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　　　　　令和５年の新春を迎え、謹んでご挨拶を
　　　　　  申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   香川県行政書士会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  会長　松本　修

　会員の皆様におかれましては、日頃より本会事業推進に対し、ご理解とご協力を賜り、
厚く御礼を申し上げます。また、役所並びに地域との共生・期待に応え、行政書士制度
の発展にご尽力をいただいておりますことにかさねて御礼を申し上げます。
　新型コロナウイルスの感染予防対策にもかかわらず、終わりの見えないコロナ禍が続
き、沈静化には至っていません。
　総務省からのマイナンバーカード代理申請業務について、９月度までの実績集計によ
ると、高実績を収めることができました。新入会員の方々を中心に取り組んだこの事業
に自治体から高い評価を得て、高松市長から感謝状を拝受することができました。代理
申請手続きの担い手として行政書士が認知されたものと確信します。さらに、行政書士
の社会的評価を高め、その地位を一層向上させるため、研修制度の充実をはかり、社会
的貢献活動を推進し、支援をしてまいります。
　私たち行政書士はどのような環境にあっても活躍していくためには「学び」の時間を
持ち続けることが必要だと考えます。デジタル社会における行政書士として、「どうある
べきか」の対応が求められています。本会は、行政サービスの統一化・標準化に伴う行
政書士制度の急速な変化・変革に順応し、積極的にデジタル化への組織強化に取り組ん
でまいります。
　本年はデジタル化への対応と「役所との共生」、「地域との共生」、「他士業との共生」
を基本方針として、会務運営に努めてまいります。
　会員の皆様には引き続き、役所・地域から必要不可欠な存在として認知されるよう業
務に精励されますよう希望します。
　新しい年が会員・ご家族の皆様にとって、健康で心豊かに過ごせますよう、そして飛
躍の年となりますよう、ご祈念申しあげて、新年の挨拶とさせていただきます。

『あわてず・あせらず・あきらめず』

1



　 新年のごあいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　香川県知事　　池田　豊人

　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、地域に根ざした「頼れる街の法律家」として、行政
手続の円滑化や県民の皆様の利便性の向上などにご尽力いただいており、深く敬意を表
しますとともに、厚くお礼を申し上げます。
　急激な人口減少と少子高齢化、グローバル化やＩＣＴなどの技術革新などに加え、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大、急激な原油価格の上昇や円安とそれらに起因する
物価高騰など、内外の情勢が大きく変化している中、地域の活性化を図るためには、時
代の変化に対応し、地域の持つ特長を生かした地域づくりを進めていくことが求められ
ています。
　こうした中、私は、県民の皆様の安全な暮らしを守り、本県経済を発展させていくため、

「人生 100 年時代のフロンティア県へ」をスローガンに、大事なものを「まもる」、新し
いものを「つくる」、「誰一人取り残さない」の３つの理念のもと、香川県の将来の発展
につながる各種施策に積極的に取り組んでまいります。
　行政手続の専門家である行政書士は、裁判外で法的トラブルの解決を図る「かいけつ
サポート」制度を支えるなど、県民の皆様に身近な立場で生活上の権利や利益の保護に
努められており、地域を取り巻く社会経済環境が大きく変化している今、皆様方が担う
役割はますます重要なものとなっています。
　行政書士の皆様方には、誰もが安全で安心して、笑顔で暮らすことのできる社会の実
現に向け、引き続き、県民と行政機関の架け橋として、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。
　本年が、明るく希望に満ちた年になるよう念願いたしますとともに、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、ご活躍を心よりお祈り申し上げます。
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日行連会長あいさつ

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   日本行政書士会連合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会長　常住　豊

　令和 5 年の新春を迎え、謹んで御挨拶を申し上げます。
　香川行政書士会及び会員の皆様におかれましては、日頃から日行連の事業推進に対し
御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。また、各地においては行政機関並びに
地域住民からの期待に応え、行政書士制度発展のため御尽力いただいておりますことに、
重ねて御礼申し上げます。
　さて、昨年を振り返ると、新型コロナウイルス感染症の収束は見えず、ロシアによる
ウクライナへの軍事侵攻に端を発した世界規模のエネルギー危機が発生するなど、世界
情勢の混乱は増すばかりであったと言えます。社会全体に不安が広がる中ではあります
が、そのようなときにこそ行政書士の存在意義も大きくなります。国民の皆様が抱える
不安や困りごとに対して「そうだ、行政書士に相談しよう！」と自然に想起していただ
けるよう、国民に寄り添い、国民から必要とされる存在として、今後も会員の皆様と共
に研鑽に励むとともに、日々の事業に取り組んでまいります。
　日行連では、昨年、ウクライナ避難民等への支援について人道的見地から積極的に取
り組んでまいりました。また、デジタル化への対応として、政府が行う各種コロナ支援
策における電子申請等への協力をするとともに、「誰一人取り残さない」社会のデジタ
ル化に向けて必要不可欠なマイナンバーカードの普及促進について、総務省からの委託
による代理申請手続事業を展開するなど積極的に推進してまいりました。この事業につ
いては特に年度内までの範囲での取組としており、各単位会、各会員におかれましては、
引き続き顧客対応場面等におけるマイナンバーカードの取得促進に向けた代理申請等の
申請支援に御協力いただきますようよろしくお願いいたします。
　加えて現在、中央省庁に対しデジタル・デバイド解消や、なりすまし等による不正な
申請を防止すべく、行政書士が申請者の代理人として支援できる環境の整備等を強く要
望しております。デジタル時代において、更に重要性が増すのは様々な証明業務です。
大正 9 年の内務省令「代書人規則」の頃より「事実証明に関する書類の作成」は行政書
士の業務であり、今後も行政書士の有する事実証明に関する役割、社会的な有用性は高
まっていくものと考えております。
　また、国が設置する有識者会議等への行政書士の登用についても、国等への要望を強
力に推し進めてまいります。
　行政書士制度の更なる発展には、会員の皆様による現場の活動が必要不可欠となりま
す。今後も日行連として、会員の皆様が一様に行政書士であることを誇りに思えるよう、
確固たる地位の確立と制度の維持発展に全力を尽くしてまいります。
　最後に、この新しい年が香川行政書士会並びに会員の皆様にとって、心豊かに過ごせ
ますよう、そして益々の飛躍の年となりますよう祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさ
せていただきます。
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本会だより

令和４年度　第３回理事会報告

日　時　令和４年６月２１日（火）午後１時３０分～午後３時３０分
場　所　香川県新規産業創出支援センターネクスト香川　３階　大会議室
議　題　  １．決議事項

第１号議案　ホームページ掲載の香川県行政書士会組織図について
　条件付きで承認された。
第 2 号議案　事務局職員の夏季賞与支給の件（総務部）
　原案のとおり承認された。

２．協議事項
（１）行政書士試験実施協力の件（総務部）
　　行政書士試験実施協力について協議を行った。

（２）香川県行政書士会法規集発行の件（総務部）
　　香川県行政書士会法規集発行について協議を行った。

（３）事務局所定書式等ホームページ掲載の件（総務部）
　　事務局所定書式等ホームページ掲載について協議を行った。

（４）ZOOM 等インターネット活用による会議・研修実施の件（総務部）
　　ZOOM 等インターネット活用による会議・研修実施について協議を行った。

（５）ホームページの整備を含めた再構築の件（広報部）
　　ホームページの整備を含めた再構築について協議を行った。

３．報告事項
（１）会報誌「行政書士かがわ」の発行（広報部）
　　広報部より報告がなされた。

（２）行政書士制度広報月間事業について（広報部）
　　広報部より報告がなされた。

（３）ものづくり補助金研修会実施の件（企画開発部）
　　企画開発部より報告がなされた。

（４）各市町村役場等無料相談会相談員（前半）選任の件（相談委員会）
　　相談委員会より報告がなされた。
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（５）令和４年度第１回運営委員会を６月５日（日）開催の件（ＡＤＲセンター）
　　　　　ADR センターより報告がなされた。

４. その他
（１）新入会員研修開催について（業務研修部）
　　業務研修部より事前報告がなされた。

（２）業務研修会の実施について（業務研修部）
　　業務研修部より農地転用関連研修、車庫証明研修の開催の事前報告が
　　なされた。

（３）日行連中央研修所のＶ０Ｄ研修受講依頼（総務部）
　　総務部より報告がなされた。
　　　

令和４年度　第４回理事会報告

日　時　令和４年９月６日（火）午後１時３０分～午後５時００分
場　所　香川産業頭脳化センタービル２階　一般研修室
議　題　  １．決議事項

特になし

２．協議事項　　　
（１）報酬規程について
　　賛成多数で採択された。

３．報告事項
（１）令和４年度行政書士試験協力の進行状況の件（総務部）
　　総務部長より進行状況の説明がなされた。

（２）香川県行政書士会法規集発行進行状況の件（総務部）
　　総務部より進行状況の説明がなされた。

（３）4 月 1 日から７月末までの予算進捗状況の件（経理部）
　　経理部長より報告がなされた。

（４）会費未収金者の件（経理部）
　　総務部長より報告がなされた。

（５）各市町村役場等無料相談会相談員選任について（企画開発部）
　　企画開発部長より報告がなされた。
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（６）相談スキル研修会実施の件（企画開発部）
　　企画開発部長より報告がなされた。

（７）企画開発部調査・研究実施の件（企画開発部）
　　企画開発部長より報告がなされた。

（８）農地業務研修会の件（業務研修部）
　　業務研修部長より報告がなされた。

（９）産廃収集運搬業務研修会の件（業務研修部）
　　業務研修部長より報告がなされた。

（１０）入管業務研修会の件（業務研修部）
　　業務研修部長より報告がなされた。

（１１）車庫証明業務研修会の件（業務研修部）
　　業務研修部長より報告がなされた。

（１２）新入会員研修会の件（業務研修部）
　　業務研修部長より報告がなされた。

（１３）令和４年度行政書士制度広報月間の件（広報部）
　　広報部長より報告がなされた。

（１４）ホームページの整備を含めた再構築の件（広報部）
　　広報部より報告がなされた。

（１５）官公署宛会員証等確認願チラシの件（監察部）
　　監察部担当副会長より報告がなされた。

（１６）官公署宛会員証等確認の会員宛周知予定の件（監察部）
　　監察部担当副会長より報告がなされた。

（１７）香川大学学術交流委員会運営員公募の件（香川大学学術交流委員会）
　　会長より報告がなされた。

（１８）香川大学法学研修会実施の件（香川大学学術交流委員会）
　　香川大学学術交流委員会より報告がなされた。

（１９）令和４年度香川大学法学部寄付講座実施の件（香川大学学術交流委
　　　 員会）
　　香川大学学術交流委員会より報告がなされた。

（２０）日本 ADR 協会加入の件（行政書士 ADR センター香川）
　　行政書士 ADR センター香川より報告がなされた。（書面）

（２１）相談スキル研修に必要な情報提供の件（行政書士 ADR センター香川）
　　行政書士 ADR センター香川より報告がなされた。（書面）

（２２）ZOOM 有償契約について
　　総務部長より報告がなされた。
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新年の挨拶回り

報告者　会長　松本　修

日　時　令和 5 年 1 月 4 日（水）　14 時 15 分～
場　所　香川県知事室
訪問先　香川県知事
出席者
　　　　県知事　池田　豊人
　　　　県議会議長　高城　宗幸・県会議員　宮本　義貞・県議会議員　広瀬　良隆
　　　　行政書士会
　　　　会長　松本　修・副会長　石川　秀幸・副会長　横田　佳樹・副会長　横田　稔

行政書士会から特別要望事項
＊　県行政事務機関の昼休み時間内における受付業務の緩和を求める。
＊　許認可申請における申請者の本人確認、特に公文書授受時の本人確認、代理権限
　　の確認を求める。行政書士資格証・補助者証の携帯が必要。

友好団体事務局へ訪問挨拶
香川県社会保険労務士会
香川県司法書士会
香川県土地家屋調査士会

7



令和４年度日行連と四国地方協議会との連絡会報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（徳島会開催）

報告者　会長　松本　修

開催日時：令和４年１０月２８日（金）
会　　場：ザ・グランドパレス
議案審議
　⑴日行連の当面の諸問題及び事業説明
　⑵単位会の現状説明と日行連への要望等
　⑶諸問題に関する意見交換
　⑷その他

出席者：香川会
会　長　松本　　修、　副会長　石川　秀幸、　　同　　横田　佳樹
　同　　横田　　稔
以上、五名が出席

香川会から四地協への要望事項
　①現在一年交代で四地協の当番会が変わっているが、二年交代に戻してはどうか？
　②四地協の会員に向けて、全体研修会をぜひ開催してほしい。
　③四地協の会議の開催時期が現在月末に開催されているが、月の中旬開催を検討して
　　はどうか？
等の要望事項が提出された。

活動理念
・「そうだ、行政書士に相談しよう」という気運を高める。
・地域住民や事業者の方々とって、必要不可欠で有益な国家資格者としての位置づけを
　確固たるものにする。
・権利擁護を推進し、「国民の権利利益の実現」に寄与する。
以上の活動理念を共有することを約し、閉会した。
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 総務部 
総務部長　榑谷　泰之

令和４年度の事業計画の遂行と次年度に向けて
　３年以上にわたるコロナ禍のなか、令和４年１１月１３日（日）に行政書士試験が全国一斉に
実施された。香川県でも当会の多くの会員の方々のご協力を得て、４３４名の受験申込数に対応
して、香川大学幸町南キャンパスで行政書士試験の運営を実施するにいたりました。本会報誌「行
政書士かがわ第９７号」が会員の皆様方のお手元に届く頃、行政書士試験合格者も発表される時
期を迎えます。
　それにより、総務部事業計画の二大重点施策の一つである「行政書士試験実施協力」も遂行で
きたものと考えます。もう一つの重点施策「香川県行政委書士会法規集」発行についても同様に
会員宛配布により完遂するものと考えています。
　残る事業計画のなかには、今年度だけでなく次年度へ継続実施となる「行政のデジタル化推進」
等、政府の施策の推進状況に合わせて行われ、次年度への継続計画・実施事項となるものもあり
ます。
　また、日本行政書士会連合会（以下日行連）から「職務上請求書管理マニュアル」に基づく職
務上請求書の適正な取扱い施策が、本年度から次年度以降に以下のとおり継続実施されます。
①倫理研修の受講義務化
②組織的な指導・管理体制の構築
③払出し時の確認作業の厳格化
④不正使用者への罰則の強化
　詳細については、「月刊日本行政」及び「行政書士かがわ」に記載される他に、日行連・香川会
研修事業にも盛り込まれる見込みです。
　令和４年度の事業年度も残すところ２カ月余り、残る事業計画の遂行と令和５年度に向けた事
業計画策定及び予算計画を検討する時期となり、本会執行部だけでなく、会員の皆様方のご協力
をお願いしなければなりません。
　よろしくお願いいたします。

 経理部 
経理部長　池添　治

　本年も会員の皆様のご協力により期限内の会費納入率が向上しているようですが、会務運営の

各部だより
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費用もコロナを押さえ込んできたからか、活動が活発化して順調に予算額を消化していると思わ
れます。本年度も終わりに近づいてきましたが、年度末付近にも研修会等が予定されているよう
ですので、本年度の実績に基づいて来年度の予算が作成されるので研修会など会が行う事業には
積極的に参加してください。最後に３期分までの会費未納の方は速やかに納入お願いします。

 企画開発部 
企画開発部長　宮川　譲 

　企画開発部は、①行政書士業務の企画開発につながる活動、②行政のデジタル化への対応の２
点について取り組んでおります。
　①については、中小企業・小規模事業者に関心のある分野、行政書士の新業務といえる分野に
ついて勉強会を行う予定です。その分野として、事業承継、ＢＣＰ（事業継続計画）策定、建設キャ
リアアップシステムなどを考えています。また、後述するデジタル化にも関連しますが、その勉
強会の様子をライブ配信したり、動画保存することにも取り組みたいと思います。
　②については、各種行政手続のデジタル化・オンライン化に関する調査、研究を行い、会員へ
の情報提供を行っていきます。具体的には、建設業の経営事項審査のオンライン申請、入管業務
におけるオンライン申請などを対象に考えています。また、行政書士会としてオンラインによる
研修や会議などが実施できるようデジタル化対応の環境整備も進めていきます。
　上記の活動を通して、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

　業務研修部の現在の事業実施状況ですが、下記の通りとなっております。
　１．農地業務研修会　　　　　　　　　　　　令和 4 年 8 月 18 日（木）実施
　２．産廃収集運搬業務専門業務研修会　　　　令和 4 年 8 月 23 日（火）実施
　３．入管業務専門業務研修会　　　　　　　　令和 4 年 9 月 9 日（金）実施
　４．車庫証明業務研修会　　　　　　　　　　令和 4 年 9 月 13 日（火）実施
　５．新入会員研修会　　　　　　　　　　　　令和 4 年 9 月 24 日（土）実施
　６．特定行政書士法定研修会の実施（考査）　 令和 4 年 10 月 16 日（日）実施

　また、この原稿作成時点では実施できておりませんが、建設キャリアアップシステム専門業務
研修会、著作権相談員養成研修会、インボイス制度研修会の実施が確定しており、皆様のお手元

10



に会報誌が届くころには実施ができているのではないかと思います。その他、現在、高松公証役
場と研修会の実施に向けて調整を行っております。そちらも形にできるよう頑張っていきますの
で、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

　昨年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、１０月の行政書士制度広報月間及び２月の行
政書士記念日、両方の無料相談会の中止を余儀なくされるなど、多方面でその影響を受け、十分
な広報活動が行えませんでした。
　本年度におきましては、コロナウイルス感染防止対策を十分行った上で、行政書士制度広報月
間での相談会など各行事を無事終えることができました。来る２月の行政書士記念日にはイオン
モール綾川での無料相談会を予定しており、開催出来るものと思っております。
　いずれにしても「そうだ行政書士に聞いてみよう」をキャッチフレーズに無料相談会は行政書
士業務を理解していただける絶好の機会かと思います。「頼れる街の法律家」を共有出来るよう社
会一般に広報し、社会貢献に努めたく思います。
　その他、会報誌も従来とは少し企画を変えました。将来的には基本的にペーパーレス化も視野
に入れる事が必要かと思います。ホームページについても、より役立つものになり、見易いもの
になるよう各面で整備を行っております。
　今後とも皆様のご意見をいただきながら広報活動を推進いたしたく思っておりますので、ご協
力をよろしくお願いいたします。

 監察部 
監察部長　近石　秀志

　監察部としましては以下の事業計画をしております。
（1）行政書士法違反に対処するために、官公署宛てに会員証の確認願いをするチラシを配布します。
　　①配布方法　

チラシを郵送するのではなく、各官公署へ役員が持参して手渡し、一言でもお願いをすると
効果が期待できると考えます。

　　②配布先
先ずは高松市、および県下各市町農地事務担当課等を予定します。

（2）会員が業務で官公署へ行った時、自ら積極的に会員証を呈示するように、周知します。

11



　　その方法としては会報「行政書士かがわ」等で定期的に周知します。

 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。

※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。今年度につきましても、12 月中には返信用封筒を
同封の上、実績報告書をお送りいたします。お手数をおかけしますが、令和 4 年 1 月から令
和 4 年 12 月末までの実績をご記入の上、令和 5 年 1 月末までに、忘れずにご提出いただき
ますようお願いいたします。

（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日を基準に開催しております。（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。
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 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。

 行政書士ＡＤＲセンター香川 
センター長　林　一興

紹介
　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、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。

活動と来年度事業計画
　今年度の活動として、まず、相談委員会で開催された「相談スキル研修」（９月１０日）へ情報
提供を行い、市民相談員の養成に協力をいたしました。研修の結果、実際の相談でも情報が役に立っ
たとのお声を頂きました。
　次に、当センターの研修として、「ＡＤＲガイダンス」（１０月２日）、調停人養成に必要な「基礎編」
の研修（１０月１４日～１６日）を開催しました。ＡＤＲガイダンスで、当センターの存在をは
じめて知り、調停の方法が裁判と異なる事を知って頂くことができました。基礎編では、調停の
歴史と理論、基本的なスキルを学習し、さらにロールプレイを実施しました。調停人役を務めた
方の力量が高く、今後の活躍に期待できます。
　さて、令和５年度の事業計画ですが、今年度総会でご承認いただいた事業計画に加えて、ＩＴ、
ＡＩを活用した「ＯＤＲ」への対応を進めます。ＯＤＲは、主にオンライン調停のことを指しますが、
他にもＡＩの活用が上げられます。当事者の不適切と思われる表現に対してＡＩが訂正の提案を
行い、調停人を補佐することが期待されています。このように、調停においても、電子化が急速
に進んでおります。従って、ＯＤＲへの対応は、利用者の利便に直結するものですので遅滞なく
取り組みます。
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　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。

＊ＯＤＲ・・・Online Dispute Resolution の頭文字で、オンラインによる紛争解決のことです。
司法分野のＩＴ活用を推進する政府方針にも後押しされ、オンラインによるＡＤＲ＝ＯＤＲが登
場しました。

日行連の対応（中央研修所ＶＯＤと模擬ＯＤＲについて）
　日行連は、ＡＤＲを推進しております。中央研修所ＶＯＤでは、ＡＤＲビデオ講座が多数用意
されており、会員であればどなたでも無料で受講できるようになっております。加えて、全国規
模で模擬ＯＤＲの実施も行われ、問題点を洗い出し、確実な実施を目指しています。
　こうした日行連の活動も、皆様に知って頂ければと思います。

 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では、「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」および今期事業計画に基づき、昨年までと同様に、香川大学法学部・後期・3 年生以
上が対象の講座として「（特）行政書士制度の概要と行政書士の実務」を実施しています。（令和 4
年 10 月 5 日から令和 5 年 2 月 1 日までの全 15 回）
　香川大学法学研修会については、予算が一律 2 割カットされていることで当初の事業計画どお
りの実施はできませんが、理事会において 1 回程度実施すればよいのではとの判断がなされたよ
うなので、香川大学と研修内容を相談し、その結果に基づき講師依頼をすることになります。実
施できることになった場合のスケジュール等については、本会ホームページ及び事務局からのメー
ルでお知らせする予定となっています。

 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定期的な相談会は、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）、多度津町地域交流センター（毎月第２木曜日）、アイパルかがわ（毎
月第１火曜日）になります。これら定期的な相談会以外にも四国行政評価支局や日本政策金融公
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庫などの要請による不定期の相談会も実施しております。
　このような相談会の案内や相談員の人選は、相談員として登録している会員を対象としており
ます。定期的な相談会につきましては、すでに相談員が決定しているものもありますが、不定期
な相談会や欠席要員として相談員を依頼することもあります。この相談員に興味がある会員の皆
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。
　今年度は穴吹カレッジからの要請に基づいての優秀留学生表彰式への出席、香川県専修学校各
種学校連合会との協定書に基づいての外国人留学生就労支援セミナーへの出席及び採用予定企業
と留学生へのビザ取得についての相談対応等を行っております。
　また、外国人技能実習機構高松事務所との関係作りができないかと考えており、今後、そちら
についても実行に移していきたいと考えております。その他、外部団体からの要請についても引
き続き対応していきたいと考えておりますので、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。

 選挙管理委員会 
委員長　白坂　正明

1. 令和 4 年 5 月 28 日開催の定時総会において本会の会則の一部改正案 ( 特別な理由があるときは、
総会で決議すべき事項について、書面による決議を求めることができる。改正案 ) が可決され
ましたが、この議案の審議中に、会員から質問があり、「書面による総会決議の場合、会長選挙
の方法及び新会長決定後の他の役員の選任の方法はどうするのか」との質問について、選挙管
理委員長は、つぎのとおり答弁しました。「この会則改正案が可決された場合、通常の定時総会
が開催されないで、書面による総会決議が行われた場合の会長選挙の方法については、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。」と答弁しました。この答弁のとおり
新しい特例規則 ( 案 ) を作成するために選挙管理委員会は、令和 4 年 6 月から 3 ヵ月かけて慎重
に検討しました。また、既に会長選挙を郵便投票によって実施している山梨県行政書士会から
も役員選任規則を取り寄せて参考にして検討しました。

　　選挙管理委員会としては、これまで委員 5 名全員が出席して全員の意見一致によって郵便投
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票による会長選挙の方法と新会長選任後、他の役員の選任の方法等に関する「香川県行政書士
会役員選任に関する特例規則 ( 案 )」を作成して松本会長に送付いたしました。この「香川県行
政書士会役員選任に関する特例規則 ( 案 )」は、現在、本会理事会に提案されて、検討中と伺っ
ております。

　　理事会においては、修正すべき条項は、修正して頂いて郵便投票による会長選挙の方法等に
関する新しい「香川県行政書士会役員選任に関する特例規則」として理事会の議決によって制
定されます。

2. 今年 5 月は任期満了による会長選挙が実施される定時総会の時期ですが、通常どおり開催でき
るかどうか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の推移がどうなるか。定かでないが、本
会会則の一部改正が議決されているので、書面による総会決議の実施に関する規則等は制定し
なければならない。そして新年早々には、選挙管理委員会としては、郵便投票による会長選挙
の実施と新会長選任後、直ちに他の役員の選任等に関する日程表 ( 案 ) 及び通常どおり定時総会
が開催できた場合の会長選挙の日程表 ( 案 ) の両案を検討決定して、松本会長に提案する予定で
す。いずれにしても選挙管理委員会としては、現時点では、どちらの方針になっても対応でき
るように、両案の選挙準備態勢を整える考えであります。

冬のお風呂の落とし穴

にご注意ください！

　温かい室内から、温度の低い浴室等に移動すると、血圧が急変して起こるヒートショックですが、
この時期はよく耳にする単語です。ヒートショックは最悪の場合脳梗塞や心筋梗塞などの深刻な
疾患につながる危険性があります。入浴中の死亡事故は交通事故の 4 倍とも言われています。

　　　　　　ヒートショックにならないために　
　　　　　　脱衣所や浴室を温かくしておく　　　　　　　　　　急に湯船から立ち上がらない
　　　　　
　　　　　　41℃以上の熱いお湯・長湯は NG 　　　　　　　　　家族にお風呂に入る声掛け
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  許認可関係専門業務研究会 
代表世話人　池添　治

　昨年は８月に産廃（収集運搬）許可申請についての前編の研修会を行いました。２月頃になる
と思いますが後編を実施予定です。初心者でも簡単な申請書が書けるように出来ればと思ってい
ます。なお、次回も高松支部との共催を予定しています。
　会員の皆様からの研修についての要望をお待ちしていますのでよろしくお願いします。
　（マニアックなのは勘弁してください）

     新業務専門業務委員会
 代表世話人　林　一興

　当部門は、国の政策として推進されている電子申請に関する業務を研究しております。電子申
請と一言で言いましても、今までの印鑑や署名に変わる電子証明書や認証の形式も様々で、さら
にＪ－Ｇｒａｎｔｚなど各行政機関独自のシステムが提供されているため、申請側はその特色を
理解し、個々に対応する必要があります。それらを全体として把握し、根拠法、電子申請の基本
及び実際の申請例の３項目で会員の皆様へ分かりやすく情報提供できるよう努め、２回の研修を
行います。
　第１回目は、比較的参入しやすい電子申請のひとつである建設キャリアアップシステムを題材
にした研修を行います。建設現場で働く方のキャリアを客観的に証明するためのシステムで、そ
の申請方法を具体的に解説するものです。第２回目は、令和５年１月より開始となる建設業許可・
経営事項審査の電子申請に関わるものを予定しています。
　電子申請はコロナ禍で急速に広まったテレワークにも順応できるものであり、時間と交通費を
かけて行政機関に赴かなくても、申請手続きができるのは大きな利点です。行政書士が顧客から
委任を受けて電子申請できる仕組みも徐々に増えつつあり、今後の行政書士業務の展開を考える
上でも、是非、受講して頂ければと思います。

専門業務研究会だより
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 令和４年度「行政書士制度広報月間」の活動報告

令和４年１１月９日
報告者　香川県行政書士会

広報部長　真鍋　光夫

監察部長　近石　秀志

１．官公署及び関係団体へ協力依頼文書の発出
　令和４年９月１３日（火）、官公署８２、関係団体４２と自動車販売会社４５に対して非行政
書士が行政書士業務を遂行する事に対して、行政書士法違反行為防止について協力依頼の文書
を発出した。
　また、非行政書士対策のポスターを本会及び支部より全会員に配布した。

２．各自治体の広報誌及び新聞への広告の依頼
　１０月１日（土）の行政書士、司法書士及び土地家屋調査士の合同無料相談会について各自
治体の広報誌に開催記事の掲載を依頼した。
　また、９月３０日（金）付の四国新聞に同相談会のＰＲ広告を３士業合同で掲載した。なお、
１０月１日（土）には行政書士会単独で同新聞に相談会開催の記事を掲載した。

３．合同無料相談会の開催
　１０月１日（土）、各支部において午前１０時より午後３時までの間、合同無料相談会を開設、
各支部より相談員を派遣し、その任にあたった。開催は東讃支部では１カ所、高松支部では高
松地区、小豆島地区の２カ所、中讃支部では丸亀地区、坂出地区、善通寺地区の３カ所、西讃
支部では１カ所で合計県下７会場において開催された。
　なお、高松地区では行政書士会、司法書士会、土地家屋調査士会の他に社会保険労務士会、
高松法務局の合同で開催された。
　相談件数は１７件であった。

４．行政書士電話相談会の実施
　１０月６日（木）、香川県行政書士会事務局において、午前１０時より午後３時までの間、広
報部　樫村副部長、監察部　千葉副部長が相談員となり、電話による無料相談会を実施した。
相談内容は相続関係５件であった。

５．巡回訪問の実施
　１０月４日（火）から１０月１４日（金）までの間、本会及び各支部で官公署への巡回訪問
を行い、ポスター、ペンスタンドを配布し、広く行政書士制度をＰＲした。
　なお、今回は訪問を再度行うケースが発生した。この件については今後の検討課題としたい。
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巡 回 訪 問

本会　巡回

中讃支部　巡回 中讃支部　巡回

東讃支部　巡回 西讃支部　巡回

高松支部　巡回
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無 料 相 談

10/6 （木） 電話相談

高松支部会場（サンメッセ香川）

東讃支部会場（寒川農村環境改善センター）

中讃支部会場（坂出市民ふれあい会館）

西讃支部会場（みとよ未来創造館）
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　 東讃支部 
東讃支部長　久米井　好美

１．新規入会者の紹介
　　大喜多　隆司　会員
　　東かがわ市　三本松
　（１）経歴
　　国際協力機構（JICA）筑波国際センターを経て令和２年９月１日高松支部へ入会され行政書士
　　村尾事務所で勤務後、この度東讃支部へ異動し、自宅へ事務所を設置した。
　　昭和５４年　高高卒、阪大（経）卒
　（２）保有資格等
　　令和３年７月の会員名簿５１ページ参照
２．総会のご案内
　（１）日時　令和５年４月２２日（土）
　　　　　　 １０：３０開会　懇親会　１１：３０スタート
　（２）場所　大川オアシス　（さぬき市津田鶴羽２５）
　（３）議題　役員改選となります。会員各位のご出席をお願い致します。

　 高松支部 
高松支部長　池添　治

　いよいよ令和 4 年度の最終ステージに近づきましたがなかなか課題が山積で大変です。Ｂ B Ｑ
パーティやビアガーデンそれに岡山へのバス旅行と昨年までに出来なかったことをいっきに行い
ましたが支部会員の皆様は参加されましたでしょうか。参加された方が支部会員の１％未満とい
うデータが出ています。それと、支部独自の研修会を実施していますが、なにぶんにも人手不足
で新年会や支部総会でしかできておりません。仕方がありませんので本会との共催とすることが
出来たので支部会員に限り参加費用を支部が負担しています。
　なお、先日行われた五士業ソフトボール大会は健闘むなしく最下
位となりました。選手が集まりません、助けてください。試合当日
になっても選手が８名しか集まらず、仕方なく古稀を過ぎた支部長
が参加せざるを得ませんでした。来年は参加よろしくお願いします。

各支部だより

 高松支部旅行

マスカット狩り
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　 中讃支部 
中讃支部　宇佐美　万里子

　11 月 19 日（土）、日帰り研修旅行を実施致しました。当日
は秋の晴天に恵まれ、３１名の参加をいただき愛媛県内を観
光しました。
　初めに、大洲市にある“たいき産直市愛たい菜”に立ち寄
りました。駐車場は地元の人であふれ、店内には新鮮な野菜
が山積みになっていました。会員の皆さんもたくさん野菜を
購入し、バスへ戻りました。
　次に、大洲駅から観光列車“伊予灘ものがたり双海編”に乗車しました。ホームからカメラを
構える人々、高級感のある装飾が施された車内、お見送りしてくださる駅の方々に、特別な時間
が始まるのだという気持ちになりました。そして列車が動き出し、車窓から伊予灘の風景を眺め
つつ美味しいお料理を堪能しました。車内ではたびたびアナウンスが流れ、沿線に目を向けます。
地元の方々の趣向を凝らした熱烈な歓迎に、こちらも手を振り返しました。途中、SNS 映えスポッ
トとして有名な下灘駅に停車し、伊予灘の海と観光列車の写真を撮りました。
　あっという間に松山駅に到着し、観光列車に別れを告げて、愛媛県立とべ動物園に行く観光コー
ス A、松山城と道後温泉散策をする観光コース B に分かれてそれぞれの目的地へ向かいました。
私が行った動物園では、ワニの大きさや迫力に驚いたり、遠くまで響くトラの咆哮におびえなが
ら恐る恐る近づいてみたりと、充実した時間を過ごすことができました。
　帰りのバス内は静かでした。会員の皆さんもたくさん歩いて良い旅をされたのだと思います。
これから冬になりますが、体調管理に気を付けて来年も元気に集まれることを願っています。

　 西讃支部 
西讃支部長　田中　幸

　令和 4 年度行政書士制度広報月間における「法の日」合同無料相談会及び巡回訪問が、おかげ
をもちまして滞りなく終了したことをご報告申し上げます。
　昨年は、コロナ大旋風により無料相談会が中止となった経緯がありますので、通常の事ができ
る喜びを深く感じています。
　社会においては、入国制限が緩和され、ウィズコロナを前提とした経済活動が再開され、コロ
ナショックからの景気回復が順調に進むかと思いきや、ロシアのウクライナ侵攻による物流影響、
急激な円安とインフレーションなど全く先が見えず、不安しかない景況感に怯えながらの新時代
が始まった気がしています。
　行政書士市場においても、社会経済情勢の変化により新たな時代に突入したのではないでしょ
うか。
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　大きな変化として、
 

①　２０２３年１０月1日から、インボイス制度が導入されます。「適格請求書発行事業者
に登録」するか否かを判断し、登録するのであれば、原則２０２３年３月３１日までに登録
を完了させましょう。
②　2023年 1月から、建設業許可や経営事項審査の電子申請受付が開始される予定です。

があります。影響をうけるメリット・デメリットに個体差はありますが、些細な変化を察知し、
新たな価値観を創出しなければならないと感じています。
　実際のところ、ここ２～ 3 年で HP からの情報発信量が格段と増えました。業務においても「HP
に載せているので見てください。」や「ダウンロードしてください。」と助言を受けることが多くなっ
ています。最新の情報を知らないことに罪悪感を覚えることも多々あります。新たな時代に乗り
遅れないためには、素早く情報を察知し取捨選択力を強化することが昭和生まれの課題であると
痛感する今日この頃です。

　また、アフターコロナ時代において、行政書士の質の低下や格差などを耳にすることが多くな
りました。同業コミュニケーションの減少が原因の一つと考えられますが、どのようなパフォー
マンスを提供するかは、個人の資質によります。技術、能力、メンタルを鍛え「そうだ！行政書
士に相談しよう。」と思っていただける事務所を目指して、ファイト！ファイト！ファイト！です。

　メディアによる新型コロナウィルス感染症の情報が減少したとはいえ、まだまだ安心ですと言
い難い状況です。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。
　引き続きご助言ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

＊朗報＊
高松自動車道に

「観音寺スマートインターチェンジ（仮称）」
の事業化が決定しました。
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かがわ国際フェスタ 2022

『かがわ国際フェスタ』に参加して

企画開発部

　アイパル香川で 10 月 9 日から開催された『かがわ国際フェスタ』に香川県行政書士会として参
加いたしました。
　この『かがわ国際フェスタ』は、外国人住民と県民の交流・ふれあいの場であるとともに、県
民の皆さまが、国際交流・国際協力、多文化共生に対する理解を深め、国際感覚を養う機会とな
るよう年に 1 度開催されているイベントです。県内の国際交流団体や関係機関が一堂に会する機
会でもありますので、香川県行政書士会の存在を PR する絶好の機会でもあります。ただ、このコ
ロナ禍にあって、ここ数年間は通常よりも規模を縮小するなどの開催となっており、今年の国際
フェスタも、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ「かがわ国際フェスタ月間」として展示が
メインとなる内容で開催されました。
　今回、香川県行政書士会は、10 月 9 日から 13 日までの第１週に参加いたしました。規模の縮小
等によりここ数年は展示のみの実施ではありましたが、今回は 9 日のみですが物販も実施される
ということで、香川県行政書士会は、物販の一形態として相談ブースを設けました。毎月第１火
曜日に同所で開催している無料相談会と同じく、在留資格（VISA・STATUS）に関する手続き相
談に応じるものです。当日は、白木衛会員（高松支部）と矢野昌則会員（西讃支部）の両名が相
談員として対応いただき、香川県行政書士会の存在をしっかりと PR してくださいました。
　また、香川県行政書士会の展示として、貴島明日香さんを起用したポスターを前面に押し出し
ながら、外国人とトラブルに関するチラシや行政書士ガイドなどのパンフレットを持ち帰りでき
る状態で展示し、少しでも外国の方や国際交流に関わる方に行政書士の役割を知ってもらえるよ
う PR いたしました。
　私たち行政書士が在留資格などの国際業務を担うにあたって、外国の方に行政書士の役割を知っ
てもらうことはとても大切なことです。知ってもらったうえで、外国の方やその関係者と交流を
持ち、信頼される関係を築いていきたいと思います。今回の『かがわ国際フェスタ』への参加は、
そのような関係を築く一助になったと思いますので、次回以降も参加したいと思います。
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マイナンバー相談事業　報告

 報告者　　池添　治

　連合会からの要請により右も左も分からないままスタートした事業ですが、相談員も徐々に増
えこれを書いている時点で１４名を数え、相談会場もゆめタウン高松からはじまってイオンモー
ル高松、多度津、観音寺、三豊市、さぬき市の３出張所などに相談員を派遣し、思った以上の成
果を上げました。なお、高松市長より“ゆめタウン”での働きにより１０月２０日に感謝状をい
ただきました。連合会に対して鼻を高くできました。
　相談員の皆様ありがとうございました。引き続き年度末まで頑張ってください。

マイナンバー普及促進感謝状授受

 

　 2022 年 10 月 20 日に高松市よりマイナンバーカード普及促進について、感謝状を拝受いたしま
した。
　マイナンバーカード申請手続相談委員の皆様、ご協力ありがとうございました。
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出張会務　報告

報告者：行政書士 ADR センター香川　運営委員　入江　宏幸
用　務　名 模擬 ODR
日　　　時 令和 4 年 8 月 19 日　13：30
用　務　地 ZOOM による、報告者事務所
主　催　者 日本行政書士会連合会　裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部

報告者以外の
　　参加者

－

内　　　容 模擬ＯＤＲの実施を通して、外国人の就労、就学に関する紛争をテーマにデジタル
技術を活用した紛争解決手段としてのＯＤＲが、対話促進型の調停に対して適応で
きるのかを実証するため、認証取得済み単位会のＡＤＲセンターの役員、運営委員
等で視聴し、対話促進型の調停に合致するＯＤＲの形態を検討した。

成果及び感想 ＯＤＲとはいえ基本は調停スキル、と再確認するとともに、ＯＤＲにおける必要な
調停スキルもあることを認識した。
ＯＤＲへの取組は、先進事例を参考にしながら前向きに検討したい。

　　　　　　報告者：広報部　部員　山岡　正士

用　務　名 令和 4 年度香川県四士業災害時支援協議会

日　　　時 令和 4 年 9 月 27 日 16：30 ～ 17：15
用　務　地 ZOOM
主　催　者 香川県土地家屋調査士会

報告者以外の
　　参加者

香川県司法書士会（高嶋由昌会長、岩野哲副会長）、香川県社会保険労務士会（植
田博司会長、米田ゆう子副会長）、香川県土地家屋調査士会（久保利司会長、横井
靖司副会長、山上武志様）

内　　　容 災害時対応について、善通寺市からの協定書提案についての意見交換を行った。
成果及び感想 協定書の内容について、善通寺市が求めるサポート内容と四士業が連携して提供で

きるサポート内容に齟齬がないかを土地家屋調査士会が善通寺市担当者と確認す
る。社会保険労務士会　植田会長より紹介された東京都の災害復興まちづくり支援
機構パンフレットを参考にして、当協議会としてどのような支援活動ができるのか
今後、協議する。次回協議会は令和 4 年度末（3 月頃）に対面形式で実施する。
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　　　　　報告者：相談委員会　委員　林　一興
用　務　名 香川県行政書士会における過去の相談実績及び内容の確認調査・収集

日　　　時 令和 4 年 6 月 8 日 14：00 ～ 17：00 及び 7 月 25 日 12：00 ～ 17：00

用　務　地 香川県行政書士会

主　催　者 相談委員会

報告者以外の
　　参加者

－

内　　　容 令和 4 年 9 月開催の「相談スキル研修」の中に模擬相談を入れてほしいと吉井副会
長より依頼があり、その指示のもと、過去の相談実績と内容を確認調査・収集。

成果及び感想 過去の相談実績は、個人情報が多く含まれているので、事務局外へ持ち出す
ことは認められていません。
併せて、控えを作成する際は、個人情報を除いて作成しなければなりません。
従って、相談内容の確認作業は事務局内で行いました。
　① 1 回目（6 月 8 日）
　　・相談記録簿の収集
　　・年度分け
　　・分野分け
　　[ 成果、感想 ]

上記の作業から過去の相談実績を確認し、6 ～ 7 割以上が相続に関連し、農地、
相隣関係がそれに続くことが分かりました。
また、税金に関わる相談も少なくありませんでした。

　② 2 回目（７月 25 日）
　　・実際の相談内容の確認
　　・模擬相談のテーマ選定　
　　[ 成果、感想 ]

相続に関するものでも内容は多岐にわたっており、これらをまとめなければ
なりませんが、実際の相談内容の中から、比較的難易度の低いものを選定し、
まずは相談員の感覚を徐々に養う形が良いと考えました。
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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 
2022/07/01 401 令和４年度定時総会出席代議員に対する交通費補助金の送金について
2022/07/04 408 マイナンバーカード申請手続相談員向け説明会の開催について
2022/07/04 410 R4 年度上期資格審査会の開催について
2022/07/06 413 413 単位会宛会員管理システム改修に係る調査協力のお願い（修正版）
2022/07/06 415 資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について（周知）
2022/07/06 416 建設キャリアアップシステムに関する説明会の開催について（お知らせ）
2022/07/06 420 農地転用許可事務の適正化及び簡素化について（周知）
2022/07/11 443 「おしごと年鑑 2022」への協賛について

2022/07/13 446 遺言、任意後見、家族信託等の公証サービス普及に関する行政書士会と公
証人会との広報活動の連携について（お願い）

2022/07/14 449 執行官の採用選考受験案内について
2022/07/19 464 受託事業における経理処理について

2022/07/20 467 国土計画協会「国土計画シンポジウム」（インターネットライブ配信）の開
催について（周知）

2022/07/20 470 申請取次事務研修会（VOD 方式）の追加開催及び届出済証明書の更新手続
きにおける特例措置について（周知依頼）

2022/07/22 483 令和 4 年度定時総会議事録の送付について

2022/07/25 491 株式会社が発起人である場合の定款認証の際の実質的支配者の認定根拠資
料について（周知）

2022/07/27 500 NEDO からの連携依頼につきまして
2022/07/28 498 申請取次事務研修会（9 月 VOD 方式）の開催について
2022/07/28 504 理事会の議事結果について（令和 4 年 7 月 20・21 日開催）
2022/07/29 520 職務上請求書の払出し実態の報告について（依頼）
2022/08/01 496 マイナンバーカード申請手続相談員向け説明会の当日の模様について

2022/08/01 532 令和 4 年度行政書士制度広報月間に係る「行政書士無料相談」の開設及び
期間中の安全配慮について

2022/08/01 533 令和 4 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
2022/08/01 534 令和 4 年度行政書士制度 PR 動画の公開について
2022/08/01 535 令和 4 年度行政書士制度 PR ポスター及びポスター画像の取扱い等について
2022/08/01 536 日行連が行う行政書士制度広報月間事業について
2022/08/01 537 令和 4 年度会長会の開催について
2022/08/01 538 「行政書士制度広報月間」における監察活動の実施について
2022/08/01 539 広報月間の監察活動における各行政機関への協力要請について
2022/08/01 540 新型コロナワクチン接種の推進について

2022/08/02 542 令和 4 年度版「行政書士関係法規集」の有償頒布及び「行政書士関係法規
集（抄）・行政書士必携」の単体販売に係る希望冊数調査について（お願い）

2022/08/03 546 模擬ＯＤＲ実施のご案内について
2022/08/04 552 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）

28



受信年月日 日行連発番号 文 書 名 等 
2022/08/10 589 令和 4 年度会長会に係るアンケートの実施について（お願い）

2022/08/12 592 オンライン申請用 QR コード付きマイナンバーカード交付申請書を利用し
たマイナンバーカードの積極的な取得等について

2022/08/12 593 相談会実施予定の報告について（お願い）
2022/08/16 595 申請取次実務研修会（10 月 VOD 方式）の開催について
2022/08/17 610 生活衛生業コロナ対策申請支援事業　未報告分の確認について（お願い）
2022/08/19 619 新型コロナウイルス感染者の発生に関するご報告
2022/08/19 622 厚生年金保険・健康保険の適用拡大に係る協力依頼について
2022/08/19 623 職務上請求書管理マニュアルのご送付について
2022/08/19 628 「月刊日本行政」7 月号 (No.596) の返送分宛名調査について _36 香川
2022/08/22 546 ADR 事業にかかるアンケート回答のお願い

2022/08/22 633 ＜各行政書士会センター長様宛＞「単位会が実施する研修への講師派遣対
応」にかかる要望調査について（お願い）

2022/08/22 634 「単位会が実施する研修への講師派遣対応」にかかる要望調査について（お
願い）

2022/08/22 635 特定行政書士徽章の作製について（お知らせ）
2022/08/22 636 財産管理及び成年後見業務に関する実態調査について
2022/08/23 644 マイナンバーカード代理申請手続事業に関する説明会について

2022/08/23 645 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの一部改正につい
て（周知）

2022/08/24 650 社労業務取扱証明書の発行について（お願い）

2022/08/24 655 本会国際・企業経営業務部国際部門と各地協国際業務担当者との意見交換
会の開催について

2022/08/24 656 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
2022/08/25 665 「働きやすい職場認証制度」に係る二つ星の導入について（周知）
2022/08/25 667 新型コロナウイルス感染者の発生に関するご報告
2022/08/25 670 建設業法施行規則等の一部改正について（周知）
2022/08/26 673 職務上請求書の取扱いに係る会員への周知について
2022/08/29 679 特殊車両通行確認制度の代理申請の方法について（周知）
2022/08/29 682 自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理業務規程の改正について（周知）
2022/08/29 684 新型コロナウイルス感染者の発生に関するご報告
2022/08/30 686 WEB セミナー「建設業行政をめぐる最近の話題」の開催について（周知）
2022/09/01 706 令和 4 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
2022/09/01 707 車検証電子化についての周知用ウェブサイトの開設について（周知）

2022/09/02 718 「車検証の交付に係る事務の委託制度」に関する業務習熟に向けた説明会に
ついて

2022/09/05 719 司法研修に係る令和 4 年度広域講座開設助成金のご案内（お知らせ）

2022/09/05 723 ウクライナ避難民等への支援活動状況に関するアンケートについて（協力
依頼）

2022/09/07 731 電子車検証サンプルの送付について
2022/09/09 751 社労業務に関する実態調査について（依頼）
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受信年月日 日行連発番号 文 書 名 等 
2022/09/09 752 令和 4 年度職務上請求書関係事務に係る助成金の交付について
2022/09/14 768 令和 4 年度著作権相談員名簿の送付等について
2022/09/14 771 第 2 回模擬 ODR 実施について（ご案内）
2022/09/14 774 軽自動車 OSS におけるサービス対象手続の拡大について（周知）

2022/09/14 775 継続検査の申請（OCR 申請・OSS 申請）手続における納税証明書の提示省
略化（納税確認の電子化）について（周知）

2022/09/15 776 令和 5・6 年度　入札参加資格審査申請のインターネット一元受付テストラ
ンの参加モニター推薦について

2022/09/20 783 「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）

2022/09/21 792 権利擁護推進シールパンフレットの活用について（ご提案）につきまして
2022/09/22 802 令和４年度 OSS 実務者説明会の開催について
2022/09/27 811 建設特定技能外国人制度の説明会開催について（周知）
2022/09/27 815 特定行政書士法定研修対応事務マニュアル（考査実施編）について
2022/09/28 823 公証人会との連携促進について（お願い）
2022/09/29 832 職務上請求書管理マニュアルに係る説明会の開催について
2022/09/30 855 中央研修所全国担当者会議の開催について
2022/10/04 866 令和 4 年度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
2022/10/06 916 「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
2022/10/07 919 農地法関係業務担当者会議の開催について
2022/10/07 932 軽自動車 OSS（新規検査）の申請手続き等に関する説明会について
2022/10/14 967 法務省人権擁護局「Ｍｙじんけん宣言」プロジェクトへの参画について
2022/10/17 971 生活衛生派遣事業　最終お支払いについて
2022/10/17 974 令和 4 年度特定行政書士法定研修に係るご連絡（御礼）
2022/10/18 979 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）
2022/10/20 1005 令和５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）
2022/10/24 1023 令和 4 年度全国法規監察担当者会議について
2022/10/28 1039 許認可を要する法人関係業務に関する全国担当者会議の開催について
2022/11/04 1064 令和４年秋の叙勲受章者のお知らせ
2022/11/07 1075 著作権教育 E ネットワークにおける教材開発について（ご案内）

2022/11/07 1076 オンラインセミナー「建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて」
の開催について（周知）

2022/11/07 1077 福岡県行政書士会 ADR 研修のライブ配信について（ご案内）
2022/11/09 1082 模擬ＯＤＲ実施のご案内について
2022/11/10 1101 単位会における法教育事業実施への支援について
2022/11/10 1102 単位会が行う法教育活動に対する日行連からの支援について

2022/11/10 1109 中央研修所研修サイト VOD 講座「建設業関係業務へのいざない」の登載終
了について（お知らせ）

2022/11/10 1107 新型コロナワクチン接種の推進について
2022/11/15 1119 特定行政書士制度推進担当者会議の開催について
2022/11/16 1128 令和 4 年度特定行政書士法定研修に係る結果の公表について
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受信年月日 日行連発番号 文 書 名 等 
2022/11/18 1136 消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について（協力依頼）

2022/11/18 1137 「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」の閣議決定について
（周知）

2022/11/18 1138 理事会の議事結果について（令和 4 年 11 月 16・17 日開催）
2022/11/25 1170 コリンズ・テクリスにおけるJACICの登録等代行サービス終了について（周知）

2022/11/25 1171 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の閣議決定について（周知）

2022/11/25 1174 
令和 4 年度 WEB セミナー「LGBT 等について知り、考える～ LGBT 等の
性的マイノリティの人権を擁護する社会の実現に向けて～」の開催につい
て（周知）

2022/11/25 1189 令和 5 年 _ 新年賀詞交歓会及び理事会の開催について
2022/11/28 1197 資源有効利用促進法政省令の改正について（周知）
2022/11/28 1201 「ＡＤＲ週間（ＡＤＲの日）」の実施について（周知）
2022/11/29 1216 経済安全保障に関する取組みの周知依頼について

2022/11/29 1220 公正証書の作成に係る手続のデジタル化に関するアンケートの実施につい
て（周知）

2022/11/30 1229 権利擁護の取り組みに関するアンケートについて（協力依頼）
2022/11/30 1233 一般倫理研修受講管理マニュアル（ダイジェスト版）のご送付について
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会　員　異　動

○●○　変更　○●○
変更
内容

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

事務所
所在地 1085 千葉　敦雄 763-0094

香川県丸亀市三条町667番地16 令和 4 年
7 月 4 日 中讃

単位会
変更 1149 森安　理恵 760-0079

香川県高松市松縄町1052番地4ドルフィン松縄501号
050-3154-0785 令和 4 年

7 月 25 日 高松
森安行政書士事務所

事務所
所在地 1092 大喜多隆司 769-2601

香川県東かがわ市三本松1271番地3
0879-25-1145 令和 4 年

7 月 29 日 東讃
行政書士　大喜多事務所

事務所
所在地 1132 橋本　大輔

香川県高松市錦町2丁目13番7号松岡ビル2F
087-873-2653 令和 4 年

7 月 29 日 高松

事務所
所在地 1119 和泉　　潤 760-0079

香川県高松市松縄町1087番地3-2階 令和 4 年
11 月 7 日 高松

○●○　廃業　○●○
氏名 支部 備考 抹消日

矢　野　輝　雄 高松 死亡 令和 4 年 7 月 6 日
佐々木　吉　宏 高松 死亡 令和 4 年 5 月 15 日
森　田　　　明 高松 死亡 令和 4 年 9 月 23 日
中　條　三千代 高松 廃業 令和 4 年 9 月 30 日
星野尾　数　馬 高松 廃業 令和 4 年 9 月 30 日
大　谷　義　雄 高松 死亡 令和 4 年 10 月 18 日
中　山　　　俊 西讃 廃業 令和 4 年 11 月 30 日

哀　悼　　矢野　輝雄　様　　　佐々木吉宏　様
　　　　　森田　　明　様　　　大谷　義雄　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４．１１．３０時点
会員数４２５名　７法人

（氏　名）宮本　由美子
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和 4 年 7 月 15 日
（事務所所在地）　
　丸亀市飯山町川原 1192 番地 1
　みやもと行政書士事務所

（電話番号）0877-98-3236

　市役所を退職し７月に入会しました。福祉関係の
仕事にも携わってきた経験を活かし成年後見業務に
専念してまいりますので、先生方のご指導・ご鞭撻
のほどお願い申し上げます。

（氏　名）森安　理恵
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 9 月 1 日
（事務所所在地）　
　高松市松縄町 1052 番地 4 ドルフィ
ン松縄 501 号
　森安行政書士事務所

（電話番号）050-3154-0785

　この度、東京から転入してまいりました。業務は
許認可関連を中心に行っております。趣味は旅行で、
仕事をしながら各地をあちこち見て回るのが大好き
です。今後も活動の幅を広げていきたいと考えてお
りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

（氏　名）金場　邦雄
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 11 月 1 日
（事務所所在地）　
　高松市松福町 2 丁目 7 番 11 号
　行政書士法人香川県総合行政事務
　センター

（電話番号）087-823-8222

　経験した専門知識を活かし、建設業許可や決算報
告（変更届）等の業務に役立てればと思っておりま
す。
　今後ともよろしく御指導の程お願いいたします。

（氏　名）永谷　啓一
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 11 月 15 日
（事務所所在地）　
　高松市中央町1番5号MBSビル3F
　永谷行政書士事務所

（電話番号）090-1573-7952

　この度、新規入会いたしました永谷啓一と申しま
す。どうぞ、よろしくお願いいたします。
　令和４年４月に高松市中央町で司法書士事務所を
開業しており、行政書士との兼業ということになり
ます。主な取扱い業務は相続の手続きになります。
　今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたしま
す。

（氏　名）黒川　一也
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和 4 年 11 月 15 日
（事務所所在地）　
　高松市中野町 29 番 5　高松プラザ
ビル 8 階
　黒川一也行政書士事務所

（電話番号）087-813-0680

　公認会計士・税理士としても活動しております。
行政書士として、コロナ禍で苦しむ事業者の手助け
が出来るよう頑張りたいと思います。

R4.7.1 ～ 11.30
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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

R4.7.1 金
日本行政書士会連合会四国地方協議会　定時総会 ホテルマリンパレスさぬき

「法の日」合同無料相談会の打ち合わせ会 司法書士会館
R4.7.4 月 第２回 マイナンバーカード代理申請事業担当者会議 香川産業頭脳化センター
R4.7.5 火 香川大学法学部訪問 香川大学　法学部
R4.7.6 水 第１回 監察部会 本会事務局
R4.7.8 金 総務部 令和 4 年度行政書士試験実施に係る説明会 Web 会議
R4.7.11 月 第２回 申請取次委員会 本会事務局

R4.7.13 水 第１回
香川大学学術交流委員会 本会事務局
総務部員と事務局員の懇談会 本会事務局

R4.7.14 木 第１回 専門業務研究会新業務部門個別会議 本会事務局

R4.7.20 水
第３回 選挙管理委員会 本会事務局
第２回 業務研修部会 本会事務局

R4.7.26 火 香川インテリジェントパーク交流推進協議会　
総会 ネクスト香川　大会議室

R4.7.28 木 第 4 回 新入会員登録証交付式 本会事務局
R4.8.1 月 第２回 相談委員会 Web 会議
R4.8.3 水 観音寺市人権課ご挨拶 本会事務局
R4.8.8 月 第２回 企画開発部会 Web 会議

R4.8.10
水 第３回 申請取次委員会 本会事務局

第１回 専門業務研究会 本会事務局
R4.8.13 土

事務局閉局R4.8.14 日
R4.8.15 月

R4.8.17 水
第１回 ADR センター調停研究会 香川産業頭脳化センター
第４回 選挙管理委員会 本会事務局

R4.8.18 木 業務研修部 農地業務研修 香川産業頭脳化センター
R4.8.19 金 第２回 法規集作成会議 本会事務局
R4.8.23 火 専門業務研究会 専門業務研修会 香川産業頭脳化センター
R4.8.24 水 第２回 総務部会 本会事務局
R4.8.25 木 第３回 法規集作成会議 本会事務局
R4.8.30 火 第２回 広報部会 本会事務局
R4.8.31 水 第５回 選挙管理委員会 本会事務局
R4.9.2 金 第１回 広報月間合同会議 香川産業頭脳化センター

R4.9.6 火 第４回
理事会 香川産業頭脳化センター
会員管理システム単位会向け説明会 Web 会議

R4.9.7 水 マイナンバーカード代理申請事業説明会 Web 会議
R4.9.8 木 第３回 業務研修部会 本会事務局
R4.9.9 金 専門業務研究会 入管業務研修会 香川産業頭脳化センター
R4.9.10 土 相談委員会 相談スキル研修会 香川産業頭脳化センター

R4.9.12 月
第４回 申請取次委員会 本会事務局
第３回 広報部会 香川産業頭脳化センター

R4.9.13 火 業務研修部 OSS 研修会 香川産業頭脳化センター
R4.9.20 火 国際業務担当者意見交換会 Web 会議

R4.9.21 水
総務部 令和 4 年度行政書士試験体制検討会議 香川産業頭脳化センター
第２回 ADR センター調停研究会 香川産業頭脳化センター

R4.9.24 土 業務研修部 新入会員研修会 香川産業頭脳化センター
R4.9.27 火 広報部 四士業災害時支援協議会 Web 会議
R4.9.28 水 第５回 新入会員登録証交付式 本会事務局
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年月日 曜 回数等 用務名等 開催用務地
R4.9.29 木 第２回 専門業務研究会新業務部門個別会議 本会事務局
R4.10.1 土 「法の日」合同無料相談会 サンメッセ他県下 7 箇所

R4.10.2 日
第１回 ADR センター研修準備小委員会 香川産業頭脳化センター

ADR センター 紛争解決能力に関する調停人養成研修 香川産業頭脳化センター

R4.10.4 火
高松支部 官公署訪問 高松市役所他

高松支部（小豆） 官公署訪問

R4.10.5 水
東讃支部 官公署訪問 さぬき市役所他

中讃支部（1 班）官公署訪問 坂出市役所他
中讃支部（2 班）官公署訪問 丸亀市役所他

R4.10.6 木 西讃支部
官公署訪問 観音寺市役所他
電話相談 本会事務局

R4.10.7 金
本会 官公署訪問 香川県庁他

高松支部（小豆） 官公署訪問

R4.10.11 火
第１回 申請取次委員会 本会事務局
第４回 業務研修部会 本会事務局

R4.10.12 水
東讃支部 官公署訪問 三木町役場
第３回 ADR センター調停研究会 香川産業頭脳化センター

R4.10.14 金
東讃支部 官公署訪問 東かがわ市役所他
第１回 ADR センター初級研修 香川産業頭脳化センター

R4.10.15 土 第２回 ADR センター初級研修 香川産業頭脳化センター

R4.10.16 日
第３回 ADR センター初級研修 香川産業頭脳化センター
考査 特定行政書士法定研修 香川産業頭脳化センター

R4.10.18 火 職務上請求書管理マニュアルに係る説明会 Web 会議

R4.10.19 水 模擬 ODR Web 会議
車検証交付に係る事務の委託制度に関する業務説明会 Web 会議

R4.10.20 木 OSS 実務者説明会 Web 会議
R4.10.25 火 行政書士試験事前説明会 香川産業頭脳化センター
R4.10.27 木 第４回 広報部会 本会事務局
R4.10.28 金 令和 4 年度日行連と四地協及び日政連との連絡会 ザ　グランドパレス
R4.11.1 火 軽自動車 OSS 申請手続き説明会 Web 会議
R4.11.9 水 第２回 広報月間合同会議 香川産業頭脳化センター
R4.11.11 金 「法の日」合同無料相談会の反省会 司法書士会館
R4.11.13 日 令和 4 年度行政書士試験 香川大学　幸町南キャンパス
R4.11.15 火 特殊車両通行確認制度に関する意見交換会 香川産業頭脳化センター

R4.11.16 水
第２回 監察部会 本会事務局
第４回 ADR センター調停研究会 香川産業頭脳化センター

R4.11.18 金 農地法関係業務担当者会議 Web 会議
R4.11.22 火 第３回 総務部会 本会事務局
R4.11.24 木 業務研修部 建設キャリアアップシステム専門業務研修会 香川産業頭脳化センター

R4.11.25 金 許認可を要する法人関係業務に関する全国担
当者会議 Web 会議

R4.11.29 火 第６回 新入会員登録証交付式 本会事務局
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コーナー！新
香川県行政書士会の卯年さん

卯年生まれ会員は、42 人！卯年生まれは、物腰柔らかで落ち着きがあり、器用で要領が良いと言われています。

そこで当会の卯年生まれさんに座右の銘と、今年の抱負を伺いました。

一
期
一
会
・
忘
己
利
他

還暦、初心を忘れずに、
仕事も遊びもすべては
健康から、健康的に年
を重ね、新しいことに
も挑戦したいです。

意外と知らない香川県
内の観光地を、家族と
一緒に巡りたいです。
また、溜まった積読を
解消したいです。

これまでお世話になっ
た方々や、ご依頼いた
だくお客様の助けにな
れるよう、業務知識の
向上に努めたいです。

宝くじが当たったら住
宅ローンを完済します。
残りのお金は奥さんに
徴収されますが、お願
いして少しだけ残して
もらって美味しいもの
を食べます。

健康第一！
常に前向きに！

西讃支部　
入江　宏幸

中讃支部　
樫村　静恵

雲
　烟
　過
　眼

至
　誠
　惻
　怛

習
慣
は
第
二
の
天
性
な
り

信
頼
は
信
頼
を
呼
ぶ

高松支部　
藤本　泰裕

高松支部　
吉岡　亮

高松支部　
古川　裕子
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　総務部よりお願い

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。

撮 影 者：事務局　　上原亜香里
撮影場所：栗林公園

37



38



39



40



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（トップページ）

　　　　２月２２日は行政書士記念日です
　日本行政書士会連合会では、行政書士の自覚と誇りを促すとともに組織の結束と制度の普及を図る
ことを目的に、2 月 22 日を『行政書士記念日』と定めています。
　行政書士は、今後もこの日を行政書士制度の意義を再確認する契機としながら、更なる資質の向上
に努め、一層の社会貢献に取り組んでまいります。
　香川県行政書士会では、定期無料相談会を毎月第１・第３金曜日に高松市役所、毎月第３木曜日に
丸亀市役所、毎月第２木曜日に多度津町役場で開催していますが、この日に合わせ、2 月 19 日（日）
にイオンモール綾川にて「行政書士記念日・無料相談会」を計画しております。身近な町の法律家で
ある行政書士が、皆様のちょっとしたトラブルや官公署に提出する書類についてご相談を受けます。

（2 月 22 日の由来）
　昭和 26 年に行政書士法が公布された日が 2 月 22 日。「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を
図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め、平成 19 年度
より実施しています。

会員ページへのログインは
こちらから

お気軽にご相談ください！

43



ホームページリニューアルのお知らせ
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ホームページリニューアルのお知らせ

項目が
増えました！

45



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

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





　 新年のごあいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県行政書士政治連盟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　石川　秀幸

　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。平素より、政治連盟の活動に
ご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　昨年は、７月に参議院議員選挙、８月に香川県知事選挙と大きな選挙を２つ抱えた中
での活動でしたが、どちらの選挙も、無事、政治連盟の推薦候補が当選し、安堵してお
ります。
　行政の急速なデジタル化に対して、皆様、追い付いていますでしょうか？わかりにく
い部分もあり、なかなか大変な時代になってきたと感じています。生活にも大きな影響
や暗い影を落とす話題が満載の昨今ではありますが、我々行政書士は、前を向いて、行
政書士制度の維持発展に努め、しいては、国民の利便の向上や権利利益の実現のために
尽くしていかなければなりません。
　私の専門分野である自動車関連業務においても、今月から、車検証が電子化され、希
望する・しないに関わらず、従来の車検証に代えて、IC タグの登載された電子車検証が
発行されるようになりました。それに伴い、行政書士も一部手続きにおいて車検証の書
換が出来るようになりましたので、業務の幅も広がることを期待しています。こういった、
新たな制度、新たな法律が作られていく中で、我々行政書士の職域を守り、かつ広げて
いくためには、やはり、本会や日行連と協同した政治連盟の政治活動も大きな役割を担っ
ています。
　例に出したのは、自動車関連業務ですが、その中でも丁種封印制度は政連の役割が大
きかったです。他の様々な業務でも同じような話はございますので、政治連盟活動の成
果は、すべての行政書士が分け隔てなく享受することになります。東京会は月千円の会
費ですが加入率は 90％近くになっており、一人一人の意識の高さを示しています。
　より良い行政書士制度、そして皆様の業務の充実のためには、個々の行政書士の皆様、
本会、政治連盟、そして、各党議連の先生方や地方議員の先生方、すべてが力を合わせ
ていく必要があります。そのためにも、政治連盟活動に、さらなるご理解ご協力と、令
和４年度会費をまだお支払いでない方は、早急なお支払いをお願いいたします。また、
春には統一地方選挙も控えていますので、ご協力をお願いいたします。
　最後になりましたが、本年の皆様のご健康ご多幸をお祈りし、一刻も早いコロナ禍の
終息を願って、新年のご挨拶とさせていただきます。
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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

　成年後見は、政府が「第二期成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定していること

にも表れているように、いわゆる団塊の世代が後期高齢者になってきている我が国におい

て非常に重要視されています。コスモス成年後見サポートセンターは、行政書士が成年後

見業務を行うための団体として日行連によって設立されたものであるところ、その活動を

さらに充実させ社会から信頼される存在となるよう、現在、公益社団法人となるための公

益認定手続中です。

　かかるコスモス成年後見サポートセンターにおいては、会員数の増加が喫緊の課題と

なっており、全国でも小規模な支部の一つである香川県支部においても、これはとりわけ

大きな課題となっています。また、全国単位会の成年後見担当部署担当者等を対象に実施

された日行連法務業務部主催の「成年後見に関する全国担当者会議」でも、全国の単位会

において、その会長及び役員による「行政書士の成年後見業務に関するトップセールスマ

ンとしての活動の必要性」とともに「成年後見業務を行う単位会会員に対してコスモスへ

の入会を強く促すことの必要性」が確認されたところです。

　コスモス香川県支部では、皆様にもお知らせをしたとおり、令和 4 年 11 月から令和 5

年 1 月にかけて、VOD 研修システムを利用した入会前研修を実施しており、今回は 5 名

の会員に受講していただいています。なお、令和 5 年 2 月以降も入会前研修を実施する予

定です。スケジュール等の詳細は、これまでどおり、本会ホームページ及び事務局から送

信されるメールによりお知らせいたしますので、是非とも入会前研修をご受講いただき、

コスモス成年後見サポートセンターにご入会いただきますようお願い申し上げます。
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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

　本会からの業務情報、研修会情報などは原則メール及びホームページでのお知らせとなります。
　緊急のお知らせ等もあり、情報が遅れてしまうことがありますので、メールアドレスの登録がお済み
でない方は、メールアドレスの登録をお願い致します。

　　　　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。

　　　
　　　　会費について

　令和 4 年度 3 期分（12.1.2.3 月）の会費、25,000 円を 4 月 27 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。

　　　 令和 5 年の振替日
　　　 第 1 期（4．5．6．7 月）   4 月 27 日
　　　 第 2 期（8．9．10．11 月）  8 月 29 日
　　　 第 3 期（12．1．2．3 月） 12 月 27 日

　　　 【振込依頼書】納入期限
　　　 第 1 期（4．5．6．7 月）   5 月 2 日
　　　 第 2 期（8．9．10．11 月）  8 月 31 日
　　　 第 3 期（12．1．2．3 月）  1 月 4 日
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　　　　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。

次回の会報誌発行は
2023 年 7 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

高松支部　林　一興
　坂出市の、とある山からの展望です。街と田畑がよく分かり、眺めていて楽しかったです。
夕焼けを眺めるには早い時間でしたが、青空と日が落ちかける前のグラデーションが良かっ
たので写真を撮りました。被写体を何かに特定しているものではありませんが、空を大きく
取り入れて撮ると、おもしろいことに気づきました。
　ところで、仕事柄、依頼人に来て頂くより自分から訪問して仕事をすることが多いのです
が、見知らぬ風景に出会えるのは一つの魅力だと思います。皆様も訪問先などで、これは良
いと思った風景を写真に収めてみるのも一つの楽しみだと思います。そして、ぜひ、撮れた
写真を会報誌へ応募してみてください。

広報部　真鍋　光夫
　明けましておめでとうございます。
　新年にあたり、皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。
　本会報誌第９７号の編集についていろいろ検討し始めた頃は未だ暑さが残る時期で、相変
わらず新型コロナウイルス感染禍でした。そして年明け。
　２０２３年は卯年、卯（うさぎ）は穏やかで温厚であり、また小さな体で大きく跳ねるこ
とから「飛躍」「発展」の象徴になっております。
　その昔からうさぎは月に住むと言われた事から「ツキ」を呼び込む縁起もあります。たま
には、全てを忘れ夜空を仰いで明日を待つのも如何でしょうか。
　本年も、香川県行政書士会の各分野の事業や活動を、会員の皆様にお届け出来ますよう尽
力いたしたく思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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