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新時代の行政書士に
香川県行政書士会

会長

入江

宏幸

会員のみなさまにおかれましては、日頃より、本会の事業推進に対し、ご理解とご協
力を賜り、誠にありがとうございます。
まず、この度の新型コロナウイルス感染症拡大により、生活に影響を受けられている
みなさまに、心よりお見舞いを申し上げます。
令和元年度を締めくくり、令和２年度のスタートは、新型コロナウイルス感染症により、
その対応の判断が問われました。
定時総会は、本会が最も大切にしている会であり、大きな節目の行事ですが、新型コ
ロナウイルスの感染症拡大防止に配慮し、実施するという判断をさせていただきました。
そのような中、定時総会が開催できましたことは、ひとえに、役員、会員、事務局員
のみなさま方のご尽力の賜物と深く感謝いたしております。
みなさまの業務にも、少なからずの影響を受けているとは思いますが、一日も早い終
息をお祈りいたします。
私は、私たちの行政書士という仕事なり、職業というのは、それぞれに自分の意志で
選び、自分の力でやっているようですが、実のところは、社会が行政書士を必要として
いるからこそ成り立っている、つまり、自分がやっているというのではなく、社会にや
らせてもらっているのだ、と思っています。
国家資格者である行政書士として、「行政手続を専門とするまちの法律家」という社会
の要望があってはじめて必要とされる、そういう仕事をやらせてもらえるのは、ほんと
うにありがたい、と感謝するところです。
そして、行政書士が当然にやるべきことをお互いに責任を持って貫いていくところに、
信頼関係の基礎があり、その信頼関係を高めていく推進力があると思います。
行政書士法の一部を改正する法律（令和３年６月４日施行予定）により、目的規定に「国
民の権利利益の実現に資すること」が明記されます。
行政書士として、国民のみなさまから、行政書士制度の社会的な役割の理解を深め、行
政書士に対するより高い信頼を得るためにも、今まで以上に、行政書士としての責務を
自覚し、この目的を常に認識して業務に精励しなければなりません。
これから我が国は、経験したことがない人口減少と超高齢化の時代を迎えます。
そこにデジタル技術の急速な進歩が加わり、社会のあり方自体が大きく変わっていく
ことは間違いありません。
行政書士を取り巻く環境も、ますます複雑、多様化し、求められる役割もますます大
きくなります。
品格と誇りを持ち、法令遵守と職業倫理を高め、業務遂行し、公共的使命を果たして
いかねばなりません。
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そのためには、みなさま一人一人が、時代とともに変わる社会のニーズに柔軟に対応
し、リーガルサービスの町医者となり、総合医となって、業務に精通した行政書士にな
るとともに、本会としても、新時代の行政書士組織や事業、会員の責務についても検討し、
行政書士制度のさらなる発展を目指します。
有史以来最大規模の被害をもたらした東日本大震災が発生して９年が経ちました。南
海トラフと首都圏直下型地震等の巨大地震発生確率の高まりや観測史上初めてといった
異常気象の多発、また、台風においても各地で大きな被害を受けています。さらに、新
型コロナウイルスの感染拡大です。災害想定だけではなくウイルス感染対策等も考慮し
て、災害時応援体制の整備、研修の実施、特別会計として災害対策費の積立てやＢＣＰ
により、その対応にあたります。
昭和２６年の行政書士法制定以来、平成、そして令和と、今日までの諸先輩の労苦に
より築き上げられた、行政書士制度は、令和３年２月２２日で７０周年を迎えます。そ
れに向け、またその先をみすえて、諸先輩から受け継いだ行政書士制度を新しい令和の
時代にふさわしいものにするために、スピード感と行動力を持って、取り組んでまいり
ます。
令和２年度がみなさま方にとりまして実り多き飛躍の年になりますようお祈り申し上
げますとともに、本年度も会発展のため、会務及び業務の執行に努めますので、重ねて
のご理解ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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香川県行政書士会
令和２年度 定時総会議事録
日

時

令和２年５月 29 日（金） 午前９時 30 分～午前９時 50 分

場

所

高松市林町 2217 番地 15

香川産業頭脳化センター

２階

一般研修室

司

会：総務部長

村井

孝之

１．開会の言葉
村井孝之総務部長の司会により横田稔副会長が開会の辞を述べ、ここに、令和２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５名
３．新入会員紹介
令和元年度他県からの転入者１名、令和元年度入会者 24 名、令和２年４月１日～５月１
日入会者４名
４．会長表彰
11 名
５．会長挨拶

香川県行政書士会

会長

入江

宏幸

「定時総会にあたりまして」
みなさん、おはようございます。
定時総会を始めさせていただく前に、一言ご挨拶申し上げます。
定時総会は、本会が最も大切にしている会であり、大きな節目の行事でもあります。
しかし、残念ながら、今年の定時総会は、新型コロナウイルスの感染症拡大防止の観点
から、規模を縮小して、実施するという判断をさせていただきました。
規模縮小ではありますが、このように総会が開催できますことは、役員、会員、事務局
員のみなさま方のご尽力の賜物と感謝いたします。
みなさまが、会場に滞在する時間を短縮するため、例年に比べ、議事進行を簡略化、短
時間化いたします。
みなさまには、ご迷惑をおかけすることになりますが、よろしくお願い申し上げます。
世界規模での感染拡大という厳しい状況は、みなさま方の業務にも少なからずの影響を
受けているとは思いますが、一日も早い終息を祈るばかりです。
本会では、緊急事態宣言を受けて、予定していた研修会などの開催中止や事務局対応な
ど、感染症拡大防止策を講じながら、とりいそぎ、感染症対応のための無料の電話相談窓
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口を設置し、支援活動を行っています。
今後も状況を注視し、会員のみなさま方と連携して、感染症の拡大防止に努めるととも
に、国民の権利利益に携わる国家資格者として、支援活動の必要もあると思いますので、
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。
結びに、新型コロナウイルス感染症の早期終息と、みなさま方のご健康、ご多幸をお祈
りして、ご挨拶とさせていただきます。
６．議長団選出
司会者から、議事の進行上、香川県行政書士会会則第２３条の規定に基づく議長及び副
議長の選出方法について議場に諮ったところ「司会者一任」との発言により、他に異議が
なかったので、司会者は、議長に高松支部池添治会員、副議長に高松支部吉井健人会員を
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 399 名のうち、本日の出席者は、会場出席者 16 名、書面議決書提出
者 225 名、委任状出席者 43 名、あわせて 284 名であり、会員定足数は会員総数の３分の
１以上の出席であるため、香川県行政書士会会則第 24 条及び香川県行政書士会令和２年
度定時総会の開催に係る臨時特例会則施行規則第５条で定める定足数の要件を満たし、本
総会の成立を確認し、宣言した。
８．議事録署名人並びに書記の選出
議長は、会議規則第６条第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：白坂

正明

会員、上原

良一

会員

議長より書記の選出について議場に諮ったところ、議長一任とのことで、議長は次のと
おり指名した。
書記：真鍋

光夫

会員

９．議事
第１号議案

令和元年度事業報告承認の件

第２号議案

令和元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、時間を短縮して
村井総務部長より以下について議案書のとおり報告があった。
第１号議案について
総務部事業報告

経理部事業報告

企画開発部事業報告

業務研修部事業報告

広報部事業報告

監察部事業報告

ADR センター事業報告
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第２号議案について
収支決算報告

榑谷

泰之

経理部長

監査報告

丸尾

良一

監事

第１号議案・第２号議案に対する質疑は、既に会員ページにて執行部より回答されてい
るため、議長より再質疑、その他に質疑を求めたが、特になかった。
議長

池添

治

議長は表決に移り、第１号議案及び第２号議案につきご異議ないかと諮ったところ、
異議なく原案のとおり承認可決された。
第３号議案

令和２年度事業計画案審議の件

第４号議案

令和２年度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、村井総務部長よ
り以下について議案書のとおり説明があった。
第３号議案について
総務部事業計画案

経理部事業計画案

企画開発部事業計画案

業務研修部事業計画案

広報部事業計画案

監察部事業計画案

ADR センター事業計画案
第４号議案について
収支予算案

榑谷

泰之

経理部長

第３号議案・第４号議案に対する質疑は、既に会員ページにて執行部より回答されてい
るため、議長より再質疑、その他に質疑を求めたが、特になかった。
議長

池添

治

議長は表決に移り、第３号議案及び、第４号議案につき、ご異議ないかと諮ったとこ
ろ、異議なく原案のとおり承認可決された。
10．議長団退任
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前９時 50 分退任した。
11．閉会の言葉
松本健士副会長が閉会の辞を述べ、ここに令和２年度定時総会を閉会した
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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２年５月 29 日

香川県行政書士会

議

長

池添

治

㊞

長

吉井

健人

㊞

議事録署名人

白坂

正明

㊞

議事録署名人

上原

良一

㊞

副

議

（議事録記録者：真鍋光夫）
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令和２年度定時総会開催される
総会風景

横田副会長

入江会長

挨拶

役員報告

開会の言葉

池添議長、吉井副議長

登壇

7

監査報告

8

松本副会長

閉会の言葉

本

会

だ

令和元年度

よ

り

第６回理事会報告

日

時

令和２年３月７日（土） 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

議

題

１．決議事項
第１号議案

一般研修室

会長表彰・総務大臣表彰について（総務部）

原案のとおり承認された。
第２号議案

綱紀委員会報告の案件について（総務部）

原案のとおり承認された。
第３号議案

特別会計「災害見舞金」から「災害対策費」への名称変更について
（経理部）

原案のとおり承認された。
第４号議案

相談委員会の設立について ( 企画開発部 )

原案のとおり承認された。
第５号議案

行政書士制度制定 70 周年記念事業について ( 広報部 )

原案のとおり承認された。
第６号議案

センター長・運営委員の委嘱について ( 行政書士 ADR センター香川 )

原案のとおり承認された。
２．協議事項
(1) 令和２年度事業計画 ( 案 )・予算案について
令和２年度事業計画 ( 案 )・予算案について協議を行った。
(2) 災害対策費積立特別会計規則の策定について（経理部）
災害対策費積立特別会計規則の策定について協議を行った。
(3) 香川県行政書士会弔慰・見舞金規則改正について（総務部）
香川県行政書士会弔慰・見舞金規則改正について協議を行った。
３．報告事項
(1) 日行連理事会報告
入江会長より報告がなされた。
(2) 各部・委員会・センターからの報告
各部長、委員長、センター長から報告がなされた。
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令和２年度

第１回理事会報告

日

時

令和２年４月 21 日（火） 書面による理事会

議

題

１．決議事項
第１号議案

予備費の使用について（経理部）

原案のとおり承認された。
第２号議案

令和元年度事業報告及び決算報告について

原案のとおり承認された。
第３号議案

令和２年度事業計画（案）及び予算案について

原案のとおり承認された。
第４号議案

副センター長の委嘱について（行政書士 ADR センター香川）

原案のとおり承認された。
第５号議案

事務局職員の昇給について（総務部）

原案のとおり承認された。
２．協議事項

香川県行政書士会災害対策費積立特別会計規則制定について
（経理部）

香川県行政書士会災害対策費積立特別会計規則制定について協議を行った。
３．報告事項
各部長・委員長・センター長から報告がなされた。

令和２年度

第２回理事会報告

日

時

令和２年５月 29 日（金） 午前８時 30 分～午前９時 30 分

場

所

香川産業頭脳化センター

議

題

第１号議案

一般研修室

令和２年度定時総会運営について

役割分担及びタイムスケジュールの確認を行った。
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令和２年度

第３回理事会報告

日

時

令和２年６月 26 日（金）午後３時 00 分～午後５時 00 分

場

所

香川産業頭脳化センター

議

題

１．決議事項
第１号議案

一般研修室

事務局職員賞与の支給について（総務部）

原案のとおり承認された。
第２号議案

第２号議案

事務局職員３名体制について（総務部）

原案のとおり承認された。
第３号議案

日当支払いのルール化について（総務部）

原案のとおり承認された。

２．協議事項
令和２年度の事業について
令和２年度の事業について協議を行った。
３．報告事項
（１）日行連理事会報告
入江会長より報告がなされた。
（２）各部・委員会・センターからの報告
各部長、委員長、センター長から報告がなされた。
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新型コロナウイルス感染症対策にともなう事業計画の推進について
会長

入江

宏幸

会員のみなさまにおかれましては、日頃より会務の事業推進に対し、ご理解とご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。
本紙に掲載させていただきましたように、定時総会は規模縮小ではありましたが、みなさま
のご協力のもと、開催させていただきました。
新型コロナウイルス感染防止対策のため、一部の事業の中止もしくは内容を変更して実施し
ています。
実施可能な事業については、感染症対策を講じながら、事業を推進してまいりますので、ご
理解のほど、よろしくお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る対応としては、無料電話相談窓口を開設、ホームペー
ジに相談対応行政書士リストの掲載をしています。
私たち行政書士が、でき得る限り、支援の要請に応じ、事業者のみなさまに寄り添いサポー
トできますよう、ご協力くださいますようお願いします。

総務部
総務部長

村井

孝之

令和２年度がスタートいたしました。昨今の新型コロナウイルス感染症の蔓延により、世の中
は大変な状況となっております。今後、第２波の到来も危惧される中、総務部といたしましては、
事業が停滞しないよう今後の動向も注視しながら、定時総会において会員の皆様からご承認いた
だいた下記の事業計画を、前年度同様、事務局とも連携しながら遂行してまいります。
【主な事業計画】
（１）新規登録事務及び変更登録事務の実施
（２）行政書士試験の実施協力
（３）行政機関との連絡協議
（４）会費未納者への対応措置
（５）災害時応援体制の整備
（６）法規集の発行
（７）登録入会事前説明会の実施
（８）BCP（事業継続計画）への対応
（９）会則等の見直し
（２）については、現在のところ予定通り本年 11 月８日（日）に香川大学幸町キャンパスにおい
て実施予定ですが、新型コロナウイルス感染症の感染者数拡大等、今後の状況如何によっては、
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試験の運営方法等、行政書士試験研究センターから何かしらの指示や条件が付される可能性があ
ることは十分に考えられますので、今後の動向を注意深く見守っていく必要があります。試験運
営（本部員、監督員の選任等）について、前年度同様、会員皆様からのご協力を頂戴出来ればと
考えておりますので、実施時期が近づいてまいりましたら、その際はどうぞ宜しくお願いいたし
ます。また、（６）について、本年度は法規集を発行することになっております。ちょうど令和３
年に行政書士法が改正されることからも、それに対応した会則等の見直しも行う予定ですが、会
則を含めて様々ある当会の規則類。どのような決め事がどの規則に記載されているのか等々、従
来の法規集をより活用しやすいようにする為に何か工夫を凝らしたものが発行出来たら良いと考
えております。
末筆になりましたが、総務部の職域は大変広範なものになります。今期も既に１年は切ってお
りますが、会員の皆様が安心して、そして快適に業務を行うことが出来るよう、総務部皆が協力
してその職責を全うしたいと考えております。引き続き、会員皆様のご指導・ご鞭撻を賜ること
が出来れば嬉しく思います。

経理部
経理部長

榑谷

泰之

定時総会・書面総会決議において、令和２年度の事業計画及び収支予算書のご承認をいただき
ありがとうございました。経理部の事業計画については、以下のとおりです。
１

適正な予算案の作成

２

承認をうけた事業計画に沿った予算執行の管理、進捗状況の理事会宛報告

３

会費未納者に対しての対応及び理事会への開示報告等

本年度は新たに、本会会員数約 400 名の内、未だに会員個々からの振込による会費納付数 160
程となっていることから、本会事務局の事務負担軽減を図るため、会費の自動引落の推進を図ろ
うと思います。本件については会員の皆様のご理解・ご承諾が必要となりますので、ご協力の程
宜しくお願いいたします。
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企画開発部
企画開発部長

白木

衛

令和２年度の企画開発部の主な事業計画は以下のとおりです。
１．新型コロナ関連
今年は新型コロナ感染症の影響で、様々な面で多くの事業者が影響を受けています。その様な
事業者への相談対応、また国や県が実施する事業者向け支援策に関する申請サポート等、街の法
律家として可能なサポートを行っていきたいと思います。
現状では、毎週水曜日の電話相談、新型コロナ関連業務に対応できる行政書士の情報公開を行っ
ています。また、現時点では確定ではありませんが、香川県が「家賃支援給付金」の申請に係る
相談支援窓口設置を予定しており、行政書士がその相談員候補として挙がっているようです。正
式に決定しましたら、早急に体制を整え、会員の皆さまにご協力いただいて対応したいと思って
おりますので、ご協力の程よろしくお願い致します。
２．外国人関連事業
昨年４月より香川県と契約を締結し、「外国人労働人材関係相談窓口」の相談支援事業を行って
います。当該事業は本年度も継続して行います。また、穴吹学園が中心となって設立した「香川
留学生支援会」には本会も賛助会員として参加しておりますが、当会に対して外国人雇用に関す
る在留申請手続きの協力要請を頂いております。他にもアイパル香川での無料相談会も実施して
おり、今後ますます外国人関連事業の需要は高まってくると考えています。
しかしながら、現在当会でこのような外部からの要望に対応できる体制が整っていないのが現
状です。そこで、今年度中に国際業務に対応できる内部組織を立ち上げ、来年度以降に活動がスター
トできるように進めたいと思っています。
３．中小企業支援及び官公署との連携
昨年度、高松信用金庫と協定を締結し、今年度はその協定に基づいた活動を予定しています。
会社設立、許認可取得、事業計画の作成、相続、といった行政書士の専門分野での協力を中心に、様々
な面での協力を行いたいと思っています。
官公署とは今まで通り、良好な協力関係を構築し、専門業務に関して具体的な協力が行えるよ
うに交渉を進めたいと思います。当面は新型コロナ関連での協力が中心となるかと思いますので、
可能な限りの協力を行いたいと思います。
上記の計画は当然会員の皆さまの協力がないと実現できない事ばかりですので、是非ともご協
力を宜しくお願い致します。
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業務研修部
業務研修部長

寺主

吉輝

今年はコロナの影響を鑑み、研修会等の開催については、集合研修、VOD 研修等柔軟に対応し
ていく必要があろうかと考えております。どのような形の運営になるかは検討の必要があります
が、会員の皆様によりよい研修会の開催が行えるよう入江会長、松本担当副会長のご指導を受け
ながら業務研修部員４名で頑張っていこうと思います。宜しくお願い致します。

広報部
広報部長

福岡

淳

今年度も昨年同様の事業計画をさせていただきましたが、例年と大きく異なるのは令和３年２
月 22 日の行政書士制度 70 周年記念日に向けての対応です。広報部では２月 22 日頃に記念行事の
開催を予定しております。新型コロナウイルスの影響で記念行事が開催できるか不明な状態では
ありますが、開催できることを信じて準備をしていきたいと思っております。
今年度はいろいろな行事に新型コロナウイルスの影響があるのではないかと危惧しております。
行政書士制度広報月間の無料相談会が無事開催できるのかも不明な状態ですが、このような時に
こそホームページを利用した広報活動が有効ではないかと思われます。今月に第１弾のリニュー
アルを行いましたが、今後もホームページの利用が増えるように次々とリニューアルを行ってい
きたいと考えております。
新しい生活様式の中でどのような広報活動ができるか検討しながら努力していきたいと思って
おりますので、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。

監察部
監察部長

田中

幸

令和２年度事業計画案並びに収支予算案につき、ご承認いただき有難うございました。心より
感謝申し上げます。
監察部長を賜り２年目を迎えました。ようやく俯瞰的に監察活動を捉えることができるように
なったと感じていたのですが新型コロナ禍の影響で通常の活動が通常ではなくなり元の通常に戻
ることが不可能になりました。そして、今後取り組むべき新たな課題があぶりだされ、いま一度
行政書士制度における本質に立ち返りポスト・コロナ時代に適合した監察活動を再構築しなけれ
ばならないと考えています。
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１

予防的措置

（１）啓発活動
行政書士制度について啓発活動をおこない、行政書士でない者による違反行為を未然に防
止することを目的とし、行政機関（許認可申請先）、各団体、各地域に対し積極的に啓発活
動を行う。
（２）意見交換会
許認可申請（電子申請含む。）における現状を把握し、時代の変化に適応できる態勢を作る。
（３）調査・分析
情報公開法を活用し非行政書士による申請、名義貸し等非違行為者の調査を行い、情報を
分析する。
２

事後的措置

（１）是正活動
調査・分析によって非違行為が明らかになった行為者に対し①注意を喚起する②勧告によ
り非違行為を中止するよう促す③改善が見られず、違法行為を継続し、かつ悪質であると思
料した場合には証拠を収集し警告を行う。
上記のような一連の活動を地道に粘り強く行うことにより、行政や国民から行政書士制度に対
する信頼を高められ、その結果として行政書士の職域の確保につながると考えます。とはいっても、
近年では、行政書士ビジネスにおいて業務遂行力やサービスを向上するだけではなく、コンプラ
イアンス重視、ハラスメント対応力、ネット上での誹謗中傷・権利侵害行為の防止など「優れた
人間力」が試される社会になってきています。つまり、適法であった行為が社会の変化により非
行違法となり「知らなかった」と気付いたときには既に OUT ということもありえます。緊急事態
宣言解除後は、リモートワーク、申請のオンライン化、Web セミナー・ミーティング、IT リテラシー、
キャッシュレス決済などまさに行政書士ビジネスの大転換期の真只中にいることが感じられます。
行政書士制度の維持発展のためには申請代理人としてのモラルが重要であり、行政書士一人ひ
とりの意識の積み重ねが未来につながります。ポスト・コロナ時代をチャンスととらえ変化に対
応できるスタイルを創出し、個々が非行政書士との差別化をより明確にしなければなりません。
何卒、俯瞰中毒にはならないでください。
監察部として、少しずつではありますが情報収集と改善を重ね、会員の皆様の後方支援として
の監察活動に精進を重ねていく所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

申請時には
申請代理人として「真正かつ適法な代理人の証明」 である

委任状
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を添付しましょう。

選挙管理委員会
委員長

１

白坂

正明

会長選挙の投票率の向上対策に関する検討
令和２年度の定時総会は、新型コロナウイルスの感染流行に伴い、通常の総会が開催できず書

面議決方式を併用して実施された。その状況は次表のとおり会員総数 399 名の内、書面議決書
を提出した会員は 225 名で提出率は 56.39％、総会出席者数と委任状出席を合計した総出席率は
71.2％であった。
平成 25 年度以降の総会の出席状況は、次表のとおり会長選挙が無い年度の総会の出席率は
18.7％～ 23.0％程度と低調である。会長選挙が実施される年度における総会の出席者は少し多く
なっているが、それでも出席率は 30.6％～ 34.9％に留まっている。
選挙管理委員会では会長選挙の投票率向上が責務であると考えており、新たな観点で会長選挙
の投票率の向上対策について検討したい。また、来年度は会長選挙がある年であるため、定時総
会が開催できない場合の投票方式についての検討が緊急の課題である。

定時総会の出席状況表
総会年度

会員総数

総
会
出席者数

総 会
出席率

会長選挙
投 票 率

委任状
出席数

委任状
出席率

総出席率
合
計

令和 2 年度

399 名

総会 16 名
書面 225 名

60.4%

−

43 名

10.8%

71.2%

令和元年度

395 名

121 名

30.6%

30.6%

117 名

29.6%

60.2%

平成 30 年度

380 名

71 名

18.7%

−

167 名

43.9%

62.6%

平成 29 年度

379 名

117 名

30.9%

30.9%

126 名

33.2%

64.1%

平成 28 年度

375 名

84 名

22.4%

−

136 名

36.2%

58.6%

平成 27 年度

390 名

136 名

34.9%

34.9%

107 名

27.4%

62.2%

平成 26 年度

395 名

91 名

23.0%

−

152 名

38.4%

61.4%

平成 25 年度

393 名

124 名

31.5%

31.5%

125 名

31.8%

63.3%

２

定時総会が開催できない場合の「会長選挙の投票方式」の検討
来年５月は会長選挙が行われる総会であるが、新型コロナウィルスの感染流行の状況によっては、定時総

会が開催できない場合が考えられる。今年の総会のように、議案は書面決議書の提出方式による総会が考え
られるが、会長選挙の実施方法については早急に検討しなければならない。定時総会が開催できない場合、
会長選挙の方式として考えられるのは、「郵送による無記名投票方式」である。そのためには、「郵送による
会長選挙の投票に関する規則」を制定する必要がある。①会長選挙の告示 ②立候補者の受付・告示 ③選挙
広報の発送 ④選挙日の決定等は、従来どおりの選挙事務作業となるが、「郵送による無記名投票方式」で会
長選挙を行う場合には、会員への投票用紙の発送、記載された投票用紙の受信・保管・開封等について具体
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的な検討が急がれるところである。万一に備えて、今年の秋の理事会で決定できるよう選挙管理委員会とし
て検討を進めて参りたい。
会員皆様におかれては、忌憚のないご意見・ご要望を承りたい。

申請取次行政書士管理委員会
委員長

籔内

哲也

申請取次委員会は、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、届出者の実績の把握等を行います。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、入管業務についても影響が出ています。
各国の状況も日々変わっていますので、入管業務を取り扱う際には、その時点での最新の情報を
入手するようにしてください。詳細につきましては、下記の HP を参照、または地方入国管理局
にお問い合わせください。
出入国在留管理庁
法務省

http://www.immi-moj.go.jp/

新型コロナウイルス感染症関連情報

外国人の在留申請・生活申請

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
申請取次に関する主な手続について、ご案内しておきますので、参考にしてください。
なお、申請取次事務研修会の日程について、今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より、中止になったり、VOD 方式による研修が開催されたりしています。受講が必要な方は、早
めに日行連の HP の会員ページ（中央研修所→申請取次関係研修に関するお知らせ）で最新の講
習会の開催状況を確認の上、適宜、研修会の申込・受講をしてください。
（１）新規の申請手続について
新規の申請手続は、初めに中央研修所が開催する「行政書士申請取次関係研修会（新規）」を受
講し、事務研修会修了証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
手続関係」を選択し、その中の「申請取次発行手続き様式」のページにある申請取次申出書等の
書面一式と手数料 3,000 円を揃えて、本会事務局に提出してください。提出された翌月の 10 日頃
に申請取次委員会を開催し、問題がなければ入国管理局に書面を送付します。その後、入国管理
局から届出済証明書が発行されますが、発行されるまでに約１か月程度の時間を要します。よって、
事務局に書類を提出いただいてから届出済証明書がお手元に届くまでには、２か月から３か月ほ
どかかりますので、時間に余裕をもって手続を行うようにしてください。
（２）更新の申請手続について
更新の申請手続は、まず、お手元の届出済証明書に記載されている有効期限までに、中央研修
所が開催する「行政書士申請取次関係研修会（更新）」を受講し、事務研修会修了証の交付を受け
てください。その後、本会 HP の会員ページにある「各種手続関係」を選択し、その中の「申請
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取次発行手続き様式」のページにある申請取次申出書等の書面一式と手数料 3,000 円を揃えて、本
会事務局に提出してください。提出された翌月の 10 日頃に申請取次委員会を開催し、問題がなけ
れば入国管理局に書面を送付します。その後、入国管理局から届出済証明書が発行されますが、
発行されるまでに約１か月程度の時間を要します。よって、更新を希望される方は、可能な限り
お手元の届出済証明書に記載されている有効期限の前々月の月末までに（例．有効期限が「令和
２年 10 月末日まで」となっている場合は８月 31 日までに）、本会事務局に書面を提出していただ
きますよう、お願いいたします。
（３）その他の手続について
届出済証明書の記載事項に変更が生じた場合、又は届出済証明書を棄損、紛失した場合もそれ
ぞれ手続が必要になります。その際にも、本会 HP の会員ページ内の「各種手続関係」を選択し、
その中の「申請取次発行手続き様式」のページを参考にして、必要な手続を行うようにしてくだ
さい。

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
自体の論理的整合性、規定案と改正しない規定との間の論理的整合性、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。
このような法規委員会の活動により、新設・改廃後の規定の論理的整合性、読みやすさ等が担
保され、ひいては本会の円滑な運営に寄与することになります。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

村井

孝之

本年度の指定研修・事前研修は、時期は未定ながらも出来るだけ早い時期に実施することを検
討しております。特に丁種会員になることを希望される会員の皆様においては、実際の業務で取
り扱う緊急性もあることゆえ、8 月頃の開催を予定しておりますが、時期が決定いたしましたら、
改めてご案内申し上げます。あわせて、規則・内規等々の見直しを行いながら、封印管理業務の
適正や遂行に努めて参りますので、引き続き皆様のご指導・ご鞭撻を賜ることが出来れば嬉しく
思います。
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行政書士ＡＤＲセンター香川
センター長

松本

健士

行政書士 ADR センター香川は、ADR 法に基づく認証紛争解決機関として、民事上のトラブル
を柔軟な手続きにより、短期間に、合理的な費用で、公正で満足いくように解決するための活動
を行うことを目的としています。そして、かかる活動を通して、行政書士の資質の向上・社会的
地位の向上とともに、社会貢献事業の一環として、行政書士が業務を通して得た専門的知見を活
用して社会からの要請に対し専門家としての使命を果たしてゆくため、今年度は次のとおり事業
を計画しています。
（１）センター規則第 5 条各号に規定する紛争に関する裁判外紛争解決
（２）調停人を養成するために必要な研修
（３）調停人の資質保持及び能力の向上を図るために必要な研修
（４）裁判外紛争解決制度に関する調査及び研究
（５）他の裁判外紛争解決手続を行う者等との連携及び協力
（６）調停手続に関する広報
（７）前各号に掲げるもののほか、センターの事業を実施するために必要な一切の事業
調停人を養成するために必要な研修として、今年度、業務研修部及び市民相談センターと連携
して、相談技法や調停技法等を学ぶことを目的とした「相談スキル研修会」を実施いたします。
将来調停人候補者名簿への登載を希望されている方はもとより、今後依頼者からの高度な要望に
応えることができる行政書士としてコミュニケーション能力の向上を図り、業務の拡大を目指さ
れている会員の皆様にもお役に立てるような研修内容にいたしますので、市役所等の相談員の方
や更なる知識の向上を目指されている会員の皆様の積極的なご受講をお待ちしております。
また、調停人の資質保持及び能力の向上を図るため、調停人候補者及び紛争解決能力研修修了
者の方を対象として、ADR に関する情報交換と調停技法のブラッシュアップを目的とした、調停
研究会を開催する予定です。
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、
ADR ビデオ講座が受講できます。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是非ご覧ください。

20

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」に基づき、双方に蓄積された学術文化を交換することにより、学術研究及び教育の推
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います。
今年度も、香川大学後期日程において法学部３年生以上を対象とした講座「（特）行政書士制度
の概要と行政書士の実務」（全 15 回）を実施する予定です。昨年の履修者は 124 名で、皆さん真
剣に受講していただきました。今年度は、昨年度の経験を反映させてさらに充実した講義を実施し、
行政書士という国家資格に興味を持ってもらうとともに、社会の様々な問題や課題と行政書士と
の間の「架け橋」となる人材の養成に資する活動にしていきたいと思います。
また、日程は未定ですが、今年度も香川大学法学研修会を予定しています。更なる知識の向上
を目指されている会員の皆様の積極的なご受講をお待ちしております。

ＯＳＳ委員会
委員長

松本

健士

ご存じのとおり、現在政府おいては、デジタルガバメント（行政手続の電子化）を急速に推進
するべく検討が行われています。
この行政手続の電子化への対応として、日行連では電子申請推進委員会を中心に、申請代理人
行政書士入力欄の設置や行政書士名簿管理データの API 対応による行政書士による代理申請シス
テムにおける資格属性を担保する環境の整備等を目指して、総務省をはじめ、内閣官房 IT 総合戦
略室、経済産業省等との関係を構築しています。さらに令和２年度には会長直轄のデジタル推進
プロジェクトチームとも連携して、行政書士が電子申請手続においても代理申請を行う法専門職
であることを関係各省庁へ強く示していくとのことです。
かかる状況のもと、単位会においても行政手続の電子化に対応する必要が生じた場合に専門の
窓口が必要になると考え、OSS 委員会が設置されました。すなわち、名称こそ OSS（ワンストッ
プサービス）となっていますが、自動車保有関係手続のワンストップサービスに限らず、今後政
府により推進されるデジタルガバメント化（行政手続の電子化）に対応するための単位会におけ
る窓口として機能することを予定しています。
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相談委員会
委員長

國重

和大

これまで企画開発部に設置されていた「市民相談センター準備委員会」を正式な委員会とし、
「相
談委員会」を立ち上げました。委員長に選任されました高松支部の國重和大です。
当委員会は、本会が行っている定期的な相談事業、スポット的な相談事業、各支部や本会の部
門単位で行っている相談会について相談事業の窓口の一本化を図るため設立されました。
また、相談員・講師の育成・研修について業務研修部、ADR センターと連携して研修会の開催
を行い、また現在実施している無料相談の形態を見直し、予約制、業務受託の仕組み作り等、よ
り相談者のための充実した相談事業を目指して活動を行っていきます。
今回のコロナ禍においても、無料電話相談窓口を開設し、会のホームページにおいても給付金
の相談員リストを掲載するなど、相談事業は社会貢献および行政書士広報の一環としても重要な
事業の一つと考えています。
課題として常に相談員不足という問題を抱えています。本年度において新たに相談員の募集を
予定しております。自身の相談スキルの向上、行政書士広報および社会貢献のためぜひ相談員と
して登録をよろしくお願い致します。
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専門業務研究会

活動報告

●ＯＳＳ実務研究チームＡ
代表発起人

松本

修

令和元年 11 月２日、専門業務研究会の合同説明会出席により正式に承認され、４人のメンバー
で活動を開始。
当初、３月末を目途にいずれのシステムを導入するのかを比較検討することとした。
比較検討システム
○国土交通省ポータルサイト
○アイナス・グループ開発システム
○ヘルムジャパン開発システム
○軽自動車 OSS
○その他
しかし、比較するシステムが香川会には見当たらず、とりあえず国土交通省のポータルサイト
に挑戦してみることにした。試行錯誤を繰り返し４か月が経過。
自動車 OSS に関する研修は何度か開催されたが、制度上の説明のみで書類作成に関する研修は
無く悪戦苦闘の日々が続いた。その後、日行連ホームページ内に国土交通省ポータルサイトの操
作 VOD を見つけることができた。現在分析中である。
他には、某行政書士法人からシステム導入の勧め（有料）があり、ダウンロードは完了している。
OSS による業務運用開始まであと少しと考えている。
将来的には、自動車関連・建設業関連・土地開発関連業務の IT 化は避けて通れないと実感して
います。IT 化の時代をあきらめずに挑戦し続けていこうと思っています。

●農地関連業務研究会（中讃、西讃地域）
代表発起人

活動期間

仙頭

志朗

令和元年 11 月１日～令和２年３月 31 日

○第１回
開催日時：令和元年 12 月 17 日（火）18 時～ 20 時
開催場所：善通寺市民会館

２階

小会議室１

参加人数：11 名
研究を行った事案
・水利関係者への説明、押印手続きについて
・農地法３条許可申請の下限面積について
・農地転用申請に付随する通行承諾について
・委任状について
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・道路工事の承認について
・土地利用計画の利用率について
○第２回
令和２年３月 17 日に予定していたが、コロナウイルスの発生により、中止した。
所感
事案毎に各会員が経験した事柄や意見を出し合い、情報を共有した。
次年度も引き続き活動を行いたい。

●作文技術研究会
代表発起人

林

一興

活動日：12 月７日（３名）、１月 26 日（３名）、３月１日（２名）
令和元年度は、条文を構成する主な用語の一覧を作成しました。
この一覧表は、用語の検索及び比較がしやすいように構成しています。文章を作成する際に、
EXCEL のスライサー機能で用語同士の比較を行うことができるのは便利だと思います。
一覧にする際、用語の意味及び実際の条文例だけでなく、わかりやすい一般的な例を併せて記
載しました。業務で普段から使っている用語ですが、一般的な例にするというのは時間がかかる
ものでした。

●会計業務研究会
代表発起人

日

時：令和元年 12 月 12 日（木）

参加人数：３名（大西、寺主、樫村）
内

容：研究会の勉強内容、頻度、目標等について話し合った。

日

時：令和２年１月 25 日（土）

参加人数：４名（大西、寺主、樫村、折原）
内

容：会計記帳業務について勉強会を行った。

日

時：令和２年３月 28 日（土）

参加人数：５名（大西、寺主、樫村、折原、井本）
内
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容：講師を招いて資金調達の重要性について勉強会を行った。

大西

知里

各支部だより
東

讃

支

部
東讃支部長

１．令和２年度

久米井

好美

定時総会について

令和２年４月 18 日（土）コロナにより行政各施設が閉鎖された為、大川オアシスにおいて
開催しました。
会員数

34 名、出席者

８名、委任状

21 名により定足数の要件を満たし議事に入り、総

会案内の通り、各議案とも、原案通り承認されました。
当日、追加議案として、選挙管理委員会の設置、委員の選出を上程し、委員として、佐々
木保会員、秋山卓道会員、井本祐子会員を提案したところ、全会一致で承認されました。
２．大山会員の東京会への転出について
平成 22 年４月に入会され、支部幹事として８年、その間本会総務部長、ADR センター委
員としてご活躍されていましたが、この度、東京で開業することとなりました。本会、支部
としても、余人を以って代え難い逸材を見送ることは、とても残念なことではありますが、
東京での成功を期待したいと思います。
３．豊永欣二会員、読者の写真コンクールにて１席を受賞されました。
（四国新聞

５月 30 日掲載）
ひとみ

初孫さんの「澄んだ瞳」を撮影したもので、選者評は「祖父をしっかり見つめ返す純粋な瞳
おお

に吸い込まれました。世界を異常が覆う中、この子たちのために踏ん張らねば。審査に関わっ
た全員の思いです。」とのこと。秀逸の写真です。

高

松

支

部
高松支部長

村井

孝之

令和２年度がスタートいたしました。私が支部長に就任して、１期の半分を終えたわけでござ
いますが、就任時に私は、目に見えて分かるような形で、
「変化」のある活気に満ちた支部運営を行っ
てまいりたいと決意表明いたしました。会員の皆様から、具体的にどのような事に取り組んでき
たのかと質問を受けることがありますが、確かに前年度の事業報告をご覧いただいても、その結
果は従来とはさほど変更が無かったように思われるかもしれません。ただ、従来の慣習だったの
かもしれませんが、研修会の開催日をこれまで常だった土曜日から平日に変更させていただいた
ことも、変化のひとつの現れであり、土曜日なら出席しやすいのではないかという固定観念を捨て、
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逆に平日開催という思い切った計画（発想）を実行したことにより、公証人の先生も招いての新
春研修会は結果的に従来よりも増して多くの会員の皆様に出席していただくことが出来ました。
また、支部の課題としては、総会や研修会といった支部行事の会員出席率向上が挙げられます。
多数の支部会員の出席が見込まれる定時総会であっても、実際に出席される会員の割合は支部会
員総数約 250 名の内、約 50 名程（２割程度）です。出席率を高める為にはどうしたら良いのかに
ついては、役員間で常に議論しておりますが、私自身、支部会員同士の横の繋がりを強化するこ
とが重要なのではないかと考えております。そこで今期は支部長通信なるものを発行したいと考
えております。私が、ベテランの先生や新規に入会された支部会員の先生方の事務所を訪問し、
行政書士になったいきさつや取扱い業務、さらには趣味といった私的な話題について取材し、そ
れを広報誌という形式で支部会員の皆様に年１回以上（欲を言えば、年に複数回）お配りしたい
と考えております。初めての試みであり、出来るだけ写真も混ぜ込んだ面白いものを発行させて
いただきたいと思っておりますので、ぜひ楽しみにお待ち下さい。支部及び支部会員に興味を持っ
ていただくことにより、支部の活性化、ひいては支部行事の出席率の向上に繋がればいいなと考
えております。
末筆になりましたが、今期は新型コロナウイルス感染症の蔓延により、予定していた今後の事
業計画について実施出来ない、あるいは計画の見直し（変更）等の可能性があることは事前にご
承知いただきたいところではございますが、今後の支部運営にご期待いただければ幸いです。引
き続き、会員皆様のご指導・ご鞭撻を賜ることが出来れば嬉しく思います。

中

讃

支

部
中讃支部長

木戸

壽彦

本年初頭より世界中を駆け巡っております新型コロナウイルスの感染拡大により、私たち行政
書士の活動も多大なる影響を受けています。特に緊急事態宣言が出された４月初旬以降の外出自
粛要請により、過去に経験したことの無い事態となっています。
中讃支部では、支部総会の開催について、支部理事会において開催時期、場所、進行方法等に
ついて検討しましたが、最悪の事態を回避するため、本年についてはやむなく書面による開催と
することになりました。支部会員の皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳なく思います。今後
の支部活動についても先が見通せない状況ですが、できるだけ早い時期に活動を再開できること
を念じております。
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西

讃

支

部
西讃支部長

田中

幸

先ずは、令和２年度事業計画案並びに収支予算案について、ご承認いただき有難うございました。
心より感謝申し上げます。
連日新型コロナウィルス報道一色のなか新年度が始まりました。そのため、例年とは異なり
Zoom による支部役員会をおこない、集団感染のリスクを避けるため西讃支部定時総会の開催方法
は書面により議決権を行使していただくこととしました。
至らぬこともあったことと思いますが、皆様の温かいご協力のもと滞ることなく令和２年度香
川県行政書士会西讃支部定時総会を無事終了することができました。重ねてお礼申し上げます。
数か月前までは町から車や人が消え、過熱する噂、漠然とした不安と恐怖、一方で悲観的な思
いに明け暮れ業務をおろそかにはできず、これまでに経験したことのない状況が続きました。ま
さに「生死をかけたコロナ戦時下の生活」でした。最近では少し精神的危機状況を乗り越え勇気
と希望の光がさしている気がしています。余談にはなりますが、今までにこんな言葉を耳にした
ことがありましたか？禍、パンデミック、ロックダウン、クラスター、コロナケーション、ズー
ムルーム、仮想背景、見えない敵、出口戦略、new normal、new world、with コロナ、新語でしょ
うか刺激的でしたねぇ。通常の生活に戻りつつあると感じる今日この頃、些細なことに幸せをみ
いだせます。大事に至らずに良かったです。
７月から「GoTo キャンペーン」が始まる予定です。西讃支部定時総会後懇親会の代替えとして、
また支部会員相互の親睦をより一層図ることを目的として、トラベルなど如何でしょうか。社会
状況をみながらご案内させていただきます。
緊急事態宣言は解除になったとはいえ、まだまだ安泰ではありません。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。
引き続きご助言ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
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＜各支部の定時総会議事録＞
●東讃支部
日

時 : 令和２年４月 18 日 ( 土 ) 午後３時 30 分～午後４時 00 分

場

所 : さぬき市津田町鶴羽 2326-12

司

会 : 副支部長 山上

大川オアシス 2 階

勇

第１号議案

令和元年度事業報告

第２号議案

令和元年度収支決算報告及び監査報告

第３号議案

令和２年度事業計画 ( 案 )

第４号議案

令和２年度収支予算 ( 案 )

追加議案

１. 選挙管理委員会を設置、委員の選任
２. 大山真哉元会員への奨励金について

１. 開会の言葉

副支部長

山上

勇

２. 支部長挨拶

支部長

久米井

好美

３. 来賓祝辞

会長

入江

４. 新入会員紹介

宏幸 ( 欠席 )

阿部良一会員 ( 令和元年５月１日登録 )
井本祐子会員 ( 令和元年５月 15 日登録 )
金川幸二会員 ( 令和元年６月１日登録 )

５. 資格審査報告

幹事

支部会員数

34 名

出席会員数

８名

委任状会員数

21 名

合計出席会員数

29 名

松井

初美

会員定足数は会員総数の３分の１以上の出席であるため、香川県行政書士会東讃支部規約第
16 条第１項の要件を満たし、本総会の成立を確認し、報告した。
６. 議長選任
司会者が議長選任の方法について議場に諮ったところ、「司会者一任」との声があり、他に異議
がなかったことから、司会者は、議長に佐々木保会員を指名し、再度議場に諮ったところ異議な
く承認され、佐々木保会員が議長に就任した。議長は、就任の挨拶をして着座した。
７. 議事録署名人指名
議長は議事録署名人として、松井初美幹事、秋山卓道会員を指名した。
８. 議事録作成者指名
議長は議事録作成者として、井本祐子会員を指名した。
９. 議事
第１号議案 令和元年度事業報告
第２号議案 令和元年度収支決算報告及び監査報告
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議長は、第１号議案及び第２号議案は関連議案であるので、一括上程することを議場に諮っ
たところ、異議なく承認されたため、一括上程し、執行部に報告を求め、次の役員からそれぞ
れ詳細に報告があった。
第１号議案

令和元年度事業報告

久米井

第２号議案

令和元年度収支決算報告

松井

初美

幹事

上原

良一

監事

監査報告

好美

支部長

第１号議案及び第２号議案に対する質疑はなかったため、議長は表決に移り、第１号議案及
び第２号議案について議場に挙手で採決を諮ったところ、挙手多数で原案のとおり承認された。
第３号議案 令和２年度事業計画 ( 案 )
第４号議案 令和２年度収支予算 ( 案 )
議長は、第３号議案及び第４号議案は関連議案であるので、一括上程することを議場に諮っ
たところ、異議なく承認されたため、一括上程し、執行部に説明を求め、次の役員からそれぞ
れ詳細に説明があつた。
第３号議案 令和２年度事業計画 ( 案 )

久米井

好美

支部長

第４号議案 令和２年度収支予算 ( 案 )

松井

初美

幹事

第３号議案及び第４号議案に対する質疑はなかったため、議長は表決に移り、第 3 号議案及
び第４号議案について議場に挙手で採決を諮ったところ、挙手多数で原案のとおり承認された。
追加議案

１. 選挙管理委員会の設置、委員の選出
２. 大山真哉元会員への奨励金について

議長は、追加議案１について、支部規約役員選任規程第 7 条及び第 10 条の規約に基づき、
選挙管理委員会を設置。委員の選出について久米井好美支部長より佐々木保会員、秋山卓道会
員、井本祐子会員を選挙管理委員とする旨の提案がなされた。
議長は、追加議案２の大山真哉元会員の奨励金について、支部幹事として８年間務め、その
事務遂行力は高く評価されるものであり、支部の総意として感謝の意を表し報奨金 20,000 円
を贈呈するとした。追加議案２に対する質疑討論及び答弁は、以下のとおりである。
( 質疑 ) 久米井好美支部長
支部規約慶弔金規程第４条の規約に基づき報奨金を定め贈呈するとしたが、大山真哉元会員
は規程にないものを頂くわけにはいかないと拒否しているため意見を伺いたい。
( 意見 ) 佐々木保議長
いらないというものを無理に渡すことはない、品物にしてはどうか。支部長に一任する。
( 答弁 ) 久米井好美支部長
品物は少し難しい。一任いただいたので、この度の奨励金については取りやめとする。他に
質疑はなかったため、議長は表決に移り、追加議案について議場に挙手で採決を諮ったところ、
挙手多数で承認された。
その他
( 質疑 ) 上原良一会員
以前に合併の話がでていたと思うが、そちらはどうなっているのか。
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( 答弁 ) 久米井好美支部長
合併したり、支部がなくなったりなど、入江会長になってからそういった話は出てはいない。
支部としては活動を続けていく予定である。
10. 議長退任
すべての議事が終了したので、議長は議事の終了を宣言して退任した。
11. 閉会の言葉

監事

上原

良一

以上の議決の結果を明らかにするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人並びに議事
録作成者が署名捺印する。
令和２年４月 23 日
議

長

佐々木

保 ㊞

議事署名人

松井

初美 ㊞

議事署名人

秋山

卓道 ㊞

議事録作成者

井本

祐子 ㊞

●高松支部
開催日時

令和２年５月 21 日（木） ９時 30 分から 10 時 10 分

開催場所

香川産業頭脳化センター（高松市林町 2217 番地 15）２階一般研修室

出 席 者

出席者 14 名、委任状出席者 142 名
合計 156 名（高松支部会員総数 247 名）

司

会

瀧端

延隆

幹事

１．開会の辞
瀧端延隆会員の司会により宮川譲副支部長が開会の辞を述べ、ここに、令和２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
故窪添司女会員、故岡﨑勝会員、故村川浩二会員に黙祷を捧げた。
３．支部長挨拶
村井孝之支部長から定時総会開会の挨拶があった。
４．会長祝辞
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香川県行政書士会会長・入江宏幸氏の祝辞を村井孝之支部長が代読した。
５．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、議長に白坂正明会員を指名し、再度議場に諮ったところ異議なく承認され、白坂
正明議長は就任の挨拶をして着座した。
議長は、会員総数 247 名のうち、本日の出席者は、会場出席者 14 名、委任状出席者 142 名、
総出席者 156 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、
本総会の成立を確認し、宣言した。
６．議事録署名人並びに書記の選出
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：國重

和大会員、白木

衛会員

議事録署名人：瀧端

延隆会員、若狭

義継会員

７．議事
第１号議案

平成 31 年度事業報告

宮川譲副支部長より平成 31 年度の事業報告がなされた。
第２号議案

平成 31 年度収支決算報告

池添治幹事より平成 31 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。
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

若狭義継会員

監査報告書の証憑の「憑」の字は「ひょう」と読むのか。
回答

白坂正明議長

「しょうひょう」と読む
質疑

石川秀幸会員

①毎年の官公署訪問、単なる名刺交換で終わるのでは、会員の職域確保にならない。
②次期繰越金が 200 万円弱あり、支部活動をしていないことの証拠ではないか。今後どのよ
うに支部運営を行うのか支部長から回答をもらいたい。
回答

村井孝之支部長

①単なる名刺交換に終わることなく、今後は事前に担当者にアポイントを取り、高松支部と
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しての要望等をしっかり伝えていきたい。
②目に見える形での事業計画を進めているが、全てを一度に変えるのは難しいため、出来る
ところから変えていくつもりである。活動予定の詳細はこの後の第３号議案で説明する。
質疑

石川秀幸会員

①繰越金が 200 万円弱もあるのはなぜか。
②研修会に出席しても懇親会に出席しないのはなぜか。
回答

村井孝之支部長

①予定していた広報活動が実施できなかった点、当初予定していた研修会が開催できなかっ
た点などから、繰越金が増加した。
②懇親会出席者を増やすための方策を総会後の役員会で議論して検討したい。
質疑の終了後、議長が第１号議案及び第２号議案について議場に採決を諮ったところ、全員
の挙手で承認された。
第３号議案

令和２年度事業計画（案）

吉井健人副支部長より令和２年度業計画（案）の提案がなされた。
第４号議案

令和２年度収支予算（案）

池添治幹事より令和２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

成木孝次会員
本会からの交付金の割合が知りたい。

回答

池添治幹事
支部会員一人あたり 7,500 円（１割）交付される。

質疑

石川秀幸会員

支部長就任時に色々活動を行うと言っていたが、事業計画が今までとほとんど変わらない。
支部の会員のためになるような、支部の会員に声が届くような運営をお願いしたい。
回答

村井孝之支部長

今年度はコロナ感染症の影響で変更となる可能性が高いが、７月に一般市民向けの広報活動
を予定している。また、支部長通信を発行し、会員紹介記事を載せて会員間の繋がりを強化
するような新しい試みも考えている。
要望

石川秀幸会員

過去の高松支部は目に見えるような活動を多くしていた。しかし、最近は支部活動の内容が
見えない気がする。会員のためになる支部運営をお願いしたい。
質疑の終了後、議長が第３号議案及び第４号議案について議場に挙手で採決を諮ったところ、
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全員の挙手で承認された。
８．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。
９．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２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２年５月 21 日
香川県行政書士会高松支部
議

長

白坂

正明

㊞

議事録署名人

瀧端

延隆

㊞

議事録署名人

若狭

義継

㊞

●中讃支部
令和２年度定時総会

書面決議

４月 10 日

議案書送付

５月 ８日

議決権行使書返送

結

果

支部会員総数

締め切り

85 名

議決権行使者

40 名（全議案

賛成）

尚、議決権行使書を返送されない方については、ご承認していただいたものとして
取り扱わせて頂きました。
以下に議案を紹介します。
第１号議案

令和元年度

事業報告

第２号議案

令和元年度

収支決算報告

第３号議案

令和２年度

事業計画（案）

第４号議案

令和２年度

収支予算（案）

その他報告事項
１

役員選任規則の改正
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２

会計処理等規程の改正

３

支部会員の入退会に関する報告

●西讃支部
令和２年４月 24 日（金）香川県行政書士会西讃支部役員会（Zoom による）において、新型コ
ロナウィルス感染症対策としての緊急事態宣言実施中であり、一堂に会する総会の開催は集団感
染のリスクを伴うことから、令和２年度西讃支部定時総会を「書面決議」の方法で実施すること
とした。
日時

令和２年４月 27 日（月）～令和２年５月７日（木）

方法

書面決議
総会資料及び同意書を郵送し、同意書を返信する。
令和２年５月７日（木）同意書到達分にて議決権を行使したものとみなし、決議する。

１．総会成立確認
会員総数

32 名

同意書返信数

26 名

会員定足数を満たし総会の成立を確認した。
２．議事録署名人並びに議事録作成者
議事録作成者

原田

聡子会員

３．決議事項
第１号議案
承認する

令和元年度
26 名

承認しない

0名

第２号議案

令和元年度

承認する

0名

第３号議案

令和２年度

承認する

事業計画（案）

26 名

承認しない

34

収支決算報告

26 名

承認しない

第４号議案

事業報告

0名
令和２年度

収支予算（案）

承認する
承認しない

26 名
0名

第１号議案、第２号議案、第３号議案及び第４号議案について、承認可決した。
４．確認
令和２年５月８日（金）第２回香川県行政書士会西讃支部役員会（Zoom による）
において書面決議の結果を確認及び精査した。
（質問）
支部の統合とか廃止について具体案はあるか
（回答）
本会においても支部の在り方についての検討が始まったばかりで具体的な変更案は示さ
れておらず、西讃支部としては今まで同様の事業を行いつつ本会の動向に注目しなければな
らない。また、支部独自の会計を持たなくなる場合を見据えて親睦会等の充実を図り、支部
活動費を会員に還元することを考えている。
５．報告
結果に基づき、令和２年５月 13 日 ( 水 ) 令和２年度西讃支部定時総会書面決議の結果を通
知した。
６．閉会
一連の流れをもって、令和２年度西讃支部定時総会を終了した。
以上、決議の明確を期するため、議事録を作成し、支部長は下記に署名押印する。

令和２年度

香川県行政書士会西讃支部定時総会

令和２年５月 13 日
支

部

長

田中

幸

㊞
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令和２年度日本行政書士会連合会

定時総会報告
副会長

松本

健士

令和２年６月 23 日～ 26 日にかけて、令和２年度日本行政書士会連合会定時総会が開催されま
した。議事結果について、下記のとおりご報告いたします。
本年度の定時総会は、新型コロナウイルス感染拡大という状況のもと、全国の都道府県から 300
名以上が集合する従来の形式による開催には大きなリスクがあると考えられたことから、常任理
事会において「令和２年度定時総会の開催に係る臨時特例会則施行規則」が制定され、それに基
づき書面決議により実施されました。
記
１．日

時：令和２年６月 23 日（火）から６月 26 日（金）まで

２．議事結果：第１号議案

令和元年度事業報告

第２号議案

令和元年度決算報告

第３号議案

日本行政書士会連合会会則の一部改正（案）について

第４号議案

令和２年度事業計画（案）

第５号議案

令和２年度予算（案）

第６号議案

役員（理事）の補欠選任について

上記、議案について、それぞれ承認可決されました。
以上
第３号議案の会則一部改正の理由は、①「成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を
図るための関係法律の整備に関する法律」により、行政書士法第２条の２における欠格事由から「成
年被後見人又は被保佐人」が削除されたことにともない、登録申請書の添付書面に関する根拠規
定について改正を図るもの、②第 200 回国会（臨時会）において、行政書士法の一部を改正する
法律が成立したことを受けて、関係規定の整備を行うもの、③行政書士法第 16 条の６第３項にお
ける行政書士法人の退会について、所属単位会の退会日の確認のため書面の添付を求める根拠規
定を整備するもの、でした。
第６号議案の理事補欠選任は、理事 49 名のうち１名（栃木会の推薦１名）が欠員となったこと
から、会則第６条、第７条並びに役員選任規則第２条、第３条の規定に基づき行われたものです。
なお、例年、定時総会初日に開催される総務大臣表彰表彰状授与式及び定時総会懇親会、また
隔年で開催される日行連会長表彰表彰状授与式は、今年度の定時総会を書面決議にて実施するこ
とから、開催が見送られました。
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会議・研修等 出席者による報告
報告者：監察部 部長 田中 幸
用 務 名

高松市五課・行政書士会との意見交換会

日

令和元年 11 月 19 日（火） 14 時 00 分～15 時 25 分

時

用 務 地

高松市役所

主 催 者

香川県行政書士会監察部

報告者以外の

行政書士会：副会長 横田 稔、監察部 砂川 猛、監察部 中條悦夫

参加者

市側：道路管理課、河港課、財産経営課、建築指導課、土地改良課、職員計
11 名

内

容

・高松市における開発許可申請、用途廃止・払下申請の現状と問題点につい
ての意見交換
・意見要望について
・その他

成果及び感想

議題１：高松市における開発許可申請について
①昨年度の申請件数

265 件位

②申請の実態本人０％、代理人 100％ 代理人資格～一級建築士、行政書士
のみ
議題２：高松市における用途廃止・払下申請について
①昨年度の申請件数
道路管理課～14 件、 代理人 100％
河港課～21 件 代理人 100％
土地改良課～45 件

代理人 100％

*件数は申請内容により重複しているものがある。また、申請代理人とし
て行政書士の兼業業者が多い。
議題３：上記の申請についての問題点
・前回、財産経営課～行政書士の申請には委任状の添付が殆ど無いとの指
摘があったことへの対応
回答～当会として、指摘の重要性を認識して、当会員に会報等種々の方
法で周知している。来年１月、再度委任状の必要性(重要性)等に
ついての周知会を開催予定。(周知項目には、開発・用途廃止申請
に委任状添付について)
・行政書士会から委任状のトラブルの有無について
回答～殆どないが、委任者、受任者間での意思疎通が図られていないこ
とがある。
議題４：その他の申請についての問題点(例:市道についての許可申請)
・市道境界確定申請は約 500 件、市道工事(占用)許可申請は約 1000 件ある
が、工事許可は土建関係者が多い。
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・上記、現状を受け、官公署へ提出にする書類は行政書士本来の業務であ
・上記、現状を受け、官公署へ提出にする書類は行政書士本来の業務であ
ることについてることについて

添付の判例「業とする」
、
「書士法業務について」
、自治省行政局回答の
添付の判例「業とする」
、
「書士法業務について」
、自治省行政局回答の
「行政書士を雇用して業務を行うことの可否
」を紹介。
「行政書士を雇用して業務を行うことの可否
」を紹介。
・説明資料、農業用水路の使用料を巡る最高裁判決について
・説明資料、農業用水路の使用料を巡る最高裁判決について
土地改良課〜維持管理者として水利組合の同意を求めるよう指導してい
土地改良課〜維持管理者として水利組合の同意を求めるよう指導してい
る。

る。

財産経営課〜地域性の問題もあり、良否の判断は控えるが、関係者の確
財産経営課〜地域性の問題もあり、良否の判断は控えるが、関係者の確
認(同意)を得ずに為すことは許されないと考えている。
認(同意)を得ずに為すことは許されないと考えている。
議題５：その他議題５：その他
・市側の要望 ・市側の要望
・年に一回意見交換会を開催して欲しい。知識を吸収したことで窓口業務
・年に一回意見交換会を開催して欲しい。知識を吸収したことで窓口業務
に活用。

に活用。

建築指導課〜行政書士会開催の関連会議には積極的に参加する。
建築指導課〜行政書士会開催の関連会議には積極的に参加する。
土地改良課〜土地家屋調査士会との意見交換はしているのか。
土地改良課〜土地家屋調査士会との意見交換はしているのか。
行政書士会として、年に一回、五士業との意見交換会の場で交流を持
行政書士会として、年に一回、五士業との意見交換会の場で交流を持
っていると回答。
っていると回答。
・行政書士会〜開発許可・用途廃止申請業務について、会員全てが業務に
・行政書士会〜開発許可・用途廃止申請業務について、会員全てが業務に
明るいわけではない、瑕疵ある申請もあると思いますが、よろしくお願
明るいわけではない、瑕疵ある申請もあると思いますが、よろしくお願
いします。

いします。

報告者：監察部報告者：監察部
部長 田中 幸部長 田中 幸
用 務 名

用
務 名
さぬき市農業委員会事務局・行政書士会との意見交換会
さぬき市農業委員会事務局・行政書士会との意見交換会

日

日
令和元年
12 月1012時日（木）
令和元年時12 月 12
日（木）
00 分～11 10
時時
25 00
分 分～11 時 25 分

時

用 務 地

用
務 地
さぬき市庁舎内会議室
さぬき市庁舎内会議室

主 催 者

主
催 者
香川県行政書士会監察部
香川県行政書士会監察部

行政書士会：副会長
横田砂川
稔、監察部
砂川中條悦夫
猛、監察部 中條悦夫
報告者以外の 報告者以外の
行政書士会：副会長
横田 稔、監察部
猛、監察部
参加者
さぬき市農業委員会：藤井浩事務局長、山下補佐
さぬき市農業委員会：藤井浩事務局長、山下補佐

参加者
内

容

内
容
・さぬき市における農地申請状況について
・さぬき市における農地申請状況について
・意見交換

・意見交換

・その他

・その他

議題１：さぬき市における農地申請について
成果及び感想 成果及び感想
議題１：さぬき市における農地申請について
①昨年度の申請件数
①昨年度の申請件数
(平成 30 年度) (平成 30 年度)
３条～41 件 ほぼ代理人申請
３条～41 件 ほぼ代理人申請
４条～21 件 100％代理人
４条～21 件 100％代理人
５条～50 件 100％代理人
５条～50 件 100％代理人
非農地証明～67非農地証明～67
件 50％代理人件 50％代理人
件 100％代理人
農振除外～31 件農振除外～31
100％代理人
議題２：代理人申請における問題点等(意見交換)
議題２：代理人申請における問題点等(意見交換)
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市側～申請書類を未完成で提出(頭出しをして置き)後は、補正等を
見越して時間稼ぎをする方がいる。申請書類は完全なものに
整えて提出をしてもらいたい。
当会～早速、１月の周知会において、上記のことを会員に説明し改
善に努めますと共に行政とのパイプ役となり手続きの効率化
を図ります。
市側～申請人の確認が必要な時もあり、身分証明書の携帯をお願い
したい。
当会～機会あるごとに説明しているが周知徹底したい。
・チェックリストについて
市側から内部用を作成運用しているが、この機会から指示のリストを
採用させてもらいたい。
市の意見を受けて、チェックリストについては後日、様式を精査して
送付することとした。
・添付書類 行政書士法違反の判例等の紹介
群馬県家屋調査士による行政書士法違反事件(罰金 50 万円)等の事例紹
介
事例を通じて、行政書士業務の認識を深めて頂くと共にこのような事
例に対応するためには、平素から委任状添付(代理権の明確化)を周知し
ておくことが必要であることを説明した。
・添付書類 農業用水路の使用料、周辺住民への請求認めず 最高裁判例
の紹介
市側～「地域性もあり、また状況によって過程が異なるため一概に判
断できないが、地域住民の意識の変化によって、従来の意識が
変わりつつあることも自覚する必要がある。
」との意見であっ
た。
報告者：監察部 副会長 横田 稔
用 務 名

令和２年１月 15 日開催 監察部主催の周知会における講師派遣依頼について

日

令和元年 12 月 16 日（月） 16 時 00 分～16 時 30 分

時

用 務 地

高松市庁舎内 建築指導課

主 催 者

香川県行政書士会監察部

報告者以外の

無し

参加者
内

容

令和２年１月 15 日に開催する監察部主催の開発行為の規制についての周知会
における講師派遣の依頼について、正式な依頼書を手交し協議した。
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成果及び感想

課長にも既に承諾を得ているとの回答であった。また当日の資料はこちらで用
意するので、１週間くらい前に概算の参加人数をお知らせ戴きたいとの申し出が
有った。そして当日の研修時間についての質問が有り、１時間を研修時間、30 分
を質疑応答、の合計１時間半を予定していると回答した。駐車場の件を問われた
が、こちらで用意しますと回答した。

報告者：監察部 部長 田中 幸
用 務 名

綾川町農業委員会事務局・行政書士会との意見交換会

日

令和元年 12 月 25 日（水） 11 時 00 分～12 時 35 分

時

用 務 地

綾川町庁舎内会議室

主 催 者

香川県行政書士会監察部

報告者以外の

行政書士会：副会長 横田 稔、監察部 砂川 猛、監察部 中條悦夫

参加者

綾川町農業委員会：坂本補佐他１名(渡辺氏)

内

容

・綾川町における農地申請状況について
・意見交換
・その他

成果及び感想

議題１：綾川町における農地申請について
①昨年度の申請件数 (平成 30 年度)
３条～50 件 ほぼ代理人申請
４条～18 件 100％代理人
５条～59 件 100％代理人
非農地証明～8 件 50％代理人
農振除外～未集計
議題２：代理人申請における問題点等(意見交換)
町側〜農振除外申請について、事前協議が必要な複雑案件であった
が、そのまま提出されたことがある。その結果、県から 40 項
目に及ぶ質問があり、提出者は、その質問に答えることがで
きず、申請書を取り下げたことがあります。複雑な申請につ
きましては、事前協議を是非お願いしたい。
行政書士側～機会あるごとに会員に周知徹底したい。
町側～その他、某神社の大祭に伴う農地転用、常用性・必要性の観
点から転用を認めていない。
・チェックリストについて
行政書士側から添付の同リストについて、作成経過・内容など導入の
必要性につき説明した。
町側から現在、運用している様式が既にあり、受付時に申請者の目前
で同表を活用して書類をチェックしている。経験の少ない申請者にはチ
ェック表を渡すこともある。
・添付の群馬県家屋調査士による行政書士法違反事件(罰金 50 万円)
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行政書士を雇用して業務を行うことの可否等を紹介する等、審査に際
しての行政書士法違反への目配りを依頼した。
・添付書類 農業用水路の使用料、周辺住民への請求認めず 最高裁判例
の紹介
町側～現状通りの運用で対応する。
議題３：名簿の活用状況
申請人の確認に活用している。中には、行政書士の紹介を依頼され
ることがあるが、町が選定することはできないので、名簿を利用して
申請人が選定するよう指導している。
報告者： 監察部 部長 田中 幸
用 務 名

観音寺市農業委員会事務局・行政書士会との意見交換会

日

令和２年１月８日（水） 14 時 55 分～16 時 05 分

時

用 務 地

観音寺市庁舎内会議室

主 催 者

香川県行政書士会監察部

報告者以外の

行政書士会：副会長 横田 稔、監察部 砂川 猛、監察部 中條悦夫

参加者

観音寺市農業委員会：局長 合田尊男、係長 大森信寿、主任 藤村佳広

内

容

・観音寺市における農地申請状況について
・意見交換
・その他

成果及び感想

議題１：観音寺市における農地申請について
①昨年度の申請件数 (平成 30 年度)
３条 ～88 件 50％代理人申請
４条 ～24 件 ほぼ 100％代理人
５条 ～120 件 ほぼ 100％代理人
非農地証明～17 件 ほぼ 50％代理人
農振除外～他の課が担当なので回答できない。
議題２：代理人申請における問題点等(意見交換)
市側〜申請書類について若干の不備があるものもあるが、受付に支
障をきたすほどのものはない。
申請人については、ほとんど顔みしりであり、身元確認がで
きている。
土地家屋調査士が申請書類を持参することがある。
会側〜その土地家屋調査士が行政書士との兼業であればかまわな
い。
添付書類事例の紹介
・群馬県土地家屋調査士の行政書士法違反事例
・熊本県土地家屋調査士の行政書士法違反事例等
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受理時における申請人の確認(代理権限内容)の重要性等につき説明し
た。
市側〜水利組合からの同意書を取ることを周知して欲しい。(県は同
意を取ることを求めている)
会側〜会議などで周知徹底して、改善を図ります。
土地改良区の管理する農業用水路の使用料、周辺住民への請求認めず (最
高裁判例)
この事例にたいして市側から明快なコメントは無かった。
議題３：名簿の利用状況
申請時の身元確認に利用するほか、申請人から行政書士紹介の依頼
を受けた場合に会員名簿を利用して申請人自らが選択するようにして
いる。
報告者：企画開発部 部長 白木 衛
用 務 名

香川県外国人労働人材関係相談窓口支援業務打ち合わせ

日

令和２年１月 10 日（金） 11 時 00 分～11 時 30 分

時

用 務 地

香川県行政書士会事務局

主 催 者

香川県商工労働部労働政策課雇用対策グループ

報告者以外の

労働政策課：指田主任、藤井主事、

参加者

行政書士会：國重副部長、阿波事務局員

内

容

成果及び感想

第 3 四半期の実績報告及び意見交換
◆第 3 四半期結果報告
・香川県労働政策課の窓口相談件数は、４月～１月で 110 件と件数は増えて
いる
・ここ最近は月平均 15 件ほどの相談がある
・特定技能の相談も徐々に増えてきている
・外国人が直接相談にくる場合は、既に雇用されており、その雇用契約に関
する内容が多い
◆来年度以降の契約について
・来年度以降も行政書士会へ委託は継続予定だが、委託内容や支払方法等、
契約の細かい修正が必要
・年間での行政書士への相談依頼が数件（現時点で３件）
、社会保険労務士に
至っては０件であり、その現状に対して毎月の事務委託費２万円が適切か
という話が出てくる可能性がある
・今後は、県担当者が窓口対応時にその場で行政書士に電話して対応できる
体制、セミナーや講演会の共催・協賛、法改正等の情報提供等の後方支援
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業務もお願いしたい
・現状、四半期ごとの報告としているものも、半期ごとに変更検討
・事務委託費の支払いも半期払い若しくは年払い等に変更し、金額も支援内
容に応じて 20～25 万円で調整
・労働政策課内で具体的な内容を調整し、後日改めて詳細を打合せする
◆行政書士会からの要望
・現状、事務局対応が８時 30 分～17 時となっているが、４月より事務局が９
時～17 時の対応となるので、契約書にその事を反映してもらいたい
→現状、連絡はメールでやり取りしているため、時間変更は問題ないとの
こと
報告者：企画開発部 部長 白木 衛
用 務 名

業務協定締結に関する事前打合せ

日

令和２年１月 14 日（火） 10 時 30 分～11 時 00 分

時

用 務 地

高松信用金庫 本店

主 催 者

香川県行政書士会

報告者以外の

高松信用金庫：篠原上席執行役員、岡田業務推進部次長

参加者

行政書士会：榑谷経理部長

内

容

成果及び感想

協定締結に関する事前打ち合わせ
◆協定締結事務手続き
・本会理事会にて決定した、高松信用金庫との業務提携締結に関する事務手
続きの事前打ち合わせを実施
・事前にお互いが記名押印した契約書を準備し、当日に日付を記入する
・まずは高松信用金庫側で理事長の都合を確認していただく
・２月中の締結で調整を行う
・契約書、バインダー準備は行政書士会で対応する
・プレスリリースは高松信用金庫側で対応する
◆その他
・協定締結後、無料相談会での協力、セミナー開催、支店と地域の行政書士
との連携などを進めていく
・高松信用金庫が TKC と提携している関係で、各支店の近隣税理士に対して
支店と自由に連携を取ってもらえるようにアナウンスしているとのこと
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報告者： 監察部 副部長 砂川 猛
用 務 名

農業委員会に対する香川県行政書士会員の名簿配布等について

日

令和２年１月 22 日（水） 11 時 00 分～17 時 00 分

時

用 務 地

宇多津町農業委員会、丸亀市農業委員会、多度津町農業委員会

主 催 者

香川県行政書士会監察部

報告者以外の

なし

参加者
内

容

成果及び感想

会員名簿の配布と農地申状況の把握
（１）多度津町農業委員会事務局
ア：多度津町における農地申請について
３条〜 18 件、

代理 90％

４条〜 3 件、

100％

５条〜 26 件、

100％

非農地証明 〜

１件

本人申請

農振除外 〜

５件

100％

イ：代理申請の問題点等
・明らかにバイトのおばちゃんらしい方が、申請に来ることがある。一
旦、返して、委任状を付けて、再申請するように指導している。
・調査士事務所の若い人に持参させることがある、撤回して委任状添付
を求めている。
(経営者が、代理申請のことを理解していない)
担当係長は窓口で委任状添付について、徹底した指導している印象を持
った。
ウ：チェックリストを試してみたいとの意見があったので、後日、FAX 送信
することにした。
エ：名簿については、顔見知りが多いことからほとんど利用していない。
（２）宇多津町農業委員会事務局
３条 〜４件 50％代理申請
５条 〜13 件 100％
その他の申請は無し
その他、問題点等について聞くと、2000 平方メートルを超える場合は、
国の指示で近隣の同意を求めておくことを言われているが、それ以下でも
同意を求めるように指示している。
申請人にそのことを説明しているが、その苦情が事務局に来ることがあ
るので苦慮することがある。
（３）丸亀市農業委員会事務局
３条 〜69 件 代理申請 50％
４条 〜36 件
５条 〜199 件
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100％
100％

非農地証明 〜

21 件 本人申請

問題点等について、お聞きすると、身分がはっきりとしない(行政書士、調
査士か分からない)方が申請にくることがある。

報告者：監察部 部長 田中 幸
用 務 名

小豆島町農業委員会事務局・行政書士会との意見交換会

日

令和２年１月 22 日（水） 13 時 05 分～14 時 20 分

時

用 務 地

小豆島町舎内会議室

主 催 者

香川県行政書士会監察部

報告者以外の

行政書士会：副会長 横田 稔、監察部 砂川 猛、監察部 中條悦夫

参加者

小豆島町農業委員会：事務局課長 山本重敏、係長 三木智之

内

容

・小豆島町における農地申請状況について
・意見交換
・その他

成果及び感想

議題１：小豆島町における農地申請について
①昨年度の申請件数 (平成 30 年度)
３条 ～56 件 70％代理人申請
４条 ～２件 ほぼ 50％代理人
５条 ～18 件 100％代理人
非農地証明～22 件 ほぼ 70％代理人
農振除外 ～４件 75％代理人
議題２：代理人申請における問題点等(意見交換)
町側〜申請書類について若干の不備があるものもあるが、受付に支
障をきたすほどのものはない。
ただ、まれに締め切り日に提出してくることがある。
行政書士会側
・事前の連絡や複雑なものについては相談を兼ねた早目の提出
を心掛けます。
・３条については 56 件と多いようですが。
町側〜９割位が所有権移転であり、家族間で無く第三者間が多い(農
業などをやめて外へ出るため)
行政書士会側
・チェックリストについての内容説明、事務の効率化に繋がる
ことなどを説明して採用を依頼した。
・添付書類の説明
・群馬県・熊本県の土地家屋調査士の行政書士法違反の事例を
紹介
その他、口頭により平成 31 年鳥取土地家屋調査士２名によ
る行政書士法違反罰金刑が確定した事例を紹介した。
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・農業用水路の使用料を巡る最高裁判例の紹介をした。
議題３：会員名簿の利用状況
名簿の配布は無かったとの回答。
報告者：行政書士 ADR センター香川 センター長 大山 真哉
用 務 名

（公社）香川県宅地建物取引業協会 無料相談所相談員研修会

日

令和２年１月 23 日（木）15 時 10 分～15 時 30 分

時

用 務 地

香川県不動産会館 ３階会議室（高松市松福町１丁目 10-５）

主 催 者

（公社）香川県宅地建物取引業協会 相談・苦情処理委員会

報告者以外の

会長 入江宏幸、理事・ADR センター運営委員 千原正照

参加者
内

容

＜テーマ＞
不動産取引にまつわる裁判外紛争解決手続（ADR）について
１．裁判外紛争解決手続（ADR）とは
２．行政書士 ADR センター香川について
３．質疑応答
＜受講者＞
宅建協会無料相談所相談員 約 30 名
＜講師＞
香川県行政書士会
行政書士 ADR センター香川 センター長 大山真哉

成果及び感想

宅建協会無料相談所相談員の方々に、裁判外紛争解決手続（ADR）や行政
書士 ADR センター香川についての理解を深めていただくよい契機となった。
報告者：行政書士 ADR センター香川 運営委員 千原 正照

用 務 名

賃貸住宅の賃貸借契約にかかる相談対応研修会

日

令和２年１月 24 日（金）12 時 00 分～16 時 05 分

時

用 務 地

高松商工会議所会館 ５階会議室（高松市番町２－２－２）

主 催 者

国土交通省「重層的住宅セーフティネット構築支援事業」
（株）社会空間研究所

報告者以外の

なし

参加者
内

容

【研修】
（１）
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（再改定版）
」の解説
講師：佐藤 貴美 弁護士
（２）賃貸契約標準契約書（平成 30 年３月版）
」の解説
講師：佐藤 貴美 弁護士
（３）民間賃貸住宅に関する相談対応事例集（改定版）
」の解説
講師：升田 純 弁護士
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成果及び感想

ADR センター香川を運営するにあたり、敷金分野の法改正の対応など必要な
情報収集を行うため、研修会に参加した。
（１）ガイドラインのポイントは以下の通り
・ガイドラインは改正民法の原状回復の規定を補充するものと考えられる。
・ガイドライン自体は民間賃貸を想定しているが、改正民法の原状回復の
規定は事業用にも適用されることから、考え方を適用できると考えられ
る。
・通常使用とは客観的にみて評価される。
・耐用年数超えていても、善管注意義務に違反する場合は、修繕工事に伴
う負担が必要な場合もある。
・通常損耗の借主負担特約は敷金の考え方とは違うため契約時に十分検討
が必要である。
（２）賃貸契約標準契約書の改定のポイントは以下の通り
・保証人を立てる場合、限度額を定める必要があり項目を設けた。
・敷金とその他一時金の取り扱いの違いについて明瞭にしておくことが必
要であるため項目を設けた
・賃借人の修繕（607 条の２）は解釈の問題となる可能性があるためまず協
議をしておく方がよい
・賃貸借契約の更新と保証契約の取り扱いについて、契約時期、合意更新
か法定更新かで場合分けが必要。
（３）相談の場における注意点について
・解決とは、最終的な状態を想定して、実際そのような状態になることで
あり、調停などで合意をしても合意内容が実現しないと解決ではない。
そのため、具体的な実現手順も含めた想定が必要である。
・訴訟等の争いになった場合、証拠を持っている方が勝つ。
・トラブルの中には法律問題だけではなくその他の要因（感情、志向など）
が関係することが多い。
研修に参加して、法改正の影響が敷金分野にどのように影響してくるかが
理解できた。
トラブルが感情面など法律問題以外のところで問題になっている状況も多
く、当事者の心情を解きほぐすことも求められることが分かった。そのため、
トラブルの解決には ADR センター香川が実施している対話型同席調停が有効
であると感じた。心情的なわだかまりが無くなれば、合意内容の実現も容易
になると考えられる。
今後、今回の研修で得たものを、ADR センター香川の運営や広報活動に役立
てていく。
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報告者：監察部 部員 中條 悦夫
用 務 名

監察活動の実施と行政書士制度の啓蒙

日

①令和２年１月 24 日（金）13 時 ②13 時 45 分～54 分 ③14 時 23 分 ④14

時

時 50 分～15 時 30 分 ⑤16 時 15 分～45 分
用 務 地

①高松東警察署 ②さぬき警察署 ③東かがわ警察署 ④東かがわ市農業委
員会 ⑤三木町農業委員会

主 催 者
報告者以外の

香川県行政書士会監察部
なし

参加者
内

容

（１）①高松東警察署 ②さぬき警察署 ③東かがわ警察署
各警察署管内における非行政書士排除ポスターの掲示とチラシの配布
を依頼しました。さぬき警察署は警務課長 二宮幸治氏において監察活
動と行政書士制度についてご理解をいただきました。
（２）④東かがわ市農業委員会 係長 寒川和之氏
⑤三木町農業委員会 係長 松本裕司氏
・各農業委員会における非行政書士排除ポスターの掲示とチラシの配布
を依頼
・行政書士会員名簿の手交及び前回手交の会員名簿の利用状況
・平成 30 年度の農地の許認可申請について行政書士が受任の委任状の添
付状況の聴き取り
・農地転用申請書と農振除外申出書に添付のチェックリスト（高松市農
業委員会及び高松市農林水産課採用利用中）についての効用と説明お
よび使用依頼
・受任は行政書士が専任であることを申し添えました。
（聴き取りなどの
詳細は別紙参照）

成果及び感想

監察活動の成果は、一朝一夕には現れず、現在普及に取り組んでいる農
地転用申請へのチェックリストの添付は、行政側においてもメリットがあ
り非行政書士を排除する最も有効な対策で地道な継続が必要不可欠であ
り、また行政書士においても専門分野を特化して極めることも非行政書士
排除の最大の効果があるのではないかと思料されます。
報告者：監察部 副部長 砂川 猛

用 務 名

坂出市農業委員会、丸亀・坂出・高松北・高松南警察署へのポスター配布及
び訪問記録の作成

日

48

時

令和２年１月 29 日（水） 9 時 00 分～16 時 00 分

用 務 地

坂出市農業委員会、高松北・同南・坂出・丸亀警察署

主 催 者

香川県行政書士会監察部

報告者以外の

なし

参加者
内

容

高松北・同南・坂出・丸亀警察署を訪問し、同署担当幹部と面接懇談の上、
持参の非行政書士排除ポスターの掲示を依頼した。

成果及び感想

① 昨年度の申請件数(平成 30 年度)
３条〜46 件
４条〜27 件
５条〜85 件
非農地証明〜22 件
農振除外(扱い無)
上記申請形態の内訳は、ほぼ 100％の代理人申請である。
② 代理人申請における問題点について
３年位まえには、委任状の添付のことを説明すると、なぜ添付の必要がある
のかと逆に質問をされることがあった。現在は皆無である。
・代理人申請時の書類については、不備はほとんどなく、坂出の行政書士は
優秀とのこと。
・会員名簿については、市外からの行政書士による申請時に活用している。
③ 当会に対する要望事案は無かった。

報告者：企画開発部 部長 白木 衛
用 務 名

四国地区所有者不明土地連携協議会 第２回総会

日

時

令和２年１月 29 日（水）13 時 30 分～15 時 00 分

用 務 地

高松サンポート合同庁舎（南館）６階 606 会議室

主 催 者

四国地区所有者不明土地連携協議会

報告者以外の
参加者
内

容

香川県行政書士会 会長 入江宏幸
＜第１部＞ 議事
（１） 会長（四国地方整備局長）あいさつ
（２） 幹事会報告座長（四国地方整備局用地部用地調整官）
（３） 議事
議案（１） 令和元年度活動報告について
事務局（四国地方整備局用地部用地計画官）
議案（２） 令和２年度活動方針（案）について
事務局（四国地方整備局用地部用地計画官）
～～ 休憩～～
＜第２部＞

情報共有・意見交換等

（１） 今後の土地政策について（国土交通省からの情報提供）
（土地・建設産業局総務課公共用地室）
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（２） 法務局の所有者不明土地問題への取組について
（高松法務局民事行政部）
（３） 構成員からの情報提供等について
（四国弁護士会連合会、日本司法書士会連合会四国ブロック会、日本土
地家屋調査士会連合会四国ブロック協議会、四国不動産鑑定士協会連
合会、一般社団法人日本補償コンサルタント協会四国支部、日本行政
書士会連合会四国地方協議会）
※議事内容については添付の総会資料をご参照ください。
成果及び感想

四国地区所有者不明土地連携協議会の協力団体として参加しました。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の円滑な施行、
市町村の用地業務の支援等のため、
「四国地区所有者不明土地連携協議会」
（構
成員：四国地方整備局、高松法務局、四国各県及び関係団体） を設立して、
各種活動を行っておりますが、このたび、活動の報告等を行う第２回総会が
開催されました。
総会では、令和元年度の活動報告及び令和２年度の活動方針の決定並びに
構成員間で所有者不明土地問題に関する情報共有・意見交換を行いました。
今後とも、構成員間の連携・協力により、市町村への継続的な支援の充実
等を図っていきたいと思います。
報告者：監察部 部長 田中 幸

用 務 名

高松市農業委員会事務局・同農林水産課・行政書士会との意見交換会

日

令和２年２月 14 日（金） 11 時 00 分～12 時 10 分

時

用 務 地

高松市役所 121 会議室

主 催 者

香川県行政書士会監察部

報告者以外の

行政書士会：副会長 横田 稔、監察部 砂川 猛、監察部 中條悦夫、

参加者

高松支部村井支部長、高松支部 宮川
農政課：西谷、多田、中野

内

容

農林水産課：青木、東原、斎藤

・高松市における農地の申請について
・意見交換会

成果及び感想

議題１：高松市における農地の申請について
①昨年度の申請件数(平成 30 年度)
３条～204 件

80〜90％代理人

４条～188 件

ほぼ 100％代理人

５条～584 件

ほぼ 100％代理人

非農地証明～48 件
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80％代理人

農振除外～201 件

100％代理人

議題２：意見交換会
代理人申請における問題点等
市側～委任状に行政書士・土地家屋調査士との連名で記載して、セ
ットの仕事として出されることがある。(行政書士に質問して
も答えられないことがある。)
市としては、行政書士をメインとした対応はしている。
行政書士会〜主体は行政書士でないと駄目である。
連名、会社内に行政書士を雇用(給与制)図面作成者等
全て違反行為である。
この件については、周知会等を通じて、実務の向上を
図っているところである。
時間がかかっても改善を図る。
市側〜調査士会に周知しているのか。
行政書士会〜同会にも話をしており、会員への啓発となっている。
五士業の交流会の場も活用
市側〜窓口業務の中で、
行政書士会が情報公開請求をしているとこと
を話している。
行政書士会〜同請求を続行することは双方に効果が有ると思われ
る。今後とも宜しくお願いしたい。
議題３：チェックリストの活用状況
申請者で利用しているのは数名である。活用すれば事務の効率化に
繋がる。
議題４：会員名簿の活用
西讃方面等、他市の行政書士から提出があった場合などに活用して
いる。
議題５：その他
・添付の農業用水路の使用料を巡る最高裁判例を紹介したが、市としては、
国から指達等が無いのでこれまで通りの運用を図る。
・市側から資格証(本職、補助者)の提示を求めることがあるので、会員に
その旨を周知願いたいとの要望があった。
報告者： 監察部 副会長 横田 稔
用 務 名

３自治体、および２警察署を訪問し、監察活動と行政書士制度の啓蒙

日

令和２年２月 18 日（火） 10 時 30 分～15 時 30 分

時

用 務 地

善通寺市、琴平町、まんのう町（各農業委員会事務局）
、および２警察署

主 催 者

香川県行政書士会監察部

報告者以外の

なし

参加者
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内

容

監察（広報）活動として、受付窓口（カウンター）に「その人、行政書士？」
のポスターの貼付を依頼、行政書士制度の周知と法の適正運用の協力要請を
おこなった。３年前から取り組んでいる法の適正運用について、行政書士が
法に基づく適正な代理人であることを示すための委任状の添付を質したとこ
ろ、何れの自治体においても代理人申請の殆どに添付が為されていることを
聴取した。

成果及び感想

若干の代理人については、適正な資格者か否かを判断できない場合が有り。
（会員証または補助者証の提示が無く、連絡先のみを告げるケースもある。
）
また委任状記載の受任者ではない人物が窓口に来訪することがあり、名義貸
しと思われる場合も複数回あったとのことである。真に代理人が作成したの
か疑わしいものもあるとの指摘があった。
報告者：行政書士 ADR センター香川 運営委員 林 一興

用 務 名

認証取得済単位会課題検討協議会

日

令和２年２月 21 日（金）13 時 30 分～17 時 30 分

時

用 務 地

虎ノ門タワーズオフィス 10F 第１会議室（東京都港区虎ノ門 4-1-28）

主 催 者

日本行政書士会連合会

報告者以外の

なし

参加者
内

容

１．ADR 推進本部について
事業計画、活動目標・方針、日行連からの支援（助成金）
、研修（VOD の
活用、調停スキル研修）
、研修資料の提供（ロールプレイスクリプト）
２．ADR センターの運営について
①研修について②調停について③広報について④その他（運営における
課題、日行連本部への要望等）
３．ADR 代理権について
行政書士の ADR 代理権について、意見交換

成果及び感想

今回の会議は、行政書士が行う ADR 事業の実績及び認知度向上に必要な
意見交換と情報共有を図り、ADR 代理権取得にかかる本部の方針などに活用
することが目的とされた。
冒頭で、ADR は、国民との距離感がある一方で、会員との距離感も指摘さ
れた。この点は、後に「広報について」の中で、会員向けのチラシ配布を
行った単位会の事例発表、その他に、今後の日本行政の活用が話し合われ
た。そうした中でポイントになるのは「ADR を見せていくこと」であると認
識した。
研修は、VOD（レビン小林久子先生監修）が増えていくので、非常に助か
る話であった。一方で、ロールプレイは実際に行って、振り返りを行って
こそ技術が身につくので、調停人候補者とそれを目指す方たちに、いかに
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参加してもらうかが課題だと感じた。
実際に調停を行った単位会からの事例発表の中で、誰を相手方とするか
が議題に上がった。裁判であれば被告適格の問題がある。しかし、申込人
が誰と話し合いをしたいか、ここを汲むことができるのが ADR のメリット
ではないだろうかと考えるようになった。
ADR 代理権は、多くの単位会が必要性を指摘しているものの、何のための
対話促進型同席調停なのかが見えづらかった。当事者の方たちの心情を汲
み取りつつ、専門家としてサポートするのであれば「代理」より「補助者」
が馴染むのではないかという点は申し上げた。とにかく話をしたいと考え
る当事者（特に申込者）にとって、相手が代理人であった場合に、本当に
本音で語ることができるのかは不明である。
今回、他単位会のセンター長、運営委員の方々と会議ができ、大変有意
義であった。傾聴の姿勢が全員から感じられ、発言する際にかなりの緊張
があったが、聴く姿勢が発言を促して話し合いを活性化させる技法である
と改めて認識した。
報告者：監察部 部長 田中 幸
用 務 名

実態調査と啓発活動

日

①令和２年２月 26 日（水）10 時 20 分～10 時 50 分

時

②11 時 10 分～11 時 25 分
③11 時 30 分～11 時 50 分、令和２年２月 27 日 17 時 00 分～17 時 15 分
用 務 地

①観音寺警察署 ②三豊警察署 ③三豊市農業委員会

主 催 者

香川県行政書士会監察部

報告者以外の

なし

参加者
内

容

１：警察署訪問
・非行政書士排除のためのポスター掲示及びチラシの配布を依頼した。
・一部の行政書士の所作が良くないという意見があった。
２：三豊市農業委員会
・すべて書類をそろえて申請してほしい
・不備があった場合に申請代理人とのやりとり表などがあればいい。
・委任状の重要性について説明をした
・非行政書士排除の啓発活動として、名簿、ポスター、チラシを配布し
た。

成果及び感想

やりとり表に代わるものとしてチェックリスト（高松市）を提案し、三
豊市用に修正して使用できるようエクセルバージョンをメールで送ること
とした。
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報告者：監察部 部長 田中 幸
用 務 名

香川県農政課・行政書士会との意見交換会

日

令和２年３月３日（火） 10 時 00 分～11 時 35 分

時

用 務 地

香川県農政課会議室

主 催 者

香川県行政書士会監察部

報告者以外の

行政書士会：副会長 横田 稔、監察部 砂川 猛、監察部 中條悦夫

参加者

香川県農政水産部農政課：課長補佐米田欣司、副主幹三原伸二
課長補佐石原美保、主任渡邊卓也

内

容

・香川県下における農地の申請についての意見交換
・意見交換
・その他

成果及び感想

１：香川県における農地の申請状況(実態)について
会議資料
・県下自治体別(農業委員会事務局)農地申請状況一覧に基づいて、各項
目別の件数・代理人率等につき説明した。(横田副会長)
・情報公開請求に基づき入手した委任状による違法行為事例
事例１ 図面作成者と称して作成代理
事例２ 共同受任者と称して作成代理
事例３ 行政書士の名義貸しによる作成代理
事例４ 行政書士を雇用して作成代理
について、紹介説明した。
この違法行為は、委任状が添付されるようになってから派生した巧
妙なやり方であり、その割合は、全体の 1 から 2 割程度です。
・困った問題であり、他士業とも意見交換を持ち相互に自粛する方向で
進んでいます。農政課のご意見・ご指導を賜りたい。
県側(石原)
１、２、の事例の事例があったが電話で突き返したことがありまし
た。問題意識を持っているので、指導して行くことにしています。
当会〜今期は、農振の調査を進める方針です。
県側〜農振の調査をやって頂くと助かります。
・三豊は本人申請が多い。(書類のチェックはどうなのか)
当会〜委任状の代理人が付く、本人申請と言い切ることもある。
当会〜チェックリスト(添付の農地転用許可申請書綴り一覧表)につい
ての使用状況・効果等について説明したが、県側からの回答は
無かった。
・農地申請書の様式変更の予定について、質問したが「ない」との返答
であった。
・委任状の本人確認について、許可証に基づいて本人確認が出来れば間
違いは起こらない。
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２：その他〜農業用水路の使用料を巡る最高裁判例について
県側〜・整備事業に関して、水利管理者に同意を求めることの話です。
・土地改良区は、法人であるが、水利組合は任意団体で何の権限もない、
慣習で任意処理拘束力を持たない。
・水利組合の同意については、明確に言わなかったが、そこに住む以上
は地区全体のことも考えて慣例に従うことが必要である。
行政書士の責任として、同意を求めることは、委任者のためでもある。
との説明があった。
報告者：香川県行政書士会 副会長 松本 健士
用 務 名
日

時

ADR センター長交代に伴う顧問弁護士との事務引継
令和２年３月 26 日（木）16 時 30 分～17 時 00 分

用 務 地

のぞみ総合法律事務所 （高松市磨屋町６番地５）

主 催 者

香川県行政書士会（行政書士 ADR センター香川）

報告者以外の

顧問弁護士 兼光弘幸、会長 入江宏幸、センター長 大山真哉

参加者
内

容

令和２年４月１日より ADR センター長が交代することに伴い、顧問弁護
士との事務引継を行った。
新センター長 松本健士（令和２年４月１日就任）

成果及び感想
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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

2020/01/07

1206

2020/01/09

1212

2020/01/14

1252

片山さつき議員による特定技能制度に関する意見交換会の開催について

2020/01/16

1259

外国語相談受付フォームの新設に関するアンケートについて

2020/01/16

1261

日行連が行う行政書士記念日事業について

2020/01/21

1290

2020/01/22

1291

2020/01/22

1294

2020/01/22

1310

2020/01/24

1201

2020/01/27

1327

2020/02/10

1385

2020/02/10

1386

2020/02/19

1412

2020/02/20

1421

行政書士総合相談センター「行テラス」の名称使用の凍結について

2020/02/26

1458

令和 3 年新年賀詞交歓会及び令和 3 年 1 月の理事会について

2020/02/27

1472

新型コロナウイルスの発生を踏まえた対応について

2020/03/02

1482

職務上請求書の令和 2 年度頒布における頒布価格等について

2020/03/03

1487

新型コロナウイルス発生に伴う各単位会における対応について

2020/03/06

1495

2020/03/09

1508

令和元年台風 19 号被害等への支援金支給に係る被災者支援活動の報告につ
いて ( お願い )
「月刊日本行政」発送停止者の追跡調査について（お願い）

行政書士会申請取次行政書士管理委員会規則（準則）の一部改正について（通
知）
理事会の議事結果について
「申請取次届出済者」データの提出等について（お願い）
実質的支配者となるべき者の申告書の改訂について（周知）
「長期相続登記等未了土地の解消作業に係る委託業務の入札」に関するアン
ケートご協力のお願い
令和２年度登録関係処理日程について
「令和元年度 日本行政書士会連合会定時総会 質問事例集」の送付について
令和 2 年度総務大臣表彰受賞候補者の推薦について
測量法施行規則の一部改正に関するパブリックコメントへの意見提出につ
いて（報告）

「中央研修所通信 (vol.4)」の頒布について
令和 2 年度会長表彰の受賞候補者推薦について
令和２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

2020/03/09

1509

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（香川会）

2020/03/09

1520

2020/03/09

1521

2020/03/09

1522

2020/03/11

1541

2020/03/16

1538

令和 2 年度特定行政書士法定研修実施に関する広報媒体の送付について

2020/03/16

1556

令和 2 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

2020/03/17

1614

令和元度法定業務研修テキスト利用料について

2020/03/18

1620

行政書士法人の各種届出について

2020/03/18

1625

56

適正な価格による工事発注について（周知協力）
施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応につい
て（周知）
自動車検査登録業務における新型コロナウイルスの感染拡大防止に関する
協力依頼について（周知）
建設業法施⾏規則の⼀部を改正する省令案等に関する意見提出について（報
告）

「特定行政書士業務ガイドライン [ 第 2 版 ]」の送付について

受信年月日

日行連発番号

文書名等

2020/03/18

1627

2020/03/19

1634

2020/03/24

1656

令和元年度司法研修の助成金の支給について（ご確認のお願い）

2020/03/25

1662

継続検査 OSS 申請における自動車検査証の有効期間の伸長について（周知）

2020/03/25

1666

R1 事務連絡費等の送金について

2020/03/25

1668

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）

2020/03/26

1670

行政書士制度 70 周年記念ロゴデータの取扱いについて

2020/03/26

1671

行政書士業務パンフレットのデータ提供について

2020/03/26

1672

行政書士登録事務処理要領（データ版）の改訂について

2020/03/26

1673

2020/03/27

1676

2020/03/30

1632

2020/03/30

1677

測量法施行規則の改正について（周知）

2020/03/30

1678

持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の申請について（周知）

2020/03/30

1679

令和２年４月理事会及び令和２年度定時総会の開催等について（ご連絡）

2020/03/30

1680

OSS における行政書士の申請負担軽減について（周知）

2020/03/30

1681

軽自動車 OSS の業務改善について（周知）

2020/04/01

2

農林水産省共通申請サービスの開始について（周知）

2020/04/01

4

認証申請書類等のご提供のお願いについて

2020/04/01

5

月刊日本行政の記事執筆に関する依頼について

2020/04/01

6

模擬調停におけるスクリプトのご提供のお願いについて

2020/04/02

8

2020/04/02

9

2020/04/03

14

2020/04/03

17

罹災証明書の様式の統一化について

2020/04/07

25

種苗法施行規則の一部を改正する省令及び告示 534 号の一部改正の周知について

2020/04/07

27

広報グッズに関するアンケートについて

2020/04/07

30

事務局における電話対応時間の短縮措置について

2020/04/09

39

総務省からの協力依頼について（お知らせ）

2020/04/09

40

新型コロナウイルス感染症対応のための相談窓口設置について（依頼）

2020/04/10

41

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用促進等について（周知）

2020/04/10

42

2020/04/10

43

2020/04/10

44

「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する
省令案」に関する意見募集について（お願い）
各単位会における法教育事業への取組み・推進状況等について（アンケートのお願
い）

「長期相続登記等未了土地の解消作業に係る委託業務の入札」に関するアンケート結
果について（ご報告）
施行中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応等の解釈につい
て
「行政書士関係法令先例総覧 CD-ROM」の送付について

令和 2 年 4 月 17 日仙台開催・申請取次実務研修会（更新）の中止に伴い同年 4 月又
は 5 月末日に届出済 証明書の有効期限を迎える会員への更新措置について（お願い )
建設業許可等に関するのアンケートの実施について
「外国人の雇用をお考えの事業主の皆様へ」パンフレットのデータ送付について

自動車保有関係手続のワンストップサービスの運用に関する警察庁通達について
（周知）
オンライン申請利用促進用パンフレットについて
新型コロナウイルス感染拡大防止のための自動車検査証の有効期間の伸長について
（周知）
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新型コロナウィルスの集団感染予防に関する出入国在留管理庁への要望書の提出に

2020/04/10

45

2020/04/10

47

地方出入国在留管理局における入場制限ついて（お願い）

2020/04/13

48

自転車通勤を推進する企業・団体の認証制度の創設について（周知）

2020/04/13

50

2020/04/13

54

令和 2 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

2020/04/14

59

日本行政書士会連合会事務局の体制について

2020/04/14

64

2020/04/20

69

2020/04/21

71

2020/04/22

73

2020/04/28

91

令和 2 年春の黄綬褒章受章者のお知らせ

2020/04/30

95

令和 2 年春の叙勲受章者のお知らせ

2020/04/30

96

2020/04/30

97

トラック運送業に係る標準的な運賃について（周知）

2020/04/30

103

緊急案件に係る理事会の議事結果について

2020/05/01

105

軽自動車継続検査 OSS における処理運用方法の拡大について（周知）

2020/05/01

106

2020/05/01

108

2020/05/11

130

2020/05/12

132

2020/05/14

140

ついて（周知）

令和 2 年 4 月 17 日仙台開催・申請取次実務研修会（更新）の中止に伴い同年 6 月又
は 7 月末日に届出済 証明書の有効期限を迎える会員への更新措置について（お願い）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う各種許認可申請の有効期間等
の伸長に関する要望書の提出について（周知）
新型コロナウイルス感染拡大防止のための自動車検査証の有効期間の伸長
に係る対象地域の追加について（周知）
無料電話相談窓口の公開について（報告）
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和 2 年度外国人就労・定着支援
研修（定住外国人就職支援 コース）の延期について（事前連絡）

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大された
ことに伴う工事等の対応について（周知）

令和２年度日本行政書士会連合会定時総会の開催方法に係る緊急提案（お
伺い）
新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた タクシー事業者による有償
貨物運送について（周知）
中小企業庁からの要請（「持続化給付金」の電子申請が困難なものへの申請
サポートのお願い）について
新型コロナウイルス感染拡大防止のための自動車検査証の有効期間の伸長
（対象期間の延長）について（周知）
新型コロナウイルスの影響による今後の登録事務スケジュールについて（お
知らせ）
令和 2 年 6 月 8 日東京開催・申請取次実務研修会（更新）の中止に伴い同

2020/05/14

142

年 8 月又は 9 月末日に届出済証明書の有効期限を迎える会員への更新措置
について（お願い）

2020/05/19

151

2020/05/20

152

2020/05/20

156
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令和 2 年度農業経営相談所における活動の基本的な方針について（周知）
建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令案（令和 2
年 10 月 1 日施行予定）に関するパブリックコメントの募集について（お願い）
令和２年度日本行政書士会連合会定時総会の開催方法に係る緊急提案につ
いて（結果報告）

新型コロナウイルス感染症対応のための無料相談窓口の設置の延長につい

2020/05/20

163

2020/05/21

165

2020/05/25

176

2020/05/25

177

2020/05/25

180

2020/05/25

181

2020/05/26

185

2020/05/28

192

2020/05/29

195

HACCP 周知活動に関するチラシのご送付について

2020/06/01

202

新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて（周知）

2020/06/02

206

2020/06/05

223

2020/06/08

226

2020/06/10

238

2020/06/15

254

2020/06/22

280

2020/06/29

316

2020/06/29

317

て（依頼）
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の
対応の延長について
建設業セミナーの開催について（周知）
令和 2 年 7 月 17 日（金）開催・申請取次事務研修会（福岡）の中止につい
て
自動車登録申請書の添付書類の有効期間の延長について（周知）
テレビ電話を利用して認証を受ける場合の委任状の送付方法について（周
知）
令和２年度日本行政書士会連合会定時総会（書面議決）の実施について（通
知）
令和 2 年度日本行政書士会連合会定時総会における会長表彰受賞者決定に
ついて（通知）

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の
対応の延長について（周知）
申請取次事務研修会（7・8 月 _VOD 方式）の開催について
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び
業務の対応について（周知）
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（周知）
令和 2 年度第 2 次補正予算案（経済産業省関連）について
建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令案（令和 2
年 10 月 1 日施行予定）に関する意見提出について（報告）
出入国在留管理庁からの周知依頼について（お知らせ）
令和 2 年度第 2 次補正予算を踏まえた建設業者及び建設関連業務者向けの
支援策について（周知）
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会

員

異

動

◎変更
会員
番号

氏名

郵便番号

896

阿部

誠司

883

川畑

哲也

852

田澤

修司

980

瀧端

延隆

1046

川西

英三

760-0008

769-0101

事務所所在地
事務所の名称
高松市中野町 29-5 高松プラザビル 3 階

電話番号

受理年月日

支部

令和元年
12 月 25 日

高松

東かがわ市湊 664 番地 7

令和 2 年
4月6日

東讃

高松市国分寺町新居 1654 番地 2
087-813-7101
なごみ行政書士事務所
高松市木太町 540 番地 3

令和 2 年
4 月 30 日

高松

令和 2 年
6 月 22 日

高松

087-821-1080

令和 2 年
6 月 23 日

高松

電話番号

受理年月日

支部

0879-62-1416

令和 2 年
1 月 15 日

高松

◎転入
会員
番号

1083

氏名
猪俣

知也

◎転出
会員番号
887
◎抹消
受理日
2. 1.10
2. 1.28
2. 2. 5
2. 3.11
2. 6.10
2. 6.22

哀

事務所所在地
事務所の名称
小豆郡土庄町甲 5931
761-4104
猪俣知也行政書士事務所

郵便番号

氏名
大山 真哉

支部
東讃

備考
転出

転出年月日
令和 2 年 4 月 1 日

氏名
安藤 嘉文
海田 圭司
多田 茂利
前田 信雄
有澤
悟
須藤 満二
谷口 利夫

支部
中讃
中讃
東讃
東讃
中讃
高松
中讃

備考
廃業
廃業
廃業
廃業
廃業
廃業
死亡

抹消日
令和 2 年 1 月 31 日
令和 2 年 2 月 29 日
令和 2 年 2 月 29 日
令和 2 年 3 月 31 日
令和 2 年 6 月 30 日
令和 2 年 6 月 26 日
令和 2 年 6 月 26 日

悼

谷口
～

利夫

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
◎新入会員
（氏 名）秋山 恵
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 1 月 1 日
（事務所所在地）
高松市鬼無町佐藤 17 〜 1
行政書士宮武實事務所
（電話番号）087-882-3778

英語・中国語を活かし入管業務、さらに自動車業
務の拡大を目指したいです。ご指導お願いいたしま
す。

（氏 名）松井 健太郎
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 1 月 15 日
（事務所所在地）
高松市木太町 3396 番地 11
行政書士法人合同経営
（電話番号）087-812-5074

この度入会いたしました松井健太郎と申します。行政書
士法人合同経営の法人社員として、幅広く業務に携わり、
地域の皆様のお役に立っていきたいと思います。
昨年６月より高松市に引っ越したばかりで、愛媛県出身
のため、時折、みかんが食べたくなるときがありますが、
名産品のうどんのように太く長く、香川に根差した行政書
士となっていきたいと思います。ご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願いいたします。

（氏 名）中村 基
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 1 月 15 日
（事務所所在地）
小豆郡小豆島町木庄甲 226 番地 2
中村国際行政書士事務所
（電話番号）0879-82-5790

62 歳での入会ですが、よろしくお願い致します。
本業は製麺所ですが、一級手相鑑定士事務所も開設
しています。気軽に声をかけて頂ければと思います。

（氏 名）猪熊 三穂
（支 部）中讃支部
（入会年月日）令和 2 年 2 月 1 日
（事務所所在地）
坂出市谷町 1 丁目 5 番 56 号
いのくま行政書士事務所
（電話番号）090-2824-1546

２月に入会しました猪熊三穂です。
在留資格変更手続き等外国人関連の業務を中心に
行っていきたいと考えています。業務に誠実に取り
組み、依頼者から信頼される行政書士となれるよう
精進していきます。
よろしくお願いいたします。

（氏 名）松元 賢一
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 2 月 15 日
（事務所所在地）
高松市中央町 1 番 5 号
松元賢一行政書士事務所
（電話番号）090-6285-5582

この度、入会させていただきました松元賢一と申
します。
これから一つずつ勉強し、経験を積み上げていき
たいと思っております。
よろしくお願い申し上げます。

（氏 名）猪俣 知也
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 3 月 1 日
（事務所所在地）
小豆郡土庄町甲 5931
猪俣知也行政書士事務所
（電話番号）0879-62-1416

大阪府行政書士会から小豆島へ転入してきまし
た。
今後ともよろしくお願いいたします。
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（氏 名）池田 雅彦
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 4 月 2 日
（事務所所在地）
高松市一宮町 302 番地 1
池田行政書士事務所
（電話番号）090-1173-5619

新型コロナウィルス感染拡大の真っただ中での登
録という形になりましたが、今年度新たに入会させ
ていただきました池田雅彦と申します。ISO 関係の
仕事をしています。地道に頑張っていきたいと思っ
ていますので、末永くよろしくお願いいたします。

（氏 名）千葉 敦雄
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 4 月 2 日
（事務所所在地）
高松市大工町 4 番地 9-4F
千葉行政書士事務所
（電話番号）090-5141-1999

ただ歳を重ねてきた男ですが、気持ちだけは熱い
と思っていて、いつも空回りの「ひよこ」が、新た
な世界に飛び込んできました。
宜しくお願いします。

（氏 名）井上 真之
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 4 月 2 日
（事務所所在地）
高松市寿町二丁目 2 番 10 号
高松寿町プライムビル 4 階
行政書士法人 NCP 高松事務所
（電話番号）087-804-7667

この度入会させていただいた井上真之です。
ご縁があり高松で事務所を開設することになりま
した。
今後ともよろしくお願いいたします。

（氏 名）西﨑 肇志
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 5 月 1 日
（事務所所在地）
小豆郡土庄町甲 1315 番地 1
西﨑行政書士事務所
（電話番号）0879-62-8484

５月に入会させていただきました西﨑肇志と申し
ます。未熟者なのでご指導よろしくお願いします。

（氏 名）小川 務
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 6 月 1 日
（事務所所在地）
小豆郡土庄町上庄 1352
小川務行政書士事務所
（電話番号）0879-62-9193

この度、2020 年６月より香川県行政書士会に入会
させていただきました、小豆島の小川務と申します。
若輩者ではございますが、皆様方、今後ともご指
導ご鞭撻賜りますようよろしくお願い申し上げま
す。

（氏 名）森口 拓哉
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 6 月 15 日
（事務所所在地）
高松市林町 2522 番地 4
森口行政書士事務所
（電話番号）090-1174-3702

この度、入会させて頂きました、森口拓哉と申し
ます。
ご依頼人者様に寄り添い、お役に立てる行政書士
を目指していきたいと思います。
ご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたします。

（氏 名）三谷 功
（支 部）高松支部
（入会年月日）令和 2 年 6 月 15 日
（事務所所在地）
高松市太田上町 808 番地 4
行政書士三谷功事務所
（電話番号）080-5124-4649

定年Ｕターンしました。前職は食品メーカーで
HACCP を担当していました。今後は地元に貢献で
きたらと考えています。よろしくお願いいたしま
す。

広報よりお知らせ
●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

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〕

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

e-mail：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、文章の不適切な表現・字句について修正することがありますが、原則的には、原文の
まま掲載します。
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香川県行政書士会会務日誌
年月日
R2.1.7

曜
火

R2.1.8

水

R2.1.10

金

R2.1.14

火

R2.1.15

水

R2.1.16
R2.1.17
R2.1.20

木
金
月

R2.1.22

水

R2.1.23
R2.1.24
R2.1.26
R2.1.27
R2.1.28

木
金
日
月
火

回数等
第３回
第１２週
監察部
企画開発部
第８回
広報部
監察部

第６回
第１３週
監察部
第５回
第１０回
業務研修部
広報部
第１４週

R2.1.29

水

R2.2.1

土

R2.2.4

火

R2.2.5
R2.2.7

水
金

第１５週
監察部

R2.2.8

土

総務部

R2.2.10
R2.2.12
R2.2.13
R2.2.14

月
水
木
金

R2.2.15
R2.2.21
R2.2.22
R2.2.26
R2.2.27
R2.2.28

土
金
土
水
木
金

第９回
第１回
第３回
監察部
第３回
業務研修部
第４回

R2.2.29

土

R2.3.1
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第３回
第３回
第５回

第１１回
業務研修部

用務名等
開催用務地
広報部会・第２回会報誌編集会議
本会事務局
香川大学学術交流委員会 寄付講座
香川大学 法学部
観音寺市農業委員会との意見交換会
観音寺市役所
香川県外国人労働人材関係相談窓口支援業務打ち合わせ 本会事務局
申請取次行政書士管理委員会
本会事務局
四国税理士会 新年賀詞交歓会
JR ホテルクレメント高松
「法の日」合同無料相談会反省会
香川県司法書士会会館
周知会
香川産業頭脳化センター
香川宅建 新年賀詞交歓会
JR ホテルクレメント高松
日本行政書士会連合会 新年賀詞交歓会
ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京
業務研修部会
本会事務局
香川大学学術交流委員会 寄付講座
香川大学 法学部
小豆島町農業委員会との意見交換会
小豆島町役場
四国地方協議会 打ち合わせ
本会事務局
総務部会
本会事務局
新入会員登録証交付
本会事務局
相談スキル研修会「技法」
香川産業頭脳化センター
ホームページ運営に関する打合せ
本会事務局
日本行政書士会連合会 ＯＳＳ・封印業務担当者会議（１日目） 虎ノ門タワーズオフィス
香川大学学術交流委員会 寄付講座
香川大学 法学部
日本行政書士会連合会 ＯＳＳ・封印業務担当者会議（２日目） 虎ノ門タワーズオフィス
四国地区土地所有者不明土地連携協議会第２回総会 高松サンポート合同庁舎 ( 南館 )
ＡＤＲセンター運営委員会
本会事務局
ＡＤＲセンター調停研究会
本会事務局
監察部会
本会事務局
高松信用金庫との業務協定締結
高松信用金庫
香川大学学術交流委員会 寄付講座
香川大学 法学部
士業法に関する情報交換会
香川県土地家屋調査士会館
タリーズコーヒー
登録入会事前説明会
高松サンシャイン通り店
申請取次行政書士管理委員会
本会事務局
正副会長部長会
香川産業頭脳化センター
香川大学学術交流委員会
香川産業頭脳化センター
高松市農業委員会・農林水産課との意見交換会 高松市役所
企画開発部会
本会事務局
建設業経営審査研修 ( 第２部）
香川産業頭脳化センター
広報部会
本会事務局
行政書士記念日無料相談会
イオンモール綾川
新入会員登録証交付
本会事務局
農地転用に関する研修会
サンメッセ香川
四地協合同研修会「行政書士のための相談業務マスター講座」レクザムホール

香川大学学術
香川大学法学研修会 「民法」（１）
交流委員会
香川大学学術
日
香川大学法学研修会 「民法」（２）
交流委員会

香川産業頭脳化センター
香川産業頭脳化センター

年月日

曜

R2.3.3

火

R2.3.7
R2.3.10

土
火

R2.3.16

月

R2.3.17
R2.3.24
R2.3.26
R2.3.31
R2.4.7

火
火
木
火
火

R2.4.10

金

R2.4.15
R2.4.18
R2.4.21
R2.4.28
R2.4.30
R2.5.7
R2.5.8
R2.5.11
R2.5.15
R2.5.19
R2.5.20
R2.5.21
R2.5.28

水
土
火
火
木
木
金
月
金
火
水
木
木

R2.5.29

金

R2.6.10
R2.6.12
R2.6.15
R2.6.16
R2.6.17

水
金
月
火
水

R2.6.23

火

R2.6.26

金

回数等
監察部
第６回
第１回
広報部
第６回
第１０回
広報部
第１回
監察部
第６回

用務名等
香川県農政課との意見交換会
総務部会
ＯＳＳ委員会
ホームページ運営に関する打合せ
理事会
申請取次行政書士管理委員会
ホームページ運営に関する打合せ
相談委員会
周知会
監察部会
山梨会ＡＤＲ機関認証に向けた情報交換会
企画開発部 香川県外国人労働人材関係相談窓口支援業務打ち合わせ
ホームページに関する打合せ
令和元年度会計監査
第１回
申請取次行政書士管理委員会
第１回
正副会長部長会
東讃支部 東讃支部総会
第１回
理事会
広報部
ホームページに関する打合せ
緊急理事会
西讃支部総会
中讃支部総会
第2回
正副会長部長会
臨時理事会
第3回
正副会長部長会
緊急理事会
高松支部 高松支部総会
定時総会議事運営会議
香川県行政書士会定時総会
第2回
理事会
第2回
申請取次行政書士管理委員会
第1回
総務部会
第1回
運営委員会（ADR センター）
第1回
企画開発部会
第1回
業務研修部会
第1回
監察部会
「法の日」合同無料相談会実施要領打合せ会
第1回
新入会員登録証交付
第3回
理事会
広報部
ホームページに関する打合せ

開催用務地
香川県庁
本会事務局
本会事務局
本会事務局
香川産業頭脳化センター
本会事務局
本会事務局
本会事務局
香川産業頭脳化センター
本会事務局
本会事務局
本会事務局
本会事務局
本会事務局
本会事務局
本会事務局ほか（ZOOM にて）
大川オアシス
書面にて
本会事務局ほか（Web 会議にて）
書面にて
書面にて
書面にて
本会事務局ほか（ZOOM にて）
本会事務局ほか（ZOOM にて）
本会事務局ほか（ZOOM にて）
書面にて
香川産業頭脳化センター
本会事務局ほか（ZOOM にて）
香川産業頭脳化センター
香川産業頭脳化センター
本会事務局
本会事務局
本会事務局
本会事務局
本会事務局ほか（ZOOM にて）
本会事務局
香川県土地家屋調査士会館
香川産業頭脳化センター
香川産業頭脳化センター
本会事務局
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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

令和元年９月５日、コスモス成年後見サポートセンターと日本行政書士会連合会との間の協力
関係を見直した新たな協定書が取り交わされました。かかる協定書を受けて、日本行政書士会連
合会から各行政書士会に向けて以下の協力依頼が行われました。
「成年後見制度利用促進基本計画の取組が各自治体で始まっている今、改めて双方の協力関係を
見直すこととし、各地で単位会とコスモス支部が協力し地域の信頼を高め、行政書士が専門職後
見人として広く認知され活躍することを目指して、成年後見事業の更なる推進を図るべく協定内
容を改めました。当会は、行政書士が真に専門職後見人として信頼を得るため、コスモスへの積
極的な支援・協力を図ってまいります。
今後、各単位会におかれても、総会や賀詞交歓会等、また広報月間や行政書士記念日に活動す
る際には、コスモス支部の名称を併記するなどし、連携を強化くださるようにご協力をお願い申
し上げます。」
かかる協定書及び日本行政書士会連合会からの協力依頼に則り、コスモスかがわも香川県行政
書士会と一体となって活動し、まずは成年後見制度利用促進基本計画に基づく各自治体が主体と
なる地域連携ネットワーク・中核機関への積極的な参加を実現すべく、働きかけを行いたいと思
います。
また、かかる活動を積極的に行うためにはコスモス会員のさらなる充実が必要となりますので、
コスモス入会前研修の案内があった際には積極的に受講していただき、コスモス成年後見サポー
トセンターへ入会して成年後見業務に携わっていただきたいと思います。
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香川県行政書士
政治連盟だより

定期大会を終えて

香川県行政書士政治連盟
幹事長

平尾

政嗣

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。
また、この度の定期大会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、書面によ
る定期大会を開催することとなりました。
一年間の活動を振り返り、かつ、新年度の方針を決める重要な会を書面とすることは、政治連
盟の役員一同、これまでに例のない苦渋の決断ではありましたが、皆様のご協力により、全ての
議案について賛成により可決され、無事終了する事ができましたこと、重ねて御礼申しあげます。
度々にはなりますが、行政書士政治連盟の活動は、政治的思想に基づいて各政党のために行う
政治活動ではなく、議員立法である行政書士の職域を確保し業務の拡大を行うための、行政書士
にしか行う事の出来ない必要不可欠な政治に働きかける活動になります。
また、行政書士会の意見・要望を政治に伝えていき、また、政治の動きを行政書士会に伝える
といった相互の伝達機能も果たします。
そのようなことから、香川県行政書士会と香川県行政書士政治連盟は両輪であり、地域の会員
の皆様の意見を行政書士制度に反映させる重要な機能を果たします。
そのためには、一人でも多くの方の香川県行政書士政治連盟に対するご協力が必要です。政治
連盟に関する行事等に積極的な参加、また、その活動に必要な会費の納入を、何卒よろしくお願
い申し上げます。
最後になりますが、緊急事態宣言が解除されたとはいえ、いまだに特効薬もなく第二波も心配
されている状況で、まだまだ予断の許さない状況が続いております。皆様におかれましても、ご
健康に十分ご注意してお過ごしください。
本年もより一層のご協力とご指導をお願い申し上げますとともに、会員の皆様のますますのご
発展を心よりお祈り申し上げます。
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事務局より
事務局は、７月より職員が３名となりました。
これまで香川県行政書士会事務局は、２名の職員で対応しておりましたが、
第３回理事会において、働きやすい環境整備と事務局の効率的な運営につい
て勘案していただきました結果、７月１日より３名の職員体制で行うことと
なりました。
事務局としまして、役員の皆様方にこのようなご配慮をいただきましたこ
とについて感謝申し上げますとともに、より一層、丁寧な窓口対応等を心が
けながら、会務運営に協力できるよう職員一同、努めてまいりますので、引
き続き、よろしくお願いいたします。

●●

職員紹介
職

つねい

常井
あ

わ

阿波
うしの

牛野

員
ち

入局日

あ

き

智亜紀
ゆ

●●

か

優香
あやの

綾乃

主な担当

平成２８年 総務部・経理部
９月２６日 綱紀委員会・選挙管理委員会・法規委員会・ＯＳＳ委員会
企画開発部・業務研修部・相談委員会
令和元年
申請取次行政書士管理委員会・封印管理委員会
１２月１日
行政書士ＡＤＲセンター香川・香川大学学術交流委員会
平成３１年 広報部・監察部・登録事務関係
３月４日 （令和２年７月１日より正職員）

事務局より夏季休暇のお知らせ
誠に勝手ながら、以下の日程は、夏季休暇のため閉局させて頂きます。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。

８月１３日 ( 木 )・１４日 ( 金 )・１５日 ( 土 )
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令和２年７月８日発行
日本経済新聞（全国版）朝刊掲載 広告

令和２年７月８日発行の「日本経済新聞（全国版）朝刊」に、本年度 70 周年を迎える行
政書士制度を PR するとともに、各単位会において開設中の新型コロナウイルス感染症によ
る影響を受けた国民や事業者に対する支援を目的とした無料電話相談窓口の設置に関する
周知を目的とした新聞広告が日本行政書士会連合会より掲載されました。
本新聞広告には、無料電話相談窓口に関するご案内のほか、行政書士による持続化給付金
の申請代行業務等に関する日行連会長へのインタビュー記事もあわせて掲載されておりま
す。
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表紙写真説明
新しくオープンした四国水族館。『海豚のプール』です。
宇多津町に、四国では最大級の水族館ができました。
企画段階から注目を集め、全国放送のワイドショー番組でも取り上げられました。有
名タレントが魚を採集する姿をテレビで見た方もいらっしゃることでしょう。
鳴門の渦潮、豊後水道や太平洋の黒潮など、四国周辺の海の生き物が見られます。あ
るいは四国の清流の魚など、地域に密着した展示がされているようです。
『海豚のプール』では水面に手が届きます。イルカに手を噛まれないように注意してく
ださい（笑）。
中讃支部

石村

智彦

編集後記
２月頃より連日、新型コロナウイルスのニュースで明け暮れ、ようやく落ち着いてき
たこの頃、気がつけばもう７月、2020 年も半分以上終わってしまいました。
本年１月号の編纂を行っていた時分、次号が発行される頃は東京 2020 オリンピック・
パラリンピック間近ということで、さぞかし盛り上がっている事であろうと思っていま
したが、ほんとうに何が起こるかわからないものです。
日々の生活や業務に少なからず影響をうけた一方、人混みのない街、混雑しない電車、
ペースを落とした日常を経験して、生活を見直すきっかけにもなりました。
これから暑い日々が続きます。コロナ禍に対応した新しい生活様式を守りつつ、健康
に気をつけて日々の業務に取り組んでいきたいと思います。
広報部

樫村

静恵

お客様の

心

をつかむ商品を取り揃えました

クリアファイル・名刺ポケット付

クリアファイル
A4サイズ

5色

5枚セット

パンチングバルーン
正面

背面

374 円（税込・送料別）

A4サイズ 透明
3枚セット

素材：ビニール

352 円（税込・送料別）

ぬいぐるみ
名入れのぼり

付箋

20㎝サイズ 座布団付き 2,970 円（税込・送料別）
名入れのぼり（別売り）
竿長約32㎝、旗長約20㎝、旗幅約7㎝

2,800 円（税込・送料込）

パタパタメモ

ユキマサくん4面メモ
5冊1セット
仕上がりサイズ：78㎜×108㎜
台紙
（開いた状態）
：330㎜×108㎜
メモ1枚あたり：70㎜×104㎜

1,045 円

550 円（税込・送料別）

（税込・送料別）

株式会社

全行団

円
（税込・送料別）

円
（税込・送料別）

1,540

38,500

ネクタイ第2弾

ピンク色 ユキマサくん：総柄
素材：シルク100%
全長146㎜／剣幅8㎝

8,900 円（税込・送料別）

ビニール袋 マチ付

乳白色
厚み0.07㎜
縦：430㎜
横：250㎜
マチ：30㎜（広げて60㎜）
取っ手楕円抜き
500ページ程度の
A4書籍も入るサイズ
100枚1セット

880 円（税込・送料別）

ご注文は全行団ホームページより

〒105－0001
東京都港区虎ノ門4－1－28 虎ノ門タワーズオフィス10階

TEL：03－6450－1622 FAX：03－6450－1623

https://www.zengyodan.co.jp/

□発行日
□発 行

行政書士 かがわ

縦：19 ㎜
横：22 ㎜

【ジャンボ】
高さ：約120㎝
直径：約57㎝
底：水オモリ仕様

特価

ピンバッジ第2弾

【ミニ】
高さ：約22㎝
直径：約11㎝（底辺）
底：砂オモリ仕様

□編
□印

集
刷

令和２年 7 月 29 日
香川県行政書士会
会長 入江 宏幸
〒761-0301 高松市林町 2217 番地 15
香川産業頭脳化センター 4 階 407 号
TEL（087）866-1121 FAX（087）866-1018
横田 稔・福岡 淳・石村智彦・樫村静恵
社会福祉法人 朝日園
〒761-0701 香川県木田郡三木町池戸 931-6
TEL（087）898-2323
FAX（087）898-6060

