
日　時：令和４年８月30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：「初めての株式会社設立」
　　　　講師　　中村　祐治　先生

　令和４年度「第３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「初めての株式会社設立」で、本
会の市民法務部の副部長としてもご活躍されており
ます中村	祐治先生に講義をしていただきました。
　まず、株式会社設立の全体の流れを解説していた

だきました。豊富な資料と中村先生の丁寧な説明は
とても分かりやすく、これから会社設立業務を行お
うとしている先生方にとって、大変役立ったと思わ
れます。
　その後、具体的な設立手続の各々の過程における
注意すべき点を、中村先生のご経験をふんだんに盛
り込んで解説していただきました。外国人業務のエ
キスパートの中村先生ということもあり、発起人が
外国人である場合の注意点についても教えていただ
き、非常に内容の濃い講義でした。
　ありがとうございました。

令和４年度「第３回業務研修会」

講師をして下さった中村祐治先生
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日　時：令和４年９月14日（水）
	 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：�「令和５・６年度建設工事入札参加資格審

査申請と経営事項審査の改正点について」
　　　　講師　　木村　司　先生

　令和４年度「第４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「令和５・６年度建設工事入札参
加資格審査申請と経営事項審査の改正点について」
で、本会の副会長としてもご活躍されております木
村	司先生に講義をしていただきました。
　まず、建設工事入札参加資格審査申請や共同受付
についての簡単な説明をしていただきました。続い

て、令和５・６年度建設工事入札参加資格格付け基
準についての技術等評価項目等の改正点を解説して
いただきました。今年は、建設工事入札参加資格審
査申請の年であり、ご準備をされている先生方に
とって、とても参考になったと思われます。
　さらに、茨城県土木部監理課が公開しております
「令和５・６年度入札参加資格審査（格付）基準に
関するＱ＆Ａ」を参考資料として、茨城県は入札制
度をどのように考えているかについて解説していた
だきました。令和５・６年度の改正点をＱ＆Ａを通
してご説明いただけたことにより、今後の茨城県の
方針を理解する上で、とても有意義な講義となりま
した。
　ありがとうございました。

令和４年度「第４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）

講師をして下さった木村司先生
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日　時：令和４年９月３日（土）
	 午前10時30分～正午
場　所：阿見町	吉原交流センター	吉原ホール
参加者：18名
議　題：
【審議事項】
１．研修旅行の件
　　		担当理事より、資料に基づき説明がある。昨今
のコロナ情勢に併せて、一泊二日と日帰りと２
通りのプランについて説明がある。

　　		各理事から様々な提案が有り、審議の結果、国
会見学を軸とした日帰り研修を実施することと
した。

【協議事項】
　特になし

【報告事項】
１．研修会の準備状況について報告があった。
２．		10月の広報月間に関して、無料相談会、標示板
調査、チラシ等配布、広報グッズ等について報
告があった。

３．		担当理事より資料保存用グーグルドライブの活
用について報告があった。

４．		担当理事より行政書士試験の概要と事前説明会
について報告があった。

５．		担当理事より選挙管理委員会の招集（2023年２
月）について報告があった。

第４回　理事会

日　時：令和４年９月３日（土）
	 午後１時30分～午後３時30分
場　所：阿見町	吉原交流センター	吉原ホール
講師名：	「特車申請・基礎の基礎	～問合せを頂いた

ら、どう進めるか～」	
　　　　講師　特定行政書士
　　　　石川	千春	氏　（水戸支部会員）
受講者：34名

内　容：�「特車申請・基礎の基礎	　～問合せを頂い
たら、どう進めるか～」

　特殊車両通行制度に係る関連法令、通達等のほか、
それらを踏まえた特車申請業務の取扱い方について、
深い知識と豊富な実務経験を有する石川千春先生を
講師に招き、特殊車両通行許可申請手続きの基礎か
ら具体的な申請書の書き方まで丁寧に解説していた
だきました。

第２回　業務研修会

研修旅行の実施について協議
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	 （通信員　澁谷　輝男）

　最初に、特殊車両通行許可申請について、制度の
目的やどのような自動車が特殊車両になるのか（高
さ・長さ・幅等）、特殊車両通行における関係法令
（道路法、車両制限令、国土交通省令等）、国の組織（申
請窓口や管轄等）などを解説。

　次に、書類作成や申請手続きの流れについて解説。
問合せが来たら最初に確認する内容や必要書類、車
両と経路の調査、申請準備、許可処分、許可の有効
期限などについて、具体的な申請書類や添付書類（車
検証・車両外観図・通路経路情報等）を基に丁寧に
ご指導いただきました。
　最後に、今後の行政の動向として「オンライン化、
デジタル化による飴と鞭」の政策について説明。令
和４年４月から「特車通行確認制度」が開始され、
通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通
行できる制度が創設されました。新たな確認制度は、
現行許可制度と比較して、使い勝手が良い（早い､
簡単、便利）手続きになりましたが、利用にあたっ

て様々な要件があるほか電子データ化された道路に
限定されています。
　特殊車両通行制度に関する配付資料として「特殊
車両通行ハンドブック」や「自動車の積載制限の改
正」を参照しながら、関係法令（道路法、道路運送
車両法、道路交通法等）の遵守が必要と言います。

講師の石川千春先生

特車申請の基礎を学ぶ参加者
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日　時：令和４年９月10日（土）
	 午前10時～正午
場　所：筑西市ダイヤモンドホール
参加者：14名
　　　　県西支部理事会が開催されました。
議　題：
１．支部規則について
　　		規則の改正について活発な意見の交換がありま
した。

２．後期支部事業について
　　支部旅行について説明がありました。
　　後期事業の予定について説明がありました。

３．本会からの連絡について
　　		それぞれ本会の担当理事からお知らせがありま
した。

令和４年度　第２回理事会ついて

日　時：令和４年９月10日（土）
	 午後１時30分～午後３時
場　所：筑西市ダイヤモンドホール別館
研修会参加者：29名
意見交換会参加者：21名
内　容：『農地法とソーラーシェアリングについて』
　　　　講師：石塚紀雄理事
　　　　『建設キャリアアップシステムについて』
　　　　講師：下条威之理事
　県西支部第一回業務研修会が開催されました。第
一部の『農地法とソーラーシェアリングについて』
では、近年広まりつつあるソーラーシェアリング（営
農型太陽光発電）にかかる手続きについて、ご解説
頂きました。申請実務における注意点や、営農計画
書の作成例、事業に適した栽培品種の例など具体的
な内容の研修となりました。第二部の『建設キャリ
アアップシステムについて』は、技能者の処遇改善し、

将来にわたって建設業の担い手を確保することを目
的とした建設キャリアアップシステム（CCUS）へ
の行政書士としての関わり方をご説明いただきまし
た。CCUSは経営項審査の加点事項でもあり、企業
のCCUSへの登録をサポートするCCUS登録行政書
士の紹介もありました。CCUS登録行政書士は茨城

令和４年度　第一回業務研修会・意見交換会ついて

講師の石塚紀雄理事 増戸県西支部長の挨拶

講師の下条威之理事
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県でも未だ10名しかおらず（R４年７月現在）、今
後の増加が望まれるとのことでした。

　研修会終了後はとケーキとコーヒーをいただきな
がら、意見交換会が行われました。各テーブルでは、
支部会員同士和やかな時間となりました。

　県西支部はこの様に横のつながりも大切にしてお
り、積極的に意見交換をして仲間づくりをしていた
だきたいと考えています。県西支部では今後も様々
な行事を行ってまいりますので、どうぞ奮ってご参
加下さい。

　去る８月19日に下妻市立図書館にて無料相談会が
開催されました。以前は下妻市でも定期的に下妻市
在住の会員により無料相談会が行われていましたが、
対応してくれる相談員がおらず、途絶えてしまって
いました。この度、桜川市の支部会員の協力を得て
開催のはこびとなりました。

　まだ、コロナが終息したわけではありませんが、
県西支部では現在10か所で対面による無料相談会を
行なっています。相談員の募集は各地の相談会で
行っていますので、お問い合わせください。

無料相談会の開催が増えました！

　県西支部では、毎月５日頃、支部通信を会員の皆
様にお送りしています。支部での行事や連絡事項な
どをまとめてお知らせしています。もし届いていな
い支部会員がおられましたら、支部長宛までご連絡
ください。また、現在は大部分をFAX通信にて送
付させていただいておりますが、順次メールでのご

連絡とさせていただきたくご案内いたしますのでよ
ろしくお願いいたします。
　県西支部に対するご意見ご提案等もお待ちしてい
ます。

（通信員　鈴木　智絵）

支部長よりお知らせ

下妻市会場の下妻市立図書館 たくさんの相談者が訪れました

遠く阿見町からの参加者も 恒例の支部会員自己紹介
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日　時：令和４年８月28日（日）
	 午後１時30分～午後３時
場　所：常陸太田市生涯学習センター
講　師：NPO法人消費サポートいばらき
　　　　山口　康夫　先生
参加者：19名

　雨が降り、暑さの落ちついた８月の終わりに、常
陸太田市にある生涯学習センターにおいて、県北支
部の第２回研修会が行われました。
　民法改正による成人年齢の引き下げや高齢者の増
加に伴い、今後増えるであろう消費者問題を鑑み、
NPO法人消費者サポートいばらき代表理事の山口　
康夫先生を講師に招き「特定商取引法の概要」と題
し、同法の主要なポイントを分かりやすく解説して
いただきました。
　消費者問題は身近なものであり、山口先生は具体
的な事例を上げ（通信販売や訪問販売等）、特定商
取引法の適用があるのか適用除外なのか、また、訪
問販売の民事ルールであるクーリングオフについて
の細かな要件等、講義を聴いてなるほどと思う箇所
が多々あり、街の法律家としての行政書士として理
解を深めたい内容ばかりでした。
　今回の講義は短い時間でしたので、押さえておく

べきポイントの解説に留まりましたが、消費者問題
に関する法律は多義に及ぶため、機会を設けてさら
に踏み込んだ内容の講義を山口先生にお願いをし、
終了となりました。

令和４年度　第２回　県北支部研修会

日　時：令和４年９月21日（水）
	 午後６時～午後７時
場　所：Zoomにて
参加者：13名

　第３回県北支部理事会がＺoomにて開催されまし
た。
　審議事項は下記のとおりになります。
１．行政書士制度広報月間における活動・取り組み
について
２．研修会について
３．来年の賀詞交歓会について
　広報月間における無料相談会への各会場への先生
方の割り振りは、ほぼ昨年どおりとなりました。
　賀詞交歓会は来年１月21日を予定し、その際、公
証役場の先生を招いての講義を頂き、もって県北支
部の第４回目の研修とするとしましたが、詳細は次

回理事会への審議事項となりました。
　提案事項としまして、支部規則の中の慶弔金の額
が他の支部とのつり合いが取れていない等の理由に
より、この額を見直す方向となりました。また、来
期における役員改選については、次回、対面にて行
われる理事会にて話し合われることとなりました。

第３回　理事会

研修会全景

Zoomにて第３回理事会の様子

講義中の山口先生
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　令和４年９月24日（土）～９月25日（日）、県北支
部研修旅行が行われました。
　行き先は長野県でしたが、接近中の台風15号の影
響のため、雨が心配されておりました。しかし両日
とも雨に降られず、特に２日目は晴天となり、良い
旅行日和となりました。
　最初の到着地は美ヶ原高原の標高約２千ｍにある
「美ヶ原高原美術館」でした。ビーナスラインを走
行し、山の上にある美術館を目指して進みましたが、
途中から霧が濃くなり、到着時には真っ白な完全に
雲の中という感じでした。この美術館は作品の大半
が広大な敷地の屋外展示となっており、本来であれ
ば高原から眺めることができる雄大な景色を背景に
展示された作品を堪能できたはずですが、大変濃い
霧に包まれてしまい、視界は数メートルほどの中を
散策しました。晴れていればという思いのなか展示
作品を鑑賞しましたが、この濃い霧が意外にも幻想

的な雰囲気を出し、県北支部の先生方もこれはこれ
で良かったのではないかとの感想が多く聞かれまし
た。
　２日目は、八千穂高原にあるこちらも標高約２千
ｍに位置する「白駒の池」散策となりました。昨日
と変わり天気は大変良好で、この気候のせいか、こ
の池へ向かうための観光客や周辺の山々をトレッキ
ングするハイカーたちの車で駐車場は混雑しており
ました。池へ向かう遊歩道は綺麗に整備されており、
周辺は原生林と多くのコケで覆われ、大変気持ちの
良い道でした。駐車場から徒歩約15分ほどで白駒の
池へ到着し、各先生方は暫し美しい水辺の景色を堪
能されておりました。その後バスへと戻り、軽井沢
へと向かい、昼食と旧軽井沢銀座の散策を楽しみま
した。
　今回は連休中の旅行となり、一部混雑も見受けら
れましたが、両日とも良い研修旅行となりました。

研修旅行

（通信員　飛田　宏道）

白駒の池の山荘前にて

宿泊先にて

原生林の中を歩きました

遊歩道入口にて

到着したら雲の中

幻想的な雰囲気でした
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日　時：令和４年８月31日（水）
	 午後１時30分～
場　所：鹿嶋市まちづくり市民センター
参加者：19名
題　目：�「気軽に聞いてみよう　インボイス制度の

ポイント」
講　師：税理士　浅野　貴美恵　氏

　令和４年度第１回となる研修会が開催されました。
令和５年10月１日から始まる「インボイス制度」が
題目です。税理士の浅野貴美恵氏にお越しいただき、
ビデオ視聴、説明、質疑応答の形式で行いました。
様々な質問にもわかりやすくお答えいただき、実り
ある研修会であったと思います。これからの事務所
経営の参考になればと思うところです。

令和４年度　第１回研修会

日　時：令和４年９月11日（日）
場　所：鹿嶋市役所
参加者：４名
相談者：５名

　念願であった、鹿行支部での常設無料相談会がつ
いに開催されました。５名の相談者にお越しいただ
き、契約関係や相続関係に関するご相談でした。こ
れからも毎月第２日曜日、午後１時から４時まで、
鹿嶋市役所「相談室１」で開催する予定です。
　これから、多くの市民の皆様にお越しいただき、
力になれればと思っています。

鹿行支部初！常設無料相談会

（通信員　阿部　孝太郎）

真剣な眼差しです！！！ 今後の事務所経営のために

いよいよ始まりました！！！

支部だより
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