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理事会開催報告
　理事会を次のとおり開催いたしましたので
報告します。
【１２月理事会報告】
Ⅰ．日時：�平成２８年１２月１５日（木）

１５時３０分～１６時３５分
Ⅱ．場所：本会大会議室
Ⅲ．出席者数：�３０名�

（理事会構成員定数３１名）
Ⅳ．出席者：
　　会　　長：水野晴夫
　　副 会 長：�加藤幹夫、�

小出秀人、安友千治、�
渋谷利郎、�
神本千石、佐藤　彊、�
長谷川幸子

　　常務理事：北村俊夫
　　理　　事：�山本�毅、南　勲、�

飯田弘樹、庄司旬子、�
江端俊昭、田中　誠、�
荒木克成、伊達佳弘、�
矢追邦美、杉本剛昭、�
下川原孝司、久保��晃、�
中山　享、原　達芳、�
本間孝保、向川　潔、�
小西　實、蛭川奈美、�
三輪かほる、塚本富男、�
安部正彦

　　綱紀委員長：北村　幸一
〔オブザーバー〕
　　監　　事：�坂西一郎　　
　　支部長会代表幹事：井川恭弘　　
　　政治連盟幹事長：武田昭芳
〔事務局〕
　　（兼）�北村俊夫事務局長、�

坂下明彦事務局次長

〔欠席者〕
坂下美智夫理事
Ⅴ．次　　第
　　１　開　会
　　２　会長あいさつ
　　３　議長の就任
　　４　配付資料の説明
　　５　議事録署名人の指名
　　６　一般議事動議の有無の確認
　　７　議決事項
　　　　（１）�神奈川県行政書士会職員退職

金規則の改正（案）について
　　　　（２）�綱紀事案調査報告書の取り扱

いについて
　　８　報告事項
　　　　（１）会員の状況について
　　　　（２）�支部街頭無料相談会の対応に

ついて
　　　　（３）支部長会議の開催について
　　　　（４）�横浜公証人会との意見交換会

について
　　　　（５）�平成２９年新年賀詞交歓会に

ついて
　　　　（６）�平成２９年日行連新年賀詞交

歓会について
　　　　（７）�各種団体新年賀詞交歓会への

対応について
　　　　（８）�行政書士記念日事業（２月

２２日）について
　　　　（９）年間スケジュールについて
　　　　（10）�各部・委員会・ＷＧ等活動報

告について
　　９　閉会
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Ⅵ．議事概要
　　１開会の宣言
　　　�　山本総務部長より、開会が宣言された。
　　２会長あいさつ
　　　�　年内の活動に対する労いの言葉と、

年末の忙しい中での理事会審議への協
力が呼びかけられた。

　　３　出席者の確認と議長就任
　　　　�　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が
され、会則第４５条の規定に基づ
き、神本副会長が議長に就任した。

　　４　配付資料の説明
　　　　�　事務局より会議資料の説明がなさ

れた。
　　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、伊達運輸警察部長と川
崎北支部の中山理事の２名を議事録
署名人として指名した。

　　６　一般議事動議の確認
　　　　�　議長は、会議規則第１４条の規定

に基づく一般議事動議が有るかの確
認を行ったが、一般議事動議はな
かった。

　　７　議決事項
　　　　（１）�神奈川県行政書士会職員退職

金規則の改正（案）について
　　　　　　　�　飯田法規監察部長が、前回

理事会での意見を踏まえて議
案の修正をした点について説
明した。

　　　　　　　�　質問が無かったため採決を
行ったところ、異議なく本議
案は原案通り可決された。

　　　　（２）�綱紀事案調査報告書の取り扱
いについて

　　　　　　　�　山本総務部長が、当該報告書

の取り扱いについて説明した。
　　　　　　　�　・本間理事から、法規監察

部長及び山本総務部長に対し
て、この取り扱いについての
質問があり、両部長より回答
がなされ、水野会長より補足
説明がなされた。

　　　　　　　�　他に質問が無かったため採
決を行ったところ、異議なく本
議案は原案通り可決された。

　　８　報告事項
　　　　（１）会員の状況について
　　　　　　　�　山本総務部長が、会員数の

動向について説明した。
　　　　（２）�支部街頭無料相談会の対応に

ついて
　　　　　　　�　荒木相談部長が、各支部の

無料相談会について説明した。
　　　　（３）支部長会議の開催について
　　　　　　　�　山本総務部長が、支部長会

の開催概要について説明した。
　　　　（４）�横浜公証人会との意見交換会

について
　　　　　　　�　杉本民亊法務部長が、意見

交換会の概要について説明を
した。

　　　　（５）�平成２９年新年賀詞交歓会に
ついて

　　　　　　　�　山本総務部長が、開催準備
の進行状況について説明した。

　　　　（６）�　平成２９年日行連新年賀詞
交歓会について

　　　　　　　�　山本総務部長が、当会から
の出席者等について説明した。

　　　　（７）�各種団体新年賀詞交歓会への
対応について

　　　　　　　�　山本総務部長が、当会の対
応状況について説明した。
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　　　　（８）�行政書士記念日事業（２月
２２日）について

　　　　　　　�　田中研修部長が、公開講座
への動員を依頼し、事業内容
について説明した。

　　　　（９）�年間スケジュールについて
　　　　　　　�　山本総務部長が、変更点に

ついて説明した。
　　　　（10）�各部・委員会・ＷＧ等活動報

告について
　　　　　　　�　各部長及び委員長等が、

１１月分の活動実績について
資料に基づき報告した。

　　９　閉会
　　　　�　議長は、本理事会の全議事の終了を

宣言し、１６時３５分に散会した。
� 以上

　理事会を次のとおり開催いたしましたので
報告します。
【１月理事会報告】
Ⅰ．日　　時：�平成２９年１月１８日（水）�

１５時３０分～１６時４５分
Ⅱ．場　　所：本会大会議室
Ⅲ．出席者数：３０名
　　　　　　　（理事会構成員定数３１名）
Ⅳ．出 席 者：
　　会　　長：水野晴夫
　　副 会 長：�加藤幹夫、小出秀人、�

安友千治、渋谷利郎、�
神本千石、佐藤　彊、�
長谷川幸子

　　常務理事：北村俊夫
　　理　　事：�山本　毅、南　勲、�

飯田弘樹、庄司旬子、�
江端俊昭、田中�誠、�
荒木克成、伊達佳弘、�

矢追邦美、杉本剛昭、�
下川原孝司、久保��晃、�
中山　享、原��達芳、�
本間孝保、向川　潔、�
小西　實、蛭川奈美、�
三輪かほる、塚本富男、�
安部正彦

　　綱紀委員長：北村　幸一
〔オブザーバー〕
　　監　　事：坂西一郎　　
　　支部長会代表幹事：井川恭弘　
　　政治連盟幹事長：武田昭芳
〔事務局〕
　　（兼）�北村俊夫事務局長、�

坂下明彦事務局次長
〔欠席者〕
　　坂下美智夫理事
Ⅴ．次　　第
　　１　開　会
　　２　会長あいさつ
　　３　議長の就任
　　４　配付資料の説明
　　５　議事録署名人の指名
　　６　一般議事動議の有無の確認
　　７　協議事項
　　　　（１）�神奈川県行政書士会役員等選

出規則の一部改正（案）につ
いて

　　　　（２）�平成２９年度　運営基本方針
案について

　　８　報告事項
　　　　（１）会員の状況について
　　　　（２）�各種団体新年賀詞交歓会への

対応について
　　　　（３）�平成２９年新年賀詞交歓会に

ついて
　　　　（４）�行政書士記念日（２月２２日）

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

告について
　　　　（７）�平成２８年度支部長会意見具

申書について
　　　　（８）�神奈川県行政書士会大会議室

の使用料の改定について
　　９　閉会
Ⅵ．議事概要
　　１　開会の宣言
　　　　�　山本総務部長より、開会が宣言さ

れた。
　　２　会長あいさつ
　　　　�　新年の挨拶と、年始の賀詞交歓会

への参加・協力の依頼、次年度への
準備に対する協力依頼がなされた。

　　３　出席者の確認と議長就任
　　　　�　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が
され、会則第４５条の規定に基づ
き、佐藤副会長が議長に就任した。

　　４　配付資料の説明
　　　　�　事務局より会議資料の説明がなさ

れた。
　　５　議事録署名人の指名
　　　　�　議長は、会則第４６条第３項の規

定に基づき、矢追建設環境部長と鶴
見・神港支部の本間理事の２名を議
事録署名人として指名した。

　　６　一般議事動議の確認
　　　　�　議長は、会議規則第１４条の規定

に基づく一般議事動議が有るかの確
認を行ったが、一般議事動議はな
かった。

　　７　協議事項
　　　　（１�）神奈川県行政書士会役員等選出

規則の一部改正（案）について
　　　　　　　�　飯田法規監察部長が、議案の

趣旨・概要について説明した。
　　　　　　　�・�小西理事から、該当となる

支部について質問があり、
山本総務部長が回答した。

　　　　　　　・�小西理事から、理事の員数
についての質問及び、本間
理事から、理事の増員につ
いて意見がなされ、小出副
会長より回答がなされた。

　　　　（２）�平成２９年度　運営基本方針
（案）について

　　　　　　　�　水野会長が、基本方針の趣
旨について当会を取り巻く現
状を踏まえ詳細に説明した。

　　８　報告事項
　　　　（１）会員の状況について
　　　　　　　�　山本総務部長が、会員数の

動向について説明した。
　　　　（２）�各種団体新年賀詞交歓会への

対応について
　　　　　　　�　山本総務部長が、当会の対

応状況について説明した。
　　　　（３）�平成２９年新年賀詞交歓会に

ついて
　　　　　　　�　山本総務部長が、当日の進

行について説明した。
　　　　（４）�行政書士記念日（２月２２

日）について
　　　　　　　�　田中研修部長が、当日の進

行について説明した。
　　　　　　　・�本間理事から、当日の一般

参加者への対応について質
問があり、田中研修部長よ
り回答がなされた。

　　　　（５）�年間スケジュールについて
　　　　　　　�　山本総務部長が、変更点に

ついて説明した。
　　　　（６）�各部・委員会・ＷＧ等活動報
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告について
　　　　　　　�　各部長及び委員長等が、

１２月分の活動実績について
資料に基づき報告した。

　　　　（７）�平成２８年度支部長会意見具
申書について

　　　　　　　�　水野会長が、意見への対応
の方針について説明した。

　　　　（８）�神奈川県行政書士会大会議室
の使用料の改定について

　　　　　　　�　北村常務理事が、料金改定
の理由及び改定の内容につい
て説明した。

　　　　（９）�神奈川県動物保護センターの

改築工事に関する基金の寄付
金について

　　　　　　　�　小出副会長が、寄付金を募
ることの目的・趣旨について
説明した。

　　　　　　　・�本間理事から、寄付協力に
至ったきっかけについて質
問があり、小出副会長及び
北村常務理事より回答がな
された。

　　９　閉会
　　　　�　議長は、本理事会の全議事の終了を

宣言し、１６時４５分に散会した。
� 以上

コラム　No.12
入札・契約制度改革に向けて

　公共工事の品質確保の促進に関する法律（公共工事品確法）で多様な入札制度の導入が規定され、各発注者の
中で様々な取り組みが始まっています。
　その中で、平成24年度から始まった社会保険未加入対策が今年度末を期限として最終段階に来ています。国交
省を挙げた全国的な取り組みで、建設産業における社会保険の未加入率が激減をしてきましたが、この法定福利
費の増加に対応できずに撤退をして行った建設業者が多くいたことも事実です。入札参加資格認定の段階で社会
保険の加入が要件化している実態もあわせて実際の発注者と受注者側の元･下関係の中で適正な法定福利費の負担
が実施されているかもきちんと把握する必要があると考えています。
　入札・契約制度改革がこれからの建設産業の発展に繋がっていくよう注視していきたいと思います。
� 神奈川建行協　代表　小関典明
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神奈川県動物保護センター�
� 建設基金への協力について
　神奈川県行政書士会では、神奈川県の犬や
猫の殺処分ゼロの取組みに賛同し、動物保護
センターを、動物を生かすための施設に転換
しようとする動物保護センター建設基金への
寄付協力を実施しています。
　つきましては、本会として会員の皆様に神
奈川県動物保護センター建設基金への寄付を
募ります。会員の皆様、ペットや動物を愛す
る会員の皆様、動物愛護の取り組みに是非、
ご協力をお願いいたします。

（協力する理由）
１　全ての生き物の命を大切にすることに賛同
　　�　命を大切にする、尊重するというと人

間の命ということになるのは論を待ちま
せんが、この世界はあらゆる生命体から
成り立っています。我々にとって有益な
もの、一方、害となるもの様々です。し
かし、犬・猫を中心とする愛玩動物は、
人間が身近な存在（仲間）として飼育
し、作り上げた動物です。こうした動物
が　捨てられ、野良犬・野良猫となり、
捕獲されれば殺処分される。これが今ま
でのやり方です。神奈川県ではこうした
あり方を廃止し、捕獲された犬・猫をボ
ランティアの力を借りて育てなおし、希
望する方々に譲るシステムの基盤施設と
して、動物保護センターを動物を生かす
ための施設に転換しようとするのが今回
の取組です。したがって、行政書士会と
してはこうした動物の命を大切にする取
組に賛同するものです。

２　行政書士業務との関連性
　　�　ペットは飼い主にとっては家族の一員

です。最近はそうしたペットが怪我をさ
せられた、逆にペットが怪我をさせてし
まったなどのトラブル（損害関係）が発
生したり、ペットにまつわる新たな契約
形態（ペットに関する信託など）が出現
するなどという状況が生じています。

　　�　ペットに関しては、今後ますます、行
政書士としても様々に業務上の関わりが
拡大する分野と考えられますので、今般
の神奈川県の愛護動物を生かす取組に賛
同することといたしました。

寄付いただける場合は、次の口座に�
� お振込みをお願いいたします。

　いただきました寄付金は、本職から直接、
神奈川県知事に神奈川県動物保護センター建
設基金寄付金として贈呈いたします。なお、
同建設基金は平成３１年３月３１日まで設置
されているそうですので基金の設置されてい
る間、いつでも寄付は可能です。
　また、同建設基金への寄付は、直接、神奈
川県の口座に寄付する方法もあります(神奈
川県ホームページをご参照ください。
アドレス：�http://www.pref.kanagawa.jp/

cnt/f532971/)。

平成２９年２月
� 神奈川県行政書士会会長　水野　晴夫

振込先銀行名　ゆうちょ銀行
口座番号　　　００２１０－１－７００６９
口座名義人　　神奈川県行政書士会
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総務部 ◀◀◀

　平成２９年新年賀詞交歓会を開催
　平成２９年１月２５日（水）の午後４時、
恒例の神奈川県行政書士会・神奈川行政書士
政治連盟・一般社団法人コスモス成年後見サ
ポートセンター神奈川県支部共催による新年
賀詞交歓会が、横浜ロイヤルパークホテル３
階鳳翔において、国会議員・地元自治体首
長・神奈川県議会議員、横浜市会議員、川崎
市議会議員、相模原市議会議員・関係諸官
庁・友誼団体・関東地方協議会の行政書士会
会長等を含め、５００名余りの参加者を得て
盛大に開催されました。
　賀詞交歓会は、現在ラジオ日本で放送中の
「行政書士のユキマサくんに聞いてみよう」
のパーソナリティーである土井里美さんの司
会の下、安友副会長の開会の言葉、主催三団
体の水野晴夫会長、加藤幹夫会長、田後隆二
支部長の挨拶に続き、ご来賓祝辞、鏡開き、
乾杯と進み、多数のご来賓からあいさつをい
ただき、祝電が披露されました。
　終始華やいだ雰囲気に包まれながら、午後
６時に賀詞交歓会は盛況のうちに終了いたし
ました。
（以下、開催概要）

　ご来賓祝辞
　　神奈川県知事　黒岩祐治　様
　　横浜市副市長　柏崎誠　様
　　相模原市副市長　古賀浩史　様
　　神奈川県議会議長　森正明　様
　　日本行政書士会連合会　
　　会長　遠田和夫　様
　　日本行政書士政治連盟　
　　会長　北山孝次　様
　　日本公認会計士協会神奈川県会　副会長
　　佐藤敏郎　様

　　衆議院議員ならびに参議院議員　各位
　　自由民主党、公明党、民進党、
　　日本共産党他　地方議会議員代表
　　　
　鏡開き
　　横浜市副市長　柏崎誠　様
　　神奈川県議会議長　森正明　様
　　日本公認会計士協会神奈川県会　
　　副会長　　佐藤敏郎　様
　　日本行政書士会連合会　
　　会長　遠田和夫　様
　　日本行政書士会連合会関東地方協議会　
　　会長　岸本敏和　様
　　日本行政書士政治連盟　
　　会長　北山孝次　様
　　神奈川県行政書士会　会長　水野晴夫
　　神奈川行政書士政治連盟　
　　会長　加藤幹夫
　　�（一社）コスモス成年後見サポートセン

ター神奈川県支部　支部長　田後隆二
　　神奈川県行政書士会　
　　相談役　礒田都貴代　
乾　杯
　　神奈川県行政書士会　
　　相談役　礒田都貴代

万歳三唱
　　神奈川県行政書士会　相談役　坂西一郎

閉会の言葉
　　神奈川県行政書士会　副会長　小出秀人
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人間ドック受診補助について
　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
割引契約を平成２９年度も継続締結いたしま
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
２０，０００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。
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経理部からのお知らせ　会費納入のご案内 
平成２９年４月から会費の金額が変わります。

　４月は、第１期会費の納入月です。会員の
皆様は、お忘れなく納入していただきますよ
うよろしくお願い申し上げます。

第１期納入金額

支払回数 会費種別 金　　額

年１回払
本会会費
政連会費
計

７２,０００円
１２,０００円
８４,０００円

年２回払
本会会費
政連会費
計

３６,０００円
１２,０００円
４８,０００円

年４回払
本会会費
政連会費
計

１８,０００円
１２,０００円
３０,０００円

納入期限　平成２９年４月１７日

　郵便局の自動引落しで会費納入している会
員は、残高の確認をお願いします。

　期日に間に合わなかった場合は、自動引き
落しを利用している会員のみ平成２９年５月
１日に、再度引き落しをさせていただきま
す。
　振込用紙により納入している会員は、郵便
振替払込票により平成２９年４月１７日まで
に必ず下記口座へお振り込みください。

口座番号　００２６０－８－５６１７�
加入者名　神奈川県行政書士会

　ご自分の支払回数が不明の方、支払方法、
支払回数の変更を希望される会員は、事務局
までご連絡ください。

　事務局電話番号０４５－６４１－０７３９
　会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお
願いいたします。

会費滞納者に対する対応について（お知らせ）
　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上
げます。

　本会の運営につきましては、日頃より格別
のご理解とご協力をいただきまして厚くお礼
申し上げます。

　さて、本会の会費滞納者に対する対策とし
て、本会会則施行規則第８条により平成２８
年度第４回目の「会費納入督促書」を平成
２９年１月２４日、本会会則第１５条第３項

により平成２８年度第４回目の「催告書」を
平成２９年２月１６日に下記のとおり発送いた
しましたので、ここにお知らせいたします。

記

１．�会費を滞納した会員宛に「会費納入督促
書」を発送

２．�会費を６か月以上の期間滞納した会員宛
に「催告書」を発送

経理部 ◀◀◀
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『平成２８年度人権研修』

１　日　時　平成２９年２月８日（水）
２　会　場　大会議室
３　次　第
・開会の挨拶（１４：００）
　副会長　長谷川幸子
・講義（１４：０５～１６：００）
　「川崎市の人権施策について」
・講師：川崎市市民局人権課
　男女共同参画室担当課長
　小川　清氏
・閉会の挨拶（１６：００）
　研修部長　田中　誠
４　参加者数　２６名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　平成２８年度「人権研修」が例年通り開催
されました。
「人権研修」は、神奈川県、横浜市、川崎市
から順次講師をお招きして毎年開催されます。
今年度は川崎市から講師をお迎えしました。
　ご存知のとおり、川崎市は人権政策におい
て先進的で積極的な自治体として知られてお
ります。「多文化共生」という言葉を初めて
使用した自治体としても有名です。
　昨今では、同和問題、男女差別等の従来か
らある人権問題の他多種多様な人権について
の課題があります。今回の研修では、前・後半
に分けて人権について講義いただきました。
　まず、前半で人権宣言の歴史についての説
明があり、国が人権について取組まなければ
ならない多くの課題を提示していただきまし
た。子どもの人権・高齢者の人権やインター
ネットの普及によってインターネットにより
人権侵害等、多くの課題があることに驚かさ
れました。

　休憩後の後半では、更に詳細に川崎市の人
権施策について様々な取組を講義していただ
きました。
　ヘイトスピーチを含む外国人の人権問題は、
在留資格や帰化申請に携わる行政書士にとって
とても重要で不可欠な知識となりました。
　多くの行政書士が業務で職務上請求書を使
用して戸籍等を扱いますが、自治体の本人通
知制度の運用についての解説は、行政書士に
とって重要な知識であるとともに、本人通知
制度の導入に至った経緯を知ると、戸籍等の
取扱いには、細心の注意が必要であることを
再認識させられました。
　今回の研修に参加することができなかった
会員は、ＶＯＤ研修で公開されるので、是非
受講していただきたいと思います。
� （研修部　三輪かほる）

研修部◀◀◀
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『Ｖ・Ｏ・Ｄ研修ビデオ公開収録�
� ３５回目』
１　日　時　平成２９年１月１６日（月）
２　会　場　大会議室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
業務必修科目 №３６
「宅地建物取引業免許」
（１３時００分～１５時１０分）
講　師：長谷川　幸子　副会長
参加者：２３名

　今回は、副会長の長谷川幸子先生に、宅
地建物取引業免許につき、ご講義をお願いし
ました。
　まず、宅地建物取引業免許の要件である
「人的要件」「物的要件」「財産要件」の３
つの要件を挙げられ、これらの要件は、許認
可全般において非常に重要であるとの説明が
ありました。
　講義前半は、宅地建物取引業法の制定に至
る経緯を歴史から学ぶ、という講義でした。
戦前の府県令による規制から、現在施行され
ている宅地建物取引業法に至る経緯の解説が
ありました。取引の安全という観点から、現
行法に至るまで、数度にわたる法改正があり
ましたが、歴史を知ることで、なぜ罰金が上
がってきたのか、なぜ「宅地建物取引主任
者」が「宅地建物取引士」という名称に変更
されたのか等の理解も深まります。申請書の
書き方や添付書類については、手引書を見れ
ば作成できるが、まず法律を読み、制度の趣

旨を把握することにより、よりお客様のため
になり、プロとしての仕事ができる、との説
明がありました。
　講義後半は、実際に手引書を読みながら講
義が進められていきました。手引書に記載さ
れている内容が、何条のことを指しているの
か、理解を深める重要性を学びました。講義
中、会員の皆さんは熱心にメモを取っておら
れました。
　本研修は、編集が出来き次第、ＶＯＤサイ
トにて配信開始致しますので、是非ご視聴下
さい。

� （研修部　大神和己）

『Ｖ・Ｏ・Ｄ研修ビデオ公開収録�
� ３６回目』

１　日　時　平成２９年２月１３日（月）
２　会　場　大会議室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
業務必修科目 №３７
「酒類小売業免許」
（１３時００分～１５時１０分）
講　師：長谷川　幸子 副会長
参加者：２１名
　
　今回のテーマである酒類小売業免許は、文
字通り酒類の小売り販売を行うために必要な
免許で、一般酒類小売業免許、通信販売小売
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業免許、特殊小売業免許に分かれます。
講義の前半は、主に税務署の「一般酒類小売
業免許申請の手引き」に沿って、免許の概要
や要件等の解説いただきました。要件につい
ては他の許認可にも共通するような人的要
件、場所的要件、経営基礎要件のほか、特徴
的なものとして需給調整要件があります。
免許取得後においては、販売数量の報告、各
種変更届、未成年の飲酒を防止するための対
応等、我々行政書士が支援やアドバイスを行
う場面が考えられます。
後半は具体的な申請の方法、申請書類の作成
等について解説いただきました。
ただし、申請の前後を通じて随所で酒税法、
酒類業組合法、未成年者飲酒禁止法、独占禁
止法、容器包装リサイクル法等、様々な法律
が絡みますので、単にひな形や記載例に当て
はめるのではなく、きちんと条文を確認しな
がらすすめることが重要との注意をいただき
ました。

講義中には講師の実務上の経験を豊富に盛り
込んでいただいたおり、当該業務を取扱った
ことのない方にも、全体の流れから、お客様
へのヒアリング、書類の作成、税務署とのや
り取りまで、実践的にイメージしやすい内容
となっております。
本研修は、編集が出来き次第、ＶＯＤサイトに
て配信開始致しますので、是非ご視聴下さい。
� （研修部　常木　一典）

『Ｖ・Ｏ・Ｄ研修ビデオ公開収録�
� ３７回目』

１　日　時　平成２９年２月１７日（金）
２　会　場　大会議室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
業務必修科目 №１７
「定款・議事録作成」
（１０時００分～１２時２０分）
講　師：江端　俊昭　会員
参加者：２５名

　今回のＶＯＤ研修は、川崎北支部の江端俊
昭会員による「定款・議事録作成」というこ
とで、午前中の開催にもかかわらず多くの申
し込みをいただいていました。会社設立に関
係していることはもちろん、特に「定款・議
事録」についての詳しい講義を聞けるとあっ
て、会員の皆様の関心の高さを感じました。
また講師の語り口はとてもわかりやすく、講
義を聞くことに集中できました。
　まずは定款と議事録の記載事項との関連を
細かく教えていただき、相対的記載事項、任
意的記載事項の違いの理解を深めました。設
立時に定款に定めておかなければいけないこ
と、定めなくてもいいが結局後から変更が必
要になってしまうケースなど、設立時からそ
の法人の先のことも視野に入れておかなけれ
ばいけないという認識を強く持ちました。
　そして、今までなんとなく雛形等に沿って
作成してきた会員もいるであろう議事録に関
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しても、それぞれの法人に合った内容や総会
の開催の形があるということを改めて学んだ
会員も多かったのではないでしょうか。
� （研修部　田中　頼子）

『Ｖ・Ｏ・Ｄ研修ビデオ公開収録�
� ３８回目』

１　日　時　平成２９年２月２３日（木）
２　会　場　大会議室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
業務必修科目 №１３
「権利義務・事実証明に関する
書類とは何か」
（１３時００分～１５時００分）
講　師：安友　千治　副会長
参加者：１４名

　ＶＯＤ研修も残り少なくなってきました。
当日は「春一番」ならぬ「春三番」が朝から
吹き荒れる中、熱心な新人会員の皆様が出席
されました。
　講師は鶴見・神港支部の安友千治副会長で
す。登録２５年の経験のもと、まず業務を進
める上で大変重要な他士業との業際問題につ
いてお話しいただきました。行政書士ができ
る仕事とできない仕事をしっかり区別するこ
と、特に争訟性があるケースには手を出さな
いことは最重要ポイントです。
　本会では神奈川県弁護士会との連携を深め

つつあり、公証人会とも活発に交流をしてい
ることから、それぞれのプロの知識を各自の
業務にぜひ活用して欲しいと強調されまし
た。特に公証人の「事実実験公正証書」に可
能性を感じました。
また、他の士業の仕事は全て何かが起こって
からの尻拭いタイプであるのに対し、私たち
行政書士は何かが起こる前に依頼を受けて仕
事ができる、お客様と共に未来を作れる素晴
らしいものだと熱弁を振るわれました。
レジュメには講師が実際に使用している業務
依頼書のサンプルも載せていただき、非常に
実務に役立つ内容となっていました。
� （研修部　田中　頼子）

『Ｖ・Ｏ・Ｄ研修ビデオ公開収録�
� ３９回目』

１　日　時　平成２９年２月２６日（日）
２　会　場　大会議室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
業務必修科目 №１５−１，１５−２
「戸籍謄本収集実務Ⅰ（現行戸籍）、 
 Ⅱ（旧法戸籍）」
（１３時００分～１５時１０分、
１５時３０分～１７時４０分）
講　師：別役　良　会員
参加者：４３名

これまで「新規登録者研修（ＶＯＤ）」を多
数行ってきましたが、今回の「戸籍謄本収集
実務」が最終回となります。今回の研修は、
昨年開催された小田原ヒルトンでの一泊研修
終了時のアンケートにて、時間の都合上聞け
なかった戸籍謄本収集実務について、勉強で
きる機会を設けてほしい、との要望を多数い
ただいたため実現した研修です。今回も大量
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の資料を準備された別役先生ですが、講義直前
にまだ追加したそうな顔をされていました。

　　「戸籍謄本収集実務Ⅰ（現行戸籍）」で
は、年表を使って戸籍の変遷を説明されまし
た。明治５年式（壬申戸籍）から始まり、現
行の平成６年式に至る戸籍の変遷について、
民法、戸籍法と絡めた年表が配布されました
が、戸籍を扱う行政書士にとって、非常に貴
重な資料だと思いました。
　また、行政書士が業務を遂行するために使
用できる、職務上請求書の記載方法について
も、サンプルを用いた説明がありました。別
役先生からご説明のあった「法の根拠を明確
にして請求する」という基本的な考えを忘れ
ず、今後も職務上請求書を適正に使用してい
こうと思いました。

　この講義の最後には、サンプルとして配布
された戸籍謄本を、新しいものから順番に並
び替える戸籍の整理法を学びました。
「戸籍謄本収集実務Ⅱ（旧法戸籍）」でも、
住民票や改製原戸籍等を用い、戸籍謄本を新
しいものから順番に並び替える作業を行いま

した。手書きの戸籍謄本は非常に見づらいも
のが多いのですが、皆さん熱心に戸籍を読み
解いていらっしゃいました。
最後に・・・
研修部に所属させていただいたこの２年間
は、私にとってかけがえのない２年間となり
ました。研修にご参加いただいた皆さん、研
修部の皆さん、ありがとうございました。

� （研修部　大神和己）

『行政書士記念日市民公開講座』を開催

日　時　平成２９年２月２２日（水）
　　　　　　１４時００分～１６時００分
会　場　横浜情報文化センター６階「情文
ホール」
次　第
司会　西田亜紀子（広報部）
主催者挨拶（14：00）　水野　晴夫　会長
講演（14：10～15：40）
「ごきげんで生きる４８の方法」
講師：㈲志縁塾　代表取締役　大谷由里子氏
閉会挨拶（15：50）　長谷川　幸子　副会長
参加者　　１５２名（うち一般９８名）

今年も２月２２日の行政書士記念日は、昨年
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に引き続き「市民公開講座」を開催しまし
た。ご講演いただいた大谷由里子先生は、元
吉本興業プロデューサーで「伝説のマネー
ジャー」として知られ、現在は人材活性プロ
デューサーとして全国各地からのオファーを
受け、講演や研修、インバウンドの企画立案
を行っておられます。
　今年は一般市民が多数参加され、講師の笑
いを交えた熱い語りかけに引き込まれていま
した。

　タイトル通りの「ごきげんで生きる方法」
を、自身の体験談も交えて明解に示していただ
き、会場内は笑いと元気に満たされました。
講演終了後には著書の販売が行われ、大谷先
生は笑顔で一人一人にサインと握手で応じら
れ、来場者の満足げな姿が印象的でした。何
とご用意いただいた書籍はその場で完売しま
した。

市民公開講座終了後は、会場を中華街「鳳
林」に移し、ご来賓の皆様を交えて交流会を
開催。講師の大谷先生もご来賓・役員の皆様
と楽しく懇談されていました。
参加者一同、素晴らしい時間を共有し思い出
に残る記念日事業となりました。

� （研修部長　田中　誠）
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相談部 ◀◀◀

平成２8年度第２回相談員研修会（開催報告）　
１　日　時　平成２９年２月２日（木）
　　　　　　１５：００～１７：２０
２　場　所　本会大会議室
３　内　容　�「行政書士相談のあり方～提言

とグループワークを通して」
　　講　師　村上崇文�会員
　　対　象　�県民センター相談員および支部

相談員
　　出席者　５３名
　　　　　　�（県民センター相談員３１名・

支部相談員２２名）

　県民センターと各支部の相談員の方々を対
象とした、今年度２回目の研修会は「行政書
士相談のあり方～提言とグループワークを通
して」というテーマで、村上崇文会員に講師
をお願いし開催しました。本研修会は相談員
のスキルアップを目指し開催しております
が、今回は実際の相談会の現場で遭遇する事
例や、行政書士が行う相談の在り方を、グ
ループワークを通して参加者が議論しながら
考える研修会として開催され、大変白熱した
会となりました。
　今回の研修会は、具体的な検討テーマは事
前に参加者には知らされず、当日、研修会の
現場で発表されました。
　検討テーマは、「パワハラ上司に対する苦
情を申し立てた会社員からの相談」といった
実際に相談現場で遭遇する可能性がある事例
にどのような回答を行うか考えるテーマや、
「民法改正中間試案（相続）に関してポイン
トを簡潔にまとめる」といった最新の法改正
に関するテーマ、また「行政書士相談の強み
は何か」といった行政書士が行う相談の在り方
を考えるものなど多岐に渡っておりました。

　参加者には一組７～９人のグループに分か
れて頂き、タブレット端末や六法などを駆使
し、グループごとに解答を考えていただきま
した。
　研修会の後半では、それぞれ考えた解答
を、グループごとに発表していただきました
が、同じテーマでもグループにより解答が
違っていたり、発表は大変興味深いものでし
た。参加者から積極的な発表があったことも
あり、終了時間は当初の予定を20分超え、大
変熱気のある研修会となりました。
　この２年間、４度に渡り開催された相談員
研修会では、従来からの業務知識に関する研
修ではなく、相談員の皆さまの「相談力」の
スキルアップを目指した研修を一貫して実施
してきました。特に今回は、当日発表のテー
マを検討していただくという、参加者の皆さ
まには、大変負担の大きな研修会だったと思
いますが、行政書士相談の意義や発展のた
め、何が必要なのかといったことなど皆さま
と検討ができ、大変実り多き研修会になった
のではないかと思っております。
� （相談部　那住史郎）
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運輸警察部◀◀◀

「自動車保管場所証明申請業務研修会」

日　　時　平成２９年２月１日（水）
　　　　　午後２時～午後３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　齋藤由里子
開会挨拶　運輸警察部担当副会長　佐藤彊
テ ー マ　�自動車保管場所証明の申請方法及

び注意事項について
講　　師　川崎南支部　中島弘太郎
閉会挨拶　運輸警察部長　伊達佳弘
参 加 者　１１９名
　
　本研修は、平成２９年度の「自動車保管場
所証明申請業務取扱者名簿」に登載の要件と
なっている研修でした。（すでに登載済、年
間３０件以上受託件数があり申込書提出の会
員は除く。）
　実務により蓄積された細やかな注意事項
は、これから車庫証明に取り組む方にも大変
参考になった講義でありました。会員の皆様
には、お客様の信頼に応える業務を行い、さ
らにご活躍いただきたいと考えております。

「自動車出張封印業務研修会」

日　　時　平成２９年２月１日（水）
　　　　　午後３時４５分～午後４時３０分
場　　所　県民ホール　６階　大会議室
受　　付　午後３時３０分より
司　　会　運輸警察部部員�齋藤由里子
開会挨拶　運輸警察部担当副会長�佐藤彊
テ ー マ　自動車出張封印業務全般について
講　　師　運輸警察部員�横尾佳子
閉会挨拶　運輸警察部長�伊達佳弘
参 加 者　６７名
　本研修が行われた時点では、丁種封印制度

の創設が決定した直後の段階であったため、
研修会では出張封印の業務内容に加え、新制
度の概要も説明致しました。
　今後、運輸警察部では、最新情報の提供に
努めてまいりますので、業務に取り組まれる
皆様には、是非とも情報収集にご尽力くださ
いますようお願い致します。
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民事法務部 ◀◀◀

平成２8年度　民事法務部主催著作権相談員養成研修会　開催報告

１．日　　時：平成２９年１月２３日（月）
２．受付開始：９：２０
３．実施時間：９：３５～１７：４０
４．場　　所：神奈川県行政書士会�大会議室
５．内　　容：�「平成２８年度著作権�

� 相談員養成研修会」
　　　　　　　①挨拶・研修会留意事項
　　　　　　　　（９：３５～９：４０）
　　　　　　　②研修本編
　　　　　　　　（１）著作権法概論①
　　　　　　　　（９：４０～１１：１０）
　　　　　　　　（２）著作権法概論②
　　　　　　　　（１１：２０～１２：５０）
　　　　　　　　（３）著作権登録について
　　　　　　　　（１３：３５～１５：０５）
　　　　　　　　（４）�プログラム登録に�

ついて
　　　　　　　　（１５：１５～１６：４５）
　　　　　　　③事務連絡
　　　　　　　　（１６：５０～１６：５５）
　　　　　　　④効果測定
　　　　　　　　（１６：５５～１７：４０）
６．講　　師：（１）�木 下　一哉　会員�

（横浜中央支部）
　　　　　　　（２）�吉 田 　 茂 　 会 員�

（横浜中央支部）
　　　　　　　（３）�日野　孝次朗　会員

（相模原支部）
　　　　　　　（４）�石 井 � 万 寿 美 � 氏�

（一般財団法人ソフト
ウェア情報センター）

７．参�加�者：２０名
８．司　　会：中村　篤　　民事法務部部員
９．研修内容
　上記日程において、本年度も著作権相談員

養成研修を実施致しました。本研修は、日本
行政書士会連合会の企画に基づき実施され、
研修会の受講とその後の効果測定の合格は、
日行連の調製する著作権相談員名簿の登録要
件となっております。研修は全４部構成と
なっており、著作権制度の基本から登録手続
きに至るまでの一連の流れを、ほぼ一日を費
やし習得します。
　研修は全体を通じて、文化庁作成の「著作
権テキスト」一般財団法人ソフト情報セン
ターの「登録の手引き」に沿って行われまし
た。各講師ともそれぞれ工夫を凝らした講義
内容となっており、受講生の真剣な受講姿勢
が多々見受けられました。
　講義終了後、効果測定が実施されました。
本年度は２０名が受験し、全員が合格となり
ました。例年、全問正解がなかなか出にくい
出題となっておりますが、今回は全ての受験
者が合格されたため、民事法務部一同結果に
安堵しております。
１０．まとめ
　開会から閉会まで、８時間という長時間に
わたる研修となりましたが、全体を通して熱
心に受講して頂けました。受講された会員の
著作権登録及び周辺業務に対する高い関心度
が示されたと思います。民事法務部では、今
後も有意義な研修会を企画・運営して参りま
すので、会員の皆様のご参加を今後もお待ち
しております。
� 以上
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平成２8年度　民事法務部主催第７回研修会　開催報告
１．日　　時：�平成２８年１２月７日（水）
２．受付開始：１３：３０
３．実施時間：１４：００～１７：００
４．場　　所：神奈川県行政書士会�大会議室
５．表　　題：�「会社法等の解説～非公開会�

�社を中心とした視点で～�
ＶＯＬ．５その他の法人」

６．講　　師：�神奈川県行政書士会　副会長
神本　千石（湘南支部）

７．参�加�者：６４名
８．開会挨拶：杉本　剛昭　民事法務部長
　　閉会挨拶：原　達芳　　民事法務部副部長
　　司　　会：中村　篤　　民事法務部部員
９．研修内容
　上記日程において、平成２８年度民事法務
部主催の第７回研修会を開催致しました。本
研修は、会社法及び周辺法令について、我々
行政書士の業務上の観点から解説を頂く、全
５回のシリーズの最終回となっており、シ
リーズを通してご参加を頂いている会員の
方々も多く、年末の多忙な時期にもかかわら
ず当日は６０名強の会員の皆様にご参加を頂
きました。
　今回の研修会は、株式会社以外の各種法人
形態について、その概要と具体的な相違点等
の要点整理がテーマとなっております。そこ
で、まず前半において、持分会社の各類型に
ついて、有限責任と無限責任の違いからご説
明を頂きました。「社員」や「有限責任」な
どの会社法特有の用語について、内容を整理
する良い機会になったものと思われます。続
いて、合名会社、合資会社、合同会社につい
て、概要をご紹介頂きました。その後、有限
責任事業組合（通称：ＬＬＰ）について、丁
寧な解説がなされました。

　休憩を挟み、後半では、法人法上の会社形
態について、はじめに一般社団法人と一般財
団法人の概要とその特徴についてご説明頂き
ました。続いて、中小企業等協同組合法に基
づく事業協同組合及び企業組合の認可設立か
らその活用方法に至るまで、詳細な資料を用
いてご講義頂きました。
　最後に、講師より、事業協同組合と行政書
士業務との相性の良さがアナウンスされ、当
シリーズ研修の御出席に対する御礼が述べら
れ、研修会は盛況のうちに閉会となりまし
た。
10．まとめ
　全５回の研修を通じて中小企業に係る諸法
令について、会員の理解がより一層深まった
のではないかと思われます。シリーズを通じ
て研修を受講された会員の皆様に、民事法務
部一同より心から御礼申し上げます。
� 以上
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平成２8年度　民事法務部主催第９回研修会　開催報告
１．日　　時：平成２９年２月１４日（火）
２．受付開始：１３：３０
３．実施時間：１４：００～１７：００
４．場　　所：神奈川県行政書士会　大会議室
５．表　　題：�「行政書士の知っておくべき

不動産の知識」
６．講　　師：田中　誠　会員（鎌倉支部）
７．参�加�者：５７名
８．開会挨拶：杉本　剛昭　民事法務部長
　　閉会挨拶：神本　千石　副会長
　　司　　会：安部　正彦　民事法務部部員
９．研修内容
　上記日程において、平成２８年度民事法務
部主催の第９回研修会を開催致しました。
本研修は、行政書士が様々な業務を遂行する
上で必要となる不動産に関わること全般につ
いて、最低限必要となる基本的知識から、実
践的な調査方法や考え方までをご講義頂く内
容となっております。日頃、業務に密接関連
する内容とあって、本研修には６０名弱のご
参加を頂きました。
　研修会では、最初に講師の自己紹介がなさ
れ、その後、前半において、民法、都市計画
法、建築基準法、宅地建物取引法等の不動産
関連法令について、実務上の運用を交えなが
ら解説を頂きました。続いて、不動産の調査
や特定・表示の方法について、実際の証明書
等のコピーを用いながらご講義頂きました。
特に、住宅地図から地番を特定し、登記事項
調査を行う手順や、遺産分割協議書作成に不
動産を記載する場合の具体的要領等は、実務
に直結する有益な内容であったものと推察致
します。
　その後、各種法令上の制限について触れて
頂き、不動産の評価と税金についてご説明を

頂いて、前半の講義は終了致しました。
休憩を挟み、後半では、まず不動産売買の実
務について、ご解説頂きました。売買取引の
立ち合いの様子など、専門家ならではのお話
も伺うことができました。また、任意売却や
壁芯、内法といった専門用語についても具体
例を挙げて説明頂きました。
　続いて、借地借家の基礎知識について、借
地借家法の趣旨説明から各種トラブルの典型
例などにつき、ご講義頂きました。その後、
空き家問題について、空家等対策の推進に関
する特別措置法（平成26年10月公布、平成27
年2月施行）に基づき、ご解説頂きました。
最後に講師より、空き家問題については、各
自治体の取り組み状況を注視しつつ、行政書
士会として積極的に参画し、他方面での専門
性を発揮して認知度を上げる機会と捉えるべ
きではないか、とのアナウンスがあり、研修
会は盛況なうちに終了となりました。
10．まとめ
　今回の研修を通じて、行政書士業務と不動
産知識との密接な関係について、その重要性
を改めて認識して頂けたのではないかと思わ
れます。本研修を持ちまして、今年度民事法
務部主催の研修会は全て終了致しました。ご
参加頂きました会員の皆様に、衷心より御礼
申し上げます。
� 以上
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『薬事相談員』活動報告 
～相談内容及び勉強会のご報告～

　　薬事相談は、民事法務部の所管業務とし
て、毎週火曜日１３：００～１６：００に相
談員が常駐し、本会において、電話相談を受
けつけております。
ご相談頂くきっかけとしては、神奈川県庁薬
務課に置かせて頂いたパンフレットをご覧に
なった方が一番多くなっております。その他
CITE　JAPANに出展した時にお立ちより頂
いた企業様等からご相談を頂くこともござい
ます。
お電話でのご相談だけでなく、ご予約を取ら
れて相談ブースまでお越しになられる方もお
られます。
今回は、実際にどのような相談があったのか
という事例と、薬事相談員で行っている勉強
会についてご報告をさせて頂きます。

〈相談内容事例〉
１　サプリメントのご相談
県内健康食品開発会社様より
「医療関係者向けへのサプリメントを広告す
る場合にどのような規制を受けるのか」とい
う相談がございました。相談対応者が担当と
なり、相談者様のところにお伺いし、調査業
務を受託しました。
　報告書には、医薬品医療機器等法、独占禁
止法、不正競争防止法、医療法を主な対象と
した法規制について詳細に解説いたしまし
た。
また、行政の指導要綱、業界団体の自主基
準、機能性表示食品ガイドライン等も参考事
例として挙げながら、広告規制の実態につい
て調査した結果をご報告いたしました。

２　アロマオイルのご相談
エステサロンを開業されている方より、
「独自のアロマオイルを調合して販売したい
が、どうしたらよいか？」という相談がござ
いました。
実際に調合など製造を行うのであれば、化粧
品製造業の許可、出荷判定を行い、市場に流
通させるためには化粧品製造販売業の許可が
必要であることをお伝えしました。
製造業、製造販売業の許可の要件として、薬
剤師、化学系の大学卒業者、旧制中学若しく
高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は
化学に関する専門の課程を修了した後、医薬
品又は医薬部外品の品質管理又は製造販売後
安全管理に関する業務に三年以上従事した者
などが常勤であることが必要な旨もご説明し
ました。
また、製造を行うには、構造設備の要件があ
ることもお伝えいたしました。

３　医療機器のご相談
ITメーカー様より医療機器分野の参入につ
いて、適合性調査、業界団体、修理業の業務
範囲、資格者育成についてご相談がありまし
た。
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管
理及び品質管理に関する基準であるQMS�
(Quality�Management�System)�に適合し、適
正な品質の製品が製造される仕組みになっ
ているかどうかを、PMDAが調査する「適
合性調査」について概略を解説し、業界団
体についてはKSP（かながわサイエンスパー
ク）、KAST（公益財団法人神奈川科学技術
アカデミー）などをご紹介いたしました。
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■平成28年度の勉強会活動実績と今後の活動予定（勉強会会場：神奈川県行政書士会会議室）

（薬事相談員勉強会　連絡先）
　〒２２１－０８３５　横浜市神奈川区鶴屋町３－３５－１１－９０６

　行政書士菊池俊夫事務所
メール　kikuchi@gyosei.or.jp

� （石井記）

また修理業の業務として「ソフトウェアバー
ジョンアップは、修理業の範囲外であるこ
と」もお伝えし、資格者要件を満たすために
はどのような従事経験が必要かということも
ご説明いたしました。

〈薬事相談員勉強会〉
今年度は医療機器QMS省令について、具体
的には、家庭用電気マッサージ機を韓国から
輸入するという事例を想定し、その品質マ
ニュアルを作成すべくPMDAのモデル手順
書をもとに作り込みを進めております。
社長、製造委託先、保管委託先・・各業務の
責任者の役を仮で割り当て、実際の担当者に
なった気持で事例の問題解決に取り組んでい
ます。
毎回の勉強で作成した手順書、その時に出た
質問等はメーリングリストで共有、報告し
ています。使用している書籍は「医療機器
QMSガイド」です。

�
薬事勉強会は、毎月1回、情報交換とスキル
アップを目的に開催しています。
ご興味のある方は代表　菊池俊夫までご連絡
頂けますようお願いいたします。

実施日 勉強会内容
４／２３ 輸入医療機器のリスクマネジメント
５／９ QMSマニュアルを構築するに当たり、必要事項を確認
６／１８ 修理業者からの通知をどう処理するか？
７／３０ マネジメントレビューとリスクマネジメント
８／２０ 製品受領者関連のプロセスと製造及びサービス提供
１０／１ 製造業者との取り決め
１１／１９ 設計開発
１２／１７ 購買情報など
１／２１ 識別、トレーサービリティなど
２／２５ 是正・予防措置など

次回予定　３月１８日　原則第３土曜日今後は品質マニュアルをより具体的に
した手順書、日常業務で使用する記録について作成していく予定です。
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国際部◀◀◀

＝　国　際　部　活　動　報　告　＝

■平成２８年度１２月「みなみ相談」■

実施日：平成２８年１２月１５日（木）　
　　　　午後２：３０～３：３０
場　所：みなみラウンジ
　　　　（浦舟複合福祉施設１０Ｆ）
主　催：横浜市国際交流協会（ＹＯＫＥ）
相談件数：１件
相談員：渡邉　奉勝（鎌倉支部）
　当日、１件がキャンセルになったため、相
談は１件になりました。その相談内容は、相
談者は韓国国籍の女性で（在留資格：家族滞
在）、夫も韓国国籍で（在留資格：経営・管
理）、IT部品販売で本邦に６年間在住して
おります（子１人計３名家族）。これまでの
更新では、在留期間１年しかもらえず、今後
永住許可を申請するために３年又は５年の在
留期間を取得するにはどうすればよいかとの
相談でした。また、相談者の年収は８００万
円以上、納税・社会保険等の公的負担も履行
しております。入管の説明によれば、夫の会
社の財務状況が問題であるとの由でした。一
人息子は、横浜の私立中学１年生です。
　これに対して、永住申請は１０年以上の継
続在留ほか、３年以上の在留期間が付与され
ているのが条件となるので、入管指摘の通り
夫の期間更新時（２０１７.８）までに夫の
株式会社の経営・財務状況を改善し、今後３
年ほどの事業計画を立て、健全経営を目指す
ことが重要になります。決算書をもとに税理
士と相談したほうがいいと思います。自分の
資産状況も安定的になるよう基盤を固め、本
邦長期不在とならないように注意することも
肝要になります。納税、社会保険料納付もク
リアーにする必要があります。つまり、夫の

在留期間を３年にすることが先決であると助
言しました。

　相談の所感として、家族滞在の被扶養者の
在留期間は、扶養者の在留期間によるので、
このようなケースは、扶養者である夫が相談
に同席してもらうと効果的だと思います。会
社の財務内容が分る資料も携行してほしかっ
た。
� 【�記　渡邉　奉勝】

■平成２９年度１月「みなみ相談」■

実施日：平成２９年１月１９日（木）　
　　　　午後２：３０～３：３０
場　所：みなみラウンジ
　　　　（浦舟複合福祉施設１０Ｆ）
主　催：横浜市国際交流協会（ＹＯＫＥ）
相談件数：２件
相談員：松枝　正純（川崎北支部）
　当日、１件目の相談内容は、１、日本人と
婚姻した中国人の妻が、９０日短期滞在から
日本人配偶者等への在留資格変更許可申請を
２０１６年１０月１８日に横浜支局に申請し
た。短期滞在の在留期限である２０１７年２
月１８日が迫っているが、期限まで返事があ
るか心配であります。２、日本人配偶者と前
妻との間の子供１５歳がおり、日本の中学校
に通っている。現在の夫は、相談者の妹の夫
であった。妹は病死したが、妹から子の養育
を頼まれ、子供を養育してきたところから妹
の夫と結婚した。不許可の場合、子供の世話
もあり、中国へは帰れない状況であります。
これに対して、１、特例期間があり、在留期
限まで結果が出ない場合は、２か月間を限度
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に、結果が出るまでの間日本での在留は認め
られるので心配はありません。２、万一不許
可の場合、申請した入国管理の担当官に不許
可の理由を聞き、①いったん帰国し、不許可
の理由を解決し在留資格認定証明書交付申請
する。②３０日の出国準備期間が認められる
と思われるので、どうしても継続的に子供の
世話が必要であれば、入管の職員に事前に相
談し、受理伺いをしてから再申請することも
考えられると助言しました。
　相談の所感として、説明資料が良く準備で
きていれば、許可の可能性があると思われ
た。そこで、不許可の場合は、専門家の協力
を依頼したほうが良いことを伝えた。在留期
限については理解でき安心していた。不許可
の場合相談できるところがあることで、不安
は和らいだ感じでありました。
　２件目の相談内容は、配偶者の連れ子を日
本人夫の養子にしたい。養子縁組の手続きを
したい。中国人夫とは裁判で離婚判決、この
親権に関する判決を得て自分に親権はあると
のことでした。これに対して、養子の子の養
親が日本人であるので日本法で、進めるこ
と、養子の保護要件は中国法を満たす必要が
あることなど説明し、具体的な手続きについ
て説明した。養子縁組届出に必要な書類は、
準備していった資料により説明しました。相
談の所感として、手続きについて分かったと
いうことでありました。

� 【�記　松枝　正純】

■外国人就労・定着支援研修■

　一般財団法人日本国際区協力センター
（JICE）では、厚生労働省から委託を受け
た「外国人就労・定着支援研修」を行ってお
り、今回、就労講義「在留管理制度」を以下

の通り行った。
日　時：平成２９年１月１８日（水）　
　　　　９：００～１２：００
場　所：�神奈川県川崎市／�

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
受講者：合計１３名　
講　師：宮下　彩矢相談員
概　要：在留管理制度についての講義をテキ
ストに沿って進めました。最初に在留資格
（VISA）の種類、就労制限の有無などにつ
いて説明しました。再入国（みなし再入国も
含む）、マイナンバーについては、参加者の
関心が高かったので、詳しく説明しました。
最後の一時間で、永住と帰化国籍について、
その違いや国籍について、お話ししました。
主な質疑応答は下記のとおりです。海外にい
る間に在留期限、または再入国許可の期限が
切れてしまった場合は、現地で手続き（大使
館）でできないかとの質問に対して、できな
いと答え、更に、在留期間の更新手続きは、
期限内にかつ本人が日本にいないとできない
ので、期限を確認することは重要であること
をお伝えしました。また、期限が切れてし
まった再入国許可についても、現地で延長す
ることはできないことをお伝えしました。
　講義で工夫を要した点につき、テキストの
内容に一部変更をしたほうが望ましいと思わ
れる記載がありました。（例えば、在留資格
は２９種類と記載されていましたが、入管は
２７種類ということになっています。）在留
年数は１年未満の方から２０年以上の方まで
幅広くいたので、知識の幅もあったと思うの
で、質問しやすいように、手を挙げていつで
も質問してよい感じにしました。
　また、特記事項として、テキストを使用す
ることが伝わっていなかったようです。数名
の方は持ってきていなかったので、隣の人
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に見せてもらう形で進みました。マイナン
バー、在留資格に関しては、かなり関心が高
いことがうかがえました。

� 【�記　宮下　彩矢�】

■外国人就労・定着支援研修■

　一般財団法人日本国際区協力センター
（JICE）では、厚生労働省から委託を受け
た「外国人就労・定着支援研修」を行ってお
り、今回、就労講義「在留管理制度」を以下
の通り行った。
日　時：平成２９年１月２６日（木）　
　　　　９：３０～１２：３０
場　所：神奈川県厚木市アミューあつぎ　
主　催：一般財団法人日本国際協力センター
受講者：合計１５名　
講　師：富澤�泰之相談員
概　要：在留管理制度についての講義をテキ
ストに沿って進め、主な内容は次の通りで
す。まず、ご自分の在留資格を確認し、そし
て、在留資格、再入国、永住許可、帰化、住
民基本台帳制度及びマイナンバー制度につい
て詳しく説明しました。主な質疑応答は下記
のとおりです。まず、日本国籍の取得につい
て、その要件や可能性の確認→テキストに記
載のある要件を説明し、日本語能力も少しは
必要になることを伝えました。そして、もし
も離婚したらどうなるかにつき、在留資格な
ど→永住と配偶者ビザの違いについて説明、
離婚後も日本に残るにはどのような方法が考
えられるか？→就労、起業、永住などにつ
き、説明しました。最後、マイナンバーにつ
いて、その制度自体の説明とマイナンバーを
無闇に人に教えないなどを説明しました。講
義で工夫を要した点につき、より自分のこと
と捉えてもらうよう自分の在留カードを見て

確認する時間を設けました。そして、１時間
に１度は小休止を入れ、質問をぶつけるなど
参加型にして飽きの来ない講義になるよう心
がけました。尚、平易な日本語で説明するよ
う努め、キーワードについては極力ひらがな
で板書しました。また、特記事項として、話
すスピードが速いという指摘を多く受けたの
で改善したいと、人によっては飽きている人
もいたが、質問が適宜でるなど、一定程度は
聞いてもらえたかと思います。

� 【�記　富澤　泰之�】

■外国人就労・定着支援研修■

　一般財団法人日本国際区協力センター
（JICE）では、厚生労働省から委託を受け
た「外国人就労・定着支援研修」を行ってお
り、今回、就労講義「在留管理制度」を以下
の通り行った。
日　時：平成２９年１月２７日（金）　
　　　　１８：３０～２１：００
場　所：神奈川県厚木市アミューあつぎ　
主　催：一般財団法人日本国際協力センター
受講者：合計１６名　
講　師：池上　嘉一相談員
概　要：在留管理制度とマイナンバーのレ
ジュメに沿って、在留許可資格から在留カー
ド、それに関連してマイナンバーカードと基
本的な話から始め、在留期間、新たにできた
高度専門職、在留資格変更、関心の高かった
永住許可、帰化について、時折講師のほうか
ら逆に問いかける形もいれて、話をしまし
た。また、質疑応答につき、下記のとおりに
なります。永住ほかについて質問がありまし
たが、その中で、○母国にいる老年になった
親の呼び寄せができるか？　A.特殊な事情が
ない限り、難しい。　○永住許可申請をでき
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る条件は何か？　A.�申請できるまでの在留
期間の長さが一律ではないこと、素行問題、
経済的な自立性他の大事な条件を説明。　
Q：永住と帰化とどちらが得か？　A.日本人
にのみ与えられる権利の付与、日本在留の外
国籍の人に課せられている義務の免除等、説
明したが、元母国の人としての自分のアイデ
ンティティーをどうするかが大事だ。　Q：
日配が離婚したら、すぐに帰国するのか？他
の資格への変更の可能性は？　A.即座の帰国
は強制されないが、離婚後、２週間以内に離
婚したことを届け出る義務はある。条件にも
よるが、他の在留資格への変更申請をするこ
とも可能。などと説明しました。
　講義で工夫を要した点につき、今回の聴講
生の人たちは一応日本語の理解力がついてい
るということで、JICEさんからの通訳はい
ませんでしたが、通訳なしでの話は今回が初
めてでしたので、なるべく難しい表現は避　
けるように気を付けました。また、それに対
して本当に理解できていたか、話の途中で
１、２度聞いてみました。そして、JICEさ
んから事前にいただいた資料から、よく出た
過去の質問を参考にさせてもらい、レジュメ
の項目に入っていないことも少し話させても
らいました。なお、過去質問の各種申請にお
ける身元保証人の話から派生して、在留資格
以外で（特にお金の貸し借りの契約で）保証
人、連帯保証人になることはハイリスクが伴
うことも話しました。
　また、特記事項として、JICEさんの講義
を受けられる人は、そこで質問をすることが
できるが、あと市区役所の窓口か入管のイン
フォメーション・センターくらいしか、相談
をするところはないだろうと思う。しかし神
奈川県行政書士会では、外国籍市民を対象
に、毎週日本語、英語、中国語と、隔週にス
ペイン語、ポルトガル語で入管関係の電話無

料相談を行っているということを、皆さんに
お知らせし、その案内ＰＯＰを配らせてもら
いました。

� 【�記　池上　嘉一�】

� 【�以上，編・文責�国際部佐藤　大達�】
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業務推進本部では、行政書士業務に役立つツールを研究しております。その一環としてこの度、
(株)かんぽ生命保険様より『養老保険を活用した福利厚生プラン』についてご提案がありました
ので、会員のみなさまにお知らせいたします。
建設業をはじめ各業種の経営者とおつきあいのある会員の方がたくさんいらっしゃると思いま
す。担当されているお客様の売上がよく、資金に余裕が出た場合などには、将来や万一のときに
備えての養老保険へ加入するという方法があります。許認可のお手伝いにとどまらず、財務面で
のアドバイスまですることができれば、よろこばれるお客様もたくさんいらっしゃるのではない
でしょうか。

☆みなさまのお客様にこのような悩みを抱える経営者はいらしゃいません

上記のような悩みを抱える法人様がいらっしゃいましたら、
かんぽ生命の法人営業社員にお手伝いさせてください。

きっと、お役に立てることがあります。
ぜひ、お気軽にご相談ください！！

株式会社かんぽ生命保険
東京中央法人支店　法人営業二部
担当：齋藤　健博　　堀切　翔太

ＴＥＬ：03-6402-6525
　ＦＡＸ：03-6402-6534

本会事務局に資料をご用意
いたしておりますので、
ご自由にお持ちください！

業務推進本部◀◀◀
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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：２４５－０１

総務部主催研修会の開催について

内 容
「犯罪インフラ撲滅対策について」
「職務上請求書の使用に関する諸注意」

（※神奈川県行政書士会　職務上請求書の取扱いに関する規則第３条に定める研修会となります。）

日 時

①� 平成２９年　３月２８日（火）
②� 平成２９年　４月２７日（木）
③� 平成２９年　５月３０日（火）
いずれも、１３時３０分から１５時５０分（受付：１３時より）
　※都合のつく開催日にご参加下さい。

場 所 本会�大会議室（横浜市中区山下町２番地）

講 師
神奈川県警察本部　刑事部組織犯罪対策本部　担当官
総務部長　山本　毅　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、事務局宛にお申込み下さい。

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）

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。

切り取らずにお申し込みください
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 　申 込 書　- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
総務部主催研修会（　　　①　　　②　　　③　　　）に出席します。
　　　　　　　　　※いずれかに丸印を付けてください。

平成　　年　　　月　　　日
　　　　申込番号：２４５－０１� 会員番号（４ケタ）：　　　　　　　　　　

　支部名：　　　　　　　　　　支部� 氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　
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川崎南支部�
H２８年度第２回支部研修会報告

日　時：�平成２９年２月４日（土）�
１３：３０～１６：４５

場　所：サンピアンかわさき　第１研修室
内　容：川崎南支部事業分析
参加者：２９名
　例年１月末に行われる支部研修会ですが、
今年は２月初旬の開催となりました。また、
通常講義形式で行われる研修会も、今回は
ワークショップ形式です。テーマ決定のきっ
かけは、先行して開催されたあさぎ勉強会で
このテーマを扱ったとき、少人数ながらも大
変盛り上がったことです。そこで、是非支部
研修会で取り上げて、参加者みんなで「かわ
みのこれから」を考えよう！となりました。
　ただ、前回と異なるのは人数の多さです。
今回のワークショップは１グループ５～６人
が５つ（５班：小学生時代のようです）。前
回は１グループ４人が２つなのでだいぶ大所
帯となりました。

　今回の事業分析の最終到達地点は「南支部
（活動）だからこそできること（提供できる
価値）とはなにかを議論で煮詰めていくこと
です。そのために各班には大きな模造紙がお
かれています。

　この模造紙には、最終到達点に辿り着くの
に必要な①～⑨までの項目が具体例とともに
プリントアウトされています。これは、研修
相談部の事前シュミレーションの際に植田朋
美会員の発案＆業者発注して頂いて出来上
がった力作です。この用紙のおかげで、班ご
との議論がスムーズに行われました。植田会
員は、平素の会議においても意見を沢山提出
して頂き、事前の準備にも携わって下さいま
した。こういった人材が支部活動になくてはな
らない主たるリソース（資源）だと思います。
� （写真：中央/植田朋美会員）

　また、各班にはあさぎ勉強会等で事業分析
について研鑽を積んだ研修相談部員が配置さ
れました。部員の皆さんのおかげで、事業分
析が初めての多くの会員に、細やかな説明をし
て頂けました。この支部研修会の立役者です。

川崎南支部
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　最終的には、参加者の皆さんが真剣に議論
して頂いたおかげで、川崎南支部が提供でき
る価値がたくさん見出せました。中でも、
「人材が提供できる価値」が多かったように
思います。
　これからも川崎南支部の先輩方が築き上げ
て下さったものを受継ぎ、南支部の多様な個
性を持つ会員がそれぞれに支部活動として発
現することが、「かわみらしい」価値を提供
できると感じました。

� 文：後藤　ともみ

【平成２８年度�第４回横浜中央支部�
� 研修会・忘年会報告】
日　時　平成２８年１２月６日（火）
　　　　研修第１部１５：００～１６：２５�
　　　　　　第２部１６：３０～１７：４５�
　　　　　　忘年会１８：００～

会　場　�ザ・クラブ・オブ・エクセレント・
コースト

テーマ　�第１部「新入会員と新たな業務開拓
を目指す会員向け研修」�

　　　　�第２部「法人設立に係るヒト、モ
ノ、カネ」

講　師　�第１部�横浜中央支部会員（大野、
田中、大神、関谷、今、吉田、廣
末、海原、田代、西田）�

　　　　第２部�横浜中央支部　吉田会員、
　　　　日本政策金融公庫横浜西口支店�
　　　　融資第三課長�西本敬一様
参加者数�３７名�
・・・・・・・・・・・・・・・・・
　本年度第４回研修会は、第１部・第２部と
も、以前実施して好評であった研修のパワー
アップバージョン。
　第１部は、７月に実施した、分野別テーブ
ルを設けて興味のあるテーブルを訪問してき
た研修参加者と担当分野の講師がそれぞれ気
兼ねなく質問回答をしてその分野の理解を深
めていただくという形式です。

　分野別テーブルの数を前回からさらに増や
し、①許認可（建設業、産廃業、宅建業）②
許認可（風営、その他）③国際業務④自動
車関係⑤法人設立⑥相続・遺言⑦成年後見⑧
ペット法務の８テーブルとし、１５～２０分
ごとに時間を区切り、自由にテーブル移動を
していただきました。初めての業務はみな新
人。登録年数の浅い会員だけでなく、新たに

横浜中央支部
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取扱業務を拡大したいと考える多くの会員
が、講師と気兼ねなく会話し盛り上がってい
ました。
　第２部は、昨年実施して好評だった法人設
立について研修。前回と同じ吉田会員を講師
に、依頼を受けた場合の継続的な業務に発展
させる秘訣を伝授していただきました。
　そしてさらに今年は、日本政策金融公庫横
浜西口支店�融資第三課長　西本敬一様も講
師に迎え、法人設立からお客様に提案できる
創業融資について、融資を実行してもらうた
めのポイントを詳しい事例解説つきで教えて
いただきました。ここまで話していいの？！
ということまで話していただき（横浜中央支
部特別バージョンだったそうです！？）、
このような通常聞けない貴重なお話は、今後の
お客様への提案の武器になるかと思います。

　そして研修後は、同じ会場の階を移して、
忘年会。今年の忘年会は一味違います。
　なんと、お金が飛び交う（？）ゲームがあ
りました。チャンピオンは、第２部の講師をし
ていただいた吉田会員。白タオルを身にまとっ
て、さすがのチャンピオン風格が漂っていまし
た。面白さを文字にできません（笑）。
今年もこのような素敵な会場で、美味しいも
のを食べながら会員相互の親睦を深め、楽し

い時を過ごせたことをうれしく思います。ま
た来年、皆様がさらなる飛躍の年であります
ように。

� （文責　横浜中央支部�江﨑�純子）

平成２８年度　第１回業法研究会

日　時：平成２９年１月１１日（水）　
　　　　第１部� １８時２０分～１９時５０分
　　　　　　　　研修（業法研究会）
　　　　第２部� ２０時００分～２０時４５分
　　　　　　　　茶話会　　　
場　所：産業貿易センタービル７階
　　　　行政書士会大会議室
テーマ：“稼ぐ行政書士はここが違う！！！
� 「民事信託編」”
　　　　“一歩リードする行政書士のための
� スキルアップセミナー”
講　師：朽木元（横浜中央支部会員）　　　
　　　　石田知行（横浜中央支部会員）
　　　　PWM日本証券㈱　坂本様
　　　　㈱BE�HAPPY�宮川様　　　
参加者数：４８名
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　そろそろお正月気分が抜けたかな～と言う
頃に、平成２８年度横浜中央支部第一回業法
研究会が開催されました。今回は、今注目の
「民事信託」がテーマと言う事もあり、行政
書士会大会議室がほぼ満席となる程、大変多
くの皆様にご参加頂きました。
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　開催に先立ち、松本支部長からの挨拶があ
り、研修会のスタートです。まずは、石田講
師から信託法が出来た経緯等の説明、受講者
に対して英米法と大陸法の違いについての質
問があり、突然指名された受講者が少し慌て
る場面から業法研究会がスタートしました。
　次は朽木講師にバトンタッチ！同講師から
は、行政書士が業務として「民事信託」に関
わり稼いでいく可能性や、ダンピング競争に
巻き込まれない為の付加価値の付け方などの
お話しをされました。

　次に「民事信託」の具体的な活用事例を、
ＰＷＭ日本証券㈱の坂本様からご説明頂きま
した。ここでは、「民事信託」を活用した場
合に、相続税が大幅に節税出来るスキーム
や、事業承継についてのスキームの紹介があ
り、更には、行政書士と証券会社との協業の
可能性までお話しを頂きました。
　そして最後に、㈱BE�HAPPY宮川様から
「民事信託」を活用している実務の現場で、
税務上の問題は起きないのか等、税理士の観点
からや税務調査の実例等のご説明頂きました。

　９０分という短い時間で４人の講師がテン
ポよく切り替わり、あっという間に研究会が
終了となりました。

　その後、４人の講師を交えた茶話会が開か
れ、より具体的な質問や、参加者同士の親睦
が深められました。
　最後になりましたが、講師を引き受けてく
ださりました先生方、参加者の皆様、本当に
有難う御座いました。
� （横浜中央支部研修委員　山岸　孝浩）

磯子・金沢支部便り�
� 横浜市磯子図書館セミナーについて
１　概要
（１）日時　平成２９年１月２７日（金）
　　　　　　１３時３０分～１５時５０分
（２）場所　磯子図書館会議室
（３）タイトル　�よくわかる遺言書の書き方

講座
（４）講師　川﨑志朗先生
（５）相談員　�大菊明、安西いずみ、�

後藤国博、島崎修一、�
福島久美子

（６）参加人数　２３名
（７）個別相談　９件（遺言・相続）
２　セミナーの内容
　昨年に引き続き今年も磯子図書館セミナー

磯子・金沢支部
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は活況を呈しました。講師は穏やかな語り口
で講演をされたが、講演の途中で、熱心な聴
衆からの核心を突く質問に対して、当意即妙
の回答をされ、また講演が終わった後も活発な
質疑が続き、とても良い講演会となりました。
　講演会修旅後、相談会が行われましたが、
９件の相談があり、関心の高さがうかがえま
した。
　また、磯子図書館では、最近、市民の身近
な法律問題に関するニーズに答えるため「法
情報コーナー」を設置し、蔵書を充実させて
いるとの事でしたが、なかなか入手できない
高価な本もありました。

川﨑講師
��

� （安西いずみ通信員）

【平成２８年度第２回戸塚支部研修会】

　平成２８年度戸塚支部第２回研修会が開催
されました。
◇日時：平成２９年１月２８日（土）
　　　　１４:００～１６:４０
◇場所：戸塚地区センター会議室A
　　　　�他支部会員６名を含む５１名の方に

参加していただきました。
　今回の研修会は戸塚区・泉区に事務所を置

かれている地元の弁護士の先生方を講師にお
迎えして開催いたしました。

《第一部》
公正証書無効確認訴訟
中山知行弁護士（泉区）

《第二部》
離婚　小豆澤史絵弁護士（戸塚区）

《第三部》
遺留分減殺請求
稲垣周太郎弁護士（戸塚区）

《第四部》

戸塚支部
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交通事故　中村誠弁護士

　それぞれ短い時間にまとめていただきまし
たが、どれも業務に関連する内容でしたし、
質問にも丁寧に答えていただき、有意義な研
修でした。
　地元の弁護士のお話を一度に聞ける機会は
なかなかないかと思いますのでその点でも貴
重な研修だったと思います。

【平成２９年新年会】

　研修終了後は、場所をかえて平成２９年の
戸塚支部の新年会を開催いたしました。

　講師をしていただいた弁護士の方全員に新
年会にも参加していただき、とても貴重な交
流の機会を持てました。研修に引き続き、喉
を潤しながら濃密な時間を過ごすことができ
たかと思います。
　今年の戸塚支部および会員がますます発展
していけるように一本締めでしめて、最後に
は集合写真を撮って閉会となりました。

� （広報担当　矢島　睦美）

【平成２９年鎌倉支部新年会】

　平成２９年１月２０日（金）午後６時よ
り、鎌倉の「銀座アスター鎌倉賓館」におき
まして、鎌倉支部新年会が開催されました。
この日は暦の上では大寒であり、陽が落ちた
夕方からは肌寒い気候でしたが、３０名の支
部会員が出席しました。
　ご来賓として本会会長である水野晴夫先生
をはじめ、浅尾慶一郎衆議院議員、早稲田夕
季神奈川県議会議員をお迎えしました。
　開会に先立ち、矢追邦美支部長からご挨拶
のお言葉、田中誠本会研修部長からは法務局
による相続関係相関図の新制度に関するお話
しをして頂き、本会及び支部相談役の小田恭
平先生の乾杯の後、歓談となりました。

　浅尾慶一郎衆議院議員、早稲田夕季神奈川

鎌倉支部
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県議会議員からもご挨拶のお言葉を頂戴し、
和やかな雰囲気の中で美味しい中華料理をい
ただきながら、自己紹介や情報交換などが行
われました。
　新入会員の挨拶なども行われ、あっという
間に２時間が経ち閉会定刻の午後８時、本会
監事兼相談役の坂西一郎先生の一本締めによ
り、鎌倉支部新年会は大盛況の内に閉会とな
りました。

　年齢や経験のまだ若い先生とベテランの先生
が一堂に会する場面が少ない中、こういった機
会があることが大変喜ばしく、また鎌倉支部の
益々の発展を期待できる新年会でありました。
� （記　鎌倉支部　石井　学）

【鎌倉支部研修会報告】　

日　　時：平成２９年２月１３日（月）
　　　　　午後２時３０分～午後４時３０分
会　　場：�大船行政センター３階�

「第一集会室」
講　　師：本会運輸警察部長　伊達佳弘先生
テ ー マ：①今日からできる車庫証明
　　　　　②自動車の相続手続きについて
参加人数：支部会員２０名

　今回の鎌倉支部研修では自動車に関係する
研修ということで、その分野のエキスパート
である本会運輸部長をされている、伊達佳弘

先生をお迎えして研修を行いました。
　我々行政書士にとって車庫証明は身近な業
務であるとともに、最近増加傾向にある相続
に対する相談案件で、車に対する相談などを
受けることもあると思います。その意味でも
自動車に対する業務知識を今一度確認し、学
んでいくことは重要であります。

　研修では手引き等を読んだだけでは一見し
て分かりづらい箇所や、見落しがちな部分を
実際の申請書などを見ながら解説して頂けた
ので、非常に分かり易かったと感じました。
こういった研修ですと実務に活かせる研修で
あると実感します。
　例えば神奈川県の場合と東京都の場合では
車庫証明の申請手数料の支払い方が違うとい
う話を聞きました。（神奈川県は収入証紙、
東京都は現金納付のみ）だから、申請書は他
県の物でも使用し申請できるが、神奈川県の
申請書では証紙を貼る申請書があるが、東京
都の申請書には無いから、そういったことに
注意すると業務がスムーズに進むと大変勉強
になりました。
　また、最近は電子申請（ＯＳＳ）での申請
も増加してきており、昔からの申請方法と今
後変化していく申請方法の必要性、利便性な
どもお話し頂きました。
　自動車の相続手続きについては、民法の相
続に関する規定が適用される、所有者の死亡
と同時に相続人全員の共有財産となる、申請
は移転登録申請になるといったお話を分かり
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易く解説して頂きました。
　今回の研修は資料も多く、初めて自動車に
関する業務を勉強する会員は勿論、実務経験
のある会員にとっても大変勉強になった研修
でした。

　研修後は午後５時から大船駅近くの「土風
炉」にて懇親会を行いました。美味しい料理を
頂きながら、会員同士の交流を深めました。

� （記　鎌倉支部　石井　学）

平成２９年横須賀・三浦支部�
� 新年賀詞交歓会
日時　平成２９年１月２８日（土）
　　　１７時～
場所　セントラルホテル　ルビーの間

　横須賀・三浦支部賀詞交歓会が開催されま
した。
　当日は横須賀市長、関連士業の支部長な

ど、多数の御来賓の方々がお見えになり、盛
会となりました。�

　また、余興として横須賀市出身のタレント
により構成される「０４６８スタイル」をお
呼びし、単なる年始行事にとどまらない楽し
いイベントとなりました。

横須賀市立図書館セミナー

テーマ『暮らしとお金―終活を考える』

第一回　平成２９年２月１１日（土）１４時
　　　　�横須賀市立追浜コミュニティセン

ター３階
講　師　渡辺　寛会員
�

横須賀・三浦支部 
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第二回　平成２９年２月１２日（日）１４時
　　　　横須賀市立中央図書館　３階
講　師　笹渕　昌雄会員

　昨年はお休みとなりましたが、すでに恒例
行事となった図書館セミナーが復活いたしま
した。今回は暮らしに密着した話題に触れつ
つ、終活の重要性を説くスタイルとなってお
ります。また、今回の新しい試みとして、各
館テーマを統一し、講師を変えてそれぞれの
個性を生かした内容にいたしました。
本稿作成時点ではあと一回残っております
が、横須賀市、三浦市の皆様のお役に立てれ
ばと考えております。

横須賀・三浦支部ホームページ
http://yokosukamiura.client.jp

横須賀・三浦支部会員限定メーリングリスト
『０４６８』への登録をご希望される方は、
本文に登録アドレス、会員名を記載の上、山
口支部長宛てにメールでご連絡下さい。登録解

除希望についても同様にお願いいたします。
アドレス　yama.yokosuka@gmail.com

【平成２８年度�
� 講習会および研修会のご報告】

　平成２８年度支部相談員講習会�
� および第３回研修会
日時：平成２９年１月２８日（土）
　　　１４時～１６時５０分
場所：藤沢市民会館　第２会議室
〈講習会〉
内容：「湘南支部公的無料相談相談員講習会」
講師：湘南支部　鈴木和之会員

〈研修会〉
内容：�「相談力アップ！行政書士相談の受け

方や提案力の向上を考えよう」
パネリスト：�山本毅会員、渡辺和也会員、�

遠田武史会員、�
我妻敦会員（コーディネーター）

　湘南支部では、当支部の区域である二市一
町（藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町）にて毎月1
回開催されている無料相談、その他官公署や
支部が主催する無料相談会を「公的無料相
談」と呼んでおります。そして、この公的無
料相談の相談員登録希望者に向けた講習会を
年に１回、この時期に開催しています。
　講習会では、当支部作成の「公的無料相談
ガイドライン」を使用して、鈴木和之会員か
ら公的無料相談の相談員としての心構えや諸
注意事項についてご講義いただきました。
　今回はガイドラインの内容が抜本的に見直
され、新たに相談員登録を希望する会員のみ

湘南支部
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ならず、ベテラン会員にとっても、運営方法
の変更や注意点を改めて喚起する大切な機会
となりました。行政書士制度に対する信頼を
高めていくためにも、支部として足並みを揃え
た公的無料相談を引き続き実施して参ります。
　講習会の後、引き続き「相談力アップ！行
政書士相談の受け方や提案力の向上を考えよ
う」と題して、グループディスカッション形
式の研修会を行いました。
　よくある遺言・相続等に関する相談として
３つのケースを想定し、行政書士役と相談者
役との相談風景を事前に映像撮りをしたもの
を、研修会の場で出席会員にご覧いただき、
その映像の中の行政書士の相談者への対応や
相談内容への回答の仕方について、６人程度
のグループに分かれ話し合っていただきまし
た。その後コーディネーター進行のもと、各
グループの代表者がその相談ケースについて
改善策や解決策などを発表し、パネリストよ
り多方面からの意見や感想をコメントしてい
ただきしました。
　グループディスカッションではベテラン会
員も登録したばかりの会員も皆真剣に参加し
てくださり、予想以上に盛り上がりました。
今回の研修会は新人会員がベテラン会員の実
務上の話を伺えた有意義な時間になり、また
会員同士が親睦を深められた良い機会だった
と思います。
　今回の研修会は例年とは違ったスタイルの
開催であったため、アンケートを実施しまし
た。話を聞くだけの講義形式ではなく、参加
型の研修会は当支部では珍しかったこともあ
り、「とても面白かった」「勉強になった」
との前向きな意見を多くいただきました。
　今後も、ご参加いただいた会員に有意義と
なるような研修会を開催できるように努めて
まいりたいと思います。

平成２８年度�新春の集い開催報告
日時：平成２９年１月２８日（土）
　　　１７時～１９時
場所：藤沢市民会館　まつの間
来賓：藤沢市長��　鈴木恒夫�様
　　　茅ヶ崎市長　服部信明�様
　　　寒川町長　　木村俊雄�様
　　　藤沢公証役場公証人　金子順一�様
　　　�神奈川県行政書士会副会長�

神本千石�様
　　　�神奈川行政書士政治連盟会長�

加藤幹夫�様

　研修会終了後、会場を移し、毎年恒例の新
春の集いが開催されました。
　成燦旭会員による司会進行の下、清水泰輔支
部長の新年の挨拶により宴が始まりました。
　本年も藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の三首
長、藤沢公証役場より公証人金子順一様を始
め、神奈川県行政書士会から神本千石副会
長、神奈川行政書士政治連盟から加藤幹夫会
長のご臨席を賜ることができました。また、
来賓の皆様からは、日頃の地域に密着した当
支部の活動に対する謝辞と激励のお言葉を頂
戴するとともに、少子高齢化がますます進行
していくことへの課題等もお話しされ、地域
行政と市民との架け橋として、行政書士が果
たすべき役割は大きいものと確信し、身の引
き締まる思いで拝聴いたしました。
　その後、山田榮相談役による「おめでとう
ございます！」の乾杯のご発声をいただき、
歓談の時間へと移りました。
　当支部にとって本年最初の宴でしたが、今
回も多数の会員にご参加いただき、和やかな
雰囲気の中、会員同士の交流の輪が広がって
いったように思います。
　このたびの相談員講習会と研修会そして新
春の集いは、会員同士の親睦を深めるととも
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に、行政書士の資質より高めることを各々意識
することにより、一層湘南地域の皆さまに寄り
添い、また皆さまの頼りになる行政書士になろ
うと相互に確認しあえた有意義な一日でした。
� 以上

�

平成２９年１月２１日（土）相模原市民会館
にて、業務研修および賀詞交歓会が行われま
した。
　今回の研修のテーマは、第一部『「社会」
から信頼される行政書士』で、東京都行政書

士会立川支部　今村英治先生に講師をしてい
ただきました。
　新人・先輩行政書士の労務関係についての
注意点、士業者として行政担当者への対応の
在り方について解説していただきました。
　またパワーハラスメント認定について民事
訴訟・行政訴訟の過去の判例を用いながらの
解説もしていただきました。
　近年パワーハラスメントによる社会問題が
多く取り上げられています。一人ひとりが、
どのような行為がパワーハラスメントに該当
するのかを理解し、それぞれの立場からの行
動により、予防・解決につながるのではない
かと思います。
　休憩をはさみ第二部『「行政」から信頼さ
れる行政書士』で相模原市役所　健康福祉局
指導監査課　村上様から社会福祉法人制度改
革について、環境経済局資源循環部廃棄物指
導課　鎌田様から産業廃棄物の許可につい
て、ご講義いただきました。
　その後場所を移して平成２９年賀詞交歓会
が開催されました。
　石口美子支部長、神奈川行政書士政治連盟
支部長　舘形雅行先生より主催者挨拶があ
り、来賓祝辞として、神奈川県行政書士会副
会長　佐藤彊様、神奈川行政書士政治連盟会
長　加藤幹夫様からご挨拶をいただきまし
た。つづいて国会議員の方々など多くの祝辞
をいただきました。
　相模原支部幹事大崎秀浩様の乾杯で宴会が
スタートしました。終始和やかな雰囲気の
中、情報・意見交換がされ懇親を深める事が
できました。
　小峰前支部長の中締めの挨拶をもって無事
終了となりました。
　石口美子支部長の挨拶の中で、難しい案件
の依頼があってもすぐに諦めず、最後まで成
し遂げる事が大切であるというお言葉があり

相模原支部
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ました。自分自身の成長や自信となり、また
ご依頼人の方からの信頼にも繋がっていくの
ではないでしょうか。日々の努力と自己研鑽に
励む事の大切さを、今一度痛感いたしました。
　今回の研修会・賀詞交歓会の企画・準備を
していただいた先生方、ありがとうございま
した。

� 相模原支部　会員　　沓掛　由恵

厚木支部研修会報告

日　　時：平成２９年１月２１日（土）
　　　　　午後３時３０分～午後６時
場　　所：アミューあつぎ
　　　　　市民交流プラザ６階ルーム６０４
研修内容：「Webマーケティングって�
� なんだ？」

　　　　　講師　厚木支部　原　邦功　先生
出�席�者：３０名

　厚木支部の平成２８年度第２回目の研修会
が、「アミューあつぎ　市民交流プラザ」に
て行われました。

【研修会風景】

　「Webマーケティングってなんだ？」と
のタイトルのもと、当支部の原�邦功先生に
ご講義いただきました。

【行政書士　原 邦功先生】

　前半はご自身の実績をもとに、経営戦略と
してWebを活用したマーケティングの実用
性から始まり、ホームページはもちろんSNS
やYouTubeを活用しての集客の有用性を熱
く語っていただきました。後半は参加者個々
がSWOT分析・４P分析シートを使って自己
分析を行い、改めて個々の経営ビジョンを見
直す良い機会になったことと思います。

厚木支部
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　今回の研修会は今の時代にリンクした素晴
らしいテーマで、私を含めインターネットや
SNSは苦手と感じている方も「一歩踏み出し
てみよう！」と思える内容でした。他支部か
らご出席いただいた方にもご満足いただけた
のではないかと感じております。

　レンブラントホテルで行われた新年賀詞交
換会は、会員２５名、ご来賓５名（小林常良
厚木市長、義家弘介衆議院議員、後藤祐一衆
議院議員、山口貴裕県議会議員、神奈川県行
政書士会神本千石副会長）でにぎやかに行わ
れました。研修会参加のほとんどの方が懇親
会にも参加という盛会ぶり。みなさん、業務
の情報交換をされたり、近況を知らせ合った
り、とても楽しそうでした。

　次回もたくさんの方々のご参加をお待ちし
ております。講師の先生、充実したご講義を
どうもありがとうございました。
� （厚木支部　畠山�陽子）

第３回平塚支部研修会報告

日　時　　平成２９年１月２８日（土）
　　　　　午後２時～５時
場　所　　平塚商工会議所２階第２会議室

テーマ　　�「旅館業法・特区民泊の�
� 許可申請実務」

講　師　　石井くるみ先生（東京都行政書士
会中央支部）
参加者　　５０名
司　会　　下田益子
　平成２８年度第３回平塚支部研修会は、東
京都行政書士会中央支部会員であり、一般社
団法人不動産ビジネス専門家協会理事でもあ
る石井くるみ先生に御登壇頂き、「旅館業
法・特区民泊の許可申請実務」のお話をして
頂きました。参加者は５０名と多くの会員にお
越し頂き、民泊の関心の高さを感じました。

　研修内容は、１.民泊ブームの背景と観光
ビジョン　２.宿泊ビジネスの法規制の全体
像　３.規制緩和に関する国・自治体の動向
　４.簡易宿所・特区民泊許可申請実務　
５.簡易宿所営業の許可取得実務例　６.民泊
に役立つその他の法律知識　７.民泊新法の
概要と今後の民泊ビジネス　という項目で
５０頁もの資料を提供して下さり講義をして
頂きました。

平塚支部
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　どの項目も図や表をふんだんに使い大変解
り易くお話して下さいました。特に許可申請
実務のお話では実際に携わった実務例を交え
て、クライアントからのヒアリングの要点、
またどの形態の許可申請が適しているのかの
判断や各自治体の対応の違い等、新鮮な現場
のお話もお聞きすることができ大変有意義な
内容でした。
　また、民泊の背景と観光ビジョンの項目で
の酒税の免税制度による酒造ツーリズムの振
興というお話は地方での民泊の可能性を感じ
ましたし、今後の民泊ビジネスの項目では、
民泊は相続対策商品になりうるというお話に
大変魅力を感じました。

　研修会の後は、平塚プレジールにて新年会
を開催致しました。神奈川県行政書士会より
副会長である佐藤彊先生にお越し頂き、また
講師の石井くるみ先生にも参加して頂きまし
た。今年度は平塚支部会員の結婚という嬉し
い報告を受けまして、支部からお祝いの言葉
とお品を新年会の場をお借りしてお渡ししま
した。嬉しい報告もあり、美味しいお料理と
お酒を頂きながら親睦を深めることが出来た
と思います。
� （下田益子）　

平成２８年度�
� 第２回支部相談員実務研修会の開催
１．日程：平成２８年１１月２２日（火）
２．時間：�午後６時３０分～午後８時００分

まで（受付�午後６時１５分）
３．場所：�大和商工会議所３階�

第５・６会議室
　　　　　（大和駅小田急改札口�徒歩３分）
　　　　　大和市中央５－１－４
４．講師：�山本尚先生�

（当支部会員�当支部幹事）
　　　　　�渡辺春美先生�

（当支部会員�当支部幹事）

�
　前回に引き続き、大和綾瀬支部では、大和
市役所および綾瀬市役所の支部相談員の育成
および資質向上を目的として、第２回支部相
談員実務研修会を開催いたしました。
　今回は、実際にどのように相談業務にあた
るのかを体験してもらうことを目的として、
講師が相談者となり、研修会出席者の代表が
相談員となるシミュレーション形式で行いま
した。

大和・綾瀬支部
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　まず、山本尚会員が相談者役となり、相談
員役として角田幸一会員が選ばれました。相
談内容は遺言についての相談で、山本尚会員
の出す相談事例に対し、相談員役である角田
幸一会員が適切に遺言の説明を行い、具体的
にどのようにするべきか等の道筋を説明いた
しておりました。
　続いて、渡辺春美会員が相談者役、相談員
役を大堀亮太会員として、相続の相談事例を
基にシミュレーションを行いました。まず、
相談者役の相続人関係を聞き取った上で、今
回の事例ではどのように対処するべきかを丁
寧に説明いたしておりました。
　また、各々のシミュレーション後におい
て、講師の御二方および笹森支部長より良
かった点や改善するべき点のアドバイスを頂
き、シミュレーション参加者および他の出席
者も学ぶことが多くございました。
　そして、最後に笹森支部長より、今回の研
修会の目的は、行政書士として法的に相談対
応することは勿論であるが、何よりも相談に
来られた方に対して心地よく相談して頂くよ
うに、マナーや礼儀をもって対応することが
大切であることを参加者全員に学んでもらう
為でもあるとの言葉を頂きました。
　今後も、相談に来られた地域住民の方に信
頼され、頼って頂けるような相談業務ができ
るように大和綾瀬支部一同努めて参りたいと
思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成２８年度　第２回�
� 支部実務研修会を開催いたしました。
１．日時：平成２８年１２月１６日（金）
　　　　　午後６時００分～午後７時３０分
２．場所：大和商工会議所２階　第１会議室
　　　　　（大和駅小田急改札口　徒歩３分）

　　　　　　�大和市中央５－１－４�
０４６－２６３－９１１１

３．内容：�「改正建設業許可申請の実務�
� ～解体工事業の取扱い～」

４．講師：熊野裕二先生�
　　　　　（当支部会員　元当支部支部長）

　平成２８年１２月１６日（金）、大和綾瀬
支部第２回支部実務研修会を大和商工会議所
にて開催いたしました。
　講師として、多くの建設業許可申請を手掛
けてきた熊野裕二会員に担って頂き、平成
２８年６月より新設された「解体工事業」を
中心に解説して頂きました。
　今回の建設業許可における「解体工事業」
新設にともなう、「とび・土工工事業」経過
措置の説明などを大変詳しくしてくださりま
した。
　また、「解体工事業」を業種追加する際で
の専任技術者の「みなし」について、それに
よる注意しなくてはならない事などもご教授
くださり、実際に建設業許可に携わっている
会員のみならず、これから建設業許可に携わ
ろうとする会員にとっても、大変勉強になる
充実した研修となりました。
　今後におきましても、研修等を活用しなが
ら、会員一同、自己研鑽に努めて参りたいと
思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成２８年度�第３回�
� 支部相談員実務研修会の開催
１．日程：�平成２９年１月３１日（火）
２．時間：��午後６時３０分～午後８時００

分まで（受付�午後６時１５分）
３．場所：�大和商工会議所３階
　　　　　�（大和駅小田急改札口�徒歩３分）

大和市中央５－１－４
４．講師：�清水洋州先生�

（当支部会員�当支部会計）
　　　　　�齋藤雄一先生�

（当支部会員�当支部幹事）

　大和綾瀬支部は、平成２８年度最後の支部
相談員実務研修会を、平成２９年１月３１日
に大和商工会議所にて行いました。講師とし
て、当支部会計の清水洋州会員および当支部
幹事の齋藤雄一会員に担って頂きました。今
回の研修会は、相談事例を基に、講師が相談
業務のシミュレーションを行い、講師がどの
ように相談業務を行っているかを第三者の視
点から見ることで学習するという形で行われ
ました。
　相談者役を清水洋州会員が担当し、相談員
役を齋藤雄一会員が担当して、はじめに「父
親が長男にすべての遺産を相続させたい」と
いう事例のシミュレーションを行いました。
シミュレーションにおいて、清水洋州会員が
相談したことに対して、齋藤雄一会員が遺言
や遺留分に関する説明を行うなど、遺言の事
例における対応の仕方を学習致しました。

　引続いて、「父親が再婚する場合の遺産相
続上の問題」をテーマにした事例のシミュ
レーションが行われました。こちらは、父の
再婚相手に父の財産を相続で渡したくないと
いう相談を子が行ったという事例です。この
事例においては、家族構成が複雑なケースを
想定し、父の結婚は今回で３回目であり相談
者には異母兄弟がいる等の相談内容で、遺言
相続だけではなく養子縁組関係の説明なども
題材として取り上げられておりました。
　今回のシミュレーションで、講師の相談業
務を見ることで、講師から多くの事を学ぶ研
修会となりました。また、笹森浩史支部長か
らも今回の事例の場合における助言を賜り、大
変有意義な研修会とすることができました。
　本年度の相談員実務研修会は今回で最後と
なりますが、来年度におきましても同様に研
修会を行うことで研鑽をして参りたいと思い
ます。
� （髙杉未来）

～平成２９年�
� 新年業務連絡会＆新年賀詞交歓会～
業務連絡会
日時：平成２９年１月７日（土）　
会場：オークラフロンティアホテル海老名
時間：１５時から１６時半
　山口淳副支部長の司会で業務連絡会は始ま
りました。山村支部長の挨拶があり支部報告
がありました。平成２９年１月７日現在、支
部の会員数は昨年と変わらず６１名。
平成２８年５月１５日
　　　　　北川　城三　会員が入会
　　　　　６月３０日
　　　　　平沼　真紀　会員が他支部へ転出

海老名・座間支部
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【主な支部活動】
４月　支部役員会開催　サニープレイス座間
　　　�役員選考委員会開催�

北地区文化センター
５月　�平成２８年度支部定時総会・�

定時大会開催
　　　オークラフロンティアホテル海老名
６月　支部役員会　サニープレイス座間
８月　支部名簿配布　
　　　�市役所や出張所へ�

（山村支部長、髙木副支部長）
９月　�座間街頭無料相談会開催�

構内ふれあい広場
10月　�海老名街頭無料相談会開催�

海老名市役所本庁舎１階
　　　�座間市主催『特設行政相談会』開催　

本庁舎内会議室
　　　�社会保険労務士会、行政相談委員と合

同参加
【市役所行政書士相談件数実績】４月～１２月
　・海老名市役所　４７件　※前年４８件
　・座間市役所　　４６件　※前年８８件
　座間市役所の相談件数は他士業の相談会も
減少傾向にあるそうです。
☆平成２８年度中に予定されている支部活動☆
・図書館セミナー　
予定日：２月４日（土）テーマ　“相続”
講　師：見方　雅教　先生（当支部会員）
　　　　２月１８日（土）テーマ　“遺言”
講　師：八尋　久視子　先生（当支部会員）
会　場：座間市立図書館
時　間：１４時から１５時半
・支部研修会
予定日：２月１２日（日）
　　　　テーマ　“医療法人業務”
講師：齋藤　雄一郎　先生
　　　（東京会中央支部所属）
会　場：オークラフロンティアホテル海老名

時　間：１４時から１６時半
　その他に竹内会員の支部会計の経過報告、
下川原理事の本会理事会連絡では会員の処分
や倫理についての報告があり、櫻井副支部長
の政連連絡等があり特に問題もなくつつがな
く終了しました。
　それから隣の会場へ移り、新年賀詞交歓会
が開催されました。
　司会が幹事の細谷会員と国島が担当。私自
身はじめての司会を急遽お願いされうまく
しゃべれずバタバタしてましたが細谷会員が
しっかりと締めてくれました。プロの司会者
のような無駄がなく流暢な進行でした。
　山口副支部長の開会の辞で始まり、支部長
挨拶等があり本会会長挨拶では神奈川県の会
長　水野晴夫会長の挨拶　本会政治連盟会長
挨拶　加藤幹夫会長の挨拶とつづきまして、
来賓のご挨拶では衆議院議員　甘利　明　
様、神奈川県議会議員　長田　進治　様、
芥川　薫　様よりご挨拶を賜りました。
　髙木副支部長に乾杯の音頭をとっていただ
き、にぎやかな歓談がはじまりました。しば
らくの後、来賓の座間市議会議員の京免康彦
様、神奈川県行政書士会大和・綾瀬支部支部
長の笹森浩史様よりお言葉を頂戴しました。
支部幹事の和田英昭会員による閉会の辞、そ
して１本締めで和やかに散会となりました。

【業務連絡会】
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乾杯の音頭をとる “ 髙木副支部長 ”

『第１回“図書館セミナー”の開催！！』

　平成２９年２月４日（土）１４時から“図
書館セミナー＆相談会”が開催されました。
会場は座間図書館２階会議室。
　座間図書館とは初の共同企画が今年からス
タートしました！！
　記念すべき第１回開催の講師は“見方雅教
先生”でテーマは相続でした。
　参加者は１５名様（うちセミナー後の相談
者は８名様でした。）
　相続手続きの流れや必要な書類等の説明、
相続でもめないためどうすればいいの
か・・・と続いていきました。
　財産がたくさん残った方がもめることが多
いように思われますが実は、、、、
　資産が何億もあった方がもめるケースが少
なく逆に財産が少ない方がもめやすい。見方
先生の経験上相続財産が３００万～
１０００万円が一番もめやすいケースだと
おっしゃっていました。
　最後に“もめるケース”として次のような案
件を事例形式で発表していました。
ケース①
・前婚歴があって前妻との間に子供がいる
ケース②
・相続人が配偶者と亡くなられた方の兄弟達

ケース③
・複数の兄弟姉妹がいて１人の子が親と同居
して介護している
ケース④
・�義理の親（被相続人）を相続人以外の人
（子の配偶者）が介護していた
ケース⑤
・�二次相続（両親が亡くなったあと子供達が
相続人）

　もめないための対策として公正証書遺言を
残したり、生前贈与や生命保険を活用して相
続人間の公平を保つ方法あるそうです。
セミナー受講者のアンケートには感謝の言葉
が多く大好評でした！！
　座間図書館の館長さんや職員さんにも感謝
の言葉をいただき今回のような身近な法律セ
ミナーを“恒例行事”としてやっていきたいと
のことでした。座間図書館の皆様、誠にあり
がとうございました。今後ともよろしくお願
い致します。
　それから“見方先生”、本当にお疲れ様でし
た。<m(__)m>

図書館セミナーの講師　“ 見方先生 ”

� （支部通信員　国島　義之　記）
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政 連 だ よ り

平成２９年１月２５日（水）午後４時より、
横浜ロイヤルパークホテル３階「鳳翔」にお
いて、神奈川県行政書士会・神奈川行政書士
政治連盟・一般社団法人コスモス成年後見サ
ポートセンター神奈川県支部主催による新年
賀詞交歓会が行われました。神奈川行政書士

政治連盟役員が中心となり、各議員を出迎え
ました。
昨年は参議院選挙の年であったため、多くの
議員が出席し、盛会裡に終えることができま
した。

■平成２９年新年賀詞交歓会を開催■

神奈川行政書士政治連盟

平成２９年２月２３日（木）１５時より本会会
議室において支部長会が開催されました。
今回の支部長会では、まず、空家対策に関する
各市区町村との協議について、各支部長より前
回からの進捗状況が報告されました。
また、法定相続情報証明制度の新設に関して、
加藤会長より進展状況やパブリックコメントに
ついての報告がなされるとともに、今後の展開
について説明がなされました。
　その後、空家対策や法定相続情報証明制度を
中心に意見や質問、情報交換が行われました。

■支部長会を開催■
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◎横須賀・三浦支部

～神奈川県議会議員�竹内英明�県政報告会～
日時　平成２９年１月７日（土）
　　　１８時３０分
場所　よこすか平安閣

　竹内英明神奈川県議会議員の県政報告会が
行われました。
　かながわ自民党の重鎮主催ということで、
横須賀市の事業者が多数参加し、新年のあい
さつをかわしておりました。
　会場では、昨年発生した障害支援施設「県
立津久井やまゆり園」の事件に関するチラシ
が配布され、障害者差別解消へ向けた社会全
体の取り組みを呼びかけておられました。

～神奈川県議会議員�大村博信�副議長就任
� 感謝の賀詞交歓会～
日時　平成２９年１月２８日（土）
　　　１８時

場所　メルキュールホテル横須賀

～公明党　横須賀総支部　新春の集い～
日時　平成２９年１月２８日（土）
　　　１２時
場所　よこすか平安閣

◎秦野・伊勢原支部
～神奈川県議会議員�渡辺のりゆき�
� 県政報告会～

　平成２９年２月１１日（土）午後２時より
伊勢原市民文化会館大ホールにおいて渡辺の
りゆき県政報告会が開催され、出席してまい
りました。
　大ホールの会場内には約８００名からの市
民が集い、多岐に亘る県政事業について報告
があり、報告会終了後ロビーにて本人に応援
や陳情などで取り囲まれる姿も見られ、市民
に近い存在である事が良く解る県議でありま
した。
　報告会の冒頭、来賓として県議に関係する

■支部だより■
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◎政策渉外委員会

～公明党佐々木さやか参議院議員と
� 勉強会開催報告～
　平成２８年１２月１９日（月）午後３時よ
り、公明党の佐々木さやか参議院議員と勉強
会を開催しました。
　これは、神奈川行政書士政治連盟の活動方
針として各有力政党との関係を密にしていく
ことが今後必要になってくると考え、特に政
権与党である公明党との関係をより強化するた
め、今回公明党所属の有力な若手参議院議員で
ある佐々木さやか議員にご出席をご依頼したと
ころ、快諾をいただき、開催したものです。
　当日は、佐々木さやか議員のほか長岡光明
公設秘書、政連からは加藤会長、佐藤副会
長、南副会長、芹沢副会長、武田幹事長、政
策渉外委員会から、齋藤委員長、中山委員そ
して野島の９名が出席しました。
　主たる題材は、平成２９年度に法務省が新
設する予定の法定相続情報証明制度につい

て、参議院の法務委員会理事でもある佐々木
議員に対し、当方の懸念と要望を申し上げ、
それに対し佐々木議員から現状と今後の見通
しなどを伺い、こちらの要望をご理解にう
え、ご尽力いただきたい旨お願いいたしまし
た。また今回は初対面ということで、懇親の
意味もあり、軽食を取りながらの会なので、
後半は双方打ち解けてとても和やかに会を進
めることができました。佐々木議員はとても
気さくな方で、終始にこやかにわれわれに応
対していただきました。終わりに記念撮影を
し、佐々木さやか参議院議員の今後の益々の
ご活躍を祈念して、散会となりました。�
� 政策渉外委員会委員　野島　誠寛

■委員会だより■

諸団体をはじめ、行政書士政治連盟もその一
つとして紹介がなされました。
　県議からは、県民に近い法律家として空家
対策など伊勢原でも行政書士に大きく活躍し
て欲しいとお言葉を頂戴しました。また、成
年後見制度など後見人受任に際しても活躍し
ている行政書士も県内に多数存在することを
アピールし、行政手続きをよりスムーズに行
うために申請関して行政書士に相談・ご活用
頂きたいことをお願い致しました。
　今後、地域に根差した行政書士の存在を
しっかりとアピールしていきますと、固く握
手をさせて頂きました。
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◎広報委員会

～神政連リーフレットを改訂しました～
Ａ３二つ折りのものがＡ４三つ折になり、下記デザインにリニューアルしました。
議員への訪問や面談等の際にご活用ください。
なお、ご用命は神政連事務局までご連絡ください。

日　時　平成２９年１月１６日（月）　　　
　　　　１５：００～１６：００　　　　　
　
場　所　本会会議室

報告事項
（１）賀詞交歓会の対応について
（２）�各委員会からの報告・今後の予定につ

いて
（３）年間スケジュールについて
（４）その他

神政連ホームページ
（http://jinseiren.com/）
会員のページに規約等の各種情報を掲載して
おります。
ＩＤ：ｊｉｎｓｅｉｒｅｎ
　パスワードは神奈川県行政書士会ホーム
ページと同一です。
ぜひご一読ください。

■幹事会報告■

■神政連ホームページ ｢会員のページ｣ について■
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〜かなさぽホームページの地区ページが
新しく生まれ変わりました！〜

　従来の「地区ページ」は、かなさぽホーム
ページＴＯＰから辿り着くまでがわかりにく
く、また、地域住民や各関係機関の方々な
ど、自分の住所を担当しているかなさぽ各地
区がわからないために、せっかくの地区ペー
ジを活用できないといった課題を抱えており
ました。
　そこで、多くの方々に、これまで以上に
「地区ページ」をより一層活用して頂く為、
昨年１月に創設された「地区ページ」が、１
年の時を経て、新しく生まれ変わりました。
　かなさぽホームページＴＯＰ画面をご覧頂
くと、画面に大きく神奈川県の地図が表示さ
れます。その地図上には、それぞれの住所に
対応した各地区が表記されており、その箇所
をクリックすることで、各地区の「地区ペー
ジ」に訪問することができるようになりまし
た。これにより、閲覧者が直感的に自分の担
当する地区を把握することができ、該当する
「地区ページ」をスムーズに閲覧することが
可能となりました。

　更に、「地区ページ」自体の構成も更なる
改善を加えております。以前より、各「地区
ページ」においては、当該地区の紹介や定例
行事の日程などが書かれておりますが、そこ
に新たに「活動報告」という項目を追加致し
ました。現在、各地区の実績ともいえる活動
内容が、別のページに、他の地区と混同して
まとめられております。しかし、これでは閲
覧者が関心を持っている地区の活動実績を閲
覧したいと思っていても、多くの活動内容の
中から探さなくてはならないという支障があ
りました。そこで、「活動報告」の項目を追
加し、そこに書かれた活動名をクリックする
と、即座にその活動内容が書かれた箇所へ移動
することができる様に改善が加えられました。

　今回の「地区ページ」の刷新を機に、かな
さぽ及び会員皆様の地区を、各関係機関及び
地域住民の方々に、より深く知って頂くため
のツールとして、より一層ご活用いただけま
すことを願っております。
� （広報渉外委員　髙杉未来）

か な さ ぽ 便 り
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コスモス広報月間：� �
� 第７期かなさぽイベント��
県下一斉無料相談会・�
� 市民公開講座好評開催中　
� かなさぽ広報渉外委員会

　一般社団法人コスモス成年後見サポートセン
ター（以下、コスモス）は、毎年４月を広報活
動強調月間として、全国のコスモス各支部の活
動を支援しています。
　また、コスモス神奈川県支部（以下、かなさ
ぽ）では、今年は３月１日から５月３１日まで
をかなさぽイベント期間として、現在、県下
１０地区で、無料相談会や市民公開講座を開催
しています。
　この広報月間活動は、成年後見制度の普及啓
発活動を通じて、かなさぽの役割とその存在意
義を広く行政機関、関係諸団体および地域住民
の方々に十分にご理解いただくことを目的とし
て、かなさぽの｢一斉無料相談会等基本計画｣に
基づき、周到な準備を経て実施されています。

　昨年のかなさぽイベント期間（２月１日から
５月３１日まで実施）においては、無料相談件
数が２４０件、公開講座の受講者総数が３１９
名を数えました。今年も昨年同様多くの方々に
イベントにご参加いただき、成年後見制度の理
解を深めていただくことを期して、各地区はイ
ベントを企画しました。

　今年の無料相談会・市民公開講座の日程は、
かなさぽホームページ�
（http://www.kanasapo.com）
の｢かなさぽ県下一斉相談会等のお知らせ｣でご
覧いただけます。また、スマートフォンでもご
覧いただけます。

　成年後見は、精神的判断能力が不十分な人の
利益を保護するための制度として、平成１２年
に導入されました。高齢者の増加が著しい日本
で成年後見制度の必要性の高さが唱えられなが
らもその普及が進まない現状を受けて、昨年成
年後見制度の利用の促進に関する法律が施行さ
れました。この法律に基づき、今年政府は成年
後見制度利用促進計画を策定し、成年後見制度
をより利用しやすく、かつ利用者がメリットを感
じられるものとしていく施策を講じていきます。
　成年後見制度の再スタートともいえる今年、
かなさぽは今回のイベントを通じ、制度のさら
なる普及促進に努めて参ります。
　この機会を是非ご活用くださいますよう、よ
ろしくお願い致します。

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。研修・入会手続きにつ
いては、下記連絡先にお問い合わせ下さい。

毎週月・水・金　１３時〜１６時
問い合わせ先　０４５－２２２－８６２８

　なお研修はどなたでも受講することが出来
ますが、事前に研修生として登録されていな
いと入会前研修として記録されませんのでご
注意ください。
　また研修の内容や日程については、「かな
さぽ」ホームページ（h t t p : / / www .
kanasapo.com/）内の会員専用ページでも
ご案内しています。併せてご活用ください。
会員専用パスワードについてご不明な場合は
上記の問い合わせ先でご確認下さい。
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　神奈川建行協は、建設業関連業務に重点を
置い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、そして会員外の方にもご参加頂ける
研修会として、秋と春、年２回の公開研修
会、及び、総会後の基調講演（夏の特別研修
会）を開催しています。
　今回は、去る１２月２日（金）に行われた
現場見学会と１２月１６日（金）、KKR
ポートヒル横浜４Fにて行われた平成２８年
度第３回定期研修会についてご報告します。
参加人数は３７名でした。

〈現場見学会〉

（仮称）済生会平塚病院新築工事　（施工業者
　戸田建設様）を見学させていただきました。
　初めての建築一式工事です。最初に工事の
概要をご説明頂き、いよいよ建設現場に入ら
せていただきました。各階により施工状況が
異なっており、進行によりこのような状態に
なるということがよくわかりました。普段見
られない手術室等の完成前など、内装前と内
装後の違いも見ることができ大変興味深く、
有意義な体験となりました。

〈第３回定期研修会〉

　１時限目は「技術者と担い手育成につい
て」。担当は鶴見・神港支部、村上　倫子会
員でした。まず施工管理技士の資格を取得す
るための技術検定試験の資格の見直しについ
てからご紹介いただき、早期受験、監理技術
者資格者証と講習修了証の統合についての最
新情報等をご説明頂きました。登録機関技能
者についてもどのような制度でどのような人
がなれるのかということ、けんせつ小町のこ
と・・まで様々な建設業の今後の担っていく
技術者育成制度についてわかりやすくお話し
いただきました。

『神奈川建行協』活動報告
～現場見学会と平成28年度第3回定期研修会～



行政書士 かながわ 2017.3/4 Vol.245

会 員 の ひ ろ ば

59

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。

■平成28年度の活動実績と活動予定� 　　　　（研修会場：神奈川県行政書士会大会議室）

実施日 研修内容

8/27（土）（第 1回） 1 時限：経審実務研究（経審俯瞰）　2時限：公共工事入札・契約制度について

10/22（土）（第 2回） 1 時限：経審実務研究（経営状況分析）　2時限：入札契約適正化法の解説

11/10（木）（公開研修会）
1時限：決算変更届と各種変更届の作成のポイントについて
2時限：とび・土工、解体工事業と軽油取引税について

12/2（金）（現場見学会） （仮称）済生会平塚病院新築工事　現場見学

12/16（金）（第 3回） 1 時限：経審実務研究（完工高と契約書等）　2時限：公共工事品確法の解説

2/25（土）（第 4回）
1 時限：経審実務研究（技術者と担い手育成）
2時限：入札制度（総合評価方式他）の解説

4/6（木）（公開研修会）
第一部　　建設業と産業廃棄物処理業について（講演）
第二部　　建設業許可の基礎知識についてのロールプレイ

4/22（土）（第 5回） 1 時限：経審実務研究（社会性）　2時限：総合評価方式計算方法の実務

6/24（土）（第 6回） 1 時限：経審実務研究（シミュレーション）　2時限：入札・契約制度のまとめ（考査）

（神奈川建行協事務局）
　〒231-0014　横浜市中区常盤町３-２７-３-３０２

　行政書士こばやし法務事務所内　メール　kanaken@freeml.com
（石井記）

　２時限目は、小関代表による、「公共工事
品確法の解説」です。法律の経緯、目的か
ら、逐条解説にてみっちりご講義頂きまし
た。｢公共工事の品質確保｣に加え、公共工事
の品質確保を担保するために｢担い手の中長
期の育成及び確保の促進｣がポイントである

ことをしっかり認識するためには、やはり地
道にしっかり法律を理解することが必要だと
痛感しました。

　研修後は同じ会場の場所を移しての望年会
（翌年を望む会）が行われました。参加者は
３０名。小出会員の素晴らしいピアノ演奏に
ゲスト金丸さんの美しいバイオリン演奏に心
地よいひと時を過ごし、会員による驚きの楽
しい出し物も！１年を振り返りつつ、今後の
展望など語り合いながら、楽しいひと時を過
ごしました。
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沖
お き や ま

山　恵
け い い ち

一さん
①.77才
②.Ｏ型かに座
③.平成28年11月15日
④.行政書士法　平川事務所
⑤.平塚市西八幡３丁目１１番２０号
⑥.0463-25-5600
⑦.0463-25-5601
⑩.税理士
⑪.建設業
⑫.お刺身
⑬.ウォーキング

石
い し づ か

塚　正
ま さ ゆ き

行さん
①.60才
②.Ｏ型　てんびん座
③.平成28年12月1日
④.行政書士石塚正行事務書
⑤.厚木市妻田東1丁目6番55-501号
⑥.080-6518-5648
⑦.046-224-6422
⑧.ttm8mnu23k@mx1.ttcn.ne.jp
⑪.相続・飲食業
⑫.ビール・ウイスキー
⑬.犬の散歩
⑭.常に前向き、陽転思考

島
し ま ざ き

崎　達
た つ お

男さん
①.48才
②.Ａ型　やぎ座
③.平成28年12月1日
④.行政書士　島崎国際事務所
⑤.横須賀市大矢部3-12-13
⑥.046-836-1115
⑧.ya78752@sa2.so-net.ne.jp
⑩.弁理士
⑪.入国管理、著作権登録
⑫.カレーライス
⑬.絵画鑑賞
⑭.よろしくお願い致します。

中
な か や ま

山　英
ひ で ゆ き

之さん
①.37才
②.Ａ型　かに座
③.平成28年12月15日
④.オレンジビル行政書士事務所
⑤.湯河原町吉浜1964-109
⑥.0465-62-1912
⑦.同上
⑪.成年後見、知的財産関連
⑬.旅行、温泉、音楽

大
お お さ わ

澤　孝
た か あ き

明さん
①.60才　
②.O型しし座
③.平成28年12月15日
④.大澤行政書士事務所
⑤.秦野市若松町1-21
⑥.0463-73-6918
⑧.officetakao@asahinet.jp
⑩.弁理士
⑪.未定
⑬.サイクリング
⑭.ボチボチやっています。よろしくお願いします。

①.58才
②.Ａ型
③.平成28年12月1日
④.大埜治仁行政書士事務所
⑤.横浜市神奈川区片倉1-22-8-1
⑥.046-482-0313
⑦.045-482-0329
⑧.tax_account@ohno-jp.net
⑨.http://ohno-jp.net
⑩.税理士
⑪.相続
⑫.しょうちゅう
⑬.犬の散歩
⑭.宜しくお願いします。

大
お お の

埜　治
は る ひ と

仁さん
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西
に し だ

田　徹
とおる

さん
③.平成28年12月15日
④.西田徹行政書士事務所
⑤.横浜市神奈川区三ツ沢中町10-41
⑥.045-323-1571
⑦.020-4663-3606
⑩.土地家屋調査士
⑪.できるだけ多くの業務
⑭.頑張ってゆきます。よろしくお願いします。

生
い く た

田　泰
や す ひ ろ

寛さん
①.46才
②.ＡＢ型　いて座
③.平成28年12月15日
④.行政書士生田泰寛事務所
⑤.横浜市南区井土ヶ谷中町27-2-104
⑥.090-9616-1847
⑦.045-721-2584
⑧.ikuta@ikuta-11c.biz
⑩.税理士
⑫.コーヒー
⑬.ゴルフ

池
い け が み

上　敦
あつし

さん
①.58才
②.Ａ型　てんびん座
③.平成28年10月15日
④.行政書士池上敦事務所
⑤.横浜市青葉区青葉台2丁目34-2-417
⑥.090-8643-5425
⑧.atushiikegamigyoseisyoshi@gmail.com
⑩.人事コンサルタント
⑪.開業支援
⑫.お酒全般
⑬.バイオリン
⑭.社労士と一緒に業務を行っています。

小
こ ば や し

林　嘉
よ し あ き

章さん
①.58才
②.おひつじ座
③.平成29年1月1日
④.行政書士小林事務所
⑤.川崎市川崎区下並木21番地久米方
⑥.045-572-1401
⑦.044-572-7055
⑧.yoshi-714-koba@outlook.jp
⑪.遺産分割等
⑫.コーヒー
⑬.音楽鑑賞、映画鑑賞
⑭.地域に根ざした活動をして行きたいです。

佐
さ く ま

久間敦
あ つ し

士さん
①.41才
②.Ｂ型　みずがめ座
③.平成28年12月15日
④.さくま行政書士事務所
⑤.相模原市中央区相模原5-11-1-613
⑥.090-1838-8177
⑭.よろしくお願い致します

新
に い く ら

倉　輝
て る お

男さん
①.44才
②.Ｏ型　さそり座
③.平成29年1月1日
④.新倉行政書士事務所
⑤.横浜市港南区芹が谷1-5-11
⑥.045-777-4713
⑦.045-777-4713
⑧.t.niiku@gf6.so-net.ne.jp
⑩.税理士
⑪.相続・医療法人の設立
⑫.おはぎ
⑬.バドミントン
⑭.研修をしっかり受けて力をつけたいと思います。

米
よ ね む ら

村婦
ふ じ こ

司子さん
①.58才
②.Ａ型　しし座
③.平成28年12月15日
④.行政書士エフdeオフィス
⑤.横浜市神奈川区亀住町13-9
⑥.080-5099-0245
⑧.245yonemura@gmeil.com
⑩.ファイナンシャルプランナー（ＡＦＰ）
⑪.相続・補助金申請
⑫.ケーキ
⑬.ドライブ
⑭.ご指導よろしくお願いいたします

松
ま つ お か

岡健
け ん じ ろ う

次郎さん
②.Ａ型
③.平成28年12月
④.松岡行政事務所
⑤.横浜都筑区南山田2-24-4-1106
⑥.045-592-0446
⑦.045-592-0446
⑬.スポーツ（テニス）
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「てるてる塾」
「てるてる塾第２０回研修会のご案内」（仮題）
１．日　時　　平成２９年４月１２日（水）
　　　　　　　１８：１５～２０：１５
２．会　場　　かながわ県民センター３０１会議室
　　　　　　　（横浜駅西口下車　徒歩５分）
３．科　目　　「入管業務�基礎の基礎（続編２）」
４．講　師　　行政書士　水野晴夫先生
　　　　　　　（戸塚支部　神奈川県行政書士会会長）
５．研修料　　２，０００円（当日徴収）
６．申込先　　�メールまたはＦＡＸにて、氏名・支部・連

絡先・懇親会参加の有無を書いてお申し込
み下さい。

　　　　　　　てるてる塾事務局　小川恵一
　　　　　　　ＦＡＸ：０４５（３０６）５７７６
　　　　　　　メール：info@teruterujyuku.com
７．その他　　終了後、懇親会を開催します。
　　　　　　　会費３,�０００円程度

「てるてる塾第２１回研修会のご案内」
１．日　時　　平成２９年５月１０日（水）
　　　　　　　１８：２０～２０：００（休憩１０分）
２．会　場　　かながわ県民センター３０１会議室
　　　　　　　（横浜駅西口下車　徒歩５分）
３．科　目　　「伝える自信が、人生を変える」（仮題）
４．講　師　　フリーアナウンサー�土井�里美�氏
５．研修料　　２，０００円（当日徴収）
６．申込先　　�メールまたはＦＡＸにて、氏名・支部・連

絡先・懇親会参加の有無を書いてお申し込
み下さい。

　　　　　　　てるてる塾事務局　小川恵一
　　　　　　　ＦＡＸ：０４５（３０６）５７７６
　　　　　　　メール：info@teruterujyuku.com
７．その他　　終了後、懇親会を開催します。
　　　　　　　会費３, ０００円程度

● 任意団体勉強会のごあんない ●

～お願い～
＊研修会の「科目」についてはタイトルのみの掲載となっています。

字数は、一研修会につき、２００字以内で、超過しないようお願いいたします。

鈴
す ず き

木　真
ま さ と

人さん
①.53才
③.平成29年1月1日
④.行政書士事務所　オフィスゲイン
⑤.逗子市桜山9丁目3番38-301号
⑥.050-3320-6110
⑦.050-3320-6110
⑧.suzuki@office-gain.com
⑨.www.office-gain.com
⑩.FP
⑪.相続・民泊
⑫.ビール・ワイン
⑬.入浴しながら読書
⑭.想像していたより奥深い世界ですが頑張りたい

大
お お も り

森　洋
よ う い ち

一さん
③.平成29年1月15日
④.行政書士大森洋一事務所
⑤.藤沢市本町3-16-18
　 エル江湘南202
⑥.0466-22-7713
⑦.0466-22-7713
⑧.shonan26yb.gyo@gmail.com
⑪.相続
⑭.とにかく頑張ります！

内
う ち だ

田　勉
つとむ

さん
①.65才
②.Ｂ型　しし座
③.平成29年1月15日
④.ウェスト湘南法務事務所
⑤.茅ヶ崎市今宿731-7
⑥.080-8830-4993
⑩.会社員
⑪.成年後見
⑫.すし
⑬.カラオケ
⑭.今が一番
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（平成２９年２月２８日現在）

会 員 の 動 き

１ 会員数	 	 2827名

２ 異動状況
　平成２９年１月１日から２９年２月２８日まで
　（１）入会	 １６名
　　　　　　　　　男	 １４名
　　　　　　　　　女	 　２名
　（２）退会	 ２３名
　　　　　　　　　男	 ２２名
　　　　　　　　　女	 	 １名

３　退会者
川崎北	 支部	 藤森　秀樹	 （H28.12.31）
川崎北	 支部	 佐々木　睦夫	（H28.12.31）
川崎北	 支部	 清原　正承	 （H28.12.31）
川崎北	 支部	 藤井　智英	 （H28.12.31）
川崎北	 支部	 瀨戸　信	 （H29.02.03）
鶴見・神港	 支部	 萩原　雅秋	 （H28.12.31）
鶴見・神港	 支部	 菊地　卓也	 （H28.12.31）
緑	 支部	 田子　弘子	 （H29.01.10）
緑	 支部	 志水　晋介	 （H29.01.31）
横浜中央	 支部	 久野　和義	 （H29.01.31）
横浜中央	 支部	 永井　裕	 （H29.01.31）
横浜中央	 支部	 石井　義哲	 （H28.09.20）
戸塚	 支部	 深沢　貴	 （H28.12.31）
湘南	 支部	 友部　和也	 （H29.01.31）
相模原	 支部	 今村　英治	 （H28.12.31）
相模原	 支部	 兒玉　一郎	 （H29.01.31）
秦野・伊勢原	 支部	 湯口　文丸	 （H29.02.01）
小田原	 支部	 池田　聡	 （H28.12.31）
小田原	 支部	 松原　俊介	 （H28.12.31）

訃報
横浜中央	 支部	 吉峯		哲次	 （H28.12.18）
横須賀・三浦	 支部	 溝口　茂	 （H28.12.28）
相模原	 支部	 佐藤　敏夫	 （H28.11.01）
小田原	 支部	 堀　眞佐司	 （H28.10.24）

４　入会者
（１）平成２９年１月１日入会
川崎南	 支部	 大嶋　美沙子
川崎南	 支部	 小林　嘉章
南・港南	 支部	 新倉　輝朗
鎌倉	 支部	 鈴木　真人

（２）平成２９年１月１５日入会
川崎北	 支部	 門間　亜砂子
湘南	 支部	 大森　洋一
湘南	 支部	 内田　勉

（３）平成２９年２月１日入会
川崎南	 支部	 鈴木　裕一
川崎北	 支部	 岩本　敏明
緑	 支部	 嶋田　秀明
横浜中央	 支部	 蒲谷　孝
横浜中央	 支部	 山田　健太郎
横浜中央	 支部	 田中　佐和紀
平塚	 支部	 古川　寛之

（４）平成２９年２月１５日入会
川崎南	 支部	 小林　昌臣
鎌倉	 支部	 木村　雅生
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事 務 局 日 誌
平成２９年１月
日 曜 行　　　　　　　事
1 日

2 月

3 火

4 水 仕事始め

5 木 県庁あいさつ回り

6 金 正副会長会・部長会

7 土

8 日

9 月 成人の日

10 火 申請取次委員会、政治連盟正副会長会

11 水 苦情処理委員会

12 木 企画部会、研修部会

13 金 総務部会、広報部（校正確認）、法規監察部会

14 土

15 日

16 月
ＶＯＤ研修「宅地建物取扱業免許」、政治連
盟幹事会

17 火 国際部会、経理部打合せ

18 水
正副会長会、理事会、研修義務化検討ＷＧ、
コスモス連絡会議、業務推進本部打合せ

19 木 賀詞交歓会打合せ、政治連盟財務委員会

20 金 綱紀委員会

21 土 薬事相談窓口相談員自主勉強会

22 日

23 月
著作権相談員養成研修控室、民事法務部主催
研修会、建設業相談員面接

24 火 ＡＤＲ打合せ

25 水 新年賀詞交歓会

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月 登録証交付式、総務部会、広報部打合せ

31 火

平成２９年2月
日 曜 行　　　　　　　事

1 水 自動車保管場所証明申請業務研修会、自動車出張封
印業務研修会

2 木 相談部会、第２回相談員研修会広報部会

3 金 民事法務部会

4 土 ＡＤＲ調停人候補者養成研修会

5 日 ＡＤＲ調停人候補者養成研修会

6 月 研修部会、政治連盟正副会長会、政治連盟政策渉外
委員会

7 火 正副会長会、部長会

8 水 国際部ＭＬ追加、選挙管理委員会、業務推進本部打合
せ、人権研修、申請取次委員会、政治連盟広報委員会

9 木 企画部会、政策渉外委員会

10 金 法規監察部会

11 土 建国記念日

12 日

13 月 ＶＯＤ研修「酒類小売業免許、ＡＤＲ打合せ、広報
部会

14 火 国際部会、民事法務部主催研修会、事務局職員面接（適
性検査）

15 水 苦情処理・綱紀合同委員会、運輸警察部会

16 木 コスモス幹事会、政治連盟財務委員会

17 金 VOD研修「定款・議事録作成」、企画部研修会、会
長打合せ

18 土
19 日
20 月 事務局職員面接

21 火 支部長会、経審審査員面接苦情処理小委員会、申請
取次委員会報告書作成作業

22 水 行政書士記念日

23 木
VOD研修「権利・義務、事実証明に関する書類とは
何か（業際問題含む）」、業務種別名簿員面接、県民
センター相談員面接、政治連盟支部長会

24 金 正副会長会・理事会、研修義務化検討ＷＧ、業務推進
本部打合せ、コスモスとの打合せ (事務局 )	

25 土 登録入会説明会

26 日 VOD研修「戸籍謄本収集実務Ⅰ（現行戸籍）」、「戸
籍謄本収集実務Ⅱ（旧法戸籍）」

27 月
総務部会、政治連盟幹事会、登録証交付式、広報部（校
正確認）、政治連盟広報委員会、政治連盟財務委員会、
政治連盟政策渉外委員会

28 火 業務推進本部弁護士会と打合せ、判定会議・事務局、
経審審査員研修






