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日行連総会が開催されました

令和4年6月16日、ホテルニューオータニ東京にて令和4年度日本行政書士
会連合会の定時総会が開催されました。

昨年の総会が、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言期間中であったこと

と比べると、本年度の総会は幾分明るさを取り戻したように感じられましたが、

出席者数の制限があったため傍聴人の出席はできず、日行連執行部と各単位会

より選定された代議員のみの参集となりました。

上程された議案は全て賛成多数により可決成立しましたが、この記事ではい

くつかの特筆すべき事業計画をご紹介します。なお、全事業計画と予算について

は、日行連ウェブサイトにて公開されています。

これからの数年で飛躍的に進むと考えられる行政手続のオンライン化・ デジ

タル化に対応するため、引き続きデジタル推進本部と行政書士制度調査室が中

心となり、デジタル政策を政府に提言し、会内のデジタル基盤整備を進めて行く

ことになりました。

コロナ禍の社会にあっては、国民や事業者に向け様々 な国や自治体による支

援策がありますが、日行連としては今年度においても引き続き関係手続を行政

書士がスムーズに担えるよう支援していく こととなりました。

ここ数年、行政書士による職務上請求用紙の不正利用等が複数事件化したこ

ともあり、これらを是正し更には資格者としての社会的地位の向上も目指すた

め、研修制度の充実化を図ることになりました。

このように、行政書士を取り巻く環境に対応した事業が、今年度も日行連にお

いて進められることになります。
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令和４年度第１回九州地方協議会会長会次第

【１日目】日時：令和４年７月３０日（土）

１３時３０分～１７時００分

【２日目】日時：令和４年７月３１日（日）

９時３０分～１２時００分

場所：四季彩ホテル千代田館

司会：赤司久人九地協副会長

１．開会のことば 赤司久人九地協副会長【佐賀県行政書士会会長】

２．会長あいさつ 白木純九地協会長 【沖縄県行政書士会会長】

３．開催県会長あいさつ 佐賀県行政書士会会長赤司久人

４．議事

（１）報告事項・・・福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

（２）要望事項・・・佐賀、長崎、大分、宮崎

（３）協議事項・・・福岡、長崎、宮崎、沖縄

１．令和３年度事業報告・・・会長会、日行連との連絡会、担当者会議

２．決算報告及び監査報告

３．令和４年度事業計画（案）【会長会、日行連連絡会、担当者会議】

４．令和４年度予算（案）

５．その他

６．閉会のことば 九地協副会長赤司久人【佐賀県行政書士会会長】

7月末に佐賀会がホスト として九地協が開催されましたので次第と写真を掲載致します。
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会議の様子

オブザーバー出席者

～九地協会長会の様子～

前列左から

鹿児島会鶴会長

佐賀会 赤司会長

沖縄会白木会長

長崎会山脇会長

後列左から

宮崎会 濵田会長

大分会 倉橋会長

福岡会田村会長

九地協会長
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令和４年度 第３回 理事会報告

令和４年９月３日（ 土） に、令和４年度第３回理事会が開催されました。

当日の議案内容は以下のとおりです。

審 議 事 項 担当(部) 審議結果

第１号議案 会館PTによる検討結果の報告会について

第２号議案 事務局職員退職金支払いについて

総務部

経理部

可決承認

可決承認

協 議 事 項 担当(部)

１．総会のハガキに関する様式変更について 総務部

報 告 事 項 担当(部)

１．新規登録手続における必要書類の記載について

２．クレーム対応について

３．部会の開催数の起算点について

４．会費滞納に関する対応について（ 叙勲対象者も含む）

５．会館の電子鍵導入について、他

６．各担当者からの報告

総務部

〃

〃

経理部

〃

業務部
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まほろば紀行（奈良のみ仏を訪ねる） R03.12.17(金) 佐賀支部藤山正純

博多発の新幹線に乗車し、これから始まる古都への旅に思いを馳せながら談笑を重ねるうち

に、３時間足らずで列車は京都駅のモダンな駅舎に滑り込みました。寝台特急で一晩かけて京

都に向かった頃を思い浮かべ、今昔の感に堪えません。京都からは「みやこ路快速」に乗換え

て奈良を目指します。約４５分で奈良駅に到着。現在の奈良駅は平成２２年に完成した近代的

な高架駅ですが、かつての旧奈良駅舎も総合観光案内所として活用されており、方形屋根に九

輪を頂いた寺院建築風の威容は今も健在でした（①）。

春日大社（奈良市春日野町） 藤原不比等が神護景雲２(768)年に、常陸国（茨城県）の鹿島

神宮から祭神・武甕槌命（たけみかづちのみこと）を勧請しました。無数の石灯籠が並ぶ参道は、

巨木の密生によって薄暗く、この奥に白鹿に乗った春日大神が鎮座することを暗示するが如く

であり、まさに神韻縹緲の趣です（②）。参道の先にそびえる朱塗りの楼門（③）。

東大寺（奈良市雑司町） 聖武天皇が全国に建設した国分寺のひ

とつです。「大仏」（④）は華厳経の本尊で廬舎那仏（るしゃなぶつ）

といいます。天平勝宝４(752)年に開眼供養会が催行されました。

像高15mの大仏の前に立つと、誰しもその巨大さに圧倒される一方、

右手に施無畏（せむい）印、左手に与願（よがん）印を結ぶ柔和な表情

の仏の姿に心の平安を感じ取り、安心感に包まれるでしょう。

＊施無畏印…畏れを取り去る印＊与願印…願いを聞き届ける印

興福寺（奈良市登大路町） 天智天皇８(669)年に山階寺（やましな

でら）として造営され、当時の権門藤原家の尊崇を受けました。

当寺の有名な国宝「八部衆立像」の中でも、「阿修羅像」（⑤）は教

科書でもお馴染みです。阿修羅は本来は戦いの神で、闘争に明け暮

れた半生を過ごしましたが、やがて仏教に帰依し、仏の守護神とな

りました。その来歴の故か、美少年の顔立ちながら、強い決意に加

え一抹の憂いや苦悩も感じ取れる、複雑な表情を浮かべています。

① ② ③

④

⑤
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大神（おおみわ）神社（桜井市）当社は三輪山そのものが神体であるため神殿はありません。

このタイプの神社は「神奈備（かんなび）」

といい、上古の信仰形態を伝えるものです。

従って写真（⑥）の建物は荘厳ではありま

すが、「拝殿」であって「神殿」ではありま

せん。三輪山麓周辺は従前より、大和朝廷

発祥の地と目されていましたが、近隣の箸墓古墳の築造年代が3C後半と推定されたため、俄

然、『魏志倭人伝』に登場する「卑弥呼(248没)」の墓説が有力となり、大和朝廷と邪馬台国の

関連性について熱い論議が交わされています。ここは日本古代史のホットスポットです。

飛鳥寺（明日香村） 推古天皇４(596)年、蘇我馬子を開基とする

日本初の本格寺院です。本尊は「飛鳥大仏」の名でも知られる「釈迦

如来坐像」（⑦）です。日本最古の仏像として一度は国宝に指定され

ましたが、その後「大半が後世の補作でオリジナルはわずかだ」との

見解が出され指定を取り消されていました。しかし「原作の部分は実

はかなり多い」との最新研究もあり、成り行きが注目されます。

法隆寺（斑鳩町） いわずと知れた聖徳太子ゆかりの古刹です。

（１）第一の見所は「百済観音像(国宝）」（⑧）です。この像は八頭

身を超えるプロポーションと、ゆったりした立ち姿の優美さ、さら

に側面観の重視による奥行の深み感など様々な優れた特質により、研

究者や芸術家のみならず、一般人にも多く好まれているみ仏です。

（２）第二の見所は「玉虫厨子（国宝）」(⑨)です。七色に輝く玉虫

の羽で装飾されていました。厨子の各面には仏教絵画が施されていて、

中でも有名なのが「捨身飼虎図」（しゃしんしこず）です。崖の上に

薩埵王子（さったおうじ＝釈迦の前身）が立ち、

崖下には飢えた虎の母子がいます。王子は迷い

なく身を躍らせ、自分の体を虎に与えるという

説話を描いています。仏教公伝から１世紀足

らずの時期の作品ですが、仏教が説く利他利

生の神髄がここに示されているといえます。

これを見た当時の人々は、古来の神道にはな

かった強烈な宗教的情熱と教義理念に接して、

衝撃に近い強い印象を受けたことでしょう。

⑥

⑦

⑧⑨
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中宮寺（斑鳩町） 当寺には「菩薩半跏思惟像（ぼさつはんかしい

ぞう）（国宝）」（⑩）があります。「半跏思惟」（片足を組み、頬に片

手を当てて思案する）という形態は各地に数多く残されており、人

気のあるモチーフでした。慈悲に満ちた表情の菩薩が何事かを深く

思索する様子は、見る人に共感と感動、安心感を与えたに違いあり

ません。仏像の所作が意味するところもさることながら、彫刻とし

ての造形美自体も人を魅了してやまないものです。この寺にはその

他天寿国曼荼羅繍帳（てんじゅこくまんだらしゅうちょう・国宝）が

あります。聖徳太子薨去後、妻の橘大郎女（たちばなのおおいらつめ）

が作らせました。太子が往生された理想浄土の様子を表しています。

唐招提寺（奈良市五条町） 唐の人、鑑真大和上（がんじんだいわじ

ょう）は、遣唐使で訪れていた栄叡等の懇請に応じ、日本での伝戒を決意しましたが渡航に失

敗すること５度、その間、次第に視力を失ったものの、６度目に遂に日本の地を踏むことに成

功しました。そして失明という窮境にありながらも東大寺や唐招提寺で多くの人々に授戒を行

いました。その大和上が天平宝字3(759)年に修行道場（唐律招提）として開き、のち唐招提

寺となったのが当寺の起源です。確固として揺るがない信念の人生に、感嘆するばかりです。

薬師寺（奈良市西ノ京町） 薬師寺はその名の通り、「薬

師如来（国宝）」を本尊とする寺です。薬師如来は人々を

病苦から救う大願を立てた仏で、しばしば脇侍（向かって

右に日光菩薩、左に月光菩薩）を従えた三尊像として表現

されます（⑪）。左手に薬壺を持ち、右手で施無畏印（東大

寺大仏参照）を結んでいます。静謐な雰囲気を湛えて内陣に鎮座する三尊の姿は、病という避

けられない宿命を負う衆生にとって、何にもまして尊く、有難く映ったことでしょう。

◇◇◇◇◇◇

奈良は若い日本が神話の扉を押し開け、歴史の時代に姿を現わした舞台です。６世紀から８

世紀にかけて、国としての形を築くべく海外に範を求め、遠くはペルシャの文物までも手にし

た様子は、まさに古代日本人が示した文明開化への熱情の発露だったと思います。

さて今回拝観した仏像たちは皆、千数百年に及ぶ悠久の時によって磨かれ、鈍い輝きの中に

威厳を漂わせつつ、薄く眼を開いて浄土へ導こうとする眼差しを注いでいました。そんな仏た

ちの至高の佇まいは、昔も今も見る者の憧憬を誘ってやまないものでした。眼福の至りです。

今回は以上のほか、キトラ古墳石舞台古墳ならまち界隈などを見学しました。

仏像のうち④⑦以外は撮影禁止でしたから、それらの画像はパンフレット写真を利用しました。

同行者：福島幸典会員（写真）、豊福崇会員、山崎芳高元会員

⑩

⑪
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行政書士広報月間 無料相談会

佐賀支部

日時：１０月２８日（金） １４：００～１６：００

場所：佐賀市役所

小城支部

コロナ禍において開催しないことといたしました。

唐津支部

日時：調整中

場所：調整中 ※無料相談会は開催される予定です

東部支部

①日時：１０月１４日（金） １０：００～１２：００

場所：神埼市役所千代田庁舎

②日時：１０月１７日（月） １３：００～１６：００

場所：神埼市役所

③日時：１０月２６日（水） １０：００～１２：００

場所：鳥栖市役所

伊万里支部

日時：１０月７日（金） １３：００～１５：００

場所：伊万里市民センター第２階会議室

杵藤支部

日時：１０月１６日（日） １３；００～１６：００

場所：嬉野市コミュニティーセンター楠風館第一研修室
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2022 SPIRAさが国際フェスタ in武雄
10月30日（ 日） 11： 00～16： 00 中央公園 まちなか広場
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＊＊9月１5日付登録の松永靖弘会員については、

次号でご紹介いたします。＊＊

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. 8. 15 上野
う えの

真司
まさ し

849-0912 佐賀市兵庫町大字瓦町1777-3 0952-29-6309

東部 R04. 8. 15 相馬
そう ま

志津
し づ

841-0026
鳥栖市本鳥栖町814番地1
アルシオネ鳥栖601 080-8584-5889

杵藤 R04. 9. 15 松永
まつなが

靖
やす

弘
ひろ

849-1312 鹿島市大字納富分842番地3 090-2359-7525

相馬 志津（ 東部）

【 入会日】

令和４年 ８月 １5日

【 事務所名】

行政書士法人トータルパートナーズ

令和4年8月15日付で東部支部へ登録・ 入会

致しました、相馬志津と申します。

この度、在籍する税理士法人のグループ法人

として、行政書士法人トータルパートナーズを

同時設立致しました。

税理士法人では相続を主に担当しており、行

政書士としても相続・ 遺言をメイン業務として

考えておりましたが、行政書士の業務範囲の広

さから、これからは様 な々業務に携わっていき

たいと考えております。

まだまだ勉強不足ではありますが、積極的に

研修にも参加していきたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。

後藤 晋作（ 佐賀）

【 入会日】

令和４年 ７月 １日

【 事務所名】

行政書士法人登録サポート九州佐賀事務所

令和４年７月に佐賀支部に入会致しました

後藤と申します。

行政書士として実務経験が無いなか、現在事

務所の先輩から指導を受けながら日々勉強し

ているところです。

早く 地域住民の方々に貢献できる行政書士

を目指し努力してまいりますので諸先輩方の

ご指導ご鞭撻のほどよろしく お願いいたしま

す。
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【 法人入会】

支部名 入会日 法人名 〒 事務所所在地 TEL

東部 R04. 9. 5
行政書士法人トータル

パートナーズ
841-0026

鳥栖市本鳥栖町814番地1
アルシオネ鳥栖601 080-8584―5889

【 事務所所在地等変更】

支部名 氏 名 〒 新事務所所在地 TEL

東部 江口 京子 841-0026 鳥栖市本鳥栖町633-10-1804 090-5470-3166

佐賀 森 茂樹 840-0824 佐賀市呉服元町9番23号 0952-37-8239

佐賀 細見 純 （ 事務所電話番号のみの変更） 0952-43-3159

【 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）

佐賀 藤瀬 作信 廃業（ R04.  4. 18） 東部 宮島 大作 廃業（ R04.  7. 31）

唐津 鳥越 すみ子 死亡（ R04.  7. 25） 小城 永ノ間康成廃業（ R04.  9. 30）

会員数 256名（ 男： 224 女： 32） ＋ 法人４ ※令和 4年 10月1日現在

訃 報

令和4年7月25日唐津支部鳥越すみ子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 7月～ 9月

7月 2日 第2回理事会
7月 8日 行政書士試験実施に係る説明会／全国町村議員会館

7月 12日 登録証交付式

7月 13日 マイナンバーカード申請手続相談員向け説明会（ ZOOM説明会）
7月 25日 マイナンバーカード代理申請事業相談会

7月 30日 専門士業団無料相談会 ／アバンセ

7月 30日～31日 九地協： 第1回九地協会長会 ／千代田館

8月 6日 第2回封印管理委員会
8月 10日 経営事項審査業務受託事業の審査委員登録に関する説明会

8月 11日 第3回業務部会
8月 22日 マイナンバーカード代理申請相談会 ／佐賀県庁県民広場

8月 24日 第2回広報部会
8月 25日 業務研修会 ／アバンセ

8月 26日 佐賀県ベンチャーネットワーク第2回例会 ／伊万里商工会館

8月 29日 第3回総務部会
8月 30日 登録証交付式

9月3日 第3回理事会
9月3日 第1回支部長会
9月6日 日行連： 会員管理システム説明会（ ZOOM説明会）
9月7日 マイナンバーカード代理申請手続事業に関する説明会（ ZOOM説明会）
9月10日 丁種封印事前研修会

9月14～16日 日行連 会長会

9月17日 経営事項審査業務受託事業審査員登録に関する効果測定試験／アバンセ

9月21日 マイナンバー事業委員会

9月21日 試験実施協力委員会

9月26日 マイナンバーカード代理申請相談会／佐賀県庁県民広場

9月27日 登録証交付式

9月28日 第2回経審委員会

9月28日 ドローンに関する申請についての研修会（ ZOOM併用）
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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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☆☆ 事務局体制についてのお知らせ ☆☆

令和4年９月１５日付けにて、田中由香事務局員が退職いたしました。

それに伴い令和4年8月１８日より、石井美佳事務局員が就任しております。今後と

も何卒宜しくお願いいたします。

（ 退職のご挨拶）

事務局員 田中 由香

この度、９月１５日をもちまして佐賀県行政書士会を退職いたします。

わからないことばかりでご迷惑をおかけしましたが、たく さんの方々 にあたたかい

ご指導をいただきましたこと、大変感謝しております。これまでたく さんの先生方にお

会いし、色々 なお話しができてとても楽しかったです。

最後に皆様の健康と益々 のご活躍、そして佐賀県行政書士会のさらなる発展を心よ

りお祈りしております。

短い間でしたが大変お世話になりました。ありがとうございました。

（ 入職のご挨拶）

事務局員 石井 美佳

令和4 年8 月18 日付けで採用して頂きました石井美佳と申します。

前職では住宅設備販売施工会社で、事務員として17 年勤務いたしました。まったく

別業種からの転職ということで、右も左も分からずご迷惑をお掛けすることも多々 あ

るかと思います。前任の田中さんのように信頼いただけるようになるには時間がかか

るとは思いますが、少しでも会に貢献できるよう頑張りたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。
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令和4年度第三期《会費納入のお願い》
事務局では令和4年度第三期（令和４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。）

会報誌をご覧の皆さま。

こんにちは。広報部長の江口と申しま

す。

10 月に入り本年も残すところ 3 カ月

となりましたね。

朝晩が少し冷え込むようになり少し寂

しさを感じる今日この頃です。

これから様々 なものが美味しい季節に

なりますので食べすぎには注意しつつ

楽しい年末をお過ごしください。

広報部 江口周平

―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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