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東京都行政書士会練馬支部 練馬だより 3５号（新人会員応援号） 

 特集 頑張れ‼ 新人行政書士 

 

新人会員の皆様へ 
練馬支部長  橋本 敏浩 

                           （H16.10 登録） 

私は東京都行政書士会練馬支部の支部長をしております橋本敏浩と申し

ます。今回は行政書士として登録してから比較的日が浅い会員向けへのお話

をさせていただきます。 

 

＜行政書士ができる仕事の幅は広い。来た仕事は何でも受けるのか？＞ 

御存知の通り、行政書士が取り扱える文書や手続きは非常にたくさんありま

すので、自分が期待していたのと違う仕事の依頼が来るかもしれません。そういう場合も何でも受

けるのか、ということが問われますが、基本的には「YES」という事だと思います。 

受任して分からなければ、誰かに聞いたり、あるいは場合によっては先輩に丸投げして自分は横で

見ているなどでも構いませんので、とにかく受けることです。 

とはいえ電話が掛かってきてから、「ではお会いして詳しいお話をしましょう」という段階に持って

行くためには、電話口である程度簡単な受け答えは出来なければなりません。 

その為に、自分で仕事としてやる可能性があるようなことについては本会や支部の業務研修を受け

てみたり、書籍を買って読み、質問事項をあらかじめまとめておいたり、といったことは必要にな

ってくると思います。 

ですがどうしても自分には向かないと思う分野には、無理に手を出さなくていいと思います。 

いくつか業務をしていって、その中から自分の専門分野を確立し、業務の柱としていく、というの

が理想です。 

 

＜一番知識が身につくのは実務の経験＞ 

経験に勝るものはありません。ですが、最初は当然経験が無いわけで、「経験を積んでから仕事を受

けよう」という訳にはいきませんから、とにかく受けることです。 

＜相談（面談）まで行ったら、どうやって信頼を得るか＞ 
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見込み客と面談するところまでいったら、信頼を得ることが必要です。人は誰でも信頼している人

に仕事をお願いしたいはずです。 

その為には、その分野についての知識があることは必要ですが、初めのうちはどうしても経験や知

識が乏しいのは仕方ありません。相談に来る方は自分が気にしていることを聞きにくるのですから、

そのことについてある程度勉強してから相談に来られる方もたくさんいらっしゃいます。初めの頃

は、極端に言えば相手（見込み客）より少しでも知識が上回ることです。その上で、さらに専門的な

言い方をするよりも、分かりやすい言葉で説明することを心がけましょう。 

 

【失敗しないために】 

＜許認可、民事法務に関わらず、うかつに「大丈夫」と言わない＞ 

ある程度経験が増えてくると、大体許可が通るかどうかわかるようになってきますが、許可権者は

自分ではないので「これなら絶対大丈夫」などと断定した言い方は避けた方がいいと思います。 

難しそうだけどうまくすれば何とかなるかも、などと厳しそうな感じを出してみるのもいいでしょ

う。 

＜（案件によっては）相談者の話をうのみにしない＞ 

例えば相続や離婚などは相談者一人の問題ではないので、話をしていてもどうしてもその人の主観

が入っているものです。このような案件では相手方の話を聞けないことも多いのですが、「あなたの

話を前提にすると」など、相手方の言い分や別の角度から見た場合など、条件によっては違ってく

るということを含めて説明しておくようにしましょう。 

 

以上が私からのお話しです。私は開業してから 17年経ちましたが、今でも「初めての案件だ」とい

うことがあります。周りの人の助けも借りながら、これからも努力を続けていきたいと思っており

ますので、一緒にがんばっていきましょう。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 新人会員の皆様、開業おめでとうございます。開業はしたものの、個人事務所で、どのように仕

事をしていったらいいのか？そのうえ、コロナ禍が続き、会員同士での関りも減りました。特に新

人会員の皆さんは、先輩会員の皆さんと関りを持つチャンスもなく、不安に思われていることと思

います。 

 そこで、今回は、特集として、１０年以上キャリアがあり、行政書士としてご活躍されている先

生方に、新人の先生方に向けて、エールを送っていただくことにしました。 

ぜひ、参考にしてください。 

 また、練馬支部では、「お助けマン制度」があり、各分野において、専門的に業務をされている先

生方をご紹介しています。詳しくお知りになりたい方は、広報部まで、ご連絡ください。 
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開業にあたっての心構え 
                               遠藤 泰博  

（H1.10 登録） 

 

開業当初は「何の業務をやって行こうか」と悩む先生方も多いと思います。 

私が開業した平成元年頃は「行政書士って何ができるの？司法書士とどう違うの？」と言

われた時代です。 

そこで、私の場合は、一日に数軒回り、知人や友人やその近隣の会社やお店に飛び込み、

直接相手の業務内容や困っていることを聞いて回りました。現在はネットで済むと思う事か

もしれませんが、何度も顔を出していると「犬も歩けば棒に当たる」の言葉どおりに、結構、

仕事になる相談案件に出会う事が出来ました。 

そして、「来た仕事は断らない」ということから始めました。断った仕事はその依頼者か

ら二度と来ません。自分で調べて、本を読み、担当官庁に足を運び、先輩の先生方にアドバ

イスをお願いする。練馬支部には、新人を助ける「お助けマン」制度があり、先輩を頼れま

す。全く出来ない業務でも、頼んだ先輩先生と一緒に動いて関係資料の写しを頂く。そうす

れば、次に依頼があれば自分で出来るし、不思議と同じ業務依頼が舞い込んでくるものです。 

「情けは人の為ならず」のとおり誠実に仕事をしていると、お客様が仕事を紹介してくれ

るようになります。お客様が営業マンになってくれるのです。その先には、新しい業務を見

つけ出したり業務を特化してエキスパートになり、同じ行政書士仲間から仕事を紹介しても

らうようになっている先生方もいらっしゃいます。 

以上の事は、どの先輩先生方もやってきたことだと思います。「働く」は「傍を楽にする」

に繋がるそうです。困っている人の助けになって働ける行政書士業務に誇りをもって、傍も

自分も楽にできるようにお互いに頑張りましょう。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

クライアントとのお付き合いについて 

                        進藤 馨  

                            （H15.3登録） 

 

 練馬支部会員の皆様、平素は、支部活動につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、誠にありが

とうございます。 

 練馬支部副支部長の進藤馨と申します。 

本日は、私の「クライアントとのお付き合いについて」の体験談をお話しさせて頂きます。 

簡潔に私の業務紹介をさせて頂きますと、運輸関係業務を担当させて頂いております。 

運輸関係業務とは、運送会社（トラック・バス・タクシー等）の経営者（社長様）がクライアントと

なります。 

 平成１５年に行政書士登録を致しまして、今期で１８年目を迎え、１０年以上のお付き合いを頂
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くクライアントが増えて参りました。 

 その中で、運送会社立ち上げから、今、現在も顧問先である横浜市の中区にて経営を行っている

社長様のお話をさせて頂きます。 

 その社長様は、運送業界に自分は、２０年近くいますが、独立して運送会社を立ち上げようと思

いますが、方法が分かりませんとのことでご相談にいらっしゃいました。 

 そこで私が、運送事業は許可制だということをお伝えし、立ち上げの流れを簡潔に説明し、業務

に着手することになりました。その時は、運送事業の許可が、規制の緩和の時期でしたので、今より

も、審査要件が易しかったのですが、開業するまでに半年はかかりました。運送事業は、許可を取得

してからも法的規制が多いため、経営するうえで行うことが多いので、私が顧問としてご担当させ

て頂くことになりました。その社長様は、業界では、顔が広いということが後程分かり、お仲間の社

長様を多数ご紹介頂きました。 

それから、今に至るまでにお付き合いさせて頂いておりますが、私が、一方的にクライアントと

思っているより、同じ事業を行っているお仲間の感覚でお付き合いをさせて頂いております。 

 私が、行政書士として思うことは、お客様と良好な関係を築いたうえで、お悩みを解決していく

というのが、業務の重要なポイントだと思っております。 

 以上、私からの「クライアントとのお付き合いについて」の体験談をお話しさせて頂きました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

素晴らしき仲間たち 

                                堀井 博綱  

（H16.2 登録） 

 

私が行政書士の登録をしたのが、２００４年２月。後２年で定年になるので、定年後の対策とし

ての早めの登録でした。ところが、それから８年余り定年延長となり、会社が休みの時は本会主催

の「総合研修会」はじめ行政書士として必要な知識を得るため多くの講座にできる限り参加いたし

ました。加えて練馬支部だけではなく他支部主催の研修会等に参加し知識を深めるようにいたしま

した。おかげさまで在留等の申請取次もできるようになり難しい業務もこなすことができした。 

支部活動に正式に参加したのは、２０１３年の総会からでした。運よく社会事業部の部員となり、

相談業務に携わりました。 

相談業務の多くは、相続及び遺言関係でしたので、自分に向いていると考え、相続と遺言の知識

を高めるようにいたしました。また、行政書士の諸先輩が有志で「行政書士生活相談センター」を立

ち上げ活動をしていたのを知り参加させてもらい、相談業務の知識を深めることができました。 

練馬支部のよいところは、このように支部内だけではなく、有志による活動並びに「お助けマン

制度」のあることです。 

行政書士は個人事業主であり、それぞれは競争相手のはずですが、このお助けマン制度があるの

で、新入会員が業務上で分からない事があるとそれぞれの分野の専門行政書士が丁寧に指導してく

れるのです。時には、手伝ってくれる方もいて大変助かりました。大変良い制度だと思いました。 



 

5 

 

このように私が知る練馬支部の行政書士は非常に温かい人ばかりでした。 

皆さんのこの素晴らしい仲間たちと、自分に合った分野をいち早く見つけ出し、どうぞご活躍さ

れることを心から祈念いたします。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新人会員の皆様へ 

                                榎本 晃  

（H17.4 登録） 

 

始めに、業務経験の浅い先生方向けの参考資料として書いておりますので、あまり細かいことに

ツッコミ入れないようにお願いいたします。 

行政書士の仕事は大きく分けると許認可系と民亊法務系になるだろうか。 

私はと言えば、許認可系の仕事が多い。開業当初は会社設立と、民亊法務系の仕事を中心にしよ

うと思っていました。しかし、気が付くと許認可系の仕事がメインになっていました。 

 許認可業務の中に風営業務と呼ばれるものがあります。パチンコ・麻雀・キャバクラ等の営業許

可を取るのが主な仕事です。私はパチンコ店の申請はやっていません。１回やってえらい目にあっ

たのでもう二度とやらないでしょう。請負うのは麻雀・キャバクラ・スナック・バーといったところ

です。風営業務の一番の肝は「お客様が選んだその場所は、実際営業ができる場所か？」です。 

「用途地域」と「保全対象施設」。キャバクラを出店しようとして、どんなに気に入った場所でも「用

途地域」が住居地域であれば許可が出ません。六本木は意外と住居地域が多く要注意。用途地域が

「商業地域」であっても出店予定地の隣のビルに大学のサテライトオフィス（保全対象施設）があ

ったらダメでしょう。「先生、ここは以前他の麻雀店が営業していたから借りたんですけど大丈夫で

すよね！」それ危険なやつです。その時無かった保全対象施設が今はあるかもしれません。役所で

色々確認することも多いですが、最終的には自分の目と足で回り判断します。ちなみによく確認せ

ずに物件を借りてしまうお客様は多いです。また、風俗営業は営業できる状態まで整えてから申請

しますので、許可が出なかったら… 考えただけでぞっとします。 

 とはいっても様々な経験ができる業務なのでやってみると面白いですよ。 

 昨年の話ですが、感染拡大防止協力金申請（最初の）をしようとしたお客様（バー経営）が「深夜

酒類提供飲食店営業営業開始届」を出しておらず、特急で書類作成し、警察署に提出に行ったら、

「先生の届出も協力金がらみですか？ここのところ多いんですよね」と微笑んでおられました。皆

さんも風営業務始めてみませんか？ 

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新規登録の行政書士の先生方へ 

                                 石井  則子  

（H18.8 登録） 
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新しく行政書士登録をされた先生方は、これまでの仕事の経験を生かしたいとか、あるいは新た

な業務分野へ挑戦したいとか、様々な意欲に燃えていることと思います。   

行政書士業務には、建設宅建関係、運輸交通関係、旅館や飲食業等風営法関係、ビザや入管関係の

国際業務等、官公庁への許認可に関する業務と、相続、遺言、離婚、など民事法務に関する相談や書

類作成業務など、大別して 2分野に分かれます。行政書士業務の内容と守備範囲の広さはBlue Ocean

です。権利義務に関する法律絡みの相談にはどんどん乗ってください。法務局への提出書類や訴訟

になりそうなときは しかるべき協力関係を組む専門家に回すのは鉄則ですが、市民からの相談の

窓口となりコンサルタントをすることは問題ありません。 

この何でもできるというスタンスが行政書士の弱点と考えられていた時代もありました。今日で

は、デジタル化の大波が押し寄せ、コロナパンデミックという危機的状況にあって、縦割りに仕切

られた業務分担など越えて対応が必要になっております。さらに情報弱者の高齢者は今や人口の 30

％、4000 万人近くいるのです。遺言、相続、中小企業や店舗の畳み方や会社の承継まで、多くの人

が信頼して相談できる第三者専門家を求めているのです。 

わずかな私自身の経験からも、近年特にその感を強くしていると感じます。 

仕事については自分がやりたいというだけでなく、お客様から選ばれる面もあり、幸いにして様

々な案件を経験させてもらってきました。 

ものつくり補助金獲得、特定非営利活動法人の設立、コロナ対策としての各種支援金申請等々。

その度に新しい対応が求められ勉強が必要になるのですが、新規に取り組む充実感は大きいものが

あります。そして相談業務に自信をもって対価を取れるようになります。 新人の先生方も 固定

観念に捕らわれず幅ひろく相談に応じ、業務を開拓していかれればと思います。ただ 1 点だけ注意

するのは、ゆめゆめイリーガルや手抜きを希望するお客様から選ばれないよう、国家資格者として

の自覚をもって対応されることです。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新人会員の皆様へ 

                                     津嶋 健  

（H19.4登録） 

 

登録間もない先生方に於かれましては、新しい仕事へと希望に胸が膨らんでいる事と思います。

私もそうでした。私の師匠である弁護士から「士業の名刺は捨てられたりしないから、沢山配りな

さい」と言われて、色々な集まりに顔を出し、名刺を配りまくった記憶があります。その中からポツ

リポツリと仕事の依頼が来るようになったときは本当に嬉しく思いました。 

机上の知識と実務は微妙に差があり、結局は、自分で経験してノウハウを蓄積していくしかあり

ませんが、たいていの事は既に誰かが通った道です。先輩からのアドバイスが大事という事でしょ

う。悩んだ時は誰かに相談してみるのが早道のように思えます。ただ、一つだけショックだったの

は、実務に詳しくなっていくにしたがって、法律の知識をアップデートする暇が無くなり、良く言



 

7 

 

われる「合格した時がピーク」という事を実感した事です。勿論専門とする分野についてはアップ

デートしていますが、その他の法律については置いてきぼりを喰らっています。 

さて、私の初めての仕事は、開業の挨拶状を送った古い友人からの依頼でした。お父さんが亡く

なったと云うので、東京の西のはずれに近いご自宅まで何度か足を運びました。片道２時間半は掛

かる所で、説明の最中にお母さんの具合が悪くなり救急車を呼んで入院に付き添ったりするなどし

て、帰宅が終電ぎりぎりなどという事もありました。 

また仕事そのものよりも、友人だから報酬も勉強しないといけないかなぁとか、業際問題をどう

しようかなぁ、などといった悩みの方が大変でした。しかも、途中で、お兄さんが警視庁の刑事をし

ていると分かった時は「何か言われるのではないか」と非常に緊張した事を覚えています。弟の友

人で開業したてという事を考慮して下さったのか、鋭い質問はありましたが、こちらの説明で納得

してくれました。ドキドキものの仕事でしたが、その友人からは、その後も何度か依頼があったの

で、当時の仕事に満足して貰えたのだなぁと安堵したことを思い出しました。 

当時の先輩から「仕事をしていくうちに何が専門分野なのか自然と決まっていくよ」と言われて

いた通り、今では相続や遺言などがほぼ専門となりました。ただ、ここ５年くらいに許認可関係の

仕事が増えてきたので、少し驚いています。また逆に当初意気込んでいた入管の仕事は、自分に向

かないことが分かったので申取の資格は持ちながらも業務としては受けていません。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新人会員の皆様へ 

                             

                                倉本 辰也  

（H20.4 登録） 

 

練馬区桜台で開業しております。 

開業は平成 20年（2001年）4月で、今年で 13年目となります。 

業務としては、許認可関係・自動車関係・入管関係の経験はあります。 

 

大した実績はありませんが、クライアント様との信頼関係をもって業務に取り組み、また一緒に成

長していければといつも思っています。 

 

また、我々は個人事業主であるため、割と縦と横のつながりを持つことが難しいと思います。 

そのため、支部活動等を通して人脈を築くことは非常に大切であり、私も支部活動をとおして、信

頼できる経験豊かな先生方に教えを請いながら現在に至り、大変感謝しております。 

 

そういった意味でも新たにご登録をされる先生方には支部活動等を大いに活用頂き、これから互い

に切磋琢磨しなら業務に邁進していきたいと思います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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新人の私がもらったアドバイス 

                                上田 節子  

（H22.5 登録） 

 

 行政書士になって、もうすぐ１２年。先輩の先生方からいただいたアドバイスのおかげで、仕事

も増え、とても充実した日々を過ごすことができました。とても感謝しています。 

 

 当初伺ったアドバイスは、とても貴重なものでした。 

① 自分の名刺をたくさん配ること（目標１０００枚！） 

② 支部の活動には参加し、先輩方と交流を持つこと。 

③ 自分がやりたい業務を決める（３つくらい） 

④ 自分に仕事の依頼が来たら、臆せず、受けること 

⑤ HP を作ること 

 

このアドバイスを受け、私はひとつずつ実行してみました。 

① いろいろなところで、コツコツ名刺を配り続けました。ある日、東北のある警察から電話があり、

事件関係者？が私の名刺を持っていたとのご連絡があった（これは実話です）というような笑い

話ができるくらい･･･１年ほどで、目標達成しました。その当時配った名刺から、先日も、仕事

が来ました。 

② 支部の活動にはできるだけ参加し、（今はコロナ禍でごめんなさい）たくさんの先輩にか関わっ

ていただきました。この Pegasus にも書いてありますが、練馬支部にはいろいろな事業部、委

員会があります。部員募集しているところもあり、私も誘っていただき、広報部・総務部・社会

事業部・暴力団等排除対策委員会などに所属し、お手伝いをさせていただきました。そのおかげ

で、行政書士のこと、練馬支部のことがよくわかりました。先輩と交流がもて、それぞれの先輩

の得意業務を知ることにより、初めての業務を受けた場合には、アドバイスをお願いしやすくな

ります。 

また、練馬支部だけでなく、東京会の各支部には、研修会も開催していて、興味のある研修会に

は、足を運びました。業務が忙しくなると、なかなかその時間が取れなくなります。 

③ 業務については、私には障害を持つ家族がいるので、成年後見の活動をしたくて行政書士になっ

たとまわりに話していたら、成年後見に詳しい先生方をご紹介いただくことができました。主婦

である経験から、離婚協議書作成。遺言・相続とこれらの業務を基本３本柱としました。 

④ 来る仕事については、断らずに続けていたら、会社（社団含む）設立、建設業許可、車庫証明な

どの仕事もいただけるようになりました。 

⑤ 離婚協議書作成については、HP を作っていますが、結構見ていただいているようで、ご相談は

よく来ます。すべてが仕事につながるわけではありませんが、相談の中に疑問に思ったことは、

そこで調べておくと、次の相談の場面で役に立つことも多いです。 

転んでもただでは起きません。笑 
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行政書士としての私の初仕事は公正証書遺言作成でした。もちろん一人でできるはずもなく、職

務上請求書を書く手も震えるほどで、出来損ないなどということさえおこがましいくらいでした。

アドバイスをお願いした先生は、あきれながらも、「次にはしっかり自分一人でできるように」と細

かく教えてくださり、なんとか作成し、わずかな報酬をお渡ししたときに「よく頑張りました」の声

掛けとともに、その一部を返していただいたときに、改めて自分の未熟さを痛感しました。 

今でも、まだまだ修行中の身と思いつつも、新人の先生からご相談を受けた時には、できるだけ

たくさんのアドバイスができるよう、心掛けています。それが、あの時、ご指導いただいた先輩への

せめてものお返しだと思っております。 

 

 最後に、新人の頃、本当に仕事がコンスタントに来るようになるのか、とても心配していました

が、諸先輩方は、皆さん、声をそろえるかのようにこう言われました。 

「来た仕事をひとつひとつ丁寧に誠実にやっていたら、必ず、次の仕事に繋がります」 

私もやっとそう思えるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 2 年 9 月以降に登録した会員 

 鵜戸西 香保里・森 泰隆・荻 雅弘・立花 友浩・中村 成一 ・岡田 裕子・大出 克己・ 

譚 麗・植野 巧・清水 義勢・稲積 夏菊・大川 一司・吉澤 弘学・井上 敦司・ 

永尾 優太郎・松村 公禎・須藤 隆之・下郷 陽平・山田 孝志 ・押金 秀男・ 

瀬川 耕平・小林 吾郎 

（敬称略・登録順 2022.1.1 現在） 

 

※ 新入会員の皆様、ぜひ、支部活動にご参加ください。 

 

   ※ 

                              （敬称略・順不同） 
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・令和 3 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 

津田 陽一 

 

 

 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 

堀井 博綱 

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 

山﨑八九生 

 

副支部長 

津嶋 健 

 

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 

東京行政書士政治連盟 

 練馬支部幹事長 

   三上 陽三ゲオルク 
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・総 務 部・      総務部長 林 広太郎 

 

総務部は練馬支部の定時総会、役員会等の会議の準備運営、支部懇親会、新年会等の厚生事業の

準備運営を主な事業内容として活動致しております。 

今年度は、コロナ禍の影響で、なかなか行事が行えない状況となり､残念に思っております。 

上記の活動と共に、練馬支部には、ソフトボールチームもあります。 

こちらは、状況を見ながら、チームで練習をしています。みんなで一緒に汗を流しましょう。 

 

総務部担当副支部長 ： 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 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

・社 会 事 業 部・   社会事業部長 津田 陽一 

 

 

社会事業部は今から１７年ほど前、区民から相続、

遺言等、暮らしに対する悩み相談を受けることによ

り、行政書士の認知度を高め併せて業務の拡大を図

るために設置されました。現在では区役所本庁舎、

石神井庁舎、光が丘区民センター、はつらつセンタ

ー３か所において講演会・相談会が当たり前の様に

行われていますが、当初は区施設の場所の提供等区

の協力が余りありませんでしたが、現在は区施設・

場所の提供、区報掲載が一年間確保されています。 

 今年度はコロナの感染拡大でなかなか講演会・相談会が開けず、５月と６月は活動が中止となり、

来年に延期した相談会もあります。 

 ７月に貫井図書館で「やさしい相続入門」の講演会と８月に「はつらつセンター豊玉」で相続の講

演会・相談会を施設担当者のご努力もありなんとか開催することができました。今後も感染状況を

見ながらできるだけ開催できるようにしたく考えております。 

 見学も可能であり相談業務に関心がある会員の方は連絡のうえ参加して下さい。 

各事業部・委員会の紹介 
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担当副支部長：津嶋 健   

部長：津田 陽一 

部員：鈴木 正子・林 正明・二階堂 泰範・宮﨑 康・稲益 伸江・ 

藤本 幹夫・中島 康友  
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

             ・研 修 部・     研修部長 堀井 博綱 

 

研修部は年４回の活動をしております。 

前年度はコロナの関係で十分な活動ができませんでした。今年も計画はしておりますが、変形コロ

ナの為、感染者が急激に増えている状況なので、よく見極めたうえで研修会を実施するかどうか決

めたいと考えております。 

なお、その対応策として、オンライン研修を実施しております。 

 

１． 新人研修会 

登録３年未満の練馬支部会員を対象とし、練馬支部の各部と役員（部員を含む）の紹介と研修後

の懇親会を通じることで先輩行政書士との交流を図ることを目的としております。 

今年度は、２０２２年３月１７日(木）１８時～２１時に、ココネリ３階 研修室１全面に新人

研修会を行います。新人会員の皆さんのためにも対面式での開催を予定しております。コロナの

影響もあり、不安な点もありますが、何とか、開催できればと思っております。 

 

２． 初級研修会 

年１回行っております。 

原則、練馬支部会員から講師を選び、基礎的な内容や業務上の注意事項を講義します。 

「行政書士とうきょう」を通じて他支部にも公開をしています。 

 

３． 一般研修会 

年２回行っております。 

原則、外部の講師（行政書士に限らず）を招いてのスキルアップを目的としています。 

 

担当副支部長：山崎 八九生   

部長：堀井 博綱 

部員：石井 則子・倉根 泰代・星野 聖子・須賀 信行・林崎 尚之 
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・空家対策推進委員会・ 空家対策推進委員長 津田 陽一 

 

昨年、令和２年度は新型コロナウイルスの感染拡大のため練馬区主催で９月開催予定だった６士

業合同相談会及び３月開催予定の「空家セミナー・相談会」が中止になりました。 

活動としては１１月１日（日）東京都行政書士会主催、練馬支部共催、練馬区後援で「空き家にし

ない相続対策と家族信託」セミナー・無料個別相談会だけを開催できました。 

本年度の活動も新型コロナウイルス感染状況次第ですが、現在のところ１０月に練馬区主催６士

業合同相談会及び「セミナー・相談会」が来年２月に開催予定です。支部としての活動はコロナの感

染状況次第で収束に向かえば検討したく考えております。空家問題に関心のある支部会員のご協力

ご支援をよろしくお願い致します。 

                  

委員長：津田 陽一 

委員：石井 則子・柴﨑 理佳・二階堂 泰範 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

・法教育推進委員会・  法教育推進委員長 植松  和宏 

 

法務省の「法教育研究会報告書」によると、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

教育推進委員会では、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進めています。これ

までは、「ドッジボールのルール」「夏休みの自由研究」「自転車」「インターネットトラブル」「ペッ

トトラブル」「主権者教育」など、身近な話題を題材に法教育授業に取り組んできました。2021 年に

は図書館との連携を深め、行政書士業務の多様性を活かした新たな取り組みを企画中です。コロナ

禍の中での活動は制限されてしまいますが、YouTube の活用、ドローン

の展示飛行など今までにはないツールも活用して、行政書士の社会的価

値を高めていきます。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もありますが、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。 
 

委員長：植松 和宏 

委員：成井 亮裕・竹山 博之・藤波 良之・田久保 誠 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・暴力団等排除対策委員会・ 

    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、暴力団等排除対策委員会の委員長の三上です。 

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練馬警察を予定しております。研修の内容について従来の暴排にかかわる内

容に加え、警察への申請業務についても外部から行政書士を招き登壇してもらう予定です。新型コ

ロナウィルスの状況が悪化する中ではありますが、今年度は、2 月 10 日（木）17：30 から、ココネ

リ研修室に決定いたしました。２部制とさせていただき、内容は、暴排関連+道路使用、占有につい

て講演していただきます。1 月中旬には、往復はがきを発送いたします。先着 35 名とさせていただ

きます。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」に定期的に掲載されます暴力団等排除対策研修会にもご参加いただきます

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。 

 

    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） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・広 報 部・      広報部長 上田 節子 

広報部は、メルマガ、ホームページ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。会報については、紙媒体は、時節に合わせて今回の

35 号をもって休刊とし、ホームページ掲載の形で続けさせていただきます。 

外部広報の一つとして、練馬区役所等への会員名簿の設置など、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、新人会員のためのお助けパーソンのご紹介もしています。 

 

担当副支部長：進藤 馨    

部長：上田 節子 

            部員：遠藤 泰博・山田 雅弘・染谷 満佐子・竹島 甲太郎 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・会 計 部・     会計部長 柴﨑 理佳 

 

平素より支部活動に関し、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

当支部の会費については支部細則の規定により、年会費６，０００円を前年度３月末までに納入

していただくことはご周知のことと存じます。 

（令和３年度（令和３年４月～令和４年３月）の支部会費は令和３年３月末が納期限となります） 

 

納入は、毎年２月頃に会計部から各会員事務所宛に郵送する振込用紙でのお支払いをお願いして

おり、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。 

なお、支部細則の規定により、会計年度の途中に入会・転入された会員につきましても、登録月よ

り年度末までの納入をお願いしております。 

 

支部会費納入口座は 

 ゆうちょ銀行 口座番号 ００１００-８-７４５４６ となっております。 

 

当支部は、無料相談会、会報誌の発行、研修会、会員相互の懇親会等々の支部活動を行っています

（コロナ禍により、残念ながら中止せざるを得ない活動も出てきていますが）。 

この支部活動は、会員相互の協力によって成り立っているものです。今後もこの趣旨をご理解の

上、ご協力いただけますと幸甚です。 

支部会費未納会員の方には、お電話やご訪問等をさせていただくこともございます。支部会員に

等しく分担していただくため、不公平のないよう努めて参ります。 

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。 

 

※東京都行政書士会練馬支部 支部細則につきましては、 

練馬支部ホームページ 

http://nerima-gyosei.com/WordPress/wp-content/uploads/2018/08/shibu_saisoku_h30.pdf  

をご参照ください。 

 

会計部長：柴﨑 理佳 

メール info@shibazaki.org 
 

   担当副支部長：榎本 晃   

部長：柴﨑 理佳 
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・『メールマガジン』配信申込書・    

                                                                         【広報部】 

 

練馬支部では、支部会員向けにホームページ・会報での情報提供とともに、時勢に応じた新しい 

情報発信の場として、メルマガを発行しております。 

今年に入り、コロナ禍の影響も受け、より一層、メルマガ発行の機会が増えております。 

これを機に、メルマガ登録をしてみませんか？ 

登録ご希望の方は、以下の方法で申し込みができます。 

 

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 

 

 

今後は、練馬支部でメルアドをいただいた場合には、メルマガ会員として登録させていただきます。 

            

 

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

 

・ソフトボールチームへのお誘い・ 

 

毎年、恒例の東京都行政書士会のソフトボール大会が催され、 

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。 

練馬支部チームは、その名もずばり「練馬ﾍﾟｶﾞｻｽ」 

結成以来、毎年参加しています。 

コロナ禍の影響で、今年は、残念ながら、東京会開催が中止となりましたが、 

それでも、気の合ったメンバーが集まり、月 1～2回のペースで練習を行っております。 

随時、メンバー募集中です‼  野球・ソフトボール等の経験の有無を問いません。 

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。） 

 

ご都合のよろしい時にご参加頂ければ結構です。 

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。 
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《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 

 

※お気軽にお問い合わせください。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tatu0805kura@jcom.home.ne.jp
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 ・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) 

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でお願いします。） 

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 

                                       

・練馬支部会員名簿搭載のおしらせ・ 

  数年前より、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、また、 

一昨年より、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。 

  練馬支部ホームページに名簿掲載を希望される方は、同時に次回より、練馬支部会員名簿にも掲載

させていただきますので、ご了解ください。 

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にて令和 4年１2月 28日までに上記連絡先まで送信い

ただけますよう、よろしくお願い致します。 

 

http://www.nerima-gyousei.com/
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【あとがき】 

 

会報 Pegasus（紙媒体）は、時代の流れにより、35号をもって、残念ながら休刊とさせていただき

ます。ホームページ上には今後も Pegasusを掲載する予定です。 

 

コロナ禍にふりまわされて 2 年となり、世の中もかなり様変わりをしました。まだまだコロナと

共存の日々にはなりますが、ワクチン接種も進み、少し、未来が見えてきたようにも感じます。 

新人会員の皆様にとっては、行政書士業務に対する不安とともに、支部活動がどんなものかもわか

らない日々だったと思います。 

 

今回は、新人行政書士応援号として、新人の皆さんの参考になればと、10 年以上の業務経験の

ある先生方に業務の体験談を書いていただきました。執筆にご協力いただいた先生方、本当にあり

がとうございました。 

練馬支部会員の皆様、これからも、広報部をよろしくお願いいたします。 

 

                  練馬支部広報部一同 
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