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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３月２０日（木）
１４時～１６時１０分

Ⅱ．場　　所：　本会会議室
Ⅲ．出席者数：　３０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、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、佐藤彊、
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
　　支部長会：　杉本剛昭
Ⅴ．欠席者：
　　監　　事：　吉田茂
　　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
　　　　（１）　会員の処分について
　　　　（２）　�表彰委員会副委員長の解嘱

について
　　　　（３）　�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

　　　　（４）　労使交渉への対応について
　　　　（５）　�経理システム（更新）の契

約締結について
　　　　（６）　�コスモス成年後見サポート

センター神奈川県支部との
協定書締結について

　　　　（７）　�部長・副部長の委嘱につい
て

　　　　（８）　�研修部及び相談部の部員の
委嘱について

　　７．協議事項
　　　　（１）　�神奈川県行政書士会業務推

進本部規則（案）について
　　　　（２）　�入会金の改定に関する会則

改正（案）について
　　　　（３）　�会費改定手続に関する会則

改正（案）について
　　　　（４）　�常務理事設置に関する会則

改正（案）について
　　　　（５）　�会則改正を前提にした会則

施行規則改正について
　　　　（６）　�平成26年度運営基本方針

（案）について
　　　　（７）　�平成２６年度事業計画

（案）について
　　　　（８）　�平成２６年度収支予算

（案）について
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　　　　（９）�平成２５年度事業報告（案）
について

　　　　（10）�平成２５年度収支決算報告
（案）について

　　８．報告事項
　　　　（１）会員の状況について
　　　　（２）�行政書士記念日「市民公開講

座」について
　　　　（３）�神奈川県大規模災害対策士業

連絡協議会シンポジウムにつ
いて

　　　　（４）�日行連関東地方協議会会長会
について

　　　　（５）�行政書士試験結果報告会につ
いて

　　　　（６）�各支部等新年賀詞交歓会への
対応について

　　　　（７）�発案窓口に対する提案につい
て

　　　　（８）年間スケジュールについて
　　　　（９）�各部・委員会・ＷＧ等活動報

告
　　　　（10）その他
　　９．その他
　　10．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、来年度に向けて希

望の持てる予算案になっているので
総会で承認されたなら予算の範囲内
で精一杯活動してほしい旨を述べ、

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、加

藤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、渋谷理事、安部理事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
　　　　　　　�　会長より、報道により逮捕

されたことが確認され３月
１４日起訴された会員につい
て、規則に則って適正な処分
を課す予定であり、次回以降
の理事会の議決事項とする旨
説明がなされた。

　　　　（２）�表彰委員会副委員長の解嘱に
ついて

　　　　　　　�　表彰委員長より、処分対象
に挙げられたことにより副委
員長を解嘱することの説明が
あり、異議なく可決承認され
た。

　　　　（３）�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、前回理事会
資料から修正された部分につ
いての説明があり、異議なく
可決承認された。

　　　　（４）労使交渉への対応について



本 会 だ よ り

3行政書士 かながわ 2014.5/6 Vol.228

　　　　　　　�　総務部長より、労働組合と
の交渉を会長に一任すること
について説明があり、異議な
く可決承認された。

　　　　（５）�経理システム（更新）の契約
締結について

　　　　　　　�　経理部長より、前回理事会
資料と内容に変更の無いこと
の説明があり、異議なく可決
承認された。

　　　　（６）�コスモス成年後見サポートセ
ンター神奈川県支部との協定
書締結について

　　　　　　　�　浅野副会長より、この内容
で４月１１日に締結する旨の
説明があり、文字の修正と契
約書と覚書の項目等をそろえ
るよう意見があり、修正する
ことを約束した上で異議なく
可決承認された。

　　　　（７）部長・副部長の委嘱について
　　　　　　　�　会長は、１月の理事会で承

認された研修相談部の分離に
係る新たな部の部長・副部長
を指名し、異議なく可決承認
された。

　　　　（８）�研修部及び相談部の部員の委
嘱について

　　　　　　　�　研修相談部長より、現在の
研修相談部の部員を両部に振
り分ける説明があり、異議な
く可決承認された。

　　７．協議事項
　　　　（１）�神奈川県行政書士会業務推進

本部規則（案）について
　　　　　　　�　会長より、規則案について

説明があり、質問もなく次回

理事会で議決事項とし、承認
を得た段階で施行することと
する。

　　　　（２）�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
協議の結果について説明があ
り、改正案については質問も
なく、次回理事会で総会議案
とすることの議決を求める。

　　　　（３）�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
協議の結果について説明があ
り、この部分は取り下げる旨
の説明があり、反対意見もな
く次回の議題とはしない。

　　　　（４）�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
協議の結果と会則改正の条文
について説明があり、質問も
なく次回理事会で総会議案と
することの議決を求める。

　　　　（５）�会則改正を前提にした会則施
行規則改正について

　　　　　　　�　法規監察部長よりの常任理
事の職務についての改正の説
明を受け、ＡＤＲセンター長
より質問があり、質疑応答の
上次回理事会も協議事項とす
る。

　　　　（６）�平成２６年度運営基本方針
（案）について

　　　　　　　�　会長より、方針案に対する
理事からの意見を求めたが、
質問もなく次回理事会で総会
議案とすることの議決を求め
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る。
　　　　（７）�平成２６年度事業計画（案）

について
　　　　　　　�　総務部長より、事業計画案

に対する理事からの意見を求
めたが、質問もなく次回理事
会で総会議案とすることの議
決を求める。

　　　　（８）�平成２６年度収支予算（案）
について

　　　　　　　�　経理部長より、会長予算ヒ
アリングで大規模事業の一部
が延期となったこと等による
変更の説明があり、質問もな
く次回理事会で総会議案とす
ることの議決を求める。

　　　　（９）�平成２５年度事業報告（案）
について

　　　　　　　�　総務部長より、配布した事
業報告案は毎月の報告を羅列
したものなので、総会議案書
用に取りまとめて作り直す旨
の説明があり、質問もなく次
回理事会で総会議案とするこ
との議決を求める。

　　　　（10）�平成２５年度収支決算報告
（案）について

　　　　　　　�　経理部長より、現状の決算
見込みと次回理事会までには
数字がかわることについて説
明があり、質問もなく次回理
事会で総会議案とすることの
議決を求める。

　　８．報告事項
　　　　（１）会員の状況について
　　　　　　　�　総務部長より、本日現在の

会員数は、２，５８５名であ

るとの報告とその間の１９名
の入会者の名簿について説明
がなされた。

　　　　（２）�行政書士記念日「市民公開講
座」について

　　　　　　�　総務部長より、２月２１日に
開催した市民公開講座はおおむ
ね好評だったことと、県と横浜
市から後援名義を受けるにあ
たっての注意事項に抵触する内
容があり謝罪する旨の報告がな
された。

　　　　（３）�神奈川県大規模災害対策士業
連絡協議会シンポジウムにつ
いて

　　　　　　　�　担当副会長より、３月３日
に開催されたシンポジウムを
兼ねた連絡協議会の内容につ
いて報告がなされた。

　　　　（４）�日行連関東地方協議会会長会
について

　　　　　　　�　会長より、３月５日に開催
された会長会の内容と日行連
に対する要望書の提出につい
て報告がなされた。

　　　　（５）�行政書士試験結果報告会につ
いて

　　　　　　　�　試験場責任者より、３月
１４日に開催された報告会の
内容と試験センターが財政難
になりそうだということにつ
いて報告がなされた。

　　　　（６）�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、雪害で対応
できなかった以外は無事終了
し、来年も実施する旨報告が
なされた。
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　　　　（７）�発案窓口に対する提案につい
て

　　　　　　　�　民事法務部長より会員から
の提案に対する調査結果の説
明があり、企画部長より今年
度寄せられた提案の状況と
ホームページへの掲載につい
ては見送る旨説明がなされ
た。

　　　　（８）年間スケジュールについて
　　　　　　　�　総務部長より、２６年度の

予定について説明がなされ
た。

　　　　（９）�各部・委員会・ＷＧ等活動報
告

　　　　　　　�　各部長、委員長より、２月
の活動実績報告について報告
がなされた。

　　　　（10）その他
　　　　　　　�　建設環境部担当副会長よ

り、産廃協会を訪問し相互に
協力するために賛助会員にな
る旨の説明があった。また、
ＡＤＲセンター担当副会長よ
り、３月１２日の不動産ＡＤ
Ｒシンポジウムへの出席報告
と配布された国土交通省の資
料の説明がなされた。　総務
部長より、福利厚生事業とし
てセラヴィリゾート泉郷とお
試し契約を結び次号の会報で
周知する旨説明がなされた。

　
　　９．その他
　　　　�　理事より、部長の月額報酬と日当

の額の見直しの検討をお願いする旨
の発言があった。企画部担当副会長
より、４月２５日ハラル認証につい

ての研修会を開催する旨の説明がな
された。

　　10．閉会
　　　　�　議長は、本理事会の全議事の終了

を宣言し、１６時１０分に散会し
た。

以上
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●�経済センサス‐基礎調査は、事業所及び企
業の活動の状態を調査し、全ての産業分野
における事業所及び企業の従業者規模等の
基本的構造を全国及び地域別に明らかにす
るとともに、各種統計調査の基礎となる母
集団情報の整備を図ることを目的として実
施します。

●�商業統計調査は、商業を営む事業所につい
て、産業分類別、従業者規模別、地域別等
に従業者数、商品販売額等を把握し、我が
国商業の実態を明らかにし、商業に関する
施策の基礎資料を得ることを目的として実
施します。

●�調査票は平成二十六年六月末日までにお届
けします。
　７月１日以降に提出をお願いします。

　◆�調査の意義・重要性をご理解いただき、
ご回答をよろしくお願いいたします

あなたの回答が、日本経済の力になる！
平成二十六年経済センサス‐基礎調査

平成二十六年商業統計調査を一体的に実施します
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　平成２６年３月２５日（火）の午後２時か
ら、「行政書士試験合格者等への登録入会説
明会」を、横浜市技能文化会館にて開催しま
した。昨年まで開催をしていました神奈川県
民ホール６階の会議室は改装工事の為、今年
度は会場が変わりました。
　この会は、未登録の方を対象としており、
開業するか迷っている合格者等に、行政書士
業務や行政書士会を知っていただくと共に、
登録入会手続について説明するためのもので
す。
　当日は、神奈川県の方を中心に東京都・埼
玉県・千葉県などからも含め、１３３名とい
う多くの参加がありました。
　岡本祐樹総務部員の司会進行のもと、前半
は粂智仁総務部長より「行政書士業務と行政
書士会について」の話、事務局の太田職員よ

り「登録・入会の手続き等について」の説明、
田後隆二会長よりの「主催者挨拶」と「アド
バイス」がありました。
　休憩後の後半は、「先輩行政書士の体験談
＆トーク」と題して、山中祐輔総務部員の進
行で、北川哲也広報部員、阪西貴子研修相談
部員、譲原敬総務部員による座談会です。開
業の際のことから、支部の話、新入会員向け
の研修会の重要性など、これから開業する方
たちにとっては、興味深い話しとなったよう
です。
　質疑応答の後、石川房治副会長の閉会の挨
拶でお開きになりましたが、閉会後も熱心に
質問をされる方もおり、会場の使用可能な時
間いっぱいまで対応させて頂きました。

（総務部　山中祐輔）

行政書士試験合格者等への登録入会説明会を開催

総務部 ◀◀◀
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　平成２６年３月２８日付けで、本会会員が
神奈川県知事から２か月間の行政書士業務の
停止という懲戒処分を受けました。
　被処分者が弁護士法第７２条に違反したこ
とによるものです。具体的には、弁護士の資
格を有しないにもかかわらず、繰り返し訴訟
事件に関して電子メールによる法律相談に応
じるとともに、裁判所に提出する答弁書など
の書類作成業務を行い、その際、顧客から答
弁書の添削指導料を受領するとともに電子
メールによる法律相談等に応じていた期間の
法務顧問料を受領したためです。
　これらの行為のうち、答弁書等の作成は、
「他法令で制限されている業務の実施」であ
り行政書士法（以下「法」という。）第１条
の２第２項に違反します。また、電子メール
による法律相談の実施は、「行政書士の信用
を害するもの」として法第１０条に違反し、
かつ、日本行政書士会連合会会則第５９条及

び神奈川県行政書士会会則第５７条に違反す
るとともに会則遵守義務を定める法第１３条
に違反します。
　被処分者が行った行為は、行政書士として
業務を行うに当たっての当然遵守すべき基本
的事項を逸脱したものであり、こうしたこと
が遵守されず、懲戒処分を受けたことは「街
の法律家」を標榜する行政書士の信頼を著し
く傷つけるものであり、大変遺憾でありま
す。
　多くの行政書士の皆様が適正な業務を行っ
ていても、こうした事例が１件でも発生すれ
ば行政書士及び行政書士会の信頼は失墜する
ことになります。
　会員の皆様には、日頃から適正に業務に取
り組まれていると考えておりますが、今後と
も基礎・基本に立ち返り、「街の法律家」と
して適正に業務を行っていただきますようお
願いいたします。

会員の皆様へ　～他士業業務を行なわないように！～

会 員 に 対 す る 処 分
　神奈川県行政書士会は、平成２６年４月１１日に開催された理事会において会員の処分につい
て決議し、次の者に対し「廃業の勧告」をした。

１　処分を受けた会員
氏　　名 事　　務　　所　　所　　在　　地

引地　文雄 横須賀市鴨居 １丁目 ４８ 番 ７ 号

　当該会員は、平成２６年３月５日、神奈川県迷惑行為防止条例違反(盗撮)により神奈川県
浦賀警察署に逮捕され、平成２６年３月１４日に横浜地方検察庁横須賀支部から起訴され
た。このことは、行政書士法第１０条及び第１３条並びに神奈川県行政書士会会則第５７条
及び日本行政書士会連合会会則第５９条に違反するものであり、神奈川県行政書士会会則第
１４条第１項第１号に該当する。

２　処分の理由

（担当は、総務部）
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総務部長　粂　智仁
　このたび、医療法人社団善仁会総合健診センターヘルチェックと人間ドック受診料金の割引契
約を締結いたしました。
　会員の皆様の、日々の生活習慣の見直しのほか、万が一病気にかかった時の早期発見・早期治
療のお役にたつものと思います。
　受診の際は、ヘルチェックの施設に直接申し込んでいただき、料金をお支払いの際に、神奈川
会の会員証を提示することにより１０，０００円の割引を受けることができます。オプションの
料金、再検査の料金は自己負担となります。
　なお、会からの補助は年１回となります。　ご不明な点は事務局までお問い合わせください。

人間ドック受診補助について
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　このたび、株式会社オリエンタルランドと
の間で、特別団体契約を締結いたしました。
　会員の皆様には、平成２４年４月１日から、
東京ディズニーリゾート○R （東京ディズニー
ランドおよび東京ディズニーシー等）をお得
にご利用いただけますので、ご案内いたします。

１．マジックキングダムクラブ 
　　事務局でお申込いただいた会員に、マジッ
クキングダムクラブメンバーシップカード
を発行いたします。カードをご利用いただ
くと、以下の特典が受けられます。
　※ご家族（同居の場合のみ）も利用できます。

２．特別利用券
　　　事務局でお申込みいただいた会員に、

１枚１ ,０００円の特別利用券を発行いた
します。

　　　本利用券は、マジックキングダムクラ
ブメンバーシップカードとの併用が可能
です。

　以上、概略のご案内となります。
　上記１．２のいずれについても、発行は無
料です。
　なお、直接ご来局いただいての申込み（郵
送請求不可）となりますので、ご承知おき下
さい。

　詳細のお問い合わせは、事務局までお願い
いたします。

区分 通常料金

大人
１８歳以上
中人
１２～１７歳
小人
4～１１歳

６,４００円

５,５００円

４,２００円

６,０００円

５,０００円

４,０００円

マジックキングダム
クラブ・パスポート料金

特典２
　ホテルの特別割引
　　ディズニーホテル、東京ディズニーリ

ゾート・オフィシャルホテル、東京ディ
ズニーリゾート・パートナーホテルが特
別料金で利用できます。

特典３
　イクスピアリの対象店舗での特別割引
特典４
　シネマイクスピアリの特別割引

特典１
　東京ディズニーランド、東京ディズニー
シーのメンバー専用１デーパスポート

福利厚生事業のご案内
「東京ディズニーリゾート　のご利用について」○R

カードみほん
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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、今回も神奈川県行
政書士会から多く方々が、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
ンとイゾルデ」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、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。ビュ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

▶▶▶ 総務・同行会
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　平成２６年３月１６日から１７日にかけて
行われた「２０１４春のミステリーツアー」
は、１３名の皆様のご参加をいただき、無事
終了いたしました。
　それはまさに“ミステリー”でした。当日ま
でに参加者に知らされた情報は、集合時間・
場所、あとは数少ない謎だらけの持ち物（印
鑑・雨合羽・軍手ｅｔｃ）のみ。羽田空港集
合であったため、飛行機に乗ることは間違い
なさそうでしたが、便名・行き先さえ秘密と
いう徹底ぶりでした。皆、ワクワクしながら
羽田空港へ集合。行き先も便名も書いていな
い航空券を渡され、保安検査場のバーコード
リーダーにかざすと、するっとでできた搭乗
券の行き先は、「クマモト」。そう、今をと
きめく「くまモン」の熊本です。羽田空港を
離陸した飛行機は、無事、熊本空港へ到着。
いたる所でくまモンの熱烈な歓迎を受けなが
ら、熊本城を見学しました。
　熊本駅からは、ＪＲ九州の特急Ａ列車に乗
車。１６世紀の天草に伝わった南蛮文化を
テーマにデザインされた特急列車で、その素
敵な外観・インテリアに参加者の胸も躍りま
す。まるで「世界の車窓から」に出てくるよ
うな素晴らしい景色に誘われながら列車は三
角駅へ到着。
　三角駅からは次の目的地天草へ。天草で
は、松島展望台からの美しい景色を堪能し、
天草キリシタン館で、天草キリシタンの歴史
や天草・島原の乱などについて学びました。
「今夜はどこに泊まるのかな。」などと考え
ていると、「今夜の宿泊地は長崎県小浜温
泉です！」と発表が。天草を後にし、フェ
リー、バスにて長崎県雲仙市小浜温泉にある
老舗旅館春陽館へ。

　１日に飛行機、電車、バス、船と乗り物と
いう乗り物全てに乗るのは初めての経験でし
た。
　夕食まで時間があったので、各自、温泉を
楽しみました。特に屋上露天風呂「天空の
湯」から眺める夕日は絶景でした。湯の後
は、皆様、お待ちかねの夕食。地元の美味し
い食事、お酒に自ずと会話にも花が咲き、参
加者一同、交流を深めました。
　二日目、最後の最後まで旅館の温かいおも
てなしを受けた一行は、バスにて長崎市内へ
移動。平和公園、大浦天主堂、グラバー園と
散策しました。
　ミステリーツアーのクライマックスとも言
える次の目的地は端島（通称「軍艦島」）！
軍艦島とは、１９７４（昭和４９）年まで海
底炭鉱として操業され、１９６０年代の最盛
期には約５３００人の住民がいたが、閉山
後は無人島となった長崎市にある島です。
１９１６（大正５）年には、島民の住まいを
確保するため日本最初の鉄筋コンクリート高
層アパートが造られたほど、出炭量が増加す
るにつれ、小さな島に人口が密集したとのこ
と。よって、学校や病院はもちろん、映画館
やパチンコホールなどの娯楽施設も造られ、
ほとんどの都市機能を有していた端島。
　炭鉱閉山後は、長い間注目されることもあ
りませんでしたが、２００９年、世界遺産暫
定リストに追記され、観光客が上陸・見学で
きるようになったことにより、マスコミ等に
も多く取り上げられ、２０１３年には、軍艦
島を訪れた観光客は４０万人を突破したとい
う注目の島です。
　多くの人々が暮らし、生活した廃墟となっ
た建物の数々に圧倒されました。一番印象に

｢2014 春のミステリーツアー｣のご報告
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残ったのは、今もかろうじて残る「命の階
段」。炭鉱へ出入りする際に使われた階段
で、命の危険に常にさらされながら働いてい
た炭鉱マンの様々な思いが伝わってくるよう
な気がしました。
　帰りは福岡空港から無事羽田空港へ到着。

かなりハードな行程でしたが、参加者の皆さ
んの日頃の行いが良かったのか！？両日とも
天候にも恵まれ、とても楽しいミステリーツ
アーとなりました。

（総務部　　岡本　祐樹）
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　平成２６年３月２７日（木）、当日は午前
中には雨が降り、夜は風が冷たく少し肌寒く
もありましたが、ご家族での参加１０組を含
む総勢４５名の方々が参加して、無事終了い
たしました。
　平塚・茅ヶ崎方面、横浜駅からバスが到着
し、入り口付近でバスごとに集合写真を撮影
した後、皆さんそれぞれ園内めぐりへ出発し
ました。
　春休みや増税前など様々な要因が重なった
為か、予想以上に混んでいました。お隣の
ディズニーランドの方では入場制限がかかる
程とか。人気のアトラクションに限らず、普
段は待ち時間なく乗れるアトラクションでも
１２０分～２００分待ちの大行列でした。激
混みのものを避けながら回転率のいいもの
や、ファストパスを活用してアトラクション
を回ったり、食事やおみやげ物を購入した

り・・・最終的には混んでいる割に多くのア
トラクションを回ることができた気がしま
す。
　昼食は「ミゲルズ・エルドラド・キャン
ティーナ」で皆さんでメキシコ料理をいただ
き、量も味も大満足のようでした。
雨は１５時頃にはあがり、夜は晴天の下、メ
ディテレーニアンハーバーでのショー『ファ
ンタズミック』。ショーはディズニーのキャ
ラクターが多数登場し、魔法の光あふれる幻
想的な世界を楽しめ、終わった後にはミッ
キーの形の花火もあがり、夢の国を存分に堪
能することができました。
　帰りは一日楽しんだアトラクションやお土
産の話などで盛り上がりつつ、各方面のバス
で帰路につきました。

（総務部　譲原　敬）

『バスで行く！東京ディズニーシー日帰りツアー』のご報告
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　舞台上に広がるのは『オズの魔法使い』の
世界。
　竜巻に飛ばされたドロシーは、オズの魔法
使いから「西の悪い魔女を退治しなければ願
いは叶わない」と言われます。
　２人の魔女は、なぜ善い魔女と悪い魔女に
なったのか？正義とは、ひとつだけのものな
のか？
　そこで、繰り広げられる夢の世界の物語を
観に行きませんか。
　
　会員の皆様並びにご家族のご参加をお待ち
いたしております。

　なお、参加希望者が多数と予想されます。
定員を超えた場合には、抽選とさせていただ
きますので、よろしくお願いたします。

※申込締切日　平成２６年６月１３日（金）

日　時：平成２６年７月２１日（月・祝日）
　　　　１２時３０分開場　１３時開演
場　所：電通四季劇場[海]　ＪＲ新橋駅下車
費　用：�おとな　５,８００円（通常９,

８００円）ご同伴も同額です。
　　　　�こども　３,０００円（通常５,０００

円）
（３歳以上小学校６年生以下）

定　員：５０名様（応募多数の場合抽選）

　参加が決定された方には、後日振込みのご
案内をいたします。

劇団四季「ウィキッド」観劇会のご案内
主催者　神奈川県行政書士会　会長　田後隆二

企　画　神奈川県行政書士会総務部

平成26年度福利厚生事業の第2弾！！

切り取らずにお申込ください。
･･････････お申込書･･････････

ＦＡＸ 045-664-5027

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　
支部名　　　　　　　　　　　　　支部
同伴者（本人を除く）　　　　　名（大人　　　　名 /子供　　　　名）※未就学の方は参加できません。

電　話　　　　　（　　　　　）　　　　　 FAX　　　　　（　　　　　）　　　　　
携　帯　　　　　（　　　　　）　　　　　

会員番号

お申込番号：２２８－０１
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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

開催番号 228‒02
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　夏の終わりの一夜を横浜港の夜風に吹かれ
ながら、船上ビアガーデンで潮風を感じなが
ら、過ごしてみませんか?
　今年も山下公園でおなじみの｢マリーン
シャトル｣の船上ビアガーデンクルーズを企
画いたしました。
　心地よいクルーズと生演奏をお供にビュッ
フェ料理と飲み放題のドリンクをご用意いた
しました。
　会員の皆様並びにご家族のご参加をお待ち
いたしております。
　なお、お申し込み方法の詳細は、次号にて
掲載いたします。お楽しみに!

日　時：平成２４年８月２８日　木曜日
　　　　�１７時３０分集合（１８時００分乗

船）
場　所：山下公園マリーンシャトル乗り場
定　員：１００名様（先着順）

横浜港納涼船　マリーンシャトル利用

サマーナイトクルーズのご案内（予告）
主催者　総務部

企　画　神奈川県行政書士会同行会

平成２６年度福利厚生事業の第３弾！！
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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、次のとお
りご報告致します。

＜実施報告＞
１．場所：横浜市立中図書館
　　日時：平成２６年２月２７日（木）
　　　　　１３：３０～１５：３０
　　　　　１５：３０～個別相談
　　講師：青柳保廣会員（横浜中央支部）
　　内容：�相続・遺言（ワークショップ形

式）
２．場所：横浜市立都筑図書館
　　日時：平成２６年３月２７日（木）
　　　　　１３：００～１５：００
　　　　　１５：００～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）

　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。

　上記報告分の図書館セミナー実施完了に伴
い、今期に予定していた全ての図書館セミ
ナーの実施が完了致しました。

　本活動は、図書館や参加者の皆様にご好評
をいただいており、来期もすでに実施を予定
している図書館セミナーがございます。
　各支部会員の皆様、引き続きご協力くださ
いますよう、宜しくお願い申し上げます。

●財務分析講習会の実施報告
�「財務分析」についての入門研修会を開催
しましたので、次のとおりご報告致します。

　　場所：産業貿易センタービル７階
　　　　　７２０会議室
　　日時：平成２６年３月１７日（月）
　　　　　１４：００～１６：３０
　　講師：甲斐義浩会員（川崎北支部）

　本研修会の受講者数は８１名と、多くの会
員の皆様にご出席頂きました。
　行政書士業務の幅を広げるきっかけとなる
「財務分析」に必要な貸借対照表などの読み
方をはじめ、基本的な財務分析の方法など、
わかりやすくご説明頂きました講師の甲斐先
生、誠にありがとうございました。改めてお
礼申し上げます。

　なお、本研修会の内容に関するDVD及び
資料は、神奈川県行政書士会研修会資料等の
管理と利用に関する規則に基づき公開してお
ります。
　資料の貸出し及び書籍閲覧の方法等、詳細
については事務局までお問い合わせ下さい。

● CAD 研修のご案内（共催：運輸警察部）
　フリーソフトのJw-cadを使用したCADの
操作研修を運輸警察部と共同して開催致しま
す。
　詳細につきましては、別途掲載の研修申込
書をご覧下さい。

●薬事相談窓口の所管移行について（報告）
　昨年８月より企画部にて運営しておりまし
た薬事相談窓口につきまして、平成２６年度
より所管が民事法務部に移管されました。
　所管が変わるのみで、運営方法、開設日時
等に変更は一切ございません。

以　上
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▶▶▶ 研修相談部
研修相談部活動報告

『平成２５年度行政書士記念日市民公開講座』

１　日　時　平成２６年２月２１日（金）
　　　　　　１４時００分～１６時００分
２　会　場　横浜ベイシェラトンホテル
　　　　　　＆タワーズ５階　日輪
３　市民公開講座　
　　司会進行　長谷川　幸子　研修相談部長
　　開会の挨拶（１４：００）
　　　　　　　長谷川　幸子　研修相談部長
　　�主催者挨拶（１４：０５）田後　隆二　

会長
　　講演（１４：１０～１６：００）
　　　「夢の実現と行政書士」
　　講師：横浜ブリキのおもちゃ博物館館長

　北原　照久　氏
　　閉会の挨拶（１６：００）

小出　秀人　副会長
４　参加者数　２９１名（うち一般１７２名）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　平成２５年度の行政書士記念日講演会は、
テレビ「開運！なんでも鑑定団」でおなじみ
の北原照久氏を講師にお迎えし、例年を上回
る規模の大きな会場で盛大に開催されまし
た。
　真っ赤な勝負服に身を包んだ長谷川幸子研
修相談部長が元気よく講師を紹介すると、
「聞くだけで運が良くなる」お話を待ちかね
て熱気に包まれた会場には、割れんばかりの
拍手とビートルズの曲「ヘルプ！」が鳴り響
き、後方のドアから北原氏が颯爽と入場し
て、団塊の世代とは思えぬ軽やかな足取りで
参加者と握手を交わしながらステージへと進
んで行きました。
　北原氏は中学生の頃、教師の不用意な発言
が元でやる気を無くし、学校をサボってばか
りいたので、３年生の２学期にとうとう退学

になってしまいます。いつもは厳しい母親に
ひどく叱られることを覚悟していたら、意外
にも「人生やり直しは出来ないが、出直しは
いつでも出来る。」と励まされ、ある私立の
男子高校に「拾われて」入学します。ところ
がそこは教室に灰皿が置いてあるような荒れ
た学校でした。そんな学校で中学退学という
‘輝かしい’経歴を買われ、クラスのリーダー
にされてしまった北原氏は、日本体育大学を
８年かけて卒業した熱血先生と出会い、この
先生から「やれば出来る」ことを教えられ
て、夢を持つことを覚えるに至ります。

　それから、「加山雄三、吉永小百合に会
う」「フォードのサンダーバードに乗る」
「８億円の豪邸を買う」など、他人から見れ
ば大言壮語以外の何物でも無いような夢を
次々に宣言し、ほら吹き呼ばわりされます
が、「身体は食べ物で、心は聞いた言葉で、
未来は話した言葉で創られる。」の言葉を実
践し、夢を熱く情熱的に人様に語ることで、
医者の息子でも三億円犯人でもないのに、そ
れらをことごとく実現していきます。
　まるで不可能を可能にしたかのような成功
の裏には、「感謝と有難う」「No�Rain，No�
Rainbow（雨が降らねば虹は出ない）」「万
象肯定、万象感謝」など、数多くの「魔法の
言葉」があり、これらを映像と音楽を交えな
がら紹介していただきました。幸せになれる
か否かは本人の心次第であり、心は「聞いた
言葉で創られる」のですから、これら「魔法
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の言葉」を素直に聞くことがこの講演会の触
れ込みである「聞くだけで運が良くなる」こ
との意味だと感じました。
　おわりに小出秀人副会長が北原氏に対し
「来年の今頃にまたお呼びしたい、と勝手に
考えています」と発言し、会場から盛大な拍
手が沸き起こったことは、北原氏の今日のお
話に参加者が強く感動したことを物語ってお
り、ここで今年の市民公開講座の真の大成功
を確信しました。さらに小出副会長は参加者
に対し「我々行政書士は皆様方の現実を未来
へ進める歯車を回す羅針盤のような役割をし
ております」と続け、行政書士が夢の実現と
創造のお手伝いをする存在であることを強く
印象付けて締めくくり、閉会の挨拶としまし
た。

（文責　研修相談部　別役　良）

研修相談部活動報告
『平成２５年度第２回新入会員実務研修会（第１回）』
１　日　時
　　平成２６年３月５日（水）
　　９時４５分～１６時４５分
２　会　場　産業貿易センタービル７２０
３　研修会次第
　　司会　別役　良
　・開会の挨拶（９：４５）
　　小出　秀人　研修相談部担当副会長
　・会長挨拶（９：５０）　田後　�隆二　会長
　・第１時限（１０：００～１１：４５）
　　「行政書士制度・倫理」

講師：田後　隆二　会長
　・昼休み（１１：４５～１３：００）
　・第２時限（１３：００～１４：４５）
　　「建設業許可」
　　講師：小林　千恵美　会員
　・第３時限（１５：００～１６：４５）
　　「産廃業許可」
　　講師：佐藤　史　会員
　・閉講挨拶：（１６：４５）

　　長谷川　幸子　研修相談部長
４　参加者数　４６名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　昨年９月に開催された平成２５年度の新入
会員実務研修会に参加できなかった会員のた
め、同じ研修会を３月に再び開きました。
　まずは小出秀人副会長が、「ただ字面を追
うのではなく、自分が許認可を行う立場にあ
ればどういうものを構築するのか、との観点
で講義を受ければ主要業務以外にも応用が効
くのではないか。」と、許認可の共通項を見
つけ出すことの重要性を説きながら参加者に
エールを送り、開会の挨拶としました。

　１時限目の田後隆二会長による「行政書士
制度・倫理」は、まず行政書士法と行政書士
倫理規定を順に解説することから始まり、倫
理規定に定められた倫理の大部分が実は行政
書士法にも組み込まれており、倫理に背くこ
とは単なる反道徳に止まらず法律レベルの違
反にも繋がりうることを指摘した上で、最後
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に「処分されるから（法・規定違反を）やら
ない、ということではなく、我々行政書士が
社会的な地位をきちんと確立していくために
は最低限のことを守らなければいけない。」
と締めくくりました。

　昼休みを挟んでの２時限目は「建設業許
可」の講義を小林千恵美会員が担当しまし
た。冒頭に、仕事のゴールともいえる建設業
許可証を示したり、各種証明書を資料に用い
たりするなど、講義を分かりやすくする気配
りや工夫が随所に見られました。

　続いて３時限目の「産廃業許可」では、２
時限目の優しい雰囲気とは対照的にハードボ
イルドなムードの佐藤史会員が登場し、まる
でディズニーアニメ映画と「仁義なき戦い」
を続けて観るような感じになりましたが、笑
いを取りながらの楽しい自己紹介で和やかに
講義が始まりました。業務を始めた当初、顧
客が言う「８立米コンテナ」の意味が分から
ず苦労した経験から、製品カタログのコピー
をレジュメに付けることで、コンテナやケミ
カルドラム缶がどういうものか一目で分かる

ように工夫をされていて、さすがは元トップ
セールスマンだと感じました。

（文責　研修相談部　別役　良）

研修相談部活動報告
『平成２５年度第2回新入会員実務研修会（第２回）』
１．日　時　平成２６年３月１２日（水）
　　　　　　９時４５分～１６時４５分
２　会　場　産業貿易センタービル７２０
３　研修会次第　
　　司会　池田　秀一
　・開会の挨拶（９：５５）
　　長谷川幸子　研修相談部　部長
　・第１時限（１０：００～１１：４５）
　　「風俗営業許可」
　　講師：佐藤　彊　会員
　・昼休み（１１：４５～１３：００）
　・第２時限（１３：００～１４：４５）
　　「入国・在留審査関係の基礎」
　　講師：箕輪ひろみ�会員
　・第３時限（１５：００～１６：４５）
　　�基礎編「はじめての帰化許可申請のてび

き」
　　講師：渋谷　利郎　会員
　・閉講挨拶：（１６：４５）
　　長谷川　幸子　研修相談部長
４　参加者数　４８名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　今年度２回目になる新入会員実務研修会の
２日目が開催されました。



各部情報掲示板

23行政書士 かながわ 2014.5/6 Vol.228

　１時限目の講義では、佐藤彊会員より、
とっつきにくく独特のイメージがある風俗営
業許可業務について、多くの具体例を交え、
やわらかい口調でわかりやすくお話いただき
ました。

　２時限目の講義では、箕輪ひろみ会員よ
り、日本を訪れる外国人が震災後再び増加し
ている現状から、入国・滞在・出国までの手
続時に必要となる知識全般に至るまでを丁寧
にお話いただきました。

　３時限目の講義では、渋谷利郎会員より、
根拠法や最新資料の確認、申請までの流れを
ステップごとに紹介していただく等、てびき
を参照しながら実践的に解説していただきま
した。

（文責　研修相談部　池田秀一）

研修相談部活動報告
『平成２５年度第2回新入会員実務研修会（第3回）』 

１．日　時　平成２６年３月１９日（水）
　　　　　　９時４５分～１６時４５分
２．会　場　産業貿易センタービル７２０
３．研修会次第　
　　司会　大野　佐由理
　・開会の挨拶（９：５５）
　　長谷川幸子　研修相談部　部長
　・第１時限（１０：００～１１：４５）
　　「交通事故」
　　講師：齋藤　光宏　会員
　・昼休み（１１：４５～１３：００）
　・第２時限（１３：００～１４：４５）
　　「会社・法人設立」
　　講師：長谷川　幸子　会員
　・第３時限（１５：００～１６：４５）
　　「借家トラブルに関する法知識と事例」
　　講師：田中　誠　会員
　・閉講挨拶：（１６：４５）
　　長谷川　幸子　研修相談部長
４　参加者数　４４名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　平成２５年度の新入会員実務研修会第二弾
３日目が行われました。

　１時限目は齋藤光宏会員による「交通事
故」、専門的な知識の講義だけでなく、開業
から集客のヒントまで、貴重なノウハウを織
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り込んだお話をお聞かせいただけました。

　２時限目は長谷川幸子研修相談部長より
「会社・法人設立」の講義。業務を行う際の
注意点をお教え頂くとともに、会社の設立を
私達がお手伝いすることによるメリット、仕
事に対する理念もお教えいただけました。

　続いて３時限目の「借家トラブルに関する
法知識と事例」
　田中会員の得意分野である不動産取引での
契約・内容証明書の有効な使い方等を交えて
お話しいただき、大変興味深いご講義となり
ました。

（文責　研修相談部　大野　佐由理）

研修相談部活動報告
平成２５年度第２回新入会員実務研修会（第４回）

１　日　時　平成２６年３月２６日（水）
　 　 　 　９時４５分～１６時４５分
２　会場　産業貿易センタービル　 　 　

３　研修会次第　
　　司会　荒木　克成
　・開会の挨拶（９：５５）
　　長谷川　幸子　研修相談部長　
　・第１時限（１０：００～１１：４５）
　　「成年後見」
　　講師：粂　智仁　会員
　・昼休み（１１：４５～１３：００）
　・第２時限（１３：００～１４：４５）
　　「遺言・相続」　
　　講師：村上　崇文　会員
　・第３時限（１５：００～１６：４５）
　　「事務所経営」
　　講師：小出�秀人　副会長
　・閉会の挨拶
　　小出　秀人　副会長
４　参加者数　４９名
・・・・・・・・・・・・・・・・・
　３月の毎週水曜日に行われてきた今年度２
回目の新入会員研修会も、４回目の本日最終
日を迎えました。

　１時限目は、成年後見に関する著書を多数
お出しになっている粂智仁会員により、
成年後見制度を必要とされるケース、制度の
概要、利用状況、行政書士として取り組む心
構えについてお話いただきました。
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　２時限目は、村上崇文会員より、相続・遺
言業務についてのオリジナル教材を駆使さ
れ、相続、遺言の基礎知識から業務を依頼さ
れた場合の注意点など、きめ細かいお話をい
ただきました。

　３時限目は、小出秀人副会長より、軌道に
乗るまでのご自身の体験談を踏まえながら、
戦略的な事務所経営論を総論、各論（業務・
人的体制）に整理され、ご自身の人生観、経
営論を色濃く打ち出されたお話をいただきま
した。

（文責　研修相談部　荒木　克成）

研修相談部活動報告
『平成２５年度　第２回新入会員実務研修会

終了後懇親会』

１．日　時　平成２６年３月２６日（水）
　　　　　　１７時３０分～１９時３０分
２．会　場

　　ローズホテル横浜　重慶飯店新館
　　３Ｆ中宴会場　LOTUS�ROOM
３．懇親会次第
　　司会　長谷川　幸子　研修相談部長
　　開会の挨拶（１７時３０分）
　　小出　秀人　副会長
　　閉会の挨拶（１９時３０分）
　　粂　智仁　総務部長
４．新入会員出席者　５０名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　平成２５年度第２回新入会員実務研修会の
全日程を終えて、会長をはじめ、講師と新入
会員の先生方の他、研修相談部員一同が中華
街に集合し、恒例の懇親会を開催しました。
薔薇のよく似合う長谷川研修相談部長のため
に、会場はローズホテルに決まりました。

�「午後からずっと喋りっぱなしの」小出副
会長と、東京から戻られたばかりの田後会長
が参加者に激励の言葉を送り、佐藤彊先生が
乾杯の音頭を取って威勢よく始まりました。
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中盤の「新入会員自己紹介」では、自己のプ
ロフィールに加え、
「研修では気付かされることがたくさんあっ
た」
「遺言の相談をされたが、村上先生の講義を
その前に聴きたかった」
「小出先生の話を聴き、生保営業の経験を生
かして頑張ろうと思った」
「小出先生は織田信長以上だ」
等、研修会の感想を語るとともに、
「他の人がやらない業務をやりたい」
「土建職人目線で仕事を取りたい」
「得意な中国語を生かしたい」

など、今後の方向性を示す方もいらっしゃい
ました。他にも税理士や司法書士と兼業して
いたり、こだわり抜いて事務所の名称を考え
たりするなど、皆がそれぞれ違ったスタイル
でありながらも同時期に開業した誼で、会場
は大いに盛り上がりました。
　このように、「新入会員」という言葉の印
象とは裏腹に、ここに集まった先生方のほと
んどは様々な経歴の持ち主です。この点、
「豊富な人生経験をもつ『新人』が多いこ
と」は行政書士業の大きな特徴であり、強み
でもあります。そして、この持ち味を最大限
に生かすことができるかどうかは、当業界が
より一層発展してゆくための鍵であり、なか
でも「研修」が担う役割は特に重要だと思い
ます。研修に携わる一部員として、今後も研

修の質を高め続けてゆく努力を惜しんではな
らないとあらためて考えさせられた懇親会で
した。

（文責　研修相談部　別役　良）
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民事法務部 ◀◀◀

日　時　平成２６年３月１８日（火）
　　　　１４：００～１６：００
場　所　横浜技能文化会館　多目的ホール
講　師　川崎公証役場　石橋　基耀　公証人
参加者　９３名
開会挨拶　齋藤　光宏　民事法務部長
閉会挨拶　浅野　明　　副会長
司　会　　本間　潤子　民事法務部員

　民事法務部の今年度最後の研修会は、川崎
公証役場の石橋基耀公証人を講師にお招き
し、「公証制度を活用するために」という
テーマで開催いたしました。
　契約書や遺言書等の公正証書の作成や認証
業務等で、行政書士業務と公証実務は日頃か
ら密接に関わっており、なかでも本人確認
は、行政書士業務と公証実務の双方において
重要なウェイトを占めております。今回の研
修で、本人確認に関して、公証人の立場から
「なぜその証明書類が必要なのか」等の根拠

をご説明いただき、われわれがそれらをより
理解することで、今後の行政書士としての仕
事の精度を上げることができると感じまし
た。
　また公証制度だけでなく、これまでに公証
人として経験された実例を交えてのお話は、
非常に興味深い内容ばかりで、あっという間
に時間が過ぎてしまいました。
　今回は研修会場をいつもの産業貿易セン
ターの会議室から横浜技能文化会館へ移し、
これまでの２倍ほどの人数を収容できる会場
だったのですが、多数の方にご参加いただ
き、会場はほぼ一杯でした。
　ご参加いただいたみなさまには、アンケー
トにもご協力いただきまして、誠にありがと
うございました。
　みなさまのご意見を参考に、来年度も「ぜ
ひ参加したい」と思っていただけるテーマを
企画していきたいと思います。

（民事法務部　　本間　潤子）

平成２５年度　第４回民事法務部研修会　開催報告
公証人による本人確認等の研修会
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　平成２５年度の報告としては、本稿が最後
となりますが、以下に国際部・申請取次管理
委員会の活動、国際業務相談員各位の活躍等
を記します。

●「パスポート認証」関係業務
　平成２６年２月１０日、日行連より＜「パ
スポート認証」に関するホームページ等への
記載について＞の通知（日行連発第１３２２
号）が発せられ、本会ホームページにて、お
知らせしております。
　関連業務を行う際にはご留意賜りたく、通
知のご確認をお願い致します。

● JETRO 横浜・コンサルテーション
　平成２６年３月３日、日本貿易振興機構
（ジェトロ）横浜貿易情報センターからの
「市場専門家による個別コンサルテーショ
ン」の依頼に応じ、国際部より向川潔国際業
務相談員に対応を委嘱した。
　米国法人の日本における拠点づくりに関す
る相談に対し、米国本国と本邦における法人
の組織と指揮命令系統、在留資格・手続等を
敷衍し、専門家ならではのコンサルテーショ
ンを実施頂いた。

●日系人就労準備研修・御礼
　平成２５年度は計５回、一般財団法人日本
国際協力センター（ＪＩＣＥ）主催「日系人
就労準備研修」の講師として、国際業務相談
員（開催順に岩崎裕子・立野信行・向川潔・
箕輪ひろみ・渋谷利郎）に出講頂いた。
　各回とも受講者・主催者から高い評価を頂
き、ＪＩＣＥ山野幸子代表理事からは、年度
内研修の終了報告とともに「受講者はこの研
修を通じて就労意欲を向上させ、就労に当

たって必要とされる知識や技術、心構えを学
ぶことができました。」との御礼状を賜りま
した。

●第２回新入会員実務研修会
　平成２６年３月１２日、平成２５年度「第
２回新入会員実務研修会」が開催され、国際
業務部門では次の研修が行われた。
◆「入国・在留審査関係の基礎」
箕輪ひろみ（国際部員・申請取次管理委員）
◆「基礎編「はじめての帰化許可申請のてびき」」
　渋谷利郎（国際部長・申請取次管理委員長）
　なお、帰化許可申請において、閉鎖外国人
登録原票記載事項証明書・出入国記録が、必
須添付書類から削除される運用改正がなされ
ています。

●みなみラウンジ在留関連相談
　平成２６年３月２０日、平成２５年度の
「みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ外国
人無料在留関連相談」（略称：みなみ相談）
の予定を完遂した。
　本年度は、大口保則・鶴野祐二・向川潔・
齋藤愼一郎・岩崎裕子・海老澤祥司・三浦健
治・廣瀬聖の各国際業務相談員に相談対応頂
いた。
　みなみ相談の傾向は、益々“複雑化”して
きており、ラウンジ全体での相談件数は、
３月２０日時点で「生活相談」が１,４５７
件、通年では更に１５０件程増え年間約１,
６００件、他に「専門家（弁護士、行政書
士、教育専門家等）相談」約７０～８０件と
の集計が見込まれている。
　平成２６年度も、みなみ相談は継続して参
りますが、複雑化する相談に、対応する国際
業務相談員も益々の研鑽が肝要です。

▶▶▶ 国際部
国 際 部 活 動 報 告
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● JICA 後援セミナー・行政書士相談会
　平成２６年３月２５日、公益財団法人海外
日系人協会主催の「在日日系人のための生活
相談員セミナー」及び「日行連相談会」が開
催され、国際部より渋谷利郎部長、立野信行
部員が参加した。

●申請取次管理委員会合同会議
　平成２６年３月２７日、申請取次管理委員
会と国際部との合同会議が開催された。
　平成２６年度の「新規届出済対象者ガイダ
ンス」では、行政書士法順守事項も内容に盛
り込み、依頼者との信頼関係構築、コンプラ
イアンス、適正業務の遂行につき、更なる徹
底を図ります。
　同趣旨より、申請取次行政書士各位におか
れましては、毎年の「申請取次実績報告書」
提出に遺漏なきよう、ご協力の程お願い致し
ます。
　その他、会議においては、日行連申請取次
管理委員会等への助成策の提言等を討議しま
したが、本会においては、同助成策を援用し
「申請取次行政書士管理委員会活動概要報告
書」を編纂致しました。
　平成２６年４月１０日、同「活動概要報告
書」を本会ホームページに掲載致しました。
「信頼される申請取次行政書士」として適正
に業務遂行する一助として、是非ご一読下さ
いますようお願い致します。

●外国人無料電話相談
　平成２６年３月２８日、国際部の基幹事業
である「３か国語による外国人無料電話相
談」の平成２５年度の予定を全て完遂した。
　本事業立ち上げより４年を迎え、神奈川県
行政書士会の「３か国語による外国人無料電
話相談」は、着実に世間に浸透してきている

ものと感じます。これもひとえに、本会会
員・役員の皆様、関係諸機関の皆様のご支援
の賜物と存じ、厚く御礼申し上げます。ま
た、毎回の相談対応にご尽力を賜っておりま
す国際業務相談員の皆様に感謝申し上げま
す。有難うございます。
　本相談事業の柱である箕輪ひろみ・加藤牧
子・岩崎裕子・国際業務相談員各位のご尽力
により、「平成２５年度３か国語による外国
人無料電話相談会等年間概要報告書」の編纂
が成り、現在印刷工程に入っています。近日
会員各位のお目にかけることができると存じ
ますので、楽しみにお待ち下さいませ。

「外国人無料電話相談」事務担当
岩崎裕子　　箕輪ひろみ　　加藤牧子

●長野会国際部主催研修会
　神奈川県行政書士会では、国際業務・申請
取次業務に関し、関地協・各単位会の国際業
務部との交流を深めておりますが、本年度も
長野県行政書士会国際部より研修会のご案内
を賜りました。
　下記のとおり「平成２５年度長野県行政書
士会国際部主催研修会」へ本会国際部にて選
定の会員が参加し、交流を深めて参りました。
開催日時：　平成２６年３月２１日（金）
　　　　　　午後１時３０分～５時００分
開催場所：　ホテルモンターニュ松本
　　　　　　（長野県松本市巾上３－２）
主　　催：　長野県行政書士会国際部
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参加者数：　３２名　　（うち本会４名）
研修事例：　２２件
本会参加者と事例（註：事例名は編者付与）
　廣瀬　聖（横須賀・三浦支部）
　「外国人との合同会社経営と信頼関係破綻」
　下川原　孝司（海老名・座間支部）
　「在留特別許可後の児童扶養手当仮差止め」
　鶴野　祐二（川崎北支部）
　「特定活動（告示外）への資格変更不許可」
　平國　景（鶴見・神港支部）
　「婚姻無効後の在留資格変更（再申請）許可」

　参加者から提出された報告・所感（抄）を
次に記します。

~~~~~~~~~~~　所　感　~~~~~~~~~~~
鶴野　祐二（国際業務相談員）

　私は特定活動（告示外）への変更許可申請
で不許可となった事例を発表しました。特殊
な申請のためクライアントには不許可となる
リスクも伝えており、取進めに問題はなかっ
たと自負していますが、実際に判断を迫られ
る難しい案件でした。発表後、参加者の方よ
りご意見をいただき、参考になりました。
　在留資格申請業務は、入管審査官がどのよ
うな視点で案件を審査し、許可・不許可を決
定するかを理解することが重要であり、その
ためには自ら経験を積むことは勿論ですが、

他者の事例を研究することも有効と思いま
す。その点で、本研修会は経験豊富な先生方
より事例発表があり、とても勉強になりまし
た。

廣瀬　聖（国際部員）
　事例発表は、全部で２２件、充実した内容
でした。本会の下川原・鶴野・平國各先生の
発表は会場の関心と質問を呼び好評でとても
良かったと思います。
　中国准看護師の事例、漢方に詳しい台湾女
性が保険調剤薬局で働く場合の事例が人国で
認められたケース、ハローワークと入管のつ
ながりに関連する事例、外国人障害者、てん
かんなど疾病に起因する問題、生活保護を受
けている外国人問題、更には深く難しい少数
民族案件なども発表されました。
　何れの案件も、各先生が手間と時間、試行
錯誤、粘り強い調査、相談者とのコミュニ
ケーションの結果得たもので、今後、本会国
際部で相談にどのように対処して行けばよい
か、大いに参考となりました。

下川原　孝司（国際部員）
　長野会では長年にわたり、入管業務の事例
検討を通じた研修会を行ってきており、最近
では、日行連の国際部門担当者や関地協構成
単位会の国際部門担当者も事例を持ち寄って

平成２５年度長野会研修会　　　竹内名誉会長（前列中央）　　吉田国際部長（前列右２人目）
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参加し、おそらく日本で最も充実した入管事
例研修会のひとつになっていると思います。
　長野会の竹内波美男名誉会長がご挨拶の中
で、「このような事例研究会を関地協や日行
連でも開催すべき」とおっしゃっていました
が、同じ思いを強くしています。
　また、長野会をはじめ各単位会の代表者の
方とそれぞれの入管実務の状況や、国際部門
の活動について情報交換をすることができま
した。
　こうして得られた刺激や情報をもとにし
て、本会国際部でも新たな活動の芽を育てて
いきたいと思います。

　貴重な機会を設けて下さいました長野会の
皆様、参加された日行連・各単位会の皆様
に、この場をお借りしてあらためて御礼を申
し上げます。

●平成２６年度に向けて
◆民団神奈川県地方本部での相談会
　平成２６年３月２６日、渋谷利郎国際部
長、向川潔国際部員にて、在日本大韓民国民
団神奈川県地方本部を訪問し、同本部におけ
る国際業務相談員による相談会開催について
企画・討議した。
　平成２６年度の国際部新事業として引き続
き調整して参ります。
◆行政書士業務の英語案内と広報
　平成２６年度は、行政書士業務の英語によ
る広報を推進して参ります。
　現在、海老澤祥司副部長を中心に、入管業
務等の項目をピックアップしながら、英語訳
へ繋げるために立案した企画・各項目を精査
しています。
　英語版Webサイトの構築についても、広
報部・関連各部署のご協力を仰ぎながら検討
作業を進めていく予定です。

◆横浜市営バス車内広告
　広報部長のご尽力により、東京入国管理局
横浜支局行路線の横浜交通開発バス車内にお
いて、これまで車窓に「外国人無料電話相
談」の広告を出して頂いておりましたが、今
般、運転席後部の正面額面へ大きな広告を出
して頂ける運びとなりました。
　会員各位におかれましては、入管横浜支局
へのバスに乗車の際は、ご注目頂くととも
に、本広告を端緒に、神奈川県行政書士会・
外国人無料電話相談・行政書士・行政書士業
務の広報にご協力頂けますと幸甚です。
◆東京入国管理局での電話相談ＰＯＰ配架
　東京入国管理局１Ｆ待合室のスタンドラッ
クの中央上段に、「外国人無料電話相談」の
ＰＯＰを配架頂ける運びとなり、本会及び外
国人無料電話相談の広報強化につながりま
す。
　これまで配架下さっております横浜支局と
今般新たに配架下さいます東京入国管理局の
各総務課の皆様へあらためて御礼申し上げま
す。
◆国際業務メーリングリスト
　本会国際部の「国際業務メーリングリス
ト」は、国際業務に関する迅速かつ効率的な
情報収集、実務上の問題解決のツールとし
て、取次行政書士会員の皆様に有効活用して
頂いております。
　これまで運用のYahoo!グループのサービス
終了に伴い、順次GMOのfree�MLへ移行し
て参りますので、ご理解の程よろしくお願い
致します。
　移行後も引き続き「国際業務メーリングリ
スト」をご活用下さいますようお願い致しま
す。
　また、新たにメーリングリストに登録した
い会員につきましては、本会ホームページ→
会員専用エリア→会員業務情報センター→国
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際関連に、登録のご案内を掲載（２０１１年
６月１６日掲載）しておりますので、ご参照
下さいませ。
◆国際業務に関する官公署等への質問等
　国際部では、会員の皆様からの国際業務に
関する官公署等へのご質問・ご要望を受け付
けております。
　前段同様、本会ホームページへ所定フォー
ムを掲載（２０１１年６月１６日掲載）して
おりますので、ご参照のうえご利用下さいま
せ。

　以上、国際部より平成２５年度最後の活動
報告と平成２６年度に向けてのご案内をさせ
て頂きました。
　国際部活動に対する
関係各位に心から感謝と御礼を申し上げます！
そして更なる充実を目指して前へ進みます！！

―�国際部�渋谷利郎�部長�談�―

　平成２６年度も国際部並びに申請取次管理
委員一同、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参りま
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】



各部情報掲示板

33行政書士 かながわ 2014.5/6 Vol.228

行政書士 ADR センター神奈川 ◀◀◀

実務に役立つＡＤＲ研修だった！
川崎北支部　檜垣　岳夫

　去る２月２２日（土）、２３日（日）の両
日に亘り開催された調停人養成研修会に参加
させて頂きました。講師に中京大学法科大学
院教授の稲葉　一人先生をお迎えした今回の
ＡＤＲ研修では、メディエーション初級編と
中級編を学びました。各日、１０時から１７
時までという長丁場の研修会にも関わらず、
稲葉先生の講義に引き込まれ、参加された
方々は聞き逃すまいと、熱心に勉強されてい
る様子でした。
　我々、行政書士が行うメディエーションは
自主交渉援助型調停であり、その調停人とし
ての技法を学ぼうと技術的なものにばかり興
味を引かれがちですが、稲葉先生は技術の前
に人から話を聞く我々のあるべき姿勢や態
度、話を上手に引き出す工夫の大切さなどの
「相談」に関する研修を、時には参加された
女性会員との２日間のロールプレイを交えな
がら、丹念に教えてくださっている印象を受
けました。（このロールプレイが即興であり
ながら素晴らしいもので、参加者全員からの
喝采を博しました）　この事は普段漠然と意
識はしていても、実際には日々の業務の場面
において、相談者を前にして実践できていな
い部分が多分にあるのではないかと考えさせ
られます。
　今回の研修ではまだまだＡＤＲの世界を入
口から垣間見たに過ぎませんが、メディエー

ターとなるべく、この先もトレーニングを重
ねていくことで、行政書士としても成長でき
ると参加者の多くは感じたことでしょう。
　冒頭に２日間の長丁場と書きましたが、終
わってみれば、あっという間で、もっと学び
たいと思う有益な研修でした。講師の稲葉先
生におかれましては２日間、お座りになるこ
となく熱心に身振り手振りを交えてご指導頂
き、心から感謝しております。この場を借り
て御礼申し上げます。

行政書士役の稲葉教授が、女性の相談者（研
修参加会員）とのロールプレイ中の模様です。
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川崎南支部

【KCCI企業家カレッジ 経営革新セミナー】
（川崎商工会議所／川崎南北支部共催）

【日　時】�平成２６年３月１７日（月）
　　　　　１４時３０分～１６時３０分
【場　所】KCCI�ホール
　　　　　（川崎フロンティアビル２階）
【テーマ】『�ここが違う!!成長が持続する会社

の魅力とは？～わが社の隠れた
強みの築き方・気付かせ方～』

【講　義】『�継続にむけた会社のマネジメン
ト－継ぐべき強みは財務諸表だ
けではわからない－』

【講　師】龍谷大学政策学部教授　中森孝文氏
【参加者】５４名

　陽春の中、川崎南支部・川崎北支部・川崎
商工会議所の共催で、龍谷大学の中森先生を
講師に招き、セミナーが開催されました。
　中森先生は、知的資産経営研究の第一人者で
あり、数多くの講演の実施とともに、地域企業
や自治体との実践研究にも取り組まれるなど幅
広く活躍なされています。「日本行政」
（２０１３．５－７）にも「行政書士と知的資
産経営」という題目で寄稿して頂き、行政書士
が知的資産経営に取り組む意義・姿勢などにつ
いて述べられていたことは記憶に新しいと思い
ます。
　今回のセミナーでは、企業・金融関係の方
も多数参加されていたことから、行政書士の
みならず、そうした方の視点も意識した内容
でした。
　自社の競争力や成長力の源泉であり企業の
将来性を見る上で不可欠な非財務情報である
「知的資産」の重要性、知的資産の活用ス
トーリーを可視化する必要性とその作業工程

を通じて得られるメリット等について詳しく
説明がありました。また、先生がご活躍なさ
れている京都での知的資産経営の可視化を支
援する取組みや、金融機関が知的資産経営報
告書を作成支援するメリットなどにも言及さ
れ、ご参加頂いた企業・金融関係の方にとっ
ても、とても有益な情報になったと思いま
す。そして、最後にグンゼ株式会社の創業者
である波多野鶴吉氏の話を通して、経営者と
それを評価する金融機関の方への先生のメッ
セージが印象的でした。
　知的資産経営は、企業に限った話ではな
く、行政書士として事務所を経営する私達自
身にも当てはまるものです。まずは個々の行
政書士が知的資産経営を支援するスキルを磨
き、その重要性と必要性を分かりやすく説明
できるようになることによって、今後、企業
や地域社会への貢献につなげていけたらと思
います。
　末尾となりますが、本セミナーのため、お
忙しい合間をぬって素晴らしいご講義を賜り
ました中森先生に、この場を借りて厚く御礼
申し上げたいと思います。

以上
立川�啓子
神園�佳昌
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鶴見・神港支部

　下記内容で支部研修を行いますので、お時
間のご都合がつきましたらぜひ、ご参加下さ
い。他支部の皆様のご参加も大歓迎です。
�
日　時：７月４日（金）
　　　　１８：３０～２０：４５頃
　　　　（受付開始１８：２０～）
会　場：かながわ県民センター　４０２室
内　容：（個別）座談会
（今回は３カ所の個別ブースを作りそのジャン
ルに詳しい先生が常駐して、気になる事や質問
などを個別にする、通常の研修会とは異なる個
人で聞きたいことの聞ける機会です。）
予定ブース　１．�許認可・会社法務・自動車

関係
　　　　　　２．入管関係　
　　　　　　３．相続・遺言等民事法務
�
　２０分毎に席替えタイムとなります。同じ
ブースに引き続きいても良いですし、全ての
ブースを回ることも出来ます。
　但し、最初の４０分は全てのブースが「事
務所経営」になります。
�
　新人～若手中堅向けの内容に見えますが、自
分の現在の業務以外の内容について聞いてみた
いというベテランの先生もぜひご参加下さい。
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　前回の開催時に大変好評でしたので、今回
は支部会員限定を外し、他支部の会員の方の
参加も歓迎致します。

　研修会終了後に懇親会（参加費３０００円
予定）を行います。
こちらもぜひご参加ください。（お店は現在
検討中です。）

　お申込みはメールのみの受付となっており
ます。
　メールは　tsurumishinkou@gmail.com　
までお願いします。
　キャンセル・変更の場合も上記メールにお
願いします。
　前日・当日のキャンセル・変更は090-
4942-0359（秋山）までご連絡下さい。
※鶴見・神港支部のお約束ですが、懇親会の
無連絡欠席、当日欠席の場合は参加費のお支
払いをお願いしております。ご了承下さい。
�
申込み締切日：６月２５日
（定員になり次第、締め切りとなりますので
お早めにお申し込み下さい。）
�
　多くの方のご参加をお待ちしております。
よろしくお願い致します。

緑支部

平成２５年度　緑支部研修会報告

○日時　　�平成２６年３月２９日（土）　　
　　１５時３０分～１８時００分

○場所　　横浜市中山地区センター
　　　　　（横浜市緑区）

○テーマ　
第１部　�「中小企業に対する資金調達支援に

ついて～日本政策金融公庫との連携
を促進するために～」

第２部　�「日本政策金融公庫の中小企業支援
制度について」

○講師
第１部　　　村岡�伸彦（緑支部会員）
第２部　　　�日本政策金融公庫
　　　　　　横浜西口支店�国民生活事業
　　　　　　融資第二課長�卯月　賢一様
　
　３月２９日（土）中山地区センターにおい
て、中小企業支援をテーマとした研修会を行
いました。
　先般、神奈川県行政書士会と日本政策金融
公庫との間で「中小企業等支援に関する連携
の覚書」が締結され、皆様の注目も大変高
く、参加者は４０名（うち、緑支部会員２７
名、他支部会員１３名）という多くのご参加
をいただきました。

　第１部は、村岡伸彦会員より先般の「覚
書」に関する説明があり、その後、中小企業
の資金調達支援について２つの制度活用法の
講義がありました。１つは、株式会社設立業
務と併せた「新創業融資制度」。もう１つ
は、「新事業活動促進資金における低利融資
制度」の活用に向けた都道府県知事への経営
革新計画承認申請についてでした。長年、経
営コンサルタントとして活躍されていた村岡
会員の講義は非常にわかりやすく、参加者一
同、メモを取りながら、熱心に聞いていらっ
しゃいました。特に、各制度活用の際の注意
点や、行政書士としての関わり方など大変参
考になりました。
　第２部は、卯月賢一様より、日本政策金融
公庫の概要と融資制度に関して、ご説明をい
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ただきました。国民生活事業の特徴や中小企
業支援に対する熱い想いなど、大変貴重なお
話をお聞きすることができました。
　研修会終了後は、近くの居酒屋にて懇親会
が行われ、両講師、多くの研修会参加者の出
席をいただき大いに盛り上がりました。他支
部から参加いただいた方々、緑支部新入会員
の爆笑自己紹介タイムもあり、盛況のうちに
懇親会も終了しました。
　本研修会をもちまして、今年度の当支部研
修会全６回は終了となります。６回という回
数は決して少ないものではありませんでした
が、多くの方々のお陰で、無事終了すること
ができました。この場をお借りし、皆様へ心
より御礼申し上げます。　　

岡本　祐樹

緑支部の懇親会

　平成２６年３月２１日（祝）たまプラーザの
「クリスタルジェイド上海ガーデン」におい
て，神奈川県行政書士会緑支部の懇親会が開催
されました。前月に開催予定だった新年会が
４０年に一度の大雪で中止となった代わりでし
たが、多くの会員の出席をいただきました。

　板垣幹事の司会のもと、大田支部長の挨拶、
青木元支部長の乾杯の発声で始まった懇親会
は、約４０名の会員が出席し、新しく入会され
た方もベテランの方も皆さん会話の弾む懇親会
となりました。途中にビンゴゲーム大会や新入
会員のＰＲなどもあり、盛況のうちに武田幹事
の一本締めで終了いたしました。
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　支部会員が大勢集まる機会に、全員の顔と
名前を印象づけようと、愛称を書いて名札を
下げて頂きました。皆さんの交流が図れるよ
う、平成２６年度も会員の懇親を図るイベン
トで盛り上げていきます。

緑支部厚生部

横浜中央支部

平成２５年度　第４回支部研修会報告

　平成２６年２月１３日（木）１８時から２０
時まで、かながわ労働プラザ第５、６会議室に
おいて「入管業務『やらなければならないこ
と』『やってはいけないこと』」というタイト
ルをもって開催されました。講師は、入管業務
に精通されている、横浜中央支部の向川潔先生
でした。
　冒頭に、「顧客への対応と許可等の可否」
と題して、本人確認を徹底すべきこと、在留
状況の確認と周辺事業の整理が重要であるこ
となどをお話しいただきました。向川先生の
経験を踏まえたお話しで、とても興味深く拝
聴することができました。
　次に、「許可等の取得における判断」と題
して、日行連ＨＰに掲載されている「入国・
在留審査要領」は必見であり、これに基づき
要件を確認すべきことなどをお話しいただき
ました。あわせて、申請理由書の書き方にも
触れていただきました。実務に直接役立つお

話しで、とても参考になりました。
　さらに、「許可等取得までの期間」と題し
て、トラブルのもとになるので、不用意に短
い期間での案内をすべきではないことなどを
お話しいただきました。
　最後に、「報酬について」と題して、「着
手金＋成功報酬」の形態から脱皮し、発生主
義を基本にすべきこと、安易に廉価で受けな
いことが重要であることなどをお話しいただ
きました。
　４０名近くと多くの方にご参加いただき、
入管業務に対する関心の高さを感じることが
できました。
　その後、中華街「七福」に場所を移し、研
修会参加者の大半と向川先生も参加され、懇
親会が開催されました。新入会員の方を含
め、参加者がお互いの交流を図ることがで
き、有意義なものとなりました。

　西境　努

平成２５年度　第２回業法研究会報告

日　時　平成２６年３月２６日（水）
　　　　１８：００～
場　所　かながわ労働プラザ
参加者　３８名

　今回の研修課題は「許認可申請で求められ
る社会保険等の知識について」という内容
で、横浜中央支部会員であり社会保険労務士
でもある飯塚武郎会員を講師にお招きし約２
時間に渡り講義をして頂きました。
　社会保険や労働保険の手続などは本来、行
政書士の取扱える業務ではありませんが、建
設業許可や運送業許可などに加入が義務付け
られつつある中、保険の内容や算出方法など
を講義していただき、書類の作成やお客様へ
の対応もより深く行う事ができるようになる
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かと思います。
　行政書士として隣接する分野の講義をいた
だき、より知識を深めることができる研究会
となりました。
　当日は、他の支部からも多くのご参加をい
ただき、本年度最後の研修を行う事が出来まし
た。講師の飯塚武郎先生をはじめ、ご参加いた
だきました皆様に厚く御礼申し上げます。

江﨑　大輔

南・港南支部

平成２６年春季街頭無料相談会　報告

日時　�平成２６年３月１日（土）
　　　１０：３０から１６：００まで
場所　ウイング上大岡　中央棟３階連絡通路
相談員参加者　１４名
相談受付数　２７件（�遺言２　相続１２　成

年後見２　不動産関係
６　その他５）

　当日は朝から小雨交じりの肌寒い日ではあ
りましたが、上大岡駅京急百貨店口３F改札
口の近くで、屋内ということもあり、人通り
はまずまずでした。
　初めに会場設定で体を温めて、準備万端、
気合を入れて相談会開始となりました。が、
今回はスペース的に呼び込みは控えめにとい
うこともあったため、静かに相談者を待つ体
制でスタートしました。その後は、多少なり
とも興味を示された方がこちらを見るたびに
「どうぞ！」と声掛けを行い、席についてい
ただいた方も何人かいらっしゃいました。
　相談内容は上記の通りでしたが、ご自分の
知識の再確認をされていかれた方や、逆に
「ああ、そういうことなんだ」とおっしゃら
れて帰られる方もいらっしゃいました。

　私は相談会は初参加でしたが、３名の方の
相談に対応しました。お答えした内容は先輩
方に聞かれたら恥ずかしいものだったかもし
れませんが、相談者の方にはとりあえず満足
して帰っていただけたので、多少なりとも自
信に繋がりました。ただ、もっと知識を深め
て行かなければ、幅広い、より高度な相談業
務というものはできないなということを実感
しました。また、先輩方をみて、「じっくり
聞くこと」が大事なのだということも再認識
しました。相談会終了後は近くの居酒屋で懇
親会となりました。こちらでも先輩方の経験
談をお聞きでき、大変参考になりました。最
後になりましたが、貴重な経験をさせていた
だきました相談部の先生方に感謝申し上げ、
報告を終わります。

平塚　信一

磯子・金沢支部

平成25年度　第４回
磯子・金沢支部役員会報告

　平成２６年４月１２日（土）１５時００分
から、杉田地区センター　中会議室において
第４回支部役員会が開催され、平成２５年度
の収支について厳正な監査が実施され、次の
議題及び一部役員の人選について協議が行わ
れました。
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（１）支部監事監査
・平成２５年度事業実施について
・平成２５年度予算執行について
・平成２６年度事業計画について
・平成２６年度予算見積について�

（２）平成２６年度磯子・金沢支部定時総会
の各議案について
（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：�１８時～レストラン
　　　「メルヘン金沢産業振興センター店」

川﨑　志朗

戸塚支部

【相談員研修会・連絡会】

　平成２６年２月２２日（土）午前１時３０
分～午後４時５０分、戸塚法人会館にて、相
談員研修会・連絡会を開催しました。新たに
相談員登録を希望する会員のほか、ベテラン
会員や研修会受講のみを希望する会員を含め
３０名にご参加いただきました。
　従来、戸塚支部では、すべての相談員を対
象に相談員連絡会を年２回開催し、相談員と
しての心得や注意事項を伝えてきました。し
かし、ベテラン相談員と新相談員では、相談
員連絡会に対する必要性に差があることか
ら、今回より相談員連絡会のあり方を見直す
ことになりました。
　その結果、ベテラン相談員については、一
定の要件を満たせば次年度も自動的に相談員
に登録されるものとし、新たに相談員への登
録を希望する会員については、本稿で紹介す
る研修会への参加を要件の一つとして、相談

員に登録されるように改めました。
　これにより、ベテラン相談員の負担を軽減
するとともに、新相談員には手厚いサポート
を提供できるようにしました。また「相談員
研修会」と銘打ってはいるものの、希望すれ
ば相談員であるか否かに関わらず参加できる
ものとしました。
　研修会は三部構成で行われ、第一部は「戸
籍の読み方」と題し、当支部副支部長の石渡
会員が講師を担当しました。
　相談案件の半数を占める相続において、親
族関係の把握は最重要事項であることは言う
までもありません。今回の研修会では、これ
に役立つ知識として、特に戸籍の読み方を取
り上げ、戸籍の種類、戸籍の読み方・遡り方
など、実務に役立つ内容を１時間にわたって
解説しました。
　講師の説明もさることながら、用意された
資料もなかなか秀逸で、戸籍のサンプルとし
て大正４年式以降の各形式を取り上げ、各欄
の記載から何がわかるのか（わからないの
か）が丁寧に説明されていました。
　相談員としてのみならず、日頃の業務にお
いても役立つ内容であっただけに、資料に講
義内容を懸命に書き込む姿があちこちで見ら
れました。

　第二部の内容は「相談員の手引き」で、講
師は、手引きの作成に尽力した当支部相談担
当幹事の宇田川会員でした。
　戸塚支部では、過去、何度か相談員の心得
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やガイドラインなどを作成してきましたが、
このたび、これらの内容を一元的にまとめ、
さらに必要な情報を追加し、改めて「相談員
の手引き」を作成しました。本講義では、こ
の「相談員の手引き」の内容を一つ一つ確認
してゆく形で行われました。
　不得意分野について相談を受けたらどうす
ればよいか、急に欠席せざるを得なくなった
場合の対処法、相談業務終了後にするべきこ
と等々、これらはベテラン相談員には説明す
るまでもないことですが、逆に新相談員に
とっては最も説明してほしいことであるはず
です。今回は、主に新相談員にターゲットを
絞ったメリットを最大限に生かし、相談の方
法や注意点について、たくさんの時間を割い
て丁寧に説明するこができました。

　第三部は当支部の支部長である川越会員に
よる事例検討でした。
　相談案件数のうち１位から５位を占める相
続、遺言、不動産、成年後見、債権債務につ
いて、実際に受けた相談事例に基づいた課題
を事前に提示し、出席者には、あらかじめ３
問以上を選んで答案を事前に提出していただ
いた上で、特に誤りの多かった点を重点的
に、相談員としてどのような答え方や対応を
するべきかを解説しました。
　筆者も答案を提出しましたが、模範解答を
聞くうちに、自分が間違いを連発しているこ
とに恥ずかしくなり、顔も上げられなくなり
ました。おかげで、正しい答えが私の足りな

い頭に強烈に焼き付きました。
　相談にいらした方々に間違いを伝えれば、
相談者に迷惑がかかるだけでなく、行政書士
の信用にまで影響が及びます。しかし、研修
会において間違えそうなことを「紙の上」で
間違えておけば、相談員になってから迷惑を
掛けずに済みます。私は、事例問題を解いて
みて、今回の研修会はここに一番の意味があ
ると感じました。

　研修会終了後、会場近くの中華料理店で懇
親会が開かれ、１４名の会員が参加して下さ
いました。
　今回、新たに７名の会員が相談員に応募し
て下さいました。これにより戸塚支部の相談
員は合計３６名になりました。無料相談事業
は支部活動の重要な柱ですが、たくさんの方
に相談員に応募していただいたことを嬉しく
思います。
以上

大道　栄徳

横須賀・三浦支部

横須賀市立図書館「課題解決コーナー」
における講演会の報告

　平成２５年度の横須賀市立図書館は、「市
民の役に立つ、市民から頼りにされる図書
館」になることを基本目標に、「なんでも聞
ける、調べられる図書館」を目指し、「市民
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の課題解決の支援（レファレンスの強化）」
に取り組むことを決め、その一環として、市
内３か所の図書館（北・中央・南）において
例年通り「課題解決コーナー」が設置される
ことになりました。
　この「課題解決コーナー」では、「市民の
皆さまの生活を通じて生じる課題の解決を支
援する」ことを目的として、初夏、秋、早春
の年３回、それぞれ

第１回「からだの健康」
　　　（４月２６日～７月３日）
第２回「進路・就職」
　　　（９月２７日～１２月４日）
第３回「身近な法律」
　　　（１月２４日～３月１９日）
というテーマで、図書や関連資料の展示、課
題解決のツールとなるブックリスト、パス
ファインダー（調べ方案内）の発行・配布、
パンフレット類の配布、講演会などが行われ
ます。
　そして横須賀・三浦支部は、横須賀市立図
書館から、第３回「身近な法律」期間中にお
ける講演を依頼されるとともに、その運営に
対する協力を求められました。これを受けて
支部役員の熊谷好太担当幹事を中心に、講師
と相談員の選定、資料作りや機材の手配、リ
ハーサルなどの事前準備から当日の会場切り
回しに至るまで、数名の若手会員が結束して
力を注いだ結果、予想を大きく上回る数の来
場者を迎えて好評の内に幕を閉じることがで
きました。
　そもそも横須賀市立図書館で講演会を行な
うこと自体は、平成２４年の秋頃に当支部会
員が中央図書館に対し、行政書士によるセミ
ナーの開催を持ちかけたことが始まりです。
この趣旨に賛同した数名の若手会員と講師が
一致団結して事に当たり、平成２４年度課題

解決コーナー第３回「身近なお金の問題」の
期間中に、中央図書館において島崎英一会員
による３度の講演会開催が実現し、これに対
する図書館側の高い評価が今回の依頼につな
がったものと思われます。ただこの時は県行
政書士会企画部の「図書館セミナー」として
行われたものであったのに対し、今回は支部
事業として市立図書館の企画に支部が全面協
力をする初めての試みとなりました。

別役　良

南図書館
日　　時：２月１５日（土曜日）
　　　　　１４時００分～１５時３０分
会　　場：久里浜コミュニティセンター３Ｆ
　　　　　第１・２会議室
タイトル：「�ザ・相続～その時は急にやって

くる！～」
講　　師：吉田�佐智子�会員

北図書館
日　　時：２月２３日（日曜日）
　　　　　１４時００分～１５時３０分
会　　場：追浜コミュニティセンター北館
　　　　　（北図書館３Ｆ）
タイトル：「よくわかる遺言の書き方講座」
講　　師：有

ありもと

本　親
ちかこ

子　会員

中央図書館
日　　時：３月１日（土曜日）
　　　　　１４時００分～１５時３０分
会　　場：中央図書館３階第２会議室
タイトル：「�家系図を作ろう！～相続にも役

立つ自分のルーツを知る～」
講　　師：青木　茂�会員

各講座後に無料個別相談コーナーを設置
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平成２６年２月１５日（土）南図書館
「〜ザ・相続〜その時は急にやってくる！〜」

　横浜地方気象台は２月１４日の１６時４４
分、三浦半島に大雪警報を発表し、先週８日
と同じく、この日の夜もたいへんな大雪とな
りました。明けて１５日、夜半過ぎから雪は
雨に変わったものの、記録的大量の積雪を融
かしきるには到底及ばない雨量で午前中に止
んでしまったものだから、雪に残された足跡
やわだちの中には冷たい水がたまり、久里浜
コミュニティセンターの周囲は長靴を履かな
ければとても歩けないような状態になりまし
た。これほど寒くて足元の悪い日に、どちら
かといえば地味な部類に属する相続の話な
ど、わざわざ聴きに来る人がいるとはとても
考えにくく、参加者が１人も来ない最悪の
ケースまで想像できるほどでした。
　ところが時間が近づくにつれ、カウンター
前には次第に人が増えてきて、１３時３０分
の受付開始の頃にはもう２０数名が列をな
し、最終的には４６名もの来場者を数えた驚
きの結果に、相続というものに対する市民の
関心の高さと、この講座への期待の大きさを
目の当たりにして、行政書士に課せられた使
命の重さを改めて認識させられました。

　講師の吉田佐智子会員は、三浦市「七人の
行政書士」のなかで唯一の女性であり、吉田
会員の「まるよし行政書士事務所」は三崎港
のすぐそばにあって、車とバス以外にも、漁
船やヨット、海上保安庁の巡視船などで訪問
することができます。また、風光明媚な城ヶ
島を望み、周りにはマグロ料理の名店が軒を
連ねることから、もしも「一度は訪れてみた
い事務所ランキング」なんてものがあるなら
ば、全国でも割と上位に食い込むのではない
でしょうか。

　満員の来場者を前に興奮するスタッフの中
にあって、吉田会員の語り口調はあくまでも
クールでしたが、話す内容はとても熱く、と
りわけ「遺産分割の話し合いでは必ずしも法
定相続分に縛られる必要はない。大切なのは
コミュニケーションを取ること。」との話に
は、我が意を得たりとばかりに大きく頷く参
加者の様子があちこちで見られました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　南図書館の担当者は今回の盛況ぶりについ
て、「自分の財産を相続‘させる方法’につい
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ては色んな所で話が聴けるようだが、反対に
自分がもらう立場になった時の注意点を教え
てくれる機会は少なく、多くの人が分からな
くて困っている。そこで今回は視点を変え
て、相続‘する方法’を教える講座にしたこと
が良かったのではないか。」との見方を示
し、さらに、「実際に問い合わせも多く、
『定員５０名では少ないのではないか』との
ご意見もあった。」と続け、広報の仕方につ
いても、「近隣町内会の回覧板で、回覧印付
のチラシを回してもらったことが効いたと思
う。回覧板は必ず見るからだ。」と話しまし
た。また、「大雪で行けない代わりに息子が
行く。自分も聞きたかった。」との声もあっ
たようで、もしも天候に恵まれていたら、間
違いなく定員をはるかに超える数の来場者が
詰めかけて、危うくＡＫＢ４８のコンサート
みたいになってしまうところでした。

別役　良

平成２６年２月２３日（日）北図書館
「よくわかる遺言の書き方講座」

　北図書館での開催は初めてということもあ
り、参加者２０名を一つの目標と考えていた
のですが、蓋を開けてみると３０名を超える
盛況ぶりに嬉しい誤算。
　千葉哲平会員の名司会で始まりました。講
師の有

ありもと

本親
ちか こ

子会員は、司法書士としても活躍

�
されている大変お忙しい先生ですが、今回快
く講師をお引き受け下さいました。「遺言の
書き方講座」というテーマではございました
が、単に書き方の説明にとどまることなく遺
言が何故必要なのか？」という最も根本的な
部分から一つ一つ丁寧に説明して下さいまし
た。「わかりやすかった」というアンケート
結果も頷けます。その熱のこもった講義を聴
講させて頂き、改めて「お願いしてよかっ
た。」と思いました。大久智也会員の温かみ
のあるイラストも大活躍でした。

熊谷�好太

平成２６年３月１日（土）中央図書館
「家系図を作ろう！
〜相続にも役立つ自分のルーツを知る〜」

　行政書士法違反事件に関する平成２２年
１２月２０日の最高裁判決を受けて、日本行
政書士会連合会は平成２３年１月１３日付で
「観賞用又は記念用の家系図作成は、行政書
士法第１条の２第１項にいう行政書士業務に
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該当しない」との見方を示しましたが、その
一方では市民の家系図に対する関心そのもの
は高まる傾向にあるようです。にもかかわら
ず、家系図作成を真正面から取り扱うセミ
ナーや講演会が開催されるという話は、これ
までほとんど聞いたことがありませんでし
た。そこで、「身近な法律」の最後を飾る講
演会は「家系図を作ろう！～相続にも役立つ
自分のルーツを知る～」と題して行われ、青
木茂会員がその講師を担当しました。
　この講義は参加者自らの手による家系図の
作成を想定しているので、内容は「家系図作
成に必要な資料の集め方」と「各種戸籍関係
書類の読み方」の説明に重点が置かれた構成
でした。講義は家系図の定義から始まり、親
等(しんとう)のこと、個人情報の取り扱いの
注意、と順に説明し、時折、「『トウシン』
ではなく『シントウ（親等）』です。２ト
ウシンだったらドラえもんになっちゃいま
す。」などと、講師がとてつもなく面白いこ
とを言って参加者を笑わせながら、和やかな
雰囲気のなかで講義は進みました。資料収
集・調査の方法については初級・中級・上級
に分けられた一覧表に、我々が通常思いつく
「戸籍謄本を調べる（初級）」方法をはじ
め、「年賀状など現在手元にある情報の整理
（初級）」といった簡単なものから、「古文
書や遺跡を調べる（上級）」という凄いやり
方まで書いてあり、これでもしも本当に遺跡
で何かが見付かったらどうすれば良いのだろ
うと、想像するだけで楽しくなりました。

　最後に、「想いを馳せる」ことが家系図の
楽しみ方であるとして、観賞のポイントをい
くつか紹介しながら終了し、参加者からは、
「とてもためになった。続けてほしい」
「現戸籍を持参したので分かりやすかった」
「自分史を書いてみたいと思った」
などの感想をいただきました。

別役　良
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最後に

　今回の成功は、昨年度の取り組みの延長線上
にあります。この道を切り開いて下さった先
生、本会との調整を図って下さった先生、新入
会員と同じ目線に立ち長時間のリハーサルにも
お付き合い下さった講師の先生、そのリハーサ
ルのために事務所を無償で提供して下さった先
生、そして何より手弁当でご協力下さった多く
の先生方、本当にありがとうございました。
　皆様のお陰で、今回晴れて支部正式事業と
なりました。講師の先生方はもちろん、実行
委員、相談員、ボランティアなど多くの先生
方の力に支えられ、無事終了することが出来
ました。この成功により、来年度のオファー
も頂くことが出来ました。皆様ありがとうご
ざいました。
　来年度以降も継続・発展させて参りたいと思
いますので、今後とも宜しくお願い致します。

熊谷　好太
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平成２５年度第２回レクリエーション
「いちご狩りとバーベキュー」

日時：平成２６年３月８日（土）
　　　午前１１：００
　　　京浜急行津久井浜駅集合
場所：津久井浜観光農園

　毎年恒例の親睦小旅行が催され、今年は横
須賀市津久井浜でいちご狩りが行われました。
当日は天気にも恵まれ、絶好の遠足日和。駅か
ら送迎バスは出ていますが、せっかくの陽気な
ので歩いて行こうということになり、徒歩での
んびりと農園まで向かいました。
　いちご狩りの場所は駅から２０分ほど歩い
た場所にあります。緩やかな山道で、ちょっ
としたハイキングにはちょうど良い道のりで
す。同じように考えたのか、外国人の旅行客
の方ともすれ違いました。
　ベテランの先生方も多数ご参加くださって
いたのですが、皆さんお元気。多少の散歩は苦
にならないといった様子で、若手のメンバーが
負けそうになるほどです。日ごろから健康のた
め散歩を日課とされている先生もいらっしゃっ
たようで、軽々と山道を進んでおられました。
余談ですが、横須賀・三浦支部には自衛官出身
の先生が結構いらっしゃいます。訓練で市ヶ谷
まで歩いたことがあるとのことで、この程度の
散歩は苦にならないのだとか。
　しばらく散歩を楽しんだ後で、農園に到

着。のどが渇いたところで果汁たっぷりのい
ちごは格別の味。皆おいしそうにいちごの味
を楽しんでいました。

　横須賀市・三浦市では近郊農業が盛んで、
いちご狩りやミカン狩りを楽しめる農園が多
数あります。他支部の皆様も是非親睦旅行の
企画でご利用ください。ただ、当日はシーズ
ンということもあって家族連れのお客さんな
ど賑わっておりましたが、いちごの数が足り
なくなり、予約がないと入れませんでした。
時期によってはこのようなこともありますの
で、ご注意ください。
　いちご狩りが終わった後は、バーベキュー
会場に移動。農園から山の中へ、さらに２０
分ほど歩きます。会場は見晴らしの良い場所
にあり、三浦海岸を一望しながらのバーベ
キューは親睦旅行にもってこいでしょう。
お酒も入り、和やかな雰囲気の中でバーベ
キューを楽しみました。ただ、メインディッ
シュとデザートが逆だとよかった、という意
見もちょっとありましたが。

　筆者はまだ入会して一年ですので、同じ支
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部でもお会いしたことのない先生が多数い
らっしゃいます。こういった機会に新参・中
堅・ベテランの各世代間交流を持つことで、
今後の業務・会務を円滑に進めていけるので
はないでしょうか。

千葉�哲平

【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

行政書士会無料相談会 （藤沢）

　平成２６年３月１５日（土）藤沢産業セン
ター（会議室２）におきまして、「行政書士
による遺言・相続・成年後見等の無料相談
会」を開催いたしました。
　今回の相談会では、１８名の相談員に出席
いただき、幅広い相談内容に対し、適切な相
談員対応をさせていただくことができまし
た。
　相談内容は、相続２０件、遺言９件、成年
後見６件、その他４件の合計３９件で、過去
最高の相談件数でした。昨今、相談内容が多
岐にわたり、複雑化している印象を受けます
が、今回も相続や遺言の相談が中心ではあっ
たものの、成年後見や一般民事などの分野が
複雑に関連したご相談もございました。
　中には、事実関係についてお話を伺い、資
料を拝見させていただくと、相談者の方が何
気なく通り過ぎていた部分に法的な問題点が
潜んでいることもありました。

　ご相談をされているうちに別のことも聞い
てみたいとおっしゃっていただいた方や、今
後の方向性が確認できたと喜んでくださった
方もいらっしゃり、多くの方々にご満足いた
だけたように感じております。
　これからも「あなたの街の法律家」とし
て、気軽にお立ち寄りいただけるような無料
相談会を開催できたらと考えております。
　また、私たち相談員としても、幅広いご相
談に対応できるように、法律の知識を深める
のはもちろんのこと、相談技術やコミュニ
ケーション能力の向上にも努めていきたいと
思います。

赤沼　慎太郎
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大和・綾瀬支部

綾瀬市長後援会主催新春の集い

　あやせの力を結集して邁進する笠間城治郎
綾瀬市長後援会主催による「平成２６年新春
の集い」は、２月１６日（日）未曾有の大雪
が降った翌日（１４・１５日降雪）綾瀬市文
化会館大・小ホールで開催された。足元の悪
いおりにも関わらず来賓の甘利明経済再生担
当大臣代理町田秘書、参議院議員島村大氏他
約３５０名が出席した。
　第１部は大ホ－ルでセレモ二―が、第２部
の懇親会とアトラクションが小ホールで開催
された。市長は本年も昨年に引き続いて元気
の力、産業の力、教育文化の力、環境の力、
安全・安心の力更に行政革や市民協働などの
プラス１の力を結集して市民一人ひとり住ん
でみたい・住んでよかったと思えるまちづく
りに邁進するのでご協力をお願いしますと話
を結ばれた。
　２部のアトラクションは、後援会婦人部の
皆さんによる民謡や日本舞踊数曲が披露され
た。軽快なリズムにのって手捌きよろしく登
場したのは美女群団、当時を髣髴させる。曲
は「かながわ踊り」だ。
　賑やかな演出に暫し時を忘れて観賞する。
大雪の降った後だけに無事開催出来たことで
出席者は笑顔のうちに散会した。
　なお、新春の集いには支部活動の一環とし
て出席した。

政連会員出席者　　�戸井田国輝・小島久乃・　
片岡　明・渡辺春美・　
斎藤計好・武藤親行　　
計６名

武藤　親行

後援会婦人部のみなさんによる踊り

新春の挨拶と市政報告をする笠間市長

海老名・座間支部

海老名・座間支部　平成２５年度支部研修会
　
は・じ・め・て・の　ニャニャニャー♪
（↑社名は自主規制）
　平成２６年２月２３日（日）１３：４５～
１６：３０　　オークラフロンティアホテル
海老名において平成２５年度の支部研修会が
行われた。今回は２部構成の研修会。その第
１部は大口　保則会員による「相続手続きの
流れについて」であった。大口会員は税理士
でもあるので（違うな、税理士なんだけど行
政書士登録もしている、だな。業務内容から
いえば）、かなりディープなお金にまつわる
話がたくさんあった。お金の話なので当然金
融資産を下ろす話にもなり、そうすると当然
金融機関の話にも触れるわけだが、私の元勤
務先が一番対応悪いそうな。曰く「窓口の人
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間がすぐ後ろに引っ込んで電話で問い合わせ
をする。時間がかかる」。うんうん確かに。
私も経験ありますよ、と激しく納得。ちなみ
に私は後ろに引っ込んで電話で問い合わせを
するという経験の方ですがｗ
　後は貸金庫の話とかすごい面白かった。あ
んまり内容について書くのも面倒なので割愛。
全般的に「ここだけの話」が多すぎて、書きた
くても書けないというのはまた別の話。
　第２部は我が支部初の試み。座談会形式に
よる「私の新規業務習得体験」。これを目当
てに？他支部からわざわざ来られた３名と我
が支部会員２２名で座談会。冒頭、他支部の
方に自己紹介をしていただいたのだが、いや
いや皆様すごい経歴をお持ちで。聞きに来な
くてもいいんじゃないの？とか思ってしまう
が、経歴のみに頼らず謙虚にかつ貪欲に情報
を習得する姿勢こそが成功への道なんだなー
と改めて思った。
　我が支部諸先輩方による業務取得の入り口
から経験値の上げ方まで、じっくり丁寧に話
があった。話が面白くてねー、みんな。聞い
ている方はもっと聞いていたいのに、みんな
がみんな自分の話の長さを気にしていたこと

にウケたｗ何て良い人たちなんだらう。
　終わった後は懇親会。我が支部、ここに命
をかけているんだ。今回も他支部の方にはご
満足をいただけた模様。そらそうだ。良い話
が聞けて、旨い飯食えて、酒も飲めて、
３０００円とかだもん。本当に安いよ。来年
はこれを読んでいるそこのあなたも来た方が
良いよ。
　で、その懇親会だが、開始２０分で支部長
が退席しちゃった。某議員の賀詞交歓会に出
向かれるために。支部長と言えば我が支部の
良心の塊にして最大のバランサー。その支部
長がいなくなってしまったということは…
待っていたのはカオスｗ
　かつてないぐらいの、単なる飲み会。本当
にここまで「飲み会」なのは初めてじゃない
だろうか。仕事の話とか、誰かしてたのか
な？他支部の方ごめんなさい。これが我が支
部なのです。でもこれこそが、我が支部とも
言うのだ。

　ということで、何だか初めてづくしな印象だっ
たよ。

見方　雅教



政 連 だ よ り

55行政書士 かながわ 2014.5/6 Vol.228

神奈川行政書士政治連盟

■ 活 動 報 告 ■

川崎市議会議員（自民党）
青木のりお　新春の集い
日　時　平成２６年２月１日（土）
場　所　ホテルＫＳＰ

座間市議会議員（民主党）
池田徳晴　新春のつどい
日　時　平成２６年２月２日（日）
場　所　座間市役所ふれあい会館

川崎市議会議員（民主党）
あまがさ裕治　裕旬会　新春の集い
日　時　平成２６年２月５日（水）
場　所　新百合トウェンティワンビル

川崎市議会議員（自民党）
しまざき嘉夫　新春の集い
日　時　平成２６年２月６日（木）
場　所　川崎日航ホテル

神奈川県知事　黒岩祐治後援会
平成２６年度　総会
日　時　平成２６年２月６日（木）
場　所　ローズホテル横浜

川崎市議会議員（民主党）
飯塚まさよし　新春のつどい
日　時　平成２６年２月７日（金）
場　所　川崎日航ホテル

横浜市会議員（自民党）
たのい一雄　新春の集い
日　時　平成２６年２月７日（金）
場　所　ロイヤルホールヨコハマ

県議会議員（自民党）
堀江則之　新春のつどい
日　時　平成２６年２月７日（金）
場　所　レンブラントホテル厚木

川崎市議会議員（自民党）
橋本勝　新春の集い
日　時　平成２６年２月８日（土）
場　所　柏屋

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２月８日（土）
場　所　ザ・ウィングス海老名

横浜市会議員（民主党）
こんの典人後援会　２０１４年新春の集い
日　時　平成２６年２月９日（日）
場　所　新横浜国際ホテル

川崎市議会議員（自民党）
原典之連合後援会　新年の集い
日　時　平成２６年２月９日（日）
場　所　川崎市総合福祉センター
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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２月９日（日）
場　所　ハーモニーホール座間

横浜市会議員（自民党）
斉藤たつや後援会の　新春の集い
日　時　平成２６年２月９日（日）
場　所　新横浜国際ホテル

前衆議院議員（民主党）
もとむら賢太郎　第１１回新春の集い
日　時　平成２６年２月９日（日）
場　所　ホテルラポール千寿閣

参議院議員（みんなの党）
井上よしゆき　経済セミナー
日　時　平成２６年２月１０日（月）
場　所　小田原お堀端コンベンションホール

県議会議員（自民党）
かとう元弥　県政報告会　新春の集い
日　時　平成２６年２月１１日（火）
場　所　ホテルキャメロットジャパン

座間市長　遠藤みきお　新春のつどい
日　時　平成２６年２月１１日（火）
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　議員活動
十周年を祝う新春の集い
日　時　平成２６年２月１１日（火）
場　所　柏屋

公明党川崎新春の集い
日　時　平成２６年２月１１日（火）
場　所　川崎日航ホテル

横浜市会議員（自民党）
ゆさ大輔　初春の集い
日　時　平成２６年２月１２日（水）
場　所　ローズホテル横浜

県議会議員（自民党）
梅沢裕之君を囲む新春の集い
日　時　平成２６年２月１３日（木）
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２６年２月１４日（金）
場　所　ローズホテル横浜

川崎市議会議員（自民党）
坂本茂　新春交流会
日　時　平成２６年２月１４日（金）
場　所　川崎日航ホテル

衆議院議員（自民党）
あかま二郎　平成２６年　新春のつどい
日　時　平成２６年２月１５日（土）
場　所　ホテルラポール千寿閣

綾瀬市長　笠間せいじろう後援会
平成２６年　新春の集い
日　時　平成２６年２月１６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２６年２月１７日（月）
場　所　ホテルキャメロットジャパン

衆議院議員（自民党）
田中和德　新春のつどい
日　時　平成２６年２月１７日（月）
場　所　川崎日航ホテル
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前衆議院議員（民主党）
城島光力　新春の集い
日　時　平成２６年２月１８日（火）
場　所　川崎日航ホテル

前衆議院議員（民主党）
三村和也の早春のつどい
日　時　平成２６年２月１８日（火）
場　所　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

横浜市会議員（自民党）
古川なおき　早春の集い
日　時　平成２６年２月１８日（火）
場　所　ローズホテル横浜

民主党神奈川県連　新春の集い
日　時　平成２６年２月２１日（金）
場　所　ロイヤルホールヨコハマ

県議会議員（自民党）
田中徳一郎　新春賀詞交歓会
日　時　平成２６年２月２１日（金）
場　所　川崎市産業振興会館

衆議院議員（自民党）
あかま二郎　平成２６年　新春のつどい
日　時　平成２６年２月２２日（土）
場　所　サン・エールさがみはら

県議会議員（自民党）
土井りゅうすけ　２０１４年春の集い
日　時　平成２６年２月２２日（土）
場　所　柏屋

川崎市議会議員（民主党）
おだかつひさの早春のつどい
日　時　平成２６年２月２２日（土）
場　所　ＪＡセレサ

県議会議員（みんなの党）
かるべ和夫を励ます会
日　時　平成２６年２月２２日（土）
場　所　新横浜フジビューホテル

衆議院議員（自民党）
あかま二郎　平成２６年　新春のつどい
日　時　平成２６年２月２３日（日）
場　所　けやき会館

横浜市会議員（自民党）
鈴木太郎後援会　第１１回新春総会
日　時　平成２６年２月２３日（日）
場　所　戸塚区総合庁舎

県議会議員（民主党）
中谷一馬　平成２６年早春のつどい兼出版記念会
日　時　平成２６年２月２３日（日）
場　所　ソシア２１

前衆議院議員（民主党）
もとむら賢太郎　第１１回新春の集い
日　時　平成２６年２月２３日（日）
場　所　けやき会館

県議会議員（自民党）
おさだ進治　平成２６年早春の集い
日　時　平成２６年２月２３日（日）
場　所　ザ・ウィングス海老名

衆議院議員（自民党）
ふくだ峰之　新春の集い
日　時　平成２６年２月２３日（日）
場　所　新横浜プリンスホテル

自民党川崎市支部連合会
平成２６年新春の集い
日　時　平成２６年２月２６日（水）
場　所　ホテルＫＳＰ



政 連 だ よ り

58 行政書士 かながわ 2014.5/6 Vol.228

民主党県連政策審議会と県内各種団体との意
見交換会
日　時　平成２６年２月２６日（水）
場　所　県連４階、重慶飯店

衆議院議員（自民党）甘利明　甘山会・企
業・団体平成２６年賀詞交換会
日　時　平成２６年２月２８日（金）
場　所　オークラフロンティアホテル海老名

前川崎市長　阿部孝夫　市政改革１２年－感
謝の集い
日　時　平成２６年２月２８日（金）
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
日　時　平成２６年２月２８日（金）
場　所　ＴＫＰ大手町カンファレンスセンター

参議院議員（みんなの党）
中西けんじ 陽春の集い
日　時　平成２６年３月１日（土）
場　所　横浜マリンタワー

衆議院議員（民主党）
ごとう祐一後援会　春のつどい
日　時　平成２６年３月２日（日）
場　所　レンブラントホテル厚木

前衆議院議員（民主党）
もとむら賢太郎　第１１回新春の集い
日　時　平成２６年３月２日（日）
場　所　サン・エールさがみはら

県議会議員（民主党）きしべ都　早春の集い
日　時　平成２６年３月２日（日）
場　所　神奈川県地域労働文化会館

参議院議員（自民党）
三原じゅん子さんを励ます会
日　時　平成２６年３月５日（水）
場　所　ホテルニューオータニ

東京行政書士政治連盟　第１５回セミナー
日　時　平成２６年３月６日（木）
場　所　自由民主党本部

県議会議員（自民党）
桐生ひであき　早春の集い
日　時　平成２６年３月８日（土）
場　所　港南公会堂

県議会議員（県政会）
笠間茂治　早春の集い・県政　報告会
日　時　平成２６年３月９日（日）
場　所　綾瀬市文化会館

日本維新の会　新春の集い
日　時　平成２６年３月９日（日）
場　所　ホテルキャメロットジャパン

前衆議院議員（民主党）
神山洋介を囲む新春の集い
日　時　平成２６年３月９日（日）
場　所　小田原お堀端コンベンションホール

衆議院議員（民主党）
ごとう祐一後援会　春のつどい
日　時　平成２６年３月９日（日）
場　所　ラクアルオダサガ

自民党神奈川１区支部大会及び松本純後援会
総会
日　時　平成２６年３月１０日（月）
場　所　ロイヤルホールヨコハマ
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参議院議員（みんなの党）
松沢しげふみ著｢甦れ！江戸城天守閣｣出版記念会
日　時　平成２６年３月１０日（月）
場　所　ホテルニューオータニ

県議会議員（民主党）
長友よしひろ後援会　春の集い・県政報告会
日　時　平成２６年３月１４日（金）
場　所　けやき会館

自民党泉区連合支部　平成２６年新春の集い
日　時　平成２６年３月１５日（土）
場　所　ＪＡみなみ総合センター

県議会議員（自民党）
やなぎした剛連合後援会　早春の集い
日　時　平成２６年３月１６日（日）
場　所　新横浜プリンスホテル

県議会議員（民主党）
てらさき雄介　新春の集い
日　時　平成２６年３月１６日（日）
場　所　けやき会館

前衆議院議員（民主党）城島光力　２１世紀
フォーラム
日　時　平成２６年３月１８日（火）
場　所　ホテルニューオータニ

参議院議員（自民党）
片山さつき君を励ます会
日　時　平成２６年３月１８日（火）
場　所　ホテルニューオータニ

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３月２３日（日）
場　所　綾瀬市文化会館

参議院議員（民主党）
かねこ洋一　政策勉強会
日　時　平成２６年３月２５日（火）
場　所　ルポール麹町

県議会議員（民主党）
早稲田夕季　県政報告会・陽春のつどい
日　時　平成２６年３月３０日（日）
場　所　鶴ヶ岡会館

自由民主党神奈川県支部連合会　大会
日　時　平成２６年３月３１日（月）
場　所　ロイヤルホールヨコハマ
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　平成２６年２月２６日（水）１７：
３０より、民主党神奈川県連で行われた
意見交換会に、山下会長、武田幹事長、
村上副幹事長が出席しました。
　関連士業団体では、他に土地家屋調査
士会、社会保険労務士会が出席、不動産
協会やトラック協会等他団体も集まるな
か、増子輝彦参議院民主党政策審議会会
長や副会長の金子洋一議員との間で、有
意義な意見交換が行われました。
　当連盟からは、行政不服審査法に基づく代理権及びＡＤＲ代理権の獲得に加え、実務に精通し
た会員からの意見を基に、①特殊車両通行許可制度の改善（許可処分までの期間短縮等）、②風
俗営業許可申請後の「保護対象施設」申請情報の開示システムの必要性、③行政書士職務上請求
書に関する請求種別拡大（入管業務に要する住民税課税証明書・納税証明書等）を訴えました。
出席議員から「早速、持ち帰り政策審議会にて検討する」旨の回答をいただきました。

■ 民 主 党 政 策 審 議 会 と 県 内 各 種 団 体 と の 意 見 交 換 会 に 出 席

日　時　平成２６年２月２４日（月）
　　　　１６：００～１７：００
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
（２）規約施行細則の改正（案）について
報告事項
（１）平成２６年新年賀詞交歓会について
（２）�片山さつき参議院議員の後援会設立に

ついて
（３）年間スケジュールについて
（４）�各委員会からの報告・今後の予定につ

いて
（５）その他

日　時　平成２６年３月２５日（火）
　　　　１６：００～１７：００

場　所　本会会議室
議決事項
（１）神奈川行政書士政治連盟規約の改正（案）
（２）�規約改正に伴う規則等の制定・改定に

ついて
※上記議決事項は可決承認された。
協議事項
（１）規約施行細則の改正（案）について
（２）平成２５年度活動経過報告（案）について
（３）平成２５年度収支決算（案）について
（４）平成２６年度運動基本方針（案）について
（５）平成２６年度事業計画（案）について
（６）平成２６年度収支予算（案）について
報告事項
（１）年間スケジュールについて
（２）�各委員会からの報告・今後の予定につ

いて
（３）その他

■ 幹 事 会 報 告 ■



政 連 だ よ り

61行政書士 かながわ 2014.5/6 Vol.228

　神政連として議連や各議員に具体的な請願や政策提言を行うにあたり、実務に携われている皆
さまのご意見をお聞きしたいと思います。
　法改正レベルだけでなく、許認可における窓口での対応や制度など、日頃から気になっている
点や改善要望をお届けください。
　支部名、お名前、連絡先をご記入いただければ書式は自由です。
　下記へＦＡＸをお送りください。
神政連ＦＡＸ番号　045－663－8461（組織広報委員会宛）

　平成２５年度の事業として準備を進
めてまいりましたホームページが平成
２６年３月に立ちあがりました。
　内容は随時充実させてまいります。
　会員の皆さまにはぜひご覧いただき
ますとともにリンク等をお貼りいただ
きますようお願いします。

神政連ホームページアドレス
http://www.jinseiren.com/

■ 会 員 の 皆 さ ま の ｢ 声 ｣ を お 聞 か せ く だ さ い ！

■ 神 政 連 の ホ ー ム ペ ー ジ が 立 ち 上 が り ま し た ！
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地区長便り（第一回）

　今月号から各地区の地区長による地区紹介コー
ナーを設けました。第１回目は、横浜南地区です。

横浜南地区紹介
横浜南地区長　川﨑志朗

　みなさま、こんにちは。
　横浜南地区は、横浜市の南部に位置し、南区、港
南区、磯子区、金沢区で構成されています。平成
２６年３月時点で、会員数は５０名です。
　ご存知だとは思いますが、横浜市の成年後見サ
ポートネットは、平成１６年より、金沢区役所で困
難事例を検討する目的で始まり、区役所の福祉職、
包括（この頃は、横浜市独自の制度で在宅介護支援
センター）、司法書士、社会福祉士、行政書士等で
構成されていました。後見事務の経験がほとんどな
い、行政書士をメンバーに加えて頂いたことは、感
謝にたえません。
　横浜南地区は、横浜市の高齢化率で全１８区中、
３位、４位、５位、６位です。また、別荘地、新興
住宅街、上大岡に代表される商業地、工業地帯、簡
易宿泊所等、実に様々な方が居住されております。
私も、官庁出身の方、元教師の方、統合失調症の
方、簡易宿泊所に住んでおられた方等の後見事務を
やらせていただいております。高齢のため認知症に
なった方、障害になった方にとって過去は関係あり
ません。皆、生まれたままの一人の人間です。
　地区活動としては、公開講座、無料相談会、地区
研修、成年後見サポートネットへの参加等を行って
います。また、独自活動としてケアプラザや社協等
におきまして、複数の会員が協力して、講座、無料
相談会等を実施しています。
　今後とも、各会員の力を合わせ、行政、他士業、
包括、民生委員の方、社協等と協力し、行政書士会
の後援を受け、横浜南地区の後見活動を推進してい
きたいと思います。

Ｈ 25年度　横浜南地区無料相談会　集合写真
３列目右１番目　川﨑志朗地区長

各地区からの報告

（１）川崎・横浜東地区合同　地区研修会報告
　２月１２日（水）に港北公会堂において、川崎地
区と横浜東地区との合同地区研修会が開催されまし
た。今回は、知的障害者入所更生施設「青葉メゾ
ン」施設長等をされている中西晴之氏を講師にお招
きし、「知的障害者を取り巻く環境と成年後見」と
いうテーマで、２時間近くにわたり、お話をして頂
きました。
　お話の中で、「福祉は、そうぞうの実践。他者へ
の思いを寄せる“想像”と創り出す“創造”」というお
言葉があり、これは、成年後見人の仕事にもそのま
まあてはまるように思いました。障害など生きづら
さを抱える方々を支援するという意味では、福祉職
も、成年後見人も同じであると思います。そんな同
じ支援者として、今後も大いに協力し、切磋琢磨し
ていく関係を構築し続けることができればと思いま
した。
※全文はかなさぽＨＰに掲載

横浜東地区連絡員　村上崇文

（２） 横浜西地区「老後のあんしん設
計講座」の報告

　平成２６年２月２２日（土）に、南戸塚ケアプ
ラザの「老後のあんしん設計講座」が行われまし
た。
　今回は横浜西地区の小林三千世先生が講師となり、
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「身近に起こりうる相続」のテーマで講演を行いまし
た。成年後見と密接な関係にある相続テーマ、参加者
は２６名（一般２０名、関係者６名）と、ほぼ満席
でした。遺言・相続の基本知識、ポイント、注意点な
ど、分かりやすく、かつドラマティックな説明で、参
加者の方々も２時間弱の講義を最後まで集中力が切れ
ることなく、また楽しんで受講されていました。事前
対策の重要性が、しっかり伝わったのではないかと思
います。講義終了後の質疑応答コーナーでも、熱心な
質問、相談が数々寄せられました。
※全文はかなさぽＨＰに掲載

横浜西地区連絡員　常木一典

（３）横浜中地区　地区研修会報告

　平成２６年３月２０日（木）１８：００より、産業
貿易センタービル４階の中区福祉保健活動拠点の多目
的研修室において、横浜中地区の地区研修会が行われ
ました。
　内容は「危急時遺言」と「後見人が押さえておく
べき不動産知識」です。
　研修会参加者は横浜中地区の会員が30名、研修生
２名、他地区から３名でした。
�「危急時遺言」は本間潤子会員の実例に基づいた
講義をしていただきました。危急時遺言の要件や、
家庭裁判所への審判申立、審判後は遺言書検認申立
など、流れとともに、家庭裁判所、銀行、弁護士等
も、危急時遺言の取扱事例が少なく苦労の連続だっ
たようです。入院中などで病状が急変される恐れの
ある方には、予備的な危急時遺言の活用が有効だと
思いました。
　後半は、不動産鑑定士でもある江蔵耕一会員よる
「後見人が押さえておくべき不動産知識」です。
　登記簿の見方に始まり、登記されていない場合の
確定方法や、借地権・底地の評価、善意の第３者が
保護されない場合など、大変興味深い内容でした。
被後見人や相続財産で不動産のある場合など今後必
ず必要となる知識ばかりでした。
※全文はかなさぽＨＰに掲載

横浜中地区連絡員　海原比呂志

（４）横浜南地区　國弘会員の表彰
　去る平成２６年３月１日（土）金沢公会堂で催され
た金沢区福祉保健のつどい（主催　金沢区役所・金沢
区社会福祉協議会）では、当地区の國弘征郎氏が成年
後見サポートセンター会員として、地域の高齢者の支
援に尽力していることを認められ、金沢区社会福祉功
労者として表彰される栄誉に輝きました。
※全文はかなさぽＨＰに掲載

横浜南地区連絡員　安西いずみ

表彰される國弘会員

かなさぽＨＰ掲載記事のご案内

　ここでは、かなさぽＨＰに掲載中（平成２６年３
月３１日現在）の各地区の記事をご紹介致します。
（かなさぽＨＰへは「かなさぽ」で検索）
研修会報告（会員・研修生向けページ）
・�小田原西　研修会実施報告　寺井由年（連）
・�横浜南　研修会「事例発表」報告

安西いずみ（連）
公開講座報告
・�横須賀「三浦市市民公開講座」報告

中村勝晃（連）
・横浜中　「イセザキモール無料相談」報告

海原比呂志（連）
※（連）は地区連絡員の略です

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
に入会するためには、規定時間の入会前研修を受講
し、研修終了後に効果測定を受ける必要がありま
す。詳細は、下記連絡先にお問い合せください
（毎週月・水・金（１３時～１６時））

045－222－8628
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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２月２２日（土）、産業貿易セ
ンタービルＢ１０２会議室で行われた第４回
定期研修会及び、４月２日（水）神奈川県行
政書士会７２０会議室で行われた春の公開研
修会についてご報告します。
　第４回定期研修会、出席者は３３名でした。
　１時限目は「建設業法逐条研究（第三章　
請負契約）」。研究担当は海老澤祥司会員。
まずは具体的な判例の確認。建設業法と民法
との関係に基づく、請負契約書記載内容の有
効性など検証しました。その後、見積りを行
うように努めること、前払いをする場合は保
証人をたてること、丸投げ禁止について（認
められるケース、認められないケース）な
ど、条文を追いながら、事例を確認。「工藤
工務店」など仮名を設定した上での具体性の
ある資料作りは、目に入りやすく、理解を助
けられました。この建設業法逐条研究は、担
当になることで時間をかけて研究し、内容を
まとめて人前で話すという勉強の機会として
も位置付けられています。
　２時限目は、小関典明代表が講師となり、
第３回定期研修会で行われた「入札契約制度
の実務」の復習を行いました。入札から工事
着工までの手続きの流れを確認。どんな書類
が必要で、我々はどの部分に関わっていける
のかの考察が行われました。そして予定され
ている建設業法の改正事項を見込み、「施工

体制台帳」について詳しい研究が行われまし
た。

　続いて春の公開研修会。今回の参加者は、
会員外の方１７名を含む５５名となりまし
た。ご参加頂いた皆様、大変ありがとうござ
いました。
　研修は２部構成で行われました。第１部
は、小関典明代表による「建設業関係業務に
おける行政書士の代理権と専門家責任」。行
政書士の法定代理権とはどういったものか。
建設業関連業務ではどのような流れで仕事を
行い、専門家責任として、どのような義務が
発生するのか。申請者の意志確認の義務、説
明報告の義務などなど。登録後間もない会員
からは、「行政書士は結局何がどこまででき
るのかということが、とてもクリアになっ
た。」という声も聞かれました。中堅・ベテ

『神奈川建行協』活動報告
〜平成２５年度第４回定期研修会、春の公開研修会〜
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ランの方も、日ごろの業務を改めて見直す機
会になったのではと思います。
　また、１部の終了前に１０分程度、望月亮
秀会員から、先日閣議決定された建設業法改
正の重要ポイントについて、解説がなされま
した。
　第２部は、（株）損保ジャパン、（有）全
行団の担当の方に、「行政書士賠償責任保険
の説明と建設関連事例について」というタイ
トルでお話頂きました。賠償責任保障制度と
医療保障制度の案内。特に、賠償責任保険の
しくみ、支払の対象となる業務、保険金支払
いに至った具体的な事故事例、逆に支払われ
なかった事例など、詳細に説明を頂きまし
た。第１部のテーマの専門家責任と合わせ
て、業務を行うにあたっての注意すべき事項
を見直すとともに、保険加入の大切さを痛感
しました。
　研修終了後は、さくら水産にて懇親会が行わ
れました。３４名に及ぶ皆さんの参加のもと、
非常に賑やかな楽しい時間となりました。

　当会では２５年度、２６年度と２年度に渡
り、入札・契約制度の実務を習得し、経営と

技術に優れた建設業者の皆さんを支援してい
くための新たなビジネスモデルを作ることを
目標として活動しています。ベテラン、中
堅、新人の別なく、皆が同じスタートライン
に立って共に吸収することが可能な内容と考
えていますので、興味のある方は入会の上、
是非ご参加ください。

【今後の活動予定】
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）

※�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）
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　今回、私は今年の２月１５日(土)～２７日(木)の
間、実質１０日間にわたりイスラエルの旅を楽しん
できました。今回の旅で廻った場所は、街ではエル
サレム、ベツレヘム、ヘブロン、エリコ等であり、
それら３つの街の旧市街及び観光名所とその他の地
域、死海、マサダ、クムラン等を観てきました。
　今回のイスラエル旅行は旅行会社のツアーに参加
するのではなく個人の旅行でした。
　ただし、いくら旅行好きな私でもまったく伝手の
ない知らない国に１人で遊びに行く勇気はありませ
ん。今回は私の息子の友人の知り合いが仕事で２年
前よりエルサレムに家族と住んでいますので、ずう
ずうしくも前もってその方にガイドを頼んでイスラ
エルに入国し、旅の前半はその人にいろいろと案内
してもらい、イスラエルに慣れてきた後半は１人で
あちこちに出かけたり、死海＆マサダへの日帰りツ
アーに参加して楽しみました。
　イスラエルと聞くと、現在でもパレスチナ人の抵
抗闘争（インティファーダ）が日常的に起こってい
るという印象も強く、出発前には家族に｢何故そん
な危険なところへわざわざ行くのか。絶対にヤメな
さい！｣とひどく怒られました。しかし、現地のそ
の知人の情報では｢まったく安全ですよ！｣というこ
とでしたので、意を決して出かけてみましたが、イ
スラエルのどの街もユダヤ教、キリスト教、イスラ
ム教の聖地礼拝の巡礼者が溢れていてにぎやかで、
危険は何も感じませんでした。
　私がイスラエル（パレスチナ自治区を含む）で訪
れた観光地は次の如くです。
エルサレム旧市街で　
この旧市街全体と城壁が世界遺産です。
・�ユダヤ教の聖地｢嘆きの壁｣：２千年前にローマ軍
により破壊されたユダヤ神殿の内残った西側の壁

ユダヤ教の聖地 ｢嘆きの壁｣ の前にて

・�キリスト教の聖地｢聖墳墓教会｣：イエス・キリス
トの墓がある、キリスト教最大の巡礼地

キリスト教の聖地 ｢聖墳墓教会｣ の前にて

・�神殿の丘と｢岩のドーム｣：イスラム教第３の聖
地、中心に金色に輝く岩のドームが建っている
・�ヴィア・ドロローサ：２千年前磔になる前にイエ
ス・キリストが十字架を背負って歩いた道
・�ダビデの塔：現在は３千年にわたるエルサレムの
歴史を紹介する歴史博物館として利用されている

世界三大宗教の聖地 “ イスラエル ” を旅してきました！
磯子・金沢支部　新井克己
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・�マリア永眠教会：イエスの母マリアを祀って建て
られたエルサレム最大の教会
・最後の晩餐の部屋
・ダビデ王の墓
エルサレム新市街で
・�イスラエル博物館：イスラエルを代表する博物館
で、広大な館内には死海写本館がある
・�ヤド・ヴァシェム：第２次大戦中に虐殺された
６００万人のユダヤ人を慰霊する目的の博物館
・�メア・シェアリーム：正統派のユダヤ教徒が住ん
でいる地区

ベツレヘムで　
ベツレヘムはパレスチナ自治区です。
・�生誕教会：世界遺産。イエス・キリストが生まれ
たとされる聖地。
　�イエス生誕の場所は教会の地下にあり｢星の印｣が
刻印されている。
・�ユダヤ人入植地の分離壁：入植地を囲んでどこま
でも続く高さ７ｍを超える分離壁と監視塔を見学

入植地を取り囲む分離壁と監視塔＠ベツレヘム

ヘブロンで　
ヘブロンはパレスチナ自治区です。
・�イブラヒーム・モスク：このモスクはユダヤの父
でありキリスト教やイスラム教にとっても重要な
預言者であるアブラハムを祭ったものです。その
ため、同じ建物内に両宗教の礼拝所が別々にあ
り、１９９４年にはユダヤ人の狂信者によってモ
スク内で２９人のパレスチナ人が殺されました。
・�旧市街の見学と街の中心部に建設されているユダ
ヤ人入植地の分離壁の見学

死海地方で
・�マサダ：世界遺産。紀元70年にローマ軍と闘った
ユダヤ人９６７人が立て籠もった山上の宮殿跡

・�クムラン：１９４７年に世紀の発見である｢死海写
本｣を偶然ベドウィンの少年が見つけた谷

・�死海：塩分含有量が３３％もあるため浮かびなが
ら新聞を読める浮遊体験が出来ます

　次に今回のイスラエルの旅の感想をまとめると次
のようになります。
１�．このパレスチナ地方は２千年以上前にはユダヤ
人の王国があり、その後ローマ帝国に侵略され、
５世紀にはイスラムに侵略される、というように
この地の管理は時代により、世界の宗教であるユ
ダヤ教、キリスト教、イスラム教に委ねられてき
たし、また現在でもそれらの三つの宗教の聖地に
なっている。これらの複雑な歴史と民族間、宗教
間のバランスは我々無宗教に近い日本人からみる
と理解出来ない面が多々あります。

２�．この３千年以上にわたる悠久の歴史の中で２千
年前に造られた旧市街の建物群は、その場に自分
が立つと２千年以上の時を超えて私に感動を与え
てくれます。特にエルサレムの旧市街内にはイエ
ス・キリストのゆかりの場所がそのまま数多く
残っており、この石畳の狭い道を２千年前にキリ
ストが十字架を背負って処刑場の｢ゴルゴタの丘｣
まで歩いたと思うと大いなる感動を覚えました。

　�　また、それら旧市街の建物は世界遺産になって
いるにも関わらず、現在も多くのパレスチナ人が
住んで生活していることも驚きでした

３�．現在のイスラエル国内にはユダヤ人が580万人
おり、また先に住んでいたパレスチナ人が132万
人住んでいますが、４次にわたる中東戦争により
イスラエル政府側が勝利した結果、パレスチナ人
はガザ地区とヨルダン川西岸地区に押し込められ
てしまい、その上現在でも毎月何の事前通告なし
にユダヤ人が移住してくる新たな入植地がパレス
チナ人の地域に新たに造られ、その地に住んでい
るパレスチナ人がイスラエルの軍隊により追い出
されてしまう、という理不尽な現実を目の前にし
て大いに矛盾を感じた旅でした。

－以　上－
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平成26年3月
日 曜 行　　　　　　　事
1 土
2 日
3 月 総務部会
4 火 経理部会、法規監察部会
5 水 第２回新入会員実務研修会、綱紀委員会
6 木 研修相談部会、企画部会

7 金 申請取次委員会、
政治連盟組織広報委員会、広報部会

8 土 薬事相談窓口　相談員自主研修会
9 日
10 月 正副会長会、部長会
11 火 民事法務部会

12 水 第２回新入会員実務研修会、
会長予算勉強会、広報部会

13 木 会長予算ヒアリング、
政治連盟　正副　会長・幹事長会議

14 金
15 土 ＡＤＲ調停人養成研修会
16 日 春のミステリーツアー

17 月
企画部研修会「財務分析」のイロハ
～企業の総合コンサルタントになろう～、
ＡＤＲ運営委員会、春のミステリーツアー

18 火 公証人による本人確認等の研修会、薬事相談
員連絡会、政連　総務財務委員会

19 水 第２回新入会員実務研修会、コスモス　研修
委員会、国際部会、苦情処理委員会

20 木 正副会長会、理事会、ＲＯＢＩＮＳ打合せ、民事法
務部と日本公庫の打合せ、コスモス　財務委員会

21 金 春分の日
22 土
23 日
24 月 経審審査員研修会
25 火 電子申請対策ＷＧ、政連　常任幹事会・幹事会

26 水 第２回新入会員実務研修会、建設業相
談員研修会、経理部会

27 木
国際部・申請取次委員会合同会議、コスモス　財務
委員会、政連政策渉外委員会、バスで行くディズニー
シーツアー、図書館セミナー　横浜市立都筑図書館

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」、ROBINS研
修会、総務部会、広報部会

29 土
30 日
31 月 経 審 受 付 説 明

平成26年 4月
日 曜 行　　　　　　　事
1 火 綱紀委員会、研修相談部会
2 水
3 木
4 金 正副会長会、部長会
5 土 薬事相談員自主研修会
6 日
7 月 コスモス　総務委員会、綱紀委員会

8 火 苦情処理委員会、
政治連盟組織広報委員会

9 水 申請取次委員会、
政治連盟　正副　会長・幹事長会議

10 木
11 金 正副会長会議、理事会
12 土
13 日
14 月 監査、コスモス　研修委員会
15 火 政連　常任幹事会・幹事会
16 水 苦情処理委員会
17 木 ＡＤＲ運営委員会
18 金 政連　会計監査、表彰委員会、広報部会
19 土 ＡＤＲ調停人養成研修会
20 日
21 月

22 火 国際部Ｊ ICAとの打合せ会、
公証人会との意見交換会

23 水 運輸警察部会
24 木

25 金
綱紀委員会、
運輸警察部：出張封印について、民事法
務部会、国際部：県産業課との打合せ

26 土
27 日

28 月
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」、
コスモス財務委員会、広報部会

29 火 昭 和 の 日
30 水
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１ 会員数	 	 ２, ５９４名

２ 異動状況
　平成26年３月１日から２６年４月３０日まで
　（１）入会	 ４４名
　　　　　　　　　男	 ３６名
　　　　　　　　　女	 	 ８名
　（２）退会	 ２２名
　　　　　　　　　男	 １９名
　　　　　　　　　女	 	 ３名

３　退会者
川崎南	 支部	 横溝　成美	 （H26.04.08）
川崎北	 支部	 大羽　洋一	 （H26.03.31）
鶴見・神港	 支部	 平野　順一	 （H26.03.31）
鶴見・神港	 支部	 石原　　馨	 （H26.03.17）
鶴見・神港	 支部	 猪俣　　力	 （H26.03.20）
緑	 支部	 山口　俶邦	 （H26.03.31）
緑	 支部	 石川　　昭	 （H26.03.31）
緑	 支部	 大石　　巌	 （H26.04.24）
緑	 支部	 都築　昭夫	 （H26.03.31）
緑	 支部	 種谷　　亮	 （H26.03.31）
横浜中央	 支部	 髙橋　佳史	 （H26.03.13）
旭	 支部	 小川　　潔	 （H26.03.01）
旭	 支部	 木村　英俊	 （H26.03.31）
南・港南	 支部	 伊勢戸　寛	 （H26.02.27）
南・港南	 支部	 松井　　正	 （H26.03.20）
鎌倉	 支部	 市村　一彦	 （H26.04.10）
横須賀・三浦	 支部	 片山　玲子	 （H26.03.31）
横須賀・三浦	 支部	 島　　晶奈	 （H26.03.20）
平塚	 支部	 佐藤　淳一	 （H26.03.27）
平塚	 支部	 飯島千鶴子	 （H26.03.31）
小田原	 支部	 中山　秀之	 （H26.03.24）
大和・綾瀬	 支部	 村上　　守	 （H26.03.31）

訃　　　報
鶴見・神港	 支部	 石原　　馨
	 	 	 （平成２６年３月１７日逝去）
南・港南	 支部	 伊勢戸　寛
	 	 	 （平成２６年２月２７日逝去）

４　入会者
（１）平成２６年３月１日入会

川崎南	 支部	 柴田　武志
横浜中央	 支部	 島村　清憲
横浜中央	 支部	 久野　和義
横浜中央	 支部	 小杉みつよ
横浜中央	 支部	 江﨑　純子
戸塚	 支部	 佐藤慎一郎
鎌倉	 支部	 平沼　真紀
湘南	 支部	 八乙女　琴
相模原	 支部	 本郷　順子
大和・綾瀬	 支部	 荒井　正樹

（２）平成２６年３月１５日入会
川崎北	 支部	 森川　貴史
鶴見 ･神港	 支部	 安部慎次郎
横浜中央	 支部	 髙橋　和明
横浜中央	 支部	 河内　悟朗
横浜中央	 支部	 宮本　博美
磯子・金沢	 支部	 酒井　英禎
横須賀・三浦	 支部	 小林　敏彦
平塚	 支部	 清田　宏明
平塚	 支部	 亀井　匡二

（３）平成２６年４月２日入会
川崎北	 支部	 大塚　恵祐
川崎北	 支部	 澤海　志帆
鶴見・神港	 支部	 佐藤　浩史
鶴見・神港	 支部	 田中　一郎
横浜中央	 支部	 菅野　和昭
横浜中央	 支部	 佐々木広太
南・港南	 支部	 池田　一宏
南・港南	 支部	 三宅　　充
横須賀・三浦	 支部	 島田　晴夫
大和・綾瀬	 支部	 黒沢　裕美
海老名・座間	 支部	 岡﨑　功之

（４）平成２６年４月１５日入会
川崎南	 支部	 井村　　浩
川崎南	 支部	 羽賀　信行
川崎北	 支部	 橋本　　隆
鶴見・神港	 支部	 上田　秀雄
鶴見・神港	 支部	 佐々木信也
横浜中央	 支部	 奥田　章太
南・港南	 支部	 坂口　清晴
南・港南	 支部	 長谷川　淳
南・港南	 支部	 大川亜砂美
湘南	 支部	 白田　浩幹
相模原	 支部	 西坂　政志
相模原	 支部	 齊藤公志郎
平塚	 支部	 小野寺　崇
小田原	 支部	 古屋　憲芳

（平成２６年４月３０日現在）
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