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教育委員会

寒い冬もようやく終わり、待ちに待った春がやってきますね。
今回は新年交礼会、コミュニティＦＭ放送局出演、教育委員会から感謝状と盛りだくさん
の内容で読み応えがありますよ～。任意会特集は、数ある任意会の中でも長い歴史と会員
数を誇る水曜会です。ぜひ読んでくださいね。 新年交礼会

ラジオ出演
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 ■■■平成28年  新年交礼会が開催されました
　平成28年１月29日（金）午後７時　フィ
ンチ　オブ　アメージング　ダイナー（メ
ルキュールホテル札幌１階）において、札
幌支部の新年交礼会が開催され、42名が参
加しました。
　今年は酒勾副支部長が司会を担当し、荒
木支部長のあいさつから新年交礼会が始ま
りました。３月末に退職することになった
事務局の澁谷さんのあいさつがあり参加者
全員が聞き入っていました。そして荒木支
部長から澁谷さんへ花束が贈呈され、長い
間札幌支部を支えてくれた澁谷さんへ参加
者全員の惜しみない拍手が送られました。
　菊地利夫会員のアコーディオン演奏、ビ
ンゴゲームと盛りだくさんの内容で会場は
大変盛り上がりました。菊地会員はアンコ
ールにも応えて歌謡曲からシャンソンまで

多彩なレパートリーの楽曲を披露していた
だきました。ビンゴゲームでは鍋や道産米、
ビールといった魅力的な景品が用意されて
おり会場に「ビンゴ」の声が飛び交いました。
　また、新入会員のあいさつとベテラン会
員の方々からお言葉をいただき、新しい会
員の方々から抱負と先輩会員の方々から行
政書士として業務に取り組む上でのアドバ
イスを聞くことができました。
　恒例行事となった新年交礼会ですが、今
年もくじ引きで座席を決める工夫がされて
おり、面識のない支部会員同士の交流を深
める有意義な機会となったと思います。登
録間もない会員の方々も多数参加されてお
り、ベテラン会員の方々と知り合いになる
良い機会になったのではないでしょうか。

●● 新年交礼会スタート 新年交礼会スタート

●● 花束贈呈　お疲れ様でした 花束贈呈　お疲れ様でした

●● 司会の酒勾副支部長 司会の酒勾副支部長

●● 澁谷さん挨拶 澁谷さん挨拶

●● 荒木支部長挨拶 荒木支部長挨拶
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●● 村田菊男会員 村田菊男会員
　による乾杯　による乾杯

●● 菊地利夫会員の 菊地利夫会員の
　アコーディオン演奏　アコーディオン演奏

●● 素敵な演奏でした 素敵な演奏でした

●● きれいに撮ってよ きれいに撮ってよ

●● 新入会員あいさつ 新入会員あいさつ

●● ビンゴゲームで鍋ゲット ビンゴゲームで鍋ゲット

●● 魅了的な景品 魅了的な景品

▲▲ 澁谷さんピース 澁谷さんピース

▼▼ 冬でもビールだよね 冬でもビールだよね
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◀◀ 先輩会員のお言葉 先輩会員のお言葉
　 板垣俊夫会員　 板垣俊夫会員

◀◀ 先輩会員のお言葉 先輩会員のお言葉
　 中川宏煕会員　 中川宏煕会員

歓談の様子歓談の様子

●● 冬でもビールだよね 冬でもビールだよね
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 ■■■実務専門講座のご報告

講座名 建設業①（許可申請）
建設業②（経営事項審査）

講　　師 行政書士　野口　哲郎　氏（札幌支部会員）

研修日
①平成27年12月 5日（土）　参加人数：29名
②平成27年12月12日（土）　参加人数：32名

感　　　想 札幌支部　竹田一視会員

　12月５日、12日と２週にわたって札幌支部主催の実務専門講座「建設業許可申請」「経審」の講座を受講し
た。講師は札幌支部の野口哲郎先生。建設業を中心に各種許認可を手掛けていらっしゃる先生の講座であり、
27年度の新入会員研修でもご指導いただいた先生でしたので興味深く参加した。
　講義を受けてありがたかったのは事例説明の中で実話、実体験からくるお話が聴けたこと。豊富な資料で、申
請書の書き方や添付書類見本など実際の申請に即した内容だったこと。テキストには載っていないコツやノウ
ハウにつながるお話があったことなどなど、実務に直結するお話が聴けました。また、顧客から必要とされるテ
クニックについてもアドバイスがあり、まったく建設業の業界のことを知らない私には「なるほど」の連続です。
　自分が経験のない、知らない業界へのアプローチはかなり敷居が高いのですが、講座を受講して背中を押し
てもらったような気がします。実務を経験するうえで、困難な壁もあるのでしょうが取り敢えず一通りの手順
や手ほどきを受けましたので早速、建設業界の顧客開拓に取り掛かろうと思います。ありがとうございました。
 空知支部　鈴木　千逸　会員

講座名 運送業　①一般貨物運送事業
運送業　②特殊車両通行許可

講　　師 行政書士　長野　源太　氏（札幌支部会員）

研修日
①平成28年１月16日（土）　参加人数：28名
②平成28年１月19日（火）　参加人数：24名

講座の内容

①一般貨物運送事業について、基礎的な事項から申請書、事業計画書の作成の実践的なことまで講義があった。
②特殊車両通行許可について、申請書の作成を中心に詳しい講義があった。

「建設業」の野口講師「建設業」の野口講師

「運送業」の長野講師「運送業」の長野講師

講座名 産業廃棄物処理業　①廃棄物処理法の重要ポイント
産業廃棄物処理業　②許可申請手続きの実際

講　　師 行政書士　大沼　　準　氏（札幌支部会員）

研修日
①平成28年２月３日（水）　参加人数：14名
②平成28年２月６日（土）　参加人数：17名

感　　　想 札幌支部　竹田一視会員

　廃棄物処理業の２日間の研修を受講しました。
　大沼先生の講義はまず廃棄物処理法の基礎知識全般を説明され、２日目にはそれをベースに、許可申請書の
事業計画の考え方や各項目の書き方、キーとなる保管場所面積の算出方法等大変実践的なもので、さらに関連
して事務所経営についても熱く語られていました。この講義により感じたのは、まず、基礎知識の上にこそ専

「廃棄物処理法」の大沼講師「廃棄物処理法」の大沼講師
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講座名 自動車登録、車庫証明

講　　師 行政書士　鶴間　　謙　氏（札幌支部会員）

研修日 平成28年２月13日（土）　参加人数：23名

感　　　想 

　平成28年２月13日に自動車登録の実務専門講座に参加させて頂きました。
　講義では自動車等の制度の基礎知識、実際の移転登録の申請書類の作成、手続きの全体的な流れ等を中心に
学びました。特に実際の申請書類の作成では必要書類や実務上の注意点を詳細におしえていただき、実務の流
れをイメージすることが出来て大変参考になりました。
　今回の研修で、行政書士の業務として比較的身近に感じていた自動車登録業務の奥深さを垣間見て、これか
ら深く学び業務として積極的に取り組んでいきたいと強く思いました。
　そして鶴間先生のお話でもありましたが、行政書士として自らが仕事を創るという視点も今後大切にしてい
きたいと思います。
　最後になりますが、講師を務めていただいた鶴間先生、誠にありがとうございました。
 札幌支部　舘田　貴治　会員

「自転車登録」の鶴間講師「自転車登録」の鶴間講師

事例研究 業歴10年以上の４会員によるパネルディスカッション

講　師
　行政書士　江谷　清和　　氏（札幌支部会員）
　行政書士　佐々木ひとみ　氏（札幌支部会員）
　行政書士　長谷川征輝　　氏（札幌支部会員）
　行政書士　吉田　　充　　氏（札幌支部会員）
開催日
　平成28年２月25日（木）　参加人数：17名
講座の内容
　４名の会員の経験談から、営業方法、顧客との
関係性の築き方など「行政書士としてのあり方」
について江谷会員のファシリテートによりディス
カッションが行われ、受講者と意見交換も行った。

門知識が有るのだということが、各専門領域毎にも言えるということです。
　また、専門領域のプロとして、お客様が行政機関との間で遭遇する全ての問題に先回りして助言・指導する
ことで、お客様の仕事がスムースに回ることは、その分野への社会的貢献としても大きな価値を持つものだと
言うことです。その具体像を示された大沼先生の講義に大変感謝しています。
 札幌支部　菱　　祐一　会員
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 ■■■行政書士パーフェクト研修

　平成27年12月24日（木）、札幌市教育文化会館
４Ｆ講堂において、宮元仁会員（本会・職務上請求
書使用確認委員会委員長）を講師に迎え、行政書士
パーフェクト研修「職務上請求書と関連法令と行政
書士業務」が開催され、45名
が受講しました。
　戸籍法の変遷と職務上請求書
の注意点を中心に関連法令及び
他士業間の業際問題について解
説がありました。中でも職務上
請求書の記載方法を含めた取扱
いについては時間を割いて説明
があり、特に「単純取得」への
注意の必要性を説かれました。
また、昨今注目されている「マ
イナンバー制度」と絡めて職務
上請求書と行政書士業務につい
ても話が及びました。

　新入会員だけではなく、ベテランの会員も多数参
加し、日頃の疑問を解決できる有意義な機会にもな
りました。

　平成28年２月18日（木）、札幌市教育文化会館４
Ｆ講堂において、札幌大通公証役場公証人　石田敏
明氏を講師にお迎えし、行政書士パーフェクト研修
「公正証書の活用方法」が開催され、他支部会員及
び補助者を含め82名が参加し
ました。
　公証人の仕事についての一般
的な説明があり、その後に石田
公証人の業務の中での豊富な実
践例をもとに、どのような依頼
が多いのか、その種類ごとに公
正証書作成のメリットの説明が
ありました。また、作成にあた
っての注意事項、盛り込むべき
ポイントや吟味したほうがよい
事項について具体例を交えて詳
細に聴くことができ、実務上有
意義な知識を得ることができま

した。特に離婚関連の公正証書に関する説明を聞く
機会は今まであまりなかったため、みなさん真剣な
表情で耳を傾けていました。

第５回札幌支部研修会のご報告

第６回札幌支部研修会のご報告

講師の宮元会員講師の宮元会員

講師の石田公証人講師の石田公証人
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さっぴょんさっぴょんがが任意会任意会にに
　おじゃましま～す！　おじゃましま～す！

3

水曜会事務局の連絡先
　第３回目は、長い歴史のある任意会の一つ「水曜会」です。２
月28日に行われた水曜会30周年記念パーティを取材させていた
だき、板垣代表にお話しを伺いました。

Ｑ：発足の経緯を教えてください。

Ａ：昭和59年６月から活動していた行政書士の勉強会が、昭和61年４月１
日に水曜会となって活動を開始しました。私は昭和59年２月に北海道行
政書士会の登録と合せて開業をしましたが、右も左もわからない状態で
業務に取り組まなければならない日々でした。当時の諸先輩は、業務を
遂行するにあたり、血と涙を流しながら関係諸機関や役所に対応し、渡
り合いながら業務をこなしてきた方々でしたので、新人が簡単に教えを
乞うというような雰囲気ではありませんでした。

　　そのような状況から脱却するためには、任意会を作りそこで悩む者同士
業務研鑽をすれば、紆余曲折することなくストレートに業務を遂行して
いくことが可能だろうと考え、任意会を作ることとしました。

Ｑ：このたびは、会の発足30周年おめでとうございます。30年を振り返って、
いかがですか？

Ａ：水曜会が、今日に至るまで存在していようとは、その当時思いも至らな
いことでした。この30年光陰矢の如しという心境です。

　　長く水曜会に参加してきた方々が発起人となって、記念パーティを開い
てくれました。来賓を含め40名ものご参加がありました。久しぶりに拝
見するお顔もありましたが、水曜会で共に学んできた仲間が現在も行政
書士として華々しく活躍しているというのは、大変嬉しいことです。

Ｑ：現在はどのような活動をしていますか？

Ａ：毎月第３もしくは第４水曜日に、北区民センターで勉強会を行っていま
す。水曜会は、新人及び中堅の研修の場を目的とするもので、会費等の
徴収は一切していません。ただ、研修会場費のみ研修会に参加した人た
ちで頭割りにして支払うという方針を貫いてきました。最近は毎回20名
前後が参加しています。講師は主に水曜会に参加する行政書士が、自ら
行なった業務の中から得意分野、法令改正、珍しい案件などを発表して
います。そのほか、研修会ばかりではなく、恒例行事でお花見、ビール会、
忘年会も行なって楽しんでいます。

Ｑ：最後に一言お願いします。

Ａ：水曜会では、三つの理念（目的）をもって業務研修を行ってきました。
それは、「共育」し合うことで業務を「学び」、業務に反映することで生
活が成り立って「自立」するというサイクルを構築することです。基本
的に学ぶことが業務の真髄であり、唯一の財産（人的・物的）ともなり
得るものです。業務を依頼されたら全身全霊を傾けて、誠心誠意責任感
をもって最後まで遣り抜く。その結果、業務に達成感を伴うわけであり
ますし、報酬をいただける喜びも伴ってきます。よって、行政書士本人
のクオリティも高くなっていくわけです。

　　これからも水曜会によって、会員同士のつながりが生まれ、縁となって
結びつき、その縁の働きかけで多くの会員が更なる高みに上がっていく
ことを願っています。新入会員や業務の幅を広げたい方、水曜会で一緒
に研鑽を積んでいきましょう。

場所 ：札幌市東区北24条東８丁目3－25
　　　 　メゾンエクセル202号
　　　 　キクチ労務行政事務所内水曜会事務局

TEL ：011－702－0888　 MAIL ：BZZ23665＠nifty.ne.jp

編編水曜会水曜会

菊地事務局長菊地事務局長

板垣代表板垣代表

30周年記念パーティ参加者と30周年記念パーティ参加者と

作成者：水曜会代表　作成者：水曜会代表　板垣俊夫板垣俊夫  ▶▶
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　平成27年12月２日（水）札幌市老人クラブ連合
会主催の第30回中央区老人クラブ連合会「健康交
流集会」が中央区民センター２階区民ホールにおい
て開催されました。札幌支部が担当した講演の部で
は、吉田充会員を講師に迎え『肩のこらない終活の
はなし』を行い、180数名が参加しました。
　講演では、さまざまな「終活」の中でも相続・遺
言を中心に豊富な資料をもとに分かりやすく解説し
ていただきました。講師の実際にあった予想外の相
続例や尊厳死と安楽死の違いなどに参加者は、熱心
に耳を傾けていました。シニア・シルバー世代へ「終
活」に絡めて行政書士業務を周知しました。

　平成28年１月27日（水）午後１時　豊平老人福祉
センターにおいて「元気なうちに準備を～任意後見
制度について～」と題したセミナーを開催しました。
　セミナーでは法定後見と任意後見の違いや、それ
ぞれの必要性をわかりやすく説明し、参加者27名が

熱心に聞き入っていました。
　セミナー後、参加者から多くの質問と個別の相談
もあり、後見制度への関心の高さを窺えるセミナー
となりました。

　平成28年２月29日（月）札幌駅前通地下歩行空間　
憩いの空間において、行政書士記念日週間の広報活動
として「パネル展示会と無料相談会」を開催しました。
　憩いの空間を利用し行政書士業務を紹介するパネル

を展示し、地下歩行空間を行き交う方々に行政書士業
務をアピールしました。
　無料相談には悪天候にもかかわらず、相続、離婚、
債務問題など様々な７件の相談が寄せられました。

中央区民センターで終活セミナーを開催しました

豊平老人福祉センターにおいてセミナーを開催しました

行政書士のパネル展示会と無料相談会を開催しました

 ■■■広報活動のご報告❶

中央区内には現在、26の老人クラブ（会員数約1,600人）があり、その集合体として中
央区老人クラブ連合会（花田吉治会長）が組織されており、歌・踊りなどの披露・パーク
ゴルフ大会・研修会・健康交流集会・輪投げ大会などの行事が、毎年行われております。

講師の吉田会員講師の吉田会員  ▶▶

▼▼  会場の様子会場の様子

中央区
老人クラブ連合会 とは

相談ブース相談ブース パネル展示の様子パネル展示の様子
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 ■■■広報活動のご報告❷

　平成28年２月１日（月）、札幌市教育委員会　委員長室
において、札幌支部が行政書士記念日週間事業として、
札幌市奨学基金に寄付をしたことに対する札幌市教育
長からの感謝状贈呈式が行われ、荒木支部長が長岡豊彦
教育長から感謝の言葉とともに感謝状を頂きました。

　贈呈式後の歓談では、札幌市における奨学基金の現状
や給付型奨学金の重要性についてのご説明があり、荒木
支部長・宮元副支部長から、今後もいろんな形で札幌市
に協力したいという申出をし、歓談は終始穏やかな雰囲
気となりました。

　平成28年２月16日（火）、厚別区のコミュニティＦ
Ｍ放送局「Radio D FMドラマシティ」の番組、「わが
ままむすめ1・2・3」（毎週火曜日18：00～19：00　パ
ーソナリティ：三好恵津子氏）に荒木支部長・長谷川
副支部長・浦野理事・紺野監察広報部長が出演しました。
　行政書士という資格について・行政書士の業務全般・
行政書士会についての他、女性が活躍していることや
「行政書士を身近に感じて欲しい」、「何か困ったことが
あれば、まずは行政書士に相談して欲しい」というこ
とをリスナーにアピールすることができました。

　平成28年２月４日（木）午後６時から北海道行政書
士会館２階研修室において、平成27年度２回目の「支
部長と話そう」が開催されました。
　今回の参加者は２名でしたが、特定行政書士、デー
タの活用、営業活動の重要性、北海道新幹線の影響や
効果の議題について、支部長と会員間ではとても活発
な意見と質問のやり取りがありました。また、本会や
支部には会員に対してどのようなクレームがあるのか、
顧客との関係をどのように築いていくかなど、こうい
った場でないと聞くことができない話しもありました。

札幌市教育長から感謝状を頂きました

厚別区のコミュニティＦＭに出演しました

感謝状を頂きました感謝状を頂きました 長岡教育長らと長岡教育長らと

放送後、パーソナリティの三好氏と放送後、パーソナリティの三好氏と

意見交換もしました意見交換もしました

 ■■■支部長と話そうが開催されました
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このたび３月末をもちまして退職することとなりました。 
13年間という在職のあいだ、たくさんの会員の皆様にお
世話になりました。 
笑顔で仕事を続けることができたのは、皆様にあたたか
く支えていただけたからだと思います。 
ありがとうございました。 

❖ 事務局退職のご挨拶 澁谷　朋子

はじめまして。３月１日に入社しました角山（かくやま）
です。 
慣れるまでご迷惑をかけてしまうと思いますが、日々い
ろいろなことを吸収し成長していきたいと考えておりま
すので、よろしくお願い致します。 

❖ 新事務員あいさつ 角山　澄華

 ■■■

 ■■■

平成28年度  札幌支部  定時総会のお知らせ

新旧事務員あいさつ

　日頃より支部活動にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。
　さて、平成28年度定時総会を下記のとおり開催いたしますので、ご多忙とは存
じますが多数の会員皆様のご出席をお願い申し上げます。
　総会後には懇親会をご用意いたしております。こちらにもご参加をお願いいた
します。
　なお、詳細につきましては、後日郵送（４月22日予定）の総会議案書にご案内
を同封いたします

記

日　時：　平成28年５月６日（金）
　　　　　総　　　　　　会　　14：00～16：30
　　　　　政治連盟分会総会　　16：30～
　　　　　懇　　  親　　  会　　17：00～

会　場：　東京ドームホテル札幌
　　　　　（札幌市中央区大通西８丁目　TEL：011－261－0111）
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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. H27.12. 1 5587 武　田　一　彦 中・中央区4

　2. H27.12. 1 5589 國　安　宣　博 中・西 区 1

　3. H27.12. 1 5593 花　井　亜有菜 南・厚 別 区

　4. H27.12. 1 5594 河　井　基　裕 中・中央区4

　5. H27.12. 1 5595 髙　橋　克　成 中・中央区4

　6. H28. 1. 1 5597 敦　賀　雅　史 中・中央区4

　7. H28. 1. 1 5599 古　澤　朱　美 北・東 区 2

　8. H28. 1. 1 5600 花　木　行　眞 東・豊平区2

　9. H28. 1. 1 5601 阿　部　　　孝 中・中央区4

10. H28. 1. 1 5602 木　内　　　繁 中・西 区

11. H28. 1. 1 5603 加　藤　知　子 中・中央区2

12. H28. 1. 1 5606 黒　澤　卓　史 北・北 区 3

13. H28. 1. 1 5607 清　野　直　美 中・中央区2

14. H23. 3. 1 5123 倉　又　一　成 中・中央区3
（根室から転入）

●退会しました 
（退会年月日）（会員番号） （氏　名） 〔事務所〕

　1. H27.11. 3（死亡） 2212 岡　村　信　明 南・江 別 区

　2. H27.11.14（死亡） 4509 北　村　和　幸 北・東 区 3

　3. H27.11.16（死亡） 3882 磯　部　昭　一 南・江 別 区

　4. H27.12.31 5409 林　　　雅　也 中・西 区 2

　5. H28. 1.25 5509 近　藤　　　豊 中・西 区 1

　6. H28. 1.21（死亡） 3388 山　田　　　勲 北・北 区 3

　今年になってから、人生で初めてインフルエンザ
にかかりました。「私には特別な抗体があるからか
からないのだろう」と変な思い込みがあり、私も子
供たちもワクチンを接種していませんでした。イン
フルエンザにかかると辛い・大変とは聞いていまし
たが、想像していた以上でした。かかっても軽く済
むのなら、これからはワクチンを接種しようと心に
決めました。 （木田晶子）

　春は出会いと別れの季節といいますが、札幌支部
の事務局を澁谷さんが退職されることとなりまし
た。総務部の理事をやらせていただいた頃、右も左
もわからない私に会務の事を的確に教えていただい
たことを思い出します。これまで札幌支部を支えて
いただき本当に有難うございました。幸せになって
くださいね。 （嶋田俊二郎）

　中央区老人クラブ連合会の「健康交流会」の取材
をし、高齢社会なのに老人クラブの会員減という新
聞記事を思い出しました。60代の新規加入者が減っ
たことで、会員の高齢化と役員の担い手不足が深刻
化しているそうです。ちなみに「老人クラブ」は
1963年施行の「老人福祉法」において「老人福祉
の増進を目的とする事業」として位置付けられ、国
や地方自治体から補助金を受けています。
 （原田和子）
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