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支部だより

水戸支部水戸支部水戸支部

支部長　木村　　司
新年ご挨拶

 新年あけましておめでとうご
ざいます。
 旧年中は、支部の皆様から温
かいご支援とご協力を賜り、厚
く御礼申し上げます。また、水

害支援として他支部の皆様にもご支援いただき、
ありがとうございました。
　水戸支部主催の無料相談会は、すべての市と町
で実施して８年になりますが、ひたちなか市本庁
や小美玉市、茨城県立図書館など、相談員１名で
対応することが難しくなるほど盛況な会場があ
り、確実に県民の皆様に浸透し、また自治体との
信頼関係も一段と強くなっていると感じていま
す。　
　年３回、３日間連続して定期的に実施していま
すイオンモール水戸内原での無料相談会では、ゆ
きまさくんを登場させ、ＮＨＫテレビ等のメディ
アへの出演も継続して実施しており、県民の皆様

へ広く行政書士の存在をアピールし、同時に相談
ニーズにも的確に対応することができていると思
います。
　今年も引き続き、事前予約なしのスタイルを堅
持した無料相談会を定期的に同頻度で実施してい
きます。
　スキルアップにつきましては、会員の皆様の
ニーズを的確にとらえ、ネットの情報では得るこ
とのできない、実務研修を継続して複数回実施す
るとともに、フリートーキングも引き続き複数回
実施していきます。研修会は業務知識だけではな
く、横のつながりを得られる貴重な場所ですの
で、積極的に参加して頂きたいと思います。
　今後とも我々の仕事量全体が増えていくよう、
頑張っていく所存ですので、今後とも皆様からの
ご支援、ご協力をお願いいたします。
　最後に、支部の皆様並びにご家族様の益々のご
活躍とご多幸をご祈念申し上げます。

広報月間イベント

日時：令和元年10月４日（金）～６日（日）
　　　午前10時～午後７時
場所：イオンモール水戸内原

　多くの人で賑わうイオンモール水戸内原で、週末
の３日間、無料相談会を開催しました。会場設営も
立派に出来て、行政書士の知名度向上、相談のしや
すさをしっかりアピールできました！

いつもながら、ユキマサ君も大活躍！

【無料相談会】

支
部
だ
よ
り



30 行政いばらき　2020.2　№　248

支部だより

（通信員　梶山　伸治）

日時：令和元年10月９日（水）
　　　午後６時30分～午後８時
場所：水戸生涯学習センター　中講座室
講師：税理士・ＣＦＰ　増山英和 先生
参加者数：30名
研修内容：
今回のテーマは相続でしたが、あわせて企業法務
的な要素も研修内容に入れました。事業承継計画の

策定や特例事業承継税制の適用支援を実務的に実践
されている増山英和先生から、事業承継の最新情報
について親族内承継を中心に学びました。皆さまか
ら多数ご要望があった相続税制についての基本的な
解説もありました。
多数の参加者の研修で、皆さんの関心の高さがう
かがえました！

第３回　業務部研修会

【知っておこう事業承継】

日時：令和元年11月19日（火）
　　　午後３時30分～午後５時
場所：水戸生涯学習センター　小講座室
講師：公証人　河村潤治 先生
参加者数：28名

研修内容：
公証人の河村先生をお迎えして、中小規模株式会
社を想定した定款記載例を解説いただきました。多
くの事例を踏まえた分かりやすい講義で、皆さん満
足した内容でした！
普段から扱うことの多い業務なので、あらためて
知識の研鑽をしっかりと心掛けるべきですよね。

第４回　業務部研修会

【株式会社定款認証の基礎】
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支部長　石井　　徹
新年ご挨拶

　新しき年、令和２年を迎え、
皆様ご健勝のこととお喜び申し
上げます。
　昨年も、支部役員の皆さんを
始め支部会員の方々にご理解ご

協力をいただきながら支部事業を進めて参ること
が出来ましたこと、厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年の行政茨城年頭のご挨拶にて、下記
のようなことを述べました。
　「さて、個人的に、このところ特に感じるのが、
気象の変化による自然の猛威、及び地震等の脅威
です。（途中略）
　このような災害支援の一環として、茨城会は県
内各市町村と災害支援協定を順次結んでいるとこ
ろですが、県南地区でもその市町村は増えつつあ
り、災害支援相談員の養成が急務となっておりま
す。（以下略）」
　まさにここで危惧していたことが現実のことと

なってしまいました。昨秋、台風被害が集中し、
市町村からの要請により県南支部からも多数の会
員が相談支援に出向しました。今回はたまたま水
戸以北に被害が集中しましたが、同様の被害は県
南支部内で発生してもおかしくありません。
　まずは自分自身及び身の回りのご家族等への事
前対策が必須ですが、その上で、一朝ことあれば、
緊急時でも頼りになる行政書士を目指していただ
きたいと思います。
　全般的には、まだまだ至らぬ点も多々あると思
いますが、今後も支部会員の皆様のご意見をお聞
きしながら、より良い支部運営に努めていく所存
です。
　最後に、支部会員の皆様のますますのご発展とご
多幸を祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。

P.S．元年としての新年のご挨拶が出来ないのは年
　　　号改元の宿命ですね…

行政書士制度　広報月間

日時：令和元年10月１日（火）～31日（木）
　　　午前10時～午後４時
場所：県南支部エリア内の各市町村
事業内容：
県南支部では、行政書士制度広報月間中に14市
町村14会場にて無料相談会の実施を計画していま
したが、台風19号の影響により10月12日に予定し
ていた４会場が中止となりました。ご存知のように
台風19号は茨城県内各地に甚大な被害をもたらし
ました。被災者の方々を支援するための相談会場が
臨時に設置され、県南支部からも相談員派遣を実施
いたしました。
広報月間の無料相談会については、相続、遺言、
遺産分割に関する相談が多く寄せられたほか、境界
トラブル、契約関係、建設業許可、産廃運搬業許
可、養子縁組、架空請求トラブル、所有権移転登
記、抵当権抹消登記、不動産売買、農地転用、在留
資格、任意後見契約など非常に多岐にわたる相談が
寄せられました。ご相談者の方々からは「悩みが解
消しました」、「とても役立ちました」、「もっと早く
相談すれば良かった」などの声をいただきました。
今年は広く一般の方々にＰＲすることを目的に公

共施設以外にも会場を確保し、取手駅前の商業施設
「リボンとりで」で開催しました。台風19号の影
響で実施が危ぶまれましたが、事前に相談予約が
入っていたことから午前中のみ開催し、相談者のお
役に立つことが出来ました。
広報月間の活動としては、相談会の案内チラシと
ポスターを各市町村の行政窓口や市民が利用する施
設、警察署、郵便局、土木事務所などに配布しなが
ら行政書士標示板調査（窓口に設置されているか、
破損はないかの確認）を実施。配布・設置場所の拡
大にも取り組みました。

【無料相談会】

県南支部県南支部県南支部

國井豊会長がつくばみらい市会場を激励訪問
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県南支部研修旅行

日程：令和元年11月22日（金）～23日（土）
場所：西伊豆堂ヶ島温泉　清流
参加者数：38名
研修内容：
外国人関係手続の基礎
～外国人が相談に来たらどうする？～
最初に星先生から入管業務の需要と将来性を中心
としたお話をいただきました。「外国人の方は行政
書士を探しています。こちらから接点を作ることが
重要で、信頼できる相談相手になると一つの業務を
取っ掛かりにして多くの業務が発生します。例えば、
在留資格から会社設立、許認可、家族滞在、永住許
可、そしてコンサルティングなどです。特定技能に
関してはこれからバブルが起きるのではと予想して
います」と言います。また、業務への取組として
「知識は自分でやらないと身に付かない、法務大臣

の裁量で許可・不許可が出る可能性があるため、許
可率を上げるために知恵を絞ることが我々の仕事。
不許可になった場合も再申請の手法を考えるため不
許可の理由を丁寧に聞くことが大切です」。
開業当初の苦労話しやエピソード、外国人との付
き合い方、営業方法などをユーモアたっぷりに伝え
ていただきました。最近、偽造在留カードが出回っ
ているので確認する際に注意が必要で「強い光を当
てると偽造かどうかが分かる」とのノウハウ伝授も
ありました。
松田先生からは、豊富な経験を基にして許可・不
許可の基準や出入国在留管理庁との交渉方法などに
ついてアドバイスをいただきました。
研修旅行の詳細や参加した感想については、永野
智之会員と佐藤俊之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．永野智之会員
今回初めて支部旅行に参加させていただきまし
た、つくばみらい市の永野です。今年登録したばか
りなので参加しても大丈夫かな？と少し不安もあり
ました。しかしバスに乗り込み面識のあった先生方
に声をかけていただき徐々に緊張がほぐれていきま
した。車中は和気あいあいとした良い雰囲気で、あ
いにくの雨模様でしたが皆さんそれぞれ近況報告な
どの話で盛り上がっている様子も見られました。私
も隣で御一緒させていただいた澁谷先生から業務の
ことについて色々とアドバイスしていただき大変勉
強になりました。
研修では講師の星先生と松田先生から外国人の申
請取次についての講義がありました。外国人関連業
務の現状と、これから増えていく在留資格の特定技

能などの話を実際に取り組まれた実務に沿ってわか
りやすく説明していただきました。質問も含め講義
の予定時間が過ぎてしまうほど皆真剣に耳を傾けて
いました。私も今後機会があれば外国人関連業務を
やってみたいと思いました。
講義の後は温泉に入り日々の疲れを癒すことがで
きました。夕食と懇親会では全員ではないですが、
先生方に挨拶して行政書士としての困難や楽しみな
ど貴重な経験談を聞かせていただきました。カラオ
ケは皆さん上手でしたが特に石井支部長の素晴らし
い美声には驚かされました。その後も各部屋で宴は
続き星先生や後藤先生はじめ夜の講義は多くの先生
方が講師として積極的に貴重な経験を語ってくださ
り、また各先生からの質問もとどまることがないく
らい矢継ぎ早に続き、昼の講義以上に盛り上がる様
子が見られました。昼も夜も研修に励む県南支部の

講師の星先生（左）と松田先生 熱心に耳を傾ける参加者

支
部
だ
よ
り



33行政いばらき　2020.2　№　248　

先生方はさすがだなと頭が下がりました。
　翌日は素晴らしい天候に恵まれ美しい景色を堪能す
ることができました。遊覧船では堂ヶ島の島々を間近
に見ることができ雄大な自然の姿に圧倒されました。
青の洞窟はその名の通り美しい海面が広がっていまし
た。他にも土肥金山やひものセンターでの買い物など
盛りだくさんで大満足でした。帰路では忘れ物や事故
渋滞などのトラブルもありましたが竹内先生のつぶや
きが場を和ませていたのが印象的でした。そして全日

程を終え無事に帰ることができました。
　当初、旅行に参加することに不安を抱いていまし
たが、先生方の温かい心遣いのおかげで楽しく過ご
せました。そして何よりも経験豊富な先生方と旅行
を通じて交流をすることができ大変有意義な二日間
でした。また、お忙しい中旅行を企画担当していた
だいた大澤先生、増田先生はじめ全ての先生方に心
より感謝申し上げます。

（会員　永野　智之）

海の幸に舌鼓が鳴る研修旅行の幹事を務めた大澤先生
（後方左）と増田先生（後方右）

ホテル清流の玄関前にて

２．佐藤俊之会員
11月22日金曜日、あいにくの小雨が降り注ぐ中、
「茨城県行政書士会県南支部研修旅行」一行を乗せた
バスは、研修地である西伊豆堂ヶ島に向かいました。
私は本年８月に登録になったばかりの新米（年齢
は古米ですが）で当然ながら初参加。車中は皆さん
顔見知り同士のご様子。和気藹々とした雰囲気のな
か、殿の乗車も相まって肩身を狭くした私に隣席と
なった大先輩のＷ先生が気さくに声をかけて下さ
り、その後は示唆に富んだ興味深いお話の数々を伺
えて道中を楽しく過ごすことができました。
今回の研修内容は「外国人関係手続の基礎」が
テーマです。入管業務にかけては県内有数の先生方
が講師となり実務のお話が聞けるとあって、入管業
務に関心があった私にとっては今回参加に至った
切っ掛けでもあり（西伊豆というロケーションの良
さも勿論ありましたけどｗ）、当初より大変楽しみ
にしておりました。
バイタリティ溢れる先生のお話は軽妙な語り口に
ユーモアを交え、そのお人柄故もあってぐいぐい引
き込まれました。
クライアントの獲得方法や入管職員の対応のお
話、更には申請書類作成の注意点や不許可案件と
なったケースの対処、『特定技能』制度の今後の展
望など興味深いテーマをこれまで培った経験を基に

実に分かり易く、（裏話を含めて）ざっくばらんにお
話し頂き、イメージを膨らませながら聴講すること
ができました。今後大いに参考とさせて頂きます。
講義後の懇親会は、車中からの打ち解けた雰囲気
も更に和らぎ、海の幸に舌鼓を打ちながら諸先生方と
の交流に勤しみましたが、支部長の石井先生をはじめ
先輩諸氏より温かい言葉と激励を頂戴し、改めて「参
加して良かった」との思いを強く致しました。
２日目の堂ヶ島の遊覧船は、参加された多くの方
が楽しみにされていましたが、懸念された前日から
の悪天候もこの時だけは青く澄み渡り素晴らしい絶
景を楽しむことができました。（参加された先生方
もってるなぁｗ）
帰路は事故渋滞に巻き込まれるほか、ちょっとし
たハプニング（！）などもありましたが無事到着し、
研修旅行は幕を閉じました。
今回参加してみて強く思ったことは、研修内容は
勿論ですが車中や懇親会等で過ごす中でも有意義な
時間を持てたことで、今後の事業運営においても活
かせる気付きや繋がりを得ることができたと感じて
います。次回以降も是非参加していきたいですね。
最後になりましたが、今回の研修旅行を担当され
ました役員の皆様に心より御礼申し上げ結びとさせ
て頂きます。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　（会員　佐藤　俊之）
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県西支部県西支部県西支部

日時：令和元年11月23日（土）
　　　午後１時20分～
場所：道の駅グランテラス筑西　多目的室

内容：「自動車関係」の実務（初級向け）
　　　　講師　水柿　勝彦副支部長
　　　「一般貨物自動車運送業法改正」について
　　　　講師　深谷　孝支部理事

☆令和２年１月 25日（土）　研修会と新年会開催予定

第２回支部研修会と意見交換会を開催

 常総市　　2ヶ所
日程：令和元年10月１日
場所：常総市役所
相談員：戸塚会員、篠原会員、古谷会員
相談内容：相続　４件　借入金　１件

場所：石下庁舎
相談員：齊藤会員、𠮷原会員、淺野会員、飯塚会員
相談内容：相続　３件

 筑西市
日程：令和元年10月19日

場所：筑西市立中央図書館
相談員：新井会員、木村（保）会員、大嶋会員、
　　　　岸本会員、永井会員、増戸支部長
相談内容：相続　１件　借入金　１件

広報月間、支部内各地で無料相談会を開催

けじめの年である
支部長　増戸　美幸
　令和としての新しい年が明け
ました。皆様方には様々な思い
を持って、迎えられた新年かと
存じます。
　昨年は自然災害が多く発生し、

日本の美しい季節も年々様変わりしているように思
えてなりません。
　また、私たちを取り巻く社会の動き、業務を行う

環境も刻々と変化しており、支部事業においても、
様々な変化に対応できているとは申せませんが、少
しでも会員の皆様にとって有益な支部活動となるよ
う、微力ながらも努めてまいりますので、皆様のご
支援ご協力をお願いいたします。
　今年が支部会員の皆様にとって実りある年となり
ますように祈念してご挨拶とさせていただきます。

研修風景 懇談風景

筑西市無料相談会
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（通信員　池ノ上　久利）

 古河市　　2ヶ所
日程：令和元年10月19日
場所：古河市役所　
相談員：永塚会員、細井会員　オブザーバー
　　　　髙橋（政）会員
相談内容：相続　９件　家族信託　１件

日程：令和元年10月26日
場所：三和公民館
相談員：大島会員、細井会員、　見学　野口会員
相談内容：相続　２件　離婚　１件　所有権関係　１件

 下妻市
日程：令和元年10月20日
場所：下妻市立公民館　
相談員：山本会員、小竹会員
相談内容：ありませんでした

 坂東市
日程：令和元年10月20日
場所：坂東市猿島公民館
相談員：間中会員、𠩤会員、根本会員、冨山会員、

池ノ上会員
相談内容：相続　２件　家の解体　１件　農地関係　４件

 桜川市　
日程：令和元年10月21日
場所：桜川市役所真壁庁舎
相談員：水田会員、宮川会員、山中会員
相談内容：相続　２件

 境　町　
日程：令和元年10月27日
場所：境中央公民館
相談員：肥後会員、赤荻会員、佐怒賀会員
相談内容：相続　２件　税金関係　２件

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

［参考資料］ 協同組合
［研　　究］ 行政法・民法・商法
［業務の手引］ 身分証明書の真偽
 事業承継
 家主と相続
 相続　今昔物語
 争族と相続
 家族信託
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説
［法　改　正］ 建築基準法
［隣接士会］ 社労士
号外　不動産鑑定評価

内　　容 概要

☆11月１日発行　第222号（Ａ４判　80頁）

［業務の手引］ 死後の手続き
 遺産承継業務
 相続　今昔物語
 相続相談事例
 相続・贈与の相談事例
 相続・会社設立
 不動産共有解消
 法人設立・所有権移転
 株式譲渡と相続税
［スクラップ］ 業務関連ニュース・解説
［研　　究］ 行政法・民法・商法
 建築基準法改正
［経　　営］ 行政書士の仕事
号外　茨城県宅地開発関係資料補充資料2.3

内　　容 概要

☆12月１日発行　第223号（Ａ４判　80頁）

古河市無料相談会

境町無料相談会
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支部だより

県北支部県北支部県北支部

　毎年10月恒例になっている＜広報月間　行政書
士無料相談会＞が県北支部管内7カ所で予定されて
おりましたが、常陸太田市での無料相談会は台風
19号接近当日となり、常陸大宮市会場は台風19号
で氾濫した那珂川及び久慈川の浸水被害者の避難場
所となり中止となりました。残る５カ所での相談会
についてご報告いたします。

＜大子町＞
日時：令和元年10月５日（土）　
　　　午前10時～午後３時
場所：大子町文化福祉会館まいん
相談員：古川先生、大和田先生
相談件数：５件
相談内容
遺言・相続　１件、その他４件　合計５件

＜那珂市＞
日時：令和元年10月５日（土）　
　　　午前10時～午後３時
場所：那珂市中央公民館
相談員：中庭先生、大森（美）先生
相談件数：３件
相談内容
遺言・相続　３件　合計３件

＜高萩市＞
日時：令和元年10月15日（火）　
　　　午前10時～午後３時
場所：高萩市役所
相談員：三橋先生、大和田先生
相談件数：４件
相談内容
遺言・相続　４件　合計４件

広報月間　行政書士無料相談会

大和田相談員

中庭、大森相談員

支部長　三橋　　司
新年ご挨拶

　あけましておめでとうござい
ます。昨年は、支部皆様のご協
力とご指導を賜り厚く御礼申し
上げます。支部長 2 期目の新年
挨拶となりました。

　昨年は台風災害が起こり大変な年でした。また
災害と言えば茨城県行政書士会は各市町村と災害
協定を結んでおります。それの対応にも追われた
年でもありました。
　また、今年も一段と高齢化社会が進むでしょう。
それに伴う「空き家問題」「事業承継」「人手不足
問題」等、行政書士業務と密接にかかわります。

研修会もこれに対応して行っていきたいと思いま
す。
　個人事業主である行政書士は無論個々の業務を
こなさなくてはなりません。大変なのは重々承知
しておりますが上記の問題対処の折には支部の皆
様「One Team」でお願いしたいと思います。
　最後に会員の皆様の益々のご活躍、ご多幸を祈
念して新年のご挨拶とさせていただきます。
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＜東海村＞
日時：令和元年10月25日（金）　
　　　午前10時～午後３時
場所：東海村総合福祉センター「絆」
相談員：𠮷成先生、佐藤先生
相談件数：２件
相談内容
遺言・相続　１件、その他１件　合計２件

＜日立市＞
日時：令和元年10月27日（日）　
　　　午前10時～午後３時
場所：多賀市民会館
相談員：菅原先生、古市先生
相談件数：22件
相談内容
遺言・相続　19件、その他３件　合計22件

開始時間早々に、行列ができて大変好評だったそ
うです。

当日、各会場にて相談員になられた先生方、お疲
れさまでした。

𠮷成、佐藤相談員

菅原、古市相談員

（通信員　飛田　憲明）

日時：令和元年10月30日（水）　
　　　午後５時～午後８時
場所：大子町　東京理科大研修センター
相談員：古川先生、三橋先生、
　　　　中庭先生、遠藤先生
相談件数：６件
相談内容
　台風19号により甚大な被害を受けられた大子
町にて、被災者無料相談会が行われました。
　茨城県行政書士会から要請された県北支部員４
名が相談にあたりました。相談内容としては、今
後の生活についての心配事がほとんどを占めたそ
うです。一日も早い復興を願います。

被災者無料相談会

支
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支部だより

鹿行支部鹿行支部鹿行支部

日程：令和元年10月３日（木）～10月27日（日）
　　　午前９時～午後４時
場所：鹿嶋市：①大野ふれあいセンター
　　　潮来市：②潮来市立中央公民館
　　　神栖市：③かみす防災アリーナ
　　　鉾田市：④鉾田中央公民館
　　　　　　　⑤フードスクエアカスミ鉾田店
　　　行方市：⑥なめがたファーマーズヴィレッジ
　　　　　　　⑦あそう温泉白帆の湯 天王崎観光
　　　　　　　　交流センター「コテラス」
相談者：18名　　鹿行支部会員　延べ63名
事業内容：
鹿行支部では、昨年10月３日（木）から27日（日）

までの期間中、５市各２回の無料相談会を実施しま
した。
これまでは市の公民館など公共施設を主な会場に
実施してきましたが、前年の鹿嶋市のショッピング
センター「チェリオ」においてユキマサ君も登場し
て大変好評だったことから、今回は鉾田市と潮来市
のショッピングセンターについても関係者のご協力
を得て無料相談会を開催することになりました。
鉾田市では、スーパーカスミ鉾田店内に会員の
テーブル・イス等を持ち込んで設営し、のぼり旗な
どはスーパー出入口の見易い場所へ設置することが
できたため、士業について尋ねられたり買い物のつ
いでに相談される方もありました。
神栖市では中央公園内に市施設の防災アリーナが

６月に完成したため、毎年２万人が来場される商工
農まつり「かみすフェスタ2019」がここで初めて
開催されるということで、神栖会員のご尽力によ
り、正面玄関口の集客が多い場所で活動することが
できました。特にユキマサ君の登場は絶大で500個
用意したティッシュやチラシがあっという間に午前
中で無くなってしまい翌日他会場の予定分を補充し
てもらうほど士業ＰＲの絶好の機会になりました。
これを知って相談したいと即時申込みされる市民
もありましたがこの日は士業の広報活動であるこ
とをお伝えし丁重にお断りしなければならなかっ
たことは来年の課題として残りました。途中に國
井会長も応援に駆けつけて下さり会員一同大いに
盛り上がったことは言うまでもありません。
また、行方市についても今回初めて体験型農業
テーマパークである「ファーマーズヴィレッジ」で
開催することができ、相続問題など相談者の不安解
消に取り組むことができました。
昨年は稀にみる大型台風15号が茨城県土を直撃
したため記録的豪雨による甚大な被害をもたらしま
したが、鹿行支部でも10月12日に予定していた鹿
嶋市（ショッピングセンターチェリオ）と潮来市
（ラ・ラ・ルーショッピングセンター）での相談会
については、台風19号の接近情報が入ったためや
むを得ず中止にした経緯がございます。
特にこの日は、茨城放送から取材インタビューを
受ける予定で小嶋支部長はじめ会員全員がいつもよ

鹿行支部無料相談会

支部長　小嶋　幸江
新年ご挨拶

　新年明けましておめでとうご
ざいます。
　令和 2 年を迎え、皆様今年の
抱負など、新たな経営目標を立て
られたのではないかと思います。

　さて、鹿行支部でも、令和 2 年度の事業計画に
ついて、昨年度の事業を推進発展させていけるよ
う役員一同協議しております。
　昨年は、広報活動月間における無料相談会・支
部研修会・支部旅行等々実施して参りましたが、
会員皆様のご協力・ご支援により大きな成果と充
実感を持って終えることができました。深く感謝
申し上げます。
　本年は、我々行政書士業務に直結する、行政書

士法改正・民法改正・建設業法改正等々様々な法
律が改正され施行されていく中、士業として法律
改正にしっかりと向き合い、研鑽を深め業務に生
かせるよう支部研修会を充実していきたいと考え
ております。
　また、市民生活への貢献という観点からも、法
改正に対応した業務の知識を生かせる場の設定や、
災害支援への協力（災害がなく安心して業務に取
り組めることが一番です。）等、行政書士として何
ができるかを第一に考え取り組んで行きたいと思
います。
　最後に会員皆様のご発展とご多幸を祈念し、新
年のご挨拶とさせて頂きます。
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（通信員　大槻　　茂）

カスミ鉾田店
國井会長が応援に駆けつけてくれました

カスミ鉾田店

「かみすフェスタ２０１９」にて

行方市天王崎観光交流センター
「コテラス」にて

「かみすフェスタ２０１９」にて

「かみすフェスタ２０１９」では
ユキマサ君が大活躍！

「鹿嶋市立大野ふれあいセンター」にて

り張り切っていただけに鹿行士業のＰＲ機会を失っ
たことは誠に残念でした。
今回の相談会については７会場で延べ63会員の
ご協力をいただきました。台風の影響もあって相談
件数は18件でしたがここ数年の鹿行支部における
件数は20件程度で一会場あたり１～３件で推移し
ております。準備の割には士業として少し物足りな
いところでもあります。　
行政書士は何をする仕事なのか何ができるのかわ
からないと今でも話を聞くところですが、今回の神

栖市の賑わいのあるイベント会場で士業ＰＲの展開
を図れたことは大きな成果であり広報活動を見つめ
直す機会になりました。相談会は単に実施するだけ
でなく、広報活動を通して住民との対話をひろめ、
さらに会員同士で交流が図れたことは今後の士業発
展に大変有意な事業であると感じております。来年
はさらに活動充実のもと市民の生活向上を第一義
に、人生100年に寄り添う魅力ある士業発展、そし
て会員相互の人づくりのため引き続き新たな展開
を図ってまいります。

行方市「ファーマーズヴィレッジ」にて

「潮来市立中央公民館」にて
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関地協

令和元年12月５日（木）午後１時～12月６日（金）午後１時

湯本富士屋ホテル（神奈川県足柄下郡箱根町湯本256－1）

日　　時

場　　所

令和元年度日本行政書士会連合会と関東地方協議会との連絡会

神奈川県行政書士会

当会より國井豊（会長）、飯塚富雄・古川正美・渡邉律三・嶋田広一（副会長）、若山
民雄（建設部長）、深谷孝（運輸交通部長）、中山満芳（保健風営部長）、木村司（環境
部長）、柴本勇（申取委員長）10名のほか、各単位会（千葉、栃木、埼玉、群馬、長野、
山梨、静岡、新潟、東京、神奈川）から95名、日行連から役員事務局４名、合計109名

当　番　会

参　加　者

５日 13：00～　開会式
 13：30～　講　演 「権利擁護活動と行政書士」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日行連会長　常住　豊　氏　
 14：30～　分科会 ①会長会　②国際業務連絡会　③運輸業務連絡会
    ④環境業務連絡会　　⑤建設業務連絡会
    ⑥風俗営業業務連絡会
 18：00～　懇親会
６日 　9：00～　分科会報告会
 10：00～　日行連との連絡会
 11：30～　閉会式

日　　程

　当番会である神奈川県行政書士会の進行により、開会式の後、日行連会長によるご講演がありました。分
科会は、６つの部門に分かれ、実務的かつ情熱的な意見交換が行われ、懇親会では、冒頭に箱根町町長山口
昇士氏の歓迎の辞があり、大盛況の中、箱根の夜は更けていきました。翌日、分科会報告会で、各部門から
先進的成功例や課題、問題点等の発表があり、ご来賓の神奈川県副知事中島正信氏からご挨拶の後、要望に
対する日行連の回答、日行連との連絡会を行い、閉会式、解散となりました。
　今回の連絡会を通して日行連会長は、折良く「行政書士法の一部を改正する法律」が12月４日に公布さ
れたこともあり、これまでの経緯、成立の意義、今後の更なる法改正へむけての展望について時間を忘れる
ほど情熱的に語られました。その見識の高さ、発信力に大いなる期待感を抱いたのは私だけではないことで
しょう。自らも行政書士たる使命や責任を再確認しながら帰路についた次第です。
　資料や詳しい内容につきましては、事務局または参加者までお問い合わせください。

（副会長　嶋田　広一）
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