
今回は、「目黒不動尊」をご紹介します。目黒区に住

んでいて、目黒不動尊を知らない人は少ないと思います。

でも名前は知っているが行ったことはない、という方も

いらっしゃるかもしれません。それに自分自身新たな発

見もしましたので、改めてご紹介したいと思います。

目黒不動尊は下目黒三丁目にあり、東急目黒線「不動

前駅」から徒歩約15分、JRの「目黒駅」からだと約20

分ほどです。正式には「泰叡山護國院瀧泉寺」といい、

天台宗の寺院です。不動明王を本尊としているため、一

般には「目黒不動尊」の通称で呼ばれています。

言い伝えでは、徳川家光が鷹狩をした際、愛鷹が行方

知れずになりこの目黒不動尊に祈願したところ、たちま

ち鷹が帰ってきたため幕府の手厚い保護を受けるようになったとのことです。真偽のほどは不明ですが、

家光の時代以後繁栄するようになったことは確かです。不動尊の境内には「独鈷の滝」があって、その水

を浴びると病気が治癒するとの信仰がありました。幕末に、西郷隆盛が主君島津斉彬の病気平癒を祈願し

て不動尊に日参したことがあったということですから、隆盛もこの滝

の水を主君に代わって浴びたのかも知れません。

ただこの不動尊、お堅いばかりでなく、江戸時代に富くじを行うの

を許されていて、「江戸の三富」と呼ばれていたそうですから結構羽

振りは良かったのでしょう。現在富くじはさすがにやっていませんが、

毎月28日は縁日が賑やかに催されています。

境内に青木昆陽の墓があることはよく知られていますが、「本居長

世の碑」もあります。この人は本居宣長の子孫で「十五夜お月さん」

や「赤い靴」の作曲者です。

一番の驚きは、「北一輝の碑」があることです。北一輝は、二・二

六事件を起こした青年将校たちの精神的指導者で、民間人で唯一処刑

された人物です。熱心な日蓮宗の信徒でしたが、この不動尊は天台宗

で宗派も違います。なぜここに碑があるのか。不思議です。

あと、この近所に評判のうなぎ屋があります。「にしむら」といい

ます。いつも行列が出来ており、味は絶品、値段は手ごろとのことで

す。ぜひ一度味わってみてはいかがでしょう。（山口誠治）

目黒さんぽ「目黒不動尊とひっそり佇む北一輝の碑」
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2017年4月21日に、東京都行政書士会目黒支部定時総会（以下、定時総会）ならびに東京行政書士政

治連盟目黒支部定期大会（以下、定期大会）が開催されました。各議案は全て満場一致で承認され、これ

により目黒支部の2017年度の船出が始まりました。

定時総会は、百瀬会員から有効成立が報告された後、各議案の決議が行われました。2017年度の目黒支

部の活動にむけては、①支部会員への情報提供、②職域拡大、③研修会等の支部事業の実施、④行政書士

無料相談業務の推進、⑤行政書士制度の維持、発展、ならびに法改正に対応

する諸活動への協力、⑥国際化に対応する地域密着型および中小企業支援

型の行政書士像の確立、といった６つの基本方針が提示されました。また

今回は、百瀬会員が新しい支部長として、他の新役員と共に承認されまし

た。

続いて行われた定期大会では、吉本会員によって有効成立が報告された

後、2016年度の活動報告ならびに収支決算報告、2017年度の活動計画

（案）ならびに収支予算書（案）などが議案として提示されました。全て

の内容が承認された後、吉本会員から、政治連盟が行政と行政書士の円滑

な活動を実現するための役割を担っていること、また法改正などの高いハ

ードルを越えていくには議員との関係強化が重要になってくる、などの説

明があり、連盟活動の意義を会場にいた支部会員と改めて確認する機会に

もなりました。

今回は私にとって初めての定時総会、定期大会でしたが、目黒支部の目

指す方向を理解するだけでなく、送られてきた議案書の事前把握、各会の

有効成立報告、議長・副議長選任、議案決議といった一連の流れの体験が、

実務をする上でも参考になりました。（足立）

2017年4月21日の総会において皆様の承認を受け、支部長に就任いたしました百瀬まなみと申します。

行政書士登録をして10年目にはいりました。最初は「支部っていったい、何？必須？」という状態でし

た。お誘いを受けて、まずは有志勉強会である「六法会」に参加し、だんだん先輩方との交流を深めていき

ました。

支部メンバーの人となりや得意分野がわかると、質問をしたり、力添えを頼んだり、

ということがしやすくなりました。いつしか「支部活動をしていてよかった」と思う

ようになりました。

地域に根差した支部は、行政書士の仕事をする上での基本的な単位です。自分が育

ててもらったように、後進も育成していこうと思います。

目黒支部は東京会の中でも人数の少ない方から何番目、という小世帯です。その分

、目配りもきくと思います。これからもその良さを生かして小ぢんまりとアットホー

ムな支部運営をしていこうと思います。どうぞご協力くださいますよう、お願いいた

します。
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目 部 活黒 動 告報支

百 部瀬 長支 よ り

～目黒支部定時総会・政連定期大会～

新 役 体員 制 に つ い て

2017年4月21日の目黒支部定時総会で目黒支部長に百瀬会員が、政治連盟

の支部長に吉本会員がそれぞれ選ばれ、これまでとは異なる体制となりました。

それに伴い、支部長の選任によって副支部長・理事・監事が次ページのとおり決

定しました。

また、目黒支部は、現在８つの部（総務部・法規部・市民相談部・厚生部・企

画開発部・研修部・広報部・会計部）によって支部を運営しており、役員はそれ

ぞれいずれかの部を担当しております。
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新入会員のお三方より一言

～役員一覧～



（半田）今回は広報部の取材で、新入・転入会員の皆様にいろいろと伺いたく、お集まり頂きました。本日は

百瀬支部長、稲垣前支部長にも同席頂いております。皆様宜しくお願いします。それでは百瀬支部長

から、ひと言お願いします。

（百瀬）本日は暑い中をお集まり頂き有難うございます。ここ一年ほど一定の間隔で若い方にご入会頂いてお

りまして、そういった方々にお話を伺おうという事でお集まり頂きました。自己紹介や忌憚ないご意

見などお聞かせ頂きたいと思います。

（半田）支部長から、支部組織について簡単なご説明を頂けますか。

（百瀬）支部長、副支部長、理事、監事で構成され、副支部長には各部の部長を、理事の方には各部の部員を

兼務頂いています。登録の若い方でも理事に就任されている方もいらっしゃいます。皆様には個別に

資料もお送りしましたので、後程ご覧ください。

（半田）それでは、新入・転入会員の方々に一人ひとり自己紹介をお願いできますか。行政書士業務に関係の

ないプライベートな事でも結構です。

（猪股）猪股佑介と申します。本年4月に登録し営業しておりますが、まだ業務の依頼は受

けておりません。現在も会社勤務で、契約書のチェックや経理・人事等に関する業

務を行っています。契約書の作成などを中心に、企業法務などを手掛けていきたい

と考えています。今日は、自分が疑問に思っている事で皆さんのお役に立つ事もあ

るかと思い参加しました。特技は、円周率70桁くらい暗唱できます。

【（一同）凄い！】

年齢は36、事務所名は「目黒大鳥行政書士事務所」で下目黒住区センターの近く

です。宜しくお願いします。

（井上）井上雄太と申します。新聞配達をしながら受験し、昨年7月に北区で登録しました。

5月に目黒に移転し、本格的に行政書士事務所を開業しました。前々職は都立大学

の不動産会社で働いており、そちらからのご紹介で産廃業の許認可を数件手掛けま

したが、自治体によってローカルルールのようなものがあり、なかなか難しいもの

だと感じています。業務は家系図の作成などを考えており、今後ホームページなど

で営業を行う予定です。年齢は31、自宅兼事務所です。趣味は将棋で、初段です。

インターネットでも良く対局しています。

（菅原）菅原宇広と申します。宜しくお願いします。今年1月に登録しまして、建設業許可

をご依頼頂きました。現在は祐天寺の法律事務所の事務職員を兼務しており事務所

を間借りしている状況ですが、いずれ独立開業も考えています。自宅は北千住です。

プライベートでは、最近あまりできていないのですが、フットサルとマラソンが趣

味です。年齢は35です。娘が一人おり、ワークライフバランスを心掛けて業務に

励んでいます。

（百瀬）支部でソフトボールも行っておりますのでぜひ。

（飯塚）飯塚祐也と申します。都立大学駅前で開業しております。行政書士は5月に登録し

たのですが、学習塾と不動産業も兼業しています。学生時代に法律職を目指して

勉強しており、その傍らで家庭教師や塾講師なども行っていました。卒業後、司法

書士事務所で不良債権処理などの業務と共にマネジメント業務も経験させて頂きま

した。その後学習塾を開業し経営が回るようになってきたので、再度法律関係をと

いう事で宅建と行政書士の資格を受験しました。おかげさまで入管や許認可等の仕

事も頂いておりますが、難しい案件も多いというのが実感です。お客様にご迷惑を

かけないよう、皆さんのご助言もお願いできればと思います。宜しくお願いします。

このコーナーでは、支部会員にインタビューをし、そこからそ

の人となりを知り、今後の業務や事務所運営に役立てて頂こう

と考えております。今回は特別編！！若手会員のみなさんと座

談会を開催。行政書士になったきっかけや目黒支部についての

印象等についてお聞きしました♪♪
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猪股会員

井上会員

菅原会員

飯塚会員

Ｐａｒｔ１ ～自己紹介～



　

　

（小山）小山翔太と申します。年齢は今年32です。登録は昨年12月ですが、私も専業では

なく、ｅ－ディスカバリー（注：民事訴訟における、電子保存されている証拠情報

の開示）業務を兼務しております。主に、米国から送られてきた電子情報について、

裁判に関係するか否かの仕訳を行う業務です。行政書士業務としては入管関係を手

掛けました。妻が中国語に堪能なので、今後は主に中国人関係のビザ申請を、また、

そこから会社設立等の業務に派生すればと考えています。特技といいますか、長時

間歩く事には自信があります。時間があれば乗り物より歩いての移動が好きですね。

事務所は自宅兼で青葉台です。宜しくお願い致します。

（半田）歩くのが好きな方には、ぜひソフトボールを（笑）

（久保杉）久保杉太輔と申します。宜しくお願い致します。自宅兼事務所で、中目黒で開業

しております。昨年9月に登録しました。行政書士業務は許認可を中心に考えてお

り、人の集まる場所にはなるべく顔を出すようにして営業しております。打診はあ

っても業務としてまとまらない事もあり、なかなか難しいものだというのが実感で

す。年齢は34です。小山先生から長距離を歩くお話がありましたが、私も歩く事は

好きです。考え事などの際も、歩きながら整理したりまとめたりする事がありますね。

（半田）行政書士を選んだきっかけを教えて頂けますか。

（久保杉）大学時代に教員から勧められて受験したのがきっかけです。

（猪股）司法試験を目指しており、その関連で受験致しました。クライアントを全力でサポートする業務に

魅力を感じます。契約書に限らず、相続等の民事関係も手掛けていきたいと思います。

（井上）家族が亡くなった際に行政書士に手続きをお願いしたのですが、自分でもこのような形で他人の役

に立ちたいと思ったのがきっかけでしょうか。

（菅原）法律事務所への就職に有利になるかと思い資格を取りました。法律事務所の業務を通して行政書士

資格の可能性を見直し、登録して頑張っていきたいと考えるようになりました。

（飯塚）行政書士に限らず士業を仕事にしたいという思いがありました。仕事の広がりやビジネスチャンス

を考えると、行政書士を選んで良かったと感じています。

（小山）以前から自営でやってみたいという希望はありました。それを前提にいろいろと調べた結果、やり

がい等も含め面白い職と感じました。

（廣瀬）役員会や総会などに同席頂いて、また先程の支部長からの説明等で、目黒支部の印象や感想などい

かがでしょうか。

（久保杉）支部が何を行う組織で、自分で何ができるのかもわからないというのが最初の印象でした。参加

してみた感じでは、とても勉強になりますし、顔見知りになった会員の方々に業務の事を、特に経

験で教えて頂けたりするのが有難いです。

（猪股）支部総会に同席させて頂き、会議中は慣れない場で緊張しましたが、懇親会でいろいろな方とお話

しさせて頂いて、大変心強く感じました。

（廣瀬）行政書士同士の繋がりは大事ですね。目黒支部では、目黒の他士業の方々とも交流会を行っていま

すので、こういった催しにもご参加頂ければ、他士業との繋がりもできるかと思います。

（菅原）私も支部総会に同席させて頂きました。幅広い年代の方々がいらっしゃって、いろいろな知識を吸

収できそうな感じですね。

（飯塚）皆様個人事業主であり、行政書士としてはライバルでもあるにもかかわらず、

先輩方が後輩の面倒をみようという仲間意識といいますか、そういうものが

あるのがすごく頼りになる業種だと思います。業務研修なども回数を増やし

て頂いたり、また我々からもお願いをしたりと、活性化のお手伝いもしてい

きたいと思います。

（小山）新年会や支部総会、六法会にも伺いました。新年会は政治家の方々も来られ

る大がかりなもので、ちょっと驚きました。六法会については業務を持ち寄

って検討したりなど、とても話のし易い場所だと感じました。
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小山会員

久保杉会員

Ｐａｒｔ２ ～若手会員への質問～
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（半田）新入・転入会員の皆さんからご質問などいかがでしょうか。

（久保杉）業務依頼が単発になってしまいがちなのですが、継続的に業務を発生させていくためのアドバイ

スなど頂けますか。

（稲垣）お客様に満足頂けると、別のお客様をご紹介頂けるという事はあるかと思います。ただし効果が出

るまでにはある程度の時間も必要です。3年くらいは必要なのではないでしょうか。私の場合は風

俗営業・相続業務を2本柱としています。例えば風俗営業では複数の店舗を出す場合などもありま

すが、やはり半年等の期間はかかります。それでもいろいろなところに種をまいておく事で、だん

だんと芽が出てくると思いますよ。

（久保杉）有難うございます。

（小山）関連した件なのですが、風俗営業は特殊な業務とお聞きしますが、どのように特殊な業務なのでし

ょうか。

（稲垣）特殊というよりも、近隣に病院や学校などがある

場合は設置できないといった要件があったりしま

すし、図面を添付して申請するのでフリーのCAD

ソフトあたりは使える必要があるかもしれません

ね。風営法の許認可は警察OBの浄化協会の方が

現地調査に来られますので、内部の寸法などはき

っちり測っておかなければなりません。

（飯塚）病院や学校の位置などはどのように調査されます

か。行政への確認など行っても良いものでしょう

か。

（稲垣）病院や有床の診療所などは教えてもらえると思い

ます。

（半田）皆様、本日はお忙しい中どうも有難うございまし

た。

参加者：飯塚祐也 井上雄太 猪股佑介 久保杉太輔 小山翔太 菅原宇広（各会員）

支部・広報部：百瀬まなみ 稲垣毅史 半田正美 小林奈央 廣瀬高志（各会員）

（敬称略させて頂きました。まとめ：廣瀬）

Ｐａｒｔ３ ～若手会員からの質問～

５月３０日、本会の定時総会に出席しました。会場は、独特の熱気の中、大盛況なものとなりました。

特に小池百合子都知事も御参加くださり、空き家対策などの新しい社会問題に都と行政書士が連携して活

躍することを期待しておられました。（他にも多くの政治家の方が街の法律家

としての手腕を期待されておりました）。

また、「建設の許可基準が他の県に比して不明確である。会から都に対して

基準の明確化を求めて欲しい」「商業登記業務への参入の話は完全に消えたの

か」等の様々な要望が本会になされ、最大の関心事である業務の拡大・改善を

本会に対して直接求める場となりました。

さらに、今回の総会は私にとって、本会や支部の活動の重要性を再認識する

場ともなりました。個人の活動のみでは実現できないことを本会や支部を通じ

て実現・解決できるかもしれないと実感したからです。

私と同じ新人会員の皆様には、是非本会や支部の活動に積極的に参加するこ

とをお薦めします。必ず自分にとってプラスとなる何かを見つけることができ

るはずです。

ただ、８時間以上におよぶ総会は長かったです笑（久保杉）

～東京会定時総会を終えて～

目 部 活黒 動 告報支



　　猪股　佑介 目黒区下目黒2丁目21-24-204 Tel: 080-3467-1899 ＜登録・4月＞

　　飯塚　祐也 目黒区中根1丁目1-8-3階 Tel: 03-3723-0372 ＜登録・5月＞

　　加藤　慎二郎 目黒区下目黒3丁目22-6-2階 Tel: 03-6206-8579 ＜登録・5月＞

　　井上　雄太 目黒区大岡山1丁目30-14-103 Tel: 03-6421-1397 ＜北支部より・6月＞

　　大東　圭 目黒区下目黒3丁目1-22 6A Tel: 03-6417-9544 ＜港支部より・7月＞

　　田邊　武範 目黒区原町2丁目13-2 Tel: 03-3714-6916 ＜登録・8月＞

目黒区鷹番2丁目3-5-208 ＜住所＞

　　中山　惇子 ＜廃業＞

　　池田　隆二 ＜廃業＞

＜廃業＞

＜転出（品川支部へ）＞

◆9月1日現在の目黒支部会員数は　　　　　　　　　　名です。

　　中川　中

　　梶山　英樹

　　倉富　淳子

今回の三支部合同研修会は、品川区のきゅりあんにて品川支部の長谷部博昭先生による、「失敗しない

契約書のツボ・コツ講座」でした。広い会場が、ギッシリ超満員でした。今回の研修会は、三支部以外か

らも、多数の支部から参加者が多く見受けられました。

やはり、法律実務において、一番の肝になる契約書についての「ツボ・コツ」であれば、一度は学んで

おきたいと考える先生方が多かったのだと思います。一般的に、契約書と聞くと良いイメージは持たれな

いでしょう。その先に、揉め事を連想させるからです。しかし、長谷部先生が研修会で力説されていたよ

うに、契約書の持つ意義とは、「契約の成立及び内容の説明を証明し、明確化し、紛争を予防するため」

なのです。契約書の文言によって、後に、契約関係の些細なことで揉めることは、よくあります。それに

よって、契約関係の有利不利が大きく異なります。

私たち行政書士が、クライアントファーストの立場から、契約書を作成

またはチェックを行う際には、依頼者がどちらの立場なのかによって見方

が異なります。

①こちらから契約書を提示する場合は、こちらに有利な内容になるよう

に修正したうえで提示、②相手からひな形を提示された場合、こちら側に

不利な内容がないかを要チェックすることが必要であり、可能な限り、有

利な内容に変更する交渉をすることも大切なことだと思います。（飯塚）
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支部会員の異動
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登録・転入

～三支部合同研修会～

目 部 活黒 動 告報支

～リバーサイドフェスティバル（目黒区商工まつり）～

7月22日(土)、23日(日)の２日間にわたり、目黒区民センターにて毎年恒例の目黒リバーサイドフェス

ティバル（目黒区商工まつり）が開催されました。目黒支部は、フェスティバルの特別企画「ビジネスチャ

ンス交流会」にてブース出展とセミナーを行いました。

ブースでは、来場された皆様に行政書士をより多くの方に知ってもらう

べく、行政書士会のパンフレット等の資料を配布いたしました。また、ブ

ースを出している他士業の方々や他団体の方々との交流も行なうことが出

来ました。

セミナーは２日目に開催され、足立会員が担当いたしました。タイトル

は『商品・サービスの価値をしっかり伝えるマーケティング・コミュニケ

ーション』。小豆島のオリーブ農家を例にして価値の「みえる化」「最大

化」についてお話しされました。（小林）

転出・廃業

変更



支部会計監査・支部役員会を開催 東京商工会議所目黒支部役員会・評議員会

総務部会を開催 に出席

支部長会に出席 商工まつり（リバーサイドフェスティバル）

支部総会を開催 に参加

NPO法人目黒中小企業診断士会総会に出席 東京会広報月間会議に出席

東京商工会議所目黒支部役員会・評議員会 SUNまつり事前説明会に出席

に出席

東京商工会議所目黒支部分科会に出席

東京会総会に出席

総務部会を開催

支部役員会を開催 ソフトボール大会責任者会議に出席

支部長会に出席

支部長会に出席

　　　　◆ 上記の他にも福利厚生行事、有志による勉強会の開催、東京会のイベントにも積極的に参加を予定しております。

／ 1月は開催なし

／ ／

／ ／

鈴木隆道都議意見交換会に出席

栗山よしじ前都議都政報告会に出席

6月15日 自民党各種団体総決起集会に出席 7月22日 伊藤ゆう都議報告会に出席

6月3日 伊藤ゆう都議候補トークイベントに出席 7月3日 斉藤やすひろ都議・伊藤ゆう都議に

6月6日 鈴木隆道都候補議励ます会に出席 当選の祝電

5月15日 ～30日 （26日、28日、30日の計3日出席）

29年 4月24日 6月26日 鈴木隆道都議候補演説会に出席

下川　眞規 百瀬　まなみ

　　　　　※ 相談日は毎月第１月曜日の13時～16時、場所は目黒区総合庁舎で行われています。

12月4日 担当 ： 山口　芳樹 久保杉　太輔 3月5日 担当 ：

11月6日 担当 ： 柿原　健作 福田　昌勝 2月5日 担当 ： 木佐木　慶子 渋谷　忠嗣

10月2日 担当 ： 角　正伸 足立　繭子

　　　　　されます。参加希望の方は渋谷会員（shibuyagyosei16@gmail.com ）まで。

　　　　◆ 目黒支部では、ご協力頂ける会員の方を募集しております。支部の活動にご参加下さい。

　　　　◆ 2018年1月25日（木）八芳園にて支部新年会を行う予定です。

　　　　◆ 2017年11月3日（金）明治神宮外苑軟式球場にてソフトボール大会が開催

7月15日

6月8日 8月29日 支部長会に出席

6月21日 9月13日

6月27日 広報部会を開催 9月25日

東京会合同役員会に出席

5月18日 8月8日 3支部合同研修会を開催

5月30日 8月18日 SUNまつり広報月間合同事前会議を開催

5月13日 7月24日

5月17日 7月25日

8月7日

4月10日

4月15日 7月22日

4月21日 ～23日

29年 4月5日 7月19日
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目黒支部の動き

集

後

編

記★ スマホがいきなりフリーズして半年分の諸々のデータが飛びました。。。定期的なバックアップって大事ですね。（小林奈）

政治連盟目黒支部の活動

行政書士無料相談

目黒支部からのお知らせ（今後の予定など）

支部開催イベントのご案内

ぜひご参加下さい！

その他

★今期に入って、行政書士会館での会議がやたらと多くなりました。他支部の先生方からもお話を聞かせていただけ

る機会も多く、勉強になります。（半田）

★冷え性の私ですが、この夏はかなり暑くなるだろうから今年こそはカキ氷を食べよう！と思っていたものの、雨で涼しい日が多

かったため、結局食べず仕舞いとなりそうです。（茂田）

★エアコン風邪が長引いて、夏らしいことの全くない夏でした。体力も顕著に低下している様子…秋に向かって鍛え

直さねば！（廣瀬）

★北一輝は、事件には関わってはいないが、青年将校たちに影響を与えた責任はあると、自ら死刑を望みました。人に責任を押し

付けてばかりいる政治家に聞かせたいことばです。（山口）

★最近、囲碁に関心があり、webサイトで独学中です。いつかは書士会の囲碁部にもお邪魔できるようになりたいと思っています

が、道は遠く…既に挫折ぎみです。 （足立）
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