
　水戸支部長新年挨拶� 水戸支部長　木村　司
　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指導を賜り、厚く御礼申し上げます。

　水戸支部エリアで実施しています無料相談会は、すべての市と町で実施するようになってから４年が経過し、ひ
たちなか市や県立図書館など、日によっては相談時間内に相談員１名で対応することが難しくなるほど盛況な会場
が出るようになり、確実に県民の皆様に浸透し、自治体との信頼関係が強くなってきたと感じます。定期的に実施
していますイオンモール水戸内原の無料相談会も好評ですし、ＮＨＫテレビや茨城放送への出演も実施し、県民の
皆様へ行政書士の存在をアピールし、同時に相談ニーズに的確に対応することができていると思います。
　また８月には、水戸黄門まつりに４年連続して参加し、多くの観光客の皆様やまつり参加者に行政書士の宣伝を
広く実施できたとともに、まつりに参加することの喜びを味わうことができました。
　今年も引き続き、すべての市と町での事前予約なしでの無料相談会を定期的に同頻度で実施していきます。また、
水戸黄門まつりには引き続き参加し、大いに行政書士のＰＲを行っていきたいと考えております。
　会員のスキルアップにつきましては、実務研修を継続して複数回実施し、さらに会員登録期間の浅い会員の皆様
向けの研修会や、フリートーキングも引き続き複数回実施していきます。
　これらの活動は、行政書士の存在を県民の皆様に広く浸透させて需要を掘り起こし、その需要に的確に対応でき
るようレベルアップすることによって、我々の仕事量全体が増えていくよう、水戸支部のために頑張っていく所存
ですので、今後とも支部の皆様からのご支援、ご協力をお願い申し上げます。
　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。

イオンモール水戸内原での無料相談会
日　時 平成27年10月22日（木）～24日（土）　午前10時～午後７時
場　所 イオンモール水戸内原　イオンホールＡ

　行政書士制度広報月間における活動の一環として、多くの相談者の方々にご利用いただきました。当無料相談会
につきましても、NHK水戸放送局に出演し、宣伝も実施しました。
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（通信員　小野一生）

ユキマサ君も出動し、行政書士制度を大いにＰＲしました
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　県南支部長新年挨拶
県南支部支部長代行　雨貝�洋子

　新しい年　平成28年を迎えました。
　支部長の事情のため、支部規約により副支部長の雨貝が代行を務めさせていただいております。
　昨年、県南支部は11月14日～15日に１泊で研修旅行を群馬県の伊香保に行ってまいりました。
　ホテルの女将が稲葉支部長と同じ大学の先輩、後輩の仲と言う事で、女将宛にお手紙を差し上げておいて下さい
ました。お蔭様で女将が細やかな御配慮をして下さいまして１日目も２日目も地元の方でなければ分からない又、
地元で大きくホテル業を営んでいる方で有るがゆえにお声掛けもしていただける等々稲葉支部長のお蔭でとても充
実した研修旅行をさせていただく事が出来ました。
　本年は若い会員さんの参加も多く、異口同音「研修会が良かった。又来年も参加します」との言葉を受け、講師
の古賀先生、江黒先生を差し置いて、自分が講師をしたのかと思わず吹き出してしまうほど喜んでしまいました。
　また、若い理事が、一晩洗面所で寝ていたとか（どうも部屋の仲間達の仕業らしい）。２日目の朝「背中が痛い」
とバスに乗ってきました。「何やってるの」と言う自分の言葉とは裏腹に、この若さ（私達の年では一晩洗面所の板
の上で寝ることは出来ません）このチームの良さに爽やかさを覚え心地良かったです。
　研修旅行担当理事も若いのに真剣に２日間、任務を果たして下さり感謝、感謝でした。これも稲葉支部長の研修
旅行が無事に済みますようにとの願いが、皆さんを動かしたのかなと思います。
　昨年の漢字は「安」でした。県南支部は稲葉支部長の復帰が「安」です。「安心」「安泰」。
　今年も支部会員の皆様方宜しくお願い致します。

県南支部　広報月間
　毎年恒例の10月の広報月間では、県南の市町村13箇所で無料相談会が行われました。また、それに先立ち無料相
談会の周知活動としてチラシ約3,000枚を県南支部理事で分担して配布しました。これらの活動により、近隣市町
村の住民の中でも行政書士という職種を知らなかったという方に周知を進められたのではないかと思います。さら
に、これと併せて県南支部の管轄エリア約60か所の行政窓口に設置している非行政書士に行政書士業務を行わせな
いよう注意する標示板の設置や交換などを行いました。

県南支部　研修旅行
日　時 平成27年11月14日～15日
場　所 伊香保温泉　ホテル松本楼

　今年の研修旅行は群馬県の伊香保温泉に行ってきました。研修内容は県南支部の古賀会員と江黒会員による建設
業許可申請業務のロールプレイで・・・ここから先は通信員の私ではなく今回の研修旅行に参加してくれた鎌田惇会
員、星善介会員、山﨑友子会員の３名の感想文にて研修旅行の様子をお伝えしたいと思います。

（通信員　竹内　良太）

　県南支部の鎌田惇と申します。私は平成27年６月に行政書士登録を行い、守谷市で開業しております。新人では
ございますが、11月に伊香保温泉にて行われた県南支部の研修旅行に参加しましたのでご報告致します。
　研修旅行当日、新人の私は正直打ち解けるか不安でした。しかし、先輩の方々が優しく接して下さったのですぐ打
ち解けることができました。道中先輩の方々と様々なお話をして下さり、楽しく過ごすことができました。また、特
定行政書士の研修を受講なさった方の報告を受け、大変参考になりました。会場についたのがあっという間であっ
たのを覚えています。
　会場到着後、すぐに研修を行いました。研修内容は、建設業許可申請の手続きについてです。講師を担当した方
が行政書士役とクライアント役に分かれ、ヒアリングを行いながら申請書を作成するという実践的な内容でした。
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講師を担当した方々が役者のように講演していただいたので、臨場感あふれる研修でした。一筋縄では行かない申
請書作成において、どの点に留意すればよいかとても参考になりました。
　建設業許可申請に限らず、他の許認可申請においても業務を受注する際に、クライアントに対しどのような手順
で、また、どのような視点でヒアリングを行うかが悩ましいと思います。特に業務経験が浅い私にとって、今回の
研修は目から鱗でした。
　研修後の懇親会では、先輩の方々から貴重なお話をいただき、楽しく過ごすことができました。話に夢中で気が
付いたら夜中になっていたのを覚えています。
　二日目は、伊香保温泉の観光名所を見学しながら楽しく過ごすことができました。一泊二日があっという間に感
じてしまいました。このように、研修旅行では普段の研修とは一味違った、刺激的で楽しい体験をすることができ
ました。
　最後になりますが、私のような新人の方はぜひ研修旅行に参加することをお勧めします。研修旅行は、他の行政
書士と業務以外でのつながりができる貴重な体験です。先輩の方との親睦を深めるほか、日常の業務について悩み
を相談し、情報を共有することができます。私は来年も参加したいと思いますので、参加される新人の方々がいら
っしゃいましたら宜しくお願い致します。
　今回の研修旅行を主催して下さりました会員の皆様、参加された会員の皆様、この場を借りて御礼申し上げます。
ありがとうございました。

（会員　鎌田　惇）

　皆様こんにちは。県南支部の筋肉担当（笑）星善介です。去る11月14日、15日の二日間、県南支部の研修旅行に
参加してまいりました。実は去年の10月に登録した私は、前回の研修旅行にタッチの差で参加できず、この日を指
折り数えて（ちょっと大げさですが）楽しみにしていました。残念ながら当日は朝から雨模様でしたが、集合場所
に到着し、バスに乗り込むと、程なく出発。高速道路に入ると、早速スナック類やミカン、喉を潤すための飲料水
（アルコールを含有するものも含む）が配られ、その時点で就学前児童のようにテンションマックス！その後、本
郷先生による「特定行政書士法定研修を終えて」と題した講義が始まりました。比較的最近「行政書士試験」を受
験した私でも、「あれっ、忘れてるな」と思うような内容でした。もし、特定行政書士の試験を受けるには、もう
一度知識の整理をしなければいけないな・・・と反省。途中で休憩をしながら、会員の皆さんの熱気で曇ったガラ
スにより、外の景色がほとんど見えない状態でバスに揺られ、昼食をいただくお店に到着。水沢うどんをいただき
ます。普段、○亀製麺（○の位置間違ってねえか？という突っ込みはナシです）で大盛りを注文している私にとっ
ては、非常にお上品な量でしたが、味は非常に良かったです。その後、宿に着くと、チェックインにはまだ早い。
「まずは風呂にでも入るか」などと呑気なことを考えていると、宴会場に移動するらしい。すると、宴会場には、
テーブルと椅子が用意されていて、地獄の（嘘です）研修旅行の第２ラウンドの開始。江黒先生、古賀先生、後藤
先生によるロールプレイ形式による講義、更には、竹内先生、石井先生も加わり、私のような“ひよっこ”には、
大変貴重なお話を聞くことができました。
　夜の宴会ではカラオケなどでも盛り上がり、普段あまり飲まないお酒も少し嗜み（はい、皆さん一斉に突っ込み
お願いします）、部屋に移動して２次会。いろいろな話ができました。
　翌日は、竹久夢二記念館、群馬ガラス工芸美術館などをめぐり、お昼は釜めし（美味しかったぁ）をいただき、
聖酒造でお土産を購入。ほぼ予定通りに旅程を無事に終えることができました。
　総括しますと、研修旅行は是非皆さん参加されることをお勧めいたします。支部や本会の研修には積極的に参加
している私ですが、やはり、旅行となると、ベテランの先生方と二日間ずっと一緒にお話をすることができます。
気さくな先輩方のお話は、ためになることばかりです。皆さん本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございま
した。来年も是非参加したいと思います。

（会員　星　善介）
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　今年の支部研修旅行は、11月14日（土）から翌15日（日）までの一泊二日の日程で、34名の会員が参加いたしま
した。
　研修内容は、建設業実務に精通している古賀先生と江黒先生による「建設業実務の現場」に関しお話をしていた
だける内容でした。車中では、雨貝副支部長の研修開催のご挨拶の後、特定行政書士について、法定研修を受講さ
れた本郷先生、石神先生のお話があり、法定研修の内容の説明や、行政書士法第一条の三の解釈の仕方などを教え
ていただきました。
　昼食は、日本３大うどんの一つである水沢うどんの専門店にて、ゆでたてのうどんを賞味しお代わりの声が上が
るほど美味でした。
　伊香保温泉・ホテル松本楼に到着後、研修室にて古賀先生・江黒先生・後藤先生・竹内先生によるロールプレイ
ング方式による建設業許可新規取得に関する相談形式で進められ、建設会社社長役の江黒先生の質問に行政書士の
古賀先生がわかりやすく対応されておりましたので、実務で行われている手法を学べる機会となったことは新人の
私にとって有意義でした。細かい補足説明は後藤先生・竹内崇先生・石井先生のお話があり研修内容がさらに充実
したものとなりました。相談にあたりまして、基本はお客様の話をよく聞くことが重要であるということも実感し、
今日からの実務に活かしていきたいと思います。
　２時間を超える研修の後は、歴史ある伊香保の名湯を堪能し、懐石料理もすばらしく、すべてにおいて行き届い
た宿でした。
　翌日は、美人画で一世を風靡した「大正ロマン」を代表する画家である竹久夢二記念館に行き、オルゴールの響
きに心躍りながら、紅葉の木々に囲まれる建物、庭園、保存資料等、夢二の世界をすべて拝観しました。その後群
馬ガラス工芸館に行き、貴重なエミール・ガレのアールヌーヴォーを鑑賞し芸術の秋にふさわしい研修旅行となり
ました。
　今回の参加で２度目となりますが、昨年にも増して充実したものと感じます。最後に、業務部研修旅行担当の堀
越先生をはじめ、幹事の先生、今回旅行に参加された先生方には、大変お世話になりありがとうございました。

（会員　山﨑　友子）

研修風景

集合写真 夕食風景
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県西支部長新年挨拶� 県西支部長　安田　康一
　昨年の県西地区を襲った災害。広報「常総11月号（No.118）」２・３面を占める若宮戸上空か
らの航空写真を見ると、今更ながら災害の甚大さを再認識させられる。

　越水箇所から294国道・八間堀川・決壊箇所に至る広大な水没地域。暗澹たる思いに耽る。被害の規模は、左岸
堤内と右岸堤内では雲泥の差だ。
　被害を受けた支部会員は床上浸水11名（常総市）、床下浸水会員２名（内、古河市１）であった。人災的で残念
至極である。
　無料相談開設３か所（内１か所は、全て県南支部支援）、延べ開設箇所17、相談開催日10日、県南支部支援を除
く相談員は述べ43名（実人員11名）、相談件数73件であった。
　行った相談回数は、９日に至った会員１名、７日１名、５日１名と、頭が下がる。相談の内容は多岐にわたった
が、車両関係が圧倒的に多かった。
　以下、相談項目を列記すると、
①車両関係（バイクも含む）　廃車　買替　補償・補助　税還付　移動　減免
②�家屋関係　借家補償・修理の方法（大家との問題－保証金・契約解除）　動産補償　融資　消毒　移住（借家）　
家屋補償制度（牛舎補償）　応急修理制度

③証明書関係　罹災証明　被災証明
④法関係　災害救助法
⑤補助金　見舞金関係
⑥税関係　雑損控除　軽減免措置
⑦家屋登記関係　権利書・登記識別情報紛失　相続登記
⑧その他　要介護　火災保険　失業　災害ゴミ搬入許可　道路冠水被害
　ということになる。
　かかる多岐にわたる相談の項目が明らかになったので、これに対する研修の目指す方向が明らかになったとも言
える。
　献身的に対応された相談員に対して誠に頭が下がるが、問題無しとは言えない点もあった。
　法務局に相談したら（権利書・登記識別情報紛失）などは、他の「士」に属する事項とはいえ、常識的な問題で
はなかろうか。判らなかったら法務局に電話してお答えするなどの方途をとられたならばと、残念に思う。今後の
研修に１指針ともなった。

研究会・研修会
日　時 平成27年11月28日（土）　午前10時～午前12時
場　所 しもだて地域交流センター（アルテリオ）
研究テーマ 問題提案・提案
研究資料 報酬・業務・行政手続法第７条及び第35条・本会理事会態勢・

　　　　　 行政書士像・新業務提案（法定外公共物・法面）他（55頁）
研究報告者 安田康一　支部長
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研究テーマ 指定訪問看護事業者申請
研究資料 指定訪問看護事業者申請（33頁）

　　　　　訪問看護ステーション開設申請（23頁）
　　　　　【支部作成　補助資料】
場　所 �茨城県保健福祉部　長寿福祉課　地域

ケア推進室
　　　　　�（事業所指導・監査担当）
　　　　　伊東正憲室長補佐

懇親会
日　時 平成27年11月28日（土）　午後０時10分～
場　所 食彩酒家やまき
参加人数 22名

　研修会後の懇親会では、講師の伊東正憲地域ケア推進室室
長補佐を囲み、終始なごやかな雰囲気で行われました。

下妻市議選・安田支部長が『しば元気出陣式』で挨拶
日　時 平成27年11月29日（日）　午前９時30分
場　所 下妻市　砂沼第二団地　広場

　90名の市民を前に安田支部長が、何故「行政書士のみが行政との掛け橋といわれるのか？」と、行政書士議員の
重みを説き、支部で推薦している斯波元気候補（議員では一番若く41歳・３期目）への支援を要請いたしました。
　なお、結果は、午後５時で立候補の届出が締め切られ、立候補者数が定数（20人）を超えなかったため、無投票
当選いたしました。
　また、支部に推薦を求めず、肩書を「農業」としていた程塚裕行会員も当選いたしました。

常総地区　無料相談会
日　時 平成27年10月20日（火）　午前９時～午後４時
場　所 常総市役所　本庁舎　１階市民ホール
相談内容 �被害関係　［車両　４件　住宅　３件　

ボランティア　１件］
　　　　　 相続関係　　　１件
　　　　　 行政書士制度　１件

担当行政書士 �飯塚富雄（常総）本会副会長・支部
相談役、 戸塚操（常総）支部理事、
古谷克美（常総）会員

懇親会

左から飯塚富雄、古谷克美、戸塚操（各会員）

講師　地域ケア推進室室長補佐　伊東正憲さん（右）
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石下地区　無料相談会
日　時 平成27年10月20日（火）　午前９時～午後４時
場　所 常総市役所　石下庁舎
相談内容 権利証汚染　　　　１件

　　　　　 車両　　　　　　　４件
　　　　　 廃業　　　　　　　２件
　　　　　 不動産の名義変更　１件
　　　　　 税務証拠紛失　　　１件

担当行政書士 間中宏（坂東）本会・支部理事、
　　　　　 齊藤勝夫（常総）会員、
　　　　　 淺野宏美（常総）会員

境地区　無料相談会
日　時 平成27年10月20日（火）　午後１時30分～午後４時
場　所 境町中央公民館　２階会議室
相談内容 遺言公正証書　１件
担当行政書士 肥後盛芳（境）支部理事、赤荻弘（境）会員、

　　　　　 池ノ上久利（坂東）会員

古河地区　無料相談会
日　時 平成27年10月24日（土）　午前10時～午後４時
場　所 古河市役所　古河庁舎スペースＵ　第２会議室
相談内容 遺言・相続　８件

　　　　　 不動産　　　２件
　　　　　 戸籍　　　　１件
　　　　　 その他　　　２件

担当行政書士 髙橋政夫（古河）支部理事、鈴木すみ子（古河）支部理事、
　　　　　 大島信夫（古河）支部理事、永塚崇洋（古河）本会・支部理事
　　　　　 細井研二（古河）会員

左から淺野宏美、齊藤勝夫、間中宏（各会員）

左から赤荻弘、肥後盛芳、池ノ上久利（各会員）
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下妻地区　無料相談会
日　時 平成27年11月10日（火）　午後１時30分～午後４時30分
場　所 下妻市役所　千代川庁舎　１階ロビー
相談内容 遺言・相続　４件

　　　　　 不動産　１件
担当行政書士 関和吉（下妻）会員、小竹俊夫（下妻）会員

支部月刊誌　行政書士通信　県西の風
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
日　時 平成27年11月１日（日）　発行

日　時 平成27年12月１日（火）　発行

会議　ＦＡＸ　通信
日　時 随時発信
送付先 支部役員（元も含む）・代議員・本会顧問・

　　　　　 その他（「県西の風」購読者など）

【パソコンサポーター】　Windows10　終了方法
【業　務　手　引】　行政書士業務必携（３）
　　　　　　　　　　相続　準確定申告（７）
【支部会員の動静】　【県内会員数】
【参　考　資　料】　農業支援業務（１）
　　　　　　　　　　経営者の報酬
　　　　　　　　　　電柱・管路使用ガイドライン

【パソコンサポーター】　身代金要求ウイルス
【業　務　手　引】　行政書士業務必携（４）
　　　　　　　　　　相続　財産・債務他調査（８）
　　　　　　　　　　民事上の事案解説
【支部会員の動静】　【県内会員数】
【支　部　事　業】　研修・研究会　実施
【参　考　資　料】　農業支援業務（３）

【ス ク ラ ッ プ】　業務関連ニュース・解説
【行　　　　　政】　議会
【研　　　　　究】　行政法・民法・商法
【質　疑　応　答】　不動産の名義変更
【行　政　事　務】　ペット霊園条例
【法　令　解　説】　浸水被害対策…

【行　政　事　務】　農地転用許可事務
【ス ク ラ ッ プ】　業務関連ニュース・解説
【法改正のあらまし】　風俗営業法
【研　　　　　究】　行政法・民法・商法
【質　疑　応　答】　遺産分割協議

左から関　和吉、小竹俊夫（各会員）
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＊　10月14日（水）発信　No．389
　・支部研究会　11月28日（土）開催？　目標
　・本会に４項目の建議　予定
　・大嶋啓作（結城）会員　逝去

＊　10月26日（月）発信　No．390
　・�支部研究会　11月28日（土）開催？　課題提出無し
　・斯波元気　下妻市議　推薦決定
　・無料相談の結果

＊　10月29日（木）発信　No．392
　・田所　代議士　政務官就任祝賀会？

＊　11月２日（月）発信　No．394
　・訪問看護ステーション開設申請　講習で県と折衝中
　・�田所　代議士　政務官就任祝賀会について　意見
第２号

　・災害協定の締結を　境町町長

＊　11月３日（火）発信　No．395
　・�田所　代議士　政務官就任祝賀会について　意見
第３号

　・災害協定の件

＊　11月６日（金）発信　No．396
　・�田所　代議士　政務官就任祝賀会は、支部主催で
は行わない

　・災害協定の締結について（投書）
　・会費　滞納・未納状況
　・新入会員　久松伸一さん

＊　11月６日（金）発信　No．397
　・研修会　急遽決定　28日（土）

＊　11月９日（月）発信　No．398
　・支部研修会　28日（土）開催
　・支部長問題提起４項目に意見第１号
　　�－別紙－行政書士報酬について
　　考察　［鈴木陽一（筑西）会員］

＊　11月18日（水）発信　No．399
　・�県が定める条例・規則等に基づく規制・行政手続
に対する

　　意見募集中
　・支部研修会
　・無料相談の結果（月間中）
　　－災害関連相談会を除く－
　・会員　被災者
　・風営法施行令一部改正

＊　11月19日（木）発信　No．400
　・しば元気　出陣式
　・支部研修会　28日開催
　・新入会員　須藤雅俊さん

＊　12月２日（水）発信　No．401
　・１月30日（土）研究会　開催決定
　・斯波元気会員無投票当選　程塚裕行会員も
　・支部研修会　実施

　（通信員　倉持　良信）
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　県北支部長新年挨拶� 県北支部長　四釜　絹枝
　謹んで新春のお慶びを申し上げます

　皆様におかれましては、ご健勝にて初春をお迎えになられたことと拝察いたします。
　旧年中は何かとご厚誼を賜り、心より御礼を申し上げます。
　さて、県北支部におきましては、かねてより多種多様なる形態により「社会貢献」や「知名度向上」のための活
動を進めているところです。
　各事業を実践するにあたり、支部地域内の自治体や関係機関の皆様に多大なるご理解とご協力を頂いております
ことに心から感謝いたしますとともに、現状に甘んじることなく、新規事業を開拓・発見する、そして実践すると
いう〝挑戦する姿勢と勇気〟を常に持ち続けることを肝に銘じて邁進していく所存でおります。
　「身近に行政書士がいる〝安心〟」、市民の皆様から真にそう思って頂ける存在でありたいと願うばかりでござい
ます。
　「信頼あるところに安心あり！」
　今年、これを県北支部のスローガンといたします。
　昨年は、我が県北支部に将来有望なる若い会員さんが入られました。
　いずれの方も素晴らしいお人柄であり、今後の成長が楽しみな方々です。
　支部といたしましては、今後とも後進の育成に力を尽くしながら、全ての会員さんが行政書士として自信と誇り
を持って活躍できるような体制づくりに努めて参ります。
　皆様の更なるご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　この新たな年が、皆様にとりまして旧年にも増して輝かしい年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

雨情の里港まつり会場における無料相談会
　11月１日（日）、北茨城市の大津漁港にて開催された「雨情の里港まつり」の会場において、今年も「行政書士
無料相談会」を実施いたしました。
　会場には多種多様な模擬店が出店し、たくさんの人々で賑わう中、当支部ブースにも多くの方が相談や雑談に立
ち寄ってくださり、相談員を務めた３名がお祭りの雰囲気を楽しみつつも緊張感を持って過ごした一日でした。

研修旅行
実施日　11月14日～15日
　今年の研修旅行は、バスにて甲信地方の長野・松本市へ向かいました。
　１日目は小諸のワイナリ－工場を見学し、軽く試飲を楽しみ、昼食でもう一杯。
　休息後、中山道と北陸道を結ぶ通称「北国街道」をめざし、江戸時代の旅籠造りの建物が並ぶ「海野宿」を散策
し、しばし江戸時代の風景・風情を味わいました。
　宿泊先は横谷峡にある温泉宿とし、宿に着いてまずは歩き疲れを癒し、宴会では本日の出来事を話題に大いに盛り
上がりました。
　２日目、最初は諏訪大社に行きました。朝早い到着だったせいか境内は静寂そのもので、数人の巫女さんが境内敷
地を掃き清めており、身が引き締まるような空間です。
　社殿は、全国25,000社ある諏訪神社の総本山で日本最古神社の一つといわれており、神秘的な世界を作りだしてお
り、会員一同それぞれの思いを胸に参拝を終えて、一路、松本市のシンボル「松本城」へ向いました。
　国宝の松本城は威風堂々としており、まさに天を突き刺すように漆黒の姿を見せておりました。ボランティアガイ
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ドの方の案内で天守閣の内部を観覧したのですが、どこへ行っても人また人で大変な混雑でした。
　次いで江戸期の城下町風景を再現した縄手通り、白壁と黒なまこ土蔵が立ち並ぶ中町通りを散策した後、茨城へ
の帰途に着いた次第です。
　今回は最新のワイン工場や江戸期の宿場町と松本城、そして日本最古の諏訪大社を巡り、遠き歴史に思いを馳せ
る有意義かつ楽しいものとなりました。

第３回研修会
日　時 平成27年11月28日（土）　午後１時30分～午後４時00分
場　所 常陸太田市生涯学習センター
相談内容 「土地開発に関する申請手続き」
講　師 蛭田　博行�氏　（県北支部会員）

　今回の研修会は、行政書士に求められる重要な業務の一つである土地開発に関する申請手続きについて、当支部
会員の蛭田博行氏に講師をお願いし、蛭田氏が準備してくださった各種資料を基に分かりやすい講義がなされ、合間
に質疑応答の時間を設けるなど、大変有意義な研修会となりました。

（通信員　大和田　廣）

威風堂々とした松本城をバックに

しっかり勉強しました

行政茨城  No.22458

支部だより

支
部
だ
よ
り



　鹿行支部長新年挨拶� 鹿行支部長　田向　敏雄
　新年あけましておめでとうございます
　希望に燃えた輝かしき初春を迎え会員の皆様の活躍とご健勝を祈念いたします。

　昨年５月の定期総会で選出され鹿行支部長に就任して早新年を迎えました。支部の事業としては、定期総会で決
定された事業計画に基づき順次、第１回研修会、相談会、日帰り懇親研修会、忘年会を兼ねた第２回研修会を実施
してまいりました。
　第１回研修会は大庭副支部長の人脈を駆使して、千葉県行政書士会元副会長の四本先生にお願いして、今一番の
話題となっておりますマイナンバー制度について、支部会員、支部会員以外でも共に研修しようとする気概のある
会員に参加してもらい、県内全支部より50余名の出席のもと四本講師の当を得たわかりやすい説明により有意義な
研修をおこなうことができました、また研修会終了後の懇親会にも多数の皆様の出席により、打ち解けた中での楽
しい歓談の時間を過していただくことができました。
　相談会につきましては行政書士制度広報月間に合わせ10月３日（土）と21日（水）の２日間、支部内の３市で２
回、合計６回の相談会を実施いたしました。相談者に丁寧にわかりやすく説明し喜ばれました。
　日帰り懇親研修会の当日は大雨注意報のなか、江戸城、皇居の歴史の説明ビデオを見てから、傘をさしての皇居見
学となりましたが、雨は思ったより小降りで助かりました。また江戸城には桜田門が２個所あり、水戸と深いかかわり
のある、桜田門外の変の舞台となった場所はどちらかずっと疑問に思っておりましたが、これはいい機会と思い、思い
切って案内の人教えてもらい、長年の疑問が解けました。皇居内にはボランティアの人も大勢おられて、草取りや掃除
をしていました。実際に見て説明を受けないとわからないことが沢山ありました。
　次に岡田参議院議員、上月参議院議員はじめ本県選出の国会議員の皆様のご配慮により、日本の政界史、国会を
開催する議場、委員会室などについて詳しく説明してもらいながら国会議事堂内を案内して頂きました。それから
行政書士でもあります、片山さつき外交防衛委員長の事務所を訪問し快く対応して頂きました。
　外から国会議事堂の建物を見る機会は結構ありますが、建物の中を案内してもらう機会はあまりありませんので
良い社会勉強になりました。その後虎ノ門の立派な行政書士会の事務所を見せてもらいました。
　夕食は両国でチャンコ鍋をつつきながら今日の研修の話、日頃の行政書士の仕事の情報交換、世間話に花を咲か
せ楽しい一日を過ごしました。
　忘年会を兼ねた研修会につきましは、前年12月４日（金）、５日（土）の２日間で４つのテーマの研修を実施し
ました、この研修も支部以外の会員には年末のせわしないなか、遠いところから出席していただき感謝申し上げま
す。忙しい中、國井会長にも出席していただきホットで貴重な話を沢山聞かせていただき和やかなかにも真剣な研
修会となりました。
　また防災協定につきましては鹿嶋市との話を進めておりますので鹿嶋市との協定が締結できれば、支部内の全て
の市と協定を締結することになります。
　相談会も前年は鹿嶋、潮来、行方で開催しておりますが続いて、神栖市、鉾田市でも開催し、支部内の全市での
相談会を来年度中に実施したいと思っております。
　両事業につきましては、社会貢献の一助として、更に内容の充実を図ってまいります。
　国の動向としては、マイナンバ－制度のスタート、消費税の10％へのアップ、郵政民営化に東京オリンピックの開
催に伴う建設工事の拡大などがあります。また農業生産が北海道の次全国第２位を誇る県内農業者への大きな影響
が懸念されるＴＰＰの行方など難しい問題も残されております。経済的には株価は２万円台を回復し、また外国為
替は、円安ドル高の続く状況の中での自動車産業などの輸出産業が好況ですが一方非正規社員が４割を超す状況で、
子供の数が減少していることは、日本の将来にとって誠に憂慮すべきことです。国際的にはパリのテロ事件や、内戦
によるヨーロッパへの難民の流入や、東南アジアはじめ、各海域での領土問題など、国際情勢の不安定化が懸念さ
れるなかではありますが、本年は全世界が平和で活気に満ちた年でありますよう祈っております。
　茨城県内、水戸は季節の一番先に咲く梅の花を好む進取の都市であり、また全国の神社の神事は鹿嶋神宮の祭頭
祭から始まるなど、天下の魁の県であります茨城県の気風を大切に、本年も皆様の協力を得ながら、支部の事業等
を通じ会員の懇親、業務の確保、拡大のため微力ではありますが鋭意努力してまいります。

Message

No.224  行政茨城 59

支
部
だ
よ
り

支
部
だ
よ
り

鹿行支部



鹿行支部第２回研修会及び忘年会
日　時 平成27年12月４日（金）　研修会：午後２時～午後５時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　忘年会：午後６時～
　　　　　　12月５日（土）　研修会：午前９時～午前11時

場　所 かんぽの宿�潮来
参加者 32名

　両日とも、他支部の会員さんはじめ、國井会長も参加されての研修会になりました。
　会長から日頃の活動、協力に対する感謝の言葉、激励メッセージを頂戴した後研修会に入りました。ベテラン及
び開業間もない会員が講師陣となり、わかりやすい資料の作成、またパワーポイントによる丁寧な説明により充実
した研修会になりました。講話の中に、講師ご自身の経験談やノウハウ伝授などを織り交ぜてくださり、今後業務
を遂行する上で、たいへん参考となる講座内容でした。

　研修会終了後の忘年会では、会員同士による情報交換で大いに盛り上がりました。日頃なかなか聞くことができ
ない業務や実務のことなどについて、互いに時間が経つのも忘れて遅くまで話が尽きませんでした。

日　時 研　修　内　容 講師（会員）

４　

日

14：00～15：30 統計からみる相続・遺言 佐�藤　鉄�也

15：30～17：00 農業経営基盤強化促進事業について 鈴�木　昌�美

５　

日

9：00～10：00 入管手続きについて 大�庭　孝�志

10：00～11：00 風俗営業許可申請について 田�向　敏�雄

パワーポイントを使っての佐藤講師 この道数十年のベテラン鈴木講師

行政茨城  No.22460

支部だより

支
部
だ
よ
り



（通信員　大川　かつ江）

自前の資料を基に熱弁の大庭講師

熱心に耳を傾ける会員の皆さん

リラックスムードの中で忘年会が始まりました

体験談を交えて語る田向講師

No.224  行政茨城 61

支
部
だ
よ
り

支
部
だ
よ
り


