
令和４年６月～令和４年８月 ※太字：本会主催　細字本会として参加

令和４年６月８日（水）
○建設業許可よろず相談会　（土浦土木事務所）　～9/28
○市民法務部茨城県義務教育課訪問　（茨城県庁）
○市民法務部第３回部会　（本会事務局）

令和４年６月９日（木） ○日本行政書士会連合会第１回議事運営委員会　（Zoom）

令和４年６月10日（金） ○第２回正副会長部長会　（開発公社会議室）

令和４年６月13日（月） ○建設業許可よろず相談会　（水戸土木事務所）　～9/26
○建設業許可よろず相談会　（筑西土木事務所）　～9/26

令和４年６月14日（火）
○稲敷市　事業者向け「行政書士による無料相談窓口」　（稲敷市役所）　
～9/27
○令和３年度関地協会計監査会　（水戸京成ホテル）
○第１回関地協会長会　（水戸京成ホテル）

令和４年６月15日（水）
○日本行政書士会連合会第２回議事運営委員会　（虎ノ門タワーズオ
フィス）
○日本行政書士会連合会常任理事会及び議事運営委員会　（虎ノ門タ
ワーズオフィス）

令和４年６月16日（木）
○日本行政書士会連合会総務大臣表彰及び日本行政書士会連合会会長
表彰　表彰状授与式　（ホテルニューオータニ）
○日本行政書士会連合会定時総会　（ホテルニューオータニ）
○職務上請求書払出日　（本会事務局）

令和４年６月17日（金） ○日本行政書士政治連盟定期大会　（ホテルニューオータニ）

令和４年６月18日（土） ○市民法務部　マイナンバーカード普及促進事業　（筑西市立中央図書館）

令和４年６月20日（月） ○保健風営部第１回部会　（本会事務局）
○第２回幹事会及び理事会　（開発公社会議室）

令和４年６月21日（火） ○法教育推進委員　潮来市立日の出小学校との出前講座事前打合せ

令和４年６月22日（水）
○封印管理委員会封印受領証払出日　（本会事務局）
○広報・監察部第６回部会　（本会事務局）
○運輸交通部　茨城県警との打合せ　（本会事務局）

令和４年６月23日（木） ○総務部第３回部会　（本会事務局）

令和４年６月27日（月）
○市民法務部　マイナンバーカード普及促進事業に関する打合せ　
　（本会事務局）
○６月度登録証交付式　（開発公社会議室）

令和４年６月29日（水） ○法教育推進委員　利根町立布川小学校との出前講座事前打合せ

令和４年７月１日（金） ○広報・監察部第７回部会　（本会事務局）
○法教育推進委員　潮来市立日の出小学校での出前講座

令和４年７月４日（月） ○市民法務部第１回業務研修会　（Zoom）
○行政書士試験場調査　（駿優教育会館）

令和４年７月６日（水）
○保健風営部第２回部会　（本会事務局）
○封印管理委員会　令和４年度第１回丁種出張封印事前研修　（開発公
社会議室）

令和４年７月７日（木）
○会員指導委員会第４回委員会　（本会事務局）
○新コンプライアンス研修会　（開発公社会議室）
○職務上請求書払出日　（本会事務局）

令和４年７月８日（金） ○国土農地部下妻市農業委員会窓口立会調査
○行政書士試験実施に係る説明会　（Zoom）
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受理年月日 会員名 事務所所在地 電話番号 事務所名

R04.06.01 加藤　正樹
旧 水戸市常磐町2丁目3-31　ぜんざいビル1F 029-239-5806 行政書士法務事務所ぜんざい

新 東京会（7/1～）

R04.06.02 北山　　徹
旧 結城市結城13622番地2 0296-32-7615 あかつき行政書士事務所

新 埼玉会（8/1～）

R04.06.07 百瀨　勝朗
旧 東京会（～6/30）

新 〒311-1523　鉾田市串挽2065-1 0291-32-2527 百瀨勝朗行政書士事務所

R04.06.09 三浦　　聡
旧 〒309-1722　笠間市平町1717-12　ライトウェル2F

新 〒309-1737　笠間市中央1丁目2番25号

R04.06.23 赤根　正則
旧 〒300-0847　土浦市卸町2-3-17（協）土浦総合流通センター内1階

新 〒305-0051　つくば市二の宮2丁目12番地6　山田ビル3-B号室

R04.06.24 打越　正恭
旧 〒310-0844　水戸市住吉町230-8 029-265-7715

新 〒312-0012　ひたちなか市馬渡724番地3 029-271-9212

R04.06.27 荒井　健雄
旧 行政書士法人水戸綜合事務所

行政書士荒井事務所

新 行政書士　荒井事務所

R04.07.04 内藤　　寛
旧 〒300-1415　稲敷市中山1776番地1

新 〒300-1412　稲敷市柴崎6711番地4

R04.07.04 野村亜由美
旧 〒300-0052　土浦市東真鍋町19番3-207号 090-3291-1215 行政書士AN事務所

新 〒305-0003　つくば市桜1丁目12番地2　A号室 029-875-8630 行政書士法人
BlueOceanInternational

R04.07.07 木村　宇一
旧 行政書士　木村宇一事務所

新 行政書士木村事務所

R04.07.20 髙橋　直美
旧 行政書士法人水戸綜合事務所

行政書士たかはし総合事務所

新 行政書士たかはし総合事務所

R04.07.28 飯野　　豊
旧 〒305-0056　つくば市松野木153番地1 029-838-5772

新 〒305-0821　つくば市春日三丁目7番地4 029-863-6050

変更届　単位会変更含む

年　月 会員名 家族 事務所所在地

令和４年６月 鈴木　英明 実父 古河市下辺見2348番地14

令和４年６月 飯㠀　義明 実母 結城市大字結城1748番地2

令和４年７月 國井　昭男 実母 笠間市笠間1466番地1

令和４年７月 青山　里美 実父 鉾田市柏熊新田17番地3

家族のお悔やみ
令和４年７月31日

個人会員 法人会員

水戸支部 294

13

県南支部 412

県西支部 278

県北支部 112

鹿行支部 99

合計 1,195 13

現在会員数
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会員指導委員会より
■会費の納入について（お願い）
　下記日程にて納入して頂きます。お忘れのないよう宜しくお願い申し上げます。

・10月20日（木）に引落しますので、口座残高確認をお願いします。残高不足で引落しが出来なかった場
合には、11月21日（月）に再度引落しさせて頂きます。

自動引落しで納入している会員

・郵便振替払込票により10月31日（月）までに、必ず下記口座へお振り込み下さい。
・口座番号　00120-0-85236　　加入者名　 茨城県行政書士会

振込用紙により納入している会員

自動引落
４月20日引落

（再引落５月20日）

振込用紙での納付
４月30日納期限

第1期
４月

自動引落
7月20日引落

（再引落8月22日）

振込用紙での納付
７月31日納期限

第2期
７月

自動引落
10月20日引落

（再引落11月21日）

振込用紙での納付
10月31日納期限

第3期
10月

自動引落
1月20日引落

（再引落2月20日）

振込用紙での納付
1月31日納期限

第4期
１月

※令和４年10月は会費の第３期納入月です。
※会費の未納がある場合は、翌期に合算して請求しています。第２期分の会費が未納の方は至急手続きお
願いします。

※常陽銀行本店口座へお振り込みも可能です。ただし振込手数料は会員負担となりますことをご理解願い
ます。

　　常陽銀行　本店　普通　口座番号　0128690　茨城県行政書士会
　　ご依頼人氏名の前に必ず「カイヒ」とご入力ください。

■茨城県行政書士会及び茨城県行政書士政治連盟の会費自動引落し制度の加入について
　本会及び茨政連では、振込手数料が無料となる会費の自動引落しを推奨しております。
　口座自動引落し（ゆうちょ銀行のみ）による会費納入を希望される方は、「登録番号」と「会員名」を記入のうえ、
本会事務局までFAX（029-305-3732）又はe-mail（info@ibaraki-gyosei.or.jp）へご送信下さい。折り返し、正
式な申込書一式を送付させて頂きます。

■登録事項変更手続について
　本会から会員の皆様への郵便物が宛先不明で返送されたり、電話不通により重要なご連絡が届かないことが
おきないように、事務所の所在地・電話番号等に変更が生じた場合、行政書士法第６条の４（変更登録）の規
程に基づき、速やかに変更の手続きをお願いいたします。
　なお、申請様式や必要書類の情報は本会のホームページ（ 会員専用ページ にログイン▶ 各種手続 ▶
▶会員情報▶変更（移転・名称変更など））から入手できますので、ご利用下さい。また、事務局へご連
絡頂ければ郵送による手続きのご案内と申請書の送付をいたします。

■補助者の届出（新規登録・変更・抹消）について
　補助者を設置する場合は、雇用する日の10日前までに届出が必要となり、受理後に補助者証を交付します。
　なお、補助者証の有効期限は２年となっており、有効期限内に更新手続きの届出を受理した場合の有効期限
は５年となり、補助者の届出については、次の手順に従い手続きをお願いします。
　届出書や必要書類の情報は本会のホームページ（ 会員専用ページ にログイン▶「 各種手続 を選択▶
補助者届出書 ）から入手できますので、ご利用下さい。また、事務局へご連絡頂ければ郵送でも手続きのご
案内と申請書の送付をいたします。
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重要なお知らせ

令和４年７月12日（火）
○令和４年度第１回結城市創業支援ネットワーク協議会　（結城市役所）
○法教育推進委員　利根町立布川小学校での出前講座
○第１回正副会長会議　（本会事務局）

令和４年７月13日（水）
○国際部・申取委員会第１回合同会議　（本会事務局）
○日本行政書士会連合会マイナンバーカード申請手続相談員向け説明
会　（Zoom）
○広報・監察部第８回部会　（本会事務局）

令和４年７月14日（木） ○市民法務部　令和４年度第１回新入会員研修会　（ローブかすみがうら）

令和４年７月19日（火） ○第２回所有者不明土地法等に関する連続実務セミナー　（Teamsオン
ライン）

令和４年７月20日（水） ○市民法務部第４回部会　（本会事務局）
○広報・監察部第9回部会　（本会事務局）

令和４年７月21日（木）

○国土農地部第２回部会　（本会事務局）
○建設部第２回部会　（本会事務局）
○国土農地部第１回業務研修会　（Zoom）
○職務上請求書払出日　（本会事務局）
○建設部第１回業務研修会　（Zoom）

令和４年７月22日（金） ○国土農地部水戸市農業委員会窓口立会調査

令和４年７月23日（土） ○國井豊名誉会長黄綬褒章受章祝賀会　（水戸京成ホテル）

令和４年７月25日（月） ○７月度登録証交付式　（開発公社会議室）
○茨城県人会連合会令和４年度懇親会　（ホテルオークラ東京）

令和４年７月27日（水） ○広報・監察部第10回部会　（本会事務局）

令和４年７月28日（木）
○申請取次行政書士管理委員会　第２回届出済証明書新規交付研修会　
（開発公社会議室）
○総務部第４回部会　（本会事務局）

令和４年８月１日（月） ○市民法務部　マイナンバーカード代理申請サポート業務　（大洗ター
ミナル株式会社）

本会の動き（主なもの）
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