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令和２年 8 月 26 日発行・第１５号 

[東南支部だより] 

[支部事務所]〒861-8045  熊本市東区小山２丁目 20 番２７号(山内事務所) 

[メール] kumamotoshibu@mail.goo.ne.jp  [電話]096-335-7251

 

 

 

 

 

今 後 の 行 事 

[10月 7日（水）]  

無料相談会 

  9：30～16：00 

於：熊本東区役所 

[10月 8日（木）]  

無料相談会  

9：30～16：00 

於：熊本南区役所 

巻 頭 言

  熊本東南支部 支部長 山内 悟司 

コロナ ing VsGyouseisyosi

このたびのコロナ禍終息といわれる中、集中豪雨によりさらに甚大な被害を受

けています。コロナ禍や集中豪雨により生活や業務に影響を受けられた皆様に心

からお見舞いを申し上げます。 

新型コロナウイルスの影響で、世界中が大混乱に陥りグローバル経済に急ブレー

キがかかりました。日本でも緊急事態宣言解除や移動自粛解除の後も経済や

社会に深刻な影響を受けています。経済的な危機は 10 年スパンで見ますと 

    １０年   1990 年 バブル崩壊 

    １０年   2000 年 IT バブル崩壊 

    １０年   2008 年 リーマンショック 

    １０年   2011 年 東日本大震災  ※2016 年 熊本地震 

    １０年   2020 年 コロナショック ※2020 年 集中豪雨 

このような状況の中で、中小企業の経営者はコロナショックが長引くことも念頭に

事業継続のための戦略を練りながら経営の舵を取ることになります。 

もちろん我々行政書士事務所も同様かと思います。 
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（面積縮小・拠点分散・３密対策） 

「新常態 オフイス変貌」という見出しで日本経済新聞１面に、新型コロナウイ

ルス感染拡大を契機にオフイスのあり方が変わると報道されていました。

在宅勤務の普及が進み、企業がコスト削減も見込んで都心のオフイス面積を減

らす一方で、郊外や地方に分散する動きが出てきています。まさに、感染防止対

策で仕事場の姿が変わろうとしています。 

私たち行政書士事務所は、自宅勤務でテレワークと言われていますが、共通す

るところは、人と人との接点、あるいは密となりやすい職場であります。業務戦略

は、コロナ終息までと終息後の対応を ICT の効率的な活用を積極的にすることも

必要です。 

（コーヒブレイク）

ニューヨーク市（人口 1937 万人）コロナ対策の状況が好転した要因は、

検査・追跡・隔離の徹底にあるといわれています。 

１．いつどこでも何回でも無料検査 特定の職種に検査の義務化 

２．『トレーシング』濃厚接触者の追跡 

３．飲食店に「スリーストライクルール」設定 

ソーシャルディスタンスやマスクの着用を守らせていない飲食店に対し、

3 回目の違反で営業停止を命じる。 

一事例として、現在、コロナ感染症に関する持続化給付金の申請は、その方

法が電子申請に限定されているため、ICT（コンピューター技術）慣れていない

又は通信環境が悪い等の理由で、申請困難なケースが見られます。こうした事業

者に対し、電子申告の入力支援や必要書類の確認など経営支援の一環として

のサポートが求められます。 

ヤマボウシの花

会 務 日 誌 

[4月 17日（金）] 

定時総会 

15：00～15：20 

場所：城彩苑 駐車場 
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サポートにあたっては、当該申請は、本人申請によることとされ他者名義での申

請が認められていないことから、 

① 一般的にはオンライン入力の支援

② 申請書シートへの記入（打ち込み）

となります。申請書シートへの記入は行政書士の業務、いわゆる専管業務と理

解しています。 

クライアントから持続化給付金申請などの依頼があれば、身近な地域に限

定することなく、ICT 活用したところで県内・市内・町内と幅広く適正な料金で

対応方願います。 

行政書士の支援（業務）は、中小企業の持つ潜在力・底力を引き出すこ

とにより、経営力の強化・活性化が図られます。強いては行政書士事務所の経

営基盤の強化ともなります。また、集中豪雨による被災の復旧は、罹災証明

書の申請からともいわれています。 

専門的な分野、特区をもって“元気で 明るく 楽しく 強かに”（注）邁進

されることを願うところです。 

注 言葉の意味「したたか（強か）」とは：強くて容易には屈しない様子。 

情に流されず、自分の意志を貫く強さや粘り強さを表現した言葉。 

金魚ゼリー。 

可愛らしい金魚鉢に入っていました 

(#^.^#) 

会 務 日 誌 

[6月 26日（金）]  

理事会  

10：00～12：00 

於：会議室 

 無料相談会、研修会、支部だより

について 

 [6月 30日（火）]  

区役所訪問 

無料相談会依頼 
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（最後に） 

私たちは、行政書士業務を通じて、コロナ禍や集中豪雨などに対して、中小

企業や市民の経済活性化への積極的な支援をお願い申し上げます。 

あなたの名前は。アマビエ。 

日本に伝わる妖怪（肥後国・現熊本県）。豊作・疫病など

に関する予言をした。 

絵を見ると疫病退散すると伝えられています 

弘化 3 年（1846 年・江戸末期）4 月中旬瓦版に掲載。 

肥後の伝説となっております“あまびえ”を掲載し、疫病退散とします。 

皆様のご健勝を祈念します。有り難うございました。 

  松陽軒の あんバタースコーン 

この組み合わせ。説明不要の美味しさ。 

楽しむコツはカロリーを気にしないこと。 

投稿のお願い 

①支部活動への希望・提言

②おるが町・わたしの町（東区・南

区の名所・穴場紹介）

③私のオフタイム、私のライフ

ワーク、 私の趣味

④わがやのペット紹介

⑤とっておきの写真

⑥私は以前こんな仕事をして

いました（前職の思い出）

⑦行政書士業務でこんな変わった

仕事をしました…などなど、あな

たの投稿をお待ちしています。
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［東南支部ニュース］ 

 ★★東区役所・南区役所無料相談会のご報告★★ 

【東区役所】令和元年 10 月 9 日（水）9：30～16：00 

相談員：光岡 和隆・三浦 秀登士・丸山 和臣・ 

坂上 和人・中野 洋一 

相談件数：14 件 

【南区役所】令和元年 10 月 10 日（木）9：30～16：00 

相談員：三浦 秀登士・増井 洋介・丸山 和臣・ 

坂上 和人 

相談件数：13 件 

 

今年度の相談会も、新聞広告や市政だよりを手にした相談者が、朝早

くより訪れ、午前中は相談者に少しの時間待っていただく状態でした。 

一方で、例年通り午後に入ると相談者の数が減少してしまうので、午

後にも足を運んでもらうのが今後の検討課題となっています。 

また、両区役所とも会議室での相談ということで一定程度のプライバシ

ーが確保されている反面、特に東区役所はあまり目立つ場所ではなく、の

ぼり旗の設置もさせてもらったが、通りすがりの方に対しては足を止めてもら

うまでの効果が見られず、こちらも検討課題となりました。 

相談内容については、全 27 件中 16 件が遺言・相続に関する相談と

なっており大半を占めたが、今までにはなかった在留資格に関する相談も

あり、行政書士の業務範囲の広さがうかがえました。 

相談員の皆様には、長時間の相談でご負担をおかけしますが、今後と

もより多くの会員の皆様のご協力をお願いいたします。 
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★★三支部合同研修会のご報告★★ 

日時 令和 2 年 1 月 31 日（金）14：00～16：30 

場所 桜の馬場 城菜苑 多目的交流施設 

内容 14：05～15：15 

「改正相続税法について」 

講師 熊本西税務署 審理専門官 磯田 浩昭 様 

15：30～16：30 

「性的マイノリティについて」 

講師 熊本中央支部 平川 理 会員 

 

本研修会は、熊本中央支部・熊本北西支部との合同で開催し、出席者

は東南支部 21 名、中央支部 21 名、北西支部 15 名の合計 57 名の

出席がありました。 

両講義とも難しい講義内容ではありましたが、行政書士としての知識を向

上させる関心の高い内容ということもあり、会場は満席状態で熱気あふれ

る研修会となりました。 

研修会終了後は阿蘇庭 山見茶屋に場所を移し、懇親会が開催されま

した。 

３支部で 39 名の出席者があり、大変賑やかな雰囲気のなか、ベテラン、

新人、支部を超えて親睦を深めることができました。 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※新型コロナウイルスが猛威をふるいだす 

以前の研修会・懇親会の様子です。 
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★★令和２年度定時総会のご報告★★ 

令和 2 年 4 月 17 日（金）15 時より城彩苑駐車場において、出席

7 名、委任状 65 名、合計 72 名が参加して令和 2 年度の定時総会が

開催されました。 

総会前日に新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急事態宣言の

対象が全国に拡大されたことにより、感染予防対策で３密を避ける観点

から、出席予定会員には出席の自粛をお願いして最少人数で行うことと

し、開催場所も城彩苑多目的交流施設から城彩苑駐車場へと屋外に

変更しての異例の開催となりました。 

山内悟司支部長の挨拶ののち、議長には横田祥一会員が選出され、

議事録署名人には悦揮代丈会員、川上賢一会員が指名されました。 

第１号議案から第４号議案まで事前質問の提出はなく、すべて賛成

多数によって可決承認され 15 時 20 分に閉会となりました。 

例年は総会終了後に懇親会を開催しておりますが、今年度は開催す

ることができず寂しい総会となりました。来年度はコロナウイルスが終息し、

盛大に総会・懇親会が行われますように皆様のご出席をお待ちしておりま

す。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ソーシャルディスタンス 

 マスク着用 

 屋外開催 

 懇親会無し 

 

   このような定時総会でした・・・。 
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［ 気持ちを和ます旅の記憶 ］ 

                                 髙木 陽子 

 

 こんにちは。2020 年 5 月に登録されました、髙木陽子と申します。熊本市東区三郎にて「花笑む（はなえむ）

行政書士事務所」の名で個人開業致しました。どうぞ宜しくお願い致します。今回は私の趣味である「旅」について、

今感じることを記したいと思います。 

 私は自分自身が旅をするだけでなく、友人から旅の土産話を聞くことも大好きです。しかし、今は新型コロナウィル

スの影響で、「旅」を以前のように自由にすることが誰もが叶わなくなってしまいました。それでも旅そのものができなくて

も、旅の記憶が気持ちを和ませてくれることを再認識しています。お一人お一人に、そのような旅エピソードがあるので

はないかとも思います。 

 印象に残っている私の旅の記憶。それは 15 年ほど前に訪れた、沖縄県の離島、日本最南端の地、波照間島

（はてるまじま）。石垣島から高速船で約１時間の、人口約５００人、レンタルサイクルで島を一周できる小さな

島です。ひとり旅だった私は、男女別相部屋のお手ごろ価格の民宿に泊まりました。夕食と泡盛で同宿のひとり旅の

もの同士で打ち解け、宿のご主人の計らいにより島の南端、集落とは離れた場所にある日本最南端の地にある天

文台（波照間島星空観測タワー）へ連れて行ってもらいました。ワゴン車だったのでおそらく８名ぐらいだったのでしょ

う。 

 その日は星空鑑賞には適した日。職員さんから星や星座の説明を受け、屋上に上がりました。そこに広がっていた

のは満天の星空。離島では星空を遮る光がありません。誰が言うではなく、全員が屋上のコンクリートに寝転び、視

界いっぱいの星空を見上げました。聞こえるのは海からのざーんという満ち引きの波音、遠くから響くヤギののどかな鳴

き声、そして草がさわさわと揺れる音だけ。偶然同宿になっただけのその時限りのメンバーで共有した、ああ、この島に

来て良かったという心満ち足りた時間。その経験からずいぶん経ちますが、思い出すと今も穏やかな気持ちに満たさ

れる、旅の思い出です。            
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 旅は非日常を体験することで、日常を頑張る力を与えてくれるものでもあり

ます。今できる旅は、地元熊本での日帰りや一泊の小さな旅。各地で、それ

ぞれが自分の生活圏で少しずつ地元での小さな旅を実現すれば、「旅」はき

っと必要なものとして生き残ることができるはず。そしてまた、ふらりと旅に出る

ことが叶う世界になるようにと、今は願うばかりです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

編集後記 

７月になっても雨の日が続き憂鬱

な日々が続いています。県内各地に

おいて豪雨災害が発生し甚大な被

害をおこしました。被害に遭われた被

災者の皆様にお見舞いを申し上げま

す。 

今年はコロナ禍も起こり、皆様の

日常生活にも様々な変化が起こった

のではないでしょうか。 

しかし、この状況を嘆いていても仕

方ありません。コロナに関してはどの様

にすれば感染を防げるのか不明な点

が厄介です。気持ちを強く持って感

染をしないさせないを心掛け、手洗

い、うがい、マスク、三密をさける等現

在判明している感染予防に必要な

事に気をつけて生活していきましょう。 

 

                （川上 賢一） 
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［東南支部からのご案内］ 

☆☆☆メール会員登録のお願い☆☆☆ 

熊本東南支部では、経費削減及び会員の利便性を高めるべく、メール

(パソコン、スマートフォン及びタブレットで使用できるメールアドレス)による

連絡文書及び「支部だより」の送信をしております。                

文書の送信は、原則として PDF ファイルを添付する方法で行います。 

※メールアドレスについては、許可なく上記目的以外に使用しないこと及び情報漏洩なき

よう十分配慮いたします。 

【登録方法】 お使いのメールソフトから、件名を「メール会員登録希望」

とし、 

    ①お名前  ②事務所所在地  ③電話番号 

をご記入のうえ、下記の熊本東南支部専用メールアドレスへ送信をお

願いいたします。なお、今後も紙ベースでの郵送をご希望の方には、従来

どおり郵送いたしますが、支部運営の効率化を図るために、会員の皆様

のご協力をお願い申し上げます。 

〈熊本東南支部専用メールアドレス〉               

kumamotoshibu@mail.goo.ne.jp     

 

                                                                         

                                

         

 

 

奥付 

発行所 熊本県行政書士会  

      熊本東南支部 

発行人 支部長  山内 悟司 

編集人 副支部長 藤山 義之 

編集長 上田 乃梨子 

《ご意見・投稿のあて先》 

〒８６２－０９０９ 

熊本市東区湖東２丁目１３番７号  

藤山事務所 

メール 

kumamotoshibu@mail.goo.ne.jp 

TEL  050-3602-5720 

FAX  096-285-3615 
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