世界はようやく、新型コロ
ナウイルスを克服しつつあり
ます。予断は許されませんが、
感染予防のための基本的な行
動を継続していきましょう。
１．「ウイズコロナ」「ポス
トコロナ」下の分析
「ウイズコロナ」「ポストコ
ロナ」下にあって、業務の様
相は広く変化しています。こ
の変化に対応するための分析
の方法を簡単にまとめてみま
す。
第一に「需要の増減」の分
析です。増減に合わせて取扱
業務をシフトすることは課題
対応の第一歩に位置づけられ
るかもしれません。
第二に「需要の変化の原因」
の分析です。原因が感染対策
であれば、感染の収束後に需
要は元に戻るはずです。一方、
原因に別の要素が加わってい
れば、今後の需要の変化はよ
り複雑になるでしょう。
第三に「継続性」の分析で
す。例えば、感染防止を目的

上尾支部通信

新年のご挨拶
田中智支部長

新しい年が始まりました。
皆様、いかがお過ごしでしょ
うか。
はじめに、コロナ禍に関連
して亡くなられた方々に哀悼
の意を奉げます。
困難にあわれた方々が一日
も早く穏やかな生活に戻られ
ることを切に願います。
医療その他関係業務でご尽
力されている方々に深く感謝
申し上げます。
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上尾支部会員の皆さん、新
年明けましておめでとうござ
います。旧年中は、政治連盟
上尾支部の活動に対しまして、
深いご理解と多大なるご協力
を賜りまして誠にありがとう
ございました。ここに改めて

政治連盟支部長

船川喜正

も 人 間 同 士 の 「 ソ ー シ ャ ル 感謝申し上げます。さて、昨
（社会的）」なつながりは保 年も新型コロナウイルスに翻
つべきであるということです。 弄された一年でした。総会も
とても参考になります。
開催できず、書面による決議
結びに、皆様にとりまして、 となってしまいました。しか
本年が絶対に明るい年となり し、コロナ禍においても、衆
ますことを祈念いたします。 議院議員選挙と上尾市長選挙
という二つの大きな選挙が挙
行されました。この選挙にお
いて上尾支部の推薦した候補
がいずれも当選するという成
果をあげることができました。
これによって支部と首長や議
員とのより強い絆が形成され
たと確信しております。これ
もひとえに会員の皆様の政連
支部活動に対するご協力の賜
物であると思っております。
これからも、支部会員の皆様
のお仕事が順調に益々ご繁盛
していきますよう政連の活動
に邁進してゆく所存です。会
員の皆様の今後とも変わらぬ
ご理解とご協力をお願い申し
上げまして新年のご挨拶とさ
せていただきます。

<発行元>
埼玉県行政書士会
上尾支部

としたリモートワークは、利
便性向上という別の長所も着
目されましたが、親密なコミュ
ニケーションの阻害という短
所もあります。今後の継続の
方向は不透明です。
２．「フィジカルディスタン
シング」
上尾支部の現下の重要課題
に「会員を孤立させない」と
いうことがあると思います。
「ソーシャルディスタンシン
グ」の要請下においても、関
係各位のご奮迅により支部活
動は継続されていますが、会
員同士の接触の機会は減り、
人脈の希薄化が危惧されてい
ます。しかし、支部は行政書
士会の最も基礎的な組織単位
です。この課題は乗り越えら
れなければなりません。
世界保健機関は「フィジカ
ルディスタンシング」という
新しい言葉を使っています。
この趣旨は、感染予防対策の
要諦は「フィジカル（物理的）」
であるが、コロナ禍にあって
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表敬訪問

当日の運営にあたってご協力
いただいた会員の皆様に、深く
感謝申し上げます。また、今回
ご都合の悪かった会員の皆様も、
次回相談会でのご活躍を、事業
部員一同心よりお待ちしており
ます。
（事業部長 山崎 亮一）

相談会参加者
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相談内容は、遺言相続に関す
る相談が例年通り最も多く２０
件を占めましたが、不動産借家
に関する相談も７件と増加傾向
にあり、空き家が増加傾向にあ
る世情を反映しているのかと考
えます。
相談会当日、関口会長が視察
のために会場に来場されました。
会長には、参加された先生方と
一人一人挨拶を交わしていただ
きました。また、大島敦衆議院
議員、畠山稔上尾市長にもご視
察いただき、労いの言葉をいた
だきました。

大島敦衆議院議員と相談員

畠山稔上尾市長と相談員

言葉をいただきました。
畠山市長は市政の重要な課題
としてコロナ対策、高齢者福祉
などを語られたほか、上尾支部
による無料相談会の実績を評価
衆議院議員選挙当選者訪問
されました。
田中支部長は行政への協力継
大島敦衆議院議員及び中根一
続の決意を示し、船川政連支部
幸衆議院議員（両議員とも埼玉
長は上尾市と上尾支部との相互
県行政書士政治連盟が推薦）が、
協力の強化の必要性を訴えまし
令和３年１０月３１日執行の第
た。
４９回衆議院議員総選挙で当選
されました。
当選を祝して早速、船川喜正
船川政連支部長は大島議員及
政連支部長、高村多嘉藏政連副 び中根議員の今後の更なる活躍
上尾駅街頭無料相談会
支部長、田中智支部長が１１月 への期待を伝えました。
２日、大島議員及び中根議員の
事務所を表敬訪問しました。
上尾市長 表敬訪問
大島議員は、政連上尾支部の
選挙運動協力に感謝するととも
畠山稔上尾市長が１１月２８
令和３年１０月９日（土）、
に、今後の行政書士活動への期 日、市長選挙で再選されました。 午前１０時から午後４時まで、
待を示されたほか、国民が政治
再選を受け、畠山市長への表 上尾駅自由通路にて街頭無料相
に積極的に参加できる環境づく 敬訪問を１２月８日、船川喜正 談会を開催しました。この相談
りの課題について話されました。 政連支部長、田中智支部長、高 会は、１０月の県下一斉行政書
村多嘉藏副支部長、増田好男副 士制度広報月間の活動の一環と
支部長及び齊藤竜造政連副支部 しておこなわれたものです。
長が行いました。
当日は、午前午後延べ２６名
の会員が相談員として参加し、
２７件の相談を受けました。

大島敦衆議院議員表敬訪問

中根議員ご本人は政務活動で
ちょうど外出中で、事務所の秘
書が対応されました。選挙運動
における協力に感謝する旨のお

相談を受ける会員

中根一幸議員事務所前にて

畠山稔上尾市長表敬訪問
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横田講師の講義に聞き入る会員
すでにインボイス制度は本年
１０月より登録受付を開始して
いる制度であり、講演終了後聴
講していただいた先生方から積
極的な質問をいただきました。
（事業部長 山崎 亮一）

記念館では、資料室で渋沢栄
一ゆかりの遺墨や写真など多く
の資料に触れ、栄一翁のアンド
ロイドからは『道徳経済合一説』
の講義を受けました。
その後、旧渋沢邸 中の家や
尾高惇忠生家を見学、鹿島神社
では日本一大きい（かもしれな
いという）石碑や、謎に満ちた
とても素晴らしい建造物も見る
ことができました。

アリオ上尾店無料相談会
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上尾支部では、アリオ上尾店
と共同で、毎月第一水曜日１３
時から１６時までアリオ上尾店
において無料相談会を開催して
います。

令和３年７月から１２月開催
の無料相談会（８月・９月は新
型コロナウィルスの影響で中止）
には、延べ２８名の先生方にご
参加いただき、合計２２件の相
談を受けました。相談内容は、
相続が最も多く１１件となって
いて、中でも不動産に関係した
相続の相談が多く見受けられま
した。
昨年から毎月定期的に開催し
てきたことによって、相談会と
して定着してきた感触を受けま
す。引き続き、この相談会を地
域の皆様に知って戴けるよう継
続していきたいと思います。
（副支部長 佐々木 幹）

１階OCHANOMAにて開催

親睦旅行
去る１１月２０日（土）、２
年ぶりとなる上尾支部親睦旅行
を開催しました。
コロナ禍ということや夏の感
染拡大を受け、一時は今年の支
部旅行も断念せざるを得ないの
ではないかと思うこともありま
したが、支部会員の交流の場と
して何とか催行できないかと協
議を重ね、例年とは違う現地集
合現地解散でのバスツアーを１
１月に開催するという形で計画
をいたしました。
行き先は大河ドラマ 青天を
衝け の主人公であり、新一万
円札の顔となる渋沢栄一翁生誕
の地。当日は正しく 晴天 に
恵まれ、支部長をはじめ総勢１
８名の支部会員が参加されまし
た。

昼食では栄一翁も好んだ深谷
名物煮ぼうとう、深谷ネギのか
き揚げなど盛り沢山のコース料
理に舌鼓を打ち、心もお腹も大
満足で旅行は盛会に終了しまし
た。
（厚生部長 本間 広美）

中の家前にて

冬季研修会

コロナウイルスについてまだ
まだ安心できない状況ではあり
ますが、日本においては多少落
ち着いてきたということで、感
染症対策を施したうえで、１２
月１３日（月）１４時から１５
時３０分までの時間で、上尾市
プラザ２２にて研修会を久しぶ
りに開催しました。
今回の研修会は、上尾支部で
経理部長を務めておられる横田
道仁税理士にお願いをして、イ
ンボイス制度（消費税適格請求
書等保存方式）について講演し
ていただきました。

講師を担当された横田税理士

当日は、支部会員の先生方１
２名にご参加いただきました。

集合写真（渋沢栄一記念館）
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行政書士試験

３時間という荒行？に
耐えぬいた受験生の皆
様の合格をお祈ります。
（広報部長 榎本俊男）

新会員紹介

小寺直純 先生

この度、上尾支部会
員となりました 行政書
士四つ葉事務所 社員の
小寺直純と申します。
これまでは、自動車
や不動産の営業を行っ
ておりましたが、ずっ
と心の中で法律に関わ
る仕事がしたいという
思いがあり、やっと本
当に自分がやりたい仕
事に辿り着けたという
形で今の業務に従事し
ております。
現在は、相続業務に
携わっておりますが、
今までの営業経験を活
かしながら、地域の方
に寄り添った対応をし
て地域貢献ができれば
と思っております。
趣味は、ただただ対
局を繰り返すだけです
が、将棋です。

経験は、２年弱と浅く
分からない事ばかりで
すが、皆様のご指導ご
鞭撻を賜れますと幸い
です。よろしくお願い
致します。

編集後記
新型コロナウイルス
感染症が流行して２年
が経過しました。昨年
末頃から日本では、よ
うやく落ち着きを見せ
始め上尾支部でも親睦
旅行や冬季研修会も行
われるなど徐々に皆で
顔を合わせる機会も増
えてきており、この調
子で交流を深める場が
戻ってほしいなと願っ
ております。
皆様にとって今年が
良い一年になります様、
体に気を付けてお過ご
し下さい。
（広報部 加藤雅隆）
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田中阿沙美 先生

初めまして、６月１
日に登録をしました田
中阿沙美と申します。
４月から行政書士法人
ながしま事務所にて長
島先生はじめ諸先輩方
に色々なことを教わり
ながらお仕事させてい
ただいています。
趣味はスキーと、子
どもの影響で、電車で
す。同じ趣味の方がい
らしたら嬉しいです。
これからもよろしくお
願いします。

まだまだ士業業界の

０ ４ ８ － ７ ７ ６ － ３ ３ ６ ７

詳 細 の お 問 い 合 わ せ は

１１月１４日（日）
獨協大学にて行われた
行政書士試験へ、上尾
支部より１１名（支部
推薦１０名、本部員１
名）の試験監督員を派
遣しました。高村多嘉
藏副支部長をリーダー
に、４教室１５０名の
受験生に対応し、トラ
ブルなく無事遂行いた
しました。

試験監督員の先生方

新型コロナウイルス
感染症対策の為、試験
棟入場時の検温、手指
のアルコール消毒の実
施、受験生を含め全員
がマスク着用と昨年に
続き異様な環境で行わ
れましたが、試験時間

０ ４ ８ － ７ ７ ６ － ３ ３ ６ ７

詳細のお問い合わせは
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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）

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

