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11月6日（土）・7日（日）に、昨年同様、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにオン
ライン開催となったふるさと渋谷フェスティバルに参加しました。代々木公園でのテント
開催が中止となったため、ホームページ上の特設サイトでの参加となりました。

参加団体のコミュニケーション（くらしの相談ゾーン）内で、行政書士の活動を紹介し、
昨年区役所のご協力で製作していただいたPR動画も掲載して認知度向上を図りました。

昨年のように、オンラインセミナーなどは実施できなかったのですが、このサイトをご
覧になった方が少しでも行政書士業務に理解を深めていただければ幸いです。

来年こそ、コロナが収束して、以前のように活気ある渋谷フェスティバルが開催されること
を祈念いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報部　石田裕子）

オンラインふるさと渋谷フェスティバルふるさと渋谷フェスティバル第44回
渋谷区くみんの広場
第44回
渋谷区くみんの広場

7月14日（水）18時00分より、新会員支部説明会を開催しました。
今回はコロナウイルス禍の状況を鑑み、渋谷区立商工会館大研修室での会場参加と

オンライン（Zoom）参加のハイブリッド開催とし、合わせて12名の新会員の皆様に
参加いただきました。

小林裕門支部長の挨拶に始まり、東京会名誉会長の中西豊監事、東京会副会長の森
川英一監事から貴重なお話がありました。続いて、各部長からそれぞれの部の活動内容について、支部長から
政治連盟の活動についての説明がありました。限られた時間の中でしたが、新会員の皆様も頷きながら真剣に
聞いていただき、Zoom参加の方の表情もプロジェクター
にて会場壁に映されていたので大変一体感がありました。
最後に、参加者全員の自己紹介が行われ、集合写真撮影
をもって無事開催を終えました。

今回の新会員支部説明会は、新会員の皆様にとって渋
谷支部への理解を深める良い機会になったのではないか
と思います。東京オリンピック開会を目前にして、コロ
ナ感染拡大に歯止めがかからず、今年も親睦会を伴わな
い支部説明会となりましたが、来年こそは親睦会形式で
の歓迎会ができるようにと期待し楽しみにしています。

　（企画部　星野亮）

▲上は社労士会渋谷支部の福島紀夫支部長
とMCさん、下は小林支部長

支部を挙げて毎年参加している渋谷フェスティバル。今年はオンラ
インでのみの開催でしたが、フェスティバルの一環として「渋谷のラ
ジオ」に出演する機会をいただきました。

収録だと思ったら、まさかの生放送！ 焦りましたが、行政書士のお仕
事や相談会等の支部の活動について、しっかりとPRしてきました。悩み
や不安があるけど、どこに相談して良いかわからないとき、「そうだ行政
書士に相談しよう！」というコピーを思い出していただき、悩みや不安を
解消するための道しるべになれればと思います。　 （支部長　小林裕門）

「渋谷のラジオ」（FM87.6MHz）で行政書士をPR！

新会員
支部説明会

▲今年はハイブリッドで開催

　　　　　　https://www.shibuya-fes.online/exhibitor/index.html特設サイト
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「かかりつけ行政書士」を
都内標準にしよう！

東京都行政書士会　　　

会 長　宮本 重則　

平素より、小林支部長をはじめ、渋谷支部の会員の皆様には、東京会の

会務に多大なるご理解とご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。

5月26日に行われました令和3年度定時総会におきまして、東京都行政

書士会会長に選任されました宮本 重則です。

また、6月22日には、新執行部における最初の理事会が開催され、各部、

センター、委員会の編成が可決承認され、新しい組織体制がスタートし現

在順調に会務が執り行われております。

日本行政書士会連合会におきましては、6月14日・15日の2日間にわた

り、定時総会が開催され、会長選挙も行われ、東京会前会長で、日行連現

会長の常住豊候補が再選されました。

これにより、引き続き、渋谷支部、東京会、日行連がより一層強固な関

係で連携し、会員の皆様のご意見、ご要望がダイレクトに東京会、そして

日行連に届くことにより、各種政策実現につなげることができるようにな

りました。

今後、常住前会長が6年間築いた本会の活動をさらに発展させ、皆様と

一緒になって、活動理念　「かかりつけ行政書士」を都内標準にしよう！の

もと、各種政策（職域の確保・拡大、デジタル化・コロナの感染拡大を含

めた災害への対応・法令改正に対応する組織改革等）を通じて、皆様と一

緒に市民・事業者、そして会員が不幸ゼロ、幸せになるための強い行政書

士会を創りたいと考えています。

渋谷支部の会員の皆様の一層のご健勝、ご活躍を祈念申し上げ、会長就

任のご挨拶とさせていただきます。
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ですですですです 支部長 小林裕門支部長支部長支部長支部長
支部会員の皆様、関係者の皆様には、日頃

より支部活動にご理解とご協力をいただきま
して、厚く御礼申し上げます。

４月の支部定時総会において支部長に就任
して、早くも半年が経ちました。この半年の
間には、新会員歓迎会や街頭無料相談会が中
止となりましたが、新会員オンライン説明
会、事務所見学会、オンライン会食会といっ
た新たな企画にチャレンジをしました。それ
ぞれ概ねご好評をいただいており、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から制約が
ある中での支部活動ではありますが、今年度
の基本方針の１つである「会員相互のコミュ
ニケーションの充実及び業務改善」に手応え
を感じております。

広報においても新たな取り組みが始まって
います。対外的な広報の一環として行政書
士会渋谷支部公式Twitterを開設いたしまし
た。運用の詳細についてはこれから詰めて
参りますが、支部活動の様子、支部会員や
渋谷区の取り組みなどを取り上げて発信して
いきたいと考えています。Twitterをされて
いる方は、行政書士会渋谷支部公式Twitter

（＠GS_428）のフォローをお願いいたします。
また、会員向けの広報としては、行政書士会
渋谷支部メルマガをスタートいたしました。
これは森川英一前支部長が始められた会員向
けの諸連絡のメールを発展させたもので、支

部の動きをよりタイムリーにお伝えできれば
と思っています。拙い文章ではありますが、
今年度の基本方針の１つである「会員への充
実した情報発信、本会との連絡調整」として、
会員の皆様のお役に立てればと思います。

業務研修においては、Zoomによるオンラ
インの研修会が続いております。オンライン
になったことで距離的制約がなくなり、他支
部や他県からの参加者が増えたことはとても
喜ばしいことです。渋谷支部は興味深い研修
会をやっているな、さすが渋谷支部だなと言
われるような研修会を引き続き企画してまい
ります。

９月28日に緊急事態宣言が解除され、都
内では10月25日に時短営業の協力要請も解
除されました。渋谷支部といたしましても、
渋谷区役所での対面相談の再開、渋谷七士業
合同無料相談会の再開など、少しずつ区民の
皆様から直接ご相談を伺う機会が増えてきて
います。東京都行政書士会では、かかりつけ
医のように「かかりつけ行政書士」を地域に根
付かせるべく活動しておりますが、私も困っ
たときこそ士業の出番であると考えておりま
す。まだまだ油断はできませんが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止に努めながら役員
一同、支部運営に尽力してまいりますので、
今後ともご理解、ご支援、ご協力のほどを宜
しくお願いいたします。

6月24日 支部会報編集会議　　
25日 大津浩子候補推薦状交付　　

　　 同 前田和茂候補出陣式
30日 支部長会

7月 2日 第１回業務研修会
6日 新会員との面談

12日 企画部会
14日 新会員説明会　　
28日 第３回役員会
30日 企画部会

8月 4日 業務研修部会
10日 業務研修会講師打ち合わせ　　

WEB
政連

政連

WEB

WEB

8月16日 広報部会
26日 支部長会

9月 7日 新宿タカシマヤ挨拶
9日 区内３警察署挨拶回り

10日 事務所訪問
12日 渋谷区スローピッチソフトボール大会
17日 企画部会
21日 第４回役員会
22日 支部長会　　

10月 1日 松本文明衆議院議員の開所式
　　 同 第２回業務研修会

8日 渋谷七士業合同無料相談会運
営委員会

　　 同 相談員連絡会
14日 渋谷区封筒広告打ち合わせ
19日 松本文明候補事務所開き

WEB
政連

政連

支 部 長 活 動 報 告
10月20日 企画部会
　　 同 松本文明候補選挙応援

23日 渋谷七士業合同無料相談会
　　 同 松本文明候補選挙応援

25日 松本文明候補選挙応援
　　 同 渋谷のラジオ出演

26日 広報部会
　　 同 松本文明候補選挙応援

29日 オンライン会食会　　
30日 松本文明候補選挙応援

11月 1日 支部長会小委員会
4日 広報月間挨拶回り

10日 中間監査
15日 新会員との面談

政連

政連
政連

政連
WEB

政連
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新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度は
新年賀詞交歓会などいくつかの企画事業が中止とな
り、特に新会員の方々には、親睦交流の機会を設ける
ことができませんでした。そこで支部長の提案により、
コロナ禍でも密にならずに実施できる企画事業として
支部内の先輩の事務所を訪問し、今後の事務所運営の
参考にして頂く機会を持っていただこうと新会員を対
象とした事務所訪問を開催いたしました。
『ざっくばらんに色々聞いてみましょう。』という内

容で、令和2年8月から令和3年6月の間に新入・転入
された会員を対象にご案内し、第1回目は9月10日（金）
17時から小林支部長の事務所を訪問いたしました。

木村紀由美部員の司会進行で、はじめに小林支部長

10月29日（金）18時00分より、コロナ禍でも会員
相互の交流を深めるため初めての試みとしてZoomを
活用した「オンライン会食会」を開催しました。

参加者全員が同じ料理を食べ、好きなものを飲みな
がら歓談できるようにnonpifoodboxというフードデ
リバリーサービスを利用しました。事前に配達日時と
配達場所、そして好みのドリンクセット（ビール、チュー
ハイ、ソフトドリンクなど）をネットで登録します。私
は当日午前中に自宅に届くようにと登録しておりまし
たが、11時頃にクール便にて配達されました。

メニューは「神田明神下みやび　秋の味覚プラン」
で、秋の食材を豊富に使った
9種類のアラカルトに松茸ご
飯、味噌けんちんうどんと豪
華なお料理でした。参加者の
皆様からは「おいしい」「見た
目にも可愛らしいお料理」「飲
物も3本ついて大変お得感があ
る。」等の声をいただき、この
メニューに決めて良かったと
感じました。

オンライン会食会は、木村
部員の司会進行により、小林
支部長、東京会副会長の森川
監事からご挨拶をいただき、
石橋俊之総務部長の乾杯の合
図でスタートとなりました。

今回は28名の参加でしたの

事務所訪問 第１回
小林支部長事務所

「オンライン会食会」開催！

の挨拶、次に担当部である企画部員の紹介、そして参
加者6名が自己紹介をしました。その後、支部長が事
務所内を案内しました。小林支部長の専門は建設業で
すので、許可申請関係の書類のファイリングや棚の書
類の並べ方まで細かく説明があり、都度参加者からの
いろいろな質問に対応していただきました。

事務所内見学終了後会議室に戻った後も、営業の手
法、報酬の決め方、他士業との関係から暴力団排除の
方法まで、多岐にわたる質問がありました。参加者の
皆様は、大変意欲的で頼もしく感じられました。

予定の1時間は瞬く間に過ぎ、休憩の後、コロナ感
染防止のため懇親会の代わりとして飲食を伴わない
ざっくばらんなお話しの場を設けました。活発な質問
が続きましたが、19時で終了とさせていただきました。
終了時間が過ぎても話は尽きず、本来なら懇親会で楽
しく懇談できるはずでしたが、時節柄残念でした。

今後の参考のために簡単なアンケート
を配り、参加者全員から回答をいただき
ました。内容は、具体的な仕事のイメー
ジがつかめた、先輩や同期の方の話が聞
けてよかった、ずっと自粛していたので
元気になったなど概ね好評でした。

新型コロナウイルス感染症が一日も早
く収束することを願って、小林支部長事
務所訪問の報告とさせていただきます。
　　 　（企画部　中津原由実子）▲小林事務所会議室 ▲ファイリング等も丁寧に説明

で、会話のキャッチボールができるようにZoomの
機能であるブレークアウトルーム（小部屋）を設け、
5グループ、5 ～ 6名に分け、歓談となりました。各
グループのホストとなった先生が声かけをし、全員
が会話に参加できて盛り上がりました。ブレークア
ウトルームは各20分で2回開催しましたが、まだま
だ話し足りない方も多かったようです。最後に今後
の支部活動などについての連絡事項、中津原由実子
企画部長の閉会の挨拶で無事終了となりました。最
近加入された会員の方には、渋谷支部の和気藹々と
した雰囲気が感じられ貴重な機会となったのではな
いでしょうか。今回、初めての取り組みでの懇親事
業となりましたが今後の企画に活きてくる部分も多
くあったように思います。（企画部　星野）

▲みやび秋の味覚プラン
小部屋で

▲

乾杯！！　
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Zoomで開催！

7月2日（金）、渋谷支部の石橋俊之会員、鈴切貴史会員、眞柄洋典会員をパネ
ラーとしてお招きし、パネルディスカッション「行政書士の法人化について語ろ
う！」と題してパネルディスカッション形式の研修を実施しました。当日はZoom
研修での開催となりましたが、大きな混乱もなく開催することが出来ました。

当日は、それぞれ行政書士法人の代表であるパネラーの方々に以下のよ
うな内容を伺いました。

1. 法人化しようとした動機
2. 立ち上げ時の苦労
3. 書士会に登録する手続きで困った（苦労した）こと
4. 法人化して良かったこと
5. 法人化して悪かったこと
6. 給料の振り分けや業務割り振りなどはどのようにしているか

同じ行政書士法人でもその出発点や構成により苦労する点や組織の在り方などそれぞれ違っており、過去の経
験も交えた有益なアドバイスが沢山出てきました。これだけ複数雇用している行政書士法人の代表が一堂に会し
て支部研修でお話しいただく機会は非常に稀で、大変有意義な時間となりました。 （業務研修部　世利寿美）

9月12日（日）に、渋谷区スポーツセンターにて開催された渋谷区スローピッチ
ソフトボール大会に行政書士会渋谷支部チームとして参加しました。

春季に引き続いての参加で、まずは1勝！という目標で試合に臨みました。
今回は3チームによる総当たり戦で、1試合目（対カトハル戦）は、打線が爆発

し14－4で勝利！　2試合目（対協和エクシオ戦）は、先制するも大量失点を喫し
てしまい2－12で負けてしまいました。

今回は目標の１勝を挙げることができ、楽しくプレーできたのではないかと思います。
今後は東京会の大会（未定）や来年の春季スローピッチ大会にも参加していきた

いと思いますので、チームのメンバーや参加希望の皆様は、コロナ禍ではありま
すが出来るだけ身体を動かすように心がけておいてください。

最後になりましたが、日曜日の貴重な時間に参加いただいた選手の皆様と、応
援に駆け付けていただいた皆様に厚く感謝申し上げます。

（ソフトボールチーム　榎本吉男）

10月1日（金）、行政書士・経営コンサルタントの神奈川会の赤沼慎太郎先生を
お招きし、「スタートアップからの資金調達支援！！」と題して第2回業務研修会
を開催いたしました。当日は渋谷区商工会館よりZoom研修での開催となりまし
た。Zoomでの開催とあって他支部の会員の方々からのお申込みも多く、赤沼先
生の人気の高さが伺えました。講義の前半は「創業融資の基礎知識」後半は「創業
融資支援の実務」という構成で進められ、前半の創業融資の基礎知識では、実際に利用できる公的融資について、
制度の比較なども交え抑えておくべきポイントをご説明いただきました。後半の創業融資支援の実務では、実
際にどうのように支援業務を行うか、業務の流れや事業計画書の基本構成などをお話しくださいました。

最後に行政書士が創業支援業務を入口に財務顧問として企業を支援していくプロセスもお話いただき、今後の
企業支援の方法を見直す良い機会となりました。  （業務研修部　眞柄洋典）

10月8日(金)に支部相談員による相談員連絡会を開催いたしました。
今回はコロナ禍ということもあり、オンラインと会場でのハイブリッド形式

での開催で27名が参加しました。
第一部では、各相談員の自己紹介とこれまでの相談での経験などを紹介して

もらい、皆さんと情報の共有をしました。新たに加わった相談員には貴重なお
話を聞いていただけたのではないかと思います。

第二部では相談員の梅津会員に「相続とお墓」をテーマに講義をしていただきました。相続のお話をする際に
分かりやすく伝える方法や、散骨についてのお話など興味深い講義をしていただきました。

支部相談員は、毎月第2・4金曜日に開催される区役所での相談や街頭での無料相談会、渋谷区の七士業（税
理士・弁護士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・社会保険労務士と行政書士）が集まって運営して
いる合同の無料相談会に参加していただいています。より多くの会員に相談員に登録いただき、相談会等へ積
極的にご協力いただけますようお願いいたします。  （総務部　榎本）

渋谷区秋季スローピッチソフトボール大会に出場しました！

相談員連絡会

※ソフトボールチームでは
選手を募集しています。

 男女問わず、身体を動かした
い方・興味のある方・経験の
ある方は是非一緒にソフト
ボールを楽しみましょう!!

「スタートアップからの資金調達支援！！」

Zoomで開催！ パネルディスカッション
「行政書士の法人化について語ろう！」第1回業務研修会

第2回業務研修会

▲左から鈴切会員、眞柄会員、石橋会員

▲講師の赤沼慎太郎先生

▲連絡会会場の様子
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法教育推進委員長の大槻美
菜です。今回は法教育ではあり
ませんが、大学にて講義をして
まいりましたので、そのご報告
をさせていただきます。

この講義は、立正大学法学
部における産学官連携の取り組
みとして実施されている「行政
書士実務演習」で、全15回で構

成されており、毎週各分野を専門とする行政書士が
講師として登壇します。昨年度はコロナによる影響
でオンライン開催となりましたが、今年度は第2回
までがオンライン開催、第3回からは大崎キャンパ
スにおける対面での開催となっています。私は、第
５回と第６回を担当させていただいており「行政書士
に必要なスキル～相談技法～行政書士に必要な傾聴
について学ぶ」と題して、基礎編と実践編の授業をい
たしました。

内容としては、行政書士ADRセンター東京で採
用している調停技法に基づく相談技法で、そもそ
も調停とは？という説明に始まり、相談対応時に
身につけておきたいコミュニケーション技法や相
談対応力を向上させる上で役立つ自身のコミュニ
ケーションスタイルの分析などを、演習を交えな
がら講義いたしました。トラブル解決を目指す調
停と業務に関するご相談とでは、前提が違うよう
に感じるかもしれませんが、目の前の方の困りご

私は、現在、東京労働局で
助成金の審査の業務を行ってい
ます。

もともと信託銀行で契約書作
成等の業務を行っており、その
仕事の理解を深めるつもりで行
政書士資格を取ったのが始まり
です。直近勤務していた会社で
は、企業のハラスメント対応コ

ンサルティングを行っており、働きながら筑波大学社
会人大学院の労働法を専攻し社会保険労務士の資格
を取りました。社会保険労務士の実務経験を求め一
昨年の4月1日より東京労働局に勤務しています。

助成金の審査は、事業主から送られてきた申請書
と取組みを示す証拠書類一式について、十分な内容
が示され支給要件を満たしているかを確認し、支給

会員のお仕事紹介渋谷支部会員は
こんなにも多彩！！

立正大学で講義をしてまいりました！

東京労働局で助成金の審査

とや問題に真摯に耳を傾け、本質からの課題解決
に寄り添いサポートする、という意味では大きな
違いはないと感じています。困った時に相談しや
すい、頼りやすい、そんな存在になれたら良いな
あという思いで、いつも講義をさせていただいて
おります。講義終了後に、卒業後は行政書士になっ
てすぐに開業したい！という熱い想いと具体的な
ビジョンを持った学生から熱心に質問を受け、と
ても嬉しい気持ちにもなりました。

さて私は法教育推進委員として、これまでに小学
校と高等学校で法教育の授業を経験いたしました。
これまでに講義経験のある内容としては、「自転車
にまつわる法律」、「ネットと著作権」、「知っている
ようで知らない寄付、ボランティア、NPOの世界」、

「キャリア教育」、「働くってなんだろう？」などです。
このたび、法教育という枠組みとは少し異なります
が大学においても講義をさせていただき、残すは中
学校のみとなりました！

渋谷支部では法教育にも力を入れていきたいと
思っておりますので、ぜひ、中学校につながりのあ
る方がいらっしゃいましたら、渋谷支部の法教育を
ご案内・ご紹介いただけたら本当に嬉しく思います！

（もちろん、小学校や高等学校のご紹介も大大大歓迎
です！）いつでもどこへでもご説明にあがります。な
お、私以外にももちろん魅力的な講義ができる先生
が渋谷支部にはたくさんいますので、渋谷支部の法
教育をどうぞよろしくお願いします。

 （法教育推進委員会　大槻美菜）

可否を判断します。今年度は助成金をより広く知っ
ていただこうとプロモーション活動にも力を入れ、
私はYouTubeの動画のナレーションを担当させて
いただいております。上司に誘われて初めてナレー
ションをやってみましたが、動画の内容と相まって
好評なので、自分にそんなことができたんだという
新しい驚きをいただきました。行政書士の先生方に
も動画を見てお知り合いの中小企業の経営者様にご
案内いただければ幸いです。 （会員　中嶌さやか）

東京労働局　漫画でわかる
R3年度助成金テレワークコース

https://www.youtube.com/
watch?v=LJTmKyOC1aA

大槻美菜会員

中嶌さやか会員
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行政書士制度70周年記念式典が開催
日本行政書士会連合会は10月26日（火）に、高

円宮妃殿下のご臨席をいただく中で「行政書士制度
70周年記念式典」を開催しました。会場はホテルオー
クラ東京、コロナ禍から、参加者は全国からですが、
人数を絞った中での開催となりました。

式典では、高円宮妃殿下が、地域に欠かせない縁
の下の力持ちであるとして、行政書士法の目的変更に
も触れていただき、行政書士制度が適切に運用され、
社会の発展に寄与することを願います、等のお言葉
を格調高くされ参加者は聞き入っていました。

続いて、ご来賓の山東明子参議院議長、大谷直人
最高裁判所長官、岸田文雄内閣総理大臣（ビデオ参
加）、金子恭之総務大臣のご祝辞をいただきました。

同日は、行政書士制度70周年総務大臣特別表彰お
よび行政書士制度70周年日本行政書士会連合会会長
特別表彰も行われ、東京会からは北支部の島岡清美
会員が総務大臣特別表彰を受賞され、受賞者を代表
して謝辞を述べられています。その後行政書士制度
推進議員連盟の方々からのご挨拶をいただき、式典
は閉会しました。

行政書士法の
一部改正が施行
され、またデジ
タル社会への進
展など、ますま
す複雑化する新
時代の行政書士
像の構築に向け
ての式典とも言
えそうです。

「行政書士制度広報月間」の協力をお願いしました
毎年、10月1日～ 11月15日は、行政書士業務への

認知度向上と非行政書士排除の推進のための行政書士
制度広報月間です。渋谷支部では、小林支部長、石橋
総務部長、中津原企画部長と広報部長の石田で、区役所、
警察署、公証役場、社会福祉協議会、商工会議所、日
本政策金融公庫等に広報月間の挨拶回りを致しました。

ご挨拶に伺ったどちらの機関でも大変丁寧にご対
応いただき、非行政書士排除にご協力してくださる
との心強いエールをいただきました。お願いする我々
行政書士も、犯罪に巻き込まれぬよう、そして犯罪
に手を染めぬよう、襟を正して業務に当たらねばと
改めて痛感した次第です。　　　　　（広報部　石田）

渋谷区内３警察署挨拶回り
９月９日（木）に、小林支部長と榎本で渋谷区内の

渋谷警察署，原宿警察署，代々木警察署の３警察署
に伺い、コロナ禍により実施できなかった支部長・
委員長就任のご挨拶をしてきました。

渋谷警察署では組織犯罪対策課長・生活安全課長
にご挨拶をさせていただき、原宿警察署では刑事組

織犯罪対策課長と、代々木警察署では刑事組織犯罪
対策課，生活安全課長にご挨拶をさせていただきま
した。

また、ご挨拶と一緒に来年２月頃開催予定の暴排
定例会へのご参加のお願いもしてきました。

 （暴排委員会　榎本）

七士業合同無料相談会  1年半ぶりに開催！
10月23日（土）、約１年半ぶりに、七士業合同無

料相談会が開催されました。
渋谷支部からは、支部長と総務部3名が出席しま

した。感染拡大防止策を講じての開催となりました
が、20枠の相談枠の約8割が埋まり、相続、不動産、
税金の相談が中心でした。「専門家の意見を直接聞き

たい」という需要は相変わらず高く、相談者の皆様は
不安げな表情でいらっしゃったものの、お帰りにな
るときはスッキリとした表情に変わっており、相談
会が開催出来て本当に良かったなと思いました。

次回は12月18日（土）に開催予定です。 
 （総務部　岩﨑直美）

行政書士のあゆみ ………………………………………
行政書士法は昭和26年2月に施行され、官公署へ

の手続きや権利義務・事実証明書類等に関する法律
と実務の専門家として成立しました。制定後今年70
周年となり、その式典が開催されたわけですが、実
は私たちの源は1872年の太政官達「司法職務定制」
における行政代書人にまで遡ることができます。こ
こから計算すると149年となります。

70年のあゆみを振り返りますと、行政書士法の一
部改正が数回行われ、国民の皆様に寄り添う国家資
格者として、必要に応じて業務拡大が行われてきま
した。昭和64年には出入国在留管理局へ外国人のビ
ザ（在留資格）に関する各種の書類作成及び申請を行
う「申請取次行政書士制度」が発足して、多くの外国
人や企業等の方々のお役に立ってきています。

平成26年の行政書士法改正では、特定行政書士制
度が生まれ、特定行政書士には行政不服審査の手続
き代理権が付与されました。

今年においては行政書士法の目的規定が、６月４日
から次のとおりに施行されています。これまで私た
ちが行ってきた役割が如実に表現される形となり、
ますます地域の皆様の身近な街の法律家にふさわし
い内容になったと思われます。　　（監事　森川英一）

（目的）
第一条　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。
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− 新会員の皆さんです。よろしくお願いいたします。 −
前号（6月30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。渋谷支部一同、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
東園 美香子 渋谷区渋谷3-6-4 プライア渋谷508 行政書士会社設立エクスプレス 03-6427-3757 R3. 6. 1（転入）

角 倉 英 充 渋谷区神南1-10-8 エフビル5階 すみくら行政書士事務所 080-2154-3348 R3. 6. 1（転入）

伊 東 寛 明 渋谷区広尾1-13-5-1304 伊東寛明行政書士事務所 03-4500-1450 R3. 6.15
南 　 政 樹 渋谷区本町1-20-2 パルムハウス初台1103 行政書士さくら南オフィス 070-1301-5785 R3. 6.15
堀内 龍之介 渋谷区代 木々2-14-5 新宿F2ビル5階 堀内龍之介行政書士事務所 090-4743-9066 R3. 6.15
西 　 　 透 渋谷区笹塚1丁目56番5号 T・Kビル３階 西透行政書士事務所 03-5308-3781 R3. 8.15
近 藤 　 優 渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂324号 行政書士法人倉敷昭久事務所 03-6455-0537 R3. 9. 1（転入）

能登谷 督之 渋谷区代 木々5-7-5 PORTAL POINT Yoyogi-koen 503 能登屋督之行政書士事務所 03-6407-1515 R3. 9. 1（転入）

土 屋 　 慧 渋谷区千駄ヶ谷5-21-8 代 木々第10下田ビル9階 行政書士平成国際法務事務所 03-6233-7037 R3. 9.10（転入）

下 山 晴 香 渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト２２F 行政書士法人鴨宮パートナーズ 03-6712-7801 R3. 9.13（転入）

森 山 　 朗 渋谷区渋谷3-7-3 第１野口ビル401 森山行政書士事務所 03-4362-7151 R3. 9.15
石 山 俊 銘 渋谷区桜丘町27-1 エグゼクティブ渋谷405 石山俊銘行政書士事務所 090-1699-0740 R3.10. 2
小崎 智恵子 渋谷区道玄坂2-6-15 ユニ道玄坂３F（株）四ツ葉内 行政書士おざき法務事務所 03-3463-2322 R3.10. 2
名 取 広 泰 渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト２２F 行政書士法人鴨宮パートナーズ 03-6712-7801 R3.10.15
布施 祐太郎 渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト２２F 行政書士法人鴨宮パートナーズ 03-6712-7801 R3.10.15
山 本 剛 士 渋谷区本町1-20-2 パルムハウス初台1103 行政書士さくら南オフィス・山本事務所 03-6885-9701 R3.10.15
田 中 章 仁 渋谷区神南1丁目10番5号 ラ・ヴィスタ渋谷９Ｆ 田中章仁行政書士事務所 03-6455-1100 R3.10.15

渋谷支部ではメルマガ、Twitter、そしてホームペー
ジ等でも情報を発信しているんですね。実は、私は
Twitter って見たことないのですが、せっかくですから、
トライしてみようと思っています。最新情報が得られる
ようです。　　　　　　　　　　　　　　　　（三ツ石）

最近ホームページをリニューアルし、合わせて名刺
も一新しました。思えば昨年から今年にかけては名刺
を配る機会が全くなく、もったいない気もしましたが、
写真がさすがに昔すぎて…次回お会いしましたら、新
しくなった名刺を貰っていただけたら幸いです！

　　（大槻）

編
■

集
■

後
■

記

10月最後の金曜日に、渋谷支部の懇親事業であるオン
ライン会食会に参加しました。オンライン飲み会は初めて
だったのですが、自宅でくつろぎながら飲めるのでいいで
すね。今までお話したことがなかった先生方や、普段お会
いできない先生方とお話ができて楽しかったです。（鈴木）

行政書士制度は70周年を迎えました。60周年の時に支
部の歴史を纏めたり、渋谷の今後の開発について講演をし
て頂いたことを懐かしく思います。渋谷は着々と変貌し、
行政書士の活躍の場も広がってきました。先輩たちが築か
れてきた歴史に恥じないように、日々の業務に大切に取り
組んでいきたいと存じます。次は、80周年。。。 どんな時
代になっているのでしょうか？　　　　　　　　 （石田）

渋谷支部メーリングリスト登録のご案内
渋谷支部では、支部からのお知らせ、

情報発信はメーリングリストによっても
行っています。まだメーリングリストに
登録されていない方は、お早目の登録を
お願いします。業務に役立つ情報や、業務
研修会、支部イベント情報など内容盛り
だくさんの渋谷支部メーリングリストに
是非ご登録ください！

お申し込み方法
メールでのお申込み：
somu@shibuya-gyosei.net

（担当：石橋、岩﨑）
支部サイトからのお申込み：
https://shibuya-gyosei.net/
（「支部会員」ページよりお申し込みができます）

支部の Twitterアカウントを作
成しました。皆様にとって有益
な情報をツイートしていきたい
と思いますので、Twitterを利用
されている方は、
ぜひフォローを
お願いします。
最新情報満載です。

渋谷支部
公式Twitterを
スタートしました！

https://twitter.com/GS_428

令和４年１月１３日（木）に

予定しておりました新年賀詞

交歓会の開催を見送ることと

いたしました。

楽しみにしてくださっていた方も

いらっしゃるかと思いますが、

機会を改めてお目にかかれれば

幸いです。

新年賀詞交歓会

中止のお知らせ


