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２０１９年度�
� 第１回鶴見・神港支部研修会のご報告

　２０１９年６月１２日（水）１８時より、鶴
見公会堂７階会議室において、２０１９年度第
１回鶴見・神港支部研修会が行なわれました。
研修会の出席者は、当支部会員〇〇名　他支部
会員〇名、計〇〇名でした。今回の研修会は、
二部構成で行われました。

　第一部は、当支部の中澤正幸会員を講師に招
きました。中澤会員は、現在不動産会社の代表
取締役に就任され、現在も不動産業界にいらし
ています。テーマは、「宅建業の現状と基礎知
識、行政書士業務との関わり」でした。「宅建
業とは」、「宅建業数の推移」、「宅建業の現
状」、「宅建業者と行政書士業務のつながり」
についてご講義いただきました。

　第二部は、当支部副支部長の田村亜弓会員を
講師に招きました。田村会員は、長年不動産会
社に勤務されたご経験があります。テーマは、
「宅建業免許申請の基礎知識」でした。「宅建
業免許の申請手続き、「初めての申請」、「そ
の他の業務」についてご講義いただきました。

　長年不動産業界にいらした経験がある両会員
のわかりやすい講義と豊富な資料のおかげで、
参加会員は、宅建業に関する様々な事柄、宅建
業免許申請に際して必要な書類は何か、依頼者
にどのような確認をするのか、より具体的なイ
メージを持つ事ができたように思います。
　
　懇親会にも、中澤会員と田村会員をはじめ、
多くの会員にご参加いただきました。研修会の
感想や活発な情報交換を行って、ツルシンらし
い雰囲気の中、大いに楽しみました。
� 冨澤　博

緑支部令和元年度第１回研修会のご報告

日時　�令和元年８月３日（土）�
１５：００〜１７：００

場所　長津田地区センター中会議室
題目　�「許認可業務のはじめの一歩〜運送業許

可申請を例として」
講師　伊達佳弘会員
　新年度となり第１回研修会が開催されまし
た。講師は本会運輸警察部長であり緑支部推薦
理事の伊達佳弘会員にご講義頂きました。緑支
部ではこの１年間で新人会員が増員しており、
行政書士の仕事の王道である許認可業務の基礎
をお教え頂けるということで新人会員を中心に
多数の出席者で満席となっておりました。

鶴見・神港支部

緑支部
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　前半は許認可業務全般に関わること、仕事の
進め方についての説明でした。我々はお客様と
行政の橋渡し役ということで、ヒアリングにつ
いて、言葉の意味、コツそして注意事項等をお
教え頂きました。「幅広い知識」と「洞察力」
が求められるとのことで、「人間性を磨いて自
分の親が頼みたくなる行政書士になる様に」と
いうお言葉に大変感銘を受けました。これは成
功している行政書士が持つ共通点であると思い
ます。

　後半は７０頁を超えるテキストを使い、「今
日からできる運送事業」というテーマで、運送
業の専門家である講師がこの１年間に行った申
請事例を紹介し、実践的な内容を頂きました。
それは手引きのような一般的な内容ではなく、
蓄積された知識や経験を出し惜しみすることな
くお話されて大変内容が濃いものでした。講師
のお客様は紹介が中心であり、中には許認可業
務のお客様から相続業務も頼まれることもある
とのことでした。

　今回の研修会では、新人会員、そうでない方
にとっても許認可業務向上の大きな一歩となり
ました。皆さま自信を持ってお仕事に向かい合

うことができ、緑支部会員のレベルアップにつ
ながったことと思います。
　最後に、講師の伊達佳弘会員、研修部の皆さ
ま、ありがとうございました。
� （広報部　荻原有記）

南・港南支部研修会および懇親会報告

　令和元年最初の南・港南支部研修会を７月
２０日（土）に横浜市消費生活総合センター会
議室において山岸孝浩先生（川崎北支部、行政
書士法人シンシアインターナショナル副代表）
をご講師にお迎えし、「今がチャンス！入管業
務の取り組み方」（２０１９年４月の改正入管
法をうけて）というテーマに南・港南支部だけ
でなく、他支部から多数の参加（当支部　３５
名、他支部　５名　合計４０名）のもと開催い
たしました。

　研修内容は、本年４月施行の改正入管法に
よって創設された在留資格「特定技能１号」、
「特定技能２号」について、特定技能で外国人
を受け入れるためのポイントおよび留意点を解
説いただきました。
　特に、受入れ企業が法の定める１４の産業分
野（介護、建設、宿泊ほか）にあてはまるかな
ど確認すべき要件について具体例を上げ、非常
に参考となる実務的な研修内容でした。
あわせて、外国人留学生の就職支援のための特
定活動告示４６号についても対象となる留学生

南・港南支部
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の学歴、日本語能力、対象となる業務について
も解説がありました。
　今後、外国人の就業拡大が見込まれる中、今
回の改正は、特に、外食業、宿泊業、製造業、
建設業において特定技能の関心が高まり相談が
増加していくと考えられ、行政書士の業務拡大
の可能性が一層高まるのではないかということ
でした。
　ご講師のお話しは、ご自身の行政書士として
国際業務に取り組んでこられた経験、ご苦労を
踏まえての内容であったので、参加した新人行
政書士からベテランの先生方にも大変有意義な
ものでありました。
　まさしく入管業務への取り組みは、今がチャ
ンスと感じた次第でした。
　研修会終了後は、研修参加者の多くが肉料理
と美味しいワインの店に移動し、講師の山岸先
生を囲み、懇談し、また、４月から支部所属と
なった新人の先生方４人の自己紹介もあり、令
和元年最初の支部研修会を盛況のうちに終了し
ました。� （報告　上原孝）

【令和元年度第１回戸塚支部研修会】

　令和元年度第１回戸塚支部研修会を以下の通
り開催しました。
◇日　時：�７月２７日（土）�

１４：００〜１６：３０
◇会　場：�戸塚区総合庁舎　３階�

多目的スペース
◇テーマ：�「今日からできる！！自動車登録実

務」
◇講　師：�神奈川県行政書士会　理事�

運輸警察部長　伊達　佳弘　先生

　研修会に先立ち、支部長挨拶があり、続いて
日行連副会長に就任された当支部水野会員よ
り、ひとことご挨拶をいただいた後、新入会員
の紹介と続き、和やかな雰囲気の中、研修会が
スタートしました。
　伊達部長の講義は、自動車登録の基礎知識か
ら実務までを網羅しながらも、大変分かり易い
内容でした。車検証や登録書類の実物をふんだ
んに用いた解説は具体的で、知識の充足に留ま
らず、本研修会のタイトル通り、実務にもすぐ
に役立つものでした。
　講義後の質疑応答も活発に行われ、参加者の
熱心な様子がうかがえる研修会となりました。
　終了後、研修会の熱気そのままに、水野日行
連副会長、伊達部長にもご参加いただいての懇
親会が開かれました。
　講義内容の振り返りは勿論のこと、会員間で
の情報交換等、交流が深まる懇親会となりまし
た。� （研修担当　望月彦次）

【暴力団等排除対策本部�
� 戸塚分会活動報告】

　泉区暴力団排除推進協議会・令和元年度定期
総会が、６月７日（金）に泉区消防会議室で開
催され、暴力団等排除対策本部戸塚分会より泉
警察署担当の藤村宏二副委員長と木野和行委員
が出席しました。
　同協議会は、神奈川県暴力追放推進センター
と連携し、泉区の行政機関及び各種団体等に参

戸塚支部
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加を呼びかけ、暴力団排除運動を強力に推進
し、泉警察署管内から暴力団等の反社会的勢力
を排除して地域社会の発展と安全な街を目指
し、官民一体となって暴力追放運動を展開する
ものです。
　総会は、大貫会長、額田区長、川端泉警察署
長の挨拶の後、事業活動や収支決算が報告さ
れ、事業活動計画案や収支予算案について説明
があり、満場一致で可決されました。
　その後、反社会的勢力対策映像の上映と暴力
追放宣言（暴力団追放三ない運動＋１）があ
り、同会副会長による閉会のことばで総会は終
了しました。
（副支部長　兼　暴対本部戸塚分会委員　木野
和行）

令和元年度第２回�
� 終活・外国人無料相談会開催報告

日時：�令和元年７月１０日（水）�
１３：００〜１６：００

場所：横須賀市役所１Ｆ

　横須賀市役所において毎年４回の開催を予定
している終活・外国人無料相談会だが、今回は
役員改選後、新相談担当幹事にとって最初の相
談会の開催ということもあり、取り仕切る立場
の者としては終始緊張の連続ではあったが、相
談会は和やかに進行し１５件の相談件数をかぞ
えた。
　相談内容の内訳は、相続・遺言、青年後見に
ついてのものが多数を占めるものの、ここ最近
ではお墓に関する相談件数が増加している傾向
にあるようだ。その背景には様々ことが考えら
れるであろうが、少子高齢化社会の影響が相談
内容の変化として顕在化してきているように思
えるのは私だけではないはず。これからの行政

書士としては、お墓問題の知識は必須なものに
なる事間違いないでしょう。
　また、ご報告になりますが、横須賀市の後援
行事として開催されてきた当相談会は、次回の
開催から横須賀市と当支部の共催行事として装
いを新たにスタートすることとなりました。
� 相談担当幹事　松澤　功

令和元年度第１回支部研修会開催報告

日時：�令和元年７月２９日（月）�
１７：１０〜１９：３０

場所：ヴェルク　横須賀３Ｆ　第３研修室
題目：『民法（相続法）の改正について』
講師：�神奈川県弁護士会横須賀支部支部長�

松岡　義久先生

　令和元年７月２９日に今年度第１回支部研修
を３２名の先生にご参加いただき開催いたしま
した。
　研修テーマは「相続法の改正について」で、
弁護士の松岡義久先生（神奈川県弁護士会横須
賀支部長）に講師をしていただきました。
　講義は、まず六法で実際に条文を読み、次に
その条文についてレジュメに基づき、板書など
もしながら解説をしていくスタイルで行われま
した。読んだだけではピンとこない難解な条文
の内容を、改正の経緯から解説をすることで、
理解ができるようにして下さいました。
� 研修担当幹事：中村　勝晃

横須賀・三浦支部
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令和元年度　第１回研修会及び�
� 懇親会開催のご報告

　湘南支部では、令和元年度第１回目の研修会
及び懇親会を下記の日程で開催いたしました。

日時：�令和元年７月２０日（土）１４時〜１７
時（１７時３０分より懇親会）

場所；�藤沢市民会館　第２展示ホール
内容：�顧客目線に立った事業提案〜建設業許可

に関連して〜
講師：�神奈川県行政書士会　清水　泰輔　会員

（湘南支部　前支部長）

　当日は天候にも恵まれ、支部会員および他支
部会員、総勢６３名の方に研修会へご参加いた
だきました。
　講師の清水泰輔先生は、平成２７年度〜平成
３０年度の湘南支部長を４期務められ、業務で
は建設業許可を中心に許認可申請分野の第一線
でご活躍されています。
　本研修では「顧客目線に立った事業提案〜建
設業許可に関連して〜」をテーマに、第１部で
は、依頼者から正確な情報をヒアリングするこ
との重要性、各根拠法令の確認、業務遂行上の
注意点など、依頼処理の一連の流れについてご
講義いただきました。
　第２部では、依頼者の利益へと繋げる事業提
案力に欠かせない各法令の横断的理解の重要性
について、複数の具体例を基にご説明いただき
ました。
　具体例を用いた内容、有益な情報が数多く盛
り込まれた研修資料から、参加者の満足度の高
さが伺え、当日のアンケート結果では多くの高
評価をいただいております。
　研修会終了後は、同会場で懇親会が立食形式
で開催され、料理に合わせ地元・寒川神社の御

神酒なども振舞われました。
　研修会に引き続き、支部会員および他支部会
員、４５名の方にご参加いただき、会員相互に
とって良い情報交換の場になったことと思いま
す。
　湘南支部では、今後も定期的に研修会を開催
してまいりますので、皆さまのご参加を心より
お待ちしております。

２０１９年度�
� 第１回相模原支部業務研修会と懇親会

日　時　�２０１９年８月２日（金）午後５時〜
場　所　�ユニコムプラザさがみはら　セミナー

ルーム１
テーマ　�「グローバル化をリードする！！行政

書士としてのイスラム文化対応」
講　師　�合同会社ＣｒｏｓｓＢｒｉｄｇｅ代表

　食のバリアフリー推進協議会代表　
カーン恵理子先生

司　会　高島万希子先生

湘南支部

相模原支部
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　２０１９年度第１回相模原支部業務研修会は
合同会社ＣｒｏｓｓＢｒｉｄｇｅ代表、食のバ
リアフリー推進協議会代表のカーン恵理子先生
にご登壇いただき、「グローバル化をリードす
る！！行政書士としてのイスラム文化対応」を
テーマに講義していただきました。
　
　ムスリム（訪日・在日）の基礎知識から講義
は始まり、ムスリムとは？と云った基本的な事
からお話しいただけたので、一つひとつ知識を
積み重ねていき、理解が深まっていくのを肌身
で感じました。日本の様な非イスラム圏での日
常生活では何がどのように問題となり、それに
対して、どのように対応していけば良いのかと
いうとても実践的なことなど、目から鱗でし
た。例えば、職場にムスリムの方がいて、お酒
が飲めないと分かっていて、飲み会に誘うべき
かどうなのか。先生は、「飲み会で出される、
料理の内容など、正しい情報を彼らに伝えてく
ださい」ということを仰いました。そして、参
加するかしないかを考えてもらう。他にも、会
社でのムスリムの習慣をどう対応するのかな
ど、多文化共生の時代に私たちが考えていく必
要がある内容で、とても有意義な講義でありま
した。

　質疑応答では、ラマダン中の仕事について、
それが熱中症を引き起こす可能性がある場合は
どうしたらいいのか？という問いに対して、
「断食が始まる前に本人と話し合う。命の危険
がある場合は本人次第で、ラマダンをずらして
もらったり話し合うことが重要」とのご回答が

ありました。どの質疑応答も大変勉強になりま
した。これから、研修会で学んだことを実生活
のなかで活かし、また、理解を深めていきたい
と思いました。

　研修会終了後は場所を移動して、懇親会が行
われました。カーン恵理子先生もご参加され、
親睦を深めあいました。研修会と同じく、大変
有意義な交流の場となりました。このような貴
重な学びの場、交流の機会を頂きましたことを
心より感謝申し上げます。
� 相模原支部会員　今宮　祐貴

平塚支部研修会報告

日　時　�令和元年７月２０日（土）　午後２時
〜午後４時３０分

場　所　�ひらつか市民活動センター会議室ＡＢ
テーマ　�「交通事故業務入門　−行政書士がど

こまで扱えるのか−」
講　師　�行政書士　田後隆二先生（相模原支部

所属・神奈川県行政書士会会長）
参加者　３３名　　　　司　会　　金子智明

　令和元年７月２０日に開催された神奈川県行
政書士会平塚支部研修会は、先の神奈川県行政
書士会定時総会において神奈川県行政書士会会
長に就任された直後の田後隆二先生をお招き
し、「交通事故業務入門　−行政書士がどこま
で扱えるのか−」というテーマにて講義してい

平塚支部
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ただきました。
　田後先生は、この業務について実務はもとよ
り、各地で講師をされておられ、この業務に精
通されておられる数少ない方です。また、交通
事故実務研究会の事務局長も務められており、
同研究会は、２００回の開催を迎えたとのご案
内もございました。

　講義は、交通事故業務が行政書士の業務分野
であることの根拠、弁護士法第７２条の解釈か
ら始まり、実際にどのような業務であるのか、
業務の進め方、この業務においては後遺障害診
断書の読み込みも必要となることから後遺障害
に関する知識も備えておくこと等、詳しく講義
していただきました。
　講義を拝聴する前は、交通事故業務は業際上
の問題があり扱いにくいかと考えておりまし
た。田後先生からも実際に行政書士の業務でな
いと指摘してくる他士業もいるとのことでした
が、そこは毅然として根拠を示せば問題ないと
のご説明がございました。
　また、この分野に限らず昨今の依頼者は、
ネット等により事前に知識を身につけてから相
談にくることから、専門家としての研鑽を欠か
さぬようにとのお話もございました。
　研修資料については、田後先生が実際に受任
された案件を基に作成されたものをご用意いた
だき、実況見分調書、交通事故証明書、保険会
社からの損害賠償額計算書等を実務の流れに
沿ってご説明いただきました。また、この案件
では最終的に保険会社から支払われた損害賠償
額が、保険会社からの当初の提示額より数百万

円も増えており、依頼者の権利を確保したとの
ことでした。

　研修会の後は、ファニーサンセットにて懇親
会を開催致しました。本会から石川房治副会長
にお越しいただき、講師の田後先生にも参加し
ていただきました。懇親会は２４名の会員に参
加していただきました。田後先生含め会員同士
業務や近況を語り合い、美味しい料理とお酒を
いただきながら親睦を深めることができまし
た。� （副支部長：金子智明）

《令和元年小田原支部総会の報告》

　令和元年度小田原支部総会は、５月１７日
（金）午後４時から、会員総数１０８名のう
ち、出席者７１名の出席（委任状出席４２名）
で開催されました。上程議案はすべて満場一致
にて承認されました。今期の方針として、更な
る支部活動の活性化のため、講演方式と合わせ
て事例検討の座談会方式を増やしていくこと、
役員だけでなく委員会を充実し、支部活動へで

小田原支部



行政書士 かながわ 2019.9/10 Vol.258

支 部 だ よ り

28

きるだけ多くの会員の意見を取り入れる事、新
規のＨＰで、会員個人の知名度アップを狙う事
等が採択されました。総会最後には、この新規
ＨＰをデモ公開しました。「ホ〜」と感嘆の言
葉が上がる場面もありました。
新規役員には、下記の会員が選任されました。
支 部 長　境　隆志
副支部長　�西尾　吉一（主務　総務・研修・相

談担当）�
小泉　伸（主務　ＨＰ・広報・厚生
担当）

会 計　瀬戸　賢二
支部幹事　�古屋　憲芳（研修委員長）�

山口　亮（研修副委員長）�
長尾　影正（広報委員長）�
鈴木　貴士（広報副委員長）�
齋藤　久文（相談委員長）�
加藤　久枝（相談副委員長）�
本多　新（厚生委員長）�
根布　眞美子（厚生副委員長）�
片岡　勝（ＨＰ運営員委員長）�
中条　尚（コスモス連携特命幹事）

会計監査　押田　吉眞、雑賀　美治
支部推薦理事　南　勲

《小田原支部ＨＰの公開》

　小田原支部ＨＰを７月１０日に新規公開いた
しました。令和元年度事業計画の重点目標のひ
とつとなっていましたが、昨年のＷＧをＨＰ運
営委員会として常設し、会員の協力により公開
にこぎつける事ができました。
ＨＰ開設にあたっては、支部の宣伝や会員間の

連絡だけにとどまらず、①各会員の知名度の向
上（事務所地図上位置・得意業務分野等の情
報）をアピールできると共に、一般利用者から
の業務の直接的問い合わせ、相談、受任の実現
を模索していきます。②支部情報の共有化、支
部資料の整備、保管のために会員エリアの充実
も図りました。①のためには、一般利用者のア
クセス数アップが最大課題です。アクセス解析
によるＳＥＯ対策、情報の定期的更新、開示必
要情報の整備等の重要課題を乗り切っていきま
す。� （広報委員　鈴木　貴士）

令和元年度支部役員会開催について

日時：�令和元年６月１１日（火）�
１０時〜１２時

場所：海老名市文化会館　２５３学習室

　梅雨入り間もない気候のなか、令和元年度初
の支部役員会が行われました。

　本年度の海老名・座間支部の役員数は支部長
をはじめ１６名（うち３名が新役員）が
就任し、支部活動を推進・牽引していくことと
なります。昨年度まで支部役員をお務めいたた
だきました先生方、多忙な本来業務の中、支部
活動にご尽力を賜りまして、ありがとうござい
ました。

　役員会の議第として以下が挙げられ、活発な
意見交換を行いました。
（１）支部活動への対応、担当者割振り等
（２）�名簿（支部パンフレット）印刷版改訂準

備について
（３）�空き家対策について�

他４議題。

海老名・座間支部
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　議題（１）のうち、毎年度、海老名市および
座間市で行っている無料相談会については、座
間市が９月、海老名市が１０月を日程候補と
し、関係各所との調整を行っていくことになり
ました。
　また、議題（３）「空き家対策について」
は、当支部は海老名・座間の両市と「空き家対
策における協定」を締結しているが、まだ、具
体的な成果としては実績があがっていないこと
が報告され、引き続き、両市と連携を図りなが
ら情報収集、また、他支部および本会を通じ
て、空き家関係の情報を探っていくことが重要
であるとの認識で一致し、活動を推し進めてい
くことになりました。
� （支部通信員　石黒祐功）




