
行政書士 かながわ 2020.1/2 Vol.260

支 部 だ よ り

28

【第４２回川崎市民祭】

　令和元年１１月２日〜４日、第４２回川崎市
民祭に於いて、川崎南支部は今年も無料相談会
を開催しました。
　連日午前中から相談者が途切れない状況でし
たが、皆で力を合わせて３日間を乗り切りました。
　相談者の中には外国人の方もいて、川崎の国
際化を感じました。
　遺言・相続を中心に、事業に関することや、
入管関連など、たくさんのご相談をいただきま
した。
　今年は新人の先生がメインの相談員で、ベテ
ランの先生が付いてフォローする場面もありま
した。新人にとって初めての相談員はとても貴
重な経験になったと思います。
　川崎南支部では互いに協力し合って、支部全
体の質を高めています。

新人＋ベテランの対応風景

【令和元年　川崎南支部ＢＢＱ大会】

　１１月１６日は、恒例・秋のＢＢＱ大会で
す。
　会場は、川崎市内でありながら、自然の残る
農場の施設を借りて、新鮮な肉や野菜、魚介類
を楽しみました。
　当日は小春日和となりＢＢＱにはピッタリの
お天気。空気の美味しい場所で、皆で食べるご
飯は最高です。

全員集合でお昼からスタート！

　プロに仕入れてもらった良質のお肉と、当日
の朝に市場で仕入れた新鮮な魚介類をふんだん
に用意しましたが、皆の食欲であっという間に
無くなってしまうので、厨房は大忙しです。

　他には脂ののった旬のサンマや牡蠣、海老、
蛤、サザエ・・・〆の焼きそば、デザートも
あって大満足。

皆で談笑しながらＢＢＱを楽しんでいます

　今年も生ビールサーバーが登場
　お天気が良かったせいか、生ビールが大人気
で、こちらもあっという間に無くなってしまい
ました！

　最後は恒例、皿嶋支部長特製の大辛坦々スー
プが登場。少し肌寒くなってきた夕方にピッタ
リ。大鍋いっぱいのスープも皆の胃袋に消えま
した。
　ごちそうさまでした
　日ごろのお仕事を忘れて、皆で一緒に秋の一
日を楽しみました。 （厚生部　安達郁子）

川崎南支部
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令和元年度　第１回支部研修会報告

日　時：令和元年８月２５日（日）
　　　午後１時３０分〜１６時３０分
場　所：川崎市総合自治会館
テーマ：基礎から学ぶ許認可
講　師：高松　大（川崎北支部）
　　　　石田　知行（横浜中央支部）
出席者：３６名

　令和元年８月２５日に開催された川崎北支部
の研修会は、開業してまだ業務経験の浅い会員
を念頭に、行政書士業務に深く関わっている許
認可事務を基礎から学習することを目標に設定
しました。
　当支部会員である高松　大先生と横浜中央支
部の石田　知行先生を講師にお招きして、両先
生とも、行政書士業務の中核である許認可業務
に精通されておられ、それらの経験に基づいた
実践的な講義をして頂きました。
　まず、高松先生からは、前半に「許認可申請
とは」と題して許認可申請の原則や基本事項に
ついての講義をして頂き、そして後半では「古
物商許認可の基礎」と題して、古物商許認可に
係る警察とのかかわり方や配慮すべき事項につ
いて、自らの経験に基づく具体的事例をも交え
ながら講演していただきました。ローカル・
ルールへの対応方法等に興味深い内容でした。
　さらに、石田先生からは、許認可申請業務で
行政書士の多くが関与している「建設業許認可

の基礎」についての講演をして頂きました。こ
ちらも日頃の経験から出てくる問題点やその対
応など、興味深い内容の講演となりました。特
に、県単位での申請書類の違い、要件確認方法
の相違について、こちらも経験を踏まえた講義
内容となりました。

　両先生とも白熱した講義がなされ、関係する
法律だけでなく、それに基づく政省令や条例等
への正しい理解が必要であることの指摘がなさ
れ、今後の業務に活かしていくこと内容のもの
となりました。

　研修会終了後、別会場にて懇親会が開催され
ました。懇親会は、講師をはじめ研修会参加さ
れた多くの会員も参加し、講義では聞けなかっ
た疑問等を講師へ質問する光景や会員同士の情
報の交換をし、アルコールと料理をいただきな
がら親睦を深めることができました。

川崎北支部
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区民まつり（緑区・青葉区・都筑区）�
� 街頭無料相談会の実施

　令和元年１０月２０日（日）県立四季の森公
園にて、緑区政５０周年事業として、緑区民ま
つりが開催されました。前日の雨で開催が危ぶ
まれましたが、当日は好天に恵まれました。
　また令和元年１１月３日（日）青葉区役所に
て、青葉区民まつりが開催されました。昨年に
引き続き野外ブースでの好立地ということで、
終日人通りが途切れることなく大盛況でした。
同日、横浜市営地下鉄センター南駅前にあるす
きっぷ広場にて、都筑区民まつりが開催されま
した。当日は雨の予報という状況でしたが、多
数の方に、ご来場者いただきました。
　今回は「①行政書士を知ってもらう②無料相
談会について知ってもらう」というテーマの
下、積極的な会員の呼びかけが目立ちました。
いずれの会場も、お陰様で今回新しく作成した
オリジナルデザインのウェットティッシュを始
め、パンフレット等の配付物を早々に配りきり
ました。
　また、テント内での無料相談会では、遺言書
作成や相続手続きを中心とした案件が多数でし
た。相談者の多くは、引き続きの相談を希望さ
れているようで毎月開催の区役所相談会を案内
することができました。来場者の皆さまからご
好評を得られたようで、参加スタッフ一同有意
義な催しとなりました。

緑支部第３回研修会及び忘年会の開催

　令和元年１２月７日（土）青葉台フォーラム
にて、行政書士・弁護士の小滝芳之先生を迎え
「他士業との係わり方〜相続・遺言・離婚業務
等〜」という表題で研修会が開催されました。
講義の中では弁護士としての経験からユーモア
を交えた実例エピソードや、アドバイス、Ｑ＆
Ａ方式での解説により、どうしたら安心した関
係性と保てるかをお話し頂きました。行政書士
業務を遂行する上で他士業との係わり方は抑え
ていきたいですが、これについての研修はなか
なかない為とても良い機会でした。

　その後、同会場にて忘年会が開催されまし

緑支部
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た。乾杯の音頭の後、新人会員の紹介、豪華景
品が当たるビンゴゲーム大会等で盛り上がりま
した。
　今回は小滝先生、企画して頂きました研修部
と厚生部の皆さまありがとうございました。
 （広報部一同）

令和元年度　第３回支部研修報告

日　　時　 令和元年１０月２１日（月） 
１４時００分〜１７時００分

場　　所　神奈川県行政書士会　大会議室
テ ー マ　「建てるお墓　壊すお墓」
講　　師　 株式会社大橋石材店 

代表　大橋理宏
参加者数　５７名

　第３回研修会は、株式会社大橋石材店代表の
大橋理宏氏を講師にお招きし、注目されるお墓
問題についてご講義いただきました。お墓と
は・・の基本から始まり、お墓の購入方法、あ
まり知られていないお墓業界のルール、近年の
お墓事情から改葬の事例等々。その中で法律家
が関わることの重要性や必要性もお話し下さい
ました。我々行政書士としても、改葬の相談や
死後事務委任契約、そして寺院や石材店のパー
トナーとして活躍できる分野でもあります。参
加者の聞き入る姿からも関心の高さが窺える、
貴重な三時間となりました。
　研修会終了後には講師を交えての懇親会が開
催され、約半数の方々にご参加いただきまし
た。懇親会からは横浜市会のいなみ俊之助議員
にもご参加いただき、活発な意見交換がなさ
れ、こちらも大変意義のあるものとなりまし
た。 （研修委員　西尾理恵）

令和元年度�
� 第４回支部研修及び忘年会の報告

【研修会】
日　　時　 令和元年１２月３日（火） 

１４時００分〜１７時００分
場　　所　 神奈川県行政書士会　大会議室
テ ー マ　 「これからの民泊はこう使える！　

〜空き家対策としての民泊活用等
〜」

講　　師　 今　智弘（横浜中央支部幹事）
参加者数　３９名
【忘年会】
日　　時　 令和元年１２月３日（火） 

１８時００分〜２０時３０分
場　　所　屋形船すずよし
参加者数　４１名

　第４回研修会は、神奈川県行政書士会横浜中
央支部幹事の今智弘会員を講師に迎え、民泊新
法（平成２９年６月成立）が施行され、今後も
注目される民泊について、ご講義いただきまし
た。民泊新法により、これまでグレーであった
民泊が合法化されました。民泊を行う方、利用
する方が参照する民泊制度ポータルサイト（ｍ
ｉｎｐａｋｕ）の紹介に始まり、民泊登録事業
者数のエリアごとの推移や、三事業者の紹介、
家主居住型・家主不在型の注意点、税金や設備
など、専門家として知っておくべき民泊制度の
内容をお話しくださいました。行政書士とし
て、民泊手続等を業務に取り入れる方も多いと
思います。本日の講義により、クライアントへ

横浜中央支部
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の説明もブラッシュアップされるのではないで
しょうか。
　研修会終了後には、横浜中央支部の忘年会が
屋形船にて開かれ、支部会員以外に会員のご家
族や他支部からもご参加いただきました。みな
とみらいの夜景に包まれながら美味しい料理と
お酒で今年１年の疲れを癒し、来年への活力と
なっていただけたと思います。

（研修委員　川村敬一／総務委員　江崎大輔）

南・港南支部研修会及び忘年会の報告

　元号が平成から令和になり、２回目の南・港
南支部の研修会を１１月３０日（土）に横浜市
消費生活総合センター会議室において当支部会
員の行政書士としても弁護士としても活躍され
ている小滝芳之先生に講師をお願いして開催し
ました。

　テーマは、「行政書士のための相続法改正の
実務」−配偶者居住権の使い方，進め方を中心
に−ということで、参加者は３５名でした。

　研修内容については、前半では、まず、相続
の基本の確認でした。
　次に、行政書士の相続実務で聞かれることで
あり、配偶者居住権の話題はどこで出るのかと
いうことでした。
　その次に、それまでのまとめとして相続実
務・遺産分割チェックポイントが示されまし
た。
　後半では、２０１８年に改正された相続法制
の重要ポイントに移りました。
　第1に、２０２０年４月１日に施行される配
偶者居住権の使い方と進め方について、第２
に、２０１９年１月１３日に施行された自筆証
書遺言の方式緩和と２０２０年７月１０日に施
行される自筆証書遺言の保管制度創設から成る
遺言制度の見直し、第３に、２０１９年７月１
日に施行された遺産分割に関する見直し、第４
に同日施行の遺留分制度に関する見直し、第５
に、同日施行の相続人以外の者の貢献を考慮す
るための方策、第６に、同日施行の遺言執行者
関係の見直しでした。
　その中でも、研修のサブタイトルである配偶
者居住権については、具体例を提示しての解説
が金額計算や遺産分割協議書の文言例を含めて
丁寧に行われ、実務の遂行にたいへん役立つ内
容でした。
　遺言・相続の分野については需要が大きいと
の情報があります。
　相談や引合いがあった場合には的確に対応で
きるようにスキルアップを図らなければならな
いと決意を新たにしました。

　研修が終了した後は近隣に会場を移して忘年
会となり、忙しくて研修に参加できなかった会
員の方の合流もありました。
　肉料理も魚料理もある和食を楽しみながらの
談笑は時間を忘れさせるものになりました。
 （報告　齋藤利男）

南・港南支部
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【１】第４５回金沢まつり�
� いきいきフェスタ　街頭無料相談会

１　概要　
日時：令和年１０月２０日（日）
場所：横浜市金沢区「海の公園」
参加相談員：１５名
相談件数：３６件
２　実施内容
　「金沢まつり」は、区民手づくりのお祭りと
して今年で第４５回を数える伝統あるお祭りで
す。われわれ行政書士会磯子・金沢支部も、金
沢まつりの「いきいきフェスタ」に街頭無料相
談会という形で毎年参加させていだいておりま
す。
　相談会は野外で行われますが、今年の１０月
は大きな台風に連続して見舞われました。今年
の金沢まつりも台風の合間を縫っての開催とな
りましたが、３６件のご相談を頂きました。相
談内容は相続が最も多く、その他は多岐にわた
り、お客様の生のお声に触れることができまし
た。
　相談時間に制限を設けることはしなかったの
で、お客様のご相談にしっかりと寄り添うこと
ができ、ご好評をいただきました。

【２】杉田プララ　街頭無料相談会

１　概要　
日時：令和元年１０月２５日（金）

場所：杉田プララ「パティオ広場」
参加相談員：１９名
相談件数：２０件
２　実施内容
　磯子区の街頭無料相談会は、毎年杉田プララ
の「パティオ広場」をお借りして開催させてい
ただいております。「パティオ広場」は、京急
線杉田駅の駅ビルの１階という好立地というこ
ともあり、例年多くのお客様にお越しいただい
ております。
　今年は大雨に見舞われ、相談スペースまで風
雨が入り込む状況でした。開催自体が危ぶまれ
ましたが、本相談会を心待ちにされているお客
様もいらっしゃることから、雨風が凌げる場所
を工夫して作ることで対応させていただきまし
た。
　その結果、悪条件にもかかわらず２０件もの
ご相談を頂きました。お客様からも感謝のお言
葉を多数頂戴し、とてもありがたく思いまし
た。

【３】得トク生活フェスタ�
� 街頭無料相談会

１　概要　
日時：令和元年１１月２日（土）
場所：磯子区役所１階ロビー
参加相談員：６名
相談件数：１８件
２　実施内容
　磯子区役所が主催する「得トク生活フェス
タ」に、今年も参加させていただきました。

磯子・金沢支部
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　金沢まつりや杉田プララの相談会に比べると
時間も短く参加相談員も少人数であるものの、
大変盛況で、１８件のご相談を頂きました。
 （広報通信員　山川格司）

【街頭無料相談会】

　今年度も二か所で街頭無料相談会を開催しま
した。
　まず、令和元年１０月２６日（土）１１時か
ら１６時まで、ＪＲ戸塚駅地下コンコース浮世
絵前にて。駅構内の非常に人通りが多い場所で
の開催になります。
　相談員が相談に応じている最中、アシスタン
ト相談員はティッシュ配りという大切な仕事を
行います。相談会を開催している旨の掛け声と
ともに、広報用のティッシュを通行人にお渡し
するのですが、そこでの立ち話を機に相談に発
展するケースもあり、「きっかけさえあれば話
したい」という気持ちを抱いている方の多さに
気づかされます。準備や片付けを併せると結構
な疲労となりますが、欠かせない仕事です。
　こういった地道な頑張りの甲斐もあってか、
この日の相談件数は１２２件と、これまでに一
番多い結果で終了することができました。
　二か所目は、栄区民まつり会場（本郷中学校
グラウンド）です。１１月３日（土）の１０時
から１５時まで、お祭りの楽しい雰囲気の中で
の開催です。
　広い中学校のグラウンドが出店とお客様で
いっぱいになり、移動も一苦労という盛況ぶり
で、こちらもまた、行政書士の活動を皆様に
知っていただくにはもってこいの機会です。
　この会場での相談会では、ティッシュ配りの
ほかにバルーンアートも行います。これが非常
に好評で、バルーンを見た小さいお子さんが目
を輝かせてブースを囲みます。このまなざしに

数人のアシスタント相談員で対応していると、
「行政書士さんはバルーンも作ることができる
のですね。」などと、ご家族の方からねぎらい
の声をいただきます。
　このバルーンアート周りの会話はとりとめも
ないものがほとんどで業務相談につながること
も多くはありません。とはいえ皆様の笑顔をみ
ると、このようなコミュニケーションでこその
成果もあるのだとしみじみと感じます。
　両日の活動ともに非常に達成感のあるものと
なりました。

【令和元年度　鎌倉支部・戸塚支部�
� 合同研修会】

　令和元１２月７日（土）の１４：００から
１６：３０まで、講師として臨床心理士・公認
心理師・元弁護士でいらっしゃる岡田裕子様を
お招きし、鎌倉支部と戸塚支部の合同研修会を
開催しました。
　岡田先生の講義は「難しい依頼者と出会った
法律家へ〜パーソナリティ障害の視点から〜」
と題され、パーソナリティ障害の一般的な話か
らはじまり、それぞれの類型の症状や原因、そ
の対応策といった詳細の説明へと進んでいきま
した。
　途中、事例の中の依頼者がどの類型に当ては
まるのかを考える時間が設けられるなど、実務
に即した具体的なお話もお伺いすることができ
ました。
　筆者個人として、パーソナリティ障害という
問題についてニュースや新聞などで触れ興味こ
そあれど、その詳細を学ぶことはなかったため
非常に有意義な時間となりました。すぐに理解
をし、対応することができるような易しい問題
ではないとは思いますが、トラブルを未然に防
ぎ、また、万が一の時に問題を多角的に捉える
感性が磨かれた一日となったと感じています。
　普段とは異なる会場かつ合同開催ということ
で、いつも以上に緊張感のある一日でしたが、

戸塚支部
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無事に終了することができました。

【街頭無料相談会�Part1】

　行政書士広報月間。我々鎌倉支部では、２カ
所での街頭無料相談会を行いました。
　１０月２５日金曜日は、その第一弾、コーナ
ン大船店でした。
　台風の当たり年である今年、台風２１号の接
近に伴う荒天で、激しい雨と風、そして寒さに
見舞われてしまいました。しかも屋外（屋根は
あります）の会場で、こんな日にご相談者に来
ていただけるのだろうか？不安で一杯でした
が、予定通り敢行いたしました。
　この悪天候の中、一般社団法人コスモス成年
後見サポートセンター神奈川県支部（かなさ
ぽ）横浜西地区の相談員の方々も応援にかけつ
けてくださいました。
　大雨ですぐにびしょぬれになる床を、水切り
ワイパーで清掃したり、大風で舞う書類を追い
かけたり、ホカロンを買ってきてみなさんに
配ったり、普段あまり体験できない、思い出に
残る相談会になったのではないでしょうか。
　さて結果は、遺言３件、成年後見２件、相続
１件、贈与１件、債権債務１件、交通事故１
件、その他にかなさぽで５件、合計１４件の相
談が寄せられました。例年に比べたら、件数は
少なめかもしれませんが、嵐の中、相談にお越
し下さった方々の、少しでもお役に立てたのな

ら、行政書士冥利に尽きると言うものです。
　帰るころには雨も止み、大変だった一日をや
り終えて、心地よい疲労感とともに解散しまし
た。（小林三千世）

【街頭無料相談会�Part2】

　第一弾に引き続き、１０月２９日火曜日に
は、逗子市役所で無料相談会を行いました。
　当日は、雨の降り続く、寒い中での相談会開
催となり、ご相談者の足が遠のいてしまうので
はないか、と心配しておりました。
　ところが蓋を開けてみれば、開始早々から相
談ブースが次々と埋まり、嬉しい驚きの中、対
応に追われることとなりました。
　実は、地元の情報誌であるタウンニュース
に、相談会開催のお知らせを掲載していたので
すが、このお知らせを見て、ご相談にいらした
方も多くいらっしゃいました。

　本相談会の総相談件数は、３３件でした。
　ご相談内容は、やはり遺言・相続が最も多
かったのですが、不動産関係のご相談も多くみ
られました。そのほか、成年後見、家族信託、
改葬、不法占有、会社設立に関するご相談な

鎌倉支部
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ど、多岐の分野にわたり、行政書士として関わ
る業務範囲がいかに広いか、ということを実感
させられました。
　お悩みの事情はそれぞれ千差万別であり、さ
らには複数の分野にまたがっていることも珍し
くはありません。解決のお手伝いをするために
は、自分の専門分野はもちろんですが、それ以
外の分野についても、能力向上のため研鑽を
怠ってはいけないのだと、改めて思わされる一
日でした。ご相談のあと、お帰りになる際、
「とてもよく分かって、大変助かりました。」
と、晴れやかなお顔でお声掛けをしてくださる
ご相談者の方もいらっしゃり、我々としても大
変嬉しく、明日からの業務の励みともなりまし
た。（松嶋千恵子）

【鎌倉支部　レクリエーション】

　１１月２日土曜日、前日までの悪天候が嘘の
ような秋晴れの葉山マリーナにマリンスタイル
で決めたメンバーが集まりました。ご家族同伴
の方も多く、船旅への期待に胸が高鳴ります。
相模湾の波は穏やか。我らを乗せたクルーザー
は色とりどりのＳＵＰの帆を眺めながら森戸の
裕次郎灯台を抜けて沖合へ。江ノ島を目指して
加速をつけるベイクルーズ葉山Ⅱ。クルーの軽
妙なガイドにテンションも上がります。スピー
ドが上がるほどに風は冷たく水しぶきに濡れて
も甲板ではしゃがずにはいられない面々。洞窟
側からの江ノ島を眺め観光客に手を振る。船長
の計らいで稲村ヶ崎〜材木座の海岸線をビーチ
ぎりぎりに近づいて航海して下さり、並行して
走るレトロな江ノ電を海越しに撮影するという
貴重な体験もさせて頂きました。１時間のク
ルーズはあっという間に帰港の途へ。いい具合
にお腹が空いたところでマリーナ二階の中華青
羅で美味しいランチタイム。その後は希望者で
路線バスに乗って山口蓬春記念館へ。生前の自
宅に作品が展示されており、日本画の作品と共
に建築作品としての画室を見ることが出来たの

は良かったです。別館二階では木々の間からキ
ラキラ光る波を眺め、古に想いを馳せつつ束の
間のコーヒーブレイクを楽しみました。（その
間、皆さまをお待たせしてしまいごめんなさ
い！）記念館を後に、潮の香りのする小道を抜
けて古い別荘建築をのんびり見て歩きました。
親切なご近所の方が飛び入りで案内役を買って
くれたりと、盛り沢山で楽しい１日でした。
　これからも家族ともに楽しめる小旅行企画に
期待します。ありがとうございました。
 （西脇裕子）

横須賀７士業合同無料相談会開催報告

開催日：２０１９年１１月９日（土曜日）
会　場：モアーズシティー１Ｆ正面入口付近

　横須賀市の７士業（弁護士会、司法書士会、
税理士会、行政書士会、土地家屋調査士会、社
会保険労務士会及び社会福祉士会）の共催で、
「横須賀７士業合同無料相談会」が開催されま
した。会場の横須賀モアーズシティ店頭に７士
業がそれぞれの相談ブースを設け、市民の皆様
が日頃抱える課題や疑問について各士業の相談
員がその専門分野の相談に対応しました。
副支部長　小林浩悦

横須賀市街頭無料相談会開催報告

開催日：２０１９年１１月１０日（日曜日）

横須賀・三浦支部
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会　場：モアーズシティー１Ｆ正面入口付近
共　催：社会保険労務士会
後　援：横須賀市

　本年度の横須賀市街頭無料相談会は、社会保
険労務士との共催により開催された。１１月の
屋外での相談会であるため、天候がどうなるか
気がかりであったが、好天に恵まれ、多くの
方々が往来する賑やかな街頭での相談会となっ
た。当支部は８名体制で臨み、９件の相談に対
応する結果となったが内訳は、遺言・相続４
件、終活２件、成年後見１件、その他２件で
あった。
　また、開催中は合間をみて両会のコミュニ
ケーションをとるシーンもあり、他士業との連
携はさらに深まったものになったことであろ
う。
 広報担当　松澤功

みうら市民まつり街頭無料相談会開催報告

開催日：２０１９年１１月１７日（日曜日）
会　場：みうら市民まつり会場
後　援：三浦市

　令和初のみうら市民まつりは、晴天に恵まれ
暖かな日差しの中開催されました。相談件数は
８件で例年に比べると少ない件数となりまし
た。内訳は、遺言・相続４件、成年後見２件、
その他２件です。今年はみうら市民まつり全体
の来場者数が少なかったように思います。相談
件数の減少もこのことが影響しているのかも知
れません。
 広報担当　酒井範子

街頭無料相談会を茅ヶ崎で開催

　湘南支部は、１０月１９日（土）に茅ヶ崎市

民ギャラリーの会議室ＡＢにて、毎年恒例の街
頭無料相談会を開催いたしました。
　当日は、午後２時から４時までの２時間、ス
タッフ総勢１５名で対応。茅ヶ崎駅北口のペデ
ストリアンデッキでは、花火大会に向かうお客
さんで混み合う中、広報要員のスタッフが「無
料相談会」と書かれたのぼり旗を立て、大きな
声で一生懸命呼び込みをしました。
　その甲斐もあってか、開始直後には相談者が
続々来訪しましたが、相談会場は駅北口に直結
しているので、大変な混雑の中、相談者の方々
は会場に辿り付くだけでも一苦労だったと思い
ます。
　結局、相談件数は７件でしたが、花火大会当
日にわざわざ相談に訪れるだけあって、熱心な
お客さんが多かったようです。内訳は、相続５
件・書類作成１件・その他民事１件でした。
　当支部は、街頭無料相談会を通じて、管内の
自治体や住民の皆様に少しでもお役に立てる
よう努めて参りました。これからも、行政書
士制度の推進のために、微力ではありますが
街頭無料相談会に力を入れて行く所存です。

令和元年度　第２回研修会および�
� 懇親会開催のご報告

　湘南支部では、令和元年度第２回目の研修会
及び懇親会を下記のとおり開催いたしました。
日時： 令和元年１０月２６日（土）１４時〜

１７時（１７時３０分より懇親会）
場所： 新堀ライブ館３階 

楽友ホール（藤沢市）

湘南支部
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内容：不許可事例から学ぶ入管業務
講師： 日本行政書士会連合会副会長 

水野　晴夫　先生（戸塚支部）
　本研修会には、支部会員および他支部会員合
わせて５２名の方にご参加いただきました。
　講師の水野先生の豊富なご経験と資料に基づ
き、実際の不許可事例とそこから許可につなげ
るための改善点についてご講義をいただきまし
た。活発な質疑応答からご参加の皆さまの関心
の高さが伺え、アンケート結果では「具体的・
実践的で大変分かりやすかった」「不許可事例
こそ一番勉強になると思った」等の高評価をい
ただくことができました。
　研修会終了後は、さいか屋８階の煌蘭藤沢店
に会場を移し、着席形式にて中華料理をお楽し
みいただきました。他支部会員を含む総勢３８
名の方にご参加いただき、情報交換や親睦を深
める良い機会となったことと思います。
　湘南支部では、今後も実務に役立つ有益な研
修会を開催して参りたいと思います。みなさま
のご参加を心よりお待ちしております。

台風１９号災害支援

　さる令和元年１０月１２日（土）に東日本を
直撃した台風１９号の豪雨により、相模原市内
でも津久井地域を中心として甚大な被害が発生
しました。被災された皆様には、心よりお見舞
い申し上げます。

　相模原支部では、相模原市からの災害支援要
請に対して、当支部会員が現地へ支援に入り、
罹災証明書の申請手続や各種行政支援手続の方
法などについて相談対応に当たりました。発災
から間もない現地では、主要道路でも土砂流出
で交通が寸断または制限されている箇所も多
く、被災者やその親族などから多くの相談が寄
せられました。
　その後、各士業の連携による合同相談会も開
催され、被災者をはじめとする市民の皆様の多
様な相談をお受けすることができましたが、災
害時の対応方法や緊急時の会員への連絡方法な
ど、平時に準備しておくべき課題も浮き彫りに
なりました。

支部忘年会　

日時： 令和元年１１月２９日（金） 
１８：００〜２０：００

場所：小田急ホテルセンチュリー相模大野
　相模原支部では、上記日程にて支部忘年会が
開催されました。今年は、台風災害など今まで
に経験したことのないできごともありました
が、多くの会員が参加して和やかに会が執り行
われました。途中、地元で活躍するマジシャン
ＴＫさんによるマジックショーなどの余興で大
いに盛り上がり、会員同士の交流を深めるとて
も良い会になったと思います。

図書館セミナー　

日時： 令和元年１２月８日（日） 
１３：３０〜１６：００

相模原支部
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場所：相模原市立図書館　視聴覚室
　相模原市立図書館での図書館セミナーも今年
で５回目となります。今年は、当会の横山正直
会員による「よくわかる！遺産相続と遺言書の
基礎知識」をテーマとして、セミナーが行われ
ました。
　当日は、穏やかな天候にも恵まれ、４０名を
超える市民の方が参加されました。参加者は、
それぞれにメモを取るなど熱心に耳を傾けてい
らっしゃいました。特に、本年は相続法の改正
など新しい制度がスタートした年ということも
あり、セミナー後の質問も活発に行われていま
した。
　セミナー後は、当支部会員５名による個別相
談会を開催しました。こちらも定員を超える申
込みがあり、改めて相続に対する市民の皆様の
関心の高さを感じました。

 （安達　弘樹）

【厚木支部　街頭無料相談会】

日　　時： 令 和 元 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 （ 土 ） 
午前１０時半〜午後４時半

場　　所：イオン厚木店　入口前広場

　「行政書士制度広報月間」の一環として、イ
オン厚木店前広場で無料相談会を行いました。
厚木支部会員９名が相談員として参加いたしま
した。

　イオン厚木店前広場での街頭無料相談会は、
今年で５回目となります。これまで日差しが強
くとても暑い日や凍えるほど寒い日に開催され
たりと準備の難しい時期ではありましたが、今
年はお天気にも恵まれ過ごしやすい日に開催と
なりました。

　ご相談に来られる方は、既にイオン店内のポ
スターを見られて開始時間から準備されていた
方もいれば、通りがかりにちょっと聞いてみよ
うと来られた方もいらっしゃいました。ポケッ
トティッシュを配っていると、「行政書士さ
んって何を相談できるの？」から始まり、「そ
れならちょっと聞いてみようかしら・・・」と
具体的に悩んでいたことを相談したいと受付に
行かれる方がいらっしゃいました。ポケット
ティッシュを配るときにひと声おかけすること
で、相談しようというきっかけになったように

厚木支部
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感じました。
　相談件数は合計２４件で、主に相続、遺言の
ご相談でした。

　私は、今回初めて相談員として参加いたしま
した。相談内容は様々で、中には法的な対応だ
けでは困難であると思われるようなご相談もあ
りました。それでも、私ども相談員が親身にご
相談に耳を傾けることで、相談された方の表情
がどんどん明るくなっていったことが印象的で
した。
　街頭無料相談会ということで、相談してみた
いけど「どこに相談したらよいのか」「こんな
こと聞いてもよいのか」などのお悩みの方がふ
と立ち寄れる場となり、そのご要望に応えられ
たこと、そして市民の方々のなかなか相談でき
ずにいたもやもやの解消に少しでもお役に立て
たとしたらとても嬉しく、またお礼の言葉に行
政書士として励みとなった一日でした。
 （厚木支部　山田　沙耶）

令和元年度　県西４支部合同研修会報告

日　時　 令和元年１２月８日（日） 
午後４時３０分〜午後６時３０分

場　所　 小田原市民交流センター 
「ＵＭＥＣＯ」第１〜３会議室

テーマ　 「民法債権法改正〜実務上作成する 
契約書の具体例を踏まえ〜」

講　師　 杉﨑茂法律事務所 

弁護士　大木孝先生
参加者　１８名（平塚支部のみ記載）
　令和元年度県西４支部（小田原支部、秦野・
伊勢原支部、厚木支部、平塚支部）合同研修会
は、杉﨑茂法律事務所に所属されている弁護士
大木孝先生に御登壇いただき「民法債権法改正
〜実務上作成する契約書の具体例を踏まえ〜」
をテーマに講義をしていただきました。
　今年で第３回目（実行委員長：平塚支部長）
の県西４支部合同研修会となり、全体の参加者
は７０名超となりました。
　講義は、民法改正の背景から、債権法の改正
について条文・ポイント・押さえておくべき重
要事項・実務対応などのお話をしていただきま
した。

　消滅時効、債務不履行・契約解除・危険負
担、保証契約、物品売買における契約不適合責
任、諾成的消費貸借、賃貸借契約、請負契約に
ついて、それぞれ改正条文、また具体的な契約
書の条項例を見ながら各条項の留意点を解説し
ていただき、債権法の改正を具体例を通して理
解することが出来る大変有意義な講義となりま
した。

平塚支部
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　研修会の後は、小田原駅近くの「じんりき厨
房」にて４支部合同の懇親会を開催しました。
美味しいお料理とお酒を頂きながら、普段あま
りお会いする事のない他支部の会員と名刺交換
や、お互いの業務や近況をお話しし、刺激を受
け、もっと行政書士としての業務に磨きがかか
るよう研鑽しなければと思いました。
 （幹事：山本真吾）

【令和元年度　第１回支部研修会】

　令和元年１１月３０日（土）１５時３０分よ
り、伊勢原市中央公民館第１学習室にて令和元
年度第１回支部研修が行われました。
　今回の研修のテーマは「入管取次業務につい
て」です。前秦野伊勢原支部長の池上嘉一先生
にご講義いただきました。少子高齢化が進む日
本社会の将来を考えたとき、さまざまな外国人
の方々に活躍していただくことが欠かせませ
ん。そのための入り口として、外国人の在留資
格に関する様々な手続きを本人に代わって行う
申請取次業務の重要性がますます高まってきて
おり、安全で正しい業務を遂行するためのポイ
ントをつかむという目的でテーマを設定しまし
た。秦野伊勢原支部から１９名の会員の皆様に
ご参加いただきました。
　入管業務は本来、本人が出入国在留管理局に
出頭して手続きを行うものですが、弁護士と行
政書士に限り例外的に申請取次資格が認められ

ています。その資格を与えられた行政書士はピ
ンクカードという届出済証明書の発行を受け、
カードを提示することで業務を行うことができ
ます（３年ごとに更新が必要です）。
　依頼を受任する際に留意することがありま
す。まず「本人確認」を確実に行うことです。
友人やブローカーからの依頼ではなく、必ず本
人と会ってください。そして「委任報酬」を見
積もり、事前に申請取次業務に係る「契約書」
を取り交わしておくことです。また、「必ず在
留資格が取れる」という約束はしてはいけませ
ん。許可・不許可を決めるのはあくまで入管で
あり、行政書士がコントロールできることでは
ないからです。作成する書類として入管所定の
様式がありますが、実務ではそれだけでは足り
ません。申請者へのヒアリング記録や、その記
録を裏付ける資料などを添付し、審査官に申請
者本人に関する情報をはっきりと理解してもら
う必要があります。もちろん、虚偽の内容の書
類や資料を作ってはならないことは言うまでも
ありません。
　在留資格を取得したいと依頼してくる外国人
の方にとって、許可が下りるか否かは一生を決
める大問題なだけに、業務の遂行も慎重さが求
められます。一方で、犯罪等の悪意をもって入
国しようとする人たちもいるため、決して安請
け合いせず、決して騙されないという注意力も
求められます。
　研修会終了後は、伊勢原駅近くの居酒屋にて
懇親会を行い、１３名の参加者が出席しまし
た。諸先輩方も若手も交えてわいわいと楽しく
議論することができ、大変有意義な時間となり
ました。 秦野伊勢原支部　佐々木琢充

秦野・伊勢原支部
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＜南足柄市図書館セミナーについて＞

　９月２９日（日）「ここが変わった相続法」
と題し、境支部長が視聴覚室で講演をおこない
ました。定員２０名の募集はすぐに埋まってし
まう人気だったそうです。講演でも皆さんは真
剣な眼差しで、講演後は矢継ぎ早に質問ラッ
シュです。

　ここまで調べてきているのかと関心の強さを
改めて認識しました。講演後の相談は５件でし
たが、３０分ほどの予定が、１時間以上相談が
続いている方もいらした。我々もしっかり研鑽
をつんでいく必要があることを再認識するセミ
ナーでした。

＜行政書士フェスタについて＞

　１０月６日（日）ハルネおだわら「うめまる
広場」において、行政書士フェスタｉｎ小田原
２０１９を開催しました。

　開始時間前から相談希望の方が多数見えられ
たため、開始時間を前倒ししました。午前中、
午後とも相談を希望する方が多く、有意義な無
料相談会となりました。最終的には、３５名も
の相談希望の方が見えられました。
　お忙しい中、準備・相談・片づけを行ってく
ださいました先生方、本当にありがとうござい
ました。

小田原支部
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＜表敬訪問について＞�
＜湯河原町長表敬訪問＞
　９月３日（火）、相談会のお礼と新任挨拶の
ため、支部長他２名で表敬訪問に伺った。後見
がやはり一番最初の言葉であったが、湯河原の
将来構想などでお話がはずみ、お昼をすぎても
お話がつきなかった。その中で、空き家対策の
関連から改正相続法に関心をしめされ、ぜひ課
長級職員との勉強会をとの提案を戴いた。具体
化して、さらに協力関係を築いていきたい。

＜小田原市長表敬訪問＞

　９月２７日（金）、相談会や後見関連でお世
話になっているお礼と新任の挨拶のため、支部
長他２名で市長室を訪問させて頂いた。後見が
一番の関心事でしたが、行政書士フェスタや講
演会などのお話をさせて戴き、協力していきた
いとのお話の中で、全国的に大災害が続いてい
る事もあり、もしもの時の罹災証明に関し協議
したいとの提案も戴いた。一つ一つ協力関係を
築いていきたい。

＜南足柄市長表敬訪問＞

　１０月２４日（木）、相談会や図書館セミ
ナーでお世話になっているお礼と新任の挨拶の
ため、支部長他２名で市長室を訪問させて頂い
た。種々の場面で協力していく事でお話が弾ん
だが、市長が力をいれている「おたがいさま
ネット」での具体的な協力についても検討して
いこうとのお話もあった。これをきっかけに協
力関係を強化していきたい。

令和元年度　大和・綾瀬市街頭�
� 無料相談会を開催しました

　綾瀬市および大和市にて、毎年恒例となる大
和綾瀬支部による街頭無料相談会を今年も開催

いたしました。

〇綾瀬市
日　時　 令和元年１０月１９日（土） 

午後１時３０分〜午後４時３０分
場　所　 綾瀬タウンヒルズ 

（地下１階サミット前）
〇大和市

日　時　 令和元年１１月９日（土） 
午前１０時〜午後４時 
令和元年１１月１０日（日） 
午前１０時〜午後４時

場　所　 やまと産業フェア会場内特設ブース 
（大和駅前西側プロムナード）

　今回の街頭無料相談会におきましても、多く
の方に相談会ブースまでお越しいただきまし
た。相談内容としては、遺言や相続の相談がや
はり多くを占めておりましたが、その他にも成
年後見制度についての相談や日頃の生活におけ
る法律問題の相談なども見受けられ、多岐にわ
たる内容となりました。
　両相談会では、相談員として多くの行政書士
先生方に出席頂き、幅広い相談内容に適切に対

大和・綾瀬支部
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応させて頂くことができました。その結果、綾
瀬市および大和市共に、相談者の方を通じて良
い地域交流を図ることができ、より多くの地域
住民の皆様に行政書士の存在を知っていただ
く、良い機会をつくることができた事を実感す
ることができました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

支部親睦・三浦半島・城ヶ島／�
三崎マグロ昼食とヨコスカ軍港クルーズ

　令和元年１０月２６日（土）、大和・綾瀬支
部におきまして「支部親睦・支部親睦・三浦半
島・城ヶ島／三崎マグロ昼食とヨコスカ軍港ク
ルーズ」を開催いたしました。
　当日の朝に大和市の大和商工会議所を出発
し、三崎港に到着。散策と買い物をしたあと、
昼食には新鮮な鮪料理を楽しみました。また、
午後からは、人気のヨコスカ軍艦クルーズに参
加いたしました。海の美しい景色は勿論、海上
から見る海上自衛隊や米海軍の艦船の姿は圧巻
で、その他にも南極探査船「しらせ」も見るこ
とができ、参加者一同、とても貴重な体験をす
ることができました。
　おいしい食事と普段では体験できないイベン
トの数々を満喫し、なかなか交流の機会を持て
ない会員相互の親睦を深める、とても良い旅行
となりました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

第２回支部実務研修会「建設業法の改正
について」を開催しました。

　令和元年１１月２２日（金）、大和市生涯学
習センター会議室（シリウス）にて、支部実務
研修会「建設業法の改正について」を開催いた
しました。
　講師には、当支部の元支部長も務められた熊
野裕二先生に担っていただき、昨今の建設業法
の改正について詳しくご説明していただきまし
た。今回の建設業法改正は、我々行政書士に
とっても関心が強く、今後の業務に影響する事
柄でもあり、参加者一同、大変興味深く講義を
拝聴いたしました。また、参加者からの質問に
も、とても丁寧に回答していただき、その理解
を深めることができました。
　また、実務研修会後は懇親会を催し、当支部
会員間の親睦も深め、充実した一日とすること
かできました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

第３回支部実務研修会「現役アナウン
サーに学ぶコミュニケーションの秘密」
� を開催しました。
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　令和元年１２月１２日（木）、大和市生涯学
習センター会議室（シリウス）にて、「現役ア
ナウンサーに学ぶコミュニケーションの秘密　
〜声と聞く力を磨いてコミュニケーションスキ
ルアップ！〜」を開催いたしました。
　講師に、フリーアナウンサーで写真家の石井
江奈先生を当支部にお迎えし、話し方における
表現方法や話の聞き取り方を講義していただき
ました。研修会が始まると、実際に発声をおこ
ない、いかに聞き手に伝わるように話すかを体
験しながら、学ぶことができました。また、参
加者同士でペアを組んでのシュミレーション研
修もおこない、実践さながらに話し方や聞き取
り方を学ぶことができる貴重な経験をすること
ができました。
　研修会後は、海鮮居酒屋はなの舞大和店に場
所を移し、忘年会を開催。今回の研修会の感想
や、日頃の話を交えながら楽しい一時を過ごす
ことができました。

行政書士制度広報月間に伴う�
� 座間市街頭無料相談会開催について

日時： 令和元年９月１６日（月・祝） 
１０時００分〜１４時００分

場所：座間市役所構内ふれあい広場

　今年の”敬老の日”にあたる９月１６日に、
「行政書士制度」広報活動の一環として、
海老名・座間支部では、座間市街頭無料相談会
を開催いたしました。この相談会は、
座間市様と座間市社会福祉協議会様の共催に
よる福祉まつり「ふれあいフェスティバル
２０１９」と合わせて毎年行っているもので
す。同催しは、「福祉を身近に感じ、楽しみな
がら学んでもらおう」という趣旨で行われるも
のであるため、当支部も賛同し相談ブースを設

けています。
　会場では、福祉に功労のあった方などを表彰
する「福祉大会」と、福祉まつり店や体験コー
ナーなどを楽しむ「社協福祉まつり」が行わ
れ、パラリンピック正式種目「ボッチャ」体験
やニュースポーツ体験、工作コーナー、模擬店
の設置など、地域の方同士で交流しながら気軽
に福祉を体験できるさまざまなコーナーも設け
られ、多くの人出で賑わうものと予想されてい
ましたが、今年は、強風を伴う大雨および落雷
注意報発令など、テントブース設営にも苦労す
るほどの悪天候となってしまい、「こんな状況
の中で、ご相談者様がいらっしゃれるのか？」
と心配せざるを得ない状況でした。

　しかしながら、福祉まつりが始まり間もな
く、数名のご相談者様がブースにお越しになら
れました。この数名のご相談者様は、雨中にも
関わらず、熱心に相談に当たられた先生方の話
をお聞きになられ、満足顔でお帰りになられた
ようでした。

　一時、天候は回復に向かうかと思われるまで
になりましたが、落雷注意報の発令があったこ
ともあり、予定時刻を３０分程切り上げて終了
せざるを得ないことになりました。結果、ご相
談件数は１５件（遺言４件、相続３件、後見２
件、入管国籍２件、その他４件）となりまし
た。多忙な中、当日参加いただきました先生
方、本当にお疲れ様でした。

　ご相談者？として、神奈川県相模原市、座間

海老名・座間支部
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市、綾瀬市、愛川町をホームタウンとするプロ
サッカーチームＦＣ相模原のマスコットキャラ
クター・ガミディ様もお越しになりました。
※写真掲載許可いただいています。

どんなご相談だったかは、当然、・・・秘密で
す・・・・。
 （支部通信員　石黒祐功）


