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水戸支部水戸支部水戸支部
無料相談員打ち合わせ会

日　　時 平成30年２月27日（火）　午後６時30分～午後８時
内　　容 無料相談員打ち合わせ会＆相談事例研究会
場　　所 水戸生涯学習センター

　水戸支部では、４月からの新年度に向けて市役所などでの相談会に向け、打ち合わせ及び相談事例の研
究会を行いました。相談員の質の維持・向上を常に志向しています！　相談会は「無料」でも、内容は超
「優良」です♪

業務研修会

日　　時 平成30年３月８日（木）　午後１時～午後４時
内　　容 行政書士のための図面作成のいろは
場　　所 水戸生涯学習センター

　講師は支部の重鎮である宮崎先生！　さすがベテランの貫禄で、充実した講義内容に、参加
者も大満足の研修会でした♪
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（通信員　梶山　伸治）

市民相談会開催

日　　時 平成30年３月23日（金）～25日（日） 午後10時～午後７時
場　　所 水戸内原イオンモール

　茨城放送の「スクーピーレポート」でも取り上げられました♪　相談会の意義を小島先生が
しっかりアピールしてくれました！

 

いつもながら、ユキマサ君が大活躍！　相変わらず、老若男女を問わず大人気です♪

支
部
だ
よ
り



県南支部県南支部県南支部
第４回業務研修会

日　　時 平成30年２月18日（日）　午前10時～正午

講　　師 行政書士　江黒　弘 氏（県南支部会員）

場　　所 土浦市新治地区公民館
研修題目 第１部　「災害支援と行政書士」

第２部　「事例研究」

　平成27年９月に発生した関東・東北豪雨により鬼怒川が決壊し、常総市周辺では甚大な被害
が発生しました。茨城県行政書士会では速やかに災害本部を設置し、常総市の本庁舎と石下庁舎
の２カ所に相談所を設け、被害者の相談にあたりました。
　その後、相談員として派遣された江黒先生には、毎日早朝から多数の相談者が訪れ、多種多様
な相談に対応する中で体験された事例を基に、行政書士としての役割・使命と心がけなければな
らない大切なことについて講話をいただきました。はじめに、基礎知識としての「災害対策基本
法」の概要、被災証明書とり災証明書との違い、県税の救済措置について解説。実際の相談例で
は、予想した相談内容とは異なり、お金に関わる相談が多かったそうです。相談の対応について
は、市民法務部が平成28年10月15日に行った「災害支援相談員研修（第５講）」に記載されて
いる相談員の心得、相談員のマナーを基に説明。講話のまとめとして「相談者と同じ方向を向い
て、悩みの本質を探るためには傾聴が大切。まずは相談者に寄り添って安心してもらえるように
心がけましょう」とお話しされました。
　第２部は、参加者を４人～６人のグループに分け、８つの事例ケースについてどのような対応
を行えば良いかをディスカッション。グループ内でまとまった意見を発表し、経験豊富な先生方
からアドバイスをいただきました。

 

災害発生時の支援対応において、行政書士の役割を説明する江黒弘先生
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第６回理事会

日　　時 平成30年３月18日（日）　午前10時～正午
場　　所 土浦三中地区公民館
議　　題 平成30年度定時総会について

１．平成29年度事業報告、平成30年度事業計画（業務）
２．平成29年度決算報告、平成30年度予算計画（総務）
３．総会代議員、政治連盟代議員、議事運営委員の欠員補充について
４．総会までのスケジュールについて
５．その他

（通信員　澁谷　輝男）

災害発生時に寄せられる相談事例について、回答と相談対応を検討する参加者

　29年度に実施した事業と決算状況、30年度の事業計画、予算計画について詳細に検討。次
回の理事会で方向性を決定し、５月に予定している県南支部の「平成30年度定時総会」に諮ら
れる予定です。
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県西支部県西支部県西支部
各地で無料相談会を開催

八千代町
平成30年１月20日（土）　午前10時～午後２時
八千代町　中央公民館

日　　時
場　　所

細井研二　髙橋仁相　談　員
０件相　談　数

境町
平成30年１月28日（日）　午後１時～午後４時
境町中央公民館

日　　時
場　　所

赤荻弘　佐怒賀清子　肥後盛芳相　談　員
２件相　談　数
相続　２件相談内容

古河市
平成30年２月17日（土）　午前10時～午後２時
古河市中央公民館　会議室１

日　　時
場　　所

細井研二　永塚崇洋　鈴木すみ子（オブザーバー）相　談　員
１件相　談　数
農地を含む相続　１件相談内容

筑西市
平成30年２月17日（土）　午前10時～午後２時
市立中央図書館

日　　時
場　　所

増戸美幸　永井尚子　渡邉勝子　大嶋薫（結城）相　談　員
６件相　談　数
相続　３件、農地転用　１件、住宅問題　１件、登記簿謄本の見方　１件相談内容

境町
平成30年２月25日（日）　午後１時～午後４時
境町中央公民館

日　　時
場　　所

赤荻弘　佐怒賀清子　肥後盛芳相　談　員
６件相　談　数
相続　６件相談内容

常総市
平成30年３月17日（土）　午前10時～午後４時
常総市水海道庁舎市民ホール

日　　時
場　　所

戸塚操　古谷克美　篠塚信二相　談　員
１件相　談　数
公正証書遺言関連　１件相談内容
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　行政書士になって、良かった事は、埼玉・栃木が生活圏である
古河市民の私が、業務で県内各地を訪れるにつれ、反強制的に
（笑）、茨城県の事を知るようになりました。

境町
平成30年３月25日（日）　午後１時～午後４時
境町中央公民館

日　　時
場　　所

赤荻弘　肥後盛芳相　談　員
３件相　談　数
相続　2件　相続税関連　１件相談内容

県西支部の会員の声をお届けします

古河市　永塚崇洋会員

　行政書士になって、毎回の研修会に参加して、少しずつ仕事の
依頼があり、お客様が喜んで下さる事が、自分にとっての生きが
いになりました。

筑西市　渡邉勝子会員

　行政書士になって良かったことは、奇数月の研修会、偶数月の
無料相談会に参加して見識を深める事ができたのと、目標とする
先輩の皆さまに出会えたことが嬉しいです。

結城市　大嶋薫会員

　街の法律家として、色々な仕事がありますが、相続などの相談
が「争族」にならないように誠実に対応し、感謝されたときに行
政書士になって良かったと思います。

境町　赤荻弘会員
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支部月刊誌　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

［法　改　正］ 改正相続法

［研　　究］ 土地所有者の探索・活用

 行政法の基礎

 行政法・民法・商法

 子供のための養子

 民法改正・整備法概要

 相続法改正案と法律婚

［業務の手引］ モデル就業規則案

 相続税関連

［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説　　

　　

*会議ＦＡＸ通信　２/10（485号）～３/26（492号）ほか、号外を発行

内　　容 概要

☆３月１日発行　第202号（Ａ４判　８０頁）

［研　　究］ 行政法の基礎

 行政法・民法・商法

 民泊新法の問題点

［業務の手引］ 財務３表　簡単理解

［参考資料］ 国主導の農地バンク

 広大地の評価

 税務調査十カ条

［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説

［質疑応答］ 登記申請書に添付の定款

　支部研究会に参加出来なかった会員には、

１月27日開催の研究資料を同封

内　　容 概要

☆４月１日発行　第203号（Ａ４判　８０頁）

（通信員　池ノ上久利）
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県北支部県北支部県北支部
無料相談会

研　修　会

日　　時 平成30年３月24日（土）　午後１時30分～午後３時30分
場　　所 常陸太田市生涯学習センタ－

　今回研修は上記題目に関し、参加者全員によるフリ－ト－ク形式にて、業務上経験したことや問
題点、疑問に思うことなど、情報・意見交換の場を設けました。
　無料相談会に関しては、事務局から本年度の相談総数結果の報告があり、相談員経験者からは実
務経験の報告があり、問題点における対応の議論の後、活発な質疑応答が行われ、次年度に向け有
意義な研修会となりました。

「行政書士無料相談会の総括」
「無料相談会・他業務におけるケ－ススタディ」

研修内容

北茨城市
平成30年３月７日（水）　午後１時～午後３時
北茨城市役所

日　　時
場　　所

日立市
平成30年３月14日（水）　午後１時～午後４時
日立市役所

日　　時
場　　所

東海村
平成30年３月９日（金）　午後１時～午後４時
東海村社会福祉協議会

日　　時
場　　所

常陸太田市
平成30年３月19日（月）　午後１時30分～午後３時30分
常陸太田市役所

日　　時
場　　所

（通信員　大和田　廣）
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鹿行支部鹿行支部鹿行支部
第３回研修会

日　　時 平成30年３月27日（火）　午後１時30分～午後３時30分
場　　所 レイクエコー
研修内容 「差をつける経審と分析申請」

日本一元気な支部長挨拶！ 集中して研修を受ける参加者

講　　　師 ワイズ公共データシステム株式会社　取締役　萩原隆仁 氏
参　加　者 30名

　第３回支部研修会が開催されました。まず、はじめに大庭支部長より「日本一元気な支部長挨拶を
する」と目標が打ち立てられ、活気溢れるハツラツとしたご挨拶から支部研修会がスタートしました。
　研修では、前半に、経営事項審査と経営状況分析の各評点を高くするための具体的な手法や、その
観点をご教授くださいました。後半では、今後の改正点について、その改正の社会的背景を含めてご
説明をいただきました。
　支部研修会ならではのアットホームな雰囲気の中、参加者一同、直接業務に役立つノウハウを習得
することができました。

第４回理事会
日　　時 平成30年３月27日（火）　午後４時～
場　　所 レイクエコー
参　加　者 15名

＜議題＞
　　１　本年度事業報告及び収支決算についての中間報告
　　２　次年度事業計画案及び収支予算案について
　　　・　無料相談会、広報活動
　　　・　研修会、支部研修旅行
　　３　その他

　第４回理事会が開催されました。まず、はじめに本会理
事から本会での議決、審議事項について報告を頂きました。
ついで、本年度事業報告及び収支決算についての中間報告
がなされました。
　次年度事業計画案については、無料相談会の会場の選定について、相談者の利便性と広報活動との
観点から、多くの意見が交わされました。また、研修会及び研修旅行についてはその内容と研修先及
び研修内容についての方向性が確認され、次回理事会での決定事項となりました。

（通信員　内野　敬仁）

理事会では様々な意見が交わされました。
次年度事業が楽しみです！
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平成30年度支部相談会一覧

問い合わせ先開催時間開催日開催場所市町村名
（50音順）

ゆうゆう館
029-292-1111午後１時～午後４時

毎月第３月曜日
（4/16・5/21・6/18・8/20・
10/15・11/19・12/17・1/21・
2/18・3/18）

茨城町総合福祉センター
ゆうゆう館
（茨城町役場の北側）
２階会議室

茨城町

い

予約先：稲敷市
総務課
029-982-2000
予約日時：
相談日当日の
8：30～11：00

午前１０時～正午

原則毎月第２・第４日曜日
（4/8・4/22・5/13・5/27・6/10・
6/24・7/8・7/22・8/12・8/26・
9/9・9/23・10/14・10/28・
11/11・11/25・12/9・12/23・
1/13・1/27・2/10・2/24・3/10・
3/24）

稲敷市役所（本庁舎）
１階稲敷市

予約先：担当　若山
0299-43-0536午後１時～午後４時

毎月第３土曜日
（4/21・5/19・6/16・7/21・
8/18・9/15・10/20・11/17・
12/15・1/19・2/16・3/16）

石岡市国府地区公民館
１階（要予約）石岡市

予約先：担当　石神
029-896-3417午後１時～午後４時

毎月第４土曜日
（4/28・5/26・6/23・7/28・
8/25・9/22・10/27・11/24・
12/22・1/26・2/23・3/23）

牛久市役所　分庁舎
１階相談室（要予約）牛久市う

大洗町役場
029-267-5111午後１時～午後４時

毎月第３火曜日
（4/17・5/15・6/19・7/17・
8/14・9/18・10/16・11/20・
12/18・1/15・2/19・3/19）

大洗町役場
１階ロビー大洗町

お

小美玉市役所
0299-48-1111午後１時～午後４時

毎月第３火曜日
（4/17・5/15・6/19・7/17・
8/21・9/18・10/16・11/20・
12/18・1/15・2/19・3/19）

小美玉市役所
（旧美野里町役場）　
２階会議室（原則）

小美玉市

笠間市役所
0296-77-1101午後１時～午後４時

毎月第３水曜日
（4/18・5/16・6/20・7/18・
8/15・9/19・10/17・11/21・
12/19・1/16・2/20・3/20）

笠間市役所
（旧友部町役場）
１階ロビー内

笠間市

か

予約先：担当　塚本
090-8509-3622午前１０時～正午

毎月第３土曜日
（4/21・5/19・6/16・7/21・
8/18・9/15・10/20・11/17・
12/15・1/19・2/16・3/16）

河内町農村環境改善センター
（要予約）河内町

予約先：北茨城市役所
広報広聴係
0293-43-1111

午後１時～午後５時
原則毎月第１水曜日
（4/4・5/2・6/6・7/4・8/1・
9/5・10/3・11/7・12/5・1/9・
2/6・3/6）

北茨城市役所
401会議室
（要予約・市民に限る）

北茨城市き

担当　細井
0280-33-3685午前１０時～午後２時

４月第３土曜日（4/21）
10月第３土曜日（10/20）スペースU古河

古河市
こ

６月第３土曜日（6/16）
12月第２土曜日（12/8）三和公民館

５月第３土曜日（5/19）
11月第３土曜日（11/17）総和中央公民館

担当　細井
0280-33-3685午前１０時～午後２時７月第２土曜日（7/14）

１月第３土曜日（1/19）中央公民館五霞町

県西支部
0296-25-2919午後１時～午後４時

原則最終日曜日
（4/22・5/27・7/29・8/26・
9/30・10/21・11/18・12/16・
1/27・2/24・3/24)
６月第４金曜日（6/29）

境町中央公民館
２階会議室境町

さ

県西支部
0296-25-2919午前１０時～午後３時４月第２土曜日（4/14）

雨天時（4/15）
ＳＡＫＵＲＡフェスティ
バル会場桜川市
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問い合わせ先開催時間開催日開催場所市町村名
（50音順）

県西支部
0296-25-2919

午後１時～
午後３時30分

４月第３日曜日（4/15)
10月第３日曜日（10/21）

下妻公民館
１階和室下妻市

し
担当　飯塚
0297-42-3128

午後１時～午後４時
原則毎月第３火曜日
（4/17・5/15・6/19・7/17・
8/21・9/18・11/20・12/18・
1/15・2/19・3/19）

常総市役所　水海道庁舎
市民ホール

常総市
午前１０時～午後４時10月第３火曜日（10/16）常総市役所　石下庁舎

会議室

午前１０時～午後３時10月第３土曜日（10/20）常総市役所　水海道庁舎
市民ホール

城里町役場
029-288-3111午後１時～午後４時

毎月第２火曜日
（4/10・5/8・6/12・7/10・
8/14・9/11・10/9・11/13・
12/11・1/8・2/12・3/12）

城里町役場
２階会議室城里町

担当　増戸
0296-25-1907午前１０時～午後３時

偶数月の第3土曜日
（4/21・6/16・8/18・10/20・
12/15・2/16）

筑西市立中央図書館
ボランティア活動室筑西市ち

予約先：担当　星
029-864-2812午後１時～午後４時

原則毎月第2木曜日
（4/12・5/10・6/14・7/12・
8/9・9/13・10/11・11/15）

つくば市本庁舎
３階302会議室（要予約）つくば市

つ
予約先：土浦市役所
広報広聴課
029-826-1111

午後１時30分～
午後４時30分

毎月第３木曜日
（4/19・5/17・6/21・7/19・
8/16・9/20・10/18・11/15・
12/20・1/17・2/21・3/21）

土浦市役所
３階広報広聴課
（要予約・市民に限る）

土浦市

予約先：
東海村社会福祉協議会
029-282-2804

午後１時～午後３時
毎月第２金曜日
（4/13・5/18・6/8・7/13・
8/10・9/14・10/12・11/9・
12/14・1/18・2/8・3/8）

東海村社会福祉協議会
１階会議室
（要予約・村民に限る）

東海村と

予約先：日立市役所
広聴広報課
0294-22-3111

午後１時～午後４時
毎月第2水曜日         　
（4/11・5/9・6/13・7/11・
8/8・9/12・10/10・11/14・
12/12・1/9・2/13・3/13）

日立市役所
市民相談室
（要予約・市民に限る）

日立市

ひ

予約先：県北支部
0295-52-3319

午後１時30分～
午後５時

毎月第３月曜日
（月曜が祝日の場合は翌日）
（4/16・5/21・6/18・7/17・
8/20・9/18・10/15・11/19・
12/17・1/21・2/18・3/18）

常陸太田市役所　
２階会議室
（要予約・市民に限る）

常陸太田市

ひたちなか市役所
029-273-0111午後１時～午後４時

原則毎月第1・第3・第5木曜日
（4/5・4/19・5/17・5/31・
6/7・6/21・7/5・7/19・8/2・
8/16・8/30・9/6・9/20・10/4・
10/18・11/1・11/15・11/29・
12/6・12/20・1/17・1/31・
2/7・2/21・3/7）

ひたちなか市役所
１階ロビーひたちなか市

水戸市役所
市民相談室
029-232-9109

午後１時～午後４時

毎週木曜日
（4/5・4/12・4/19・4/26・5/10・
5/17・5/24・5/31・6/7・6/14・
6/21・6/28・7/5・7/12・7/19・
7/26・8/2・8/9・8/16・8/23・
8/30・9/6・9/13・9/20・9/27・
10/4・10/11・10/18・10/25・
11/1・11/8・11/15・11/22・
11/29・12/6・12/13・12/20・
12/27・1/10・1/17・1/24・
1/31・2/7・2/14・2/21・2/28・
3/7・3/14・3/28)

水戸市役所
三の丸臨時庁舎
２階相談室（東側）
平成３１年からは新庁舎

水戸市み

支
部
だ
よ
り
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問い合わせ先開催時間開催日開催場所市町村名
（50音順）

茨城県立図書館
029-221-5569

午後４時～午後７時

原則毎月第2金曜日
4/13・5/11・6/8・7/13・8/10・
10/12・11/9・12/14・1/11・
2/8・3/8）
９月のみ第１金曜日（9/7）茨城県立図書館

３階会議室３水戸市み

午後１時～午後４時

原則毎月第３土曜日
（4/21・5/19・6/16・7/21・
8/18・9/15・1/19・2/16・3/16）
10月・11月・12月は第4土曜日
（10/27・11/24・12/22)

担当　片平
0297-44-9967午後１時～午後４時

毎月第２土曜日
（4/14・5/12・6/9・7/14・
8/11・9/8・10/13・11/10・12/8）

守谷市中央公民館
団体活動室守谷市も

担当　細井
0280-33-3685　午前10時～午後2時８月第３土曜日（8/18）

２月第３土曜日（2/16）中央公民館八千代町や

支部だより

支
部
だ
よ
り


