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　去る10月１日、街角の年金相談センター青森（オフィス）が開所し、同日午後５時15分よりニッ
セイ青森本町ビル10階にて、開所式が行われました。
　開所式は下記の通り執り行われ、その様子はテレビ局３局（RAB・ATV・ABA）にて撮影され、
次の日に放映されました。

街角の年金相談センター青森（オフィス）開所式
	 平成26年10月１日（水）午後５時15分
	 青森市本町１丁目３－９「ニッセイ青森本町ビル10階」

◦主催者挨拶
　　運営部長（青森県社会保険労務士会会長）	 葛西　一美　氏
　　全国社会保険労務士会連合会会長	 	 大西　健造　氏

◦ご来賓挨拶
　　日本年金機構東北ブロック本部本部長	 海老原　太　様
　　青森労働局長	 	 友藤　智明　様

◦テープカット
　　青森労働局長	 	 友藤　智明　様
　　青森市健康福祉部部長	 	 赤垣　敏子　様
　　青森銀行　執行役員営業統括部長	 	 杉山　大幹　様
　　みちのく銀行　執行役員営業戦略部長	 浅利　健一　様
　　日本年金機構東北ブロック本部本部長	 海老原　太　様
　　全国社会保険労務士会連合会会長	 	 大西　健造　氏
　　運営部長（青森県社会保険労務士会会長）		 葛西　一美　氏

◦閉　　　会
　　参列者　・衆議院議員	 	 大島　理森　様（代理）
　　　　　　・衆議院議員	 	 高橋千鶴子　様（代理）
　　　　　　・衆議院議員	 	 津島　　淳　様（代理）
　　　　　　・参議院議員	 	 山崎　　力　様（代理）
　　　　　　・参議院議員	 	 滝沢　　求　様（代理）
　　　　　　・青森行政評価事務所所長	 野呂　義樹　様
　　　　　　・日本年金機構東北ブロック本部
　　　　　　　　　　相談・給付支援グループ長	 直江　　晃　様
　　　　　　・日本年金機構年金相談部参事役	 太田　仁司　様
　　　　　　・日本年金機構本部	 	 鈴木　耕太　様
　　　　　　・日本年金機構青森年金事務所所長	 高村　　裕　様
　　　　　　・青森年金事務所副所長	 	 阿部　幸一　様
　　　　　　・全国社会保険労務士会事務局長	 早川　裕之　氏　
　　
　　　　　　※青森県社会保険労務士会役員・運営委員　　　　10名

平成26年10月1日街角の年金相談セン
ター青森（オフィス）がオープン
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年金相談センター外観

相談窓口

相談窓口

運営部長　葛西一美氏

全国社会保険労務士会連合会会長　大西健造氏

日本年金機構東北ブロック本部本部長
海老原太様
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出席者の様子 インタビューを受ける葛西一美氏

テープカット２

テープカット１

テープカット３

青森労働局長代理　総務部長　宮下健彦様
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研修会の様子１

研修会の様子３研修会の様子２

服部年金企画　黒川芳子 氏

総務省情報システム管理室長　齋藤壽男 氏

第１回研修会
日　　時　：　平成26年９月５日（金）　10：30	～	17：00
場　　所　：　ホテル青森「善知鳥の間」
内　　容　：　『年金請求の実務について』
　　　　　　　　　　講師：服部年金企画
　　　　　　　　　　　　　　　　　黒川　芳子	氏
　　　　　　　『電子申請について』
　　　　　　　　　　講師：総務省　行政管理局　行政情報システム企画課
　　　　　　　　　　　　　　　　　情報システム管理室長　齋藤　壽男	氏
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受付１ 受付２

平成26年度北海道・東北地域協議会主催
３号業務研修会

日　　時　平成26年11月10日（月）13：30～17：00　／　場　　所　ホテル青森　３階「あすなろの間」
　　　　　平成26年11月11日（火） 9：00～15：30　／　場　　所　ホテル青森　３階「はまなすの間」
出席者数　77名
研修内容　１日目　11月10日（月）
　　　　　　「有期労働契約をめぐる法規制総ざらいと実務対応」
　　　　　　　講師：石嵜・山中総合法律事務所
　　　　　　　　　　経営法曹会議常任幹事　弁護士　石嵜　信憲　氏

　　　　　２日目　11月11日（火）
　　　　　　「経営労務監査について」
　　　　　　　講師：全国社会保険労務士会連合会　副会長
　　　　　　　　　　東京都社会保険労務士会　会長　大野　実　氏

　　　　　　「労使紛争の予防と解決―社会保険労務士の役割」
　　　　　　　講師：松山大学法学部　教授
　　　　　　　　　　社会保険労務士総合研究機構　所長　村田　毅之　氏

　　　　　　「労働審判・あっせん手続きの現実と社会保険労務士の役割
　　　　　　　　　～理論（大学教授）と実務（弁護士）双方の観点から」
　　　　　　　講師：青山学院大学　教授
　　　　　　　　　　クラウンズ法律事務所　代表弁護士　藤川　久昭　氏

青森県社会保険労務士会　会長　葛西　一美氏 全国社会保険労務士会連合会　北海道・東北地域協議会　会長　村上　三基夫氏
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大野　実氏

秋田県会長　舘岡　睦彦氏

村田　毅氏

岩手県会長　白木　和久氏

藤川　久昭氏

研修会の様子２研修会の様子１

石嵜・山中総合法律事務所　弁護士　石嵜信憲氏



支 部 の 活 動 報 告
青　森　支　部
無料年金・労働問題相談会開催
日時：平成26年10月11日（土）10：00～15：00
場所：青森中三本店８階

第２回研修会
日時：平成26年11月６日（木）13：30～17：00
場所：ホテルクラウンパレス青森
　　　青森市本町5-5-4
出席者数：41名（内他支部４名）

研修内容
　「労働管理に必要な民法について」
　　講師：江畠健彦弁護士
　　　　（石嵜・山中総合法律事務所）

弘　前　支　部
年金事務所関係研修会
日時：平成26年10月28日（火）13：30～16：10
場所：弘前市民会館　２Ｆ第１小会議室
出席者数：22名

研修内容
　「年金制度改正について」		 	
　　講師：弘前年金事務所

お客様相談室長　　村上　　保　氏
　「社会保険労務士の電子ファイリングによる
　　業務効率化」	 	 	
　　講師：株式会社テクノル営業企画部

次長　　千葉　修一　氏

八　戸　支　部
平成26年度八戸支部研修会＆バーベキュービ
アガーデン
日時：平成26年８月22日（金）14：30～17：10
場所：八戸パークホテル
出席者数：18名

研修内容
　「司法書士の職務について」
　　講師：青森県司法書士会

会長　　西澤　英之　氏
　「労務管理について」
　　講師：八戸労働基準監督署

署長　　小沢　　誠　氏
　「最近の雇用失業情勢について」
　　講師：八戸公共職業安定所

適用課長　　佐藤　正弘　氏
　「年金等について」
　　講師：八戸年金事務所

所長　　佐藤　　弘　氏
　　※	ビアガーデンは、あいにく雨天のため

室内での懇親会となりました。

む　つ　支　部
労務・年金無料相談会開催
日時：	平成26年10月16日（木）・10月17日（金）

9：00～16：00
場所：東通村役場
平成26年度第１回研修会
日時：	平成26年10月20日（月）10：30～12：00
場所：下北合同庁舎４階共用会議室
出席者数：11名

研修内容
　「労働者を取りまく状況と課題について」	
　　講師：むつ労働基準監督署

監督課課長　　髙山　竹郎　氏
　「労働条件の適正な確保について」	
　　講師：むつ労働基準監督

労働基準監督官　　土田　幸彦　氏

青森県社会保険労務士会会報 平成26年11月号　⑻第121号
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第６回青森支部「年金・労働問題無料相談会」開催報告

実施日　　平成26年10月11日（土）　10：00~15：00	場所／青森中三８F

　第６回青森支部年金・労働問題無料相談会を青森中三８Fにて開催しました。
　「青森中三」及び「青森年金事務所」並びに県会事務局の協賛、ご協力、また、会員各位の積極的な参
加協力により無事終了することができました。特に青森年金事務所からは、工藤適用調査課長にWMに関
してご尽力いただきました。ご協力いただいたすべての皆様に、この紙面をお借りして深く感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。
　今回の広報手段としては、10月５日の東奥日報朝刊への折り込みチラシ10,300部と、当日は1,000枚のチ
ラシを担当会員が店頭にて配布しました。
　相談総数は15件（年金11、労働４）でした。
　当日は、同フロアーにて、「横浜中華街展」が催されていて、おいしい匂いが漂う中での開催でした。
集客効果もさることながら、社会保険労務士制度のPRについてもなお効果があったものと思います。
　この相談会も、今年で６回を数えましたが、今後とも、社会保険労務士制度推進月間の定着を図るた
め、より充実した支部活動行事として、更なる発展につなげていく所存です。

協力会員（50音順/敬称略）
葛西一栄、葛西周吾、葛西政人、唐牛光明、桐田宗美、工藤啓、齊藤憲昭、榊直哉、榊秀雄、夏堀志、
成田光一郎、西山道衛、細川悌一、宮古禮二、横山博幸、伊藤鐵男（16名）

チラシを配付する齊藤憲昭氏、葛西周吾氏

打合せ中

チラシを配付する西山道衛氏

会場風景

チラシを配付する工藤啓氏

相談中の成田光一郎氏

平成26年度 社会保険労務士制度推進月間　青森支部
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　去る10月３日（金）に青森市のアピ
オあおもりにて今年度１回目の青年委
員会が開催されました。研修テーマは
「企業の安全配慮義務について」とい
うことで、弁護士の向井蘭先生に講義
いただきました。
　普段聞くことができない訴訟のウラ
話やメンタル不調者への実務対応な
ど、大変勉強になりました。今後の実
務に役立てて行きたいと思います。
（青年委員会　事務局・葛西周吾）

１．日　　時　平成26年10月３日（金）　14：30	～ 17：00　　　
２．会　　場　アピオあおもり	小研修室３	（青森市中央３丁目17－１	℡	017－732－1010）
３．内　　容　１）『	企業の安全配慮義務について	』　14：30 ～ 16：30
　　　　　　　　　　講師：狩野・岡・向井法律事務所　　弁護士　向井　蘭　氏
　　　　　　　２）今年度の青年委員会事業計画について　16：30 ～ 17：00

平成26年度　第１回青年委員会  研修会

（広報例１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 青森県最低賃金が改正されます。金額等は次のとおりです。 

 

    時間額 ６７９円（平成２６年１０月２４日から） 
 

２ 青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用し

ている使用者に適用されます。 

３ 製造業と小売業の一部には、特定（産業別）最低賃金が定められています。 

４ 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。 

   （http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/） 
 

 
※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室 へ。 

    （TEL ０１７－７３４－４１１４、FAX ０１７－７３４－５８２１） 

 

 

青森県最低賃金改正のお知らせ 

必ずチェック最低賃金！ 使用者も、労働者も 
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【議事】
⑴　街角の年金相談センター設置について
⑵　第１回研修会９／５
⑶　推進月間年金相談（青森銀行・みちのく銀行）
⑷　	平成26年度北海道・東北地域協議会主催３号
業務研修11 ／ 10・11 ／ 11

⑸　その他

【議事】
⑴　	青森銀行・みちのく銀行年金相談会について
【報告事項】
⑴　	北海道・東北地域協議会秋季会長会議（10/30）
⑵　	街角の年金相談センター青森（オフィス）に
ついて

⑶　	中間決算報告
⑷　	医療労務管理相談コーナー事業について
⑸　	平成26年度北海道・東北地域協議会主催３号

業務研修11/10・11/11
⑹　	「医療労務コンサルタント研修」フォローアッ
プ研修

⑺　	成年後見人育成研修会（12/5）

【議事】
⑴　平成26年度事業中間報告について
⑵　平成27年度事業計画（案）について
⑶　各単会からの提案・協議事項について
⑷　その他当面の諸問題について

【議事】
⑴　	各単会からの提案・協議事項について
⑵　	その他
【報告事項】
⑴　	全国社会保険労務士会連合会
⑵　連合会各委員会

第1回
三役会
日時／平成26年８月11日（月）11：00～
場所／ホテル青森「桃の間」

第3回
理事会
日時／平成26年11月４日（火）13：30～
場所／ホテル青森「あすなろの間」

県会
通信

平成
26年度

北海道・東北地域協議会会長会議
日時／平成26年10月30日（木）13：30～
場所／ホテルメトロポリタン秋田

平成
26年度

北海道・東北地域協議会秋季定例会
日時／平成26年10月30日（木）14：30～
場所／ホテルメトロポリタン秋田
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事務所訪問

―開業の経緯は？
　大学を卒業し、公務員を目指すため就職浪人を考えていたところ、十和田市内の社会保険労務士事務所
の求人があり、「はて？社会保険労務士？？」と思い兄に相談したところ、「応募しろ！」と言われ、結局
何か分からないまま面接を経て採用。仕事はもとより、社会人として右も左も分からない自分に、所長は
じめ先輩方の指導のお陰で、ある程度の仕事はこなせるようにはなりましたが、資格を持っていないが故
に仕事に対する自信が持てず、受験を決意。幾度の失敗を重ねながら平成18年に合格。その後、長年お世
話になった事務所を退職し、平成22年10月開業に至りました。

―近況について？
　特にこれといって相談に偏りはないのですが、助成金や障害年金の相談を受けた際に「もっと早く相談
してくれれば良かったのに」と思うことがあります。以前に比べて一般の方でも簡単に情報収拾できるよ
うにはなりましたが、やはり細かいところまで理解するのは難しいと思います。行政の広報活動には限界
があると思われるので、我々社会保険労務士も機会あるごとに制度の情報発信を行い、少しでも「手遅れ」
がなくなるようにしていかなければと感じています。

―モットーは？
　自分のところに相談にいらっしゃる方の大半は、何かしらの不安や困りごとを抱えてきます。案件を解
決することはもちろんですが、時間を掛けて話を聞き、少しでも不安を取り除くことが大事だと思ってい
ます。「この人に相談して良かった」そう思われるような社会保険労務士でありたいです。

―趣味は？
　小学校からずっとサッカーをしていましたが、アキレス腱を断裂したことによりプレーすることを辞め
ました。今は二人の子どもが半ば強制でサッカーをしているので、その練習・試合を見るのが楽しみです。
また、昨年から登山を始め、家族・友人と楽しんでいます。今年は八甲田大岳にも登りました
ので、来年は岩木山や岩手山にも挑戦できればと思います。一緒に登る方募集中です！！

今回の事務所訪問は、十和田支部の伊藤昭治（いとうしょうじ）さんにお話を伺いました。

社会保険労務士伊藤事務所
〒034-0016  十和田市東十二番町7-42

センチュリー桜田102号
開業：平成22年10月

	
TEL.0176－51－6642
FAX.0176－51－6643
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2014年版ダイアリーの
申込み受付中！
申込み締め切りは１２月２日㈫

希望の会員は、同封の申込み用紙にご記入のうえ県会事務局まで

人事・賃金・労務の総合情報紙 安全・衛生・教育・保険の総合実務誌

週刊 労働新聞 安全スタッフ

労働諸法規の実務解説はもちろん、労働
行政労使の最新の動向を迅速に報道し
ます。
タブロイド判　16ページ　月４回発行
年間購読料45,360円

労災防止業務(安全・衛生・教育・保険)を
サポートする実務的な専門誌。
Ｂ5版42頁 月2回発行
年間購読料45,360円

読者専用サイトが使いやすくなりました！

　◆◆ お問合せ お申込 ◆◆ ㈱労働新聞社 仙台総局
　　〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目10-33　  TEL 022(222)9289　FAX 022(222)9279

今後の研修予定
⃝平成26年12月５日（金）　成年後見人フォローアップ研修会
　　　　　　　　　　　　　（県民福祉プラザ４Ｆ　多目的室４Ａ　10：00～16：00）
⃝平成26年12月19日（金）　新規入会者・開業準備研修会
　　　　　　　　　　　　　（ホテル青森３Ｆ　はまなすの間　10：30～17：00）
⃝平成26年１月15日（木）　医療労務コンサルタントフォローアップ研修会
　　　　　　　　　　　　　（場所、時間未定）

※変更する場合あり
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開業社会保険労務士・社会保険労務士法人の皆様へ

社会保険労務士賠償責任保険制度  中途加入のご案内社会保険労務士賠償責任保険制度  中途加入のご案内
社会保険労務士
賠償責任保険制度とは この保険は全国社会保険労務士会連合会を契約者とし、全国社会保険労務

士会連合会に登録されている開業会員等を被保険者とする団体契約です。

＊この案内は社会保険労務士賠償責任保険の概要について説明したものです。保険の内容は社会保険労務士賠償責任保険のパンフレットをご覧
ください。詳細はご加入後に加入者証とともにお送りいたします保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店または引受保
険会社におたずねください。

＊この案内は社会保険労務士賠償責任保険の概要について説明したものです。保険の内容は社会保険労務士賠償責任保険のパンフレットをご覧
ください。詳細はご加入後に加入者証とともにお送りいたします保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店または引受保
険会社におたずねください。

●保険期間
平成26年12月１日午後４時
～平成27年12月１日午後４時（１年間）

●中途加入について
毎月中途加入可。毎月10日締切、補償期間は締切日の翌月１
日午後４時～平成27年12月１日午後４時

●ご加入手続
パンフレット、加入依頼書をお送りいたしますので、ご所属
の都道府県会事務局または取扱代理店までご請求ください。

2014年度募集要項
有限会社エス・アール・サービス
〒103-0021　東京都中央区日本橋本石町
　　　　　　3-2-12　社会保険労務士会館
☎ 03-6225-4873

取扱代理店

東京海上日動火災保険株式会社
（幹事保険会社）
（担当）広域法人部法人第三課
〒102-8014　東京都千代田区三番町6-4
☎ 03-3515-4153

引受保険会社

平成26年10月作成　14-T-07151

10月31日（金）

会費納入のお願い

社労士会の運営は、会員の皆様の会費によって支え

られています。会費納入は会員の義務です。

会費の最終納期は　　　　　　　　　　　 となっております。

納め忘れの方は、早めにお願いします。
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平成26年11月１日現在会員数
支部名

会員種別 青　　森 弘　　前 八　　戸 む　　つ 十 和 田 五所川原 合　　計

開　　　業 56 25 40 12 20 11 164
非　開　業 14 7 13 2 5 0 41
合　　　計 70 32 53 14 25 11 205

氏　　名 種　別 入会日 事務所又は勤務先／事務所所在地又は住所 TEL・FAX

杉
スギ

本
モト

　一
カズ

貴
タカ

非開業 H26.８.15 〒039－1103　八戸市長苗代2－10－9　　　　　　ハートランドB－202 FAX	0176－72－2377

福
フク

田
ダ

　和
カズ

生
オ

開業 H26.９.１ 福田和生社労士事務所
〒031－0022　八戸市大字糠塚字大杉平11－6 TEL	0178－51－8905

高
タカ

野
ノ

　孝
コウ

介
スケ

開業 H26.９.15 高野社会保険労務士事務所〒034－0011　十和田市稲生町15－24とわだパルコビル4 TEL	0172－88－8618

藤
フジ

田
タ

　悦
エツ

子
コ

非開業 H26.11.１ 〒038－0058　青森市羽白字冨田36－14 TEL	017－788－1880

溝
ミゾ

江
エ

　隆
タカ

仁
ヒト

開業 H26.11.１ みぞえ社労士オフィス
〒038－0056　青森市大字飛鳥字塩越43－1

TEL	017－788－7383
FAX	017－788－7383

【入　会　者】

氏　　　名 変　　　　更　　　　内　　　　　容
石　橋　一　恭 事 務 所 電 話 TEL	0178－20－8660
清　野　大　輔 事 務 所 電 話 TEL	0178－20－8660
川　村　啓　之 事務所所在地 〒036－8331　弘前市小人町43－2
本　田　淳　也 事務所所在地 〒030－0802　青森市本町1－2－20		青森柳町ビル6階		柳町合同事務所

【諸　変　更】

お 悔 み
＜青森支部＞田名邉トミヱさん

平成26年10月７日逝去
謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます。

氏　　名 支部 種別 退会日
三国谷　味智信 五所川原 開業 H26.７.13
田名邉　トミヱ 青森 非開業 H26.10.７

【退　会　者】
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　青森県会でも「街角の年金相談センター」がオープンしました。
「対面相談による親切、丁寧な説明」をモットーに、お客様の目線

で、社労士ならではの運営を期待します。我々の普段の相談業務も、同様にお客様の納得
性の高いものになるよう心がけたいものです。（牛）

（八戸支部）
福田　和生

　平成26年９月に開業登録・入会させていただきました福田和生と申します。
　就職して以来、ＩＴ業界でシステムエンジニアとして働いてきました（う
ち５年間は警察でサイバー犯罪の捜査支援、情報セキュリティ対策等に従事）。
　趣味と言えるレベルではありませんが、時間があるときは映画・音楽鑑賞、
ボクシング観戦、鳥見等をしています。
　人間としても社労士としてもまだまだ未熟者ですが、何卒よろしくお願い
いたします。

（八戸支部）
杉本　一貴

　皆様、はじめまして。
　この度、非開業として入会させて頂きました杉本一貴と申します。
　現在は、一般企業にて社労士業務とは関連の薄い業務に従事しております
が、いずれは人事労務、また社労士業務に従事していきたいと考えております。
　今後は、諸先輩の皆様との交流や研修などを通じて、日々研鑽して参る所
存ですので、宜しくお願いいたします。
趣味：幼少の頃から、プロ野球“ヤクルトスワローズ”の筋金入りのファンです。

（十和田支部）
高野　孝介

　平成26年９月15日付で入会致しました高野と申します。
　メインは税理士業務ですが、顧問先の様々な御相談に対応できるよう社会
保険労務士としての業務も開始致しました。
　社労士が対象とする業務は非常に範囲が広く、日々の勉強は欠かせません
が、それだけにやりがいも感じております。
　今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

（青森支部）
藤田　悦子

　永年、銀行に勤務しておりました。
　銀行員時代に社会保険労務士の仕事に興味を持ちました。
　退職を機に資格を生かしてみたいと思い、社会保険労務士会に加入致しま
した。
　未熟者ですので、これから、もっと勉強して知識を広め、また皆様から色々
学べたらと思います。ご指導いただけたら幸いです。
　よろしくお願い致します。

（青森支部）
溝江　隆仁

　この度入会しました溝江隆仁と申します。実務経験はありませんが勇気を
出して開業しました。
　研修会等には積極的に参加したいと思っております。一生懸命頑張ります
ので、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。
　休日には時間をかけて料理を作り、家族に振舞って自己満足しています。
また、居酒屋探訪家・太田和彦先生に敬愛の念を抱いております。


