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第 8 グループ

平塚湘南ロータリークラブ
◆ロータリーソング 〜我らの生業〜
◆委員会報告【親睦委員会 原委員長】
◆卓話【下田会員】

国際ロータリー 本年度テーマ

事務局：〒254-0014 平塚市四之宮 5-8-20
TEL 0463-51-4870 FAX 0463-51-4840
http://www.hiratsuka-shonan-rc.com/
例会場：ホテルサンライフガーデン
例会日：毎週金曜日 12：00〜13：30

1265 回 例 会

◎ ロータリーソング 〜我らの生業〜
◎ 幹事報告 【近藤幹事】
交換留学生の細谷さんから月例報告が届いていますので、報告します。

「お天気の悪い日が多いので、天気の良い時はウォーキングをしています。

勉強の方はドイツ語を覚えるのが他の方がとても速いので、ちょっと焦っています。
今、抱えている問題はホストファミリーと相性があまりよくないので、ちょっと悩
んでいます」とのことです。

近藤幹事

◎ 会長挨拶 【三富会長】
本日は９月に入会されました下田会員の卓話です。行政書士の仕事内容やクラブに

入会されての感想などお話しいただきます。ご期待ください。また後半は真道会員
より３月に行いますチャリティーゴルフ大会のご説明を頂きます。３か月となりま
したが事前準備はとても大事ですのでよろしくお願いします。
三富会長

さて、本日は『幸せの因子』についてお話しします。
人生で幸せと感じるキーワードが４つあります。

第１がやってみようと因子です。自己実現と成長の因子で自分は有能であると思う

ことや本当になりたかった自分であり変化にとんだ人生を送っていると思うことで
す。

第二にありがとう因子です。人と人とのつながりに感謝して喜ぶ顔が見たい、感謝
することが沢山ある。自分を大切に思ってくれる人がいる。そのような心掛けが重
要です。

第三に何とかなる因子です。前向きと楽観の因子で物事は思い通りに行くと思う。
失敗などの感情を引きずらない。人間付き合いがうまいなど細かなことに気にせず
前向きに生きることです。

第四としてあなたらしく因子です。独立とマイペースで他者の行動を比較せず出来
ないは自分自身にあると悟ること。そして信念は曲げずに個性を重んじること。

以上四つの幸せ因子をご紹介しましたがご自身に当てはめてこれからの人生にの調
味料としてください。
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◎ 委員会報告
【親睦委員会

原委員長】

いよいよ来週の１５日家族親睦会を行います。バスの時間ですが行きは

１７時１

０分プレジール前、集合出発です。帰りのバスは２０時３０分大磯プリンスを出発
ですが、懇親会の終わりの時間が押す場合もあると思いますが余裕は持っていただ
原 康二 会員

いていまが、速やかにお願いします。

◎ 出席報告【笠原会員】
会員４２名

出席義務者４０名

出席者２９名

出席率７２．５％

１月から先月までの出席率が出ていて、平均７５．７３％です。
笠原会員

◎ 卓話【下田会員】
皆さん、こんにちは。
本日は、このような場を設けて頂きましてありがとうございます。
私は行政書士を生業にしているのですが、行政書士業務の認知度があまり高くない
ので、行政書士のことと私の事を少しお話したいと思います。
【経歴】
下田会員

まず、私の経歴をご紹介します。
生まれは、茅ヶ崎ですが、両親の出身は岐阜県下呂市です。下呂温泉で有名なとこ
ろです。幼いころ両親と一緒に帰省していたころは、毎晩温泉に入っていました。

行政書司業務について .pdf

昔、銭湯はみな温泉なのだと思っていたほど、温泉が身近でした。
平塚湘南 RC に入会を決めたのは、HP で活き活きとした活動内容を見たからなので
すが、もう一つ姉妹クラブが岐阜県高山市というところに親近感を覚えたというこ
ともあります。
小学生の時に平塚に越してきてからは、ずっと平塚で過ごしています。そして、多
くの優秀な先輩方を輩出しております名門？大磯高等学校に入学し、無事卒業致し
ました。そして、運よく早稲田大学社会科学部に入りました。
そして、また、運よく行政書士試験に合格して、開業しました。
特に、自慢できることなどはなく、平凡に過ごしてきました。が、よく見ると、不
自然な点にお気付きになるかもしれません。
はい、お分かりの通り、大学を卒業してから行政書士事務所を開業するまでの間が
とっても長いです。そうです、失われた２０年と呼ばれている期間と重なります。
自分史的にも失われた２０年なのですが、ここを説明するには、学生時代のことを
お話しなければなりません。私が学生の時はまさにバブル絶頂期で、世の中は浮か
れていました。私は学生だったので、直接、恩恵を受けることはなかったのですが、
日本中が陽気な雰囲気に包まれていたために、楽しい学生生活を送っていました。
とても楽しかったですし、将来も楽観的であまり考えていなかったです。そこが問
題でした。
実は、学生時代・・・
ドラムを叩いたり、ロックをシャウトしてみたり、ギターを弾いたりしていました。
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その楽しさが忘れられなくて、大学卒業後もアルバイトをしながら音楽活動をして
いました。当たり前なのですが、なんの芽も出ず、気が付けば３０歳。既にまとも
に就職は出来ない年齢でしたし、世の中は不景気。
そこで資格でも取ろうと思い、取得したのが行政書士でした。
しかし、何のコネも無い私は開業することが出来ず、楽な就職先を選んでしまいま
した。
下田会員

はい、結婚です。
失われた２０年と言いましても、結婚をし、子供を２人授かりましたので、得るも
のも多くありました。しかし、中学のころから家庭科が大の苦手でしたので、主婦
業がとてもしんどかったです。今でもしんどいです。なかでも子育てはとっても大
変でした。これも、まだ大変です。私は、新米ママに会ったら、適当に手を抜いて
下さいとアドバイスし、新米パパに会ったら、奥さんのサンドバッグになってくだ
さいとアドバイスしています。今でも、主婦業は全然できていないのですが、我が
家は心の広い旦那様の忍耐上に成り立っています。とても感謝しています。
子供はとってもとってもかわいい宝物ですが、私は外で働いている方が楽だと思い
ましたし、母親が笑顔でいることが子供たちにとっても幸せなのだと言い聞かせて、
仕事をする決心をしました。そして、行政書士として働き始めました。
ここまでが空白の２０年です。何も自慢できることも無く、迷いに迷った２０年で
したが、迷った分だけ、依頼者に寄り添ってサポートしていけるような気が今では
しています。行政書士事務所を開業した動機は不純ですが、仕事は真面目にやって
おります。
【業務】
それでは、次に業務について少しお話をさせて頂きます。さすがに、士業の王道の
弁護士や税理士には間違えられませんが、よく、行政書士というと、司法書士や社
会保険労務士に間違えられます。そこで、司法書士と社労士との違いを図にしてみ
ました。
まず、監督官庁で説明すると分かり易いと思います。行政書士は総務省の管轄、司
法書士は法務省、そして社労士は厚労省です。行政書士は行政機関への申請や届出、
司法書士は裁判所や法務局への申請や届出が仕事です。
社労士は社会保険の手続きが仕事なのですが、どうしてここの場所かと申しますと
社労士の資格が出来る前は行政書士が社労士の仕事をやっていました。ベテランの
行政書士になりますと、社労士の資格を与えられている者もいます。
因みに、行政書士は弁護士、弁理士、公認会計士、税理士ですと、行政書士登録を
すれば、行政書士の業務をすることができます。また、公務員を１７年以上続けて
いて登録をすれば、行政書士になれます。
業務内容の話をしますと、行政書士と司法書士の重なる部分が相続、遺言等の民事
法務関係です。行政書士の仕事は大きく分けて許認可業務と民事法務があるのです
が、
【民事法務】
民事法務とは、遺言書作成、相続手続き、成年後見、家族信託（民事信託）などの
皆さんの身近な事を扱っている業務です。
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【許認可業務】
許認可業務は数限りなくあるのですが、主なものをご紹介しますと、
●建設業許可
公共工事を受注したいときや、５００万円以上の工事をするときに必要です
●産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の収集や運搬業を始めたいときに必要です
●宅地建物取引業免許の申請
宅地建物取引業を営もうとするときに必要です
●薬事法許可
医療機器や化粧品を製造販売・輸入するために必要です
●飲食店営業許可
深夜０時を過ぎて酒類提供の営業のためには、他に深夜酒類提供飲食店営業開始
届出が必要です
●風俗営業許可
スナック、パチンコ、ゲームセンター等を営もうとするときに必要です
●古物商許可
リサイクルショップやネットでのリサイクル品販売等の営業をするために必要で
す
●農地転用許可
農地を転用、売却する時に必要な許可です
●NPO 法人、社会福祉法人、企業組合等の設立認可申請
福祉、街おこし等、ソーシャルビジネス等の団体設立の時に必要です
●入管業務（ビザ取得）
外国の方が日本で就労（技能実習）や留学をする時に必要です
創業時や新しい分野に事業を広げる時に必要な場合が多いです。その他にも各種許
認可に対応しています。
まだ時間がありますので、事例をひとつお話します。
【事例】
民事法務の事例ですが、６０代女性（既婚）からの相談で、年の離れた７０代の独
身の兄（継父の連れ子）がいます。相談者の母とは養子縁組をしていません。最近、
兄の物忘れがひどくなってきたので、身の回りの世話や財産の管理をしている。遺
産は私（妹）に渡したいと言っているので兄の遺言書を作成したいという相談でした。
兄の財産は、自宅、賃貸アパート１棟、株券、預貯金他
遺言書を作成しないと血のつながらない相談者は遺産を相続できないのですが、遺
言書だけでよいでしょうか。
【遺言書の問題点】
相続発生まで財産管理は兄が自分ですることになる
→物忘れがひどくなってきているので大変です
認知症になってしまったら、財産が凍結されてしまう
そこで、成年後見制度の利用を考えてみます。
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成年後見には、法定後見と任意後見があるのですが、
【成年後見制度の問題点】
法定後見制度は認知症になるまで利用できませんし、誰が後見人になるか分かりま
せん。任意後見制度は自由に後見人を選ぶことができるのですが、資産の運用、つ
まり株券や賃貸不動産等の管理が難しいです。そこで、新たな仕組みである家族信
託を提案しました。
【家族信託の特徴】
家族信託（民事信託）の特徴は
①財産管理できない家族の為に信頼できる人に財産を託して保護を要する家族の生
活等を支援する後見的財産管理機能を有する。
②特定の遺産（財産）を親族や特定の人（団体）に相続承継や贈与という遺産承継
機能を有する。
つまり、どういうことかと申しますと、
受託者による資産の運用が可能
相続承継という、遺言書と同じ機能を持つ
【仕組み】
仕組みとしては、こうなります。
登場人物は３人です。
まず、委託者、財産を託す人です。今回はお兄さんです。
そして、受託者、財産を託され、管理運用する人です。今回は妹さん。
そして、受益者です。これは、財産から利益を受け取る人です。今回は、委託者と
同じお兄さん。
この仕組みによって、財産の管理は妹がすることになり、兄が存命のうちは受益権
つまり収益は兄が受け取るということになります。帰属権利者として妹を指定して
おけば、妹が財案を受け取ることになります。
この方は家族信託を利用し、遺言書、成年後見の問題点もクリアできました。
最後に、行政書士の仕事は数限りなくありますので、飽きることがありません。そ
してそこに依頼者の笑顔が付いてくる。こんなにワクワクする仕事はないと思って
おります。周りからもう辞めろと言われるまで行政書士として頑張っていきたいと
思っております。
ご清聴ありがとうございました。

page.6
国際ロータリー

2017 - 2018 年度

第 2780 地区

第 8 グループ

平塚湘南ロータリークラブ

2017.12.8

週報

第

1265 回 例会

◎スマイル報告【高橋会員】
三富会長

とても寒くなりました！体調管理はこの時期大事ですね！先週インフル
エンザのワクチン接種しました。これで安心です！

麻生会員

今日も箱根より朝帰りです。5 月 1 日には酔っぱらって藤沢駅の階段か
ら落ち、運が良く助かりました。今年も後数日です。

大森会員

下田さん、卓話頑張ってね〜〜明日、久しぶりに小学生駅伝大会を見に
行ってきます。娘がアナウンス担当みたいなので声を聴きに。

小沢会員

本日は、卓話、下田様、よろしく願いいたします。朝から腰痛で、ガラ
系の携帯電話のようになってしまいました。( 涙 )

黒柳会員

下田さん、卓話頑張ってください。磯高の先輩として三富会長と井出会
員と原会員と温かく見守っています。

佐藤会員

今年も残すところあと 20 日余り！来週のクリスマス会の練習も全く進
んでおりません。下田さん、卓話楽しみです。

下田会員

本日は、私のつたない卓話ですが、よろしくお願いします。

真道会員

ポリオ相撲チャリティーコンペは参加者動員にかかっています。全員で
達成したく思いますのでご協力をお願いします。

高橋会員

下田さん卓話楽しみにしています。

田中会員

こんにちは。今日は、寒いですね〜。下田さんの卓話楽しみにしています。

徳永会員

月、火で大学時代の部活の忘年会に参加。熱海の芸者衆に鼻の下を伸ば
してきました。今年はもう 3 回目です。今日は中座します。すみません。

長谷川会員

下田さん、本日の卓話頑張ってください！

原 ( 康 ) 会員 寒くなりました。インフルエンザには気を付けてください。下田さん卓
話よろしくお願いします
原 ( 博 ) 会員 寒くなりましたね！下田さん卓話よろしく。
古木会員

師走になり急に寒くなりました。

細野会員

先週はいとこの葬儀で休みました。同じ年で亡くなりましたのでショッ
クです。医者として 3000 人以上の麻酔をかけたと弔辞で言われていま
した。人の役に立ったと思いました。

牧石会員

今日、吉野さんは渡部パストガバナーのお別れ会に参加しているそうで
す。偉い、これで次期平塚湘南ＲＣの順番が来た時の、ガバナー補佐は
吉野さんで決まりかな？

