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本年もご指導ご鞭撻を賜りなら、支部活動を推進していきたいと思いま
す。
行政書士会立川支部の活動としましては、２月の終わりに中小企業支援

事業委員会は補助金申請についての研修を開催しました。また、研修部
では３月初めに支部会員限定の生産緑地に関する研修会を開催しました
。法令改正等常に情報をキャッチし研究していくことが、行政書士業務
拡大には重要なことかと思います。今後も、会員の事業拡大、スキルア
ップにつながるような、支部研修を開催していきたいと思います。
対外的な活動としまして、都立青峰学園での法教育の開催。（公社）

全日本不動産協会多摩北支部開催の不動産に関する無料相談会に行政書
士会立川支部として相談員を派遣しました。様々な対外的な活動、交流
により、行政書士としての活躍の場が広がっております。これからも、
関係諸団体と連携しながら行政書士を知っていただけるよう活動してい
きたいと思います。
支部会員の皆様には、積極的に支部活動に参加していただき一緒に立

川支部を盛り上げていただければと思います。
平成３０年４月２０日（金）午後１時３０分より立川支部定時総会が

ありますので、ぜひご出席お願いします。

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。
平成３０年の最初の支部事業であります、新

年賀詞交歓会を盛大に開催することができまし
た。
日頃より立川支部の活動にご理解いただいて

いる来賓の方々にはありがたいご祝辞をいただ
きました。

賀詞交換会にて撮影



東京都行政書士会 副会長 山崎 節子 様 立川市議会議員 佐藤 寿宏 様

東京行政書士政治連盟 副会長 菊池 徳治 様 立川市議会議員 伊藤 大輔 様

国立市長 永見 理夫 様 立川市議会議員 大沢 純一 様

国立市議会議長 大和 祥郎 様 立川市議会議員 江口 元気様

立さま川市議会 議長 伊東 幸秀 様 東大和市議会議員 床鍋 義博 様

東大和市議会副議長 蜂須賀 千雅 様 東大和市議会議員 木戸岡秀彦 様

日本政策金融公庫 立川支店 融資第２課長 永井 聡 様

衆議院議員 小田原 潔 様 全日本不動産協会東京都本部北多摩支部 副支部長下村 尊彦 様

衆議院議員 長島 昭久 様
東京都宅地建物取引
業協会

永 井 彰 様

衆議院議員 高木 陽介 様
東京都行政書士政治
連盟

杉並支部 支部長 河野 基史 様

衆議院議員 木原 誠二 様 東京都行政書士会 町田支部 支部長 久住 博隆 様

東京都議会議員 関野 たかなり 様 東京都行政書士会 国分寺支部 副支部長 石井 一也 様

東京都議会議員 谷村 孝彦 様 東京都行政書士会 多摩西部支部支部長 佐藤 亜矢子 様

東京都議会議員 岡本 こうき 様 東京都行政書士会 武鷹支部 支部長 田中 勉 様

東京都議会議員 北久保 眞道 様 東京都行政書士会 多摩中央支部支部長 片岡 慎二 様

東京都議会議員 清水 孝治 様
東京都行政書士政治
連盟

田無支部 支部長 小林 紘道 様

前東京都議会議員 酒井 大史 様 東京都行政書士会 田無支部 支部長 盛 美樹 様

武蔵村山市議会議員 遠藤 政雄 様 東京都行政書士会 国分寺支部 支部長 笠井 隆司 様

国立市議会議員 青木 健 様 東京都行政書士会 新宿支部 支部長 河野 正樹 様

国立市議会議員 望月 健一 様

２ ぎょうせい立川

平成３０年１月２６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、フラメンコのギター・歌・ダンスを交えての華やかな雰囲気の中、盛大
に行われました。

御来賓の方々は以上の通りです。（代理出席を含みます）



ぎょうせい立川 ３

最後に……

立川支部では毎年新年が始まると、管轄内の関係役
所に役員が挨拶回りをすることになっています。

今年も、西村支部長、山口副支部長を初めとして七
人の役員が各役所を巡りました。
そのルートをご紹介します。

国立市役所

立川警察署

立川市役所

東大和市役所

武蔵村山市役所

立川公証役場

まず、スタートは国立市役所か
らです。

次に国立市社会福祉協
議会。

立川警察署からの立川市役所。

立川市公証役場を経て……
東大和市社会商工会

一日がかりの挨拶回りでした。

役員の皆さま方、本当にお疲れ
様です。



平成２９年１２月８日(金)に行われた研修会は、参加者１９名（他支部会
員７名）にご出席を頂きました。

星先生には非常に丁寧で分かり易い説明で、実務上のノウハウなど惜しみ
なく申請のテクニックを教えていただきました。講義後には多くの質問があ
り、あらためて注目の高い分野であることが窺えました。

また、終了後の懇親会には１２名の方にご参加を頂き、時節柄忘年会を兼
ねることもでき、たくさんの情報交換も行うことができました。

今後も、法制定、法改正などにより新規事業や業務の拡大につながるよう
なテーマを取り上げ、有意義で特色のある研修会を開催できるようにしてま
いります。

今回ご参加いただけなかった会員の方も、今後は是非奮ってご参加くださ
い。（研修部 樋口健次)

４ ぎょうせい立川

山口行政書士事務所 星 薫

研
修
百
課
繚
乱

現在、新体制に入った行政書士会立川支部においては、既存・新規の会
員の先生方のために研修・勉強会を頻繁に行おうという方針のもと、平均す
ると月に一回のペースで研修会が開催されています。

今号では、それらの研修会のレポートと紹介を行い、これまで参加ができ
なかった先生方のために「研修百課繚乱」と題して、特集を組んでみました。

興味を持たれた方は、是非、研修を受ける側のみならず、教える側にも立
ってみるなど、どんどん参加してみてください。

トップバッターは最近立川支部ではプチブームとなっているドローン申請に
ついてです。

講義をされる星 薫 先生



ぎょうせい立川 ５

立川支部 柚木行夫

行政書士にとっては、自分の得意分野を持つことはとても大切なことになります。

行政書士になる前に培った経験を活かして仕事をすることはもとより、得意分野を他の先生方に講義

することによって、さらなる研鑽をつむこともまた大事なこととなります。

平成３０年３月５日（月）に18：00から行われた 「生産緑地の２０２２年問題とは？」と題された

研修会はまさにそのことを体現したものでした。

研
修
百
課
繚
乱

柚木先生は、平成２６年１１月１５日、行政書士登録な
され、従前は、行政側において主として各種開発事業の計
画、認可、事業等及び都市計画事業を担当し、平成4年の生
産緑地指定業務を行っておられました。

まさに、この分野のエキスパートであり、講義はとても専
門的で素晴らしいものとなりました。

グループワークでの質疑応答についても懇切丁寧になされ、
さすがというべきレベルの高さでした。

柚木先生による講義の後、二班に分
かれてグループワークに入る参加者た
ち。プロの行政書士として真剣な顔をさ
れている。

徐々に熱のこもった議論
がなされていき……

いざ発表となって和気あいあいとした
雰囲気の中で、いかに生産緑地の問
題を業務に組み込むかが議論されまし
た。

実に楽しい試みとなりました。研修部
の先生方、ありがとうございました。

発表

グループワーク中

班分け



６ ぎょうせい立川

中小企業診断士 柿崎 誠治

研修百課繚乱特集の第三弾は、平成３０年２月２８日（水）に、三多摩労働会館 4F第
2会議室において行われた、柿崎誠治先生による「人気の『補助金』を使って売上アッ
プ！」というテーマの研修会です。

こちらは中小企業庁が毎年行っている「小規模事業者持続化補助金」という制度におけ
る補助金申請について、柿崎誠治先生が経験を活かして講義なされたものとなっていま
す。

柿崎誠治先生は、中小企業診断士でいらっしゃいますが、本支部報の「会員の異動」欄
を見ていただくとおわかりのように、つい先日まで行政書士会立川支部に所属されていた
れっきとした行政書士の先輩でした。

行政書士の世界にも詳しい先生による申請書・経営計画書の作成の仕方などについて、
わかりやすい講義がなされ、そして充実した質疑応答もあり、参加者にはとても満足のい
く研修会となったと思います。

研
修
百
課
繚
乱

3/9より毎年人気の「小規模事業者持続化補助金(小規模事業者支
援パッケージ事業)」の公募が開始されました。
公募期間は平成30年3月9日(金)～平成30年5月18日(金)です。

詳細は中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2018/180309jizoku.
htm

この研修の対象となっていた補助金申請が始まりました。すぐにでも実務に活かせる実践性の高さ
が立川支部の研修会の魅力となっています。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2018/180309jizoku.htm


平成２９年１２月以降に開業された新入会の先生を紹介します。

皆さんの今後の活躍を期待するとともに、立川支部一同、一緒に頑張っていきたいと思います。また
、研修会や厚生行事等の支部活動にも奮って参加ください。

ぎょうせい立川 ７

氏名
事務所所在地
事務所名称

電話番号 取扱業務 登録日

酒井 大志 立川市曙町２‐３４‐６小杉ビル８０３ 事務所変更 H30.2.15

平成２９年１２月以降に立川支部を異動される先生方をご紹介します。

氏名
事務所所在地
事務所名称

異動内容 年月日

柿崎 誠治
立川市曙町１-３２-４２
プラザシティ立川１-８１４
行政書士柿崎経営法務事務所

退会 H29.12.22

楠 卓也

立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル３階

行政書士法人
山口事務所 立川支所

042-521-0888 ・遺言・相続関係法務 H30.2.15

坂本 英二

立川市柴崎町2-5-3
SOHOプラザ立川201
行政書士aフレーム坂
本事務所

042-507-3078
・食品関係の営業・許
認可業務中心

H30.2.15

喜多村 淳
立川市砂川町8-82-9武蔵砂川ロイヤル
ハイツ101号

事務所変更 H30.2.28

田代 隆浩
中央区銀座１－１４‐９銀座スワロー
ビル８F

中央支部へ異動 H30.2.15

後藤 良成 東京都立川市栄町3-56-12 退会 H30.3.5



立川支部公式ウェブサイト（http://tachikawa-gyosei.com/）には「エリア内行政書士案内」ページ

を設け、各市ごとに会員の皆様を紹介しております。これまでに登録希望された方を随時掲載して
おりますが、この度あらためて掲載希望会員の募集をいたします。
掲載を希望される会員は下記情報を担当あてメールまたはFAXにてお送りください。

・事務所住所（ビル名、マンション名等は省略し、号室番号のみとします）
・氏名
・取扱業務（15文字まで）

また、現在掲載中の会員で削除や変更の希望がございましたら、その旨お知らせください。

メールアドレス： ２６４＠ｊｃｏｍ．ｚａｑ．ｎｅ．ｊｐ
FAX ： ０４２－５１１－５５４７
立川支部ICT担当者 樋口健次

平成３０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。

開催日 ： 平成３０年 ４月２０日（金）

会 場 ： たましんRISURUホール（立川市錦町３－３－２０）

８ ぎょうせい立川

私がこの支部報の編集委員となってから、一年ほどが経ちました。

年に三回だけの発行とはいえ、いつも立川支部におけるニュースに気を配らなければならないとい

うこともあり、例年よりも他の先生方との交流を意識するようになっています。そうするとわかっ

てくるのが、行政書士の先生方の持っている隠れた、あるいはたいしたことはないだろうと高を

括っていらっしゃる経験がなによりも大切な宝だということです。もっと自分の特技をアピールす

ることで、行政書士としてのスタンダードな仕事だけでなく、もっと自分にしかできない分野や業

務に進むことができるかもしれません。皆さん、自分のできること、自分しかできそうにないこと

をもっと突き詰めてみて、それをアピールしてみてください。きっと、新しい何かがやってくるこ

とでしょう。（笹本）

平成３０年度 支部定時総会・大会開催のお知らせ

支部サイト 会員紹介ページへの掲載について


