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会員インタビュー／鋸本 吉弘先生 

 

池田：本日はZoomでの画面越しのインタビューになりますが、よろしくお願   

いします。 

鋸本：よろしくお願いします。 

池田：まず初めに、扱っている業務についてお聞かせ下さい。 

鋸本：私は行政書士に登録したのが、令和 2年 1月なのですが登録したての  

頃は知人の紹介で、持続化給付金手続きを行いました。その後は、建設 

業の更新や決算変更届、車庫証明や自動車の名義変更など、直近では、 

事業復活支援金の手続きなどを扱いました。 

またこのところ、建設業キャリアアップシステムの登録や古物営業許可

など、電話での業務の問い合わせが増え始めている感じがします。 

池田：元々、やりたい業務などはおありでしたか？ 

鋸本：建設業をはじめ、許認可の業務を中心にやりたいと考えていました。ただ、近頃は高齢者の方と知り合う機

会も多いためこれからは相続関係の業務にも取り組んでいきたいと考えています。 

池田：行政書士に登録する前は、何をされていたのですか？ 

鋸本：スーパーの店員、農機具の販売、住宅の販売、食品の卸関係の会社で働いていました。 

池田：行政書士になろうとしたきっかけは？ 

鋸本：住宅の販売をしていた時に宅建の勉強をして法律に少しなじみがあったのと、食品の卸会社にいた時に時間

があったため、妻から資格の勉強を勧められたからですかね。 

ただ最初は資格を取得する為のみ、機械的に勉強していたのですが、判例の論理的な体系にだんだん興味 

が沸いたこと、資格予備校を利用して勉強仲間の話を聞く中で行政書士業務にも、情熱と目標を持てるよ

うになっていきました。 

池田：令和 2 年 1 月の登録とお聞きしましたが、ちょうど新型コロナウイルスが広がり始めた時期での登録にな

りますね。 

鋸本：最初ニュースを見ていても他人事のように感じていたのですが、コロナ感染が広がってくると大変なことに

なったと思いました。 

営業方法も、最初は前職の営業経験を活かして飛び込みでの営業を中心に考えていたのですが、なかなか

状況的にも難しく、事務所紹介のチラシを作成して反響がありそうな事業者に送るようになりました。最
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近は知り合いになった先生方からだんだん輪を広げていっている感じの営業スタイルです。 

池田：八王子支部の行事もコロナの状況下では、なかなかリアルで会う機会も減りましたね。 

鋸本：勉強会や旅行など交流も多かったと聞いております。私はお酒を飲むのも好きなため、またコロナが収束し 

たら行事に積極的に参加したいと思っています。 

池田：コロナ収束後はどのように営業していこうとお考えですか？ 

鋸本：飛び込み主体から、だいぶ考えは変わりました。なるべく集まりに顔を出し交流する中で人脈を広げていき

たいのと、併せてDMやホームページでの宣伝も行っていきたいと考えています。 

池田：お休みの日は何をされていますか。 

鋸本：体を動かすのが好きなのでネオテニスをしています。 

池田：ネオテニスですか？ 

鋸本：八王子発祥のスポーツで、体育館などの屋内で行います。バトミントンとテニスを併せたようなもので、ラ

ケットはバトミントン用のもの、ボールはスポンジボールを使います。 

地域にチームがあり、私は元八王子のチームに所属しています。20 代から 70 代の人たちが老若男女問わ

ず楽しんでいます。そこが、高齢者とも知り合う機会になっています。 

池田：体を動かす事もお好きならソフトボールのハッピーズにも興味がおありですか。 

鋸本：中学時代に野球部でしたので、興味があります！ 

池田：本日は、いろいろお話しを伺わせていただきありがとうございました。 

 

 

 



第 82 号                    行政はちおうじ・ひの               令和４年 3 月 30 日発行 

 

3 

 

支部会員のひろば 
 

SNS という世界に思いやりを ～相手がいることへの配慮～ 

 森本さやか 

 

私は行政書士という仕事を始めるに当たり Twitter という SNS を始めた。始めてから１年

近く経とうとしているが、素晴らしい世界と出会ったと思っている。まずは多くの人に自分

は何者であるかを認知してもらうことができる。そして、そこでは互いに情報を提供したり、

励ましたり、成果を祝ったりと、とても暖かい、人々とのつながりがあった。 

 

 しかし、色んな感情が溢れかえっている中には、誰かを傷つけてしまっている投稿をたま

に見かける。 

 

 私も人間であるのでコントロールが難しくなるような感情に陥ることがある。ただそれを

SNS 上でむやみに発散しては誰かを傷つける可能性があると同時に負の感情に対する根本

解決はしない。その感情が起こる原因を明らかにし、その対策を１つずつ考え、行動に落とし込んでいくことが大切であると思

う。 

 

 また、良かれと思った助言や自分の考えは、必ずしも全員が同じように良いと感じるわけではないことを忘れてはならない。

他者がどのように感じるのかを常に意識しながら発信することが大切であり、実際に対面で会話するときと同様に注意を払う

必要がある。 

 私は SNS 上でも実際に会話するときと同様に目にした人の気持ちを考えて投稿をする。そうすることによって SNS の世界

に思いやりが溢れて素晴らしいコミュニケーションのやり取りが実現できるツールになっていくだろう。 

 

 

 

 

YouTube はじめました 

長岡俊行 

 

 コロナ禍によって研修講師の売上が激減したわたくしは、2021 年の４月からYouTube を

始めることにしました。その時点で行政書士として開業してから 10 年ですので、専門家と

しての知識と経験を生かして一般の方に向けた解説動画を投稿すれば、視聴回数もそこそこ

伸びるのではないかと期待していたわけです。 

 しかし、そんなに甘い世界ではありませんでしたね。チャンネル開設から１年近くが経過

した現在でも、再生回数は１本につき 20 回くらいと伸び悩んでおります。それでも投稿を

続けておりましたところ、今年に入ってから編集ソフトの使い方がなんとなくわかってきま

した（今さら）。 

 せっかくなので、2022 年の４月からは、モトブログというものを始めてみようと目論ん

でおります。簡単に説明すると、オートバイに関係した動画ですね。この際なので、バイク

もデカいやつを買ってしまおうかと。ちなみに、アクションカメラはすでに注文済みです。もちろん、妻にはまだ報告しており

ません。 

 というわけで、次回の広報では「モトブログはじめました」という記事を投稿できたらと考えております。あるいは「独身生

活（以下略 
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八王子古本まつり相談会レポート 
 

例年東京都行政書士会八王子支部では、10 月初旬に行われる八王子古本まつりと 11 月初旬に行われる日野産業まつりで街頭

相談会を実施しています。 

一昨年は、コロナ禍の中ということもあり、八王子古本まつりと日野産業まつり自体が中止となり、残念ながら相談会もそれに

伴って中止を余儀なくされました。 

昨年も、日野産業まつりは中止になりそこでの相談会は叶わなかったのですが、八王子古本まつりはコロナの感染者が落ち着

いていた時期でもあり、時期をずらしたものの開催されため 10月 30日（土）に街頭相談会も実施する事が出来ました。 

ただ、例年は 20 人程の相談員が一同に会し相談対応にあたり、チラシやグッズも呼び込みをしながら大々的に配るのですが、

昨年は未だコロナ禍という事もあり、相談対応は 1 時間に 2 名ずつのローテーション制にし、チラシやグッズもテーブルに置

いたままにし、こちらはなるべくお声掛けせずに、興味を持ってくれた方にお配りするようにしました。 

しかし、天気も良く古本まつりの人出も活況であったためか配布物も 50セット程配ることができ、口頭での相談も 15件程（内

容は相続、成年後見、内容証明、不動産、贈与など） 

感染対策をしたブースでの相談も 2件程ありました。 

こちらからアプローチ出来なくても、積極的に興味と関心を持っていただける方が多くいらっしゃる印象を受けました。 

今年はぜひ、コロナも収まり例年通りの開催ができればと考えております。 
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支部研修会の報告 
 

令和３年度第２回研修会 

8月 27 日 ㈮ 令和 3 年度第二回研修会が開催されました。 

研修テーマは「行政書士として知っておきたい補助金申請支援の実務」とし、新型コロナウィルス感染症による経済への影響に

より、 行政からの支援策として注目を集めた補助金について行いました。 

講師は当支部会員の長岡俊行先生です。 

会場には約 10 名、オンラインでは役 30 名の受講があり、 関心の高い分野であることがわかりました。 

講師の先生からは、実例をもとにしたお話等もお聞きすることができ、大変勉強になる会でした。 

 

令和３年度第３回研修会 

10月 20日（水）令和 3年度第 3回研修会が開催されました。 

講師に中野支部の入江潤一先生をお招きし、「第二種金融商品取引業登録申請手続きの基礎知識」をテーマとして、第二種金融

商品取引業についての歴史から基礎、登録申請手続き、届出に至るまで、お話いただきました。 

このテーマは、昨年度より会員の皆様からのご要望があり、参加者も会場に約 10 名、オンラインで約 40 名、他支部からのご

参加もいただき、関心の高いテーマであったことがわかりました。 

講師の先生からは、とても詳細な資料、申請書の見本、その他多くの貴重な資料をご提供いただき、大変勉強になる研修会でし

た。 
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令和３年度第４回研修会 

令和３年度第 4回研修会が、12月 21日(火)行われました。 

今回の研修は、「『遺言・相続白熱教室～これからの「遺言・相続」の話をしよう」と題して、実際に市民相談で対応した事例を

元に、司会者、参加者の双方向での研修でした。 

数年前から、市民相談を希望する支部会員向けに、スキルアップの研修が実施できないか、業務管理部、研修部と議論を重ねて

きましたが、本年度、実現に踏み切ることができました。 

初めての試みでしたが、参加者からは概ね好評をいただきました。何より、登録一年未満の方とベテランの方とが一堂に会し、

同じ事例について考え、交流できるという環境が生まれたこと、他の先生方の自分だけでは思いつかない素晴らしいアイディ

アが披露されたことが、一番の収穫だったと言えるでしょう。 

和気藹々とした雰囲気で、あっというまの 90分間でした。 

 

令和３年度第５回研修会 

令和３年度第５回研修会が、1月 31日㈪オンラインで開催されました。 

今回の研修は「聞く、聴く、訊く …来談者のための相談対応姿勢」と題し、 

市民相談やご依頼者様からの相談を受ける際に参考になる相談技法を学びました。 

以前より、市民相談員の相談対応によるクレームが支部へ報告されることもあり、会員一人一人が 

行政書士の代表である自覚をもって相談対応にあたる大切さも広く伝えられた研修会であったと思います。 

今年度の研修会は以上で終了しました。 

次年度も年６回の研修会を計画しており、会員の皆様に有意義な学びの場を提供できるよう努めてまいります。 

今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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支部の動き 

 
今後の予定 

 
広報部 
佐々木 池田 長岡 鋸本 馬場 松浦   

投稿のご案内 
東京都行政書士会八王子支部  

会員各位  

 

平素は当支部の運営にご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。 

東京都行政書士会八王子支部広報部では「行政はちおうじ・ひの」に掲載する 

支部会員の皆様からの投稿を、下記の要領にしたがって募集いたします。 

皆様からの多くの投稿を是非、よろしくお願い申し上げます。 

 

1 投稿要領  行政書士業務に関する事、提言、雑感、短歌、俳句、川柳、4コマ漫画など 

        幅広く皆様の投稿を募集します。 

 

2 原稿などの送付方法  電子メールに限らせていただきます。 

              kouhou@gyoseisyosi.net宛てに原稿ファイルを添付して、件名を 

              「行政はちおうじ・ひの用原稿」としお送り下さい。 

 

3 投稿原稿の採否について  投稿原稿の採否は、広報部の編集会議で決定します。 

採否の理由については一切 お答えできません。 

 

4 その他  （1）編集会議において加筆、修正、削除等をすることがあります。 

       （2）掲載記事に関する質問・意見についてはお答えできません。 

  

 

東京都行政書士会八王子支部  

広報部 

令和 3年 9月 11日   新入会員歓迎オリエンテーション/暴対研修会 

令和 3年 10月 20日  第 3回研修会「第二種金融商品取引業登録申請手続きの基礎知識」 

令和 3年 10月 30日  八王子古本まつり街頭相談会 

令和 3年 12月 11日  忘年会 

令和 3年 12月 21日  第 4回研修会「遺言・相続白熱教室～これからの「遺言・相続」の話をしよう」 

令和 4年 1月 31日   第 5回研修会「聞く、聴く、訊く・・・来談者のための相談対応姿勢」 

 

令和 4年 4月 16日  支部総会 

令和 4年 4月下旬～5月上旬  令和 4年度第一回研修会 

令和 4年 5月上旬（未定）  八王子古本まつり街頭相談会 

 


