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東京都行政書士会練馬支部 練馬だより 3３号 

支部長ご挨拶   

練馬支部長  橋本 敏浩 

平素より会員の皆様には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、平成 31 年度練馬支部定時総会におきまして、東京都行政

書士会練馬支部、東京行政書士政治連盟練馬支部の支部長に再任されました。私に

とっては支部長として 2 期目のスタートとなりますので、他の役員ともども、引き

続きよろしくお願いいたします。 

また、その定時総会及び政連定期大会におきまして、上程された議案が全て可決承認されました。会員

の皆様のご理解、ご協力にお礼申し上げます。 

私は 2 年前に支部長に就任した時も今も、支部の存在意義は、支部会員の仕事や生活に資するこ

とであり、そのための支部活動だと考えております。これは大仰に言えば、行政書士の地位、知名度

の向上を図ること、そして局所的には支部会員同士の親睦を深め、情報交換等をしやすい仕組みや

環境を作っていくことだと考えています。 

2 年前の時点でも練馬支部の各事業部、委員会の組織は十分に機能していましたが、この 2 年間

では副支部長、部長、委員長を中心にさらに活動が充実してきていることを実感しております。 

社会事業部が年に数回行っている「暮らしと事業のよろず無料相談会」（練馬区協賛）では新たに区

役所のエントランスホールを相談会場にして開催したところ、非常に多くの相談者にご来場いただ

きました。 

空家対策に関しては練馬区と協定を締結している 5 団体の一つであり、支部の空家対策推進委員

会が参加する練馬区主催の空家所有者向けの相談会やセミナーも始まっております。 

法教育推進委員会も、図書館からのセミナーの依頼や、区内の小中学校からの法教育出張授業の依

頼も増えてきております。 

支部会員同士の親睦、情報交換の機会としても、総務部が行っている懇親会や、研修部が行って

いる研修会が充実してきていることから参加される支部会員が増えてきておりますし、広報部が発

行しているメールマガジンも、登録者数が徐々に増えてきていることから、本格的に機能し始めて

いると感じております。 

今期は、これまで比較的長く受け持ってもらっていた各部門の責任者の方々に担当を替わっても

らい、大きめの組織変更となりました。これは各部門間の協力体制も確立していきたいという目的

のためであり、この新しい役員構成の元、新事業計画の推進に取り組んでまいりたいと思います。 

今後もご指導ご鞭撻のほど、何とぞよろしくお願いいたします。 
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・令和元年度各事業部・委員会のご紹介・ 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練馬支部長 

橋本 敏浩 

会計部 
部長 

柴﨑 理佳 

 

社会事業部 
部長 

津嶋 健 

理事 

上田 節子 

 

 

 総務部 
部長 

林 広太郎 

 

法教育推進委員会 
委員長 

植松 和宏 

  

  

 

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 

三上陽三ゲオルク 

理事 

時田 薫 

 監査役  古屋 亨 

        今井 崇雄 

 

 

 相談役  岸 恒雄 

         

研修部 

部長 

山﨑 八九生 

理事 

石井 則子 

 

 

広報部 
部長 

上田 節子 

 

副支部長 

榎本 晃 

副支部長 

津田 陽一 

 

副支部長 

堀井 博綱 

副支部長 

進藤 馨 

 

副支部長 

倉本 辰也 

 

 顧問  長妻  謙三郎 

齊藤 亘    

      寺本 勝彦 
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・平成 31年度（令和元年度）東京都行政書士会練馬支部定時総会報告・ 

 

                             広報部  

平成 31年度（令和元年度）の東京都行政書士会練馬支部定時総会が下記のように開催されました。

その後引き続いて行われた懇親会では、来賓の東京都行政書士会会長常住豊様からお祝いの言葉を頂き

ました｡ 

 総会時の支部会員数 230 名中、出席人数は 145名（本人出席 44名、委任状出席 101 名)でした。支部

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

た。議案につきましては、寺本勝彦先生が選ばれて議長となり、質疑応答の後、すべての議案が下記の

とおり可決承認されたことをご報告いたします。 

本年度は支部役員の改選年度につき、支部役員選任規則第４条、５条、６条の規定に従い新役員が選

任・承認されました。後日、5 月 16 日開催の支部役員会で相談役、顧問も選ばれ、被選任者の就任承諾

を得て、後記のとおり新役員が誕生いたしました。 

又、平成 31年度（令和元年度）東京行政書士政治連盟練馬支部定期大会も総会に引き続いて行わ

れ、平成 30年度の活動報告及び収支報告（監査報告を含む）、平成 31年度（令和元年度）活動方針

（案）及び予算（案）ともに可決承認され、役員、支部代議員が選出され、後記のとおり就任したこと

も併せてご報告させて頂きます。 

 

＜令和元年度練馬支部新役員＞ （50 音順・敬称略） 

支 部 長：橋本 敏浩 

副支部長：榎本  晃、倉本 辰也、進藤 馨、津田 陽一、堀井 博綱 

 理  事：石井 則子、上田 節子、植松 和宏、柴﨑 理佳、津嶋  健、時田  薫、林 広太郎、 

三上 陽三ゲオルク、山﨑 八九生 

 監    査：今井 崇雄、古屋 亨 

 相 談 役：岸 恒雄 

顧    問：齊藤 亘、寺本 勝彦、長妻 謙三郎 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

＜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、 

鈴木 正子、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 23 名） 

 

＜東京行政書士政治連盟練馬支部役員・代議員＞ （50 音順・敬称略） 

幹 事 長：三上陽三ゲオルク     事務局長：山﨑 八九生 

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

（倉本 辰也、但木 徳枝、林 広太郎の 3名を除く）が兼任                 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・令和元（平成 31）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 酒井玲子・鈴木正子    6 月 石井則子・星野聖子 

7 月 堀井博綱・上田節子   8月 植松和宏・染谷満佐子  9 月 倉本辰也・金守恵美子 

10 月 上田節子・小林輝昭  11 月  津嶋 健・齊藤 亘  12月 柴﨑理佳・豊島史久  

1 月  今井崇雄・時田 薫     2月 津田陽一・高田芳一    3 月 林広太郎・山﨑八九生    

 

<石神井庁舎区民相談室＞ 

4 月 上田節子・藤波良之   5月 山﨑八九生・高瀬より江  6月 榎本 晃・今井崇雄  

7 月 休み（祝日のため）   8月 橋本敏浩・柴﨑理佳     9月 休み(祝日のため) 

10 月 時田 薫・倉根泰代   11 月  岡部博孝・長谷川守彦   12 月  津田陽一・本橋秀次 

1 月  今井崇雄・石井則子    2月 堀井博綱・淺野透     3月 津嶋 健・田久保誠 
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・令和元年度活動予定・ 

                   （令和元年 8月以降の活動） 

 

 

8.2  「相続・遺言無料講演会と相談会」（石神井庁舎５階会議室）（社） 

8.31  支部懇親会 都内観光バス旅行 （総） 

     9.13 「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）  

     9.26   初級研修会（研） 

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

    10.18  「行政書士広報月間・暮らしと事業のよろず無料相談会」（練馬区役所アトリウム）（社） 

    10.28   5士業共同相談会（空） 

  11.3    東京都行政書士会主催ソフトボール大会（総） 

  11.11 「相続・遺言無料講演会と相談会」（はつらつセンター大泉） 

    11月下旬 一般研修会（研） 予定 

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

   1 月下旬 支部新年会（総）予定 

 2.28  「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） 

   2 月  暴力団等排除対策研修会（暴）予定 

      一般研修会（研）予定 

      空家何でも相談会（空）予定 

   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 4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 林広太郎 

 

総務部では、支部定期総会、役員会、支部新年会開催など支部運営に係る行事の準備や運営、支部会員

の交流を目的とした懇親会の企画運営、東京都行政書士会主催のソフトボール大会出場と支部会員の健

康増進、相互懇親を目的とした、ソフトボールチームの運営等を行っております。 

 

【総務部の今年度の主な活動予定】 

 8月 31日 はとバス貸切による都内観光懇親会 

 11 月 3日 東京都行政書士会主催ソフトボール大会参加 

 令和 2年 1 月下旬(予定) 支部新年会 

他、年 6回の役員会等 

 

当支部ソフトボールチーム「ペガサス」に参加していただける会員を随時募集いたしておりますので、

お気軽にご参加ください。 

お問い合わせ  総務部 林広太郎 ℡03-3993-0441  

.                                 e-mail cahayashi@ac.auone-net.jp 

〈総務部員のご紹介〉 

担当副支部長 ： 倉本 辰也 

総務部長     ： 林 広太郎 

総務部員     ： 但木 徳枝、豊島 史久、進藤 恵美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cahayashi@ac.auone-net.jp
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・社会事業部よりお知らせ・ 

社会事業部長  津嶋 健 

練馬支部の皆様、今年度より社会事業部長に就任した津嶋です。これまで担当されて

来た堀井先生並びに社会事業部員の努力により、その活動が区及び地域社会に受け入れられている事を

実感しています。今年度は部員の負担の軽減も図りつつ、引き続きその活動理念を実践していこうと思

います。 

今年度の活動としては、まず５月１７日（金）に区役所１階のアトリウムで「暮らしの無料相談会」を

６月４日（火）には、はつらつセンター光が丘で「相続・遺言の無料講演会、相談会」を開催しました。

それぞれ相談者は１４名（相談員１６名）、１１名（相談員１０名）とバランスの取れた相談会であった

と思います。 

今後の活動予定は、次表のようになっております（９月３０日以降の講師は未定です）。また、社会事

業部員だけでは相談員が足りないという場合には、登録されている相談員の方たちへお声を掛けさせて

いただきます。 

社会事業部の活動についてのお問い合わせは、下記

までご連絡ください。 

 tsushima@gyosei.or.jp （津嶋） 

【社会事業部員のご紹介】 

社会事業部担当副支部長：堀井博綱 

社会事業部長：津嶋 健 

社会事業部員：上田節子、木寺英二、倉根泰代 

鈴木正子、染谷満佐子、 

二階堂泰則、長谷川守彦、宮﨑康 

（五十音順） 

 

令和元年 8月からの社会事業部活動 

日程 講師他 名称 場所 

2019.8.2 二階堂・宮崎 相続・遺言無料講演会・相談会 石神井庁舎 5 階会議室 

2019.9.13  暮らしと事業のよろず無料相談会 石神井庁舎 1 階 

2019.9.30   相続・遺言無料講演会・相談会 はつらつセンター豊玉 

2019.10.18  暮らしと事業のよろず無料相談会 区役所アトリウム 

2019.11.11  相続・遺言無料講演会と相談会 はつらつセンター大泉 

2019.12.19  相続・遺言無料講演会と相談会 はつらつセンター光が丘 

2020.2.28  相続・遺言無料講演会と相談会 はつらつセンター関 



 

8 

 

 

・広報部よりお知らせ・ 

                              広報部長 上田 節子 

 

日頃より、広報部の活動に関し、ご理解、ご協力を頂き、ありがとうございます。 

 今年度は、メルマガ、HP で最新の記事をお届けし、支部会報「Pegasus」では、それらを集結した内

容の記事をお届けする予定です。HPは、一般向け、会員向けに新しい情報を。また、2年前にスタート

したメルマガは、今年度は、4 回発行を目標に、作成を進めております。 

 外部広報の一つとして、区役所での相談会には、広報部からも、ティッシュ配布に参加し、行政書士の

周知にも努めていきます。また、内部広報としては、お助けパーソン周知を研修部から引き継ぎました。 

 

支部 HP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、 

同封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。 

 

これからも、皆様には、原稿のお願いをさせていただくこともあるかと思いますが、その際には、 

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【広報部員のご紹介】 

広報部担当副支部長：進藤 馨 

広報部長：上田 節子 

広報部員：遠藤 泰博、山田 雅弘、染谷満佐子、新田優伊 

 

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 

 

  

研修部は年４回の研修会を予定しており、下記の内容と日程で行います。 

 

●新人研修会 

 対 象：行政書士登録３年未満の練馬支部会員  

日 時：令和元年６月 26 日（水）午後６時半から 

 場 所：練馬区役所本庁舎 20階「交流会場」 

 備 考：第一部：支部長の挨拶と役員紹介に続き、各部及び各

委員会の紹介 

第二部：支部役員らとの懇親会 

 

●初級研修会 

 日 時：令和元年９月 26 日（木）午後６時半から 

 場 所：「交流会場」 

 講 師：津嶋健先生（東京会綱紀委員会員、練馬支部社会事業部長） 

 演 目：行政書士業務を行う上での注意点を中心にした講演を予定 

 

●一般研修会（1回目） 

 時 期：令和元年 11 月中下旬に実施予定 

 場 所：「交流会場」若しくは本庁舎地下の「多目的ホール」を予定 

 講 師：中村和夫先生（千代田支部長）を予定 

 演 目：入管法改正から半年ほど経た時点での問題点を中心にします 

 

●一般研修（２回目） 

時 期：令和２年２月頃に実施予定 

場 所：「交流会場」を予定 

講 師：練馬公証役場の公証人を予定 

演 目：公正証書の活用術を伝授していただく予定です 

 以上が各研修会の概要ですが、初級及び一般研修会は「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。 

 また、各研修会に向けての研修部会を年５回ほど行ってお

り、第１回は、５月２８日にココネリ談話室にて行いました。 
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【研修部員のご紹介】 

 研修部担当副支部長：津田 陽一 

      研修部長：山﨑 八九生 

      研修部員：石井則子、須賀信行、倉根泰代、星野聖子 

 

 

・会計部よりお知らせ・ 

会計部長 柴﨑 理佳 

 

 平素より支部会務の運営に関し、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 支部は支部会員の皆様が納めてくださる会費によって運営されております。 

当支部の会費は年額６，０００円でございます。会費の納入は、毎年２月頃に会計部から各会員事務所宛

に郵送しております振込用紙でのお支払いをお願いしております。 

今年度分の振込用紙も既に発送済みでございますが、支部会費が未納の会員におかれましては、早急に

納入くださいますようお願い申し上げます。 

 支部会費未納となっている会員の方へは、場合によってはお電話やご訪問等をさせていただくことも

ございます。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。 

再度皆様にお礼を申し上げつつ、引き続きご協力いただきたく存じます。 

 

会計部長：柴﨑 理佳 

電  話：０３－６９１３－３９７９ 

Ｆ Ａ Ｘ：０２０－４６６５－９１６９ 

メ ー ル：info@shibazaki.org 

 

 【会計部員のご紹介】 

会計部担当副支部長：榎本 晃 

     会 計 部 長：柴﨑 理佳 
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・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」）。練馬支部

に法教育推進委員会が出来た頃は、こうした定義の説明を求められることが多々ありましたが、最近で

はかなり定着してきました。 

法教育推進委員会では、学校現場だけでなく図書館との連携を積極的に構築してきました。区立図書館

では５年連続で法教育の視点からの講演会を実施しており、近年では新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ています。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例はなく、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自

負しております。これも支部会員の先生方の支援の賜物だと感謝しております。 

さて、法教育推進委員会のこれからの活動目標として、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を今後さらに拡大していきます。 

令和最初の年となる本年は、法教育推進委員会の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。また、今後は支部会員の

先生方にも協力委員として法教育活動への参加を要請する

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。 

【法教育推進委員のご紹介】 

法教育推進委員長：植松 和宏  

法教育推進委員：成井 亮裕、竹山 博之、 

藤波 良之 

以下、2018 年度の活動記録です。 

●区立南大泉図書館法教育出張授業（小学生高学年児童および保護者対象） 

テーマ：著作権問題「その写真、使っても大丈夫？ ～自由研究って本当に自由？」 

●練馬区立南大泉図書館法教育講演会（図書館利用者対象） 

テーマ：終活講座「あとをのこさないいきかた」（相続、お墓、遺言） 

●練馬区立小中一貫教育校 大泉桜学園小学校（小学３年生対象） 

テーマ：『ドッジボールのルールは必要？』～きまりの意味 

を考えよう～      

●練馬区立仲町小学校法教育出張授業（小学３年生対象） 

 テーマ：ゴミの分別 ～ きまりの意味を考えよう～ 

●「法と教育学会」参加、実績発表 
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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 

                                     

 昨年度は平成２９年３月練馬区と「空家対策への

協力・連携に関する協定書」の締結に基づいた区主

催のセミナーや相談会に参加してきました。 

 今年度はそれと共に支部において他部と共同での「セミナー・相

談会」の開催や東京会空家対策特別委員会の東京都空家利活用等普

及啓発相談事業者としての「セミナー・相談会」が開催された場合

協力態勢を取りたく考えております。 

 空家問題もやっと練馬区民に周知されて本年３月１０日（日）に開催された練馬区主催の「空き家なん

でも相談会」には６０名程の区民が参加しこれまでにない盛況の相談会でした。 

 練馬支部空家対策推進委員会としては上記の活動を通じて行政書士の知名度を向上させ、今後の業務

拡大に繫げたく考えております。 

    

＜今後の活動予定＞ 

① 「５士業共同相談会」（練馬区と協定を締結）･･･１０月２８日（火）練馬区役所１階ロビー 

② 「空き家なんでも相談会」（練馬区主催）･･･令和２年２月（日時・場所未定） 

 

 「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：柴崎 理佳、石井 則子、竹山 博之 
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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  

               三上 陽三ゲオルク 

 

 

練馬支部会員の皆様こんにちは。今期より暴力団等排除対策委員会の委員長を拝命しました三上です。

支部会員の皆様におかれましては、支部活動並びに暴力団排除に関する活動にご理解とご協力をいただ

き、ありがとうございます。 

 

今年度の暴排研修は光が丘警察を予定しております。 

日程などが決まり次第、支部ホームページなどを通じでお知らせいたしますのでご参加のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

なお、東京会は平成 15年 10 月に「暴力団等排除対策委員会」を設置して警視庁と公益財団法人暴力

団追放運動推進都民センター(暴追都民センター)のご指導とご協力のもとに、会員に対して地域事業者

の反社会的勢力の排除を目的に地域と中小企業の発展を願って業務を行うよう指導を行っております。 

 

「行政書士とうきょう」に掲載されます暴力団等排除対策研修会にも是非ともご参加頂きますようお

願い申し上げます。特に新入会員の皆様におかれましては必ずご参加いただきますよう、重ねてお願い

申し上げます。 

                                                             

【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：三上 陽三ゲオルク 

        委員：時田 薫 

協力委員：岡部 博孝 他（研修時など） 
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・会 員 紹 介・ 

 

   「今後の行政書士としての抱負」   

                             

                              林﨑 尚之 

令和元年 6 月 1日に登録が完了いたしました、新入会員の林崎尚之と申します。 

前職は、都内のリサイクル IT 機器等を扱う会社に勤務しており、主に法人向け中古機器（PC、サーバ

等）の販売やキッティング、法人営業等をしておりました。 

年齢を重ねるに連れて、それまでの社会と個人との関係に疑問を感じるようになり、又、会社員時代に、

行政への許認可の申請（主に古物商許可申請や、変更の届出）や、売買・請負等の契約書の取り交わしを

通して、より専門的に法律や社会について学びたいと思い、 

行政書士を志すに至りました。 

初めは、前職の経験を活かし、古物商の許可申請や変更の届出をメインに、今後は入管業務や補助金業務

等も行っていければと思っております。 

まだ見ぬ未開の新規業務に出会った際、行政法のスペシャリストとしてお客様へも行政へも革新的な提

案ができる、そんな行政書士を夢見ております。 

若輩者ではございますが、何卒、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

                              竹島 甲太郎 

 初めまして、竹島甲太郎と申します。令和元年 6 月 1 日に行政書士登録が済んだばかりの新人行政書

士です。 

 私は、子供のころより練馬区で育ち、以来 23 年間この地で生活しています。私の住む所は、近くに石

神井公園や憩いの森などがあることから、たくさんの自然に囲まれ、恵まれた環境であると実感してい

ます。また、近年の大泉学園や石神井公園駅周辺の再開発により、一層便利で住み良い地域になったと感

じます。 

 このような恵まれた環境で私を成長させてくれた、地元に少しでも恩返しできればと思い、これから

この練馬の地で行政書士業を営んでいこうと考えています。 

 業務については、遺言書作成のお手伝いや相続手続のお手伝いを主業務にと考えていますが、区民の

みなさんのお役に立つにはどうしたらよいのかを常に考え、業務の幅を広げていけたらと思います。 

 最後に、「街の法律家」として、皆さまのお役に立てるように日々努力していきますので、

どうぞよろしくお願い致します。 
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 宮﨑 康 

大泉グリーン行政書士事務所の宮崎です。グリーンの意味には、未経験の、未熟な、という意味があり

ます。私は、平成 30年 10 月登録の新人です。行政書士になってみて、行政書士の試験の内容と実務に

は、全く接点がないんじゃないかと思えるくらいに、右も左もわからない状態になってしまいました。

また、グリーンには、活気に満ちた、元気な、という意味もあります。右も左も分からないながらも、

先輩の先生から、アドバイスをいただいて、元気に毎日を送っています。 

 話は変わりますが、いま、クマゼミから温暖化を考える、という本を読んでいます。クマゼミが増え

た原因として考えられるものとして、温暖化、乾燥化、土の硬さの上昇、があるそうです。温暖化だか

らクマゼミが増えたという単純な理由だけではないそうです。グリーンという意味には、環境保護の、

環境にやさしい、という意味もあります。これから、私は、地域にやさしい行政書士を目指していきた

いと思います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

             

                                      二階堂 泰則 

平成 30年６月に登録しました二階堂泰則と申します。前職等についてですが、大学卒業後は俗に「業

界紙」と呼ばれる、ある特定の産業界について専門の情報を発信する新聞社での 

記者職に就きました。これを 15年程やりまして、インターネットの普及で業界紙が続々と廃刊となって

いた現状を鑑み、別業界への転進を考えるようになりました。そんな折、 

区役所で住民税や国民健康保険料等滞納者への徴収員というパート職に就き、対象者の相談に乗ってい

るうちに、行政機関への手続きが意外に難しく、分からないでほったらかしに 

しているうちに滞納に…なんて現状に気付きました。この時即座に「行政書士になろう」と思ったわけで

はなかったのですが、そういう仕事も悪くないと思ってはおりました。 

それからはまた業界紙時代のスキルを活かした職に就きはしましたが、正社員で諸々保障もあってとい

う立場にはなれませんでした。そうこうしているうちに年齢も重ね、将来の事を考えるうちに、かつてよ

ぎった士業という道にチャレンジしてみようと思い、何度か試験を受けようやく…というのが現在の私

であります。よろしくお願いいたします。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

                                     

                                 安川 義男  

安川 義男です。 

主な業務内容は、１．助成金・補助金等各種申請[元文部科学省にいました] 

         ２．奨学金等申請 

         ３．在留資格 

         ４．相続手続 

   ５．許認可申請             です。 
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茅根真由美（かやねまゆみ） 

この度、一念発起で行政書士登録し練馬支部の皆様のお仲間に入れて頂きました。 

平成 19 年から社会保険労務士として同じ練馬区内で開業をしておりました。 

社労士の仕事にやりがいを感じ、年金の相談や申請業務、企業の労務管理相談、昨

今は働き方改革やパワハラ問題などについての研修講師など働く皆様の環境と事業

主の方々の悩みに懸命に向き合ってまいりました。また、自身も悩んだ女性のキャリ

アプランに関する問題にも取り組むべくキャリアコンサルタントとしても精進する毎日です。性格はマ

イペースかつ仕事に関しては好奇心旺盛、自分に何ができるのか、常に挑戦する気持ちを持ち続けたい

と思っています。家族は 7 人、今年銀婚式を迎え大学生と高校生の二男一女、義父母は特養に暮らしま

す。私生活も大変賑やかなのですが、自身の人生を生きるため、日々頑張ってまいります。申請取次行政

書士として入管業務を主に、外国人の方の雇用から労務管理まで一貫したサポートをできれば

と大志を抱きます。先輩方の皆様、ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  

                             若林 正晃 

はじめまして。昨年行政書士登録した若林と申します。 

私は大学院修了後、警視庁に奉職し、憲法・刑法・刑事訴訟法・行政法等の法学を勉強・運用してまい

りました。この法学の知識・経験を活かしたいと思い、行政書士業務を開始しました。 

開業後に最初に受任したのは法人設立でした。行政書士試験の会社法の知識が活かせると思い取り組

みましたが、業務を執行する上では会社法の専門書よりも法人設立について書かれた初心者向けの本の

方が役に立ちました。試験勉強の知識だけでは足りず、それを前提とした実務の勉強が必要であると確

認しました。 

その後、出入国の国際業務に関する仕事をするようになりました。入管法は行政書士試験の出題分野で

はないので、初めから勉強することになり、現在も勉強中です。また、ハーグ条約等の国際法についても

国際的な人事異動に求められることがあり、勉強の日々を送っています。 

これからもご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

                      三浦 茂晴 

練馬支部の新人として入部させて頂きました、三浦茂晴です。前職は区役所の職員として

勤務していました。退職後も臨時職員として窓口業務を主として勤めています。 

このたび、行政書士として登録させていただきました。行政書士の業務は「権利義務又は事実証明に関

する書類を作成することを業とする」とあります。この規定に沿って遺言・相続業務、建設業許可、飲食・

風俗営業許可申請業務などを中心に書類作成、相談業務、許可申立書の代行等をしていこうと思います。 

また、行政書士として経験も浅く未熟者でありますが、研修に参加したり、日々の自己研鑽を怠ることな

く、実直に業務に取り組んでいきたいと思います。 

練馬支部の諸先輩方からのご指導ご鞭撻のほどもよろしくお願いいたします。 
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                                田久保 誠 

平成２９年１２月に登録しました田久保誠です 

早いもので開業して１年半ほど経過しました。昨年までは内容証明郵便の作成のお仕事を 

数件受注出来ただけですので、食べていくことが出来ず、普段はサラリーマンという「出稼ぎ」もしてい

る、二足の草鞋という状態です。 

今年に入ってからは社会事業部の相談会等に何度か参加させていただいています。 

最近は、先日知人が株式会社設立をするということで電子証明書を購入したところ、別の方 

から設立のお話があり、証明書を使っての電子定款を作成する機会にも恵まれました（電子定款作成に

あたりＰＤＦ変換ソフトも必要でした）。 

また別件で法定相続情報一覧図の作成を行いました。 

今後は会社設立とＣＦＰの資格を活用した相続をメインで行っていき、趣味で練馬区から区民農園を

借りており農業に興味がありますので、相続に関連しての農地転用申請も出来ればと考えています。そ

して出来るだけ早く二足の草鞋から卒業して行政書士だけで食べていきた 

いと思っています。 

支部の諸先生方には色々相談に乗っていただいたり、アドバイスを頂いたりすることがあると思いま

すが、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

                          白鳥 純一 

 この度、新たに練馬支部に加入させていただいた白鳥純一と申します。 

宜しくお願い致します。 

まだ参加させていただいて間もないながらも、先生方には、公私共々において大変親切

にしていただきまして、本当に感謝しております。 

今回は、まだご挨拶できていない先生もいらっしゃると思いますので、簡単な自己紹介をさせていただ

きたいと思います。 

私は、もともとインターネット関連媒体で記者をしておりまして、現在も継続して執筆活動を続けてお

ります。スポーツや芸能といった、エンターテイメント関連を取材させていただくことが比較的多いの

ですが、最近では相続法やビザ関連といったような、行政書士に関わるようなコラムなども掲載させて

いただいており、今後も継続して情報を発信していく予定です。 

一方の行政書士業務としては、スポーツの世界を始め、世界には日本でチャンスを掴みたい、働きたい

という熱い想い、高い志を持っている若者が多くいることを知りました。まだまだ未熟な点もあると思

いますが、行政書士として、一人でも多くの皆様の夢を叶えられるようにサポートしていきたいと考え

ております。 
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※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、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だし、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、何か相談したいことがあったときには、 

お助けパーソンにご相談下さい。 

新人でなくても、あたらしい分野の業務にチャレンジするときには、お助けパーソンのこと

を思い出してください。  

お助けパーソンの先生方は、忙しい業務の中で、快く対応してくださる方ばかりです。 

だからこそ、ご都合のお尋ね、下準備、その後のご報告など、くれぐれもモラルをお忘れな

きように･･･。 

 

・平成 30年 9月以降に登録した会員・ 

 宮﨑 康・福吉 誠・佐藤 安弘・茅根 真由美・吉田 博文・菊池 弥生・ 

 三浦 茂晴・青 祐矢・小林 基弘・横山 佳孝・西田 佳代・竹島 甲太郎・ 

 林﨑 尚之・小鷹 さなえ 

                              （敬称略・順不同） 
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       ＜お助けパーソン＞ 

 

分野 担当者（あいうえお順、敬称略） 

運輸事業 古屋 亨 三上 陽三ゲオルク 進藤 馨     

不動産問題 津田 陽一           

会計記帳 今井 崇雄           

建設 今井 崇雄 遠藤 泰博 岡部 博孝 時田 薫     

講師・講演会 植松 和宏           

交通事故 時田 薫 橋本 敏浩         

産廃関係 進藤 馨 三上 陽三ゲオルク       

事業承継 時田 薫           

車両関係 古屋 亨 三上 陽三ゲオルク 進藤 馨     

成年後見 上田 節子 酒井 玲子 長谷川 守彦       

相続・遺言 

遠藤 泰博 津田 陽一 津嶋 健 時田 薫 林 広太郎 山﨑 八九生 

※その他、たくさんの先生が業とされています。 

宅建 遠藤 泰博 津嶋 健         

内容証明 津田 陽一 山﨑 八九生         

入管 寺本 勝彦           

風俗営業 今井 崇雄 齊藤 亘         

法人設立 今井 崇雄 榎本 晃         

離婚 上田 節子 山﨑 八九生         

文章作成 山﨑 八九生           

契約書類 津田 陽一           

障がい者支援 上田 節子           
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・ソフトボールチームへのお誘い・ 

 
                                   倉本 辰也 

 

本年 11月 2 日（土）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 7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・ 

      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 録  
                                

8 月 25 日。心配していた台風の影響もなく晴天でした。 

練馬駅前に集合して、バスで最初に向かったのは、有明駅近く

のそなエリア。東京臨海広域防災公園は国の災害応急対策の拠

点として整備された 6.7ha の国営公園、6.5haの都立公園の計

13.2ha の広域防災公園で、その中に防災体験学習施設「そなエ

リア東京」はあります。 

 今回は、ここで「東京直下 72h TOUR」に参加しました。 

災害時、国や自治体などの支援体制が十分に整うまでは、私たち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。「東京直下 72hTOUR」は、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、タブレット端末を使ったクイズに答えながら

生き抜く知恵を学ぶ防災体験学習ツアーです。 

 クイズでは緊急時をどう生き抜くのか、自分の命は自分で守るという「自助」そして、家族や地域で

助け合う「共助」の大切さを学べます。この施設内には、阪神淡路大震災などの地震の揺れを疑似体験

できる起震機もあり、「災害と暮らしの学習コーナー」では、首都圏で想定される具体的な被害に対し

て、普段の生活の中でできるそなえの知恵を学べます。 

ペットボトルやラップといった普段何気なく使っているものの、震災時での使い方を紹介した展示「72

時間生き抜くヒント」は面白かったです。消臭効果がある猫砂は安く買えるのでおススメだそうです。   

そなエリアの次は、サッポロビール千葉工場へ。この工場は 18 万平方メートル以上の広大な敷地を誇

り、全国のサッポロビール製品の 4 割以上を生産しているそうです。まずは 併設のレストランでバー

ベキュー。青い海と豊かな緑を眺めつつ、ビール飲み放題、肉も野菜も食べ放題で至福の時を過ごしま

した。食後はガイド付きの工場見学「黒ラベルツアー」で、ビールの歴史やその原料、製造方法などに

ついて学び、ツアーの最後には、工場直送のできたてビールの試飲。試飲はビール 3 杯までOK で、家

庭でより一層美味しい黒ラベルを味わう

ための注ぎ方のレクチャーもありまし

た。ノンアルコール飲料もあったので、

ビール飲めない方も楽しめたはず。ビー

ルと食事を堪能し、バスでお台場へ。お

台場では各自 自由時間を楽しみました。

近くのショッピングモールで買い物した

り、散策したり…とみなさん満喫してい

たようです。 バスが練馬に到着して、

支部長の一本締めで解散。楽しい 1 日で

した。 
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・令和元年度練馬支部懇親会・  

東京スカイツリーと下町老舗の味ツアーのご案内 

                          練馬支部支部長  橋本 敏浩 
総務部長 林 広太郎 

  

今年の練馬支部の懇親会は、「はとバス」をチャーター致しました。 

黄色い「はとバス」のバスガイドさんが東京スカイツリーに浅草「米久」の牛鍋、

隅田川下りなどを案内してくださいます。 

東京在住の私たちですが、今回のこのツアーで改めて東京の素晴らしさを体験し

てください。もちろん、途中抜け、途中参加もOK です。 

 

日 時：  ８月３１日（土曜日） 

集合時間： ８時３０分 

集合場所：  練馬文化センター裏 

会 費：  5000 円（事前振込） 

※くわしくは、ご案内をご覧下さい。 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

 
 

 
みんな仲良し 

写真集 
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・あ  と  が  き・         

 

  今年の梅雨は、肌寒い日が続きましたが、皆様、体調は、崩されませんで 

 したか？     

  

  日行連会長に、東京会の常住先生が決定しました。 

 行政書士業務の充実のためにも頑張っていただきたいものです。 

  また、ここ近年、段階を経て、民法改正がなされています。今回の改正は、 

行政書士の業務の一つである相続法にもかなり影響を与えています。 

予防法務のプロである私たちは、しっかりと理解し、活用していきたいものです。 

 

ところで、練馬支部の新体制となって、数ヶ月が過ぎました。 

「Pegasus（ペガサス）」となって 3 回目の発行となりました。 

皆様に親しんで読んで頂くために、試行錯誤中です。 

今回の「Pegasus（ペガサス）」の写真のテーマは、「みんな仲良し」･･･ 

支部の和気あいあいとしたムードが皆様に届きましたでしょうか？ 

今後、メルマガ、ホームページの充実にも努めていこうと思っております。 

ご意見ご感想がありましたら、ぜひ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 上田 節子 

練
練馬支部広報部 

 

 


