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行政書士いわて

２０１０年７月号
議案審議

定時総会報告（要旨）

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

平成２２年５月２８日（金）午後２時３０分よ

議なく承認された。

りホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング（岩
手県盛岡市盛岡駅前北通２番２７号）に於いて、

第１号議案 平成２１年度事業並びに業務報告

平成２２年度定時総会を開催した。

提案理由の説明（中澤弘文会長）及び各部部長・
各委員会委員長より事業、業務の推進状況報告。

議事の部

報告は議案書に従い、要点の報告がなされた。

１．開会の言葉

（中屋敷勤副会長）

２．物故者に対する黙祷

第２号議案 平成２１年度決算報告

３．会長あいさつ （中澤弘文会長）

会計決算の説明（廣嶼文哉総務・経理部長）

４．行政書士倫理綱領唱和 （十文字國子副会長）

収支計算書等に従い、報告がなされた。

以上を次第に従い行った後、議案審議に入った。

雑損金中、和解金の内容について、中澤弘文会
長より具体的な説明がなされた。

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 田村

監査報告

格 会員を選出。

監査結果の報告（休石庄太郎監事）

議長あいさつの後、執行部より本総会の出席人

内容が正確かつ適正であることの報告がなされ

員を報告。

た。

総会員数

３０１名

出席会員数 本人出席

６２名

委任状出席

１４９名

合

２１１名

計

第１号議案、第２号議案についての質問受付。
第１号議案について、久慈支部
員、盛岡支部

従って、岩手県行政書士会会則第５５条の規定

下道利幸会

佐藤正文会員の２名より質問あ

り

の定足数に達しており、本会は成立した。

（１）久慈支部

下道利幸会員

質問（２件）

中屋敷勤副会長 回答
議事録署名人、議事録作成者を議長の指名によ

中澤弘文会長 回答

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

久慈支部

下道利幸会員 再質問

中澤 弘文 会長

中屋敷勤副会長 回答

畠山

久慈支部

下道利幸会員 再々質問

佐々木 達也 会員

田村 格

議長

金矢

以上にて下道利幸会員の質問終了。

弘 会員
健次 会員

指示（助言）

中屋敷勤副会長 補足
議長は、執行部からの議事進行についての発言の
要請を認め、中澤弘文会長から、議長の職務、動

（２）盛岡支部

佐藤正文会員 質問（１件）

議、採決の順序、質問者の質疑の資格について提

中澤弘文会長 回答

案がなされ、これに対し、紫波支部

盛岡支部

員、水沢支部

岩崎久哉会

及川暉久より、質問及び要望があ

佐藤正文会員 再質問

中澤弘文会長 回答

った。

盛岡支部 佐藤正文会員 再々質問

中澤弘文会長より回答がなされる。

中澤弘文会長 回答
以上にて佐藤正文会員の質問終了。

議長は、以上の要望を含め、議事進行方法に関
する執行部の提案について、議場に諮ったところ、
満場意義なく承認され、直ちに議案の審議に入っ
た。
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２０１０年７月号

下道利幸会員よ

第３号議案は議長の採決の求めに対し、満場異

り質問あり。

議なく、原案のとおり承認された。

久慈支部 下道利幸会員 質問（１件）
中澤弘文会長

第４号議案は議長の採決の求めに対し、満場異

回答

議なく、原案のとおり承認された。

以上にて下道利幸会員の質問終了。
議長は、その他の意見、要望等の提出について、

議案審議終了

会員全員に求め、これに対する意見等の提出がな

議長が議案審議の終了を宣言し、議長退任を告

いことを確認し、以上で質疑を終了した。
第１号議案

げた。

議長の採決の求めに対し、満場異

閉会の言葉 （十文字國子副会長）

議なく、原案のとおり承認された。
第２号議案

議長の採決の求めに対し、満場異

以上をもって、定時総会

議なく、原案のとおり承認された。

議事の部のすべての

日程を終了し、午後４時４４分に閉会した。

続いて、第３号議案、第４号議案の審議に入っ
た。

引き続き、午後５時３０分より、同会場に於い
て、定時総会 式典の部 が開催された。

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

式典の部

場異議なく承認された。
第３号議案

平成２２年度事業並びに業務計

１．開会の言葉

（中屋敷勤副会長）

２．会長あいさつ

（中澤弘文会長）

３．来賓紹介

画（案）

４．表彰状授与

提案理由の説明（中澤弘文会長）及び各部部

岩手県知事功労者表彰

長・各委員会委員長より事業、業務計画説明。

日本行政書士会連合会会長表彰

報告は議案書に従い、要点の報告がなされた。

日本行政書士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

第４号議案

平成２２年度一般会計予算（案）

予算（案）の説明（廣嶼文哉総務・経理部長）
予算額は、議案書の平成２２年度予算額に従

５．受賞者謝辞
岩手県知事功労者表彰
（代表 田村

い、説明がなされた。

格 会員）

岩手県行政書士会会長表彰
（代表 小笠原

第３号議案、第４号議案についての質問受付。
第３号議案について、久慈支部

下道利幸会

忠 会員）

６．来賓祝辞
（祝電披露）

員より質問あり。

７．閉会の言葉

（十文字國子副会長）

久慈支部 下道利幸会員 質問（２件）
中澤弘文会長

回答

以上の次第に従い、定時総会

以上にて下道利幸会員の質問終了。

議事の部のすべ

ての日程が終了し、午後６時１９分に閉会した。

第３号議案について、質問なし。
議長は、その他の意見、要望等の提出につい
て、会員全員に求め、これに対し、水沢支部及
川暉久会員から要望の提出がなされた。
水沢支部 及川暉久会員 要望（２件）
議長は、上記の要望を確認し、執行部からの
特別の意見もなく、質疑は以上で終了した。
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２０１０年７月号

岩 手 県 知 事
達 増

組みづくりを進めるとともに、多様なニ
ーズに対応した住民本位のサービスを展

拓 也

開していくことが求められております。
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、的確に応えるとと

平成二十二年度岩手県行政書士会定時

もに、法令の遵守と高い倫理観が求められ

総会が開催されるに当たりお祝いを申し

ているところであります。

上げます。

皆様におかれましては、その職務の重要

皆様には、日頃から、官公署に提出する

性と公共性を認識され、業務の円滑な遂行

書類の作成業務などを通じ、行政の適正か

に努められますとともに、今後ともたゆま

つ円滑な執行のため御尽力を賜り、深く敬

ぬ研鑽を積まれ、県民福祉の増進に貢献さ

意を表します。

れることを御期待申し上げます。

また、本日、栄えある表彰を受けられた

結びに、岩手県行政書士会のさらなる発

皆様には衷心よりお祝いを申し上げる次

展と会員の皆様方の御健勝をお祈りしま

第であります。

して、お祝いの言葉といたします。

さて、県では社会経済環境が厳しさを増
している中にあって、様々な課題を克服し、
十年後に実現していきたい岩手の姿に向
かって、県民一人ひとりが行動していくた
めの羅針盤として、新しい長期計画である
「いわて県民計画」を策定いたしました。
岩手のこころを持つ「人」が、多様な「つ
ながり」を持ち、岩手の特性を生かした真
の「ゆたかさ」をはぐくみはがら、「希望
郷いわて」を実現するため、この計画の推
進に全力を傾注して取り組んでいるとこ
ろであります。
また、地域主権改革が進展する中、市町
村は、個性豊で活力に満ちた社会を実現す
るため、地域の自主性・自立性を高める仕
－3－

平成二十二年五月二十八日

行政書士いわて

２０１０年７月号
権利義務・事実証明に関する業務やＡＤＲセン

日本行政書士会連合会
会 長

北 山

ターや成年後見についても、次のような方針で
臨んでまいります。

孝 次

権利義務・事実証明に関する業務に従事する
会員が増加しております。弁護士業務との業際
でもあり、会員が安心して業務に傾注できるよ
う、日行連としての定見を示してまいります。
ＡＤＲについては、裁判外紛争解決手続の利
用の促進に関する法律の制定に際して、行政書

本日は、岩手県行政書士会の平成二十二年度

士等の代理人としての活用のあり方に関して、

定時総会にお招き頂き有難うございます。

その手続実施者としての実績等が見極められた

日頃より中澤会長をはじめ、会員の皆様には

将来において改めて検討されるべきとされてお

日本行政書士会連合会の運営にご理解とご協力

りました。その見直し時期が平成二十四年四月

を賜り、心より御礼申し上げます。
昨年の総会で会長に選出していただいて以来、
新執行部は法改正の実現に向けて全力で対応し

であり、東京会をはじめとするＡＤＲセンター
が実働を始めたことから、ＡＤＲ手続代理権獲
得のための活動を本格化してまいります。

てまいりました。その中で、法改正要望の一つ

成年後見については、来る日行連定時総会に

であった「行政書士会が行う官民からの業務受

諮り、単位会や各地域でＮＰＯ等の組織で取り

託」については、総務省からの有権解釈を得て、

組まれてきた活動の統一化を図り、対外的な信

法改正によらずして一定の目的を達することが

用・信頼性を確保する意味から日行連が推進す

できました。これは、長年にわたる各単位会の

る成年後見に係る一般社団法人を設立し、取り

業務受託への取り組みの賜物と深く感謝申し上

組む会員への支援をしてまいります。

げます。今後は「行政不服審査法における不服

来年は、行政書士法制定六十周年を迎えます。

申立ての代理権の付与」を法改正最重点要望項
目として、その実現に全力で臨んでまいります。
私は会長選挙への立候補以来、
「勝ち残る行政

激動の時代にあって、行政書士が国民と行政か
らより一層信頼されるよう、更なる制度の充実
に向けて、引き続きご支援をお願いする次第で

書士」というキーワードを使って、日行連とし

あります。

て展開すべき施策について提案してまいりまし

最後になりましたが、岩手県行政書士会のま

た。法改正により行政書士制度を確固たるもの

すますのご発展と会員各位のご多幸を祈念し、

とする一方、各種の施策を講じていく必要があ

祝辞とさせて頂きます。

ります。
来る日行連の平成二十二年度定時総会にも提

平成二十二年五月二十八日

案することとしておりますが、法改正以外の主
な施策について紹介いたします。
まず、近年、ややもすると権利義務・事実証明
に関する業務、更にＡＤＲセンターや成年後見
といった社会貢献事業に係わる事業に重点を置
いてきましたが、許認可・届出等の業務の基盤
の確保、拡大の実現の上に立った事業であるこ
とを再認識しなければなりません。本年度はそ
の観点から自動車保有手続ワンストップサービ
スシステムいわゆるＯＳＳのための会員向け大
量申請用ソフトウェアの開発に取り組むほか、
電子証明書発行事業の充実や地方自治体向けの
電子申請を推進するなど、行政手続の専門家と
しての立場を更に強固なものとしてまいります。
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２０１０年７月号

岩手県行政書士会
会

長

中 澤

と協力して問題を解決していく、いわば、

弘 文

手続きのコーディネーター役を務めてい
くべき時と存じます。
さて、規制改革の中、隣接法律専門職と

御 挨 拶

いう位置付けをされながらも、他の資格者
から一歩も二歩も遅れをとっている現状

（式典の部）

があります。例えば、ADR 代理権の問題
や特定行政書士制度の創設の問題などが
あります。

先ほどは、平成２２年度岩手県行政書士

真に、行政手続きの専門家として認めら

会定時総会議事の部を無事終了させてい

れるためには、我々行政書士は、その専門

ただき誠にありがとうございました。

性を磨き、資格者としての資質の向上及び

式典の部のはじめにあたり、一言御挨拶
申し上げます。本日は、岩手県知事

能力担保のための措置を講じ、高い職業倫

達増

理の確立することが求められています。

拓也様はじめ、多数のご来賓の方々のご臨
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

今後、書類作成からコンサルタント業務
へのシフト、権利義務・事実証明業務の更
なる拡大を目指し、社会貢献分野において

上げます。

は、資格者として、社会的使命を果たすこ

また、本日、栄えある賞を受賞されます
会員の皆様、誠におめでとうございます。
引き続き業務に精励され、社会に貢献され

とが重要であると存じます。
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

ますよう御願い申し上げます。また、将来

暖かい御指導、御鞭撻を賜りますことを御

を担う若手の育成にも御尽力いただけれ

願い申し上げ、御挨拶とさせていただきま

ばと存じます。

す。本日は、誠にありがとうございます。

今回、岩手県の HP に、「岩手県行政書
士功労者表彰の実施について」という記事
を載せていただき、行政書士制度の周知に
つき御配慮いただきました、心より御礼申
し上げます。引き続き御指導いただきます
よう御願い致します。
さて、日本経済は、世界同時不況から脱
出し、明るい兆しが見えているようですが、
県内経済は相変わらず厳しい状況にあり
ます。
我々行政書士の顧客の大半は、中小零細
の事業者の方々でございます。街の身近な
法律家を自認する我々は、今こそ、その使
命を果たすべき時と存じます。事業者の相
談に応じ、適切なアドバイスをしたり、自
分達でできないことは、他の士業の先生方
－5－
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２０１０年７月号

平成２２年度日行連定時総会に参加して
副会長

十文字

６時から懇親会が始まり、この会場に、

國子

今回行政書士制度広報月間のポスターの
平成２２年６月１７日から１８日まで、

モデルに採用された、タレントの中村雅俊

日行連総会が岡山県岡山市の岡山プラザ

さんがゲストでおいでになり、テレビドラ

ホテルにおいて開催され、中澤会長は日行

マ「極上カバチ」での裏話などを和やかな

連理事、中屋敷副会長は日行連幹事、私は

雰囲気の中、お話をされました。

代議員として参加してきました。

写真撮影は禁止されましたので、この紙

会場のホテルは、日本三大名園の一つであ

面には載せることはできませんでしたが、

る「後楽園」のそばにあり、近くには岡山

私は、こっそりと握手をしていただきまし

城もある絶景のロケーションにありまし

た。

た。

２日目は、午前９時から１０時まで残り

岡山は、桃太郎伝説で有名なところで、
「きびだんご」やマスカット、清水白桃な

の議案審議が行われ、その後、日政連の定
期大会が午後１時まで開催されました。

どの果物、ママカリ（酢漬けした魚）、備

この大会の冒頭で日政連会長表彰の授

前焼が特産品です。

与が行われ、中澤会長が受賞者を代表して

総会は、全国からの代議員２０２名、理

表彰状を授与されました。本会からは、下

事及び事務局員を含めると３００名を越

道元会長も受賞されております。

える人たちが参加する壮大なものでした。
１日目は、午前１０時より、行政書士法

今回の総会に参加し、来賓の方々初め
日行連役員、全国単位会の代議員の方々と

制定６０周年記念式典が行われ、式典冒頭

交流でき、有意義な２日間でありました。

で会員２７０名が亡くなられたことに対
し黙祷をいたしました。続いて総務大臣表
彰（３３名）及び日行連会長表彰（３９４
名）の授与式が挙行されました。
引き続き定時総会が開会され議案審議
に入り、５時まで白熱した議論が飛びかい
ました。２１単位会で１２９件の質問書が
提出されており、執行部より説明がなされ
ました。詳しい内容は、日本行政に掲載さ

岡山市にて開催の日行連総会にて

れますのでご確認下さい。
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行政書士いわて

２０１０年７月号

本 会 の 動 き
平成２２年３月
4 川徳無料相談 10：00～16：00
畠山 弘会員
6 第７回業務研修会 於：農林会館７階
第 1 会議室 13：00～17：30
中小企業支援業務 DVD 研修会（１回目）
「知的資産経営の経緯、今後の展望、行政
書士の果たす役割」
「知的資産経営報告書の作成実務」
中澤会長以下 32 名参加
9 自動車登録研修会 於：自動車会館
13：30～16：30
畠山 弘会員以下 14 名参加
11 自動車登録研修会 於：自動車会館
13：30～16：30
畠山 弘会員以下 15 名参加
12 大阪管内国際部門担当者会議
於：大阪会 14：00～19：00
中澤会長出席
平成２２年度中央研修所事業計画案説明
会 於：日行連 13：30～17：00
中屋敷副会長・筒井電子申請対策委員会
副委員長出席
15 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 名参加
16 自動車登録研修会 於：自動車会館
13：30～16：30
畠山 弘会員以下 15 名参加
18 自動車登録研修会 於：自動車会館
13：30～16：30
畠山 弘会員以下 15 名参加
19 平成 21 年度行政書士試験報告会
於：東京、八重洲富二屋ホテル
13:30～16:30 中屋敷勤責任者出席
20 第７回業務研修会 於：農林会館７階
第 1 会議室 13：00～17：30
中小企業支援業務 DVD 研修会（２回目）
「知的資産経営の経緯、今後の展望、行政
書士の果たす役割」
「知的資産経営報告書の作成実務」

23
24
25

26

29

30

31
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軽自動車登録相談
於：軽自動車協会 8：30～16：00
軽自動車登録相談
於：軽自動車協会 8：30～16：00
自動車登録無料相談
於：岩手運輸支局 8:30～16:00
軽自動車登録相談
於：軽自動車協会 8：30～16：00
自動車登録無料相談
於：岩手運輸支局 8:30～16:00
軽自動車登録相談
於：軽自動車協会 8：30～16：00
自動車登録無料相談
於：岩手運輸支局 8:30～16:00
軽自動車登録相談
於：軽自動車協会 8：30～16：00
自動車登録無料相談
於：岩手運輸支局 8:30～16:00
軽自動車登録相談
於：軽自動車協会 8：30～16：00
自動車登録無料相談
於：岩手運輸支局 8:30～16:00
軽自動車登録相談
於：軽自動車協会 8：30～16：00

行政書士いわて

２０１０年７月号

知的資産経営に関する協力関係構築のため、
北日本銀行本店訪問
中澤会長以下 4 名出席。
30 いわて中小企業応援センター訪問
中澤会長、中屋敷副会長、
日行連 江端氏

平成２２年４月
1 川徳無料相談 10：00〜16：00
廣嶼文哉会員
9 第１回正副会長、総務・経理部長会議
於：事務局 13：30〜16：30
中澤会長以下 4 名出席
平成２２年度予算編成について
13 会計監査 於：事務局
13：00〜16：30 中澤会長以下 7 名出席
16 第 2 回正副会長、総務・経理部長会議
於：事務局 13：30〜18：30
中澤会長以下 4 名出席
平成２２年度定時総会・定期大会議案書
について
20 岩手県電子申請利用促進部会出席
中澤会長以下 4 名出席
21 日行連理事会 於：日行連
13：30〜17：00
中澤会長・中屋敷副会長出席
22 日行連理事会 於：日行連
9：30〜12：00
中澤会長・中屋敷副会長出席
26 第 3 回正副会長会議 於：事務局
10：00〜12：00 中澤会長以下 3 名出席
第 1 回理事会・支部長会・幹事会・相談
役会議対応について
第１回理事会 於：農林会館７階
第３会議室 13：00〜15：00
平成２２年度定時総会議案について
中澤会長以下 16 名出席
第１回支部長会議 於：農林会館７階
第３会議室 15：15〜16：30
平成２２年度定時総会議案について
中澤会長以下 18 名出席
第１回相談役会議 於：農林会館７階
第３会議室 16：30〜17：00
中澤会長以下 4 名出席
平成２２年度定時総会議案について
平成２２年度定期大会議案について
28 第 1 回業務研修会
於：エスポワ−ルいわて
イベントホール
13：30〜17：00
「知的資産経営導入支援業務ガイダンス
（入門編）
」 中澤会長以下 25 名参加
講師：日行連第三業務部員
神奈川会
江端 俊昭氏

平成２２年５月
8 第 2 回業務研修会 於：農林会館 7 階
第 1 会議室 13：30〜17：00
中澤会長以下 19 名参加
「ＡＤＲ基礎研修〜行政書士業務へのＡＤ
Ｒ活用について」
講師：行政書士ＡＤＲセンター東京センタ
ー長
伊藤 浩氏
15 岩手県司法書士会総会
中屋敷副会長 出席
21 盛岡支部総会 於：農林会館７階
第 1 会議室 15：00〜中澤会長出席
産業廃棄物協会総会
於：メトロポリタン盛岡本館 16：30〜
中屋敷副会長出席
紫波支部総会 於：あかり 18：00〜
中屋敷副会長出席
22 二戸支部総会 於：なにゃーと
18：00〜 十文字副会長出席
24 部長・委員長、幹事長合同会議
於：農林会館 7 階第 2 会議室
中澤会長以下 12 名出席
定時総会に対する質問事項への対応、総
会の進行、議案説明に係る各部・
各委員会の担当について
28 定時総会
於：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウ
イング 14：30〜18：30
日本行政書士会連合会
東北地方連絡協議会
平成２２年度定時総会開催
平成２２年６月４日〜５日、郡山市のホテ
ルビューアネックスにおいて、日本行政書士
会連合会東北地方連絡協議会の平成２２年度
定時総会が開催されました。
平成２２年度の東北地方連絡協議会の事業
計画などが承認されました。
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行政書士いわて

２０１０年７月号

会員の動向
入

おめでとうございます。

会
伊藤

事務所

阿部

修司（花巻支部）
事務所

花巻市桜台一丁目２番３号

一関市新大町４８番地

電 話 0191-23-5471

電 話 050-3427-1155

事務所

芳夫（一関支部）

平成 22 年 4 月 2 日 登録・入会

平成 22 年 5 月 15 日

三上

永井

雅恵（北上支部）
事務所

北上市相去町上平林２２番地１８

登録・入会

裕（盛岡支部）

盛岡市清水町７番４８号

電 話 019-622-2627

２２番地１５

平成 22 年 5 月 15 日登録・入会

電 話 0197-72-5781
平成 22 年 5 月 1 日 登録・入会

坂本
齋藤
事務所

事務所

斉（北上支部）

忍（花巻支部）

花巻市胡四王二丁目１３番地４

電 話 0198-31-3699

北上市村崎野１１地割４１番地

平成 22 年 5 月 15 日

電 話 0197-68-2833

登録・入会

平成 22 年 5 月 1 日 登録・入会
小笠原
事務所

利枝（盛岡支部）
事務所所在地変更

盛岡市東安庭一丁目２０番２号

よろしくお願いします。

電 話 019-656-0538
平成 22 年 5 月 1 日 登録・入会

及川

栄記（水沢支部）

新住所 奥州市水沢区字多賀２４番地 4
村上
事務所

育美（盛岡支部）

盛岡市厨川一丁目１９番１４号

佐々木

電 話 019-643-6026

新住所

平成 22 年 5 月 1 日 登録・入会
佐藤
事務所

功（水沢支部）

奥州市水沢区字南丑沢 2 番地 2

電 話 0197-22-7770

真（盛岡支部）

及川

文利（水沢支部）

盛岡市盛岡駅前北通９番

新住所 奥州市水沢区上姉体二丁目 14 番地 5

１８－６０７号

電 話 0197-47-3911

電 話 019-653-9245
平成 22 年 5 月 1 日登録・入会
髙橋
事務所

良光（水沢支部）

退

会

大変ご苦労様でした。

奥州市江刺区稲瀬字山下３１５番地

電 話 0197-35-2382

林

平成 22 年 5 月 1 日 登録・入会

利男（盛岡支部）
平成２２年３月３１日

千葉

英夫（水沢支部）

平成２２年３月３１日
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退会

退会

行政書士いわて

ホームページ掲載情報

２０１０年７月号

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

2010 年 3 月～2010 年 5 月掲載分
「電子申請」

「topics」
10.05.27

10.05.07

10.03.24

10.03.15

10.05.14

岩手県行政書士功労者表彰の実施
について（岩手県）

10.03.13 法務省オンライン Microsoft Windows 7
でのサービス開始について

クレジット１１０番のお知らせ
（岩手県）

10.03.09

平成 22 年 4 月から、すべての地方
振興局が広域振興局に移行します
（岩手県）
平成 22 年４月からの情報公開・個人
情報窓口（岩手県）

「業務関連」
10.05.21 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
の一部を改正する法律の概要（環境省）
10.04.24

いわてＩＣＴフェア２０１０（岩手県）

建設業のための企業再編の手引き
（岩手県）

目安箱の設置について
（日行連 電子申請推進委員会）

「研修会」
10.04.12 平成２２年度第２回業務研修会開催の
ご案内
「ＡＤＲ基礎研修～行政書士業務への
ＡＤＲ活用について～」
10.04.12 平成２２年度第１回業務研修会開催の
ご案内
「知的資産経営導入支援業務ガイダンス
（入門編）」

「事務局通信」

10.04.19 廃棄物処理施設設置許可申請書作成
の手引き及び廃棄物処理施設等設置等
事前協議書作成の手引きについて
（岩手県）
10.03.29 平成２２年４月から建設業関係の窓
口が変わります。
（岩手県）
（八幡平市、岩手町、葛巻町）
10.03.24 循環型地域社会の形成に関する条例
等の逐条解説書について
（岩手県資源循環推進課）

10.05.17 平成２２年度定時総会開催
（平成２２年５月２８日）
ホテルメトロポリタン盛岡
ニューウィング（地図）
10.04.06 日行連北山会長インタビュー
（第一法規）
10.03.09 「日本行政」表紙用写真を募集しま
す！ （日行連 広報部）

10.03.19 建設業許可申請・届出について
（岩手県）
建設業許可申請の手引き
（平成２２年４月以降申請、
届出分掲載）

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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政連通信いわて

２０１０年７月号

日本行政書士政治連盟
岩手県支部

平成２２年５月２８日（金） ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウィング
２０１０年７月号

発行所

日本行政書士政治連盟岩手県支部

第５３号

発行人

（支部長）中澤弘文

平成２２年７月１日発行

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

平成 22 年 5 月 28 日午後 1 時 30 分よりホテルメ
トロポリタン盛岡ニューウイング（岩手県盛岡市

決算報告の説明（廣嶼文哉幹事）

盛岡駅前北通 2 番 27 号）に於いて、平成 22 年度

収支計算書等に従い、説明がなされた。

定期大会を開催した。

監査報告

1．開会のことば

監査結果の報告（横山勝監事）

（中屋敷勤 副支部長）

内容が正確かつ適正であることの報告がなさ

2．支部長あいさつ （中澤弘文 支部長）

れた。

3．議長選出
中澤弘文支部長の提案により満場異議なく、議

第 1 号議案、第 2 号議案についての質問受付。

長に及川正信会員を選出。

第 1 号議案について久慈支部下道会員より質問

4．出席人員報告及び議事録署名人並びに議事録作

書が提出されていたが、本人が欠席している為、

成者指名

欠席とみなす。
第 2 号議案については質問なし。

執行部より本大会の出席人員を報告。
総会員数
出席会員数

本人出席

297 名

第 1 号議案及び第 2 号議案は議長の採択の求め

53 名

に対し、満場異議なく、原案のとおり承認された。

委任状出席

134 名

合計

187 名

第 3 号議案

提案理由及び運動方針（案）の説明
（田村格幹事長）

従って、日本行政書士政治連盟岩手県支部規

議案書に従い、要点の説明がなされた。

約第 14 条の定めるところにより定足数に達し、

第 4 号議案

本大会は成立した。

議案書に従い、説明がなされた。

より決定することに、満場異議なく承認された。

議事録作成者

第 3 号議案について盛岡支部 井上勇一会員よ

中澤 弘文 支部長
畠山

弘

会員

平成 22 年度予算（案）

予算（案）の説明（廣嶼文哉幹事）

議事録署名人、議事録作成者を議長の指名に
議事録署名人

平成 22 年度運動方針（案）

り質問あり。

佐々木達也 会員

中澤弘文支部長

金矢

第 3 号議案及び第 4 号議案は議長の採択の求め

健次 会員

回答

に対し、満場異議なく、原案のとおり承認された。

5．議案審議

議案審議終了
第 1 号議案

議長が議案審議終了を宣言し、議長退任を告げ

平成 21 年度活動経過報告

提案理由の説明及び活動経過報告
（田村格幹事長）

た。
6．閉会のことば （十文字國子副支部長）
以上で定期大会のすべての日程を終了し、午後 1

議案書に従い要点の報告がなされた。
第 2 号議案

平成 21 年度決算報告

時 40 分に閉会した。
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