
＜ テーマ・講演講師 ＞

講演①  「今を乗り切る！ 公的支援活用のコツ（ 助成金・補助金 ）」
                   合同会社 summerfield　代表社員／中小企業診断士　夏原　馨 氏

講演②  「現場から見たデジタル遺品の課題 」
                    デジタルデータソリューション株式会社　取締役 COO　上谷 宗久 氏

シンポジウム「ウィズコロナ時代を生き抜くための家財整理事業を考える」
〖パネリスト〗   　弁護士法人朱雀法律事務所 　　　　　　　  弁護士 　中辻 慎一 氏
　　　　　　　　   合同会社 summerfield　　　　　　　　　   代表社員／中小企業診断士　夏原　馨 氏

　　                        　デジタルデータソリューション株式会社　   取締役 COO　上谷 宗久 氏

                                 　株式会社エヅリン　　                                         代表取締役　 江連 秀夫 氏

                                 　株式会社友心　　                                                  代表取締役　 岩橋 ひろし 氏

〖モデレーター〗   （一社）家財整理相談窓口　                               理事　 林　武廣 氏〒169-0072  東京都新宿区大久保 3-8-2  新宿ガーデンタワー13 階
 TEL：03-5287-4387　FAX：03-3200-5660
 E-mail  :  info@kazaiseiri-soudan.org

ご出席される方は、下記口座へ参加費をお振込み下さい。
お支払い期限：２０２０年９月１１日 ( 着金 )
尚、お振込手数料はお客様のご負担にてお願いします。

【 振込先 】みずほ銀行　高田馬場支店　普通　2972472　シヤ）カザイセイリソウダンマドグチ

講師プロフィール

参加方法

参加申し込みはＷＥＢから

専用フォームからご入力いただき、お申し込み完了です！

オンライン会議システム「Zoom」を利用します。

・受講にはＰＣまたはスマートフォンをご準備ください。
・スマートフォンの場合は事前に「Zoom」アプリのダウンロードが必要です。
・参加費をお振込み後にご案内する Zoomの URL をクリックしてセミナーへご参加ください。

右のＱＲコードまたは下記ＵＲＬから専用フォームへアクセス
申込期限：２０２０年９月１０日

申込用ＱＲコード

先着順により
締め切らせていただく場合がございますのでご了承ください。

申込用ＵＲＬ：https://forms.gle/QZ73MDGc5BC2kEzv5
※家財整理相談窓口ＨＰのトップにある「お知らせ・イベント・セミナー」からも
　専用フォームへアクセスできます。

！

　2020年は新型コロナで幕を開け、生活の変化を強いられ、経済も落ち込み、倒産や解雇、更に住居を失う人たちも
増えました。こうした激変した環境下で、私たち家財整理事業者は何をすべきか考えざる得ない時を迎えています。
　一方で、家財整理業界は、業績が伸びていると言われますが、3 年前に全国で 7,000 社だった家財整理事業者が、
今は 25,000 社を超えると言われています。供給が需要を大きく上回れば、価格競争や、不適切な商業取引、技術の
低下、人材不足などの問題が生じます。
　家財整理相談窓口は、全国 11 の都道府県知事から居住支援法人の指定を受け、行政と連携しつつ家財整理を進め、
業界内での差別化を目指しています。今回のセミナーを通して、家財整理相談窓口の考え方と活動に賛同してくだ
さり、当事業を一緒に進めてくださる事業者を求めています。今回は、社会環境を考慮して、オンライン形式での
セミナーにしました。皆様の職場や自宅から参加できますので、ぜひ、お誘いあわせの上ご参加ください。

夏原 馨 氏
Kaori Natsuhara

上谷 宗久 氏 
Munehisa Uetani 

外資系 IT 企業、更に人材サービス企業にてコンサルタントを
経験後に独立。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大手ECサイトとシステム企業の新規事業を仕組み作りから若手
人材の育成まで担い、事業部化に成功するなど、中小企業の
スタートアップから地域密着の老舗企業までIT支援、人材支援等
の専門家・アドバイザーとして実績を上げ、支援実績をノウハウ
化し、東京しごとセンターをはじめ、全国のセミナーで講師を
務める。ほかに、TAC 中小企業診断士講座の専任講師など幅広
く活躍。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2000 年上場企業の製造業会社に入社し、台湾支店長や海外
子会社の代表取締役を歴任し、豊富な海外経験を持つ。
2012 年同社の取締役営業本部長として、世界各国にて戦略立案
遂行、同業他社の M&A など大きな成果を上げ、同社売上上昇
の立役者となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2017 年現職に就き、ITイベントや銀行、損害保険会社主催の
サイバーインシデントセミナーで数多く講演。同年から、デジタル
遺品の社会的課題に取り組み、各協会での登壇も数多い。　

デジタルデータソリューション株式会社 取締役 COO合同会社 Summerfield 代表社員／中小企業診断士

２０２０ 家財整理事業者向けセミナー 

家財整理業界・事業者の将来を考える
～共生社会実現に向かって我々のなすべきこと～
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賛助会員

株式会社ギャラリーレア

セントラル警備保障株式会社

デジタルデータソリューション株式会社

アイアル少額短期保険株式会社

e-Net 少額短期保険株式会社、

株式会社ピースリー

三菱地所ハウスネット株式会社

三井住友銀行新宿法人営業第二部

株式会社みずほ銀行高田馬場支店

株式会社リングロイヤルエテート

　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

三井住友海上火災保険株式会社

弁護士法人朱雀法律事務所

株式会社インテンスプロジェクト

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

特定非営利活動法人日本地主家主協会、

株式会社あおぞら不動産管理

株式会社あすか地所

株式会社マーキュリー（買取専門店 諭吉）

エイ・ワン少額短期保険株式会社

REJ・ディベロップメント株式会社

主な支援事業実績

・平成 30 年度重層的住宅セーフティネット構築支援事業

・令和元年度重層的住宅セーフティネット構築支援事業

住宅確保要配慮者居住支援法人指定認可一般社団法人家財整理相談窓口の最近の主な活動

2019 年

2 月　茅ヶ崎市　住まいと終活セミナー　個別相談会ブース参加
　　    世田谷区社会福祉協議会　終活相談会  相談コーナー参加

6月     藤沢市　あなたの住まいを空き家にしないための相談会
　　　　 講師： 家財整理相談窓口  林理事 「いざという時のために今から始める家財整理！」

　　     2019 家財整理相談窓口事業者セミナー（大阪会場＆東京会場）　　
　　　　～家財整理・遺品整理を取り巻く社会情勢と事業運営に必要なコンプライアンス～
　　　　 講演：   ①家財整理相談窓口   藤田理事
 　　　　　　　　 「家財整理・遺品整理を取り巻く社会情勢と居住支援事業」
　　　　　　　   ②家財整理相談窓口  林理事 「家財整理事業者がしるべきコンプライアンス」
　　　　　　　   ③家財整理相談窓口  大邑理事 「事例から学ぶ火災・水害の特殊清掃の新ビジネス」

9 月　世田谷区社会福祉協議会　終活相談会
　　　　 講演：  家財整理相談窓口  林理事 「今から始める生前整理のコツと事業者選び」　

11 月   茅ヶ崎市　住まいと終活セミナー　個別相談会ブース参加　 
                   講演：  家財整理相談窓口 「今から始める生前整理のポイント」　

2020 年

1 月　令和２年 家財整理相談窓口 講演会および賀詞交歓会
　　　　 講演：   ①国土交通省住宅局安心居住推進課　川野課長
　　　　　　　　   「新たな住宅セーフティネット制度による居住支援の状況」
　　　　 　　　  ②日報ビジネス株式会社 環境編集部 新倉部長 「記者の目からみた家財整理業界」
　　　　　　　   ③株式会社プロアシスト 木下社長
　　　　　　　　   「家財整理業界で生き残るためのリサイクル・リユースについて」　　
　　　　 シンポジウム：  「一般廃棄物収集運搬の許可」

            愛知県居住支援セミナー（令和元年度重層的住宅セーフティネット構築支援事業）
　　          講演： ①愛知県 建設局住宅計画課　石原課長補佐
　　　　　　　　 「愛知県における住宅セーフティネット制度の取組状況について」　
　　　　　　　  ②名古屋市 住宅都市局住宅企画課 藤井主査
　　　　　　　　 「名古屋市における住宅セーフティネット制度の取組について」
　　　　　　　  ③札幌市住宅管理公社 斉藤氏 「見守りサービス導入と高齢者居住支援の取り組み」
　　　　　　　  ④住宅金融支援機構 住宅融資保険部 牟田グループ長 「家賃債務保証保険の概要」
　　　　　　　  ⑤家財整理相談窓口  神野代表理事 「家財整理業者としての使命・役割」

　　    東京都居住支援セミナー（令和元年度重層的住宅セーフティネット構築事業）
　　          講演：  ①東京都 住宅政策本部民間住宅課　菅氏
　　　　　　　　 「住宅セイフティネットに関する都の取組及び都指定居住支援法人による取組」
　　　　　　　   ②東京都 住宅政策本部企画経理課  佐藤氏 「東京都居住支援協議会による取組」
                                 ③住宅金融支援機構 住宅融資保険部  牟田グループ長 「家賃債務保証保険の概要」
                                 ④（一社）ＬＡＮＳ　鈴木理事 「茨城県居住支援法人の取組事例」
　　　　　　　   ⑤（一社）家財整理相談窓口　大邑理事 「家財整理業者と社会福祉団体との連携」　

主な業務連携先

ミサワホーム株式会社、 ミサワホーム不動産株式会社、ＮＰＯ法人日本地主家主協会、

一般社団法人日本リユース機構、西武信用金庫、一般社団法人相続ファシリテーター協会、

全国農業協同連合会、株式会社マザアス、株式会社ニュー・ライフ・フロンティア、

ホームネット株式会社、他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

行政等との関係状況

国土交通省安心居住政策研究会（外部識者として参加）（H27.12.24）

茅ケ崎市 住まいの相談窓口協力団体（H28. ～）

かながわ住まいまちづくり協会　（神奈川県居住支援協議会 空き家総合相談協力事業者）

世田谷区社会福祉協議会（終活相談会メンバー） 　他 各社会福祉協議会

全国居住支援法人協議会、東京都居住支援協議会、愛知県居住支援協議会、

福岡県居住支援協議会、福岡市居住支援協議会 支援団体（副会長）

大野城市生活支援体制整備事業第１層協議体委員（厚生労働省）　他

北海道（北海道指定第 15 号）、 福島県（福島県指定第 4号）、栃木県（栃木県指定第 2号）、

千葉県（千葉県指定法人第 0005 号）、埼玉県（指定番号 5 ）、東京都（東京都知事第 17 号）、

神奈川県（神・法人 19-0002 ）、愛知県（愛知第 14 号）、大阪府（大居 052 ）、

兵庫県（兵居支第 0013 号）、福岡県（福岡県知事 ）


