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表紙写真について

撮影者：熊本北西支部　佐藤竜也会員

熊本市中央区世安町からJR熊本駅方面をドローンによる撮影
（機体DJIInspire2、カメラZENMUSE　X4S）
※撮影場所は、DID地区・熊本空港安全表面内につき、
大阪航空局と熊本空港事務所にそれぞれ許可が必要です。



援に対し少しでもお返しができたらと思っております。

　熊本地震は私の会長任期中の最大の出来事でし

た。先例もなく、規則もない中での支援活動でしたが、

皆様ご自身が被災された中で会の支援活動に無償の

精神でご協力いただいたことは、熊本会の誇りであり

ます。思えば、あの震災の支援活動を通し会員同士の

連帯感が深まったような気がします。

　覚えていらっしやるかどうかわかりませんが、私は会

長就任のあいさつの中で、「熊本会を全国一の会にし

たい」と言いました。ある意味言ってしまったことで自

分を奮い立たせてきたのではないかと思います。現実

「全国一の会」の目標達成には至っておりませんが、

逆に多くの会員の皆様に支えて頂きました。

　あと１ヶ月で平成最後の正月を迎えることとなりま

す。年号と共に街の様子も一変します。私も残された

任期を全うし、また新しい時代へとバトンを繋いで行

きたいと思います。

　引き続き会務へのご協力をお願い申し上げますととも

に、来る年が災害のない穏やかで明るい年となることを

願い、会員の皆様の益々のご活躍を祈念申し上げます。

　初冬の候、皆様におかれましては年末に向けこれま

で以上に多忙な日々をお過ごしのことと存じます。

　先日新町方面から国立病院の前、第一高校の裏門

前を通り城彩苑方面へ抜けたとき、熊本城の天守閣

が目に入りました。わずか２年半で半分から上の部分

の外観が仕上がり、周囲の足場がはずされていたの

で、遠くから見ると昔の姿そのものでした。熊本城の石

垣を含め全てが完成するには後２０年はゆうにかかる

と言われていますが、天守閣が見えるだけでも熊本人

にとっては何よりも復興に向け心の支えとなります。

　１ヶ月ほど前の新聞には熊本駅の工事の進捗状

況が載っておりました。平面からではわからないので

すが、上空からの写真だと想像以上に大規模な工事

が着々と進んでおります。一方で交通センター跡地の

｢マイス」もいつの間にか高く伸び、熊本市の核となる

であろう建物群がいっきに建ち並んでおりました。

　熊本市の再開発計画の時期に丁度熊本地震が発

生したので、再開発の工事と復興の工事が行われ、

熊本市の中心部は以前何があったかまるでわからな

いくらい変貌を遂げつつあります。

来年は天皇陛下の御退位により平成の時代も幕を閉

じ、新しい年号へと変わります。この時に合わせるかの

ように熊本市中心部も変わろうとしておりますが、最

近、しばらく感じることのなかった「活気」を感じるよう

になった気がします。

　振り返れば今年も災害の多い年でした。７月の西日

本豪雨や大型台風による被害が発生し、未だ多くの方

が仮設住宅で生活していらっしゃいます。そのため２年

半前の熊本地震の際の熊本会の活動について各地か

ら再び講演依頼があっておりますが、あの時頂いた支

井 口  由 美 子
会長
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◎日　　時 10月1日（月）10：00～16：00

◎場　　所 熊本県行政書士会館 3階会議室

◎相 談 員 平川 理・松崎 明美・植森 洋昭

◎スタッフ  牧 加壽登

◎相談件数 10件

◎日　　 時 10月17日（水）・18日（木）10：00～16：00

◎場　　所 

◎相 談 員 

◎スタッフ 

◎相談件数 全２９件
 １０月１７日（水）１３件／１０月１８日（木）１６件

広報部　広報月間の活動概要

広報月間活動報告

電話無料相談会

街頭無料相談会

6月11日（月）～ 

7月27日（金）　

9月27日（木） 熊日新聞朝刊に5段広告を出稿

10月1日（月） 電話無料相談会実施（10：00～16：00）

10月9日（火）

 

　　

 

場所：熊本市男女共同参画センターはあもにい

場所：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

全会員へ広報月間ポスターを郵送

記者クラブの各報道担当者に広報月間事業の告知と取材依頼　
各市町村広報に広報月間事業の広報誌掲載依頼文書

TKU 英太郎のかたらんねへ
市民公開講座告知のため出演（9：50～10：49）
（髙木副会長、髙見広報部長、古市麻美部員、西原萌子部員）

RKK ウェルカムへ市民公開講座、
街頭無料相談会告知のため出演（15:00～15：50）

市民公開講座チラシ10,000枚を
熊本市中央区黒髪、坪井界隈に配布

●10月17日・18日街頭無料相談会

●10月17日・18日街頭無料相談会（広告媒体）

17日　赤星 憲志・徳永 芳也
       伊藤 なおみ・光岡 和隆
18日　三浦 秀登士・松尾 一
        黒葛原 清子・中野 洋一
髙見 洋一・伊津野 一敏
北里 佳紀・廣野 吉法

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

交通事故
問題

契約問題

その他
（相隣関係）

その他
（不動産関係）

終活問題
（遺言・相続・成年後見等）

街頭無料相談会相談内容内訳

街頭無料相談会広告媒体 内訳

通りがかり

友人・知人
新聞

不明

　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１７日
（水）、１０月１８日（木）の２日間実施いたしました。お昼時には人通りも大変多く、相談ブース掲載のポスターを
足を止めて見ていかれる方も多数いらっしゃいました。昨年より相談件数が増えており、鶴屋百貨店での相談
会の認知度が上がっているのがうかがえました。
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10月10日（水） 

10月11日（木） 

10月13日（土） 市民公開講座実施（13：30～16：30）

10月17日（水）・18日（木）  街頭無料相談会実施（10：00～16：00）
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◎日　　 時 10月13日（土）13：00開場　13：30開会

◎場　　所 熊本市男女共同参画センターはあもにい　2階多目的ホール

◎講　　師 岩津　郁公証人（八代公証役場）、大田黒　浩一氏（タレント） 

◎出席者及びスタッフ 

◎日　　 時 7月25日（水）、26日（木）

◎場　　所 虎ノ門タワーズオフィス６階「ROOM7」

◎出 席 者        髙木 昇副会長・髙見 洋一広報部長

●25日（水）　13：30～17：10　事例発表、質疑応答

               ①会報誌について　　

②広報グッズについて

③制度PRについて

④ホームページについて

●26日（木）　 9：30～12：05　グループディスカッション・グループ発表

               「効果的かつ効率的な広報活動について」

⑤SNSについて

⑥ユキマサ君の活用について

⑦制度ポスターPRについて

⑧他単位会への質問（その他）

市民公開講座 日行連　全国広報担当者会議　

井口 由美子会長・髙木 昇副会長・髙見 洋一広報部長・伊津野 一敏
古市 麻美・北里 佳紀・牧 加壽登・平田 勝大・西原 萌子・廣野 吉法
相談員：

　本年の市民公開講座は、数年ぶりに熊本市内中心部での開催となりました。当日は晴天に恵

まれ、また、例年の新聞広告や折り込みチラシに加え、テレビ・ラジオでの広報活動が功を奏し多

くの方にご来場いただきました。

　髙木副会長により開会が宣言され、井口会長の挨拶ののちに講演に移りました。

第一部は、岩津郁公証人をお招きし、「終活は、まず遺言書から」と題してご講演いただきまし

た。遺言書を作成するメリットや作成方法などを、分かり易く説明していただき、来場者も真剣な

表情で聞き入っていました。

　第二部では、タレントの大田黒浩一さんによる「あいた　しもたの　そん前に」と題し、身近に

起こった問題を、熊本弁を交え、面白おかしくご講演いただきました。第一部とは打って変わり来

場者の表情もほぐれ、会場は爆笑の渦に包まれ大いに盛り上がりました。

　講演終了後は、会場に相談ブースを設置し無料相談会を行いました。長時間の講演後にも

関わらず、引き続き多くの方にご参加いただきました。熱心に相談されている姿を目の当たりに

し、遺言・相続に対する関心の高さがうかがえる一日となりました。

　全国広報担当者会議が上記日程で開催されました。各県単

位会の広報活動について、いろいろな情報を知り、また意見を交

換し大変有意義な会議となりました。今後の広報活動に活かし

て行きたいと思います。

山内 悟司・本田 彰子・宮﨑 亜衣・髙村 睦夫
松田 誠也・倉田 千代喜・森田 勝彦

※各県単位会で作成している広報グッズの展示もあり参考になりました！
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会務日誌 会務日誌 自：平成30年7月1日～
至：平成30年10月31日

月
3 4 5 6 7 8

火 水 木 金 土 日
7/

31 8/

31 9/

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
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30 1 2 3 4 5
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2827 29 30 1 2

月
3 4 5 6 7 8 9

火 水 木 金 土 日
9/

30

10/ 2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

1 3 4 5 6 7

98 10 11 12 13 14

1615 17 18 19 20 21

2322 24 25 26 27 28

30 3129

H29年度補正プッシュ
型事業承継支援高度
化事業金融機関等連
絡調整会議
（熊本商工会議所）

第2回熊本県入札監
視委員会 （熊本県庁）

第２回理事会
（水前寺共済会館グレーシア）

申請取次行政書士管
理委員会 （会議室）

身近な問題相談会
（県庁）

女性部会第 1回研
修会 （会議室）

広報部会 （会議室）

経理部会 （会議室）

第1回地域支え合い
センター関係機関・
国体連絡会議
（ANAクラウンプラザホテ
ル熊本ニュースカイ）

第1回建設業社会保
険推進･処遇改善九
州地方連絡協議会
（第三博多偕成ビル）

建設キャリアアップシ
ステム説明会
（第三博多偕成ビル）

登録証交付式
（会議室）

第1回業務研修会
（熊本市流通情報会館）

登録相談員等管理
委員会 （会議室）

法規部会 （会議室） 身近な問題相談会
（県庁）

あり方検討プロジェ
クトチーム会議
（会議室）

グループ補助金研
修会
（宇和島第一ホテル）

専門士業団体連絡協議会
と熊本大学との寄付講義に
関する打合せ（熊大法学部）

電子対策部会
（会議室）
グループ補助金研
修会（ピュアリティまきび）

グループ補助金役
員説明会
（広島グランドインテリジェントホテル）

女性部会無料相談
会inひかわ
（氷川町竜翔センター）

熊本県消費税軽減税
率制度実施協議会
（メルパルク熊本）

登録証交付式
（会議室）

山の日

海の日 敬老の日

振替休日

体育の日

秋分の日

特定行政書士法定
研修② （会議室）

全国広報担当者会
議（1日目）
（虎ノ門タワーズオフィス）

全国広報担当者会
議（2日目）
（虎ノ門タワーズオフィス）

ゆうちょ銀行訪問 法規部会 （会議室）九地協郵政担当者
会議
（福岡県行政書士会館）

日本郵便（株）訪問 八代支部職務上請求
書研修
(セレクトロイヤル八代)

特定行政書士法定
研修① （会議室）

第1回熊本県事業承
継ネットワーク連携会議
（ＫＫＲホテル熊本）

H30年度行政書士試
験実施に係る説明会
（全国町村議員会館）

あり方検討プロジェク
トチーム会議 （会議室）

H30年度第1回九地
協会長会（1日目）
(ホテルセントラーザ博多）

H30年度第1回九地
協会長会（2日目）
(ホテルセントラーザ博多）

企画研修部会
（会議室）

申請取次行政書士
管理委員会 （会議室）

職務上請求書研修会
（グランメッセ熊本）

封印管理委員会
（会議室）

グループ補助金研修会
（広島県行政書士会）

第3回熊本県入札監
視委員会 （熊本県庁）

日行連会長会
（ホテル日航奈良）

広報部会 （会議室） 鈴木市代先生の黄綬
褒章受章祝賀会
（オークラアクトシティホテル
浜松）

民泊事業電子申請研
修会 （会議室）
電子対策部会 
（会議室）

第2回業務研修会
（グランメッセ熊本）

補助者研修
（グランメッセ熊本）

第3回理事会
（水前寺共済会館グレーシア）

「行政書士電話相談」
開設 （会議室）

登録証交付式
（会議室）

阿蘇支部無料相談会
（伊藤行政書士事務所）

熊本中央支部無料
相談会
（熊本中央区役所）芦北支部無料相談会

（芦北町役場）

経理部会　（会議室）

身近な問題相談会
（県庁）

熊本市空き家対策担
い手強化研修会
（熊本市役所）

申請取次行政書士
管理委員会（会議室）

第３回業務研修会
（熊本市流通情報会館）

会計（中間）監査
（会議室）

九地協と日本郵便と
の打合せ
（日本郵便㈱九州支社）

登録相談員等管理
委員会 （会議室）

平成30年度専門士業団体
連絡協議会熊本県8士業
合同研修会及び大懇親会
（くまもと県民交流館パレア・
ホテル日航熊本）

天草支部無料相談会
（本渡南地区コミュニティセンター）

広報月間街頭無料相談会
（１日目） （鶴屋百貨店）

広報月間街頭無料相談
会（2日目） （鶴屋百貨店）

熊本北西支部
無料相談会
（熊本西区役所）

特定行政書士法定研
修考査 （会議室）

山鹿支部無料相談会
（温泉プラザ山鹿）

熊本一日合同行政相談会
（くまもと県民交流館パレア）

全国総務部長会議（2日目）
（虎ノ門タワーズオフィス）
宇城支部無料相談会（益城町役場）

全国総務部長会議
（１日目）
（虎ノ門タワーズオフィス）

平成30年度特殊講座Ⅱ
（法律の実務の諸相）
（2回目）（熊大法学部）

菊池支部無料相談会
（菊池市役所）

芦北支部無料相談会
（水俣市もやい館）

平成30年度特殊講
座Ⅱ（法律の実務の
諸相）（3回目）
（熊大法学部）

熊本東南支部無料
相談会（熊本東区役所）

熊本東南支部無料
相談会（熊本南区役所）

宇城支部無料相談会
（宇城市役所）

平成30年度市民公
開講座
（熊本市男女共同参画セン
ターはあもにい）

第3回専門士業団体
連絡協議会 （ビアンコ）

宇城支部無料相談
会（宇土シティモール）

八代支部無料相談
会（イオン八代店）

平成30年度特殊講
座Ⅱ（法律の実務の
諸相）（1回目）
（熊大法学部）

あり方検討プロジェ
クトチーム会議
（会議室）

ゆうちょ銀行訪問
（熊本城東郵便局）

特定行政書士法定
研修④ （会議室）　

第2回熊本市空き家
対策研究会
（熊本市役所）

支部長会
（水前寺共済会館グレーシア）

身近な問題相談会
（県庁）

監察部会 （会議室） 常任理事会 （会議室） 特定行政書士法定
研修③ （会議室）

熊本公証人会と行政
書士会との交流会
（ザ･ニューホテル熊本）

第1回熊本市空き家
対策研究会
（熊本市役所）
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広報月間の各支部活動報告

　今年も熊本中央支部では、熊本市役所の一階ロビーで広報月間の無料相談会を行い、賑わい

ました。市政だよりや熊日の新聞広告等での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、４０組で相談件数は50件ありました。熊本中央支部のコミュニケーション情報紙「かわら

版１４号」でも紹介し、熊本県行政書士会のホームページにも掲載しています。支部メール会員に

はメール配信しています。相談内容は相続・遺言・遺留分が最も多く半数を超えていました。

熊本中央支部

●日時：１０月4日（木）１０：00～１6：00

●場所：熊本市中央区役所　1階正面玄関右横スペース

●相談員：15名（理事5名、募集10名）

●相談者：40組（+α名）

●相談件数：50件

無料相談会

広報月間の各支部活動報告

　今年度も東区役所と南区役所の２ヶ所において相談会を行いました。

　両区役所とも、新聞広告や市政だよりの切り抜きを手にした相談者が、開始時刻前より並んでお

られ、正午ごろまではご案内までしばらく待っていただくような状態でした。

　相談内容は２日間合計33件中20件が遺言・相続に関する相談となっており、例年通り大半を占

めたが、色々な問題が絡み合うような複雑な案件が増えているようです。

熊本東南支部

●日時：10月10日（水）9：30～16：00

●場所：東区役所1階会議室

●相談員：三浦 秀登士・倉田 千代喜・悦 揮代丈・光岡 和隆・坂上 和人・的場 貴彦

●出席理事：山内 悟司・上田 乃梨子・廣野 吉法

●相談件数：14件

●日時：10月11日（木）9：30～16：00

●場所：南区役所2階会議室

●相談員：三浦 秀登士・倉田 千代喜・悦 揮代丈・光岡 和隆

●出席理事：藤山 義之・廣野 吉法

●相談件数：19件

無料相談会

相談内容（２ヶ所合計）

遺言・相続 20

不動産関係 8

成年後見等 2

その他 3
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　今年は、例年と比べ相談に来られた方が少なめであった。通

常10月の第1週または第2週に無料相談会を開催していたとこ

ろ、今年は会場の都合で第3週の開催となったため、他の無料

相談会に出向かれた方が多かったのではないかと思われる。

広報月間の各支部活動報告

熊本北西支部
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無料相談会

●日時：平成30年10月19日（金）10：00～16：00

●場所：熊本市西区役所　1階ロビー（区民課前）

●相談員：

●相談者：16組（19名）

●相談件数：16件

植森 洋昭・硯川 剛・田口 裕也・田村 逹拡　

中村 久夫・平山 秀也・袋田 隆晴・松岡 和孝　

木下 純宏・新田 孝幸・松崎 明美・伊藤 琢

広報月間の各支部活動報告

山鹿支部

無料相談会

●日時：平成30年10月21日（日）10：00～15：00

●場所：温泉プラザ山鹿

●相談員：森山・有働・松本・新崎・徳永・福澤

●相談者：3組（3名）

●相談内容：相続2名、不動産・登記1名

阿蘇支部

無料相談会

●日時：平成30年10月9日（火）11：00～15：00

●場所：伊藤なおみ行政書士事務所

●相談員：渡邊 敬二・伊藤 なおみ

●相談者：2名

●相談内容：相続2名、不動産・登記1名

菊池支部

無料相談会

●日時：平成３０年１０月３日（水）10：00～15：00

●場所：菊池市役所 １階ロビー横

●相談員：

●相談者：7組（１２名）

●相談内容：相続、遺言

玉名支部

無料相談会

玉名文化センターにて開催予定だった無料相談会は、

台風による閉館のため中止となりました。

宇城支部

無料相談会

●日時：平成30年10月6日（土）10：30～15：00

●場所：宇土シティモール

●相談員：桑田・吉本・髙村・岩﨑・田代　　●相談者：8名

●日時：平成30年10月12日（金）10：00～15：00

●場所：宇城市役所

●相談員：桑田・宮本・髙村・川本・岩﨑・富田　　●相談者：6名

●日時：平成30年10月17日（水）10：00～15：00

●場所：益城町役場

●相談員：橋場・坂本・岩﨑・豊永・髙森　　●相談者：5名

相談内容は各会場共、遺産相続・宅地境界問題・契約書（借用書）等

西塔 正弘・林 誠・平野 昭代・神谷 和美・
上原 昌博・徳永 芳也・西原 萌子



　平成30年度は支部会員全員が参加しました。相続・贈与関連相談が増加

しており、1件の相談時間も長くなっています。また、認知症財産管理・障がい

者雇用など家族の将来に不安をいだいておられる相談も増えつつあります。

業務研修会開催のご報告
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広報月間の各支部活動報告

　今年度の第1回業務研修会を8月29日（水）に、第2回を9月11日（火）にそれぞれ開催いたし
ましたのでご報告申し上げます。

　まず、第1回は弁護士の北里敏明先生を講師にお
招きし、民法改正について講義をしていただきました。
ご存じの通り、今般の改正は、財産法分野において
民法制定以来最も大きな改正となり、国民生活に大き
く関わる重要な改正となっております。いきおい、会員
の皆様の関心も非常に高く、大変多くのご参加をい
ただきました。講師の北里先生には、新旧対照などの
詳細な解説をいただき、非常にわかりやすく、勉強に
なったとの感想が多く寄せられておりました。この場を借りて改めて御礼申し上げます。日頃、頼
れる街の法律家として活動する我々行政書士にとって、欠かすことのできない知識となるだけ
に、法の施行に向けてさらなる研修の機会を設けるよう検討していきたいと考えております。
　次に、第2回業務研修会は軽減税率対策補助金について税理士の井上辰幸先生に講義を
していただきました。この補助金は、消費税増税と軽
減税率実施に伴い、レジを買い替える必要が生じた
事業者のための補助金で、それほど難しい申請では
なく、相談窓口も通常の補助金に比べて充実してい
ることなどのご紹介がありました。重要な点として、こ
の軽減税率の実施が十分に周知されていない、また
は、知っていたとしても対策をとっている事業者がま
だ少ないことなどがあげられました。この点に関して
は、我々行政書士も、顧客に声かけするなど積極的に協力し、制度の円滑な実施や事業者の
負担軽減などに寄与できるところだろうと思います。研修で使用した「消費税軽減税率まるわか
りＢＯＯＫ」はインターネットで公開されております。是非、顧客への周知活動にご活用いただき
たいと考えております。
　最後に、企画研修部では10月30日（火）に開発、風営分野の業務研修会、11月22日（木）に
新入会員研修会を予定しております。他にも、実務にそくした研修を企画し、多くの会員の皆様
にご参加いただきたいと考えております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

企画研修部長　伊藤 琢八代支部

無料相談会

●日時：平成30年10月7日（日）10：00～15：00

●場所：イオン八代店

●相談員：飛永 真由美・田添 史也・藤本昭男・笹本 光洋

●相談者：6名

●相談内容：遺言、相続、農地転用、会社設立と建設業許可等

天草支部

無料相談会

●日時：平成30年10月26日（金）10：00～16：00

●場所：本渡南地区コミュニティセンター

●相談員：金子 康美支部長・平田 利幸副支部長・谷垣内 作弘・上 剛司

●相談者：2名

●相談内容：相続

芦北支部

無料相談会

●日時：平成30年10月2日（火）10：00～15：00

●場所：芦北町役場２階研修室

●相談員：正林 民治・山本 和久・坂本 幸則・平松 大輔・溜池 英雄・山本 美佐

●相談件数：11件

●日時：平成30年10月3日（水）10：00～15：00

●場所：水俣市もやい館３階会議室

●相談員：齋田 稔・吉海 正道・丸野 裕宣・平松大輔・坂本 幸則・川崎 正洋

●相談件数：7件



平成30年7月豪雨（西日本豪雨）被災地訪問と支援活動のご報告平成30年7月豪雨（西日本豪雨）被災地訪問と支援活動のご報告
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　本年7月の豪雨災害は西日本の広い範囲に甚大な被害をもたらしたことは、皆様ご存じのこ
とかと思います。なかでも特に被害の大きかった、広島・岡山・愛媛の3県には熊本と同様の支
援パッケージが政府から示されました。それを受けて、熊本の経験を是非とも被災地のために
役立ててほしいとの一念から、各県の行政書士会に対し、支援を打診したところ、快く受け入
れていただき、各県への訪問が実現いたしましたので、その内容をご報告させていただきます。

・8月21日（火）広島県行政書士会訪問 （訪問者：髙木 昇副会長、伊藤 琢）
　光宗会長及び役員の方 と々会談。
　り災証明に関する支援活動など「被災地の行政書士」と
して本会がどのような思いで取り組んだのか、また、政府か
ら示された支援パッケージ、特にグループ補助金と非行政
書士排除活動の重要性などをご説明。後日、改めて開催さ
れる会員向け研修会にて講師をしてほしい旨の要請があ
り、快諾してまいりました。

企画研修部長　伊藤 琢

・8月22日（水）岡山県行政書士会訪問
（訪問者：髙木 昇副会長、伊藤 琢）
　会員向け研修会講師として、熊本での災害対応のあら
ましや取組の成果についてご紹介。また、グループ補助金
の実務について講演し事例を交え実践的な情報を提供さ
せていただきました。急きょ開催されたとのことでしたが、50
人近い方々にご参加いただき、活発な質疑応答があるなど
関心の高さと需要の多さを実感させられました。また、熊本
では悪質な自称コンサルタントが高額な報酬をとっていたと
いう話もあったことから、非行政書士の排除が重要であり、行政書士全員が一致団結して被災
地の一日も早い復興のため尽力していただきたいということをお伝えしてまいりました。参加され
た方からは、「実務的で参考になった」とか「被災地の行政書士として補助金を通じ地元に貢献
できるようにがんばりたい」という声が聞かれ、微力ながらお役に立てたことをうれしく思うと同時
に、岡山の一日も早い復興を改めて願う気持ちをさらに強くした次第です。

広島での会談（髙木副会長）

・8月25日（土）愛媛県行政書士会訪問 （訪問者 井口 由美子会長、髙木 昇副会長、伊藤 琢）
　会員向け研修会講師として、岡山同様、災害時に行政書
士が社会に果たす役割の重要性を、り災証明発行支援な
どの活動を例にご紹介させていただきました。また、最も関
心の高かったグループ補助金については、愛媛県経済労
働部産業支援局　関口訓央局長をはじめとする愛媛県職
員の方々、愛媛銀行など各関係機関の方も参加され、非常
に真剣な雰囲気な中、熊本が蓄積した持てる限りのノウハ
ウをお伝えするようにお話させていただきました。質疑応答
も具体的な質問が多くあり、充実した研修会となりました。ま
た、翌日の愛媛新聞に当研修会のことが写真付で掲載され
たことは、補助金申請業務が行政書士の仕事であることを
知らしめ、非行政書士の排除に一役買うことかと存じます。
愛媛県においては、行政と行政書士、各支援機関が連携
し、被災地の復興という目標に向かってともに進もうとする姿
が大変印象的で、私としても多くの学び、気づきのある研修会となりました。

・9月14日（金）広島県行政書士会訪問（訪問者：髙木 昇副会長、伊藤 琢）
　会員向け研修会の講師として、前2県同様、災害対応や
補助金申請業務について、持てる限りの情報をお伝えしてま
いりました。当日は60名ほどの方々が参加されるなど、関心の
高さが感じられました。また、すでにグループ認定の受付が
開始されていることもあり、具体的な質問が多かったことが
印象的でした。しかし初めての業務となることから、不安の声
も多く聞かれましたので、研修後開催された意見交換会も含
め、できる限りではありますが、技術的なことも含めかなり具体的なお話をさせていだだきました。
そのことが少しでも、地域の復興のために奔走される現地の先生方のお役に立つことができたの
であれば幸いだと感じております。
　末筆となりましたが、改めて西日本豪雨やその後の台風、平成30年北海道胆振東部地震で被
災された地域が一日も早く平穏を取り戻されることを心よりお祈り申し上げます。

本会の復興支援活動について説明する井口由美子会長

愛媛県経済労働部産業支援局　関口訓央局長

岡山での研修風景
広島での研修風景（伊藤）



◎日　　時 7月24日（火）14：00～16：00

◎場　　所 熊本県行政書士会 ３階会議室

◎講　　師 キャリアコンサルタント　森田 裕子様

◎テ ー マ    相談者の心に寄り添うコミュニケーションスキル

◎出 席 者 　 11名

女性部会では、無料相談会を氷川町竜翔センターにて、下記の要領で開催しました。

下記のとおり第１回研修会を開催しました。

「第２9回全国女性行政書士交流会inあいち」に参加して
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女性部会無料相談会

　去る平成３０年９月２８日（金）、名古屋マリオットアソシアホテルにおいて120名余りの女性行
政書士が一同に会し、全国女性行政書士交流会が開催されました。
河村たかし名古屋市長始め、遠田和夫日行連会長、愛知会の前田会長による来賓祝辞の後、
市川房江記念館女性と政治センター理事の林 寛子氏による基調講演、休憩をはさみ「行政
書士としての高齢社会への対応」というテーマでパネルディスカッションが行われました。
　高齢率が27.7％、内一人暮らし率が3割以上という名古屋市では、自助、互助、共助、公助と
いう地域包括ケアシステムを地域包括支援センター内で構築し、高齢者が地域社会で安心し
て暮らせるような地域共生社会を目標に掲げ、認知症のオレンジリング運動にも取り組んでいる
そうです。
　パネリストの社会福祉士、社労士、元町役場福祉課職員である愛知会の行政書士3名は、
高齢者のふれあいサロン事業や退職後の年金相談、民生委員と連携しての支援活動などそ
れぞれの立場で取り組んでいる地域貢献活動の様子を紹介され、行政書士として何ができる
かという共通認識をテーマにディスカッションされました。
　昨年、女性部会でも認知症高齢者について研修を行いましたが、この高齢社会の中で私た
ち行政書士が地域と行政のかけはしとなるためには、各地域と連携して活動していくことが何
より重要であると感じました。
　研修後は愛知会会員の心こもったおもてなしによる懇親会と翌日のプチ観光にて平成最後
となる交流会は幕を閉じました。
　北海道から沖縄まで全国の行政書士の方 と々語らう年に一度の交流会、女性会員の皆さ
ま、ぜひ一度参加してみませんか。来年は広島（宮島）で開催です。

熊本中央支部　下田 典子

女性部会平成３０年度第１回研修会報告

　女性部会平成３０年度第１回研修会について報告をさせていただきます。相談業務に活か
せるコミュニケーションスキルを得ることを目的に、「人間力」「対話力」「論理力」の三本柱を中
心にたくさんの体験談とスキルを教えていただきました。
　ワークでは会員同士ペアになり、「自分が話を聞いてもらえている」と感じられる応答とそうで
ない応答を試しました。例えば、相談を受ける際にメモを優先してしまうことがあります。聞き手
がメモを優先する＝話し手から目線が離れることは、「本当に話を聞いてもらっているのだろう
か」と相談者を不安にさせることがわかりました。
　また、法律的な視点からすると相談者の意見が間違っていた場合、こちらは法律の中身を
淡 と々説明をしていたつもりが相談者を怒らせてしまうことがあります。相談者の考え方を一度
受け止めたうえで、クッション言葉を用いて専門的な話を始めると円滑に進むのでしょうと助言
をいただきました。
　落語家の桂歌丸さんも「間」が大切だと言っておられます。相談業務においても自分の「間」
を掴めるようになりたいですね。研修に参加してくださった会員の皆さまありがとうございました。

熊本中央支部　松田 いすず

●第1回　8月１日（水）午前10時～午後3時

●第2回　11月７日（水）午前10時～午後3時



◎日　　時 7月21日（土）7：30～

◎活動場所 JR光の森駅界隈

有働勝也会員（菊池支部）総務大臣表彰受賞祝賀会

第18回菊池支部ボランティア活動報告

ゆうちょ銀行九州エリア本部を訪問
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　10月7日（日）17時30分より菊南温泉ユウベルホテルにおいて、有働勝也会員の総務大
臣表彰受賞祝賀会が開催されました。
　荒木義行合志市長、髙木健次熊本県議会議員、井口由美子会長、坂田圭佑政連会長
にもご出席頂き、発起人代表の西塔正弘菊池支部長の挨拶から祝宴となり終始賑やかな
雰囲気の中、開催されました。

　今年も早朝から恒例のボランティア活
動を行いました。終了後は朝食をとりなが
ら意見交換会が行われ有意義の夏の土
曜日の朝となりました。

菊池支部 髙見 洋一

　ゆうちょ銀行との間には、周知の通り既に覚書が取り交わされており、毎年２月２２日の行政書
士記念日には、九州エリア内のゆうちょ銀行全支店と各郵便局窓口において、九州各県の行政
書士会主催による無料相談会が一斉に開催されており、社会貢献事業として大きな役割を果た
し、また、認知度向上のため広くPR活動が行われて良い連携が築かれています。
　今回は、９月２８日（金）、本会の井口由美子会長が、熊本公証人合同役場理事長増田佳子氏
を、ゆうちょ銀行九州エリア本部にご案内して、末尾写真の通り、山﨑勢津子九州エリア本部長と
名刺交換のうえ幹部交流があり、今後九州エリア本部の社員研修等で講師等が必要となる場
合には、公証人側としていつでもお引き受けできることなどが話し合われました。（研修会講師の
件は、その後実現の運びとなりました。）　
　ゆうちょ銀行との連携は、今年４月から、ゆうちょ銀行熊本支店（城東郵便局併設）において、
毎月第三木曜日に常設の無料相談会が定期的に開催されています。こうした覚書による新たな
取り組みの動きは、日本郵政ネットワークと連携した本会の相談会業務として拡大展開しており、
誠に喜ばしい限りです。
　昨年は、本会と日本郵便株式会社九州支社との間で「見守りサービス」について協定書が取り
交わされ、超高齢社会での役割にも相互に一歩踏み込んだ取り組みが進められています。
一方、熊本中央支部においては、７月２３日（月）、ゆうちょ銀行熊本支店と熊本中央郵便局、熊本
上通郵便局の計３か所において、支部主催の無料相談会を開催させて頂いており、その御礼を
兼ねて支部長である私が、このたび増田公証人と井口会長に同行しての訪問となりました。

熊本中央支部長　日髙 義治

九州の全域を管轄するゆうちょ銀行エリア本部の幹部の皆様。（中央が山崎
九州エリア本部長）

ゆうちょ銀行の会議室で連携のための打ち合わせで和やかな話し合いが進
められた。



◎電話無料相談 １０月１日 10：00～16：00

◎市民公開講座 １０月１３日 15：30～17：00（はあもにい）

◎街頭無料相談会 １０月１７日、１８日 各10：00～16：00（鶴屋百貨店）

北区役所無料相談会がスタート
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1.行政書士広報月間 無料相談会

◎ゆうちょ銀行熊本支店 毎月第３木曜日 10：00～15：00

◎ゆうちょ銀行八代店 毎月第３木曜日 10：00～15：00

◎大矢野郵便局  毎月第２水曜日 10：00～15：00

6 .ゆうちょ銀行・郵便局

◎一日合同行政相談所 １０月１７日 10：00～15：00（パレアホール）

◎八士業合同相談会 １１月２３日 10：00～16：00（パレアホール）

7.その他

◎毎週月～金曜日（平日）　午前/９:00～12：00、午後/13: 0 0～16: 0 0
2 .熊本市役所相談コーナー

3.熊本市国際交流会館　◎毎月第１水曜日　13 : 0 0～16：00

4 .熊本市北区役所　◎毎月２５日　11: 0 0～16：00

5.身近な問題相談会　◎毎月２２日　11: 0 0～16：00（熊本県庁、行政書士会館）

登録相談員等管理委員会
北区役所担当　藤山義之

　平成１５年から県民百貨店（スタート時はくまもと阪神）にて毎月２５日に開催されていた交通事

故部会及び権利義務・事実証明部会による無料相談会は、平成２７年の県民百貨店の閉店に

伴い終了し、また同年、登録相談員等管理委員会が発足し、無料相談会を一括して管理するシ

ステムに移行しました。しかしながら、交通事故部会の会員からは、部会が中心の無料相談会を

開催したいとの声が根強くあり、交通事故部会でいろいろと会場探しを続けていました。

　その結果、坂田圭佑熊本北西支部長（当時)のご尽力もあり、登録相談員等管理委員会のも

とで熊本北区役所の１階ロビーにて定期的に無料相談会を開催することが決定し、当初は平成

２８年度中にスタートする予定であったところ、熊本地震の発生により延期せざるを得なくなり、紆

余曲折を経て本年６月２５日(月)よりスタートし、以後、毎月２５日(土日祝日の場合は翌平日）の１１

時～１６時に北区役所の１階ロビーにて開催することとなりました。

　このように県民百貨店の無料相談会にルーツをもつ相談会のため、今のところ相談員２名のう

ち１名を登録相談員になっている交通事故部会員、もう１名を北区役所のある北西支部に所属

する登録相談員という組み合わせにしています。

　市政だよりに毎月告知を掲載していただいていることもあり、８月の相談会には４件の相談があ

り、順調な滑り出しを見せています。

　行政書士会の社会貢献及び行政書士制度のＰＲの一環として、交通事故に限らず、相続・遺

言を中心に身近な問題について相談を受ける相談会として継続していきたいと思いますので、会

員の皆様のご協力を引き続きよろしくお願いいたします。

平成３１年度の登録相談員等について

熊本県行政書士会　登録相談員等管理委員会
委員長　阿南 礼

　登録相談員等管理委員会では、毎年度、各専門部会に所属する会員のうち部会から推薦さ

れた方を対象にコンプライアンス研修を実施し、その受講者を登録した名簿から本会主催の無

料相談会等の相談員や派遣講師を選考しております（専門部会推薦の他、経験等を考慮して

本会会長が推薦する若干名の会員を含みます）。

　来年度用の名簿作成のため、今年も１１月頃に各専門部会へ候補者推薦を依頼する通知を

発し、来年２月にコンプライアンス研修を実施する予定ですが、各専門部会会員・代表者の皆様

には、ご参加・ご協力を今後ともぜひよろしくお願いいたします。

　なお、今年度実施の相談会等は下記のとおりですが、来年度以降変更になる場合もあります



政治連盟活動報告

政治連盟副幹事長　北里 佳紀

　会員の皆様には、日頃より政治連盟の活動にご協力いただき、まずもってお礼申し上げます。

今回、熊本市議会議員の髙本一臣先生（熊本市中央区）に熊本県行政書士政治連盟の顧問

議員をお願いし、快く引き受けていただいたことをご報告致します。

　この結果、熊本市議会議員の顧問議員としては、既に引き受けていただいている満永寿博先

生と合わせて2名の先生にお願いすることとなりました。

　熊本の中心都市であり、政令指定都市でもある熊本市への要望等の今後に繋がる取り組み

でもあり、強化が図られたと考えております。

　今後も様々な活動により、また、本会との連携を密にし、行政書士制度の更なる発展を目指して

活動していきたいと考えております。

会員の皆様の更なるご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

熊本県行政書士会ゴルフ友好倶楽部・法友会

優   勝 ： 宮川貞雄（菊池支部）　
　　      48・50・98・（36）・62

熊本県行政書士会ゴルフ友好倶楽部
法友会　会長　有働勝也

　前夜まで土砂降りの雨が朝方にはカラリと晴れ間、初秋のよい天気に恵まれ１１回目の例会が

行われ、５組２０名で過去最高の参加者での実施となりました。

　お陰様で回を重ねる毎に参加者も増え、今回は新入会員３名の参加があり内、八代支部の本

田彰子さんが初参加され、女性会員が下田典子さん・中園三千代さんに次いで３人目となり全員

参加で一際華やかな顔ぶれとなりました。

　今回は過去１０回分の実績から新ハンデーを設定！ 結果、実力伯仲となり！ 菊池支部の宮川貞

雄さんが二連覇で輝く優勝杯を！ 準優勝は友好会員（社会保険労務士）の藤枝雅喜さん！ 三位

には熊本中央支部の元田和博さんでした。

　一定期間の実績による固定HDと初参加二回目迄はWPを

算出！参加者全員に優勝や受賞のチャンスがあるように工夫し

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1名・土地家屋調査士１名・社会保険労務士１名）

の方の参加も歓迎します。

※次回例会：2019年3月30日（土）9時集合・チェリーG宇土C：0964－22－2200

※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お待ちすると同時に、お知り合いを

ご紹介ください。

連絡先：幹事長　田代 史彦事務所（熊本北西支部）

080-5253-9302もしくはfumisan@suo.bbiq.jpへご連絡下さい、お待ちしております。

第11回例会のご報告　（熊本中央CC・'18年9月22日開催）

第三位 ： 元田和博（中央支部）
           48・50・98・（24）・74

準優勝 ： 藤枝雅喜（友好会員）　
           45・41・86・（13）・73（ベスグロ）
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～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！

編集後記

　１０月の広報月間は、私たち広報部にとってはイベント盛りだくさんの忙しい時期でした。市

民公開講座や街頭無料相談会など、皆様のご協力のおかげで無事に開催できましたこと、

改めて御礼申し上げます。

　今年の広報月間では、例年通りの市町村など行政の広報誌の掲載や熊日新聞の広告掲

載・折込広告に加えて、テレビ告知やラジオＣＭと、マスメディアを使ったＰＲ活動も行いまし

た。（番組をご覧になった方、いらっしゃいますでしょうか？）

その効果もあったかもしれませんが、各イベントは盛況で、お越しになった方に喜んでいただ

けて嬉しかったですし、今後の励みになります。また同時に、その向こう側におられる多くの

方々にも、行政書士のことを知っていただく良い機会になっていれば良いなと思いました。

　これから寒い季節になります。皆様お風邪など召されませんよう体調に気をつけて、暖かく

お過ごしください。　　　　　　　　　　　　　

                広報部　西原 萌子

リーフレットが新しくなりました！

支部相談会等でご使用の際は、事務局へご連絡下さい。

発行所 熊本県行政書士会
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編集後記

変 更

（変更：所在地）

（変更：所在地）

〒862 - 0950　熊本市中央区水前寺6丁目46 -27
熊本中央支部 山下 謙治

〒861-4121　宇城市不知火町御領325番地1
宇城支部 清田 道子

（変更：所在地）
〒861-4121　熊本市南区会富町1041番地3
熊本東南支部 森田 勝彦

（変更：所在地）
〒860 -0004　熊本市中央区新町4丁目1番38 -3号
熊本中央支部 松岡 泰光

（変更：事務所名称・電話番号）
行政書士法人登録サポート九州 熊本事務所 TEL：096 -369 -2526
熊本東南支部 山村 澄雄

（変更：電話番号）
TEL：096 -273 -9802

TEL：096 -327-9175

宇城支部 豊永 苓二

（変更：所在地・電話番号・支部）
〒860 -0073　熊本市西区島崎2丁目2番7-2号 テラスハウス島崎E号室
熊本北西支部 丸山 洋史

（変更：所在地・電話番号・支部 ）
〒860 -0812　熊本市中央区南熊本1-3 -24
TEL：0120 -966 -292

熊本中央支部 森本 智巳

廃業

天草支部 平田 正剛 （廃業年月日 2018/8/3）

熊本北西支部 中山 康 （廃業年月日 2018/9/10）

菊池支部 黒田 傳 （廃業年月日 2018/9/30）

〒869-2612　阿蘇市一の宮町宮地4483番地3
西岡行政書士事務所　
TEL：090 -8830 -1599

阿蘇支部 西岡 博之
（登録番号 18431970 登録年月日 2018/8/15）

〒861-3104　上益城郡嘉島町大字北甘木1865番地1
行政書士髙森富雄事務所　
TEL：096 -237 -2148

宇城支部 髙森 富雄
（登録番号 18431971 登録年月日 2018/8/15 ）

〒861-8035　熊本市東区御領5丁目11番38号エクセル松の本103
行政書士濵田守事務所　
TEL：096 -388 -1285

熊本東南支部 濵田 守
（登録番号 18432109 登録年月日 2018/9/15 ）

会員異動

新 規

〒869-3602　上天草市大矢野町2341番地1
ふじ行政書士事務所　
TEL：0964 -27 -9944

天草支部 藤 恵美子
（登録番号 18431875 登録年月日 2018/8/1）

（兼業：司）

〒866-0842　八代市若葉町7番の3
池松行政書士事務所　
TEL：0965 -33 -4878

八代支部 池松 桂至
（登録番号 18431972 登録年月日2018/8/15 ）

（兼業：税）

〒861-8029　熊本市東区西原1丁目22番40号
行政書士山田佳代事務所　
TEL：096 -381 -8777

熊本東南支部 山田 佳代
（登録番号 18432108 登録年月日 2018/9/15 ）

（兼業：司）

〒866-0841　八代市緑町13-1
竹下宗男政書士事務所　
TEL：0965 -37 -7722

八代支部 竹下 宗男
（登録番号 18431739 登録年月日 2018/7/15 ）

（兼業：税）

〒862-0970　熊本市中央区渡鹿6丁目7番49号
行政書士白石健司事務所　
TEL：080 -1793 -5937

熊本中央支部 白石 健司
（登録番号 18431874 登録年月日 2018/8/1 ）

（兼業：調）
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