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支部だより

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２年９月25日（金）
　　　午後７時～午後９時
場所：水戸生涯学習センター　大講座室
参加者数：20名
　水戸支部恒例のフリートーキングです。
　マスク姿はちょっと残念ですが、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！

（通信員　梶山　伸治）

第１回　フリートーキング

日時：令和２年10月１日（木）～３日（土）
　　　正午～午後８時
場所：水戸京成百貨店
　多くの人で賑わう水戸京成百貨店で、週末の３日
間、市民相談会を開催しました。マスク＋パーティ

ションでコロナ対策も万全に、行政書士の知名度向
上、相談のしやすさをしっかりアピールできまし
た！

無料相談会
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県南支部県南支部県南支部

日時：令和２年９月５日（土）
　　　午前10時～午前11時30分
場所：土浦三中地区公民館
参加者数：18名
議題
【協議事項】
１．支部ホームページの進捗状況について
　○ホームページ制作会社の見積書を基にコンセプ
トとコンテンツの内容を担当者が説明。

　○ホームページ制作料金の相場と適正化を図るた
め、複数社の見積依頼を行うこととする。

２．標示板調査及びチラシ等配布の担当割りについて
　○担当者と配布物の確認。
　○配布物を持ち帰り、出来るだけ早く配布。配布
後、速やかに報告することとする。

　○広報月間「無料相談会」の感染症対策備品（マ
スク・消毒液・アクリル板等）を配布した。

３．研修旅行について
　○コロナ禍における実施方法と研修内容を検討した。

【報告事項】
１．新型コロナウイルス感染症関連経営相談業務の報告
　　実施した市町村（つくばみらい市・稲敷市・美

浦村）ごとの相談件数・相談内容・申請件数な
どの報告があり、各市町村から好評を得た旨の
報告があった。

【その他事項】
１．経営事項審査について、県土木部監理課から
「郵送申請」への協力依頼が来ている旨の報告が
有った。
２．行政書士試験の日程と会場について、現時点で
の状況報告があった。

第４回　理事会　　

日時：令和２年９月14日（月）
　　　午後２時30分～午後４時30分
場所：Ｌ‘ＡＵＢＥかすみがうら
講師：行政書士　柴田　大 先生
参加者数：39名
研修内容
【債権法改正について】
　「民法の一部を改正する法律」が今年４月１日に
施行されました。特に債権法の部分は1896年（明治
29年）に制定されてから約120年間にわたり実質的
な見直しがほとんど行われていません。今回の改正
では、約120年間の社会経済の変化への対応を図る
ための改正と、現在の裁判や取引の実務で通用して
いる基本的なルールを条文として明確にするなど多
岐に渡る改正が行われました。
　講師の柴田先生は、多岐に渡る債権法改正の中か
ら、行政書士業務と関連性の深い項目や行政書士と

して知っておかなければならない項目をピックアッ
プし、見直しされた要点（問題の所在・改正法の内
容、注意点等）を解説。重要な項目については条文
を参照しながら理解度を深めていただきました。
　ピックアップした項目は、①時効期間と起算点、
②損害賠償請求権の時効期間の特則、③時効の中
断・停止、④法定利率、⑤包括根保証の禁止対象拡
大、⑥債権の譲渡制限特約、⑦定型約款に関する規
定の新設、⑧契約解除要件、⑨売主の瑕疵担保責任、
⑩損害賠償規定、⑪第三者弁済、⑫契約に関する基
本原則、⑬危険負担、⑭消費貸借、⑮賃貸借終了時
のルールの明確化、⑰請負契約―など。
　契約書作成業務を行う際に注意しなければならな
いのは当然として、過去に作成した契約書等の見直
しや相談業務、取引先へのアドバイスなどにとても
役立つ講義でした。

第２回　業務研修会　　

コロナ禍における相談会運営方針等を審議

講師の柴田先生 真剣な眼差しで学ぶ参加者 （通信員　澁谷　輝男）
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県西支部県西支部県西支部

コロナウィルス感染症の影響から、現状では支部
会員全員に対しての研修会の開催が困難になってお
ります。何とか対策を講じながら、開催できるよう
努めます。

無料相談会について、理事会でも議題となり、行
政書士として信頼に応えるべく対応を見直そうとの
意見が多くありました。
そこで、10月の広報月間に向けて、８月29日に
筑西市中央図書館視聴覚室において、支部の役員と
古河、常総、境、坂東、桜川、筑西地区の無料相談
会の担当者とで意見交換会を行いました。それぞれ

の地区の無料相談会の現状をお話しいただき、それ
ぞれの良い点、改善すべき点等が確認でき、有意義
な意見交換会でした。今後の無料相談会も、各地区
においてミーテイングの時間を設け、より一層的確
な相談対応ができるよう心掛けていただけたらと思
います。
その中で、相談員に対する研修会開催の意見もあ
り、11月28日には、無料相談会を行っている相談
員の方に対して、事例研究などを取り入れた、スキ
ルアップ研修会を行うことにしました。支部として
は初めての試みです。相談員になりたい方も参加し
ていただけます。支部宛お問い合わせください。

（８月開催分）
４日 常総市 市民ホール
  相談件数 １件（土地利用関係１件）
  担当　戸塚操会員・石塚昌克会員
17日 桜川市 桜川市役所岩瀬庁舎１階会議室
  相談件数５件（相続５件）
  担当　深谷孝会員・伊東留眞運会員
22日 筑西市 筑西市中央図書館　相談件数　４件
  （相続３件・農地転用１件）
  担当　渡邉勝子会員・永井尚子会員
  ・大嶋薫会員・木村保明会員
  中里雅之会員・午前中のみ小島信一 
  会員・増戸美幸会員
26日 境町 中央公民館　相談件数　４件
  （相続２件・土地関係２件）
  担当　佐怒賀清子会員・赤荻弘会員
  ・肥後盛芳会員

（９月開催分）
１日 常総市 市民ホール　　５件
  土地利用関係　３件
  相続関係　２件
  担当　飯塚富雄会員、浅野宏美会員、
  鈴木智絵会員
27日 境町 中央公民館　２件　相続２件
  担当　赤荻弘会員、肥後盛芳会員

無料相談会の実績

いただき それいただき それ
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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）
　（購読希望者に発送　問い合わせ先　安田康一相談役）

［参考資料］ 挑戦者たち
［業務手引］ 相続トラブル防止
 外国人労務管理　　　
［研　　究］ 相続　今昔物語　⑮
 行政法・民法・商法
 過度な節税対策
 相続税還付
 相続で
 家族信託アラカルト
 相続トラブル
 相続と生命保険
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説
 紙芝居　模擬裁判

内　　容 概要

☆9月１日発行　第233号（Ａ４判　80頁）

　国井　　豊 会長　　大洗町長に
　野村　　勇 会員　　八千代町長
［業務手引］ 年金制度改正
 任意後見制度
 道路規定と接道義務
 外国人　労務管理
 会社解散の実務
［参考資料］ 相続関連　譲渡所得税　
 譲渡関連
 遺産承継業務の問題点
 不動産に関わる債権法 相続法
 資産税の知識
 死因贈与登記
 死者の遺産
 行政手続の課題
 法人化前の一知識
［研　　究］ 相続　今昔物語　⑯
 行政法・民法・商法
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説
 投票価値の平等　

内　　容 概要

☆10月１日発行　第234号（Ａ４判　80頁）
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県北支部県北支部県北支部
第３回　理事会

（通信員　飛田　憲明）

三橋支部長

日時：令和２年８月28日（金）
　　　午後６時～午後７時
場所：各理事事務所をweb会議アプリ「Zoom」で

接続
参加者数：12名

【議題】
　県北支部で２度目のＺoomによるオンライン会議
が開催されました。前回と違い少しずつオンライン
会議も慣れてきた感じがしました。三橋支部長によ
る挨拶のあと、各議題が提案され、各々慎重審議が
行われました。

審議事項
⑴　行政書士制度広報月間における活動・取り組み
について
今回はコロナ禍の中で開催する事を考慮し規模

を縮小しての開催となり、定期無料相談を行って
いる市町村とは重複しないような設定となりまし

た。開催場所、日時は以下の通りです。
１．常陸大宮市　10月３日（土）
　　午前10時から午後３時まで
２．高萩市　10月12日（月）
　　午前10時から午後３時まで
３．那珂市　10月24日（土）
　　午前10時から午後３時まで
４．大子町　10月24日（土）
　　午前10時から午後３時まで
⑵　研修会について
　　オンデマンド形式が提案されました。
⑶　研修旅行について
研修旅行担当者の大和田副支部長より行先、日
程等提案されました。
⑷　令和３年賀詞交歓会について
令和３年１月23日（土）に「ホテルテラスザス
クエア日立」にて開催することが決定されました。
⑸　その他
　　Ｚoom会議へ参加の理事の面々を紹介します。

古市理事

黒澤理事

佐藤理事

茅根理事

神谷監事
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鹿行支部鹿行支部鹿行支部

鹿行支部では、新型コロナの影響を受けて収入減
につながった中小事業者を対象に、５月に潮来市商
工会を会場として緊急無料相談窓口を開設しました。
３日間で30件以上の相談を受け、わが地域でも想
像以上にコロナの影響を受けた事業者が多いことを
感じました。このことから、当支部では、持続化給
付金のサポート事業について特化して支援強化に努
めています。
その後、行方市と鉾田市商工会から支援要請をい
ただき、市広報紙による周知、さらに、担当職員ま
で配置していただき、充実した環境のなかで相談業

務に専念することができました。行方市では、北浦
公民館を会場に７月15日から毎週水曜日に開催、
この間、家賃支援給付金制度が開始されたことから、
依頼のある限り12月頃まで継続していきたいと考
えています。また、鉾田市商工会は９月～11月の
３ヵ月間、月２回のペースで相談サポートに取り組
んでいます。
これまで、９月末現在で合計16回の開催に至り
ました。事業者から感謝の声が届くにつれ、人生
100年市民に寄り添う行政書士を実感し、さらにス
テップアップしてまいります。 

「持続化給付金」及び「家賃支援給付金」制度の申請相談業務について

日時：令和２年９月５日（土）
　　　午後２時～午後４時30分
場所：レイクエコー　小会議室１
内容：① 無料相談会の進め方
　　　  遺言セミナーの進め方
担当役員：９名
行政書士広報月間である10月の無料相談会が本
会の恒例行事となっていますが、本年は中小事業者
が新型コロナ禍で多大な影響を受けていることから、
鹿行支部では、９月・10月の２ヵ月間に拡大して
無料相談会を実施することにしました。また、無料
相談会に併せ、持続化給付金と家賃支援給付金の相
談会にも取り組んでまいります。

無料相談会に係る担当者打合せ会

鉾田市商工会における家賃支援給付金の相談北浦公民館における持続化給付金の相談

鹿行支部作成の遺言セミナー＆無料相談会チラシ

てて
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（通信員　大槻　　茂）

神栖市かみす防災アリーナにて無料相談会の担当者打合せ会

遺言セミナーを聞く参加者たち鉾田市公民館にて

遺言セミナーの紙芝居リハーサル鹿嶋市大野ふれあいセンターにて行方市天王崎観光交流センター
「コテラス」にて　　　　　　　

 無料相談会は、これまで殆んどが相続と遺言に関
する内容であったことから、支部としても内容の充
実を図るべく、今回は「知っ得！遺言の話」という
テーマでセミナーを併催することにしました。
　これまでは市広報が唯一の周知方法でしたが、本
年はオリジナルのＰＲチラシを作成して、各市役所
や公民館、商工会など市民の目につき易い場所への
配布を心掛けました。
　９月は、16日（水）のかみす防災アリーナを皮切
りに、鉾田市中央公民館、鹿嶋市大野ふれあいセン
ター、そして行方市天王崎観光交流センター「コテ
ラス」の各会場で開催しました。参加者からは大変
勉強になりましたという感謝の意見が多く聞かれた

ことは、努力の成果と考えます。
 10月も、チラシのとおり鹿行各市４か所で実施す
る予定でしたが、10月10日（土）の潮来市相談会
は、台風対策の行政側都合により、延期になってし
まったことは残念でした。このため、急遽茨城放送
による「スクーピーレポート」の生放送は、小嶋支
部長事務所からの対応となりました。
　セミナーでは、参加者の殆んどが高齢者であるこ
とを考慮し、前段は、参加者にとって興味の持てる
“紙芝居”で会場の雰囲気を盛り上げ、続いて「遺言
セミナー」ではパワーポイントを使って分かり易い
解説に心がけて開催しました。　

遺言セミナー&無料相談会の実施
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「茨城行政書士協同組合」が設立されました！ 

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）

日時：令和２年９月28日（月）
　　　午前10時30分～午前11時30分
場所：茨城県開発公社ビル1F 中会議室
内容：１　主な審議事項

①　令和元年度事業報告及び決算の承認に関する件
②　令和２年度事業計画及び予算の承認に関する件

　２　概要
・　審議に先立ち、８月26日付けで茨城県行政書士
会の國井会長、郡司副会長、中山保健風営部長に
当支部の相談役に就任していただいたことを報告
し、ご臨席を賜りました郡司副会長、中山保健風営部長に委嘱状を交付させていただきま
した。
　　現在、県内の市町村では、誰もが安心して成年後見制度を利用できるように、成年後見
制度利用促進法に基づき、市町村基本計画の作成と中核機関の設置・運営を核とした地域
連携ネットワークづくりを進めています。

　　当支部では、成年後見制度の普及と成年後見人等の受任拡大を目指し、市町村や成年後
見関係諸機関への訪問を進めているところですが、今後は、相談役にも同行していただく
など茨城県行政書士会との連携を一層強めながら、成年後見制度の利用促進に尽力して参
ります。

・　審議では、入会前研修や更新研修の開催、成年後見人等の受任等を通じた市町村との協
働の推進等の事業を引続き実施することについて可決承認されました。

　本会有志により、この度「茨城行政書士協同組合」
が設立され、本会理事でもある佐藤鉄也（鹿行支部）
さんが初代理事長に就任されました。行政書士制
度推進のため、本会と連携しながら、これからの組
合の発展を期待いたします。

茨城新聞　令和２年10月５日

茨城県支部定時総会の開催

決意漲る組合設立メンバー


