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平成１９年度定時総会開催 
平成１９年５月２５日（金） エスポワールいわて 

 
 

会長に中澤弘文会員再選、新執行部発足  
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平成１９年５月２５日午前１０時よりエスポワー

ルいわて（岩手県盛岡市中央通一丁目 1-38）に於い

て、平成１９年度定時総会を開催した。 
 
１．開会の言葉 （三浦寛司副会長） 
２．物故者に対する黙祷 
３．会長あいさつ（中澤弘文会長） 
４．来賓紹介 
５．表彰状授与 
  岩手県行政書士功労者表彰 
  日本行政書士会連合会 

東北地方協議会会長表彰 
  岩手県行政書士会会長表彰 
６．受賞者謝辞 （芳賀英明会員） 
７．来賓祝辞 
  祝電披露 
 
以上を次第に従い行った後、議案審議に入る。 
 
 仮議長の中澤弘文会長より、議長選任方法につい

て諮ったところ、事務局一任の声により、議長に、

盛岡支部 阿部秀右会員を選出。 
 議長あいさつの後、執行部より本総会の出席人員

を報告。 
      総会員数         ２８４名 
      出席会員数 本人出席    ８３名 
            委任状出席  １０２名 
            合   計  １８５名  
 従って、岩手県行政書士会会則第５５条の規定の

定足数に達しており、本会は成立した。 
 
 議事録署名人、議事録作成者を議長より指名する。 
議事録署名人  中澤弘文会長、菊池静哉会員 

 議事録作成者  佐々木達也会員、隅田哲晴会員 
 
議案審議 
 議長より、第１号議案及び第２号議案は相互に関

連があるため、一括審議の提案がされ、満場異議無

く了承される。 
第１号議案 平成１８年事業並びに業務報告及び 
第２号議案 平成１８年度決算報告 

提案理由の説明（千葉静男副会長）及び各部部長よ

り事業、業務の推進状況報告。 
報告は議案書に従い、要点の報告がなされた。 
第２号議案 平成１８年度決算報告 

 会計決算の説明（佐藤正文総務経理部長） 
 収支計算書等に従い、報告がなされた。 
監査報告 
 監査結果の報告（颯田淳監事） 
 内容が正確かつ適正であることの報告がなされた。 
 

 
ここで、一旦休憩し、午後１２時５１分より審議再

開。 
 第１号議案、第２号議案についての質問受付。 
 第２号議案について紫波支部 細川榮子会員より

質問あり、細川会員質問状朗読。 
 執行部の答弁の後、細川会員の再質問、執行部の

再答弁、さらに関連質問を受けた後、関連質問への

答弁を行った。 
 以上で質疑応答終了。 
 第１号議案及び第２号議案について議長の採決の

求めに対し、満場異議は無く、承認された。 
 続いて、第３号議案、第４号議案の審議に入る。 
 議長より、第３号議案及び第４号議案は相互に関

連があるため、一括審議の提案がされ、満場異議無

く了承される。 
 第３号議案 平成１９年度事業並びに業務計画

（案）及び第４号議案 平成１９年度予算（案） 
 提案理由の説明（千葉静男副会長） 
 業務計画は議案書の通りとし、各部より要点のみ

説明。 
 予算（案）の説明（佐藤正文総務経理部長） 
 予算額は、議案書の平成１９年度予算額に従い、

説明がなされた。 
 第３号議案、第４号議案についての質問受付。 
 第４号議案について、紫波支部 細川榮子会員よ

り質問あり。細川会員質問状を朗読ののち、執行部

より答弁。細川会員からの再質問、執行部の再答弁

の後、関連質問を受け付け、執行部から答弁。 
 以上で質疑応答を終了。 
 第３号議案及び第４号議案は議長の採決の求めに

対し、満場異議無く、執行部原案通り可決された。 
 引き続き議長より、第５号議案岩手県行政書士会

会則の一部改正（案）について及び第６号議案綱紀

委員の選任については相互に関連があるため、一括

審議の提案がされ、満場異議無く了承される。 
 佐藤正文総務経理部長より、会則改正（案）につ

いて説明の後、中澤弘文会長より、綱紀委員の選任

については、その選任方法を含め承認していただく

ものと解釈されることから、綱紀委員の選任につい

ては、理事会での選任を承認していただきたい旨、

提案説明があった。 
 第５号議案及び第６号議案については、事前の質

問通告はなく議長の採決の求めに対し、満場異議無

く、執行部の提案通り可決された。 
 第７号議案 役員改選 
 提案理由の説明（中澤弘文会長） 
 今年度の総会は、岩手県行政書士会会則第４５条

第１項により役員の改選を必要とする総会である。

同会則第４４条により会長、副会長、理事、監事は

個人会員の中から総会で選任する（役員毎の人数に

ついては資料の通り）と規定されており、役員選任

規則、同執行規則に基づき、総会内での選挙及び選

考によりそれぞれ選任を求める。 
  

定 時 総 会 報 告 
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会長選挙についての説明（今出善雄選挙管理委員長） 
 役員選任規則第２０条及び第１６条に基づく公告

及び選挙方法により確定済みの候補者の氏名が届出

順に読み上げられる。 
（届出順）  久慈支部 下道利幸会員 

盛岡支部 中澤弘文会員 
              以上２名 
 本選挙は２名で行われるため、役員選任規則第２

８条第１項の規定により、当選者の確定は有効投票

の過半数以上でなければならない。 
 投票は、選挙人１人１票、単記、無記名。選挙権

者は、現に議場にいる会員のみ。投票所は、演壇右

の投票箱。投票用紙は、選挙管理委員会が定めた所

定の投票用紙で、選挙管理委員会が交付、支部順に

選挙人毎に受け取り、投票記載所で候補者の氏名を

記入の上、所定の投票箱に投票する。 
 無効票 所定の用紙を用いなかったもの、選挙管

理委員会において被選挙人の氏名を確認できなかっ 
たもの、候補者２名以上の氏名の記載があったもの、

候補者以外の氏名その他の文字や記号の記載のあっ

たもの、これらは無効票とする。 
開票 開票は２名の立会人の立会いを得て議場に

おいて投票箱を開き、被選挙人毎に得票数を計算す

る。開票結果の報告は選挙管理委員長が、投票数、

有効投票数、無効投票数及び届出順の候補者毎の得

票数を発表する。 
 役員選任規則第２３条第４項に基づき、総会出席

者の中から立会人２名を選出。 
 盛岡支部 高橋裕会員、宮古支部 芳賀英明会員 
 議長より岩手県行政書士会会長選挙の実施が宣言

される。 
  議長により会場の閉鎖が命じられる。 
 選挙管理委員より、投票用紙交付用紙が配布され、 
 議長より、投票開始。選挙管理委員会、会員の順

に投票の後、選挙管理委員長より議長に投票終了、

投票結果が伝達される。 
 議長より投票結果の発表 
 下道利幸候補   ３４票 
中澤弘文候補   ５８票 

    白 票    ２票 
 合    計   ９４票 
 議長より、投票の結果、中澤弘文会員が当選した

ことが確認された。 
 今出善雄選挙管理委員長より、中澤弘文会員に当

選証書が交付された。 
 中澤弘文会員より、新会長就任のあいさつ。 
 
執行部より、副会長、理事、幹事の選任方法の説明

（中澤弘文会長） 
 岩手県行政書士会会則第４４条、同役員選任規則

第７条の規定により、副会長（定員３名以内）は、

会長が推薦した個人会員の中から選任されることに 
なっているので、選考委員会での選考の際に、会長

から推薦された個人会員の中から選任される。 

 
 理事（定員１０名以内）は、県内５ブロックに編

成された支部の会員数により定められた配分基準に

より各支部から推薦されてくる会員について、選考 
委員会で選考する。監事（定員３名以内）は、全県

から選任する。 
 選考委員会は、役員選任規則第６条により、総会

において選任される選考委員及び会長により構成さ

れることとなっているため、各支部から１名（盛岡

支部からは会員数の関係で３名）を選出し、総会で

選考委員に選任し、選考委員会を開催する。 
 
以上、選考委員会の要領について、満場異議無く、

承認される。 
 
 選考委員を選任し、別室にて選考開始。 
 
 選考委員長（中澤弘文会長）により、選考結果報

告 
 
 会 長 中澤 弘文会員 （盛岡支部） 
 副会長 千葉 静男会員 （水沢支部） 

中屋敷 勤会員 （紫波支部） 
     十文字國子会員 （二戸支部） 
 理 事 田村  格会員 （盛岡支部） 
     筒井  寧会員 （盛岡支部） 
     横山  勝会員 （盛岡支部） 

細川 榮子会員 （紫波支部） 
田中 抄織会員 （花巻支部） 
及川  誠会員 （水沢支部） 

  今出 善雄会員 （一関支部） 
     多田恵美子会員 （遠野支部） 
     隅田 哲晴会員 （宮古支部） 
      
 監 事 菊池 静哉会員 （盛岡支部） 
     吉田  境会員 （大船渡支部） 
     佐藤 啓郎会員 （一関支部） 
 
 理事の選任数不足については、後日選任するので、

副会長３名以内、理事１０名以内について了承願う、

との選考委員長の提案を諮ったところ、異議無く了

承される。 
 
議案審議終了 
 議長が議案審議の終了を宣言し、議長退任を告げ

る。 
 
閉会の言葉     千葉静男副会長 
 
以上で定時総会のすべての日程を終了し、午後３時

３３分に閉会した。 
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岩手県知事 

   達 増 拓 也 

 
 
 

 

   

平成十九年度岩手県行政書士会定時総会

が開催されるに当たりお祝いを申し上げま

す。 
 皆様には、日頃から、官公署に提出する

書類の作成業務などを通じ、住民と行政と

のパイプ役として、行政の適正かつ円滑な

執行のため御尽力をいただいておりますこ

とに対し、敬意を表します。 
 また、本日、栄えある表彰を受けられた

皆様には衷心よりお祝い申し上げる次第で

あります。 
 さて、地方分権が進展する中、県、市町

村は、自立した地域社会の形成に向けて、

住民のニーズや地域の実情に応じた施策を、

自らの判断と創意工夫により展開すること

が求められております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、行政運営における公正の確保と透

明性の向上を図り、行政に対する住民の信

頼を高めていくため、行政情報の公開を一

層推進することが要請されております。 
こうした情勢の中、地方を取り巻く環境

は、少子高齢化や情報化の進展、環境意識

の向上など大きく変化してきております。 
また、住民ニーズはますます高度化、多

様化してきており、行政書士は、これらの

ニーズに的確に対応すると共に、法令の遵

守と高い倫理観が求められております。 
皆様におかれましては、その職務の重要

性と公共性をあらためて認識され、県民の

期待に応えられるよう業務の円滑な推進に

努められるとともに、今後ともたゆまぬ研

鑚を積まれ、県民福祉の増進に貢献されま

すことを御期待申し上げますとともに、岩

手県行政書士会のさらなる発展と会員の皆

様方の御健勝をお祈りいたしまして、お祝

いの言葉といたします。 
   平成十九年五月二十五日 
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日本行政書士会連合会 

           会長 宮 内 一 三 

 
 

 
  本日、岩手県行政書士会の平成十九年度定時

総会が開催されるにあたり、一言ご挨拶を申し上

げます。日頃より、中澤会長をはじめ、岩手県行

政書士会の会員の皆様には日本行政書士会連合

会の運営に特段のご理解とご協力を賜り、心より

御礼申し上げます。 

 さて、今年は個人消費のプラス基調に伴う金利

の再引き上げがあり、また三月期の地域経済情勢

については、全国十一地域すべてが回復基調にあ

ると財務省から発表されるなど、景気の回復ぶり

を示す報道が多く、好感と期待を持って受け止め

られているかと存じます。 

 一方、私共を取り巻く状況の中で、資格制度に

関しては、政府の改革に向けたこれまでの取組を

具体化する動きが出てきました。司法制度改革に

伴う新司法試験が昨年五月に実施され、十月には

司法支援センターが法テラスの呼称を掲げて業

務を開始しました。そして本年四月からは認証Ａ

ＤＲ機関の受付も始まっています。新司法試験の

合格者数が千人を超え、旧来の司法修了者を加え

ると二千五百名に及ぶ合格者数となりました。来

年度以降においても合格者数を増やす方針があ

ります。同様に他士業においても合格率が高くな

っており、結果として法律関連職種の人口増大が

顕著になっています。 

このような情勢において、隣接法律専門職者と

しての職域を確保し、行政書士制度を維持・発展

させるには、従来にも増して国民の信頼を得るこ

とが肝要です。信頼の根幹は適切な相談者として

のポジションの獲得にあります。日頃からニーズ 

 

 

 

 

 

の把握に努め、より付加価値の高い提言を行うな

ど、顧客から頼れる者、あるいは存在感ある者と

しての地位確立が求められています。 

日行連ではこの視点に立って、資質のより一層

の向上、研鑽機会の充実に向け、従来の研修セン

ターを発展させた中央研修所を設置いたしまし

た。会員の期待に応える研修実施機関としての役

割を使命にして取り組んで参ります。あわせて、

許認可申請手続の入り口から出口までを一貫し

て行政書士が行えることは、国民および行政機関

の双方において利便に資するものであり、そのた

めに必要な聴聞、弁明の代理権付与を要望してお

ります。法改正の実現には会員各位のご支援が是

非とも必要であります。ご協力の程をお願い申し

上げます。 

 さて、予てより検討を重ねてきました組織改革

は、今総会でご承認を受けて実施致します。日々

発生する諸課題に対する意思決定の迅速化を図

り、また、政策の立案や制度の将来ビジョン策定

等も強化して、行政書士制度の充実と発展を目指

した組織運営を狙いにしております。このためか

なりの組織替えとなり、運営も一部改まってきま

すが、趣旨へのご理解を賜り、新体制への移行が

速やかに出来るよう努めて参ります。 

一方で、会議や研修会が頻繁になっております

が、会議室の確保が出来ず、やむなく借りて対応

している有様です。今後、中央研修所の発足に伴

い深刻さが増すことも想定され、会館建設を含め

た検討に着手いたします。 

 これらの実現には全て、全国の単位会と日行連

が一丸となり、緊密な協調・協力体制をしっかり

と築いてこそ成果が得られるものと考えており

ます。会員の皆様におかれましては、今後とも日

行連の事業運営をご理解頂き、更なる行政書士制

度発展のためのご協力とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 後になりましたが、岩手県行政書士会のます

ますのご発展と会員の皆様のご多幸を祈念いた

しまして、私のお祝いの言葉とさせて頂きます。 

 

   平成十九年五月二十五日 

 

祝  辞 
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岩手県行政書士会 

          会長 中 澤 弘 文 

 
 
 

 

平成１９年度岩手県行政書士会定時総会開

催にあたり、一言御挨拶申し上げます。 

本日は、岩手県知事 達増拓也様はじめ、多

数のご来賓の方々のご列席をいただき、誠にあ

りがとうございます。会員を代表いたしまして、

心より御礼申し上げます。 

 我々行政書士は、行政と国民の間の良きパイ

プ役として、その使命を果たしてまいりました。

「格差社会」といわれる現在の状況下では、国

民に、より身近な資格者として、その社会的な

存在意義が益々高まりつつあると認識してお

ります。 

その一方で、政府の規制

改革等の問題で、資格制度

の見直しや強制入会制度

についての検討などが俎

上に上がっております。行

政書士制度を堅持するた

めに、制度のＰＲ活動や資

格者としての資質の向上

及び能力担保の措置を今

後とも引き続き続けてま

いります。 

 

 

 

 

 

本年４月１日には、ＡＤＲ基本法、いわゆる

裁判外紛争処理に関する法律の施行や電子定

款認証のオンライン化など実施されておりま

すが、このような国が進める施策についても積

極的に対応してまいりたいと思っております。 

また、最近、新聞紙上を賑わした、職務上請

求用紙の不正使用に見られるように、資格者と

しての職業倫理の確立という問題もございま

す。 

その他にも対応しなければならない諸課題

を抱えておりますが、行政書士制度を堅持・維

持しながら、諸課題に対して、優先順位を決め

ながら、着実に、スピーディに対応してまいる

所存でございます。  

最後になりますが、行政機関及び関係する団

体の皆様におかれましては、引き続き暖かい御

指導、御鞭撻を賜りますことを御願い申し上げ、

御挨拶とさせていただきます。本日は、誠にあ

りがとうございます。 

   平成１９年５月２５日 

 

 

 定時総会において選任された新役員の面々 

ご 挨 拶 



行政書士いわて ２００７年７月号 

－7－ 

 

会　　長 　中澤弘文（盛岡）

副 会 長 　千葉静男（水沢）　中屋敷 勤（紫波）　十文字國子（二戸）

　田村 格（盛岡）　筒井　寧（盛岡）　横山　勝（盛岡）　細川榮子（紫波）

理　　事 　田中抄織（花巻）　及川　誠（水沢）　今出善雄（一関）

　多田恵美子（遠野）　隅田哲晴（宮古）　野尻佳宏（二戸）

監　　事 　菊池静哉（盛岡）　吉田　境（大船渡）　佐藤啓郎（一関）

　及川正信（二戸）　宮野  隆（盛岡）　原田敬三（北上）　

　千葉輝雄（水沢）　鈴木良悦（遠野）

　【部長】田村　格（盛岡）

　【次長】田中抄織（花巻）

　【部員】坂本眞悦（盛岡）　廣嶼文哉（盛岡）　佐々木達也（盛岡）　金矢健次（花巻）

　【部長】筒井　寧（盛岡）

　【次長】及川　誠（水沢）

　【部員】高橋　裕（盛岡）　二ﾂ神厚子（盛岡）

　【部長】野尻佳宏（二戸）

　【次長】多田恵美子（遠野）　隅田哲晴（宮古）

　【部員】岡田秀治（盛岡）　神山重久（水沢）

　【部長】細川榮子（紫波）

　【次長】今出善雄（一関）　 横山　勝（盛岡）

　【部員】加美山 裕（宮古）　芳賀英明（宮古）　畠山　弘（盛岡）

委 員 長 　小笠原　忠（二戸）

副委員長 　小野寺豊文（水沢）

委　　員 　小田島正志（北上）　千葉捷男（盛岡）　菊池拓朗（盛岡）

委 員 長 　千葉幸兵（盛岡）

副委員長 　大澤仁悦（久慈）

委　　員 　伊藤榮樹（北上）　及川暉久（水沢）　高橋正彦（盛岡）

委 員 長 　廣嶼文哉（盛岡）

副委員長 　野尻佳宏（二戸）

委　　員 　坂本眞悦（盛岡）　佐々木達也（盛岡）

委 員 長 　横山　勝（盛岡）

委　　員 　広野善弘（水沢）

委 員 長 　岡田秀治（盛岡）

副委員長 　多田恵美子（遠野）　隅田哲晴（宮古）

委　　員 　神山重久（水沢）

広報監察部

総務経理部

司法ＡＤＲ研修委員会（司法研修、ＡＤＲ検討を統合）

申請取次管理委員会

成年後見検討委員会

岩手県行政書士会役員名簿

各部業務担当部員

綱紀委員会

選挙管理委員会

相 談 役

業　務　部

企画開発部
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平成１９年４月 

 
３日 第１回選挙管理委員会 
    選挙日程の確認について 
 
６日 第１回合同部会 
    平成１９年度予算編成について 

 
１７日 第１回総務経理部会 
     平成１９年度定時総会の対応 

について 
    
２４日 第２回選挙管理委員会  
     会長選挙立候補者届対応 
    
 
平成１９年５月 
 
２１日 第１回正副会長会議  

第２回総務経理部会 
    第２回部長・委員長会議 
     平成１９年度定時総会の対応 

について 
 
２４日 第３回選挙管理委員会 
     会長選挙立候補辞退届対応 
     当日の役割分担について 
 
２５日 平成１９年度定時総会 

  於：エスポワールいわて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ホームページトップ画面 
 

 
 
 
 
  
平成１９年６月 

 
５～６日 

 東北地方協議会総会  
  平成１８年度会務報告について 
  同決算報告及び監査報告につい
て 

  平成１９年度会務計画について 
  同予算について 
  役員改選について 

 
１６日 第２回理事会  
     綱紀委員の選任について 
     平成１９年度組織及び部の編制 

について 
     
    第２回合同部会 
     平成１９年度組織及び部の編制

について 
     同事業計画策定 
 
    第２回相談役会 
     平成１９年度組織及び部の編制

について 
 
２１～２２日  
    日行連総会   
     
２３日 第３回企画開発部会 
     著作権研修会の開催について 
     平成１９年度年間計画の策定 

 
３０日 第３回業務部会 
     平成１９年度具体的計画の策定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
会報のフルカラー版はホームページ 

「会報いわて」のコーナーに 
掲載しております。 

ホームページアドレスは 
http://iwate-gyosei.jp/index.html 

です。 

本 会 の 動 き 
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金 矢 健 次 （花巻支部） 
 事務所 花巻市西宮野目第 13 地割 129 番地 8 
 電 話 ０８０－６０３５－５４７６ 
 平成１９年４月２日 登録・入会  
 

石 村 哲 男 （二戸支部） 
 事務所 二戸市福岡字五日町 77 番地 
 電 話 ０１９５－２３－２８１４ 
 平成１９年４月１５日 登録・入会 
 

駿 河 純 子（紫波支部） 
事務所 矢巾町大字南矢幅第 9 地割 

357 番地 
電 話 ０１９－６９７－２１６６ 
平成１９年５月１日 登録・入会 

 
藤 原 弘 道（紫波支部） 

事務所 矢巾町大字又兵ｪ新田第 4 地割 
87 番地 20 

 電 話 ０１９－６１１－０４１３ 
平成１９年５月１５日 登録・入会 

 
永 井  裕（盛岡支部） 

事務所 盛岡市清水町 7 番 48 号 
電 話 ０１９－６２２－２６２７ 
平成１９年６月１日 登録・入会 

 
岩 崎 久 哉（紫波支部） 

事務所 紫波町日詰字中新田 215 番地 1 
電 話 ０１９－６７２－５０２０ 
平成１９年６月１５日 登録・入会 

 
刈 屋 賢 一（宮古支部） 

事務所 宮古市神田沢町 4 番 8 号 
電 話 ０１９３－６３－１１１４ 

 平成１９年６月１５日 登録・入会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

齋 藤 徳 志（北上支部） 
新事務所 北上市新穀町一丁目 6 番 4 号 
新 電 話 ０１９７－５３－４４７３  

 
畠 山 和 人（北上支部） 

新事務所 北上市上野町五丁目 11 番 
43 号 

新 電 話 ０１９７－６５－４８２５  
 

二 ﾂ 神 厚 子（盛岡支部） 
新 電 話 ０１９－６０１－２５３５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中 川 富 也 （一関支部） 
   平成１９年４月１２日 退会 
 

菊 池 達 郎 （盛岡支部） 
   平成１９年４月１６日 退会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

伊藤 香（いとう かおり）です。 
よろしくお願いします。 

新事務局職員紹介 

市町村合併に伴って住所が変更になった方
は、住所変更登録が必要です。 

まだ、手続きをしていない方は、速やかに所
定の手続きをしてください。 

手続き様式は事務局までお問い合わせくだ
さい。 

住所変更をしない場合は、会からの連絡に支
障が出る場合があります。 

会員の動向 
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平成１９年４月 
３日 第１回選挙管理委員会 13:30～15:30 

 於：事務局 今出委員長以下 5 名 
６日 第１回合同部会 13:00～15:30 

 於：農林会館７階 中澤会長以下２０名 
    部長・委員長会議 15:30～17:00 

於：農林会館７階 佐藤部長以下１０名 
１６日 会計監査 13:30～16:30 

  於：事務局 中澤会長以下６名 
１７日 第１回総務経理部会 11:00～14:00 
    於：事務局 千葉副会長以下５名 
２４日 第２回選挙管理委員会 9:00～17:00 
    於：事務局 今出委員長以下５名 
    第１回理事会 13:30～14:30 

於：農林会館７階 中澤会長以下１６名 
    第１回支部長会 15:00～17:00 

於：農林会館７階 田村支部長以下１０名 
    第１回相談役会 17:00～17:30 

於：農林会館 及川相談役以下３名 
 

平成１９年５月 
１０日 定時総会・定期大会議案書発送 
１１日 紫波支部総会 18:00～ 
    於：れすとらん文化 中澤会長出席 
１５日 遠野支部総会 18:30～ 

 於：りんどう 中澤会長出席 
１６日 産廃協会総会 14:00～ 
    於：メトロポリタン盛岡 中澤会長出席 
１８日 盛岡支部総会 15:00～ 
    於：農林会館７階 中澤会長出席 
１９日 岩手県司法書士会総会 11:00～ 
    於：岩手県司法書士会館 三浦副会長出席 
２１日 第１回正副会長会議  

第２回総務経理部会 11:30～12:00 
於：事務局 中澤会長以下７名 

    第２回部長・委員長会議 13:30～15:00 
    於：農林会館７階 中澤会長以下１０名  
２３日 水沢支部総会 15:00～ 於：愛山荘 
    中澤会長出席 
    花巻支部総会 18:00～ 於：ホテル花城 
    中澤会長出席 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
２４日 第３回選挙管理委員会 10:00～17:00 
    於：事務局 

今出委員長以下５名 
２５日 平成１９年度定時総会 10:00～15:30 

 於：エスポワールいわて 
    中澤会長以下８３名 
 

平成１９年６月 
５～６日 

 東北地方協議会総会 於：秋田（田沢湖） 
    中澤会長以下４名  
 ８日 二戸支部総会 17:00～ 

於：ホテル鳥越 中澤会長出席 
１６日 第２回理事会 10:00～12:00 

 於：農林会館７階 中澤会長以下１４名 
第２回合同部会 13:30～17:00 

    於：農林会館７階 中澤会長以下４０名 
２１～２２日  
    日行連総会   
    於：東京（セルリアンタワー東急ホテル） 
    中澤会長、中屋敷副会長出席 
２３日 第３回企画開発部会 13:30～15:30 

於：アイーナ 603 会議室 
野尻部長以下６名出席 

３０日 第３回業務部会 13:30～16:00 
於：農林会館７階 

    細川部長以下６名出席 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
◆フランスではサルコジ氏が大統領に就任し、その内閣では閣僚１５名のうち、 

７名が女性閣僚だそうです。 
当会においても新組織が発足し、４名の女性役員が誕生しました。 
会務に新風を吹き込んでくれるものと期待しております。 

◆会報のレイアウトを変更しました。心機一転、さらに充実した内容の会報を発行し
て参る所存ですので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

     （広報監察部 筒井）

事務局からのお知らせ 
◎新様式の領収証が出来ております。 
ご希望の方は事務局までお申し込み 
ください。 

１冊 ８００円です。 
◎平成１９年度前半期の会費を 

納入していない会員は速やかに 
納入してください。 
（納入期限は４月末でした。） 
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平成１９年度定期大会開催 
平成１９年５月２５日（金） エスポワールいわて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
平成１９年５月２５日午後３時４１分よりエスポ

ワールいわて（岩手県盛岡市中央通一丁目 1-38）に
於いて、平成１９年度定期大会が開催された。 
１．開会の言葉      （三浦寛司副支部長） 
２．支部長あいさつ    （中澤弘文支部長） 
３．議長選出 
  中澤弘文支部長の提案により満場異議無く、議

長に盛岡支部阿部秀右会員を選出。 
  議長あいさつの後、執行部より出席人員の報告。 
      会員総数        ２８４名 
      出席会員数 本人出席   ７５名 
            委任状出席 １２０名 
            合   計 １９５名 
 従って、規約の定めるところにより定足数に達し、
本大会は成立した。 
 議事録署名人、議事録作成者を議長より指名。 
 議事録署名人 中澤弘文支部長、菊池静哉会員 
 議事録作成者 佐々木達也会員、隅田哲晴会員 
議案審議 
 第１号議案 平成１８年度活動経過報告 
 千葉静男幹事長より、提案理由の説明。 
 第２号議案 平成１８年度決算報告及び監査報告 
 幹事長より提案理由の説明。決算報告を佐藤正文
総務経理部長より説明。 
 高橋裕監事より公正適正である監査報告がなされ
た。 
 直ちに採決に入り、議長の採決の求めに対し、満
場異議無く、承認された。 
 第３号議案 平成１９年度運動方針（案） 
 千葉静男幹事長より提案理由の説明。 
 第４号議案 平成１９年度予算（案） 
 予算（案）を佐藤正文総務経理部長より説明。 
 直ちに採決に入り、議長の採決の求めに対し、満
場異議無く、可決された。 
 第５号議案 役員の改選 
 提案説明（中澤弘文支部長） 
 日本行政書士政治連盟岩手県支部規約に基づき役
員を改選する。 
 慣例により、幹事は本会の会長と副会長及び総務、
会計担当の理事、各支部長をあてることになってい
る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 選任する方法の提案について、満場異議無く、承
認される。  
 暫時休憩 
 各幹事を発表 
 盛岡支部  田村 格会員 
 紫波支部  岸 武志会員 
 花巻支部  黒須信男会員 
 北上支部  未定（総会未開催のため） 
 水沢支部  及川暉久会員 
 一関支部  今出善雄会員 
 大船渡支部 休石庄太郎会員  
 遠野支部  小島末吉会員 
 釜石支部  未定（総会未開催のため） 
 宮古支部  未定（総会未開催のため） 
 久慈支部  大澤仁悦会員 
 二戸支部  未定（総会未開催のため） 
 未定の支部については、後日報告された支部長を
もって幹事とすることに満場異議無く決定した。 
 発表された役員について、議長より採決を求めた
結果、満場異議無く決定した。 
 会計監事２名の選出については議長一任の声によ
り、議長より指名する。 
  会計監事 
  高橋裕会員、伊藤榮樹会員を指名。 
  両名の選任について満場異議無く、決定した。 
支部長の互選ならびに副支部長、幹事長指名のた

め、別室にて協議。 
暫時休憩 
新支部長より、役職の報告。 
支部長  中澤弘文会員 
副支部長 中屋敷勤会員 
副支部長 十文字國子会員 
幹事長  千葉静男会員 
幹事   各支部長 
     本会総務経理部長 
監事   高橋裕会員、伊藤榮樹会員 
 以上の役員選任について、議長の採決の求めに対
し、満場異議無く了承された。 
 議案審議終了 
 議長が議案審議終了を宣言し、議長退任を告げる。 
 閉会の言葉    千葉静男幹事長 
以上で定期大会の全ての日程を終了し、午後４時

２３分に閉会した。 
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