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表紙写真について

JR豊肥本線と国道５７号線の立野エリアを撮影。熊本地震の被害により不通となっていた
JR豊肥本線が８月８日に開通、また国道５７号線（現道部）が１０月３日に北側復旧ルート
とともに全面開通した。なお国道３２５号阿蘇大橋は来年３月頃開通予定である。

撮影者：広報部　廣野 吉法

そのものが脅かされることのないようなデジタル化の具体

的提言の重要性を感じました。

　日行連においても、このデジタル化に関する具体的要望

書を関係各署に提出されておりますが、皆様もご意見や

提言などございましたら会にお寄せいただきますよう

お願い申し上げます。

　本会では、新型コロナウイルス感染症の影響を考え、

来年度の総会が万が一一堂に会して開催ができなかっ

たり、その場合の会長選挙をどのような方法で実施するか

など会則、規則会則改正を検討しております。なお、会則

改正は総会決議であり熊本県の承認を要することから、

来年１月２７日に臨時総会を開催する予定です。

　また、本年度は行政書士法制定７０周年の年です。

日行連においては令和３年２月５日に東京のホテルオークラ

において記念式典が行われる予定となっておりますが、

熊本会では、２月２０日に熊本城ホール（シビックホール）

にて市民公開講座を予定しております。ぜひ会員の皆様

もご出席いただきますようお願いいたします。

　本年度の行政書士試験はコロナ対策を徹底して行われ、

監督員の皆様にはいつも以上の緊張感をもって臨まれた

ことと思いますが、無事に終了し、責任者はじめ携わって

いただいた皆様、本当にお疲れ様でした。来年の1月には

合格者の発表があり、多くの方が登録され、私たちの仲間

になられることと思います。デジタル化の波をチャンスと

捉え、私たちの未来は私たちの手で切り開いていくために、

会員一丸となって知恵を出し合い前進してまいりましょう。

　令和３年の正月は、これまでと違った形で迎えることに

なると思いますが、来年が少しでも希望の持てる年となり

ますことを願ってやみません。

　今年は新型コロナウイルスの感染症の影響を受け、

会務にも様々な影響を受けました。そのような中でも持続

化給付金の申請手続きや家賃保証に関する申請手続き

の相談員として多くの会員の皆様にご協力をいただきま

した。加えて、７月には人吉を中心に豪雨により大規模な

災害が発生し、罹災証明書の申請代行やなりわい再建

補助金の申請相談窓口対応にも多くの皆様にご対応

いただき、誠にありがとうございました。

　特に、この度は熊本商工会議所から持続化給付金相談

窓口への相談員派遣要請をいただき、業務委託契約を

締結し、それをきっかけに人吉商工会議所ともなりわい

再建補助金の申請相談窓口対応を受託致しました。

また、熊本県とも申請手続きに関する相談対応について

業務委託を受けております。被災された皆様の一日も

早い再建を願い、行政書士としてできる支援活動を続けて

まいりたいと思います。

　一方で、新型コロナウイルスの影響で新年度早々から

会の事業に様々な影響が出ております。研修におきまし

ては会場の関係で人数制限をしたり、１０月の広報月間の

各支部で開催された無料相談会においては、コロナ対策を

徹底したうえでの対応となり、かなりのご負担をおかけし

ましたが、多くの方が相談に来られ、無事に終了しました

ことに安堵しております。

　さて、９月に菅内閣が発足しましたが、皆様もデジタル

化が急速に進められていることに、行政書士業務への

影響を心配されている方が多いのではないでしょうか。

　私は、先日役員としてデジタル担当の平井大臣を表敬

訪問させていただきましたが、このデジタル化は想像以上

に壮大なものであり、且つものすごいスピード進められて

いることに改めて驚き、国家資格者である行政書士制度
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広報月間活動報告 電話無料相談会

街頭無料相談会 　広報月間の最初のイベントが１０月１日の電話無料相談会で、行政書士会館の２階会議室に２台の固定電話を配置して

１０時から１６時まで開催致しました。

 登録相談員等管理委員会から３名の会員が派遣され、１０時の立ち上がりの時間帯に電話が集中しましたが、相談員の

皆さんが手際よく対応し、丁寧に内容をお聞きして個別の内容に応じたアドバイスを行っていました。

　相談件数は全部で15件と例年よりかなり多く、コロナウイルス感染を反映して、在宅での相談体制が好評だったよう

です。内容的にはやはり相続・遺言を中心とした終活問題の相談が全体の６割に当たる９件でした。

　昨年同様、鶴屋百貨店本館７階レストランアベニューレ

ストスペースにおいて街頭無料相談会を１０月２１日（水）、

１０月２２日（木）の２日間実施いたしました。ご協力いただき

ました相談員の皆様に感謝申し上げます。

１０月２１日（水）・１０月２２日（木）
１０：００～１６：００

〈 日 時 〉

鶴屋百貨店本館７階
レストランアベニューレストスペース

〈 場  所 〉

２１日/平川理、日髙義治、鬼塚亜李
２２日/松尾一、徳永芳也、村端由紀

〈相 談 員〉

伊津野一敏、廣野吉法
古閑公士、山本隆之

〈スタッフ〉

全１９件 １０月２１日（水）…４件
　　　　１０月２２日（火）…１５件

〈相談件数〉

登記関係

在留資格関係
銀行返済関係

終活問題
（遺言・相続・
成年後見等）契約問題

〈相談内容〉

不明

新聞
役所

〈広告媒体〉

〈相談内容〉

終活問題
（遺言・相続・
成年後見等）

夫婦関係・介護
子育て問題

その他

契約問題
法人
会社成立

〈広告媒体〉

その他

新聞 官公庁

会費滞納ゼロキャンペーン実施中 キャンペーン実施中 
●会費は毎月15日までに納付しましよう。 

●口座振替えは、振替日に口座の残高不足とならないように注意しましよう。 

●振替は振替手数料の少ない郵貯振替をご利用ください。

会費納付率100%の支部には、支部特別交付金の支払いがあります！

会員の
皆さまへの
お願い

会費納付のお尋ねなどはお気軽に事務局までご連絡ください。

熊本県行政書士会・経理部 TEL：096-385-7300 

１０月１日（火） １０：００～１６：００〈 日 時 〉

植森洋昭・松崎明美・古閑公士〈相 談 員〉

〈スタッフ〉 牧加壽登

〈 場  所 〉 行政書士会館３階会議室

１５件 〈相談件数〉

新聞広告掲載
　９月２７日（日）に、熊本日日新聞朝刊5段広告を掲載しました。
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会 務 日 誌 （自：令和2年7月1日～至：令和2年10月31日） これからの行事予定 （自：令和2年11月1日～至：令和3年1月31日）

月 火 水 木 金 土 日

7/7 7/87/6 7/9 7/10 7/11 7/12
申請取次行政書士
管理委員会（会議室１）

登録証交付式（会議室１）

7/20 7/21 7/22 7/23　海の日 7/24  スポーツの日 7/25 7/26
建設業電子申請支援
システムソフト研修会
（１回目）（会議室１）

三役会（会議室２Ｆ）
身近な問題相談会
※コロナウイルス感染症対策のため中止

専門士業団体連絡協議会
第１回実行委員会
（くまもと県民交流館パレア）

熊本県主催「なりわい再建補助金」
説明会（牛深総合センター）

7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19
登録証交付式（会議室１） 法規部会（会議室１） 令和２年度第１回

九地協会長会（１日目）
（四季彩ホテル千代田館・佐賀）

令和２年度第１回
九地協会長会（２日目）
（四季彩ホテル千代田館・佐賀）

第１回業務研修会
【ネット配信】

監察部会（会議室１） 令和２年春の黄綬褒章伝達式
（ホテル日航熊本）

令和２年度行政書士
試験実施に係る説明会
（全国町村議員会館・東京）

9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 8/31

9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/209/14
第３回業務研修会
（グランメッセ熊本）

理事会（熊本テルサ） 登録相談員等管理委員会
（会議室１）

9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/139/7 

9/22  秋分の日 9/23 9/24 9/25 9/26 9/279/21  敬老の日

9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/49/28
玉名支部無料相談会
（玉名市文化センター）

八代支部無料相談会
（イオン八代ショッピングセンター）

10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/1110/5

10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/1810/12

10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/2510/19

10/27 10/28 10/29 10/30 10/3110/26
総務部会（会議室１）
宇城支部無料相談会
（益城町役場）

登録証交付式（会議室１） 七城公民館主催講座
（七城公民館）

法規部会（会議室１）

月 火 水 木 金 土 日

1/26 1/271/25

1/19 1/201/18 1/21

1/28 1/29

1/22 1/23 1/24

1/31

1/12 1/131/11  成人の日 1/14 1/15 1/16 1/17

1/5 1/61/4 1/7 1/8 1/9 1/10

12/29 12/3012/28 12/31 1/1  元日 1/2 1/3

12/22 12/2312/21 12/24 12/25 12/26 12/27

12/15 12/1612/14 12/17 12/18 12/19 12/20

12/8 12/912/7 12/10 12/11 12/12 12/13

12/1 12/211/30 12/3 12/4 12/5 12/6

11/24 11/2511/23  勤労感謝の日 11/26 11/27 11/28 11/29

11/17 11/1811/16 11/19　 11/20 11/21 11/22

11/10 11/1111/9 11/12 11/13 11/14 11/15

11/3  文化の日 11/411/2 11/5 11/6 11/7 １１/8

１１/17/1 7/2 7/3 7/4 7/5

令和２年度「行政書士電話相談」
（会議室１）

8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/98/3

7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/27/27
建設業電子申請支援
システムソフト研修会
（２回目）（会議室１）

令和２年７月豪雨被災者
支援協力員事前説明会
（１回目）（セレクトロイヤル八代）

令和２年７月豪雨被災者
支援協力員事前説明会
（２回目）（熊本テルサ）

特定行政書士法定研修
（１限目）（会議室１）

電子対策部会
（ＺＯＯＭ会議）

8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16８/10　山の日

8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/238/17
登録相談員等管理委員会（会議室１）
人吉市・人吉商工会議所主催
「なりわい再建補助金」説明会
（人吉商工会議所）

常任理事会（会議室１） 人吉市・人吉商工会議所主催
「なりわい再建補助金」説明会
（人吉商工会議所）

第２回業務研修会
（くまもと県民交流館パレア）

8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/308/24
身近な問題相談会
※コロナウイルス感染症対策のため中止

申請取次行政書士
管理委員会（会議室１）

法規部会（会議室１） 監察部会（会議室１）

なりわい再建補助金支援事業
に関する研修会（熊本テルサ）
第４回業務研修会
（上記研修ネット配信）

登録証交付式（午前）（会議室１）
登録証交付式（午後）（会議室１）

研修部会（会議室１） 登録証交付式（会議室１） 広報部会（会議室１）
熊本県主催「なりわい再建補助金」
説明会（あさぎり町須恵文化
ホール・芦北町民総合センター）

熊本県主催「なりわい再建補助金」
説明会（あさぎり町須恵文化
ホール・おぐに町民センター）

熊本県主催「なりわい再建補助金」
説明会（あさぎり町須恵文化
ホール・八代地域振興局）

熊本県主催「なりわい再建補助金」
説明会（玉名地域振興局・
菊池地域振興局）

人吉市・人吉商工会議所主催
「なりわい再建補助金」説明会
（人吉商工会議所）

法規部会（会議室１）
人吉市・人吉商工会議所主催
「なりわい再建補助金」説明会
（人吉商工会議所）

人吉市・人吉商工会議所主催
「なりわい再建補助金」説明会
（人吉商工会議所）
事務局・夏季休暇

事務局・夏季休暇

身近な問題相談会
※コロナウイルス感染症対策のため中止

登録証交付式（会議室１）
総務部会（会議室１）

専門士業団体連絡協議会
第２回実行委員会
（くまもと県民交流館パレア）
熊本北西支部無料相談会
（熊本北区役所）
菊池支部無料相談会
（大津町町づくり交流センター）

街頭無料相談会（２日目）
（鶴屋百貨店）
熊本中央支部無料相談会
（熊本中央区役所）
身近な問題相談会
※コロナウイルス感染症対策のため中止

天草支部無料相談会
（本渡南地区コミュニティ
　センター）

法規部会（会議室１）街頭無料相談会
（１日目）（鶴屋百貨店）
宇城支部無料相談会
（宇土市役所）

法規部会（会議室１）

法規部会（会議室１）

芦北支部無料相談会
（水俣市もやい館）

申請取次行政書士管理委員会
（会議室１）
広報部会（会議室１）

熊本東南支部無料相談会
（熊本東区役所）

研修部会（会議室１） 登録証交付式（会議室１）
全国総務部長会議（ＺＯＯＭ会議）

法規部会（会議室１）
宇城支部無料相談会
（宇土シティモール）

特定行政書士法定研修
（考査）（会議室１）
山鹿支部無料相談会
（温泉フ ラ゚サ 山゙鹿）

熊本東南支部無料相談会
（熊本南区役所）

1/30

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室１）

職務上請求書取扱研修会
（２回目）（会議室１）

職務上請求書取扱研修会
（１回目）（会議室１）

登録証交付式（会議室１）
法規部会（会議室１）

常任理事希（会議室１）

監察部会（会議室１）

広報部会（会議室１）

理事会（熊本テルサ）

第５回業務研修会
（熊本テルサ）

丁種封印名簿登載
説明会（会議室１）

仕事納め

仕事始め

行政書士試験準備 令和２年度行政書士試験
（熊本大学）

令和２年度
「日行連との連絡会」
および第２回九地協会長会
（１日目）
（ＴＫＰガーデンシティ天神・福岡）

令和２年度第２回
九地協会長会（２日目）
（ＴＫＰガーデンシティ天神・福岡）

新入会員研修会
（熊本市民会館シアーズ
　ホーム夢ホール）
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「新型コロナウイルス感染症・令和2年7月豪雨」活動報告 「新型コロナウイルス感染症・令和2年7月豪雨」活動報告

　事業推進部では、新型コロナウイルス感染症・令和２年７月豪雨における支援事業を会員の皆様のご協力を頂きながら

実施しています。新型コロナウイルスについては、感染拡大を受け、その影響を受けた事業者等に対する支援として、持続

化給付金をはじめ、各種支援策が創設されました。新型コロナウイルス感染症は、現時点では治療薬も無く、国民の日々の

生活に大変な不安と恐怖を与えています。事業者にとっては、非常事態宣言による休業要請や営業自粛によるダメージに

加え、宣言解除後も新しい営業スタイルの構築を余儀なくされました。例えば、座席の間隔をあけること、収容人数の制限、

飲食店では料理の提供方法の変更などです。これらの新しい営業スタイルは、新型コロナウイルス感染症による外出への

不安感と併せ、従来の売上を確保することが難しくなることを想定させる課題となっています。以上の通り、国難とも言える

この状況下において、私たち行政書士は、事業者の事業継続を支えていくため、以下の事業を大津町、熊本商工会議所

と連携し活動しました。大津町での新型コロナウイルス感染症対策各種相談・手続サポートについては、菊池支部の皆様に

事業運営を行って頂きました。

　また、令和２年７月豪雨では、本会会員も被災され、多くの

地域で大変厳しい状況が続いています。人吉・球磨地方を

中心に被災状況を視察に参りましたが、地震とはまた違う

水害被害の恐ろしさに言葉を失い、復興をどのように進めて

いけば良いのか、また私たち行政書士が被災者のために

できることは何なのか考えさせられました。その後、本会で

行える被災者支援事業を検討し実施に向けて動き出しま

した。八代市での罹災証明発行支援事業については、八代

市との事前協議を八代支部の皆様にご協力頂きました。

人吉市での罹災・被災証明に関する相談支援員派遣につい

ては、球磨支部の皆様に事業運営を行って頂きました。また、

熊本地震の際に、事業者の皆様が活用されたグループ補助金のように、今回「なりわい再建支援補助金」の制度が創設

されました。私たち行政書士は、被災者が本制度を活用する上で、相談から申請書類の作成まで寄り添うことが、一日も

早い復興のサポートになると考え、以下の事業を熊本県、八代市、人吉市、人吉商工会議所と連携し活動しました。

　新型コロナウイルス感染症・令和２年７月豪雨における活動は、現在も実施を継続しているものもあります。私達は国家

資格者として、国民に寄り添い、共に様々な問題を解決していくサポートを行う責務があると考えます。会員の皆様には、

引き続きご協力を賜る機会が多いと思いますが、どうぞご協力の程よろしくお願い申し上げます。

〈日　 　時〉令和２年８月６日（木）～８月３１日（月） １０：００～１６：００　〈場　　所〉行政書士会館 ３階会議室　〈相談件数〉３件

（2）り災証明書発行支援
八代市において、り災証明書発行支援事業を行う。被災者からの相談を受け付ける電話受付本部を設置した。本部で相談概要聞き取り後、相談員へ
内容を伝え、直接相談者に連絡を取ってもらい相談業務に従事してもらう。

〈日　 　時〉令和２年６月１日（月）～６月３０日（火） 毎週月・金曜日９：００～１５：３０　〈相談件数〉７件

大津町より、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者等への各種支援策相談業務を受託し相談員を派遣。運営は菊池支部が実施。

（2）大津町での新型コロナウイルス感染症対策各種相談・手続サポート

〈日　 　時〉令和２年５月２１日（木）～６月３０日（火） １０：００～１６：００　〈場　　所〉熊本県行政書士会館 3階会議室
〈相談件数〉１０３件

（1）新型コロナウイルス感染症対策相談窓口
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者等への各種支援策相談を受け付ける電話受付本部を設置した。本部で相談概要聞き
取り後、相談員へ内容を伝え、直接相談者に連絡を取ってもらい相談業務に従事。

◆新型コロナウイルス感染症に関する対応

〈日　 　時〉令和２年７月１３日（火）～１２月終了予定　平日９：００～１６：００　〈場　　所〉熊本商工会議所 ６階会議室　
〈相談件数〉２９３件（１０月２６日時点）

（3）熊本商工会議所での持続化給付金・家賃支援給付金相談窓口業務受託
熊本商工会議所より、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者等への持続化給付金・家賃支援給付金相談業務を受託し相談員を派遣。

〈日　 　時〉令和２年８月１日（土）～８月２５日（火） ９：００～１６：００　〈場　　所〉人吉カルチャーパレス大ホール
〈相談件数〉常時来所する被災者への対応を行った。

（1）人吉市における罹災・被災証明に関する相談支援員派遣

◆令和２年７月豪雨に関する対応

罹災証明を受取っていない被災者への被災者生活再建支援金、仮設住宅、公費解体等に関する相談業務。運営は球磨支部が実施。

（3）なりわい再建支援補助金に関する事業

〈日　 　時〉令和２年８月３１日（月）～令和３年３月３１日（水） １０：００～１７：００　〈場　　所〉人吉商工会議所
〈相談件数〉２２７件（１０月２７日時点）

人吉・球磨地方で被災された事業者に向け、なりわい再建支援補助金をはじめ、法律問題・融資等も含めたワンストップサービス相談窓口を８月３１日
（月）に開設。行政書士会は、なりわい再建支援補助金についての相談担当として相談員を派遣。

①人吉商工会議所からの相談窓口業務受託

なりわい再建支援補助金に関して相談や申請書類作成を依頼したい方々へ向けた電話受付窓口を設置。事業者等への各種支援策相談を受け
付ける電話受付本部を設置した。窓口で概要聞き取り後、事前に「なりわい再建支援補助金本会支援事業に関する説明会」に出席した者へ内容を
伝え、直接連絡を取ってもらい相談業務に従事。

〈日　 　時〉令和２年８月３１日（月）～令和３年３月３１日（水） １０：００～１７：００　〈場　　所〉中小企業大学校人吉校
〈相談件数〉７４件（１０月２６日時点）

③電話受付窓口設置

〈日　 　時〉令和２年８月３１日（月）～令和３年３月３１日（水） １０：００～１７：００　〈場　　所〉中小企業大学校人吉校
〈相談件数〉７４件（１０月２６日時点）

②熊本県からの相談窓口業務受託
熊本県が中小企業大学校人吉校に開設した、なりわい再建支援補助金相談窓口へ相談員を派遣。

中小企業大学校人吉校 熊本県行政書士会館

人吉商工会議所
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　令和２年１０月１０日（土）１３時３０分から１４時３０分まで、

熊本市流通情報会館にて「成年後見利用促進基本計画と

成年後見制度の今後について」をテーマに、熊本家庭裁判

所主任書記官の古賀昌美様をお招きして特別講演会を開

催し、３２名が参加して盛況のうちに終了しました。この講演

会は、権利義務・事実証明部会の例会の場をお借りする形を

取り、コスモスの会員研修の一環としてのみならず、コスモス

会員以外の行政書士会会員にも特別講演会として広く開放

しました。なお、開催通知は本会のメールマガジンへの掲載

のみで行いました。

　成年後見利用促進についての５か年計画も残り１年余りと

期限が迫る中、熊本県内も含め約９割の自治体が中核機関

を未だ整備していない現状について、裁判所としては専門

団体等が積極的に働きかけを行うことを期待していること、

また、後見人のなり手が不足している現状があるので、行政

書士の皆さんが積極的に成年後見に関与してもらうことは

ありがたく、他の専門職とは異なる、行政書士という特性を

生かした関わり方ができるのではないかという貴重な助言を

いただきました。事前に寄せられた質問へも丁寧に回答して

いただき、大変有益な時間となりました。

　なお、本年度のコスモス入会前研修は、初めてZoomを

利用したオンラインで開催します。本会メルマガで案内いたし

ますので、成年後見業務に関心のある会員の方のご参加を

お待ちしています。

（一社）コスモス成年後見サポートセンター 熊本県支部
研修部長 藤山義之 質疑応答に応える古賀主任書記官

古賀主任書記官の講話

コスモス熊本渡邊支部長挨拶

「コスモス特別講演会」について

　本年度事業の中間報告として研修部の方針と実施事業について紹介します。

　新型コロナウイルス感染症防止対策の観点から従来の会場集合型の研修実施は制約されることから、本年度はインターネットを

利用したビデオオンデマンド配信による研修実施を当初から志向しました。手始めに本年６月１５日より会員専用ページ内に

研修部の動画配信ページを新設し、令和元年度実施の講義から3本の配信を開始しました。本年度最初の業務研修会も新型

コロナ対策支援に即応した研修内容とし、インターネット配信のみの実施としました。

　続く７月には豪雨災害が発生し、豪雨被災支援に関連する研修の必要性を感じていたところ、事業推進部が研修会を企画

したため、それに連携する形でインターネット配信に対応することができました。

　連携事業としては、本会と一般財団法人建設業情報管理センターとが前年度末に講習会提携を締結したことを受けて、

同センターより講師を招いて初の研修会を実施することができました。

下記に本年度実施済みの研修会を示します。

第１回業務研修会
〈日　　時〉令和２年７月２日（木）収録、７月３日（金）掲載

〈場　　所〉熊本県行政書士会館 会議室１

〈研修内容〉「持続化給付金申請について」　講師：渡邊敬二会員
※インターネット配信のみの実施

第4回業務研修会
〈日　　時〉令和２年９月４日（金）収録、９月７日（月）掲載

〈場　　所〉ホテル熊本テルサ　テルサホール

〈研修内容〉「なりわい再建支援補助金について」　
　　　　　　講師：熊本県商工振興金融課 担当者様

※事業推進部研修を収録しインターネット配信のみの実施

第2回業務研修会
〈日　　時〉令和２年８月２１日（金）収録、８月２４日（月）掲載

〈場　　所〉くまもと県民交流館パレア 会議室１

〈研修内容〉１「消費税インボイス制度について」　講師：加藤誠貴会員

　　　　　２「農地転用許可申請について」　　講師：井口由美子会員
※インターネット配信中

第3回業務研修会
〈日　　時〉令和２年９月１５日（火）収録、９月１６日（水）掲載

〈場　　所〉グランメッセ熊本 大会議室

〈研修内容〉1「改正建設業法について」　講師：髙木昇会員

　　　　　２「経営事項審査について」　講師：建設業情報管理センター 辰田幸三様

　　　　　３「経営状況分析Y評点（８指標）の解説」　講師：同上
※第一講のみインターネット配信中

渡邊敬二会員

加藤誠貴会員

井口由美子会員

髙木昇会員

研修部「令和２年度事業報告」
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◆その他広報、広告など

熊日タウンパケット、チラシ等で広告。

相談者全員に、トートバッグ・リーフレット等を配布。

各支部の動き 各支部の動き

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉東区役所（総務企画課、区民課、福祉課）

山内悟司、上田乃梨子、廣野吉法
令和２年１０月７日（水） 〈日　　時〉

〈訪 問  者〉
〈場　　所〉幸田まちづくりセンター

藤山義之
令和２年１０月９日（金）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉東部まちづくりセンター、東農業振興課

廣野吉法
令和２年１０月９日（金）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉城南町づくりセンター、南農業振興課

（農業委員会事務局南区分室）
天明まちづくりセンター

川上賢一
令和２年１０月１３日（火）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉秋津まちづくりセンター

託麻まちづくりセンター

上田乃梨子
令和２年１０月１３日（火）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉南区役所（総務企画課、区民課）

藤山義之、川上賢一、廣野吉法
令和２年１０月８日（木）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉東警察署（総務課）

山内悟司
令和２年１０月８日（木）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉飽田まちづくりセンター

南警察署（車庫証明担当）

藤山義之
令和２年１０月８日（木）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉南部まちづくりセンター

廣野吉法
令和２年１０月８日（木）

　ソーシャルディスタンスの確保や各種手続き等で区役所が手

狭な中、企画総務課様のご尽力により相談スペースを確保してい

ただき、東区役所と南区役所の２か所で相談会を行いました。

比較的、区役所に来所される人自体が少なく感じましたが、合計

２０組の相談者が訪れました。相談内容は約半数が遺言・相続に

関するものでした。

無料相談会①
〈日　　時〉令和２年１０月７日（水）９：３０～１６：００

〈場　　所〉東区役所1階ロビー

〈相  談 員〉光岡和隆、三浦秀登士、益山純一
             中本誠二、中野洋一、力德直

〈出席理事〉山内悟司、上田乃梨子、廣野吉法

〈相 談 者〉８組

〈相談件数〉９件

無料相談会
〈日　　時〉令和２年１０月２２日（木）１０：００～１６：００

〈場　　所〉熊本中央区役所 １階総務企画課前

〈相 談 員〉７名（理事4名、募集3名（午前７名、午後７名重複あり））

〈相談件数〉５件

無料相談会②
〈日　　 時〉令和２年１０月８日（木）９：３０～１６：００

〈場　　所〉南区役所２階ロビー、相談室

〈相 談  員〉光岡和隆、三浦秀登士
               丸山和臣、倉田千代喜

〈出席理事〉藤山義之、川上賢一、廣野吉法

〈相 談  者〉12組

〈相談件数〉14件

〈相談内容〉2ヶ所合計

不動産
関係

遺言・相続

その他

官公署訪問

～自分たちの職域は自分たちで守りましょう～

行政書士証票を常に携帯しましょう
申請書には章紙の貼付を忘れずに！

中央支部 熊本東南支部

遺言・相続

土地の
境界確定

相隣関係

行政書士試
験合格者の
就職先

飲食店
感染拡大防止
補助金

〈相談内容〉

熊日新聞 通りすがり

市役所

〈広告媒体〉

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉１．市・地域活動推進課（12階）

２．市・農業政策課（１２階）
３．市・開発指導課（11階）
４．市・建築指導課（11階）
５．市・高齢福祉課（10階）

６．市・ごみ減量推進課（７階）
７．中央区役所（総務企画課）
８．市・農業委員会（住生ビル9階）
９．ゆうちょ銀行熊本支店（城東町）

平川支部長・外山企画研修理事の2名で、以下の順で訪問実施した。
令和２年１０月２２日（木）〈日　　時〉

〈訪 問  者〉

〈場　　所〉1.熊本中央警察署
　（生安課・交通規制課）
2.上通郵便局
3.中央郵便局
4.熊本公証人役場（九品寺）

平川支部長
外山企画研修理事の２名

令和２年１０月９日（金）
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各支部の動き各支部の動き

無料相談会
〈日　　 時〉令和２年１０月２日（金）１０：００～１６：００

〈場　　所〉熊本市北区役所 １階ロビー（区民課前）

〈相 談 員〉木下純宏、植森洋昭、鬼塚亜李、硯川剛

〈相談件数〉７件

無料相談会
〈日　　時〉令和２年１０月１８日（日）１０：００～１５：００

〈場　　所〉山鹿市山鹿1番地温泉プラザ１階 ふるさと市場

〈相 談 員〉森山幸二、德永幸雄、新崎豊德、近藤良一

〈相 談 者〉１名 （相続）

無料相談会
〈日　　時〉令和２年１０月３日（土）１０：００～１５：００

〈場　　所〉玉名市文化センター第３研修室

〈相 談 員〉岩村洋二、久保田豊、櫻田直己
　　　　　森尾拓也、山岸直之、柗村正樹

〈相談件数〉５件

熊本北西支部 玉名支部

山鹿支部

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉花園まちづくりセンター、西部土木センター

郵便局１件（植木）　

植森洋昭・木下純宏
令和２年９月２４日（木）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉郵便局２件（大和簡易、鞍掛簡易）

木下純宏
令和２年９月２９日（火）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉龍田まちづくりセンター、北部まちづくりセンター

清水まちづくりセンター

硯川剛
令和２年１０月１日（木）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉郵便局９件（豊田、田底、肥後山本、北部、硯川

　　　　　高平、八景水谷、室園、山室）

木下純宏・鬼塚亜李
令和２年９月２５日（金）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉河内まちづくりセンター

西区役所（総務企画課、農業委員会事務局
　　　　 農業振興課、区民課）

鬼塚亜李
令和２年１０月１２日（月）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉田原地域コミュニティセンター

植木町かがやき館、植木町文化ホール
植木ふれあい文化センター

木下純宏
令和２年１０月２０日（火）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉熊本北合志警察署

生活安全課、車庫証明窓口　　

木下純宏
令和２年１０月２２日（木）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉田底地域 コミュニティセンター

山東地域 コミュニティセンター

木下純宏
令和２年１０月２６日（月）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉山本地域 コミュニティセンター

吉松地域 コミュニティセンター
菱形地域 コミュニティセンター
大和地域 コミュニティセンター

木下純宏
令和２年１０月２７日（火）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉郵便局５件（山東、菱形、武蔵丘団地

　　　　　楠、麻生田）

木下純宏・硯川剛
令和２年９月２８日（月）

〈相談内容〉

その他

不動産
関係 相続関係

遺言

〈広告媒体〉

市政だより

新聞広告

区役所

郵便局

　北西支部主催の無料相談会は、

北区役所の方が本会による無料

相談会が毎月開催されていること

から、例年は西区役所で開催して

いる。しかし本年は西区役所から

場所を提供できない可能性があると通知があったため、北区

役所にて開催することとした。ただ、コロナで急遽中止とする

可能性があることと、会場の広さのことを考慮して、本年は支部

会員への相談員の募集は行わず理事のみで対応をした。

　無料相談会の広報、広告として「市政だより」「熊日タウン

パケット」（熊本市三支部合同にて）北区の郵便局（下記１７

件）へのチラシ配布を行った。

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉北区役所（総務企画課、農業委員会事務局

　　　    農業振興課、区民課）

木下純宏・植森洋昭・鬼塚亜李
令和２年１０月２日（金）

◆広報、広告など

　例年よりも相談件数も多く、ご相談の内容も多岐にわたりました。将来の紛争を未然に防ぐための相談もあり、相談会の

利用目的も様々でした。広報をみて来場なさった方が１名、市役所からの紹介が1名でした。

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

相続関係許認可
関係

不動産
関係

〈相談内容〉

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉玉名地域振興局、有明保健所玉名市役所

玉名警察署、玉名合同庁舎（玉名税務署）

柗村正樹、櫻田直己
令和２年１０月１日（木）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉岱明総合支所、横島総合支所

天水総合支所、玉東町役場

櫻田直己
令和２年１０月７日（水）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉和水町役場、三加和総合支所、南関町役場

柗村正樹
令和２年１０月９日（金）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉長洲町役場、荒尾市役所、荒尾警察署

櫻田直己
令和２年１０月２日（金）

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉山鹿市役所 鹿北支所、山鹿市役所 鹿央支所

山鹿市役所 北鹿支所

森山幸二
令和２年１０月３０日（金）〈日　　時〉

〈訪 問  者〉
〈場　　所〉山鹿市役所、山鹿市農業委員会、山鹿保健所

山鹿警察署、山鹿市役所 鹿本支所

森山幸二
令和２年１０月２９日（木）
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各支部の動き

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉

〈場　　所〉阿蘇市役所、阿蘇地域振興局総務課
阿蘇保健所、阿蘇福祉事務所
阿蘇広域消防本部

渡邊敬二、伊藤なおみ、後藤隆一
渡邉澄雄、小島一誠

令和２年１０月２６日（月）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉南小国町役場、小国町役場

産山村役場、西原村役場

渡邊敬二、内田敏則
令和２年１０月２７日（火）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉高森町役場、南阿蘇村役場

渡邊敬二、佐藤公美、安達英二、松田克士
令和２年１０月２８日（水）

各支部の動き

以上１４名の参加でした。今年は新型コロナウィルス感染

拡大の影響もあり、密を避けながら距離を保って、清掃

活動を実施しました。　

無料相談会
〈日　　時〉令和２年１０月２日（金）１０：００～１５：００

〈場　　所〉大津町 町づくり交流センター

〈相 談 員〉上原昌博、大坪憲司、宍戸伸彰
             林誠、開田桂樹、西原萌子
             神谷和美、西塔正弘

〈相談件数〉３件

第19回ボランティア活動
〈日　　時〉令和２年８月１日（土）７：３０～８：３０

〈場　　所〉合志市役所からアンビー、飯高山公園周辺、
               県道３１６号線沿い

〈参加会員〉有働勝也、上原昌博、士野清浩、西塔正弘
             林誠、髙見洋一、開田桂樹、神谷和美
             丸山仁也、西原萌子、茂田修二
             井上健二郎、堀行徳、大坪憲司

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉

〈場　　所〉①菊池市役所（本庁及び各支庁、菊池市農業委員会）
②熊本県北広域本部
③菊池保健所
④菊池警察署

⑤大津町役場（本庁、農業委員会）
⑥大津警察署
⑦菊陽町役場（本庁、光の森町民センター、農業委員会）
⑧合志市役所（本庁、農業委員会）

西塔正弘、林誠、開田桂樹、西原萌子、神谷和美
令和２年１０月５日（月）

〈相談内容〉

生前贈与

法人関連

無料相談会①
〈日　　時〉令和２年１０月１７日（土）１０：００～１５：００

〈場　　所〉宇土シティモール 多目的ホール

〈相 談 員〉髙村睦夫、田代英夫、桑田敏郎
　　　　　須々美希一、宮本幹夫、古澤光

〈相 談 者〉6名

無料相談会②
〈日　　時〉令和２年１０月２１日（水）１０：００～１５：００

〈場　　所〉宇城市役所 新館（第3会議室）

〈相 談 員〉髙村睦夫、川本信義、岩﨑光洋
　　　　　富田真史、桑田敏郎、須々美希一

〈相 談 者〉7名

無料相談会③
〈日　　時〉令和２年１０月２７日（火）１０：００～１５：００

〈場　　所〉益城町役場

〈相 談 員〉髙村睦夫、髙森正朗
　　　　　橋場紀仁、豊永苓二
　　　　　大工友秀（オブザーバーとして出席）

〈相 談 者〉１１名

菊池支部 阿蘇支部

宇城支部

　毎年継続的に広報活動していることに意義があると思う。役員を中心とするだけの活動ではなく、支部会員全員での取り

組みが必要。

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

官公署訪問
〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉宇城地域振興局、宇城保健所、宇城警察署

宇城市役所、宇土市役所、宇城広域消防本部
熊日宇城支局、熊日宇土支局

宮本幹夫、髙村睦夫、桑田敏郎、河野富寛
令和２年１０月１日（木）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉甲佐町役場、美里町役場、山都町役場、山都警察署

上益城地域振興局土木部、熊日山都支局

岩﨑光洋、豊田繁男、兼瀬哲治、桑田敏郎
令和２年１０月７日（水）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉御船保健所、御船警察署、熊日御船支局、御船町役場

益城町役場、嘉島町役場

橋場紀仁、富田真史、河野富寛
令和２年１０月１３日（火）
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各支部の動き

無料相談会
〈日　 　時〉令和２年１０月２４日（土）

〈場　　所〉天草市南コミュニティセンター

〈相 談 員〉金子康美、松山一志、上剛司、池野一樹

〈相談件数〉２件

〈相談内容〉・仮登記のある土地の交換の是非
　　　　　・台風の接近に伴う所有船舶係船ロープによる
　　　　　 事故発生の損害賠償について

無料相談会
〈日　　時〉令和２年１０月５日（月） １０：００～１５：００

〈場　　所〉水俣市もやい館３F 会議室

〈相 談 員〉丸野裕宣、平松大輔

〈相 談 者〉４名

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉人吉市、球磨村、山江村、相良村、五木村、水上村、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町の各総務課及び各農業員会

球磨地域振興局、人吉保健所、人吉警察署、多良木警察署

西一郎、白川昌栄、赤池利史、笹山欣悟
令和２年１０月７日（水）

無料相談会
〈日　　時〉令和２年１０月４日（日） １０：００～１５：００

〈場　　所〉イオン八代店

〈相 談 員〉瀧本眞敏、笹本光洋、倉㟢文彦、飛永真由美

〈相 談 者〉８名

官公署訪問

〈日　　時〉
〈場　　所〉八代市役所千丁支所、八代市役所鏡支所

八代市役所東陽支所、八代市役所龍峯出張所
氷川町役場、氷川町役場宮原振興局、
氷川幹部交番（機動センター）、
熊本県南広域本部

令和２年１０月５日（月）

〈日　　時〉
〈場　　所〉八代市役所、八代市役所坂本支所

八代市役所日奈久出張所、八代公証人役場
八代警察署、八代郵便局

令和２年１０月８日（木）

各支部の動き

八代支部

球磨支部

芦北支部

天草支部

　１０月１日（木）の人吉新聞に広告を掲載。

◆広報、広告など

　天草市の広報誌に掲載し、地元エフエム放送（みつばちラジオ）と地元にケーブルテレビで告知をした。費用対効果は若干

疑問です。告知の方法は検討の余地があります。

◆広報、広告など

官公署訪問
〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉津奈木役場 総務課・農業委員会

平松大輔
令和２年９月２５日（金） 

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉芦北町役場 総務課・農業委員会

県芦北地域振興局

平松大輔
令和２年１０月１日（木）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉芦北警察署

平松大輔
令和２年１０月２日（金）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉水俣市役所 総務課・農業委員会

水俣警察署、水俣保健所

平松大輔
令和２年９月２６日（土）

官公署訪問 （ポスター等配布）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉上天草市役所、上天草警察署

大矢野郵便局

金子康美
令和２年９月３０日（水）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉牛深警察署、苓北町役場

金子康美
令和２年１０月２日（金）

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉天草市役所、天草市農業委員会

天草地域振興局、天草保健所
天草警察署、天草公証役場
天草環境事務所

金子康美
令和２年１０月１日（木）

第278号 令和二年冬号 第278号 令和二年冬号

17 18



熊本県行政書士会ゴルフ友好倶楽部・法友会

第15回例会のご報告（阿蘇大津GC・２０２０年９月２６日開催）
　前回（１４回）の例会は、新型コロナ第一波の最中の為開会式も表彰式も無い

緊張した異例の段取りで行いましたが、今回は通常の内容で行うことが出来ま

した。勿論未だ不透明な状況の中、お互い感染拡大防止に万全を期して対応

しましたので、何事もなく中秋の絶好なゴルフ日和で実施出来て安堵しました。

　今回は、何かと要件が重なった会員が多く、３組１２名の少数精鋭戦でした。

結果は下記の通り接戦で村中重光さんが優勝！準優勝には２開催連続して、

友好会員で弁護士の衛藤二男さん（ベストグロス賞・８３）、３位は多田隈棋紀

さんでした。おめでとうございます。

　参加者全員！未だ予断を許されない厳しい環境の中本当にご苦労様でした。

　次回は来年の３月例会になります。その頃は是非ともコロナウイルスの感染

拡大が終息出来て清々しい気持ちで初春の晴天の下、多数の仲間と元気で

再会したいと願っております。（くれぐれも健康維持にご留意ください）

　今後も優勝や受賞のチャンスがあるように工夫し特別賞の賞品も沢山用意

していますので、上手下手に関係なく入会参加をお待ちしています。特に女性の

参加と他士業（現在の友好会員・会則第３条２項 弁護士２名・土地家屋調査士

３名・司法書士１名）の方の参加も歓迎します。

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協力をいただき、まずもってお礼を申し上げます。去る７月２８日に日本行政

書士政治連盟顧問であり、自民党行政書士制度推進議員連盟会長でもあります衆議院議員の野田毅先生をお招きして、

国政報告会及び持続化給付金報告会を県民交流会館パレアにて開催しました。本会櫻田直己事業推進部長による熊本

県行政書士会における持続化給付金相談会の実施報告の後、野田毅先生に国政報告をいただきました。会の支援活動を

野田先生に直接報告することができたとともに、野田先生からもプライベートなエピソードなども交えた国政報告をいただけた

ことで会員にとっても野田先生をより身近に感じることのできた有意義な報告会となりました。

　また、この度、公明党江田康幸衆議院議員と坂梨剛昭熊本県議会議員（玉名市）に本連盟の顧問に就任をいただき

ましたことをご報告させていただきます。お二人の先生にはこれまでも本連盟の活動に非常にご尽力をいただいていたの

ですが、今回改めて顧問に就任をいただいたことにより大変心強い体制の強化が出来たものと考えております。

　国政においては新しい政権が誕生し、早期の衆議院解散総選挙実施も囁かれております。

今後も本会及び日政連との連携を密にし、行政書士制度の更なる発展のため活動をして参りますので、会員の皆様の引き

続きのご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

政治連盟副会長　林 誠優勝の村中重光会員

準優勝の衛藤二男会員

第三位の多田隈棋紀会員

※未だ入会されて無い会員各位の入会と例会コンペ参加を期待しています
　ので宜しくお願い致します。
　会員の皆様！下記日時を予定表に是非ご記入を！

次回（第１６回）例会　
〈日時〉２０２１年３月２７日（土） 9時集合　
〈場所〉ワールドＧＣ  TEL.０９６４-４３-５５５５（宇城市小川町）

尚、新入会に関しては、幹事長の田代史彦事務所（熊本中央支部） 
ＴＥＬ／ＦＡＸ.０９６-２９５-３２１０に御連絡下さい。お待ちしております。

村中 重光（熊本中央支部）
４９・４９・９８・（３６）・６２

〈優 勝〉

衛藤 二男（友好会員）
４０・４３・８３・（２０）・６３

〈準優勝〉

多田隈 棋紀（玉名支部）
４７・５１・９８・（２６）・７２

〈第三位〉
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新  規

会員の異動

　10月は行政書士制度広報月間でした。コロナウイルスや豪雨災害もあり、
開催できるか心配でしたが、たくさんの方々のご協力で、電話無料相談会、
街頭無料相談会を無事開催することができました。
　来年2021年は『行政書士制度７０周年』ということもあり、例年以上に
広報部としても力を入れる年になります。今後は来年2月開催の70周年記念
市民公開講座に向けて邁進してまいります。
　まだまだ大変な時期が続きますが、熊本の行政書士一丸となって頑張って
いきましょう。

編 集 後  記 行政書士くまもと 冬号 No.278

発行所 熊本県行政書士会

発行人 会　　長　井口 由美子

編集人 広報部長　髙見 洋一

印刷所 株式会社 プリントパック

〒862-0956 
熊本市中央区水前寺公園13-36
TEL（096）385-7300  
FAX（096）385-7333広報部　山本隆之

廃　業

熊本東南支部 （廃業年月日 2020/8/20）細田 貢

熊本中央支部 （廃業年月日 2020/8/27）吉原 誠

熊本東南支部 悅 揮代丈 （廃業年月日 2020/10/27）

熊本東南支部 （廃業年月日 2020/10/31）渡邉 信郎
球磨支部 （廃業年月日 2020/8/24）苗床 俊二

熊本東南支部 （廃業年月日 2020/8/18）工藤 雄一郎

熊本北西支部 （廃業年月日 2020/10/31）熊谷 直和

変　更
（変更：所在地・電話番号（熊本中央 → 熊本東南））

〒861- 4106 熊本市南区南高江7丁目4番50号 
TEL：096 -358 - 8065

熊本東南支部 平岡 行弘

（変更：所在地）
〒861-2106 熊本市東区東野1丁目9番1号
熊本東南支部 山﨑 順子

（変更：所在地・電話番号）
〒860 - 0012 熊本市中央区紺屋今町2番13号 中田ビル2階A号 
TEL：096 -353 -3195

熊本中央支部 山内 賢司

（変更：電話番号）
TEL：0965 - 62 -9245
八代支部 村川 正博

（変更：所在地・電話番号）
〒866 - 0843 八代市花園町11番地1 ガレリアビル2階西 
TEL：0965 - 62 - 8641

八代支部 倉㟢 文彦

（変更：所在地・電話番号（熊本中央 → 菊池））
〒861-1112 合志市幾久富1866 -921 
TEL：090 -2853 -9420

菊池支部 當房 正明

（変更：住居表示変更・電話番号）
〒861- 4121 熊本市南区会富町287-1 2階　
TEL：050 -1107- 0791

熊本東南支部 中野 洋一

（変更：所在地・電話番号（玉名 → 熊本東南））
〒861- 4101 熊本市南区近見2丁目2-20 
TEL：096 -288 -2406

熊本東南支部 中村 久夫

（変更：所在地）
〒861- 8002 熊本市北区弓削1丁目6番75号
熊本北西支部 高田 賢二

会員の異動／編集後記

死亡

西本 美奈子

熊本東南支部

登録番号 20431429 
登録年月日 2020/7/1

〒862-0911 
熊本市東区健軍2丁目2番1-403号 
アーバンパレス神水
行政書士西本美奈子事務所
TEL：096-295-6208

小嶋 一誠

阿蘇支部

登録番号 20431555
登録年月日 2020/7/15

〒869-2305 
阿蘇市湯浦993番地
行政書士小嶋一誠法務事務所
TEL：0967-32-0300

小山 孝男

熊本東南支部

登録番号 20431931
登録年月日 2020/9/1

〒862-0920 
熊本市東区月出2丁目5番6号
小山孝男行政書士事務所
TEL：096-340-8501

林田 真弓

宇城支部

登録番号 20431430
登録年月日 2020/7/1

〒861-3101 
上益城郡嘉島町大字鯰2755番地1
行政書士林田真弓事務所
TEL：096-284-1795

森川 強一

熊本東南支部

登録番号 20431690
登録年月日 2020/8/1

〒862-0901 
熊本市東区東町4丁目14番8号
森川強一行政書士事務所
TEL：096-367-1628

下田 靖子

阿蘇支部

登録番号 20432020
登録年月日 2020/9/15

〒869-1602
阿蘇郡高森町大字高森1254番地2
行政書士下田靖子事務所
TEL：0967-62-2135

渡邉 賢政

熊本北西支部

登録番号 20431431
登録年月日 2020/7/1

〒860-0082 
熊本市西区池田2丁目15番22号
Grape行政書士事務所
TEL：080-3905-5638

吉田 精二

球磨支部

登録番号 20431799
登録年月日 2020/8/15

〒868-0600
球磨郡湯前町1686番地1
吉田行政書士事務所
TEL：0966-43-2760

羽根田 祐輔

熊本北西支部

登録番号 20432021
登録年月日 2020/9/15

〒860-0084
熊本市北区山室1丁目4番11号
ハネダ行政書士事務所
TEL：080-5083-5029

出納 真一

宇城支部

登録番号 20431432
登録年月日 2020/7/1

〒861-3206 
上益城郡御船町大字
辺田見1263番地1 吉本ビル105号
すいどう行政書士事務所
TEL：096-200-7354

皆德 健志郎

玉名支部

登録番号 20431800
登録年月日 2020/8/15

〒865-0052 
玉名市松木10番地9
行政書士皆德健志郎事務所
TEL：0968-74-1111

岩本 和也

熊本東南支部

登録番号 20432132
登録年月日 2020/10/2

〒861-4222 
熊本市南区城南町
鰐瀬1642番地162
行政書士岩本事務所
TEL：090-3015-5126

古澤 光

宇城支部

登録番号 20431550
登録年月日 2020/7/15

〒869-0503
宇城市松橋町きらら1丁目5番地12
行政書士古澤事務所
TEL：0964-31-0422

山田 悠生

熊本中央支部

登録番号 20431801
登録年月日 2020/8/15

〒862-0975 
熊本市中央区新屋敷三丁目14番5号
山田悠生行政書士事務所
TEL：080-1798-3563

上野 庸祐

熊本東南支部

登録番号 20432133
登録年月日 2020/10/2

〒861-2106 
熊本市東区東野一丁目9番1号
行政書士法人
ヒューマン・サポート健軍事務所
TEL：096-360-3366

前田 浩規

菊池支部

登録番号 20431551
登録年月日 2020/7/15

〒861-1306
菊池市大琳寺2番地18
前田浩規行政書士事務所
TEL：0968-24-2833

河津 恭一

熊本北西支部

登録番号 20431802
登録年月日 2020/8/15

〒861-8001 
熊本市北区武蔵ケ丘8丁目6番5号
河津行政書士事務所
TEL：096-339-3604

樋渡 明人

玉名支部

登録番号 20432134
登録年月日 2020/10/2

〒864-0056 
荒尾市昭和町7番22号
行政書士樋渡明人事務所
TEL：0968-62-2645

須々美 希一

宇城支部

登録番号 20431552
登録年月日 2020/7/15

〒869-0545
宇城市松橋町砂川2044-1
須々美行政書士事務所
TEL：090-2967-2432

後藤 英

熊本北西支部

登録番号 20431803
登録年月日 2020/8/15

〒860-0044 
熊本市西区谷尾崎町1216番地6
行政書士ごとう事務所
TEL：096-351-5964

平川 ルミ

熊本中央支部

登録番号 20432135
登録年月日 2020/10/2

〒860-0844
熊本市中央区水道町4-1
アートビル3階A
平川行政書士事務所
TEL：096-366-8515

古場 武史

熊本北西支部

登録番号 20431553
登録年月日 2020/7/15

〒860-0059 
熊本市西区野中2丁目2番55号
古場行政書士事務所
TEL：090-8419-7450

青木 崇史

宇城支部

登録番号 20431804
登録年月日 2020/8/15

〒869-0407 
宇土市松原町203番地1
あおき行政書士事務所
TEL：0964-31-0155

鶴﨑 貴朗

熊本東南支部

登録番号 20432136
登録年月日 2020/10/2

〒862-0923 
熊本市東区東京塚町19番41号
つるさき行政書士事務所
TEL：096-381-6652

西 展宏

熊本中央支部

登録番号 20431554
登録年月日 2020/7/15

〒860-0863 
熊本市中央区坪井1丁目6番17号
ＭＡＲＯ行政書士事務所
TEL：096-344-1491

中本 誠二

熊本東南支部

登録番号 20431805
登録年月日 2020/8/15

〒860-0834 
熊本市南区江越1丁目6-20
ヴァンベール江越A-201
さくら法務行政書士事務所
TEL：096-234-8834

森尾 拓也

玉名支部

登録番号 20432249
登録年月日 2020/10/15

〒865-0065 
玉名市築地字四十九1585番1
行政書士office Next Door
TEL：070-8317-0331
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