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平成31年4月19日午後5時より原宿水交会にて、平成31年度渋谷支部定時総会・政連支部定時大
会を開催致しました。総会及び大会に先立って会員表彰を行い、支部に5年及び10年在籍され、支部
運営に功績があり、業務優秀で他の模範となる会員が表彰されました。授賞された会員のうち、当日出
席下さった方には森川英一支部長より表彰状と記念品が渡されました。
定時総会・定時大会は会員の皆様のご協力により円滑に審議が行われました。今年度は支部長選挙の

年でしたが、立候補者が前任の森川支部長一人でしたので、無投票で再選されました。その他の議案に
ついても、全て無事可決されました。
総会・大会終了後の懇親会には東京都行政書士会副会長の山﨑節子様、東京行政書士政治連盟会長の

田崎敏男様がかけつけて下さり、ご挨拶を賜りました。また、元北海道行政書士会会長の深貝亨様が次
期参議院選挙に出馬されるとのことで熱い想いを語られました。毎年恒例のじゃんけん大会では、景品
の商品券、高級フルーツなどをかけて、熱いながらも和やかな闘いが繰り広げられました。ほとんどの
皆さんが景品を獲得していたようでした。
総会、そして1年を通しての支部活動へのご協力、ありがとうございました。今年度も積極的な活動

へのご参加をお待ち申し上げております。	 	 （業務研修部　世利）

平成31年度
渋谷支部定時総会・政連支部定時大会

▲執行部役員

今年も多くの会員にご参加頂きました

▲



令和元年6月28日Vol.88

2

欅 の 森

平成31年度渋谷支部表彰者
10年の会員表彰対象者

5年の会員表彰対象者

太　田　諭　哉　平成25年 5月 1日新入
乾　　　利　之　平成25年 5月 1日新入
渡　邉　秀　樹　平成25年 5月15日転入
菊　山　充　広　平成25年 6月 1日新入
松　井　直　子　平成25年 5月15日転入
橋　爪　泰　範　平成25年 7月 1日新入
齋　川　修　一　平成25年 6月28日転入
洪　　　美　樹　平成25年10月 2日新入
佐　藤　正　樹　平成25年11月 1日新入
福　島　重　将　平成25年11月15日新入
村　田　光　平　平成25年12月15日新入
小　菅　慶　一　平成25年12月15日新入
大久保　宏　明　平成26年 2月 1日新入
池　田　　　孝　平成26年 1月14日転入

石橋俊之　眞柄洋典　世利寿美

齋藤信房

支部長
森川英一

監事
中西　豊

監事
佐藤廣治

役員紹介
総
務
部

尾崎昭則　　榎本吉男
　　小林裕門

大槻美菜

会
計
部

石井優子　國井美樹

企
画
部

木村紀由美　原品克成　梅津希
　　　　	中津原由実子

名前のアンダーラインは部長です。

三ツ石たまき　松本立枝　石田裕子　青木遼

業
務
研
修
部

広
報
部

「みんなの広報」を
スローガンに、
行政書士の

認知度向上目指し、
知恵を絞ります！

こんにちは。
会計部です。

2人で地味にコツコツ
がんばっています！

会員の皆様に
参加して頂ける
楽しい事業を

企画していきます。

よりよい支部を目指して、
チームワークで頑張ります！

良い会社（支部運営）に
良い総務あり。

研修を通じて、
お役に立てるよう
頑張りマッスル〜！
新人さん、

いらっしゃ〜い！
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支部長です支部長です
支部会員の皆様、関係者の皆様には、常日

頃より支部活動にご理解、ご協力をいただきま
して、厚く御礼申し上げます。私は4月19日
の平成31年度定時総会並びに定時大会におい
て支部長に選任され、支部長として3期目に入
りました。これからの2年間を会員の皆様のた
めに務めてまいりますので、役員一同を引き続
き宜しくお願い申し上げます。
さて、支部総会においては、平成30年度事

業報告、決算報告及び監査報告、平成31年度
事業計画、予算案すべての議案をご承認いただ
きました。今後は承認されました事業計画及び
予算を執行してまいります。
今年度、支部の基本方針としては、

一　支部会員の業務向上及び会員相互のコミュ
ニケーションの充実

一　「そうだ行政書士に相談しよう」の機運を高
めるため、地域に根差した支部活動の推進

一　創業及び中小企業、外国人採用を検討する
企業等支援のための関係団体、金融機関等
との連携の推進

一　充実した支部活動を行うための財源の確保
一　会員への充実した情報発信にメーリングリ
ストの活用推進、本会との連絡調整

を掲げました。
私たちには行政書士のことをいかに多くの

方に知っていただくかという課題が常にありま
す。そこで、今年度はよりきめの細かい広報活
動を限られた予算の中でいかに実践していくか
を検討して、進めてまいりたいと思います。地
道な活動が潜在的な需要の掘り起こしにつなが
ります。
支部は渋谷区の3警察署から、特殊詐欺防犯

の協力要請を受けました。渋谷区は都内で65歳
以上者の人口比率での特殊詐欺の発生率が2年
連続ワーストワンということで、その防犯への
協力を要請されたものです。当支部が最初にお
声をかけていただきましたので、他の士業団体

にも広報を行い、輪
を広げるお手伝いも
させていただきまし
た。
写真は「ATM声掛

け・見守り隊」の隊員証です。もしスマホを片手
にATMを操作されている高齢者等をお見かけ
した際には、この隊員証をお見せして注意喚起
をしていただきたいとの要請です。このために
警視庁発信の特殊犯罪に関する各種情報も役に
立ちます。こうしたことにご協力させていただ
くことも、行政書士の存在を示すきっかけとな
ることでしょう。この10月を目途に、都内初と
なりますが区長、区内の各団体に呼び掛け、特
殊詐欺防犯のための協定を結ぶことも検討され
ているそうです。こうした機会を通して行政書
士業務を知っていただ
くことも、先生方の事
務所に地域の皆様が
気軽にご訪問いただく
契機になるのではない
かと考えています。
隊員証にご興味のある方は、支部暴排委員

長木村（dnpfs@k5.dion.ne.jp）までご連絡く
ださい。
　

私は副会長に、日行連会長に常住会長が就任しました
次に東京都行政書士会の令和元年度定時総

会、定時大会のご報告です。同総会・大会は
5月30日に開催され、会長選挙の結果、常住
豊候補が有効投票数638票のうちの504票を
獲得して会長に再選されました。そして総会の
席上、図らずも私は副会長に指名されました。
さらに、日行連総会が6月20、21日に開催

され、会長選挙において常住日行連会長が誕生
いたしました。
会員の皆様には支部活動に引き続きのご理解、

ご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。

2月25日　社労士会との業務交流会
27日　研修会
28日　竹谷とし子参院議員政策セミナー

3月 5日　支部長会正副議長会
11日　本会部長会
12日　代々木警察より特殊詐欺等

防犯の協力要請

3月16日　七士業相談会
18日　第20回東政連セミナー　
20日　支部長会
25日　本会理事会
26日　東政連幹事会・支部長会
29日　行政書士制度研究特別委員会

4月 2日　総会打合せ
4日　監事会・監査会
5日　役員会
17日　本会部長会
19日　定時総会・定時大会

支 部 長 活 動 報 告
4月22日　支部長会

23日　東政連幹事会・支部長会・本
会理事会

5月11日　七士業相談会
21日　役員会
23日　本会総会打合せ会議
25日　東急無料相談会
27日　区広報コミュニケーション

課長インタビュー
30日　本会定時総会・定時大会
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２期目がスタートした長谷部区長 
「上に立つ区長ではなく、区政の先頭に」

渋谷区ニュース5月15日発刊の1411号に、区
長のコラムが掲載されていますが、第26代渋谷区
長として2期目を迎え、「上に立つ区長ではなく、
前に立つ区長として」区政に取り組まれる意気込み
を語られています。「ちがいを　ちからに　変える
街。渋谷区」の基本構想を区役所全体で浸透してい
くことに継続して全力を注ぐ一方、長谷部区長は
今回の選挙活動をとおして地域のコミュニティー
の存在を再確認
し、「渋谷おと
なりサンデー」
のような地域コ
ミュニティーの
持つ「大きな可
能性を育む」プ
ロジェクトを大
いに推進される
そうです。
また、今や世界的にも有名になったハロウィー

ンやカウントダウンに関しても、規律を守り秩序
だったイベントにするべく、様々な施策を検討中
とのことでした。

広報コミュニケーション課の具体的な取組み 
「ディフェンスからオフェンスへ」

広報コミュニケーション課は、「しぶや区ニュー
ス」や	ホームページやツイッター、フェイスブッ
ク、インスタグラムなどSNSの運営、報道、便利
帳、区勢概要などを担当する9階の広報係と、2階
にある相談業務（法律、人権擁護、行政、交通事故、
不動産など）、区長への手紙、区民意識調査などを

手がける広聴相談係
で業務を行っていま
す。また、6階には
区政資料コーナーを
設置しています。
広報コミュニケー

ション課としては、
職員一人一人が媒体
となって広報すると
いう考え方を基本と
し、「ディフェンス
からオフェンスへ」
の姿勢で積極的に区
政情報を発信していこうと考えているそうです。
なかでも「区長の手紙」は、区民から寄せられる

様々な意見に区長がきちんと目を通されていて、
細かく対応の指示を出されているとのこと。江戸
時代の目安箱のような感じでしょうか?　	
また、この４月から新しくコールセンターが開

設され、代表電話をかけるとオペレーターが職員
に代わってできる限り回答をしてくれるので、保
留で長い時間待たされるようなことは減ってきて
いるとのことです。もちろん、個人情報が含まれ
ていたり、込み入った用件の場合は、担当の職員
につないで対応してもらえます。
今年の１月から新庁舎になり、以前の書類に囲

まれた環境から「もの」のないスッキリしたワーキ
ングスペースに一変したことで、外部からの見学
者も多く「役所とは思えませんね	!	」という感想を
いただいているとか。杉山課長は、新庁舎に移り、
施設や設備だけでなく職員の働き方や仕事の進め
方が変わっていかなければいけないので、区民の
皆様にもしっかり見守っていただきたいと締めく
くられました。	 （広報部　石田）

渋谷区役所広報コミュニケーション課だより

今号から新企画として、渋谷区役所広報コミュニケーション課だよりの
ページを新設しました。
広報コミュニケーション課には、日頃より区役所「区民無料相談」で大変

お世話になっております。新企画では、２期目がスタートした長谷部区長
の活動や広報コミュニケーション課を中心とした渋谷区役所の取組を情報
発信するとともに、区と関連する我々行政書士の活動に関しても紹介し、
よりご理解を広げていただけるような有意義なページにしたいと考えます。
今回は、渋谷区役所広報コミュニケーション課の杉山課長にお話を伺って
まいりました。

渋谷区役所15階で開催された
おとなりサンデーパーク

広報相談係２階

渋谷区役所新庁舎

No.1新企画
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５月11日（土）正午から午後４時まで、渋谷区立勤労福祉会館にて渋
谷七士業合同「暮らしと事業の無料相談会」を開催しました。相談者１人
につき40分と限られた時間ではありますが、「複数の専門家の意見を同
時に伺える機会は貴重でした」「皆様真剣に聞いて下さり助かりました」
と、ご好評をいただいております。相談員としても、１つのご相談に対
しての他士業の異なる視点での相談対応は、大変勉強になります。
次回は９月14日（土）に開催する予定です。区報

や区内の掲示板・回覧板で告知されるほか、相談会
ではホームページも作っていますので、ぜひ一度ご
覧ください。　　　　　　　　　　（総務部　小林）

５月とは思えない真夏日の暑さの中、今年も25日（土）に東急東横店ハチ公前
広場にて街頭無料相談会を実施いたしました。スクランブル交差点近くの会場
は朝からたくさんの通行人で溢れ、用意した1000枚のチラシやポケットティッ
シュは相談会終了前にすべて配布完了しました。
渋谷区役所相談員に登録している先生方とADRセンターからもご協力いただき、

午前午後合わせて34名の相談員が参加し、役員とともに広報活動に努めました。
また、渋谷区ニュース（渋谷区広報誌）5月15日号に相談会開催の広告を掲載し、

事前に区民の皆様へお知らせしました。

さて相談は24件で、例年通り遺言相続関係が過半数を占めま
した。また、少額訴訟に関する相談などは、司法書士や税理士
登録をしている先生のご協力をいただきました。
これからも『そうだ行政書士に相談しよう』といわれるよう、また、

頼りになる街の法律家として皆様のお役に立ちたいと思います。
ハチ公前広場という往来の激しい場所での開催でしたが、ト

ラブルもなく無事に終了することができました。今年も東急東
横店様から机や椅子等をご厚意で拝借致しました。東急東横店
様並びに関係各位の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部　中津原）

相談内容内訳　（合計24件）

＊遺言・相続 15件

＊成年後見 ３件

＊少額訴訟・示談 ２件

＊空き家問題 １件

＊不動産問題 １件

＊その他 ２件

東急百貨店東横店ハチ公前広場無料相談会

渋谷暮らしと事業の無料相談会ホームページ
http://www.shibuya-shigyo.org/

渋谷七士業合同「暮らしと事業の無料相談会」開催報告
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平成31年2月27日、第2回渋谷塾を開催し、
渋谷支部24名・他支部24名の総勢48名が渋谷
区商工会館に集い講義に臨みました。渋谷塾開始
前に消費税の軽減税率制度について、渋谷税務署
法人課税第2部門	統括国税調査官	野口幸司様よ
り説明をいただきました。
講師には国際相続において経験豊富な渋谷支部

の豊田則幸先生をお迎えし、相続人が外国にいた
場合の手続きについて、実際の取扱事例をケース
スタディとして一から学びました。
講義では、国際相続の概論から実例まで、各論

編では相続人が在外邦人・在外外国人・在日外国
人のケースごとに相続手続きの具体的手順をお話
していただきました。また、戸籍・住民票や印鑑
証明書などの制度がない国の場合における相続人
の探し方や証明方法など、どのようにして処理し
ていくのかを、経験に基づくわかりやすい内容で
解説していただきました。
今後は、人の国際化に伴い、相続の国際化も進

む傾向にあり、渉外相続に
ついての相談にも対応でき
るように知識を身に付けて
おくことが大変重要である
ことを再確認しました。続
編を希望する声も多数頂い
た非常に有意義な研修でし
た。　　　（広報部　松本）

平成31年2月25日、東京都社会保険労務士
会渋谷支部様のご協力のもと、業務研修会スペ
シャルを開催し、社会保険労務士35名、行政書
士29名の総勢64名が渋谷区商工会館に集いま
した。今回の研修会では、社会保険労務士と行
政書士の相互の情報交換を目的としており、昨
今の労働市場における大きなトピックとなって
いる外国人労働について、講演と交流会を行い
ました。
第1部では、東京都社会保険労務士会渋谷支部

の山口寛志先生が外国人労働に関する業務につい
て、外国人雇用状況を国籍別・在留資格別に解説
し、日本の労働法規と外国人の関係や社会保険関
連手続き等についてお話しされました。
第2部では、東京都行政書士会国際部次長の鈴

木健一先生が、新たな外国人材受入れ制度につい
て特定技能に関する概要やスケジュールを解説さ
れました。
第3部の交流会では、名刺交換やフリートーク

を行い、その後の懇親会も多くの方が参加され、
お互いの交流を深めた企画となりました。
今後も機会があればこのような他士業交流会を

企画して参ります。	 （広報部　松本）

平成30年度　業務研修会スペシャル

「外国人労働に関する業務
（他士業交流会）」

平成30年度 第２回
「本音で聴きたい！渋谷塾」

「～もし相続人が外国にいたら!? ～
国際相続手続きのポイント」

国際部次長　鈴木健一先生 社会保険労務士　山口寛志先生 国際相続の概論から実例まで

渋谷支部豊田則幸先生
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つ6班に分かれて、各班を1名ずつ行政書士が担当
しました。「なぜ行政書士になったのか？」「行政書
士の前にはどんな仕事をしていたのか？」など様々な
質問を生徒さんから受け、活発なディスカッションと
なりました。最後にグループごとに発表を行い小学
生の無限の才能に驚かされました。	（企画部　木村）

平成31年2月9日（土）午前8時、世田谷区立
武蔵丘小学校において世田谷支部と合同で、第3
回目となるキャリア教育を行いました。同校では
卒業式において卒業証書を受け取るときに、将来
の希望を声高らかに述べることを実施しているそ
うです。その際の参考として人生に様々な道があ
ることを知っていただくためのキャリア教育で
す。渋谷支部からは8名参加いたしました。
1時間目は6年生50人が対象で、行政書士制度の

解説、会員3人が職業についての講義を行いました。
当支部の石橋会員の「夢を見つける方法・かな

える方法」の講義は大変希望にあふれ、生徒のみ
ならず大人までわくわくする内容でした。
2時間目は2クラスに分かれ、各クラス5、6名ず

世田谷支部合同キャリア教育

花菖蒲を観る交流会に参加

会員の業務紹介
渋谷支部会員はこんなにも多彩！！

昨年の今ごろ、行政書士会渋谷支部のＭＬに「１千万円の補助
金申請の仕事を一緒にしませんか」と投稿し反応がありました。
現在、「一般社団法人	補助金獲得パートナーズ」として運営して
いますが、事務局長、事務局次長は、その時手を挙げた渋谷支部
の会員です。当社団は士業、経営者計11人で構成、年内に関西
事務所を開設予定です。
業務内容は、中小企業が機械装置を購入する際に、補助金申請の

作業（採択されるには事業計画書の作成が決め手）を支援することです。個々の企業からの依頼のほか、大
手機械製造会社から各地の買手企業を紹介してもらい、そのサポートがあります。後者の仕事が増加中です。
渋谷支部主催の補助金研究会に2016-2017年に参加し学びました。その場で先輩から有為な人材をご

紹介いただきました。補助金セミナーも企業内及び各地で実施しています。お問合せをお待ちしています。

一般社団法人　補助金獲得パートナーズ　　代表　天辰 武夫（あまたつ たけお）
メールアドレス　info@hojokinpro.com　　ホームページ　https://hojokinpro.com/

講師の石橋先生のお話しを真剣に聴く生徒達

中小企業の補助金獲得を支援

補助金獲得パートナーズセミナー開催

6月13日、渋谷区主催の「花菖蒲を観る交流会」にご招待
いただき、支部長森川、小林、中津原、石橋の各部長、暴
排委員長の木村が明治神宮外苑の花菖蒲を鑑賞してまいり
ました。陽光が水面をキラキラと照らし、その中で花菖蒲
はすくっと立ちその美を競い合い、そぞろ歩きで鑑賞する
者の目を惹きつけてやみません。気温が高かったのですが、
木陰の清正井に手を浸すことでしばしの涼を取ることもで
きました。本当に素敵なひと時でした。　（支部長　森川）
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黄綬褒章受章おめでとうございます

− 新会員の皆さんです。よろしくお願いいたします。 −
前号（平成31年2月28日発行）でご紹介した以降に、渋谷で開業された新入会員の方と、他支部より移

転して来られた転入会員の方を紹介します。
新会員の皆さん、ようこそ渋谷支部にお越しくださいました。支部主催の研修や様々な行事に是非ともご

出席ください。渋谷支部の一員として、一緒に頑張ってまいりましょう。また、相談員への登録も大歓迎です。

氏　名 事 務 所 所 在 地 事 務 所 名 電話番号 新入・転入月日
小 川 裕 史 渋谷区円山町14−3

日興パレスビル渋谷503 03−6416−3848 H31 . 1 . 31 転入

山口 一太郎 渋谷区恵比寿4−10−14
P&A恵比寿2階 P&A行政書士事務所 03−5985−4048 H31 . 2 . 15 転入

千 田 泰 大 渋谷区恵比寿一丁目24番14号
EX05恵比寿2階

イミグレーション・ジャパン
行政書士事務所 03−6409−6517 H31 . 2 . 15 転入

大谷部 健一 渋谷区道玄坂1-15-3
プリメーラ道玄坂324

行政書士法人倉敷昭久事務所
東京オフィス 03−6455−0537 H31 . 3 . 15

髙 橋 牧 子 渋谷区代々木1−38−2
ミヤタビル2階 行政書士法人Co-Labo 03−6276−4053 H31 . 2 . 1 転入

西 　 俊 之 渋谷区道玄坂2−9−9
梅原ビルディング9階L−09室 TOARU行政書士事務所 03−6455−1472 R1 . 5 . 1

飯 塚 匡 春 渋谷区広尾5−19−11
マリオン広尾ビル6階 行政書士飯塚匡春事務所 03−6455−7410 R1 . 5 . 1

広 瀬 竜 也 渋谷区南平台町16−28
グラスシティ渋谷6階 リガレアス行政書士事務所 03−4360−5182 H31 . 4 . 1 転入

田 中 重 博 渋谷区恵比寿1−7−13
麻仁ビル恵比寿７階 田中重博行政書士事務所 03−5789−8658 R1 . 5 . 15

熊 野 雅 恵 渋谷区桜丘町27−1
エグゼクティブ渋谷403

クリエーターズサポート
行政書士事務所 090−8315−6564   R1 . 5 . 15

牛 田 大 介 渋谷区神宮前2−4−18−1F 行政書士牛田事務所 03−4500−7785 R1 . 6 . 15

平成31年4月22日、
大槻美菜会員に第二子が誕生しました。

名前は、日翔（はると）くんです。

支部より、
心からの喜びと
お祝いを
申し上げます。

令和元年5月21日に春の叙勲・褒章受章者が政
府より発令され、渋谷支部監事の中西豊東京都行
政書士会名誉会長が黄綬褒章
を受章されました。行政書士
として永年にわたりご尽力さ
れた功績が認められましたこ
とは、私達渋谷支部会員にと
りましても、大きな喜びであ
り、誇りでもあります。これ
からもますますのご健勝とご
活躍をお祈り申し上げます。

今回から、新企画「渋谷区役所広報コミュニケーション課だより」がスタートしました。
“攻める広報”　是非見習っていきたいと思います	!　　　　　　　　　　　（石田）

今回初めてのオールカラーの広報誌ということでなるべくカラフルな写真を選んで
みました。これから人生ももっとカラフルにしていきたいと思っています。　（三ツ石）

記念すべき令和元年第1回目の欅を皆様に楽しんでもらうため、広報部一同打ち合
わせを重ね今回はデザインをリニューアルしました！原稿も短めに工夫しました。（笑）

（松本）

皆様、渋谷支部総会では大変お忙しい中ご参加いただきまして有難うございまし
た。活発なご意見もいただき、懇親会も盛り上がっていたと感じています。また、
毎年恒例のじゃんけん大会は楽しんでいただけましたでしょうか。この景品選びが
非常に悩ましく喜んでいただけるものは何だろうかと三日三晩リサーチを繰り返し
続ける日々でした（笑）
しかし、本当に大事なものは景品ではない事に気付かされました。一番嬉しかっ

た事は皆様方が最後まで笑顔で楽しんでお帰りいただけたという事でした。
皆様がいてこそ成り立つ場だと改めて感じた総会でした。これからも広報部員と

して楽しい渋谷支部を支えて参りますので何卒宜しくお願い致します。　　（青木）

第１回業務研修会
～とことん聞いてみよう～
「日本政策金融公庫への
　　　　　　　　融資申請」

と　き：
令和元年7月16日（火曜日）
午後6時00分～午後8時00分
ところ：
渋谷区立商工会館 ５階
第一会議室 

※午後6時00分から20分ほど
　代々木警察署「ATM声掛け・
　見守り隊」のご案内があります

今後の支部活動予定

編
■

集
■

後
■

記

はるとくんかわいいから
大好き。りくとより


