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● 飲酒運転の根絶に向けて
　10月1日より白ナンバー事業者もアルコールチェック義務化！
●《特集》日本のシゴト 心身を整える「リラクゼーション業」
● 令和4年度 行政書士制度広報月間  10月無料相談会開催
● 各支部のご案内
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楼閣２階から望む風景

八角形が重なる万物の広
がりを表し、一万以上の
部品が釘なしで組まれて
いる。

一柱の岩から彫られた九頭の龍。
石とは思えない彫刻が見る者を
圧倒する。

坂戸市
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聖天宮は中国・台湾の伝統宗教、道教のお宮です。道教の最高神・三清道祖（さんせい
どうそ）をご本尊としています。建て主は台湾出身の康國典（こうこくてん）大法師。大病
完治への感謝の気持ちと、何人（なんぴと）も神様のご利益にあやかれるようにとの思い
から、お宮を建てたいと考えました。台湾で建てる予定はありましたが、「台湾ではな
く日本のこの地に」とお告げがありました。聖天宮の名や佇まい、方角も授かりお告げ
に従い、15年もの歳月をかけて1995（平成7）年に開廟しました。

写真提供：五千頭の龍が昇る聖天宮

写真提供：五千頭の龍が昇る聖天宮

写真撮影：工藤健太郎
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元始天尊（げんしてんそん）

元始天尊は天地創造の神として万物の成
立ちを司る。三清道祖、三神の「倹、慈、
謙」の「倹」を象徴し、物に頼らない生
活を営むことが教えです。

道徳天尊（どうとくてんそん）

道徳天尊は万物を導く「道」（タオ）を司
る神様。「倹、慈、謙」の「慈」を象徴し、
慈しみを持ち自分を愛するように他人を
愛することを教えています。

霊寶天尊（れいほうてんそん）

霊寶天尊は万物に魂を授け、精神の調和
を司る神様。右手には払子（ほっす）を
持ち、魂魄の浄化、煩悩の掃蕩を表しま
す。左手には「討飯碗」（乞食が持つお碗）、
神が持つことによって譲り合い、また謙
虚であることの教えを表します。

元始天尊 道徳天尊霊寶天尊

御本尊・三
さ ん せ い ど う そ

清道祖本殿御神体本殿

一対の陰陽を表す「神杯」を投げて運勢を
決めます。

聖天宮オリジナルグッズや、台湾スイー
ツ等が自動販売機で買えます。

おみくじ

　聖天宮は台湾から一流の宮大工を呼び寄せて建てられました。
前殿と本殿の屋根には、神様と皇帝の建造物にしか使われない
黄色い瓦と龍が施されています。

一枚の岩から彫られた九頭の龍。神様の
「威令」と「恩恵」は全てを網羅するとい
う意味。
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釘なしで組まれた、らせん状の天井。
全ての始まり、宇宙の始まりを表す。
渦を巻き、陰と陽に分かれる。
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写真提供：五千頭の龍が昇る聖天宮

〈協力・写真提供〉五千頭の龍が昇る聖天宮　　〈取材・写真撮影〉田中智子･工藤健太郎

関越自動車道や圏央道、東武東上
線が走り、県の中央部に位置するた
め、県内各地からアクセスしやすい
坂戸。市内には聖天宮や島田橋をは
じめ、テレビや映画のロケ地となっ
た人気スポットが多くあります。
整備された市街地とは対照的に、
郊外には田園が広がり、奥武蔵に源
を発する高麗川の清流。「都会と自
然のいいとこ取り」ができる、そん
な魅力が坂戸にはあります。

聖天宮のある
坂戸市って
どんなところ？

写真撮影：工藤健太郎

聖天宮の御守は九星別になって
おり、生まれ年で九星を求め、
男性が龍、女性が鳳凰を持つと
縁起が良いとされている。

写真提供：五千頭の龍が昇る聖天宮
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写真提供：五千頭の龍が昇る聖天宮

おみやげ

拝観：自由に拝観できます
●時間/10：00 〜 16：00（年中無休）
●料金/大　　 人…500円　中学生…250円
　　　　障がい者…250円（同伴1名 250円）

小学生以下…無　料（大人同伴必要）
団体割引 :1名につき50円引き（25名以上）

宗教法人 聖天宮 埼玉県坂戸市塚越51-1 ☎ 049-281-1161
https://www.seitenkyu.com/

【アクセス】
※東武東上線若葉駅より東武バス
　「戸宮交差点前」下車、徒歩3分
※坂戸市民バス　
　「聖天宮（若葉病院前）」下車、目の前
※関越自動車道　鶴ヶ島 IC・坂戸出口から3.5km
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繰り返される飲酒運転による痛ましい事故が大きな社会問題と
なり、道路交通法施行規則の一部改正へ。安全運転管理者に対し
て、酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックとその記録の
保存が義務化されました。

❖運転前後の運転者の状態を目視等で確認
　運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を確認してアルコールチェック

❖確認の内容を記録して１年間保存
　確認者名 /運転者/運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる
　記号、番号等 /確認の日時/確認の方法（アルコール検知器の使用の有無 /対面で
　ない場合は具体的な方法）/酒気帯びの有無/指示事項 /その他必要な事項

酒気帯びの有無の確認令和４年４月1日より義
務
化
さ
れ
た
内
容
は
…

安全運転管理者に対しては、運転前において、運転者が飲酒により正常な運転ができない
おそれがあるかどうかを確認すること等が義務付けられていたものの、運転後に酒気帯びの
有無の確認や確認内容の記録は義務付けられていませんでした。また、確認方法についても
具体的には定められていませんでした。

今
ま
で
は
…

さ
ら
に
義
務
化
！

❖アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認
   呼気中のアルコールの有無または濃度を音、色、数値等で示す検知器を使用
❖アルコール検知器を常時有効に保持
　正常に作動して故障がないように適切に使用、管理、保守

令和４年10月1日より 検知器を使用したアルコールチェック

運転前後に
アルコールチェック

●社員が業務中に飲酒運転等で検挙されたときは、
   警察による徹底した捜査が行われます。
●安全運転管理者の選任の確認など、企業責任も
　強く問われることになります。

企業は厳格な管理を行う必要があります検
挙
！
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安全運転管理者の業務は多岐にわたるため、
管理体制をつくることをお勧めします。
まずは、お近くの行政書士にお気軽にご相談ください。

出典 : 埼玉県警察ホームページ　https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/shinse/jigyousho.html

安全運転管理者
の業務

運転者名、運転の開始と終
了の日時、運転距離等の運
転状況を把握するために、
必要事項を記録する運転日
誌を備えつけ、運転を終了
した運転者に記録させる。

運転日誌の記録 異常な気象・天災等が
生じる場合、安全運
転を確保するための
指示・措置を講ずる。

異常気象時等の
安全確保の措置

「交通安全教育指針」に基づく教育
のほか、安全運転に関する技能や
知識などの指導を行う。

危険予知訓練

運転者に対する指導

運転者の点呼を行
い、自動車の運行前
点検の実施状況など
を確認し、安全運転
を確保するために必
要な指示を与える。

点呼等による
安全運転の指示

運転者の運転適性、安
全運転に関する技能・
知識、道路交通法の遵
守の状況を把握。

運転者の状況把握

最高速度違反、過積載、その他の
安全運転を確保することに留意
して、自動車の運行計画を作成。

安全運転確保のための
運行計画の作成

運行計画

運転者が長距離の運転または夜間
の運転をする場合に、安全運転を継
続することができないおそれがあ
るときは、交替する運転者を配置。

長距離、夜間運転時の
交替要員の配置

《安全運転管理者制度とは》
●安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を使用する事業
所等において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、安全
な運転を確保するため、道路交通法により定められた制度です。

●安全運転管理者の選任が必要な事業所は、乗車定員11人以上
の自家用自動車は1台以上、それ以外の自家用自動車は 5台以上
を業務で使用している事業所となります。
※自動二輪車（50cc を超えるもの）は、1 台を 0.5 台として計算
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◆ 社名の由来と事業内容について教えてください。
アロマは「香り」、レメディーは「療法」という意味
でアロマテラピーも同じです。これは医療行為ではあり
ません。ラベンダ―をはじめとしたハーブなどの天然素
材から抽出したアロマオイルを使った自然療法です。
アロマには記憶力や集中力の増強、自律神経を整える、
免疫力の向上、血
行促進など沢山の
効能があります。
事業内容は、ア
ロマサロンの運営
やマッサージ等の
施術をするテラピ
ストの養成、気功
の伝授等です。

◆ 起業をされたきっかけはなんでしょうか？
　私の親が事業を営んでいたこともあり、自分で何かし
てみたいという気持ちが強くありました。最初はアパレ
ル関係の事業からスタートしました。

◆ どのようにアロマ事業への転換を図られたのですか？
当初は売上も良かったのですが、次第に国内の景気が
悪くなり、人件費の安い外国に仕事が流れてしまったの
です。仕事が無くなり困った反面、ありがたいことに時
間ができましたので、それならば好きなことをしようと
思いました。私は元々植物が好きだったので、　ハーブ
の勉強ができる学校やクッキングスクールに通うことに
しました。
ある日、授業で先生が小瓶から見たことのない液体を
少しだけ垂らしたのです。すると、ふわりと良い香り
がして気持ちが落ち着くような感じがしました。先生
が「これは “ アロマテラピー ” といって外国ではお薬と
しても使われているのよ」と教えてくれました。私は衝
撃を受けました。もっとアロマについて学びたい！そう

思ったのですが、今から40年も前の日本ではアロマの
認知度が低く、基礎から学べる所がありませんでした。
そこで、思い切って本場のイギリスの学校へ勉強しに行
くことに決めました。

◆ イギリスでの勉強はいかがでしたか？
イギリスではアロマテラピーというとアロマオイルを
使ったマッサージを意味します。授業は毎日大変でした。
マッサージの実習は、全身を長時間かけて行うのでくた
くたに疲れてしまうのです。これを仕事にできるだろう
か？と不安になったのを覚えています。そのうち、不思
議なことが起こりました。マッサージは普通、受ける方
が気持ち良いものですが、行う側も気持ちが良くなるの
です。これは私にとって大きな気づきでした。

◆ 帰国した後はどうされましたか？
イギリスでの勉強を終え、IFA国際アロマセラピスト
という資格を取って帰国すると、地元のタウン情報誌の
取材を受けました。その時は “ 元気な女の社長さん ” と
いったテーマだったと思います。その中でアロマやハー
ブのことをほんの少し取り上げてもらったのですが、読
者の方から「自分もアロマのことを勉強してみたい。ど
こで習えますか？」といったお問合せを沢山いただきま
した。
そこで、手先の器用な日本人に合わせたアロマグッズ
の製作とイギリス式のマッサージを組み合わせた独自

のアロマス
クールを開
くことにし
ました。当
時の日本で
はまだ珍し
かったと思
います。

日本のシゴト

心身を整える「リラクゼーション業」心身を整える「リラクゼーション業」

特集

朝、ほのかな洗剤の香りをまとった服を着れば「今日も一日がんばるぞ」と思える。仕事の合間に
は紅茶やコーヒーの香りを楽しみ、家に帰ればヒノキの香りの入浴剤をお風呂に入れてリラックス。
私たちの身の回りには「香り＝アロマ」の製品があふれています。今回は香りのプロフェッショナル
である有限会社アロマレメディー代表取締役　上田久美子様にお話を伺いました。

聞き手：埼玉県行政書士会 広報部
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◆ 沢山の卒業生がいらっしゃると伺いました。
初めの頃は地域の公民館などを借りてスクールを開い
ていました。次第に生徒が増えてきて、プロのテラピス
ト養成も始めま
した。
しかし、卒業
生が働く場所が
当時は無かった
のです。そこで、
スクール事業だ
けでなくマッ
サージ等の施術
ができるアロマサロンを作り、就職希望者に働いていた
だきました。将来自分のサロンを持ちたいという卒業生
には独立開業支援も行いました。それと並行して自社で
アロマオイルの輸入販売も行いました。アロマオイルは
ほとんどが外国製ですが、私の所から巣立ったテラピス
ト達に良いオイルを使ってお客様に質の高いサービスを
行ってもらいたいという理由からです。

◆ 今後力を入れていきたいことはありますか？
これまで培ったアロマテラピーのノウハウと気功を組
み合わせた「アロマ気功」の展開です。私は 15 年ぐら

い前から沖縄の先生
の元で学び、気功の
施術と伝授をするこ
とを許されました。
気功は場所や距離
は関係ありません。
コロナ禍もあります
し、お客様には定期

的なフォローが必要なのでインターネットを使った遠隔
気功を充実させていきたいと思っています。

◆ 行政書士との関わりについて教えてください。
地元の商工会で知り合った行政書士さんに、経営革新
計画の作成や持続化補助金の申請のサポートをお願い
しました。私は商売上手な方ではないので、経営革新計
画では会社の強みや弱みなどの分析、将来の売上予測な
どを作っていただいたことで自分の事業を客観視する
ことができました。持続化補助金では広告費の補助を国
から受けることができ仕事に対するモチベーションが

大きく上がりました。それらのことは私一人ではできま
せんから。

◆ 事業を継続するうえで大切にしていることは何ですか？
人間が生まれてくる目的は、まず、自分を幸せにして、
次に人の幸せのお手伝いをすることだと思っています。
私は皆さんの幸せのお手伝いをしたい。現代人の多くが
心身の不調を抱えていますが最大の原因はストレスと考
えています。アロ
マも気功も人間が
元々持っている治
癒力を引き出し、
心身を整えること
ができます。「以
前より体の調子が
良くなった」「親
子の関係が改善し
た」といったお客
様からの声を沢山いただきました。
人間はもともと幸せになる力を持っています。しかし、
それに気づいていない人もたくさんいます。他人は変え
られない。過去を後悔しても始まらない。先がわからな
いのに心配しても始まらない。今、目の前のことに感謝
して生きる。幸せかどうかは考え方です。様々な悩みを
抱えたお客様にそれを伝え続けるのが私の生涯の仕事だ
と思っています。

写真撮影：工藤健太郎

行政書士のサポートでモチベーションアップ行政書士のサポートでモチベーションアップ

行政書士は、法人設立から事業承継など
様々な場面でサポートします

《取材協力》　
有限会社アロマレメディー
埼玉県北本市下石戸５-256
☎ 048-592-1963
https://www.aroma-remedy.net/

プロフィール 代表取締役上田　久美子氏

東京都出身
昭和 21年 10月生まれ
昭和 62年：会社設立
                 ~アパレル刺しゅう事業展開
平成  ８年：アロマテラピー事業部門設立
●趣　味：アウトドア、水泳、ダイビング　
●朝５時に起き、スムージー作りが毎朝の日課
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事業のサポート

建設業
建設業許可 ･ 経営事項審査・
入札参加資格審査 など

自動車関連
運送事業（バス・トラック・タ
クシー）・特殊車両通行許可・
車庫証明・自動車登録・ナン
バー変更・出張封印代行 など

法人設立
株式・合名・合資・合同・医療・
宗教・一般社団・NPO など

古物商
古物商許可（リサイクル
ショップ ほか）

飲食店・宿泊施設
飲食店営業許可・民泊の届
出 ･旅館業 など

土地・建物利用
農地転用許可・開発許可 など

宅建業
宅地建物取引業者免許

風俗営業
風俗営業許可（キャバクラ・マー
ジャン・パチンコ店 ほか）など

産業廃棄物
産業廃棄物処理業許可
（収集運搬・中間処分ほか）など

内容証明
貸金返還請求・滞納賃料の
支払請求・債権譲渡・クー
リングオフ など

  裁判外紛争解決
離婚・相続・交通事故・
敷金返還に関する紛争
※行政書士ADRセンター
　埼玉が対応します。

各種契約書
金銭消費貸借契約書・売買
契約書・賃貸契約書 など

成年後見
任意後見契約書案作成・
後見制度の相談 など

離　婚
離婚協議書 など

交通事故
自賠責保険金請求・事故
調査報告書 など

相続・遺言
遺産分割協議書・遺言書
案作成・相続人や相続財
産の調査 など

外国人関係
在留資格認定証明書交付
申請 ･ 在留資格変更・在
留期間更新・永住許可・
帰化許可 など

暮らしのサポート

暮らしや事業に関する相談から手続きまで
　お近くの行政書士にお任せください！
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地　　区 日　　時 会　　場 お問い合せ先

あ
上尾市 15 日（土） 10：00 〜 16：00  JR上尾駅前通路 048-776-3367
入間市 　6 日（木）　10：00 〜 16：00 入間市役所1階 04-2968-8422

か

春日部市 18 日（火） 13：30 〜 16：00 春日部市役所 048-812-5092
川口市 22 日（土）　10：00 〜 16：00 キュポ・ラ 5階　中央図書館前広場 048-437-7306
川越市   9日（日）　10：00 〜 16：00 ウェスタ川越 3階 研修室②③ 049-234-6394
北本市 　9 日（日）　10：00 〜 16：00 北本市文化センター 048-577-5183
行田市 22 日（土）　13：00 〜 16：00 コミュニティセンターみずしろ 048-564-0104
久喜市 　8 日（土）　10：00 〜 16：00 久喜駅西口特設会場 0480-53-4798
熊谷市 　8 日（土）　10：00 〜 16：00 八木橋百貨店 東側入口 048-588-6665
鴻巣市   8 日（土）　10：00 〜 16：00 鴻巣市民活動センター 048-577-5183
越谷市 23 日（日）　　10：00 〜 15：00 越谷市民まつり レイクタウンエリア 048-979-7198

さ

さ

さいたま市　浦和区 　8 日（土）　10：00 〜 16：00 JR浦和駅西口前 浦和コルソ ７階ホール 048-827-0465
　　〃　　 岩槻区 13 日（木） 10：00 〜 16：00 ふれあいプラザいわつき 048-757-6336
　　〃　　 大宮区
　　

　1 日（土）　10：00 〜 16：00 そごう大宮店 3 階 ビックカメラ連絡通路
048-651-2721

29 日（土）　10：00 〜 15：00 ソニックシティ 第一展示場
坂戸市 　8 日（土）　10：00 〜 16：00 坂戸市文化施設オルモ 049-289-7144
幸手市 18 日（火）　13：30 〜 16：00 幸手市役所 048-812-5092
狭山市 15 日（土）　10：00 〜 16：00 イオン狭山店1階 中央スペース 04-2968-8422
杉戸町 18 日（火） 13：30 〜 16：00 杉戸町役場 048-812-5092
草加市 13 日（木） 13：00 〜 16：00 草加商工会議所ビル 048-922-0562

た

秩父市 　8 日（土）　13：00 〜 16：00 矢尾百貨店2階 ポケットパーク 080-9286-1154

所沢市
　7 日（金）　10：00 〜 15：30 ワルツ所沢2階入口

04-2937-761029 日（土）　10：00 〜 16：00 所沢航空記念公園
（市民フェスティバル）30 日（日）　10：00 〜 16：00

な 新座市 　8 日（土）　13：30 〜 16：30 新座市東北コミュニティセンター 048-462-2666

は

羽生市 25 日（火）　13：00 〜 16：00 羽生市役所 048-580-7391
飯能市 15 日（土）　10：30 〜 15：30 飯能丸広百貨店 7階 会議室 090-9859-4969
東松山市 15 日（土）　10：00 〜 17：00 ピオニウォーク東松山 0493-59-5011
富士見市 　8 日（土）　10：00 〜 16：00 鶴瀬西交流センター 049-290-4205
本庄市 16 日（日）　10：30 〜 15：30 児玉商工まつり 競進社模範蚕室周辺 090-7177-1615

ま 宮代町 20 日（木）　13：30 〜 16：00 宮代町役場 048-812-5092

や 吉川市 15 日（土）　13：00 〜 16：00 吉川市民交流センターおあしす 
ミーティングルーム 048-983-2102

県内31会場で 無料相談会開催
新型コロナウイルスの感染拡大状況により、
会場の変更や相談会の延期、または中止の
可能性があります。事前にご確認ください。

令和4年度 10月無料相談会特設会場 〈相談会風景〉川口駅東口　キュポ・ラ会場
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東 部 地 区
お住まいの市区町村 支部名 連絡先

春日部市、幸手市、杉戸町
宮代町 春日部支部 048-812-5092

越谷市 越谷支部 048-979-7198
吉川市、三郷市、松伏町 吉川支部 048-983-2102
久喜市、加須市、白岡市 埼�支部 0480-53-4798
草加市、八潮市 草加支部 048-922-0562

北 部 地 区
お住まいの市区町村 支部名 連絡先

熊谷市 熊谷支部 048-588-6665
深谷市、本庄市、美里町
神川町、上里町、寄居町 県北支部 090-7177-1615

秩父市、横瀬町、皆野町
長�町、小鹿野町 秩父支部 080-9286-1154

行田市、羽生市 埼北支部 048-580-7391

　埼玉県行政書士会は、4つの管轄地区（色分けされたマップを参照）で、各支部
が皆さまのご要望に対応させていただいております。お問い合せ・ご相談の際は
お住まいの地区の「埼玉県行政書士会　各支部」にご連絡ください。
　また、「埼玉県行政書士会」ホームページでも、支部の検索ができます。

埼玉県北部

埼玉県東部

埼玉県西部

埼玉県南部西 部 地 区
お住まいの市区町村 支部名 連絡先

川越市 川越支部 049-234-6394

東松山市、滑川町、嵐山町
小川町、ときがわ町、川島町
吉見町、鳩山町､ 東秩父村

東松山支部 0493-59-5011

富士見市、ふじみ野市
三芳町 東入間支部 049-290-4205

狭山市、入間市 狭山支部 04-2968-8422
所沢市 所沢支部 04-2937-7610
飯能市、日高市 飯能支部 090-9859-4969
坂戸市、鶴ヶ島市
毛呂山町、越生町 西入間支部 049-289-7144

朝霞市、志木市、新座市
和光市 朝霞支部 048-462-2666

南 部 地 区
お住まいの市区町村 支部名 連絡先

さいたま市浦和区・緑区・
南区・桜区・中央区 浦和支部 048-827-0465

川口市、蕨市、戸田市 川口支部 048-223-9840
さいたま市大宮区・西区・
北区・見沼区 大宮支部 048-687-7681

上尾市、桶川市、伊奈町 上尾支部 048-776-3367
さいたま市岩槻区、蓮田市 岩槻支部 048-757-6336
鴻巣市、北本市 鴻巣支部 048-577-5183
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※新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、会場の変更や相談会の延期、または中止の可能性があります。事前にご確認ください。

県内各地
で定期的に行政書士の無
料相談会が行われていま
す。場所や日程などは、
ホームページをご覧くだ
さい。なお、会場によっ
ては事前予約が必要とな
ります。また、会場や開
催日が変更になる場合が
ありますので、お気軽に
お問い合せください。

※ホームページのレイアウト等は変更されることがあります。

詳細はホームページでご覧いただけます▶

ホームページからも支部を検索！ 埼玉県行政書士会

※ホームページのレイアウト等は変更されることがあります。

検索例

支部名をクリック

お住まいの市区町村をクリック
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　 埼玉県行政書士会
TEL.048-833-0900　FAX.048-833-0777
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町 3-11-11（行政書士会会館）
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◆ 相続・遺言・離婚 　◆ 各種契約書
◆ 入国・在留手続　◆ 内容証明
◆ 交通事故　◆ 成年後見

◆ 法人設立　◆ 建設業許可　◆ 宅建業免許
◆ 運送業許可　◆ 風俗営業許可 　
◆ 産業廃棄物処理業許可 　◆ 車のナンバー変更 

事業に関する相談 暮らしに関する相談

お気軽にご相談ください

日本行政書士会連合会公式キャラクター
ユキマサくん


