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“おおふなと夢商店街”にて初春を寿ぐ 

～ 大船渡市 明土地区の伝統行事“子ども権現舞”～ 
[写真提供：大船渡市役所企画政策部秘書広聴課] 
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岩手県行政書士会  会長  田村 格 

平成２７年の新年を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し

上げますとともに、日頃より、岩手県行政書士会の活動

にご理解、ご協力をいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 
昨年は、日本行政書士会連合会本部が、渋谷から霞ヶ

関官庁街近くの虎ノ門に移転いたしましたし、また、長

年の願望でありました行政不服申立手続きの代理権獲得

の行政書士法の改正がなされました。 

この改正により、行政書士が作成した官公署に提出する書類の許認可等に対する

審査請求、異議申立、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続きについて

代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成することができるよ

うになります。 
ただし、この特定行政書士となるためには、一定の研修課程を修了しなければな

りません。現在のところ、受講料１０万円程度、研修・考査時間２０時間、各単位

会においてＤＶＤ講義を行う、というような内容になるものと思われます。考査に

合格すれば、特定行政書士として名簿に記載され、会員証にも特定行政書士である

ことが記載されます。岩手県行政書士会としても、講習会場の確保、試験場の確保

を行っており、多くの会員の皆様が、この研修に積極的に参加し、特定行政書士と

して活躍されることをお願いいたします。 

また、昨年は、多数の会員の皆様に研修会にご参加いただき、誠にありがとうご

ざいました。本年も研修会の充実を図って参りたいと考えております。行政手続き

の専門家として研鑽を積み、コンプライアンスを確立することが急務となっており

ます。 

年頭に当たって岩手県知事は、本年が本格復興の年となると言っておられました。

岩手県行政書士会は、震災直後から無料相談会を継続して行って参りましたが、被

災者に寄り添う行政書士として、地域に密着した行政書士として、今後も無料相談

会を継続して行って参りたいと考えております。会員の皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。 
最後に、会員の皆様方のご多幸と、益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 

平成２７年 会長年頭挨拶 

日本行政書士会連合会公式キャラクター  

行 政
ユキマサ

くん 
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遠田 和夫 先生 

 

 第一部 新春講演会  

日  時：平成２７年１月２１日（水）１５：３０より 

場  所：ホテルメトロポリタン盛岡 ４階 姫神の間 

参加者：５２名 

 

演 題 「 活 力 あ る 人 生 」 

～人のため社会のための行政書士～ 

日本行政書士会連合会副会長 

佐賀県行政書士会会長  

 

 

 

遠田先生ご自身の行政書士としての経験談も含

め、これまでの人生の歩みをご紹介いただく中で「良

いことを想い続ければ道は必ず開ける」等、たいへ

ん示唆に富んだお話を伺いました。 

 第二部 懇親会  

日  時：平成２７年１月２１日（水）１７：３０より     畠山副会長の開会のことばで始まり、 

 場  所：ホテルメトロポリタン盛岡 ４階 早池峰の間  田村会長のあいさつ、そしてご来賓の 

  参加者：４１名                         遠田先生からのご祝辞がありました。 

 そのあと、岩手県議会議員である小野

寺好会員の乾杯の音頭で懇親会に移りま

したが、今年は特に、盛岡民踊愛好会「遊

佐会」８名の皆様による「南部よしゃれ」

と「盛岡さんさ」のご披露があり、会場は

おおいに盛り上がりました。 
 ８時近くには盛岡支部の千葉捷男会員

のご発声で中締めとなりましたが、 
会員同士のコミュニケーションも一層 
深まる有意義な懇親会でした。 

 （総務・経理部長 阿部 芳夫） 

平成２７年「新年のつどい」開催 
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『遊佐会』の皆さんによる「盛岡さんさ踊り」 

 

日 時：平成２６年１１月２８日（金）１３：３０～１７：００     参加者：５３名 

場 所：ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウイング １１階「ギャラクシー」 

第１部「行政書士も使っている「知的資産」の考え方」 

  ～知的資産に基づく経営支援が導く顧客からの信頼アップ～ 

 講師：日本行政書士会連合会第２業務部専門員 

    東京都行政書士会企画開発部員 塩田 英治 様 

第２部「中小企業の経営支援のために」 

 講師：龍谷大学政策学部教授 

    日本知的資産経営学会理事 中森 孝文 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 忘年会  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 26年度第４回業務研修会「知的資産」開催 

去る平成２６年１１月２８日（金）、 
企画開発部・業務部の合同主催で、第４回

業務研修会を開催いたしました。 
講師には、知的資産経営において全国的

に著名な中森 孝文様（龍谷大学政策学部

教授）と塩田 英治様（日本行政書士会連

合会第２業務部専門員）をお迎えし、中小

企業経営支援及びこれに関連した知的資

産の考え方などを中心に、ユーモアをまじ

えた熱意あるご講義を賜り、参加会員の皆

様にとりまして、充実した貴重な研修会と

なったことと存じます。 

また、忘年会におきまして、普段は目に

することの少ない郷土芸能「盛岡さんさ踊

り」のご披露もたいへん好評となり、とて

も活気に満ち溢れた素晴らしい会となり

ました。 

ご参加いただいた会員の皆様に、心より

御礼申し上げます。 

（企画開発部・業務部 一同） 

中森 孝文 先生 

中森先生・塩田先生にもご臨席いただきました 
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平成 26 年度日行連

東北地方協議会連絡会

が、平成 26 年 11 月 27

日午後 2時から翌 28日

午前 10時まで、ホテル

プリシード郡山（福島

県郡山市中町 12 番 2

号）に於いて開催されました。 

会議は、福島会の國分会長の開会挨拶に始

まり、東北地協の会長である宮城会高橋靖祐

会長の歓迎挨拶があり、日頃の行政書士活動

の取り組みと被災県の支援活動について謝意

が述べられました。 

続いて各県単位会から出席された会長、副

会長、事務局長が其々自己紹介を終えた後、

会議の座長に高橋会長が選任され早速協議に

入りました。 

協議事項と主な協議内容は次のとおりです。 

(１)東日本大震災復興支援事業について気付

いた点と今後の取組みについて 

（各単位会より発表） 

秋田会：この教訓を生かし災害助成金等の年

間積立と日本海側に面した各市町村との間

で災害協定を締結すること等を展開したい。 

岩手会：震災以後実施している「行政書士な

んでも相談会」の相談内容は、現在は住宅

再建支援金等と補助金へと変わってきてい

る。今後は、グループ補助金等の相談に移

行する可能性がある。それらに対応できる

ようにしていきたい。 

福島会：原子力損害賠償・廃炉等支援機構に

よる仮設住宅巡回相談と行政書士の役割        

その他の被災者支援活動について 

宮城会：「千年に一度」と言われる程の大震災

被災地にある[行政書士集団]として、その 

 

立場から見聞したことを後世に残すことは、

「責務」だと考えているが、日常業務に        

追われて、思うように進んでいないことが

心残りである。  

(２)意見交換 

今回は、それぞれの単位会の女性行政書士

の方から活動報告がなされました。 

青森会：女性行政書士による女性のための無

料相談会を実施しており、女性ならではの

相談がある。 

秋田会：「女性行政書士こまちの会」を結成し

ている。40 名位の会員がおり、女性のため

の相談会を実施、銀行等の協力もある。女

性としてのハンデはない。 

岩手会：「女性の会」発足については、全国女

性交流会の開催要請があった数年前に検討

したが、女性会員が 10数人しかおらず無理

と判断。本年度、久し振りに女性数人の入

会があり、今後の活動に期待している。 

福島会：自動車登録抹消手続きの取り組みに

ついて報告 

山形会：女性会員 40人位で女性中心ＮＰＯを

立ち上げて活動している。 

宮城会：女性の会を結成しており年 2 回活動

している。 

(３)平成 26年度日行連臨時総会における議事

運営委員候補者の推薦について 

平成 26 年 12 月 2 日開催の日行連臨時総会

における議事運営委員候補者に宮城会副会長

の髙橋眞さんを推薦いたしました。 

 

連絡会は、以上で協議並びに報告等を終了

し、最後に山形会縮修二会長の閉会の辞で会

議の幕を閉じました。 

 
                副会長  及川 暉久 
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日 時  平成 26年 11月 6日(木) 午後 2時～午後 5時 

場 所  ホテルロイヤル盛岡 ３階 ロイヤルホール 

出席者  岩手県司法書士会、岩手県行政書士会、(一・社)岩手県不動産 

     鑑定士協会、日本弁理士会東北支部、東北税理士会岩手県支部 

     連合会、岩手県社会保険労務士会、岩手県土地家屋調査士会、 

    (一・社)岩手県中小企業診断士協会、岩手弁護士会(出席名簿順) 

 

上記 9団体(29名)の出席(当会からは畠山副

会長・細川出席)のもとに、平成 26 年度の士

業懇談会が開催されました。 

本年度の担当幹事は弁護士会(会長以下 9名

参加)でした。東海林利哉弁護士が司会席に着

き進行。長谷川大弁護士会副会長の開会の辞

に続き、桝田裕之弁護士会会長はご挨拶の中

で、「それぞれの士業が連携しながら業務を遂

行していく事を願っている」旨のお話をなさ

れ、士業懇談会の存在の大きさに触れられま

した。 

次は「各士業を取りまく現状報告」でした。

以下に、各士業からの主な報告事項を列記い

たします。 

 

「岩手県司法書士会」 

・会員数：個人会員 156名、法人会員 4法人 

(うち主たる事務所 3法人) 

・平均年齢は全国トップ(63.1歳)、60歳以上

が 100 名超 

・今年度筆記試験合格者の該当なし(受験地盛

岡で)。なお、受験者は毎年減少している。 

・震災相談：無料電話相談(平日 10 時から 13

時)、沿岸地区(陸前高田・大槌・宮古)に相

談センター設置(日司連災害復興事務所)、

仮設住宅を戸別訪問(巡回相談を継続)、県

外から相談員の派遣を受けて活動している。 

・懲戒処分申し立てにかかる調査の「全件委

嘱制度」の運用開始(10月 1日会則改正) 

・司法過疎対策：開業支援金・定着支援金を

貸与、司法過疎地開業支援フォーラム開催  

「岩手県行政書士会」 

・会員数：個人会員 340名 

・行政書士業務について：官公署提出書類の

作成、申請代理、相談。権利義務に関する

書類の作成、代理、相談。事実証明に関す

る書類の作成、代理、相談。 

・社会貢献に関する事業：成年後見制度利用

支援、ＡＤＲ、無料相談会の開催 

・平成 25年度の活動状況：広報活動、無料相

談会、行政書士制度広報月間ほか 

・被災地支援活動：平成 23 年度から 25 年度

までの相談、件数等活動内容を紹介 

「岩手県不動産鑑定士協会」 

・会員数：不動産鑑定士 26名、不動産鑑定業

者 23業者 

・平成 21 年 4 月 10 日に一般社団法人化し公

益社団法人への移行を検討中 

・主な活動：岩手県地価調査(国交省地価公示)、

宮古市以南の沿岸 6 市町村短期地価動向調

査、不動産価格に関する無料相談会ほか 

・東日本大震災後の岩手県不動産市場動向に

関するアンケート調査結果公表(26 年 6月) 

「日本弁理士会東北支部」 

・特許法の一部を改正する法律：意匠法、商

標法、弁理士法改正(平成 26 年 6 月閣議決

定)。 弁理士法で、弁理士の使命を明確化

(知的財産に関する専門家として) 

 
                副会長  細川 榮子 
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・特許出願件数 33 万件(日本は世界第 3 位、

中国が伸びている) 

・中小企業診断士協会と連携して「知的資産

(知的財産)セミナー」開催 

・被災者への復興支援は、平成 29年度まで継

続する予定 

「東北税理士会岩手県支部連合会」 

・会員数：260名 

・税理士法の改正：税理士証票を 10年ごと改

訂(写真付)、年間 36 時間の研修義務化(努

力義務)、補助税理士制度ほか 

・マイナンバー制度(平成 28年 1月施行予定) 

・法人税の引き下げ、減価償却を定率法から

定額法へ、等の税法改正について 

「岩手県社会保険労務士会」 

・被災事業所、被災者への相談活動(法テラス

大槌・法テラス気仙へ相談員派遣) 

・「街角の年金相談センター盛岡」には年金相

談の来訪者が増加している。 

・「社労士会労働紛争解決センター岩手」で、

社労士が斡旋しているので存在をＰＲして

頂きたい。 

・年金記録問題に対する協力、岩手労働局ほ

かへ相談員等の派遣推薦をしている。 

・今後の取り組み：労働条件審査、教育現場

への出前講座、震災復興支援等を検討 

「岩手県土地家屋調査士会」 

・会員数：177人、1 法人 

・東日本大震災・東京電力福島第一原子力発

電所事故の記録誌発行 

『明日に向かって(宮城会・福島会・岩手会)』

平成 26年 6月 10日発行(246頁) 

・試験の出願者が減少傾向にある。(平成 21

年度 7234人、26 年度 5754人の受験) 

「岩手県中小企業診断士協会」 

・会員数：40 名で兼業者は 4 名(公認会計士・

税理士・行政書士・社労士) 

 

 

・5年ごとに資格更新 

更新要件： 

①資格更新研修 5回(1回 4時間)の受講 

②5年間に 30日以上の診断実務に従事 

③論文審査(①②の救済措置)  

※更新要件を満たせない場合「資格休止制

度」がある。 

・受験者は増えている。(最近は 2万人ほど受

験し合格率は 10％強) 

「岩手弁護士会」  

・会員数：2006年 62名、現在 98名 

・山田町での法律相談(月水金)は、1 か月 20

件前後の相談がある。 

・震災特例法での法律相談は、法テラス気仙

(月火木金)、 法テラス大槌(月水金)、 

(10：30～15：00) 弁護士会で実施している。 

 

各士業からの現状報告の後は、被災地支援

の継続について活発な意見・情報交換がなさ

れました。今後、支援の形は変わるかもしれ

ないが継続していきたいとの声が多数を占め

ました。 

 

続いての「講演」は、吉江暢洋弁護士会副

会長の講師で「東日本大震災復興特別区域法

の改正について」でした。 

復興整備事業の遅れを解消する為、「復興整

備事業用地の確保に関する土地収用法の特

例」が平成 26年 4月 23日に成立、5月 1日公

布・施行。事業認定の処理期間の特例、収容

採決申請の要件緩和等の改正内容を詳しく講

義して下さいました。 

 

最後は、藤田治彦弁護士会副会長の閉会の

辞で本年度の士業懇談会は閉められました。 

 

なお、次回の当番幹事は「岩手県社会保険

労務士会」に決まりました。 
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日 時  平成 26年 11月 11日(火) 午後 5時 30分開始 

場 所  北ホテル 花梨 (盛岡市内丸) 

出席者〔県市町村課〕泉 総括課長、嵯峨 行政担当課長、前田 行政担当主任主査、高柳 主事 

〔復興局生活再建課〕中村 復興局長、佐野 総括課長、藤澤 相談支援担当課長、 

前川 相談支援担当主任主査 

〔岩手県行政書士会〕田村 会長、小野寺 会員、及川・畠山・細川各副会長 

3.11復興支援プロジェクト：露崎 宮古山田地区チーフ、 

阿部 陸前高田大船渡地区チーフ、廣嶼 釜石大槌地区チーフ 

 

平成 23 年度から開催している岩手県市町村

課との交流会ですが、本年度は、復興局の方々

にもご出席頂きました。 

平成 24 年 3 月から、日本司法支援センター

(法テラス)から被災地への相談員派遣要請を

受けていましたが、平成 25 年 4 月からは、岩

手県復興局からの派遣要請となり、大変お世話

になっている事や情報交換をしたいとの思い

で開催したものです。公務ご多忙にも拘らず、

ご出席頂きましたことに心から感謝して交流

会に入りました。 

及川副会長の開会のことばで始まり、開催の

労を取って下さいました小野寺 好会員の挨拶、

続いて田村会長挨拶の後、中村復興局長様、泉

総括課長様よりご挨拶を頂きました。 

出席者全員の自己紹介の後、田村会長より

「岩手県行政書士会の現状」「社会貢献に対す

る取り組み」「広報活動状況」「行政書士の業務

内容」等についてお話ししたほか「行政書士法

の一部を改正する法律(Ｈ26.6.27 公布)」が成

立し、一定の研修を修了した「特定行政書士」

に「行政不服申立代理権が付与される」旨のお

話をしました。 

また、会員の知識向上にも力を入れており多

くの研修会を開催しているが、今年度から「倫

理研修会」を実施し、会員のコンプライアンス

に関する意識向上にも努めている事も話しま

した。 

田村会長の説明に対して、市町村課の方から

の質問は「特定行政書士」に関する事でしたが、

具体的な事は決まっておらず、日行連の方で検

討中との回答を致しました。 

その後は、「東日本大震災における岩手県行

政書士会の取り組みについて」を畠山副会長が

説明しました。 

平成 23年 3月 15日「緊急対策チーム」を結

成、4月 16 日「東日本大震災対策本部」を設置、

平成 24 年に「大震災対策本部」を「3.11 復興

支援プロジェクト」と名称変更、更には、平成

23 年度から現在までの活動実施状況を詳しく

説明しました。 

3.11復興支援プロジェクトチーム3人のチー

フからは、「なんでも相談会」に関してそれぞ

れの地域の特性や相談内容等についてのお話

をしました。 

復興局の方からは、「なんでも相談会は敷居

を下げていて、しかも土曜日に開催している点

など素晴らしい活動をしていると思う」旨のご

感想を頂きました。 

 

 
                副会長  細川 榮子 
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衆議院の解散に師走の 12 月 2 日に、第 47 回衆議院議員選挙が公示されました。日行連政

治連盟では、この選挙での候補者を推薦するに当たり選挙推薦候補に関する基準を次のとお

りとしました。 
小選挙区選挙にあっては、(1)行政書士制度発展のため積極的に協力した実績のある者 

(2)会員である国会議員、日政連顧問並びに議員連盟加入者 (3)原則として 1 選挙区 1 名と

する。 
また比例代表ブロック選挙にあっては、前述(1)(2)のほかに、政党の要請に応じ、複数の

推薦を認める、というものです。 
岩手県支部としては、本来支部長会議を開催し協議の上決定するべきでしたが、予想して

いなかった選挙のため予算措置しておらず、時間的余裕もありませんでしたので、国政選挙

であり支部としての立場もあり、日政連本部の推薦基準により取り組みました。推薦決定に

あたっては、日政連と候補者とで政策協定書を取り交わしております。 
このことにより今回の衆議院議員選挙推薦者は次のとおりです。 

岩手１区 民 主 党  階   猛 議員連盟加入 
岩手１区 自由民主党  髙 橋 比奈子 政策協定有 
岩手２区 民 主 党  畑  浩 治 政策協定有 
岩手２区 自由民主党  鈴 木 俊 一 政策協定有 
岩手３区 民 主 党 黄川田  徹 議員連盟加入 
岩手３区 自由民主党 橋 本 英 教 政策協定有 
岩手４区 自由民主党 藤 原  崇 議員連盟加入 

選挙結果は周知のとおりでありますが、会員各位のご支援ご協力、誠にありがとう 
ございました。 

  （幹事長 及川 暉久） 

政連通信いわて  第６０号 平成２７年１月３０日発行 

発行所:日本行政書士政治連盟岩手県支部  発行人:支部長 田村格  盛岡市菜園一丁目３番６号 農林会館５階 

 

 

今般の交流会で、県行政書士会を所管して

いる岩手県市町村課、被災地支援の復興局の

方々に、当会の現状や活動内容をお伝えする

ことができ、また、様々な意見交換もさせて

いただきました。進行を担当した私も終始充

実感に包まれ、とても意義のある交流会であ

ったと、思いを新たに致しました。 
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１０月の行政書士制度広報月間において、以下のような活動を行いました。 

１．電話無料相談 

本会・・・・岩手県行政書士会事務局 
10/1  10:00～16:00 

北上支部・・各会員事務所  
10/1  9:00～16:00 

宮古支部・・各会員事務所 10/1～31 
大船渡支部・・各会員事務所 10/1～3  13:00～15:00 
 

２．対面無料相談 

本会・・街頭無料相談（イオンモール盛岡）10/1  
定期無料相談会（カワトク）10/2   

盛岡支部・・雫石町総合福祉センター 10/9 
  滝沢市公民館 10/7、カワトク 10/6,20,27 

紫波支部・・紫波町商工会 10/8、矢巾町商工会 10/7 
花巻支部・・花巻市文化会館 10/18 
水沢支部・・奥州市民活動支援センター 10/16 
一関支部・・一関文化センター 10/26 
大船渡支部・各会員事務所 10/1～3 
遠野支部・・岩手県交通安全協会 10/9 
宮古支部・・宮古市山口公民館 10/12 
久慈支部・・久慈市文化会館 10/19 
二戸支部・・一戸町役場 10/24 
 
 

◇電話無料相談及び対面無料相談における項目別相談件数 

３．その他の PR活動 

・相談会告知媒体として、自治体広報紙、新聞・タウン誌（岩手日報、東海新報、岩手日日、 
胆江日日、久慈地方ニュース、商工会ニュース、マシェリ）、ラジオ（ＦＭねまらいん、 
奥州ＦＭ、えふえむ花巻）等を活用 

  
項目 

 
 
 
相談 
件数 

権利義務・事実証明関係 許認可関係 

合
 
計 

遺
言
・
相
続 

各
種
契
約 

定
款
・
内
容
証
明
・

会
計
記
帳
等 

不
動
産
関
係 

戸
籍
関
係 

知
的
財
産 

そ
の
他 小 

計 

建
設
・
風
営 

法
人
設
立 

土
地
開
発 

農
地
転
用 

自
動
車
関
係 

入
管
関
係 

そ
の
他 小 

計 

電話相談 5   2   1 8 2 1   1   4 12 

対面相談 47 3 1 7   9 67 1 3 2 3 4 1 2 16 83 

 

行政書士制度広報月間の活動報告 

街頭無料相談（イオンモール盛岡） 
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・関係官公署、関係団体への挨拶、ポスター・チラシの配布 
・関係官公署への「窓口規制表示板」設置の協力依頼 
・ボールペン、ポケットティッシュの配布、ＪＲ時刻表広告 
 

◇各支部管内の「窓口規制表示板」設置官公署   ～ ご協力ありがとうございます ～ 

 
４．監察活動 

今年度の広報月間監察活動重点項目は、産業廃棄物処理業許可申請における行政書士の関与率調査

でした。岩手県資源循環推進課に相談したところ、調査していただけるとのことで、下記のとおり

調査結果をご報告頂きました。各振興局にもご協力頂いての作成に心よりお礼申し上げます。 
 

◇産業廃棄物処理業許可申請のうち行政書士が代理申請をしている件数      （単位：件） 
産業廃棄物処理業許可 平成２４年度受付分 平成２５年度受付分 

区   分 全体件数 うち、行政書士が 
代理しているもの 

全体件数 うち、行政書士が 
代理しているもの 

許可申請 
収集運搬業許可新規申請 １１８ ４２ １１８ ４４ 

収集運搬業許可更新申請 ２３１ ５４ ２４２ ７２ 

特別管理・収集運搬業許可新規申請 ９ ２ ５ １ 

特別管理・収集運搬業許可更新申請 ４１ １３ ９３ １７ 

変更許可申請  

収集運搬業変更許可申請 ３２ ８ ２９ ７ 

特別管理・収集運搬業変更許可申請 ９ １ １５ １ 

許可申請 

処分業許可新規申請 ６ ２ １２ ７ 

処分業許可更新申請 ２７ ９ ３３ ６ 

特別管理・処分業許可新規申請 ０ ０ ０ ０ 

特別管理・処分業許可更新申請 ２ ０ ４ ０ 

変更許可申請 

処分業変更許可申請 ５ １ ６ ３ 

特別管理・処分業変更許可申請 ０ ０ ０ ０ 

 

盛 岡 盛岡市役所・玉山支所・繋支所・滝沢市役所・雫石町役場住民票等交付窓口、盛岡市農業委員会

申請窓口 
紫 波 紫波町役場町民課、矢巾町役場道路都市課、紫波町・矢巾町農業委員会、紫波警察署車庫証明申

請窓口 
花 巻 振興局土木センター・保険福祉環境センター申請窓口、石鳥谷・東和・大迫総合支所住民票等交

付窓口、各農業委員会 
水 沢 振興局土木部申請窓口、奥州市役所・金ヶ崎町役場住民票等交付窓口、農業委員会、水沢警察署

車庫証明申請窓口 
一 関 川崎・東山・大東・藤沢・室根支所市民課住民票等交付窓口、各支所産業経済課申請窓口 
大船渡 沿岸広域振興局地域振興センター・保健福祉環境センター・土木センター、大船渡市役所生活福

祉部、陸前高田市役所民生部、住田町町民生活課、陸前高田市・住田町農業委員会 
遠 野 沿岸広域振興局土木センター来賓受付、農業委員会来賓受付 
釜 石 沿岸広域振興局土木センター受付窓口、大槌町農業委員会受付窓口 
宮 古 広域振興局土木センター・保健福祉環境センター、宮古市役所総合窓口、山田町役場申請窓口、

宮古市・山田町農業委員会 
久 慈 広域振興局土木センター、久慈市・洋野町農業委員会申請窓口、洋野町役場住民票等交付窓口 
二 戸 農業委員会５ヶ所 
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１．「実務基礎研修」の大要 

    昨年度に引き続き、標記研修を農林会館で 
 実施した。その大要は次のとおりである。 

① 実施日、研修内容 

   「実務基礎研修」は、平成２６年１０月１７ 
日（金）から翌１８日（土）までの２日間 

（実研修時間 延べ１１時間４５分）実施し 
た。その内容、講師は次のとおりである。 

〈１日目〉 

    ＊「行政書士の組織、行政書士業務について」（３０分）    田村 格会長 

    ＊「代理申請の考え方について」（３０分）          中屋敷 勤会員 

    ＊「ホームページ、メーリングリスト           野尻 佳宏電子申請対策委員長 
及び電子申請について」 （４５分）   

    ＊「産業廃棄物処理業の許可申請について」（７０分）     中屋敷 勤会員 

    ＊「車庫証明・風俗営業・古物商許可について」（７０分）  当職 

    ＊「相続・遺言業務について」（７０分）                  畠山 弘副会長 

 〈２日目〉 ＊「契約業務について」（８５分）                当職 
    ＊「農地法関係申請業務について」（８５分）              加美山 裕会員 

    ＊「外国人関連業務について」（７０分）                  横山 勝会員 

    ＊「建設業許可申請、経審、工事指名願について」（７５分）細川 榮子副会長 

    ＊ ｢会社法務業務について｣ （６５分）                    当職 

   ②  対象者（受講者）、目的（ねらい）等 

      この研修は、入会早々の会員を対象に、昨年度から復活実施しているものである。 
本会独自のもので、主たる行政書士業務で、緊要な業務を選択して、その概要を本会会員講

師の経験等を踏まえて実施するものである。（但し、昨年度実施した「会計業務」は、講師の

都合がつかず、本年度は中止。また、自動車登録業務も、業務受託対策委員会の主管開催の研

修会に移管したことで、本年度は中止。） 

③ 評価 

受講者においては、概ね好評であったように感

じている。１コマ約１時間前後の限られた時間内

での講義は、講師の高い技倆を要求される。その

技倆とは、行政書士業務遂行能力とは別な、肝に

して、要を得た受講者を引きつける内容と話術を

要求されるのである。講師たる当職にして、その要求を満たした講義であったか、は汗顔の至

りというべきであった、と感じている。 受講者多数からは、講師陣のわかりやすく、資料豊

富な講義が好評を得ていた、と感じている。 

実務基礎研修、新入会員義務研修を主管実施して 
企画開発部長 下道 利幸  
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２．「新入会員義務研修」の大要                             
昨年度に引き続き、標記研修を農林会館で実施した。その大要は次のとおりである。 
 

   ① 実施日、研修内容 

     「新入会員義務研修」は、平成２６年１２月６日（土）の１日間（実研修時間 延べ６時間

１０分）実施した。その内容、講師は次のとおりである。 
 

    ＊「職業倫理・基礎」       （６５分） （録画）  日行連 末廣 元孝氏  

    ＊「事務所経営について」    （５５分）          当職 

    ＊「行政書士法」       （７０分）  （録画）  総務省行政課 岡 裕二氏  

    ＊「リーガル・カウンセリング」（７５分）  （録画）  行政書士(大阪会) 佐々木 賢一氏 

    ＊「要件事実・事実認定論概論」（７５分） （録画）  弁護士  川端 基彦氏 

    ＊「ガイダンス・行政書士会の組織等について」(３０分) 田村 格会長 
 

   ② 対象者（受講者）、目的（ねらい）等 

      この研修は、前記「実務基礎研修」と違い、日本行政書士会連合会（日行連）において、新

入会員となった者が、研修義務を課された内容の研修会である。従って、今回受講していない

方、受講途中退席された方は、次回以降に受講することとなっている。 

      昨年度は２日間実施したものを、今年度は１日で修了した。これは倫理研修と職務上請求書

研修等が別日程で開催されたことによるものである。 
 

③ 評価 

      実務基礎研修が各論とすれば、この研修は総論と位置づけられるものであった。総論部分は、

とかくおもしろみに欠ける意味で、受講者の熱意が心配されたが、杞憂であった。講師たる私

においても、その講義中迫ってくるものを強く感じた。ベテランも安穏としてはいられない、

と思うこと頻りであった。 
 

３．最後に 

   これらの研修終了後、受講者から質問書の提出があり、この報告書で取り上げることも考慮し

たが、取りやめることとした。そこで、無記名の質問者は事務局に再度氏名を告げて、質問を希

望する旨連絡して欲しい。個別に質問に回答をする方式で、質問者に応えたい、と思っている。

記名のある質問者には、後ほど個別に回答することで、対処したい。 

    昨年６月の行政書士法一部改正で、行政不服申立代理権が付与され、その施行と相まって、次

年度以降その研修が実施されることになる様相である。高額な研修費用、研修時間の長さが取り

ざたされ、上記実務基礎研修、新入会員義務研修との兼ね合い・調整が必要となりそうである。

いずれにしても、新入会員には、「研修時間の長さ」と「費用負担」が強要（？）されそうであ

る。 

    これら研修は、当会会員講師陣がいて、成り立ったものである。講師を快諾して頂いた会員諸

氏に心から感謝申し上げたい。また、当部担当の及川暉久副会長、坂本忍次長、工藤庄八部員、

川本史彦部員も真摯に取り組んで頂いたことを申し上げておきたい。 
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会員の皆様におかれましては、益々ご清祥

のこととお慶び申し上げます。 
 さて、昨年の１０月３０日から１１月１２

日にかけて、県央地区、県南地区、県北地区

そして沿岸地区の４会場において、岩手県行

政書士会が主催する初めての倫理研修会が開

催されました。 
 この研修会は、各都道府県行政書士会にお

ける他士業との業際問題や職務上請求書の取

扱いについて、様々問題が惹起されているこ

と等を踏まえ、本会として一層、襟を正して

行政書士業務を遂行していくという趣旨で、

平成２６年３月１１日付けで岩手県行政書士

会倫理規程及び岩手県行政書士会職務上請求

書取扱規 程が制定され、それに基づき開催

されたものです。 
   

これら規程では、特に倫理規程第１７条及

び附則第２項において本会の会員全員に一定

期間内での受講が義務付けられ、また、職務

上請求書取扱規程第３条及び６条においては

「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」

の購入申込みには、倫理研修会を受講した際

に交付される修了証書の写しの添付が求めら

れることになりました。 
いろいろお手数をおかけすることになりま

すが、行政書士として適正かつ公正な対応と

するためのものでありますので、会員の皆様

のご理解とご協力をお願いいたします。 
 今年度の本研修会での受講者は盛岡会場が

７０名、江刺会場が３９名、二戸会場が２０

名、釜石会場が１３名の計１４２名でありま

した。 
総務・経理部として初めての取り組みに

つき、いろいろ行き届かないところもあっ

たかと思いますが、反省点については整理

しながら、次年度に繋げていきたいと考え

ておりますので、今後ともよろしくお願い

申し上げ、平成２６年度倫理研修会開催の

報告とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 
 
 

 
江刺会場（１１月６日）                  二戸会場（１１月７日）   

盛岡会場（１０月３０日） 倫理綱領唱和 

 

平成２６年度倫理研修会開催について（報告） 
総務・経理部長  阿部 芳夫 
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公証業務の活用と連携 

         盛岡公証人合同役場 

公証人  酒井 治幸 

 今年は未年、未は羊であり、群れをなす羊は家族の安泰を示し、いつ

までも平和に暮らすことを意味しているようです。皆様方のご家族が健

やかにお過ごしになられることを祈念します。 
 岩手県行政書士会の皆様には、常日頃から公証業務を通じて種々お世

話になっており、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 
 私が盛岡の公証人役場に来て８年になりました。この仕事の前は転勤族である検察官をしておりま

したが東北勤務は一度もなく、また、こちらに知合いもおりませんでしたので不安を抱えての着任で

したが、先生方を始めとして心温かい岩手県の方々に接しその心配はなくなりました。あるホームペ

ージには、岩手県人の県民性について、「真面目でしっかり者、おとなしくて粘り強い、要領が多少悪

くても着実にことをなしとげる」などと評されており、また、「岩手県人と長野県人は気質が似てい

る。両者とも寡黙で口下手」などとも記されています。私は、長野県出身なので気質が似ているのか

御当地に来ても全く違和感がなく盛岡での生活を大いに楽しませていただいています。 
 公証人の業務は多岐にわたっています。金銭・不動産の貸借、離婚に伴う養育費等の支払、財産

管理を他人に任せる任意後見等に関する契約の公正証書の作成、近年、増加傾向にある遺言公正証

書の作成、会社等の設立に伴い作成する定款の認証等が主な業務として挙げられます。殊に、一定

額の金銭の支払につき強制執行認諾条項がある公正証書は、相手の不履行についてその公正証書で

相手の財産に対し直ちに強制執行ができるという特有の効力があること、公正証書の遺言は自筆証

書の遺言と違い家庭裁判所の「検認」手続が不要の上、原本が公証役場に保管されるので紛失等の

おそれがないこと、署名ができない人でも作成が可能であることなどから、その利点は大いにある

と思います。 
 ところで、私どもの業務以上に、行政書士の先生方が扱われる業務は多方面に及んでいると思い

ます。官公署に提出する書類を正確・迅速に作成して国民の生活上の諸権利・諸利益を守り、提出

した書類が正確・明瞭に記載されていることで効率的な行政の処理ができるという公共的な利益が

守られることはもとより、「頼れる街の法律家」として数多くの方のいろいろな相談に乗られ、有益

なアドバイスをされていると思います。公証役場にいらしたお客さんの中には「公証役場は敷居が

高そうで来れなかった。」、「どこに相談に行ったらいいか分からなかった。」などと戸惑いの心情を

訴える方がいます。私ども公証人は公的機関であることから、受ける相談内容も限界があることは

否めず、この点先生方は、「相談者と一緒に考え、一緒に問題解決していける専門家」としての立場

でその器量を充分に振るわれ、県民・市民の期待に応えられているのだと思います。 
 先生方が扱われる案件の中には、前述した公証業務と関連するものが少なくないと思われ、公証

業務の活用を一考願えればと思います。相続税法の改正、法人税の軽減等の政策に伴って今後社会

の流れも変わり、先生方が活躍される場も益々増えることと思います。将来の紛争を予防し、国民

の利便に資するという目的のために相互に連携して仕事ができれば幸甚です。  
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   （平成２６年８月１日～１２月３１日） 

8月  5日 第４回正副会長会議  10：00～ 出席者：田村会長以下４名 

6～7日 日行連 第三業務部会議 田村会長出席 

7～8日 日行連 常任理事会 田村会長出席 

18日 第４回総務・経理部会 10：00～ 出席者：細川副会長以下４名 

18日 第３回理事会 13：30～ 場所：農林会館 7F第 1会議室 

19日 第４回綱紀委員会 10：00～ 場所：農林会館 7F第 1会議室 出席者：田村会長以下８名 

19日 第２回支部長会 13：30～ 場所：農林会館 7F第 1会議室 

20～21 日 日行連 第三業務部会議、関係団体訪問  田村会長出席 

27日 第５回綱紀委員会 13：30～ 場所：農林会館 7F第 2会議室 出席者：田村会長以下９名 

9月  3日 北海道知的資産ＷＥＥＫ打合せ 13：30～16：30 田村会長出席 

4日 広報月間官公署訪問  細川副会長、及川副会長、畠山副会長、多田広報・監察部長  

4～5日 日行連 常任理事会 田村会長出席 

12日 日行連 常任理事会 10：00～12：00 、会長会 13：30～ 田村会長出席 

12日 〔コスモスいわて〕定時総会 16:00～17:00 場所：農林会館 

16日 東北地協 会長会 14：00～17：00 場所：秋田ゆぽぽ 田村会長出席 

18日 日行連 打合せ 12：00～17：00 田村会長出席 

18日 ３．１１復興支援プロジェクト会議 13：30～ 場所：サンビル７階 第５会議室  

出席者：畠山副会長以下１３名 

25日 日行連 第三業務部会議 13：30～17：00 田村会長出席 

29日 第５回総務・経理部会 10：00～17：00 場所：事務局 

10月1～31日 行政書士制度広報月間 （広報月間の動きは別ページに掲載） 

2～3日 日行連 常任理事会 田村会長出席 

7日 第６回綱紀委員会 14：00～ 場所：農林会館 7F第 3会議室 出席者：田村会長以下８名 

8日 日行連 第三業務部会議 13：30～17：00 田村会長出席 

9日 第３回業務部会 13：30～ 場所：農林会館 7F第 2会議室 出席者：細川副会長以下６名 

16日 日行連 打合せ 13：30～15：30 田村会長出席 

16日 第４回企画開発部会 15：00～ 場所：事務局 出席者：及川副会長以下５名 

22～24 日 日行連 交流会、常任理事会 田村会長出席 

28日 平成２６年度行政書士試験監督員等説明会 13：00～17：00  

場所：農林会館 7F第 1会議室  出席者：田村会長以下 28名 

11月4～6日 日行連 常任理事会、第三業務部会議 田村会長出席 

6日 士業懇談会 14：00～ 場所：ホテルロイヤル盛岡 細川副会長・畠山副会長出席 

 9日 平成２６年度行政書士試験 場所：岩手大学 受験者数：３６３名 

10日 日行連 第三業務部会議 13：30～17：00 田村会長出席 

11日 県市町村課・復興局との交流会 17：30～ 場所：北ホテル 出席者：田村会長以下７名 

17日 北海道会知的資産ＷＥＥＫ 13：30～17：00 田村会長出席 

19～20 日 日行連 常任理事会 田村会長出席 

26日 中間監査  13：30～ 場所：事務局 出席者：細川副会長以下５名 

 

本 会 の 動 き 
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12月2～4日 日行連 常任理事会、臨時総会、会館移転謝恩祝賀会、知的資産ﾌｫｰﾗﾑ  田村会長出席 

  5 日 第５回企画開発部会 15：00～ 場所：事務局 出席者：及川副会長以下５名 

10日 日行連 第三業務部会議 13：30～ 田村会長出席 

12日 産廃第４回理事会 16：00～  場所：ホテルニューカリーナ 畠山副会長出席 

15日 第６回総務・経理部会  10：00～17：00 場所：事務局 出席者：細川副会長以下４名 

19日 日行連 常任理事会 13：30～17：00 田村会長出席 

24日 第７回綱紀委員会 13：30～ 場所：農林会館 7F第 3会議室 出席者：田村会長以下９名 

25日 第３回広報・監察部会 10：00～12：00 場所：事務局 出席者：畠山副会長以下５名 

25日 第４回理事会 13：30～ 場所：農林会館 7F第 2会議室 出席者：田村会長以下１１名 

〈各種相談会〉 

8月  6日 野田村役場 相談員:下道利幸会員 14:00 ～ 19:00 

 7日 〔水沢支部〕無料相談会 10:00 ～ 16:00 場所：奥州市民活動支援センター  

7日 川徳無料相談会 10:00 ～ 16:00 相談員：田中抄織会員 

7日 法テラス大槌 10:00 ～ 16:00 相談員：横山勝会員 

9日 なんでも相談会 10:00 ～ 15:00 

場所：シープラザ釜石  相談員：廣嶼文哉会員、猪又信幸会員、楠山大輔会員 

場所：山田町中央コミュニティセンター 相談員：坂本眞悦会員、佐藤昌弘会員 

場所：陸前高田市役所  相談員：阿部英男会員、小野寺豊文会員 

11日 大船渡地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：休石庄太郎会員 

12日 釜石地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：永田依津子会員 

13日 法テラス気仙 10:00 ～ 16:00  相談員：廣嶼文哉会員 

15日 宮古地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：加美山裕会員 

20日 〔花巻支部〕無料相談会 13:30 ～ 15:30 場所：花巻市役所 

20日 外国人のための無料相談 15:00 ～ 18:00 場所：国際交流プラザ  

相談員：中澤弘文会員 

21日 〔水沢支部〕無料相談会 10:00 ～ 16:00  場所：奥州市民活動支援センター 

21日 法テラス大槌  10:00 ～ 16:00 相談員：坂本眞悦会員 

23日 もりおか復興支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：畠山弘会員、大畑美知子会員 

27日 法テラス気仙  10:00 ～ 16:00  相談員：広野善弘会員 

28日 法テラス大槌  10:00 ～ 16:00 相談員：田中抄織会員 

28日 外国人のための無料相談  15:00 ～ 18:00 場所：北上市国際交流ルーム 

9月  4日 〔水沢支部〕無料相談会  10:00 ～ 16:00 場所：奥州市民活動支援センター 

4日 川徳無料相談会  10:00 ～ 16:00 相談員：岡田秀治会員 

4日 法テラス大槌  10:00 ～ 16:00 相談員：中屋敷勤会員 

10日 法テラス気仙  10:00 ～ 16:00 相談員：阿部芳夫会員 

10日 野田村役場  14:00 ～ 19:00 相談員：大澤仁悦会員 

11日 法テラス大槌  10:00 ～ 16:00 相談員：岡田秀治会員 

13日 なんでも相談会 10:00 ～ 15:00 

場所：シープラザ釜石  相談員：広野善弘会員、大畑美知子会員 

場所：山田町中央公民館 相談員：隅田哲晴会員、岩渕渉会員 

場所：陸前高田市役所  相談員：田中抄織会員、上總隼会員 
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9月 16日 釜石地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00  相談員：中澤弘文会員 

17日 〔花巻支部〕無料相談会  13:30 ～ 15:30  場所：花巻市役所 

17日 外国人のための無料相談  15:00 ～ 18:00  場所：国際交流プラザ  

相談員：中澤弘文会員 

18日 〔水沢支部〕無料相談会  10:00 ～ 16:00  場所：奥州市民活動支援センター 

19日 大船渡地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00  相談員：多田恵美子会員 

19日 宮古地区被災者相談支援センター  10:00 ～ 15:00 相談員：隅田哲晴会員 

20日 もりおか復興支援センター 10:00～15:00 相談員：露崎二三男会員、二ツ神厚子会員 

24日 法テラス気仙 10:00 ～ 16:00  相談員：菊池敏江会員 

25日 法テラス大槌 10:00 ～ 16:00  相談員：廣嶼文哉会員 

25日 外国人のための無料相談  15:00 ～ 18:00 場所：北上市国際交流ルーム  

10月  2 日 〔水沢支部〕無料相談会 10:00 ～ 16:00  場所：奥州市民活動支援センター 

2日 川徳無料相談会  10:00 ～ 16:00 相談員：菊池敏江会員 

2日 法テラス大槌 10:00 ～ 16:00  相談員：横山勝会員 

8日 法テラス気仙 10:00 ～ 16:00  相談員：小野寺豊文会員 

8日 野田村役場 14:00 ～ 19:00  相談員：下道利幸会員 

9日 法テラス大槌 10:00 ～ 16:00  相談員：畠山弘会員 

11日 なんでも相談会 10:00 ～ 15:00 

場所：シープラザ釜石  相談員：大畑美知子会員、川本史彦会員 

場所：山田町織笠コミュニティセンター 相談員：川村喜一会員、村上育美会員 

場所：陸前高田市役所  相談員：畠山弘会員、阿部芳夫会員、永田依津子会員 

14日 釜石地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00  相談員：細川榮子会員 

15日 〔花巻支部〕無料相談会  13:30 ～ 15:30 場所：花巻市役所 

15日 外国人のための無料相談 15:00～18:00 場所：国際交流プラザ 相談員：阿部英男会員 

16日 〔水沢支部〕無料相談会  10:00 ～ 16:00 場所：奥州市民活動支援センター 

17日 大船渡地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00  相談員：八幡美和会員 

17日 宮古地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00  相談員：加美山裕会員 

18日 もりおか復興支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員:高橋正彦会員、村上育美会員 

22日 法テラス気仙 10:00 ～ 16:00  相談員：休石庄太郎会員 

23日 法テラス大槌 10:00 ～ 16:00  相談員：田中抄織会員 

23日 外国人のための無料相談  15:00 ～ 18:00 場所：北上市国際交流ルーム  

30日 法テラス大槌 10:00 ～ 16:00  相談員：永田依津子会員 

11月  6 日 〔水沢支部〕無料相談会  10:00 ～ 16:00 場所：奥州市民活動支援センター 

6日 川徳無料相談会 10:00 ～ 16:00  相談員：二ツ神厚子会員 

6日 法テラス大槌 10:00 ～ 16:00  相談員：露崎二三男会員 

8日 なんでも相談会 10:00 ～ 15:00 

場所：シープラザ釜石   相談員：廣嶼文哉会員、藤澤裕之会員 

場所：山田町中央コミュニティセンター 相談員：下道利幸会員、村松満雄会員 

12日 法テラス気仙 14:00 ～ 19:00  相談員：菊池利美会員 

12日 野田村役場 14:00 ～ 19:00 相談員：大澤仁悦会員 

13日 法テラス大槌 10:00 ～ 16:00  相談員：金矢健次会員 
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11月 15日 もりおか復興支援センター 10:00 ～ 15:00  相談員：廣嶼文哉会員、菊池敏江会員 

15日 なんでも相談会 10:00 ～ 15:00 

 場所：陸前高田市役所 相談員：八幡美和会員、小野寺弘文会員 

17日 大船渡地区被災者相談センター 10:00 ～ 15:00  相談員：千葉智会員 

18日 釜石地区被災者相談センター 10:00 ～ 15:00  相談員：中澤弘文会員 

19日 〔花巻支部〕無料相談会 13:30 ～ 15:30  場所：花巻市役所 

19日 外国人のための無料相談 15:00 ～ 18:00  場所：国際交流プラザ 

20日 〔水沢支部〕無料相談会 10:00 ～ 16:00  場所：奥州市民活動支援センター 

21日 宮古地区被災者相談センター 10:00 ～ 15:00  相談員：隅田哲晴会員 

25日 陸前高田市役所 10:00 ～ 15:00  相談員：阿部英男会員 

26日 法テラス気仙 10:00 ～ 16:00  相談員：多田恵美子会員 

27日 法テラス大槌 10:00 ～ 16:00  相談員：坂本眞悦会員 

27日 外国人のための無料相談  15:00 ～ 18:00 場所：北上市国際交流ルーム 

12月  4 日 〔水沢支部〕無料相談会  10:00 ～ 16:00 場所：奥州市民活動支援センター  

4日 川徳無料相談会 10:00 ～ 16:00  相談員：横山勝会員 

4日 法テラス大槌 10:30 ～ 15:30 相談員：中屋敷勤会員 

10日 法テラス気仙 10:30 ～ 15:30 相談員：小野寺豊文会員 

10日 野田村役場 14:00 ～ 19:00 相談員：下道利幸会員 

11日 法テラス大槌 10:30 ～ 15:30 相談員：田中抄織会員 

13日 なんでも相談会 10:00 ～ 15:00 

場所：シープラザ釜石  相談員：猪又信幸会員、山本昭三会員 

場所：山田町中央コミュニティセンター 相談員：隅田哲晴会員、佐藤昌弘会員 

場所：陸前高田市役所  相談員：阿部英男会員、及川実会員 

15日 大船渡地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：休石庄太郎会員 

16日 釜石地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：細川榮子会員 

17日 〔花巻支部〕無料相談会 13:30 ～ 15:30 場所：花巻市役所 

17日 外国人のための無料相談 15:00～18:00 場所：国際交流プラザ 相談員：佐々木哲会員 

18日 〔水沢支部〕無料相談会  10:00 ～ 16:00 場所：奥州市民活動支援センター 

19日 宮古地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：加美山裕会員 

20日 もりおか復興支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：横山勝会員、大畑美知子会員 

24日 法テラス気仙 10:30 ～ 15:30 相談員：中澤弘文会員 

25日 法テラス大槌 10:30 ～ 15:30 相談員：岡田秀治会員 

25日 外国人のための無料相談 15:00 ～ 18:00 場所：北上市国際交流ルーム  

〈研修会〉 

8月 28 日 第２回業務研修会「自動車登録（OSS）」13:30 ～ 17:00 場所：岩手教育会館  

講師：埼玉県行政書士会会員 染谷 明 氏 参加者：５６名 

9月 17 日 第３回業務研修会「創業支援融資制度、会社設立」 13:30 ～ 17:00   

場所：岩手県商工会連合会会館  参加者：７７名 

講師：日本政策金融公庫 坂口 肇 氏、岩手県行政書士会 廣嶼 文哉 会員 

10月 17 日

～18日 

実務基礎研修会 9:30 ～ 17:00 場所：農林会館 

（１日目）参加者：１７名 （２日目）参加者：１８名 
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10月 30 日 

11月  6 日 

11月  7 日 

11月 12 日 

倫理研修会 13:00 ～ 17:00  

（県央）場所：岩手教育会館 参加者：７０名 

（県南）場所：江刺生涯学習センター  参加者：３９名 

（県北）場所：ワークインにのへ  参加者：２０名 

（沿岸）場所：釜石・大槌地域産業育成センター  参加者：１３名 

11月 28 日 第４回業務研修会「知的資産経営」13:30 ～ 17:00   

場所：ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING  参加者：５９名 

講師：龍谷大学教授 中森 孝文 氏、東京都行政書士会会員 塩田 英治 氏 

12月 6日 平成２６年度新入会員義務研修会 9：30 ～ 17:30 場所：農林会館 参加者：２６名 

12月 11 日 自動車登録相談員実務研修会 14:00 ～ 16:30 場所：自動車会館  

講師：東北運輸局岩手運輸支局 上村 史生 氏 参加者：２５名 

12月 19 日 第５回業務研修会「建設業」 

13:30～16:30  

場所：岩手教育会館  

参加者：１２２名 

講師：岩手県県土整備部建設 

技術振興課  藤村 秀樹 氏、 

菅原 良文 氏、菊池 健太 氏 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年８月３０日（土）、盛岡市のアイーナにおいて、『多言語サポーター研修会』が開催さ

れました。これは、岩手県国際交流協会の要請によるもので、新たに岩手県で暮らす外国人の方や、

すでに暮らしている外国人の皆さんをサポートする『多言語サポーター』のための研修会です。 
 

 ＩＬＣ建設により、世界中からたくさんの研究者とその家族が岩

手県に居住することを想定し、永住を目的としない外国人の受け入

れに対するソフト面での充実を図れるよう『多言語サポーター』の

スキルアップを目的としたものでもあります。 
 

研修会では、申請取次管理委員長・横山 勝会員（盛岡支部）が、

これらの方々に必要となる生活上の手続きやサポーターとしての

心構えについて講義し、参加者は、メモを取るなど熱心に受講する姿が見られました。 
 
多言語サポーター研修会は、９月６日(土)一関市(一関市民会館)でも開催されました。 

 

『多言語サポーター研修会』に講師を派遣 
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                  （敬称略） 

入 会  おめでとうございます 

 河 野 肖 子    （Ｈ２６．８．１５入会） 盛岡支部 

8 月に入会させていただきました。「頼れる街

の法律家」として、誠実、迅速に対応できる

行政書士を目指しております。ご指導のほど、

よろしくお願い致します。 

盛岡市中央通一丁目１１番１７

号第二大通ビル５階 

【セントラル行政書士事務所】 

019-624-8956 

 菊 地 大 和     （Ｈ２６．９．１入会） 盛岡支部 

私は、9 月 1 日入会の菊地大和と申します。

行政書士さんのお世話で無事相続を済ませた

ことからこの度、行政書士の資格取得を決意

した次第ですが全くの無知ですので、先輩各

位のご指導切にお願い申し上げる次第です。 

盛岡市本宮二丁目３番５号 

【行政書士菊地大和事務所】 

090-634-1157 

 阿 部 江利子   （Ｈ２６．９．１入会） 紫波支部 

９月に入会させていただきました。“街の小

さな相談所”を目指して、ただひたすら精進

してまいります。どうぞよろしくお願いいた

します。 

紫波郡矢巾町大字南矢幅第６

地割３５２番地７ 

【阿部江利子行政書士事務所】 

019-656-8205 

 三 浦 達 夫    （Ｈ２６．９．１入会） 花巻支部 

盛岡市役所で主に新市街地整備を担当して参り

ましたが、この度退職し行政書士という新たな

仕事に就くことといたしました。これからも、

より多くの方々の一助となるよう頑張ります。 

花巻市桜台二丁目５番２２号 

【行政書士三浦達夫事務所】 

0198-22-5768 

 藤 原 美智子   （Ｈ２６．９．１入会） 大船渡支部 

９月に登録入会させていただきました。皆様

に支持され、お役にたてるよう頑張りますの

で、ご指導のほどよろしくおねがいいたしま

す。 

大船渡市立根町字田谷６２番

地１ 

【藤原行政書士事務所】 

0192-47-5852 

 西 村 あかね    （Ｈ２６．１０．２入会） 花巻支部 

１０月に入会させていただきました。地域の

皆様のお役に立てるよう頑張りたいと思いま

す。よろしくお願い致します。 

花巻市本館７０番地７ 

【ふくろう行政書士事務所】 

090-8580-2960 

 桑 島 幸 江    （Ｈ２６．１０．２入会） 盛岡支部 

１０月に登録入会させていただきました。不安

でいっぱいですが「お気軽にご相談下さい。」と

自信を持って挨拶ができるよう努力したいと思

っております。どうぞよろしくお願い致します。 

盛岡市高松二丁目３５番４号 

メープル高松Ｄ-１０１号 

【行政書士桑島幸江事務所】 

090-8928-1164 

 

会 員 の 動 向 
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変 更  よろしくお願いします 

変更日 氏  名 支部 新 事 務 所 所 在 地・名 称 新 電 話 番 号 

H26. 7.15 小野寺 好 盛岡 盛岡市平賀新田字平賀 50 番 4 銀河ワールド 10 1 階  019-613-5990 

H26. 9.30 村上 和也 大船渡 陸前高田市米崎町字和野４番地１ 0192-47-4218 

H26. 9.30 藤澤 裕之 盛岡 ― 019-613-6580 

H26.10.15 大澤 英夫 盛岡 盛岡市天昌寺町 7 番 25 号【行政書士大沢英夫事務所】  0198-62-3527 

H26.11.14 木地谷 優 盛岡 盛岡市西青山三丁目２７番２０号 019-646-7332 

H26.11.14 及川 正信 二戸 ― 0195-23-9797 

H26.11.28 橘   真 盛岡 ― 019-618-7564 

H26.12.15 川村 喜一 盛岡 ― 019-656-0225 
 

退 会  大変お疲れさまでした 

Ｈ２６．１２．１５付   工藤  良三  （盛岡支部） 

Ｈ２６．１２．３１付   佐藤 まゆみ  （北上支部） 

 

   

 青 田 栄 人  （Ｈ２６．１０．２入会） 久慈支部 

１０月に入会させていただきました。国民

生活と行政との橋渡し役として、社会貢献

してまいりたいと思いますので、ご指導の

ほど、よろしくお願い致します。 

九戸郡洋野町種市第７地割１３０

番地８ 

【青田行政書士事務所】 

0194-65-3083 

 千 葉 博 堅   （Ｈ２６．１０．１５入会） 大船渡支部 

裁判所書記官でした。セカンドライフは地域

の皆様に愛される行政書士にと、１０月に入

会させていただきました。わからないことば

かりですが、どうぞよろしくお願いします。 

大船渡市立根町字平田４番地１ 

【行政書士千葉博堅事務所】 

0192-27-2654 

 澤 口 総 一   （Ｈ２６．１２．１５入会） 盛岡支部 

公務員としての勤務の経験も活かしながら

精一杯頑張り、顧客から満足や感謝してい

ただける行政書士を目指していきたい。 

盛岡市加賀野四丁目６番５５号 

【コルナス行政書士事務所】 

019-654-0805 

 及 川 文 利  （Ｈ２６．１２．１５入会） 水沢支部 

１２月に再入会させていただきました。地

元の皆様に末永く貢献できるよう努力いた

します。 

奥州市水沢区字多賀６番地３ 

【行政書士おいかわ法務事務所】 

0197-25-8688 
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〒171̶8516  東京都豊島区南長崎３丁目16番６号
営業部  TEL（03）3953̶5642  FAX（03）3953̶2061
営業時間：月～金（祝日は除く）9：00～17：00

http://www.kajo.co.jp/

書　名 特価（税込） 部　数 書　名 特価（税込） 部　数

冊

5,440円40509
農地森林 冊

5,250円50003
27入管 冊

8,160円最新 体系・戸籍用語事典 40063
用語 冊

冊

03-3953-2061FAX
FAXの送信間違いには、十分ご注意ください。※商品のお届け方法は郵送となります。

ＦＡＸ注文書 特典コード 203291

※ご記入いただいた個人情報は、ご注文いただいた商品の発送、お支払い確認などの連絡および弊社からの各種ご案内（刊行物のDM・アンケート調査
など）以外の目的には利用いたしません。

フ リ ガ ナ
お 名 前

ご 住 所

〒

TEL： FAX：
E-mail：

（価格は税込）

50001
27六法 3,790円平成27年版 戸籍実務六法

Q＆A 農地・森林に関する
法律と実務

法律から見た農業支援の実務 40570
法農 2,240円

注解・判例 
出入国管理実務六法 平成27年版

【特別価格・送料無料】好評図書のご案内

出入国管理法令研究会 編　2014年11月刊 A5判上製箱入 1,520頁 定価5,832円➡特価5,250円

●関連する約170本の法令・訓令、条約等を集約。
●基本法令には参照条文、逐条解説、参考判例要旨を掲記。
●最新版では、平成26年法律第74号改正の概要に加え「在留資格に関わる改正条文の新旧対照表」を収録。

注解・判例 出入国管理実務六法 平成27年版

平成27年版 戸籍実務六法
日本加除出版法令編纂室 編　2014年10月刊 A5判上製箱入 1,760頁 定価4,212円➡特価3,790円

●戸籍実務に欠かせない、140法令を網羅した好評六法。
●渉外実務・相続実務に欠かせない外国法令・旧法令も収録。
●主要法令には、先例判例要旨・参照条文等の役立つ情報を併記。

髙橋宏治 編著　2014年11月刊 A5判 276頁 定価2,484円➡特価2,240円

●大変換期にある農業を支援する士業のための入門書。
●「経営計画策定」から「農地確保」、「法人化（農地法関連、税法関連）」、「労務管理」、「相続・経営承継における税
務」までに至る包括的な支援をこの一冊でカバー。「６次産業化」や「ブランド化・輸出」についても解説。

法律から見た農業支援の実務
農地の確保・利用から、農業生産法人設立、６次産業化支援まで

Q&A 農地・森林に関する法律と実務
登記・届出・許可・転用
末光祐一 著　2013年5月刊 A5判 616頁 定価6,048円➡特価5,440円

●実務で直面する「実践的な416問」をまとめた一冊。
●先例・判例を多数収録。申請書・契約書のひな形も収録。
●農地法、森林法のみならず関連する都市計画法、道路法、建築基準法等についても解説。

最新 体系・戸籍用語事典
法令・親族・戸籍実務・相続・旧法
南敏文 監修　髙妻新 著　青木惺 補訂　2014年10月刊 A5判上製箱入 804頁 定価9,072円➡特価8,160円

●わが国の戸籍制度・実務を余すところなく記載した、戸籍実務における「空前絶後の書」。
●事典として記述が進められているが体系書としても活用することのできる、「戸籍制度の幹及び細部の両方を理解
できる」類のないユニークな事典。
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