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～支部長挨拶～

東京都行政書士会町田支部並びに東京行政書士政治連盟町田支
部会員各位、また町田市内外の関係団体・個人の皆様方には日頃
より町田支部の活動に関しご指導・ご協力を賜り誠に有難うござ
います。平成２７年４月１８日に開催されました町田支部総会に
おきまして支部長に再任されました釘田一富でございます。

町田支部定時総会及び政連定時大会には、多数の支部会員に参
加して頂き恙無く開催されたこともここにご報告いたします。総
会でご承認頂きました平成２７年度事業計画を着実に推進するた
めに、会員の皆様方のご理解とご協力を心よりお願い申し上げる
次第です。

総会後の懇親会にも多くの会員に参加して頂き、とても和やか
な雰囲気の中で開催され支部会員同士の交流も深まりました。

近年の町田支部の活動には、参加して頂く会員の人数も増えてきております。特に新規
登録して入会されてこられた先生方が積極的に支部活動に参加して頂けることは、大変喜
ばしい事だと考えております。町田支部にはベテランから中堅若手の先生と多士済々の先
生が所属されています。新人の先生方は「青雲の志」を持って入会してこられたと思いま
す。支部活動を通じて先輩方と交流していくことが財産となっていくことと考えます。

我々行政書士にとって、地域住民に も身近な士業として活動するフィールドはまだま
だ未開の地が広がっています。行政書士として研鑽を積む必要が有りますが、町田支部と
いたしましてもそれらの分野の研修会の開催等も計画しています。

また政治連盟の活動を通じ、様々な情報を発信していきます。そして、逆に有益な情報
を入手し会員の皆様と共有していけるようにいたします。

本年度も引き続き、相談業務を中心とした様々な支部の事業活動を通じて地域住民や事
業者の皆様に「行政書士」が身近な相談相手であることをお知らせしてまいります。そし
て、我々行政書士がより一層活躍できる土壌を作るために、町田支部支部長として務めて
参る所存です。

今後ともご指導・ご協力の程、何卒宜しくお願い致します。

東京都行政書士会 町田支部
東京行政書士政治連盟 町田支部

支部長 釘田一富
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４/18 東京都行政書士会町田支部 平成２７年度定時総会
東京行政書士政治連盟町田支部 平成２７年度定時大会

●日時：４月１８日（土）15：30～18：00
●会場：町田商工会議所 2階会議室
●出席会員数：７６名

（うち委任状提出会員数３０名）

本年度の支部定時総会及び支部定時大会が、町田商工会議
所の２階会議室で開催されました。

実際会場に足を運んだ会員数は３６名ではあったものの、
予め委任状を提出した会員が３０名おり、出席会員数は７６
名となりました。この結果、支部細則第２６条第により、本総
会が適正に成立したので、速やかに議案の審議に入りました。 会 場 風 景

本年度、総会に上程された議案は以下の６つでした。
・第１号議案 平成２６年度事業報告
・第２号議案 平成２６年度決算報告及び監査報告
・第３号議案 平成２７年度事業計画案の承認について
・第４号議案 平成２７年度予算案の承認について
・第５号議案 支部役員選出
・第６号議案 支部代議員選出

支 部 長 挨 拶
第１号議案から第４号議案までは、各担当役員から報告

及び提案があり、質疑応答を経てそれぞれ出席会員の承認多数により可決しました。

続く第５号議案では、支部役員の選出が諮られました。
本年度は、支部長改選の年でしたが、議場にて支部長に立
候補された会員が釘田会員１名だったので、選挙を経るこ
となく釘田会員の再選が決まりました。

その後、速やかに支部長以外の支部役員案が執行部より
提出され、新しい役員が決まりました（新役員については
支部５月定例理事会において、各担当が決まりました。詳
しくは右ページに別途記載）。

議長の言葉に耳を傾ける会員

後の第６号議案では、東京会の総会に出席する支部代議員
を選出しました。

選出されたのは、釘田会員・横山（千）会員・媚山会員・高
橋（成）会員・寺田会員・成田会員・森下会員・久住会員・鵜
飼会員・渥美会員の１０名でした。

また、東京都行政書士会町田支部総会に続き、東京行政書士
司 会 進 行 政治連盟町田支部定時大会が開催され、提出された議案すべて

が承認多数により可決されました。
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５/１８ 東京都行政書士会町田支部５月定例理事会
●日時：５月１８日（月）18：00～20：00 ●会場：町田市民フォーラム視聴覚室
●出席者：釘田支部長、媚山・森下・佐々木副支部長、成田・高橋（成）・鵜飼・馬場・

鈴木（高）・阿部・吉元・寺田・久住・渥美理事
●オブザーバー：海野（特別役員）・横山(祥)(広報補佐)・高辻（経理補佐）・加藤・

小林・山田会員

●主な議題：

（１）役員の変更について

（２）町田市役所行政手続相談の特別役員について

現在は、生駒会員及び海野会員の２名だが、両名が推
薦する会員がいる場合は理事会にあげてもらい、決議を
することとなった。

それまでは、特別役員は２名で業務にあたることとす
る。

役職 会員 担当 協力部員

支部長 釘田

副支部長 媚山 総務・厚生・情報提供・アーバンネット

副支部長兼監察 佐々木 業務推進・研修・渉外・法教育

副支部長 森下 経理・広報・ＩＴ

理事 吉元 情報提供

理事 阿部 渉外

理事 高橋（成） ＩＴ・名簿管理

理事 馬場 研修

理事 寺田 法教育 渥美

理事 鈴木（高） 厚生

理事 成田 総務

理事 久住 経理 高辻

理事 渥美 広報 横山（祥）

理事 鵜飼 暴力団排除

担当 媚山 アーバンネット 横山（祥）

監事 田中

監事 高橋（秀）
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５/２６ 東 京 都 行 政 書 士 会 定 時 総 会
●日時：５月２６日（火）13：00～19：13 ●会場：なかのＺＥＲＯホール
●出席代議員数：５７４名（総数５８０名）

本年度の東京都行政書士会定時総会が、なかのＺＥＲＯホールで開催されました。
出席代議員は、５８０名中５７４名でした。

本年度、総会に上程された議案は以下の６つでした。
・第１号議案 平成２６年度事業報告の承認について
・第２号議案 平成２６年度決算報告及び監査報告の承認について
・第３号議案 平成２７年度事業計画（案）の承認について
・第４号議案 平成２７年度予算（案）の承認について
・第５号議案 東京都行政書士会会則の一部改正について
・第６号議案 会長選挙並びにその他の役員選考及び承認について

第１号議案から第４号議案までは、各担当者からの報告があり、
それに対する質疑応答を経て、それぞれ出席会員の承認多数によ
り可決しました。

続く第５号議案（東京都行政書士会会則第１６条（入会金）の
改）については、決が採られました。第５号議案の具体的な内容
は、新入会員の入会金を現行の２０万円から２５万円にするとい
うものでした。

結果的には、出席代議員の３分の２以上の３７３名の賛成（定
足数５５８名）を得られず、否決されました。

後の第６号の会長選挙については、各候補者による演説の後、
代議員による投票が行われました。投票結果は以下の通りです。

投票総数：５６５票 有効投票数：５６１票 無効投票数：４票

｛候補者別得票数｝小林裕一 候補（足立支部） １２４票
常住 豊 候補 （北支部） ２２６票
塚越 譲 候補（多摩中央支部） １４７票
栗須章充 候補（世田谷支部） ４８票
石川國彦 候補（新宿支部） １６票

以上の結果より、常住豊候補が会長に当選し、３期６年間の任期を
終えられた中西豊前会長の後を引き継ぐこととなりました。
また、会長選挙が行われた後、選考委員によって副会長６名・理事

４８名・監事３名がそれぞれ選任されました。町田支部からは、馬場
会員が理事として選任されています。

閉会するにあたり、常住新会長から「地域との共生・役所との共生・
他士業との共生、の”三つの共生”を掲げて会務に誠心誠意取り組ん
でいきたい。」との抱負が述べられました。

本年度は、会長選挙が行われた影響で、６時間１３分の長丁場とな
りましたが、無事にすべての議案の検討を終え、１９時１３分に東京
都行政書士会定時総会は閉会しました。



９月２２日（火） 未来を創るアーバンネットまちだ 無料相談会

（＠ぽっぽ町田）

１０月１６日（金） 街頭無料相談会（＠ぽっぽ町田）

２０１６年度

１月１８日（月） 新年賀詞交歓会（＠ホテル ザ・エルシィ町田）

４月２３日（土） 支部定時総会（＠町田商工会議所）

この他の予定も決まり次第、広報でお伝えしていきます！！

～～ＴＯＰＩＣＳ～～
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♪今 後 の 支 部 活 動

未来を創るアーバンネット町田

無料相談会
９月２２日（祝）、「ぽっぽ町田」にて、恒

例の「アーバンネットまちだ・無料相談会」が

開催されます。当日は、行政書士会、司法書士

会、社会保険労務士会、土地家屋調査士会、不

動産鑑定士会、建築士事務所協会、行政相談委

員が参加。相談会は午前１０時～午後４時です

が、町田支部では、以下のように午前と午後に

分けて、相談員を募集します。皆様のご協力を

切にお願いいたします。

午前９；４５～１２；４５ ４名

（設営の手伝いあり）

午後１２；３０～１５；３０ ４名

（撤去の手伝いあり）

参加者には、交通費３,０００円支給。

撤去後、反省会兼懇親会を予定しております。

（参加は自由です）

人数が多い場合には抽選とさせていただきま

す。

参加希望の方は、８月３１日までに、ＭＬ若

しくはＦＡＸ（０４２－７９９－５３０７）で、

媚山までご連絡下さい。

街頭無料相談会

１０月１６日（金）、10時より「ぽっぽ町

田」にて、「街頭無料相談会」を行います。

この相談会は、東京都行政書士会の行政書士

制度広報月間の一環として行われ、行政書士

業務への認識と行政書士への信頼を高め、行

政書士制度の普及・浸透を図ることを目的と

しています。

参加方法については、後日支部メーリング

リスト等でお知らせします。

前記目的の達成のためにも、多くの会員の

方の参加をお待ちしています。



「町田支部の掲示板」では、担当者より会員の皆様へのお知らせやお願いを載せていきます。
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町 田 支 部 の 掲 示 板

経理担当より支部会費納入のお願い

振込用紙を同封させていただきました。平成２７年度（平成２７年４月から同２８年

３月）の年会費6,000円をお振込ください。

なお、口座入金の確認の遅れから、既にお支払い済みにもかかわらず振込用紙が届く

場合がございます。その際は、ご容赦ください。

≪お振込方法≫

①同封の振替用紙にてのお振込

②ゆうちょ銀行ネットバンキングからのお振込（記号10090－57993791）

③ゆうちょ銀行以外からのお振込

ゆうちょ銀行 008支店 普通預金 口座番号5799379

口座名 東京都行政書士会町田支部

※ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方は、振込用紙（支部負担手数料130円）ではなく、

なるべく口座からのお振替（支部負担手数料80円）にてお願い致します。

～編集後記～
本年度より、町田支部広報担当理事を拝命しました渥美です。私自身、このような

広報誌を作成することは初めてで、右も左も分からないままにとりあえず形だけは整

えた、というのが現状です。

次号からは、支部の活動を皆様に伝えるだけでなく、有益な情報をお届けできるよ

うに内容の充実に精を出したいと考えております。また、お気づきの点やご意見がご

ざいましたら、広報部までお願いします。また、支部会員メーリングリストでも情報

発信していきたいので、未登録の会員は渥美までメールアドレスをお知らせ下さい。

なお、今期も前期に引き続き横山祥二先生に、広報の補佐をしていただくことにな

りました。私と横山先生で広報誌の充実に努めてまいりますので、２年間よろしく

お願いします。 広報担当理事 渥美 元博

（メールアドレス:atsumi.gyosei.office@gmail.com）

行政まちだ ／ 東京都行政書士会町田支部
★発行人 東京都行政書士会町田支部長 釘田 一富
★編集人 渥美 元博 ・ 横山 祥二
★発行日 平成２７年８月１０日




