
士業ネットワーク会員名簿

令和4年6月現在

一般社団法人　茨城県経営者協会

経営教育委員会



[日立地区支部]

社会保険労務士法人　葵経営・・・1P

[常陸・那珂地区支部]

松本みつはる社会保険労務士事務所・・・2P

[水戸地区支部]
あい

藍税理士法人・・・3P

旭　社会保険労務士法人・・・4P

R&S協働労務事務所・・・5P

小野瀬・木下税理士法人　小野瀬公認会計士事務所・・・6P

税理士法人コンパス・ロイヤーズ・・・7P

社会保険労務士法人　齋藤船橋労務相談事務所・・・8P

社会保険労務士法人　笹沼事務所・・・9P

髙信司法書士事務所・・・10P

荷口経営会計事務所・荷口法務特定行政書士事務所・・・11P

特許業務法人日峯国際特許事務所・・・12P

中小企業診断士社会保険労務士　はたけやま事務所・・・13P

ひばり法務サポート・・・14P

ホワイト企業株式会社(大泉式労務管理事務所)・・・15P

増山会計事務所・・・16P

行政書士法人水戸綜合事務所・・・17P

山口社会保険労務士事務所・・・18P

税理士法人　Y&パートナーズ・・・19P

茨城県経営者協会　士業ネットワーク会員名簿　索引

(地区別)



[土浦・石岡・つくば地区支部]

大山司法書士事務所・・・20P

税理士法人共同会計・・・21P

澤邉司法書士事務所・・・22P

徳田社会保険労務士事務所・・・23P

行政書士法人Blue Ocean International・・・24P

すず喜総合法務事務所・・・25P

フェリックス・社会保険労務士事務所・・・26P

[取手・龍ケ崎地区支部]

坂入社会保険労務士事務所・・・27P

タカノ司法書士事務所・・・28P

[県西地区支部]

社会保険労務士法人ニュー岩﨑事務所・・・29P

[古河・坂東地区支部]

司法書士　石塚大和事務所・・・30P

司法書士・土地家屋調査士　松井事務所・・・31P

[鹿行地区支部]

小沼公認会計士・税理士事務所・・・32P

行政書士神栖さとう事務所・・・33P

社会保険労務士法人　KAN SUPPORT OFFICE

(株式会社BLUEEARTH)・・・34P

君和田昭一税理士社会保険労務士事務所・・・35P

司法書士・行政書士鈴木伸洋事務所・・・36P

翼社労士事務所・・・37P

ひぐち社会保険労務士事務所・・・38P



[税理士]
あい

藍税理士法人・・・3P

小沼公認会計士・税理士事務所・・・32P

小野瀬・木下税理士法人　小野瀬公認会計士事務所・・・6P

君和田昭一税理士社会保険労務士事務所・・・35P

税理士法人共同会計・・・21P

税理士法人コンパス・ロイヤーズ・・・7P

増山会計事務所・・・16P

税理士法人　Y&パートナーズ・・・19P

[社会保険労務士]

社会保険労務士法人　葵経営・・・1P

R&S協働労務事務所・・・5P

社会保険労務士法人　KAN SUPPORT OFFICE

(株式会社BLUEEARTH)・・・34P

君和田昭一税理士社会保険労務士事務所・・・35P

旭　社会保険労務士法人・・・4P

社会保険労務士法人　齋藤船橋労務相談事務所・・・8P

坂入社会保険労務士事務所・・・27P

社会保険労務士法人　笹沼事務所・・・9P

翼社労士事務所・・・37P

徳田社会保険労務士事務所・・・23P

社会保険労務士法人ニュー岩﨑事務所・・・29P

中小企業診断士社会保険労務士　はたけやま事務所・・・13P

ひぐち社会保険労務士事務所・・・38P

フェリックス・社会保険労務士事務所・・・26P

ホワイト企業株式会社(大泉式労務管理事務所)・・・15P

松本みつはる社会保険労務士事務所・・・2P

山口社会保険労務士事務所・・・18P

(業種別)

茨城県経営者協会　士業ネットワーク会員名簿　索引



[司法書士]

司法書士　石塚大和事務所・・・30P

大山司法書士事務所・・・20P

澤邉司法書士事務所・・・22P

すず喜総合法務事務所・・・25P

司法書士・行政書士鈴木伸洋事務所・・・36P

タカノ司法書士事務所・・・28P

髙信司法書士事務所・・・10P

ひばり法務サポート・・・14P

司法書士・土地家屋調査士　松井事務所・・・31P

[行政書士]

行政書士神栖さとう事務所・・・33P

司法書士・行政書士鈴木伸洋事務所・・・36P

荷口経営会計事務所・荷口法務特定行政書士事務所・・・11P

行政書士法人Blue Ocean International・・・24P

行政書士法人水戸綜合事務所・・・17P

[公認会計士]

小沼公認会計士・税理士事務所・・・32P

小野瀬・木下税理士法人　小野瀬公認会計士事務所・・・6P

[弁理士]

特許業務法人日峯国際特許事務所・・・12P



◎社名

社会保険労務士法人 葵経営

◎代表者名

代表社員　皆川　雅彦

◎住所

日立市川尻町4-30-8

◎連絡先

0294-25-3668

◎得意とされている分野

①人材育成(研修・面談)の企画運営。

②ハラスメント対応。メンタルヘルス対応。

③労務トラブルへの対応。

④働き方改革対応のコンサルティング。

⑤クラウド導入のコンサルティング

⑥人事制度、人事評価制度の導入コンサルティング。

社労士を開業して21年。日立本部のほか、水戸と神奈川に支社を

設け、法人内に社労士が4人所属。

経営者協会においては、経営教育委員会副委員長、及び、中小

企業部会長を拝命しております。

当法人がカバーする業務内容は、当法人ホームページを御覧いた

だければ幸いです。

日立地区支部

◎会員へ一言
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◎社名

松本みつはる社会保険労務士事務所

◎代表者名

代表　松本　光治

◎住所

ひたちなか市勝田中央14-8　ひたちなか商工会議所会館3階

◎連絡先

029-275-4700

◎得意とされている分野

・経営者の「困りごと」や「喜ぶこと」にスポットをあてたコン

　サルティングを実践。難解な法律論ではなく、わかりやすい現

　実論の提案が信条。

・YouTubeやFacebookを利用した情報発信型社労士。

・近年の実績としては、①コロナ支援助成金→無料相談140社に

　実施。②労働トラブル相談→年間50件以上。③就業規則・雇用

　契約書の改善コンサル→累計60社以上･･･など。

中小企業の参謀(さんぼう)として「ひと」の悩みを 解決し、社長

の夢を 支えます！ 

常陸・那珂地区支部

◎会員へ一言
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◎社名
あい

藍税理士法人

◎代表者名

代表社員　横山　哲郎

◎住所

水戸市柵町1-5-13

◎連絡先

029-227-3916 

◎得意とされている分野

・税法にのっとり、実務への適用判断を加えながら適正な

「納税義務」の実現に尽力。

・相続税の評価については、３人の専門員の多角的協議に

　よる適正な評価を実現。

・豊富な経験の税理士２人で協議し深絞りのサービスを

　提供します。

水戸地区支部

◎会員へ一言
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◎社名

旭　社会保険労務士法人

◎代表者名

代表社員　木村　薫

◎住所

水戸市笠原町1750-9

◎連絡先

029-306-9234

◎得意とされている分野

①就業規則と助成金対応

②給与業務を短納期で対応(例：500人規模4日程度)

③労使トラブル防止対策の提案・相談

社労士として、長年にわたり助成金業務に強みを発揮して、累積

300社以上の業務に携わりました。就業規則関係は、250社以上

の企業に関わっております。経営者の相談に真摯に向き合うなど

きめ細かな対応を行い、企業からの信頼が厚いのも特徴である。

◎会員へ一言
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◎社名

R&S協働労務事務所

◎代表者名

代表　飯塚　俊哉

◎住所

水戸市平須町1822-200

◎連絡先

029-244-9608

◎得意とされている分野

・労務管理全般に関する相談(労使紛争等)

・就業規則等の諸規定作成、見直し

・労働保険、社会保険の申請・受給等手続きに関する助言と代行

・安全衛生分野のアドバイス

・顧客の皆様に寄り添い、ともに考えて、ともに解決する

こと＝「協働」をモットーにしています。問題の解決方法を、

法律の根拠に基づいて、分かりやすく具体的にご提案します。

◎会員へ一言
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◎社名

小野瀬公認会計士事務所

◎代表者名

副代表　小野瀬 　貴久

◎住所

水戸市見和1-299-1

◎連絡先

029-257-6222

◎得意とされている分野

①医療・福祉・介護の会計・税務・監査

②中小企業の会計・事業承継

水戸市とひたちなか市に事務所を構え職員55名を擁する税理士法

人です。企業の経営相談、相続や事業承継から、特に医業・介護

・福祉の支援業務に力を入れております。

小野瀬・木下税理士法人

◎会員へ一言
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◎社名

税理士法人コンパス･ロイヤーズ    

◎代表者名

代表社員　CEO　井野　武士

◎住所

水戸市五軒町2-2-7 AOICOURT6階

◎連絡先

029-227-1105

◎得意とされている分野

・法人・個人事業の事業承継を得意分野としております。

・相続税・法人税の節税だけでなく、全員が安心できる方法を

　一緒に考えて提案させていただきます。

弊社は企業理念の1番最初に「地域貢献の追求」を掲げています。

茨城県の全ての企業の皆様にお役に立てるよう尽力します！

◎会員へ一言
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◎社名

社会保険労務士法人　齋藤船橋労務相談事務所

◎代表者名

代表社員　所長　船橋　信正

◎住所

水戸市大塚町2033-8

◎連絡先

029-350-9522

◎得意とされている分野

～労務に関する諸問題に幅広く対応します～

・上場企業から中小企業まで100社以上の顧問を任されており、法

　律の趣旨や最新判例も踏まえた適切な助言を心がけています。

・労働者とのトラブル対応（初動対応、あっせん制度を用いた解

　決、弁護士との連携など）、メンタルヘルス問題も経験豊富で

    す。

・昭和63年水戸第一高等学校卒　・平成5年慶応義塾大学商学部卒

・平成5年常陽銀行入行。20年の勤務のうち常陽銀行従業員組合

　の執行部に通算6年在籍、平成19年度中央執行委員長。その後、

　本店営業部課長などを経て

・平成25年～社会保険労務士　・平成28年～産業カウンセラー

・平成28年～　常磐大学　非常勤講師（～令和1年度）

・平成28年～　水戸簡易裁判所　民事調停委員

・令和2年　青山学院大学大学院　法学研究科　修士課程　修了

　※その他公職　水府倶楽部（水戸一高硬式野球部OB会）幹事長

◎会員へ一言

 - 8 -

javascript:void(0);


◎社名

社会保険労務士法人　笹沼事務所

◎代表者名

代表社員　笹沼　尉行

◎住所

水戸市笠原町1565-1MBCﾋﾞﾙ1F

◎連絡先

029-291-6701

◎得意とされている分野

・同一価値労働同一賃金研究室の在籍経験から、職務給制度の導

　入の他、関連する人事制度(評価・賃金等)の制度設計を行って

    おります。

・介護プランナー(厚労省委託事業)の実績から、育児・介護と

　仕事の両立支援に取り組んでおります。 

・ハラスメントコンサルタント資格を保持し、社内研修、相談

     対応などの企業支援を行っております。

・電子申請の義務化やテレワークの普及など、企業を取り巻く環

　境はこれからも大きく変化します。弊社では、各企業様の実態

　に応じて働き方を改革できるように、制度設計や助成金等の支

    援を行っております。

◎会員へ一言
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◎社名

髙信司法書士事務所

◎代表者名

代表　髙信　幸男

◎住所

水戸市堀町1120-18

◎連絡先

029-251-6545

◎得意とされている分野

・相続、贈与、売買登記、会社役員変更登記等。

法務省の勤務経験を生かし、登記（特に相続問題解消）で社会貢献

をしたいと思っております。また、名字研究家としても活動してお

りますので、企業研修・講演会にお呼びいただければどちらでも伺

いますのでよろしくお願いいたします。

◎会員へ一言
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◎社名

荷口経営会計事務所・

荷口法務特定行政書士事務所

◎代表者名

代表　荷口　裕行

◎住所

水戸市中央1-3-38

◎連絡先

080-2255-9286

◎得意とされている分野

☑経営会計(未来会計)

　▶ 経営会計による経営分析事業

　▶ 経営計画、戦略策定支援事業

　▶ 管理会計コンサルティング事業

　▶ 経営マネジメント事業

☑経営法務

　▶ 経営法務コンサルティング事業

　▶ 創業支援・事業承継支援事業

　▶ 経営改善支援事業

　▶許認可手続き・外国人在留マネジメント等

当社は、経営者の皆様を成功に導き，日々笑顔で経営に取り組ん

でいただけるよう、時流を踏まえた経営マネジメント事業を展開

しております。さらに、経営と会計，そして法務という多角的な

視点から、経営課題の改善に向けて最適な手段、方法を一緒に考

える経営支援のワンストップサービス、パートナーシップサービ

スをお届けいたします。

◎会員へ一言
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◎社名

特許業務法人日峯国際特許事務所

◎代表者名

代表社員　関山　健一

◎住所

水戸市大町1-2-6大樹生命ﾋﾞﾙ3F

◎連絡先

029-228-5622

◎得意とされている分野

・特許、商標の国内外取得。

・ビジネスモデル特許の取得。

平成５年に高田幸彦弁理士の個人事務所として設立され、平成２６

年４月に特許業務法人とすることで、永続的なサポートができる体

制を整えました。品質の維持やサービスの向上はもちろん、お客様

にとって使い勝手の良い事務所を心掛けています。

◎会員へ一言
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◎社名

中小企業診断士・社会保険労務士

はたけやま事務所

◎代表者名

代表　畠山　佳樹

◎住所

水戸市城南3-5-32

◎連絡先

029-303-7570

◎得意とされている分野

・就業規則。

・助成金/補助金

・セミナー(ハラスメント等)。

・労務相談。

・行政書士事務所併設でワンストップサービス。

・SNS等を活用し、いつでもご相談いただける体制と

　スピード感のある対応を心がけております。

◎会員へ一言
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◎社名

ひばり法務サポート

◎代表者名

代表　竹内　孝行

◎住所

水戸市泉町2-2-30　石川ビル2号館

◎連絡先

029-222-4801

◎得意とされている分野

・土地・建物相続、売買、贈与等の不動産登記全般。

・会社設立、役員変更、株式発行等の商業登記全般。

・また、遺言書作成や生前贈与等の相続関連の事前対策業務にも

　力を入れております。

司法書士と行政書士の共同事務所です。

・農転許可から所有権移転登記、各種法人の認可から設立登記等

　ワンストップでの法務サービスを提供しております。

◎会員へ一言
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◎社名

ホワイト企業株式会社（大泉式労務管理事務所）

◎代表者名

所長　大泉　敦史

◎住所

水戸市内原町1543

◎連絡先

029-212-3277

◎得意とされている分野

賃金制度の整備、就業規則の見直しをキッカケとした

「茨城でいちばん大切にしたい会社」作りのお手伝い

学生時代にフェンシング部の主将をつとめ「人は単なる理論や理

屈では動かない」ことを身をもって経験。その経験を活かし、中

小企業の経営者が頭を悩ますヒトの問題を義理人情の視点からア

ドバイス。

仕事の後の一杯は、ほぼ毎日欠かさず。酒は純米酒を好む。

 この人に相談すると、それまで難しく考えていたこと、難しいと

思っていたことが「あっ、そういうことなのね」と経営者の心も 

身体もスッと軽くなるような存在でありたい。

 - 15 -

◎会員へ一言



◎社名

増山会計事務所

◎代表者名

代表　増山 　英和

◎住所

水戸市千波町1258-2 増山ビル2F

◎連絡先

029-240-3600

◎得意とされている分野

・経営革新等支援機関として、「会計で会社を強くする」をモッ

　トーに、特に経営改善・事業承継支援に注力しています。

増山会計グループの経営理念「私たちは税務・会計・経営の分

野における専門家として、お客様の問題予測・回避・解決を図

り、お客様・パートナーとともに成長し、地域経済の発展に貢

献する。」
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◎会員へ一言



◎社名

行政書士法人　水戸綜合事務所

◎代表者名

代表社員　特定行政書士　木村　司

◎住所

水戸市大工町1-3-11 水戸東陽ビル

◎連絡先

029-251-3101

◎得意とされている分野

SDGｓの中心となる資源循環、資源リサイクルに関連する許可

関連をメインにおこなっています。

主な業務は、

・廃棄物に関する処理施設の新設・変更の許可届出

・処分業・収集運搬業の許可届出

・自動車解体・破砕業関連の許可登録届出

・再生事業者登録

・有害使用済機器保管等届出

・優良産廃処理業者認定登録の維持管理

及びこれらの業務のご相談になります。

・許可申請の前段で、県との事前協議が必要となる面倒な手続

　を得意にしています。

・会員の皆様と行政との円滑な架け橋になるよう頑張ります。
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◎会員へ一言



◎社名

山口社会保険労務士事務所

◎代表者名

代表　山口　栄一

◎住所

笠間市笠間1811

◎連絡先

0296-72-2640（移動オフィスとして、090-8853-4742）

◎得意とされている分野

・茨城労働局の働き方改革コンサルタントの経験や現在厚労

　省の働き方改革アドバイザーの委嘱を受けているところから、

　働き方改革全般の相談対応やセミナー開催をさせていただい

　ています。

・企業の風土改善として、チームビルディング研修やハラスメ

　ント研修をコンサルティングと合わせて実施します。

・人事評価づくりと評価者研修を企業に合わせて実施します。

・「制度」と「風土」を整える！組織活性サポーターとして、

　地元に貢献し、地域No.1を目指す企業の支援をしています。

◎会員へ一言
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◎社名

税理士法人　Y&パートナーズ

◎代表者名

代表社員　四ツ倉　宏幸

◎住所

水戸市笠原町358-6

◎連絡先

029-350-3071

◎得意とされている分野

・長年の国税局、税務署勤務で培った税務調査対応力と豊富な知

　識で安心できる税務当局対応をします。

・税務顧問はもちろん、特に親族内事業承継への支援に力を入れ

　ています。

◎会員へ一言

・顧問税理士はいるけれど、ほかの税理士にも意見を聞いてみ

　たい、相談したいとお考えの会員様、税務セカンドオピニオ

　ンとしてお手伝いします。

 - 19 -



◎社名

大山司法書士事務所

◎代表者名

司法書士　 大山　和美

◎住所

かすみがうら市下稲吉1868-11

◎連絡先

0299-37-7710

◎得意とされている分野

・不動産登記・商業登記業務。

 微力ながら、会員企業様のお役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

土浦・石岡・つくば地区支部

◎会員へ一言

不動産登記・会社登記を中心に業務を行っております。
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◎社名

税理士法人　共同会計

◎代表者名

代表社員　内田　欣作

◎住所

土浦市真鍋2-12-10

◎連絡先

029-824-0910

◎得意とされている分野

・創業、起業、会社設立支援。

・税務、会計業務。

・相続税、資産税、事業承継。

・公会計基準における財務書類作成支援。

・認定経営革新等支援機関とし、専門分野である税務・会計から

　経営者の皆様のサポートをして行きたいと思っております。

◎会員へ一言

 - 21 -



◎社名

澤邉司法書士事務所

◎代表者名

司法書士　澤邉　宏

◎住所

つくば市天久保2-14-15 

ワイエスビル201

◎連絡先

029-863-7360

◎得意とされている分野

・不動産登記、商業・法人登記はもとより、近時は民事信託に力

　を入れております。民事信託は、財産の管理だけでなく、財産

　の承継をも計画的に実現できる制度契約です。法人の事業承継

　のみならず、社長様の個人の財産監理、財産承継にも役立ちま

　す。
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・近時、民事信託が注目されていますが、単に契約書を作ればよ

　いというものではなく、相続、遺言や後見のみならず、信託税

　制についての知識も必要です。そのため、士業の連携が必要に

　なります。

◎会員へ一言



◎社名

徳田社会保険労務士事務所

◎代表者名

代表　徳田　徹也

◎住所

つくば市二の宮3-2-8 第一芳村ビル302

◎連絡先

029-879-5252

◎得意とされている分野

・中小企業向けの人事評価制度構築支援、及び、採用支援(人材要

　件の作成、面談対応、選考支援等)を得意としております。

・労働法令や人事に関することでお困りのことがありましたら

　遠慮なくご相談ください！
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◎会員へ一言



◎社名

行政書士法人

Blue Ocean International

◎代表者名

行政書士　星　善介

◎住所

つくば市桜1-12-2　A号室

◎連絡先

029-875-8630

◎得意とされている分野

・外国人の雇用、特に在留資格「特定技能」を含む就労系ビザを

　中心に日本国籍取得(帰化申請)まで幅広く、いわゆる国際関連

　業務に特化した茨城県内初の行政書士法人。複数の行政書士が

　所属する当法人は、迅速できめ細やかな対応が売りです。

・もちろん許認可全般ご相談可能です。

ホームページ（https://blue-ocean-int.com）にプロフィールの詳

細は書いてございますが、とにかく経験豊富で人脈が広いです。

困りごとがありましたらお声がけください。必ずご期待に応えま

す。
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◎会員へ一言



◎社名

すず喜総合法務事務所

◎代表者名

司法書士・土地家屋調査士　鈴木　潤

◎住所

つくば市研究学園5-5-8

◎連絡先

029-875-8931

◎得意とされている分野

・不動産登記 

・商業・法人登記 

相続登記のお悩みがあるときは、ぜひご相談ください。
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不動産登記、相続登記を中心として業務を行っております。

◎会員へ一言



◎社名

フェリックス・社会保険労務士事務所

◎代表者名

代表　坂本　紘敏

◎住所

つくば市千現2-1-6つくば研究支援センターA－17－Ⅱ

◎連絡先

080-4344-1614

◎得意とされている分野

・企業の発展と法改正に対応した就業規則作成・見直し

・人材定着につながるハラスメント・メンタルヘルス対策

・人手不足解消のための求人票作成など採用支援

・労務と財務の両面からのトータルサポート
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◎会員へ一言

・ＦＥＬＩＸはラテン語で幸せの意味です。会社で働く全ての人に

とって、人生において多くを過ごす働く時間が、幸せであることを

願って共に歩んでまいります。

・「ご縁あった方を幸せに」をモットーに、約24年間の銀行勤務の

経験を活かし、労務管理から資金計画までトータルで会社経営をサ

ポートいたします。



◎社名

坂入社会保険労務士事務所

◎代表者名

代表　坂入　浩行

◎住所

取手市宮和田489

◎連絡先

0297-83-1510

◎得意とされている分野

・労基署対応・就業規則作成、見直し

・社会保険・労災保険手続き代行

・給与計算業務

・助成金コンサル 労働条件審査

取手・龍ケ崎地区支部

◎会員へ一言

特定社労士1名、社労士１名、職員５名で幅広い労務に関する業務

を行っています。竜ヶ崎法人会・竜ヶ崎間税会の理事もさせていた

だいております。歌手として通信カラオケにも配信されておりま

す。どうぞ宜しくお願い致します。
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◎社名

タカノ司法書士事務所

◎代表者名

司法書士　髙野　英記

◎住所

龍ケ崎市光順田2987-6

◎連絡先

0297-62-1222

◎得意とされている分野

・不動産登記・商業、法人登記

・相続・遺言・遺産承継

・成年後見・財産管理

・裁判関係業務・債務整理

◎会員へ一言

司法書士の使命は国民の権利擁護にあり、その業務範囲は従来の登

記業務にとどまらず、社会生活の様々な局面に拡がっています。当

事務所は、司法書士業務全般につき、迅速かつ丁寧に対応させてい

ただきますので、お気軽にご相談ください。
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◎社名

社会保険労務士法人ニュー岩﨑事務所

◎代表者名

所長　岩﨑　広行

◎住所

結城市結城10432-3

◎連絡先

0296-32-8110

◎得意とされている分野

・労務管理全般。

微力ですが士業ネットワークの活動に貢献していくつもりですの

で、よろしくお願いいたします。

県西地区支部

◎会員へ一言
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◎社名

司法書士　石塚大和事務所

◎代表者名

司法書士　石塚　大和

◎住所

坂東市岩井4670-1

◎連絡先

0297-35-0417

◎得意とされている分野

・不動産登記（不動産取引の伴う業務・相続手続き等）

・法人登記（会社設立・役員の変更・増資手続き等）

司法書士補助者として、新宿区や柏市の事務所に勤め、坂東市で

独立開業しました。各事務所により、主になる業務も異なり、

様々な体験がありました。経験を活かし、地域の方々のお手伝い

をさせて頂ければ、幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

古河・坂東地区支部

◎会員へ一言
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◎社名

司法書士・土地家屋調査士　松井事務所

◎代表者名

司法書士・土地家屋調査士　松井　直

◎住所

古河市長谷町38-55

◎連絡先

0280-22-3341

◎得意とされている分野

・不動産登記・法人登記 ・測量

・相続、遺言 ・成年後見

・簡裁訴訟代理

・地元で６０年、誠実、正義、謙虚をモットーに

　日々業務に取り組んでおります。よろしくお願いします。
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◎会員へ一言



◎社名

小沼公認会計士・税理士事務所

◎代表者名

代表　小沼　俊哉

◎住所

鹿嶋市大字宮中217-2 藤廣ビル3C

◎連絡先

0299-94-8971

◎得意とされている分野

・株価算定

・企業内部の内部統制の構築・検証

監査法人における公認会計士としての経験を踏まえ会計監査に

限らず、組織のあるべき体制等の内部統制についてのアドバイ

スを提供できればと思います。
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鹿行地区支部

◎会員へ一言



◎社名

行政書士神栖さとう事務所

◎代表者名

代表　佐藤　鉄也

◎住所

神栖市神栖1-19-10

◎連絡先

0299-95-6508

◎得意とされている分野

・運送業・建設業・産廃業等の各種許認可申請代理による事業者

    支援。

・上記許認可に伴う各種手続きの他、事業をステップアップさせ

　るための各種手続き。

　運送業・・・Gマーク取得支援、巡回指導対応

　建設業・・・経営事項審査、入札参加資格審査申請

・相続手続き、遺言書作成支援
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地域の方々のお役に立ちたいと思い、地元神栖市で開業して以来、

多くの方々の支援に携わらせていただきました。地域の身近な相談

役として、皆さまの最良の結果に最善を尽くします。

◎会員へ一言



◎社名

社会保険労務士法人KANSupportOffice

(株式会社BLUEEARTH)

◎代表者名

所長　森田　淳子

◎住所

神栖市知手3255-41

◎連絡先

0299－96－7011

◎得意とされている分野

・評価・賃金制度設計（同一労働同一賃金対応含む）。

・働き方改革対応コンサルティング(IT導入含む)。

・残業削減コンサルティング。

・リスク管理特化の就業規則、ルールブックの作成、活用提案。

・人事顧問としての相談・提案業務
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◎会員へ一言

社会保険労務士法人KAN Support Officeは、情報セキュリティマネ

ジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC27001:2013」の

認証を、2017 年10月に取得しました。

今後も継続的に、情報セキュリティの改善をおこない、安心して相

談いただける環境づくりに努めてまいります。



◎社名

君和田昭一税理士社会保険労務士事務所

◎代表者名

所長　君和田　昭一

◎住所

神栖市筒井1659-18　サニーサイドビル2F

◎連絡先

0299-90-1655

◎得意とされている分野

・資金繰りに対する支援。

・経営計画策定支援を含めた未来視点対応。

・税務から労務まで総合的視点でのサポート。

中小企業経営者のお役に立てるよう日々研鑽しております。

真に役立つ経営参謀を目指しております。

どうぞお気軽にお問合せください。
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◎会員へ一言

javascript:void(0);


◎社名

司法書士・行政書士鈴木伸洋事務所

◎代表者名

代表　鈴木　伸洋

◎住所

神栖市筒井1659-18　サニーサイドビル1F

◎連絡先

0299-93-8881

◎得意とされている分野
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みなさまの日常生活、事業活動で生じる様々な事柄に対して、多面

的な視点で適格なサポートができれば幸いです。

どうぞお気軽にご相談ください。

◎会員へ一言

・弊社は、一般消費者様や法人事業者様から次の業務を多数受任し

ております。

①不動産取引やご相続に伴う不動産登記業務。

②各種法人の起業、起業後の運営に関する相談業務。

・設立、許認可等の取得、増資、減資、再編、法人役員(監査役等)

への就任、その他関連業務

③財産管理業務や信託支援(高齢化に伴う成年後見、遺言作成等）

④市役所等公的機関の外部役員等の就任



◎社名

翼社労士事務所

◎代表者名

代表　瀧㟢　康太

◎住所

鹿嶋市宮津台167番地47

◎連絡先

090-4052-4771

◎得意とされている分野

・労働時間に関するコンサルティング、勤怠システム導入など

　でのデジタル化対応

・就業規則、人事制度に関すること

・採用支援（インターネット求人・採用ウェブサイト構築）

・（介護・障害）処遇改善加算に関する相談

一社でも多く、企業の経営を維持し、一人でも多く、働く人たち

の生活を守り、このかつてない危機をともに乗り越えていくため

に、企業の労働・雇用に関する適切なアドバイスや助成金申請の

支援などを通じて、全力で使命を果たしてまいります。土日祝日

を含めいつでも対応可能としています。
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◎会員へ一言



◎社名

ひぐち社会保険労務士事務所

◎代表者名

所長　樋口　敏幸

◎住所

鉾田市上沢1338-20

◎連絡先

090-3209-8444

◎得意とされている分野

・働き方改革コンサルティング

　働き方改革推進支援事業（厚労省）の派遣専門家がご指南

・ＩＣＴ（クラウド、テレワーク）導入コンサルティング

　元システムエンジニアがご指南

・雇用関係助成金申請支援

　働き方改革やＩＣＴ導入で利用できる助成金をご指南

　弊所は、「働く人、雇う人、みんなのために」をモットー

に、「働きやすい職場づくり」についてご提案する、コンサ

ルティング型社会保険労務士事務所です。

　「働きやすい職場づくり」のためには、「働き方改革」や

「ＩＣＴ導入」も欠かせないと存じます。貴社の現状を詳し

くお伺いした上で、最適な「働きやすい職場づくり」のご提

案をさせていただきます。

 - 38 -

◎会員へ一言


