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　平成26年５月９日（金）
午後２時より、ホテル　ノー
スシティ金柔の間において、
平成26年度札幌支部定時総
会が開催されました。
　４月１日現在の札幌支部
総会員数は815名で、総会
出席者76名、委任状の提出
者が316名の合計392名と
なり、支部規則に定める定
足数である270名を超え、
適正に総会が成立しました。
　来賓として北海道石狩振
興局　村井一行局長、北海道議会議員
𠮷川隆雅様、北海道行政書士会から𠮷
村学会長をお迎えし、祝辞をいただき
ました。（村木様、𠮷川様の祝辞を６・
７ページに掲載しています）
　また、議長には中央区の大沼準会員、
副議長には白石区の板垣俊夫会員が選
出されました。
　議事では執行部から平成25年度の
事業報告及び収支決算報告、村田菊男
監事・山本紀義監事から監査報告があ
り、その後、平成26年度の事業計画
案と収支予算案についての説明がなさ
れました。会員からいくつか質問・要
望があり、それらについて執行部より
回答があった後、賛成多数をもって全
ての議案が承認されました。（質問・
要望と執行部の回答について主なもの
を４・５ページに掲載しています）
　総会終了後には同ホテル藻岩の間に
おいて懇親会が開催され、60余名の
会員が参加し、相互の親睦をより深め
るものとなりました。

平成26年度　札幌支部定時総会報告

総会の様子

荒木支部長と議長団（左：大沼議長　右：板垣副議長）

来賓の𠮷村会長
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　支部会員の皆様、札幌支部平成26年度定

時総会にご出席いただき誠にありがとうご

ざいました。また、ご出席いただけなかっ

た会員の皆様にはつつがなく定時総会が終

了したことをご報告申し上げます。

　今般の定時総会において、ご報告させて

いただいた事項として、財政調整積立金

１百万円の積立て及び理事日当３千円を

１千円上げて４千円とさせていただきまし

たことをあらためてご報告させていただき

ます。

　支部の事業活動支出の１年分を財政調整

積立金として計上することが支部財政の健

全化につながるとのことから積立てを増額

しております。また、理事日当については

本会と同等以上のことをしているにもかか

わらずここ十数年変わっておらず、将来の

支部理事の担い手のことを考え値上げさせ

ていただきました。

　今後の課題として慶弔規定の見直し等、

会員の皆様から寄せられた要望等について

前向きに検討させていただきたく思いま

す。

　今年度の方針として、北海道会会員の過

半数を抱える支部を念頭に置いた活動とい

うことは、私が支部長に選任された昨年度

から言っておりますが、会員一人一人に身

近な支部であることも重要であり忘れては

ならないことであります。

　また、今年度は、本会広報部と連携し、

広報活動を重点的に行っていきますので、

今後も会員皆様のご理解ご協力をいただき

ますことをお願い申し上げる次第です。

札幌支部長　荒　木　　　徹

平成26年度
　　定時総会を終えて

支　部　長　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）

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）

これまでの主な役職：

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・ホームページ委員長

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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定時総会の主な質問・要望事項

　◆第1号議案

▼【質問】所村会員：
　　会報のタイトルが『コスモスサプリ』を使
用するに至った経緯について教えて欲しい。

　◆第2号議案

▼【質問】飛澤会員：
　　決算報告書の増減欄の記号（＋・－）は反
対ではないか。収入が決算増額でも（－）か。

　◆第3号議案

▼【要望】小和田会員：
　　支部の人々の交流と健康増進を図るため、
支部野球チームの結成を要望する。

▼《答弁》長谷川監察広報部長：
　　編集メンバーで親しみやすい会報作りのため
に「愛称」を付けたいと考え、支部だより129
号で募集をしたが残念ながら応募がなく、編集
メンバーで話し合った結果、この『コスモスサ
プリ』に決定した。行政書士の徽章の「コスモス」
と「サプリメント」を繋げた造語だが、徽章は
秋桜（コスモス）の花弁の中に「行」の文字を
配したもので、調和と真心を表している。その
記章が意味するように、私達行政書士は、社会
調和を図り、公正誠実に職務を行うことを通じ、
国民と行政の絆として国民の生活向上及び社会
の繁栄進歩に貢献することを使命としている。
そのコスモスに栄養補給（サプリメント）とな
るような新鮮で役立つ情報を会員の皆様に提供
していきたいという意味を込めている。

▼《答弁》三浦財務部長：
　　収支決算書は、まず、最初に予算ありきと
いう考えで作っている。予算から決算額を引
いたらどうなるか、それが＋なのか－なのか
という表示をしている。決してマイナス表示
だからといって、マイナスというのではない。
収入が決算増額でも、予算から決算額を引く
という単純作業である。

▼《答弁》酒勾総務部長：
　　野球チームばかりではなく、いろいろな趣味、
活動等、仲間を作りたい会員の皆様がいたら、
かわら版等で会員に案内したいと思う。ぜひ、
かわら版を使っていただきたい。

（概要化の文責は会報編集チーム）

長谷川監察広報部長 所村会員
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▼【質問】藤永会員：
　　「24時間テレビ」にここ数年参加しているが、
費用対効果の面などからも、宣伝効果について
の他の媒体への転換などは検討しているのか。

▼【要望】所村会員：
　　「支部長と話そう」だが、各分区に支部長に
来て地域を見てもらい、支部長を囲む会合に
して欲しい。

▼【要望】後藤会員：
　　総会案内の日程が２週間足らずで短すぎる。
１か月前に告知して欲しい。

　◆第６号議案

▼【質問】千田会員：
　　金曜日、午後２時からの総会は非常に出席
しづらい。見直し等、考えないのかお尋ねし
たい。

▼《答弁》長谷川監察広報部長：
　　今年は、募金応援隊という形で、会員の皆様
含めて募金を集めて、これをSTVにお渡しし
たいと考えている。また、本会ではラジオを活
用した広報活動をしているが、支部として活用
できるかは地域性の問題、費用の問題もあるの
で、その辺を検討していきたい。また、効果測
定を実際に広報活動で行うのは難しい部分もあ
るが、より効果のあると思われる広報活動をし
ていきたい。

▼《答弁》荒木支部長：
　　今年もまた「支部長と話そう」を何回か検
討しているので、その中の一つとして取り入
れていきたいと思う。

▼《答弁》酒勾総務部長：
　　札幌支部規程のもと議案書を発送している
ので、ご理解いただきたい。

▼《答弁》荒木支部長：
　　現実問題としてホテル（会場）の予約や予
算等の諸事情を考えると、やはり平日になる。
決算締めから事業計画案の作成、議案書の印
刷等のタイムスケジュールに沿ってやってい
るので、時期をずらすのは結構きつい。多数
の皆様がどうしても土曜日、日曜日がいいと
いうのであれば検討するが、できればこのま
ま平日に開催させていただいた方がありがた
い。

▼《答弁》宮元副支部長：
　　年に１回の支部の大事な総会ということで
昼間に開催して欲しいという意見が多く、日
程的な面で言わせていただくと、本会総会の
２週間前というのも支部の規則にあり、（この
日程で）開催している。

荒木支部長 千田会員
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来　賓　挨　拶　❶

　みなさま、こんにちは。ただいまご紹介
にあずかりました、北海道石狩振興局長の
村木でございます。この４月１日から今の
職務に就いております。今回お招きいただ
きまして誠にありがとうございます。北海
道行政書士会札幌支部の定時総会が開催さ
れますことを心よりお喜び申し上げます。
　荒木支部長をはじめ会員の皆様方には、
日頃より北海道行政の円滑な推進にご尽
力、ご協力をいただいておりますことをこ
の場を借りまして御礼申し上げます。あり
がとうございます。皆様方には、市民に最
も身近で頼りがいのある法律家として、行
政との橋渡し役を担っていただき、また、
社会貢献活動についても積極的に携わって
おられるということで、改めて敬意を表す
る次第でございます。
　国におきましては、長きに渡ったデフレ
から脱却するために様々な施策が行われて
おり、４月から導入されている消費税率の
引上げにより若干低迷しているものの、企
業活動も活性化し、賃金などの雇用の面に
おいても良い兆しを感じております。道内
では産業構造の違いにより、まだまだその
ような動きが弱い部分もありますが、国際
定期便の開設により北海道に訪れる観光客
も増え、およそ２年後には北海道新幹線が
開業するという明るい話題もあります。一
方、本日５月９日付の新聞にも大きく取り
上げられた2040年の人口推計を示された
民間の有識者の記事によりますと、自治体
の消滅という非常にショッキングな表現が
あり、これからの人口減少、少子高齢化等も
問題になっております。また国際的な課題

として、北海
道経済や道民
生活にも非常
に大きな影響
があると思わ
れるTPP問題
があります。道といたしましては、食や観
光というような北海道の優位性を活かせる
産業振興や、自立型経済構造を構築するた
めのものづくり産業の振興にも力を入れ、
北海道が持続的に発展できる基盤づくりに
取り組んでいるところです。
　国民と行政とのつながりにおいては、地
方分権により、国から道、道から市町村へ
と権限の移譲も進んでおりますし、また「社
会保障・税番号制度」の効率化、透明化、
さらには利便性の向上という観点から昨年
５月に法律が成立いたしましたいわゆるナ
ンバー法の施行により番号制度の導入も予
定されております。国民生活と行政とのつ
ながりという面についても、今まで以上に
いっそう市民や企業の視点に立った行政運
営をしていかなければならない状況になっ
ていると考えております。これから景気が
回復していくことで企業活動や国民生活が
活性化してくると思いますが、皆様方、行
政書士の活動の機会も増えていくと思いま
すので、今まで以上に道民と行政の架け橋
としてご尽力を賜りたいと思う次第でござ
います。
　最後になりますが、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
勝を祈念申し上げまして、簡単ではございま
すがお祝いの挨拶とさせていただきます。

北海道石狩振興局長　　　　　　

村　木　一　行 様



7

札幌支部だより 133No.

北海道議会議員　　　　　　

𠮷　川　隆　雅 様

　みなさまこんにちは。

　ご紹介頂きました、札幌市北区選出の北

海道議会議員𠮷川隆雅でございます。今年

も北海道行政書士会札幌支部の総会にお招

き頂きまして本当にありがとうございま

す。

　さて、ここ数年、人口減少社会というも

のがにわかに叫ばれるようになって参りま

した。私たちの北海道においても、人口減

少、少子高齢化というものが進展していく

中にあり、時には緩やかに、時には急速に

この社会の仕組みが変化していく時期にま

さに差し掛かっていると思っております。

そして法制度においてもこれから様々な変

化が予想されるわけであります。

　また、先ほど荒木支部長からも、消費税

をはじめ北海道における様々な状況の話が

ありましたが、これからの時代のなかで、

私たち一人ひとりが持っている力をどうや

って発揮していくかということが一番大切

なのではないかと思っております。子ども

たちにその夢をしっかり叶えさせてあげら

れるだけの学力を身につけさせていくこ

と、あるいは

女性にもっと

もっと社会に

参画して頂く

こと、あるいは高齢者の方々に少しでも長

い間社会の中で活躍していただくこととい

った視点が重要になっていくのではないか

と思っております。

　そうしたなかで、ときには社会的な弱者

になってしまうかもしれない方々に対し

て、行政書士の皆様には地域に密着した活

動において手を差し伸べていただき、そし

て行政あるいは法律と地域の住民の方々を

結んで頂く、そのようなご活躍を、これか

らより一層ご期待申し上げたいところでご

ざいます。

　本日の総会が実りあるものとなりまし

て、皆様にとりまして良い１日となります

よう、心からお祈り申し上げご挨拶とさせ

ていただきます。

来　賓　挨　拶　❷



8

札幌支部だより133No.

石狩市民図書館周辺地図

業務に
　役立つ書籍特集書籍特集 第第１１回回

　調べ物と言えば、最近ではネット上でほとんどを行える時代になりました。とはいえ、私たち行政書士の
業務に関して言えば、ネット上にはない情報もまだまだたくさんあります。そんな業務に役に立つ書籍を「コ
スモスサプリ」でご紹介したいと思います。　 
　第１回は「頼れる街の法律家」必携の「六法」。皆さんは、六法は何をお使いですか？　会報編集チームが
行った独自調査では、二つの六法の名前が出てきました。 

　有斐閣の「判例六法Professional」は法律の実務家に
人気の六法です。法律の条文を調べたときに、一緒に調
べたいのはやはり判例。この六法には判例が約13,200
件と非常に数多く収録されています。
　また、別のポイントは「二分冊」という点。この六法
は「公法系」と「私法系」とに二分冊化されており、必
要な部分だけを持ち運ぶことができるというメリットが
あります。この点を選んでいる理由に挙げている支部会
員もいらっしゃいました。

　調べ物や読書をしているとどうしても喉が渇くよ
ね。でも大丈夫！石狩市民図書館は飲み物を自由に飲むこと
ができるんです。

　電源もしっかり確保できるので安心なのです。ちょ
っと疲れたなぁ…と思ったら、DVDを観ることもできちゃ
うんです。もちろんDVDソフトはたくさんありますよー。

　図書館では「勉強お断り」と書かれていることが多
いけど、石狩市民図書館では勉強用の机がたくさんあって、
勉強もOKなんだよ～。

…というわけで、石狩方面に行った際には、ぜひ立ち寄ってみてくださいね！

　前述の有斐閣「判例六法Professional」と人気を二分
しているのは 三省堂「模範六法」です。収録判例件数
13,545件と「判例六法Professional」に負けてはいま
せん。「二分冊されていないほうが逆に使いやすい」、「机
上では一冊のほうがよい」という意見もありました。 
どちらの六法を選ぶかは、単純に好みの問題と言えそう
です。

　スマホやタブレットで使える六法もあります。条文を調べるだけな
ら、六法のスマホアプリでも良いかもしれません。無料のものもあり
ますので、一度調べてみてはいかがでしょうか。

●有斐閣

『判例六法Professional』

飲み物が自由に飲める図書館！ パソコンブースもある！

机がたくさんあって勉強もOK !

『スマホ用六法』

●三省堂

『模範六法』1 2

番外編

さっぴょんさっぴょんのの SPOTオススメ! 1

　外出先で、どうしても書き物や調べ物が必要になったり、静かな場
所でちょっとゆっくり本でも読みたいと思ったことはないでしょう
か？　そんなときに多くの方が利用するのは、カフェだったりファミ
レスだったり…それぞれお気に入りのスポットがあると思います。
　今回はさっぴょんのオススメスポットをご紹介しますね。それは
「石狩市民図書館」です。オススメの理由はズバリ３つ！

市役所

りんくる

手稲方面 道道
石狩
手稲
線

バス停「石狩庁舎前」

石狩市民図書館

茨戸方面

厚田方面

〒

オススメ
１

オススメ
３

オススメ
２

石狩市民図書館
北海道石狩市
花川北７条１丁目26
tel. 0133－72－2000

●●  勉強や調べ物ができます。奥には畳席も。勉強や調べ物ができます。奥には畳席も。 ●●  パソコンブース。もちろん電源も取れます。パソコンブース。もちろん電源も取れます。
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平成26年度地区連絡会分区長会議が開催されました
　平成26年４月25日（金）午後６時から、北海道
行政書士会館２階研修室において、荒木支部長、副
支部長３名、澁田勲中分区長、板垣俊夫東分区長、
総務部理事３名の参加のもと、平成26年度地区連絡
会分区長会議が開催されました。
　会議の冒頭、荒木徹支部長から北海道行政書士会
定時総会の日程や、支部行事である「支部長と話そ
う」「支部交流会」「支部新年会」についての報告が
ありました。 その後、平成25年度の活動に関する
報告がなされました。
　分区長はおもに、支部が発行している「かわら版」

のファクス送信を行っていますが、連絡が取れない支
部会員への対処の仕方が検討されました。また、分
区長からは支部行事、とりわけ今年再開された新年
会を今後も継続して欲しい旨の要望が出されました。
　最後に、酒勾総務部
長より選挙管理委員会
の設置についての説明
がなされ、会議は終了
しました。

札幌支部　広報活動のご報告

　平成26年５月20日（火）午後１時30分～午後４時
まで、札幌駅前地下歩行空間北３条交差点広場にお
いて、「北海道管区行政評価局による合同行政相談所」
が開設され、札幌支部からも相談員として参加しま
した。
　合同行政相談所（参加：北海道管区行政評価局・
札幌法務局・札幌国税局・北海道行政書士会）が、
たくさんの市民が行き交う地下歩行空間で開催され
たということもあり、訪れた方は多く、大変好評で
した。
　行政書士会への相談者数は９名で、全てが相続・

遺言についての相談でした。主に「相続人がいない
ので遺言書を書いた方が良いか迷っている」「相続で
揉めそうなので、その対策を教えて欲しい」という
ものでした。
　シニア世代を中心に「終活」の関心が高まってい
る昨今ですが、このよう
な相談会において受け
る相談内容からも、多く
の方が遺言・相続ついて
日頃から意識されてい
ると感じました。

「北海道管区行政評価局による合同行政相談所」に参加しました

分区長会議で説明する荒木支部長

合同相談所の様子

さっぴょん：先生、このリストはなあに！？
　　　　　　１位２××万…？？　収入証紙？

さっぴょん：みんないっぱいお仕事してるんだ～

財務部長：それは昨年度、支部で収入証紙を購入してくれた
ひとのリストだね。Ｈ25の収入証紙購入額の上位
10名のうち、６名はＨ24のときも同じようにたく
さん購入してくれていたひとなんですよ。

財務部長：全体を見ると、99万から１万円までの購入者が９
割をしめるんです。

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

2 0 3 9 47 （人）

300～250 249～200 199～150 149～100 99～50 49～1 （万円）

1 0 0 1 13 50 （人）

平成24年度　収入証紙販売額統計表（出張所除く）

平成25年度　収入証紙販売額統計表（出張所除く）

事務局 日々 あれこれ

さっぴょん：すごいね～！これからもたくさん札幌
支部で購入してもらえるといいなあ。

　　　　　　購入予約申込書もあるんだよね。
　　　　　　さっそく取り寄せしなくちゃね☆ミ
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実務専門講座受講感想文

1 札幌支部 櫻　井　のり子
講座内容 受講日 講師氏名
会社設立実務 平成25年11月18日(月)　18：00～21:00

山上和彦先生
記帳会計実務 平成25年11月19日(火)　18：00～21:00

2 札幌支部 工　藤　美　佳
講座内容 受講日 講師氏名

『セミナーを活用した顧客獲得術』 平成25年11月25日(月)　18:00～21:00 吉田　充先生

3 札幌支部 小　松　浩　藏
講座内容 受講日 講師氏名
『相続業務』 平成26年１月21日(火)　18:00～21:00 築田直哉先生

　今回の実務講座の中で、一番楽しみにしていた講座がこの
「会社設立実務」と「記帳会計実務」の講座でした。私は、今
年６月１日に行政書士会に入会した新人ですが、実は、税理
士事務所勤務時代の担当先からの依頼を受け、既に記帳代行
を業として行っておりました。もちろん日々勉強を怠らず業
務は行って参りましたが、今回の山上先生の講座は、『もっと
早く受けたかった』『今回、受けて良かった』と心から感じる
ものでした。具体的には、会社設立時の定款作成から、各官
庁への届け出書類、更には、法務局への印鑑の届け出、印鑑
カード交付申請までと、すぐに実務に活用できる実際の記入
例付きの資料もいただきました。多分、今回の講座の情報を
ひとりで集めるとなるとかなりの数の書籍とにらめっこしな

ければならないと思います。また、「ミスったままでは終われ
ない」という失敗談を交えながらの定款作成時の注意点は、
緊張感を持ちながら聞くことができ大変勉強になりました。
　そして、二日目は記帳のことだけではなく、先生が実際に
経験された税理士との業際問題もお話ししてくださり、業際
に関しては、肝に銘じて業務に当たらなければならないと改
めて強く感じました。
　最後に、これは、感想ではないのですが、苦労して培った
集客のノウハウをここまで公開してもいいのと感じるぐらい
惜しみなく提供してくださり、先生からの私達への応援なの
だととても感謝しております。本当にありがとうございまし
た。

　平成25年11月の新入会員研修において吉田先生の講義を
受講し、もっと吉田先生のお話しを聴きたいと思い受講いた
しました。
　本講座ではセミナーに関することだけではなく、業務を行
っていくにあたって自分が疑問に思っていたことを広く学ぶ
ことができました。行政書士として平成23年３月に開業して
からずっと疑問に思ってはいたものの、誰にも尋ねることが
できなかったことがいくつも氷解したのです。
　自分はいったい今まで何をやっていたのだろう？と気づか
された点はたくさんありましたが、そのうちの一つが「個別
相談の目的を間違えない」というものです。私は今まで“初

回相談無料”の個別相談において、初回のみでお客様の問題
点を解決してしまうようなことが多くありました。こんなこ
とを漫然と繰り返していると無料相談で多忙なだけの毎日に
なり、当然このままではよくないと思うようになりました。
　しかし今回の講座で吉田先生にどのようにするのがよいか
ということを教えていただきました。講座案内にもありまし
たが、まさに講座を受講した翌日には学んだことをすぐに実
践できたのです。
　お忙しい中受講者のために素晴らしいお話しをしてくださ
った吉田先生、実践的な講座を企画してくださった札幌支部
の皆様に心より感謝申し上げます。

　まずは、貴重なご講義を拝聴させて頂き、築田先生へは感謝
の御礼を申し上げます。
　相続業務に関する営業戦略からそのクロージング方法、実践
的な業務作業についての手順や方法論等について、事細かくご
教授を頂きました。
　又、ご自分の経験値に基づいた、実務上の注意点等について
のご説明も多々含まれており、説得力があり、お話しを書き留
めている内に、レジュメが真っ黒になる位の内容の濃い、今後
業務に参考とさせて頂けるお話しでした。
　更に、相続業務の一つの実体験を例に、生々しい相続人の間

での人間模様や情景、その背後に見え隠れする人間的な感情ま
でもが、非常にリアルに伝えられ、イメージし易く、又、その
対象方法等についても理解し易くご説明も頂きましたので、実
務上での依頼者に対する行政書士としての責任の重さと、現実
の厳しさとのギャップを改めて感じ、身が引き閉まる思いで聞
かせて頂きました。
　更に、営業に関するお話しについても、未熟な私には、まだ
点としてでしか見えていなかった情報も、ようやく線として活
用出来るヒントが満載されていて、非常に勉強になりました。
　貴重なお時間を頂き、改めて御礼申し上げます。
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行政書士パーフェクト研修

　平成26年３月18日（火）かでる２・７　７階
730研修室において、アメリカンファミリー生命保
険会社　札幌総合支社　副支社長　秋葉賢一氏を
講師にお迎えし、行政書士パーフェクト研修「営
業のプロの手法に学び，士業の顧客獲得へ」が開
催され、24名が参加しました。
　行政書士の顧客確保について、保険営業マンの
営業手法から多くの事を学ぶことができました。人
脈作りからキーマンの確保、異業種交流会・法人
会の活用、企業などへのアプローチ方法等の必要
性と重要性を再確認しました。
　また、社会貢献型ブランド戦略（コーズ・ブラ
ンディング）や人脈を通して紹介・口コミでの顧

客増を目指す、新しい営業にも触れることができ、
大変有意義な研修となりました。

　平成26年４月23日（水）、札幌市教育文化会館４
階講堂において、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、行政書士パーフェクト研修「消費税法改正及
び入札参加資格申請者のための建設業財務諸表作
成上の留意点」が開催され、55名が参加しました。
　消費税改正に伴い、建設業財務諸表作成上、留
意しなければいけない事項及び税込決算書を税抜
決算書にする際のポイントについて詳細な説明が
ありました。後半は経営事項審査申請において重
要となるＹ点と建設業財務諸表の相関点について、
説明していただきました。
　本年度は入札参加資格申請があり、特に建設業

者を顧客としている会員は前半から後半まで、松
村氏の解説に集中していました。

　第８回札幌支部研修会のご報告

第１回札幌支部研修会のご報告

講師の秋葉賢一氏

講師の松村　清氏

4 札幌支部 吉　田　隆　一
講座内容 受講日 講師氏名

「産業廃棄物処理業①（基礎知識編）」 平成26年１月28日(火)　18:00～21:00  村井公裕氏

　廃棄物処理法の基礎知識と銘打ちながらも、廃棄物許可制度
の歴史に始まり、廃棄物を取り巻く現在の状況、法体系、廃棄
物の分類など、３時間では収まりきらないほどの密度の濃い内
容をパワーポイントの資料を使って効率的に解説。特に廃棄物
の分類は、間違えるとせっかくの免許を失いかねない重要な事
項なので、時間をかけて説明してくださり、業務に当たっても
慎重に確認しなければならないことを学びました。
　また、廃棄物を「処理」することからリサイクル社会へと移

行することで法体系が複雑になり、法改正も頻繁に行われてい
るということで、常に新しい情報を摂取していかなければなら
ない厳しい業務であるということを思い知らされました。
　廃棄物関連の業務をまだしたことのない初学者にとっては
やや高度な内容で、完全に理解できたとは言いがたいのです
が、学習の助けとなる土台はできた気がします。次の機会には
自分のレベルを上げて臨みたいと思います。
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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. H26. 3. 1 5411 木　村　健　一 南・江 別 区

　2. H26. 3. 1 5412 池　田　廣　嗣 中・西 区 2

　3. H26. 3. 1 5413 宮　本　訓　三 北・東 区 2

　4. H26. 4. 2 5414 山　本　博　己 南・北広島区

　5. H26. 4. 2 5417 三　宅　晴　美 北・北 区 1

　6. H26. 4. 2 5419 奥　村　一　仁 北・東 区 2

　7. H26. 4. 2 5420 渡　部　隆　太 東・豊平区2

　8. H26. 4. 2 5421 久　保　鉄　二 南・厚 別 区

　9. H26. 5. 1 5422 山　本　　　隼 北・東 区 3

10. H26. 5. 1 5424 沢　田　萌　美 北・北 区 2

11. H26. 5. 1 5425 高　杉　　　忍 中・中央区3

12. H26. 5. 1 5426 目　黒　　　州 南・南 区

13. H26. 5. 1 5427 渡　部　亮　介 北・東 区 3

14. H26. 5. 1 5428 北　野　圭　二 南・南 区

15. H26. 5. 1 5433 小　川　志　音 北・北 区 3

16. H26. 5. 1 5435 山　本　淳　一 南・南 区

●退会しました 
（退会年月日）（会員番号） （氏　名） 〔事務所〕

　1. H26. 2.28 4601 橋　本　俊　彦 東・白石区1

　2. H25. 2.28 4749 木　村　勝　夫 南・南 区

　3. H25.11. 4（死亡） 4711 熊　谷　　　豊 東・豊平区2

　4. H25.11.16（死亡） 5239 牧　野　　　寛 南・南 区

　5. H26. 2.14 2175 荒　木　伴　子 北・東 区 2

　6. H25.11. 5（死亡） 3420 長谷川　源　治 北・北 区 2

　7. H26. 3.31 3724 坂　下　　　理 東・白石区1

　8. H26. 3.31 4876 福　光　健　治 南・南 区

　9. H26. 3.31 4946 市　川　　　宏 南・南 区

10. H26. 2.28 2 行政書士法人
滝沢俊行事務所 中・中央区2

11. H26. 4.23 4019 三　國　愛　一 北・北 区 3

　先日の支部総会で「コスモスサプリ」についての
質問がありました。総会で会報についての質問があ
ったのは、僕の知る限り（数年ですが…）初めてです。
紙面づくりをしている側としては、会員のみなさま
からの反応は嬉しいものです。任期の半分が終わり、
この執行部で会報をお届けできるのは、残りあと３
回となりました。できる限り、会員のみなさまの声
にお応えいたします。 どうか、ご意見・ご感想など、
お聞かせください。これからも新鮮で役立つ会報「コ
スモスサプリ」を目指して、会報担当一同、精一杯
頑張ります。 （紺野裕和）

　会報がみなさまのお手元に届く頃には、2014年Ｗ
杯ブラジル大会の決勝トーナメントが始まっている
と思います。日本代表の試合も楽しみですが、元日
本代表のあの小野伸二選手がコンサでプレーするこ
とに！試合出場は、早ければ７月20日のホーム大分
戦（札幌ドーム）になりそうです。 （原田和子）

　総務省の統計によると平成25年には携帯電話の普
及率が100％を優に超えています。さて「歩きスマホ」
が問題になっていますね。携帯大手３社は警告を呼
びかけるものの効果はいま一つのようです。もう携
帯電話がない生活には戻れませんが、仕事をしない
と決めた日はスマホをバッグにしまいこんで、たと
え数時間でもスマホを見ないようにしちゃうことが
たまにあります。 （篠原　菫）

　今号の小さな特集を書きながら「六法は毎年は買
わない」人が多いことに気付きました。法律のどこ
かは、確かに毎年のように改正されています。でも
そのすべてが私たち行政書士の業務に関わるわけで
はありません。とはいえ、依頼人の前で10年前の六
法を開く、あるいは机上にそれがある、というのは
どうも印象が…。というわけで適度に買い替えたい
と思いました。 （工藤正幸）
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