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ご挨拶
東京都行政書士会足立支部
支部長 小林 裕一
４月２０日の支部総会において支部長に信任されました小林裕一です。５年ぶりの支部長復帰となりまし
た。
この１年を振り返りますと、昨年の支部総会では「日行連会費の値上げ案」に端を発して「支部の設置目
的とはなにか」という根本問題が持ち上がりました。
また、本年４月より足立区から受託いたしました「一般相談事業」も、最初のボタンのかけ違いから、支
部事業の中に十分取り込めていないまま見切り発進せざるをえない状況がありました。情報の共有や十分な
検討を経ずに相談事業の受託に至った経緯が問題となりましたが、これは意思決定プロセスの問題であった
わけです。これらの問題を前にして前任支部長が辞任いたしました。
さらに３月には「どうやって支部長以下の役員が決まるのか」という支部総会のあり方までも問われる役
員選任問題までが持ち上がりました。
以上３つの課題を背負って私は４月２０日支部総会において支部長に立候補し、その信任投票の結果、信
任２０票、不信任１票、棄権４票で、支部長に選任されましたことをご報告いたします。
「支部の設置目的」は明らかに本会との意思疎通であり、民主的運営のための結節点であるということを
再確認しておく必要があります。足立区から受託の「一般相談事業」については、「支部の予算」をあてに
した事業執行は許されませんので、早期に是正をするよう努力してまいります。そして「役員の選任方法」
については、今年度中に支部細則改正に着手して次期定時総会においてご承認いただき、次回は透明なルー
ルのもとに役員改選が行われるよう努力してまいります。
最後に、こうした経緯を知らされずに足立支部に対して不信を抱いた方々も多いことと思います。役員の
顔ぶれも刷新されました。役員一同全力を挙げてこれからの２年間、信頼回復と民主的運営基盤の確立をめ
ざしてまいります。
どうぞ、足立支部会員の皆様のご理解とご協力をお願いたします。
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ご挨拶

足立区長

近藤 やよい

東京都行政書士会足立支部の先生方には、日頃より区政に対しまして深いご理
解とご協力を賜り心から感謝申し上げます。
皆様方には、昨年度まで「暮らしと事業の相談」「一般相談」として、専門的
なお立場から様々な相談をお受けいただいておりました。本年４月からは、区民
の皆様の相談ニーズに応え、新たな「一般相談」として月曜日から金曜日までの
毎日、さらに相談員の先生も２名体制と充実することができました。そのため４
月の相談件数は、前年度同月比２６５件増の１，２１３件となっており、相談者からは、遺言や相続、
近隣問題などについて、「丁寧でわかりやすい説明だった」「その場ですぐに専門家のアドバイスを受
けることができるので大変助かる」など、数多くの感謝の声を頂戴しております。
支部をあげてのご支援、ご尽力に対し、改めまして心からお礼申し上げます。
区では、本年６月１０日からコンビニエンスストアにおいて住民票の写しなど６種類の証明書の交付
を開始いたしました。このサービスには「住民基本台帳カード」が必要となりますが、来年３月３１日
まで、カード発行手数料の半額キャンペーンを行っております。ぜひ、この機会にご利用いただければ
幸いでございます。
最後になりますが、区民相談に訪れる相談者からは、「複雑な専門性の高い問題であっても、すぐに
アドバイスが欲しい」というご意見が多く寄せられています。こうした「相談のワンストップ化」を実
現するためには、これまで以上に先生方のお力が必要となっております。今後とも先生方には一層のご
協力と相変わらぬご指導を賜りますよう心からお願い申し上げます。

ご挨拶

東京都行政書士会
東京行政書士政治連盟

会長
会長

中西 豊

平素から足立支部会員の皆様には、本会の運営にご協力いただき有り難うござ
います。
平成２５年５月２４日の定時総会において、三度会長に就任させていただきま
した。三期目という事で、会長として最後の任期になると思いますが、驕る事な
く実直に会務に当たっていきますので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げま
す。
さて、平成２５年度においては、メインテーマを「地域と中小企業を支える行
政書士像の確立」とさせていただき、定時総会でご承認いただきました。これに
基づき本年度は、地域貢献を通じて支部活動を充実させていただきたいと考えて
います。その一つの手段が成年後見業務でしょうし、小中学校における法教育も
それに当たると思います。
本会の法教育推進特別委員会では、昨年度末に「法教育マニュアル」を策定致しました。これまで各支
部で実施された実例も収録していますので、これから始める支部におかれましては、これを活用いただき
区役所や教育委員会そして小中学校との協議に役立て、一つでも多くの支部が実績を上げていただくこと
を期待しています。
また、中小企業支援については、事業再生、事業承継及びＢＣＰ（事業継続計画）業務について推進す
るとともに知的資産経営業務についても、積極的に取り組んで参ります。特に知的資産経営報告書の作成
については、本会の中でも実例が出て来ておりますので、なるべく早期に「知的資産経営報告書作成実例
集」（仮題）として纏め、会員の皆様にお示ししたいと考えています。
組織改革案については、昨年度末に試案を支部長会及び理事会にお示しをしましたので、本年度につい
ては、「会議のスリム化」を重点項目として皆さんのご意見を聞きながら進めて参ります。
新執行部では、広く会員の目線に立った会運営を心掛けて参りますので、ご意見、ご要望がございまし
たら、事務局か東京会サイトにある「会員のページ」の意見箱にお寄せ下さる様にお願い申し上げ、ご挨
拶とさせていただきます。
平成２５年６月吉日
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足立支部定時総会報告

前年度総務部

小佐田 秀志

去る平成２５年４月２０日（土）午後２時３０分より、足立区梅田地域学習センター第１学習室にて、標
記定時総会が開催されました。
議長：為田高治
副議長：小越隆之 小高大輔
議事録作成人：小佐田秀志
議事録署名人：有賀裕範 河野秀勝
出席会員数 １１０名（欠席通知含む）
第１号議案 「平成２４年度事業報告並びに決算報告」
承認の件
原案通り満場一致で承認可決されました。
第２号議案 「平成２５年度事業計画並びに予算案」
承認の件
原案通り賛成多数で承認可決されました。
第３号議案 支部長及び支部役員選任について
賛成多数により、支部長には小林裕一会員が選任されました。
支部役員は以下の提案のとおり選任され、欠員・辞退者が生じた場合の処置は、支部長に一任する件に
ついても承認されました。
小林裕一 諏訪智 山田博和 佐田祐介 大森健司 柴田壽 小越隆之 北龍太郎 小高大輔
岡野達朗 坂田幸典 有賀裕範 星野俊雄 安井逸郎 霜越宣幸 為田高治
（以上１６名。なお、北龍太郎会員の就任辞退により、後日伊藤健司会員が就任）
第４号議案 代議員選任の件
以下の提案のとおり選任されました。
なお、被選任者は、平成２５年５月２４日の東京会定時総会に出席することを承諾しました。
欠員が生じた場合の処置は、支部長に一任する件についても承認されました。
小林裕一 諏訪智 山田博和 佐田祐介 大森健司 柴田壽 小越隆之 北龍太郎 小高大輔
岡野達朗 坂田幸典 有賀裕範 星野俊雄 安井逸郎 霜越宣幸 為田高治
第５号議案 報告その他
退任役員からの挨拶がありました。
以上のとおり、全ての議事を終了し、定時総会は午後４時３０分閉会となりました。

足立支部副支部長の紹介
諏訪 智（相談事業部）
平素は支部活動にご理解ご協力いただき、あ
りがとうございます。副支部長・相談事業部担
当を拝命いたしました諏訪 智と申します。
支部としての社会貢献、及び行政書士会の広
報活動としての相談事業を推進すべく努力して
まいります。よろしくお願いいたします。
大森 健司（業務部）
新年度、役員となりました大森です。
私は６０歳まで勤めましたので、まだ３年目
です。研修の担当となったので、実務に役立つ
研修をと思います。また、行政書士業単独で生
計を立てられるよう、各会員にお力添えができ
るような組織としての行政書士会足立支部を目
指します。

山田 博和（会計部）
副支部長に就任致しました山田博和です。足立支
部と足立支部会員の皆様がより一層繁栄されるよう
尽力させて頂きたいと思います。
佐田 祐介（広報部）
昨年までのＩＴ担当に加えて、今年度より広報担
当副支部長を拝命致しました佐田祐介です。足立支
部の益々の発展のため尽力して参る所存です。皆様
宜しくお願い申し上げます。
柴田 壽（渉外部）
副支部長に選任されました柴田です。渉外担当に
指名されました。微力ですが、足立支部の更なる発
展のため与えられた職務を邁進していきたいと思い
ますので、ご指導のほど、よろしくお願いします。
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平成２５年度東京都行政書士会定時総会報告

総務部

小越 隆之

平成２５年５月２４日（金）１３時から、なかのＺＥＲＯ大ホールにて、東京都行政書士会の定時総会が
開催されました。当支部からは、代議員１６名が出席いたしました。
会長挨拶、来賓挨拶並びに紹介のあと、総会が始まりました。
まず、第１・２号議案である平成２４年度事業報告・決算報告等の承認がされました。
次に、第３・４号議案である平成２５年度事業計画案・予算案の承認がされました。
それぞれの議案に関して、各支部の代議員の先生方から、活発な質疑がなされました。
第５号議案の会長選挙は、当支部の小林裕一候補と現職の中西豊会長の一騎打ちとなりましたが、１７４
票ｖｓ３３８票で中西豊会長の勝利という結果になりました。小林支部長お疲れ様でした。
これからの行政書士のあり方について各会員が真剣に考えていかなければならないということが、総会全
体を通して伝わってきました。
定時総会が終了したのは、１９時３０分。出席された代議員の先生方、長時間お疲れ様でした。

支部研修会報告

前年度業務部

飯塚 重紀

平成２４年度第２回目の支部研修会を次の要領で開催いたしました。
日 時 平成２５年３月２３日（土） 午後２時から５時まで
場 所 シアター１０１０ 講義室１
テーマ 行政書士のための情報セキュリティ講座
講 師 株式会社ＩＣＭ ＩＴコンサルタント 堀惠磨人 様
参加者 総数１４名（支部会員１１名、他支部会員３名）
今回は趣向を変えて行政書士業務に関わる情報セキュリティについて学びました。
講師の堀惠先生には、現在私たちを取り巻く情報技術の環境を解説していただき、続いて、業務を行う上
で気を付けるべき情報管理のポイントについて説明していただきました。講義では、具体的に起こりうるト
ラブルの事例を挙げて、そのための対策例を提示していただきましたが、実際にＣＤ－Ｒを破損させる実験
をしたり、パスワードを解読するソフトの実演をしたり、とても刺激的な内容となりました。
今回残念ながら参加者は多くありませんでしたが、講義後に熱心に質問をされる方もいらっしゃり、参加
していただいた方々には有意義な機会になったことと思います。

支部研修会予告

業務部

大森 健司

平成２５年度第１回目の支部研修会を次の要領で開催いたします。
日 時 平成２５年７月２７日（土） 午後２時から４時３０分まで（午後１時３０分受付開始）
会 場 あだち産業センター 交流室
テーマ 遺言執行について
講 師 鎌田寛二先生（中野支部）
今回は、区役所一般相談でも多い相続に関連した数あるテーマの中で、役員会で検討した結果、遺言執
行についてを取り上げ、この道の先駆者鎌田先生のお話をうかがいます。

第３９回足立支部業務研究会開催報告
平成２５年３月２日（土）１４時１５分より、
東京芸術センター会議室５にて、標記業務研究会
が開催されました。
今回は、テーマを相続業務に統一し、３名（発
表順に、幸野、小高大輔先生、稲吉務先生）から
実務事例の報告がされました。
当日は、過去最高となる１６名ものご参加をい
ただき、活発な議論が交わされました。
通常の支部研修会とは異なるスタイルの勉強会
として、業務研究会は今年度も継続の予定です。
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前年度業務研究会担当

幸野 茂人

相談事業部からのお知らせ

相談事業部

諏訪 智

支部会員の皆様、日頃より支部相談業務にご理解ご協力頂きありがとうございます。
今年度より、相談事業部では一般相談、経営者向け相談、外国人向け相談、街頭無料相談会、八士業合同
相談会を担当することになりましたので、それぞれについてご報告いたします。
＊＊＊ 一般相談について ＊＊＊
今年度より一般相談は、区役所開庁日の午前９時から午後４時半まで、２名体制で対応することとなりま
した。その結果、相談件数は飛躍的に増加しております。
５月２７日現在の相談結果は以下の通りです。
借地借家 ３０件、土地家屋 ４８件、相隣 ３０件、相続 １４７件、離婚 ９３件、家庭 ６０件、
戸籍 ３件、損害賠償 １３件、金銭 ５１件、消費生活 ６件、商工 ０件、労働 １０件、冠婚葬祭 ２件、
税務 ６件、人権 ４件、行政 ３件、その他 ６８件、以上計 ５７４件。
＊＊＊ 経営者向け相談について ＊＊＊
経営者向け相談は、あだち産業センターにおいて毎月第２水曜日午後６時から午後８時まで、２名体制で
対応しております。
相談結果は、以下の通りです。
４月：商店会の規約について。５月：風俗営業の許可について。６月：ＮＰＯ法人設立について。
＊＊＊ 外国人向け相談会について ＊＊＊
外国人向け相談会については、年２回の夜間相談会、国際まつりでの相談会を担当する予定です。
なお、毎年参加していた外国人リレー相談会は開催されなくなりました。
＊＊＊ 街頭無料相談会について ＊＊＊
街頭無料相談会は、あだち区民まつり（Ａフェスタ）の会場内で、二日間に亘って行う予定です。
＊＊＊ 八士業合同相談会について ＊＊＊
八士業合同相談会は、足立区で活動する八つの士業（行政書士のほか、弁護士、司法書士等）が合同で無
料相談会を行うものです。
今年も、行政書士会足立支部として参加いたします。

支部活動及び今後の活動予定

支部長

主な活動（平成２５年１月～６月）
月

日

１月

８日

小林 裕一

活動予定（平成２５年７月～平成２６年３月）

活動内容

月

日

７月

１日

ぎょうせい足立４１号発行／アンケート

３１日 臨時支部総会（竹の塚地域学習センター）

中旬

足立区役所ほか各所廻り

３月

２３日 支部役員会／支部研修会（シアター１０１０）

２７日 第３回支部役員会／支部研修会

４月

２０日

支部役員会／支部総会（梅田地域学習セン
ター）

８月

７日

８士業合同相談会準備会（北千住パブリック法
律事務所）

５月

７日

足立区観光交流協会理事会・評議員会

９月

下旬

第４回支部役員会

新年賀詞交歓会（銀座アスター）

１０日 第１回支部役員会（東京芸術センター）

１０月 １２・ 街頭無料相談
１３日
２３日 ８士業合同相談会準備会（北千住パブリック法
律事務所）

２８日 区役所ほか各所挨拶回り
６月

７日

第２回支部役員会（梅田地域学習センター）

活動内容

１１月 １０日

８士業合同相談会準備会（北千住パブリック法
１２日 律事務所）

下旬

８士業合同相談会（足立区勤労福祉会館綾

瀬プルミエ）
第５回支部役員会

１２月 末頃

ぎょうせい足立４２号発行

１月

中旬

新年賀詞交歓会

２月

下旬

第６回支部役員会／支部研修会

３月

下旬

第７回支部役員会
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会計からのお知らせ

会計部

支部会費納入のお願い

山田 博和

未納支部会費納入について

平成２５年度足立支部会費（年額６千円）を、同
封の郵便振替用紙にて、本年７月末日までにお振込
みくださいますようお願い申し上げます（支部細則
第２９条）。

平成２４年度以前の支部会費が未納の方には、
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
ださいますようお願いいたします。

※振込先は次のとおりです。
郵便局 ００１９０－９－７１４４９９
東京都行政書士会足立支部

※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くなること
があります。

支部ホームページとメーリングリスト

広報部

佐田 祐介

行政書士制度の広報活動および会員向け情報の提供を目的として足立支部ＨＰを開設しております。ＨＰ
内の「足立区の行政書士」ページでは、当支部所属の行政書士を掲載しております。
アドレスは http://adachi.tokyo-gyosei.or.jp/ です。GoogleやYahoo!などから「行政書士 足立支部」
で検索可能です。また、東京都行政書士会や足立区のＨＰとも相互リンクしています。
また、会員間での迅速な情報提供を目的としてＭＬを導入しております。
ＨＰ・ＭＬとも、登録・変更希望の方は、同封の申込書にてお手続きください。
なお、会費未納者のＨＰ掲載・ＭＬ加入はお断りしておりますので予めご了承ください。

平成２４年度支部会員の動向
総務部

小越

隆之

増加
新規入会
転入者

減少
１３名

死亡

２名

１名

廃業

９名

転出

５名

抹消

１名

計

１７名

副支部長

諏訪 智

平成２５年４月１日現在
支部会員数 １６６名
計

あだちだより

（写真は巻頭）

１４名

今回の「あだちだより」は「都立東綾瀬公園」です。
「都立東綾瀬公園」は、千代田線綾瀬駅東口から、逆Ｕ字型をした公園で、散歩道・遊歩道によってつ
ながる、全長約２Km、１６万㎡という大きな公園です。公園内には東京武道館、東綾瀬公園温水プール、
野球場、子供広場などがあり、武道やスポーツも楽しめるようになっています。
夏になると室外のプールもオープンし、家族連れでも楽しめるようになっています。東綾瀬公園近くに
は、以前ご紹介した「しょうぶ沼公園」もありますので、まとめて探索というのも良いかもしれません。
ところで綾瀬は、新撰組とも関わりがあったことをご存知でしょうか？
慶応４年（１８６８年）３月半ば、近藤勇、土方歳三ら新撰組が五兵衛新田（現・綾瀬４－１５）の金
子家に滞在したそうです。（足立区観光協会発行 歩こう足立 綾瀬編より）

編集後記

広報部 ぎょうせい足立編集担当 北 龍太郎
前年度に引き続き今年度も「ぎょうせい足立」の編集作業を担当させていただくことになりました。本
会報誌は、支部ＨＰにも掲載されるため、何かをＷＥＢ検索する折に稀ですが思いがけずヒットすること
があります。会報誌として完成度の高いものを目指してはいるのですが…（汗）
ところで、今年の足立の花火は２年ぶりに７月に行われますね。やはり花火は夏がいいです！
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