
会 報

行政むろらん

令和３年８月３１日発行

No.169 発行所 北海道行政書士会室蘭支部

令和3年5月28日、支部の髙橋國夫会員が北海道知事表彰である「北海道社会貢献賞」を受賞されました。

同賞は『多年地方自治の進展、社会福祉の増進等に貢献し、その功績が顕著なもの』に贈られるものです。行政書士としての

永年にわたる功績が評価されたものであります。髙橋会員、おめでとうございます！
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胆振総合振興局の谷内局長よる授与式 左より谷内局長、髙橋会員、本会の宮元会長

◆髙橋会員の受賞の言葉です！

３月の末頃だったと思いますが甲田支部長から本会総会において北海道知事から表彰されるらしいと聞きました。

同時にそれまでの間（本会総会当日）軽微な犯罪はもとより交通違反もしないよう注意を受けました。

民生委員、行政相談委員などの公職を引き受けている関係上勤続年数に応じていろいろな表彰があるのも知って

いるし実際いくつかの賞も受賞していますが今回はちょっと違うのかなと感じました。

コロナ禍の関係で今年も本会総会はリモート開催となり北海道知事からの感謝状贈呈式はなくなってしまいましたが

後日（６月２４日）胆振総合振興局局長室において谷内局長から賞状と記念品をいただきました。本会から宮元会長、

紺野理事、甲田支部長に同席いただき局長と一時間程懇談致しました。

賞状のタイトルは「北海道社会貢献賞」です。社会貢献？自身民生委員、行政相談委員としては確かに社会に

貢献しているかもしれないと思うこともありますが行政書士として社会貢献？どういうことでしょう。行政手続きの代行、

無料相談会などで相談者の不安や疑問を解消したりするのも社会貢献なのかなと納得することにしました。

後で聞いたのですがこの賞は行政書士法制定周年の節目にいただけるそうで以前は札幌支部の板垣俊夫会員が

受賞されたそうです。

いずれにせよ今回の受賞は本会の推薦にもとづいてのことだと思いますので本会役員のみなさまにあらためまして

お礼申し上げたいと同時にみなさまの評価を裏切らないよう今後も精進する所存です。

室蘭支部 髙橋國夫

髙橋会員が北海道知事表彰を受賞しました



日時 会議等 支部からの出席者

3月3日 部会 甲田支部長

3月17日 令和2年度
第3回建設業相談員対応委員会

佐藤会員（リモート参加）

3月27日 本会理事会 甲田支部長

4月22日～23日 本会期末監査 髙橋副支部長（監事）

7月5日 本会理事会 甲田支部長
髙橋副支部長（監事）

7月20日 令和3年度
第1回建設業相談員対応委員会

佐藤会員（リモート参加）

7月20日 中央研修所会議 オブザーバー出席
成田副会長と運営に関する事前協議・引
継ぎ

甲田支部長

7月30日 白石区包括支援センタ セミナー事前打
ち合わせ

甲田支部長

7月30日 部会 甲田支部長

8月20日 戦略推進部会 甲田支部長

8月27日 常任理事会 甲田支部長

・令和３年７月１日（木曜） 中小企業センター
・令和３年８月４日（水曜） 中小企業センター

支部理事会

（※過去6ヶ月間）

支部研修開催状況

開催なし

令和３年５月２２日に予定しておりました室蘭支部は、新型コロナウィルス感染拡大と緊急事態宣言発出に伴い、
昨年度同様書面総会となりました。全会員数４６名のうち過半数である２６名から回答を得、可決承認されました。

令和３年度室蘭支部総会

くらしの無料相談会実施状況

実施月 相談員 相談件数 相談内容

2月 佐藤（文） 3件 相続3

3月
髙橋（國） 3件 相続2、起業1

羽立 6件 相続6

4月 髙橋（國） 5件 相続5

5月 永石 3件 相続3

6月 新型コロナウィルスの為中止

7月 羽立 1件 相続1

＜室蘭市＞ ＜登別市＞

（50音順・敬称略）

実施月 相談員 相談件数 相談内容

2月 安部 5件 相続5

3月 安部 4件 相続2、遺言2

4月 甲田 4件 相続1、遺言1、贈与1

5月 新型コロナウィルスの為中止

6月 髙橋（國） 6件 相続2、不動産3、家屋解体1

7月 甲田 4件 相続3、遺言1



＜豊浦町＞ ＜壮瞥町＞

＜伊達市＞ ＜洞爺湖町＞

実施月 相談員 相談件数 相談内容

2月 松本 1件 遺言1

3月 吉田 1件 相続1

4月 吉田 1件 相続1

5月 新型コロナウィルスの為中止

6月 松本 2件 相続1、贈与1

7月 窪田 1件 遺言1

実施月 相談員 相談件数 相談内容

2月 後藤・三好 1件 相続1

3月 後藤・三好 0件 ―

4月 河合・後藤 2件 相続1、遺言1

5月 後藤・三好 1件 財産1

6月 後藤 1件 不動産1

7月 河合 0件 ―

実施月 相談員 相談件数 相談内容

2月 河合・三好 0件 ―

3月 河合・三好 0件 ―

4月 後藤 0件 ―

5月 後藤 1件 不動産1

6月 新型コロナウィルスの為中止

7月 後藤 1件 財産1

実施月 相談員 相談件数 相談内容

3月 吉田 0件 ―

5月 新型コロナウィルスの為中止

7月 安田 0件 ―

令和３年度室蘭支部 新執行部の体制

◆令和３年年度の支部総会（書面総会）において役員の選任・承認が行われ、それに伴い各役員の役割も決まり
ました。以下のような体制になります。

副支部長 （広報部） 担当者

土 井 伸
土 井 伸

窪 田 則 道

（広報・監察） 平 地 博 之

支部長 副支部長 （業務部）

理 事 会 甲 田啓 一 髙 橋 國 夫
髙 橋 國 夫

後 藤 隆

（研修・企画） 佐 藤 文 男

監事 副支部長 （総務部）

羽 立 二三夫
三 浦 清

三 浦 清

小 林 信次郎 田 中 喜 崇

（総務・経理） 松 本 達 夫

お互いをフォローし合いながら、小さな改善を一歩一歩重ね、会員皆様のお役に立つことが出来ればと考えています。
お問合せやご意見がありましたら、各部/各担当者までご連絡下さい。



【編集後記】

理事会等予定

研修開催予定

◆令和３年１０月 キャリアアップシステム・経審関連
◆令和４年１月 相続・成年後見・信託・遺言関連
◆令和４年３月上旬 農地法・不動産登記法関連
※いずれも現段階での予定です。

新型コロナウィルスの影響により、実施時期未定

各地区の無料相談会および建設業相談員への参加ご希望等については、それぞれ下記まで連絡をお願いします。

◆くらしの無料相談会および建設業相談員について

地区等 連絡先

●室蘭 髙橋（國）会員

●登別 甲田会員

●伊達・壮瞥 窪田会員

●洞爺湖・豊浦 後藤会員

●建設業相談員 髙橋（國）会員

◆支部の会報作成を引き続きさせて頂くこととなりました。できるだけ見やすくわかりやすい紙面作りを心掛けていこうと
思っております。◆新型コロナの影響で、例年行われていた支部の様々な行事（パークゴルフ・三支部合同研修会・
総会・市民向けセミナーetc・・）も中止が続いており、会報を作成する立場としても掲載する題材に乏しい状況が続いて
おります。◆そこで、皆さまから写真を募集させて頂きたいと考えております。例えば、過去の思い出深い１枚！ご家族
との１ショット！昔の庁舎の姿！ etc・・。 ◆業務と無関係でもOKです。ジャンルは問いません。会報に掲載させて頂け
る写真などありましたら、写真の題名と一言コメントを添えて広報担当までどしどしご連絡ください。（窪田）


