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ごあいさつ
宮崎県行政書士会 会長 濵田

哲郎

令和４年度の会務開始にあたり一言ご挨拶申し上げます。
会員の皆様におかれましては、日頃より会務へのご理解及びご協力をいただき、感謝
申し上げます。
令和４年度宮崎県行政書士会定時総会は、久しぶりに代議員の参集を募る例年どおり
の開催時期と方法で実施できましたこと誠にありがとうございました。代議員の皆様方
の感染対策へのご協力の賜物と考えております。感染状況も下振れが継続し、経済活動
も次第に通常運転へと移行しつつある昨今ですが、業務に当たっては未だに可能な限り
の感染対策を取ったうえで勤しんでおられることと存じます。ウェブを活用したリモー
トワークも日常的になり、オンライン業務の推進へ次第に舵を切ることが求められる現
状だと考えます。宮崎県行政書士会としましても法改正情報や研修会案内などをHPを通
じて周知する方法に切り替えてまいります。１日１回、宮崎県行政書士会HPの閲覧をぜ
ひ実施していただきたいと思います。また、今年度から職務上請求書の使用管理体制を
構築してまいります。適正使用の職務上請求書記載例の研修から購入時の厳密なチェッ
ク体制構築を柱とする事業を計画的に進めてまいります。会員皆様にとっては、即日購
入できなくなる可能性もある事業ですが、職務上請求書の使用は行政書士業務上、絶対
に欠いてはいけない権限であり、そのためには不適正使用の撲滅に組織を挙げ注力しな
ければならない事態であることをご理解いただき、ご協力をお願い申し上げる次第です。
そのほかは例年どおり委託事業の継続や計画的な研修会実施などを計画しております
が、暴力団等排除対策委員会を立ち上げ、オンライン上での詐欺行為等に巻き込まれる
事態を避ける方策の広報やセミナー等を計画します。マスコミ報道などで明らかなよう
にコロナ給付金等での詐欺がいくつも立件されています。事実、宮崎県行政書士会会員
宛にも事業復活支援金に関する怪しい支援依頼が舞い込んでいます。対応を間違うと苦
境に陥る可能性があるため各自対処方法を明確にしておく必要があろうかと考えていま
す。このように宮崎県行政書士会としては事業計画に則り実施してまいります。
最後に、令和４年６月16日に令和４年度日本行政書士会連合会（日行連）定時総会が
３年ぶりに通常開催されました。東京のホテルニューオオタニで盛大に開催された総会
には日行連会則改正議案が提出されました。内容は、職務上請求書購入のために倫理研
修を義務化するものです。日行連史上初の明文による研修義務化です。職務上請求書の
使用を今後も継続していくためには、ここまで決めないと認めてもらえない状況に追い
込まれています。しかし、ものは考えようです。これを好機と捉え、コンプライアンス
遵守・不正撲滅に前進する行政書士会と考えましょう。今後の規則等改正を経て施行さ
れますが、経緯は追ってご案内してまいります。
これからも役員・委員一丸となって会務に勤しんでまいりますので、会員の皆様のよ
り一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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ごあいさつ
宮崎県行政書士政治連盟 会長 小野

孝一

季夏の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し
上げます。お陰様で、去る５月26日に開催されました令和４年度定期大会も皆
様のご理解とご協力により、無事終了し２期目をスタートすることができまし
た。あらためて感謝申し上げます。さて昨年は、県議会におきまして当会の協
力県議会議員（井本英雄議員、坂口博美議員、日髙陽一議員、中野一則議員、
満行潤一議員、二見康之議員）の皆様のご尽力により、国及び県の書式に「代
理人行政書士の欄」を設ける旨の請願を、全会一致で採択していただきまし
た。この行動は間近に迫っている「電子申請」を念頭においたものでありま
す。全国においても滋賀会様に次ぐ２番目の採択になりましたことは、大きな
一歩になったと確信しています。
「電子申請」を含めたデジタル社会の到来は、例外なく我々行政書士の業務
にも大きな影響を及ぼします。新しい社会や時代に取り残されることなく、常
にアンテナを張りめぐらせ、最新の情報を入手して迅速な対応をしなければ、
行政書士の資格・職域の堅持や発展は到底望めません。
まずは「電子申請」の対応として、県政治連盟として何ができるのか何をし
なければならないかを常に考え行動していきたいと存じます。その中で「宮崎
県情報化推進計画〜みやざきDXプラン」にも身近な問題として注視していきた
いと思います。
今後も世の中の大きな変化に対応すべく、皆様とともに時代の要請に応えら
れる行政書士を目指してまいりましょう。そのために引き続き県行政書士政治
連盟に対し、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
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来 賓 祝 辞

祝

辞

この度、令和４年度の宮崎県行政書士会定時総会が開催されますことを、
心よりお慶び申し上げます。
また、日頃より、濵田会長をはじめ宮崎県行政書士会の会員の皆様には、
日本行政書士連合会の事業運営に多大なるご理解とご協力を賜り、この場を
お借りしまして、厚く御礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症は未だ終息には至らず、引き続き多くの
国民や事業者の方々が、様々な支援策を必要とする状況が続いています。
このような中、昨年10月、行政書士制度70周年記念式典を高円宮妃殿下ご
臨席の下、三権の長、総務大臣を始め、御来賓の皆様をお迎えし開催するこ
とができました。御来賓の方々からは、国や自治体のコロナ対策や自然災害
の被災者支援について、行政書士が、支援を求める方々と行政との間で重要
な役割を担ってきたことへの謝意が述べられました。社会における行政書士
の存在意義が増していることを実感するとともに、私たち会員にとって大変
励みとなりました。
私たちはこの一年も、コロナ禍における政府の各種施策に、積極的に協力
してまいりました。中小企業庁による月次支援金や事業復活支援金等の各制
度では、申請サポートや登録確認機関としての役割に取り組み、対応の実績
を積み上げてまいりました。また、コロナ禍の影響を受けた生活衛生事業者
の支援についても、各単位会のご協力をいただき、活動を継続しています。
これからも積極的な支援を推進してまいります。
また、コロナ対策の有効な手段としても重要性を増している社会のデジタ
ル化に関しては、「誰一人取り残さない」デジタル社会を実現させるために、
私たち行政書士が国民と行政をつなぐ役割をしっかりと果たしていかなけれ
ばなりません。併せて、会員全体のデジタル分野での対応力の強化も重要な
課題です。日行連では、デジタル推進本部や行政書士制度調査室を中心に、
デジタル社会での行政手続きにおいても行政書士による代理申請を可能とす
るシステム環境の整備を要望しています。今後も積極的な提言、行政書士活
用の要望、また総務省から委託を受けているマイナンバーカード代理申請事
業などのデジタル基盤整備に関する事業を展開してまいります。
特にこのマイナンバーカード代理申請事業につきましては、マイナポイン
ト付与対象となる９月末までが大きな区切りとなります。宮崎県行政書士会
の皆様におかれましても、自治体との連携を進め、相談員を増員するなど体
制を強化していただきたく存じます。１件でも多く代理申請をすることが、デ
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ジタル社会の基盤構築と行政書士制度の発展に繋がりますので、何卒よろし
くお願い申し上げます。
今般のロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会における平和と秩序、安
全を著しく脅かすものです。戦火を逃れ、来日する避難民の方々が、安心し
て生活できる環境づくりの手助けをすることは、国際関係業務を担う私たち
行政書士の使命です。この度、在留資格に関する支援を柱に据え、避難民等
在留支援事業を開始しました。４月21日にはNHKの取材を受け、ニュースと
して放映されたところです。また、５月11日にウクライナ大使館を訪問し、
避難民の方々の実情やニーズをお伺いしてまいりました。私たちは、適正な
在留資格申請手続きに取り組むことを通じて、在留資格への理解が人権擁護
に直結することを訴えてまいります。このことは、在留資格に関する業務を
行政書士が担っていることを国民の皆様、行政、外国人の方々に広めること
となり、ひいては在留資格関係業務を維持発展することに繋がります。各単
位会と協力して支援に取り組ませていただきます。
加えて、行政書士法の改正に向けては、理事会で議決した各項目に関する
実態の調査や課題の整理を行っています。多くの学識経験者の皆様のご協力
をいただき、「行政書士制度に関する研究会」を立ち上げました。内部におけ
る整理検討に加え、アカデミックな視点からも、法改正を含め将来の行政書
士制度を研究してまいります。また、総務省自治行政局行政課とも定期的に
意見交換を重ねています。行政書士制度が、より一層充実したものとなるよ
う、法改正に向けた活動を推進してまいります。
一方で、行政書士制度の充実を図るためには、私たち会員一人一人が資質
の向上に努めなければなりません。加えて、本年度の日行連定時総会におい
て倫理研修の受講義務化に関する措置を議案としていることを始め、職務上
請求書の適正な使用に関する規則も改めました。各単位会にもご協力いただ
くこととなりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
行政書士は、地域に密着し、国民に寄り添う街の法律家として、その存在
がより一層強く社会から求められてくるものと確信いたしております。どう
ぞ皆様方におかれましては、引き続きご理解ご協力を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。
結びとなりますが、宮崎県行政書士会の益々のご発展と会員の皆様のご健
勝を祈念いたしまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。
令和４年５月26日

日本行政書士会連合会 会長 常住
（代読）日本行政書士会連合会 専務理事 金沢
5
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令和４年度 第63回 宮崎県行政書士会
報告者 編集委員
定時総会報告

後藤

由美

令和４年５月26日午後２時より、宮崎観光ホテル３階碧翠耀の間において、第63回宮
崎県行政書士会定時総会が開催されました。
昨年度に引き続きコロナ禍での開催となりましたが、厳重な感染症対策と出席された
代議員の皆様のご協力のもと、無事に開催することができました。
議事の進行につきましては、令和３年度の事業報告や収入、支出決算の報告ののち、
今年度の事業計画として、会議や研修会においてのオンライン方式の更なる活用推進
や、「職務上請求書」の十分な管理体制を構築するための道程検討や研修会など職務倫理
の充実のための提案などが出され、全ての議案が円滑に審議されました。
また、本年度は、暴力団等反社会勢力による被害を防ぐため、「暴力団等排除対策委員
会（仮称）」の立ち上げが検討されることになり、会員への指導・支援を行いたいとの提
案もありました。
最後に、小野孝一副会長の閉会のことばで、第63回宮崎県行政書士会定時総会は滞り
なく閉会いたしました。
本年は、コロナ禍の状況により総会後の懇親会は行いませんでした。

令和４年度 各支部 定時総会

報告者

編集委員長

河津

宏美

令和４年度 定時総会が各支部にて開催されました。各支部の開催日時・場所は下記の
とおりです。
支部名

開

始

日

時

懇親会

場

所

宮崎支部

４月28日 (木) 14：00〜15：45

なし

宮崎観光ホテル 東館３階 碧翠耀の間

都城支部

４月26日 (火) 17：30〜

なし

都城市総合文化ホール 会議室１

日南支部

４月14日 (木) 17：30〜

総会終了後

小林支部

４月25日 (月) 17：00〜

なし

日向支部

４月15日 (金) 18：00〜

総会終了後

延岡支部

４月27日 (水) 16：00〜

あり

松乃寿し

高千穂支部

４月25日 (月) 11：00〜

なし

高千穂町コミュニテイセンター
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補助者証の有効期間について
総務財務部 部長 渡邊

修

行政書士補助者証の有効期間は５ヶ年となっております（ただし、はじめて補助者を設置した
ときは１ヶ年）。更新申請の受付は、有効期間満了日の３ヶ月前から行っています。様式は、宮
崎県行政書士会ホームページ掲載の補助者規則から印刷したものを使用できます（会員ログイン
⇒ 県会規則集 ⇒ 規則 ⇒ 補助者規則）。
〜 補助者証更新申請の必要書類 〜
❶ 補助者証更新申請書（第３号様式）
❷ 会員の誓約書（第６号様式）
❸ 補助者の誓約書（第７号様式）
❹ 申請３ヶ月以内に撮影した写真２枚（縦30mm×横25mm）
※裏面に補助者の氏名を記入します。
❺ （補助者証の記載事項に変更があった場合のみ）変更事項を証する書面
……………………… 運転免許証、住民票、戸籍等の写し
❻ 更新手数料 2,000円
❼ 更新前の補助者証（写しでも可）

申請取次行政書士の皆様へ
申請取次行政書士管理委員会 委員長 井戸

泰雄

県の総会で綱紀委員会委員長野田浩一氏より、綱紀案件の報告がございました。残念ながら、
申請取次行政書士に関する案件でした。
［１］事件、事故に巻き込まれないために徹底していただきたいこと
❶ 必ず、申請人（外国人）本人、代理人（受入れ機関等）に面談し、直接業務依頼を受け
ること。
❷ 依頼人に対して在留関係の申請取次業務は「行政手続法」の適用を受けず、要件が整っ
ていても法務大臣、地方入管局長の裁量によって不許可、不交付となる可能性があること
を書面で伝えること。
❸ 申請人、受入れ企業、登録支援機関、監理団体等関係先からの資料については、真正で
あることの誓約を依頼人から受け取るとともに、自身でもできる限り調査をして裏付けを
とること。
❹ 調査を尽くしても不明点がある場合は、宮崎県行政書士会の担当委員会（申請取次管理
委員会、国際業務専門委員会）に確認する。それでも不明の場合は、管轄する出入国在留
管理局に確認する。
［２］実際にあった事例
中部地方の申請取次行政書士から、「在留期間満了が近づいている宮崎での申請があるので
すが、書類は私が作成しましたので先生に提出をお願いしてもよろしいでしょうか？」→ 当然
ながら、不可です。
「申請人から、または代理人である受入機関からの直接の依頼しか受けられません。」と答え
ました。
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潜入レポ！！

アポ
あり！

vol. 1

こんにちは。編集委員の河津です。行政みやざき239号から、会員の事務
所に訪問し、会員の生の姿を知ってもらう企画、『アポあり！潜入レ

ポ！！』が始まります！

第１回の本号では、いつも会員の業務を支えてくださっている「宮崎県行
政書士会事務局」を訪問し、新人の吉田さん、畑中さんにインタビューをし
てまいりました♪
よし だ

吉田

ひろ み

はたなか

裕美

畑中

きよ み

清美

・経歴
事務員、支援相談員

・経歴
会計、経理

・趣味
波乗り・ヨガ・
トレッキング

・趣味
子ども達との休日

Ｑ．入所前、行政書士についてご存知でしたか？ 入所前と後とで、イメージに変化は？
［吉田さん］ 遺言書や企業の公的書類を作る

［畑中さん］ お堅いイメージを持っていまし

お仕事かな？と思っていました

た。入所後、役員の先生方にお

が、業務の種類が多く、びっく

手伝いに来ていただいたのです

りしました！

が、みなさん優しくて、安心し
ました。

Ｑ．事務局でお仕事をしようと思ったきっかけは？
［吉田さん］ 法的にも、ちゃんとしていそう

［畑中さん］ 子どもとの時間を大切にしたい

なイメージがあるので、安心で

ので、残業のない職場を探して

きるかなと思って。あと、これ

いました。子どものことを優先

までは人数の多い職場にいたの

したい旨も、面接の時に伝え、

で、少人数のアットホームな雰

OKをもらえたので(^^)

囲気を求めてこちらの事務局に
決めました。

Ｑ．実際に残業はないですか？
［吉田 さん］
［畑中 さん］
最初の決算の時に少し。。。今は定時に上がれています。
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Ｑ．事務局ではどのようなお仕事をされていますか？
［吉田さん］ 会員や補助者の申請業務や研修

［畑中さん］ 会計を中心に。これまで経験し

会、理事会、総会、交付式など

てきた仕事と重なる部分が多い

会議の手配や書類作成、行政か

ですが、仕分けの際に、一般企

らの受託業務の請求や支払など

業とは異なる科目があり、迷う

を主に行っています。

こともあります。入所してすぐ
決済だったので、中身が分から
ないまま手探り状態で大変でした。

Ｑ．会計等の仕事以外でも、一般企業と異なる要素はありますか？
［吉田さん］そんなことはないですねぇ。

Ｑ．会員数がとても多くて、全員を覚えていくのは難しいと思います。
突然の電話等、どのように対応されているんですか？
［吉田さん］ 名簿で確認します。
日行連のネット検索で。

Ｑ．だいぶ名前覚えました？
［畑中さん］ 名前と顔の一致は、なかなか

［吉田さん］ 理事の方は（笑）。

（笑）会費等を持ってきてくだ
さる時に、名前がわからない時
は、宮永局長が教えてくれるこ
ともあります。
［一 同］
局長は、ほとんどの会員の顔と名前を覚えているんですね〜！！

Ｑ．では、名前は必ず自己申告でお願いしたいですね（笑）？
［吉田 さん］
［畑中 さん］
そうだと助かりますね。
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Ｑ．数ヶ月お仕事をされてきた中で、特に大変な業務はありましたか？
［畑中さん］ 最初全く分かっていない時に、
会員から「どうすればいいの？」
と聞かれると、本当に困りまし
た。やり方を調べるにも、どこ
を調べればいいのか、誰に聞け
ばわかるのかも、わからない。
３月・４月（引継時）は大混乱
でしたね。
［吉田さん］ 「折り返します。」を連発して
いました(^̲^;

Ｑ．先ほど、名前を自己申告してもらえると助かる、とのお話がありましたが、
他にも会員への要望はありますか？
［吉田さん］ 申請や変更の手続きに関して

［畑中さん］ 引継がまだまだ不十分な部分も

は、日行連の締切が決まってお

あり、即答できないこともあり

り、タイミングによってはかな

ます。そういったときには少し

りのお時間をいただきますの

時間をいただきたいです。

で、変更や更新は余裕をもって
お手続きをしていただければ、
と思います。

Ｑ．今後の意気込みを、教えてください。
［吉田さん］ スムーズに手続きや回答ができ

［畑中さん］ まだ、会計のことしかやってい

るよう、たくさん経験を積んで

ませんが、広く業務を覚えて、

頑張っていきますので、よろし

頑張っていきたいと思います。

くお願いします。

よろしくお願いします。

こちらこそ、よろしくお願いします！

お二人ともお忙しいにも関わらず、
あたたかく迎えてくださいました。
次回は、会員の事務所へ訪問する予
定です。お楽しみに♪
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［行政書士広報月間］ 無料相談会実施について
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新入会員紹介
門川

博則

〒888-0001

串間市大字西方7313番地3
TEL. 0987-55-7537

矢野

睦敏

〒880-0925

宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735-25
TEL. 0985-53-2533

中村

和男

〒885-0081

都城市鷹尾3丁目20街区35号
TEL. 0986-25-3632

上柳

隆己

〒885-0113

都城市関之尾町5122番地4
TEL. 0986-37-3407

兒玉

智司

〒885-0073

都城市姫城町15街区7の1号
TEL. 0986-22-0880

和田

直之

〒880-0014

宮崎市鶴島1-7-8-209
TEL. 0985-69-1917

山﨑

孝公

〒886-0004

小林市細野561番地14
TEL. 0984-48-7071
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草留

秀一

〒885-0041

都城市一万城町40号4番地2

大坪

TEL. 0986-23-1502

一弘

〒880-0921

宮崎市大字本郷南方4214番地2
TEL. 090-9604-3135

松田

英人

〒886-0005

小林市南西方1905-41

小松

TEL. 0984-22-9510

信昭

〒880-0032

宮崎市霧島3丁目132番地
TEL. 0985-26-0082

黒田

直之

〒882-0802

延岡市野地町4丁目3191番地

殿所

TEL. 090-8794-7591

大幸

〒880-0956

宮崎市小松台南町3番地8
TEL. 090-9477-2715

黒木

満春

〒881-0015

西都市聖陵町1丁目91番地

下村

TEL. 0983-43-1486

健一

〒889-4413

西諸県郡高原町大字後川内1682番地
TEL. 090-5728-3911
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変 更 届
文元

昭人

領家

崇

堀口

昌子

〒880-0823 宮崎市北権現町223-1

TEL. 0985-27-8201

〒880-0913 宮崎市恒久三丁目30番地32

TEL. 0985-53-5823

〒884-0101 児湯郡木城町大字高城3785-1

TEL. 090-3429-7894

門前たつ子

〒880-2214 宮崎市高岡町小山田2555番地7

TEL. 0985-82-0631

弘光

孝成

〒880-0927 宮崎市源藤町西田150番地 Otto2-1

TEL. 0985-69-8188

兒玉

傑亙

〒880-0951

宮崎市大塚町竹原2056番地1
ロワイヤルヒルズ壱番館601号室

TEL. 0985-88-1012

小園健一郎

〒885-0081 都城市鷹尾1丁目11街区8-1号

TEL. 0986-21-0401

轟木

尚

〒880-0013 宮崎市松橋2丁目5番8号 グリーンコーポ松橋102号

TEL. 0985-34-9353

緒方

直樹

〒884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋1349-1

TEL. 0983-22-1220

黒木

哲也

〒880-0804

宮崎市宮田町2番29号 燃料会館2F
（事務所の名称：行政書士法人黒木事務所）

TEL. 0985-71-3706

退 会 者
道久

弘美 令和 ３ 年11月 ５ 日 廃 業

和田

輝義 令和 ４ 年 ３ 月22日

廃業

藤井

克彦 令和 ３ 年12月 １ 日 廃 業

佐藤

忠男 令和 ４ 年 ４ 月11日

廃業

金井

正俊 令和 ３ 年12月31日 廃 業

原田

辰彦 令和 ４ 年 ４ 月20日

廃業

早瀨

大貴 令和 ３ 年12月31日 廃 業

坂元

健二 令和 ４ 年 ４ 月27日

廃業

橋口

幸治 令和 ４ 年 １ 月 ５ 日 死 亡

外西

昭二 令和 ４ 年 ５ 月 １ 日 鹿児島会へ

井上

重男 令和 ４ 年 ３ 月16日 死 亡

鬼束

和正 令和 ４ 年 ５ 月31日

佐藤

俊彰 令和 ４ 年 ３ 月22日 廃 業
15
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「行政書士川柳」を作ってみませんか？
「行政みやざき」編集委員会では、行政書士あるある川柳を募集いたします。行政書士
だからこそわかる、業務の成功談やクスッと笑えてしまう失敗談等、5・7・5のリズ
ムにのせて川柳にしてみませんか？たくさんのご応募をお待ちしております。
テーマ：行政書士あるある川柳

募集内容

●

自作のもので未発表のもの

●

採用された方の作品は「行政みやざき」に掲載いたします。

応募資格

宮崎県行政書士会所属の行政書士

応募期間

随時募集しております♪
電子メールにて県会事務局（info@mz-gyousei.org）へ送信ください。
●

応募方法

タイトルを『行政みやざき行政書士川柳の申し込みについて』としてくだ
さい。

●

メール本文へ以下①〜③をご記入ください。
① 氏名

●

応募上の
注
意

③ 行政書士あるある川柳

採用された方の作品は「行政みやざき」に掲載いたします。応募により、
これらを無償で「行政みやざき」に使用することを承諾したものとします。

「行政みやざき」掲載の目的以外には使用いたしません。
●

一

② 電話番号

例

応募にかかる費用は応募者の負担といたします。

『相続人 自分だけだと 勘違い‥』 河津 宏美 作

「行政みやざき」編集委員会では、会員
の皆さまから、表紙写真として「ほっと
和む」写真も募集しています。たくさん
のご応募お待ちしています。
日本行政書士会連合会
公式キャラクター ユキマサくん

発行所 ／ 宮崎県行政書士会

発行日 ／ 2022年７月21日

発行者 ／ 濵田

編集人 ／ 河津

哲郎

〒880-0812 宮崎市高千穂通1丁目5番35号 グラン高千穂1F

TEL.0985-24-4356

FAX.0985-29-4195

宏美

HP:https://mz-gyousei.org/
E-mail:info@mz-gyousei.org

