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　会員及び関係者の皆様、平素より本会の事業運営にご協力いただきましてありがとうご
ざいます。5月24日の定時総会が終了し、2年目がスタートしました。2年目は成果の問わ
れる年となりますので残りの任期、執行部のメンバーと力を合わせ来期につなげる年にし
ていきたいと考えております。今回の会長挨拶では、各部においての現状と今後の期待に
ついて述べさせていただきます。まず、業務部についてですが令和元年に組織変更があり、
従来の第一業務部、第二業務部体制から業務部という組織に統合されました。建設部会、
環境衛生部会、農林部会、国際部会、運輸交通部会の5部会を束ねる形で運営しております。
　建設部会においては、令和5年1月開始予定の建設業許可電子申請、CCUSへの取り組み
など、情報収集に取り組んでいます。また、今年度より、建設部会に経営事項審査業務運
営特別委員会委員長にも参加していただき、経営審査業務受託、審査要員確保をどのよう
に継続させていくかも併せて検討しております。
　環境衛生部会においては、昨年、恵那市で実施した産業廃棄物中間処理施設の見学会に
続き、本年度は岐阜市のリサイクルセンターの見学を予定し、書類作成に留まらない、現
場を知るワンランク上の行政書士を目指すための見学会を行います。また、栃木県行政書
士会にて実施される産業廃棄物処理業等に係る診断書等作成特別研修会に情報収集の為に
参加し、岐阜県においても同様の事が出来ないか検討をしております。
　農林部会においては、一昨年より農村振興課の担当者をお招きし、実務者意見交換会を
実施するようになりました。これは、建設業実務者意見交換会、産業廃棄物実務者意見交
換会をヒントに農林においても同様な事が出来ないかを模索し形にする事が出来ました。
また、農業委員会中立委員募集についても岐阜県行政書士会として成果があがる対応を検
討しております。
　国際部会においては、以前より各種団体からの依頼を受けて有料で相談員を派遣してお
ります。本年度は、企業や大学からのセミナー講師の依頼があり、岐阜県行政書士会の
PRに尽力しております。また、先日、名古屋入国管理局岐阜出張所の福井所長が、行政
書士会へ就任の挨拶に来ていただけました。国際部会の地道な活動の成果と思われます。
また、11月には、新潟会が新潟県より委託を受けている外国人材と企業とのマッチング
イベントの調査に新潟会へ訪問します。
　運輸交通部会においては、令和５年１月実施予定の自動車検査証電子化への対応、また、
急速に業務が増えている丁種封印への対応と確実に成果をあげております。以前より年に
1度実施している自販連との意見交換会の実施、岐阜県警への要望書の提出など、すぐに
成果が見込まれない事に対しても地道な努力を重ねています。
　以上、部会長をはじめ部員の皆様の協力の元、切磋琢磨を重ねております。本年度の目
標としては、次年度以降も部会が永続していくよう、次を担っていただける人材確保も視
野にいれながら活動を実施していきたいと思います。会員の皆様におかれましては、業務
部に対する要望、意見がございましたら是非、事務局までお寄せ下さい。
　業務部以外の部、及び、事務局の現状と今後の期待については紙面の関係上、次回挨拶
で述べさせていただきます。

岐阜県行政書士会　会長

森　 伸二

会 長 挨 拶
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　この度、令和4年度の岐阜県行政書士会定時総会が開催されますことを、心よりお慶び

申し上げます。

　また、日頃より、森会長をはじめ岐阜県行政書士会の会員の皆様には、日本行政書士会

連合会の事業運営に多大なるご理解とご協力を賜り、この場をお借りしまして、厚く御礼

申し上げます。

　さて、新型コロナウイルス感染症は未だ終息には至らず、引き続き多くの国民や事業者

の方々が、様々な支援策を必要とする状況が続いています。

　このような中、昨年10月26日、行政書士制度七十周年記念式典を高円宮妃殿下ご臨席

の下、三権の長、総務大臣を始め御来賓の皆様をお迎えし開催することができました。御

来賓の方々からは、国や自治体のコロナ対策や自然災害の被災者支援について、行政書士

が、支援を求める方々と行政との間で重要な役割を担ってきたことへの謝意が述べられま

した。社会における行政書士の存在意義が増していることを実感するとともに、私たち会

員にとって大変励みとなりました。

　私たちはこの一年も、コロナ禍における政府の各種施策に、積極的に協力してまいりま

した。中小企業庁による月次支援金や事業復活支援金等の各制度では、申請サポートや登

録確認機関としての役割に取り組み、対応の実績を積み上げてまいりました。また、コロ

ナ禍の影響を受けた生活衛生事業者の支援についても、各単位会のご協力をいただき、活

動を継続しています。これからも積極的な支援を推進してまいります。

　また、コロナ対策の有効な手段としても重要性を増している社会のデジタル化に関して

は、「誰一人取り残さない」デジタル社会を実現させるために、私たち行政書士が、国民と

行政をつなぐ役割をしっかりと果たしていかなければなりません。併せて、会員全体のデ

ジタル分野での対応力の強化も重要な課題です。日行連では、デジタル推進本部や行政書

士制度調査室を中心に、デジタル社会での行政手続きにおいても行政書士による代理申請

を可能とするシステム環境の整備を要望しています。今後も積極的な提言、行政書士活用

の要望、また総務省から委託を受けているマイナンバーカード代理申請事業などのデジタ

ル基盤整備に関する事業を展開してまいります。

　特にこのマイナンバーカード代理申請事業につきましては、マイナポイント付与対象と

なる九月末までが大きな区切りとなります。岐阜県行政書士会の皆様におかれましても、

日本行政書士会連合会　会長

常住　豊

祝  辞
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自治体との連携を進め、相談員を増員するなど体制を強化していただきたく存じます。

一件でも多く代理申請をすることが、デジタル社会の基盤構築と行政書士制度の発展に

繋がりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

　今般のロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会における平和と秩序、安全を著しく

脅かすものです。戦火を逃れ、来日する避難民の方々が、安心して生活できる環境づくり

の手助けをすることは、国際関係業務を担う私たち行政書士の使命です。この度、在留資

格に関する支援を柱に据え、避難民等在留支援事業を開始しました。4月21日にはNHKの

取材を受け、ニュースとして放映されたところです。また、5月11日にウクライナ大使館

を訪問し、避難民の方々の実情やニーズをお伺いしてまいりました。私たちは、適正な在

留資格申請手続きに取り組むことを通じて、在留資格への理解が人権擁護に直結すること

を訴えてまいります。このことは、在留資格に関する業務を行政書士が担っていることを

国民の皆様、行政、外国人の方々に広めることとなり、ひいては在留資格関係業務を維持

発展することに繋がります。各単位会と協力して支援に取り組ませていただきます。

　加えて、行政書士法の改正に向けては、理事会で議決した各項目に関する実態の調査や

課題の整理を行っています。多くの学識経験者の皆様のご協力をいただき、「行政書士制

度に関する研究会」を立ち上げました。内部における整理検討に加え、アカデミックな視

点からも、法改正を含め将来の行政書士制度を研究してまいります。また、総務省自治行

政局行政課とも定期的に意見交換を重ねています。行政書士制度が、より一層充実したも

のとなるよう、法改正に向けた活動を推進してまいります。

　一方で、行政書士制度の充実を図るためには、私たち会員一人一人が資質の向上に努め

なければなりません。加えて、本年度の日行連定時総会において倫理研修の受講義務化に

関する措置を議案としていることを始め、職務上請求書の適正な使用に関する規則も改め

ました。各単位会にもご協力いただくこととなりますので、何卒よろしくお願い申し上げ

ます。

　行政書士は、地域に密着し、国民に寄り添う街の法律家です。4月13日に首相官邸を訪

問し岸田内閣総理大臣、木原内閣官房副長官と鼎
ていだん

談させていただきましたが、その際にも

行政書士への期待のお言葉を頂戴しました。今後ますます、私たち行政書士の存在が強く

社会から求められてくるものと確信いたしております。どうぞ皆様方におかれましては、

引き続きご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　結びとなりますが、岐阜県行政書士会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念いた

しまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。

令和4年5月24日

※令和4年度定時総会でいただいた祝辞を掲載しております。
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1　議題
・第1号議案　令和3年度事業報告について
・第2号議案　令和3年度決算報告承認について
・第3条議案　令和4年度事業計画案について
・第4条議案　令和4年度収支予算案について

　議題に先立ち、各表彰の紹介がありました。岐阜県知事表彰には小森厚子会員（岐阜支部）が受賞され思
いのこもった謝辞を述べられました。また、米寿と喜寿のお祝いもあり、出席者として米寿の牛田匤会員（岐
阜支部）と喜寿の飯田洋会員（西濃支部）から温かみのあるメッセージが述べられました。
　議題においては、令和3年度事業の執行について、第1号・第2号議案で会長と担当部長の説明、さらに
２号議案は監事による監事報告、賛成多数により承認可決。
　令和4年度事業については、第3号・第4号議案で会長と担当部長の説明、質疑応答の後、賛成多数によ
り承認可決。
　尚、各表彰及び各議案の詳細については令和4年度定時総会資料をご参照下さい。

【日　時】　令和4年5月24日（火）　13時30分～15時
【場　所】　じゅうろくプラザ　大会議室
【出席数】　会員総数866名　出席会員434名（本人72名、委任状362名）
【議　長】　堀　佳一（西濃）　【副議長】　川田智子（岐阜）
【議事録作成者】　堀内昇一（飛騨）
【議事録署名者】　岡本真仁（岐阜）　大野晃裕（東濃）

令和4年度 定時総会

▲堀佳一議長　川田智子副議長▲岐阜県知事表彰　小森厚子会員

▲喜寿　飯田洋会員▲米寿　牛田匤会員
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令和4年度 理事会

1　報告事項
　　・日行連関係、中地協関係、会費未納会員への対応、その他
2　協議事項
（1）総会に付議すべき事項
・第1号議案　令和3年度事業報告について
・第2号議案　令和3年度決算報告承認について
・第3号議案　令和4年度事業計画（案）について
・第4条議案　令和4年度収支予算（案）について
・第7号議案　役員、日本行政書士会連合会代議員選任について

（2）定時総会の開催について
（3）事務局職員の給与改定について
（4）事務局移転について
（5）その他（業務研究会運営要領について）

1　報告事項
　　・日行連関係、中地協関係、行政書士試験、その他
2　協議事項
（1）令和4年度事業計画推進について
（2）その他

【日　時】　令和4年4月18日（月）　13時30分～15時
【場　所】　ワークプラザ岐阜　大ホール
【出席者】　会長、副会長3名、理事27名、　監事3名、委員長2名、政治連盟会長

【日　時】　令和4年6月21日（火）13時30分～14時5分
【場　所】　ワークプラザ岐阜　大会議室
【出席者】　会長、副会長3名、理事27名、　監事3名、委員長4名、政治連盟会長

第1回理事会

第2回理事会
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各部挨拶 〜令和4年度事業に向けて〜

　任期残り1年となりましたが、総会で承認いただいた事業を着実に執行できるよう精一杯務めさせていた
だきますので、会員の皆様ご協力よろしくお願いいたします。
　職務上請求書の研修受講義務化に向け、日行連の動向をみながら、岐阜会の規則見直しにも取り組んで
いきたいと思っております。
　会員の皆様のお役にたてるよう部員・事務局一丸となって取り組んでまいります。
　どうぞよろしくお願いいたします。

　昨年度に引き続き、本年度も監察部会長を務めさせていただきます。本年度で4年目になります。
　監察部会は、報告を受けた非行政書士の行っている行為が、行政書士法に抵触しているか否かを調査し、
抵触の恐れがある場合は、当該行為の禁止等その是正を促す部会であります。非行政書士の行為の報告が
なければ、それほど忙しい部会ではないのですが、昨年度は、何かしらの問題、報告があり、その都度会
務を執行させていただきました。
　本年度は何事もおこらないことを切に願い、調査が必要となった折には会員の皆様のご協力賜ることを
お願い申し上げ、ご挨拶に代えさせていただきます。

監 察 部 会 監察部会長　田中　裕之

総 務 部 総務部長（兼苦情対応部会長）　柴田　陽子

  1 岐阜県行政書士会会則及び諸規則、諸規定の見直し   7 会員管理及び指導
  2 行政書士関係法規集追録の整備   8 新入会員ガイダンスの実施
  3 岐阜県士業連絡協議会の諸事業への参加   9 渉外活動
  4 岐行情報の発行 10 暴力団等排除対策委員会の運営
  5 事務局の整備 11 危機管理対策の推進
  6 行政書士試験への協力 12 他部門との調整会議
＊苦情対応部会　／１苦情対応用務、２各担当者会議への参加

　本会から会員の皆様への紙媒体での情報伝達として、年4回黄色い冊子の「岐行情報」を郵送でお届けしております
（例年7月末、10月末、12月末、3月末）。
　これとは別に、メールを活用してのデジタル岐行情報の発信を事務局から希望された会員に向けて行っております。
研修会の案内、日行連や本会からの連絡文書、県などから本会に届いた文書などを適時配信しております。現在、デ
ジタル岐行情報には会員の約2/3の方が登録されております。現在登録されていない方で、配信を希望される会員は
事務局まで「デジタル岐行情報希望　○○支部　氏名○○○○」と入力して、本会に登録したメールアドレスからメー
ルでご連絡下さい。
　ご入会時の用紙にメールアドレスを記入されただけでは、デジタル岐行情報の自動配信はありません。お手数をお
掛けしますが、アドレスの誤入力を防ぐためにも別途お申込み願います。本会からの情報伝達をご活用下さい。
　尚、申込をしてもデジタル岐行情報の配信が無い場合は、①アドレスが間違っている、②一斉配信のため迷惑メー
ルで受信している等が考えられますので、設定のご確認をお願いします。
（＊事務局アドレスは本誌裏面に記載しております）

「デジタル岐行情報」のメール配信のお知らせ
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　私が研修部長になって早いもので1年半以上経ってしまってびっくりしました。何も分からない私ですが、
皆様のご協力を頂き感謝申し上げます。
　毎回同じ事を言うことになりますが、実際に私ごときが部長の大役を頂き皆様には大変ご迷惑をかけて
いると思います。本当に何も分からない自分です。ただ皆様と仕事が出来て本当に良かったと思っています。
　以前にも記載しましたが、私は、37年ほど県職員でした関係で環境衛生、特に廃棄物関係や食品衛生に
37年間仕事をしてきました。私の場合は、最初に衛生研究所の研究職を10年間勤務し、その後、県庁では
環境管理課と行政職になり、次に保健所で医療職と給料表の全てを私は経験しました。このような経歴を
もっている県職員はいないと思われます。
　このような経験を生かして行政書士になり、今までの経験が生かせると思って必死に頑張ってきました。
研修部の中身について、最初はよく理解できなかった。しかし、行政書士の先生方を観ていると凄く勉強
してみえて、特に業務研修会で先生方が必死に勉強されている姿を観て私も見習って新しい分野に挑戦し
ようと思い直しました。
　部長になって1年半、業務研修会でも私自身積極的に色んな分野を研鑽してみようと思っています。こん
な事例をして欲しい等がありまいしたら是非研修部へ言って下さい。こんな私ですが、皆様方の研修会に
プラスになるよう頑張ります。
　一般の方にお聞きしたところ、行政書士の仕事が理解出来ないと言う意見が多くありました。そこで、
本年度は、行政書士の仕事等を紹介して、もっと会員が増える事を願って、一般の方も聞ける講演会を検
討しています。皆様奮って講演会に参加して頂きますよう願っています。

　令和4年度定時総会も終わり、法務部長を拝命して2年目になります。残り1年何とかお勤めを全うでき
るよう頑張ります。

【活動報告】　スキルアップ連続講座の開催
　令和4年2月10日から4週連続で、島根会の行政書士・弁護士　佐藤力先生をお招きし、「行政書士のた
めの債権法改正講座」を開催致しました。第1回を集合研修、2回目以降はZoomにて開催予定でしたが、
コロナウイルスの蔓延により、全Zoomにて開催させて頂きました。

【活動予定】　スキルアップ連続講座の開催
　令和4年8月27日(土)、9月3日（土）2日間、Zoomにて、岐阜支部伏見正光会員にお願いし、「元簡裁判
事による街の法律家のための民事実務」を内容とした連続講座を開催致します。元判事の生のお話を聞くこ
とが出来る貴重な機会ですので、多数ご参加頂けますと幸いです。

研 修 部 研修部長　岩田　好博

法 務 部 法務部長　福田　中
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　前年度に引続き、業務部長を務める東濃支部の鈴木泰広です。
　業務部は、建設部会、国際部会、環境衛生部会、農林部会、運輸交通部会の5部会を管掌しております。
専門業務ごとの各部会長・部会員には業務精通者をあてており、業務部の活動の主役は各部会となります。

　　環境衛生部会長　　小栗泰彦（副部長）
　　国 際 部 会 長　　入谷桃世（副部長）
　　農 林 部 会 長　　西尾友宏
　　建 設 部 会 長　　岡本真仁
　　運輸交通部会長　　山﨑雅大

　業務部長として、正副会長の方針に沿って具体的な指示を出し、各部会の意見を汲んで自主的な活動を
支援し、全体をまとめることを心掛けております。
　ここ数年のコロナ下の状況により活動を制限されておりましたが、今後はウィズコロナ体制ということ
で、通常の活動を再開する方針です。また、法改正や今後のデジタル化にも迅速に対応するよう心掛けて
業務部を運営していきたいと思います。
　会員の皆様の業務拡大と収入アップのお役に立てるよう、情報発信と渉外活動、業務研修の立案に努力
して参りますので、どうぞよろしくお願いします。

業 務 部 業務部長　鈴木　泰広

　会員の皆様には、平素より大変お世話になっております。
　今年度の環境衛生部会の事業計画として風俗営業許可関連の業務研修会をオンライン配信により開催す
る計画をしております。
　そして、昨年度初めて産廃業許可申請業務実務者意見交換会と中間処理施設の見学会を合わせて開催し
ました。今年度も同様に10月に開催を予定しております。中間処理施設を見学することで、書類を作成す
る上でも役立つと思います。
　業務研究及び調査として栃木会が取り組んでいる、産業廃棄物処理業等に係る診断書等作成特別研修に
参加する予定です。産業廃棄物処理業等の申請時に経理的な基礎において経営診断書等を求められる場合
に、特別研修を受けた行政書士が経営診断書等を作成することができるということで、私も大変興味を持っ
ており、参加によるご報告もさせていただきたいと思います。
　本年も会員の皆様に有益な情報提供、業務の利益となるように取り組む所存でございます。

環境衛生部会 環境衛生部会長　小栗　泰彦

各 部 挨 拶
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　昨年度に引き続き国際部会部会長を務めさせていただきます。微力ではございますが、皆様のお力添え
をいただきながら、部会の運営、国際業務の発展に尽力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
　国際部会は、第1回目の部会を令和4年6月28日に開催し、事業計画の具体的な実施について話し合いま
した。
　コロナの影響による規制が少しずつ緩和されており、令
和4年6月18日には3年ぶりに岐阜県国際交流団体協議会
（GIA）・公益財団法人岐阜県国際交流センター（GIC）主催
の国際交流イベント「ハローギフ・ハローワールド2022」が
開催されました。当会は無料相談ブースを出展し、相談対応
や各団体へのPRを行いました。
　また、各関係機関（公益財団法人岐阜県国際交流セン
ター、公益財団法人大垣国際交流協会、岐阜県中小企業総
合人材確保センター）と連携した行政書士による無料相談
会につきましては、従来通り月1回程度、各機関の要請に応じて申請取次行政書士の資格を有する会員を相
談員として派遣してまいります。今年度からは対面で対応できる機会が増えるのではと思っております。
　これまでの厳しい水際対策が緩和され、在留資格の認定を受けていながら来日できていなかった方たち
の入国が始まりました。人手不足がようやく解消の方向に向かうなど、各所で喜びの声が増えているのは
嬉しい限りです。今後、外国人の往来がより活発になるにつれ、また形を変えながら行政書士が一定の役
割を果たせるよう尽力できればと思います。
　今年度も各関係機関の行事・イベントへの参加、広報・機関誌への掲載やパンフレットの設置依頼など、
創意工夫しながら行政書士の業務をPRしていきたいと思いますので、会員の皆様のご支援、ご協力をどう
ぞよろしくお願い申し上げます。

国 際 部 会 国際部会長　入谷　桃世

　農林部会では、「①農林業務等の調査研究及び渉外活動の推進②農地法・都市計画法・森林経営管理法等
の関連業務に関する情報の提供③業務研修の企画・立案④県農政部農村振興課との実務者意見交換会の企
画・立案」という事で昨年度と同様の活動を進めております。
　令和4年9月21日(予定)には、業務研修会の内容として「農地転用・開発許可業務における事前調査の実務・
注意点について（仮題）」という内容にて研修内容を立案させていただきました。
　会員同士の意見交換も行う予定ですので、多数の皆様のご参加をお願い致します。
　また、農業委員会中立委員への行政書士の登用について、行政書士の存在をPRする文書を県内の各市町
村農業委員会事務局様に対して送付する準備をしております。
　その他、実務者意見交換会につきましては、来年の2月又は3月に開催をする予定でございます。今年度
もどうぞ宜しくお願い致します。

農 林 部 会 農林部会長　西尾　友宏

「ハローギフ・ハローワールド2022」無料相談ブースの様子
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　建設部会では、情報の入手を迅速に図り、有益な情報を会員皆様に適格にお伝えすることを心がけてお
ります。以下に活動報告を記させていただきます。

〇業務研究及び調査、渉外活動
　CCUS（建設キャリアアップシステム）の認定アドバイザーにつき、日行連からの推薦依頼にその後1名
を実施、合計3名の推薦を行いました。
　令和4年6月10日（金）16日（木）に、県土整備部技術検査課、岐阜土木事務所を訪問し、認可事務進捗
に関する相談を行いました。

〇業務に関する情報の収集及び提供
　令和4年2月16日（水）、国土交通省中部地方整備局が開催した「建設キャリアアップシステム処遇改善
推進協議会」にオンラインで参加しました。
　令和4年2月18日（金）、日行連が開催した「全国建設業担当者会議」にオンラインで参加しました。
岐行情報、デジタル岐行情報にて情報提供を実施中です。

　来る9月、令和5年1月の自動車検査証のICカード化に伴う記録等事務代行制度の開始に先駆けて、国土
交通省による実証実験に参加させていただくことになりました。
　制度に関する知識を深めて皆様と共有し、手を携えて新たなる業務に取り組んでいけるよう責務を果た
してまいる所存です。
　今年度もご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。

令和4年度　事業内容
1　業務の調査研究及び情報の提供
2　渉外活動
3　研修会の企画・立案
4　封印管理委員会活動支援

建 設 部 会 建設部会長　岡本　真仁

運輸交通部会 運輸交通部会長　山﨑　雅大

各 部 挨 拶
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　令和4年度事業も本格化してくる時期ですので、順番にご紹介します。
　新入会員研修会を研修部や各部と協力して、第1部の集合研修を8月22日、第2部のオンライン研修を9
月1日と8日に行います。昨年のアンケートでもプログラムが概ね好評でしたので、今回も踏襲して取り組
みます。新入会員の方々にとって交流と研鑽の実ある機会になればと思います。
　秋になりますと、日行連の広報月間に合わせて、電話無料相談会を本会事務局で行います（10月3日予定）。
この時期は各支部の対面での相談会も予定されると思いますので、新聞広告等でも告知を行います。また、
毎年各支部の役員さん等のご協力のもと、日行連の広報ポスターを官公署や民間機関等に掲載していただ
いております。誠にありがとうございます。
　行政書士記念日の2月22日には、恒例となっております中日新聞の全面広告を実施する予定となってお
ります。昨年度は123名の会員に賛同会員としてご協力いただきました。全面広告は広報欄と会員名刺広
告欄等で構成しております。広報欄ではビジネスパーソンにも響くものになるよう意識して、デザイン等
を新たにさせていただきました。今期も年末には名刺広告募集の案内をお届けする予定ですので、どうぞ
宜しくお願い致します。
　次号の会報誌（126号）では今期の事業レポート等も盛り込んでお届けします。会報誌へのご愛顧も引き
続き宜しくお願い致します。

　昨年度に引き続き、IT部会長を務めさせて頂きます古川です。
　何卒宜しくお願い申し上げます。
　昨年度より継続しておりました新ホームページの公開を本年7月に行うことが
出来ました。
　ホームページは公開＝完成ではなく、継続して掲載情報や掲示内容の更新、表
示方法の最適化などの作業や操作が伴います。今後もインターネットの特性を活
かした広範な広報展開と会員の皆様にとって有益な情報源となり得るように努め
させて頂きます。

≪新ホームページの主な特徴≫
・見やすく明るいデザイン
・スマホ対応
・セキュリティー強化

企画広報部 企画広報部長　玉置　啓昭

Ｉ Ｔ 部 会 IT部会長　古川　英治
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　社会貢献事業部は新設されて4年目を迎えましたが、今期はこれまでに蓄積、研究した成果を出す年であ
ると考え、社会を取り巻く様々な課題に積極的に取り組み、行政書士の社会的地位の向上を図っていける
よう、特に下記の3つの事業を取り組んで参ります。

①�部設立当初から取り組んできた、森林経営管理制度に基づく所有者不明森林の相続人調査業務の問い合
わせも増え、受注が具体的となってきております。今期は、当該調査業務について、興味のある会員に
向けた説明会を開催し、展開して参りたいと考えています。

②�事業開始から9年目を迎える行政書士による定期無料相談は、10市町で継続して行っていきます。

③�青少年、特に大学生に向けた消費者問題に係る法教育や行政書士という資格の魅力を伝える機会を設け、
次代の行政書士を増やす取組みを行って参りたいと考えています。

社会貢献事業部 社会貢献事業部長　遠山　邦明

９月以降の主な事業予定

日程 事業内容

8月27日（土）・9月3日（土） 法務部スキルアップ連続講座（オンライン）

9月1日（木）・8日（木） オンライン新入会員研修会

9月12日（月）・13日（火） 丁種封印事前研修

9月21日（水） 業務研修会　会場：高山市

10月19日（水） 岐阜市リサイクルセンター見学会　環境衛生分野の実務者意見交換会

10月26日（水） 業務研修会　オンライン

11月18日（金） 業務研修会　会場：土岐市

令和5年1月20日（金） 業務研修会　会場：大垣市

令和5年2月（予定） 建設業許可申請業務実務者意見交換会

令和5年2月22日（水） 講演会　会場：岐阜市

＊�上記は会報誌発行日現在の予定ですので、詳細やその他の事業については会員宛の案内文書をご確認下さい。

各 部 挨 拶
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事業レポート

日　時 　令和4年2月10日、17日、24日、3月3日（全4回）
講　師 　弁護士　行政書士（島根会）　佐藤　力　様

　債権法が120年ぶりに抜本改正され2020年に
施行されております。今回は法務部によるスキル
アップ講座として、弁護士としても行政書士とし
ても活躍されている、島根会の佐藤力様に講師を
お願いし、債権法改正講座を開催しました。
　当初第1回目は、岐阜にお越しいただき会場で
の開催も検討しておりましたが、感染症予防の観
点から全てZoomでの開催になり、島根県にある
講師の事務所や出張先の東京からZoomを通し
て講義をしていただきました。
　講義は民法総則、債権法総論、債権法各論の各

テーマに沿って進められ、条文解釈や裁判例、ワ
ンポイントアドバイスなどの紹介がありました。
民法（債権法）の解説だけでなく、公正証書の役割、
契約書を読み解くスキル、弁護士から見た行政書
士の役割等にもふれられました。また、我々の仕
事は勉強し続けて腕をみがくこと、面倒がらずに
謙虚に学ぶ姿勢が大事であること等の趣旨でメッ
セージもありました。
　また他のテーマにおいてもご講義いただくこと
が可能とお聞きしましたので、改めてお招きでき
たらと思います。

　去る令和4年3月8日、岐阜県行政書士会事務局
会議室に於いてオンラインの形式にて県農政部農
村振興課の大森健太郎様、安藤和久様をお迎えし、
実務者意見交換会を開催させていただきました。
詳細な開催報告につきましては、3月23日のデジ
タル配信と7月の岐行情報に掲載させていただい
た通りでございます。
　昨年同様に事前に会員の皆様にご意見・ご質問
を募集させていただき、主にそれにご回答をいた
だく形での意見交換会の開催となりました。オン
ラインでの開催とはなりましたが、活発な意見交
換がなされ実りのある意見交換会になったと考え
ております。
　今年度につきましても、令和5年3月に開催を
計画しております。
　意見交換会の開催についての事務を担当させて
いただいた者として、雑感をお伝えさせていただ
くとすれば、会員の皆様にご意見・ご質問を募集
させていただいた際に、想定よりも寄せられる件
数が少ないという実感を持っております。日頃よ

り農地転用許可申請を行っている身として、多く
の方が「ご意見・ご質問」を潜在的には有しておら
れるのではないか、と考えております。
　現在までの開催方法が、参加者を農林部会の部
会員と農地開発研究会の研究員に限っている事も
影響している可能性もございますが、次回の意見
交換会の開催前にも会員の皆様に意見募集をさせ
ていただきますので、多くのご意見をお寄せいた
だければ、より充実した意見交換会となると考え
ております。どうぞ宜しくお願い致します。

農林部会長　西尾　友宏

県農政部農村振興課との実務者意見交換会

行政書士のための債権法改正講座
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日　　　時 　令和4年3月5日（土）　13:30〜15:00
会　　　場 　じゅうろくプラザ�中会議室2
参加対象者 　行政書士有資格者、行政書士の仕事に関心のある方
プログラム（司会　伊藤寛純企画広報部員）
　・行政書士のお仕事について　本間大介副会長
　・現役行政書士によるパネルディスカッション
　　進　　行　玉置啓昭企画広報部長
　　パネラー　入谷桃世会員、佐藤住子会員、西尾友宏会員
　・現役会員メッセージ　山内一仁企画広報部員
　・行政書士会入会手続きについて　柴田陽子総務部長

　令和4年3月5日じゅうろく
プラザにて行政書士開業セミ
ナーを実施しました。参加者
は19名、比較的若い世代の参
加者が多い印象でした。
　最初に本間副会長から「行政
書士の仕事について」の説明が
ありました。行政書士の仕事内容、県内の行政書
士の人数、法改正に伴う業務範囲の広がり、ただ
書類を作成するだけではなく市民に身近な相談員
としての今後の役割等について説明をしました。
　次に行政書士会員によるパネルディスカッショ
ンが始まりました。まずパネリストとして入谷桃
世会員、佐藤住子会員、西尾友宏会員、それぞれ
の紹介と開業の経緯、取扱業務を説明しました。
続いて「行政書士になって楽しかったこと」の話題
では、お客様から感謝してもらえる、喜んでもら
えるといったやりがいのある仕事であること、ま
た「開業前の準備行為」として、考えるより行動す
ること、やってみることが大事、信頼を得ること

等の重要性を伝えられました。
　他に「自宅兼事務所か賃貸事務所どちらが良い
か？」では、やりたい仕事で便宜が良いほうを選
ぶと良い。「皆様へ伝えたいこと」として、行政書
士は頑張れば食べていける、収入に男女格差が無
い、信頼を得て良い仕事をしていく等のアドバイ
スもされました。
　またパネラーの一人から自身の1年目2年目3年
目の売上を具体的数値で示して頂き、これから開
業される方にとっての良い目標にもなると思いま
した。
　続いて柴田総務部長による入会手続き、入会金
の説明等がありました。
　最後に、参加者からの質疑応答があり
①報酬額はどうやって決めるのか？
②�開業準備としてコピー機やパソコンは必ずいる
のか？開業費用は？
③月の報酬額や依頼件数は？
④有料の実務講習は受けた方が良いのか？
⑤司法書士と重なる業務はあるか？

行政書士開業準備セミナー

企画広報部　IT部会員　北村　彰敏

山内企画広報部員

入谷会員

本間担当副会長

佐藤会員

西尾会員
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事業レポート

といった質問があり、パネリストにそれぞれお応
え頂きました。私は石川会の開業セミナーにも参
加させて頂きましたが、やはりネット上でも話題
になる「行政書士は稼げるのか？」といった質問が
多い印象でした。

　岐阜会の開業セミナーは最初から最後までテン
ポが良く、さらにテーマが多く笑顔があり楽しく
飽きない内容だったと思います。初めての企画で
もあり準備期間も含め企画広報部の皆様方はご苦
労が多かったと思います。大変素晴らしい企画を
実現して頂きました森会長をはじめ、玉置企画広
報部長、企画広報部の皆様、パネリストの皆様お

疲れ様でした。ご参加いただいた方、誠にありが
とうございました。参加者のアンケートも「雰囲
気がとてもよかったので安心しました」等好評の
声が多く、今後も継続的に続けていくことができ
れば良いと思いました。

　支部ごとの人数は総会資料等で毎年紹介されておりますが、地域別の会員数の表示は機会が無いため改めてご紹介します。
また、県内には42市町村ありますが、人数把握とレイアウトの便宜のため、今回は市・郡での紹介となります。どうかご了
承下さい。尚、各支部における横列の順番は、県HP「市町村一覧」の各圏域で紹介されている市・郡の順番を参考にしました。

地域別（市・郡）個人会員数の紹介（令和4年8月1日現在）

岐阜
支部

岐阜市
238

羽島市
29

各務原市
58

山県市
9

瑞穂市
25

本巣市
8

羽島郡
24

本巣郡
10

可茂
支部

美濃加茂市
26

可児市
25

加茂郡
18

可児郡
3

西濃
支部

大垣市
73

海津市
16

養老郡
10

不破郡
13

安八郡
18

揖斐郡
28

郡上
支部

郡上市
19

飛騨
支部

高山市
46

飛騨市
7

下呂市
21

大野郡
1

恵那
支部

恵那市
20

中津川市
28

東濃
支部

多治見市
33

瑞浪市
11

土岐市
15

中濃
支部

関市
34

美濃市
5

登録会員数の推移

＊各年の総会資料参照� ＊このページの会員数の紹介は企画広報部で監修しました。

平成31年3月31日
（令和元年） 令和2年3月31日 令和3年4月1日 令和4年4月1日

岐阜会合計 834（6法人） 836（6法人） 851（10法人） 859（12法人）
岐阜支部 359（4法人） 374（3法人） 386（5法人） 394（7法人）
西濃支部 164 164 165（2法人） 157（2法人）
飛騨支部 ��74（1法人） ��73（1法人） ��73（1法人） ��76（1法人）
東濃支部 ��57 ��51 ��53 ��58
恵那支部 ��53 ��52 ��49 ��46
郡上支部 ��20 ��20 ��19 ��19
可茂支部 ��73（1法人） ��70（2法人） ��70（2法人） ��72（2法人）
中濃支部 ��34 ��32 ��36 ��37
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報 告 日行連 全国担当者会議

　令和4年3月10日、全国国際業務担当者会議がオン
ラインで開催され、岐阜会を代表して参加しましたの
でご報告いたします。今回は、各単位会で行っている
国際業務に関する取組事例や現状の問題について情報
交換するとともに、国際業務の今後の方向性について
協議しました。
　自治体からの委託事業としての相談会、各種団体等
と提携した相談会については、市区町村のみならず、
ハローワーク、大学・専門学校、金融機関、留学生と
企業のマッチングイベント等、各単位会で工夫して多
種多様な機関に働きかけ、開催していました。また、
相談会に限らず、留学生や企業向けのセミナー開催、
オンラインセミナーのサテライト放映、大学等での出
前授業等、各地域の特色を活かして行政書士の周知を
積極的に行っている単位会が数多くありました。
　一方で、高度な国際業務に関し、相談員や講師の確
保に苦労しているのは全国共通の課題でした。対応策
として、国際業務に関わりたい会員に相談会に積極的

に見学してもらう、研究会で相談会の回答事例をもと
に事例研究を行う、相談会で受任した手続を複数人で
共同して進める、出前授業の講義資料を引き継ぎなが
ら再作成する等の育成方法が挙げられました。
　また、行政書士の不正事案が後を絶たないことから、
コンプライアンス研修の義務化についても議論されま
した。
　さらに、現在のウクライナ情勢に関し、行政書士会
としての姿勢を示すことがまとまりました。この報告
が掲載される頃には、日行連HPにて会長声明がすで
に発表されていることと思います。
　今回の会議では、全国の単位会の事例や問題点を共
有し、他会から取り入れるべき対策や先進的な取組
を知ることができ、大変
有意義な機会になりまし
た。今後の岐阜会国際部
会の活動に反映していけ
ればと考えております。

国際部会長・申請取次行政書士管理委員会委員長　入谷　桃世

全国国際業務担当者会議

全国建設業担当者会議

　令和4年2月18日、日本行政書士会連合会・全国建
設業担当者会議にオンラインにて参加させていただき
ました。当日は、日行連・許認可業務部関連11名を
はじめ、各単位会から1名ずつが参加されました。
　3時間半に及んだ会議ですが、まずは一般財団法人
建設業振興基金のご担当者からCCUS代行申請の説明
がありました。代行申請のメリット、デメリットは、
各人によりその判断は異なるかもしれません。
　しかし、行政書士が関係できなかったシステム開発
時から、こうした位置付けにまで為された日行連関係
者の努力は並々ならぬものであったことが理解できま
した。
　その後、CCUS認定アドバイザーのお一人から経験
談を話される時間がありました。
　同アドバイザーは、行政書士だけでなく、建設業関
連者の方もなられています。そこで、互いの強み、弱
みを補完しあうような形で登録を推進されている事例
等が聞けました。
　そして休憩を挟み、日行連担当役員の方から建設業許

可、経営事項審査の電子化に関する説明がありました。
　現在開示されているシステムの資料を見ますと、行
政書士が業者様から委任を受ける部分が煩雑な印象を
受けます。しかし、これは非行政書士からの申請を排
除することに視点をおき、行政側に働きかけを行い構
築できたものとのことでした。利便性を考慮するだけ
でなく、行政書士の権益を守る視点でもシステムを見
る必要があることが理解できました。
　最後に事前アンケート結果に基づく意見交換が行わ
れました。
　CCUS登録推進のための疑問点の払拭、改善点の抽
出、代行申請の普及に向けて、そして電子申請の利用
促進に係る課題点、非行政書士の虚偽申請を排除する
ための方策等、盛りだくさんの内容が話し合われ、予
定時間を超過するほどでした。
　日行連担当役員の方をはじめ、参加された各単位会
の方からも、熱い思いが感じられる意見が多く交わさ
れ、とても勉強になりました。
　参加させていただき、ありがとうございました。

建設部会長　岡本　真仁
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令和4年2月から3月にかけて、日行連の事業として10部門の全国担当者会議がオンラインで開催され、岐阜会から
も全ての会議に担当者が参加しました。そのうち、建設業、国際業務、成年後見、広報についてレポート致します。
尚、「日本行政」の5月号と6月号にも会議の実施状況について概要が記されております。

全国広報担当者会議

　令和4年3月18日（金）、日行連の広報担当役員と各
単位会の広報担当者でオンライン会議がありました。
開催に先立ち、詳細なアンケート調査がありましたの
で回答をして臨みました。
　会議では、主に①月刊日本行政について、②日行連
のHP（連con含む）について、③その他要望などにつ
いて話題となりました。
　日行連の月刊日本行政については、毎月発行のため
発行・発送費がかなりかかり、この費用の一部でも活
用できたら、広報としても色々なことができるのでは
ないかという趣旨で説明がありました。
　日行連のHP（連con含む）については、リニューア
ルの検討状況について説明がありました。中でも会員
サイトの連conについては、情報はあるが探しにくい
ので、細分化して利便性を高めていきたいとの問題意
識があるようです。
　日行連への要望については、私の方からタレントさ
ん等を起用した現在のポスターの他に専門特化した業
務別のポスターの作成を提案しました。業務別のポス
ターは各単位会でも作成することは可能ですが、リー

ガルチェック等気になるところもあります。そのため、
全ての分野でなくても良いのでご検討していただきた
い旨要望しました。提案することと、実際実行するこ
とは異なるものと思いますので、内部で共感得られた
ら参考にしていただけたらと思います。
　最後に今回参加した感想ですが、月刊日本行政や日
行連のHPについて日行連広報ご担当の問題意識を知
ることが出来ました。一方で、各議題の中で、各単位
会の取組紹介の時間も長くあったため（これはこれで
大事なのですが）、「日行連の施策への意見交換」なの
か「各単位会の取組の情報共有」なのか論点が分かり
にくい時間帯もありました。50人以上が参加するオ
ンライン会議のため進行の工夫をしていただいたも
のと思いますが、「日行連の施策への意見交換」の時間
をもう少し長く取って頂いても良かったかなと思い
ました。
　今回は岐阜会の担当職として私が参加させていただ
きました。画面越しではありましたが、全国の広報担
当者の発言を聞いて励みになりました。

企画広報部長　玉置　啓昭

成年後見に関する全国担当者会議

　令和4年3月3日、成年後見に関する全国担当者会議
がZoomにて開催され、岐阜会からは私と佐藤住子コ
スモスぎふ支部長が出席しました。
　前半では、厚生労働省�成年後見制度利用促進室長
による「第二期成年後見制度利用促進基本計画（案）」に
関する基調講演が行われました。
　その中で、今後進めていく内容として、権利擁護支
援のための地域連携ネットワークづくりの推進が述べ
られ、今までは市町村単位で行われていた体制整備
も、市町村単独では取り組むことが難しい内容もある
ため、広域的な見地から都道府県が主体的に取り組む
ことを述べられていました。
　後半では、日行連の担当部門である法務業務部の方
から、職能団体として行政書士会（各単位会）が成年後
見制度の利用促進にどのように関わっていくかとの話
がありました。

　行政書士会では成年後見に関する専門団体として
（一社）コスモス成年後見サポートセンターを設立し、
一定の研修を受けた会員が成年後見業務を行っていま
す。不正防止、利用者保護の観点からも成年後見業務
を行う際には、コスモスに加入し、定期的な業務報告
により業務管理を受け、また成年後見賠償責任保険に
加入した上で業務を行っていくことが必要です。
　今後も単位会とコスモスが連携して成年後見業務
に取り組んでいく必要があることが求められると思
います。
　意見交換では、コスモス会員の偏在解消に悩んでい
るという単位会がありました。岐阜会も同じく、コス
モス会員の大半は岐阜支部、西濃支部の会員となって
おり、他の地域の会員がほとんどいません。一人でも
多くの会員がコスモスの会員となって成年後見制度の
担い手となっていただきたいと思います。

副会長　本間　大介
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報 告

　令和4年度日本行政書士会連合会定時総会が6
月16日にホテルニューオータニにて開催されま
した。岐阜会からは代議員として、桑原一男政治
連盟会長、宮脇万記臣副会長、宮本英泰副会長、
本間大介が出席しました。
　午前中は、金子恭之総務大臣をお迎えして総務
大臣表彰表彰状授与式があり、午後より定時総会
となりました。
　森伸二会長は、議事運営委員会の委員長として、
当日の議事運営を取り仕切られました。

第1号議案　令和3年度事業報告
第2号議案　令和3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

を改正する会則（案）
第4号議案　令和4年度事業計画（案）
第5号議案　�一般社団法人コスモス成年後見サ

ポートセンターへの寄付金支出に
ついて（案）

第6号議案　令和4年度予算案
が審議され、それぞれ可決承認されました。

　第1号議案では、昨年発生した職務上請求書不
正使用問題について、第3号議案では、全会員に
対する倫理研修義務化に関する質問が多く出さ
れ、関心の高さが感じられました。その他、特定
行政書士のPRや会員管理システムの改修につい
て、登録事務についてなどの質問があり、各単位
会が問題に思っていることを知ることができる良
い機会となりました。
　質問と答弁が粛々と行われ、例年になく予定よ
りも早い時間に終了となりました。

日本行政書士会連合会定時総会
代議員　本間　大介
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1 定時総会
開催日　令和4年6月10日
場　所　ホテルグランヴェール岐山�5階�孔雀
参加者　森伸二中地協会長、
　　　　宮脇万記臣・本間大介・
　　　　桑原一男・宮本英泰代議員

　本年度は岐阜会が当番会でもあり、3年ぶりの
一堂に会しての開催となりました。向井隆郎中地
協副会長（石川会）の開会の挨拶に始まり、森中地
協会長の挨拶に続き、日本行政書士会髙尾明仁副
会長よりご祝辞をいただきました。議長には、宮
脇代議員が選任され議事がすすめられました。

　第1号議案　令和3年度事業概要報告の件
　第2号議案　令和3年度決算報告承認の件
　第3号議案　令和4年度事業計画（案）承認の件
　第4号議案　令和4年度予算（案）承認の件

　すべての議案が審議の上、挙手多数により原案
のとおり承認されました。総会に引き続き意見交
換会を開催しました。座長には本間代議員が選任
され、「職務上請求書の払い出し等」についてなど
各単位会から積極的な意見・要望が12件あり議論
を交わしました。日行連総会において、行政書士
法一部改正が承認され「倫理研修」が義務化される
ことにより今後「職務上請求書の払い出し等」がより
一層厳しくなると思われます。本会におきましても
今後しっかり対応していきたいと考えております。
　尚、今回は「長良川の鵜飼」を企画し、天候にも
恵まれ親睦を深めました。

2 今後の予定事業（執筆日現在）
①担当者会議
開催日　令和4年8月10日
場　所　郡上八幡　ホテル積翠園
テーマ
「職務上請求書の取り扱いについて」
「新入会員ガイダンス、伝達式等について」
�
②日行連と中部地方協議会との連絡会
開催日　令和4年10月21日
場　所　高山市内
テーマ
ア�日行連の当面の諸問題及び事業の説明
イ�単位会の現状説明と日行連への要望等
ウ�諸問題に関する意見交換

中部地方協議会
代議員　宮本　英泰
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　1 令和4年度　岐阜支部定時総会の報告　

　令和4年4月28日（木）、ホテルグランヴェール
岐山で定時総会を行いました。総会員数は会員総
数396名のうち出席者数202名（内、出席者63名、
委任状139名）。尚、総会後に懇親会開催。

司会者　恩田ゆきみ理事
議　長　田中雅人会員　副議長　入谷桃世会員
議事録作成者　市橋有会員、坂口裕祐会員
議事録署名者　二村結城会員、小池ルリ会員
議　事：
第1号議案　令和3年度事業報告について
第2号議案　令和3年度収支決算承認について
第3号議案　令和4年度事業計画（案）について
第4号議案　令和4年度収支予算（案）について
第5号議案　�選挙管理委員会並びに役員推薦委員会

の委員選任について（次の通り承認可決）

選挙管理委員会委員
入谷桃世、小塩記子、戸﨑伊久男、林美佐子、
森田賢二、安陵尚浩、安田一秀、吉田和弘（8名）

役員推薦委員会委員
上野達也、加藤直人、木下三千男、舘林朋子、
田中美佐代、富樫　悠、林　衛、三輪恒敬（8名）

　2 令和3年度　教養講演会　
　令和4年1月22日（土）、ホテルグランヴェール岐
山2階カルチャーホールにて勅使川原郁恵さんをお
招きして「オリンピックで得た健康生活の極意」につい
て、教養講演会を開催しました。健康の三本柱「食事」
「運動」「休養」をキーワードとして順を追って各々
分かりやすくご説明いただき、全員参加の実演を
交えたストレッチや運動も行い、参加者の笑顔も
あり非常に楽しく実りのある内容となりました。

　3 令和4年度　全体研修会　

　本年度第1回目の全体研修会として、令和4年6
月27日（月）、ワークプラザ岐阜で講師に元NHK
岐阜・四国放送アナウンサー、日本サービスマ
ナー協会認定講師の宇野悦加様をお招きして、「い
まさら聞けないビジネスマナー講座」を開催しま
した。講師から基本的な接遇・ビジネスマナーに
ついての説明、解説をいただき、実際に参加会員
同士でチェックし合いながら、正しい会釈や名刺
交換等の練習をしました。現役のアナウンサーに
よる講義は、まるでテレビの特集を見ているよう
な気分で、よどみなく通る声や常に適切な言葉遣
い、凛とした姿勢やたたずまいに、良い意味で衝
撃を受けました。接遇とは相手を思いやる心その
ものですが、正しい作法を身に付け人に良い印象
を与えることの大切さを目の当たりにすることが
でき、貴重な経験となりました。

岐阜支部
広報通信員　亀山　雄一

〈本報告における岐阜支部の活動総括〉
今期もコロナ禍の影響を受けながらの支部活動となりました。
前回の報告で実施予定としていた若葉マークの会主催の無料相談会は感染拡大期と重なってしまい、残念ながら中
止となってしまいました。また、教養講演会後に開催を予定していた新年会についても、感染拡大期と重なりやむな
く中止となりました。しかし、新年会は中止となったものの、参加いただいた会員には持ち帰り弁当を配布し、少し
でも喜んでいただけるよう工夫をいたしました。
他方、今年度の支部総会は比較的感染の波が落ち着いた時期の開催であったこともあり、久しぶりに懇親会を合わ
せて実施することができました。本稿執筆時点でも感染拡大の時期を迎えており、予断を許さない面はありますが、
岐阜支部としてはなし得る対策や工夫を施した上で、適宜支部活動を実施してまいります。
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　令和3年度　第5回三役会　

　日　時：令和4年3月22日（火）��午前11時30分～
　場　所：五右衛門大垣店
　内　容：令和4年度定時総会について

　令和3年度　第1回役員会（三役・総務部）　

　日　時：令和4年3月29日（火）��午後5時30分～
　場　所：大垣市勤労者総合福祉センター
　内　容：令和4年度定時総会について

　令和4年度　第1回理事会　

　日　時：令和4年4月9日（土）　午後3時～
　場　所：ソフトピアジャパンセンター
　内　容：令和4年度定時総会について

　令和4年度　定時総会　

　日　時：令和4年4月28日（木）　午後3時～
　場　所：ソフトピアジャパンセンター
　出席者：出席��23名　委任状��92名　計115名
　内　容：令和3年度会務並びに事業報告について
　　　　　�令和3年度収支決算報告並びに監査報

告とその承認について
　　　　　令和4年度事業計画案について
　　　　　令和4年度収支予算案について
　　　　　推薦委員選任について
　　　　　その他

　令和4年度　第1回三役会　

　日　時：令和4年5月28日（土）��午前11時30分～
　場　所：五右衛門大垣店
　内　容：令和4年度事業計画推進について

　令和4年度　第2回理事会　

　日　時：令和4年6月17日（金）��午後4時～
　場　所：寿司　一天張支店
　内　容：令和4年度事業計画の実施について
　　　　　その他

西濃支部のホームページでは随時会員の動向や
支部活動の記事を更新しています。定時総会の
様子については臼井俊博広報理事がブログに投稿
しています。
また、西濃支部会員のみ閲覧できるページも
設けています。最近では、定時総会で選任された
推薦委員の氏名を掲載しました。今後も随時更新
していきます。

西濃支部
広報通信委員　川合　良枝
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飛騨支部
広報通信員　小林　幸平

　支部三役会　
　令和4年2月4日（金）に堀内事務所で開催

　令和3年度　第3回支部研修会　
　中止

　令和3年度　第4回理事会　
　令和4年3月2日（水）、高山市民文化会館で開催。
議題は①行政書士制度広報月間の取り組みの
総括、②研修会の結果、③三部会の報告、④総会
の検討、⑤その他

　支部三役会（決算・総会準備）　
　令和4年3月30日（水）に堀内事務所で開催

　監査　
　令和4年4月5日（火）に高山市民文化会館で開催

　令和4年度　第1回理事会　
　令和4年4月8日（金）に高山市民文化会館で
開催。議題は①報告事項（本会関係の動き／支部
会員の動向）、②議題（支部定時総会について／
総会提案書の確認・検討）、③その他

　令和4年度　飛騨支部定時総会　
　日　時：令和4年4月27日（水）午後4時30分
　場　所：ひだホテルプラザ
　参加者：23名（委任状48名）
　議　題：
　第1号議案　�令和3年度事業報告並びに会務

報告について
　第2号議案　�令和3年度収支決算報告並びに

監査報告とその承認について
　第3号議案　令和4年度事業計画案について
　第4号議案　令和4年度収支予算案について
　第5号議案　その他

令和4年度の飛騨支部定時総会は、新型コロナ
ウイルス（COVID-19）の感染症対策を万全に
行い実施した。昨年の総会では、委任状の提出を

推奨するなど、三密を避けるための対策を講じたが、
本年度は、通常通りの招集を行い23名の現地出席
のもと、総会を実施した（委任状出席48名）。
会議は、定刻、堀内昇一支部長挨拶後、会員
祝寿を行い、議長として小田博会員を選出。令和
3年度の事業報告並びに会務報告、収支決算報告、
監事から監査報告、令和4年度の事業計画及び収
支予算の提案について、慎重審議の後、原案通り
承認した。なお、4号議案において、コロナ禍に
よる支部事業縮小のために膨れ上がった繰越金の
活用について、動議があったが、5号議案におい
て、下半期の会費を免除する決議をすることで決
着した。様々な意見が飛び交う中、小田博議長の
卓越した議事運営は見ものであった。議事終了後、
新入会員を代表し、近藤俊朗会員及び舩坂卓会員
より挨拶があり、総会は終了した。
なお、例年のような来賓祝辞、懇親会は行われ
なかったが、新型コロナウイルス感染症による
売り上げが減少している企業支援として、出席
会員にホテルの弁当と飲み物を配布し、散会した。

　令和4年度　第2回理事会　
令和4年6月24日（金）に割烹かまむらで開催。
議題は①報告事項（本会関係の動き／支部会員の
動向／その他）、②議題（支部事業運営体制）、
③その他

　今後の研修会の予定　
第1回���9月1日（木）�経審・建設業許可の基本
� 株式会社ワイズ
第2回�12月2日（金）
� 三士業合同研修
� 行政書士会当番
� �インボイス制度（高山税務署担当官）、
� 在留資格・滞在許可申請（行政書士会会員）
第3回�2月下旬頃� �農地法の許可関係
� （三市の担当者との意見交換会）
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　令和4年度　第1回理事会　

　日　時：令和4年4月7日（木）�13時～14時
　場　所：多治見市　南国酒家
　議　題：❶�令和4年度東濃支部総会議題について
　　　　　❷�令和4年度東濃支部総会開催について
　　　　　　��本年総会の開催方法については、

新型コロナ感染予防の観点及び社会
情勢を鑑み話し合いの結果、書面決
議方式にて開催することとしました。

　　　　　❸�その他

　令和4年度　東濃支部定時総会　

　日　時：令和4年5月6日（金）16時より
　場　所：多治見市産業文化センター3階小会議室①
　出席者：7名
　　　　　（書面決議確認のため最低出席人数とした）

支部長挨拶
　鈴木支部長より本年は書面決議による開催に
なる旨の説明の後、議長に大嶽和典会員、
議事録署名者に古橋時子会員、田村豊会員を選
任させて頂き総会が進行した。

総会の成立
　議決権行使書面総数　46通
　（有効　45通　押印なし無効　1通）
　5月6日現在の会員総数59名中、合計45名で
支部規則第18条及び19条の定足数を満たして
おり、本定時総会は有効に成立した。

　議　題：
　第1号議案　令和3年度事業報告について
　第2号議案　�令和3年度収支決算承認について

（監事の監査報告）
　第3号議案　令和4年度事業計画案について
　第4号議案　令和4年度収支予算案について
　第5号議案　その他

　令和4年度　第2回理事会　

　日　時：令和4年6月30日（木）13時～15時
　場　所：セラトピア土岐　研修室
　出席者：8名
　議　題：
　❶第1回支部研修会について
　　テーマ「インボイス制度について」
　　日程　令和4年8月
　❷第2回支部研修会について
　　テーマ「家族信託、建設業電子申請」（予定）
　　日程　令和4年11月
　❸�行政書士制度広報月間に伴う無料相談会の
開催について

　　�本年は従来通り、瑞浪、多治見、土岐の3市に
て遺言、相続をメインに開催予定となりました。

　❹第3回理事会の予定
　　日時　令和4年9月8日
　　場所　多治見産業文化センター
　　主な議題　広報月間の活動について

　今年度も新型コロナ禍での活動ではあるもの
の、感染対策等に充分に配慮しながら研修、広報
活動等、会員の皆様や市民の皆様のお役に立てる
よう出来る範囲で活動していこうと思います。

東濃支部
広報通信員　尾下　武博
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　令和4年度恵那支部定時総会　

※�新型コロナウイルス感染拡大防止の為、書面に
よる決議
令和4年5月13日（金）に総会資料と議決権行使書
面を郵送
　出席者：31名（内書面による議決権行使31名）
　　　　　※会員総数46名

　議　題：
　第1号議案　令和3年度事業報告について
　第2号議案　令和3年度収支決算書の承認について
　第3号議案　令和4年度事業計画案について
　第4号議案　令和4年度収支予算案について

上記議案について、すべて執行部の原案どおり承
認可決された（賛成44名、反対0名）

令和4年6月17日、定時総会書面議決の結果を書
面にて会員に報告

※�本年度は、恵那中津川地区において新型コロナ
ウイルスによる感染症が拡大していたことを受
け、感染拡大防止の為書面による決議としまし
た。今後も感染拡大防止を念頭に、状況を見な
がら、今後の事業等の開催を含め、慎重に判断
していきます

恵那支部
広報通信員　保方　多津美

　令和4年度　定時総会　

　日　時：令和4年4月28日（木）�午後2時～午後3時
　場　所：郡上市八幡町　ホテル積翠園
　出席者：18名（内委任状出席4名）

　正者理事の進行により開催し、廣瀬泰輔支部長
の挨拶に引き続き、議長に廣瀬康広会員を選出し
議事に入った。

　議　題：
　第1号議案　令和3年度会務・事業報告承認の件
　第2号議案　�令和3年度収支決算報告承認の件

（監査報告を含む）
　第3号議案　令和4年度事業計画（案）の審議の件
　第4号議案　令和4年度収支予算（案）の審議の件
　以上、慎重審議の結果、いずれも原案通り承認
可決した。

　今総会は、3年ぶりに通常の定時総会を開催し
ました。尚、恒例となっている総会終了後の、郡
上市内の司法書士・土地家屋調査士との合同懇親
会はコロナ禍が完全には収束に至っていませんの
で今年度も中止としました。

郡上支部
広報通信員　正者　郁朗
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　令和4年度　第1回支部役員会　

　日　時：令和4年4月14日（木）
　　　　　午後5時30分～午後7時
　場　所：可児市川合公民館　会議室

　議　題：
　（1）令和4年度支部定時総会開催について
　（2）令和3年度事業報告について
　（3）令和3年度収支決済について
　（4）令和4年度事業計画について
　（5）令和4年度収支予算について
　（6）総会議案について
　（7）会費未納会員の取り扱い
　（8）慶弔規定の見直し

　令和4年度　可茂支部定時総会　
　日　時：令和4年5月14日（土）
　　　　　午前10時～正午
　場　所：料理旅館福美

　議　題：
　（1）第1号議案　令和3年度事業報告について
　（2）第2号議案　令和3年度収支決算について
　（3）第3号議案　令和4年度事業計画（案）について

　（4）�第4号議案　令和4年度収支予算（案）について
　（5）第5号議案　特になし

　備考
　�新型コロナウイルス感染拡大を受け、委任状で
のご出席をお願いしました。

　令和4年度　第2回支部役員会　

　日　時：令和4年7月1日（金）
　　　　　午後5時30分～午後7時
　場　所：可児市川合公民館　会議室

　議　題：令和4年度支部事業計画について
　（1）�法の日無料相談会（土地家屋調査士・司法

書士・行政書士・公証人合同相談会）の開
催について

　　 �令和4年10月9日（日）、美濃加茂市生涯学
習センターで開催予定。今後、支部長を中
心に広報活動を進めていく予定。

　（2）支部研修会について
　　 �令和4年7月29日（金）、美濃加茂市生涯学

習センターで開催予定。外部講師を招へい
して、マナー講座を開催する予定。

　備考
　�新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては
中止せざるを得ない状況もあり得ることを確認。

可茂支部
広報通信員　大坂　直也
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中濃支部
広報通信員　山田　昌幸

　令和3年度　第2回研修会　

　例年2月に開催していた研修会で今回は暴追に
関する研修会を予定していました。残念ながら
コロナ禍の第6波により開催中止となりました。

　令和3年度　第4回役員会　
　令和4年4月1日（金）午後4時30分より、関市小瀬
「元町珈琲関の離れ」にて開催（出席者7名）。報告
及び協議事項として、①令和3年度会計監査、②令和
4年度定時総会の運営について検討しました。

　令和4年度　定時総会　
　日　時：令和4年4月7日（木）午後3時より
　場　所：関市若草通「わかくさ・プラザ�2-1研修室」
　出席会員数：29名
　　　　　　　（本出席13名、委任状提出16名）

　議　題：
　第1号議案　令和3年度事業報告について
　第2号議案　令和3年度収支決算について
　第3号議案　令和4年度事業計画（案）について
　第4号議案　令和4年度収支予算（案）について

　感染症予防対策を行い、参加人数を調整したう
えで、総会を開催する運びとなりました。現会員
の協力もあり、全ての議案について予定どおり承
認可決することが出来ました。

　令和4年度　第1回役員会　
　令和4年6月24日（金）午後4時30分より、関市
小瀬「元町珈琲関の離れ」にて開催（出席者6名）。
報告及び協議事項として、①研修会について、②支
部旅行について検討しました。

　総括　
　令和4年度がスタートして暫く経ちましたが、
コロナ禍も少し落ち着いたかと思えば、第7波到
来もあります。そういった中でも世の中は以前よ
りは規制も緩やかでコロナに対して徐々に寛容に
なっている気がしています。見通しを立てて物事
を計画することがとても困難な状況ですが、本年
度については研修会の開催、とりわけ支部旅行に
ついて前向きに検討しています。中濃支部として
は感染防止を第一に運営しています。一人一人の
感染予防が重要になりますので、皆さんよろしく
お願いいたします。

中濃支部コラム
　私は行政書士の登録をして10年ほど経過しました。兼業で土地家屋調査士もしています。主に不動
産に関する手続きの依頼を受けていますが、その間、関市の街並みも変わったような、変わらないよう
な、、、と思っていたところ、ビジネスホテルの建設に伴う手続き（赤道の払下げ）の依頼があり、受ける
ことになりました。開業間もないころに手続きをした土地でもあり、そのため私の方へ話が転がってき
ましたが、その間10年ほど全くほったらかしの土地で利用されていませんでした。その土地の前を通
る度になんとなく寂しく感じていました。今回はビジネスホテルの建設に微力ながら携われたことが大
変うれしく感じました。今後も関市の街並みが少しずつ変わっていくと思いますが、我々行政書士もそ
の一助となれます様に、皆さんこれからもより一層頑張っていきましょう。
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各研究会の
活動報告

農地開発業務研究会
世話人　長尾　達美

研究会発足を知るものとして平成21年に当時、
奥田会長の発案にて6つの研究会が出来たものと推察
します、私が起草者を務めさせて頂きましたので
それなりに覚えております。ある役員に云わせれば
行き先のないミステリーツアーの参加とも聞いた
記憶でした。とまれいろんな意見があるなかで自主
独立の団体として活動を開始しました。補助金は
本会からの年額1万円、特別な事業なりを企画した
場合は上乗せしないでもないと記憶しております。
あれから10年以上の経過を見ました。他の研究会
のことはさておき、農地開発業務研究会にあっては
研究員募集のための講習会、テーマを絞った研究
意見発表会等とそれなりに活動を続けて来ました。
ザックバランの話のなかで思わず、そうだったのか
と気付かされることが多々ありました。発足時の
代表世話人を務めまして現在は二代目山内勝代表
世話人のもとで今日まで活動を続けております。
会計の田中美佐代研究員におかれましては発足時よ
り担当を務めておられまして本当に頭の下がる思い
で恐縮に存じます。
さて人は誰でも年月とともに歳を取り身体の不調
も出て参ります。研究会とて同じことで進化、発展
のなかで常にアンチテーゼを内包していること、
社会は常に進化していると思いつつ、前に戻る現象
はないもの、一番に進化するは人の意識にして社
会発展の原動力にあります。
いま研究会では岐阜県宅地開発指導要領を再考し
つつ、自分の過去成果に照らして研究員の意見を
拝聴しながらの方式にて勉強させて頂いております。
いろんな勉強会はあると思いますが、生の声に
勝る勉強はありません。つまりは面授の勉強会です。
意欲のある会員の皆様は是非に参加をお願いします。
月謝は250円です。（※年会費3,000円）
難しい仕事から逃げる、断るでは書士制度を進化、

発展された諸先輩への冒涜ともなりかねません。勿論、
断ることを咎めることはありませんので御安心下
さい。研究会が圧力団体とまで発展する気概を以て
臨んで頂ければ幸いに思います。まずは当研究会を
ウェブ検索してみて下さい。

〈令和4年度の活動〉
第1回　�令和4年6月29日（水）
　　　��各務原市産業文化センター�会議室で開催

運輸交通業務研究会
世話人代表　池田　香代子

21世紀に入って、ウクライナが戦争に巻き込まれ
世界を震撼させ、不穏な状況となっています。国内
においても大きな事件が起こりました。また、新型
コロナウイルスの感染も落ち着いておりません。
会員の皆様は、コロナ禍で、主務官庁の対応の変化
により、業務の仕方が随分変化したかと思われます。
むしろ、変化することが当然と考える昨今となりました。
当研究会も、内外の変化に伴い、業務の研修と並
行して、方向性を考察しようと思います。会員の皆
様よろしくお願いします。

国際業務研究会
代表世話人　田中　愛湖

当研究会は会員の自主的な運営により、会員同士
の意見交換等を通して、国際業務に関しての具体的
な知識を深めていくことを目的として、活動をいた
しております。現在は46名の会員が在籍しており
ます。当研究会では不定期で年に数回、意見交換会
を行っております。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響でしばらく
開催できておりませんでしたが、昨年度は令和3年
12月に意見交換会を開催することができました。
会員の先生がビザ申請の事例についての資料を作成
して配布してくださり、大変貴重な情報を共有して
いただきました。また、コロナ禍においての対応に
ついてや、入管の管轄ルールの変更についてなど入管
業務に関する情報交換をすることができて、非常に
有意義な会となりました。今年度の活動については、
コロナウイルスの感染状況に配慮しながら開催を検討
していく予定です。会員同士での意見交換会という
性質上、オンライン開催が難しく、コロナ禍では開催
が少なくなってしまい、ご迷惑をおかけしております。
新入会員の募集は随時行っておりますので、国際
業務にご興味のある方は、実務経験の有無を問わず、
お気軽にご連絡ください。また、既存会員からの意
見や要望も随時募集しておりますので、何かござい
ましたら遠慮なくご意見賜れれば幸いです。
今後も会員皆で情報を共有し合い、国際業務の
専門家として知識を高めて、行政書士の地位向上に
繋げられるように努力してまいります。会員の皆様
には、引き続きご指導・ご協力のほどよろしくお願い
申し上げます。
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モス成

年後見サポートセンター岐阜県支部

活 動 報 告

　入会前研修の開催　

日　時：令和4年1月11日（火）～2月28日（月）
� �VOD研修システムを利用したオンライン

受講にて実施
効果測定：
　日時��令和4年3月22日（火）14時～15時
　場所��岐阜県行政書士会��事務局会議室

　今回は8名の方が受講されました。全員優秀な
成績で効果測定にも合格され、3名の方が入会
されました。今後も入会の申し込みをお待ちして
おります。

　支部長会　

日　時：�令和4年2月14日（月）13時30分～
� 16時30分　（Zoom開催）
議　事：
　❶��法人後見事業の開始について
　❷��VOD研修システムを利用した研修の実施について
　❸��第二期成年後見制度利用促進基本計画について
　❹��公式サイトの利用、その他広報活動について
　❺��任意後見契約の事前確認様式の変更と受任

件数報告について
　❻��事務局からの連絡

　成年後見に関する全国担当者会議　

　「成年後見制度利用促進に向けて、行政書士が
　 果たす役割とは」

日　時：�令和4年3月3日（木）13時30分～
� 17時　（Zoom開催）

第一部 厚生労働省 成年後見制度利用促進室長 基調講演
-第二期成年後見制度利用促進基本計画（案）について-

第二部  単位会が成年後見に取り組む必要性について
1�超高齢社会と社会からの要請／川口�隆志�部員�
2�職能団体として／菊地�淳史�部員�
3��単位会と行政書士による専門職団体との連携・
協力／山﨑�節子�部員�
4�利用者保護の視点（不正防止等）／岡�清二�部員
5�事前アンケートに基づく意見交換

　広報活動　

日　時：令和4年5月16日（月）13時30分～
訪問先：岐阜家庭裁判所
� 日本司法支援センター（法テラス）
� 岐阜市役所　成年後見支援センター

　第二期成年後見制度利用促進基本計画の中に
盛り込まれている「優先して取り組む事項」として
任意後見制度の利用促進が挙げられています。
　また、尊厳のある本人らしい生活の継続の支援
という観点が強められるよう、制度を利用する当
事者等の意見を反映できる団体等に対して、協議
会への参画を求めることなども重要になるとされ
ています。さらに、本人に適切な支援を行えるよ
うにするため、地域の実情に応じて、民生委員協
議会、自治会、日本司法支援センター（法テラス）、
税理士会・行政書士会・精神保健福祉士協会など
成年後見制度について実績のある専門職団体、法
人後見を実施する等権利擁護に関する取組を行う
団体、消費生活センター、公証役場、金融機関、�
生活支援サービス等のサービスに係る民間事業者
との連携も求められています。
　コスモス会員の活用を促進していただくよう所
属会員名簿とともにパンフレット、リーフレット
等をお届けし、現状を伺いました。

　幹事会の開催　

日　時：令和4年5月17日（火）13時30分～14時45分
場　所：岐阜県行政書士会　事務局会議室

　久しぶりに対面での開催となりました。各種研
修や法人後見への取組み等、今後の方針について
話し合いました。入会前研修については、今後は、
より多くの方に受講していただけるよう、回数を
増やして実施します。この機会に、興味のある方
は、是非、ご受講くださいませ。新規事業である
法人後見については、まず、一部の支部から開始
し、状況を見ながら各支部へと順次広げていく予
定のようです。

支部長　佐藤　住子
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　更新研修の開催　

日　時：令和4年6月1日（水）～6月30日（木）まで
� �VOD研修システムを利用したオンライン

受講にて実施

　本年は17名の方が対象でした。
　前回に引き続き、VODを活用しての受講と
なりました。24時間いつでも視聴でき、コンテ
ンツの充実も図られています。8時間以上の受講
が義務付けられていますので、各会員がコンテン
ツの中から興味のあるものを選択して受講する
ことができます。

　事例研究会　

日　時：令和4年1月27日（木）�13時30分～15時30分
会　場：岐阜県行政書士会　事務局会議室
内　容：【コスモスぎふ会員限定】�事例研究会

任意後見契約受任者としての体験談
　発表者：髙木�正弘�会員　（西濃支部）

　これまで取り組んでこられた成年後見業務につ
いて、特別養護老人ホームの勤務経験のある会員
の目を通して感じたことや経験したことなど、貴
重な体験を発表していただきました。当日は13名
の会員が出席し、
裏話を交えた具体
的事例について熱心
に耳を傾けました。

　研修会　

日　時：令和4年6月29日（水）　13時30分～
� 15時30分
会　場：ワークプラザ岐阜　4階　大会議室
内　容：「実務を通して見た成年後見制度の現状と展望」
講　師：栗山司法書士事務所
� 司法書士　栗山�昌治�様
� （�公益社団法人成年後見センター・リー

ガルサポート�岐阜県支部長）

　今回は、司法書士会から講師をお招きして開催
しました。
　制度発足から20年以上が経過し、一般に周知さ
れるようになってきた成年後見制度すが、制度趣旨
を実現するうえでは、今なお様々な課題が存在します。

　本研修では、専門
職団体として最も有
名な公益社団法人成
年後見センター・リー
ガルサポートの岐阜
県支部長を務められ
るなど、長年にわたり成年後見制度・後見等業務に
携わってこられた豊富なご経験の中から、主に実
務を通して見た成年後見制度の現状と課題、今後
の展望についてご教授頂きました。
　コスモス会員、一般の会員あわせて31名の参
加申込みがありました。当日は、講師のお人柄が
伝わる和やかな雰囲気で進行され、実例を取り上
げてのご説明もいただき、興味深い内容が盛りだく
さんでした。
　私たちが、日々、後見業務に
取り組むにあたり、疑問に思う
ことや対処方法等、勉強させて
頂くことができました。

毎回掲載させて頂くのですが、コスモスぎふで
は、「岐阜県全域に万遍なく会員がいます。」と胸
を張って言えるほどの会員数を目指しています。
成年後見制度の利用促進計画が打ち出されたこ
とによって、各地域で成年後見支援センター等担
当部署が設置されるようになりました。困った時
に相談できる人が、すぐ近くにいるということは、
日々私たちが生活していく上で大きな安心感につ
ながるのではないでしょうか。
また、コスモスには、各地域の担当部署の方か
ら「どこに相談すればよいのか？」「窓口はどこ
か？」というような問い合わせが届いています。
現在所属している会員の多くは岐阜支部と西濃支
部で占められており、それ以外の支部会員を増や
すことが必須となってきております。
成年後見業務に取り組んでみようと思っておら
れる方はもちろんのこと、ちょっと興味があると
いう方も是非、ご検討くださいませ。

さ い ご に
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日本行政書士《�岐阜県行政書士政治連盟会報�》

〈 編集兼発行人 〉
岐阜県行政書士政治連盟　�会長��桑原　一男

第65号

第1回幹事会

　4月11日の監査会、四役会を経て、4月18日ワーク
プラザ岐阜にて今年度第1回幹事会が開催されま
した。当幹事会は、5月24日に開催される今年度
定期大会に向けての極めて重要な幹事会です。
　上程された議案は以下のとおりです。

❶令和4年度定期大会の開催について
❷国政選挙への対応について
❸地方選挙への対応について
❹その他
等々の各議案に関し慎重に審議がなされ、全議案とも
原案どおり可決承認されました。

令和4年度定期大会

　去る5月24日、じゅうろくプラザにて開催された
岐阜県行政書士会定時総会に続き、当会の定期大会
が開催されました。
　本年度定期大会も昨年同様コロナ禍により、危機
管理の観点から規模を縮小しての開催となり、式典
及び懇親会も見送ることになりました。
　出席は、会員総数780名の内、本人出席が55名、
委任状出席が333名でした。加藤千典幹事の司会の
もと宮本副会長の開会宣言後、桑原会長が挨拶を
行い、杉山幹事長が井口由美子日政連会長の祝辞を
代読しました。続いて、当会顧問の棚橋泰文衆議院
議員をはじめ野田聖子衆議院議員、武藤容治衆議院
議員、古屋圭司衆議院議員、渡辺猛之参議院議員、
大野泰正参議院議員及び井口由美子日政連会長から
の祝電が披露されました。
　議長には佐藤住子会員（岐阜地区）、副議長には
川上真広会員（岐阜地区）が選出されました。
　議長は、議事録作成者に鈴木泰広会員（東濃地区）、
議事録署名者には五十嵐理恵会員（岐阜地区）並びに
北村彰敏会員（岐阜地区）を指名し直ちに議案審議に
入りました。
　第1号議案「令和3年度事業報告について」及び第2号
議案「令和3年度収支決算承認について」は一括上程
され、桑原会長、杉山幹事長が各々提案説明を行い、

続いて田中美佐代会計監事から監査報告がなされま
した。その後質疑に入りましたが両議案とも質問は
は無く、原案どおり可決承認されました。
　引き続き、第3号議案「令和4年度運動方針案に
ついて」第4号議案「令和4年度事業計画案について」
及び第5号議案「令和4年度収支予算案について」が
一括上程され、桑原会長、杉山幹事長からの提案
説明の後、質疑に入りましたが全議案について質問
は無く原案どおり可決承認されました。
　全ての議案終了後、宮脇副幹事長が閉会を宣言し、
大会は終了しました。
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　本日は、皆様ご出席のうえ、岐阜県行政書士政治連盟定期大会が開催されますことを心よりお慶び
申し上げます。
　また、日頃より、日本行政書士政治連盟岐阜県支部として本連盟の活動にご理解とご協力を賜り、
この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
　さて、この2年間、新型コロナ感染症の影響により、政治連盟としての活動も想定外の制約を受け、
議員の皆様との交流も難しい状況の中、昨年10月には第49回衆議院議員総選挙が実施され、支部の
皆様におかれましては、日頃から行政書士業務と本連盟の活動にご理解と御厚誼を賜っている皆様
への支援を積極的に行っていただきましたことに心より感謝申し上げます。
　皆様ご承知のとおり、今回の選挙を機に、各党議員連盟並びに懇話会において、自由民主党議連
会長に石田真敏衆議院議員が、公明党議員懇話会会長に赤羽一嘉衆議院議員が、そして立憲民主党
議連会長には逢坂誠二衆議院議員が就任され、日本維新の会では片山虎之助参議院議員が、国民
民主党では古川元久衆議院議員が引き続き会長を務められることとなりました。
　これまで、長年にわたり会長を務めていただきました野田毅様、石田祝稔様、赤松広隆様には、数々
の法改正にご尽力を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
　昨年12月の臨時国会開催中にそれぞれに総会が開催され、本連盟役員も日行連役員と共に出席し、
デジタル・ガバメントの推進と積極的なコロナ支援の実現に向け要望書を提出いたしました。
　その折に、出席議員の皆様から、デジタル化のみならず、高齢化社会、そしてウィズコロナ時代
にあって、行政と行政の支援を真に必要としている国民をどう結び付けるかが重要で、この重要な
役割を担っていただいているのが行政書士の皆さんであり、そのうえで、「国民の権利利益の実現に
資する」役割を果たすべく、国民に寄り添い、町の法律家としての行政書士の責務をしっかりと果たし
ていただきたいとのお言葉を頂戴しました。
　私共もこの期待に応えるべく、日々の業務に真摯に向き合い、議員の皆様と連携し政策の実現に
向け日々精進してまいりたいと決意を新たに致しました。
　2年前から社会生活に大き影響を及ぼした新型コロナウイルスも、今こうして一堂に会しての大会が
開催されるまでになったものの、未だ収束の気配はなく、ウィズコロナの生活に移行しつつあります。
一方で、ロシアのウクライナ侵攻は連日激しさを増し、多くの人命が失われている現実に心が痛みます。
　今日、日行連では行政書士を活用いただくよう、積極的に関係省庁へ働きかけを行い、昨年より
持続化給付金申請代行を行い、現在はウクライナから難民受け入れに関する在留許可申請の支援に
着手し、まさに行政と国民との架け橋として活動しておられますが、本連盟としても行政書士業務
の安定的確保と拡大に向け日行連と連携して活動を続けて参ります。
　今年の7月には、参議院通常選挙が行われます。これまで、行政書士業務に深いご理解とご支援を
いただいた議員の皆様の御恩に報いるためにも、より一層の御協力を賜りますようお願い申し上げ
ますとともに、岐阜県行政書士政治連盟益々のご発展と会員の皆様のご活躍とご健勝を祈念申し
上げ、お祝いのご挨拶と致します。

令和4年5月24日

＊令和4年度定期大会でいただいた祝辞を掲載しております。

日本行政書士政治連盟　会長

井口 由美子

祝　辞
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第26回参議院議員通常選挙

　6月22日に公示された第26回参議院議員通常選挙
において、渡辺猛之候補の推薦を決定し支援活動を
行いました。7月10日投開票の結果、渡辺候補は
見事当選を果たされました。

　会員の皆様には格別なるご尽力を賜り、ここに
紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。

主主なな活動日誌活動日誌（記事を除く）（記事を除く）

�4月10日　�棚橋泰文衆議院議員
���　����　　「21世紀を拓く会フォーラム」
　　11日　監査会
���　����　　四役会
　　14日　棚橋泰文衆議院議員
���　����　　「志公会と語る夕べ」
　　15日　新入会員ガイダンス
　　18日　公明党岐阜県本部
���　����　　「2022年度政経セミナー」
　　21日　日政連　幹事会
��～�22日　　〃　　　〃
　　25日　新入会員ガイダンス

�5月��9日　四役会
　　17日　大野泰正参議院議員
���　����　　「清和政策研究会との懇親の集い」
　　30日　新入会員ガイダンス
�6月��5日　武藤容治衆議院議員
���　����　　「羽島市後援会役員会及び国政報告会」
　　��9日　日政連
���　����　　�「行政書士制度推進議員連盟並びに

懇話会との集い」
　　11日　武藤容治衆議院議員
���　����　　「政経フォーラム2022」
　　27日　新入会員ガイダンス
�7月25日　　　　〃　　　　　

第2回幹事会

　6月21日、ワークプラザ岐阜にて今年度第2回幹事
会が開催され、上程された
❶「政連ぎふ」第65号の発行について
❷三士業政治連盟幹部会議の開催について
❸第26回参議院議員通常選挙への対応について
❹地方選挙への対応について
❺その他
等々の各議案に関し慎重に審議がなされ、全議案と
も原案どおり可決承認されました。

第42回 日本行政書士政治連盟定期大会

　6月17日に第42回日政連定期大会がホテルニューオー
タニにおいて開催されました。当会からは、桑原会長
（日政連幹事）をはじめ、森伸二代議員、宮脇万記臣代議
員、宮本英泰代議員及び本間大介議員が出席しました。
　井口由美子会長の挨拶の後、議長に田畑浩（静岡県
支部）、副議長に菅邦博（東京都支部）の両代議員を選
任し審議に入りました。
　上程された議案は以下のとおりです。
第1号議案　令和3年度運動経過報告について
第2号議案　令和3年度決算報告について（監査報告）
第3号議案　�鹿児島県支部に関する時限的規則（案）について
第4号議案　令和4年度活動方針（案）について
第5号議案　令和4年度収支予算（案）について

　慎重審議の上、全ての議案について原案どおり
可決承認されました。
　また、当会の宮脇副幹事長が今年度定期大会の
議事運営委員会委員として選任され、見事に大役を
果たされたことを報告させていただきます。
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趣味同好会だより

こんにちは。趣味同好会「女性のつどい」
会員の神原です。会に入ったばかりの新人
の頃にもこのページに寄稿させていただき
ましたが、あれから3年が経ち、現在は世話
人（書記）として当同好会に携わっておりま
す。今回、こうして二度目の記事を書かせ
ていただく機会に恵まれ、広報ご担当者様
には厚く御礼申し上げます。
さて、3年ぶりの春の会（総会）が6月11日

（土）11時より、グランヴェール岐山最上階
のレストラン「ボン・ルパ」にて開催されま
した。コロナ禍では初めての開催でしたの
で、感染症対策に関しては十分な配慮をい
たしました。具体的には、受付時の検温・
アルコール消毒、食事中以外のマスク着用
や、レストランの担当者にお願いして各テー
ブルの座席数を減らしてもらうなどの方法
で対策をいたしました。
会場「ボン・ルパ」は、スカイレストラン

と称されるとおり、建物の外側が一面ガラ
ス張りで岐阜市の街の様子が一望でき、リッ
チな雰囲気のあるお店でした。食事はパス
タランチで、前菜から、スープとパン、メ
インのお皿、デザートまであり、少しずつ
のいろいろなお料理を、会話とともにゆっ
たりと楽しんでいただきました。各テーブ
ルでは業務やご家庭のことなど様々な話題

が飛び交い、会員同士の活発な交流の様子
が見受けられました。そして、最後には伊藤
叶恵先生が、参加者一人ひとりのために養
老軒のフルーツ大福をふるまってください
ました。温かなお心遣いに感服いたしました。
今回は、あいにくの天候ではありました
が多くの会員が参加してくださり、大変実
のある会になったと思います。私にとって
は、世話人に就任して初めての開催でした
が、会員の皆さまがお帰りの際に「今日はあ
りがとう」と声をかけてくださり、嬉しくて、
やってみてよかったと思いました。
趣味同好会「女性のつどい」は年に2回ほど
開催され、春の集まりではレストランで食
事を楽しみ、秋の集まりでは日帰り旅行な
どのレクリエーションを企画して活動して
います。ここ数年のコロナ禍においては開
催を見合わせておりましたが、今後は情勢
を見ながらなるべく実施していく予定です。
行政書士業務において横のつながりは貴重
なものですし、ベテランから新人までたく
さんの会員が加入していますので、ご参加
になれば必ずよい刺激を受けることができ
ますよ。活動は強制参加ではありませんか
ら、予定を見ながら自由に参加していただ
けます。ご興味のある方はぜひ世話人まで
ご連絡ください。

女性のつどいを開催しました 岐阜支部　神原　京子
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会  員  の  動  向

新　入　会　員

岐阜支部

花
は な む ら

村　　亨
とおる

R4.2.1入 会 日
22200229登録番号

行政書士花村亨事務所
〒501-6244　羽島市竹鼻町丸の内9丁目43の2
TEL.058-391-3937

建設業許可関連業務をメインに頑張っていきたい
と思います。趣味はゴルフです。皆様宜しく
お願い致します。

自己
紹介

飛騨支部

小
こ

林
ばやし

　正
しょう

治
じ

R4.3.1入 会 日
22200368登録番号

小林正治行政書士事務所
〒509-2519　下呂市萩原町奥田洞928番地
TEL.0576-56-1110

得意分野と言える実務能力が身に付く様に、学
ばせていただきたいと思います。どうぞ宜しく
お願い申し上げます。

自己
紹介

東濃支部

松
ま つ

本
も と

　三
み

千
ち

代
よ

R4.3.1入 会 日
22200369登録番号

行政書士まつもと事務所
〒507-0063　多治見市松坂町2丁目1番地の58
TEL.0572-29-1647

行政書士業務を通して幅広く、お客様のお役に
立ちたいと思っております。同会員の皆様、先
輩の先生方との繋がりを大切に…今後ともよろ
しくお願いいたします。

自己
紹介

東濃支部

座
ざ は

波　美
み か

佳
R4.4.2入 会 日
22200629登録番号

ZA総合行政書士事務所
〒507-0016　多治見市金岡町4丁目63番地1
TEL.0572-56-5035

事務所は多治見ですが、研修等には積極的に参加
したいと思います。フルーツみつ豆が好きです。
よろしくお願いします！

自己
紹介

岐阜支部

浅
あ さ

野
の

　幸
こ う

二
じ

郎
ろ う

R4.4.2入 会 日
22200631登録番号

役所手続代理　浅野行政書士事務所
〒501-6102　岐阜市柳津町東塚二丁目6番地
　　　　　　　高橋店舗2階201号室
TEL.058-322-3470

現在TS測量機を用いた土地の申請が主。今後不
動産業も営み、不動産流通のコスト軽減、顧客
の窓口一本化等による組織創設を計画。

自己
紹介

岐阜支部

大
お お さ わ

澤　輝
て る よ し

芳
R4.4.2入 会 日
22200628登録番号

行政書士おおさわ事務所
〒500-8135　岐阜市織田塚町1丁目38番地
TEL.058-245-8623

公務員11年、自営業37年を経ての、かなり歳
を取った新入会員です。自営業で、産廃、古物、
ISO、プライバシーマーク等の取得を経験して
おります。

自己
紹介

岐阜支部

安
あ ん ど う

藤　祐
ゆ う

樹
き

R4.4.2入 会 日
22200630登録番号

きさらぎ行政書士事務所
〒500-8844　岐阜市吉野町1-16 ラフォーレ吉野102号
TEL.070-8558-2904

国際業務と自動車業務を中心に頑張っていこう
と考えています。英語とプログラミングが好き
なので活かしていきたいです。

自己
紹介

西濃支部

近
こ ん

藤
ど う

　慎
し ん

也
や

R4.4.2入 会 日
22200632登録番号

近藤慎也行政書士事務所
〒501-0501　揖斐郡大野町大字稲富1314番地
TEL.050-8881-8783

司法書士と兼業になりますが、許認可申請、自
動車登録関係、国際業務を中心に携わっていき
たいです！先輩・同期方々仲良くしてください！

自己
紹介
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新　入　会　員

西濃支部

大
お お は し

橋　暁
しゅう

華
か

R4.4.15入 会 日
22200788登録番号

大橋暁華行政書士事務所
〒501-0565　揖斐郡大野町大字中之元193番地44
TEL.0585-34-3847

地域の農地転用業務と国際業務を中心に頑張っ
ていきたいと思います。趣味は読書です。自己

紹介

中濃支部

佐
さ

藤
と う

　典
の り

秀
ひ で

R4.5.1入 会 日
22200982登録番号

行政書士関さとう事務所
〒501-3925　関市迫間台1丁目7番6号
TEL.0575-46-7170

行政書士業務を通じて、社会に貢献できるよう
頑張ります。専門分野はまだ決めていませんが、
定番業務以外にも挑戦したいです。よろしくお
願い致します。

自己
紹介

恵那支部

西
に し

尾
お

　昌
ま さ

美
み

R4.5.1入 会 日
22200981登録番号

西尾昌美行政書士事務所
〒508-0001　中津川市中津川3158番地の14
TEL.0573-66-3100

国際業務を中心に日々新鮮な気持ちで頑張って
まいります。体力維持のため毎朝ウォーキング
とバットスイングが日課です。

自己
紹介

恵那支部

大
お お

島
し ま

　行
ゆ き

豊
と よ

R4.6.1入 会 日
22201348登録番号

大島行政書士事務所
〒509-7605　恵那市山岡町原字中洞560番地
TEL.090-7617-8450

工場エンジニアを40年ほど勤めてきました。補
助金申請などで、ものづくりの応援を目指しま
す。よろしくお願いします。

自己
紹介

岐阜支部

早
は や か わ

川　大
だ い

地
ち

R4.5.1入 会 日
22200980登録番号

大花国際行政書士事務所
〒501-3113　岐阜市北山3丁目13番1-604号
TEL.080-1555-2048

研修会などに沢山参加して沢山の人達と仲良く
なりたいです。右腕が不自由ですがどうかよろ
しくお願いします。

自己
紹介

飛騨支部

大
お お

江
え

　康
や す

成
な り

R4.6.1入 会 日
22201347登録番号

行政書士大江康成事務所
〒509-3505　高山市一之宮町3599番地1
TEL.090-3300-7733

今年5月から高山市民になりました。危機管理、自
動車、国際関連業務など、まだまだ「世のため人の
ため」に頑張っていきたいと思います。釣り・ゴルフ・
お酒・落語の高座どれもまだまだ道半ばです。

自己
紹介

岐阜支部

尾
び

藤
と う

　絢
じゅん

也
や

R4.7.15入 会 日
22201754登録番号

A.I.行政書士事務所
〒500-8362　岐阜市西荘2丁目28番地25号
　　　　　　　小野ビル1F
TEL.058-251-1233

司法書士を兼業しております。開発許可等、土木
関係を中心にお仕事をしていく予定です。研修
での新たな出会いを楽しみにしています。

自己
紹介
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会  員  の  動  向

事務所の移転・その他の変更
支 部 日行連処理年月日 登録番号 氏　名 変更事項

岐阜 R4.3.15 21200539 荘加　咲帆 〒502-0926　岐阜市旦島二丁目1番1号
TEL.080-5565-9758

岐阜 R4.3.15 18200559 髙橋　俊之 〒501-6256　羽島市福寿町千代田三丁目84番　
　　　　　　　（一社）全国軽自動車協会連合会岐阜事務所内

岐阜 R4.3.15 87200542 島田　　遵 〒502-0916　岐阜市西中島４丁目12番10号

岐阜 R4.4.15 11202189 三品　光弘 〒501-6001　羽島郡岐南町上印食6丁目81番地
TEL.058-325-9612

中濃 R4.4.15 18201322 岡田　和幸
行政書士岡田和幸事務所
〒501-3265　関市小瀬2360番地の6
TEL.090-2180-5698

西濃 R4.4.28 21202528 早﨑　篤司 TEL.0584-47-6867

岐阜 R4.5.13 15202188 加藤　直人
加藤行政書士事務所
〒501-3146　岐阜市芥見嵯峨1丁目77番地
TEL.058-215-6733

岐阜 R4.5.13 17200533 北洞　沙織 〒500-8468　岐阜市加納桜田町二丁目1番地4

可茂 R4.5.31 12200179 大口　剛弘 〒509-0209　可児市下恵土一丁目91番地

岐阜 R4.6.15 18202175 川瀬　憲俊 TEL.058-392-5522

中濃 R4.6.30 13200774 髙橋　保彦 アイリス行政書士事務所

岐阜 R4.7.15 94200839 木澤　葉子 TEL.058-206-2586

岐阜 R4.7.29 19202044 森　　大輔 〒501-0314　瑞穂市十八条850番地1
TEL.058-328-3003

岐阜 R4.7.29 94200245 梅田　直美 〒509-0126　各務原市鵜沼東町5丁目24番地2
　　　　　　　メゾン花水木2B
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転　入　者
支 部 日行連処理年月日 登録番号 氏　名

岐阜 R4.5.1 09192248 有
あり

我
が

　昌
まさひさ

久

有我行政書士事務所
〒509-0104　各務原市各務おがせ町1丁目179-7
TEL.058-338-8170
愛知会より転入

飛騨 R4.4.1 19080399 皆
みながわ

川　裕
ゆうすけ

介

ショシナビ行政書士事務所
〒506-0847　高山市片原町67-1　202
TEL.090-1601-1367
東京会より転入

岐阜 R4.7.1 16191309 八
や ぎ

木　義
よしあき

昭

行政書士法人HAL
〒502-0909　岐阜市白菊町四丁目16番地1
TEL.058-201-6720
愛知会より転入

岐阜 R4.7.1 18191308 川
かわぞえ

添　真
まさひろ

広

行政書士川添事務所
〒501-0119　岐阜市大菅南16番32号
TEL.058-213-9105
愛知会より転入

退 会 者
支部 日行連処理年月日 登録番号 氏　名

西濃 R4.2.17 96203399 森　　秀樹

岐阜 R4.3.8 89200073 神田　朝子

可茂 R4.3.16 85204107 古田早由里

西濃 R4.3.16 91200705 坪井　正人

西濃 R4.3.18 15202009 髙木　正弘

恵那 R4.3.31 03202678 林　　孝久

支部 日行連処理年月日 登録番号 氏　名

西濃 R4.3.31 74200296 衣斐　　進

飛騨 R4.3.31 99208606 中島　春夫

岐阜 R4.3.31 21201305 中村　宏泰

西濃 R4.3.31 88200933 細野　桃夫

飛騨 R4.4.7 60200065 板屋　　昭

ご 逝 去
支部 死亡年月日 登録番号 氏　名

飛騨 R4.2.1 20200578 手塚　　傑

岐阜 R4.3.5 10200424 髙橋　康人

37



　

加茂郡川辺町

表紙の写真

行政ぎふ125号　令和4年9月1日発行　

発行所／岐阜県行政書士会　〒500-8113  岐阜市金園町一丁目16番NCリンクビル3F　Tel.058-263-6580  Fax.058-264-9829 
発行者／会長  森　伸二　　編集／企画広報部　　デザイン・印刷／ヨツハシ株式会社

岐阜の
グランドキャニオン

　日本の夏も長くなっております。残暑お見舞い申し上げます。

　4月から5月の総会シーズン、そして6月の理事会を経て、各部の事業も本格的にスタート

致しました。現在、9月以降の会員参加の事業予定を12頁で紹介しておりますので、ご参加の

検討を宜しくお願い致します。

　今回の会報誌では、令和4年3月に実施した、行政書士の仕事に関心のある一般の方を対象とした行政書士

開業準備セミナーをレポートしております。こういったセミナーは民間等でもされておりますが、首都圏発信

のものが多いため、岐阜の声をお届けすることにひとつの意義はあるだろうと思います。

　また、全国担当者会議の参加者レポートも掲載しております。日行連の会報「日本行政」でも紹介されて

おりましたが、ここでは参加者の視点としてのレポートをどうぞご覧ください。

　今回の表紙は岐阜のグランドキャニオンとして地方ニュースでも紹介されている川辺町の遠見山からの風景

をお届けします。今まで、緑の滝（123号）、桜（124号）と来ましたので、青空でかつ明るい雰囲気をお届けで

きるものをと思い選定致しました。

　次号は今期の事業レポート等を複数お届けする予定です。行政書士の役割を通してお客様や社会に貢献して

いくと共に、会務においては良い取組みをして次に繋げていけるよう役員一同取り組んで参ります。

企画広報部長　玉置 啓昭

編集
後記

● 次号126号　令和5年3月1日発行予定

〈 訂　正 〉
前124号35頁、TOPIC2022「消費税について」の表「消費税の計算書（例）」の中の仮受消費税の管理費の計は、

【正】268,000 【誤】562,000 です。お詫びして訂正致します。（企画広報部）
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〒500-8113　岐阜市金園町一丁目16番地 NCリンクビル3F
TEL.058-263-6580  ／  FAX.058-264-9829

〈 E-Mail 〉 honkai@gifu-gyosei.or.jp
〈 URL 〉 https://www.gifu-gyosei.or.jp/ 

岐阜県行政書士会

暮らしとビジネス
「 そうだ、行政書士に相談しよう！」

相続・遺言 外国人の
在留・就労・帰化

建設業・経審

農地法手続き
開発許可

自動車登録
運送事業

営業許可
各種許認可

法人関連手続 中小企業
支援 契 約 書


