃると思います。
　しかし､代わり映えのしないことも大切です。しっかりと、継続しているということなのです。「継
続は力なり」ですよね。
　政治連盟というと、聞いただけで、いやそうな顔をされる方が、いますけど、たぶん、誤解さ
れていると思います。他の士業団体も、政治連盟なる団体を組織していますので、合わせてしまっ
たのだと思います。弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士など、各種の政治
連盟がありますね。商工会議所、商工会、石油商業組合、土地改良区なども政治連盟を立ち上げ
ています。医師、薬剤師、看護師なんかは、「日本医師連盟」などとなっていて、「政治」なる文
言を入れていません。意識して「政治」を除いたのでしょうか？
　その他にも、各種業界の利益を守るための業界団体は、無数に存在しています。略称が、全遊
連なるパチンコ店の団体もありますね。日本ゴルフ場経営者協会なんてのもあります。
　つまりは、国会議員などの政治家に陳情したり、各種の役所に要望したりして、自分たちの業
界の利益を守ることを、ほぼ、すべての業界が行っているわけです。場合によれば、一般の人た
ちに広報することも、大事な役割だと思います。
　「こういう仕事をしているので、よろしく、お願いいたします。」そういうことですね。もちろん、
この広報は、行政書士の場合には、日行連と各県の行政書士会が、主体として行いますが、政治
連盟も、役割分担していると思います。
　行政書士も、一種の業界であり、その業界の利益を守り、発展させていくことは、ものすごく
大事なことだと思います。そういう趣旨で、できあがったのが、行政書士政治連盟です。
　つまり、本来は、「行政書士制度の維持と発展のための会」とでも、称するのが、わかりやすい
かなと思うような団体だといえると思います。したがいまして、他人任せにしないで、ひとりひ
とりの行政書士のみなさんの力を結集して行くことが、大切なことだと思います。　また、各種
の業界団体の場合、多くは任意加入なので、政治関係の活動を行うことは、制限されていません。
　しかしながら、いわゆる士業団体は、その「士」としての業務を行うために強制加入とされて
おりまして、その性格上、公平中立が求められています。と言うことは、行政書士会そのものは、
陳情等はできないこととなるわけです。陳情等のできない行政書士会に代わり、別団体として行
政書士政治連盟が、存在しているわけです。
　ご理解のほど、よろしく、お願いいたします。
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令和４年度　香川県行政書士政治連盟　定期大会議事録

日　　時　：　令和４年５月 28 日（土）　　午後０時 30 分～午後１時 15 分
場　　所　：　香川県高松市福岡町二丁目３番４号　ホテルマリンパレスさぬき　瀬戸の間
司　　会　：　石原ゆかり　副会長
会員総数　：　213 名
出席会員数：　136 名（委任状出席 94 名を含む）

１．開会のことば　
渡辺勝芳副会長より、令和４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．顕彰伝達
　　日本行政書士政治連盟感謝状　松本修会員、児嶋幸男会員、高城尚子会員

４．本会会長祝辞　　松本修　香川県行政書士会会長

５．祝電披露　片山さつき　参議院議員

６．議長団選出
司会者が議長団の選出について議場に諮ったところ、「司会者一任」との発言があり、

一同異議なくこれを承認した。よって司会者は議長に森和夫会員（高松支部）、副議長に
吉井健人会員（高松支部）を指名した。

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。

７．議事録署名人及び書記の指名
議長が議事録署名人及び書記の指名について議場に諮ったところ、「議長一任」との発

言があり、一同異議なくこれを承認した。よって議長は議事録署名人に村上信道会員（高
松支部）、鈴木めぐみ会員（高松支部）の両名を、書記に高城尚子会員（西讃支部）を指
名した。

８．議事

　　【第 1 号議案　令和３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。
令和３年度活動報告については石川秀幸会長が、令和３年度収支決算報告書については
石原ゆかり副会長が各々詳細な説明を行い、吉井幸子監事より決算書類が適正妥当であ
る旨の監査報告がなされた。
引き続き第 1 号議案について質疑応答に移った。
議場より特段の質疑はなされず、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。

議長は、第２号乃至第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、質疑応答に先立って各議案につき執行部の説明を求めた。

　　【第２号議案　令和４年度活動方針（案）】
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石川秀幸会長が詳細な説明を行った。

　　【第３号議案　令和４年度収支予算（案）】
石原ゆかり副会長が詳細な説明を行った。

　引き続き以上２議案につき質疑応答に移った。
　議場より特段の質疑はなされなかった。議長より執行部に対し第２号議案につき現在
具体的に法改正が検討されている事例があれば説明してほしいとの発言があった。
　これに対し、石川秀幸会長より現在法改正が検討されている案件は無いが、今後とも
逐次会員に開示し、積極的に活動していきたい旨の回答がなされた。
　以上で質疑応答を終え、第２号乃至第３号議案につき議場に諮ったところ、何れも異
議無く原案通り可決された。

　　【第４号議案　会計幹事の欠員に伴う補欠会計幹事の選任について】
　議長は、第４号議案を上程し執行部に説明を求めた。
　石川秀幸会長が、石丸寛会計監事が香川県行政書士政治連盟を退会したため規約第 10
条に基づき資格喪失退任し、会計監事が同第６条に基づく欠員となる旨を報告した上、規
約第７条に基づく提案理由を説明した。
　議長が役員の選任につき議場に諮ったところ「執行部一任」との発言があり、議長は
執行部に役員候補者の提案を求めた。
　よって石川秀幸会長は、下記のとおり役員候補者を提案した。
　　　　会計監事　　丸尾良一会員（中讃支部）
　議長が第４号議案につき議場に諮ったところ、賛成多数で原案通り可決された。
　なお、石川秀幸会長より規約第９条に基づき補欠選任された役員の任期は前任者の残
任期間とする旨の説明がなされた。

９．議長団退任
　　以上で議案の全部が終了したので、議長団は退任した。

10．閉会のことば
渡辺勝芳副会長が閉会の辞を述べ、令和４年度香川県行政書士政治連盟定期大会は閉会し
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。

　令和４年５月 28 日
　　　香川県行政書士会政治連盟　定期大会

　　　議　　　　長　　　　　　　　　　森　　和夫　　㊞
　　　副　 議　長　　　　　　　　　　吉井　健人　　㊞
　　　議事録署名人　　　　　　　　　　村上　信道　　㊞
　　　議事録署名人　　　　　　　　　　鈴木めぐみ　　㊞
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大会風景

石川会長　挨拶

森議長、吉井副議長　選出

定期大会　会場風景 定期大会　会場風景

顕彰伝達

松本　本会会長　挨拶
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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（コスモスかがわ）

支部長　松本　健士

　成年後見制度に関しては「第二期成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定され、様々な面

でその運用の改善が図られようとしています。そこでは、弁護士、司法書士等に加え、行政書士

も成年後見のための専門職として明記されています。日行連においても「成年後見に関する全国

担当者会議」が開催され、「専門職団体であるコスモスと単位会との協働体制で成年後見に取り組

むことの必要性」及び「成年後見業務に関与する会員がコスモスへ入会することの必要性」が確

認されました。かかる状況のもと、コスモスでは成年後見の担い手の確保のため、その会員数の

増加が急務となっています。（それに加え、コスモスによる法人後見の実施に向けた検討も最終段

階に入っています。）

　コスモスではオンライン研修の体制が確立されており、入会前研修も（考査を除き）オンライ

ンで受講することが可能となっております。香川県支部（コスモスかがわ）においては、今年度、

既に夏期の入会前研修のご案内をいたしておりますが、秋以降にも実施する予定です。また、昨

年度（２月）に実施した入会前研修では２名の会員にご入会いただきましたが、それでも全国的

に見てまだまだ最小の支部のひとつであることに変わりはありません。

　行政書士として遺言・相続に関する業務を行う際には、成年後見の知識は不可欠となっています。

本会会員の皆様方におきましては、コスモスの入会前研修を積極的に受講していただくとともに、

コスモスに入会して成年後見業務にも携わっていただきたいと思います。
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Zoomセミナー・会議の参加の仕方

　　　　　　　コンピューター　　　アプリでZoomミーティングに参加　

＜初めて Zoom ミーティングに参加する場合＞
①ホスト（主催者）から招待用 URL が届いたら、URL をクリックします。
②「いますぐダウンロードする」をクリックします。

③およそ 1 分以内にダウンロードが完了します。
④システムダイアログに「ファイルを開く」が表示されますので、クリックします。

⑤ホストから招待 URL とともに送られてきた Zoom ミーティングのパスワードを入力します。
　（パスワード設定がない場合もあります。）
⑥名前（表示名）を入力します。
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⑦コンピュータオーディオに参加するをクリックする。

　　　　　　コンピューター　　ブラウザでZoomミーティングに参加

※ブラウザ版では入室できないミーティングもあります

①アプリ版と同様にホスト（主催者）から送られてくる招待用 URL をクリックします。
②「ブラウザから参加」をクリックします。

③招待用 URL とともに送られてくるミーティングパスワードと名前（表示名）を入力します。
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④コンピューターオーディオに参加するをクリックします。

　　　　　　　スマートフォン・タブレット　　　　アプリでZoomミーティングに参加　

① iOS は App Store から、Android は Google Play ストアから Zoom Cloud Meeting をインストー
ルします。

② Zoom アプリを起動し、「ミーティングに参加」をクリックします。
③ Zoom ミーティングの ID、名前（表示名）を入力します。
④パスワードを入力します。

　　　　　オーディオ

マイクのミュート設定やミュートの解除ができます。ミュートにすると、参加者側の音声は聞こ
えません。
発言等を行う場合は、ミュートを解除にして発言してください。なお、多数の参加者がいる場合
はミュート設定を基本にしてください。
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　　　　　　カメラ

ビデオの開始ボタンを設定すると PC のカメラに写っている映像を相手に共有できます。

　　　　　　チャット

ミーティング中は、画面中央下のチャットから、任意の相手もしくは参加者全員にメッセージを
送ることができます。相手から送られてきたメッセージもここから閲覧できます。
Zoom ミーティング中に音が聞こえない等の異常があった場合、ミーティングのホストにチャット
で連絡しましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜひ Zoom を使ってみてくださいね
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事務局よりお知らせ

　　　メールアドレス登録のお願い

　本会事務局では、迅速かつ確実な事務連絡実施を図るため、本会全会員にメールによる連絡網確立を目指
しております。つきましては、会員の皆様方にメールアドレスの取得及び本会への登録をしていただけます
よう、お願い申し上げます。

　　　補助者の有効期限をご確認ください

　補助者の有効期限が近づいている場合、補助者証の更新の手続きを行ってください。
　なお、手続きに必要な書類や様式は香川県行政書士会ホームページに掲載しておりますので、ログインの
上、ご確認ください。

香川県行政書士会　会則
（補助者の更新）
第 11 条　会員は、補助者証有効期間満了日の３か月前から有効期間満了日までに、補助者証の更新申請を
行わなければならない。

（補助者の廃止）
第 14 条　会員は、補助者を廃止したときは、補助者証を添えて、遅滞なく、補助者廃止届（第９号様式）
を本会に提出しなければならない。

　　　新入会員の登録資格について

令和３年度の新入会員の登録資格の内訳
（一）行政書士試験に合格した者 13 人
（四）公認会計士となる資格を有する者 1 人
（五）税理士となる資格を有する者 5 人
（六）国又は地方公共団体の公務員 5 人

令和３年度の新入会員の類似資格の内訳
(3) 公認会計士 1 人
(4) 税理士 6 人
(7) 調査士 2 人
(8) 社労士 1 人

令和３年度は 24 名の方が
ご入会されました！
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　　　夏季休暇のお知らせ

　誠に勝手ながら、以下の日程は夏季休暇のため事務局を閉局させていただきます。
　ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

８月15日（月）

　　　会費について

　令和４年度２期分（8.9.10.11 月）の会費、25,000 円を８月 29 日に引き落としさせていただきますので、預
金残高のご確認をお願い致します。
　なお、口座振替手続きがお済みでない場合は、事務局までご連絡のうえ、お手続きをお願いいたします。

　　　事務局予約制の導入について

　香川県行政書士会事務局は、新型コロナウイルス感染防止対策等、業務円滑化の為、窓口業務を予約制と
させていただいております。
　大変お手数ですが、事務局にご来局の際は事前に電話予約の上、ご来局ください。

TEL：087-866-1121

　　　会報誌かがわの原稿依頼について

　日常業務に関する体験談及び研修内容など、会員の業務・資質向上に役立つ内容の原稿を募集しています。
　※文字数は特に制限いたしませんが、紙面の都合で調整させていただく場合があります。
　※原稿のご提供は電子ファイル（Word 形式）にてご提供ください。

等

次回の発行は
2023 年１月です！

会報誌表紙写真等　募集中！！
皆様から会報誌の表紙写真等を募集しています。
香川県内でいい写真が撮れた方、掲載してほしい写真を
お持ちの方は、是非、事務局までご連絡を
お願いいたします。
※記事内で使用させていただく場合もございます
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表紙写真説明

編 集 後 記

　４月上旬に県園芸センターにおいて撮影した紅しだれ桜です。
　春先によく話題になるので是非一度見てみようと思い、出かけてみました。実物を見るな
り圧倒され、見とれてしまいました。当日は花見客も多く、人の切れ目を見計らって撮影す
るまでに時間がかかりましたが、待ち時間の長さも忘れるほどでした。
　案内標を見て思い出したのは、NHK の大河ドラマ「八重の桜」のワンシーンです。ドラ
マは会津が舞台で、登場した見事な桜もご当地の天然記念物ですが、このしだれ桜も、引け
を取らない桜木に成長して欲しいと思います。
　以前、何度か福島県の各地（特に会津若松市）を訪れたことがありますが、香川県の温暖
な気候と違い、桜はこちらより 2～ 3週間遅く開花します。
　一年に一度しかお目にかかることができない桜ですが、一度訪れてみては如何でしょうか、
きっと感激します。

高松支部　横田　稔

　令和４年６月２８日、気象庁から四国地方が最短の１５日間で梅雨明けしたとみられると
発表された日です。本格的な雨音の記憶も無いままに。
　例年ですと各地で豪雨等の報道がなされる時期です。日本には春夏秋冬の四季があります
が、間違いなくその状況、環境は過去とは異なってきており、取り分け夏、冬は大変厳しい
ものとなりました。本号が発行される１か月先の７月末には更に厳しい猛暑と水不足、干ば
つなどが予想されます。
　現在各方面でデジタル化が急速に進み変化しつつありますが、日本の四季も大変変化しつ
つあります。
　デジタル化に対応出来る様、一方この猛暑にも対応出来る様、環境整備に努め、両方の変
化に強い気持ちで臨みたく思っております。

広報部　真鍋　光夫
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