
 神奈川県社会保険労務士会藤沢支部 

令和３年度第1回4月支部会 次第 

令和 3年 4月 23日（金）15：00～ 

於：ミナパーク 

∇【県 会】  

1． 県会報告 
2． 各委員会報告 

 

∇【支 部】 

１． 事業及び活動報告 
3月25日・29日 年度末行政、自治体挨拶回り・人事異動確認         支部長 

4月6日 新年度行政、自治体挨拶回り             支部長・平沼副支部長 

     

   人事異動 

    ◯藤沢労働基準監督署：長瀬 徹也 署長 

    〇藤沢公共職業安定所：異動なし 

    ◯藤沢年金事務所：古田 剛洋 厚生年金適用調査課長 

    ◯藤沢市経済部産業労働課：異動なし 

    ◯茅ヶ崎市経済部雇用労働課：根岸 恵子 課長 

    ◯鎌倉市市民防災部商工課：異動なし 

    ○寒川町環境経済部：菊地 高志 部長 

 

２． 会員の異動 
入会：◯4月 1日  中川 愛子（なかがわ あいこ）先生（勤務） 

    勤務先名称：社会保険労務士事務所プラスエスアール 

    勤務先住所：〒247-0072 鎌倉市岡本2-10-11-201 

    電話番号：0467-95-6955 

◯4月1日  村越 功二（むらこし こうじ）先生（開業） 

 事務所名称：村越功二社会保険労務士事務所 

    事務所住所：〒251-0053 藤沢市本町2-10-17 

    電話番号：080-5482-8679 

   変更：◯4月1日  山崎 秀夫（やまざき ひでお）先生（開業）←（勤務等） 

       事務所名称：やまざき社会保険労務士事務所 

事務所住所：〒247-0066 鎌倉市山崎667-1メゾン鎌倉 202 

電話番号：070-4556-3640 

◯4月1日  兼安 博子（かねやす ひろこ）先生（その他）←（開業） 

◯4月14日 笹倉 可子（ささくら よりこ）先生（開業） 

 事務所名称：KAKO社労士事務所 

   異動：◯3月21日  白石 直子（しらいし なおこ）先生（勤務）←（横浜南） 

       勤務先名称：内野労務管理事務所 

       勤務先住所：〒251-0053 藤沢市本町 1-12-24 

       電話番号：0466-22-5356 FAX：0466-26-6162 

      ◯4月21日 八木 学 （やぎ まなぶ）先生（その他）←（勤務） 

   退会：◯3月 1日  富永 高光（とみなが たかみつ）先生 

      ◯3月31日 平塚 光明（ひらつか みつあき）先生 

◯3月31日 丸山 勝男（まるやま かつお）先生 

      ◯3月31日 木村 良正（きむら よしまさ）先生 

      ○3月31日 池内 忠弘（いけうち ただひろ）先生 

      ○3月31日 山路 真也（やまじ しんや）先生 

      ○3月31日 渡邉 達夫（わたなべ たつお）先生 



      ○3月31日 千種 良江（ちぐさ よしえ）先生 

 

３． 協議・審議・報告事項 

   <事後承認> 

   １．藤沢商工会議所専門相談員推薦の件     吉野 直亮 先生 

       

   <承認事項> 

県会 褒賞規程感謝状候補者推薦の件 

   過去未受賞者、藤沢支部在籍10年以上、支部役員2期以上、県会関連業務歴の4条件等から

役員会で 2名を選考いたしました。 

 

   <協議事項> 

   1. 全国安全週間湘南地区推進大会参加者募集事前案内及び参加者費用の件 

      日時：令和3年6月10日（木）13：30～16：30 場所：藤沢市民会館小ホール 

      例年通り参加費用は支部負担とすることをご承認願います。（＠2,000円） 

 

2. 臨時労働保険指導員等募集の件 

例年4月支部会で募集をしている臨時労働保険指導員等の募集ですが、本年度は新型

コロナウイルス感染症の影響により企画が遅れております。募集は詳細がわかり次第と

させていただきます。 

（注）応募される予定の方は、6月11日（金）17:00～19:00の「年更勉強会」（於 ミナパー

ク502号室）を受講していただきます。 

 

<報告事項> 

１.かながわ労働センター、各市主催街頭無料相談会相談員決定の件 

1.辻堂（辻堂駅自由通路）5月27日（木）12：00～19：00（予定） 

12：00～15：30 江見 剛史先生、梥本 淳先生 

15：30～19：00 小金丸 良先生、関野 清先生 

2.茅ヶ崎（イオン茅ヶ崎中央店）6月1日 (火) 11：00～17：00（予定） 

11：00～14：00 小金丸 良先生、梥本 淳先生 

14：00～17：00 茂木 克美先生、関野 清先生 

 

４． その他 

   １．藤沢年金事務所からのお知らせ 

      適用関係の手続書類を紙で提出し、控え書類が必要な場合、①あらかじめ用意した写

しに「受付印」を押印する ②提出した書類（原本）に「受付印」を押印しコピーして

返還する という方法のどちらかで対応しておりましたが、今後は②に統一するとのこ

とです。ご協力をお願いいたします。 

 

５．  今後の予定 
・労働相談員・補助員向け研修会  5月11日（火） 藤沢商工会館ミナパーク 

・辻堂駅街頭無料相談会      5月 27日（木） 辻堂駅自由通路 

・茅ヶ崎街頭無料相談会      6月 1日（火） イオン茅ヶ崎中央店１F 

・第2回6月支部会・研修会     6月  3日（木） 藤沢商工会館ミナパーク 

・全国安全週間湘南地区推進大会  6月10日（木） 藤沢市民会館小ホール 

・年度更新応援業務勉強会       6月11日 (金)  藤沢商工会館ミナパーク 

・令和3年度県会通常総会・政連定期大会 

                 6月18日（金） ロイヤルホールヨコハマ 

・第3回7月支部会・研修会     7月16日 (金)  藤沢商工会館ミナパーク 

・年金研究会（鎌倉芸術館）      4月27日 (火)、5月28日（金）、7月24日（土） 

                 9月24日（金） 
 
 
 
 



 
Zoomで参加される場合は、下記 URLからアクセスいただくか、ミーティング IDとパスコードをご
入力の上ご参加下さい。 
 
トピック: 藤沢支部通常総会 
時間: 2021年 4月 23日 12:45 PM 大阪、札幌、東京 
 
Zoomミーティングに参加する 
https://us02web.zoom.us/j/84371277445?pwd=bjMyUjZLYm1WU0ZQc3hYOXhoa2JaUT09 
 
ミーティング ID: 843 7127 7445 
パスコード: 690993 
 
 
トピック: 藤友会総会 
時間: 2021年 4月 23日 01:30 PM 大阪、札幌、東京 
 
Zoomミーティングに参加する 
https://us02web.zoom.us/j/89052862525?pwd=ME5TQkFlV1pxSGgzcTNzQWx0bjRlQT09 
 
ミーティング ID: 890 5286 2525 
パスコード: 629727 
 
 
トピック: 4月支部会・研修会 
時間: 2021年 4月 23日 02:30 PM 大阪、札幌、東京 
 
Zoomミーティングに参加する 
https://us02web.zoom.us/j/81805596661?pwd=ZmRTc05RdWtubm53bGZIZ3BzWThvUT09 
 
ミーティング ID: 818 0559 6661 
パスコード: 223914 
 
 
いつものお願いとなりますが、Zoomでのご参加にあたっては下記の注意事項をご了承いただきます
ようお願いいたします。 
 
①Zoomアプリをご利用の方は、必ず事前にバージョンアップの有無をご確認下さい。 
 （アプリのバージョンが古いとご参加いただけない場合があります） 
②参加時にご自身の名前表示が「漢字フルネーム」(例：鈴木一朗)となっていることをご確認下さい。 
 （名前の変更は Zoom画面で右クリックすれば可能です） 
 名前表示で支部会員であることを確認できない参加者には入室を許可しかねますので何卒ご了承

下さい。 
③開始 15分前よりミーティングルームに入室いただけます。 
④開催中はマイクをミュート（消音）にしておいて下さい。 
 （運営側にて強制的にマイクをミュートにさせていただく場合があります） 
 発言がある場合は挙手ボタンを押すか手を振っていただき、支部長から指名を受けた後、 
 ミュートを解除しご発言下さい。 
⑤出席者記録を自動取得できるようになりましたので、開始時の出席者確認は行いません。 
⑥Zoomミーティング開催中の不具合等は Zoomホスト宛にチャットでお知らせ下さい。 
⑦本ミーティングの映像・音声は記録させていただきますので予めご了承下さい。 

 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/84371277445?pwd=bjMyUjZLYm1WU0ZQc3hYOXhoa2JaUT09
https://us02web.zoom.us/j/89052862525?pwd=ME5TQkFlV1pxSGgzcTNzQWx0bjRlQT09
https://us02web.zoom.us/j/81805596661?pwd=ZmRTc05RdWtubm53bGZIZ3BzWThvUT09


 

▽業務研修  15：25～16：50 

1，講 師  神奈川労働局 需給調整事業課 主任需給調整指導官 

                     細井 宣興（のりおき）様 

テーマ  労働者派遣における同一労働同一賃金制度導入後の実情に 

ついて 

2，講 師  ハローワーク藤沢 雇用指導官 田口 博 様 

テーマ  改正高年齢者就業確保措置について 

 

以上 

 

 

労働新聞社 東京支社様より 

無料のオンラインセミナーのご案内がありましたので掲載いたします。 

 

6/10（木）オンラインセミナー 元「かとく」監督官の弁護士が明かす！ 送検・監督のリスク管理 （安
全衛生・労災編）  の受講を無料開放致します。 
 
皆様方はもちろん、顧問先やお取引先、支社や支店、また関係会社や協力会社など広くお伝えいただいて

構いません。 
また、周知に関しまして事前のご連絡なども必要ございませんので安心してご活用ください。 
つきましては、下記がセミナー案内および受講申込みフォーム URL となりますので、こちらをご周知い
ただければと存じます。 

 

※受講無料（ZOOMオンライン・ライブセミナー）    
元「かとく」監督官の弁護士が明かす！ 送検・監督のリスク管理   
（安全衛生・労災編） 
2021年 6月 10日（木）15：00～17：00 
講師： 西脇 巧 氏（弁護士 TMI総合法律事務所）※元東京労働局 「かとく」労働基準監督官   
 
※受講申込みは下記フォームからに限らせていただきます。  
申込み締め切りは 6 月 8日（火）まで。 
 
セミナー案内および受講申込みフォーム 
https://www.rodo.co.jp/seminar/freeseminar/104411/ 

 

https://www.rodo.co.jp/seminar/freeseminar/104411/

