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ごあいさつ
新しい年を迎えるにあたり簡単ではありますが、ごあいさつさせていただきます。
来年は、二つの支部が合併した多摩西部支部ができて 10 年目を迎えます。支部地域は東京会第一を誇り、支部会
員は常に 100 名を超える支部へと成長してきました。
長年続けて開催してきました、支部内の行政庁での無料相談会も市民に定着し、行政書士制度を広く市民に啓蒙
できたと考えますが、今後開催場所・回数の検討をすすめ、より有意義な
ものとして行きたいと思っております。
支部内の各団体や行政長、各議員との友好も各行事に積極的に参加して、
今後より一層深い関係を築き、行政書士制度の啓蒙と発展に努めていきた
いと考えます。
皆様方には、支部会費等、色々とご協力願うことが多々ありますが、多摩
西部支部の発展のため、よろしくお願い申しあげます。
皆様方が幸多き新年を迎えますことを心よりご祈念申しあげましてごあい
さつとさせていただきます。

平成 24 年度

多摩西部支部長
横 川 正 一

同政治連盟支部長
三 田 和 一

東京都行政書士会多摩西部支部定時総会

東京都行政書士会多摩西部支部の平成 24 年度定時総会が平成 24 年 4 月 21 日金曜
日、フォレスト・イン昭和館にて開催されました。
会員総数 117 名、委任状を含む出席者は 81 名で定時総会は有効に成立しました。
支部長の挨拶の後、23 年度事業の報告、続いて 24 年度事業計画などが審議され、原
案どおり審議は承認されました。
総会終了後はフォレスト・イン昭和館の懇親会会場で会員同士の親睦を深めました。

平成 24 年度

東京都行政書士会定時総会

平成 24 年 5 月 24 日（木）午後 1 時より、なかの ZERO 大ホールにおいて、平成
24 年度東京都行政書士会定時総会が開催されました。
開会宣言の後、物故会員に対する黙とうが行われ、続いて会長挨拶・会員の表彰・
来賓の方々よりの祝辞・祝電の披露が行われて、式典は終了しました。
議事の司会進行役を塚越総務部長が務め、総会の有効な成立を宣言し、司会者指名
により議長に大久保代議員、副議長に田中代議員が選任され、議事の審議に入りまし
た。
第 1 号及び 2 号議案（平成 23 年度事業報告・決算報告）、第 3 号及び 4 号議案（平
成 24 年度事業計画案・予算案）が承認され、第 5 号議案「会則の一部改正案」（補正
予算の調整）の特別決議と、第 6 号議案「役員選任規則の一部改正案」が、それぞれ
賛成多数で可決承認されました。

平成 24 年度

多摩西部支部研修会

多摩西部支部では、平成 24 年 8 月 2 日（木）、昭島市公民館にて、千代田支部の中村和夫先生を招き、「外国人の招へい・在留手続の基礎
と改正入管法施行による諸注意点について」ということで、支部研修会を行いました。
当日、外は立っているだけで汗が噴出してくるような暑さでしたが、他支部から１０名、当支部から２１名の参加があり、空調の効いた集
会室の中も負けずに熱気で一杯でした。
研修会の後に行われた暑気払いでのビールは、とても美味しかったです。
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街頭無料相談会報告
地域住民の皆様に行政書士制度のご理解と業務内容の周知を図るため、毎年１０月に「行政書
士制度強調月間」を開催しております。
当支部でも、１０月、１１月に昭島市、福生市、あきる野市、羽村市、青梅市、瑞穂町で街頭無
料相談会を開催しました。
現在８０００種類以上といわれている許認可書類をはじめ、日常生活ではさまざまな、書類の
作成、提出が必要です。また、市民生活などに伴う書類作成、相続手続きや消費者問題など、地
域の方々は、どこに相談に行けばよいのか分からないという声を多く聞く中で、どの開催地でも
実りある相談会が行われました。
特に、毎年、相続、遺言関連の相談は多く、中でも、身内が亡くなってしまい、どうしてよいのか、何から手を付ければよいか分からない。
また、身内に不幸はないが、自身が死亡してしまった後のことを考えると不安であるので遺言書を認めておきたいなど、予防法務を考え
ておられる方もいらっしゃいました。
相続問題は、当事者だけで解決を図ろうとしても感情的になり話が進まないことがとかく多く、また、穏便に過ごしていた家族も、利害
関係が生じることで、人が変わり、身内の死をきっかけに希薄な関係になり、修復不可能な家族関係になってしまうこともざらにあります。
そうならない為にも、相談に来ていただいた方々が、一人でも多く、肩の荷を降ろしていただけたら良いものです。
今回の相談会では、相談者が延べ４５名、うち、相談内容で最も多かったのは、相続・遺言について、以下、内容証明、離婚、不動産問題、
消費者問題となっております。
これからは、今以上に、相談を受ける側に求められる「相談に対応できる能力担保」を向上させていくことが必須です。
（総務担当 佐藤 亜矢子）

「昭島市

「福生市

街頭無料相談会報告」

例年、最初の開催となる昭島市の無料相談会は、今年も初陣をきっ
て 10 月 5 日金曜日に開催されました。１階フロアーにコーナーを
設置し３名の相談員で対応しました。
やはり、相続と遺言に関する相談が目立ち、この分野が社会的に
大きな問題となってきていることを感じるとともに、行政書士の分
野として市民に認識していただいていることを実感しました。
また、同日は生活支援の方が、市役所に多く来庁する日でもあっ
たようで、自立の相談もあり、心より支援を送り、元気に帰られた
のが印象的でした。

街頭無料相談会報告」

１０月２５日木曜日、福生市役所１階フロアーで開催いたしまし
た。去年よりフロアー中央に相談コーナーを設置していただき、３
名の相談員で対応いたしました。
福生市の広報で知った方が多く、事前に相談内容に関する資料を
用意してきている方が目立ちました。
また、公明党の市会議員が様子伺いにみえ、市民に宣伝してみて
くれるとのことで、実際午後にその市会議員に薦められて相談に来
られた方がおりました。今後の開催広報の参考になる一例となる出
来事だと感じております。

（青梅市）

（羽村市）

（あきる野市）

「瑞穂町町民セミナー実施結果報告」
この度（平成 24 年 11 月 29 日）、瑞穂町のご協力をいただきまして、「瑞穂町町民セミナー」が滞りなく実施できました。当日は天候に
もめぐまれ、地域から９人の参加があり、好評をいただきました。
遺言・相続に関する相談や成年後見制度の利用については、今後ますます市民のニーズが広がるものと思われます。私たちは、これからも
市民無料相談や市民セミナー等、地域社会に貢献できるような活動を継続してまいります。
つきましては、下記のとおり、実施結果をまとめましたのでご報告します。
（東京都行政書士会 多摩西部支部 支部長 横川 正一）
（（公）成年後見支援センターヒルフェ 多摩西部地区 田村 正人）

１ セミナーのべ参加者（一般市民） ９人
今回のセミナーは、西多摩郡瑞穂町の長岡コミュニティーセンターで行われました。
２ アンケート実施結果
（１）回収数 ９人（１００％）
（２）アンケート結果概要
① 東京都行政書士会多摩西部支部の社会貢献活動については、概ね理解できた。
② 行政書士の仕事については、あまり知られていない。
③ 講演については、講演内容もよく、話もわかりやすかったとのこと。
（３）参加者から意見等
① この様なセミナーを今後も実施して欲しい。
（1 人）
② 個人の後見人では心配、団体としてやってもらえるならばお願いしたい。( ２人 )
３ 相談会の結果
「相談件数」
：４件

セミナー会場の様子１ 多摩西部支部横川支部長の挨拶

＜内訳＞ 遺言相続：３件 成年後見：１件
セミナー会場の様子２ OHP スクリーンを使って田村氏が講演
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王

暑気払い

歩

多摩西部支部会員のみなさん、相続・遺言・成年後見などなど
市民からのご相談や事案の処理にご多忙の日々をお送りではない
でしょうか。
当囲碁将棋部では会員の健康管理に活力増進のために、また情
報交換や親睦の場として福生輝きサポートセンターで参加費無料
の月例会を実施してきております。
特に今年度からは有段者にご指導を頂き、初級からレベルアップ
を目指しハンディキャップ戦を実施しております。
是非、右脳を鍛えて、活力のある事業経営に老化防止、意欲の
減退予防などに役立てていただきたいと思います。
多くの初心者の応募をお待ちいたしております。

８月２日の 研修会の後、昭島駅南口の居酒屋 ” はなの舞 ” の個室
で、２０名の方々にご参加をいただき暑気払いを開催いたしました。
日々の疲れと暑さを吹き飛ばし親睦を深めようと、諸先生方大変楽
しく過ごされ、余興のビンゴゲームでは１等賞品ワインが当たるな
ど、とても盛り上がり嬉しいひと時をすごしました。
新しく入会していただいた方々も多く、名刺の交換なども見受け
られ、業務開拓に繋がっていると感じました。
この次の親睦の集いは、来春の賀詞交歓会になると思いますが、
又大勢で元気に集まっていただき楽しく歓談したいと願っておりま
す。
（厚生部 政木 要）

連絡先：０４２８－８５－２６１３
０４２－５４１－９４１１
０４２８－２３－７５６９

東京会ソフトボール大会

原島秀夫
政木 要
尾方眞弘

１２月１日、東京会ソフトボール大会が神宮外苑で開催さ
れ、多摩西部支部も「多摩の風」として参加いたしました。
今回は、例年よりも参加チームが多く、我々の第一試合は
１１時３０分からとなりました。集合開始は９時ですので、
余裕のあるスタートとなりました。
第一試合は、ヒノキグランドで世田谷支部との対戦となり
ました。多摩の風先攻で定刻通り開始。初回攻撃で多摩の風
が９点取る猛攻をみせ、試合をリードしますが、世田谷チー
ムもその後追撃を開始しますが、時間制限もあり、余裕で勝
利しました。
その後、１２時半より桜グランドで強敵品川支部との対戦
ですが、雨が降り一時中断となり、１２時５０分から試合開
始となりました。第一試合同様、多摩の風が先攻です。初回
３点を取り、これは行けるぞとのムードでしたが、さすが強
敵品川チーム（前回、今回の優勝チームです！）に１６点を
取られ、残念、胸を借りる試合に終わりました。
品川チームにエールを送り、最終的に、多摩の風は、１８支
部中５位という健闘でした。
その後、懇親会会場の一番先頭を陣取り、飲めや食べの宴
を行い、他支部とも友好を深め、大変充実した一日に幕を閉じました。翌日、筋肉痛になったのは、いうまでもありませんが・・
多摩西部支部ソフトボール部では、来年も参加を致します。一緒に、懇親を深めましょう。参加者随時募集中です。

支部員異動
平成 24 年 2 月以降同年 11 月現在までに報告のあったもの。
（入会）旭
広明（羽村市）
藤田 隼也（昭島市）
細谷裕一郎（瑞穂町）
岡野 哲史（あきる野市）
水野 剛史（青梅市）
藤井 孝志（青梅市）
（転入）廣瀬 雅章（新宿支部→昭島市）
（廃業）久保島利治（あきる野市） 中塚 功夫（日の出町）
中尾 淳子（昭島市）
井村 義幸（青梅市）
[ 敬称省略 報告順で記載 ]

平成２５年度多摩西部支部新年会のお知らせ
会員の皆様におかれましては、業務多忙とは存じますが、万障お繰り
合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。
記
１．日

時

平成２５年 １月１９日（土）
午後５時４５分受付開始
午後６時より午後８時半まで

２．場

所

料亭

幸楽園
福生市熊川１０１８
[ 電話 ] ０４２－５５１－００３５
ＪＲ青梅線牛浜駅 徒歩１０分
http://www.kourakuen.com/map.html

３．会

費

金４, ０００円
当日キャンセルの方は会費負担願います。

支部会費納付のお礼とお願い
6 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、8 割以上の支部会員の方々から納入していただき、
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記号「00180」、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゛ヨウセ
イシヨシカイタマセイフ゛シフ゛」宛に振込んでください。
（1 年分 6000 円）

４．出欠連絡

後日、往復はがきを送付致しますので、ご返送をお願
いします。

５．備

バスの送迎を手配しております。
福生駅東口（西友側）の駅隣接の「東横 IN ホテル正面
玄関前」に、午後５時半（時間厳守）に集合してくだ
さい。
帰りも同様に、同場所まで送っていただけます。
よって、この時刻に間に合わない方については、直接、
会場にお越し下さい。（駐車場完備）
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