
　平成 23年 5月 31日、なかの ZEROに於いて平成 23年度　東京都行政書士会定時総会が開催されました。
　今回は東日本大震災の影響で会場内での飲食は禁止となり午後からの開催となりました。開会の言葉のあと、物故
会員及び東日本大震災の犠牲者に対する黙祷が行われました。議事の司会進行役を田尻総務部長が務め、総会の有効
な成立を宣言し、司会者の指名により榊原代議員選任され早速、議事の審議に入りました。
第１号議案、第２号議案、平成 22年度事業報告と決算報告などが承認され、続いて第 3号議案、第 4号議案の平成
23年度事業報告と決算報告などが承認されました。続いて第 5号議案の東京都行政書士会会則の一部改正 ( 代議員
数現行 10名につき 1名から 7名につき 1名にする ) には出席代議員 485 名中、賛成の 308 名は出席代議員の 3分
の 2に届かず否決されました。
　今回は第 6号議案で会長選挙がありました。会長選には渋谷支部の中西豊候補と荒川支部の赤池裕一候補が立候補
しました。各候補の演説後に代議員による投票が行われ、中西豊候補が 291 票、赤池裕一候補が 192 票獲得し、中
西豊候補が会長に当選しました。安井選挙管理委員長より当選証書が手渡されました。役員選任規則により選考委員
によって副会長などが選任されました。
当支部からは塚越譲先生が理事に選任されました。

　　　 

  「東京都暴力団排除条例」が制定され、平成２３年１０月　 
　１日に施行されます。条例の概要は、次の通りです。

１　条例の目的
　　都及び都民による暴力団排除活動を推進し、もって都民
　　の安全で平穏な生活を確保し、 事業活動の健全な発展に
　　寄与することを目的とした。
２    条例の基本理念
　　「暴力団を恐れない」、「暴力団に金を出さない」、「暴力団
　　を利用しない」の暴力団追放三ない運動に「暴力団と交
　　際しない」という新たな理念を付加し、基本理念とした。
３　条例の主な特徴点
　(1)　暴力団排除活動に対する妨害行為の禁止
　(2) 暴力団等への利益供与の禁止
　(3)　他人の名義利用の禁止
　(4) 自主申告した場合の適用除外
　(5) 暴力団事務所開設・運営の禁止
　(6) 青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止
　(7) 祭礼などの行事からの暴力団排除措置
４　東京都、事業者などの契約時の努力義務
　(1) 「事業者の契約」からの暴力団排除措置
　(2) 「不動産譲渡者の契約」からの暴力団排除措置
　(3) 「都の契約」からの暴力団排除措置
５　公安委員会の報告・立入り要求と公表措置
６　都の責務と保護対策　
７　都民及び事業者、教育関係者の役割
８　罰則
　　次の区分で罰則が規程された。
　　　「１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金」
　　　　・　暴力団事務所の開設・運営禁止違反
　　　　・　暴排活動妨害活動禁止に対する行政命令違反
　　　　・　悪質な利益供与禁止に対する行政命令違反
　　　「６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金」
　　　　・　青少年を暴力団事務所へ立ち入らせることの禁
　　　　　　止に対する行政命令違反

　　　詳しくは多摩西部支部のホ－ムペ－ジをご覧ください。
　　　　 （暴追都民センターの資料から　　政木　暴排委員）

囲碁将棋部の部員を募集いたします‼
　未曽有の東日本大震災から 5カ月が過ぎました、日に日
に死者の数が増えるばかりか、まだ行方不明者が 4,593 人
との報道に、被災者の心を思うと胸が痛むばかりです。被
災者の皆さんには心からお悔やみ申し上げます。
　さて、当会員の諸先生方におかれましても、親族の方、
友人、知人が被災され、悲しみと失望感に、心を痛めてい
る方も多いのではないでしょうか。
　是非、会員相互の親睦会に参加し懇談の席から、一歩前進
のきっかけを見つけていただければ幸いと考えております。
　当支部の囲碁将棋部は支部発足の平成 15 年 4 月以来、
厚生事業の一つとして会員の親睦を深めることを目的に熱
気盛んに活動している部です。
また、囲碁将棋は老化防止、意
欲の減退、痴呆症の予防などに
効果があるスポーツ（？）とも
聞いております。右脳を使って
活力を付けて見ませんか。
　大勢の方の応募をお待ちいた
し ま す。　　　　　　　　　　
　　　　　連絡先：０４２８－８５－２６１３　原島秀夫
　　　　　　　　　０４２－５４１－９４１１　政木　要
　　　　　　　　　０４２８－２３－７５６９　尾方眞弘

　　　　  支部員異動
　平成２３年１月よりの多摩西部支部の支部員異動を
報告いたします。なおそれ以前は前回会報に記載いた
しました。
(登録)　山田寛道(羽村市)　   山片真理子(昭島市)
(廃業)　三森孝正(青梅市)   　冨澤秋夫(あきる野市)
(転入)　鈴木敏起(昭島市)立川支部より　　
　　　  加藤貴世(昭島市)神奈川会より
(転出)　田中健一　立川支部へ　　　
　　　  若林哲平　立川支部へ　　　　(以上敬称略)

　　　　　　　　　　　　現在支部会員数　１１７名

　  支部会費納付のお礼とお願い
　7月に払込取扱票を同封し、支部会費の納入についてお

願いをしましたところ、多くの支部会員の方々から直ちに
納入していただき、誠にありがとうございます。本年度の
事業計画を活発に推進するためには、支部会員の皆様の協
力と理解が必要です。未だ納入されていない支部会員の方
には、支部会費の納入について重ねてお願い申し上げます。
なお払込取扱票が手元にない場合は、郵便局にある払込取
扱票に口座記号「00180-2」、口座番号「502342」、加入
者名「東京都行政書士会多摩西部支部」を記入して払い込
んでください。
　あるいは銀行名「ゆうちょ銀行」、金融機関コード
「9900」、店番「019」、店名「〇一九店（セ ロ゙イチキユウ店）」、
預金種目「当座」、口座番号「0502342」、受取人名「トウ
キヨウトキ ヨ゙ウセイシヨシカイタマセイフ ジフ 」゙宛に
振込んでください。　　　　　　　　　　（1年分6000円）

平成 23年度　
東京都行政書士会定時総会   開催

東京都暴力団排除条例の概要

    支部研修会実施のお知らせ
１　日　　 程　９月２２日（木）１６：１５から１８：３０
　　　　　　　　　　　     　　　　　 （受付開始：１６時から）
２　場　　所　昭島市公民館　３Ｆ集会室
　　　　   　　〒196-0012東京都昭島市つつじが丘三丁目７番７号
　　　　　　　　   ＴＥＬ　042-546-7111
　　　　  　 　ＪＲ青梅線　昭島駅（森タウン側）下車 徒歩５分
３　科　　目　研修テーマは、初心者のための遺言・相続です。
　　　　　　   今回の研修では、遺言・相続の業務を行う初心
　　　　　　   者に向けて、わかりやすく講義していただきます
　　　　　　   が、一般市民向けに行う無料相談での対応等に
　　　　　　   も役立つ内容です。
４　講　　師　佐藤亜矢子先生（多摩西部支部）
５　受  講  料　支部会員　　無料
　　　　　　    他支部会員　２０００円
６　定　　員　　６０名（先着順）若干名の追加募集を致します。
７　申込方法　 ９月２０日（火）までに、支部名、氏名、電話番号
　　　　　　     ＦＡＸ番号、メールアドレス等を明記の上、はがき、
　　　　　　    ＦＡＸ、メール等にてお申込ください。
８　申 込 先
　　　　　　    所在地　〒198-0052　青梅市長淵6-501-7
　　　　　　    電話番号　0428-23-7569
　　　　　　         ＦＡＸ　0428-23-7554
　　　　　　    メール＠　sph37vn9@snow.ocn.ne.jp　
　　　　　　    研修担当　尾方
９　そ の 他
　今回の研修では、遺言・相続の業務を行う初心者に向けて、
わかりやすく講義していただきますが、一般市民向けに行う
無料相談での相談員の対応の仕方等にも役立つ内容ですので、
初心者の会員はもとより、相談員をされている先生方からの
参加をお願いします。
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第１回多摩西部支部研修会
「行政書士のための英語講座」

　会員の皆様におかれましては、ご
清祥のこととお慶び申し上げます。
　4月に開催されました定時支部総
会において引き続き、不肖私が再度
支部長に選任されました。皆様の信
任に十分応えられる支部運営を行っ
ていきたいと決意を新たにしており
ます。
　私も長い間、行政書士業務を行っ

てきましたが、業務内容や社会的な対応の変化もさること
ながら、業務を取り巻く環境も大きく変化してきました。
いまや、携帯電話とパソコンがあれば、円滑に業務ができ
るようになりました。つい最近まで、立地条件の良い事務
所と常時固定電話に応対できる人がいないとなかなか仕事
の依頼が難しいといわれてきました。和文タイプがパソコ
ンに、FAXがメールに、固定電話が携帯電話に、電話帳広
告がさまざまな電子媒体広告に変化してきたなか、我々の
仕事の差がどこにあるのか考え直さなければならない時期
に来ている気がいたします。料金なのか、スピードなのか、
付加価値のある対応なのか、さまざま格差を模索しながら
営業する力の差が、今後我々行政書士に問われてきている
のではないでしょうか。また、情報過多の時代にあり、的
確な情報の把握と提供ができる行政書士が、選ばれる条件
になって来ているのではないでしょうか。
　このような状況の中、支部としても、多くの会員が知識
とスキルの向上に役立つ研修を開催していきたいと思って
おります。そして、今後どのように行政書士制度が変化し
ていくのか、行くべきなのか、将来を見据えた会運営がな
されなければなりません。今後、皆様とともに、明るい未
来のためいろいろ模索しながら充実した支部活動を運営し
ていきたいと思います。今後とも支部会費をはじめといた
しまして色々ご協力をお願いいたします。

　この度、東京都行政書士会政治連盟
多摩西部支部の支部長に選任されまし
た三田和一でございます。何分にも始
めての経験ですので、会員の皆様の暖
かいご後援のもとに努めてさせて頂き
ます。
　当支部は、五市三町一村という自字
体が管内に有り、広域且つ複雑な政治
体制にもあると思います。今後、各市

町村における首長及び議員、更には国会議員や都会議員の
選挙も数多くあると考えられます。これらに対し、行政書
士業務の向上などに関連する政治体制の動向等を見極めな
がら、支部会員各位のご意見等に配慮した対応を行なって
参りたいと考えていますので、各位の積極的なご助言等を
賜りますようお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。

　今年度より新たに役員となりました 
梶浦　潤一 と申します。
青梅市で開業しております。
　入会より未だ日も浅く、至らぬ点も
多々あるかとは思いますが、会員の皆
様方のご助力ご指導を賜りつつ、些か
なりと支部のお役に立てるよう努めさ
せて頂く所存ですのでどうぞ宜しくお
願い申し上げます。

　この度、新しく役員になりました    
内藤　三徳 と申します。
産廃業界に身を置く異色の行政書士
として、羽村市にて業務を行ってお
ります。
　なにぶん初めての経験で、分から
ないことばかりで私のようなもので
よいのか不安ですが、微力でも支部
活動のお役に立てればと思っており
ますので会員の皆様方どうぞ宜しく
お願い致します。

平成 23年度   
東京都行政書士会多摩西部支部定時総会

　平成 23 年 4月 22 日午後 2時半より、昭島市フォレスト・
イン昭和館にて支部定時総会が無事終了いたしました。清水勝
利先生が議長に選ばれ、平成 22年度事業報告と決算報告およ
び平成 23年度事業計画と予算案が承認されました。続いて役
員改選と本会定時総会代議員が選任されました。

　役　員  （支  部  長）横川正一　
　　　　 （副支部長）木住野泰光　松本博恭　佐藤亜矢子　
　　　　　　　　　　   尾方眞弘　
　　　　  （理　　事） 政木　要　三田和一　清水永一　
　　　　　　　　　　   原島秀夫　内藤三徳　梶浦潤一　
　　　　  （監　　事） 釘宮淑晃　鈴木征治　
　　　     （相  談  役） 清水勝利　知久國忠　塚越　譲　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上敬称略）
　代議員　横川正一　清水勝利　塚越譲　知久國忠　政木　要
　　　　　清水永一　松本博恭　尾方眞弘　木住野泰光　
　　　　　佐藤亜矢子　原島秀夫　梶浦潤一　（以上敬称略）

　最後に、東北大震災への義援金として、予備費より１０万円
支出することを決議して終結しました。

雨の中、盛大に暑気が行われました！！
　8月 26 日の暑気払いは、雨の中、熱き老若男士 17 名が羽
村魚民に集合しました。政治経済から情報の整理や活用、失
敗談など、大いに賑わい、識見豊かな諸先生に囲まれ「麻の
中の蓬」の思いで一杯でした。
　宴会もビンゴゲームで更に盛上り、とても和やかな雰囲気
でした。幹事の皆様には楽しいひとときをご準備頂き、ご苦
労様でした。来年も皆様の参加をお待ちしています。
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  平成 23 年度
東京行政書士政治連盟多摩西部支部定時大会

　支部定時総会終了後、支部定時大会が引き続き開かれ無事終
了いたしました。同様に清水勝利先生が議長に選ばれ、平成
22 年度事業報告と決算報告および平成 23 年度事業計画と予
算案が承認されました。一部支部細則の改正を承認し、続いて
役員改選と定時大会代議員が選任されました。

  役　員　（支  部  長）　三田和一　
  　　　　（副支部長）　横川正一　木住野泰光　政木　要
  　　　　（理　    事）　松本博恭　佐藤亜矢子　尾方眞弘　
  　　　　（監　    事）    釘宮淑晃　鈴木征治　    （以上敬称略）
  代議員　  横川正一　清水勝利　塚越　譲　知久國忠　
  　　　　  政木　要　清水永一　松本博恭　尾方眞弘　
  　　　　  木住野泰光　佐藤亜矢子　梶浦潤一  （以上敬称略）

　多摩西部支部９月からの主な予定。
９月　研修会 ( 相続）９月２２日開催

１０・１１月　広報月間として各市町で街頭無料相談開催

　　　　　　１０月　６日 昭島市　１０月１３日 あきる野市　

　　　　　　１０月２４日 羽村市　１０月２５日 福生市　

　　　　　　１０月２８日 瑞穂町　 

　　　　　　１１月　８日 青梅市　( 支部役員が相談担当）

　　　　　　ソフトボール大会参加 

１月　新年会

２月　研修（開催月未定）

３月　各市定例相談会担当相談員総会

　去る平成２３年７月２日（土）、昭島
市公民館にて「行政書士のための英語
講座」と題して、英語コンサルタント
の佐藤俊介先生をお迎えし、研修を開
催致しました。
夕刻のお忙しい時間帯にも関わらず、
渋谷、新宿支部等からの参加もあり、
会場は、英語を学ばれたい会員の方の
熱気に溢れておりました。

　なおこの研修は、去る平成２３年３月１１日に発生しまし
た震災により延期となってしまったため、当初の受講希望の
皆様にお越しいただけるかの不安はありましたが、是非にと
のご要望を受け、皆様には御忙しい中お時間を割いていただ
き御参加いただきました。
　今回は、午後４時半から７時半までという長丁場であった
にも関わらず、諸先生方皆様が、講師の講義中での言葉を、
手持ちのレジメに書き写すなど、真剣な眼差しで講義を受け
ていらした姿が印象的でした。
昨今、英語を公用語とする企業もあり、わたしたちの業務の
中でも、関わりのある分野といっても過言ではありません。
　講義中『英語上達に必要なシステムを脳に作ることが大事
であり、自分がものを考えているという思い込みを捨て、思
考は脳が行っていると意識する。』という講師よりの言葉がと
ても印象的でありました。
前半では、英語脳を作る仕組みを、後半では、英語の出題が
されたりと、大変有意義な時間でありました。
ご参加いただきました方々には、この場を借りて御礼を申し
上げます。
　なお、今後についてですが、常設無料相談会及び 10月には
無料相談会強調月間など開催するにあたり、相談の大部分が
「相続」についての案件であるため、次回は、相続をテーマに
初級編、中級編と開催する予定でおります。
皆様には、是非ともご参加いただき能力的担保を高めていっ
ていただきたいと思います。
　会員の皆様が、益々御繁栄されるよう、より一層充実した
研修会を行って行く予定でおりますので、よろしくお願い申
し上げます。

（旧研修担当　佐藤　亜矢子）

 

－ 2 － － 3 －

ごあいさつ

梶 浦  潤 一

内 藤  三 徳

東京都行政書士会政治連盟
　　　　　　多摩西部支部　  三 田  和 一

支 部 長　横 川  正 一

　一般社団法人成年後見支援センターヒルフェについて
　東京都行政書士会は、平成１７年より成年後見センターを設置し、社会貢献活動を行って参りました。そして、平成 22年 12月、
成年後見制度の利用支援事業並びに成年後見業務等の普及促進事業を専門的に取り行うため、独立した専門職団体として、『一般
社団法人成年後見支援センターヒルフェ』（以下社団ヒルフェといいます。）を設立しました。
　「ヒルフェ」とは、ドイツ語で「助け合い」を意味します。成年後見制度の利用を望む方々の生活を支え、様々の社会サービス
をご本人につなげていくために、ご本人に寄り添い・サポートしていく心を表現しています。社団ヒルフェは、その名前に恥じぬ
よう、成年後見制度の利用を望む方々の権利の擁護及び福祉の増進に寄与するため、地域社会や関係諸団体の皆様とも継続的に連
携・協力して参ります。
　社団ヒルフェの会員は、専門職後見人等として必要とされる基礎知識、倫理を身に付けるべく、所定の研修課程を修了した者で
構成されております。私たち会員は、継続して自己研鑽を図りながら、更に質の高いサービスが提供できるよう努めて参りますの
で、皆様の暖かいご支援を賜りますよう、よろしくお願いを申しあげます。詳しくは多摩西部支部のホ－ムペ－ジをご覧ください。


