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　行政書士政治連盟の第一の目的は、行政書士法の改正、すなわち新たな職域の確保拡大、制度の充実発展にあり
ます。現在、行政不服審査法における不服申立代理権の獲得をめざし、運動を展開しております。行政庁への許認可
申請から、不利益処分に対する不服申立まで、一貫して代理することにより、国民の利便性向上に寄与するためです。
弁護士法72条は、不服申立の担い手として、一部の例外を除き、弁護士のみと規定しています。はたしてこの規定は、
現実に即しているのでしょうか。第一線でご活躍の会員の皆さんならば、少なからず疑問を感じた経験がおありでしょう。
そうしたことから政府は、より実効性のある行政救済制度を求めて、改革に着手しています。すなわち、その担い手と
して行政書士を加えることの検討もなされているのです。
　性善説に立つなら、政治の力を借りなくても、国民生活向上のため、必然的に様々な法改正が現実化するはずです。
しかし実際は、政党間の駆け引き、行政や業界団体の思惑に、大きく左右されがちです。だからこそ、政治活動が必
要不可欠となるのです。たしかに、活動とその成果は、風と桶屋の関係のように、明確化できない部分がほとんどです。
また、政治なんて嫌いだ、政党や候補者を支持することに、抵抗のある方々もいらっしゃるでしょう。しかし、だからといっ
て活動を停止してしまえば、大げさかもしれませんが、長い年月の内には、制度の存続すら危うくなってしまうのです。
崇高な目的と理念をもとに、絶え間ない運動と会を挙げての取り組みが、大きな輪を結実させてくれます。
　もちろん、法改正に限定することなく、行政書士業務の円滑化や理解促進、そして地位向上のため関係機関に対し、
可能な限りの活動を展開しております。
　成果は会員等しく享受できます。
　ぜひ、ご加入ください。ご期待に添うよう、しっかりと活動してまいります。

　ご健勝にてご活躍のことと拝察いたします。
　政治連盟の活動に対しましては、力強いご支援ご協力を賜り、本当にありがとうございます。心より厚く御礼申し上
げます。
　おかげさまで昨年度は、初期の目的に沿った活動により、一定の成果を得ることが出来ました。一例として片山さ
つき代議士による強い働きがけにて、総務省に行政書士係の設置、茨城県総務部長による、行政書士からの申請か
どうかの確認の徹底に関する通知などを挙げることが出来ます。こうした成果は、一気呵成に実を結ぶものではなく、
たゆまぬ運動と地道な活動によって成し得るものであり、今後も行政書士制度の充実発展、職域の確保拡大のため、
会員一丸となって、積極的な展開を図らなければなりません。そのためには、組織の強化と財政基盤の確立が必要不
可欠となります。平成25年の政連加入率は約60％でした。年会費4,800円の50％、すなわち2,400円は日政連への分
担金となり、茨政連の財政状況は近年増大する活動量に比して、厳しい現状にあり、加入率向上は、喫緊の課題です。
　言うまでもなく、日政連・茨政連ともに、特定の政党や団体を支持したり、個人の思想信条を満足させたりすること
を目的として、存在するのではありません。行政書士制度のさらなる推進のため、職域の確保拡大のためにあるのです。
したがってその成果は、全会員等しく享受できるのです。
　こうした諸事情をご斟酌いただき、会費納入に特段のご理解ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

茨城県行政書士政治連盟　会長　國井　豊

誰もが等しく利益を享受
政治連盟は“あなた„のために活動します

茨城県行政書士政治連盟　幹事長　佐藤　信成
平成26年度政治連盟会費納入のお願い
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◆◆議 題◆◆
　第5回幹事会提出議題について
（１）審議事項
　　第１号議案　小美玉市長選挙の推薦について
　　　告示日：平成26年4月6日・投票日：平成26年4月13日

　　　　〇島田　穣一　（しまだ　じょういち）　　無　  現　
　　　　審議の結果、原案どおり島田嬢一候補の推薦が決定しました。
　　第２号議案　笠間市長選挙の推薦について 
　　　告示日：平成26年4月6日・投票日：平成26年4月13日

　　　　〇山口　伸樹　（やまぐち　しんじゅ）　　無　  現
　　　　審議の結果、原案どおり山口伸樹候補の推薦が決定しました。　　　　
（２）　報告事項
　ア　龍ケ崎市長選挙の結果について
　　　國井会長より、推薦した中山一生氏の当選が報告されました。
　イ　境町長選挙の結果について
　　　國井会長より、推薦した橋本正裕氏の当選が報告されました。
　ウ　会費催告後の入金状況について
　　　國井会長より、会費の入金状況について、報告がありました。
　エ　寄附金の入金状況について
　　　國井会長より、寄附金の入金状況について、報告がありました。
　オ　総務省自治行政局行政課行政書士係設置について
　　　國井会長より、総務省自治行政局行政課行政書士係設置について、報告がありました。
（３）そ の 他

平成25年度 第5回常任幹事会開催
日 時 平成26年3月5日（水）　午前9時45分

茨城県行政書士会　事務局
会　　長：國井　豊、幹事長：佐藤信成、副幹事長：阿部克已
常任幹事：小野村正德、古川正美

場 所
出 席 者

平成25年度 第5回幹事会開催
日 時 平成26年3月19日（水）　午前10時

茨城県開発公社ビル4階会議室
会　　長：國井　　豊 
副 会 長：雨貝　洋子、嶋田　広一　    
副幹事長：阿部　克已
常任幹事：小野村正德、木村　　司
幹　　事：安　　圭一、小野崎佳昭、久保　朋央、三瓶　賢二、松田　秀幸
　　　　　児島　秀卓、後藤　太一、竹内　　崇
　　　　　海老原芳晴、増戸　美幸、小久保忠男、深谷　　孝、黒澤　　清
　　　　　遠藤　　実、大庭　孝志、田向　敏雄、小嶋　幸江、安田　康一
　　　　　四釜　絹枝　　　各幹事
［オブザーバー］　石井　　徹、菅原　啓充　各会計監事   
　　　　　　　　郡司　孝夫、新井　　毅　各相談役    
　　　　　　　　山本　　剛　申取委員長

場 所
参 加 者
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　前出第5回常任委員会と同様の審議事項が提案され、原案のとおり議決されました。
　なお、報告事項も同様になされました。

　厳しい経済情勢の折、下記の方より、貴重なご寄附を頂戴しました。誌面をお借りし、厚く御礼申し上げます。
目的に沿って大切に活用させていただきます。誠にありごとうございました。
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成26年3月1日から4月15日まで

　第1回幹事会提出議題について
（１）審議事項
　　第１号議案　平成25年度活動報告及び決算報告について
　　　　　　　　原案どおり、幹事会に提出することを決しました。
　　第２号議案　平成26年度運動方針及び収支予算について
 　　　　　　　　原案どおり、幹事会に提出することを決しました。
　　第３号議案　常陸太田市議会議員選挙の推薦について
　　　告示日：平成26年7月20日・投票日：平成26年7月27日

　　　　〇木村　郁郎　（きむら　いくお）　　（無・現）　会　員
　　　　原案どおり、木村郁郎候補の推薦が決定しました。　　　　
（２）　報告事項
　ア　小美玉市長選挙の結果について
　　　國井会長より、推薦した島田穣一氏の当選が報告されました。
　イ　笠間市長選挙の結果について
　　　國井会長より、推薦した山口伸樹氏の当選が報告されました。
（３）そ の 他
　・５月11日開催の自民党政経フォーラムへ参加することを決しました。
　・各支部と連携し、県選出国会議員へ行政書士法改正の要請活動を実施することを決しました。

東海村 久米　周明
水戸市 川上　光俊
水戸市 倉川　恭次
茨城町 平野　紀雄
水戸市 金田　好夫
水戸市 小野村正德

平成26年度 第１回常任幹事会開催
日 時 平成26年4月17日（木）　午後1時30分

茨城県開発公社ビル4階会議室
会　　長：國井　豊、幹事長：佐藤信成、副幹事長：阿部克已
常任幹事：小野村正德、古川正美、木村　司

場 所
出 席 者

寄附ご報告・ありがとうございました
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（１）審議事項
　　第１号議案　平成２５年度活動報告及び決算報告について
　　　　　　　　原案どおり、可決した。
　　第２号議案　平成２６年度運動方針及び収支予算について
　　　　　　　　原案どおり、可決した。　　
（２）報告事項
　ア　小美玉市長選挙の結果について
　　　國井会長より、推薦した島田　穣一氏の当選が報告された。
　イ　笠間市長選挙の結果について
　　　國井会長より、推薦した山口　伸樹氏の当選が報告された。
　ウ　常陸太田市議会議員選挙の推薦について
　　　本会会員、木村郁郎候補の推薦が報告された。
　エ　５月１１日開催の自民党政経フォーラムへの参加について
　　　５月１１日開催の自民党政経フォーラムへ参加することが報告された。
　オ　各支部と連携した茨城県選出国会議員への行政書士法改正の要請活動について
　　　各支部と連携し、県選出国会議員へ行政書士法改正の要請活動を実施することが報告された。
（３）そ の 他

平成26年度 第１回幹事会開催
日 時 平成26年4月25日（金）　午後1時30分

茨城県開発公社ビル４階会議室
副 会 長：嶋田　広一
幹 事 長：佐藤　信成
副幹事長：阿部　克已
常任幹事：小野村正德、古川　正美、木村　　司
幹　　事：安　　圭一、小野崎佳昭、久保　朋央、三瓶　賢二、宮崎　利章、
　　　　  松田　秀幸、児島　秀卓、後藤　太一 、竹内　　祟、海老原芳晴、
　　　　  増戸　美幸、上野　孝司、小久保忠男、下条　威之、深谷　　孝、
　　　　  黒澤　　清、遠藤　　実、大庭　孝志、田向　敏雄、小嶋　幸江、
　　　　  安田　康一、四釜　絹枝、𠮷川　　俊　　　各幹事
〈欠席〉１名　　　　
［オブザーバー］　石井　　徹、菅原　啓充　各会計監事  
 　　　　  郡司　孝夫、新井　  毅　各相談役 

場 所
出 席 者
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　平成26年4月6日告示13日投票の小美玉市長選挙と笠間市長選挙の本会推薦候補者に対し、それぞれの推薦状
を交付いたしました。
　当日は年度末の公務でご多忙の折にもかかわらず、お時間を割いて頂き、意見交換まですることができました。
　両市長からは、行政書士制度への期待が述べられ、さらなる推進へのご尽力を約してくださいました。本当に
ありがとうございました。
　お二人の益々のご活躍をお祈り申し上げます。

小美玉市役所：國井会長、木村常任幹事、藤井　里美会員、阿部　進会員（小美玉市在住）
笠間市役所：國井会長、小野村常任幹事、木村常任幹事、安幹事

　平成26年7月20日告示、7月27日投票予定の常陸太田市議会議員選挙に３選をめざして準備を進めている木村
郁郎会員に対して、國井会長から推薦状が手渡されました。
　木村会員は、市議会の中でも若手の行動派として定評があり、将来を大きく嘱望されています。行政書士制度
の推進にも意欲を示しており、会を挙げてしっかりと支援してまいりたいと思います。
　仲間の躍進は会の名誉であり、誇りとなります。
　皆様のご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。

現職の島田穣一市長へ

行政書士会との連携強化を熱く語ってくれました 現職の山口伸樹市長へ

現職の木村議員へ さらなるご健闘を期待します

小美玉市・笠間市長選挙推薦候補者に推薦状を交付

常陸太田市議会議員選挙推薦候補者に推薦状を交付

みんなで応援しよう。木村郁郎会員！
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　本会の顧問をお務めいただいております舘静馬県議（水戸市）、星田弘司県議（つくば市）のお二人が来局され、
國井会長と行政書士制度の推進について、意見交換いたしました。
　舘顧問は自民党県連の元青年局長、星田顧問は現役の青年局次長として、その政策提言力と行動力には、大き
な評価と期待が寄せられています。青年局は、県議会若手の登竜門であり、将来を嘱望されるお二人との意見交
換は、とても有意義でした。特に、それぞれから行政書士への期待が寄せられたことは、特筆に値します。
　所属委員会や議会等において様々な提言をすることを、約していただきました。
　さらなるご活躍を期待してやみません。

　舘　静馬　茨城県議会議員

　近年、公務員定数の削減が進められていますが、その業務自体が減少している訳ではなく、むしろ、公務員の
負担は増えている現状にあります。そのような中、土木行政における入札制度等においても、民間委託できる業
務が数多くあると考えています。例えば、近年増加している総合評価方式の入札における点数算出や審査要件の
チェックもその一つと考えられます。公共業務の民間への委託は、行政と民間の相互において有意義なものにな
るものが、まだまだ数多くあると考えています。行政書士の皆様のスキルを活かすことができる、そういった提
案や提言をこれからも行っていきたいと思います。

　星田　弘司　茨城県議会議員

　行政書士の皆さんは、民間企業や行政機関などで十分な社会経験を積んできた後、開業する会員の皆様も数多
くいらっしゃると思います。複雑・高度化する近年の社会情勢の中、行政書士へのニーズも刻々と変化している
中で、経験と業務を通じて培われた知識等は、行政書士としての業務の枠を超えて様々な分野にも活かすことが
できると考えています。例えば、行政における審議会委員等もその一つでしょう。行政書士の皆さんが幅広い分
野で活躍されることを期待しています。

本年12月には県議会議員選挙が予定されています。
制度に理解ある議員を積極的に応援しましょう！

活発な意見交換、さすが若手です 制度推進をしっかり誓い合いました

顧問 舘静馬県議、星田弘司県議来局
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　会員の皆様へ4月にご案内文書および振込用紙を郵送させていただきました。行政書士制度の充実発展のため、
ご協力をお願いいたします。

　 　　4,800円
　 　　口座番号　００３００－０１４５２９
　　　　　　　加入者名　茨城県行政書士政治連盟
　　　　　　　　　　　　　　　　会長　國井　豊

■よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

　　回答　 　行政書士の権益の擁護のために、ほぼ全政党と連携を図っており、特定の政党や主義主張を支持する
ことを目的とはしていません。

　　回答　 　もちろん法改正が究極の目的ですが、県をはじめ市町村などの首長や議員とも連携し、制度推進のた
めの活動も展開しております。

　　回答　 　いつでもご加入いただけます。事務局へご一報いただければ折り返し「茨城県行政書士政治連盟加
入届」をお送りいたします。

　　回答　　それぞれ目的が違いますので、ぜひご加入下さい。

振込用紙での納付
納入期限：平成27年3月31日

自動引落
平成26年4月21日引落

再引落：平成26年5月20日

平成26年度

政治連盟会費の納入について（お願い）
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