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水戸支部水戸支部水戸支部

日時：令和２年５月15日（木）
　　　午後３時～午後４時
場所：茨城県水戸生涯学習センター

参加者数：11名

　世の中、コロナ騒ぎで非常に重々しい空気が漂っ
ていますね。

　行政書士として、困っている方々のお役に立つた
めにも、皆さまくれぐれもご体調にはお気をつけて
ください！！

（通信員　梶山　伸治）

支部総会

　時節柄、いつものように盛大にとはいきませんでしたが、出席者11名、委任状提出者200名ということで、無
事に総会は成立しました。三密を避けるため、屋外での総会です。

最後はマスクを外し、みんなでニッコリ♪　来年は懇親会までしっかり行えると良いですね！
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県南支部県南支部県南支部

日時：令和２年４月４日（土）
　　　午後１時30分～午後３時
場所：L'AUBE Kasumigaura
参加者数：９名

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するた
め出席理事を限定

議題
【協議事項】
１．県南支部総会の開催について
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため

の総会運営・対策を検討。
○会員に議案書とともに委任状と質問状を発送し、
当日少人数での総会開催となりました。　

○議案書の内容は特に変更なし。
○総会で提案する本会及び支部役員候補者につい
て検討。

２．本会総会の代議員を少人数の出席にする。

３．常設無料相談会の実施について
　○４月、５月の無料相談会は一律中止となりました。

【その他事項】
１．４月４日午前中に厳正な監査が行われ、特に指
摘事項のないことが報告されました。

第１回　理事会　　

日時：令和２年４月25日（土）
　　　午後３時～午後４時
場所：L'AUBE Kasumigaura
参加者数：県南支部会員392名
　　　　　本日の出席24名+委任状239名
　　　　
議題：
令和２年度の県南支部定時総会を土浦市川口の

L'AUBE Kasumigauraで開催しました。今回の総
会は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する
ために極力出席を見合わせていただくという異例

の開催となりました。本来であれば出来るだけ多
くの会員の方にご出席いただき、慎重審議と懇親
会を盛会に行いたかったところですが、緊急事態
宣言が出され、不要不急の外出及び大規模集会の
自粛要請が出されていたための緊急対応でした。

支部総会は後藤太一副支部長の開会のことばに
続いて物故者に黙祷をささげました。石井徹支部
長の挨拶に続いて、茨城県行政書士会の國井豊会
長からご挨拶をいただきました。

國井豊会長の挨拶

支部総会の運営方法を審議する各理事

石井徹支部長の挨拶 議長の渡邉律三氏 三密を避けながらの支部総会

令和２年度　定時総会
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日時：令和２年５月16日（土）
　　　午後２時～午後３時30分
場所：L'AUBE Kasumigaura
参加者数：18名（内オンライン出席者６名）

議題
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため会
場への出席人数を限定し、他の理事はＺＯＯＭを
使ってオンラインで参加する方式の理事会を初めて
開催しました。

【協議事項】
１．県南支部運営方針について
　　石井徹支部長から令和２年度の支部運営方針が
示されました。
　○支部主催の業務研修会は年４回を予定。新型コ
ロナウイルスの感染状況等を踏まえて、オンラ
インでの研修も検討します。

　○研修旅行については、日帰りも含めて検討しま
す。

　○広報月間は実施予定。
　○常設無料相談会は会場の市町村と相談のうえ６
月から実施予定。

　○相談員研修を実施予定。
２．研修等支部活動について
　　後藤太一業務部長から研修会の実施予定が報告
されました。
　○支部運営方針に基づいて、各担当理事が研修内
容や日程調整を行います。

３．支部ホームページ作成について
　○澁谷輝男担当理事からホームページの概要と目
的、コンテンツ案などについて提案があり、各
事の提案・意見を踏まえて今年度中に開設する
予定です。

４．支部研修会等の案内方法について
　○三田寺総務部長から業務効率化と経費削減を目
的に、研修会等の案内はメーリングリストを活
用したいとの提案がありました。

５．令和３年度の支部総会会場について 
　○竹内崇副会長から令和３年度の支部総会日程と
会場について提案がありました。

【報告事項】
　○自治体から経営相談業務（持続化給付金等）へ
の協力依頼がきており５月～８月に実施します。

　　つくばみらい市については、当初相談員２人体
制でスタートしましたが、相談者が多いことか
ら３名体制に変更しました。 

【その他事項】

渡邉律三氏を議長に選出し、事業報告、決算及
び監査報告、事業計画案及び予算案など、異議な
く承認可決されました。また、本会及び支部役員
について補充が必要となったため、本会総会代議

員２名、本会総会議事運営委員１名、支部理事２
名、支部選挙管理委員５名の提案があり、満場一
致で承認されました。

第２回　理事会　　

ＺＯＯＭによるＷｅｂ会議システムを
併用して審議する各理事　　　　　　
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（通信員　澁谷　輝男）

【県南各市町村との業務委託契約による「新型コロ
ナウイルス関連による行政書士相談窓口」の設置】

日時：令和２年５月13日（水）～８月末日頃まで予定、
　　　毎週水曜（つくばみらい市）
　　　令和２年６月２日（火）～８月末日頃まで予定、
　　　毎週火曜（稲敷市）
　　　令和２年６月９日（火）～８月末日頃まで予定、
　　　毎週火曜（美浦村）
　　　午後１時～午後５時
場所：つくばみらい市　谷和原庁舎、稲敷市役所、
　　　美浦村役場
参加者数：相談員が各回１名～３名

事業内容
水戸市における「経営相談窓口」の設置に続いて、
県南地区においても、つくばみらい市が５月13日
から、稲敷市が６月２日から、美浦村が６月９日か
らそれぞれ毎週１回、行政書士による経営相談窓口
を設置しました。期間はおおよそ８月いっぱいの予

定です。
業務委託自体は本会と各市町村との委託契約にな
りますが、実施する市町村との折衝、人員の配置等
の実務は支部が行っています。
会場ごとに異なりますが、各会場各回１～３人の
会員を派遣し、地元の中小、個人事業者に対する各
種相談を受けるものです。
具体的には、持続化給付金の相談とオンライン申
請のお手伝い（ネット接続されたPCを会場に準備
し、その場で申請代行）や、県、各市村が独自に準
備した各種補助金、支援制度等の説明と相談などが
中心となります。
どこの会場も予約でいっぱいで、これだけ情報が
あふれている状況でも、そこから漏れてしまう事業
主も多く、そこを救い上げる場が必要なのだと実感
しました。
他支部も同様の活動を行っていますので、支部間
の情報交換等も積極的に進めております。

無料相談会

経営相談会場（稲敷市役所）

経営相談会場（つくばみらい市谷和原庁舎）
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県西支部県西支部県西支部

日時：５月９日（土）午後１時30分～
場所：筑西市玉戸、ダイヤモンドホール

出席者は、支部長・副支部長・理事10名、監事
を含む会員５名、総勢15名（委任状による参加は
83名）で行いました。支部総会は出席した会員で

決議することになっていますが、今年度は、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響から、議案書の送付
時にあらかじめ委任状が同封されていました。
國井豊茨城県行政書士会会長も定刻に到着され、
最初から最後まで、ご参加いただき、議事も滞りな
く進行し、14時30分には終了しました。

支部定時総会

新井副支部長による開会のことば 國井会長ご挨拶の様子

支部長挨拶の様子
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（通信員　渡邊　利一）

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

［行政監視］　概要
［法　改　正］　経審改正
［コ　ロ　ナ］　相談窓口
［質　　疑］　外国人　労務管理
　　　　　　　車検延長
［業務手引］　相続人の範囲・順位
　　　　　　　相続　今昔物語 ⑨
　　　　　　　相続放棄
　　　　　　　原本還付
［研　　究］　行政サービス
　　　　　　　行政法・民法・商法　
［スクラップ］業務関連ニュース・解説
［参　　考］　相続税還付
　　　　　　　消える　税理士
　号外　官報　遺言書の保管等

内　　容 概要

☆5月１日発行　第229号（Ａ４判　80頁）

［業務手引］　第１章　相続争いの防止
　　　　　　　相続　今昔物語　⑩
　　　　　　　実践　遺産分割協議
　　　　　　　『県民サービス憲章』
［スクラップ］業務関連ニュース・解説
［支部事業］　収入証紙頒布
［研　　究］　譲渡の実質的な帰属者
　　　　　　　行政法・民法・商法
　　　　　　　相続の場で、今どんな
　　　　　　　事が起きているのか
　　　　　　　遊休農地に木を植える

内　　容 概要

☆６月１日発行　第230号（Ａ４判　80頁）

無料相談会の実績（４月分）

※新型コロナウイルス感染症の影響から中止の箇所
もありました。

７日　常総市 常総市市民ホール
 相談件数　２件
 （相続１件・土地利用１件）
　　　　　　　　担当　飯塚会員・戸塚会員・鈴木

智絵会員
13日　桜川市 桜川市役所真壁庁舎１階会議室
 相談件数　０件
 担当　水田会員・苅部会員
18日　筑西市　　電話相談　増戸支部長事務所

（支部総会議案書封入作業と同時
に行う）

　　　　　　　　相談件数　５件
 （相続３件・家賃の未払い１件・

就業規則関連１件）
 担当　増戸美幸会員・渡邉勝子会

員・大嶋薫会員・永井会員（午
後）

26日　境　町 電話相談　担当　肥後会員
 相談件数　１件　（相続１件）
１日～30日
　　　古河市　　電話相談　担当　細井会員
 相談件数　７件
 （相続２件・婚姻関係３件・登記

１件・農地１件）
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県北支部県北支部県北支部

　コロナの影響により、県北支部は令和２年度茨城県行政書士会県北支部定時総会が書面にて決議されまし
た。以下三橋支部長の報告文を掲載いたします。

会員各位

　県北支部長の三橋です。先の総会、書面決議によ
る結果をご報告させていただきます。
　県北支部会員総数、120名。そのうち同意書を提
出された会員、52名。提出された同意書は全て異
議なしでした。提出された会員を出席者とみなし、
県北支部規則第15条「総会の決議は、出席した会
員の過半数で決する。」とあり議案書の案件は全会
一致で可決いたしました事、ご報告申し上げます。
　今回、初の書面決議総会となりましたが大きな混
乱も無く、スムーズに事が進みました。これもひと
えに！ひとえに！「私の人徳のたまものと存じま
す！」

　さて、冗談は置いときまして会員の皆様本当にあ
りがとうございました。通常の総会では、参加者数
20名から30名弱くらいです。会員の皆さんはこの
くらいしか支部事業に関心がないのかな？と思って
おりましたが今回、52名と半数近い回答を頂き今
後の事業活動に身の引き締まる思いでいっぱいにな
りました。
　できれば来年は52名の方々達（もっと増えても
いいんですよ）大総会を開催出来ればいいなと思い
ます。そして皆様方と直接お会いできる日を心待ち
にしております。
　最後に、会員皆様全員のご健康とご多幸を祈念し
てご報告と御礼の挨拶とさせて頂きます。

県北支部総会

（通信員　飛田　憲明）

支
部
だ
よ
り



29行政いばらき　2020.8　№　251　

鹿行支部鹿行支部鹿行支部

日時：令和２年４月10日（金）
　　　午後２時～午後３時
場所：レイクエコー（小研修室Ｂ）及び
　　　理事の事務所等
参加者：15名
　　　（会場役員他７名、Ｗｅｂ参加理事８名）

＜理事会議題＞
１．年次総会までの確認事項
２．次年度事業計画について
３．その他
本年1月に新型コロナウイルス感染が拡散し、こ
れまでのインフルエンザと違って元気な者でも急激
に悪化し有効な薬もなく死亡するという不安な社会
が幕開けしました。このことから「三密」を防ぐた
め、第１回理事会は、急遽鹿行支部で初めてとなる
オンライン会議を開催することになりました。
定刻になり、支部長からパソコンに向かって各理
事への挨拶で始まりました。Web会議に参加する
多くの役員が初めての経験で、当初は不慣れな進行
でありましたが、会議が進むにつれ活発な意見交換

のなかで無事終わることができました。初めてのト
ライにしては肯定的な意見が多く今後も適宜に継続
したいと思えるWeb会議でした。

第１回　理事会及び政治連盟幹事会

日時：令和２年５月８日（金）
　　　午後４時～午後５時30分
場所：ホテル芝田　会議室（潮来市）
参加人数：会場９名（役員他）、委任状54名
　　　　　※Web視聴会員　多数

　新型コロナウイルス感染が鹿行地域へも身近にせ
まり様々なイベントや学校行事等が休業するなど社
会的に慎重な対応が求められるなかで、鹿行支部と
しては感染予防の観点から本年度の定時総会及び定
期大会は書面審議となりました。ＦＢでご登録して
いただいた会員の皆様には、午後4時からライブ配
信でご視聴いただきました。
　開会にあたり、支部長から今回の定時総会が特異
的な形で開催することになった経緯など丁寧にご説
明していただき、そして、来賓された本会の國井会
長からも鹿行会員に向けて熱意のこもったご祝辞を
いただきました。
　審議事項につき
ましても、書面に
おいて多数の賛成
をいただき、無事
承認されました。

令和２年度定時総会・定期大会開催

初めてWeb会議（第１回理事会）を開催しました

無事Web会議の終了です！　

緊張感のなか小嶋支部長の挨拶でWeb総会が開催しました

國井会長が挨拶してくださいました

國井会長を囲んで鹿行支部総会は無事終了！Web総会の様子
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日時：令和２年５月28日（木）、29（金）、30日（土）
　　　３日間
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　　　※完全予約制、１事業者１時間程度
場所：潮来市商工会　相談室（２室）
参加人数：延べ18名

　潮来市からの要請を受け「持続化給付金申請支援
相談」が行われました。ネット環境が整っていな
かったり電子申請の苦手な中小企業や個人事業者を
対象に、商工会の相談室２か所を会場に、3日間の

実施で計34件の申請相談を受けました。
　今回の開催に当たって、緊急事態のなか潮来市観
光商工課及び関係職員の皆様には市広報の周知、申
請受付、そして機器設置など積極的にご協力いただ
き、また、市商工会からは会場のサポートをしてい
ただき、心から感謝申し上げる次第です。
　鹿行地域に国の設置するサポート会場が無いなか
で、鹿行支部として厳しい環境下にある地元中小事
業者に対して少しでも行政の架け橋になれたことは
幸いです。これからも頼れる街の法律家として支援
してまいります。

新型コロナウイルス感染症に係る行政手続き申請相談

日時：令和２年５月23日（土）
　　　午後２時～午後３時45分
場所：ホテル芝田　会議室（潮来市）
参加人数：19名

　新型コロナの営業自粛などで多大な影響を受けて
いる中小事業者に対して、事業の継続性や再起にか
けて給付することになった「持続化給付金」の電子
申請について、鹿行支部としてサポート支援する目

的で事前研修会を開催しました。申請支援の目的や
個人情報保護、また相談に当たっての注意点等の説
明の他、すでに他の自治体で申請支援の経験を積ん
でいらっしゃる先生方との情報交換を行い、申請支
援に当たっての大事な留意点等共通理解を図ること
ができました。
　古川副会長からは本会の状況など行政書士として
無料相談に対する期待を込めたご挨拶をいただきま
した。

「持続化給付金」申請支援事前研修会

（通信員　大槻　　茂）

アクリル板を挟んでの申請相談です。 時間内にスムーズに進行できました。

三密を意識しながら小嶋支部長の挨拶で研修会スタート 柴田先生ほか他支部先生からも沢山のご意見をいただきました

大庭先生からも課題提起です 最後に古川副会長からご挨拶いただきました

支
部
だ
よ
り
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一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
茨城県支部からのお知らせ

（コスモスいばらき）
コスモス北関東連絡協議会への出席

期日：令和２年３月13日（金）
　　　午後１時～午後５時
場所：群馬県安中市磯部１－12－５
　　　ホテル磯部ガーデン

　 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、
山梨県、長野県のコスモス成年後見サポートセ
ンター支部役員等が出席し、研修及び情報交換
を行いました。
　研修は、神奈川県のコスモス成年後見サポー
トセンター会員の方が講師となり、「成年後見
における倫理～専門職として私達に求められ
ていること～」の演題で行われ、成年後見人等

の責任、成年後見業務の難しさ等について、事
例によるケーススタディを交えた実践的な研
修を受けることができました。
　情報交換では、研修の実施、講演会・相談会
の開催、成年後見業務等の受任、家庭裁判所・
市町村等の関係機関との連携などの状況につ
いて各県からの発表と意見交換が行われまし
た。山梨県支部では、山梨県信用金庫等の金融
機関と成年後見制度に関する支援協定を締結
し、金融機関窓口での預金者からの相談にコス
モス山梨県支部が相談員を派遣するなど、独特
な事例の紹介もありました。

那珂市介護長寿課及び同市社会福祉協議会の訪問

期日：令和２年５月27日（水）
　
①　那珂市介護長寿課

コスモス成年後見サポートセンターを
紹介するとともに、茨城県支部が開催す
る無料公開講座・無料相談会への支援や
那珂市長申立て等の成年後見人等の要請
に応じていきたいことを伝えました。
介護長寿課からは、無料公開講座・無

料相談会の開催を市報に掲載するなどの
支援を得られることになりました。

また、当センターのリーフレット等を
市役所の成年後見関係課の窓口に置かせ
てもらえることになりました。

②　那珂市社会福祉協議会
那珂市の訪問と同趣旨で那珂市社会福

祉協議会を訪問しました。那珂市と同様
に当センターのリーフレット等を窓口に
置かせてもらえることになりました。

　令和２年春の褒章において、本
会の雨貝元副会長（土浦市）が、永
年の行政書士業歴を高く評価され
て、黄綬褒章を受章されました。
　氏は、昭和50年５月に本会に入
会され、本会理事、副会長等々、約
15年間に渡り本会の要職を歴任さ
れました。
　受章は茨城会にとっても誠に名誉なことであり、こ
こに謹んで氏の功績を讃えるものであります。

令和２年７月６日に行われた伝達式の様子


