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謹
賀
新
年 

「ＳＬ銀河」は、１９４０年製のＣ５８形２３９号機。１９７２年に引退し、盛岡市の岩手県営 

運動公園に展示されていましたが、東日本大震災からの復興支援のため、４２年ぶりに復活運行 

することとなりました。この春、ＪＲ釜石線を中心に東北地方を臨時列車として走ります。客車 

は４両編成で、外観には宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」にちなみ、星座などが描かれる予定です。 
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 岩手県行政書士会  会長  田村 格   

平成２６年度の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げま

す。日頃より会員の皆様におかれましては、岩手県行政書士会の

事業運営にご協力を賜りまして心よりお礼申し上げます。 

東日本大震災より、早くも３年が経過しようとしております。

本会は、日本行政書士会連合会よりの指導・支援の下、災害発生

後直ちに被災車両の廃車手続き・無料相談会を沿岸各地で開催し、

その後は、法テラス及び沿岸振興局主催の無料相談会へ相談員を

派遣するとともに、岩手県行政書士会主催の無料相談会を沿岸各

地及び盛岡復興支援センターで開催してまいりました。 

私も平成２３年の定時総会で会長に選任されて以来、被災地・被災県民のため支援活動

を行ってまいりました。最近の無料相談会での相談内容は、被災者の切実な難しい問題が

多くなってきております。それとともに、被災自治体の共催・後援のもと相談件数が増加

しております。今後とも、一日も早い復興のため、岩手県行政書士会は全力を挙げて支援

活動を行ってまいります。 

また、昨年度より行政書士会連合会の第三業務部長を拝命いたしましたが、今後とも会

長及び副会長のチームワークで乗り切ってまいりたいと思っておりますのでご協力をお願

いいたします。 

本年から、中央研修所によるビデオ・オン・デマンドの運用が本格的に実施されます。

これによりいつでも自宅・事務所で研修を受けることができるようになります。また、岩

手県行政書士会でもさまざまな研修会を企画しております。行政書士は、時代の変化や制

度の改正に対応できる幅広い知識を身につけ、質の高いサービスを提供することが求めら

れております。まさに情報は財産です。岩手県行政書士会は、この情報発信に努めたいと

思っております。 

最後になりましたが、会員の皆様のご多幸とますますのご発展をお祈り申し上げまして、

年頭のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

平成２６年 会長年頭挨拶 
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中 西 豊 先生 

 

 

 第一部 新春講演会  

  日 時：平成２６年１月２３日（木）１５：３０～    参加者：５６名 

  場 所：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング３階 星雲東 

日本行政書士政治連盟会長 

日本行政書士会連合会専務理事 

東京都行政書士会会長     

演 題 

「これからの行政書士に求められるもの」 

 行政書士を取り巻く社会情勢

についてのお話の後、日本行政

書士会連合会のグランドデザインとしての「政策大綱」につ 

いて、制度面や組織面から、また職域の確保・拡大という点 

から、豊富な知識・経験をもとにお話しいただき、大変有意 

義な講演会となりました。 

 第二部 懇親会  

日 時：平成２６年１月２３日（木）１７：３０～    参加者：４３名 

  場 所：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング３階 桂 

ご講演いただいた中西豊先生にもご出席いただき、和やかに懇親会が行われました。 

   
           中西 豊 先生を囲んで               平成２５年度新入会員の皆さんのスピーチ 

   
 

第６回業務研修会「新年のつどい」に先立ち、税務署より講師をお招きして研修会を開催しました。(受講者：５７名) 

「消費税法の改正／個人の白色申告者の記帳・帳簿等保存制度／納税証明書(代理申請)電子申請手続きについて」 

講師：盛岡税務署 法人課税部門連絡調査官 高橋忠信様、記帳指導推進官 川村博幸様、管理運営第一部門統括官 戸村敦様  

平成２６年「新年のつどい」開催 
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岩手県行政書士会 3.11復興支援プロジェクト 

担当副会長  畠 山  弘 

■平成２３年度 活動実施状況 

相 談 会 名 称  相談員(延べ人数) 備 考 

岩手県行政書士会主催 廃車手続無料相談所 

廃車手続出張受付所及びなんでも相談会 
１００名 

宮古市、山田町、大槌町、釜石市、

陸前高田市で実施 

運輸支局主催 移動自動車相談、廃車出張受付 
４３名 

宮古市、大槌町、釜石市、大船渡

市、陸前高田市で実施 

士業なんでも相談会（廃車手続無料相談受付所併

設） 
３６名 

宮古市、山田町、大槌町、釜石市、

大船渡市、陸前高田市で実施 

津波で流出したおびただしい数の被災車両を目の当たりにし、４月より被災車両の廃車手続無料所を

開設し、被災地を巡回しました。相談員として参加したのは盛岡近郊の会員が多く、朝６時前に集合し、

途中コンビニで昼食を買っては行くものの、食べる時間がない、ということもしばしばありました。 

また、廃車手続きだけでなく重量税の特例還付や過誤納手続きも無料で行いました。この支援は、平

成２４年３月まで続きました。被災した県民皆さまのお役に立てたことが評価され、国土交通大臣及び

東北運輸支局長より感謝状をいただきました。 

 

■平成２４年度 活動実施状況 

相 談 会 名 称  相談員(延べ人数) 備    考 

法テラス大槌 ３８名 基本的に毎週木曜日実施 

なんでも相談会 ６２名 

宮古市立第２中学校グランド応急仮設住宅団地集会場、

野田村仮設住宅 5会場、もりおか復興支援センター、大

船渡市永沢仮設住宅集会所、山馬越仮設住宅集会所他 

仮設住宅一斉無料相談会 ３７名 洋野町から陸前高田市まで３２か所で開催 

セミナー・相談会開催 ３６名 
SAVE IWATE（セーブいわて）、もりおか復興支援セン

ター（７月より毎月第３土曜日） 

山田町住宅再建に関する

個別面談会相談会 
６２名 山田町からの要請により１７回相談員を派遣 

士業なんでも相談会 ４５名 

陸前高田市（陸前高田市役所）２回、宮古市（グリーン

ピア三陸宮古）、釜石市（シープラザ釜石）、山田町（山

田町中央コミュニティセンター） 

相談内容で圧倒的に多いのが、相続についてでした。高台移転に伴う土地の買い取り等で、土地の名

義が、江戸時代末期生まれの曾祖父であったりする場合、名義変更するには相続手続きが必要であるた

め、相談が増えています。専門家として、わかりやすくご説明するように努めてきました。 

 

■平成２５年度 活動実施状況（平成２５年１０月現在） 

相 談 会 名 称 相談員(延べ人数) 備  考 

沿岸振興局相談会 ３５名 
岩手県復興局からの委託により相談員を派遣 

野田、宮古、釜石、大船渡で、毎月１回開催 

法テラス大槌 ２４名 昨年より継続 

法テラス気仙 １２名 本年度より派遣 

もりおか復興支援センター １５名 昨年より継続 

 

東日本大震災・被災地支援活動について 
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岩手県行政書士会による 

なんでも相談会 
３４名 

行政書士会独自の活動として、８月より山田町、陸前

高田市において、毎月第２土曜日開催 

９月から釜石でも開催(釜石は、釜石市と共催) 

東京電力原発事故風評被害

損害賠償手続関係 
２名 

東京電力原発事故観光業風評被害損害賠償説明会(同時

に相談会)を八幡平市と雫石町で開催 

東京電力原発事故農林水産業、同流通、加工業風評被

害損害賠償説明会開催準備のため東京電力社員を講師

に招き研修会を開催 

８月より山田町・陸前高田市で、９月より釜石市でも毎月１回（第２土曜日）相談会を開催していま

す。各市町村の担当者のご協力を得ながら、チラシの全戸配布や、地元広報紙への掲載などで相談会の

告知をしています。また、今回は、ポスターを作製し、各所に掲示をお願いしておりますが、皆様方に

快諾していただいた中でも山田町のコンビニエンスストアでは、入口の一番目立つ所に掲示していただ

いております。釜石市より共催のお申し出があり同市と共催で相談会を開催していますし、２月２２日

は大槌町の後援を頂き大槌町シーサイドタウンマストで相談会を開催する予定です。 

◇本年度の相談会における相談件数◇ 

岩手県復興局への相談員派遣 

（平成２５年４月から平成２５年１０月） 

岩手県行政書士会主催「なんでも相談会」 

（平成２５年８月から平成２５年１０月） 

久慈振興局（野田相談会場）  ０件 

宮古振興局    ３件 

釜石振興局    ３件 

大船渡振興局    １件 

法テラス大槌   １６件 

法テラス気仙    ３件 

陸前高田市    ２件 

もりおか復興支援センター     ２２件 

陸前高田市   ４１件 

釜石市（共催）   １７件 

山田町    １７件 

 

東京電力原発事故観光業風評被害損害賠償説明会 

八幡平市        １件 

雫石町     ２件 

本年度から、私たちはチラシなどを作成する際、それまでの“被災者の皆様へ”という呼び掛けから、 

“被災地の皆様へ”と変更することにしました。それは、家を失っていない、家族を亡くしていない、

そういう立場では相談会に行きづらい、という声を耳にしたのがきっかけです。被害の度合いは違って

も、生まれ育った町を失った悲しみは同じです。 

時間の経過とともに、被災した方々の相談内容も変わってきました。今後も、各市町村で集団移転事

業に係る土地の買い取りや区画整理事業地内の土地を災害復興住宅用地にするための買収に係る相続

手続きの相談や、被災者生活再建事業に係る補助金の申請手続きに関する相談会を開催する予定です。 

これまでご支援いただいている日本行政書士会連合会及び全国の行政書士会の方々に感謝いたしま

す。また、何かとご無理をお願いした岩手県行政書士会の会員にも心より感謝いたしますとともに、被

災者・岩手県・市町村より期待されている行政書士会の被災地支援活動にご協力下さいますようお願い

いたします。 

 

 
    

◆ 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う直轄工事等の取扱いに関する通達について 

平成２５年１０月１日付で大臣官房地方課長及び北海道局予算課長より各地方整備局総務部長及

び北海道開発局事業振興部長に宛てて、通達が発信されました。 

平成８年１０月１日から平成２５年１０月１日の前日までの間に締結した工事請負契約等に基づ

き平成２６年４月１日の施行日以後に当該契約にかかる課税資産の譲渡等を行う場合、当該課税資産

の譲渡等については改正前の税率が適用されることとされたことに基づく、地方整備局及び北海道開

発局の所掌する工事等についての取り扱いをお知らせするものです。 
詳しくは、岩手県行政書士会ホームページを参照、または事務局にお問い合わせください。  
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               副会長  細川 榮子 

〔開催日時〕 平成 25年 11月 7日(木)午後 2時～午後 5時 

〔開催場所〕 ホテル東日本 ３階 青雲の間 

〔参加団体〕 岩手弁護士会、東北税理士会岩手県支部連合会、岩手県 

行政書士会、岩手県社会保険労務士会、岩手県土地家屋調 

査士会、日本公認会計士協会岩手県会、(一・社)岩手県不 

動産鑑定士協会、日本弁理士会東北支部、(一・社)岩手県 

中小企業診断士協会、岩手県司法書士会 

上記 10団体(27名)参加(当会から田村会長・畠山副会長・細川)のもとに、平成 25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司法書士会で、小瀬川事務局長の司会により進行され

ました。藤沢司法書士会副会長の開会の辞に始まり、芳賀会長のご挨拶は「被災者支援では協力し

て実績を残した、今後も情報交換を活発化して外部にも発信していきたい」と、心強いものでした。 

その後は、各士業の現状報告です。弁護士会は、120 周年で会員数が近々100 名を超す予定。年

齢層は 65％が 20～30 歳代、法人の進出も多くなっている。通常の相談会の他、震災関係の相談、

原発被害相談(県と共催)、電話相談(被災者ホットダイヤル)等を実施している。税理士会は、会員

数 275 名。金融円滑化法終了に伴う出口対応の為、会員が認定支援機関の登録をして中小企業を支

援している等を報告。行政書士会は、田村会長が行政書士業務内容、社会貢献活動、被災者支援他

の活動を報告。社労士会は、会員約 180 名弱。復興セミナー等を開催、25 年 10 月に「街角の年金

相談センター盛岡」を設置したほか年金記録問題に対する協力、相談会等を開催している。調査士

会は、会員 182 名。官庁(盛岡地方法務局等)からの発注で復興関連業務(震災倒壊建物の滅失調査

棟数 23,098棟ほか)を一覧表で報告。公認会計士協会は、会員 31名。受験者数は減少傾向にある。

不正リスク対応基準、国際会計基準の動向等を説明。不動産鑑定士協会は、会員 27名(震災後 5名

増加)。21年 4月に一般社団法人化、復興事業関連の土地評価業務はピークを越えた。地価動向は、

沿岸住宅地は上昇基調ないし高止まり、内陸部は盛岡市を中心に地価下落に歯止めがかかりつつあ

る等の現況報告。弁理士会は、会員 5 名。23年 5月に「復興プロジェクト本部」を立ち上げ「相談

フリーダイヤル」を設置。24年 5月から 29年 3月まで「特許出願等復興支援制度」(現在の申請実

績 65 件)、その他知的資産経営フォーラム開催等の活動報告。診断士協会は、会員 43 名(前年比 4

名増)。資格更新のため法定研修(5 年で 30 件の実務・1 年 1 回の研修)実施、経営診断学会とコラ

ボ活動等を報告。最後は司法書士会の報告で、会員約 160 名。23 年 24 年の試験合格者はゼロだっ

たが、25年は 5名が合格。被災地支援は地道に続けたい、相続財産管理人・不在者財産管理人とし

て 100 人以上の会員名簿を家裁に提出、1 年に 12 単位(12 時間)の研修受講義務の実施、高校生向

けの「法律講座開催」などの活動報告がなされました。 

 恒例の講演会は、塚崎司法書士会相談業務部長の『復興事業に係る用地取得における財産管理人

制度について』で、制度運用に当たっての障害と改善など、とても貴重なお話でした。 

 小山田副会長の閉会の辞で士業懇談会は終了しましたが、次年度の幹事は平成６年の発足以来、

初めて弁護士会が担当します。村井三郎弁護士会会長は、ご挨拶で「多くの会員を擁している弁護

士会がお引き受けします」と宣言し、会場から大きな拍手が寄せられました。 
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今年度の行政書士制度広報月間は、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  10:00～16:00 

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 

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  13:00～16:00 

定期無料相談会（カワトク）10/3  10:00～16:00 

盛岡支部・・八幡平市西根地区市民センター10/8、雫石町役場 10/17 

  滝沢村ふるさと交流館 10/16、カワトク 10/7,21,28 

遠野支部・・岩手県交通安全協会等 10/9 

紫波支部・・紫波町商工会 10/22、矢巾町アルコ 10/29 

花巻支部・・花巻市文化会館 11/2 

水沢支部・・水沢区メイプル地下市民活動室 10/17 

一関支部・・一関市文化センター10/19 

宮古支部・・宮古市山口公民館 10/12 

久慈支部・・久慈市アンバーホール 10/20 

二戸支部・・二戸市シビックセンター10/25 

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は下表のとおりです。 

３．その他の PR 活動 

・相談会告知媒体として、自治体広報誌（各市町村の広報）、新聞広告（岩手日報、東海新報、 

岩手日日新聞等）、タウン誌、ラジオ（えふえむ花巻）等を活用 

・関係官公署、関係団体への挨拶、ポスターの配布 

・関係官公署への「窓口規制表示板」設置の協力依頼 

現在の各支部管内の表示板設置官公署を次頁に掲載します。ご協力ありがとうございます。 

 

  
項目 

 
 
相談 
件数 

権利義務・事実証明 許認可関係 

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 

合 

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 

合 

計 

電話相談 7   2   3 12 3   1 4  1 9 

対面相談 13   3   4 20 3 2  5 7   17 

 

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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◇各支部管内の「窓口規制表示板」設置官公署（敬称略） 

 

 

 

第１回理事会  平成 25年 4月 23日(火)  

１．報告事項 

①震災関連に係る相談業務について 

②被災者生活再建支援制度に関する申請手続研

修会について 

２．議決事項 

①平成 25 年度定時総会提出議案について総会議

案書の内容確認 

②災害対策本部設置規則・組織について廣嶼理事

が提案理由を承認 

③その他 

  ・岩手県産廃協会育成センター運営委員の人選

を田村会長に一任 

・支払調書の改訂について承認 

 

第２回理事会  平成 25年 5月 23日(木) 

１．協議事項 

①定時総会での質問事項への対応について 

②定期総会の進行及び議案説明に係る各部各委

員会担当について 

 

第３回理事会  平成 25年 6月 12日(水) 

１．報告事項 

 ①田村会長の日行連総会出席予定について 

２．協議事項 

 ①理事会役割分担を承認 

・総務経理部・業務部担当：細川副会長 

・広報監察部担当：畠山副会長 

・企画開発部担当：及川副会長 

②相談役を及川正信会員及び原田敬三会員とす

る会長提案を承認 

 ③選挙管理委員選任 

伊藤榮樹、高橋裕、松本巌の各委員に大澤仁悦

会員、井上勇一会員を加えた５名を選任 

④各委員会の構成メンバーを会長に一任 

⑤各部事業計画の説明に対する主な意見等 

  ・総務経理部 

今年度は市町村課との連絡会を行いたい。 

 

・広報監察部 

メーリングリストについて検討する。 

・企画開発部 

業務に関する調査研究の取組みを検討した

い。新人会員研修は、日行連における研修と

別に岩手会独自で取り組みたい。 

 

第４回理事会   平成 25年 8月 21日(水) 

１．協議事項 

①行政書士制度広報月間について 

街頭無料相談会等について具体的内容は広

報・監察部で検討することを確認 

②被災者支援について 

・陸前高田市、釜石市、山田町で「なんでも相談

会」を毎月第 2 土曜日に実施 

・福島原発事故風評被害の損害賠償請求に関し雫

石町から相談会開催の要請 

 

第５回理事会   平成 25年 12 月 17日(火) 

１．報告事項 

 ①綱紀委員任期に係る会則の一部改正について各

役員任期との整合を図る旨を会長が報告 

２．協議事項 

①メーリングリストについて、従来の運用を改め、

会員なら誰でも利用できる岩手県行政書士会

業務メーリングリストとして運用を継続する。 

②岩手県行政書士会支部交付金交付規定の一部

改正の施行日を本日付けとした。 

 ③岩手県行政書士会職務上請求書取扱規程（案）

は、さらに精査する。 

④岩手県行政書士会倫理規程（案）は、条文構成

等について検討する。 

 ⑤中小企業等支援に関する覚書（案）は、本協定

を基に県内金融機関との協定をめざす。 

⑥印鑑証明書に関する様式の施行日を本日付と

した。 

⑦新年のつどいの実施について承認 

⑧東日本災害対策本部旅費規定の一部改正（案）

についての施行日を本日付とした。 

盛岡 保健所、農業委員会、玉山・繋・太田支所住民票等交付窓口、盛岡東警察署車庫証明申請窓口 

紫波 町役場住民票等交付窓口、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、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、花巻警察署車庫証明申請窓口 

一関 一関市川崎・東山・大東・藤沢・室根支所市民課、各支所産業経済課 

大船渡 沿岸広域振興局（大船渡）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

市生活福祉部、陸前高田市役所民生部、住田町町民生活課、大船渡・陸前高田・住田町農業委

員会、大船渡警察署交通課 

釜石 沿岸広域振興局（釜石）土木部、大槌町農業委員会 

宮古 土木センター、保健福祉環境センター、市役所総合窓口、農業委員会、山田町役場建設課 

久慈 県北広域振興局土木部、久慈市農業委員会、洋野町農業委員会、洋野町役場住民票等交付窓口 

二戸 農業委員会５ヶ所 

平成２５年度 理事会開催報告 
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                         企画開発部長  下道 利幸 

 昨年１０月と明けて１月の２回にわたり、２日間かけて新入会員向け研修会を開催した。前者は本会独自

のもので「実務基礎研修」と銘打ち、業務に直結した、すぐに役立つ主要業務を取り上げ、講師も本会会員

のエキスパートにお願いした。概ね好評であったように思う。研修会受講のメリットは、専門書に記載され

ていない、いわば行間を埋める業務情報を得られることが、その一つでもあろう。この研修は、このことを

も満たしたものとなったものと思う。 

一方後者は日行連より義務付けられたもので、「新入会員義務研修」として、科目も講師もその８割方を

日行連が指定するものである。ただ、民事訴訟の裁判現場でのノウハウの一つを内容とすると思われる「要

件事実・事実認定概論」は、最近その研修の必須科目となっているようであるが、「義務」として受講する

科目なのか、疑問なしとしない。 

これら研修は、新入会員向けとなっているが、ベテラン行政書士にも受講を勧めたい。全日程を通じて退

席者がいなかったことが、そのことを物語っている。 

≪実務基礎研修会≫ 

   日時：平成２５年１０月１８日（金）９：３０～１７：００、１９日（土）９：００～１７：００ 

 場所：リリオ２階カルチャールーム 受講者：２６名 

【１日目】 

「行政書士業務について」  講師：細川榮子会員 

「代理申請の考え方について」講師：中屋敷勤会員 

「戸籍等職務上請求用紙の使い方について」 

「ホームページ、メーリングリスト及び電子申請に 

ついて」         講師：野尻佳宏会員 

「産業廃棄物処理業の許可申請について」 

 講師：中屋敷勤会員 

「車庫証明/自動車登録/自動車登録ＯＳＳについて」 

講師：下道利幸会員  【２日目】 

「相続・遺言業務について」 講師： 畠山弘会員   「契約業務・会社法務業務について」 

              講師：下道利幸会員 

「農地法関係申請業務について」 

    講師：加美山裕会員 

「外国人関連業務について」講師： 横山勝会員 

「建設業許可申請、経審、工事指名願について」 

講師：細川榮子会員 

「会計業務について」  講師：田中抄織会員 

 

≪新入会員義務研修会≫ 

日時：平成２６年 1月１７日（金）１３：００～１７：３５、１８日（土）９：００～１５：２０ 

場所：農林会館 ７階 第３会議室      受講者：１８名 

【１日目】「職業倫理・基礎」（DVD）講師：日本行政書士会連合会 末廣元孝氏 

「行政書士法」（DVD） 講師：総務省行政課 岡裕二氏  

「要件事実・事実認定論概論」（DVD） 講師：弁護士 川端基彦氏 

【２日目】「リーガル・カウンセリング」（DVD）講師：行政書士 佐々木賢一氏 

「職務上請求書の取り扱い等」（DVD） 講師：日本行政書士会連合会総務部部長 中村利雄氏 

「業際問題等」（DVD）講師：日本行政書士会連合会法規監察部部長 伊藤庄吉氏  

「事務所経営について」 講師：下道利幸会員 

     「ガイダンス・行政書士会の組織等について」 講師：田村格会長 

新入会員研修会を開催して 
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        司法ＡＤＲ研修委員会委員長  廣嶼 文哉 

 去る平成２５年１１月２７日、東北地方協議会（福島）におけるＡＤＲ模擬

調停研修会に、坂本眞悦司法ＡＤＲ研修委員と私の２名で参加してまいりまし

たので内容等ご報告いたします。 

 会場は、郡山市音楽・文化交流館（ミューカルがくと館）大ホールで、参加

者は、福島弁護士会示談あっせんセンター運営委員会委員長の鈴木康元弁護士、

日行連ＡＤＲ本部より加藤本部長はじめ 7名、東北地方協議会から福島会、岩手会、宮城会、山形

会合わせて 12 名、新潟会から 7名の計 27名でした。杉山日行連ＡＤＲ本部副本部長の司会で、加

藤本部長、國分福島会会長、鈴木弁護士の挨拶の後、模擬調停が行われました。 

 今回の模擬調停は、平成２２年４月に全国行政書士会中４番目に法務省のＡＤＲ機関認証を受け

ている新潟会（行政書士ＡＤＲセンター新潟）の皆さまによる事例式（２事案）にて行われました。

事例の一つ目は敷金返還に関するもの、二つ目は自転車事故に関するものでした。 

 一つ目の敷金返還事例は、一戸建家屋に 10 年居住した借主（申立人）が、近所に家を新築した

ため、大家（相手方）に賃貸借契約の解除を申し込んだところ、借主の敷金 24 万円の返金請求に

対し、大家は申立人が喫煙家であること、また 10 年もの長い間居住したこと等により、業者見積

りの修繕費用が 24 万であるため、敷金は返金しないと主張したことから申し立てとなったもので

した。 

 二つ目の自転車事故事例は、申立人が長男（3 歳）を自転車に乗せ商店街を走行中、相手方が突

然ぶつかってきて転倒し、長男がケガをし仕事を 3日も休んだので、休業分を請求したいという主

張に対し、相手方は、路上で陽を当てていた親友からの大切な贈り物である蘭の花を取り込もうと

した際に、突然、申立人の方からぶつかってきたもので、逆に蘭の花代、鉢代、治療費、慰謝料約

20万円を請求したいと主張したことから申し立てとなったものでした。 

 日行連が薦めるＡＤＲ技法は、「自主交渉援助型」と呼ばれるもので、単純に両当事者の主張の

中間案での解決を図る「妥協要請型」や、法律解釈や過去の判例等から解決案を両当事者に与える

「評価型」とは異なります。その特色は、申立人、相手方が調停の場でお互いに自分の気持ちを十

分に言い尽くすことで、当事者自身が問題解決にあたり最善の道を探るという点であり、調停人と

なる行政書士は、双方の話を十分に聞き、問題を整理することで、その手助けをすることが任務と

なります。 

 今回、新潟会の皆さまの模擬調停を拝見して強く印象に残ったことは、当事者間の「共通事項（共

通基盤）」を明らかにすることの大切さでした。両当事者が、何を重要と考え、何を本当に求めて

いるのか。１円でも多くの敷金返還を求めているはず、１円でも多くの賠償金が取りたいはず、と

いった固定観念だけにとらわれていては、真の意味での当事者双方のウィンウィンの関係を築くこ

とができないと感じました。 

 当面、岩手会としてＡＤＲ機関認証申請を行う予定はありませんが、ＡＤＲに関する研修等を通

じて、当事者心理の理解、対人話法、傾聴法などを学ぶことは、行政書士業務における相談技法の

スキルアップに繋がると確信した研修会でした。 

 司法ＡＤＲ研修委員会では、今後もＡＤＲに関する情報提供や研修会の実施を行ってまいります

ので、今後とも宜しくお願い申し上げます。 

東北地方協議会（福島）ＡＤＲ模擬調停研修会に参加して 
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   農政の大転換にあたって 
                    
        岩手県農業会議 
                    
         事務局長 三浦良夫 
 
 

先の東日本大震災から３年になろうとしています。関係者の懸命な努力にもかかわらず、被災

者の復興感はまだまだの状況であり、一日も早い復旧・復興を願うものです。 

さて、岩手県農業会議は、「農業及び農民の立場を代表する組織として、農業生産力の発展及

び農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与すること」を目的に、農業委員会等に関する

法律（昭和 26 年法律第 88 号）を根拠法として昭和 29 年 08 月 16 日に発足し、今年で６０周年

の大きな節目を迎えます。 

 本会は県段階の組織ですが、市町村段階には各市町村農業委員会、全国段階には全国農業会議

所が置かれており、これらの組織が連携して「農業委員会系統組織」として活動しております。 

 市町村農業委員会の業務といたしましては、大きく分けて①農地法等に基づく法令業務、②農

地の有効利用や担い手の育成などの農業振興業務、③農業者の公的代表機関としての性格に基づ

く、意見の公表・建議等の業務の３つになりますが、特に農地転用許可申請など、主に①の法令

業務に関連して行政書士の方々に日頃たいへんお世話になっており、この場を借りて深くお礼申

し上げます。 

 農地転用との関連で申しますと、本会においては、毎月、常任会議員会議を開催し、各種法令

に基づき知事等からの意見聴取案件の審議を行っております。その内、農地転用の諮問件数につ

いて見ますと、震災前の平成 22 年度 1,141 件と比較し、23 年度は 1,403 件、24 年度は 1,994

件と大幅に増加し、この内、震災関連の転用は 23 年度 39％、24 年度 29％となっており、震災

復興に伴いこの傾向は今後しばらく続くと見ているところです。 

ところで、我が国農政は今、大きな転換の時にあります。昨年末、政府は、今後１０年程度を

見据えた農林水産政策改革の指針となる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を決め、その施

策の実行により、農政の大改革を実現していくとしています。その一環として、担い手への農地

集積を加速化するための、農地中間管理機構関連２法も制定され、農業委員会系統組織も重要な

役割を担うこととされています。 

本県は、我が国の食料基地を標榜する農業県であり、農業者をはじめ関係機関・団体が一丸と

なった農業再興が急務となっています。私どもも「震災からの復興と農業の再生」を旗印に、県

民の期待に応えられるよう、組織の総力をあげて取り組みを強化しているところであります。 

その中で、皆様方にもなにかとご指導、ご支援をいただく場面もあろうかと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げますとともに、岩手県行政書士会の更なるご発展と会員の皆様方のご健勝

をお祈りいたします。 

 
～「全国農業新聞」購読のおすすめ～ 

農政の動きについてわかりやすく解説するとともに、   ・毎週金曜日発行 

地域の身近な情報も提供し、農業経営や農業関連実務   ・購読料 月額６００円（税込） 

に役立つ“農政専門紙”です。             ・発行所：全国農業会議所 

・購読お申込みは、岩手県農業会議まで。岩手県行政書士会事務局でも申込みできます。 
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                   岩手県内全１２支部を、5 回にわたってご紹介してきました

「支部だより」。ラストを飾る「盛岡支部」の登場です。 

 

 

 

 

 岩手県行政書士会盛岡支部は、現在１２０名の会員がおります。管轄エリアは広く、盛岡市（旧

都南村地区を除きます。）滝沢市（平成２６年１月１日より市制移行）、雫石町、八幡平市、岩手町、

葛巻町となっています。盛岡市の都南地区が盛岡支部ではなく紫波支部になっているのは、警察署

の管轄によって支部の区画割りをした時の名残と聞いております。 

 盛岡支部の活動は、次のように行っております。 

１ 行政書士広報月間に合わせた広報活動 

官公署へのご挨拶廻り、及び菜園カワトクにて月間中に３回実施する無料相談会、八幡平市、

滝沢村、雫石町（雫石町は２５年度から実施）での各１回の無料相談会を開催致しております。

菜園カワトク前では、毎年支部会員が相談会の開催をお知らせするパンフレットとＰＲグッズの

ボールペンを三日間で１５００セットを手渡しにて配っております。 

２ 年２回の支部研修会 

平成２５年度は、行政書士の行う主な業種の基礎研修（６種類の業務及び事務所運営のマイン

ド等）を二回に分けて行いました。本会が行う業務研修とは少し切り口を変えた研修会を企画す

るようにしております。 

３ 商工会議所、商工会での無料相談会の開催 

盛岡商工会議所では、毎月第二木曜日の午後に盛岡商工会議所さんの相談室をお借りして、会

員事業者さんに向けた無料相談会を開催しております。雫石商工会では毎年一回実施しておりま

す。八幡平市商工会では、今後具体化する方向で調整しております。 

４ 支部通信の発行 

「盛岡支部通信」という小冊子を年間３回ほど発行して、支部会員の皆様へお送り致しておりま

す。冊子の中身は、支部の活動や、重要な会議の報告、会員の方々の異動などをお知らせ致して

おります。 

５ その他 

  支部総会をはじめとした諸会議の開催や、広報月間とは別の機会による広報活動など。 

 次年度は、上記の活動に加えて新入会員の方にも、ベテランの方々にもお役に立つような企画を

幾つか支部役員会で検討して行く予定です。支部の活動は「盛岡支部で行政書士を開業して良かっ

た。開業し続けて良かった。」という支部になるような基本方針で臨んでおります。そのためには、

支部会員の方々、及び支部役員が智恵を絞って行政書士業務の充実に資する活動と業務範囲の拡大

を図っていかなければならないと思っております。智恵やアイデアを出し合い、それに改良・改善

を加えて、一つでも二つでも支部会員の皆様のお役に立つ活動ができるように、支部役員一同「心」

を一つにして行動しております。 

 以上のような支部活動は、支部会員の皆様のご理解とご支援によって行うことができております。

また、各行事、会議や支部通信の発行などは、支部役員を務めていただいております幹事や監事さ

んのご尽力によるものです。心から感謝致しております。    （盛岡支部長 岡田 秀治） 

盛 岡 支 部 

支 部 だ よ り 
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                       (平成２５年８月１日～１２月３１日) 

8月 1日 「暮らしと事業」相談 10:00～16:00 場所：パルクアベニューカワトク相談室 相談員：二ツ神厚子会員 

8月 1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 

8月 1日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：田中抄織会員 

8月 7～8日 日行連第三業務部会  田村会長出席 

8月 7日 第３回広報・監察部会 13:30 ～ 17:00 場所：事務局 出席：畠山副会長、多田恵美子部長以下５名 

8月 8日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：小野寺豊文会員 

8月 8～9日 日行連常任理事会 田村会長出席 

8月 10日 なんでも相談会 10:00 ～ 15:00  

場所：山田町中央コミュニティセンター集会室 相談員：小笠原和彦会員、猪又信幸会員 

場所：陸前高田市役所東棟第７・第８会議室 相談員：廣嶼文哉会員、佐藤史朗会員 

8月 12日 大船渡地区被災者相談支援センター相談日 10:00 ～ 15:00 相談員：千葉智会員 

8月 13日 釜石地区被災者相談支援センター相談日 10:00 ～ 15:00 相談員：永田依津子会員 

8月 14日 法テラス気仙相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：畠山弘会員 

8月 15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 

8月 16日 宮古地区被災者相談支援センター相談日 10:00 ～ 15:00 相談員：隅田哲晴会員 

8月 17日 もりおか復興支援センター相談日 10:00 ～ 15:00 相談員：村松哲会員、大畑美知子会員 

8月 20日 復興プロジェクト会議 10:00 ～ 12:00 場所：農林会館第２会議室 出席：畠山副会長以下９名 

8月 20日 第２回業務部部会 13:30 ～ 17:00 場所：事務局 出席：細川副会長、菊池業務部長以下５名 

8月 21日 第４回理事会 13:30 ～ 17:00 場所：農林会館第２会議室 出席：田村会長以下１３名 

8月 21日 花巻支部 無料相談会 13:30 ～ 15:30 場所：花巻市役所市民生活総合相談センター 

8月 21日 野田村役場相談日 14:00 ～ 19:00 相談員：大澤仁悦会員 

8月 21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：横山勝会員 

8月 22日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：多田恵美子会員 

8月 22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 相談員：広野善弘会員 

8月 23日 第１回盛岡支部研修会 13:30 ～ 17:00 場所：農林会館第１会議室 

8月 24日 第３回企画開発部部会 13:00 ～ 17:00 場所：農林会館 出席：及川副会長、下道利幸部長以下４名 

8月 28日 法テラス気仙相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：菊池敏江会員 

8月 29日 第２回支部長会 13:30 ～ 17:00 場所：農林会館第３会議室 出席：田村会長以下１４名 

8月 31日  
第２回業務研修会 

『建設業許可申請業務の魅力と将来像』 

13:30 ～ 17:00  場所：マリオス８階 

講師：行政書士法人「建設ブレイン」 

代表社員 田中秀人氏  

出席：田村会長以下６０名 

 

9月  3日 事業承継支援会議 13:30～17:00場所：ホテルルイズ万葉の間 出席：細川榮子副会長、菊池利美業務部長 

9月  4日 原発放射線事故による農林漁業及び同流通加工業の風評被害の損害賠償等に係る研修会 13:30 ～ 15:00 

場所：農林会館第１会議室 出席：４２名 

9月  5日 「暮らしと事業」相談 10:00～16:00 場所：パルクアベニューカワトク相談室 相談員：菊池敏江会員 

9月  5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 

9月  5日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：坂本眞悦会員 

9月 5～6日 日行連常任理事会 田村会長出席 

9月  6日 日行連制度在り方検討委員会 13:30 ～ 17:00 田村会長出席 

9月  7日 平成２５年度申請取次資格者研修会 13:30 ～ 16:30 場所：農林会館第３会議室 出席：１１名 

9月 11日 法テラス気仙相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：菊池利美会員 

9月 11日 野田村役場相談日 14:00 ～ 19:00 相談員：下道利幸会員 

9月 12～13日 平成 25年度会長会及び常任理事会 場所：ホテル一畑 （島根県松江市） 田村会長出席 

9月 12日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：露崎二三男会員 

9月 14日 ［コスモスいわて］更新研修、支部定時総会 場所：農林会館７階会議室 

9月 14日 なんでも相談会 10:00 ～ 15:00 

場所：山田町猿神担い手仮設住宅集会場 相談員：菊池英夫会員、菊池秀範会員 

場所：釜石市板野ふれあいセンター 相談員：阿部隆会員、阿部英男会員 

場所：陸前高田市役所東棟第７・第８会議室 相談員：阿部芳夫会員、蒲生昭右衛門会員 

9月 17日 釜石地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：小田島正志会員 

9月 17～18日 東北地方協議会単位会会長会議 場所：花巻温泉ホテル千秋閣 出席：田村会長、細川副会長、及川副会

長、畠山副会長、伊藤事務局長、桜田事務局員 

 

本 会 の 動 き 
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9月  18日 正副会長会・綱紀委員長合同会議 13:00～ 場所：事務局 出席：田村会長、細川副会長、及川副会長、

畠山副会長、小野寺綱紀委員長 

9月  18日 花巻支部無料相談会 13:30 ～ 15:30 場所：花巻市役所市民生活総合相談センター 

9月  18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：横山勝会員 

9月  19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 

9月  20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 

9月  20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 

9月  21日 もりおか復興支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：髙橋正彦会員、佐藤正則会員 

9月  24日 陸前高田市役所相談会 10:00 ～ 15:00 場所：陸前高田市役所三号棟脇 相談員：岡田秀治会員 

9月  25日 法テラス気仙相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：横山勝会員 

9月  26日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：中屋敷勤会員 

9月  26日 復興プロジェクト会議 10:00～12:00 場所：岩手県産業会館２号会議室 出席：畠山副会長以下８名 

9月  26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 相談員：広野善弘会員 

9月  27日 総務・経理部、広報・監察部、電子申請対策委員会合同会議 10:00 ～ 12：00 場所：農林会館  

出席者：田村会長以下１３名 

9月  27日 第４回総務・経理部会 13:00～17：00 場所：事務局 出席者：細川副会長、阿部芳夫部長以下４名 

9月  27日 第３回広報・監察部 13:30～17：30 場所：農林会館 出席者：畠山副会長、多田恵美子部長以下５名 

10月１～31 日 行政書士制度広報月間 （活動内容については、本誌７ページ「広報月間報告」をご覧ください） 

10月 3～4日 日行連常任理事会 出席：田村会長 

10月  3日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：金矢健次会員 

10月  9日 法テラス気仙相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：広野善弘会員 

10月  9日 野田村役場無料相談日 14:00 ～ 19:00 場所：野田村役場 相談員：大澤仁悦会員 

10月 10日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：田中抄織会員 

10月 11日 復興プロジェクト会議 10:00 ～ 12:00 場所：農林会館第３会議室 出席：田村会長以下８名 

10月 12日 なんでも相談会 10:00 ～ 15:00  

場所：山田町 石峠橋仮設住宅集会場 相談員：村上育美会員、小笠原和彦会員 

場所：釜石市 平田第６仮設団地談話室 相談員：大畑美知子会員、猪又信幸会員 

場所：陸前高田市役所東棟第７・第８会議室 相談員：畠山副会長、休石庄太郎会員、阿部英男会員 

10月 15日 釜石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 

10月 16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：横山勝会員 

10月 17日 第４回企画開発部会 15:00 ～ 17：30 場所：事務局 出席者：下道利幸企画開発部部長以下３名 

10月 18日 第３回綱紀委員会 14:00 ～ 16:30 場所：農林会館出席者：小野寺綱紀委員長以下 5名 

10月 18日 大船渡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 

10月 18日 宮古地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：廣嶼文哉会員 

10 月 18～19 日 実務基礎研修会 9:00 ～ 17:00 場所：リリオ２階カルチャールーム  受講者：２６名 

10月 19日 もりおか復興支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：阿部英男会員 

10月 23日 法テラス気仙相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：小野寺豊文会員 

10月 24～25日 日行連常任理事会 田村会長出席 

10月 24日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：細川榮子会員 

10月 24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 相談員：広野善弘会員 

10月 25日 復興プロジェクト会議 10:00 ～ 12:00 場所：農林会館第２会議室 出席：畠山副会長以下３名 

10月 26日 第３回業務研修会「戸籍の見方と相続の仕組み」 13:30～16:30 場所：岩手県自治会館第２会議室 

講師：盛岡法務局登記相談員 工藤 進氏  参加者：田村会長以下８１名 

10月 28日 岩手県政策地域部との連絡会 17：30～20：00 場所：北ホテル花梨 出席者：田村会長以下 5名 

10 月 31 日 ～11 月 1 日 日行連と東北地方協議会との連絡会 場所：かみのやま温泉日本の宿古窯  出席：田村会長、畠山副会長 

10月 31日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：隅田哲晴会員 

11月  5日 行政書士試験監督員説明会 13:00～17:00 場所：農林会館 出席者：田村会長以下３３名 

11月  6日 野田村無料相談日 14:00 ～ 19:00 場所：野田村役場 相談員：下道利幸会員 

11月  7日 「暮らしと事業」相談 10:00～16:00 場所：パルクアベニューカワトク相談室 相談員：大畑美知子会員 

11月  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 

11月  7日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：岡田秀治会員 

11月  7日 士業懇談会 14:00 ～ 19:00 場所：ホテル東日本 出席：田村会長以下３名 

11月  8日 第４回綱紀委員会 13:00～15:30 場所：農林会館 出席者：田村会長、小野寺綱紀委員長以下 5名 

11月  9日 なんでも相談会 10:00 ～ 15:00 

場所：山田町大浦漁村センター 相談員：駿河純子会員、小笠原和彦会員 

場所：釜石市甲子公民館 相談員：菊池秀範会員、猪又信幸会員 

場所：陸前高田市役所東棟第７・第８会議室 相談員：槻山チヱ会員、阿部英男会員 

11月 10日 平成２５年度行政書士試験 場所：岩手大学 受験者数：３７５名 

11月 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：横山勝会員 

11月 12日 釜石地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：中屋敷勤会員 
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11月 12～13日 日行連常任理事会 出席：田村会長 

11月 13日 法テラス気仙相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：阿部芳夫会員 

11月 14日 日行連第三業務部会 13:30 ～17：00 出席：田村会長 

11月 15日 宮古地区被災者相談支援センター 10:00 ～ 15:00相談員：小笠原和彦会員 

11月 16日 もりおか復興支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：村上育美会員、大畑美知子会員 

11月 20日 花巻支部無料相談会 13:30 ～ 15:30 場所：花巻市役所本庁会議室 

11月 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：横山勝会員 

11月 21日 第５回企画開発部会 15:00 ～ 17：30 場所：事務局 出席者：及川副会長、下道部長以下４名 

11月 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 

11月 21日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：多田恵美子会員 

11月 22日 第４回業務研修会/著作権 9:00 ～ 17:40 場所：農林会館 参加者：２８名 

11月 25日 復興プロジェクト会議 10:00 ～ 12:00 場所：農林会館第２会議室 出席：田村会長以下９名 

11月 26日 陸前高田市無料相談日 10:00 ～ 15:00 場所：陸前高田市役所三号棟脇 相談員：千葉智会員 

11月 27日 法テラス気仙相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：菊池利美会員 

11月 27日 〔東北地協〕ＡＤＲ模擬調停 13:30 ～ 17:00 場所：郡山市音楽・文化交流館大ホール  

参加者：廣嶼文哉司法 ADR委員長、坂本眞悦司法 ADR副委員長 

11月 28日 中間監査 13:30 ～ 16：30 出席者：田村会長、細川副会長、永井監事、二ツ神監事、八幡監事 

11月 28日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 16:00 相談員：露崎二三男会員 

11月 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 相談員：広野善弘会員 

12月  2日 第５回総務・経理部会 13:30 ～ 17：00 場所：事務局 出席者：細川副会長、阿部芳夫部長以下４名 

12月  5日 「暮らしと事業」相談 10:00～16:00 場所：パルクアベニューカワトク相談室 相談員：岩野光進会員 

12月 5～6日 日行連常任理事会 田村会長出席 

12月  5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 

12月  5日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 15:30 相談員：菊池秀範会員 

12月  5日 第２回盛岡支部研修会 13:00 ～ 17:00 場所：農林会館 

12月  6日 花巻支部研修会 14:30 ～ 16:45 場所：花巻市定住交流センター「なはんプラザ」 

12月 9～10日 全国法規監察担当者会議 場所：行政書士会館地下講堂 出席者：多田恵美子広報・監察部長 

12月  9日 第６回総務・経理部会 10：30 ～ 17：30 場所：事務局 出席者：細川副会長、阿部部長以下４名 

12月 10日 第４回業務部会 13:30 ～ 17：30 場所：農林会館 出席者：細川副会長、菊池利美部長以下５名 

12月 11日 法テラス気仙相談日 10:30 ～ 15:30 相談員：阿部英男会員 

12月 11日 野田村役場無料相談日 14:00 ～ 19:00 相談員：大澤仁悦会員 

12月 12日 法テラス大槌相談日 日時(木), 10:00 ～ 15:30 相談員：広野善弘会員 

12月 13日 ［コスモスいわて］支部幹事会 13:00 ～ 14:00 更新研修 14:00 ～ 17:00 場所：農林会館 

12月 14日 なんでも相談会 10:00 ～ 15:00 

場所：山田町田の浜コミュニティセンター 相談員：横山勝会員、村上育美会員 

場所：釜石市小佐野コミュニティ会館 相談員：大畑美知子会員、猪又信幸会員 

場所：陸前高田市役所東棟第７,８会議室 相談員：阿部英男会員、蒲生昭右衛門会員、上總隼会員 

12月 16日 大船渡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 

12月 17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 

12月 17日 第５回理事会 10:30 ～ 17:00 場所：農林会館第３会議室 出席：田村会長以下１４名 

12月 18日 第５回業務研修会 13:30～16:45 場所：岩手教育会館 

『岩手県の農業の現状と今後の展望について』 

講師：岩手県農林水産部 農業振興課  

担い手対策課長  千葉和彦氏 

『農地法 中級編』 

 講師： 宮古支部 加美山裕会員 

参加者：田村会長以下５５名 

12月 18日 花巻支部無料相談会 13:30 ～ 15:30 場所：花巻市役所本庁会議室 

12月 18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：横山勝会員 

12月 19日 日行連制度あり方検討委員会 13:30 ～17：:00 田村会長出席 

12月 19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 

12月 20日 日行連常任理事会 13:30 ～17:00 田村会長出席 

12月 20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 

12月 20日 自動車登録相談員基礎研修会 13:30 ～ 16:00 場所：岩手県自動車会館 参加者：３１名 

12月 21日 もりおか復興支援センター 10:00 ～ 15:00 相談員：佐藤正則会員、佐藤史朗会員 

12月 25日 復興プロジェクト会議 10:00 ～ 12:00 場所：農林会館第２会議室 出席：田村会長以下１２名 

12月 25日 法テラス気仙相談日 10:30 ～ 15:30 相談員：休石庄太郎会員 

12月 26日 法テラス大槌相談日 10:00 ～ 15:30 相談員：坂本眞悦会員 

12月 26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 相談員：広野善弘会員 
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                  （敬称略） 

入 会  おめでとうございます 

 廣 嶼 静 香   （Ｈ２５．８．１５入会） 盛岡支部 

８月に登録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日々努力してま

いります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

盛岡市愛宕町 12 番 25 号 

【行政書士廣嶼静香事務所】 

019-626-8112 

 熊 谷 浩 史    （Ｈ２５．９．１入会） 釜石支部 

９月に入会させていただきました。ご指導の

ほど、よろしくお願いします。 

釜石市大只越町 2 丁目 4 番 28 号 

【熊谷浩史行政書士事務所】 

0193-55-5631 

  佐 藤  勇 行   （Ｈ２５．９．１５入会） 水沢支部 

９月に入会させていただきました。金ヶ崎町役

場を退職し、これからは地域のために役に立つ

ような行政書士を目指して頑張りますので、ご

指導をよろしくお願いします。 

奥州市前沢区白山字舘 17 番地 

【行政書士佐藤勇行事務所】 

0197-56-2378 

  岩 渕  渉    （Ｈ２５．９．１５入会） 盛岡支部 

日々の努力を惜しまず、プロフェッショナル

として依頼者の期待に確実に応えられる行

政書士になりたいと思います。よろしくお願

い致します。 

盛岡市黒石野三丁目 17 番 8 号 

【行政書士オフィス岩渕事務所】 

019-613-5818 

  廣 野  富 男  （Ｈ２５．１０．１５入会） 水沢支部 

まだまだ勉学の身ですが、行政経験を活かし

地域の皆さんのお役に立つよう、微力ながら

お手伝いをしてまいりたいと思いますので、

諸先輩各位のご指導よろしくお願いします。 

奥州市江刺区稲瀬字大文字 236 番地 

【廣野富男行政書士事務所】 

0197-35-6067 

  薄 衣  雅 仁  （Ｈ２５．１０．１５入会） 花巻支部 

１０月の登録入会です。今後、研修等に積極

的に参加し、地域のお役に立てるよう努めて

参りますので、ご指導のほど宜しくお願い致

します。 

花巻市東和町町井 2 区 377 番地  

【行政書士薄衣雅仁事務所】 

0198-44-2329 

 佐 藤  昌 弘  （Ｈ２５．１２．１５入会） 宮古支部 

昨年、岩手県職員を退職いたしまして、今年

１２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、日々精進してまい

りたいと思います。ご指導のほど、よろしく

お願いいたします。 

下閉伊郡田野畑村鳥越 325 番地 

【佐藤行政書士事務所】 

0194-32-2255 

 

会 員 の 動 向 
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「あなたが動けば制度が動く」  ～政治連盟入会のおすすめ～ 

日本行政書士政治連盟では、このほど季刊｢日政連｣を発行し行政書士会会員全員に配

布しました。とかく日政連の動きがよく分からないという声を反映したものです。 

 行政書士政治連盟は、個々の思想信条や政治理念ではなく、行政書士制度の充実発展

のためにだけあるものです。もとより加入にあたっては任意ではありますが、私たち一

人ひとりがこの制度を守るための活動が大切なのです。未加入の会員の皆さん、日本行

政書士政治連盟岩手支部に入会しましょう。  

（幹事長 及川 暉久）   

 

政 連 通 信 い わ て     第 58 号 平成 26 年 1 月 30 日発行 

 藤 澤  裕 之  （Ｈ２５．１２．１５入会） 盛岡支部 

１２月に登録入会させていただきました。

「街の法律家」として頑張って行きたいと思

います。ご指導をよろしくお願い申し上げま

す。 

盛岡市神明町 2 番 6 号 

【藤澤行政書士法務事務所】 

019-623-8557 

 

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 新 電 話 番 号 

H25.7.31 永田依津子 花巻 花巻市桜町三丁目 53 番地 ― 

H25.10.15 井上 勇一 盛岡 ― 090-6229-7111 

H25.12.13 熊谷 浩史 釜石 釜石市中妻町１丁目１８番８号 0193-55-5631 

H25.12.27 昆 康祐 宮古 下閉伊郡山田町船越 5-25-4 木下ハイツ２号  0193-84-4441 

H25.12.27 神山 重久 水沢 奥州市水沢区字桜屋敷３６番地１ ３号棟 ― 

 

退 会  大変お疲れさまでした 

Ｈ２５．７．２９付  青木 守 （盛岡支部） 

 

 

 

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 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❀ 編 集 後 記  ❀ 

今号の表紙には、ＪＲ東日本様よりご提供いただいた「ＳＬ銀河」の写真を掲載させていただきま

した。力強く走る姿を見るのが今から楽しみです。目にする皆さんにパワーをくれることでしょう。 

県内にはまだまだ困難なこともありますが、昨年は楽しい話題もたくさんありました。明るい話題

がますます増えることを願って。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 （広報監察部 永田） 



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

フ リ ガ ナ
お 名 前

ご 住 所

〒

TEL： FAX：

E-mail：

※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。

書　名 特価（税込） 部 数

冊

冊

書　名 特価（税込） 部 数

冊

冊

特典コード：202832
（価格は５％の消費税込で表示しております。）

【特別価格・送料無料】実務参考図書のご案内

40516
家信 4,440円 50003

26入管 5,010円新しい家族信託

40456
遺言条項 2,650円遺言条項例278&ケース別文例集

注解・判例
出入国管理実務六法 平成26年版

40509
農地森林 5,290円Q&A 農地・森林に関する法律と実務

すぐに役立つ！
「自己信託」「福祉型信託」等の文例を収録

蒲田公証役場公証人 遠藤英嗣 著
2013年8月刊 A5判 560頁 定価4,935円 ➡ 特価4,440円

入管業務に必要な法令・条約等を網羅
実務家必携の六法

出入国管理法令研究会 編

2013年10月刊 A5判上製箱入 1,464頁
定価5,565円➡特価5,010円

「416問のQ&A」で
必要知識を網羅！

遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例
新しい家族信託

●「自己信託」「福祉型信託」について具体的事例を掲げ踏み込んだ初の書籍。
●これまでに70件近くの家族信託に関する相談に応じ、「信託」に関する講演を多数重ねてきた著者が、
実際に相談を受けた事例の中から、汎用性のある事例を中心に解説。

●「信託によって何ができるか」「それを実現するためのスキームはどうか」「課税等のリスクはあるか」等、
基礎から応用までが身に付く一冊。

●自己信託の文例６例、福祉型信託等の文例13例について、具体的なスキーム図を掲げて紹介。

出入国管理実務六法
平成 26 年版

注解・判例

●関連する約160本の法令・訓令、条約
等を集約。
●基本法令に参照条文・逐条解説・参考判
例要旨を掲記。

●実務で直面する「実践的な設問」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。

想定しうる条項を網羅！
要望に応じた遺言書作成に役立つ

NPO法人
遺言・相続リーガルネットワーク　編著

2012年２月刊　A５判　324頁
定価2,940円➡特価2,650円 

●代表的なモデル文例を掲げ、関連する条
項例を参照することで、依頼者の要望に
応じた遺言書にカスタマイズ可能。

遺言条項例278
ケース別文例集

&

末光祐一 著

2013年5月刊 A5判 616頁
定価5,880円➡特価5,290円

農地・森林

法律と実務
に関する

登記・届出・許可・転用

Q
&A

202832岩手県行政書士会広告（201312）
170×265

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

http://www.kajo.co.jp/
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 ２月２２日 は 行政書士記念日 です。 

昭和２６年２月２２日は行政書士法が公布された日。毎年、２月２２日には行政書士 

制度のＰＲ活動を行っております。今年度は以下のような広報を行うこととなりました。 

ぜひご覧ください！ 

１．日行連のイメージキャラクター「ユキマサくん」を起用した１５秒テレビＣＭ 

ＩＢＣ岩手放送  ２月１６日(日)～２２日(土)（７日間）  

２．「ユキマサくん」を起用し行政書士の業務内容を記載したバス車内ポスター 

県内各路線バス ２０３台に掲示  ２月１３日(木)～２２日(土)（10 日間） 

※「月刊日本行政 2 月号」1 ページに、平成 25 年 12 月 25 日時点に予定 

されていた広報活動内容が掲載されていますが、上記日程に変更されました。 

～東北運輸局岩手運輸支局よりお願い～ 

自動車の検査、登録手続はお早めに 

毎年、自動車の検査、登録手続(車検、名義変更、住所変更、廃車など)をする方が３月下旬に集中

します。そのため、窓口や車検場が大変混雑し、申請するのに長時間かかります。これらの手続きは、

できるだけ２月中に済ませるようお願いいたします。 

受 付 時 間 ： 平日 午前８時４５分～１２時 午後１時～４時 

＜問い合わせ先＞ 

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  ℡０５０－５５４０－２０１０ 

・ホームページ「岩手運輸支局」 http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/it/it-index.htm 

・自動車登録・検査テレホンサービス  ℡０５０－５５４０－２０１０ 

・車検予約システム ＵＲＬ http://www.yoyaku.navi.go.jp/pc/reservationTop.do 

＜軽自動車の問い合わせ先＞ 

  軽自動車検査協会岩手事務所 

盛岡市湯沢１６地割１５－１０  ℡０１９－６３９－８０１１ 
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