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 ■■■第９回札幌支部交流会が開催されました

　平成28年７月30日（土）第９回目となる札幌
支部交流会が開催されました。今年は～増毛へ「バ
ス旅」。国稀見学・温泉タイム～と題して増毛町
を訪問してきました。
　午前８時50分札幌駅北口を北海道中央バスさ
んの快適なバスに会員23名が乗車し出発、観光
シーズンでバスをチャーターするのが難しい時期
に北海道中央バスさんにご尽力いただきました。
　車中、恒例の自己紹介が行われ車内が打ち解け
た雰囲気になり、途中夕日の丘駐車場（厚田）に
てトイレ休憩をとり、目的地の増毛町に向かいま
した。
　バスの車内では自己紹介に続き、増毛にまつわ
る○×クイズや景品が当たるくじ引きが行われ、
大いに盛り上がりました。また、業務上での疑問・
質問にベテラン会員が回答する時間が設けられ、
登録間もない会員から疑問・質問が投げかけられ
ていました。
　お昼ころ目的地の増毛町へ到着。最北の酒蔵で
ある国稀酒造を見学です。国稀酒造は明治15年
に創業した歴史のある酒蔵であり、社名ともなっ
ている代表銘柄である「国稀」の名は乃木希典陸
軍大将にちなみ「国に稀な良いお酒」という意味
合いも持たせたものであるとのことでした。
　酒蔵見学では案内係りの女性スタッフさんによ
る名調子の説明に会員の皆さんが引き込まれてい
ました。国稀酒造の歴史から酒造りの工程を面白
く、かつわかりやすく案内していただきました。
そして皆さんが楽しみにしていた試飲の時間で
す。利き酒コーナーでは全16種類のお酒を無料
で試飲できます。どれを飲んでもおいしいのです
が、すっきりした味わいが印象的でした。勧めら
れるがままに飲み続けると少量とはいえだんだん
と酔いが回ってきます。すっかり気分が良くなっ
て酒蔵見学が終了し、増毛町内の自由散策になり
ました。
　昼食は各会員がお好みのお店で食事をしました
が、今回のバスツアーのガイド役である山本理事
のお勧めで、増毛の名店のお寿司屋さんで特上生
ちらしを食べ、デザートとして酒粕を使用した酒
蔵ラーメンを食べ増毛グルメを満喫しました。お
寿司屋さんではジャンボ生チラシを完食した会員
さんに拍手が送られていました。その後、露天風

呂から雄冬海岸の絶景を望む岩尾温泉に移動し温
泉入浴で汗を流してから、すすきのの懇親会会場
へと向かいました。
　今回のバスツアーは、参加者が少なくバスの乗
車も２人掛けのシートを独占できるという快適な
ツアーとなりました。好天に恵まれ、各会員が飲
んで食べて増毛の町を堪能したようでした。昼食
後は温泉に入浴という極楽ツアーに参加し、日頃
の疲れを癒しリフレッシュできたのではないでし
ょうか。参加した会員の方々がストレスから解放
され、みなさんいい笑顔を見せてくれていたのが
印象的でした。ただ、少し残念だったのは参加者
が少なかったことです。支部交流会では会員が日
常の業務から離れ交流することにより、親しくな
れる雰囲気があります。参加することにより新た
な人脈が築かれる絶好の機会となります。まだ、
参加したことがない会員の方は、来年参加してみ
てはいかがでしょうか。

～　増毛　バスツアー　～

●●  恒例の自己紹介  恒例の自己紹介

●●  バスに乗って出発  バスに乗って出発
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●●  ○×クイズ  ○×クイズ

●●  湧き水試飲（
お酒じゃないよ

）
  湧き水試飲（お

酒じゃないよ）

●●  酒蔵見学  酒蔵見学

●●  貯蔵タンク  貯蔵タンク

●●  国稀酒造に到着  国稀酒造に到着

●●  おいちー  おいちー
●●  おみやげどれ

にしようかしら  おみやげどれに
しようかしら

●●  お楽しみの利き酒  お楽しみの利き酒

●●  製造工程  製造工程

●●  案内役
の女性スタ

ッフさん

  案内役の
女性スタッ

フさん
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●●  酒粕ラーメン  酒粕ラーメン
　  （味噌・塩・醤油）　  （味噌・塩・醤油）

●●  エビ天丼もおいしそうでした  エビ天丼もおいしそうでした

●● うにイクラ
丼 うにイクラ丼 ●● 甘エビ丼 甘エビ丼

▲▲  ジャンボ生チラシ（￥3560）に挑戦
  ジャンボ生チラシ（￥3560）に挑戦

▲▲  完食  完食

●●  懇親会の様子  懇親会の様子

●●  おいちー  おいちー

●●  夕日に向かってポーズ  夕日に向かってポーズ

●●  お疲れ様でした  お疲れ様でした

●●  やっぱりソフトクリームだね  やっぱりソフトクリームだね

●● 国稀のキャンペーンガールの
ようです 国稀のキャンペーンガールのよ
うです

●●  締めのあいさつ  締めのあいさつ
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●  お疲れ様でした

 ■■■実務専門講座のご案内

「実務専門講座の趣旨」　～より深く、より実践的に～
　実務専門講座は、登録入会してまだ間もない会員や、こ
れまでに取り扱ったことがない業務を修得しようとする
会員を対象に、基礎から実務まで一連の流れを把握できる
ことを目的とした実践的な講座です。今年で13回目を迎
え、受講された会員の方から大変好評を頂いております。
　行政書士として業務を初めて受任する場合、『どこか
ら手を付けていけばいいのか』、『実務上の取扱いはどう
なっているのか』など、会員が疑問に思う部分や、一般
的なテキストでは習得が困難な分野を学ぶことができる
講座として会員にご利用いただいております。
　本研修会では、その分野に精通した外部講師や実際に
活躍する行政書士を講師として迎え、その業務の営業方

法から基礎知識、実践的な知識も含めてしっかり身につ
けることはもとより、実際に業務を受任した場合の、よ
きアドバイスを受けることもできる講座となっておりま
す。この講座を受けた翌日には、学んだことをすぐに実
践できる力を養うことに主眼を置いているのが最大の特
徴といえます。
　新入会員や、一層の業務開拓を図る会員の皆様には、
是非この講座の受講をお勧めします。
　受講申込書は、札幌支部が８月下旬に発送している「第
13回実務専門講座のご案内」に添付していますが、お
手元にない方は、札幌支部（電話011ｰ271ｰ0773）ま
でお問い合わせください。

講師氏名 阿　部　竜　司（弁護士）

研 修 日 平成28年９月15日（木） 講 座 名 自分の契約書＆クライアントの契約書
どっちもマスター（初級・中級）

講座内容
の説明　

～トラブルを未然に防ぐ契約書の基礎を身に付ける～
まずは自分の事務所の業務委託契約書作成の留意点を軸に、契約書作成依頼に関する問い合わせから契約
書納品までの業務フロー、トラブルを予防できる内容にするためのポイントなど、予防法務の専門家とな
る行政書士としての必須の知識を学んでいきます。
また今回は、弁護士の視点から見た「行政書士としてどのように契約書作成業務に携わるか」や依頼者で
はない当事者と接触することのリスクなど、契約書作成業務に関する実践的なポイントを幅広く学習でき
る機会となっています。 ＜本講座は既に終了しています＞

● 第９回札幌支部交流会・懇親会に参加された会員の感想 

　平成27年５月に登録いたしました深林恭広と申します。去る７月30日、第９回札幌支部交流会・懇
親会に参加いたしました。私はこれまでこのような行事には参加していませんでしたが、これまで
交流のなかった諸先輩の先生方ともお話ができる良い機会と思い、参加させていただきました。
　交流会は、午前９時に札幌駅北口を出発し、バスで増毛町へ。２時間ほどの車中では、会員みなさ
まの自己紹介タイムや増毛町にちなんだ○×クイズ（難問!）が行われ、和気あいあいとした雰囲
気でその後の行程も楽しみになりました。
　増毛町では、まず国稀酒造の酒蔵を見学しました。築100年以上の歴史を感じさせる酒蔵では、スタッフの方に増毛町と
国稀酒造の歴史や酒造りの工程について軽妙すぎるトークで解説していただきました。また試飲コーナーでは、販売中の全
銘柄を試飲してしまいました。
　酒蔵見学の後は、支部の大食い担当（？）のみなさまと、寿司のまつくらの生ちらし、麺屋田中商店のラーメンをいただ
きました（どちらもおいしかった！）。ただ、食べ過ぎているうちに出発時間がきてしまい、歴史的建造物が立ち並ぶ町内を
散策できなかったのが残念でした。その後、同町内の岩尾温泉にて、日本海を一望できる露天風呂をゆっくり堪能できました。
札幌到着後の懇親会では、交流会でお話しすることができなかった会員の方々ともお話をすることができ、とても楽しいひ
とときを過ごすことができました。
　懇親会では、「若い（登録後間もない）会員が会の行事に参加しなくなっている」という話を聞きました（私もまさにその
ひとりです）。しかし、今回この会に参加し、諸先輩の方々の経験談や普段の業務に関する疑問点をお聞きしたりなど、文字
どおり交流を深められたことは、非常に有意義なものであると実感しました。また次回もぜひ参加させていただきたいと思
います。すばらしい会を開催していただき、ありがとうございました。

事務所名 深林行政書士事務所
事務所住所 札幌市中央区大通西５丁目８昭和ビル３階
取扱業務 各種許認可（入管、免税販売、建設業、風俗営業他）
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講師氏名 安　田　大　祐

研 修 日 平成28年10月19日（水） 講 座 名 障害福祉サービス事業からみる
福祉系事業の指定申請

プロフィール

札幌市南区真駒内生まれ（昭和61年）/東区東苗穂育ちの札幌っ子。札幌開成高等学校卒業（サッカー部）/
北海道大学教育学部 卒業（７ヶ月アイルランド留学）。
大学卒業後、精神科病院や介護事業を経営する医療法人の法人事業部にて、尊敬する経営者の下での勤務経
験を経て、札幌リブレ行政書士法務事務所を開業。開業後は、前職での業界知識を活かし、介護事業・福祉
事業に注力した特化サービスの提供を行っています。
趣味①音楽活動（路上ライブ・バーライブ）/ 趣味②海外バックパッカー。
モットーは「人生一度、やりたいことをやる！」「Try ＆ Error ＆ Do it ！」

講座内容
の説明　

～障害福祉サービス事業を中心に～
研修アンケートで開催希望が多かった障害福祉サービス事業を中心に、障害者総合支援法・児童福祉法・
介護保険法等に基づく福祉系事業に関する、福祉サービスの概要に加え、抑えておくべき業界に関する基
本事項、そして実際の申請実務に関する注意点を豊富な資料を基にお話いただきます。
さらに今回は、一般的な許認可申請業務から一歩進んで、次の依頼につなげスポットのお客様と継続的な
関係を構築していくための、発展的にクライアントへ価値を提案する“武器”についてご講義いただきます。

講師氏名 萩　原　麻　代

研 修 日
平成28年10月24日（月）

講 座 名
相続業務①（初級・中級）

平成28年10月25日（火） 相続業務②及び遺言業務（初級・中級）

プロフィール

札幌生まれ札幌育ち。大学から６年間関東在住。その後帰札。自然豊かな環境の北海道が大好き。平成20年
５月に行政書士登録をして開業。
相続遺言手続、申請取次業務、会社法務が主な業務であり、開業初期から多くの相続遺言手続を取り扱う。
また、企業からの依頼により一般のお客様向け「相続遺言セミナー」講師を数多く務める。

講座内容
の説明　

～確実な書類作りと手続を遂行する実践的対応力を身につける～
今回の講座は、相続･遺言業務に対するスタンス、実際の進め方など、講師自身の多くの経験と豊富な知
識に裏打ちされた、いわば百戦錬磨の理論と実践方法を解説するのみならず、講師が実際に相続業務・遺
言業務で作成、使用した書類を資料として用い、この業務において行政書士が求められる、迅速で確実な
書類の作成と手続の遂行について、より高い実践力、実務能力を養成する講座です。
さらに本年度は、遺言業務の基礎ともなる相続業務の研修に例年以上の時間を割き、相続・遺言業務の経験の
ない方、経験の浅い方に自信を持って業務を受任できるようになっていただくのはもちろん、経験のある方に
も、他の先生の手法を知ってもらうことで、その業務知識をさらに深めていただくきっかけになる講座です。

講師氏名 山田　めぐみ

研 修 日 平成28年11月16日（水） 講 座 名 決算書の読み方と経営アドバイス
(初級・中級・上級）

プロフィール

大樹町生れ。小樽育ち。平成19年税理士試験合格（簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法）し、
翌年税理士登録。平成25年５月、勤続20年の税理士事務所を退職し、税理士事務所を開業。平成25年12月、
ＴＫＣ全国会に入会。平成27年２月行政書士登録。
『会計で会社を強くする』を実践し、経営者が自ら業績を説明できるようになるために、日々奮闘中。モットー
は『諦めない』

講座内容
の説明　

～真の経営パートナーになるために～
法人お客様の信頼を得る方法の一つが「お金の話ができること」。単に記帳をするだけでなく、「数字から
読み取れる経営情報」をお客様に伝えられるか否かが、単なる代書屋から信頼される“経営パートナー”
に変わる試金石となっていくのです。
この講座では、税理士兼業で経営革新等支援機関にも認定されている講師が、的確な決算書の読み方を通
して、黒字経営のための経営計画や、資金繰りのための施策をどのようにアドバイスしていくのか、につ
いて詳しくご説明します。　
さらに多くの許認可や企業法務に共通する決算書の読み方が学べると同時に経営者の悩みの一つである財務
分野において、顧客から真に求められている経営コンサルティング能力の基礎を身に付けることができます。
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講師氏名 江　谷　清　和

研 修 日 平成28年11月17日（木） 講 座 名 医療法人関連業務の深部探求事例
（初級・中級・上級）

プロフィール

平成10年２月の登録で19年目の業務歴になります。主たる業務は知的資産、公益法人、国際規格、農業関連
業務になります。前職は製薬会社のサラリーマンで、23年間顧客管理、文書管理、統計処理を得意分野とし
ていました。個人事業主としての厳しさはあるものの、自己で中長期計画を策定し、報酬に跳ね返る喜びを
体感しています。また新たな業務開拓が好きで、新しい法律に対する取組み体制を模索しながら行政書士業
務に取り組んでいます。

講座内容
の説明　

～医療法人関連業務研修の決定版～
書類と手続の煩雑さや着手から結了までの期間の長さから報酬額も高額になる医療法人関連業務。この講座
では、医療法人の新規設立認可申請のみならず、診療所開設許可申請、年次報告など、医療を取り巻く業務
の全体像から具体的な書類作成方法を経験豊富な講師による講義と実践的な資料によって学んでいきます。
また、病床数19床以上の「病院」と19床以下の「診療所」の業務受託内容の違いや、さらに医療法人か
らの発展形としての社会福祉法人を提言するためのコンサルティング技術など、一つの業務で終わらせる
ことなく、次の業務、次の依頼へつなげるための知識と技術を同時に学べる講座となっています。

講師氏名 吉　田　　　充

研 修 日
平成28年11月29日（火）

講 座 名
士業のマーケティング①（初級・中級・上級）

平成28年11月30日（水） 士業のマーケティング②（初級・中級・上級）

プロフィール

昭和44年札幌生まれ。大学卒業後、ゼネコン、商業施設管理会社を経て、2004年６月開業。相続・遺言、
建設業、法人設立を中心に活動。
開業当初から「セミナーによる顧客獲得」を展開し、一時低迷に陥るもその間に自らのセミナー手法を見直
し脱却。現在は、行政書士と同時にコンサルタントとしても活動を展開している。

講座内容
の説明　

～流行り、廃りに捉われない、価格競争に巻き込まれないための根底的ノウハウ～
　右を見ても左を見ても同じようなサービスを提供していて、なかなか他との差別が図り難いといわれる士
業の世界ですが、その中でも伸びている事務所と伸び悩んでいる事務所が厳然として存在することを不思
議に思ったことはありませんか？しかしその差は、「伸びている事務所は上手くいくやり方をしている」「伸
び悩んでいる事務所は上手くいかないやり方をしている」というだけのことなんです。

　本講座では、他支部や他業種で講師を務め好評を博している講師が「お客様に選ばれるためのマーケティ
ング」の基礎を「B3・マーケティングと“伝える”ノウハウ」、「B4・自分のサービスの価値を生み出し、
高め、お客様を振り向かせるノウハウ」に分けて、ワークを交えながら解説します。

　価格競争に巻き込まれることなく顧客を獲得し続けるための根底的な考え方、ノウハウを学んでみませんか?

講師氏名 野　口　哲　郎

研 修 日
平成28年12月 3日（土）

講 座 名
建設業①建設業許可申請（初級・中級）

平成28年12月10日（土） 建設業②経営事項審査（中級・上級）

プロフィール

昭和50年１月生まれ、小樽・函館育ち（お酒を飲むと浜言葉がポロポロ）。北海学園大学法学部卒業後、住
宅セールス会社・空調設備会社に10年程勤務し、平成18年11月に行政書士登録。その後開業当初より共に
研鑽を重ねてきた長谷川征輝会員と共同で平成23年４月１日「あかり行政書士法人」を設立。
サラリーマン時代に営業職を中心に、総務・経理・現場部門を経験したことが、現在の事務所経営・建設業
関連業務の基礎となっています。モットーは「明るく・楽しく・前向きに」。

講座内容
の説明　

～『建設業許可申請』・『経営事項審査』～
　上記の２テーマについて、各５時間で具体的事例を題材にした豊富な資料と各種証明書類の見本を活用し、
基礎から顧客打合わせ、申請書類作成方法、役所対応等を学び、実際に申請できるレベルまで習得します
（今年の６月からの法改正にも対応しています）。
　建設業相談員でありこの業務に精通した講師が、行政書士としての視点だけでなく、役所側がチェックす
るポイントも詳細に解説していきます。

　まったくの初級者でもこの講座を受講すれば、スタンダードな申請ならば即座に対応できる研修となって
おりますので、初級レベルから応用レベルまで、建設業関連の申請業務について幅広く学んでみたい方は、
ぜひ受講されてください。
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講師氏名 堀　川　貴　之

研 修 日
平成29年１月14日（土）

講 座 名
風俗営業①風俗営業許可申請の基礎（初級）

平成29年１月19日（木） 風俗営業②社交飲食店営業許可申請書作成（中級）

プロフィール
昭和48年生まれ。平成15年行政書士登録。当初、出身地の古平町で開業しその後、行政書士法人滝沢俊行事
務所法人社員を経て、現在は法人から独立し、個人事務所として活動。法人社員時代から風俗営業許可申請
担当し、個人事務所として独立してからも風俗営業許可申請を主な業務としている。

講座内容
の説明　

～『風俗営業許可申請の基礎』・『社交飲食店営業許可申請書作成』～
風俗営業許可申請に最低限必要な基礎的事項（食品衛生法等関連法令を含む）から、申請書作成、申請時
の注意点、現地検査のポイントまで、体験談を交え解説します。
また、今年の改正により新たに加わった「特定遊興飲食店営業」についての要件、申請時の注意点につい
ても説明する予定です。

講師氏名 長　野　源　太

研 修 日
平成29年２月４日（土）

講 座 名
一般貨物運送事業許可（初級・中級）

平成29年２月８日（水） 特殊車両通行許可（中級）

プロフィール
昭和56年１月生まれ、札幌出身。23歳で行政書士試験に合格。その後、某行政書士事務所にて６年勤務。現
在は、札幌市東区に事務所を置き、運送業を専門に業務を行っております。

講座内容
の説明　

～『一般貨物運送事業許可』・『特殊車両通行許可』～
　この業務について経験豊富な講師が、基礎から実践レベルまで豊富な資料とともに分かりやすく解説します。
　『一般貨物運送事業許可』は、許認可業務の中では少しハードルの高い業務ですが、この業務を理解する
ことができれば、その他の運送業関連許認可にも応用が利く、極めて重要な業務知識です。運送業の許認
可を手掛けてみたいという方は、この機会にぜひ受講されることをお勧めします。

　また、一定以上の大きさ・重さのある車両を通行させるときに必要な『特殊車両通行許可』は、近年改善
傾向にあるとはいえ、今なお違反車両、違反業者が後を絶たない制度でもあります。しかし逆に考えると、
それだけ新規業務開拓のチャンスがある許認可でもあります。

講師氏名 河　上　　　隆

研 修 日 平成29年
１月 or ２月を予定 講 座 名 外国人関連

講座内容
の説明　 未　定

講師氏名 会員４～５名

研 修 日 平成29年３月予定 講 座 名 業歴別会員によるパネルディスカッション
（初級・中級）

講座内容
の説明　

～行政書士としての「在り方」を知るために～
　昨年、初の試みとして開催し好評を博したパネルディスカッションを今年度も開催します。
　ベテラン会員や中堅の会員のみならず、業歴が浅いながらもしっかりと事務所を経営している会員も交え
て、業務への取組み方や業務に対する考え方、営業方法、失敗談、苦労話などを隠すことなくざっくばら
んに語っていただくことで、行政書士としての「在り方」を学んでいきます。

　受講会員からの質疑応答の時間も用意する予定ですので、「行政書士として生きていく」ことへの“本音”
を聞くことのできる貴重な機会となります。
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　入口近くに来客時に対応できるカウンターテーブルを用意し、パーテーションを置くことで支部無料相談
に来た相談者のプライバシーに、より配慮できるようになりました。

北海道収入証紙の購入 　

北海道収入証紙の購入希望日の前日までに、電話又はFAXで事前に必要な金額と枚数をご連絡ください。
FAXで注文する際には「予約申込書」のご利用をお願いします。「予約申込書」は支部でお配りしています。
前日までに購入予約をした場合、購入当日は、11時～16時の間に購入をお願いします（事務局は17時まで開
いていますが、会計事務の都合上16時までに購入をお願いします）。

補助者登録
補助者登録は支部事務局で行います。新規登録の場合、補助者の住民票、履歴書、顔写真、登録料2,000円
を添えて届出書を提出します。補助者登録は、２年毎に更新が必要ですが、その届出も支部事務局で行います。

〒060ｰ0001
　札幌市中央区北１条西８丁目
　丸二羽柴ビル４階

　電話（011）271ｰ0773

❖支部事務局の開いている時間
平日の９時～17時。土日祝日はお休みです。
ただし、事務員の角山さんは銀行等に出掛けている間、また札
幌支部研修の際には３時間ほど準備と受付のため事務局を不在
にします。行き違い等を防ぐためにも、支部事務局へお越しの
際は、事前にお電話をいただけますようお願いいたします。

平成28年８月23日より、札幌支部事務局のレイアウトを変更しました。

こんなときは、支部事務局にお越しください

 ■■■支部事務局レイアウト変更のお知らせ

作業中

支部事務局
の住所

作業後

2016年３月１日から勤務している角山です。入社して半年が経過しました。

これからも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。 

❖ 事務員　角山さんのご紹介
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 ■■■研 修 報 告 ❶

　平成28年６月20日（月）、札幌市教育文化会館4F
403号室において、十勝支部　支部長　医王田　勝美
氏を講師に迎え、行政書士パーフェクト研修「農地
法許可申請の実務（具体的な事例研究を含めて）」
が開催され、会員69名、補助者１名が受講しました。
　農地法第３条～５条の許可は、行政書士の独占業
務で、新たな農業関連分野の業務にも通じる基盤業
務です。今回は、農地法５条の許可を中心として、

講師が実際に手掛けた事例を基に農業関連の土地・
建物の写真等豊富な資料を使用し、詳細な説明がな
されました。農業委員会や振興局とのやり取りにつ
いても具体的な話があり、実務に直結する内容とな
っていました。
　講義終了後には、５名の会員が挙手し、活発な質
疑応答がみられ、非常に熱気を帯びた研修となりま
した。

　平成28年７月５日（火）北海道行政書士会館2F
研修室において、一般財団法人日本品質保証機構　
企画センター特別参与　仲矢　新  氏を講師に迎え、
札幌支部特別研修が開催されました。
　前半はそもそもISOとは何か？という視点から、
企業活動における経営上の課題を改善するための規
格であるという位置付け、各種規格の分類と定義、
ISO導入によるメリットについて詳細な解説がなさ
れました。
　中盤はISO9001にスポットを当て、その規格の内
容について説明されました。具体的にはISO9001が
顧客の要望、法規制を守った製品・サービスを一貫
して提供できる能力を実証し、顧客満足を向上させ
る機会を増やすことを目的としていること、何をし
なければいけないのか？ということを要求事項とし
て定めていることを述べられました。また、製造業
やサービス業を事例として、どのようにプロセス管
理をすべきかということや審査で見かけた不適合事

例について紹介がありました。
　終盤はISO9001を活用するためとして、どのよ
うなマネジメントシステムを作り上げれば良いの
か？に言及されました。
　講師の熱心な講義に、各受講者に真剣な表情で聞
き入っていました。研修後のアンケートでは「非常
に内容が濃く、２回に分けても良かった。」等の声
もありました。補助者を含め28名が受講しました。

行政書士パーフェクト研修　第１回　札幌支部研修会のご報告

研修会の様子研修会の様子

講師の仲矢　新 氏講師の仲矢　新 氏

講師の医王田勝美十勝支部長講師の医王田勝美十勝支部長

行政書士会札幌支部特別研修
「ISO9000S1の基礎知識～新たな顧客サービスとしてのISO以降・取得、はじめの一歩～」の報告
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　平成28年８月２日（水）かでる２・７　520研修室
において、昨年に引き続き、税理士でもある大滝裕子
会員を講師に迎え、「相続と相続税」の研修会が開催
されました。出席者は60名（うち補助者１名）でした。
　大滝講師は実務で経験した具体例を挙げてお話しさ
れ、設例に基づいて相続税の計算をするというワーク
も盛り込まれていましたので、前回に続いて受講され
た出席者も十数名おりましたが、とても充実した内容
の研修会でした。質疑応答でも、５名の会員から質問
がありました。
　研修終了後は、大滝講師と名刺交換される会員も
多く、アンケートでも「また聴きたい」という声が
見受けられました。大滝講師の軽快なお話ぶりもあ

り会場は時折笑いに包まれながら研修会は進みまし
たので、受講者の方も時間が経つのを早く感じたの
ではないでしょうか。

講師の大滝裕子会員講師の大滝裕子会員

 ■■■研 修 報 告 ❷

行政書士パーフェクト研修　第２回　札幌支部研修会のご報告

今後開催される一般研修の予定
平成28年
11月 入札参加資格申請について 講 師：札幌市財政局管財部契約管理課（予定）

平成28年
12月 職務上請求書と行政書士倫理について 講 師：北海道行政書士会職務上請求書使用確認委員会（予定）

平成29年
２月 公正証書に関する内容 講 師：札幌法務局所属の公証人（予定）

平成29年
３月 建設業（財務諸表と経営事項審査）について 講 師：ワイズ公共データシステム株式会社（予定）

テーマ及び講師は変更する場合があります。詳細は今後の支部事務局からの案内をご覧ください。

　平成28年度定時総会議案書において、札幌市広報部市民
の声を聞く課より「札幌市相談窓口のご案内（平成28年度
版）」に掲載したいとの照会があり、支部における毎月第３
水曜日の無料相談が掲載されることを報告しましたが、冊子
が発行されましたのでお知らせします。５ページの「３  市
内の公的機関の相談窓口（１）法律・公正証書・国籍・各種
手続きに関する相談」に掲載されました。
　札幌市役所及び各区役所等で配布しております。ぜひ、
ご確認ください。札幌市のホームページでもご覧になれます
（平成28年８月時点では平成27年度版が掲載）。

「札幌市相談窓口のご案内」に支部無料相談会が掲載されました

 ■■■広報活動のご報告

表紙表紙  ▶▶

▼▼  相談内容、相談機関相談内容、相談機関
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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. H28. 6. 1 5641 重　永　康　希 中・中央区1

　2. H28. 6. 1 5643 金　坂　由美子 東・豊平区1

　3. H28. 6. 1 5645 森　山　友　稔 北・東 区 1

　4. H28. 6. 1 5647 本　間　諭　史 中・西 区 2

　5. H28. 6. 1 5649 西　川　真　王 北・北 区 2

　6. H28. 6. 1 5650 高　橋　雅　幸 中・中央区4

　7. H28. 6. 1 5653 桂　川　明　美 北・東 区 2

　8. H28. 6. 1 5654 船　水　敦　子 中・中央区2

　9. H28. 7. 1 5656 大　石　雅　則 南・北広島区

10. H28. 7. 1 5657 寺　島　平　和 東・豊平区1

11. H28. 8. 1 5659 前　田　暁　人 中・中央区5

12. H28. 8. 1 5660 伊　藤　祐　一 中・中央区2

13. H28. 8. 1 5664 小　形　　　敏 北・東 区 2

14. H28. 8. 1 5665 田　原　廣　志 中・中央区1

●退会しました 
（退会年月日）（会員番号） （氏　名） 〔事務所〕

　1. H28. 5.30 4785 手　繰　健　一 東・白石区3

　2. H28. 6.10（死亡） 2679 西　原　要　吉 東・白石区1

　3. H28. 6.14 4668 山　林　義　朗 東・白石区1

　4. H28. 6.30（函館） 5499 竹　田　一　視 東・白石区1

　5. H28. 6.24 5076 田　中　芳　治 南・恵 庭 区

　6. H28. 7.12 3800 廣　瀬　　　彌 北・東 区 1

　7. H28. 8. 1（東京） 5219 菊　地　沙知子 南・厚 別 区

　この支部だよりが発行されるのは９月下旬なので、
もう涼しくなっていると思いますが、今年の夏は暑
かったですね。帰宅前の夕方、一人でビアガーデン
に立ち寄ってみたところ、ものすごく混んでいまし
た。最近は昼の開店時からすでに混雑していること
もあるそうです。 （木田晶子）

　『札幌市相談窓口のご案内（平成28年度版）』の「公
的機関」の相談窓口一覧に札幌支部の無料相談会が
掲載されました。札幌市のパンフレットライブラリ
ーに昨年度の冊子が載っていたので比較してみると
同じページには、支部の相談会のほかに札幌家庭裁
判所の後見・財産管理センターが追加されていまし
た。超高齢社会で成年後見制度の利用が増えている
のでしょうね。 （原田和子）

　今年は暑い日が続き、美味しいビールをたくさん
飲まれたかもしれません。糖質制限的にはビールは
あまり良くないようで、ウィスキーや焼酎などの蒸
留酒の方が良いらしいですね。自分もダイエット中
で、おかげであまり好きではなかったハイボールや
焼酎が大分飲めるようになりました。
 （坂之井直紀）

　先日、札幌支部事務局内の模様替えを手伝いまし
た。やはり昔からの紙の書類が大量にあり、保管場
所を確保するのが大変だなというのが率直な感想で
した。レイアウトを変えて以前より会議スペースが
広くなっているので、是非見に来てください。
 （嶋田俊二郎）
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