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岩手県行政書士会 
会長 中 澤 弘 文 

 
 

     新年を迎えて 
 
新年あけましておめでとうございます。 
年頭にあたり一言ご挨拶申し上げます。 
昨年は１月の盛岡商業高校サッカー部の

全国制覇に始まり、ＮＨＫ連続テレビ小説

「どんど晴れ」で盛岡市が舞台となり、前

岩手県知事の増田寛也さんが総務大臣に就

任するなど、岩手県の話題が多い年でした。 
 業界を振り返りますと、昨年４月にＡＤ

Ｒ基本法（裁判外紛争処理に関する法律）

が施行され、また、法務省オンライン次期

システムの稼動による岩手県での電子定款

認証が開始されました。 
また、本年４月からは盛岡市の中核市移

行に伴い、盛岡市への県事務の委譲が予定

されており、手続の専門家・国民の身近な

相談相手として行政書士の役割が期待され

るところであります。 
その一方で、政府の規制改革等により資

格制度の見直し、各士業間における業際の

相互乗り入れなどが検討されております。 
このような状況に鑑み、我々行政書士も

国民の期待に応えるべく、資格者としての

能力担保向上、職業倫理の確立・保持をし

ていかなければなりません。 
 
 
 
 
 

 
昨年から、その施策として、従来の基本

的な研修に加え、会社法を主体とする司法

研修、成年後見関係業務の研修などこれか

ら注目すべき業務研修を実施しております。 
また、「行政書士制度強調月間」が「行政

書士制度広報月間」に改称され、広報にウ

ェイトを置いた活動を推進することとなり

ました。 
各支部の協力のもと、マスコミなどの媒

体を積極的に活用し、行政書士制度のＰＲ

に努めたところであります。 
今年におきましては、さらに行政書士制

度のＰＲ、会員の資質・能力担保向上に重

点をおき、副会長はじめ役員の方々ととも

に、会運営に微力を尽くす所存であります。 
会員の皆様におきましても、積極的に行

政書士制度をＰＲしていただくとともに、

本会の運営にご理解とご協力を賜りたくお

願い申し上げます。 
最後に、今年を象徴する言葉が「信」や

「真」であることを願い、年頭のご挨拶と

させて頂きます。 
平成２０年吉日 
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自動車の登録、検査手続についてのお願い 

３月は窓口が混雑します。 

   手続は早めに済ませてください。 
 
東北運輸局岩手運輸支局 
紫波郡矢巾町流通センター南二丁目８－５ 
電話 ０５０－５５４０－２０１０ 

  
毎年、自動車の登録、検査手続（名義変更、住所変更、廃車、車検等）をされる方が 

３月に集中し、特に下旬がピークになります。 
 このため、窓口や車検場が大変混雑し、申請者の方に長時間お待ちいただく状態となっ

ております。 
 これらの手続は、早めに、できるだけ２月中に済ませていただきたく、皆様方にお願い

いたします。（車検は有効期間の満了する 1 ヶ月前から受けられます。） 
 また、電話による問い合わせ件数も増加し、電話がつながらなくなる状態となりますの

で、このような場合には「岩手運輸支局ホームページ」をご覧ください。 
 
 窓口の受付時間等については、次のとおりです。 
 １ 窓口の受付時間 
    平日 午前 ８：４５～１２：００、午後 １：００～４：００ 
    土･日・祝日は休みです。 
２ 岩手運輸支局ホームページ 
   http://www.tht.mlit.go.jp/it/it-index.htm 
３ 自動車登録、検査テレホンサービス 
   電話 ０５０－５５４０－２０１０ 
４ 車検予約システム 
   電話 ０５０－５５４０－２１１０ 
   http://kensayoyaku.mlit.go.jp 
５ 軽自動車の窓口 
   軽自動車協会岩手事務所 
    盛岡市湯沢１６地割１５－１０ 
    電話 ０１９－６３９－８０１１ 
   軽自動車の申請手続・検査テレホンサービス 
    電話 ０１９－６３２－１１４３ 
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 平成１９年度行政書士制度広報月間 

 
 昨年までは「行政書士制度強調月間」と

称していましたが、今年度からはより広報

に重点を置く活動を推進するために、「行政

書士制度広報月間」と改称されました。 

 月間は例年通り、９月を準備月間とし、

正副会長及び広報監察部にて官公庁と報道

関係を訪問し、制度の趣旨について説明し

理解を求めるとともに月間の推進に協力を

お願いしました。 

 本会においては、１０月１日と２日に行

政書士電話無料相談を、３日には盛岡市の

肴町商店街（ホットラインサカナチョウ）

にて行政書士街頭無料相談を実施、さらに、

各支部においても無料相談会を開催し、大

いに行政書士制度をＰＲしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
電話無料相談における結果は、２日間計 

１２件で、主な相談内容は相続、不動産関

係など権利義務に関するものが大半を占め

ました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街頭無料相談は１６件の相談があり、う

ち相続関係に関する案件が多数を占めまし

た。 

件数は少ないものの相談内容は多様化し

てきており、身近な相談相手として市民の

ニーズに応えるためにさらに研鑚を積むと

ともに、今後の月間の活動方法、ＰＲ方法

について検討を加えて、工夫していく必要

があるようです。 

会員の皆様におかれましても、月間期間

中のみならず、日頃から各会員が積極的に

行政書士をＰＲしていただくことをお願い

いたします。 

（広報監察部 筒井 寧） 

 

電話無料相談に応じる会員 
（本会事務局にて） 

街頭で行政書士をＰＲする会員 
（ホットラインサカナチョウにて） 
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「topics」 
 
07.12.12  飲酒運転の根絶に向けて（警察庁） 
 
07.12.05  2008 年 4 月 1 日 盛岡市は「中核市」

へ移行します。 
 

「業務関連」 
 
07.10.02  建設企業を対象としたセミナー・ 

各種講座のお知らせ 
 
07.12.17 （岩手県県営工事）Ｈ19・20 資格審査

申請（中間年）の受付について 
     （申請の手引き・申請様式） 
 
07.12.06 （建設関連業務）Ｈ20・21 入札参加資

格審査（申請の手引き、様式）  
 
07.12.04 （建設関連業務）H20・21 入札参加資格

審査申請に係る説明会の開催につい
て 

 
07.11.16 任意後見契約書作成業務における手続

きの遵守徹底について（日行連） 
 
07.11.09 県営建設工事請負資格に係る承継申請

について（岩手県） 
 
07.11.01 産業廃棄物処理業許可申請等の諸手続

きに必要な添付書類の変更について 
 
07.10.22 土地取引には届出が必要です。 

（岩手県資源エネルギー課） 
 
07.10.16 岩手県許可 産業廃棄物処理業者 

名簿（更新、H19.10.12 現在） 
 

「電子申請」 
 
07.12.03 電子申請等手続に関するご意見の 

募集について（電子申請ご意見箱） 
     内閣官房情報通信技術（ＩＴ）担当室 
 
07.11.16 宅建業電子申請システム利用促進 

説明会の開催案内について（日行連） 
 
07.10.26 【お知らせ】AdobeAcrobat8.0（Standard、

Professional）のご利用について 
      （法務省オンライン申請システム） 
 
07.10.18 【重要】法務省オンライン申請システム

において利用可能な JRE」のバージョ
ンアップについて  

 
07.10.10 【重要】JRE1.4.2_15 に関する脆弱性に

ついて(法務省オンラインシステム） 
 
07.10.05 電子申告・納税システムに行政書士用

電子証明書が使用可能となりました。 
      （日行連トピックス） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

「研修会」 
 
07.12.14  平成 20 年新年の集い並びに 19 年度

第 8 回業務研修会開催のご案内 
       （医療法改正に伴う医療法人の定

款の変更手続） 
        （宗教法人に係る行政書士事務） 
 
07.12.03 平成１９年度第６回業務研修会の 

お知らせ 
     （改正経営状況分析申請書作成の 

留意点） 
      （経営事項審査制度の改正について） 
 
 
07.11.09  盛岡支部研修会開催のお知らせ 

（株式会社定款作成の基礎） 
      
07.11.19 成年後見公開研修会開催のお知らせ 

（神奈川成年後見サポートセンター） 
     「成年後見業務の倫理」 

「成年後見実践事例研究」 
 
07.11.07  平成１９年度第５回業務研修会の 

お知らせ（著作権相談員養成研修） 
 
07.11.02 平成１９年度新入会員研修会開催 

（一般会員）のご案内 
 
07.10.24  全国建行協研修会開催のご案内 
     （建設業会計について、経審改正につ

いて） 
 
07.10.08  平成１９年度第１回建設業研究会研

修会のお知らせ 
     （経営事項審査申請について－入門編） 
 
07.10.05  平成１９年度第４回業務研修会の 

お知らせ 
     （印鑑証明書等を活用したＯＳＳ申請）  
 
 
07.10.05  平成１９年度司法研修開催のご案内 
      （会社法、中小企業のための会社法）  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホームページ掲載情報 

http://iwate-gyosei.jp/index.html 

2007 年 10 月～12 月掲載分

   会報のフルカラー版を

   本会ホームページ 
「会報いわて」の 
コーナーに掲載して 
おります。 
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平成１９年度第３回業務研修会 
「会計記帳業務」 

   １ 最近の会計記帳業務環境について 
   ２ 会計記帳業務の利点と難点について 
   ３ 行政書士による会計記帳業務雑感 
   ４ その他 
開 催 １０月１６日 農林会館７階 

第一会議室 
出席者 ５０名 
講 師 岩手県行政書士会 
    佐藤 公一 会員（一関支部） 

 
「裁判員制度 DVD 研修」 

 平成 16 年法律第六十三号「裁判員の参加する

刑事裁判に関する法律」が平成２１年に施行され

るのに伴う DVD 研修（最新版）「放火事件（刑事

事件）で、6 人の裁判員が選任され 3 人の裁判官 
との係わりの中で評議の行方は……」出演俳優は

TV で活躍している有名な布陣でついつい引き込

まれる内容であり、受講者自身のため、依頼者に

対する話題提供等に役立つ研修となりました。 
 

平成１９年度第 4 回業務研修会 
「印鑑証明書等を活用した OSS（ワンスト

ップサービス）申請について」 
開 催 １１月６日 

いわて県民情報交流センター ５階 
出席者 ６３名（青森・秋田・山形・福島・宮城

会含む） 
講 師 日行連第１業務部 担当副部長 
    深貝 享 先生（北海道会名誉会長） 

日行連第１業務部 部長 
北口 義明 先生（大阪会会長） 

  
平成１９年度第５回業務研修会 
「著作権相談員養成研修」 

開 催 １２月３日 農林会館 第二会議室 
出席者 ６名 
講 師 岩手県行政書士会会員 

 隅田 哲晴 会員（宮古支部）  
 廣嶼 文哉 会員（盛岡支部） 

研修内容 
 平成１６年２月「３県（岩手、秋田、青森）合

同著作権法講習会」に始まった著作権相談員養成 

 
 
 
 
研修において本会では既に 50 名以上が「著作権 
相談員名簿」に登載されています。今回は、新た

に「著作権相談員名簿」登載を希望する会員を対

象として開催されました。 
 

平成１９年度第６回業務研修会 
「経営事項審査改正のポイント」 
「改正経営事項審査に係る経営状況分析

（Y）について」 
開 催 １２月２０日 エスポワールいわて 
出席者 ４３名 
講 師 全国建設関係行政書士協議会事務局長

兼副代表世話人 
    中西 豊先生（東京会会員） 

    （財）建設業情報管理センター  
安井次長 

     橋本課長代理 
 

平成１９年度 司法研修 
「会社法（中小企業のための会社法）」

～経営戦略としての企業形態選択 
開 催 １０月２７日、１１月１７日、 

１２月１５日（全３回） 
     農林会館 第一会議室 
出席者 １回目２７名、２回目２２名、 

３回目２２名 
講 師 岩手大学人文社会科学部准教授 
    吉田 夏彦先生 
 

平成１９年度新入会員研修会 
開 催 １１月２３～２４日 

 雫石町鶯宿温泉 長栄館 
出席者 新入会員１５名 一般会員１名 

 計１６名 
講 師 会長、副会長、企画開発部員、 

広報・監察部員、総務・経理部員、 
    司法 ADR 委員  
研修内容  

平成１８年１２月～平成１９年１２月入会の

会員が１３コマの講習を受けました。行政書士倫

理、組織、行政書士に必要なマインド等の基本か

ら実務内容まで講師を務めた各部員が研修を行

いました。  

 

研修会便り 
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「会計記帳業務研修」 

実務に基づく講義内容で、業務として取り

入れていくためには平成１８・１９年度税制

改正の確認、税理士、公認会計士との連携、

簿記 3 級程度の知識が必要となるが、これら

を克服することで、魅力ある業務になるとの

説明がなされました。 

「印鑑証明書等を活用した OSS（ワンスト

ップサービス）申請について 
平成１７年自動車保有関係手続きの OSS

システムが全国で開始され、平成２２年まで

に５０％まで件数をあげるよう計画されてい

ます。「行政書士にとってのマイナス・プラス

要因」等さらに研修研鑽をする必要があり、

今後の取組みの参考となる講習内容となりま

した。 
 

「会社法～中小企業のための会社法」 

会社法をテーマに、岩手大学人文社会科学

部の吉田夏彦先生を講師にお迎えし１０月 

２７日、１１月１７日、１２月１５日の３

回にわたり、開催されました。３回の講義に

おいては、ブルドックソースやライブドア事

件を事例にして、会社法をわかりやすく解説

していただきました。 

 

「経営事項審査改正のポイント」 
「改正経営事項審査に係る経営状況分析（Y）

について」 
平成 20 年 4 月に改正される「経営事項審

査」の注目すべきポイントについて、解説

がなされました。経審点数アップのための

方策など建設業者へのアドバイスを的確に

行う情報を得ることができました。 
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平成１９年１０月 
 

1 日 行政書士制度広報月間 
 電話無料相談 
 10：00～16：00 本会事務局 

千葉副会長以下 3名 
相談件数 10 件 
 

2 日 行政書士制度広報月間 
電話無料相談 

 10：00～16：00 本会事務局 
中屋敷副会長以下 3名 
相談件数 2 件 
 

3 日 行政書士制度広報月間 
街頭無料相談 

 13：00～16：00 
於：ﾎｯﾄﾗｲﾝ肴町北銀前 
中澤会長以下 6名 
相談件数 16 件 
 

25 日 日行連 ICT 委員会 
 於：東京 中澤会長出席 
 

26 日 士業懇談会 14：00～17：00  
於：メトロポリタン盛岡 
中澤会長以下９名出席 

 
平成１９年１１月 

 
5 日 第６回正副会長会議 

 12：00～13：00 
    中澤会長以下４名 

 
行政書士試験説明会 
13：30～16：30 

    於：農林会館 7階第 1会議室 
    中澤試験責任者以下 36 名 
 
7 日 中央研修センター 運営委員会 

 於：東京 中澤会長出席 
 

8 日 中央研修センター 運営委員会 
  於：東京 中澤会長出席 
 

11 日 行政書士試験 9：00～17：00 
  於：岩手大学教育学部 

     中澤試験責任者以下 36 名 
 

12 日 第２回申請取次委員会 
 16：30～17：30 
於：事務局 中澤会長以下 3名 

 
20 日 日行連 理事会 於：東京 

  中澤会長出席 
 

21 日 日行連 理事会 於：東京 
  中澤会長出席 
 

 
 
 
 
 
 
 
27 日 日行連 総務部会 於：東京 

中澤会長出席 
 
第６回選挙管理委員会 
13：30～15：30 
於：事務局 
役員選任規則等諸規定の整備に
ついて 
千葉委員長以下 4名 
 

29 日 日行連と東北地方協議会との連絡
会・業務担当者会議 14:00～ 
於：山形  かみのやま温泉 
 中澤会長以下４名 
 

30 日 日行連と東北地方協議会との連絡
会・業務担当者会議  10：00 まで 
於：山形  かみのやま温泉 
 中澤会長以下４名 
 
第 6 回総務・経理部会 
14：00～16：00 於：事務局 
千葉副会長以下５名 

・新年のつどい開催について 
・中間監査の実施について 

 
 

平成１９年１２月 
 

７日 中間監査 14：00～16：00 
 於：本会事務局 
 中澤会長以下 6名 

 
13 日 広報監察部会 13:00～14:30 
    於：事務局 
   十文字副会長以下４名 
   ・行政書士制度広報月間の結果に

ついて 
   ・会報１１３号編集会議 
   
20 日 第４回理事会 

農林会館７階第２会議室 
   10:00～12:00 
   中澤会長以下 18 名 

・各部の事業中間報告 
   ・行政書士制度広報月間の結果に

ついて 
      

 28 日 仕事納め 
 
 
 
 
 
 

本 会 の 動 き 
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平成１９年１０月 
1 日 行政書士制度広報月間 電話無料相談 

 10：00～16：00 本会事務局 

千葉副会長以下 3 名  相談件数 10 件 

2 日 行政書士制度広報月間電話無料相談 

 10：00～16：00 本会事務局 

中屋敷副会長以下 3 名  相談件数 2 件 

3 日 行政書士制度広報月間街頭無料相談 

 13：00～16：00 於：ﾎｯﾄﾗｲﾝ肴町北銀前 

中澤会長以下 6 名  相談件数 16 件 

4 日 川徳無料相談 10：00～16：00 芳賀英明会員 

    会費請求書送付 

16 日 第３回業務研修会 

13：00～16：30 農林会館７F 第 1 会議室 

行政書士としての会計記帳業務 

講師：佐藤公一会員 

    「裁判員」DVD 研修 

25 日 日行連 ICT 委員会 於：東京 中澤会長出席 

26 日 士業懇談会 14：00～17：00  

於：メトロポリタン盛岡 

中澤会長以下９名出席 

27 日 平成１９年度第１回司法研修会 10：00～17：

00 於：農林会館７F 第 1 会議室 

    会社法（中小企業のための会社法） 

講師：岩手大学人文社会科学部准教授 

 吉田夏彦先生 

 
平成１９年１１月 

1 日 川徳無料相談会 10：00～16：00 

    加美山 裕会員 

5 日 第６回正副会長会議 12：00～13：00 

    中澤会長以下 4 名 

行政書士試験説明会 13：30～16：30 

    於：農林会館 7 階第 1 会議室 

    中澤試験責任者以下 36 名 

6 日 第 4 回業務研修会 13：30～16：30 

 於：いわて県民情報交流センター 

アイ-ナ 5 階 501 号室 

印鑑証明書等を活用した OSS 申請について 

講師：深貝 亨・北口義明両日行連副会長 

7 日 中央研修センター 運営委員会 

 於：東京 中澤会長出席 

8 日 中央研修センター 運営委員会 

  於：東京 中澤会長出席 

11 日 行政書士試験 9：00～17：00 

  於：岩手大学教育学部 

     中澤試験責任者以下 36 名 

12 日 第２回申請取次委員会 16：30～17：30 

於：事務局 中澤会長以下 3 名 

17 日 平成１９年度第１回司法研修会 

 10：00～17：00 

於：農林会館７F 第 1 会議室 

会社法（中小企業のための会社法） 

講師：岩手大学人文社会科学部准教授 

吉田 夏彦先生 

20 日 日行連 理事会 於：東京 中澤会長出席 

21 日 日行連 理事会 於：東京 中澤会長出席 

 

 

 

 

 

 

 

23 日 平成１９年度新入会員研修会 9：00～17：00  

於：鶯宿 長栄館 

24 日 平成１９年度新入会員研修会 9：30～16：00  

於：鶯宿 長栄館 

27 日 日行連 総務部会 於：東京 中澤会長出席 

第６回選挙管理委員会 13：30～15：30 

於：事務局 

役員選任規則等諸規定の整備について 

千葉委員長以下 4 名 

29 日 日行連と東北地方協議会との連絡会・業務担当者

会議 14:00～ 

於：山形  かみのやま温泉  中澤会長以下４名 

30 日 日行連と東北地方協議会との連絡会・業務担当者

会議  10：00 まで 

於：山形  かみのやま温泉  中澤会長以下４名 

第 6 回総務・経理部会 14：00～16：00 

於：事務局 千葉副会長以下 5 名 

新年のつどい開催について・中間監査の実施に

ついて 

 

平成１９年１２月 

3 日 第５回業務研修会 

 於：農林会館７F 第２会議室 9：00～17：00 

著作権研修 講師：隅田哲晴・廣嶼文哉 

6 日 川徳無料相談会 10:00～16：00 隅田哲晴会員 

 平成 19 年度伝達研修会（日行連中央研修所）  

 運輸交通・農林建設関係業務 

於：日行連中央研修所、行政書士会館 

横山 勝会員、畠山 弘会員出席 

７日 中間監査 14：00～16：00 本会事務局 

 中澤会長以下 6 名 

平成 19 年度伝達研修会（日行連中央研修所） 

保健衛生風俗営業・社労税務経営・権利義務、

事実証明・国際関係業務  

於：行政書士会館 

横山 勝会員、畠山 弘会員出席 

13 日 広報監察部会 13:00～14:30 於：事務局 

   十文字副会長以下４名 

15 日 平成１９年度第１回司法研修会  

10：00～17：00 於：農林会館７F 第 1 会議室 

会社法（中小企業のための会社法） 

講師：岩手大学人文社会科学部准教授 

吉田夏彦先生 

20 日 第４回理事会 10:00～12:00 

   農林会館 第２会議室 中澤会長以下 18 名 

第６回業務研修会 13:30～17:00 

   於：エスポワールいわて 

      経営事項審査改正のポンイト 

    講師：全国建設関係行政書士協議会  

事務局長兼副代表世話人 

中西 豊先生(東京会会員)    

改正経営事項審査に係る 
経営状況分析（Y）について 

講師：財団法人 建設業情報管理センター 

       安井次長、橋本課長代理 

 28 日 仕事納め 
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平成１９年１２月３１日現在 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

鈴木 進（水沢支部） 

事務所 金ケ崎町六原葉の木立 34 番地 

電 話 ０１９７－４３－２５１１ 

平成１９年１０月１５日 登録・入会 

 

鈴木 文男（紫波支部） 

事務所 矢巾町大字白沢第 3地割 

35 番地 49 

電 話 ０１９－６９７－０８６５ 

平成１９年１１月１日 登録・入会 

 

木地谷 優（盛岡支部） 

事務所 盛岡市西青山三丁目 37 番 1 号 

電 話 ０１９－６４６－７３３２ 

平成１９年１２月１日 登録・入会 

 

齋藤 節雄（北上支部） 

事務所 北上市川岸四丁目 12 番地 26 

電 話 ０１９７－６３－６５２６ 

平成１９年１２月１５日 登録・入会 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久保 孝（宮古支部） 
新事務所 宮古市太田一丁目 4番 66 号 
新電話  ０１９３－６４－６４７７ 
 

藤原 弘道（紫波支部） 
新電話  ０１９－６１１－０４１３ 
 

千葉 隆造（水沢支部） 
新事務所 奥州市水沢区東中通り二丁目 

6 番 27 号 
 

小笠原 忠（二戸支部） 
新事務所 二戸市浄法寺町御山中前田 

36 番地 1 
 
 
 
 
 
 
 

齋藤 治夫（久慈支部） 
  平成１９年９月３０日 退会 
 

伊保内 寛也（二戸支部） 
  平成１９年１０月１１日 退会 
 

中村 茂樹（久慈支部） 
  平成１９年１０月１５日 退会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
普段はよく夢を見ます。見すぎて、現実なのか、夢なのか分からなくなることもあります。 

夢の中では、諜報員のように走ったり、飛び降りたり結構活躍しています。 

もちろん、これは夢だったとすぐ分かります。 

不思議と初夢は見たことが(覚えていたことが)ありません。 

新年の初夢は、どんと、岩手県行政書士会館を建てている夢でも見たいものです。 

なにはともあれ、今年もよろしくお願いいたします。（広報監察部 二ﾂ神 厚子） 

会員の動向 
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平成１９年度行政書士試験の実施 
 
平成１９年度行政書士試験が１１月１１

日（日）に実施されました。 
 今年から岩手医科大学教養学部の移転に

伴い、会場が岩手大学教育学部に変更にな

りました。 
 岩手会場における試験の申込み者数は 
５３２名（特例受験者２名含む）で、受験

者数は４１９名でした。 
 試験会場が変更になったためか、若干の

遅刻者がおりましたが、特に問題なく無事

終了しました。 
 試験の結果発表は平成２０年１月２８日

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「成年後見業務への取り組みについて」 
成年後見への取り組みは、平成１８年９

月の研修会から本格的に始まりましたが、

その後２回の研修会を開催して、研修会を

受講された会員の皆様には基礎的な知識や

考え方が理解されてきたことと思います。  
 現在、岩手県行政書士会では、成年後見

業務に取り組む組織について、他県の状況

を調査する等、検討を重ねております。 
今年度末頃には一定の方向性を出したい

と考えております。会員の皆様には今暫く

お時間をいただきたいと存じます。  
 会員の皆様で成年後見業務（法定後見、

任意後見）を行なわれる場合には、関連法

令の遵守と厳しい倫理観及び関連の知識が

求められていることを十分にご認識いただ

きたいと存じます。  
 他県では不祥事が発生して大きな社会問

題になった例もございますので、よろしく

お願いいたします。  
 今後、成年後見関連の研修会も予定して

おります。その節は、ご参加いただきます

ようご案内申し上げます。  
 
 成年後見検討委員会 委員長 岡田秀治 
 
 

表紙写真の説明 

成年後見検討委員会より 

盛岡市の盛岡八幡宮です。 
盛岡八幡宮は今から 300 年以上昔の延宝８年
（1680）、第 29 代南部重信公により建立されま
した。盛岡八幡宮に祭られている神は、品蛇和気
命で、農業、工業、商業、学問、衣食住など人間
生活の根源の神として、昔から地域の人々の多大
なる崇敬を集めてきました。 
盛岡の総鎮守とされ、神事のチャグチャグ馬コ、
例祭の流鏑馬神事で知られています。 
 県下随一の大社は正月には 25 万人初詣客が訪
れます。 
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チャイニーズドラゴン  
伝説の神獣、チャイニーズドランゴンです。 
右手に光る玉を持っており、この玉はあらゆる幸運や運気を引き寄せると信じ

られています。風水では、龍の置物を置いて、お水をお供えすると、龍が水を飲

みに降りてきて、仕事運を上げたり、商売を繁盛させたりすると言われています。

ペーパークラフト作：筒井 寧

 

会員投稿コーナー 
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