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水 戸支部
水戸黄門祭り市民カーニバル踊り事前練習開催
日時

平成25年7月15日
（月） 午後5時〜午後8時
平成25年7月22日
（月） 午後5時〜午後8時
平成25年7月29日
（月） 午後5時〜午後8時

場所

水戸市内原中央公民館中妻分館

事業

水戸黄門市民カーニバル踊り事前練習の開催

◆◆事業の内容◆◆
水戸黄門祭り市民カーニバル事前準備
木村支部長、本橋会員、小野会員を中心に市民カーニバル踊り事前練習が行われました。親切丁寧な踊り指導を
していただきました。
平成25年7月15日
（月）
分の踊り練習風景をYou Tubeに画像アップ！どうぞご覧ください。
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第１回業務研修会開催
日時

平成25年7月24日
（水） 午後1時〜午後3時30分

場所

茨城県立健康プラザ3階 会議室1、2

事業

第1回業務研修会の開催

◆◆事業の内容◆◆
相続・事業承継研修（No. １）
「金融機関の立場からみた事業承継」
日本政策金融公庫水戸支店担当の方を講師としてお呼びして、有意義な
皆さん研修に真剣です

研修となりました。

水戸黄門祭り市民カーニバル
（本番）
開催
日時

平成25年8月3日
（土） 午後3時〜午後8時30分

場所

行政書士法人水戸綜合事務所
（木村支部長事務所）に集合
大工町交番前から筑波銀行前の通り
（国道50号）

事業

水戸黄門祭り市民カーニバル
（本番）の開催

◆◆事業の内容◆◆
水戸黄門祭り市民カーニバルにて踊り本番 !!
県民・住民の皆様に、より行政書士の存在を身
近に感じていただくために昨年に引き続き２度目の
参加となりました。

市民カーニバル直前風景
参加者集合写真。
市民カーニバルいよいよスタート！！
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皆さん頑張って踊ってま〜す♪♪
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市民カーニバルも無事に終了！！
皆さん最後まで踊りきって、良い表情です！！

伝統ある水戸黄門祭り市民カーニバルを経て、住民の皆様に行政書士をより身近に感じていただけたら幸いです。
また今回ご参加いただいた会員の皆様、本当にお疲れさまでした。特に他支部からご参加いただいた方々、お忙しい
なか遠方からのご参加、誠にありがとうございました。
（通信員 田上 悟史）
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県南支部
第2回理事会開催
日 時

平成25年8月3日
（土）

場 所

三中地区公民館

毎年恒例の研修旅行と広報月間の無料相談会についての、議事が行われました。研修旅行については、9月に入っ
た頃に募集の案内が会員の皆様に届くと思いますが、ここでは少し早く概要をお伝えしたいと思います（とはいえ、こ
の原稿を書いている今日はまだ8月下旬なだけで、行政茨城が届くよりも募集の案内の方が先に届いてしまったら申し
訳ございません）
。今年の研修旅行は、11月16、17日、目玉には去年大好評だった他県の会員の皆様との交流会が
予定されています。そして、今年の目的地は福島県の野地温泉ということで、福島県行政書士会の皆様から経営や実
務に役に立つお話を聞かせてもらえるということです。他にも見学先として若松城見学など充実しているそうです。ふるっ
てご参加下さい。

第1回業務研修会
支部だより

日 時

平成25年7月14日
（日）

場 所

牛久市中央生涯学習センター

新体制になって最初の業務研修会が行われました。メインテーマは職業倫理。自分では大丈夫だろうと思ったこと
が後から大問題になる危険があります。特に職務上請求書の使用用途の問題は頻繁に起きています。そうした問題で
つまずかないためにも、とても意義のある研修内容でした。

常設無料相談会の相談員募集について
茨城県行政書士会県南支部では、数年前まで毎年10月の広報月間にのみ行っていた無料相談会を毎月行うという
常設無料相談会を実施しています。現在、牛久市、土浦市、守谷市などで実施されていますが、県南支部ではこの無
料相談会の相談員を随時募集していますので、興味がある方は是非県南支部の理事までご連絡下さい。本年度は上
記以外にも実施市町村を増やす計画が策定されています。相談を受けるなんてまだ早いと思ってしまう新人の方にとっ
ても、先輩行政書士の相談手法を間近で見ることで意義のある経験となると思います。特に、阿見町では相談員の参
加を名乗り出てもらえれば始められるという状況なので、事務所所在地に関わらず是非検討してみて下さい。
（通信員 竹内 良太）
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県西支部
支部月刊誌
送付 先

行政書士通信「県西の風」
（毎月１日発行）

購読支部会員・支部紹介弁護士・パソコンサポーター他

◆◆事業の内容◆◆
＊7月1日発行 第146号
（A4判 80頁）

＊8月1日発行 第147号
（A4判 80頁）

【支部事業】 宅建業許可問題

【支部事業】 手続法７条申請を！
（１）

【日 行 連】 総会質疑応答

【業務手引】 開発審査付議基準改正

【本

会】 市民相談センター

開発行為の一体性取扱い

【行

政】 電子申請動向

会社の設立

【質疑応答】 保険関係手続

【支部会員の動静】
【県内会員数】

【研

【質疑応答】 療養の給付

究】 行政手続
（２）
時効取得

マイカーの通勤管理

【支部会員の動静】
【県内会員数】

【参考資料】 墓地経営許可を巡る問題

【スクラップ】 業務関連ニュース・解説

【研

【隣接士会】 弁護士

究】 経済学入門
（１）
行政法・民法・商法

【スクラップ】 業務関連ニュース・解説

【参考資料】 外資・建設業

【隣接士会】 弁護士

【相

【相

談】 残業代の請求

【職域問題】 司法書士

談】 育児休業

【行政書士】 実態調査・試験結果
（２）

【行政書士】 実態調査・試験結果

速報
送付先
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税理士

マンガ原作者 田島 隆

行政書士通信「県西の風」
（随時発行）

講読支部会員・支部紹介弁護士・パソコンサポーター他

◆◆事業の内容◆◆
＊7月31日発行 速報第27号
（A4判 2頁）
・Ｉ元会員
（筑西市舟生）
の不正監視を

「会議
送信 先

FAX

通信」
（随時発信）

支部役員
（元も含む）・代議員・本会顧問

◆◆事業の内容◆◆
＊7月24日
（水）
発信 No.278
・
［質問］
報酬額の相場は？
［回答］
（要旨）
行政書士法第10条の2第2項に基づく
報酬額統計調査によれば…
・古河地区の会員の皆様のご意見を伺います
−無料相談の実施について−

＊8月11日
（日）
発信 No.281
・
［質問］
一般廃棄物処分業の許可申請について
［回答］
（要旨）申請対象の市町村の環境対策課 環
境公害対策グループなどとの協議を、まず行
うべきことと思います
・会費の納入にご注意を

＊8月1日
（木）
発信 No.279

＊8月17日
（土）
発信 No.282

・古河地区で無料相談実施

・県議選立候補問題について

・下妻地区でも3年連続開催

＊8月20日
（火）
発信 No.283

・支部は電話相談 2回実施予定
・本会に照会・質疑・要請などへの点検体制の確立を要請

＊8月5日
（月）
発信 No.280

・
［質問］
電子定款認証について
［回答］
（要旨）
「県西の風」及び支部作成の「実践会
員名簿」
をご覧ください

・下妻地区 無料相談
・古河地区 無料相談
・支部 電話無料相談
・早急に市町村役場・新聞社に広報依頼予定

（通信員 倉持 良信）
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県北支部
第１回研修会開催
日時

平成25年7月20日
（土） 午後1時〜午後5時

場所

茨城県北生涯学習センター

参加 者

20名

◆◆事業の内容◆◆
第1部
（1）
無料相談会における相談員としての心構えと注意点
話題提供

四釜 絹枝 （県北支部長）

講

古川 正美 （本会副会長）

師

（2）
参加者全員による質疑・意見交換等

第2部
第2・第3順位の代襲相続について

支部だより

講

師

菅原 啓充 （支部相談役）

県北支部では社会貢献の一環として日立市・北茨城市・常陸太田市・東海村において、各会場とも毎月１回、定例
で行政書士無料相談会を開催しており、回を重ねるごとに大いなる好評を頂いております。
研修会の第1部では、当該相談会のさらなる充実と相談員の育成を図るため、相談員としての心構えや細かな注意点、
相談者との応答法などについての講義がなされました。
なお、予定外ではありましたが、
「職務上請求書」の使用に関する注意事項や記入方法についての詳細な説明も行わ
れました。
第2部においては、代襲相続に関する事例により法定相続人の確認や相続分などについて講師から分かりやすい講
義・解説を受けたあと、質疑応答の時間が設けられ、活発な意見や情報が交わされた次第です。
予定時間をオーバーしての研修会となりましたが、今回もまた有意義なものとなり、出席者から
「参加して良かった！」
の声が聞かれました
（支部長談）
。
（通信員 高木 みはる）

なかひまわりフェスティバル2013へ参加
日時

平成25年8月24日
（土）
午前10時〜午後3時

場所

那珂総合公園

参加 者

四釜絹枝
（県北支部長）
大森照男会員、中村祐治会員
遠藤実
（本会広報・監察部長）

例年参加している那珂市のイベントに今年も参加しまし
た。猛暑の中、テントの中でいつものように無料相談で
す。相続を中心に一般市民から相談を受けたり、パンフ
レットを手配りして制度のＰＲに努めました。それにして
も、暑い！夕方まで、熱中症にならないよう水分を十分に
補給しながら懸命の活動となりました。
（通信員 髙木 みはる）
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鹿行支部
無料相談会の開催について
10月の行政書士制度広報月間において、下記の日時に鹿嶋市及び潮来市の2会場で、鹿行支部主催の無料相談会
を開催いたします。
日時：平成25年10月5日（土） 午前10時〜午後4時
場所：鹿嶋勤労文化会館 1階会議室

鹿嶋市宮中325-1 電話0299-83-5911

潮 来 公 民 館 1階会議室

潮来市潮来456-1 電話0299-62-3522

無料相談会の相談員募集について
10月5日
（土）
に実施する無料相談会の相談員を募集いたします。
行政書士制度広報月間に実施する無料相談会は、行政書士制度を広くアピールする大切な機会です。来場される方
は様々な内容の相談に来ますので、ベテランの方の力が是非必要です。また、新人の方にとっては先輩行政書士の相
談手法を間近で見ることのできる絶好の機会ですので、経験の多少に関係なく多くの方の応募をお待ちしております。
応募される方は、吉川支部長までご連絡ください。
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（通信員 石井真児）
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