
日　時：令和４年10月１日（土）
	 午前11時～午後１時30分
場　所：水戸	中川楼
内　容：「フリートーキング」

　水戸支部恒例の「第２回フリートーキング」が、
老舗の鰻屋である「水戸	中川楼」にて開催されま
した。
　「水戸	中川楼」は、文政５年（1822）の創業で、
受け継がれてきた伝統の技とおもてなしの心で地元
の名士の舌と心を満たし続けている名店です。
　まず、４グループに分かれ席につき、阿部進先生
の司会の下、４つのテーマについてフリートーキン
グがなされました。テーマは、「集客の工夫」「事務

所経営の合理化について」「仕事の失敗談・成功談」
「行政書士のワークライフバランス」の４つで、こ
れらについて、各々のグループごとに、贅を尽くし
た鰻に舌鼓を打ちながら、自由に情報交換がなされ
ました。
　鰻の美味が後押ししたのか、いつも以上に話が弾
み、活発に情報交換がなされ、大いに盛り上がりま
した。参加した先生方は、鰻の良い思い出とともに、
今後の事務所経営に関する重要な情報を持ち帰るこ
とができたと思われます。
　このような素晴らしい「フリートーキング」を企
画・運営してくださいました役員の先生方、ありが
とうございました。

第２回　フリートーキングin中川楼　鰻昼食会

司会の阿部進先生

香り高い絶品の鰻です

参加された先生方一同で記念撮影

4つのグループに分かれ、フリートーキングがなされました

活発に情報交換がなされました
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日　時：令和４年10月13日（木）～15日（土）
	 正午～午後６時
場　所：水戸京成百貨店　８階談話室コーナー
内　容：「面談による無料相談会」及びPR活動

　「行政書士制度広報月間」の活動の一環で、水戸
京成百貨店でおきまして、無料相談会と行政書士制
度のＰＲ活動を行いました。
　会場では、開始前から相談者が足を運ばれるほど
市民の皆様に関心を持っていただき、担当された先
生方が丁寧に相談に応じておられました。

日　時：令和４年11月30日（水）
	 午後６時30分～午後８時30分
場　所：茨城県水戸生涯学習センター　大講座室
内　容：�「市街化調整区域内の中古住宅の取引に伴

う都市計画法申請について」
　　　　講師　　石川　欣生　先生

　令和４年度「第５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「市街化調整区域内の中古住宅の
取引に伴う都市計画法申請について」で、土地家屋
調査士としてもご活躍されております石川　欣生	
先生	に講義をしていただきました。
　まず、今回のテーマである市街化調整区域内の中
古住宅の取引がなされる場合において、都市計画法
第34条が記載する市街化調整区域における立地基準
をどのように読み解いていくかについて、丁寧に説
明がなされました。条例に関する審査基準や包括承
認基準を踏まえた詳細な解説は、これから都市計画
法関連の業務を行おうと考えていらっしゃる先生方
にとって、とても参考になったと思われます。
　続いて、具体的な業務の手順についての解説がな

されました。「事前調査」、「役所調査・協議」、「申
請の準備と図面作成のための現地調査」、「申請から
許可書交付」という一連の流れについて、石川先生
のご経験を交えて説明がなされ、実際の現地調査で
のイレギュラーな状況に、いかなる方法で対応され
たかについてもご教示いただきました。様々な問題
を的確に解決する手法を拝聴することができ、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。

「行政書士制度広報月間」のPR活動

令和４年度「第５回業務研修会」

講師の石川欣生先生

古川正美会長が駆けつけてくださり、
行政書士制度のPR活動を盛り上げてくださいました。

相談会ご担当の木村司先生と楠見ゆたか先生。
相談者の質問に丁寧に答えておられました。
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　令和４年10月29日開催の茨城県行政書士会水戸支部ゴルフ親睦大会は常陸太田市にある新・西山荘カント
リークラブで開催されました。皆様お忙しい中９名の参加となりました。日差しもありナイスコンディショ
ンのなか、名物の浮島１オンチャレンジなど楽しみました。今回は他支部の方々にもご参加いただきました。
遠くからのご参加ありがとうございました。
　次回は３月中旬（場所：大洗シャーウッド又はオールドオーチャードGC）に開催を予定しております。
皆様ご参加ください！（事務局　楠見ゆたか）

ゴルフ親睦大会のご報告

※　		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）

皆さん真剣に受講しています

参加して下さった皆様、お疲れ様でした！
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　皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
　さて、水戸支部ゴルフ親睦会では、下記の要領で親睦ゴルフ大会を開催いたします。
　他支部の方のご参加も大歓迎ですので、参加をご希望の方は、下記申込書をＦＡＸまたはメールにてお送
りください。よろしくお願いいたします。

記

１．日　　時　　令和５年３月18日（土）　午前８時30分集合
　　　　　　　　スタート　午前９時４分～

２．会　　場　　太平洋クラブ大洗シャーウッドコース
　　　　　　　　〒311-1313　東茨城郡大洗町成田町3137
　　　　　　　　ＴＥＬ：029-264-7777

３．人　　数　　先着16名
　　　　　　　　（４組、最大16名分で予約しております。）

４．プレー料金　		１～１．５万円　（消費税・利用税込）調整中です。（各自プレー終了後にフロントにてご
精算ください。）

　　　　　　　　※	プレー代、昼食、入浴込の料金です。（状況によりますが、コンペ形式を考えております。
その場合参加費として２千円ほどを頂きます。参加者確定しましたらお知らせいたしま
す。）

５．競技方法　　18ホールストロークプレー（新ペリア・トリプルカット上限36）方式
　　　　　　　　その他はゴルフ場のローカルルールに従うものとします。

６．申込期限　　令和５年２月28日（火）

７．そ の 他　　不明な点等がございましたら、水戸支部　楠見（080-5042-0089）までご連絡ください。

参加申込書
水戸支部　楠見　宛　　　　（ＦＡＸ：029-222-4803）
　　　　　　　　　　　　　（メール：gyouseisyosi_kusumi@yahoo.co.jp）

お 名 前 支　部　名

携帯番号 Mail

他支部の方も
大歓迎ニャ！

令和４年度水戸支部ゴルフ同好会親睦ゴルフ大会のご案内
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日　時：令和４年11月25日（金）
	 午前９時～午後６時
場　所：�国会議事堂、総務省、議員会館、自民党本部等
参加者：28名

【研修内容】
業務に関わりの深い施設見学
　研修旅行の企画にあたっては「宿泊研修」にするか、「日帰り研修」にするか、第４回理事会において慎
重に議論を重ねました。新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を考慮し、感染防止策を徹底しなが
らの「日帰り研修」となりました。平成30年度の業務研修会で国会や法務省の視察見学を実施し、好評だっ
たことから今回の日帰り研修先として選定しました。

　バスの中では、新たに行政書士登録した方の自己紹介や仕事に関する相談など懇親を深める機会となりま
した。ただ、来年こそは宿泊研修が実施できることを願っています。

　研修旅行の詳細や参加した感想については、野村亜由美会員と星野翔会員の寄稿文でお伝えいたします。
（通信員　澁谷　輝男）

【寄稿文】
１．野村亜由美会員　「研修旅行を終えて」
　秋も深まり冬の足音が近づいてきた頃、県南支部研修旅行が催されました。私は、令和４年２月登録のた
め、初めての参加となります。弊所の代表から例年は宿泊での開催と伺っておりましたが、世間の状況を鑑
み日帰りでの東京バスツアーとなりました。
　総務省、国会議事堂、議員会館、自民党本部の見学、さらには予算委員会の傍聴まで盛りだくさんで、ま
さにブラックフライデーに相応しい福袋的な内容でした。
　行政書士になって約９か月、毎日のように自分がいかに世間知らずであったかを痛感させられ、忸怩たる
思いを胸に日々前を向いておりますが、この度の研修旅行も未熟な自分を成長させてくれる一つのきっかけ
となりました。
　政治というは、本来ならば自分たちに大きく関わってくるもののはずなのにどこか遠い世界のことように
感じてしまいます。しかし、実際に政務官にお会いしたり、委員会を肌で感じたりすると一気に身近に感じ
られ、もっと関心を持っていかなくてはと思えるので不思議なものです。
　この度の研修旅行を含め県南支部の今年度の研修はすべてリアルで行っていただきました。私のような新
人にとっては諸先輩方とお近づきになれる絶好の機会ですので、大変ありがたく思います。企画運営等さま
ざまなご苦労があるかと思いますが、ご準備くださる先生方に感謝の意を表明し終わりにしたいと思います。
いつも誠にありがとうございます。

２．星野翔会員　「研修旅行　感想文」
　今年の４月に行政書士登録し、阿見町で開業致しました星野翔と申します。県南支部の研修旅行へ参加さ
せて頂きましたので、感想を述べさせて頂きます。
　新人の私は、研修旅行がどういったものなのか、雰囲気等もわからずとても緊張しておりました。いざ参
加してみると、新米の私に、初めてお会いした先輩方も、お世話になっている先生方も気さくにお話しして
下さり、すぐに打ち解けることが出来ました。
　天気は快晴、行きのバスでは富士山やスカイツリーをハッキリと見ることが出来ました。バスの中で自己
紹介や、差し入れのお菓子やどら焼きを頂いていると、あっという間に総務省に到着しました。皆さんご存
じのとおり、行政書士の管轄省庁は総務省。衆議院議員の国光あやの先生にお会いし、行政書士制度のお話

県南支部研修旅行
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やマイナンバーカードのお話をお聞きしました。以前研修の際に、行政書士法は内閣法ではなく、議員立法
であり、多くの先輩方のお力によって成立したのだとお聞きししたことがあります。国光先生や田所先生等
にお会いすることができ、行政書士に理解のある議員の先生方がいらっしゃるからこそ、行政書士の業務や
行政書士法等が維持できているのだと改めて感じました。
　国会議事堂では、衆議院の議場や自民党総裁室を見学させて頂きました。中でも予算委員会を傍聴するこ
とができたことが印象に残っております。通常の国会議事堂見学で傍聴することはまずないです。見学した
際には、債権者代位権等の民法に対する質問に岸田総理や、河野大臣が答弁しておりました。行政書士に関
連する答弁を間近で拝見し、非常に良い経験をすることが出来ました。
　コロナ過での行政書士登録でしたので、新人研修も通常であれば一泊二日のところを日帰りでの開催。研
修等も対面ではなく、オンライン研修等になっている中で、このような対面での研修に参加させて頂けたこ
とを嬉しく思います。
　参加されていない新人の先生方に置かれましては、参加されることを強く勧めさせて頂きます。行政書士
はご縁が大切であり、同じ行政書士の先輩方や同期との繋がり、他士業の先生方との繋がりは非常に大切で
あると私は考えております。先輩方と親睦を深めることができ、士業の輪が大きく広がります。先輩方に業
務の悩みや相談等、書籍やインターネットでは得られない貴重なお話をお聞きすることができます。
　最後になりましたが、大澤先生をはじめ、この度の研修旅行を企画、準備して下さった県南支部の理事の
先生方には感謝しかございません。この場を借りて御礼申し上げます。
　本当にありがとうございました。
　今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

国会議事堂をバックに記念撮影

国光あやの総務大臣政務官（中央）から国政説明を受けた女性参加者

班分けして衆議院議場を見学

衆議院第一議員会館12階から見た国会議事堂
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日　時：令和４年12月３日（土）
	 午前９時30分～午後５時30分
場　所：土浦市勤労者総合福祉センター（ワークヒル土浦）会議室
講師名：「災害支援相談員養成研修会」　　
　　　　講師：茨城県行政書士会　市民法務部の先生方

「災害支援相談員養成研修」
　災害支援相談員養成研修会は、2016年度から茨城県行政書士会（以下本会）が主体となってスタートし、
2020年度からは各支部が開催しています。本会は県内各自治体と「災害時支援協定」を締結しており、支援
の内容として相談員の派遣が大きな柱となります。その相談員の養成を目的とした研修会で、講師は市民法
務部の先生方が務めています。
　第１講は、中村祐治先生が「災害時対応の心構え」について講義。研修会の目的や経緯、業務内容につい
て解説しました。2011年に発生した東日本大震災の翌年、本会と北茨城市が「災害時における支援協力に関
する協定」を締結。北茨城市内で地震や風水害等が発生した際には、市の協力要請に応じて本会が被災者支
援相談窓口を開設し、会員を派遣するなどの支援を行うことが取り決められました。当時、市町村と災害支
援協定を締結するのは、隣接法律専門職団体としては本会が県内初と言います。
　第２講は、大森美保先生が「災害時相談の具体的対応と窓口について」を講義。罹災証明書や給付金など
の支援制度や支払い関係、保険・共済の問題、紛失物関係、収入関係など、相談内容に応じた対策やどこが
窓口になるかを解説しました。
　第３講は、永塚崇洋先生が「相談力向上」について講義。過去に発生した災害において、支援相談員とし
て携わった経験談や被災者の声を聴くことの必要性を講義。積極的に傾聴するために必要な技法として、①
相づち、②くり返し、③開かれた質問、閉じられた質問、④言い換え（パラフレージング）、⑤枠組みの揺
さぶり（リフレーミング）などを紹介し、参加者による演習を行いました。
　第４講は、増戸美幸先生が「相談員の心得とマナー」について講義。相談員の責務や助言、秘密保持義務、
公正保持、品位保持などを解説しました。多く質問が寄せられる相談員の服装については、「被災地を考慮
してスーツなどの改まった服装でなく、また作業服にする必要もないでしょう。相手に与える印象も考えて
各自の判断でお願いします」とアドバイス。
　研修終了後、修了証書が手渡され、相談員としての登録が行われました。

第３回　業務研修会

歴代の総裁写真が飾られた自民党本部総裁応接室 記者会見に使われる自民党本部平河クラブ会見場
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（通信員　澁谷　輝男）

中村祐治先生 大森美保先生 永塚崇洋先生 増戸美幸先生

石井徹県南支部長のあいさつ 受講者に修了証書を手渡す増戸美幸副会長
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　　　　　11日　常総市市民ホール　　　常総市石下庁舎会議室　　桜川市役所真壁庁舎
　　　　　14日　下妻市立図書館　
　　　　　15日　筑西市中央図書館　　　古河市スペースU
　　　　　22日　結城市アクロス練習室　　　　23日　坂東市猿島公民館
　　　　　29日　古河市三和地域交流センター　30日　境町中央公民館

10月は広報月間！県西支部無料相談会について

日　　程：令和４年11月26日（土）
見学場所：迎賓館赤坂離宮
　　　　　小石川後楽園
　　　　　東京スカイツリー	
参加人数：	13名

　曇天の中、筑西市グランテラスや下妻のやすらぎ
の里よりバスに乗り込み、目的地東京へ向かいまし
た。
　まずは迎賓館見学です。手荷物検査等時には大雨
となり、雨模様は覚悟していたこともあり、まずは
建物内部見学へ。重厚な内部の装飾に目を奪われて
いたところ、雲間から太陽がのぞき、幸いにも記念
写真は外観とともにパチリ。

　東京ドームホテルでの昼食後は、雨に洗われた外
堀通りを歩いて小石川後楽園へ。
　小石川後楽園では、地元東京都行政書士会文京支

　今年は、相談会場も10か所となり、各地の支部会
員が相談員として活躍しました。相談員の皆様、お
疲れさまでした。
　無料相談会が行われた会場は下記の通りです。県
西支部では、県西支部「無料相談」センターを設置
しており、一般のお客様だけでなく、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。
　筑西市相談会場には古川会長もお見えになりまし
た。

今度はみんなで行政書士たび！〜県西支部令和４年度研修旅行を開催〜

相談会場に古川会長もお見えになりました
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部の皆様が東京都行政書士会宮本会長とともに迎え
てくださりました。
　通信員の鈴木が行政書士になったきっかけでもあ
る東京都行政書士会文京支部より交流会をとのお話
があり、県西支部の研修旅行が茨城と縁の深い小石
川後楽園に伺うことになったことから、今回の交流
が実現しました。
　今回ご参加いただいた東京都行政書士会文京支部
の方々は、茨城県県西に所縁のある石井支部長をは
じめ、茨城県とご縁のある方が何名もおられ、後楽
園の由来を伺いながら和やかな自由散策となりまし
た。
　東京会の宮本会長から、このような交流は初めて
ですが今後とも同じ関東の行政書士として災害時等
の連携や研修会の交流等を深めるべく、今後も支部
同士交流事業を行いたいとのお話がありました。
　増戸県西支部長から今後の交流事業についても同
様の話があり、文京支部の皆様もぜひ茨城県県西地
区へお越しいただきたいと話がありました。
　その後はバスで東京スカイツリーへ、見物やお土
産を購入して、家路へ着きました。

　県西支部では、今後もこのような研修旅行の企画
を計画していきます。
　皆様ぜひ奮ってご参加下さい。 （通信員　鈴木　智絵）

見事な紅葉の中を散策

東京会宮本重則会長

下条副支部長と増戸支部長
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　10月１日から行政書士制度広報月間が始まり、県北支部の先生方による無料相談会が各会場にて行われま
した。のぼり旗等の会場設置を行った上、相談者の対応に当たりました。
　各会場の実施日と対応に当たられた先生は下記のとおりです。

10月９日（日）那珂市　　　中庭先生　　原田先生
10月14日（金）高萩市　　　鈴木先生　　三橋先生
10月22日（土）常陸大宮市　茅根先生　　黒澤先生
10月22日（土）大子町　　　大和田先生　通信員飛田

　また、日立市において定期的に行われている無料相談会において、Zoomによるオンライン相談会も行わ
れました。

行政書士制度広報月間における県北支部無料相談会

三橋支部長と遠藤先生が応援に来られました

那珂市会場にて

オンライン相談会の様子

大子町の会場にて

会場準備完了です

古川会長が来られました
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　令和４年12月11日に行われる茨城県議会議員一般選挙において、那珂市の選挙区にて遠藤　実先生、小泉　
周司先生の２名の県北支部所属の先生が立候補をしました。これを受け、県北支部の先生方は各候補者の出
陣式に参集し、両先生の健闘を祈りました。

茨城県議会議員一般選挙

　（通信員　飛田　宏道）

小泉　周司先生 小泉先生の出陣式にて

高萩市の会場にて 真剣に対応しております

支部だより

支
部
だ
よ
り

36 行政いばらき 2023.2　No.266



鹿行支部無料相談会
日　　程：令和４年10月１日（土）～令和４年10月31日（月）
日時・場所・件数：

10／１ 鉾田中央公民館 ３件
10／２ 行方市コテラス ３件
10／８ かすみ防災アリーナ ７件
10／11 大洋公民館 ３件
10／15 潮来ラ・ラ・ルー ７件
10／19 鹿嶋市商工会 １件
10／23 北浦公民館 １件
10／26 大野ふれあいセンター ２件
10／27 潮来市社会福祉協議会 ５件
10／31 かすみ防災アリーナ ３件

事業内容：本年も、行政書士制度広報月間として無料相談会を計10回開催しました。相談件数は35件となり、
昨年より若干少なくなりましたが、多くのご相談にお答えできたと思っています。相談内容としては、
相続遺言関係が25件と一番多く、不動産関係が７件、農地関係が１件、入管関係が１件、その他が１
件です。例年よりバラエティーに富んだご相談内容でした。

　　　　無料相談会を知ったきっかけは、市報が23件、新聞が３件、その他（会場で見かけたなど）は９件
でした。各市の市報に掲載していただくことが、一番効果がありましたので、来年以降もきちんと対
応し、一人でも多くの方のご相談にのれるように万全の体制を取りたいと思います。

　　　　多くの先生方、関係者の皆様のおかげをもちまして、本年も無料相談会が実施できました事、心か
ら感謝申し上げます。

ユキマサ君も登場！多くの先生方、ご協力ありがとうございました。

今年も開催「無料相談回」
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日　程：令和４年11月１日（火）

日　時：令和４年12月２日（金）
　　　　午後１時30分～
場　所：鹿嶋まちづくり市民センター
題　目：�納税証明書のオンライン請求に

ついて
参加者：22名

　第１部は、納税証明書のオンライン請
求について、ご教示いただきました。第
２部は、遺言公正証書作成にあたっての
実務上での知識と留意点等に関してご講
話はいただきました。絵図や最近の社会
情勢の分析、鹿行地域の特徴などを織り
交ぜた分かり易い資料で、かつ、結び
に私達行政書士にエールも送っていただ
き、ありがとうございます。

　なめがたエリアテレビに出演依頼があり、大川支部長が出演しました。内容としては、行政書士の業務内
容や鹿行支部の無料相談会、相続遺言などに関してとなります。茨城県行政書士会と鹿行支部のPRになれ
ばと思いお話しさせていただきました。

なめがたエリアテレビ出演

鹿行支部第2回実務研修会

　（通信員　阿部　孝太郎）

大川支部長がテレビ出演！
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