
水戸支部水戸支部
　春らしい暖かな季節になった今日この頃、役員の改選時期となり、次年度以降を見据えて
さらなる飛躍のため水戸支部は一層活発に活動しております。以下活動の一環をお伝え致します。

◆◆事業の内容◆◆
○無料相談会打合せ会
　市民の皆様に行政書士を身近に感じていただくために水戸支部では、水
戸市及び水戸市近郊の市役所などで無料相談会を開催しております。
　今回は、その無料相談会において、よりスムーズに市民の皆様からの相
談を受けられるよう木村支部長をはじめ、各相談員があつまり次年度の無
料相談会の打合せを行いました。
　活発な意見交換が行われ有意義な打合せ会となりました。

○事例研究
　無料相談会において、具体的にどのような対応をしていくべきか、
事例をもとに研究会が行われました。

◆◆事業の内容◆◆
　平成27年度水戸支部定時総会へ向けての準備作業を行いました。
　その他、黄門祭りへの参加の件、秋の支部旅行の件、無料相談会の会
場でユキマサ君を活用する件など活発な意見交換がなされました。

　通信員として水戸支部の活動を皆様に報告してまいりまして、はや２年、こうして任期満了まで役目を務めら
れたのは木村支部長をはじめ諸先輩の方々のご指導のおかげであり、この場を借りて感謝申し上げます。
この支部だよりを通じて水戸支部活動が少しでも多くの方々に御理解いただければ幸いです。
　末尾とはなりますが茨城県行政書士会会員のますますの発展と市民の皆様のご多幸を祈念いたしまして通信員
活動を締めくくらせていただきます。

（通信員　田上　悟史）

無料相談会打合せ会風景

総務部会風景

事例研究会風景
市民の皆様のため全相談員真剣です！！

平成27年度　水戸支部無料相談員打合せ会及び事例研究開催

平成26年度　水戸支部総務部会開催

日 時

日 時

場 所

場 所

平成27年2月18日（水）　午後6時～7時30分
総合福祉会館

平成27年3月27日（金）　午後3時～ 5時
内原中央公民館　2階会議室
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水戸支部水戸支部 県南支部県南支部

◆◆事業の内容◆◆
　第5回理事会では、総会に向けて実績報告及び会計報告に関する資料に関する討議が行なわれました。さらに、総
会までのスケジュール確認や役割分担などが決められました。

◆◆事業の内容◆◆
　第6回理事会では、前回理事会に引き続き、総会提出資料の提出と討議が行なわれ、実績報告及び会計報告の承
認手続きが行なわれました。一昨年に予算増加について承認がなされた「研修会費」と「広報費」は計画通り執行額が
増加していました。これは、県南支部会員にとって有用な活動をしようということで、研修会の質向上や常設無料相
談会の周知及び実績増加のために活動を増やした結果ですので、素晴らしいことだと思います。来年度はさらに、会
員のためになる研修と、行政書士という業種を知らないという人へのアピール活動をして頂きたいと思います。

◆◆事業の内容◆◆
　前回理事会で承認を得た収支決算書、会計帳簿及び証票等について、稲葉稔監事、川村理人監事の両名による会
計監査が行なわれました。監査は無事に終了し、それに引き続き理事会で監事による監査報告がなされました。

　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、石岡市、稲敷市、牛久市、土浦市、守谷市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。また、今年度はさらに実施市町村を増やそうと予算を増加させています。相談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ので、是非検討してみ
て下さい。

　私竹内の通信員の任期が本原稿で満了します。私としては、通信員の役割は県南支部の会員と理事の間に入り、互
いの情報や意見を伝えることだと思ってきました。役員が何をやっているのか分からない。会員の意見が執行部に反映
されないという状態はもったいない！その橋渡しに少しでも役に立てていれば幸いです。拙い文書であったと思います
が、２年間読んで頂いてありがとうございました。

（通信員　竹内　良太）

県南支部　第5回理事会

県南支部　第6回理事会

県南支部　会計監査及び第1回理事会

常設無料相談会の相談員募集について

通信員の任期を終えて

日 時

日 時

日 時

場 所

場 所

場 所

平成27年2月28日（土）　午前10時
土浦市三中地区公民館

平成27年3月28日（土）　午前10時
土浦市三中地区公民館

平成27年4月5日（日）　午前10時
土浦市三中地区公民館
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○�これまでも土浦市役所内で無料相談会を定期開催してきましたが、今回「土浦市が行う市民相談事業」の一環として
位置付けがされ、市と正式に「覚書」をとりかわしました。

土浦市と県南支部の覚書締結
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県西支部県西支部

◆◆事業の内容◆◆
＊3月1日発行　第166（A4判　80頁）
【支部事業】　筑西市　他４市町長に要請
【パソコン】　貴方のパソコン大丈夫？
【参考資料】　マイナンバーと社労業務
　　　　　　法人の税金講座（１）
　　　　　　オフライン利用の現状他
【支部会員の動静】【県内会員数】
【業務手引】　帰化許可申請手続
　　　　　　行政不服審査法
【スクラップ】　業務関連ニュース・解説
【行動日誌】　２月
【隣接士会】　弁護士・司法書士
【雑 学】　水戸線・地域発電
【質疑応答】　退職金
　　　　　　老後の財産の管理
【研 究】　行政法・民法・商法
　　　　　　行政手続法改正・行政指導
【行 政】　条例
【本 会】　新春交流会
【支部蔵書】　農地法研究（５）
　　　　　　行政書士業務への提言（５）

＊4月1日発行　第167（A4判　80頁）
【参考資料】　法人の税金講座（２）
　　　　　　税理士法違反
【業務手引】　建設業（電気工事業者）の届出
【スクラップ】　業務関連ニュース・解説
【隣接士会】　土地家屋調査士会・弁護士会
【行 政】　国と行政の役割分担
　　　　　　債権管理
【研 究】　行政法・民法・商法
　　　　　　生活保護返還金
　　　　　　飲食店営業許可
【相 談】　産休時の賃金
【質疑応答】　借地権設定登記
【雑 学】　価格の秘密
　　　　　　水素自動車
【法改正のあらまし】　道路法
【支部蔵書】　農地法研究（６）
　　　　　　行政書士業務への提言（６）
【支部会員の動静】【県内会員数】
【行政書士】　マイナンバー制度
　　　　　　八士会から排除？

◆◆事業の内容◆◆
＊2月18日（水）発送　第68号
　・「無料相談」の推進について

◆◆事業の内容◆◆
＊1月31日発行　第32号（A4判　4頁）
　・入札参加資格申請要項
　　（古河市　下妻市　結城市　五霞町　八千代町　下妻地方広域事務組合）
　・中小企業支援へ連携（税理士会県支部連）

支部月刊誌　行政書士通信「県西の風」（毎月１日発行）
送 付 先 購読支部会員・支部紹介弁護士・パソコンサポーター他

「茨行書西」（随時発行）

特集　行政書士通信「県西の風」（随時発行）

送 付 先

送 付 先

下妻・坂東地区無料相談参加予定会員

購読支部会員・支部紹介弁護士・パソコンサポーター他
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県北支部県北支部

◆◆研修内容◆◆
第１部　「法人設立について」
　　　　講師　古川　正美　氏　（茨城県行政書士会副会長）

第２部　「今年度の業務やその周辺に関する総括」
　　　　参加者全員による業務上経験した諸々についての情報・意見交換

　今回の研修会は、行政書士に求められる重要な業務の一つである法人設立について、ベテランの講師から実際的
でわかりやすい説明がなされました。また第２部は、会員相互に今年度の業務を総括し、問題点や対処法などを話し
合いました。今回もまた大変有意義な研修会となりました。

退任挨拶
　今回で通信員としての任期を無事に終えることになります。いつも支えてくださった四釜支部長はじめ読んでくださっ
た会員の皆様、本当にどうもありがとうございました。

（通信員　高木 みはる)

日 時

場 所

参加人数

平成27年3月14日（土）　午後1時30分～3時50分
常陸太田市生涯学習センター
21名

平成26年度　第4回研修会　開催
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鹿行支部鹿行支部

◆◆事業内容◆◆
　始めに吉川支部長より挨拶があり、日頃の支部活動への御礼、支部員の動静（新入会、逝去、廃業等）の報告、及
び今後の支部活動への協力依頼がありました。続いて、本会の嶋田副会長、田向、大庭、小嶋各理事より、本会の
動静について報告がありました。
審議事項
　１）行方地区無料相談会の開催について
　２）平成27年度定時総会・定期総会について
　３）その他
　　・本会選挙管理委員の選出について
　　・綱紀委員からの報告

　

◆◆事業内容◆◆
　行方市と茨城県行政書士会は、昨年7月1日「災害時における支援協力に
関する協定」を締結し協力関係を深めてきました。その中で今回、行方市総
務課の事業として無料相談会を開催する運びとなりました。事前に市報で
開催案内が掲載されたこともあってか5組の予約があり、当日は各相談員が
それぞれ手分けして相談に対応しました。
　また、現在司法試験の勉強中で行政書士試験に合格している（未登録）
という方が、当日会場の入口に掲示していた無料相談会ののぼり旗を見て、
行政書士として開業している人の話を聞いてみたいといって訪ねてきました。
しかも、その方は、偶然にも当日相談員として参加していた会員の教え子で
した。突然の再会に両者とも驚いていましたが、吉川支部長をはじめとして、
その場にいた会員一同で温かく迎え、交流をすることができました。後日談
として、相談日当日その方に、日本の法律がいくつあるのか質問したところ、
先日、吉川支部長宛てに連絡があり、3月1日現在の日本の法律数は1935と
の回答をいただき参考になりました。大変真面目な方でした。
　なお、相談員として参加された会員の皆様のご協力に感謝いたします。

　
　2年間通信員として、行政茨城の編集に協力させていただき大変勉強になりました。力不足のため、皆様に満足い
ただける記事を提供できなかったことをお詫び申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。

（通信員　石井　真児）

相談会場

会場の入口で記念撮影

日 時

場 所

参加人数

平成27年2月20日（金）　午前11時～1時
潮来市　甚兵衛寿司
15名

第3回理事会開催

無料相談会を行方市で開催

日 時

場 所

相談来場者数

相 談 員

平成27年3月26日（木）　午前10時～4時
会場　行方市麻生公民館　2階研修室
5組
14名
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鹿行支部鹿行支部

市町村名
（50音順） 開催場所 開催日 開催時間 問い合わせ先

い

石岡市 石岡市民会館

毎月第3土曜日
（4/18・5/16・6/20・7/18・
8/15・9/19・10/17・11/21・
12/19・1/16・2/20・3/19）

午後1時～午後4時 担当行政書士：若山民雄
090-1260-4595

稲敷市 稲敷市江戸崎公民館 毎月第3土曜日
（4/18・5/16） 午後1時～午後4時 稲敷市江戸崎公民館

029-892-4110

茨城町 茨城町総合福祉センター
ゆうゆう館　2階会議室

5月・10月第3月曜日
（5/18・10/19） 午後1時～午後4時 ゆうゆう館

029-292-1111

う 牛久市 牛久市中央生涯学習
センター　講座室

毎月第4土曜日
（4/25・5/23・6/27・7/25・
8/22・9/26・10/24・11/28・
12/26・1/23・2/27・3/26）

午後1時～午後4時 担当行政書士：大岡伸行
029-874-3814

お

大洗町 大洗町役場
1階ロビー

毎月第3火曜日
（4/21・5/19・6/16・7/21・
8/18・9/15・10/20・11/17・
12/15・1/19・2/16・3/15）

午後1時～午後4時 大洗町役場
029-267-5111

小美玉市
小美玉市役所
（旧美野里町役場）
玄関ホール

毎月第3火曜日
（4/21・5/19・6/16・7/21・
8/18・9/15・10/20・11/17・
12/15・1/19・2/16・3/15）

午後1時～午後4時 小美玉市役所
0299-48-1111

か 笠間市
笠間市役所
（旧友部町役場）
1階ロビー内

毎月第3水曜日
（4/15・5/20・6/17・7/15・
8/19・9/16・10/21・11/18・
12/16・1/20・2/17・3/16）

午後1時～午後4時 笠間市役所
0296-77-1101

き 北茨城市
北茨城市役所
（要予約・市民に限る）
4階会議室

毎月第1水曜日
（4/1・5/13・6/3・7/1・8/5・
9/2・10/7・11/4・12/2・
1/6・2/3・3/2）

午後1時～午後5時
予約先：北茨城市役所
広報広聴係
0293-43-1111

し

下妻市 下妻市役所千代川庁舎
（要予約）1階ロビー 5/12・8/4・11/10・2/2 午後1時半

～午後4時半
担当行政書士：関　和吉
0296-44-3956

常総市

石下総合福祉センター大
会議室 4月第3火曜日（4/21）

午後1時～午後4時 担当行政書士：飯塚富雄
090-8892-4712常総市役所本庁舎

1階市民ホール

毎月第3火曜日（5/19・6/16・
7/21・8/18・9/15・10/20・
11/17・12/15・1/19・
2/16・3/15）

城里町 城里町役場
2階ミーティングルーム

毎月第2火曜日
（4/14・5/12・6/9・7/14・
8/11・9/8・10/13・11/10・
12/8・1/21・2/9・3/8）

午後1時～午後4時 城里町役場
029-288-3111

つ 土浦市 土浦市役所（市民に限る）
1階相談室

毎月第3木曜日
（4/16・5/21・6/18・7/16・
8/20・9/17・10/15・11/19・
12/17・1/21・2/18・3/17）

午後1時～午後4時 土浦市役所
029-826-1111

と 東海村
東海村社会福祉協議会
（要予約・村民に限る）
会議室

毎月第2金曜日
（4/10・5/8・6/12・7/10・
8/14・9/11・10/9・11/13・
12/11・1/15・2/12・3/11）

午後1時～午後3時 東海村社会福祉協議会
029-282-2804

ひ 日立市
日立市役所
（要予約・市民に限る）
市民相談室　

毎月第2水曜日
（4/8・5/13・6/10・7/8・
8/12・9/9・10/14・11/11・
12/9・1/13・2/10・3/9）

午後1時～午後4時
予約先：日立市役所
広聴広報課
0294-22-3111

平成27年度支部相談会一覧
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市町村名
（50音順） 開催場所 開催日 開催時間 問い合わせ先

ひ

常陸太田市
常陸太田市役所
（要予約・市民に限る）
2階会議室

毎月第3月曜日
（月曜が祝日の場合は翌日）
（4/20・5/18・6/15・7/21・
8/17・9/28・10/19・11/16・
12/21・1/18・2/15・3/22）

午後1時半
～午後5時

予約先：県北支部
0294-43-2735

ひたちなか市

ひたちなか市役所
1階ロビー

毎月第1・第3・第5木曜日
（4/2・4/16・4/30・5/7・
5/21・6/4・6/18・7/2・
7/16・7/30・8/6・8/20・
9/3・9/17・10/1・10/15・
10/29・11/5・11/19・12/3・
12/17・1/7・1/21・2/4・
2/18・3/3・3/17・3/31）

午後1時～午後4時 ひたちなか市役所
029-273-0111

ひたちなか商工会議所
3階相談室

毎月第4水曜日
（4/22・5/27・6/24・7/22・
8/26・9/24・10/28・11/25・
12/24・1/27・2/24・3/23）

午後1時～午後3時 ひたちなか商工会議所
029-273-1371

み 水戸市

水戸市役所
三の丸臨時庁舎
2階相談室（東側）

毎週木曜日
（4/2・4/9・4/16・4/23・
4/30・5/7・5/14・5/21・
5/28・6/4・6/11・6/18・
6/25・7/2・7/9・7/16・
7/23・7/30・8/6・8/13・
8/20・8/27・9/3・9/10・
9/17・9/24・10/1・10/8・
10/15・10/2 2・10/2 9・
11/5・11/12・11/19・11/26・
12 / 3・12 / 10・12 / 17・
12/24・1/7・1/14・1/21・
1/28・2/4・2/11・2/18・
2/25・3/3・3/10・3/17・
3/24・3/31

午後1時～午後4時 水戸市役所市民相談室
029-232-9109

茨城県立図書館
3階会議室3

毎月第2金曜日
（4/10・5/8・6/12・7/10・
8/7・9/11・10/9・11/13・
12/11・1/8・2/12・3/11）

午後4時～午後7時

茨城県立図書館
029-221-5569毎月第3土曜日

（4/18・5/16・6/20・7/18・
8/15・9/19・10/17・11/21・
12/19・1/16・2/20・3/19）

午後1時～午後4時

イオンモール水戸内原
2階イオンホールＢ

6月第3金・土・日曜日
（6/19・6/20・6/21）

午前10時
～午後7時

水戸支部：
029-251-3101

も 守谷市

守谷市中央公民館
2階団体活動室

毎月第2土曜日
（1月は第3土曜日）
（4/11・5/9・6/13・7/11・
8/8・9/12・10/10・11/14・
12/12・1/16・2/13・3/12）

午後1時半
～午後4時

守谷市総務課
0297-45-1111
担当行政書士：井橋真理子
0297-45-0768

守谷市高野公民館
集会室2 11月第2土曜日（11/14）

72 行政茨城  NO.220

支部だより

支
部
だ
よ
り


