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支部だより

支部長　木村　　司

水戸支部水戸支部水戸支部

　私は、支部長としての６年間、
「県民に　より身近な存在になる」こ
とをモットーに、活動してきました。

　これからの２年間も引き続き、県民、市民、町民
の方々に広く行政書士の存在とどんな仕事をしてい
るのか知ってもらいたく、積極的に対外的な活動を
していきます。
　そのことが、自分たち行政書士全体の仕事のパイ
を大きくし、さらなる地位の向上、収入のアップに
つながっていくと確信しています。
　まず、無料相談会の件です。昨年度からは、茨城
町でも毎月定例的に相談会を実施できるようにな
り、水戸支部管轄のすべての市と町で、毎月１回以
上の相談会を開催しています。
　イオンモール水戸内原や京成百貨店での無料相談
会も含めて相談会については、一般の方からの問い
合わせも多くなっていますし、各市や町、県立図書
館の担当者の方々は大変協力的で、全体として定着
が図れていると思っています。
　また８月は、５年連続して水戸黄門まつりの市民
フェスティバルに団体として参加してきました。
　自分たちが祭りに楽しむばかりではなく、水戸支

部の青いハッピを着て、大いに行政書士を県民・市
民に方々に宣伝できていると思っています。
　水戸黄門まつりには、今年も引き続いて団体とし
て参加し、より一層県民の方に身近な存在になるべ
く、行動していきたいと思います。
　一方、対内的には支部会員向けの研修や会員同士
の交流の機会について引き続き充実していきたいと
考えています。その時々のタイムリーな研修を実施
するほか、テーマを決めないフリートーキングを複
数回実施するほか、登録してからまだ日の浅い会員
向けの研修会や実務上の相談に応える機会も作って
いきたいと思います。
　茨城県行政書士会では水戸市をはじめ、各市町村
と「災害時における支援協力の協定」いわゆる災害
協定を締結しています。
　この件に関しては、通常時の定例的な無料相談会
だけではなく非常時においてもできるかぎりの支援
をして、いざという時も行政書士は頼りになるん
だ、と言われるように私は日々努力していきたいと
思いますし、会員の皆様の能力向上のため、その場
その機会を積極的に作っていく所存ですので、今後
ともよろしくお願いいたします。

Message

通信員　梶山　伸治
　この度、水戸支部の通信員を仰せ
つかった梶山伸治と申します。
　３期５年目を迎えた木村支部長の

もと、水戸支部は市民の皆様からの信頼に応えつ
つ、行政書士の地位の向上を目指して鋭意活動して
まいります！拙い筆力で甚だ心苦しくありますが、
私なりに精一杯、熱気溢れる支部活動をお伝えいた

しますので、皆様にその一端でも感じてもらえれば
幸いです。２年間、何卒よろしくお願いいたしま
す。
　早速ですが、水戸支部では８月５日（土）の黄門
まつりに際し市民カーニバルに参加いたします！他
支部の皆様も是非ともご参加になり、水戸支部の熱
意を肌で感じて下さいますようお願いいたします!!

Message

定　時　総　会
日　　時 平成29年５月９日（火）　午後４時30分～
場　　所 茨城県水戸生涯学習センター

審議議案　第１号議案　平成28年度事業報告及び決算の承認について
　　　　　第２号議案　平成29年度事業計画について

総会について、茨城新聞にも
掲載されました♪

政書士を県民 市書士を県民 市
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市　民　相　談　会

第１回業務部会

平成29年６月９日　午後６時～

第５７回水戸黄門まつり「市民カーニバル in ＭＩＴＯ」に参加しませんか？
今年は８月５日（土）に開催されます。

喫茶フラット

ＮＨＫ水戸放送局でも取り上げられました！

昨年のまつりの様子

ユキマサ君は常に大人気♪

水戸支部では、新年度を迎えて早々に年間の行事について話し合っています！

　今年も水戸支部はやります！
　ここ数年、茨城最大の夏祭りとも言える
「水戸黄門まつり」に参加し、市民の皆様に
行政書士の存在と親しみやすさをアピールし
てきましたが、もちろん今年も鋭意参加いた
します!!
　他支部のお歴々も、是非とも振るってご参
加ください！暑い夏にいい汗をかいた後の
ビールは最高ですよ！♪

日　　時
場　　所

日　　時
場　　所

平成29年６月３日（土）・４日（日）　午前10時～午後７時
水戸内原イオンモール
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支部長　石井　　徹

県南支部県南支部県南支部

　去る５月14日の支部総会にて、
今期から２年間県南支部長の要職に
就かせていただくこととなりまし

た。茨城県内５つある支部の中で、県南支部は一番
会員数も多く、身の引き締まる思いです。
　前年まで４期８年、支部理事を拝命し会務に務め
てまいりましたが、常々感じるのが支部行事に参加
する会員数が固定化していることです。
　これは、行事そのものが研修会・研修旅行と無料
相談会と固定化していることにも一因があります。

この辺りを改善し多くの支部会員が集まって情報交
換、懇親できるような場を作れればと考えておりま
す。
　また前支部長の故・稲葉稔先生が支部長就任時に
掲げていた新入会員をしっかり支援する、このこと
も念頭に置いて支部事業を企画したいと存じます。
　皆様のご協力をいただきながら、精一杯会務の運
営に務めたいと思いますので、よろしくお願いいた
します。

Message

通信員　澁谷　輝男
　県南支部の通信員を仰せつかりま
した澁谷輝男です。よろしくお願い
いたします。

　石井徹支部長を中心に理事と会員が一体となって
県南支部事業を推進してまいります。これまで実施
している無料相談会や業務研修会、研修旅行の拡充
はもとより、新たに新人会員の支援に関する事業、

支部会員の親睦を深めるための事業、県南支部規約
集の発行等を計画しています。さらに、本会ホーム
ページの県南支部ページにタイムリーな情報を掲載
するなど、情報共有を推進していきます。　

　平成29年度の定時総会を開催しました。忙しいスケジュールの中、茨城県行政書士会の國井会長が出席さ
れ、お祝いと励ましの挨拶を頂きました。事業報告、決算報告、事業計画、役員選出など、滞りなく承認可決
されました。新支部長として、石井徹前支部長代行が就任しました。また、理事、監事、代議員等が選ばれ、
新執行部としてスタートしました。総会終業後、同所にて懇親会を開催し、情報交換と親睦を深めました。

Message

定　時　総　会
平成29年５月14日（日）　午後１時～
ローブかすみがうら

國井豊会長から力強いご挨拶をいただきました 就任あいさつする石井徹支部長

日　　時
場　　所
事業内容

集ま て情報交集ま て情報交

支
部
だ
よ
り



40 行政いばらき　№　233

支部だより

出席した支部会員は70名

議長は阿見町の吉田憲市会員 総会後の懇親会は竹内崇副支部長の乾杯で

将来が楽しみな若手？．．．

第１回理事会

平成29年５月22日（月）　午後７時～
ローブかすみがうら

　定時総会で承認された新理事による第１回理事会を開催しました。石井徹支部長は冒頭の挨拶の中で、今
年度の支部運営指針や重点項目について説明し、会員に役立つ事業（支部活動）を展開していくことを述べ
ました。
　理事全員が簡単な自己紹介を行った後、総務部と業務部に分かれ、担当業務の確認や責任者の選出、今後
のスケジュール調整などを行いました。業務責任者と担当者は以下のとおりです。

日　　時
場　　所
事業内容
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第２回理事会

平成29年６月17日（土）　午前10時～
土浦三中地区公民館

　総務部から理事会の日程と事務手続きについての説明、業務部から常設無料相談会の運営と支部研修会の
企画内容、年間スケジュールについて提案がありました。常設相談会については、現在実施している土浦
市・牛久市・守谷市・稲敷市に加え、新たにつくば市・石岡市の実施に向けて準備に入ります。支部研修会
は、会員ニーズを元に４回実施（７月・９月・12月・２月）するほか、初めての企画として特別研修会を
実施します。また、会員の交流・親睦を図るため、１２月は研修会の後に忘年会を予定しています。人気の
研修旅行は11月中旬～下旬の週末を予定していますので、多くの方々のご参加をお願いいたします。

今年度の事業計画を熱心に議論した第２回理事会

第１回理事会　◇総務部
　　担当副支部長／竹内崇
　　部長／海老原芳晴　副部長／本郷勝利　経理／椿明子　担当／桑名宏
　◇業務部
　　担当副支部長／後藤太一、松田秀幸
部長／三田寺大輔　研修担当副部長／石神敦子　相談会担当副部長／片平秀一　研修旅行担当副部長／
岡本博人　担当／坂本淳子、栗屋勲、若山民雄、大澤泰弘、塚本善和、星善介、澁谷輝男

日　　時
場　　所
事業内容
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支部長　安田　康一

県西支部県西支部県西支部

　支部総会は、当然のことながら全員参加である。
委任状は無用。何故か。総会の成立要件では無いか
らだ。全員参加であるから、当然に総会には日当な
どという人件費は、ゼロである。
　そもそも成立要件とは、数を前提とする考え方で
あって、一定数が無ければ、そこで決せられた諸事
は無効とする考え方であり、それが民主主義と誤解
する向きの考え方・儀式であろう。
　支部の役員人事は、支部会員全員に、総会参加・
不参加の回答書に、相互推薦の機会を与え、人事を
担当する監事が推薦を受けた会員に文書で照会し、
「推薦を受ける・受けない」の確認を行い、総会の
場で結果を報告し、まず支部長を選び、選ばれた支
部長が複数の受託した「相談役」と協議し、各種の

役員の選任を受託した会員から選考し、総会参加者
に諮り決定する。
　本年度は、私の２年後の入会であり、18年間、
副支部長として私を支えてくれた柴山　茂さんが、
体調を崩し、初めて総会に参加もできず就任を辞退
され、その１か月余後に旅立たれた。なんと66歳
と６月、無念やるかたない。
　彼は、無類の反骨精神の持ち主であり、勉強家で
あった。彼の行政の指導の誤りの指摘・対応は、他
に類を見ない。最新の「資金調達能力の証明」即ち
建設業許可に拘る県の通達の改正は彼の指摘によっ
た。
　彼は「ホラ　いまはもう　世界中に吹く1000の
風－大きな命に包まれて…」いる。
　６月28日。私の弔辞の一節である。　　　合掌

Message

通信員　池ノ上久利
　今回、県西支部の通信員になりま
した。坂東市の池ノ上　久利です。
　まだ開業して５年目に入ったとこ

ろで業務経験もまだまだですが、なんとか頑張って
います。

　通信員の職務はわからないことだらけであります
が、一生懸命に務めていくつもりですので、至らな
い事が多々あると思いますが、よろしくお願いしま
す。

Message

1000の風－
大きな　いのちにつつまれて

定　時　総　会

平成29年５月13日（土）　午前10時～正午
ホテル　ニューつたや
49名

１.開会あいさつ
　
２.國井会長祝辞

３.議事
　⑴　議長就任　　安田康一支部長
　⑵　議事録署名人選任（２名）
　　　赤荻弘会員（境町）・倉持はるい会員（坂東市）

日　　時
場　　所
出 席 者
事業内容

議長安田支部長

し 総会参加者し 総会参加者
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　⑶　第１号議案
　　　　平成28年度 事業報告（案）
　　　　　　同 会計決算報告（案）
　　　　　　同 監査報告
　⑷　第２号議案
　　　　平成29年度 事業報告（案）
　　　　　　同 会計予算（案）
　⑸　第３号議案
　　　　支部長　選挙（相談役　新支部長　委嘱）
　　　　支部役員選任
　　　　本会総会代議員選任　（２８名）
　　　　日政連代議員選任　　（１４名）
　　　　本会役員　副会長推薦　（１名）
　　　　　　　　　理事推薦　　（６名）
　　　　　　　　　監事推薦　　（１名）
　　　　　　　　　綱紀委員選任（１名）
　　　　　　　　　通信員選任　（１名）
　⑹　閉会あいさつ

　　　新入会員の紹介、反疑１件で全て承認されました。

　祝辞　國井会長

総会会場

懇　　親　　会

平成29年５月13日（土）　正午～
ホテル　ニューつたや
35名

会員間の友好を深め和やかに行われました。

＊回数を重ねるにつれ無料相談会が定着しているようで
　相談者が増えてきています。

常総市無料相談会

５月20日（土）　正午～午後５時15分
市役所　市民ホール
戸塚会員・浅野会員
１組
近隣工場の騒音・空気汚染

境町　行政書士無料なんでも相談会

５月28日　13時～16時
境町中央公民館
肥後会員・赤荻会員
５組７名
相続・贈与・外国人登録など　　　

境町　無料相談会風景

日　　時
場　　所
出 席 者

日　　時
場　　所
相 談 員
相談者数
相談内容

日　　時
場　　所
相 談 員
相談者数
相談内容
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【本会に要望書を提出】
　＊「行政機関の開発行為に行政書士の参加を」「本会発行の農転資料の補充を」この２点について、
　　６月６日に本会に要望書提出しました。

【支部会員、永盛　武（筑西）黄綬褒章受章】
　＊市町村合併時に、国から譲与された法定外公共物の譲与申請業務で活動の中心として活動されました。

支部月刊誌　行政書士通信「県西の風」（毎月１日発行）
　送付先　購読支部会員・支部紹介弁護士・パソコンサポーター他

☆５月１日発行　第192号（Ａ４判　80頁）

法定相続情報証明制度について（資料）
［業務手引き］ 土地所有者の所在探索⑥
 旧有限会社　質疑応答
 新戸籍編成と除籍⑥
［隣接士会］ 相続未登記問題シンポジウム
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説

［支部会員の動静］　［県内会員数］
［研　　究］ 行政法・民法・商法
 預貯金の遺産分割
 役員報酬の今後
［質疑応答］ 借金弁済を工場敷地で？
［行政書士法改正］ 施工規則１２条

事業内容

☆６月１日発行　第193号（Ａ４判　80頁）

［業務手引き］ 土地所有者の所在探索⑦
 新戸籍編成と除籍⑦
［参考資料］ 高齢者の賃金
 外国人のための不動産購入
 会社設立に関するＱ＆Ａ

＊５月11日（木）№459
　総会出席者、中間報告
　役員立候補、推薦（中間報告）

＊５月13日（土）№460
　総会出席者
　実践会員名簿
　役員立候補、推薦者30名

＊５月23日（火）№461
　無料相談　隣接市にも案内状発送（常総・下妻地区）
　常総無料相談報告（報告）
　実践会員名簿作成中（85名・14頁）

＊５月31日（水）№462
　無料相談　隣接市にも案内状発送
　常総・境無料相談報告

＊６月５日（月）№463
　耕作の事業に従事するものが不在となる農地
　（規則改正―追加78条）

［隣接士会］ 税理士試験制度（上）
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説
［支部会員の動静］　［県内会員数］
［研　　究］ 行政法・民法・商法
［質疑応答］ 公正証書の手数料

『会議　ＦＡＸ　通信』随時発信

事業内容支
部
だ
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県北支部県北支部県北支部
支部長　三橋　　司
　平成29年度、支部総会において
支部長に就任いたしました。これま
では、副支部長2期4年務めており

ました。
　さて、私たち行政書士は大部分が個人事業主かと
存じます。営業から書類作成、役所との折衝、お客
様への請求、集金と行いますが、もちろん誰も手
伝ってくれません、助けてもくれません。当たり前
です個人事業主なのですから。
　しかし、個人で行うには限界も感じます。この部
分を補うのが茨城県行政書士会であり各支部と思い
ます。
　ですから県北支部として一つは、個人では限界の
ある「知名度向上」を重点とします。具体的には各
市町村で月１回の無料相談会を引き続き推進してい

きます。これによって、一般の方々に周知してまい
ります。また、この相談会は役所の一室をお借りし
て行われますので役所の方々にも周知していただ
け、また良好な関係も構築できると思います。
　二つめとして「情報の共有」です。具体的には年
４回行う研修会です。ただし、本会の研修会と違い
ディスカッション形式で行います。これは、個人で
仕事をしてる時、誰でも問題点や不安等を抱えると
思います。「誰かに相談したいな、意見を聞きたい
な」と、その為に研修会の活用したいと思っており
ます。また、ロールプレイング形式も行う予定です。
　そしてこれらを踏まえて、皆様のご指導ご協力を
賜りながら務めさせていただきます。よろしくお願
いします。

Message

通信員　大和田　廣
　この度、通信員に再任いたしまし
た大和田と申します。
　支部の活動内容を発信してまいり

ますので、よろしくお願い申し上げます。

Message

第１回理事会
平成29年４月15日（土）　午後２時30分～午後４時
日立シビックセンタ－　102号会議室

⑴　平成29年度茨城県行政書士会県北支部定時総会提案事項について
　①　平成28年度事業報告及び決算報告承認に関する件
　②　平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認に関する件
　③　県北支部役員改選に関する件
　④　茨城県行政書士会理事候補者選任に関する件
　⑤　茨城県行政書士会定時総会における代議員及び議事運営委員の選任に関する件
　
⑵　平成29年度茨城県行政書士会政治連盟県北支部定期大会提案事項について
　①　平成28年度事業報告に関する件
　②　県北支部役員改選に関する件

⑶　平成29年度茨城県行政書士会県北支部定時総会及び茨城県行政書士政治連盟県北支部定期大会の開
　催日程について
　　　
⑷　定例無料相談会に係る今後の運営について

日　　時
場　　所
事業内容

に周知してまいに周知してまい
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連絡・報告事項

⑴　日立市役所、北茨城市役所、常陸太田市役所、東海村社会福祉協議会における定例の「行政書士
　無料相談会」について
⑵　本会の動きにつて
⑶　その他

定時総会・定期大会
平成29年５月14日（日）　午後１時～
五浦観光ホテル　別館大観荘

【定時総会】
　審議事項
　　○　茨城県行政書士会県北支部定時総会
　　　第１号議案　平成２８年度事業報告及び決算報告並びに監査報告について
　　　第２号議案　平成２９年度事業計画及び収支予算について
　　　第３号議案　任期満了に伴う役員及び代議員の改選について
　　　第４号議案　顧問及び相談役の委嘱について
　　　慎重に審議した結果、いずれも原案の通り可決承認されました。

【定期大会】
　○　茨城県行政書士政治連盟県北支部定期大会
　　第１号議案　平成２８年度活動報告及び監査報告について
　　第２号議案　任期満了に伴う役員及び代議員の改選について
　　第３号議案　顧問及び相談役の委嘱について
　　原案の通り承認されました。

日　　時
場　　所

　定時総会及び定期大会終了後の懇親会においては、本日の役員改選にて４期８年にわたり支部長職を務め
ていただいた四釜絹枝先生の退任に際し、國井会長より長年の慰労と共に感謝をこめて花束が贈呈されるな
ど、一般会員の方々も参加されて終始和やかな雰囲気の中で、相互の親睦が図られました。

理事会 総　会

前支部長へ花束贈呈
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通信員　内野　敬仁
　この度、鹿行支部の通信員に就任
しました内野敬仁と申します。
　私の目を通して、活気ある鹿行支

部の活動を紹介していきます。

　地味な人間ではありますが、２年間、まじめに通
信員を務めていきますので、よろしくお願いいたし
ます。

Message

支部長　大庭　孝志
　去る５月12日の支部総会におい
て、支部長に選任されました。支部
長職の責任の重さを考えると身の引

き締まる思いがいたします。
　行政書士の今後を語るとき、ＩＴ技術の進歩やＡ
Ｉの発達により、今後は必要とされなくなる職業で
あるといっている人さえいます。しかし昨今の規制
緩和の流れはかえってコンプライアンス意識の必要
性の高まりを生み、許認可申請、届出等は複雑、多
様化さえしております。我々は、そこに新たな社会
との接点を見出すことで国民生活の利便性の向上に
貢献出来るものであり、社会情勢の変化をリアルタ

イムに読み取り、スキルの向上と良質のサービス提
供によりにより社会に大きく必要とされる存在とな
れる可能性を秘めております。
　我々行政書士界の将来はまだまだ潜在的な可能性
を秘めているものと考えられます。
　鹿行支部では、エリア内の全ての自治体と災害時
における前年度には支援協定の締結を行いました。
本年度は、こうした流れを円滑に進めるための活動
をより一層進めて参りたいと考えております。より
よい支部の運営のため、皆様のご協力をお願いしま
す。

　平成29年度の鹿行支部定時総会及び定期大会が開催され、来賓の原浩道潮来市長、本会の國井会長より
ご挨拶を賜りました。
　その後、平成28年度の事業報告及び決算報告が行われ、新年度の事業計画案と予算案が提案され、慎重
な審議の結果、いずれも全会一致を以て可決承認されました。
　次いで、支部役員の選任及び本会理事の推薦が行われ、慎重な審議により支部の新役員及び本会理事の推
薦者についても全会一致を以て承認されました。

Message

平成29年５月12日（金）　午後３時～午後５時
かんぽの宿　潮来
24名

日　　時
場　　所
出 席 者

定時総会・定期大会

＜改選された鹿行支部の役員＞
　支 部 長 大　庭　孝　志
　副支部長 小　嶋　幸　江 田　向　敏　雄  
　理　　事 石　井　真　児 佐　藤　鉄　也 青　山　里　美 大　川　かつ江
　理　　事 嶋　田　広　一 久　米　崇　之 瀬　戸　安　市 上　妻　陵　大
　理　　事 関　　　京　子 阿　部　孝太郎 内　野　敬　仁 
　監　　事 岩　佐　克　範 鈴　木　昌　美 関　口　美紀子

　総会終了後に懇親会が開催され、和やかな雰囲気のなか会員同士の親睦がより一層深まりました。 

質のサ ビス提質のサ ビス提
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原浩道潮来市長より挨拶 國井会長より挨拶 大庭支部長の所信表明

原潮来市長を囲んでの集合写真

神栖警察署視察
平成29年５月12日（金）　午後１時～
神栖警察署

日　　時
場　　所

14名出 席 者

※鹿行支部では支部会員で、無料相談会の運営にご協力いただける会員を随時募集しております。ご協力い
ただける方は、小嶋副支部長までご連絡ください。

　平成29年４月１日に開設した神栖警察署に視察に
行きました。
　神栖警察署が新設されたことにより、人口１万人当
たりの刑法犯認知件数が県内で上位にある神栖市の治
安対策を講じ、安全で安心できる生活を守り、地域に
密着した警察活動が行われることでしょう。

神栖警察署前での集合写真

支
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