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東京都行政書士会足立支部

支部長

小林裕一

平成二八年度の抱負
足立支部会員の皆様におかれましては、支部活動にご協力を賜り、感謝申し上げます。
平成二八年度が始まり、すでに三か月が過ぎましたが、新年度のご報告をひとつ申し上げ
ます。千住公証役場様のご厚意により、遺言公正証書の作成に必要な遺言証人の立合いを
当支部会員が全面的にお手伝いすることになりました。遺言証人は２名必要です。遺言者
がその２名を手配できない場合に、当支部にご連絡をいただき、当支部が必要人数を取次
ぐという形で連携しています。行政書士が遺言の現場に立会い、遺言者に寄り添うことの
意味は大きいものと思います。また行政書士会にとっても地域に密着した広報活動になるものと確信しています。
さて、足立支部の平成二八年度ですが、これまでの事業を継続しつつ地域事業を活発化させて参ります。
先ず地域生活に密着した法務を提供していきます。自治会や町会といった地縁団体との連携を模索しつつ、様々な講
演会や相談会の開催を試行していきます。すでに足立支部では足立区役所の一般相談の受託を通して、成年後見、離
婚、相続、近隣問題等の諸課題の実情を理解しています。そうした蓄積をもとに地域社会に根差した町医者的存在を
目指していきたいと思います。また足立区は新宿区、江戸川区に次いで、外国人の多く住む区です。身近な隣人とし
て在留に関する相談会の開催をこれまで以上に企画してみたいと考えています。
また、商工業行政に関しては足立区産業経済部中小企業支援課様や東京商工会議所足立支部様との連携を深めて地
域の商工業者の活性化に貢献することを目指していきます。ご承知のとおり「東京商工会議所」は経営相談、資金調
達(マル経融資)、人材育成、福利厚生といった幅広い経営課題に対応できる事業を行っており、中小企業が最も頼り
とする団体です。中小企業の経営活動のお手伝いを通じて中小企業者の活性化に貢献していきたいと考えています。
足立支部として以上のような事業活動を積極的に展開して成果を出すには、多くの人材が必要です。その際には是
非とも多くの会員のご協力を切にお願いする次第です。
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新任役員のご紹介
小越 隆之（総務担当 新副支部長）

「この度、理事として研修

「この度、副支部長（総務
担当）を拝命し、その責任
の重さに身の引き締まる思

を担当させて戴くことにな
りました。業務研究会は、
新入会員の業務知識拡充と
会員間の情報交換を目的と

いを致しております。私自
身の総務担当歴は、4年目に
入ります。総務部門は、表

した研修会ですが、私自身
まだ経験が浅いため諸先輩
方のお力をお借りしながら

に出て脚光を浴びるような
存在ではありませんが、あ
くまで縁の下の力持ちとして支部を支える土台であ
ると考えております。そこにやりがいを見出し、今
まで以上に会員の皆様のご支援ご協力とお知恵を賜
り精一杯努力していく所存ですので、何卒よろしく
お願い申し上げます。」

おしらせ（星野俊雄

原 優子（研修「業務研究会」担当 新理事）

新政連支部長のご紹介

会員の皆様のお役に立てるよう精進して参ります。ま
た、お互いの知識を共有し高め合える有意義な場とな
るよう会員の皆様に対し常に敬意を持って接し、謙虚
な心と学ぶ姿勢を忘れず、意見や疑問点を積極的に発
言できる雰囲気作りに努めて参ります。何卒よろしく
お願い申し上げます。」
広報担当：佐田）

平成 28 年度より、東京行政書士政治連盟足立支部の支部長に星野俊雄先生が就
任されましたのでこの場を拝借しお知らせ致します。（巻頭にご挨拶がございま
すが東京都行政書士会足立支部の支部長は、変わらずに小林裕一先生です。）

星野 俊雄（新政連支部長）「本年度より、東京行政書士政治連盟足立支部支部長
に就任いたしました星野俊雄と申します。（昨年度までは研修担当・副支部長）
会員皆様のご協力をいただきながら、政治連盟の仕事を推進して参りたいと思い
ます。何卒よろしくお願い申し上げます。」

平成２７年度足立支部臨時総会 報告

総務部

小越 隆之

去る平成２８年３月１９日（土）午前１１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。
議長：佐藤清 副議長：石川みゆき
議事録作成人：小越隆之
議事録署名人：赤津忠彦 呉尚憲
出席会員数 96名（欠席通知含む）
第1号議案

「支部役員選任」の件
以下のとおり選任されました。（敬称略）
監事 柴田壽
理事 原優子

第2号議案

「報告その他」
特段の上程、付議はありませんでした。

以上のとおり、全ての議事を終了し、定時総会は午前１１時５０分閉会となりました。
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平成２８年度足立支部定時総会 報告

総務部

小越 隆之

去る平成28年4月23日（土）午後3時より，あだち産業センター3階（交流室）にて，標記定時総会が開催さ
れました。
議長：櫻井康雄 副議長：石川みゆき
議事録作成人：小越隆之 議事録署名人：呉尚憲
出席会員数 121名（欠席通知含む）

岩元佳代

第1号議案

「平成27年度事業報告及び決算報告」承認の件
原案通り満場一致で可決されました。

第2号議案

「平成28年度事業計画及び予算案」承認の件
原案通り満場一致で可決されました。

第3号議案

「支部役員選任」の件
以下のとおり選任されました。（敬称略）
副支部長：小越隆之
理
事：星野俊雄

相談事業部

岡野 達朗

第4号議案

「代議員選任」の件
以下のとおり19名が選任されました。なお，被選任者は，平成28年5月30日の東京会
定時総会に出席することを承諾しました。（登録番号順・敬称略）
霜越宣幸
伊藤健司
有賀裕範
第5号議案

小林裕一 外尾謙二 石田正己 菊地三桜
板橋正文 安井逸郎 小越隆之 坂田幸典
石川みゆき 奈良井達 葛貫太輔 原優子

諏訪智 佐田祐介
星野俊雄 岡野達朗

「報告その他」
特段の上程，付議はありませんでした。

以上のとおり，全ての議事を終了し，定時総会は午後4時10分閉会となりました。

足立支部研修会 開催報告１

（前）研修担当

平成２７年度第２回目の足立支部研修
会を下記の内容で開催いたしました。
日時：平成２７年１２月５日（土）
１３：３０～１６：３０
会場：足立勤労福祉会館（プルミエ）
第２洋室
テーマ：市民法務～その業務の魅力
～講演並びにパネルディスカション～
講師：行政書士 鈴木俊行先生（杉並）
パネリスト古谷進先生（中央）
パネリスト田中真作先生(新宿)
パネリスト大久保宏明先生（渋谷）
参加者：

３３名

基調講演に続き、実務家３名のパネリス
トを加えての初めてのパネルディスカ
ション形式で実施いたしました。
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星野 俊雄

足立支部研修会 開催報告２

（前）研修担当

星野 俊雄

平成２７年度第３回目の足立支部研修会
を下記の内容で開催いたしました。
日時：平成２８年２月２０日（土）
１３：３０～１６：３０
会場：足立生涯学習センター（学びピア）
５階３号室
テーマ：「風俗営業のこれから」と「許可
申請事務のポイント」について
講師：行政書士 飯塚紀雄先生（足立支部）
参加者：

３６名

多くの先生の参加をいただきました。丁
寧な講義内容で、研修会が成功裡に終了で
きました。

足立支部研修会 開催予告

研修担当

有賀 裕範

平成２８年度第１回の足立支部研修会を次のとおり開催いたします。
日

時：平成２８年７月１６日（土）１３：３０～１６：３０（１３：００より受付）

会

場：足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）２階

科

目：一般貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する処理方針について

第２洋室

～各事業計画の変更または、事業の譲渡譲受、合併、分割、並びに相続の認可申請等～
講

師：古屋

亨（練馬支部）

申込方法：７月８日（金）まで（必着）に、氏名・支部名・電話番号・ＦＡＸ番号・e-mailアドレス等を
明記の上、担当有賀までＦＡＸ又はe-mailにてお申し込みください。
申 込 先：ＦＡＸ：０３（３６２９）４５４３
e-mail：ariga-jimusyo@apricot.ocn.ne.jp
研修会終了後、懇親会（会費３，５００円程度）を予定しております。お申し込みの際に懇親会の出欠に
ついてもお知らせください。会員の皆様の積極的なご参加をお待ちいたしております。なお、前日、当日
キャンセルの場合は、懇親会費のご負担をお願いします。

足立支部ソフトボール部員募集

監督

星野 俊雄

「会員相互の親睦と意思疎通う及び健康を活発に推進すること」を目標に
結成３年目です。何方でも参加できます！
練習・・毎月１～２回、主に小菅の荒川河川敷「五反野球場」で練習します。
問合わせ先・・０７０－５０１３－３４６３
０９０－９０００－９４７６

奈良井（マネージャー）
星野（監督）
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今年で７０歳！
俺について来い！

足立支部 業務研究会 開催報告

研修担当

有賀 裕範

第５２回業務研究会
平成２８年３月１９日 １５：１５～１７：１５
開催場所 あだち産業センター３階交流室
①「韓国戸籍の取り方-相続・帰化申請・在留資格申
請の各ケース別に-」
担当講師：呉 和憲 先生（足立支部）
②「職務上請求書の書き方」
注意点-良い例・悪い例 具体的事例を紹介-」
担当講師：佐田 祐介 副支部長（足立支部）
参加者１６名（うち平成27年度以降登録者２名）
第５３回業務研究会
平成２８年５月２７日 １８：００～２０：００
開催場所 あだち産業センター３階交流室
①「行政書士業務と行政書士会について」
担当講師：小林 裕一 支部長（足立支部）
②「会社設立のイロハ」
担当講師：伊藤 健司 先生（足立支部）
③「ＩＴ・ＭＬ利用について」
担当講師：佐田 祐介 副支部長（足立支部）
参加者 １４名（うち平成２８年度登録者７名）
近年の業務研究会は、基礎的な内容から専門的な内容まで幅広く扱い、とても充実した勉強会となってお
ります。参加者も１５名程度と多くの先生方にご参加していただき、担当者といたしましても大変喜ばしい
ことと思っております。参加された先生方からも意見や質問等が飛び交うこともあり、支部研修会とは異な
る形での勉強会となっております。業務研究会終了後には懇親会を開催し、意見交換を行うとともに参加者
の親睦を深めました。次回業務研究会は平成２８年７月３０日（土）を予定しております。詳細が決まり次
第、足立支部ホームページおよびメーリングリストにてお知らせします。

渉外部からの活動報告

渉外部

4月 6日
5月22日

区民の声聞く課 課長・相談係長（新任）懇談
梅島小校長への法教育授業実施確認

6月 8日
6月中旬
6月21日
7月中旬

ヒルフェ足立地区委員会 同地区との協議
区役所関係各課、社会福祉協議会、商工会議所
八士業団体との懇談
区議会各会派への平成29年度予算要望

訪問・懇談

○法教育関係 今年も梅島小10月オープンスクールで、授業を実施予定
○地縁団体法人化推進関係 6月中旬区民の力部地域調整課との協議開始
○ヒルフェ足立地区 地区リーダー稲吉務氏 副リーダー石川みゆき氏選任

レクリエーション行事

総務部

小越 隆之

足立支部では会員間のコミュニケーション熟成のため、年１回レクリ
エーション行事を実施しております。直近では平成27年9月12日に「草
加健康センター湯の泉」にて日帰りツアー（参加者10名）を開催しまし
た。本年度に関しましては，会員皆様のアンケートに基づき開催内容を
決定する予定です。詳細は同封のアンケート用紙をご覧ください。本年
度も会員皆様の多くのご参加をお願い申し上げます。
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安井 逸郎

相談事業部からのお知らせ

相談事業部 諏訪 智

本年度も社会貢献及び行政書士制度の広報活動のため以下の通り相談業務を行ってまいります。
一般相談（行政書士２名） 足立区役所北館３階にて、区役所開庁日の９時から１６時３０分
経営者向け相談（行政書士２名）
あだち産業センターにて、毎月第二水曜日 １８時から２０時
外国人夜間相談会（行政書士２名） 梅島エルソフィアにて開催
あだち国際祭り（行政書士２名）
梅島ベルモント公園にて１１月３日９時から１７時
街頭無料相談会（行政書士７～８名） あだち区民祭り F-Festa会場にて１０月
八士業合同相談会（行政書士４～５名） 綾瀬プルミエにて開催

足立支部会員の動向
平成２８年４月１日現在

総務部

支部会員数１９４名

増加：新規１４名
減少：廃業 ４名

会計からのお知らせ

小越 隆之

転入１名
転出３名

会計部

支部会費納入のお願い

計１５名
計 ７名

坂田 幸典

未納支部会費 納入について

平成28年度足立支部会費（月額500円=年払い6000
円）を未納の方は同封の郵便振替用紙に事務所地、
氏名をご記入の上、早急にお振込みください。
※振込先 郵便局００１９０－９－７１４４９９
東京都行政書士会足立支部

平成 27 年度以前の支部会費を未納の方には、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 2 週間以内にお振込み願います。
※ 未納分がある方は、支部および東京都行政書士会の
事業参加を制限されることがあります。

足立支部ホームページ、メーリングリスト

広報部・ＩＴ担当

佐田 祐介

足立支部では、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ＨＰを開設しています。
当該ＨＰ内の「行政書士名簿」ページでは、支部会員（希望者のみ）の事務所情報も掲載しています。
アドレスは http://adachi.tokyo-gyosei.or.jp/ 「行政書士 足立支部」でネット検索が可能です。
また、会員間での迅速な情報提供や意見交換を目的としてＭＬも運営しています。ＨＰ・ＭＬともに、新
規登録や変更希望の方、また、最近ＭＬが配信されていないと思われる方は（配信エラー等の可能性あり）
IT担当佐田（070-5502-3158）までお気軽にお問い合わせください。なお、会費未納者のＨＰ掲載やＭＬ加
入はお断りしておりますので、ご了承ください。
会報誌「ぎょうせい足立」は支部ＨＰ上にも掲載しています。ペーパーレス化を推進するためにも、紙版
(当誌)が不要の方は電話またはメール ysata@office-sata.com にてご連絡ください。

あだちだより

支部コラムニスト

諏訪 智

足立区の名所を紹介する「あだちだより」今回は遺跡シリーズ第２弾
「伊興遺跡公園」をご紹介します。伊興遺跡公園は、伊興遺跡の跡地に作
られた公園で竪穴式住居が復元されている他ここで発掘された遺跡などを
展示する展示館が常設されています。この伊興遺跡は足立区最大の遺跡で
縄文時代の土器や古墳時代の出土品が見つかっており、中でも多く出土し
たのが、古墳時代に水辺で神に祈る際に使われた飾りや土器で、当時の毛
長川流域での生活と関連しているものと思われます。また、ここにある古
墳は「方形周溝墓」という、幅1～2m，
深さ 1m前後の溝を埋葬部分の周囲に方
形にめぐらした墓 となっています。こ
の古墳には柵もなく自由に立ち入ること
ができます。 前回ご紹介した「白旗塚
史跡公園」と「伊興遺跡公園」は徒歩１
５分程度しか離れておらず、この周辺に
村があり文化が発達していたことがうか
がえます。「伊興遺跡公園」の開園時間
は１０時から４時までとなっております。
また、近くに無料駐車場もありますので
車で来援することも可能です。
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