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支部だより

水戸支部水戸支部水戸支部

支部長　木村　　司
新年ご挨拶

 新年あけましておめでとうご
ざいます。
　旧年中は、支部の皆様から温
かいご支援とご協力を賜り、厚
く御礼申し上げます。

　支部主催の無料相談会は、コロナ禍であって
も、ひたちなか市本庁や小美玉市など、盛況な会
場があり、確実に県民の皆様に浸透し、また自治
体との信頼関係も一段と強くなっています。今年
も引き続き、事前予約なしのスタイルを堅持した
無料相談会を定期的に同頻度で実施していきま
す。

　スキルアップにつきましては、会員の皆様の
ニーズを的確にとらえ、実務研修を継続して複数
回、フリートーキングも複数回実施していきま
す。研修会は業務知識だけではなく、横のつなが
りを得られる貴重な場所ですので、積極的に参加
して頂きたいと思います。
　今後とも我々の仕事量全体が増えていくよう、
頑張っていく所存ですので、今後とも皆様からの
ご支援、ご協力をお願いいたします。
　最後に、支部の皆様並びにご家族様の益々のご
活躍とご多幸をご祈念申し上げます。

第１回　　業務部研修会

日　　時：令和２年10月29日（木）
　　　　　午後６時30分～午後８時
場　　所：水戸生涯学習センター　大講座室

講　　師：ワイズ公共データシステム株式会社担当者様
参加者数：25名

　ワイズ公共データシステム株式会社より、担当
者をお招きして建設業法等の改正、経営事項審査
の改正についてお話しいただきました。
　コロナ騒動の中でも多くの会員が参加し、熱心

に内容に聞き入りました。もちろん、コロナ対策
は万全です。
　改正が多い業務は、常に情報のアップデートが
欠かせないですよね！

【10月施行改正建設業法について】
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支部だより

（通信員　梶山　伸治）

日時：令和２年11月20日（金）
　　　午後６時15分～午後７時30分
場所：水戸生涯学習センター　大講座室
講師：水戸地方法務局供託課担当者様
参加者数：20名
研修内容：
今回のテーマは自筆証書遺言の保管でした。

水戸地方法務局から担当の方にお越しいただきま
したが、実際の事例を踏まえた具体的なお話は、非
常に有意義なものでした。
多数の参加者の研修で、皆さんの関心の高さがう
かがえました！

第２回　業務部研修会

【自筆証書遺言書保管について】

日時：令和２年12月４日（金）
　　　午後６時15分～午後８時
場所：水戸生涯学習センター　大講座室
講師：久保　朋央 先生
参加者数：20名
研修内容：
今回のテーマは、農振除外の基礎と事例でした。

我々行政書士にとってオーソドックスな業務なが
ら、必ずしも勉強する機会のない内容ですが、農振
除外のスペシャリストである久保朋央先生を講師に
招き、研修会を行いました。
何事も、「備えあれば憂いなし」ということで、
普段からの自己研鑽は欠かせないですね！

第３回　業務部研修会

【農振除外の基礎と事例】
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支部長　石井　　徹
新年ご挨拶

　新しき年、令和３年を迎え、
皆様ご健勝のこととお喜び申し
上げます。
　昨年も、支部役員の皆様を始
め支部会員の方々にご理解ご協

力をいただきながら支部事業を進めて参ることが
出来ましたこと、厚く御礼申し上げます。
　そう言いながら、新型コロナ感染症が世界的に
猛威を振るい、支部総会の限定的な開催、常設無
料相談会や研修旅行の中止等々、従来通りの活動
が出来なかったこともまた事実です。
　そのような状況下、各自治体からの要請により、
地元事業者のための事業継続に関する相談会を開
催し、大きな成果を得ることも出来ました。
　一方我々の働き方も、ＤＸを中心として大きく

見直しを余儀なくされ、おそらく 近い将来、行政
書士という資格自体にも影響があるのではないか
と考えます。
　そのようなときに、どれだけ柔軟な考え方、発
想、行動が取れるか。今年はそのようなことも考
えながら支部活動及び行政書士制度推進について
進めて参りた いと存じます。
　
　最後に、支部会員の皆様のますますのご発展と
ご多幸を祈念し、新年のご挨拶とさせていただき
ます。

第３回　業務研修会

日　　時：令和２年12月19日（土）
　　　　　午前10時～正午
場　　所：Ｚｏｏｍによるオンライン研修
講　　師：行政書士　小野寺大介 先生
参加者数：27名
研修内容：
本研修の１週間前に理事数名が参加して事前確認
（ネット環境に合わせた音声・映像チェック、時間
配分、資料の見せ方、質問＆回答方法等）を行い、
万全を期して県南支部初のオンライン研修を実施し
ました。
講師の小野寺大介先生は、自動車関連業務を中心
に事業を展開されており、これまで培ってきた豊富
な経験とノウハウを基に手続きの流れや書類への記
載方法を具体的に講義していただきました。特に今
回の研修会は、自動車手続きが初めての方でも理解
しやすいよう売買と相続に絞って解説していただき
ました。
自動車業務を受任するにあたって最も重要な書類
は車検証。まずは車検証に書かれている内容と重要

項目の確認方法を解説。次に手続きに必要とされる
添付書類について、移転登録と変更登録、売買と相
続、普通自動車と軽自動車などそれぞれのケースに
応じた書類の準備とチェック方法を細かく解説。預
かった書類に不備が有った場合の対応方法や登録官
との交渉についても伝授いただきました。
行政書士が作成する書類として「ＯＣＲシート１
号様式」や「手数料納付書」、「税申告書」等の記
載方法や注意点など。最後に陸運局と軽自動車協会
の回り方について、混雑時はどうすれば時間削減、
効率化が図れるかを伝授していただきました。
初めてのオンライン研修でしたが、参加者からは
「実務に添った内容でとても分かりやすかった」、
「新たな発見が有った」など好評でした。参加者の
方々からいただいたアンケート結果を参考にしなが
ら、オンライン研修の運営方法改善や研修内容の充
実を図っていく予定です。

【自動車の名義変更】

県南支部県南支部県南支部
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支部だより

（通信員　澁谷　輝男）

資料を説明する小野寺先生（上段左から２番目）

研修会の参加者画面（最上段中央が小野寺先生）
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支部だより

県西支部県西支部県西支部

　新型コロナ感染症の影響により全支部会員に向け
ての研修会がなかなか行えない状況にあります。
　そのような中ですが、筑西市中央図書館に於いて
11 月 28 日（土）９：45～ 12：00 まで各地区で
無料相談会を行っている相談員に向けてスキルアッ
プ研修会を行いました。
　初めに増戸支部長から、相談を受ける際の注意事項、
心構えなどについて話しがありました。次に事例研

究ということで、細井理事に研修して頂きました。
　細井理事からは、関連事項の知識で相続法のみな
らず、民法総則・物件法・債権法併せて税法・登記
手続き・保険等様々な法知識が必要とのことから、
事例研究問題が出題されました。グループで話し合
いを行ってもらいましたが、様々な意見交換が行わ
れたようで、解答編ではみな熱心に聞いており、そ
れぞれが勉強になったと好評でした。

　その後 13：30 ～支部理事会を行い、今後の支部
事業について話し合いました。理事会では活発な意

見交換が出来ました。

スキルアップ研修会を開催しました

６日　常総市 常総市市民ホール　相談件数　３件
 （相続１件・土地利用２件）
 石下庁舎会議室 　相談件数　０件
 担当　戸塚操会員、篠塚信二会員、

 　　　古谷克美会員、鈴木智絵会員、
 　　　飯塚富雄会員、斎藤勝夫会員、
 　　　吉原哲夫会員、浅野宏美会員

無料相談会の実績（10月分）

新年ご挨拶
支部長　増戸　美幸
　明けましておめでとうござい
ます。
　昨年はコロナウイルスに翻弄
された一年でした。
　テレワークが日常になり、人

との縁が薄くなっていくように思うのは私だけで
しょうか。もちろん人との接触を控えることがコロ
ナウイルスの抑制につながることは承知しています
が、行政書士は、それとは別に人とのつながりを大
切にしつつ、業務を行っていると思います。
　昨年、予定していた支部事業もほとんど行えませ

んでしたが、支部の補助事業として各地区で行われ
ている無料相談会では、中止を余儀なくされた月も
ありましたが、感染予防をしながら、比較的早く再
開し、市民生活への貢献ができたのではないでしょ
うか。
　これからの支部事業は、当たり前のことができる
ようになることを願い、さらに役員の力を結集し、
進めていけたらと考えています。
　皆様のご支援ご協力をお願いいたします。
　最後に皆様のご多幸とご健勝を願い、年頭のご挨
拶とさせていただきます。

細井理事との研修
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（通信員　池ノ上　久利）

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

［巻 頭 言］ 緊急時遺言
［業務手引］ 副業・兼業の推進
　 外国人材・労務管理
 外国人　本人確認証明
 共有関係の解消・離脱
 時代遅れの相続税法１８条
 土地建物の評価問題
 資産税の豆知識
 遺産承継業務の現状・課題
 相続　今昔物語　⑰　
 配偶者居住権・事例
 成年後見制度　補助制度
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説
［研　　究］ 行政法・民法・商法

内　　容 概要

☆11月１日発行　第235号（Ａ４判　80頁）

［業務手引］ 社会保険の注意点
 解散の超実務
 株式：定款による制限
 外国人の会社発起設立
 相続　今昔物語　⑩
 不服申し立て
［参考資料］ 中心市街地活性化
 更生請求・事実証明書類
 資産税の豆知識
 法定相続情報証明制度
［法 改 正］ 農業経営基盤強化法改正
［研　　究］ 養子縁組
 行政法・民法・商法
 借家契約
 評価見直し（株式・駐車場）
 民法講座（不動産）
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説

参考資料 栃木税理士政治連盟事件

☆12月１日発行　第236号（Ａ４判　80頁）

※通信員から
　前回、10月号で紹介しました「Ｗダイヤモンド筑波」が令和
３年２月14日（日）頃に母子島遊水地で見ることが出来ます。
是非興味のある方はお越し頂ければと思います。天気が一番の
問題ですが２～３日前後なら素晴らしい筑波山が見られると思
います。

2020・02・11　撮影　渡邊利一

17日　筑西市 筑西市中央図書館　相談件数　12件
 （相続９件・土地の契約等３件）

 担当　増戸美幸会員、渡邉勝子会
員、大嶋薫会員、永井尚子
会員、木村保明会員、中里
雅之会員、岸本美紀子会員

17日　古河市　スペースＵ　相談件数　３件
 　　　　（相続関係３件）
 担当　大島直会員、細井研二会員、 
 　　　オブザーバー高橋政夫会員

19日　桜川市 桜川市役所真壁庁舎　会議室
 相談件数　２件（相続２件）
 担当　水田崇史会員、宮川利美会員、 
 　　　山中正雄会員
24日　古河市 三和地域交流センター

 相談件数６件
 （相続関係５件・自己破産１件）
 担当　永塚崇洋会員、影山清和会員、
 　　　細井研二会員

25日　境町 中央公民館　相談件数６件
 （相続５件・借金関係１件）
 担当　赤荻弘会員、肥後盛芳会員、
 　　　佐怒賀清子会員　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
25日　坂東市 猿島公民館　会議室
 相談件数７件
 （相続関係６件・土地所有関係１件）
 担当　間中宏会員、根本美佐子会員、
 　　　富山純会員、原孝道会員、
 　　　松田厳会員、稲石誠市会員
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支部だより

県北支部県北支部県北支部

＜大子町＞
日時：令和2年10月の広報月間中
　　　午前10時～午後３時
場所：県北支部地域内４会場

　行政書士制度広報月間中、当支部ではコロナ禍の
中で開催する事を考慮し、規模を縮小しての開催と
なりました。常陸大宮市、高萩市、那珂市、大子町
の４市町にて、10月３日（土）午前10時から午後
３時まで実施されましたが、コロナ禍にもかかわら
ず多数の相談者がありました。各会場での担当者の
丁寧かつ分かりやすい説明の対応に相談者も満足さ
れたようです。

行政書士制度広報月間

高萩市　相談会

支部長　三橋　　司
新年ご挨拶

　あけましておめでとうござい
ます。昨年は、支部皆様のご協
力とご指導を賜り厚く御礼申し
上げます。
　振り返りますと、コロナで始

まりコロナで終わった年でした。その為、支部事
業に様々な支障が起こりました。総会を開催でき
ず書面決議となり、定例の無料相談会の一時停止。
そして広報強化月間の規模縮小。しかし、支部皆
様のご理解とご協力を得て何とか乗り切れました。
ありがとうございました。
　半面、考えていた案が一部実現できました。一
つはオンラインによる会議（支部理事会）。二つ目
はネット配信による研修。コロナ禍だからこそ実

現できました。これにより会員皆様の時間と労力
を軽減できたと思っております。
　近い将来、各会員に自身のアバターをつくり、
仮想空間に入って頂き会議室があればそこで会議、
研修室があればそこで研修。このような事が起こ
るかもしれません。言葉で書くと難しそうですが、
ゲームの世界ではごく普通の事。私は多少ゲーム
をしますがこういう事を見据えてやっていました。
決してただ遊んでいた訳ではありません。
　さて、私の明るい話で少しはコロナ禍の鬱々と
した気分が晴れましたでしょうか。最後に会員の
皆様の益々のご活躍、ご多幸を祈念して新年のご
挨拶とさせていただきます。

那珂市　相談会常陸大宮市　相談会
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（通信員　飛田　憲明）

日程：令和２年11月21日（土）～11月22日（日）
場所：宮城県気仙沼温泉
参加者数：14名
　新型コロナの影響で今年の研修旅行は危ぶまれま
したが、政府のGo Toトラベルも後押しとなり、総
勢14名にて気仙沼温泉へと出発しました。さすが
に３密を避けるため、バス車内での空間確保に努め
ながらも楽しい会話が弾み、あっという間に１日目
は終了しました。
　２日目は今回の研修旅行のメインである気仙沼市
東日本大震災遺構・伝承館を見学しました。
　伝承館内で最初に、震災時の大津波が押し寄せる
映像を見ました。その後に、震災の教訓を伝える
「語り部ガイド」から、当時のまま残されている水
産高校の建物内部を約1時間かけて案内されました。
大津波の跡は本当に生々しく、メンタルが弱い人は
気分が悪くなりそうでした。

　震災からすでに９年以上も経過して当時の記憶が
薄れていくなか、改めて震災による津波の恐ろしさ
を実感しました。コロナ禍の中の研修旅行ではあり
ましたが、有意義な２日間を過ごせました。

最後に、研修旅行に初めて参加された登録１、2
年目の会員からの寄稿文を掲載します。
１．原田優会員
東日本大震災で甚大な被害を被った気仙沼市に初
めて行きました。震災当時からテレビや雑誌等で現
地の映像や写真を頻繁に見ていたので、ある程度の
予備知識はありましたが、実際に多くの更地を目の
当たりにして、被害の深刻さを再認識しました。ま
た、被災した学校が津波災害の証拠として当時のま
ま保存されている『震災伝承館』では、津波で流さ
れて折り重なったままの車などを間近で見る事もで
き、当時の生々しい被害状況を知る事もできました。
ホテルや立ち寄り先の食事の方は大変充実してお
り、名物である牛タンや新鮮な刺身も十分に堪能で
きました。旅行の企画をして下さった方々には心よ

り感謝申し上げます。ありがとうございました。

２．飛田宏道会員
私は本年県北支部に入会し、同支部の研修旅行に
初めて参加致しました。コロナウイルスの影響によ
り、県北支部の先生方と顔を合わせる機会がなく、
不安のある参加でしたが、研修旅行中は皆様より快
く迎えて頂き、誠に感謝しております。
目的地の宮城県は、震災後初めてでしたが、震災
遺構伝承館等訪れるにあたり、その被害の甚大さを
改めて知り、心を痛めました。
この様な機会を頂きました県北支部の先生方並び
に幹事を担当されました先生方に改めて感謝申上げ
ます。

県北支部研修旅行

ホテル前にて記念撮影

伝承館（高校屋上で説明を聞く）伝承館（水産高校内部見学）　
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支部だより

鹿行支部鹿行支部鹿行支部

日程：令和２年９月16日（水）～10月16日（金）
　　　午前９時30分～午後３時30分
場所：鉾田市：鉾田中央公民館
　　　鹿嶋市：①大野ふれあいセンター
　　　　　　　②鹿嶋市商工会会館
　　　神栖市：かみす防災アリーナ
　　　行方市：①天王崎観光交流センター「コテラス」
　　　　　　　②北浦公民館
　　　潮来市：潮来市社会福祉協議会
　　　　　　　※延期により12月12日（土）予定
相談者：18名　※鹿行支部会員　延べ39名
　　　　　　　※潮来市会場を除く。
事業内容：
来年は行政書士会制度70周年にあたることか
ら、鹿行支部としては１カ月前倒しの９月・10月
の２ヵ月間にわたって無料相談会を実施しました。
また、本年は、特に新型コロナ禍の影響で鹿行地区
の中小事業者にとって甚大な影響を受けている実態
を受けて、国の持続化給付金や家賃支援給付金の支
援事業のほか新たに各市の制度も含めて、鹿行支部
として支援しております。鉾田市商工会は11月で
終了しましたが、行方市からはご要望により12月
まで継続しています。ご協力いただいた会員及び
関係者には昨年以上に多忙な時期になりありがと
うございました。

９月実施した無料相談会についてはすでに前号で
お知らせしましたので、本号では10月分について
報告します。10月は、行方市北浦公民館（10/4日
曜日）、神栖市かみす防災アリーナ（10/10土曜
日）、鹿嶋市商工会（10/16金曜日）の３会場で実
施し、相談件数10件、遺言セミナーは13名の参加
者でありました。12月開催予定のセミナーがまだ
残っていますが、両月を集計しますと、相談者18
名、セミナーについては21名の受付者がありまし
た。今回もほとんどの相談者は相続問題でした。
１月にはじまった新型コロナ禍問題も鹿行地区で
も終息を迎えるどころか拡大の傾向にあり、エビ
デンスの見えない不安な中での開催となり残念な
一年であったように思います。
「遺言セミナー」は、支部として初めての事業
で、相続にまつわる“紙芝居”から易しく問題を提起
し、続いて遺言セミナーへ移行しマニュアルに沿っ
て進行したところです。本年７月に法務局における
自筆証書遺言保管制度が創設されましたので、民法
改正に伴う最新情報を提供したり、その他質疑応答
などでは講師各先生方の創意工夫により魅力のある
セミナーになりました。セミナーは当初30分を予
定していましたが、活発な質疑応答により時間オー
バーした会場もあり、参加者からは満足の得られ
るセミナーになったようです。

鹿行支部無料相談会

支部長　小嶋　幸江
新年ご挨拶

　新年明けましておめでとうご
ざいます。
　新しい年を迎え、今年は希望
に満ちた喜ばしいことがたくさ
んありますよう願います。

　さて、鹿行支部では、昨年１年間は、会員個々
のスキルアップを目指し、２月の「遺言につい
て」の研修、6月の「相続について」の研修を経て、
９～12月に遺言セミナーと無料相談会を開催し、
市民生活への貢献と啓発活動を行うことができま
した。
　また、国や県・市のコロナ対策事業の各種の支
援業務である持続化給付金申請支援、家賃給付金
申請支援等その他も、支部管内の自治体の要請を
受け、相談業務を行いました。
　このように、市民に寄り添い身近な自治体と連

携し、行政書士の活躍の場を広げることができま
したことは、将来の行政書士の立ち位置へ繋がる
できごとでした。
　また、このような相談活動や支援活動ができま
したのも、会員皆様のご支援ご協力があればこそ
でした。深く感謝申し上げます。
　今年は、デジタル庁の発足に伴い、押印廃止や
オンライン申請その他ＩＴ化への加速もさらに強
まることと思います。支部活動においても、少し
ずつですが、オンライン利用による会議や情報提
供等行われています。効率化できることは、今後
も取り入れ、支部会員の皆様の利便性に資するこ
とができますよう、体制を整えていきたいところ
です。
　最後に、皆様のご健康とご活躍をご祈念し、新
年のご挨拶とさせて頂きます。
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（通信員　大槻　　茂）

鹿行を代表して小嶋支部長の熱弁です 北浦公民館にて

公民館では密に注意して
相談に応えました　　　

紙芝居のはじまりです

講師はできるだけ多くの先生にお願いしましたの
で不慣れな会員にとって、結果として今後の士業運
営において自信に繋がったのではないでしょうか。
アンケートの回答者は、その殆んどが40代以上
の方でしたが、“遺言への認識が深まった。とても
役に立ちました”と満足された声をいただき、鹿行
支部としてこれからも継続してまいりたい事業にな
りました。また、運営においても会員相互のコミュ
ニケーションづくりに大変有意義でありました。来
年はさらに内容の研鑽と充実を図り、引き続き鹿行
支部として市民に役立つ士業づくりに努力してまい
りたいと思います。
今回の開催に当たって、いつもの会場設営はもち
ろん周辺機器等（パソコン、プロジェクター、マイ
クなど）の手配など例年にも増した準備が必要にな
りましたが、参加会員をはじめ商工会団体など関係
職員にも特段のご協力をいただくことでトラブルな
く無事開催できたことを心から感謝申し上げます。
一方、10月10日には、かみす防災アリーナ（神

栖市）と潮来市社会福祉協議会の２会場で同時開催
を予定していたところですが、本年も大型台風の接
近により、潮来会場については、やむを得ず延期す
ることになりました。今回は潮来市社会福祉協議会
とのコラボ開催で50名以上の大勢の参加者を見込
んでおり、また、同会場ではＩＢＳ放送局による
「スクーピーポート」の実況生放送も予定されてい
たため、担当リーダーはもちろん参加者にとっても
期待を膨らませた事業であっただけに残念な結果
となりました。しかし、放送については予定どお
り実施するということで、急遽、場所を支部長の
事務所へ移動しての実況生放送になりました。放
送により小嶋支部長の熱弁が茨城県内全域へ放送
されたことはご周知のとおりです。（本放送の詳細
は前号参照。）なお、延期になった潮来会場の遺言
セミナーは、担当リーダーの熱意もあって12月12
日（土）開催することになりました。内容は次号
でお知らせする予定です。

鹿嶋商工会で初めて開催する相談会です

参加者には受付をしていただきました

お疲れさまでした！講師先生の話に熱心に聞き入る参加者
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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）

日時：令和２年10月26日（月）
　　　午前９時30分～午前10時30分
場所：水戸家庭裁判所
内容：１　要望内容

　　一般社団法人コスモス成年後見サ
ポートセンターが成年後見制度の利
用促進に貢献できるよう、当セン
ター茨城県支部会員を成年後見人等
として選任していただきたい。

　２　概要
・　コロナ禍の中、水戸家庭裁判所か
ら最小限の人数での要請を求められ
たため、相談役である茨城県行政書
士会の郡司副会長と茅根支部長の２
名により要望活動を行いました。

・　家事書記官室の担当者にコスモス
の目的、経緯、組織、会員数、業務

管理件数や茨城県支部の会員につい
て説明するとともに、コスモスの特
長として、年４回、３か月毎に通帳
の写しを含む報告書の本部への提出
義務と本部によるチェックなど、徹
底した管理が行われていること等を
伝えました。

・　平成30年に続いて２回目の要望で
したが、担当者から、「後見開始等申
立書の後見人等候補者事情説明書に
コスモス会員であることを明記して
欲しい。」との発言があり、コスモス
について理解が進んできた印象を受
けました。

水戸家庭裁判所への要望活動

日時：令和２年10月26日（月）
　　　午前11時00分～午後０時30分
場所：水戸市役所、水戸市社会福祉協議会、
　　　那珂市役所
内容：

・　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ことを目的と
した成年後見制度利用促進基本計画の
作成と地域連携ネットワークづくりが
進められている中で、郡司相談役及び
水戸市・那珂市所在の会員を含む会員
３名で水戸市高齢福祉課、水戸市社会
福祉協議会、那珂市社会福祉課・介護長
寿課を訪れました。

・　成年後見制度の利用促進に貢献する
ため、コスモス茨城県支部が成年後見

人等を積極的に受任する意思があると
伝えるとともに、成年後見制度利用の
現状等について意見交換を行いました。

水戸市、水戸市社会福祉協議会、那珂市への訪問


