
新企画「さっぴょんが行く！さっぴょんが聞
く！」が始まりました。他にも「さっぴょん
のオススメ！SPOT」「業務に役立つ書籍特集」
など、今回も盛りだくさんの内容だよ～。

北海道行政書士会   札幌支部 札幌支部だより
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第７回札幌支部交流会が開催されました

　平成26年７月26日（土）、第７回目となる札
幌支部の支部交流会が開催されました。今年も
ご好評いただいているバスツアーで、昨年の空
知方面とは反対の苫小牧や支笏湖方面を周るバ
スツアーとなりました。
　札幌駅北口を午前11時に出発し、道央自動車
道を通って、まずはマオイワイナリーへ。支部
のバスツアーで外せないスポットとなりつつあ
るのがワイナリー。天候はあいにくの雨模様で
したが、ここで参加者のテンションが上がりま
す。醸造所でワイン製造について説明していた
だいた後はお楽しみの試飲タイムです。山葡萄
のワインが特に絶品で、多くの参加者が２本、
３本とおみやげにワインを購入したようです。
　ワイナリーでほろ酔いに（？）なったあとは、
再びバスを走らせ“北海道の海の玄関”苫小牧
西港フェリーターミナルヘ。途中、車内で荒木
支部長による「第二種貨物利用運送事業につい
て」という研修を受け、約一時間半で到着。フ
ェリーターミナル内の苫小牧ポートミュージア
ムを見学したり、全道各地のおみやげが並んだ
売店をのぞいたり、壮大なフェリーを眺めてた
りしていると「このままフェリーに乗ってどこ
かへ行きたくなる衝動に駆られた」という参加
者が数名いらっしゃったようですが、なんとか
全員バスに乗車したようなので、次の目的地に
向けて出発！
　次は支笏湖に到着。支笏湖は「日本最北の不
凍湖」と言われ、水深が363ｍで秋田県の田沢
湖に次ぐ日本第２位の深さを誇る湖です。支笏
湖ビジターセンターを見学した後は、湖畔を散
策したり、次の懇親会のゼロ次会をする人も！？
　みなさん思い思いの時間を過ごされたようです。
　帰りの車内では寝息も聞こえましたが、無事
に札幌に戻りニッカフーディングバー・ドワで
懇親会を楽しむことができました。ビンゴ大会
も大いに盛り上がったようです。
　支部交流会の中でも人気の高いバスツアー。
今年も存分に楽しみ、支部会員相互の親睦を深
めることができたようです。来年もお楽しみに！

札幌支部交流会行程表
場　所 時　間

札幌駅北口バス乗り場 10：00～10：30
出発 11：00
～札幌北インター～札幌南インター
　～国道274号線～道道1008号線
マオイワイナリー着 12：20
出発 13：00
～道道1008号線～国道234号線
苫小牧西港フェリーターミナル着 14：30
出発 15：10
～国道276号線～国道453号線
支笏湖畔着 15：50
出発 17：00
～国道453号線
すすきの着 18：15～18：30
ニッカフーディングバー・ドワ 18：30～

～　苫小牧・支笏湖方面バスツアー　～

●●  恒例の車中での自己紹介タイム  恒例の車中での自己紹介タイム

●●  このタンクでワインを
  このタンクでワインを　  醸造しています　  醸造しています

●●  マオイワイナリー到
着！  マオイワイナリー到着
！
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●●  「お兄さん、一杯飲んでいきなさい。飲めば
分かる」  「お兄さん、一杯飲んでいきなさい。飲めば分
かる」

　  「きょ、恐縮です！」　  「きょ、恐縮です！」

●●  「こんにち
は、ボクは苫

小牧のゆるキ
ャラ、とまチ

ョップ。

  「こんにちは
、ボクは苫小

牧のゆるキャ
ラ、とまチョ

ップ。

　　たくまく
んの友達だよ

～」（いや、違
うし…）

　　たくまく
んの友達だよ

～」（いや、違
うし…）

＊＊  とまチョップ：  とまチョップ：

名前の由来は、と
まこまいの

名前の由来は、と
まこまいの

「とま」、ハクチョ
ウの「チョ」、

「とま」、ハクチョ
ウの「チョ」、

ハナショウブの「ョ
」、ホッキ

ハナショウブの「ョ
」、ホッキ

貝の「ッ」、ハスカッ
プの「ップ」

貝の「ッ」、ハスカッ
プの「ップ」

の組み合わせから
付けられて

の組み合わせから
付けられて

いる。いる。

●●  「どうだい？うまい
だろ？」  「どうだい？うまいだ
ろ？」

　  「は、はい」　  「は、はい」

●●  とまチョップになっち
ゃった  とまチョップになっちゃ
った

●●  苫小牧ポートミュージアムにて  苫小牧ポートミュージアムにて
　  「フムフム。勉強になるなぁ～」　  「フムフム。勉強になるなぁ～」

●●  「これに乗って
今すぐ帰りたいです

ね」
  「これに乗って今

すぐ帰りたいですね
」

　  「どこにさ！？
」

　  「どこにさ！？
」

●●  ずらりと並ん
だケーキ。  ずらりと並んだ
ケーキ。

　  最高です！　  最高です！
●●  「  「あらちょっと

、このモンブラン
、美味しそう～」

あらちょっと、こ
のモンブラン、美

味しそう～」

　  「酒勾さん、
ブレるから動か

な…あぁ…」

　  「酒勾さん、
ブレるから動か

な…あぁ…」

●●  「かわいいでしょ！
　  「かわいいでしょ！　

　　いえ、熊じゃなくて
私のこと」

　　いえ、熊じゃなくて
私のこと」

●●  「俺もFacebookにアップするわ～」
  「俺もFacebookにアップするわ～」

●●  支笏湖ビジターセンターには剥製がいっぱい  支笏湖ビジターセンターには剥製がいっぱい

●●  踊ってるんじゃありません、

  踊ってるんじゃありません、　  バスを誘導してるんです
　  バスを誘導してるんです



4

札幌支部だより

これまでの
支部交流会

2013年　　空知方面バスツアー（北菓楼本店・ソメスサドル・宝水ワイナリー）
2012年　　北海道日本ハムファイターズ戦観戦
2011年　　パークゴルフ大会（サッポロビール工場）
2010年　　積丹方面バスツアー（ニッカウヰスキー余市蒸溜所見学・積丹半島観光）
2009年　　ボウリング大会
2008年　　ボウリング大会

●●  いいかんじでスター
トです。  いいかんじでスタート
です。

　  「いや、ダメ、ちょ
っと、写さないで」

　  「いや、ダメ、ちょ
っと、写さないで」

●●  そして夜の部  そして夜の部
　  ニッカフードバーにて。　  ニッカフードバーにて。

●●  いい雰囲気で  いい雰囲気で

　  盛り上がってます。　  盛り上がってます。

●●  「支笏湖畔と
言えばやっぱり

この山線鉄橋で
すよね、支部長

」

  「支笏湖畔と言
えばやっぱりこ

の山線鉄橋です
よね、支部長」

　  「そうそうそ
う、この赤がた

まらないよね」

　  「そうそうそ
う、この赤がた

まらないよね」

●●  「お、リアル
たくま発見。  「お、リアルた
くま発見。

　　記念撮影で
もするか」

　　記念撮影で
もするか」

●●  「いやぁ、この隅っこの席が
  「いやぁ、この隅っこの席が　　落ち着くね～」　　落ち着くね～」

●●  「ちょっと松田さーん、笑い過ぎです！」  「ちょっと松田さーん、笑い過ぎです！」

●●  支笏洞爺国立公園  支笏洞爺国立公園

●●  三者会談中。  三者会談中。

　  「次は何食べ
る？　俺はやっ

ぱりミックスソ
フトだな」

　  「次は何食べ
る？　俺はやっ

ぱりミックスソ
フトだな」

　  　  「ですね、ソフ
トはやっぱりミッ

クスソフトが一番
ですよね」

「ですね、ソフト
はやっぱりミック

スソフトが一番で
すよね」

　  「でもかけそ
ばも捨てがたく

ないですか？」

　  「でもかけそ
ばも捨てがたく

ないですか？」

134No.
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●  支笏洞爺国立公園

134No.

札幌市中央図書館

業務に
　役立つ書籍特集書籍特集 第第２２回回

　今回は、行政書士の代表的な仕事のひとつ、遺言書（公正証書遺言）の作成に役立つ書籍（資料）
をご紹介します。

札幌市の中央図書館が４月２日にリニューアルオープンしました。藻岩山を連想させる『本
の森』をテーマに、壁や本棚等の一部に道南杉を使い、木の香りとぬくもりあふれる空間
を演出しています。図書館の中にはいろいろな「森」が登場します。一部をご紹介しますね。

【日本公証人連合会 会長推薦！】 公証役場発、遺言作成実務の手引書!
　この本は公証人が執筆していることもあり、多くの文例が掲載されています。遺言についての疑問の
多くは、この本で理解・解決できると思います。また、信託や任意後見、相続税についても触れている
ので、参考になります。お客様からのちょっとした問い合わせや、相談会などで質問に答える際、確認
のために持っていて安心な一冊です。なお、第２章・遺言のＱ７～11は札幌大通公証役場の石田敏明公
証人、Ｑ12～15は札幌中公証役場の井口実公証人が執筆しています。

　まず、１階には、壁一面に約300冊の雑誌が並んだ「マガジンの森」があります。また、切り株に見立てた電子図書体験ブー
ス「デジタル本の森」も新設され、電子図書の便利さや楽しさを体験できます。
　今回、民法や会社法等の社会科学や歴史の書籍を１階の一般図書の棚に集約し、２階に自分のパソコンを持ち込み、インター
ネットも利用できる、「キャレル席」が新設されました。と
ても便利ですよ。
　また、閲覧テーブルにも道南杉を使用した仕切り板が設置
され、個室的空間が確保されました。ついつい長居してしま
いそうです。この仕切板は、２階手前の読書室にも使用され
ています。今まで中央図書館では、勉強できる自習室がなか
ったのですが、再オープン時から２階の読書室及び南窓側席
が、持参資料を使った自習可能なスペースとなりました。人
気の南窓側席の座席数が増えたのも嬉しいですね。読書室は
資格試験勉強中の方にお勧めです。仕切り板でとても集中で
きます！
　読書や勉強で疲れたら、平成25年２月にオープンした１
階の「元気カフェ本の森」でくつろげます。図書館で使用さ
れている道南杉はもともとカフェのテーブルや椅子に使用さ
れていたんですよ。カフェの家具には、「本」の原型とされ
る歴史資料がプリントされています。
　秋の休日には市電に乗って、ぜひ『本の森』を散策してみ
ませんか。本との新たな出会い・発見がきっとありますよ。

●日本加除出版『Ｑ＆Ａ 遺言・信託・任意後見の実務
  ─ 公正証書作成から税金、遺言執行、遺産分割まで』

さっぴょんさっぴょんのの SPOTオススメ! 2

札幌市中央区南22条西13丁目
電話　011－512－7320
札幌市電の「中央図書館前停留場」
の前で徒歩約１分。

戸籍についての説明や戸籍収集の方法については、多くの書籍が出版されていますが、なかなか分かりやすい
資料が裁判所のホームページからダウンロードできます。
『相続関係手続での戸籍の入手方法Ｑ＆Ａ － 裁判所』http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/205002.pdf

参考
資料

1「元気カフェ本の森」ロビーに隣接する展示室では、特別
展示期間以外は、「本のすがた展」が常設されている。

2「人気の南窓際席」土日は満席になっていることが多い。
１階の北窓際席も落ち着き居心地がいい。

3「キャレル席」（個人用閲覧席）座席数12、利用時間は２時間。

1 2

3

本好きな
ヨムくん・ヨムママ
が案内してくれるよ
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実務専門講座　講師紹介

講師氏名 野　口　哲　郎　

研 修 日 平成26年10月18日 講 座 名 建設業許可特別講座
・建設業（基礎編・実務編）

プロフィール

昭和50年１月札幌生まれ、小樽・函館育ち（お酒を飲むと浜言葉がポロポロ）
北海学園大学法学部卒業後、住宅セールス会社・空調設備会社に10年程勤務し平成18年11月に行政書士登録。
その後、開業当初より共に研鑽を重ねてきた長谷川征輝会員に誘われ、共同で平成23年４月１日「あかり行
政書士法人」を設立し代表社員に就任。
サラリーマン時代に営業職を中心に、総務・経理・現場部門を経験したことが、現在の事務所経営・建設業
関連業務の基礎となっています。モットーは「明るく・楽しく・前向きに」

講座内容
の説明　

★本講座は平成26年２月８日実施済みの建設業①（基礎編・実務編）講座映像及び資料の再利用による講
座であり、ライブ講義ではありません。但し、当日の講座運営は野口会員が行うため、講義映像視聴終了
後、質疑応答・補足説明を別途行う予定。
　基礎編では建設業関連業務にはどのようなものがあるか。産廃業等関連する業務とのセット受注をどう考
えるか等々、営業に役立つ知識を交えてお話します。その後、特に重要な許可要件を中心に建設業許可と
は何かを学びます。実務編では顧客との打合わせから、事例を用いた許可申請書類の作成方法について、
市販の手引きには記載されていない、実務で培った知識までも網羅した豊富な資料を用いてご説明します。

講師氏名 荒　木　　　徹

研 修 日 平成26年11月１日 講 座 名 法人関連業務総合ガイダンス

プロフィール 平成５年に開業以来、自動車関係業務・運送事業を中心として、その周辺事業である産業廃棄物収集運搬、
倉庫業、会社法関連の営業譲渡、分割、合併業務とあらゆる手続きを行っています。

講座内容
の説明　

他の実務専門講座を単独で受講する前に「法人関連業務総合ガイダンス」を受講したほうがより習熟度が上
がるようになるものと思います。
一つ一つの許認可業務を点とするならば、点と点を繋げて考える発想力を養うための研修です。許認可の共
通事項と個別事項、そして総合的に必要なポイントを解説します。
会社法と会計業務、建設業と運送事業、産廃収集運搬等の関連を例示しながら解説し、許認可取得に至るプ
ロセス、また、取得後の融資の計画書、営業のポイントを含め総合的な研修となるように考えております。
中堅以上の会員の方々はもう一歩先へ、新入会員の方々は５年かかって理解できるものが２～３年その期間
を短縮できるものと思います。この機会に是非受講されてみては？

講師氏名 鹿　内　幸四朗  （税理士法人・行政書士法人　中野会計事務所）

研 修 日
平成26年11月５日

講 座 名
士業のマーケティング　～

平成26年11月７日 相続マーケット完全攻略講座

プロフィール

昭和44年11月18日生まれ　磯谷郡蘭越町出身
昭和63年　税理士法人中野会計事務所（岩内郡共和町）入社
平成14年　札幌事務所開設のため転勤
平成20年　（社）相続手続支援センター札幌設立　常務理事就任
オリジナルエンディングノートを使った相続セミナーの受講者は10,000人を超えており、「専門用語を使わ
ない」わかりやすい解説が好評。

講座内容
の説明　

１日目：スポンサーの付く相続セミナー体験講座
→実際の相続セミナー資料を使用しながら、葬儀社・保険会社・不動産などのスポンサーがつくセミナーの
やり方・コツを講義します。
２日目：他士業＋隣接業態とのアライアンステクニック
　事務所の成長に不可欠な他士業との連携や、不動産・銀行・保険会社など業務隣接業態との提携のコツ、
メリットなどをお伝えします。
同じく２日目：士業事務所のマーケティング戦略
　売上をUPさせるためのマーケティング戦略、特に広告宣伝の効果的手法を成功事例を交えながら詳細に
お伝えいたします。

134No.
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講師氏名 吉　田　　　充

研 修 日 平成26年11月12日 講 座 名 問い合わせから
受任につなげる営業手法

プロフィール

1969年　札幌生まれ
大手ゼネコン退職後、2004年６月に行政書士登録し開業
開業当初より「セミナーからの顧客獲得」を実践し、一時低迷期はあったものの、それを機会に自らのノウ
ハウを見直し現在のスタイルを確立。そのマーケティングノウハウを盛り込んだ「“伝える”マーケティング」
は、士業のみならず営業マンやセラピスト、起業希望者にも好評。

講座内容
の説明　

ホームページやチラシ、セミナー等からの問い合わせが少ない、問い合わせはあってもなかなか受任に結び
つかない。そんなお悩みは、ありませんか？
もし、そんな状態がある、そんな状態が続いているとしたら、それは「伝えるべきこと」がきちんと伝わっ
ていないから。
この講座では、「伝えるべきこと」とは何か？ということから、それをどのよう伝えると問い合わせに結び
つくのか？そして、どうすればそれを受任までつなげられるのか？について、「問い合わせからの受任」の
確率が少しでも上がるように、講師の体験も交えて詳しく解説します。

講師氏名 山　本　紀　義

研 修 日
平成26年11月18日

講 座 名
記帳会計実務①（基礎編）

平成26年11月19日 記帳会計実務②（応用編）

プロフィール

倶知安高校卒業。札幌市役所勤務を経て、26歳で開業（税理士・行政書士・特定社会保険労務士）。49歳で
北海学園大学経済学部入学。その後、現在も大学院等で勉強している学生としての一面も。以前より大学・
専門学校等で講師に就き、現在は、総合労働相談員・公益法人札母連の監事等をしています。
事務所モットーは「どんな仕事でも誠実な努力を傾けること」です。
また、生涯、放送大学の現役学生でありたいと思っております。

講座内容
の説明　

・記帳会計実務①（基礎編）：(1)経営活動を取引として把握して、財務諸表の基礎知識・記帳業務から決
算までの流れを説明。(2)日商簿記2級商業簿記編のレベルを念頭に置いた、会社会計実務について説明。
(3)皆さんの顧客となる中小企業経営者に理解し易く、活用しやすい会計ルールである「中小企業会計要
領」の説明。
・記帳会計実務②（応用編）：(1)PC等を用いた、記帳会計業務の実際を説明。
　(2)建設業決算報告への応用方法の説明。(3) 税理士業務である所得税や法人税の青色申告との業際の注
意点・税理士との連携についての説明。(4)税務申告書（法人税・所得税・消費税等）の概要・読み解き
方を学び、経営状況を把握。

講師氏名 八重樫　洋　平

研 修 日 平成26年11月26日 講 座 名 法人設立
（各種法人の用途別使い分け・その他）

プロフィール

1980年札幌生まれ。大学進学から12年東京で暮らし、３年前の2011年に帰札。同年７月に行政書士登録。
前職は東京にある司法書士法人の職員。
2013年４月に行政書士法人を設立、代表に就任。
専門は法人設立、許認可等企業向け業務。法人設立後や許認可取得後のフォロ̶、関連展開への提案等にも
定評があり、建設業、運送業、自動車販売関連、福祉事業関連を始め、幅広い業種の顧客に対応している。

講座内容
の説明　

前半は、各種法人の法的性格や、具体的な法人設立までの流れ、必要な書式等を、これまでの経験や具体的
事例に即してお話します。
特に、顧客からどういったことをヒアリングすれば良いのか、ヒアリングした内容をどう反映していくか等、
経験に基づいたノウハウは必聴です。
後半は、法人設立業務をどのように受注するか、設立後の業務（記帳、許認可、議事録作成等）受注へのつ
なげ方、顧客との関係の保ち方等を中心にお話します。法人関連業務を基幹業務にしたい方、法人設立業務
をきっかけにその他の業務に展開していきたい方等、法人設立業務に関わる可能性のある方、興味のある方
は是非受講して頂きたいと思います。

134No.
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講師氏名 野　口　哲　郎　

研 修 日
平成26年12月開講予定

講 座 名
建設業①（建設業決算）

平成26年12月開講予定 建設業②（経営事項審査）

プロフィール

昭和50年１月札幌生まれ、小樽・函館育ち（お酒を飲むと浜言葉がポロポロ）
北海学園大学法学部卒業後、住宅セールス会社・空調設備会社に10年程勤務し平成18年11月に行政書士登録。
その後、開業当初より共に研鑽を重ねてきた長谷川征輝会員に誘われ、共同で平成23年４月１日「あかり行
政書士法人」を設立し代表社員に就任。
サラリーマン時代に営業職を中心に、総務・経理・現場部門を経験したことが、現在の事務所経営・建設業
関連業務の基礎となっています。モットーは「明るく・楽しく・前向きに」

講座内容
の説明　

・建設業①：建設業決算報告書の作成方法の基礎から応用までお伝えします。最初に、財務諸表（貸借対照
表・損益計算書等）とはそもそも何かという基礎的事項や用語説明、書類の見方を説明します。その後、
税務所に提出する決算書と建設業の決算書の違いを学んだ上でどのようにして税務所に提出する決算書か
ら建設業決算独特の勘定科目へ振り替えていくのかを中心にお話します。工事経歴書作成のコツも具体例
を用いてお話します。
・建設業②：経営事項審査は、経営状況分析申請と経営規模等評価申請の両者の総称です。
　最初に、分析機関に申請する経営状況分析の書類作成方法・手続の流れを説明します。
　その後、経営規模等評価申請について、工事請負契約書の見方、申請書類作成方法、各種提示書類の見本
を活用した役所対応等を学び、実際に申請できるレベルまで習得します。

134No.

会報バックナンバーのご案内

号 主な特集
121号 任意会の紹介
122号 任意会へおじゃましま～す　「法友会」
123号 任意会へおじゃましま～す　「水曜会」
126号 いまさら聞けない業際問題「業際問題の基礎」
127号 いまさら聞けない業際問題「税理士業務」
128号 いまさら聞けない業際問題「補助金と助成金について」
130号 支部理事の仕事　総務部・財務部

131号 ウェブツールを120％利用して売上げを倍増させる「ここだけの話」前編
支部理事の仕事　業務企画部

132号 ウェブツールを120％利用して売上げを倍増させる「ここだけの話」後編
支部理事の仕事　監察広報部

　これらの特集記事が掲載されているバックナンバーは札幌支部ホームページの「会員用ブロ
グ」にログインするとご覧になれます。ブログでは研修会の空席状況の確認もできます。
　閲覧パスワードの発行は札幌支部事務局まで、会員番号を添えてメールにてお問い合わせく
ださい。会員のメールアドレスの確認も兼ねております。

mail   gyoseisapporo@mti.biglobe.ne.jp　※電話でのお問い合わせは受付ておりません。

　これまで発行した会報の中で面白い特集や、会員の皆さまに読んで頂きたい特集の一部をご

紹介します。
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guestさっぴょんさっぴょんがが行く！行く！
　さっぴょん　さっぴょんがが聞く！聞く！

1
有森　昭二 有森　昭二 会員会員

南風（ミナミカゼ）自転車店

有森会員の経歴

本号からスタートする新コーナー、第１回目のゲストは有森昭二会員。
「自転車行政書士」さんとして、自転車屋と行政書士事務所を開業されているんだって。
異色な存在感を放つ有森さんに、いろいろお話を聞いてみよう！！！

さっぴょん ：熊本ご出身の有森さんが北海道に来たきっかけ、自転車や行政書士という仕事に
出会うまでの経緯などを教えてください。

有森会員 ：大学卒業後、６年ほど熊本で住宅関係の営業の仕事をしていましたが、その仕事に
限界を感じていました。北大に通う友人から「北海道に来た方が良いんじゃないか」という
アドバイスがあり、北海道に拠点を移し人生を歩もうと決意したんです。北海道に来て「秀岳
荘」という会社に入社し、新設する自転車売場の立ち上げメンバーになりました。元々自転
車は好きでしたが、売場の責任者になったことで、自転車とじっくり向き合うようになり、
「もっと自転車が活躍する世の中にしたい」「自転車に毎日乗る人が増えてほしい」と考える
ようになりました。そして、自転車に関する法律があまり整備されていないこと、警察でもし
っかり現状を把握していないことに疑問を抱き、自転車に関連する法律や判例に精通した
「法律に詳しい自転車屋」「自転車に詳しい法律家」になりたいと思うようになりました。

　　行政書士の資格は大学で勉強していた法律を形にしておきたくて、将来性や起業のしやす
さも考え、すでに取得してありました。

さっぴょん ：それまでの仕事や住んでいた場所から離れ、遠く離れた北海道に来るというのは
すごい勇気だと思います。自転車屋さんを経営するうえで、何か大事にしている思いなど
はありますか？

有森会員 ：折りたたみ自転車の魅力です。当店は、折りたたみ自転車に注力しています。
　　折りたたみ自転車は停める場所に困りません。私は家電量販店に行った時などは自転車を
たたんで、キャリーバッグのようにして店内に入ります。折りたたみ自転車を持ってJRに
乗り、降りた先で自転車を楽しむ、ということもできます。

　　自転車を普及させるということは、車社会に対する挑戦でもあります。これまでの常識を
打ち破るたくさんの可能性を秘めているのが、折りたたみ自転車の魅力です。

　　折りたたみ自転車でも競技用車両と乗り手次第では交互に渡り合えることを証明するため
にも、折りたたみ自転車で大会に出たりもします。私自身が、実際に行動で示さないと（笑）。

さっぴょん ：自転屋さんと行政書士との両立、関係性について教えてください。

有森会員 ：自転車でお世話になったお客様から「あいつに任せれば問題を解決してくれる」
という信頼を得て、行政書士業務の依頼を受けるという流れを作れれば嬉しいです。お客
様から信頼を得て質の良いサービスをするという面では、どちらの仕事でも一緒で、ただ
対象となる事柄が自転車なのか、行政書士業務なのかの違いだけです。

　　そういう理由でも、地域に根差した「自転車行政書士」になりたいです。
　　今の私は、自転車を世に問うことを補う意味でも「行政書士」があるのだと感じています。
そしていずれ、行政書士としての自分も、より多くの地域の方々に浸透して欲しいです。
また、社会貢献の一環として、セミナーなどを通して自転車に関する道路交通法のお話を
したいとも考えています。

〒062‒0904   札幌市豊平区豊平４条７丁目3‒14
TEL/FAX　011‒831‒8009
http://southernwind-bicycle.jimdo.com/

1968年　熊本県熊本市生まれ
1992年　日本大学法学部卒業
1995年　行政書士資格取得
1998年　あらたな人生を求め北海

道上陸
　　　　  株式会社秀岳荘入社
2012年　行政書士登録
2013年　「南風自転車店」「有森行

政書士事務所」を開業

行政書士にイチ押しの自転車行政書士にイチ押しの自転車

常連のお客様と有森さん常連のお客様と有森さん

息子さんと共に坊主頭にしたという有森さん息子さんと共に坊主頭にしたという有森さん

小物もいっぱい小物もいっぱい

天井にはタイヤ天井にはタイヤ

棚に陳列される高価な折りたたみ自転車棚に陳列される高価な折りたたみ自転車南風自転車店の軒先南風自転車店の軒先 南風自転車店の店内①南風自転車店の店内① 南風自転車店の店内②南風自転車店の店内②味のある看板味のある看板

この取材をしている時にも、毎日出勤途中
に立ち寄っているという男性が有森さんの
お店で購入した自転車に乗っていらっしゃ
いました。すでに地域の方々に親しまれて
いる有森さん。先日も、自転車屋さんのお
客様から、行政書士業務のご依頼があった
とのこと。まだ開業して１年半とは思えな
いほど、ご活躍の様子でした～。
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札幌支部　広報活動のご報告

「第４回はつらつ健康まつり」で無料相談会を開催しました
　社会福祉法人札幌市社会福祉協議会が主催する「第４回は
つらつ健康まつり」が、７月16日（水）午前10時～午後３時、
札幌市社会福祉総合センター（大通西19丁目）４階大研修室
において行われ、札幌支部も参加しました。
　今年は「行政書士相談コーナー」というブースを３箇所設
けて頂き、北海道行政書士会札幌支部・北海道成年後見支援
センターから相談員を派遣しました。相談件数は昨年よりも
やや少なく５件でしたが、主な相談は相続と成年後見に関す
るもので、相談者はゆっくり相談をされていきました。
　会場では体力測定や健康相談などが行われていたほか、リ
ハビリに使われるという「足こぎ車いす」などの紹介もあり、
目新しい介護商品に驚く場面もありました。
　来年、参加する際は相談ブースだけではなく、セミナーな
どのイベントを開催することも検討しています。
　なお、今年の「はつらつ健康まつり」の来場者数は、401
名でした。

相談ブース

相談の様子

司会の荒木支部長 参加された各議員のみなさま 和やかな場面もありました

第3回「支部長と話そう」が開催されました
　平成26年８月23日（土）白石区民センター多
目的室において、第３回「支部長と話そう」が開
催されました。今回はこれまでと趣向を変え、白
石区及び豊平区選出の国会議員・道議会議員・市
議会議員の５名に参加して頂き、各議員のみなさ
んと会員が情報・意見交換をする場となりました。
　荒木支部長より行政書士制度と業務内容、最近
の業務の動向をお伝えし、「放置されている空き
家」「町内会の未加入世帯の増加」「自転車専用道
路」「観光バス等の他県からの乗り入れ」「災害協
定」など、業務や普段の生活の中で感じる多岐に

わたる問題について闊達な意見交換がありました。
　また、成年後見制度や法教育についても行政書
士が一番身近な街の法律家として協力できること
をお伝えしました。
　次回の「支部長と話そう」は10月に南分区で
開催する予定です。

衆議院議員　　　　高木宏壽
北海道議会議員　　森　成之
札幌市議会議員　　芦原　進
札幌市議会議員　　阿部英明
札幌市議会議員　　谷沢俊一

参加された
各議員（敬称略）
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行政書士パーフェクト研修

　平成26年６月17日（火）札幌市教育文化会館
４階講堂において、吉田充会員を講師に迎え、一
般研修「宅地建物取引業免許申請の基礎」が開催
されました。受講者は会員40名、補助者３名の
計43名でした。
　宅地建物取引業の免許申請の概要と申請書の作
成方法について、実際の申請書類や資料を使いな
がら一つ一つ丁寧に解説してもらいました。
　今回の研修で配布されたマニュアルの話だけで
はなく、参考にするとさらに理解しやすくなる資
料の紹介や書類作成の上で工夫すべき点など、ス
ムーズに業務に取り組むことができるようになる

情報もあり、研修に参加することの重要性を再認
識できる機会にもなりました。

　平成26年７月23日（水）札幌市教育文化会館４
階講堂において、札幌支部の斉藤正行会員を講師
に迎え、行政書士パーフェクト研修「行政書士に
よる告訴状・告発状の作成実務」が開催され、65
名と多数の会員が参加しました。
　事例をもとに事件発生から告訴状（告発状）の
作成の実務の注意点、その後の捜査、控訴提起、公
判までの一連の流れについて穴埋め問題を解きな
がら学ぶことができました。
　また「行政書士資格がないのに無資格で家系図
を作成し報酬を得た」とし、過去に北海道行政書
士会が行政書士法違反として作成した告発状、そ

の最高裁判決等、興味深い資料も豊富で大変有意
義な研修でした。

第２回「宅地建物取引業免許申請の基礎」の報告

第３回「行政書士による告訴状・告発状の作成実務」のご報告

今後開催される一般研修の予定

講師の吉田講師

講師の斉藤講師

第５回　　平成26年10月

テーマ 「法人設立の基礎（各種法人の概要・
業種等における使い分け）」

講　師 長谷川　征輝　氏（札幌支部会員）
※夜間帯に開催する予定

第７回　　平成27年２月
テーマ 「遺言執行の実務について」

講　師 未　定

第６回　　平成26年12月

テーマ 「建設工事・除雪の
　 入札参加資格について」

講　師 北海道及び札幌市の契約管理課ご担当者

第８回　　平成27年３月
テーマ 「法改正又は営業に関するもの」

講　師 未　定

テーマ及び開催時期は変更する場合があります。詳細は支部事務局からの案内をご覧ください。
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●入会しました 
（入会年月日）（会員番号） （氏　名） 〔事務所〕

　1. H26. 6. 1 5436 岸　尾　正　博 中・中央区3

　2. H26. 6. 1 5437 伊　藤　一　彦 中・中央区5

　3. H26. 6. 1 5438 柴　田　俊　明 東・白石区3

　4. H26. 6. 1 5439 輪　島　　　誠 中・中央区2

　5. H26. 6. 1 5440 小　黒　耕太郎 中・中央区2

　6. H26. 6. 1 5443 山　本　隆　巳 南・南 区

　7. H26. 6. 1 5444 山　口　浩　輝 南・厚 別 区

　8. H26. 6. 1 5445 藤　岡　利　昭 南・千 歳 区

　9. H26. 6. 1 5446 竹　花　　　豊 北・北 区 2

10. H26. 6. 1 5447 弦　巻　　　純 中・西 区 1

11. H26. 7. 1 5448 森　谷　知　之 中・中央区1

12. H26. 7. 1 5450 松　岡　京　子 東・豊平区2

13. H26. 7. 1 5451 更　科　香　織 南・南 区

14. H26. 7. 1 5452 髙　島　　　匠 東・豊平区2

15. H26. 8. 1 5453 赤　間　　　誠 北・東 区 2

16. H26. 8. 1 5454 塚　田　修　治 中・中央区2

17. H26. 8. 1 5456 松　野　則　和 北・東 区 2

18. H26. 8. 1 5457 藤柳（南）優香 東・豊平区2

●退会しました 
（退会年月日）（会員番号） （氏　名） 〔事務所〕

　1. H26. 6.30 3627 前　多　智　子 東・豊平区3

　2. H26. 7. 2 4758 村　元　　　邁 南・北広島区

　3. H26. 7. 4 4726 小　林　　　靖 北・東 区 3

　4. H26. 7.11 5157 竹　田　雄　一 東・白石区2

　5. H26. 7.31 4951 鈴　木　恆　雄 北・東 区 2

　ちょうど今回、オススメスポットとして中央図書
館を掲載していますが、８月から札幌市の図書館等
で記名式SAPICAが図書貸出券として使えるように
なりました。SAPICAはコンビニや自販機、区役所
等での支払いにも使えるので、小銭がないときに重
宝しています。改めて調べてみるとクリーニング店
や喫茶店、歯科や薬局でも使える店舗があるようで
す。ますます便利になるのは嬉しいのですが、落と
したときが心配です。 （紺野裕和）

　今回、自転車屋さんを営む行政書士さんのご紹介
がありましたね。この間までどこへでも自転車で移
動していた私ですが、車を運転する機会も増えまし
た。車を運転中、自転車にヒヤっとする場面も多い
です。ドライバーになって初めて気付く自転車のマ
ナーもたくさんあるんだなぁと実感する近頃です。
 （篠原　菫）

　10月１日（水）から市営交通の料金が変わります
ね。地下鉄は、１区200円はそのままですが、２区
から値上がりになります。私がよく利用する市電の
普通料金（170円）は据え置きのようです。ちょっ
と得した気分ですが、市電のループ化が遅れている
のが気になります。 （原田和子）

　今年の夏、高校野球が熱かったですね。延長50回
で決着ってスゴ過ぎます。ピッチャー、よく投げ抜
きました。競争心のない僕なら、たぶんこう言いま
す。「監督、明日は１年の山田に投げさせてやって
ください。山田には今からこういう舞台を経験させ
てやりたいんです」。いえいえ、そこで逃げたらダ
メでしょう。やり抜くことはその後の人生できっと
大きな自信になるに違いありません。さて、支部だ
より編集委員も今号を入れて残すところ３号。やり
抜きますよ！ （工藤正幸）
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