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二〇一五年、加速する かながわの挑戦
　明けましておめでとうございます。
　私が東日本大震災直後に知事に就任してか
ら４回目の正月を迎えました。振り返ります
と、「いのち輝くマグネット神奈川」の旗印
の下、県民の皆様との対話や議会での議論を
重ねながら、その実現に全身全霊を傾けてき
ました。

「いのち」を輝かせる

　まず、原発に過度に依存しない安全で災害
に強い分散型エネルギー社会の構築に向け
て、太陽光発電の普及やスマートハウス（エ
ネルギー自立型住宅）の導入促進などに徹底
的に取り組んできました。
　そして、超高齢社会を乗り切る神奈川モデ
ル「ヘルスケア・ニューフロンティア」を世
界に発信し続けました。最期まで健康で長生
きしてよかったと思える神奈川をめざし、３
つの特区を活用して最先端医療の追求や未
病を治す取組み、介護･医療など生活支援ロ
ボットの実用化などを、強力に推進しまし
た。

　そのほか、大規模災害時の救急医療支援訓
練「ビッグレスキューかながわ」や不活化ポ
リオワクチン接種の実施、准看護師養成停止
を決めたことでの看護師の激増など、「いの
ち」に直結する県独自の先進的な取組みも進
めました。

「マグネット」に磨きをかける

　地域の個性を最大限に生かし、人を引きつ
ける神奈川づくりにも積極的に取り組んでき
ました。未病を治す取組みを戦略的に展開す
る「県西地域活性化」、横浜、鎌倉、箱根に
次ぐ「第４の観光の核づくり」、文化芸術の
力で集客する「マグカル」。「かながわ商店
街観光ツアー」も大変好評です。

　これらの政策が実を結ぶことで、経済のエ
ンジンが回ってくると確信しています。日本
がデフレから脱却できるかは神奈川にかかっ
ている、そんな気概をもって政策をさらに推
進していきます。
皆様には引き続き、県政への温かいお力添え
をお願い申し上げます。

知事の新年あいさつ

神奈川県知事　黒 岩 祐 治
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　神奈川県行政書士会の皆様。
　あけましておめでとうございます。新しい
年が明るく良い年になることを、心から願い
ます。
　昨年は、長年の悲願であった、市内２か所
の米軍施設返還が決定し、６月には深谷通信
所の返還が実現しました。日中韓３か国で開
催した「東アジア文化都市」の日本代表都市
として、文化芸術による交流を生み出すこと
もできました。
　今年も、新たな中期４か年計画のもと、誰
もが安心と希望を実感でき、「人も企業も輝
く横浜」の実現に向けて、オール横浜で邁進
いたします。
　まず何より、防災・減災対策に万全を期し
てまいります。昨年の台風18号に伴う土砂崩
れによる痛ましい被害を胸に刻み、がけ対策
等を一層強化します。防災力向上・経済活性
化に大きく寄与する、横浜環状道路等の都市
基盤整備もしっかりと進めます。
　子ども・子育て支援新制度がスタートする
今年、妊娠期から学齢期までの切れ目ない子
育て支援と、教育環境の充実を図ります。
「女性」「若者」「シニア」の方々が一層活
躍できるようサポートするとともに、生活に
お困りの方に対する支援を強化します。「よ
こはまウォーキングポイント事業」を核に健
康づくりのムーブメントを一気に拡大し、横
浜市を健康寿命日本一の都市にしてまいりま
す。
　中小企業の皆様への支援はもちろん、特区
における規制緩和策を活用して成長産業を発
展させ、インフラ技術を海外の都市課題解決
に役立てるＹ－ＰＯＲＴ事業にも注力しま
す。都市の成長エンジンとなる都心臨海部の
機能を高め、郊外部のまちづくりも丁寧に進
めていきます。
　３月には、初の市民参加型フルマラソン

「横浜マラソン2015」が開催され、毎年、街
に大きな活気を生み出している横浜芸術アク
ション事業は、ダンスの年を迎えます。
　日本をリードする先駆的な挑戦、着実な成
果の積み重ねが、横浜の実行力と発信力を高
めています。2020年オリンピック・パラリン
ピック東京大会、更にはその先を見据え、着
実に歩みを進めてまいります。よろしくお願
いいたします。

平成27年の年頭にあたって

横浜市長　林 　 文 子
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　新年、あけましておめでとうございます。
　皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し
上げますとともに、今年一年が明るい話題に
あふれた、良い年になりますよう願っており
ます。
　昨年は、市制九十周年を迎えましたが、こ
れまでの歴史を振り返りますと、川崎の強み
とは、挑戦し続ける精神、つまり「チャレン
ジ・スピリット」ではないかと感じておりま
す。常に、課題に挑戦し、困難をチャンスに
変え、危機を成長に転換して、日本をリード
する。私は、その精神こそが「川崎らしさ」
だと考えます。
　このような先人たちの積み重ねによって、
本市は多彩な魅力を備えた人口一四六万人を
超える大都市として発展を続けております。
　一方で、本市の将来人口推計では、今後急
速に高齢化が進むとともに、平成四十二年を
ピークに人口減少に転じると見込まれており
ます。このような状況を踏まえ、今後も引き
続き子育て環境の充実をめざして、市民の皆
様とお約束した、待機児童の解消や、中学校
完全給食の導入に向けて取り組んでまいりま
す。
　また、地震や風水害などに備えて災害に強
いまちづくりを引き続き推進するとともに、
地域包括ケアシステムの構築や、井田病院の
全面開院など、誰もが安心して暮らすことが
できる「安心のふるさとづくり」に向けて、
取組を進めてまいります。
 「力強い産業都市づくり」の取組といたし
ましては、小杉駅周辺における再開発事業や
京急川崎駅周辺の整備、新川崎駅交通広場の
整備、川崎富士見球技場や等々力陸上競技場
メインスタンドの完成等により、本市の魅力

とにぎわいをさらに高めていきたいと考えて
おります。
　また、臨海部では、国際戦略拠点の中核と
なる「キングスカイフロント」における高度
な機能集積や、羽田連絡道路の早期実現な
ど、本市の国際競争力を高める取組を進めて
まいります。さらには、このような取組の意
義や成果を市民の皆様に御理解をいただきな
がら、市内企業と連携し、地域経済の活性化
を図るとともに、我が国や世界が直面する課
題の解決に貢献してまいりたいと考えており
ます。
　今後とも、さまざまな機会に皆様の御意見
をよくお聴きしながら、将来を見据えて、
「安心のふるさとづくり」による成熟と、
「力強い産業都市づくり」による成長をバラ
ンスよく進め、誰もが幸せに暮らせる持続可
能な「最幸のまち」を目指して全力で取り組
んでまいりたいと考えておりますので、ぜ
ひ、皆様のご協力をお願いいたします。

二〇一五年　市長年頭挨拶

川崎市長　福 田 紀 彦
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　あけましておめでとうございます。
　神奈川県行政書士会の皆様におかれまして
は、輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申
し上げます。
　会員の皆様には、日頃から円滑な行政手続
きと、市民の権利、利益の擁護に、重要な役
割を果たしていただくとともに、区役所にお
ける行政書士相談や、市内各所での街頭無料
相談会の実施など、市民と行政機関をつなぐ
架け橋としてご尽力いただいておりますこと
に、心から敬意を表するとともに、感謝申し
上げる次第でございます。
　相模原市では昨年、市民や関係機関の皆様
の長年にわたる取組が実り、６月に圏央道の
市内区間が全線開通し、９月には、相模原駅
の北側に位置する在日米陸軍相模総合補給廠
の一部返還が実現しました。１２月には、リ
ニア中央新幹線もいよいよ着工となるなど、
首都圏南西部をリードする広域交流拠点都市
として、本市のさらなる発展への道が大きく
開かれたことを実感しています。
　また、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）
相模原キャンパスで生まれた小惑星探査機
「はやぶさ２」が、人類の新しい夢と希望
をのせ宇宙へ飛び立つという、大変嬉しい
ニュースがありました。前回の「はやぶさ」
同様、試練を乗り越え、素晴らしい成果を持
ち帰ってくれるよう、市民をはじめ世界中の
皆様とともに応援してまいりたいと考えてお
ります。
　さて、わが国の情勢に目を向けますと、経
済は、回復基調にあるものの、消費税率引き
上げによる影響が長引くなど、先行きが不透
明であり、新たな社会保障制度の確立、人口
減少・超高齢化への対策など、大変難しい課
題に直面しております。
　また、全国各地で自然災害が頻発し、防

災・減災に向けた速効性のある対策も急務と
なっています。
　こうした状況にありましても、市民の皆様
が安全で安心して、夢と希望にあふれる心豊
かな暮らしを送っていただけるよう、本市の
大きなポテンシャルを生かした新たなまちづ
くりを着実に進めていくとともに、防災・減
災対策や子育て支援、福祉・医療の充実、教
育環境の整備、企業活動の支援、雇用の創出
など、幅広い分野において市民サービスの向
上を図りながら、市民の皆様とともに、輝く
未来をめざして歩んでまいります。
　貴会におかれましては、引き続き、ご理解
とご協力を賜りますよう、お願い申し上げま
す。
　結びに、本年が皆さまにとりまして幸せで
実りの多い、大いなる飛躍の年となりますこ
とを心より祈念申し上げまして、新年のご挨
拶とさせていただきます。

新年のご挨拶

相模原市長　加　山　俊　夫
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　年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し
上げます。
　会員各位におかれましては、輝かしい新年
をお迎えのこととお慶び申し上げます。日頃
より、本会の事業運営にご理解・ご協力を賜
り、また行政書士制度の発展にご尽力いただ
いておりますこと、心より感謝申し上げま
す。

　昨年は「専門性を見える化する一年」と題
し、研修カリキュラムの策定、基本テキスト
の編集、研修ビデオライブラリーの充実に一
歩踏み出しました。本来この「見える化」
は、連合会が推進すべきことと思いますが、
単位会の垣根を越えて成果を共有できる神奈
川モデルを全国に広めていきたいと考えてい
ます。昨年開設した市民相談センターをはじ
めとする各種相談事業等も、われわれの専門
性を見える化する手段の一つとして、これか
らも充実を図ってまいります。

　このように、まだ始めたばかりの事業、あ
るいは道半ばの事業が山ほどある中で、会則
に「引き続き３期を超えて会長として在任す
ることができない。」という規定があり、私
が会務執行の陣頭指揮にあたれるのは、今年
５月の定時総会までです。襷リレーを確実に
行うのは当然のことですが、走り終えて倒れ
こんでいることはできません。今度は伴走者
として次のランナーの走りをサポートしてい
く番です。

　新しい発想で、新しい事業に取り組むこと
は大歓迎ですが、まだ安定していない事業を
正確な軌道に乗せるまで、手を抜かないこと

も大事です。会長が変わると、何もかも変
わってしまうということにならないように、
そして、行政書士制度をさらに盤石なものと
していくために、今年は「事業の継続性を確
保する一年」としたいと思います。

　今年は未年。未だ結果が出ていない事業を
成就させる年にしたいものです。本年もどう
ぞよろしくお願いいたします。

事業の継続性を確保する一年に

神奈川県行政書士会 会長
田 後 隆 二
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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１１月２７日（木）１４時～１６時２５分
Ⅱ．場　　所：　本会大会議室
Ⅲ．出席者数：　２８名（理事会構成員定数３１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、加藤幹夫、安友千治、水野晴夫
　　常務理事：北村俊夫
　　理　　事： 智仁、小川恵一、小関典明、本間孝保、大和めぐみ、長谷川幸子、荒木克成、

佐藤彊、矢追邦美、渋谷利郎、久保晃、百瀬徳一、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　
　　政治連盟：武田昭芳

Ⅴ．欠席者
　　副会長：小出秀人
　　理　事：齋藤光宏、中山享
　　監　事：吉田茂

Ⅵ．傍聴者：一名

Ⅶ．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．傍聴者の許可
　　７．報告事項
　　　　（１）会員の状況について
　　　　（２）行政書士試験について
　　　　（３） 支部街頭無料相談会の対応について

理 事 会 開 催 報 告
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　　　　（４） 日行連関東地方協議会について
　　　　（５）日行連理事会について
　　　　（６）中間監査について
　　　　（７） 平成２７年新年賀詞交歓会について
　　　　（８） 行政書士記念日事業（２月２２日）について
　　　　（９）福利厚生事業について
　　　　（10）年間スケジュールについて
　　　　（11） 各部・委員会・ＷＧ等活動報告について
　　　　（12）その他
　　　　　　－１　 企画部発案窓口への提案に対する報告について
　　　　　　－２　 特定行政書士に係るアンケートについて
　　８．その他
　　　　　　－１　 質問書（提案：役員の報酬に関する規則の改正）
　　９．閉　会

Ⅷ．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、年末を迎え次年度の事業計画等については、事業の継続性も考慮して

頂きたい旨の挨拶がなされた。
　　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、水野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、荒木相談部長、坂下理事２名の議事録

署名人を指名した。
　　６．傍聴者の許可
　　　　 　議長は、川崎北支部の小松会員から傍聴の申し出があったので、会議規則第１２条に

基づき出席構成員の過半数の同意を得て許可した。
　　７．報告事項
　　　　（１）会員の状況について
　　　　　　　 　総務部長より、本日現在２，６９７名であることと、その間の新入会員３名の

名簿について説明がなされた。
　　　　（２）行政書士試験について
　　　　　　　 　総務部長より、１１月９日に実施された行政書士試験の実施状況と受験者の不
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正行為について説明がなされた。
　　　　（３） 支部街頭無料相談会の対応について
　　　　　　　 　総務部長より、今後実施の支部と全支部終了後に報告をするとの説明がなされた。
　　　　（４） 日行連関東地方協議会について
　　　　　　　 　会長、浅野副会長、水野副会長、建設環境部長、国際部長より、１０月３１日

に開催された日行連関東地方協議会について説明がなされた。
　　　　（５）日行連理事会について
　　　　　　　 　会長より、１１月５、６日に開催された日行連理事会について説明がなされ

た。
　　　　（６）中間監査について
　　　　　　　 　経理部長から、１１月１４日に実施された中間監査について、説明がなされた。
　　　　（７） 平成２７年新年賀詞交歓会について
　　　　　　　 　総務部長より、平成２７年新年賀詞交歓会の進行等について説明がなされた。
　　　　（８） 行政書士記念日事業（２月２２日）について
　　　　　　　 　総務部長より、行政書士記念日事業の実施計画（案）について説明がなされた。
　　　　（９）福利厚生事業について
　　　　　　　 　総務部長より、今後の実施予定事業について説明がなされた。
　　　　（10）年間スケジュールについて
　　　　　　　 　総務部長より、次年度総会日の確定等について説明がなされた。
　　　　（11） 各部・委員会・ＷＧ等活動報告について
　　　　　　　 　部長・委員長より、１０月分の活動実績について報告がなされた。
　　　　（12）その他
　　　　　　－１　 企画部発案窓口への提案について
　　　　　　　　　 企画部長より、提案者への報告が終了したとの報告がなされた。
　　　　　　－２　 特定行政書士に係るアンケートについて
　　　　　　　　　 総務部長より、特定行政書士に係るアンケートを実施するとの報告がなされ

た。
　　８．その他
　　　　　　－１　 質問書（提案：役員の報酬に関する規則の改正）
　　　　　　　　　 会長より、次年度に向けて検討していきたいとの回答がなされた。

　　　　　　　　　 監事より、中間監査の結果について特に問題がなかったとの発言がなされ
た。政治連盟から衆議院選が１２月２日に公示されるとの発言がなされた。

　　９．閉会
　　　　 　議長は、本理事会の全議事の終了を宣言し、１６時２５分に散会した。

以上
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　平成２６年４月８日付けの本会会員に対する情報提供を受け、神奈川県知事による当該会員に
対する聞き取り調査が行なわれました。その結果、行政書士法第９条(帳簿の保存義務)、第１０
条(信用品位保持義務)、第１３条(会則の遵守義務)及び同法施行規則第１０条(所定様式による領
収書の使用及び保存義務)に違反する事実が認められたということから平成２６年１２月神奈川
県知事の業務改善指導を受けました。
　指導を受けた事実・行為は行政書士として業務を行うに当たっての基本的なことであり、こう
したことが適正に行われていなかったという神奈川県知事からの指摘は「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。

　　平成２７年１月

神奈川県行政書士会
　会長　田後　隆二

会員の皆様へ　～適正な業務処理を～
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®

平成２６年度福利厚生事業の第９弾！！

　春休みの一日、東京ディズニーシー®で楽
しくご家族と過ごしませんか？
　県内各所から、楽々バスの旅。
　今回は、ディズニーランドとディズニー
シーのうちから、ご自由に選んでいただきま
す！
　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。

日　時：平成２６年３月２４日（火）
場　所：東京ディズニーランドあるいはシー
費　用：大人（１８歳以上）５，８００円
　　　　ご同伴も同額です。
　　　　中人（１２歳～１７歳）４，９００円
　　　　小人（４歳～１１歳）３，９００円
※バス運賃込みのトクトク価格

バス発着場所（予定）
　　　　 平塚、茅ヶ崎、戸塚（原宿交差

点）、横浜、最初の発車時刻は７時
３０分頃予定

　　　　いずれも駅近くの予定
定　員：４８名様（応募多数の場合抽選）

ご案内：
①　 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。
②　 バスにご乗車されず、直接お越しになる

場合は、事前に入場券を送付いたしま
す。

③　 チケットの転売・接待等でのご使用は、
固くお断りします。（判明した場合に
は、当日であっても参加をお断りしま
す。その際、参加費の返還はいたしませ
ん）当日チケット引き替え時に会員証の
確認をさせていただきます。

※申込締切日　平成 27年２月 27日（金）
すべてをもれなくご記入になり、切り取らずにお申込ください。

････････････････････････････････････････お申込書････････････････････････････････････････
ＦＡＸ ０４５ - ６６４ - ５０２９

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号　　　　　　　　　　　 お申込番号２３２-１
支部名　　　　　　　　　　　　　　支部
同伴者を含め参加者　　　　　　　名　（大人　　　名 /中人　　　名 /小人　　　名）
電　話　　　　　　（　　　　　）　　　　　　ＦＡＸ　　　　　　（　　　　　）　　　　　　
携　帯　　　　　　（　　　　　）　　　　　　
希望入場先　　東京ディズニーランド　・　東京ディズニーシー
バス乗車希望　有　・　無　　
⇒　有りの場合希望場所　平塚 ・ 茅ヶ崎 ・ 横浜・原宿交差点
FAX代不要のインターネット申込をぜひご利用ください (すべてをもれなくご記入ください )
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年忘れ温泉旅行のご報告
　１２月１４日から１５日にかけて行われた
「年忘れ温泉忘年旅行 in いなとり」は、多く
の皆様のご参加をいただき、無事終了いたし
ました。
　午前９時に横浜駅を出発したバスは、最初
の目的地伊豆フルーツパークへ到着。フルー
ツパークという名の通り、イチゴやメロンな
ど、その季節のフルーツ狩りが有名な様です
が、もう１つの名物がえびせんべい！館内に
ある工場で作られたえびせんべいは、とても
美味しく、全部試食できないほど種類が豊富
で、昼食前だというのについついお腹一杯試
食してしまいました。

　バスは、続いての目的地伊豆パノラマパー
クへ。片道１８００ｍのロープウェイで７分
ほどかけて、葛城山の山頂へ登りました。皆
様の普段の行いが良かったのか、天候にも恵
まれ、展望デッキから望む富士山と駿河湾は
まさに絶景でした。山頂の空中公園には、展
望デッキだけでなく、パワースポットや幸せ
の鐘など様々な見所があり、皆様、空中散策
を満喫されていました。富士見の足湯を楽し
まれる参加者もいらっしゃいました。絶景を
堪能した後は、 “ 伊豆の旬彩バイキング ” で

お待ちかねの昼食。和洋中と様々な料理でお
腹も満たされた一行は、次の目的地東京ラス
ク伊豆工場へ移動。
　都内の駅などでよく見かける “ 東京ラス
ク ”ですが、伊豆に工場があったなんて知り
ませんでした・・・。静岡の方へお土産にさ
れる場合は要注意かもしれません（笑）。工
場に入ると、甘く香ばしい匂いが漂っていま
す。限定商品のわさびラスクやラスクを美味
しく作るためにできたラスクパンなどが販売
されており、店内は大変賑わっていました。
　工場をあとにしたバスは、日本の滝百選の
１つ浄蓮の滝へ。約２００段の階段を下ると、
『天城～越～え～♪』で有名な浄蓮の滝が！
ちなみに滝つぼには、女郎蜘蛛が棲みついて
いるという伝説があるようですが、私は発見
できませんでした・・・。
　次の目的地は、伊豆オレンヂセンター（オ
レン「ジ」ではなく、「ヂ」なんです）。ここ
の名物は何といっても「ウルトラ生ジュー
ス」。名前がインパクト大のこのジュースは、
伊豆のみかんにはちみつを加えた至ってシン
プルなものですが、一度飲むと３年も長生き
するとかしないとか。目の前で作ってくれる
美味しいジュースを飲み、バスにて、本日の
宿伊豆稲取石花海（せのうみ）へ移動。

「年忘れ温泉忘年旅行 in いなとり」のご報告
神奈川県行政書士会総務部

行政書士会同行会
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　石花海とは、もともと御前崎の浅瀬のこと
で、『海に抱かれたような気分でくつろいで
ほしい』との思いから、名付けられたとの事。
まさに海を目の前に望む宿の露天風呂は最高
でした！夕日を見ながらも良し、日の出を見
ながらも良しですが、特におすすめは満天の
夜空です。たまたま時期が良かったのか、い
くつもの流れ星を露天風呂につかりながら、
見ることができました。伊豆の幸をふんだん
に使った美味しい夕食とお酒に老若男女自ず
と会話にも花が咲き、参加者一同、交流を深
めることができました。忘れることのできな
い貴重な旅行となりました。

（総務部　　岡本　祐樹）

春のミステリーツアーのごあんない
平成２６年度福利厚生事業の最終回！

　毎年大好評のミステリーツアー、今年もや
ります。本当は、企画がたいへんなので、開
催したくなかったのですが、皆さんから ｢ぜ
ひ今年もやってほしい !｣ と言う、多数のお
声を頂き、自分の仕事をさておき、ツアーを
企画することにいたしました。
　行き先は、もちろん当然ヒミツです。どこ

に行くのかは、宿に着いてのお楽しみ。予想
もできない行き先に皆さんびっくりされるこ
とでしょう。
　確定申告をすばやく提出して、レッツゴー！

日　程：平成２６年３月１５日（日曜）から
　　　　３月１６日（月曜）１泊２日
集　合：横浜駅　７時ごろの予定
行　程：
　３月１５日
　横浜駅 ( 予定 ) →観光→いずれかの場所
　３月１６日
　 いずれかの場所→観光→横浜２１時頃着
（予定）
目的地・宿泊先：旅行当日発表
旅行費用：１８，０００円 ( 予定 ) 
　　　　　お申込番号　２３２－２
今回は、会員の方のみの参加とさせて頂きま
す。
申し込み： ２月２日から２月６日１７時ま
で、会ホームページからのみ受け付けます。
お申し込みには、氏名 ･年齢 ･４ケタ会員番
号・喫煙の有無 ( ただし喫煙部屋の用意はあ
りません )・自宅の住所・電話・FAX・携帯
番号・緊急連絡先電話番号・ご希望などをも
れなくご記入ください。
　定員になり次第締切り、その後、具体的な
集合地のご案内いたします。
　旅行先は到着までヒミツですので、旅行の
主旨に賛同できない方並びに各種乗物に弱い
方のご参加は、ご遠慮くださいますようお願
いいたします。皆様のご参加を心よりお待ち
いたしております。



行政書士 かながわ 2015.1/2 Vol.232

各部情報掲示板

13

法規監察部 ◀◀◀

　平成２６年度定時総会において、神奈川県
行政書士会会則が一部改正されました。また、
平成２６年６月２７日には、「行政書士法の
一部を改正する法律」が公布されました。
　これらの改正等に対応した、最新版の行政
書士関係法令集を平成２７年３月に発行いた
します。

　今般の行政書士関係法令集（冊子）の発行
につきましては、行政書士会公式ホームペー
ジの “ 会員のページ ” での閲覧（ホームペー
ジではすべての関係法令、会則、規則等を閲
覧することが可能です。）を促進するため、

行政書士関係法令集の発行について

会員の皆様にとって必要最小限の会則、規則
等を搭載する予定で、原則として会報を冊子
で購読されている会員の皆様を対象に、ご希
望の有無にかかわらず、次号「行政書士かな
がわ」第２３３号に同封して送付いたします。

※会報を冊子で購読されていない会員で行政
書士関係法令集の送付を希望される方は下欄
の申込書にご記入のうえ、行政書士会事務局
へＦＡＸをお願いいたします。

申込締切日　平成２７年２月２７日（金）

氏名（支部名） （　　　　　　　　　　支部）

会員番号（４ケタ）

事務所所在地
〒

・・・・・・・・・　　行政書士関係法令集送付申込書　　・・・・・・・・・・
ＦＡＸ　０４５－６６４－５０２９

行政書士関係法令集の送付を希望します。
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産業廃棄物処理業許可申請に係る行政書士関与実態調査集計結果報告
　平成２５年４月１日から平成２６年３月
３１日までの間に、神奈川県において受付を
行った平成２５年度産業廃棄物処理業の許可
申請について、集計を行ったものです。
　収集運搬業については、事業範囲が「積替

え・保管を含む」であるものと「積替え・保
管を除く」であるものの合計数を計上してい
ます。また、処分業については、最終処分の
許可申請はなかったため、すべて中間処理の
申請です。
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平成２６年度建設業許可閲覧調査結果報告書

　平成２６年８月３０日に本会建設環境部と
法規監察部合同で実施した標記閲覧調査の結
果について以下の通り報告します。

１．調査対象許可　　
　　 　平成２５年４月１日から平成２６年２
月２７日までの知事新規許可申請書類
（許可日基準）９７１件。

２．調査の目的　　 
　　 　非行政書士の申請実態及び行政書士の
関与実態の把握

３．調査の結果

１）　集計結果
申請者区分 件数 ％
本人申請 ２２０ ２２. ７
行政書士 ６７４ ６９. ４
税理士 ８ ０. ８
団体 ５２ ５. ４
その他（個人名） ３ ０. ３
欠番 １４ １. ４
記入漏れ ０ ０
合     計 ９７１ １００

・行政書士の関与率は、昨年２４年度閲覧実
　績より少し上がり６９．４％であった。
・本人申請は、２２．７％で昨年度より約３％
　減少した。
・税理士、建設業者団体等の非行政書士の非
　 違行為が疑われるものは、６．５％であり、
前年度より０．２%増加した

２）　行政書士の関与実態について
件数

代理申請
有 職印 有 ２５３

無 　  ６

無 職印 有 ３３８
無   ７６

チェックなし 　  ０
合　　　　　　計 ６７４

・ 　委任状があり、代理申請の書式が整って
いるものが２５３件 ( 前年度１９８件 ) で、
前年より５５件増加し、代行申請が３３８
件 ( 前年度３４１件 ) と３件減少した。
・ 　行政書士法第１条の３第１号代理権を獲
得してから１０年を経ているにもかかわら
ず、代理申請がまだまだ定着しないことは
大変残念であり、非行政書士による非違行
為を抑止していくためにも行政書士による
申請手続代理権の行使は重要であることを
啓蒙する活動を継続して行かなければなら
ないと考える。
３）税理士の関与実態
・ 　税理士の関与は、昨年の３件から８件に
増加した。税理士会への働きかけを継続し
なければならない。
４）団体による関与実態
・ 　団体等については、前年度とほとんど同
様の実績であり、各団体共に確信犯的な行
為であると推察される。
・ 　これら団体には粘り強く警告を発し、行
政書士法遵守の啓蒙をしていく以外に方法
が見当たらない。
５） その他行政書士法違反が疑われる者の関
与実態

・ 　昨年度同様前年度に名前があったものはな
く、継続反復の事業性は認められないが、警
告のためにもこれら個人が関与したとみられ
る申請人に対して往復はがきでの照会を行う。
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▶▶▶ 企画部
●図書館セミナーについて（報告・お知らせ）

　各図書館との提携企画について、次のとお
り報告いたします。

＜実施報告＞
１．
場所：横浜市立港南図書館
日時：平成２６年１１月６日（木）
　　　１３：００～１４：３０
　　　１４：３０～個別無料相談会
講師：清水良治会員（南・港南支部）
内容：相続と遺言の基礎の基礎

　支部から頂いたセミナー実施の感想は以下
のとおりです。
「南・港南支部　清水会員による講演の後、
質問時間、個別相談と、大変熱心な質疑応答
が行われました。ご参加の皆様が身近なテー
マとしてお考えのようで、よく勉強して、ま
た色々なご経験を積んでおられる様子でし
た。今後も皆様の不安な気持ちを解消するの
に少しでも役立てて頂けるよう、支部でもこ
のような場をつくっていきたいと感じる講演
会でした。港南図書館様にも、人集め、運営
とも大変ご尽力いただきました。この場を借
りて御礼申し上げます。」

２．
場所：秦野市立図書館
日時：平成２６年１１月９日（日）
　　　１３：３０～１５：３０
　　　１５：３０～個別無料相談会
講師：池上嘉一会員（秦野・伊勢原支部）
内容：納得！遺言書の作り方教室

３．
場所：横浜市立瀬谷図書館

日時：平成２６年１１月１２日（水）
　　　１３：００～１５：００
　　　１５：００～個別無料相談会
講師：長谷川成人会員（旭支部）
内容： 老い支度はおすみですか？～円滑な相

続とエンディングノート～

　支部から頂いたセミナー実施の感想は以下
のとおりです。
 「エンディングノートと遺言書の違いや、
それぞれのメリット・デメリットを説明する
ことにより、より遺言書の必要性を感じても
らうことが出来たセミナーとなった。」

　今回開催した図書館セミナーの際に、講師
及び相談員としてご協力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。

＜開催予定＞
詳細の決定した図書館セミナーは、次のとお
りです。

１．
場所：横浜市立鶴見図書館
日時：平成２７年３月５日（木）
講師：山中祐輔会員（鶴見・神港支部）
内容： 「気を付けよう！　明日はあなたも被

害者かも～悪質商法・振り込め詐欺対
策～」＋個別無料相談会

　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。

以　上
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研修部 ◀◀◀

研修部活動報告
『Ｖ・Ｏ・Ｄ研修ビデオ公開収録』

１　日　時
　　平成 26 年 11 月 29 日（土）
２　会　場　大会議室
３　科　目
　　「親族法（夫婦・親子）」
　　（10 時 00 分～ 12 時 00 分）
　　講師：小滝 芳之 弁護士
　　　　　（南港南支部会員）
　　参加者：30 名
　　「告訴・告発状・内容証明の実務」
　　（13 時 00 分～ 15 時 00 分）
　　講師：小滝 芳之 弁護士
　　　　　（南・港南支部会員）
　　参加者：34 名

　V・O・D研修のビデオ収録が始まりました。
「V・O・D（ビデオ・オン・デマンド）」と
は、パソコンやスマホから動画を視聴するこ
とが出来る仕組みのことで、まずは新たに実
施される「新規登録者研修」に導入され、事
務所でいつでもお気軽に研修を受けることが
出来るようになります。また、ホームぺージ
や行政書士かながわでも既にお知らせしたと
おり、視聴される動画の収録を公開して行う
ことにより、生でも講義を聴ける機会を設け
ています。単位会では全国初の試みであるな

かで、ようやく収録にこぎつけることが出来
たことを、研修部の一員として大変嬉しく思
います。

　さて、南・港南支部の会員であると同時に
弁護士としても活躍されている小滝芳之先生
の人気は高く、記念すべき第 1回目の当日は
雨の土曜日であったにもかかわらず多くの参
加者にお集まりいただきました。
　午前は「家族法（夫婦・親子）」の収録で、
この分野では、「親子」よりも「夫婦」の方
が行政書士業務に結びつき易いとの理由か
ら、離婚の話がほとんどを占める講義となり
ましたが、これが極めて実践的であり、離婚
業務を取り扱わない方にとっても大いに参考
になる内容でした。「離婚の何が仕事に結び
つくのか」「依頼者から何を聴きとるのか」「ど
のようなアドバイスをするのか」といった基
本的な問いかけは簡潔に設定されながらも誠
に鋭く、あらゆる相談業務に応用できると思
いました。
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　ところで、行政書士業務では他士業との関
係で「やっていいことと悪いこと」の見極め
がとても重要ですが、子供のイタズラとは
違ってこれらはそれほど簡単に区別できるも
のではなく、特に行政書士の独占業務ではな
い告訴・告発状や内容証明の作成にあたって
は、一段と慎重な姿勢が要求されます。午後
の収録ではこの点も踏まえ、弁護士と行政書
士の双方を理解できる稀有な立場から、非弁

行為との境界に言及しながらこれらの書面の
書くべきポイントを詳しく説明していただき
ました。
　収録された２本とも、実務研修のお手本と
もいうべき素晴らしい講義であり、収録終了
後には個別に質問を希望する多くの参加者が
前に集まり、まさに「行列のできる」状態に
なっていました。

（文責　研修部　別役　良）
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運輸警察部 ◀◀◀

風俗営業・古物営業申請業務研修会の開催について

風俗営業・古物営業申請業務研修会次第

　平成２６年１１月１２日（水）午後２時よ
り風俗営業・古物営業申請業務の研修会を開
催しました。
　研修は、警察本部生活安全総務課課長補佐
若松警部から、風俗営業・古物営業の許可及
び現況について講演をいただき、その後同課
営業1係田中警部補より、運輸警察部から提
出いたしました「質問事項について」に沿っ
て講演をいただきました。同課の大森警部補
からは古物営業許可及び現況について講演を
いただきました。
　今回の研修会には７２名の参加をいただ

日　　時　　平成２６年１１月１２日（水）
　　　　　　午後２時～午後４時３０分
場　　所　　県民ホール６階　大会議室
受　　付　　午後１時３０分より
司　　会　　運輸警察部部員　人見順一
開会挨拶　　運輸警察部
　　　　　　担当副会長　　　浅野　明
　　　　　　　
風俗営業・古物営業申請業務について
講　　　師　
警察本部生活安全総務課課長補佐
警　　　部　　若松　和夫
質問事項に対する回答について
講　　　師
警察本部生活安全総務課営業1係
警　部　補　　田中　　豊
古物営業の許可及び現況について
講　　　師
警察本部生活安全総務課営業1係
警　部　補　　大森　栄治

き、質疑応答も活発に行われました。
　今後も運輸警察部では、情報の収集・発信
に努めてまいります。

休　　憩（約１５分）
風俗営業申請業務の注意点について及び質疑
応答（約４５分）
講　　師
運輸警察部部長　　　佐藤　　彊
運輸警察部部員　　　日野　孝次郎
運輸警察部部員　　　人見　順一

閉会挨拶
運輸警察部部長　　　佐藤　　彊
受講者　　７２名
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平成27年度から
建設業許可・宅建業免許の郵送申請を開始します

　県ではこれまで、建設業許可と宅建業免許
の申請受付を窓口（対面）だけで行ってきま
したが、平成２７年３月末に両受付窓口が
「かながわ県民センター」に移転（※）する
ことを契機として、県民サービス向上の観点
から受付方法等を次のとおり改善します。

１　郵送申請の実施
　（１）内　容
　　　 　建設業許可と宅建業免許の更新申請

と各種届出について、平成２７年４月か
ら郵送でも申請できることとします。

　　　 　全申請の約９５％が郵送申請の対象
になります。

（郵送申請から除外する主なもの）
　・ 　新規申請・業種追加申請（補正が必

要な申請が９割を超えており、受付時
に対面で補正内容を説明した方が、申
請者の負担軽減や審査期間の短縮が見
込めます）

　・ 　添付書類等の原本確認が必要な場
合（確認資料を写しで添付する場合
には、受付時に原本の確認が必要な
ものがあります）

（２）開始日　平成２７年４月１日（水）
（３）その他
　・ 　郵送による申請方法等の詳細について

は、１月以降、県ホームページに掲載する
ほか、事業者団体を通じて周知します。

　・ 　郵送申請の導入に伴い、建設業許可の
地域担当窓口（川崎、相模原、横須賀、
平塚、小田原、厚木の６箇所）は廃止し
ます。

２　受付時間の改善（昼休み開庁の実施）
　（１）内　容
　　　 　これまで閉庁していた昼休み時間帯を

開庁するなど、受付時間を見直します。

区　分 改善後
（H２７.４.１～） 現　在

建設業許可 　９：００～
１６：００

　９：００～
１１：００、
１３：００～
１６：００

宅建業免許 １０：００～
１５：００

　９：００～
１１：００、
１３：００～
１６：００

（２）開始日　平成２７年４月１日（水）

※ 　かながわ県民センターへの移転について
　 　緊急財政対策の一環として、県の役
割や県有財産の有効活用による財政負
担の軽減等の観点から、かながわ県民
センターの入庁機関等を見直し、建設
業課等が平成２７年度当初を目途に入
庁することになりました。

　（平成２６年２月公表済）

（問い合わせ先）
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課

　課長
　吉川　電話(045)210-6300

　課長代理兼グループリーダー
　田所　電話(045)210-6307

１　建設業許可・宅建業免許申請等の概要
　（１）建設業許可
　　・ 　建設業を営もうとする者は、建設業

許可が必要です（＊）。複数の都道府
県に営業所を設置する場合は国土交通

▶▶▶ 建設環境部
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大臣、その他の場合は各都道府県知事
の許可となります。

　　　　　＊ 　ただし、５００万円未満の工
事（建設一式工事は延べ面積
１５０㎡未満の木造住宅工事又
は１，５００万円未満の工事）
の場合は、許可は必要ありませ
ん。

　　・ 　許可の有効期間は５年間で、５年ご
とに更新の手続きが必要です。

　　・ 　許可を受けた建設業者は、毎年、事
業年度終了後４か月以内に、工事経歴
書、財務諸表等を添付した決算変更届
（決算報告）を提出しなければなりま
せん。また、商号・名称や経営業務の
管理責任者、専任技術者等を変更した
場合は、その都度届出が必要です。

　（２）宅建業免許
　　・ 　宅地建物取引業を営もうとする者

は、宅地建物取引業免許が必要です。
複数の都道府県に事務所を設置する場
合は国土交通大臣、その他の場合は各
都道府県知事の免許となります。

　　・ 　免許の有効期間は５年間で、５年ご
とに更新の手続が必要です。

　　・ 　免許を受けた宅地建物取引業者は、
商号・名称、役員、専任の取引主任者
等を変更した場合は、その都度届出が
必要です。

２　建設業許可・宅建業免許受付状況
 （平成２４年度実績）

建設業許可 宅建業免許
新 規 等 ※１ A １,５３７件 ２９５件
更　　新 B ４,８４４件 １,９２９件
各種届出 ※２ C ３０,７９０件 ３,９４８件
　 計  D=A+B+C ３７,１７１件 ６,１７２件
郵送対象 E=B+C ３５,６３４件 ５,８７７件
郵送対象 E/D ９５.９％ ９５.２％

　※１　新規等　： 　新規申請のほか、建設

業許可については業種追
加、国や他都道府県から
の許可換えなどを含みま
す。

　※２　各種届出： 　決算変更届、商号・名
称等の変更届です。上記
１を参照して下さい。

３　かながわ県民センターへの移転の概要
　（１）　かながわ県民センター４階
 （現　会議室）
 （横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２
 横浜駅西口から徒歩約５分）
　（２）　移転する主な業務
　　ア　建設業審査グループの業務
　　　　 　建設業許可、解体工事業者登録、

浄化槽工事業者登録、測量法に関す
る事務、住宅瑕疵担保履行法に関す
る事務　等

　　イ　宅建指導グループの業務
　　　　 　宅地建物取引業免許、宅地建物取

引主任者（２７年４月１日以降は
「宅地建物取引士」）資格登録、宅
地建物取引業法に基づく指導・監
督、不動産鑑定士に関する事務、宅
地建物相談　等

　（３）　その他
　　・ 　かながわ県民センターに移行する事

務室は「建設業課　横浜駐在事務所」
（仮称）となります。

　　　 　なお、建設業課は、新庁舎改修が終
わるまでは、横浜合同庁舎（横浜市中
区山下町３２）に移転します。（２７
年３月末）
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改正薬事法基礎研修会
日　　時　　平成２６年１２月１１日（木）
　　　　　　１４：００～１７：００すぎ
場　　所　　神奈川県行政書士会　大会議室
講　　師　　
第１部（パネラー）
薬事相談窓口相談員　菊池　俊夫 会員

（横浜中央支部）
　　　　同　　　　　石井亜由美 会員

（鶴見・神港支部）
　　　　同　　　　　桑原　裕介 会員

（相模原支部）
第２部（講師）
神奈川県保健福祉局生活衛生部薬務課生産指
導グループ
　　　　　　副技幹　　　　石川　哲也 様
　　　　　　技　師　　　　粟野由梨佳 様
参加者　　５２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　　板垣　夏樹　民事法務部員
第１部コーディネーター　
　　　　　　本間　潤子　民事法務部員

１　 第１部は、改正薬事法と行政書士の関わ
りをテーマに、薬事相談員３名の先生を
パネラーとしたパネルディスカッション
を行った。

　対象は、これから薬事関連業務を手がけた
いと考える初学者に据え、範囲が広く専門性
も深いとされる薬事関連業務について、そも
そも薬事とはというレベルから実務上の苦労
に至るまで、横断的な内容で各先生からお話
をいただいた。
　我々が通常手がける許認可申請と薬事許認
可との違いは何か、大変な部分はどこか、申

▶▶▶ 民事法務部



行政書士 かながわ 2015.1/2 Vol.232

各部情報掲示板

23

請上もっとも重要な手順書の起案等につい
て、申請先となる自治体の担当者とのコミュ
ニケーションのとり方、依頼先クライアント
とのコミュニケーションのとり方を含め、実
務家らしく非常に具体的で、かつ分かりやす
いパネルディスカッションとなった。
２　 第２部は、神奈川県保健福祉局生活衛生

部薬務課生産指導グループにてQMSを
担当されている石川副技官、製造販売を
担当されている粟野技師より、改正薬事
法について、パワーポイントスライド
（配布資料に同じ）を用いたご説明をい
ただいた。

　前半の石川副技幹のご説明は、医薬品・医
療機器等に係る安全対策の強化、医療機器の
特性を踏まえた規制の構築、再生医療等製品

の特性を踏まえた規制の構築について、法改
正の背景から、改正法によりどこがどのよう
に変わったかという具体的な部分までお話を
いただけた。
　後半の粟野技師のご説明は、医療機器の定
義・業態・分類から、製造業登録・製造販売
業許可制度について、概要から手続の詳細に
至るまでお話をいただけた。
３　 第１部・第２部ともに真剣に話を聞く会

員の姿が目立ち、質疑応答も多数の質問
が上がり、薬事関連業務に関する会員の
大きな関心が伺えた。

４　 これからもこの分野について情報提供を
続けていきたい。

（民事法務部　齋藤光宏）
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▶▶▶ 国際部

●法務省東京入国管理局後援
横浜支局内『外国人を対象とした行政書士無料相談会』

　平成２６年１０月２７日（月）東京入国管
理局横浜支局において、第３回目となる『外
国人を対象とした行政書士無料相談会』が下
記のとおり開催された。

記
日　時：平成２６年１０月２７日（月）
　　　　午前１０時 ～ 午後４時
場　所：法務省 東京入国管理局 横浜支局
後　援：法務省 東京入国管理局
主　催：日本行政書士会連合会
　　　　 関東地方協議会及びこれを構成する

行政書士会
担　当：神奈川県行政書士会
相談員：本会国際業務相談員１７名
相談数：３７件／３３名

　当日は、田後会長が後閑厚志支局長を表敬
されたほか、相談員を激励して下さいまし
た。なお、本相談会の「実施報告書」は、別
途編纂し関係官署等へ提出致します。
　盛会裏に相談会をおえることができました
ことを、支局長並びに局員の皆さまに、改め
て御礼申し上げます。

（支局長表敬訪問後：渋谷部長・田後会長）

（横浜支局内相談会・参加国際業務相談員）

●日系人就労準備研修

　厚生労働省の支援事業「日系人就労準備研
修」について、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６回
目の研修講師依頼があり、下記のとおり出講
した。

記
日　時：平成２６年１１月６日（木）
　　　　午前９時～正午
場　所：サンピアンかわさき　
主　催：一般財団法人日本国際協力センター
運　営：和田美佳 様（研修事業部）
　　　　八鍬マルシア 様（連絡調整員）
　　　　佐藤くみ子 様（スペイン語通訳）

（左より：佐藤様・八鍬様・和田様）

国 際 部 活 動 報 告
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受講者：１１名
講　師：立野信行（国際部JICE担当・緑支
部）
所　感：
　今年度から受講者の「事前アンケート制
度」が導入され、アンケート結果から受講者
の３大関心事は、①「永住者」②「国籍」③
「婚姻・離婚」と判明。この結果に配慮し、
今回は試行的に講義の順序を、①「永住者」
②「国籍」③「婚姻・離婚」を前寄せにシフ
トさせ、最後に④「在留資格の更新・変更」
として講義を進めてみました。
　全員参加型の対話方式を取り入れたため、
その効果がすぐに表われ、挙手を促すまで
もなく質問のオンパレードでした。｢永住
者」、「国籍」、「婚姻｣関連の質問が多数
あり、内容的には、永住者の申請要件、永住
者のみなし再入国許可、定住者から留学生へ
の資格変更、国籍の再取得、出生届/国籍留
保届の失念、国籍選択手続未済、国籍留保届
の提出未確認、永住者の婚姻等々。
　受講者はすでに「就労できる」資格を有し
ておられ、当面は安定した就労を目指しなが
ら、将来的には帰化・国籍取得を展望してお
られるようでした。
　今後とも、受講者の「分からないこと、知
りたいこと」に対して丁寧にお答えできるよ
う、円滑な双方コミュニケーションを心が
け、受講者の理解度を確認しながら進めて行
きたいと思います。

【記：立野信行】

●留学生に関わる教職員研修

　下記のとおり、留学生に関わる教職員研
修・懇談会が行われた。

記
日　時：平成２６年１１月７日（金）

　　　　午後３時～午後５時
場　所：かながわ県民センター３０４会議室
主　催：一般社団法人神奈川県
　　　　専修学校各種学校協会留学生委員会

・大高聡 委員長
（ 横浜YMCAスポーツ専門学校校長）
・奥田経男 副委員長
（神奈川経済専門学校理事長）
・小山透 委員

　　　　（ 横浜デザイン学院国際センター長）
参加数：約３０名
登壇者　（パネリスト）：

・水田秀子 様
（公益財団法人かながわ

国際交流財団　専務理事）
・文元貴弘 様
（神奈川青年司法書士協議会

　人権擁護委員長）
・大窪太郎 様
（神奈川県警察本部生活安全総務課

犯罪抑止対策室副室長）
・向川潔（本会国際部員）

報 告：
　前半は、小山様をコーディネイターとして
『安全・安心な留学生活をサポートするため
に』行政において、どのような課題があり、
その対策としてはどんなことが考えられるか
という視点で、パネルディスカッション、質
疑応答を行った。
　後半は、参加者が４つのグループに分かれ
『留学生の入学相談、進路指導、生活指導に
おける現状と課題』について、パネリストを
交えてより具体的な討論が行われ、討論終了
後に各グループリーダーから、「就職」・
「近隣トラブル」・「生活面での指導のあり
方」について討論した旨が発表された。
　今回の研修・懇談会は初めてのものであっ
たが、教職員の先生方は非常に熱心で、専門
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的な多くの情報を得ようとの意気込みが感じ
られ、大変熱気のある会合であった。特に、
ビザの問題については、入管当局の指導に対
する不安や、留学生の就職先とのマッチング
で頭を痛めているようであった。
　より緻密な指導が必要な旨を告げるととも
に、本会の「３か国語による外国人無料電話
相談」の積極的な活用をご案内した。

【記：向川潔】

●外国人市民無料なんでも相談会

日　時：平成２６年１１月９日（日）
　　　　午後１時～午後４時
場　所：さがみはら国際交流ラウンジ会議室
主　催：さがみはら国際交流ラウンジ

（主催・鯉田哲子様 と 渋谷部長）
相談員：国際業務相談員５名
　　　　渋谷利郎・向川潔
　　　　鶴野祐二・宮脇照樹・富澤泰之
相談数：４件／４名
報　告：
　当相談会は、主催のスタッフの方々が非常
に熱心で、親身になって外国人の相談に応じ
ており、とてもアットホームな相談しやすい
環境を作っておられ、勉強になりました。
　相談内容はビザ（①永住許可）に限らず、
②住宅ローンに関する複雑な相談、③ＮＰＯ
法人設立に関すること及び税金のこと、④本
国と日本との国際交流を促すための慈善団体

の設立に関することなど、いずれも相談者が
資料等を持参しての、具体的かつ詳細な相談
でした。
　主催者様が如何に地域に密着し、根の深い
活動をされているのかを感じ、行政書士会と
しても、その行動を刺激にして、よりよい相
談体系を構築する必要があるのではと感じま
した。

【記：向川潔】

◆相談員所感
　富澤泰之（海老名・座間支部）

　さがみはら国際交流ラウンジ主催の相談会
に今回初めて参加させて頂きましたが、主催
者側との信頼関係が築かれており、行政書士
が市民の方にとても頼りにされているという
印象を受けました。
　また、個別相談については、初めて１人で
相談対応をさせてもらえるという貴重な機会
を頂きました。
　永住許可についての要件等の基本的な質問
でしたが、真剣に私の話を聴いてくださる相
談者との対応をとおして、我々にとってはよ
くある基本的な内容だったとしても、相談者
にとってはご自身の人生において大きな意味
を持つ、とても大事な相談なのだと、相談員
業務の責任の重さを実感しました。
　このようなことは入管業務の心得として研
修時によくいわれる当たり前のことですが、
頭では分かっていても、実際に体験してみな
いと本当の意味で理解できないことではない
かと思いますので、大変勉強になりました。
　これからも、経験と勉強を積み重ねて早く
成長していきたいとの思いを新たにさせてく
れた相談会でした。
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相談員（後列）宮脇照樹・向川潔・渋谷利郎
　　　（前列）富澤泰之・鶴野祐二

●みなみラウンジ在留関連相談
　
　国際部では、運営主体のＹＯＫＥとの協働
により、「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）を毎月一回（第三木曜日）予約対面
方式で実施しておりますが、８月＝池上喜
一、９月＝海老澤祥司、１０月＝山下慶華、
１１月＝竹中義久の各国際業務相談員に相談
対応頂きました。
　今回は、みなみ相談の様子を、当会の「３
か国語による外国人無料電話相談」英語担当
としてもご尽力下さっている山下慶華相談員
の所感により報告致します。

◆相談員所感
　山下慶華（緑支部）

１０月１６日（木）
「みなみラウンジ」にて、ご相談２件（中国
籍・永住許可申請等）対応してまいりまし
た。
　初めて訪問させていただきましたが、ス
タッフの方、通訳の方、みなさん、親切で気
持ちのよい対応をしてくださいました。
　通訳が入ってのご相談は、初めての経験で
したので、多少緊張しましたが、通訳の方は

大変慣れていらっしゃって、私も対応しやす
かったです。 
　相談自体は、和やかな雰囲気で実施できま
した。電話相談とは違い、対面の場合、表情
も伺いながらお話できるので、不安に思われ
ている点、気にされている点なども汲み取る
ことができ、相談者の満足度も、電話よりも
高いのではないかと感じました。
　今回のご相談者は、二組とも希望の申請が
可能な方たちでしたので、必要書類の集め方
を説明し、文字にも書いて説明をしましたの
で、ご納得されて帰られました。

●その他の国際部活動（報告）

◆「神奈川県外国人相談機関連絡会」
　平成２６年１０月１６日（木）、神奈川県
立地球市民かながわプラザ（指定管理者：
（公社）青年海外協力協会）主催の連絡会が
開催。
　本年度は、横浜弁護士会・神奈川県行政書
士会もお招き頂き、外国人に対する各相談機
関の連携の仕方等について情報交換を行っ
た。
　国際部より副部長三浦、部員箕輪ひろみが
参加し、本会の「３か国語による外国人無料
電話相談」等を案内した。

◆「よこはま国際フェスタ２０１４」
平成２６年１０月１８日（土）・１９日
（日）開催。
　両日で５万４０００人が来場。運営主体の
横浜ＮＧＯ連絡会・萩原悦子事務局長より、
「神奈川県行政書士会の広告協賛」に対し、
報告書及び御礼状を頂いております。
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◆「鶴見区外国人無料相談会」
　平成２６年１２月６日（土）、本年度第１
回目の鶴見区相談会が開催。安友千治相談員
（鶴見・神港支部。国際部担当副会長）が対
応した。

◆「英語版ホームページ」（国際業務）構築
　平成２６年１２月５日（土）、神奈川県行
政書士会及び国際業務を紹介するホームペー
ジの英語版上梓原稿を完成（担当：廣瀬聖・
立野信行）し、田後会長へ報告。以降、掲
載・告知方法等について広報部と協議連携の
うえ作業を進める予定である。
　

　以上、平成２６年１０月から１２月にかけ
ての国際部活動につき概況を報告致します。
国際部への皆様のご協力に感謝申し上げま
す。
　平成２７年も、引き続き国際業務相談員並
びに会員の皆様のご指導とご 撻をよろしく
お願い申し上げます。

【 以上，編・文責 副部長 三浦健治 】

　標記につき、申請取次届出者におかれまし
ては毎年１月から１２月までの取扱件数実績
報告を行うことになっております。
　つきましては、別添の「申請取次実績報告
書」を１月末日までに本会事務局（担当：申
請取次行政書士管理委員会）までご提出下さ
いますようお願い致します。
 （別添の「申請取次実績報告書」は、本会
HP会員ページ→３F会員業務情報センター 

→国際関連ページにおいても、PDF版及び
Excel版を掲載しておりますので、ご活用く
ださい。）
　これは申請取次届出者の取り扱い実績の把
握及び管理を通じて、日本行政書士会連合会
が適正業務のさらなる徹底を図ることを目的
としたものです。
　何卒ご理解の上ご協力下さいますようお願
い申し上げます。

■申請取次実績報告書の提出について
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研修会へのお申し込みは、ホームページからのご利用にご協力ください。

研 修 会・
講演会名

〈総務部〉 研修会申込番号：２３２－１１

総務部主催研修会の開催について

内 容
「職務上請求書の使用に関する諸注意」
　　※平成２２年９月以降開催の新入会員登録証交付式と同内容です。

日 時

① 平成２７年　１月２９日（木）
② 平成２７年　２月２７日（金）
③ 平成２７年　３月２６日（木）
いずれも、１３：３０～１５：５０（受付：１３：００）
　※都合のつく開催日にご参加下さい。

場 所 神奈川県行政書士会　大会議室（横浜市中区山下町２番地）　他

講 師 総務部長　 　智仁　他

費 用 無料

申込期限 準備の都合上、各開催日の１週間前までに、事務局宛お申込み下さい。

対 象 者
職務上請求書購入にあたっての義務的研修ですので、現に使用中の会員、今後使
用予定の会員で未受講の方はご参加ください。

定 員 ４０名（申し込み先着順）定員に達した場合はご容赦ください。

備 考 インターネットよりお申し込みの際は、必ず受講日を備考欄に記載してください。

申　込　書
切り取らずにお申込みください

平成２７年　　　月　　　日
申込番号：２３２－１１ 会員番号（４ケタ）：　　　　　　　　

支部名：　　　　　　　　　　支部 氏　名：　　　　　　　　　　　　　  

総務部主催研修会　（　　①　　②　　③　　）に出席します。
※いずれかに丸印を付けてください。
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研修会へのお申し込みは、ホームページからのご利用にご協力ください。

研 修 会・
講演会名

〈研修部〉 研修会申込番号：２３２－１２

「平成２６年度　第２回新入会員実務研修会」の開催について

内 容

第１日　平成２７年２月３日（火）
　９：４５～１０：００　開会の挨拶（田後 隆二 会長）
① １０：００～１１：４５　行政書士制度・倫理（田後 隆二 会長）
② １３：００～１４：４５　建設業許可（大野 佐由理 会員）
③ １５：００～１６：４５　産廃業許可（佐藤　史 会員）
第２日　平成２７年２月１０日（火）
④ １０：００～１１：４５　風俗営業許可（佐藤　彊 会員）
⑤ １３：００～１４：４５　在留・帰化（安友 千治 副会長）
⑥ １５：００～１６：４５　一般貨物許可（中島 弘太郎 会員）
第３日　平成２７年２月１７日（火）
⑦ １０：００～１１：４５　交通事故（齋藤 光宏 会員）
⑧ １３：００～１４：４５　宅建業免許（長谷川 幸子 会員）
⑨ １５：００～１６：４５　戸籍謄本の読み方（加藤 幹夫 副会長）
第４日　平成２７年２月２４日（火）
⑩ １３：００～１４：４５　遺言・相続（村上 崇文 会員）
⑪ １５：００～１６：４５　事務所経営（吉田 茂 会員）
≪懇親会≫　１７：３０～１９：３０　会場：パセラリゾーツ横浜関内店
　会費：４，５００円

場 所 大会議室（横浜市中区山下町２　産業貿易センタービル７階）

費 用 研修会：無料　/　懇親会：４，５００円

申込期限 平成２７年２月２日（月）

対 象 者

① 平成２４年１月１日以降に入会した神奈川県行政書士会会員
②  ①のうち、平成２６年８～９月に開催された第１回新入会員実務研修会に参
加できなかった会員を優先

③ 上記の他、特に受講を希望する会員
④ 原則として、全科目（４日間）を受講できる会員

定 員 先着１００名

備 考
懇親会費は研修会の受付で第３日（２月１７日）の終了迄にお支払いください。
諸般の事情により講師や講義内容等が変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。

標記の「新入会員実務研修会」に出席します。

申込みファクス番号：０４５－６６４－５０２７（事務局）

申　込　書

切り取らずにお申込みください

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

平成２７年　　　月　　　日

会員番号（４ケタ）：　　　　　　　　
支部名：　　　　　　　　　　支部
氏　名：　　　　　　　　　　　　　  

次の①と②につき、ご回答ください。
＊(　) 内の該当する方に○を付けて下さい
①平成２６年８～９月に開催された第１回新入会
員実務研修会に参加（した・できなかった）。

②最終日（２月２４日）に開催される「懇親会」
に出席（する・しない）。

申込番号：２３２－１２
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研修会へのお申し込みは、ホームページからのご利用にご協力ください。

研 修 会・
講演会名

〈研修部〉 研修会申込番号：２３２－１３

「平成２６年度人権研修」のご案内

内 容

神奈川県 県民局 くらし県民部 人権男女共同参画課 より講師をお迎えし、
人権について研修会を開催いたします。
開講挨拶　１４：００～１４：０５
講　　義　１４：０５～１５：５５
閉講挨拶　１５：５５～１６：００

日 時
平成２７年３月３日（火）１４：００ ～ １６：００
（受付　１３：３０）

場 所 大会議室　（横浜市中区山下町２　産業貿易センタービル７階）

講 師 神奈川県 県民局 くらし県民部 人権男女共同参画課

費 用 無料

申込期限 平成２７年２月１７日（火）

対 象 者 神奈川県行政書士会会員及び補助者

定 員 ６０名

備 考
ファックス又はメールでお申込みください。なお、講義内容及び講師が変更する
ことがあります。

平成２７年３月３日（火）の「平成２６年度人権研修」に、受講の申し込みをします。
申　込　書

切り取らずにお申込みください

平成２７年　　　月　　　日
申込番号：２３２－１３ 会員番号（４ケタ）：　　　　　　　　

支部名：　　　　　　　　　　支部 氏　名：　　　　　　　　　　　　　  

神奈川県行政書士会　ＦＡＸ　０４５－６６４－５０２７
e-mail　gyosei@kana-gyosei.or.jp



行政書士 かながわ 2015.1/2 Vol.232

研 修 会 講 演 会

33

研修会へのお申し込みは、ホームページからのご利用にご協力ください。

研 修 会・
講演会名

〈研修部〉 研修会申込番号：２３２－１４

「行政不服審査法」研修のご案内

内 容

数々の行政訴訟を手掛けられている新進気鋭の弁護士、保佐慶太先生を講師にお
迎えし、行政不服審査法についてご講義いただきます。
開講挨拶　１４：００～１４：０５
講　　義　１４：０５～１５：５５
閉講挨拶　１５：５５～１６：００

日 時
平成２７年３月１７日（火）１４：００　～ １６：００
（受付　１３：３０）

場 所 大会議室　（横浜市中区山下町２　産業貿易センタービル７階）

講 師 保坂 慶太 弁護士（濱・宇佐美法律事務所・東京弁護士会）

費 用 無料

申込期限 平成２７年３月３日（火）

対 象 者 神奈川県行政書士会会員及び補助者

定 員 １００名

備 考
ファックス又はメールでお申込みください。なお、講義内容及び講師が変更する
ことがあります。

平成２７年３月１７日（火）の「行政不服審査法」に、受講の申し込みをします。
申　込　書

切り取らずにお申込みください

平成２７年　　　月　　　日
申込番号：２３２－１４ 会員番号（４ケタ）：　　　　　　　　

支部名：　　　　　　　　　　支部 氏　名：　　　　　　　　　　　　　  

神奈川県行政書士会　ＦＡＸ　０４５－６６４－５０２７
e-mail　gyosei@kana-gyosei.or.jp
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研修会へのお申し込みは、ホームページからのご利用にご協力ください。

研 修 会・
講演会名

〈民事法務部〉 研修会申込番号：２３２－１５

不動産の基礎に関する研修会

内 容

不動産の種類、不動産の取引、不動産の権利、物権変動の原因、不動産登記簿の
見方、不動産に係る行政書士業務、取引に関するトラブル事例やトラブルの解決
窓口など、不動産取引周辺で業務を手掛ける行政書士にとって、法律常識として
有していなければならない基礎知識の習得を目的とする。

日 時
平成２７年３月１８日（水）１４：００～１７：００
（受付１３：３０）

場 所 本会大会議室（横浜市中区山下町２）

講 師 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県支部

費 用 無料

申込期限 平成２７年３月４日（水）

対 象 者 神奈川県行政書士会会員及び補助者

定 員 ８０名

備 考
ファックス又はホームページよりお申込みください。
なお、講義内容及び講師が変更することがあります。

申　込　書
切り取らずにお申込みください

平成２７年　　　月　　　日
申込番号：２３２－１５ 会員番号（４ケタ）：　　　　　　　　

支部名：　　　　　　　　　　支部 氏　名：　　　　　　　　　　　　　  
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研修会へのお申し込みは、ホームページからのご利用にご協力ください。

研 修 会・
講演会名

〈建設環境部〉 研修会申込番号：２３２－２５

建設環境部主催研修会のお知らせ

内 容 「建設業法等の一部改正について」

日 時 平成２７年２月２５日（水）１３：３０～１６：００

場 所 横浜市技能文化会館　多目的ホール

講 師 神奈川県県土整備局建設業課職員

費 用 無料

申込期限 平成２７年１月３０日（金）

対 象 者 神奈川県行政書士会会員及び補助者

定 員 ２５０名

備 考 ファックス又はホームページよりお申し込みください。

平成２７年２月２５日（水）の「建設業法等の一部改正について」に、受講の申し込みをします。
申　込　書

切り取らずにお申込みください

平成２７年　　　月　　　日
申込番号：２３２－２５ 会員番号（４ケタ）：　　　　　　　　

支部名：　　　　　　　　　　支部 氏　名：　　　　　　　　　　　　　  

神奈川県行政書士会　ＦＡＸ　０４５－６６４－５０２７
e-mail　gyosei@kana-gyosei.or.jp
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研修会へのお申し込みは、ホームページからのご利用にご協力ください。

研 修 会・
講演会名

〈総務部・研修部・企画部・相談部・広報部〉
 研修会申込番号：２３２－２２

行政書士の日セミナーのお知らせ

内 容

一般市民対象「不安解消！老後のためになる無料セミナー」
一般市民を対象とした、成年後見と遺言書のセミナーです。
内容は、一般の方を対象としたものですが、皆さんの業務にも役立つ内容となっ
ておりますので、ぜひご参加下さい。
特に入会間もない方は、お客様へのプレゼンの仕方などに役立つ内容となると思
います。

日 時 平成２７年２月２２日（日）１３：００～１６：００

場 所 行政書士会　大会議室

講 師
第１部　成年後見ってなに？　　行政書士　石口理子
第２部　安心！納得！ゆいごんしょ　行政書士・弁護士　小滝芳之
第３部　遺言書を書いてみよう（ワークショップ）

費 用 無料

申込期限 平成２７年２月１８日（水）

対 象 者 一般市民・神奈川県行政書士会会員及び補助者

定 員 １００名

備 考
一般の方の申し込み多数の場合は、参加をお断りする場合がございます。
ファックス又はホームページよりお申し込みください。

平成２７年２月２２日（日）の「行政書士の日セミナー」に、受講の申し込みをします。
申　込　書

切り取らずにお申込みください

平成２７年　　　月　　　日
申込番号：２３２－２２ 会員番号（４ケタ）：　　　　　　　　

支部名：　　　　　　　　　　支部 氏　名：　　　　　　　　　　　　　  

神奈川県行政書士会　ＦＡＸ　０４５－６６４－５０２７
e-mail　gyosei@kana-gyosei.or.jp
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川崎南支部

【相談の秋！
川崎南部七士業合同無料相談会】

日時：平成２６年１１月３０日（日）
　　　午前１１時３０分～午後５時３０分
場所：川崎アゼリア地下街

参加士業
　　行政書士、建築士、司法書士、社労士
　　税理士、土地家屋調査士、弁護士

　秋も終盤となり、冬の訪れを肌に感じる
中、川崎南支部において、隣接士業との合同
による無料相談会が行われました。これは、
毎年行っている恒例行事で前回までは六士業
にて行っておりましたが、今回から建築士を
新たに加え、七士業で臨むこととなりました。
　当支部からは、若手からベテランまで総勢
１７名の会員が参加をし、相談や行政書士の
PR活動に汗を流しました。相談件数は、昨
年の２３件を大きく上回り、４０件もの相談
が寄せられ、その内容は、相続、遺言、成年
後見関係の相談が大半を占めるものでした。
その他に、契約書や外国人関係の相談も寄せ
られ、相談内容によっては、他士業と共同し
ての対応に当たるなど、合同相談会の特性を
活かし、相互に連携をとる場面も見受けられ
ました。
　また、参加した１７名の会員の内、６名が
若手会員でもありました。これは、七士業相
談会を単なる相談会のみに留めず、若手の経
験の場として捉えている側面もあるためで
す。街ゆく人にチラシを配布したりや、ベテ
ランの会員の側で相談の補助をすることで、
各々にとって貴重な経験になったことと思い
ます。

　もちろん、多く人員を配置したことで、よ
り多くの市民からの相談事や悩み事に耳を傾
けることができ、また、行政書士のPR活動
にも力を注ぐことができたことは言うまでも
ありません。
　一日通して大きなトラブルもなく成功裏に
相談会を終えることができました。七士業相
談会は来年以降も継続して開催予定となって
おります。来年は長年お世話になったアゼリ
ア地下街から離れ、新天地（場所未定）にて
行われます。

神園　佳昌
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川崎北支部

なかはらゆめ区民祭（中原区民祭）
無料相談会実施報告

日　時：平成２６年１０月１９日（日）
　　　　１０：００～１５：００
場　所：等々力緑地　中原区民祭会場
相談員：８名
相談内容・相談件数：
相続　　　３件
遺言　　　５件
成年後見　２件
その他　　４件
合計　　１４件

　川崎北支部では、平成２６年１０月１９日
（日）に等々力緑地で開催された「なかはら
ゆめ区民祭（中原区民祭）」に無料相談ブー
スを出展し、遺言、相続、成年後見等につい
て無料相談会を実施しました。
　中原区民祭は中原区で毎年恒例（今年で
３６回目）の一大イベントで、地域の各種団
体によるステージ発表や模擬店、相談会、体
験コーナー等、様々な催しが行われます。当
支部は昨年から無料相談ブースを出展し、今
年も昨年同様、無料相談会を実施しました。
　当日は晴天に恵まれ、多くの人が行き交う
中、当支部の無料相談ブースでは昨年の倍
（１４件）のご相談を受けました。中には無
料相談会を行うことを事前にご存じで、相談
内容をまとめていらっしゃる方もいました
が、ほとんどが会場に来て初めて無料相談会
の存在を知った方のようでした。気軽に相談
できる身近な専門家として、行政書士を認知
していただく良い機会になったと思います。
今後もこのような地道な活動を続けていきた
いと思います。

平成２６年度　第３回支部研修会報告

日　　時：平成２６年１２月６日（土）
　　　　　１３：３０～１６：３０
場　　所：大山街道ふるさと館　イベントホール
研修内容：相続と公正証書遺言
講　　師：溝ノ口公証役場　公証人
　　　　　瀧澤　佳雄　先生
参 加 者：４８名
　　　　（川崎北支部：４４名、
　　　　　川崎南支部：４名）

　平成２６年１２月６日（土）、川崎北支部
では溝ノ口公証役場の瀧澤佳雄先生を講師に
お迎えし、研修会を開催いたしました。
　当日は川崎北支部・川崎南支部合わせて
４８名の会員が参加し、研修内容への関心の
深さを感じることができました。
　瀧澤先生からは公証人制度についてお話し
いただいた後、主に遺言について総論・各論
と分けて、公証人としての経験談を交えなが
らわかり易くお話しいただきました。総論に
おいては、遺言を作成するにあたって、作成
する理由や誰の遺言で誰のためのものなの
か、常に我々も意識しておくべきことをご教
示いただきました。各論では、遺言の内容や
配分方法、記載事項、判断能力等々多岐にわ
たって瀧澤先生が実際に経験した具体事例を
挙げながらお話してくださいました。
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　瀧澤先生のお話される講演内容は、具体例
が多く大変参考になり、参加した会員全員が
熱心に聞き入っていました。さらに瀧澤先生
の飾らないお人柄と愉快な話法で、会場全体
が度々笑いに包まれるとても楽しい研修会で
もありました。特に登録間もない会員の方に
は、公証人の先生がとても身近に感じられる
大変意義のある研修会になったのではないで
しょうか。また、講演終了後には質問も多く
飛び出し、長時間お話しいただきお疲れにも
関わらず全ての質問に丁寧にお答えいただき
ました。
　研修会は実に内容が濃く、会員の日常の業
務においても役立つ情報が満載で、非常に有
意義なものとなりました。
　溝ノ口公証役場の瀧澤先生には、この場を
お借りしてお礼申し上げます。
　研修会終了後は、溝の口駅近くのイタリア
料理店において懇親会を開催し、瀧澤先生に
もご出席いただきました。こちらも貸切り・
満席と多くの参加者に恵まれ、瀧澤先生、ベ
テラン会員、新人会員入り乱れ美味しいワイ
ンを酌み交わしながら大いに盛り上がり、大
変有意義な懇親会となりました。

研修相談部

鶴見・神港支部

【平成２６年度
支部宿泊研修会のご報告】

　１１月３０日～１２月１日、支部恒例の一
泊宿泊研修会がありました。
　出席者は、研修会・宴会のみの参加者も含
めて、支部会員３１名、他支部会員９名の合
計４０名です。
　今回は、いつもお世話になっている吉池旅
館から少し奥にある箱根湯本の旅館「箱根
パークス吉野」です。箱根湯本駅からマイク
ロバスで５分とアクセス良し！須雲川沿いの
風景は、紅葉もあり、都会の喧騒を忘れさせ
る癒しを与えてくれます。
　その綺麗な風景を横目に１３時３０分から
研修が始まりました。
　講師は、当支部会員の大和めぐみ先生です。
　今回の研修テーマは、「法人設立について
～様々な形態の差異比較を中心に～」という
ことで、株式会社、合同会社、一般社団法
人、ＮＰＯ法人など、様々な形態の法人の特
徴についてご説明いただきました。
　また、各法人を設立する際の注意点として、

・ 資本金の額は、賃貸借契約や銀行の 
融資を想定
・株式会社で役員の任期をどうするか
・ ＮＰＯ法人なら社員総会主導型と 
理事会主導型

　などの、実際の法人運用の利便性なども踏
まえ、ご説明いただきました。
　休憩をはさみ、後半の部は、実際の相談案
件を基に、どの会社形態が相談者に適してい
るのかを考える参加型の研修形式で行いまし
た。家族単位の会社経営がモデルであったた
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め、相続を想定した意見なども挙げられまし
た。

大和先生貴重なお話ありがとうございました！

　研修会を終えた後は、美味しいお食事と温
泉、カラオケと大いに盛り上がり、会員同士
の交流や明日の仕事の英気を養いました。

宴会風景

支部新規登録会員の自己紹介

　ご参加くださいました皆様、ご理解・ご協
力ありがとうございました。今後も、支部会
員皆様の支部活動への積極的なご参加をお待
ちしております。
　支部宿泊研修会は、来年もまた開催予定です！

中澤正幸

　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　２月１２日（木）
　　　　　１８：１５～２０：４５頃
　　　　　（受付開始１８：００～）
会　　場　かながわ県民センター
タイトル　魔法の 、民事信託
　　　　　～民事法務のパラダイムシフト～
講　　師　平田　俊夫先生（緑支部）
内　　容　 近年注目されている民事法務にお

ける信託の活用について、信託法
の基礎から民事法務業務における
可能性、留意点までを実例を混じ
えながら解説いたします。

定　　員　７０名
費　　用　 支部会員は無料、他支部会員は資

料代として１０００円

　研修終了後に懇親会（支部会員３０００円、
他支部会員４０００円を予定）を開催致しま
す。
お申込みはメールのみの受付となっておりま
す。懇親会の参加の有無を明記のうえ、
tsurumishinkou@gmail.com　までお申し込
み下さい。
　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：１月３１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。）
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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。

横浜中央支部

平成２６年度　第３回中央支部研修会報告

日　時：平成２６年１２月５日（金）
　　　　１８：３０～２０：１０
テーマ：｢公正証書の活用法｣
会　場：大会議室

　本年度第３回目となる支部研修は、公証人
歴７年の横浜駅西口公証センター　慶田康男
公証人をお迎えし、「公正証書の活用法」と
いうテーマで開催しました。
　二部構成で行われ、第一部では公正証書は
どのような公文書かということを中心に、公
正証書の性質や機能、効力、種類、作成方法
や手数料まで、これから業務に取り組む支部
会員にわかりやすく、そして時には実例を交
えながら興味深くお話をして頂きました。
　また第二部では、「公証人に聞いてみよ
う！」という企画で、事前に公募した質問事
項に対して、普段はなかなか聞けない公証人
の率直なご意見を伺うことができました。
研修後の懇親会では、少しの時間でしたが慶
田公証人にもご参加頂き、公証役場をまだ利
用したことのない新入会員には、公証人をよ
り身近に感じることができたのではないかと
思います。
　定員６０名に対し他支部からの参加も多
く、会場はほぼ満員の状態でした。本年度の
支部研修会では最も多い受講者数となり、
「公正証書活用」についての関心の高さを実
感した研修会となりました。

田代　さとみ

平成２６年度　第２回業法研究会

　下記内容で業法研究会を開催いたします。
申込案内等の詳細は支部ホームページ等にて
適宜お知らせいたします。多くの方のご参加
をお待ちしております。
【日　時】　平成２７年２月１９日（木）
　　　　　　１８時００分～２０時００分
【場　所】　かながわ労働プラザ
【講　師】　（財）建設業情報管理センター
【テーマ】　 建設業法と経営事項審査制度に

ついて
【定　員】　３０名

旭支部

　旭支部では、平成２６年度街頭無料相談会
と　第１回支部研修会を行いましたので、次
のとおりご報告致します。

【平成２６年度 支部街頭無料相談会報告】

　毎年、神奈川県行政書士会の広報月間であ
る１０月に１度開催している街頭無料相談会
を本年度は、昨年まで実施してきた相鉄線二
俣川駅南口の場所が二俣川駅南口地区再開発
事業工事開始に伴い使用することができなっ
たことから、以下のとおり瀬谷区役所内およ
び旭区役所内にて各１回ずつ、計２回実施致
しました。
　各区役所にて実施したことにより、各区役
所発行の広報紙に掲載して頂いたこともあ
り、その広報紙を見て来られた方も多く、昨
年にも増して多くの方々が相談に訪れまし
た。
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○第１回 旭支部街頭無料相談会
日　時： 平成２６年１０月２７日（月）
　　　　１０：００～１５：００
場　所：瀬谷区役所２Ｆ　特設スペース
参加支部会員：１１名
相談件数：３６件　

（内訳）相続　　　１７件
遺言　　　　８件
不動産関係　３件
成年後見　　２件
その他　　　６件

○第２回 旭支部街頭無料相談会
日　時：平成２６年１１月２８日（金）
　　　　１０：００～１５：００
場　所：旭区役所１Ｆ　特設スペース
参加支部会員　１２名
　　　　　　　 （ボランティア参加支部会員

３名含む）
相談件数：２５件　

（内訳）相続　　　　８件
遺言　　　　４件
成年後見　　１件
離婚　　　　１件
債権債務　　２件
不動産関係　４件
その他　　　５件

瀬谷区役所２Ｆ　特設スペース

【平成２６年度 第１回支部研修会報告】

日　時：平成２６年１１月２４日（月・祝）
　　　　１４：００～１６：００
会　場：旭公会堂旭区総合庁舎４Ｆ
テーマ：建設業の許可について
講　師：尾和和子会員（旭支部）
参加者：１６名

　平成２６年１１月２４日（月・祝）、研修
会講師に当支部会員の尾和和子先生をお迎え
し、旭公会堂旭区総合庁舎４Ｆにて、第１回
目の研修会を開催致しました。
　建設業許可に多くのご経験を持ち、建設業
許可業務に精通している尾和和子会員によ
り、これまで建設業許可業務の経験がない初
心者を対象に、実務における注意点等を、建
設業法の条文に照らし合わせながら、わかり
やすくご解説いただきました。
　研修会終了後は、近隣の居酒屋にて懇親会
が開かれ、会員同士の親睦を深めることがで
きました。

研修風景（講師：尾和和子会員）

赤尾　茂
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南・港南支部

　平成２６年１１月１６日（日）午前１１時
から上大岡駅改札口前コンコースにおいて無
料相談会が開催されました。
　当日は天候もよく、会場内は少し肌寒かっ
たのですが、相談件数６０件と多数のご来場
者でにぎわっておりました。
相談件数の内訳は
成年後見　７件
相続　　３６件
離婚　　　３件
遺言　　　５件
その他　　９件
と相続が中心となりました。
　通りすがりでご相談に来る方が多かったの
ですが、飛び込みで相談を切り出すというこ
とは、日頃から常に相続問題で悩んでいる高
齢者の方、ご家族が多いのだなと実感いたし
ました。
　私は初めて相談員をやらせていただき、と
ても緊張しながら相談員の席につきました
が、たくさんの先生方に助けて頂き、相談を
無事受けることができました。先生方の相談
も近くで聞くことができ、先生方の対応する
話術はとても参考になり、大変貴重な体験を
することができました。
　また、通行人の方々にチラシをたくさんも
らって頂き、今回の相談会は地元の方々に行
政書士の活動をアピールする機会ともなりま
した。
　その後、近くの居酒屋に移動し、懇親会を
行いました。
　懇親会では、とても美味しいお鍋やお酒を
飲みながら、和やかな雰囲気の中、楽しい時
間を会員同士で共有することができました。

伊藤　友貴

磯子・金沢支部

【１】平成２６年度　街頭無料相談会報告

（１） 第４０回金沢まつりいきいきフェスタ
（海の公園）　　

　　　平成２６年１０月１８日（土）
　　　１０時～１５時３０分

　今年は、天候に恵まれたくさんの人出があり
ました。午前中から相談席はしばしば満席状態
となり、相談件数としては８２件（昨年比
１６７％）であり、磯子金沢支部の相談会とし
ては、新記録でした。時間帯によっては暑い中
の相談、及び呼び込みご苦労様でした。

金沢まつりいきいきフェスタ　海の公園

（２） 京急杉田駅プララ杉田ビル１階
　　　パティオ広場（磯子区）　
　　　平成２６年１０月２５日（土）
　　　１０時～１６時
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　こちらも天候に恵まれましたが、行楽日和の
ため午前中は人出が少なく心配されましたが、
午後は人出も回復し、相談件数は９３件（昨年
比１６０％）となり、磯子金沢支部の相談会と
しては、２週連続新記録でした。夫婦で今後の
色々な悩みの相談をされ、「安心した」と言っ
て帰る相談者もおられました。こちらも相談、
ティッシュ配りお疲れ様でした。

京急杉田駅プララ杉田ビル１階　パディオ広場

（３）磯子区役所１階広場
　　（磯子まつり「得トク生活フェスタ」）
　　　平成２６年１１月３日（月）
　　　１０時～１５時

　当日は、朝から晴天であり、また、相談
ブースが区役所の正面玄関を入った所という
好立地もあり、順調に相談がありました。相
続、遺言だけでなく相隣関係、離婚、成年後
見等の相談がありました。
　また、人生相談的な事案については、じっ
くりと相談者の話を聴くようにしました。

磯子区役所の相談員

相談件数のまとめ
会 場 10.18

金沢まつり
10.25

プララ杉田
11.3

磯子まつり 合計

参加会員
相談内容

２６ ３２ ７ ６５

相 続 ２７ ４８ ３ ７８
遺 言 ２３ １２ ２ ３７
離 婚 １ ３ １ ５
成 年 後 見 ４ １０ ２ １６
借 地 借 家 ５ ３ ０ ８
相 隣 関 係 ４ ３ ０ ７
不動産関係 ７ ５ ３ １５
相続税贈与税 ５ １ ０ ６
資　産　運　用 １ ０ ０ １
生　命　保　険 ０ １ ０ １
債 権 債 務 ２ ４ １ ７
老　い　支度 １ ０ ０ １
忘 れ 物 １ ０ ０ １
贈　　　　与 ０ ２ ０ ２
コンタクトレンズ ０ ０ １ １
リバースモゲジ ０ ０ １ １
入　管　帰化 ０ ０ １ １
そ の 他 １ １ １ ３
合 計 ８２ ９３ １６ 191

【２】公的施設見学会報告

　株式会社総合車両製作所　横浜事業所
　１１月１１日（火）午後２時～４時３０分
　参加者　２６名

　仕事に行楽に乗っている電車、安全に輸送
してくれる電車、そんな電車の車両の製造現
場を見学しました。総合車両製作所の総務の
方の説明を受けながら、全員ヘルメットを着
用し工場の各工程を見て廻りました。車両の
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躯体の組立（六面体組立）、窓・ドア取付、
ギ装（配管・配線取付）、内装取付、台車
（車輪）入れ、作業員の方がひとつひとつ手
作業で行っておられ、各工程への車両の移動
は鉄腕アトムのマーチを鳴らしながらトラ
バーサー（横に動く転車台の様な機械）で行
われていました。検査ピットでは秋田新幹線
こまちの検査が行われていました。また、総
合車両の正門にある、０系新幹線の運転席に
座ることもできました。
　見学後の質疑応答は、活発におこなわれま
した。特に、台車（車輪）マニアの他支部会
員の質問には解説の方もタジタジでした。鉄
道ファンの方も、そうでない方も満足した見
学会でした。

株式会社総合車両製作所見学会

 
【３】平成２６年度　第３回

磯子・金沢支部役員会報告
　平成２６年１０月２５日（土）１６時３０
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） 支部第２回研修会の開催について
　講師は福島久美子会員、加藤隆夫会員等に
お願いすることになりました。
日時：平成２７年２月２０日（金）１８時～
場所：杉田地区センター

（２） 磯子まつり「得とく生活フェスタ」参
加について

日時：平成２６年１１月３日（祝）１０時～
場所：磯子区役所１階広場
参加者：磯子区会員を中心に依頼。
（３）支部ホームページ運営について
　ア）現状について
　イ） メーリングリスト登録者の勧誘につい

て
（４）政連行事参加について
（５）連絡事項について
　ア）磯子金沢支部忘年会
日時：平成２６年１２月６日（土）１８時～
場所：はなの舞　横浜杉田京急駅前店
　イ）平成２７年度磯子金沢支部総会
日時：平成２７年５月８日（金）
場所：横浜市産業振興センターホール
以上、活発な意見交換がなされ、１８時終了
となりました。

【４】平成２６年度　第４回

磯子・金沢支部役員会報告
　平成２６年１２月６日（土）１６時００分
から、はなの舞において第４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）支部第２回研修会の開催について
日時：平成２７年２月２０日（金）１８時～
場所：杉田地区センター
講師：加藤隆夫会員　　産廃業入門
　　　福島久美子会員　 離婚公正証書作成支

援について
（２）平成２６年度支部会計監査
日時：平成２６年４月１１日（土）１５時～
場所：杉田地区センター
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（３）平成２７年度磯子金沢支部総会
日時：平成２７年５月８日（金）１７時～
場所：横浜市産業振興センターホール
懇親会：ハイローズ　１８時～
（４）政連行事参加について
（５）賀詞交歓会等参加について
（６）図書館セミナーについて
　磯子図書館・金沢図書館において、図書館
セミナーを開催できるようにお願いに行く。

【５】磯子金沢支部忘年会

日時：平成２６年１２月６日（土）１８時～
場所：はなの舞　横浜杉田京急駅前店
参加者：２４名

　日本海から寒気団が南下するなか、磯子金
沢支部初めての忘年会に新人からベテランま
で多数会員が参加しました。石川支部長の乾
杯にはじまり、仕事や趣味の話に花が咲き、
会員の親睦が大変深まりました。野瀬副支部
長の一本締めの後、師走の街へ繰り出した会
員の方、二日酔いは大丈夫だったでしょう
か。

忘年会の一コマ

【６】メールアドレスの登録のお願い

　支部会員への迅速なサービス提供及び経費
節減のため、引き続き支部会員にメーリング
リストへの登録をお願いしております。以下

のアドレスから「お問い合わせ」にて登録を
お願いいたします。
http://www.gyosei .sakura.ne.jp/isogo-
kanazawa/index.html

川﨑　志朗

戸塚支部

【街頭無料相談会 in 戸塚駅】

　毎年恒例の街頭無料相談会を、平成２６年
１０月２５日（土）午後１時～午後５時、戸
塚支部ならびにコスモス成年後見サポートセ
ンター横浜西地区との共催で開催しました。
　会場は横浜市営地下鉄戸塚駅コンコース
（ＪＲ戸塚駅地下改札口前）で、参加者はの
べ３２名（相談員１６名、補助相談員６名、
役員１０ 名）でした。
　昨年までの会場であったイトーヨーカドー
立場店から、場所を移しての開催ということ
もあり、最大の関心は、どれほどの方々にお
越しいただけるかでした。当日は幸いにも晴
れ、去年は台風による暴風雨の中でのスター
トであったことを思うと、今年はたくさん相
談者の来訪を期待できそうです。
　開始とともに、早速、呼び込みを開始する
も、駅前だけあって、住宅販売の案内や募金
活動の呼びかけなどライバルの多いこと！そ
れでも用意したチラシ３０００枚、ティッ
シュ２０００包を武器に、声を張り上げ頑張
ります。
　その甲斐あってか、蓋を開けてみれば、合
計７４組８７件のご相談をいただきました
（内訳：着席相談５４組６７件、立席相談
２０組２０件）。これは、私が知る限り、一
番多い件数でした。
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　勝因は、やはり会場を戸塚駅に選んだこと
でしょうか。それまでの会場（イトーヨーカ
ドー立場店）も、非常に人の集まる場所では
ありましたが、基本的には買物客しか来ない
ところだったはずです。これに対し、戸塚駅
はあらゆる方々が集まる場所です。今年の成
果は、来年以降、会場を選ぶ上で非常に参考
になったと思います。
なお、相談件数と内訳は次の通りでした。
相談種別 件数 比率
相　　続 ４２件 ４８％
遺　　言 １４件 １６％
成年後見 １４件 １６％
不 動 産 ４件 ５％
債権債務 ２件 ２％
離　　婚 １件 １％
在留資格 １件 １％
そ の 他 ９件 １０％
合　　計 ８７件 １００％

【街頭無料相談会 in 栄区民まつり】
　戸塚駅に引き続き、平成２６年１１月１日
（土）午前１０時～午後３時、栄区民まつり
会場（横浜市栄区桂町・本郷中学校グランド）
においても街頭無料相談会を開催しました。
　区民まつり会場内での開催は、戸塚支部初
の試みで、それまで考慮しなくて済んだこ
と、例えば、お祭り的な要素を盛り込む必要
があることなど、お祭り会場ならではの工夫
をこらす必要がありました。
　お祭り的な要素といわれても、う～ん…風
船がいいか？　いや、ヘリウム代が高いぞ！

　模擬店でもやるか？　いや、無理だ！　…
ああでもないこうでもないと議論した末に決
まったのが、バルーンアートとクイズでし
た。バルーンアートは細長い風船をねじって
動物などを作るというアレで、役員一人がそ
の教室に出向き、さらに他の役員に技を伝授
することで、なんとか準備しました。もう一
つのクイズは、相続・遺言について、簡単な
クイズを作成し、これに答えて頂いた方に、
神奈川県行政書士会作成のトイレットペー
パーを贈呈するというもの。はじめてのこと
に戸惑いながらも、どうにか準備を調えるこ
とができました。
　そして当日。開始直後は、いまにも厚い雲
に覆われながらも、雨は止んでいました。な
にしろ区民まつりでの相談会開催は初めて
だったので、どれほど方々が足を止めて下さ
るか心配でしたが、意外にも、たくさんのお
子さんにバルーンアートを欲しがってもら
え、これを担当した私はとても嬉しくなりま
した。
　クイズの方も好調で、トイレットペーパーと
いう生活必需品が景品ということもあってか、
天幕の中ではクイズの答えを書き込む姿がほぼ
絶えず、午前中ですべてなくなりました。

　ここまでは、上々だったのですが、問題と
なったのはお天気。非情にも小雨が降りだ
し、雨脚は強まる一方で、とうとう正午前に
区民まつりは中止に。
　大変だったのはその後で、学校のグランド
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は平坦なせいか雨水が溜まりやすく、天幕の
下も水たまりのせいで足の踏み場もないほど
でした。泥で足もとを汚しながらの後片付
け、水を吸って重くなった段ボールの運び出
し、雨でヨレヨレになったパンフレット…屋
外会場において雨天時に生じる問題点を、ま
とめて体験できました。
　一方で、区民まつり会場で街頭無料相談会
を開催するために必要となる準備を一通り経
験したこと、バルーンアートの配布やトイ
レットペーパーを景品とするクイズでも十分
に人を集められることがわかったことは、大
いに今後の参考になったと思います。
　肝心の相談件数ですが、雨のせいで支障な
く相談会を開催できた時間が１時間程度とい
うこともあり、合計５件（相続２件、成年後
見１件、その他２件）でした。

以上
大道　栄徳

鎌倉支部

鎌倉支部街頭無料相談会開催報告

　平成２６年１０月１１日（土）１０時より
イトーヨーカ堂大船店１階にて、鎌倉支部街
頭無料相談会が開催されました。
　昨年の街頭無料相談会は、台風が関東を通
過する中で開催されましたが、今年も台風が
伊豆諸島沖を通過。本土上陸は免れ、幸いに
も、まずまずの天気に恵まれました。
　今年の街頭無料相談会は２７名の相談者が
いらっしゃり、各相談員が相談に対応しまし
た。来年の相続税法の改正に伴い、相続に関
する相談が半数以上を占めていましたが、そ
の中で不動産の処分に関する次のような相談
がいくつかありました。

　「地方から神奈川県内に居住し数十年が経
過しているが、実家において相続が発生し、
実家の家屋、田畑を相続したものの、住むこ
ともないので処分をしたい。国や市町村はそ
の不動産を引き取ってもらえないだろうか
(寄付)。その手続方法、あるいは、売却する
ことはできないか。」というものでした。
　国でも市町村にとって必要な土地であり、
更に予算化しなければ購入できませんし、た
だであっても管理費等がかかるので、なかな
か引き取ってはいただけないでしょう。いず
れにしても難しい話であり、固定資産税を滞
納すれば…などの話もありましたが、税金の
問題や農地も農地法の制限があり、さらにそ
の地方の状況、現状も不明。市町村で相談す
るか、隣近所で安く買い取ってもらうか、地
元の不動産屋に相談してみるかなど、回答に
苦慮する場面もありました。
　行政書士への相談というよりも不動産屋へ
の相談のようでしたが、来年１月１日から改
正になる相続税法がきっかけで、すでに相続
した財産の相続を考えなければいけない年齢
になっていることに相談者自身が気が付いた
相談なのだろうと思います。
　田畑の放棄地、都会における空家など相続
手続をし忘れた？相続人がいない？“無縁物件”
が広がっていくことに対して、その対策は急
務。そのようなことを感じた相談会でした。
　相談会は終了予定時刻の１６時に終了。相
談会終了後は和民 大船モノレール店にて反
省会が行われ、相談会が盛会裏に終了した喜
びを分かち合いました。

松井　宏幸
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横須賀・三浦支部

三浦街頭無料相談会実施報告

日時：平成２６年１１月１６日（日）
　　　１０：００～１５：００
場所：三浦市総合体育館　
　　　潮風アリーナとその周辺
　　　みうら市民まつり会場
　　　安全安心啓発ゾーン
スタッフ：７名
相談結果：相続 ２件
　　　　遺言 １件
　　　　許認可 １件
　　　　生前贈与 １件
　　　　隣地境界 １件
　　　　債権・債務 １件
　　　　その他 ５件
　　　　計 １２件

 
　平成２６年１１月１６日（日）午前１０時
から午後３時まで、三浦市総合体育館を中心
に開催された「みうら市民まつり」の一角で
横須賀・三浦支部の街頭無料相談会を開催し
ました。
　当日は天気にも恵まれ、日差しのぬくもり
を感じられる中での街頭無料相談会となりま
した。そんな暖かな陽気のおかげもあって
か、会場付近は多くの人通りで活気に満ち溢
れ、これに伴い相談件数も１２件と過去最高
の数字となりました。相談内容としては、相
続に関するものが大半を占め、市民の皆様が
相続問題に対して高い関心をもっておられる
ことをうかがわせる結果となりました。
　相談者の方々は、どの方も相談開始当初は
緊張からか表情も硬く、不安そうなご様子で
した。しかし、相談員の先生方の慎重かつ丁
寧な対応に、相談者の方々も相談を進めるに
つれて表情が和らぎ、最終的には笑顔を交え
て相談員の先生方からのアドバイスに耳を傾
けておられたようでした。今回の相談会にお
越しいただいた相談者の皆様には、ご満足い
ただけたものと感じられました。
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　また、開催時間中には吉田市長にもお越し
いただき、激励のお言葉を頂戴しました。行
政書士が行政と良好な関係を築き、行政手続
きの円滑化に尽力するものであることを示す
機会となりました。
　今回の相談会開催を通じて、「身近な街の
法律家」としての行政書士の活動を市民の皆
様にご覧いただき、市民の皆様が法律相談を
することに対する心のハードルを越えやすく
することにつながったのではないでしょう
か。

小串　滋彦
【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、
山口義則までメールにてお知らせください。

yama.yokosuka@gmail.com

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

第２回研修会および懇親会開催報告

　平成２６年１１月１日（土）、湘南支部で
は「行政書士から発信する中小企業組合を活
用した起業コンサルティングの実務」と題し
て、企業協同組合の「設立」「補助金」「活
用」にまつわる手続きを学びました。今回
は、次世代の行政書士業務のあり方を参加者
の皆さまに考えていただくことも目的とし
て、当支部相談役の神本千石先生に講師を
担っていただき、研修会を開催しました。当
日は足元の悪い日であるにも関わらず、支部
内外から約６０名ものお申し込みを賜ること
ができました。
　神本先生は、企業の契約法務を現場の最前
線で長年取り扱い、その後行政書士として企
業支援に携わってこられた、企業法務のエキ
スパートです。分かりやすく熱いご講義にも
定評があり、企業協同組合というかなりニッ
チですが、それでいて非常に活用の可能性が
大きい分野についてお話をいただいたこと
で、会員の皆さんにとって新しい可能性を切
り拓く機会になったと思います。
　実際、本講義では、インターネットでは手
に入らない資料をケーススタディとして配布

し、具体的なイメージをつかんでいただくよ
うな工夫も施されました。また、企業協同組
合のつくり方を知っていただくだけでなく、
参加者にコンサルティング業務へとつなげて
いただくことも今回の目的でした。その点を
踏まえて、神本先生には助成金の活用方法や
事例をお話しいただき、豊富な経験談を織り
交ぜながら、笑いも起こる充実した研修とな
りました。
　今回の研修が、参加された会員の皆さんの
新たなチャレンジのきっかけになれたのだと
すれば、主催者として嬉しく思います。
　研修会終了後、会場を移し、懇親会を開催
いたしました。
　例年、秋の研修会後の懇親会は恒例となっ
ており、この懇親会で仲間と久しぶりに会う
ことを楽しみにされている先生も多く、笑顔
の溢れるひと時となります。とりわけ、今回
は湘南支部以外の先生にも研修会から多くご
参加いただき、入会歴の浅い先生方は、先輩
行政書士にご挨拶回りをされていて、新しい
未来を切り開く希望と、先輩先生方の懐かし
い心温まる話に、会場は大変盛り上がりまし
た。
　湘南支部では今後も引き続きユニークな視
点で研修会を開催できるように努力してまい
ります。皆さまのご参加も心よりお待ち申し
上げます。



行政書士 かながわ 2015.1/2 Vol.232

支 部 だ よ り

52

寒川町　町民公開講座＆無料相談会開催報告

　平成２６年１０月１１日（土）寒川町総合
体育館会議室におきまして、町民公開講座　
「遺言とエンディングノートと老い支度」を
開催いたしました。
　開催当日は、講座に１２名、その後の無料
相談会に４名の一般町民のご参加をいただき
ました。
　遺言、エンディングノートへの関心は、相
続税改正を前に、テレビ、雑誌、新聞で取り
上げられることも多く、関心が高まってきて
いますが、遺言・エンディングノートの内容
が混在してしまい、エンディングノートを準
備しておけば、相続手続きもできる、遺言の
代わりになると思われている方もいらっしゃ
るようです。
　講座は、当支部の遠田武史会員にご講義い
ただきました。
　講座では、遺言とエンディングノートのそ
れぞれの効果や違い、後見制度、相続等、
「老い支度」に関わる多岐の内容について、
架空の登場人物を題材にしてご説明いただき
ました。
　講座の最後では、講師が作成したオリジナ
ルのエンディングノートを受講者の方にお書
きいただきました。
　実際に書き始めると、どう書くのか？この
場合はどうしたものか？と疑問をお持ちに

なった方もいらっしゃりスタッフが巡回し、
個別にご説明いたしました。
　アンケートの内容は、「家族に自分のこと
を知らせることが大切だと感じた」、「やら
ないといけないことを行動に移したい」と、
実際に書いてみたことで、ご自分のこと、家
族、財産等、見直しや整理を考えるきっかけ
になったとの回答をいただきました。
　ことにエンディングノートは好評で、家族
の分もとお持ち帰りになられた方もいらっ
しゃいました。
　高齢化に伴い、今後もますます「老い支
度」について、関心を持たれ、ご準備をされ
る方が増えていくかと思います。
　アンケートでも、今後、取り上げてほしい
内容として、遺言・相続についてのご希望を
多くいただきました。
　正しい知識をもとに、より安心できる「老
い支度」のお手伝いができるように、今後も
このような講座を開催していきたいと考えて
おります。

行政書士会無料相談会（茅ヶ崎）
開催のご報告

　平成２６年１０月２５日（土）茅ヶ崎市民
ギャラリーにおきまして、「行政書士会無料
相談会」を開催いたしました。
　また、当月は行政書士制度広報月間でもあ
りますので、行政書士会のパンフレットとポ
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ケットティッシュの配布を茅ヶ崎駅北口にて
行い、広報活動もいたしました。
　事前の広報告知より、行政書士会による相
談会であることを聞き、足を運んでくださっ
た方が多数いらっしゃいました。開始予定時
刻前からお待ちになる相談者の方もいらっ
しゃり、皆様の期待が感じられる相談会とな
りました。
　相談内容としましては、相続８件、遺言４
件、成年後見２件、建設業許可１件のご相談
があり、相談員１６名で対応させていただき
ました。
　親亡き後の問題や、相続が発生しているが
どのような手続きが必要なのかといったご相
談を始め、実際にお書きになった遺言書をお
持ちになる方もいらっしゃいました。遺言
書って何だろう、書いてみようかな、から一
歩進んでご自分で調べ、お書きになってい
らっしゃる方が増えてきていることを実感い
たしました。
　遺言・相続を始め、法律が身近なものに
なってきている今、聞いてみたい時に、気軽
に参加できる無料相談会を活用していただけ
るよう、今後も周知と幅広い相談に対応でき
る知識の研鑽にも努めていきたいと思いま
す。
　相談会の開催は、行政書士の制度周知に寄
与することはもちろん、相談員となる会員自
身においては、相談者に対して的確で分かり
やすいアドバイスを短時間で行うことを実践
できます。また、他の会員の相談者への対応
から学ぶ点も多く、個々の会員のスキルアッ
プにもつながります。
　今後も、支部会員の皆さまの積極的な相談
員へのご参加をお待ちしております。

相模原支部

忘年会の報告

　平成２６年１１月２９日（土）午後６時よ
り、ラポール千寿閣において、平成２６年度
相模原支部忘年会が行われました。
　受付時間に会場へ到着し、待っていると、
同期の方が声を掛けてくれて、最近のことに
ついていろいろと情報交換できました。板垣
夏樹会員の司会で、午後６時定刻通りに開宴
となり、まずは小峰支部長のご挨拶の後、お
隣の町田支部の媚山副支部長にご挨拶を賜
り、乾杯の音頭は佐藤前支部長よりご発声頂
きました。
　お酒を頂きながら、先輩行政書士の方々と
ご挨拶を交えながら、楽しくお話をさせて頂
きました。
　しばらくすると、私を含めた、今年入会の
新入会員に挨拶の場を設けてくださいました
ので、緊張しながら今後のことを話させて頂
きました。
　余興として、高橋佳子会員の司会によるビ
ンゴ大会が始まり、役員の方々が用意してく
ださいました景品に当った方々がその場で景
品を開け、楽しい品々に会場は盛り上がりま
した。私は四重リーチほどかかりましたが、
残念ながらはずれてしまいました。
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　最後は大﨑秀治会員から締めのご挨拶を頂
きお開きとなりました。
　私は今年の７月に登録したばかりで、初参
加でしたが、とても楽しく和やかな忘年会を
堪能させて頂きました。このような会を企画
してくださった執行部の方々、支部の先輩方
にこの場を借り御礼申しあげます。
　新たな一年に向け、より努力をいたす所存
です。ご指導のほど宜しくお願いします。

村山　愛

秦野・伊勢原支部

【台湾・支部初めての海外研修】

「皆さんの研修の来会を心から歓迎します。
これを機会に、おおいに交流が深まっていく
ことを期待します。」
　１１月１４日午前９時３０分、台北弁護士
会・范瑞華常務理事の温かい歓迎の言葉で、
私達秦野伊勢原支部の初の海外研修「台湾の

親族・相続法」講座が始まりました。
　在日の外国人の相続の場合、被相続人の母
国法で相続を行うというところから、海外の
相続関係法を勉強しようと企画したのが、今
回の訪華研修団です。
　ＰＣ卓上モニターを備え付けた立派な会議
室に通されての講義は、午前中は「親族法と
戸籍実務」と題して中央警察大学法律学部の
鄧學仁教授が、戸籍管理を所管する政府機
関・戸政事務所の李慶宏秘書が戸籍関係アシ
ストで、午後は「相続関係法律問題」を台北
弁護士会筆頭常務理事・張菊芳弁護士と家事
法委員会副主任・黄顕凱弁護士が講義をして
くれました。モニターを使用しただけでな
く、事前に準備してくれたレジュメどころで
はない、それぞれ３０ページになんなんとす
る立派なテキストを使っての中身の濃いもの
です。しかも鄧教授は見事な日本語で専門用
語も駆使しての講義になりました。
　さらに、戸籍関係のお役所・戸政事務所
が、台北弁護士会と道を隔てた斜め向かいに
あったので、お昼休みにはそこを見学させて
いただくという幸運にも恵まれました。
　鶴見・神港支部から参加した美濃口峰華先
生の的確な通訳により、午前午後を通して非
常に効果的な講義になりました。日本と台湾
の比較論的な形での親族、相続法の学習をで
きたのが、非常に貴重な成果になりました。
何よりも美濃口先生、現地参加した海老名・
座間支部の富澤先生の翻訳のご尽力も得て準
備できた日本語版テキストを使っての受講に
なったので、活発な質問も次々と出て、日本
で受けるのと何ら変わらないほどの充実した
研修になりました。
　本当にみっちりという表現が当てはまるほ
どの勉強で、予想以上の大満足の研修ができ
たと参加者一同納得のいく一日を過ごすこと
ができました。
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　そんな研修旅行は、お天気にも恵まれた
１１月１３日に羽田空港から出発して始まり
ました。乗ったのは台湾のエバー航空、湾岸
戦争のとき日本航空に救出を拒絶された紛争
地に取り残された日本人脱出を引き受けてく
れた航空会社のＡ３００です。
　台北はあいにくの雨との予報でしたが、午
後現地に到着したときは幸い止んでいて、忠
烈祠（辛亥革命で殉職した戦士を祀ったとこ
ろ）で衛兵（儀仗兵）の凛々しい交替式を見
学したり、仏教と道教を一緒に祀った古刹の
龍山寺を拝観したりと、夕刻ホテルに入るま
での間、観光もできましたし、翌日の研修後
の夕方、台北弁護士会から徒歩で５分と近い
ところにある、日比谷公園の５倍以上はあろ
うかという中正（蒋介石）記念堂も見学でき
ました。
　それに研修だけという味気ない旅行で終わ
らないように、最終３日目の１５日は、世界
４大博物館といわれる故宮博物院の見学もし
ました。今年日本に来て特別展示された「翠
玉白菜」や本物の肉料理そのままのような
「肉形石」も、しっかりと見ることができま
した。でも、ファンタジーの世界で遊びたい
という希望があって、「千と千尋の神隠し」
のモデルの九份を訪れた方々も、それなりに
満喫されていました。
　いっぱいの研修成果と楽しい観光の思い出
をもって、秦野伊勢原支部訪華研修団の一行
１３名は、１１月１５日午後８時、皆さん全
員元気で羽田空港に戻りました。
　最後に紙面をお借りして、素晴らしい研修
をしてくださった台北弁護士会の皆様に、そ
して事前に研修テキストの日本語訳に尽力し
てくれた美濃口先生と富澤先生に、改めて衷
心より感謝の意を表させていただきます。

支部長・訪華研修団長　池上　嘉一

九份から海を臨む

九份にて

午前・鄧教授の親族法講義

講義を終え講師の先生と記念撮影
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中正（蒋介石）記念堂

忠烈祠・正門と衛兵さん

夕暮れの龍山寺

小田原支部

支部旅行
（東京スカイツリーと都内周遊）

■１１月３０日（日）に、東京スカイツリー
と都内を巡るバス旅行が実施されました。参
加者は会員とご家族等を含めて５歳～７６歳

までの２７名。出発時の空は雲が多く、また
予報では午後遅くから雨の可能性がありまし
たが、帰着まで降ることはなく、また寒くも
なく、まずまずの天気。予定より少し早く、
７時５５分に出発。荻窪インター経由で小田
原厚木道路へ。当初は予定しておりませんで
したが、車の流れが順調で、東京スカイツ
リーの予約時刻まで時間に余裕が出来たた
め、時間調整も兼ねて、急遽、浅草の「浅草
寺」を参拝することに。
■浅草寺：　浅草寺の東側にある二天門の近
くでバスを降り、二天門をくぐると右手に本
堂、左手に五重塔が見えてきた（写真①）。
本堂の前にある大きな香炉（写真②）は、
「悪いところにけむりをかけると治る」との
ことでしたので、頭を中心に煙りをかけた
後、「雷門」まで仲見世の各店を覗きながら
散策。仲見世はかなりの賑わい（写真③）。
外国人、特に、中国系、東南アジア系の人が
多く、外国に居るのかと錯覚しそう。浅草寺
の余韻を残しつつ、いよいよ、東京スカイツ
リーへ。
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■東京スカイツリー：　バスは１階の駐車場
へ。そこで団体写真の撮影（写真④）。その
後、大混雑のエレベーターホールへ。いよい
よ４５０メートルの天望回廊に登るのかと思
うと、登る前から立ちくらみ状態。乗ったエ
レベーターの大きいこと。感心したのはエレ
ベーターの上昇速度で、その早いこと。少し
も揺れることなく、３５０メートルまで約
５０秒で到着。天望デッキも大混雑。そこ
で、直ちに１００メートル上の天望回廊行き
のチケットを購入して４５０メートルへ。
４５０メートルの天望回廊から見えた地上の
建物はあまりにも小さく（写真⑤）、最初は
実感が伴わず。しかし、あそこに見えるのが
都庁か、あれが東京ドームか、海まで近いな
などと、回廊をぐるりと回っているうちに実
感が沸いてきました。あいにくモヤがかかっ
ていて富士山、丹沢、箱根山を望むことはで
きず。しかし、かすかに横浜のランドマーク
を見ることができ、また、雲間から光りが射

して地上を幻想的に照らす光景を見ることが
できたことに満足。その後、３４０メートル
の天望デッキまで降りてコーヒータイム。下
界に降りる前に同じフロアに在るガラス床に
立ってみたものの、ガラスの面積が小さいの
でさして怖いという感じはなし（写真⑥）。
２時間をもてあますかと思ったが、あっとい
う間に出発時刻。富士山を見ることができな
かったのが唯一の心残り。
■東武ホテルレバント東京：　東京スカイツ
リーから１０分足らずの場所にある「東武ホ
テルレバント東京」で遅めの昼食。参加者の
皆さんの食欲の旺盛なこと。かく言う私も普
段の昼食の３倍は食べたか。コーヒーも２杯
おかわりして少し興奮気味の状態で隅田川の
川下りへ。
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■川下り：　浅草発着所は吾妻橋のたもとに
ある。ここは「筋斗雲（きんとうん）」のよ
うな形の金色の造形物を乗せたアサヒビア
ホールと東京スカイツリーを一緒に撮影でき
るポイントらしい。ここで集合写真を撮影
（写真⑦）。川下りは、浅草発着所から１２
の橋をくぐりながら浜離宮まで隅田川を下る
というコース。様々な形状・色彩の橋をくぐ
り、両岸の景色を楽しみながら約３０分程で
浜離宮に到着。

■浜離宮：　浜離宮は江戸時代初期に東京湾
の海水を引き入れて造られたそうで（写真
⑧）、確かに、池の中に鯉を見つけたと思っ
たら、黒鯛？のような大きな魚が遊泳してお
りました。散策時間が１時間あったので、園
内に色々あるコースのうち大回りを選択。
ゆっくりと散策を楽しんだ後、築地市場に近
い大手門口でバスに乗車。最後の周遊地の歌
舞伎座へ。

■歌舞伎座：　歌舞伎座前でバスを降り、慌
ただしく地下の土産物売り場へ。ここのセブ
ンイレブンには歌舞伎座特製のパンを販売し
ているとバスガイドさんから聞いたので行っ
てみたところ、パンは売り切れておりまし
た。地下の土産物店で土産を購入し後は帰路
につくのみ。外に出たときにはすっかり暗く
なっており、くっきりとライトアップされた
歌舞伎座が印象的でした（写真⑨）。

■日曜日の下り車線は快調そのもの。予定よ
り早く、参加者全員無事に小田原駅西口に帰
着。久し振りのバス旅行を十分に堪能させて
いただきました。
　最後に。参加者の皆様、添乗員さん、バス
ガイドさん、運転手さん、お疲れ様でした。
そして、この旅行を企画し実行した厚生委員
会の方々、本当にお疲れ様でした。

池田　聡
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大和・綾瀬支部

綾瀬＆大和　街頭無料相談会を開催

日時：平成２６年１０月１８日（土）
　　　午後１時３０分～午後４時３０分
場所：綾瀬タウンヒルズ
日時：平成２６年１１月１日（土）
　　　午後１時～午後５時
場所：大和駅ビル大和プロス

　上記の通り、綾瀬市と大和市の両会場で街
頭無料相談会を開催いたしました。
　綾瀬開催は例年と同様の実施内容ですが、
大和開催はこの数年続いていたやまと産業
フェアへの出展を見合わせ、大和駅ビル「大
和プロス」での単独開催となりました。
　やまと産業フェアでは毎年のように天候に
悩まされていましたが、今年は屋内のため、
朝からの雨模様も影響はありませんでした。

　相談件数は綾瀬６件・大和１１件、いずれ
も相続・遺言のご相談が中心で、終活ブーム
の影響を感じました。
　大和開催では終了後、同じ駅ビル上階の
「魚貝亭」にて反省会を実施し、会員同士の
親睦を深めました。

安部　正彦

海老名・座間支部

支部だより本文はこちらから

１． 検索エンジンで「神奈川県行政書士会海
老名・座間支部」と検索

２．一番上に出てくる検索結果をクリック
３． 左欄メニューから「支部だより」をク

リック
４． こちらにて掲載している画像と併せてご

覧あれ

見方　雅教
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■第 47 回衆議院議員総選挙　活動報告■

　１１月２１日に衆議院が解散され、第４７
回衆議院議員総選挙が１２月２日（火）公
示、師走の選挙戦が始まりました。
　神政連は直ちに対応すべく、日頃より行政
書士制度発展にご理解ご尽力をいただいてい
る各候補者に推薦状を出し、支援体制に入り
ました。
　公営掲示板のポスター貼りや街頭演説活
動、電話作戦等、候補者によって神政連の役
員が陣営に入り支援活動を行いました。
　１２日間の選挙戦を終え、１２月１４日
（日）投開票を迎えました。支援させていただ
いた当選者の事務所に神政連の各担当役員がお
祝いに駆けつけ、喜びを分かち合いました。
　神政連として、推薦した各当選者と更なる
連携を強化し、行政書士制度発展のために活
動してまいります。

【神奈川５区　坂井　学候補　当選！】
　 自 民 党 坂 井 学 候 補 （ 前 職 ） は 、
１１２，９６３票を獲得し当選をはたしまし
た。戸塚支部の日野幹事が駆けつけました。

坂井学候補と固い握手を交わす日野幹事
（写真右側）

【神奈川１０区
田中和徳候補　当選！】

　自民党田中和徳候補（前職）は、
１１４，５６４票を獲得し当選をはたしまし
た。政策渉外委員長である川崎南支部の名川
副幹事長が駆けつけました。田中候補は党組
織運動本部長というお立場で、期間中選挙区
を留守にしがちでしたが、無事に７回目の当
選を果たし、安堵の表情を浮かべておられま
した。

田中和徳候補と固い握手を交わす名川副幹事長
（写真右側）

神奈川行政書士政治連盟
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■関連士業政治連盟懇談会を開催■

　平成２６年１１月１３日（木）、関連士業
政治連盟懇談会が本会大会議室で開催されま
した。
　毎年、７士業政治連盟（日本弁護士政治連
盟神奈川支部、神奈川県司法書士政治連盟、
神奈川県社会保険労務士政治連盟、神奈川県
土地家屋調査士政治連盟、日本公認会計士政
治連盟神奈川会、神奈川県税理士政治連盟及
び神奈川行政書士政治連盟）でテーマを決
め、意見交換と親睦を図っております。

【神奈川１６区　
後藤祐一候補　僅差で当選！】

　民主党　後藤祐一候補は、自民党　義家弘
介候補と大接戦となり、日付が変わった０時
３０分過ぎ、１，４８９票の僅差で当選をは
たしました。厚木支部の城所常任幹事がお祝
いに駆けつけました。

当選直後、支援者の前で挨拶する後藤祐一候補

　今年度は行政書士政治連盟がホスト役とな
り、各士業の報酬額ダンピングの問題や市民
向け相談事業の実施状況等について、活発な
議論が行われました。
　懇談会後は、産業貿易センタービル２階の
「カフェ・ド・ラペ」で懇親会を行い、お互
いに親睦を深めるとともに、業際問題等につ
いても忌憚のない意見交換が行われ、有意義
な会合となりました。

【神奈川４区
浅尾慶一郎候補　無所属で当選！】

　選挙直前、みんなの党が解党となり、代表
であった浅尾慶一郎候補（前職）が無所属で
立候補、背水の陣で臨みました。結果は
９１，０６３票、約５０％近い得票率で小選
挙区を勝ち抜きました。期間中、組織広報委
員長である鎌倉支部の田中副幹事長が陣営に
入りました。

浅尾慶一郎候補と街頭活動を行う田中副幹事長
（写真左側）
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■ 活 動 報 告 ■

行 事 名 年 月 日 場 所
前衆議院議員（民主党）城島光力
城島光力２１世紀フォーラム・朝食会 H２６・１０・２（木） ホテルニューオータニ

一般社団法人　勁草塾　
市民フォーラム「日米関係と沖縄米軍
基地―日本の選択肢は？」

H２６・１０・３（金） ワークピア横浜

県議会議員（自民党）向笠茂幸
向笠茂幸君の第１０７代神奈川県議会
議長就任を祝う会

H２６・１０・４（土） 湯本富士屋ホテル

自由民主党川崎市支部連合会
政経文化パーティー H２６・１０・７（火） 川崎日航ホテル

県議会議員（自民党）松田良昭
経営者育成協会　拡大例会 H２６・１０・１６（木） ローズホテル横浜

川崎市長　福田紀彦　市政報告会 H２６・１０・１９（日） ホテルＫＳＰ

自由民主党神奈川県支部連合会
政経文化パーティー H２６・１０・２０（月） 横浜ロイヤルパークホテル

衆議院議員（自民党）田中和徳
「田中和徳代議士を囲む京浜懇話会」
発会式

H２６・１０・２２（水） 横浜国際ホテル

衆議院議員（自民党）河野太郎
河野太郎と２１世紀の日本を語る会 H２６・１０・２３（木） ＡＮＡインターコンチネ

ンタルホテル東京

みんなの党神奈川県総支部
設立記念講演会・パーティー H２６・１０・２３（木） 新都市ホール

衆議院議員（自民党）松本純後援会
松本純君を励ます会 H２６・１０・２７（月） 都市センターホテル

神奈川県議会議員（自民党）小川久仁子
小川久仁子君の第１０８代神奈川県議
会副議長就任を祝う会

H２６・１０・３０（木） ホテルＫＳＰ

衆議院議員（民主党）ごとう祐一
ごとう祐一君を育てる会 H２６・１１・３（月） 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　賢ちゃんまつり H２６・１１・９（日） 相模原綜合卸売市場

衆議院議員（みんなの党）浅尾慶一郎
日本のヴィジョンを考える会幹事会 H２６・１１・１０（月） アークヒルズ・クラブ
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行 事 名 年 月 日 場 所
自民党横浜市連パーティー H２６・１１・１０（月） 横浜ベイホテル東急

元参議院議員　石井一
石井一氏旭日大綬章受章記念感謝の集い H２６・１１・１１（火） パレスホテル東京

衆議院議員（自民党）義家ひろゆき
義家ひろゆきと日本再生を語る会 H２６・１１・１１（火） 東京プリンスホテル　

関連士業政治連盟懇談会・懇親会 H２６・１１・１３（木） 本会大会議室

衆議院議員（自民党）あかま二郎
政経文化フォーラム２０１４ H２６・１１・１４（金） 相模原市民会館

県議会議員（民主党）そがべ久美子
そがべ久美子を励ます集い H２６・１１・１６（日） ホテル横浜キャメロット

ジャパン

参議院議員（民主党）かねこ洋一
参議院議員かねこ洋一と
「日本経済」を語る会

H２６・１１・１７（月） ホテル横浜キャメロット
ジャパン

県議会議員（自民党）杉山のぶお
杉山のぶお１５周年感謝のつどい H２６・１１・１７（月） 川崎日航ホテル

衆議院議員（自民党）甘利明
経済再生担当大臣　甘利明君を囲む会 H２６・１１・１７（月） 横浜ベイシェラトンホテ

ル＆タワーズ

衆議院議員（自民党）星野つよし
星野つよし時局講演会 H２６・１１・１７（月） 藤沢商工会館　ミナパーク

参議院議員（民主党）かねこ洋一
第１９回「かねこ洋一政策勉強会（朝
食会）」

H２６・１１・２５（火） ルポール麹町

公明党　神奈川フォーラム２０１４ H２６・１１・２６（水） 関内ホール

衆議院議員（自民党）小此木八郎
第３４回京浜政経倶楽部定例会 H２６・１１・２７（木） ロイヤルホールヨコハマ

県議会議員（民主党）青山圭一
「第３回　政経セミナー」 H２６・１１・２９（土） 柏屋

参議院議員中西けんじ国政報告会 H２６・１１・２９（土） ワークピア横浜

維新の党神奈川６区　時局講演会 H２６・１１・２９（土） 横浜市旭区民センター　
サンハート



行政書士 かながわ 2015.1/2 Vol.232

政 連 だ よ り

64

日　時　平成２６年１０月２２日（水）
　　　　１６：００～１７：００
場　所　本会会議室

議決事項
（１）賀詞交換会における会費負担について
※上記議決事項については可決承認されました。

報告事項
（１） 政策提言取り纏め委員会（仮称）案に

ついて
（２）片山さつき後援会発足式について
（３）七士業政治連盟意見交換会開催について
（４）会費未納会員への納付通知等について
（５） 各委員会からの報告・今後の予定につ

いて
（６）今後のスケジュールについて
（７）その他

日　時　平成２６年１１月２６日（水）
　　　　１６：００～１７：００
場　所　本会会議室

協議事項
（１） 衆議院議員選挙対策について

報告事項
（１）七士業政治連盟意見交換会開催について
（２） 各委員会からの報告・今後の予定につ

いて
（３）今後のスケジュールについて
（４）その他

■ 幹 事 会 報 告 ■
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新年のごあいさつ
かなさぽ支部長　吉村明博

新年明けましておめでとうございます。
　昨年のかなさぽの活動を振り返ってみますと、コ
スモス本部や神奈川県行政書士会とより多くのコ
ミュニケーションが得られたことにより、相互理解
が進みつつあるように思われます。今後も、かなさ
ぽの円滑な活動のために、コスモス本部や県行政書
士会の温かいご理解とご支援が不可欠です。私たち
は、個人であれ、法人であれ、自分一人では､何の
活動もすることはできません。関連する団体や個人
の方々の理解と支援により活動させて貰っていると
云うことを忘れてはいけないと思います。昨年積み
上げた実績を元に、かなさぽは、今年更なる飛躍を
遂げる所存です。
　ところで、今日の超高齢社会においては、判断能
力の有無にかかわらず､法律の専門家が、常に、高
齢者の側にいることが必要と考えられます。高齢者
を狙った振り込め詐欺などが増加の一途をたどる社
会状況においては、何か問題があったとき自主的に
相談に行く意欲が弱くなっている高齢者を常に見守
る専門家が必要です。
　行政書士は、官公署に提出する書類の作成や契約
書など権利義務事実証明に関する書類作成の専門家
として、（他の法律による制限はありますが）一般
市民が日常生活上作成する法的重要書類のほとんど
を本人に代わって作成できます。さらに、行政書士
制度に代理権が付与されたことにより、作成書類を
代理人として官公署に提出したり、契約代理人とし
て契約書を作成したりできるようになりました。一
方、成年後見実務における成年後見人等の事務は、
法律的事務処理が中心です。特に、成年後見人は、
本人の法定代理人として、本人の法律的手続全般を
行うことになります。具体的には、施設入所契約
や、病院等入退院契約、役所へ諸々の申請、不動産
の賃貸借や売買契約などです。
　従って、一見無関係に見える行政書士制度と成年
後見制度ですが、成年後見人の業務は、行政書士業

務そのものまたはその延長線上にある業務と言え
ます。行政書士会の皆様には、このことをよくご
理解頂き、現在行っている業務をそのまま生か
し、成年後見人等として活躍されることを心から
期待するものです。

地区長便り（第五回）

横浜東地区紹介
横浜東地区長　櫻井正明

　かなさぽ横浜東地区は、青葉区・都筑区・緑
区・神奈川区・港北区・鶴見区の６区、本会で言
う所の緑支部と鶴見神港支部を管轄としていま
す。ここ最近、急速に会員数が増え、会員数とし
ては県内で一番多く、県内で一番ということは日
本一大きな地区、ということになります。それぞ
れの区に「区担当」という責任者を置き、地元の
関係諸団体とより顔の見える関係を築こうと日々
努力しています。会員皆様のご活躍もあり、現在
地区内のどこかで、月に数件は相談会や講演会が
行われ、活発に成年後見制度の普及啓発に取り組
んでいます。
　関係諸団体からも、かなさぽならではとのお声
と共に重宝いただき、これもかなさぽ創立以来地
道なご活動をいただいていた皆様と、現在地道に
誠実にご活動いただいている皆様のおかげである
と考えています。地域ケアプラザや区役所等、市
民から見てより一層身近な場所での相談会等開催
には大きな意義があると考えていますので、今期
も引き続き積極的に行っていく予定です。
　横浜東地区では、関係諸団体だけでなく、横浜
東地区内部としても「顔の見える関係」を大事に
しています。経験を積んでも「初めて」なことが
少なからず起こる成年後見において、気軽に電話
などで相談することのできる相手がいる、という
ことはとても大切なことだと考えています。また
後見人一人だけで何もかも物事を進めることがで
きるわけではなく、被後見人を取り巻く様々な関

か な さ ぽ 便 り ～新年特集号～
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係者と、基本的には円満にコミュニケーションを
取りながら後見事務を行っていく必要がありま
す。その意味でも地区内のコミュニケーションを
より円滑に行っていきたいと考えています。会員
数も増えてきておりますので、今期はより一層
「顔の見える関係」を作っていくこと、そして一
人でも多くの会員に頼もしい成年後見人としてご
活躍いただけることを目指して活動していきま
す。それが、活動の主軸である「現在及び将来、
成年後見制度を必要としている方々の力となるこ
と」へと結びついていくと考えています。
　また、近年ご高齢の方の成年後見制度利用だけ
でなく障害者の成年後見制度の利用の動きも進ん
でいます。横浜市の「第３期横浜市障害者プラン
素案（平成２７年度～平成３２年度）」において
も成年後見制度利用の促進に関する記述があり、
今後行政としてもかなさぽ等の団体へアプローチ
が増えてくると考えています。高齢の方々の成年
後見制度利用に比べ比較的利用の年月が長く、場
合によってはお互いに一生の付き合いとなる障害
者の成年後見制度利用ですが、成年後見人となる
私達の障害への理解もより一層深める必要があり
ます。昨期も地区研修において知的障害への理解
に向けた研修を行いましたが、今期も引き続き知
的障害への理解を深めるための地区研修を行って
いきたいと考えています。

小田原西地区紹介
小田原西地区長　山口　裕

　コスモス神奈川県支部１０地区のうち、小田原西
地区は県西部の伊勢原市、秦野市、小田原市、南足
柄市、足柄上郡、足柄下郡を範囲としています。当
地区は広大な面積の中に、人口わずか６１万人、高
齢者の割合が３０％を超える地域も多くあります。
この地区を担当する会員は３２名、男性２５名、女
性７名です。ほとんどの会員が後見人等に選任され
ており、その平均受任件数は６件、受任者だけに限
れば８件を超えています。諸先輩の努力もあり、各
地域で市や町、地域包括支援センター(以下、包
括）、病院、施設等から相談が持ち込まれ、会員一
同真 に対応することを心掛けています。
　当地区の活動の中心となっていますのは、各地域
での無料相談会の実施です。旧かなさぽ時代より、
小田原市、秦野市、伊勢原市で社協との連携により
行われてきたものですが、現在は各地域の会員の働
きかけでさらに、南足柄市、真鶴町、箱根町でも行
われるようになりました。今まで相談窓口の無かっ
た地域での相談会の実施では、後見制度の利用に関
してだけではなく、遺言や相続などの相談も多くあ
ります。相談員としては２名から４名の会員が毎月
交代で対応することになっています。新人の会員に
も、またベテランの会員にも一つの勉強の場とも
なっている側面もあり、地域の住民の方の一助とな
れればという思いで相談を受けています。
　また各地域では包括に対して担当者である会員が
適宜訪問し、相談のみならず、包括主催の講座での
講師を引き受けています。そのようなことから、実
務に関しては、行政書士であるコスモス会員の存在
が受け入られてきているものと実感しています。そ
して会員個人に対する信頼が、コスモス全体への信
頼となるよう願っています。
　かつて高齢者に対するものがほとんどを占めてい
た後見業務ですが、このところ五十代、六十代の精
神疾患を持つ方の親御さんからの相談が増えていま
す。そのようなことからも書士会の若い会員の皆さ
んがコスモスに参加されることを期待しています。
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　神奈川建行協は、建設業関連業務を重要業
務として活動してい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「建設業法逐条
研究」及び「総合評価方式の実務」）、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１０月２５日（土）に行われ
た平成２６年度第２回定期研修会、及び１１
月２１日（金）に行われた秋の公開研修会に
ついてご報告します。
　第２回定期研修会は、参加人数２９名。
色々な他の行事と重なり少な目の人数だった
ので、意見交換がしやすいよう、試験的にロ
の字型で行ってみました。これはこれで、互
いの顔が見えるので良かったと思います。
　１時限目は「建設業法逐条研究（第四章の
三　建設業者団体）」。担当は南・港南支部
の村政利会員でした。建設業者団体の届出、
報告について、どのような団体があるのか、
届出することのメリット、各業者が団体に加
入することのメリットデメリット、また、改
正建設業法で追加された、団体の責務（担い
手確保）についてなど、確認が行われまし
た。
　２時限目は、小関典明代表が講師となり、
第１回定期研修会で行われた「総合評価方式
の計算方法の実務」の復習を行いました。合
わせて、品確法、建設業法、入契法の改正に
ついて、そのスケジュールと改正内容を、公
開されている資料を基に確認し、今後の対応
について意見交換が行われました。

　続いて秋の公開研修会。今回は会員外の方
２６名を含む、６１名の参加となりました。
ご参加頂いた皆様、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部の
テーマは「建設業法一部改正の施行に関する
情報等」。（一社）全国建行協理事・関東部
会長で、中建審も傍聴されている、東京都行
政書士会の武藤嘉宏氏に講師をお願いしまし
た。建設業界が置かれている現状分析、それ
らを踏まえた国交省の考え方、改正の目的に
ついて、さらにはその目的を達成するための
具体的な改正内容についてという、段階的な
視野に基づく説明を頂き、とても理解が深ま
りました。また、変更予定の様式について
も、具体的な提示を頂きました。
　第２部は「BCP（企業継続計画）につい
て」。講師には（一社）全国建行協理事・事
務局長をされている東京都行政書士会の塩田

『神奈川建行協』活動報告
～平成26年度第2回定期研修会・秋の公開研修会～
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英治氏をお招きしました。塩田氏はBCPの第
一人者で、全国各地で公演活動を展開されて
います。BCPとは何か？策定の基本知識につ
いて、特に建設会社が作成する場合の思慮す
べき点など基本的事項に加え、それでは我々
行政書士が関与する場合、どういう事が出来
るのか、BCPに留まらず、マネージメントと
いう観点にまで広げたBCM、さらには戦略
という観点まで取り入れたBCSへの取り組み
など、わかりやすい資料で具体的なイメージ
を伴う説明を頂き、非常に参考になりまし
た。

　当会では今後も、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、定期研修
会を中心とした各種活動を行ってまいりま
す。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

■平成26年度の活動予定
（研修会場：神奈川県行政書士会大会議室）

実施日 研修内容

８/３０
（第１回）

１時限：建設業法逐条研究
　　　　( 第４章の２　経審 )
２時限：総合評価方式計算方法の実務

１０/２
工事現場見学会
（川崎市入江崎水処理センター「大師河原
貯留管建設土木その２工事」）

１０/２５
（第２回）

１時限：建設業法逐条研究
　　　　( 第４章の３　業者団体 )
２時限：第１回目の復習他

１１/２１
（公開研修会）

１時限：BCP（事業継続計画）について
２時限：建設業法改正施行の動向について

１２/１２
（第３回）

１時限：建設業法逐条研究
　　　　( 第５章　監督 )
２時限： ISO9000s の概要と認証取得につ

いて

２/１４
（第４回）

１時限：建設業法逐条研究
　　　　( 第６章　中建審等 )
２時限：第３回目の復習他

４/２
（公開研修会）

１時限： 行政書士の代理権と専門家責任
について

２時限：建設業許可・経審の改正について

４/２５
（第５回）

１時限：建設業法逐条研究
　　　　( 第７章　雑則 )
２時限：工事成績評点の逆算と対策ほか

６/２７
（第６回）

１時限：建設業法逐条研究
　　　　( 第８章　罰則 )
２時限：総合評価方式のまとめ

（小林記）
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新米行政書士が実務を学ぶための場
～「許認可ゼミ」について～

横須賀・三浦支部　加藤 広和

　行政書士って何する人？と友人に聞かれる
と、いつもとまどってしまいます。なぜなら
行政書士の業務分野は多岐にわたるからで
す。相続遺言から各種許認可申請さらには成
年後見等々、行政書士の業務分野は幅広く、
バラエティに富んでいます。また、行政書士
の試験と実務の間には大きなかい離があり、
試験に合格したからといってすぐに仕事がで
きるものではありません。もちろん県の書士
会や支部単位で、定期的に実務研修を開催し
ており、それを通して学ぶことは可能です
が、一方通行の講義形式では、おのずと限界
があるのも事実です。

　そこで、一方通行ではない「双方向型」の勉
強の場を設けることになりました。支部のベテ
ラン先生を講師に招き、登録して間もない新人
行政書士が実務を学ぶ勉強の場です。この勉強
会は少人数のゼミ形式をとり、学ぶ対象も「許
認可」に特化しているのが特徴です。なぜ許認
可かというと、他の単発系の業務に比べ、許認
可関係は顧客からの継続的な受注が見込め、安
定した事務所経営に資するからです。そのよう
なこともあり、当ゼミは名称を「許認可ゼミ」
とし、平成２５年１１月にスタートしてから１
年あまりがたちました。

　この許認可ゼミで扱った最初のテーマは
「建設業許可」です。まさに行政書士の基幹
業務といっても過言ではありません。建設業
許可を学ぶ方法としては、神奈川県庁発行の
手引き等がありますが、これを読んだだけで
完璧にマスターできる人は稀だと思います。
そこで当ゼミでは、講師に大まかな流れを教
えていただいた上で、生徒各々が「実際に依
頼を受けたと仮定して申請書を作成する」と
いう形式をとりました。ただ漫然と講義を聞
いているのとは違い、実際に申請書を作ると
なると、生徒自身の真剣度もまったく違って
きます。手引きとにらめっこし悪戦苦闘し、
それでも分からないことがあれば、講師や生
徒同士で教えあいます。そして半年がたった
ころには、ゼミ生それぞれが申請書をきちん
と書けるようになりました。
　次に許認可ゼミで扱ったテーマは「風俗営
業」についてでした。風俗営業の許可申請は
用途地域や保護対象施設までの距離など様々
な規制があり、加えて店舗の図面作製などが
必要なこともあって、新人にとってはハード
ルが高い分野なのかもしれません。そこで今
回の風俗ゼミでは、生徒を３チームに分け、
それぞれのチームに対象を割り当て研究し、
さらに発表してもらうという形式をとりまし
た。具体的には「風俗営業の種類を研究する
チーム」「要件や制限を研究するチーム」
「実際に申請書を作成するチーム」といった
具合です。それぞれのチームが主体的に研究
し、何度も会合を重ね、その成果を発表する
という形をとりました。人前で発表するとな
るといい加減なことは言えないですし、質問
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されるであろう事柄もある程度想定して準備
しなくてはなりませんから、自ずと研究も
「深く真剣なもの」となります。この発表形
式のゼミは、生徒の理解度を増すうえで極め
て効果的であると確信いたしました。

　発表を終えた我々は、次に「風俗営業（２
号）許可における営業所・内のり測定実習」を
させていただきました。これは以前、講師が受
任した店舗を訪問し、生徒各々が受任したもの
と仮定して店内の計測を実施し、図面におこす

という作業です。生徒それぞれがメジャーや測
量器具を持参し、計測を始めたのはいいのです
が、思っていたのと実際やってみるのは大違い
で悪戦苦闘の連続であり、時間がいくらあって
も足りません。これもやはり、実地ならではの
生きた教訓となりました。
　このように我が許認可ゼミでは、生徒各々
が主体的に業務を学び、双方向で教えあうと
いう形式を特徴としています。私自身、行政
書士登録をして１年弱の新米ですが、このゼ
ミのおかげで業務の何たるかを理解すること
ができました。
　こういうゼミを作っていただいた講師の先
生、そして声をかけて下さった諸先輩方、並
びに会員の皆様に深く感謝申し上げます。
我々生徒もいつの日か講師側となり、入会し
てくる新人の先生方のお役に立てる日が来る
のかもしれません。その日のために、我々生
徒も日々精進していく所存です。この度は誠
にありがとうございました。

コラム　No. ３
建設業を営む者と建設業者

　一口に建設業と言っても、その奥はかなり深いものがあり、建設業の許可を受けていない業者のことを
“建設業を営む者”と言い、許可を受けた者だけが“建設業者”となります。建設業の許可は業種毎に受けな
ければならず、現行建設業法は２８業種に区分しています（２６年６月の建設業法改正で“解体工事業”が
加わり２年後には２９業種になります。）。建設産業は、一式工事業者と専門工事業者の重層下請構造と
なっており、その契約関係も複雑多岐に亘り、さらに、周辺の建設関連業者との関係を含めると大変な広
がりをもっています。その意味で、行政書士のマーケットとして大きな規模をもっていると言うことがで
きます。

神奈川建行協代表　小関典明
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江
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川
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天
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穂子さん

安
あ ん ど う

藤 亜
あ や

矢さん

井
い い

伊 道
み ち

子
こ

さん

大
お お ほ り

堀 亮
りょう

太
た

さん

②　AB型　かに座
③ 平成26年9月15日
④ 行政書士江川オフィス
⑤ 神奈川県川崎市多摩区登戸1942番地
⑥ 044-922-4371
⑧ sideoiler427@ac.auone-net.jp
⑪ 外国人関連、成年後見
⑭ 外資の金融機関で約20年決済業務に携わっておりました。
　 どうぞよろしくお願いします。

① 46才
② A型
③ 平成26年10月
④ 行政書士彩総合事務所
⑤ 川崎市中原区中丸子13-7-1211
⑥ 044-982-1077
⑦ 044-982-1077
⑧ aya.office@ayaport.jp
⑪ 許認可
⑫ カニ♡
⑬ ショッピング
⑭  がんばりますっ！！

① ナイショです・・・
② A型　さそり座
⑤ 横浜市旭区柏町3-50-103
⑥ 045-361-3476
⑦ 045-391-7756
⑧ ichikawa.michiko.shibou@gmail.com
⑩ 司法書士
⑪ 在留許可申請
⑫ おすし♡
⑬ ネットです
⑭ 英文文書作成できます。

① 40才
② A型　おうし座
③ 平成26年10月15日
④ 行政書士天野奈穂子事務所
⑤ 平塚市東中原1-7-32
⑥ 0463-54-6675
⑦ 0463-54-6675
⑪ 相続・遺言　成年後見
⑫ ビール
⑬ 愛犬の散歩
⑭ 夢を現実にした今こそ頑張って行きたいです。

① 28才
② A型　うお座
③ 平成26年10月2日
④ 大堀行政書士事務所
⑤ 大和市下鶴間5289-1
⑥ 046-259-6621
⑦ 046-259-6621
⑧ ohori.gyosei.office@gmail.com
⑪ 機会がある業務なら何でも
⑫ ラーメン、日本酒
⑬ スポーツ（フットサルなど）
⑭ 皆様、どうぞよろしくお願いします。

早
は や か わ

川 兼
と も あ き

紹さん
① 42才
② O型　てんびん座
③ 平成26年8月15日
④ FirstRiver行政書士事務所
⑤ 横浜市中区石川町3-104-1-101
⑥ 090-7422-0505
⑩ 専門学校講師
⑪ 会社設立業務
⑫ アイス
⑬ ウォーキング
⑭ よろしくお願い致します。



行政書士 かながわ 2015.1/2 Vol.232

新 人 会 員 紹 介

72

角
つ の

田
だ

 雄
ゆ う い ち

一さん

原
は ら

田
だ

 篤
あ つ

志
し

さん

本
も と

𠮷
よ し

 正
ま さ

雄
お

さん

片
か た ひ ら
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子
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志
し

さん

① 43才
② A型　おひつじ座
③ 平成26年8月1日
④ 本𠮷行政事務所
⑤ 横浜市神奈川区子安通1-93-5
⑥ 045-620-4014
⑦ 045-620-4014
⑧ masao.motoyoshi@nifty.com
⑩ 福祉有償運送、介護ヘルパー
⑪ 後見、相続
⑫ ラーメン
⑬ 寝る
⑭ 仕事もダイエットも全力！！

① 46才
④ 角田行政書士事務所
⑤ 川崎市多摩区菅仙谷1-3-19-102
⑥ 044-975-3915
⑩ リサイクル業
⑭ がんばります。

② B型　かに座
③ 平成26年9月15日
④ 行政書士大和法務事務所
⑤ 大和市下草柳551番地9
　 フォンテーヌ大和弐番館201
⑥ 046-262-7256
⑬ お酒を飲むことです
⑭ 色々な方と交流させて頂き、勉強して行きたいと
　 思います

① 41才
② O型　しし座
③ 平成26年11月15日
④ 原田篤志行政書士事務所
⑤ 平塚市宝町12番13号
⑥ 0463-74-4844
⑦ 0463-23-6607
⑧ atsushi@midori-k.jp
⑨ http://www.midori-k.jp/
⑩ 税理士
⑪ 相続関係手続、医療法人設立
⑫ カレー
⑬ マッサージ、旅行
⑭ 行動力で頑張ります。宜しくお願い致します。

① 45才
② A型　しし座
③ 平成26年11月15日
④ 行政書士起田桂志事務所
⑤ 川崎市幸区小間伸野町8-1-718
⑥ 044-571-5284
⑦ 044-571-5284
⑧ surgoki@yahoo.co.jp
⑩ 医師
⑫ 焼酎
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平成２６年11月
日 曜 行　　　　　　　事
１ 土 薬事相談窓口相談員　自主勉強会、東地方協

議会連絡会 (長野市 )
２ 日

３ 月

４ 火 コスモス研修委員会、法規監察部会

５ 水 試験監督員説明会、広報部会

６ 木 国際部打合せ、相談部会、研修部会

７ 金 正副会長会、部長会

８ 土

９ 日 行政書士試験

１０ 月 国際部業務

１１ 火 申請取次委員会

１２ 水
コスモス関地協立ち上げ世話人会、風俗及び
古物関係研修会、民事法務部第一小委員会、
苦情処理委員会、広報部会

１３ 木
綱紀委員会、記念日事業打合せ、研修部ＶＯＤ講
師説明会、正副会長・正副幹事長会議、常任幹事
会、企画部会、士業団体政治連盟連絡協議会

１４ 金 中間監査

１５ 土 ＡＤＲ調停人候補者養成研修

１６ 日

１７ 月 賀詞交歓会打ち合わせ、政連　総務財務委員会

１８ 火 電子申請ワーキンググループ会議、
国際部業務、ＡＤＲ運営委員会

１９ 水 経理部会

２０ 木 政治連盟　中間監査

２１ 金 民事法務部会、政治連盟　政策渉外委員会、
民事法務部とコスモスとの打合せ

２２ 土

２３ 日

２４ 月

２５ 火 記念日事業打合せ、第４回本部員会議

２６ 水 就業規則見直し検討会、政治連盟　常任幹事
会・幹事会

２７ 木 正副会長会、理事会

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」、総務部会

２９ 土 薬事相談窓口相談員　自主研修会、研修部
VOD研修会

３０ 日

平成２６年１2月
日 曜 行　　　　　　　事
１ 月

２ 火 法規監察部会、相談部会

３ 水

４ 木 コスモス　正副支部長会議、支部長会、企画
部会、政治連盟　組織広報委員会

５ 金 正副会長会、部長会、記念日事業打合せ、国
際部作業、民事法務部第二小委員会

６ 土

７ 日

８ 月 ADR運営委員会、研修部会

９ 火 コスモス　神奈川県社協との打合せ、国際部会

１０ 水 申請取次委員会、苦情処理委員会

１１ 木 改正薬事法基礎研修会

１２ 金 コスモス　広報渉外委員会 , 地区連絡員説明
会及び情報交換会の開催、運輸警察部会

１３ 土 ＡＤＲ調停人候補者養成研修

１４ 日 ＡＤＲ調停人候補者養成研修

１５ 月 正副　会長・幹事長会

１６ 火
電子申請対策ＷＧ研修「電子定款と電子申請
システムの利用について」、経理部会・電話督
促、コスモス　広報渉外委員会、表彰委員会

１７ 水 企業経営管理講座に関するオリエンテーション

１８ 木 建設環境部相談員面接、正副会長会、理事会、
記念日事業打合せ

１９ 金 綱紀委員会、企画部打合せ、合同会議

２０ 土

２１ 日

２２ 月

経理部出納検査、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」、総務部会、総務・経理・法規打合せ会、
コスモス研修委員会、広報部会、
政治連盟　　正副　会長・幹事長会

２３ 火 天皇誕生日

２４ 水

２５ 木

２６ 金 役員・事務局仕事納め、経理部電話督促

２７ 土

２８ 日

２９ 月

３０ 火

３１ 水
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（平成２６年１２月３１日現在）

１ 会員数  ２，６９３名

２ 異動状況
　平成26年１１月１日から２６年１２月３１日まで
　（１）入会 　９名
　　　　　　　　　男 　７名
　　　　　　　　　女 　２名
　（２）退会 １８名
　　　　　　　　　男 １５名
　　　　　　　　　女  ３名

３　退会者
川崎南 支部 鈴木　恵子 （H26.12.31）
鶴見・神港 支部 鈴木　　實 （H26.12.26）
緑 支部 朝倉　成巳 （H26.12.26）
緑 支部 岩井　由美 （H26.10.31）
横浜中央 支部 鈴木　智博 （H26.12.25）
横浜中央 支部 鈴木　梨紗 （H26.12.25）
横浜中央 支部 大塩　一仁 （H26.12.26）
旭 支部 畠山　省吾 （H26.10.31）
南・港南 支部 大出　　彰 （H26.11.29）
戸塚 支部 成田　拓夫 （H26.12.31）
横須賀・三浦 支部 米山　聖史 （H26.12.31）
横須賀・三浦 支部 高橋　弘之 （H26.12.15）
相模原 支部 高山　兼一 （H26.12.18）
平塚 支部 阿部　　將 （H26.12.15）
小田原 支部 横山　一郎 （H26.11.05）
小田原 支部 小沢　重彦 （H26.11.11）
大和・綾瀬 支部 山口　重雄 （H26.12.31）
大和・綾瀬 支部 八代　憲夫 （H26.11.30）

訃　　　報
横須賀・三浦 支部 高橋　弘之
 （平成２６年１２月１５日逝去）
大和・綾瀬 支部 八代　憲夫
 （平成２６年１１月３０日逝去）

４　入会者
（１）平成２６年１１月１日入会

戸塚 支部 稲野　達也
（２）平成２６年１１月１５日入会

川崎南 支部 起田　桂志
平塚 支部 原田　篤志

（３）平成２６年１２月１日入会
旭 支部 粟野　　諭

（４）平成２６年１２月１５日入会
川崎北 支部 藤森　三奈
川崎北 支部 大竹　正晃
鶴見・神港 支部 宗像富次郎
緑 支部 市木　圭介
緑 支部 平川　　綾






