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支部だより

水戸支部水戸支部水戸支部
市民相談会

 新型コロナウイルスの再拡大で社会全体が重苦し
い雰囲気ですが、水戸支部では地道に市民相談会を
継続しています！

　すべての会場で、アクリル遮蔽板ないし遮蔽ビ
ニール及び消毒液、マスク着用で実施中です。こう
した時期だからこそ困っている方々のお役に立つべ
く、各地での相談会に鋭意取り組んでいます！

 １年前にはこれほど長引くとは思われなかったコ
ロナ騒動ですが、こういう状況だからこそ、困って
いる方も大勢いらっしゃいます。感染対策に気をつ

けながら、「街の法律家」として頑張りましょう！！

ひたちなか市役所の相談会場
対策バッチリです！　その他の役所も対策済みで、相談件数も戻りつつあります♪

【コロナ騒動でも市民相談会を継続中】

（通信員　梶山　伸治）
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第５回　業務研修会

第５回　理事会

日　　時：令和３年２月27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　松田秀幸　先生
参加者数：39名
研修内容：
在留資格認定証明書交付申請について
入管業務について実務経験が豊富で、本会の国際

部部長を務める松田秀幸先生が「在留資格認定証明
書」交付申請の基礎から具体的な手続きの流れ、申
請書類作成のポイント、注意事項などを解説してい
ただきました。最初に在留資格認定証明書とは「申
請に基づき外国人が入国するための条件の適合性を
審査し、『活動の真実性』『在留資格該当性』『上陸
許可基準適合性』を証明する文書」としたうえで、
何の在留資格を申請するかにより添付書類が異なり
ます。研修では「技術・人文知識・国際業務」と
「日本人の配偶者等」を例に、必要な添付書類と
収集にあたっての注意事項、申請書類を見ながら

各項目の記載方法などを行いました。
また、申請取次者の立場は「申請人や申請代理人

に代わって申請書類を提出できる者で、代理人とし
ての署名が出来ず、書類の補正権限が制限されてい
ます。しかし、問い合わせの対応や証明書等の受領
がありますので、細心かつ慎重に手続きを進めるこ
とが大切です。また、コロナ禍の影響で証明書の期
限が変更になっているので、最新の情報を確認する
ことが重要」と言います。　

建設業における「特定技能」制度活用について
第２部では、特定技能制度が創設された意義や申

請手順、対象となる外国人や建設職種、受け入れ企
業側に必要な条件、建設特定技能受入計画申請と在
留資格申請の関連性などを解説。「建設業における
特定技能制度は、行政書士が関わる業務量が多く、
大きな売上につながる可能性が高い分野です。他の
在留関係手続と比較して許可も出やすいので積極的
に活用してください」とアドバイス。　　　　　　

日　　時：令和３年４月３日（土）
　　　　　午後１時30分～
場　　所：土浦三中地区公民館
　　　　　令和３年度の定時総会の資料等について
　　　　　話し合いました。

第１部　在留資格認定証明書交付申請について
第２部　建設業における「特定技能」制度活用について

県南支部県南支部県南支部

添付資料を説明する松田先生（上段左端）　研修会の参加者画面（最上段左端が松田先生）

第 5回理事会

（通信員　澁谷　輝男）
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県西支部県西支部県西支部
第３回理事会　第３回研修会・交流会

日　　時：令和３年３月27日（土）
　　　　　午後１時20分～午後４時
場　　所：ダイヤモンドホール／筑西市
研修内容：
第１部　研修会　午後１時20分～午後２時40分
　　　　『民法（債権法）改正について』
　　　　　　　　　　　　　講師　間中　宏　理事
　
第２部　交流会　午後３時～午後４時
　午前中に令和３年度の定時総会の資料等について
話し合いました。
　新型コロナ感染症の感染防止対策を十分にしたう
えで研修会と交流会が行われました。
　まず来賓として行政書士であり、国会議員の田所
嘉徳法務副大臣にお越しいただき、ご挨拶をしてい
ただきました。そのうえで、今日の研修に参考にな
る「桃太郎と学ぶ　民法（債権法）改正後のルー
ル」というマンガ冊子を参加者全員に配布していた
だきました。大変わかりやすく解説されています。
　今年の秋までには、衆議院の解散に伴い、選挙が
おこなわれると思いますので、我ら行政書士の代表
として国政で力を発揮していただくために、私たち
全員で応援したいと思います。

その後の研修会の中身は２０２０年４月１日から
民法（債権法）が約１２０年ぶりに全面的な見直し
がなされ、改正前と改正後を講師の間中宏理事がわ
かりやすく説明してくれました。最後に契約書作成

方法で必ずおさえておくべき６つのポイント
１．目的意識をもって書く
２．権利と義務について書く
３．第三者にもわかる言葉で書く
４．記載事項が法律で決まっているケースがある
５．関連する法律、判例をリサーチしておく
６．ひな形は記載漏れのチェックに使う
これらを解説して頂き、大変実のある研修会にな

りました。

研修会の後に行われた交流会では、業務について
の質疑応答がありました。その後、会員同士の情報
交換などが活発に行われているなか、「福引」など
がありその中には特別賞も用意されており、大変盛
り上がり明るく楽しい交流会になりました。

田所嘉徳法務副大臣の挨拶の様子

講師を務める間中宏理事

研修会には交流会も

支
部
だ
よ
り



16 行政いばらき　2021.６　№　256

支部だより

（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

［経　　　営］ 70歳・就労機会確保
 外国人・労務管理
［研　　　究］ 資産税　豆知識
 必要経費の考察
 税法がわかる３０話
 相続人の中に養子が
 後見制度を伴う相続の実態
 兄弟姉妹相続の諸問題
 配偶者居住権　評価
 行政法・民法・商法
 保証契約
 高圧線下の土地評価
 司法書士事件簿　Ⅰ
［業 務 手 引］ 相続・今昔　⑳
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説

☆３月１日発行　第239号（Ａ４判　80頁）

［業 務 手 引］ 押印省略可能リスト
 電子署名の基礎知識
［参 考 資 料］ 印鑑のゆくえ
 相続・今昔　㉑
 債務超過　相続
 法律の概要
 土地評価　事例
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説
［研　　　究］ 行政法・民法・商法
 成年後見制度と信託
［経　　　営］ 行政書士経営
 司法書士事件簿　③

☆４月１日発行　第240号（Ａ４判　80頁）

31日　境町　肥後事務所　相談件数　２件
　　　　　　　　相続１件・会社関係１件

担当　肥後盛芳会員、赤荻弘会員、佐怒賀清子会員

無料相談会の実績（１月分）

３日　筑西市　筑西中央図書館　相談件数　９件
　　　　　　　相続関係７件、土地の境界１件・
　　　　　　　農地の時効取得１件　　
　　　　担当　小島信一会員、木村保明会員、中里
　　　　　　　雅之会員、渡邉勝子会員、大嶋薫会

　　　　　　員、永井尚子会員、増戸美幸会員
28日　境町　中央公民館　相談件数　4件　相続２
　　　　　　件、賃金関係１件、土地関係１件
　　　担当　肥後盛芳会員、赤荻弘会員、佐怒賀清
　　　　　　子会員

無料相談会の実績（２月分）
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県北支部県北支部県北支部

日　時：令和３年１月27日（水）
　　　　午後２時～午後３時
場　所：日立市役所
講　師：三橋、大和田相談員
参加者数：１名
研修内容：
三橋支部長より、日立市役所にてオンライン無料

相談会の試験運用が行われた旨、連絡がありました
ので掲載します。

１月27日、日立市広報戦略課様と日立市行政マ
ネジメント課様からのご提案により、日立市役所に

てオンラインによる無料相談会を行いました。
今回は試験的な意味合いで行いましたが市役所の

皆様のサポートも有り無事終了致しました。相談者
側の通信環境等色々な課題もありますが、今後散発
的に行い精度を上げていきたいと思います。
コロナ禍の為だけではなく、相談者の方は悪天候

でも、体が多少不自由な方でも、必ず市役所にい
らっしゃいます。それだけ必死の思いがあるので
しょう。その為にもオンライン相談のような制度が
充実しなければならないと思います。
　　　　　　　　　　　　県北支部長　三橋　司

オンライン無料相談会の試験運用

オンライン相談会風景

三橋、大和田相談員

（通信員　飛田　憲明）
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鹿行支部鹿行支部鹿行支部

日　程：令和３年３月６日（土）
　　　　午後２時～午後３時30分
場　所：ホテル芝田　会議室／潮来市
参加者：16名
研修内容：
１　「遺言セミナー」とアンケート結果について
２　ZOOM利用によるWEB研修　ほか

無料相談会では相続や遺言の相談が多く、昨年実
施した鹿行支部による「遺言セミナー」は大変好評
を頂くことができました。今回の研修会は昨年の反
省点を踏まえて、さらにパワーポイントをバージョ

ンアップして大庭副支部長から講義していただきま
した。
当初、研修は２月７日に予定していましたが、茨

城県の緊急事態宣言の期間中であったことに配慮し
て１カ月間延期しての開催となりました。
また、コロナ禍の不安定な社会情勢においてテレ

ワークが社会的に確立しつつあるなかで、鹿行支部
としては、オンライン研修やオンライン会議など
WEB通信への取り組みを課題として捉え、本研修
では会員相互間で慣れていただくことを第一歩とし
て各自パソコンを持参してのZOOM研修に取り組
みました。

鹿行支部 第３回研修会　「遺言について」勉強会

研修会の様子小嶋支部長から開催のご挨拶

ZOOMによる研修会風景大庭副支部長からの講義説明
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（通信員　大槻　　茂）

日　程：令和３年３月６日（土）
　　　　午後４時～午後５時
場　所：ホテル芝田／潮来市
参加理事：12名
令和２年度最後の支部理事会が開催され、今年度

の事業報告や次年度計画について反省と次年度に向
けて協議されました。過去一年間の研修会や無料相
談会はコロナ禍の影響による制約された中での開催
となり、鹿行支部の事業は試行錯誤の年でありまし
た。一方で持続化給付金や家賃支援給付金など事業
困難な中小事業者に対して鹿行支部として活動を広
げる年にもなりました。

本年はオリンピック・パラリンピックなど世界的
なビッグイベントが開催されます。鹿行支部では、
新年度に向けて人生100年市民に寄り添う行政書士
に向けてウイズコロナの精神を意識しながら地域住
民への寄与発展に計画推進してまいります。

鹿行支部　令和２年度 第３回理事会（政連幹事会）

理事会では活発な意見が出されました令和２年度最後の理事会
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