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【令和３年度第１回支部研修】

　川崎南支部は毎年１月後半に支部研修と新年
会を行ってきましたが、今年は新型コロナウイ
ルス感染症のため中止、代わりに会員が自宅で
受講できる動画を配信しました。
　１月３０日（土）、川崎ミューザの研修室
で、支部研修会の録画がありました。

　令和３年度第１回支部研修のタイトルは
「行政書士によるオンライン相談（Ｚｏｏｍ入
門編）」

　Ｚｏｏｍならこの方ということで、毎月Ｚｏ
ｏｍで“かわみ勉強会”をオンライン配信して
くれている梅本先生が講師を務められ、約１時
間の講演をされました。

ミューザ川崎での録画風景

　内容は、Ｚｏｏｍの使い方、オンライン相談
の進め方など、相談者とオンラインで繋がり、
相談することを予定して、具体的にどのような
感じになるのか、Ｐｏｗｅｒ�Ｐｏｉｎｔでわ
かりやすく説明されました。
　Ｚｏｏｍが苦手な先生方もこの講義を聞け
ば、すっかりやる気になったのではないでしょ
うか？
　話しの巧さには定評がある先生ですから、録
画のために集まった参加者の先生方も、分かり
やすい内容に、じっと聞き耳をたてて、退屈す

ることなく講演を聞かれていました。

梅本先生の面白くてためになる講義

　最後に、「相談中、ジャージ姿の下半身！」、
サラリーマン川柳をもじった一句で締めたの
も、さすが、行政書士の他に漫才師の顔を持つ
梅本先生でした。
　新型コロナウイルス感染症の終息が見えない
なか、オンライン相談の需要はますます高まる
ことが予測されます。また、コロナが収束して
も、日本全国、海外からの相談があると思われ
ます。これからの行政書士業務ではＺｏｏｍ等
オンライン通信システムは重要なツールのひと
つとなるでしょう。

　なお、この講義の動画は、後日、支部のＨＰ
で閲覧することができます。
� （厚生部　安達郁子）

２０２０年度第２回�
� 鶴見・神港支部研修会開催のご報告

　令和２年１１月２６日、Ｗｅｂ会議（Ｚｏｏ
ｍ）を用いて２０２０年度第２回目の支部研修
会を開催いたしました。「建設業許可−決算変
更届の根幹と業法改正の核心−」というテーマ
で、当支部の望月亮秀会員に講師をしていただ
きました。支部内外から５３名の方にご参加い
ただきました。また、今回は試験的に録画を行
い、後日支部会員が視聴できるようにしました。

川崎南支部

鶴見・神港支部
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　１限目は、建設業許可の決算変更届について
ご講義いただきました。
　初心者が間違えやすい点を中心に、工事経歴
書、直前３年の各事業年度における工事施工金
額、財務諸表について解説をしていただきまし
た。
　建設業の財務諸表は税務署に提出する決算報
告書とは別物であり、「知らなかった」では済
まされないという観点から、新人の方には決算
変更届の意味を理解していただき、ベテランの
方には建設業の特殊性を再認識していただける
ような内容となっておりました。

　２限目は、建設業法の改正点を中心にご講義
いただきました。
　既に改正された点だけでなく、講義後に公
布・施行された押印廃止に関する省令に言及さ
れた点は、建設業手続に精通された望月会員な
らではだったと思います。
　手続の代理だけでなく、建設業の全体像を把
握することで経営そのものを支援していくこと
が、これからの行政書士のあり方であるという
のが講師からのメッセージでした。

　以上が当初予定していた研修内容で、録画は
ここまでとなりました。Ｚｏｏｍならではとい
うことで、お時間のある参加者に残っていただ
き、録画には収まらなかった内容を講師にお話
ししていただき、質疑応答を行いました。Ｚｏ
ｏｍによる研修は試行錯誤の段階ですが、映像
を利用した演出もあり、実際に会場に集まるも

のとは一味違う研修会となりました。
� （作成：研修部高橋）

緑支部令和２年度第４回研修会のご報告

日　時　�令和３年１月２２日（金）�
１８：３０〜２０：３０

題　目　�「ペットについて考えること〜相続や
ペット相談対応（実例を交えて）」

講　師　山口貴之会員

　コロナ禍が収束しないまま新年を迎え、２度
目の緊急事態宣言が発令された中で緑支部では
４回目の研修会が開催されました。開催のお知
らせが発表された１２月末時点では、会場での
開催と後日ＹｏｕＴｕｂｅ動画配信の予定でし
た。しかし緊急事態宣言が発令され開催数日前
に急遽、会場開催は中止となり、Ｚｏｏｍによ
るＬＩＶＥ配信と後日ＹｏｕＴｕｂｅ動画配信
となりました。

　講師は行政書士ＡＤＲ神奈川副センター長で
あり愛玩動物飼養管理士、そしてＡＦＰの資格

緑支部
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をお持ちで、ペット法務をはじめ成年後見・遺
言・相続分で活躍されている山口貴之会員にご
講義頂きました。ペットはこの地域では身近な
存在でありますが、行政書士の仕事としては
ニッチな分野であることから、専門特化した事
務所経営の実態に興味ある新人の会員を中心に
受講されました。
　まず、代表的なペットビジネスを紹介されま
した。これによりますと人とペットが様々な形
態で関わっていることがわかりました。その上
で、行政書士としてのペット法務のお話となり
ました。事業者向けとして、主に許認可や各種
契約書作成。個人向けとして、事故の際の事実
証明。こちらは弁護士に繋ぐ前の一時対応の資
料作成となります。また、行政からの依頼で法
改正に伴うアドバイスも依頼される様です。こ
れは専門知識だけでなく、資格・人脈を持つ講
師が各方面から信頼されてることがわかりま
す。後半は、トラブル相談の対応実例の紹介か
ら始まりました。様々なトラブル形態があり、
それに対して長時間相談に乗ると落ち着く相談
者、ＡＤＲや弁護士を紹介する等ケースバイ
ケース対応している旨、説明されました。レ
ジュメも数種類も用意されており、体系的に見
やすくわかりやすいもので、今後も役に立ちそ
うです。
　今回の研修会によって、なかなか知る機会が
少ないペット法務について情報を頂き、また専
門特化を狙う会員の為にも事務所経営の参考に
つながったことと思います。
　最後に、講師の山口貴之会員、研修部の皆さ
ま、直前の変更対応等も含め諸々ありがとうご
ざいました。� （広報部　荻原有記）

第２回研修会の報告と�
� 支部フェイスブック（ＦＢ）のご紹介

　旭支部では、地域の皆さんに、“わが町の法
律家”として行政書士をより身近に感じていた
だき、もっと親しんでいただけるよう、無料相
談会の詳細や勉強会・研修会などの活動をホー
ムページだけでなく、もっとフットワークの軽
いフェイスブック（ＦＢ）でも紹介していま
す。（末尾ＵＲＬ参照。“フォロー”をお願い
します。）
　今回は、その一部、２０２１年１月２８日
（木）の「第２回研修会の報告」の投稿をその
ままご紹介します。

２０２１年１月２８日（木）
＜旭支部第２回研修会＞
　
　時間：１７時〜１８時３０分
　開催：Ｚｏｏｍによるリモート研修

　コロナ禍でも旭支部は、様々な工夫をし、着
実に活動をしています。

　本日（１／２８）、今年度第２回目の研修会
を実施しました。まずは、今回初めて研修会で
の司会を務める矢崎先生が開会宣言。
　支部長挨拶へとつなげました。
　支部長からは、淡々と、“コロナ禍に負け
ず、がんばりましょう！”との趣旨の挨拶があ
り、その後、旭支部会員の上村先生から、画面

旭支部
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共有でパワーポイントを使用し、相続税でも必
要になる「路線価」を含めた「不動産価額の捉
え方」についての講義がありました。
　講義の後は、ご自身の経験談などが披露さ
れ、研修は、１８時３０分近くに終了しまし
た。
　
　「価額」と「価格」の違い、不動産鑑定の手
法、評価額について旭区内の近隣の事例の紹
介、また、最後には、数日前、新聞にも掲載さ
れた大阪での「路線価の見直し」についてのコ
メントもありました。
　研修の状況は、写真の通りで、受講された先
生方の表情をご覧ください。
　
　次回は、令和３年３月４日、１７時〜１８時
３０分、大和・綾瀬支部との合同研修会を予定
しています。
　講師は、恥ずかしながら、私めが勤めさせて
いただきます。
　講義内容は、仮題「日常業務に、即、役立つ
ＩＣＴ」です。
　具体的には、話したい事がいっぱいで、どれ
をチョイスするか検討中ですが、日常業務での
文書作成時などに役立つ“チップス”（ちょっ
とした便利機能や裏技）や依頼人との相談にビ
デオ会議などを使えないか？などを検討してい
ます。

　また、コロナ禍で急増している、フィッシン
グ（なりすまし）メールの危険性と見分け方な
ど、情報セキュリティについては、時間を割い
てでも説明したいと思っています。

� 広報担当　高橋（正）
※旭支部ＦＢのＵＲＬ：https://www.face�
book.com/gyoseiasahi

　コロナ禍で顔を合わせる機会が制限される
日々が続き、情報交換の場が失われているなか
で、やはり一番不安を抱いているのは行政書士
登録したばかりの新入会員ではないだろうか。
そんな思いから、鎌倉支部では、Ｚｏｏｍを
使った支部会員オンラインミーティングをやっ
てみよう。ということになりました。
　コンセプトは、気楽なサロンのようなイメー
ジで、事前申込も特に募らず、ミーティングの
録画・録音はご遠慮いただき、途中入室・退室
もＯＫという緩いものを設定しました。
　１２月１２日（土）、２８日（月）と続けて
開催し、１月２０日（水）には特別ゲストとし
て行政書士会南・港南支部所属の小滝芳之弁護
士にご参加いただきました。
　手探り状態の出発であり、初回には先輩先生
の事例紹介の最中に、ワイン片手に入室する会
員がいたり（それは私です）、予想以上に話が
尽きなく、途中退室ＯＫとはいえ、時間の設定
を明確にした方が参加しやすい方もいるだろう
かなど、回を追うごとに形が調整されて来まし
た。今も発展途上です。
　会では思いの外、新人会員の皆さんのたくま
しさに出会うことになりました。不安は尽きな
いでしょうが、このような状況の中で素晴らし
い奮闘をなさっておられる。
　また、もちろん新入会員をターゲットにした
ミーティングのつもりはなく、大先輩諸先生方
もご参加くださり、長年の経験で蓄積された貴
重な業務の裏話などを披露してくださいまし
た。
　小滝芳之弁護士にご参加いただいた回は、こ
の閉ざされた場で弁護士先生に質問ができ、し

鎌倉支部
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かも小滝先生が（みなさんご存知の）軽妙な語
り口でお答えくださるので、新入会員もリラッ
クスできた様子で、本当に楽しく、ためになる
時間を過ごすことができました。
　ありがたいことに、毎回２０名ほどのご参加
をいただいていて、それはとても励みになりま
すが、例え参加者が１名でも２名でも自事務所
（自宅）からの発信ですので、気負わず続けら
れたらいいのではないかと思っております。
　再び一堂に会し、乾杯！を唱和できるその日
まで、ゆるーくながーく続けて行きたいと思い
ます。� （小林三千世）

講習会・研修会を�
� 支部会員向けにＶＯＤ配信

　湘南支部では、例年、新年明けの支部行事と
して相談員向け講習会、研修会および新春の集
いを開催しております。しかし、昨年から続く
コロナ禍により、今年度は新春の集いは開催を
取り止め、講習会および研修会はＶＯＤ方式に
て配信を行い、支部会員に視聴していただくこ
ととなりました。支部会員限定のＶＯＤ研修
は、新たな試みとして、今年度当支部で取り組
んでおり、第１回目は「相談力ＵＰ！行政書士
の相談の受け方や提案力の向上を考えよう」と
いう内容で１２月４日より配信を開始し、これ
までに多くの支部会員が視聴しています。
　今回、支部会員限定のＶＯＤ研修第２弾とし
て配信されたものは、下記の２講座です。

【ＶＯＤ講習会】
内　　容：公的無料相談員講習会
講　　師：武藤卓哉会員（当支部相談部員）
【ＶＯＤ研修会】
内　　容：�不動産鑑定士による相続対策の具体

的事例

講　　師：�不動産鑑定士　岩間修司様（いわま
相続不動産コンサルティング代表）

　「公的無料相談員講習会」は、当支部で実施
する公的無料相談の相談員になるための必須の
ものとなります。当支部で行っている公的無料
相談の趣旨、心得、注意点などについてＱ＆Ａ
を交えながら武藤相談部員より説明がなされま
した。本講習会は、初めて受講される会員に
とっては公的無料相談の意義を学ぶ場となり、
相談員として活躍している諸先輩方にとっては
公的無料相談のおさらいや最新の事務事項を共
有する場となりました。

　「研修会」は、講師の岩間様が不動産鑑定士
として体験されたいくつかの実例を題材に講義
が進められました。他士業による実例講義でし
たが、事例ごとに問題点・現状分析・改善提
案・実際に行ったこと・効果などが細かくまと
められており、私達行政書士が行う遺言・相続
業務に活用できるヒントが盛り込まれた、大変
有意義な内容となりました。

　昨年からコロナ禍が続いており、支部会員同
士の貴重な懇親の場やライブでの研修会を開催

湘南支部
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することができておりませんが、今後も状況に
合わせた手法で支部会員に有益な情報・研修内
容をお届けできるようにして参ります。

支部と政連合同のご挨拶回り

　昨年１２月下旬、相模原支部と支部政連の合
同活動として、相模原市長をはじめ相模原市議
会、会派、市民相談室、県会議員、公証役場を
回り、一年の活動報告と今後の活動へのご協力
についてお願いをしてまいりました。
　一昨年末も同様にご挨拶回りをさせていただ
き、その際に神奈川県行政書士会と神奈川行政
書士政治連盟の連名でのカレンダーをお配りし
ました。それが大変好評いただいたようで、ま
た期待して待っていた。との嬉しい声を聞くこ
とができました。
　本村市長にも、お忙しい中に時間を調整して
いただき、短い時間ではありましたが直接面会
し、日頃から市民皆様に寄り添った活動をして
いることに対する感謝のお言葉をいただきまし
た。
　一昨年、相模原市は激甚災害に指定された台
風により大きな被害を受けました。その際の相
模原市からの災害支援要請に対して、いち早く
参加を表明し動いたのが行政書士会でした。被
災地近くに設置された３か所の災害相談室へ８
日間にわたり、率先して手を挙げてくださった
延べ２３名の支部会員が参加しました。昨年は
新型コロナに関する臨時市民相談会が開催され
ましたが、それにも市からの要請を受け休日関
係なく全６回全てに参加しました。どちらも喜
ばしい出来事ではありませんが、行政に対して
行政書士の存在を知っていただける機会になっ
たと思います。
　より強い市民と行政を繋ぐ架け橋になるため
には、市民の皆様だけでなく、行政の中でも行

政書士の仕事をさらに知っていただき、行政の
様々な場面で行政書士を活用するメリットを理
解していただくことが必要と思います
　年末のカレンダーをお渡ししながらのご挨拶
は、たとえ短い時間でも我々行政書士の存在を
アピールすることができる貴重な活動と思いま
す。まだ２回目の活動でしたが、小さいながら
も反響もあり、継続することの大切さを感じる
ことができました。

　新年早々に緊急事態宣言が発令されるなど、
コロナ禍はまだ終わりが見えない状況ですが、
感染防止対策をしながらも止まることなく、柔
軟な姿勢で活動を継続することが重要と感じて
います。� （岡　光栄）

令和２年度第２回平塚支部研修会報告

実施方法　ＹｏｕＴｕｂｅによる動画視聴
撮 影 日　令和２年１２月２０日（日）
撮影場所　�ひらつか市民活動センター�

会議室Ａ
視聴期間　�令和２年１２月２８日（１２時）〜

令和３年１月３１日（１２時）まで
テ ー マ　�｢自動車保管場所（車庫）証明申請

と相続による自動車移転登録につい
て｣

講　　師　�行政書士　岩松秀寿先生�
（平塚支部）

申 込 者　４９名

相模原支部

平塚支部
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　神奈川県行政書士会平塚支部第２回研修会
は、当支部では初となるＹｏｕＴｕｂｅによる
講義の動画視聴という形で開催いたしました。
視聴期間（令和２年１２月２８日から令和３年
１月３１日）を設けた形で実施し、４９名（平
塚支部３７名、他支部１２名）の視聴申込をい
ただきました。
　始めに小田支部長から開会の挨拶が行われ、
その後、講師岩松先生の自己紹介に続いて、講
義の内容へと進んでいきました。講義の内容
は、車両制限令を始めとする車庫証明申請の注
意点、岩松先生が実際に車庫証明申請をした
数々の事例、車庫証明申請書および自動車移転
登録時のＯＣＲシートへの記載例など、細かく
ご説明をいただきました。実際に、車両を保管
する現地調査の重要性などもお話ししていただ
きまして、改めて車庫証明申請の面白さを痛感
する内容でありました。また、岩松先生にご用
意していただいた研修資料も細かく記載がされ
ており、生講義と変わらないクオリティで研修
会が開催できたものと思っております。参加者
の先生より次のようなお褒めのお言葉をいただ
きました。

〇�非常に丁寧で濃密な内容で感謝しておりま
す。また詳細なテキストの配布にも感謝して
おります。

　上記のお褒めのお言葉にもあるように、岩松
先生の講義は、細かな資料と確かな経験に裏付
けられたとてもわかりやすいもので、何度でも
視聴を繰り返したいと思う内容でありました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため第１
回（ＺＯＯＭによるオンライン研修）に引き続
き、生講義による開催ではありませんでした
が、この動画視聴のメリットは、「視聴期間中
は何度でも視聴できる」「会場までの移動が不
要になる」ということが挙げられると思いま

す。令和３年１月に２度目の緊急事態宣言が発
令され、行政書士業務においてもＷＥＢ等によ
る業務変革が求められる時代にはなってきてい
ると感じておりますが、こうした研修において
業務の基本を学ぶ事が変革への第１歩であると
信じて自己研鑽に励みたいと、再度考えさせら
れる研修となりました。また、第１回研修会に
引き続き、懇親会はありませんでした。ＷＥＢ
研修などが主になってきた今般、以前のような
交流が出来るようになってほしいとも強く思っ
た研修会でもありました。

令和２年度�
� 支部相談員初任者研修会を開催

日時：令和３年１月２６日（火）
　　　１５：００〜１６：３０
場所：ベテルギウス２階　支部部室
講師：安部正彦会員（当支部副支部長）

　例年実施している支部相談員初任者研修会を
今年度の新入会員２名を迎えて開催いたしまし
た。
　「支部相談員となるにあたっての注意事項」
というテーマで、相談員としての一般的な心得
から特殊な相談者対応にまでわたった内容と
なっております。
　来年度の支部相談会は、例年と同じような形
態で実施できるかどうか不透明な状況ではあり
ますが、今後も支部として相談員の研鑽に努め
てまいりたいと思います。
　なお、令和２年度の支部総会において決定し
た通り、当支部の相談員は原則として電子メー
ルで連絡可能なことが条件となります。
　新たに支部へのメールアドレスの登録を希望
される支部会員は、下記アドレスまでご連絡く
ださい。（すでに支部から電子メールでお知ら

大和・綾瀬支部
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せなどが届いている会員は、あらためて登録す
る必要はありません）
gyosei@yamatoayase-gs.com

令和２年度海老名市街頭無料相談会

日時：�令和２年１０月１７日（土）�
１０時３０分〜１４時３０分

場所：イオン海老名店　特設相談会場

　令和２年１０月１７日（土）に令和２年度海
老名市街頭無料相談会を開催いたしました。
　この街頭無料相談会は、毎年行われる行政書
士制度広報月間に合わせ、例年、座間市で１
回、海老名市で１回行っていたのですが、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、座間市で
の相談会が中止となってしまったために、今年
度唯一の街頭無料相談会になってしまいまし
た。
　開催にあたっては、感染防止対策をどのよう
に行うかを重点に支部役員会で検討・準備を行
い、例年よりも開催時間を短く設定する、ご相
談者様との間に仕切板を設ける、相談を終える
度に机・椅子を消毒液で清掃する、相談会場へ
の誘導や呼び込みは行わない等々の対策を実施
しました。

　また、そのような
背景であったためご
相談者様も少なくな
るのではないかと懸
念しておりました
が、事前にタウン
ニュース様での告知
が好影響を及ぼした
のか、開始時間早々

からご相談者様が来場されるなどの嬉しい驚き
がありました。結果的には、例年並みの相談件

数となりました（相続７件、遺言１件、悪質商
法１件　合計９件）。
　ご相談件数が例年並みで終えたこともさるこ
とながら幸いにも感染事故なども起こさず会を
終えることができたことは大きな成果であった
と思います。

　このような状況にも関わらず、会場を快くご
提供いただき、また、感染防止対策にもご協力
をいただきましたイオン海老名店様に対しまし
て紙面からではございますが御礼を申し上げま
す。また、当日相談員としてご参加いただきま
した先生方にも感謝申し上げます。

【通信員後記】
　掲載した写真では分かりにくいかも知れま
せんが、相談会場に仕切板（レンタル＼２，
５００円／台）を設置して相談にあたりまし
た。飛沫感染防止とはいえ、ご相談者様との間
に仕切があること、及び、ご相談者様も相談員
もマスクをしての対応であったため、相手の声
が聞き取りにくく、何度も聞き返す場面があっ
たことは、致し方ないとはいえ次回以降の改善
点であったと感じております。また、例年であ

海老名・座間支部
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れば相談会後には参加された相談員の先生方と
の慰労（懇親）会もあるのですが今回は見送り
となりました。次回以降の楽しみにとっておく
ことにしたいと思います。
� （支部通信員　石黒祐功）


