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行政書士ひだか

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.jp/

行政書士記念日 2月22日

。

◆三支部合同研修会 令和元年8.31(土)～9.1(日) 登別温泉石水亭
日高支部からは、１２名(全員宿泊)の会員が参加しました。テーマー「遺品整理の実務について」・講師 一般社団法人
終活カウンセラー協会 上級インストラクター 荒 盛一様

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。

。
(この研修会に顔を出した新会員が該当)

◆

令和元年12月発行

テーマーの「遺品整理の実務について」 講師の荒 盛一氏は遺品整理士の資格を持ち 片付け・清掃・買取・リサイ
クル・供養・見守りまでの一連の業務をこなしている伊達市の家電屋さんとのことでした。行政書士業務との連携も出
てくるような点も見逃せないと、開拓する仕事は無限であると感じた次第です。
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平成3１年（令和元年）度　実施事業（計画と実績）一覧

事業名 日程 場所 内容　／来賓　講師等

新ひだか町静内 会員26名中、出席26名（内委任状8名）

エクリプスホテル Ｈ30年度事業・決算報告　H31年度事業計画・予算

役員改選　菊地淳史支部長体制を維持

来賓　道会副会長　大沼準様　室蘭支部支部長　甲田啓一様　苫小牧支部支

部長　土井光博様

日高支部業務研修会① R元.11.11(月)13:30 新冠町レ・コード館
①テーマー　「相続について」（相続法の改正の概略について）・講師　札

幌法務局日高支局　支局長　佐藤　栄一　様

日高支部業務研修会②

②テーマー　「総務部の業務全般について」（電子化への対応及び情報管理

の推進について他）・講師　北海道行政書士会総務部長　野口哲郎　様（札

幌支部会員）

研修に先立ち菊地淳史（道会副会長、日高支部長）氏に対し支部会員の総意でお
祝いを贈呈

テーマー「遺品整理の実務について」・講師　一般社団法人　終活カウンセ

ラー協会　上級インストラクター　荒　盛一氏

菊地支部長の黄綬褒章受章をお祝いして幹事室蘭支部発案で参加者有志一同で
商品券1万円相当を贈呈されました。

広報活動 R元.9～10月 管内一円 行政書士制度広報月間　ポスター・パンフ配布 　支部リーフレット制作

R2.2.22 町広報紙に広告掲載　行政書士記念日関連掲載

行政書士記念日 R2.2月号掲載～新ひだか町、新冠町、日高町、平取町

日高報知新聞に年５回掲載　(暑中見舞) (年賀1/1) (行政書士記念日～3回)

今年度は元号が令和になることを記念し別枠にて1回追加（料金発生なし）

支部ホームページ運営　http://www.hi-gyosei.jp/

①Ｒ元.06.24　・令和元年度事業全般について

②R元.09.17　・三支部合同研修会について　・支部業務研修会について　・
行政書士制度広報月間について

③R元.11.18　・各町広報紙広告掲載について・支部業務研修会について・支
部会員メーリングリストの運用について・支部創立60周年事業について他

④R2.3下旬　・令和2年度支部定時総会について

支部だより  年2回発行 R元.7月 、　R元.12月

・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）

の運用

・ＭＬサーバーの変更

「STOP 行政書士法違反」の掲示物の、日高三署での掲示 継続

Ｌ型非行政書士警告看板設置推進（様似・えりもに配置し、今年度で全町設

置完了）

道会業務研修会及び支援活動への参加に努める

建設業経営規模評価申請受付業務の継続

会費の完納に努める 

道会理事（日高支部）1名、代議員（日高支部枠）2名出席

令和元年度事業執行に当たっての基本方針 へのリンク

全道研修担当者会議
R元.10.11（金）
15:30

道会会館 湯川理事（代理）

全道監察広報担当者会議 R元.8.5（月）13:30 道会会館 湯川理事

黄綬褒章受章祝賀会 R元.10.30(水)17:30
ホテル札幌ガーデンパ

レス
道会第2回理事会のあと会費制で菊地淳史（道会副会長）氏の祝賀会

新年賀詞交歓会 R2.1.24（金）13:30
ホテル札幌ガーデンパ

レス
道会支援活動として日高支部から理事2名派遣

 　　以下新年度の予定

新ひだか町静内

エクリプスホテル

※青字はhp上にて、リンク先データーのある事業です。

 （H31総会時に日程場所予約済）

道会との連携 

近隣支部総会出席 近隣支部総会に日高支部長出席

R元.5.10 (金)室蘭支部

R元.5.17（金）苫小牧支部

道会定時総会 第60回 R元.5.24（金）10:00
ホテルライフォート札

幌

 支部定時総会 R2.4.18（土）11:00

支部会員メーリングリス

ト運用 　 

非行政書士対策 
門別、静内、浦河警察

署 

支部理事会 5回 新ひだか町静内

支部定時総会
H31.4.20（土）
11:05

R元.11.30(土)13:30 新冠町レ・コード館

三支部合同研修会
R元.8.31(土)～
9.1(日)

登別温泉石水亭

町広報紙広告掲載 管内関係町

対外広報活動 随時 　

研修分野 件数
1 遺言・相続 31
2 遺言・相続，公正証書 4
3 遺言・相続，成年後見 2
4 遺言・相続，その他 1
5 介護・福祉 6
6 外国人 1
7 契約書 2
8 建設業 31
9 公正証書 3

10 産廃 9
11 事務所経営 20
12 職務上請求書 9
13 成年後見 5
14 知的財産権 2
15 農業 8
16 風俗営業 6
17 法人関連 26
18 民事一般 15
19 民事一般，遺言・相続 1
20 自動車・運輸 21
21 自動車・運輸，介護・福祉 1
22 その他 24

合計 228

講師所属支部等 件数
札幌支部会員 95
函館支部会員 21
室蘭支部会員 15
小樽支部会員 15
十勝支部会員 11
網走支部会員 7
苫小牧支部会員 6
釧路支部会員 5
旭川支部会員 2
空知支部会員 1
日高支部会員 1

小計 179
弁護士、公証人、会社等 49

合計 228

周年事業・記念日等
R2.4.1 現在↓

区分 年月日 経過年数

行政書士法 1951年(昭和26年)2月22日(木) 69.2

日高支部創立 1960年(昭和35年)9月24日(土) 59.6

②
③

以下の一覧は、当支部ホームページに掲載の内容で、これをもって事業進捗状況報告といたします。

（敬称略）
札幌支部からの転入会員[6月1日]として、次の会員が
入会されました。
中本 淳 平取町字荷菜40-6 （株）小林組内

◆

◆

です。

◆全道研修担当者会議（令和元年１０月１１日）から

研修分野のベスト５は
遺言・相続、建設業、法人関連、自動車・運輸、事務所経営となっております。最新

データは道会で取りまとめ中とのことですので、まとまった時点でレポートいた

します。

業務研修は専門分野毎の研修となりますので、実務として取り扱っていない場合

は、どうしても向学のためにとか後々のためにということになります。さりとて、

教養的全般的な内容となると直接実務と関係がないことから参加率が低下する傾

向にあります。なかなか万人受けのするものは見つからないということで、各支

部とも苦慮している実態にあることが全道研修担当者会議で披瀝されました。

右のＢ表は、Ａ表の調査から講師の所属支

部を現したものですが、１７９名（７８％）

は支部会員が講師を務めており、残り２２

％は公証人１７名、弁護士６名、税理士５

名、会社社長等２１名となっております。

今年度の業務研修は終了しましたが、令和

２年度に向けて各位のご希望等お寄せいた

だけますと幸喜に存じます。なお、今一度

会員各位の業務傾向の調査（無記名）も必

要かと思われますのでその折は、ご協力方

よろしくお願いいたします。

Ａ

Ｂ


