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支部だより

水戸支部水戸支部水戸支部

【コロナ騒動で中止となっていた市民相談会を再開】

　６月まで休止していました無料相談会は、７月か
らすべての会場で再開しました♪

　すべての会場について、アクリル遮蔽板ないし遮

蔽ビニール及び消毒液、マスク着用で実施していま
す！
 
　支部相談員全員に、フェイスシールドを配布済み
なので、担当者もご相談にいらっしゃる方も安心で
す！

（通信員　梶山　伸治）

市民相談会再開！

水戸市役所にて　無料相談会の看板とのぼり旗が目立ちます♪

ひたちなか市役所にて　アクリル板と消毒液もあり、安心です♪
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支部だより

県南支部県南支部県南支部

テーマ：
①建設業法様式の財務諸表作成上の注意点について
②無料相談会の新規相談員募集（開催要領等）
日時：令和２年７月18日（土）
　　　午後２時30分～午後４時30分
場所：L'AUBE かすみがうら
講師名：①一般財団法人 建設業情報管理センター
　　　　　井関 徹 氏
　　　　②行政書士　片平秀一先生
参加者数：38名

【研修内容】
①建設業法様式の財務諸表作成上の注意点について
　一般財団法人建設業情報管理センターの井関徹氏
を講師に迎え、「建設業法様式の財務諸表作成上の
注意点について」講義していただきました。最初に
決算書の見方や役割、記載要領など基本的な事項の
説明を受け、次に建設業の特徴、建設業法様式の財
務諸表の作成方法などについて、豊富な資料を基に
分かりやすく解説していただきました。特に建設業
法に定める勘定科目の注意点を詳しく教えていただ
きました。
　また、財務諸表の作成は経営状況分析の基礎とな
り、経営事項審査を受ける場合に最も重要な業務に
なります。そこで国土交通省から出されている「経
営事項審査の審査基準の改正について」の資料を基
に主な改正点について解説いただきました。これか
ら建設業に関する業務を受任しようと考えている方
からベテランの方まで役立つ研修会となりました。

②無料相談会の新規相談員募集（開催要領等）
　片平秀一先生が常設無料相談会の目的や開催場所、
開催要項などを説明し、新規相談員の登録と運営協
力を呼びかけました。「常設無料相談会は、地域住
民の福祉の向上に寄与するとともに、行政書士制度
の周知拡大を図ることを目的に実施しています。そ
のため、相談員は品位を保持するとともに、行政書
士倫理綱領を遵守し、服装、言動、態度に細心の注
意を払っていただくことが必要です。」と言います。
その他、相談員としての注意事項や令和元年度の相
談実績について説明がありました。

その他（新型感染症に係る経営相談研修）
　業務研修会終了後、石井徹支部長から「新型感染
症に係る行政書士経営相談窓口」に関するこれまで
の経過と相談実績の報告がありました。その後、家
賃支援給付金が開始されたのに伴い、申請手続きに
関する勉強会を実施しました。

第１回　業務研修会　　

講師の井関徹氏石井徹支部長のあいさつ 講師の片平秀一先生

ソーシャルディスタンスを確保した研修会
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日時：令和２年７月31日（金）
　　　午後６時～午後７時
場所：ＬＩＮＥによるオンライン開催
　※新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため
　　ＬＩＮＥで実施
参加者数：16名
議題
コロナ禍対策のため LINE を用いたオンライン会
議の方式にて開催

【協議事項】
１．広報月間における相談会場の担当割りについて
〇昨年度の担当割りを基にして、若干の変更を行
いました。

〇担当者は、会場、日程、相談員等を手配し、逐
次報告すること。

〇コロナ禍の対策や感染状況についても留意し、
場合によっては中止も想定する。

２．標示板調査及びチラシ等配布の担当割りについて
〇昨年の標示板設置個所・配布実績を基に実施す
る。

〇配布物のチラシ等は例年8月末～9月頃に準備
される見込み

【報告事項】
１．業務研修会の準備状況
第２回業務研修会の内容を決定し、案内文書を
送付したとの報告有り
２．支部ホームページの進捗状況について
他県の支部ホームページを参考にコンテンツ

（サイトマップ）と想定ページ数を作成。制作会
社に見積りを依頼中。細部の打ち合わせを進めて
いる。 
３．研修旅行について
日程と研修内容を検討。コロナ禍の対策として、
近隣（県南地区）のホテルに現地集合・解散とし、
参加方式として「研修のみ」「懇親会まで」「宿泊
する」の３パターンの希望を取ることとした。　
　感染状況によっては中止も想定する。

第３回　理事会　　

ＬＩＮＥによるＷｅｂ会議システムを利用して審議する各理事

（通信員　澁谷　輝男）
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支部だより

県西支部県西支部県西支部

日時：６月27日（土）午後１時～
場所：道の駅「しもつま」　会議室

今年度はコロナ感染症拡大の影響から、支部の行
事予定を立てることが困難であり、コロナウイルス
感染症の状況を見極めながら、支部業を行います。
　
そのような中ですが、今年も各地で水害による災
害が起きていますので、支部では本会の協力をいた
だき、災害支援相談員養成研修会を行うことにしま
した。少しでも多くの会員にご参加いただきたいと
は思うのですが、様々な対策をしつつ、会場の都合

上、受講者18名と人数制限をして、９月26日に行
います。

また、支部各地で行っている無料相談会の各地区
の担当者と８月29日に意見交換会を行います。支
部理事とともに無料相談会の質の向上を目的とし、
今後に向けて、より良い相談会にできればと考えて
います。

第１回　支部理事会

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

［研　　究］ 相続における預貯金債権
［業務手引］ 資産税の不思議
 数次相続と相続分譲渡
 相続　今昔物語⑬
 おくやみワンストップ
 相続財産の遺産分割
［質疑応答］ 相続放棄手続きの報酬
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説
 遺言者の思いを推察付
［研　　究］ 行政法・民法・商法
 相続対策
 成年後見制度

内　　容 概要

☆7月１日発行　第231号（Ａ４判　80頁）

［研　　究］ 身分証明書の真偽見分
 外国人の本人確認
 本人確認資料
 相続　権利承継　要件
 判例　登記申請受託
 相続　今昔物語　⑭
 行政法・民法・商法
［業務手引］ 会社分割
 現金贈与・生前贈与
 国税庁通達とは異なる
 外国人労働者の受け入れ
 相続塾
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説

内　　容 概要

☆８月１日発行　第232号（Ａ４判　80頁）
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（通信員　渡邊　利一）

無料相談会の実績（６月分）

13日　筑西市 筑西市中央図書館
 相談件数 20件（相続14件・土地

関係２件・債権１件・農地関係２
件・仕事関係１件）

　　　　　　　　（担当）小島信一会員・永井尚子会
員・大嶋薫会員・木村保明
会員・中里雅之会員・渡邉
勝子会員・増戸会員（午前
中のみ）

13日　五霞町 五霞町中央公民館
 相談件数　２件（相続１件・農地

関係１件）

　　　　　　　　（担当）細井研二会員
　　　　　　　　（見学）野口修平会員
15日　桜川市 桜川市役所真壁庁舎
 相談件数　２件　（相続２件）
　　　　　　　　（担当）宮川利美会員・山中政雄会

員・下条威之会員
21日　境町 肥後事務所（電話相談）
 相談件数　２件　（相続１件・土

地関係１件）
　　　　　　　　（担当）佐怒賀清子会員・赤荻弘会

員・肥後盛芳会員

無料相談会の実績（７月分）

17日　八千代町 中央公民館
 相談件数　６件（うち１件は電話

相談）（相続３件・抵当権関係２
件・土地関係１件）　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　（担当）細井研二会員・永塚会員
　　　　　　　　（見学）影山清和会員
26日　坂東市 岩井公民館
 相談件数　14件（相続２件・農

地関係３件・土地関係５件・財産

分与２件・親族の相談等２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・松田巌会員・針替光幸
会員・稲敷誠市会員

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　　　

※通信員から
　筑西市は、筑波山の山頂から朝日が昇り初期湛水
池の水面に反射する「ダブルダイヤモンド筑波」
（年２回、２月14日と10月28日前後）を見る絶好
のスポットとして有名になりつつあります。この母
子島遊水地には、毎年大勢のカメラマンが集まって
きますので、ご興味のある方は是非お越しくださ
い。
　私も、10月28日が待ち遠しい限りです。

支
部
だ
よ
り



30 行政いばらき　2020.10　№　252

支部だより

県北支部県北支部県北支部
第２回　理事会

（通信員　飛田　憲明）

日時：令和２年６月20日（土）
　　　午後６時～午後７時
場所：Zoomにて各会員事務所
参加者数：12名

【議題】
　コロナによる感染防止のため、県北支部で初めて
Ｚoomによるオンライン会議が開催されました。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。初めてのオンライン会議というこ
とで慣れないせいか会議開始で多少もたつきましたが、
時間の経過と共に慣れてきて有意義な時間が過ごせまし
た。

審議事項
　⑴　賀詞交歓会の日程及び場所について
　⑵　研修旅行の実施について・実施日及び行先
　⑶　研修会開催について
　⑷　行政書士制度広報月間における活動・取り組
みについて

　　（今まで通りのやり方か？または催事に合わせ
　　　てやるやり方か？）
　　　無料相談会開催に関する事項
　　　・開催回数及び日程並びに開催場所
　　　・各会場における担当相談員
　⑸　その他

三橋支部長の挨拶

古川副会長のオンライン参加様子

遠藤理事からの提案大和田副支部長による研修旅行の説明

支
部
だ
よ
り



31行政いばらき　2020.10　№　252　

鹿行支部鹿行支部鹿行支部

日時：令和２年６月９日（火）
　　　午後２時～午後３時30分
場所：ホテル芝田　会議室（潮来市）
参加者数：15名

＜理事会議題＞
１．令和２年度の研修会について
２．無料相談会・遺言セミナーについて
３．支部親睦研修旅行について
４．忘年会・研修会（案）について

＜活動報告＞
・各市政報告（鹿行支部市議会議員）
第２回目の理事会は、茨城県の新型コロナウイル
ス感染者も安定して増加していない現状を踏まえ、
久しぶりに理事全員が集まっての会議となりました。
当然ながら全理事のマスク着用と理事間の距離を十

分保って一人１テーブルでの会議開催です。
開催にあたって小嶋支部長から、潮来市ではじめ
て実施された持続化給付金の相談業務がトラブルな
く無事終了したこと、そして、このことで行方市の
実施へ弾みがついたことが報告され、併せて、例年
実施している無料相談会について支部会員として今
後の取り組みに期待を込めたご挨拶をいただきまし
た。
議題は標記のとおりですが、理事から活発な意見
が交換されました。
理事会の終了後、秋季の無料相談会に向けた各担
当役員による日程と会場選定について情報交換し、
その後、相談会の目玉企画である「遺言セミナー」
について、物語風に制作した紙芝居によるモデル披
露とビデオ撮影を実施しました。

第２回　理事会及び政治連盟幹事会

小嶋支部長から挨拶と議題進行していただきました一定の距離を保って異例の理事会になりました

「遺言セミナー」のビデオ撮影「遺言セミナー」の紙芝居
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支部だより

日時：令和２年６月30日（火）
　　　午後１時～午後４時50分
場所：レイクエコー　大研修室（行方市）
講師：井村　奨先生（公認会計士・税理士）
参加者数：28名

　茨城県内の新型コロナがステージ１となり比較的
安定している状況のなかで、鹿行支部では密を避け
る会場配置に細心の注意を払い、そしてマスク着用
を参加条件に本研修を開催しました。
　今回の研修は、本会と一般財団法人建設業情報管
理センターが業務提携に至ったことで鹿行支部とし
てはじめての限定セミナーです。講師は、公認会計
士で税理士でもある全国の士業及び建設業協会等で
講演実績の豊富な井村奨先生をお招きし、「相続・

贈与・事業承継税制の基礎」をテーマに近年の法改
正を踏まえて講演していただきました。
　主な内容は、①相続税・贈与税の基礎知識　②相
続税対策の非課税贈与の基礎知識　③事業承継にお
ける民法による遺留分対策、非上場株式の贈与税と
相続税の納税猶予についてです。先生から配布して
いただいたオリジナルのテキスト（21ページ）は
士業として業務推進していくうえで大変参考になる
ものでした。鹿行支部５市では、秋の無料相談会に
おいて、本年は特に遺言セミナーを併せて計画して
いることから、民法改正を踏まえて士業として知っ
ておくべき内容が豊富に盛り込まれ、受講生に
とって有意義な内容であり好評な研修となりまし
た。

第１回　研修会

（通信員　大槻　　茂）

小嶋支部長からのご挨拶いただきました適度な距離間を保って研修会を開催

最後に大庭副支部長から御礼のことば井村　奨（すすむ）先生の講演は目が離せない

すすむ
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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７月27日（月）
　　　午後１時30分～午後５時
方法：Zoom利用によるリモート会議
内容：42府県の支部長等が出席して標記会議が

開催され、不祥事（※）再発防止の取組
について意見交換を行いました。
主な改善策は次の２点で、10月の定時
総会により決定し、実施される予定です。
①　受任件数がない会員も３か月ごと
の受任状況及び業務報告を義務化す
る。

②　会員の報告の提出状況を本部と支
部で共有し、未提出の場合は協力して

提出等を促す。
※令和２年６月２日、コスモス大分県支部
会員が任意後見人として財産管理をし
ていた方の銀行口座から700万円を自分
の口座に移し、着服したとの容疑で逮捕
されたとの報道があった。当会員は業
務の受任報告自体を行っていなかった。

コスモス本部主催による支部長会の開催

１　日立市
期日：令和２年７月31日（金）
場所：日立市女性センター
　　　聴講者７名（うち相談者１名）

２　那珂市
期日：令和２年８月７日（金）
場所：那珂市中央公民館
　　　聴講者10名

　聴講者間の距離をはなし、窓を開け、マイク
使用による大声発生の抑制やマスク着用など
の新型コロナウイルス感染の防止対策を講じ
ながら、講座を開催しました。

成年後見制度の普及等を目的とした講座の開催

那珂市中央公民館での講座開催状況


