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水戸支部水戸支部水戸支部

【水戸支部恒例　第１回フリートーキング】
日時：令和元年８月28日（水）
　　　午後６時30分～午後８時30分
場所：水戸生涯学習センター　小講座室
参加者数：18名
　水戸支部恒例のフリートーキングです。新人から
ベテランまで、幅広い人が集まり、日頃の業務の苦
労や問題点、最近の仕事の動向など、活発に話し合
いました。自分で経験しないとなかなか実感のもて
ない業務が多い中、実際に担当した方からの生の意
見は大いに参考になりますね。
　水戸支部では、研修会以外にも定期的にフリー
トーキングなどのイベントを行うことで、会員相互
の親睦を図るとともに、知識・経験の充実を図って
います！

第１回フリートーキング

さすが久保先生、ベテランの貫禄で堂々たる
講義です！有り難うございました！　　　　

【農地転用許可申請の基礎】
日時：令和元年９月19日（木）
　　　午後６時30分～午後８時00分
場所：水戸生涯学習センター　小講座室
講師名：久保　朋央　先生
参加者数：26名
研修内容：
　我々行政書士にとって、オーソドックスな業務で
ありながら奥も深い農地転用許可申請。そうした業
務のポイントを久保朋央先生に分かりやすく解説し
てもらいました！多くの実務経験を踏まえたベテラ
ンの講義に、参加者一同、大満足な研修会でした♪

日時：令和元年９月28日（土）
場所：常陸太田市のスパ＆ゴルフリゾート久慈
参加者数：６名
　去る９月28日土曜日、常陸太田市のスパ＆ゴル
フリゾート久慈において水戸支部ゴルフの集いが催
されました。
　曇りではあったものの雨は降らず絶好のコンディ
ションの下、総勢６名、２組に分かれゴルフを存分
に楽しみました。

　コースはなかなかの難しさでしたが、秋めき始め
た木々を眺めながら、のんびりとしたゴルフができ
ました。
　参加した皆様お疲れ様でした！次回は３月初～中
旬の開催を考えており、３組以上でのプレーを目標
にしたいと思っております。
　会員の皆様のご参加をお待ちしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　ゴルフ同好会事務局　楠見（くすみ）

水戸支部ゴルフの集い

第２回業務部研修会
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日時：令和元年９月８日（日）
　　　午前10時～正午
場所：土浦三中地区公民館
参加者数：18名

議題：
【協議事項】
１．行政書士制度広報月間における支部活動について
①相談会場の担当理事（会場責任者）の最終確認
を行いました。

②標示板調査及びチラシ等の配布担当者の確認を
行いました。

③チラシ・ポスター・来場者プレゼント（グッ
ズ）を担当理事に配布しました。

④相談会の運営に関して質疑応答を行いました。

【報告事項】
１．研修会の準備状況
①９月13日の第２回研修会の参加予定人数と事
前準備に関する報告がありました。

２．その他
①相談会場の増設について今後の交渉予定を確
認しました。

②相談会やイベント用に「ユキマサくん（パン
チングバルーン）」の購入を決定しました。

③研修旅行（11月22日・23日）の進捗状況につ
いて報告がありました。

④11月25日に「改正民法特別講演会（水戸）」が
開催される旨の報告がありました。

第５回理事会

日時：令和元年９月13日（金）
　　　午後４時～午後５時50分（研修後懇親会）
場所：L ’ AUBE kasumigaura（土浦市）
講師：①行政書士　栗屋　　勲先生
　　　②行政書士　石井　　徹先生
　　　　行政書士　竹内　　崇先生
参加者数：40名

研修内容：
今回の研修会は「建設業新規許可コース」と「経
営事項審査・入札参加コ－ス」の２つのテーマを設
定し、参加者の選択により実施しました。
最初に石井徹県南支部長が県南支部の活動状況と
今回２つのコースを設けた趣旨などを参加者全員に
説明。その後、２会場に分かれて研修会を実施しま
した。

第２回業務研修会

相談会や研修会の内容を検討する各理事

講師の竹内崇先生講師の石井徹先生
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【建設業新規許可コース】
講師の栗屋勲先生が、建設業許可申請に関するノ
ウハウを伝授。建設業法の要点や許可申請依頼が
有った場合の重点確認項目、申請書類一覧、建設業
許可の種類などを説明。申請書類の記載方法や添付
書類の収集・確認、許可要件の注意点など、モデル
ケースを想定して具体的な申請書作成を行いまし
た。参加者から様々な質疑応答があり、これから建
設業許可申請の受任を目指す参加者にとってとても
役立つ研修会となりました。

【経営事項審査・入札参加コ－ス】
最初に講師の石井徹先生が「経営事項審査」につ
いて解説。経審の目的や評点の見方、必要な情報と
書類、申請の流れ、申請スケジュール管理などを説
明。特に建設会社が入札の目標と日程が有る場合
は、申請スケジュール管理が重要と言います。
また、行政書士は入口としての許可取得から経
審、入札参加資格と会社のステップアップを支える
と共に事業拡大や会社組織の変更、社員研修などさ
らに深く関与することが可能。社長と対等に話が出
来るためには、許可の要件だけでなく、工事の種類
や技術資格、元請・下請の構造、入札情報など様々
な知識が求められる。行政書士はコンサルタントと
しての役割も期待されていると言います。
続いて、講師の竹内崇先生が「入札参加資格審
査」について解説。入札参加資格の区分、要件、受
付期間、提出方法などを説明。特に受付期間は、
国、茨城県共同受付、その他の市町村、各種団体な
どにより異なるため、建設会社の意向を詳細に調べ
ておくことが重要。また、参加資格の区分として建
設工事の請負が主となるが、会社によってはサービ
スの提供（草刈り、清掃、保守、設備）区分でも参
加申請する場合があるので注意が必要と言います。

【懇親会】
研修会終了後、懇親会を開催しました。これは会
員同士の交流・情報交換の促進を図ることを目的に
実施。特に入会間もない新人会員とベテラン会員の
交流を生み出し、仕事の進め方や新規顧客の開拓手
法、業務上の不明点、悩み相談などにも役立てられ
る場を創出することも目標にしています。終始和や
かな雰囲気の中交流が図られました。

講師の栗屋勲先生　

熱心に聴講する参加者

会員同士の交流を図った懇親会

（通信員　澁谷　輝男）
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日時：９月28日（土）午後１時～午後４時30分
場所：筑西市生涯学習センター
　　　「ペアーノ」会議室１

１．農地転用許可申請の概要について
　　　講師　鈴木　陽一会員

２．建設業の許可申請について
　　　講師　下条　威之会員

第1回支部研修会

　県西支部各地において無料相談会を開催しました。

 八千代町
日時：令和元年７月20日（火）
場所：八千代町中央公民館
相談員：永塚 崇洋　大島 直
相談数：４件
相談内容：相続　３件　　農地　１件

 境町
日時：令和元年７月28日（日）
場所：境中央公民館
相談員：赤荻 弘　佐怒賀 清子　秋元 譲

　　　　オブザーバー　飯田 康夫
相談数：１件
相談内容：相続　１件

日時：令和元年８月25日（日）
場所：境中央公民館
相談員：肥後 盛芳　秋元 譲
相談数：８件
相談内容：相続　４件　土地関係　２件
　　　　　離婚　１件　会社　１件

無料相談会

農地法講師の鈴木氏 建設業講師の下条氏

会場風景 支部役員の紹介
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（通信員　池ノ上　久利）

 坂東市
日時：令和元年７月28日（日）
場所：坂東市岩井公民館
相談員：間中 宏　𠩤 孝道　根本 美佐子
　　　　稲石 誠市　池ノ上 久利
相談数：２件
相談内容：相続　２件

 常総市
日時：令和元年８月６日（火）
場所：常総市役所水海道庁舎　市民ホール
相談員：伊藤 瑠真運　刈部 幸男　森田 裕子
相談数：４件
相談内容：相続　３件　土地利用　１件

 筑西市
日時：令和元年８月17日（土）
場所：筑西市立中央図書館
相談員：大嶋 薫　岸本 美紀子　増戸 美幸
　　　　渡邉 勝子
相談数：１件
相談内容：相続　１件

 桜川市
日時：令和元年８月19日（月）
場所：桜川市役所岩瀬庁舎
相談員：深谷 孝　下条 威之
相談数：２件
相談内容：相続　２件

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

［参考資料］ 相続相談の在り方
［研　　究］ 行政法・民法・商法
［業務の手引］ 書類作成業務の在り方
 遺言書作成チェックポイント
 農業法人設立
 相続　今昔物語
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説
［経　　　営］ 開業の勧め

付録　事業承継　財産診断書
号外　食品衛生の改正

内　　容 概要

☆９月１日発行　第220号（Ａ４判　80頁）

［業務の手引］ 相続税　財産と相続人数
 遺産承継業務
 相続　今昔物語
 空き家対策に妙手
 官報「廃棄物処理」改正
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説
［参考資料］ 財務３表一体理解
［研　　究］ 行政法・民法・商法
 外国人と地方自治
［質疑応答］ 相続

付録　行政書士実体
号外　茨城県宅地開発関係資料

内　　容 概要

☆10月１日発行　第221号（Ａ４判　80頁）
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日時：令和元年９月14日（土）　
　　　午後１時～午後３時
場所：常陸太田市生涯学習センター
講師：茅根　悟　理事（コスモスいばらき支部長）
受講者数：19名
研修内容
１部　成年後見について

講師である県北支部理事兼コスモスいばら
き支部長の茅根悟講師から成年後見制度全般
について講義を受けました。

　概要は下記の通りです。    
　　１．成年後見制度に係る法律
　　２．成年後見制度の概要
　　３．成年後見制度利用促進法
４．一般社団法人コスモス成年後見サポー

トセンター

２部　質疑応答・情報交換
任意後見契約の利用の仕方の３つのパター
ンである即効型、将来型、移行型などの質疑
を中心に、成年後見制度全般についてさまざ
まな質疑応答がなされました。

第２回　成年後見について　研修会

成年後見制度パンフレット

（通信員　飛田　憲明）

研修会風景

日時：令和元年９月14日（土）　
　　　午後３時～午後４時45分
場所：常陸太田市生涯学習センター
受講者数：13名
議題
⑴　行政書士制度広報月間における活動について
⑵　研修旅行の実施について最終確認
⑶　賀詞交歓会の実施について最終確認
⑷　次回研修会開催について

⑴については、開催回数及び日程・場所、担当相
談員について確認をしました。  
⑵については、実施日を11月29日（金）から11月
30日（土）の１泊２日で決定しました。場所は群
馬方面です。  
⑶については、令和２年１月18日(土）ホテルテ
ラス　ザ　スクエア日立で開催予定です。
⑷については、12月14日（土）古市理事を講師に
民法改正について講義をしていただきます。

第３回　理事会

三橋支部長から広報月間についての説明 理事会の様子
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鹿行支部鹿行支部鹿行支部

日程：令和元年９月８日（日）～９月10日（火）
　　　２泊３日
行先：北陸方面（金沢市、能登半島）
参加人数：11名

研修内容
今回は鹿行支部会員相互の交流を図るため北陸

新幹線による二泊三日の能登半島周辺視察＆懇親
旅行に行ってきました。台風が関東地方へ接近し
ているため不安を持ちながらの旅でしたが、北陸
新幹線は初めての会員も多く“かがやき507号”に
乗ってみるとゆったりとした座席で全員がリラッ
クス、そして、大川副支部長手作りのパンフレッ
トを片手に車内で駅弁を食べながら修学旅行の気
持ちになっていざ金沢へ出発です。
駅に着くと金沢の空は真っ青な晴天。女性ド

ライバーが専用の観光バスで我々をお出迎えで
す。駅前の近代ビル群と歴史の香りただよう町
並みのなかを加賀百万石の都市計画を肌で感じ

ながら、先ずは加賀藩前田家の金沢城跡地を散
策し兼六園の灯篭前で記念撮影。続いて12代藩
主前田斉広公正室の隠居所“成巽閣（せいそんか
く）”、ひがし茶屋街を歩くころは異次元豊かな
浴衣姿の観光客が多く、また近年地方でも急増
しつつある外国人と出会うにつれ入管など士業
として今後の在り方を考える機会となりました。
夕方になって、國井会長が当地まで来られた

との情報がはいり、ホテル近くの居酒屋へ移動
して会長との意見交換会となりました。小嶋支
部長から本旅行に込めたご挨拶をいただき、國
井会長からは支部会員に対する日頃の労いのこ
とば、世のため人のために努力する行政書士制
度の地位向上に向けた様々な取り組みなど生の
声をお伺いし、日頃から感じている鹿行支部へ
の愛情とその行動力に会員一同感激し、支部の
将来に大いなる勇気と元気をいただきました。
二次会までご同行いただき心から感謝する一日
となりました。

第247回　鹿行支部視察＆研修旅行研修会

いざ金沢に向けて小嶋号の出発 世界遺産　白川郷にて

國井会長が金沢まで駆けつけてくれました！
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二日目は、北陸自動車道に乗って一路世界遺
産の白川郷の観光です。国指定重要文化財の代
表格である和田家を見学し、幼い頃自宅にもあ
った囲炉裏や古タンスなどを見るにつけ遺産保
存の大切さを肌で感じました。
続いて雨晴海岸を経由し宿泊先は憧れの和倉

温泉「加賀屋旅館」です。夕食時になって総支
配人の手島孝雄氏から、加賀屋の“おもてなし”
についてご講義していただきました。
「心は見えないけれど　心遣いは形にできる
　思いは見えないけれど　思いやりは見える」
先代女将から伝わる加賀屋の遺訓だそうです。
そういえば入室時の仲居さんの振る舞いにはそ
の思いが充分に込められていました。支部長や
幹事さんの粋な企画に本研修の目的はこれで大
達成です。
その晩、部屋に集まって深夜まで反省会。

10月の無料相談会に向けて鹿行支部の絆がさ
らに深まったことは言うまでもありません。
最終日は、能登半島北端の輪島の朝市、白米

の千枚田、上時国家の屋敷などを見学し右手に
日本海の千里なぎさドライブウエイを経由して、
帰りはたくさんのお土産を両手に持って東京駅
で無事解散しました。
期間中、台風15号によって鹿行地区でも停

電・倒木など東日本大震災以来の多大な被害を
受けたところですが、この研修旅行を通して鹿
行支部としてこれからも信頼される行政書士づ
くりを目指し、会員相互で確認しあえたことは
大変有意義な旅であったと感じております。

兼六園にて

（通信員　大槻　　茂）

老舗旅館「加賀屋」支配人と

雪組公演

ひがし茶屋
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