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表紙写真について

　南小国町の黒川温泉・湯あかりは、放置竹林から地域の環境を守るため、竹の間伐・

再生活動の一環として始まった、地元の人々の手作りによるライトアップイベントで、今では

冬の風物詩となっています。昔ながらの湯治場風情を色濃く残す黒川温泉を、竹細工の

灯篭があたたかく彩り、竹の明かりが揺らめく幻想的な温泉街のそぞろ歩きが楽しめます。

られ、今回の不正使用事件とまではいかなくても、いつ

このような問題が起きるかという懸念はあります。

　今回の事件により、総務省、法務省からは日行連に

対し厳しく指導が行われましたが、たった一人の誤った

使い方により、全ての行政書士が職務上請求書を使え

なくなるということを、一人一人自覚をもって使用していた

だきたいと強く願っております。

　また、マイナンバーカードの普及に関する支援事業に

ついては、日行連において年明けに実施される予定で、

詳細はまだ決定しておりませんが、予め皆様にこの事業

へのご協力をよろしくお願いいたします。とりあえず、

ご自身のマイナンバーカードの取得をお願いいたします。

　本会においては、今期執行部が発足し丁度半年が

経過し、各部において年間事業計画に基づき様々な

事業に取り組んでいるところです。

　また、各支部においては、10月の広報月間には無料

相談会の実施や官公署の訪問を行っていただきました。

　この11月、第2次岸田内閣が発足し、コロナ対策と

経済対策が政策の柱として掲げられ、同時に行政に

おいてはデジタル化が着 と々進められております。本会に

おいても熊本県への要望としてデジタル化の協議の場に

行政書士の意見を生かしていただきたい旨を提案して

おります。このデジタル化の波に乗り遅れないよう、会を

挙げて取り組んでまいりたいと思っております。

　来年こそコロナが収束することを願い、皆様にとって

良い一年となりますことを祈念申し上げます。

　新型コロナ感染症がようやく収束の兆しが見えてきた

かと思った矢先に、オミクロン株という変異株が現れ、日々

の生活にまた新たな緊張感が感じられます。手洗い、

マスクの着用、そして密を避けることを徹底してやって

いくという基本を、一人一人が日々心掛けてまいりましょう。

　さて、先月、日行連において会長会が開催されました。

これは理事会とは別に年に1度意見交換会という形式で

実施されるものですが、今回議題となりましたのは、職務上

請求書の不正使用の問題と、マイナンバーカードの普及

に関する支援事業についてが主なものでした。

　職務上請求書の不正使用については、ある単位会の

会員が探偵会社と繋がり、職務上請求書を身元調査に

使用したという問題でした。件数もかなりの数であり、

数年に亘り続いていた今回の不正使用について、なぜ

ここまでの問題に発展してしまったのか、問題はどこに

あったのか、日行連としてチェック機能の強化やコンプ

ライアンス研修の義務化等、今後どう対処すべきかに

ついて意見交換されました。しかし、この問題は日行連と

いうより、各単位会において我が会の問題として対応

する必要があると考えます。

　以前は本会においても年に2回研修会を実施し、使い

かけの職務上請求書を持参していただき、研修の間に

使用内容をチェックし、問題があれば直接説明してその後

正しく使用していただくことで、いわば水際対策が取れて

いたように思います。しかし、利便性や新型コロナ対策を

考え、DVDによる研修も可としましたが、誤った使い方、

誤った記入の仕方のままで使い切ったケースも多く見受け

会長 挨 拶

会長挨拶 02
広報月間活動報告・電話無料相談会 03
街頭無料相談会 04
会務日誌 05
これからの行事予定 06
行政書士制度70周年記念式典 07
ゆうちょ銀行株式会社
九州エリア本部様ご来訪について
九州地方協議会会長会開催報告 08

令和３年度 特定行政書士
法定研修・考査実施報告
図面作成（JW－CAD）研修会について 09
業務研修会実施報告 10
各支部の動き 11
ゴルフ友好倶楽部・法友会 20
会員の異動 21
編集後記 22

井口 由美子
熊本県行政書士会 会長

第282号 令和三年冬号 第282号 令和三年冬号

01 02



街頭無料相談会

　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２０日（水）、１０月２１日（木）の２日間

実施いたしました。

　相談ブースにアクリルパーテーションの設置、テーブル及び備品類の

除菌・消毒、手指消毒等、新型コロナウィルス感染症に伴う対策を

実施し、安心・安全な相談会を心掛けました。

　ご協力いただいた皆様に御礼申し上げます。

１０月２０日（水）・１０月２１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 〉

２０日/平川 理、清末 正朗、植森 洋昭
２１日/山内 悟司、鬼塚 亜李、松尾 一

〈相 談 員〉

伊津野 一敏、上田 乃梨子、西原 萌子、山本 隆之〈スタッフ〉

全２２件 １０月２０日（水）…１４件
           １０月２１日（木）…８件

〈相談件数〉

～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！

終活問題
（遺言・相続・
成年後見等）

〈相談内容〉

夫婦関係・介護・
子育て問題

法人・会社成立

開発問題

その他(裁判)
その他（農地トラブル）

その他（自宅の臭気）

〈広告媒体〉

新聞

市町村
広報誌

折込
チラシ

その他
（通りがかり）

行政書士

その他（館内放送）
その他（行政書士会事務局）

その他（不明）

電話無料相談会

　１０月の広報月間の皮切りに行政書士会館において電話無料相談会を開催いたしました。例年通り開始時刻の

１０時になった瞬間に電話が鳴り始め、特に午前中は電話が集中し、２台の固定電話と２台の携帯電話を駆使し、３名の

相談員が次々と相談を受け続ける状態でした。

　相談内容は、相続などに関する相談が多かったものの、不動産や補助金、債権に関する相談など多岐にわたりました。

１０月１日（金） １０：００～１６：００〈 日 時 〉

野々口 瑞穂、外山 慎輔、中野 洋一〈相 談 員〉

〈スタッフ〉 廣野　吉法

〈 場  所 〉 行政書士会館３階 会議室

２０件 〈相談件数〉

〈相談内容〉

終活問題
（遺言・相続・
成年後見等）

契約問題

その他
（農地）

その他
（土地問題）

その他
（登記関係）

その他（補助金）

〈広告媒体〉

市町村
広報誌

新聞

不明

広報月間活動報告

　９月２６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３年7月1日～至：令和３年10月31日） これからの行事予定 （自：令和３年11月1日～至：令和４年1月31日）

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
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9/1 9/2 9/3 9/4 9/5

9/6 

8/31

9/15 9/16 9/17 9/18 9/19

9/20　敬老の日

9/14

9/8 9/9 9/10 9/11 9/12

9/13

9/7 

9/22 9/23  秋分の日 9/24 9/25 9/26

9/27

9/21

9/29 9/30 10/1 10/2 10/3

10/4

9/28

10/6 10/7 10/8 10/9 10/10

10/11

10/5

10/13 10/14 10/15 10/16 10/17

10/18

10/12

10/20 10/21 10/22 10/23 10/24

10/25

10/19

10/27 10/28 10/29 10/30 10/3110/26

7/1 7/2 7/3 7/4

8/16 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22

8/23

8/17

8/25 8/26 8/27 8/28 8/29

8/30

8/24

7/7 7/87/6 7/9 7/10 7/117/5

三役会（2F会議室）

申請取次行政書士
管理委員会（会議室1）

研修部会（会議室1） 理事会（熊本テルサ）

監察部会（会議室1）
事業推進部会（会議室2）

登録証交付式（会議室1）
総務部会（会議室1）

令和3年度行政書士
試験に係る説明会
【Zoom会議】（2F会議室）

7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18

7/20 7/21 7/22　海の日 7/23　スポーツの日 7/24 7/257/19

7/26 7/28 7/29 7/30 7/31 8/17/27

8/4 8/5 8/6 8/7 8/8　山の日8/38/2

8/9　休日 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15８/10

行政書士試験会場下見
（熊大工学部）

令和3年度
第１回九地協会長会
（宮崎観光ホテル）（1日目）

令和3年度
第１回九地協会長会
（宮崎観光ホテル）（2日目）

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）
法規部会（会議室1）

広報部会（会議室1） 電子対策部会（会議室1）
総務部会員名簿打合せ
（2F会議室）

申請取次行政書士
管理委員会（会議室1）

事務局:夏季休暇 事務局:夏季休暇

日本政策金融公庫との
覚書に関する打合せ
（日本政策金融公庫）

登録相談員等
管理委員会（会議室1）
三役会（2F会議室）

熊本県市町村課訪問

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

研修部会（会議室1） 法規部会（会議室1） 監察部会
（水前寺共済会館グレーシア）

登録証交付式（会議室1）

芦北支部＆八代支部
統合に関する調整会議
【Zoom会議】（会議室1）

常任理事会（会議室1）

法規部会（会議室1） 熊本県信用保証協会との
連携に関する打合せ
（熊本県信用保証協会）

肥後銀行の創業･開業
支援体制確立について
連携協議（2F会議室）

登録相談員等管理委員会
（会議室1）
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

第２回業務研修会
【Zoom配信】（会議室1）
行政書士試験打合せ
（2F会議室）

ゆうちょ銀行九州エリア
本部への研修
（ゆうちょ銀行九州エリア本部）
熊本市特定空家措置審議会
書面会議（熊本市教育センター）

理事会（熊本テルサ） 登録証交付式（会議室1） 会員名簿作成打合せ
（2F会議室）

広報月間 
行政書士電話相談（会議室1）
熊本市中央区役所区民課訪問

法規部会（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）
熊本県信用保証協会および
日本政策金融公庫との協議
（熊本県信用保証協会･
日本政策金融公庫）

研修部会（会議室1）
広報部会（会議室1）

図面作成（JW－CAD）
研修会（会議室1）

第１回熊本市空き家対策
研究会（熊本市役所）

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）　 図面作成（JW－CAD）
研修会（会議室1）

令和3年度「街頭無料相談会」
（1日目）（鶴屋百貨店）

令和3年度「街頭無料相談会」
（2日目）（鶴屋百貨店）

電子対策部会【Zoom会議】
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

行政書士制度
70周年記念式典
（ホテルオークラ東京）

第３回業務研修会
（第１回延期分）
（熊本市流通情報会館）

登録証交付式（会議室1）

11/4 11/5 11/6 11/711/3 　文化の日11/211/1

11/10 11/1111/9 11/12 11/13 11/1411/8

11/15 11/16 11/17 １１/1８ １１/1９ １１/２０ 11/２１

11/２３　勤労感謝の日 １１/2４ １１/2５ １１/2６ １１/2７ １１/２８11/２２

１１/2９ １２/１ １２/2 １２/3 １２/４ １２/５１１/３０

１２/８ １２/９ １２/１０ １２/１１ １２/１２１２/７１２/６

１２/１３ １２/１５ １２/１６ １２/１７ １２/１８ １２/１９１２/１４

１２/２０ １２/２２ １２/２３ １２/２４ １２/２５ １２/２６１２/２１

１２/２７ １２/２９ １２/３０ １２/３１ １/１　元旦 １/2１２/２８

１/５ １/６ １/７ １/８ １/９１/４１/3

１/１０　成人の日 １/１２ １/１３ １/1４ １/1５ １/1６１/１１ 

１/1９ １/２０ １/２１ １/２２ １/２３１/1８１/1７

１/２４ １/２６ １/２７ １/２８ １/２９ １/３０１/２５

１/３１

研修部会
（会議室1）

総務部会
（会議室1）

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室1）

令和3年度
行政書士試験
（熊大工学部）

法規部会
（会議室1）

丁種封印制度に
関する研修会
（熊本テルサ）

三役会
（2F会議室）

職務上請求書取扱
研修会（会議室1）

専門士業団体
連絡協議会
熊大講義
（1回目）（熊大）

新入会員研修会
（1日目）
（グランメッセ熊本）

会計（中間）監査
（会議室1）

電子対策部会
ZOOM研修会

新入会員研修会
（2日目）
（グランメッセ熊本）

オンライン
ミーティングツール
Zoom研修会
（会議室1）

オンライン
ミーティングツール
Zoom研修会
（会議室1）

電子対策部会
（ZOOM）

理事会
（熊本テルサ）

登録証交付式
（会議室1）

第4回業務研修会
（熊本市流通情報
 会館）

常任理事会
（会議室1）

専門士業団体
連絡協議会
熊大講義
（2回目）（熊大）

監察部会
（会議室1）

広報部会
（会議室1）

事業推進部会
（会議室1）

丁種封印再受託
名簿登載者研修

研修部会
（会議室1）

法規部会
（会議室1）

仕事納め

仕事始め



行政書士制度70周年記念式典 ゆうちょ銀行株式会社九州エリア本部様ご来訪について

令和３年１０月２６日（火）〈 日 時 〉

ホテルオークラ東京〈 場  所 〉

• 開会
• ご来賓紹介
• 高松宮妃殿下御臨席
• 開会の辞
• 国家静聴
• 式辞
• 高松宮妃殿下お言葉
• 祝辞
• 行政書士制度７０周年
  総務大臣特別表彰
• 行政書士制度７０周年
  日本行政書士会連合会会長特別表彰
• 閉会の辞

〈 次  第 〉

　令和３年１０月２６日（火）にホテルオークラ東京において高松宮妃殿下御臨席

の中、日本行政書士会連合会主催により行政書士制度７０周年記念式典が開催

されました。

　常住日行連会長の式辞のあと、高松宮妃殿下にお言葉を頂き、続いて山東昭子

参議院議長、大谷直人最高裁判所長官、金子恭之総務大臣の御三名の方に来賓

祝辞を頂きました。

　その後、行政書士制度７０周年総務大臣特別表彰、行政書士制度７０周年日本

行政書士会連合会会長特別表彰が行われました。

　コロナウイルス感染対策を万全に行ったうえで、厳正な雰囲気の中、粛 と々開催

されました。

　なお本式典に井口由美子会長が日本行政書士政治連盟会長として出席、本会

からは櫻田直己副会長、藤山義之副会長、髙見洋一副会長が出席しました。

　去る令和３年９月９日（木）、ゆうちょ銀行株式会社

九州エリア本部本部長 永井靖典様、副本部長 

石橋千枝様、営業企画部長 後藤典弘様が本会に

ご来訪されました。

　ゆうちょ銀行株式会社九州エリア本部様とは、

覚書に基づき例年２月２２日にゆうちょ銀行株式

会社熊本支店・八代店での相談会を開催しており

ましたが、２年ほど新型コロナウイルス感染症の影響

から相談会の開催も難しい状況が続いております。

　当日は、覚書に基づく相談会をはじめとした連携

について意見交換をいたしました。今後も新型コロナ

ウイルス感染症の感染予防に努めながら、情報

共有、相談会の開催、各種研修への講師派遣等を

通して連携を深めていきたいと考えております。

九州地方協議会会長会開催報告

　去る令和３年７月２４日から２５日にかけて、宮崎県宮崎市に於いて「九州地方協議会会長会」が開催され、本会からは井口

会長、オブザーバーとして櫻田副会長が出席しました。  

　昨年度の事業・決算報告、今年度の事業計画・予算、各業務分野における担当者会の運営方法等について協議が行われ

ました。次回は、沖縄県で会長会に加え、日本行政書士会連合会との連絡会も開催される予定です。

　今後も、行政書士の発展の為、相互理解が益々深まる有意義な協議の場としていきたいと考えます。

［前列左より］九州エリア本部副本部長 石橋 千絵様 ／ 井口会長 ／ 
　　　　　 九州エリア本部本部長 永井 靖典様 ／ 九州エリア本部営業企画部長 後藤 典弘様
［後列左より］林田事業推進副部長 ／ 櫻田副会長 ／ 北里事業推進部長
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令和３年度 第２回業務研修会実施報告令和３年度 特定行政書士法定研修・考査実施報告

５名〈 受 講 者 数 〉

令和３年８月２日（月）～９月１７日（金）〈ＶＯＤ受講期間〉

令和３年１０月１７日（日）１４時～１６時〈 考 査 日 時 〉

熊本県行政書士会館 会議室１〈 考 査 会 場 〉

令和３年９月２４日（金） １３：３０～１６：３０〈  日 時  〉

第１講 「民法改正（相続法）についての解説」 
　　　 講師：弁護士　北里 敏明 様
第２講 「遺言・相続についてのQ＆A方式研修会」
　　　 講師：倉田 千代喜 会員

〈 研修内容 〉

Zoom配信によるオンライン研修〈 開催形式 〉
熊本県行政書士会館 会議室１〈 配信会場 〉
３５名〈 受講者数 〉

令和３年度 第３回業務研修会実施報告

令和３年１０月２７日（水） １３：５０～１６：３０〈  日 時  〉

第１講 「行政の災害対応と防災対策」
　　　 熊本県知事公室 危機管理防災課
　　　 危機管理防災企画監　三家本 勝志 様
　　　　　　　　　 　主幹　加藤 壮一 様
第２講 「ＢＣＰ（事業継続計画）対策の実務」 
　　　 講師：渡邊 敬二 会員

〈 研修内容 〉

熊本市流通情報会館 ５０１会議室〈  会 場  〉
３４名〈 受講者数 〉

　令和３年１０月１７日(日)、熊本県行政書士会館会議室

において令和3年度特定行政書士法定研修考査が実施

されました。この考査を受験するにあたり、8月から9月まで

に１８講の講義を受講していただきますが、本年度は新型

コロナウイルス感染防止のため、１８講全てＶＯＤ（ビデオ

オンデマンド）でのオンライン受講という形が取られた

ことで、各受講者の都合に応じた受講が出来ました。

　考査の結果は１２月上旬に発表及び通知があり、合格

者は特定行政書士として更なるステージでの活躍をして

いただけることになります。

図面作成（JW－CAD）研修会について

　電子対策部では一昨年開催し好評いただきました、風営や農地・開発の許可申請業務と密接な無料ソフト【JW-CAD】を

利用した図面作成についての研修会を令和３年１０月８日と１０月１５日の日程で２回開催いたしました。今回の研修は風営・

深夜酒類等の図面作成に必要な基本動作のマスターを目標に行いました。

　参加した会員アンケートの結果も概ね好評で中級編の開催を望む声が多数ありました。今後はより個別具体的な図面

作成に対応した研修会の開催を予定しています。

　その他、メルマガ配信時に電子対策部で開催希望の研修内容についてアンケートを実施しますので会員の皆様のご意見・

ご協力の程引き続きよろしくお願い申し上げます。

　令和３年１０月２７日(水)、令和３年度第３回業務研修会が熊本市流通情報会館にて実施されました。

　今回は、新型コロナウイルスの新規感染者が大幅に減少に転じたことにより、予定通り会場で開催することが出来ました。

　今回の研修は、昨今の度重なる災害が起こる状況にある中で、行政（熊本県）の取り組みや対策を理解し、行政書士として

これから取り組むべき課題や貢献できる業務分野を見出すために、第１講の講師に熊本県知事公室危機管理防災課より危機

管理防災企画監 三家本勝志様および主幹 加藤壮一様にお越しいただき、行政の災害対応と防災対策を中心にご講義いた

だき、それに付随するシステムや行事活動についてもご紹介いただきました。第２講では、講師に当会の渡邊敬二会員（阿蘇

支部）をお招きし、今後も発生するであろう災害に対する企業としての事前対策であるＢＣＰ（事業継続計画）について、実務的な

視点からのご講義をいただき、受講者は熱心に研修に勤しんでおりました。更なる知識を深めるための勉強会などのご紹介も

あり、今後の益々のスキルアップにも期待できる内容の研修となりました。

　令和３年９月２４日(金)、令和３年度第２回業務研修会が実施されました。

　講師として弁護士 北里敏明様（北里綜合法律事務所）、当会の倉田千代喜

会員（熊本東南支部）をお招きして、第１講に北里弁護士より私法の一般法である

民法の改正について、特に相続法の分野を重点的に分かりやすくご解説いただき、

第２講では倉田会員より自筆証書遺言書を作成・指導する際に意識すべき形式的なポイントや新設された配偶者居住権を

中心にご講義いただき、大変有意義な研修会となりました。また、今回は新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の

期間中となったことで、会場として予定していた施設が使用停止となったため、初めてオンライン配信ツールの「Ｚｏｏｍ」を活用

したオンライン研修を試みることとなり、不安な面もありましたが、配信が途切れるなどの不具合が生じることなく開催が出来

ました。なお、今回の研修につきましては、熊本県行政書士会のホームページより動画視聴が可能です。
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各支部の動き

無料相談会①
〈日　　時〉令和３年１０月１３日（水）９：１０～１６：００

〈場　　所〉東区役所1階ロビー

〈相  談 員〉坂井一雄、中野洋一、丸山和臣、
　　　　　三浦秀登士、光岡和隆、力德直

〈相談件数〉１７件

無料相談会
〈日　　時〉令和３年１０月７日（木） １０：００～１６：００

〈場　　所〉熊本中央区役所 １階正面玄関右

〈相 談 員〉宮本友紀、赤星憲志、三原大典、
　　　　　松岡泰光、久間康弘、日髙義治、
　　　　　清末正朗、古閑公士、宮﨑亜衣、
　　　　　白石健司、井上慎一郎、外山慎輔

〈相談件数〉２７件

無料相談会②
〈日　　 時〉令和３年１０月１４日（木）９：３０～１６：００

〈場　　所〉南区役所２階会議室

〈相 談  員〉岩本和也、倉田千代喜、
              中野洋一、丸山 和臣

〈相談件数〉９件

各支部の動き

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

　今年も熊本中央支部では、熊本中央区役所総務企画課様のご尽力により、昨年と同様の場所・時間帯で無料相談会を

開催できました。

　市政だより、熊日新聞、タウンパケット、ポスター・のぼり旗等によるPR活動もいきわたり、朝から切れ目なくご相談のお客様が

訪れ、相談件数２７件となりました。

　相談者全員に、クリアファイル・リーフレット一式を配布しました。

　なお、相談内容は、遺言・相続・不動産に関するものが全体の9割でした。

◆その他広報、広告など

市政だより、熊日タウンパケット等で広告。

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

　今年度も東区役所と南区役所で相談会を行いました。東区

役所では開始時刻の前から相談者が数名待っている状況でした

ので、開始時刻を２０分ほど早めて行いました。

　南区役所は相談者が例年より少なかったので、来年度の広報

についての課題となりました。

遺言・相続不動産

戸籍 その他

契約
内容証明

〈相談内容〉

遺言・相続
不動産

契約書

許認可

その他

〈相談内容〉2ヶ所合計

中央支部 熊本東南支部

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者
山内悟司、中園三千代、廣野吉法

山内悟司

中園三千代

藤山義之、川上賢一、上米良りえ

藤山義之

藤山義之

川上賢一

上米良りえ

東区役所（総務企画課／区民課／福祉課）

東警察署（総務課）

秋津まちづくりセンター 

南区役所（総務企画課／区民課）

南警察署 

幸田まちづくりセンター 

天明まちづくりセンター、飽田まちづくりセンター

 

令和３年１０月１３日（水）

令和３年１０月１３日（水）

令和３年１０月１３日（水）

令和３年１０月１４日（木）

令和３年１０月１４日（木）

令和３年１０月１５日（金）

令和３年１０月１５日（金）

令和３年１０月１８日（月）南部まちづくりセンター 

託麻まちづくりセンター、東部まちづくりセンター 
東農業振興室

令和３年１０月１５日（金） 廣野吉法

令和３年１０月１８日（月）
城南まちづくりセンター、南農業振興室
農業委員会富合・城南分室

川上賢一

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

外山慎輔、清末正朗、古閑公士

外山慎輔、清末正朗、古閑公士

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）

令和３年１０月７日（木）

令和３年１０月１３日（水）
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）
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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３年１０月８日（金）１０：００～１６：００

〈場　　所〉熊本市西区役所1階104会議室

〈相 談 員〉木下純宏、植森洋昭、硯川剛、鬼塚亜李、
　　　　　西祐貴、古場武史、德留芳照

〈相談件数〉１４件

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

　例年、区役所のロビー等の来庁者の目に付きやすい場所を相談会会場として提供いただいていたが、本年度は区役所の

都合でほとんど人目に付かない場所での開催となった。そのため相談者が少ないのではないかと懸念したが本年も例年と

同じくらい相談者の方がお見えになられた。

　本年もコロナ感染防止のため人数を制限しての相談対応となり相談者の方々にはしばらく順番をお待ちいただくことも

あったが、これは今後しばらくやむを得ないかと思われる。

相続

遺言不動産

その他

〈相談内容〉 無料相談会
〈日　　 時〉令和３年１０月２日（土）

〈場　　所〉玉名市文化センター2階会議室

〈相 談 員〉柗村正樹、櫻田直己、久保田豊　
　　　　　山岸直之、森尾拓也、坂﨑徳夫

〈相談件数〉５件

〈相談内容〉相続がらみの相談が多かった。
養子縁組、不在者、相続放棄、贈与との違い
相続をする必要があるのかの相談など。

無料相談会
〈日　　 時〉令和３年１０月１７日（日）１０：００～１５：００

〈場　　所〉温泉プラザ山鹿1階 ふるさと市場

〈相 談 員〉森山幸二、德永幸雄、野村雄一

〈相談件数〉３件

相続

離婚

〈相談内容〉

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

森山幸二
山鹿市役所、山鹿市農業委員会、山鹿保健所、山鹿警察署、
山鹿市鹿本支所、山鹿市鹿北支所、山鹿市鹿央支所、山鹿市菊鹿支所

令和３年１０月２６日（火）

熊本北西支部 玉名支部

山鹿支部

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

植森洋昭、鬼塚亜李
花園まちづくりセンター、西部土木センター
田崎郵便局、横手郵便局

令和３年９月２２日（水）

木下純宏
北区役所（総務課、農業委員会事務局）
植木町かがやき館、植木ふれあい文化センター

令和３年１０月１２日（火）

鬼塚亜李

鬼塚亜李

硯川剛

鬼塚亜李

硯川剛

植森洋昭、鬼塚亜李

北部土木センター

小島郵便局

龍田まちづくりセンター（龍田総合出張所）

清水まちづくりセンター（清水総合出張所）

熊本北合志警察署（車庫証明窓口・生活安全課）

西区役所（総務課、区民課、農業委員会事務局）

令和３年１０月１日（金）

令和３年１０月４日（月）

令和３年１０月５日（火）

令和３年１０月５日（火）

令和３年１０月７日（木）

令和３年１０月８日（金）

木下純宏

木下純宏

木下純宏

河内まちづくりセンター（河内総合出張所）

田原地域コミュニティセンター

田底地域コミュニティセンター

令和３年１０月１３日（水）

令和３年１０月１４日（木）

令和３年１０月１６日（土）

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者
森尾拓也令和３年１０月４日（月）玉名市役所

山岸直之令和３年１０月４日（月）玉名警察署、長洲町役場、荒尾市役所

柗村正樹令和３年１０月１５日（金）三加和総合支所、南関町役場

山岸直之令和３年１０月１９日（火）岱明総合支所

櫻田直己令和３年１０月６日（水）
玉名地域振興局、有明保健所、玉名合同庁舎（玉名税務署）、
横島総合支所、天水総合支所、玉東町役場、和水町役場、荒尾警察署
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各支部の動き各支部の動き

菊池支部 阿蘇支部

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

　初めてのゆめタウン光の森店での開催でしたが、例年より相談件数が増え、

また人通りも多く行政書士制度の周知という面での効果はあったのかと思います。

来年度は相談日の数日前あたりに熊日新聞のタウンパケット等を利用し告知を

行い、より多くの人々に周知活動を行って行ければと考えます。

〈相談内容〉

相続

契約

遺言

無料相談会
〈日　　 時〉令和３年１０月２日（土）１０：００～１６：００

〈場　　所〉ゆめタウン光の森店 本館2階

〈相 談 員〉神谷和美、茂田修二、山本隆之、
　　　　　林誠、平野昭代、西原萌子、堀行徳

〈相談件数〉８件

第２０回ボランティア活動
〈日　　 時〉令和３年７月３１日（土）７：３０～８：３０

〈場　　所〉大津町役場からJR肥後大津駅前

〈参加会員〉士野清浩、西塔正弘、徳永芳也、林誠、
　　　　　髙見洋一、神谷和美、西原萌子、茂田修二、
　　　　　井上健二郎、堀行徳、中村義光、大坪憲司、

以上12名の参加でした。本年7月12日より新庁舎で

業務を開始した大津町役場～JR肥後大津駅周辺にて、

新型コロナウイルスの感染予防のため密を避けながら

距離を保って、清掃活動を実施しました。

官公署訪問
官 公 署 日 時 担 当 者

渡邊敬二、伊藤なおみ、後藤隆一、渡邉澄雄

渡邊敬二、伊藤なおみ

渡邊敬二、内田敏則

渡邊敬二、佐藤公美

渡邊敬二、松田克士

令和３年１０月１３日（水）

令和３年１０月１４日（木）

令和３年１０月１４日（木）

令和３年１０月１５日（金）

令和３年１０月１５日（金）

阿蘇市、阿蘇地域振興局
阿蘇保健所・福祉事務所

南小国町役場、小国町役場、産山村役場

西原村役場

高森町役場

南阿蘇村役場

官公署訪問
官 公 署 日 時 担 当 者

髙見洋一、西原萌子、林誠
神谷和美、茂田修二（監察部）

令和３年９月２９日（水）

菊池市役所（本庁総務課、菊池市農業委員会）
熊本県北広域本部（総務課、土木部技術管理課）
菊池保健所（衛生環境課）
菊池警察署（署長不在のため副署長対応）

髙見洋一、平田勝大、西原萌子、林誠
神谷和美、茂田修二（監察部）

令和３年１０月７日（木）
大津町役場（総務課、農業委員会）、大津警察署
菊陽町役場（総務課、農業委員会）
合志市役所（総務課、農業委員会）

髙見洋一、神谷和美令和３年１０月１４日（木）菊池警察署（署長へ挨拶）

無料相談会①
〈日　　時〉令和３年１０月１３日（水） 

〈場　　所〉阿蘇市農村環境改善センター

〈相 談 員〉渡邊敬二、伊藤なおみ、渡邉澄雄、後藤隆一

〈相談件数〉０件

無料相談会③
〈日　　時〉令和３年１０月１５日（金） 

〈場　　所〉高森町昭和公民館

〈相 談 員〉渡邊敬二、佐藤公美

〈相談件数〉０件

無料相談会②
〈日　　時〉令和３年１０月１４日（木） 

〈場　　所〉南小国町自然休養村管理センター

〈相 談 員〉渡邊敬二、伊藤なおみ

〈相談件数〉１件
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各支部の動き各支部の動き

宇城支部 八代支部

球磨支部

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

髙村睦夫、桑田敏郎
林田真弓、古澤光

令和３年１０月１日（金）
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、熊日宇城支局、熊日宇土支局

兼瀬哲治、豊田繁男
桑田敏郎、富田真史

令和３年１０月６日（水）
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（矢部土木部）、熊日山都支局

橋場紀仁、豊永苓二
富田真史、大工友秀

令和３年１０月１４日（木）
上益城地域振興局（御船本庁）、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

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

笹本光洋、倉㟢文彦令和３年１０月１日（金）
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）、熊本県県南広域本部

瀧本眞敏、飛永真由美令和３年１０月７日（木）
八代市役所、八代市坂本支所、八代市日奈久出張所
八代公証人役場、八代警察署、ゆうちょ銀行八代店

無料相談会①
〈日　　時〉令和３年１０月１１日（月） １０：００～１５：００

〈場　　所〉宇土市民会館 第１会議室

〈相 談 員〉髙村睦夫、岩崎光洋、川本信義、
　　　　　田代英夫、桑田敏郎、青木崇史

〈相談件数〉４件

無料相談会
〈日　　時〉令和３年１０月１０日（日） 
　　　　　１０：００～１５：００

〈場　　所〉イオン八代

〈相 談 員〉飛永真由美、瀧本眞敏、
　　　　　笹本光洋、村下正

〈相談件数〉１２件

無料相談会②
〈日　　時〉令和３年１０月２０日（水） １０：００～１５：００

〈場　　所〉宇城市役所 新館第５会議室

〈相 談 員〉髙村睦夫、古澤光、桑田敏郎、
　　　　　林田真弓、川本信義、須々美希一

〈相談件数〉１５件

無料相談会③
〈日　　時〉令和３年１０月２５日（月） １０：００～１５：００

〈場　　所〉益城町役場

〈相 談 員〉髙村睦夫、大工友秀、富田真史、
　　　　　橋場紀仁、豊永苓二

〈相談件数〉１０件

〈相談内容〉

相続

境界

内容証明 相続

境界線に関する覚書

遺言書
作成相続

対策借入金の
時効援用

成年後見人の
選任

生前贈与の
税金対策

抵当権抹消

〈相談内容〉

〈相談内容〉

土地の
境界

震災建物の
取こわし

月次
支援金

相続

消費者
問題

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

　相談会開始前９時３０分頃から、相談者が来訪され、朝からたくさんの御相談を受けました。相談前は緊張の面持ちで

あった相談者が、相談後は「この相談会に来てよかった」と、明るい笑顔になって帰られるお姿を拝見すると、私たち行政書士の

役割は大きいものだと再認識致しました。今後も「無料相談会」を随時開催し、行政書士とその業務内容を広報しながら、

市民と行政書士を繋ぎ、市民に寄り添い助けていくことが行政書士の使命であると感じました。

　１０月２０日付人吉新聞に広告を掲載しました。広報、広告など

官公署訪問
官 公 署 日 時 担 当 者

笹山欣悟、赤池利史

西一郎、白川昌栄

人吉市、球磨村、山江村、相良村、五木村の各総務課及び各農業委員会
球磨地域振興局、人吉保健所、人吉警察署

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委員会
多良木警察署

令和３年１０月６日（水）

令和３年１０月６日（水）
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熊本県行政書士会ゴルフ友好倶楽部・法友会

第１７回 例会のご報告（阿蘇東急ゴルフクラブ・２０２１年９月２５日開催）

各支部の動き

衛藤 二男（友好会員） ４１・４３・８４・（１８）・６６〈優 勝〉

児玉 幸則（八代支部） ５０・４５・９５・（２４）・７１〈準優勝〉

多田隈 祺紀（玉名支部） ５２・４６・９８・（２６）・７２〈第三位〉

芦北支部

天草支部

無料相談会
〈日　　時〉令和３年１０月７日（木） １０：００～１５：００

〈場　　所〉芦北町役場3F 第１会議室

〈相 談 員〉平松大輔、川添昇、正林民治、山本美佐

〈相談件数〉４件

優勝の衛藤二男会員

準優勝の児玉幸則会員

第３位の多田隈祺紀会員

　参加者全員！未だ予断を許さ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）

　次回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。

　１年半以上経過してもコロナ感染拡大の見通しが

不透明な中、今回も開催が憂慮されましたが、ゴルフ場

の安全対策強化の中で無事盛会の内に終了することが

出来ました。

　今回は、世界の阿蘇山の大自然の中、秋晴れの好天に

恵まれ素晴らしいコースコンデションの中で行われました。

５組１８名に因る熱戦の結果、優勝は友好会員で弁護士

の衛藤二男さん！初優勝おめでとうございます。準優勝に

は八代支部の児玉幸則さん。三位には玉名支部の多田隈

棋紀さんでした。

　前回に引き続き、元日行連会長の遠田和夫さん！佐賀

県小城市より参加されました。（早朝より２時間３０分も

かけてご苦労様でした）

無料相談会
〈日　　時〉令和３年１０月２３日（土） １０：００～１５：００

〈場　　所〉本渡南地区コミュニティセンター

〈相 談 員〉金子康美、谷垣内作弘、上剛司

〈相談件数〉１件

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者
平松大輔

平松大輔

平松大輔

平松大輔

令和３年９月３０日（木）

令和３年１０月５日（火）

令和３年１０月７日（木）

令和３年１０月８日（金）

水俣市役所（総務課、農業委員会）

水俣警察署、水俣保健所

芦北町役場（総務課、農業委員会）、芦北警察署、県芦北地域振興局

津奈木役場（総務課、農業委員会）

◆その他広報、広告など

　天草市で発行している広報誌「市政だより 天草 10月号」の

市民ひろばに無料相談会の案内を掲載した。

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者
金子康美

金子康美

金子康美令和３年１０月７日（木）

令和３年１０月５日（火）

令和３年１０月６日（水）牛深警察署、苓北町役場

上天草市役所、上天草警察署、大矢野郵便局

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

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！

〈日時〉２０２２年３月２６日（土） 9時集合　
〈場所〉チサンCC御船（上益城郡御船町高木上栗山）  TEL.０９６-２８２-３４１１

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。

次回（第１８回）例会　
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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。新型コロナウイルス感染症の影響が
心配されましたが、本年度はワクチン接種が進み、熊本県に出されたまん延
防止等重点措置も9月３０日を期限に全て解除されたことで、無事に電話無料
相談会、街頭無料相談会を開催することができました。お力添えを頂きました
皆様には、改めてお礼申し上げます。
　私も毎年相談会のお手伝いをさせて頂いておりますが、例年に比べて、今年
は多くの方からご相談をいただきました。コロナの影響もあるかと思います。
広報月間行事を通して、行政書士が身近な存在であることを、市民の皆様に
知っていただく一助となれば幸いです。
　本格的な寒さに向かう時節、どうぞご自愛ください。

編 集 後  記

広報部　西原萌子

廃　業

変　更

変更：電話番号

TEL：096 -284 -1433

宇城支部 岡元 正樹
変更：事務所所在地

〒869 -1233　菊池市大津町大津1095番地

菊池支部 吉田 光宏

変更：事務所所在地

〒860 - 0079　熊本市西区上熊本1丁目9番40 -211

熊本北西支部 丸山 洋史

変更：電話番号

TEL：0965 - 62 -9671

八代支部 江尻 有希

変更：事務所所在地・電話番号（熊本北西→熊本中央）

〒860 - 0831　熊本市中央区八王寺町9-58 トリニティー八王寺901
TEL：096 -378 - 6955

熊本中央支部 後藤 英

変更：属性・事務所名称・事務所所在地・電話番号（熊本東南→熊本中央）

ノーサイド行政書士法人
〒862 - 0924　熊本市中央区帯山4丁目45 -1 CPKⅡビル301号室
TEL：096 -288 -7131

熊本中央支部 湯上 裕盛

変更：事務所所在地

〒866 - 0892　八代市古閑下町1717- 65

八代支部 山田 純

変更：属性・事務所名称・事務所所在地

行政書士法人登録サービス熊本
〒862 - 0910　熊本市東区健軍本町30番3号

熊本東南支部 益本 納

変更：事務所所在地

〒862 - 0949　熊本市中央区国府4丁目7番45 -301号 フォルム国府

熊本中央支部 中林 大輔 〈兼業：社〉

変更：事務所所在地

〒862 - 0975　熊本市中央区新屋敷1丁目13番23 -301号　

熊本中央支部 竹原 久美子

変更：事務所所在地・電話番号

〒862 - 0950　熊本市中央区水前寺4-19 -30
TEL：096 -384 -5500

熊本中央支部 北里 敏明

会員の異動／編集後記

大石 恭生 〈兼業：税〉熊本中央支部

登録番号/21431614 　登録年月日/2021.7.1

〒860-0811
熊本市中央区本荘6丁目3-16
大石行政書士事務所
TEL：096-364-8156

兼松 邦治菊池支部

登録番号/21431738 　登録年月日/2021.7.15

〒869-1112
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北2丁目17番16号
兼松行政書士事務所
TEL：090-9592-7586

島田 順司熊本北西支部

登録番号/21431849 　登録年月日/2021.8.1

〒860-0066
熊本市西区城山下代四丁目10番1号
行政書士島田順司事務所
TEL：096-329-6323

片平 和代 〈兼業：税〉熊本東南支部

登録番号/21431927 　登録年月日/2021.8.15

〒862-0933
熊本市東区小峯1丁目1-106
行政書士片平和代事務所
TEL：080-8955-0690

田島 由希子 〈兼業：司〉熊本東南支部

登録番号/21431928　登録年月日/2021.8.15

〒861-8038
熊本市東区長嶺東一丁目4番77-3号
行政書士田島由希子事務所
TEL：096-285-1921

森 裕樹 〈兼業：司〉天草支部

登録番号/21432145　登録年月日/2021.9.15

〒863-0013
天草市今釜新町3537
行政書士森裕樹事務所
TEL：0969-24-8370

田栗 裕崇 〈兼業：司〉熊本中央支部

登録番号/21432146　登録年月日/2021.9.15

〒860-0806
熊本市中央区花畑町4番1号
プラス事務所行政書士法人 熊本オフィス
TEL：096-342-4301

堀内 俊博熊本東南支部

登録番号/21432147 　登録年月日/2021.9.15

〒861-4223
熊本市南区城南町藤山3355番地5
行政書士堀内俊博事務所
TEL：0964-28-2878

松元 正治天草支部

登録番号/21432235 　登録年月日/2021.10.2

〒863-0018
天草市浜崎町6番21号
行政書士松元正治事務所
TEL：0969-23-5188

甲佐 一典 〈兼業：税〉熊本中央支部

登録番号/21432236 　登録年月日/2021.10.2

〒862-0941
熊本市中央区出水4丁目36番10号
行政書士甲佐一典事務所
TEL：090-4349-4712

平田 義男熊本北西支部

登録番号/21432237 　登録年月日/2021.10.2

〒860-0082
熊本市西区池田1丁目35番33号
行政書士平田義男事務所
TEL：096-359-2389

仲次 達也菊池支部

登録番号/21432238 　登録年月日/2021.10.2

〒861-1104
合志市御代志1661番地1
くまもとみけねこ行政書士事務所
TEL：090-4488-1918

岩元 正樹 〈兼業：税〉熊本中央支部

登録番号/21432306 　登録年月日/2021.10.15

〒862-0941
熊本市中央区出水７丁目８９番２４号
岩元正樹行政書士事務所
TEL：096-288-6720
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〒862-0956 
熊本市中央区水前寺公園13-36
TEL（096）385 -7300  
FAX（096）385 -7333

（廃業年月日 2021/7/9）熊本中央支部 浜田 朗

（廃業年月日 2021/7/31）山鹿支部 新崎 豊德

（廃業年月日 2021/7/31）玉名支部 山﨑 政明

（廃業年月日 2021/8/31）熊本北西支部 髙戸 徹

（廃業年月日 2021/10/31）天草支部 金子 俊博

（廃業年月日 2021/10/31）熊本中央支部 西 熊雄
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