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新年のごあいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県知事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜田　恵造

　明けましておめでとうございます。

　香川県行政書士会の皆様方には、幅広い専門業務の研究を通じて、行政手続の円滑化

や県民の皆様の利便性の向上などに精力的に取り組まれており、深く敬意と感謝の意を

表します。

　現在、急激な人口減少と少子高齢化という大きな社会構造の変化に直面するとともに、

グローバル化やＩＣＴなどの技術革新の進展など、地域社会を取り巻く環境は大きく様

変わりしています。これに伴い、県民の皆様の意識や価値観は多様化し、行政に対するニー

ズもより複雑化、高度化しています。

　こうした中、香川県では、多様で活力ある郷土香川の実現に向け、「災害に強い香川づ

くり」、「人口減少問題の克服、地域活力の向上」に最も力点をおき、「せとうち田園都市

の新たな創造」の基本理念のもと、「信頼・安心の香川」、「成長する香川」、「笑顔で暮ら

せる香川」の３つの基本方針を柱として、各種施策を進めています。

　行政書士の皆様方は、行政手続の専門家として、裁判外で紛争解決を行う「かいけつ

サポート」など、法的トラブルの解決を図るための身近な制度を支え、県民の皆様の生

活上の権利や利益の保護に努められており、その果たす役割は一層重要となっています。

　皆様方には、今後とも、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、

「頼れる街の法律家」として、県民の皆様の期待と信頼に応えていただきますとともに、

県政の推進に格別のご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

　ところで、香川県では、昨年、多くの尊い命が交通事故により奪われました。悲惨な

交通死亡事故を１件でも減らすため、引き続き、総合的な対策を推進してまいりますので、

今一度、皆様方には、交通ルールの厳守と交通マナーの確実な実践に努めていただきま

すようお願いいたします。

　新しい年を迎え、香川県行政書士会のますますのご発展と、会員の皆様方のご健勝、

ご活躍を心よりお祈り申し上げます。
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新年のあいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県行政書士会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　入江　宏幸

　あけましておめでとうございます。
　令和２年の新春を迎え、謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
　会員の皆様におかれましては、日頃より会務の事業推進に対し、ご理解とご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　さて、「行政書士法の一部を改正する法律」が、第２００回国会（臨時会）における衆
議院本会議（１１月２１日開催）及び参議院本会議（１１月２７日開催）において、両
院とも全会一致の可決により成立し、令和元年１２月４日に公布されました。改正法の
施行は、令和３年６月４日（公布の日から１年６か月後）とされました。
　行政書士制度を取り巻く状況を踏まえ、多様化、高度化する行政書士の業務の安定性
を確保し、国民に対するより質の高いサービスの提供を確保する観点から、「法律の目的
に『国民の権利利益の実現に資すること』を明記」、「社員が一人の行政書士法人の設立
等を許容」、「行政書士会による注意勧告に関する規定の新設」の３点についての改正です。
　これにより、更なる行政書士制度の発展、充実が期待されます。特に、「権利利益の実
現に資する」行政書士として、国民の皆様から、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。本会とし
ても、改正法の施行に向けて、会則規則等の整備や研修の実施など必要な対応を進めた
いと思います。
　また、新しい事業として、１０月から、平成２２年に締結した香川大学との学術交流
協定に基づき、非常勤講師の委嘱を受けて、当会会員が担当講師となり『行政書士制度
の概要と行政書士の実務』という科目（全１５回）で、法学部３年生を中心に１２４名
の学生に受講していただいています。
　受講生には、これらの講義を通じて、幅広い行政書士業務の中のほんの一部ですが、
その代表的なものを知ってもらうことにより、社会の様々な問題や課題と行政書士制度

（業務）との間の「架け橋」となる人材に育ってもらいたいと考えています。
　これにより、双方に蓄積された学術文化を交換するという本当の意味での学術交流が
ようやく実現しました。
　今後も、「行政との信頼」、「地域との信頼」、「会員との信頼」の３つの「信頼」を掲げ
て、新しい時代、変動の時代に、業務に精通しその変化に対応できる行政書士、品格と
誇りを持ち、仕事のできる行政書士の実現のため、取り組んで参りたいと考えております。
引き続き、会務運営にご支援とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
　新しい年が「令（うるわ）しく平和」な１年となり、皆様の事業がますます発展され、
ご健勝で幸多い年になることをご祈念いたしまして、新年のごあいさつとさせていただ
きます。
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本　会　だ　よ　り

令和元年度　第４回理事会報告

日　時　令和元年９月７日（土）午後１時３０分～午後５時２５分
場　所　香川産業頭脳化センター　２階　一般研修室
議　題　１．決議事項

　　　　　第１号議案　香川県行政書士会就業規則の一部改正について（総務部）

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　　第２号議案　穴吹カレッジ ｢香川留学支援会｣ 賛助会員入会の承認について

　　　　　　　　　　　（企画開発課）

　　　　　　原案のとおり承認された。

　　　　２．協議事項

⑴　弔慰連絡について（総務部）

本会における弔慰についての確認と協議を行った。
⑵　高松支部移転について ( 総務部 )

高松支部の事務所を本会事務局へ移転することについて協議を行った。
⑶　支部のあり方について（総務部）

災害時応援協定に関わる支部との連携を含め、今後の支部のあり方についての
協議を行った。

⑷　災害時応援協定について（総務部）

災害時応援協定の対応について、連絡網を中心に協議を行った。
⑸　相談委員会の独立について（企画開発部）

現在の本会における相談業務の説明と相談委員会の運営について協議を行っ
た。

⑹　高松信用金庫との連携協定について（企画開発部）

高松信用金庫との連携協定について協議を行った。

　　　　３．報告事項

⑴　日行連理事会報告について

　　入江会長より報告がなされた。
⑵　各部（委員会、センター）事業報告及び事業進捗状況等について

　　各部長、委員長、センター長から報告がなされた。
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令和元年度　第５回理事会報告

日　時　令和元年１２月１４日（土）午後１時３０分～午後５時００分
場　所　ホテルマリンパレスさぬき　２階　瀬戸の間
議　題　１．決議事項

　　　　第１号議案　高松信用金庫との連携協定の承認について（企画開発部）

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第２号議案　災害時応援協定後の対応について（総務部）

　　　　　　原案のとおり承認された。
　　　　第３号議案　事務局職員冬季賞与について（総務部）

　　　　　　原案のとおり承認された。

　　　　２．協議事項

　　　　　⑴　相談委員会設立に伴う改革案について（企画開発部）

　　　　　　　相談委員会設立に伴う改革案について協議を行った。
　　　　　⑵　行政書士制度制定７０周年記念事業について ( 広報部 )

　　　　　　　行政書士制度制定７０周年記念事業について協議を行った。
　　　　　⑶　繰越金の対応について（総務部）

　　　　　　　繰越金の対応について協議を行った。
　　　　　⑷　会長表彰について（総務部）

　　　　　　　令和２年度定時総会における会長表彰について協議を行った。
　　　　　⑸　ＯＳＳ委員会設置について（総務部）

　　　　　　　ＯＳＳ委員会設置について協議を行った。

　　　　３．報告事項

　　　　　⑴　日行連理事会報告について

　　　　　　　入江会長より報告がなされた。
　　　　　⑵　会長会について

　　　　　　　入江会長より報告がなされた。
　　　　　⑶　各部（委員会、センター）事業報告及び事業進捗状況等について

　　　　　　　各部長、委員長、センター長から報告がなされた。
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令和元年度日行連と四国地方協議会との連絡会報告

報告者　総務部長　村井　孝之

日　　　　時　　令和元年１１月２２日（金）・２３日（土）

場　　　　所　　高知県高知市　高知会館

日行連出席者　　常住豊会長、大塚謙二副会長　

香川会出席者　　入江宏幸会長、横田稔副会長、松本健士副会長、

　　　　　　　　村井孝之総務部長、

　　　　　　　　石川秀幸政治連盟会長

　11 月 22（金）と 23 日（土）の両日にて、日行連と四国地方協議会（四地協）との連絡会が
開催されました。四地協を構成する 4 単位会（香川県、徳島県、高知県、愛媛県）の会長、副
会長等は勿論ながら、日行連からは常住会長、大塚副会長、また日政連からも井口会長が出席
いたしました。初日は、日行連と参加単位会との間による意見交換が行われ、常住会長からは、
日行連の当面の諸問題及び事業の進捗状況の説明も行われました。また各単位会が現状を説明
し、あわせて日行連への要望等も行われました。
　23 日（土）は、午前中から前半の部で日政連について、後半の部でコスモスについてと、そ
れぞれで活発な意見交換が行われました。日政連の井口会長からは行政書士法改正についての
説明もなされる等、2 日間の会議ではございましたが、日行連、日政連、コスモスそれぞれの
リアルタイムの動きを知ることが出来、大変貴重な時間となりました。
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新年の挨拶回り
報告者　　副会長　松本　健士

　明けましておめでとうございます。

　今年の干支は「庚子（かのえね）」十二支で言えば「子年（ねずみどし）」となります。一口
に行政書士業務と言えど「四十八茶百鼠」の如く様々な「色」がある多様化の時代、皆様の業
務の彩り豊かなご発展を心よりお祈り申し上げます。

　さて、１月６日（月）に三野康祐先生とともに、浜田恵造知事、西原義一副知事を訪問し、
新年のご挨拶をさせていただくとともに、空き家問題・外国人問題・農地転用・行政書士試験
の傾向及び香川大学での講座等についてお話させていただきました。

左から （三野県議、松本副会長、浜田知事、入江会長、横田副会長、村井総務部長）
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総務部

 総務部長　村井　孝之

　総務部では、事務局と連携しながら、総会でご承認いただいた事業計画に基づいて事業を遂行
しております。今期はまず、会員名簿を更新いたしました。事前に会員の皆様には、直近に御撮
りいただいた顔写真の提供をお願いし、また選択可能な取扱い業務の種類を増やす等、出来るだ
け見やすい、そして使いやすいものに仕上げました。今後の業務にお役立て下されば幸いです。
また、令和元年 11 月 10 日（日）には、全国一斉に行政書士試験が行われ、香川県は香川大学幸
町キャンパスが試験会場となり、受験申込者数（359 名）に対して、当日の実際の受験者数が 274
名という結果となりました。会員の皆様には、本部員、試験監督員という立場で、試験運営実施
にご協力いただいたことに対し、改めて深く御礼申し上げます。
　今後の事業といたしましては、令和 2 年 2 月 8 日（日）に前年に引き続き、登録入会希望者を
対象とした事前説明会を予定しており、5 月中には、定時総会を開催する予定です。
　引き続き会員皆様からのご指導・ご協力を頂戴出来ればと思いますので、どうぞ宜しくお願い
いたします。

≪総務部≫
職務上請求書の記載について

　職務上請求書の購入時（初回を除く）には、日行連の「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する
規則」等に基づき、その使用状況を確認することとなっています。
　使用状況によっては、詳しい確認や別途書類の提出をお願いすることがありますので、ご協力下さい。

　　職務上請求書　１冊　８００円　　　　※所有できる冊数１人２冊まで

　　≪購入時に必要なもの≫
　・行政書士証票または香川県行政書士会会員証（会員本人確認のため）
　・職　印　　・使用済み職務上請求書

郵送にて購入をご希望の会員は購入申込書、誓約書及び使用済み職務上請求書（前回の控え）を簡易書留
等記録に残る方法でお送りください。使用済み職務上請求書は使用目的・提出先等の確認後返却します。

●職務上請求書は、行政書士業務に必要な戸籍謄本・住民票写等の請求にのみ使用できます。
　（業務を行わないのに職務上請求書を使用して、戸籍謄本・住民票写等を取得することはできません。）
●購入申込み及び受取りは会員に限定されており、補助者よる購入申込み及び受取りは認められていま

せん。
●請求者欄、補助者欄等の記入にゴム印等を使用する場合「控え」にも必ず押印してください。
●登録番号欄には、行政書士証票に記載されている８桁の登録番号を記載してください。
●補助者は、本会に届出済みの補助者に限り、行政書士の指揮監督下において、使者として役所への請

求ができます。
●他士業兼業者でも、他士業業務に行政書士職務上請求書を使用することはできません。

　職務上請求書の使用に際しては「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則」( Ｈ 30.4.18 施行 )
「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書記入要領」【平成 30 年度改訂版】「戸籍謄本・住民票の写し等職
務上請求書 ( 平成 20 年 5 月 1 日使用開始の新様式 ) 取扱いに関するガイドライン」【平成 30 年度改訂版】
を本会ホームページ・会員ページに掲載していますのでご確認下さい。　　　
会員ページアドレス　https://www.k-gyosei.net/site/login/
業務資料（2018/11/30：総務部発出「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取り扱いに関するガイド
ライン」）
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経理部

令和２年度会費納入期限は下記のとおりです。

　☆納付書による振込納入

　　第 1 期　令和 2 年 4 月 30 日 ( 木 )

　　第 2 期　令和 2 年 8 月 31 日 ( 月 )

　　第 3 期　令和 3 年 1 月  4 日 ( 月 )

　☆口座振替による納入

　　第 1 期　口座振替日　令和 2 年  4 月 27 日 ( 月 )

　　第 2 期　口座振替日　令和 2 年  8 月 27 日 ( 木 )

　　第 3 期　口座振替日　令和 2 年 12月 28 日 ( 月 )

《会費自動引落制度の加入のお願い》

　まことに恐縮ですが、まだ加入されておられない方は、ご加入の申込をしていただきますよう
お願い申し上げます。事務局へお電話いただければ、申込書をお送り致します。

香川県行政書士会事務局　TEL 087-866-1121
 

企画開発部

 企画開発部長　白木　衛 

　現在、企画開発部において相談事業に特化した委員会組織の立ち上げに集中的に取り組んでい
ます。皆様もご存じのとおり、高松市役所や丸亀市役所等において行政書士無料相談会を開催し
ています。しかしながら、その相談会に参加いただける相談員の人員が十分に足りておりません。
そんな現状を変えるには、一元的に相談事業についての権限を持った組織が必要となります。一
方で、組織という枠組みを変えるだけでは今までと何も変わりません。新たな組織の立ち上げに
合わせて相談事業の根本的な部分を変えていこうということで、企画開発部内では新たな仕組み
作りに向け様々な意見が出ています。
　私がこの原稿を書いている時点では、まだ企画開発部でまとめた案が理事会において議論され
ていないため、具体的な内容についてはここでは触れません。方向性としましては、経験が少な
い会員の方に対して安心して相談員として対応できるバックアップ体制の整備、相談員となるこ
とで相談員自身がメリットを感じられる仕組み作り等を考えています。本紙が発行されて会員の
皆さまがこの記事を目にする頃には、相談事業の新たな仕組みについて前を向いて進んでいると
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確信しております。
　新たな改革を進め相談員のなり手が増えることで、現在は十分に機能していない提携先金融機
関等との連携強化・相談員派遣への道が開けます。また、定期相談会を希望している自治体に対
して新たな定期相談会の提案が可能となり、その事が地域住民への貢献及び行政書士の認知向上
へとつながります。日行連も相談事業については重点的に取り組んでいる分野でもあります。会
員の皆さまのご協力をいただきながら進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願い致し
ます。
 

業務研修部

業務研修部長　　寺主　吉輝

１　実施済事業

　①　令和元年度　新入会員研修
　　　　日時　令和 1 年 7 月 27 日　9：30 ～ 17：30　場所　マリンパレスさぬき
　　　　参加人数　19 人

　②　コンプライアンス研修
　　　　日時　令和 7 年 7 月 28 日　10：30 ～ 17：30
　　　　場所　香川産業頭脳化センター　4 階会議室
　　　　参加人数　17 人

　③　自動車ワンストップサービス（OSS）開始前の事前周知会
　　　　日時　令和 1 年 8 月 17 日　13：30 ～ 15：00
　　　　場所　香川産業頭脳化センター　2 階会議室
　　　　参加人数　31 人

　④　特定行政書士法定研修関係
　　　　講義１日目　令和 1 年 8 月 17 日　13：00 ～ 18：00
　　　　講義２日目　令和 1 年 8 月 18 日　13：00 ～ 18：00
　　　　講義３日目　令和 1 年 8 月 31 日　11：00 ～ 18：00
　　　　講義４日目　令和 1 年 9 月 1 日　 11：00 ～ 18：00
　　　　考査　　　　令和 1 年 10 月 20 日 13：00 ～
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　⑤　建設業務関連研修
　　　　「経営事項審査の現状と最新の動向」（第１回）
　　　　日時　令和１年 12 月 21 日　13：00 ～ 16：30
　　　　場所　香川産業頭脳化センター　2 階会議室
　　　　参加人数　20 人

２　今年度の実施予定事業

　　　　建設業務関連研修（第２回）
　　　　「建設業会計の基礎知識」
　　　　「建設業法様式の財務諸表作成上の注意点」
　　　　日時　令和 2 年 2 月 15 日　13：00 ～ 16：30（予定）

３　現在活動中の専門業務研究会

　　　　OSS 実務研究チーム A　代表発起人　松本　修
　　　　農地関連業務研究会（中讃、西讃地域）　代表発起人　仙頭　志朗
　　　　作文技術研究会　代表発起人　林　一興
　　　　会計業務研究会　代表発起人　大西　知里

広報部

広報部長　　福岡　淳
　

　今年も行政書士制度広報月間の行事が無事終わりました。今年は他会との合同の新聞広告のみ
で、当会独自の名刺広告は中止させていただきました。別ページに活動報告を掲載してありますが、
残念ながら今年の相談件数は昨年に比べて減少してしまいました。
　会場の選定の問題や類似の相談会の増加等、新聞広告の中止だけが減少の原因であるとは思い
ませんが、新たに効果的な広告方法を検討しなくてはならないと思っております。
　さてホームページについてですが、リニューアル後もより使いやすいものにするため、検討を
重ねております。リニューアル後のホームページを利用してみて使いにくい部分や改良を加えた
ほうが良い部分が出てきましたので、今年度末までに、予算上できる限りの改良は行いたいと思っ
ております。
　本年も、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。
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監察部

監察部長　田中　幸

■　監察活動の考え方

　行政書士制度における監察活動とは、非行政書士による違法行為を摘発し排除することと思わ
れがちですが、大局的には行政書士法第 1 条の目的である行政手続きの円滑な実施に寄与し、合
わせて国民の利便に資するという行政書士制度の礎にある考えや趣旨を理解し徹底することに
よって行政書士制度の維持、発展を担保するための活動であると考えています。

■　重点項目と活動報告

　平成から令和という時の流れの中で、手書きであった書類作成が情報通信機器の普及や技術の
発達、ネットワークにおける流通情報量の増加などによって行政手続きを取り巻く状況が目まぐ
るしく変化しました。それに伴って申請代理人である行政書士個人の資質能力もコンプライアン
ス遵守など社会的責任が一層強く求められるようになってきたと感じております。
そこで、今年度は以下のような活動を重点項目として位置づけ、違法行為の未然防止及び是正、
行政書士制度の啓発に努めております。

重点項目 目　　　　的 活動内容

１ 委任状添付及び連絡先記載の推
進

「真正かつ適法な代理人の証明」である委
任状添付の重要性について会員及び行政
事務担当者に理解を求める。

周知会の開催
広報・啓発活動

２ 行政との
意見交換会の実施

書類作成、代理行為の手続きがより円滑
となるよう改善を行い、行政との信頼関
係を構築する。

情報交換
改善活動

３ 他士業との
意見交換会の実施

行政書士制度に対する信頼を高め、社会
的地位の向上をめざす。また、他士業間
の信頼関係を構築する。

情報交換
改善活動
是正活動

４ 実態調査 違法行為の実態を把握し、違法行為の未
然防止に努める。

情報公開制度を活用し
申請状況の請求

５ 非行政書士排除
行政書士法第 19 条第 1 項の規定に違反す
る虞のある行為者に対し指導、注意、勧告、
警告等による是正請求。

啓発活動
是正活動

６ チラシ配布による啓発活動 行政書士の権益を守り、社会的地位の向
上、生活権の安定等維持発展に資する。

啓発活動
是正活動

７ 行政事務担当者による周知会の
開催

申請代理人としてより高い認識、理解を
得ることによりプロ意識を醸成し行政事
務の迅速化を図る。

周知会の開催
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８ チェックリスト活用の推進 ヌケモレや認識不足の改善により健全で
効率的な業務の実施

周知会の開催
広報・啓発活動

　業務を受託もしくは受任することによって善良なる管理者の義務を負います。そのため、申請代理人とし
て官公署に書類を提出する場合には、申請者の真正かつ適法な代理人であることを証するための委任状（代
理権の範囲を記載したもの）の添付が不可欠です。

■　非行政書士排除（非違行為の未然防止）

　行政書士法第１９条第１項は非行政書士が法第１条２項に規定する業務を取り扱うことを制限し、これに
違反すると法第２１条２号により罰則の適用を受けることを規定しています。つまり、法第１条２項に規定
する業務が行政書士の“独占業務”であるということを担保しています。（行政書士法参照）
　この独占業務について、非行政書士による申請の実態調査をおこなうため、高松市農業委員会へ農地法第
５条の申請状況について行政文書の公開請求をしました。
　前年と比較し、非行政書士排除の気運が高まっているようで委任状の添付状況からみて、明らかな非行政
書士による申請は見受けられませんでした。

  しかしながら、連名委任状については頭を悩ますようなものもあり、継続的に非行政書士を対象とする地
道で粘り強い啓発活動が必要であると考えます。
　委任状について、レイアウトは様々ですが１００％添付されていました。

■今後の課題

　最近では許認可に係る審査基準の改定、オンライン申請の利用促進など情報収集や書類作成において業務
環境が大きく変化しています。その変化に応じた行状が独善的で配慮に欠けたものであっては、行政に関す
る手続きの円滑な実施を阻害し、国民の利便を損ない、被害を発生させる可能性も考えられます。
　このようなことが発生しないためには、申請代理人としてのプロフェッショナル意識が必要欠くべからざ
るものであると考えています。
　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。
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委任状を添付しましょう！

●委任状
●委任状記載例

香川県行政書士会 検　索

https://www.k-gyosei.net/

会員ページ

ログイン

若しくは

業務様式集

業務資料

2017/01/24　
委任状【一般申請用・農地申請用】
監察部

↓

↓

↓

↓
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封印管理委員会

委員長　村井　孝之

　前任の石原ゆかり委員長の後任として、委員の互選により新たな委員長を仰せつかりました村
井孝之です。初代の委員長である石川秀幸先生を始め、諸先輩方の運輸支局との度重なる協議、
交渉により丁種封印受託者として認められた香川会が、今後も封印管理を適正に行い、当会から
丁種封印の再委託を受けた当会の丁種会員による封印の取付けが適正かつ円滑に実施されること
が、封印管理委員会の設置の目的となっております。封印 1 個の重みは非常に大きなものであり、
そのことを念頭に置いて我々委員は職務を遂行していかなければなりません。丁種会員となる為
には、原則として当委員会が実施する事前研修を修了し、かつ効果測定に合格しなければならな
いと規則に定められております。さらにその根本的な前提条件として、自動車登録業務に十分精
通している者でなければならないとも定められております。車庫証明申請を含む自動車関連手続
きは、行政書士業務の根幹業務をなすものとされておりますが、当会の丁種会員は現在僅か十数
名となっております。丁種会員でない会員の皆様には、ぜひとも事前研修を受講していただき、
丁種会員となっていただくよう希望いたします。
　委員長を含め、現委員会は 5 名で構成されておりますが、各委員が協力し合い、委員会の職務
を適確に遂行してまいりたいと思いますので、会員皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い
いたします。

  　　　申請取次行政書士委員会からお願い  

⑴　申請書類の提出は本委員会の開催予定日前の月末までに提出して下さい。

なお、今年度末までの開催予定日は、令和２年１月１０日（金）、２月１０日（月）、

３月１０日（火）となっています。

⑵　特に、更新申請の場合は、高松出入国在留管理局での処理期間（約１か月）を考慮して、

少なくとも届出済証明書の有効期限の１月前には本委員会での審査を終えて高松出入

国管理管理局に提出することが必要となりますので、この届出済証明書の有効期限と

本委員会の開催予定日を勘案のうえ、早目に提出してください。期限近くなっての駆

け込み提出が散見されますのでご留意ください。

⑶　添付写真については、申請前３月以内に撮影した写真を提出してください。

⑷　届出書及びその添付書面の記載様式については、会員ページの「各種手続関係」の 「申

請取次発行手続様式」に記載例を掲載しておりますので参考にして下さい。
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行政書士ＡＤＲセンター香川

センター長　大山　真哉　　　

１．運営状況

　　平成３１年４月１日から令和元年１２月３１日までの問い合わせ状況等は以下のとおりです。

対 象 期 間 平成３１年４月１日～令和元年１２月１３日
外 国 人 自 転 車 事 故 愛 護 動 物 敷 金 計

問 合 せ 件 数 3 1 1 0 5
相 談 件 数 0 0 1 0 1
受 理 件 数 0 0 1 0 1
調 停 実 施 件 数 0 0 1 0 1

問合せ件数：センターに対しＡＤＲに関し問合せのあった件数
相 談 件 数 ：調停申込予定者が相談受付書を提出し事前相談担当者と相談をした件数
受 理 件 数 ：調停申込事件のうち、受理決定した件数
調停実施件数：調停受理事件のうち、実際に調停手続を実施した件数

２．活動状況

　　ＡＤＲ法に基づく認証紛争解決機関として、以下の事業を実施又は予定しています。
（１）ＡＤＲオリエンテーション
　　　令和元年７月２８日（日）１４：１５～１４：４５
　　　香川産業頭脳化センター第４会議室
　　　（業務研修部主催　新入会員研修会・コンプライアンス研修会内で開催）

（２）相談スキル研修会（紛争解決能力に関する調停人候補者養成研修）
　　 ①理論編：令和元年１２月１５日（日）１３：３０～１７：００（１０名）
　　　 香川産業頭脳化センター第４会議室
　　 ②技法編：令和２年　１月２６日（日）１３：３０～１７：００（予定）
　　　 （業務研修部主催、企画開発部と共催で開催）

（３）専門分野に関する調停人養成研修＋効果測定
　　 ①外国人分野　：令和元年１２月７日（土）　９：００～１２：３０
　　　 香川産業頭脳化センター第４会議室（新規受講者２名・再受講者３名　計５名）
　　 ②自転車分野　：令和元年１２月７日（土）１３：３０～１７：００
　　　 香川産業頭脳化センター第４会議室（新規受講者１名・再受講者３名　計４名）
　　 ③愛護動物分野：令和元年１２月８日（日）　９：００～１２：３０
　　　 香川産業頭脳化センター第４会議室（新規受講者２名・再受講者３名　計５名）
　　 ④敷金分野　　：令和元年１２月８日（日）１３：３０～１７：００
　　　 香川産業頭脳化センター第４会議室（新規受講者３名・再受講者３名　計６名）
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（４）調停人候補者養成研修効果測定
　　 法的能力　　：令和２年　３月２１日（土）１３：００～１５：００（予定）

（５）調停研究会
　　 第１回：令和元年　８月２４日（土）１３：３０～１７：００（１１名出席）
　　 第２回：令和元年　９月１４日（土）１３：３０～１７：００（１０名出席）
　　 第３回：令和２年　２月　１日（土）１３：３０～１７：００（予定）
　　　　　　　 香川産業頭脳化センター　第４会議室
　　　　　　　 対象者：調停人候補者及び紛争解決能力研修修了者で希望する者

（６）調停のための事例検討会
　　 令和元年　７月　６日（土）１３：３０～１５：４５（７名出席）
　　 香川産業頭脳化センター　第４会議室

（７）運営委員会
　　 第１回：令和元年　７月　６日（土）１５：５５～１７：２０
　　 第２回：令和元年　９月１４日（土）１０：００～１２：００
　　 第３回：令和２年　２月　１日（土）１０：００～１２：００（予定）

（８）その他（広報活動・日行連主催研修等）
　　 敷金分野広報活動
　　 ・全日本不動産協会香川県本部　 ：令和元年　９月１３日（金）
　　 ・香川県宅地建物取引業協会　　 ：令和元年　９月１４日（土）
　　 ペットトラブル無料相談会　　　：令和元年　９月２１日（土）　　 相談件数０件
　　 かがわ国際フェスタ２０１９　　：令和元年１０月１４日（月・祝）相談件数４件
　　 日行連調停スキルに関する研修会：令和元年１０月２６日（土）・２７日（日）
　　 宅建協会不動産無料相談所相談員研修会講演
　　　　「不動産取引にまつわる裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：令和２年　１月２３日（木）（予定）
　　 賃貸住宅の賃貸借契約に係る相談対応研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：令和２年　１月２４日（金）（予定）
　　 行政書士記念日無料相談会　　　：令和２年　２月２２日（日）（予定）

エディとアール
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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、昨年の１０月２日から香川大学において「行政書士制度の概要
と行政書士の実務」というタイトルで特別講義・寄付講座（水曜日・４時限・全 15 回）を行って
います。主に法学部の３年生以上を対象とした講座で、今期の履修者数は 124 名、出席率も約 8
割と順調に進んでいます。また、講義の各回で実施しているアンケートからは受講生の真剣な姿
勢がうかがえます。受講生には、行政書士制度の概要と幅広い行政書士業務を知ることにより、
行政書士試験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」となる人材に育ってもらいたいと考えています。
　また、２月～３月には香川大学法学研修が予定されています。今年も科目は民法と行政法となっ
ています。（内容の詳細は後日お知らせいたします。）　会員の皆様には奮ってご参加くださいます
ようお願い申し上げます。
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令和元年度「行政書士制度広報月間｣ の活動報告

広報部長　　福　岡　　淳

１．官公署及び関係団体へ協力依頼文書発出
　令和元年９月１２日（木）、官公署、関係団体と自動車販売会社に対して、非行政書士が行
政書士業務を遂行する者に対しての行政書士法違反行為防止につき協力依頼文書を発出した。

２．行政書士電話相談の実施
　１０月８日（火）、香川県行政書士会事務局において、午前１０時から午後３時の間、広報
部石村智彦副部長及び監察部中條悦夫部員が相談員となり､ 電話による無料相談を行った。
相談は０件であった。

３．無料相談の実施
　１０月５日（土）、各支部において午前１０時から午後３時の間、無料相談所を開設し本会
役員及び支部の中から相談員を派遣し、全７か所にて無料相談を行った。

⑴　東讃支部　　長尾公民館（さぬき市）
　　三士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士）
⑵　高松支部①班　サンメッセ香川（高松市）
　　五士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士）
⑶　高松支部②班　小豆島町農村環境改善センター（小豆島町）
　　四士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士、税理士）
⑷　中讃支部①班　丸亀市保健福祉センター（丸亀市）
　　三士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士）
⑸　中讃支部②班　坂出市民ふれあい会館（坂出市）
　　三士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士）
⑹　中讃支部③班　善通寺市民会館（善通寺市）
　　三士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士）
⑺　西讃支部　豊中町農村環境改善センター（三豊市）
　　三士業合同（行政書士、司法書士、土地家屋調査士）
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広報月間中に行った無料相談における項目別相談件数
権利義務・事実証明 許認可関係

遺
言
・
相
続

各
種
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不
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産
関
係
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関
係

知
的
財
産

そ
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計
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設
・
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人
設
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土
地
開
発

農
地
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用

自
動
車
関
係
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管
関
係

そ

の

他

合

　

計
Ⅰ　電話相談 0

Ⅱ　相談会 2 1 1 4 8 1 1

４．巡回訪問の実施
　本会及び各支部において官公署へ巡回訪問を行い、ポスター、ボールペン等を配布して行
政書士制度を広く PR した。
　また、日行連が作成したポスターを、支部を通じて会員に配布した。

区分 日時 主な訪問先

本会 10 月 7 日（月）
　午前 10 時～

四国行政評価支局－四国運輸局－香川県県税事務所－高松出入国
在留管理局－高松公証役場－香川県知事部局（総務学事課、土木
監理課、農政課、廃棄物対策課、都市計画課）－県警本部（交通
規制課、交通企画課）

東讃 10 月 8 日（火）
　午前 10 時～

さぬき市－さぬき警察署－東讃保健福祉事務所－東かがわ市－東
かがわ警察署－長尾土木事務所―三木町－高松東警察署

高松

10 月 10 日（木）
　午前 9 時 30 分～

高松南警察署－高松土木事務所－高松市保健所―高松市地域包括
支援センター－高松市（農業委員会・くらし安全安心課・都市計
画課・建築指導課・河港課・道路管理課・契約監理課・農林水産課・
広聴広報課・財産経営課・市民相談コーナー）―高松北警察署―
四国運輸局香川運輸支局（登録部門・輸送部門）－香川県県税事
務所自動車税課（鬼無）

10 月 10 日（木）
　午前 9 時 30 分～ 土庄町－小豆総合事務所－土庄交番－小豆島町－小豆警察署

中讃

10 月 9 日（水）
　午前 9 時～

坂出市－坂出警察署－中讃土木事務所－綾川町－高松西警察署－
宇多津町－中讃保健福祉事務所

10 月 9 日（水）
　午前 9 時～

丸亀市－丸亀警察署－多度津町－善通寺市－琴平町－琴平警察署
－まんのう町

西讃 10 月 11 日（金）
　午前 9 時～

観音寺市－観音寺市農業委員会－西讃土木事務所－高松法務局観
音寺支局－観音寺警察署－三豊市－三豊市農業委員会－三豊警察
署

５．新聞広告等の実施
　１０月４日（金）付の四国新聞に香川県司法書士会、香川県土地家屋調査士会と合同で行
政書士の業務内容及び無料相談の開設案内を行った。
　９月１５日（日）付の読売新聞２９面に無料相談会並びに電話相談の記事が掲載された。
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巡　　回　　訪　　問

本会　巡回 高松支部　巡回

東讃支部　巡回

中讃支部　巡回

西讃支部　巡回
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無　　料　　相　　談

東讃支部会場　( 長尾公民館 )

高松支部会場　( サンメッセ香川 ) 中讃支部会場　( 坂出市民ふれあい会館 )

中讃支部会場　( 丸亀市保健福祉センター ) 中讃支部会場　( 善通寺市民会館 )

西讃支部会場　( 豊中町農村環境改善センター )
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かがわ国際フェスタ２０１９出展報告

市民相談センター準備委員会　委 　員　 長　國重　和大
副委員長　白木　　衛

行政書士ＡＤＲセンター香川　運営委員　樫村　静恵
　運営委員　千原　正照

　令和元年 10 月 14 日（月・祝）にアイパル香川（高松市番町 1 丁目 11-63）において開催された「か
がわ国際フェスタ 2019」に、市民相談センター準備委員会と行政書士ＡＤＲセンター香川が広報・
相談ブースを共同出展し、来場者や他の出展者に対してＰＲ活動を行うとともに、無料相談を実
施しました。
　「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 度開催される香川県、高松市、香川県国際交流協会等が主催するイベントです。
　このイベントは、県内の国際交流団体や関係機関が一堂に会し、相互の連携を強化する機会に
もなっており、毎月第 1 火曜日にアイパル香川で無料相談会を開催している市民相談センター準
備委員会と、外国人の就労環境・就学環境に関する紛争を取り扱う行政書士ＡＤＲセンター香川
にとって、他の機関と連携を図るうえで大変有意義なイベントとなりました。
　イベント当日は、本会の広報・相談ブースで 8 件の相談を受け付けるとともに、ポケットティッ
シュやチラシの配布等の広報活動を通して来場者や他の出展者との交流を深めました。
　今回で 4 回目の出展となりましたが、外国人住民や関係機関との交流を通して大変有意義な経
験をさせていただきました。今回の経験を今後の香川県行政書士会の事業に活かしていきたいと
考えています。
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会議・研修等　出席者による報告
報告者：企画開発部　部長　白木　衛

用　務　名 たかまつソーシャルビジネス支援ネットワーク打ち合わせ

日　　　時 令和元年６月２４日　１５時００分～１５時４０分

用　務　地 香川県行政書士会事務局

主　催　者 日本政策金融公庫高松支店

報告者以外の
参加者

日本政策金融公庫高松支店国民生活事業部：黒武者潤次副事業統括、髙地康弘
融資第二課長、林孝一良課長代理、村井孝之総務部長

内　　　容 たかまつソーシャルビジネス支援ネットワークでのイベント提案

成果及び感想

1 たかまつソーシャルビジネス支援ネットワークについて
・高松市、高松商工会議所、日本政策金融公庫、香川県行政書士会で３年前

に当該ネットワークとして提携した
・ソーシャルビジネスとは、ＮＰＯ法人や一般法人で介護や保育、社会的問

題解決を目的とした事業のことで、事業者に対して各種の支援を行うため
にネットワークが構築された

・ただ、ここ最近は目立った活動は行われていないのが現状　　

2 イベント
・まずは支援ネットワークとしての活動を行い、事業としての認知度を上げ

ていく必要がある
・９～１０月ごろに４団体合同での事業者向けの相談会を考えている
・時期については多少前後する見込みだが、遅くとも本年中を予定している
・事前予約制で行い、行政書士会から相談員を派遣してほしい
・広報については高松市を中心に各団体の広報紙等で行う
・主催は４団体だが、後援という形で香川県と香川県よろず支援拠点もサポー

ト体制をとる

　本会としても本ネットワーク提携後に具体的な活動があまりできておらず、
何らかの働きかけが必要だと考えていたところ、先方からイベント開催の提案
があった。この度の相談会において行政書士相談員を派遣すべきと考える。
　近日中に日本政策金融公庫より、イベント概要案を受領予定。開催予定時期
が９～１０月ということで、理事会に提案する時間的余裕がないため、イベン
ト詳細が判明次第会長決裁をいただき準備を進める予定にしている。
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報告者：企画開発部　部長　白木　衛

用　務　名 高度外国人材の活用について

日　　　時 令和元年６月２６日　１３時３０分～１４時３０分

用　務　地 ジェトロ香川

主　催　者 ジェトロ香川

報告者以外の
参加者

ジェトロ大阪本部：杉本博志高度人材活用推進コーディーネーター、ジェトロ
香川：岡田春彦所長、福山豊和所長代理

内　　　容 高度外国人材の活用についての連携

成果及び感想

・ジェトロのこれまでの主な役割は、貿易の支援、日本企業の海外進出支援
等であったが、ここ最近は、優秀な外国人の日本企業への受入支援にシフ
トしてきている。

・ジェトロで想定している外国人材とは、「高度専門職」「技術・人文知識・国
際業務」の在留資格であり、「技能実習」「特定技能」ではない。

・ジェトロのサービスの一環で、中小企業向けに外国人材活用のサポート行っ
ている。

・雇用計画から受入までをサポートするが、雇用前段階において在留資格の
取得に関して、専門家である行政書士の支援が得られるとありがたい。

・支援先企業の意向によって、専門家の支援を希望する場合に行政書士の紹
介をお願いしたい。

・ジェトロが定期的に開催している中小企業向けセミナーにおいて、在留資
格に関するセミナーや相談会なども将来的にはお願いしたい。

・今後も定期的な意見交換会を行いたい。

　外国人の在留資格に関する支援については、直接本会への問い合わせに加
え、４月に設置された香川県外国人雇用相談窓口を紹介し、この窓口を利用す
ると無料で行政書士相談が受けられることを伝えた。ジェトロとしても専門家
を紹介できるルートが確保できるのは大変助かるとのことであった。
　今後も定期的に連絡をとり、セミナーや相談会開催といった形で協力関係を
築いていくことが重要と考える。

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　　　時 令和元年７月９日　９時３０分～１０時００分

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
参加者 労働政策課　副主幹　伊賀一恵、主任　指田友宏、本会事務局　常井
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内　　　容 第一四半期の実績報告及び意見交換

成果及び感想

・香川県の窓口相談件数は、４月：１０件、５月：１４件、６月：１８件と少
しずつではあるが増えてきている。

・内容の半分程度は特定技能の制度的な問合せ、残りの半分は技能実習や在留
資格の変更・更新等の相談

・具体的な申請手続きの話まではいかないため、行政書士相談までに至ったケー
スはいまだにない

・まだ認知度が低いことに加え、特定技能自体もまだ始まったばかりの制度で
あるため、具体的な相談につながるまではしばらく時間が必要

・行政書士会としても、今後、外国人雇用関係の相談が直接本会に来た場合、
香川県の窓口を紹介することも検討する・社会保険労務士についても、相談
実績は０件。　

　行政書士の顧問先で、外国人を雇用（技能実習含む）している企業向けに、
県の相談窓口を紹介することも必要かと考えられる。ジェトロ香川との面談に
おいても県の窓口について紹介したが、反応は上々であった。
　→まずは、企業や団体向けに相談窓口の認知をしてもらうこと

　相談員の選定の際に、在留資格のどの分野に経験が多いかという、より細か
い実績があれば、県からの相談依頼があった際に、相談者とのマッチングにず
れが生じにくい。申請取次の実績報告に、どの在留資格の手続きを行ったかと
いった項目を追加するのも一つのアイデア。

報告者：監察部　部員　中條　悦夫

用　務　名 高松市農業委員会への行政文書公開請求と受領

日　　　時 令和元年７月３１日（水）
令和元年９月　９日（月）

用　務　地 高松市役所コンプライアンス推進課

主　催　者 監察部

報告者以外の
参加者 なし

内　　　容

公開請求の内容
・平成 30 年 10 月 20 日受付締切の農地法第 5 条許可申請書表紙　　
　添付の地図及び委任状
・平成 31 年 3 月 20 日受付締切の農地法第 5 条許可申請書表紙　　
　添付の地図及び委任状　　
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成果及び感想

公開された行政文書
平成 30 年 10 月 20 日受付締切の農地法第 5 条許可申請書表紙、添付の地図及
び委任状：67 件　
結果：行政書士の委任状添付の申請は 55 件（会員専用委任状添付は 8 件）、
　　　地図の認証を行政書士がしたものは 33 件　　

平成 31 年 3 月 20 日受付締切の農地法第 5 条許可申請書表紙、添付の地図及
び委任状：50 件　　
結果：行政書士の委任状添付の申請は 44 件（会員専用委任状添付は 19 件）、
　　　地図の認証を行政書士がしたものは 26 件　　

　従前と比べると農業委員会において、また他士業間においても非行政書士の
排除の気運が公開文書から感じられました。行政書士の委任状は添付されてい
るものの会員専用委任状の添付の割合が少なく、また地図の認証が行政書士の
ものは半数ほどであります。
　会員専用と表示された委任状を使用するよう、また地図の認証は行政書士で
可能であります。　
　農地転用の許可申請は申請地の分筆が伴うものもあり、分筆登記については
調査士の分野で、それ以外は受任の行政書士で対処可能なものです。申請人の
転用目的と、各種法令等との整合性を保ち、書類を作成し許可までに運ぶのが
受任行政書士の責務であり、行政書士としての自覚をもって受任していただき
たいと思います。

報告者：監察部　部員　中條　悦夫

用　務　名 高松市農業委員会への公開請求に伴う公開行政文書の精査事務

日　　　時 令和元年９月１０日（火）
令和元年９月１１日（水）

用　務　地 中條悦夫行政書士事務所

主　催　者 監察部

報告者以外の参
加者 なし

内　　　容

公開文書：
平成 30 年 10 月 20 日受付締切（以下 30 年 10 月分と略して表示）の農地法第
5 条申請書表紙、添付の地図（公図の写し）及び委任状
平成 31 年 3 月 20 日受付締切（以下 31 年 3 月分と略して表示）の農地法第 5
条申請書表紙、添付の地図（公図の写し）及び委任状

　　　（個人情報等に該当するものについては黒塗りで非公表）
　　30 年 10 月分 67 件
　　31 年 3 月分　50 件　　　　　総枚数：396 枚
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成果及び感想 精査は主に以下の項目とした：
委任状の有無及び記載内容、委任状は会員専用のものか否か等、代理人、地図（公
図）の写しの認証者　

精査結果概要　
委任状の添付率は 30 年 10 月分は 92％、31 年 3 月分は 98％　　
会員専用の委任状については、30 年 10 月分は 12％、31 年 3 月分は 38％
地図（公図）の写しの認証について
行政書士が認証したものは 30 年 10 月分は 49％、31 年 3 月分は 42％　　
　委任状は、高い率で添付されておりますが、登録番号など記載内容が不適
切なものが一部見受けられました。

　会員専用の委任状（香川県行政書士会 HP の会員ページ及び行政書士かがわ　
平成 31 年 1 月　第 90 号 43 頁参照）のものを使用することにより記載例にも表
示のように受任の範囲である申請書の提出、補正、取り下げ、許可書等の受領、
及び工事完了証明願いの提出から受領まで等と適正な受任行為の認識となり、
ひいては非行政書士の排除にも繋がり、また地図（公図）の写しの認証につい
ては、受任した行政書士が認証することで受任の認識が高まると思います。

報告者：会長 入江　宏幸
用　務　名 行政書士ＡＤＲセンター香川敷金分野広報活動

日　　　時 ① 令和元年９月１３日（金）１５時３０分～１６時００分
② 令和元年９月１４日（土）  ９時３０分～１０時００分

用　務　地
① 全日本不動産協会香川県本部 高松市木太町８０２番地　
② 2019 香川県不動産フェア会場（サンポートホール高松市民ギャラリー・
　コミュニケーションプラザ） 高松市サンポート２－１

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
参加者

理事 千原正照、センター長 大山真哉　
① （公社）全日本不動産協会香川県本部　
　本部長 山下稔、副本部長 鈴木誠司、副本部長 鎌野孝治、理事 仁田隼人　
② （公社）香川県宅地建物取引業協会　
　会長 大谷雅昭、専務理事 吉田孝一、相談・苦情処理委員会委員長 岡崎 進、
　同副委員長 喜多 信

内　　　容

①（１）会長、理事、センター長就任の挨拶を行った。
　  （２）ＡＤＲセンターチラシの設置を依頼した。
　  （３）民泊の研修（２月頃）の打診を受けた。　
②（１）会長、理事、センター長就任の挨拶を行った。
　  （２）ＡＤＲセンターチラシの設置を依頼した。
　  （３）ＡＤＲについての研修の打診を受けた。
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報告者：監察部　副会長　横田　稔

用　務　名 担当課における用途廃止・払下についての申請状況の聴取

日　　　時 令和元年９月１７日（火）１５時３０分～１６時３０分

用　務　地 高松市庁舎内　財産経営課

主　催　者 監察部

報告者以外の
参加者 なし

内　　　容 近々に当会の監察部会を開催するが、議題の一部として検討したいので代理人
の申請状況、申請時の添付書類の状況等を質し、その内容を聴取した。

成果及び感想

　当会監察部が根気強く活動した結果、農地の申請については改善されたが、
農地の申請に伴う土地の許認可 ( 用途廃止・払下 ) についても、同様に改善する
ための根拠データの収集として事前の協議をおこなった。
　応対職員から年間の用途廃止・払下申請については 50 ～ 70 件程度で有り、
うち委任状は 1 割に満たない状況であるとの回答であった。
　よって代理人申請が適正か否かは把握できていないとの付言があった。

報告者：監察部　副会長　横田　稔

用　務　名 本年度の意見交換会開催についての事前協議

日　　　時 令和元年９月３０日（月）　１５時３０分～１６時３０分

用　務　地 高松市庁舎内　農業委員会事務局、建設指導課

主　催　者 監察部

報告者以外の
参加者 なし

内　　　容
　昨年８月から運用を開始した申請（申出）時に添付するチェックリストの利
用状況についての聴き取り、また例年おこなっている意見交換会について、本
年度も開催の要請をした。

成果及び感想

　農業委員会事務局職員から、チェックリストについては未だ利用が充分では
ないものの、当方の事務処理アップに貢献しているとの回答であった。
　意見交換会については、当局は例年どおり２月頃の開催が好ましいが如何 ?
との回答であった。なお意見交換会の開催の依頼書は１０月中に提出願いたい
との要請があった。
　また建築指導課においては、昨年と同様に１１月末、又は１２月初旬に開催
したいとの意向であった。各課との日程調整をおこなうため、早めに依頼書提
出の要請が有った。
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報告者：監察部　副会長　横田　稔

用　務　名 本年度の意見交換会開催についての事前協議

日　　 　時 令和元年１０月２日（水）１６時００分～１７時００分

用　務　地 高松市庁舎内　農林水産課、道路管理課、財産経営課

主　催　者 監察部

報告者以外の参
加者 なし

内　 　　容 例年おこなっている意見交換会について、本年度も開催を要請した。

成果及び感想

　農林水産課との意見交換会について、農業委員会事務局は例年どおり２月頃
の開催が好ましいとの回答であった旨を伝えたところ、同時に開催するのが妥
当であり、農業委員会事務局と調整しますとの回答であった。
　また道路管理課、財産経営課については、昨年と同様に１１月末、又は１２
月初旬に他の４課と同時に開催したいとの意向であった。
　各課とも日程調整をおこなうため、早めに依頼書提出の要請が有った。

報告者 ：監察部　副会長　横田　稔

用　務　名 本年度の意見交換会開催についての事前協議

日 　　　時 令和元年１０月８日（火）１５時００分～１６時００分

用　務　地 高松市庁舎内　河港課、土地改良課

主　催　者 監察部

報告者以外の参
加者 なし

内　　 　容 例年おこなっている意見交換会について、本年度も開催を要請した。

成果及び感想

　河港課においては、他の４課と違って意見交換会の必要の是非を質された。
対象の案件は少数ではあるが、官公署に提出許認可等の申請書作成、代理行為
をおこなうのは行政書士の専管業務であることを説明して了解を得た。
　また土地改良課においては、昨年と同様に１１月末、又は１２月初旬に他の
４課と同時に開催したいとの意向であった。
　両課とも日程調整をおこなうため、早めに依頼書提出の要請が有った。
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報告者：市民相談センター準備委員会　副委員長　白木　衛

用　務　名 かがわ国際フェスタ２０１９

日　　　時 令和元年１０月１４日（月・祝）１０時００分～１６時００分

用　務　地 アイパル香川（高松市番町１丁目１１－６３）

主　催　者 香川県、高松市、公益財団法人香川県国際交流協会等

報告者以外の
参加者

市民相談センター準備委員会　委員長　國重和大　
行政書士ＡＤＲセンター香川　運営委員　樫村静恵　
行政書士ＡＤＲセンター香川　運営委員　千原正照

内　　　容

以下の趣旨により開催されるかがわ国際フェスタ２０１９への出展
（１）外国人住民と県民の交流・ふれあいの場の提供
（２）県民の国際交流・国際協力・多文化共生に対する理解の増進と国際感覚

の涵養
（３）国際交流・国際協力の担い手である県内の団体や関係機関相互の連携強

化

成果及び感想

毎月第１火曜日にアイパル香川で無料相談会を開催している市民相談センター
準備委員会と、外国人の就労環境・就学環境に関する紛争を取り扱う行政書士
ＡＤＲセンター香川が、かがわ国際フェスタ２０１９に広報・相談ブースを共
同出展し、来場者及び他の出展者にＰＲするとともに、無料相談を実施した。

（受けた相談）
　件数：８件
①農地の相続について
②成年後見制度について
③技能実習制度について
④外国人の職場環境の相談先について
⑤相続について
⑥ ADR 制度について
⑦外国人の職場でのトラブルについて
⑧相続放棄について

報告者：監察部　副会長　横田　稔

用　務　名 本年度の意見交換会開催についての依頼書を手交

日　　　時 令和元年１０月１６日（水）１５時００分～１６時３０分

用　務　地 高松市庁舎内　建築指導課、河港課、道路管理課、土地改良課、財産経営課

主　催　者 監察部

報告者以外の参
加者 無し

内　　　容 例年おこなっている意見交換会について、本年度の開催の依頼書の手交のため
訪問した。
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成果及び感想

　各課とも日程調整、会議室の確保の面から、昨年と同様に１１月末、又は
１２月初旬に他の４課と同時に開催したいとの意向であった。
　また記載の期日までには日程調整をおこない連絡します、との回答があった。

報告者：監察部　副会長　横田　稔

用　務　名 本年度の意見交換会開催の依頼のため、高松市農業委員会事務局、及び同農林
水産課を訪問。

日　　　時 令和元年１０月２５日（金）１５時３０分～１６時３０分

用　務　地 高松市庁舎内　農業委員会事務局、農林水産課

主　催　者 監察部

報告者以外の参
加者 無し

内　　　容 例年おこなっている意見交換会について、本年度の開催の依頼書を説明し手交
した。

成果及び感想

　農業委員会事務局については会議室の確保の面もあり、当会高松支部の参加
の有無を早めに回答願いたいとの要請が有った。
　また農林水産課については、期日までに農業委員会事務局と日程調整をおこ
ない連絡します、との回答であった。
　そして両課ともに申請書の締切日の関係から年末・年始を避けて、例年どお
り２月中旬に実施したいとの意向であった。

報告者：行政書士ＡＤＲセンター香川　運営委員　林　一興

用　務　名 令和元年度　調停スキルに関する研修　基礎編

日　　　時 令和元年１０月２６日（土）９時３０分～
令和元年１０月２７日（日）１７時３０分

用　務　地 大阪府行政書士会　大会議室（大阪府大阪市中央区南新町 1-3-7）

主　催　者 日本行政書士会連合会

報告者以外の
参加者 樫村静恵 運営委員
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内　　　容

〇１０月２６日（金）９：３０～１8：４５
講師　香川県行政書士会　行政書士 ADR センター香川　大山真哉センター長
１限．ADR のイメージ、調停の歴史と理論
２限．対話促進型調停（評価型・妥協要請型調停との比較）、調停の流れ
３限．紛争の理解、調停スキル①　傾聴トレーニング、閉じた質問・
　　　開かれた質問　調停スキル②
４限．パラフレイジング、リフレイミング、サマライジング、ロールプレイ
　　　について
５限．調停ロールプレイⅠ、振り返り

〇１０月２７日（日）９：３０～１７：３０
講師　香川県行政書士会　行政書士 ADR センター香川　大山真哉センター長
１限．調停の用語、IPN 分析、調停の始まりと終わり
２限．調停技法のまとめトレーニング、深刻な争いについて、合意について、
　　　対話促進型調停の流れ
３限．調停ロールプレイⅡ
４限．調停ロールプレイⅢ、まとめと全体の振り返り

成果及び感想

　今回の研修は、ADR に初めて触れる会員と、既に調停人を務めた経験のある
会員との合同だった。
　初日は、まず、調停の歴史的背景を導入とし、なぜ ADR が利用されるように
なったかを学習した。次に、調停の流れの説明を受け、傾聴・閉じた質問と開
かれた質問・パラフレイジング・リフレイミング・サマライジングのスキルを
学んだ。その後、スキルを用いたトレーニングを行い、1 回目の調停ロールプレ
イに臨んだ。スキルは、座学だけでなく実際に行い、回数を重ねるうちに感覚
を覚えていった。調停ロールプレイでは、先に学んだスキルを盛り込んでの実
施だった。振り返ってみると、とっさの判断でスキルを駆使する難しさと、そ
の効果の大きさを実感した。
　２日目は、まず、IPN 分析に関する用語を学習し、単文での練習問題を行っ
た。IPN 分析を通じ、紛争を細かく分析し、一つ一つ問題を解決していく方法は、
調停だけでなく、普段の業務でも十分に使える手法であると認識した。次に和
解の障害となる見解の相違・偏見、正義感の主張、過度な怒りの講義を受けた。
そして、２回目、３回目の調停ロールプレイを行った。状況を把握し、当事者
達の不安を和らげ、話し合うべき論点を一つ一つ提示しながら解決していく作
業は、どの調停人でも同じはずだが、堅く話をまとめる調停人、話を聞いても
らえるだけで安心できる調停人、流れを作って後は当事者に任せる調停人など
がいて参考になった。振り返りでは、話し合う内容の順番の重要性、深入りし
すぎてはいけない部分など、実践的な論点が多く出された。
　両日ともに講師による詳細なコメントも聞くことができた。ロール・プレイ
後の振り返りは丁寧に行うことで、次に自分が気をつけるべき点を見つけるこ
とができた。
　今回、他県の認証単位会や認証を目指す単位会の方々とともに研修を受ける
ことが出来、講義の内容に限らず情報交換等、貴重な交流ができたことは大変
有意義だったと感じている。これらの経験を今後の行政書士ＡＤＲセンター香
川のために活かしていきたいと考えている。
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報告者：企画開発部　部長　白木　衛

用　務　名 外国人留学生就労支援セミナー 2019

日　　　時 令和元年１１月６日（水）１３時３０分～１６時００分

用　務　地 穴吹学園ホール

主　催　者 （一社）香川県千風学校各種学校連合会

報告者以外の
参加者 東北電子専門学校 出羽正敏氏、行政書士 中野辰宏氏

内　　　容 一部：講演「専門学校の現場からみた外国人留学生の就労について」
二部：パネルディスカッション「地方における外国人事採用の今後について」

成果及び感想

■セミナーの内容
・外国人雇用に際して、国籍ごとの特性の理解が必要
・在留資格ごとのメリット・デメリットを理解した上で必要な人材を確保する
・香川県の魅力やメリット（気候、海外へのアクセス、物価等）をアピールし、

外国人の就労を促す
・受入企業においては、日本人社員へのプラスの影響が出ているとの意見が多

数
・外国人を受け入れる体制は、県、企業、学校、専門家が一体となって取り組

む必要がある。

■感想
・受入企業側の在留資格に関する認識が低い。
・行政書士として、単なる在留資格手続のみではなく、受入前から受入後の企

業が抱える悩みについて対応していく必要があると感じた。
・企業の需要に対応できる行政書士の育成が必要
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各支部だより

東　讃　支　部

東讃支部長　久米井　好美

１．平成３０年５月から令和元年６月までに、新しく５名の方々が入会されました。ご紹介しま
　　すと次の方々です。

　　　　　　平成３０年５月　　秋山　卓道　会員　（土地家屋調査士）
　　　　　　平成３１年２月　　六車　清貢　会員　（司法書士）
　　　　　　令和 元 年５月　　阿部　良一　会員　（司法書士）
　　　　　　令和 元 年５月　　井本　祐子　会員　（宅地建物取引士）
　　　　　　令和 元 年６月　　金川　幸二　会員　（税理士）

２．研修会と懇親会の開催（於　さぬき市　大川オアシス）

　　　　　　令和元年８月２１日　研修会
　　　　　　　　研修テーマ　１．農地法申請（No.1）
　　　　　　　　　　　　　　２．複業のすすめ

３．令和２年　定時総会と懇親会の開催

　本年は、４月に総会と研修会を併せて同日に開催したいと試案中です。３０分間の研修講師を
募集しますので、奮ってお申出下さい。会員各位のご出席、ご参加をお願いします。

４．無料相談会

　支部主催として、“四士総合無料相談会”を検討中です。支部会員各位のコメントをお願いします。
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高　松　支　部

　高松支部長　村井　孝之

　高松支部では、10 月 5 日（土）にサンメッセ香川（高松会場）、小豆島町農村環境改善センター（小
豆島会場）の 2 会場において、五士業の無料相談会が開催されました。例年に比べて全体的に相
談者の人数も少なく、今後いかにたくさんの方々に相談会場へお越しいただくかが大きな課題と
なりました。また、10 月 10 日（木）には、高松地区（私、松本幹事及び本会から入江会長）と小
豆地区（吉井副支部長、高尾監事、橋本会員及び本会から横田副会長）に分かれ、日頃お世話になっ
ている官公署を巡回訪問してまいりました。挨拶やポスター配布はもとより、お会いした担当者・
責任者には対しては非行政書士排除について、その協力依頼も合わせて行ってまいりました。親
睦行事といたしましては、前年度の吉本新喜劇鑑賞日帰り旅行（大阪府）に引き続き、今年度も 9
月 22 日（日）に愛媛県新居浜市、西条市への親睦日帰り旅行を懇親行事担当役員が中心となって
企画し実施いたしました。台風の影響もあり、開催自体が危ぶまれましたが、少雨ではあったも
のの、何とか実施することが出来ました。行先地の１つとして立ち寄ったアサヒビール西条工場
では、その見学後にジンギスカン食べ放題ということで、会員の皆さん、待ってましたの勢いで
美味しいジンギスカン料理を沢山召し上がっていた姿が非常に印象的でした。普段なかなかお会
い出来ない会員の方々の参加も見受けられ、次年度もより多くの会員が参加し楽しめる懇親行事
を企画したいと考えております。
　なお、10 月 26 日に開催予定だったソフトボール大会は、前年度、前々年度に引き続き、天候
の影響により中止を余儀なくされ、楽しみにされていた会員の皆様には残念な結果となりました。
今後は、天候に左右されない五士業間の親睦行事の検討も必要になるのではないかと個人的にそ
う思っております。
　今年は総会も控えており、それまでにも事業が諸々控えております。支部役員が一丸となって、
会員の皆様が安心し、そして快適に業務を行うことが出来るよう、引き続き事業を遂行してまい
りますので、どうか皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。

親睦日帰り旅行 ( アサヒビール西条工場 )五士業無料相談会
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中　讃　支　部（支部研修旅行について )

　中讃支部長　木戸　壽彦

　令和元年度の親睦行事として研修旅行は、１１月３０日（土）に大阪方面へ向けて会員１６名、
補助者家族８名の合計２４名が参加して実施されました。午前中は海遊館にてジンベイザメをは
じめとして、多くの魚類が回遊する大水槽等を２時間余りかけてゆっくりと楽しみました。昼食
後はカップヌードルミュージアムへ向かうバスの車内で、昭和５０年頃街角に在ったカップヌー
ドルの自販機の話で盛り上がりました。カップヌードルミュージアムの目玉はマイカップヌード
ル作りができることです。味付け、具材を数種類の中から選んで自分好みのオリジナルカップヌー
ドルを持ち帰りました。つづいて、かねふくめんたいパークに立ち寄り、工場見学の後、お土産
を買い、フードコーナーで明太子料理を楽しみました。
　今回のコースは、小学生以下の家族が５名参加して和気あいあいとした旅行となりました。反
省点は、旅行に参加される方が少ないことですが、来年以降も多くの方に参加して頂けるように
して行きたいと思います。
　最後に、今回の研修旅行の企画からお菓子等の用意、そして当日の参加者のケアを献身的にし
て頂いた大西理事、石村理事に謝意を表したいと思います。

海遊館にて撮影
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西　讃　支　部

西讃支部長　田中　幸

支部研修会
　　　　　　日　時　　　令和２年 1 月２５日（土）　
　　　　　　　　　　　　午後 6 時～　　研修会
　　　　　　　　　　　　午後 7 時～　　新年会
　　　　　　場　所　　　観音寺グランドホテル
　　　　　　内　容　　　相続について（民法改正をベースに）
　　　　　　　　　　　　講師：山岡正士　会員

その他
〇　出入国管理法改正、介護保険法改正、ＯＳＳ、民事信託・家族信託、空き家・所有者不明

土地問題、データポータビリティー、コンプライアンス、インバウンドその他審査基準の変
更など時代の潮流でしょうか？業務が専門化し、高度で広範な知識のみではなく最新情報の
取得や既存情報の断捨離整理整頓など本来の業務と別する管理能力、遂行能力が行政書士に
要求される時代になってきていると感じています。

　　事務所経営においては、行政が今後作ろうとしている国家、県、市町村の政策に追従し、
それに貢献（適応）できる行政書士事務所になることが重要であると思います。大きなこと
を書きましたが、「時代の変化スピードが激しすぎる。」などとネガティブな言葉が頭をよぎ
りながらも、今、正に大変革時代の幕開けを覚えるとともに支部活動においても新たなチャ
レンジに向かわなければ10年先を見通すことができないと痛感しています。西讃支部の皆様、
ご助言、ご進言、ご提案その他諸々、何卒よろしくお願い申し上げます。

　〇観音寺市のパワースポットです。金運・恋愛運ＵＰ
　　お近くにお越しの説は、ぜひお立ち寄りください。
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＜会員だより＞
北海道を旅して

高松支部　横田　稔

　昨年８月下旬、北海道を旅した時のことです。札幌にて４０年以上続けている趣味の用事を済

ませ、もう一つの趣味である名城めぐりの旅行をしながらのことです。あまり皆様には関心が無

いかもしれませんが、（当時の施策として）日本で最後に築城された城は、北海道松前町にある松

前城です（復元されたものは除きます）。江戸末期、北方の守りのために幕府の命によって築城さ

れたお城ですが、あまり知られていません。松前町というのは北海道の南端、松前半島に位置す

る町で北海道新幹線が近くを走っています。

　因みに松前と書く同名の町が愛媛県にありますが、こちらは「まさき」と読みます。北海道の

松前は素直に「まつまえ」と読みます。

　機会があって北海道に来たのだから訪ねてみようと思ったものの、函館からの JR は廃線となっ

ていました。仕方なく代替の第三セクターの鉄道で行くことにしましたが、これも途中の町「木

古内」までで、あとは路線バスが存するのみでした。最近はテレビでも路線バスの旅と言って人

気を博しておりますが、このバスは一日に五便しかないローカル色豊かなバスで、しかも目的地

まで二時間半乗車します。香川では路線バスで二時間半も乗車することはあり得ませんが、北海

道では当たり前のようです。かと言って他に公共交通機関は皆無であり、この際のんびり揺られ

て行くのもいいかと考え乗車しました。そして乗車した途端、目についたのがバスの運転手の直

ぐ後ろに掲示してある料金表の横に、地元「北海道行政書士会」の PR ステッカー（別紙写真）が

あるではありませんか。一般市民への広告効果を狙ったこのアイデアには驚きました。否応なく

全ての乗客の目に留まり、誰しも一度は何だろうと注目するのは必然です。

　夏の北海道は人気の観光地ですが、この地は道内でも過疎地のようで、バスの車窓から見る限

り空き家が多く目立ちました。そして乗客も高齢の方が多く、住民の方々には身近な頼りになる

資格者として映るのではないかと感じました。

　そして更に驚いたのは、往路のバスだけでなく復路のバスにも、この「北海道行政書士会」の

PR ステッカー（別紙写真）があるではありませんか。下車後に駐車していた他のバスも見てみると、

同じようにこの PR ステッカーが貼ってありました。

　インターネットが普及する現代に、時代遅れのように思われるかもしれませんが、不特定多数

の方が乗降する路線バスに、視覚に訴えるという手段を使ったこの PR 効果は、非常に大きな影響

力があると思います。

　最近の無料相談会でも気が付けば、相談者・訪問者の共通点は、高齢化が進んでいるというこ

とを感じます。そして少子高齢化が進む中で、色々な年齢層にも、また種々のケースにも対応で

きることが、行政書士として非常に大切であると実感しています。
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　資格者として研鑽することも大事なことですが、依頼者の負託に応えられる資格者でなければ

意味がありません。

　情報社会と言われる現代に、ユニークな？（ある意味オーソドックスですが）アイデアだと感

じた次第ですが、当会においても真似は出来なくとも住民の視覚に訴える PR、というものも必要

だと思いました。

　今後も広報活動の一助になるものがあれば、また投稿したいと思います。

松前城 ( 北海道松前町 )

「北海道行政書士会」の PR ステッカー（函館バスにて）
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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 
2019/07/01 309 顕彰関係基礎資料のデータ更新について
2019/07/03 313 改正建設業法等の全国説明会の開催について（周知）
2019/07/03 314 令和元年度特定行政書士法定研修に関する講義一覧について
2019/07/03 321 「自動車登録業務等実施要領の制定について」の一部改正について（周知）
2019/07/10 315 「特定行政書士業務ガイドライン〔第３版〕」の送付について
2019/07/11 350 R1 年度上期資格審査会の開催について 

2019/07/12 352 令和元年毎月勤労統計調査特別調査への調査協力依頼に関するお願いについ
て（会員周知願い）

2019/07/22 380 執行官の採用選考受験案内について
2019/07/29 397 グループウェアの利用について
2019/07/31 403 農業経営者総合サポート事業の専門家登録ついて（周知）
2019/08/01 404 令和元年度行政書士制度 PR ポスター画像の取扱いについて
2019/08/01 405 令和元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
2019/08/01 407 令和元年度新たに選任された役職等について（報告）
2019/08/01 410 令和元年度行政書士制度広報月間の実施について
2019/08/02 419 理事会の議事結果について

2019/08/05 441 令和元年度版「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）

2019/08/08 455 令和元年度会長会に係るアンケートの実施について（お願い）
2019/08/09 461 社労業務取扱証明書の発行について（お願い）
2019/08/09 462 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
2019/08/09 463 改正建設業法等に関する国交省資料について（周知） 
2019/08/09 468 行政書士登録事務取扱規則様式の一部改正について
2019/08/14 406 令和元年度会長会の開催について
2019/08/21 494 改正貨物自動車運送事業法の規制の適正化等関連部分の施行について（周知）
2019/08/28 514 著作権相談員カードの送付について
2019/09/04 532 「規制改革ホットライン」に係る意見・要望募集について（お願い）
2019/09/06 569 外国人実務事例のご提供について（お願い）
2019/09/06 573 令和元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
2019/09/11 594 令和元年度調停スキルに関する研修（基礎編）の開催について
2019/09/11 595 令和元年度調停スキルに関する研修（基礎編）の出講依頼について
2019/09/11 597 「単位会が実施する研修への講師派遣対応」に係る要望調査について（お願い）
2019/09/13 604 行政書士法改正に伴う登録申請時の添付書類の変更について（お知らせ）
2019/09/17 608 令和元年年度著作権相談員養成研修及び名簿集約に係る取り扱いについて
2019/09/20 618 特定行政書士法定研修対応事務マニュアル（考査実施編）等について
2019/09/24 632 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
2019/09/24 633 コスモス成年後見サポートセンターとの協定について（周知）
2019/09/24 639 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）
2019/10/01 662 取次申請予約制度に関するお問合せ先変更のご案内について
2019/10/02 677 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ついて
2019/10/04 684 キャリアアップカード取得支援に係る行政書士の派遣について
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受信年月日 日行連発番号 文 書 名 等 

2019/10/07 692 消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について（会員周知願
い）

2019/10/09 708 執行官の採用選考受験案内について
2019/10/16 726 令和元年台風 19 号による被災会員の状況等の報告について（お願い）
2019/10/18 738 第 4 回行政不服審査交流会に係る周知協力について（依頼）

2019/10/18 740 内閣府「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に伴う各単位会の男女内訳調
査について ( お願い )

2019/10/18 742 令和元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）
2019/10/21 746 特定行政書士法定研修に係るご連絡（御礼 )

2019/10/23 758 令和元年台風第 19 号による災害についての自動車登録申請書の添付書類の
有効期間に係る取扱いについて（周知）

2019/10/25 775 著作権教育伝道師の公募について
2019/10/25 781 日本行政書士会連合会会則の一部変更に係る総務大臣認可について
2019/10/31 810 キャリアアップカード取得支援に係る行政書士の派遣について（追加連絡）

2019/10/31 813
司法研修に係る令和元年度広域講座開設助成金のご案内及び令和２年度に実
施する司法研修に係る広域広告のための「月間日本行政」のご活用について

（お知らせ )

2019/10/31 829
「令和元年台風第 19 号による号による災害についての特定非常災害及びこれ
に対し適用すべき措置の指定に関する政令」の制定に伴い許認可等の存続期
間（有効期間）が延長されたこと等について

2019/10/31 834 パブリックコメントへの対応等に係る調査について（依頼）
2019/11/11 764 令和元年度版「行政書士関係法規集」の送付について
2019/11/11 768 「行政書士関係法規集（抄）・行政書士必携」の送付について
2019/11/11 882 法改正推進にかかる地元議員への要請活動について（お願い）
2019/11/11 891 R1 年度下期資格審査会の開催について
2019/11/12 877 登録申請書類等の進達方法について（お願い）
2019/11/12 892 各単位会における行政書士記念日事業に関するアンケートについて
2019/11/12 894 行政書士関係法規集の誤植（誤字）について 
2019/11/12 904 OSS・封印業務担当者会議の開催について
2019/11/15 913 ｢月刊日本行政｣ 10 月号（No．563）の返送分宛名調査について
2019/11/15 925 著作権相談員養成研修用効果測定問題の再送について
2019/11/15 935 令和元年度特定行政書士法定研修に係る結果の公表について
2019/11/20 973 理事会 (R1.11.13-14) の議事結果について
2019/11/21 992 「規制改革ホットライン」集中受付に係る意見・要望について（ご報告） 
2019/11/21 993 行政書士法の一部を改正する法律案の経過報告について 
2019/11/22 1007 行政書士の農業委員への登用について（周知）
2019/11/22 1009 令和元年台風 19 号に係る被災者支援活動の報告について ( お願い )
2019/11/26 1016 行政書士法改正に伴う行政書士登録事務処理要領の変更について
2019/11/26 1017 行政書士登録事務取扱規則様式の一部改正について
2019/11/26 1019 令和 2 年 _ 新年賀詞交歓会及び理事会の開催について
2019/11/29 1039 日本行政書士会連合会 _ 会長会議事録の送付について
2019/12/04 1050 コンプライアンス研修 DVD の配付について
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受信年月日 日行連発番号 文 書 名 等 
2019/12/04 1066 行政書士法の一部を改正する法律の公布について
2019/12/05 1068 各単位会における他士業との交流・連携等に係るアンケートの実施について
2019/12/05 1076 医療法人に関する 制度等についての セミナー の開催 について（周知）
2019/12/09 1084 行政書士法の一部を改正する法律の公布について
2019/12/12 1095 令和 2 年度申請取次関係研修会の開催予定について
2019/12/12 1099 年末年始の訃報連絡について
2019/12/18 1129 金融機関との連携に係るアンケートの実施について（依頼）
2019/12/18 1142 古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の公布について
2019/12/19 1146 認証取得単位会課題検討協議会の開催について

2019/12/20 1156 中央共同募金会「遺贈・相続寄付に関するパンフレット」に係る周知協力に
ついて（依頼）

2019/12/23 1167 本人確認のデジタル化・厳格化の推進について（周知依頼）
2019/12/23 1168 マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について（協力依頼）
2019/12/25 1183 戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の購入冊数報告について（依頼）

2019/12/27 1201 「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

●官公署からの受信文書について
　掲載しておりました官公署からの受信文書につきまして、８８号から香川県行政書士会のホー
ムページにてご確認していただくことになりました。
　以下のホームページのＵＲＬにて公開しております。

　　　香川県行政書士会ホームページ　　URL：https://www.k-gyosei.net
　　　会員ページ → 官公署からの受信文書
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会　員　異　動
◎変更

会員
番号 氏名 郵便番号 事務所所在地

事務所の名称 電話番号 受理年月日 支部

918 平尾　政嗣 761-0301 高松市林町 252 番地 1
cotta 林町 101

令和元年
6 月 12 日 高松

946 田窪　滋記 761-2408 丸亀市綾歌町富熊 5003 番
地 4 0877-86-4576 令和元年

8 月 5 日 中讃

1044 岩屋　仁美 760-0074
高松市桜町 2 丁目 15 番 41
号 204 号
さくらさく行政書士事務所

令和元年
8 月 5 日 高松

795 大西　芳幸 760-0052 高松市瓦町 1 丁目 4-13　3F 令和元年
8 月 23 日 高松

1050 有澤　　悟 087-876-2963 令和元年
9 月 27 日 中讃

578 久米井好美 090-8699-5176 令和元年
11 月 1 日 東讃

1077 山下　敏博 087-897-7011 令和元年
12 月 27 日 高松

◎廃業
受理日 氏名 支部 備考 抹消日
元 . 8. 5 大西　照男 西讃 死亡 令和元年 7 月 16 日
元 . 8.29 窪添　司女 高松 死亡 令和元年 8 月 10 日
元 . 8.16 大西洋一郎 高松 抹消 令和元年 8 月 31 日
元 . 8.26 平田　和士 高松 抹消 令和元年 9 月 30 日
元 . 9.19 江木　　修 高松 抹消 令和元年 9 月 30 日
元 .10. 7 須﨑　寿満 中讃 抹消 令和元年 10 月 31 日
元 .10. 8 岡﨑　　勝 高松 死亡 令和元年 9 月  6 日
元 .10.31 滝口　　巌 中讃 抹消 令和元年 11 月 30 日
元 .12.23 西原　敏晴 中讃 死亡 令和元年 12 月　6 日

哀　悼　　大西　照男様　窪添　司女様　岡﨑　勝様　西原　敏晴様
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）市原　文昭
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和元年 7 月 15 日
（事務所所在地）　
　高松市一宮町 1756 番地 5
　市原文昭行政書士事務所

（電話番号）087-885-8222

　この度入会いたしました市原文昭です。
　35 年間、弁護士事務所に事務長として勤めた経
験から、遺言、相続、成年後見、離婚等を得意とし
ています。
　また、音楽活動も行っていて、各地の公民館での
講座でギターの講師をしています。
　よろしくお願いします。

（氏　名）芝原　健史
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和元年 7 月 15 日
（事務所所在地）
　高松市西ハゼ町 333 番地 1 
RICH GARDEN 5F
　行政書士事務所エフエイエス

（電話番号）080-8497-3569

ご縁があり今回香川県行政書士会に入会いたしまし
た芝原健史と申します。
身近な行政書士として活躍できるよう業務に邁進い
たします。
今後ともよろしくお願いいたします。

（氏　名）成木　孝次
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和元年 8 月 1 日
（事務所所在地）
　高松市茜町 12 番 8 号
　成木行政書士事務所

（電話番号）087-826-6177

令和元年８月に入会いたしました成木孝次です。
依頼者の要望に応えられるようこれから研鑽を積ん
でまいる所存です。
ご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願いいします

（氏　名）中川　繁和
（支　部）中讃支部
（入会年月日）令和元年 9 月 15 日
（事務所所在地）
　丸亀市金倉町 1432 番地 3　
　中川行政書士事務所

（電話番号）0877-35-8100

　この度、入会しました中川繁和です。丸亀のゆめ
タウンの横で事務所を開いています。
　趣味は、２つあり、美味しいもの（甘いものと、
味の濃いもの）を食べることと、続かないダイエッ
トです。ダイエットについては、器具、脂肪の吸収
を抑える食品等を購入しては失敗し・・・を繰り返
しています（最近、そもそも食べるからダメなので
はないかと気づきだしました）。
　わからないことばかりですが、頑張っていきたい
と思いますので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い
致します。

（氏　名）藤原　信彦
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和元年 10 月 2 日
（事務所所在地）
　高松市鶴市町 482 番地 1
　藤原行政書士事務所

（電話番号）087-881-3534

（氏　名）長尾　知樹
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和元年 11 月 15 日
（事務所所在地）
　高松市紙町 558 番地 1　
　行政書士長尾知樹事務所

（電話番号）087-869-1221

　この度令和元年１１月に登録を致しました。
　土地家屋調査士兼業ですので農地・開発・用途廃
止・払下等土地利用関係の業務が専門となります。
よろしくお願い致します。
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（氏　名）石川　浩
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和元年 11 月 15 日
（事務所所在地）
　高松市多肥下町 1565 番地 9
　石川浩行政書士事務所

（電話番号）087-866-3375

　この度入会させていただきました石川浩と申しま
す。
　知識の習得と経験を重ね、誠実に業務に取り組み、
信頼される行政書士を目指す所存でございます。
ご指導とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。

（氏　名）山下　敏博
（支　部）高松支部
（入会年月日）令和元年 12 月 15 日
（事務所所在地）
　高松市福岡町 4 丁目 9 番 20 号
　行政書士事務所やま

（電話番号）087-897-7011

　マッサージ師との兼業です。依頼を頂いた方に喜
んでもらえるよう、業務に取り組んでゆきたいと思
います。

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　　稿　Word ファイルをメールに添付して下さい。〔件名：会員だより原稿〕
　　　　　※写真の掲載も可能です

送付先　香川県行政書士会事務局　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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コスモス成年後見サポートセンター香川県支部

支部長　松本　健士

　成年後見制度利用促進基本計画の取り組みが（地域差こそあれ）各自治体で始まろうとしてい
るところ、コスモス成年後見サポートセンターとその生みの親である日本行政書士会連合会は、
成年後見事業のさらなる推進を図るべく、これまでの協力関係を見直した新たな協定を取り交わ
しました。新たな協定では、単位会とコスモス支部が協力して地域の信頼を高め、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、日行連によるコスモスへのより積極的
な支援・協力が図られています。また、各単位会に対しても、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て連携を強化する
よう働きかけが行われています。
　コスモスかがわと香川県行政書士会は、これまでも行政書士記念日の無料相談会等を共催する
など良好な協力関係が築かれていますが、これからも一層協力して成年後見事業の推進を図って
いきます。
　また、昨年 11 月に行われた日本行政書士会連合会四国地方協議会においても、四国四県のコス
モス支部により成年後見事業についての熱心な議論が行われており、今後は四国四県の連携も視
野に入れた活動が期待できます。
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香川県行政書士
政治連盟だより





新年のご挨拶

香川県行政書士政治連盟
会長　石川　秀幸

　令和２年の新春を迎え、謹んでご挨拶を申し上げます。日頃から会員の皆様には政治連盟の事
業運営に対し、ご理解とご協力を賜るとともに、行政書士制度の発展にご尽力をいただき、心か
ら御礼を申し上げます。
　昨年４月の県議会議員選挙及び高松市議会議員選挙では、政治連盟の推薦候補への取り組みに
つきまして、多大なご支援、ご協力を賜り全候補者を当選に導くことができました。又、７月の
第２５回参議院議員通常選挙においても、推薦候補者であります、三宅しんご候補を、選挙区で
当選に導くことができました。これも偏に会員の皆様が行政書士制度の充実、発展に向けて、支
援と協力の輪をしっかりと拡げていただいた成果であり、改めまして感謝申し上げます。
　さて、昨年１１月２７日に行政書士法の改正が参議院で「特定行政書士制度」以来の通過をし
ました。内容は日行連及び本会からの通知によりよくご存じの事と思いますのでここで記載する
のは省略します。法律を作るという事は大変な事で、想像以上の体力、気力、努力がいる事を身
を持って知らされました。当時私は、日政連の国会等対策委員会の副会長をしていましたが、何
度も何度も議員会館に足を運び、議員立法の難しさを身を持って経験しました。時には朝一番で
有力な議員から連絡が入り、夕方迄に議員会館に来るように言われ、難しい問題を提案されたり
もしました。勿論手弁当で行動し、議連の先生方にも相談し、解決をしましたが、微妙なニュ
アンスが違っただけで、先の国会では見送りになってしまいました。今国会でも１０月末日に
１８ヶ所にも及ぶ議員会館を廻りお願いしたのを思い出します。
　他の士業は閣法ですが、行政書士法は議員立法ですので全党派、全会派全て一致しなければ法
律はできません。行政書士政治連盟とは、行政書士会と連携して行政書士の社会的、経済的地位
の向上を期し、行政書士制度の充実、発展と行政書士の権益の擁護を図り、行政の円滑な推進に
寄与するとともに、国民の福祉に貢献するために必要な政治活動を行うことを目的とした合法的
な政治団体です。よりよい行政書士法の改正を目指すための政治活動を行っており、特定の政党
のみを支持する政治団体ではありません。
　香川県行政書士政治連盟の加入者が芳しくありませんが、他会から「バスのタダ乗り」と言わ
れています。行政書士会に入会した限りは、皆に迷惑をかけないようにし、これからの「AI」「ITS」
等に対応するためにも一致団結が必要ではありませんか。皆様のご理解とご協力をお願いいたし
ます。
　最後になりましたが、皆様にとって大きな発展の年となりますよう祈念いたしまして、年頭の
挨拶とさせていただきます。
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表紙写真説明

　観音寺市にある高屋神社の鳥居は、昨年ごろからインスタ映えする「天空の鳥居」と

して話題になっています。標高４０４メートルの山の頂上にある本宮から、寛永通宝の

砂絵や伊吹島など観音寺の名所を見下ろし、遠く伊予三島の工場群を展望できます。車

で登ることもできますが、道幅が狭く、すれ違いが困難なため、休日には渋滞します。

ふもとの下宮から約３０分、徒歩で登るほうが無難かもしれません。

広報部　石村　智彦

　明けましておめでとうございます。
　新しい年を迎え、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

　2020 年の十二支は「子」で十二支の始まりの年です。
　子は鼠があてられていますが、本来は植物の成長の様子に例えられるもので、「新しい
命が植物の種子の中に生まれた状態｣ を意味するとか。新しいことを始め、育てていく
年になると良いなと思います。

　「行政書士…かがわ」第92号の誌面作成に当たり、お忙しい中ご協力いただいた皆様には、
この場を借りて厚く御礼申し上げます。
　香川県行政書士会の各部、委員会、理事会、支部等の活動を会員の皆様にお伝えでき
るよう今年度も頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。

広報部　樫村　静恵

編集後記
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