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東京都行政書士会練馬支部 練馬だより 32 号 

 

支部長ご挨拶   

練馬支部長  橋本 敏浩 

支部会員の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素より支部活動に

多大なるご協力とご理解をいただき、厚く御礼申し上げます。 

この度、4 月に開催された練馬支部定時総会及び政治連盟練馬支部定期大会におきまして、上程された

議案が可決承認されました。特に今回は、支部長並びに役員の選任方法の変更を含めた支部細則の改正

を上程しておりましたところ、会員の皆様のご理解、ご協力により可決承認されましたこと、お礼申し上

げます。 

同時に私が練馬支部、政治連盟練馬支部の支部長に就任して 1 年が経過したわけですが、おかげ様を

もちまして円滑に支部運営が進んでおりますことを感謝いたします。各部の活動状況や実績については、

本誌面でご確認いただきたいと思います。引き続き 2 年目も練馬支部の発展のために邁進していく所存

ですので、ご指導ご鞭撻のほど、何とぞよろしくお願いいたします。 

さて、私たち行政書士はそれぞれ個人事業主であり、経営者です。営業活動をしてクライアントから仕

事を得て、作業をこなして仕事を完了し、報酬を回収する、というところまで全て（事務所内で役割分担

があるにしても）自分で行わなければなりません。その中でも特に営業活動については、どのような方法

がいいのか、はたしてうまくいくのかどうかなど、いろいろな場面を考えてしまいがちです。しかし事務

所で延々と考えていても始まるものではなく、「まずやってみよう、スタートしてみよう」という姿勢が

大切なのではないかと思います。とにかくやってみようと考えたことを、怖れず実行してみる、なるべく

早くスタートしてみる。始めるのが早ければ早いほどその結果も早く出ますし、うまくいかなかったこ

とについての対策も早く考えられることになります。営業活動に限らず書類作成にしても、行動する中

でこそ貴重な体験をし、アイデアが浮かんでくるのであり「やってできないことはない」という考えのも

と、挑戦していくことが必要だと思います。未経験の仕事を依頼

されると、躊躇してしまいます。そのようなときでもやると決め

たらとにかく始める。感触を探りながら仕事を進

めていくうちにどんどん先が見えてくるというこ

ともあります。クライアントに迷惑をかけること

はあってはいけませんが、どうしようもなければ先輩に訊くなど

のことも可能です。私自身も、今年度はあまり考えすぎずに「行

動優先」を意識してみることにしたいと思います。 
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平成３０年度各事業部・委員会のご紹介 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・練馬区長選挙について・ 

今年の練馬区長の任期満了に伴い、平成 30 年 4 月 15 日に練馬区長選挙が行われました。この選挙にあ

たって政連練馬支部では、現職の前川燿男氏に推薦状を送り応援をしてきましたが、その結果前川燿男

氏は得票率 57％、2 位に倍以上の大差をつけ、無事当選いたしました。前川区政の益々の発展を祈念い

たします。 

練馬支部長 

橋本 敏浩 

会計部 
部長 

榎本 晃 

社会事業部 
部長 

堀井 博綱 
理事 

上田 節子 

 

 

 総務部 
部長 

倉本 辰也 

 

法教育推進委員会 
委員長 

植松 和宏 

  理事 

  榎本 晃 

 

空家対策推進委員会 
委員長 

津田 陽一 

理事 

石井 則子 

柴﨑 理佳 

  

暴力団等排除対策委員会 
委員長 

時田 薫 

 監査役  多伊良 衛亮 

        今井 崇雄 

 

 

 相談役  岸 恒雄 

        古屋 亨 

 研修部 
部長 

山﨑 八九生 

理事 

石井 則子 

 

 

広報部 
部長 

進藤 馨 

理事 

上田 節子 

 

副支部長 

津嶋 健 

 

副支部長 

津田 陽一 

 

副支部長 

堀井 博綱 

副支部長 

三上陽三ゲオルク 

副支部長 

林 広太郎 

 

 顧問  長妻  謙三郎 

齊藤 亘    

      寺本 勝彦 
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・平成 30 年度東京都行政書士会練馬支部定時総会報告・ 

 
                                広報部  

 
平成 30年度の定時総会が下記のように開催されました。 

 総会時の支部会員数 224名中、出席人数は 149名（本人出席 48名、委任状出席 101名)でした。支部

細則の総会成立要件（委任状出席を含め、1/3以上の出席）を満たし、総会が成立いたしました。 

下記議案につきましては、活発な質疑応答の後、すべての議案について、原案通り可決承認されたこ

とをご報告いたします。 

尚、本年度は第 5号議案で支部細則の改定案が提示されました。これは支部細則を東京都行政書士会

会則に準拠すべく文言等の整合性を図るとともに、支部役員選任規則につき将来の支部役員改選に於い

て役員選考の透明性をより高めるための改定とされています。可決承認された内容は東京都行政書士会

練馬支部のホームページの What’s New に掲載いたしております。 

平成 30年度東京行政書士政治連盟練馬支部定期大会も定時総会に引き続いて行われ、平成 29年度の

活動報告及び収支報告（監査報告を含む）、平成 30年度活動方針（案）及び予算（案）ともに可決承認

され、支部代議員が選出され就任したことをご報告させて頂きます。 

定時総会と定期大会後に同一会場で行われた懇親会に於いては、来賓の東京会副会長の上池敏子先生

と東京会政治連盟会長の田崎敏男先生のお二人にお祝いの言葉を頂戴いたしました。 

 

 

日時 平成 30年４月 20日（金） 

場所 練馬区役所本庁舎 20 階交流会場 

 

＜議案＞ 

第１号議案 平成 29年度事業報告承認の件 

第２号議案 平成 29年度決算報告（監査報告を含む）承認の件 

第３号議案 平成 30年度事業計画（案）承認の件 

第４号議案 平成 30年度予算（案）承認の件 

第５号議案 支部細則改定の件  ※改定内容はホームページにて公開 

第６号議案 支部代議員選任の件 

 

＜東京都行政書士会練馬支部代議員＞（50音順・敬称略） 

石井 則子、今井 崇雄、上田 節子、植松 和宏、榎本 晃、岸 恒雄、倉本 辰也、齊藤 亘、 

柴﨑 理佳、進藤  馨、多伊良 衛亮、但木 徳枝、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、山﨑 八九生、（以上 22名） 

 

＜東京行政書士政治連盟練馬支部代議員＞ （50音順・敬称略） 

東京行政書士政治連盟練馬支部の代議員(20名)は東京都行政書士会練馬支部代議員 

（倉本 辰也、林 広太郎の 2名を除く）が兼任                               
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・平成 30 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 林広太郎・伹木徳枝    5 月 津嶋 健・酒井玲子    6 月 今井崇雄・時田 薫 

7 月 榎本 晃・本木千津子  8 月 津田陽一・山﨑八九生   9 月 倉本辰也・金守恵美子 

10 月 柴﨑理佳・星野聖子  11 月  橋本敏浩・齊藤 亘  12 月 植松和宏・小林輝昭  

1 月  休み(祝日のため)       2 月 上田節子・鈴木正子    3 月 石井則子・堀井博綱  

 

<石神井庁舎区民相談室＞ 

4 月 橋本敏浩・倉根泰代   5 月 堀井博綱・長谷川守彦  6 月 進藤 馨・岡部博孝  

7 月 休み（祝日のため）   8 月 上田節子・本橋秀次    9 月 休み(祝日のため) 

10 月 時田 薫・藤波良之   11 月  津嶋 健・石井則子   12 月 今井崇雄・進藤恵美 

1 月  津田陽一・高瀬より江  2 月 倉本辰也・山﨑八九生  3 月 榎本 晃・柴﨑理佳 
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・平成３０年度活動予定・ 

                   （平成 30.8 以降の活動） 

30.8.25 支部懇親会 バス旅行 （総） 

8.29 「相続・遺言無料講演会と相談会」（はつらつセンター大泉）（社） 

     9.8  対話型法教育授業（大泉学園桜小学校）（法） 

     9.14 「暮らしと事業のよろず無料相談会」（石神井庁舎 1階入り口）（社） 

   9.18  5士業共同相談会（空） 

     9.24  東京都行政書士会ソフトボール大会（総） 

     9.26  初級研修会（研） 

    10.5   「暮らしと事業のよろず無料相談会」（練馬区役所本庁舎エントランス）（社） 

    10.19  「相続・遺言無料講演会と相談会」（光が丘区民センター5階集会室）（社・ヒルフェ共催） 

    10.25  行政書士制度広報月間無料相談会（光が丘区民センター2階入り口）（総） 

  11.16  「相続・遺言無料講演会と相談会」（光が丘区民センター5階集会室）（社） 

    11月下旬 一般研修会（研） 予定 

12.4  「相続・遺言無料講演会と相談会」（はつらつセンター大泉）（社・ヒルフェ共催） 

    12.7   相談員の研究会（区民産業プラザ 3階多目的室 1＋２）（社） 

    12.21  「相続・遺言無料講演会と相談会」（はつらつセンター豊玉）（社・ヒルフェ共催） 

31.1.18  「相続・遺言無料講演会と相談会」（はつらつセンター関 1階）（社） 

   1月下旬 支部新年会（総）予定 

   2月   暴力団等排除対策研修会（暴）予定 

       一般研修会（研）予定 

   3.5 「相続・遺言無料講演会と相談会」（はつらつセンター豊玉）（社） 

   4月中旬 支部総会（総）予定 

 

 

        ＜その他＞ 

    ※総務部･･･年 6回（5.8.12.2.3.4月）支部役員会開催 

          暮らしと事業の手続き相談 

          ・練馬区役所 毎月第１火曜 

             ・石神井庁舎 毎月第 3月曜 

       ※広報部･･･年 3回メールマガジン発行、HPの更新 

 ※法教育推進委員会･･･年に数回、区内の学校、図書館にて講演会予定。 

   ※各事業部において、部会開催 
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・総務部よりお知らせ・ 

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「日帰りバス旅行」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（21 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〉 

8 月 25 日   支部懇親会 

9 月 24 日     東京都行政書士会主催ソフトボール大会に参加 

10 月        街頭無料相談会（光が丘区民センター） 

31 年 1 月    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     ： 但木 徳枝、豊島 史久、進藤 恵美 

 

 

 

支部総会の様子 
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・社会事業部よりお知らせ・ 

社会事業部長 堀井 博綱  

 

会員の皆様、いつも社会事業部の活動にご理解とご協力いただきましてありがとうございます。 

社会事業部は地域との共生の一環として 10 数年、「暮らしと事業のよろず無料相談会」や「相続・遺

言の無料講演会と相談会」を通して、地域住民のために、行政書士が手掛けるあらゆる相談をしてまい

りました。 

特に最近の講演会では、はつらつセンターの担当の方や、講演会に参加した区民の方々からも次回の

開催を希望されることも多くなり、この活動の成果が着々と実を結んでいると思います。 

昨年度の実績として「暮らしと事業のよろず無料相談会」は、練馬区の協賛を得て、光が丘区民セン

ターの２階入口付近、石神井庁舎の１階入口付近、勤労福祉会館の１階展示コーナーと合計３回、開催

いたしました。また、「相続・遺言の無料講演会と相談会」もまた、練馬区の協賛を得て、光が丘区民

センターの５階会議室と石神井庁舎の５階会議室で計２回、はつらつセンター（光が丘、大泉、関、豊

玉）で計４回。ヒルフェとの共同開催による「講演会並びに無料相談会」を計３回、合計で９回それぞ

れ開催しております。 

従いまして、相談会関係の合計は１２回となりました。 

また、行政書士が何をする職業なのか理解していない方もおられますので、社会事業部内では毎回の

講演会時に行政書士業務について説明するようにしております。 

相談員としてのスキルを上げるため、年２回の研究会を行っております。具体的の相談事例等を基

に、課題をいくつか作成し、参加者全員に事前に回答を用意してもらい、研究会で各自の考えを発表し

てもらい、活発な意見交換をして、能力の向上を目指しております。 

なお、行政書士の業務を地域の住民の方により理解してもらうために、今年度から「暮らしと事業の

よろず無料相談会」の活動拠点の一つである勤労福祉会館から練馬区役所本庁舎のエントランスに変更

いたしました。 

平成３０年度今までの社会事業部活動 

日程 講師他 名称 場所 

2018.5.11   社会事業部部会 区民・産業プラザ 

2018.5.24 中島康友 相続・遺言無料講演会と相談会 はつらつセンター光が丘 

2018.6.15   暮らしと事業のよろず無料相談会 光が丘区民センター 

2018.6.22  相談員の研究会 区民・産業プラザ 

2018.7.13 倉根泰代 相続・遺言無料講演会と相談会 石神井庁舎５階会議室 

 

※今後の予定については、P５、及び裏表紙のご案内でご確認ください。 

 

社会事業部の活動に関してのお問い合わせは、下記にご連絡ください。 

メール： horii2@jcom.home.ne.jp （堀井） 
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【社会事業部員のご紹介】  

社会事業部担当副支部長兼部長：堀井  博綱 

社会事業部員：上田  節子、伊藤  公祐、中島  康友 

倉根  泰代 

 

 

 

 

・広報部よりお知らせ・ 

 

                              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・月ごとの点検作業

を行います。 

 また、一般の方が、私たち行政書士を検索する際の検索キーワードの調査も行っていく予定でござい

ます。 

 また、２９年度末に発行させていただきましたメールマガジンは、大変、ご好評をいただきました。メ

ールマガジンとともに対外的な活動も積極的にすすめていく予定でございます。 

 

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、２４頁の申込書にご記入いただき、 

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、お送りください。 

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：上田 節子、遠藤 泰博、金守 恵美子、山田 雅弘 

 

 

mailto:k-shindo.solicitoroffice@nifty.com
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・研修部よりお知らせ・ 

研修部長 山﨑 八九生 

 

 

 研修部主催の研修会は年４回を予定しており、下記の研修演目と

日程で行っています。 

 

●新人研修会 

行政書士登録３年未満の先生方を対象にした研修会でして、練馬支

部の各部・各委員会とそのメンバーを紹介しています。さらに業務

分野の広い行政書士業務ですので、それぞれの分野に精通した先生

方の紹介（分野別及び連絡先のリストを配布）も行っております。研修終了後は懇親会を開催して役員

（相談役を含む）の先生方との親睦を図っています。 

今年度は６月 12 日に練馬区役所本庁舎 20 階の「交流会場」で行われ、「新人」対象者 45 名中 14 名

（研修部員２名を含む）が参加されました。 

●初級研修会 

各業務中で基礎的な知識やノウハウを習得するための研修です。 

今年度は日時と場所及び講師は既に決まっております。 

日時：平成 30 年９月 26 日（水）18 時半開始 

場所：「交流会場」（練馬区役所本庁舎 20 階） 

講師：津田陽一先生（練馬支部副支部長、東京会理事） 

演目：「相続に伴う不動産の確定業務」（仮題） 

備考：「行政書士 とうきょう」８月号と９月号に掲載予定 

●一般研修会（２回） 

各業務分野の一層のスキルアップを目的とした研修で、年２回の開催を予定しています。 

開催日は未定ですが、平成 30 年 11 月と来年の 2 月を予定しています。 

講師と演目共に未定です。 

４回の研修会の内、初級研修会及び２回の一般研修会は「行政書士 とうきょう」に案内広告を出し

て、他支部の先生方にも参加を呼び掛けて

います。 

研修会の後、別会場にて懇親会を開催し

ています。他支部の先生ですが「練馬支部

は、研修会の内容もさることながら、その

後の懇親会が楽しい」と喜ばれて、次回以

降の研修会リピーターになってくれた先生

方もいらっしゃるほどです。 
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この様に練馬支部の存在感をアピールできる場でもありますので、より一層の質の高いそして楽しい

研修会になることを目指しています。 

また、各研修会の段取りや講師の先生方との打ち合わせのため部会を６回行っており、今年度は新人

研修会に向けてその第１回目を５月９日に練馬駅ビルにある｢ココネリ｣の談話室にて行いました。  

 

 【研修部員のご紹介】 

     研修部担当副支部長：津嶋 健 

      研修部長：山﨑 八九生 

      研修部員：石井 則子、倉根 泰代、星野 聖子、須賀 信行 

 

 

・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年額６，０００円で、毎年２月頃に会計部から次年度分の支部会費の振込用紙を

各会員事務所宛にお送りしております。（今年度分の支部会費のご案内は２月に発送済です。） 

なお、今年度分の支部会費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。支部会費未納があった場合は、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。 

支部会費の納入等につき、お問い合わせのある方は会計部長までご連絡願います。 

 

会計部長：榎本 晃 

電  話：０３－３９２４－２０９３ 

Ｆ Ａ Ｘ：０２０－４６２４－５６７８ 

メ ー ル：eno-office@beach.ocn.ne.jp               

 

【会計部員のご紹介】 

会計部担当副支部長：津嶋 健 

     会計部長：榎本 晃 
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・練馬支部法教育推進委員会よりお知らせ・ 

 

 

                   練馬支部法教育推進委員長 植松  和宏 

 

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４年と数カ月が経過しまた。 

練馬支部法教育推進委員会として５年目となる平成 30年は、学校現場のみならず、図書館との連携の

かたちを構築して参ります。これまで３年連続で区立図書館にて講演会を実施しており、昨年はあらた

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した。東京会の中でも保護者と

子供たちを対象にした対話型法教育イベントの実施は例がなく、今や練馬支部は東京会の法教育をリー

ドしている支部のひとつと言ってもよいでしょう。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。また、本年は図書館における対話型授業のみならず、手話通訳を導入した講演も実施するなど、あ

らゆる人に法情報を提供することを一層推進して参ります。 

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、その際にはご快諾いただけますようよろしくお願

い申し上げます。 

 

 

【法教育推進委員のご紹介】 

法教育推進委員長：植松 和宏 

委 員：榎本 晃、阿部 至幸展 

成井 亮裕、竹山 博之 
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  ・空家対策推進委員会よりお知らせ・ 

                 

 

                            空家対策推進委員長 津田 陽一 

 

 

 平成２９年３月練馬区と２３区としては初めて専門家団体として「空家対策への協力・連携に関する

協定書」を締結し区主催のセミナーへの参加や区民の空家問題の相談等に対応することになりました。 

 昨年度に練馬区議会で「練馬区空家等及び不良居住建築物等の適正管理に関する」条例が可決成立し

ましたので今後も練馬区と連携し、また支部として独自の活動をして「空家問題」に取り組む所存です。 

今後の活動予定について 

①  練馬区が実施予定の空家問題に関するセミナー及び個別相談会への参加。本年度は来年３月開

催予定です。 

②  練馬区と協定を締結している「５士業共同相談会」への参加。 

 ９月１８日（火）練馬区役所１階ロビーで開催予定です。 

③  区内に所在する空家の所有者等からの相談窓口の設置 

東京都行政書士会市民相談センターに受付窓口を依頼済みで、練馬区住民からの具体的相談は市

民相談センターより支部へ回付されることになっております。 

④  東京都行政書士会が東京都より「空家利活用等普及啓発・相談事業」の事業者に本年度５月に選

定されたことに伴い、練馬区でのセミナー・相談会の開催を今後検討して行きます。 

⑤  支部独自の活動として、支部ホームページへの「空家問題の対策、相談」 

等について掲載、相談会に使用するパンフレットやチラシ等の作成を検討します。 

 「空家問題」は最近になって取り上げられた社会問題ですが、今後「少子高齢化」が進展することによ

り国の重要課題となり、専門士業団体である行政書士が関与し解決することが社会に貢献することにな

り、行政書士の地位向上に寄与することになるはずです。「街の法律家」として国民の相談相手となれば、

行政書士の業務拡大にも繋がるものと考えます。 

今後は地勢上、住宅地が多い練馬区の実情を踏まえ、一戸建ての建物の空家対策だけではなく、マンシ

ョンやアパート等の集合住宅の空家対策及びいわゆる「ゴミ屋敷」の問題にも先駆け取り組むべきでな

いかと考えております。 

支部会員の皆様にはご意見や委員会の事業に参加されたい場合には委員長の津田までご連絡下さい。 

委員長津田の TEL ０３（３９７０）７９３１ 

 

【空家対策推進委員会のご紹介】 

担当副支部長兼委員長 : 津田 陽一  

委員 : 柴﨑 理佳、石井 則子 
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・暴力団等排除対策委員会よりお知らせ・ 

 

       暴力団等排除対策委員長 時田 薫 

 

 

 暴力団等排除対策委員会(以下､暴排委員会)は､支部会員が円滑な事務所運営を維持ができるようにす

るため､暴力団等の不当要求に対処する術を､警察署などとの連携を軸にサポートすることを基本の活動

といたします。  

 例年の通り、練馬区内の 3 か所ある所轄のうちの 1 か所で､より地域性を鑑みた研修会を開催する予定

です。平成 29 年度は、練馬警察署内の講堂で開催し、今年度は､石神井警察署の予定です。 

また、昨年度同様に暴追都民センター主催の都民暴追大会への参加により、情報の取得をしてまいりま

す。具体的な支部における活動の内容は、夏に本会で開催される暴排全体会議での内容を基に、警察署と

の研修会の内容を決めていきます。 

今年度は更に、支部会員への不当要求防止責任者講習会参加およびグリーンカード取得の推進を図って

いきたいと思います。 

事務所のトラブルには色々なものがありますが、その中でも、関わってはいけないのが、暴力団です。む

やみに恐れて言いなりにならないように、日頃から対処方法の知識を得て、心に余裕を持っておくこと

は、事務所の円滑な運営に大変重要なことです。 

支部では、所轄の警察署との情報交換や日頃からの交流を目的とした研修会等の実施により、支部会員

の皆様をサポートしていきます。 

本会では、グリーンカードの取得につながる研修会を実施しておりますが、支部では、その重要な部分の

再確認に加え、地域独特の動向などの情報が得られるのが特徴です。終了後に、毎回懇親会があり、日頃

から気になっていた事が沢山聞けますので、本会と同じ研修会だからと欠席せずに、所轄の警察署と顔

見知りになれる絶好の機会ですので、是非支部の研修会にもご参加下さい。中には、何かあったら、どん

な小さな事でも構わないから連絡して下さいと、携帯電話の番号を教えて下さる担当のかたもいらっし

ゃいました。懇親会の場ならではの和気あいあいとした場面でした。警察署のご担当者のかたは、概ね 3

年前後で異動しますから、是非毎回の研修会と懇親会へのご参加をおすすめ致します。 

暴力団にとりつかれ、大事な顧客を失うことの無いよう、是非支部の暴排研修会へご参加下さい。 

                                                                                      

【暴力団等排除対策委員のご紹介】 

 暴力団等排除対策委員長：時田 薫 

        委員：岡部 博孝 
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・会 員 紹 介・ 

 

    「今後の行政書士としての抱負」   

                             

 

 

  染谷 満佐子 

 今年 4月に行政書士登録をした染谷満佐子です。練馬区貫井の自宅で行政書士事務所を開業しました。 

  私が行政書士という職業を知ったのは、「カバチタレ!」（2001 年フジテレビ放送）というドラマがきっ

かけでした。常盤貴子と深津絵里のダブル主演作で、行政書士事務所が舞台となっているドラマです。こ

のドラマには続編があって、その続編「特上カバチ!!」（2010 年 TBS 放送）では行政書士補助者の田村

（櫻井翔）と彼の指導者である行政書士の住吉美寿 （々堀北真希）がいろいろな案件に奮闘する姿が描か

れています。ドラマの行政書士は とてもカッコ良く、私が行政書士を目指すきっかけにもなりました。 

自分が行政書士になった今、改めてこのドラマを見ると、現実とドラマのギャップにツッコミたくなる

部分もありますが、真摯に相談者と向き合い、弱者を守ろうとする姿勢は私も今後仕事をする上で持ち

続けたいと思っています。 

   開業して数ヶ月経ちましたが、今はまだ研修に参加し始めたばかりで、今後自分が行政書士としてす

べきことを模索している段階です。 

身近な問題になりつつある相続、成年後見制度等を学びながら、経理事務の経験を活かして会計記帳業

務もしたいと思っています。 

 まだわからないことばかりなので、練馬支部の先輩方にいろいろご指導いただくこともあ

るかと思いますが、今後ともよろしくお願いします。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

                             小阪 博司 

 

私は平成２９年の秋頃から行政書士登録をしまして練馬支部に入りました小阪博司です 

ここで簡単に自己紹介をさせて頂きたいと思います 

学生時代はバスケとバンドをしていました。好きな音楽はロック、ポップ、ブラックミュージックなど

幅広く聞きます。楽器はギター、ベースをメインで担当していました。 

お酒は好きですが沢山飲めないので大体 2～3 時間でダウンしてしまいます。ワイワイも好きですが、

しっとりも好きで 1 人で飲み歩きもします 

卒業後は不動産営業とシステムエンジニア、WEB の管理などの経験を経て今に至ります 
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元々勉強が好きだったので仕事をしながら休日を使って色んな資格を取っていました。行政書士とい

う難しい資格を取るつもりは最初、想像もしていなかったのですが、友人が独立するなど話をしている

ときに全く分からず、その時に手助けを出来なかった自分の知識不足に悔しい思いをしました。 

そういった事情から法律の勉強を始めて今に至りますが、1 日 2 時間は最低でも勉強しています。 

なるべく最新の法律知識を持っていたいと考えているからです 

きっかけは人それぞれかと思いますがやってよかったととても感じています。司法書士など他士業の

資格もどんどん取得して更なるスキルアップをしていきたいと考えています。仕事との両立は大変難し

いのですがやり遂げる高い心差しをもって精進していきます。 

 

専門分野と言えるレベルのジャンルはないのですが民法の細かな部分（根抵当権など）や会社法を強化

して会社設立や経営なども面でサポート出来る行政書士を目指していきたいと思います。開業をしたか

らといって仕事があるわけではなく、不安な事や心配な事など沢山ありますが、これから色んな営業活

動を行ないコツコツと頑張っていきます 

まだ駆け出しで分からない事も多いので先輩方にはご迷惑をかける事などあると思いますが、宜しく

お願い致します 

 

 

・・・・・・・・・・・・・ 

                                 

 

馬場 一成 

 

４月に入会しました馬場一成です。よろしくお願いします。 

私は、開業前のサラリーマン時代、住宅・不動産業界で営業職を務めていました。 

住宅は、個人向けとしては最も高額な商品のひとつであり、１件の契約の成否が業績に大きく影響しま

すので、営業部門への期待や管理は大変厳しく、脱落していく従業員の多い業界であります。 

私はそんな中で営業部門の責任者を務め、疲弊する営業マンたちを日々叱咤激励し、会社の要求する結

果を確保してきたものでした。 

そうした労働環境に対する疑問と反省から社会保険労務士事務所を開業し、現在２期目であります。 

私は、この度の登録により行政書士業務を開始することで、既存業務である労務関係や社会保険関係は

もとより、中小企業・個人事業者に向けた総合的な支援を図ってまいりたいと思います。 

また、サラリーマン時代の土地仕入や建築設計などの経験を活かし、土地利用関係の業務を手掛けてい

きたいと考えています。 

範囲の広い行政書士業務では、専門性が大切であります。今後、さまざまな活動を通じ

て何かひとつライフワークとして取り組めるものを見出したいと考えますので、ご指導よ

ろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・ 
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新田 優伊 

 平成 30 年 4 月に行政書士として登録しました新田優伊（にったゆい）と申します。 

 私は、もともと法学部出身でしたので、ロースクール卒業後、パラリーガル、会社法務部を経験して

参りました。行政書士試験に合格したのは、5 年以上前で、当時開業は考えておりませんでした。 

 しかし、結婚、出産、育児（主婦）を経験し、子育てと両立してできる仕事は無いかと考えたとき

に、「開業」という選択肢を選びました。 

 現在は、法務部経験を活かし、ベンチャー企業や個人事業主など法務部をお持ちでない方たちから、

契約書作成・リーガルチェックの依頼を受けております。ベンチャー企業や個人事業主の方は、基本的

に電話を敬遠される方が多いので、メール、チャット、ビデオ会議でのご相談を受けております。その

ため、遠方の方からも依頼を受けることもあり、日々新鮮です。 

 今後は、行政書士ならでは許認可業務や、英語力を活かして外国人ビザにも挑戦していきたいと考え

ております。 

 まだまだ 1 歳、2 歳の年子の姉妹の子育てに奮闘しているママ行政書士でありますが、支部活動など

にも積極的に参加していきたいと考えおりますので、ご指導・ご鞭撻の程、 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・ 

                                     

 

高田  芳一 

平成３０年 5 月に登録しました高田芳一と申します。 

今を去ること１０数年前、契約書関係の業務に関わった際に法的知識の欠如に泣かされておりました。

知ると知らないでこうも見える世界が違うのか！法律を理解するのなら目標を持とうと行政書士の勉強

を始めますと自分の気付かないありとあらゆる事が法律で取り決められているのだと痛感しました。そ

の後、総務人事部に配属となり、P マーク（個人情報保護）や情報セキュリティマネジメントシステムの

認証維持、契約書作成など（警備業の届出や警察署の査察対応も担当でした）を生業としておりました

が、もう少しで定年・・・世のため人のためになる事を終の職業にしたいとの思いが強くなり、エネルギ

ーが残っているうちにと早期退職し開業した次第です。平成２１年合格なので法律知識を再インストー

ルしつつ、研修会などを通じ実務の知識も併せて付けている最中です。練馬支部の研修会にお邪魔させ

て頂く中で諸先生方のお話の一つ一つが非常に参考になり、口幅ったい言い方ですが、新人が歩んでい

く勇気を頂けております。自分の想いがどこまで羽ばたいて行けるのかは皆目分かりません

が、ご指導ご鞭撻を頂きつつ『頼りにしていただける街の法律家』を目指し日々研鑽し

ていく所存であります。日が浅いにも程があり右も左も分からない状態でありますが今

後ともよろしくお願いいたします。 
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              新人研修会にて 

※新入会員の皆様へ 

          練馬支部にようこそ!! 

     行政書士の仕事に慣れてきましたか？ 

     練馬支部では、総務部、研修部、社会事業部、広報部、会計部、法教育推進委員会、空家対策

推進委員会、暴力団等排除対策委員会の各事業部で、活発な活動をしています。 

     時間に余裕のある新人のうちにこそ、各事業部の行事に参加し、支部を理解し、頼りになる先

輩と仲良くなってください。先輩方の話を聞くことにより、知識を深めることができ、時には今

まで考えもしなかった業務に興味を持つこともできたりします。 

練馬支部では、新人の先生方のために、「お助けパーソン制度」を設けています。 

お助けパーソンとは、行政書士各分野の業務に特化した先生方のことです。 

ベテランの先生方にも、新人時代がありました。そのときの気持ちを思い、新人の先生方をは

じめ、初めての業務でわからないことがあったときに、お助けパーソンに相談できるという練

馬支部独自の制度です。仕事上で、何かあったときには、お助けパーソンにご相談下さい。 

 

 

・平成 29 年 9 月以降に登録した会員・ 

 

小阪 博司・長谷川真也・田久保 誠・安川 義男・林  雄 次・古屋 直之 

若林 正晃・染谷満佐子・徳永 静雄・新田 優伊・馬場 一成・白鳥 純一 

沖山 正勝・高田 芳一・二階堂泰則 

                              （敬称略・順不同） 
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・ソフトボールチームへのお誘い・ 

 

                                   倉本 辰也 

 

本年 9 月 24 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開催される予定です。 

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 6 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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・親 睦 会・ 

 

         秋の長瀞ライン下り・うどん作り体験＆BBC 録 

                                総務部 

 

毎年恒例の練馬支部懇親会ですが、昨年は台風の影響に泣かされました。すでに皆様の記憶は薄れて

いるかもしれませんが、懇親会が決行された１０月の日照日はなんと２日間のみ。そろそろ台風シーズ

ンも秋の深まりとともに終了かな？と思いきや、毎週土日の東京の天気は雨模様でした。 

 今回目玉イベントの長瀞ライン下りですが、一週間前の台風で荒川の水位が増し、しばらくは船を出

すことができない運休状態ですとの連絡を受け、急遽、ライン下りを岩畳散策に差し替えました。長瀞

岩畳は、隆起した結晶片岩が幾重にも層になり巨大な岩塊となった国指定の天然記念物で有名観光スポ

ットでもあります。岩畳の周辺は遊歩道が整備され、各自名勝をたっぷり堪能致しました。 

 本来ライン下りが決行されていたならば、次に行く古沢園まではライン下りの送迎バスで近くまで行

くことができたのですが、ここはもう歩くしか手がなくみんなで３０分闊歩しました。文句もいわず、

歩いて頂き、ありがとうございました。 

 程よい汗をかきながら、ようやく古沢園に到着。一行はうどん打ち会場へ向かいました。 

土曜日ということもあり、かなり混雑していました。会場は畳敷の大広間で、我が練馬支部の他に２，

３の団体も一緒にうどん打ちがスタートしました。担当のおじさんは、ピンマイクを使いながらわかり

やすく丁寧に指導してくださいました。すでに、うどん生地の状態で各自１塊が台の上に用意されてい

ました。この生地を足で踏み踏みして台の上に伸ばし、伸びた生地を畳んで包丁で切り、そしてほぐす

という工程で終了です。出来上がったうどんは、お土産用として持ち帰ります。 

みなさん本当に真剣に説明を聞き、一生懸命作っていました。付け加えますが、うどん打ちは結構体力

がいる作業です。翌日茹でて食しましたが、もちもちでそれはもう絶品の味でした。 

 うどん打ちの後は、やっとの昼食バーベキューです。運動量もかなりありましたから、乾杯のビール

がおいしかったこと！飲み放題、おにぎり付きプランで空腹を満たしました。 

ライン下りがなくなった分、肉を追加してくれとの一部の声もありましたが、今回はごめんなさい、台

風は不可抗力なので却下させていただきました。天候の方は、やはり台風接近で練馬駅に帰り着いた頃

には傘が必要でしたが、懇親会中はお

天気が持ってくれました。 

事故もなく、４３名の方々にご参加

いただき、も楽しい一日を送ることが

できました。 

ご参加くださった会員のみなさま、 

ありがとうございました。 
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・平成３０年練馬支部懇親会・  

災害体験施設そなエリア＆ビール工場＆飲み放題付きＢＢＱ 

日帰りバス旅行のご案内 
練馬支部支部長 橋本 敏浩 

総務部長 倉本 辰也 

 

今年の練馬支部懇親会は、日帰りバス旅行です。 

練馬駅前を出発し最初に向かうのは、そなエリアです。 

そなエリアは、国の災害応急対策の拠点として整備された６.７㏊の東京臨海広域防災公園の中に

ある防災体験学習施設です。 

そこで、地震発生後７２時間の生存力をつける体験学習ツアーに参加します。 

国や自治体などの支援体制が十分に整うまでは、自力で生き残らなければなりません。 

その目安は３日間、７２時間と言われています。 

マグニチュード７.３、最大震度７の首都直下地震の発生から避難までを体験し、生き抜く知恵

を学びます。 

練馬支部会員の皆様は、この体験を生かし災害時には是非生き残ってください。 

次に向かうのは、サッポロビール千葉工場です。 

青い海と豊かな緑に囲まれた工場で、黒ラベルのうまさと秘密を知る黒ラベルツアーに参加し

ます。もちろん出来立てのビールの試飲付です。 

昼食は、園内で BBQ食べ放題＆飲み放題です。 

お台場の自由散策では、レインボーブリッジ・東京タワー・自由の女神のパノラマとお買い物

をお楽しみください。 

どうぞ皆様ふるってご参加くださいますようお願い致します。 

 

●日時     平成３０年８月２５日（土曜日） 

●集合時間   午前８時（雨天決行） 

●集合場所   練馬駅前・練馬文化センター入口付近 

●会費     ６０００円（見学費用、ＢＢＱ＆飲み放題付） 

●その他    ご家族の参加も大歓迎です。 

子供料金は、半額です。 

詳細は、先日発送致しました案内書をご覧ください。 

 

●申込方法    当日の会費徴収は行いません。案内書に同封されている振込用紙でご入金をお

願い致します。 

         なお、同封いたします緊急連絡票もＦＡＸ願います。 
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  ・『メールマガジン』配信申込書・    

                                                                         【広報部】 

① 練馬支部広報部会員向け『メールマガジン』配信申込書       

② □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。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

       ・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。 

登 録 番 号                   (必須) 
職 

印 
会 員
ふ り が な

氏 名                  (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。） 

電 話 番 号  

フ ァ ク ス   

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 

http://www.nerima-gyousei.com/
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・練馬支部会員名簿搭載希望者募集のおしらせ・ 

 

                   練馬支部支部長 橋本 敏浩 

3 年前より、練馬区役所東庁舎 5 階区民相談所および石神井庁舎区民相談室の両窓口において、また、

昨年より、一般社団法人練馬産業振興公社Coconeri受付に行政書士会練馬支部の名会員名簿を備え置き、

希望する来場者に名簿を配布していただけることとなりました。（別紙にて、名簿紹介） 

名簿を作成するにあたりまして、掲載を希望される会員を募集いたしますので希望される支部会員の

方は、このお知らせの記入欄にご記入の上 FAX にて平成 30 年 9 月 29 日（土）までに下記連絡先まで送

信いただけますよう宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 
事務処理の都合上、必ず Fax にてご応募でお願いいたします。 

尚、練馬区役所の窓口等の一般の方が広く利用される場所に備え付けられますので、問い合わせに対し

て適切な対応をお取りいただける支部会員の方のみの募集に限らせていただきたく、宜しくお願い致し

ます。 

また、一般の区民が広く利用する施設に備え付けます性質上、許認可、市民法務に限らず、各先生方の

取扱業務以外の問い合わせが来ることもあると思いますが、その際にも適宜、誠意のある対応をお願い

いたします。 

 

※ 記載の方法は郵便番号順で町名毎に五十音順敬称略で名前と電話番号のみの記載となります。 

   （例）練馬  練馬太郎  3456-1234 (町名は郵便番号順) 

          練馬次郎  3456-3456 

      桜台  桜台三郎  3456-5678  

 ※前回ご応募いただきました先生方に於かれましても、改めてご応募いただけますようよろしくお願

いいたします。(自動掲載はいたしません) 

 

               応募記入欄 

住所  

お名前（法人名）  

電話番号・Fax 番号 ・ 

Fax 送信先  03-3993-5296 

問い合せ先  03-3993-0441 

総務部 林 広太郎宛 
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・あ と が き・         

 

日本には、四季がなくなってしまったのでしょうか？ 

地震、水害、猛暑･･･ 

自然との闘いの中、人々の心は世知辛くなっていくのか？ 

それとも、思いやりが深くなっていくのか？ 

改めて人としての思いが試されているのかもしれません。 

こうした中で、争わずに問題を解決する「予防法務」という考え方、 

それに関わっていける行政書士の仕事はこれからも必要であると感じています。 

 

「Pegasus（ペガサス）」となって 2回目の発行となりました。ロゴも新しくしてみました。 

皆様に親しんで読んで頂くために、試行錯誤中です。 

ご意見ご感想がありましたら、広報部までお知らせください。 

 

お忙しい中、原稿を書いていただきました先生方、ありがとうございます。 

 これからも皆様方のご協力を、今後ともよろしくお願い致します。 

  

 

       練馬支部広報部一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東
東京都行政書士会練馬支部 

発
発行人 橋本 敏浩 

編
編集人 進藤   馨 

練
練馬支部広報部 
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・平成 30 年度無料講演会及び相談会予定・ 

日程 時間 場所 

平成 30年 8月 29日 14時～16時半 
はつらつセンター大泉 

１階集会室 

平成 30年 9月 14日 11時～16時 石神井庁舎 1階入り口付近（相談会のみ） 

平成 30年 10月 5日 11時～16時 練馬区役所本庁舎エントランス（相談会のみ） 

平成 30年 10月 19日 13時～16時 
光が丘区民センター 

５階集会室 ヒルフェと共催 

平成 30年 10月 25日 10時～16時 光が丘区民センターエントランス（相談会のみ） 

平成 30年 11月 16日 14時～16時半 
光が丘区民センター 

５階集会室 

平成 30年 12月 4日 13時～16時 
はつらつセンター大泉 

１階集会室 ヒルフェと共催 

平成 30年 12月 21日 13時～16時 
はつらつセンター豊玉 

１階生涯学習室 ヒルフェと共催 

平成 31年 1月 18日 14時～16時半 
はつらつセンター関 

１階会議室 

平成 31年 3月 5日 14時～16時半 
はつらつセンター豊玉 

１階生涯学習室 

 

 

   その他、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、 

区民の皆さんのための無料相談を行っております。 

 

詳しくは、 

03-5393-5133 （東京都行政書士会練馬支部） 

まで、ご連絡ください。 


