
2013.3/4 MAR./APR. VOL.221

行政書士かながわ

Follow me @KanagawaKouhou

神奈川県行政書士会

ラジオ日本 「行政書士のユキマサくんに聞いてみよう」 

（１４２２ＫＨｚ）３月２５日、４月２９日 月曜日 １２：４０～ヨコハマ・ラジアンヌスタイル
YOKOHAMA RADIANNE STYLE



■ 本会だより 1

■ 各部情報掲示板 7

■ 研修会・講演会のご案内 19

■ 支部だより 21

■ 政連だより 36

■ コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部 40

■ 会員のひろば 42

■ 新入会員紹介 45

■ 事務局だより 47

目　　　　次Publisher’s Voice

　２月２２日は「行政書士記念日」

です。昭和２６年に行政書士法が

公布された日にちなみ、平成２０

年から日行連が始めたことです。

当会もこれは絶好の機会ととら

え、１０月の広報月間とは別に、

この日に広報イベントを集中しています。広報活動

の目的は、たとえば、各会員事務所への問い合わせ

を１回でも増やすこと。さて、その効果は表れてい

るでしょうか。

　いま、来年度の予算を固める時期。「選択と集中」

は流行りですが、「継続」もまた重要です。結果が

目に見えないからと言って、すぐに諦めてしまっては

ダメですね。結果が出るまで、自分を信じて頑張り

ましょう！

行政書士かながわ 発行人　田後隆二
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理事会報告
 理事会を次のとおり開催いたしましたので報告し

ます。

Ⅰ．日　　時：平成２５年１月２４日 ( 木 )

　　　　　　　　　　　１４時～１６時８分

Ⅱ．場　　所：本会会議室

Ⅲ．出席者数：２９名 ( 理事会構成員定数３０名 )

　　　　　　　※開会時２８名

Ⅳ．出 席 者：

会　長：　田後隆二

副会長：　石川房治、山下政行、浅野明、小

出秀人、加藤幹夫、安友千治、水

野晴夫

理　事：　粂智仁、渡邊秀夫、小関典明、本

間孝保、大和めぐみ、長谷川幸子、

佐藤彊、矢追邦美、大田泰巳、渋

谷利郎、立岡洋次、小松原励、岡

田元、小西實、阿部陽一、小野寺

孝、阿部敏博、國井和夫、小林一

郎、内藤房薫、安部正彦

 [ オブザーバー ]

監　　事：　片山和江、真下智彦

政治連盟：　芹澤達之

支部長会：　堀川幸夫

Ⅴ．欠 席 者：

理　　事：　吉岡謙次

Ⅵ．次　　第：

１．開　会

２．会長あいさつ

３．配布資料の説明

４．議長の就任

５．議事録署名人の指名

６．協議事項

（１）神奈川県行政書士会職務上請求書の

取扱いに関する規則（案）について

（２）神奈川県行政書士会暴力団排除対

策本部規則（案）について

（３）会員の処分に関する規則の一部改

正（案）について

７．報告事項

（１）会員の状況について

（２）平成２５年新年賀詞交歓会について

（３）士業、関地協及び支部新年賀詞交

歓会の対応について

（４）平成２５年総会までの日程案について

（５）各部・委員会・ＷＧ等活動報告

（６）その他

８．その他

９．閉　会

Ⅶ．議事概要：

１．開会の宣言

　定刻に総務部長から、会則第４６条第

１項の規定に基づく定足数を満たしてい

る旨の発表とともに開会を宣言した。

２．会長あいさつ

　田後会長から、賀詞交歓会の開催のお

礼と年頭に当たり行政書士の知名度アッ

プを目指して行動していく決意と協力の

お願いをふくめ、開会の挨拶がなされた。

３．配付資料の説明

　事務局から会議資料の説明がなされた。

４．議長就任

　会則第４５条の規定に基づき、石川副

会長が議長に就任した。

５．議事録署名人の指名

　議長は、会則第４６条第３項の規定に

基づき、矢追理事、國井理事２名の議事

録署名人を指名した。

６．協議事項

（１）神奈川県行政書士会職務上請求書

の取扱いに関する規則（案）につ

いて

　総務部長より、制定の趣旨と条

文の説明が有り、質疑応答の上次

回理事会の議決事項とする。

（２）神奈川県行政書士会暴力団排除対

策本部規則（案）について

　総務部長より、制定の趣旨と条

文の説明があり、質疑応答の上次

回理事会の議決事項とする。

（３）会員の処分に関する規則の一部改

正（案）について

　法規監察部長より、改正の趣旨

と改正点の説明があり、異議なく
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次回理事会の議決事項とする。

７．報告事項

（１）会員の状況について

　総務部長より、本日現在２，４４９

名であるとの報告がなされた。

（２）平成２５年新年賀詞交歓会について

　総務部長と広報部長、政治連盟

から結果についての報告があり、

反省点は来年の開催に向け申し送

りをするとの発言があった。

（３）士業、関地協及び支部新年賀詞交

歓会の対応について

　総務部長より、新年賀詞交歓会

の対応の進捗状況について説明が

なされた。

（４）平成２５年総会までの日程案につ

いて

　総務部長より、会長選挙の立会

演説会の日程追加について説明が

なされた。

（５）各部・委員会・ＷＧ等活動報告

　部長、センター長、委員長より

１２月の活動の報告がなされた。

（６）その他

　研修相談部長より行政書士記念

日の市民公開講座についてと市民

相談センター開設準備のための調

査員による試行の内容について説

明があり、市民相談センター試行

について質疑応答が行われた。総

務部長から建築士会の会報に広告

を掲載することについてと北方領

土返還運動全国大会に参加する旨

の説明があった。

８．その他

　理事より１２月に引き続き職員の退職

理由についての質問があり質疑応答がな

された。

９．閉会

　議長は、本理事会の全議事の終了を宣

言し、１６時８分に散会した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　理事会を次のとおり開催いたしましたので報告

します。

Ⅰ．日　　時：平成２５年２月２０日 ( 水 )

　　　　　　　　　　１４時～１５時

Ⅱ．場　　所：本会会議室

Ⅲ．出席者数：２９名 ( 理事会構成員定数３０名 )

　　　　　　　　※開会時２７名

Ⅳ．出 席 者：

会　長：　田後隆二

副会長：　石川房治、山下政行、浅野明、小

出秀人、加藤幹夫、安友千治、水

野晴夫

理　事：　粂智仁、渡邊秀夫、小関典明、本

間孝保、大和めぐみ、長谷川幸子、

佐藤彊、矢追邦美、大田泰巳、渋

谷利郎、立岡洋次、小松原励、岡

田元、吉岡謙次、小西實、阿部陽

一、小野寺孝、阿部敏博、國井和

夫、小林一郎、内藤房薫

 [ オブザーバー ]

監　　事：　片山和江

政治連盟：　芹澤達之

Ⅴ．欠 席 者：

理　　事：　安部正彦

監　　事：　真下智彦

支部長会：　堀川幸夫

Ⅵ．次　　第：

１．開　会

２．会長あいさつ

３．配布資料の説明

４．議長の就任

５．議事録署名人の指名

６．議決事項

（１）会員の処分について

（２）神奈川県行政書士会職務上請求書

の取扱いに関する規則（案）につ

いて

（３）神奈川県行政書士会暴力団排除対

策本部規則（案）について

（４）会員の処分に関する規則の一部改

正（案）について

７．協議事項

（１）平成２５年度運営委基本方針（案）
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について

８．報告事項

（１）会員の状況について

（２）各部・委員会・ＷＧ等活動報告

（３）その他

９．その他

10．閉　会

Ⅶ．議事概要 :

１．開会の宣言

　定刻に総務部長から、会則第４６条第

１項の規定に基づく定足数を満たしてい

る旨の発表とともに開会を宣言した。

２．会長あいさつ

　田後会長から、行政書士記念日にＰＲ

を積極的に進めて行政書士の認知度を高

めたいとの希望をふくめ、開会の挨拶が

なされた。

３．配付資料の説明

　事務局から会議資料の説明がなされ

た。

４．議長就任

　会則第４５条の規定に基づき、安友副

会長が議長に就任した。

５．議事録署名人の指名

　議長は、会則第４６条第３項の規定に

基づき、大田理事、小林理事２名の議事

録署名人を指名した。

６．議決事項

（１）会員の処分について

　処分の保留の解除に該当する会

員がいないので議案から削除され

た。

（２）神奈川県行政書士会職務上請求書

の取扱いに関する規則（案）につ

いて

　総務部長より、事前の質問書に

対する回答の説明があり、異議な

く可決承認され、平成２５年４月

１日より施行されることとなった。

（３）神奈川県行政書士会暴力団排除対

策本部規則（案）について

　総務部長より、事前の質問書に

対する回答を含め文言の削除の説

明があり、異議なく可決承認され、

平成２５年２月２０日付で施行さ

れることなった。会長より本部長就

任と副本部長２名の指名がなされ、

総務部長より３月１日に各支部か

ら支部長を招集し対策本部会議が

開催されるとの説明がなされた。

（４）会員の処分に関する規則の一部改

正（案）について

　法規監察部長より、改正の趣旨と

改正点の説明があり、異議なく可

決承認され、平成２５年２月２０

日付で施行されることなった。

７．協議事項

（１）平成２５年度運営基本方針（案）

について

　会長より大まかな説明があり、専

門家集団について質問があり、新

規分野の開拓に向けて業務推進本

部を立ち上げる構想が述べられた。

次回理事会でも協議事項とし、４

月の理事会で議決事項とする。

８．報告事項

（１）会員の状況について

　 総 務 部 長 よ り、 本 日 現 在

２，４５６名であるとの報告がなさ

れた。

（２）各部・委員会・ＷＧ等活動報告

　部長、センター長、委員長より

１月の活動の報告がなされた。

（３）その他

　運輸警察部長と企画部長より研

修会開催について、研修相談部長

より行政書士記念日の市民公開講

座における来賓の対応等について

説明がなされた。

９．その他

　特になし。

10．閉会

　議長は、本理事会の全議事の終了を宣

言し、１５時に散会した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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正副会長による各種団体訪問記

　今回は、社団法人神奈川県商工会議所連合会及

び神奈川県商工会連合会です。

　平成２４年９月５日（水）、田後会長及び水野

副会長が社団法人神奈川県商工会議所連合会を訪

問しました。神奈川県商工会議所連合会からは、

お忙しい中岩崎和男事務局長及び加藤洋事業課長

に対応いただきました。

【概要】

　神奈川県商工会議所連合会には１４の会議所

があり、会の主な事業は各会議所との連絡役、

会員組織及び地域の商工業者への福利増進を担

っている。商工会議所連合会は会員の半数が経

営指導員であり、これらの指導員が実行部隊と

して様々な相談事業や相談員の育成などを実施

している。

　活動としては会員の交流及び地域の全ての中

小企業への支援、会員からの要望・意見をまと

め行政に伝えていくことなどを行っている。

　行政書士の印象については、士業の境が分か

りにくく行政書士の業務範囲が分かり難いとい

う指摘や、商工会議所連合会会員の中には過失

割合などについて知りたい会員が多いことや、

ＡＤＲ事業などのインフォメーションも必要で

あるとの助言もいただきました。

　平成２４年９月２４日（月）、田後会長及び水

野副会長が神奈川県商工会連合会を訪問しまし

た。神奈川県商工会連合会からはお忙しいなか三

瓶正義専務理事に対応いただきました。

【概要】

　商工会と商工会議所は所管地域が異なること

が原則であるが、小田原の橘地区と相模原の津

久井地区は両者が存立することが例外的に認め

られている。

　商工会議所との差異を伺ったところ、商工会

議所は基本的に経済活動の様々な要望などを扱

い、商工会は経営指導に重点を置いている。ま

た、組織率は商工会議所が２０％ ( 横浜１０％

) であるが、商工会は６０％と高い。しかし、

商工会会員の９５％は小規模事業者であり、そ

のうち７０％は零細企業者である。

　県は商工に関する出先機関を設けていないた

め、商工会、商工会議所が地域事業者に対する

県施策等のつなぎ役を担っているとのことでし

た。

（社）神奈川県商工会議所連合会　訪問風景 神奈川県商工会連合会　訪問風景
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＜平成２５年新年賀詞交歓会が開催されました＞

　平成２５年新年賀詞交歓会を開催

　平成２５年１月２２日（火）の１５時、恒例の

神奈川県行政書士会・神奈川行政書士政治連盟・

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

神奈川県支部共催による新年賀詞交歓会が、横浜

駅前の横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ５階

日輪において、国会議員・地元自治体首長・神奈

川県議会議員、横浜市会議員、川崎市議会議員、

相模原市議会議員・関係諸官庁・友誼団体・関東

地方協議会の行政書士会会長等を含め、４００名

を超える参加者を得て盛大に開催されました。

　賀詞交歓会は、弦楽四重奏が演奏される中、開

会しました。現在ラジオ日本で放送中の「行政書

士のユキマサくんに聞いてみよう」のパーソナリ

ティーである土井里美さんの司会のもと、石川副

会長の開会の言葉、主催三団体を代表して田後会

長の挨拶に続き、ご来賓祝辞、鏡開き、乾杯と進み、

多数のご来賓からあいさつをいただき、祝電が披

露されました。

　終始華やいだ雰囲気に包まれながら、１７時ご

ろ賀詞交歓会は成功裡に終了いたしました。

（以下、開催概要）

ご来賓祝辞

神奈川県知事　黒岩祐治　様

横浜市長　林文子　様

神奈川県議会副議長　笠間茂治　様

日本行政書士会連合会副会長　中西豊　様

神奈川県社会保険労務士会会長　山本暁　様

衆議院議員ならびに参議院議員　各位

自由民主党、公明党、民主党他地方議会議員代表

日本行政書士会連合会会長　北山孝次　様

鏡　開　き

黒岩祐治神奈川県知事、林文子横浜市長、笠間

茂治神奈川県議会副議長、中西豊日本行政書士

会連合会副会長、田後隆二会長

乾　杯

島村一三　神奈川県行政書士会名誉会長

万歳三唱

小田恭平　神奈川県行政書士会相談役

閉会の言葉

小出秀人　神奈川県行政書士会副会長
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職務上請求書の使用・取扱いについて

●注　意　事　項

　最近、使用済み職務上請求書に関し、使用目的及び提出先が、行政書士業務に該当しないと思われるも

のが散見されます。日行連規則第５条により、これら使用は禁止されておりますので、くれぐれもご注意

下さい。

（使用の制限）

第５条　行政書士又は行政書士法人は、職務上請求書を、その職務上必要な請求に限り使用できるもの

とし、これ以外の請求や、身元調査等、人権侵害のおそれがある使用は行ってはならない。

２　削除

３　行政書士又は行政書士法人で他士業の兼業者は、他士業の職務を行うにあたっては、本会が作成し

　た職務上請求書を使用してはならない。

●「神奈川県行政書士会職務上請求書に関する規則」を制定。

　本規則は、職務上請求書の適正な使用のために、払出しの方法、条件等についての必要事項を定め

たもので、平成２５年４月１日付で施行されます。特に、以下の点についてご確認下さい。

１．研修義務化について

　職務上請求書の購入を希望する会員は、事前に職務上請求書に関する研修会を履修する必要があ

り、その後は、５年に１度受講していただくこととなります。

　この研修会は、総務部主催で毎月一回本会において開催される他、平成２５年３月までは、各支

部においても開催されます。

２．記載内容の確認並びに審査について

　使用済みの職務上請求書の記載内容の確認については、総務部及び総務部長の指示により、事務

局職員が行いますので、ご協力をお願いいたします。

　なお、不適切な使用が見られた場合には、一定期間の払出しの保留とする場合があります。

「神奈川県行政書士会暴力団排除対策本部規則」が制定されました。

　本規則は、神奈川県警察、公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター及び関係機関との連携の強化と

ともに、暴力団排除対策の推進を通じて、行政書士法第１条に資することを目的としています。

　今後、公益財団法人神奈川県暴力追放推進センターが行う不当要求防止責任者講習の受講や、各

支部（分会）と各所轄警察署との連携強化などを推進していくこととなりますので、会員の皆様のご理解

ご協力をお願いいたします。
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▲ ▲ ▲ 総務部
｢ 湘南茅ヶ崎海岸で地曳網を引こう ｣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行政書士会同行会　共催

　湘南茅ヶ崎海岸でさわやかな初夏のひと時を過

ごしませんか。

　みんなで力をあわせて地引網を引き、渇いた喉

を冷たい飲み物でうるおす・・・。

　このたび、ご家族・補助者の方も参加できるイ

ベントとして地曳網と浜辺の懇親のつどいを企画

いたしました。みなさまのご参加をお待ち申し上

げております。

　なお、会場における安全・防災対策は策定済み

ですので、安心してご参加ください。

日　程：２０１３年６月２３日（日）

　　　　　　　　　　　　８時３０分ごろ集合

　地曳網は、９時過ぎごろから開始１３

時ごろ解散予定

開催地：神奈川県茅ヶ崎市中海岸三丁目先

　　　　　旧市営プール東側 ｢カネサ網 ｣

　　　　　 カネサ網　で、検索

交通手段：１．東海道線茅ヶ崎駅南口から徒歩

１５分程度 ( 海水浴場を目指す )

２．神奈川中央交通 ｢ 茅３７｣ 系統 

市営プール前下車

３．茅ヶ崎市コミュニティバス ザザ

ンビーチ前下車

４．タクシーは、７１０円程度

　地球環境保護のため、公共交通機関

をご利用ください。

　車の場合、現場駐車場の用意があり

ませんので、海水浴場の駐車場を各自

ご使用ください。

参加費用：お一人 ３、０００円 ( 補助者と家族も

同額、小学生以下は１、０００円 )

ご持参品：ビーチサンダル・エコバッグ・ぬれた

場合の着替え・お土産の魚を入れる袋

てんぷらなどの軽食・飲み物などはご

用意いたします。

お申込期限：６月３日　ご案内は６月１２日にご

通知いたします。

お願い：中止の場合は、当日７時までに連絡をし

ますので、必ず、携帯番号をお知らせく

ださい。

現場監督 本間 ０９０－３４５６－３１０２

  ---------------　お　申　込　書 ----------------

F a x  0 4 5 - 6 6 4 - 5 0 2 7

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号□□□□　支部名　　　　　　　

同伴者　大人　　　　　　名　・　子供　　　　　　名

電　話　　　　　（　　　　　）　　　　　　　　　　ｆａｘ　　　　　（　　　　　）　　　　　　　　

携　帯　　　　　（　　　　　）　　　　　　　　　　電子メール 　　　　　　　@　　　　　　　　　
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経理部からのお知らせ　会費納入のご案内

　４月は、第１期会費の納入月です。会員の皆様

は、お忘れなく納入していただきますようよろし

くお願い申し上げます。

第１期納入金額

支払回数 会費種別

年１回払

本会会費

政連会費

計

７４, ４００円

１２, ０００円

８６, ４００円

年２回払

本会会費

政連会費

計

３７, ２００円

１２, ０００円

４９, ２００円

年４回払

本会会費

政連会費

計

１８, ６００円

１２, ０００円

３０, ６００円

納入期限　平成２５年４月１７日

　郵便局の自動引落しで会費納入している会員

は、残高の確認をお願いします。

　期日に間に合わなかった場合は、自動引き落し

を利用している会員のみ４月３０日に、再度引落

しをさせていただきます。

　振込用紙により納入している会員は、郵便振替

払込票により４月１７日までに必ず下記口座へお

振り込みください。

（本会会費）

口座番号 ００２６０- ８- ５６１７

加入者名 神奈川県行政書士会

（政連会費）

口座番号 ００２２０- ３- ９７５２３

加入者名 神奈川行政書士政治連盟

　ご自分の支払回数が不明の方、支払方法、支払

回数の変更を希望される会員は、事務局までご連

絡ください。

事務局電話番号 ０４５－６４１－０７３９

　会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い

いたします。

▲ ▲ ▲  経理部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県行政書士会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　長　田後　隆二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経理部長　渡邊　秀夫

会費滞納者に対する対応について（お知らせ）

　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げま

す。

　　本会の運営につきましては、日頃より格別の

ご理解とご協力をいただきまして厚くお礼申し上

げます。

　さて、本会の会費滞納者に対する対策として、

本会会則施行規則第８条及び本会会則第１５条第

３項により、平成２４年度第４回目の「会費納入

督促書」及び「催告書」を平成２５年１月２９日

に下記のとおり発送いたしましたのでここにお知

らせいたします。

記
１．会費６箇月未満の滞納会員宛に「会費納入督

促書」を発送

２．会費６箇月以上の滞納会員宛に「催告書」を

発送
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● 図書館セミナー報告

　横浜市立図書館と提携して行っている図書館セ

ミナーを下記のとおり開催しました。

記
場　所：旭図書館

日　時：平成２５年１月１６日（水）

　　　　１３：３０～１５：００

　　　　１５：００～個別無料相談会

講　師：大和めぐみ企画部長

内　容：遺言書を書いてみよう！

　　　　～よくわかる相続と遺言講座～

場　所：緑図書館

日　時：平成２５年２月２日（土）

　　　　１３：３０～１５：００

　　　　１５：００～個別無料相談会

講　師：櫻井正明企画部員

内　容：たよれる街の法律家・行政書士に学ぶ相

続・遺言講座

　どちらも参加者に遺言を書く練習をしてもらう

ワークショップ形式でした。実際に書いてみると

全文自筆というのは思っていたよりも大変だとい

うことがわかった、というご意見が多かったのが

印象的でした。

● 薬事法研修会

　下記のとおり薬事法研修会を開催しました。

記

日　時：平成２５年２月１２日（火）

　　　　１４：１０～１６：４０

場　所：横浜市技能文化会館

講　師：東京都行政書士会会員　

　　　　小平　直　先生

内　容：第１部　講演会（小平直先生）

薬務行政と行政書士コンサルティング

・医療機器の概略

・薬事許認可を扱う上での留意点

第２部　小平先生と菊池部員へのQ&A

・申請に関する注意点

・他の許認可との違い

・東京と神奈川、その他府県の違いなど

櫻井部員が質問者となりそれぞれ回答

してもらいました。

　この研修会に東京会の広報部の方が取材に見

え、研修後には当会の薬事法への取り組みにつき

内容や趣旨について取材を受けました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

▲ ▲ ▲  企画部

▲ ▲ ▲  建設環境部

建設環境部からのお知らせ

　本会事務局に一般財団法人 日本環境衛生センタ

ー 編著「廃棄物処理法の解説　平成２４年度版」

を備え置きしましたので、ぜひご利用ください。



各部情報掲示板10

行政書士 かながわ　2013. 3 / 4 Vol.221

▲ ▲ ▲  研修相談部
研修相談部活動報告

＝日行連主催　インターネット
同時配信による全国研修会＝

『平成２４年度　全国研修＜２月期＞』

１．日　時　平成２５年２月１日（金）

　　　　　　　　１３時００分～１６時３５分

２．場　所　産業貿易センタービル　７２０会議室

３．研修会次第

進行　松本　康二　研修相談部副部長

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

開　　講（１３：００～１３：１０）

司　　会：中央研修所　副所長　田後隆二

開講挨拶：中央研修所　所長　中西豊

会長挨拶：日本行政書士会連合会

　　　　　　　　　　　　会長　北山孝次

第１時限（１３：１０～１４：４０）

「建設業法に基づく経営事項審査について」

第一業務部　建設・農地部門専門員

　　　　　　　　　　月見里　和夫　会員

休　　憩（１４：４０～１４：５５）

第２時限（１４：５５～１６：２５）

「行政書士の役割と行政法」　

　　　　専修大学法学部教授　白藤　博行

閉　　講（１６：２５～１６：３５）

閉講挨拶　中央研修所　　副所長　田後隆二

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務連絡（１６：３５）

　　　　　　松本　康二　研修相談部副部長

４．参加者　３７名

　日行連主催　平成２４年度インターネット全国

同時配信による全国研修２月期の研修会が上記の

内容で開催されました。

　第１時限は、行政書士の主要業務である建設業

許可申請のうち、「経営事項審査」を取り上げた

研修会でした。「経営事項審査」の概要から始ま

り審査項目、建設業者にとっての「経営事項審査」、

事業年度終了変更届、行政書士の果たす役割など、

多岐に渡った内容でした。特に講師である月見里

先生の長年培ってきた経験が多く盛り込まれ、よ

り充実した講義となりました。

【研修風景】

　第２時限は、専修大学法学部の白藤教授を講師

として迎え、「行政書士の役割と行政法」をテー

マとした研修でした。行政手続きが適正に行われ

ることが国民の権利･利益を保護することになり、

その先端にいるのが行政書士であるとの力強い講

義で非常に有益な研修でした。受講していた会員

も真剣に講義に聞き入っておられました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　　　　　　　　　　　（文責：三輪かほる）

平成２４年度第２回相談員研修会

『相談員のための離婚相談のポイント』
　　　　　　　　講　師：副会長　安友千治 先生

１．日　時：平成２５年２月７日（木）

　　　　　　１３時３０分から１５時３０分まで

２．場　所：産業貿易センタービル７２０会議室

３．対　象：県民センター相談員及び支部推薦会員

４．出席者：５０名

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　研修相談部の主催で行われた今年度第 2回目の

相談員研修会。この相談員研修会は、通常、年 2

回行われ、県民センター相談員を主な対象として

行われている研修会です。

　今回は、県民センター相談でも相談の多い「離

婚」をテーマに、相談員が押さえるべき離婚に関

する法律の基本的事項から、相談員としての心構
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えについてまで、当会副会長の安友先生に幅広く

講義をして頂きました。

　離婚に関する民法の条文をもとに、離婚原因・

氏・親権監護権・慰謝料・養育費・財産分与等を

お話して頂きました。

　その他にも、事例として相談の多い別居中の生

活費の問題やＤＶ、外国人との国際離婚など、実

際に使用されている各種様式を参照しながらのお

話は、数多くの離婚相談を受けている相談員の方

にも、知識の再確認以上の有意義なお話しだった

ようです。

　研修の最後には、安友先生が積極的に取り組ま

れている結婚契約のご講義もあり、第一人者とし

ての視点から、結婚契約の実情や結婚契約の効用

などもお話しして頂きました。

　これだけ多くの充実した内容のご講義を受ける

ことができましたので、今後の離婚相談に是非活

かしていきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　（文責：村上崇文）

研修相談部からの報告

平成２５年４月１日（月）オープン！

『川崎県民センターにおける行政書士相談ブース

開設について』

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　行政書士による無料相談の会場が、今年また１

箇所増えることになりました。

　既に行われていますＪＲ横浜駅近くの「かなが

わ県民センター」内での行政書士無料相談会（毎

週木曜日）に加え、本年４月１日から、川崎駅近

くの「川崎県民センター」においても、常設の行

政書士無料相談会を開始することとなりました。

　「川崎県民センター」は、明治製菓川崎工場の

跡地に開発された高さ１０５ｍのソリッドスクエ

アという建物内にあります。ＪＲ川崎駅及び京浜

急行川崎駅からも近く、交通の便も良いところで

す。

　行政書士無料相談が行われる相談ブースは、ソ

リッドスクエアの東館 2 階にあり、パスポート

センター川崎支所の隣となります。ここ「川崎県

民センター」での相談会は、毎週月曜日（９時～

１２時及び１３時～１６時）に行われます（祝祭

日及び年末年始を除く）。

　専門家による相談を望んでも、身近に相談でき

る専門家がいらっしゃる方は、それほど多くない

のが現状です。

　そのような方々を含めた県民の皆様への相談ア

クセスをより良くし、かながわ県民センターの相

談ブースと共に、行政書士の知名度向上の拠点の

一つになるようにと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　（文責：村上崇文）

＊川崎県民センター無料相談会概要＊
相談日時：毎週月曜日

　　　　　９時～１２時／１３時～１６時

　　　　　（祝祭日・年末年始はお休み）

相 談 員：１名体制

相談方法：面談のみ（予約不要）

所 在 地：川崎市幸区堀川町５８０番地

　　　　　　　　　　ソリッドスクエア東館２階

　　　　　（パスポートセンター川崎支所隣り）

交通アクセス：

ＪＲ川崎駅西口より徒歩７分又は京浜

急行川崎駅西口より徒歩５分

（専用駐車場はありませんので、お車で

お越しの場合は、当ビル又は近隣の有

料駐車場をご利用ください）

電話番号：０４４－５４９－７０００

【ソリッドスクエア写真】
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県民センター相談員募集のご案内

　平素は本会の運営にご理解ご協力頂き有難うご

ざいます。このたび、県民センター（横浜及び川

崎の２か所）にて行われております相談事業につ

き、新規で相談員の募集を行います。

　相談員に応募をご希望の方は、応募条件をご確

認の上、下記の所定欄にご記入頂き、行政書士会

事務局へＦＡＸをお願い致します（応募〆切 ４月

１４日（日））。応募された方につきましては、書

類選考の上、面接試験を実施します。面接試験は、

４月２２日（月）の１３時３０分から行政書士会

役員室にて予定しております。詳細につきまして

は、後日ご連絡いたします。

記

１　業務内容　行政書士業務に関わる相談業務

（権利義務関係の相談が中心）

２　相談日時　（横浜）毎週 木曜日　午前（９時
～１２時）又は午後（１３時～

１６時）

（川崎）毎週 月曜日　午前（９時
～１２時）又は午後（１３時～

１６時）

※相談員は、３か月～半年に１回

程度、当番が回ってきます。

３　旅費日当　１回につき５，０００円（交通費

別途支給）

４　募集人数　若干名

５　選考方法　書類選考及び面接試験

６　応募条件　以下のすべての条件を充たすもの

①　年齢３０歳以上６５歳以下

②　業務歴３年以上

③　会費を滞納していないこと

④　所属支部の支部長推薦があり、下

記に支部長の署名押印があること

⑤　事務所のＦＡＸ番号を本会に登録

していること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　　　　　　　　　　（担当は、研修相談部）

神奈川県行政書士会事務局ＦＡＸ⇒０４５－６６４－５０２９

切り取らないでお送りください

氏　  名（支部名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　支部）

会員番号 (4 ケタ )

事務所所在地 〒

電話／ＦＡＸ TEL：　　　（　　　）　　 　　／　FAX：　　　　（　　　）

支部長署名欄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

※支部長印がないものは無効

県民センター相談員応募〆切　平成２５年４月１４日（日）
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▲ ▲ ▲  運輸警察部
日本自動車販売協会神奈川県支部と

神奈川県行政書士会との懇話会の開催について
　自動車保有関係手続きに関する一般社団法人日

本自動車販売協会連合会と日本行政書士会連合会

との合意について（日行連発第９３号）の文書に

基づき、本県行政書士会と自動車販売協会連合会

神奈川県支部と懇話会を開催し、自動車販売協会

神奈川支部に対し、行政書士法の遵守を申し入れ

ると共に、同団体から別紙の文書「神奈川県行政

書士会との相互理解・対話の促進について」が加

盟団体に対し、発信されましたのでご報告いたし

ます。
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▲ ▲ ▲  国際部
国 際 部 活 動 報 告

■平成２４年度日系人就労準備研修■

　厚生労働省事業「日系人就労準備研修」につき、

主催の財団法人日本国際協力センター（ＪＩＣＥ）

から本年度３回目となる「在留資格」に関する研

修講師派遣の要請がありました。

　なお、前２回は７月１２日、７月２７日に実施

されており、会報９・１０月号（Vol.218）で報

告させて頂いております。

以下に、今回実施した研修の概要を報告します。

日　時：平成２５年１月２４日（木）

　　　　　　　　　　　　９：００～１２：００

場　所：神奈川県労働文化センター

　　　　　　　（横浜市磯子区中原１－１－１７）

受講者：８名

主催者ＪＩＣＥから：

　　　　嘉手納　花利奈　様（現地連絡調整員）

　　　　萩村　昌代　様（通訳）

講　師：下川原孝司（国際部員）

同　行：立野　信行（国際部員・連絡調整）

　平成２５年１月２４日（木）、横浜市磯子区の

神奈川県労働文化センターにおいて、日系人就労

準備研修「在留資格」の講義を行いました。今回

の研修は、ご依頼が急なものだったため、準備期

間の都合上、これまで国際部内の同研修担当だっ

た私が講義を行うこととなりました。

　「日系人」就労準備研修といっても、必ずしも

受講者は日系人に限らず、当日は中南米（ペルー・

ブラジル）の方のほか、中国やフィリピン国籍の

方も含めて、計８名の受講者となりました。

　講義内容は「在留資格の基礎」からはじめ、「新

しい在留管理制度」の説明を中心に、最後は「日

本の国籍制度」の説明をするという流れにしまし

た。受講生も少人数でしたので、適宜わからない

ところなどを質問してもらいながら講義を進めた

ところ、皆さんの関心を引きつつ、よりよく理解

してもらうことができたようです。

　特に受講生の関心が高かったのは、受講生が全

員女性だったということもあってか、「離婚した

ら自身の在留資格はどうなるか」ということと、

「日本人男性との間に生まれた子どもの国籍はど

うなるか」という問題についてでした。

　これまでの研修でも感じたことですが、日本に

長年暮らす外国人の方でも、自身の在留資格につ

いてよく理解していなかったり、間違った情報に

惑わされたりしている方が多いようです。

今後とも、機会があればこうしたガイダンスを通

じて、在留資格制度を正確に理解してもらえるよ

うに努めていきたいと感じました。

　　　　　　　　　　　　　報告：下川原 孝司

■日系人のための生活相談員セミナー■

　平成２５年１月２８日（月）、公益財団法人海

外日系人協会主催による「平成２４年度在日日系

人のための生活相談員セミナー」が開催されまし

た。

　セミナーは今回で１０回目となりますが、日行

連（第三業務部）では、例年セミナー終了後の「相

談会」運営の協力をしており、当神奈川会からも

相談員を派遣し協力して参りました。

　今年度も日行連からの依頼を受け、当会国際部

から渋谷利郎部長とともに、私下川原孝司がセミ

ナー及び相談会に赴いて参りましたので、以下に

報告致します。

　セミナーは、午前の部では厚生労働省および法

務省入国管理局から講師を迎え、「最近の日系人

の雇用状況」や「新しい在留管理制度」について

の説明があり、午後の部では有識者による「発展

する南米と日系社会」についてのパネルディスカ
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ッションが行われました。

　そして、セミナー終了後には希望者に対する「相

談会」を実施致しました。

＜セミナーについて＞

　まず、午前の部では、厚生労働省から、最近の

日系人の雇用情勢と政府の施策について説明があ

りました。特に日系人求職者の雇用情勢について

は、長期離職になる者と短期で再就職可能な者と

の二極化が進んでおり、その差は日本語能力の差

に求められるとのことでした。

　そのため、日系人等に向けた日本語能力向上の

支援（日系人就労準備研修）、それに職業訓練を

連携させることにより、さらなる就職率の向上に

つなげたいとのことでした。

　次に、法務省入国管理局からは、新しい在留管

理制度についての説明がなされました。

　午後の部では、堀坂浩太郎上智大学名誉教授に

よるブラジルの歴史に関する基調講演の後、日系

社会の様々なテーマに関するパネルディスカッシ

ョンが行われました。

　「年金協定」の問題や厚生労働省の「帰国支援

事業」により帰国した者の日本への再入国の問題

などディスカッションされましたが、福島の「が

れき撤去」に関する日系新聞への求人広告に関し

ては、パネラーだけでなく会場参加者も含め、活

発な意見表明がなされました。

＜相談会について＞

　セミナー終了後は、参加者から希望する方に対

して「相談会」が開催され、日行連姫田格第三業

務部部長、当会渋谷国際部部長とともに、対応に

あたらせて頂きました。

　今回の相談は１組だけでしたが、予定を３０分

以上オーバーするほど熱心な相談者であり、相談

会自体は充実したものとなりました。

＜所感＞

　本セミナーには、一会員としても例年参加して

いますが、その時々の日本及び南米と日系人の

方々の状況を端的に理解することができ、得るこ

との多い催しです。

　今後とも、日系人の置かれている状況について

理解を深めつつ、我々行政書士も日々の業務を通

じ、日系人の方々のために貢献をしていければと

感じております。

　　　　　　　　　　　（ 下川原孝司 国際部員 ）

■ 鶴見区外国人無料相談会 ■

日　　時：平成２５年２月３日（日）

　　　　　　　　　　　１２：００～１６：００

場　　所：鶴見区役所６階

　　　　　（横浜市鶴見区鶴見中央３－２０－１）

主　　催：鶴見区役所

企画運営：公益財団法人横浜市国際交流協会

参加団体：神奈川県行政書士会・横浜弁護士会・

東京地方税理士会鶴見支部・神奈川県

社会保険労務士会・神奈川県かながわ

労働センター・横浜企業経営支援財団・

ファイナンシャルプランナー・多文化

共生教育ネットワークかながわ・　Ｙ

ＯＫＥ情報相談コーナー・通訳の方々

当会出席：渋谷　利郎（責任者・国際部部長）

　　　　　安友　千治（鶴見・神港支部会員）

　　　　　佐藤　大達（鶴見・神港支部会員）

　　　　　髙橋　幹子（鶴見・神港支部会員）

　　　　　三浦　健治（磯子・金沢支部会員）

　　　　　廣瀬　　聖（横須賀・三浦支部会員）

相談件数：１６組１８件（全体：４４組５１件）

　平成２５年２月３日（日）鶴見区役所において

「鶴見区外国人無料相談会＆健康診断」が開催さ

れました。

　鶴見区外国人相談会は毎年１回開催されていま

すが、区役所１階では健康診断や災害防止フェア

ーも同時に行われ、区では事前に６か国語（英語、

スペイン語、ポルトガル語、中国語、タガログ語、

韓国・朝鮮語）のパンフレットを用意・周知活動

を行い、当日を迎えます。多くの言語、多種の専

門家による総合的な相談会は全国でも稀であり、

外国人の方々からは高い評価を得ています。

　本年度は、全分野で４４組、５１件の相談があ

り、行政書士関連の相談は、最も相談件数が多く、

１６組（中国４組、インド２組、ブラジル４組、

ベトナム１組、ペルー３組、ネパール１組、ボリ

ビア１組）、１８件（永住４件、短期滞在３件、

帰化２件、親族訪問２件、定住２件、留学１件、

特定活動１件、日配１件、在留カード１件、在留

資格変更１件）でした。相談には渋谷国際部長の

もと、国際業務相談員５名が対応しました。

　私は、昨年に引き続き本年も国際業務相談員と

して参加させて頂きました。参加させて頂くのは
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３年目になります。この相談会には、鶴見区在住

の外国人だけではなく、コミュニティやネットワ

ークを通じて近隣の都県からもわざわざ相談に来

られる方が多くいらっしゃいます。

　行政書士を含むそれぞれの分野の専門家が相談

に応じるため、お一人で複数の相談をもってこら

れる方も多くいらっしゃいます。

　昨年よりも相談者は多く、全４４組で昨年の

１．５倍、行政書士への相談は１６組で昨年の２

倍でした。相談内容については、今年はこれまで

とは流れが変わったように感じます。これまで必

ずあったオーバーステイに関する相談は１件も無

く、帰化・永住に関する相談が増え、それ以外の

相談も日本に長く滞在・住み続けることを前提と

した内容が多かったように感じます。相談会後の

意見交換会では、社会保険労務士（相談１２件）

からも、これまでと違い「年金制度を利用したい、

日本で年金を受け取りたい」という傾向になった

と報告がありました。税理士（相談６件）の方か

らは、「事前にＷＥＢ等で情報を収集してから相

談に臨まれる傾向があり、日本語ができる人が増

え、相談内容も所得税や住宅ローン控除等マニア

ックになった」と報告がありました。その他、弁

護士（６件、交通事故等）、教育担当（６件、奨

学金等）、など相談対応された旨の報告がありま

した。

　相談会に参加し、日本に滞在している外国人の

方の相談は日本人と何ら変わらないのだと再認識

いたしました。また、どのような相談でも、相談

者にとっては深く人生にかかわる内容ですので、

親切・丁寧を心がけて相談に対応いたしました。

　不安そうな様子で来られた相談者が、安心し笑

顔でお帰りになる様子をみるたびに、相談会と専

門職の重要性を再認識いたします。相談者から「安

心しました」と笑顔を頂けるのは相談員冥利に尽

きるものと思われます。

　　　　　　　報告：髙橋 幹子（鶴見・神港支部）

■ みなみラウンジ外国人無料相談 ■

　国際部では、平成２２年１０月より「みなみ市

民活動・多文化共生ラウンジ」における「外国人

無料在留関連相談」に国際業務相談員を派遣し、

毎月一回第３木曜日に予約対面方式で相談対応を

しております。

　平成２５年１月１７日（木）の相談会に、担当

相談員として赴きましたので、報告致します。

　当日のご相談は２件。｛①永住者の方からの「家

族滞在」中の妻の「永住者の配偶者等」への在留

資格変更、②永住者の方からの「帰化」許可申

請｝に関するもので、それぞれ①１：３５～２：

１０、②２：２５～３：１０の間で対応して参り

ました。

　①一番目の相談者の方は既に入管で必要な書式

や添付書類について説明を受けておられましたの

で、今回は書類の作成方法や、添付書類、一緒に

提出しておくとよい資料などについて、通訳の方

を交えて説明しました。

　説明後、相談者ご自身で書類作成をしてみると

のことでしたが、無理なようであれば、本会の「外

国人無料電話相談」等を利用して、行政書士の紹

介を依頼するかもしれないとのことでした。

　②二番目の方は、生活保護受給中であり、子ど

ものことも心配で、将来のことを考えるとなんと

か帰化したいとのご希望でした。

　永住者であれば、生活保護などで心配すること

はないが、まず自分自身の生活設計を見直し、自

治体の担当者などとも良く相談し、帰化するかど

うかも含めて考えてみてはどうかとアドバイスさ

せて頂きました。

　対面方式で実際のご相談に対応することは、普

段の「電話相談」や業務とは違う緊張感を感じる

こともあって、大変勉強になりました。ありがと

うございました。

　　　　　　　　報告：今村 正典（相模原支部）
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◆その他の国際部活動・業務関連情報◆

○平成２４年７月施行の改正入管法に対応した

２０１２年７月版『入国・在留審査要領』は、

本会ホームページに掲載しております。

【 会員専用エリア ⇒ 業務情報センター ⇒ 国際

関連 】と進み、ダウンロードしてご活用下さい。

○平成２４年９月１２日（水）に開催された「東

京入国管理局横浜支局統括審査官による研修

会」につき、１１/ １２月号（ＶＯＬ．２１９）

で概略報告させて頂きましたが、当日の講師の

皆様の監修を経まして『 講義録 』を本会ホー

ムページに掲載する予定です。

○平成２５年２月６日（水）東京入国管理局本局

内大会議室において「日行連関地協国際業務連

絡会と東京入国管理局本局との第３回連絡会」

が開催されました。

　「新たな在留管理制度」実施後の諸状況や、

今後の活動等について討議がなされました。

　概要は次号会報に掲載する予定です。

○『外国人無料電話相談』、その他国際業務相談

員の活動を記す『事業概要報告書』を、本年平

成２４年度も編集すべく、国際業務相談員の皆

様のご協力のもと作業開始しております。

○国際部では、国際業務関連のご質問・ご要望な

どを随時受け付けておりますが、『国際業務メ

ーリングリスト』や『質問票』フォームも是非

ご活用のうえ、業務にお役立て下さい。

■国際業務『質問票』受付のご案内■

　国際部では、会員の皆様の声を、関係官公署へ

届けることが、行政書士全体の発展につながるも

のと考え、当国際部宛『質問票フォーム』に記載

の官公署・諸団体への働きかけをしております。

　つきましては、東京入国管理局横浜支局、川崎

出張所、横浜地方法務局国籍課、その他関係団体

に対し、できるだけ多くの会員の皆様の声をお伝

えしたいと考えておりますので、積極的なご質問・

ご要望をお待ち申し上げます。

　『質問票フォーム』は、本会ホームページ の

「業務情報センター」の「国際関連」中に掲載

しておりますほか、国際業務メーリングリスト

でも、お知らせしております。掲載のフォーム

をご利用のうえ、国際部部長渋谷宛て E-mail ＝

spey3gq9@waltz.ocn.ne.jp ＝、または本会事務局

宛てＦＡＸ（０４５－６６４－５０２７）により、

皆様のお声をお寄せ下さいますよう、お願い申し

上げます。

■国際業務メーリングリストのご案内■

　国際部では国際業務に取り組む会員を対象とし

た『メーリングリスト』を運営しています。国際

業務に関して迅速かつ効率的に情報収集を行いた

い方、実務上疑問の生じる点について他の会員の

見解を参考にしたい方、また、そのような情報を

通じて自身の学習に役立てたい方など、国際業務

に取り組まれる会員の方は、是非ご参加下さい。

【ＭＬの趣旨】

　国際業務に関連する実務・法令情報のタイム

リーな情報提供及び情報交換を通じ、国際業務

取り扱い会員全体のレベルアップを図る。

【参加対象】 

　国際業務を行っているか、または行うことを

希望する会員で、申請取次届出をしている者。

【ＭＬの主な内容】

●出入国・帰化・在留等の国際業務に関する情報

（実務動向・法令改正等）の提供及び交換と、

業務相談への対応（詳細はＭＬ上において告知）

●本会事務局が受けた相談及び業務依頼の受任者

の募集（支部にて決定に至らない場合）

●国際部が開催し、または協力する相談会等にお

ける相談員募集

【申込方法】

　本会ホームページの「業務情報センター」の「国

際関連」に掲載しておりますのでご参照下さい。

　　　【以上，国際部 ／ 編集・文責：三浦健治】
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▲ ▲ ▲  行政書士ＡＤＲセンター

平成２５年２月７日（木）毎日新聞夕刊 掲載

　ＡＤＲ自転車事故に関する紛争が毎日新聞２５

年２月７日付け夕刊に載りました。行政書士ＡＤ

Ｒセンターは１０件の申し立てを受け２件の和解

成立ができました。今後とも社会貢献のため実績

を伸ばしていきますので、よろしくご支援・ご協

力をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　センター長　立岡洋次
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→参加申込受付ページ→「氏名（必須）」欄を入

力→「会員番号（必須）」欄を入力※会員証記載

の４桁（昭和６０年２月９日までに入会した方は

２～３桁）の番号です→「メールアドレス」を入

力→「申込番号と希望する研修（必須）」欄を入

力→「備考」欄に申込番号を入力→　送信　をク

リック→「あなたのメッセージは送信されました。

ありがとうございました。」と表示されたら申込

完了です。

※「入力内容に不備があります。確認してもう一

度送信してください。」と表示されたら「必須

項目に記入もれがあります。」の欄を入力して

再度　送信　をクリックしてください。

電話代無料のネット申込をご利用ください。

インターネットからの研修申込方法について
ホームページからすべての研修会が簡単にお申込みが出来ます。

　神奈川県行政書士会会員専用エリアホームペー

ジ→「６Ｆ講堂・研修室」にカーソルを合わせる

→「参加申込受付」をクリック

　会員ページへのログインパスワードがご不明な

方は、事務局にお問い合わせください。

▲ ▲ ▲  各種研修会のお知らせ ▲ ▲ ▲

ツイッター・フェイスブックの活用について

　神奈川県行政書士会では、ツイッター・フェイスブックを運用しています。

　ツイッターでは、毎日、行政書士会の行事予定・研修会予定を発信しており、フェイス

ブックでは、対外広報をおこなっています。

　ぜひ両方に登録して、活用してください。　　神奈川県行政書士会 で検索してください。
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研修会へのお申込みは，ホームページからのご利用にご協力ください。

研修会・

講演会名

＜総務部＞　　　　　　　　　　　　　　　　研修会申込番号：２２１－１

総務部主催研修会の開催について

内　　容
「職務上請求書の使用に関する諸注意」

　　※平成２２年９月以降開催の新入会員登録証交付式と同内容です。

日　　時

①平成２５年　３月２９日（金）

②平成２５年　４月３０日（火）

③平成２５年　５月２９日（水）

いずれも、１３：３０～１５：５０（受付：１３：００）

　※申込の上、任意の開催日にご参加下さい、

場　　所 産業貿易センタービル７階　７２０会議室　（横浜市中区山下町２）　他

講　　師 総務部長　粂　智仁　他

費　　用 無料

申込期限 準備の都合上、各開催日の１週間前までに、事務局宛お申込み下さい。

対 象 者
今後、職務上請求書購入にあたっての義務的研修となる予定ですので、現に使用中の会員、

今後使用予定の会員共にご参加ください。

定　　員 ４０名（申し込み先着順）定員に達した場合はご容赦ください。

備　　考 平成２２年９月以降開催の新入会員登録証交付式と同内容です。

切り取らずにお申込みください

申込みファックス番号　０４５－６６４－５０２７

申　込　書

総務部主催研修会（　①　②　③　）に出席します。

※いずれかに丸印を付けてください。

　　平成　　　年　　　月　　　日

　　　　申込番号：　２２１－１　　　　　　　　　　会員番号（４ケタ）：　　　　　　　　　　 

　　　　支部名：　　　　　　　　　　　　支部　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川県行政書士会　ＦＡＸ　０４５－６６４－５０２７

e-mail　gyosei@kana-gyosei.or.jp
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平成２４年度第２回支部研修会報告

　平成２５年１月２６日（土）１３時３０分より、

ミューザ川崎シンフォニーホールにおいて、平成

２４年度第２回支部研修会が行われました。

　前半は許認可業務である「新しい公益法人（新

制度の概要と公益認定申請）」を、後半は信託を

使った財産管理・承継について「信託と行政書士

業務」をテーマに学びました。

　中島弘太郎支部長は、「講師の瀧口先生、平田

先生には業務ご多忙のところ、念入りな講義準

備、そして貴重な情報提供をいただきました。行

政書士という資格制度の無限の可能性を垣間見た

気がいたします」と感想を述べるとともに、「今

まで以上に新たな業務受託の仕組みづくりや、す

きま川崎南支部平成２４年度第２回支部研修会報

告的な分野の開拓も重要になってくることでしょ

う。当支部でも継続して研究していきたいと思い

川崎南支部

ます」と今後の取り組みについても述べました。

　多くの方にご参加いただいた支部研修会は、内

容充実、それでも時間通りつつがなく終了いたし

ました。

平成２５年新年会と
小倉先生お誕生日お祝い報告

　研修会終了後は、会場を川崎日航ホテルに移し、

平成２５年新年会を開催いたしました。

　小倉正則会員の

○回目の誕生日を

祝うハプニングも

あり、にぎやかな

中にも暖かな雰囲

気の新年会となり

ました（支部通信

員池田秀一）。

「その人にあった信託をデザイン」緑支部の平田俊夫先生

「ポイントだけをわかりやすく」川崎南支部の瀧口幹子会員

スピーディーな講義に集中する参加者

熱気の残る研修会場をバックに講師お二人で記念撮影

お祝いの花束を受け取る小倉正則会員
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平成２４年度川崎北支部
第２回支部研修報告

　今年度の第２回目の研修会は、開業年数の浅い

会員向けに、支部恒例の座談会方式で、先輩会員

による行政書士業務の経験談話、及び支部内に設

置している各専門業務勉強会の活動紹介の二部構

成で開催いたしました。

日　時：平成２４年１１月２４日（土）

　　　　　　　　　　１４：３０～１６：３０

場　所：すくらむ２１

　　　　川崎市男女共同参画センター　多目的室

研修会参加者　２５名、　懇親会参加者　２７名

第１部　「輝く未来のために！

　　　　　座談会　～主力業務をつかむまで～」

講　師　安藤　晴一　会員

　　　　広川　明弘　会員

　　　　岩崎　裕子　会員

第２部　「ようこそ！支部勉強会へ

　　　　　　　　　～勉強会で得られること～」

（相続・遺言勉強会、建設業勉強会、企

業法務勉強会、入管業務勉強会、運送業

勉強会）

＊ 各勉強会参加者代表５名による活動紹介

　第１部は先輩会員による行政書士業務の経験談

を、開業当初の活動、失敗事例、また営業効果等、

あらかじめ準備した７項目の質問をＱ＆Ａ方式で

進行しました。

　顧客との付き合い方や私生活とのバランス、そ

れぞれの営業方針などをお話して頂き、終盤には

会場から質問が上がり全員参加の座談会となりま

した。また、第２部では各勉強会の参加者人数や

現在のテーマなどを、実際に勉強会に参加されて

いる代表の会員により、活動紹介を行って頂きま

した。

　研修会終了後は、新規入会会員に多くご参加を

頂き、懇親会を開催し交流を深めました。

～参加された会員から寄せられた感想～

　支部の研修会に初めて参加させていただきまし

た。

　私はまだ登録されたばかりで、しかも今までは

飲食業、サービス業に携わっていたので、この業

界のことについては知らないことばかりですが、

この度、支部でこのような研修会を開催していた

だき、新人にとってはとてもありがたいことだと

思います。研修では、業務に対する取り組み方や

営業方法など、経験に基づいた大変参考になる貴

重なお話を聞くことができました。

　お話いただいた先輩の先生方に感謝いたしま

す。　　　　　　　　　　　（会員　宮原　康一）

　第１部では、業歴５～９年の先生方３名から、

開業当時のお話や主力業務、営業方法などについ

て三者三様のお話を拝聴することができ、新人の

私には、大変有意義な機会となりました。特に、

お話を伺っていて、行政書士という肩書ではなく、

先生方のお客様との接し方や業務に対する姿勢な

どが、実はお仕事につながっているということを

感じました。

　第２部では、支部の勉強会についてご紹介があ

りましたが、支部では勉強会がとても充実してい

るので、今後も積極的に参加したいと思いました。

　　　　　　　　　　　　（会員　髙山　俊一郎）

　　　　　　　　　　　　　　（報告：研修部）

ＫＣＣＩ 企業家カレッジ
経営革新セミナー

～鍵は人にあり！！人事戦略がビジネスを変える～

川崎北支部
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共　催：川崎商工会議所、神奈川県行政書士会川

崎北支部

日　時：２０１３年２月７日（木）

　　　　　　　　　　１５：００～１６：３０

会　場：ＫＣＣＩホール（川崎フロンティアビル２階）

第一部 基調講演

『社員１０名の会社が、こだわりの下請けでフィ

リピン人社員と挑む海外ビジネス奮戦記』

講　師：鈴木 昭徳 氏

　　　　株式会社シンクリＰ･Ａ　取締役副社長

第二部 事例研究

『外国人の戦略的雇用が生みだすアジアンビジネ

ス成功の秘訣』

講　師：竹下 とし子 氏　神奈川県行政書士会

　　　　　　　　川崎北支部 入管業務研究会代表

参加者

北支部所属行政書士１６名、他支部所属行政書

士 ７名、商工会会員１０名、一般６名

　昨年末に開館したばかりの真新しいKCCI ホー

ルにおいて、江端副支部長の開会の挨拶に続き、

基調講演が行われました。講師は年齢４２歳、中

小企業の現役経営者であり、常識に捉われること

なく海外ビジネスを進めてきた実績を基に、エピ

ソードを交え、様々な経験事例を中心にして行わ

れました。参加された方々には新鮮な内容だった

と思います。

　次に行われた事例研究においては、ベテラン行

政書士により、在留資格取得手続きの詳細につい

ても解説がなされ、参加された方にとっては、行

政書士の業務が海外ビジネスと深く関わってお

り、重要な存在であるとの認識を持たれたことで

しょう。

懇親会　１７：００～１８：３０

会　場：ＫＣＣＩトップラウンジ

　　　　　　　　　（川崎フロンティアビル１２階）

参加者

北支部所属行政書士１６名、他支部所属行政書

士 ７名、商工会会員４名、一般６名

講師２名

　懇親会は同ビルの１２階にある「トップラウン

ジ」で行われました。川崎駅前を一望でき、夜

景の素敵なレストランで、講師も参加し、全員と

ても和気あいあいと懇親を深めることができまし

た。次年度以降も引き続き開催したいと強く感じ

た次第です。
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《研修会・忘年会に参加して》

　雲一つない晴天の今日は平成２４年１２月８日

土曜日。

　１４時近くに関内駅に到着、向かうは本日の研

修会場である横浜市開港記念会館、研修会場が横

浜の歴史趣ある開港記念会館で行われるとはなん

て幸せな研修だろうかと考えながら少し海風の強

い関内を足早に目的地に向かった。

　開港記念館に到着したのが１４時１５分。

　正面入口から入ると僕が考えている以上に歴史

を積み重ねた重厚な建物に圧倒されてしまい、自

分が場違いではないかという気分に一瞬襲われた

が、少々早く着いてしまったので歴史ある館内を

歩いてみた。

　関東大震災等での被害がありつつも震災復旧工

事により１９１８年開館当時の面影を現在まで残

している。

　館内を散策しつつ横浜の歴史に浸っていると、

ちらほらと研修を参加される方々が到着し同期の

先生方や諸先輩方も見えられる。

　研修会議室である１号会議室も受付時間の１４

時３０分になり受付開始。

　本日の研修は開港記念館での研修に相応しい

『新しい在留制度の概要と相談・申請実務事例』

について講師の先生は鎌倉支部の金子葉子先生で

神奈川県行政書士会の無料相談員もされている先

生。

　研修が始まる１５時まで同期の先生方や仲良く

して下さる先輩先生とおしゃべりしながら時間を

過ごす。

　私は本年度５月に登録した右も左も分からない

新人ですが、支部の総会や懇親会、無料相談会等

に参加させて頂き少しずつ顔を覚えて頂き、お話

をして頂ける同期・先輩方に巡り合い誠に幸せも

のであります。

　そんな事を考えているうちに、井川支部長のご

挨拶から始まり研修開始。

　研修参加者は３９名。

　金子葉子先生は歯切れの良い声で講義して頂

き、耳にスイスイと内容が入っていく。

　そして具体的事例を織り交ぜながら、在留制度

及び入管法の基本的事項の確認をしつつ講義を進

められて気が付いたら１時間が経過し最初の休憩

に。

　後半は金子先生も『私自身も調子が乗ってきま

した』とおっしゃって更に聴講者の質問を交え金

子先生が回答しつつの講義。

　また、インドカレー屋さんのネパール人のコッ

ク・その母親等々かなり具体的な事例で新しい在

留制度・在留カード等について詳しくポイントを

掴んだ講義。

　更には入管担当者から聞いた永住許可の年収要

件等も講義頂き、自己の業務にかなり参考になり

そう。

　金子先生ありがとうございました。

　金子先生の講義終了後は、場所を移動しての忘

年会。

　場所は産業貿易センタービル１０階の東天紅に

て。

　南・港南支部の支部員だけでなく他支部の方々

も参加されて忘年会参加者はなんと３８名。

　同支部の諸先輩・同期の方々と美味しい料理と

お酒を楽しんでいると、南・港南支部における新

人の方２名が参加されているのでご挨拶をお願い

しますとの突然の司会者様のお声掛けにびっく

り。

　私と同期の長岡真也先生と順番にご挨拶させて

頂きましたが、かなり緊張。

　ご挨拶後は沢山の諸先輩と懇親を深め、最高の

忘年会になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　蒲　谷　　渉

平成２５年賀詞交換会・支部研修報告

支部賀詞交歓会

日　　時　１月２６日　１８：００～

場　　所　割烹　住よし

参加人数　４３名

南・港南支部

横須賀・三浦支部
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　横須賀市の中心、横須賀中央駅から近く料理が

美味いと定評のある「割烹住よし」にて過去最多

の４３名が参加により、平成２５年支部新年会は

盛大に開催されました。本会からの来賓、石川副

会長からお祝辞をいただき、引地支部長の挨拶、

続いて荒木会員の乾杯のご発声により和やかな宴

の席が始まりました。

　隣の人と肩が擦れ合うくらいの狭い会場でした

が、それも他生の縁。あちらこちらで近況報告や

業務の相談などで歓談の華が咲き、新旧会員間で

交流の輪が広がっておりました。中には年に一回

の新年会でしか顔を伺う事ができない会員もおり

ますが、変わらず活動的な姿を拝見できる事でこ

ちらも安心し、それでいて元気もいただけます。

支部として新しい年を迎える度に新しく加わった

会員も居れば、顔を見なくなった会員もいます。

時の移り変わりと共に支部の様子も変わっていき

ますが、それでも全体としては徐々に研修や行事

の参加者が増え、活気づきつつあるように感じま

す。

　今年は役員改選と支部規則改正という大きな変

革が控えています。「流水腐らず、戸枢螻せず」

変わることを恐れずに、変化著しいこの時代に私

たち士業は個人としても組織としても、常に善き

物を求めて動いていかなければと思います。

　酒を片手の尽きない語らいに２時間はたちまち

過ぎ、ちょっとだけ時間を延長し名残を惜しみつ

つ、支部の益々のご発展を祈念し、渡邊会員の一

本締めにより新年会は終了いたしました。

第４回業務研修会

日　時：平成２５年２月６日（水）

　　　　　　　　　１３：００～１６：００

場　所：ヴェルクよこすか

内　容：行政書士として知っておきたい青色申告

講　師：渋谷　和子　先生（鶴見・神港支部）

参加者　２９名

　青色申告を含む税務に関しては、行政書士は業

として、書類の作成はもちろん、相談に応じるこ

ともできません。しかし、申告に必要な「正規の

簿記による会計記帳」の実務は、事務所経営にと

って有用ですし、財務書類・会計帳簿という「事

実証明書類」の作成は、紛れもなく行政書士業務

の一つです。また、事業者支援や許認可業務等を

行うにあたっても会計の知識は欠かせません。こ

のような趣旨のもと、確定申告を目前に控えたに

タイムリーな企画に、２９名の参加者が集まり、

真剣な中にも和やかな雰囲気で研修に取り組みま

した。

　前半は、「青色申告とは何か？」に始まり、申

告に必要な簿記の原則や仕訳の基本について学び

ます。後半は、７つのグループに分かれて簡単な

仕訳の練習問題にチャレンジ。簿記初心者の会員

も多く、各グループのディスカッションは大いに

盛り上がりました。答え合わせを経て、会計ソフ

トの話題で研修は終了。

　簿記・会計の分野は奥が深く、３時間の研修で
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は入口を覗いた程度でしょう。税務の基礎知識は、

行政書士としてというより、事業者として、また

納税者として当然知っておくべき一般常識ですか

ら、今後も引き続き関心を持っていきたいと思い

ます。

「職務上請求書の使用に関する諸注意」
　　　　　　　　　　　　　研修会開催
日　時：平成２５年２月６日（水）

　　　　　　　　　１６：００～１８：００

場　所：ヴェルクよこすか

講　師：本会総務部　山中　祐輔（鶴見・神港支部）

参加者　３５名

　職務上請求書の適切な使用、適切な職務遂行に

ついて、行政書士として順守すべき事項から行政

書士法および施行規則、他士業法との関係につい

ての説明をされました。行政書士業務は各自の拡

大解釈により士業として求められる職域を逸脱す

る恐れがあり、それは強いては職務上請求書の使

用はもとより行政書士制度の信頼を揺るがす事態

にも成りかねない為、入会歴、業務歴に関わらず

必要な研修だと感じました。

　　　　　　（行事担当　山田篤志・吉田佐智子）

【おしらせ】

横須賀・三浦支部はメーリングリスト“０４６８”

を開設しています。参加希望の支部会員は、山口

義則（y.yama@d5.dion.ne.jp）までメールにてお

知らせください。

平成２４年度 支部相談員講習会
および研修会開催報告

日　時：平成２５年２月２日（土）

　　　　　　　　１４時～１６時５０分

場　所：藤沢市民会館　第２会議室

１．公的無料相談会

講習内容：「公的無料相談について」

講　　師：湘南支部　遠田　武史　会員

２．研修会

研修内容：「職務上請求書の使用に関する諸

　　　　　注意」

講　　師：神奈川県行政書士会　理事　　　

　　　　　　　総務部長　粂　智仁　会員

　湘南支部では、当支部の区域である二市一町（藤

沢市、茅ヶ崎市、寒川町）にて毎月 1回開催され

ている無料相談、その他官公署や支部が主催する

無料相談会を「公的無料相談」と位置付けていま

す。そして、この公的無料相談の相談員登録希望

者に向けた講習会を年に１回、この時期に開催し

ています。

　講習会では、当支部作成の「公的無料相談ガイ

ドライン」を使用して、遠田武史会員から公的無

料相談の相談員としての心構えや諸注意事項につ

いてご講義いただきました。

　今年度から、新たに寒川町にて月例無料相談（行

政書士相談）が開始されたことに伴い、ガイドラ

インの内容が改訂されました。今回は、その改訂

ポイントの説明を中心に、主に新たに相談員登録

を希望する会員に向けて、必須事項の説明をして

いただきましたが、これは同時にベテラン会員に

とっても、自身の当番日直前直後の確認事項のう

湘南支部
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　研修会終了後、会場を移し、毎年恒例の新春の

集いが開催されました。

成燦旭会員による司会進行の下、杉本剛昭支部長

の「我々自身が景気回復に一役買える存在となれ

るよう尽力して参りたい」旨の開会の挨拶により

宴が始まりました。

本年も藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の三首長を始め、

藤沢公証役場公証人の曾我大三郎先生、本会から

は田後隆二会長のご臨席を賜ることができ、来賓

の皆様からは、日頃の地域に密着した当支部の活

動に対する謝辞と激励のお言葉を頂戴いたしまし

た。

　その後、山田榮相談役による乾杯のご発声に続

き、歓談の時間となりました。

当支部にとって本年最初の宴でしたが、今回も多

数の会員にご参加いただき、和やかな雰囲気の中、

会員同士の交流の輪が広がっていったように思い

ます。

　楽しい宴はあっと言う間に過ぎ、粂智仁副支部

長による中締めの挨拶となりました。その中で、

行政書士にとっての人との繋がりの重要性につい

て言及がありましたが、懇親の宴は支部行事の中

でも会員同士の繋がりをより深められる貴重な機

会です。

　本年もご参加いただいた会員の方々から有意義

ち、特に忘れがちな項目のおさらいをする良い機

会となったことと思います。

講習会の後、引き続き「職務上請求書の使用に関

する諸注意」について、神奈川県行政書士会理事・

総務部長であり、また湘南支部副支部長の粂智仁

会員にご講義頂きました。

　この研修会は神奈川県行政書士会が実施する義

務研修「神奈川県行政書士会職務上請求書の取扱

いに関する規則」（平成２５年４月１日施行予定）

に準じて行われました。

　遅刻・途中退室禁止、休憩なしという２時間に

わたる厳格な研修会となり、行政書士法及び関連

法令並びに他の士業の法律等にも触れ、行政書士

が業務として行えるもの、行えないものなどにつ

いて、わかりやすく説明していただきました。

　行政書士業務以外での職務上請求書の使用はで

きないことに加え、関連士業との業際問題につい

ても知識がより深まりました。

　２時間通しの研修会でしたが、業務にあたって

必要不可欠な内容でしたので、出席された会員は

とても真剣に受講されていました。

　今後もコンプライアンス遵守の精神で業務に携

わりたいとあらためて思いました。

非常に中身の濃い、意義のある研修会でした。

通信員　赤沼慎太郎

平成２４年度 新春の集い開催報告

日時：平成２５年２月２日（土）１７時～１９時

場所：藤沢市民会館　まつの間

来賓：藤 沢 市 長　鈴木恒夫　様

　　　茅ヶ崎市長　服部信明　様

　　　寒 川 町 長　木村俊雄　様

　　　藤沢公証役場公証人　　　曾我大三郎　様

　　　神奈川県行政書士会会長　　田後隆二　様
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な時間を過ごせたとの声を多く頂戴し、新春の集

いは盛会裏に終了いたしました。

　　　　　　　　　　　　通信員　赤沼慎太郎

業務研修会及び賀詞交歓会

　平成２５年１月２６日（土）相模原市民会館に

おいて、業務研修会及び賀詞交歓会が行われまし

た。研修のテーマは「サザエさん一家の相続問題」

で、当支部会員で税理士兼業の平井英長先生と、

同じく当支部会員で司法書士兼業の大西孝幸先生

のお二人に講師をして頂きました。

　税務及び登記の面からみた相続業務の内容は新

鮮で、質疑応答では多くの会員から質問がよせら

れておりました。

　相模原支部では近年、外部講師をお招きしてマ

ーケティング研修を行う等、今までとは違った研

修会を行っております。これまであまり支部活動

に参加されていなかった先生方も多くご参加いた

だけるようになり、会員同士の交流が深まってい

る印象です。

　その後、場所を移し平成２５年賀詞交歓会が開

催されました。相模原副市長をはじめ、多くの来

賓の方々にご出席いただきました。小峰支部長の

挨拶から始まり、田後会長、山口相模原副市長、

中村相模原市議会議長、あかま衆議院議員、義家

衆議院議員、ごとう衆議院議員、八木県議会議員

のご挨拶を頂き、大﨑支部幹事の乾杯によりスタ

ート致しました。終始和やかな雰囲気の中、意見

交換、情報交換が行われ、小林支部幹事の中締め

の挨拶をもって盛会裏に終了いたしました。

　　　　　　　　　相模原支部会員　執行　耕平

厚木支部だより

①五士業合同よろず相談会報告

日　時　平成２４年１０月２０日（土）

場　所　・厚木市ヤングコミュニティセンター

　　　　　　　　（シティプラザ５階）

・愛川町中津公民館（レディースプラザ）

・清川村交流促進センター

　　　　　　　　　　（清流の館２階）

　厚木市、愛川町、清川村の３会場において、司

法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・建

築士の５士業がその知識を結集し、市民（町民・

村民）の方々の暮らしや事業に関する悩みや困り

ごとの解決の手助けを行う、無料合同相談会が開

催されました。

　厚木支部より相談員８名が参加し、相談合計件

数８５件のうち、行政書士の相談件数は１６件。

内訳は、相続４件、遺言３件、成年後見１件、離

婚３件、債権１件、建設業許可１件、近隣トラブ

ル１件、医療過誤１件、財産管理１件でした。

　開始時間前から会場入り口には行列ができ、終

了時間まで相談者が途切れることなく訪れ、「年

に１度のこの機会を待っていた」と話される方も

いらっしゃいました。

　司法書士に登記のことを相談したあとに、土地

家屋調査士に境界のことを尋ね、今後の不安に備

え、遺言のことを行政書士に尋ねる。あ、建築士

に家の耐震について聞きたい、相続税のことも税

理士に聞いちゃおう！と、相談が終わるたびに受

相模原支部

厚木支部
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研修会風景

政書士業務に関わる戸籍について」が開催されま

した。

　受講者数は全２９名、うち他支部の方より３名

のご参加をいただきました。

　講師は東京都大田区区民部戸籍住民課戸籍担当

係長の高橋昌昭先生にお願いし、戸籍実務に携わ

っていられる現場の方からの貴重なお話を伺える

機会となりました。

　研修の前半は、「戸籍とは・・・」という定義

から始まり、戸籍制度の歴史などを丁寧に優しく

ご講義いただき、休憩をはさんだ後半は「戸籍の

見方」、「職務上請求書を用いた戸籍請求の注意

点」、そして、私たち行政書士が相続業務で必要

とする被相続人の出生から死亡までの戸籍の追い

方を詳しく教えていただきました。講師よりご準

備くださった豊富な資料に基づき、「大田一郎（仮

名）さん」が死亡したと仮定した、現在戸籍から

順に想定される戸籍例の見本を見ながら揃えるべ

き戸籍を確認する勉強となりました。

　昭和改正と呼ばれる昭和２３年戸籍法の改正に

おいては、家単位の戸籍から、夫婦と氏を同じく

する子の家族単位へと編製されたことはご存じの

方も多いと思いますが、その編製には一次改製と

二次改製があること、そして一次改製で「昭和参

拾弐年法務省令第二十七号により昭和○年○月○

日本戸籍改製」と記され、旧法戸籍を×印をつけ

て分割したものを「改製」とみなした戸籍の改正

原戸籍は存在しない（この戸籍自体が改正原戸籍

となる）ので、請求されても出せないというお話

がありました。請求する側にとっては、戸籍の編

製事由に「改製」とあると、その前の戸籍がある

と思いがちな失敗が多いこと、またこの思い込み

に対して、請求される側として、その都度説明を

付をし直し、また並ぶという相談のはしごをする

姿も多く見られ、日頃の心配ごとを、まるごと解

決したい方々で、熱気にあふれた一日となりまし

た。

　終了後の結果報告では、昨年よりも、倍近くの

方に来場いただいたことが知らされ、この五士業

合同よろず相談会が地域に根付いていることを実

感し、参加した相談員からも喜びの声が上がりま

した。

　相談会のあとは、反省、慰労を兼ねた懇親会が

開催され、行政書士以外の様々な士業の方との情

報交換ができ、業務連携の上でも、絆を強める良

い機会となりました。

　ご相談者のたくさんのほっとした顔、何度もお

礼を口にしながら帰られる後姿を思い出しなが

ら、相談会が大盛況に終わったことの満足感でお

酒もすすみ、なごやかなひとときとなりました。

告知チラシ

会場風景

②平成２４年度厚木支部実務研修会報告

　秋晴れのさわやかな一日、平成２４年１０月

２７日（土）午後２時より、プロミティあつぎビ

ル８階会議室において、厚木支部実務研修会「行
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余儀なくされているご苦労が伝わり、注意したい

ポイントだと思いました。

　研修終了後は、市内の創作料理店での懇親会が

行われ、会員相互の親睦を深める有意義で楽しい

ひとときを過ごしました。

東京都大田区区民部戸籍住民課戸籍担当係長の高橋昌昭先生

③会員交流会

　平成２４年１１月１７日（土）、厚木支部会員

交流会の日帰りバス旅行に参加しました。

　行先は日本三名瀑のひとつ「袋田の滝」と「那

珂湊」です。残念ながら、前日の天気予報では雨。

朝の集合時は曇り空で、雨の降らないことを少し

期待しましたが、常磐道走行中に、パラパラと降

りだし・・・。けれど「雨に濡れる紅葉も良いん

ではないかい」とポジティブに、バスに揺られて

茨城を目指しました。参加人数は１４名と少な目

でしたが、奥様ご同伴の会員の方も３名いらっし

ゃり、アットホームな雰囲気。そして一番の目玉

は、支部に入会ほやほや、若いイケメン先生が参

加してくれたことです。ぐぐぐーっと参加者の平

均年齢を引き下げてくれました。「息子と同じぐ

らいだ」という声も聞かれ、バスの中でも、みな

さんに囲まれ、終始なごやかに。次の観光地への

移動のことで打ち合わせ中に観光バスの運転手さ

んから、「誰かの息子さんですか？」と聞かれ、「い

え、他人です。」と私が答え、笑う一幕も。

　途中、竜神大吊橋でも紅葉を楽しみ、お昼は、

袋田の滝近くの旅館「豊年万作」さんにて昼食。

天ぷら、鮎の塩焼き、刺身蒟蒻などをいただきま

した。お腹いっぱいのあとは、昼食会場から徒歩

で袋田の滝へ。以前にも何度か訪れたことがある

のですが、紅葉真っ盛りのこの時期は初めてで、

その滝の流れの白さと鮮やかな紅葉の風景に、胸

が熱くなるほどでした。そして、最後に向かった

先は、私にとって一番のお楽しみ！那珂湊の「お

さかな市場」にお買いものへ。新鮮なカニや魚介

をたくさん買うことができて大満足でした。

　研修会や懇親会などで会員の方にお会いするこ

とはありますが、交流会は１日一緒に過ごし、業

務以外のおしゃべりをゆっくりとすることもでき

る貴重な機会であると感じました。たくさんの方

やそのご家族と交流を深めることができ、楽しい

秋の一日となりました。

　　　　　　　　　　（厚木支部　千代川浩子）

紅葉真っ盛りでした。

バスの中で

楽しい昼食風景
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権利であるかということや、借地人が特に注意し

なければいけない点を改めて認識できました。旧

法の借地法が廃止されているにもかかわらず、法

改正前に成立した借地権の取り扱いについて、借

地借家法ではなく、旧借地法が部分的に適用され

るなど、非常に分かりにくくなっていることも、

新旧法折り交えての解説により、より理解を深め

ることができました。

　最後に、ご相談を受けた場合の対応の仕方とし

て、トラブルを未然に防止する視点が大切である

こと、その観点から内容証明作成は要注意とのお

話もあり、肝に銘じておかなければいけないと感

じました。

　研修会終了後、午後５時３０分より会場を和食

処「シンアップライジング」に移して、講師の田

中先生を囲んで交流会が行なわれました。新年会

を兼ねており、浅野副会長より会長のメッセージ

の代読、山下政連会長にご挨拶をいただいた後、

他支部の先生３名も参加され、和やかな雰囲気の

中で美味しい食事とお酒を楽しみながら情報・意

見交換がされ、お互いの親睦を深めることができ

ました。

　　　　　　　　　　　　　（支部長：太田光彦）

支部レクリエーション及び新年会

　平成２５年１月６日（日）に支部の会員交流企

画として昨年に引き続き、ご利益があったと好評

だった２回目の初詣「秦野市七福神と鶴亀めぐり」

を観光ボランティアのガイドさんの先導により行

いました。

平塚支部

秦野・伊勢原支部

《第２回平塚支部研修会報告》

日　時　平成２５年１月１９日（土）

　　　　　　　　　　　　１４時～１７時

場　所　平塚市民センター３階中会議室

テーマ　「借地権の基礎知識とトラブル事例」

講　師　神奈川県行政書士会 鎌倉支部 田中 誠 先生

参加者　２８名

司　会　飯田弘樹

　平成２４年度２回目の研修会は、鎌倉支部の田

中誠先生をお招きして、「借地借家の基礎知識と

トラブル事例」について講義をしていただきまし

た。支部では借地借家法に関連したテーマの研修

は、少なくともここ１０年間実績はなく、支部会

員の業域拡大や相談会でのご相談者への対応能力

向上の一助になった有意義な研修会となりまし

た。

　田中先生は、借地借家・相続よろず相談処の名

刺もお持ちになっており、積極的に社会に貢献し

ていることを感じながら、講義をお聞きしました。

　休憩を挟む前半、後半を通して実際の相談事例

やトラブル事例などを交えての講義は、馴染みの

やや薄い分野にもかかわらず、大変わかり易く聞

くことができました。借地権がいかに保護された
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　秦野駅に集合した当日は天候も良く、歩くには

最適な日和でした。

　七福神が祀

られている歴

史ある神社仏

閣を訪ね、御

朱 印 を 集 め、

たくさんの福

を集めてきま

した。

　午前のコー

スは、階段あ

り山道もあり

で少し疲れま

したが、昼食

は隠れた名代の「白笹うどん」を美味しくいただ

き、元気を取り戻し午後のコースに臨みました。

　午前午後合わせて約８キロの道程はすべて歩き

でしたが、ガイドさんのユーモアを交えた話（民

話あり歴史あり等）を聞きながら、雄大な丹沢の

山々を望み、またコース途中には湧水スポットも

たくさんあり、自然に触れ、会員同士楽しくお喋

りしながら、参加者全員無事に完歩しました。ご

利益をたくさんいただいてきましたので、今年は

良い年になることを祈り、秦野駅で解散となりま

した。

　夕方からは、和風

料理「魚作」に場所

を移して、新年会を

行いました。

　本会から浅野副会

長、七福神巡りにも

参加してくださいま

した政連の山下会長

から挨拶の言葉をい

ただきました。

　次々に運ばれてく

るお料理とお酒を味

わいながら、名刺交

換・情報交換等、終

始穏やかな雰囲気で、お互いの懇親を深めること

が出来ました。

　　　　　　　　　　　　支部幹事　北村知子

【支部新年研修会】

　１月２６日（土）に、万葉の湯にて、本年度第

３回目の支部研修会が行われました。今回は、元

平塚公証役場公証人で、現在、弁護士として活躍

しておられる小林域泰先生を講師にお迎えし、「弁

護士とのつきあい方」と題して、お話をしていた

だきました。

　開口一番、このテーマはなかなかむずかしく、

何を話したらいいか、いろいろと考えさせられた、

同僚の方々にもコメントを求めたが、このような

テーマで話したことはない、ということだったと

いうエピソードを紹介されました。確かに、漠然

としていて、切り口がむずかしそうなテーマです

が、なかなか聴く機会のないお話でもあり、聴講

者としては興味津々でした。そのような中で、先

生のお話は、弁護士の方々と士業との関係を中心

に、つきあいをする時の方法や注意点を具体的に

示していただく内容でした。

　まず、前提となる、弁護士会の状況について説

明がありました。小林先生が属しておられる横浜

弁護士会は、現在、１３００名ぐらいの会員数で、

ほとんどが横浜周辺に集中しており、県西支部は

ようやく１００名を超えたぐらいだということで

す。また、その中でも、企業を対象とする弁護士

と個人を対象とする弁護士に２分化されていると

いうことです。

　一方で、士業といわれる職種は、いわゆる８士

業といわれるものの他にもかなりの数の専門職が

あり、つきあい方といってもそれぞれとの関係に

おいて様々な態様が考えられる。士業間のつきあ

小田原支部
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いは、業務を通じての個別のつきあいの他にも、

合同無料法律相談会等の場でもチャンスがある。

小林先生のご経験からは、弁護士に対して、司法

書士、税理士からの依頼はけっこうあるが、行政

書士が相談にくることは数えるぐらいしかないと

いうことです。行政書士は、本で調べてとか、同

僚に相談してとか、自分で問題をかかえて悩んで

いるのではないかと思うが、もっと気楽に相談し

てもらってもいいのでは、ということでした。弁

護士に依頼するのは、しきいが高いと考えられて

いるのかもしれないが、まず、最初は機会をつか

まえて名刺交換をしたりして、２、３人を選ぶ、

そして、それぞれの人となりを観て、最も自分に

マッチした先生を選ぶのが方法であるが、継続的

につきあうためには、お互いの信頼関係が重要で

ある、ということでした。弁護士会では、裁判官

の人となりを理解するための共有情報の蓄積があ

るそうですが、行政書士同士でも、弁護士の人と

なりを調べることのできる共有情報の集積があれ

ばいいのではないかというご提案もありました。

　後半は、遺言－相続、任意後見契約、離婚、尊

厳死、会社定款作成等の具体的相談案件について、

事例を交えながら、内容、ポイントをお話しいた

だきました。聞き上手になり、相談相手の話を十

分聞いて悩みを解きほぐす、そして、依頼者の信

頼を得ることが必要というお話は、私たち行政書

士の、お客さま対応にも共通することだと思いま

した。

　最後に、弁護士も行政書士も個人事業であり、

個人の自己研鑽が重要であり、他士業、同業他支

部等の状況も把握して、その中で、行政書士は弁

護士をうまく利用して（支援をもらって）業域を

広げて欲しいというメッセージで締めくくられま

した。

【支部新年会】

研修会が終わった後は恒例の２Ｆ宴会場での新年

会です。新年会が始まるまでは各々温泉につかる

など自由に過ごし１８：００時になり新年会が始

まりました。

　冒頭は「右膝靭帯損傷」という大けがをおして

参加した南支部長の挨拶から始まり、ついで本会

から参加の山下副会長からお言葉をいただきまし

た。料理はもつ鍋コースで、お酒はいつもの飲み

放題でした。

　中盤には、先の総選挙でトップ当選された牧島

かれん氏が来られる予定でしたが法事ということ

で叶わず、秘書の方にお言葉をいただきました。

参加者全員の自己紹介も終わり、最後には片岡副

支部長から「今回は２３名の出席だったが、来年

は大広間の仕切りを無くさなければいけないくら

い多くの出席者があるようにしたい」とお話があ

りました。大締めは恒例の小関理事の一本締めで

今年の新年会を終えました。

　　　　　　　　　　　　　　（広報担当　境）

食育レストランで新年会
～マジシャン登場と業界常識クイズによる福引～
　　　　　　　　　　　　　　　              

　緑支部では、去る平成２５年２月９日（土）正

午より、支部恒例の新年会が開催されました。

　場所は、「食育レストラン麦の風」。都筑区庁舎

近くの昭和大学横浜市北部病院の前に位置して滞

在家族向けのホテルとなっている「ホテルアトラ

ス」の地下一階にあり、服部栄養専門学校の講師

と卒業生が関わったという食育をテーマにしたナ

チュラルな雰囲気のレストランです。ここに４７

人の支部会員 ( 内、一年未満会員７名 ) に来賓の

先生を加えた４８名の出席を得て、支部史上最多

記録を更新する盛大な会となりました。 

　昨年に続き今年も本会より水野副会長のご臨席

をいただき、まずは、威儀を正して支部長挨拶そ

して水野先生よりお言葉を頂戴し、新年に臨む気

持ちを新たにしました。

　２月に入り立春も過ぎてからの新年会であるこ

とをものともせず、一同「明けましておめでとう

ございます」の元気な挨拶に始まると、会場が定

員いっぱいでやや手狭であった分早くから話が弾

み、金岡支部顧問が成功談を交え乾杯の音頭を取

るのを皮切りに、司会の声が通らないほどの賑や

かさとなりました。多数の新人会員を交えて交流

の場は、支部ホームページへの参加告知に続き、

支部活動の啓発の場としても成果がありました。

　後半は、アトラクションとして地元のマジシャ

ン「緑手品クラブ」による手品、佐藤慶子幹事企

緑支部



支部だより34

行政書士 かながわ　2013. 3 / 4 Vol.221

画・青木兼之前支部長進行による新春福引大会を

催しました。祝宴に相応しい新春のネタを取り入

れたマジックに驚かされた後、行政書士業務関連

のクイズ形式の福引では、巧みな進行も手伝って、

会場は心地よい緊張感と笑いに包まれました。

　次第がアトラクションに進めばもう、例え本会

からの客人なりとも平等に遇するのが緑支部。以

前にも「新春おみくじ大会」において、田後会長

であろうと島村名誉顧問であろうと「大凶」のチ

ャンスを提供し見事大当たりを出したという驚き

の事態も経験しています。これにもめげないアト

ラクションプロデューサーの佐藤女史が満を持し

て待ち構えるのですから、盛り上がらないはずが

ありません。本年も、同氏作成に係る「新春お楽

しみ福引クイズ」では、問一の女子の婚姻適齢か

ら始まり、世界遺産の数から建設業許可で経営業

務の管理責任者に必要とされる経験年数や株式会

社設立時の登録免許税等々まで、行政書士業務の

常識を問う良問に会員が挑みました。すらすらと

全問答えを読み上げて博学ぶりを披露する者もあ

ればスマホでカンニングする輩もありで、一等景

品のＤＶＤプレーヤーを狙って珍解答が続出する

中、今年の業務への心構えを新たにしました。

　二度目にして既に緑支部の「ノリ」を心得られ

た水野副会長殿が、難なくクイズに回答した上、

インタビューに応じて巧みに緑支部を讃えられた

頃には、祝宴も終盤となり、大田支部推薦理事の

中締めを最後に、緑支部らしい新年会もお開きと

なりました。

　お土産も、支部会員ゆかりのあざみ野の洋菓子

店のもの。地元感に溢れる和やかムードの新年会

も盛大なうちに終わり、気分はそのままに、多く

の会員が、センナン（市営地下鉄「センター南駅」

のことを言います）のオシャレな店へと流れてい

きました。

　　　　　　　　　　　　（文責　海野　千加子）

磯子・金沢支部便り
【１】金沢区賀詞交歓会

日　時　平成２５年１月７日（月）

　　　　　　　　　　１１：００～１２：３０

場　所　金沢地区センター

　

　今年は金沢区賀詞交歓会実行委員会主催の賀詞

交歓会に金沢区の会員７名が出席しました。

　区長挨拶の後、昨年オリンピックなどで活躍し

た区民への金沢区民栄誉賞の表彰がありました。

　ビュッフェでは、「ガチあま！（ガチでうまい

横浜の商店街あまいもの№１決定戦）」で№１の、

横浜紅屋（富岡）の「豆大福」や菊月（文庫駅東口）

の「かねさわ一番ポテト」などが提供され人気を

磯子・金沢支部
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博していました。交歓会ではそれぞれの会員が皆

様との交流を図っていました。

【２】平成２４年第２回支部研修会

日　時　平成２５年２月１５日（金）

　　　　　　　　　　１８：００～２０：００

会　場　杉田地区センター集会室

テーマ　「職務上請求書の使用に関する諸注意」

　　　　　　　　講師　総務部副部長　山本　毅

　近く義務化規則の

制定を控え、総務部

から支部開催の依頼

を受け、共催により

実施しました。

　支部会員４３名が

出席し、山本講師の

お話に熱心に耳を傾

けました。

【３】平成２４年度　第５回磯子・金沢支部役員

会報告

日　時　平成２５年２月１５日（金）

　　　　　　　　　　２０：１０～２１：００

場　所　杉田地区センター集会室Ａ

議　題

（１）今後の支部行事の実施について

ア）平成２５年度支部定時総会・懇親会の

開催について

日　時　平成２５年５月１０日（金）

　　　　　　１７：００～２１：００

場　所　横浜市金沢区産業振興センタ

ーホール及びハイ・ローズ

イ）平成２４年度支部監事監査の実施につ

いて

日　時　平成２５年４月９日（火）

　　　　　　１８：００～２０：００

場　所　杉田地区センター会議室予定

（２）支部ホームページの開設について

　　　　　　　　　　　講師　野瀬大介会員

（３）役員候補者について

（４）その他

　以上の議題について活発に話し合われ２１時終

了となりました。

　　　　　　　　　（広報通信　安西いずみ　記）

金沢区賀詞交歓会

総務部山本副部長

研修風景
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政 連 だ よ り
神奈川行政書士政治連盟

 ■活動報告

 ■平成２５年新年賀詞交歓会を開催

日　時　平成２５年１月２２日（火）

場　所　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

　　　　　　　　　　　　　　　５階　日輪の間

　神奈川県行政書士会・一般社団法人コスモス成

年後見サポートセンター神奈川県支部との共催

で、新年賀詞交歓会が盛大に開催されました。

　降雪が懸念されましたが、開会の午後３時まで

には雨も止み、地元自治体からは黒岩祐治神奈川

県知事・林文子横浜市長、国会議員からは東京都

行政書士会の会員でもあります参議院議員の片山

さつき総務大臣政務官など、多数のご来賓にお越

しいただきました。

　議員との積極的な交流の機会を通じて、より多

くの会員の皆様の政治意識の高揚に繋がるよう、

初の試みとして政治連盟会員の参加費を無料とい

たしました。

　参加者はご来賓、会員併せて４００名を超え、

新年賀詞交歓会は成功裡に終了いたしました。

自由民主党川崎市支部連合会　選挙対策会議

日　時　平成２４年１２月７日（金）

場　所　川崎日航ホテル

前衆議院議員（自民党）松本純　企業・団体決起大会

日　時　平成２４年１２月１２日（水）

場　所　ロイヤルホールヨコハマ

横浜市会議員（自民党）古川なおき「クリスマス会」

日　時　平成２４年１２月１２日（水）

場　所　ホテルモントレ横浜

前衆議院議員（民主党）城島光力　推薦団体選対会議

日　時　平成２４年１２月１３日（木）

場　所　川崎日航ホテル

衆議院議員（みんなの党）あさお慶一郎

　　　日本のヴィジョンを考える会１２月勉強会

日　時　平成２４年１２月２１日（金）

場　所　鉄鋼会館

衆議院議員（自民党）田中和德と都市再生を語る会

日　時　平成２４年１２月２７日（木）

場　所　ホテルルポール麹町

神奈川県議会議員（自民党）かとう元弥　新春の集い

日　時　平成２５年１月５日（土）

場　所　ホテルキャメロットジャパン
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神奈川県議会議員（民主党）平本さとし

　　　　　　　　　　平成２５年新春賀詞交歓会

日　時　平成２５年１月５日（土）

場　所　魚貝亭

神奈川県議会議員（自民党）竹内英明　県政報告会

日　時　平成２５年１月７日（月）

場　所　よこすか平安閣

神奈川県議会議員（民主党）大村博信　賀詞交歓会

日　時　平成２５年１月１２日（土）

場　所　セントラルホテル

横浜市会議員（自民党）関勝則

　　　　　　　　　　　　平成２５年新春の集い

日　時　平成２５年１月１２日（土）

場　所　ホテル横浜ガーデン

公明党神奈川県本部　新春の集い

日　時　平成２５年１月１６日（水）

場　所　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

神奈川県議会議員（自民党）三橋政雄　新春の集い

日　時　平成２５年１月１６日（水）

場　所　ロイヤルホールヨコハマ

横浜市会議員（ヨコハマ会）おばた正雄

　　　　　　　　　　　　平成２５年新春の集い

日　時　平成２５年１月１９日（土）

場　所　セレモホール金沢文庫

厚木市長小林つねよし　新春の集い

日　時　平成２５年１月１９日（土）

場　所　レンブラントホテル厚木

神奈川県議会議員（民主党）くさか景子

　　　　　　　　　　　　２０１３年新春の集い

日　時　平成２５年１月２０日（日）

場　所　茅ヶ崎市役所

横浜市会議員（自民党）黒川まさる　新春の集い

日　時　平成２５年１月２０日（日）

場　所　横浜テクノタワーホテルファミール

茅ヶ崎市議会議員（民主党）岸正明

　　　　　　　　　　　　　「１３年新春の集い」

日　時　平成２５年１月２４日（木）

場　所　茅ヶ崎市役所

神奈川県議会議員（自民党）中村省司　新春の集い

日　時　平成２５年１月２５日（金）

場　所　鎌倉芸術館

神奈川県議会議員（自民党）持田文男　新春の集い

日　時　平成２５年１月２６日（土）

場　所　ホテルＫＳＰ

公明党横須賀総支部　新春の集い

日　時　平成２５年１月２６日（土）

場　所　セントラルホテル

海老名市長内野まさる　賀詞交歓会

日　時　平成２５年１月２６日（土）

場　所　オークラフロンティアホテル海老名

神奈川県議会議員（自民党）国吉一夫と新年会

日　時　平成２５年１月２７日（日）

場　所　横浜市立大学総合体育館

神奈川県議会議員（自民党）やなぎした剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　新春の集い

日　時　平成２５年１月２７日（日）

場　所　新横浜プリンスホテル

神奈川県議会議員（自民党）守屋てるひこ

　　　　　　　　　新春県政報告会・新春の集い

日　時　平成２５年１月２７日（日）

場　所　小田原市民会館

神奈川県議会議員（自民党）嶋村ただし

　　　　　　　　　　　　平成２５年新春の集い

日　時　平成２５年１月２８日（月）

場　所　新横浜プリンスホテル

参議院議員（民主党）かねこ洋一

　　　　　　　　　　　　　第１０回政策勉強会

日　時　平成２５年１月２９日（火）

場　所　ホテルルポール麹町
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衆議院議員（みんなの党）あさお慶一郎

　　　　　　日本のヴィジョンを考える会幹事会

日　時　平成２５年１月２９日（火）

場　所　第一ホテル東京

衆議院議員（民主党）笠ひろふみ

　　　　　　　　　　　新春の集い・当選報告会

日　時　平成２５年２月１日（金）

場　所　ホテルモリノ新百合丘

神奈川県議会議員（自民党）杉山のぶお

　　　　　　　　　　　　　　　新春県政報告会

日　時　平成２５年２月１日（金）

場　所　川崎日航ホテル

神奈川県議会議員（民主党）豊島きよし　新春の集い

日　時　平成２５年２月１日（金）

場　所　小田原お堀端コンベンションホール

川崎市議会議員（公明党）はなわ孝一を囲む

　　　　　　　　　　　　　　　　　新春の集い

日　時　平成２５年２月１日（金）

場　所　新百合２１ビル

神奈川県議会議員（県政会）笠間茂治

　　　　　　　　　　　新春の集い＆県政報告会

日　時　平成２５年２月３日（日）

場　所　綾瀬市文化会館

衆議院議員（公明党）上田いさむ　新春の集い

日　時　平成２５年２月４日（月）

場　所　ホテルキャメロットジャパン

神奈川県知事黒岩祐治後援会　平成２５年度総会

日　時　平成２５年２月７日（木）

場　所　ローズホテル横浜

神奈川県議会議員（自民党）ほりえ則之「新春の集い」

日　時　平成２５年２月８日（金）

場　所　レンブラントホテル厚木

神奈川県議会議員（民主党）長友よしひろ

　　　　　　　　　　　新春の集い＆県政報告会

日　時　平成２５年２月８日（金）

場　所　けやき会館

横浜市会議員（自民党）たのい一雄　新春の集い

日　時　平成２５年２月８日（金）

場　所　ロイヤルホールヨコハマ

衆議院議員（自民党）甘利明を囲む「新春のつどい」

日　時　平成２５年２月９日（土）

場　所　綾瀬市文化会館

衆議院議員（自民党）甘利明を囲む「新春のつどい」

日　時　平成２５年２月９日（土）

場　所　ザ・ウィングス海老名

横浜市会議員（自民党）斉藤たつや　賀詞交換会

日　時　平成２５年２月９日（土）

場　所　新横浜国際ホテル

横浜市会議員（民主党）こんの典人

　　　　　　　　　　　　２０１３年新春の集い

日　時　平成２５年２月９日（土）

場　所　新横浜国際ホテル

相模原市長加山俊夫　新春の集い

日　時　平成２５年２月９日（土）

場　所　けやき会館

神奈川県議会議員（民主党）早稲田夕季　県政報告会

日　時　平成２５年２月１０日（日）

場　所　銀座アスター鎌倉賓館

座間市長遠藤みきお「新春の集い」

日　時　平成２５年２月１０日（日）

場　所　ハーモニーホール座間

川崎市議会議員（自民党）吉沢章子を囲む新春の集い

日　時　平成２５年２月１１日（月）

場　所　柏屋



政連だより 39

行政書士 かながわ　2013. 3 / 4 Vol.221

横浜市会議員（自民党）ゆさ大輔　初春の集い

日　時　平成２５年２月１３日（水）

場　所　ローズホテル横浜

横浜市会議員（公明党）福島直子「新春の集い」

日　時　平成２５年２月１５日（金）

場　所　ローズホテル横浜

日　時　平成２５年１月１６日（水）

　　　　　　　　　　　１６：００～１７：００

場　所　本会会議室

協議事項

（１）新年賀詞交歓会への対応について

 ■幹事会報告

会費納入のご案内
平成２５年度から会費が年額１２，０００円に改定されます。

納期は４月１７日（水）となりますので、お忘れなく納入していただきますよう

よろしくお願い申し上げます。

報告事項

（１）第４６回衆議院議員総選挙結果と今後の
対応について

（２）新年あいさつまわり報告
（３）各委員会からの報告・今後の予定につい

て

（４）４～５月のスケジュール案について
（５）その他
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◇ か な さ ぽ 便 り ◇
　少しずつですが、春らしい日が増えてきました。

年度末を迎えなにかと忙しくなる季節でもありま

すが、各地区の活動の様子をご報告致します。

●市民公開講座報告●

（１）横浜南地区　平成２４年度 芙蓉苑公開講座・

無料相談会　報告

　平成２４年１月１２日 ( 土 ) 午前１０時から特

別養護老人ホーム 芙蓉苑にて公開講座・無料相談

会が開催されました。公開講座は「人生に安心を

　成年後見制度～遺言・相続ともつながります～」

というテーマで当地区栁田眞平会員による講演が

ありました。

　当初の予定では、芙蓉苑にご入居されているご

家族の方を中心とした１０名ほどの小さな会を考

えておりましたが、当日飛び入りで参加して下さ

った方が多く、結局予定数を大きく上回る２５名

の方が参加下さいました。ご本人はもちろん、高

齢者がいらっしゃるご家族の方が成年後見制度や

遺言・相続について、関心が高いことが改めて分

りました。

　また、相談会にも９名の方が参加されました。

　相談内容としては、海外から一時帰国されてい

た長女から、介護すべき親族が日本にいない場合

にどのように成年後見制度の利用をすればよいの

かという相談や、母親の任意後見の相談及び遺言・

相続についての切実な相談がありました。

　公開講座・相談会とも盛況のうち全てのスケジ

ュールを終え、正午を過ぎて１２時３０分に終了

しました。

　　　　　　　（広報渉外委員　　庄司旬子　記）

（参加会員）

（１）横浜南地区　平成２４年度 市民公開講座・

無料相談会報告

　平成２５年２月８日（金）１４時より、横浜

市磯子区役所７階会議室において、『人生に安心

を・・・～成年後見制度・遺言・相続について！～』

をテーマに、市民公開講座を開催致しました。今

回は、コスモスに合流後、初めての公開講座でし

た。ちなみに、磯子区の“区の花”もコスモスです。

　講師は、当地区の川﨑志朗会員が担当し、イラ

スト入りの資料を用いた初めての方でもわかりや

すい内容でした。参加者の方には、これからの人

生について改めて考えるきっかけになったと思い

ます。また、講座の中で、５０年ぶりの親子の再

会をお手伝いしたエピソードも話して下さり、成

（公開講座風景）

（講師　川﨑志朗会員）
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年後見に携わるうえでの重みを感じた会員も多か

ったと思います。質問コーナーでは、被後見人の

選挙権についての質問もあり、皆様の成年後見制

度への問題意識も知ることができました。講座終

了後は無料相談会を開催し、４組の方の相談を受

け１６時３０分に無事終了致しました。

　今回は磯子区役所との共催で行われました。「広

報をみて来ました」という参加者の方も多く、こ

れからも行政との協力関係のもと地域とのつなが

りを大切にした活動を行っていきたいと思いま

す。

　　　　　　　　　　（横浜南地区　福島憲　記）

（無料相談会の風景）

●無料相談会開催報告●

小田原西地区　秦野市保健福祉センター
フェスティバル　参加報告

　小田原西地区は、２月３日秦野市保健福祉セン

ターフェスティバルに参加しました。このイベン

トは、社会福祉関係団体の活動成果発表と PRを

目的に毎年１回この時期に開催されています。

かなさぽは、保健福祉センター２階の第２面談室

を拠点に、パーテーションで部屋を仕切り、奥に

相談用テーブル、入り口側はアンケートを記入し

てもらうスペースを準備して行いました。

スタンプラリーの経由ポイントだったこともあ

り、ティッシュ３００個は早々に無くなってしま

いました。また、コスモス本部支給の「無料相談

会のぼり」が目立っていたためか、相談が３件あ

りました。その他、アンケートは８７枚を回収し

ました。リーフレット１４８部、無料相談会チラ

シ１３０枚、３月９日の成年後見に関する市民公

開講座チラシ６５枚を配布しました。

相談ブースに関しては、狭いかと心配しましたが、

人通りの多い通路に面し、アンケート記入待ちで

並ぶ人もいたりと、賑やかなイベントになりまし

た。

　　　（小田原西地区広報連絡係　寺井由年　記）

（無料相談会　風景）

●コスモス入会のご案内●

　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンタ

ーの入会には、入会前に規定の研修と効果測定が

必要です。入会についての詳細は月・水・金の

１３時～１６時に下記までお願い致します。

電話　０４５－２２２－８６２８

　なお、研修はどなたでも受講できますが、事前

に研修生として登録をしないと入会前研修として

記録されませんのでご注意ください。
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モロッコ ､チュニジア ､ドバイの旅を楽しんできました！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磯子・金沢支部　新井克己

　今回、私は昨年の１２月１１日 ( 火 ) ～１２月

２１日 ( 金 ) の１１日間モロッコ、チュニジア、

ドバイの国の旅を楽しんできました。

　モロッコは若い時に観た次の２本の映画で強烈

な印象を頭に植えつけられましたので、モロッコ

の旅にあこがれていました。最初の１本は ｢カサ

ブランカ ｣で、この映画はモロッコのカサブラン

カが舞台で第２次大戦中の話しでハンフリー・ボ

ガードとイングリット・バーグマンが主演のアメ

リカ映画でした。この映画の中では、なんと言っ

てもハンフリー・ボガードのかっこう良さが素敵

でした。またもう１本はもっと古い映画 ｢モロッ

コ ｣で、この映画はやはりモロッコが舞台でゲイ

リー・クーパーとマレーネ・ディートリヒが主演

のアメリカ映画で、ラストシーンでマレーネ・デ

ィートリヒが今までの自分の贅沢な生活を捨て

て、恋に生きるために外人部隊のゲイリー・クー

パーを追って砂漠の中に消えて行くシーンがいつ

までも忘れられない映画でした。

　それらの映画の中で描かれたモロッコのメディ

ナ ( 旧市街 ) やスーク ( 市場 ) の喧騒と人々の生

活は日本のそれとはまったく違うもので、神秘的

な魅力がありいつかはそれらのメディナやスーク

に行ってみたいという気持ちが強くなっていまし

た。そのため今回ある旅行会社のモロッコ、チュ

ニジア、ドバイ３国をまわる旅行の募集があった

時にはすぐに応募しました。今回の旅行はとても

人気があるコースだったと見えて御一行様３３名

という大人数でしたので、一人しか付かないツア

ーディレクター ( 添乗員 ) は結構大変だったと思

います。

　各国の魅力及び見どころと回ったコースをざっ

と紹介すると次のようになります。

●モロッコはアフリカ大陸の北西端に位置し、チ

ュニジアやアルジェリアと共に ｢マグレブ地方

( 日の沈む地方 )｣ と呼ばれています。また、日

本人になじみの少ないイスラムという宗教の国

です。

　見どころは ｢ イスラム教に基づいた文化と

人々の生活 ｣｢ メディナ ( 旧市街 ) やスーク ( 市

場 ) の喧騒と混み方 ｣｢ アトラス山脈の大自然

｣｢ 果てしなく続く赤茶けたサハラ砂漠 ｣ 等で

す。

エミレーツ航空のキャビンアテンダントと。
ドバイ行きの飛行機内で。

モロッコ。サハラ砂漠で日の出鑑賞後、乗ったラクダと。

モロッコ。世界遺産マラケシュの
ジャマ・エル・フナ広場を見下ろして。
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＜モロッコでの観光コース＞

首都カサブランカ→メクサス ( エル・マンスー

ル門見学 ) →フェズ ( 世界遺産フェズの旧市街

見学 ) → ( アトラス山脈超えの旅 ) イフラン→

ズイズ渓谷見学→エルフード ( サハラ砂漠入口

の町 ) →サハラ砂漠のメルズーガ砂丘にて日の

出鑑賞→トドラ渓谷見学→ワルザザード→世界

遺産アイト・ベン・ハッドウ見学→マラケシュ

( 世界遺産マラケシュ旧市街観光 ) →カサブラ

ンカ

●チュニジアはアフリカ大陸の北にあり地中海に

面していて、首都のチェニスはローマから飛行

機で１時間、パリからも２時間の距離にありま

す。ここチュニジアの地で繰り広げられた地中

海を舞台にした古代のさまざまな国々の文化の

興亡は歴史的遺産としてこの地に数多くの遺跡

を残しています。

　また、チュ

ニジアは地中

海の中央とい

う恵まれた

場所にあり、

１３００キロ

におよぶ美し

い海岸線をも

ち、景観にす

ぐれた数多く

のシーサイ

ド・リゾート

地を観光客に

提供していま

す。

＜チュニジアでの観光コース＞

首都チェニス→世界遺産ドゥッガ遺跡観光 ( ３

時代複合都市遺跡 ) →カルタゴ遺跡観光 ( カル

タゴ博物館、アントニヌスの大浴場、等見学 ) 

→白い街シディ・ブ・サイド散策→世界遺産チ

ェニスの旧市街メディナ見学→バルドー博物館

( 古代のモザイク美術品が展示 )

●ドバイはペ

ルシャ湾に

面したアラ

ブ首長国連

邦第２の都

市で、海岸

側の新市街

は町全体が

大規模な埋

立てと都市

計画により

創り上げら

れつつある

建設途上の

街で、高層

ビルが林立

している超モダンな近代都市空間です。また、

世界一高いバージュカリファビル ( 高さ８２８

ｍ ) があることでも有名です。

＜ドバイでの観光コース＞

旧市街の観光：ゴールドスーク→スパイススーク

新市街の観光：ドバイモール ( 世界最大級モー

ル ) →バージュカリファビル→ドバイファウン

テン

　以上３つの国々はそれぞれ異なる特色があり、

また魅力と見どころも違いますが、どの国におい

てもそれらの魅力を充分楽しむことが出来た充実

した１１日間の旅行でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　－以　上－

チュニジア。世界遺産ドゥッガの古代ローマの大浴場遺跡。

チュニジア。世界遺産ドゥッガの
古代ローマの神殿遺跡。

ドバイ。世界一高い ( 高さ 828 ｍ ) 
バージュカリファビルを背後に。
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表に組み替える際の問題点、分析機関・役所の

対応等、個別ケースの事例報告、質問、検討が

行われました。また、出来高・出来形・歩掛り

など、建設業会計特有の言葉について、さらに

は「どんぶり勘定のどんぶりって何でしょう？」

など話が広がりました。ちなみに " どんぶり”

とは、商人の前掛けにあったポケットのことで、

「丼」ではありません。

　第４回定期研修会は２月２３日（土）に行わ

れました。参加者は１８名。

　問題提起者は石田知行副代表兼事務局長。テ

ーマは１時限が「建設業施工体制台帳につい

て」、２時限が「建設業の技術者制度について」。

施工体制台帳とは？から始まり、誰が何のため

にどのような形で作成するのか。関連して、施

工体系図、再下請通知書と、現場で義務付けら

れている書類を確認しながら、法的に、許可業

務を支援する立場として注意点など話し合いま

した。また、主任技術者や監理技術者に関して

の現場運用に関する法的義務の確認を行い、工

事経歴書作成時の注意点、各行政庁の対応など

に関して様々実例が報告されました。

　次回定期研修会は４月２７日（土）、島崎明

雄幹事が問題提起者となり、「建設業請負契約」

について、及び「公共工事の入札・契約制度」

について議論を行います。興味のある方は是非

ご入会ください。

　また、４月１９日（金）午後４時より横浜駅

西口の県民活動サポートセンター４０３号室に

おいて、春の公開研修会を行います。講師は小

出秀人会員。テーマは「建設業を取り巻く経済

の読み方」です。こちらは会員外の皆様のご参

加も可能なので、お待ちしております。（小林記）

『神奈川建行協』秋の研修会及び第３回第４回定期研修会開催

　当会では、会員のみ参加の定期研修会を偶数

月ごと、会員外の方にも参加頂ける公開研修会

を春秋の年２回行っています。今回は先般行わ

れました秋の公開研修会、及び第３回第４回定

期研修会についてご報告します。

　秋の公開研修会は、１１月２９日（木）午後

２時半から午後５時、神奈川県民センターで行

われました。参加人数は、会員外の方１２名を

含め３６名でした。

　第一部は、株式会社ワイズの代表取締役社長

福澤直樹氏を講師に迎え、「総合評価方式入札

制度を利用した勝ち残り経営をサポートするた

めに」というタイトルで講義を頂きました。サ

ンプルに従って実際に点数計算を行うことで概

要を把握し、今後の展望、ポイントについて、

具体的で非常に中身の濃いお話しを頂きまし

た。

　第二部は、東日本建設保証株式会社神奈川支

社からの講師 2名を迎え、「地域建設業経営強

化融資制度」（KKS出来高融資）についてご説

明頂きました。

　隔月で行われる会員のみ参加の定期研修会

は、偶数月の第３又は第４土曜日の午後２時か

ら午後５時、行政書士会会議室で行われます。

いわゆる「講師」の話を聞く一方的な講義では

なく、提起された問題テーマに沿って、参加者

が自らの体験を基に意見を出し合い、双方向で

意見を交換するという形で行われます。

　第３回定期研修会は１２月２２日（土）に行

われました。参加者は１８名。

　問題提起者は蒲池節子副代表。テーマは１時

限が「建設業財務諸表の基礎知識」、２時限が「建

設業財務分析の基礎知識」。簿記の歴史から始

まり、建設業会計の特徴、経営分析申請の財務

諸表作成上の注意点を軸に、税理士作成の税務

申告の決算書から建設業法に定められた財務諸
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♪ ようこそ 新人さん ♪

①氏名　②年齢　③血液型＆星座　④入会年月日　⑤事務所名　⑥事務所所在地　⑦電話　⑧ファックス　⑨電子メール

⑩ホームページ　⑪兼業　⑫力を入れていきたい業務　⑬好きな食べ物（飲み物）　⑭お気に入りのリフレッシュ法　

⑮一言！（自己ＰＲなど）

　このコーナーは、新入会員説明会への参加者のうち、掲載を希望された方をご紹介しております。

　入会が一年未満で掲載ご希望の方は、 ①～⑬ まで（すべてお答えいただかなくても結構です。）ご記入

の上 gyosei@kana-gyosei.or.jp 宛にお送り下さい。

当コーナーでは、この1～ 3ヶ月に入会された新入会員のご紹介をしています。

① 翁
おい

　川
かわ

　芳
よし

　明
あき

 さん
② ４５才

③ Ｂ型

④ 平成２４年１２月１日

⑤ おいかわ行政書士事務所

⑥ 鎌倉市手広３丁目１５番３５号

⑦ ０４６７－３１－６１２９

⑧ ０４６７－４０－３０３５

⑨ yo28@voice.ocn.ne.jp

⑩ http://lawofficeb.com

⑪ 社会保険

⑫ 成年後見、建築業許認可等

⑬ 寿司、焼肉、中華

⑭ ドライブ、映画、クラシック音楽鑑賞

⑮ がんばります！

① 浅
あさ

　岡
おか

　正
まさ

　道
みち

 さん
② ３６才

③ Ａ型・乙女座

④ 平成２５年１月１日

⑤ 行政書士事務所リトル・トリー

⑥ 横須賀市芦名２－１８－２０

⑦ ０４６－８９５－６４５４

⑫ 入管業務

① 山
やま

　口
ぐち

　広
ひろ

　樹
き

 さん
② ３２才

③ Ａ型

④ 平成２５年１月１５日

⑤ 行政書士かながわ総合法務事務所

⑥ 横浜市西区北幸２－１０－２７　東武立野ビル１階

⑦ ０４５－３２８－１２８０

⑧ ０４５－３２８－１２８３

⑨ hiroki-yamaguchi@kanagawa_legaloffice.jp

⑩ http://kanagawa-legaloffice.jp

⑪ 司法書士

⑫ 許認可業務

⑮ よろしくお願いいたします。

① 猪
い

　狩
がり

　佳
よし

　亮
あき

 さん
② ３５才

③ Ａ型・おひつじ座

④ 平成２５年１月１日

⑤ 行政書士いがり事務所

⑥ 川崎市川崎区追分町３－１０

⑦ ０４４－７４２－６１９４

⑧ ０４４－７４２－６１９５

⑨ ss_igari@yahoo.co.jp

⑪ 司法書士

⑫ 相続、遺言

⑬ 焼肉、寿司

⑭ プロ野球、ゴルフ

⑮ がんばります。よろしくお願いします。

① 関
せき

　野
の

　芳
よし

　幸
ゆき

 さん
② ６１才

③ Ｏ型・しし座

④ 平成２５年１月１日

⑤ 関野芳幸行政書士事務所

⑥ 秦野市堀川２１１番地の３

 　　　　　秦野ダイヤモンドマンション７０１号室

⑦ ０４６３－８９－１７５１

⑧ ０４６３－８９－１７５２

⑨ miyuki-japan-dog@nifty.com

⑪ 税理士

⑫ 建設業許可関係

⑬ 寿司、日本酒

⑭ ゴルフ



新入会員紹介46

行政書士 かながわ　2013. 3 / 4 Vol.221

① 菊
きく

　池
ち

　　　章
あきら

 さん
② ４３才

③ Ｏ型・やぎ座

④ 平成２４年１２月１日

⑤ 行政書士ＦＰコーディアル法務事務所

⑥ 三浦郡葉山町長柄１６４２－１６１

⑦ ０４６－８８４－８３６１

⑧ ０４６－８８４－８３６１

⑨ cordial@ark.ocn.ne.jp

⑪ ファイナンシャルプランナー

⑭ テニス

⑮ メタボが気になる４０代パパですが、気持ちは

永遠の２０代で頑張ります。

① 杉
すぎ

　本
もと

　和
かず

　人
ひと

さん

② ６１才

③ Ａ型・おうし座

④ 平成２４年１２月１日

⑤ 杉本行政書士事務所

⑥ 中郡二宮町中里２丁目３番３７号

⑦ ０４６３－７９－６２１１

⑧ ０４６３－７９－６２１２

⑨ sugimoto-shihoushoshi@office.email.ne.jp

⑪ 司法書士

⑫ 相続

⑬ 果物

⑭ 野球、ソフトボール

⑮ 適正・迅速な処理

① 髙
たか

　橋
はし

　良
よし

　知
とも

 さん
② ３１才

③ ＡＢ型・やぎ座

④ 平成２５年１月１５日

⑤ 行政書士髙橋良知法務事務所

⑥ 相模原市南区東林間５－１１－１０

 　　　　　　　　クリオ東林間壱番館４０５

⑦ ０４２－７４８－８６５５

⑧ ０２０－４６６３－４７９４

⑨ takahashi@yt-office.info

⑩ www.yt-office.info

⑬ ビール

⑭ サーフィン

⑮ よろしくお願いいたします。
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平成２5年1月　　　　　 　　　　　　　 　　平成２5年2月

事務局日誌

日 曜 行　　　　　事 日 曜 行　　　　　事

1 火 1 金 全国研修第４回

2 水 2 土
自動車保管場所証明申請業務研修会・出張

封印委託業務説明会

3 木 3 日

4 金 4 月
正副会長会、部長会、綱紀委員会、

政連 規約等改正問題検討プロジェクト会議

5 土 交通事故実務研究会　研修会 5 火 研修相談部会

6 日 6 水

7 月 広報部会 7 木 第２回相談員研修会

8 火 研修相談部会 8 金 政連　正副　会長・幹事長会議

9 水
法規監察部会、

政連 規約等改正問題検討プロジェクト会議
9 土 交通事故実務研究会研修会

10 木
選挙管理委員会、企画部会、

政連 正副　会長・幹事長会議
10 日 実務者研修会

11 金 正副会長会、部長会 11 月

12 土 12 火 企画部会、薬事法研修会、電子申請対策ＷＧ

13 日 13 水
綱紀委員会、苦情処理委員会、

政連 組織広報委員会

14 月 14 木
コスモス成年後見サポートセンター研修委員会、

政連 総務財務委員会、申請取次委員会

15 火 電子申請対策ＷＧ、申請取次委員会 15 金
選挙管理委員会、申請取次委員会編集会議、

支部長会

16 水
苦情処理委員会、政連 常任幹事会、

政連 常任幹事会、広報部会
16 土 薬事法研修会

17 木 国際部会 17 日

18 金 18 月
ＡＤＲ運営委員会、政連　規約等改正問題

検討プロジェクト会議

19 土 薬事法研修会 19 火 経理部：予算案・決算案点検、国際部

20 日 20 水 正副会長会、理事会

21 月 経理部月次処理、ＡＤＲ運営委員会 21 木 政連　常任幹事会、幹事会

22 火 22 金 行政書士記念日市民公開講座

23 水 23 土
ＡＤＲセンター　メディエーション研修、

神奈川建行協定期研修会④

24 木 正副会長会、理事会 24 日 ＡＤＲセンター　メディエーション研修

25 金
著作権相談員養成研修会、コスモス研修委

員会
25 月 薬事法研修会、運輸警察部会

26 土 ＣＡＤ研修 26 火 電子申請対策ＷＧ、綱紀委員会

27 日 27 水 コスモス業務推進会議

28 月

登録証交付式、総務部会、新入会員登録証

交付式、総務部主催研修会、広報部会、政

連　規約等改正問題検討プロジェクト会議

28 木 建設環境部会

29 火 電子申請対策ＷＧ

30 水

31 木 経理部会、研修相談部会
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会員の動き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（平成２5年2月28日現在）

１会員数  ２，４５３名

２異動状況

　平成２５年１月１日から２５年２月２８日まで

　（１）入会　１９名

　　　　　　　　　　　男　　１８名

　　　　　　　　　　　女　　　１名

　（２）退会　１２名

　　　　　　　　　　　男　　１２名

　　　　　　　　　　　女　　　０名

３退会者

川崎北　　　支部　山　中　一　浩（H25.02.20）

川崎北　　　支部　髙　田　信　行（H25.02.26）

鶴見・神港　支部　茂　内　将　義（H24.09.11）

鶴見・神港　支部　小　柏　行　幸（H25.02.28）

緑　　　　　支部　朝　倉　成　巳（H25.02.08）

緑　　　　　支部　石　橋　　　覚（H25.02.20）

横浜中央　　支部　英　木　　　亨（H25.01.21）

横浜中央　　支部　東垣外　竜　一（H25.01.31）

旭　　　　　支部　坂　本　成　史（H25.01.30）

相模原　　　支部　玉　川　　　博（H25.01.25）

厚木　　　　支部　山　口　和　哉（H25.01.08）

平塚　　　　支部　工　藤　幸　蔵（H25.01.09）

訃　　　　報

鶴見・神港　支部 茂内　将義

（平成２４年９月１１日逝去）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

４ 入会者

（１）平成２５年１月１日入会

川崎南　　　支部　猪　狩　佳　亮

鎌倉　　　　支部　内　藤　泰　敏

横須賀・三浦支部　浅　岡　正　道

秦野・伊勢原支部　関　野　芳　幸

（２）平成２５年１月１５日入会

横浜中央　　支部　山　口　広　樹

相模原　　　支部　髙　橋　良　知

（３）平成２５年２月１日入会

鶴見・神港　支部　茂　内　将　平

鶴見・神港　支部　臼　杵　大　輔

緑　　　　　支部　近　藤　　　亨

横浜中央　　支部　山　田　　　哲

旭　　　　　支部　髙　橋　光　宏

鎌倉　　　　支部　海　野　裕　貴

小田原　　　支部　芹　澤　孝　弘

（４）平成２５年２月１５日入会

鶴見・神港　支部　加　藤　隼　人

旭　　　　　支部　矢　作　　　浩

磯子・金沢　支部　髙　田　吉　衞

横須賀・三浦支部　千　葉　哲　平

大和・綾瀬　支部　花　里　成　人

大和・綾瀬　支部　伊　藤　由紀子
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　先日、サンディエゴへ行ってきました！　当初は B787 型
機・サンディエゴ直行便を予約していましたが、度重なる機
体トラブルに不安を感じ予約をキャンセル。ロサンゼルス経
由でのサンディエゴ行きとなりました。
　「旅行は行く前の方が楽しい」という人がいますが、私もイ
ンターネットやガイドブックで情報を入手し、「サンディエゴ動
物園」は絶対行くぞ！　「美術館」も捨てがたいなぁ。　ショッ
ピングはここでしよう、など…あれこれと計画を立ててワクワ
クしていました。
　今回の旅行で一番楽しみにしていたサンディエゴ動物園は
世界有数の規模で、１日では時間が足りず2日間続けての入
園。カバの親子が水中で授乳する光景に遭遇し、その他にも
パンダやコアラの赤ちゃんの愛くるしいしぐさに時間を忘れ
見入ってしまいました。
　5 泊 7 日の旅行期間中、トランジットしたロサンゼルス空

港で予約済みの飛行機に乗り遅れる、現地で借りたレンタカ
ーで駐車違反のキップを切られる…等々のハプニングはあり
ましたが、久しぶりの海外旅行を満喫してきました。
　さて、寒さも少しずつやわらぎ、春は新しい出発の季節でも

　会報に関する経費節減および省力化の推進にともない、会報原稿の受付は可能な限り、電子データ
（ＷＯＲＤ等のファイル）にてお願い致します。
　表紙の写真も募集中です。

　　  文 →電子データをメール、フロッピー等にて受付
　　写真→電子データをメール、フロッピー等あるいはプリント済の写真を郵送等にて受付
　　　　　（投稿いただきました写真については原則として返却いたしません。）

会報原稿の締め切りについて　偶数月の１５日  までです。
電子メールでの受付先　gyosei@kana-gyosei.or.jp（本会事務局）

電子メールで原稿をおくられた方は、数日中に返信メールがあります。返信がない時は、必ずメールが届い
ていることの確認をして頂くようお願いします。

～ 業務に関する情報・論文の投稿お待ちしています ～

あります。初めてランドセルを背
負った日、初めて制服を着た日、
初めての一人暮らし、初めての
出社…皆様、それぞれに沢山の
思い出をお持ちだと思います。
新しい季節に相応しく、初心を
忘れず私も気持を新たに日々
の業務に取り組んでいきたいと
思います。
　　　　（広報部員・渋谷和子）



平成２５年度経営事項審査受付日程表
＜行政書士用＞

○ 「数字」又は「代」が記載してある日が受付日です。

　 ※「代」と記載した日…行政書士等代理者の受付日

　受付時間…午前　９：００ ～ １０：３０　　午後　１：１５ ～ ３：３０

　受付場所…横浜市中区北仲通３－３３　中小企業共済会館 本館６階（駐車場はありません）

　　　　　（変更がある場合は当日、中小企業共済会館 本館１階に掲示します）

【お願い】

・受付会場建物内での携帯電話のご利用は、他のテナントの方の迷惑になりますのでご遠慮ください。

・受付時間は厳守してください。時間に余裕を持ってご来場ください。

日 月 火 水 木 金 土

４月

日 月 火 水 木 金 土

５月

日 月 火 水 木 金 土

６月

日 月 火 水 木 金 土

７月

日 月 火 水 木 金 土

８月

日 月 火 水 木 金 土

９月

日 月 火 水 木 金 土

１０月

日 月 火 水 木 金 土

１１月 １２月

日 月 火 水 木 金 土

１月

日 月 火 水 木 金 土

２月 ３月

１５ １６ 代

２２ ２３ 代

１３ １４ 代

 ２８ 代

１０ １１ 代

２４ ２５ 代

 ８ ９ 代

　 １６ 代

２２ ２３ 代

 ５ ６ 代

１９ ２０ 代

２６ ２７ 代

 ２ ３ 代

　 １７ 代

　 ２４ 代

日 月 火 水 木 金 土

 ９ １０ 代

１６ １７ 代

　 ２４ 代

 ７  ８ 代

 １５ 代

２１ ２２ 代

  ５ 代

１１ １２ 代

２５ ２６ 代

日 月 火 水 木 金 土

 

２０ ２１ 代

２７ ２８ 代

１７ １８ 代

 25 代

１０ １１ 代

１７ １８ 代


