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東京都行政書士会大田支部
支部長 川 邉

佳

夫

向暑の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平成２８年度東京都行政書士会大田支部定時総会及び東京行政書士政治連盟大田支部定
時大会には、昨年度より増して多くの会員の皆様にご参加頂き、ご審議の後、無事に終え
ることができましたことを、改めて感謝申し上げます。
ご承認頂きました事業計画に基づき、役員一同、本年度事業の執行に当たって参ります
と共に、会員皆々様のご協力も合わせてお願い申し上げる次第であります。
今年 1 月より地元大田区におきまして、全国初の特区民泊の受付が始まりました。これ
は、海外と国内を結ぶ羽田空港を擁する大田区が、不足する宿泊施設を補うため、国家戦
略特別区域法の旅館業法の特例として活用し、訪日外国人客が滞在できる環境の整備をし、
地域経済の活性化、国際都市の推進につなげることを目的としております。
ただ、これを行うには大田区からの認定を受けなければならず、申請行為が不可欠であ
り、大田区のみならず消防署関係の要件も合わせてクリアしなければなりません。
区民と行政のパイプ役として、本制度が有効に活用されますよう、増加傾向にあります
新たな支部会員と共に研修会等を通じて研鑚を重ね、対処して参りたいと思いますので、
区内関係官公署をはじめ、各界議員各位のご指導・ご鞭撻を賜りたく、お願い申し上げます。
合わせまして、皆様のご健勝と益々のご発展をお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただ
きます。
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平成28年度 東京都行政書士会大田支部定時総会議事録
１ 開催日時：平成２８年４月１９日（火曜日）午後５時００分
２ 開催場所：プラザ・アペア「リモナ」の間
３ 議事の経過の要領及びその結果
定刻、理事菖蒲悠太の司会進行により、支部長川邉佳夫の開会の挨
拶が行われた。その後、東京都行政書士会常住豊会長よりご挨拶の予
定であったが、公務多忙の為、本総会後の懇親会から出席する旨及び
ご挨拶は懇親会の際に頂く旨の説明が司会者よりあった。
次いで、司会者が総会議長の選任方法について議場に諮ったところ、
議場から司会者一任との声があり、出席者全員賛成したので、司会者
は議長に理事湯原玲奈を指名したところ、出席者全員異議なくこれを承諾した。
議長の湯原玲奈は、直ちに議場中央の議長席に着席し、本日の出席状況について以下の通り報告した。
大田支部会員総数１６７名（平成２８年４月１日現在）
出席会員数

９８名（うち委任状提出会員数６５名）

以上の結果、議長は支部細則第１７条第３項により、本総会の決議に必要な定足数を満たしており適正に成立した旨を述べた。
次いで、議長から支部細則第２１条により出席者から議事録署名人を２名選任する必要がある旨の説明があり、議長が議事録署
名人の選任方法について議場に諮ったところ、議場から議長一任との声があり、議長は議事録署名人に青葉隆及び小倉美幸を指
名したところ、出席者全員異議なくこれを承諾した。なお、議事録署名人に選任された２名は就任について即時にこれを承諾した。
議長は、質疑応答に関する説明の後、決議方法について、支部細則第２３条により出席者の過半数の賛成により議案が可決す
ること及び可否同数の場合は議長が決することを確認した上で、議案の審議に入った。
第１号議案 平成２７年度事業報告
第２号議案 平成２７年度収支決算報告並びに監査報告
議長は、第１号議案及び第２号議案について一括審議する旨を議場に諮ったところ異議なく、これを上程した。
支部長川邉佳夫が平成２７年度事業報告について説明をし、副支部長（会計担当）西坂洋平が平成２７年度決算報告をし、収
入並びに支出の明細を説明した後、監事石田るみは支部細則第１３条第４項にもとづき、平成２７年度における収支ならびに財
産の状況を監査し、証憑その他の書類および決算報告書は適正かつ正確であることを認める旨の報告をした。
議長が質疑を求めたところ無かったことから、第１号議案について、その可否を議場に諮ったところ賛成多数により承認可決
した。続いて第２号議案について、その可否を議場に諮ったところ賛成多数により承認可決した。
第３号議案 平成２８年度事業計画（案）
第４号議案 平成２８年度収支予算（案）
議長は、第３号議案及び第４号議案について一括審議する旨を議場に諮ったところ異議なくこれを上程した。
支部長川邉佳夫が平成２８年度事業計画（案）について説明をし、
副支部長（会計担当）西坂洋平が平成２８年度収支予算（案）
について説明した。
議長が質疑を求めたところ藤嶋英二郎会員から、第３号議案５．広報活動③「定例無料相談会の日程及び相談員については別
紙の通り」と記載されているが、別紙が添付されていない旨の質疑があり、支部長川邉佳夫より同封されていなかった旨及び改
めて配布する旨の回答がなされた。
次いで、藤田佳彦会員から、第３号議案５．広報活動④大田区平和都市宣言イベントである「花火大会」への協賛について、
昨年度は花火大会の協賛の声がかからなかったということなので、積極的に広報活動をしてほしい旨の質疑があり、支部長川邉
佳夫より本年度は積極的に働きかけていく旨の回答がなされた。
大森元紀会員から、第３号議案５．広報活動⑧大田区役所１階ロビー内に設置した名称板の有効利用を図ることに関連して、
名称板への掲示の手続についての質疑があり、副支部長南秀明より年に１回、支部報で申込みの手続について連絡する旨の回答
がなされた。なお、質問者全員が執行部からの説明についてそれぞれ即時承諾した。
議長は、再度質疑を求めたところ無かったことから、第３号議案について、その可否を議場に諮ったところ賛成多数により承
認可決した。続いて第４号議案について、その可否を議場に諮ったところ賛成多数により承認可決した。
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第５号議案 支部細則改正の件
議長は、第５号議案について支部細則第１８条第４項にもとづき、執行部に趣旨説明を求めたところ、支部長川邉佳夫より支
部細則の一部改正の詳細についての説明がなされた。
議長が、質疑を求めたところ藤嶋英二郎会員から、第５号議案、支部細則改正案中の「東京都行政書士会」及び「本支部」の
条文上の表記のしかたについて訂正の提案があり、支部長川邉佳夫より提案通りに訂正する旨の回答がなされた。
議長が、再度質疑を求めたところ無かったことから、第５号議案について、東京都行政書士会へ細則変更承認の申請後、法規
部より字句等の変更を求められた場合は支部長に一任することも含めて、その可否を議場に諮ったところ賛成多数により承認可
決した。
第６号議案 東京都行政書士会定時総会代議員選出の件
議長より東京都行政書士会定時総会に出席する代議員の人数及び選出方法等についての説明後、議長が代議員１７名の選出方
法について議場に諮ったところ、支部長一任との声があり、議長は支部長川邉佳夫に選任するよう求め、支部長川邉佳夫は下記
１７名を選任した。
代議員 川邉佳夫、坂本弘、堀江寛寿、南秀明、西坂洋平、大松香織、湯原玲奈、佐藤祐一、福原健太、窪田信男、
滑川知也、和久田貴之、菖蒲悠太、榎本行雄、石田るみ、榊原三根、川口富弘
議長が、質疑を求めたところ無かったことから、第６号議案について、代議員の中から欠員等が出た場合の補充は支部長に一
任することも含めてその可否を議場に諮ったところ賛成多数により承認可決した。
議長は、以上をもって本総会のすべての議事が終了したので、午後５時４５分閉会を宣し、散会した。
以上の通り平成２８年度東京都行政書士会大田支部定時総会を開催したので、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人は、
これに署名押印する。
平成２８年４月１９日
平成２８年度 東京都行政書士会大田支部 定時総会

議

長

議事録署名人

議事録署名人

監

査

報 告

平成２７年度東京都行政書士会大田支部の会計決算報告について、私達監事らは支部細則第１３条第４項
にもとづき、平成２７年度における収支ならびに財産の状況を監査し、証憑その他の書類及び決算報告書は
適正かつ正確であることを認め、ここに報告いたします。
平成２８年４月４日
東京都行政書士会大田支部
監 事

監 事
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平成２８年新年賀詞交歓会を開催
平成２８年１月２０日（水）午後６時３０分
より、西蒲田のプラザ・アペア「アルベール」
の間におきまして、
「大田支部新年賀詞交歓
会」が開催されました。
松原忠義区長は、新年賀詞交歓会開会前
にお見えになり、出席者一同と記念撮影をさ
れ、次の公務に向かわれました。
南副支部長の司会で始まった会は、川邉
支部長からの挨拶の後、東京会の常住豊会
長の代理で出席された河野基史副会長から
ご挨拶を頂き、
川口富弘先生の音頭で乾杯し、
しばし、酒肴を楽しみながら歓談に移りまし
た。
その間、ご来賓としていらっしゃった大田
支部関連の国会議員、都議会及び区議会の
各議員の先生方からご挨拶を頂きました。
昨年入会の方も多く参加され、非常に賑や
かな会となり、終盤に差し掛かったところで東京会の常住豊会長もお見えになりご挨拶を頂きました。
最後に今年度の大田支部新入会員を紹介し、戸嶋保治先生による中締めと南副支部長の閉会の辞をもって、有
意義でありました新年賀詞交歓会も散会となりました。
なお、新年賀詞交歓会出席者の内訳は、大田支部会員３８名、ご来賓は松原忠義大田区長、区長代理 大田区
区長政策室長 川野正博様、東京会 常住豊会長、東京会 河野基史副会長、日本政策金融公庫大森支店 事
業統括代理融資第二課長 杉村孝一様に加え、ご来賓の議員の先生方が２８名の合計７１名でした。
ご協力頂きました先生方に御礼申し上げたいと思います。

ご来賓の議員方々（敬称略・順不同）
衆議院議員： 平 将明・松原 仁・石原宏高
都議会議員： 鈴木晶雅・神林 茂・鈴木章浩・藤井 一・遠藤 守・田中 健
区議会議員： 田中一吉・松原秀典・松原茂登樹・高瀬三徳・大森昭彦・鈴木隆之・
深川幹祐・松本洋之・岡元由美・田村英樹・大橋武司・玉川英俊・
小峰由枝・椿 慎一・末安広明・山崎勝広・岡 高志・森 愛・松原 元

大田・品川両支部合同暴力団排除対策委員会研修を開催
平成 28 年 2 月 12 日（金）Luz 大森入新井集会室にて、大田・品川両支部合同暴力団等排除対策委員会研修
を開催しました。
大田区管内の 4 警察署（蒲田、大森、池上、田園調布）より 11 名、品川区管内の 4 警察署（品川、大井、荏原、
大崎）より 8 名、日本政策金融公庫より大田・品川のご担当者 2 名のご参加もいただき、東京都行政書士会暴力
－4－

第１８号

大田支部だより

平成２８年７月

団等排除対策委員会 永澤敏敬委員長、大田・品川両支部会員 41 名を含め、計 63 名の研修会となりました。
まず、品川支部 田村支部長の挨拶に続き、永澤委員長からは、会員への本会暴排講習の参加呼びかけをお願
いしたいとのお話がありました。その後、警視庁が企画した暴力団等排除啓発 DVD を鑑賞し、契約等に際し「表
明確約書」
「暴排条項」徹底の重要性を再認識しました。
休憩を挟んで、蒲田警察署の組織犯罪対策課長、國時匡様と大井警察署の刑事組織犯罪対策課長、野邊隆之様
より、最近の暴力団の情勢、暴力団排除等の状
況及び、クレーマー等への対応方法についてお
話しいただきました。
代表委員による暴力団排除宣言をし、大田支
部 川邉支部長の謝辞により閉会しました。
研修終了後の懇親会場には各署員の方々及び
会員を含め約 50 名の方にご参加いただき、来賓
の皆様や、会員同士の意見交流などもあり、大変
充実した研修会となりました。

第 3 回大田支部研修会を開催
平成２７年度第３回大田支部研修会は『日本政策金融公庫による創業融資のポイント』をテーマに、日本政策
金融公庫・大森支店様の全面的なご協力の下で執り行われました。
今研修会では、ＪＲ大森駅からほど近い同支店の会議室を会場としてご提供いただいたほか、司会進行も融資
第二課長・杉村孝一様自らがお務めくださるなど、開始前から公庫の皆様の並々ならぬ熱意が感じられ、またそ
の内容も非常に充実したものでした。
ご挨拶・自己紹介の後、最初に、事業統括・河野真司様及び融資第二課長・杉村孝一様から、日本政策金融公
庫の組織と融資制度の概要について説明が行われました。ここでは、公庫の組織運営について、恐らく他では聞
くことのできないほど踏み込んだ説明がなされ、この後に続く各論的な部分を理解する上での大きな助けになりま
した。また、今回のテーマとは直接的に関わらない部分ですが、商工会議所との連携の実務、教育ローン制度に
ついても興味深い説明が行われました。
その後、東京広域営業推進室長・樋口一騎様から、今回のテーマである創業融資について、レジュメを用いて
詳細な解説が行われ、特に事業計画書の作り方については、実際の書式を用いて、実務にそのまま応用可能なほ
ど具体的にレクチャーしていただきました。終盤の質疑応答においても参加者から活発な質問が発せられ、行政
書士業務に関連して、外国人経営者への融資、許認可が関係する創業等に関しても詳細な説明が行われました。
「融資」をテーマにした研修は、大
田支部としては初めての試みでした
が、
「街の法律家」として中小企業の
経営をサポートする私たち行政書士
にとって、許認可と並び研究の欠か
せない分野であることが、参加者一
同理解できたのではないかと思いま
す。
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【支部会員の異動状況】
（平成27月10月1日～平成28年3月31日）
登録会員数：個人会員167名
事

由

氏

名

大森

元紀

平成27年10月 2日 146-0085

均

平成27年10月15日 145-0066

德 男

平成27年11月 1日 144-0047

大井

公美子

平成27年11月15日 144-0055

蛸島

圭介

平成27年11月15日 144-0051

藤野

慶和

平成27年11月15日 145-0064

淳

平成28年 1月 1日 144-0051

松浦

隆志

平成28年 1月15日 146-0093

櫻井

英男

平成28年 2月 1日 146-0091

大薗

州弘

平成28年 3月15日 145-0072

義 久

平成28年 3月15日 143-0016

哲

平成28年 1月29日 143-0023
平成27年12月28日 143-0023

岩 田
趙

入

会

久木田

堤

異動年月日

郵便番号

法人会員：3法人(平成28年3月31日現在）
（敬称略）
事 務 所 所 在 地
電話番号
事 務 所 名
F A X番号
大田区久が原6-7-8-104
03-6410-9378
行政書士おおもりげんき法務事務所
03-6410-9378
大田区南雪谷2-7-11
03-3728-9215
雪谷行政書士事務所
03-3728-9215
大田区萩中2-3-6
03-3742-2889
CHO行政書士事務所
03-3742-2930
大田区仲六郷3-7-8-421
03-3730-5752
大井行政書士事務所
03-3730-5752
大田区西蒲田8-24-1 ミマツビル4F
03-4405-8883
行政書士たこじま法務事務所
03-6369-4517
大田区上池台4-2-6 レイクヒル長原207
03-6865-2595
ふじの行政書士事務所
03-6865-2595
大田区西蒲田6-15-3 メゾン西蒲田401
090-3340-8734
行政書士きた事務所
大田区矢口3-9-18
03-3756-3578
シーエスアール行政書士事務所
03-3756-3578
大田区鵜の木2-42-2 オオタマンション4B号
03-3756-4177
行政書士法務事務所ノア
03-3756-4177
大田区田園調布本町20-21-6
03-6715-6093
行政書士大薗労務経営事務所
03-6715-6094
大田区大森北1-27-5
03-3298-0671
堤義久行政書士事務所
03-3298-0691
大田区山王1-42-8
03-3772-3970
菊池哲行政書士事務所（品川支部より転入）
03-3778-3327
大田区山王3-31-4
070-5597-8370
大森山王・にこやか行政書士事務所
行政書士にれの木事務所
-

転

入

菊 池

移

転

川口

めぐみ

事務所名変更

須山

和英

平成27年12月15日

-

電話番号変更

須山

和英

平成28年 3月15日

-

-

03-3727-1801

下田

朋子

平成27年10月30日

-

品川支部へ転出

-

尾川

照雄

平成27年11月30日

-

（廃

業）

-

新堀

浩司

平成27年11月30日

-

（廃

業）

-

奥寺

麻衣子

平成28年 2月22日

-

（廃

業）

-

秀 介

平成28年 3月31日

-

（廃

業）

-

温

平成28年 3月31日

-

（廃

業）

-

転

廃

出

業

原
小 林

支部会費納入のお願い
平素より支部運営にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。平成２８年度も３ヶ月あまりが経過しました。
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います。つきましては、
同封の振込用紙にてご納付くださいますようお願いいたします。支部運営は、会員各位の会費により成り立っています。
会員相互の公平性の確保および円滑な支部運営のため、ご協力のほどよろしくお願いいたします。なお、平成２８年度定
時総会にご出席いただいた皆様からは、当日現金にてご納付いただいておりますので、お振り込みいただく必要はござい
ません。
追伸１： 過
 年度（平成２７年度以前）の支部会費を未納の方は、
「過年度分の未納支部会費」を「平成２８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いたします。
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 西坂）
編集後記

★熱中症の心配をする季節となりました。私はこまめに水分を摂ることと、よく寝ることを心がけています。健康第一でこの
季節を乗り切ってまいりましょう。（堀江）
★もうすぐリオオリンピック。８月は、また寝不足の日々となりそうです。
（藤井）
★今年度も研修やイベントの様子を楽しくお伝えできればと思います。どうぞよろしくお願い致します。
（湯原）
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