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令和４年度 室蘭支部 定時総会開催

令和４年度室蘭支部定時総会が４月２０日（金）に室蘭市生涯学習センターきらんにて開催されました。

支部定時総会については、新型コロナ感染状況をふまえ、一昨年度・昨年度ともに書面総会であったため、実に３年

ぶりの開催となりました。ただし、来賓の招待および総会後の懇親会は今回も見合わせることとなりました。

田中理事による開会の挨拶、物故者への黙とう、髙橋副支部長挨拶ののち、議事の審議へと進行致しました。

河合会員が議長に選出され、令和３年度事業報告・収支決算報告、令和４年度事業計画案・収支予算案等の議事に

入り質疑応答の後、満場一致でそれぞれ可決・承認されました。

総会構成員数 48名

出席者 15名

委任出席者 17名

議長 河合 旬 会員

議事録記録人 窪田 則道 会員

議事録署名人 市川 徹 会員

正源 一三 会員



日時 会議等 支部からの出席者

3月3日 終活業務対策委員会（札幌） 甲田支部長
3月9日 法教育WG（札幌） 甲田支部長
3月10日、22日 常任理事会（札幌） 甲田支部長
3月25日 理事会（札幌） 甲田支部長
3月26日 法教育WG（札幌） 甲田支部長
4月21日 常任理事会、絵本WG（札幌） 甲田支部長
4月21日～22日 本会期末監査（札幌） 甲田支部長、髙橋副支部長（監査）、後藤理事、

平地理事、小林会員
5月26日 常任理事会（釧路） 甲田支部長
5月27日 本会総会（釧路） 甲田支部長、髙橋副支部長、
6月16日～17日 日行連総会（東京） 甲田支部長
6月23日 中央研修所所員会議（札幌） 甲田支部長
6月24日 常任理事会（札幌） 甲田支部長
7月14日 常任理事会他（札幌） 甲田支部長
7月15日 第一回理事会（札幌） 甲田支部長、髙橋副支部長

7月20日 絵本WG（札幌） 甲田支部長

7月25日 戦略推進部 中小企業総合支援ｾﾝﾀｰ 甲田支部長

7月29日 終活業務対策委員会（札幌） 甲田支部長

8月1日 運輸局主催「記録等事務委託制度説
明会（Teams）」

髙橋副支部長

8月18日 建設業相談員対応委員会（ZOOM） 佐藤（文）理事
8月19日 中央研修所所員会議（札幌） 甲田支部長
8月23日 常任理事会（札幌） 甲田支部長
8月25日 戦略推進部会、法教育WG（札幌） 甲田支部長
8月26日 絵本WG（札幌） 甲田支部長

＜５月２７日 第６３回北海道行政書士会定時総会（釧路）の様子＞

◆令和４年４月２０日（水） １７：３０ 支部理事会開催 中小企業センター
◆令和４年８月１７日（水） １７：３０ 支部理事会開催 中小企業センター

支部理事会

支部研修

開催なし



–令和4年5月1日入会- ◆村中奈友子会員◆

2022年5月1日付で登録となりました村中奈友子です。

淡路島出身、3年前に夫の地元である伊達市へ越してきました。

試験に挑戦すること4度目でやっと合格することができ、すぐに行政書士の登録をいたしました。

前職では、技能実習や特定技能の外国人のサポート業務を行っておりました。

今後は経験を生かしながら、外国人の在留資格申請を主に取り扱っていこうと考えております。

まだまだ未熟ではありますが、皆様のお力を借りながら、お客様に寄り添った業務を行えるよう頑張りたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所 伊達市梅本町50番地167 UMIX行政書士事務所

TEL090-2198-7235 e-mail umixgk.nyk@gmail.com

–令和4年5月1日入会- ◆柳澤浩章会員◆

室蘭支部会員の皆様、はじめまして。

行政書士法人きずな北海道 室蘭支店を７月に開店致しました行政書士の柳澤 浩章と申します。

本年５月１日付にて行政書士を開業し、札幌で実務を学んだ後、室蘭市日の出町に開いた事務所でお仕事をさせて

頂いております。

生まれ・育ちは苫小牧市です。

学生時代は野球一筋でした。高校野球で、室蘭新日鉄球場で地区大会優勝したことを懐かしく思います。

小さい頃から、室蘭市にも何度も訪れており、この地でお仕事ができることを嬉しく思っております。

行政書士としてはまだまだ若輩者でございます。至らぬ点ばかりでございますが、日々、士業として成長をしていき

たいと考えております。

何卒、皆様ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

事務所 室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル2F 行政書士法人きずな北海道 室蘭支店

TEL 0143-83-6868  FAX 0143-83-5350 e-mail  info@gyoseishoshi-tomakomai.com

新入会員紹介

◆大谷賢次 会員（平成12年入会） 令和４年4月30日付 退会

長い間大変お疲れ様でございました!!

退会会員

◆伊藤透 会員（平成22年入会） 令和４年3月31日付 退会

–令和4年9月1日入会- ◆谷地田満会員◆
はじめまして、令和４年９月１日付けで登録いたしました谷地田と申します。

札幌で税理士業をしていましたが、去る令和４年５月に松原先生が亡くなられ、その後任として税理士業と

行政書士業を引継ぐこととなりました。何しろ、老体にムチを打ちながら札幌から通勤しております。

今後、行政書士の仕事につきましては、諸先輩の皆様との意見交換をさせていただきながら乗り切りたいと

考えておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

事務所 室蘭市東町2丁目19番7号 谷地田満税理士・行政書士事務所

TEL 0143-45-3303 FAX 0143-45-3304 e-mail yosih3694kepgmail.com



【編集後記】

＜洞爺湖町＞

実施月 相談員 相談件数 相談内容

2月 松本 2件 遺言2

3月 吉田 0件 ―

4月 吉田 2件 相続2

5月 安田 3件 相続2、遺言1

6月 松本 3件 相続3

7月 松本 3件 相続3

実施月 相談員 相談件数 相談内容

2月 河合・後藤 1件 境界1

3月 河合 1件 相続1

4月 河合 0件 ―

5月 後藤 0件 ―

6月 河合 0件 ―

7月 河合 0件 ―

＜豊浦町＞ ＜壮瞥町＞

実施月 相談員 相談件数 相談内容

2月 後藤 0件 ―

3月 河合・後藤 0件 ―

4月 後藤 0件 ―

5月 後藤・三好 1件 不動産1

6月 三好 0件 ―

7月 後藤 0件 ―

実施月 相談員 相談件数 相談内容

3月 吉田 1件 相続1

5月 吉田 0件 ―

7月 安田 1件 相続1

＜伊達市＞

研修開催予定

◆令和４年１１月 都市計画法関連研修
◆令和５年１月 農地法関連研修
※いずれも現段階での予定です。

（50音順・敬称略）

実施月 相談員 相談件数 相談内容

2月 佐藤（文） 0件 ―

3月
髙橋（國）
羽立

7件 相続4、その他3

4月 髙橋（國） 3件 相続1、贈与1、起業1

5月 髙橋（國） 4件 相続3、離婚1

6月 佐藤（文） 2件 相続2

7月 羽立 0件 ―

＜室蘭市＞ ＜登別市＞

実施月 相談員 相談件数 相談内容

2月 髙橋（國） 3件 相続1、遺言2

3月 佐藤（文） 3件 相続2、その他1

4月 安部 0件 ―

5月 安部 4件 相続3、不動産1

6月 髙橋（國） 2件 相続2

7月 甲田 0件 ―

くらしの無料相談会実施状況

訃報

◆当支部会員・松原繁昭先生（平成24年登録）がご逝去されました。
松原先生のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。

10月に入り気温も急に下がりここ何日かは秋というよりか冬のような寒さになっていますが、風邪などひいていませ
んか？今年もあと残り3ヶ月、コロナ、ウクライナとロシアの戦争、円安、物価高騰と暗いニュースばかりですが、
気持ちは前向きに明るく生活していきたいと思います。今回の会報が今年最後になります。
一年間ありがとうございました。（平地）


