平成 29 年度

横浜中央支部第 1 回役員会議事録

平成 29 年 6 月 27 日（火）
16 時開会
於：神奈川県行政書士会大会議室
神奈川県行政書士会横浜中央支部役員会

平成 29 年度横浜中央支部第 1 回役員会議事録

１． 日時 平成 29 年 6 月 27 日(火) 16 時
２． 会場 神奈川県行政書士会大会議室
３． 出席者 横浜中央支部役員（欠席：黒田先生、小口先生）
４． 議事の経過と要領およびその結果
【海原先生】
支部長と総務委員長が遅れているが、この後の研修のため 17：20 にはレイアウトを変えなく
てはならず、進められるところまで進める。
今回から役員会では全て議事録を取ることになり、本日は担当横山。
各委員会の委員に誰がいるかが把握できていない。委員の名前と役割を HP にアップするた
め、総務委員長宛にメールしてほしい。

議題１ 各委員会からの年間スケジュール報告
【相談委員会】 鈴木先生
6 月 12 日に開催し、新しい相談員の公募スケジュールを決定した。
公募の告知日は 7 月 18 日(火)に ML にアップし、公募の期限は 8 月 4 日(金)迄に相談委員
長宛にメールで申し込んでいただく予定。
8 月 2 日(水)に選考、結果は 8 月 17 日(木)に、選考された委員宛にメールで通知。
相談員全員の研修を、9 月 12 日(火)に予定。
相談員の採用要件は、登録後、特定の専門分野に 3 年以上従事している。他士業などと兼
務の方は通算して 5 年以上としている。
補助相談員は、希望された方全員を登録したいが、明らかに不適格な会員はお断りする。
採用予定人数は、各 15 名（現在相談員 12 名、補助相談員 11 名）で、任期は 10 月 1 日〜翌
年 9 月 30 日までとする。
街頭無料相談（区民祭）の日程は下記のとおり。
中区 10 月 8 日(日)
保土ケ谷区 10 月 14 日(土)
西区 11 月 5 日(日)
相談員は、希望者を募っている。

【研修委員会】 今先生
今年度の研修は 5 回（偶数月）を予定しており、運営は 2 チーム制で行い、来期から 3 チーム

制にする予定。

【総務委員会】 海原先生
6 月 6 日（火）に第 1 回総務委員会を行った結果、下記のとおり報告する。
役員会において、総務委員が順番で議事録を作成する。
前期と今期の引き継ぎ時の議事録がないので復元作業をするが、その際に支部規則細則の、
出張費用を 1000 円から 3000 円に引き上げる、選挙管理委員会の委員も日当 3000 円を支給
するといった変更を入れ、内容は支部 HP に掲載する。
支部規則の改定は、海原先生、江崎先生、石田先生の３人で協議し、改定案を提出する。
支部の HP は、前期までの担当者松下先生から、総務委員会で引き継いで管理するが、相談
会担当者について、相談委員会から連絡してもらって、HP に掲載する。
前期までは松下先生が相談委員でもあったので、相談委員会の ML を見て更新していたとこ
ろ、今後はどうするか？
事務局員の人選は、公募ではなく一定の優先順位をつけて、総務委員長が個別にお声がけ
する予定。
FAX 送付の件については、メールと FAX 両方で連絡を受けたいという会員が多いので、メー
ルアドレス登録の依頼を一回メールで送り、同じ内容を郵送もする。メールアドレスがない人
には、アドレスを取得して総務委員長に送るよう依頼する。
総務委員の今年度の役割分担は、カレンダー横山、忘年会と夏の納涼会は全員で、図書館
セミナーは黒田先生、暴対は大神先生。
納涼会は韓国に行こうかという案については、本日皆さんのご意見をいただく。

議題２ 支部推薦理事からの報告（向川先生）
理事会 6 月 7 日で、本間先生と向川先生の二人が承認され、今後はオブザーバーという形で
本会からの連絡事項を報告するだけの立場で、何かあったら意見を挙げていただく。
役員人事について、中央支部の会員中心に報告（敬称略）。
広報部長、本間、部員西田
研修部 副部長大野、部員大神
相談部 部長向川、部員三輪
運輸警察部 部員佐々木、田中
建設環境部 部員小林、藤田
民事法務部 部員中村
国際部 部員山岸、宋

選挙管理委員 今
申請取次委員 田中
苦情処理委員 吉田
綱紀委員 山岸、磯崎
向川先生は、本会の日行連の総会の代議員になった。会長の改選があり、日行連の会長に
は神奈川会としてはツネズミユタカ会員を押していたが、232 名が無記名で投票した結果、有
効 231 無効 1、トウダカズオ会員が続投となった。
日政連には傍聴者として参加した。会長は幹事会で決めるので、幹事 46 名がそれぞれ推薦
し、有効 45 無効１で福井会のヤマシタヒロシさんが会長となった。

議題３ 夏の納涼会、忘年会の開催について
総務委員会で納涼会の案として残ったのが、韓国の行政士と交流をもつことだが、国内で一
泊旅行に行くという案もある。BBQ など催事を行ってきたが、普段行かないようなホテルなど
の場所を借りて、みなさんで懇親を深める案もあった。
350 名の会員で旅行に行けるのは可能か？女性は家を空けられない。
現状で今年の 9 月までに実現は不可能、箱根の一泊旅行でも良いのでは。
過去に伊豆（熱海、御殿場方面）で何回かやっているが、来るのは男性ばかり 20 名ほど。現
地集合現地解散で、夕方車で旅館などに集まって、翌朝解散のパターンだった。
会員 350 名いるなら、その中で２０名限定なら開催可能では？現実は箱根熱海くらいか。
韓国なら人は来るだろうが、本人の金銭負担が大きい。
支部単位で海外に行くのに、本会を通さないと、禁止となる可能性もある。
朝鮮半島情勢も含めてどうなるか。日程的に厳しいのでじっくり計画を練って来年か、忘年会
でも良いが、寒いかも。
赤坂の迎賓館と国会見学してオテルドゥミクニで納涼会。
韓国には行政書士会のような組織が７つありそれぞれが独立しているため、どこの会と交流
すべきかわからない。
箱根の天成園、小田原のヒルトン、軽井沢、塩原温泉はどうか。
行き先が決まらないので、昔から間をとって神奈川県内にしようとなって、箱根になる。
忘年会を鶴神と一緒にやる話もあったが、鶴神は 12 月に一泊研修で箱根に行くので、今年
は中央支部単独で忘年会をする。
しばらく旅行を企画していないので、今回は箱根や熱海での研修として、様子をみるのはどう
か。
箱根にすると日帰りで帰れ、料金も二部構成できる。日帰りできると人が集まる。

選定は総務委員会に任せる。
研修委員会絡みだと、8 月の講師も手配済みなので研修を 9 月にするのは調整難。

議題４ その他
【支部長会の報告】 松本先生
6 月 20 日（火）に第一回支部長会が開かれた。
・代表幹事は議事を統轄する人で、理事会にも出席してオブザーバーとしてメンバーに入って
いる。代表幹事は松本先生、副は南港南支部の井川先生と鎌倉支部の田中先生。
本会からの連絡事項として、行政書士試験監督員の募集が始まっている。会歴の浅い人にと
っては良いアルバイトになるが、新人さんばかりだと統率が取れないので、中堅の人も応募し
て欲しい。
・会費滞納会員の報告：中央支部の滞納額は 400 万円近く、前期より増えている。ほぼ同じ
人が滞納しているが連絡が取れない会員もいて、カレンダー配布時にカレンダーが帰ってき
たり、先月の支部総会のお知らせも帰ってきたりと、行政書士の活動も業務もしていない人の
会費の滞納だけが積み上がっている状態。行政書士会には会員を除名する権限がないので、
廃業の勧告が一番強い処分となる。
・監察連絡員：各支部から 1 名選出し、現在は石田先生。年一回、監察部に呼び出されてこ
んなことがあったら報告して下さいと言われる会議に参加するだけだが、監察事案が本当に
発生したら、報告書を作るなど大変になる。行政書士で無い者が行政書士業を行っている場
合に、取り締まることを監察事案という。
朽木先生：過去に車庫証明やっている者を報告したが、一件の事案を追いかけるのに 2 年か
かった。無料でやっていると事件にならず、行政書士料という名目で取っているかどうかの裏
をとらないと告発できない。広告から探して、今だったら HP のリンクを証拠もなくあげるしかな
い。それができないから、監察連絡員に探したら何でも良いから教えてくれとなる。税理士が
未登録でやっているケースが多い。
独占業務を取り扱っていて、報告書までできる人が良いので、今期は大野先生にお願いす
る。
・支部規則の変更については、事前協議を総会 2 ヶ月前までにやることを確認したが、中央
支部はちゃんとやっている。
・空き家対策に関する連携など。
・本日メールした、支部研修会、相談会への助成金は、昨年と弱冠変わったので、相談担当
と研修担当の方は目を通すこと。
・図書館セミナーの扱いは未定。

・松本先生が支部長会の幹事になったので、支部からの意見を吸い上げたい。中央支部は
本来なら二人の推薦理事がその役割だが、推薦理事は執行部側なので、現実的には支部長
を通して支部会員の意見を本会の施策に反映させたい。意見をフランクに出していただきた
い。業務の中で気づいたことなど意識しておいてほしい。

【今先生】
役員が交通費をこの後の研修と二重にもらうことになる。役員以外の講師は４人なので、講
師謝金はなし？
→交通費は 1 回 2 万円で予算計上しているので、他の回で押さえられるなら今回あげても大
丈夫（平川先生）。
本日向川先生には 3000 円の交通費でお願いする。

【向川先生（本間先生からの連絡）】
会報がこれまで隔月発行だったのが、これからは 3 ヶ月に 1 回になる。
試験監督員の募集が発行タイミング上会報にのらず、HP に告知するので確認して欲しい。

【鈴木先生】
支部の HP の会員リンクについて、新しい会員から自分の HP にリンクするよう頼まれた。名前
をクリックしてリンクが反映される人とされない人がいる。
→担当を引き継ぎするところなので、新しい担当者が操作に慣れてきたらやってもらうように
する。無条件にリンクを貼るのではなく、その会員さんの HP を審査する。現状は、HP 作成時
にリンク希望者を募ってそのままなので、本会から最新の支部会員名簿を pdf でもらって、い
つでも見られるようにする。HP のリンクについては、希望者のみできるような方法に変えるこ
とにする（松本先生）。
議事録作成者 横山美佐子

