第253号
平成26年 3 月号

熊本県行政書士会
URL：http://www.kumagyou.jp/
E-mail：info@kumagyou.jp

gyo_253-hyousi-1cs6.indd

1

2014/03/25

10:05:15

目

次

巻頭言２

行政書士記念日事業

市民公開講座開催３

幸則５

郡部での「市民公開講座」を体験して

坂本

年度特別研修会報告
６

企画研修部
平成

電子対策部７
広報部

高校生のための出前講座報告９

女性部会

国際部会からのお知らせ

支部だより

熊本東南支部・北西支部

合同研修会報告

熊本中央支部

第二回無料相談会報告

宇城支部研修会報告

菊池支部無料相談会

政連だより

事務局だより

会務日誌

編集後記

12

12

13

16 15 14

17

18

19

19

14:19:58

2014/03/26

2

gyo_253-P01-19cs6.indd

25

平成26年３月号
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表紙コメント

「サンシュユ」
原産地は中国、ミズキ科の落葉高木。厳冬期を耐え２月
中旬から花を付ける。見頃は３月中旬頃まで。数多い「花
木」の中にあって葉に先駆けて直径４～５㎜の黄金の手毬
のように集まって咲く。花盛りには花木全体が黄金色に染
まる。スイセン、ロウバイ、ウメ、サンシュユ、コブシ、
モクレン、サクラと自然界は順序良く咲いていく。球磨郡
内国道219号を走行中、沿線でのスナップ。（写真は八代支
部 瀧本会員提供）

第253号

熊本県行政書士会

平成26年３月号

巻頭言

早春の候、会員の皆様におかれましては、益々業務にご精励のこ
とと存じます。
平素は会の運営にご理解とご協力を頂き誠にありがとうございま
す。
「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」のことば通り、つい
この前年が明けたかと思えば、もう３月も終わろうとしております。
私が二期目の会長に就任し任期の前半がほぼ終了致しました。
広報誌１月号の巻頭言でもふれましたが、今年に入り、書式の変更に伴う職務上請求書の差し替え
を行いました。今回は差し替えの際に遠隔地支部（球磨支部、八代・芦北支部合同、天草支部）にお
いては、２年に一度と義務付けられている研修も同時に開催致しました。今後の職務上請求の研修に
つきましては、各支部総会の際に開催できれば会員の皆様の負担が軽くなるのではないかと考えてお
ります。
また、長期会費滞納者（１年以上）に対する訴訟の結果、この１月より和解に基づきそれぞれ入金
頂いておりますが、一部継続事案がありますことは甚だ遺憾に思っております。今後も会費の納入に
関しては粛々と手続きを進めてまいります。
それから、現在章紙制度の見直しを検討しているところです。この章紙は先達の方々が会館建設資
金の一部に充当すべく会費の一部として制度を作られたわけですが、会費であるにもかかわらず、近
年制度そのものが遵守されておらず、会館取得もかなったこともあり制度の見直しを検討しておりま
す。理事会では章紙そのものの廃止という意見もありましたが、非行政書士排除を目的として、引き
続き制度として残していこうということとなりました。なおこの件に関しましては会則の変更を伴い
ますので、総会決議を経なければなりません。詳細につきましては、別途お知らせする予定です。
今回の会報誌発行と同時に皆様のお手元に会員名簿をお届けしております。内容は登録の際公開で
きる項目のみとなっておりますが、取り扱いには慎重を期して頂き、会員同士の交流や支部活動に活
用して頂ければ幸いです。
最後になりましたが、私の任期もあと１年です。会の運営の改善をはかる上での課題はまだまだ沢
山ありますが、行政書士業務拡大と安定のために、会長としての責務を全うしたいと思っております。
どうか今後とも皆様のご支援とご協力を切にお願い申し上げます。
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行政書士記念日事業

市民公開講座開催

行政書士記念日事業として、２月15日（土）水俣市の「もやい館ホール」にて市民公開講座を開催
しました。寸劇「公正証書遺言をつくろう」は、昨年に続き八代支部の瀧本先生と広報部員とで台本
を基に、セリフ、動き、ナレーションなど練習しながら場面構成を作り上げました。当日は照明、ス
ポットライトの切り替えを入れてリハーサルを二度行い本番に挑みました。
配役は以下のとおり
相談者（瀧本眞敏）

妻（井口由美子）

行政書士（元田和博）

公証人（高見洋一）

ナレーション及び解説（増井洋介）

行政書士（緒方健一）

場面は水俣市に住む瀧本さん夫婦が、伯父さんの七回忌を終え帰宅したところから始まります～未
だ相続がまとまらない様子を目の当たりにした瀧本さん夫婦は、遺言書をつくっておいたほうが安心
だということで、知り合いの元田行政書士に相談します。自宅に元田行政書士を呼んで遺言書の説明
を聞いた夫婦は、公正証書遺言をつくることに決めました。遺言の内容を詳細にやりとりして後日、
元田行政書士とともに証人の一人となる緒方行政書士と高見公証人がやって来ます～公証人が本人確
認をして公正証書を読み上げ、証人の署名捺印を経て公正証書は出来上がり、瀧本さん夫婦が一安心
したところで幕は閉じます。

預金と土地建物は妻に、農地は長男に遺したいという遺言内容のやりとりの中で、
『預金はちょっ
とだけ・・・ほんの1,800万円ばかり』
『次男には以前、事業の開業資金として5,000万円、長女には嫁
入りの時にしこたま持たせているから・・・』と、瀧本先生のユーモアを交えた演技が会場の笑いを
誘っていました。遺言者の気持ちを伝える「付言」にも触れ、公正証書作成の一部始終を会場の皆さ
んに理解していただけたようです。
この日は RKK のカメラ取材も入り、３月10日の「夕方いちばん」でオンエアされました。
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第一部後半の「自筆証書遺言の書き方講座」では、黒葛原先生が自筆証書遺言作成のポイントを詳
しく分かり易く説明しましたが、メモを取りながら熱心に聞かれている方が多く見受けられました。

休憩をはさみ第二部は個別無料相談でしたが、第一部終了で帰られる方が予想以上に少なく、７割
ほどが残られて会場は大相談会といった雰囲気でした。広報部スタッフと芦北支部の先生方、来場さ
れていた八代支部の坂川先生にもピンチヒッターをお願いし、個別に相談を受けて予定時間の４時に
終了いたしました。
当日の朝早くから会場の設営、駐車場案内、受付、終了後のあと片付けまで芦北支部の先生方には
本当にお世話になりました。また支部長の坂本先生と副支部長の平松先生にはチラシの配布など事前
準備からご協力をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。チラシ作りに始まり寸劇の裏
方まで部員一丸となっての手作り市民公開講座で、今年度最後の事業を無事終えることができました
ことをご報告いたします。
市民公開講座の開催は熊本市以外では宇土市、天草市、玉名市、菊陽町に続く開催となります。今
回水俣市でメインゲストもいない講座に50人も集まれば良い方だと聞き正直不安でしたが、お天気に
も恵まれ60人近い来場者があり、大半の方が個別相談を希望されたことからも市民の遺言相続への関
心の高さを感じる有意義な一日となりました。以下はアンケートからの抜粋です。
講座の内容について
○非常にわかり易い説明で、初めての受講だったが勉強になった。
○自筆証書遺言の作成を日記代わりにチャレンジしてみたい。
○子供たちがもめないように遺言書を作成したいと思う。
○寸劇での説明は文章の説明よりわかり易い。
○10年前に争続となった経験から、遺言書がいかに大事か良くわかりました。
行政書士のイメージについて
○仕事内容を知らなかったが、気軽に相談できることがわかった。
○身近な相談事項が日常的に沢山あるように感じた。
○何でも相談しやすい雰囲気であった。
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郡部での「市民公開講座」

を体験して

相続・遺言書作成の市民公開講座が県南の水俣市で２月15日（土）初めて開催された。高齢者向け
の冬季イベントとしては成功裡に終了することができました。
井口副会長から水俣での開催を計画していることを伺ったとき私は不安でした。相続・遺言書作成
は高齢者が対象で寒い時期は天候に左右され、高齢者向けのイベントが成功しないからです。
幸い、芦北支部では25年度事業計画に「出張無料相談会」を初めて取り入れすでに２か所消化して
おりました。
老人施設等の事務局長に面談し、当方の計画主旨を伝え日時を設定します。
施設等に出張して無料相談会を試みるのは今までにないスタイルで、足のない高齢者には大変喜ば
れます。
当日前段は「相続と遺言書作成」の講話を30分程度行い、後段で質疑個別相談に応じるもので、２
か所で25名程度参加され対処してきました。
相続と財産分与については多くの方が真剣に取り組まれ考えておられます。この企画を今後も継続
してまいります。
今回水俣で開催されて一番喜ばれたのが「寸劇方式」で進められたことです。わかりやすく理解で
きたと評判でした。
地方でのイベントを実施するには大変な労力が必要です。早朝より準備していただいた会員の方々
に御礼申し上げます。又、郡部での開催を計画していただいた加藤会長をはじめ役員の皆様に感謝申
し上げます。
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企画研修部

平成25年度特別研修会報告

下記の通り、今年度最後の特別研修会が開催されました。第１講は58名、第２講は52名の方に出席
していただきました。お昼を挟んで夕方までの長丁場でしたが、満席状態の中みなさん熱心に受講さ
れていました。特に風俗営業関連の研修は、近年開催していませんでしたので、関心が高かったよう
に思われます。
また、研修後の意見交換会にも多数の方に参加していただきました。朝から晩までお疲れさまでし
た。
来年度も会員にとって有意義な研修を開催したいと思いますので、ご意見、ご要望がございました
ら企画研修部までよろしくお願いします。
特別研修会プログラム
平成26年２月10日（月） 10：00~16：50
於

県民交流館パレア
講

義

内

会議室７
容

第１講
風俗営業の許可・風俗法解釈基準について
第２講－１
・建設業法様式の財務諸表作成上の注意点
第２講－２
・経営状況分析８指標の解説
・経営状況分析申請書類作成上の注意点等
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熊本県警察本部
生活環境課 営業係長
警部補 山口 栄一郎
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様

（一財）建設業情報管理センター西日本支部
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電子対策部

ネット社会でもリアル社会でも信頼される行政書士に！
配信する表記内容や利活用法は、大丈夫ですか？

昨年７月、インターネットにおける日本のビジネス活動を円滑化するためのサービスとして、サイ
バー法人台帳「ROBINS」というサービスが、スタートしました。そのビッグデータには、Web サ
イトの URL、メールドメイン等の企業特定のための情報のみならず、得意技術や表彰、業種、許認可、
実績等、前掲のマスターデータとヒモづけされた特色情報も登録されることになります。いわばネッ
トを通してその企業の信頼性が証明されるのですが、そうした情報を実際に訪問して確認する戦力と
して、ネット社会でもリアル社会でも信頼される行政書士に期待が集まっているところです。
同じく昨年11月、当部の所掌事務の範囲を拡大する規則改正を理事会で承認いただき、これによっ
て、当部の仕事に「支部・専門部会・会員の電子利用に関する調査・啓発」を加えさせていただきま
した。この狙いは、会員のホームページ、ブログ、SNS その他における表記内容次第では、当該会
員のみならず本会の評価を汚しかねない危機感があるため、不適正事例を予防することにあります。
冒頭に挙げた ROBINS 確認者として登録する行政書士は、自身の事務所情報（当然ホームページも
含みます）も ROBINS に掲載登録する必要がありますので、なおさら信頼性が求められます。
そこで具体的な「ホームページ適正チェック項目」ですが、それについては、
『行政書士熊本』（平
成24年11月号）の P.9-11に、私の原稿が載っております。本会ホームページのバックナンバーコー
ナーからも確認いただけますので、ぜひご活用願います。同原稿の繰り返しになりますが、一旦イン
ターネット上で流通するとなると、すべて公共の目に触れるということになります。仮に不適正な表
記があると、閲覧者側でも容易に証拠を保存することができます。不適正であることを知らなかった
では済まず、事務所の評判を上げるために始めたホームページが、かえって評判を下げる結果になり
かねません。
不適正事例を以下の通り列記してみました。この機会に各自チェックしてみていただければ嬉しい
限りです。
●事務所ホームページの取扱い業務の説明ページ内で、日行連 HP に掲載されているイラストを掲載
している
→

×イラストレーター（あるいは譲渡を受けたかもしれない HP 運営者）の著作権を侵害している。

●事務所ホームページ内で「県内トップの実績」という最高表現がある
→

×信頼できる根拠データの併載がなければ、優良誤認表示となり不適正。事実上不可。

●事務所ホームページ内で、
「弁護士を紹介します」と表記している
→

×非弁連携業務を行っていると判断されかねず、不適正。

●事務所ホームページ内で家系図作成後に取得した戸籍を渡すと表記している
→

×家系図作成目的で職務上請求による戸籍取得は不可。戸籍詐取が主目的の者につけ込まれか
ねない。
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●受任から業務完了まですべてメールのみで対応している
→

×本人確認や暴排対策が不備で危険。なりすまし者からの申し込みで個人情報詐取に遭う危険
もある。

● Facebook など SNS で、訪問先の官公署等内部や本会研修部会の写真やケーススタディ資料を掲
載している
→

×肖像権や個人情報の侵害、その他守秘義務違背の恐れがあり、不適正。

●ブログや SNS の投稿で、職務上請求書について話題に取り上げたり、写真を掲載する
→

×職務上請求書は慎重な取扱いを要する書類であり、他人に知らしめるのは無用、不適正。

●パソコンにファイル交換ソフトをインストールしている
→

×パソコン内のデータが外部に流出する恐れがあり、不適正。百度の日本語変換ソフトも同様。
ROBINS ホームページ https://robins.jipdec.or.jp/robins/

※ ROBINS：Reference Of Business Identity for Networked Society

ネット上の事業者情報の常識を変える！
サ ービス 概 要
今のネット上では、事業者情報は自己申告であり、他の情報で確かめることができない状態です。
ROBINSは第三者が確認した事業者情報を他の情報と連携できる形で提供します。

安心・安全

メリット 1：

第 三 者が確 認した安 心できる事 業 者 情 報 の 提 供
★★★★★★

★★★★★★

確認済

★★★★★★

確認済

確認済

事業者

法人から団体、
個人事業者まで全ての
事業者が対象です

ROBINS上の
、
、
事業者は
第三者が
を確認します。

信頼・信用

簡単・簡便

メリット 2：

メリット 3：

各 種コードが事 業 者 情 報 の 信 頼を向 上

業コード

SR

業コード

R O B I N Sシー ルで
W e b サイト運 営 事 業 者 情 報 の 見える化

イ シー
ー コード
B

powered
by

業コード
ッ

コード連携で詳しい事業者情報を
探しやすくします
ROBINSホームページ

https://robins.jipdec.or.jp/robins/

一般財団法人 日本情報経済社会推進協会
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広報部

高校生のための出前講座報告

１月31日（金）８時55分、県立八代東高校３年生171名を対象に、同校武道場で「高校生のための出前講
座」を開催し、本会広報部員として私が講話をおこないました。
概要を報告します。
【準備】
６月26日（水）の広報部会で、私が今年度
の出前講座を担当することになり、前年度ま
でご担当になった同部黒葛原清子先生から資
料等を送っていただきました。
それらをベースに８月１日（木）から大ま
かな構想を練り始め、同30日（金）から教材
研究、翌日からプレゼンファイルの作成に入
りました。使ったソフトは OpenOffice 4.0.0
の Impress です。
これに並行して、６校に本会会長名で公文
書を送付してもらいました。６校の選定基準
は、①昨年度までに実施実績がある学校、②卒業生の進路に就職が一定割合を占める学校、③校長先生と私
が知り合いである学校等です。
９月18日（水）から、送付先校の校長先生にご挨拶をかねて電話連絡し、実施の方向で検討いただくよう
話をしました。この時点で、お送りした公文書について把握なさっていた校長先生はお二人にとどまりまし
た。次回以降、アプローチの方法を検討した方がいいかもしれません。
６校のうち県立八代東高校（以下「東高」）の第三学年主任の中村真理先生（男性・理科）から、出前講
座の実施を願う旨の電話連絡があったのは11月８日（金）です。実施日は若干の調整を経てすぐに確定しま
した。12月４日（水）15時に東高を訪れ、中村先生と打合せをしました。先方のニーズをうかがったほか、
生徒さんたちの普段の様子や進路状況、公民科科目（同校は２年次に「現代社会」２単位）の既習範囲につ
いて確認しました。この打合せには黒葛原先生も同行されました。
先方のニーズと、この時点までに準備していたコンテンツに若干のズレがあったので、修正の必要が生じ
ました。具体的には、法治主義など行政の基礎概念、相続とエンディングノート等のトピックを削りました。
年が明けて１月16日（木）、東高に事前アンケートをお送りしたところ、翌週23日（木）に約20件の質問
をピックアップしたものを用紙一枚で返送くださいました。質問の半数程度は当日のコンテンツ中に回答が
ありましたが、カバーしきれない部分は追加してスライドを作成し、示しました。
12月９日（月）に受講・受験した「申請取次事務講習会・効果測定」の事前学習に充てた時間を除き、８
月から実施前日まで、業務外時間の大半を出前講座の準備にあてました。総時間数は136．5時間にのぼりま
したが、これには図書館（市立図書館本館・森都心プラザ図書館）に何度か足を運び、資料を検索した時間
等は含まれていません。実時間はもう少し長くなると思います。
すべては講話を聞く生徒さんたちのためです。
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【構成のコンセプト】
分かりやすさと、トピックの新しさを中心に据えました。
前者については、数多く取り上げた悪質業者の手口等を構造的に理解してもらうために、多くの図を描き
ました。当日写したスライドは269枚です。
後者は、次の方法をとりました。基本的に書籍から得た情報で各テーマの骨格を作り、これに関係する新
聞記事や最新の統計、消費生活センターの相談員など専門家の声で肉付けするというものです。
最も新しい情報は、講座の２日前（１月29日（水））付の、県内のブラック企業に関する新聞記事で、こ
れもスライドに含めました。
【コンテンツ】
大まかに次のようなことを話しました。
これは「話し手の自己開示」的な意味で少しだけ入れました。聞き手からすれば、話し手が単に「誰か」であ
るより、ある種の個性をもった「○○さん」である方がいいように思います。
「行政書士」という、固い語感や業務内容の分かりにくさを伴う職業について、親しみをもってもらえるよう工
夫して伝えたつもりです。若干の説明を加えつつ、業務内容を列挙しました。
生徒さんが卒業したあとで出会う種々の手続場面を想定して、住民票、戸籍、印鑑証明書について、実際の転
居や、契約の成立、債務不履行などをからめて話をしました。
ここでは、市役所相談員を担当して多くの相談を受けたことが役立ちました。ボランティア的に参加していま
すが、貴重な学びの機会でもあります。
「やおいかん」は熊本弁で「どうにも上手くいかない」くらいの意味でしょうか。身近なところでわりとよく使
われるこの言葉をタイトルにしました。内容は「その１～３」に分けました。
：
「企業の目的」を導入の発問に用い、カードショッピングのしくみと自己破産制度の概要、悪質な金融
業者の手口から、規制する種々の法制、人的保証へと展開しました。東高との事前打ち合わせで、卒業生が
この種の問題に遭遇するケースがあると聞き、実際に窮状に陥ったときの相談窓口も示しました。
：悪質商法の諸類型と実際の被害例、今日的な消費者立法としての特定商取引法、消費者契約法、電子
契約法、消費者裁判手続特例法の概要を中心に構成しました。クーリングオフについては、内容証明用紙の
サンプルを資料として示しつつ、しくみや費用等にも触れました。
：
「労使の非対称性」で導入し、種々の労働条件について具体的な数値を用いて概説したあと、追い出し
部屋と解雇権乱用法理、名ばかり管理職と時間外労働、パワハラなど今日的な労働問題を中心に構成しまし
た。ブラック企業の実態については「日本海庄や過労死裁判」の裁判例をベースに話しました。参考にした
種々の書籍・新聞記事では労働基準監督署の対応の不備が指摘されていたので、具体的な相談先に NPO 等
も加えてみました。関係して、今日的な法制の動きとして、労働契約法上の雇い止め法理や、労働者派遣法
の対象区分が変更される動き等にも触れました。

ここでは、③・④で述べたことについて何点か補足しました。
そのうちの一つは「悩みをひとりで抱え込まない」ことで、人間関係の疎遠が困窮に拍車をかける「関係の貧
困」に陥らないよう呼びかけました。就職難や生活不安を原因とする若い世代の自殺にはこころが痛みます。
もう一つは、最近読んだ新聞記事で最も印象に残ったものを引用して話しました（10月26日（土）付の朝日新
聞土曜版“be”
「はたらく気持ち」
）
。ここには、「どんな仕事に就いても、どんな立場になっても、損得勘定抜き
で他者に関わろう」というメッセージを込めてみました。事前に読んでおいてもらいたかった記事がほとんど読
まれていなかった誤算はありましたが、願いは伝わったように思います。
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【参考図書・紹介した図書】
以下の通りです。
①『しあわせに働ける社会へ』
（竹信三恵子 岩波ジュニア新書）
、②『家族と法』
（二宮周平 岩波新書）、③
『すぐに役立つ 特定商取引法とクーリング・オフのしくみと手続』
（藤田裕 三修社）
、④『わかりやすい自己破
産』（宇都宮健児 自由国民社）
、⑤『ブラック企業』
（今野春貴 文春新書）
、⑥『うちの会社ブラック企業です
かね？』
（恵比須半蔵 彩図社）
、⑦『もうブラック企業しか入れない』
（福澤徹三 幻冬舎新書）
、⑧『就活とブ
ラック企業』
（森岡孝二 岩波ブックレット）
、⑨『泣きたくないなら労働法』
（佐藤広一 光文社新書）、⑩『人
ひとり雇うときに読む本』
（吉川直子 中経出版）
、⑪『成年後見制度が支える老後の安心』
（宮内康二 小学館
101 新書）
、⑫『モメない相続』
（朝日新書 長谷川裕雅）、⑬『内容証明を出すならこの１冊』
（多比羅誠 自由
国民社）
、⑭『ウェブでの〈伝わる〉文章の書き方』
（岡本真 講談社現代新書）
、⑮『伊藤真の民法入門』（伊藤
真 日本評論社）
、⑯『池上彰のお金の学校』
（池上彰 朝日新書）
、⑰『わるいやつら』
（宇都宮健児 集英社新
書）、⑱『社会を変えるには』
（小熊英二 講談社現代新書）
、⑲『独立国家のつくりかた』
（坂口恭平 講談社現
代新書）

【参加された先生方のご感想】
本来なら、聞いてくれた東高の生徒さんに感想を書いてもらいたいところでしたが、すでに同校の先生方
に事前アンケートの手間をとっていただいていること、当日の学年の時間制にあまり余裕がないとお聞きし
ていたことの２点を理由に、感想文の依頼はしませんでした。後者については、当日に「多少の時間超過は
許容できる」と配慮をいただき、当初の予定「コンテンツ50分＋質問への回答10分」を20分ほど超過してし
まいました。
参加された先生方のご感想（大意）をご紹介します。
◆「卒業前の講話として十分な内容だったと思う」
（広報部長・熊本中央支部 下田典子先生） ◆「なかなか
すごかった。ブラック企業の箇所などは、これまでも研究していたのかと思った。次回もお願いしたい」（広報
部・八代支部 緒方健一先生） ◆「面白かった。私までメモを取りながら聞いてしまった」
（八代支部 瀧本眞
敏先生） ◆「盛りだくさんで、これから社会に出る生徒さんたちに必要な内容だった。最近の新聞記事を使っ
てリアルな現状を説明したことに一番感心し、問題意識をもって新聞記事を読むことの大切さを改めて学んだ」
（八代支部 飛永真由美先生）

先生方、ありがとうございました。
【講話を担当しての感想】
行政書士になって日の浅い私にとって、企画から実施まで右も左も分からない中での作業でした。
それでも、今回のコンテンツに取り上げたことには、今後、「まちの法律家」行政書士として地域のニー
ズにより的確に応える上で必要な情報も多く、これらについて学んだことは貴重な財産になった気がします。
何より、生徒さんの前で話す機会があったことが嬉しく思えました。この機会を与えてくださった広報部
の皆さんには感謝します。
小学校での読み聞かせや、近所の塾でピンチヒッターとして数コマの英語を担当した以外は人前で話すこ
とから１年近く遠ざかっており、しゃべりの勘がかなり鈍っていたような気もします。生徒さんたちにわず
かながら私語があったのは、半分以上、講師である私の責任です。もっと生徒さんたちを惹きつける中身に
できていたらと反省しています。私事ですが、そんな中身のリハーサルに２回もつきあい、建設的なアドバ
イスをくれた妻にも感謝しています。
準備の途中ではスムーズにことが運ばない局面もありましたが、これもまた勉強になりました。
出前講座は行政書士会の広報活動の一環とはいえ、これからの世代に無償で大切なことを教えるボラン
ティア的な取り組みです。次年度以降に担当なさる先生が当惑せず作業にあたれるようになればと願います。
具体的には、準備のどの段階で何を打合せ、どこまで担当者の裁量に任されるのかが事前に提示されると、
引き受ける方もやりやすいでしょう。
今回の資料をご希望の先生がいらっしゃいましたら増井宛ご連絡ください。
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女性部会

女性部会第２回研修会報告
業務受託から申請前の留意点、事前協議、申請書作成のポイントについての実務研修会を下記の通
り開催しました。
【日

時】

平成26年３月10日（月）
午後１時30分～午後３時50分

【場

所】

熊本県行政書士会館

３階会議室

第一部
「産業廃棄物中間処理施設設置許可申請の流れ」
～事前協議から処分業許可申請まで～
講師

高見

洋一

会員

第二部
「風俗営業の許可・届け出について」～実務編～
講師

古市

麻美

会員

国際部会からのお知らせ

国際部会が活動を開始

平成2０年に専門部会としての活動を停止して以来、６年ぶりに活動を開始することになりました。
会員が主体の部会活動を行って参りたいと考えております。国際業務に関心のある方は、奮ってご参
加ください。
【世 話 人】 下田輝男・長尾照男・野々口瑞穂

３名

会員の皆様のご要望に応えられるよう精一杯頑張る所存ですのでご協力のほどよろし
くお願い致します。
【活動内容】 外国人に関する法律、諸手続についての研修や無料相談会の実施を通して、部会員全
員が国際業務に精通できるようになることを目指します。
【活 動 日】 未定ですが、年３回の事例研修と年１回の無料相談会を行います。また、希望者を対
象に基礎研修や申請取次（新規・更新）研修も予定しています。
【会

費】 2000円／年（予定）

【会の運営】 年会費と熊本県行政書士会からの補助で行います。企画研修部との合同研修も検討し
て参ります。希望者対象の研修は、別途、必要費をお願いする場合もあります。
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支部だより

熊本東南支部・北西支部合同研修会報告

標記の件につき、北西支部と合同で下記のとおり実施いたしましたことをご報告致します。

記
日

時

平成26年１月11日（土） 13：30～16：45（受付13：00～）

場

所

流通情報会館

５階

第１研修室

熊本市南区流通団地１－24
内

容

13：30～

相続税・相続時精算課税制度について
講

15：15～
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師

山内

悟

東南支部会員

成年後見制度について
講

参加者

℡ 096－377－2096

師

30名（北西支部12名

森田

勝彦

東南支部会員

東南支部18名）
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熊本中央支部第二回無料相談会報告

日

時

平成26年２月５日（水）10時～16時迄実施

場

所

熊本市中央区

あいぽーと

1F 会議室

相 談 員

須藤真一郎、堀田英治、松田誠也、日髙義治

相談件数

13件

相談内容は、遺言・相続が５割を占めました。経験豊富な相談
員がキチンと相談者の話に耳を傾け、難しい問題も丁寧にアドバイスをしていました。そのため受付
にもお礼を言って帰られる方が多かったように思います。告知方法については昨年の反省点をふまえ
とくに力を入れました。その結果 NHK 告知板がとても効果的でした。他方、熊日タウンパケット・
あいぽーとの HP、チラシ200枚等については、あまり効果がありませんでした。
昨年と同じ場所で実施しましたが、よりたくさんの相談者に来ていただくためにもっと検討したい
と思いました。
相談者数
相談内容

知るきっかけ
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午前：

６人 午後：

７人

13人

遺言（2）・相続（5）

７

各種法人設立関係

１

不動産関係（贈与（1）・賃貸借（1））

２

内容証明

１

贈与税（1）飲食店の集客（1）

２

テレビ（前日及び当日の告知板）

11

通りがかり（1）・チラシ（1）・タウンパケット（1）

３
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宇城支部研修会報告

平成25年度宇城支部研修会を下記の内容で開催しました。
今年度は我々行政書士の業務として直結する内容ではありませんが、各種の相談会でも比較的相談
の多い「消費者問題」をテーマに、平素からこの種問題の第一線で活躍されておられる部外講師をお
招きして有意義な研修になりました。

１．日時：平成26年１月18日（土） 午後１時30分～午後４時30分
２．場所：宇土市民会館大会議室
３．内容
第１部 「最近の消費者問題について」
講師

入江

孝美（いりえ

こうみ）氏

（宇城市消費生活センター相談員）
第２部 「無料相談会における相談事例とその検討」
４．参加者
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無料相談会

平成26年２月22日行政書士記念日を前に菊池支部において無料相談会を実施いたしました。
日

時

平成26年２月21日（金曜日）午前10時～午後３時

場

所

合志市役所2F 庁議室

相 談 員

gyo_253-P01-19cs6.indd

西塔

正弘・上原

昌博・士野

清浩・林

平野

昭代・平田

勝大・髙見

洋一

相談件数

８件

相談内容

遺言・遺産分割協議・贈与・不動産
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政治連盟活動報告

会員の皆様には、日頃より政治連盟の活動にご理解とご協力をいただいていますことをまずもって
お礼申し上げます。
我々政治連盟としては、新しい年となり、行政書士制度に関しても飛躍と変化の年にしていくべく
活動をしております。
さて、最近の活動報告としましては、１月16日に東京で行われた新年賀詞交歓会に先立って、国会
会期直前の平日という、忙しくされている中ではありましたが、熊本より選出された衆参両国会議員
の国会事務所へとあいさつ回りに行ってまいりました。賀詞交歓会においては、野田毅代議士をはじ
め多くの国会議員にご参加頂きました。
１月２月は、その他にも各政党や議員の交歓会が多く開催され、それらに出席をしております。そ
の中、野田毅代議士の新春の集いにおいては、代理権における法改正を今国会内での提出を目指す旨
の話も伺うことができ、期待をしているところであります。
また、すでに終了した地域もございますが、今年は、各市町村において首長選挙や議会議員選挙が
控えています。安倍政権となって１年強が経過し、都市部では経済その他の状況が改善しつつありま
すが、熊本をはじめ地方において、その波はまだまだ届いてきていないのが現状です。今年行われる
各選挙は、それらをしっかり受け止めることができるか否かの重要な局面で迎えるものです。各市町
村における選挙は、各支部に主体となっていただき活動をしていくことになるとは思いますが、政治
連盟としてのバックアップやフォローはしっかりとしていきたいと考えております。
これからも行政書士制度のさらなる発展を目指して活動をしていきたいと考えておりますので、会
員の皆様のさらなるご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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熊本県行政書士会

第253号

平成26年３月号

熊本県行政書士会

（１５） 第 238号

事務局だより

平成２２年７月号

珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
１～２月度会員の異動
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
登録番号
登録年月日

会 員 名
支
部

14430215

岩﨑

H26．2．1

坂本

H26．2．15

高見

H26．2．15

熊本中央

支

部

球磨

氏
宮村

氏

〒861-4616

務
務

所

所

の

の

所

時則

〒862-0901

〒862-0976

真文

上益城郡甲佐町大字田口205番地7

熊本市東区東町4丁目14-8

事務所ＴＥＬ
事務所ＦＡＸ

兼業
備考

090－1366－4687

096－365－0638

熊本市中央区九品寺1丁目8番23
ロイヤルビル503号

096－362－5808

高見真文行政書士事務所

名

変

更

後

和哉

変更箇所
096－285－6841

廃業年月日

真美

称
地

坂本行政書士事務所

熊本中央

名

名
在

行政書士岩﨑事務所

熊本東南

1443０286

部

光洋

宇城

1443０285

支

事
事

備

電話番号

考

H26．1．27

１月号の新規会員（事務所の名称）の漢字が間違っていました。
正しくは

行政書士宮村和哉事務所

（誤）和也

平成26年度
【日

定時総会を下記の通り開催致します。

時】 平成26年５月31日（土）
開会

【場

→ （正）和哉

午後１時

所】 菊池観光ホテル
菊池市隈府1124-3
℡（0968）25-2111
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熊本県行政書士会

第253号

自
至

平成26年１月１日
平成26年２月28日

１月６日（月） 仕事始め
１月８日（水） 法規部会（13:30～16:30）於：会議室
出席：加藤会長他６名
１月10日（金） 三役会（15:00～17:00）於：会議室
出席：加藤会長他４名
１月14日（火） 常任理事会（13:30～15:45）於：会議室
出席：加藤会長他11名
１月15日（水） 申請取次行政書士管理委員会（10:00～11:00）
於：会議室 出席：小山委員長他３名
登録証交付（13:30～16:00） 於：会議室
登録者：井上慎一郎・三原大輔・宮村和哉
１月16日（木） 日行連 理事会（13:30～16:00）
於：行政書士会館 加藤会長出席
１月17日（金） 日行連 新年賀詞交歓会（12:00～13:30）
於：ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京
出席：加藤会長他６名
１月21日（火） 南九州税理士会熊本県連合会 新年賀詞交歓会
（17:30～）於：ホテルニューオータニ熊本
加藤会長出席
職務上請求書の無償差替え（13:30～16:30）
於：熊本テルサ
１月22日（水） 職務上請求書研修会・無償差替え 球磨支部
（14:30～15:30）於：東西コミュニティセンター
１月23日（木） 広報部会（13:30～16:00）於：会議室
出席：下田部長他８名
１月24日（金） 職務上請求書研修会・無償差替え
八代・芦北支部（17:00～18:00）
於：セレクトロイヤル八代
熊本県社会保険労務士会 45周年記念表彰伝
達式及び賀詞交歓会（17:30～）
於：熊本交通センターホテル 加藤会長出席
１月25日（土） 職務上請求書研修会・無償差替え
天草支部（14:00～16:00）於：天草市民センター
１月28日（火） 支部長会（13:30～）於：熊本テルサ
出席：加藤会長他14名
理事会（15:00～）於：熊本テルサ
出席：加藤会長他23名

編

集

後

１月31日（金） 高校生出前講座 於 : 八代東高校
出席：下田広報部長他３名
２月１日（土） 九地協会長会（１日目）
（13:30～）
於 : 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
出席：加藤会長他４名
～２日（日） 九地協会長会（２日目）
（9:00～）
於 : 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
出席：加藤会長他４名
２月４日（火） 監察部会（15:30～）於：会議室
出席：髙木副会長他５名
電子対策部会（15:00～16:30）於：会議室
益本副会長他４名
２月６日（木） 広報部会（13:30～）於：会議室
出席：下田広報部長他８名
２月７日（金） 法規部会（13:30～）於：会議室
出席：加藤会長他６名
２月10日（月） 平成25年度特別研修会
於：熊本県民交流館パレア 参加者：57名
２月13日（木） 就業規則検討委員会（10:00～12:00）
於：会議室 出席：加藤会長他４名
２月15日（土） 市民公開講座（13:00～16:00）
於：水俣市もやい館 出席：井口副会長他15名
２月17日（月） 職務上請求書研修会・無償差替え
（13:30～16:30）於：熊本テルサ
２月21日（金） 総務部会（10:00～12:00）於：会議室
松尾総務部長他５名
法規部会（13:30～16:00）於：会議室
井口副会長他５名
２月24日（月） 企画研修部会（15:00～17:00）於：会議室
髙木副会長他４名
２月25日（火） 登録証交付（9:30～12:00）於：会議室
登録者：岩﨑光洋・坂本時則・高見真文

記

ようやく長い冬が終わり日中の日差しに春を感じる。
新しい年を迎えたのはついこの前だったのに早３ケ月、
年度末も近い。一年間の事業を振り返りつつ桜の開花の
ニュースを聞く。満開の時期は短いが卒業式や入学式の
写真はいつも桜の木の下で。この春我が家は、18年間の
義務教育を終え一つの節目を迎えた。これからの教育は、
社会はどうなっていくのだろう。未来を担う子どもたち
が夢や希望の持てる社会になってほしいと願いつつ、桜
舞い散る入学式を心待つ。
（広報部長 下田典子）
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