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令和３年 佐賀県行政書士会 会長年頭所感

佐賀県行政書士会 会長 赤司 久人

明けましておめでとうございます。

会員各位におかれましては、令和 3 年の新春を健やかにお迎えいただきましたでしょう

か。

令和２年は、言うまでもなく コロナコロナの１年でした。佐賀県内でも３００人以上の方

が感染され、２名の方が死亡されたと報告されております。幸い、会員の中で感染された方

はおられませんが、世界的な拡大はまだまだ続いており、国内でも第３波の最中で、一向に

流行が収まる気配はありません。この状態がいつまで続くかはわかりませんが、当面は「 ウ

ィズコロナ」 を前提として、一人一人が、「 人に移さない」「 人から移されない」 ための対策

を徹底するよりないと思います。

昨年は、「 持続化給付金」「 家賃支援給付金」等の政府のコロナ対策について、佐賀会とし

ても協力し、申請の相談、サポート等を行いました。また、ご承知のとおりＧoToキャンペ
ーン、特にGo To トラベルに関する申請については、地域共通クーポン取扱店登録申請に
おいて、申請様式の中に行政書士の代理記入欄が設けられております。業務としては、わず

かかも知れませんが、行政書士の知名度アップのためにもぜひお役立て下さい。

佐賀県から受託している、建設業経営事項審査業務は、今年で３年目を迎えます。事前審

査、本審査合わせて年間２０００件ほどの審査を行っておりますが、これまでのところ概ね

順調に推移しております。目下の課題は、審査員登録に応募する会員が少ないことです。昨

年実施した研修と効果測定試験に応募された会員が６名、合格された会員は３名でした。試

験が難しい、報酬が少ないという噂があるように聞きますが、試験範囲については事前にお

伝えしていますし、資料の持ち込みも可としていますので、ある程度事前に準備をしてもら

えば、それほど難しいものではないと考えております。報酬については、確かにこれだけで

事務所の経営を支えるほどの額にはなりませんが、許認可業務のメインである建設業許可

等にも精通することができますし、行政書士としての営業の自信にもつながると思います。

今後とも会員各位のご理解とご協力をよろしく お願い申し上げます。

行政書士を取り巻く環境がいよいよ大きく変化しつつあります。今年中にはデジタル庁

が設置され、行政書士の業務もその大半が電子化されるものと思います。これからどのよう

な変化があるのか、まだ先が見通せない部分が多いですが、この１年が行政書士としても勝

負の年だと感じております。会としても情報の収集や発信に努めてまいりますが、会員各位

におかれましても、貴重なご意見やご感想をお寄せいただければ、幸いです。

会員各位の今年一年のご活躍とご健勝を祈念いたしまして結びといたします。
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各部の近況（活動報告）

令和２年１０月１日～令和２年１２月３１日

総 務 部

１０月１５日（ 木） ＺＯＯⅯ会議（ ＺＯＯⅯを利用して試験的に総務部会を開催）

１２月１５日（ 火） 第３回総務部会 前回のＺＯＯⅯ導入のための試験的なリモート会

議を経て、事務局に法人用のＺＯＯⅯを導入しました。事務局のＩ Ｄ、

パスワードを使用しリモート会議ができるようになりました。

９月９日（ 水） 「 新型コロナウイルス感染症対応のための経営相談体制強化事業」

における相談窓口(相談、指導)業務の委託(唐津支部)12月25日迄
唐津商工会議所

１０月４日（ 日） 国際交流フェスタ 無料相談会王仁博士顕彰公園(神崎市)

１０月１５日（ 木） 入管業務メール勉強会（ 全１１回）

１０月１８日（ 日） 特定行政書士考査 佐賀県行政書士会館

１１月１３日（ 金） 入管業務メール勉強会（ 全１１回）

１１月１４日（ 土） 佐賀県国際交流協会創立３０周年記念式典 ホテルマリターレ創生

佐賀

総 務 部

業 務 部
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１０月１日（ 火） 佐賀県行政書士会館にて令和２度広報月間の無料相談会を実施致し

ました。今年度もテレビやラジオ等のメディアを積極的に活用し

相談会の告知を行いました。

１０月４日（ 日） 国際フェスタ佐賀が神崎市の王仁博士顕彰公園にて開催され、当会

も相談ブースを設置し参加致しました。

１０月１４日（ 土） 佐賀県国際交流協会創立３０周年記念式典がホテルマリターレ創生

佐賀にて開催され出席致しました。

１２月４日（ 金） ラジオＣＭグランプリ作品選考を行いました。計１９８件の応募があ

り、力作揃いでしたので、今年も受賞するかもしれません。来年１月

９日（ 土） のＮＢＣラジオ特別番組での結果をお楽しみに！

令和2年度行政書士広報月間の際には各支部会員の皆様にご協力
いただき誠にありがとうございました。会員の皆様のおかげで無事

に広報月間を終えることができました。例年と違い、今年はコロナ

ウイルスの影響により官公庁への挨拶廻りや、各支部において開催

していただいた無料相談会も感染症対策に大変、気を使われたこと

と思います。そのような中でこそ気軽に相談できる場所や機会があ

ることで救われる方もいらっしゃると思います。この度の広報月間

においての活動内容は後ほど活動報告として皆様へご報告致しま

す。ご協力ありがとうございました。

広 報 部

令和２年度行政書士広報月間へのご協力の御礼

ご協力感謝いたし

ますニャ！
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令和２年度日行連理事会（ Ｒ2.11.11開催） 及び
令和２年度第2回九地協会長会議（ Ｒ2.11.14・ 15開催）

報 告 書

報告者 会長 赤司久人

日行連理事会

日 時 令和年11月11日(水)13： 30～17： 00
場 所 虎ノ門タワーズオフィスビル6Ｆ

コロナの影響で、日行連の会議は昨年6月の総会を含めて、長らく書面か、ＺＯＯＭ等
のリモートで行われて来ましたが、昨年の2月以来約9か月ぶりに、全国の理事が一堂に

会しての理事会が開催されました。その要点についてご報告いたします。

Ⅰ 議案

デジタル施策の柱について

◎ 日行連として検討・ 実行すべきデジタル施策の柱

①行政書士のデータベースをマイナンバーに紐づけるか、独自の電子証明（ 行政書
士証票にＩ Ｃチップを搭載するか、結論を急ぐべき。

② マイナンバーカード取得サポーター制度（ 仮称） について、早々 に関係省庁と協

議し、実行する必要あり。

③行政書士によるオンライン対面相談の提言を各省庁に行う。
④国家資格者データベースの構築に向けて、デジタル庁と調整し、継続的な意見調
整を図る。

⑤ デジタル庁が行うデジタル改革アイデアボックスへの投稿を日行連として組織
的に行い、大臣からの意見聴取の対象に取り上げられるようにしていく必要がある。

その他、旅費規則の改正、行政書士法人届出事務取扱規則の改正についても議案が提

出されました。

Ⅱ 協議事項

委員会組織の見直しについて

◎ 令和2年度に1.法教育推進委員会、 2.暴力団等排除対策委員会、 3.権利擁護推進委
員会の3委員会を新設し、その代わり他の委員会を分割統合するなどして全体を見
直す。

その他、行政書士法改正項目、成年後見制度推進のための基本方針等について協議

しました。

Ⅲ 報告事項

Go To トラベル地域共通クーポン取扱店舗登録申請について

◎ 理事会開催時点で、取扱店の登録件数は約20万件にとどまっており、政府目標の
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50万件には遠く及ばない。各単位会より会員に呼びかけを強化して、目標の達成の

ために協力をお願いしたい。

その他、行政書士制度70周年記念式典について、特定行政書士法定研修考査結果につ
いて、HASSAPの制度化セミナー開催について等の報告がありました。

※詳しくは、資料を事務局に備え付けますので、ご覧ください。

第2回九地協会長会
日 時 令和2年11月14日(土)13： 30～15： 00

同15： 30～17： 00
日行連と九州地方協議会との連絡会

継続審議 20日(日） 9： 00～11： 00
場 所 福岡市中央区 TKPガーデンシティ天神

Ⅰ 協議事項

１．今後の事業計画について（ 長崎会より）

①日本郵便関係事業の対応について
コロナの影響及びカンポの不祥事等により、九地協で統一した相談会を行うことが

難しくなっている。今後の対応をどうするか。

★ 各会からいろいろ意見があったが、当面それぞれの単位会の事情により、各地のゆう
ちょ銀行、郵便局等と調整して独自に活動を継続するという結論になった。

②国際業務関係について
こちらもコロナの影響で、外国人の出入国が滞っている実態がある。九地協として特

定技能1号、 2号等について担当者会議を開催する必要があるか。

★ 各会から様々 な意見があったが、各単位会の事情が違うので、当面は各単位会に任せ

るということになった。

２．佐賀会から

佐賀会からは、日行連への要望事項として、

① 今後も予想される政府等からの各種助成金、給付金等の申請手続に行政書士の活用を
強化すること

② デジタル庁の設置と行政書士業務の関わりについて、可能な限り早く日行連としての
方針を示し、行政書士業務の確保を図ること

を提出した。

以上、報告とさせていただきます。
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「 公証役場を取り巻く最近の状況と新しい制度」

について

佐賀公証人合同役場 公証人 木村 幹人

新年おめでとうございます。

佐賀県行政書士会の会員の皆様におかれましては、幸多き新年を迎えられた

こととお慶び申し上げます。また、平素より、公証事務の適正かつ迅速な処理と

公証役場の円滑な運営に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、近年の超高齢化社会の進展と多死社会の到来で、「 終活」や「 相続」、「 死

後の後始末」 に対する市民の関心が高まっており、「 人生１００年時代」 を見据

えた「 老後の安心・ 安全」のために、遺言公正証書や任意後見契約、財産管理等

委任契約、家族信託契約、死後事務委任契約等の公正証書の作成件数が年々 増加

傾向にあります。これら公正証書に関する士業者からの相談も増えてきており、

公証人として、士業者との連携の必要性・ 重要性を実感しております。また、新

型コロナウイルス感染者が急増する中、「 不安が先立つ時代」、「 不確実な時代」

にあって、「 公証事務への希求」 が高まってきているように感じております。

そこで、本稿では、佐賀県行政書士会の会員の皆様と最新情報や問題意識を共

①有し、より一層、緊密な連携を図っていく観点から、 公証役場を取り巻く最近

②の状況と 公証業務にも関わる新しい制度について解説いたします。

第１ 新型コロナウイルス感染症蔓延下の公証事務

昨年（ ２０２０年） を振り返ると、４月以降、新型コロナウイルス感染症

の急拡大を警戒して、全国の病院や老人施設では、親族を含む部外者の病院

や施設への立入りが全面的に禁止されることになり、これまでのように公証

人が病院や施設に出向いて嘱託人（ 遺言者等） と対面し、遺言公正証書や任

意後見契約・財産管理委任契約公正証書を作成することが全くできない状況

に至りましたが、その後、国の緊急事態宣言が解除となり、６月下旬以降、

延期となっていた病院や老人施設への出張を伴う遺言公正証書等の作成事

務が再開された次第です。

しかし、１１月以降の世界各国の新型コロナウイルス感染再拡大状況や、

国内でも首都圏や大阪府、北海道を中心とした感染者数の急増と医療体制の

逼迫状況を見る限り、佐賀県でも第３波到来による新型コロナウイルスの蔓

延が大いに危惧されます。

このような未曾有の非常事態を克服し、国民に対する公的サービスである

公証業務を滞りなく継続するために、公証役場では、利用者の安心・ 安全の

確保を最優先に考え、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた各種対策を

徹底しています。会員の皆様には、各種公正証書の作成や相談、定款認証等

の用務で公証役場を利用される際には、感染拡大防止に向けた公証役場の各
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① ②取組（ 対面を避けたメール・ 電話による相談の積極的な取組、 ３密回避

③のための原則予約制の徹底、 アクリル板遮蔽措置等）に引き続き御協力を

お願い申し上げます。

第２ 公証業務に関わる新しい制度

１ このような非常事態下で、昨年（ ２０２０年） ４月１日から公証業務に

も関わる次のような新しい制度がスタートしました。

①具体的には、 債権法改正（ 消滅時効、法定利率、保証人の保護に関す

る制度、賃貸借終了時の敷金返還や原状回復の基本ルール、将来債権の譲

② ③渡など）、 相続法改正（ 配偶者居住権及び配偶者短期居住権）、 民事執

行法の一部改正（ 債務者に自己の財産を開示させる手続の見直し、第三者

（ 銀行等の金融機関や市町村・ 年金機構等）からの債務者の財産に関する

情報の取得手続の新設）等の新しい制度です。また、これらの制度に加え、

④ ５月１１日からは「 テレビ電話方式による電子定款の認証手続」につい
て、従来のシステムに加え、紙の委任状による場合も含まれることになり

ました。

２ ④前記 「 テレビ電話方式による電子定款の認証手続」の制度は、起業環

境向上のため、電子定款の認証手続をより利用しやすくするものであり、

その利用の推進を図ることは、現下の新型コロナウイルス感染症対策とし

ても意義あることです。全国の公証役場では、テレビ電話を利用した電子

定款の認証手続を積極的に推進しているところあり、佐賀公証役場でも、

東京や大阪、福岡等の他県の行政書士等の士業者とテレビ電話を利用した

電子定款の認証をかなりの件数、処理済みです。今後、会員の皆様にも、

是非、このテレビ電話を利用したシステムを積極的に活用していただきた

いと思います。

そこで、「 テレビ電話方式による電子定款の認証手続」 を円滑に利用し

ていただくために、以下、近時の定款認証に関する諸手続の変更点につい

て解説いたします。

第３ 「 テレビ電話方式による電子定款の認証手続」

１ ＦＡＴ Ｆ対応のための「 新たな定款認証手続」の実施（ ２０１８年１１月

３０日～）

すでに、２０１８年１１月３０日から、公証人法施行規則の一部を改正す

※る省令が施行され、ＦＡＴ Ｆ（ マネーロンダリングやテロリストへの資金

供給を防ぐ対策の基準をつく る国際組織。欧州２０カ国をはじめ日本、米国、

中国、韓国など計３５の国・ 地域（ ２０１７年２月現在）が参加し、各国の

取り組みを相互審査する金融活動作業部会）対応のための「 新たな定款認証

手続」が始まりました。これは、法人の「 実質的支配者」 を把握することな

どにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の
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不正使用（ マネーロンダリング、テロ資金供与等）を抑止することが国内外

から求められていることを踏まえての措置です。

この「 新たな定款認証手続」 の対象法人は、株式会社、一般社団法人、一

般財団法人であり、これら法人の原子定款については、電子認証による場合

だけでなく 、書面による認証も、同手続の対象となります。また、法人の「 実

質的支配者」とは、設立しようとする法人の事業経営を実質的に支配するこ

※とが可能となる関係にある自然人を指します（ 「 実質的支配者」の申告に

あたり疑義等がある場合には、事前に公証人にお尋ねください。）。

なお、設立した法人が金融機関等との間で預貯金契約等の取引をしよう

とするとき、金融機関等から設立した法人の「 実質的支配者及び暴力団員等

非該当の申告」を求められますが、公証役場では、金融機関等からの要望を

受けて、その申告の際に利用する「 申告受理及び認証証明書」の作成及び発

行を行ってきております。今後も、法人設立時の金融機関等とのやり取りに、

公証役場が発行する「 申告受理及び認証証明書」 を活用してく ださい。

２ 「 テレビ電話方式による電子定款の認証手続」の実施（ ２０１９年３月２

９日～）

２０１９年３月５日に「 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（ 法務省令第４号。以下「 改正省令」 とい

う。）が交付され、同年３月２９日から施行されたことに伴い、「 テレビ電話

※方式による電子定款及び電子私署証書の認証手続」 が開始されました（

「 テレビ電話方式による認証手続」の対象となるのは、株式会社、一般社団

法人、一般財団法人及び各種法人の全ての電子定款の認証はもとより、電子

私署証書の認証も含まれることになりますが、以下、電子定款の認証手続に

ついて解説いたします。）。

従来、認証業務では、省令の定めにより、電子認証を受ける場合には、作

成者本人又はその代理人が公証役場に赴き、公証人の面前で、本人確認をす

るなどの手続、「 面前性の確保」 が要件とされておりましたが、改正省令に

より、「 一定の条件」 が整えば、テレビ電話を利用して嘱託人の本人確認及

び電子署名の面前認証による電子定款の認証手続を行うことが可能となり

ました。これにより、オンライン申請を行う嘱託人が公証役場に出向く こと

なく 、テレビ電話を利用して公証人と面談し、身分確認を受けることなどを

することにより、その認証を受け、認証された定款データを自らのパソコン

のオンライン申請システムで受け取ることができるようになりました。

なお、テレビ電話を利用して電子定款の手続をするための前記「 一定の条

①件」 とは、 発起人等が電子定款に電子署名をして、嘱託人として、自ら電

②子定款をオンライン申請する場合、又は、 発起人等が委任状に電子署名を

して、定款作成代理人（ 士業者） が、嘱託人として、その委任状と一緒に、

自ら電子署名をした電子定款をオンライン申請する場合に限られるという
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「 ２つの条件」 を指します。

３ 「 テレビ電話方式による電子定款の認証手続」の利用拡大の方策（ ２０２

０年５月１１日～）

昨年（ ２０２０年）５月１日に一部改正省令が公布され、同月１１日から

施行されたことに伴い、「 テレビ電話方式による電子定款の認証手続」 がそ

の利用拡大に向けて一部変更になりました。具体的には、改正省令第９条第

７項の一部改正で、より広く 、「 嘱託人の申立てがあり、指定公証人が相当

と認めるとき」 にテレビ電話の利用を認めることとされました。

これにより、委任状の提出が必要な場合には、これまでの電子署名の付さ

れた委任状がオンラインで提出されているときに加え、発起人が電子署名で

きない場合でも、電子署名ができる定款作成代理人に紙の委任状で定款作成

を委任し、（ 認証手続に先立ち） 委任状及び印鑑証明書が公証役場に郵送さ

れ、テレビ電話を利用する時点で原本確認が可能な場合には、「 テレビ電話

方式による電子定款の認証手続」 ができるようになりました。

なお、認証を受ける場合には、いわゆる復代理人による認証の必要性や合

理性が認められますが、テレビ電話を利用した電子定款の認証手続では、嘱

託人がその場に居ながら認証を受けることができるので、テレビ電話で嘱託

人本人と直接対面して確認や聴取をすることをせず、いわゆる復代理人が嘱

託人本人に代わってテレビ電話に出ることを認めることは、「 テレビ電話方

式による電子定款の認証手続」 が認められた趣旨から相当ではないことは、

従前の取扱いと同様です。したがって、定款作成代理人が行政書士法人等の

法人である場合は、テレビ電話で公証人と直接対面するのは、その法人の代

表者に限られることにご留意ください。

第４ 本稿のまとめに代えて

連日のように新型コロナウイルスのワクチン開発のニュースが報道されて

おりますが、新型コロナウイルスの感染拡大がいつ収束するのか、最終的にど

のような重大な影響を私たちの日常生活や社会経済活動等に及ぼすのかはっ

きりしたことは分かりません。しかし、景気の後退、グローバル化の減速に加

え、リモートワークやオンライン教育、医療分野の遠隔診断など、様々 な場面

で一層のオンライン化、デジタル化が進むことは疑いないようです。

今後の「 ウィズコロナ」、「 アフターコロナ」の動向が公証業務にどのような

変化や影響を与えるのか、そしてこのような変化にどのように対処していくの

かについて、公証人として、常に市民目線、利用者目線に立って、緊張感と危

機感を持って対処していく必要があるものと考えております。

今年も、佐賀県行政書士会の会員の皆様には、公証業務、そして公証役場の

円滑な運営に御協力をお願い申し上げます。
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（ 参考）

「 テレビ電話方式による電子定款の認証手続」 の手順や付随する諸手続（ 手数料の

徴取や同一の情報の提供の書面の取扱い、申告受理及び認証証明書の取扱い、認証手

続の予約申込等） については、日本公証人連合会のＨＰに掲載されておりますが、不

明な点等がありましたら、遠慮なく 、佐賀公証人合同役場までお問合せください。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

公益財団法人佐賀県国際交流協会創立３０周年記念式典に参加して

佐賀県行政書士会

佐賀支部 天山恵理子

令和２年１１月１４日にホテルマリターレ創世にて行われた、国際交流協会

の創立３０周年記念式典に参加させていただきました。

式典ではまず初めに、山口佐賀県知事と国際交流協会の黒岩理事長からのご

挨拶がありました。お話のなかでとても印象的だったのは、「 創立したころの協

会の目的は、まさに国際交流でありましたが、現在では多文化共生を目的として

います」という言葉でした。日本に住んでいる外国人の数は、２８２万人を超え

ています。現在ではコロナの影響もありますが、おそらく今後も増え続けていく

ことと思います。

これからは、文化

の違いを学び受け

入れていく という

気持ちを持つこと

が必要なのだと感

じました。

次に、県内で国際交流・協力活動を行っている方々 への記念品の贈呈が行われ

ました。想像以上に多くの方たちが、活動を行われていることに大変驚きました。

それぞれが「 多文化共生」を実現できるよう、お互いの役割をしっかりと果たし

ていく必要があると感じました。私たちは、行政書士として在留資格に関して外

国人の方のサポートを行っています。他の国際交流・協力活動を行っている方々

とも情報交換をしながら、外国人の方に寄り添うことが出来ればと思いました。

そして、認定NPO法人テラ・ ルネッサンスの鬼丸昌也氏の基調講演が行われ
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ました。講演では、ウガンダ共和国の子供兵のお話しを聞かせていただきました。

子供兵の問題と私たちの生活との間には、一見分かりにく いですが実は深い関

係があるとのことです。私たちが毎日使っているスマートホンの材料の一つで

あるレアメタルが紛争を引き起こす原因の一つとなっており、その戦いに子供

兵が使われているそうです。鬼丸氏は講演の中で、我々 一人一人の力は小さく て

も問題について考え続けることが大事であることということをおっしゃってい

ました。まずは私も、手に取る食品や日用品が出来るまでにどんな背景があるの

かといったことにも、目を向けるようにしていきたいと思いました。

今回の式典に参加して、これからは行政書士としても一人の人間としても、国

際社会の一員なのだという自覚をもって過ごしていきたいと思います。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

佐賀県行政書士会の国際に関する活動が認められ、佐賀県国際

交流協会から表彰を受けましたにゃ。なんともうれしいにゃ！

そして記念品として楯が送られ、当会館の会議室に飾ってある

にゃ。会員の皆様も会館に立ち寄る際には見ていってにゃ。

佐賀県国際交流協会より表彰を受けました！
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山陰旅行記（島根・鳥取2020.10.30）

佐賀支部藤山正純

秋の深まりを感じつつも、錦秋にはまだ少し早かった１０月の末に、島根と鳥取を旅して

きました。島根・鳥取方面へは片道ほぼ５００㌔なので実際にもかなり遠いのですが、いつ

も実距離以上の隔たりを感じるのは何故でしょうか。軽い緊張感のようなものを感じてし

まうのです。私が育った頃は、『古事記』や『出雲風土記』を基にした物語がポピュラーだ

ったので、大国主命（おおくにぬしのみこと）が数々の試練を克服して成長する物語や、須

佐之男命（すさのをのみこと）の八岐大蛇（やまたのをろち）退治の話などは、子供でもよ

く知っていました。神々の行動は壮大かつ神秘的で、往々にして理不尽であり奇怪です。そ

ういう記憶が、山陰をことさらミステリアスに感じさせるのかもしれません。

ところで、『古事記』上巻(神話の部)の実に３分の１を出雲神話が占めているのですが、

そこでは大国主命率いる出雲国は、天照大神(あまてらすおおみかみ)に最後まで抵抗した勢

力として描かれており、その降伏をもって全国の平定が完成したことになっています。この

土地はまさに、八百万(やおよろず)の天神地祇たちが総力を結集して覇を競った舞台であっ

たわけです。この物語に史実の片鱗が潜んでいるかもしれないという魅力的な考えは、残念

なことに今では全く顧みられません。しかし考古学の成果（荒神谷遺跡・青地神谷遺跡など）

は、島根・鳥取に有史以前に強大な文明が存在したことを物語っており、神話を全く荒唐無

稽の空想とは断定できないのではないか、と密かに思っています。

さて今回訪問した島根・鳥取ですが、神々が縦横に駆け巡った時代は既に遠く去り、今は

穏やかに鎮まった山影や町々が、私たちの旅を豊かに彩ってくれました。そんな中からいく

つかピックアップしてご紹介しようと思います。

出雲大社島根県出雲市

出雲大社は大国主命を祀る古社です。縁結びの神としても有名な大国主命ですが、そう

言われる所以は多くの

妻を持っているなど、

いわゆる艶福家だった

ことによります。若い

頃に数々の試練を受け

ながら、そのたびに何

かしら女性の助力を得

てそれを克服していま

す。命(みこと)は大変

な美男子だったと『古
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事記』に記されていますので、それが命の人生に大いに助けになったことは確かでしょ

う。うらやましい限りです。

出雲大社の建築様式は「大社造り」と言い、伊勢神宮の「唯一神明造り」と並んで、日

本の神社建築様式の双璧です。現在の社殿の高さは２４mもあって堂々たる風格ですが、

かつてはその２倍の４８mだったという所伝がありました。これについてはその虚実が議

論の的でしたが、平成１２年に境内から太い３本の丸柱を鉄輪で束ねた柱が出土し、それ

が伝来の「金輪御造営差図」の記載にも一致するところから、４８m説の信憑性は一躍高

まったのです。

世界遺産石見銀山 島根県大田（おおだ）市

島根県の旧国名は東半が「出雲国」、西半が「石見国」でした。銀山はその石見国迩摩

郡（にまぐん・現大田市）に所在していました。山深い当地で１５２７年、博多商人神屋

寿禎によって銀鉱脈が発見され、以来４００年にわたって採鉱が続けられた日本有数の銀

鉱山です。当時世界の銀

のうち、日本産出高が３

分の１を占めたといわ

れ、さらに当銀山がその

うちの最有力であったこ

とから、日本の政治・経

済に多大な影響力を及ぼ

したことは勿論、西欧や

アジア諸国との交易を通

じた国際的文化交流があ

ったことなどが普遍的価値であるとして、世界遺産に登録されたものです。石見銀山資

料館には、豊富な資料が工夫を凝らして展示されています。鉱山労働の様子などが原寸大

の人形で再現されていて、銀山を中心とした集落の様子も精密なジオラマによって再現さ

れています。丁銀(ちょうぎん)のレプリカが展示されていて、観光客の目を引いていまし

た。これは貨幣ですが、いわゆる秤量貨幣(ひょうりょうかへい＝貨幣価値はその素材の価

値に等しい)であり、その価値は重量単位の「貫、匁」で表されます。

銀山を中心に形成された集落を散策しました。古い民家が連なる中に、玩具や菓子など

を商う店や、喫茶店などが点在しています。街路はほとんど物音もなく、静けさが集落を

覆っています。自分たちの足音だけが道連れです。この町もかつては職人や商人たちが行

きかい、殷賑を極めた時があったのでしょうが、今それは絶え果て、化石のように静かに

時を過ごしているように見えます。
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赤瓦土蔵めぐり 鳥取県倉吉市

鳥取県中部に位置する倉吉市は、中世山名氏の城下町として発展し、江戸期には商工業

の中心地として繁栄した町です。現在も残る多くの白壁土蔵は「赤瓦館」として物産販売

店やカフェなどに活用さ

れ、往時の栄華を彷彿させ

る街並みが残されていま

す。町なかを流れる玉川の

水面は清く澄み、その川沿

いに立ち並ぶ古い木造建築

の趣を楽しみながらの散策

は、行列や喧騒とは無縁

の、情趣に富んだ心に沁み

る旅路でした。

国宝松江城島根県松江市

松江城は出雲藩１８万６千石の本拠でした。石垣の中に１階、石垣の上に５階の計６階

から成り、最上階の望楼からは四囲を眺望できます。小ぶりながら均整の取れた姿は「千

鳥城」と称される美観を呈

しています。正面の屋根に

設えられた巨大な千鳥破風

による命名でしょうか。各

階の階段は極めて急で、一

段の高さが高い割に踏み面

は狭く、非常に昇降がし難

い造りになっています。敵

が攻めにくくする工夫とも

考えられますが、これでは

自分たちも応戦しにくかったでしょうし、そもそもここまで攻め込まれたのでは、もはや

勝ち目はありません。それにしても、命を的にして戦いに身を投ずる武士というものの宿

命は、勇ましくもあり、もの悲しくもあります。

そのほかの訪問地

水木しげるロード及び境港周辺観光(鳥取県境港市)、足立美術館(島根県安来市)

同行者福島幸典会員(写真班)、山崎芳高元会員コース企
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３月６日（ 土） アバンセ（ 佐賀市天神三丁目２－

１１） にて、今年も「 行政書士開業支援セミナー」

を開催予定となっております。

会員の皆様におかれましては、周りに行政書士試験

に合格した資格保有者や受験生がいらっしゃいまし

たら、ぜひ本セミナーをご案内下さい。

行政書士記念日事業について

昭和２６年に行政書士法が公布された日が２月２２日。「 行政書士

の自覚と誇りを促し、制度普及を図る」との目的を達成するのに相応

しい日として、この日を「 行政書士記念日」と定め、平成１９年度よ

り実施しています。

佐賀会におきましても、広く県民の皆様に行政書士制度を知って

頂くため、ＰＲ活動を実施する予定となっております。会員の皆様に

は引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

○ 令和３年２月２２日（ 月）

パンフレット及びノベルティーの配布／県内各所
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会員の動向

【 新規入会】

支部名 登録日 氏 名 〒 事務所所在地 TEL

唐津 R02.  10. 2 岩本 勝彦 847-0824 唐津市神田1520番地2 090-9592-4992

【 事務所所在地変更】

支部名 氏 名 〒 新事務所所在地 TEL

杵藤 石橋 孝信 849-1311 鹿島市大字高津原1737番地C-3号室 0954-62-5396

伊万里 山口 雅和 844-0027 西松浦郡有田町南原甲347番地3 080-5272-4115

【 退 会】

支部名 氏 名 抹消理由（ 退会日） 支部名 氏 名 抹消理由（ 退会日）

小城 谷口 充生 廃業（ R02.  9. 30） 唐津 熊本 徹 廃業（ R02.  9. 30）

東部 大園 浩利 廃業（ R02.  11. 30） 佐賀 山口 新 廃業（ R02.  12. 7）

会員数 246名 （ 男： 216 女： 30） ／ 法人 2

※令和 2年12月15日現在
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ЖфЖфЖ《 会務日誌 》ЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖф

令和 ２年１０月～１２月

10月 1日 本会無料相談会

10月 4日 2020さが国際フェスタ外国人無料相談会 ／王仁博士顕彰公園

10月 10日 サークル（ 法務経営研究会）

10月 17日 経審審査員研修 ／アバンセ

10月 18日 特定行政書士考査

10月 24日 行政書士試験実施説明会／アバンセ

10月 27日 行政書士試験実施説明会／佐賀市立図書館

11月 3日 経審審査員研修 ／アバンセ

11月 5日 第1回法務委員会
11月 8日 行政書士試験 ／佐賀大学本庄キャンパス

11月 14日 国際交流協会創立３０周年記念式典 ／ホテルマリターレ創世佐賀

11月 14～15日 九地協： 第２回九地協会長会 ／福岡

11月 28日 第３回広報部会

11月 30日 第２回行政書士試験実施委員会

12月 3日 専門士業団理事･幹事合同会議 ／千代田館

12月 15日 第４回総務部会

12月 16日 佐賀県OSS地域連絡会 ／佐賀運輸支局

12月 19日 第３回業務部会

12月 26日 業務研修会（ 民法改正） ／アバンセ

12月 29日～1月3日 休館
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令和２年度第四期 《 会費納入のお願い》
事務局では令和２年度第四期（ 令和３年 １月～３

月） の会費の納入をお願いしております。多忙な時

期でいらっしゃるかとは思いますがどうか当会のご

活動にご理解いただき、入金をお願い申し上げます。

＜口座引落日＞

第一期分 第二期分 第三期分 第四期分

4月20日 7月20日 10月20日 1月20日

佐賀県行政書士会及び佐賀県行政書士政治連盟の

会費自動引落し制度の加入について

本会及び佐政連では会費の自動引落しを推奨して

おります。佐賀銀行口座引落しによる会費納入を希

望される方は、本会事務局までご連絡ください。（ 手

数料は本会が負担。）

会員の皆様、明けましておめでとう

ございます。昨年はコロナ一色の年

となり、年末の「 今年の漢字」 も

「 密」 となりました。携帯電話やイ

ンターネットの普及により、すぐに

注文したものが届き、とても便利に

なったかと思えば、不思議なことに

ウイルスによって違う角度から日常

生活の距離を感じさせられたのはな

ぜだろうと改めて思わされた年でし

た。さて年が明けて今年は「 丑」 の

年です。丑の歩みは遅く とも着実に

成果をあげる意味のことわざがある

そうです。今年が会員の皆様の着実

な成果への一年となるよう、有益な

情報発信に努めて、そして皆様のご

多幸につながることを願いご挨拶と

いたします。それでは皆様、本年も

よろしく お願い致します。

- 広報部理事 山口雅和 -

― 事務局からのお願い －

・ 事務局では会員の方にできるだけメール登録をお

願いしております。迅速な連絡を行うためにもご

協力いただきますようお願いいたします。

・ 佐賀県収入証紙のご購入についても、

引き続きご協力をお願いいたします。
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