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行政練馬だより第３０号
平成 28年 8月

「練馬支部長挨拶」

練馬支部長 古屋 亨

平成 28年度総会に於いて新事業計画が承認され、新年度がスタートしましたので、改めて挨拶

をさせていただきます。

平成 27年度事業報告の通り、各事業部の努力と支部会員の積極的なご協力により活発な事業展

開を進めてまいりました、総務部を始め研修部、広報部、会計部、社会事業部、暴排対策委員会、

法教育推進委員会のそれぞれの事業報告を、この紙面の中で参照頂き活動実績を確認頂きたいと

思います。

練馬区の人口は 72万人となり、その中で 65歳以上の人口は約 15万人（２０％）を超え、今後

も増加が見込まれています。更にそのライフスタイルも多様を極め様々な問題も浮上しておりま

す。その中で「空き家問題」は練馬区でも顕著でありまして、区内に空き家を所有している方向

けにセミナーや個別相談会を「練馬区」として計画しており、２部構成で実施されます。

(1)空き家等説明会

区から、空き家特措法の概要と、現在検討に取り組んでいる空き家等対策計画策定スケジュー

ル等を説明。

(2)個別相談会

専門家との連携により、空き家の売買や賃貸、改修、相続等様々な相談を受け付ける。この専

門家との連携協力団体として行政書士会練馬支部、東京司法書士会、宅建協会練馬支部、全日本

不動産協会練馬支部、建築士事務所協会練馬支部の５団体が登録されました。

更に、練馬区産業振興公社の運営する「練馬ビジネスサポートセンター」

との連携を深め、事業承継に絡む契約や許認可に関するサポートを担っていきたいと考えており

ます。

支部長に就任して５年が経過しま

した、支部細則により支部長の再任

は２回まで、つまり３期６年までと

なっており、本年度が最後の年とな

ります。総会で承認された事業計画

を推進し、次期支部長にバトンタッ

チしてまいる所存でおります。
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平成 28年度東京都行政書士会練馬支部定時総会報告

平成２８年度の定時総会を下記のとおり開催致しました。

総会時の支部会員数は、２２０名、総会の出席者は４３名、委任状出席者は９６名でございまし

た。

議案につきましては、すべての議案について可決承認されましたことをご報告致します。

東京都行政書士会練馬支部定時総会に引き続きまして、東京都行政書士政治連盟練馬支部定期大

会が開催され、平成２７年度の各事業部の活動報告及び収支報告（監査報告も含む。）

平成２８年度各事業部の活動方針案及び予算案もともに可決承認されたことをご報告致します。

今年度は、下記のとおり代議員の改選のみ行われました。

今年度のご来賓である、東京会会長 常住 豊 様には、総会終了後の懇親会にも出席してい

ただきました。

日時 平成２８年４月２２日金曜日

開催地 練馬区役所本庁舎２０階交流会

〈議案〉

第１号議案 平成２７年度活動報告承認の件

第２号議案 平成２７年度収支報告（監査報告を含む）承認の件

第３号議案 平成２８年度活動報告方針（案）承認の件

第４号議案 平成２８年度予算（案）承認の件

第５号議案 支部代議員選出の件

〈平成２８年度支部役員〉（５０音順、敬称略）

支 部 長：古屋 亨

副支部長：今井 崇雄、津嶋 健、橋本 敏浩、林 広太郎、三上 陽三ゲオルク

幹 事：伊藤 公祐、植松 和宏、榎本 晃、遠藤 泰博、倉本 辰也、進藤 馨

津田 陽一、時田 薫、堀井 博綱、山崎 八九生

監 査：岸 恒雄、多伊良 衛亮

相 談 役：齊藤 亘、寺本 勝彦

顧 問：長妻 謙一郎

〈東京都練馬支部代議員〉（５０音順、敬称略）

伊藤 公祐、今井 崇雄、植松 和宏、榎本 晃、遠藤 泰博、金守 恵美子、岸 恒雄

倉本 辰也、齊藤 亘、柴﨑 理佳、進藤 馨、多伊良 衛亮、津嶋 健、津田 陽一

寺本 勝彦、時田 薫、橋本 敏浩、林 広太郎、古屋 亨、堀井 博綱、三上 陽三ゲオルク

山崎 八九生（以上２２名）

※植松 和宏、倉本 辰也、林 広太郎を除く１９名は、政治連盟の代議員を兼任。
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・研修部からのお知らせ・

研修部長 山﨑 八九生

●新人研修会（講演と懇親会）

対 象：行政書士登録３年未満の練馬支部会員

日 時：平成 28 年７月 14 日（木） 18 時 30分より

場 所：練馬区役所 20 階「交流会場」

講 義：楽しい行政書士生活を送るために～落とし穴の避け方プラス～

講 師：津嶋 健 副支部長（研修担当）

内 容：申込者 17名中、17名全員参加。懇親会は 16名参加。

講演後に支部役員の紹介、続いて各部の部長と部員の紹介。

懇親会の席上で新人の先生方に自己紹介。

備 考：各部の部員中に新人の先生方もすでに何名かいらっしゃいます。

このような形で支部活動への積極的な参加をされますと、業務に関する

ノウハウの取得や先輩方との交流が促進され、スムースな業務展開が可

能になるものと信じます。

●初級研修会

日 時：平成 28 年９月 30 日（金） 18 時 30分より

場 所：練馬区役所 20 階「交流会場」

演 目：成年後見業務で活躍したい

講 師：河上浩朗先生（葛飾支部）

会 費：練馬支部千円。他支部３千円

備 考：研修後に懇親会を予定（会費３千円）

●一般研修会（年度内２回）

第１回目：平成 28年 11月中下旬を予定（内容未定）

第２回目：平成 29年２月中下旬を予定（内容未定）
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・平成 28 年度暮らしと事業の手続相談員・

練馬支部では、毎月第 1 火曜日に練馬区役所内区民相談所において、また毎月第 3 月曜日に石

神井庁舎区民相談室において、区民のための無料相談を行っております。相談員は以下のとおり

です。

<練馬区役所区民相談所＞

4月 伹木徳枝・林広太郎 5月 休み(祝日のため) 6月 寺本勝彦・橋本敏浩

7月 津田陽一・中島康友 8月 齊藤亘・時田薫 9月 金守恵美子・倉本辰也

10月 津嶋健・滝川静夫 11月 林広太郎・多伊良衛亮 12月 津嶋健・堀井博綱

1月 休み(祝日のため) 2月 山﨑八九生・植松和宏 3月 榎本晃・今井崇雄

<石神井庁舎区民相談室＞

4月 岡部博孝・堀井博綱 5月 遠藤泰博・寺本勝彦 6月 今井崇雄・柴﨑理佳

7月 休み（祝日のため） 8月 津嶋健・長谷川守彦 9月 休み(祝日のため)

10月 上田節子・進藤馨 11月 榎本晃・本橋秀次 12月 津田陽一・山﨑八九生

1月 時田薫・林広太郎 2月 倉本辰也・橋本敏浩 3月 休み（祝日のため）

・平成 28 年度練馬支部主な活動及び活動予定・

4月 22日 平成 28年度支部定時総会

6月 16 日 「暮らしと事業のよろず無料相談会」：光が丘区民センター（社）

7月 14 日 新人研修会：区役所 20階交流会場（研）

7月 15 日 「相続・遺言の無料講演会と相談会」：石神井庁舎(社)

7月 30 日 法教育出張授業：大泉南図書館（法）

8月中 行政練馬だより第 30号発行（広）

9月 14 日 暴排 3支部合同研修会（暴）

9月 16 日 「暮らしと事業のよろず無料相談会」：石神井庁舎（社）

9月 19 日 東京会主催ソフトボール大会

10月 7日 「暮らしと事業のよろず無料相談会」：大泉勤労福祉会館（社）

10月 15 日 支部懇親会（総）

10月 21 日 街頭無料相談会（総）

1月中 新年挨拶回り、新年会

2月中 暴排研修会（暴）

その他、11 月～3月に「相続・遺言の無料講演会と相談会：高齢者センター(社）予定

会員向けの初級研修会・一般研修会（研）予定

「相談員としての対応についての研究会（相談員研究会）」（社）予定

12月、2月、3月、4月に支部役員会(総)予定

※（社）・・・社会事業部、（研）・・・研修部、（法）・・・法教育推進委員会、

（広）・・・広報部、（暴）・・・暴対委員会、（総）・・・総務部
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＜社会事業部員のご紹介＞

担当副支部長：橋本 敏浩

社会事業部長：堀井 博綱、

社会事業部員：伊藤 公祐、柴﨑 理佳、上田 節子、中島 康友、品川 真樹

空き家対策推進室長：津田 陽一

空き家対策推進室員：多伊良衛亮、伊藤公祐、柴﨑 理佳、上田 節子、中島康友

・総務部よりのお知らせ・

総務部長 倉本 辰也

総務部では、支部の定時総会、役員会、秋の懇親会、10 月の街頭無料相談会、東京都行政書士

会主催ソフトボール大会参加、新年会開催等を担当させて頂いております。

今年の秋の懇親会では秩父の「小松沢レジャー農園」にてぶどう・しいたけ狩り＆ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰを企

画しております。

支部の会員の皆様(ご家族の方も含)のご参加を心よりお待ち申し上げておりますので、是非ご参

加ください（２５頁をご参照願います）。

〈総務部の主な活動報告及び今後の予定〉

9月 19日 東京都行政書士会主催ソフトボール大会に参加

10月 15日 支部懇親会 小松沢レジャー農園にて（ぶどう・しいたけ狩り&ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ）

10月 21日 街頭無料相談会（光が丘区民センター）

1月 20日 新年会

〈総務部員のご紹介〉

担当副支部長 ： 林 広太郎

総務部長 ： 倉本 辰也

総務部員 ： 津田 陽一、但木 徳枝、豊島 史久、田中 恵美

・練馬支部法教育推進委員会から・

法教育とは、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価

値を理解し、法的なものの考えを身につけるための教育のことをいいます（法務省「法教育研究

会報告書」）。こうした法教育の理念を推進するために、練馬支部に法教育推進委員会が発足して

３年と数カ月が経過しました。

- 5 -

・社会事業部よりお知らせ・

社会事業部長 堀井 博綱

社会事業部では、地域住民とより多く接する機会を持つことにより、社会貢献を行うことと同

時に、行政書士の地位向上と業務内容の周知を図ることを目標に、本年度も以下の活動を予定し

ております。 なお、今年度より、新たに空き家対策推進室を設け、今後の空き家問題に取り組む

所存です。

１． 街頭での暮らしと事業のよろず無料相談会の開催

午前中から午後にかけて、5時間程度の時間を取り、街頭で一般区民の相談に支部会員が対応

いたします。日程や開催地は以下のとおりです。

① 6月16日（木） 光が丘区民センター2階入口付近 （終了）

② 9月16日（金） 石神井庁舎1階入り口付近

③ 10月7日（金） 勤労福祉会館

いずれも題目は「暮らしと事業のよろず無料相談会」、時間は 11時～16時 です。

２． 高齢者センター、石神井庁舎での相続・遺言の無料講演会と相談会の開催

一般区民を対象として、事前予約制で「相続問題と遺言の勧め」をテーマにした「無料講

演会と相談会」を行います。前後半に分け、前半1時間は支部会員を講師として相続と遺言に

関する講演を行い、後半１時間半は一般区民からの個別相談を支部会員が一対一で受けると

いう内容です。時期や場所は以下のとおりです。

① 7月15日(金) 石神井庁舎（終了）

② 11月７日(月) 豊玉高齢者センター

③ 1月 光が丘高齢者センター

④ 2月 関高齢者センター

⑤ 3月６日(月) 豊玉高齢者センター

いずれも題目は「相続・遺言の無料講演会と相談会」、時間は 14 時～16時半 です。

３． 会員向け「相談員としての対応についての研究会（相談員研究会）」の開催

本年度も支部会員を対象に研究会（勉強会）を行う予定です。過去に実際に一般区民から

あった相談や公になっている問題を題材として、それに対する回答の仕方などについて検討

していきます。研究会は4年前から行っておりますが、「これまでの相談員研究会」または「本

年度の相談員研究会」に一度以上ご参加いただいた方の中から、社会事業部主催の相談会に

相談員としてご協力いただきたいと思っております。 （人数や予算の都合上、ご希望通りと

ならない場合もございます）第１回目は６月２３日に行いました。次回の研究会は12月初旬

（日程は未定）に開催予定ですので、研究会への参加ご希望の方は、社会事業部堀井宛に必

ずメールで連絡をいただけますよう、お願いいたします。メールアドレスは

horii2@jcom.home.ne.jp です。
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・広報部からのお知らせ・

広報部長 進藤 馨

日頃は、広報部の活動に関し、ご理解、ご協力を頂き誠にありがとうございます。

今年度の事業計画については、例年どおり支部会報「行政練馬だより」の発行及び支部

ホームページに関しての各事業部のご担当の先生方の相談機関並びに会員名簿の掲載及び更新作

業を行います。

また、今年度は、メールマガジンの内容も充実させていく予定でございます。

そして、新たな試みとして区民の皆様に行政書士業務の取扱業務及び相談事例を掲載すること

で行政書士業務の具体的な内容をお伝えしようと思っております。

また、例年どおり、最後でございますが、練馬支部ホームページの所属会員業務紹介名簿に関

して、新規掲載及びご変更をご希望される先生は、広報部 進藤事務所：

電話：０３－５９２３－９７１４ ＦＡＸ：０３－５９２３－９７１５

メール：k-shindo.solicitoroffice@nifty.comまでご連絡ください。

支部所定の用紙をお送りさせていただきます。

再度、皆様方にお礼を申し上げ、今年度の広報部からのお知らせについては、以上とさせてい

ただきますので、どうぞよろしくお願い致します。

〈広報部員のご紹介〉

広報部担当副支部長：三上 陽三ゲオルク

広報部長：進藤 馨

広報部員：遠藤 泰博、鈴木 基平、金守 恵美子、山田 雅弘

・会計部よりお知らせ・

会計部長 榎本 晃

支部会員の皆様におかれましては、日頃から支部会務の運営にご理解とご協力をいただき誠に

ありがとうございます。

当支部の支部会費は１ヵ月５００円で、当該年度分の会費（年額６，０００円）を前年度末ま

でに指定口座に振込むシステムになっています。毎年２月に各支部会員あてに会計部から支部会

費の振込用紙を各会員事務所にお送りしております。

なお、今年度分をまだお支払いになっていない会員は至急お支払いただきますようお願いいた

します。

支部は支部会員の会費によって運営されています。支部会費未納の場合は会員事務所等にお電

話やご訪問等をさせていただく場合もございますので、予めご了承願います。

最後に、支部会費の納入等につき、お問い合わせのある方は下記までご連絡願います。
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支部法教育推進委員会では、行政書士が法教育に関与することについて、問題を未然に防ぐと

いう予防法務の専門家という立場が学校現場にもなじむものと考えてきました。１年目には体制

づくりと情報収集、２年目に種まきをして、３年目には小学校３校での法教育出張授業、区立図

書館２館での法教育講演会を実施することができました。単年度の実績としては、東京会の各支

部の中でもっとも多くの成果を残した支部のひとつに数えられるまでになりました。

練馬支部法教育推進委員会として４年目となる平成 28年は、従来にない図書館との連携のかた

ちを構築して参ります。これまで２年連続で区立図書館にて講演会を実施してきましたが、今年

はあらたな試みとして小学生と保護者を対象にした対話型法教育授業を実施します。地域に根差

したリーガルサポートを行っていく行政書士の使命として、地域の知的拠点である学校や図書館

との連携は今後さらに拡大していくことでしょう。

これからの支部法教育推進委員会では、活動の場を限定せず、広く一般市民に対してもリーガ

ルマインド＝法的思考力を養成する機会を提供していこうと考えております。今後は支部会員の

みなさまにもお手伝いやご協力を要請することがあると思いますが、その際にはご快諾をいただ

けますようよろしくお願い申し上げます。

練馬支部法教育推進委員長 植松和宏

委員 阿部至幸展

委員 榎本 晃

委員 成井亮裕

※南大泉図書館での法教育出張授業の様子。
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ティッシュやリーフレット配りにも力をいれ、行政書士の周知に努めていきたいと思います。

（社会事業部 上田節子）

・平成 27年度 行政書士強調月間に伴う街頭無料相談会実施報告・

平成 27年 10月 16日金曜日、光が丘区民センター2階コンコースにて、例年通り開催いたしま

した。

当日は残念ながら、ぱっとしない天気でしたが、当会場は都営大江戸線光が丘駅の出入り口を

兼ね、また近隣区民が頻繁に利用する区の出張所、その他設備を備えた屋内コンコースであるた

め、天候時間帯等にかかわらず人通りが非常に頻繁であるため、ビラ、広告入りポケットティッ
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会計部長：榎本 晃

電 話：３９２４－２０９３

Ｆ Ａ Ｘ：０２０－４６２４－５６７８

メ ー ル：eno-office@beach.ocn.ne.jp

会計部 担当副支部長：今井 崇雄

会 計 部 長：榎本 晃

・暮らしと事業のよろず無料相談会・

昨年度は、6 月 16 日に光が丘区民センター、9 月 17 日に石神井庁舎、10 月 9 日に勤労福祉会

館の 3か所で、「暮らしと事業のよろず無料相談会」を行いました。

光が丘は、かつてベッドタウンであったことから、年々高齢者人口も増え、相続・遺言の相談

の多い地域となっています。10月の総務部主催の無料相談会とともに、年二回同じ区民センター

で開催されることにより、地域の方々にも行政書士の相談会であることが理解されてきつつあり、

相談件数も、26 件となっています。

石神井庁舎は、入り口近くの良いポジションを提供していただいているものの、雨天という悪

条件も重なり、行政書士の周知をしてもらうまでにも至らず、多くの人が利用する庁舎という立

地条件の割には、8 件という少ない結果に終わりました。また、チラシ等配布物が欲しいとのご

意見も頂きました。

大泉学園の勤労福祉会館については、駅からも離れ、人通りの少ない場所であること。また、

光が丘区民センターや石神井庁舎と違い、もともと、会館の利用者も少ない点からも、例年、相

談者は少なく、昨年も 9件でした。行政書士の周知も目的とした無料相談会を行う場所としては、

勤労福祉会館は、今後、検討の余地があると考えられますが、大泉学園の南側には、高齢者率が

75％の地域もあり、周知の仕方によっては、仕事の依頼も増える場所なので、今後に期待したい

ものです。

今年度も、6月 16 日光が丘区民センターで「暮らしと事業のよろず無料相談会」が行われまし

た。雨天の予報がされていたにもかかわらず、予定時間前から午前中を中心にたくさんの方が相

談に来られ、昨年の 26 件を上回る 31 件の相談がありました。ティッシュやリーフレットの配布

も含め、地域の皆さんに行政書士の周知活動も行いました。「前にも無料相談会やっていましたね」

という言葉や、「今日は相談に来られないけれど、次回はいつやるの？」とのお問い合わせもたく

さんあり、地域の皆さんに徐々に行政書士が周知されつつあることを実感しました。

また、法律は全く分からないからと相談に来られる方もいますが、中には、相続や遺言作成等、

一通りの知識をもって相談に来られる方もかなりあり、自分の知識の確認や、法律用語の説明を

求められたり…相談を受けるにあたっては、こちらも心して対応しなければならないと改めて感

じました。反面、相続におけるご家族のトラブルは心配しつつも、うちは大丈夫だと思いたくて、

遺言書を書くことをしり込みされる方が多く、対応を考えていきたい課題です。

秋には、石神井・大泉地区において、「暮らしと事業のよろず無料相談会」を開催する予定です。

今後も、無料相談業務で、地域の方々の信頼を得るとともに
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本年度は担当が板橋支部で９月１４日（水）に開催します。

その詳細は下記の通りでございますので多くの支部会員が参加されますようよろしくお願い

申し上げます。

【ブロック研修会及び懇親会の参加受付について】

◆研修会◆

日 時 平成２８年９月１４日（水）

午後２時００分～４時３０分まで（受付午後１時３０分より）

会 場 板橋区立ハイライフプラザ ２階Ａホール

住 所 板橋区板橋１－５５－１６ ＪＲ板橋駅西口より徒歩１分

ＴＥＬ ０３－５３７５－８１０５

◆懇親会◆

時 間 午後４時３０分ころから２時間の予定

場 所 研修会場隣接の「和民板橋西口駅前店」

住 所 板橋区板橋１－５５－１６ 板橋ビュークロッシング３Ｆ

ＴＥＬ ０３－５９４３－９５５５

会 費 ３，０００円

◆申込方法◆ 懇親会参加の有無を明記のうえ、氏名、支部名、電話、ＦＡＸ番号、メール

アドレスを記載し、下記申込先まで

メールアドレス youichi.tsuda@jcom.home.ne.jp
または ＦＡＸ ０３－３９７０－７９３１ 担当 津田

９月１０日までに（必着）お願いします。

行政書士とうきょうでは準備の都合上申込締切日が８月３０日（火）までとなっており

ますが最低限の人数確保のためであり、本会報をご覧の皆様は締切を延長しますので多く

の支部会員のご参加をお待ちしております。

３ 最近の暴力団等の実情の把握、他支部都との情報交換による情報の収集活動等。

東京都行政書士会暴排委員会及びブロックで開催される会議、意見交換会、講習会等に参加

し、有益な情報の収集を行い支部への伝達に努めます。

４ データベース活用による情報調査について

（１）照会範囲

東京都行政書士会暴力団等排除対策委員会が会員の依頼に基づき暴追都民センターより

提供を受けたデータベースの範囲で照会を実施するもの。

（２）照会を依頼できる者

東京都行政書士会が企画した「不当要求防止責任者講習」を受講し、「受講証明書」並び

に「グリーンカード」を保有する者及び独自に最寄り警察署に「不当要求防止責任者選任

届出書」を提出し、「不当要求防止責任者講習」を受講し、「受講証明書」を保有する者と

なっております。

（３）照会の実施

予約が必要で、照会実施を希望する会員は支部暴対委員に対し照会予約を申し出るもの

とし、具体的には「データベース」照会実施要領によります。

できるだけ多くの支部会員が東京都行政書士会の「不当要求防止責任者講習」を受講し

て「グリーンカード」を取得し、また研修会にも積極的に参加されるようお願いします。
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シュ等の配布、当支部設置の無料相談ブースにての相談会など、行政書士制度の区民に対するア

ピールを行ううえで格好の会場設定であり、当日も十分に行政書士会練馬支部をアピールするこ

とができたのではないかと思っております。

当日の無料相談の相談内容に関しては、例年通り、遺言相続に関する相談が最も多く、次いで

成年後見等、家族関係に関する相談が多くありました。

これに関しては、光が丘区民センターの立地、開催日が平日の日中である等の条件で、高齢者

もしくは主婦層の相談が多かったためであると思います。

また、練馬区は都内でも居住人口が多い区であり、ベットタウン的な性格を持った立地である

ため、実際の業務上の案件でも同じような傾向にあるのではないかと考察されます。

他にも少数ではありましたが、法人設立に関する相談も寄せられておりました。

今後も支部としてこのような活動を継続していくことによって、行政書士の知名度を上げ、支

部会員の皆様の業務に少しでもお役に立てればと思います。

総務担当副支部長 林広太郎

・暴力団等排除対策委員会・

暴力団等排除対策委員長 津田 陽一

支部会員の皆様におかれましては日頃支部活動についてご理解、ご協力を頂き誠にありがとう

ございます。

東京都行政書士会暴力団等排除対策委員会練馬支部の活動についてご紹介致します。

暴力団等反社会的勢力を排除するため必要な情報交換、啓蒙活動の実施や警視庁、公益財団法

人暴力団追放運動推進都民センター等の関係機関や他団体との連携強化のため平成１５年１０月

２日東京都行政書士会に暴力団等排除対策委員会が設立されました。

それに伴い各支部においても順次委員会が設立され、練馬支部においては平成１８年１０月３

日設立されました。

支部暴排委員会の今年度の活動について

１ 支部暴排研修会の開催

地域に密着した「街の法律家」として行政書士業務を行う上で暴力団と関わった場合の対応

及び依頼者からの相談に対応するうえで知識を習得し、併せてご協力頂く警察署との関係構築

のため懇親会を開催する予定です。

練馬区内所在の練馬、石神井、光が丘 3警察署において持ち回りで年 1回研修会を開催して

おります。

今年度は光が丘警察署で開催予定です。

開催時期は平成２９年の２月か３月の予定です。

日時等詳細は決定次第支部ホームページ等で支部会員の皆様にお知らせ致しますので１人で

も多くの支部会員の皆様のご参加をお願い申し上げます。

２ ブロック研修会の開催

平成２６年度からは複数の支部合同でブロック研修会を開催することになり、昨年度はブロ

ックが練馬、板橋、豊島の 3支部となり、豊島支部が担当し 9月に開催されました。
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講 師：岡部 博孝 先生

参加者：他支部６名、練馬支部 29名、計 35名

●一般研修会（２回目）

日 時：平成 28年２月２日

場 所：練馬区役所 20階「交流会場」

講 義：運輸関連業務について

講 師：進藤 馨 先生

参加者：他支部 17名、練馬支部 26名、計 43名
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『暴排委員会のご紹介』

委員長 津田 陽一 委員 時田 薫 上田 節子

・研修部の活動報告・

研修部長 山﨑 八九生

研修部では年４回の研修会を行っています。その内、最初の１回目は行政書士登録３年未満を

対象にした新人研修ですが、残りの３回は「行政書士 とうきょう」に広告を掲載して他支部か

らの参加者も交えた研修会です。

平成 27年度は下記のような研修会を行いました。何れも講義の後、懇親会を行い、他支部の先

生方との交流を深めております。

●初級研修会

日 時：平成 27年 10月７日

場 所：練馬区役所 20階「交流会場」

講 義：相続・遺言の第一歩～戸籍の読み方から始めよう～

講 師：津嶋 健 先生

参加者：他支部：14名、練馬支部 29名、計 43名

●一般研修会（１回目）

日 時：平成 27年 11月 25日

場 所：練馬区役所 20階「交流会場」

講 義：初めての建設業務許可申請
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・平成 27 年 9 月以降に登録した会員・

（敬称略・順不同）

熊田尚隆・井上徳治・鈴木正子・須賀信行・鹿島崇之・秋山倫一・大津京子・

中島真一・笹岑勇介・柳川裕幸・新郷政紀・竹内幸治・上野誠・村上勝則・

星野聖子・淺野透・山本寧・真壁喜一郎・松田千聡

※新入会員の皆さん、これからも、ぜひ支部活動にご参加ください。

会 員 紹 介

秋山 倫一

１． PROFILE
秋山法務店 行政書士 秋山倫一（あきやま みちかず）

1958年 9月 1日生。岡山県出身。B型。

学習院大学法学部政治学科卒。
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・平成 28 年度新人研修会・

平成 28年 7月 14日（木曜日）、練馬区役所 20階の交流会場にて「平成 28年度新人研修会」が

開催されました。

新人研修会は、入会 3年以内の会員を対象とした練馬支部恒例の研修会で、今年は 18名の新人

の先生方をお迎えすることができました。

開会では、古屋支部長から、先輩の先生方との交流を持って業務に活かしてほしいとのお話を

いただき、次いで、役員の先生方から一言ずつご挨拶をいただきました。

第 1 部では、津嶋副支部長から、「楽しい行政書士生活を送るために ～落とし穴の避け方プラ

ス～」と題して、業務を行っていくうえでの注意点や行政書士としての心得について講義してい

ただきました。「練馬支部はアットホームな支部です。困ったことがあったら相談してください。

行政書士として楽しい生活を送ってほしい」という暖かいメッセージが印象に残る講義でした。

次に、練馬支部独自の制度である「お助けパーソン」についての紹介がありました。業務の相

談ができるお助けパーソンの先輩行政書士の先生方は、新人の先生方にとってとても心強い存在

です。

第 2 部では、恒例の懇親会が開催されました。新人の先生方からの自己紹介や新メニューの料

理と飲み物での歓談を通して、懇親を深めることができました。

（取材:広報部 山田 雅弘）
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鹿島 崇之

昨年１２月に行政書士登録を致しました、新入会員の鹿島崇之と申します。よろしくお願い致

します。

父は都営大江戸線の練馬春日町駅すぐ傍で司法書士事務所を３０年開いておりまして、私にと

って司法書士は幼少の頃より慣れ親しんだ資格と言えるかもしれません。現在は私自身も司法書

士登録をし、父と同じ事務所で働いております。

そして、私は昨年より行政書士としても登録をさせていただきました。行政書士事務所で勤務

したことがなく、経験不足・知識不足から壁にぶち当たる毎日ですが、少しずつではありますが

行政書士としての業務も行っております。

練馬区生まれ、練馬区育ち、練馬区在住の生粋の練馬っ子として、地域の方から安心してご相

談・ご依頼いただけるような街の法律家となることが目標です。

行政書士としても司法書士としてもまだまだ未熟者ではございますが、研修への参加や勉強を

重ね、日々の自己研鑽を怠ることなく、誠実に業務に取り組む所存です。

先日、練馬支部新人研修に参加させていただき、優しく迎えていただきました。行政書士会練

馬支部にいらっしゃる温かい諸先輩方から御指導御鞭撻をいただき、一歩一歩着実に法律家とし

て成長していくことが出来ればと考えております。

練馬支部の一員として今後ともお世話になると思いますので、よろしくお願い致します。

・・・・・・・・

片岡 文吾

はじめまして。27年に開業いたしました Bee行政書士事務所の片岡と申します。

開業する前は他の行政書士事務所で長らく補助者・使用人行政書士として勤務しておりました。

それゆえに、それなりの経験をもっていると自負しておりましたが、自らの名前を看板にして、

打ち合わせから、書類作成、提出までを行うということは、それまでに味わったことのない緊張

感に包まれたものでした。

練馬支部の諸先輩方は気さくな方が多く、ソフトボールなどを通じて 1 年目から交流をさせて

いただいておりますが、皆様が行政書士の看板を掲げ続けておられるのには相当な努力があるも

のと感じ、尊敬の念に堪えません。

開業一年目は、産廃収集運搬業許可、建設業許可、経審、入札参加資格、屋外広告業登録、貸

金業登録などの申請業務を行いました。付き合いのある方からのご紹介がほとんどで、新規顧客

獲得の難しさを感じております。

行政書士の業務は「依頼しなくても自分でできるもの」かもしれませんが、1 回の申請のため

に社長や社員が手引きを読み、行政に相談し、長い時間を割くことを考えれば、行政書士の代行

料は安いものですから、需要は高いはずです。そのような需要を掘り起こし、行政書士の価値を

広く理解してもらいたいと考えております。
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趣味：空手、テコンドー、戸隠流忍術、サバイバル、オートバイ、ハードロック/へヴィメタル。

商社、物流等、海外事業主体に多年に亘り従事。平成 26年行政書士試験合格。平成 28年

1月行政書士登録。平成 28 年 6月 30日を以って退職、行政書士専業に。

現在鋭意開業準備中。

２． RESOLUTION
行政書士ながらコンサルとして B2B(Business-to-Business：企業間取引)に特化します。

従前在籍した会社において、建設業許可、在留資格、酒販免許、職業紹介許可、助成金等、

様々な行政書士業務経験があります。

これらは、社員がやればタダの仕事です。これらの業務から相当な報酬を得るためには然

るべき価値を提供しなくてはなりません。

私においては、海外をはじめ、様々な業界の現場経験があること、現場から得たビジネス

のヒント、ノウハウといった経験値をクライアント企業の本業に寄与すること。

その過程で上記のような行政書士業務が派生してくるものだと思います。

短納期と低価格、成果だけ求められる出入の「業者」ではなく、「先生」と呼ばれるにふさ

わしいコンサルタントになります。法律業界における行政書士のステイタスの向上の一助と

なれば幸甚です。

・・・・・・・・

上野 誠

このたび、練馬支部の末席に加えていただくことになりました上野誠です。

平成２２年度の試験合格後、本年６月１日に石神井公園駅北口のワンルームマンションをお借り

して開業いたしました。

大学卒業後不動産仲介業者勤務を経て、都下の司法書士行政書士事務所に２０年半おいていた

だきました。その間遺言業務、遺産分割協議書作成などの相続関連業務、会社設立業務などの実

務を勉強いたしました。

またその間、ファイナンシャルプランナー、キャリアカウンセラー、宅建士などの資格を取得

し、実務面でとても役に立つ場面が多かったと感じております。

練馬区には社会人になって以来２１年間住んでおりますが、とても暮らしやすく住みよいところ

だと思っております。私は群馬県の出身ですが関越自動車道を使えば１時間半程度で戻ることも

でき、とても便利です。

ただ社会人になってから住み始めた上、一人暮らしが長く昼間は仕事をしていたため、地域と

のつながりがとても薄くまだまだ知らないことがたくさんあります。

その上見かけと違い生来の人見知りでお酒も強くなく、どうしてもいろいろなところになじん

でいくのに時間がかかる性分です。

少しずつ地道に地域のみなさまのお役に立てるようお仕事していければと思っております。ご

指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

・・・・・・・・
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須賀 信行

はじめまして，新人の須賀です。

登録は昨年末，開業は行政書士の日に合わせて２月２２日にしております。

行政書士になる前は，司法書士事務所で債務整理を専門に携わってまいりました。破産再生の

申立書，過払い請求の訴状や準備書面，違法督促の答弁書など，書面作成のスキルは前職の７年

間で一通り鍛えられていると思います。そのため今後の行政書士の書類作成業務にて，ジャンル

は異なりますがその経験を生かせてゆければと考えております。

また２０代の若き頃は１０年間，アニメーション制作に従事しておりました。一度は起業して

スタジオを構えた時期もあります。練馬は日本アニメ発祥の地として，毎年イベントも開催され

ている土地柄です。そのため著作権や知的財産経営の知識を研鑽して，以前お世話になった業界

にご恩返しも含めて貢献してゆけたらと思います。

行政書士としての将来像は，中小零細企業の社長を支援してゆきたいと思っております。前職

では零細企業代表者の方の破産処理について何人も担当してきましたし，アニメ業界も零細企業

の集合体です。許認可や資金調達，予防法務の面でサポートしながら，倒産しない強い会社づく

りをアドバイスできる行政書士を目指してゆきたいと思います。

（順不同）

・練馬支部懇親会高尾山ランチビュッフェ・

2015年 10月 24日土曜日、今年の練馬支部の懇親会は、高尾山ビアマウントにて行われました。

当日は、もはや恒例となった古屋支部長の「今年もみなさんの行いがよかったからでしょうか。

お天気に恵まれ・・・」のお言葉通り、見事な青空広がるお天気。ビュッフェの料理は和洋中に

デザートまで揃い、ビール 5 種類他アルコールも飲み放題とあって、皆さんご機嫌で和やかに会

話も弾みます。

食事の後は、希望者のみ山頂へ登山。アルコールの残る身体で息が切れましたが、気持ちのい

い汗をかくことができました。山頂に吹く風の気持ちよかったこと！会員家族の 3 歳・5 歳児も

頑張って最後まで歩きました。

食事に登山にと盛りだくさんの一日で、新しく入会なさった先生もすぐに打ち解け、あっとい

う間に楽しい時間は過ぎてしまいました。

「アルコールもお料理も種類豊富でこれはいいですね！」「このお値段ならプライベートでもぜ

ひまた来たい。」「初めて参加させていただきましたが、練馬支部は本当にアットホームでとても

居心地がいいですね」等、参加者の方からも非常に高評価でした。

（取材：広報部 金守恵美子）
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私の得意分野は建設業ですが、できる限り幅広くお客様のご依頼にこたえたいという思いがあ

りますので、新しい業務の話があった場合には、支部の先輩方のご協力を得られれば幸いです。

・・・・・・・・

鈴木 正子

昨年 12月に登録し、練馬支部に入会しました鈴木正子と申します。

練馬支部のみなさま、よろしくお願いいたします。

従前は、食品関係の会社と建設系の複合企業で経理事務とイベントの企画運営の仕事をしてい

ました。

試験合格を機に、地域の方々と直接ふれあいお役に立てる仕事がしたいと思うようになり、会社

を辞めることになりました。

まずは、事務所探しです。電車の乗り換えなしで他線の駅が重なる場所がよいのではないかと、

練馬駅を選びました。

店舗用はありましたが、事務所用の物件は見つけることができませんでした。

次の候補は東中野です。

インターネット情報では長く営業している不動産屋さんがおススメとありましたが、実際は営業

経験が浅い会社の方が親身になって物件を探してくれました。

東中野で手ごろな物件を見つけ申込みをしたところ、ビルのオーナーが税理士で行政書士と仕事

が重なるため断られてしまいました。

脱力して、東中野で物件を探す気が失せてしまいました。

ダメもとで、もう一度練馬駅で探すことに。

気になった物件を内見したのですが、階下が居酒屋で夕方からは賑やかそうなのでＮＧ。

新たに紹介いただいた物件は住居用でしたが、事務所として使用承諾が可だっためここに決定し

ました。

無謀にも事務所を借りたため、毎月固定費が発生します。

このまま全く仕事がない日がいつまで続くのだろうか？

不安と心配でイヤな汗をかき、真夜中に目覚めることもしばしばでした。

現在は、紹介と広告で仕事をいただいています。

専門を決めていないため、今は頂戴した仕事をありがたくお受けし一つひとつ丁寧にあたってい

ます。

実務を通して、専門は決まればと思っています。

日々、勉強不足を痛感しています。真摯に勉強に精進して参ります。

何卒、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

・・・・・・・・
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・ソフトボールチームへのお誘い・

本年 9月 19日（祝・月）に、恒例の東京都行政書士会のソフトボール大会が催さる予定です。

毎年、各支部や有志でチームを結成して参加し、盛大に開催されております。

練馬支部チーム「練馬ﾍﾟｶﾞｻｽ」では、今回で 4回目の参加となります。

つきましては、野球・ソフトボール等の経験の有無を問わず、メンバーを募集致しますので、皆

様のご参加をお待ちしております。（応援のみでも大歓迎です。）

練習は大体月 1～2回程度行っております。

大会当日は「弁当とお茶」が出るだけではなく、試合終了後には成績発表を兼ねた懇親会もあ

ります。

是非、みなさんで良い汗をかき、おいしいビールを飲みましょう。

《お問合せ・応募先》

倉本行政書士事務所 倉本辰也

電話：03-6763-9870
携帯：090-3526-1230
E-mail : tatu0805kura@jcom.home.ne.jp
※練習や会合等、日程が決まりましたら、追ってご連絡いたします。

何卒宜しくお願い申し上げます。
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①練馬支部広報部会員向け『メールマガジン』配信申込書 広報部
□新規申込 □アドレスの変更

氏名： Mail： ＠

活字体でお願いします

下記、ファックス番号（共通）までご送付下さい。

②練馬支部ホームページ 名簿掲載依頼書

http://www.nerima-gyousei.com

これから名簿に掲載を希望する会員の皆様は、下記の事項を記入しＦＡＸにて送信

して下さい。すでに掲載されている会員で変更をご希望の皆様は今後、得意分野に関

し下記「Ａ～Ｌ」の分類に統一いたしましたのでご留意下さい。

(FAX番号 ０３－５９２３－９７１５)

新規掲載・変更を希望しない場合には、手続は不要です。

会 員 氏 名 (必須)
職

印
登 録 番 号 (必須)

得 意 分 野 ※ ①______ ②______ ③______ (必須)

以下任意記載事項（住所・電話番号は日行連名簿通り。）

フ ァ ク ス 03-

メールアドレス

ホ ー ム ペ ー ジ http://

※アルファベットを３つまで指定して下さい。（日行連の検索システムより）

Ａ：農地・土地開発 Ｇ：建設業・経審

Ｂ：社会保険・労働保険 Ｈ：会社・法人

Ｃ：運送・自動車 Ｉ：遺言・相続・遺産分割

Ｄ：外国人関連 Ｊ：知的資産

Ｅ：中小企業支援 Ｋ：風俗・各種営業

Ｆ：産業廃棄・環境 Ｌ：権利義務・事実証明
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秋の秩父ぶどう・しいたけ狩り＆バーベキューのご案内

練馬支部支部長 古屋 亨

総務部長 倉本辰也

今年の練馬支部の懇親会は、秩父の小松沢レジャー農園にて実施致します。

メニューもいっぱい、おなかもいっぱい、の収穫＆体験のお楽しみ企画です。

紅葉の中でいただく溶岩バーベキューに舌鼓、お餅つき体験もできます。

楽しさ、美味しさ、もうてんこ盛りです。

お子様やご家族参加も OKです。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

●日時 平成２８年１０月１５日（土曜日）

●集合時間 午前１１時（雨天決行）

●集合場所 西武秩父線 横瀬駅（送迎バスが迎えにきます）

●会費 ３０００円（餅つき、しいたけ狩り、バーベキュー、ブドウ狩り）

小学生以上は、１５００円、小学生未満は無料です。

●その他 横瀬駅までの往復交通費は、各自ご負担ください。

農園到着後は、①餅つき体験②しいたけ狩り③バーベキュー

④ブドウ狩りの順番となっております。

原則現地集合現地解散です。

ご予定のある方は、途中抜け OKです。

●申込方法 当日の会費徴収は行いませんので、必ず前もってお振込みく

ださい。

９月末に送付する緊急連絡票を FAXの上、振込の完了をお願い致し

ます。

●問合わせ先 ０３－５９４６－７１２８（但木行政書士事務所）

０９０－２２４２－３２２７（但木の携帯）

●参考ダイヤ ９：２３練馬（準急飯能行き）→９：３５ひばりヶ丘→

９：３６ひばりヶ丘（急行飯能行き）→１０：０８飯能→

１０：１３飯能（西武池袋線・西武秩父行き）→

１０：５６横瀬

（１０月に西武線のダイヤ改正あり、あくまでも参考にしてください。）



- 26 -

・あ と が き・

８月にはいりまして、猛暑が続いております。お暑いですね。

皆さん、夏バテ等は、大丈夫でしょうか？

今年度は、ソフトボール大会が９月に変更になりましたので、練習する時間があまりございませ

んが、チームの皆様で暑さと時間に負けず頑張っていきたいと思っております。

皆様のご協力のおかげさまで予定どおり発送ができました。

今後とも皆様方のご協力をいただくと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

練馬支部広報部一同

発行 東京都行政書士会練馬支部
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