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ｇｙｏｓｅｉｓｈｏｓｈｉ　HIDAKA  北海道行政書士会日高支部　 平成 30 年 7 月発行

行政書士ひだか 2018 ・ 7
平成 3 0 年度日高支部定時総会開催

事業報告・決算報告並びに事業計画・予算案については質疑も無く提案通り承認決定。

今年の室蘭・苫小牧・日高三支部合同研修会は当番の苫小牧支部副支部長から、鵡川町四季の館にて

８月２５日（土）に予定していると来賓挨拶の中でふれられた。例年三支部から３０名程の参加があり

研修とその後の懇親会にて交流を深めており、待ち遠しい事業の一つである。日高支部管内で行う業務

研修会は２回を予定しているが、毎回、研修テーマーに苦慮している。

行政書士業務の喧伝は有料ではあるが、各町広報紙の広告により行うことが効果的であるとして、平

成２８年度から、町広報紙に広告を掲載しており、行政書士記念日の時期にあわせて広告を掲載する。

事業報告・決算報告並びに事業計画・予算案については質疑も無く提案通り承認決定された。

終始スムーズな総会運営により、お昼前には閉会した。前回から会場を変更した新ひだか町内のホテ

ル９階ラウンジから垣間見る町の喧騒をよそ目に名刺交換などをしている間に昼食準備も整い、昼食会

に移行。窓越しに見える遠く二十間道路の桜の予感を肴に箸がすすみ、気がつくと解散の時刻になって

いた。

ご来賓各位遠路はるばるご苦労様でした。特に、道会榎又副会長様にあっては旭川からのご臨席あり

がとうございました。
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◇会員間の情報共有を円滑化するため

支部会員 メーリングリスト(ＭＬ)にご参加ください。

        行政書士ひだか 2018 ・ 7
発行者 北海道行政書士会日高支部

支部長 菊地 淳史

 北海道日高郡新ひだか町静内木場町2-3-26

 菊地淳史事務所内 電話 0146-42-3806

                             　  Fax 0146-42-3226

             支部ホームページ  http://www.hi-gyosei.com/

  　　      　行政書士記念日 　2月22日

　本趣旨をご理解いただきまして、会員の方

は年会費として 5,000 円を下記の口座に納

入くださいますようお願いいたします。

　郵便振替口座  02740-3-24241

　口座名義  日本行政書士政治連盟北海道支部

※振替用紙は道会会報と一緒に道会から配布

されます。

◇政治連盟会費（寄付金）納入のお願い
　個々の行政書士が十分活動するには、法改正や行政書士の職域の拡大と社会的地位の向上を図るた

めに、行政書士を支えてくれる強力な組織が必要です。

 この目的達成のため、日政連が活動しています。しかし、活動するためには、自ずと活動資金が必要

になります。日行連では政治活動は認められず、政治活動はあくまでも日政連でしかできないのです。

したがって、政治活動をしていくには、日行連とは別に日政連の会費が必要となります。日政連並び

に支部の活動は、" 総ての行政書士のために" であり、その成果の恩恵は、" 総ての行政書士が平等に

受ける" ことになるのです。

　

日　時　平成 30 年 4 月 14 日(土)午前 11 時 00 分～ 11 時 40 分
場　所　日高郡新ひだか町静内吉野町 3 丁目 1-1 「静内エクリプスホテル」

◇情報化電子化への対応

　北海道行政書士会では、電子申請への行政書士の関与可能性向上を図り、行政書士用電子証明

書G-IDの取得支援のため、会員に対しG-ID取得の際に費用補助(5,000円)を実施しております。

※期間と金額は上図の通り　2 年 15,120 円（税込）3 年 22,680 円（税込）で補助は１回限りです。

○法人設立に関しては、定款の電子認証申請を代行する場合

　定款認証後の法務局への登記は連携している司法書士が行うことになりますが、行政書士用電子証明書（セコムパスポートfor

G-ID)を用いた電子定款の場合、認証手数料5万円は紙定款と同じですが、印紙税4万円が不要になるメリットがあります。

◇非行政書士看板掲出

北海道行政書士会では、 監察業務の徹底を期するため、

行政の窓口に設置する左写真のＬ字看板を支部に配布して

います。

　　　日高支部で設置した窓口等は次のとおりです。

・ 新冠町農業委員会　 ・ 日高町農業委員会

・ 浦河町農業委員会　 ・ 新ひだか町農業委員会

・ 日高振興局建設指導課

残りの行政窓口には、 30 年度以降逐次設置して行く予定

です。

○自動車保有関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ）の業務には必須

出席状況　

支部会員２６名中２６名出席

（本人 15 名・委任状 11 名）

　　　　　来　賓

北海道行政書士会 榎又政浩副会長様

室蘭支部支部長　  甲田　啓一様

苫小牧支部副支部長　秋山　充様

総会来賓挨拶　道会榎又政浩副会長 様
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1)日高支部業務研修会の開催について協議しましたが継続協議
2) 三支部合同研修会について H30.8.25(土)〜26 鵡川町「四季の館」
3) ⾏政書⼠業務の喧伝について
   各町広報紙広告掲載 〜１⽉号に⾏政書⼠記念日関連掲載
  日高町、 平取町、 新冠町、 新ひだか町の予定
4) ⾏政書⼠制度広報⽉間について  ９〜１０⽉
5) 支部だより発⾏、ホームページ運営、日高報知新聞広告年５回
6) 会員間の情報共有と提供を円滑化するため支部会員メーリングリストの運⽤
7) 支部リーフレット制作

　　　　　平成30年度事業執行に当たっての基本方針 　北海道行政書士会

 　昨年度を振り返りますと、 記憶の新しいところでは、 2 月の平昌冬季オリンピック大会での道産子選手の活躍は、

北海道全体を歓喜と感動の渦に巻き込み、 いまだ興奮冷めやらずの感がある一方で、 一昨年夏の大雨災害からの復

旧 ・ 復興の取組を進める中で、 台風 18 号による自然災害に再び見舞われたことや北朝鮮の発射したミサイルが襟裳

岬上空を通過するといった事態が起きたことなど、 私たちの暮らしや北海道経済の安全・安心を脅かす 「まさか」 の

リスクに思いを致した一年でした。

　このような中で、 本会を含む士業7団体が北海道と 「災害時における相談業務の応援に関する協定」 を締結しまし

た。 この協定により、 大規模災害の際には、 北海道からの要請を受けて、 士業団体がそれぞれの専門性を活かして

幅広い分野の相談に対応するというもので、 被災者の生活再建への初期対応に資するものと考えております。 また、

かねてより力を入れて取り組んできました法教育につきましては、 北海道登別明日中等教育学校4回生の職場体験学習

の受入先となったほか、 関係支部と連携して高等学校5校で出前講座を実施しました。 このほか、 丁種封印制度につ

きましては、 本会が道内の運輸 7 支局から受託したことにより、 行政書士専用の新規業務としてスタートしました。

しかしながら、 他士業との間で職域をめぐる問題が顕在化しつつある一方、 AI 等の技術革新の急速な進展の兆しが見

られる中で、 私たち行政書士を取り巻く社会情勢を十分に見極め、 その変化に的確かつ適切に対応していく必要があ

ります。

　このため、 厳しい財政状況ではありますが、 本会を将来にわたって持続的に発展していくことができる基盤づくり

を根幹に据え、  次の施策を基本方針として位置付け、 本会の運営に全力で取り組んでまいります。

　 ※ 次の施策～スペースが無いため日高支部HPに掲載参照
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北海道行政書士会 第 5 9 回定時総会 盛会裡終了

日時　平成 30 年 5 月 25 日（金）午前 10:00　場所　星野リゾートOMO7旭川

　定時総会：H29年度事業報告及び決算報告、H30年度事業計画及び収支予算について、執行部から

説明の後、代議員による活発な質疑(事前通告制)が行われ、最終的に全議事について提案通り可決・

承認されました。

　

総会構成員数 代議員 76 名（定足数 38 名）

出席者数 代議員 75 名（委任状うち 1 名）

日高支部代議員2名

　　　

日高支部代議員
　永崎広実会員
　松下吉文会員

ホームページに顔写真を

掲載できます

宮元仁会長挨拶

◇ 「たくまくんサポート」 事業

北海道行政書士会がすすめている「たくまくんサポート」のチラシは既に配布しま

したが、一人暮らし高齢者の不安解消のみならず空き家対策等も含め幅広い地域

サポートに展開しようという方向になってきております。

会場の OMO7 旭川

たのしい

くらしを

まもる
北海道⾏政書⼠会

◇会報は、http://www.hi-gyosei.com/tayori へアクセスすると25.4⽉から pdfファイルで掲載されて
います。(支部hpのour passion⇒実施事業・研修案内⇒事業名の支部だより からもリンクしています。)
 支部総会、三支部や日高支部研修会等の写真は個々にお配りしていません。必要に応じてhp（ホームペー
ジ）からダウンロードください。

◇第 1 回支部理事会開催　新年度の事業計画推進のため、平成 30 年 6 月 27 日(水)第 1 回理事

会を開催し、本年度の事業計画について協議しました。


