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　私の支部運営の基本姿勢を述べさせて頂きます。

・・・・・・・・・・・・・・・・

　紙面で先生方にご挨拶をするのは初めてなので、自己紹介をさせていただきます。

　ところで、今年は行政書士会には大変な改革がありました。先生方もご存知だと思いますが
特定行政書士が誕生することになります。近い将来、多少ですが司法に参入できるかも知れま
せんね。我々行政書士がいかに自分達の知識や能力を身につけるかにかかっていると思いま
す。
　最後になりますが、歴史と伝統がある熊谷支部を維持発展させる為には先生方のご協力が
必要です。今後ともご協力をお願いして、ご挨拶に代えさせて頂きます。よろしくお願いいたし
ます。

（市役所無料相談）

　熊谷支部の先生方こんにちは。また何時も支部の運営に関して先生方にはご協力を頂いて
おりますことを感謝申し上げます。私、平成２７年５月９日に開催されました定時総会におきまし
て支部長に就任いたしましたが、これからの支部運営に関して大変な責任の重さを感じており
ます。

　私、昭和２５年１１月生まれの今年６５歳になります。また行政書士歴は今年で１５年になりまし
た。前職は不動産業を２５年営んでいました。

　まず、会員の先生方のご意見等を聞き、ご指導を受けながら、支部の維持発展の為に頑張っ
ていきたいと思っております。
　次に、支部活動について述べさせて頂きます。先生方もご存知だとは思いますが、毎月１回、
熊谷市役所で実施しております無料相談会には、毎回１０名以上の相談者に来て頂いておりま
す。この分野を充実させていけば、私たち行政書士の業務も多くの皆様に認識されるようにな
ると思いますし、合わせて啓蒙活動にもなると思っております。

・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

平成２７年１２月１日発行　第４１号

埼玉県行政書士会熊谷支部広報誌

Kumagaya倶楽部
行政書士は街の身近な法律家
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顧　問

支部関係

（敬称略）◆新役員紹介
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橋本　正行
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新井　重雄

長澤　　司
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調査員 栗原　雄次郎
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研修部
部員

理事
経理部　部長

理事
研修部　部員

支部長 西村　弘史

政連関係（支部）

行政書士ADR
センター埼玉

センター長（平成26.27年度）

神山　忠之

一般社団法人
コスモス成年後見
サポートセンター

埼玉県支部

第7管轄区長

小林　政秀

副支部長 千野　清子
幹　事

支部運営委員

業務部長

松本　嘉明

浅見　龍二 厚生部長

支部長

副支部長

副支部長

総務部長

副支部長

経理部長

髙橋　正善

川上　景子

髙橋　正善 小林　政秀

川上　景子

萩原　隆士

理事（第８班） 大島　敬治

監　事 海老澤　正義 監　事

広報部長 飯島　広樹

河原　庸雄

理事（第１班） 吉田　賢榮 理事（第2班） 萩原　　武

理事（第３班） 中小路　隆哉 理事（第４班） 向江　真樹

相談役

本会関係

栗原　邦俊

理事（第５班） 浅見　龍二 理事（第６班） 小林　正幸

理事（第７班） 栗原　雄次郎

松本　嘉明

政連関係（本会）

相談役 千野　清子 副会長 西村　弘史
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新年賀詞交歓会
平成２７年１月１０日（土）

西村前支部長と水本美文会員

平成27年度支部定時総会
平成２７年５月９日（土）

議長を務める栗原雄次郎会員

ごみゼロ運動
平成２７年５月３０日（土）

ごみゼロ運動後の記念撮影

マロウドイン熊谷において、8名のご来賓の
皆様をお迎えし、新年賀詞交歓会および水本
美文会員の瑞宝章受章祝が開催されました。
支部会員26名の出席がありました。

毎年恒例のごみゼロ運動を実施しました。
熊谷市役所近くの中央公園に、萩原隆士支部
長をはじめ20名の会員が集合し、空き缶や
ペットボトル、ポイ捨てされたタバコの吸い
殻などのごみを集めました。 この日は前日
の雨天から一変して、「あついぞ！熊谷」の
言葉通り、気温30℃を超える中、ごみを拾い
ました。

◆主な行事　（平成27年１月～）
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マロウドイン熊谷において平成27年度定時総

会が開催されました。29名（委任状37名）の
会員が出席し、本会からは関口隆夫副会長に
来賓として出席をいただきました。 出席会
員の中から、栗原雄次郎会員が議長に選出さ
れ、栗原議長の進行により、審議が始まりま
した。平成26年度の活動報告・会計報告、

続いて平成27年度事業計画・予算に関しての
審議、また、役員改選により、萩原隆士会員
が支部長に選任されました。



平成27年度支部研修旅行
平成27年９月５日（土）、９月６日（日）

宿泊先の旅館前での記念写真

行政書士無料相談会
平成27年１０月１０日（土）

県下一斉無料相談会

平成27年度業務研修会
平成27年11月14日（土）

業務研修会の様子

群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉を訪れま
した。24名の参加者（会員、家族含む）によ
る現地集合・現地解散の旅行となりました。

参加希望者による卓球大会の開催、懇親会で
は自家製の豆腐が自慢の旅館で豆腐懐石を味
わいました。 ビンゴ大会も行われ豪華賞品
が当たるとあって、会員皆大いに盛り上がり
ました。

八木橋百貨店東口玄関をお借りして、恒例の県
下一斉無料相談会を実施しました。相談員は8
名で、相談件数は昨年を上回り21件でした。相
談内容は遺言・相続が大半でした。
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市民の声として、相続の相談をどこにしたらよい
かわからない、司法書士と行政書士の違いがよく
分からないなどありました。市民の方々への認知
度向上の更なる努力は必要ですが、相談者の期
待に応えられた相談会だったと思います。

11月14日（土）午後2時より、平成27年度第1回業
務研修会を開催いたしました。今回の業務研修
会のテーマは、「遺言書の作成と遺言執行」とい
うことで講師には熊谷公証役場から田中進公証
人をお招きし、１８名の会員が参加致しました。

２日目は、旅館敷地内にある豆腐工場、パン
工房の見学、隣接する与謝野晶子記念館の見
学をして、解散ということになりました。

遺言作成にあたってご苦労された話等実務でも
大変参考になる話を軽妙な語り口でユーモアを
交えてお話しいただき、和やかな雰囲気の中で
も有意義な研修となりました。
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事務所所在地 熊谷市新堀字北原９６０－９

兼業資格の有無 無 電話番号 ０４８－５０１－８０８６

自己紹介

初めまして。この度、熊谷支部の会員になりました新井豊と申します。
これまでは、県北支部（深谷市）で業務を行っておりましたが、軽自動車の車検場
の移転に伴い熊谷支部に転入させて頂きました。軽自動車の登録等の業務・代
書を主に実施しております。行政書士としての経験は平成12年からですので、か
れこれ15年ほどになりますが、軽自動車という単一の業務の為、行政書士の仕事
は未経験と同じです。また、私の居住地が栃木県の足利市にあるので、支部の皆
様にご迷惑をお掛けすることが多いと思いますが宜しくお願い致します。

氏　名 渡邉　毅 入　会 平成２７年５月

◆新入会員紹介　（平成２６年１２月以降）

氏　名 入　会 平成２７年２月新井　豊

5月より熊谷支部にお世話になっております。関東運輸局熊谷自動車検査登録
事務所の構内の、関東陸運振興センター（通称ナンバーセンター）の中で、行政
書士法人登録サポートの社員として、勤めております。主に普通自動車、軽二輪
車の登録、届出等の書類の作成をしております。
以前は違う職についておりました。毎日いろいろなお客様と接し、勉強させてい
ただいております。未熟者ですが、これからご指導いただきます様、よろしくお願
いいたします。

事務所所在地

電話番号 ０４８－５７７－４７９５

自己紹介

平成２７年５月１５日付にて行政書士登録を行い、６月より開業致しました渡邉
毅と申します。開業後、営業に勉学に日々悪戦苦闘の毎日です。
開業して改めて感じることは、行政書士業務の幅の広さです。全ての業務に対応
していくことは、不可能ですし、効率的でもありません。今の自分自身が最優先と
して考えることは、どの分野をメインにしていくかではないかと最近感じていま
す。模索状態を一日も早く脱し、支部長はじめ、諸先輩方に追いつけるよう日々
頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

兼業資格の有無 無

熊谷市筑波１－２６－１　　サンハイツ大和第二ビル１階

氏　名 小橋　祐子 入　会 平成27年5月

事務所所在地

自己紹介

熊谷市御稜威ヶ原７０１－３

兼業資格の有無 無 電話番号 ０４８－５３２－９０２８



平成２７年１月 茂木　操子　先生 （平成２７年１月１日　ご逝去）

平成２７年３月　 田口　大　先生 （平成２６年１１月２６日　ご逝去）

平成２７年３月　 鈴木　純一　先生

平成２７年３月　 小林　三男　先生 （平成２６年２月１９日　ご逝去）

平成２７年３月　 江原　アキ子　先生 （平成２６年１２月２５日　ご逝去）

平成２７年７月 岸　昭二　先生 （平成２７年４月１８日　ご逝去）

山﨑　弘美 入　会 平成２７年５月
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平成27年5月から熊谷支部にお世話になっております山﨑です。軽自動車検査
協会埼玉事務所熊谷支所構内の事務所で、軽自動車の申請書作成等をしてお
ります。事務所が今年2月に深谷市から熊谷市に移転し、所属支部が県北支部か
ら熊谷支部に変更となりました。また、私自身は今年2月に行政書士登録、3月か
ら勤務を始めました。まだ新米の未熟者ですが、会員の皆様には今後のご指導
のほどよろしくお願いいたします。

氏　名 三澤　照夫 入　会 平成２７年７月

熊谷市新堀９６０－８

兼業資格の有無

兼業資格の有無 社会保険労務士 電話番号 090-4537-4385

◆退会・訃報　（平成２６年１２月以降）

ご逝去された先生方のご冥福をお祈りするとともに、支部役員を務められた先生方に感謝の
意を表したいと思います。

氏　名

熊谷市箱田６－１－３０

事務所所在地

平成27年7月1日付で開業登録しました、三澤照夫と申します。
簡単に自己紹介をさせていただきます。18歳から30歳までの12年間、プロでボ
クシングをやっていました。肩書としては、第20代日本ミニマム級チャンピオンで
戦績は27戦18勝（7KO）5敗4分です。
ボクシングを引退した後は、特別養護老人ホームに事務員として就職をしまし
た。
行政書士・社会保険労務士の資格を目指したきっかけというのが、特養では行政
書士・社会保険労務士の先生と顧問契約を結んでおり、その先生の働きぶりに
衝撃を覚え、自分もこうなりたい、そして、勉強をすれば仕事の役にも立つので
はないかと思ったからです。
平成24年7月頃から本格的に勉強を開始し、25年度に社会保険労務士、26年度
に行政書士となんとか合格でき、特養を退職して開業に至っております。
開業してみて、自分の未熟さを痛感する毎日です。自己研鑽を怠らず、日々精
進していきたいと思いますので、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げま
す。

自己紹介

自己紹介

無 電話番号 ０４８－５７７－６１７１

事務所所在地



●特定行政書士の法定研修の講義科目

●考査

★熊谷支部からも数名の会員が受験しました。 【質問】

　研修・考査の感想を数名の会員からお聞きしました。 Ｑ１．法定研修を受講しての感想
Ｑ２．考査を受験しての感想

次年度の特定行政書士試験を受験される会員の皆様の参考になれば幸いです。

　参考: 被表彰者は全国で３２名

　本年６月１８日に、シェラトン都ホテル東京において日行連総会に先立ち、行政書士に対する総務大臣
表彰授与式が行われました。これは、多年にわたり行政書士業務に精励し、行政書士制度の発展に貢
献した者に対し行われるものであり、当支部顧問の神山忠之先生が表彰されました。

Ａ会員

Ｂ会員

Ｄ会員

Ｑ３．次年度以降、法定研修の受講を
検討している先生方へメッセージ
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Ｃ会員

２．　神山忠之顧問が総務大臣表彰を授与されました

◆トピックス

１．　特定行政書士試験が実施されました
行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立
て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、及びその手続き
について官公署に提出する書類を作成することができる特定行政書士の試験が平成２７年
１０月４日（日）に実施されました。

行政法総論、行政手続法の概説、行政手続法の論点、行政不服審査制度概説、行政不服審査法の
論点、行政事件訴訟法の論点、要件事実・事実認定論、特定行政書士の倫理、総まとめ、を受講しま
す。合計18時間の法定研修になっています。

上記科目に関する理解度を測るための考査で、マークシートによる択一式問題で行われます。合否
通知は本人宛に郵送にてお知らせすることになっています。

Ａ1.久しぶりの勉強は新鮮で

楽しかった！ 
Ａ2.対応出来ない問題があっ

て、難しかった…。 
Ａ3.学習グループを作って勉

強されるといいですよ。        

⇒ チーム熊谷 

Ａ1．ビデオのみの味も素っ気もない講義で１８

時間は眠気を誘う。特に「行政法総論」なる部

分は、諸学説があるようで各学者が唱えてい

るものを説明するのみで「結論」が無い漠然と

した分野であった。 
Ａ2.上記の「行政法総論」も試験の出題範囲と

の事だったが、あまりにも漠然としていて、どこ

が出題されるか見当がつかなかった。結論とし

てこの分野からの出題はなし。 「特定行政書

士の倫理」の分野は、ビデオ講義の範囲か一

般常識的なものと軽く考えていたら、予想外に

難しかった。みんなが初めてトライする考査

だったので少し緊張した。 
 Ａ3.今後の仕事につながるかは疑問であるが

対外的には新しい制度なので、行政書士全体

の地位向上のためにも、前向きに検討してい

ただきたい。 

Ａ1. ３日間で１８時間の研修は、ＤＶＤを視

聴しているだけなので単調で、正直つらかっ

た。 
Ａ2.行政手続法、行政不服審査法、行政事

件訴訟法の分野は、テキストと条文の読み

込みで対応できると思います。その他の分

野はテキストと講義内容だけでは対応でき

ないかもしれません。 
Ａ3.第１回の法定研修ということで情報が少

なくとても不安でしたが、考査も無事に終了

してホッとしています。行政書士制度の維持、

発展のために多くの先生方に受講してもら

いたいと思います。 

Ａ1.研修会場の照明が薄暗かった。 
Ａ2.難しかった。 
Ａ3.ぜひ、受講してください。 



平成２７年１月から１２月までの熊谷市役所無料相談コーナーの相談件数をご報告いたします。

●相談件数の合計は、昨年の111件を下回り97件となりました。
●相談内容については、相続・遺言に関してが全体の約９割となっています。

初めての広報誌の編集で不慣れなことも多く、スムーズにいかないことも多くありました
が、熊谷支部歴代広報部長のこれまでのノウハウの蓄積があったおかげで無事に広報誌
を発行することができました。また、原稿執筆の依頼をお願いした会員の皆様には感謝
申し上げます。
気づけば未年ももう終わりに近づいています。羊にちなんで、わが事務所も今年こそ飛
「翔」したいと思っていましたが、思うように飛翔せず、「未」だ目標達成とはいかない残念
な状態です。
来年は申年です。良くないことが「サル」のは大歓迎ですが、大事なものが去るのは困りま
す。大事なものは「エテ公（得てこう）」と言い換えて、来年の申年もがんばっていきたいと
思っています。
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7 1 4

69 21 7合計

編集後記

平成27年11月

平成27年12月
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