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新年のご挨拶
東京都行政書士会足立支部
支部長　清水　良満

　
　新年明けましておめでとうございます。
　支部会員の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
　去る１０月３０日、あだち産業センターにおける東京都行政書士会足立支部臨時総会では、後任監事選任及
び予備費の支出につきまして、皆様にご承認をいただき誠にありがとうございました。
　また、足立区役所をはじめとする区内関係諸機関の皆様、国会議員、都議会議員、区議会議員の皆様におか
れましては、日頃より行政書士に多大なるご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。
　平成２２年は支部活動に新しい展開が見られた１年となりました。
　足立区役所区民の声相談課の皆様には、昨年１２月から区役所の一般相談へ支部会員が対応（毎月第１、第
４水曜日）することに、そして中小企業支援課の皆様には、あだち産業センターにおいて本年１月から予定さ
れている経営者の方々を対象とした相談会をスタートすることに、それぞれご尽力をいただきました。東京商
工会議所足立支部の皆様には、ワンストップ経営相談会へ参加をさせていただきました（６月、１１月）。
　勿論、こうした新しい展開の陰には、渉外部や他の支部役員、支部会員の皆様のお力があったことは言うま
でもありません。
　平成２３年も支部会員の皆様にこうしたご報告ができるよう、支部活動に邁進いたしますので、引き続きご
理解とご協力をお願い申し上げます。また、冒頭で申し上げた臨時総会において、後任の監事に櫻井康雄先生
が選任されました。今後とも執行部へのご支援を併せてお願い申し上げます。
　なお、別ページに掲載されておりますが、新年賀詞交歓会は１月２０日（木）に開催いたします。奮ってご
参加ください。新入会員の皆様には、｢新入会員交流会｣を企画しておりますこともお知らせしておきます。
　最後に、支部会員の皆様の益々のご多幸とご健勝を祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

発行者　清水　良満　　
発行所　東京都行政書士会足立支部　　
住所　　 東京都足立区関原3-7-14
tel　  03-3840-0700　fax  03-5888-6585
編集人 諏訪　智平成23年1月1日号

７月研修会（上）
　　　　　　１０月研修会（右）
記事は４ページ５ページ

「足立だより」で紹介している「舎人公園」
　　記事は６ページ



ご挨拶

東京都行政書士会
東京行政政治連盟　　　会長　中西　豊

　　　　　　　　　　明けましておめでとうございます。
　　　　　　　　　　足立支部会員の皆様には、平素から東京会の運営と支部活動にご協力頂きありがと
　　　　　　　　　うございます。
　　　　　　　　　　いよいよ平成２３年がスタートいたしました。今年は、行政書士制度制定６０周年
　　　　　　　　　ということで、我々行政書士にとっても節目の重大な年と言えるのではないでしょう
　　　　　　　　　か。東京会では、この行政書士制度制定６０周年の記念事業の１つとして１月１３日
　　　　　　　　　に行われる新年賀詞交歓会において、記念式典を行うとともに、石原慎太郎東京都知
　　　　　　　　　事をお招きして知事感謝状の授与を戴きたくお願いしているところです。また、２月
　　　　　　　　　６日には、池袋のサンシャイン６０噴水広場において、行政書士制度をＰＲするべく
　　　　　　　　　イベントを企画しております。
　上記のイベントも含めて、平成２２年度の基本方針に「対外広報の拡充」を上げさせて頂いており、昨
年の１０月１０日からは、毎週日曜日の朝のＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」においてＣＭを流さ
せて頂いております。また、対外広報誌「プエンテ」も誌面を一新いたしました。
　さて、平成２２年度も後３ヶ月となりましたが、基本方針に上げさせて頂いた「行政書士法令並びに職
業倫理の徹底」の一環として、昨年８月２６日に第１回目の倫理研修を中野ゼロホールで開催させて頂き
ました。この倫理研修は、会員全員を対象にしたもので、第２回目は、今年２月２５日に開催予定です。
懸案となっておりました成年後見センターの一般社団法人化も、「一般社団法人成年後見支援センターヒ
ルフェ」としてスタートを切るべく進んでおります。さらに、危機管理体制の構築についても、部長会構
成員を主にして連絡会議を開催し、今後の方向性を示させて頂きました。
　一方、政連では、東京都議会各党の行政書士制度推進議員連盟を通して、行政不服審査法における代理
権獲得を目指して、国会に対して意見を上げて頂く請願を提出させて頂きました。
　今年も、行政書士会をより良くするために「改革」を旗印に執行部一同頑張って参りますので、旧倍の
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成２３年１月１日

ご挨拶

足立区長　近藤　やよい

　　　　　　　　　　　明けましておめでとうございます。東京都行政書士会足立支部の皆様には、晴れ
　　　　　　　　　　やかに新春をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。毎年、「暮らしと事業
　　　　　　　　　　の手続き相談」には、専門的なお立場から、区民の日常生活に必要な各種の届け出
　　　　　　　　　　や書類の作成に関する相談に積極的なご協力を頂戴しております。相談された区民
　　　　　　　　　　の皆様からも、感謝の声が数多く寄せられており、心から御礼申し上げます。
　　　　　　　　　　　ところで、近年、区政は透明性や説明責任が一層厳しく問われる時代となってい
　　　　　　　　　　ます。私は就任以来、区政と区民の距離感をできる限り縮めるためにも、あらゆる
　　　　　　　　　　機会を通じて、情報を素早く、的確に、わかりやすく発信することに力を注いでま
　　　　　　　　　　いりました。広報紙やホームページにとどまらず、各課のチラシやポスターにも、
　　　　　　　　　　単に情報を詰め込むだけではなく、ＰＲ効果も配慮して作成するよう努めておりま
　　　　　　　　　　す。
　　　　　　　　　　　区民の皆様と私たち区政に携わる者との間に、双方向に情報が行き交うことで、
区政に対する参加意欲や一層の信頼関係が醸成されるものと考えております。
　また、昨年５月に２３区で初めて「シティプロモーション課」を創設し、民間から経験者を採用したの
も、プロのノウハウを職員が習得していくことで、戦略的な情報発信を可能にしていくためです。
　都区財政調整交付金に大きく依存している当区は、今後も、大変困難な財政運営を強いられることは明
白です。無駄を省きつつ、必要なところにはメリハリを持って予算や人を配分し、何としても難局を乗り
切っていかなければなりません。今後とも先生方には相変わらぬご指導をお願い申し上げますとともに、
年頭にあたり、先生方並びにご家族の皆様の益々のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます。



平成２２年
あだち区民まつり
            街頭相談会報告
街頭相談担当　照内洋一

　１０月９日と１０日の２日間、荒川河川敷にて
あだち区民祭り（Ａ―Ｆｅｓｔａ）が開催され、
足立支部も同２日間、無料街頭相談会を実施しました。前日からの激しい雨、当日も午前中はまだ雨も強
くなかったものの午後からの激しい雨で、早めに引き上げざるを得ませんでしたが、協力しながら丁寧な
相談の対応がなされました。
　また、翌日についても、会場のコンディションはあまり良いものとはいえませんでしたが、午後からは
晴れ間も見え、祭りのムードを感じながら、いらっしゃる方への相談対応を行うことができました。両日
とも雨となりましたが、足元が悪いにもかかわらず、相談にいらっしゃる方の熱心さ、行政書士へのニー
ズと期待を感じさせる２日間でした。
  相談件数は、９日が１１件、１０日が１５件、計２６件となりました。
　雨で行きかう人の数に波もありましたが、会員による熱心な案内やテントの横断幕に関心を持ち、立ち
止まられる方や立ち寄る方も多々ありました。また、準備した３，０００枚のチラシ及び３，０００個の
ティッシュは、初日こそ配布しきれませんでしたが、２日目には初日の分も含めてすべて配布することが
出来ました。ティッシュの広告には毎月実施している区役所内での無料相談会の案内もあり、配布しなが
ら通常の活動の広報を兼ねることも出来ました。
　今回は特に、区の広報に案内を出したことから、区報を見て来たという方も目立ちました。
　相談内容は、近年多くなっている遺言・相続について特に取り上げて広報したこともあり、半数以上は
遺言や相続についてのご相談でした。共催している全日本不動産協会との協力も強化され、原則行政書士
と不動産協会会員との２人体制で対応するなど、区民にとって充実した相談対応になったと思われます。
　多くの区民に利用していただく、期待されていることを感じる２日間であったと思いました。

自主勉強会開催報告
管理担当　幸野 茂人
　
去る平成２２年９月２５日（土）１８時１５分より、
第２８回自主勉強会が開催されました。
参加者は８名でした。 

当日取り上げられたテーマ
１．「自動車ナンバープレート再交付」
     担当　北　龍太郎先生

２．「古物商許可申請手続」
     担当　幸野　茂人

　今年度は新規入会者の参加率が高く、既に年数
経験を積んでいる会員と情報交換できる貴重な場となっているようです。
　管理者としましては、毎回気軽に質問できる雰囲気作りを心がけておりますので、新入会員の皆様には
ぜひご参加いただきたく存じます。
支部ホームページにも開催の情報を掲載しております。
　支部メーリングリストでは、開催に関する情報がリアルタイムでやりとりされております。未加入の方
は、ぜひご加入の上ご参照ください。
                                                                

相談会の様子



臨時総会開催報告
総務部　幸野　茂人

平成２２年１０月３０日午後１時３０分
より、あだち産業センター３階交流室に
て、標記臨時総会が開催されました。
※当日の議案については、同封の別紙
　をご覧ください。
　
第１号議案
後任監事選任の件

満場一致で次の者が後任監事に選任
されました。

　　監事　櫻井康雄

第２号議案
「新入会員交流会」予算承認の件

予定外事業である「新入会員交流会」の趣旨説明があり、その費用を支部予算予備費より支出する件につ
いて、満場一致で承認可決されました。

第３号議案
　報告その他

１　渉外部の活動と成果の報告について
　　　（渉外部）

２　足立区役所区民無料相談の拡大について
　　　（支部長）

３　よろず士業相談会の開催について
　　　（支部長）
　
４　平成23年1月の新年会の日程について
　　　（総務部）

上記の件につき報告がありました。
報告事項の２および３については、予算の支出を伴う予定外事業であるため、予備費支出について議場に
諮ったところ、満場一致で承認可決されました。
以上の通り、全ての議事が終了したので、午後１時５０分、閉会が宣言されました。

平成２２年度　第1回支部研修会報告（写真は巻頭）
研修担当　飯塚　重紀

平成２２年度第１回目の支部研修会を次の要領で開催することができました。
 
1、日　時　平成２２年７月２４日（土）
　　　　　 午後２時３０分から５時まで
2、場　所　あだち産業センター　３階交流室
3、テーマ　再発見！建設行政と行政書士業務
4、講　師　小林　裕一　先生（足立支部会員）
5、参加者　総数　４８名
（支部会員２０名、他支部会員２８名）
 
　今回は建設業許可、経営事項審査、入札参加資格といった建設業に関する各種業務を軸として建設業者
に関わるその他の周辺業務に広げる形で建設業界の構造などを解説する内容の研修会を行いました。講師
は前東京会の建設宅建部部長でいらした小林裕一会員が務められました。
　講師の小林会員には、建設業および隣接事業者に必要な許認可やその要件、元請・下請業者の適正な関
わり、経営事項審査評点の具体的な計算方法などについて解説していただき、さらに長年建設業に関する
経験と実績を有する小林会員ならではの体験談やエピソードなどをお話していただきました。また質疑応
答では建設業許可に関するより実践的な内容の質問と回答が交わされるなど、熱気あふれるものとなりま
した。
　当日は５０名定員のところ満席に近い多くの方々にご来場いただきました。厳しい環境にある建設業界
においても力強いパートナーとして関与していこうとされる参加者の方々の意識の高さを感じました。研
修会終了後に行われた懇親会にも新入会員からベテラン会員まで多くの方のご参加をいただき、会員同士
の親睦を深めるよい機会になったことと思います。



平成２２年度　第２回支部研修会報告（写真は巻頭）
研修担当　飯塚　重紀
 
平成２２年度第２回目の研修会を次の要領で開催することができました。
 
1、日　時　平成２２年１０月３０日（土）
　　　　　　午後２時３０分から5時まで
2、場　所　あだち産業センター　3階交流室
3、テーマ　ＡＤＲ、会員にとってのメリット
4、講　師　工藤　康博　先生（港支部会員）
前行政書士ＡＤＲセンター東京センター長
5、参加者　総数　１７名

今回はＡＤＲ制度と個人の業務との間の距離感が少しでも縮まることを目的として、基本的な部分に加え
てＡＤＲに不可欠である研修･トレーニングを交えてＡＤＲを体感していただくといった内容でした。
　講師の工藤先生にはＡＤＲの基本的な知識や考え方、ＡＤＲの活用例などを解説していただき、またよ
り身近にＡＤＲを感じていただけるようＡＤＲの手法を行政書士業務に生かすための考え方にも触れてい
ただき大変ご配慮をしていただきました。また講義の中では参加者がグループを組んで話し合うゲームや
ロープレなど楽しい企画も実施していただきました。
　当日は台風の影響が心配されましたが、鍋を囲んだ懇親会の後には雨も風も小康状態となり終了まで無
事に挙行することができました。

平成２２年度第３回支部研修会予告
研修担当　飯塚　重紀 

平成２２年度第３回目の研修会を次の要領で開催する予定です。
 
1、日　時　平成２３年３月中旬
2、テーマ　「外国人法務」に関するテーマ

＊詳細については未定です。決定しましたら足立支部ホームページおよび「行政書士とうきょう」におい
てお知らせしますので、そちらでご確認ください。

渉外部からの活動報告　　　　　　
渉外部　大竹なか子

　渉外部の活動も今年度で４年目となります。足立支部会員の皆様、区内関係諸機関の皆様には日頃から
ご支援をいただき心から感謝申し上げます。
　今年度も４月から足立区役所各課、東京商工会議所足立支部、権利擁護センターあだちを２～３か月お
きに訪問して、多様な問題について話し合うとともに、業務紹介のリーフレットの補充をしたり、プエン
テ最新号や「ぎょうせい足立」をお配りしたりしております。
８月４日の区役所各課との定期意見交換会及び区長訪問では、日頃の活動を通じて感じたことなどを要望
書にまとめて、近藤やよい区長に直接ご説明しながらお渡ししました。　　　　　　　　　　　　
その概略は、①「暮らしと事業の手続き相談」相談員の表彰について、②同じく「暮らしと事業の手続き
相談」の相談員に対する足立区からの交通費支弁について、③地域福祉推進協議会への参加について、④
足立区が推進する大学連携の活動への参加についての４点です。
　また、昨年から力を入れております相談会に関する活動は、毎月の「暮らしと事業の手続き相談」をは
じめ、７月の「外国人のための専門家リレー相談会」、９月と１月の「外国人のための無料行政書士夜間
相談会」、10月の「あだち区民まつり」における街頭無料相談会、11月の東京商工会議所足立支部による
「ワンストップ経営相談会」、同じく11月の国際まつり無料相談コーナーなどです。一般区民対象、経営
者対象、外国人対象の３分野に拡大され、内容も充実したものになっております。
また、今年、１月足立支部は東京商工会議所足立支部の団体会員になりましたが、 9月14日には錦糸町東
武レバントホテルにて、足立支部、葛飾支部、荒川支部などの合同による「新入会員交流会」があり、区
内外の多様な業種の新規会員による交歓会が開催されました。今後ますますあらたな交流の場が広がるも
のと思われます。今後とも渉外部の活動にご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

足立区主催「外国人のための無料行政書士夜間相談会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催されました
渉外部　大竹　なか子
　
　昨年に引き続き、足立区役所区民部による外国人のための夜間相談会が、９月２９日夜７時から９時ま
で、梅島のエルソフィアにて行われました。これは、昼間働く外国人の方々のための相談会で、今年で２
年目になります。９月と１月の年２回行われ、ひとり３０分の予約制で、行政書士２名が個別に別室で対
応します。毎回「あだち広報」に掲載されることもあり、数日で８人の枠が予約で一杯になる状況です。
希望者は保育サービスや通訳の支援も受けられます。
　



相談内容は前回と同様、永住・帰化についての相談が８割以上を占めましたが、既に永住権の申請をして
一度不許可になり、その書類を持って一家で見える方や、不況を反映してか「日本人の配偶者」の在留資
格をもつ方が、安定した職に就くために永住権の申請を希望する相談もありました。いずれも時間が足り
ず、区民部の職員の方が残り時間を書いたボードをもって見えました。
　次回は１月後半に予定されております。今後とも、支部として毎年参加させていただき、少しでも区内
の外国人の方々の日々の生活に役立つことができればと思っております。

会計からのお知らせ
小佐田　秀志

　支部会費納入のお願い　
　
　
　平成２２年度足立支部年会費６，０００円（月
額５００円×１２ケ月分）を未納の方は、同封
の郵便振替用紙に事務所所在地・氏名をご記入
のうえ郵便局にて払い込んでください。
　支部会費は、支部運営を行う上で非常に重要
なものでございますので、ご協力願います。

 未納会費の納入についてのお知らせ

　　平成２１年度以前の足立支部会費に未納のある
方には、該当年度の郵便振替用紙を同封しておりま
す。
　つきましては、到着後１週間以内にお振込みくだ
さい。未納が続きますと、支部細則第２９条の４に
より、研修会等の支部事業に参加できない場合があ
ります。
　念のため口座番号は、次の通りでございます。
　郵便局００１９０-９-７１４４９９

平成23年新年賀詞交歓会のお知らせ　総務部　幸野　茂人

日時　平成２３年１月２０日（木）
　　　１７時３０分　受付開始
　　　１８時００分　開会

会場　東武菜苑
　　　　電話　０３-３８８２-１９１４
　　　　足立区千住２-６１
　　ビックリヤ北千住西口ビル４Ｆ

会費　1人　５，０００円

　お申し込みは、平成２３年１月７日（金）までに同封のＦＡＸ用紙にて返信いただくか、担当　幸野ま
でＥメールにてお願いいたします。

アドレス
s-koh-no-jimusho@mwb.biglobe.ne.jp

足立だより　広報部　諏訪　智
　　
　今回の｢足立だより」は、舎人公園です。
　場所は、日暮舎人ライナー「舎人公園駅」で下車
すると目の前です。
　この公園は、現在約５１．３ヘクタールが整備さ
れ、最終的には６９．５ヘクタールが整備される予
定です。公園内には、陸上競技場、テニスコート、
野球場、少年プレイグラウンド、キャンプ場、バー
ベキュー広場、ドッグラン等が整備され、また植え
られている樹木は２，１３０本、４，９００株に及
ぶそうです。
　また、アメリカのレーガン元大統領夫妻が来日し
た際に贈られた桜が植樹されていて「レーガン桜」
と名付けられているそうです。探してみてはいかが
ですか？

【編集後記】
　新年明けましておめでとうございます。
　今回からレイアウトを変更してみましたが、いかがでしょうか？また、前回お休みした「足立だより」
も無事、復活することが出来ました。
　今年も、支部情報を皆様にお伝えしていきますので、よろしくお願い致します。
　皆様にとって、良い１年でありますように！　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報部　諏訪　智
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