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支部長就任のご挨拶 　東京都行政書士会足立支部　支部長　 佐 田 祐 介

　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、ご支援を賜り

まして厚く御礼申し上げます。また、コロナ禍におきまして、長い自粛生活

が続いておりますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けられました

皆様には、心よりお悔やみ、お見舞い申し上げます。

　さて、私こと、令和３年４月２４日の東京都行政書士会足立支部定時総会

におきまして、足立支部長に就任いたしました。これまで小林前支部長の下

では、副支部長として８年、兼任する広報ICT担当としては１５年、支部活

動に尽力して参りました。また、行政書士登録からは１６年目を迎えます。

　足立支部の主な活動といたしましては、足立区役所にて平日毎日実施している一般相談をはじ

め、経営者向け相談、外国人向け相談、区民まつりでの街頭無料相談会、足立区八士業よろず相

談会、法教育出前授業、新年賀詞交歓会などがございます。区民の皆様へ向けた社会貢献活動を

通じて、行政書士の存在をより知っていただくために、そして支部会員間においては風通しの良

い、皆で協力して発展していけるような支部を作っていきたいと思っております。甚だ微力では

ございますが、足立支部発展のため、一層精励してまいる所存です。何卒、これまで同様、格別

のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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東京都行政書士会足立支部定時総会 報告　　　　総務部　有賀 裕範   
                  
　去る令和３年４月２４日（土）午後２時４５分より、足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ）

第２洋室にて、標記定時総会が開催されました。（※以下、敬称略）

議　長：稲吉務

副議長：阿久津美保

議事録作成人：小越隆之

議事録署名人：山崎南恵、大場扶美子

出 席 会員数：１５０名（欠席通知含む）

第１号議案 「令和２年度事業報告および決算報告」承認の件

原案どおり賛成多数で可決されました。

第２号議案 「令和３年度事業計画および予算案」承認の件

原案どお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

以下のとおり選任されました。

支 部 長：佐田祐介

監　　事：霜越宣幸　小林裕一

副支部長：諏訪智　山田博和　伊藤健司　有賀裕範　坂本晃子

理　　事：菊地三桜　原隆人　坂田幸典　五反田大輔　佐藤希枝　安田明広

　　阿久津美保　志村義和　和田尚子　鴇田雅人　吉野禎人

なお、被選任者は即時に役員就任を承諾致しました。

第４号議案 「代議員選任」の件

以下のとおり２１名が選任されました。なお、被選任者は、令和３年度東京都

行政書士会定時総会に出席することを承認しました。（※以下、登録番号順）

霜越宣幸　小林裕一　外尾謙二　菊地三桜　山田博和　佐田祐介　伊藤健司

板橋正文　原隆人　小越隆之　坂田幸典　星野俊雄　有賀裕範　五反田大輔

佐藤希枝　阿久津美保　和田尚子　坂本晃子　鴇田雅人　山崎南恵　吉野禎人

第５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、定時総会は午後４時１０分閉会となりました。
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新任役員(理事)のご紹介                      

　本年度から新たに理事に
就任いたしました安田明広
（やすだ あきひろ）と申し
ます。足立区生まれ、足立
区育ち生粋の足立っ子です。
　２０代は半ばまで海外に
住んでおり、足立支部に席
を置いたのが２８歳の時で
す。早いもので現在３４歳
になりました。足立支部の
先輩方には色々なことを学

　本年度より足立支部の理
事に就任いたしました佐藤
希枝（さとう きえ）と申し
ます。生まれも育ちも足立
区の生粋の足立区民です。
　アパレルのデザイン業や
飲食業を経験後に行政書士
登録をいたしました。前職
での経験を生かした業務を
行っております。

ばせて頂き、先輩方には感謝しております。
　微力ではありますが、足立支部のために尽力
して参りたいと思います。今後とも、ご指導、
ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

　微力ではございますが、支部会員の皆様のお役
に立てるよう努力してまいります。会員の皆さま
ご指導ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　この度、足立支部の理事
として支部活動の業務研究
会を担当させて頂くことに
なりました阿久津美保（あ
くつ みほ）と申します。
登録５年目となりますが、
行政書士としての経験はま
だ浅く、自分自身学ぶべき
事が多いので、諸先輩方の
ご指導を頂きながら自ら研

鑽を積んで参りたいと思います。　　　　　　
　コロナ禍における社会情勢の下、支部活動も
ままならない状況ですが、少しずつでも会員の
皆様のお役に立てられるよう精一杯取り組んで
参りたいと思います。何卒、宜しくお願い申し
上げます。

　この度、足立支部の理事
となり支部活動のお手伝い
をさせて頂くこととなりま
した和田尚子（わだ なお
こ）と申します。行政書士
として７月で開業４年目を
迎えます。支部では業務研
究会を担当させて頂きます。
今はまだ分からないことば
かりではありますが、会員

の方々、役員の先輩方に助けて頂きながら少し
でもお役に立てればと思っております。微力で
はございますが、どうぞよろしくお願いいたし
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　会員の皆様の「業務研究会」へのご参加も、
お待ちしております。

　新たに足立支部の理事を
やらせていただきます吉野
禎人（よしの よしと）と申
します。私は、法科大学院
を卒業し、その後外資系生
命保険株式会社のコンサル
タントとして約６年半業務
を行ってきました。行政書
士の経験は浅いですが、先
生方のお力になれるよう、

頑張っていきたいと思います。　　　　　　　
　諸先輩方が築き上げてきた各所との繋がりを
しっかりと維持しつつ、行政書士の活躍の場を
少しでも多く創出できるよう全力で取り組んで
まいります。至らぬ点もあるかと思いますが、
よろしくお願い申し上げます。

令和３年度より、新たに理事に就任された６名の先生方をご紹介いたします。

　本年度から新しく理事に就
任しました志村義和（しむら
よしかず）と申します。開業
して三年が経ちますが、行政
書士業務は幅広くまだまだ知
らないことばかりです。理事
での活動を通じて、行政書士
同士の繋がりは勿論のこと、
地域社会とも繋がりながら、
沢山のことを学ばせて頂けれ

ばと思います。そして少しでも貢献できればと
考えております。　　　　　　　　　　　　　
　ちなみに趣味はラーメン屋巡りで、特につけ
麺が大好物でございます。若輩ものではござい
ますが、これからよろしくお願い致します。
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業務研究会（自主勉強会）開催報告  　業務研究会担当　菊地 三桜

　例年２月に開催している業務研究会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。

ご参加をご検討いただいていた皆様にはご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございま

せんでした。何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。次回業務研究会は以下のとお

り開催を予定しています。

　　日　時：令和３年７月２９日（木）

　　会　場：Ｚｏｏｍ オンライン研修

　　テーマ：① ＩＴ・ＭＬ利用について 佐田 祐介  先生

　　　　　　② 行政書士業務概論について 菊地 三桜  先生

　　受講料：無料

　　申　込：令和３年７月２８日（水）必着　メールにて

　　　　　　kikuchi-jimusho@trade.gmobb.jp　　担当：菊地

　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。

下記のとおり、足立支部研修会が開催されましたので、ご報告いたします。

　　日　時：令和３年３月１２日（金）１７時

　　科　目：建設業の展望

　　　　　　～建設業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 先生

　　　　　 （渋谷支部）

　　参加者：１８名

　新型コロナウイルス感染拡

大防止の観点から、Ｚｏｏｍ

によるオンライン研修会とな

りました。

　講師の中西豊先生、前足立

支部長小林裕一先生、ＩＣＴ

担当佐田祐介先生、研修担当

(山田)は、会場の東京芸術セ

ンター会議室（北千住）にて

実施いたしました。

足立支部研修会 開催報告 　        令和２年度研修担当　山田 博和　



5

渉外部からの活動報告　   　　　　　　 　渉外部　伊藤 健司

　今年度より支部の体制が新しくなりましたので、小林前支部長、佐田支部長、諏訪副支部長、菊

地理事及び渉外部伊藤の５名にて関係各所へのご挨拶回りに行ってまいりました。

　今回は、前執行部がご尽力され関係がより深まりました足立区「広域避難担当係」「多文化共生

係」「権利擁護推進係」そして「区民の声相談係」へ訪問し、各課の担当係長及び課長にご挨拶を

させていただきました。地域になくてはならない存在であることを目指された前執行部の方針を承

継し、ますます必要とされ頼りにされる身近な存在としての行政書士及び支部を目指して取り組ん

で参りたいと考えております。引き続きご協力のほどお願い申し上げます。

足立スターフィールズ  　　　　     　　　　　　　　監督　山田 博和

レクリエーション行事 　　　　　　　　　総務部　有賀 裕範
　
　足立支部では、会員間のコミュニケーション促進のため、毎年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、１１月２０日に千住マルア

イボウリング場にてボウリング大会を予定しておりましたが、開催日の直前

に生じた新型コロナウイルスの急激な感染拡大を受け中止となりました。

　今年度も開催する予定ではございますが、新型コロナウイルスの感染状況

やワクチン接種の状況を踏まえたうえで、改めて日時等を決定したいと思っ

ております。詳細が決まり次第ご案内致します。

　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

※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。

相談事業部からのお知らせ  　　　　     　　　　相談事業部　諏訪 智

　コロナウイルス感染拡大の影響で足立支部の練習は思うようにできない状況です。この様な状況

ですが、いずれ落ち着く時は来ると思います。ソフトボールを厚生事業の一環で行っておりますの

で「楽しく、健康的に、気負わず」の環境が整い次第再開していければと思います。

　この様な時期ですが、当チームではメンバーを募集しています。コロナ等の状況等を見ながらの

練習、試合になりますが、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
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足立支部会員の動向　　　　　　　　　　　　　　　　総務部　有賀 裕範
　

  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。
ＵＲＬ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
（080-2062-1918）までご連絡ください。なお、会費未納者の掲載、加入はお断りしております。

支部ホームページ(HP)メーリングリスト(ML)　ＩＣＴ担当兼任  佐田 祐介
                                                                
 

会計からのお知らせ    　　　　　　　　 　会計部　坂本 晃子

　　  支部会費納入のお願い
  令和３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

　　 未納支部会費 納入について
　令和３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。

増加：１７名（新規１１名、転入６名）

減少：１６名（廃業７名、転出８名、死亡１名）

あだちだより 　支部コラムニスト  諏訪 智

令和３年４月１日現在

支部会員数：２１１名

＜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。

足立区の名所を紹介する「あだちだより」

今回は「北綾瀬駅」です。

　北綾瀬駅は、綾瀬駅と営団地下鉄(現 東京メトロ)
の車庫の間に位置し、1979年に開業しました。
　開業当初は、綾瀬駅との間を往復する3両編成での
運行。綾瀬駅では「0番線」が専用ホームで、テレビ
番組でも「0番線とは珍しいですねぇ～」と紹介され
ていました。環七に面している出入口は、環七の南側
にしかなく、北側で横断歩道の信号待ちをしていると
きは「乗り遅れるかも…」と不安になったものです。
　それから40年の時が経ち、運行される電車の半分弱
が10両編成となり、代々木上原行き直通電車の始発駅
となりました。
　さらに、環七の北側にも改札ができ、信号待ちを気
にせず駅を利用することができるようになりました。
駅ビルや高架下にも店舗が入るようですので、今後の
発展が楽しみです。
　そうそう、この「足立だより」で初めて取り上げた
「しょうぶ沼公園」は北綾瀬駅西側の目の前ですが、
今回の工事で公園側にも出入口ができました。
　この時期（取材時6月）しょうぶが見頃となってい
ますので、新生北綾瀬駅としょうぶを見に出かけてみ
てはいかがでしょうか？
（もちろん感染対策は万全に！）
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