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会長
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民主党

赤松 広隆

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。行政書士の先生方にはお健やかに初春をお
迎えになられましたことを､ 心からお慶びを申し上げます。本年が復興と希望の年とな
りますよう心より祈念いたします。
昨年の東日本大震災に際しまして､ 皆さまが震災被災者・事業者の復旧・復興支
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援に多大なる貢献をされましたことに、心より敬意を表します。
また、統一自治体選挙におきまして、全国各地で皆さまから手厚いご支援を賜りました。厳しい結果に
はなりましたが、苦しい中にあって皆さまからお力を賜りましたこと、深く感謝申し上げます。
さて、昨年の総会では皆さまから「行政不服審査法における不服申し立ての代理について」
、
「ＡＤＲ代理権
について」
、「一人法人を可能とする行政書士法人制度について」などのご要望をお預かりしました。本年も貴
政連との連携をさらに強化しつつ、行政書士の先生方の声に耳を傾け、被災地の復興支援に全力を挙げるとと
もに、皆さまがいきいきと働ける環境づくりに取り組んで参ります。我々も自らの責任の重さを噛みしめながら、政
権党の義務を全うする所存です。本年も変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

特集

最後になりますが、会員皆さま方のご健勝と、日本行政書士会連合会と日本行政書士政治連盟のま
すますのご発展を祈念いたします。

行政書士制度推進議員連盟

会長

亀井 静香

インフォメーション

国民新党

昨年は、未曾有の 3・11 大震災に襲われ、その復旧・復興がいまなお遅々として進まぬ一方、
その復旧のための膨大な補正予算を増税によってまかなわざるを得ないという財政危機にまで立ち
いたったところであります。このような現状に追い討ちをかけるように、過去最大の円高や経済社会
全般に影響するＴＰＰ問題に直面し、まさに国論を二分する深刻な議論と対策がもとめられました。
これらの問題は、その解決をそっくり新年に持ち越されており、国民総意の基に新たな解決
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策を模索していくこととなります。国民新党は連立与党として、これらの国難ともいうべき深刻な問題にしっかりとした
具体策を政府に提言いたしております。
まず、大震災復興のための増税につきましては、郵政改革法案を出来る限り早く成立させ、郵政の政府保有株（時
価約 10 兆円）を売却し、可能な限り増税をゼロとしたいというものです。まさに郵政改革法は、復興のための「財
源確保法」ということになります。
また、ＴＰＰ問題につきましては、交渉参加は、国益にプラスどころか大変なマイナスになると直接、私から野田総
理へ強く進言したところです。
次に、円高対策ですが、企業の国内立地をしっかりと確保し雇用を守るには、財政上の手当が必要となります。また、
社会福祉のための消費税 10％も打ち出されております。ここで国民新党は、「無利子非課税国債」の発行を提言しており
ます。この国債を購入した場合には、将来発生する相続税や贈与税を軽減しようというものです。これが実現できれば財政
を圧迫しない新たな資金調達手段が実現することになります。当然、消費税の増税についても不要ということになります。
国民新党は、
日本経済の沈黙する20 年間を何としても打ち破り、新たな成長経済によって所得増・税収増を確保し、
分厚い中流所得層を作り上げていく決意です。
日本行政書士政治連盟の皆様方とご一緒に頑張って参りましょう。

2012.1.No.470

25

日政連

活 動 PR
自由民主党

行政書士制度推進議員連盟

会長

野田 毅

新年明けましておめでとうございます。新春を皆様とともに迎えることができましたこ
とを、心からお喜び申し上げます。
昨今のわが国の行政、経済、社会構造は益々複雑化・混迷化し、国際的にも混沌と
しております。昨年 3 月11日には、東日本大震災という未曾有の大災害が勃発し、国家・
国民を挙げて、復旧・復興に全力を注いでおります。こうした中、行政書士の皆様方は
素早く率先して地震・津波・原発事故による被災者の方々への復興支援や生活相談等に応じていただいて
いることに深く感謝申し上げます。
行政書士の皆様方は、申請手続きのみならず「まちの法律家」として住民に最も密着した身近な法
律の専門家として、益々重要性を担っており、国民への利便性の向上、円滑な行政事務への寄与にも
多大な貢献をされていることが実証され、誠に喜ばしい限りでございます。
今後も、行政書士の有する専門性を司法制度改革の中でさらに発揮できるよう制度の改正を図ること
が重要であると思います。本年は、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成・提出を行う行政書
士の皆様が、依頼者の意向に基づき、当該行為に係わる不服申立てについても代理することにより、一
貫した手続きが担え、依頼者である国民・事業者の権利を保護し、擁護に寄与できるよう、取り組んで
まいりたいと存じます。
また、広範囲な民民間の紛争の予防的役割を担い、手続き実施者としてＡＤＲ代理権の付与の拡充
を図るとともに、一人法人制度を確立し、法人への参入を容易にして事務所経営の実績を積むことが、
行政書士制度の安定的発展に繋がると考えております。
皆様方におかれましては、こうした職務の重要性と公共性を深く自覚され、国民の信頼に応えるべく更な
る業務の改善とサービスの向上に努められますとともに、より一層活躍されますことを祈念いたしまして、年
頭のご挨拶とさせていただきます。

公明党

行政書士制度推進議員懇話会

会長

石田 祝稔

新年明けましておめでとうございます。旧年中は貴連盟ならびに会員の皆様方より
ひとかたならぬご厚誼を賜り、誠にありがとうございました。また、昨年 3 月 11 日に発
災致しました東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者支援の
ため、貴連盟より公私分かたぬご尽力賜りました事に深く敬意を表しますとともに、衷
心より御礼を申し上げます。
発災直後より、岩手、宮城、福島をはじめとする被災の最前線に飛び込み、家族を喪われた被災者
の方々の心の声を聞き、これからの生活の維持・再建への不安と真剣に向き合って下さる行政書士の皆
様の無私の行動がどれほど被災者の力になったかは計り知れないものがあります。また、今なお苦しん
でおられる原子力災害の被災者の方々にとり、被災者の側に立って支援を続けておられる行政書士の皆
様は誠に心強い存在であります。
私どもも貴連盟の活動の支援に一層力を入れて参りますとともに、一日も早い復旧・復興の実現に向
け全力で取り組んで参る所存です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
結びに、貴連盟の益々のご発展と皆様方のご健勝、ご活躍をお祈り申し上げ、本年が皆様にとりまし
て幸多き一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
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第4回幹事会開催

会費（負担金）
は支部の実会員数を基礎とし施行日は平成24年4月1日からで、
意見集約。

日政連は、平成 23 年 11 月 18 日（金）午後 2 時 30 分から 5 時 10 分まで、行政書士会館 地下講堂において、第 4 回幹事会

トップメッセージ

を開催した。今回の幹事会は、
前執行部が第 1 回幹事会（平成 23 年 5 月12・13日）で、
第 3 号議案として「施行規則第 5 条（会費）
の改正について」を審議した結果、①現行の 80％とする。②組織の見直しを行う。③平成 25 年 4 月 1 日施行。④ 3 年後に
見直す。ことで可決した。新執行部は、7 月 20 日に各支部長に会費（負担金）に関するアンケート調査をしたデータに基づき、
第 1 回幹事会の機関決定を尊重し、その趣旨を活かしつつ、且つアンケート調査の現状と支部の生の声を最大限に考慮して、
協議事項としてこの問題を上程した。
連盟支部会費を納入した会員数を基礎として計算すること。

＜協議事項1＞
「会費（負担金）と、これに関連する組織・会運営等の

②期間は平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

検討について」
協議の結果、①支部の実会員数を基礎とする。 ②平成

の 1 年間とする。③既に納入した会費
（負担金）
は返さないが、
年度内に調整する。ことが決定された。

24 年 4月1日から施行する。ことで平成 24 年 1月19日
（木） ＜報告事項＞
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開催の支部長会 ･ 幹事会に上程することが決定された。

①連合会「法改正推進本部会議」の結果について
②各会派に対する「要望書」提出について

＜協議事項2＞
「東日本大震災被災支部の会費
（負担金）
取り扱いについて」
①被災された 7 県支部（岩手・青森・福島・宮城・千葉・
茨城 ･ 栃木）は、平成 23 年 9 月 15 日現在における政治

③原子力損害賠償支援機構への協力について
④日本行政書士会連合会被災者相談センターについて
その他報告がなされた。

民主党 議員連盟総会開催
平成 23 年 10 月 28 日（金）午前 8 時から、衆議院第一議員会館多目的ホールにおいて、同党
行政書士制度推進議員連盟の総会が開催された。

特集

赤松広隆会長の開会挨拶の後、北山会長の挨拶があり、役員の追加について提案があり、新役員
は末尾記載のとおりとなった。次に要望事項について、北山会長から行政書士法改正要望項目として、
①行政不服審査法における不服申立の代理について。②ＡＤＲ代理権について。③一人法人を可能と
する行政書士法人制度について説明した。
また、東日本大震災被災者・事業者への復興支援への対応について、①福島県郡山駅前に、日本行政書士会連合会被災者
相談センターを 10 月 12 日に開設したこと。②原子力損害賠償支援機構のもと、賠償請求手続き支援のため訪問チームに行政書

インフォメーション

士が弁護士と地元市町村の職員と一緒に参加していること等も披露した。出席者は、衆議院議員 31 名、同代理出席 65 名。参
議院議員 9 名、同代理出席 8 名で、合計議員出席 40 名、代理出席 73 名で、113 名の出席があり、大盛況の総会であった。
日政連からは、北山会長、梅林・島岡・加﨑・桑原・石川

各副会長、中西幹事長、國井・山下（政）
・山下（寛）
・盛武

各常任幹事の 11 名が対応。
＜新役員＞
会 長：赤松 広隆（衆・愛知5区）
幹事長：小川 淳也（衆・香川1区）

副会長：細川 律夫（衆・埼玉3区） 平田 健二（参・岐阜） 小沢 鋭仁（衆・山梨1区）
事務局長：吉川 政重
（衆・奈良3区） 事務局次長：奥野 総一郎
（衆・千葉9区） 斉藤 嘉隆
（参・愛知）

■平成23年度中間監査実施
平成 23 年 11 月 10 日（木）
・11 日（金）の両日、久野真技会計
監事、岡宏明会計監事の両名により、日政連規約第 8 条第 7 項に
基づき、
平成 23 年 4 月から 9 月における収支及び財産の状況について、
中間監査が行われた。
監査の結果は、
「決裁資料、各種伝票、証憑類のすべてを閲覧し、
監査した結果、適正妥当である事を認める。」との報告をいただいた。

■拡大常任幹事会の開催について（幹事会対応）
日政連は、11 月 18 日（金）午後 1 時から拡大常任幹事会を開催し、幹事会
の対応等について協議した。
1. 日
時 ：平成23年11月18日
（金）午後1時～2時
2場
所 ：行政書士会館 4階会議室
3. 出 席 者 ：北山会長、梅林・千葉・島岡・加﨑・桑原・石川 各副会長 中西
幹事長､國井・山下
（政）
・山下
（寛）
・盛武 各常任幹事 山本責任者、
坂口・奥山 各特別委員長
4. 協議事項 ：
（1）幹事会への対応について （2）
その他
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■ 日政連の動き

■国会等対策委員会開催
■ その他の動き
平成 23 年 11 月 16 日（水）午後 1 時 30 分から、渋谷桜ヶ丘別館
○赤松広隆 民主党議連会長を励ます会
の東京会合同相談センター第 4 会議室において、①各党議員連盟
10 月28日（金）午後 6 時より、名古屋市内のＡＮＡ
などへの要望事項｡ ②法改正への取組について。③東日本大震災
クラウンプラザホテルで開催。北山会長は発起人の一人
への取組状況。④法改正の仕組みについて。を協議した。
でもあり、1,100 名以上の出席者を前にお祝辞を述べた。
17 日（木）は朝から各会派議員連盟主要役員をはじめ、各党主要
愛知県支部からも多数の会員が出席し、会場は赤松会
役員を表敬訪問し、現下の諸問題について陳情要望した。特に、
長を支援する人たちの熱気で､ 大変な盛り上がりをみせ
自由民主党議連幹事長 菅義偉議員（神奈川 2 区）には、東日本
ていた。北山会長、桑原副会長（岐阜県）
、盛武常任
大震災に対する連合会の支援事業に対し、補助金等の支援を要請
幹事（滋賀県）
、奥山幹事（静岡県）が対応。
していると盛武委員長が説明したところ、菅議員は、三次補正予算で
○太田昭宏 前衆議院議員「2011政経懇親会」
地方自治体に補助金が交付されているので、それが使えないか調べて
11 月1日（火）午後 6 時から、前公明党代表 太田昭宏氏（現
みるとの言葉をいただいた。
その他 18 議員の事務所を訪問した。石川担当副会長、
盛武委員長、 在 公明党全国代表者会議議長）の「2011 政経懇話会」が
開催された。公明党 山口那津男代表、応援のため自由民主
村田副委員長、日當・福田・竹田・藤原・髙杉 各委員が対応。
党 石原伸晃幹事長、大島理森副総裁など、多数の議員が出
席。会場は立錐の余地もない大盛況であった。島岡 ･ 加﨑
各副会長、中西幹事長、事務局職員が対応。
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