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◆室蘭支部に新たな仲間が２名加わりました！◆

–令和3年12月1日入会- ◆髙橋賢次会員◆

２０２１年１２月登録となりました髙橋賢次です。

現在、父である行政書士 高橋國夫とともに室蘭市海岸町にて業務をしております。

前職は農業機械を取り扱う会社で１０年ほど勤務をしており、正に畑違いの仕事内容に日々四苦八苦しています。

行政書士の大先輩である父が近くにいる状況に甘んじることなく、一日も早く自分の力で仕事ができるようになること

が目下の目標です。

室蘭支部はベテランの先生方が多く、新人には心強い環境だと勝手に感じております。

研修会などにも積極的に参加していきたいと思いますので、お会する機会がありましたら色々なお話を伺えたら

幸いです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

事務所 室蘭市海岸町3丁目3番6号 行政書士法人 髙橋事務所

TEL 0143-23-3207 FAX 0143-23-3263 e-mail jinke.shihakata1012@gmail.com

–令和4年2月1日入会- ◆瀬野理恵子会員◆

2022年2月1日付で登録になりました瀬野理恵子と申します。

横須賀市出身、岩内町を経て伊達市に移住し36年になります。

札幌銀行伊達支店を退職後、主人の会社での事務のかたわら子育てを終え、2017年に行政書士試験合格、

2019年の司法書士試験合格後 2020年に司法書士事務所を開業。この度行政書士の登録をさせていただきました。

先日の北海道行政書士会館での登録証交付式では、業務範囲の広さと専門性の高さに身の引き締まる思いが

いたしました。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

事務所 伊達市山下町164番地2 せの司法書士・行政書士事務所

TEL 0142-82-7616  FAX 0142-82-7636 e-mail  seno-office@bh.wakwak.com



日時 会議等 支部からの出席者

9月10日 全道監察広報担当者会議 土井副支部長
9月13日 中央研修所所員会議 甲田支部長
9月17日 日行連 地方協議会（帯広市） 甲田支部長
9月22日 常任理事会 甲田支部長
9月24日 法教育等ワーキンググループ 甲田支部長
9月28日 共同事業会議（広報部） 甲田支部長
10月19日 戦略推進部会 甲田支部長
10月21～22日 定期監査（中間監査） 髙橋副支部長（監事）
10月22日 常任理事会 甲田支部長
11月9日 共同事業会議（広報部） 甲田支部長
11月15日 第2回建設業相談員対応委員会

全道建設業相談員業務執行責任者会議
佐藤理事

11月22日 常任理事会 甲田支部長
11月24日 本会70周年記念事業 甲田支部長

髙橋副支部長
11月25日 理事会（拡大） 甲田支部長

髙橋副支部長
12月8日 戦略推進部会 甲田支部長
12月13日 中央研修所所員会議 甲田支部長
12月21日 常任理事会 甲田支部長
1月11日 職務上請求書確認委員会 土井副支部長
1月12日 終活業務対策委員会 甲田支部長
1月18日 法教育等ワーキンググループ 甲田支部長
1月27日 常任理事会 甲田支部長
1月28日 新春セミナー 甲田支部長

髙橋副支部長
1月29日 理事会（拡大） 甲田支部長

髙橋副支部長
2月2日 共同事業会議（広報部） 甲田支部長
2月3日 終活業務対策委員会 甲田支部長
2月21日 常任理事会 甲田支部長
2月22日 次年度予算打合（経理部） 甲田支部長
2月24日 第3回建設業相談員対策委員会 佐藤理事
2月25日 法教育ワーキンググループ 甲田支部長

・令和３年１２月１５日（水曜） 中小企業センター
・令和４年３月９日（水曜） 中小企業センター

支部理事会

（※過去6ヶ月間）

行政書士記念日の活動状況

2月22日の行政書士記念日については、昨年同様、室蘭のモルエ中島とイオン伊達にてそれぞれ無料相談会を
予定しておりましたが、新型コロナウィルスの感染拡大状況をふまえ、会場側と協議の結果、中止となりました。

◆室蘭支部の理事が本会の各種会議等に出席・参加した状況は以下の通りです。



＜伊達市＞ ＜洞爺湖町＞

実施月 相談員 相談件数 相談内容

8月 新型コロナウィルスの為中止

9月 新型コロナウィルスの為中止

10月 松本 3件 相続1、遺言2

11月 吉田 1 相続1

12月 窪田 0件 ―

1月 安田 0件 ―

実施月 相談員 相談件数 相談内容

8月 後藤 1件 不動産1

9月 新型コロナウィルスの為中止

10月 河合 0件 ―

11月 後藤 1件 相続1

12月 後藤 1件 不動産1

1月 河合 0件 ―

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

8月 髙橋（國） 2件 相続2

9月 新型コロナウィルスの為中止

10月 佐藤（文） 3件 相続2、その他1

11月 羽立 6件 相続6

12月 髙橋（國） 3件 相続3

1月 髙橋（國） 3件 相続3

＜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

8月 新型コロナウィルスの為中止

9月 新型コロナウィルスの為中止

10月 安部 5件 相続5

11月 甲田 4件 相続2、遺言2

12月 安部 3件 相続2、贈与1

1月 安部 3件 相続3

支部研修開催状況

＜新年会＞
◆令和４年２月１９日（土曜日）
室蘭市生涯学習センターきらん
テーマ：①経審の改正点と注意点

②建設業キャリアアップシステム
講師：CIIC情報管理センター 様

建設業振興基金 様
◆本研修は、新型コロナ感染拡大状況をふまえ、

ZOOM（オンライン会議）形式での実施となりました。
合計22名がZOOM研修に参加しました。

◆なお、懇親会は中止となりました。

ZOOMによる研修画面の様子

＜自動車登録研修＞
◆令和４年３月９日（水曜日）
室蘭市生涯学習センターきらん
テーマ：自動車登録の注意点
講師：室蘭運輸支局 上野登録官 様

自動車登録研修の様子



【編集後記】

白熱した東京オリンピック・パラリンピックが終わりました。コロナウイルス感染症の影響で１年遅れての開催となり
ましたが、今年も猛暑・豪雨などなど色々なことが起こっている中での開催となりました。

勝負事なので勝てば嬉しくなりますが、オリンピック・パラリンピックの見どころは、勝負後は国を越えて選手同士が
讃え合っていることだと思います。普段からこうした気持ちを大事にして広報活動を進めてまいります。次回もよろしく
お願い致します。（窪田）

＜豊浦町＞ ＜壮瞥町＞

実施月 相談員 相談件数 相談内容

8月 三好 0件 ―

9月 新型コロナウィルスの為中止

10月 後藤 0件 ―

11月 三好 0件 ―

12月 河合 0件 ―

1月 後藤 0件 ―

実施月 相談員 相談件数 相談内容

9月 新型コロナウィルスの為中止

11月 松本 0件 ―

1月 窪田 0件 ―

室蘭支部の会報に掲載する記事を募集しています。記事は業務上の体験談や注意点などの他、
行政書士業務への直接的な関係の有無を問わず広く募集致します。掲載を希望する記事をワード
かエクセルで作成し、下記のメールアドレスに添付し送信して下さい。尚、匿名記事は掲載いたし
ませんので、予めご了承ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
① 掲載記事は、1,800 字以内とさせて頂きます。
② 原則として原文のままを掲載致しますが、場合によっては広報担当が承諾をいただいた上で、

一部を修正及び削除等する場合があります。
③ 個人的思想が強く反映された記事は、掲載を差し控えることがあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次回の発行は9月初旬を予定しております。発行日2 週間前までに、ご送付願います。
記事・企画送付先 広報担当 窪田行政書士事務所
住所 〒052-025 伊達市網代町27 メール：kuboring@y7.dion.ne.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

◆掲載記事の募集について


