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新年　あけましておめでとうございます。

　日頃より、支部会員をはじめ関係各位におかれましても、支部活動に、ご支援、ご協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。

　お陰様で、今年度の支部事業も順調に推し進めることができ、昨年１０月には、大田区役所１階ロビーに

名称版を設置させて頂くことができました。

　これもひとえに、大田区長様はじめ関係各位からの区民と行政のパイプ役であります行政書士に対するご

理解の賜物と、改めまして感謝申し上げます。

　これを機に、これまで築き上げました信頼関係を決して損なうことなく、寄せられました期待に応えられ

ますよう、なお一層の精進と研鑽に努めたいと決意を新たにした次第です。

　また、今年は、オリンピック・パラリンピック開催実

施に向け、羽田空港跡地利用をはじめとしまして、「国際

都市おおた」の旗印のもと、具体的にプロジェクトが始

動するものと思われます。

　「国際的ビジネス環境づくり」におきましては、行政書

士の培った許認可申請の専門家として活躍の場が、大い

に期待されるものと思われます。

　これを好機と捉え、支部会員の飛躍の年となり得ます

よう、あわせて皆様のご健勝と、ご発展をお祈りし、新

春のご挨拶とさせて頂きます。
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　新年明けましておめでとうございます。

　平素から大田支部の会員の皆様には、本会の会務運営にご協力を頂きありがとうございます。

　昨年１２月２７日に施行された行政書士法の一部改正に伴い、日本行政書士会連合会では１２月に開催さ

れた臨時総会において、会則の改正が行われ「特定行政書士」の研修制度等について明記されました。これ

により、現在、中央研修所内に対応する委員会を設置し、実際の研修内容について学識者や弁護士も加えて

検討しています。費用については 10万円程度掛かる予定ですので、会員の負担は大きいかも知れませんが、

紛争分野への新たな第一歩を記すものですので、会員の積極的な取り組みを期待したいところです。尚、具

体的な実施等については、新年度に入ってからになりますが、「特定行政書士」になる事によって、行政手

続きの入り口から出口までワンストップで行えるというメリットは、対外的にも大きなものがあると思いま

す。

　昨年１１月から、日本行政書士会連合会の事務局機能が港区虎ノ門に移転した事に伴い、行政書士会館の

全部を東京会が使用する事となりました。これにより、会議室が増え、連合会事務局のあった２階部分は、

研修室と会議室の両方に使用出来る移動間仕切りを設置しました。また、１階にあった役員室は、会員用の

資料室と休憩室として利用出来るようにリニューアルすることとし、会員が立ち寄り易い会館としました。

地下講堂についても本会が独占で使用出来るようになり、研修の充実にも役立つと考えています。是非、研

修でお越しになった時には、資料室にもお立寄り頂きたいと思います。

　私の会長としての任期も残り少なくなりましたが、最後まで全力を尽くして会運営に当たって参りますの

で、本年もよろしくお願い申し上げます。

　名称版が設置されました
　昨年度、大田区役所庁舎内に名称板設置を要望しましたところ、これが今

年度におきまして実現を見るに至りました。

　早速、１０月の行政書士制度広報月間における無料相談会開催日を目途に

製作を依頼し、大田区役所１階ロビー内に設置することができました。

　これからは、多くの来庁された区民の方々の目に留まり、有意義に活用さ

れることを願う一方、行政と区民とのパイプ役として、これまでの信頼関係

を絶やすことなく、改めてその重責を痛感し、研修会などを通じて一層の支部会員の研鑚を図ってまいりま

す。

　名称版への掲載のお申込みは、随時受付中です。（ただし、掲載には一定の要件を満たす必要があり

ます。）詳しくは支部までお問い合わせください。

　併せて、支部ホームページの名簿掲載へのお申込みも受け付けております。

　　　新年のご挨拶

	 東京都行政書士会

	 　　　　　　会長　中　西　豊
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　平成２６年７月１８日（金）午後２時より、平成２６年度第１回支部研

修会が、大田区立消費者生活センターで開催されました。今回は「医療法

人業務の概要と設立認可申請～信頼される法務コンサルタントへの第一

歩」と題し、東京都行政書士会大田支部会員であり、過去に東京都の福祉

保健局内の医療法人係に派遣され、専務的指導員をなされていた経験を持

つ福原健太先生をお招きしお話し頂きました。参加者は３１名で、その半

数以上が他支部会員であり、多くの方がこの分野に関心を持っていると感じました。

　前半は、「医療法人とは」というところから基本的内容を中心に、後半は医療法人設立へ向けた具体的な

スケジュールなどについてお話し頂きました。いずれの説明にも福原先生自ら多くの資料をご用意下さり、

その資料を見ながらであったため、初心者にも非常に分かりやすいものでした。また、福原先生のこれまで

の業務や指導員としての経験を踏まえ、事例を交えてお話頂き、参加者は、今後の業務をする上で非常に参

考になったと思います。

　福原先生には２時間と言う限られた時間でお話頂きましたが、参加者の関心の高さから、質疑応答を含め

ると大幅に予定の時間が延びるほどでした。参加者にとっては、すぐにでも業務に役立てることのできる非

常に充実した研修会だったのではないでしょうか。

　講義終了後は、研修会場近くの中華料理店で懇親会が開催され、講師と研修参加者、そして参加者同士の

情報交換が活発に行われました。

　平成２６年８月８日（金）午後６時３０分より、大田・品川・目黒・

港の四支部合同研修会が大井町駅前にある「きゅりあん」で開催されま

した。今年度の幹事支部は品川支部で、参加者は、四支部合計で７７名（う

ち大田支部の参加者は１１名）でした。

　学習院大学法学部の教授である櫻井敬子先生を講師にお迎えして、「行

政不服審査法の改正と展望」についてご講演頂きましたが、櫻井先生はたくさんの法律関係者がバイブルと

している行政法の著名な基本書を執筆されているということもあり、お話の一つ一つに大変説得力があり、

非常に有意義なお話を聞くことができました。

　６月に行政書士法改正の法律案が可決成立し、行政書士にとっては行政不服申立ての代理権獲得が実現し

た矢先での今回の「行政不服審査法」に関する研修会でしたので、ほとんどの参加者が目を輝かせて櫻井先

生のお話に集中していたように思いました。また、櫻井先生は、学問的な内容以上に、非常に実務的なお話

をたくさん盛り込み、かつ、わかりやすい事例やユーモア溢れるお話も取り入れていて、聞き手を飽きさせ

ないテンポの良さや間の取り方等、講演の内容以外にも勉強になることが盛りだくさんでした。

　研修会終了後は、近くのイタリアン料理店で四支部合同の懇親会が開催され、大田・品川・目黒・港の各

支部の垣根を越えた、楽しくもあり、かつ有意義でもある積極的な交流の場となりました。

　平成２６年度四支部合同研修会を開催

　平成２６年度第１回支部研修会を開催

　支部懇親イベントとして、平成２６年１０月１７日（金）、崎陽軒横浜工場

見学を行いました。

　創業者である野並茂吉氏の時代より「横浜」というローカルビジネスにこ

だわった崎陽軒の歴史をはじめ、「シウマイ」誕生秘話から駅弁などの時代を

映すパッケージの展示を見学した後、工場の製造ラインを見学。こだわって

作られた一つ一つのシウマイが箱詰めされ、最後に製品となるまでの一連の

工程を楽しく知ることができました。最後はもちろん、シウマイと月餅の試食も頂き、食欲の秋にぴったり

の楽しい懇親イベントとなりました。

　御参加頂きました皆様、ありがとうございました。

　『平成２６年度懇親イベント：崎陽軒横浜工場見学』
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　大田支部街頭無料相談会を開催
　毎年恒例の行政書士制度広報月間における街頭無料相談会を、平成２６年

１０月２１日（火）午前１０時から午後４時まで、大田区役所２階２０１・

２０２会議室をお借りし、支部会員２６名（見学者も含む）が参加して開催し

ました。

　事前に大田区報にご案内を掲載して頂いたお蔭により、事前の問合せが１０

件近くあり、当日は多少の雨が降っていたものの、会場設営前から相談者がお

越しになりました。１階出入口付近で相談会案内や誘導を行うなどしましたが、

前年度より若干減少し、３５名（前年度４１名）の来場者があり、合計４２件（前年度４４件）のご相談に

対応いたしました。

　区役所来庁者へ行政書士制度の広報活動も行うことができ、充実した相談会となりました。

　なお、主な相談内容と件数比率については、以下の通りです。（括弧の数字は前年度のもの。）

　　　　相続・遺言・贈与　　　　　　　　　　６４. １（５９. １）％

　　　　成年後見・福祉・介護保険関係　　　　１１. ９（１１. ４）％

　　　　不動産問題　　　　　　　　　　　　　　７. ２（１１. ４）％

　　　　離婚・家族問題　　　　　　　　　　　　７. ２　	（６. ８）％

　　　　在留・帰化・国際結婚　　　　　　　　　４. ８　　　（０）％

　　　　法人設立（会社・ＮＰＯ等）　　　　　　　２. ４　　（６. ８）％

　　　　近隣問題・暮らしの相談　　　　　　　　２. ４　　　（０）％

　平成２６年１１月７日（金）大田区消費者生活センターにおいて、「新入会員

との懇談会」が開催されました。

　最初に、川邉支部長より、行政書士の営業活動の心構えについてお話しがあり、

行政書士の陥りがちな業務上の『甘いワナ』について具体例を交えながら注意

を促されました。

　特に、新入会員の方々に関心の高い、営業方法、実務の学び方、報酬の定め方、

国際業務における注意点等についての経験談を伺えるということは、貴重な機

会になったものと思います。

　次に、新入会員ひとりひとりが、業務についての質問を発表し、ベテラン会員が答えるというスタイルで

進行しました。

　誰しも初心者の時期があり、業務を教えてくださった諸先輩方に感謝の気持ちを思い出す時間になったこ

とと思います。

　新入会員にとりましても、横のつながりを持つ大きなチャンスになり、支部内の親睦を深める懇談会にな

りました。

　新入会員懇談会を開催

　「第９回東京都行政書士会ソフトボール大会」参加報告
　平成２６年１１月２９日（土）、明治神宮外苑軟式球場にて、第９回ソフトボー

ル大会が開催されました｡ 全２２チーム、応援者を合わせて５００名を超える

参加者が集まりました。チーム数が増え、トーナメント戦を行うことが難しく

なってきたため、今回は全チーム午前と午後に２試合ずつ行い、勝点・得失点差・

総得点により順位を決め、上位２チームが決勝戦を行い、優勝チームを決める

ことになりました。

　開会式では中西会長のご挨拶の後、セクシーなコスチュームに身を包んだ女

性２名と男性１名（前回優勝渋谷支部）が高らかに選手宣誓をしました。
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　支部役員会
　平成２６年４月から１１月までの間、役員会を４月３日（木）、５月２３日（金）、７月２５日（金）、９

月８日（月）、９月２６日（金）、１１月２０日（木）の計６回開催しました。

支部会員の動き

　我らが大田ＷＩＮＧＳの第一試合の相手は、本大会初出場の目黒ホッピーでした。川邉支部長がじゃんけ

んに勝ち、先攻を選びました。新入会員２名のランニングホームラン等で先制し、鉄壁の守備で途中までリー

ドを守っていました。しかし、試合途中から雨が降ってきてグランドがぬかるんだ影響もあり、守備の乱れ

を付かれて３回の裏に同点に追いつかれ、４回に勝ち越されてしまいました。４回が終了した時点で制限時

間に達したため試合終了となり、９対１１で惜しくも敗れてしまいました。

　第一試合の終了後、雨が本降りとなり試合続行が難しくなってきたため、残念ながら午後の試合は中止と

なりました。

　閉会式は会場を移して、信濃町の駅ビルの居酒屋で盛大に行われました。午前の第一試合の勝点等の結果、

優勝は板橋フェアリーズでした。

　今回は負けてしまいましたが、チームの実力は着実に上がってきています。来年度は練習の機会を増やし、

次回の大会では良い成績を残せるようにがんばりたいと思います。

　大田WINGS では、ソフトボール部員を随時募集しています。ソフトボールを通じて会員同士の親睦を深

めることができますので、興味のある方はぜひご参加ください。特に女性のプレーヤーは大歓迎です。よろ

しくお願いします。

【支部会員の異動状況】

（平成２６年４月１日～平成２６年９月３０日）
登録会員数 ： 個人会員１５０名　法人会員 ： ２法人 ( 平成２６年９月３０日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

事由 氏　　　名 異動年月日 郵便番号
事　務　所　所　在　地 

事　務　所　名

電　話　番　号 

F A X　番　号

入会 夏目　哲宏 平成 26 年 5 月 15 日 143-0024
大田区中央 5-5-18-302

行政書士なつめ事務所
03-3753-4002

〃 菖蒲　悠太 平成 26 年 6 月 1 日 146-0082
大田区池上 2-9-2-305　

しょうぶ行政書士事務所

03-6410-5780　　　

03-6800-3176

〃 小倉　美幸 平成 26 年 9 月 1 日 144-0043
大田区羽田 4-8-4 メゾンカサマツ 103

小倉美幸行政書士事務所

03-3744-5278　　　　

03-3744-5278

転入 杉本　貞夫 平成 26 年 4 月 15 日 145-0072 大田区田園調布本町 57-17 03-3721-5823

〃 田中　実 平成 26 年 5 月 30 日 143-0024 大田区中央 5-25-6-102
03-3753-7710　　　　

03-5753-7710

移転 田中　肇 平成 26 年 7 月 15 日 144-0055 大田区仲六郷 4-3-16-205
03-3738-6055　　　　

03-3739-4169

〃 山口　朝重 平成 26 年 7 月 15 日 144-0051 大田区西蒲田 4-12-2

廃業 関　寛五郎 平成 26 年 9 月 3 日 （廃業） -

登録抹消 川原　勝義 平成 26 年 9 月 8 日 平成 26 年 5 月 24 日死亡

転出 石井　美千代 平成 26 年 4 月 1 日 兵庫会へ異動

〃 長瀬　正彦 平成 26 年 4 月 30 日 中央支部へ異動

〃 松本　剛 平成 26 年 6 月 13 日 府中支部へ異動

〃 末吉 （佃）由佳 平成 26 年 6 月 13 日 渋谷支部へ異動
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編　集　後　記

　支部会費納入のお願い

支部からのお知らせ

●新年賀詞交歓会開催のお知らせ

　大田支部では今年も、新年賀詞交歓会を開催致します。

　皆様奮ってご参加ください。
　　日時：平成２７年１月１６日（金）
　　　　　　午後６時３０分～（受付午後６時００分より）
　　会場：プラザ・アペア３階　アルベールの間（大田区西蒲田８－３－５）

●支部総会開催のお知らせ

　平成２７年度の支部総会を、下記のとおり開催致します。

　支部総会終了後には懇親会も開催されますので、皆様奮ってご参加ください。
　　日時：平成２７年４月２１日（火）　午後５時００分より
　　会場：プラザ・アペア３階　リモナの間（大田区西蒲田８－３－５）

●平成２７年度　相談員募集

　今年も無料相談会の相談員を募集致します。

　新年度の相談員をご希望の方は、下記の募集要項にしたがい、氏名・住所・電話番号・メールアドレス
または FAX番号を明記の上、メールまたは FAXにてご応募ください。
　後日、担当者からご連絡致します。
＜募集要項＞

　相談員の方には、年１回～数回の相談会を担当して頂きます。各回とも、相談員２名以上で担当します。

　　日　時：毎月第４木曜　午後１時～４時（ただし、１２月のみ第３木曜に開催）
　　場　所：大田区役所　１階ロビー
　　申込先：堀江　寛寿　副支部長
　　　　　　メール　lagen@horie.ecnet.jp
													　　FAX　０３－５７６２－００１８
　　締切り：平成２７年２月１３日（金）到着分まで

　平素より支部運営にご理解、ご協力いただき大変有難うございます。平成２６年度もはや３ヶ月

を残すのみとなりました。支部会費（月額４００円、年額４, ８００円）は、当年度１年分を全納す

ると支部細則に規定されております。つきましては、１２月３１日時点で、支部会費を未納の方は

至急納入くださいますようお願い致します。支部の円滑な運営の為、ご協力のほどお願い致します。

　追伸１：	過年度（平成２５年度以前）の支部会費も未納の方は、「過年度分の未納支部会費」を「平成

２６年度の支部会費」と合算して至急納入くださいますようお願い致します。

　追伸２：長期滞納会員に対しては、法的措置も検討いたしますのでご承知おきください。

（会計担当　南）

大田支部会員の川原勝義先生が平成２６年５月にご逝去されました。

謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。

紙面でもご紹介のとおり、大田区役所内に「名称版」が設置されました。区民の方々にとって、行政書士

がより身近で頼れる存在になるのではと期待します。（藤井）

新しい年がやってまいりました。皆様にとってよい一年となりますように。本年もどうぞよろしくお願い

いたします。（湯原）

●訃　報


