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【新年のご挨拶】          荒川区長 西川 太一郎 

  

新年、あけましておめでとうございます。新たな年が、東京都行政書士会荒川支

部の会員の皆様方にとりまして素晴らしい１年となりますよう、心からお祈り申し

上げます。また、皆様方には、日頃より区政の円滑な運営に御尽力を頂き厚く御礼

を申し上げます。本年も宮川修支部長様のもと、行政書士会の地位向上と業務発展

のため、御活躍いただきますことを心から御期待申し上げます。 

 昨年は、新型コロナウイルスがより感染力の強いオミクロン株に変異し、新規感染者が全国的

に急増するなど区民生活に大きな影響を与えました。区では、区民の健康と暮らしを守ることを

最優先に、保健所を中心にして全庁をあげた体制をとり、オミクロン株対応ワクチンの早期接種

や医療・福祉現場における感染防止対策に取り組むとともにプレミアム付き共通お買い物券の発

行、区内事業者の経営支援、子育て世帯への支援、子どもたちの学習支援など、様々な分野で区独

自の対策を実施してまいりました。 

 こうした中、あらかわ遊園のリニューアルオープン、尾久図書館の整備、東尾久本町通りふれあ

い館並びにひぐらしふれあい館の開設など、区民サービスの充実にも努めてまいりました。本年

も、引き続き「幸福実感都市あらかわ」を目指し、区民の皆様が、荒川区で生まれてよかった、荒

川区に住んでいてよかった、と実感していただけるよう、区政のあらゆる分野で、全力を尽くして

まいります。 

 さて、会員の皆様におかれましては、長期化するコロナ禍で様々な不安を抱える区民からの相

談に応じるため、「行政書士相談」を休むことなく継続して実施され、親切、丁寧かつ真心のこも

った御助言を頂きました。さらに、「行政書士広報月間」の一環として実施された「暮らしと事業

の無料相談会」においては、多岐にわたる区民からの相談に、会員の皆様がチームを組んで対応さ

れ、大変好評であったとの報告を受けております。この場をお借りいたしまして、深い敬意と感謝

を申し上げます。 

 また、昨年５月には貴支部と「災害時における行政手続の支援活動に関する協定」を締結させて

いただきました。感染症と巨大地震や豪雨災害が同時に起こる複合災害も想定される中で、被災

した区民の生活再建と生活支援の早期実現を図るためには、貴支部の御協力が何よりも重要であ

ります。本協定の締結に御尽力いただきました皆様に、改めて感謝申し上げますとともに、災害時

には強力なお力添えを賜りますようお願いいたします。 

 区といたしましては、引き続き、区民の命と健康を守り、安全・安心な暮らしを支えるための対

策を国や都と連携して取り組むとともに、これまで得た経験や教訓を生かして様々な分野で区独

自の対策を今後も迅速かつ強力に進めてまいります。 

 皆様におかれましても、今後とも「身近な街の法律家」という区民と行政との橋渡し役としての

社会的役割を果たしていただきますとともに、コロナ禍によってお困りの区民の生活を守るため

より一層の御活躍を御期待申し上げます。 

結びにあたり、東京都行政書士会荒川支部のますますの御発展と、会員の皆様にとりまして、本

年が更なる飛躍の年となりますことを御祈念申し上げ、私の新年の挨拶とさせていただきます。 
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いつも皆様からのご理解とご協力を賜り、この場を借り

て御礼申し上げます。本年も何卒よろしくお願い申し上

げます。研修事業や無料相談事業の拡充が出来ればと考

えております。 

【年頭のご挨拶】 

東京都行政書士会 荒川支部 支部長 宮川 修  

 

 新しい年を迎え、皆様方には健やかに新年をお迎えになられたこととお慶び

申し上げます。  

 未だコロナ禍は収束には向かっておりませんが、昨年、当支部は、十分なコロ

ナウイルス感染防止対策を徹底した上で、支部活動の更なる充実を図ってまい

りました。 

 荒川区での「区民相談事業」、「空き家専門相談員派遣事業」及び荒川区内の小学校に対する「法教

育事業」で多くの成果をあげることができました。また、尾久警察署内における「暴力団等排除対策

講習会」、荒川税務署内における「インボイス制度」をテーマとした講習会等会員のため新たな研修

会等を開催してまいりました。 

 また、当支部と台東支部・文京支部の混合ソフトボールチームである「ＡＴＢ４８」が昨年１１

月、東京都行政書士会主催のソフトボール大会で第３位を獲得するなど会員の素晴らしい活躍があ

りました。 

本年も、昨年以上に充実した支部活動を進めていく所存でございます。そして、戸田政連支部長と

も連携・協力のもと、区役所等の行政機関や教育機関並びに金融機関等の関係諸機関との更なる関

係強化を図ってまいる所存でございます。 

結びとなりますが、皆様の益々のご発展とご健勝を心よりお祈り申し上げ、年頭の挨拶とさせて

いただきます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副支部長 

小林 伸太郎 

副支部長 

鴫原 則行 

副支部長 

三五 政彰 

副支部長 

戸田 光昭 

今年も支部役員、本会デジタル推進部員として会員の皆様

の為にできることをしっかりやっていきます。また、でき

れば法教育の授業を１つ開発して学校でやりたいです。 

令和５年は【ポストコロナ元年】として大いなる飛躍の年

にするため決意新たにスタートダッシュしていきます 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年は区内８つの小学校で法教育授業を実施することが

できました。 

法教育小部会では毎年、新しい授業メニューを製作し実践

も行っております。今年は講師のスキルアップにフォーカ

スして荒川支部の主力事業として推進して参ります。 
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新年おめでとうございます。長期間にわたって支部長そ

の他役員を務めてまいりましたが、今春の任期満了を機

に支部役員を退くつもりです。皆様には大変お世話にな

りました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あけましておめでとうございます。 

本年も支部活動にご理解、ご協力を賜り 

ますようよろしくお願い申し上げます。 

東京都行政書士会 荒川支部 役員一同 

  

理事 

近藤 正和 

理事 

倉島 進 

理事 

荒原 哲平 
理事 

荒牧 一彦 

理事 

川島 大仁 

理事 

黒須 久恭 

理事 

時政 英之 

理事 

堤 俊郎 

理事 

唐沢 博幸 

そろそろ支部活動も新型コロナウイルス禍前に戻りつつあ

ります。経理部としては皆様の活動が円滑に進むよう裏方で

お役に立てるようにしていきたいと思っています。 

支部活動に少しでも貢献できればと思います。 

引き続き精進します。 
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【１０周年を迎える会員のご紹介】 
令和５年に開業から１０周年を迎える会員を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この他に、荒原哲平会員が開業から１０周年を迎えます。 

１０周年おめでとうございます。これからもご活躍され続けることを祈念申し上げます。 

 

 

勝木 千尋 会員 （行政書士かなえ法務事務所 東日暮里５－４５－１０－４０２） 

 

≪現在の主な取扱業務≫ 

所属するかなえ法務事務所は、建設業、宅建業、産廃業などの許認可を 

メインにしており、私もそれらの業務を主に取り組んでいます。 

 

≪今まで経験した思い出など≫ 

これまで複数の先生方やスタッフに教えを乞うなどお世話になってきま 

した。ＡＤＲ研修では研修同期と励まし合い頑張ることができました。この仕事は周囲の方々

の助けがあってこそと感謝の毎日です。 

 

≪今後の展望や将来について≫ 

事務所のメイン業務に加え、最近は古物商や屋外広告など少しずつ広がってきました。顧客管

理などＰＣを使った作業も携わっており、今後はさらに業務の幅を広げつつＩＴと連動した業

務を推進できればと思っています。 

 

≪支部や会員へのメッセージ≫ 

コロナ禍により、支部や会員活動にかかる制約は増え、情勢の変化には驚くばかりですが、来

たるべきときに備え、力を蓄えておくことが重要だと思っています。これからもご指導、よろ

しくお願いいたします。 

秋元 準 会員 （独立コンサルＡＪ行政書士事務所 西日暮里６－６４－６ 共栄第７ビル２階） 

 

私は、２０１３年に行政書士登録した秋元と申します。 

主な取り扱い業務は風営、運送業、技能実習（入管業務）などになります。 

登録して約１０年経ちますが、軌道にのるまでの最初の１，２年が特に印象 

に残っています。しかし、コロナの印象があまりにも大きいので、コロナ前の 

記憶は薄れ、現在も新しい環境に合わせるのに必死です。 

今回、コロナになって大変苦労するところもありましたが、勉強になった事 

もありました。それはどんな環境になっても前を向く事が大事だという事です。 

個人的にはこのコロナ禍で業務に関係するクラウドサービスを開発したり、デジタルに対する

知見をより深める事ができました。 

今後は、顧客が簡単にオンライン手続ができる仕組みを提供するのと同時にＩＴリテラシーの

低い方をサポートできるよう行政書士の知識×デジタル知識の相乗効果を目指して参ります。 
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【コラム】 

● ソフトボールチーム ＡＴＢ４８のご紹介            理事 荒原 哲平 

荒川支部有志にて、台東支部・文

京支部と共にＡＴＢ４８(Ａ荒川、

Ｔ台東、Ｂ文京)というソフトボー

ルチームを結成しております。 

活動場所は、主に荒川土手にあ

る西新井野球場（荒川区の施設）で

毎週土曜日に活動しています。野

球、ソフトボールの経験の有無を

問わず、未経験の方でも活動して

おります。 

練習は守備練習やバッティング

練習などを行い、他支部のチーム

(新宿支部、豊島支部、練馬支部、

板橋支部など)との練習試合やそ

の後の懇親会を通じて交流をして

おります。 

また、毎年１１月に東京都行政書士会主催の

ソフトボール大会にもＡＴＢ４８として参加し

ており、過去には３位に輝きました。今年度も大

会に参加し、３位になりました。 

運動したい、他支部の先生と交流を持ちたい

という方は是非ご参加ください。その際は荒原

（電話３８０２－００１２）までご連絡くださ

い。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

【新入会員のご紹介】 
令和４年６月１日から令和４年１１月３０日までに入会された方を紹介します。 

 

増田 正司（ますだ まさし） 会員 （増田行政書士事務所 西日暮里５－２４－８） 

① 開業のきっかけ 

地元で祖父の代から自営業を続けておりましたが、廃業を余儀なくさ 

れ、その際に近隣の方々との繋がりを深く感じました。少しでもその 

恩返しをしたいと思い開業いたしました。 

② 趣味・特技 

映画鑑賞 壁紙貼り（事務所の張替え一人でやりました） 
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【総務部からのお知らせ】       総務部長 小林 伸太郎 

● 支部会員用メーリングリストのご案内 

当支部では、会員の皆様に向けて支部ホームページの他に、会員用

メーリングリストにて様々なご案内をさせていただいています。総会・

新年会・忘年会・支部内部勉強会のお知らせ等、いち早く情報が入り

ます。まだメーリングリストに登録されていらっしゃらない会員の方

はこれを機に是非登録をお願いいたします。 

 

≪登録方法≫ 

宛先： info@ara-gyo.sakura.ne.jp  

上記宛に①お名前と②メーリングリスト登録希望の旨を送って下されば登録手続きをいたします。

メーリングリストに登録を希望するメールアドレスから送って下さい。送信元のアドレスを登録し

ます。 

 

【経理部からのお知らせ】        経理部長 堤 俊郎 

● 支部会費納付のお願い 

平素は、支部活動にご理解・ご支援を賜りありがとうございます。 

新型コロナウイルス禍ではありますが、支部活動として荒川区内の

小学校における法教育授業や荒川区役所における無料相談会の開催

などを担当の先生方のご尽力で継続して実施しております。 

つきましては、支部活動を継続するためにも支部会費を下記により

ご負担いただきたくお願い申し上げます。なお、既にお支払いいただ

きました先生方には紙面をお借りして御礼申し上げます。 

 

                  記 

  令和４年度分支部会費  ８，０００円 

  振込先  三菱ＵＦＪ銀行日暮里支店 普通預金 

  口座名  東京都行政書士会荒川支部 宮川 修（ミヤカワ オサム） 

  口座番号 ００５７９７３ 

※ お振込みの際は、事務所名ではなく個人名でお振込みいただけると助かります。 

以上 

 

【事業部からのお知らせ】        事業部長 三五 政彰 

● 荒川区役所における無料相談会の相談員募集 （毎月第１・第４水曜日） 

当支部では、毎月第１・第４水曜日の午後１時から４時までの時間帯に、荒川区役所３階の区民相

談所にて無料相談会を実施しております。 

常時、相談員を募集しております。相談員としてご協力していただける方は、お気軽に下記までご

連絡いただけますと幸いです。ご要望に応じて相談員への説明会を適宜実施しております。 

宛先： sodan@ara-gyo.sakura.ne.jp （担当 三五） 
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● 荒川区内の小学校にて法教育を実施 

下記の日程にて、実施いたしました。 

今年度は８校へ訪問し、「決まりとＩＣＴ」などをテーマとして実施し、

マスク越しではありましたが、子供たちの笑顔がとてもまぶしかったで

す。子供たちから御礼の手紙をいただくこともあり、充実した法教育事業

となりました。 

 

 ６月１４日 峡田小学校     ６月２８日 尾久第六小学校 

 ６月２９日 第三瑞光小学校   ７月 ７日 第二瑞光小学校 

 ７月 ９日 第五峡田小学校   ７月１９日 第一日暮里小学校 

 ９月 ５日 第三峡田小学校  １０月１５日 赤土小学校 

 

 

● 第４回支部内部勉強会のご案内 

下記とおり支部内部勉強会を開催する予定です。詳細は支部会員用メーリングリストおよび支部

ホームページにてお知らせいたします。 

支部会員用メーリングリストの登録方法につきましては、前ページの【総務部からのお知らせ】を

ご参照ください。 

 

日  時 １月３０日(月) 午後７時から 

場  所 荒川区立生涯学習センター 第１会議室 

     （荒川３－４９－１） 

題  目 建設業の許認可業務について 

講  師 行政書士 鴫原則行 先生（当支部副支部長） 

定  員 ２０名 

会  費 無料 

※原則として本部・支部会費を完納している支部 

会員に限り参加できます 

申込方法 支部ホームページからお申込みください。 

 

● 第５回支部内部勉強会のご案内 

２月に王子公証役場の公証人を講師としてお招きし、勉強会を開催する予定です。公証役場にお

ける実務は、今後大きく変わる予定です。ぜひご参加ください。 

詳細は支部会員用メーリングリストおよび支部ホームページにてお知らせいたします。 

 

 

「あらぎょう」は荒川支部ホームページからも御覧いただけます。ぜひご覧ください。 

ホームページ https://arakawa.tokyo-gyosei.or.jp/ 

 

 

 


