
日　時：令和４年４月22日（金）
	 午後６時30分～午後８時
場　所：茨城県総合福祉会館	４階	小研修室（Ａ）
内　容：フリートーキング

　令和４年度「第１回フリートーキング会」が、茨
城県総合福祉会館にて開催されました。
　まず、椅子を円状に並べ、阿部進先生の司会の下
お互いの自己紹介を行い、その後、各々の日頃の疑
問・質問について、自由な意見交換が行われました。
　水戸支部恒例のフリートーキング会は、ベテラン

の先生方から新人の先生方まで、多くの先生方に参
加していただき、毎回大いに盛り上がります。今回
も、建設業、産業廃棄物処理業、開発、外国人、相
続等、様々なテーマについて、内容の濃い会話がな
されました。また、新人の先生方の「仕事が来るきっ
かけ」という質問に対しても、多くのアイデアが飛
び交いました。ご参加の皆様にとって、実りの多い
研修会になったと思われます。
　ご参加いただきました先生方、ありがとうござい
ました。

令和４年度　「第１回フリートーキング会」

日時：令和４年４月27日（水）
	 午後３時～
場所：茨城県水戸生涯学習センター　大講座室
議案：
令和４年度「定時総会」
・第１号議案　		令和３年度事業報告及び決算の承認

について
・第２号議案　令和４年度事業計画について
・第３号議案　		令和４年度選挙管理委員及び本会代

議員の選任について
令和４年度「定期大会」
・第１号議案　		令和３年度事業報告及び決算の承認

について
・第２号議案　令和４年度事業計画について
・第３号議案　		令和４年度茨政連代議員の選任につ

いて

　令和４年度「定時総会」及び令和4年度「定期大会」
が、茨城県水戸生涯学習センター大講座室にて開催
されました。
　舘静馬茨城県議会副議長、加藤明良前茨城県議会
議員、高橋靖水戸市長をはじめとして、多くの来賓
の方にお越しいただき、皆様から暖かい応援のお言
葉をいただきました。ありがとうございました。
　「定時総会」「定期大会」ともに、出席者及び委任
状提出者の総数が定足数を超えており、司会の玉津
直広理事より成立の宣言がなされました。続いて、
各議案について、総務部、業務部及び経理部の報告
がなされ、全会一致により、全ての議案が承認され
ました。

令和４年度　「定時総会」・「定期大会」

業務上の経験を語り合いました！ 今回も盛り上がりました
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久保朋央支部長 古川正美会長

舘静馬茨城県議会副議長 加藤明良前茨城県議会議員

高橋靖水戸市長 お疲れ様でした

議事の様子

支部だより

支
部
だ
よ
り

22 行政いばらき 2022.8　No.263



日　時：令和４年５月24日（火）
	 午後６時30分～午後８時
場　所：茨城県水戸生涯学習センター　大講座室
内　容：「消費税インボイス制度説明会」
　　　　講師　　出澤　琢磨　先生

　令和４年度「第１回業務研修会」が、茨城県水戸
生涯学習センターにて開催されました。
　今回のテーマは「消費税インボイス制度説明会」
で、税理士としても活躍されていらっしゃる出澤琢
磨先生に講義をしていただきました。
　まず、消費税の基礎的な内容について丁寧に説明
していただきました。その後、「インボイス制度が

導入されたら、何がどのように変わるのか」につい
て講義していただきました。具体例がふんだんに織
り込まれた分かりやすいご説明は、「令和５年10月
１日よりインボイス制度が導入されることは知って
いるけれど、よくわからない」という先生方にとっ
て、大変有意義な内容でした。
　さらに、インボイスを発行するために必要な手続
についても、登録申請書の具体的な記入例までご用
意いただき、至れり尽くせりの講義でした。
　出澤先生の詳細かつ分かりやすい説明を拝聴でき
たことで、参加された先生方のインボイス制度に対
する不安も解消されたことと思われます。
　ありがとうございました。

令和４年度　「第１回業務研修会」

※　		水戸支部では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じたうえで、管轄の全ての市と町におい
て、無料相談会を実施しております。	 （通信員　宇野　雅彦）

講師の出澤先生

皆さん熱心に聴いています

とても分かりやすい説明です
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日　時：令和４年５月７日（土）
	 午前２時～午後３時
場　所：L’AUBE　kasumigaura
　　　　（ローブ　かすみがうら）
参加者：県南支部会員403名
　　　　　当日の出席60名+委任状201名（合計261名）
議題：
　令和４年度の定時支部総会を土浦市のL‘AUBE　
kasumigauraで開催しました。松田秀幸副支部長の
開会の言葉に続いて、石井徹支部長が「コロナ禍で
の制限はありましたが、支部研修や無料相談会など
を開催できたのは皆様のご協力のお陰です。世の中
のＤＸ化の流れが行政書士の仕事にも影響してきて
おります。各種申請手続きのオンライン化をすすめ
るためには国民の皆様のハードルを下げる必要があ
り、そのためには我々の仕事をどうマッチングして
いくか、潮流を読んでいかなくてはならないと感じ
ています。支部としてもフォローしていければと
思っています」と挨拶。

　続いて、古川正美会長からご挨拶をいただきまし
た。「新型コロナが発生してから３年が過ぎ、上手
に恐れて、きちんと感染対策を取ることにより通常
の経済活動・社会活動を行うことが出来るというと
ころまで来ました。令和３年度は全ての研修会をリ
モートで開催しましたが、令和４年度は対面による
研修会も併用して実施出来るように検討しておりま
す」。

　三田寺大輔副支部長の総会成立宣言に続いて、中
山満芳氏を議長に選出し、事業報告、決算及び監査
報告、事業計画案及び予算案について審議が行われ、
原案通り可決承認されました。また、本会及び支部
役員の選出が行われ原案通り可決承認されました。

　総会終了後、３年ぶりに情報交換を兼ねた懇親会
を開催しました。広い会場で３密を回避し、アル
コール無しのお弁当形式ではありましたが、久しぶ
りの再会や名刺交換など交流を深めました。

令和４年度　県南支部　定時総会

議案を審議する出席者

石井徹支部長 古川正美会長 議長を務めた中山満芳先生

３密を回避した懇親会
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日　時：令和４年５月14日（土）
	 午前９時～午前10時15分
場　所：土浦三中地区公民館
参加者：13名
議　題：
【協議事項】
１．業務部会所属理事等の職務分掌について
　　		業務部会に所属する理事等の役職と職務につい
て割振りと確認を行った。

２．令和４年度　事業計画、年間スケジュール
　○	業務研修会の日程、場所、研修内容などについ
て検討した。

　○常設無料相談会の会場責任者を決定した。
　○10月の広報月間の内容について検討した。
　○	新たな広報活動の実施について検討し、７月ま
でにまとめる予定とした。

３．		業務部会の昨年度の振り返りと今年度の提案に
ついて

　　		業務部長、担当副部長、各理事から昨年度の反
省点と改善点が提案され、理事会に報告する。

第１回　業務部会

日　時：令和４年５月14日（土）
	 午前10時30分～正午
場　所：土浦三中地区公民館
参加者：19名
議　題：
【協議事項】
１．研修会等支部活動の内容・日程について
　　		業務部長及び各担当理事から「業務研修会の
日程・内容」、「常設無料相談会の会場責任者
（案）」、「研修旅行実施計画（案）」などについ
て説明があった。

２．理事会・総会の日程について
　　		総務部長から「令和４年度の理事会開催予定
日」、「令和５年度の支部総会開催予定日」など
について説明があった。

３．文書データ保存のルール化について
　　		総務部長から「支部運営に関して各担当理事が
個別に保有しているデータの一元管理方法につ
いて検討を進めている」旨の説明があった。今
後、総務部で検討を進める中で順次理事会に報
告していく。

【報告事項】
１．行政書士試験の会場について報告があった。

第２回　理事会

（通信員　澁谷　輝男）

令和４年度の研修会や相談会等の日程を検討

令和４年度の支部活動を検討する各理事
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　去る令和４年５月14日（土）筑西市ダイヤモンド
ホールにて、県西支部定時総会が開催されました。
総会は支部会員33名が参加し、審議事項はすべて承
認されました。古川会長にもお越しいただき、ご挨
拶をいただいたのち、懇親会にもご参加いただきま
した。
　懇親会は29名が参加し、和やかな時間となりまし

た。昨年も一昨年もコロナウィルス感染症の影響で、
懇親会等開けなかったので、今回は久しぶりの歓談
の機会となりました。
　今後研修会等の開催予定ですので、ぜひご参加く
ださい。その際はまた交流会等を開催し、
　会員同士が意見交換をできる場を設営したいと考
えています。

県西支部定時総会について

古川会長を囲んで 久々の交流、大いに話が弾みました

古川会長のご挨拶 各役員から議案について説明がありました

支部会員同士、業務の話に熱が入ります 得意業務や経歴など、新入支部会員も自己紹介

支部だより
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　昨年度は中止も多かった無料相談会ですが、今年
度は支部内各市町村にて例年通り無料相談会が実施
されています。
　県西支部では各地区担当者によって相談会が設置
されていますので、相談をお受けすることはもちろ
ん、新入支部会員や相談員業務に興味のある支部会
員の見学も歓迎しております。

　鈴木通信員が所用で沖縄に飛ぶ事になり、沖縄県
行政書士会へ見学を申し込んだ所、インタビューを
快く引き受けてくださいました。オンライン参加の

増戸支部長と共に、普段なかなか知る事のできない
沖縄会の興味深いお話を伺ってまいりました。

１．沖縄県行政書士会について
①	沿革について（沖縄返還前、返還後の制度の違い
など）
（池間副会長）沖縄会では創立50周年記念誌に制度
の沿革をまとめています。沖縄県でも明治39年、他
県と同じく代書人規則が制定され、戦後の昭和38年
に琉球立法院で琉球行政書士法が制定されるまで有
効でした。代書人の許可を得ていた人は引き続き行
政書士の資格が与えられました。
（鈴木通信員）行政書士法の制定は昭和26年でした
でしょう。同じ行政書士について定めていても、琉
球行政書士法は全く別の法律だったことになります
か。
（池間副会長）そうです、沖縄会の前身である琉球
行政書士会もその昭和38年発足です。本土復帰の際、

行政書士についても行政書士法に切り替わり、琉球
行政書士会は沖縄県行政書士会として新たにスター
トしました。もちろん琉球行政書士法の行政書士資
格も引き継がれましたから、返還前から開業されて
いた先生も当会にいらっしゃいます。
（増戸支部長）現在会員数や支部の構成についても
伺わせてください。
（池間副会長）現在の会員数が417名（５月16日現在）
です。
（白木会長）支部は８支部に分かれています。北部
支部、中

なかがみ
頭支部、中部支部、浦添支部、那覇支部、

南部支部に加え、離島も管轄する宮古支部と八重山
支部があります。理事については25名に一人置く形
にしており、副会長３名が各部・各委員会を分担し
て管轄しています。

沖縄返還50周年記念：沖縄会特別インタビュー

無料相談会の実施について

左から眞榮里孝也副会長、池間健光副会長、白木純会長、
富田眞広報部長、金城準広報部員

皆さま、お洒落なかりゆしウェアで業務

沖縄会会報「おきなわ行政」

常総市会場にて相談を受ける飯塚富雄支部会員
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（鈴木通信員）どのような研修を行っていますか？
（池間副会長）昨年の実績ですと、建設業許可申請
や農地法、創業支援の融資、一般貨物自動車運送事
業、風営法関係などの研修を行いました。インボイ
ス制度についても研修がありました。各部・各委員
会が企画して研修会を実施しており、離島など遠方
でもZoomなどを使って研修を受けられるようにし
ています。
（眞榮里副会長）これらの研修に加えて九州地方で
は福岡会が中心になって研修会を配信しております
ので、研修会の種類はとても豊富だと思います。
		
２．沖縄県行政書士会内の業務の特徴について
（鈴木通信員）どのような業務が多いと思われます
か？
（池間副会長）やはり建設業許可申請や農地法にか
かる業務が多いと思われます。地域差はあるかと思
いますが、例えば那覇市では、農地転用はほとんど
ありません。
（増戸支部長）離島のお話がありましたが、許認可
申請はやはり郵送申請が多いのでしょうか？
（池間副会長）宮古島や石垣島は県の出先機関があ
りますので、そこで申請が可能です。ただ、そこか
ら本島へ書類が送られますので、期限がある場合は
余裕を持って申請する必要があります。
（鈴木通信員）沖縄県ならではの業務はありますで
しょうか？
（富田広報部長）成年後見業務でしょうか。任意後
見業務は他県でもあるかと思いますが、家庭裁判所
からの法定後見人選任は九州では一番多いと思いま
す。これまで沖縄会内ではこの２年で38件受任して
おります。
（増戸支部長）それは多いですね。コスモス成年後
見サポートセンターを通しての業務ですか？裁判所
からというのは珍しいですよね。
（富田広報部長）そうです。裁判所も、初めは（行
政書士に）実績が無いので信用してもらうまでが大
変でした。１件受任があってからは、立て続けに任
命されました。
　コスモス沖縄支部には裁判所OBの役員もおり、
裁判所へ成年後見についての研修をお願いしたり、
コスモスについての資料をお渡しするなど裁判所と
の連携に力を入れています。
（池間副会長）また、地元自治体との連携協定も多
いです。竹富町や那覇市などと包括的援助協定を結
んでおり、災害時だけでなく日頃から行政書士を派
遣し業務を支援することになっております。沖縄県
の離島では手続きのできる人材が限られているため、

行政書士ができる業務は現地に伺い支援するという
ことですね。糸満市でもマイナンバー窓口などと提
携させて頂き好評でしたので、今後も他の市町村へ
広げていくため本会（沖縄会）にも働き掛けている
所です。

３．沖縄県行政書士会の広報活動について
（白木会長）会報「おきなわ行政」の発行に加え、
会員向けへの情報発信は、事務局からメールマガジ
ンでお知らせしています。
（増戸支部長）通常の広報についてはどのようにさ
れていますか？
（白木会長）新型コロナウィルスの流行により難し
くなってしまったものもありますが、毎年広報月間
の10月には講演会、行政書士記念日の２月には研修
会を行っています。
　講演会は県民の方を広く対象にし、会社代表者や
芸術家、芸能人の方などにお話をしてもらっていま
す。毎回50～80人集まります。また、日頃から我々
役員が市町村や新聞社などを周り、広報活動を行っ
ています。
（増戸支部長）講演会はやはり行政書士に関連した
お話もしていただきますか？
（池間副会長）10月は業務から離れて広報を行う方
針ですので、行政書士に関わらない内容のお話の場
合もあります。講演を楽しんでもらい、沖縄会を広
く県民の皆様に知っていただくための講演会です。
２月には沖縄県庁のロビーに行政書士についてのパ
ネル展示も行っています。
（鈴木通信員）パネル展示は珍しいですね！拝見し
たいです。
（富田広報部長）白木会長も池間副会長も広報部出
身のため、広報活動にとても熱心なのです。そこが
他県会との違いかもしれません。
（池間副会長）毎月第２月曜日に、無料相談会を行っ
ております。現在は感染症対策のため、電話相談で
対応しています。

４．茨城県行政書士へ聞いてみたいことはあります
か？

（池間副会長）茨城会は会員数何名ぐらいですか？
（増戸支部長）茨城会は会員数約1200名、支部は5
支部に分かれています。県南支部が一番大きく、沖
縄会と同じくらいの規模ではないでしょうか。
（池間副会長）ぜひ各支部から20名くらい沖縄会に
転籍して欲しいものです！

　沖縄会の皆様、ありがとうございました！

	 （通信員　鈴木　智絵）

支部だより
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日　時：令和４年４月９日（土）
	 午後２時～午後４時
場　所：日立シビックセンター　101会議室
参加者：13名

【審議事項】
　令和４年度１回目の県北支部の理事会が古川茨城
県行政書士会会長ご臨席のもと、日立市にある日立
シビックセンターにて行われました。主な審議事項
につきましては以下の通りになります。
１．令和３年度事業報告及び決算報告及び監査報告
２．令和４年度事業計画（案）並びに収支予算（案）
３．令和３年度運動報告及び監査報告
４．		茨城県行政書士会定時総会における代議員及び
議事運営委員の選任

５．		令和４年度茨城県行政書士会県北支部定時総会
及び茨城県行政書士政治連盟県北支部定期大会
の開催日程

６．第２回理事会の日程について
７．第１回研修会の研修内容及び日程について

　令和３年度の県北支部の事業報告に関しては、コ
ロナの影響によりオンライン会議や事業の中止が相
次ぎました。

　令和４年度事業計画についての主なものとして、
県北支部会員のための研修会を年度内４回とするこ
とや、無料相談会の更なる推進（地域のイベント会
場への参加等）が挙げられ、研修会や会員間の連絡
等におけるデジタル化の推進も考慮されました。令
和４年度収支予算（案）について事業開発費の増額
が見受けられました。これは現在日立市で行われて
いる無料相談会に訪れる市民の数が多く、市からの
要請に応じて１年間の限定で月２回行われることに
なったことによるものであるとのことです。
　その他主な内容としまして、三橋支部長よりデジ
タル化において、ZOOM等ができない会員がいる
のではないかと思われるので、そのようなソフトを
使えるようになるための研修も検討中であるとのこ
とでした。また、古川会長より今年12月に行われる
茨城県議会議員選挙に県北支部理事の遠藤　実先生
が出馬されるので、その協力依頼がありました。
　おりしもこの日は会場の日立シビックセンターの
広場にて「しごとのくるま大集合！」というイベン
トが開催されおり、警察や消防、自衛隊の車両が展
示され、大勢の来場者でにぎわっておりました。

令和４年度　第１回　県北支部理事会

理事会の様子

広場ではイベントが開かれ賑やかでした
遠藤先生よりご挨拶がありました
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日　時：令和４年５月７日（土）
	 午後３時～午後４時
場　所：ホテル　テラス　ザ　スクエア日立
参加者：20名

　５月７日、令和４年度県北支部定時総会及び定期
大会が日立市にあるホテル　テラス　ザ　スクエア
日立にて行われました。
　定時総会についての議題は下記のとおりになりま
す。
第１号議案　		令和３年度事業報告及び決算報告並び

に監査報告について
第２号議案　		令和４年度事業計画及び収支予算につ

いて
第３号議案　		茨城県行政書士会定時総会における代

議員等の選任について

　第１号議案の令和３年度の事業報告について主
だったものは、昨年の５月にコロナ禍の厳しい中、
定時総会及び定期大会を開催、10月の広報月間にお

ける無料相談会の実施、11月の黒部ダムへの研修旅
行、３月のZOOMによる研修会の実施でした。ま
た、昨年の県北支部の先生方による無料相談会の相
談件数は184件でした。
　第２号議案の事業計画につき目立ったものは県北
支部会員に対する研修会を年度内４回にすること、
研修会や会員間の連絡におけるデジタル化を推進す
る等でした。また、収支予算について事業計画費が
日立市における無料相談会の実施日が増えたことに
より、前年より増額されました。
　第３号議案について代議員12名が選任され、議事
運営員として原田先生が選任されました。
　続いて定期大会が行われ令和３年度における茨城
県行政書士政治連盟における県北支部の活動報告が
なされました。上記議案はすべて了承され、令和4
年度県北支部定時総会及び定期大会は無事終了しま
した。その後ホテル側の感染対策がなされている会
場に移動し、古川会長ご臨席のもと懇親会が行われ、
参加された会員の方々は暫し会食を楽しまれました。

令和4年度　定時総会・定期大会

懇親会の様子

総会の様子

総会の様子

お忙しい中各先生方が出席してくださいました
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	 （通信員　飛田　宏道）

会場全景

古川会長よりご挨拶いただきました
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日　時：令和４年４月13日（水）
	 午後３時から
場　所：鹿嶋市勤労文化会館　研修室１
参加者：15名
議　題：
（１）令和３年度収支報告及び収支決算について
（２）令和４年度事業計画及び収支予算について
（３）本会代議員等の選任について
（４）その他　総会関係について

令和４年度　第１回理事会（政連幹事会）

　令和４年第１回理事会を開催しました。総会提出議案に関する議題が中心です。前回はオンラインでした
が、今回は対面で開催することができ、充実した理事会になったと思います。

多くの先生方にお集まりいただきました

総会に向けて重要な会議です

支部だより
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鹿行支部
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日　時：令和４年５月13日（金）
	 午後３時から
場　所：サンロード鹿島
参加者：27名

＜定時総会　議案＞
第１号議案　		令和３年度事業報告及び決算報告につ

いて
第２号議案　		令和４年度事業計画及び収支予算につ

いて
第３号議案　本会代議員の選任について

＜定期大会　議案＞
第１号議案　		令和３年度事業報告及び決算報告につ

いて
第２号議案　		令和４年度事業計画及び収支予算につ

いて
第３号議案　茨政連代議員の選任について

令和４年度　定時総会・定期大会

　令和４年度定時総会・定期大会を鹿嶋市内にて開催しました。４月27日に初登庁をしたばかりの田口新鹿
嶋市長にもお越しいただき、盛会のうちに終える事ができ、会員一同嬉しく思っております。これからも行
政とのつなぎ役として、鹿行支部50周年の本年を盛り上げてていきましょう！！！

	 （通信員　阿部　孝太郎）

大川支部長の温かいお言葉 古川会長にもお越しいただきました

田口新鹿嶋市長を囲んで記念撮影
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