






１０月号ご 挨 拶

平成
２７年度

平成27年度 日政連 組織・役員の顔ぶれ衆議院議員野田  毅（のだたけし）

プロフィール

昭和１６（１９４１）年１０月３日生まれ。７４歳。東京大学法学部卒。昭和３９年大蔵省
入省。昭和４７年１２月衆議院議員初当選（～現在１５期）。平成元年建設大臣、平
成３年国務大臣・経済企画庁長官、平成１１年自治大臣・国家公安委員長。現在、
自民党税制調査会最高顧問他、多数の役職を務める。

野田自由民主党行政書士制度推進議員連盟会長に聞く

けんけんが ん ば る けんけんく ま も と

平成29年度

平成２9年度  委員会等役員  一覧表

日政連 組織・役員の顔ぶれ
（敬称略。各役員の役職は3頁を参照下さい。）

平成29年度

▲総務委員会 ▲組織広報委員会

▲財務委員会 ▲国会等対策委員会

▲政務情報特別委員会 ▲士業等対策特別委員会

▲総務委員会（後列左から）多山・村山・及川
（前列左から）西川・月見里・田崎

（後列左から）菊地・深川・堤
（前列左から）吉原・山田・千葉・坪川

（後列左から）山﨑・相羽・出原・板倉
（前列左から）村山・手塚・髙杉

（後列左から）濱田・森谷・山下（統）・坂田・杉本
（前列左から）酒井・有田

（後列左から）土屋・幸後・國井・若林・池垣
（前列左から）髙橋・盛武・石川

（後列左から）小泉・杉山・武田･児島
（前列左から）西村・日當・安井・坂口

（後列左から）鎌田・上江洲･岡・野津
（前列左から）三宮・及川・田崎・波澄

▲正副会長 ▲会長と正副幹事長（後列左から）有田･髙杉・波澄
（前列左から）石川・千葉・山下・日當

（左から）長澤・山下・福田・蓑原

平成30年4月14日京都で執り行われ約3,000人が野中先生の遺徳を偲ばれました。
畑相談役はご遺族のご意向により「指名献花者」として参列されました。故  野中廣務先生「お別れの会」

写真提供：共同通信社　協力：東京新聞

野中廣務先生の思い出
日本行政書士政治連盟元最高顧問・元内閣官房長官・元自民党幹事長

日本行政書士政治連盟  元会長  相談役（現） 畑　 光
はた あきら

追 悼
特 集野中廣務先生の思い出

日本行政書士政治連盟元最高顧問・元内閣官房長官・元自民党幹事長

日本行政書士政治連盟  元会長  相談役 畑　 光
はた あきら

追 悼
特 集

■    野中先生の議員連盟会長の就任の経緯   ■  

野中先生の議員連盟会長の就任の経緯
　もともと行政書士の議員連盟は、中曽根総理の
肝いりで設立された経緯がある。佐藤義哉会長の
時に、佐藤氏と同郷の群馬県出身である中曽根先
生とのご縁があり、行政書士制度の推進を目的に
設立されたのである。
　初代の議員連盟の会長は神戸出身の砂田重民先
生だった。その後、中曽根派の議員が中心となっ
て自民党の応援団として行政書士制度推進議員連
盟が発足したのだが中曽根派の村上正邦先生が会
長のときに村上会長と事務局長の参議院議員小山
孝雄先生の二人が、新聞紙上で話題にとりあげら
れる事件があり、辞任されることになった。
　当時、私は盛武会長の幹事長をしていたが、村
上さんの後任について自民党事務局の担当職員で
ある神戸（かんべ）さん（政調審議役）らと前日
野中先生のところで協議していた。議員の間では
「行政書士は中曽根さんのムラだから、（議連会長
は）中曽根派から」という意見が強かった。たま
たま野中先生のお母上が丹波篠山福住のご出身で

あり私は篠山の畑村出身で、野中先生から「俺の
お母さんと同じところだから」といわれていたご
縁もあり、自治大臣の経験もある野中先生が良い
と推薦したのだが、同じ兵庫五区出身の中曽根派
の「谷洋一さんがいいだろう」と野中先生がいわ
れていた。
　その時、鹿児島出身の参議院議員鎌田さん（自
治省事務次官・鹿児島県知事ＯＢ）から、「谷さ
んにしよう」といわれて、翌朝の議員連盟総会で
決めようと打合せを終えた。しかし翌朝会議に出
たら８時スタートなのに谷先生が到着されないた
め鎌田議員が、「野中さんがよい」と指名され、
出席していた野中さんが受託せざるを得なかった。
　それから 2～ 3 分して谷先生が来られたが野中
さんに決まった後だった。野中さんは「中曽根さ
んのムラの行政書士だけれども私でよければ力に
なりたい」と述べられて野中先生が村上先生の後
任として議員連盟の会長としてスタートすること
になった。

行政書士が代理権を獲得するまでの経緯
　その後、行政書士会は「代理権」の獲得運動を
展開していた。
　たまたま北海道で日行連の総会が開催されたと
きに、遠路にも拘わらず野中先生は日帰りで駆け
つけてくださり、その時に「代理権獲得について
は大体目途がついた」旨の挨拶をしていただいた。
　かくして我々の２０年に亘る法改正が成立する
こととなり、行政書士が「街の法律家」として業
務を行うスタートとなった。それまでは書類を作
るだけの「代書屋さん」といわれていたのが、「依
頼者の代理人」として書類を作る権利を法律上獲
得した一瞬だった。
　その背景では、野中先生が自民党幹事長として
法務大臣の保岡興治議員に電話をしてくださり
「よく要望を聞いてやってほしい」とわざわざ要
請してくださったこともあった。個人的には「加
藤の乱」とか「橋本龍太郎総裁選」の時などには

野中先生から私あてに携帯電話で「力を貸してく
れ」と依頼があったりと、野中先生とはいろいろ
思い出が深い。
　私ごとではあるが、先の黄綬褒章を受章したと
き、野中先生が祝賀会の発起人代表になってくだ
さった。明治記念館で野田毅、片山虎之助、保岡
興治、西川公也、赤松広隆、太田昭宏、山口那津男、
滝実議員らの有力国会議員にご出席いただき、錦
上花を添えていただいたことは生涯忘れられない
思い出となった。
　酒は呑まれなかった野中先生が、「おまえたち
は法律家としてまだ制度的に報われていない。そ
ういうのを助けるのが俺の仕事だ。」と言われた
言葉を忘れることはできない。行政書士は制度的
にはまだ完成されていないが、我々は益々励まな
ければならない。

行政書士が代理権を獲得するまでの経緯
　その後、行政書士会は「代理権」の獲得運動を
展開していた。
　たまたま北海道で日行連の総会が開催されたと
きに、遠路にも拘わらず野中先生は日帰りで駆け
つけてくださり、その時に「代理権獲得について
は大体目途がついた」旨の挨拶をしていただいた。
　かくして我々の２０年に亘る法改正が成立する
こととなり、行政書士が「街の法律家」として業
務を行うスタートとなった。それまでは書類を作
るだけの「代書屋さん」といわれていたのが、「依
頼者の代理人」として書類を作る権利を法律上獲
得した一瞬だった。
　その背景では、野中先生が自民党幹事長として
法務大臣の保岡興治議員に電話をしてくださり
「よく要望を聞いてやってほしい」とわざわざ要
請してくださったこともあった。個人的には「加
藤の乱」とか「橋本龍太郎総裁選」の時などには
野中先生から私あてに携帯電話で「力を貸してく
れ」と依頼があったりと、野中先生とはいろいろ
思い出が深い。
　私ごとではあるが、先の黄綬褒章を受章したと
き、野中先生が祝賀会の発起人代表になってくだ
さった。明治記念館で野田毅、片山虎之助、保岡
興治、西川公也、赤松広隆、太田昭宏、山口那津男、

滝実議員らの有力国会議員にご出席いただき、錦
上花を添えていただいたことは生涯忘れられない
思い出となった。
　酒は呑まれなかった野中先生が、「おまえたち
は法律家としてまだ制度的に報われていない。そ
ういうのを助けるのが俺の仕事だ。」と言われた
言葉を忘れることはできない。行政書士は制度的
にはまだ完成されていないが、我々は益々励まな
ければならない。ご冥福をお祈り申し上げます。

先生野中 廣務故  

平成30年1月26日ご逝去
（享年92才）
第38代　自由民主党幹事長
第38代　沖縄開発庁長官
第63代　内閣官房長官（小渕内閣）
第48代　自治大臣
第56代　国家公安委員会委員長
衆議院議員（7期：1983年～2003年）   を歴任された。

先生野中 廣務故  
平成30年1月26日ご逝去（享年92才）
第38代　自由民主党幹事長
第38代　沖縄開発庁長官
第63代　内閣官房長官（小渕内閣）
第48代　自治大臣
第56代　国家公安委員会委員長
衆議院議員（7期：1983年～2003年）   を歴任された。

先生野中 廣務故  

第38代　自由民主党幹事長
第38代　沖縄開発庁長官
第63代　内閣官房長官（小渕内閣）
第48代　自治大臣
第56代　国家公安委員会委員長
衆議院議員（7期：1983年～2003年）を歴任された。

プロフィール

内閣府特命担当大臣
（規制改革担当）　

第53代　建設大臣
第52代　自治大臣

（現会長）

五代目 中馬　弘毅 先生

第97代
文部大臣初　代 砂田　重民 先生

第47代
郵政大臣二代目 唐沢俊二郎 先生

六代目 野田　　毅 先生

第57代
労働大臣三代目 村上　正邦 先生

第48代
自治大臣四代目 野中　廣務 先生

自由民主党行政書士制度推進議員連盟
（昭和57年結成） 歴代会長

平成30年1月26日ご逝去（享年92才）
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１０月号ご 挨 拶

平成
２７年度

平成27年度 日政連 組織・役員の顔ぶれ衆議院議員野田  毅（のだたけし）

プロフィール

昭和１６（１９４１）年１０月３日生まれ。７４歳。東京大学法学部卒。昭和３９年大蔵省
入省。昭和４７年１２月衆議院議員初当選（～現在１５期）。平成元年建設大臣、平
成３年国務大臣・経済企画庁長官、平成１１年自治大臣・国家公安委員長。現在、
自民党税制調査会最高顧問他、多数の役職を務める。

野田自由民主党行政書士制度推進議員連盟会長に聞く

けんけんが ん ば る けんけんく ま も と

平成29年度

平成２9年度  委員会等役員  一覧表

日政連 組織・役員の顔ぶれ
（敬称略。各役員の役職は3頁を参照下さい。）

平成29年度

▲総務委員会 ▲組織広報委員会

▲財務委員会 ▲国会等対策委員会

▲政務情報特別委員会 ▲士業等対策特別委員会

▲総務委員会（後列左から）多山・村山・及川
（前列左から）西川・月見里・田崎

（後列左から）菊地・深川・堤
（前列左から）吉原・山田・千葉・坪川

（後列左から）山﨑・相羽・出原・板倉
（前列左から）村山・手塚・髙杉

（後列左から）濱田・森谷・山下（統）・坂田・杉本
（前列左から）酒井・有田

（後列左から）土屋・幸後・國井・若林・池垣
（前列左から）髙橋・盛武・石川

（後列左から）小泉・杉山・武田･児島
（前列左から）西村・日當・安井・坂口

（後列左から）鎌田・上江洲･岡・野津
（前列左から）三宮・及川・田崎・波澄

▲正副会長 ▲会長と正副幹事長（後列左から）有田･髙杉・波澄
（前列左から）石川・千葉・山下・日當

（左から）長澤・山下・福田・蓑原

平成30年4月14日京都で執り行われ約3,000人が野中先生の遺徳を偲ばれました。
畑相談役はご遺族のご意向により「指名献花者」として参列されました。故  野中廣務先生「お別れの会」

写真提供：共同通信社　協力：東京新聞

野中廣務先生の思い出
日本行政書士政治連盟元最高顧問・元内閣官房長官・元自民党幹事長

日本行政書士政治連盟  元会長  相談役（現） 畑　 光
はた あきら

追 悼
特 集野中廣務先生の思い出

日本行政書士政治連盟元最高顧問・元内閣官房長官・元自民党幹事長

日本行政書士政治連盟  元会長  相談役 畑　 光
はた あきら

追 悼
特 集

■    野中先生の議員連盟会長の就任の経緯   ■  

野中先生の議員連盟会長の就任の経緯
　もともと行政書士の議員連盟は、中曽根総理の
肝いりで設立された経緯がある。佐藤義哉会長の
時に、佐藤氏と同郷の群馬県出身である中曽根先
生とのご縁があり、行政書士制度の推進を目的に
設立されたのである。
　初代の議員連盟の会長は神戸出身の砂田重民先
生だった。その後、中曽根派の議員が中心となっ
て自民党の応援団として行政書士制度推進議員連
盟が発足したのだが中曽根派の村上正邦先生が会
長のときに村上会長と事務局長の参議院議員小山
孝雄先生の二人が、新聞紙上で話題にとりあげら
れる事件があり、辞任されることになった。
　当時、私は盛武会長の幹事長をしていたが、村
上さんの後任について自民党事務局の担当職員で
ある神戸（かんべ）さん（政調審議役）らと前日
野中先生のところで協議していた。議員の間では
「行政書士は中曽根さんのムラだから、（議連会長
は）中曽根派から」という意見が強かった。たま
たま野中先生のお母上が丹波篠山福住のご出身で

あり私は篠山の畑村出身で、野中先生から「俺の
お母さんと同じところだから」といわれていたご
縁もあり、自治大臣の経験もある野中先生が良い
と推薦したのだが、同じ兵庫五区出身の中曽根派
の「谷洋一さんがいいだろう」と野中先生がいわ
れていた。
　その時、鹿児島出身の参議院議員鎌田さん（自
治省事務次官・鹿児島県知事ＯＢ）から、「谷さ
んにしよう」といわれて、翌朝の議員連盟総会で
決めようと打合せを終えた。しかし翌朝会議に出
たら８時スタートなのに谷先生が到着されないた
め鎌田議員が、「野中さんがよい」と指名され、
出席していた野中さんが受託せざるを得なかった。
　それから 2～ 3 分して谷先生が来られたが野中
さんに決まった後だった。野中さんは「中曽根さ
んのムラの行政書士だけれども私でよければ力に
なりたい」と述べられて野中先生が村上先生の後
任として議員連盟の会長としてスタートすること
になった。

行政書士が代理権を獲得するまでの経緯
　その後、行政書士会は「代理権」の獲得運動を
展開していた。
　たまたま北海道で日行連の総会が開催されたと
きに、遠路にも拘わらず野中先生は日帰りで駆け
つけてくださり、その時に「代理権獲得について
は大体目途がついた」旨の挨拶をしていただいた。
　かくして我々の２０年に亘る法改正が成立する
こととなり、行政書士が「街の法律家」として業
務を行うスタートとなった。それまでは書類を作
るだけの「代書屋さん」といわれていたのが、「依
頼者の代理人」として書類を作る権利を法律上獲
得した一瞬だった。
　その背景では、野中先生が自民党幹事長として
法務大臣の保岡興治議員に電話をしてくださり
「よく要望を聞いてやってほしい」とわざわざ要
請してくださったこともあった。個人的には「加
藤の乱」とか「橋本龍太郎総裁選」の時などには

野中先生から私あてに携帯電話で「力を貸してく
れ」と依頼があったりと、野中先生とはいろいろ
思い出が深い。
　私ごとではあるが、先の黄綬褒章を受章したと
き、野中先生が祝賀会の発起人代表になってくだ
さった。明治記念館で野田毅、片山虎之助、保岡
興治、西川公也、赤松広隆、太田昭宏、山口那津男、
滝実議員らの有力国会議員にご出席いただき、錦
上花を添えていただいたことは生涯忘れられない
思い出となった。
　酒は呑まれなかった野中先生が、「おまえたち
は法律家としてまだ制度的に報われていない。そ
ういうのを助けるのが俺の仕事だ。」と言われた
言葉を忘れることはできない。行政書士は制度的
にはまだ完成されていないが、我々は益々励まな
ければならない。

行政書士が代理権を獲得するまでの経緯
　その後、行政書士会は「代理権」の獲得運動を
展開していた。
　たまたま北海道で日行連の総会が開催されたと
きに、遠路にも拘わらず野中先生は日帰りで駆け
つけてくださり、その時に「代理権獲得について
は大体目途がついた」旨の挨拶をしていただいた。
　かくして我々の２０年に亘る法改正が成立する
こととなり、行政書士が「街の法律家」として業
務を行うスタートとなった。それまでは書類を作
るだけの「代書屋さん」といわれていたのが、「依
頼者の代理人」として書類を作る権利を法律上獲
得した一瞬だった。
　その背景では、野中先生が自民党幹事長として
法務大臣の保岡興治議員に電話をしてくださり
「よく要望を聞いてやってほしい」とわざわざ要
請してくださったこともあった。個人的には「加
藤の乱」とか「橋本龍太郎総裁選」の時などには
野中先生から私あてに携帯電話で「力を貸してく
れ」と依頼があったりと、野中先生とはいろいろ
思い出が深い。
　私ごとではあるが、先の黄綬褒章を受章したと
き、野中先生が祝賀会の発起人代表になってくだ
さった。明治記念館で野田毅、片山虎之助、保岡
興治、西川公也、赤松広隆、太田昭宏、山口那津男、

滝実議員らの有力国会議員にご出席いただき、錦
上花を添えていただいたことは生涯忘れられない
思い出となった。
　酒は呑まれなかった野中先生が、「おまえたち
は法律家としてまだ制度的に報われていない。そ
ういうのを助けるのが俺の仕事だ。」と言われた
言葉を忘れることはできない。行政書士は制度的
にはまだ完成されていないが、我々は益々励まな
ければならない。ご冥福をお祈り申し上げます。

先生野中 廣務故  

平成30年1月26日ご逝去
（享年92才）
第38代　自由民主党幹事長
第38代　沖縄開発庁長官
第63代　内閣官房長官（小渕内閣）
第48代　自治大臣
第56代　国家公安委員会委員長
衆議院議員（7期：1983年～2003年）   を歴任された。

先生野中 廣務故  
平成30年1月26日ご逝去（享年92才）
第38代　自由民主党幹事長
第38代　沖縄開発庁長官
第63代　内閣官房長官（小渕内閣）
第48代　自治大臣
第56代　国家公安委員会委員長
衆議院議員（7期：1983年～2003年）   を歴任された。

先生野中 廣務故  

第38代　自由民主党幹事長
第38代　沖縄開発庁長官
第63代　内閣官房長官（小渕内閣）
第48代　自治大臣
第56代　国家公安委員会委員長
衆議院議員（7期：1983年～2003年）を歴任された。

プロフィール

内閣府特命担当大臣
（規制改革担当）　

第53代　建設大臣
第52代　自治大臣

（現会長）

五代目 中馬　弘毅 先生

第97代
文部大臣初　代 砂田　重民 先生

第47代
郵政大臣二代目 唐沢俊二郎 先生

六代目 野田　　毅 先生

第57代
労働大臣三代目 村上　正邦 先生

第48代
自治大臣四代目 野中　廣務 先生

自由民主党行政書士制度推進議員連盟
（昭和57年結成） 歴代会長

平成30年1月26日ご逝去（享年92才）

10 月号3

前期号3 前期号 4



日行連定時総会、日行連・日政連
共催による懇親会開催

日政連第３８回定期大会開催（於：シェラトン都ホテル東京）
① 平成29年度運動経過報告について、② 平成29年度決算報告について（監査報告）
③ 平成30年度運動方針（案）について、④ 平成30年度予算（案）について、
⑤ 日本行政書士政治連盟 規約の改正(案)について審議し原案通り可決承認された。

シェラトン都ホテル東京において、野田総務大臣をはじめ
多数のご来賓に出席を賜った。

内外の主な動き （前号以降・平成30年2月～）

第196回国会 平成30年１月22日～平成30年7月22日（182日間）

2月22日

2月28日

3月 1 日

3月 2 日

3月12日・13日

3月22日

3月23日

3月25日

3月26日

3月28日

3月30日

3月30日

4月 6 日

4月11日・12日

4月14日

4月19日

4月19日・20日

4月20日

4月20日

4月21日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3 月 5 日

総務委員会

組織広報委員会

国会等対策委員会

財務委員会

自由民主党各種団体協議会懇話会

29年度のまとめと、30年度運動方針の策定

29年度のまとめと、30年度運動方針の策定

29年度のまとめと、30年度運動方針の策定

友好団体表彰で日政連は感謝状を授与された

29年度のまとめと、30年度運動方針の策定

赤松広隆衆議院副議長のご招待により役員参加

29年度のまとめと、30年度運動方針の策定

野田聖子総務大臣を囲む幹部役員との懇親会

第38回定期大会の準備

平成29度決算監査の実施

京都にて執り行なわれた

第1回幹事会の準備

第38回定期大会の準備

第38回定期大会の準備

第38回定期大会の準備

日政連・日行連役員・家族等出席。於：新宿御苑

29年度決算、30年度予算編成

党役員と加盟団体代表者による懇談会

大野敬太郎  防衛大臣政務官 表敬訪問
上野賢一郎  財務副大臣  表敬訪問

野上浩太郎  内閣官房副長官  表敬訪問
宮腰光寛  内閣総理大臣補佐官  表敬訪問

　東京都港区のホテルで開かれた同大会は、会場溢れ
んばかりの参加者の熱気でいっぱいのなか、党務報告、
来賓挨拶など式次第が進みました。
　スローガンとして「1億総活躍による新しい国作り～」が
掲げられました。
　友好団体表彰において、１４９団体の内、第1番目に感
謝状が授与されました。

（議員関係の懇親会･勉強会出席､個別打合せ等の日程除く。）

3 月 9 日
3 月12日
3 月16日
4 月 5 日
4 月 6 日

4月13日・14日
4 月15日

所有者不明土地問題議員懇話会

民進党2017年度定期大会

自由民主党各種団体協議会懇話会

常任幹事会

所有者不明土地問題議員懇話会

決算監査

内閣総理大臣主催「桜を見る会」

自由民主党本部での研究会

民進党結党して初の定期大会

党役員と加盟団体代表者による懇談会

第37回定期大会の準備

自由民主党本部での研究会

平成28年度決算監査の実施

日行連、日政連役員が出席（於：新宿御苑）。

日政連第３７回定期大会開催
①平成28年度運動経過報告について、  ②平成28年度決算報告について（監査報告）
③平成29年度運動方針（案）について、  ④平成29年度予算（案）について、
⑤役員の選任について審議し原案通り可決承認された。

会長、会計監査候補者を選任、大会報告、承認

新会長による初会議、副会長、幹事長を選任、他

副幹事長、常任幹事の選任、
各委員会委員の構成、
名誉会長、相談役、
顧問の推戴

総務委員会、常任幹事会、議事運営委員会、
議運合同会議開催

日行連定時総会、日行連・日政連
共催による懇親会開催

第2回幹事会

第3回幹事会

野田聖子 総務大臣就任表慶訪問

大島理森 衆議院議長を議長公邸に表敬訪問　

林 芳正 文部科学大臣就任表慶訪問

港区のシェラトン都ホテル東京において、高市総務大臣を
はじめ多数のご参列をいただきました

野田聖子総務大臣表慶訪問 大島理森衆議院議長表敬訪問

正副会長が日行連遠田会長にご挨拶

林芳正文部科学大臣表慶訪問

３
月
２
日

次目

会期

内外の主な動き （前号以降・平成30年2月～）

第84回自由民主党定期大会　

4 月20日
4月20日・21日

6 月21日

6 月22日

6 月23日

8 月25日
8 月29日
9 月 7 日

6 月23日
6 月23日

常任幹事会

第1回幹事会

第1回幹事会の準備

第37回定期大会の準備

定期大会の準備

▲野田毅日政連顧問に推戴状をを謹呈

　日本行政書士政治連盟が設立されて、今年で 36
年になります。この間多くの法改正が行われ、現在の
業務や社会的地位が確立されてきました。決して初め
からこのような状態ではなかったのです。政治連盟に
会員の力を結集し、国会議員の先生に法改正の必要
性を根気よくお願いし、1 つの法改正には何年もかかり
ます。もし法改正が行われなかったら、平成のこの時
代に行政書士は生き残れたでしょうか？行政書士の業
務は、時代に取りのこされては成り立ちません。

　今、行政書士はワンストップという大きな流れの中に
います。これからは、色々な手続がワンストップに移行
していくと思われます。いち早く情報を得て、業務に取
り込まなければなりません。今後は、ますます政治活
動は必要になりますので、政治連盟への入会をお願い
します。

　６月の定期大会において、山下 寛 新会長が選出されました。国民の皆様の
ご期待に応えるため、行政書士法改正に全力を傾けると発言されました。その
ため、既存の４つの委員会の他「政務情報特別委員会」と「士業等対策特別委員
会」の２つの特別委員会を新設し、「結果を出す日政連」として活動始めました。
日政連一丸となって結果を出しましょう。
　各支部の活動報告を写真と共にお寄せ下さい。ホームページにもできるだ
け多く掲載していきます。

（組織広報委員長　手塚 理恵）

編
集 後

記

政治連盟入会のお勧め政治連盟入会のお勧め

Topics

顧問 野田 毅議員と片山虎之助議員に

「顧問推戴状」を謹呈

　７月２７日（木）午前、山下会長、
福田幹事長、畑相談役は、日政連顧
問、自由民主党行政書士制度推進
議員連盟会長の、衆議院議員 野田
毅議員（熊本２区）へ「顧問推戴状」
をお渡ししました。
　同日午後、山下会長、畑相談役は、
日政連顧問、日本維新の会共同代表 
参議院議員 片山虎之助議員（比例）
に「顧問推戴状」をお渡ししました。

▲野田毅日政連顧問に推戴状をを謹呈

Topics
顧問 野田 毅議員と片山虎之助議員に

「顧問推戴状」を謹呈

　７月２７日（木）午前、山下会長、福田幹事長、
畑相談役は、日政連顧問、自由民主党行政書士
制度推進議員連盟会長の、衆議院議員 野田　毅
議員（熊本２区）へ「顧問推戴状」をお渡ししました。
　同日午後、山下会長、畑相談役は、日政連顧問、
日本維新の会共同代表 参議院議員 片山虎之助
議員（比例）に「顧問推戴状」をお渡ししました。

７月２７日（木）午前、山下会長、福田幹事長、畑相談役は、日政連顧問、自由民主党行政書士制
度推進議員連盟会長の、衆議院議員 野田　毅議員（熊本２区）へ「顧問推戴状」をお渡ししました。
　同日午後、山下会長、畑相談役は、日政連顧問、日本維新の会共同代表 参議院議員 片山虎之
助議員（比例）に「顧問推戴状」をお渡ししました。

T O P I C S

T O P I C S

7 月20日・21日 第4回幹事会

野上浩太郎  内閣官房副長官  表敬訪問
（総理官邸）

３
月
２
日

宮腰光寛  内閣総理大臣補佐官  表敬訪問
（総理官邸）

３
月
28
日

赤松広隆  衆議院副議長主催  「観桜会」
（衆議院副議長公邸）

７
月
５
日

７
月
５
日

７
月
11
日

「日本維新の会 行政書士制度推進議員連盟
設立総会」（参議院議員会館）
議連会長
片山虎之助参議院議員・片山大介参議院議員

「日本維新の会 行政書士制度推進議員連盟
設立総会」（参議院議員会館）

「自由民主党行政書士制度推進議員連盟総会」
（自由民主党本部）

７
月
11
日

８
月
30
日

８
月
30
日

「自由民主党行政書士制度推進議員連盟総会」
（自由民主党本部）
議連会長 野田毅衆議院議員

小野寺五典 防衛大臣 表敬訪問
（防衛省大臣室）

国会議事堂見学（国会議事堂）

※肩書きは当時

４
月
19
日
・
20
日

第１回幹事会（虎ノ門タワーズオフィス）

3月2日

野上浩太郎  内閣官房副長官  表敬訪問
（総理官邸）

3月2日

宮腰光寛  内閣総理大臣補佐官  表敬訪問
（総理官邸）

3月28日

赤松広隆  衆議院副議長主催  「観桜会」
（衆議院副議長公邸）

4月19日・20日

第１回幹事会（虎ノ門タワーズオフィス）

国会等対策委員会
（防衛省大臣政務官室）
（財務省副大臣室）

第196回国会 平成30年１月22日～平成30年7月22日（182日間）

6月 4 日

6月 7 日

6月20日

6月21日

6月22日

7月 5 日

7月11日

7月13日

7月19日・20日

8月20日

8月30日

9月 4 日

9月 6 日

9月19日

9月20日

自由民主党議員連盟・公明党議員懇話会
幹部との懇談会

総務委員会、拡大常任幹事会、
議事運営委員会、議運合同会議開催

日政連・日行連役員が出席し、幹部議員との懇親を深めた

日政連・日行連役員が出席し懇親を深めた

第38回定期大会の事前会議

会期

立憲民主党議連幹部との懇談会

会長には片山虎之助参議院議員（日政連顧問）が就任

自民党本部で開催・議連議員が多数ご出席

石田祝稔議員懇話会会長・井上義久顧問等議員との懇談

法改正他当面の課題について検討・議員会館訪問

議員懇話会幹部と日政連役員との懇談

宮城県行政書士政治連盟役員と防衛大臣室訪問

玉木雄一郎衆議院議員が当選し新代表に就任

最近の日政連の活動・各委員会の活動について協議

無投票で山口那津男代表の６選が決定(党大会で承認)

安倍晋三首相が３選を果たした(内閣改造10月2日)

日本維新の会　議員連盟設立総会

自由民主党　議員連盟総会

公明党議員懇話会 幹部との懇談

国会等対策委員会

会員議員懇話会幹部との懇談会

小野寺五典防衛大臣表敬訪問

国民民主党代表選挙

拡大常任幹事会

公明党代表選挙（9月30日党大会）

自由民主党総裁選挙

総理官邸  表敬訪問
（富山県行政書士政治連盟役員同行）

第85回自由民主党大会　　　　　　

士業等対策特別委員会責任者会議

衆議院副議長公邸「観桜会」

政務情報特別委員会

総務大臣との懇親会

拡大常任幹事会

決算監査

野中廣務 日政連元最高顧問「お別れの会」

拡大常任幹事会

第1回幹事会

士業等対策特別委員会

総務委員会

内閣総理大臣主催「桜を見る会」

10 月号5 10 月号 6
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日行連定時総会、日行連・日政連
共催による懇親会開催

日政連第３８回定期大会開催（於：シェラトン都ホテル東京）
① 平成29年度運動経過報告について、② 平成29年度決算報告について（監査報告）
③ 平成30年度運動方針（案）について、④ 平成30年度予算（案）について、
⑤ 日本行政書士政治連盟 規約の改正(案)について審議し原案通り可決承認された。

シェラトン都ホテル東京において、野田総務大臣をはじめ
多数のご来賓に出席を賜った。

内外の主な動き （前号以降・平成30年2月～）

第196回国会 平成30年１月22日～平成30年7月22日（182日間）

2月22日

2月28日

3月 1 日

3月 2 日

3月12日・13日

3月22日

3月23日

3月25日

3月26日

3月28日

3月30日

3月30日

4月 6 日

4月11日・12日

4月14日

4月19日

4月19日・20日

4月20日

4月20日

4月21日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3 月 5 日

総務委員会

組織広報委員会

国会等対策委員会

財務委員会

自由民主党各種団体協議会懇話会

29年度のまとめと、30年度運動方針の策定

29年度のまとめと、30年度運動方針の策定

29年度のまとめと、30年度運動方針の策定

友好団体表彰で日政連は感謝状を授与された

29年度のまとめと、30年度運動方針の策定

赤松広隆衆議院副議長のご招待により役員参加

29年度のまとめと、30年度運動方針の策定

野田聖子総務大臣を囲む幹部役員との懇親会

第38回定期大会の準備

平成29度決算監査の実施

京都にて執り行なわれた

第1回幹事会の準備

第38回定期大会の準備

第38回定期大会の準備

第38回定期大会の準備

日政連・日行連役員・家族等出席。於：新宿御苑

29年度決算、30年度予算編成

党役員と加盟団体代表者による懇談会

大野敬太郎  防衛大臣政務官 表敬訪問
上野賢一郎  財務副大臣  表敬訪問

野上浩太郎  内閣官房副長官  表敬訪問
宮腰光寛  内閣総理大臣補佐官  表敬訪問

　東京都港区のホテルで開かれた同大会は、会場溢れ
んばかりの参加者の熱気でいっぱいのなか、党務報告、
来賓挨拶など式次第が進みました。
　スローガンとして「1億総活躍による新しい国作り～」が
掲げられました。
　友好団体表彰において、１４９団体の内、第1番目に感
謝状が授与されました。

（議員関係の懇親会･勉強会出席､個別打合せ等の日程除く。）

3 月 9 日
3 月12日
3 月16日
4 月 5 日
4 月 6 日

4月13日・14日
4 月15日

所有者不明土地問題議員懇話会

民進党2017年度定期大会

自由民主党各種団体協議会懇話会

常任幹事会

所有者不明土地問題議員懇話会

決算監査

内閣総理大臣主催「桜を見る会」

自由民主党本部での研究会

民進党結党して初の定期大会

党役員と加盟団体代表者による懇談会

第37回定期大会の準備

自由民主党本部での研究会

平成28年度決算監査の実施

日行連、日政連役員が出席（於：新宿御苑）。

日政連第３７回定期大会開催
①平成28年度運動経過報告について、  ②平成28年度決算報告について（監査報告）
③平成29年度運動方針（案）について、  ④平成29年度予算（案）について、
⑤役員の選任について審議し原案通り可決承認された。

会長、会計監査候補者を選任、大会報告、承認

新会長による初会議、副会長、幹事長を選任、他

副幹事長、常任幹事の選任、
各委員会委員の構成、
名誉会長、相談役、
顧問の推戴

総務委員会、常任幹事会、議事運営委員会、
議運合同会議開催

日行連定時総会、日行連・日政連
共催による懇親会開催

第2回幹事会

第3回幹事会

野田聖子 総務大臣就任表慶訪問

大島理森 衆議院議長を議長公邸に表敬訪問　

林 芳正 文部科学大臣就任表慶訪問

港区のシェラトン都ホテル東京において、高市総務大臣を
はじめ多数のご参列をいただきました

野田聖子総務大臣表慶訪問 大島理森衆議院議長表敬訪問

正副会長が日行連遠田会長にご挨拶

林芳正文部科学大臣表慶訪問

３
月
２
日

次目

会期

内外の主な動き （前号以降・平成30年2月～）

第84回自由民主党定期大会　

4 月20日
4月20日・21日

6 月21日

6 月22日

6 月23日

8 月25日
8 月29日
9 月 7 日

6 月23日
6 月23日

常任幹事会

第1回幹事会

第1回幹事会の準備

第37回定期大会の準備

定期大会の準備

▲野田毅日政連顧問に推戴状をを謹呈

　日本行政書士政治連盟が設立されて、今年で 36
年になります。この間多くの法改正が行われ、現在の
業務や社会的地位が確立されてきました。決して初め
からこのような状態ではなかったのです。政治連盟に
会員の力を結集し、国会議員の先生に法改正の必要
性を根気よくお願いし、1 つの法改正には何年もかかり
ます。もし法改正が行われなかったら、平成のこの時
代に行政書士は生き残れたでしょうか？行政書士の業
務は、時代に取りのこされては成り立ちません。

　今、行政書士はワンストップという大きな流れの中に
います。これからは、色々な手続がワンストップに移行
していくと思われます。いち早く情報を得て、業務に取
り込まなければなりません。今後は、ますます政治活
動は必要になりますので、政治連盟への入会をお願い
します。

　６月の定期大会において、山下 寛 新会長が選出されました。国民の皆様の
ご期待に応えるため、行政書士法改正に全力を傾けると発言されました。その
ため、既存の４つの委員会の他「政務情報特別委員会」と「士業等対策特別委員
会」の２つの特別委員会を新設し、「結果を出す日政連」として活動始めました。
日政連一丸となって結果を出しましょう。
　各支部の活動報告を写真と共にお寄せ下さい。ホームページにもできるだ
け多く掲載していきます。

（組織広報委員長　手塚 理恵）

編
集 後

記

政治連盟入会のお勧め政治連盟入会のお勧め

Topics

顧問 野田 毅議員と片山虎之助議員に

「顧問推戴状」を謹呈

　７月２７日（木）午前、山下会長、
福田幹事長、畑相談役は、日政連顧
問、自由民主党行政書士制度推進
議員連盟会長の、衆議院議員 野田
毅議員（熊本２区）へ「顧問推戴状」
をお渡ししました。
　同日午後、山下会長、畑相談役は、
日政連顧問、日本維新の会共同代表 
参議院議員 片山虎之助議員（比例）
に「顧問推戴状」をお渡ししました。

▲野田毅日政連顧問に推戴状をを謹呈

Topics
顧問 野田 毅議員と片山虎之助議員に

「顧問推戴状」を謹呈

　７月２７日（木）午前、山下会長、福田幹事長、
畑相談役は、日政連顧問、自由民主党行政書士
制度推進議員連盟会長の、衆議院議員 野田　毅
議員（熊本２区）へ「顧問推戴状」をお渡ししました。
　同日午後、山下会長、畑相談役は、日政連顧問、
日本維新の会共同代表 参議院議員 片山虎之助
議員（比例）に「顧問推戴状」をお渡ししました。

７月２７日（木）午前、山下会長、福田幹事長、畑相談役は、日政連顧問、自由民主党行政書士制
度推進議員連盟会長の、衆議院議員 野田　毅議員（熊本２区）へ「顧問推戴状」をお渡ししました。
　同日午後、山下会長、畑相談役は、日政連顧問、日本維新の会共同代表 参議院議員 片山虎之
助議員（比例）に「顧問推戴状」をお渡ししました。

T O P I C S

T O P I C S

7 月20日・21日 第4回幹事会

野上浩太郎  内閣官房副長官  表敬訪問
（総理官邸）

３
月
２
日

宮腰光寛  内閣総理大臣補佐官  表敬訪問
（総理官邸）

３
月
28
日

赤松広隆  衆議院副議長主催  「観桜会」
（衆議院副議長公邸）

７
月
５
日

７
月
５
日

７
月
11
日

「日本維新の会 行政書士制度推進議員連盟
設立総会」（参議院議員会館）
議連会長
片山虎之助参議院議員・片山大介参議院議員

「日本維新の会 行政書士制度推進議員連盟
設立総会」（参議院議員会館）

「自由民主党行政書士制度推進議員連盟総会」
（自由民主党本部）

７
月
11
日

８
月
30
日

８
月
30
日

「自由民主党行政書士制度推進議員連盟総会」
（自由民主党本部）
議連会長 野田毅衆議院議員

小野寺五典 防衛大臣 表敬訪問
（防衛省大臣室）

国会議事堂見学（国会議事堂）

※肩書きは当時

４
月
19
日
・
20
日

第１回幹事会（虎ノ門タワーズオフィス）

3月2日

野上浩太郎  内閣官房副長官  表敬訪問
（総理官邸）

3月2日

宮腰光寛  内閣総理大臣補佐官  表敬訪問
（総理官邸）

3月28日

赤松広隆  衆議院副議長主催  「観桜会」
（衆議院副議長公邸）

4月19日・20日

第１回幹事会（虎ノ門タワーズオフィス）

国会等対策委員会
（防衛省大臣政務官室）
（財務省副大臣室）

第196回国会 平成30年１月22日～平成30年7月22日（182日間）

6月 4 日

6月 7 日

6月20日

6月21日

6月22日

7月 5 日

7月11日

7月13日

7月19日・20日

8月20日

8月30日

9月 4 日

9月 6 日

9月19日

9月20日

自由民主党議員連盟・公明党議員懇話会
幹部との懇談会

総務委員会、拡大常任幹事会、
議事運営委員会、議運合同会議開催

日政連・日行連役員が出席し、幹部議員との懇親を深めた

日政連・日行連役員が出席し懇親を深めた

第38回定期大会の事前会議

会期

立憲民主党議連幹部との懇談会

会長には片山虎之助参議院議員（日政連顧問）が就任

自民党本部で開催・議連議員が多数ご出席

石田祝稔議員懇話会会長・井上義久顧問等議員との懇談

法改正他当面の課題について検討・議員会館訪問

議員懇話会幹部と日政連役員との懇談

宮城県行政書士政治連盟役員と防衛大臣室訪問

玉木雄一郎衆議院議員が当選し新代表に就任

最近の日政連の活動・各委員会の活動について協議

無投票で山口那津男代表の６選が決定(党大会で承認)

安倍晋三首相が３選を果たした(内閣改造10月2日)

日本維新の会　議員連盟設立総会

自由民主党　議員連盟総会

公明党議員懇話会 幹部との懇談

国会等対策委員会

会員議員懇話会幹部との懇談会

小野寺五典防衛大臣表敬訪問

国民民主党代表選挙

拡大常任幹事会

公明党代表選挙（9月30日党大会）

自由民主党総裁選挙

総理官邸  表敬訪問
（富山県行政書士政治連盟役員同行）

第85回自由民主党大会　　　　　　

士業等対策特別委員会責任者会議

衆議院副議長公邸「観桜会」

政務情報特別委員会

総務大臣との懇親会

拡大常任幹事会

決算監査

野中廣務 日政連元最高顧問「お別れの会」

拡大常任幹事会

第1回幹事会

士業等対策特別委員会

総務委員会

内閣総理大臣主催「桜を見る会」

10 月号5 10 月号 6

前期号5 前期号 6




