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1. 品位の保持
　社会保険労務士は、品位を保持し、信
用を重んじ、中立公正を旨として、良心
と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行
しなければならない。

2. 知識の涵養
　社会保険労務士は、公共的使命と職責
の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養
し理論と実務に精通しなければならない。

3. 信頼の高揚
　社会保険労務士は、義務と責任を明確
にして契約を誠実に履行し、依頼者の信
頼に応えなければならない。

4. 相互の信義
　社会保険労務士は、相互にその立場を
尊重し、積極的に知識、技能、情報の交
流を図り、いやしくも信義にもとる行為
をしてはならない。

5. 守秘の義務
　社会保険労務士は、職務上知り得た秘
密を他に漏らし又は盗用してはならない。
業を廃した後も守秘の責任をもたなけれ
ばならない。

社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる
責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめな
ければならない。

社会保険労務士倫理綱領社会保険労務士倫理綱領

社会保険労務士の義務と責任
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　令和 4 年度となりましたが、多くの会員が未だにコロナ感染症での制限から脱却できずに困ってい
らっしゃるように思います。そんな中 5 月20日のテレビ・ラジオに始まり、翌21日の朝刊にも掲載の
あった雇用調整助成金に関する不正受給の事件が報道されました。品位の保持、名誉と信用の高揚に努
めるべき社会保険労務士としてはあってはならない事態です。現在は労働局からの照会と法人から県会
に提出のあった『各位』宛の内容しか解っておりませんが、本人に対する照会を現在行っており、今後
法人からも詳細の聴取を行い県会としての厳正な対処を行わねばならないと考えております。これまで
倫理等について強く言ってきたつもりですが、まだまだ十分ではなかったのかと反省させられています。
今後は事ある毎に業としての社会保険労務士についての周知をしっかりと行っていきます。現状では何
故今回事案が起こったか？背景は？等不明な部分が多く詳細についてはお話しできない状況だという事
をご理解ください。
　県会事業として3年ぶりに素晴らしい会場で懇親会を伴う総会を開催しました。来賓等につきまして
制限がある中ご参加くださった会員の皆様には御礼申し上げます。今回は当会総会では初めての来賓と
なる富山県知事を予定しておりましたが、本人からご連絡をいただき公務により代理出席となる連絡を
いただき、次回以降の参加を依頼させていただきました。連合会副会長、富山労働局長、富山市長にも
ご臨席をいただき久しぶりの意義深い総会であったと思います。今後も県民の為、市民の為社労士とし
ての社会貢献を意識しながら各種受託事業などを通して活躍の場を作り、実績を積み上げていかなけれ
ばならない事を再認識しております。
　連合会の号令で県会事業は動いている部分が多くあり、これまで何度も申し上げてきていますマイナ
ンバーカードの取得と周囲への推進が第一であり、これに伴う電子申請とその確実性を担保するＳＲＰⅡ
の取得が開業会員にとっては必須となっております。マイナンバーカードで印鑑証明・住民票がコンビ
ニで取得でき、病院で健康保険証の代わりになるという事を経験された方は多くいらっしゃるのではな
いでしょうか？社労士証票がマイナンバーカードで代用できる令和6年度にはほとんどの方が対応して
いただける状況になっていなければ困ります。今後は会員マイページでの各種変更事項の届出となりま
すので、必須だとご認識ください。
　今年度から災害時対応についての準備を進める話もしていましたが、富山県との協定に基づき相談員
確保や、体制づくりを進める為に対策室を設置し本格的に対応を検討いたします。災害が起こればそれ
どころではないという方も多いかもしれませんが、この問題は予想ができない事であり、中部地協の中
でも今後について検討している事項であり、各県会での体制が整えば相互協定として隣県の被災時にお
手伝いできるようにしなければならない課題として現在協議しています。中部から始めて全国への発信
も考えておりますので、皆様からも良いお考え等あればお聞かせいただくと有難く思います。具体案の
提示があった際にはこうした方が良いのでは？というご意見お寄せください。反映できる物は取り入れ
させていただきます。
　事務局長が退任され現在補充が無い状態で事務局運営を行っております。主任に事務局長代理をやっ
ていただき、常務と私が補完するという形での運営でこれまでのようにスムーズにいかない事があるか
もしれませんが、次期局長が決定するまで寛大な心をもって対応にご理解をお願い致します。一生懸命
探してはいますが、中々見つかっていないという事をご報告いたします。
　コロナ対応から脱却していない状況の中ですが、今年度もこれまでと変わらない事業を継続して行い、
新たに加わる物にも取り組みますので、会員の皆様には多くの事をお願いし、ご協力いただかなくては
なりません。業としての社労士をご理解いただき皆様がご活躍いただけます事を御祈念申し上げ挨拶と
させていただきます。

新年度を迎えて
富山県社会保険労務士会
会長　山下　　誠
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　富山県社会保険労務士会令和４年度通常総会の開催にあたり、ご挨拶申し上げます。
　日頃より、山下会長並びに役員をはじめ会員の皆様方には、連合会の会務運営に多大なるご支援ご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、昨今の社会経済情勢については、国際的な軍事侵攻の影響をはじめ、多くの不確定要素がみられる
なか、我が国の企業活動と国民生活においても、中・長期的な経済成長の鈍化、過度な市場原理主義による
格差の拡大等により、人々の不安が高まるとともに、働く方々の「エンゲージメント」「幸福度」の低下を招
いているといわれる状況にあります。こうした中で、政府においては、「新たな資本主義」を掲げ、「成長と
分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」の実現を図るとしております。
　一方、最新の世界経済の動向においては、「従来の10年分の変化が1年で発生する時代」と言われるように、
ＩＴをはじめ様々なビジネスの形がこれまでの常識では考えられないほどの速度で変化しており、我が国の
企業においても、その存在意義（パーパス）にまで立ち返り、「ＳＤＧｓ」「ＥＳＧ」「ビジネスと人権」等の
理念のもとに、持続可能な企業活動、持続可能な社会につながる「新たな価値」を創造することに強い関心
が寄せられています。
　こうした状況を踏まえ、我々社会保険労務士も、関与する企業とともに変化に対応すべく日々の業務にあ
たらなければならなりません。
　同時に、連合会においては、こうした「新たな価値」を理解し、新しい時代の企業支援を行うために、こ
れから先の5年、10年の我が国社会の姿を見据え、社労士の業務を支援し、更なる社会的地位の向上を実現
するための各種の事業を展開していかなければならないと考えており、令和 4 年度においても、引き続き、
社労士を取り巻く環境の変化を的確に捉え、、社労士制度の更なる発展に資する施策を講じていく所存でご
ざいます。
　特に、「デジタル化推進に関する事業」では、社労士が我が国のデジタル化を支える先端的専門士業である
ことについて、広く国民からの信任が得られるよう、各種施策を展開するとともに、社労士が関与する中小
企業等のデジタル化の推進に資する取組みを強化して参ります。
　また、働き方改革推進支援に関する事業では、近年、多様な働き方の定着、生産性の向上等が一定の進展
をみるなかで、全国の働き方改革推進委員を通じて連合会の施策を共有し、各地域に根差した推進支援を図
ることを通じ、「働きがい」の向上という視点からも社労士に寄せられる期待に応えるための事業を展開し
て参ります。
　さらに、業務開発に関する事業として、経営労務診断・経営労務監査の普及を促進することで、法令遵守
と職場環境の改善に取り組む企業の支援を図って参ります。
　また、労務管理及び労働社会保険諸法令の専門家として、使命規定の創設をはじめとする社会保険労務士
法改正への対応に取り組んで参ります。
　連合会においては、貴会及び貴会会員の皆様のご協力のもとに、各種事業を展開して参りたいと存じます
ので、よろしくお願い申し上げます。
　結びになりますが、貴会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝、ご多幸を心よりご祈念申し上げ、私の
ご挨拶と致します。

総  会  挨  拶
全国社会保険労務士会連合会

会長　大野　　実
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令和4年度 富山県社会保険労務士会通常総会令和4年度 富山県社会保険労務士会通常総会

役職名 氏　　名 支部名
会　　　長 山　下　　　誠 魚津
副　会　長 泉　　　秀　樹 富山

副会長（常務理事） 上　市　真　也 富山
副　会　長 板　谷　　　聡 高岡

理　　　事

市　堰　　　豊 富山
大　浦　靖　子 富山
大　田　欣　和 富山
大　花　哲　仁 富山
川　向　　　誠 富山
中　川　浩　一 富山
中　島　幸　治 富山
坂　下　裕　子 高岡
嶋　　　正　弘 高岡
水　野　浩　志 高岡

役職名 氏　　名 支部名

理　　　事

河　　　靖　子 魚津
宮　川　奈津美 魚津
森　井　信　次 魚津
上　田　玲　子 砺波
中　島　武　司 砺波
山　村　　　隆 砺波

監　　　事
草　嶋　ひとみ 富山
前　多　　　悟 高岡
山　中　隆　善 魚津

顧　　　問

片　境　　　貢 富山
小　泉　宗　政 富山
池　田　悦　子 富山
鎌　倉　義　則 高岡

　富山県社会保険労務士会の令和4年度の通
常総会は、5 月27日（金）富山市のANAクラ
ウンプラザホテル富山において、出席会員
229名（内訳 本人出席61名 議決権行使86名 
委任状出席82名）で開催されました。
　令和3年度の事業報告・収支決算報告が承
認され、令和4年度の事業計画・収支予算案
が審議され可決されました。3年ぶりの対面
での総会及び懇親会が開催され、皆さん久
しぶりの再会もあってかとても和らいだ雰
囲気で充実した時間だったと感じました。
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総務・経理部 部長　大田　欣和

　　前年度及び前々年度と新型コロナウイルス感
染拡大の影響により、縮小開催していた通常総会
を5月27日にコロナ前に近い形で開催することが
でき、議案もすべて承認していただきました。県
内の感染状況も一進一退の中、総会には60名を超
える会員が出席され、懇親会も来賓を合わせ50名
以上の方々にご参加いただきました。ご多忙の中、
多数のご参加ありがとうございました。また、開
催にご協力いただいた総務・経理部員及び会員の
皆様にも感謝申し上げます。
　さて、今年度も富山県社会保険労務士会として
電子化の推進を図っていきたいと考えております。
電子メールの着信や県会ホームページの会員専用
ページをこまめにご確認いただきますようよろし
くお願いいたします。
　また、県会組織につきましては、来年度に向け
て研修部と業務部の統合や富山県と締結した災害
協定に対応する委員会の設置について進めていき
たいと考えています。
　開業登録会員及び法人社員登録会員におかれま

しては、新しいネームプレート
がお手元に届いている頃かと思
います。関係官庁等へ行かれる
際や総会・研修会等に出席の際は、必ずネームプ
レートの着用をお願いいたします。
　最後になりますが、山本正純事務局長、本当に
お疲れ様でした。大変お世話になり、ありがとう
ございました。

　今年度は、コロナウイルスと経済との共生を
模索していく中での業務部の活動になると考え
ています。業務部は研修部と合同で活動するこ
とが多いのですが、ここでは業務部独自の活動
について書かせていただきます。
　１つは、8月に業務部主催の研修会を予定して
おります。4月に改正された個人情報保護法の解
説、ＳＲＰⅡ認証制度の説明、そして社労士の在
り方を再度確認する意味で倫理についての研修
を予定しています。
　 2 つ目は、12月に社労士のＤＸ制度対応に向
けて労務系ＩＴツールについての研修を予定し
ています。

　どちらも、十分にコロナウ
イルス感染予防に注意をはら
い、会場、ＺＯＯＭ等、複数の
参加手段を用意したいと思います。ご意見、ご
要望があればよろしくお願いします。

業務部 部長　坂下　裕子

【部員構成員】
　部　長　　大田　欣和（富山支部）
　副部長　　大浦　靖子（富山支部）
　　　　　　中野　清康（高岡支部）
　部　員　　池田　　弘（富山支部）
　　　　　　大橋健太朗（富山支部）
　　　　　　河西　輝久（富山支部）
　　　　　　鎌倉　亨祐（高岡支部）
　　　　　　二口　良伸（高岡支部）
　　　　　　佐藤　好久（魚津支部）
　　　　　　岡本富美子（砺波支部）

【部員構成員】
　部　長　　坂下　裕子（高岡支部）
　副部長　　長田　洋一（富山支部）
　部　員　　吉田　恭子（高岡支部）
　　　　　　八幡　達人（高岡支部）
　　　　　　福島　利美（魚津支部）
　　　　　　白井　　篤（魚津支部）
　　　　　　森本　淳志（砺波支部）
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広報部 部長　中島　武司

　広報部の中島です。3 年ぶりの県会の総会、懇
親会に参加して、皆さんの元気なお顔を拝見し、
あったかい気持ちになりました。新規入会者の皆
さんの紹介もあり、また、先輩の皆さんの変わら
ぬ元気な姿からもエネルギーを頂きました。
　さて令和4年度の広報部の活動計画は、例年同
様6月に開業社労士名簿の作成、社労士広告の新
聞掲載、7 月に社労士とやま（87号）の発行、10
月に社労士広告の新聞掲載、年明け2月に社労士
とやま（88号）の発行を予定しています。
　それと昨年はコロナ禍で計画していながら、実
行できなかったTVCMを年内には皆さんが見れ
るようになればと計画しています。また、7月5
日には中部地域協議会の広報事業合同委員会が開
催されますので、中部地域の広報担当者の皆さん
と情報交換しながら、今後の広報活動に活かして

いきたいと考えています。
最後になりますが、今後とも会
員皆様のご協力を宜しくお願い
いたします。

　令和4年度は、富山労働局から①「医療労務管
理支援事業」を、富山県から②「仕事と子育て両
立支援パワーアップ推進事業」③「福祉・介護職
員キャリアパスサポート事業」④「女性活躍・中
小企業支援事業」⑤「雇用維持・継続のための人
事交流支援事業」を受託しました。各事業推進
に当たり、①は6名、②は3名、③は2名、④は3
名、⑤は3名、合計17名の会員に、推進員をご担
当いただくことになりました。
　今年度の県会事業計画にもありましたとおり、
委託事業推進が「社会保険労務士のＰＲ」にも
つながるよう、従前からの惰性に流されること
なく、対効果を意識しながら、選択と集中を旨と
し、Withコロナの状況下、まずは推進員の安全
第一・健康第一で活動していきます。
　各事業を推進していく中で、これまで同様、会

員各位の関与先に訪問させて
いただくケースも多々出てくる
はずです。その際はどうか訪問
主旨をご理解の上、広い心で受け入れてやってい
ただきますよう、場合によっては推進員と一緒に
なってご対応いただきますよう、よろしくお願い
いたします。

事業部 部長　大花　哲仁

【部員構成員】
　部　長　　中島　武司（砺波支部）
　副部長　　水野　浩志（高岡支部）
　　　　　　宮川奈津美（魚津支部）
　部　員　　島崎裕美子（富山支部）
　　　　　　堀田智奈子（富山支部）
　　　　　　四方田祐輔（富山支部）
　　　　　　針木　和也（高岡支部）
　　　　　　西田　昌代（魚津支部）

【部員構成員】
　部　長　大花　哲仁（富山支部）
　副部長　森井　信次（魚津支部）

※部員は置かず、①～⑥の各事業の
担当者の中でそれぞれ取りまとめ
役を決め、推進していきます。
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　研修部では令和 3 年度の後半の活動及び令和 4
年度の前半として、令和3 年度第 3回必須研修会
および令和 4 年度第第1回必須研修を行っており
ます。
　令和 3 年度第 3 回必須研修会は12月～ 3月31に
かけてオンデマンド配信により「雇用保険マルチ
ジョブホルダー制度」「電子帳簿保存法の改正・
令和4年度税制改正大綱について」「改正育児介
護休業法・改正女性活躍推進法について」「任意
継続被保険者、傷病手当金に係る制度改正につい
て」の4つのテーマについて行いました。
　令和 4 年度第 1 回目必須研修会について 6 月13
日に富山県民会館にて参加者50名上限で「年度更
新・雇用保険料率改定等について」「算定基礎・
社会保険適用拡大について」「インボイス制度に
ついて」の３つのテーマについて行いました。ま
た当日の用紙を収録して県会HPにおいて配信も
合わせて行っております。
　また前回の広報でお伝えしたのですが、東海 4
県と北陸 3県からなる研修事業合同委員会におい
て今年度から本格的に必須研修会の共有化を開始
しております。各県会が行っている研修をオンデ
マンドで視聴できることが出来ますので、是非案

内があった場合には申込をして
いただき視聴していただき業務
に役立てていただければと考え
ています。
　コロナウイルスに対する考え方もwithコロナと
いう考えになってきました。必要な情報を会員に
提供するといった趣旨から実際の講師をお招きし
てのライブセミナーとオンデマンド配信のハイブ
リッド方式が今後は主流になっていくと思われま
す。富山県会としてはそういった流れに
乗り遅れないように他県会と情報収集、協力して
臨んでいく予定でおります。

研修部 部長　中川　浩一

【部員構成員】
　部　長　　中川　浩一（富山支部）
　副部長　　河　　靖子（魚津支部）
　部　員　　片境　一暁（富山支部）
　　　　　　飛見　純子（富山支部）
　　　　　　宮下　智弘（高岡支部）
　　　　　　北田　良真（富山支部）
　　　　　　渋谷　恵美（富山支部）
　　　　　　四谷　孝子（砺波支部）

　会員専用のページの行事予定を
ご確認の上各自のスケジュール調
整にご活用下さい。

会員のみなさまへ

富山県社会保険労務士会
ホームページをバージョンアップ中！！

ホームページへの
ご意見・ご要望は
広報部までどうぞ
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　総合労働相談所所長の川向です。昨年から引き
続き県会事務局内での電話・面談相談、毎月1回
の富山・高岡・魚津各市役所での無料相談会を実
施しております。
　相談員の登録説明・研修会ですが、昨年度はコ
ロナ感染の影響で開催を見送りましたが、今年度
は4月23日（土）午前、体育文化センターで実施し
ました。
　今回は、昨年度相談を受けていただいた6 名の
先生方に、事例報告を行ってもらいました。労働
相談内容は、セクハラ・パワハラ等の対応方法、退
職金の過払いによる返還、異常なほどの長時間
労働、退職を認めてもらえない、傷病手当金の申
請についての相談など多岐に渡ってました。シビ
アな話題もあり、登録説明・研修会に参加された
方々にも役立ったのではないか？と思っております。
　今年度は、相談員を希望される方も激減し（特
に高岡、魚津方面）、各市役所の配置のやりくり
に頭を悩ましております。社労士は事業主の方と

話す機会も多いのですが、働
いている方々の生の声を聴く
チャンスは少ないと思います。相談員として相談
の場に立つことは、「どんな方が来られるのかな
あ？・・・難しい相談されたら困るなあ・・・」と
緊張もしますが、我々社労士の視点を変える機会
として有意義な時間になるはずです。是非、相談
員に登録をしてみてください。きっと仕事に役立つ
と思っております。よろしくお願いいたします。

所長　川向　　誠

総合労働相談所

　コロナ禍から早２年以上が経過しました。そ
の間、資金繰り、設備投資や販路開拓、経営環
境整備のための各種支援制度、補助金、助成金
など、政府による様々な支援政策により中小企
業を下支えしてきました。しかしながら、ロシ
アによるウクライナ侵略の影響による物価高や
円安が進んだ結果、中小企業の経営環境は未だ
厳しい状況となっております。労使環境におい
ても解雇問題、ハラスメント問題、雇用管理問
題などの事案が増加傾向にあり、且つ一つひと
つが高度化かつ広汎化しております。
　このような状況の下、当センターは雇用の維
持、企業の事業の発達と従業員等の福祉の向上

のために、労使双方の紛争を
迅速かつ安価に解決を目指す
機関であります。
当センターの啓蒙活動及び利用促進のＰＲを積
極的に行って参る所存です。
社労士会会員の皆様におかれましても、当セン
ターの事業活動にご理解ご協力を賜りますよう、
宜しくお願い申し上げます。

センター長　森井　信次

労働紛争解決センター

【相談所構成員】
　所　長　川向　　誠（富山支部）
　副所長　島崎裕美子（富山支部）
　委　員　岡本　尚美（富山支部）
　　　　　友澤　景子（富山支部）
　　　　　四方田祐輔（富山支部）
　　　　　坂下　裕子（高岡支部）
　　　　　二口　良伸（高岡支部）
　　　　　白井　　篤（魚津支部）

【センター構成員】
　センター長　森井　信次（魚津支部）
　副センター長　大浦　靖子（富山支部）
　委　　　員　大田　欣和（富山支部）
　 松本　明弘（富山支部）
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　令和４年度の特別研修会・相談員登録説明会
を４月23日に富山市南総合公園体育文化セン
ターで開催しました。久しぶりの研修会であっ
たせいか40名を超える会員が出席されました。
　今回は埼玉県会の宇代謙治先生にお越しいた
だき、「がんの初診日はどこになるか。相当因
果関係について考える～がんの初診日を事例を
踏まえて解説～」をテーマに講演して頂きまし
た。非常に複雑な事例の紹介があり、質疑応答
が活発に行われ良い研修会であったと思います。
　今後は、新型コロナウイルス感染症の状況を
見ながら、秋の第2回特別研修会及び富山県リハ
ビリテーション病院・こども支援センター等で
の障害年金等無料相談会の開催の可否について
検討していきたいと考えております。研修会等
の開催が決まりましたら皆様にご連絡しますの

で、多数のご参加をお待ちし
ております。
また、新規年金相談員も随時募集していますの
で、年金業務に興味がある方は是非、社労士会
事務局を通じてご連絡下さい。

センター長　中島　幸治

年金相談センター

　令和4年度がスタートしました。令和4年度は法改正がたくさんあり、特
に60歳代前半の在職老齢年金制度、繰上げ、繰下げの3つ相談が増えてきま
した。
　60歳代前半の在職老齢年金は、支給停止基準額が緩和されこれまでは全額又は一部支給停
止となっていたものが、一部又は全額支給となりました。極端な場合、全額支給停止から全
額支給となる場合があります。
　度重なる法改正、雇用環境・社会情勢の変化により年金相談の内容が多彩となってきまし
た。個人番号カード普及し使い勝手が良くなると更に変化があると予想されます。
　今後も、窓口相談（実践）を進めながら、今後の変化に対応できるよう自己研鑽が続きま
す。
　最後に、年金相談窓口担当する業務委託社労士を募集しています。富山県内4か所の年金
事務所（富山・高岡・魚津・砺波）および街角の年金相談センター富山の年金相談窓口に配
置しています。
　興味がある方、年金相談を希望される方は、県会事務局に申込願います。

副センター長　市堰  　豊
年金相談センター

街角の年金相談センター富山

【センター構成員】
　センター長　中島　幸治（富山支部）
　副センター長　市堰　　豊（富山支部）
　委　　　員　池田　悦子（富山支部）
　　　　　　　高林　尚広（富山支部）
　　　　　　　三ッ塚真樹子（富山支部）
　　　　　　　石黒　永泰（高岡支部）
　　　　　　　浜住　明子（魚津支部）
　　　　　　　宮川奈津美（魚津支部）
　　　　　　　鷹栖　一仁（砺波支部）
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綱紀委員会

業務監察委員会

苦情処理委員会 

委員長　大浦　靖子

委員長　嶋　　正弘

委員長　河　　靖子

　残念なことに元会員が雇用調整助成金の不正
受給に関与していたことを新聞報道等で知ること
となってしまいました。会員の皆様は「月刊社労
士」の懲戒処分等の公開記事をご覧になっている
ことと思います。殆どが助成金申請に係る不適切
な行為に対する処分となっています。
　昨年12月に全国社会保険労務士会連合会から
「月刊社労士」と共に「倫理研修テキスト【別
冊】※」が送られてきました。倫理研修は 5 年に
一度受講が義務付けられておりますが、受講対象
となっていない会員の皆様も必ず目を通してくだ
さい。テキストには『助成金詐欺未遂容疑で社労
士が逮捕・起訴』という項目が新たに追加されて
います。このような事案が発生することで社労士
全体のイメージが悪くなる可能性もあります。今

一度、社労士に求められる職
業倫理を確認していただきた
いと思います。

※全国社労士会連合会HP会員専用ページ
資料・頒布物の無料ダウンロードから
も入手可能

　業務監察委員会は、社会保険労務士法第26条
（名称の使用制限）に規定する社会保険労務士及
び社会保険労務士法人でない者が、社会保険労務
士及び社会保険労務士法人又はこれに類する名称
を使用している、第27条（業務の制限）に規定す
る社会保険労務士及び社会保険労務士法人でない
者が、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項
第1号から第2号までに掲げる事務を業として行っ
ていることが確認された場合、会長の諮問に応じ
て調査、審議、答申を行うことになっています。
　近年、コンサルティング会社や他士業者等によ
る第27条違反の横行が噂されていますが、昨年度
は事案の報告はなく、委員会の活動場面はありま
せんでした。

　会員の皆様におかれましては、
疑わしい事案等がございました
ら県会事務局にご連絡いただき
ますようご協力をお願いいたします。

　「会員同士でトラブルが発生したときは苦情処
理委員会」なのですが、昨年度も本委員会の開催
はありませんでした。これはひとえに、会員のみな
さまの高い資質の賜物であるといえます。
　ちなみに、会員からの苦情の申し立ては、本委
員会に苦情申立書を提出して行います。苦情処理
の対象は ⑴会務に関する事項 ⑵業務に関する事
項 ⑶その他必要と認めた事項とされています。
　社会保険労務士の役割は、職場や企業の悩み
を解決し、人を大切にする企業づくりの支援です。
社会保険労務士に求められる職業倫理が守られて

いれば、苦情が出ることはあり
ません。今年度も、苦情のない
一年をめざしましょう。

【委員会構成員】
　委 員 長　大浦　靖子（富山支部）
　副委員長　上田　玲子（砺波支部）
　委　　員　小泉　宗政（富山支部）
　　　　　　畠山　義明（高岡支部）
　　　　　　高橋　明美（魚津支部）

【委員会構成員】
　委 員 長　嶋　　正弘（高岡支部）
　副委員長　柳瀬　茂行（富山支部）
　委　　員　保科　博史（富山支部）
　　　　　　三ッ塚真樹子（富山支部）
　　　　　　平田　　満（高岡支部）
　　　　　　上田　　建（魚津支部）
　　　　　　上田由美子（砺波支部）

【委員会構成員】
　委 員 長　河　　靖子（魚津支部）
　副委員長　山村　　隆（砺波支部）
　委　　員　池田　悦子（富山支部）
　　　　　　片境　　貢（富山支部）
　　　　　　中野　清康（高岡支部）
　　　　　　吉田　恭子（高岡支部）
　　　　　　松平　照世（魚津支部）
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高岡支部 支部長　坂下　裕子

　令和 4 年 5 月12日、3年ぶりにエクールで高岡
支部通常総会が行われました。コロナ感染症対
策をしっかりしたうえで、顔を見ながらの総会
となりました。さすがに懇親会までは開催でき
ませんでしたが、代わりにお弁当を持って帰っ
ていただきました。　
　総会後、行政連絡会も開催し、各行政から令
和 4 年度の重点的な取組み等の話をお聞きしま
した。やはり実際に集まっての総会や研修会は、
お仲間との会話等も含めて手ごたえのあるもの
でした。

１年間、会員の皆様のご協力
をお願いします。

富山支部 支部長　大花　哲仁

　令和4年5月19日（木）午前10時30分から富山
県民会館611号室において、通常総会を開催いた
しました。今年も昨年に引き続き、新型コロナウ
イルス感染症対策の観点から、来賓は招待せず、
事前に頂戴しておりました祝辞の披露のみとし、
総会後の懇親会も行わず、弁当をお土産に持って
帰っていただくシンプルなものといたしました。
　総会では令和3年度事業報告・収支決算報告お
よび令和4年度事業計画・収支予算案を、会員総
数168名中128名出席（出席28名、議決権行使書面
提出54名、委任状46名）で審議、可決承認いただ
きました。
　今年度は理事が1名退会されましたが、このま
ま7名体制で運営していきます。次年度は役員改
選期です。今年11月頃には役員の改選案内を、原
則としてメールに添付してご案内する予定です。
また、今年度の県会事業計画をふまえますと、県

会や他支部との連携、関係性充
実についても検討を始める機会
が来たかなと感じるところもあ
ります。いずれ何らかの形で議案としてお諮りす
る日が来るかもしれません。これらも含め、今後
の支部からの連絡は最大限、電子メールでお送り
する予定にしておりますので、まだご自身のメー
ルアドレスを支部事務局に登録されていない方は
お早めにお知らせください。

【部員構成員】
　支 部 長　　坂下　裕子
　副支部長　　二口　良伸
　事 務 局　　加藤　月江　
　役　　員　　中野　清康　　滝脇　英子
　　　　　　　畠山　拓郎　　湊　　広喜
　　　　　　　吉田　恭子
　監　　事　　江藤　　浩　　松井　治樹　

【支部役員】
　支 部 長　　大花　哲仁
　副支部長　　島崎裕美子　　川向　　誠
　事務局長　　友澤　景子
　会　　計　　三ッ塚真樹子
　理　　事　　岡本　尚美　　長田　洋一
　　　　　　　四方田祐輔
　監　　事　　濵田　　功　　森　　眞弓
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砺波支部 支部長　山村　隆

　令和 4 年 5 月19日（木）に、砺波商工会議所 2
階大ホールに於いて令和4年度砺波支部定期総会
が開催され、令和3年度事業報告・収支決算報告
及び令和4年度事業計画案・予算案が賛成多数で
承認されました。
　支部研修に於いては、2 年ぶりに対面研修を 3
回実施致しました。11月中旬から12月中旬まで
の短い期間の中で実施出来ましたのも、関係諸
官庁、団体そして支部会員の積極的なご協力に
依るものと深く感謝しております。
　今後の計画としては、昨年度日程の都合上出
来なかった団体の研修も行っていきたいと思っ
ております。支部の運営におきましては、会員

の皆様のご協力を得ながら役
員一同力を合わせて取り組ん
で参りたいと思います。

魚津支部 支部長　森井　信次

　5 月17日（火）にスカイホテル魚津にて令和 4
年度魚津支部通常総会が開催されました。今年度
も、感染対策を十分に講じた上で総会のみ執り行
わせていただき、すべての議案が無事承認されま
した。
　支部として、行政官庁及び関係諸団体等と連携
しながら、支部会員と共に地域ごとの経済状況や
経営環境に応じた経営支援を推進していくことが、
支部の存在意義であり、地域経済社会へ大きく貢
献していく役割がありますので、今後も支部組織
をしっかり堅持して参ります。
　このような目的の下、昨年はベテラン会員の岩
井先生、高橋先生にお願いをして、開業からここ
まで来たステップ、苦労したこと、顧客獲得の手

法、今後取り組んでいきたい
分野など、余すところなくお
話いただきました。
　今年度も同様の事業を計画し、会員相互間での
「研鑽と交流」の機会を設けて、会員の皆さんの
発展を通じた支部の活性化を図って参る所存です。
　

【部員構成員】
　支 部 長　　山村　　隆
　副支部長　　四谷　孝子
　理　　事　　音頭　裕司　　岡本富美子　
　　　　　　　田悟紀美子　　中島　武司　
　　　　　　　上野　聡子　　齊藤　昭夫
　　　　　　　上田　玲子　　池田　　守
　監　　事　　三可　剛史　　鷹栖　一仁

【部員構成員】
　支 部 長　　森井　信次
　副支部長　　河　　靖子
　会　　計　　宮川奈津美
　理　　事　　蔦　　芳雄　　福島　利美
　監　　事　　松平　照世
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　新型コロナウィルスの感染者数も高止まりの状況が続いていますが、経済は回

復に舵を切り「with コロナ」から「beyondコロナ」へと向かっていることが実感できるようになっ

てきました。一方、ロシアのウクライナ進行や円安などを原因とした「悪い物価高騰（インフレ）」

により我々の顧客対象である中小零細企業は、益々経営環境が厳しくなっていくことが想定されます。

そのような状況の中で雇用調整助成金など労働保険制度を活用したセーフティネットはますます重要

性が高まり、健全な労働保険制度の運営を担う労働保険事務組合制度は社会的な役割と責任が期待さ

れる存在となっています。

　当会は平成20年の設立から本年で15年目となりますが、委託社労士数、委託事業主数ともに順調に

増加で成長推移し、現在は富山県の労働保険事務組合の中でも大手の一角に入る存在となりました。

今後も社労士会員および委託事業主の福祉の増進に寄与できるよう規模の拡大を目指していきます。

そのため近年入会登録した新規社労士会会員の入会促進、会員の資質向上のための研修会の開催およ

びHPの充実など当会発信の情報提供の充実をテーマとして取り組んでいきます。

　また、厚生労働省が取り組んでいる「労働保険の未手続一掃業務（労働保険の適用対象であるにも

かかわらず保険関係の成立手続きを行っていない未手続事業に加入促進を図る事業）」について、全

国労働保険事務組合連合会を通じ推進員を複数名任命し新規適用事業所の開拓について協力を行って

いきます。

　さて本来、昨年富山SR経営労務センターは、中部7県のSR経営労務センターの協議会の開催県とし

て事業を行う予定となっていました。しかしながら、新型コロナウィルスの影響で開催を行うことが

できなかったため令和5年の開催に延期となりました。本年は仕切り直しの「準備の年」として実行

委員会を立ち上げ、プランを練り上げたいと考えています。

　協議会開催の際には会員一同で参加者をおもてなしいただきたいと考えますのでご協力お願いいた

します。

　これからも、社労士会員の顧客サービスの向上と適正な事務運営を行い、富山県の労働行政の一翼

を担っていく存在として活動を行っていきたいと思います。ご協力お願いいたします。

  富山ＳＲ経営労務センター

会長　泉　秀樹

富山ＳＲ経営労務センター事務局よりお願い
　来訪の際は、事前にご連絡ください。
　特別加入等書類の受付は、午前中受付は当日手続きとなりますが、午後受付は
翌日以降の手続きとなりますことをご了承下さい。



〔 14 〕社労士とやま　２０２２.７

  （一社）社労士成年後見センター富山

　令和4年4月22日の第9回定時総会にて、明野代表理事と共に代表理事に選出さ
れました内野仁作です。当センターの代表理事は、良い事は殆ど無く悪戦苦闘の苦しき事のみ多い役
職ですが、役割分担等による負担軽減ができればと思い引き受けた次第です。今後2年間は、私なり
に全力を尽くす所存です。皆様方のお力添えのみが支えですので、よろしくお願い致します。
　さて、平成25年11月の（一社）社労士成年後見センター富山の設立から約 8 年半が経過しました。
富山県社会保険労務士会の皆様、正会員の皆様、賛助会員の皆様には、常日頃より、当センターの運
営に対して温かいご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　当センターは、これまでに成年後見、保佐、補助、未成年後見で104人の方を受任しています。現
在は被後見人等77人を、正会員の内19人の方々が成年後見等の事務を担当されています。毎年、累計
受任件数は着実に増え続けています。ひとえに事務を担当されている会員の皆様が真摯に成年被後見
人等に向き合い、試行錯誤しながらも誠意をもって適切な対応をされているからだと思います。
　今後も成年後見制度を利用する方々が増え、引き続き成年後見等の事務の依頼が増えると思われま
す。誠にありがたい事なのですが、その期待に応える為にも、より信頼されるセンターとなる為の仕
組み作りが必要です。中々に難しそうですが、知恵を出し合い課題解決を図りたいと考えています。

　社労士が成年後見人業務
を行う事は、社会貢献を
する場でもあると思います。
社会貢献をしながら、弁護
士・司法書士・行政書士等
の他士業との接点が増え、
様々な業種の人達との繋が
りが増え、この世の広さに
気が付きます。とても有難
い事です。
　最後に、明るい未来を祈
念し、或る詩歌の一節を紹
介します。「花の命は短く
て、苦しきことのみ多かれ
ど、風も吹くなり雲も光る
なり」以上を持ちまして私
のごあいさつと致します。

理事長　内野　仁作

理事会（理事）
明野　孝史　　保科　博史　　朝田　通安　　内野　仁作　　八幡　達人
山田　美栄　　久保　浩之　　池田　　弘　　明野　弘美　　　　　　　

事
務
局

監　事

代表理事（理事長）

池田　悦子

明野　孝史　　内野　仁作

副理事長
保科　博史　　朝田　通安

専務理事
八幡　達人

執務管理委員会

◎　保科　博史
〇　池田　　弘
　　八幡　達人
　　山田　美栄
　　内野　仁作
　　明野　孝史

事業委員会
◎　朝田　通安

業務担当 会計担当
〇　久保　浩之
　　池田　弘
　　明野　弘美

〇　八幡　達人
　　山田　美栄

◎委員長　　　〇副委員長

顧問　　小谷　鉄之助　　畠山　義明

【組　　織　　図】
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研修会報告

　令和 4 年度第 1 回必須研修会は、毎年のテーマで
ある「労働保険の年度更新」「社会保険の算定基
礎」に加え「消費税インボイス制度」について、次
の講師をお迎えして行いました。
①年度更新・雇用保険料率改定等について 
　富山労働局労働保険適用指導官　坂口佳子氏
②算定基礎・社会保険適用拡大について 
　富山年金事務所厚生年金適用調査課長 野村英悟氏
③インボイス制度について 
　猿田税務会計事務所長　猿田淳子氏
　各講師からは、雇用保険料率 2 段階引き上げに関
する留意点、算定基礎届の注意点と短時間労働者適
用拡大の概要及びインボイス制度導入前後の手続き
等について、わかりやすくご説明いただきました。
なお、今回の研修は、富山県会で初、会場受講とオ

ンデマンド配信のハイブリッド形
式で行いました。
　6月13日（月）富山県民会館611
号室に講師をお迎えし、事前申込
をした会員は直接講師からご講義
いただきました。同時に、この研修の様子を録画し、
6月20日からオンデマンド配信を行いました。
　会場受講者を50人までと限定しましたが、会場研
修は 3 年ぶりの実施となります。久しぶりだったの
で、講師の駐車場確保等、会場研修での準備・留意
事項を一部失念するなど、ドタバタしたのが反省点
です。
　これから会場で研修を行う機会が増えると思いま
す。会場でもオンデマンドでも円滑に研修を受講で
きるよう運営準備してまいります。

　令和３年度から研修部と業務部は協業し、オンラ
イン研修を円滑に実施するため運営基盤（ ITツール
とスキル）の共有化を図っています。研修の実施方
法は主に以下の3つを想定しています。
１．オンデマンド配信のみ（県会事務局などで動画収

録、後日ビデオ配信）
２．ライブ配信＋オンデマンド配信（講師が遠隔地か

ら参加、リアルタイムでの質疑応答を重視）
３．会場実施＋オンデマンド配信（リアルタイムでの

質疑応答、講師・会員同士の交流を重視）
ある調査でも受講者の利便性が高く、満足度が高い
オンデマンド配信が基本となっていますが、研修の
実施要件に応じて柔軟に使い分けていきます。
　前回の会報でのご報告以降に実施した令和３年度
研修は以下のとおりです。研修の実施方法について
は継続的な改善が必要と考えますが、会員の皆様の
ご支援をお願いするとともに、経験不足による不手
際などご理解いただければと存じます。

●第 3回必須研修（21/12/13,21動画収録、12/27～
　オンデマンド配信）
１．雇用保険マルチジョブホルダー制度の創設
　富山労働局（職業安定部職業安定課）  大蔵百恵氏
２．改正育児介護休業法・改正女性活躍推進法
　富山労働局（雇用環境・均等室）　高橋智恵氏
３．任意継続被保険者・傷病手当金の制度改正
　全国健康保険協会（富山支部）　中村功輝氏
４．改正電子帳簿保存法・令和４年度税制改正大綱
　北陸税理士会（富山支部）　猿田淳子氏
●情報セキュリティ研修（22/1/14ライブ配信、1/19
　～オンデマンド配信）
　独立行政法人情報処理推進機構　江島将和氏
●年金相談センター特別研修（22/2/26動画収録、
 　3/8～オンデマンド配信）
１．令和４年度の年金制度改正
　街角の年金センター富山　飯田英司氏
２．障害年金の請求実務
　富山県社会保険労務士会　池田悦子氏

研修部  河　靖子

業務部副部長  長田　洋一

■第1回 必須研修会報告（研修部主催）

■令和３年度第３回必須研修、情報セキュリティ研修、年金相談センター特別研修
　（業務部主催）
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第14回

「創業100年超、岩田商会の合気道着」
　四半世紀以上の思い出がしみ込んだ一品です。
　私は、一昨年まで「心身統一合氣道会」という流派に所属して
いました。学生時代や流派内の全日本心身統一合氣道競技大会に
出場していた30歳の頃は、昇段や大会入賞という目標に向かって
稽古。（その頃は、地位や名誉がほしかったんです、情けない話で
すけど…）その後、所属する東京本部道場で行われていた指導員
や師範のみが参加する特別稽古では、内弟子出身の指導員や師範
との明らかなレベルの差を痛感しました。（日頃の言動や心の状態
が技に出ちゃうんですね、分かる人には分っちゃうようです）
　稽古のたびに道着は汗でびっしょり、洗濯してもすぐには乾き
ませんから、道着は2セット所持していました。数年で襟がほつれ、
ひざも破れます。「新しい道着ほしいな」という思いを何度も封印
し、修繕を重ね、今に至っています。記憶が乏しいですが、リジッ
ドデニムのように綿100％で最初はゴワゴワ、それが1年程着込む
と実に体にフィットします。 
　合気道はといえば、15年前、富山にＵターンし、社労士事務所開設後は稽古回数も激減、指導
員資格も返上、さらに永くお世話になった「心身統一合氣道会」も退会し、現在は、何のしがら
みもなく、某健康センターの合気道教室にて、月1ペースで楽しく合気道を学んでいます。もうし
ばらく、道着にはお世話になりそうです。
★次回は、高岡支部の山田容資さんにバトンタッチ、乞うご期待です。

　私のお気に入りは、携帯アプリの「Runtrip」です。ランニングの記録と一緒に写真を投稿する
アプリです。

　そもそも私がランニングを始めたきっかけは、子供が地元のランニン
グクラブに参加することになり、送迎ついでに走りはじめたから。最初
は15分が限界だったのに、5年後には無謀にも富山マラソンに出場。以
来5回出場しました。
　私にとってランニングの魅力は、周りに迷惑をかけずに自分のペース
でできること。勝ち負けが無くて、ランニング仲間と同じ気持ち、同じ
空間を共有できることが、ストレスにならず長く続けられるポイントか
もしれません。
　さて「Runtrip」ですが、綺麗な写真を投稿すると、「NiceRun！」や
写真へのコメントが送られてきます。これが結構嬉しくて、こだわりの写
真を求めて回ったり…。（もはや走ることより写真が優先？）全国から投
稿される写真を見ていると、旅行気分が味わえますし、モチベーション
アップになります。陸上には全く縁の無かった私ですが、この歳になっ
て、趣味はランニングですといえることは、幸せだなと思っています。
　ウォーキングでも投稿できますので、興味のある方、コロナ禍で運動
不足の方は是非どうぞ。
★次回は、畑  昌代さんにお願いします。

　富山支部　松本　明弘

魚津支部　深松　裕加
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第14回

　日に日に暑さが増し、ちょっと外に出るだけでもヘトヘト…。暑さとは裏腹に末端冷え性＆血
流悪めの私のお気に入りは、「リカバリーサンダル」。その名の通り、履くだけで疲労回復でき
るサンダルです。
　リカバリーサンダルとの出逢いは約１年前。産休・育休を経て久々に職場復帰した初日に、と
てつもない脚の疲れを感じたことがきっかけでした。駅からちょっと歩くだけなのに、階段を
ちょっと昇るだけなのに、、、乳酸がふくらはぎにズンズン溜まっていく感覚を覚えました。Ｔ
ＥＬＩＣというブランドのリカバリーサンダルが種類豊富で評判も良いとの情報を得て、早速購
入。脚のむくみにも対応できるよう、足首のストラップや足の甲のベルトを調節できるものを選
びました。足にフィットし階段の昇り降りも楽チン、おまけにクッションが厚いので背も少し高
くなり、何より疲れない！とっても重宝し
ています。
　そんなこんなで、現在 3 足のリカバリー
サンダルをオンオフ問わず履き回していま
す。（写真では夫の分も一緒に並べてみま
した。）裸足並みにストレスフリーで気持
ちがいいので、皆さんも是非試してみてく
ださい。

★次回は私の貴重な同期社労士、西田昌代
さんにバトンをお渡しします！よろしく
お願いします（●＾o＾●）

　魚津支部　岡山　桜緒

　年2回「社労士」をPRするために、新聞に広告を掲載しています。今回は、6月30日（水）北日本新聞
朝刊に掲載しました。
　多くの会員の皆様にご賛同を賜りまして、誠にありがとうございました。

新聞広告掲載の報告
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質問1  社労士合格はいつ？
平成13年合格、平成14年10月1日開業しました。

質問 2  事務所開設はいつ？
平成20年ごろから仕事を手伝ってもらうように
なりました。人を雇うことに抵抗感があったので
すが、今となっては、もっと早く手伝ってもらえ
ばよかったなと思います。

質問 3  事務所のメンバーは？
私の他に、手続・給与計算担当者が 1 人、助成
金・給与計算担当者が1人の3人です。

質問 4  先生のパーソナリティは？
東京都出身。
血液型はAB型、星座は牡牛座です。

質問 5  家族（ペット含む）は？
夫と２人暮らし。。
ペットは、ミニチュアダックス・カニヘンの雄
16歳、ムートンと言います。

質問 6  趣味は？
読書・旅行。ここ３年くらいは旅行に行けない
ので、犬連れキャンプを楽しんでいます。
毎朝、１時間、4㎞ほどウオーキングを日課にし
ています。

質問 7  好きな食べ物・嫌いな食べ物は？
毎晩2時間くらい、夫とお酒を飲みながら夕食を
楽しんでいます。その夕食で食べるものが好き
なもの。嫌いな食べ物は、特にありません。

質問 8  好きな有名人は？
音楽なら田島貴男、最近の推しはTempaly。

質問 9  社労士になったきっかけは？
子育てが一段落した頃、社会に戻りたいと思い、
子供のお供の図書館で資格の本を読み初めて
知った社労士。社労士なら家事との両立ができ
るかもという安易な選択でした。

質問10  社労士として目指すことは？
会社と従業員との懸け橋になること。お客様に
ありがとうと言われるとうれしいです。

質問11  一番好きな業務は？
書類仕事はあまり得意ではないです。セミナー用
の原稿を作っているときは楽しいな、と思います。

質問12  使っている業務ソフトは？
セルズ、Kitera

質問13  一番頑張った仕事は？
大分落ち着きましたが、コロナの雇調金のピー
ク時は本当にきつかったです。お客様から切実
な声を聞き、何とかしてあげなくてはと朝から
晩まで書類を作っていました。

質問14  失敗談は？
今でも失敗だらけです。

質問15  今後の夢、プランは？
事務所の継続をどうしたらいいか考えています。
跡取りもいないし、誰か一緒にやりませんか？

質問16  採用・育成のポイントは？
小さな事務所なので、仲良くできるということが
１番。個々の能力に応じて、できるだけ私は手を
出さないで任せるという姿勢でやっています。

質問17  仕事の取り方は？
他士業、商工会議所、お客様からの紹介のみです。

質問18  標準的な一日の過ごした方は？
4時半   起床
6時まで  朝食、夫の弁当、犬の世話
7時まで  日課のウオーキング
7時半から  事務所へ
17時15分まで  書類作成、顧客とのアポ等
17時15分～  夕食作り、洗濯等
19時   夕食開始
21時   夕食終了。この時点で酔っ払い。
10時ごろ  就寝

事 務 所 訪 問 記
 第4回 高岡支部の坂下裕子先生編

「○○先生の事務所が見たい！」
第4回は坂下先生に突撃しました。



〔 19 〕社労士とやま　２０２２.７

①所属支部、開業若しくは勤務等
②事務所所在地又は住所　③入会年月日
④社労士になろうとしたキッカケ
⑤どのような社労士を目指されているか？
⑥趣味、経歴等など一言

水
みず

上
かみ

なぎさ
①富山支部（勤務等）
②富山市牛島新町
③令和３年12月１日

④配属された健保組合で、社会保険について
深く理解したいと感じて。

⑤社員の幸福から企業の発展に寄与したい。
⑥転勤から戻り、富山会へ再び入会させていた

だきました。クランボルツの「計画された偶
発性」のように、いつでもチャンスを掴み取
れるようスタンバイ！…が理想ですが、富山
に戻ってからはビールと共にだらだらしがち
です。富山会でまた厳しく、びしばしご指導
のほどよろしくお願いいたします。

追
おい

分
わけ

　貴
たか

宏
ひろ

①高岡支部（勤務等）
②氷見市鞍川　
③令和４年４月１日

④渉外係の時代、お客様
から年金について相談
を受け、年金の勉強をしているうちに社労
士という資格を知り、資格取得に挑戦した
いと思いました。

⑤お客様から信頼・感謝される社労士を目指
しております。　

⑥平成８年４月に氷見伏木信用金庫に入庫。
渉外係、ら融資係を経て令和４年３月より
西部支店の支店長に就任しました。

西
にし

山
やま

　昌
まさ

彦
ひこ

①富山支部（勤務等）
②富山市桜木町
③令和４年１月１日

④40歳を過ぎて総務課
勤務経験もなく、い
きなり総務課長となったのですが、実務
を担当するわけではありませんが、課員
が行っている実務を理解するには、法律
くらい知っていないといけないと思った
ため。（受験生時代以来、必死で勉強しま
した。）

⑤社労士試験に合格後、実務的なことはほ
とんど行っていないので、ペーパードラ
イバー状況ですが、総務課は、社会保
険・労務管理・働き方改革など社会保険
労務士の知識が必要な分野が多くあり
ます。法改正・世間の情勢等に遅れるこ
となく常に自身の知識をブラッシュアッ
プして業務に役立てたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いします。

⑥今年１月より単身赴任で富山へやってき
ました。約20年前にも５年間富山勤務が
あったので、懐かしい面と富山駅周辺等、
大きく変わったことに驚いています。趣
味という程のものはないですが、休日は、
健康管理を兼ねて市内を歩き回っていま
す。

行政機関において、社会保険労務士業務を行うときは
ネームプレート着用をお願いします !
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伊
い

東
とう

　洋
よう

子
こ

①富山支部（勤務等）
②富山市上新保
③令和４年６月１日

④周りの方に年金や保
険などについてお話
をすると喜んでいただけることがうれし
くて、自分にも仕事にも役に立つと思い、
AFP資格を取得していましたが、さらに
深い正確な知識を身につけたいと思って
いたことと、高校生や大学生になった子
供たちと一緒に勉強できる環境になった
ことが、社会保険労務士試験挑戦を決め
たきっかけです。

⑤日々研鑽に努め、人に寄り添い社会に貢
献できる社会保険労務士になることを目
指しています。皆様方のご指導ご鞭撻の
ほどよろしくお願い申し上げます。

⑥趣味ですが、社会保険労務士試験合格後
に始めたガーデニングです。まだ始めた
ばかりの初心者ですが、毎日成長する草
花たちから元気をもらっています。

村
むら

山
やま

　和
かず

幸
ゆき

①富山支部（勤務等）
②富山市中川原
③令和４年５月１日

④過去に勤務先の労働環
境が大変だった時期が
あり、その経験から労務についての知識を
得ることの必要性を感じでのが資格取得の
きっかけです。

⑤勤務先は税理士事務所もやっていますので、
税務、経営面含めたトータル的な経営をサ
ポートできるような存在になれればと思っ
ています。

⑥最近はYOUTUBEにハマっています。動物
系の動画を観るのが日課になってます。

山
やま

内
うち

　恵
けい

子
こ

①高岡支部（勤務等）
②高岡市　
③令和４年６月１日

⑥この度入会させてい
ただきました、山内
恵子と申します。10数年前にも社労士
試験を受けましたが不合格となり、しば
らく社労士の勉強から遠ざかっておりま
したが、以前の勤務先で顧問をして頂い
ていた社労士の先生がとても素敵な方
で、その方のようになりたいと思い、現
在に至ります。事業主自身が望んだ形で
企業を存続させ、労使ともに幸せな生活
を送ることができるお手伝いができれば、
これ以上の喜びはありません。今後もよ
り一層日々業務と自己研鑽に努めてまい
りますので、皆様のご指導ご鞭撻のほど、
何卒よろしくお願い申し上げます。

糀
こうじ

谷
たに

　卓
たく

哉
や

①富山支部（勤務等）
②富山市東岩瀬町
③令和4年5月1日

④この度、富山支部に入
会させていただきまし
た糀谷と申します。社労士になろうとした
きキッカケは、今後少しでも人の手助けに
なる知識は何かを考えたときに複数あった
候補から社労士を選びました。

⑤目指す社労士は、先日出会うことができた
「相手の立場を理解し、法律との間に立ち、
自他ともに納得できる答えを導いている」
とある先輩先生方です。自分には高い理想
ですが少しずつでもその先輩先生方の後ろ
姿を追いかけていきます。

⑥趣味はテレビ・映画鑑賞、ゲーム、読書、
ジョギングなど浅く広く色々なことをやっ
ています。最近は休日朝、気ままにカフェ
へ行って趣味をすることが自分への癒しで
す。 自信をもって「一人前の社労士」と言
えるよう努力を重ねてまいりますので、ご
指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
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（令和4年7月1日　現在）

支　部　名 開　　業 法人の社員 勤　務　等 計 法　人　数
富　山 95 13 61 169 10
高　岡 46 5 25 76 4
魚　津 26 1 11 38 1
砺　波 16 0 8 24 0

計 183 19 105 307 15

区　分 氏　名 支部名 年月日 備考
勤務等 水上なぎさ 富山 令和3年12月1日 東京会より
勤務等 西山　昌彦 富山 令和4年1月1日 大阪会より
勤務等 追分　貴宏 高岡 令和4年4月1日
勤務等 村山　和幸 富山 令和4年5月1日
勤務等 糀谷　卓哉 富山 令和4年5月1日
勤務等 伊東　洋子 富山 令和4年6月1日
勤務等 山内　恵子 高岡 令和4年6月1日
開　業 堀田　　潤 富山 令和4年7月1日

入会者

区　分 氏　名 支部名 年月日
開　業 塚本　　隆 高岡 令和4年2月8日 死亡
開　業 東森　淳成 富山 令和4年3月31日
勤務等 脊戸田美恵子 高岡 令和4年3月31日
勤務等 落合　潤成 魚津 令和4年3月31日
勤務等 柴田　　博 高岡 令和4年3月31日
勤務等 仲町　彩芽 富山 令和4年3月31日
開　業 堀田　　潤 富山 令和4年3月22日
勤務等 小松　雅子 富山 令和4年3月31日
勤務等 田中　武晴 魚津 令和4年3月31日
開　業 高嶋　　博 富山 令和4年4月20日 死亡
開　業 松原　英𠮷 砺波 令和4年6月16日 死亡

退会者

山本事務局長が5/31退職後、
7/1より元事務局長の「堀 敏昭」さん
が事務局長代行として、お手伝い
に来て頂いてます。

お知らせ
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氏　名 支部名 年月日
社会保険労務士法人
アシスト人事 高岡 令和4年2月1日

社会保険労務士法人
ワークデザイン 富山 令和4年6月1日

氏　名 支部名 年月日
塚本由美子 高岡 令和4年2月1日
赤川美和子 富山 令和4年5月1日
中村　聖智 富山 令和4年5月1日

氏　名 支部名 年月日
宮本　敦子 高岡 令和4年2月1日
蓑輪　寿宏 富山 令和4年6月1日

氏　名 支部名 年月日
高沼　正三 砺波 令和4年4月1日

法人設立

勤務等から開業へ

開業から法人社員へ

開業から勤務等へ

　先日、令和4 年度中部地域協議会 第
１回広報事業合同委員会に参加してき
ました。中部地域の広報担当者の方々
から各地の広報活動の取組みや、広報
担当者としてのお悩みや課題などを共

有した時間になりました。懇親会でもざっくばらんに
情報交換でき、とても充実した時間になりました。個
人的な印象にはなりますが、広報担当の方は「攻め
た」方々が多いように感じました。
　私も「攻めて」いきましょうかね・・・（苦笑）

※ 6/25 迄に手続きされたもので作成しています。

塚本　　隆会員（高岡）令和4年2月8日
髙嶋　　博会員（富山）令和4年4月20日
松原　英𠮷会員（砺波）令和4年6月16日

謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。 

　「社労士とやま」の表紙を飾る写真を、会員の皆様から募集したいと思います。
「社労士とやま」は会員向けが前提なので、“プロ級”の腕や高価なカメラは不要
です。ただし、県外の社労士会にも配布されることから、富山県内の風景や催しを
対象とした写真を優先しています。「一度でいいから載せてほしい」「私の腕を皆さんに評価してもらい
たい」「会員の○○さん、いろいろな写真展で入選しているらしいよ」等、自薦他薦を問わず、遠慮なく
広報部または事務局までご一報いただければうれしく思います。

表紙写真を募集します！

　令和４年春の受勲において、高　令和４年春の受勲において、高
岡支部の前多悟さんが藍綬褒章を岡支部の前多悟さんが藍綬褒章を
受章されました。受章されました。
　当会にとっても、大変喜ばしい　当会にとっても、大変喜ばしい
ことであり、今後なお一層のご活ことであり、今後なお一層のご活
躍を祈念するとともにお祝いを申躍を祈念するとともにお祝いを申
し上げます。し上げます。

高岡支部 高岡支部 前多 悟前多 悟さんがさんが

春春のの叙勲叙勲でで受章受章（藍綬褒章）（藍綬褒章）
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