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毎年１０月１日から３１日までを「行政書士制度広報月間」として、県内の関係官公署や市町村

及びその出先機関に対し、行政書士制度の理解とＰＲのため、ポスター掲示依頼活動や本会・各支

部において無料相談会等の活動を行っています。 

これらの活動の目的は、関係各機関に対し行政書士の各種業務及び社会貢献に関する広報活動を

行うとともに、非行政書士による許認可業務等の申請代理行為の排除を求めることにあります。 

 

 

非行政書士排除に向けての取り組み 

 

私たち行政書士は、行政書士法第 1 条の 2 第 1 項、第 19 条第 1 項に規定するように、他人の依

頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務、事実証明に関する書類を作成するこ

とを業としています。 

 

また行政書士が作成した書類に関しては、「行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなけ

ればならない。」と、行政書士法施行規則第 9 条第 2 項にて規定されており、例外的な場合を除き、

職印の押印が義務とされております。 

 

これは行政書士が書類作成したことを証明すると同時に、非行政書士行為を排除する上でも大切

な役割を果たすものです。 

 

佐賀県議会においても「非行政書士排除の請願」が採択されましたが、私たち行政書士自身が作

成した書類であると思われる、記名はあっても職印の無い書類等が一部に見受けられます。 

 

行政側から見て、このような書類は 100 パーセント行政書士が作成した書類と判断することが可

能となるように、今一度、私たちは、法令遵守に立ち返り、会員としての責務を果たすためにも、

作成書類の記名、職印の押印を守らねばなりません。 

 

以上の理由により、改めて会員各位に職印の押印を徹底する意味で記載例を掲載します。 

参考様式として、下記を示します。 

 

 

 

 

 

 

行政書士  佐賀太郎 

佐賀県行政書士会会員 
職 印 

6.5  ～ 7.1 ㎝ 

 

 

1.5 

～ 

2.1 
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◇◇ 期間中に実施予定の（実施済みも含む）無料相談会の日程です。 ◇◇ 
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 ７月１１日（水）に平成３０年度第２回理事会が開催されました。議案内容は以下の通りです。 

 

審議事項 審議結果 担当（部） 

【第１号議案】 唐津市との防災協定について 

【第２号議案】 事務局員の昇給について 

【第３号議案】 佐賀市平松清風大学の講師選定について 

【第４号議案】 法務委員の承認について「佐賀県行政書士

会 封印管理委員会運営細則」、「佐賀県行

政書士会 自動車封印取扱内規（都度渡し

方式）」の一部改訂について 

可決承認 

可決承認 

可決承認 

可決承認 

 

 

総務部 

経理部 

業務部 

業務部 

 

 

 

報告事項 担当（部） 

１．次回総会日程について 

２．新事務局長の雇入れについて 

３．会員への対応について 

４．会員の処分について 

５．法務局法定相続情報証明制度の説明について 

６．会員への職務上請求書払出について 

７．就業規則・給与規定・人事査定の制定・改正について 

８．新入会員研修会について（池松福岡会副会長講師） 

９．倫理研修会の開催日程について 

１０．佐賀県専門士業団体連絡協議会主催合同無料相談会について 

１１．各県税事務所での証明書取得時の取扱について 

１２．会館プロジェックトチームについて 

１３．九州地方協議会日本郵便担当者会議(4/4,6/12)について 

１４．封印再受託 封印取付け実績報告について 

１５．H30 年度 丁種封印事前研修会及び考査実施報告について 

１６．OSS 連絡協議会出席報告について 

１７．封印実績報告における数量の差異について 

１８．佐賀運輸支局との意見交換会及び親睦会の実施予定について 

１９．佐賀県警 使用権原書の取扱いについて 

総務部 

総務部 

総務部 

総務部 

総務部 

総務部 

総務部 

総務部 

総務部 

総務部 

総務部 

経理部 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 
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２０．公益財団法人 佐賀県国際交流協会関係について 

   ①「技能実習制度に関するセミナー実施案」について 

   ②外国人の労働及び生活に関する佐賀県連絡会議（仮称）の開催について 

   ③「2018 さが国際フェスタ」の参加について 

   ④「人権フェスタ」の参加(12/8)について 

２１．佐賀県県土整備部建設・技術課からの要望について 

２２．情報セキュリティ講座の実施について 

２３．出前講座の申込み状況について 

２４．佐賀県事業承継ネットワーク構成員の就任依頼について 

２５．CIIC 研修会の開催について 

２６．郵便局窓口現金封筒の設置に関して 

２７．佐賀南警察署生活安全課窓口での案内について 

２８．支部主催相談会活動費交付規則について 

２９．H30 年度監察活動の内容について 

３０．佐賀新聞名刺広告について 

業務部 

 

 

 

 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

広報部 

広報部 

広報部 

広報部 

広報部 

 

 

 

 

  

９月１５日（土）に平成３０年度第３回理事会が開催されました。議案内容は以下の通りです。 

 

審議事項 審議結果 担当（部） 

【第１号議案】〇〇会員への処分について 

【第２号議案】△△会員への処分について 

可決承認 

可決承認 

総務部 

総務部 

 

 

協議事項 担当（部） 

１．封印取付け委託要領等の改正について 

２．会務上の事故における保証等について 

３．支部主催相談会活動費交付規則について 

業務部 

業務部 

広報部 

 

 

報告事項 担当（部） 

１．新人会員研修会について 

２．第２回倫理研修会について 

３．市民後見人養成講座について 

４．唐津市との防災協定について 

総務部 

総務部 

総務部 

総務部 
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５．会館プロジェクトチームについて 

６．会館建設（特別会計）について研修会等の実施予定について 

①「相続 贈与 事業承継税制の基礎」CIIC 協賛 

②著作権相談員研修 開催予定 

③特定行政書士法定研修 考査 予定 

７．日本郵政 G 関係について 

①九州地方協議会日本郵便担当者会議 

８．自動車関係について 

１）丁種封印管理委員会 

①封印再受託 封印取付け実績報告 

②平成 30 年度 丁種封印指定研修実施報告及びお願い 

２）佐賀運輸支局関係 

①意見交換会及び懇親会の実施報告 

３）佐賀県警 

①佐賀県警への質問及び協議事項. 

９．国際関係について 

１）公益財団法人 佐賀県国際交流協会 

①「技能実習制度に関するセミナー」実施計画 

②外国人の労働及び生活に関する佐賀県連絡会議出席報告 

③「2018 さが国際フェスタ」事前打ち合わせ 

④「人権フェスタ」のポスター等の依頼 

１０．建設業関係について 

①佐賀県電気工事業工業組合のその後の対応 

②建設技術課からの情報 

１１．出前講座 講座増設について 

１２．佐賀県事業承継ネットワークキックオフフォーラム出席報告 

１３．第 1 回建設業社会保険推進・処遇改善九州地方連絡協議会 

１４．サークル規程の見直しについて 

１５．小中学習指導要領改訂に伴う著作権教育等について 

１６．１０月の広報月間の活動について 

１７．監察活動について 

１８．佐賀新聞名刺広告について 

１９．平成 30 年度 1 日合同行政相談所について 

２０．佐賀県空き家対策連絡会議について 

経理部 

業務部 

 

 

 

業務部 

 

業務部 

 

 

 

 

 

 

 

業務部 

 

 

 

 

 

業務部 

 

 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

広報部 

広報部 

広報部 

広報部 

会長 
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７月１１日（水）に平成３０年度第１回支部長会が開催されました。議案内容は以下の通りです。 

 

議案 担当（部） 

１．各支部からの状況報告について 

２．平成３０年度行政書士制度広報月間について 

３．新聞広告について 

４．監察活動について 

５．会費滞納者について 

各支部 

広報部 

広報部 

広報部 

総務部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 去る平成３０年８月２５日、佐賀県専門士業団体連絡協議会総会が佐賀市の千代田館で開催され

ました。この連絡協議会は佐賀県内の八士業団体により構成されており、３年前には佐賀県との間

で災害協定を締結しております。また、合同無料相談会の開催や後援会、合同研修会や懇親会等を

通じて、士業間の連携協力等も努めております。 

 総会では、平成２９年度事業報告および収支決算の報告、平成３０年度事業計画および収支予算

(案)の採決が行われ、無事に承認されました。 

また、前年度の一般社団法人中小企業診断協会から、今年度は佐賀県弁護士会に幹事会の引継に

関して報告があり、奥田佐賀県弁護士会会長からは、協議会の発展に更なる努力を行っていく旨の

抱負が述べられました。 
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災害時における行政書士による被災者支援に関する協定書を締結 

 

◇ 調印式出席者・・・唐津市      ～ 市長：峰達郎 

総務部長：櫻庭佳輝、危機管理防災課長：岡本恭一 

・・・佐賀県行政書士会 ～ 会長：赤司久人 

副会長：德永浩、小栁義則、溝上武史 

総務部長：長尾隆弘、総務部理事：深川忠久 

 

去る平成３０年８月２１日に、佐賀県行政書士会は唐津市と「災害時における行政書士による被災者

支援に関する協定」を締結しました。これまでは佐賀県との間で専門士業団の一員として災害協定を締

結していましたが、佐賀県行政書士会単独での県内市町村との災害協定の締結は、４月の小城市に続き

２例目となりました。 

 この協定は、災害時に市の要請に応じて行政書士を派遣し、罹災証明書の発行など行政手続きの相談

支援を行う内容となっております。大規模災害が発生すると、自治体は住民の安否確認や救助、避難所

の運営を担いますが、罹災証明に加え、住民の異動届や市税の減免申請にも対応します。ただ、被害内

容によって窓口が異なり、業務が滞ることも予想されるため、手続きに精通した行政書士が申請書の書

き方や届け出に必要な書類について無料で相談に応じることで、円滑な復興に寄与することを目的とし

ています。 

 唐津市役所での調印式で、赤司佐賀会会長は２年前の熊本地震後、４日間で延べ約３０人の行政書士

を派遣した経験を踏まえ「被災者は何から手を付ければいいか分からない。心の重荷を少しでも軽くで

きれば。」と話され、峰唐津市長は「協定締結することで、より円滑かつ、着実な被災者支援が可能とな

る。被災者支援体制の強化が図れる。」と本会への期待を述べられました。 

 これまで各市町村と協定を締結するにあたっては、県内各支部や各会員のご協力がありました。今後

とも、各支部等と連携しながら他の市町村との締結を進めてまいりますので、皆さまのご協力をよろし

くお願いいたします。 
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広報部 熊本郁夫 

 平成 30 年 9 月 14 日(金)に「グランデはがくれ」におい

て、業務研修及び顧問県議会議員との懇話会が開催されま

した。県議会議員の先生は、石倉議長を筆頭に 9 名の先生

に参加を頂きました。 

 まず、懇話会に先立ち、業務研修を行いました。研修内

容は「法定相続情報証明制度」についてと題しまして、佐

賀地方法務局の登記官坂本和美様が、制度の説明、利用方

法及び手続について講義されました。27 名の会員が参加さ

れ、会場は概ね、満席となりました。 

  

顧問県議との懇話会は、17:00 から開始され、「佐賀県行政書士会の活動状況」を下記のとおり報告し

ました。 

 １ 法定相続情報証明制度の照会 

   吉野健二会員により、法定相続情報の利便性、利用方法、実例などを説明しました。 

 ２ 行政書士による無料相談会の開催 

   10 月が広報月間となっており、各支部主催で相談会を開催することが広報部より報告されました。 

 ３ 災害時における行政書士による被災者支援に関する協定締結 

   唐津市と災害協定を 8 月 21 日に締結した旨及び内容について赤司会長から報告されました。 

 ４ 役所における受付窓口での申請代理人の確認 

報告後は、参加された各県議の皆様から挨拶と県政報告を頂きました。 

 

質疑応答の際は、塚本会員から「空き家」の実情が問題提起され、所有者不明の空き家調査を、行政

書士に任せて貰えないかとの提言や、平野会員から、農地転用の際の法定の添付書類以外は不要ではな

いかとの要望がされました。 

これに対し、留守県議、石倉県議が直接対応する窓口は市町村なので、県としては指導という形にな 

るということが述べられました。 

 「空き家問題」は、重要なことということで、他の会員からも提言がありました。 
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ペーペー広報部員の東京出張記 

東京で開催される全国広報担当者会議に行かせてもらうことになったのはいいが、どのようなことを

会議するかさっぱりわからない。とりあえず、一般的な広報の仕事を把握しておかねば…ということで、

広報の仕事についての書籍を図書館で借りて読んでみることに。ふむふむ、IR やらプレスリリースやら、

広報にはこういった仕事があるんだなぁと今更ながらに勉強し、いざ東京へ。 

日本行政書士会連合会（以下連合会）の本部は東京の虎ノ門にあるという。虎ノ門といえば省庁がある

ような一等地、ペーペーの広報部員には敷居の高い場所にある。それでも、せいぜい福岡会の会館が立

派になったくらいのものだろうとたかをくくって行く。携帯のナビによると本部の入っているビルは虎

ノ門駅から 7〜8 分程度行ったところにあるらしい。虎ノ門駅を降りると高層ビル群…おお、さすが東京

の一等地。ナビの案内に従い、進む。坂を登っていると佐賀にもあるような見慣れた規模の建物がある

…ちょっと安心して、この辺りかなと携帯の地図をみると、もう少し登ったところが目的地と出る。さ

らに登っていくと、高層の立派なビルがあり、そこが目的地だとさしている。思わず二度見上げる。中

から出てくるのはいかにも仕事の出来そうな人たち。間違いなのかなと思い、恐る恐る中に入っていく

とホールに全国広報担当者会議の案内の看板。それを見てこんな立派な建物の中に…と、もう一度見上

げてしまった。会場に行こうとエレベーターに向かうと私の行く手を阻む魔の手が…タッチパネルで行

き先を入力しないとエレベーターが来ない仕様らしい。こんなシステム佐賀にはないぞ…隣にいた別の

フロアへ向かう人の見よう見まねでなんとか無事に会場に着いた。 

席を確認するために名簿を見ると、ヒラの広報部員は全国で私だけ…完全

に場違いだとコソコソと席へ。幸いなことに地域ごとに席がまとめて指定し

てあり、九州での会議で見知った先生方がまわりにいたおかげで、場違いな

感じはなくなり落ち着くことができた。 

そうこうしているうちに開会の挨拶が始まる。この挨拶では、連合会の井

口広報部長の今回の担当者会議にかける熱意が伝わってくる。こういうこと

を書くと、決まり文句のように感じるが、本当に少年のように眼を輝かせな

んとも熱のこもった挨拶をされた。後で知ることになるのだが、どうやら広

報担当者会議は６年ぶりの開催ということで、連合会側も気合いが入ってい

 

挨拶に熱の入る井口広報部長 
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たようだ。 

会議は二日間に渡って開催さ

れたのだが、一日目は現在の広

報活動に関する六つの議題につ

いて、代表単位会の実際の取り

組みの発表を基に話しあうとい

うもの。二日目は、テーマにつ

いてグループディスカッション

を行った。ここで、会議の内容

をツラツラ書いても面白くない

ので、どの会の取り組みも素晴

らしいのだが、私が特に感心し

たものをいくつか紹介したい。 

 

まずは奈良会の会報誌。これ

は対外向けに作っている会報誌

らしく、その全てをワードで作

っているとのことなので驚きだ。

奈良会のホームページにアップ

されているので、「奈良 行政書

士会」で検索して是非見てもら

いたい。（http://www.gyoseinara.or.jp/） 

次に驚いたのが、広島会の完

全オリジナルのエンディングノ

ート。実物が会場に展示してあ

ったのだが、どの会も欲しいと

の意見が出る程の完成度。あっ

たら便利だろうなとは思ってい

たが、まさか本当に自分たちで

作るとは…まさにコロンブスの

卵である。佐賀会でも是非パク

り…参考にさせて頂きたい。 

北海道会のテレビＣＭ。上手

く作ってあり、誰もが笑え、印

象にのこる。これもホームペー

ジに上げてあるので、「北海道  

行政書士会」で検索して見ても

らいたい。（http://www.do-gyosei.or.jp/） 

最後に神奈川会の横浜スタジ

アムの広告。佐賀会の年間広報

予算が飛んでしまうかもしれな

いが、野球好きとしては憧れる

広告。シーズン終盤だが、横浜

戦の中継では要チェック。 

 

一般的には会議なんて退屈な

ものだが、そんなことは全くな

く大変有意義な二日間だった。

各県会で予算の大小はあるもの

の、広報担当者の悩みは共通し

ていることが分かった。ある悩

みを、ある会では試行錯誤して

解決していたり、今までなかっ

たアイディアがあったり。全国

の広報の情報を共有することの

大切さを改めて感じた。一方で、

各会の取り組みとしてマーケテ

ィングの調査・分析、戦略的に

広報をするという点が弱いと感

じた。行政書士の業務は多岐に

渡るため、公平性の観点から特

定分野のみの広報はできない事

情があるのもわかるが、会員の

理解を得て効率的な広報活動を

すべきという点は今後の課題と

なってくるだろう。 

会議を終えて事務局にお土産

を持って行った際に、偶然遠田

会長にお会いした。東京で挨拶

に行けてないのに帰ってすぐに

会うとは…なんとなく気まずい。

正直に東京の事務局の敷居が高

く挨拶に行けなかったことを伝

えると、気軽に見学していいよ

と言って頂けた。今回６年ぶり

に担当者会議が開催されたいき

さつや、広報活動の重要性につ

いて教えてもらったが、その会

話の中で、会議で得たものをち

ゃんと会にフィードバックし、

次へ繋げていかなければ会議を

やった意味が何もないとの言葉

があった。出張が終わってそれ

なりに満足していた私にはグサ

リ。会長の金言を胸に、広報活

動を更に頑張ろうと思い東京出

張を終えたのであった。 

（広報部 理事 豊福崇） 

 
会場には全国から色々なノベルティや広報誌が 
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各部の近況（活動報告）  
平成３０年７月～平成３０年９月 

 

総 務 部 

 

 

 

７月 ９日 佐賀県法務私学課を訪問 

      第３回総務部会 

       ・次回総会の日程について 

       ・唐津市との防災協定について 

       ・第１回倫理研修会について 

       ・第１回理事会・支部長会議案取りまとめ 

       ・苦情処理報告 

  １１日 第１回理事会・支部長会 

  １４日 佐賀県専門士業団体連絡協議会主催合同相談会 

  ２７日 新旧局長歓送迎会 

 

８月２１日 唐津市役所にて被災者支援に関する覚書締結式 

  ２５日 専門士業団体連絡協議会総会 

 

９月 ８日 第１回倫理研修会 

  １１日 第４回総務部会 

       ・新入会員研修会について 

     ・第２回倫理研修会について 

     ・会館検討PTについて 

     ・第２回理事会議案取りまとめ 

     ・苦情処理報告 

 １５日 第２回理事会 

 

 

 

業 務 部 

 

 

 

７月１３日 佐賀運輸支局との意見交換会及び懇親会 

７月２１日 特定行政書士法定研修（第１日目）   場所：佐賀県行政書士会館 

受講者：３名 

７月２２日 特定行政書士法定研修（第２日目）   場所：佐賀県行政書士会館 

受講者：３名 

７月２４日 佐賀県事業承継ネットワークキックオフフォーラム参加 
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７月２４日 九州地方協議会郵政担当者会議      場所：福岡県行政書士会館 

議題：日本郵政見守りサービスについて 

７月３０日 平松清風大学 挨拶           場所：平松清風大学事務局 

 

８月 １日 平松清風大学 出前講座打合せ      場所：平松清風大学事務局 

８月 ４日 特定行政書士法定研修（第３日目）    場所：佐賀県行政書士会館 

受講者：３名 

８月 ５日 特定行政書士法定研修（第４日目）    場所：佐賀県行政書士会館 

受講者：３名 

８月 ７日 外国人の労働及び生活に関する佐賀県連絡会  場所：佐賀県庁 

８月 ７日 各企業向け技能実習セミナー打合せ      場所：国際交流協会 

８月１８日 封印管理委員会             場所：佐賀県行政書士会 

内容：①年間スケジュールの見直し 

②事前研修及び指定研修の見直し  

８月３１日 国際フェスタ事前打合せ         場所：佐賀国際交流プラザ 研修室 

 内容：①チラシ、ポスターの配布（各団体上限 チラシ30枚、ポスター1枚まで 

   ②10月13日（土）唐津でのフェスタに参加される団体向けに   

（テントブースの場所確認、搬入時間、届け出等の確認、諸注意、） 

③パネル展示に関する諸注意 

④フェスタ助成金の申請方法（請求から交付までの流れ） 

⑤月間内にイベントやパネル展示をされる団体向け諸注意 

８月３１日 第１回建設業社会保険推進・処遇改善九州地方連絡協議会 

場所：第三博多偕成ビル ４階会議室 

議案：①規約改正 

      ②社会保険加入対策、建設キャリアアップシステム、

建設業における賃金等の状況等について 

      ③社会保険加入推進地域会議について 他 

 

９月 ５日 佐賀県警察への質問および協議事項に対する当会への回答等   場所：佐賀県行政書士会館 

９月 ８日 平成30年度第2回業務部会       場所：佐賀県行政書士会館 

出席者：会長 赤司久人 

          副会長 徳永浩、小柳義則 

                              業務部長 多久島加代子 

                              理事 岡武司、田口訓之、山崎かれん 

協議報告：１学習指導要領の大幅改正と行政書士の関りについて 

２今後の活動について 

             ①2018さが国際フェスタ 

②特定行政書士考査 

③相続・贈与・事業承継税制の基礎研修（CIIC） 

④外国人技能実習制度に関するセミナー 

⑤著作権相談員研修 

⑥出前講座 諸富町公民館「いきいき大学」 

３OSS、丁種封印について 
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①封印取付け委託要領等の改正について 

②軽自動車のOSS利用にあたっての事前準備資料について 

③自動車保管場所証明申請に関する警察庁通達について 

④佐賀県警察への質問及び協議に対する回答 

４外国人技能実習制度に関するセミナー 

５外国人の労働及び生活に関する佐賀県連絡会 

６第3回日本郵便協業検討担当者会議 

７相続・贈与・事業承継税制の基礎研修（CIIC） 

８出前講座 

      ①諸富町公民館「いきいき大学」 

      ②キャラバンメイト 

９日行連から支給されたファイルの使い道について 

10業務研究サークルの活動支援 

11キックオフフォーラム 

12さが国際フェスタ 

９月 ８日 丁種封印再委託者指定研修        場所：佐賀県行政書士会館 

出席者：１０名 

９月１４日 「外国人技能実習制度に関するセミナー」に関する打ち合わせ   場所：グランデはがくれ 

９月１９日 外国人技能実習制度に関するセミナー   場所：佐賀商工ビル７F大会議室 

講師：千住透会員 

相談員：5名 

 

 

 

広 報 部 

 

 

 

7月24日 第3回日本郵便協業検討担当者会議（福岡県行政書士会館） 

         江口周平理事オブザーバー参加 

7月25･26日 日行連「全国広報担当者会議」へ豊福崇理事参加 

 

8月27日  第２回広報部会 

          ・10月広報月間の活動について 

           相談会･官公署巡回･監察活動等 

          ・佐賀新聞名刺広告について 

          ・広報誌について 

          ・ノベルティについて（2月の行政書士記念日の配布用） 

          ・支部主催相談会活動費交付規則について 

          ・その他（国際フェスタ等） 

8月31日 （公財）佐賀県国際交流協会主催の国際フェスタ打合せ 

         江口周平理事参加 
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9月18日 合同会議 (監察･綱紀委員会、広報部） 

       ・広報月間の監察活動について（開発･農転） 

      第３回広報部会 

       ・１０月１日書士会館無料相談会（相談員･広報）について 

       ・国際フェスタ（相談員･広報）について 

           ・無料配布ノベルティについて 

           ・広報誌掲載内容の確認 

           ・ＮＢＣラジオコピーグランプリ・フィットへの掲載について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年７月３１日付けにて、島ノ江勝事務局長が退職されました。それに伴い、平成３０年７月２

日より 村島局長 が就任しております。新体制となり今後とも何卒宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就任のご挨拶 

事務局長 村島 賢治 

  

謹啓 仲秋の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて私こと、このたび平成３０年７月２日より佐賀県行政書士会の事務局長として就任しお世話

になっております。 

前職では、世界焱の博覧会事務局、佐賀県環境クリーン財団事務局、精神医療審査会事務局など

各種事務局事務の経験もありますが、同じ行政業務に係る事務ながら、新鮮さを感じるところが

多々あり、毎日、楽しく事にあたることができています。 

既に、就任から早３ヶ月が経ち、この間、理事会や部会、支部長会、専門士業団連絡会、顧問県

議との懇話会、その他様々なサークル活動と皆様の精力的な活動を目のあたりにし、私も微力なが

ら佐賀県行政書士会の発展のため一翼を担うことが出来ればと考えておりますので、今後とも御支

援、御指導の程よろしくお願い申し上げます。 

 

最後にこの紙面をお借りしまして、事務局からのお願いですが、これまで、日行連や行政機関、

各県行政書士会等からは国際関係や自動車関係、建設業関係、研修関係など行政書士業務に係る通

知や案内が多数の添付資料とともにメールで送信されてきています。このような大量の資料をFAX

で送信するには無理がある（FAX による会員４０名程度に１枚～２枚のA4の資料を送付するだけ

でも約２時間程かかっている現状があります。）ため、これらの情報を出来るだけ速やかに効果的

に皆様に伝達できるよう、是非、行政書士会用のメール登録をお願い致します。 
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＊＊＊ ９月１５日付登録の重松正博会員については、次号でご紹介いたします。 ＊＊＊＊＊ 

中島
なかしま

 茂雄
しげお

 

【入 会 日】          

平成３０年７月１５日 

【事務所名】 

行政書士 暁 事務所 

 

平成３０年７月に入会させていただきました、中

島と申します。私は平成２０年より社会保険労務士

として活動しておりますので、既にお世話になって

いる先生もいらっしゃいますが、多くの先生方と

は、「はじめまして…」です。 

行政書士の仕事は多岐に渡るため、より提案力が

求められる仕事であると感じており、市民の暮らし

の最も身近な法律専門家でもあると思います。 

新しいことを始めるにあたり、いろいろと不安も

ありますが、早く一人前の行政書士として活躍した

いと思っております。 

私のことはお気軽に中島さんや中島くんと呼ん

でいただければ幸いです。今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。 

池田
いけだ

 典生
のりお

 

【入 会 日】          

平成３０年６月１日  

【事務所名】 

 

池田典生行政書士行政事務所 

 

 ６月に入会いたしました東部支部の池田と申し

ます。１０月末で今の会社を退職し、新しいこと

にチャレンジしていきたいと思って入会いたしま

した。 

 人生の後半を迎え、行政書士が街の法律家と言

われるように、法律・行政に新しくかかわって、

社会に貢献していきたいと思っています。そうい

う場を与えてもらい、大変感謝しております。 

 会員の皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。 

次
つぎ

村
むら

 憲二
けんじ

 

【入 会 日】          

平成３０年８月１日 

【事務所名】 

つぎむら行政書士事務所 

 

佐賀県行政書士会の皆様、はじめまして。 

 ８月に入会登録した、伊万里支部の次村と申しま

す。 

伊万里支部では富永支部長をはじめとして、心優

しい諸先輩方からいろいろとご指導を受けることが

でき、なんとか業務に対応できております。 

開業すれば新人もベテランも対等であり、その分

お客様に対しては同じような対応が求められます。

相談に対しては不十分な回答にならないように時間

の許す限り調べて、対策を考えることに一生懸命に

努めております。 

 まだまだ新人の未熟者ではありますが、フットワ

ークと熱意だけは負けないように日々の業務に励み

精進する次第ですので、ご指導ご鞭撻のほどよろし

くお願いいたします。  
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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 

佐賀 H30.7.15 中島 茂雄 842-0031 
 
佐賀市材木二丁目 1-4 0952-60-3464 

伊万里 H30.8.1 次村 憲二 849-4252 
 
伊万里市山代町楠久津177番地161 080-5023-1054 

佐賀 H30.9.15 重松 正博 840-2106 佐賀市諸富町大字山領 172番地 1 0952-47-3055 

 
 
 

 
 
【事務所所在地変更】 

支部名 氏  名 〒 新事務所所在地 TEL 

武・鹿 吉田 寛明 849-1312 
 
鹿島市大字納富分 3138番地 3 0954-63-6059 

東部 江口 京子 841-0023 
 
鳥栖市姫方町 184-1 エスカレント
姫方 101 

090-5470-3166 

 
 
 
【変  更】 ※事務所電話番号のみの変更 

支部名 氏  名 TEL 

東部 福田 博志 070-3960-6441 

東部 渡辺 楠雄 090-2854-7514 

 
 
 

【変  更】 ※事務所名のみの変更 

支部名 氏  名 事務所名 

佐賀 松永 直之 ＳＧＮ国際行政書士事務所 
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【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 村島 賢治 廃業（H30.8.31） 佐賀 中島 知彦 廃業（H30.9.30） 

佐賀 古川 保博 死亡（H30.9.6）    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖфЖфЖ《 会務日誌 》ЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖф 

平成 30 年 7 月～9月 

 

7 月 7～8 日 九地協：第 1回九地協会長会 ／セントラーザ博多 

7 月 9日 正副会長県庁挨拶回り(法務私学課等) 

7 月 9日 第 3 回総務部会 

7 月 11 日 第 2 回理事会・第 1 回支部長会 

7 月 13 日 佐賀運輸支局との意見交換会 ／佐賀運輸支局 

7 月 14 日 専門士業団無料相談会 ／アバンセ 

7 月 14 日 サークル（法務経営研究会、国際連絡協議会） 

7 月 20 日 第 1 回監察綱紀委員会 

会員数 240名 （男：215 女：25）   

※平成 30年 10月 1日現在 

訃  報 

平成 30 年 9月 6 日 佐賀支部 古川 保博 会員（元 佐賀県行政書士会副会長）が

お亡くなりになりました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 
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7 月 21 日 特定行政書士法定研修（本講） 第 1日目 

7 月 22 日 特定行政書士法定研修（本講） 第 2日目 

7 月 23 日 登録交付式 

7 月 24 日 佐賀県事業承継ネットワークフォーラム参加 ／グランデはがくれ 

7 月 24 日 九地協：郵政担当者会議 ／福岡県行政書士会 

 

8 月 4日 特定行政書士法定研修 （本講）第 3日目 

8 月 5日 特定行政書士法定研修 （本講）第 4日目 

8 月 6日 第 1 回政治連盟幹事会 

8 月 7日 外国人の労働及び生活に関する佐賀県連絡会議～打合せ ／佐賀県庁 

8 月 9日 第 2 回監察綱紀委員会 

8 月 17 日 専門士業団幹事会 ／アイスクエアビル 

8 月 18 日 封印管理委員会 

8 月 20 日 登録交付式 

8 月 21 日 唐津市との災害時被災者支援協定締結調印式 ／唐津市役所 

8 月 25 日 専門士業団理事・幹事会・懇親会 ／千代田館 

8 月 25 日 サークル（農業生産法人研究会） 

8 月 27 日 第 2 回広報部会 

8 月 31 日 2018 佐賀国際フェスタ事前打合せ ／佐賀国際交流プラザ 

8 月 31 日 第 1 回建設業社会保険推進・処遇改善九州地方連絡協議会 ／第三博多偕成ビル 

 

9 月 5日 佐賀県警察本部との協議（自動車関係） 

9 月 8日 第 2 回業務部会 

9 月 8日 第 1 回倫理研修会 

9 月 8日 H30 度丁種封印名簿登載会員指定研修会 

9 月 11 日 第 4 回総務部会 

9 月 14 日 顧問県議との懇話会（研修会含）・懇親会 ／グランデはがくれ 

9 月 15 日 第 3 回理事会 

9 月 18 日 監察綱紀・広報部合同会議 

9 月 18 日 第 3 回広報部会 

9 月 19 日 外国人技能実習制度に関するセミナー参加 ／佐賀商工ビル 

9 月 20～21 日 日行連：30 年度会長会 ／ホテル日航奈良 

9 月 25 日 登録交付式 
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平成３０年度第三期 《会費納入のお願い》 

事務局では平成３０年度第三期（平成３０年１０月

～１２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 22 日 1月 21 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。） 

  

 記録的な猛暑となり、会員の皆さまも過ごしにくい

夏だったのではないかと思います。また、台風も頻繁

に発生、接近し、改めて災害は他人事ではないと痛切

に感じました。 

 奇しくも、佐賀会と小城市、唐津市との災害協定が

締結された時期でもあり、この協定が実際に利用され

ない環境こそ一番良いことだと、しみじみ考えさせら

れました。 

 災害が少ない佐賀県で安心して仕事ができること

に感謝しつつも、厳しい残暑が続く日々に愚痴り、お

盆の初盆回りのときに、気づけば現世と来世の知り合

いの数が、さほど変わらないのではないかということ

を感じ、改めて愚痴っている今日この頃です。 

（広報部 溝上武史） 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 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。 

 

 

・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 ― 

 

 

 

 


