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水戸支部水戸支部水戸支部
地元「水戸黄門まつり」参加！

日　　時 平成29年８月５日（土）　午後４時30分～午後９時
場　　所 水戸市上市（水戸中央郵便局～大工町交差点前）

　もはや、水戸支部の恒例行事とも言える、第57回「水戸黄門まつり」市民カーニバル in MITOに参加しま
した。
　業務に忙しい中、そして暑い中、一生懸命に踊りの練習し、成功裡に無事に終わることができました！！

♪　踊る阿呆に見る阿呆・・同じアホなら踊らにゃソンソン　♪
ということで、来年はもっとたくさんの方たちと楽しみを共有したいと思います。

全員集合っ！　みんなでにっこり♪♪

練習の甲斐あって、決めのポーズも
バッチリ！息のあった踊りです♪
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ユキマサ君を先頭に、水戸支部の行進！　法被の背中のユキマサ君もさり気ない人気です♪

　踊りを楽しみつつ、市民の皆さまに行政書士をしっかりアピール！！　参加された皆さん、お疲れ
様でした！！
　来年は、他支部の方も含めて、もっと大勢の参加者を募集しています！！

（通信員　梶山　伸治）
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県南支部県南支部県南支部

　県南支部初の企画として、新人会員や若手会員を対象とした「特別業務研修会」を開催し、他支部からの参
加者も含め約60名が参加しました。
　2008年５月、29歳の時に金なし・コネなし・社会人経験なしの開業からわずか10年で３支店、12名体制に
成長。そこには高く掲げた理念とたゆまぬ努力・実践、そして時流を読み、課題を解決するために行政書士が
出来る仕事（事業）を創り出して来たからに他なりません。
　配布された資料は82頁で、行政書士の現状や課題、事業目的・目標設定、集客・営業方法、ＩＴ活用など
多岐にわたり、とても内容の濃い講演をいただきました。参加者からはより具体的で、細かな部分にも質問が
飛び、有意義な研修会となりました。
　講演終業後は、石下先生を交えた懇親会を近くの焼肉屋で開催し、会員の情報交換・交流を深めました。石
下先生には２次会までお付き合いをいただきました。研修会後に懇親会をセットするのは良いですね。次回は
１２月に予定しておりますので、研修会＆懇親会への参加申し込みをよろしくお願いいたします。

特別業務研修会
平成29年７月14日（金）　午後２時30分～
県南生涯学習センター　中講座室

日　　時

「『行政書士の学校』校長・『駆け出し行政書士さんのための実務の学校』著者が語る
開業から現在までやってきたこと」

場　　所
研修題目

行政書士法人ＧＯＡＬ　代表　行政書士　石下貴大氏講　　師

興味深く講話に耳を傾ける参加者 講師の石下貴大先生

石井徹県南支部長あいさつ 石下先生（一番左）を交えた懇親会
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第１回業務研修会

平成29年７月29日（土）　午後１時30分～午後３時30分
牛久市中央生涯学習センター　中講座室

日　　時
場　　所

　第１部は、石神先生が今年５月29日に始まった法定相続情報証明制度について説明。制度の概要、必要書
類、手続きの流れ、記載方法などを実務に則して具体的に解説していただきました。銀行の対応状況について
制度に関する理解は進んでいるとのことで、今後行政書士が活用する機会が増えると言えます。
　第２部は、栗屋先生が相続業務における留意事項について説明。これまでの相続業務で培ってきた経験や知
識をもとに、相談への対応方法や特殊な相続事例（行方不明、外国人、成年後見、財産調査など）での留意点
についてアドバイスをいただきました。また、相続分の変遷や特別養子縁組に関する条文、戸籍の確認方法な
どについても解説いただきました。

「相続手続研修（２部構成）」
第１部：新・法定相続情報証明制度の実務
第２部：相続業務の留意事項

研修題目

行政書士　栗屋　勲氏、　行政書士　石神敦子氏講　　師

（通信員　澁谷　輝男）

講師の栗屋先生 講師の石神先生

70人以上が参加した業務研修会
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県西支部県西支部県西支部
県西地区10の農業委員会に要請

支部月刊誌　行政書士通信「県西の風」の送付（毎月１日発行）

　支部会員よりの農業委員会の受付時の対応に問題ありとの指摘と要請に基づき、８月14日付けにて、「農
地転用許可申請の受付について」として、以下の要請を行いました。
　１．窓口にて申請に来訪した方の本人・代理人の確認をすること。
　２．代理人が行政書士以外の場合は、行政書士法第19条違反の恐れがあることを伝えること。

（この場合は、この件を行政書士会に連絡して欲しいこと、結果として、違反を黙認することのない
　ように）

　３．行政手続法第７条に基づく郵送申請の場合は、違反にほぼ間違いないこと。

【内　　　容】 法定相続情報証明制度について
 （資料）
【業 務 手 引】 土地所有者の所在探索　休
 新戸籍編成と除籍⑧
【隣 接 士 会】 税理士試験制度（下）
【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】 生活保護を受ける
 姻族関係終了届
 非営利法人法制の再構築
 行政法・民法・商法
 離婚請求・裁判
【法　改　正】 在留資格「介護」創設

　７月７日（金）、７月13日（木）、７月21日（金）
　・災害支援相談員養成研修会　県西支部内
　　常総市石下中央公民館で開催
　・実践会員名簿　発送
　・無料相談
　　古河　
　　7月10日（土）10時～14時　三和公民館
　　担当　細井研二　長塚崇洋　高橋仁　高橋政夫
　　結果　相続　３　　悩み　１　　計４件

　・県南支部　特別業務研修会について
　・無料相談
　　筑西　女性会員
　　６月17日（土）筑西市立中央図書館　10時～15時
　　結果　相続　３　　贈与　１　　欠陥住宅　１
　　　　　家賃滞納　１　　計６件
　　常総
　　６月17日（土）常総市役所市民ホール　
　　結果　０件
　　新入会員紹介　菊池俊洋会員

購読支部会員・支部紹介弁護士・パソコンサポーター他
日　　時 平成29年７月１日（土）発行　№194

【内　　　容】 
【業 務 手 引】 土地所有者の所在探索⑧
【研　　　究】 不動産取得税を課税なしに
 養子を巡る民法・相続税
 合同会社を知ろう　　①
 行政法・民法・商法
 新戸籍編成と除籍⑧

【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】
【法　改　正】 道路運送法・・・
 法テラスの業務支援法

日　　時 平成29年８月１日（火）発行　№195

送 付 先

『ＦＡＸ通信』の送付

日　　時 平成29年　月　日（　）発行　№464
送 付 先
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＊　６月23日（火）№466
　・柴山　相談役　逝去

　・次回の支部研究会は９月23日

＊　８月８日（月）№470
　・会費滞納者の公表
　・県西の風購読料の早期納入のお願い
　・10月無料相談　日程
　　下妻市　２日（月）午後１時30分～午後４時
　　　　　　下妻市役所千代川庁舎　１階ロビー
　　古河市　14日（土）午前10時　　～午後３時
　　　　　　古河市庁舎スペースＵ　２階和室
　　常総市　17日（火）午前10時　　～午後４時
　　　　　　常総市役所石下庁舎　第２会議室
　　筑西市　21日（土）午前10時　　～午後３時
　　　　　　筑西市立中央図書館
　　常総市　21日（土）午前10時　　～午後４時
　　　　　　常総市役所水海道庁舎　市民ホール
　　境　町　28日（土）午後１時　　～午後４時
　　　　　　境町中央公民館　２階会議室
　　桜川市　実施予定（日時場所未定）
　　無料相談
　　常総
　　７月22日（土）　水海道庁舎　０件
　　担当　飯塚富雄　斉藤勝夫
　　『命はね、時間なんだよ。君達の持っているそ
　　の命、その時間を大切にして下さい。君達の時
　　間という命を、平和で楽しい、愉快な世の中を
　　作る為に、生かして使って下さい。』
　　　　　　　　　　　　　　　　日野原重明（医師）

＊　６月25日（水）№467
　・ああ無念！　旅立つとは最後まで思わなかった柴山君
　　柴山　相談役　葬儀案内

＊　７月５日（月）№468
　・桜川市　病院建設の農転申請　－なんと自力で－
　・無料相談
　　下妻　
　　７月３日（月）　13時～14時
　　下妻市役所千代川庁舎　１階ロビー
　　結果　　相続　２件
　　　　　　担当　関和吉　斯波元気　

＊　７月５日（月）№469
　・つくばみらい市　常総市での無料相談広報が
　　はいります。
　・八千代での初の無料相談　
　・古河、境、の会員で開催
　　７月15日（土）　10時～14時
　　中央公民館　２階　研修室
　　担当　細井研二、　長塚崇洋、
　　　　　赤荻弘、　高橋政夫
　　結果　　相続　１　　相続・離婚　１
　　　　　　債務整理　（任意整理・個人再生）１
　　　　　　計３件
　・新入会員紹介　　滝田誠会員　　広瀬貴史会員
　　『或る舟は東へ進み、他の舟は同じ風で西へ進
　　む。自分の行くべき道を決めるのは風ではなく、
　　帆の掛け方だ。』　秋山仁　（数学者）
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県北支部県北支部県北支部
第２回理事会

平成29年７月15日（土）　午後３時～午後４時
多賀ステ－ションホテル　１階和室

⑴　会計担当理事選任について
⑵　行政書士制度広報月間における活動・取り込みについて
　①　無料相談会開催に関する事項
　　・開催回数及び日程並びに開催場所
　　・各会場における担当相談員
　②　その他
⑶　地域で開催される産業祭などの催事会場における無料相談会開催について
　①　実施の有無
　②　実施する場合の相談員配置
⑷　研修会開催について
⑸　研修旅行の実施について
　①　実施日及び行先
⑹　定例無料相談会の運営方法について

⑴　本会の動きについて
⑵　その他
　
　理事会終了後、同会場にて懇親会が行われ、新・再任理事共々終始和やかな雰囲気の中で相互の
親睦が図られました。

日　　時
場　　所
議　　題

連絡・報告事項

（通信員　大和田　廣）

三橋新支部長のご挨拶
「どうぞよろしくお願いします」

議案をしっかり審議中！

親睦会の様子
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鹿行支部鹿行支部鹿行支部

平成29年６月13日（火）　午後４時～午後５時30分
鹿嶋勤労文化会館　１階　会議室
15名

日　　時
場　　所
出 席 者

第２回理事会

　大庭支部長の挨拶に続き、本会の嶋田副会長、佐藤理事、大川理事より本会の現状や研修会等について説
明をいただいた後、平成29年度の事業計画について審議に入りました。鹿行支部で開催される無料相談会、
支部研修会、支部旅行、忘年会等の事業について活発な意見交換が行われ、慎重なる審議がなされました。
議題の経過と決定された内容は以下のとおりです。

＜議題＞
　⑴　無料相談会の開催について
　　　　日　　時　　①：10月 14 日（土）　午前 10時～午後３時
　　　　　　　　　　②：10月 18 日（水）　午前 10時～午後３時
　　　　　　　　　　③：11月 14 日（火）　午前 10時～午後３時
　　　　　　　　　　④：11月 18 日（土）　午前 10時～午後３時
　　　　場　　所　　鹿嶋市、神栖市、潮来市、鉾田市、行方市の公共施設を予定
　　　　　　　　　　＊：潮来市、鉾田市、行方市は①、③の日時に開催し、鹿嶋市、神栖市は②・③の日時
　　　　　　　　　　　　に開催することになりました。
　⑵　研修会の開催について
　　第１回
　　　　日　　時　　平成 29年８月 22日（火）　午後４時～午後６時
　　　　場　　所　　サンロード鹿島（鹿嶋市宮下２－６－１１）
　　　　研修内容　　「法定相続情報証明制度と行政書士」「改正民法の要点」
　　　　講　　師　　四本　平一　先生
　　　　　　　　　　（特定行政書士／元千葉県行政書士会副会長／元日本行政書士会連合会理事）
　　第２回
　　　　日　　時　　12月１日（金）
　　　　場　　所　　アトンパレスホテル
　　　　研修内容については、今後検討する予定です。
　⑶　支部旅行の開催について
　　　日　　時　　平成 29年９月８日（金）～９日（土）
　　　行　　先　　東京都内及び千葉房総方面を予定
　⑷　忘年会の開催について
　　　日　　時　　１２月１日（金）
　　　場　　所　　アトンパレスホテル
　⑸　その他
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審議進行中の様子

慎重審議中

※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。

（通信員　内野　敬仁）
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