行政書士いわて

２００９年７月号

発行所

第１１８号

２００９年７月号

岩手県行政書士会

〒020-0024

発行人（会長）中澤弘文

盛岡市菜園一丁目３番６号
TEL 019-623-1555

平成２１年７月１７日発行

FAX 019-651-9655

平成２１年度定時総会開催
平成２１年５月２７日（水）

農林会館５階

エスポワールいわて

Contents
･p1〜2 定時総会報告（要旨）

･p6

研修会便り

･p3

岩手県知事

祝辞

･p7,8

本会の動き

･p4

日行連会長

祝辞

･p9

会員の動向

･p5

会長あいさつ

･p10､11

政連通信

行政書士いわて

２００９年７月号

定時総会報告（要旨）
監査報告
監査結果の報告（佐藤啓郎監事）

平成２１年５月２７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 番 38 号）

内容が正確かつ適正であることの報告がなされた。

に於いて、平成２１年度定時総会を開催した。

ここで、休憩に入り、午後１３時０２分より審議

１．開会の言葉

再開。

（中屋敷勤副会長）

第１号議案、第２号議案についての質問受付。

２．物故者に対する黙祷
３．会長あいさつ

第１号議案については質問なし。

（中澤弘文会長）

第２号議案について盛岡支部

４．来賓紹介

り質問あり。

５．表彰状授与

執行部の答弁の後、佐藤会員の再質問、執行部

日本行政書士会連合会

の再答弁を行った。

東北地方協議会会長表彰

続いて、第２号議案について、久慈支部

岩手県行政書士会会長表彰
６．受賞者謝辞

執行部の答弁の後、下道会員の再質問、執行部
の再答弁を行った。

祝電披露

以上で質疑応答終了。

行政書士倫理綱領唱和（千葉静男副会長）
以上を次第に従い行った後、議案審議に入った。

第１号議案

議長の採決の求めに対し、満場異

議なく、原案のとおり承認された。

仮議長の中澤弘文会長より、議長選任方法につ

第２号議案

いて諮ったところ、事務局一任の声により、議長

議長の採決の求めに対し、満場異

議なく、原案のとおり承認された。

阿部秀右会員を選出。

続いて、第３号議案、第４号議案の審議に入っ

議長あいさつの後、執行部より本総会の出席人

た。

員を報告。
総会員数
出席会員数

２９５名

議長より、第３号議案及び第４号議案は相互に

６６名

関連があるため、一括審議の提案がされ、満場異

本人出席
委任状出席

合

下道

利幸会員より質問あり。

（門田善悦会員）

７．来賓祝辞

に、盛岡支部

佐藤正文会員よ

計

議なく承認された。

１３７名

第３号議案

２０３名

（案）

従って、岩手県行政書士会会則第５５条の規定

提案理由の説明（千葉静男副会長）及び各部部

の定足数に達しており、本会は成立した。

長・各委員会委員長より事業、業務計画説明。

議事録署名人、議事録作成者を議長の指名によ

業務計画は議案書のとおりとし、要点のみ説明。

り決定することに、満場異議なく承認された。
議事録署名人
議事録作成者

平成２１年度事業並びに業務計画

中澤

弘文

会長

第４号議案

平成２１年度一般会計予算（案）

坂本

眞悦

会員

予算（案）の説明（田中抄織総務・経理次長）

金矢

健次

会員

予算額は、議案書の平成２１年度予算額に従い、

佐々木達也

会員

説明がなされた。

議案審議

第３号議案、第４号議案についての質問受付。

議長より、第１号議案及び第２号議案は相互に

第３号議案、第４号議案について、相互に関連

関連があるため、一括審議の提案がされ、満場異

があるため、久慈支部

議なく承認された。

問あり。

第１号議案

執行部の答弁の後、下道会員の再質問、執行部

平成２０年度事業並びに業務報告

の再答弁、さらに関連質問を受けた後、関連質問

提案理由の説明（千葉静男副会長）及び各部部

への答弁を行った。

長・各委員会委員長より事業、業務の推進状況報

以上で質疑応答終了。

告。

第３号議案は議長の採決の求めに対し、満場異

報告は議案書に従い、要点の報告がなされた。
第２号議案

下道利幸会員より一括質

議なく、原案のとおり承認された。

平成２０年度決算報告

第４号議案は議長の採決の求めに対し、満場異

会計決算の説明（田中抄織総務・経理次長）

議なく、原案のとおり承認された。

収支計算書等に従い、報告がなされた。

−1−

行政書士いわて

２００９年７月号
監事（定員３名以内）についても、選考委員会で

続いて、第５号議案の審議に入った。
第５号議案

選考することになっている。

役員の改選について

選考委員会は、役員選任規則第６条により、総会

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

において選任される選考委員及び会長により構成さ

条第１項により役員の改選を必要とする総会であ

れることとなっているため、各支部から１名（盛岡

る。同会則第４４条により会長、副会長、理事、

支部からは会員数の関係で３名）を選出し、総会で

監事は個人会員の中から総会で選任する（役員毎

選考委員に選任し、選考委員会を開催する旨の説明

の員数については資料のとおり。）と規定されてお

がなされた。
以上、選考委員会の要領について、満場異議なく、

り、役員選任規則、同施行規則に基づき、総会内

承認された。

での選挙及び選考によりそれぞれ選任を求める旨

選考委員を選任し、別室にて選考開始。

の説明がなされた。
会長選挙についての説明、当選人確定の宣言

暫時休憩（午後２時３５分）

（千葉幸兵選挙管理委員長）

会議再開（午後２時５１分）

役員選任規則第１５条により、平成２１年４月

選考委員長より、選考結果報告（中澤弘文会長）

６日岩行発第２９号をもって、選挙の公示を行っ

会

長

たが、立候補届出期限である４月２７日に会長選

副会長

挙に立候補した会員は、盛岡支部の中澤弘文（な
かざわ

理

ひろふみ）会員のみであった旨の説明が

事

なされた。
従って、役員選任規則第２７条により、中澤弘
文会員を当選者とする旨の宣言がなされた。
議長より、役員選任規則第２９条の規定により、

中澤

弘文会員

（盛岡支部）

勤会員

（紫波支部）

十文字國子会員

（二戸支部）

岡田

秀治会員

（盛岡支部）

筒井

寧会員

（盛岡支部）

廣嶼

文哉会員

（盛岡支部）

菊池

敏江会員

（紫波支部）

勝股

光子会員

（一関支部）

中屋敷

当選人に確定した中澤弘文会員が会長に就任する

佐々木

ためには、総会の議決が必要の旨、議場に諮った

隅田

哲晴会員

（宮古支部）

ところ、満場異議なく承認された。

大澤

仁悦会員

（久慈支部）

監

よって、中澤弘文会員を岩手県行政書士会会長

事

に選任することが確定した。
役員選任規則第３０条の規定により、千葉幸兵

剛之会員（遠野支部）

休石庄太郎会員

（大船渡支部）

菊池

静哉会員

（盛岡支部）

田中

抄織会員

（花巻支部）

上記理事の選任について了承願う、との中澤弘

選挙管理委員長より、中澤弘文会員に当選証書が

文選考委員長の提案を諮ったところ、満場異議な

交付された。

く承認された。

役員選任規則第３１条の規定により、中澤弘文

中屋敷勤副会長より、新役員を代表して挨拶が

会員より、新会長就任の宣言並びに新会長就任の

なされた。

挨拶がなされた。

議案審議終了

執行部より、副会長、理事、幹事の選任方法の

議長が議案審議の終了を宣言し、議長退任を告

説明（中澤弘文会長）

げた。

岩手県行政書士会会則第４３条、役員選任規則
第３条の規定により、副会長の定員は３名以内と

閉会の言葉（十文字國子副会長）

なっている。

以上で定時総会のすべての日程を終了し、午後
３時０６分に閉会した。

なお、役員選任規則７条により、個人会員の中
から選考委員会で副会長が選任されることになっ
ている。
理事の定数は、会則第４３条及び役員選任規則
第３条の規定により、１０名以内となっている。
役員選任規則第７条の規定に基づき、各支部か
ら推薦されてくることになっており、この推薦さ
れた会員について、選考委員会で選出することに
なっている。
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岩 手 県 知 事
達 増

身近な住民へのサービスを展開していく
ことが求められています。

拓 也

このような情勢のもと、行政書士の皆様
には、これまでにも増して高度化、多様化
している住民ニーズに、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

平成二十一年度岩手県行政書士会定時

ているところであります。

総会が開催されるに当たりお祝いを申し

皆様におかれましては、その職務の重要

上げます。

性と公共性をあらためて認識され、県民の

皆様には、日頃から、官公署に提出する

期待に応えられるよう業務の円滑な推進

書類の作成業務などを通じ、住民と行政と

に努められますとともに、今後ともたゆま

のパイプ役として、行政の適正かつ円滑な

ぬ研鑽を積まれ、県民福祉の増進に貢献さ

執行のため御尽力をいただいております

れることを御期待申し上げます。

ことに対し、深く敬意を表します。

結びに、岩手県行政書士会のさらなる発

また、本日、栄えある表彰を受けられた

展と会員の皆様方の御健勝をお祈りしま

皆様には衷心よりお祝いを申し上げる次

して、お祝いの言葉といたします。

第であります。
さて、本県を取り巻く社会経済情勢は、
世界的な経済危機、厳しさを増す雇用環境、
深刻な医師不足など、様々な課題を抱えて
おり、県民生活は危機に直面していると認
識しております。
県では、こうした状況のもと、全ての県
民が共に生きる「希望王国岩手」の確立に
向けて、「いわて希望創造プラン」に掲げ
る施策の推進に全カを挙げて取り組んで
いるところであります。
また、地方分権が進展する中、県、市町
村は、自立した地域社会を形成するために、
住民のニーズや地域の実情を的確に捉え、
自らの判断と創意工夫による施策や、より
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平成二十一年五月二十七日
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２００９年７月号

日本行政書士会連合会
会 長

宮 本

課題今から種まきすべき課題などです。
会員の業務を拡充するとともに、会の存

達 夫

立基盤の強化を目指します。先人の築き上
げたこの行政書士制度の精神を再確認さ
れ、輝かしい伝統と新たな成果を次世代に
継承できるよう、日本行政書士会連合会は
各都道府県行政書士会と手を携えて、間断

本日は、岩手県行政書士会の平成二十一

なくあらゆる取り組みを進めてまいりま

年度定時総会にお招きにあずかりありが

す。

とうございました。中澤会長をはじめ会員

再来年には行政書士法も施行六十年を

の皆様には、日頃より日本行政書士会連合

迎えます。激動の時代にあって、更なる制

会の運営にご理解とご協力をいただいて

度のステップアップを実現できるよう、引

おり深く感謝いたしております。

き続きご支援をお願いする次第です。

昨今の経済環境の激変により、行政書士

結びに、岩手県行政書士会並びにみなさ

への依頼者である国民、事業者はかつてな

ま方のご発展とご多幸を祈念し、祝辞とい

い試練の時代を迎えております。延いては

たします。

行政書士の事務所経営も厳しさを増して

平成二十一年五月二十七日

おります。このような時期にこそ、英知を
結集し、これまで以上に団結の威力を発揮
させることが、時の執行体制を担う者の使
命と考え、鋭意取り組んでいるところです。
お陰様で、昨年は、聴聞・弁明の機会の
付与手続代理にかかる行政書士法改正が
実現できました。また、この度、平成二十
一年度事業計画基本方針に次の三本柱を
掲げることとしました。行政不服申立て代
理の実現、長期会費未納会員に対する登録
抹消の実現という二つの法改正課題及び
社会貢献活動への取り組みです。国民の信
頼を基盤に、国民の利便に資する行政書士
制度構築のために、今すぐに取り組むべき
−4−
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２００９年７月号

岩手県行政書士会
会

長

中 澤

また、ADR への取組みにつきましては、
全国に先駆けて本年５月２５日に行政書

弘 文

士 ADR センター東京が認証を受けました。
その他の単位会でも認証の動きがござい

御 挨 拶

ますが、当面は、東京会等の動きを注視し
ながら、我々が目指すべき方向性について
検討してまいりたいと考えております。

平成２１年度岩手県行政書士会定時

最後になりますが、行政機関及び関係す

総会開催にあたり、一言御挨拶申し上げま

る団体の皆様におかれましては、引き続き

す。本日は、岩手県知事

達増拓也様はじ

暖かい御指導、御鞭撻を賜りますことを御

め、多数のご来賓の方々のご列席をいただ

願い申し上げ、御挨拶とさせていただきま

き、誠にありがとうございます。会員を代

す。本日は、誠にありがとうございます。

表いたしまして、心より御礼申し上げます。
我々行政書士の業務も時代の流れとと
もに変化し、社会から求められる我々の役
割も多様化してきております。このような
時でございますので、今後一層、資格者と
しての資質の向上及び能力担保のための
措置を講じ、高い職業倫理を確立すること
が求められています。そのために、会員一
丸となって努力してまいる所存です。
昨年度まで情報収集及び研究活動を行
ってまいりました、いわゆる、社会貢献活
動の一環の中で、成年後見制度利用支援活
動につきましては、本年より岩手県成年後
見サポートセンターとして、対外的に活動
する予定であります。当面は、裁判所に提
出する成年後見人候補者の名簿の管理を
中心にしながら、会員の指導や監督、各関
係機関と情報交換、ネットワークの構築に
向け活動してまいります。
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平成２１年５月２７日

行政書士いわて

２００９年７月号

研修会便り
会の混み合う年度末に別枠で伝達研修会

全国研修会報告

を実施するのは会員への負担が大きく無

平成２０年度全国研修会が平成２０年

理であるとの判断から研修会参加報告と

１２月１１日、１２日の両日、日本行政書

いたすこととしました。

士会館地下講堂にて開催され、当会より業

なお、４の国際関係業務について、これ

務部の加美山部員、芳賀部員の両名が参加

までは法務省からの講師派遣で実施され

しました。

てきたものが、今回初めて外務省から派遣

研修会は１１日１２時開講から１２日

とのこと、また、５については、講師の法

１５時閉講まで講義時間９０分の６項目

務省民事局参与である内田貴氏が民法の

で、各研修項目は以下の通りです
１

第一人者で、多数の著書があるとのことで

運輸交通関係業務

あり、参考までに追記します。

自動車登録識別情報制度について
２

最後に、全国研修の内容は月刊日本行政

農林建設関係業務

に掲載されますし、今回の研修会資料等を

改正建設業法施行規則の施行につい

希望される会員は事務局までお問い合わ

て
３

せください。

保健衛生風俗営業関係業務
産業廃棄物行政の概論

４

国際関係業務
ビザ（査証）について

５

権利義務事実証明に関する業務
債権法の改正について

６

社労税務経営関係業務
新公益法人制度について
上記について岩手会においては１、２、

６は独自で研修会を開催済みであり、
内容についても当会の研修会がきめ細か
く実施されたこと、３については概論であ
ったこと、４，５は総論であり実施未定の
内容も多いことなどを勘案し業務や研修
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行政書士いわて

２００９年７月号

本 会 の 動 き
2

5

6

11

13

16
18

23

24
25

26

自動車登録無料相談 於：岩手運輸支局
8:30〜16:00 斉藤徳志会員以下 5 名
軽自動車登録相談 於：軽自動車協会
8：30〜16：00 阿部英男会員
日行連理事会 於：日行連
10：00〜15：30 中澤会長出席
27 軽自動車登録相談 於：軽自動車協会
8：30〜16：00 阿部英男会員以下 2 名
27 自動車登録無料相談 於：岩手運輸支局
8:30〜16:00 横山 勝会員以下 5 名
28 第 12 回業務研修会
於：エスポワールいわて特別ホール
10:00〜17:00
「成年後見業務の倫理・成年後見制度の
概要」
講師：岡田秀治成年後見検討委員会委員長
「法定後見制度の基礎・任意後見制度の
基礎」
講師：神山重久 成年後見検討委員会委員
中澤会長以下 40 名
30 軽自動車登録相談 於：軽自動車協会
8：30〜16：00 阿部英男会員以下 2 名
自動車登録無料相談 於：岩手運輸支局
8:30〜16:00 横山 勝会員以下 5 名
31 軽自動車登録相談 於：軽自動車協会
8：30〜16：00 千葉幸兵会員以下 2 名
自動車登録無料相談 於：岩手運輸支局
8:30〜16:00 横山 勝会員以下 5 名

平成２１年３月
成年後見人養成講座 2 日〜4 日
於：ふれあいランドいわて
9：30〜16：00 中澤会長以下 7 名
ICT 委員会 於：日行連
10：00〜17：00 中澤会長出席
川徳無料相談
10：00〜16：00
横山 勝会員
ICT 委員会 於：日行連
10：00〜12：00 中澤会長出席
第 2 回広報・監察部会
於：事務局 13:30〜15:00
十文字副会長以下 4 名
会報１１７号編纂について
自動車登録研修会 於：自動車会館
13：30〜17：00
畠山 弘会員以下 15 名
平成 20 年度行政書士試験報告会
於：東京、八重洲富二屋ホテル
中澤責任者出席 13:30〜16:30
中央研修所運営会議 於：日行連
10：00〜15：00 中澤会長出席
軽自動車登録研修会
於：軽自動車協会 13：30〜15：30
畠山 弘会員以下 15 名
中央研修所運営会議 於：日行連
13：30〜17：00 中澤会長出席
軽自動車登録相談
於：軽自動車協会 8：30〜16：00
千葉幸兵会員
軽自動車登録相談 於：軽自動車協会
8：30〜16：00 千葉幸兵会員
自動車登録無料相談
於：岩手運輸支局 8:30〜16:00
工藤庄八会員以下 5 名
軽自動車登録相談 於：軽自動車協会
8：30〜16：00 広野善弘会員
自販連との打ち合わせ 於：農林会館
中澤会長・中屋敷副会長
十文字副会長・筒井広報・監察部長出席

2

3
6
15
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平成２１年４月
第 1 回総務・経理部会 於：事務局
13:30〜16:00 千葉副会長以下 6 名
川徳無料相談 10：00〜16：00
髙橋 裕会員
第１回選挙管理委員会 於：事務局
13：30〜15：00 千葉幸兵委員長以下 3 名
各会員宛 行政書士会役員選挙の告示、会
費請求書送付
第１回正副会長会 於：事務局
10：00〜12：00 中澤会長以下 4 名
第１回部長会・委員長会 於：農林会館
13：00〜17：00 中澤会長以下 18 名

行政書士いわて

２００９年７月号

16

本会会計監査 於：事務局
13：00〜15：00 中澤会長以下 6 名
17 第１２回業務研修会
於：ＮＯＳＡＩ会館 10：00〜17：00
「介護保険等成年後見制度の周知制度」
講師：成年後見検討委員会委員長 岡田秀治
「認知症の基本理解」
講師：岩手和敬会青山和敬荘施設長
社会福祉士 佐々木裕彦氏
中澤会長以下 39 名受講
22 日行連理事会 於：日行連
9：30〜17：00 中澤会長出席
23 日行連理事会 於：日行連
9：30〜12：00 中澤会長出席
27 第 2 回正副会長会 於：農林会館
10:00〜12：00
第 2 回選挙管理委員会 於：事務局
9：00〜17：00 千葉選管委員長以下 4 名
第 1 回理事会 於：農林会館
13：00〜15：00 中澤会長以下 18 名
第 1 回支部長会・幹事会 於：農林会館
15：15〜16：30 中澤会長以下 26 名
第 1 回相談役会 於：農林会館
16：30〜17：00 及川相談役以下 4 名
30 自販連との打ち合わせ 於：農林会館
中澤会長・筒井広報・監察部長

13

21
22
23

25
27

3
5
18

19

27

平成２１年６月
中央研修所運営会議 於：日行連
10：00〜15：00 中澤会長出席
東北地方協議会総会 於：ホテルルイズ
13：30〜17：00 中澤会長以下 5 名
日行連定時総会 於：ヒルトン東京
10：45〜17：00
中澤会長・中屋敷副会長出席
日行連定時総会 於：ヒルトン東京
9：00〜10：00
中澤会長・中屋敷副会長出席
第 2 回理事会 於：農林会館
13：00〜13：30
中澤会長以下 11 名
第 1 回合同部会 於：農林会館
13：30〜17：00
中澤会長以下 30 名

日本行政書士会連合会
東北地方連絡協議会
平成２１年度定時総会開催
平成２１年６月５日、盛岡市のホテルルイ
ズにおきまして、日本行政書士会連合会東北
地方連絡協議会の平成２１年度定時総会が開
催されました。
東北地方連絡協議会の役員改正が行われ、
新会長に山形会の安達孝藏会長が選任されま
した。岩手会の中澤弘文会長は監事に選任さ
れております。

平成２１年５月
遠野支部総会 於：りんどう
18：00〜 中澤会長出席
盛岡支部総会 於：農林会館
15:00〜 中澤会長出席
花巻支部総会 於：やぶや
17：30〜 中屋敷副会長出席
青森会創立 50 周年記念式典 於：青森市
国際ホテル 15：30〜 中澤会長出席
第 2 回部長・委員長会 於：農林会館
13：30〜 中澤会長以下 13 名
二戸支部総会
於：カシオペアメッセなにゃーと
17：00〜 中澤会長出席
水沢支部総会 於：愛山荘 15：00〜
千葉副会長出席
平成２１年度定時総会
於：エスポワールいわて
10：00〜14：00

東北地方連絡協議会定時総会で
挨拶する岩手会中澤会長
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行政書士いわて

２００９年７月号

会員の動向
（平成２１年６月末現在）

川本 史彦（盛岡支部）
事務所 滝沢村滝沢字巣子 208-31
電 話 019-641-9672
平成 21 年 4 月 2 日 登録・入会
茶畑
亘（久慈支部）
事務所 久慈市十八日町一丁目 11
電 話 0194-52-7162
平成 21 年 4 月 15 日 登録・入会
菅原 大嗣（花巻支部）
事務所 花巻市石鳥谷町大瀬川第 16 地割 52-７
電 話 0198-45-5412
平成 21 年 4 月 15 日 登録・入会

細工藤 勇（盛岡支部）
（久慈支部より移動）
新事務所 盛岡市上堂三丁目 13-12
新 電 話 019-645-4884
新井山 正仁（盛岡支部）
新事務所 盛岡市松園三丁目 3-1
新 電 話 019-662-7381

新事務所

高橋 幸三（北上支部）
北上市さくら通り三丁目 13-30

加藤 昭雄（花巻支部）
事務所 花巻市野田 510-8
電 話 0198-23-3883
平成 21 年 4 月 15 日 登録・入会
土屋 麻紀（盛岡支部）
事務所 盛岡市浅岸一丁目 14-28
メゾンドファミ−ユ 101 号
電 話 019-656-1518
平成 21 年 5 月 1 日 登録・入会

古月 正幸（盛岡支部）
平成 21 年 3 月 31 日 退会
佐藤 嘉雄（一関支部）
平成 21 年 4 月 24 日 退会

菊池 英夫（花巻支部）
事務所 花巻市石鳥谷町好地第 8 地割 61
電 話 0198-29-4780
平成 21 年 5 月 1 日 登録・入会
加藤 聖一（盛岡支部）
事務所 盛岡市中屋敷町 4-40
電 話 019-647-2883
平成 21 年 5 月 1 日 登録・入会
石倉 久夫（盛岡支部）
事務所 盛岡市北松園四丁目 16-4
電 話 019-663-0116
平成 21 年 5 月 15 日 登録・入会

佐藤 登志男（紫波支部）
平成 21 年 6 月 2 日
紫波町日詰西三丁目 6-10
千葉
清（水沢支部）
平成 21 年 6 月 6 日
奥州市水沢区東中通り二丁目 6-27

佐藤 広昭（北上支部）
事務所 北上市常盤台一丁目 18-10
電 話 0197-62-6017
平成 21 年 6 月 1 日 登録・入会
久保田 秀房（宮古支部）
事務所 宮古市鍬ヶ崎下町 3-31
電 話 0193-63-4895
平成 21 年 6 月 15 日 登録・入会
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政連通信いわて

２００９年７月号

(p11 より)
幹事会を開催し、規約第 6 条第 2 項の規定に

第 3 号議案は議長の採択の求めに対し、満場異

より、幹事の中から支部長を互選したところ、

議なく、原案のとおり承認された。

中澤弘文会員が新支部長に互選された。
第 4 号議案は議長の採択の求めに対し、満場異
次に、規約第 6 条第 3 項の規定により、新支

議なく、原案のとおり承認された。

部長から副支部長及び幹事長を指名し、幹事会
第 5 号議案

の了承を得た。

役員改選について

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第 8

新支部長より、役職の報告。

条の規定により、役員を改選する。

支部長

中澤

慣例により、幹事は本会の会長と副会長及び

副支部長

中屋敷

勤会員

十文字

國子会員

総務・経理担当の理事、各支部長を充て、合
計 20 名以内の幹事及び会計監事 2 名を選出

幹事長

弘文会員

田村

格会員

することになっている旨の説明がなされた。
発表された役員について、議長より採択を求

選任方法の提案について、満場異議なく承認

めた結果、満場異議なく承認された。

された。

続いて、会計幹事 2 名の選出については執行

各幹事を発表
盛岡支部

中澤

紫波支部

中屋敷

二戸支部

十文字國子会員

部一任の声により、中澤弘文新支部長より次の

弘文会員

者が指名された。

勤会員

会計幹事

本会新総務・経理担当理事
盛岡支部

田村

格会員

紫波支部

細川

榮子会員

花巻支部

田中

抄織会員

北上支部

伊藤

榮樹会員

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

見世

研一会員

宮古支部

澤田

徳男会員

久慈支部

大澤

仁悦会員

二戸支部

小笠原

髙橋

裕会員

横山

勝会員

両名の選任について、議長より採択を求めた
結果、満場異議なく承認された。
新支部長就任挨拶。
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
た。
6．閉会のことば

（十文字國子副支部長）

忠会員
以上で定期大会のすべての日程を終了し、
午後 4

未定の支部については、後日報告された支部

時 7 分に閉会した。

長をもって幹事とすることに満場異議なく承
認された。
発表された役員について、議長より採択を求
めた結果、満場異議なく承認された。
支部長の互選並びに副支部長、幹事長選任の
ため協議。
暫時休憩
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政連通信いわて

２００９年７月号

日本行政書士政治連盟

平成２１年５月２７日（水） エスポワールいわて
２００９年７月号

発行所

日本行政書士政治連盟岩手県支部

第５２号

発行人

（支部長）中澤弘文

平成２１年７月１７日発行

〒020-0024

盛岡市菜園一丁目３番６号
TEL 019-623-1555

農林会館５階

FAX 019-651-9655

5．議案審議

定期大会報告（要旨）

第 1 号議案

平成 21 年 5 月 27 日午後 3 時 16 分よりエスポ

平成 20 年度活動経過報告

提案理由の説明及び活動経過報告

ワールいわて（岩手県盛岡市中央通一丁目 1 番 38

（千葉静男幹事長）

号）に於いて、平成 21 年度定期大会を開催した。

議案書に従い要点の報告がなされた。

1．開会のことば

（中屋敷勤

副支部長）

2．支部長あいさつ

（中澤弘文

支部長）

第 2 号議案

提案理由の説明（千葉静男幹事長）

3．議長選出

決算報告の説明（田中抄織会員）

中澤弘文支部長の提案により満場異議なく、

収支計算書等に従い、説明がなされた。

議長に盛岡支部阿部秀右会員を選出。

監査報告

4．出席人員報告及び議事録署名人並びに議事録作

監査結果の報告（髙橋裕監事）

成者指名

内容が正確かつ適正であることの報告がな

執行部より本大会の出席人員を報告。

された。

295 名

総会員数
出席会員数

平成 20 年度決算報告

本人出席

50 名

委任状出席

153 名

合計

203 名

第 1 号議案は議長の採択の求めに対し、満場異
議なく、原案のとおり承認された。

従って、日本行政書士政治連盟岩手県支部規
約第 14 条の定めるところにより定足数に達し、

第 2 号議案及び監査報告は議長の採択の求めに
対し、満場異議なく、原案のとおり承認された。

本大会は成立した。
第 3 号議案
議事録署名人、議事録作成者を議長の指名によ
り決定することに、満場異議なく承認された。

平成 21 年度運動方針（案）

提案理由及び運動方針（案）の説明
（千葉静男幹事長）
議案書に従い、要点の説明がなされた。

議事録署名人
議事録作成者

中澤

弘文

支部長

坂本

眞悦

会員

佐々木達也

会員

金矢

会員

健次

第 4 号議案

平成 21 年度予算（案）

予算（案）の説明（田中抄織会員）
議案書に従い、説明がなされた。
（p10 へ）
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