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ご あ い さ つ

古 田 島　 俊 憲支部長

　日頃より、前橋支部会員の皆様方には、支部運営にご理解とご協力を賜りまして厚く御礼申し上

げます。

　本年も支部だよりを発行する運びとなりました。発行に際し、ご尽力いただいた広報委員の方を

始め、関係者各位の皆様方には改めて御礼申し上げます。

　支部だよりは、支部の各種活動報告や今後の行事予定について紙面を割いており、会員の皆様に

前橋支部の活動を知っていただけるよう配慮しているつもりです。ぜひともご一読いただき、忌憚

のないご意見、ご感想を寄せていただければ幸いです。

　さて本年より、所定の研修課程を修了した特定行政書士には、官公署に提出する許認可等書類の

作成から、聴聞・弁明の機会の付与手続き、行政不服申立て手続きの代理まで一貫して取り扱うこ

とが認められ、紛争分野という新領域が職域に加わります。これにより我々行政書士は、市民の利

便性の向上及び要請への的確な対応を図ることができるとともに、従来にも増して社会的責任を全

うする必要があると認識しております。

　また、来年１月のマイナンバー利用開始を控え、今年 10 月より個人番号の通知が始まります。

国民の制度への理解も進んでいないとの話も聞こえてきます。皆様方のクライアントが対応に苦慮

しないよう、マイナンバー研修会への積極的な参加、情報収集等、自己研鑚を積み、的確なアドバ

イスができるよう心がけたいものです。

　行政書士業務で未開拓の分野はまだまだあるはずです。中小企業支援に関する業務などは、その

最たるものです。これらの分野を開拓するための攻めの姿勢を貫き、会員の皆様に還元することも

私の使命であると思っており、皆様と一緒に“市民に寄り添う行政書士”を構築することが私の願

いでもあります。

　最後になりますが、前橋支部が活気に溢れ、元気のある支部であり続けるためにも、一人でも多

くの方に支部行事へ参加していただきたいと思っております。そのためには、今まで以上に皆様に

興味を持っていただける前橋支部を築き上げる所存です。支部運営に関し、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

群馬県行政書士会前橋支部
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　日頃より、古田島支部長をはじめ、前橋支部の会員の皆様には、本会運営に、深い御理解と御協

力を賜り心より厚く御礼申し上げます。

　本年は、例年に無い猛暑の続く毎日ではありますが、皆様方におかれましては、日々職務に御精

励のことと思います。

　過日行われました、会長選挙において３期目を続ける事となりました。偏に皆様方の応援の賜物

と、心より感謝申し上げます。無事職務を全う出来ますよう誠心誠意励んで参ります。

　昨年は、行政書士にとって、長年の悲願でありました、行政不服申立ての代理権付与に関する、

改正行政書士法が施行となりました。

　本年は、特定行政書士、（法廷研修修了者）の行政不服申立代理業務への参入が始まります。こ

れは、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立の手続き

について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成する業務であります。

　業務の拡大に伴い、会員は新分野においても、市民から厚い信頼が得られるよう積極的に個々の

能力を高め、一層の自己研鑽と高い倫理観において、依頼者からの信頼を得なければなりません。

　又、我が会は、昨年末に群馬県と災害時における被災者支援のための、行政書士業務についての

協定を締結いたしました。これは、本会が取り組む新たな事業であり、大沢知事より『時宣にあっ

た内容であり、大いに期待する』との御言葉を頂きました。改めてその責任の大きさを痛感してい

るところで有ります。

　平成 27 年は、準司法分野への参入、新社会貢献事業への取り組み、マイナンバー制度など、行

政書士会及び行政書士を取巻く環境が大きく変化する年となります。

　諸先輩方が、確固たる地位を築いた行政書士制度をより、強固なものとし、新制度、新事業に向

け、皆様方と共にその責務を担う事を御誓いして、私の挨拶と致します。

　今後とも引き続き、御指導、御鞭撻を賜りますよう心から御願い申し上げます。

前橋支部の皆様へ

福　田　　　守会　長

群馬県行政書士会
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ご あ い さ つ

山　本　　　龍前橋市長

　群馬県行政書士会前橋支部の会員皆様には、日頃から、各種行政手続き等を通じて、市民皆さん

と行政を結ぶ架け橋として、市民生活の向上に多大なご尽力をいただいておりますとともに、市政

各般にわたりましても、それぞれのお立場で、格別なるご支援とご協力を賜り、この紙面をお借り

しまして、改めて厚くお礼を申し上げます。

　赤城山をはじめ、利根川や市内中心部を流れる広瀬川など豊かな自然に恵まれるとともに、萩原

朔太郎など多くの詩人を輩出してきた文化都市でもある本市は、今年度「市民の英知とともに、都

市の魅力を創造し、発
つ た え

信よう」を行政経営方針とし、地域の「歴史・文化」を活用し、新たな魅力

を創造し発信していくとともに、皆様のお力をお借りしながら質の高い行政運営に努め、市民の誰

もが快適で暮らしやすいまちづくりを進めております。

　現在、大河ドラマ「花燃ゆ」が放送されており、全国から前橋市へ注目が集まっている中、先人

の培ってきた歴史文化を改めて振り返り「埋もれた宝」を再発見する機運が高まっております。

　そうした中、前橋の新しい価値の創造に努めるなど、前橋ならではの個性や魅力を全国に伝える

ための新しい取り組みを積極的に進めるとともに、さまざまな方々と共に歩み、支え合い、助け合

うことをより一層重視し、「市民の目線」に立った市政運営を心掛けてまいる所存でございます。

　どうか会員皆様におかれましては、こうした点にもご理解をいただきながら、引き続き、市民皆

さんと行政をつなぐ法律と実務の専門家として、各種申請手続きをはじめ、さまざまな場面を通じ

て、本市のまちづくりに特段のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、群馬県行政書士会前橋支部のますますのご発展と、会員皆様のさらなるご活躍、ご健勝

を心からご祈念申し上げまして、ごあいさつといたします。
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平成27年度　群馬県行政書士会前橋支部定時総会次第

　　日　　時　　平成２７年４月２５日（土）午後２時００分～午後４時００分

　　会　　場    前橋テルサ　８階　けやき

《　次　　　　第　》

　　　　１. 開　　会　　の　　こ　　と　　ば

        ２. 物　故　会　員　に　対　し　黙　祷

        ３. 支　　部　　長　　挨　　拶

        ４. 会　　　長　　　励　　　辞

        ５. 議長選出（書記・議事録署名人指名）

        ６. 議　　　案　　　審　　　議

　　　　　　　　議案第１号  平成２６年度事業報告（会員移動を含む）

　　　　　　　　議案第２号  平成２６年度収支決算の報告及び監査報告

　　　　　　　　議案第３号  平成２７年度事業計画（案）

　　　　　　　　議案第４号  平成２７年度収支予算（案）

　　　　　　　　議案第５号　役員の改選について

　　　　　　　　議案第６号　本会代議員の選任方法

　　　　　　　　議案第７号　その他

        ７. 閉 会 の こ と ば
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１．会員移動（敬称略）

　　年度当初会員数　247 名（法人３）

　　年度末会員数　　244 名（法人２）

新 入 会 員 氏 名

（12 名）

（支部変更含む）

田部井　寛　人 小　山　大　嗣 今　井　　聡

高　橋　由　幸 森　本　　哲 野　口　貴美男

大　澤　新　一 浅　見　純　江 荒　木　利　純

椿　　良　子 喜　多　則　子 大　橋　真　美

退 会 会 員 氏 名

（８名）

（支部変更含む）

菊　池　宏　介 加　藤　喜代恵 マーキュリー行政書士法人
前橋支店

佐　藤　　格 小　山　大　嗣 川　勝　妙　子

奈　良　浩　史 高　橋　賢　一

物 故 会 員 氏 名

（６名）

石　澤　晃　一 江　原　美智子 服　部　良　一

中　嶋　　進 石　井　公　男 小　倉　秀　一
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　前橋支部会員の相互の親睦融和と協調をはかり、会員の秩序と品位の保持を確立し、業務技能の

向上および職域確保を促進し、もって支部の発展強化を期するために次の事業を実施する。

１　支部として各種事業を実施するための専門委員会の活動

　 　支部運営に会員の意見を生かすとともに各種事業を有意義に実施し、上記の目的を達成するた

め、組織内機関として定着した専門委員会を引き続き設置したい。

　（１）広報委員会　　　

　　　① 　行政書士制度や業務の啓蒙・PR活動を行い、支部としての役割を担うと共に本会と連携

した広報月間の取組みを実施いたします。

　　　②   本年の「支部だより・２２号（予定）」を充実したものとするため

　　　　　・支部行事の予定、結果の報告等について、できるだけ詳しく掲載します。

　　　　　・「会員のひろば」についても、広く皆さんの投稿を募ります。

　　　　　・会員の皆様には、どのような記事でも結構です、気軽に投稿してください。

　　　③ 　支部のホームページを開設しました。http://gyoseisyoshi-maebashi.com/

　　　　　今後は、より活用しやすいものにするため皆さんのご意見をお寄せください。

　（２）業務研修委員会

　　　会員の業務技能の向上と実務に生かすため、下記の研修会を計画し実施したい。

　　　①　第1回業務研修会

　　　　　・日時　平成27年10月頃

　　　　　・会場　前橋市総合福祉会館

　　　②　新入会員研修会

　　　　　・日時　平成28年２月頃

　　　　　・会場　未定

　　　　テーマ　委員会にて実践的なテーマを決定し実施したい。

　（３）親睦等事業推進委員会

　　　①　本年も支部会員の親睦と融和並びに交流を図るための事業として、研修旅行を実施したい。

  　  ②　計画内容・実施時期など、会員皆様のご意見を伺い今後の計画に生かしたい。

    　③  他に、多くの支部会員の参加をいただける行事を企画したい。

　（４）法務委員会

      　支部の円滑な運営のため、設置したい。

　（５）その他、支部の事業を進めるため必要に応じ委員会等を設置することとしたい。

平成 27 年度事業計画決まる
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２　行政書士職務のＰＲの取組み

　 　本年度も、引続き一般市民に行政書士制度の理解と任用拡大を得るための運動を進め、もって

職域の確保を促進したい。また、本会等と連携しＰＲ月間を有効に生かしたい。

    ①　本会や関係機関の開催する無料相談会等の諸事業への積極参加

    ②　前橋市の協力を得て、支部独自の特設行政書士無料相談会の開催

    ③　「広報まえばし」や「上毛新聞」への実施内容などの掲載依頼

    ④　関係官公署への訪問とPR活動の計画と実施

    ⑤　広報委員会を中心とした日常業務についての広報・ＰＲ活動の企画実施

３　他士業等との連携と交流

　 　本会及び友好団体、各支部及び他士業等との業務上の連携を強化し事務処理の推進に生かすと

ともに、相互の発展を図るための取組みをしたい。

４　業務関連官公署等との関係強化の取組み

　 　官公署との「窓口業務指導連絡協議会」や関係機関への日常的な訪問等を通して関係の強化と

相互協力の醸成を図り、行政手続き業務の協力体制の構築を推進したい。

　（１）窓口業務指導連絡協議会の実施

　　　　前橋市役所の関係窓口を中心とした連絡協議会を相互理解の基に実施したい。

　（２）各種団体との交流と連携

　　　 　前橋商工会議所・中小企業中央会などの団体との交流を積極的に進めて、相互の理解に努

めると共に業務前進に寄与するための取組みをしたい。

５　会員相互の融和と親睦事業及び業務提携実施の推進

　 　支部会員の相互の融和をはかり、交流と業務協力に生かすための親睦事業の推進と実施をした

い。また、会員同士の業務上の規模を問わない研究会や勉強会を通じて業務の連携や業務の推進

に生かしたい。

６　車庫センターの活用と有効利用

    前橋市下石倉町３１番地１１

　 　支部活動に関する小規模会議・事務作業や打合せ等の場として、気軽に使用可能であるので引

続き有効に利活用したい。
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（平成 27、28 年度） 
前 橋 支 部 役 員 名 簿

役　職　名 氏　　　名

支 部 長 古田島　俊　憲

副 支 部 長 細　野　成　也 広報担当

〃 池　田　正　晃 親睦等事業推進担当

〃 平　塚　　昭 会計　業務研修担当

幹 事 田　中　國　夫 業務研修

〃 小　林　大　栄 親睦等

〃 斎　藤　安紀子 広報

〃 矢　嶋　光　男 法務

〃 真　塩　みどり 広報

〃 岡　本　芳　行 親睦等事業推進　委員長

〃 高　橋　憲　一 業務研修　委員長

〃 笛　木　昭　彦 広報

〃 大　橋　正　機 広報　委員長

〃 田　中　光　重 親睦等

〃 菅　野　義　郷 広報

〃 仲　道　さゆり 業務研修

〃 定　形　之　義 親睦等

〃 女　屋　喜久司 親睦等

〃 和久井　政　夫 業務研修

監 事 書　上　茂一郎 法務

〃 堀　越　義　幸 法務

相 談 役 竹之内　孝　之 元支部長

〃 岩　村　敏　明 前支部長

顧 問 内　山　秀　三 元本会会長

〃 岡　田　邦　雄 元本会副会長
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（ 平 成  27 年 度 ）
前 橋 支 部 代 議 員 名 簿

　

支 部 名 役　職　名 会 員 番 号 氏　　　名 備　　　考

前　　橋 支 部 長 2443 古田島　俊　憲 0

代 議 員 462 齋　藤　安紀子 1

〃 1539 中 島 竹 雄 2

〃 1642 真　塩　みどり 3

〃 1832 岡 本 芳 行 4

〃 2129 高 橋 憲 一 5

〃 2480 竹之内　孝　之 6

〃 2488 岡 村 親 男 7

〃 2498 木 暮 創 一 8

〃 2669 岩 村 敏 明 9

〃 2684 笛 木 昭 彦 議事運営委員

〃 2715 小 野 省 一 11

〃 2716 大 橋 正 機 議　長

〃 2726 田 中 光 重 13

〃 2748 平 塚 　 昭 14

〃 2760 菅 野 義 郷 15

〃 2868 定 形 之 義 16

〃 2934 佐 藤 　 忍 17

〃 2941 立 田 洋 子 18

〃 2951 八 木 政 満 19

〃 2961 春 山 　 敦 20

〃 2986 齊 藤 真 吾 21

〃 2990 小 田 美 幸 22

〃 3005 和久井　政　夫 23

〃 3031 植 原 信 幸 24

〃 3054 森 本 　 哲 25

合　　　　計　　　　　　　　　　　　　26 名
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日政連会費の全員納入に向けて

　行政書士は、登録・開業と同時に行政書士会の会員となり、自動的に日本行政書士政治連

盟（日政連）の会員となります。日政連への入退会について選択の余地は規約上ありません。

　日政連会費は、過去の他士業会における判例もあって、強制的に集めるものではないと解

釈されています。しかし、寄付金ではなく会費ですので、納入しなくても良いとは言えませ

ん。それは行きすぎた解釈と言えます。

　近年の納付率は 60％程度となっていますが、これが不公平感の基となっているのも事実

です。

　そこで、この紙面をお借りし、前橋分会の皆様に呼びかけをさせていただきます。

　「日政連会費の全員納入に向け、前橋分会から範を示すため、協力をお願い致します。」

日政連群馬県支部前橋分会　
分会長　　古田島　俊　憲　

平成 27 年度支部委員会名簿

１．業務研修委員会

　　担当副支部長　　平　塚　　　昭

　　委　員　長　　高　橋　憲　一

　　委　　　　員　　田　中　國　夫 仲　道　さゆり　　　　和久井　政　夫

２．広報委員会

　　担当副支部長　　細　野　成　也

　　委　員　長　　大　橋　正　機

　　委　　　　員　　齊　藤　安紀子 真　塩　みどり 笛　木　昭　彦

  菅　野　義　郷

３．親睦等事業推進委員会

　　担当副支部長　　池　田　正　晃

　　委　員　長　　岡　本　芳　行

　　委　　　　員　　小　林　大　栄 田　中　光　重 定　形　之　義

  女　屋　喜久司

４．法務委員会

　　委　　　　員　　書　上　茂一郎 矢　嶋　光　男 堀　越　義　幸
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平成 26 年度行政書士会前橋支部収支決算報告書

（平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日）

収　　　　　入 支　　　　　出

１、本会交付金　　2,445,000 円

２、雑収入　　　　　 67,168 円

３、前期繰越金　  　975,680 円

１、会議費　 　　　 549,542 円

２、事業費　　　　　401,556 円

３、事務費　　　  1,333,900 円

４、雑費　　　　　　388,324 円

５、予備費　　　　      　0 円

６、次期繰越金　　　814,526 円

　収入合計　 　 　3,487,848 円 　支出合計　 　 　3,487,848 円

平成 27 年度行政書士会前橋支部収支予算

（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日）

収　　　　　入 支　　　　　出

１、本会交付金　　2,416,000 円

２、雑収入　　　　　 70,168 円

３、前期繰越金　　　814,526 円

１、会議費　　　　　650,000 円

２、事業費　　　　　550,000 円

３、事務費　　　　1,280,000 円

４、雑費　　　　　　470,000 円

５、予備費　　　　  350,694 円

６、次期繰越金　　　　　　0円

　収入合計　 　 　3,300,694 円 　支出合計　 　 　3,300,694 円
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行政書士特設無料相談会のお知らせ

行政書士が官公庁に提出する書類並びに権利義務にかかわる書類

相続・遺言・贈与・売買・離婚・交通事故・外国人登録

不動産・金銭貸借 等の作成についての相談

場　所　　前橋市役所　11 階北会議室

日　時　　平成２７年１０月１６日（金）

　　　　　午前１０時より午後３時まで受付

　行政書士制度広報月間の事業の一環として、当支部では本年も行

政書士特設無料相談会を上記日程にて開催いたすこととなりました。

　当相談会は、毎月第一月曜日に市役所市民相談室にて開催してい

る行政書士相談(定設)と同様に、一般市民の皆さんに、すぐ役立つ

ばかりでなく、私達行政書士にとっても、さまざまな業務内容につ

いて、ご理解を頂ける有意義なイベントでもあります。

前橋支部会員の方で、当日相談会にご協力をいただける方がいらっ

しゃいましたら、お手数ながら 支部長 古田島 までご連絡下さい。

　　　　　　　　連絡先　Fax　 ０５０－３４８８－６５４９

　　　　　　　　　　　　Mail　office@kotajima.jp
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平成２７年度

支部業務研修会開催予定のお知らせ

第１回支部業務研修会の開催について

　　　　　１. 日　　時　　平成 27 年 10 月 23 日（金曜日）

　　　　　　　　　　　　　午後１時 30 分から午後３時 30 分頃まで

　　　　　２. 場　　所　　前橋市日吉町二丁目１７番１０号

　　　　　　　　　　　　　前橋市総合福祉会館　第１会議室

　　　　　３. 研修科目　　地域包括支援センター利用・活用方法について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（介護・入門編）

　　　　　４. 講　　師　　前橋市役所福祉部

　　　　　　　　　　　　　介護高齢課課長補佐（兼）地域支援係長

　　　　　　　　　　　　　　　　（前橋地域包括支援センター中央）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大崎　治 様

第２回支部業務研修会の開催について

　　　　　１. 日　　時　　平成 28 年２月中旬から下旬頃

　　　　　２. 場　　所　　前橋市日吉町二丁目１７番１０号

　　　　　　　　　　　　　前橋市総合福祉会館　（予定）

　　　　　３. 研修科目　　空き家の活用、住み替え支援の実務（仮題）

　　　　　４. 講　　師　　会員または外部より招聘の予定

　　　　　上記第２回研修会詳細につきましては郵送にてご連絡申し上げます。

支部新入会員研修会の開催について

　　　　　１. 日　　時　　平成 28 年２月または３月頃

　　　　　２. 場　　所　　前橋市石倉町３－ 12 － 12

　　　　　　　　　　　　　ホテルサンダーソン（ＴＥＬ　２５１－５１５１）

　　　　　３. 研修内容　　①前橋支部ガイダンス及び会員交流会

　　　　　　　　　　　　　②会員又は他士業の方にお話しをして頂く予定です。

　　　　　　上記新入会員研修会につきましては、概ね入会３年以内の方を対象とさせて

　　　　　頂き、該当会員の方には、後日開催日時等お知らせ致します。
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記　念　日

峰　岸　祥　子　

　ある税理士様の事務所が新築された。その時

の落成パーティーでのスピーチで、それはちょ

うど平成７年７月７日だったが、「七という字

を三つ書くと喜ぶという字になります」とおっ

しゃった。当時私の事務所も引っ越しが迫られ

ており、よいご挨拶を聞いたと思い、迷わず翌

年の平成８年８月８日に引っ越し祝いをしたい

と考えた。創業 30 周年でもあり末広がりにな

りますように、とのゲンを担いで。あれから

20 年。建物も傷んで外壁のぬりかえやコーキ

ング、クロスの汚れなどが気になり始めた。そ

んな時、過ぎ去った年数を数えるのに７年７月

７日はたいそう役に立つ。世に数々の記念日が

あるが、うっかりしていると家族の誕生日すら

忘れてしまうことがある。結婚記念日を忘れて

気まずくなったことをご経験のご夫婦も少なく

ないだろう。

　最近、本棚を片付けていたところ亡母の写真

が出てきた。写真の出てきたその日はなんと明

日が祥月命日という日だったのでその偶然に

ドッキリした。しかも亡くなってから10年たっ

ていた。私は母に「10 年間に１度も墓参りに

来なかったけれどたまには花を手向けに来たっ

ていいんじゃないの？」と言われたような気が

して面目ない思いがした。母が亡くなった同じ

年に 18 年も飼っていた犬が死んで、その後自

分の年を考えて犬を飼うことは差し控えていた

が、可愛がるものがほしくて昨年から５歳の中

古のチワワを飼い始めた。保健所からもらいう

けたのだが、年寄りに飼われていたこのワン子

は性質が穏やかで、しつけがよく、控えめな賢

い子なので同居も快適である。私の人生も終盤

を迎えているが犬に対する責任を考えると私が

先に死ぬわけにはいかない。この頃では、何か

に応募しようとしても年齢制限があるので要注

意である。ン 10 年も生きていると自分の年齢

も忘れそうになることがある。忘れないために

は何かと関連づけると芋づる式に記憶がひきだ

される。必要なときはメモしておく。メモには

必ず書いた日付を記入しないといけない。備忘

という言葉は「物忘れに備える」の意があると

思うがＴＶなどでいいこと言ったと思って、メ

モ紙を取ろうと振り向いた途端内容を忘れてし

まうことがある。楽しい日々とそれにまつわる

思い出をよくよく大切にしながら生き抜きたい

ものと思う。そのうち「祥子ちゃんも死んだん

だってネ」なんて言われる日が必ずくるのだか

ら。

私とスポーツジム

齊　藤　昭　夫　

　私は 42 歳の時に、まだ幼かった息子が通い

始めた空手道場で、運動を兼ねて練習をさせて

もらっていました。そしてある時、思い出にと

思い、小さな空手の大会に出場することにしま

した。

　高校時代に１年半ほど空手道場に通ったこと

はあるものの、それ以来 25 年ぶりの挑戦でし

た。１度目は前橋市民体育館で、２度目は伊勢

崎商業の体育館でした。ヘルメットをかぶる、

いわゆるフルコンタクト戦です。

　１度目は対戦相手のフェイント気味の後ろ回

転回し蹴りが私の顎に入り、残りの時間で挽回

したのですが一敗でした。２度目（伊商）の一

回戦は右正拳突きで運よく勝ちましたが、２回

戦は疲れて棄権しました。その大会では、私が

最年長でしたので無理はしませんでした。

　自分としてはこの年齢で１試合３分がどれく

ひ ろ ば

会　 員

ふれあい
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らいやれるものか試したくて、楽しみでした。

結果この試合で、42 歳厄年の私の体力の衰え

を認識しまして・・・そして今後は、持久力を

つけようと、スポーツジムに通いはじめました。

　あれから 25 年、67 歳になりましたが、今も

ずっと通っています。ジム通いでよいところは、

周りの人が運動しているのを見ると、自分の体

力が、おおよそわかる事、私より５歳先輩の人、

また、５歳若い人をみていると自分の生活活動

強度が分かる事です。またメンバーとのちょっ

とした日常的な会話が、自分の気持ちをなごま

せ、楽しく楽な気分になります。いろんな都合

で２ヶ月くらい休んだこともあり、辞めてしま

おうと思ったこともありましたが、そのたびに

妻に引き止められ今日に至っています。

　現在は平均週に２・３回、歩きと少しの筋ト

レをし、入浴をして帰ってきます。世代を超え

たメンバーとの会話をとおして、知人もできま

した。私は音楽は大好きですが、他にこれといっ

た趣味もなく唯一、継続しているのはジムだけ

です。人生、山あり谷ありで、また年齢的にも

自己管理が益々重要になってきました。今後も

無理なく楽しみながら、やっていこうと思いま

す。

－いわゆる“へそくり”の帰属－

山　田　勅　友　

● その１

　臍繰り金…やりくりして内緒でためた金銭。

（１）　一般に妻が夫の拠出する生活費の費消に

ついて節約を行って蓄積し、妻名義で預金され

ているような金銭をもって“へそくり”と称さ

れている。これについて次のような東京地裁判

決（昭和 46. １.18）は、別産制の下で広く夫

婦共有財産を性格づけるものとして注目される。

　夫婦が婚姻費用の分担として金銭を拠出し、

それが家計費に充てられて剰余金を生じた場合

には、その拠出自体が夫婦共同生活の基礎を構

成する目的でなされるのであるから、剰余金は、

拠出者の特有財産たる性質を失って夫婦共同生

活のために使用される特別の財産となると解す

るのが民法 762 条２項（夫婦間における財産の

帰属・第２項　夫婦のいずれに属するか明らか

でない財産は、その共有に属するものと推定す

る。）の法意に照らして相当である。

　したがって、この剰余金は、実質的には夫婦

の共有財産（潜在的持分は夫婦平等）となるの

で、この剰余金によって不動産、預金、その他

の財産が取得され、その名義人が夫婦の一方に

属しても、夫婦間に名義人の特有財産とする旨

の特段の約束がない限りは、名義人のいかんに

かかわらず、夫婦共有財産たる性質を失わない。

（２）　夫が妻に生活費として月額 45 万円を渡

し、妻は生活費に費消した余剰を夫（被相続人）

名義で預金していたケースにつき、次のように

言う。

　夫が収入の一部を生活費として妻に渡した場

合に、直ちに、この生活費が妻の特有財産にな

ると解すべきではなく、その生活費は夫婦共同

生活の基金としての性質を有するものであるか

ら、夫婦の共有財産と解するのが相当である。

　夫が妻に渡していた生活費の法的性質からす

ると、妻が生活費や余剰から自己固有の財産を

取得した場合には、この財産を妻の特有財産と

みることはできても、単に生活費の余剰を夫名

義の定期預金としたにすぎない場合には、この

余剰金はいまだ夫婦共同生活の基金としての性

格を失わないと考えられるのであり、この預金

も夫と妻の共有財産と解される（東京地判昭和

59. ７.12）。

● その２（妻のへそくりの所有権）

設　 　問

　私は専業主婦ですが、長い間、少しずつへそ

くりを貯めて、ちょうど 200 万円になりました

ので、私名義で夫には内緒で貯金しておいたと
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ころ、夫に知られてしまいました。

　この貯金は、苦労して、少しずつ家計を切り

詰めて貯めた私のへそくりですから、当然私の

財産であって、夫は口出しできないと考えます

が、いかがでしょうか。

１　家事労働の評価と法廷財産性

　家庭生活を維持するためには、家事・育児な

どの労働が必要不可欠であるにもかかわらず、

このような労働が市場での経済活動を通さない

で行われる場合、とりわけ、家族の１人（多く

は妻）により担われている場合、対価（賃金）

を受け取ることのできない無償労働とされてい

ます。しかし、国の経済全体の中で、家事・育

児や更には介護といった無償労働がもつ重要性

が指摘され、また男女間の経済的不平等を是正

する政策を展開するためにも、近年無償労働の

貨幣評価の試みがなされています。

　1997（平成９）年に旧経済企画庁により行わ

れた試算によれば、専業主婦の無償労働は年間

276 万円と評価されています。だからといって、

夫が妻に賃金を払うべきともいえません（夫は

妻の雇用主ではありません）。それでは、夫婦

の財産関係において、妻の家事労働を夫の収入

活動と同等に評価することはできないでしょう

か。

　かつて 1947（昭和 22）年の民法改正の立法

過程で、この点が議論となり、女性議員から妻

の内助や協力により婚姻中に形成された財産を

夫婦の共有財産とする規定を設けるべきという

主張が強く出されましたが、婚姻中、夫が取得

した財産を共有財産とすれば複雑な規定を設け

なければならなくなるとして見送られ、現在の

民法 762 条の規定になったわけです（別産性と

共有財産）。

　婚姻中夫が取得した財産を夫の財産としても、

夫婦円満なうちは不都合はないであろうという

理由でしたが、その代わり、不都合が生じるで

あろう婚姻解消の際にこれを是正し、離婚の際

の財産分与（民法 768 条）や配偶者相続権によっ

て妻の生活を保障することにしたと説明されて

います。

　特に 1980（昭和 55）年改正により、配偶者

相続分は最低でも２分の１に引き上げられ（民

法 900 条１号）、これは夫の財産の半分は妻の

協力によるものという考え方が背景にありまし

た。

２　預貯金の帰属

　私たちは資産の管理・運用のために銀行口座

を利用しますが、預け入れられた預金は誰のも

の（預金債権者＝預金者は誰）と考えられるで

しょうか。通常は口座名義人を預金者と考えて

よいでしょうが、何らかの便宜上、例えば優遇

措置（税や利息などに関して）を得るためや資

産隠しなどのために他人の名義が利用されるこ

とがありますので、名義人を直ちに預金者と考

えることにも問題がありそうです。

　この点について、実質的な出損者を預金者と

考える客観説と預金行為者を預金者とする主観

説がありますが、判例は客観説の考え方をして

います。

　家族間ではとりわけ他の家族員の名で預金口

座を開設することがしばしばあり、資金の出所

もあいまいな場合がありますから、実質的な出

捐者を判断することが難しい場合もありますが、

判例の立場で考えれば、まずは実質的出捐者が

決まらないと預金は誰のものかも決まらないと

いうことになります。

３　生活費の余剰金は誰のもの

　家事労働は無償労働ですから、専業主婦であ

る妻は婚姻中に財産を取得する機会は限られて

います。そこで、妻が専業主婦である夫婦の場

合、婚姻中に行われた預貯金は夫の収入に由来

すると考えられます。

　それでは夫の収入は誰のものと考えられるで

しょうか。法的財産制〔民法 762 条　夫婦の一

方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名

で得た財産は、その特有財産（夫婦の一方が単

独で有する財産をいう）とする。夫婦のいずれ

に属するか明らかでない財産は、その共有に属
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するものと推定する〕は、完全別産制を採用し

たものだというのが通説・判例の考え方で、婚

姻中の夫の所得は、たとえ妻の協力により得る

ことができたものだとしても夫の財産だという

ことになります。さらに預貯金が夫の収入を貯

めたものということであれば、口座名義にかか

わらず夫が実質的出捐者となります。したがっ

て、専業主婦である妻が、婚姻中に蓄えた預貯

金について権利を認められることはかなり難し

くなります。

　そうなると、婚姻後妻がどのような役割分担

を選択したかによって、夫婦財産上の権利につ

いても大きな違いが生じることになり、夫婦が

平等に婚姻生活を支えているという点からみる

と問題があります。学説の中には、別産制を修

正し、夫の収入を妻に婚姻費用として渡したも

のについては、民法 762 条２項の夫婦共有財産

ととらえることができるという考え方がありま

す。

　また、婚姻生活の維持費としてプールされた

金銭などは、夫婦の共有財産として、その管理

のために共同名義口座を利用できればよいので

すが、金融機関は共同口座に積極的ではないた

め、個人口座に預けざるをえません。

　したがって、いわゆる生活費として夫から渡

されたものを節約して蓄えた場合の生活費の余

剰金は夫婦共有財産と考えられますから、たと

え夫名義でこれを預金しても、実質的出捐は夫

と妻と考えてよいでしょう。

設問への回答

　設問のように、専業主婦である妻が、少しず

つ家計を切りつめて貯めたへそくりの元となっ

たのは、夫の収入ということになりますから、

このへそくりを妻の名で預金しても、預金債権

は夫の財産であると考えるのが通説・判例の考

えです。しかし、妻が専業主婦である夫婦の場

合にも、婚姻費用として拠出された金銭からの

家計余剰金を、夫婦間では民法 762 条２項によ

る夫婦共有財産とし、これを預け入れた預金債

権は夫婦の準共有となるとした裁判例がいくつ

かあり、学説でも有力な考え方といえます。

　したがって、この考え方では、設問の妻のへ

そくりを夫が自分の財産であると主張すること

はできませんが、共有財産であると主張するこ

とはやむをえないでしょう。

以上

イベントの裏の裏

菅　野　義　郷　

　私たち行政書士も自営業者、名前を売るため

にいくつもの団体に所属したり、会合に顔を出

しています。

　私も地元の桂萱商工振興会に所属し、ゴール

デンウィークには『子供マス釣り大会』、夏場

には『納涼祭』、秋には敷島公園で行われる『ふ

れあいバザー』などに出店し、焼きそばや唐揚

げなどを売っています。

　その商工会で平成 25 年９月中小企業庁傘下

の全国商店街振興組合連合会の補助金『地域商

店街活性化事業助成金』の交付金の認定が下り

ました。

　この補助金をもらって何をやったのかと言う

と、平成 27 年の７月の七夕祭りの日に前橋市

の中心街で行った『第２回上泉伊勢守祭』の前

身、『大感謝祭上泉伊勢守まつり』を開催しま

した。

　『上泉伊勢守信綱』と言われても歴史好きか、

信長の野望等のゲーム好きにしか分からないか

も知れないが、戦国時代後期の有名な剣術家で、

前橋の上泉町出身で『柳生新陰流』の祖とも言

われています。

　『大感謝祭　上泉伊勢守まつり』は商工会主

催のイベントなので、多少なりとも地元の有名

な人物や観光場所と絡めて行おうと考え、私た

ち商工会は地元で有名な『上泉伊勢守信綱』と

絡めてイベントを行うことを決定しました。

イベント内容の決定

　イベントを行う場合　①開催場所と日時の決
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定　②イベント内容の決定　③告知用のチラ

シ・ポスターの作成　④イベント出演者の出演

交渉　⑤協賛会社への協賛要請

　主なものでこれらの事を早急に決めなければ

なりませんでした。

①　開催場所と日時の決定

　野外イベントを予定していたので、冬場のか

らっ風の中の開催は避けたかったが、補助金交

付の決定が９月頭だったので、開催まで最低

２ヶ月間は必要と考えて、11 月末の日曜日に

開催を決定しました。

②　イベント内容の決定

　商店街の活性化の補助金であったので、なる

べく人が来るイベントをと考え、無料福引抽選

会ははずせないと思い、後で混乱の元となるの

だが『福引』を中心に、低予算で集客力のある

イベントを考えました。

（１）地域アイドル

　当時ＮＨＫのあまちゃんで『ご当地アイドル』

がはやり、そこで私たちも地元アイドル？ＡＫ

ＡＧＩＤＡＮ（ＡＫＧ）の出演交渉に成功。小

学生・中学生の女の子がステージの上で一生懸

命歌ったり、踊ったり、観客受けは良かったと

思います。

（２）ポチッとくん

　子供が来れば両親・祖父母は来るはずと考え、

幼稚園児に人気の群馬テレビの『ポチッとくん』

を呼ぶことに。本当は群馬テレビに協賛をもら

いに行ったとき、逆に売り込まれて断れずに呼

んだのだけど・・・。

　それでも、当日は司会のお姉さんに合わせて、

子供たちが一緒に踊る。

　ＡＫＧとは違う観客参加型のイベントができ

ました。

（３）お笑い芸人

　楽しくなければ祭りじゃないと考え、芸人さ

んを呼ぶことに。吉本さんに頼めば一括交渉で

楽なんだけど、そんな予算は無い。そこで、同

級生がエムウェーブにラジオ番組を持っていて、

そこに出ている芸人さんを呼ぶことに。ついで

に司会をしてもらったが、テレビにあまり出て

無くてもさすがはプロ、テンポの良い話で会場

の笑いをとっていた。

⑤　協賛会社への協賛要請

　福引をやることが決定していたので、その商

品を集めなければいけない。

　商品数は来客予想の 3,000 人の半分の 1,500

個。どうすればそんな数があつまるのか？

　『協賛』とは響きがいいが、要は商品をただ

でよこせと言うこと。かなり嫌な顔をされなが

ら、群馬を代表する企業さんから商品や現金を

頂戴し、商品を揃える事ができた。

　この時に役に立ったのが人脈で、地元政治家

や中小企業の社長さん達のいろんな筋を使って、

お願い事をしました。

当日

　準備期間の 60 日間。締め切りと交渉に明け

暮れて、実行委員会の主な４人のメンバーは自

分の仕事がほとんどできない状態。それでも福

引の一等を『40 インチの大型テレビ』、これが

効いたのか当日は 4,000 人の来場があり、事故

も無くどうにか終了できました。

まとめに

　イベント終了後、補助金申請の書類でまた四

苦八苦したが、素人集団である商工会員の自分

たちが 4,000 人も呼べるイベントを企画立案し、

それを実行できたことは、なかなか出来ない経

験で、営業トークや飲み会の時のネタとし今で

も使わせてもらっています。

記 念 写 真

渡　邉　一　善　

　細かい事情を書くと守秘義務に反するおそれ

があるので、あえて省きますが、要は、高利貸

しからお金を借りた人がいて、その返済請求裁
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判がありました。

　民法で勉強したと思いますが、金銭消費貸借

は「要物契約」です。つまり貸借の合意だけで

なく、実際にお金の「やりとり」をしなければ、

契約は成立しません。だから、たとえ契約書に

「金５千万円」と記載されていても、実際には

利息天引きとか手数料名目とかで差し引かれた

結果、実際に渡された金額が４千万円だとすれ

ば、契約は４千万円についてしか成立しません

し、約定利息の基礎となる元金も４千万円です。

その結果、長い期間、金利だけを払い続けた（と

思っていた）債務者が、実は元金も返済してい

たということもあるわけです。

　その債務者は、元金と利息の合計として、毎

月数十万円支払っていました。しかし契約書記

載の元金とされた金額を債務者は受け取ってお

らず、実際に受け取ったのは、契約書元金より

20％近くも少ない金額に過ぎませんでした。そ

して、長期間の支払い後、延滞となったため、

ほとんど契約書元金がそのまま残った形で、裁

判を起こされました。しかし仮に元金が実際の

交付金額であったとすれば、すでにほとんど返

済は完了し、残債はわずかということになりま

す。

　裁判の焦点は、契約成立金額となりました。

債務者は、手数料ほかの名目で債権者が控除し

た金額については、契約の成立を認めませんで

した。そこで、債権者側が証拠として出してき

たのが、契約書記載元金相当額の現金を前にし

て、笑っている債務者のポラロイド写真です。

契約書元金交付の事実は、この「記念写真」で

証明されたと主張しました。「そもそも、こん

な写真を撮影しておくこと自体が怪しい」とい

うのが一般の感覚でしょうが、少なくとも裁判

における事実認定の理由とはならないと思いま

す。

　さて、私は行政書士として、この事件につい

て債務者から事情を聴取して借入状況の報告書

を作成し、残債計算をやり直しました。債務者

は、それらを弁護士に提出しました。

　結局、判決では約定通りの現金授受が認定さ

れましたが、それは「記念写真」による認定で

はありません。契約書記載内容について、それ

が事実と異なると主張するだけの証拠を債務者

が用意できなかったために、証書の真正推定（民

事訴訟法）を破れなかっただけです。「写真」

があるから絶対だなんて裁判所は認定していな

いことに留意して下さい。

　もし債務者に、推定を破るだけの別証があっ

たら、この写真は業者の悪辣さを示す、逆の「記

念写真」となり、債務者の武器となったと思い

ます。

最強のアスペルギルスフミガタス

立　田　洋　子　

　古代ローマ皇帝の名前のような、アスペルギ

ルスフミガタスという最強のカビによる慢性好

酸球性肺炎で、３月に 13 日間、群大病院に入

院してきました。

　昨年の夏から軽い咳と息切れが続き、秋、仕

事の忙しさで病院に行きそびれたらみるみる重

症化、強い抗生物質を大量に服用するも効かず、

左肺の一部が真っ白のまま。次々さじを投げら

れ、３軒目の群大で気管支鏡検査の末、やっと

確定したのがこの病名です。

　立田が忙しいことなんてあるのか・・・と思っ

たあなた！　たまにありますよ、私だって。

　好酸球性肺炎はこれが初めてではありません。

今をさかのぼること二十数年前の二年間で４回

かかっていますから、これで５回目です。

　２軒目のＳ病院で、好酸球性肺炎の既往歴を

申告したのに取り合ってくれなかったドクター

に、「肺がんの疑い」と言われ、群大へ送られ

たのでした。

　今まで、肺炎の原因は不明といわれてきまし

たが、さすが、不祥事はあっても群大です。

　「原因はアスペルギルスでしょう。家がカビ

だらけですか」とドクター。

　失礼な・・でも、思い当たったのは鉢植えで

す。観葉植物など10鉢以上が室内にありました。
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　アスペルギルスは鉢植えの土などにいます。

花を育てたつもりがカビを育て、肺炎になった

のですから、ばかみたいです。

　「アスペルギルスによる、アレルギー性の慢

性肺炎です。左肺には気管支拡張症もあります。

ステロイドしか効きませんが、副作用が強く、

免疫も落ちるので、入院してもらいます」・・

ドクターの正確な診断で、桜の季節にしぶしぶ

の入院となりました。

　前回の好酸球性肺炎の時は若かったので、薬

の種類が少なく、副作用もあまりありませんで

したが、トシに比例して薬も増えて、ドクター

の予言通り、強い副作用が現れました。

　頬がパンパンに腫れ、人相が変わり、知人に

「どなた」と言われました。

　不眠とうつ状態が続き、生きているのがイヤ

になりました。

　手が震え、文字がうまくかけなくなりました。

もともと、うまくないですけど。

　血糖値が上がり、ステロイド性糖尿病になり

たくなかったら、副作用による異常な食欲に耐

えるよう、ドクターに言い渡されました。

　顎の骨の壊死が起こりやすくなるので、口内

衛生を徹底するよう口腔外科で言われました。

カリニ肺炎になりやすいので人ごみはダメ、風

邪を引いてはダメ。うがい手洗いマスクの徹底

と、しつこく注意されました。

　吸入ステロイド使用後、うがいを忘れると、

ひどい目にあいます・・。

　ステロイドは飲み始めたら、病気が治っても、

段階的にやめていくしかありません。ところが

再発しやすいこの病気は、薬が終わる頃にまた

やってくるのです。

　再発は絶対いやですが、理由は、副作用だけ

ではありません。

　昨年 11 月 21 日初診から、レントゲン 50 枚

以上、ＣＴは７回撮りました。

　ＣＴは普通のレントゲンの 100 倍の被ばく量

なので、単純計算すればレントゲン 750 枚とい

う、とんでもない量の放射線を浴びたことにな

ります。

　「被ばくは気にしないでいいです」と涼しい

顔で言うドクターに、「もうレントゲンは、来々

世分以上撮りました」と、かみついたのでした。

　そして、あの気管支鏡のつらいことったら！

　胃カメラの 10 倍というのは本当です。

　この検査代は約３万円と、こちらもつらい。

医療費が家計を圧迫しています。

　そんなわけで、お掃除をしっかりやり、免疫

力を高め、再発を防ごうと思っています。

　そうそう、よく埃では死なないといいますが、

とんでもない、好酸球性肺炎にかかって死にま

すよ。ドクターも恐れる最強のカビ・アスペル

ギルスは埃の中にもいます。

　ほら、あなたの足下にも・・。
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平成２６年度支部業務研修会の結果報告

第１回支部業務研修の開催について

　　　　　１．日　　時　　 平成 26 年 10 月 31 日（金曜日） 

午後１時 30 分から午後３時 30 分まで

　　　　　２. 場　　所　　前橋市日吉町二丁目１７番１０号

　　　　　　　　　　　　　前橋市総合福祉会館　２Ｆ　社会適応訓練室

　　　　　３. 研修科目　　第１部『中小企業支援』について

　　　　　　　　　　　　　　　　＊中小企業支援とはどんな業務か、やりがいはどこにあるのか

　　　　　　　　　　　　　第２部『反社会的勢力でないことの表明・確約書の実施』について

　　　　　４. 講　　師　　第１部　群馬県行政書士会業務推進グループ中小企業支援担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　古田島　俊憲　先生

　　　　　　　　　　　　　第２部　群馬県行政書士会暴力団等対策委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　　英史　先生

第２回支部業務研修の開催について

　　　　　１. 日　　時　　平成２７年２月１２日（木曜日）

　　　　　　　　　　　　　午後１時３０分から午後３時３０分まで

　　　　　２. 場　　所　　前橋市日吉町二丁目１７番１０号

　　　　　　　　　　　　　前橋市総合福祉会館　３Ｆ　第１・第２会議室

　　　　　３. 研修科目　　『家族信託』について

　　　　　　　　　　　　　☆遺言や成年後見を補う柔軟な財産管理と切れ目のない

　　　　　　　　　　　　　　資産承継

　　　　　　　　　　　　　～相談者への回答をふくらませるプラスαとして～

　　　　　４. 講　　師　　一般社団法人家族信託普及協会

              　　　　　　　荒井　英雄　氏

　おかげさまで、各回とも成功のうちに終了致しました。会員各位に参加の御礼申し上げます。
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会社で「やってはいけない」こと？

細　野　成　也　　

『会社で「やってはいけない」こと

　　　　　　　　株式会社シェリロゼ　代表取締役　井垣利英』

という資料を目にし、興味を持ったので読んでみたところ、いくつか例をあげて説明があり、その

中に、「謝罪」や「ややこしい話」をメールでする　という項目があった。

一部引用すると

　自分が思っている通りのことを、微妙なニュアンスまで全てを文章にするのは、とても難しいこ

とです。メールは出す側、受け取る側ともに、高い文章力と読解力が必要です。さらに、お互いが

今置かれている状況や心の持ちようなど、そのときどきで違う感情の機微や、相手の人間性を、メー

ルの文章だけから読み取るのは、不可能に近いのです。

・・・中略・・・

　「会話」という字は「会って話す」と書くとおり、コミュニケーション手段で重要な順位の１位

は「会って話す」ことです。２位は「電話で話す」、３位が「直筆の手紙を書く」で、最低ランク

の連絡手段が「メール」です。ビジネスマナー上も、メールはあくまで事務内容程度のやり取りを

するもの。詳しい内容や込み入った話など、重要なことは直接、会って話すのが基本です。

　とはいえ、今の 30 代以下の世代では、友達同士のコミュニケーションは携帯電話でのメール通

信が主流。・・・後略・・・

そうそうと思いつつ、

　自分自身、忙しかったり、相手も忙しかったりで、会って話すのがよいと思うことでも、電話や

メールで伝えることがあり、いずれの伝達手段も長所、短所があり、伝え方、受け取り方で、論点

が誤って伝わってしまったり、そのことで、ボタンの掛け違いのごとく次から次へと進んでしまう

と、取り返しのつかない事態へと、人間関係がこじれてしまう可能性があるのではないだろうか。

　仕事上、文章で伝えることも多いのであるが、完璧な人間など存在しないのだと思いながら、そ

れぞれの手段を使っているのであり、誤って伝わらないよう心がけ、互いの信頼関係を構築してい

くことができたらよいと思う。
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就任にあたって

　池　田　正　晃　　

　今期、前橋支部副支部長、本会理事及び本会経理部長に就任致しました池田正晃です。２年間精

一杯つとめますので、支部会員の皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。

　さて、先日異色の受賞作家が誕生したことで芥川賞が話題になりました。その元をたどった芥川

龍之介の晩年の代表作に「歯車」という小説があります。その中に歯車の幻視の詳しい描写があり

ますが、実はこれは芥川龍之介自身の実体験であり、彼自身原因のわからないこの幻覚にはかなり

悩んだようです。

　ここでその一部を引用します。

『僕の視野のうちに妙なものを見つけ出した。妙なものを？――と云ふのは絶えずまはつてゐる半

透明の歯車だつた。僕がかう云ふ経験を前にも何度か持ち合せてゐた。歯車は次第に数を殖やし、

半ば僕の視野を塞いでしまふ』

　なにゆえこのような話を出したかと言いますと、私自身全く同じ体験をしたからです。目の前で

歯車がいくつも廻っていたときには何事かとびっくりしました。ただ、芥川龍之介と違っていたと

ころは、同じく目の前に頼りになるパソコンがあり、すぐにネットで検索して「閃輝暗点」という

症状に辿り着けたことです。

　一応検査もしましたが、特に悪いところは無いと言うことでした。

　歯車が見えたのも何かの縁でしょう。話を戻しまして、私は副支部長も経理部長も縁の下の力持

ちだと思っています。表に立つわけではないけれど必要な存在、各所にエンジンの力を伝え、エン

ジンには前進する手応えをしっかり伝える実は重要な歯車のような存在、この２年間そんな風であ

ろうと心に決めています。
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業務指導部員再任にあたり

業務指導部　田　中　國　男　　

　行政書士会前橋支部会員の皆様におかれましては増々ご健勝のことと心よりお喜び申し上げます。

さて私儀、本年の支部総会において皆様の温かきご推挙をいただき、過日の群馬県行政書士会理事

会において、業務指導部担当理事に再任させて頂きました。謹んで、ここにご報告申し上げます。

　さて、既に『広報ぐんま』等を通じて皆様もご承知のことでしょうが、現在、群馬県行政書士会

においては特定行政書士講習の実施にむけて全力を挙げております。これにより日本行政書士会連

合会主催の 18 時間の法定研修（本年は群馬会場を設置）を終了の後、考査に合格した方々が、今

秋には特定行政書士として行政不服申し立ての代理権を付与される運びとなります。

　私達にとって、従来の書類作成提出等の一般的な代理業務ばかりでなく、一部争訟性を含む代理

業務にも道筋が開かれていく方向となり、これからの行政書士業務の展開に一層の関心がもたれる

こととなりましょう。

　当初、業務指導部では、このような事情から今期の一般会員向け研修会については日程的な問題

もあり、回数削減もやむなきとの判断もありましたが、会員第一の観点から熟慮討議の上で、なん

とか昨年並みに新規登録会員研修会２回を含め、都合７回の研修を実施する運びとなりました。

　特に今期は公証人をはじめ外部講師の招へい等、講義ばかりでなく、より実務的な研修を目指し、

創意工夫して皆様のご期待に応えるように努力いたす所存でございます。

　会員各位におかれましては奮ってご参加のほど宜しくお願い致します。

　最後に前橋支部研修会につきましても、本会研修会と同様に、温かきご支援のほど重ねてお願い

申し上げます。

以上。
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桐生支部の研修旅行に参加して

書　上　茂一郎　

　群馬県行政書士会桐生支部の研修旅行が、平成 27 年７月 11 日・12 日の２日間実施されました。

　この研修旅行には十年程前から前橋支部会員の、５、６人が参加させて頂いていましたが、今年

は福田会長と私の二人が参加いたしました。

　昨年までは、小型観光バスの貸切りでしたが、今回は代表者が代わり、読売旅行前橋営業所企画

による「山形さくらんぼ狩り、食べ放題と仙台の奥座敷・作並温泉」というバスツアーに、15 人

が参加したツアーとなりました。

　11 日初日太田市薮塚保健センターを出発し、途中バスターミナルおおたで 13 人、大泉町役場駐

車場で５人、館林市役所駐車場で 10 人が乗車し合計 43 人の団体ツアーとなりました。

　館林インターから東北道をひたすら北上して、上河内・安達太良・菅生ＳＡなどで小休憩しなが

ら、観光バスは松島海岸ＩＣを下りて、海岸ふ頭に到着しました。

　休憩の後に、松島湾一周の観光船に乗り、船長さんの説明を聞きながら、島々やカキ等の養殖を

見学しましたが、大災害にあった様子は見られないように感じられました。

　昼食は、魚市場直営の食堂にて新鮮なちらし寿司を食しましたが、ツアーの関係で付近の散策は

なく、松島海岸ＩＣから高速道路に乗り、仙台宮城ＩＣを下り、話題のニッカウイスキー仙台宮城

工場の見学とウイスキーの試飲を楽しみました。案内人のお話によりますと、北海道余市工場のウ

イスキーとブレンドすることにより美味しい味になるとのことでした。ウイスキー工場を出発して、

20 分位で山麓に囲まれた作並温泉「ＬＡ楽、リゾートホテル」に到着しました。

　ホテルは、1506 号室で見晴らしのよい部屋に福田会長と同室になり、宴会・夕食までの間、大

浴場や露天風呂にゆっくりと入って一日の疲れを癒すことができました。

　また、幹事さんの部屋に用意されたビール等飲食し、今日の旅行や仕事の話題等が盛り上がりま

した。夕食は、300 人位も入れるような広いホールの会場に於いて各グループ毎による宴会となり、

途中職人さん二人によるマグロの解体実演ショーをスクリーンで見せたり、解体したばかりの刺身・

寿司をサービスして貰いおいしく戴きました。

　いつもですとここで、カラオケで盛り上がるのですが、代って色々の話し合いも出来、違った意

味での懇親が交わされたように思いました。

　翌日、12 日は朝食後ホテルを出発、東北道から山形自動車道に入り、天童ＩＣを下りて、天童

フルーツグランドに到着、さくらんぼ狩りやさくらんぼの食べ放題と言うことで楽しみ、ふと童心

に返った一時でもありました。

　さくらんぼ狩りを後にして、松尾芭蕉ゆかりの山寺に到着し同所でツアー関係者全員で、記念写

真を撮りました。

　各自で立石寺本堂奥の院を目指して橋本支部長さん、福田さんご夫妻と尾池さんの奥さん等８人
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で、1,000 段もある石段を登ることにした。暑いこともあり、途中 584 段に着いたとき、私自身は

疲れが出て迷っていたところでしたが、橋本支部長さんから焦らずゆっくり登りましょうと励まさ

れ、何とか奥の院までの 1,000 段余りある石段を登ることが出来、久しぶりに自分自身の満足感を

得たようであった。その後、近くのそば店で将棋駒の形をした器に入ったそばを美味しく戴き、天

童市を出発し、山形北ＩＣから東北高速道をひたすら走行し、安達太良・佐野で休憩をとり、17

時館林ＩＣに到着しました。

後は一般道で、館林市役所、大泉町役場、バスターミナルおおたで別グループと別れ、桐生支部関

係者は太田藪塚保健センターに全員が無事に帰着し、夫々に挨拶を交わし解散しました。

　ツアー旅行ではありましたが、バスの中や宴会場所での話し合い等で盛り上がった、思い出に残

る旅行となりました。

　最後に、写真を送って頂いたりお世話になった、桐生支部の皆さんに感謝申し上げます。
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４期目の１年目として

事務所：塚田ハイツ２階��

　　　　南町三丁目（ローソンの西隣）

　　　　ケヤキウォーク前橋から西へ 1000 ｍ

　　　　前橋一中から東へ 100 ｍ

小　林　大　栄　

　平成 27 年４月前橋支部定時総会で皆様支部会員により理事に推挙され、５月本会総会で理事就

任を頂きました小林大栄です。

　本年は任期改選の１年目に当たります。昨年中は理事部長を拝命し、毎月開催される常任理事会

を中心に勉強させて頂きました。本年は、広報部員を拝命し、１年目の広報部の活動を述べたいと

思います。

　常任理事：広報部長として館林支部吉田明浩・広報副部長として高崎支部武田洋典・広報部員と

して前橋支部書上茂一郎・伊勢崎支部石原豊・最後に私小林大栄総勢５名の構成員になっておりま

す。

　平成 27 年度事業計画

　　① 「行政ぐんま」第 157 号・第 158 号・第 159 号・第 160 号を刊行する。

　　② 行政書士制度広報月間の効率化に努める。

　　③ 行政書士記念日事業の活性化に努める。

　　④ 多様なメディアを利用した行政書士制度の周知活動を推進する。

　　⑤ ユキマサ君を利用した広報活動を推進する。

　　⑥ 県民及び会員に対するホームページの有効活用を検討する。

　　⑦ 特定行政書士制度の周知に取り組む。

　詳細広報部業務１年間について

　　○行政ぐんま編集会議 13 回

　　　● 157 号：発行予定 07 月下旬：３回（企画・編集・校正）

　　　● 158 号：発行予定 10 月上旬：４回（企画・企画・編集・校正）

　　　● 159 号：発行予定 01 月下旬：３回（企画・編集・校正）

　　　● 160 号：発行予定 04 月上旬：３回（企画・編集・校正）

　　○行政書士制度広報月間：10 月：電話無料相談日は 10 月 01 日（木）

　　○行政書士記念日事業：02 月 22 日（月）：メディアによる広報活動

　　○多様なメディアを利用する：ＦＭぐんま・群馬テレビ・上毛新聞・読売新聞

　　○ユキマサ君グッズを配布。
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　　○ホームページのアクセス頻度のアップ対策。

　　○特定行政書士代理権の資格の周知

　　以上が出席した会議での主な内容です。

大事なかつ重要な任務を頂いた広報部員として今後、以上の活動に全身全霊を込めて全うする所存

です。

　私見として、私は兼業者ですが、行政書士業務受注対策として行政書士の存在意義を広めること

こそ重要であると考えます。

　今後は前橋支部・会員皆様方のご協力を得て、行政書士の名前を広く・大きく・太く・強くお客

様の脳裏に刻み込まれるよう広報活動に邁進していきます。

行政書士制度広報活動は行政書士会員の一人一人の義務であると確信しています。

　皆様広報部への応援宜しくお願い致します。会員皆様方のご健康とご多幸を祈念して挨拶と致し

ます。最後まで、皆様方の貴重な時間を割いて頂き、このつたない理事活動のあいさつをお読み頂

き、誠に誠にありがとうございました。
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平成 27 年度群馬県行政書士会前橋支部定時総会議事録

定　時　総　会　概　要

1, 日 時　平成 27 年 4 月 25 日 ( 土 ) 午後 2時 00 分～午後 3時 30 分

2, 会 場　前橋テルサ 8 階 けやき

　　　　　前橋市千代田町 2丁目 5番 1号

3, 議事

　(1) 開会のことば　　　　　　　　　　　　　　 高橋副支部長

　(2) 物故会員に対し黙祷　　　　　　　　　　　 細野副支部長

　(3) 支部長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　 岩村支部長

　(4) 会長励辞※　　　　　　　　　　　　　　　 福田会長

　(5) 定足数発表　　　　　　　　　　　　　　　 細野副支部長

　(6) 議長選出 (書記・議事録署名人指名 )　　　 細野副支部長

　(7) 議案審議

　　　　議案第 1号 平成 26 年度事業報告 (会員移動を含む )

　　　　議案第 2号 平成 26 年度収支決算の報告及び監査報告

　　　　議案第 3号 平成 27 年度事業計画 (案 )

　　　　議案第 4号 平成 27 年度収支予算 (案 )

　　　　議案第 5号 役員の改選について

　　　　議案第 6号 本会代議員の選任方法

　　　　議案第 7号 その他

　(8) 閉会のことば 　　　　　　　　　　　　　　高橋副支部長
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議　　　事
司会者　細野副支部長　

１．開会の言葉　　 高橋副支部長 

　平成２７年度群馬県行政書士会前橋支部定時総会を開会致します。

２．物故会員に対し黙祷　　細野副支部長

３．支部長挨拶　　　　　　 岩村支部長

４．会長励辞　　　　　　　　 福田 会長

５．定足数発表　　　　　　　細野副支部長

 会 員 数　　　　　　　　　　２４４名

　　　　　　　　　　　　　　出席会員数　　　　　　　　　　　４７名

　　　　　　　　　　　　　　委任状会員数　　　　　　　　　　１１０名

　　　　　　　　　　　　　　　合　　計　　　　　　　　　　　１５７名

　　　　　　　　　　　以上の通り定足数に達したので本総会が成立したことを宣言する。

６．議長選出（書記・議事録署名人指名）　　　細野副支部長

　　　　　　　　　　　　議長の選出について議場に諮る。

　　　　　　　　　　　　司会者一任の声あり。

　　　　　　　　　　　　滝沢　明男　会員を指名。

　　滝沢議長　　　　　議長就任の挨拶を述べる。

　 　議長、総会の期日を本日 1日とすること等、議事の進行方法について説明を行い、議場に承認

を求め、承認を受ける。

　　議長　　　　　　　書記・議事録署名人の選出について議場に諮る。

　　　　　　　　　　　議長一任の声あり。

　　　　　　　　　　　以下のように指名する。

　　　　　　　　　　　書　記　　　　　池田　　正晃　会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木暮　　創一　会員

　　　　　　　　　　　議事録署名人　　岡村　　親男　会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野　　省一　会員
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７．議案審議

　　議案第５号　　　役員の改選について

　　執行部　　　　　 議事内容の関係から、第５号議案を最初にして欲しい。

　　議長　　　　　　支部長の申し出について議場に諮る。

　　　　　　　　　　議場より拍手

　　　　　　　　　　 異議なしと認め、先に行うことに決し、笛木昭彦選管委員長を呼び入れ、以

後の進行を依頼する。

　　笛木選管委員長　 挨拶の後、支部長選挙、本会理事候補者のいずれについても定員と立候補者

数が同一であったため、以下の会員を当選者と決定した旨の発表がなされた。

　　前橋支部長　　　古田島　俊憲　会員

　　本会理事候補　　田中　　國夫　会員

　　　　　　　　　　細野　　成也　会員

　　　　　　　　　　小林　　大栄　会員

　　　　　　　　　　書上　茂一郎　会員

　　　　　　　　　　池田　　正晃　会員

　　　　　　　　　　笛木選管委員長により当選者に当選証書が授与される。

　　　　　　　　　　引き続き、各当選者による挨拶が行われる。

　　議長　　　　　　 議場に支部長、本会理事候補の了承を求める。拍手多数により了承される。

　　議案第１号　　　平成 26 年度事業報告（会員移動を含む )

　　議案第２号　　　平成 26 年度収支決算報告及び監査報告

　　議長　　　　　　 議案審議の方法として、議案第 1号と議案第 2号は関連するので一

　　　　　　　　　　括審議とする旨の説明を行う。

　　　　　　　　　　議案第 1号及び議案第 2号について説明を求める。

　　執行部　　　　　 議案第 1号 平成 26 年度事業報告 (会員移動を含む )について、岩村支部長

及び池田業務研修委員長・岡本親睦等推進委員長が説明する。

　　　　　　　　　　 加えて、新設された有限責任事業組合行政書士前橋についての説明がなされ

る。
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　　　　　　　　　　議案第２号 平成 26 年度収支決算報告について古田島副支部長が説明する。

　　議長　　　　　　監事からの監査結果報告を求める。

　　書上監事、堀越監事　　 監査したところ、適正に処理されたことを報告する。

　　議長　　　　　　 議案第 1号及び議案第 2号について質疑を求める。

　　　　　　　　　　議場より異議無しの声

　　議長　　　　　　 議案第１号及び議案第２号について拍手で承認を求める。拍手多数により議

案第１号及び議案第２号の承認を議決する。

　　議案第 3号　　　平成 27 年度事業計画 (案 )

　　議案第 4号　　　平成 27 年度収支予算 (案 )

　　議長　　　　　　 議案第 3号と議案第 4号を一括審議とする旨の説明を行い、議案第 3号及び

議案第 4号について説明を求める。

　　執行部　　　　　議案第 3号 平成 27 年度事業計画案について、古田島副支部長が説明する。

　　　　　　　　　　議案第 4号 平成 25 年度収支予算案について、古田島副支部長が説明する。

　　議長　　　　　　質疑を求める。

　　　　　　　　　　議場より異議無しの声

　　議長　　　　　　 議案第 3号及び議案第 4号について拍手で採決を求める。拍手多数により議

案第 3号及び議案第 4号を議決する。

　　古田島新支部長　 次の議案の前に新支部長として、新執行部の人事について提案したいとの要

望がある。

　　　　　　　　　　副支部長に以下の会員が指名され、拍手多数により承認される。

　　　　　　　　　　新副支部長　　　細野　成也　会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　池田　正晃　会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平塚　　昭　会員

　　　　　　　　　　 続いて支部の幹事及び監事・顧問・相談役の選任について、執行部ヘー任す

ることの承認を求める。拍手多数により承認される。
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　　議案第 6号　　　本会代議員の選任方法

　　議長　　　　　　執行部に説明を求める。

　　執行部　　　　　 議案第 6号　本会代議員の選任方法について、総会出席者及び委任状提出者

を優先し、さらに支部代議員会及び本会総会に出席できる会員の中から本会

代議員を選任する旨を説明、執行部への一任を提案する。

　　議長　　　　　　議案第 6号について拍手で承認を求める。拍手多数により議案第 6号の承認

　　　　　　　　　　を議決する。

　　第 7号議案　　　その他

　　議長　　　　　　議案第 7号について説明を求める。

　　　　　　　　　　執行部より提案事項がないことが述べられる。

　　議長　　　　　　以上で議事を終了し、降壇の挨拶を行い退席する。

８．閉会の言葉
　　　　　　　　　　高橋副支部長が閉会の言葉を述べ閉会。

　　 　上記の議決を明確にするため議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人において署名、捺

印する。
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前橋支部　親睦研修旅行会のご案内

　　１.�日　　時　　平成 27 年 11 月 14 日（土）　午前５：45 集合

　　２.�集合場所　　市営パーク城東駐車場　東側道路

　　　　　　　　　　※群馬日産駐車場→利用中止

　　　　　　　　　　※指定駐車場所：市営パーク城東駐車場

　　３.�行　　先　　野辺山―サントリー白州蒸留所―松本城―真田邸宝物館

　　４.�参�加�者　　前橋支部会員、補助者及び家族従業員

　　５.�会　　費　　4,000 円（当日徴収）

　　　　　　　　　　３人目からは、事前にご連絡をお願い致します。

　　６.�申�込�先　　前橋支部事務所　古田島まで　�ＦＡＸ　０５０－３４８８－６５４９ 

メール　office@kotajima.jp

　　７.�締め切り　　�９月末日までにファックス又はメールにて申し込みをお願い致しま

す。（参加者の人数・氏名・連絡先を記載のこと）

　※�誠に恐れ入りますが、バスの都合により先着 40 名様にて締切とさせていただきます。

　　尚、事前連絡無く当日欠席された場合には会費をいただきます。

真田邸宝物館

野辺山

松本城 軽井沢

諏訪湖

Sanadatei-houbutukanSanadatei-houbutukan

Nobeyama

Matumoto-jo

サントリー
　白州蒸留所
Hakushu-jyouryuujyo

サントリー
　白州蒸留所
Hakushu-jyouryu-jyo

野辺山高原
野辺山高原のレタス畑野辺山高原（のべや
まこうげん）は日本・本州の中央部、八ヶ
岳東麓の裾野、秩父山地の西端にある高原。
スキー場や観光牧場など各種レジャー施設
がある。

松本城
松本城は戦国時代の永正年間に
造られた深志城が始まりで、現
存する五重六階の天守の中で日
本最古の国宝の城です。黒と白
のコントラストがアルプスの
山々に映えて見事な景観です。

真田邸
35 も部屋がある立派なお屋敷は、隠
居した殿様やその家族の住まいとし
て使用されていただけでなく、藩政
にかかわる執務やいろいろな人の訪
問を受ける場でもありました。

白州
北に八ヶ岳、西に甲斐駒ヶ岳を戴き、深い森と幾多の清流に
囲まれた白州蒸溜所は、「森林公園工場」というコンセプト
の下、自然との調和を最優先に建設されました。延べ面積約
82 万㎡という広大な敷地には、民間工場では日本初の「バー
ドサンクチュアリ」も設けられ、一年を通じて 50 種ほどの
鳥たちの姿を見ることができます。設立以来、白州蒸溜所は
その豊かな自然環境と共に、ウイスキーの新しい味と香りを
追求しつづけています。
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平成 27 年８月吉日　

前橋車庫証明センターのご案内

住　　　所　〒 371-0842

　　　　　　群馬県前橋市下石倉町 31-11

電 話 番 号　０２７－２５５－６００７

ＦＡＸ番号　０２７－２５５－６０１７

小会議、会合など使っていただいてます。

行政書士会前橋車庫証明センター

　　　　運営委員長　竹之内　孝　之

わかば病院

レストラン
キートン

セブン
イレブン

�
�
�
公
園

前
橋
長
瀞
線

ハイツ

音楽教室

セルフ
ガソリン
スタンド

菅原神社

ヤクルト
販売

ここです

Ｎ
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平成 26 年 11 月 17 日から交付されている前橋ナンバーについて

対象地域と車種

前橋市及び吉岡町に使用の本拠地を置く

普通自動車、小型自動車、大型自動車、軽自動車、二輪車（総排気量　125CC 超）が対象。

※　 新車新規、中古新規、移転、転入等で新たに対象地域に使用の本拠地を置く申請は、全て前橋

ナンバーになります。（新規登録については出張封印はできません。）

※　 交付開始の前日までに群馬ナンバーの交付を受けていた対象地域の車両は前橋ナンバーへの変

更は不要です。希望により名義はそのままで前橋ナンバーに変えることもできます。（出張封

印で対応可）

※　 群馬ナンバーの付いている車両の名義変更で使用の本拠地が旧名義人、新名義人共に対象地域

内であれば群馬ナンバーのまま名義変更できます。希望で前橋ナンバーに変更することもでき

ます。（出頭封印で対応可）

※　 使用の本拠地が対象地域外から対象地域に変わるものは全て前橋ナンバーになります。（出張

封印で対応可）

※　 申請には登録者の場合は所有者、使用者の委任状（代理申請の場合）、軽自動車の場合は使用

者の申請依頼書（代理申請の場合）。又は名義人本人が出頭する場合印鑑を持参して申請書に

押印します。

※　 行政書士ができる出張封印は、変更登録、移転登録で管轄変更の伴うもの（業としての自動車

の売買に係るものは除く）と前橋（ご当地）ナンバーへの変更。

申請書類について（名義変更を伴わない番号変更のみ）

登録車

・手数料納付書　印紙不要

・所有者委任状
　　代理申請のとき

・使用者委任状

・所有者印鑑
　　　 本人申請のとき

・使用者印鑑

・自動車検査証

・申請 OCR　登録車用３号シート

・税申告書

軽自動車

・自動車検査証

・申請 OCR　軽自動車用３号シート

・使用者の申請依頼書　代理申請のとき

・使用者の印鑑　本人申請のとき

・税申告書

小型二輪車（総排気量　250CC 超）

・手数料納付書　印紙不要

・使用者委任状　代理申請のとき

・使用者印鑑　　 本人申請のとき

・自動車検査証

・申請 OCR　登録車用３号シート

・税申告書

軽二輪（総排気量 125CC 超）

・軽自動車届出済証

・軽自動車届出済証記入申請書

・使用者印鑑

・自賠責保険証

・税申告書
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　ゴルフを愛する支部会員の皆様、本年も健康増進のため下記のとおり開催いたします。

　多数のご参加をお待ちしております。

記

１．日　　時　　平成 27 年 10 月 13 日（火）　午前９時集合

２．場　　所　　上毛森林（高山村）

　　　　　　　　（ＴＥＬ　０２７９－６３－２２２１）

３．プレー費　　4,780 円　（食事付、消費税利用税込）

４．申し込み　　ファックス又はメールにてお申し込みください。

群馬県行政書士会前橋支部　　　　　

　支部事務所　前橋市龍蔵寺町２５３番地４

　ＦＡＸ　０５０－３４８８－６５４９

　メール　office@kotajima.jp

５．締 切 日　　９月 30 日（水）

６．組合わせ　　参加者に連絡します。

幹　事　　池　田　正　晃　　

　　　　　滝　沢　明　男　　

　　　　　岩　村　敏　明　　

いきいきゴルフ
ggggggg

ggggggg
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前橋支部　目安箱開設のお知らせ

　この度、前橋支部の一般会員の方々から支部の運営方針に関する提案・疑問、支部

運営上の問題点の指摘等を広く受け付けるために「会員目安箱」を設けることに致し

ました。文書の送付先は下記に郵送またはメールにてお願いします。支部会員による

ものかどうかを確認するため名前が書かれていた方が良いですが、匿名のものも受け

付けます。

　　　　郵送先：前橋市龍蔵寺町２５３番地４

　　　　メールアドレス：office@kotajima.jp

　郵送の場合は封筒に「会員目安箱」と記載して下さい。なお、郵送・メールいずれ

の場合も支部長直通で最初に見るのは支部長となるようになっております。秘密厳守

ですが、同意の上、次回の広報で紹介させて頂く場合もあります。匿名の場合は公開

しません。

前橋支部ホームページ開設のお知らせ

　

　このたび、前橋支部のホームページを開設しました。ぜひともご覧いただき、ご意

見、ご要望など、お寄せいただければ幸いです。

http://gyoseisyoshi-maebashi.com/

群馬県行政書士会前橋支部

支部事務所　前橋市龍蔵寺町２５３番地４

ＴＥＬ　０２７－２３３－８７２４

ＦＡＸ　０５０－３４８８－６５４９

メール　 office@kotajima.jp
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業 務 相 談 先 一 覧

群馬県行政書士会　前橋支部　会員用

　業務を行う上で業務精通者に相談したい案件に直面した時には、次の支部会員にご相談ください。
　なお、原則無料ですが、相談の程度・時間等によって有料となるかどうかについては、当事者間で決め
ていただくようお願いします。

業務科目 担当者 連絡先 備考

建  設  業

真　塩　 みどり 263-0281

高　橋　 憲　一 269-2328

古田島　俊　憲 233-8724

田　中　 國　夫 255-3915

池　田　 正　晃 233-2222 東京

農振法・農地法・開発許可

内　山　 秀　三 231-2813

岡　本　 芳　行 252-9503

堀　越　 義　幸 255-1858

小　林　 大　栄 220-5481

岩　村　 敏　明 265-1512

運 送 業 自 動 車 登 録
矢　嶋　 光　男 263-3290

古田島　俊　憲 233-8724

車 庫 証 明

書　上　茂一郎 252-2212

竹之内　孝　之 251-7164

細　野　 成　也 269-2579

定　形　 之　義 224-8392

風 俗 営 業
岡　田　 邦　雄 232-0103

大　橋　 正　機 235-0679

介 護 保 険 法 竹之内　孝　之 251-7164

産廃収集運搬・処分業
高　橋　 憲　一 269-2328

古田島　俊　憲 233-8724

入 管・ 国 際 業 務 古田島　俊　憲 233-8724

法 人 設 立 岩　村　 敏　明 265-1512

相 　 　 続

斎　藤　安紀子 223-3145

高　橋　 憲　一 269-2328

竹之内　孝　之 251-7164

田　中 　國　夫 255-3915

岩　村　 敏　明 265-1512

笛　木　 昭　彦 224-4560

離 　 　 婚 仲　道　 さゆり 252-5624

契 約 書・ 内 容 証 明

高　橋　 憲　一 269-2328

田　中　 國　夫 255-3915

池　田　 正　晃 233-2222

補 助 金・ 助 成 金 古田島　俊　憲 233-8724

この一覧表作成の趣旨に賛同の上、担当者欄に掲載を希望する方は支部長までご連絡ください。
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〈 編　集　後　記 〉

　今夏は記録ずくめの暑さです。それまで日照時間が殆どない状態から一挙に猛暑日の連続、この

様な気象異常は日本だけでなく地球規模で起きているとのこと。

　さて、行政書士は誠意を持って公正誠実に職務を行い市民と行政の橋渡しをし、信頼に応え社会

の繁栄に寄与することが使命であります。その行政書士が行政庁に書類を間違えて申請をしても訂

正等すれば問題はないが、行政庁は間違えてはいけない。こんな話がありました。ある農業委員会

が農地転用許可書の転用目的欄を記載せず交付した。その許可書を添付して地目変更登記申請をし

たところ、法務局は転用目的が記載されていないので登記できないから取下げてくれと言った。

　しかし、その書面は申請者のミスでないから取り下げなかった。暫くすると登記が完了したとの

ことで、転用許可書の原本還付を受けたところ空欄のはずの転用目的欄に記載があった。聞けば農

業委員会から来て書き込んだとのことであった。

　「え、そんなこといいの」、農業委員会は、申請人に交付した許可書を内容の欠缼による無効若し

くは取消しとし、再度交付すべきであり、法務局としては、農業委員会に転用目的を照会し、その

回答を受けて登記すべきであろう。これでは一旦交付した公文書の変造行為を法務局と農業委員会

がやったということにならないだろうか。添付した転用許可書を提出したときのとおりにして、返

してもらいたいと申し向け法務局に預けてきたが、未だ連絡がない。さてさていかがなものか。

　また今年も暑い中ご協力くださいました方々に厚くお礼申し上げます。至らぬ点が多々あるかと

存じます。お気づきの点等ございましたらご指摘いただければ幸いです。

　岩村前支部長等が前橋支部のホームページを立ち上げてくれました。随時内容を更新して下さる

そうです。紙面をかりて、ご尽力に感謝申し上げます。

　広報委員会は魅力ある冊子づくりに向け努力しております。今後ともよろしくご指導をお願い申

し上げます。

　終りに、会員の皆様の益々のご活躍とご多幸をお祈り申し上げます。

広報委員長　大　橋　正　機　　
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広 報 担 当　　細　野　成　也（副支部長）

広 報 委 員　　齋　藤　安紀子（支部幹事）

　　　　　　　真　塩　みどり（支部幹事）

　　　　　　　菅　野　義　郷（支部幹事）

　　　　　　　笛　木　昭　彦（支部幹事）

会　報　　「支部だより」　第 22 号

平成 27年９月 11日

印刷製本　前橋市朝倉町三丁目 2-20　株式会社　開　進（TEL 027-263-2515）

発　行／群馬県行政書士会前橋支部　

発行者／群馬県行政書士会前橋支部

T E L　027-233-8724

F A X　050-3488-6549

支部長　古田島　俊憲

26 年  支部旅行

26 年 無料相談会



飲食店、バー、キャバレー、旅館、麻雀、
パチンコ、料理店等の営業をはじめたい。
古物商、薬局、たばこ屋、酒類販売等の
営業をはじめたい。指圧、はり師、理髪
店、美容院等を開きたい。危険物取扱等
をしたい。宅建業の免許を受けたい。

開発行為許可、道路位置指定、公有地
（道路、水路等）払下げ・使用許可、
工事承認等をうけたい。
国土法の手続きがしたい。

群馬県行政書士会
前橋支部

TEL 027-233-8724
FAX 050-3488-6549

農地を宅地にしたい、
農地を売買したい等、
農地法３条、４条、５条の許可申請
及び届け出。

戸籍の届、手続きをしたい。外国人登録
をしたい。帰化手続きをとりたい。永住
権をとりたい。出入国管理手続きをした
い。身分証明をとりたい。
その他市民課窓口における各種の手続
きをしたい。

自動車登録申請、車庫証明、運送
業免許申請等をしたい。

各種契約、念書、示談書、協議等の書類
を作成したい。嘆願書、請願書、陳情書、
行政不服申立、上申書、始末書等の書類
を作成したい。

建築業、土木業等建設業者許可申請、
入札資格審査申請、経営状況分析申請、
経営事項審査申請などをしたい。
産業廃棄物の処理をしたい。

実地調査に基づく図面類、公図、地積測
量図の写し、その他建物、土地の調査、
簡易な実測、登記簿の閲覧行為、申述書
等の証明書類を作成したい場合。

株式会社、有限会社、協同組合等を設
立したい。学校法人、宗教法人、福祉
法人、その他社団法人、財団法人等を
設立したい。

遺言書を作りたい。


