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奈良県行政書士会

　会長　遠山　健太郎

令和４年　新年ごあいさつ

令和４年の新春を迎え、謹んでご挨拶申し上げます。

日頃より、奈良県行政書士会会員の皆様におかれましては、本会の事業運営にご理解とご協力、

また行政書士制度の発展にご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、昨年５月の定時総会におきまして、今回より改正となった新しい選挙制度により会長に就

任させて頂き、早半年少しが経過しました。総会は、まだ新型コロナウィルス感染症が全国に拡大を

続けている最中でしたので、限られた出席会員のもとで開催しました。それ以降も、多くの会員の皆

様と直接お会いすることはかなわず、対面の機会が限られていました。

しかしながら、ようやく徐々にではありますが、「日常」を取り戻しつつある状況下において、本

会の運営についても、徹底した感染対策のもと、新規登録会員研修や理事会などの対面実施を再開

し、よりきめ細かな対応や審議を進めることができるようになりました。

我々行政書士の業務としても、まだまだコロナ禍の影響を多分に受けていると思いますが、そ

の状況下だからこそ、日本行政書士会連合会常住豊会長の言われる「そうだ、行政書士に相談しよ

う！」という機運の下、新たな相談対応業務も増えていることと思います。

本会におきましても、様々な方面からの受託業務に対して、会員の継続的かつ安定的な業務推進

に寄与できるような体制整備の構築を進めてまいります。と同時に、奈良県や各市町村、関連団体と

の連携をより一層密にしながら、会員の皆様への情報提供と共有に努めて参りたいと思います。

人間は、より遠く飛ぶためには、ひざを曲げ体を小さくしなければなりません。今のこの状況下

だからこそ、会の運営については『派手さ』はなくてもしっかりと地に足をつけ、『持続可能な会運

営の土台作り』をして参りたいと思っています。

令和４年度におきましても、様々な本会の事業運営にご理解とご協力をよろしくお願いいたしま

す。
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奈良県知事

　荒井　正吾

令和４年　新年ごあいさつ

奈良県行政書士会の皆さま、明けましておめでとうございます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の波が世界中、日本中を襲い、皆さまの日常生活にも大きな
影響を与えました。新たな年は、新型コロナウイルス感染症の影響が薄まり、皆さまの健全な日常生
活が取り戻せることを願うばかりです。

新型コロナウイルスに感染された場合であっても、早期に発見し、必要な治療につなげること
で、重症化を防ぐことは十分可能です。奈良県ではこれまで、重症になられた方は全て重症対応病床
で治療することができましたし、感染者の急激ないっときの増加期を除いて、全ての感染者の方に入
院や宿泊療養をしていただくことができました。また、自宅でやむなく療養される場合でも、十分な
経過観察、連絡、相談の体制をとることができました。

昨年の６月以降は、ワクチン接種が進み、11月下旬には、ワクチン接種を希望される全ての方に、
２回目のワクチン接種を行うことができ、新規感染者の増加を防ぐことができました。

適切な配慮をすれば、感染予防に効果があることも分かってきました。マスクの着用、部屋の換
気、手指の消毒を心掛ければ、感染リスクを相当下げられます。「ワクチン接種で安心飲食キャン
ペーン」、「いまなら。キャンペーン」、「Go To Eat の再開」も12月１日から実施しました。感染リ
スクを十分下げて、日常の社会経済活動を取り戻していけたらと思います。

コロナ禍でも、奈良県の発展に寄与する大きなプロジェクトが動き出しています。来年度予算に
盛り込みたいと考えている楽しみな案件が幾つもあります。

南海トラフ地震等大規模災害に対応するため、五條市に建設予定の2000ｍ級滑走路を持つ大規模
広域防災拠点の整備。大和平野中央部における県立大学工学系第２学部の設置と国民スポーツ大会用
のスポーツ施設の整備を軸としたスーパーシティ構想の実施。中央卸売市場の市場部門の全面建て替
えと食を楽しみ憩える空間づくり。ＪＲ関西本線高架化と新駅設置事業、京奈和自動車道の建設推
進、平城宮跡歴史公園の整備、近鉄大和西大寺駅の高架化と平城宮跡内の線路移設など、楽しみな事
業が多くあります。

奈良県がもっと良くなる初夢を見ながら、皆さまにも良い初夢がずっと届きますようにとお祈り
申し上げます。本年もよろしくお願いいたします。
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日本行政書士会連合会

　会長　常住　豊

令和４年　年頭所感

令和４年の新春を迎え、謹んで御挨拶を申し上げます。
奈良県行政書士会及び会員の皆様におかれましては、日頃から日本行政書士会連合会の事業推進に対

し御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。また、各地において、行政機関並びに地域住民から
の期待に応え、行政書士制度発展のため御尽力いただいておりますことに、重ねて御礼申し上げます。

さて、昨年、行政書士制度は70周年を迎え、10月には行政書士制度70周年記念式典を高円宮妃
殿下の御来臨の栄を賜り開催することができました。高円宮妃殿下を始め御来賓の皆様、本式典に御
協力いただいた全ての関係者の皆様に、改めて心から感謝申し上げます。私たち行政書士にとって、
大変励みとなる式典になりました。行政書士制度が、これからも国民に寄り添い、国民から必要とさ
れる存在であり続けるために、研鑽に励むとともに、日々の事業に取り組んでまいります。

昨今、我が国における新型コロナウイルス感染症の感染状況は落ち着きを見せつつあるものの、
依然として国民生活や経済社会へ深刻な影響を及ぼしています。引き続き、政府が行う各種コロナ対
策支援策の浸透に向け積極的に協力してまいります。

また、デジタル社会の実現に向けて、国、地方公共団体と密接に連携を図り、国民の権利利益の
実現並びに行政に関する手続の円滑な実施に寄与してまいりたいと考えています。

具体的には、昨年来、「誰一人取り残さない」デジタル社会の実現に向けて、デジタル・デバイド
の解消やなりすまし等による不正な申請を防止すべく、行政書士が申請者の代理人として支援できる
環境を整えることを要望しており、引き続き対応を強化してまいります。また、属性認証や代理人と
の委任関係を確認できるシステムの構築を提案するとともに、国が設置する有識者会議等への行政書
士の登用について、国等への要望を更に推し進めてまいります。

また、デジタル社会の進展においては、その基盤となるマイナンバーカードの普及が必要不可欠
であることから、総務省と連携し、本年より、マイナンバーカードの取得促進事業を推進いたしま
す。各単位会で実施する相談会や会員による顧客対応の場面において、マイナンバーカードの取得申
請を勧奨し、あわせて申請支援を行っていただくことを想定しています。奈良県行政書士会の皆様に
おかれましても、御協力方、何卒よろしくお願い申し上げます。

「そうだ、行政書士に相談しよう！」という気運を高め、地域における身近な相談相手としての
認識を深めてもらうためにも、行政書士がいち早くデジタル化に対応し、地域社会の発展を支えてい
く意識が肝要です。　

今後とも各単位会、会員の皆様と連携、協力して、行政書士制度の更なる確立を図ってまいりた
いと考えていますので、引き続き御理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

最後に、この新しい年が奈良県行政書士会並びに会員の皆様にとって、心豊かに過ごせますよ
う、そして飛躍の年となりますよう祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。
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毎年10月は行政書士制度広報月間です。日本行政書士会連合会及び各都道府県行政書士会におい

て行政書士制度の普及浸透を目的として、全国一斉に広報、監察活動が行われています。

本会においては、新型コロナウイルスの感染防止に留意しながら、10月14日（木）に、対面型の

無料相談会を開催いたしました。また、相談会に先立って、奈良リビング紙面にて行政書士制度の

PR 広告および相談会告知を掲載し、併せてホームページや SNS も利用しての告知も実施いたしまし

た。さらに、行政、各種団体など関係機関に向けて広報物の配布やポスター掲載依頼を実施いたしま

した。

一昨年に引き続きコロナ禍での広報月間となりましたが、より多くの方々に行政書士制度を知って

いただき、身近に感じていただくために、本会はこれからも地道な広報活動を継続的に実施していき

たいと考えております。

令和３年度広報月間のご報告令和３年度広報月間のご報告
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••

•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
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◇日　　時　：　令和３年11月14日（日）　13：00 ～ 16：00
◇場　　所　：　奈良県コンベンションセンター

奈 良 県：受験申込者数　 772名　　当日受験者数　 616名
（全国計：受験申込者数　61,869名　　当日受験者数　47,870名）

　本年度の試験会場は、昨年度に引き続き奈良県コンベンションセンターとなりました。試験監督員
や試験本部員として本会会員に試験実施事務のご協力をいただき、また関係各機関の皆様に多大なご
尽力を賜りありがとうございました。無事試験を実施し終了することができましたことをご報告いた
します。
　なお、合格発表日時は、令和４年１月26日（水）です。

◇日　　時　：　令和３年10月17日（日）14：00 ～ 16：00
◇場　　所　：　奈良県橿原文化会館　会議室

　令和３年度の特定行政書士法定研修考査が実施され、法定研修受講者１名が受験されました。合否
判定の結果見事合格され、本会における特定行政書士は37名となりました。

令和３年度行政書士試験令和３年度行政書士試験

令和３年度特定行政書士法定研修考査令和３年度特定行政書士法定研修考査

••• •••
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研 修 の 報 告

◎第１回基礎研修

■日　　時：令和３年８月26日（木）　10：00～17：00

■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）

■参加人数：10名

■講　　師：坪田　尚子　会員

■研修内容：相続業務の基礎知識

〈概要〉相続業務を受任するにあたっての、基礎的な流れ（主に遺産分割協議）について解説。

　　　　前半：相続人の確定を中心とした相続の概要について

　　　　後半：サンプルを用いて戸籍謄本の見方ならびに遺産分割協議について

◎第２回基礎研修

■日　　時：令和３年９月13日（月）　11：00～12：00

■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）

■参加人数：13名

■講　　師：飯田　崇史　会員

■研修内容：自動車保管場所証明申請の概要と基礎知識

〈概要〉・申請書及び添付書面についての基本的な説明。

　　　　・申請書の記載方法及び資料収集方法について解説。

　　　　　⇒業務の流れと報酬

　　　　・申請等にあたり注意すべき事項について解説。

　　　　　　①申請期限・代替車両の確認

　　　　　　②駐車空間の確保と車庫におけるシャッターについて

　　　　　　③住所と使用の本拠の違いについて

　　　　　　④型式等の記載誤りは大問題

　　　　　　⑤押印省略手続改正

研 修 指 導 部
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◎第３回基礎研修

■日　　時：令和３年９月13日（月）　13：00～16：00

■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）

■参加人数：10名

■講　　師：飯田　崇史　会員

■研修内容：自動車登録申請の概要と基礎知識

〈概要〉・自動車登録申請について解説。

　　　　　　①自動車登録申請の種類

　　　　　　②運輸支局及び各機関の関係と申請順序

　　　　　　③申請書及び添付書面について

　　　　　　④申請書の記載方法及び資料収集方法

　　　　　　⑤業務の流れと報酬

　　　　　　⑥申請手続のロールプレイング

　　　　　　⑦自動車税減免手続

　　　　・申請等にあたり注意すべき事項について解説。

　　　　　　⑧申請期限・希望ナンバー・ナンバープレート有無の確認

　　　　　　⑨譲渡証明書・委任状の記載誤りは大問題

　　　　　　⑩譲渡年月日は申請日以降

　　　　　　⑪押印省略手続改正

◎第４回基礎研修

■日　　時：令和３年９月15日（水）　10：00～12：00

■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）

■参加人数：12名

■講　　師：黒田　敬子　会員

■研修内容：在留資格申請の基礎知識

〈概要〉国際関係業務の基礎的な知識について解説。

　　　　　①入管法の概要

　　　　　②査証（ビザ）とは　

　　　　　③申請取次制度について　

　　　　　④受任にあたっての心構え等
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◎第５回基礎研修

■日　　時：令和３年９月30日（木）　13：30～16：00

■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）

■参加人数：16名

■講　　師：西澤　伸明　会員

■研修内容：建設業務の基礎知識

〈概要〉 建設業許可が必要になる場合、建設業許可の種類、建設業許可の区分、許可の要件、申請窓口・手数料な

どについて、講師オリジナルの資料を用いて解説。また、実際に建設業許可の申請をする際に、注意しな

ければならない点などを中心に、ワンポイントアドバイスを示して解説。

◎第６回基礎研修

■日　　時：令和３年10月１日（金）　10：00～12：00

■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）

■参加人数：18名

■講　　師：山口　まゆみ　会員

■研修内容：相続業務の基礎知識

〈概要〉 受任してから遺産分割協議書などの相続手続きの進め方について解説。また、遺産分割協議という手続き

をケース別に場合分けをして、それぞれの場合にどのような必要書類をそろえる必要があるのか、どのよ

うな内容を確認すべきであるのかを分かりやすく整理し、実際の遺産分割協議書の文例をもとに、具体的

な書き方を紹介。

◎第７回基礎研修

■日　　時：令和３年10月25日（月）　14：00～16：00

■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）

■参加人数：23名

■講　　師：松浦　さやか　会員

■研修内容：遺言関係業務に関する基礎

〈概要〉 前半では遺言業務に関する基礎的な理解の確認として、遺言の種類、遺言を書くことができる者、遺言の

記載内容、民法改正により新しくなった内容、遺言の訂正等の解説。

　　　　 後半では、公正証書作成の実務ということで、講師が実際に経験をされた例をもとに実際の資料などを紹

介しながら、作成までの手続きの流れ、遺言執行者となる際のポイントなどについて解説。
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◎第８回基礎研修

■日　　時：令和３年10月27日（水）13：00～14：30

■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）

■参加人数：16名

■講　　師：田中　佑宜　会員

■研修内容：建設業許可の基礎知識　新規・更新申請編

〈概要〉 実際に講師が建設業許可の申請の際に使用している申請書や委任状の見本などを提示し、初めてお客様か

ら問い合わせがあったと仮定し、初回面談から受任に至る流れ、その後の申請書類の作成や添付書類の集

め方など多岐に渡って説明。

◎第９回基礎研修

■日　　時：令和３年10月27日（水）15：00～16：30

■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）

■参加人数：17名

■講　　師：田中　佑宜　会員

■研修内容：建設業許可の基礎知識　承継認可（法人成）・変更届編

〈概要〉 法人成りの相談を受けた際に、許可の承継をどのように進めていくのか、承継申請をする際に注意しなけ

ればならないポイントを中心に解説。許可後の事業者の責務、必要となる変更届の作成方法などについて

も説明。

◎第10回基礎研修

■日　　時：令和３年11月10日（水）10：00～12：00

■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）

■参加人数：17名

■講　　師：黒田　敬子　会員

■研修内容：在留資格申請の実務の進め方

〈概要〉 前回（第４回基礎研修）の研修を踏まえ、より実践的な業務の進め方について説明。在留資格「技術・人

文知識・国際業務」を例に、外国人雇用についての解説と、実際の申請書を用いての記載の仕方、添付書

類や必要書類の見方などを解説。
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◎第１回業務研修会
■日　　時：令和３年９月21日（火）15：00～16：30
■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）
■参加人数：20名
■講　　師：松塚　百合恵　会員
■研修内容：宅地建物取引業免許申請について
〈概要〉 宅地建物取引業免許申請の新規、更新についての業務開始までの流れを解説。

◎第２回業務研修会
■日　　時：令和３年11月５日（金）15：00～16：30
■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）
■参加人数：23名
■講　　師：奈良県県土マネジメント部建設業・契約管理課
　　　　　　公共工事契約管理係担当者
■研修内容：令和４年度奈良県建設工事入札参加資格審査申請の概要について
〈概要〉 主に前回からの変更点を中心に、申請上の注意点等について解説。

◎第３回業務研修会
■日　　時：令和３年11月29日（月）14：00～16：00
■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）
■参加人数：12名
■講　　師：森田　光弘　会員
■研修内容：一般貨物自動車運送事業経営許可申請について
〈概要〉 一般貨物自動車運送事業経営許可申請について、クライアント様から依頼を受けた際に注意する点、許可

の要件、許可後に必要な手続き等、実務に即した研修。

◎第４回業務研修会
■日　　時：令和３年12月13日（月）10：00～12：00
■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）
■参加人数：９名
■講　　師：飯田　崇史　会員
■研修内容：特殊車両通行許可申請について
〈概要〉 トレーラー等が道路を通行するのに必要な特殊通行許可の申請について、基本的な内容から研修。

◎第５回業務研修会
■日　　時：令和３年12月17日（金）13：30～15：30
■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）
■参加人数：24名
■講　　師：ワイズ公共データシステム株式会社担当者
■研修内容：2021年経審改正のポイントについて
〈概要〉 CPD・能力評価基準・建設業経理士等の改正の要点について解説。

第１業務部
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◎第１回研修（商工・経営支援・知的財産権グループ）
■日　　時：令和３年９月15日（水）　13：30～15：30
■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）
■参加人数：25名
■講　　師：井原　吉男　会員
■研修内容：事業承継と株式について（後見制度等）
〈概要〉 判断能力のない者の法律行為は無効となります。社長が認知症になると取引行為、株主総会、取締役会が

機能不全に陥る可能性があります。事業承継の手続も進まなくなります。
　　　　 このようなリスクに対して今確認すべきこと、社長が認知症になるまでにするべき対策についての研修を

実施。

◎第２回研修（民事・国際グループ）
■日　　時：令和３年11月17日（水）　13：30～15：30
■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）
■参加人数：20名
■講　　師：黒田　敬子　会員
■研修内容：国際結婚　在留資格日本人配偶者等について
〈概要〉 下記の内容について解説。
　　　　　①在留資格　日本人配偶者等について
　　　　　②入管審査要領、申請書類、添付書類について
　　　　　③偽装結婚に巻き込まれないようにするための注意点

◎第３回研修（民事・国際グループ）
■日　　時：令和３年12月７日（火）　13：30～15：30
■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）
■参加人数：21名
■講　　師：大西　祐子　氏（京都府行政書士会）
■研修内容：外国人の起業（在留資格「経営・管理」）
〈概要〉 京都府行政書士会　国際部部長　大西裕子先生を迎え、豊富なご経験をもとに、外国人の起業（在留資格

「経営・管理」）について解説。

◎第４回研修（商工・経営支援・知的財産権グループ）
■日　　時：令和３年12月13日（月）　13：30～15：00
■場　　所：オンライン（ZOOM 使用）
■参加人数：13名
■講　　師：森田　真　会員
■研修内容：HACCP の基本知識と一般衛生管理について
〈概要〉 令和２年６月１日改正食品衛生法施行により、すべての飲食店に、HACCP 導入が法的義務となりました。

HACCP 導入に取り組む飲食店に向けて、行政書士が積極的に関与していけるよう、HACCP とその前提
となる一般衛生管理について研修。

第２業務部
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　新年、明けましておめでとうございます。
　日頃より、当支部の事業に関してご理解とご協力を賜り、深く御礼申し上げます。
　昨年は当支部の活動におきましても、新型コロナウイルス感染症が依然収束しないことから、これ
まで定期的に行っていた相談会や広報イベント、研修の開催について規模縮小や中止を余儀なくさ
れ、歯がゆい思いをした一年間となりました。
　市民向けのセミナーや相談会は規模を縮小し参加者を限定する等の感染症対策を万全なものとして
実施し、会員の資質維持向上に資する研修会や支部運営に係る幹事会はオンラインを最大限活用した
ところです。
　令和４年は、今後の社会情勢にもよりますが、感染症拡大防止に配慮しながら活動を持続したいと
考えております。地域共生社会の実現と、権利擁護支援のニーズに応えられるように尽力して参りま
す。
　本年も引き続き、みなさまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

▪第８期役員紹介
　令和３年９月29日開催の第８回支部総会にて新役員が選任されました。
　　支部長　谷澤　祐樹
　　副支部長　松浦　さやか
　　総務 ･ 財務部　部長　佐藤　貴玲
　　広報 ･ 相談部　部長　林　紫乃
　　総務 ･ 財務部　副部長　木村　友紀
　　広報 ･ 相談部　副部長　堀脇　拓真
　　監事　丹正　祐子

▪第８期（令和２年８月１日から令和３年７月31日まで）の活動紹介
１．研修の実施
　成年後見人等を受任する能力を備え、かつ倫理観の
高い人材の育成を実現するため、様々な研修を実施し
ています。入会前研修は、奈良県支部に入会する前
に、全30時間におよぶ基本的知識、法制度、倫理等を
学びます。更新研修では、入会後２年毎に全10時間程
度の実践的な学びの場を提供し、会員の資質向上を

一般社団法人 コスモス
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ごあいさつ
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図っています。さらに、より実務に即した内容や事例等を学ぶ研修や、奈良県行政書士会との共催に
よる研修を開催しています。
（１）令和３年１月～２月　更新研修を開催しました。
（２） 令和３年３月　奈良県行政書士会との共催による研修「高齢者の意思決定支援と成年後見事例

研修」を開催しました。
（３） 令和３年５月　コスモス福井と支部活動意見交換会を行いました。
（４） 令和３年７月　家庭裁判所主任書記官を講師としてお招きして研修「成年後見制度における家

庭裁判所の手続きと成年後見人等の職務」を開催しました。

２．広報・相談活動
（１） 主に地域包括支援センターからの依頼により、

地域住民やケアマネージャーが対象の成年後見
制度や相続、遺言、終活などをテーマにしたセ
ミナー・個別相談会に講師・相談員を派遣して
います。第８期は、セミナー５件・相談会３件
を実施しました。

（２） 定期的な無料相談会の開催
　　　 奈良市西福祉センターおよび東福祉センターに

おいて無料相談会を定期的に開催しています。
成年後見制度に限らず、相続、遺言などの相談
が数多く寄せられています。

（３）広報誌『NEWS LETTER』の発行
　　　 コスモス奈良の活動を広く知っていただくため、

令和３年１月、５月に広報誌『NEWS LETTER』
を発行しました。県下の自治体や地域包括支援センター等に送付してコスモス奈良の活動を紹
介しています。

（４）Facebook による活動案内
　　　 コスモス奈良の Facebook ページにイベントの案内や開催報告等を掲載し、 

コスモス奈良の活動をいち早くお知らせしています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いいね！お待ちしています。

成年後見サポートセンター
奈良県支部　支部長　谷澤祐樹　

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



新規登録会員さん！
　　　　　いらっしゃい！！

①登録年月日　　②事務所所在地　　③事務所名称　　④事務所電話番号

福　島　悦　子　ふくしま　えつこ

①	2021年９月15日
②	634-0045
	 橿原市石川町２－２
	 ハイム橿原２F
③	行政書士法人葛城総研パートナーズ
④	0744－35－9001

寺　川　康　博　てらかわ　やすひろ

①	2021年９月15日
②	631-0827
	 奈良市西大寺小坊町６番１号
	 ルミエール西大寺103号
③	寺川行政書士事務所
④	090－3713－2143

小　山　慶　祥　こやま　よしただ

①	2021年10月２日
②	636-0824
	 生駒郡三郷町城山台５丁目４番４号
③	行政書士　小山事務所
④	0745－44－9517

木　田　晶　子　きだ　しょうこ

①	2021年９月15日
②	634-0045
	 橿原市石川町２－２
	 ハイム橿原２F
③	行政書士法人葛城総研パートナーズ
④	0744－35－9001

池　田　圭　三　いけだ　けいぞう

①	2021年10月15日
②	 630-0133
	 生駒市あすか野南２丁目11番28号
③	池田行政書士事務所
④	074－385－6068

魚　谷　真　一　うおたに　しんいち

①	2021年11月１日
②	630-0212
	 生駒市辻町395番地１　奥田ビル
③	すみれ行政書士法務事務所　魚谷
④	0743－85－6058

　　　　　 行政書士法人の入会 　　　　　

入会年月日 法人事務所名 事務所所在地 ･事務所電話

2021年７月20日 行政書士法人田中経営
〒634-0042 橿原市菖蒲町４丁目29番12号
０７４４－４７－３８０７
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★会員の動き★

　　　　　 変　　 更 　　　　　

変更年月日 変更事項 氏　　名 内　　　　　　　　　容

2021年８月13日
事務所の名称

属性
田　中　　　聡

行政書士法人田中経営

法人社員

2021年８月31日 事務所の所在地 松　塚　百合恵 〒634-0005 橿原市北八木町２丁目５番43号

2021年８月31日 事務所の所在地 大　前　邦　夫 〒634-0005 橿原市北八木町２丁目５番43号

2021年８月31日 事務所の電話 青　木　久　之 ０９０－８１６９－２１７５

2021年８月31日 事務所の電話 武　村　直　治 ０７４４－３５－１０６８

2021年９月30日 事務所の所在地 河　野　匡　臣 〒639-1038 大和郡山市西町15－12

2021年10月15日 事務所の電話 島　田　　　哲 ０７４４－５５－７８５３

2021年10月29日
事務所の所在地

事務所の電話
竹　田　興　司

〒635-0097 大和高田市北本町３番15号

０７４５－５２－２４１０

2021年11月15日 事務所の所在地 西　口　孝　平
〒635-0024 大和高田市日之出西本町６－23

センイ会館１階３号室

訂正とお詫びについて

行政書士奈良No.147 号に誤記がありましたのでお詫びいたしますと共に、
下記のとおり、訂正させていただきます。

P14　新規登録会員さん！いらっしゃい！
誤 正

事務所名称
山村行政書士事務

事務所名称
山村行政書士事務所
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　　　　　 退　　会 　　　　　

退会年月日 氏　　名 事務所所在地 ･事務所電話 事　由

2021年８月31日 匠　　　潤　一
〒630-0256 生駒市本町13番13号

０７４３－７４－３１９５
廃業

2021年９月30日 早　津　忠　保
〒635-0097 大和高田市北本町３番15号

０７４５－２２－６６３４
廃業

2021年９月30日 松　本　慶　信
〒631-0012 奈良市中山町1225番地

０７４２－４５－５１６９
廃業

2021年９月30日 松　田　直　樹
〒639-2112 葛城市笛堂222番地６

０８０－３８２４－８５１１
廃業

2021年９月30日 森　口　貞　央
〒633-0053 桜井市大字谷926番地の４

０７４４－４６－５５９２
廃業

2021年10月31日 　田　和　彦
〒630-8357 奈良市杉ヶ町18番地２

０８０－３７６４－８７４０
廃業

≪編集後記≫

　新年あけましておめでとうございます。
　広報誌をご覧くださり、誠にありがとうございま
す。
　また、会員の皆様には、日頃より広報部の活動にご
理解とご協力を頂き、感謝申し上げます。
　コロナ禍の一刻も早い収束を願いつつ、今後も引き
続き会員の皆様及び県民の皆様のお役に立つ情報を
様々な形でお伝えして参りたいと思います。
　本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

	 広報部　副部長　森　本　哲　夫

奈良県行政書士会広報誌

「行政書士奈良」第148号
発　行　令和４年１月15日発行
発行人　遠山健太郎
発行所　奈良県行政書士会
　　　　〒630-8241
　　　　　奈良県奈良市高天町10番地の１
　　　　　（株）T.T. ビル３階
　　　　　TEL 0742－95－5400
　　　　　FAX 0742－26－6400
　　　　　電子メールアドレス
　　　　　　gyosei@gyoseinara.or.jp
　　　　　ホームページアドレス
　　　　　　https://www.gyoseinara.or.jp/
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会員の皆様、 新春のお慶びを

� 申し上げます。

本年も、 一層のご指導の程

� お願い申し上げます。

謹賀新年
会　長　　遠　山　健太郎
副会長　　黒　田　敬　子
副会長　　松　本　和　也
副会長　　 　林　かずみ

常任理事（総務部部長） 松　井　紀　行
常任理事（経理部部長） 森　田　泰　浩
常任理事（広報部部長） 松　田　登美子
常任理事（法規部部長） 稲　本　太　一
常任理事（監察部部長） 山　田　祐　己
常任理事（研修指導部部長） 中　嶋　雄　一
常任理事（第１業務部部長） 板　倉　靖　史
常任理事（第２業務部部長） 森　田　光　弘
常任理事（受託業務管理部部長） 杉　山　　　毅
理　　事（総務部副部長） 廣　見　聡　子
理　　事（総務部副部長） 田　中　佑　宜
理　　事（経理部副部長） 上　仲　裕　美
理　　事（広報部副部長） 森　本　哲　夫
理　　事（監察部副部長） 加　藤　由　美
理　　事（研修指導部副部長） 木　田　和　宏
理　　事（第１業務部副部長） 田　中　和　智
理　　事（第１業務部副部長） 市　川　　　亮
理　　事（第２業務部副部長） 林　　　紫　乃
理　　事（第２業務部副部長） 大　舟　理恵子
理　　事（受託業務管理部副部長）岩　井　健　一
監　　事 谷　口　晴　康
監　　事 米　田　英　樹
名誉会長 中　嶋　章　雄
顧　　問 末　廣　元　孝


