
< 支部だより >-　- < 支部だより > -　-14

行政書士ひだか 2018 ・ 11

ｇｙｏｓｅｉｓｈｏｓｈｉ　HIDAKA  北海道行政書士会日高支部　 平成 30 年 11 月発行

◆第1回業務研修会

新冠町レ ・コード館

第 1 研修室

平成 30 年 10月 20 日 （土）

13:30 ～ 15:30

　会員 11 名参加

新冠町レ・コード館第１研修

室を会場に一般社団法人北

海道成年後見支援センター

理事　業務管理委員長　南

方宏幸様 （札幌支部） を講

師にお迎えして、「成年後見

制度」 について研修を深め

ました。

◆第2回業務研修会 　新冠町レ・コード館　会議室

平成３０年１１月 24 日(土) 13:30 ～ 15:30　会員 13 名参加

新冠町レ・コード館会議室を会場に北海道行政書士会業務企画部次長羽賀亮介様（札幌支部）を講師にお迎え

して、「罹災証明と被災自動車の抹消～行政書士にできること」について研修を深めました。

◆郷家丈史会員　北海道マラソン 2018 に参加

北海道マラソン2018

2018年 8月 26日（日）9:00スタート

定員17,000人

1987年に始まり四半世紀の歴史を積み重ねて

きた北海道マラソン。日本国内で唯一、夏に

行われるフルマラソン大会です。

当会の郷家丈史会員が参加するとの話は昨年の三支部合同研(浦河)で話題となり、行政書士会の
ＰＲに一役買っていただくことのお願いをしていたものが、今般、実現しました。「たくまくん」

着ぐるみも応援、家族ずれの人気を集めました。菊地支部長(道会副会長）も駆け付け、若く派
手なシャツ姿に照れながらの応援でした。

政治連盟会費（寄付金）納入のお願い

　趣旨につきましては、既刊号で説明してい

ますので、ご理解いただき未納の会員の方は

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

        行政書士ひだか 2018 ・ 11
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

◆支部ホームページアドレスが変わりました。

http://www.hi-gyosei.com/ から http://www.hi-gyosei.jp/ になりました。

なお、 会員専用ページのパスワードが変更になっております。 （別添参照）

◆ＭＬ(メーリングリスト)の活用

急なお知らせ等もありますので、 メールを使える会員は是非、 ＭＬに登録ください。

過日、 H30.11.13/13:30 開催、 札幌法務局日高支局にて 「未来につなぐ相続登記セミナー」 の案

内があり急を要したためＭＬのみでのご案内をしたところ、 支部会員も数名参加しました。

内容は、 「相続と遺言」 について　～　わかり易く研修を深められたとの支部会員の声でした。

北海道胆振東部地震（平成30年9月6日3時8分）は、北海道では初めて観測された震度７の地震

であり、その被害の程は日高管内においても家屋の損壊・停電・断水等大きなものがありました。

今回の震災で被害を被った会員もおられお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心か

らご祈念いたします。

◆自動車の保管場所証明申請等に係る添付書類の取扱い変更について

別添の北海道警察本部交通部交通規制課長からの H30.11.19 通知文をご参照ください。
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平成30年度　実施事業（計画と実績）一覧.

事業名 日程 場所 内容

支部定時総会 30.4.14（土）11:00
新ひだか町静内
　エクリプスホテル

会員26名中、出席26名（内委任状11名）

29年度事業・決算報告
30年度事業計画・予算
来賓　道会副会長榎又　政浩様　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

日高支部業務研修会① ①30.10.20(土)13:30～15:30 新冠町レ・コード館 ①テーマー・講師　「成年後見制度について」
一般社団法人北海道成年後見支援センター理事　業務管理委員
長　南方宏幸様（札幌支部会員）　11名参加

日高支部業務研修会② ②30.11.24(土)13:30～15:30 新冠町レ・コード館
②テーマー・講師　「罹災証明と被災自動車の抹消〜行政書士に
できること」
北海道行政書士会業務企画部次長　羽賀亮介様（札幌支部会員）
13名参加

三支部合同研修会 30.8.25(土)13:30～26(日) 鵡川町　四季の館
講　師　北海道行政書士会　申請取次行政書士管理委員会委員
長　成田眞利子様（札幌支部）　日高支部13名参加
テーマ　「外国人サポートセンター及び申請取次について」

広報活動 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

町広報紙広告掲載 31.2.22 管内関係町 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 31.1～-2月号掲載～新ひだか町、新冠町、日高町、平取町

対外広報活動 随時 　　
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)
支部ホームページ運営　アドレスhttp://www.hi-gyosei.com/から
http://www.hi-gyosei.jp/に変更

支部理事会 5回 新ひだか町静内 ①30.06.27　・平成３０年度事業全般について
②30.10.18　・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
③30.11.01　・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他
④⑤31.1～3月　　・平成３１年度支部定時総会について

支部だより  年2回発行  30.07月　/　30.11月

支部会員メーリングリスト運用 　 
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の
運用

　　道会との連携  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 

近隣支部総会出席  30.5.11 (金)室蘭支部 近隣支部総会に日高支部長出席
30.5.15（火）苫小牧支部

道会定時総会 第59回  30.5.25（金）10:00 星野リゾートOMO7旭川 道会理事（日高支部）1名、代議員（日高支部枠）2名出席
平成30年度事業執行に当たっての基本方針.pdf へのリンク

道会宮元会長総務大臣表彰受賞  30.10.26（金）17:30  ホテル札幌ガーデンパレス  受賞祝賀会が理事会の後開催 

全道研修担当者会議 30.10.5（金）15:30 道会会館 松下理事出席
全道監察広報担当者会議 30.8.4（土）13:30 道会会館 湯川理事出席
新年賀詞交歓会  31.1.25（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

支部定時総会 31.4.20（土）11:00
新ひだか町静内
　エクリプスホテル

道会定時総会 第60回 31.5.24（金）10:00 ホテルライフォート札幌 道会理事（日高支部）1名、代議員（日高支部枠）2名出席

　　その他

　北海道マラソン2018  30.8.26（日）  札幌市  郷家丈史会員が参加　行政書士名入りＴシャツにてＰＲ 
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   ◆三支部合同研修会

平成３０年８⽉２５⽇(土)〜２６⽇ （⽇） 鵡川町 四季の館
演題 「外国人サポートセンター及び申請取次について」 講師 北海道⾏政書⼠会 申請取次⾏
政書⼠管理委員会委員⻑ 成⽥眞利⼦様 （札幌支部）
   ⽇高支部からは、 １３名(全員宿泊)の会員が参加しました。
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以下の一覧は、当支部ホームページに掲載のものを事業進捗状況報告とするものです。
◆事業進捗状況報告について

成田講師の講義から大変難しい業務だと感じたのは参加者全員だったと思います。しかし、10月
の日高支部業務研修会の折、成年後見の分野では、行政書士の進出が遅れているといわれている
のは、H12年の制度発足当初、採算を度返しして対応した弁護士(法定業務)、司法書士に先行さ
れ大きく水をあけられたということからも、同じ轍を踏まないためにも今の苦労は大切なことで
はないかと思います。

ビンゴゲームでは日高支部の面々が「ビンゴー」を続出。中には、参加会費分を取り返したと
いう輩もいたとか？　いずれにしても楽しいひと時でした。
苫小牧支部の役員の方々ご苦労様でした。（来年は、室蘭支部当番、どの様な趣向か今から楽
しみです。）

                                                   　　平成30年10月12日

                    　　　　北　海　道　行　政　書　士　会　会　長　宮元　仁

                    　　　　北海道胆振東部地震災害対策本部　本部長　宮元　仁

　　　北海道胆振東部地震による被災者への支援金について

　先月9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地震により、事務所が著しく破損し改修等の必要が

ある次の8 名の会員については、日本行政書士会連合会並びに被災歴のある単位会の先例を踏
まえて、一律3 万円の支援金を支給します。
　なお、今後、新たに事務所の被災が判明した会員についても、被害の程度等を勘案した上で、
適宜支援金を支給します。
　　 　 　　　　　　　　　            記
札幌支部所属会員　1 名　　苫小牧支部所属会員　4 名　　日高支部所属会員　　　新ひだか町

1 名、日高町2 名

◆支援金支給について　お知らせ

道会から通知がありました


