
 

 

 

令和４年度 

 

神奈川県行政書士会緑支部 定時総会 議案書 

 

 

 

 

日時：令和４年５月２１日（土）午後４時００分～午後５時００分 

（受付：午後３時３０分～午後４時００分） 

場所：新横浜グレイスホテル ４階 シャーロット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県行政書士会緑支部 

 

 

※当日は、この議案書を必ずご持参下さい。 

  



令和４年度 

神奈川県行政書士会緑支部 定時総会 次第 

 

 

１．開会のことば 

 

２．支部長挨拶 

 

３．出席報告 

 

４．議長の選出 

 

５．書記及び議事録署名人の選出 

 

６．議事 

第１号議案 令和３年度事業報告承認の件 

第２号議案 ⑴ 令和３年度収支決算報告承認の件 

⑵ 監査報告 

第３号議案 神奈川県行政書士会緑支部報酬及び日当に関する細則第４条 

別表２（日当）の一部金額改定案承認の件 

第４号議案 令和４年度事業計画案承認の件 

第５号議案 令和４年度収支予算案承認の件 

 

７．閉会のことば 

 



第１号議案 

令和３年度事業報告承認の件 

令和３年度事業報告 

支部総会 （１）定時総会の開催（5 月 23 日） 

会場：ハウスクエア横浜 住まいの情報館４階 セミナールームＡ 

会員総数：210 名 出席会員数 121 名（内委任状 101 名） 

役員会 

 

（１）役員会の開催（7 回開催） 

① 4 月 15 日 ② 6 月 17 日 ③ 7 月 30 日 ④ 9 月 14 日  

⑤ 11 月 4 日 ⑥ 1 月 13 日 ⑦ 3 月 4 日 

（２）監査の実施 

① 4 月 9 日 

総務部 （１）総会資料の発送作業 

（２）新規登録者・支部転入者への支部案内 

（３）トランクルームの選定・契約、ビデオカメラ等物品の購入 

（４）慶弔見舞金の支給（２件） 

（５）総務部会(２回開催) 

経理部 （１）予算・決算管理 

（２）支部会費の徴収管理事務 

（３）出納業務 

① 会員ごとの立替金・日当等の精算、精算帳票作成・送付 

② 三区暴力団排除推進協議会への会費支払い 

③ 本会への助成金等申請及び受領 

研修部 （１）研修会の開催（4 回開催、1 回中止） 

① 8 月 2 日（会場実施／男女共同参画センター横浜北） 

8 月 9 日～8月 23 日（動画配信） 

「知っておきたい産業廃棄物業務の基礎知識」 

参加人数：会場実施 17 名・動画配信 43 名 計 60 名 

② 10 月 30 日（会場実施／男女共同参画センター横浜北） 

10 月 31 日～11 月 24 日（動画配信） 

「行政書士が知っておきたい不動産の基礎知識」 

参加人数：会場実施 16 名・動画配信 61 名 計 77 名 

③ 12 月 16 日（会場実施／男女共同参画センター横浜北） 

12 月 25 日～1 月 16 日（動画配信） 

「初心者が気を付けたい”業際”について」 

参加人数：会場実施 17 名 動画配信 40 名 計 57 名 

④ 3 月 15 日～3 月 31 日（動画配信のみ） 

「相談業務について考える」 

参加人数 動画配信 17 名 

※本研修会開催にあたり会場実施の準備も進めておりましたが、 

緊急事態宣言の発令により、会場実施を中止し動画配信のみの 

研修となりました。 

⑤ ＜中止＞3 月 19 日（会場実施）登録歴の浅い会員向けに「業務 

紹介」をテーマに実施を計画するもコロナ禍のため中止とした。 



相談部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）区役所相談員研修会連絡会議の開催 

10 月 6 日 男女共同参画センター横浜北 

（２）無料相談会の開催 

11 月 27 日 スプラス青葉台 

相談員・スタッフ 9 名 相談件数 14 件 

（３）区役所無料相談 

① 緑区役所  第１水曜日 10 回開催 相談数 15 件 

② 青葉区役所  第２木曜日 12 回開催 相談数 28 件 

③ 都筑区役所 第１・３金曜日 24 回開催 相談数 72 件 

◎ 三区役所合計 115 件 

広報部 

 

 

（１）支部ホームページ・支部ＳＮＳ等 

① ホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋによる支部活動の発信 

② ホームページの会員情報の刷新 

（２）支部地域への広報活動 

① 業務や会員情報を掲載したパンフレットの製作・配布 

（３）その他 

① 「行政書士かながわ」への掲載記事の作成 

② 区民まつりはコロナ禍のため本年度も中止 

厚生部 

 

（１）支部会員懇親会 → コロナ禍のため不開催 

（２）新年賀詞交歓会 → コロナ禍のため不開催 

（３）支部会員厚生活動 

① オンライン交流会 

8 月 24 日 参加人数：21 名 

② オンライン忘年会 

12 月 11 日 参加人数：20 名 

（４）研修会後懇親会 

① 12 月 16 日 参加人数 19 名(支部会員 15 名、講師 1 名、他支部 3 名) 

その他 （１）支部役員日当改定ワーキング・グループの開催（３回） 

 

 



予算額 決算額 差額

1,512,000 1,506,880 △5,120

1,260,000 1,196,000 △64,000

544,000 392,000 △152,000

521,000 42,000 △479,000

100 44 △56

20,000 19,000 △1,000

3,857,100 3,155,924 △701,176

4,957,979 4,957,979 0

8,815,079 8,113,903 △701,176

予算額 決算額 差額

支部総会 (274,280) (230,550) (△43,730)

会場費 40,000 31,900 △8,100

資料印刷・発送代行 168,000 141,530 △26,470

ハガキ代 26,880 26,880 0

通信費 29,400 30,240 840

雑費 10,000 0 △10,000

役員会 (318,000) (194,900) (△123,100)

会場費 36,000 20,800 △15,200

日当 252,000 174,000 △78,000

雑費 30,000 100 △29,900

役員報酬 (410,000) (370,000) (△40,000)

支部長 50,000 50,000 0

副支部長・幹事・会計幹事・監事 360,000 320,000 △40,000

総務部 (572,000) (382,285) (△189,715)

郵便代・印刷代・発送代行 25,000 51,701 26,701

支部封筒印刷代 10,000 11,070 1,070

＜総務部会＞日当 36,000 15,000 △21,000

＜総務部会＞会場費 12,000 280 △11,720

＜総務部会＞雑費 10,000 660 △9,340

暴力団排除推進協議会年会費（３団体） 35,000 35,000 0

会員慶弔見舞金 100,000 20,000 △80,000

他団体総会等祝金 50,000 0 △50,000

備品購入費 200,000 194,515 △5,485

備品保管費 84,000 51,209 △32,791

雑費 10,000 2,850 △7,150

経理部 (170,000) (117,465) (△52,535)

精算業務（年6回） 18,000 55,500 37,500

＜経理部会＞支部長等精査（年6回） 36,000 0 △36,000

支部会費関連業務 3,000 0 △3,000

監査業務（年2回） 12,000 6,000 △6,000

会場費 36,000 2,200 △33,800

会計システム導入費 45,000 45,000 0

雑費 20,000 8,765 △11,235

研修部 (475,000) (196,900) (△278,100)

＜研修部会＞日当 45,000 22,500 △22,500

＜研修部会＞会場費 15,000 800 △14,200

＜研修会開催＞会場費 75,000 27,600 △47,400

＜研修会開催＞資料代 100,000 △9,300 △109,300

＜研修会開催＞講師代 150,000 150,000 0

＜研修会開催＞新人向けZOOM研修　講師代 30,000 0 △30,000

＜雑費等＞雑費 30,000 300 △29,700

＜雑費等＞講師打合せ諸経費 30,000 5,000 △25,000

相談部 (666,400) (475,226) (△191,174)

＜相談員研修連絡会議＞会場費 6,000 3,200 △2,800

＜相談員研修連絡会議＞資料代 6,400 2,156 △4,244

＜相談員研修連絡会議＞講師代 40,000 20,000 △20,000

＜相談員研修連絡会議＞雑費 10,000 220 △9,780

＜街頭無料相談会＞会場費 49,000 22,000 △27,000

＜街頭無料相談会＞日当 150,000 36,000 △114,000

＜街頭無料相談会＞雑費 30,000 94,150 64,150

＜区役所無料相談会＞相談員日当 230,000 230,000 0

＜区役所無料相談会＞相談員補日当 9,000 15,000 6,000

＜区役所無料相談会＞チラシ印刷代 5,000 0 △5,000

＜相談部会＞日当 27,000 13,500 △13,500

摘要

支部会員厚生活動費

預金利息

１回開催

１回開催

４回開催

２会員

ビデオカメラ・三脚当備品・経理部用ノートＰＣ

トランクルーム賃料

令和２年度会計監査（令和３年４月９日実施分）

科目

支出の部

前年度繰越金

合計

支部交付金

当期収入合計

雑収入

支部会費

単位：円

自　令和3年4月1日　　至　令和4年3月31日 神奈川県行政書士会緑支部

収入の部 単位：円

科目

支部助成金

令　和　３　年　度　　収　支　計　算　書

１回開催（青葉台）

コロナ禍の状況により開催出来ず

４回開催

１回開催

案内チラシ制作

摘要

１回開催（青葉台）

４回開催

４回開催

収支プラスは他支部からの資料代徴収によるもの。



＜相談部会＞会場費 6,000 0 △6,000

＜相談部会＞雑費 20,000 0 △20,000

＜行政相談員支援費＞日当 36,000 36,000 0

＜行政相談員支援費＞年会費 6,000 3,000 △3,000

運輸支局期末相談員日当 36,000 0 △36,000

広報部 (942,540) (677,972) (△264,568)

＜ＨＰ維持管理＞新規コンテンツの実装 44,000 44,000 0

＜ＨＰ維持管理＞既存の更新・年間保守 92,400 92,400 0

＜ＨＰ維持管理＞サーバードメイン継続 108,340 82,148 △26,192

＜HP維持管理＞雑費 10,000 365 △9,635

＜地域広報活動費＞広報用配布物 300,000 308,400 8,400

＜地域広報活動費＞各区民まつり出展 65,000 0 △65,000

＜地域広報活動費＞WEB・SNS広告費 218,800 99,000 △119,800

＜地域広報活動費＞雑費 10,000 8,515 △1,485

＜広報部会＞会議費（会場費） 18,000 0 △18,000

＜広報部会＞日当 36,000 42,000 6,000

＜広報部会＞関係者打合せ諸経費 30,000 0 △30,000

＜広報部会＞雑費 10,000 1,144 △8,856

厚生部 (102,000) (41,860) (△60,140)

＜厚生部会＞日当 30,000 39,000 9,000

＜厚生部会＞会場費 12,000 0 △12,000

＜厚生部会＞厚生活動調査費 50,000 2,760 △47,240

＜厚生部会＞雑費 10,000 100 △9,900

選挙管理委員会 (74,200) (29,303) (△44,897)

＜選管活動費＞役員選出・選挙管理費 46,200 29,303 △16,897

＜選管活動費＞日当 12,000 0 △12,000

＜選管活動費＞会場費 6,000 0 △6,000

＜選管活動費＞雑費 10,000 0 △10,000

役員選考委員会 (34,000) (0) △34,000

日当 18,000 0 △18,000

会場費 6,000 0 △6,000

雑費 10,000 0 △10,000

ワーキンググループ (112,000) (16,600) (△95,400)

日当 60,000 15,000 △45,000

会場費 12,000 1,600 △10,400

関係者打合せ諸経費 30,000 0 △30,000

雑費 10,000 0 △10,000

厚生活動 (1,915,000) (250,394) (△1,664,606)

定時総会後懇親会 400,000 0 △400,000

賀詞交歓会 855,000 23,331 △831,669

厚生活動費①（中規模） 400,000 169,498 △230,502

厚生活動費②（小規模） 240,000 57,000 △183,000

雑費 20,000 565 △19,435

雑費 80,000 21,115 △58,885

予備費 921,813 0 △921,813

当期支出合計 7,067,233 3,004,570 △4,062,663

次年度繰越金 1,747,846 5,109,333

8,815,079 8,113,903

4,040,394

前年度繰越金

当期収入合計

当期支出合計

次期繰越額

ゆうちょ貯金口座

ゆうちょ振替口座

現金

貯金利息

未払金

合計

特記事項 未払金内訳

科目 期末現在高

日当 382,500 役員会、各部、WG、監査

相談員日当 317,000 相談員15名、街頭無料相談員9名

役員報酬 370,000 現役員（支部長1名、副支部長・幹事・監事16名）

経費 53,311 サーバードメイン継続費用他

雑費 10,050 振替手数料100円×延84名分他

合計 1,132,861

摘要少額資産取得
   ビデオカメラ・三脚（109,100）
   経理・監査⽤PC、付属品（121,119）

（R4/4/1）23

同上

合計

5,109,333

単位:円

4,957,979

3,155,924

令和３年度

日当ワーキンググループ

中止のご案内費用

２回開催（オンライン）

１回開催

６回開催

区民まつり３区全て開催中止

3,004,570

支部パンレットの作成

1,202,500

現金預金残高

単位:円

（R4/4/19迄に支払済）

5,109,333

5,039,671

0

-1,132,861

（以上、R4/3/31時点）

（R4/4/19、令和３年度勘定締め後）

開催無し

支部ホームページの行政書士の業務内容の紹介を刷新

支部ホームページの支部会員掲載ページを変更





第３号議案 

 

神奈川県行政書士会緑支部報酬及び日当に関する細則 

第４条 別表２（日当）の一部金額改定案承認の件 

 

【改定趣旨】 

行政のデジタル化の拡大に伴い、社会は今、大きな変革期を迎えてようとしております。行政

書士の業務も決して例外ではありません。日本行政書士会連合会（日行連）及び神奈川県行政書

士会（本会）は、国民と行政機関からの様々な要望に応えることにより、行政書士の業務範囲の

確保・拡大や地位の向上を図ろうとしています。 

昨今の例としては、 

・新型コロナウィルス関連支援相談事業（横浜市からの依頼） 

・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付事務相談事業（横浜市からの依頼） 

・マイナンバーカード代理申請手続事業（総務省からの依頼） 

・全国生活衛生同業組合中央会の相談員派遣依頼（同会より日行連経由の依頼） 

・本会と横浜信用金庫の間で締結の包括的連携協定に基づく支部管内各支店との個別折衝 

などが挙げられます。これらの事業の支部における相談員の募集やレクチャー、相談会の企画・

開催などの“実働”に関する部分については、支部役員及び事業に協力していただける会員（支

部役員等）が担当しています。 

 

上記の各事業は、現在のところ従来の支部事業（相談事業・研修事業・厚生事業）に加える形

で実施しています。 

このように、現在の日当が制定された当時は想定されていなかった多岐にわたる業務を、支部

が担っている現状があります。また、支部会員は現在約２１０名であり、近年も増加傾向にあり

ます。支部には事務局は存在しないため、支部役員等は各自の日常業務の傍ら支部会務に当たっ

ております。日当が発生する会務は会務全体の一部であり、事業執行に必要な大部分は手当なし

で行っているのが実情です。 

 

上記のような状況が今後も継続すると、支部役員等に就任することへの負担感が強くなり、将

来にわたって永続的な人材確保が困難になることが危惧されます。その結果、支部会員及び支部

内の市民・企業のために活発な支部活動を行うことが困難になる可能性があると考えられます。 

 

この現状を改善すべく、令和３年度、日当改定ワーキンググループを設置し、支部の一般会計

（支部交付金及び支部会費）の範囲内において、適正な日当改定の可否について諮問したとこ

ろ、別紙のとおりの答申を得ました。 

これを踏まえ、役員等の成り手を確保することと、活発な支部活動を継続していくために、本

議案を上程する次第です。 

 

（以下次頁） 

  



 

－新旧対照表－ 

下線部分が金額改定部分 

改定案 現行 

役員会 5,000 円/回 役員会 1,500 円/回 

本支部規則第４条に基づく業務  

ワーキンググループ 

委員会 

5,000 円/回 

本支部規則第４条に基づく業務  

ワーキンググループ  

委員会 

1,500 円/回 

 

 

※神奈川県行政書士会緑支部報酬及び日当に関する細則 

（支給される日当の金額） 

第４条 前条及び本支部規則第４２条の規定により支給される金額は、別表２（日当）によるもの

とする。 

現行：別表２（日当）   

 金 額 備 考 

役員会 1,500 円/回  

本支部規則第４条に基づく業務 

ワーキンググループ 

委員会 

1,500 円/回 

 

区役所相談員 

区役所相談員補 

5,000 円/回 

1,500 円/回 

 

街頭無料相談会等 
3,000 円/回 4 時間未満 

4,000 円/回 4 時間以上 

 

 



令和４年２月１日 

 

神奈川県行政書士会緑支部 

支部長 駒井達雄 殿 

 

支部役員日当改定ワーキンググループ 

座長 大田 泰巳       印 

 

支部役員等の日当の改定について（答申） 

 

本ワーキンググループは、神奈川県行政書士会緑支部長の諮問に応じ、支部役員等の日

当の改定に関して慎重に審議した結果、下記のとおり実施されるよう答申いたします。 

なお、その目的及び金額の算定根拠について付記いたします。 

 

記 

 

支部役員等の日当を、現在の１５００円より、５０００円に変更する。 

 

以上 

 

【背景】 

○ 現在の日当が制定された当時と比べ、本会からの依頼業務が増え、また、支部活動

が多様化・広範囲化していること等から、役員等の業務量が増加していること。 

○ 上記業務量の増加にもかかわらず、現状の日当は、本会会務の日当（１日５０００

円＋交通費）と比較して低廉であるため、余暇を用いて「行政書士の地位向上」と

「会員間の交流」を志向する当支部の会員にとって、支部の役員になることが、本

会の委員等になることより、劣後する要因となっていること。 

 

【算定根拠】 

○ 本ワーキンググループで協議した結果、当支部の会員を１時間拘束するのに妥当な報

酬（＝時給）は、２０００円との結論に至った。 

○ 支部役員等が支部会務によって拘束される平均時間は、約２時間である。 

○ したがって、２０００円×２時間に、交通費１０００円を加えた５０００円が妥当で

あるとの結論に至った。 



第４号議案 

令和４年度事業計画案承認の件 

 

令和４年度 運営基本方針（案） 

 

今年度は、「地元に貢献できる団体を目指す」を運営基本方針に、積極的に支部活動を行って参

ります。 

 

新型コロナウイルス感染症は、神奈川県では令和４年４月時点において蔓延防止等重点措置が解

除されていますが、感染者数は高止まりの状況が続いており、いつまた日常生活に行動制限がなさ

れるか、不透明な状況が続いております。 

 

ここ数年、感染拡大防止のために支部活動を停止するという苦渋の決断をせざるを得ない状況に

あり、会員同士の交流する機会が減ってしまいました。登録歴の浅い会員からは「支部の誰に相談

すればいいか分からない」「顔と名前が一致しない」「頼れる先輩ができず、事務所運営に不安を覚

える」といった声を耳にすることが多くなりました。 

 

上記のような状況を改善するために、「研修によって支部会員の研鑽を図り」、「厚生活動によっ

て会員同士の交流を図る」こと、さらに支部の会員同士を「顔の見える関係」にする機会を提供す

ることが、支部活動の大事な役割の１つであると考えます。 

顔の見える関係から「支部会員同士が連携・協力できる関係」を醸成することで、地元（地元市

民・地元自治体・地元企業）からの多種多様なご要望に適切に支部全体として結束してお応えする

ことができるからです。 

 

そのために、ウィズコロナという新しい環境下で新しい方法（オンライン・リアル・ハイブリッ

ド等）や技術を取り入れながら、一生懸命に活動して参ります。同時に、今まで実績を積み重ねて

きた区役所の常設無料相談や、緑支部だからこそ開催できる研修会、また地元密着・支部単独で開

催する賀詞交歓会など、それぞれが緑支部の「宝」と思い、伝統を守りながら各事業を実施するこ

とにより、支部の活性化を図ります。 

 

支部会員の１人でも多くの方に、支部の活動に参加してよかった（直接的にでも間接的にでも得

るものがあった）と思って頂けるよう、魅力的な事業の企画・運営に全力を尽くします。 

 

１．頑張っている会員の助けになる支部活動 

２．ベテラン・若手共に参加したいと思える魅力ある支部活動 

上記２点は、本執行部にて従前より掲げている目標です。前年度に引き続き、助け（売上）、魅力

（人間関係の醸成）を目標に活動して参ります。 

皆様のお力添えを賜りたく、宜しくお願い申し上げます。 

  



令和４年度 事業計画（案） 

 

支部総会 （１）定時総会 

日時：令和4年5月 21日 

会場：新横浜グレイスホテル ４階 シャーロット 

役員会 （１）役員会の開催（最大7回） 

（２）監査の実施（最大2回） 

総務部 （１）定時総会への対応 

（２）支部会員名簿の整備 

（３）支部会員への対応、通知文等発信 

（４）慶弔見舞金の給付 

（５）暴力団排除推進協議会へ活動参加 

（６）上記（５）以外の渉外活動 

経理部 （１）予算、決算管理 

（２）支部会費の徴収管理事務 

（３）出納業務 

研修部 （１）研修会（5回）の開催 

相談部 

 

 

 

 

（１）令和4年4月～令和5年3月 区役所無料相談会の開催 

緑区役所11回 青葉区役所11回 都筑区役所24回 

（２）街頭無料相談会の開催 

（３）区役所相談員・相談員補研修、連絡会及び勉強会 

（４）行政相談員事業の支援 

（５）神奈川県運輸支局年度末相談会の開催 

広報部   （１）ＷＥＢシステム等維持管理 

① 支部ホームページの機能の追加・修正 

② 支部ホームページ・メーリングリスト等の維持・管理 

（２）地域広報活動 

① 各区民まつりへの出展 

② 各区役所等への支部オリジナルチラシ・パンフレットの配布 

③ ＳＮＳを使用しての支部活動の広報 

（３）その他 

① 本会広報誌「行政書士かながわ」への記事の投稿 

厚生部 （１）支部会員懇親会の開催 

（２）新年賀詞交歓会の開催 

（３）支部会員厚生活動 

（４）研修会後懇親会の開催 

その他 （１）ワーキング・グループの開催 

 



第５号議案

（収入の部）

科　目 本年度予算 前年度予算 摘　　要

支部交付金 1,490,400 1,512,000 ＠7,200円×207人

支部会費 1,242,000 1,260,000 ＠6,000円×207人

支部助成金 544,000 544,000 研修会、相談会、暴排協、運輸支局相談会

厚生活動支部収入 585,000 521,000 賀詞交歓会支部会員・来賓、厚生活動

預貯金利息 100 100

雑収入 20,000 20,000

小計 3,881,500 3,857,100

前年度繰越金 5,109,333 4,957,961

収入合計 8,990,833 8,815,061

（支出の部）

科　目 本年度予算 前年度予算 摘　　要

支部総会費 479,440 274,280 会場費、印刷代、通信費（レターパックライト等）

役員会費用 682,400 318,000 日当、会場費

役員報酬 410,000 410,000 ＠50,000円×1人＋＠20,000円×18人

総務部活動費 553,000 572,000 郵送費、暴排協会費、慶弔見舞金など

経理部活動費 210,000 170,000 経理業務・精算業務

研修部活動費 545,000 475,000 講師代・研修会会場費・資料印刷代・日当

相談部活動費 759,400 666,400 相談員日当・相談員研修会・街頭無料相談会チラシ代

広報部活動費 1,221,740 942,540 ＷＥＢシステム維持管理、広告費

厚生部活動費 2,212,000 2,017,000 支部会員懇親会・新年賀詞交歓会・支部会員厚生活動

選挙管理委員会活動費 98,200 74,200 日当、会場費

役員選考委員会活動費 72,000 34,000 日当、会場費

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ活動費 252,000 112,000 日当、会場費

雑費 80,000 80,000 日当・経費の振込手数料

予備費 1,136,277 921,813 総予算の15％

小計 8,711,457 7,067,233

次年度繰越金 279,376 1,747,828

支出合計 8,990,833 8,815,061

令和４年度収支予算案承認の件

令和４年度予算案
自　令和４年４月１日　至　令和５年３月３１日
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