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令和２年 支部長挨拶

立川支部会員の皆様におかれましては、益々ご健勝の
こととお喜び申し上げます。

会員の皆様の協力を持ちまして、支部事業が順調に推
進できておりますこと改めて御礼申し上げます。

令和元年１月３１日立川支部賀詞交歓会を、多くの会員
の皆様、ご来賓の皆様にご参加いただき盛大に開催する
ことができました。

ご来賓の方々には、支部活動にご理解のあるあたたか
いご祝辞をいただき、支部活動を推進していく大きな力と
なりました。 本年度は、立川支部としまして地域に根差し
た活動を推進しております。

賀詞交歓会翌日には、立川市におきまして東京会の空
家対策推進委員会とともに空家の利活用に関するセミナ
ーを開催しました。７０名以上の参加があり、空家につい
ての関心の高さがわかりました。

今後相続の相談の中でも空家の対策について聞かれる
ことも増えてくると思われます。

翌週には、立川市若葉町におきまして成年後見に関する市民セミナーと無料相談
会を開催しました。成年後見制度についての関心は、まだまだ少ないようですが参
加者は熱心にメモをしたり、質問をしたり充実した内容となりました。

また、昨年８月には国立市と災害時における被災者支援に関する協定を締結しま
した。本年３月には、立川市との協定締結をいたします。被災者が生活を再建してい
く場面では、必ず行政手続き、書類の作成が伴います。まさに行政書士の出番です
。今後も被災者支援については、積極的に取り組んでいきたいと考えています。

我々行政書士の業務は、市民の身近な問題の解決をお手伝いすることでもありま
す。まだまだ誰に相談してよいかわからず悩んでいる市民も多いことでしょう。行政
書士が身近な相談者であることをアピールするためにも支部活動を推進していきた
いと思います。

会員の皆様には、積極的に支部活動に参加いただき立川支部を活性化していただ
きたいと思います。
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令和２年１月３１日（金）立川グランドホテルにおいて、年初恒例の立川支部新年賀詞交歓会が
開催されました。多数のご来賓の方々から、地域に深くかかわる行政書士への強い期待とご支援の
お言葉を頂戴したのち、昨年と同様に障がい者の子供たちのバンド「白い羽」による微笑ましく活
気ある演奏が披露され、盛況のうちに終わりました。

立川支部 新春挨拶回り報告

実施日 令和 ２年 １月 ８日（水） １０：００～

出発 国立市役所

今年も西村支部長、神宮副支部長、折戸副支部長、内藤政連支部長をはじめとした役員で、担当4

市の役所への挨拶回りを行いました。国立市役所から始まり、国立市長に直接挨拶をさせていただ

き、国立社協→公証役場→立川社協→立川警察署→立川市役所→武蔵村山市役所→東大和市役所→

東大和商工会→東大和社協といった順番で回りました。

こういった地道な活動が行政書士の仕事の幅を広げてくれるものと考えています。

白い羽のみなさん



東京都行政書士会立川支部

立川市との災害時における被災者支援に関する協定の締結

日時 令和 ２年 ３ 月１０日（火）
場所 立川市役所

令和２年３月１０日(火)、立川支部と立川市との間において、「災害時における被災者支援に関する

協定」を締結しました。

この協定では、地震や風水害などの大規模災害が発生した場合、立川市の要請により、被災者が生活

再建のために必要な行政手続きや相談業務を当支部が無償で対応するものです。

具体的な業務としては、り災証明書の発行に関すること、自動車登録・抹消手続きに関すること、外

国人の生活支援に関することなど行政書士が関与できる業務が列挙されています。

自然災害大国である我が国では、近年、毎年のように大規模災害が発生しており、被災地でないとこ

ろを探すほうが難しいほどです。

昨年、国立市との間でも締結しましたが、これから他の市との間にも順々に締結していき、いざとい

うときに備えていきたいとかんがえています。
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立川市役所のホームページからもご確認ください。

https://www.city.tachikawa.lg.jp/bosai/bosai/kyote/gyouseisyosikai.html

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept02/Div05/Sec01/gyomu/0227/0231/keikakukyoutei/1566889451466.html

西村支部長 清水庄平立川市長
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新型コロナウイルス感染拡大対策による

研修・行事等休止報告

令和２年は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、２月から予定されていた多くの研修・行
事が中止となりました。以下、中止となった研修・行事を列挙します。

都立青峰学園

種別 内容 主催 年月日

研修会 交通事故業務の基礎を学ぶ 立川支部研修部 2年3月1日

支部対抗ソフト
ボール大会

埼玉県大宮市のグラウンドでの各支
部対抗のソフトボール大会 東京都行政書士会 2年3月21日

若葉会館管理運営委員会主催 立川支部共催
令和元年度若葉会館講座「市民セミナーと無料相談会」活動報告

日時 令和 ２年 2月 8日（土） １３：００～１６：００
場所 立川市若葉会館

令和２年２月８日に、若葉会館管理運営委員会主催の市民セミナーに立川支部としてお手伝いいたし

ました。テーマは「成年後見制度」です。

支部からは相談員として、４名（西村支部長、樋口先生、菊池先生、山本先生）が参加され、山本先

生の講座の後に無料相談会を開かせていただきました。

参加者は約２０名。これからもこういった催しのお手伝いを積極的に行い、町の法律家として活躍し

ていきたいです。
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日時 令和 ２年 ２月 １日（土）午後１時３０分から
場所 立川市役所１０１会議室（立川市泉町１１５６－９）

令和２年２月１日に、東京都行政書士会が主催する「手遅れにしない相続と空き家対策セミナー

＆個別相談会」に、立川市ととも共催しました。

セミナーの内容は、「立川市の現状と取組」について、立川市役所生活安全課の大石 明生課長に

講師として説明してもらったのち、「手おくれにしない空き家対策」（講師：東京都行政書士会 空

家対策特別委員会副委員長 佐々木 由美子先生）、「手おくれにしない不動産の相続・売却、税の

しくみ」（講師：税理士 井澤 保 先生）でした。

セミナーと並行して、別室において１組１５分程度の無料相談会も実施しました。

東京都行政書士会は東京都から「平成３１年度東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業」の事業者とし

て採択され、「空き家の利用・活用」に関するセミナーやフォーラムの開催を積極的に実施しており、今回は

立川市でということなりました。

定員６０名のところ、なんとそれを上回る人数が参加を希望されて、あらかじめ準備していた資料ではたり

なくなるという嬉しい悲鳴が起きてしまうという大盛況でした。

また、立川支部でも同様のセミナーの開催を検討しておりますので、もし興味があるという会
員の方がおられましたら、空き家対策委員会宛にお問い合わせください。

東京都行政書士会（立川市、立川支部共催）
手遅れにしない相続と空き家対策セミナー＆個別相談会

講師 井澤 保 先生 個別相談別室
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立川支部長・西村先生

立川支部
広報部活動報告

講師：立川支部広報部 笹本賢治部長
日時：令和元年１２月２４日（火）１３：３０～１５：００
場所：東大和市社会福祉協議会 会議室

東大和市で成年後見などの権利擁護事業を推進している「あんしん東大和」のご担当者から市
民向けにエンディングノートについての講演をしてもらえないかとのお話があり、行政書士とその
業務の紹介を兼ねて、広報部でお引き受けいたしました。
講師は笹本広報部長が「是非、自分が」と積極的に引き受けられました。

当日は、クリスマスイブの午後にもかかわらず３０名以上のご参加がありました。また、手話と要
約筆記のために、多くのボランティアの方々のご協力をいただきました。
講演はヒルフェ立川地区の協力を得て「みちしるべ」という自分の思いを伝えるためのノートを参
加者に差し上げ、その内容に沿って行われました。笹本講師の優しい語り口とウィットに富んだ内
容で、皆さんとてもわかりやすかったと好評でした。

「みちしるべ」はただ残すだけのエンディングノートではなく、「これからの残された人生において自
分の思いを伝えるためのノート」であることをしっかりとご理解いただけたのではないでしょうか。
講演終了後には個別相談会を行い、心配ごとへの備えについてなどのご相談がありました。

後日「あんしん東大和」のご担当者から「とても贅沢な講演会でした！」とお礼のお言葉をいただ
きました。講師の笹本広報部長、相談会対応をいただいた西村支部長はじめ５名の先生方には
感謝申し上げます。

広報部 樋口健次

今回は、私が講師として講座を引き受けさせていただきましたが、これからも広報部として様々な催しに積極
的に参加していきたいと思っています。 （笹本）

広報部で東大和市社会福祉協議会「あんしん東大和」主催、令和元年度「あんしん講座」
第３回の講演をお引き受けしました。

テーマ 「自分そして家族の安心のために～エンディングノート～」

講座は大盛況でした。講義中の笹本賢治先生



ぎょうせい立川 ７

氏名
事務所所在地
事務所名称

異動内容 年月日

星 薫 － 抹消 元年12月31日

岩瀬 眞理
（柴田 眞理）

－ 抹消 元年12月25日

相良 綾子 － 府中支部へ異動 元年12月27日

橋立 信啓

〒190-0012
立川市曙町2丁目9番1号菊谷ビ
ル709

多摩西部より異動 2年1月31日

野田 敬三 － 田無支部へ異動 2年1月31日

木津 亜樹 － 抹消 2年1月31日

氏名
事務所所在地
事務所名称

電話・FAX番号 登録年月日

久保 克裕 （くぼ
かつひろ）

〒190-0022
立川市錦町1-4-20TSCビル５階
久保克裕行政書士事務所

- 元年12月15日

山内 康至（やまう
ち やすし）

〒190-0012
立川市曙町2丁目31番15号
日住金立川ビル3階
行政書士法人山口事務所 立川支所

TEL042-524-6811
FAX042-524-2198

2年3月1日

大内 靖子（おおう
ち やすこ）

〒186-0001
国立市北3丁目28番5号
行政書士法人きずな東京
多摩オフィス

TEL042-519-3526
FAX042-519-3527

2年3月15日

長見 恵（ながみ
めぐみ）

〒190-0011
立川市高松町3-14-2-2F
ながみ行政書士事務所

TEL080-5170-5665 2年3月15日

立川支部会員 田中 洋先生がご逝去されました。
ここに謹んでお悔やみ申し上げます。
なお、葬儀等は既に滞りなく済んでいるとのことです。

訃報



令和２年度東京都行政書士会立川支部定時総会、東京行政書士政治連盟立川支部定時大会を下記のとおり開催

いたします。開催の詳細については別途ご案内を差し上げます。支部会員の皆様には是非ご出席いただけますようお

願い申し上げます。

是非ご参加をお願いいしたいのですが、新型コロナウィルス感染拡大に対して政府よりイベント開催の必要性再検

討が求められていることもあり、出席についてはご自身の判断でお願いいたします。

また、当日はマスクの着用とアルコール消毒や手洗い、うがいなど、各自での対策をお願いいたします。

日 時 令和 ２年 ４月１７日（金） 午後１５時 （受付：１４時３０分より）

会 場 たましんＲＩＳＵＲＵホールサブホール（Ｂ１Ｆ）立川市錦町３－３－２０

議 事

８ ぎょうせい立川

令和2年は間違いなく新型コロナウイルスの猛威から始まったといえるでしょう。いつ

も清潔な日本人がいつも以上に衛生に気をつけ、トイレットペーパーの買い占めのような明らかなデマに邪

魔されながらも、家族や他人に迷惑をかけないようにしてきた結果、今のところ酷すぎる被害というものはで

ていません。この原稿を書いているときは、イタリアやスペイン、イランに危機が訪れていますが、それを遠

いよそのできごととしないで私たちも油断しないようにこの難局を乗り切りたいものです。（笹本）

令和２年度 支部定時総会・大会開催のお知らせ

この支部報について、様々な事情から紙媒体での配布を望まないという方がおられましたら、広報部へ申し出てくだ

さい。申し出先は、下記の行政書士笹本賢治事務所となっております。

第１号議案 平成３１年度事業報告
第２号議案 平成３１年度決算報告・監査報告
第３号議案 令和 ２年度事業計画（案）
第４号議案 令和 ２年度予算（案）
第５号議案 東京都行政書士会立川支部細則 及び

東京都行政書士会立川支部役員選任規定改正（案）
第７号議案 東京都行政書士会定時総会代議員選出


