
日　時：令和３年10月12日（火）
　　　　午後６時～午後７時30分
場　所：スマホ・パソコン・タブレット等
　　　　ZOOM接続環境
内　容：フリートーキング形式の業務研修会

　日頃の疑問を聞ける機会を作ることを目的とした、
恒例のフリートーキング形式の業務研修会。新型コ
ロナ感染症の感染防止対策として、今回はZoomを
使ったWeb会議形式でした。
　まず、齊藤公基先生の司会のもと参加者の自己紹
介がなされ、その後、各々の業務上の疑問についてフ
リートーキング形式による質疑・応答が行われました。
　質問内容は、相続、建設業、外国人業務、成年後
見業務など多岐にわたり、ベテランの先生方の知恵
や経験をお伺いする機会として、新人参加者には大
いに参考になる研修会となりました。また、建設業
の最新情報の話も出て、参加者にとって有意義な時
間になりました。
　さらには、失敗談や報酬の請求の仕方といった普
段はなかなか聞けない話までされるなど大いに盛り上
がり、中身の濃いフリートーキングが展開されました。
　質問に丁寧にお答えくださった先生方、ありがと
うございました。

令和３年度「第１回フリートーキング会」

「行政書士制度広報月間」のPR活動
日　時：令和３年10月21日（木）～23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
　
　「行政書士制度広報月間」ということで、水戸京
成百貨店で行われました無料相談会の会場において、
行政書士制度のPR活動を行いました。
　その他、水戸市役所をはじめ、各地において無料
相談会を開催し行政書士制度をPR致しました。
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水戸支部

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。

相談会のご担当の斉藤強先生と河本りえ先生。相談者の質問に丁寧に答
えておられました。
※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。



日　時：令和３年11月18日（木）
　　　　午後６時30分～午後８時
場　所：水戸生涯学習センター　大講座室
内　容：テーマ　「初めての経営事項審査」
　　　　講　師　齊藤　公基　先生

　新型コロナの緊急事態宣言を受けて延期されてお
りました「第１回業務研修会」が、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「初めての経営事項審査」で、経
営事項審査の書類作成の方法について、齊藤公基先
生に講義をしていただきました。
　講義は、建設業経営者研修会テキストを参考にし、
それに詳しい解説を加えていくという方法で進めら
れ、講師の体験に基づいた丁寧な説明がなされまし
た。また、最新の変更点についても詳細な説明がな
され、初めて臨む方のみならず経験のある方にとっ
ても大いに役立つ講義となりました。
　講義後の質疑応答においては、ベテラン参加者か
ら、「当日提示する書類」の歴史的背景についての
ご説明をいただきました。
　参加者にとっては大変貴重な時間になったと思わ
れます。
　ありがとうございました。

令和３年度「第１回業務研修会」

　（通信員　宇野　雅彦）
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日　時：令和３年11月27日（土）
　　　　午前10時15分～正午
場　所：ホテルグランド東雲
参加者：18名

【報告事項】
１．担当理事が２月27日に予定している業務研修会の
進捗状況について報告。Zoomを併用するか検討中。
２．担当理事が広報月間における相談実績について
報告。広報紙を見て来場された相談者が多かった。
３．担当理事が研修旅行について報告。参加者は合
計５６名となった。
４．担当副支部長から「稲敷市コロナ手続き相談の
件」について報告。令和３年８月～令和４年１月
の第２・第４週の火曜日、13～17時に実施中。支
援金（国・県）や営業時間短縮の補償手続きにつ
いて対応している。
５．担当副支部長から「関東地方協議会連絡会の件」
について報告。１都10県から単位会役員が集まるが、
少人数開催となったため手伝いの人員を削減した。

第５回　理事会

日　時：令和３年11月26日（金）～11月27日（土）
　　　　午後２時～翌午前10時
場　所：ホテルグランド東雲
講　師：取手公証役場　公証人　有竹　茂一　先生
参加者：56名　１コース（１泊２食）……………33名
　　　　　　　２コース（日帰り夕食付）………12名
　　　　　　　３コース（研修のみ）……………11名

【研修内容】

公正証書遺言の作成と関連する
実務上の留意点について
　取手公証役場の公証人を務めている有竹茂一先生
を講師に招き、「公正証書遺言の作成と関連する実
務上の留意点について」について研修を行いました。
有竹先生は「行政書士の皆様は多様な業務を取り
扱っておりますが、その中で、相続・遺言に関する
相談や遺言書の作成支援、資料収集、遺言執行者と
しての業務を遂行してます。実務上の留意点につい
て情報提供が出来れば」と言います。
　最初に相続・遺言関する相談業務を行なうための

基礎知識として、法定相続人や法定相続分、遺言作
成が特に必要な人、遺言の種類を説明。その後、公
正証書遺言作成の流れ、最初の確認事項（遺言能力、
遺言意思、口述の可否、署名・押印の可否、国籍等）、
遺言の内容に関する留意事項を説明。特に「相続さ
せると遺贈する」の違いや「包括遺贈と特定遺贈」
の違いに注意が必要と言います。
　遺言の記載例を参考に「簡潔な遺言と複雑・詳細
な遺言」、「負担付相続・遺贈」、「配偶者居住権」に
ついて具体的な記載方法を伝授。また、平成30年の
民法改正に伴う留意事項や遺言の検索・謄本交付申
請（相続人の代理人、遺言執行者として）に必要な
書類について解説していただきました。
　行政書士の相談業務で最も多いのが相続と遺言に
なります。参加者から多くの質問が寄せられるなど
基礎知識の確認と留意点を学ぶ有益な研修会でした。
　研修会終了後にコロナ対策を実施したうえで懇親
会を開催し、45名の会員が参加しました。
　研修旅行の詳細や参加した感想については、北野
早紀会員と有村秀成会員、東克則会員の寄稿文でお
伝えいたします。　　　　　（通信員　澁谷　輝男）

県南支部研修旅行

支
部
だ
よ
り

県南支部

研修旅行終了後に行われた理事会



【寄稿文】
１．北野早紀会員
　つくば市のホテル東雲にて、県南支部研修旅行が
開催されました。私は今年５月登録のため、研修旅
行への参加は初めてです。近年は新型コロナウイル
ス感染症の影響で対面での様々なイベントが中止、
あるいはオンライン化されており、リアルで他の先
生方にお会いできる機会自体がとても貴重なもので
した。特に、研修旅行に関しては、今までお会いし
た諸先輩方から「去年はコロナで直前に中止になっ
ちゃって…」というお話を度々伺っており、今回は
多くの人にとって待望の研修旅行だったのではない
かと推察します。
　会場に着くまでは若干緊張していた私ですが、会
場に着いてすぐ、見知った先生方にお会いしお話し
できたことで、気持ちがほぐれました。
　研修会は、まず取手公証役場から公証人の先生を
お招きしての公正証書遺言に関する研修、その後懇
親会という流れでした。
　公証人の先生を会場にお招きする前に、参加者全
員が一人ずつ自己紹介をしました。その後、研修の
開始時間までフリータイムとなり、会場のあちらこ
ちらで名刺交換が行われました。こういった時間は
新人の私にとってはとても有難かったです。
　研修では、公正証書遺言の概要について、そして
実際に作成する際の手順や留意点等を丁寧に説明し
て頂きました。勿論、お話全てが大変勉強になった
のですが、個人的には、言葉の選び方によって意味
合いがどのように変わるかを記載例を見ながら教え
て頂いたことが特に参考になりました。
　その後の懇親会では、各テーブルに分かれホテル
の美食に舌鼓を打ちました。固定席はあるものの、

懇親会中は席に関係なく自由に移動して各々が有意
義な時間を過ごしていました。私も例にもれず、他
のテーブルへ挨拶をしに行ったり、同じテーブルの
先生方に色々な話を聞いたりと、楽しく過ごすこと
が出来ました。そうこうしているうちに、あっとい
う間に中締めの時間になり、私のように宿泊をしな
い人は帰路につきました。
　終わってから改めて思ったのは、これだけ大勢の
方と一度にお会いし、かつ話をする時間が得られる
のは研修旅行ならではなんだろうな、ということで
す。想像していたよりもずっと和やかで、あまり肩
肘張らずに参加できました。研修でも懇親会でも得
るものが大きく、本当に参加して良かったと思って
います。
　最後になりましたが、コロナ下での開催は会場選
びから運営、感染症対策等、例年以上に多方面へ配
慮が必要であり、大変なご苦労を伴ったと思います。
改めて、研修会開催に携わってくださった先生方へ
心より感謝申し上げます。

２．有村秀成会員
　今回、初めて参加させていただきました。
　研修は、非常に有益な研修内容でありました。今
回の研修を担当された支部の役員の皆様には心から
感謝申し上げます。
　高齢化の中、今後利用者が増えるであろう公正証
書遺言について、公証人の先生から直接、実務に沿っ
た遺言書の記載例など講義していただき、学んだ知
識については今後の業務に活かしていきたいと思い
ます。
　研修後の懇親会では、少しお酒も入り緊張もほぐ
れ、同席した先生方とゆっくり懇談することができ
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講師の有竹茂一先生 有村先生（左）と石井支部長



ました。やはりリモートよりはリアルかなと感じる
瞬間でありました。
　今回の研修旅行の会場は、自宅から車で40分程度
のところにある近場のホテル。それでも裸の交流を
図れる大浴場があるのではないかと期待しておりま
したが、残念ながらありませんでした。来年は、是非、
大浴場がある温泉地での開催を期待しております。

３．東克則会員
　11月26日（金）～27日（土）、つくば市ホテルグラン
ド東雲にて開催された令和3年度茨城県行政書士会
県南支部研修旅行に参加させていただきました。旅
行といってもコロナ禍のためホテル内のみの活動で
したが、新人の私にとっては総勢50名余りの多くの
行政書士の先生達にお会いできるのは人生初めての
経験でした。
　初日は取手公証役場の有竹先生を講師にお迎えし、
「公正証書遺言の作成と実務上の留意点について」
と題しましてご研修頂きました。テーマに馴染みの
ある方とそうでな方がいたと思いますが、事例を織
り交ぜてのお話がとても分かりやすく、今後の専門
領域を考える上でとても参考になりました。有竹先
生！素晴らしい研修をありがとうございました！
　また研修会後は、隣の宴会場での懇親会に参加さ
せていただきました。懇親会は総勢30名余りの先生

方にご参加いただき、私はテーブルを回りながら
様々な先生の実務上の生の情報をお聞きすることが
でき勉強になりました。翌日は朝食後解散となりま
したが、役員の方はその後まだ役員会とのことで頭
が下がる思いです。役員の皆様！すばらしい研修旅
行、有難うございました！
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熱心に傾聴する参加者

新会員との情報交換や
懇親の輪が広がった

久しぶりの対面に
笑顔があふれた懇親会



　今年度も広報月間を迎え、県西支部各地で無料相談会が開催されました。
　各地区の相談員である支部会員が、それぞれの得意業務を活用し相談に対応しました。農地の相続問題や
利活用の相談がある場合でも、県西支部には、在住自治体の農業委員も務める支部会員が複数名おり、今回
の広報月間相談会においても経験を活かして相談者の力になることができました。一方で、想定していたよ
りも相談件数が少ない会場もあり、相談したい方にどのように相談会を知ってもらうかという課題を各地区
でも検討していきたいと思います。

無料相談会の実績（10月開催分）
　13日　常総市会場（２会場）相続１件・土地利用１件	 合計２件
　16日　筑西市会場　相続12件、土地関係件３件、離婚１件、借入金１件、賃料等１件	 合計19件
　16日　古河市会場　相続６件　賃貸借２件、農地１件	 合計９件
　22日　桜川市会場　相続１件	 合計１件
　31日　坂東市会場　相続３件、農地２件	 合計５件
　31日　境町会場　相続４件、土地関係２件、共有の新築１件、その他１件	 合計８件

令和３年度広報月間の取組みについて
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県西支部

筑西市会場には、古川会長も激励に来てくださいました。

常総市石下会場。常総市は２箇所での開催でした。

木村理事と小林支部会員も相談に対応しました。

水海道会場では、古谷支部会員が農地相談に対応。



　広報月間中、用務のため偶然大阪府に行く事になった鈴木通信員。用事の合間を縫い、東成区役所前で昭
和初期に行政書士業務を行なっていた『代書屋』４代目桂米団治の顕彰碑を拝伏し、大阪府行政書士会事務
局を訪問。大阪府行政書士会天王寺支部のご厚意により、天王寺区役所での無料相談会を見学させて頂きま
した。相談会を担当された先生方からは、天王寺支部でも相続の相談が大部分を占めることや、海事代理士
と協力して行った通関業の許認可など珍しい業務のお話を伺い、大変勉強になりました。

［コラム　遊撃！通信員の行政書士たび①］
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古河市会場名物、永塚理事と細井理事のベテランコンビ。

坂東市会場は頼もしい６人体制での実施。

代書事務所跡地に建つ『代書屋』顕彰碑

桜川市会場では相続の相談がありました。

境町会場は肥後理事と赤萩会員で８件もの相談に対応。

無料相談会が行われた天王寺区役所もレトロな建物。



令和３年度第二回県西支部研修会の開催

日　時：令和３年11月27日（土）
　　　　午後１時～午後３時
会　場：筑西市ダイヤモンドホール

　去る11月27日、筑西市ダイヤモンドホールにて第
二回県西支部研修会が開かれました。
　県西支部では自動車解体業許可の業務が少なくな
いことから、当支部理事でもある石塚紀雄支部会員
を講師とし「自動車解体業許可申請手続き」をテー
マに行われました。

　提出書類について詳しい解説や、添付図面の記載
方法、雨水の計算方法等も説明していただきとても
勉強になりました。また開発行為が必要となる市街
化調整区域内の自動車解体業の施設取り扱い（包括
承認基準５）は、県の建築指導課での見直しも含め
た今後も動きについて、注視するよう情報提供があ
りました。
　令和３年12月から、この開発行為の基準を準用し
ていた各市町村では、準用から除くと市や町がホー
ムページ等で告知しているところもあります。

　（通信員　鈴木　智絵）
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高くそびえる大阪行政書士会館ビル。

解体業務のエキスパート、石塚理事による講義

事務局以外にも会議室など、会員のための施設が入っています。

若手からベテランまで幅広い支部会員が受講。



　10月の行政書士制度広報月間に伴い、県北支部では10月９日の那珂市公民館を皮切りに、用意した会場に
おいて無料相談会が行われ、県北の各先生方がそれぞれ担当の場所で対応に当たられました。事前の新聞等
の告知のおかげか、会場によっては遠方より来られた相談者や、開始直後から順番待ちで多少並ぶといった
状況が見受けられました。日程や場所、担当された先生方は下記のとおりになります。

行政書士制度広報月間　県北支部無料相談会

日　時：令和３年10月９日（土）
　　　　午前10時～午後３時
場　所：那珂市公民館第二会議室
出席者：中庭先生／原田先生

日　時：令和３年10月12日（火）
　　　　午前10時～午後３時
場　所：高萩市役所２階相談室
出席者：三橋先生／鈴木先生

日　時：令和３年10月23日（土）
　　　　午前10時～午後３時
場　所：おおみやコミュニティーセンター２階
出席者：黒澤先生／茅根先生

日　時：令和３年10月16日（土）
　　　　午前10時～午後３時
場　所：大子町福祉会館まいん１階
出席者：大和田先生／通信員飛田
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常陸大宮市会場にて

高萩市会場にて古川会長が来られました 大子町会場にて

黒澤先生と茅根先生

那珂市会場にて会場となった那珂市公民館



　11月27、28日の２日間、県北支部において研修旅
行が実施されました。
　主な目的地として１日目は群馬県富岡市にある富
岡製糸場、２日目は富山県立山町にある黒部ダムを
訪れました。参加人数は９人と若干少なめでしたが、
今回の研修旅行は、新型コロナウイルスの感染状況
により開催を実行できるのかどうか見極めが不透明
な状況で、幹事の先生方が大変苦労をして日程や宿
の手配をされていたみたいです。幸いにも感染者数
が低い状態になり、それに伴う移動制限の解除によ
り今回の研修旅行が開催され、幹事の先生方の苦労
が報われたように思います。両日とも天候に恵まれ、
良い旅行日和で２日間を過ごせました。
　第一日目に訪れた富岡製糸場は、平成26年に世界
遺産となったため一躍注目を浴び、明治の創業時か
らの建物がそのままの状態で残っている歴史的にも
貴重な場所であります。場内ではガイドの方の丁寧
な説明を聞きながら巡り、建物や工場内の機械の特
徴や歴史的経緯、製糸場がこの地に選ばれた地理的
な理由等大変興味深い解説を聞くことができました。
国宝に指定されている建物も数棟あり、場内にいる
だけで明治の雰囲気を味わえる素晴らしい場所であ
ると思われました。

令和３年度県北支部研修旅行
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ガイドさんによる解説

富岡製糸場にて

外は少し寒かった



　第二日目の最終日は黒部ダムを訪れ
ました。この場所へは富山県側にある
ケーブルカーの立山駅から幾多の乗り
物を乗り継いで行くルートと、長野県
側の関電トンネル内を走る電気バス
の扇沢駅からのルートがありますが、
我々一行は長野県側からダムへ向かい
ました。前日の長野県大町にあるホテ
ルへ到着した際は雪が降っており、明
日の黒部ダム行きを心配しましたが、
当日は素晴らしい天気に恵まれました。
扇沢駅より黒部ダムへ向かうトンネル
内には、毎秒660ℓもの地下水や土砂
が溢れ出るために、たった80ｍ堀進む
のに７ヵ月もの期間を要した「破砕帯」と呼ばれる
区間があります。この区間を通る際には青いライト
で分かりやすいように照らされており、往時の大変
な苦労を思わずにはいられませんでした。黒部ダム
到着後はダム展望台やダム本体上部に当たる「えん
堤」と呼ばれる部分を散策しましたが、標高1,470
ｍもあるにもかかわらず風もない素晴らしい青空の
天気と、前日に降り積もった雪に覆われた山々のお
かげで正に絶景を堪能することが出来ました。この
巨大なダムの建設には約７年もの月日が費やされ、

殉職者171名を出した大変な工事で出来上がったも
のであり、ここを訪れた際には完成に携わった多く
の人々の意思の強さと多大なる努力を強く感じるこ
とができました。

　研修旅行中は大したトラブル等もなく、順調に行
程が進み、素晴らしい場所を訪れ、美味しいものを
頂き、有意義な２日間を過ごせました。この旅行を
企画された幹事の先生方や関係者の皆様に改めて感
謝申し上げます。

　（通信員　飛田　宏道）
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風もなく暖かでした

雪山をバックに

絶景に言葉もありません

扇沢駅にて

雪におおわれた黒部ダム



日　　程：令和３年10月２日（土）～令和３年11月７日（日）
日時・場所・件数：

10／２ かみす防災アリーナ ６件
10／５ 大洋公民館 ２件
10／９ 鉾田中央公民館 ２件
10／９ 大野ふれあいセンター １件
10／６ 麻生公民館 ３件
10／20 鹿嶋市商工会 ６件
10／21 かみす防災アリーナ ８件
10／24 潮来ラ・ラ・ルー ６件
10／30 麻生コテラス １件
11／７ 潮来市社会福祉協議会 ３件

遺言セミナーに22名の参加

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か所にて実施しました。相談
件数は38件となり、多くの皆様にご来場いた
だけたと思います。相談内容としては、相続
や遺言関係のものが多く、やはりその分野に
行政書士の高いニーズがあると感じさせられ
ました。その他にも、土地関係、契約関係な
ど様々な相談があり、業務の幅の広さを実感
したところです。

　　　　また11月７日に関しては、昨年から実施し
ている遺言セミナーを同時開催しました。22
名もの方にご参加いただき、ありがとうござ
います。これからも継続して実施して行きた
いです。

　　　　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。

鹿行支部無料相談会
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鹿行支部

ユキマサ君も登場

10/9　相談の様子

ユキマサ君と一緒に

古川会長にお越しいただきました



日　時：令和３年10月26日（火）　午後３時～
場　所：鹿嶋市まちづくり市民センター研修室202
参加者：11名
議　題：（１）無料相談会の実施状況について
　　　　（２）潮来市からの要望
　　　　（３）常設無料相談会の開設に向けて
　　　　（４）第２回研修会について
　　　　（５）その他

日　時：令和３年11月27日（土）　午後２時～
場　所：レイクエコー　大研修室
参加者：22名
題　目：建設業法改正　経審改正
講　師：記念講和　大洗町長

國井　　豊　氏（本会名誉会長）
　　　　支部会員講話　佐藤　鉄也　氏

第３回理事会

第２回研修会

　（通信員　阿部　孝太郎）
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相談会の報告とこれからについて議論 研修会についても話し合いました

國井町長からの熱いエール 佐藤先生から協同組合の設立に関して


