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新年のご挨拶

令和４年１月元旦

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4年の新春を穏やかな気持ちでお迎えのこととお慶び

申し上げます。

コロナの発生も日本では低い水準で推移しておりますが、新たにオミクロン株の流行が伝

えられ、先行きはまだ見通せない状態が続いています。

総会も2年連続で、ご来賓の出席なしで開催せざるを得ませんでしたし、会員向けの研修

もほとんど実施できておりません。今後は、コロナの発生状況を見ながらではありますが、

なるべく早く正常な状態に戻していきたいと願っております。

さて、昨年10月26日、延び延びになっていた行政書士制度発足70周年の記念式典が、

高円宮妃殿下、三権の長などをお招きして盛大に開催されました。その様子は、別の記事で

お伝えできると思いますが、これを記念して佐賀会から村上功会員が総務大臣表彰を、岡昭

久会員が日行連会長表彰を受章されました。ご両名にはこの場を借りて、心からお祝いを申

し上げます。これからも会へのご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。

行政書士会の目下の課題は、デジタル化への対応であると思っています。

昨年9月にデジタル庁が発足し、デジタル大臣が誕生しておりますが、今後あらゆる分野

で、急速にデジタル化が進み、行政書士の業務も大きく変化することが予想されます。

昨年12月に、日行連が総務省から委託を受け、各地の行政書士会がマイナンバーカード

の普及促進に協力していく方針であることをお伝えしましたが、これもデジタル化対応の一

環であると思います。国の方針として、少なくとも個人については、様々な情報をマイナン

バーカードに紐づけして、情報伝達の迅速化と利便性の向上を図る方向であることが見て取

れます。行政書士自身もマイナンバーカードを取得することが、業務を行う上で必須になっ

ていく可能性が高いと思います。

本会としても、デジタル庁をはじめ省庁の方針や日行連の動

きをできるだけ早く捉え、一刻も早く会員の皆様にお伝えして

いくことを心がけますが、皆様の方から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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～遠田名誉会長叙勲おめでとうございます～

赤司久人

佐賀会の遠田名誉会長が、令和3年秋の叙勲において、旭日中綬章を受章されました。

日行連の会長2期、副会長3期、佐賀会の会長3期など数々の経歴及び功績が認められた

もので、誠におめでたいことです。

遠田名誉会長としては、平成23年の黄綬

褒章に続く受章で、褒章を受けられた方が、

叙勲されるのは、極めて稀で佐賀会にとって

も本当に名誉なことです。

旭日中綬章は、これまで行政書士が受けた

中で最高の勲章で、過去にも3人しか例があ

りません。本来ならば皇居に参内して天皇陛

下から直々に授けられるべき性質のものでありますが、コロナ禍ということで残念ながら

宮中に行くことはかなわず、昨年12月1日に日行連で会長から伝達されるという形にな

りました。

当日は、地元の会長ということで私も招かれ、日行連の常任理事10数名が見守る中、常

住会長から証書と勲章が渡されました。

会員の皆様にも、遠田名誉会長にお会いになる機会がありましたら、お祝いの言葉をか

けていただければ幸いです。
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行政書士制度７０周年記念式典

内閣総理大臣 祝辞

本日ここに、高円宮妃殿下の御臨席を仰ぎ、行政書士制度 70 周年の記念式典が

挙行されるに当たり、一言お祝いを申し上げます。

我が国の行政書士制度は、昭和二十六年の行政書士法の制定以来、70年の長き

にわたり、行政の円滑な運営と国民の権利の擁護に多大なる貢献をしてまいりました。

今日の発展に寄与された先人の御努力に対し、深く感謝するとともに敬意を表する次

第であります。

加えて、本年6月に施行された改正行政書士法において、行政書士制度の目的は

「国民の権利利益の実現に資すること」であると明記されました。本年は、行政書士が

国民にとっての「頼れる街の法律家」として新たな門出を迎えた節目の年でもあります。

心よりお祝い申し上げます。

さて、今般の新型コロナ対応においては、各種給付金の申請手続をサポートしていた

だくなど、行政書士の皆様方には多大なる御尽力をいただきました。改めて御礼を申し

上げます。

新型コロナで我が国の経済社会は大きく傷つきましたが、同時に、これまで進んでこな

かったデジタル化が急速に進むなど、社会が変わっていく確かな予感が生まれていま

す。このため、政府としては、「デジタル田園都市国家構想」を通じて地方からデジタル

の実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていくこととしています。

行政サービスのデジタル化も一層進めることとしています。

このような時代の変革期だからこそ、様々 な行政手続に精通し、幅広い知識と経験を

もって時代の変化に対応されてきた行政書士への期待は益々 高まり、国民と行政をつ

なぐ架け橋として、デジタル社会においても行政サービスの向上に一層貢献していただ

けると確信をしております。

結びに、行政書士の皆様方の御多幸と行政書士制度の益々 の御発展を祈念いた

しまして、私の祝辞といたします。

※ビデオメッセージから文字を起こして掲載しています。
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行政書士制度70周年記念式典の様子
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令和3年度広報月間中の無料相談会及び監察活動報告

令和3年度の広報月間活動として、以下のスケジュールで無料相談会を行いました。ホー

ムページ・新聞広告・テレビ出演等での告知を行った上での相談会でしたが、コロナ禍とい

うこともあってか、相談件数が0件だった会場もあり、来年度の広報活動の課題を残す結果

となりました。

相談内容としては相続・遺産分割・外国人関係に関する相談が多く、相続・遺言・外国人

が日本で生活する上での問題、が行政書士の業務として市民の皆さまに定着し、かなりの需

要があることを実感いたしました。

以上を参考に、来年度はより良い広報月間にし、行政書士制度を市民の皆さまに広くアピ

ールできればと考えます。

また、監察活動として佐賀会では、赤司会長と遠田名誉会長に佐賀県議会議員であられる

留守茂幸先生を訪問していただき、平成27年6月に佐賀県議会に採択された、非行政書

士排除の徹底、の再度のお願いを行いました。その結果、1月20日、顧問県議団との懇話

会の中で顧問県議の皆さまに非行政書士排除の徹底のお願いをする予定となっております。

１．電話相談

日時 場所 対応人数 相談件数 内容

本会 10/22（金）

14時～16時

佐賀市役所 4 0

２．対面相談

日時 場所 対応人数 相談件数 内容

佐賀支部 10/22（金）

14時～16時

佐賀市役所 3 1 ・内容証明

東部支部 10/8 （金）

10時～12時

10/18（月）

千代田庁舎

神埼市役所

4

3

0

0

・配偶者居住

用不動産の贈

与及び実父の

相続放棄
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13時～16時

10/27（水）

10時～12時

鳥栖市役所 3 2 ・連帯保証人

の依頼につい

て

杵藤支部 10/17（日）

13時～16時

有明公民館 2 2 ・農地の譲渡

・遺産分割2

件

伊万里支部 10/20（水）

10時～12時

有田町婦人の

家

4 1 ・相続

３．国際フェスタ（外国人向け相談会）

日時 場所 対応人数 相談件数 内容

国際フェスタ 10/31（日）

11時:～16時

小城公園 3 4 ・外国人によ

る在留関係等

（写真：国際フェスタ）
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顧問県議の先生方との懇話会の

お知らせ

今年度も、顧問県議の先生方と佐賀県行政書士会との懇

話会が開催予定ですので、お知らせいたします。

ご都合つかれる方は、ぜひご出席ください。

◎日時：１月２０日（木）
◎場所：四季彩ホテル千代田館
（佐賀県佐賀市高木瀬町東高木２１６－１）
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～経審審査員研修が行われました～

佐賀県より受託している「経営事項審査業務受託事業」の

審査員研修がアバンセにて開催されました。研修は２日間行

われ、１日目は経審審査員試験の試験問題の解説、２日目は

実際に自分たちで作成した申請書の審査をし、現行審査員に

新規の審査員５名を加え、経審の基礎をしっかりと学習しま

した。

・経審審査員研修会（基礎編その１）

１０月３１日（日）１０：００～１７：００

・経審審査員研修会（基礎編その２）

１１月２７日（土）１０：００～１７：００
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令和３年度行政書士試験都道府県別受験者数

令和3年12月7日

都道府県 受験申込者数 受験者数 都道府県 受験申込者数 受験者数

北海道 1,767 1,367 滋賀県 463 358

青森県 324 256 京都府 1 ,488 1,151

岩手県 409 321 大阪府 5,082 3,976

宮城県 1,166 897 兵庫県 2,497 1,973

秋田県 245 193 奈良県 772 616

山形県 325 277 和歌山県 372 296

福島県 615 484 鳥取県 184 137

茨城県 949 756 島根県 296 237

栃木県 825 633 岡山県 844 667

群馬県 910 704 広島県 1,186 912

埼玉県 3,106 2, 390 山囗県 366 282

千葉県 2, 509 1,943 徳島県 270 215

東京都 14,516 10,930 香川県 441 340

神奈川県 3,864 3,025 愛媛県 502 390

新潟県 762 600 高知県 238 190

富山県 441 341 福岡県 2,462 1,868

石川県 480 379 佐賀県 354 275

福井県 270 212 長崎県 342 263

山梨県 279 223 熊本県 630 480

長野県 763 576 大分県 382 316

岐阜県 1,224 967 宮崎県 372 284

静岡県 1,530 1,195 鹿児島県 562 429

愛知県 3,139 2,488 沖縄県 709 540

三重県 637 518

全国計 61,869 47,870
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マイナンバーカード取得のお願い

下記の通り、総務省より日本行政書士会連合会を通し、マイナンバーカードの普及促進に

係るお願いが来ております。

日行連発第２７７号

令和３年６月７日

各 単 位 会 長 様

日本行政書士会連合会

会 長 常 住 豊

マイナンバーカードの積極的な取得及び健康保険証利用の促進について 日頃より本会の

運営にご協力いただき、御礼申し上げます。

標記の件につきまして、今般、総務省より別添の文書にて協力要請がありまし たので、

各単位会におかれましても、取得促進のため、所属会員にご周知いただ きますようお願い

いたします。

ご多用中恐縮ですが、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

以 上

今現在も、各種証明書（・住民票記載事項証明書・各種税証明書・戸籍証明書・戸籍の附

票の写し・所得証明書・課税証明書）のコンビニエンスストアでの取得・e-tax（オンライン

での確定申告）・定款の電子認証の際の証明書など活躍の場面が多々あるマイナンバーカー

ドですが、今後さらに、健康保険証としての利用・ワクチン接種証明書の取得等使用する状

況が増えていくものと考えられます。次に新規に始まったマイナンバーカードの使用方法

（健康保険証・ワクチン接種証明書）を記載いたしますので、これを機に是非マイナンバー

カードの取得をご検討下さい。
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【令和３年11月】

マイナンバーカードで、
新型コロナワクチンの接種証明書（ 電子版）
が取得できるようになります

新型コロナワクチンの接種証明書（ 電子版） は、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得

し、表示可能となります。

※マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォンに限ります。
接種証明書（ 電子版） の申請には、マイナンバーカードが必要です。

マイナンバーカードは、申請から交付の準備ができるまで概ね1 か月かかります。お早めに申請・受

け取りいただくようお願いします。

※お住まいの市区町村によって状況が異なりますので、市区町村のHPを併せてご確認ください。
※ 新型コロナワクチンの接種証明書（ 電子版） は、2021 年12 月頃から申請受付開始予定です。
具体的な時期は決定次第、改めてお伝えいたします。

接種証明書（ 電子版） の活用ポイント

Point１ 目視確認

Point２ 二次元コード読み取り

・紙の証明書と同様の内容がスマホの画面で確認

できる

・スマホ等で二次元コードを読み取ることでも内

容が確認可能

・二次元コードに含まれる電子署名により、偽造を

防止

内閣官房デジタル庁総務省厚生労働省

＜お問い合わせ先＞

接種証明書全般： 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターフリーダイヤル（ 0120-761770）

マイナンバーカード全般： マイナンバー総合フリーダイヤル（ 0120-95-0178）
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会員の皆様、日頃の業務お疲れ様です。さて、私たちが業務を行う上で、重要な行政行政書士証票

について、行政書士法及び関係規則では常時携帯するよう定められております。改めまして会

員の皆様におかれましては、業務時の携帯をよろしくお願い致します。

【行政書士法及び証票に関する規則について】

行政書士法は第6条の2第4項において、日本行政書士連合会は、同条第2項の規定により行政

書士の登録を行った者について、行政書士名簿に登録をしたときは行政書士証票を交付しなければ

ならないとされており、また同法第7条の２第1項は行政書士証票の返還について、同条第2項は

再交付について規定があるほか、行政書士法第7条の３において、行政書士証票に関し必要な事項

は、日本行政書士連合会会則で定めると規定されております。そして日本行政書士連合会会則第53

条においては、会則に規定するもののほか、行政書士証票に関し必要な事項は同会の規則で定める

こととされており、同会が定めた「日本行政書士連合会行政書士証票に関する規則」の第4条の２

（所持上の責務）において、行政書士は証票を常時携帯しなければならないとされております。

以上、行政書士法、日本行政書士連合会規則及び日本行政書士連合会行政書士証票に関する規則

より

行政書士証票の携行は行政書士の責務で

す。忘れずに携帯しましょう

よろしくお願

いしますニャ
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佐賀県行政書士会では、相談会を開催し、市民及び法人・団体等の相談に応じ、その利便に資する

こと並びに相談を通じ社会貢献及び広報活動の一助とし、併せて本会の会員の資質向上を図ること

を目的として相談員の登録制度を設けております。

相談員の資格要件は、「佐賀県行政書士会相談会運用規則」第１０条により定められております。

① 行政書士登録をした日から３年以上経過しており、かつ相談を受ける業務分野で一定の経験を有

していること

② 本会が主催する倫理研修を受講していること

③ 本会の会費を滞納していないこと

④ 行政書士法第１４条第１項第２号及び第３号による県知事の処分又は本会会則第９６条の２第１

項第２号及び第３号による本会会長の処分を受けその期間を経過していること

相談員登録をご希望される方は指定の申請用紙等がございますので、事務局までお尋ねください。

相 談 員 登 録 の お 知 ら せ
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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

東部 R03. 11. 15 澁
しぶ

田
た

金三郎
きんざぶろう

841-0046 鳥栖市真木町2015番地4 090-2712-6347

【 事務所所在地等変更】

支部名 氏 名 〒 新事務所所在地 TEL

佐賀 鶴﨑 博子 840-0804 佐賀市神野東三丁目2-1 080-3978-6202

佐賀 島崎 大蔵 849-0919 佐賀市兵庫北六丁目5番21号 0952-32-0082

佐賀 中原 美香 840-0844 佐賀市伊勢町9番35号 080-5261-7440

佐賀 中原 優作 840-0054 佐賀市水ケ江二丁目8番13号 0952-27-7837

杵藤 愛野 雅彦 （ 事務所電話番号のみの変更） 090-4993-8630

佐賀 明石 健三 （ 事務所電話番号のみの変更） 090-7159-7889

ЖфЖфЖ《 活 動 記 録 》ЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖф

令和 3年10月～12月

10月 1日 本会無料相談会

10月 9日 第2回封印管理委員会
10月 12日 第3回会館検討委員会

会員数 254名 （ 男： 220 女： 31） ／ 法人 3 ※令和 3年 12月 31日現在
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10月 17日 特定行政書士法定研修考査

10月 18日 SAGA VENTURE iPad 講習会 ／

10月 26日 行政書士制度70周年記念式典 ／ホテルオークラ東京

10月 28日 第6回正副会長・ 部長会（ ZOOM会議）
10月 29日 行政書士試験事前研修会 ／アバンセ

10月 30日 行政書士試験事前研修会 ／アバンセ

10月 31日 経審審査委員研修会 ／アバンセ

10月 31日 2021さが国際フェスタ ／小城公園

11月 4日 第2回業務座談会（ ZOOM座談会）
11月 12日 申請取次行政書士管理委員会責任者会議 ／福岡県行政書士会

11月 14日 行政書士試験 ／佐賀大学本庄キャンパス

11月 17日 令和3年度日本行政書士会連合会理事会 ／日本行政書士会連合会

11月 18日 令和3年度日本行政書士会連合会会長会 ／日本行政書士会連合会

11月 24日 第4回会館検討委員会
11月 26日 専門士業団理事・ 幹事合同会議 ／千代田館

11月 27日 経審審査委員研修会 ／アバンセ

11月 27日～28日 九地協： 第2回九地協会長会 ／メルキュールホテル沖縄那覇

11月 30日 第7回正副会長・ 部長会
11月 30日 第2回試験実施委員会

12月 2日 登録証交付式

12月 4日 第3回封印管理委員会
12月 11日 第3回広報部会
12月 11日 第5回会館検討委員会
12月 11日 第3回業務部会
12月 11日 第3回支部長会
12月 17日 マイナンバーカード代理申請手続事業説明会

12月 18日 第4回総務部会
12月 29日～1月 3日 休館
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● ● 佐賀労働局よりお知らせ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

改定しました 佐賀県最低賃金
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令和３年度第四期《会費納入のお願い》
事務局では令和3年度第四期（令和４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。）

新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましてはつつがなく新

しい年をお迎えのこととお慶び申し上げま

す。

昨年はコロナワクチンの接種が始まり、

暗い世の中に一筋の光が差したように感じ

ます。まだまだ注意は必要ですが、気にせ

ず外出できるような世の中になれば良いで

すね。

まだまだ寒い日が続きますが、お身体に

気を付けてお過ごしく ださい。皆様にとっ

て幸せな一年になりますように。今年もど

うぞ宜しくお願い致します。

広報部 北原

―事務局からのお願い－
・事務局では会員の方へ迅速な連絡を行うためにもできるだけメール登録をお願い

しております。又、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。

※ 会員の皆さまへ
会員は３年に１度、倫理研修を受講する義務があります！受講義務の確認は事務局へ

お問い合わせください。 ―佐賀県行政書士会―
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