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令和2年1月22日 新年賀詞交歓会 銀座アスター千住賓館にて

ごあいさつ

〜第４期８年目に際しまして
東京都行政書士会足立支部

支部長

小 林 裕 一

日頃は支部会務につきまして、会員の皆様には多大なご協力を賜り、厚くお礼申し
上げます。第４期８年目に際しまして改めてごあいさつ申し上げます。
令和元年度は大変波乱に満ちた１年であったこと。
令和元年５月１日は今上天皇のご即位により元号が平成から令和へと代わり、新た
な時代の始まりを感じた年度初めでした。
秋は日本列島が台風１５号と１９号に見舞われ、甚大な被害を残すことになりまし
た。年が明けて、１月より新型コロナウイルスが世界的に蔓延をしはじめて、遂にパンデミックとなるほど
の猛威を現在も維持しています。毎日毎日この話題でもちきりです。昨年の台風災害、今年の疫病災害、ど
ちらも人類が避けて通れない自然の脅威です。足立支部もこの脅威を避けて通ることは出来ませんでした。
１月の新年賀詞交歓会以降、事業らしい事業がすべて中止延期を余儀なくされて参りました。４月の支部
総会も書面決議という異例な形をとって何とか成立した次第です。このように人が集まって会議をすること
はこれからは大変な難事業となってくるものと覚悟が必要です。
一方で新型コロナによる「ニューライフスタイル」に注目です。在宅勤務（＝テレワーク）やオンライン
（ネット）会議、というように家で仕事することが当たり前になってきたりします。三密の極み満員電車を
避けて自宅でできることは自宅でする、できないことのみ会社に行って済ませるスタイルが定着するかもし
れません。そうなると都心の地価が今後も高値で安定するとは言えなくなるはずですね。様々な場面で私た
ちの暮らしや仕事が変わっていくことが予想されます。
さて、東京都行政書士会足立支部の令和２年前半のご報告を２つ。
①オンライン会議を試行(５月１０日)役員有志にて実施。６月１７日には実際に役員会も開催致しました。
②総務省・経産省・東京都庁における給付金、協力金の電話無料相談を５月１８日から始めました。行政書
士の出番です。大いに奮起してまいります。新型コロナに負けず、新型コロナと共に！
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新任役員(理事)のご紹介
この度、新たに理事として任命されました鴇田(ときた)雅人
と申します。行政書士としてのキャリアはまだ２年程ですが、
その間足立支部の活動に参加し、各種相談会等における区民の
皆様への対応のきめ細かさに驚き、諸先輩が築いて来た他の支
部には無い行政との強い協力関係に、行政書士として大変やり
がいを感じました。今後は理事として、更に支部活動が区民の
皆様の為に充実する様、微力を尽くして参ります。どうぞ宜し
くお願い致します。

東京都行政書士会足立支部定時総会 報告

総務部

小越 隆之

令和２年４月２５日（土）午後２時５０分より、足立支部事務所（支部長事務所）にて、標記定
時総会が開催されました。なお、本年度の定時総会は，新型コロナウイルス感染の拡大防止のため
下記の議事を、書面をもって議決することとしました。（※以下、敬称略）
議 長：石田正己
副議長：稲吉務
議事録作成人：小越隆之
議事録署名人：石田成陽 山崎南恵
書面提出者数：１０７名
支部会員数：２１１名
会場出席者：小林裕一 板橋正文 石田正己 石田成陽 小越隆之
石田議長は総会の成立要件の確認を求めたところ、総務小越隆之の報告を受けて、
総会は有効に成立した旨を宣言して、議案の採決に移った。結果は以下のとおり。
第１号議案

令和元年度「事業報告並びに決算報告の件」（案）の承認の件
賛成 １０７
反対 ０
棄権 ０
原案通り賛成多数で可決されました。

第２号議案

令和２年度「事業計画並びに予算」（案）の承認の件
賛成 １０７
反対 ０
棄権 ０
原案通り賛成多数で可決されました。

第３号議案

支部役員選任の件
賛成 １０７
反対 ０
棄権 ０
原案通り賛成多数で可決されました。
理事：鴇田雅人
なお、被選任者は役員就任を承諾致しました。

第４号議案

代議員選任の件
賛成 １０６
反対 ０
棄権 １
原案通り賛成多数で可決されました。
以下のとおり21名が選任されました。（登録番号順）
・霜越宣幸・小林裕一・石田正己・菊地三桜・山田博和・佐田祐介
・伊藤健司・板橋正文・原隆人・稲吉務・安井逸郎・小越隆之・坂田幸典
・星野俊雄・岡野達朗・有賀裕範・五反田大輔・呉尚憲・坂本晃子
・鴇田雅人・石田成陽
なお，被選任者は代議員就任を承諾致しました。

以上のとおり、全ての議事を終了し、定時総会は午後３時５０分閉会となりました。
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足立支部「新年賀詞交換会」開催報告

広報部

佐田 祐介

令和２年１月２２日北千住「銀座アスター千住賓館」にて、東京都行政書士会足立支部「新年賀
詞交歓会」が開催されました。写真は小林支部長による冒頭の挨拶です。多数のご出席を賜り、大
いに盛り上がりました。ありがとうございました。

足立支部研修会 開催報告・予告

研修担当

有賀 裕範

◆平成３１年度第３回支部研修会
日時：令和２年３月６日（金）１８：００～２０：３０
会場：足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）２階 第２洋室
科目：建設業の展望～法改正後の運用と建設キャリアアップシステムについて～
講師：中西 豊（渋谷支部）
本研修会は新型コロナウイルスの影響により会場を使用することができず延期となりました。
◆令和２年度第１回支部研修会
日時：令和２年６月６日（土）１５：００～１７：００
会場：足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）２階 第２洋室
科目：建設業の展望～法改正後の運用と建設キャリアアップシステムについて～
講師：中西 豊（渋谷支部）
本研修会は延期となりました平成31年度第3回支部研修会としての開催となりましたが、新型コロナ
ウイルスの影響により会場を使用することができず中止となりました。
◆令和２年度第２回支部研修会 開催予告
令和２年１０月頃を予定しております。詳細が決まり次第支部ホームページ、支部会員メーリング
リスト及び行政書士とうきょうにてお知らせ致します。
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足立支部 業務研究会 開催報告

研修担当

菊地 三桜

令和２年２月１４日１８時３０分から、あだち産業センター３階交流室にて開催された業務研究
会主催の研修会の開催報告をさせて頂きます。今回は、２名の先生に講義をして頂きました。
１.「話を『聴く』スキル」原 隆人 先生
傾聴、パラフレーズ、リフレーム及びサマライズなど、話を聴くスキルを丁寧に講義して頂きま
した。特に相談にあたっての注意点については、経験に基づいた内容となっており、大変参考にな
る講義でした。
２.「建築物清掃業登録基準について」 岡野 達朗 先生
実際に受任した事例を参考にしながら、処理上の検討事項、実務の要点など丁寧に講義をして頂
きました。実際に使用した申請書類をご用意いただき、守秘義務に配慮しながら、書類を作成する
ポイントを分かり易く説明して頂きました。経験のある先生が少ない中での貴重なお話となりまし
た。

参加者は９名（うち新入会員０名）で、参加者の皆様と意見を交わす事ができ、有意義な研修会
となりました。終了後懇親会を「北海道はなの舞 北千住店」で行い、大いに盛り上がりました。
ご参加いただいた皆様には担当より御礼申し上げます。
業務研究会では講師をしていただける方を募集させていただいております。発表に際して経験年
数は問いません。自身の勉強の一環としてお気軽に取り組んでいただければ幸いです。テーマの例
（申請等実務のレポート、業務に関する研究、リサーチ等の成果の発表、その他行政書士業務に役
立つと思われる情報あれこれ）。担当 菊地（電話番号０３－３８５９－３０９３又はメールアド
レス kikuchi-jimusho@trade.gmobb.jp）までご連絡ください。
■次回予告
次回業務研究会は令和２年７月１７日（金）１８：００ Zoomを用いたオンライン研修となります。
当日のテーマ①「Zoomの使い方・楽しみ方」「IT・ML利用について」講師 佐田佑介 先生、テー
マ②「行政書士業務と行政書士会について」講師 小林裕一 先生を予定しています。詳細が決ま
り次第、支部ホームページ及び支部会員メーリングリストにてお知らせします。 メーリングリス
ト未加入の方は、お早めの加入をお勧め致します。
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渉外部からの活動報告

渉外部

安井 逸郎

♦４月６日 区役所人事異動に伴う挨拶・訪問をいたしました。
♦７月上旬 区議会の各会派への予算要望予定。
♦１０月中旬 第６回法教育授業を実施予定。
♦住区センターでの区民生活セミナー・相談会開催 年２回予定。
開催地域の会員の諸先生へのご支援をお願いします。
♦第３回社会保険労務士会足立・荒川支部との研修・交流会予定。

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）
足立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）
梅田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開催
◆街頭無料相談会（行政書士７～８名） あだち区民祭りA-Festa会場（千住河川敷）にて開催
◆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
今年は、コロナウイルス感染防止のため中止となっているものもありますが、再開後は安全を確保
したうえで相談業務を継続していきたいと思っています。

足立スターフィールズ

監督 山田 博和

昨今のコロナの影響により練習が出来ていない現状ですが、国、東京都、足立区の判断により状
況が許せば、練習再開となります。
この様な状況ですが、当チームでは引き続き、メンバーを募集しています。練習、試合、懇親会
等できるだけ多くのメンバーが必要です。
「令和２年９月２６日第１５回ソフトボール大会」開催予定です。
外で気分転換をしたい方、年間で２〜３回くらいしか練習に参加できない方、スポーツ経験のない
方など全く問題ありません。スポーツを通して皆で楽しいひと時を過ごしましょう。今後も皆様の
ご声援、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
☆足立スターフィールズメンバー大募集。未経験者多数、見学・応援大歓迎！
監督：山田まで 090-4361-5295

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。昨年度は令和元年９月６日，千住マルアイ
ボウリング場にてボウリング大会・カラオケ食事会（参加者１６名）を開催
致しました。本年度は，新型コロナウイルスの影響により，現時点での開催
は未定です。状況が整い，開催する際には，本年度も会員皆様の多くのご参
加をお待ちしております。
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足立支部会員の動向
令和２年４月１日現在
支部会員数２１１名

総務部

小越 隆之

増加：新規１０名、転入５名 計１５名
減少：廃業３名、転出３名、死亡２名 計８名

会計からのお知らせ

会計部

支部会費納入のお願い
令和元年度足立支部会費（年額6000円）を同
封の郵便振替用紙にて、本年７月末日までに
お振込くださいますようお願い申し上げます。
※振込先 郵便局００１９０－９－７１４４９９
東京都行政書士会足立支部

有賀 裕範

未納支部会費 納入について
令和元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。
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。

＜お願い＞ 支部会費の振込手数料は支部が負担しています。支部経費削減のため、お手数ですが
郵便局の窓口ではなくＡＴＭにてお振込いただきますようお願い申し上げます。

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。「お近くの行政書士」ページでは、支部会員希望者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ICT担当 佐田
（070-5502-3158）までご連絡ください。なお、会費未納者の掲載や加入はお断りしております。

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「奥の細道プチテラス」です。
先日仕事で福島県に出張したのですが、そこで松尾
芭蕉の像を見つけました。今でこそ新幹線や飛行機な
どがありますが、当時は「徒歩」だけに、途方もない
旅だったに違いありません・・・。
「奥の細道プチテラス」は、平成１６年に「奥
の細道」の出発点である京成本線千住大橋駅に
ほど近い大橋公園に、松尾芭蕉生誕３６０年を
記念して作られました。
松尾芭蕉は、当時住んでいた深川から、墨田
川を船で北上し千住で下船、そこから旅に出て
います。奥の細道の中にも千住で船を降り、そ
こで「行く春や鳥啼魚の目は泪」という矢立の
初めの句を詠んだことが記されています。
ところで、隅田川を北上し千住で下船した際
に、北岸に上陸すれば足立区、南岸に上陸すれ
ば荒川区となり、実際はどちらに上陸したか定
かではないそうです。そんなこともあり、足立
区、荒川区との間で「我区こそ旅立ちの地であ
る」と熱い論争が続いています。
どちらが真実か、実際に足を運んでみてはい
かがですか。
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