上尾支部通信

新執行部発足！

長に選任されました田中智と
申します。埼玉県行政書士会
では厚生部長・法規部長ほか
令和３年度定時総会（詳細 を、上尾支部では副支部長・
は後記）が開催され、本年度 総務部長・広報部長ほかを務
より田中智新支部長を中心と めました。何卒宜しくお願い
した新執行部が発足致しまし 申し上げます。
た。今号では、田中智支部長
以下、上尾支部の支部長と
をはじめとした、各部長から しての抱負を述べさせていた
抱負等を述べてもらいました。 だきます。
いわゆる「三権分立」では
「立法 ＝
法律を作ること」
「司法 法
＝律上の争いを解決
すること」と一般に理解され
ていますが、「行政」は「三
権から立法と司法を除いたも
の」という説が行政法学では
主流です。この説を反映する
かのごとく、行政書士の業務
（許認可）は「１万種類を超
える」と言われます。
上尾支部は、行政書士が様々
な行政手続業務を担うことに
鑑み、支部主催の研修会を通
して業務研鑚に力を入れます。
政治連盟と協力し、行政との
連携を通して業務に関する情
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政治連盟支部長

船川喜正

体温計などの器具を常備して、 在任中の支部会員の皆さまの
社会的要請に応えます。
暖かいご支援とご協力に深く
以上、抱負とさせていただ 感謝し、ここに篤く御礼申し
きます。上尾支部の活動にご 上げます。さて、私は今年度
理解ご協力を賜りますととも から埼玉県行政書士政治連盟
に、ご指導ご鞭撻頂ければ幸 上尾支部の支部長を務めさせ
いでございます。今後とも何 て頂くことになりました。政
卒宜しくお願い申し上げます。 治連盟は、行政書士会が政治
活動を制限される代わりに、
その意思に基づき行政書士の
職域拡大、認知度向上、行政
書士会の発展のための政治活
動をする団体です。政府のデ
ジタル化推進政策に伴って、
昨年度の持続化給付金・家賃
支援給付金・一時支援金等で
実績のある行政書士が代理人
となって電子申請ができるよ
うなシステムになるように政
府に働きかけなければなりま
せん。また、兼ねてからの懸
案事項である支部の政治団体
政治連盟支部長として
化をすすめ、正常な政治活動
ができるようにしたいと思っ
私、船川喜正は、六年間埼 ております。支部会員の皆さ
玉県行政書士会上尾支部の支 まのご理解・ご協力をお願い
部長を務めさせて頂きました。 し、ご挨拶といたします。

<発行元>
埼玉県行政書士会
上尾支部

報を広く収集します。コロナ
禍にあっても、行政書士同士
の交流を通して各行政書士の
専門業務をつなぐネットワー
クの構築に努めます。
また、上尾支部は、無料相
談会を開催して、国民の皆様
の利便に資するよう取り組み
ます。相談会は上尾市役所、
桶川市役所及び伊奈町役場の
庁舎内で各々月１回、上尾支
部事務所で週２回（木・土）、
開かれています。街頭相談会
は上尾駅通路、桶川駅通路、
あげお産業祭会場、商業施設
などで行っています。ご相談
内容は相続・遺言関係が多い
です。皆様どうぞお気軽にお
越しください。
最後に、上尾支部は、新型
コロナウイルスの感染拡大防
止の一端を担います。「ソー
シャルディスタンス」を確保
し、上尾支部が果たすべき対
策を適宜行います。特に相談
会においては、透明の遮蔽物
を設置し、消毒用アルコール、
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佐々木幹副支部長

こ のたび副 支部 長と して 支
部の活動に携わることに なり
ました佐々木幹です。
前期は事業部長として 、支
部活動の中の市民相談、 研修
会の運営等にあたってき まし
た。昨今のコロナ禍で、 支部
活動においても様々な制 限を
強いられています。会員 の皆
様も、交流の機会が減り 、孤
独な状況に置かれること が多
いのではないかと思われます。
支部の存在する大切な目的は、
会員相互の助け合いだと 感じ
ております。私自身、様 々な
場面で支部の先輩方や仲 間に
助けていただきながらや って
きました。業務の上でのサポー
トはもちろん、精神的に も支
部の皆様に助けていただ きま
した。交流の機会が減っ てい
る今の時期、特に気軽に 相談
できて支えとなれるよう な上
尾支部を目指して取り組 んで
参りたいと思います。皆 様の

ご協力よろしくお願い申し上
げます。

大山康一総務部長

この度 、総務 部長 に任 ぜら
れました大山康一です。今は、
その責任の重さをヒシヒシと
感じているところです。
平成３０年８月に新潟会か
ら埼玉会へ変更登録して以来、
上尾支部にお世話になってい
ます。登録は平成２３年です
から本来は中堅として活動で
きねばならないところですが、
行政の特別職との兼業だった
ため、行政書士業務と本格的
に向き合うのは上尾市で開業
してからです。
そんな私ですが、少しでも
皆さんの活動の助けとなるよ
う、田中支部長はじめ皆様の
ご指導をいただきながら、支
部会務が円滑に遂行できます
よう努めて参りますので何卒
ご支援・ご協力のほどよろし
くお願い申し上げます。

横田道仁経理部長

経理 部長を 留任 する 事にな
りました、横田と申します。
引き続き２年間よろしくお願
いいたします。
前２年間前任の業務を引き
つぐ事で手一杯でしたし、偉
大すぎて同じ様に仕事をする
事ができませんでした。その
中で会費の自動振替による納
入には力を入れました。良い
事なので、その力を入れ具合
が強く、賛成できない方に反
発を受けました。しかし、こ
の体験を通じ、会員の単なる
一人が縁があり経理部長に就
任させて頂けたのみですので
出来るもののみ集中し
ontrol
て活動をしていきたいと思い
ます。
最後に COVID19
による影響が
終わり、支部として士業とし
て通常の（営業）活動が出来
る日が一日も早く来ることを
祈念致したいと思います。

山崎亮一事業部長

田中智支 部長の 下、 事業 部
長を拝命しました山崎亮 一と
申します。若輩者ではあ りま
すが、これから２年間ど うぞ
よろしくお願いします。
軽く自分のことを話さ せて
いただきますと、趣味は 映画
観賞や演劇鑑賞、そして 登山
という程ではないのです が、
秩父など近場の山に行っ て１
日山歩きしたりしていま す。
そのほか、上尾で映画の 上映
をということで、フィル ムを
借りてきて、仲間たちと 映画
c の上映会など催しております。
今後の事業部の活動に つい
てですが、より多くの会 員の
皆様にご参加いただき、 より
多くの会員の皆様のお役 に立
つような運営がしていけ たら
なと思っております。そ の為
にも、支部の業務も自己 の業
務もしっかり丁寧にこな して
いこうと考えております。

以上、先生方のご理解とご
協力のほど、よろしくお願い
します。

本間広美厚生部長

上尾支 部会員 のみ なさ まこ
んにちは。
この度、令和３・４年度の
厚生部部長を仰せつかりまし
た本間広美と申します。
私は登録して９年目になり
ますが、支部の運営に携わる
のは実に７年ぶりになります。
とても久しぶりに戻りました
ので、支部事務所のレイアウ
トや役員の顔ぶれも変わって
おり、まるで別の支部に来た
ようなとても新鮮な感じでお
ります。
さて、厚生部の所管は厚生
親睦に関する事項となってお
りますので、支部会員の健康、
親睦は勿論のこと、他の支部
にはない横の繋がりを育み、
会員間で情報の共有が行える
よう尽力して参る所存です。
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また、歴代厚生部初の 女性
部長（？）ということで すの
で、これまでにはない新 しい
風を吹かせれば良いなと 思っ
ております。至らぬ点も ある
かと存じますが２年間ど うぞ
よろしくお願いいたします。

行政書士無料相談 ご案内 （各会場をご参照下さい。）

上尾市役所会場 毎月第３火曜日 午後１時～午後４時 事前予約 ０４８－７７５－４６４３（市民相談室）
桶川市役所会場 毎月初平日
午後１時～午後４時 事前予約 ０４８－７８６－３２１１（秘書広報課）
伊奈町役場会場 毎月第３水曜日 午後１時～午後４時 予約不要 ０４８－７２１－２１１１
※祝日等で、各会場とも日程が変更されることがあります。
（住民相談室・内線２２１３）

まいりますので、支部会員の

畠山 稔上尾 市長 、小 野克典
桶川市長及び大島清伊奈町長
へ表敬訪問を６月中に、上尾
支部及び政治連盟共同で行な
いました。
訪問の中で田中智支部長は
新任の報告をさせていただく
とともに「行政と市民・町民
とに資するよう努めたい」と
話し、船川喜正政連支部長は
「政連は行政書士会と一体で
活動していきたい」と述べま
した。
また、大山康一総務部長（上
尾市・桶川市）は渉外担当者
として、山崎亮一事業部長
（上尾市・伊奈町）は相談会
担当者として、それぞれ挨拶
しました。訪問には林保次相
談役（桶川市）、武藤倫雄理
事（伊奈町）も参加し、行政
との連携を更に強化しました 。

皆様方のご協力を頂きますよ
二市一町首長
うお願いいたします。
表敬訪問

令和３年度
定時総会報告
令和３年度定時総会開催

令和３ 年度定 時総 会が ５月
８日、支部事務所で開催され、
事業計画案、予算案、役員案
など全議案が可決されました。
新型コロナウイルス感染拡
大を受け、前年度と同様、書
面による議決権の行使という
方法により総会は行われまし
た。会場の支部事務所には、
総会運営に必要な最低限の人
数として議長、議事録署名人
など計６名が集まりました。
そのほかの会員は、各議案に
対する賛否を明記した書面を
総会日よりも前に支部に郵送
し、議決権を行使しました。
前任の船川支部長からバト
ンを受けた新任の田中智支部
長は「支部は行政書士会の最
も基礎的、日常的な組織だ。
コロナ対策で物理的には断絶
されても、支部の人間的つな
がりを保ちたい」と総会後に
述べました。
（副支部長 高村多嘉藏）
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榎本俊男広報部長

田 中支部長 より 広報 部長 を
拝 命し た 榎本 俊男 と 申 し ま
す。２０１８年に実質開 業さ
せていただいた身として は、
重責と思っておりますが 、上
尾支部の活動がより活発 とな
る様、務めさせていただ きま
す。以前は、事業部・広 報部
を担当させていただきました。
広報部の活動は、支部 会員
への活動の周知に加え、 行政
書士を広く一般的に認知 して
もらうことが大きな務めと思っ
ております。新型コロナ ウイ
ルス感染症の感染拡大防 止の
ため活動が制限される中 、限
られた手段を用いて活動 して

０ ４ ８ － ７ ７ ６ － ３ ３ ６ ７

詳細のお問い合わせは

畠山稔上尾市長表敬訪問

小野克典桶川市長表敬訪問

大島清伊奈町長表敬訪問
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上尾駅街頭無料相談会
令和３年４月１０日
（土）、 午前１０時から
午後４時まで、上尾駅自
由通路にて街頭無料相談
会を開催しました。新型
コロナウイルス流行下の
もと、感染対策を施した
上での開催でした。
相談会開催中には、大
島敦衆議院議員が表敬訪
問してくれました。

（広報部 加藤雅隆）

新執行部が発足致し
ました。各部の構成員や
理事等の新体制の詳細に
つきましては、会員専用
ページに体制表がござい
ます。是非一度、ご確認
下さい。

編集後記

相談会の様子

（事業部長 山崎亮一）

事業部では、これらの
統計結果に基づき、今後
の活動の指針にしていく
所存です。

というものがありました。 生方にご参加いただき、
今後この分野で、何かし 合計２５件の相談を受け
ら行政書士の出番がある ました。相談内容は、相
のかもしれません。
続が１２件・遺言が８件
で、全体の８割という結
果になります。
相談に来られた方々は、
５組広報を見られて来た
とのことでしたが、７組
が当日の看板やのぼりを
見てとのことでした。現
在コロナ禍でチラシやポ
ケットティッシュの配布
が制限されるなか、やは
り当日の広報活動に効果
があるものと思わせるも
のでした。

当日相談会にご参加い
ただいた支部会員の先生
方に、改めて深くお礼申
し上げます。
（事業部長 山崎亮一）

アリオ無料相談会
昨年に引き続き、上尾
支部主催で、アリオ上尾
の光の広場にて毎月第一
水曜日１３時から１６時
まで無料相談会を開催し
ております。
令和３年１月より６月
開催の無料相談会には、
これまで延べ３５名の先

4

無料相談会

午前の参加者
午後の参加者

当日は、午前午後延べ
２７名の会員が参加し、
２６件の相談を受けまし
た。相談内容は、遺言相
続に関する相談が例年通
り最も多く１５件を占め
ました。その他珍しい相
談内容として、墓じまい

０ ４ ８ － ７ ７ ６ － ３ ３ ６ ７

詳 細 の お 問 い 合 わ せ は

当日ご参加いただき
桶川駅街頭無料相談会
ました先生方に、事業
部一同厚く御礼申し上
６ 月 １ ２ 日 、 桶 川 駅 げます。
自由連絡通路にて、桶
（事業部長 山崎亮一）
川駅無料街頭相談会を
開催しました。当日は、
晴天にも恵まれ、延べ
２３名の先生にご参加
いただきました。当日
の相談受付総数は１４
件で、やはり相続・遺
言を中心とした相談で
ありました。

相談会の様子

大島敦衆議院議員と相談員
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埼玉県行政書士会上尾支部主催 無料相談会 開催中

毎 週
木・土 曜 日
午 後 １ 時 ～ 午 後 ４ 時
（レディースデイ毎月第1木曜日の上記時間にて実施）

※女性行政書士による女性相談者の為の相談会
場所 埼玉県行政書士会上尾支部事務所 上尾市本町１－１－５ 遠山ビル２階 上尾市役所本庁舎南向い

