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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！

♪おねがいだニャン
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令和４年度定時総会を終えて

佐賀県行政書士会

会長赤司久人

５月２８日に無事に本年度の総会を開催することができましたが、今回も残念ながら、県

選出の国会議員等ご来賓にご来駕いただくことはご遠慮いたしました。昨年同様、懇親会も

中止し、コロナ感染に最大限気を付ける形での開催になってしまいました。せっかく会員が

年に一度、一堂に会して意見を交わしあう大事な場であるだけに、来年こそ正常な形で総会

を開催できるよう心から願っております。

今年の総会において４０名の会員が、永年表彰の栄に浴され、４０年永年表彰の佐賀支部

松本浩会員が表彰者を代表してお礼のご挨拶をされました。表彰を受けられた会員の皆様

誠におめでとうございました。

今年の総会では、例年をはるかに上回る２４件のご質問をいただきました。多くの分野に

ついてのご質問がありましたが、特に、会費や会館積立金の問題について、様々な角度から

のお尋ねがありました。今後、執行部として明確な方針を示すことで、多くの会員にご理解

いただけるよう努力して参ります。

６月１６日には、ホテルニューオータニで日本行政書士会連合会の総会が行われました。

こちらも来賓の招待はなく、例年なら２００人以上の衆参議員の先生方が参加されるのです

が、今年は一人の参加もなく、誠に寂しい総会になってしまいました。

質問の数も例年の半分以下と非常に少なく、拍子抜けするほど短時間で終了しました。

デジタル化に対する常住会長の対応方針や、行政書士の地位の向上についての質問等もあり

ましたが、全体的には静かな総会に終始しました。以上、日行連に参加したご報告とさせて

いただきます。

これから、総会においてお認めいただいた事業計画と予算を誠実に実行して行くことが、

私をはじめ執行部の使命であると肝に銘じております。

任期の残り１年全力で務めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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令和４年度

佐賀県行政書士会定時総会終了報告

去る５月２８日（土）、令和４年度佐賀県行政書士会定時総会がガーデンテラス佐賀

ホテル&マリトピアにて開催されました。

今年度の定時総会は、本人出席４９名、委任状出席１２５名の合計１７４名の出席

により会則第３８条の規定のもと、有効に総会が成立いたしました。

総会次第

１．開会のことば

２．物故者への黙祷

３．会長挨拶

４．表彰及び感謝状贈呈

５．祝電披露

６．総会成立宣言

７．議長団選出

８．議事録署名人の指名並びに議事運営委員の指名

９．議案審議

第１号議案令和３年度事業報告

第２号議案令和３年度決算報告並びに監査報告

第３号議案新入会費の改正について

第４号議案令和４年度事業計画（案）について

第５号議案令和４年度予算（案）について

附帯決議

決定した議案について、字句の修正を会長に一任し、またやむを得ない事由

による予算外の支出を理事会に一任する。

１０．議長団の退任

１１．新入会員の紹介

１２．閉会のことば
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【総会議案第２号議案に対する附帯決議について】

前年度一般会計より前年度理事会の承認をもって300,000円を会館特別会計へ繰入

支出しており、会議費として支出しておりましたが、会則第84条の予算外支出にかか

わらず、総会資料においてその詳細の記載がなされておりませんでした。

そのため、特別会計積立金繰入300,000円及び会館特別会計会議費248,204円を、第2

号議案に対する付帯決議としまして可決承認されましたことをご報告申し上げます。

支出の内訳

会費積立額一般会計

予算外支出

3,015,0000円

300,000円

会館特別会計会議費 248,204円

予算外支出に対する残金51,796円につきましては、本年度において会館ＰＴによる

会館の将来の在り方に対する報告会のために使用させていただく予定です。

【第３号議案入会金の値上げの承認について】

入会金の値上げについて承認をいただきましたので、令和４年10月１日以降に入会

の方から入会金の改正を行います。増額された入会金の使途については、新人会員研修

の充実をはじめ慎重に検討を行ってまいります。

【その他報告事項】

会館の将来の在り方について、昨年度、会館プロジェクトチームを中心に検討を行っ

てまいりましたが、本来であれば、昨年度中に検討内容の報告会を行う予定ではありま

したが、コロナウイルスの蔓延により延期となりました。改めて、今年の秋ごろに会館

の将来の在り方についての検討結果の報告会を予定しております。
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総会の様子

会長挨拶 祝電披露

表彰及び感謝状贈呈 議長団選出

質問 裁決
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寄稿～立法府の行政書士として～

参議院議員山下雄平

６月２０日に赤司久人会長から登録証授与式を行っていただき、正式に佐賀県行政

書士会に登録することができました。

これまで参議院議員として法律や行政手続の制度に関わってきましたが、昨年、行

政書士の試験を受けてみようと思ったきっかけは民法改正の議論でした。昨年の改正

には所有者不明土地の管理制度などが盛り込まれていますが、相隣関係の規定も変更

になりました。

私が大学の法学部に入学した２４年前の『民法』の授業では「お隣さんの庭に木が

植えられていて、その根っこが家の境界線を越えて我が家の敷地に伸びて来ている場

合は根を切っても構わない。だが、お隣の枝が我が家の敷地に伸びている場合はすご

く迷惑していても自ら切ることはできず、お隣さんに切ってもらえるように説得しな

ければならない」と教えられました。当時、同級生たちと「なんでそんな制度になっ

ているんだ？」と話した記憶があります。

①昨年の改正民法により、来年４月からルールが大きく変わります。具体的には庭

木の所有者に越境した枝を切るように言っても相当期間(２週間程度)の間に切らない

②庭木の所有者が誰か分からない、または所有者がどこにいるのかが分からない③急
迫の事情がある(枝が落ちかかっていて危ない等)―といった時には自ら枝を切ること
ができるようになります。

これは境界を接するお隣さんとの関係だけでなく、通学路などでも問題になり得ま

す。枝や木が家の敷地を越えて歩道を遮ってしまっているので、子供たちが車道を歩

かなければいけないという場合があります。枝が折れて歩道に落ちてくる危険性につ

いても考えなければいけません。

学生時代に触れた懐かしい"ルール"が変更されるという場面に立ち合ったことで、

基本法制について国会議員として勉強し直そうと思い、行政書士の試験を受けまし

た。非常に細かな仕組みであっても、私たちの生活・生業に影響を与える法律・行政

手続は少なくありません。とは言え、多くの人にとって縁遠いものであることもいな

めません。

法律や行政との架け橋という意味では行政書士も国会議員も共通する点がありま

す。より良い法律・制度をつくるだけでなく、その内容を知ってもらえる環境、知ろ

うとする方が行政書士にアクセスしやすい環境をつくっていかなければいけないと思

っています。
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会則変更のお知らせ ～３月１９日の令和３年度第５回理事会にて、下記規定が可決承認されました～

佐賀県行政書士会オンライン会議開催規程

第1条 （目的）

本規程は、佐賀県行政書士会（以下「本会」という。）が、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に

認識しながら通話をすることができるシステム（以下「オンライン会議システム」という。）を利用してオンライン

上で行う会議（以下「オンライン会議」という。）に参加するに際し必要な事項を定め、円滑な運営を図ること

を目的とする。

第2条 （会議への現実参加の原則）

会議の出席者は、日時と場所を示された通常の会議については、原則として現実に出席をしなければな

らない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該会議の招集者の許可を得てオンライン会議の参加者

として出席することができる。

第3条 （オンライン会議の主宰者）

オンライン会議の主宰者は、原則として本会の会長、部長、委員長とする。ただし、会長が特に必要と認

めた者も主宰者とすることができる。

第4条 （主宰者の責務）

オンライン会議の主宰者は、会議の目的、時間、参加者を明示して事前または事後に会長へ通知し、議

事録を作成しなければならない。

２ 主宰者が、本会のオンライン会議としてオンライン会議システムを利用する以外の場合は、事前に会長に

対し、本会アカウント及び必要機材の使用に関する使用許可申請書を提出しなければならない。

第5条 （オンライン会議システムによる出欠）

オンライン会議システムによる出席は、佐賀県行政書士会会議運営規則第２条に規定する出席に含め

るものとする。オンライン会議システムの利用において、映像を送受信できなくなった場合であっても、音声

が即時に他の参加者に伝わり、適時的確な意見表明を参加者相互で行うことができるときも同様とする。

２ オンライン会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合には、当該

オンライン会議システムを利用する参加者は、音声が送受信できなくなった時刻から退席したものとみなす。

なお、主宰者は議事録に退席者の退席時刻を記録しなければならない。

第6条 （オンライン会議システムによる採決方法）

オンライン会議システムによる採決方法は、主宰者による映像上での挙手の確認または音声上での賛

否の確認により行う。

第7条 （オンライン会議システムによる採決）

オンライン会議システムによる議決は、佐賀県行政書士会会議運営規則第３条および第１１条の規定を

準用する。

第8条 （参加者に対する日当）

オンライン会議の参加者には、佐賀県行政書士会旅費規程第３条別表に定める日当（会議等に出席の

場合）を支払う。ただし、本会のオンライン会議としてオンライン会議システムを利用する以外の場合の参加

者は、本条に規定する日当を支払わない。

第9条 （改廃）

この規程を改廃するときは理事会の承認を得なければならない。

附 則

この規程は、令和４年３月１９日から施行する。ただし、日当については、令和２年１２月１５日の総務部会

まで遡及して支給する。

　　　　　　　◇◆◇　　　　　　　　　　励行しよう！”会員証携帯”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度　夏号（１６７号）

-7-



令和４年度第１回理事会報告

令和４年４月１６日（土）に、令和４年度第１回理事会が開催されました。当日の議案内容は以下の通りです。

審議内容 担当(部) 審議結果

第１号議案令和４年度予算書の修正及び会計書類の差し替えの件

第２号議案令和３年度決算について

経理部

経理部

可決承認

可決承認

協議事項 担当(部) 

１．日行連会議出席者への日当支払の件

２．全国生活衛生同業組合の行政書士支援に関する事務手数料の件

総務部

総務部

報告事項 担当(部) 

１．「佐賀県職務上請求書払い出し規則」及び「佐賀県行政書士会研修規則」（倫理研

修の条項部分）の見直しの件

２．本会会議、研修会参加者が新型コロナウィルス陽性となった場合の対応

３．国際業務倫理研修会の開催のお知らせ

総務部

総務部

業務部

令和4年度経審委員会が開催されました

日時：令和４年４月１６日（土）１０：００～

会場：佐賀県行政書士会会館会議室

議題：a)令和３年度収支結果、令和４年度予算

議題：b)審査員報酬支払スケジュール

c)審査時の疑問、認識の徹底

        d)今年度担当

経審審査員協議会が開催されました

日時：令和４年５月１１日（水）１０：００～１７：００

会場：アバンセ４F第４研修室

内容：経営事項審査の各審査項目について認識確認及び意見交換

出席者：経審審査員
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＊＊７月１日付登録の後藤晋作会員については、

次号でご紹介いたします。＊＊

嬉野 貴之（ 佐賀）

【 入会 日】

令和４年 ５月 １日

【 事務所名】

行政書士うれしの事務所

令和4年5月1日付けで佐賀支部に入会さ

せていただきました嬉野貴之と申します。

私が行政書士を目指したきっかけは皆様

のように崇高なものではなく 、先輩行政書士

さんの胸に輝く徽章が「 カッコイイ」 と思っ

た単純な動機です。今では受験勉強の末に私

も徽章を胸にすることができました。憧れの

徽章に恥じぬよう許認可の分野をメイン業

務に頑張っていけたらと思っています。

諸先輩方のご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願いいたします。

細見 純（ 佐賀）

【 入会日】

令和４年 ５月 １日

【 事務所名】

中の小路行政書士事務所

はじめまして。令和4年5月に新規登録させ

ていただきました細見純と申します。行政書士

として佐賀の社会・経済を活性化させるお手伝

いができればと思います。思いやり、誠実さを

もって業務にのぞみ、少しでも多くの幸せを生

み出していきたいです。何ごとにも積極的に挑

戦していきたく 、先輩方、なにとぞよろしく ご

指導くださいませ！

山下 雄平（ 佐賀）

【 入会日】

令和４年 ５月 １５日

【 事務所名】

山下雄平行政書士事務所

２０１３年に参議院議員に初当選して以来、

法務委員会や憲法審査会に配属されることが

多く 、民法や商法といった基本法制の改正に関

わってきました。

昨年１１月の『 行政書士』試験を受け、行政

書士の仲間入りをさせていただきました。行政

書士となり、法と国民をつなぐ仕事の大切さを

実感しています。

細かな法律・行政の仕組みでも、私たちの生

活や生業に関わる問題は少なくありません。行

政書士である国会議員として、制度を利用する

人の立場からの立法に、より一層取り組んでい

きたいと思います。
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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 R04. 5. 1 嬉野
うれしの

貴之
たかゆき

849-0901 佐賀市久保泉町大字川久保795番地2 090-4984-1557

佐賀 R04. 5. 1 細見
ほそみ

純
じゅん

840-0833 佐賀市中の小路3-3-303 090-1971-7954

佐賀 R04. 5. 15 山下
やました

雄
ゆう

平
へい

840-0801 佐賀市駅前中央3-6-11 0952-37-8290

佐賀 R04. 7. 1 後藤
ごと う

晋作
しんさく

849-0928 佐賀市若楠2丁目10番12号 0952-30-7337

【 事務所所在地等変更】

［ 唐津支部 → 佐賀支部］

支部名 氏 名 〒 新事務所所在地 TEL

佐賀 中島 章雄 840-0202 佐賀市大和町大字久池井1701番地11 0952-60-2614

【 単位会移動】

樋口 ※則幸（ 佐賀支部） 7月1日付 福岡会へ

【 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）

東部 原武 宏康 廃業（ R04.  6. 30） 東部 大久保 稔 廃業（ R04.  6. 30）

東部 田代 宏 死亡（ R04.  6. 24）

会員数 256名（ 男： 224 女： 32） ＋ 法人３ ※令和 4年 ７月1日現在

訃 報

令和4年6月24日東部支部田代宏会員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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ЖфЖфЖ《 活 動 記 録 》ЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖф

令和 4年4月～6月

4月 2日 第1回業務部会

4月 2日～3日 九地協： 第4回九地協会長会／大分センチュリーホテル

4月 11日 監査会

4月 16日 第1回経審委員会

4月 16日 第1回総務部会

4月 16日 第1回理事会

4月 24日 国際業務に関する倫理研修（ ZOOM研修会）

5月 11日 経審審査員協議会 ／アバンセ

5月 17日 登録証交付式

5月 23日 第1回正副会長部長会

5月 23日 正副会長部長・ 正副議長合同会議

5月 28日 佐賀県行政書士会定時総会 ／ｶ゙ ﾃー゙ ﾝﾃﾗｽ佐賀ﾎﾃﾙ&ﾏﾘﾄﾋ゚ ｱ

6月 2日 マイナンバーカード代理申請手続事業説明会（ ZOOM説明会）

6月 3日 第2回正副会長部長会

6月 3日 専門士業団理事・ 幹事会 ／千代田館

6月 4日 第1回封印管理委員会

6月 11日 九地協郵政担当者会議 ／熊本城ホール

6月 16日 日本行政書士会連合会定時総会 ／ホテルニューオータニ

6月 16日 第1回広報部会

6月 18日 第2回業務部会

6月 20日 登録証交付式

6月 25日 丁種封印指定研修会 ／アバンセ

6月 27日 マイナンバーカード代理申請事業相談会

6月 27日 第2回総務部会
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令和4年度第二期《会費納入のお願い》
事務局では令和4年度第二期（令和４年７月～9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。）

会員の皆様こんにちは。早く も夏本番と

いうような暑さの毎日です。まだまだマ

スクを外せない場面も多いですので、熱

中症などに気をつけて夏を楽しんで下さ

いね。

さて、春号から続けて今号でもペーパー

レス化の特集記事を掲載しております

が、ご覧になって頂けましたか？今号よ

りページ数を減らして発行しておりま

す。今後も皆様に読んで頂ける広報誌を

目指して編集に取り組んでまいりますの

で、よろしく お願いいたします。

広報部 篠塚

―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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