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　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26年１月24日（金）
14時～15時40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（14:00現在）29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

　　理　　事：　�粂智仁、小川恵一、小関典
明、本間孝保、大和めぐ
み、長谷川幸子、矢追邦
美、齋藤光宏、渋谷利郎、
久保晃、百瀬徳一、中山
享、荒木克成、小西實、阿
部陽一、岩井英一、國井和
夫、坂下美智夫、飯田弘
樹、内藤房薫、安部正彦

　�［オブザーバー］
　　監　　事：　坂西一郎、吉田茂
　　支部長会：　杉本剛昭
Ⅴ．欠 席 者：
　　副 会 長：　水野晴夫
　　政治連盟：　武田昭芳
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
　　　　⑴　苦情処理委員の委嘱について
　　　　⑵　総務部員の解嘱と委嘱について
　　　　⑶　�研修相談部の分離に関する会則

施行規則の一部改正（案）ついて

　　７．協議事項
　　　　⑴　�入会金の改定に関する会則改正

（案）について
　　　　⑵　�会費改定手続に関する会則改正

（案）について
　　　　⑶　�役員（常務理事）に関する会則

改正（案）について
　　　　⑷　�平成26年度事業計画（案）につ

いて
　　８．報告事項
　　　　⑴　�会員の状況について
　　　　⑵　�平成26年新年賀詞交歓会につい

て
　　　　⑶　�各支部等新年賀詞交歓会への対

応について
　　　　⑷　日行連理事会（１月16日）報告
　　　　⑸　年間スケジュールについて
　　　　⑹　�支部規則届出・承認手続取扱要

領について
　　　　⑺　�関東運輸局における代理申請を

求める上申書の提出に関する関
地協単位会の決議について

　　　　⑻　各部・委員会・ＷＧ等活動報告
　　　　⑼　その他
　　９．その他
　　10．閉　会

Ⅶ．議事概要：
　　１．開会の宣言

理 事 会 開 催 報 告
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　　　　�　総務部長より、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、
全員で１月18日に逝去された島村相
談役の冥福を祈って黙祷した。

　　２．会長あいさつ
　　　　�　田後会長より、賀詞交歓会が盛会

裏に終了したことへのお礼と多岐に
わたる行政書士業務に前向きに取り
組んでゆく旨を述べ、開会の挨拶が
なされた。

　　３．配付資料の説明
　　　　�　事務局より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、小出

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、佐藤理事、國井理事２名
の議事録署名人を指名した。

　　６．議決事項
　　　　⑴　�苦情処理委員の委嘱について
　　　　　　�　苦情処理委員長より、提案理

由と内容について説明があり、
異議なく可決承認された。

　　　　⑵　総務部員の解嘱と委嘱について
　　　　　　�　総務部長より、部員の廃業に

よる解嘱と補充の部員の人物紹
介を含む委嘱についての説明が
あり、異議なく可決承認され
た。

　　　　⑶　�研修相談部の分離に関する会則

施行規則の一部改正（案）つい
て

　　　　　　�　法規監察部長より、改正の理
由と条文の説明があり、異議な
く可決承認された。なお、施行
は年度の改まった４月１日とす
ることも合わせて可決承認され
た。

　　７．協議事項
　　　　⑴　�入会金の改定に関する会則改正

（案）について
　　　　　　�　法規監察部長より、入会金を

値上げする根拠となる研修計画
とその費用見積もりについて説
明があり、質疑応答の上次回も
協議事項とする。

　　　　⑵　�会費改定手続に関する会則改正
（案）について

　　　　　　�　法規監察部長より、改正の趣
旨と条文について説明があり、
質問はないが次回も協議事項と
する。

　　　　⑶　�役員（常務理事）に関する会則
改正（案）について

　　　　　　�　法規監察部長より、改正の趣
旨、改正の理由、条文について
説明があり、質問はないが次回
も協議事項とする。

　　　　⑷　�平成26年度事業計画（案）につ
いて

　　　　　　�　各部長、委員長、センター長
より、来年度の事業計画につい
て説明があり、質問はないが次
回も協議事項とする。

　　８．報告事項
　　　　⑴　会員の状況について
　　　　　　�　総務部長より、本日現在の会
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員数は、2,566名であるとの報
告とその間の入会者の名簿につ
いて説明がなされた。

　　　　⑵　�平成26年新年賀詞交歓会につい
て

　　　　　　�　総務部長より、盛会裏に無事
終了したことと、国会議員の本
人出席が少なく挨拶の時間があ
まった旨報告がなされた。

　　　　⑶　�各支部等新年賀詞交歓会への対
応について

　　　　　　�　総務部長より、関連士業、関
地協単位会、各支部主催の新年
賀詞交換会に対する正副会長の
対応状況について報告がなされ
た。

　　　　⑷　�日行連理事会（１月16日）報告
　　　　　　�　会長より、議決事項の一つと

して日行連の本部機能を移転す
る件が可決承認されたとの報告
がなされた。

　　　　⑸　年間スケジュールについて
　　　　　　�　総務部長より、今後のスケ

ジュールについて説明がなされ
た。

　　　　⑹　�支部規則届出・承認手続取扱要
領について

　　　　　　�　法規監察部長より、支部規則
の制定改廃の承認について、審
査ではなく確認するということ
で取扱要項を定め、次回の支部
長会で各支部に協力依頼をする
旨説明がなされた。

　　　　⑺　�関東運輸局における代理申請を
求める上申書の提出に関する関
地協単位会の決議について

　　　　　　�　運輸警察部長より、関地協会
長会の議決により、国土交通省

関東運輸局へ行政書士の代理申
請を求める上申書が提出される
こととなり、業務がやりやすく
なることが期待される旨報告が
なされた。

　　　　⑻　各部・委員会・ＷＧ等活動報告
　　　　　　�　各部長、委員長より、12月の

活動実績報告について報告がな
された。

　　　　⑼　その他
　　　　　　特になし
　　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40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26年２月20日（木）
14時～16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（14:00現在）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、安友千治、水
野晴夫

　　理　事：　�粂智仁、小川恵一、小関典
明、本間孝保、大和めぐみ、
長谷川幸子、矢追邦美、齋藤
光宏、渋谷利郎、久保晃、百
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瀬徳一、中山享、荒木克成、
小西實、阿部陽一、岩井英
一、國井和夫、坂下美智夫、
飯田弘樹、内藤房薫、安部正
彦

　�［オブザーバー］
　　監　事：　坂西一郎、吉田茂
　　支部長会：杉本剛昭
　　政治連盟：武田昭芳
Ⅴ．欠 席 者：
　　副会長：　加藤幹夫
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．協議事項
　　　　⑴　�平成26年度運営基本方針（案）

について
　　　　⑵　�平成26年度事業計画（案）につ

いて
　　　　⑶　�平成26年度収支予算（案）につ

いて
　　　　⑷　�経理システム（更新）の契約締

結について
　　　　⑸　�神奈川県行政書士会職員給与規

則の一部改正（案）について
　　　　⑹　�コスモス神奈川県支部との協定

書について
　　７．報告事項
　　　　⑴　会員の状況について
　　　　⑵　�入会金の改定に関する会則改正

（案）について
　　　　⑶　�会費改定手続に関する会則改正

（案）について
　　　　⑷　�常務理事設置に関する会則改正

（案）について

　　　　⑸　�行政書士記念日「市民公開講
座」について

　　　　⑹　�各支部等新年賀詞交歓会への対
応について

　　　　⑺　支部長会について
　　　　⑻　発案窓口に対する提案について
　　　　⑼　年間スケジュールについて
　　　　⑽　各部・委員会・ＷＧ等活動報告
　　　　⑾　その他
　　８．その他
　　９．閉　会

Ⅶ．議事概要：
　　１．開会の宣言
　　　　�　総務部長より、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
　　　　�　田後会長より、来年度の予算を立

てるにあたって会費収入を会員の皆
様にきちんと還元すべくたくさんの
意見・要望を反映させる旨を述べ、
開会の挨拶がなされた。

　　３．配付資料の説明
　　　　�　事務局より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、齋藤理事、飯田理事２名
の議事録署名人を指名した。

　　６．協議事項
　　　　⑴　�平成26年度運営基本方針（案）

について
　　　　　　�　会長より、業界団体や地域団
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体に行政書士の活用をアピール
することを主眼とする内容に
なっている旨説明があり、意見
や質問はなく３月も協議事項と
する。

　　　　⑵　�平成26年度事業計画（案）につ
いて

　　　　　　�　各部長、委員長より、来年度
の事業計画についての説明があ
り、意見や質問はなく３月も協
議事項とする。

　　　　⑶　�平成26年度収支予算（案）につ
いて

　　　　　　�　経理部長より、予算案の中で
特に重要なポイントについて説
明がなされ、意見や質問はなく
３月も協議事項とする。

　　　　⑷　�経理システム（更新）の契約締
結について

　　　　　　�　経理部長より、経理システム
をＰＣＡ会計に変更することと
それに関する見積金額の説明が
あり、意見や質問はなく３月の
議決事項とする。

　　　　⑸　�神奈川県行政書士会職員給与規
則の一部改正（案）について

　　　　　　�　経理部長より、評価システム
に係る組合との労使交渉につい
ての説明と質疑応答があり、給
与規則に関する質問はなく次回
の議決事項とする。

　　　　⑹　�コスモス神奈川県支部との協定
書について

　　　　　　�　浅野副会長より、協定書と覚
書について説明があり、質問は
なく次回の議決事項とする。

　　７．報告事項
　　　　⑴　�会員の状況について

　　　　　　�　総務部長より、本日現在の会
員数は、2,575名であるとの報
告とその間の14名の入会者の名
簿について説明がなされた。

　　　　⑵　�入会金の改定に関する会則改正
（案）について

　　　　　　�　法規監察部長より、県との協
議の内容について説明があり、
研修のオンデマンド方式につい
て具体的な内容について勉強す
る予定である旨報告がなされ
た。

　　　　⑶　�会費改定手続に関する会則改正
（案）について

　　　　　　�　法規監察部長より、県との協
議で県の理解が得られないこと
で、会費の長期滞納者に対する
措置要求を受理しない事が矛盾
しているとの意見を述べた旨報
告がなされた。

　　　　⑷　�常務理事設置に関する会則改正
（案）について

　　　　　　�　法規監察部長より、県との協
議で員外理事設置を記載した指
導基準の対象に該当するか否か
を県が確認するとの報告がなさ
れた。

　　　　⑸　�行政書士記念日「市民公開講
座」について

　　　　　　�　総務部長より、翌日の市民公
開講座の申込み状況と広告とそ
の効果、懇親会について説明が
あり、担当副会長から街頭での
案内も実施する旨説明があっ
た。

　　　　⑹　�各支部等新年賀詞交歓会への対
応について

　　　　　　�　総務部長より、降雪の影響で
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中止になった支部や副会長が出
席できなかった支部があった旨
報告がなされた。

　　　　⑺　�支部長会について
　　　　　　�　総務部長より、４名の部長が

出席し会報について、図書館セ
ミナーについて、金融公庫への
あいさつ回りについて、支部規
則改正手続きについて、説明し
た旨報告がなされた。

　　　　⑻　�発案窓口に対する提案について
　　　　　　�　企画部長より今年度寄せられ

た提案の状況と今月処理した案
件について、未処理の案件につ
いては民事法務部長より進捗状
況について説明がなされた。

　　　　⑼　年間スケジュールについて
　　　　　　�　総務部長より、26年度の予定

については次回提示する予定で
ある旨説明がなされた。

　　　　⑽　各部・委員会・ＷＧ等活動報告
　　　　　　�　各部長、委員長より、１月の

活動実績報告について報告がな
された。

　　　　⑾　その他
　　　　　　�　法規監察部長より、当会から

日行連に提出した行政書士法人
の任意後見人適格についての照
会に対して回答が届いたが、内
容に疑問があり各理事に意見を
求める旨発言があった。

　
　　８．その他
　　　　特になし。
　　９．閉会
　　　　�　議長は、本理事会の全議事の終了

を宣言し、16時に散会した。
以上
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平成26年４月１日に横浜県税事務所は
移転します。

　本県では、平成24年10月に策定した神奈川
県緊急財政対策の中で、出先機関の見直しに
取り組んでいます。県税事務所については、
税務手続きの電子化などの環境変化を踏ま
え、平成26年４月１日に18事務所から12事務

所に再編・統合し、併せて、一部の県税事務
所の取扱事務を変更します。
　横浜県税事務所は、平成26年４月１日に保
土ケ谷県税事務所と統合した上で移転しま
す。
　平成26年４月１日以降の各種手続きや書類
の送付、お問い合わせは、移転後の横浜県税
事務所へお願いいたします。
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　平成26年２月22日（土）、福利厚生事業第
６弾として、神奈川フィルハーモニー管弦楽
団の定期演奏会鑑賞会が、横浜みなとみらい
ホールにて開催されました。
　人気の観賞会とあって、この度も多くの会
員が参加されました。
　今回のプログラムの指揮者は、国内外を問
わず、数々のオーケストラで常任指揮者を歴
任し、2012年度文化功労者にも選ばれた飯守
泰次郎氏。ワーグナーの楽劇「トリスタンと
イゾルテ」より“前奏曲”と“愛の死”およびブ
ルックナーの交響曲第７番ホ長調（ノヴァ－
ク版）が演奏されました。ワーグナーをレ
パートリーの柱としている飯守氏だけあっ
て、ご年齢を感じさせない魂のこもった指揮
のもと奏でられる素晴らしい演奏は圧巻でし
た。
　ある参加者は、「今日は人間レベルを上げ
る日」と仰っていましたが、私自身の人間レ
ベルが上がったかどうかは別として、時に
は、『生』の芸術に心で触れ、感動すること
は豊かに生きていくためには重要なことだと
改めて感じました。

　クラシック演奏会の楽しみ方もまさに十人
十色。奏でられる音の一つ一つを堪能するも
良し、迫りくるアルファ波に暫し夢心地も良
し、各々の方法で、日々の喧騒を忘れ、音の
調べに身を委ね、至福のときを過ごしまし
た。
　観賞会の後は、場所を移して、横浜ベイ
シェラトン「コンパス」にて懇親会が行われ
ました。ビッフェ形式で食べ放題にも関わら
ず、名物のローストビーフもあり、全種類食
べきれないほどの品揃えでした。しかも、季
節限定ということで蟹や帆立まで食べ放題と
いう豪華なディナー！
　美味しい食事、お酒に囲まれ、皆、和やか
に交流を深め、幸せなひと時を過ごしまし
た。
　心もお腹もいっぱいに満たされた大変贅沢
な一日でした。
　福利厚生事業はお陰様で毎回、大人気で
す。参加を希望される方は、お早目のお申込
みをおすすめします。

総務部員　岡本　祐樹

神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会鑑賞会報告
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　日々、存分に頭を使ってお仕事をされてい
る会員の皆さま、たまにはスポーツをしてリ
フレッシュをしませんか？
　今回は、若手会員を中心に、比較的登録の
浅い会員を中心としてボウリング大会を企画
致しました。初心者はもちろん、ベテラン
（年齢?会員歴?）の方の参加も大歓迎です。
　平日の夕方からボールを投げて、そのまま
大懇親会へ。
　鬱陶しい梅雨時のちょっとした息抜きに、
皆さまのご参加をお待ちしております。

日　時：�平成26年 6 月11日（水曜日）16時投
球開始（15時40分集合）

場　所：�ハマボール（神奈川県横浜市西区
北幸 2 - 2 - 1 ハマボールイアス内 8
階）

　　　　　※横浜駅西口から徒歩5分
http://www.hamabow.com/

費　用：�4,000円（懇親会費含・事前振込）
参加資格：�当会会員でボールが前に投げられ

る方
お申込期限： 5 月27日
・ご案内は 6 月上旬にご通知いたします。
・�参加申込み多数の場合は、支部の人数を勘

案し、抽選とさせて頂く場合がありますの
で、ご了承ください。

・�運営は、全てボランティアで会員が行って
おります。皆様のご協力ご支援をお願いい
たします。

初夏のボウリング大会のご案内
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総務部 ◀◀◀

　平成26年１月22日（水）の午後 3 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
の司会の下、石川副会長の開会の言葉、主催
三団体より田後会長、山下神奈川行政書士政
治連盟会長、吉村コスモス神奈川県支部長の
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、午後
5 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
神奈川県副知事　黒川雅夫　様
横浜市長　林文子　様
神奈川県議会議長　古沢時衛　様
日本行政書士会連合会副会長　岸本敏和　様
�神奈川県不動産鑑定士協会会長　鈴木修　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
　

　鏡　開　き
黒川雅夫神奈川県副知事、古沢時衛神奈川
県議会議長、岸本敏和日本行政書士会連合
会副会長、中西豊日本行政書士政治連盟会
長、田後隆二会長

乾　杯
小田恭平　神奈川県行政書士会名誉会長

万歳三唱
坂西一郎　神奈川県行政書士会相談役

閉会の言葉
小出秀人　神奈川行政書士副会長

平成26年新年賀詞交歓会を開催
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▶▶▶ 経理部
●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 条により平成25年
度第 4 回目の「会費納入督促書」を平成26年
1 月24日、本会会則第15条第 3 項により平成
25年度第 4 回目の「催告書」を平成26年 2 月
14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．�会費を滞納した会員宛に「会費納入督促
書」を発送

２．�会費を 6 箇月以上の期間滞納した会員宛
に「催告書」を発送

●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。

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26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。
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企画部 ◀◀◀

●図書館セミナーのお知らせ（報告）

　各図書館との提携企画について、次の通り
お知らせいたします。

＜実施報告＞
１．場所：横浜市立旭図書館
　　日時：平成26年１月24日（金）
　　　　　13：30～15：00
　　　　　15：00～個別無料相談会
　　講師：大橋真行会員（旭支部）
　　内容：�相続・遺言（ワークショップ形

式）
２．場所：横浜市立中央図書館
　　日時：平成26年１月25日（土）
　　　　　14：00～16：00
　　講師：安友千治副会長
　　内容：�知っておきたい身近な法律あれこ

れ
　　　　　～知ってる？法律の○×～

３．場所：横浜市立山内図書館
　　日時：平成26年１月30日（木）
　　　　　13：30～15：30
　　　　　15：30～個別無料相談会
講師：大田泰巳会員（緑支部）
内容：相続・遺言（ワークショップ形式）
４
場所：茅ケ崎市立図書館
日時：平成26年２月４日（火）
　　　13：30～15：30
　　　15：30～個別無料相談会
講師：粂智仁会員（湘南支部）

　今回開催した図書館セミナーの際に、講師
としてご登壇頂きました各支部会員の皆様、
誠にありがとうございました。心よりお礼申
し上げます。

以　上
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▶▶▶ 研修相談部
平成25年度第 1回相談員研修会

１．日　　時　平成25年12月17日（火）
　　　　　　　14時00分～16時00分
２．会　　場　産業貿易センタービルＢ102
３．研修内容　講義：「家族信託」
　　　　　　　講師：蒲田公証役場公証人　
　　　　　　　　　　遠藤　英嗣　先生
４．参加者数　55名

　今回は蒲田公証役場の遠藤英嗣先生をお招
きし、「家族信託」というテーマで講義をい
ただきました。
　公証人の業務として遺言書や任意後見契約
書はよく知られるところですが、「家族信
託」という言葉を耳にするのは初めてという
方も多かったのではないでしょうか。
家族型の民事信託は

①　�遺言や相続にかわって「相続財産を円滑
に承継させる制度」であり、また

②　後見制度を補完しあるいはこれに代わる
　「後見的な財産管理の制度」である
という、我々の業務にとって大変興味深いお
話をいただきました。このテーマに対して更
なる理解を深めていく必要性を、出席された
多くの相談員が認識されたことと思います。
　講義の後の質問でも出ましたが、まだ公証
人のなかでもこの分野に精通している方は少
なく、他の公証人に対してもレクチャーをさ
れる機会も多いとのことでした。
　遠藤先生の著書「新しい家族信託」（日本
加除出版）も紹介され、帰りに早速購入され
ている相談員も見受けられました。大変有意
義な研修会となりました。

（文責　研修相談部　田中　誠）
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第 2 回業務種別名簿登録者募集のご案内
　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。
　一般市民の窓口として設置した市民相談セ
ンターへの業務依頼、相談等に対して迅速か
つ適切な対応を図るため、業務の種別ごとに
専門性を有する会員（希望者のみ）の名簿を
作成し、その名簿に基づき電話受付相談員が
相談者の意向に合った登録会員を紹介する運
びとなりました。
　名簿への登載をご希望の方は、下記の応募
条件をご確認のうえ、別紙応募用紙の所定欄
にご記入頂き、行政書士会事務局へＦＡＸを
お願い致します。登録の有無につきまして
は、書類選考等の上決定し、後日ご連絡いた
します。
　受付締切りは平成26年 5 月31日までといた
します。

　 1 　業務種別：別表のとおり
　 2 　�複数登録：可能（但し、 3 種別までと

する）
　 3 　�応募条件　以下のすべての条件を充た

すもの
　　　　⑴　�入会歴 3 年以上で応募時に会費

滞納がないこと
　　　　⑵　�行政書士賠償責任補償制度に加

入していること
　　　　⑶　�後述 4 の名簿登載事項が掲載で

きること
　　　　⑷　�各業種の入会から現在までの実

績につき、別表記載の受注実績
要件を満たすこと

　　　　⑸　�電話受付相談員または事務局か
らの連絡がつくこと

　　　　※　�また、下記の会員は名簿に登載
できませんので、予めご承知お

きください。
　　　　　　�　神奈川県行政書士会会則第15

条第 1 項第 1 号又は16条第 1 項
第 1 号の処分を受け、その処分
終了の日から 1 年を経過しない
会員

　　　　　　�　神奈川県行政書士会会則第15
条第1項第 2 号又は16条第 1 項
第 2 号の処分を受け、その処分
終了の日から 3 年を経過しない
会員

　　　　　　�　神奈川県行政書士会会則第15
条第 1 項第 3 号又は16条第 1 項
第 3 号又は 4 号の処分を受けた
会員

　 4 　名簿登載事項
　　　　⑴　支部名
　　　　⑵　氏名
　　　　⑶　事務所名
　　　　⑷　事務所所在地
　　　　⑸　�電話番号、ファックス番号及び

携帯番号
　　　　⑹　メールアドレス
　　　　⑺　登録してからの当該業務実績

以上
（担当は、研修相談部）
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平成25年度第 2回
相談員研修会および連絡会

　 1 　日時　�平成26年 2 月14日（金）
　　　　　　14：00～16：30
　 2 　会場　産業貿易センタービルＢ102
　 3 　次第
　　　第 1 部　研修会（14：00～15：30）
　　　内容　�『実際の相談事例から考える、

相談員が押さえておくべき不動
産相談における必須知識』

　　　講師　�江蔵　耕一　会員（横浜中央支
部）

　　　対象　�県民相談センター相談員および
支部相談員

　　　参加者数　44名
　　　第 2 部　�相談員連絡会（15：40～16：

30）
　　　対象　県民センター相談員
　　　参加者数　30名

　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。この日は朝から雪が降ると
いう悪天候にもかかわらず、大勢の方にご参

加いただきました。
　第 1 部では、昨今相談件数が増えている
「不動産相談」をテーマに、「相談員が押さ
えておくべき不動産相談における必須の知
識」として、横浜中央支部、江蔵耕一会員に
講師をお願い致しました。江蔵会員は不動産
鑑定士の資格、その他不動産に関する資格を
多数お持ちであり、不動産分野においても非
常に精通されていらっしゃいます。多岐多様
にわたる不動産関係の知識も、豊富な資料と
実際の相談事例を交えながらの講義だったた
め大変わかりやすく、相談員にとって有意義
な研修会となったのではないでしょうか。
　第 2 部では、県民センター相談員に対し
て、「市民相談センターおよび県民センター
の状況報告」「市民相談センター業種別名簿
登録者応募状況」についての説明がありまし
た。また意見交換の場においては活発な意見
交換が行われました。相談員の方には県民セ
ンター相談事業に関するアンケートのお願い
を致しましたが、このアンケートは今後の相
談事業運営の参考にさせていただきたいと思
います。

（文責：研修相談部　阪西貴子）
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「自動車保管場所証明申請業務研修会」

1 ．日時　平成26年 2 月 4 日（火）
　　　　　14時～15時30分
2 ．会場　横浜市技能文化会館
3 ．研修会次第　開催挨拶
　　浅野　明　運輸警察部担当副会長
　　内容　「自動車保管場所証明申請業務」
　　講師　高野　正芳　運輸警察部副部長
　　閉会挨拶　高野　正芳　運輸警察部副部長
4 ．参加者数　165名�

　平成26年度の「自動車保管場所証明申請業
務取扱者名簿」に登載の必須条件としては、
この研修会に参加していただく事となってお
り（すでに登載済み、年間30件以上受託件数
があり申込書提出の会員は除く）
　また、ただ受ければおしまい　という事で
はなく、当然に業務及び関係法令に精通して
いること、依頼が来た際は、基本、他の業務
に優先して受託して頂く等の要件をお伝えさ
せて頂きました。
　運輸警察部として、今後も皆様と共に、こ
の業務を盛り立てて行きたい所存です。
　皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。

「自動車出張封印業務研修会」

1 ．日時　平成26年 2 月 4 日（火）
　　　　　15時45分～16時30分
2 ．会場　横浜市技能文化会館
3 ．研修会次第　開会挨拶
　　浅野　明　運輸警察担当副会長
　　内容　「自動車出張封印業務」
　　講師　中島　弘太郎　川崎南支部会員
　　閉会挨拶　佐藤　彊　運輸警察部長�
4 ．参加者名　65名�

　車にとってのナンバープレートは、いわば
顔であり、みだりに取り外したり替えたりす
る事を防止する為に設けられた「封印業務」
を任されることは、責任も重いですがやりが
いのある、大切な業務です。
　研修では、実際に直面する問題、対応のし
かたなど具体的な事例を中心にお話し頂きま
した。
　部としての今後は、要件を充足し、希望さ
れる会員の方々に宣誓書を提出して頂き、神
奈川自動車会議所との契約締結までのお手伝
いをして参ります。

文責　運輸警察部　横尾佳子

▶▶▶ 運輸警察部
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民事法務部 ◀◀◀

1 ．日　時　平成25年11月29日（金）
　　　　　　14時00分～16時30分
2 ．会　場　�産業貿易センタービル　B102

会議室
3 ．研修会次第
　　開講挨拶（14：00）
　　齋藤　光宏　民事法務部長
　　講義（14：05～16：25）
　　「保育所設置認可の手続」
　　講師：安友　千治　先生
　　閉講挨拶（16：25～16：30）
　　浅野　明　副会長
4 ．参加者数　53人

　鶴見・神港支部の安友千治先生を講師にお
招きし研修会を開催いたしました。産業貿易
センタービル地階会議室での研修のため定員
を止む無く80人とさせて頂いたのですが最終
的に約120人の先生方から応募があり40人余

りの方々に事務局を通じてお断りのお返事を
させて頂きました。

　講義はいつもの安友先生の誠実な語り口
で、資料による現状の分析、認可に関する先
生の体験談、参考図書等の紹介等、今回はか
なり踏み込んだ内容のお話しも聞かせて頂
き、また研修会後に回収させて頂いたアン
ケートからも参加者の先生方にとって大変有
意義な研修会になったのではと感じていま
す。私もビデオ係として参加させて頂きビデ
オ撮影に集中しなければならなかったのです
が、気づくととても興味深く聞き入ってしま
いました。

　今後も民事法務部では様々な分野で活躍な
さっている方々を講師に迎えた研修会を予定
しています。是非ご参加下さい。

（民事法務部　権丈　武志）

平成25年度第 1 回民事法務部研修会開催報告
保育所設置認可の手続−社会福祉法人による運営ケース−
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� 1 月30日に「著作権相談員養成研修会」
を開催いたしました。当日は小雨が降る寒い
日にも関わらず、事前に申し込まれた会員の
多くが参加されました。
　長時間に渡る研修会でしたが、担当いただ
きました各講師のわかりやすい解説と飽きさ
せない内容により、途中退席もなく集中して
最後の考査まで全員参加していただきまし
た。
　著作権に関する業務について今後係ろうと
考えている会員にとっては貴重な研修会で
あったと思います。
　これからも会員の意見を取り上げ、適宜対
応し研修会を開催していく予定でおります。
今後もご協力をお願いいたします。
　今回研修会にご参加いただきました会員、

講師の皆様に感謝いたします。
研修会次第
　日　　時：平成26年 1 月30日（木）
　場　　所：�産業貿易センタービル　720会

議室
　時　　間：午前 9 時40分より開始
　　　　　　午後 5 時40分終了
　参 加 者：30名
　司　　会　民事法務部副部長　百瀬　徳一
　開会挨拶　民事法務部部長　齋藤　光宏

平成25年度第 2 回民事法務部研修会開催報告
平成25年度著作権相談員養成研修
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1 　著作権法概論①　 9 ：40～11：10
　　著作権法に関する解説
　　講師：木下一哉会員（横浜中央支部）��

2 　著作権法概論②　11：20～12：50
　　著作権法に関する解説
　　講師：吉田茂会員（横浜中央支部）
�

3 　著作権登録について　13：35～15：05
　　登録に関する手続きについて解説
　　講師：日野孝次朗会員（相模原支部）��

4 　プログラム登録について　15：15～16：45
　　プログラムの登録についての解説
　　解説：石井万寿美様
　（一般財団法人ソフト情報センター）� �

5 　効果測定　16：50～17：35

　　閉会挨拶　担当副会長　　浅野　明

（民事法務部　　百瀬　徳一）
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日　時　平成26年 2 月14日　14：00～16：30
場　所　産業貿易センタービル720会議室
内　容　⑴医療法人とは
　　　　⑵�医療法人設立のメリットとデメ

リット
　　　　⑶医療法人設立の要件
　　　　⑷医療法人設立の流れ
　　　　⑸医療法人設立の申請書
　　　　⑹医療法人設立後の手続
講　師　安友　千治　先生
参加者　67名
�
　大雪の中、多くの会員の皆様に参加いただ
きました。
　安友先生の軽妙なトークは、まじめなお話
の中に和やかな雰囲気を作りだしてくれま

す。
　医療法人のメリット、事前審査の申請期
間、理事や監事の人数、社員の出資は必ずし
も必要でないこと、法人認可後もいろいろな
申請があること、などを具体的な事例を示し
ていただきながら、判りやすくお話しいただ
きました。
　受講された先生方も熱心で、最後に多くの
質問が出され、質の高い研修会だったのでは
ないかと自負致しております。
　悪天候にもかかわらず、ご出席いただいた
先生方にあらためて感謝申し上げます。
　今後とも民亊法務部主催の研修会に多くの
会員の先生が参加していただきますよう、よ
ろしくお願い致します。

（民事法務部　岩村　俊明）

平成25年度第 3 回民事法務部研修会開催報告
医療法人設立に関する研修会
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（撮影　神奈川新聞経済部記者　真野太樹様）

　 1 月24日（金）午後 1 時より、当会役員室
において、当会田後隆二会長と株式会社日本
政策金融公庫（以下、「日本公庫」と言いま
す。）横浜支店関口朝弘支店長（県内 5 支店
の代表者）との間で、神奈川県内の中小企業
等の資金調達や許認可事業への経営サポート
等に関する問題解決を相互に連携して支援し
ていくため、中小企業等支援に関する覚書を
締結しました。
　この覚書の締結により、今後当会と日本公
庫県内各支店は、中小企業向け相談会の開催
等において日頃から連携し、中小企業等の抱
える金融・財務の問題や行政手続きなどの問
題に対し、総合的な解決方法を提案できるよ
う態勢づくりに努めてまいります。

具体的な連携内容としては、

⑴�中小企業・小規模事業者向けのセミナー・
相談会への講師派遣等、

⑵�個別企業からの相談対応に際し、相互の専
門領域が相談内容に含まれるときは、相互
に担当者を紹介し合う、

⑶�相互の内部研修等への講師派遣等を通じ
て、相互の制度等に対する理解を深める。
定期的に、相互の担当者が集まる情報交換
会を開催し、地域の動向について情報交換
を行う、などです。

　尚、日本公庫からの融資を検討する関与先
のあるときは、民事法務部まで（045－641－
0739）ご連絡いただければ、行政書士会から
の紹介案件として日本公庫担当支店に取次ぎ
（前記⑵の連携）いたします。
この締結式について、神奈川新聞、日本経済
新聞の 1 月25日付朝刊で紹介されました。

（写真は、 1 月25日（土）神奈川新聞朝刊経済面）
（担当は民事法務部）

株式会社日本政策金融公庫県内 5 支店間との間で
中小企業等支援に関する覚書を締結いたしました
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国 際 部 活 動 報 告

●神奈川県外国人合同新年会

報告 部員：向川 潔
　民団神奈川県本部および県内の民団関係団
体が集った標記新年会に出席しましたので、
概要を報告致します。
日　時：平成26年 1 月11日（土）
　　　　正午～午後 2 時
場　所：ローズホテル横浜 2 Ｆ
　　　（横浜市中区山下町77）
主　催：�在日本大韓民国民団神奈川県地方本

部
　　　　神奈川県韓国商工会議所
　　　　中央商銀信用組合
共　催：在日本大韓民国青年会神奈川県地方
　　　　本部
　　　　神奈川韓国青年商工会
出　席：渋谷利郎（国際部長）
　　　　向川　潔（国際部員）
報　告：
　大韓民国大統領のメッセージ、横浜総領事、
民団役員のご挨拶、日本国国会議員等の出席、
祝電があり、来賓として当神奈川県行政書士
会国際部長の紹介もなされました。
　新成人の成人式もかねた新年会には約200
名が出席する盛大なもので、大いに交流を深
めることができました。
　民団と当会国際部との連絡協議会・勉強
会・相談会についても懇談し、友好親善に満
ちた有意義なものでした。
　なお、 1 月22日開催の当会の賀詞交歓会へ
は事務局長呉吉明様、生活部副部長朴國遠様
のご来会を賜りました。

（JICE研修�久保田様、渋谷利郎、佐藤様、和田様）

●平成 25 年度日系人就労準備研修
報告 部員：立野 信行

　厚生労働省の支援事業「日系人就労準備研
修」につき、主催の一般財団法人日本国際協
力センター（ＪＩＣＥ）から本年度最後の研
修講師派遣の要請があり、平成26年 2 月13日
に次のとおり 2 会場で実施致しました。

1 ）横浜市神奈川区会場
日　時：平成26年 2 月13日（木）
　　　　午前 9 時～正午
場　所：神奈川県社会福祉会館
　　　（横浜市神奈川区沢渡 4 － 2 ）
受講者：�10名（国籍：ブラジル、ペルー、

キューバ、中国、アメリカ、オース
トラリア）　

講　師：箕輪ひろみ（国際部員）
同　行：立野信行（国際部員）
運　営：八鍬マルシア様（現地連絡調整員）
　　　　佐藤くみ子様（スペイン語通訳）

2 ）大和市会場
日　時：平成26年 2 月13日（木）
　　　　午後 7 時～午後 9 時
場　所：富士見文化会館

▶▶▶ 国際部



各部情報掲示板

29行政書士 かながわ 2014.3/4 Vol.227

　　　（大和市中央 5 － 2 －29）
受講者：�9 名（国籍：ペルー、ベトナム、中

国）
講　師：渋谷利郎（国際部長）
同　行：立野信行（国際部員）
運　営：和田美佳様（研修事業部ご担当）
　　　　�久保田真帆様（地域コーディネー

ター）
　　　　�幸地スージ・メイレ様（現地連絡調

整員）
　　　　佐藤くみ子様（スペイン語通訳）

　大和市の研修は、今年度 5 回目の最終出講
の締めとして、渋谷国際部長に飾って頂いた。
ＪＩＣＥ本部から研修ご担当の和田様・久保
田様のお二方も見学に来られ、関心の高さが
窺われた。
　両会場とも、ＪＩＣＥ編集テキスト「日本
で働くにあたって」の第 4 章「在留資格」を
ベースに⑴在留資格の分類、⑵日本国籍の取
得、⑶新たな在留管理制度について、⑷外国
人住民に係る住民基本台帳制度について講義
を行った。
　経験豊富な両講師によるポイントをおさえ
た内容の濃い充実した研修となり、受講者の
反応には確かな手ごたえが感じられた。夜間
研修は、通常 3 時間の講義が 2 時間に短縮設
定されたが、講師と通訳の連携プレーにより
スムーズに進行することができた。
　質疑応答は時間的制約から必ずしも十分で
はなかったが、本会の「 3 か国語による外国
人無料電話相談」を有効活用頂くようパンフ
レットを受講者全員に配布し、国際部の活動
を大々的にＰＲした。今後相談業務の裾野を
広げる一助ともなり、受講者からの活発なリ
アクションが期待できる。
　来年度に向けて新しいステップを踏むため
に、引続き国際部の英知と力を結集して諸活

動に取り組んで参ります。

●日系人就労準備研修・講師所感
国際業務相談員： 箕輪 ひろみ

　今回初めてこの研修会の講師を務めました
が、通訳を入れての 3 時間はあっという間に
過ぎてしまいました。法律上の言葉を、いか
にわかりやすく説明し、受講者に理解しても
らうか、本当に難しいと感じました。スペイ
ン語の通訳の方との連携がうまくとれたので、
講師としては円滑に講義を進めることができ
ました。
　新しい在留管理制度が導入され 1 年半が経
過しましたが、在留外国人の方が、この制度
を正確に理解するにはまだ時間がかかりそう
です。
　特に住居地に関する届出については、住基
法と入管法上の届出が絡んでおり、よくわか
らない様子でした。
　国際業務を取り扱う行政書士として、在留
外国人の方へ的確に説明ができるよう、これ
からも研鑽を積んでいきたいと思います。

（JICE研修・神奈川会場　箕輪ひろみ、佐藤様）

●外国人無料電話相談・その他
◆よこはま国際フォーラム2014
　平成26年 2 月 8 日（土） 9 日（日）の二日
間にわたって、ＪＩＣＡ横浜（横浜市中区
新港 2 － 3 － 1 ）において「よこはま国際
フォーラム2014」が開催された。神奈川県行
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政書士会が広告協賛する「よこはま国際フェ
スタ」運営主体の（特活）横浜ＮＧＯ連絡会
からのご案内を受け、国際部より副部長三浦
が視察した。
　両日で52のワークショップが開かれ、各団
体間での交流も図られていたが、国際部も今
後の活動を通じて親交を深めるとともに、当
会の広報に努めて参ります。

◆外国人無料電話相談
　国際部では、毎週金曜日に「外国人無料電
話相談」を実施・運営しておりますが、近時
は相談件数も増加の傾向にあり、また難しい
内容の相談が多くなっているように感じます。
現在、事務担当の箕輪ひろみ国際部員・加藤
牧子相談員・岩崎裕子相談員において、当該
電話相談事業及び国際部の事業活動について
の「概要報告書」の編纂作業にとりかかって
おります。
　 3 月の年度終了までのデータを盛り込んだ
内容となる予定ですので、完成脱稿は少し先
となりますが、完成しましたら改めて報告申
し上げます。

◆ブラジル家族法に関するセミナー報告書
　平成26年 1 月28日（火）日行連第三業務部
国際部門主催で「ブラジル家族法に関するセ
ミナー」が開催されました。
　先着定員制でもあったため、受講できな
かった会員も多かったと推察されます。当国
際部では、立野国際部員の労によりセミナー
の概要報告書を作成し、近時本会ホームペー
ジに掲載致します。会員の皆様の業務にお役
立てて頂ければ幸です。

　その他、国際部一同、国際業務相談員、会
員の皆様のご協力のもと鋭意事業活動に取り
組んでおります。

　引き続き皆様のご協力とご指導・ご鞭撻の
程よろしくお願い申し上げます。
【以上，国際部／編・文責�副部長�三浦健治】
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川崎南支部

【第2回支部研修会／平成26年度新年会】 
日時　：平成26年 1 月25日（土）
　　　　13時30分～17時00分
場所　：川崎市産業振興会館
テーマ／講師
（前半）公図と地積測量図の見方
　　　　土地家屋調査士　石井　学　先生
（後半）筆界特定と土地家屋調査士会ADR
　　　　土地家屋調査士　山田哲夫　先生
　
　去る 1 月25日、川崎
南支部では、平成25年
度第 2 回支部研修会お
よび平成26年度新年会
が実施されました。
　研修会にあたって
は、研修相談部の入念
な事前準備もあり、多
くの会員が出席する
中、土地家屋調査士会より 2 名の先生を講師
としてお招きし、前半で公図・地積測量図の
見方、後半で筆界特定制度と土地家屋調査士
会のADRについてご講義頂きました。
　前半については、公図に関する歴史的な背
景や地積測量図、登記簿の基礎知識をプロ
ジェクターを用い、丁寧で分かりやすくご講
義頂きました。登記簿など、普段何気なく目
を通すことが多くありますが、基礎から再度
学ぶことで新たな発見があり、それぞれの見
方を振り返る良い機会となりました。
　後半は、筆界特定制度とADR（裁判外紛
争解決手続）についてでした。“筆界（ひっ
かい）”という言葉に普段耳慣れない会員も
多いところ、初歩的な説明はもちろん、制度
の問題点等にも触れられました。
　特に印象的であったのは、筆界が特定され

ても、あくまで図面での表示であるため、見
た目上は分からない点や所有権については関
与しない点でした。隣地との兼ね合いで長年
に渡り越境があった場合、越境物の排除や時
効取得の問題も生じ、一筋縄ではいかないと
いった印象を受けました。
　そして、このような問題の解決手段の一つ
として、ADRにも積極的に取り組まれてお
り、毎年100件を超える問い合わせがあると
のことでした。ADRは、当事者双方が互い
に理解を深め、最良の解決方法を模索してい
く手段として注目を集める一方、ADR制度
自体の社会的な普及は、まだ十分とは言えな
いのが現状です。
　我々、行政書士会のADRセンター神奈川は
もちろん、調査士会のADRへの取り組みに今
後も期待が募るところではないでしょうか。

　研修会の後は、新年会が開かれました。川
崎南支部の厚生部が気合を入れて企画したこ
の新年会は、なんと…“ふぐ料理♪”
　お刺身や鍋など、次々と出されるふぐ料理
に皆で舌鼓を打ちつつ、歓談に花を咲かせま
した。冬の寒さが続く中、会員同士でお酒を
酌み交わし、美味しい鍋を囲んだこの新年会
は、誰にとっても忘れられない会となったこ
とと思います。
　楽しいひと時もあっという間に過ぎ、大盛
況のうちに終了致しました。
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【川崎南北対抗！ボウリング大会!!】

日時：平成26年 2 月15日（土）
　　　午後 3 時00分～午後 5 時00分
場所：川崎グランドボウル
総参加会員数：20名
　 2 月15日、川崎北支部・南支部合同主催に
よる厚生事業として、川崎南北対抗ボウリン
グ大会が行われました。
　前日に降った大雪なんて何のその。合同事業
ともあって、参加会員は皆やる気満々です！
　勝敗のルールは、2ゲームを行い、北支部、南支
部それぞれ上位5名の合計点で競うこととなり、ま
た、その他にも個人賞としてスコア合計の1位/10
位/15位/19位の方への表彰も用意されました。
　いざ、第 1 ゲーム。なんと開始早々、北支
部の安藤会員が着ぐるみを着て登場！場の雰
囲気がどっと和み、その後も、終始、和気あ
いあいとした雰囲気の中、進行しました。
　また、久しくボウリングをしていない会員
も少なくなかったようですが、皆それを感じ
させないほどでした。中でもボウリング世代
の会員の実力は伊達ではなく、安定したコン
トロールには圧倒されました。

　そして、第 1 ゲームの勢いのまま第 2 ゲー
ムへ。それぞれの投球に一喜一憂しながら
も、互いに称賛する場面も多く見受けられま
した。

　第 1 ゲームでスコアの良かった会員が 2
ゲーム目で失速したりや、 2 ゲーム目から本
領発揮した会員もおり、優勝の行方はわから
ぬ状態に…結果発表を待ちます。

　ボウリング終了後、表彰式。各個人の 2
ゲームでのスコアを集計したところ、南支部
の河野会員が見事優勝に輝きました！ 2 ゲー
ムで326ピンを倒したそうです。…恐るべし！
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　また、支部の対抗では、わずかな差で南支
部に軍配が上がったようです。

　ボウリングで汗を流した後は、ちゃんこ
鍋！ボリューム満点の鍋やお刺身が振る舞わ
れました。
　全体を振り返って、素晴らしい厚生事業と
なり、北支部も南支部も互いにより一層親睦
を深めることができたことと思います。
　ボウリング自体も大好評で、毎月開催しよう
と冗談をいう会員もいるほど。とはいえ、この
度の成功をみれば、第 2 回のボウリング大会の
開催も、そう遠くはないかもしれません。

以上
神園佳昌

横浜中央支部

第３回支部研修会
　平成25年12月19日（木）17時より、研修後の
忘年会会場の隣室において「結婚契約と離婚回
避の知恵と予防」というタイトルをもって開催
されました。講師は、結婚契約書の普及に尽力

されている、鶴見・神港支部の安友千治先生で
した。
　冒頭に、「日本の結婚契約（夫婦財産契約）
の実情と可能性」と題して、夫婦財産契約書の
必要な方についてお話しいただきました。実例
をまじえながらのお話しで、とても興味深く拝
聴することができました。
　次に、「日本でも活用できる？　民法でいう
財産制度とは」と題して、民法の条文を交えな
がら財産契約の要件についてご説明いただきま
した。また、夫婦財産契約登記というのがある
が、ほとんど活用されていないとのお話しがあ
りました。
　さらに、「夫婦財産契約以外の契約」と題し
て、結婚契約書のサンプルを見ながら、各条項
の意味合いについてご説明いただきました。ま
た、結婚契約書は、顧客と行政書士とが最良の
状態で出逢うという意味で、業務の導入として
使うのがよいとのお話しがありました。
　最後に、「結婚契約書の効能」と題して、結
婚相手を安心させるラブレターだとお話しがあ
りました。契約書というとお互いを縛るものだ
と考えがちなので、このような視点は新鮮な印
象を受けました。
　結婚というお祝いごとにかかわる業務につい
ての研修で、忘年会前の研修にふさわしい内容
でした。

西境　努
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平成25年度忘年会

日　時：平成25年12月19日（木）18：00～
場　所：中華街「萬珍樓點心舗」
参加者：39名

　研修会に引き続き、笠井政記支部長のご挨拶
と共に25年度忘年会が開催されました。神奈川
県行政書士会副会長小出秀人先生よりご挨拶を
いただき、同日の研修の講師である安友千治先
生に乾杯のご発声をいただきました。
　前回同様、席はくじ引きとなっており、普
段あまりお会いできない方との交流や、お世
話になっている方との親睦をより深めること
ができたと思います。
　会の中盤では自身の氏名を使ったビンゴ
ゲームが行われるなど、大いに盛り上がり、
今年一年の良い締めくくりができました。

江﨑大輔

南・港南支部

平成25年度　第２回
支部研修会及び忘年会開催

日　時：平成25年12月７日（土）
　　　　①　研修会　15時00分～16時50分
　　　　②　忘年会　17時30分～20時00分
場　所：①　研修会　 横浜市消費生活総合セ

ンター　第３会議室
　　　　②　忘年会　 ウイリング横浜レストランAmi

研修会：テーマ　 行政書士のできる
　　　　　　　　交通事故手続
講　師：松本丈雄会員（磯子金沢支部）
　南・港南支部では、平成25年12月７日
（土）、本年度２回目の支部研修会及び忘年
会が開催されました。
　研修会では、鎌倉支部や緑支部など他支部
の会員も含め、45名が参加しました。「行政
書士のできる交通事故手続」と題し、講師に
は、交通事故関連業務を得意とされている磯
子金沢支部の松本丈雄先生を迎え、交通事故
に行政書士が関わる意義から始まり、障害損
害と後遺症損害の分類、損害賠償支払いの３
つの基準、自賠責保険、認定機関とのかかわ
り方、行政書士としてどこまで踏み込めるか
と講義が進んでいきました。
　そして、現在松本講師が扱っている事例を
基に、受任から手続の進行について具体的に
説明が行われ、イメージがしやすく大変分か
りやすいものとなりました。また、講義全般
から松本講師の少しでも被害者の役に立ちた
いという被害者救済にかける熱意が伝わって
きて、交通事故手続へ行政書士としてかか
わっていくことの意義も参加者の理解が得ら
れていたように思います。
　質疑応答では、報酬についての考え方や診断
書取得の時期など実際の手続きの進め方に関す
るものなどが質問としてあげられ、参加者の関
心の高さを肌で感じることができました。
　研修の終了後、政治連盟から活動の状況及
び平成26年賀詞交歓会の案内、理事会から活
動の状況や連絡事項の説明が行われました。
　その後、場所を同じビルの９階に移し、研
修会参加者の大半（40名）と講師を努められ
た松本先生も参加され、平成25年南・港南支
部忘年会が盛大に開催されました。
　新入会員の自己紹介や、他支部から参加し
ていただいた方々の自己紹介を兼ねた御挨
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拶、さらに各同好会の活動状況の紹介などが
行われ、大いに盛り上がりながら参加者一同
がお互いの交流を深めることができ、大変有
意義なものとなりました。
　今回の研修会、忘年会を企画、実行をされ
た役員様、幹事様ありがとうございました。

髙田昌利

磯子・金沢支部

【１】平成25年度　第３回
磯子・金沢支部役員会報告

　平成26年１月８日（水）18時00分から、杉
田地区センター　中会議室において第３回支
部役員会が行われ、以下の議題について話合
われました。

（１） 野田会員の体調不良による、副支部長
と政連幹事の辞任について

　　　副支部長代行を阿部会員とする。
　　　政連幹事代行を飯田会員とする。

（２）第２回支部研修会予定
　　　日　時：平成26年 2 月14日（金）18時～
　　　場　所：杉田地区センター４Ｆ
　　　講　師：阿部会員、三浦会員、川﨑会員

（３）支部定時総会開催予定
　　　日　時：平成26年５月９日（金）17時～

　　　場　所：金沢産業振興センターホール
　　　懇親会：レストラン「ハイ・ローズ」

【２】平成25年度　第２回
磯子・金沢支部研修会報告

　平成26年２月14日（金）18時から杉田地区
センター４階集会室において、平成25年度第
２回磯子・金沢支部研修会が行われ、会員26
名が参加しました。
　当支部では、相談業務の実践等に役立つ内
容を中心として、体験発表と会員相互の意見
交換という形態で研修を行っています。
　研修を始めるにあたり、石川支部長の挨拶
の後、支部会員３名の発表がありました。内
容は以下のとおりです。
（１）入管手続
　　　三浦　健治　会員
（２）建設業の財務諸表
　　　阿部　陽一　会員
（３）遺言執行
　　　川﨑　志朗　会員
　引き続き活発な「質問等意見交換会」が行
われ、20時を過ぎて終了となりました。
　体験発表の講師を務めて頂いた会員の方々、
また石川支部長ありがとうございました。

大雪の中研修に参加する会員の面々

川﨑志朗
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戸塚支部

支部研修会＆新年会
【平成25年度第２回支部研修会】
　平成26年１月25日（土）午後２時～午後４
時45分、支部研修会を開催しました。参加者
は53名で、他支部からも４名の方々に参加し
ていただきました。当支部の研修会は戸塚区
内で行われることが多いのですが、今回は栄
区役所そばの栄公会堂で開催され、二部構成
で行われました。
　第一部は神奈川県栄警察署の前田真人警部補を
講師にお招きし、反社会的勢力の活動状況、手口
とその対策方法についてお話しいただきました。
　ご存じの通り、神奈川県行政書士会では、
平成24年に暴力団排除対策本部を設置し、県
内19支部は、その分会となりました。戸塚支
部においても、この動きに呼応して、戸塚支
部内の戸塚、泉、栄各警察署を訪問し、暴力
追放運動に関するご助言をいただきました。
　今回の支部研修もこうした流れを受けたもの
で、支部会員の皆様に、反社会的勢力の活動状
況を知り、さらに不当要求の手口や対処方法を
勉強していただく目的で企画しました。
　はじめに、いわゆる指定暴力団について、そ
の規模、拠点、活動状況などを解説していただ
きました。戸塚支部管内に活動拠点を置く反社
会的勢力は、いまのところ確認されていないそ
うですが、横浜市内に活動拠点を置く反社会的
勢力は存在するとのことでした。そこで、依頼
を受ける際は、お客様に「私は反社会的勢力で
はありません」と記した文言にチェックを入れ
ていただくなど、簡単な方法でもいいので、依
頼者が反社会的勢力ではないことを確認すべき
ことなどを教えていただきました。
　次に、反社会的勢力の不当要求の手口と、そ
のような要求を受けた場合の対処方法を解説し
ていただきました。例えば「誠意を見せろ」と

言われたとき、それを“金銭の要求”と勝手に解
釈せず、具体的な要求内容を相手自身に言わせ
るようにすること、その場での回答を求められ
ても即答しないこと（相手は対処を迷っている
間が勝負と考えている）など、非常に興味深い
お話を伺うことができました。

　第二部は、『遺言・任意後見契約・尊厳死
宣言に関する公正証書嘱託ついて』と題し、
関内大通り公証役場より小林正一先生を講師
にお迎えして行われました。
　公証人とは何かといった説明から始まり、公
証役場の利用方法、そして公正証書遺言につい
てのお話、任意後見契約に関するお話、さらに
尊厳死に関する宣言書についてのお話まで、実
務に役立つ話題を中心にお話いただきました。
　公正証書遺言に関するお話では、作成手続
きの流れ、事前に用意すべきもの、さらに公
正証書遺言作成当日に持参するものまで、細
かく解説していただきました。行政書士に
とって、公正証書遺言は馴染みあるものです
が、初めて扱うときには不安もあろうかと思
います。そうした方々にとって、このお話は
非常に参考になったのではないでしょうか。
　任意後見契約に関するお話では、そもそも
任意後見契約とは何なのかといったお話から
始まり、任意後見契約書の作成方法、公証役
場での手続き、受任者の任務内容等まで、丁
寧に解説していただきました。
　尊厳死に関する宣言書、いわゆる「尊厳死宣
言」ついてのお話では、その作成には公証役場
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での面前認証による方法と、公正証書による方
法があることを、両者の違いを明らかにしなが
ら説明していただきました。また、それらが実
際にどのように役に立つのか、さらには作成の
際に準備するものに至るまで、詳しく説明して
いただきました。尊厳死宣言は今後重要性を増
すと予想されますが、その割に作成方法はあま
り知られておらず、これを補うものとして、と
ても有意義なお話でした。

【平成26年新年会】
　研修後、場所を「せんざん港南台本店」に
移し、講師の先生お二人も交えての新年会を
行い、41名の方々にご参加いただきました。
　講師の先生に研修会の内容について質問す
る方あり、隣の席の方をつかまえて業務の質
問をする方あり、あるいは共通する趣味の話
で盛り上がる方あり、いつものことですが、
思い思いの話題でたちまち時間は過ぎてしま
いました。最後は一本締めの後、記念撮影を
して、解散となりました。

大道　栄徳

鎌倉支部

平成26年　鎌倉支部新年会の報告
　鎌倉支部新年会が平成26年 1 月17日（金）
午後６時より鎌倉駅西口の銀座アスター鎌倉
賓館で開催されました。
　鎌倉支部会員30名が出席。本会水野晴夫副
会長、浅尾慶一郎衆議院議員、中村省司神奈
川県議会議員、早稲田夕季神奈川県議会議員
をご来賓にお迎えし、矢追支部長の新年ご挨
拶、続いて、ご来賓のご挨拶、そして乾杯の
後、歓談となった。
　参加人数も30名を超え、今回はより広い会場
へ変更し、円卓形式となったため席の移動もし
やすく賀詞の交歓、情報の交換が活発に行わ
れ、新年会にふさわしい雰囲気となった。 2 時
間が大変短く感じられ話は尽きない様子であっ
たが閉会を惜しみつつお開きとなった。

平成25年度　第2回鎌倉支部研修会の報告
　本年度第 2 回目の研修会が平成26年 2 月 3 日
（月）、鎌倉芸術館会議室１で開催された。
　テーマは、「行政書士による自賠責保険の
被害者請求支援」業務と「相続税・贈与税に
ついての税制改正」の講義が行われた。
　自賠責保険の被害者請求支援については、
本会民事法務部部長の齋藤光宏先生に講義を
お願いした。
　齋藤先生より、自賠責保険の解説からケガの
程度による請求金額の算出方法などの解説及び
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請求にかかわる書面と記入方法まで細部にわた
る資料のご提供をいただいた。実務から提供さ
れた資料であり、また、講義であり行間に隠れ
てしまうような事柄についても資料が提供され
ており即、実践に役立つものであった。

（本会民事法務部部長　齋藤光宏先生）

　相続税および贈与税の改正点については当
支部所属行政書士・税理士の上園敬二先生に
講師をお願いした。
　平成27年 1 月 1 日から改正法が施行される
が、課税対象者が 4 ％から 6 ％に増加すること
が予想され、早めの対応が求められている。
　基礎控除の引き下げ、最高税率の引き上げ
と税率段階が 8 段階に、小規模宅地の減税特
例が330㎡までに拡大など、また、贈与税も
税率の改正があり、行政書士の業務遂行の際
には常に意識しておくことも肝要ではないか
と思われる。
　研修会終了後は、鎌倉芸術館内のレストラ
ンPauseにて懇親会を開催し、研修会の成功
を喜ぶと共に会員相互の親睦を深めました。

（上園敬二先生）

横須賀・三浦支部

平成26年　新年賀詞交歓会報告
日時：平成26年１月25日（土）
　　　17：00～19：00
場所：横須賀市若松町　
セントラルホテル　５Ｆ　サファイア
参加人数：会員46名　
　　　　　来賓５名

　京浜急行横須賀中央の駅前にあるホテルの中
では最高級の、セントラルホテルにて本年の当
支部新年賀詞交歓会が盛大に開催されました。
　まず井上昂支部長からご挨拶があり、前年
にあった大きな出来事として、支部規則・規
程の改訂、支部ホームページの開設、三浦市
役所における無料相談会の開始、図書館セミ
ナー計画の実行、などを報告し、さらに、新
年を迎え強化・拡充したいこととして、研修
の充実、広報活動の強化、他士業との関係構
築、成年後見への支援・コスモスとの連携、
の四点を挙げられました。
　また、今年は吉田雄人横須賀市長をはじ
め、弁護士会、司法書士会、税理士会の各横
須賀支部長の先生方や水野晴夫本会副会長の
ご臨席を賜り、皆様方から温かい励ましとお
祝いの言葉をいただきました。ご来賓では初
めに吉田市長が「行政不服申し立ての代理権
を、行政書士会の皆さんが手に入れたとして
も、あまりそれを使わなくていい市役所にし
ていきたいと思います。」と、ホットな話題
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に触れつつ会場の笑いをさらえば、司法書士
会の山下和男横須賀支部長も、「業際問題の
ことはあまり考えずに、それぞれの職域でそ
れぞれ頑張って、その中で切磋琢磨してゆけ
ば市民の皆さんに対してのサービス向上にな
ると思うので、一緒に頑張っていきましょ
う。」と、共存してお互いを高め合うことの
大切さを述べられました。
　司会の小川興子先生は、開始前こそ緊張の
面持ちで「カトパンに生まれ変わって大勢の
人前でもペラペラ喋れるようになりたい。」
などと言っていたものの、いざ本番となると
大変素晴らしい司会ぶりで、会の円滑な進行
の立役者となり、和やかな中にも引き締まっ
た雰囲気作りに大きく貢献しました。来年も
また、司会は“オガパン”で決まりでしょう。
　乾杯を前に運び込まれてきたのは、ハート
ランドビールでした。まったくもって「シブ
い！」としか言えません。このシブいビール
をグラスに注ぎ、これまた渋い井川長次郎相
談役の音頭で乾杯し、会場は一気に賑やかに
なりました。乾杯後の一口目は、「のどごし
生」や「麦とホップ」に慣らされた身体が、
酔い方を忘れてしまうほどの美味さでした。
　宴もたけなわになったところでビンゴゲー
ムが始まり、レトルト海軍カレー(横須賀)や
ユキマサくんのクリアファイル（行政書士
会）など、全国各地から集められた豪華な景
品で会場は大いに盛り上がり、終盤の新入会
員紹介では24歳の年男が登場し、あたかも
サッカーワールドカップの抽選会で、スペイ
ンとオランダの予選同組が決まった時のよう
に会場は大きくどよめいて、参加者の平均年
齢の高さをうかがわせました。
　最後は威勢よく万歳三唱で締めくくり、各
位それぞれの決意も新たに、活気に満ち溢れ
た新年賀詞交歓会はお開きとなりました。

別役　良

【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。
また、当支部URLは次のとおりです。
http://yokosukamiura.client.jp/

湘南支部

平成25年度　支部相談員講習会および
研修会開催報告
　平成26年２月１日（土）、14時から17時ま
で藤沢市民会館第２会議室におきまして平成
25年度支部相談員講習会および研修会が開催
されました。
　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。
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　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、山本温子会員か
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。

　昨年度から、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、一から改めて内容を確認し、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。
　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「行政書士のための
労働保険・社会保険・年金の基礎」につい
て、社会保険労務士でもある、湘南支部幹事
の寺内正樹会員にご講義いただきました。

　労働保険・社会保険・年金はいずれも社会
保険労務士の業務であり、基本的に私たち行政
書士が携わることはありませんが、行政書士相
談を受けるにあたり周辺知識があるのとないの
とでは回答内容にもおのずと差が現れます。
　本講義では、公的な保険制度を体系的に整
理し、私たち行政書士が相談を受けたとき
に、「どこに相談すべきか」をクライアント
に提示できるように、ポイントを絞ってわか
りやすく説明していただきました。
　周辺知識を正しく身に付けることにより、
ご相談者が次のアクションにスムーズに移れ
ることもまた、身近な街の法律家として私た
ちに期待される重要な役割だと思います。参
加された会員の皆さんはとても真剣に受講さ
れており、今後の相談業務の質の向上が期待
されます。

赤沼　慎太郎

平成25年度 新春の集い開催報告
　研修会終了後17時から19時の間におきまし
て、会場を移し、藤沢市民会館まつの間にて
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「会員数180名を超える湘南支部の
つながりを一層強固なものにしたい」という
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、本会からは田後隆二会長のご臨席を
賜ることができました。
　また、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
言葉を頂戴するとともに、地域行政と市民と
の架け橋として、行政書士が果たすべき役割
はこれまでにも増して期待されていることが
分かりました。
　その後、山田榮相談役の乾杯のご挨拶か
ら、酒井武千代監事、水島早苗相談役、神本
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千石相談役にもご登壇いただき、揃って「お
めでとうございます！」と乾杯のご発声をい
ただき、歓談の時間へと移りました。
　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。
　そんな楽しい宴はあっと言う間に過ぎ、國
井和夫支部推薦理事による中締めのご挨拶と
なりました。
　このたびの相談員講習会と研修会そして新
春の集いは、会員の結束を大切にし、より一
層湘南地域の皆さまのお役に立てる存在にな
ろうと、相互に再確認できた素晴らしい一日
となりました。

赤沼　慎太郎

相模原支部

業務研修会および賀詞交歓会の報告
　平成26年１月26日（土）、相模原市民会館
において、業務研修会および賀詞交歓会が行
われました。
　研修のテーマは、第１部が「行政書士とし
て知っておきたい税の知識」という内容で、
当支部会員で税理士兼業の冨岡弘文先生に、
そして第２部には「行政書士とコンプライア
ンス」という内容で、同じく当支部会員の今
村正典先生に、それぞれ講師をしていただき
ました。
　第１部では、平成27年１月の相続税改正の
前に、どのような対策を立てるべきかなど、
ホットで身近な話題をわかりやすく、豊富な
事例をもとにお話ししていただきました。
　行政書士としても、日頃お客様から話題に
出されることの多い話ですので、大変興味深
く、ためになるお話でした。
　続いて第２部では、「コンプライアンス」と
いうものの考え方について、お話ししていただ
きました。日本語に直すと「法令遵守」という
ことですが、昨年暮れに起こった有名ホテルや
百貨店等による食品偽装騒ぎでもわかるとお
り、ここまでは許される、ここからはいけない
こと＝法令違反という、線引きが難しく少しわ
かりにくい話を、身近な例を挙げてとてもわか
りやすく説明して下さいました。
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　その後場所を移し、平成26年賀詞交歓会が
開催されました。
　小峰支部長の挨拶に始まり、田後会長、山
口相模原市副市長、須田相模原市議会議長、
国会議員の方々など、多くのご来賓から祝辞
と激励のお言葉をいただきました。
　佐藤彊支部推薦理事の乾杯のご発声に続い
て、宴会がスタートしました。毎年恒例の行
事ですが、今年も多数の方々にご出席いただ
き、にぎやかにあちらこちらで歓談の輪が広
がりました。
　終始和やかな雰囲気の中、大﨑支部幹事の中
締めの挨拶をもって無事終了いたしました。

平井知子

厚木支部

厚木支部法務研修会報告
日時：平成26年 2 月 8 日（土）
　　　午後 2 時～午後５時
場所：プロミティあつぎビル８階会議室
講師：厚木公証役場　公証人　橘田博先生
内容：（１）民事改正作業の動向
　　　（２）遺言
　　　（３）成年後見制度の現状と動向
　　　（４）公正証書と私署認証

　「10年ぶりの大雪」と言われた２月８日、
みなさま、どのように過ごされたでしょう
か。私は、とても心に残る一日となりまし
た。その日は、厚木支部の法務研修会。前日

から大騒ぎの雪予報を気にしながらソチオリ
ンピックの開会式をぼーっと見ていたら、時
は深夜の午前３時。そのときはまだ、雪は
降っていませんでした。よしよし、天気予報
は外れたらしい♪と、就寝。目が覚めて外を
見たら・・・!!!積もった雪の高さがすごいこ
とになっていました。長靴をはき、完全防備
で出かけようと玄関ドアを開けると、猛吹雪
が家の中に吹き込んでくる。うわぁー。おじ
けづいてドアを閉めて、しばし思考停止。こ
れを何回か繰り返して、決意を固め、いざ出
発・・・。あ、すみません。ここから語り出
したくなるほど、それはそれは印象深い一日
だったのです。
　法務研修会は、予定どおり行われました。
出席者は、申込人数の約半数の18名（他支部
より２名）でしたが、この悪天候の中、おい
でいただけた事、雪を払いながら登場するお
一人お一人のお姿に、受付をしながら胸が熱
くなりました。
　講師は、新しく厚木公証役場に就任された
公証人の橘田博先生です。公共交通機関の乱
れなどから定刻に遅れて来られる方も多そう
だということで、講義に先立ち、橘田先生の
プロフィールなど雑談の時間を多く取ってほ
しいとお願いしたところ、快く応じていただ
きました。橘田先生のご出身が北海道という
ことで、「今日の大雪の様子に故郷が思い出
されます」と、雪にまつわるエピソードなど
をお聞かせいただきながら、和やかな雰囲気
で講義は始まりました。
　まずは、現在の民事改正作業の動向とし
て、平成25年度国会成立法案として、嫡出子
と嫡出でない子の相続分の同等化を含め全部
で５件、他に継続審議中のもの、改正作業中
のものの解説をしていただきました。
　次に遺言について、実際の具体例を用いな
がらわかりやすく注意点を教えていただきま
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した。公正証書遺言作成後の変更について
は、前回の遺言を撤回して新しく作成する
と、遺言全体に作成費用がかかってしまうの
で、変更部分だけを作成するのが良いとのお
話がありました。その場合でも変更箇所の部
分だけの記載だけでは、全体の遺言内容がわ
からなくなってしまうので、橘田先生は、前
回の記載部分もすべて公正証書の中に含めて
作成して下さるということです。
　次に成年後見制度の現状と動向について、
厚生労働省の統計からご講義いただきまし
た。制度の潜在的利用者は800万人を超える
が、現状はその15％ほどしか制度が利用され
ていないこと、最新の統計では、初めて親族
後見人が全体の45％と過半数を割ったことな
どのお話がありました。任意後見契約は公正
証書によることとされているため、公証役場
で統計が取られていて、年間約９千件、現在
７万件の契約があるそうです。
　最後に、公正証書についての講義がありま
した。外国文認証や確定日付などの様々な公
正証書の種類、それらの公正証書がどのよう
に役立つか、また、公正証書と私署認証の違
いについては、債務名義を除き効力は変わら
ないことなどを教えていただきました。
　公証役場は、行政書士業務においてかかわ
りが多く、公証人の先生とはお会いする機会
や教えていただくことも多いです。前任の先
生はたびたび支部研修の講師をお引き受け下
さったり、長年の就任期間の間、行政書士と
近い関係を築いてくださいました。そのた
め、今回の交代で身近な存在となっていた公
証人とお別れすることに少々不安を感じられ
た方もいらっしゃったのでは無いでしょうか
（実は私です）。けれど今回の研修会の橘田
先生のご講義でたくさんのことを学ばさせて
いただき、優しく気さくなお人柄に触れるこ
ともでき、そんな不安はどこかに吹き飛んで

しまう充実した研修会でした。
　研修会後は、懇親会会場のレストランまで
徒歩で移動です。雪は変わらず降り続いてい
て、強い風で雪が粉のように巻き上がり傘が
役に立ちません。そんな中を、１列に並び、
ただただ会場に向かう13名。20cmは積もっ
ていた歩道の雪をざくざくと直進です。みん
な無事か、はぐれていないか、視界の悪い中
をそれぞれが無言で気遣いながら、何とかレ
ストランに到着。なんでしょうね。この湧き
上がる一体感は。冷え切った身体が、レスト
ランの暖かい部屋と心のこもった美味しいお
料理に癒されました。大きなガラス窓から見
えるしんしんと降る雪を見ながらワイングラ
スを傾け、たくさん笑い、たくさんお話をし
ました。このような記録的な大雪の夜に一緒
の時間を過ごした方々とは今後も共有の想い
出で話が尽きないと思います。
　公証人の橘田先生にも遅くまでお付き合い
いただきまして、心より感謝いたします。
　また、このようなお天気にもかかわらず、
出席していただいた方々、本当におつかれさ
までした。

千代川　浩美

研修会風景

講師：橘田博　公証人
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懇親会風景

平塚支部

第 2 回平塚支部研修会報告
日　時：平成26年１月18日（土）
　　　　午後２時～５時
場　所：平塚市民センター２階なでしこ
テーマ：「 入管業務の基礎知識と外国人の就

労事例」
講　師：神奈川県行政書士会　横浜中央支部
　　　　齋藤　愼一郎先生
参加者：24名
司　会：金子智明

　平成25年度２回目の研修会は、横浜中央支
部の齋藤愼一郎先生をお招きして「入管業務
の基礎知識と外国人の就労事例」について講
義をしていただきました。
　休憩を挟んだ前半は４部構成で、１．査証
と在留資格、２．査証の種類とそれに対応す
る在留資格、３．出入国管理法及び難民認定

法（入管法）の別表に規定された在留資格、
４．主な査証・在留資格と就労、ということ
で査証と在留資格の違いから査証の種類、在
留資格の該当性、就労の許可・不許可等を法
令と照らし合わせながら、丁寧にお話し下さ
いました。基礎ということでしたが、入管法
の別表や基準法令等を取り上げた濃い内容の
ものでした。

　後半は、外国人の就労事例をお話し下さい
ました。齋藤先生の経験を交えてのお話しで
したので、具体的で解り易く聞くことができ
ました。
　最後の質疑応答では、活発なやりとりが行
われました。参加された先生方の過去や現在
の業務での疑問点や入管業務の広げ方等の質
問に対し、法令等を参照された丁寧なご回答
や齋藤先生の経験談等もお話し下さり、大変
有意義なものとなりました。

　研修会終了後、午後５時30分より、そば・
備長焼　土風炉にて講師の齋藤先生を囲んで
交流会が行われました。新年ということで羽
目を外してしまった会員もいましたが、おい
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しい食事とお酒を楽しみながら、会員同士の
活発な意見交換がされ、お互いの親睦を深め
ることができました。

下田益子

秦野・伊勢原支部

支部レクリエーション及び新年会
　平成26年１月11日（土）に支部会員交流企
画として「初詣七福神めぐり」を実施致しま
した。秦野・伊勢原支部で実施される「七福
神めぐり」も３回目となり、会員に好評のた
め当支部の新春恒例行事として定着しつつあ
ります。
　今年の「七福神めぐり」も昨年に続いて天
候に恵まれ、絶好のウォーキング日和でし
た。当日は秦野駅に集合した後、秦野市内の
七福神が祀られている神社仏閣に参拝し、各
寺院に設置されている七福神の御朱印スタン
プを集めました。「七福神めぐり」について
は秦野市のみならず神奈川県の各市町村でも
実施されていますが、秦野市は県外の方から
にもハイキングルートとして人気がある渋沢
丘陵・震生湖ハイキングコースが「七福神め
ぐり」のコースに含まれているため、途中山
道などやや厳しい道程もありましたが、自然
を満喫できる素晴らしい「七福神めぐり」と
なりました。
　午前10時に秦野駅を出発して、会員同士歩
きながらの会話で交流を深めつつ、途中これ

も毎年恒例となった「白笹うどん」で昼食を
とり、約８キロ、歩数で１万5000歩以上の
コースを参加者全員が無事歩ききり、今年が
良い年になることを祈りながら「七福神めぐ
り」は終了しました。
　当日の夕方からは秦野市内の和食「きち
じ」に移動して、秦野・伊勢原支部の新年会
を開催致しました。「七福神めぐり」から参
加して頂いた政連の山下会長に引き続いて新
年会にも参加して頂き、挨拶の言葉を頂きま
した。和やかな雰囲気の中、会員同士で意見
交換・情報交換がなされ、また新入会員に向
けて各会員が自己紹介をするなどして交流を
深めました。

野里　隣太郎
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小田原支部

小田原支部研修会及び新年会の開催
　平成26年１月25日（土）15時30分から、小関典
明会員の講師で農地法の研修が昨年より連続し
て実施されており、今回は、「転用許可基準の解
説…農地法第４条の許可・届出手続」を研修会
参加者で学びました。
　最終回の３月には、今まで受講した内容の考
査があるため、参加者一人一人が真剣に講義内
容を研鑽しておりました。
　新年会開催までの約１時間は、温泉で汗を流
す人や懇談する人等おりましたが、18時から「万
葉の湯」小田原館にて、神奈川県行政書士会よ
り石川副会長にご出席頂き支部会員を含め25名
が参加して開催致しました。
　会場には、牧島かれん衆議院議員も駆けつけ
「新人議員として、一年間取り組んできたことの
報告があり、最後に身近な街の法律家の皆さん
におおいに期待をしています。」と挨拶がありま
した。
　小田原支部の南支部長の挨拶の後、石川副会
長よりご祝辞を頂き、新会員や女性会員の参加
者に対し、ご自分の業務の経験談をとおし「依頼
された案件には積極的に取り組み、不明な点に
ついては仲間とのネットワークを活かして挑戦す
る姿勢」を訴えられました。
乾杯後は、料理を堪能し、酒を酌み交わしなが
ら、全員で今年の決意や抱負を語り会い大いな
る飛躍を誓いあいました。
　参加者には、非常に有意義な新年の出発とな
りました。

記事：北澤朝生　写真：齊藤久文

海老名・座間支部

平成26年　海老名・座間支部
新年業務連絡会

　最近は面白くないんだ。え？何がって？？
そりゃあなた、我が支部の会議ですよ。決し
て「つまらない」訳ではないんだ。良い議論
をしてると思うし、支部会員皆が真剣に我が
支部のためを考えているということは聞いて
いれば明らか。でもね、「面白く」ないの
よ。なんでかって？そりゃあなた、あれが無
いからですよ。そう、あれ。アレ。荒れ。あ
れれ？
　でもいいんだ。初めて会議に出席する新人
会員が多かったので、ガチなやつをいきなり
見せてドン引きされるよりは全然いいんだ。
新人の皆にはこれからも会議とか支部活動に
ぜひぜひ出てきてもらいたい。理由は簡単。
我が支部は良い支部だと思うから。支部会員
と繋がっていれば馬鹿みたいに得をするとい
うことはないけど、少なくとも損をすること
はないと思うから。これは我が支部だけの話
ではないと思うけど、支部活動に出てくる会
員ってやはり仕事をバリバリこなしている人
が多いと思う。そして自分をその空気の中に
なじませていくことで自分も仕事をバリバリ
こなす人になると思うのよ。正にリアル「朱
に交われば赤くなる」ですわ。
　なんてことを漠然と思っていた会議中。話
を聞けというツッコミは全くもって正しいの
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でここではスルー。でもなんだかなぁ。説
教っぽくってなんだかなぁ。
　まぁ登録年数も８年を超え、立場的には中
堅に、実年齢は中年になったということか。
自分よりも後に我が支部に加入した人が支部
総数の半分になった。特に若くして加入する
ということに対する不安とかは自分も嫌とい
うほど経験したし、でもそんな経験はしなく
ていい訳だから、自分が経験したことぐらい
は伝えていきたいな、と。
　て、真面目か！？ってツッコミが来そうだ
から、後は流し気味に連絡会のサマリー。

・ 平成26年１月11日（土）15：00～16：30　
於 オークラフロンティアホテル海老名

・ 支部長挨拶⇒支部報告⇒会計経過報告⇒理
事会連絡⇒政連連絡⇒その他

・ 支部会員51名中29名出席。登録１年以内の
会員７名全員出席。

　途中、「もしもーし！？」と思うような発言
が２,３あった以外は何ということもなく。思
う所としては、建設的な提案に対して実施が面
倒だからといってごまかして逃げるなと。
　あと、支部長から支部に対する助成金の額が
見直される可能性のあることにつき発表があっ
た。弱小支部の心の叫びを受け入れてくださっ
た皆様に心から感謝の意を申し上げたい。本当
にありがとうございます。引き続き、交付金額
の検討もよろしくお願いします。

連絡会の後はすっごい飲んだよ。
見方　雅教
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神奈川行政書士政治連盟

■ 活 動 報 告 ■

衆議院議員（自民党）
松本純と友好団体忘年会
日　時　平成25年12月２日（月）
場　所　横浜ロイヤルパークホテル

横浜市会議員（自民党）
清水富雄を励ます忘年会
日　時　平成25年12月２日（月）
場　所　崎陽軒本店

横浜市会議員（民主党）
花上喜代志さんの在職35周年を祝う夕べ
日　時　平成25年12月２日（月）
場　所　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

参議院議員（自民党）山本順三君を励ます会
日　時　平成25年12月２日（月）
場　所　ルポール麹町

衆議院議員（自民党）
おこのぎ八郎さんを囲む東京の会
日　時　平成25年12月２日（月）
場　所　ホテルオークラ東京

参議院議員（民主党）
牧山ひろえ君を励ます会
日　時　平成25年12月３日（火）
場　所　ローズホテル横浜

衆議院議員（自民党）田中和徳　第20回新都
市構想セミナー
日　時　平成25年12月３日（火）
場　所　 ANAインターコンチネンタルホテル東京

前衆議院議員（民主党）
勝又恒一郎　政経セミナー
日　時　平成25年12月３日（火）
場　所　東海大学校友会館

衆議院議員（自民党）やまぎわ大志郎君の経
済産業部会長就任を祝う会
日　時　平成25年12月３日（火）
場　所　憲政記念館

県議会議員（自民党）
松田良昭　かながわ元気フォーラム2013
日　時　平成25年12月４日（水）
場　所　ローズホテル横浜

前衆議院議員（民主党）
城島光力　21世紀フォーラム・朝食会
日　時　平成25年12月５日（木）
場　所　ホテルニューオータニ

横浜市会議員（民主党）
ふもと理恵　市政報告会・励ます集い
日　時　平成25年12月７日（土）
場　所　JAみなみ総合センター

川崎市長　福田のりひことともに新しい川崎
をつくる集い
日　時　平成25年12月７日（土）
場　所　ホテルＫＳＰ
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県議会議員（公明党）
髙橋みのる　年末懇談会
日　時　平成25年12月10日（火）
場　所　菜香新館

県議会議員（自民党）
桐生ひであき　クリスマス会
日　時　平成25年12月18日（水）
場　所　ロイヤルホールヨコハマ

前衆議院議員（民主党）
田中慶秋　新年に向けた支援団体の集い
日　時　平成25年12月26日（木）
場　所　ホテルキャメロットジャパン

県議会議員（自民党）
竹内英明　県政報告会
日　時　平成26年１月７日（火）
場　所　よこすか平安閣

県議会議員（民主党）
平本さとし　賀詞交歓会
日　時　平成26年１月７日（火）
場　所　魚貝亭

衆議院議員（自民党）
星野剛士　新春賀詞交歓会
日　時　平成26年１月８日（水）
場　所　藤沢産業センター

自由民主党横浜市連　
新年賀詞交歓会
日　時　平成26年１月10日（金）
場　所　ローズホテル横浜

横浜市会議員（自民党）
関　勝則　新春の集い
日　時　平成26年１月11日（土）
場　所　ホテル横浜ガーデン

県議会議員（公明党）
髙橋みのる　新春の集い
日　時　平成26年１月12日（日）
場　所　ウィリング横浜

衆議院議員（自民党）
河野太郎　新年会
日　時　平成26年１月13日（月）
場　所　茅ヶ崎市役所分庁舎

公明党神奈川県本部
新春の集い
日　時　平成26年１月15日（水）
場　所　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

県議会議員（自民党）
三橋政雄　新春の集い
日　時　平成26年１月16日（木）
場　所　ロイヤルホールヨコハマ

県議会議員（民主党）
大村博信　賀詞交歓会
日　時　平成26年１月18日（土）
場　所　セントラルホテル

経済再生担当大臣
甘利明を囲む新春の集い
日　時　平成26年１月18日（土）
場　所　大和市保健福祉センター

横浜市会議員（自民党）
黒川まさる　新春パーティー
日　時　平成26年１月19日（日）
場　所　横浜テクノタワーホテル

厚木市長 小林常良
新春の集い
日　時　平成26年１月19日（日）
場　所　レンブラントホテル厚木
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茅ヶ崎市会議員（民主党）
岸正明　新春の集い
日　時　平成26年１月20日（月）
場　所　茅ヶ崎市役所分庁舎

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26年１月23日（木）
場　所　第一ホテルアネックス

参議院議員（自民党）
丸山和也の誕生日を祝う会
日　時　平成26年１月23日（木）
場　所　国際文化会館

公明党
新春の集い
日　時　平成26年１月25日（土）
場　所　セントラルホテル

海老名市長　内野優
賀詞交歓会
日　時　平成26年１月25日（土）
場　所　ザ・ウィングス海老名

県議会議員（自民党）
持田文男　新春の集い
日　時　平成26年１月25日（土）
場　所　ホテルＫＳＰ

県議会議員（自民党）
国吉一夫　新年会・県政報告会
日　時　平成26年１月26日（日）
場　所　横浜市立大学　総合体育館

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26年１月26日（日）
場　所　小田原市民会館

県議会議員（県政会）
やまもと俊昭　新春の集い
日　時　平成26年１月26日（日）
場　所　ハーモニーホール座間

県議会議員（自民党）
嶋村ただし　新春のつどい
日　時　平成26年１月28日（火）
場　所　新横浜プリンスホテル

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
日　時　平成26年１月28日（火）
場　所　ＴＫＰ大手町カンファレンスセンター

参議院議員（民主党）
かねこ洋一　政策勉強会
日　時　平成26年１月28日（火）
場　所　ルポール麹町

県議会議員（自民党）
杉山のぶお　新春のつどい
日　時　平成26年１月31日（金）
場　所　川崎日航ホテル

衆議院議員（自民党）
義家ひろゆき　新春の集い
日　時　平成26年１月31日（金）
場　所　レンブラントホテル厚木
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日　時　平成25年12月18日（水）
　　　　　　　　　　15：00～17：00
場　所　産業貿易センタ－ビル７階
　　　　　　　　　　　　　720会議室

報告事項（今回は合同会議につき活動報告のみ）
（１）政治連盟の活動
（２）総務財務委員会活動報告
（３）組織広報委員会活動報告
（４）政策渉外委員会活動報告

日　時　平成26年１月20日（月）
　　　　　　　　　　15：10～16：30
場　所　本会会議室
協議事項
（１） 規約改正に伴う規則等の制定・改定に

ついて
報告事項
（１）第26年新年賀交歓会について
（２）平成25年度スケジュールについて
（３）各委員会からの報告・今後の予定について
（４）その他について

■ 幹 事 会 報 告 ■

■ 総 務 省 自 治 行 政 局 行 政 課 行 政 書 士 係 を 設 置 へ ■

■ 片 山 さ つ き 参 議 院 議 員 後 援 会 設 立 へ ■

　日本行政書士政治連盟では、かねてから標記の件について要望してきたところ、片山さつき参
議院議員の特段のご尽力と総務省の前向きな取り組みにより、平成26年４月から総務省自治行政
局行政課に行政書士制度を専任で担当する係である行政書士係を設置する運びとなりました。

　平成25年12月５日（木）産業貿易センタービル２階
小展示室おいて開催された幹事会に、東京都行政書士
会港支部会員である片山さつき参議院議員が途中から
出席されました。片山さつき参議院議員は、平成25年
10月に総務大臣政務官を退任され、現在は自由民主党
内の環境部会長、自由民主党川崎支部連合会顧問を務
められております。幹事会において片山さつき議員か
ら、水素エネルギー・メタンハイドレートの先端技術
を用いた新エネルギー戦略、首都直下地震に対する防
災対策等の説明がなされました。
　また、かねてより片山さつき参議院議員から神奈川行政書士政治連盟に対して後援会設立の要
望を頂いており、神奈川行政書士政治連盟としても早急な対応をすることとなりました。片山さ
つき参議院議員は、行政書士制度への理解を頂いているのみならず、行政不服審査法に基づく不
服申立手続代理権の獲得やＡＤＲ代理権の取得等、行政書士制度の強化にご協力頂ける議員であ
ります。行政書士制度の強化の恩恵は行政書士会会員全てが享受致します。片山さつき参議院議
員の議員活動を支援するのと同時に、行政書士制度の推進、職域確保に寄与して頂くために後援
会を設立する予定ですので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
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■ 片 山 さ つ き 参 議 院 議 員 と の 懇 親 会 を 開 催 ■

■ 金 子 洋 一 参 議 院 議 員 と 親 睦 会 開 催 ■

　平成25年12月５日（木）17時30分より、産業貿易
センタービル10階東天紅横浜店において片山さつき
参議院議員と神奈川行政書士政治連盟（以下、神政
連）との懇親会が開催されました。田中誠神政連副
幹事長の司会のもと、片山さつき参議院議員からご
挨拶を頂いた後、田後隆二神奈川県行政書士会会長
の挨拶、武田昭芳神政連幹事長の乾杯でスタート
し、和気あいあいの中、交流が行われました。片山
さつき参議院議員は懇親会終了まで会場で神政連役
員と交流されていました。

　昨年12月19日（木）、産業貿易センタービ
ル内のカフェ・ド・ラペにて、民主党の金子
洋一参議院議員との親睦会をとりおこないま
した。和やかな雰囲気の中、国政への熱い思
いを拝聴し、また行政書士制度の充実発展へ
の必要性へ深い理解と意気込みを語っていた
だきました。親睦深まる大変有意義な会とな
りました。

　新年を迎え、神政連山下会長はじめ正副会
長他９名で、１月10日（金）に神奈川県議会
の各議員に挨拶に伺いました。県議会議長の
古沢時衛先生（写真）から、行政書士の役割
に大いに期待したい旨のお言葉をいただき、
お互いの協力関係の維持強化へと決意を新た
にしました。

■ 神 奈 川 県 議 会 各 議 員 へ 新 年 の 挨 拶 ■
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　昨年12月２日、横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズで行われた花上喜代志横浜市会議員（瀬
谷区選出）の在職35周年のお祝いに、神奈川行政書士政治連盟から山下政行会長と武藤親行幹事
が駆けつけました。
　藤井裕久元財務大臣、林文子横浜市長、金子洋一参議院議員他数名が発起人代表となり、500
名程が参加、大盛況のなかで、花上議員は過去を回顧しつつ謝意を述べられました。
　行政書士制度の推進に深いご理解をいただいている花上議員は本年１月22日の本連盟賀詞交歓
会にもご出席いただき、会員との交流のなかで改めて今後に向けた抱負を語られました。今後の
益々のご活躍を期待したいと思います。

■ 花 上 喜 代 志 さ ん の 在 職 3 5 周 年 を 祝 う 夕 べ ■
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巻 頭 寄 稿

第３回コスモス広報月間
かなさぽ県下一斉相談会開催について

かなさぽ支部長　　吉村　明博

　一般社団法人コスモス成年後見サポートセ
ンター（以下「コスモス」）は、毎年４月を
広報活動強調月間として、全国のコスモス各
支部の活動を支援しています。

　この期間中、コスモス神奈川県支部「かな
さぽ」も、県下各地で一斉無料相談会等を実
施します。市民県民の皆様に成年後見制度を
ご理解いただき、活用していただけるよう、
各地区が、それぞれの地区の実情に合った行
事を企画しています。また、相談会等を通じ
て、成年後見制度の理解のみならず、当かな
さぽや、かなさぽ会員の地道な活動の様子を
ご紹介することにより、かなさぽに、より一
層親しみを持っていただけるものと期待して
います。

　現在、かなさぽでは、多くの会員が、専門
職後見人として、認知症高齢者や、知的障が
い者、精神障がい者の方々に寄り添って支援
を行っています。　また、各市町村、福祉施
設等においても、介護・支援に従事している
方々に対して、成年後見制度の必要性や活用
法などのご説明をさせていただいています。

　しかし、まだまだ、成年後見制度は十分に
活用されているとは言えません。
　　認知症高齢者約460万人、認知症予備軍
約400万人、これに知的障がい、精神障がい

の方々が、何らかの形で成年後見制度を必要
としていると考えられるにもかかわらず、現
在までの成年後見等審判件数は、17万件弱と
いうのが現状です。
　かなさぽは、このような方々が、健常者と
何ら変わりなく、その意思を尊重され、安心
して、安全に暮らせるよう、各官公署への手
続き、契約書作成等行政書士としての実務実
績、さらには、多彩な人生経験を活かしつつ
成年後見人等として積み上げてきた実績を、
フル動員して、制度のさらなる普及促進に精
進したいと強く思っているものであります。

　本年４月１日から30日までの、一斉無料相
談会では、地域の各官公署、福祉関係団体、
各士業の皆様のご理解とご協力をいただきつ
つ、県下10地区長が中心となって、きめ細か
いメニューを用意して、住民の皆様をお待ち
しております。

　ご支援、ご活用のほど、よろしくお願いい
たします。

NEWS & TOPICS

かなさぽのホームページが
　　　　　　　　新しくなりました！
　平成26年のスタートとともに、かなさぽの
新しいホームページの運用が始まりました。

　新しいホームページは、かなさぽの広告塔
の役割を担うものとして、市民の方々に広く
かなさぽの組織や活動の様子、さらには成年
後見制度そのものについても知っていただけ
るよう、より親しみやすく分かりやすい構成
に意を用いています。
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　また、会員や研修生向けの情報を充実さ
せ、支部研修や地区研修に関する最新情報
や、フローチャートを用いた入会手続きの説
明、また、各種手続きに必要な書式のダウン
ロードページ等を掲載しています。

【ホームページへの掲載を希望する場合】
　かなさぽ会員はもちろん、会員以外の方で
も、成年後見制度に関する関係団体主催の講
演会や、他士業との共催イベントなどの情報
を掲載したいといったご要望がある場合に
は、広報渉外委員会にお問い合わせ下さい。
所定の「ホームページ掲載用書式」を用いた
掲載依頼の手順についてご説明いたします。
　かなさぽホームページへの掲載に不適切な
内容であると判断されない限り、対応させて
いただきます。

【会員の皆様へのお願い】
　ホームページが、今後かなさぽの広告塔と
しの機能を十分に果たしていくためには…

①市民の皆様が、かなさぽホームページに掲
載された情報を実際に目にして下さること。
②その情報に興味や関心を抱いて下さること。
③そして、当日、イベント会場に足を運び、
かなさぽ会員と声を交わし、会員の親身な対応
や熱心な活動にじかに接して下さることです。
　
そのためにも、会員の皆様におかれまして
は、折に触れて「詳しくは、かなさぽホーム
ページを見て下さい。」「かなさぽホーム
ページの検索は、ひらがなで『かなさぽ』と
入力するだけ。簡単ですよ。」と伝えて、か
なさぽホームページの周知にどうかご協力下
さい。

　かなさぽホームページは会員の皆様の共有
財産です。皆様で上手く活用して、かなさぽ
の一層の発展につなげて参りましょう。
　皆様のご意見や、ご提案、また、こんな情
報も載せてほしいといったご要望を、是非お
聞かせください。

広報渉外委員長　渡邊　幸子

＊広報渉外委員会ホームページ担当より＊
会員・研修生の皆様へ：会員・研修生向け
ページの閲覧にはパスワードの入力が必要で
す。パスワードが分からない方は、所属地区
の地区連絡員にお尋ね下さい。

かなさぽホームページ（トップページ）

地区研修会等報告

（１）相模原地区
①地区研修会
　平成25年12月13日（金）14時より相模原市
産業会館において｢認知症サポーター養成講
座｣をテーマに地区研修会を開催しました。
相模原市の協力のもと認知症地域支援推薦委

かなさぽ広報渉外委員会の問合せ先
koho@kanasapo.com
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員の外部講師をお招きし、前半は講義、後半
はグループディスカッション形式でおこなわ
れました。
　研修参加者全員が今後、認知症サポーターの
一員としてより地域に根差した活躍を目指して
いこうと気持ちを新たにする研修となり大変有
意義な時間を過ごすことができました。
　研修後は忘年会を兼ねた懇親会をおこな
い、会員同士の情報交換会が活発におこなわ
れました。

相模原地区連絡員　石口美子

研修会の風景

②市民公開講座
　平成25年11月30日（土）ウェルネル相模原
において相模原市および当地区をはじめとす
る成年後見専門７団体共催の市民公開講座が
開催されました。今回の講座は横浜弁護士会
が講師担当となっており｢こんな時こそ成年
後見制度｣をテーマにおよそ１時間半の講義
がおこなわれ、その後、個別無料相談会がお
こなわれました。
　今後も年３回の７団体共催による市民公開講
座を継続し、広く市民のみなさまに成年後見制
度の知識を広めていくことを目指します。

相模原地区連絡員　石口　美子

公開講座の風景

（２）横浜中・横浜南地区合同地区研修会
　平成26年１月23日（木）18:00より、横浜
市開港記念会館１号会議室において、横浜中
地区・横浜南地区の合同開催となる地区研修
会が行われました。
　研修内容は「後見的支援制度と親のかかわ
り」というテーマで、前半は横浜市健康福祉
局企画課企画調整係　施策推進担当係長　金
井国明様より、「横浜市障がい者後見的支援
制度」についてご説明戴き、後半は「後見的
支援制度と親のかかわり」と題して、横浜市
心身障害児を守る会連盟の代表幹事　八島敏
明様にお話し戴きました。
　「横浜市障がい者後見的支援制度」は、平
成22年10月から栄区、保土ヶ谷区、都筑区、
南区でスタートし、平成25年３月から鶴見
区、磯子区、港北区に拡大し、さらに本年３
月からは西区、旭区、金沢区、緑区でも開始
される予定です。障がい者のご家族は成年後
見制度に関する認識が薄く、利用は余り進ん
でいないようですが、今後、各区の障がい者
後見的支援室と連携を図り、障がいのある方
が地域で安心して暮らすためのネットワーク
作りを目指しています。
　八島敏明様は、実際にご家族に障がいをお
持ちの方がおり、自身の体験を踏まえて、親
として障がい者とのかかわり方をお話し戴き
ました。
　出席者は両地区及び地区外の研修生を含め
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て70名となりました。会場はほぼ満席で、一
言も聞き漏らすまいと、真剣な気迫が感じら
れました。
　研修終了後、両地区合同の新年会が、近く
の居酒屋で開催され、講師も参加されまし
た。國弘元支部長の音頭で、乾杯し、両地区
の会員が入り乱れての大宴会となりました。
あの様子だと翌日は二日酔いの方が多数いた
のではと心配される程でした。

横浜中地区連絡員　海原　比呂志

前半の講義風景

後半の講義風景

（３）小田原西地区広報活動
　小田原西地区は、２月２日（日）に恒例の
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。
　この年１回のイベントは、秦野市の保健・
福祉関係団体が日ごろの活動成果を披露し、
あるいは活動の内容をPRする場として、地
域で定着した一大イベントです。
　小田原西地区も当センターの一角を使用

し、リーフレット等の配布、活動状況の紹
介、アンケートの実施、成年後見制度DVD
の映写、無料相談などを行いました。
　当コスモスへの来場者は、約200人、アン
ケートの回収数は88通でした。この中で無料
相談件数は３件でした。

小田原西地区連絡員　寺井　由年

小田原西地区会場風景

メインステージ風景
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　神奈川建行協は、建設業関連業務を中心に
活動する、神奈川県行政書士会に所属する行
政書士の会です。当会では、偶数月ごとに、
会員のみで行われる定期研修会（今年度の
テーマは「入札契約制度の実務」）、そして
秋と春の年２回、会員外の方にもご参加頂け
る公開研修会を行っています。
　今回は去る12月19日（木）、産業貿易セン
タービルＢ102会議室で行われた第３回定期
研修会についてご報告します。
　１時限目は「建設業法逐条研究（第二章第
三節　特定建設業許可）」。研究担当は廣瀬
幸一会員。出席者は37名でした。
　指導監督的な実務経験とは？大臣認定と
は？など、許可要件に関する確認。また、特
定建設業者は元請業者であることから、関連
事項として、（第三章第二節　元請負人の義
務）に関する確認。さらに、監理技術者の兼
任に関して、JV案件の構成員における特定
許可の必要性についてなど、具体的な個別案
件を例にとって検証が行われました。
　冒頭、経験豊かな廣瀬会員の開業時のエピ
ソードなども披露頂き、興味深くとても参考
になりました。

　２時限目は、長野から招請した株式会社ワ
イズの講師、荻原隆仁氏による「入札契約制
度の実務」研修。
　「施工前準備」から「施工管理」と、具体
的な案件に関する書類や写真を提示頂きなが
ら、工事進行に伴い必要となる書類、評点
UPのための工夫など、コンサルタント的見
地からの詳細な説明がありました。
　この膨大な書類を建設業者はどう処理してい
るのか？書類作成のプロとして我々は、この領
域に関与すべく、新たなビジネスモデルを構
築することを目標としています。興味のある
方は入会の上、是非ご参加ください。（定期
研修会は会員のみの参加となっております）

『神奈川建行協』活動報告
～平成２５年度第３回定期研修会～
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　研修終了後は、忘年会を兼ねて、中華街
「龍城飯店」にて懇親会が行われました。参
加人数は24名。北京ダッグ、芝エビのチリ
ソース、ふかひれのスープ等々、中華の王道
の味に舌鼓を打ちながら、新しい知識でパン
パンになった頭を休め、楽しいひと時を過ご
しました。

※入会ご希望の方は下記事務局あて、
メールにてご連絡ください。

　（神奈川建行協事務局）
〒231-0011　横浜市中区太田町四丁目49番地 
石田行政法務事務所内
メール　kanaken@freeml.com

（小林記）

【今後の活動予定】
平成26年４月２日　春の公開研修会
　　第一部　建設関係業務における
　　　　　　行政書士の専門家責任と代理権
　　第二部　行政書士責任賠償保険
　　　　　　（建設関連実例）の解説
平成26年４月26日　第５回定期研修会
　　１時限　建設業法逐条研究
　　　　　　（第３章の２　紛争処理）
　　２時限　施工管理、施工終了、完了検査
平成26年６月28日　第６回定期研修会
　　１時限　建設業法逐条研究　
　　　　　　（第４章　施工技術）
　　２時限　入札・契約制度の実務　まとめ
平成26年７月19日　第19回定時総会
　　第一部　定時総会
　　第二部　基調講演
　　　　　　（建設業協会会長等、調整中）
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平成26年1月
日 曜 行　　　　　　　事
1 水
2 木
3 金
4 土
5 日
6 月
7 火 法規監察部会
8 水 申請取次委員会
9 木 正副会長会、部長会

10 金 政連規約等改正プロジェクト会議、
企画部、広報部会

11 土 交通事故実務研究会主催研修会
12 日
13 月
14 火 コスモス　正副支部長会議

15 水 国際部会、苦情処理委員会、
研修相談部会、広報部会

16 木 綱紀委員会、民事法務部会、
政治連盟組織広報委員会

17 金 コスモス　総務委員会、建設環境部会
18 土 薬事相談窓口相談員自主研修会
19 日

20 月 経理部会、会長打合せ、
政治連盟常任幹事会、政治連盟幹事会

21 火 賀詞交歓会準備、日本公庫との打合せ
22 水

23 木 コスモス　研修委員会、国際部　報告
書編集作業

24 金
正副会長会、総務部会員指導、
日本公庫との覚書締結式、
理事会、図書館セミナー旭図書館

25 土 図書館セミナー横浜市立中央図書館
26 日
27 月

28 火

経理部出納検査・予算打ち合わせ、電子申請
対策WG会議、新入会員登録証交付式、総
務部研修「職務上請求書の使用に関する諸注
意」、ＡＤＲセンター運営委員会

29 水

30 木
著作権相談員養成研修会、著作権相談員養成
研修会部員・講師控え室、図書館セミナー　
山内図書館

31 金

平成26年 2月
日 曜 行　　　　　　　事
1 土 交通事故実務研究会　研修会
2 日
3 月

4 火
薬事相談窓口、図書館セミナー　茅ヶ崎図書
館、法規監察部会、自動車保管場所証明申請
業務研修会、自動車出張封印業務研修会

5 水
6 木 政治連盟組織広報委員会

7 金 コスモス　後見人等候補者推薦委員会、支部
長会、政治連盟　正副会長・幹事長会議

8 土 厚木支部法務研修会
9 日
10 月 正副会長会、部長会
11 火
12 水 国際部会、苦情処理委員会、研修相談部会
13 木 経理部会、企画部会、運輸警察部会

14 金
相談員研修・説明会、申請取次委員会、
医療法人設立に関する研修会、政連　総務財
務委員会

15 土 薬事相談窓口相談員自主研修会
16 日
17 月
18 火 電子申請対策ＷＧ会議

19 水
記念日準備、綱紀委員会、
政連　規約等改正プロジェクト会議、
秦野・伊勢原支部主催研修会

20 木 記念日準備、正副会長会、
コスモス研修委員会、理事会

21 金 記念日準備
22 土 ＡＤＲ調停人養成研修
23 日 ＡＤＲ調停人養成研修

24 月
コスモス　正副支部長会議、
建設環境部来客対応、政治連盟　常任幹事会、
政治連盟　幹事会

25 火 ＡＤＲ運営委員会、苦情処理委員会　
面談

26 水

27 木 民事法務部会、図書館セミナー　横浜市
立中図書館

28 金
新入会員登録証交付式、総務部研修「職務上
請求書の使用に関する諸注意」、
コスモス広報渉外委員会
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１ 会員数	 	 2,574 名

２ 異動状況
　平成26年１月１日から26年２月26日まで
　（１）入会	 20名
　　　　　　　　　男	 15名
　　　　　　　　　女	 	 5 名
　（２）退会	 	 9 名
　　　　　　　　　男	 	 6 名
　　　　　　　　　女	 	 3 名

３　退会者
川崎南	 支部	 岩崎和香子	 （H26.02.24）
川崎北	 支部	 佐藤　友江	 （H26.02.28）
鶴見・神港	 支部	 藤沢由季絵	 （H26.01.31）
緑	 支部	 上原　昭次	 （H26.02.13）
南・港南	 支部	 中尾　憲太	 （H26.01.31）
戸塚	 支部	 横山千代壽	 （H26.01.22）
戸塚	 支部	 池田満壽夫	 （H26.01.31）
戸塚	 支部	 宇井　健治	 （H26.02.28）
相模原	 支部	 渡部　正夫	 （H26.01.31）

４　入会者
（１）平成26年1月１日入会

川崎北	 支部	 鈴﨑　治男
横浜中央	 支部	 蒔苗比呂志
横浜中央	 支部	 保木本理沙
相模原	 支部	 重本寿美重

（２）平成26年1月15日入会
川崎北	 支部	 曽山　　満
鎌倉	 支部	 安田　明彦

（３）平成26年2月１日入会
川崎北	 支部	 志村　洋平
横浜中央	 支部	 北野　　愛
横浜中央	 支部	 中井　幸夫
相模原	 支部	 安達　弘樹
海老名・座間	 支部	 富澤　泰之

（４）平成26年2月15日入会
川崎北	 支部	 五味　英樹
川崎北	 支部	 酒井健太郎
川崎北	 支部	 廣瀬　一郎
川崎北	 支部	 山口　一也
戸塚	 支部	 川上　　徹
鎌倉	 支部	 君嶋　一郎
相模原	 支部	 伊藤　智子
厚木	 支部	 畠山　陽子
海老名・座間	 支部	 宮代　孝男

（平成２６年２月２８日現在）
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