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支 部 長 挨 拶

　支部会員の皆様、札
幌支部定時総会にご出
席いただき誠にありが
とうございました。

　今般の定時総会において、新支部長とし
て選任いただき、また、新執行部を預かる
ことに重責を感じているところです。
　さて、今回の執行部は、前回の理事27名
から24名としてスタートいたしました。既
存の業務体制を見直し、適正な配分による
業務執行体制とすることとしました。
　総務部は、事務局の管理、行事の運営と
地区連絡会を通じて会員への情報伝達と交
流活性化に取り組みます。財務部は、本会
からの支部交付金及び研修会資料代、収入
証紙売捌き手数料の確保と適正な支出を管
理します。監察広報部は、綱紀監察活動と
無料相談会等の広報活動を行います。業務
企画部は、主に研修会の企画、実施と建設
業相談員業務に対応します。いずれの部も
本会との連携強化が必要不可欠であり、支
部理事が本会理事、各委員を兼務していた

だいているところです。
　今年度は、先の総会においてご承認いた
だいた事業計画案及び収支予算案を中心に
事業執行しながら、質問・要望のあった事
項について取り入れられる業務を精査し、
次年度へ繋げて行きたいと思っているとこ
ろです。
　札幌支部は、ついに北海道会会員の過半
数を超え、825名の会員を抱える支部にな
りました。全国の単位会と比較しても６番
目の規模を誇り、その活動のひとつひとつ
が常に注目されています。800名のことを
考えた運営、全道1,600名のことを考えた
運営、そして全国43,000名のことを考え
た運営を心がけ、諸先輩が築き上げた安定
した札幌支部を守りつつ、全国のスタンダ
ードとなるような事業執行を行っていく所
存です。
　また、札幌支部運営を通じて、本会に提
言していく事項もありますので、今後とも
会員皆様のご理解ご協力をいただきますこ
と、お願い申し上げる次第です。

札幌支部長　荒　木　　　徹新任のご挨拶

荒木支部長
P r o f i l e

出　身　地：稚内
行政書士登録：平成５年８月２日
事務所所在地：札幌市豊平区
表　　　　彰：北海道会長賞
　　　　　　　（平成15年５月23日）

これまでの主な役職：
支部役員：札幌支部理事
　　　　　札幌支部副支部長
本会役員：本会常任理事（研修部）
　　　　　本会理事（広報部）

本会委員：監察委員
　　　　　対外広報推進委員長
　　　　　職務上請求書使用確認委員
　　　　　会報・HP委員長

～ 立候補所信より ～
１．綱紀監察等の処理に対応するため、地区連絡会を活用した情報交換
２．綱紀監察等の処理と事業の重複事項解消のため本会との連携強化
３．関係官庁との連携と情報交換
４．支部機構の検討

さらに詳しい情報は、荒木支部長のFacebookをご覧ください。
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 新年副支部長　松　山　丈　史

副支部長　宮　元　　　仁

　札幌支部会員の皆
様、皆様のおかげで支
部長のバトンを手渡す
ことができ、ほっとし

たのも束の間、膨大な支部事業の新執行部
への引き継ぎの要請を荒木徹支部長より受
け、図らずしも副支部長を拝命し、大いに
戸惑いましたが、今一度札幌支部の一員と
して皆様のために一肌脱ぐ覚悟を決めた次
第であります。
　さて、札幌支部会員は820名を超えまし
た。支部のコントロールはいよいよ厳しく、
さらに、会員が増加すれば増加するほど会

費の会員への還元率は低減する一方です。
故にいわゆる個別カスタマーサービスは日
本一低いかもしれません。それを解消する
ためには近い将来、一般的な支部並の規模
に細分化しなければ格差問題は解消されな
いでしょう。
　支部業務遂行では、裏方に徹する所存で
す。矢面に立つことを控え、目立つことは
ありませんが、以前と変わらずのご贔屓の
方、石狩・新篠津・当別・千歳・恵庭・北
広島・札幌の皆様何卒よろしくお願い申し
上げます。

　新たな荒木支部長の
もとで、副支部長を務
めることになりました、
松山丈史です。宮元前

支部長時代から通算して３期目となります
が、また理事としても篠原元支部長時代から
６期目ということになります。長く務めすぎ
ているという自覚がありますが、今期の理事
は新任が多いということもあり、私で何かお
手伝いすることがあれば、ということで、僭
越ながらお引き受けいたしました。
　特にどこかの部の所管を拝命しているわ
けではありませんが、道議会議員も務めて
おります関係上、支部業務全般における渉

外事務が主な担当と考えております。
　また、今季は、北海道行政書士会の理事
（ICT委員長）も兼務することとなりました
が、「札幌支部なくして北海道会なし」とい
う現実的な視点をしっかりと意識し、あく
までも支部業務の着実な執行を第一に捉え、
北海道会及び行政書士制度の向上に貢献し
てまいる所存です。
　そのためにも、これまで以上に、会員の
皆様との交流を深め、忌憚のないご意見を
頂戴し、会務へ反映させていただきたいと
存じますので、引き続き、ご理解とご協力
を賜りますようお願い申し上げ、副支部長
就任のご挨拶とさせていただきます。

副 支 部 長 挨 拶 ❶

ご 挨 拶

副支部長就任あいさつ
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　副支部長の森越でご
ざいます。副支部長と
して２期３年目になり
ます。

　所管は主に監察（綱紀）広報部ですが、
今期からは他の部にも目配りをさせていた
だくことになっております。
　さて、現代においては、過去と同じこと
を繰り返していては後退していることに等
しいとの認識のもとに、従来とは違う事柄
を、また同じ事柄でも違うやり方で会務を

進めていくことをテーマにしていこうと考
えております。
　そして、ほどなく札幌支部会員が北海道
行政書士会会員の過半数を占めるという状
況において、当支部が北海道行政書士会を
リードしていくというスタンスで、当支部
理事が一丸となって事に当たる所存です。
　つきましては、今後とも会員皆様方のご
協力・ご鞭撻のみならず、監察綱紀広報に
関しても情報のご提供やご指導のほどをよ
ろしくお願いいたします。

　副支部長を拝命いた
しました吉田です。副
支部長としては２期目
となります。

　これまで業務企画部理事を１期、業務企
画部長を１期、その間に建設業相談員業務
執行責任者を務め、前期より副支部長とし
て業務企画部を所管してまいりました。今
期も原則的な所管は、業務企画部となりま
すが、他の部に関しましても気のつく限り
関わってまいりたいと思います。
　今期は支部長も交代し、荒木新支部長の
下での新たな船出となります。
　これまで私が関わってきた札幌支部の研
修事業に関しましては、歴代の支部長、業

務企画部担当副支部長、業務企画部長や理
事の皆様並びに会員の皆様のご尽力により、
支部単位の研修としては、国内でも屈指の
レベルにあるものと考えております。
　今後は、その研修事業においてさらに強
く「北海道会をリードする札幌支部」とい
う位置づけを確立するとともに、研修事業
以外の他の面におきましても、名実ともに
北海道会をリードする存在として認められ
るよう理事一同なお一層奮励努力するよう
務めるつもりでおります。
　会員の皆様におかれましても、これまで
以上のご指導、ご鞭撻並びにご協力を賜り
ますよう、何卒よろしくお願い申し上げま
す。

副 支 部 長 挨 拶 ❷

副支部長　吉　田　　　充

副支部長　森　越　博　嗣就任のご挨拶

ご 挨 拶
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　平成25年度総務部長
に選任されました。総
務部３期目になりま
す。

　総務部会務は探せば探すほど、いろいろ
と出てきます。荒木支部長を中心とした支
部運営が障害なく順風満帆に今年度のカレ
ンダーが一巡出来ますよう、伊藤順一理事、
松田盛理事と汗をかきたいと思っておりま
す。
　札幌支部はこの６月には会員数820余名
を抱える大所帯、本州の中規模単位会クラ
スになります。昨年度から行っている支部

内部規則等に加え、今年度は、選挙管理、
総会運営、理事に関わる規則等を見直し整
えていきたいと考えております。
　また、初夏の支部交流会は、会員の皆様
から「素晴らしい企画！リフレッシュにな
った！」とお言葉が頂けるよう情報収集し、
かわら版でご案内いたします。
　毎年初秋に開催される三支部交流会、今
年は小樽支部が担当されます。こちらはど
んな研修会・懇親会がご案内されるのでし
ょうか？
　会員の皆様、総務部発行かわら版にご期
待ください。

　財務部の三浦でござ
います。よろしくお願
い申し上げます。
　財務部は事務局にお

ける日々の経理処理の確認作業を行うとと
もに各部（総務部、監察広報部、業務企画部）
の予算執行が適正に行われているか状況を
把握し、年度末に決算、予算案を作成する
ことが主な業務であります。
　支部の事業運営は主に北海道行政書士会
からの一般交付金等各種助成金、証紙売捌
き手数料収入、そして研修会資料代等収入

によって行われております。特に支部の自
主的財源であります証紙売捌き手数料収入
と研修会資料代等収入につきましては支部
会員皆様方のご協力が是非とも必要であり
ます。札幌支部及び各収入証紙売捌き出張
所での収入証紙購入と研修会等の積極的な
参加をお願い申し上げる次第です。財務部
といたしましては、これらの運営収入を原
資にいたしまして支部財政の健全化を図
り、支部会費徴収の猶予、そして支部会員
皆様方の業務の一助となりますよう予算の
編成と執行を行っていく所存であります。

各 部 長 挨 拶 ❶

財務部長　三　浦　勝　也

総務部長　酒　勾　桂　子札幌支部の皆様

財務部挨拶
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各 部 長 挨 拶 ❷

　今般、荒木支部長よ
り監察広報部長を拝命
いたしました、長谷川
征輝でございます。前

執行部体制より引き続いて監察広報部長をさ
せていただきますので、これまでに行いまし
た活動を見直し、より発展させるように尽力
いたします。
　例えば監察活動では、広報月間の際に、非
行政書士へ行政書士業務禁止を呼び掛ける支
部オリジナルポスターを、いくつかの官公署
に掲示いただきましたが、今年度は徹底して

各官公署に要請して参ります。また、広報活
動としまして、老人福祉センター等での相続・
遺言セミナーを行い、無料相談会を開催する
のが定例になっております。今年度は相続・
遺言セミナーの他に、関連団体のイベントや
大型商業施設等で出張無料相談会を含めた広
報活動を展開して参ります。
　最後になりますが、監察・綱紀、広報活動
につきましては、会員の皆様のご協力が必要
でございます。情報提供を併せまして、ご指
導・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

　この度、札幌支部業
務企画部長に就任致し
ました野口哲郎と申し
ます。これまで２期４

年間、業務企画部理事を務めさせて頂きまし
た。今期は初めて部長という大役を担うこと
となりましたが、今までの会務と自らの業務
で得た知識と経験を活かし、前期までの部長
が作り上げてきたものを維持・発展させ、支
部会員の皆様の事務所経営や業務に直結する
研修を実施して参ります。今年度の研修とし
ては一般研修７回、実務専門講座４講座16回
程度を予定しております。
　具体的な活動計画として、今年度は北海道
会研修部と連携をとり、一般研修において、

著作権相談員の活用、電子定款実務における
電子証明書の活用等を検討しており、実務専
門講座においては、試験的にインターネット
配信の実施を計画しております。さらに、一
般研修について、従来の日中の時間帯だけで
なく、夜間帯の開催も検討しております。
　また、もう一つの業務企画部の柱として、
建設業相談員業務の適切な執行が挙げられま
す。既存相談員の制度改正への速やかな対応
と新人育成による人材の確保に努め、新たな
受託業務の可能性も視野に入れ、関係各庁と
の良好な関係を築いていきます。
　これから２年間、会員の皆様のご意見を採
り入れながら、全力で会務執行に務めていき
ますので、どうぞ宜しくお願い致します。

業務企画部長　野　口　哲　郎

監察広報部長　長谷川　征　輝札幌支部会員へご挨拶

業務企画部長就任挨拶
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支 部 長
副支部長

役　員　紹　介

前列左から：

　森越博嗣副支部長、

　荒木　徹　支部長、

　吉田　充副支部長

後列左から：

　松山丈史副支部長、

　宮元　仁副支部長

総務部

左から：伊藤順一、酒勾桂子総務部長、松田　盛

財務部

左から：三浦勝也財務部長、橋本奈津子

業務企画部

前列左から：浦野郁美、野口哲郎業務企画部長、菊地沙知子、長島靖子
後列左から：村上佳雅、三國昭彦、谷掛　力、堀川貴之、羽賀亮介

監察広報部

前列左から：篠原　菫、長谷川征輝監察広報部長、原田和子
後列左から：工藤正幸、斉藤正行、紺野裕和
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平成25年度　札幌支部定時総会報告

　札幌支部の会員数は780名（４月１日現
在）で、総会出席者が111名、委任状の提
出者が338名の合計で449名となり、支部
規則に定める定足数である260名を超え、
適正に総会が成立しました。
　来賓として、石狩振興局　神姿子局長、
札幌入国管理局首席審査官　三島信彦様代
理　白寄禎統括審査官、北海道議会　𠮷川
隆雅議員、北海道行政書士会から𠮷村学副
会長をお迎えし、それぞれ祝辞をいただき
ました（神氏、白寄氏、𠮷川氏の祝辞の要
約を９～11ページに掲載しています）。
　議事では平成24年度の事業報告と収支
決算報告、平成25年度の事業計画案と収
支予算案についての説明がなされた後、承
認されました。議案審議の際には上記決定
事項の他に様々な質問・要望事項について
質疑応答があり、熱心な討議が繰り広げら
れました（審議内容について主なものを
12、13ページに掲載しています）。
　また、今年度は役員改選が行われ、新支
部長に荒木徹会員が選出されました。新支
部長はその場で監事を選出し、現監事であ
る村田菊男監事と山本紀義監事の２名が引
き続き再任され
ました。
　総会終了後に
は懇親会が開催
され、会員相互
の親睦をより深
めるものとなり
ました。

　平成25年５月10日（金）午後１時より、ホテルノースシティにおいて、平成25年度札幌支部

定時総会が開催されました。

神　姿子石狩振興局長

白寄　禎統括審査官

宮元支部長

𠮷川隆雅北海道議会議員

荒木新支部長
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来　賓　挨　拶　❶

　石狩振興局長、神姿子でございます。
　まず、先にご紹介がございました新篠津
村についてです。新篠津村は、札幌から一
時間足らずの自然豊かな所でございます。
冬のワカサギ釣りから、夏はキャンプ場な
ど色々ございます。温泉もございますので、
どうぞ皆さん積極的に新篠津村にお出掛け
いただきたいと思います。
　さて、皆様方には、道行政の推進に格別
のご理解、ご協力を賜っておりますことを、
この場をお借りしてお礼を申し上げます。
　また、昨年４月に施行いたしました「北
海道水資源の保全に関する条例」、この条
例の制定に際しましても、皆様には多大な
ご支援、ご協力を賜りましたことを、重ね
てお礼申し上げます。
　北海道行政書士会札幌支部におかれまし
ては、日頃から会員相互の連携を密にし、
組織の結束、広報活動など熱心にご活動さ
れていると思っております。また、「頼れ
る街の法律家」として、住民の方々を対象
にしたセミナーや無料相談会、チャリティ
募金などの社会貢献活動などにも積極的に
取り組んでいると伺っております。宮元支
部長を始め、会員の皆様のご尽力に心から
敬意を表する次第でございます。
　我々を取り巻く社会環境は、グローバル
化のほか、情報通信技術の進歩、少子高齢
化の進行、環境問題などこれまでにないほ
どの急速な変化に直面しています。こうし

た中で、行政手続きに関しましても、ご承
知のとおり外国人住民の住民基本台帳制度
が、昨年７月からスタートいたしましたほ
か、「社会保障・税番号制度」の導入のた
めの、「マイナンバー法案」が平成28年の
運用開始を目指しまして、現在国会で審議
中であり、衆議院を通過したところでござ
います。電子行政を急速に推進していくと
いう面におきましても、行政手続きの必要
性は、より一層拡大していくと見込まれて
おります。
　このように、行政自体が、電子政府や電
子自治体へとシフトしつつあり、また、住
民のニーズが複雑、多様化していく中で、
行政手続の専門家であります皆様方の役
割、責任というものが、今後、益々重大に
なっていくものと考えております。
　道におきましても、こうした環境の変化
に対応しながら、道民の利便性の向上が図
れるよう、しっかりとその役割を果たして
まいりたいと考えておりますので、行政書
士会札幌支部及び会員の皆様の今後一層の
お力添えをお願い申し上げます。
　最後になりますが、本日の定時総会の盛
会をお祝いしますとともに、北海道行政書
士会札幌支部の益々のご発展と会員の皆様
のご健勝、ご活躍をお祈り申し上げまして、
お祝いの言葉とさせていただきます。
　本日は、誠におめでとうございます。

石狩振興局長

神　　　姿　子 様
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　当局札幌入管首席審査官の三島が事前に
用意いたしましたご挨拶の言葉を、統括審
査官の白寄が代理で述べさせていただきま
す。
　私はこの４月、東京入国管理局羽田空港
支局から赴任して参りました三島と申しま
す。
　本日は北海道行政書士会札幌支部定時総
会にお招き頂き有難うございました。
　ご挨拶という事で貴重なお時間を頂きま
したので、折角の機会ですから、札幌入国
管理局審査部門の業務内容についてご説明
致します。
　当部門には、私以下19名の職員が配置
されておりますが、大きく分けて３つの業
務、「在留審査業務」「上陸審査業務」「違
反審判業務」を担当しております。
　第一は「在留審査業務」であります。北
海道に在留する外国人に係る在留期間の更
新、在留資格の変更、在留資格の取得、永
住許可、更には在留外国人が一旦里帰り等
で海外に赴き、再び同じ在留資格のまま戻
ってくる為の再入国許可等の審査業務を行
っております。また、現在海外にいる外国
人が本邦に入国する為には、その入国目的
にあった査証、いわゆるビザを取得する必
要があります。法務大臣に対し、予め当該
人から在留資格認定証明書交付申請があっ
た場合には、本邦において行う活動が、入
管法別表第一表の活動、入管法別表第二の
下欄に掲げる身分または、地位を有する者
としての活動に該当するか否か等、上陸条
件への適合性について審査し、その結果適
合性が認められる場合にはその旨の証明書
を交付するといった、在留資格認定業務を
行っております。
　第二は「上陸審査業務」であります。函
館、小樽、釧路、帯広、稚内の４つの海港

出張所と、内陸型である千歳、苫小牧に出
張所があり、これらの出張所の業務を指導
監督しております。苫小牧港には出張所と
は別に分室を設け、また紋別にも事務室を
設けており職員が交代で出張し、これらの
港に入港する船舶の乗員・乗客の出入国手
続きを行っております。分室、事務室が設
置されていない空海港における出入国審査
は、それぞれ分担区域として管轄する出張
所が担当しております。定期便または、チ
ャーター便が入港する主な空港としまして
は、函館、旭川、帯広、釧路、女満別、中
標津があります。函館は函館港出張所が、
旭川、帯広は札幌入国管理局が、新千歳空
港は千歳苫小牧出張所が、釧路、女満別、
中標津は釧路港出張所が管轄し、航空機の
入出港に合わせて、職員を派遣して対処し
ております。
　最後に平成21年通常国会において、出
入国管理及び難民認定法及び日本国との平
和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法の一部を改正す
るなどの法律、いわゆる改正入管法が可決
成立し、同年７月15日に交付され平成24
年７月９日に完全施行となりました。改正
後においては在留カードの交付など新たな
在留管理制度導入を柱とした大幅な法改正
が行われたことは、皆様既にご承知おきの
ことと存じます。
　現在のところ、改正法の運用も順調に推
移しており、これも皆様方のご理解とご協
力の賜物と実感しております。
　今後とも、取次申請制度、外国人からの
いろいろな相談窓口としての行政書士皆様
方と良好な関係を築いて参りたいと思って
おります。
　今後とも、どうか宜しくお願い致します。
本日はどうも有難うございました。

来　賓　挨　拶　❷

札幌入国管理局　首席審査官　三島信彦様　代理

　統括審査官　白　寄　　　禎 様
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来　賓　挨　拶　❸

　北海道議会議員の𠮷川隆雅でございま

す。

　北海道行政書士会札幌支部の定時総会

が、今年も多くの皆様がお集まりの中で開

催されますことを心からお喜び申し上げま

す。

　そして私も、本年もこのようにお招き頂

きまして、本当に有難うございます。

　さて、昨年の衆議院総選挙においては、

私の地元である北区、そして隣の東区も含

めた北海道２区で私の父でもあります𠮷川

貴盛を、また自民党の候補者を各地で当選

させて頂きましたことに改めて心からお礼

を申し上げたいと思っております。

　そしてその結果、昨年再び、安倍政権を

誕生させて頂きました。連日のように、ア

ベノミクスという言葉が報道を賑わせてお

ります。最近では、改憲の議論も活発化し

て参りました。消費税の段階的な引き上げ

も控えております。

　北海道においては、北海道新幹線開業、

航空路線の相次ぐ新規就航、そしてTPP

の問題が本格化しております。

　こうした社会情勢の中で、行政書士の皆

様にも、色々な形でご相談の件数が増えて

来るのではないかと感じております。

　「いま、社会が少しずつ変化を迎えつつ

ある」、そんな時代なのではないかと思っ

ております。

　そんな時、街の身近な法律家として、市

民と法律をつなぐ窓口として皆様お一人お

ひとりにご活躍頂くことが、本当に市民の

皆様にとって心強いことではないかと思っ

ております。

　本日は私と道議会の同期であります松山

先生もおられますけれども、政治の立場か

ら、私たちも皆様と一緒になり、市民の方々

を支え、そしてこの札幌の街を盛り上げて

いきたいと思っております。その為にも、

私も皆様の活動をしっかりと応援させて頂

きたいという気持ちでおりますので、今後

ともどうぞ宜しくお願い致します。

　ご参会の皆様のご健勝と、この後の総会

で闊達な議論がなされますように心からお

祈り申し上げて、ご挨拶とさせて頂きます。

　今日は本当におめでとうございます。

　有難うございました。

北海道議会議員

𠮷　川　隆　雅 様
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定時総会の主な質問・要望事項

　◆第1号議案

▼【質問】所村会員：
　　かわら版の内容の検討及び札幌支部地
区連絡会の運営の見直しを考えていない
のか。

▼【質問】所村会員：
　　毎月第三水曜日に札幌支部で開催され
る無料相談会の相談内容および担当者
は。入会１・２年の会員を担当させる考
えはないのか。

▼【質問】小野会員：
　　平成24年度末で会費滞納者数は何名
か。

▼《答弁》酒勾総務部長：
　　年度当初のかわら版に年間スケジュー
ルを載せていきたいと考えている。地区
連絡会の会則によると、連絡会の性質は
支部の唯一の連絡網を構築する機関とあ
り、会員にかわら版が届く確率を高めて
いく。また、柔軟に運営・運用していく
ため、年度当初の全体会議において、執
行部として見直しを提案したい。

▼《答弁》長谷川監察広報部長：
　　相談件数は34件。相続５件、離婚関係
４件、遺言３件、他は法人設立、許認可、
契約書等で、理事から妥当なものが担当
している。新入会員等では、失礼ですが、
経験不足等で対応できないことが懸念さ
れる。また、担当者を決める際に新入会
員の知識や得意分野を把握できないこと
もあり、現在は考えていない。

▼《答弁》宮元支部長：
　　72,000円未満は18名、108,000円未満
が１名、144,000円未満が３名、それ以
上が９名で31名の滞納者がいる。本会の
会費滞納委員会の厳しい対応もあり、減
少している。支部でも努力していく。

■　定時総会での主な質問、要望と答弁概要（概要化の文責は会報編集部）

酒勾総務部長 所村会員

長谷川監察広報部長
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　◆第2号議案

▼【質問】所村会員：
　　事業活動支出中、総務管理費の渉外費
の団体と業務企画部の対外交渉費の機関
の内容を説明してほしい。

▼【質問】白井会員：
　　決算報告の「＋」
「－」の意味が理
解できない。

　◆第3号議案

▼【要望】小川会員：
　　一般社団法人北海道成年後見センター
から、札幌家裁の現状報告と後見支援セ
ンターへ入っていない会員へのお願い。

▼【要望】古田会員：
　　プログレス講座、
相続遺言講座、コ
ンプリート講座を
夏や秋に開催する
年も作ってほしい。

▼《答弁》三浦財務部長：
　　事務局が札幌商工会議所の中にある札
幌業界連絡団体協議会と北海道石狩振興
局建設指導課である。

▼《答弁》三浦財務部長：
　　公益法人会計の収支決算書の例に倣
い、予算の編成と実績に主眼をおいて作
成している。予算から決算額を単純にひ
いてマイナスかプラスを出している。本
会の決算報告を見習って作成している。

▼  小川会員：
　　札幌家裁に行った際、法律の改正によ
り平成25年４月以降、後見人開始等の申
し立てをした場合は、申立人の判断で自
由に取下げることはできない。取り下げ
には、家庭裁判所の許可が必要となると
の注意の文面があった。申立てをした時
点で、どのようにしたら自分達が後見人
になれるか、ということを考えてやって
いかなければならない。また、任意後見
のトラブルが出て来ている。基本は後見
支援センターの会員の方だけに相談にの
っているが、まだ入っていない方でも初
期の段階で相談してほしい。

▼《答弁》築田業務企画部長：
　　実務専門講座の開催にあたり、会報同
封での告知、他の研修会での告知のため
年度末に集中していたが、今後は要望を
踏まえて、前向きに検討したい。

小川会員

三浦財務部長

築田業務企画部長
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講師の松村　清 氏

講師の武山茂樹会員

研修会の様子

セミナーの様子

行政書士パーフェクト研修　第５回札幌支部研修会のご報告

札幌支部　広報活動のご報告

　平成25年３月22日（金）、かでる２・７においてワイズ公共データシステム株式会社　代表取
締役社長　松村　清 氏を講師にお迎えし、「建設業企業評価制度の変遷と個別企業の対応」と
いうタイトルで、第５回札幌支部研修会を開催しました。主に、経営事項審査の評価指標と平
成25年４月１日施行の建設業施行規則の一部改正について、詳しく説明していただきました。
建設業の研修会ということもあり、他支部の会員を含め受講者は50名で、会員の関心の高さが
うかがえました。

　平成25年３月25日（木）、札幌市保養センター駒岡において武山茂樹会員（前業務企画部理事）
を講師に「遺言・相続セミナー」を開催しました。セミナー開催のお知らせが札幌市の広報誌「広
報さっぽろ」に掲載されたこともあり、多くの方に参加していただきました。行政書士制度の説
明やセミナーの内容について、参加者は熱心に耳を傾けていました。セミナー終了後の無料相談
会では、５名の参加者から遺言の作成方法や相続について相談がありました。本年度も札幌支部
管内で同様のセミナーや無料相談会を開催する予定です。

札幌市保養センター駒岡（南区）で「遺言・相続セミナー」を開催しました
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事務局：財務部長、報告があります！　昨年度、札幌支部事務局で北
海道収入証紙を、200万から250万円も購入してくれた会員
の方が、２名もいらっしゃいます！

事務局：50万から99万までの購入枠のなかには、会員番号で4000番代
後半や5000番代の方もいらっしゃるんですよ。新しい会員の
方もどんどん札幌支部で証紙を購入していただきたいですね！

事務局：はい。今年度もたくさんのご利用をお待ちしております♪　
購入予約FAX用紙をご用意しておりますので、支部事務局
までお問い合わせください！

財務部長：そうですか！有り難いですね。

財務部長：そうですね。財務部としては、この貴重な財源を会員の方の業
務に役に立つよう予算配分するという、重大な責任があるね。

事務局日々あれこれ

250～200 199～150 149～100 99～50 49～1 （万円）

2 0 3 9 47 （人）

平成24年度　収入証紙販売額統計表（出張所除く）

「さっぽろ支部だより」の
愛称を募集します

会報の紙面に掲載する「広告」と会報に
同封する「チラシ」を募集しています

　より皆さまに親しまれる会報になることを願い、
札幌支部監察広報部では「さっぽろ支部だより」の
『愛称』を募集することにいたしました。

応募の際は

　１．会報の愛称　　２．その愛称の意味や理由
　３．会員番号　　　４．お名前

を明記の上、メールまたはFAXにて、ご応募くだ
さい。

札幌支部事務局
　 メール ：gyoseisapporo@mti.biglobe.ne.jp
　 FAX ：（011）271‒6126

　北海道会の会員の半数を占める、札幌支部の会報
にぴったりな愛称をお待ちしております !

１．広告について
料金：5,000～30,000円（サイズにより異なります）
※A4サイズの会報紙面（17cm×24cm）の「８分の１」・
「６分の１」・「４分の１」・「３分の１」・「２分の１」・「全
面」のモノクロ印刷（裏表紙）になります。

２．同封チラシについて
料金：30円／１枚（A4またはB5サイズのもの）
　※支部ではチラシの印刷等は承っておりません。
　　チラシはすべてお申し込みの方がご用意ください。
３．部数について
　会報の発行部数は、現在800部程度となっております。
４．掲載内容について
事前に広告・チラシの内容について確認させてい
ただきます。
　詳細は支部事務局までお問い合わせください。
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●入会しました 
（入会年月日）（会員番号） （氏　名） 〔事務所〕
　1. H25. 3. 1 5304 石　川　　　淳 東・白石区3
　2. H25. 3. 1 5305 髙　橋　直　博 中・西 区 1
　3. H25. 3. 1 5306 畠　山　重　行 北・東 区 2
　4. H25. 3. 1 5307 中　山　嘉　美 北・北 区 3
　5. H25. 4. 2 5311 竹　部　桂　希 北・東 区 2
　6. H25. 4. 2 5313 堂　前　元　良 中・中央区4
　7. H25. 4. 2 5316 久　保　　　岳 中・中央区4
　8. H25. 4. 2 5317 舘　林　雅　也 北・北 区 2
　9. H25. 4. 2 5318 河　野　雄　介 南・清 田 区
10. H25. 4. 2 5319 畠　　　信　子 北・手 稲 区
11. H25. 4. 2 5321 髙　橋　美　幸 中・中央区2
12. H25. 4. 2 5322 丸　山　達　也 南・千 歳 区
13. H25. 4. 2 5323 三　浦　真　智 北・北 区 3
14. H25. 5. 1 5324 矢　守　龍　雄 北・北 区 3
15. H25. 5. 1 5325 藤　井　愼　一 中・中央区5
16. H25. 5. 1 5334 坂　本　知　己 北・東 区 3
17. H25. 5. 1 5336 荒　木　　　均 中・中央区5
18. H25. 5. 1 5337 成　瀬　優　子 中・中央区3
19. H25. 5. 1 5338 後　藤　隆　之 北・北 区 1
20. H25. 5. 1 5339 西　野　廣　樹 東・豊平区1
21. H25. 5. 1 5340 山　田　隆　吉 南・南 区
22. H25. 5. 1 5341 小　松　浩　藏 南・石 狩 区
23. H25. 5. 1 5343 菅　原　年　彦 中・西 区 2
24. H25. 6. 1 5346 小和田　康　文 中・中央区2
25. H25. 6. 1 5347 野　原　千絵子 中・中央区1
26. H25. 6. 1 5349 田　中　雅　紀 中・西 区 1
27. H25. 6. 1 5350 村　田　純　一 南・南 区

28. H25. 6. 1 5351 池　田　玲　菜 中・西 区 1
29. H25. 6. 1 5352 梁　田　真　也 南・厚 別 区
30. H25. 6. 1 5353 藤　原　純　次 北・北 区 1
31. H25. 6. 1 5354 岸　　　政　克 北・手 稲 区
32. H25. 6. 1 5357 高　野　裕　康 北・手 稲 区
33. H25. 6. 1 5358 寺　谷　紀久雄 東・白 石 区
34. H25. 6. 1 5359 櫻　井　のり子 南・江 別 区
35. H25. 6. 1 5360 山　田　　　融 中・中央区4
36. H25. 6. 1 5361 栃　木　健太郎 北・北 区 1
34. H25. 6. 1 5362 土　田　邦　子 中・中央区2
H25. 4. 1 9008 行政書士法人エニシア 中・中央区4
H25. 4. 4 9009 行政書士法人日本法務グループ 中・中央区5

●退会しました 
（退会年月日）（会員番号） （氏　名） 〔事務所〕
　1. H25. 2.28 4634 大　竹　　　進 中・中央区４長
　2. H25. 3.25 3920 北　森　剛　夫 北・手 稲 区
　3. H25. 3.31 4552 中　嶌　　　博 中・西 区 2
　4. H25. 3.31 4054 坂　地　　　哲 北・北 区 1
　5. H25. 3.31 3759 近　藤　　　勲 中・西 区 1
　6. H25. 3.31 4493 万　丈　勝　彦 南・南 区
　7. H25. 3.31 2799 種　村　允　博 南・恵 庭 区
　8. H24.8.31（空知支部） 2154 小笠原　正　枝 南・清 田 区
　9. H25. 4. 1 2274 鎌　田　廣　志 中・西 区 1
10. H25. 5. 7 1955 桜　井　正　義 中・中央区1
11. H25. 5.20 4764 関　川　哲　哉 北・東 区 1
12. H25. 6.12 4682 成　田　彌榮子 中・中央区1
13. H25. 6.13 5247 永　浦　弘　章 南・江 別 区

　荒木新支部長のもと、この度、会報編集長に就任いたし
ました紺野裕和と申します。札幌支部の歴史ある会報は次
号で130号になります。皆さまにより親しまれる会報・支
部を身近に感じられる会報を目指して頑張ります。どうぞ
宜しくお願いいたします！ （紺野裕和）

　会報編集委員の篠原　菫（すみれ）と申します。初めて
会報作成に携わりました。普段何気なく届く会報を、正直
なところ袋から出さずにいることもありました。今となっ
て反省しております。思わず表紙をめくりたくなる、そし
て読んで面白い『会報』作りにお力添えできたらと思いま
す。よろしくお願いいたします。 （篠原　菫）

　はじめまして、会報編集担当の原田です。先日、初めて
市電の新型低床車両に乗りました！ドアが開いたら、踏み
段がなく、すぐ床面なので小さなお子さんや高齢者の方を
はじめ、多くの方が乗り降りしやくなっています。「支部
だより」もベテランから新入会員のみなさままで、ちょこ
っと役立つ情報をお届けできれば幸いです。２年間、どう
ぞよろしくお願いします。 （原田和子）

　私の最近のマイブームは「ストレッチ」。身体を柔らか
くし血の巡りをよくするために始めました。健康の大切さ
を実感している今日この頃です。新支部だよりも、新たな
メンバーが加わり、これまで以上に柔らかな頭で（！）皆
様のお役に立てる紙面作りを心がけていきます。２年間ど
うぞよろしくお願いいたします。 （工藤正幸）
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