
 

平成２７年度 事業部事業報告 

 

１．東日本大震災についての法律相談等 

  県外への相談員派遣事業は担当委員会を設けず、相談員希望者全員を登録

した県外相談員派遣プロジェクトチームなるメーリングリストを活用し、相

談員派遣情報を提供、相談員自らが積極的に派遣に応じる形式で運用した。 

（１）日司連の被災者支援事業として陸前高田市へ相談員派遣 

    第十五次より第十九次まで以下の通り、年間５回相談員を派遣した。 

①第十五次派遣 平成２７年６月６日・７日（土・日） 

市ノ澤創（石岡支部）   矢野光輝（土浦支部） 

藤田 優（下妻支部）   荒井秀喜（下妻支部） 

②第十六次派遣 平成２７年８月２２日・２３日（土・日） 

針谷政人（水戸支部）   竹内孝行（水戸支部） 

堀江大介（水戸支部）   藤田 優（下妻支部） 

③第十七次派遣 平成２７年１０月１０・１１日（土・日） 

 針谷政人（水戸支部）   國井昭男（水戸支部） 

 根本洋治（太田支部）   藤田 優（下妻支部） 

④第十八次派遣 平成２７年１１月７日・８日（土・日） 

谷川由紀子（日立支部）  松井智彦（龍ケ崎支部） 

藤田 優（下妻支部）   太田亮介（下妻支部） 

⑤第十九次派遣 平成２７年１１月２８日・２９日（土・日） 

大内康成（水戸支部）   入江浩幸（石岡支部） 

矢野光輝（土浦支部）   藤田 優（下妻支部） 

（２）法テラスふたばへ相談員派遣 

派遣日 派遣相談員 

平成２７年 ４月 ２日（木） 黒澤竜太 （水戸支部） 

平成２７年 ４月 ９日（木） 安藤康子 （土浦支部） 

平成２７年 ５月 ７日（木） 入江浩幸 （石岡支部） 

平成２７年 ５月１４日（木） 安島美樹 （日立支部） 

平成２７年 ６月 ４日（木） 德永謙二 （水戸支部） 

平成２７年 ６月１１日（木） 堀内康江 （土浦支部） 

平成２７年 ７月 ２日（木） 森島和彦 （下妻支部） 

平成２７年 ７月 ９日（木） 安藤康子 （土浦支部） 

平成２７年 ８月 ６日（木） 久松伸一 （下妻支部） 

平成２７年 ８月１３日（木） 針谷政人 （水戸支部） 



 

平成２７年 ９月 ３日（木）   太田亮介 （下妻支部） 

平成２７年 ９月１０日（木）   関裕一郎 （土浦支部） 

平成２７年１０月 ８日（木） 谷川由紀子（日立支部） 

平成２７年１１月１２日（木）   根本洋治 （太田支部） 

平成２７年１２月１０日（木）   谷川由紀子（日立支部） 

平成２８年 １月１４日（木）   市ノ澤創 （石岡支部） 

平成２８年 ３月１０日（木）   安藤康子 （土浦支部） 

（３）仙台法務局石巻支局相談員派遣 

   平成２７年８月 ６日・７日（木・金） 山本 修（土浦土浦） 

   平成２７年８月２０・２１日（木・金） 針谷政人（水戸支部） 

 

２．司法書士総合相談センター茨城事業（総合相談センター運営委員会） 

（１）無料面談相談 （ ）内数字は昨年度データ 

                                （件） 

 水戸 つくば 古河 常総 合計 

平成 27年４月 ６ (３) ２ (７) １ (２)  ９(１２) 

平成 27年５月  ２ (７)  ３ (４) １ (０)  ６(１１) 

平成 27年６月 ４ (３) ０ (３) ３ (１)  ７( ７) 

平成 27年７月 ８ (４) ２ (１) ３ (０)  １３( ５) 

平成 27年８月 ２ (４) １ (３) ２ (０)  ５( ７) 

平成 27年９月 ６ (５) ２ (５) ０ (３)  ８(１３) 

平成 27年 10月 ４ (３) ３ (５) ２ (２) ８ １７(１０) 

平成 27年 11月 ３ (４) ２ (４) ０ (３) １４ １９(１１) 

平成 27年 12月 ３ (２) ０ (２) １ (２) １３ １７( ６) 

平成 28年１月 ２ (４) ３ (２) １ (０) １１ １７( ６) 

平成 28年２月 ２ (５) １ (１) １ (１) ３ ７( ７) 

平成 28年３月 ４ (３) ８ (３) １ (２) ６ １９( ８) 

  ４６(４７) ２７(４０) １６(１６) ５５ １４４(１０３) 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）無料電話相談 （ ）内数字は昨年度データ 

                       （件）    

 件数 

平成 27年４月   ３９ (４３) 

平成 27年５月   １６ (３３) 

平成 27年６月  ５４ (２７) 

平成 27年７月  ３１ (４２) 

平成 27年８月 ３５ (３３) 

平成 27年９月  ２６ (３６) 

平成 27年 10月  ３８ (２１) 

平成 27年 11月  ２９ (３９) 

平成 27年 12月  ３２ (３３) 

平成 28年１月  ４０ (２７) 

平成 28年２月  ３８ (４１) 

平成 28年３月  ４３ (３５) 

 ４２１（４１０) 

 

（３）総合相談センター運営規程の改正（平成２７年１０月２３日施行） 

    自然災害等の必要に応じ、臨時相談センターを設置することができる

ようにした。 

（４）常総市臨時センターの設置 

    平成２７年１０月から平成２８年３月までの間、常総市役所内に臨時

相談センターを設置した。臨時センター開設のチラシを作成し配布した。 

（５）茨城司法書士会総合相談センター運営事業 

総合相談センターの相談事業を行った。 

各種相談会への相談員の派遣を行った。 

常総市臨時センター設置活動を行った。 

 

３．相談員養成事業（研修部事業） 

  関東・東北豪雨の復興支援相談の相談員向けの研修会を行った。 

  ①平成２７年１０月１日（木）１９時００分～２０時３０分 

   場 所 茨城司法書士会館 

   テーマ 復興支援相談の相談員向けの研修会 

   講 師 濱口宏明（日司連統合災害対策部部員） 

   参加者 ２４名 

②平成２７年１１月２日（月）１６時００分～１８時００分 



 

   場 所 ホテル・割烹野村屋（常総市） 

   テーマ 復興支援相談の相談員向けの研修会 

   講 師 岩野秀人（日司連市民救援委員会副委員長） 

   参加者 ２５名 

 

４．茨城司法書士会調停センター事業（調停センター運営委員会） 

（１）調停の実施 

   ①新規申立 ３件（継続１件、終了２件） 

    第１号 支払義務不存在確認事件 

     平成２７年４月３日（金）申立 

     平成２７年４月３日（金）受理 

     平成２７年６月４日（木）第１回調停期日 

     平成２７年７月２９日（水）手続実施者の終了決定 

          事務担当者 竹内孝行（水戸支部） 

     手続実施者 小島孝行（龍ケ崎支部）・黒澤竜太（水戸支部） 

    第２号 名誉回復事件 

     平成２７年１０月１４日（水）申立 

     平成２７年１０月１５日（木）受理 

     平成２７年１１月２４日（火）不応諾により終了 

     事務担当者 藤井里美（石岡支部） 

    第３号 債務弁済事件（次年度に継続） 

     平成２８年２月２６日（金）申立 

     平成２８年２月２９日（月）受理 

     事務担当者 黒澤竜太（水戸支部） 

   ②継続案件 １件（合意成立１件） 

    平成２６年度第２号 土地賃貸借契約更改請求事件 

     平成２７年４月４日（土）第２回調停期日・合意終了 

     事務担当者 竹内孝行（水戸支部） 

     手続実施者 奥村洋史（下妻支部）・藤井里美（石岡支部） 

（２）研修会の実施 

平成２７年１１月２１日（土）１３時３０分～１６時４５分 

場 所 茨城司法書士会館 

テーマ ①法令研修「調停の流れと諸規程、マニュアルの解説」 

②理論・実技研修「ロールプレイ・債務不存在確認事件」 

講 師 ①奥村洋史（茨城司法書士会調停センター運営委員） 

    ②黒澤竜太（茨城司法書士会調停センター運営委員） 



 

藤井里美（茨城司法書士会調停センター事務長） 

参加者 １９名 

（３）手続実施者名簿登載 

    新たに４名の名簿登載を行った。 

 

５．消費者問題等における取り組み（総合相談センター運営委員会） 

（１）茨城県多重債務者向け無料法律相談会への相談員派遣 

    茨城県からの要請を受け、下記の相談会に相談員を派遣した。 

多重債務者向け無料法律相談会（日立） 平成２７年１１月１３日（金） 

                   相談員 谷川由紀子（日立支部） 

多重債務者向け無料法律相談会（水戸） 平成２７年１１月１４日（土） 

                   相談員 川又 晋（水戸支部） 

多重債務者向け無料法律相談会（水戸） 平成２７年１１月１５日（日） 

                   相談員 川西勇介（水戸支部） 

（２）平成２７年度茨城県多重債務者対策協議会への参加 

 

６．法教育における取り組み（法教育推進委員会） 

（１）茨城県内高等学校への法教育（消費者教育）講座開催 

標準テキスト「社会に出る前に知っておきたい身近な法律とトラブル

の話（入門編）」のスライドを用いた講義を県内６校に対し行った。 

①茨城県立麻生高等学校    平成２７年１１月５日（木） 

 対象 ３年生 １９０名 

 担当 小祝 亮（水戸支部） 石井友佳（石岡支部）  

②茨城県立坂東総合高等学校  平成２７年１１月１１日（水） 

 対象 ３年生 ８２名 

 担当 松井 直（下妻支部） 久松伸一（下妻支部） 

③茨城県立土浦工業高等学校  平成２７年１１月１７日（火） 

 対象 情報技術科１年生 ４０名 

 担当 猪野研一（土浦支部） 堀内康江（土浦支部） 

④茨城県立守谷高等学校    平成２７年１２月 ９日（水）  

    対象 ３年生 ２２６名 

    担当 久松伸一（下妻支部） 登録講師 奥村洋史（下妻支部） 

⑤茨城県立竜ヶ崎南高等学校  平成２７年１２月１０日（木） 

 対象 ３年生 ５０名（２５名×２コマ） 

 担当 諏訪知子（鹿行支部） 宮部正樹（土浦支部） 

登録講師 岩田哲孝（土浦支部） 



 

⑥茨城県立玉造工業高等学校  平成２７年１２月１１日（金）  

    対象 ３年生 １７７名 

    担当 宮部正樹（土浦支部） 諏訪知子（鹿行支部） 

（２）茨城大学への講座開催 

    茨城大学人文学部社会学科より新設の講義科目の中で、法律系職業の 

一つとして司法書士についての講義依頼があり、本講義用に作成したテ 

キスト「『司法書士』って知ってますか？」のスライドを用いた講義を行 

った。 

    茨城大学 平成２７年１１月１８日（水） 

    対象 人文学部社会学科１年生 約２００名 

担当 松井 直（下妻支部） 小祝 亮（水戸支部）     

（３）法教育講座の標準テキストの改訂 

    前年度から使用していた標準テキスト「法律を知ればあなたの生活は

明るくなる」を見直し、新たに「社会に出る前に知っておきたい身近な

法律とトラブルの話（入門編）」と題し、４コマ漫画を用いた事例の紹介

を追加するなど、改訂した。 

 

７．成年後見制度等における取り組み（市民権利擁護委員会） 

（１）土浦市市民後見人養成講座への講師派遣 

    リーガルサポート茨城支部とともに作業チームを組織し、土浦市市民

後見人養成講座の講義内容の検討、資料作成等を行い、講師派遣をした。 

   会場：土浦市総合福祉会館  受講者数：１０名 

① 平成２７年１２月３日（木）１３時３０分～１６時３０分  

講演「成年後見制度概論・法定後見制度・任意後見制度」 

講師 綿引康夫（水戸支部） 

② 平成２８年１月１４日（木）１０時００分～１７時００分 

講演「申立手続き書類の作成」 

講師 矢野光輝（土浦支部） 

講演「財産目録の作成」 

講師 平岡佳代（土浦支部） 

講演「後見計画・収支予定の作成」 

講師 塚本由美（土浦支部） 

講演「報告書及び報酬付与申立の実務」 

講師 渡邊季代子（土浦支部） 

③ 平成２８年１月２１日（木）１２時３０分～１５時３０分 

 



 

講演「後見事務終了時の手続き・死後事務」 

講師 荘原直輝（土浦支部） 

講演「後見業務の実際」 

講師 佐藤裕光（土浦支部） 

（２）牛久市市民後見人養成研修修了者へのフォローアップ研修への講師派遣 

    平成２４年度実施の牛久市市民後見人養成研修修了者向けのフォロー

アップ研修に講師派遣をした。 

   会場：牛久市役所分庁舎   受講者数：①１７名②１９名 

①平成２７年１１月１９日（木）１３時３０分～１６時００分 

 講演「医療行為の事例検討」 

 講師 石田誠（鹿行支部）・浦賀美穂（龍ケ崎支部） 

②平成２７年１１月２４日（火）１３時３０分～１６時００分 

 講演「死後事務の事例検討」 

 講師 野中英樹（土浦支部）・貝塚真一（土浦支部）     

（３）高齢者の人権と権利擁護に関する講師養成方法の検討 

    高齢者の権利に関わる様々な問題に現場で接している福祉関係者に対 

して講義を行うことのできる人材を養成する方法について委員会を開催

し検討した。 

 

８．関係団体等との協力事業（地域連携等推進委員会） 

（１）消費生活センターへの相談員派遣  

派遣日 派遣センター 派遣相談員 

平成２７年 ５月１２日（火） 大子町 黒澤竜太 （水戸支部） 

平成２７年 ５月１３日（水） 水戸市 守田美和子（水戸支部） 

平成２７年 ５月２９日（金） 美浦村 江橋 徹（龍ケ崎支部） 

平成２７年 ６月 ３日（水） 水戸市 伊藤拓也 （水戸支部） 

平成２７年 ７月 １日（水） 水戸市 飯野 勤 （水戸支部） 

平成２７年 ７月 ３日（金） 美浦村 安藤康子 （土浦支部） 

平成２７年 ７月 ９日（木） 桜川市 奥村洋史 （下妻支部） 

平成２７年 ７月１６日（木） 桜川市 奥村洋史 （下妻支部） 

平成２７年 ８月 ４日（火） 大子町 大森 聡 （太田支部） 

平成２７年 ９月 ２日（水） 水戸市 川西勇介 （水戸支部） 

平成２７年 ９月 ４日（金） 美浦村 清水由裕 （土浦支部） 

平成２７年１０月 ５日（月） 桜川市 奥村洋史 （下妻支部） 

平成２７年１１月 ４日（水） 水戸市 竹内孝行 （水戸支部） 

平成２７年１１月１０日（火） 大子町 德永謙二 （水戸支部） 



 

平成２７年１１月２６日（木） 桜川市 奥村洋史 （下妻支部） 

平成２７年１１月２７日（金） 美浦村 宮本衛市（龍ケ崎支部） 

平成２７年１２月 ２日（水） 水戸市 守田美和子（水戸支部） 

平成２８年 １月 ６日（水） 水戸市 飯野 勤 （水戸支部） 

平成２８年 １月 ８日（金） 美浦村 松井智彦（龍ケ崎支部） 

平成２８年 ２月 ２日（火） 大子町 関裕一郎 （土浦土浦） 

平成２８年 ２月 ３日（水） 水戸市 伊藤拓也 （水戸支部） 

平成２８年 ３月 ４日（金） 美浦村 清水由裕 （土浦支部） 

（２）平成２７年度日本司法支援センター茨城地方協議会への参加 

   平成２７年１０月２８日（水） ホテルレイクビュー水戸 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 

（３）相談業務関係機関部門別連絡会議への参加 

   平成２７年１２月１日（火） 茨城県警察本部 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 

（４）法テラスの利用促進のための研修会実施 

   平成２８年３月１２日（土）１３時３５分～１４時０５分 

   場 所 茨城県開発公社ビル 

   テーマ 法テラスの利用方法・法テラスを利用するメリットとは？ 

   講 師 大塚 司（法テラス茨城事務長） 

       奥村洋史（地域連携等推進委員会委員長） 

   参加者 ９０名＋未登録者３名 

 

９．空き家対策に関する取り組み（地域連携等推進委員会） 

平成２７年２月２６日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行さ

れ、県・市町村の空き家対策が加速している。司法書士は、空き家の予防、相

続人調査への協力、市町村の開催する空き家相談会における相談員、後見人・

不在者財産管理人・相続財産管理人等の財産管理人への就任、市町村の内部機

関である空家等対策推進協議会の委員に就任する等、多方面での活躍が可能で

ある。よって、県及び市町村との良好な連携関係、信頼関係の構築のための活

動をした。 

（１）茨城県との連携 

  ①茨城県住宅課と空き家対策に関する打合せ 

   平成２７年５月１９日（火） 茨城司法書士会館 

   出席者 篠塚健司（鹿行支部） 巌渕英二（水戸支部） 

藤井里美（石岡支部） 奥村洋史（下妻支部） 

       須藤 孝（土浦支部） 鈴木 潤（土浦支部） 



 

  ②茨城県用地対策連絡協議会に講師派遣 

   平成２７年５月２９日（金） 茨城県開発公社ビル 

   講演「財産管理人制度の活用法～不在者財産管理人を中心として～」 

   講師 荘原直輝（土浦支部） 

   講演「財産管理人制度の活用法～事例紹介編～」 

   講師 藤井里美（石岡支部） 

  ③空家等対策の推進に関する市町村連絡調整会議出席 

   平成２７年６月５日（金） 茨城県庁 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 須藤 孝（土浦支部） 

       鈴木 潤（土浦支部） 松井智彦（龍ケ崎支部） 

  ④茨城県住宅課訪問 

   平成２７年１２月８日（火） 茨城県庁 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 須藤 孝（土浦支部） 

  ⑤市町村空家等対策連絡調整会議幹事会出席 

   平成２７年１２月１５日（火） 茨城県庁 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 江橋 徹（龍ケ崎支部） 

⑥空家等対策の推進に関する市町村連絡調整会議出席 

   平成２８年１月１８日（月） 茨城県庁 

   出席者 須藤 孝（土浦支部） 岩田哲孝（土浦支部） 

⑦空家等対策の推進に関する市町村連絡調整会議出席及び講演 

   平成２８年２月２２日（月） 茨城県庁 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 守田美和子（水戸支部） 

   講演「茨城司法書士会における空家等対策の取り組みについて」 

   講師 奥村洋史（下妻支部） 

（２）つくば市空き家等無料相談会への相談員派遣 

  ①平成２７年４月２５日（土） １３時００分～１７時００分 

   つくば市役所  相談者数 １２組 

   派遣相談員 須藤 孝（土浦支部） 渡邊季代子（土浦支部） 

         藤田 優（下妻支部） 

  ②平成２７年９月２６日（土） １３時００分～１７時００分 

つくば市役所  相談者数 １１組 

   派遣相談員 奥村洋史（下妻支部） 猪野研一（土浦支部） 

         荒井秀喜（下妻支部） 

③平成２８年１月２３日（土） １３時００分～１７時００分 

つくば市役所  相談者数 ７組 

派遣相談員 須藤 孝（土浦支部） 荘原直輝（土浦支部） 



 

         植木 稔（土浦支部） 

（３）市町村との連携 

  ①つくば市空き家対策室との打合せ 

   平成２７年７月２日（木） 茨城司法書士会館 

   出席者 鯉沼和義（下妻支部） 中村慎一（下妻支部） 

       藤井里美（石岡支部） 奥村洋史（下妻支部） 

       須藤 孝（土浦支部） 

  ②つくば市空き家対策室との打合せ 

   平成２７年８月１２日（水） つくば市役所 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 須藤 孝（土浦支部） 

  ③空き家問題に関する市役所訪問（稲敷市） 

   平成２７年９月２９日（火） 稲敷市役所 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 松井智彦（龍ケ崎支部） 

④空き家問題に関する市役所訪問（利根町） 

   平成２７年９月２９日（火） 利根町役場 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 松井智彦（龍ケ崎支部） 

⑤空き家問題に関する市役所訪問（阿見町） 

   平成２７年１０月１日（木） 阿見町役場 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 市ノ澤創（石岡支部） 

⑥空き家問題に関する市役所訪問（常総市） 

   平成２７年１０月６日（火） 常総市役所 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 荒井秀喜（下妻支部） 

⑦空き家問題に関する市役所訪問（土浦市） 

   平成２７年１０月１３日（火） 土浦市役所 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 須藤 孝（土浦支部） 

⑧空き家問題に関する市役所訪問（龍ケ崎市） 

   平成２７年１０月１３日（火） 龍ケ崎市役所 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 松井智彦（龍ケ崎支部） 

⑨空き家問題に関する市役所訪問（水戸市） 

   平成２７年１０月１６日（金） 水戸市役所 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 守田美和子（水戸支部） 

⑩空き家問題に関する市役所訪問（桜川市） 

   平成２７年１０月２２日（木） 桜川市役所 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 荒井秀喜（下妻支部） 

⑪空き家問題に関する市役所訪問（牛久市） 

   平成２７年１１月１１日（水） 牛久市役所 



 

   出席者 岩田哲孝（土浦支部） 須藤 孝（土浦支部） 

⑫空き家問題に関する市役所訪問（結城市） 

   平成２７年１１月１６日（月） 結城市役所 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 野原達男（下妻支部） 

（４）市町村空家等対策推進協議会への委員派遣 

  ①高萩市 谷川由紀子（日立支部） 

  ②龍ケ崎市 小島孝行（龍ケ崎支部） 

  ③桜川市 大山元一（下妻支部） 

  ④筑西市 中島麻由子（下妻支部） 

（５）空き家対策に関する研修会の実施（研修部事業） 

平成２７年８月２２日（土）１３時３０分～１６時４０分 

   場 所 水戸文化交流プラザ 

   テーマ 空き家問題と対策～司法書士の役割～ 

   講 師 末光祐一（愛媛県会） 

参加者 １２２名 

（６）日司連担当者との意見交換 

    上記研修会に先立ち、研修会講師である日司連担当者と空き家対策に 

   関する意見交換を行った。 

平成２７年８月２２日（土） 茨城司法書士会館 

   出席者 鯉沼和義（下妻支部） 中村慎一（下妻支部） 

野中英樹（土浦支部） 藤井里美（石岡支部） 

大関 彰（水戸支部） 奥村洋史（下妻支部） 

       市ノ澤創（石岡支部） 守田美和子（水戸支部） 

岩田哲孝（土浦支部） 松井智彦（龍ケ崎支部） 

荒井秀喜（下妻支部） 

 

１０．業務推進事業（業務推進委員会） 

  商業登記推進を大きな柱に、研修及び広報に力を入れた。 

（１）商業登記推進のための研修会実施（研修部と合同事業） 

①平成２７年１１月１４日（土）１３時３０分～１６時４０分 

場 所 つくば国際会議場 

テーマ 商業登記の実務～会社設立・役員変更を中心に～ 

講 師 野中英樹（土浦支部） 

参加者 １１０名 

②平成２８年２月６日（土）１３時３０分～１６時４０分 

 場 所 茨城司法書士会館 



 

 テーマ 法人登記の実務 

 講 師 田部井恵子（水戸支部） 

 参加者 ６６名 

③平成２８年３月１２日（土）１４時００分～１７時３０分 

 場 所 茨城県開発公社ビル 

 テーマ 商業登記の実務～株式・増資・減資を中心に～ 

 講 師 野中英樹（土浦支部） 

 参加者 ９０名＋未登録者３名 

（２）商業登記推進のためのアンケート実施 

（３）商業登記推進のためのキャラクター作成 

（４）商業登記推進キャラクターの愛称公募 

（５）商業登記推進のパンフレット・ポスターの作成 

 

１１．茨城県八士会（旧・茨城県自由業団体連絡協議会）に関する事業 

（１）専門家による無料相談会事前打合せ会 

    日 時 平成２７年７月１０日（金）１５時３０分～ 

    場 所 茨城県産業会館中会議室 

    出席者 篠塚健司（副会長）・奥村洋史（地域連携等推進委員会委員長） 

（２）専門家による困りごと無料相談会 

日 時 平成２７年９月６日（日）９時３０分～１５時００分 

    場 所 茨城県産業会館大会議室 

    相談件数 ９５件 

    本会相談員 藤井里美（石岡支部） 根本希英子（水戸支部） 

          川西勇介（水戸支部） 守田美和子（水戸支部） 

          德永謙二（水戸支部） 鈴木 勲（水戸支部） 

（３）交流会 

日 時 平成２７年９月１７日（木）１８時００分～ 

場 所 ホテルマロウド筑波 

本会出席者 ６名 

（４）親睦ゴルフ大会 

    日 時 平成２７年１１月７日（土）９時１２分～ 

    場 所 静ヒルズカントリークラブ 

    本会出席者 ６名 

（５）無料相談会反省会 

    日 時 平成２７年１２月３日（木）１８時００分～ 

場 所 ホテルレイクビュー水戸 

 



 

出席者 篠塚健司（副会長）  藤井里美（事業部長） 

（６）自民党友好青年団体と青年局との合同新年会 

    日 時 平成２８年１月２５日（日）１８時３０分～ 

    場 所 ホテルテラスザガーデン水戸 

    本会出席者 ３名 

 

１２．その他 

（１）茨城青年司法書士協議会と相談会を共催実施 

①全国一斉労働トラブル１１０番（電話相談） 

日 時 平成２７年１２月１９日（土）１０時００分～１７時００分 

場 所 茨城司法書士会館 

相談件数 ５件  相談員 １０名 

②原発事故被害全国一斉１１０番（電話相談） 

日 時 平成２８年１月３０日（土）１０時００分～１６時００分 

場 所 茨城司法書士会館 

相談件数 ０件  相談員 ７名 

（２）水戸地方法務局との登記オンライン申請の利用促進に係る打合せ・協力 

（３）関東ブロック業務拡充対策担当者会議・ADR 委員会・地域司法対策委員

会への参加 

 


