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支部会員の皆様へ 

「コロナ禍での支部活動について」 
 

 

東京都行政書士会八王子支部 

支部長 中塚良二 

 

 平素より支部活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 今年度は、事業がスタートする４月から、「コロナ禍」の真っ只中に突入し、支部
行事等も中止・延期を余儀なくされました。そのような中、定時総会は支部会員の皆
様のご理解とご協力により何とか乗り切ることができました。心から感謝いたしま
す。７月から徐々に活動を再開し、現在は９月以降の事業計画を修正して実行する見通しがついたところです。 

 それにしても、長かった梅雨が明けた途端に猛烈な暑さとなり、コロナ対策のマスク着用や頻繁に換気をしなけ
ればならないなどの諸事情も相まって、例年以上に暑さが身にしみます。 

 このようなコロナ禍にあっても、可能な限り、支部としての活動をしていかなければならないので、各種会議、
支部研修会、支部広報などで、「３蜜」を避けた新しい形での実施方法を模索し、試行しているところです。逐一、
支部ウェブサイト等を通じて活動報告ができればと考えております。 

 ひき続き、支部活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

〔副支部長と各部の部長からも、一言ずつ挨拶・コメントをいただきました〕 
 

副支部長 上田高弘（会計担当） 

 

 一日も早い、皆様方の業務の平常を祈念申し上げると共に、皆様と同じく「新しい日常」を模索しております支
部活動に対し、どうか引き続きのご理解とご協力を賜りたく、この場をお借りして、お願い申し上げさせていただ
きます。 

 

副支部長 藤沼隆志（総務担当） 

 

 総務担当副支部長として、今年は新型コロナの感染拡大防止のため、会員の皆様には支部定時総会・定時大会へ
のご出席のご遠慮にご協力頂き委任状のご提出を頂きまして誠にありがとうございました。 

 昨年度より支部の規約・細則の見直し作業を行わせて頂いており、今年の総会では支部長選挙細則の改定を行わ
せて頂きました。現在コロナの影響で集まっての会議が行い辛い状況が続いており、オンラインでの研修会やミー
ティングなどの技術が急速に普及してきておりますが、今の支部細則ではオンラインでの会議出席・総会出席を出
席とみなすことができる規定がありません。支部細則の変更には東京都行政書士会会則施行規則により東京会の
会長の承認が必要となりますが、東京会においても来年の定時総会の開催方法を検討していることと思いますの
で、東京会の動向を確認しながら、支部としても必要な規則改正等を検討していきたいと思っております。 

 コロナ不況は行政書士の業務のお客様である飲食店や外国人関係をはじめとした様々な業種・許認可の手続き
などにも多少ならず影響があるかもしれませんが、国や都道府県の支援政策など新しい手続きでのニーズが生ま
れてもおります。 

身近な街の法律家として、専門家としての高い意識と熱い情熱をもって、コロナに負けずに行政書士として活躍を
して頂ければ幸いです。 

 

副支部長 秋葉理人（厚生担当） 

 

 皆様には、平素より当支部の厚生事業にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。私の担当し
ております厚生部におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めるために今年度の事業計画が次々に
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中止せざるを得ない状況が続いております。 

 厚生部内においても一柳部長を中心に会員の皆様へ還元出来る様な方策を種々検討しておりますが、決定打が
出ない状況です。 

 コロナ禍の中では、会員相互の親睦を深める行事も密閉、密集、密接を避ける事が難しいとの判断をせざるを得
ないことを重ねてご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 支部会員の皆様が健康にご留意され、ご活躍されることをご祈念いたします。 

 

副支部長 佐々木正彦（研修業務開発・業務管理担当） 

 

 世界が「新しい日常」を模索する中で、支部活動も変わらなければなりません。私は、この状況が、支部活動が
生まれ変わる好機であると考えます。今後、オンラインでの研修や感染症リスクの少ない相談対応など、新たな取
り組みを行うことにより、停滞した支部活動を前に進めてまいりますので、会員各位の積極的なご参加・ご協力を
お願い申し上げます。 

 

副支部長 西田聡（広報担当） 

 

 支部会員の皆様と実際にお会いする機会が少なくなってから、もう半年になります。 

 この状況下で、広報部として支部会員の皆様のために何かできることはないかと部内で真剣に議論した結果、近
頃やや無味乾燥なものになりつつあった「行政はちおうじ・ひの」に大胆に手を加え、支部会員からのいろいろな
メッセージをふんだんに盛り込む工夫をしていき、より支部会員にとって身近な会報にして、少なくなった支部会
員の交流機会を補う役割を与えようとの結論に至りました。 

 果たしてどうなるか。こうご期待！ 

 

総務部部長 岡本ふみ 

 

 総務部の担当行事は、９月の新入会員オリエンテーション、１月の新年賀詞交歓会、４月の支部総会になります
が、新入会員オリエンテーションは限定的な形に変えての実施となりました。続く、２つの行事についても今のと
ころ開催自体、未定となっております。 

 会員に皆さまにお会いする機会が持てず、とても残念なところです。 

 開催可能な状況になりましたら、多くの方にご参加いただければと思っております。 

 皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。 

 

厚生部部長 一柳仁志 

 

 コロナの影響で恒例の厚生行事が実施できず、非常に残念です。 

 皆様と実際にお会いする行事は難しいかもしれませんが、このような時だからこそ、会員同士のつながりを深め
ることができるような企画を考えていきたいと思っています。 

 

研修業務開発部部長 松浦礼子 

 

 コロナの影響で今年度計画していた研修会が見直しとなり、また大好きな懇親会も開催出来ず、非常に残念に思
います。 

研修部としましては、この状況の中でもでき得る限りをつくして、学びの場を提供出来るよう努力して参りま
す。 

 是非、オンライン研修会へご参加ください。画面上で会員の皆様とお会い出来るのを楽しみにしております！ 

 

広報部部長 池田智 

 

 新型コロナウイルスに影響される中、例年行われている相談会も中止になる状況が続いております。 

 広報部としましては、支部ホームページや広報誌を通じた会員の皆様への情報の提供のみならず、この様な状況
だからこその外部への広報活動の方法を考えてまいりますのでよろしくお願い致します。 

 

業務管理部部長 林和久 

 

 新型コロナウィルスによる感染がまだまだ終息しない中、「市民無料相談事業」は一部休止せざるを得ない期間
が有ったものの、コロナ感染対策をしっかり実施頂いた後は、支部員の皆様のご協力を頂きながら大きな影響を受
ける事なく進める事が出来ております。相談員の方々には感謝いたします。今後も同様、両市および八王子商工会
議所と連絡を密に、相談員の健康にも留意しながら進めていきます。 

 また、「実務応答者事業」については、新型コロナウィルスの影響を受ける事無く進める事が出来ております。 
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特別インタビュー「行政書士になって 10 年」 

副支部長 西田 聡さんにきく 
 

 

 

〔広報部〕 

行政書士登録をしてから今年の 8 月 15 日でちょうど 10 年にな

ったということをおききして、西田さんが選ばれました。ぜひお

話をきかせてください。 

さっそくですが、今、どのような業務を中心にしていますか。 

 

〔西田〕 

許認可業務、特に建設業許可関係が多いですね。 

そこそこ件数をこなしていますが、それでもなお、難しいと感じることや新しい発見が絶えません。 

いつも一生懸命、初心を忘れずに取り組んでいます。 

行政書士業務はなかなか奥が深いです。 

 

〔広報部〕 

勉強になります。常に謙虚な姿勢で気を引き締めて業務に取り組むということは何年キャリアがあっても同じで

すね。 

行政書士として 10周年を迎え、今までを振り返ってみてどうですか。 

 

〔西田〕 

振り返ってみれば、充実した 10年でした。 

いろいろ大変なことばかりでしたが、行政書士になって本当によかったと思います。 

少しつまずいてしまっていた人生ですが、行政書士になったおかげでけっこうリカバリーできたかなと。 

ここまで自分自身、できる限りの精進・努力を重ねてきましたが、良い先輩や仲間の助力も大きいです。 

 

〔広報部〕 

開業当初と現在を比べてみると、行政書士の在り方に変化はありましたか。 

 

〔西田〕 

確実に社会的な役割や期待度は大きくなってきていますね。 

なので、行政書士の名で仕事をする以上は、責任感と誇りをもった立ち居振る舞いをするよう心がけています。 

 

〔広報部〕 

これからの行政書士はどうあるべきでしょうか。 

 

〔西田〕 

私が今パッと思いついたことを列挙しますと、 

（１）「さすが行政書士！我々ではちょっとこれはできないな」と他士業に思ってもらえるような行政書士固有の

業務をしっかりやる。 

（２）何でも屋みたいにいろんなことをやりすぎて何が専門なのかわからない行政書士にならない。 

（３）ミスの全くない、プロが作ったとしか思われない綺麗な書類を作成する、まさに「書士」となる。 

・・・こんなところでしょうか。個人的な意見が前面に出過ぎかな？ 

 

〔広報部〕 

いえいえ。なかなか良い意見だと思います。 

お時間いただきありがとうございました。 

 

聞き手／広報部 池田 
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定時総会・政治連盟定時大会 

 

2019年 12月、中国武漢市で発症した新型コロナウイルスは、1月 16日に日本国内でも最初の感染が確認され

ました。その後国内でも感染は増加していき、4月 7日に政府は東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡を

対象として緊急事態宣言を発令。4月 16日緊急事態宣言の対象は全国に拡大されました。 

この様な動きの中、例年 4 月に開催される東京都行政書士会八王子支部定時総会ならびに東京行政書士政治連

盟八王子支部定時大会へも新型コロナウイルスの影響は及びました。 

会員への健康被害の防止を考え議案書封筒への欠席（＝出席者の議決に従う）との意思表示を得た上での最小人

数での開催となりました。併せて議案に対する質問や意見も受付け回答するという対応も取りました。 

定時総会・政治連盟定時大会は令和 2年 4月 18日に開催されました。 

 

 

5月の八王子古本まつり相談会 

 

4月 16日に全国に拡大された緊急事態宣言は、5月になっても解除されず 31日まで延長になりました。 

例年 5月の 3日、4日は八王子ユーロ―ドで行われる古本まつり会場内での相談会を行っているのですが、今年

は新型コロナウイルスの影響で古本まつり自体が中止になり、相談会も実施出来ませんでした。広報部としまして

も相談会用の法被や、相談者の方々にお配りするタオルやエコバック等のグッズを準備して臨もうとしていただ

けに大変残念でした。 

ちなみに、昨年は両日合わせた相談件数が 34件で、通りがかりにパンフレット等を受け取っていかれる方も多

くいらっしゃるので行政書士の存在を知っていただくいい機会になっている相談会です。 

 

 

令和 2年度第一回研修会 

 

5月 25日に緊急事態宣言は全国で解除されたものの、まだまだ予断の許さない状況は続いておりました。もと

もと令和 2年度の第 1回研修会は 5月 27日開催予定でしたが延期となりました。 

 

 

支部納涼会 

 

例年ですと、夏期には八王子支部では納涼会が行われています。昨年は、会場はマロウドイン八王子で参加者は

51名で、新入会員の方も 6名参加されていました。 

普段、顔を合わせる機会が少ない会員の方同士の交流の場になっており、新入会員の方々が豊富なキャリアをお

持ちの諸先輩方の話をお聞きになる良い機会でもあるのですが、今年は 5月 25日に緊急事態宣言は解除されたも

のの東京都内の 1 日の新型コロナウイルスの感染者は 200～300 人以上となっている状況もあり、納涼会は残念

ながら中止となりました。 

 

 

令和 2年度第 1回理事役員会 

 

例年は 5 月に第 1 回の理事役員会は開催されるのですが、支部活動は 6 月まで停止になり、8 月になっても新

型コロナウイルスの東京都内の 1 日の感染者が 100 人～200 人程度で推移していた事もあり第 1 回の理事役員会

は 8 月 11 日に開催されました。理事会は通常会場を取って行われるのですが、理事役員が集まると 30人程の人

数になります。 

そこで第 1回の理事役員会はZOOMというWEB会議システムを使用しての開催になりました。 

支部のうごき 
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新入会員向け説明会 

今年は、9月 16日の 13時から形式はオンライン会議で、参加者は新入会員(2名、希望者には音声データ配布)、
支部長、副支部長、部長で行いました。 

内容は、各部の責任者からの支部組織や行事についての説明、新入会員からの質疑応答等が行われました。 

懇親会は行えませんでした。 

今年は、新型コロナウィルスの影響でオンライン会議形式での開催となりましたが、新入会員の方々に八王子支
部の活動内容を知っていただく良い機会になりました 

 

 

令和 2年度第一回研修会 報告 

 

９月１６日 令和２年度第一回研修会をオンライン形式で開催いたしました。 

 

研修テーマは「家族信託の基本 ～民事信託を活用した相続対策～」とし、 

当支部会員の中島領先生を講師にお招きしました。 

 

以前より信託については研修を行って欲しいという希望が多く、関心の高い分野であったこともあり、初めての
オンライン研修会でしたが、総勢３９名の会員の方々が参加して下さいました。 

 

次回の研修会は１２月を予定しております。 

是非またご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 八王子古本まつり相談会 

 

   八王子支部としては、相談会は開催の方向で準備はしておりますが古本まつり自体が行われない可能性も

あるため開催は未定です。実施する場合は飛沫感染  

   防止や、ソーシャルディスタンスを確保した上での相談対応など新型コロナウイル 

   感染防止対策を万全とした体制で臨む事になります。 

 

 

11月 日野産業まつり相談会 

 

   今年は日野産業まつり自体の中止が決定しているため、今年の相談会は残念ながら 

   中止となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 
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広報部では、相談会などの広報活動で使用・配布するグッズを作成しました。 

各グッズの紹介とお知らせです。 

法被は、野球部の応援、産業まつり、街頭相談会等で使用することを考えており、遠くからでも目立ち、

人目につきやすいように黄色になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トートバッグについてですが、今までは配布するときビニール袋を使用していたのですが、これでは、す

ぐに捨てられてしまいます。そのため、長く使ってもらえるようにしており、使用するたびに、東京都行政

書士会八王子支部の存在を思い出してもらえるようにしました。 

 

今後、皆様にも使用して頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

グッズ紹介 

   

 

 

広報部 

西田 池田 岡本 長岡 松浦 山本  

   


