しています。
相談の場がより多く存在す
ることで、住民の皆様にはい
つでも気軽に相談する機会が
増え、迅速な対応が可能とな
ります。また、行政機関での
手続きが必要な場合、事前準
備として行政書士会の無料相
談会を利用することで、複雑
な事案が整理され、行政窓口
の負担が軽減されます。「市
役所に相談に行ったら上尾支
部の無料相談会を紹介された」
という例も数多くあります。

上尾支部通信
支部長挨拶
～行政書士会による無料相談会
皆様のご協力をお願い申し上げます～

■行政手続の円滑、国民の利
便、国民の権利利益の実現
行政書士法第１条は、「こ
の法律は、行政書士の制度を
定め、その業務の適正を図る
ことにより、行政に関する手
続の円滑な実施に寄与すると
ともに国民の利便に資し、も
つて国民の権利利益の実現に
資することを目的とする。」
と定めています。行政書士は、
行政と国民に貢献することが
期待されていることが、この
条文から読み取ることができ
ます。
■上尾支部の無料相談会
上尾支部は、年間で約１５
０回開催している無料相談会
を通して、行政と国民に貢献
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参議院議員選挙
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pro/

第２６回参議院議員通常選
挙が７月１０日の日曜日に行
われました。
今回の選挙は、選挙区が
「埼玉」ということもあって
か、上尾支部に対する候補者
からの推薦依頼はありません
でした。
選挙期間中に安倍元首相が
行政と国民への貢献を実現 銃撃により死亡するというショッ
していくためには、関係各位 キングな事件もありました。
の皆様のお力添えが必要です。
選挙結果は、自民党が圧勝
何卒ご協力を賜りますよう、 というかたちで終わりました。
心より宜しくお願い申し上げ
ちなみに今回の選挙で埼玉
ます。
県行政書士政治連盟が推薦し
（支部長 田中 智） た候補者は、選挙区・比例区
とも全員当選という結果になっ
たことをご報告いたします。
（埼玉県行政書士政治連盟
上尾支部長 船川喜正）

ると、極めて壮大な行政書士
のエネルギーが費やされてい
ます。

<発行元>
埼玉県行政書士会
上尾支部

■各士業・県内各支部の無料
相談会
無料相談会は、行政書士会
／上尾支部の専売特許ではあ
りません。行政書士を始め各
士業（弁護士・司法書士・税
理士・土地家屋調査士など）
は、市役所・町役場等で無料
相談会を開催しています。行
政書士は行政手続の専門家で
すが、各士業が各々の専門分
野を守備範囲として、行政と
国民に貢献しています。
上尾支部以外の行政書士会
各支部も、県内の各地元にお
いて無料相談会を開催してい
ます。全ての地域の住民が公
平に無料相談会による利便を
受けることができるように、
各支部が取り組んでいます。
■皆様のご協力をお願い申し
上げます
上尾支部の無料相談会は、
相談員を担当している行政書
士のご協力とご熱意により成
立しています。年間約１５０
回開催の無料相談会を合わせ
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たが、８組が当日の看板やのぼ
りを見てとのことでした。チラ
シやポケットティッシュの配布
もいくつかの制限を設けながら
復活させました。

桶川 駅街頭無料相談会

もの）を見てという方もいらっ
しゃいました。また、当日は、
前回上尾駅に引き続きチラシや
ポケットティッシュの配布もい
くつかの制限を設けながら復活
させました。徐々にではありま
すが、日常生活を取り戻してい
ることを実感しました。
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）

アリオ上尾無料相談会

昨年に引き続き、上尾支部主
催で、アリオ上尾イベントスペー
スＯＣＨＡＮＯＭＡにて毎月第
一水曜日１３時から１６時まで
行政書士による「くらしの無料
相談会」を開催しております。
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令和４年６月１１日（土）、
午前１０時から午後４時まで、
桶川駅西口自由通路にて街頭無
料相談会を開催しました。

令和４年１月より６月開催の
相談会には、これまで延べ３０
名の先生方にご参加いただき、
合計２６件の相談を受けました。
相談内容は、相続が２１件全体
の８割という結果になります。
これら数値は、昨年とほぼ同
様の数値となっております。ま
た、マンション管理に関する相
談が、今回ありました。
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。
（事業部長 山崎 亮一）

OCHANOMAにて開催

上尾駅街頭無料相談会

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）

訪れた多くの相談者
当日は、午前午後延べ２９名
の会員が参加され、１４件の相
談を受けました。その内、遺言
相続に関する相談が例年通り最
も多く１１件でした。相談者は、
桶川市内の方が９件と最も多く、
上尾をはじめ北本市さいたま市
など様々な所から相談者がいらっ
しゃいました。
相談に来られた方々は、１２
組が当日の看板やのぼりを見て
とのことでした。他には広報誌
を見てが１件、チラシ（上尾の
コミュニティセンター設置した

午前の相談員

午後の相談員

令和４年４月２３日（土）、
午前１０時から午後４時まで、
上尾駅自由通路において街頭無
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。
当日は、午前午後延べ３０名
の会員が参加され、３１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１７
件を占めました。その他珍しい
相談内容として、墓じまいとい
うものがありました。
相談に来られた方々は、４組
が広報を見て来たとのことでし

午前の相談員

相談会の様子
午後の相談員
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上尾支部定時総会

令和４年度定時総会が５月１
４日（金）午後２時から上尾市
文 化セン タ ―
３０１集会室にお
いて開催されました。昨年、一
昨年と新型コロナ感染症の感染
拡大の影響で文書決議となって
いた総会ですが、３年ぶりの会
同方式による総会となりました。

各席距離を保っての開催となりました

高村多嘉藏副支部長の開会の
言葉に続き田中智支部長が挨拶
に立ち、色々難しい時期があっ
たが、今日の総会をきっかけに、
再び輝ける活動に至れるように
との決意が述べられました。県
会関口会長からの祝電披露の後、
議長に選出された船川喜正前支
部長のもと議事が進められ、全
ての議案が原案のとおり承認、

可決されました。
最後に、増田好男副支部長の
閉会の言葉により午後３時９分
に閉会しました。

なお、今年も総会終了後の恒
例の懇親会は、諸般の状況を鑑
みて残念ながら中止となりまし
た。
（総務部長 大山康一）

五十周年事業実行委員会

議事進行の様子
今回行われました支部の定時
総会におきまして、五十周年事
業実行委員会と支部規則検討委
員会についての質問がありまし
た。
そこで今号の支部通信を通じ
て各委員会について会員に周知
を図る事が望ましいと広報部と
して考え、各委員会より紹介記
事を頂きました。

支部規則検討委員会

我々支部規則検討委員会は、
上尾支部は、令和四年の十二 風間昭彦委員、大山康一委員、
月で満五十周年を迎えます。ひ そして私山崎亮一委員長の３名
とくちに五十年とは言え、半世 で構成される委員会です。その
紀という永い年月が過ぎ去って 外、総務部より、田沼和夫先生
いきました。
に書記として参加していただい
支部発足当時わずか数名だっ ております。
た支部会員も、現在は百三十名
支部規則検討委員会は、２０
に達そうとしています。平成十 ２１年７月より、概ね２ヵ月に
年に始まった支部の伝統である １度のペースで委員会を開催し
街頭相談会も早二十有余年が経 ております。これまで、７回委
ちました。
員会を開催してきました。
現在までの五十年と来年から
新型コロナウイルスの蔓延な
の五十年は、進歩の度合いが全 どにより、我々の生活様式には
く違うものになるでしょう。近 大きな変化がもたらされました。
年のＩＴの革命は何十年の技術 例えば、これまで会議は必ず対
革新の年月を一気に縮めました。 面で開催してきましたが、ＺＯ
これからの五十年は過去の百年 ＯＭなどのアプリを使用するこ
以上の密度の濃い時間が経過し とによって、事務所に居ながら
ていくことでしょう。支部活動 会議に参加することが可能にな
の一部も対面からオンラインへ りました。現在の支部規則は、
と変遷してきました。
このようなオンライン技術の進
五十周年事業実行委員会は、 歩に対応しているものとはいえ
上尾支部の五十年の歴史をたど ません。よって、支部規則を変
り、初代支部長松尾茂春先生、 更する必要があると考えます。
二代長島敬一先生をはじめ支部
このように、現在の支部規則
の諸先輩方の功績を思い起こし の中で、現在の社会環境に対応
つつ企画会議を重ねて、会員の していないと思われる規則や現
皆さんの思い出に残るような記 状の運用に対応していない規則、
念事業にできるよう頑張ってい そして、合理性に欠けると思わ
く所存です。
れる規則について、他の支部の
（委員長 船川喜正） 規則と比較しながら改正案を練っ
ているところであります。
（委員長 山崎 亮一）

おしらせ

令和５年度埼玉県行政書士会
会長選挙スケジュールおよび支
部推薦について

埼玉県行政書士会会長選挙が来
年５月に予定されています。
上尾支部会員で会長選挙への
立候補を希望される方は、上尾
支部への支部推薦の依頼をご検
討ください。
（１）主なスケジュール
会長選挙の主なスケジュール
ですが、選挙の告示が選挙期日
（通常は５月の埼玉会定時総会
開催日）の６０日前までになさ
れ、立候補の届出は選挙告示で
定められた日時（例年は４月上
旬ないし中旬頃）、選挙運動
（推薦依頼行為は除く）の期間
は立候補受付から選挙期日まで、
などとなっています。
（２）支部推薦について
立候補の要件の１つとして、
３支部または１０名以上の個人
会員からの推薦が必要です。上
尾支部からの推薦を希望される
場合、令和５年３月の常任理事
会及び４月の理事会が支部推薦
を決定する協議の場となる見込
みです。
上尾支部からの推薦を希望され
る方は、期間に十分な余裕をもっ
て支部に事前にご連絡ください。
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けました。

名の先生にご参加いただ
業界で生きる道を選択し

と両立を図るべく、この

すが、事業部では今後も

体が難しいものでありま

流行で、研修会の開催自

業許可に係る経営事項審

の開設支援、また、建設

買収や特養等の介護事所

前職では、公共用地の

ました。

工夫を凝らして研修会を

査の担当をしておりまし

臨時研修会
埼玉会 が「 職務 上 請求
書と行政書士の倫理（職
開催していきたいと思い

たので、ひょっとすると

県会賀詞交歓会

埼 玉県 行政 書士 会、 埼
玉県行政書士政治連盟ほ
務上請求書使用手引き）」
ます。

新型コロナウイルスの

か共催の新年賀詞交歓会
を発行したことを受け、

塚越 民夫先生

は じめま して 、 塚越 民
夫と申します。２０２１

が１月１１日、さいたま

既にご面識のある方もい

上尾支部に総務部長の増
（事業部長 山崎 亮一）

市浦和区で開催され、上

年１２月に埼玉県行政書

田智光先生をお招きして 、

らっしゃるかも知れませ

尾支部の会員も参加しま

士会に登録いたしました 。

上尾生まれの上尾育ちで 、

ん。

同書を用いての臨時研修

新会員紹介

そのような場で、経営

者の方とお話できる機会 現在までずっと上尾市に
は有意義でしたし、また 、 住んでいます。

きたものはできる限り何

でも受任しています。専

門としていきたい分野と

しては建設業許可、産廃

許可、相続、遺言書作成

ですが、現在は運送業許

可、法人設立、契約書作

成、支援金申請なども扱っ

ています。将来的には、

就農支援や望地所有適格

法人設立など農業に関わ

る仕事にも携わっていき

たいと思っております。

好きなことは音楽、登

山、釣り、水泳、広島カー

プで、最近はプランター

前職の法律事務所では、

五十嵐正行先生

多数の行政書士の方とお

約２０年間、主に弁護士

仕事を軌道に乗せるた

のハイブリッド形式での

会場とＺＯＯＭを用いて

た、今回新たな試みとし 、

会を開催致しました。ま

した。
式典では、大島敦衆議
院議員（立憲民主党埼玉

県連代表）が来賓挨拶で

会いする中で、この業界

の法律事務をサポートし 、

上尾駅前の上尾市プラザ

県庁に在籍しておりまし

私ごと、３月まで埼玉

サッカーなどスポーツ全

ていきたいと思っており

けて、多くの方々と関わっ

しみです。

全般の運営に関わってお

強くありたいものです。

ありますが惑うことなく

事をはじめ悲惨な事も多々

りました。ウクライナの

より一月遅れの発行とな

員選挙があった為、例年

今号は、直近に参議院議

編集後記

お願いいたします。

ます。今後ともよろしく

りました。

決意した理由としては、

行政書士として開業を
また、高校サッカーなど

地元に暮らす方々や中小

般は何となくこなすこと 、
の審判員をしておりまし

事業者の方々の面倒な行

今のところは、相談が

という思いでした。

と直接関わっていきたい

た立場で、依頼者ともっ

法律事務所時代とは違っ

政手続きを手伝いたい、

た。
感染症の動向は依然と
気になるところですが、
皆様方と直接お会いでき
る日を心より楽しみにし
ております。

で野菜を育てることが楽

駅・桶川駅などで実施し

の魅力や今ある自分を作っ

うち約１２年間は事務局

研修会としました。

ている街頭無料相談会に

てもらったように感じて

めに、とにかく知識をつ

２２第１会議室を使用し

たが、数年前から母親が

（広報部 加藤）
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登壇し、上尾支部が上尾

ついて言及するとともに 、

長という立場で、事務所

した五十嵐正行と申しま
す。
これからどうぞ宜しくお

て開催されました。会場

認知症となり、在宅介護

願いします。

に１４名、ＺＯＯＭで３

趣味・特技は、野球・

います。

令和４年２月２５日

研修会の様子
（金）当日、研修会は、

はじ めま して。 ６ 月 １
日付けで登録が完了しま

行政書士への期待を熱く

示しました。また、上尾

支部の会員との歓談では 、
支部活動に対する激励の
言葉を語りました。

大島敦衆議院議員と田中支部長
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