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部長、部員が決定し、いよいよ令和元年度の新体制が

スタートいたしました。

　これまで縦割りだった各部の活動も、横断的に連携を

図り、効率的な会の運営を行いたいと考えております。

　また、法改正や日行連からの発信をいち早く皆様に

伝達するために既に行っているメルマガによる発信をよ

り充実させ、行政書士のPRについても紙媒体ばかりで

なくテレビ、ラジオを活用したいと考えております。さらに

非行政書士排除についても、広く皆様からの情報提供

を求める一方で、平素より各支部と連携を図り、市町村

の関係窓口を積極的に訪問し協力をお願いするなど、

非行政書士を生まない活動を行ってまいります。

　さらに、研修においては、年間計画を立て、各専門委

員会と連携を図り、研修日程、会場を確保し、多くの皆

様が研修に参加していただけるよう計画いたします。

　経理部においてはこれまでどおり会費の滞納ゼロを

目指し取り組んでまいりますと同様に、会費の執行に関

し常に監視をお願いいたします。

　先般の総会において会費の値上げを提案させてい

ただきましたが、これに関しては多くの方より賛否両論

のご意見をいただき、そのうえでご承認いただきました

ことについて、今後の会の運営に身の引き締まる思いで

ございます。会費の値上げに応えられる様、会の運営

に努めて参りますので引き続きご理解とご協力のほど

何とぞよろしくお願い申し上げます。

　この度、会長に就任いたしました井口でございます。

今期で3期目となりますが、令和元年にふさわしい、今ま

での熊本県行政書士会にとらわれない新しい取り組み

を実践してまいりたいと思っておりますので、これからの

2年間どうかよろしくお願いいたします。

　さて、熊本地震から早くも3年が過ぎました。本会でも

皆様の献身的なご協力により被災者支援に取り掛か

り、そのことがメディアで取り上げられたことにより、全国

から支援活動についての問い合わせがあり、関係各庁

から本会の活動に対しお褒めの言葉をいただき、災害

を通してではありますが多くの方に行政書士の存在を

知っていただくこととなりました。

　あれから3年が経過する中、行政書士を取り巻く環境

は大きく変化しております。

　外国人の就労に関する改正入管法の施行、相続に

関する民法改正も行政書士業務に大きく影響しており

ます。本会においても、昨年度八代市に於いて空き家

対策に関する相続人調査の業務受託をいたしました。

またゆうちょ銀行との業務提携を通して、相談会やセミ

ナーの開催も実施しております。

　このような状況を踏まえ、本年度、事業推進部を新設

いたしました。ここでは、これまで総務部、企画研修部

が対応しておりました事業のうち、主に新規業務の開

発、業務提携を見据えた対外的交渉を主たる業務とし

て取り組んでまいります。いわばこれからの行政書士像

を作り上げていく部署ととらえおります。

　先般の総会において理事が承認され、この度各部の

井口  由美子
熊本県行政書士会 会長
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表紙写真について

　天草と宇城を結ぶ新1号橋が、平成30年5月20日(日)に開通しました。全長は3.7㎞の自

動車専用道路で、旧1号橋と同様に無料で通行できます。橋の名称は「天城橋」（てんじょ

うきょう）でその外観から「天に浮かぶ城」、「天にそびえる城」を連想させることから名づ

けられたとも言われています。 撮影者：広報部長　髙見 洋一
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令和元年定時総会
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令和元年定時総会

　去る5月25日（土）午前11時より、令和元年度定時総会が開催されました。

　物故会員に対する黙祷、会長あいさつの後、会員の表彰があり当日の出席者に表彰状と記念

品が授与されました。表彰者を代表し、坂本幸則会員（芦北支部）より謝辞が述べられました。

　来賓祝辞では、日本行政書士会連合会会長遠田和夫様（代読）、熊本県知事蒲島郁夫様（代

読）、熊本市長大西一史様（代読）、衆議院議員坂本哲志様、熊本市議会議員髙本一臣様のご

祝辞を賜りました。

　休憩後、午後1時より議長選出に入り、福永裕会員（熊本東南支部）が議長に、宮本友紀会員

（熊本中央支部）が副議長に選出されました。また、議事録署名人に古賀洋介会員（熊本中央支

部）、松岡泰光会員（熊本中央支部）

が指名され、議案審議に入る前に日

髙義治議事運営委員長より議事運

営方法について説明がなされました。

　その後、以下記載の第1号議案か

ら第7号議案が一部修正を含め可決

承認され、全日程を終了し午後3時に

閉会しました。定時総会終了後、政治

連盟の定期大会が開催されました。

令和元年度定時総会開催報告

日　　時　　 令和元年5月25日（土）11：00～15：00

場　　所　　熊本県青年会館（ユースピア熊本）　熊本市中央区水前寺3-17-15

出席者数　　構成員619名中、当日出席者130名、委任状提出者247名、合計377名

日本行政書士会連合会 （会長　遠田 和夫 様代理） 副会長　太田 光三郎 様

熊本県知事 （蒲島 郁夫 様代理） 総務部市町村・税務局　市町村課長　清田 克弘 様

熊本市長 （大西 一史 様代理） 総務局長　萱野 晃 様

衆議院議員 （野田 毅 様代理） 秘書　前出 浩史 様

衆議院議員  坂本 哲志 様

参議院議員 （松村 祥史 様代理） 秘書　小野 啓代 様　

熊本市議会議員  髙本 一臣 様

熊本県弁護士会 （会長　清水谷 洋樹 様代理） 副会長　北里 敏明 様

熊本県司法書士会  会長　村山 鉄次 様

熊本県土地家屋調査士会  会長　吉田 末春 様

熊本県宅地建物取引業協会 （会長　西釜 博文 様代理） 会長代理専務　中川 喜代子 様

熊本県不動産鑑定士協会 （会長　中西 信久 様代理） 副会長　伊牟田 徹 様

日本公認会計士協会南九州会 （熊本県部会部会長　庄田 浩一 様代理） 副部会長　本吉 幸雄 様

来賓者名

顕彰及び慶弔に関する規則第3条第1号の規定により、業務歴50年の会員

顕彰及び慶弔に関する規則第3条第1号の規定により、業務歴40年の会員

顕彰及び慶弔に関する規則第3条第1号の規定により、業務歴30年の会員

顕彰及び慶弔に関する規則第3条第1号の規定により、業務歴20年の会員

顕彰及び慶弔に関する規則第3条第2号の規定により、役員歴6年以上の者

顕彰及び慶弔に関する規則第3条第4号の規定により、支部長歴6年以上の者

顕彰及び慶弔に関する規則第3条第5号の規定により、国、地方公共団体等から表彰を受けた者

会員の表彰　（敬称略）

第1号議案　平成30年度事業報告について
第2号議案　平成30年度決算・監査報告とその承認について
第3号議案　会則の変更について
第4号議案　令和元年度事業計画案の承認について
第5号議案　令和元年年度予算案の承認について
第6号議案　役員の改選について
第7号議案　（1）令和2年度定時総会会場の決定について　（2）附帯決議について

・清藤 康也（八代支部） ・平林 修六（天草支部） ・宮家 友房（熊本北西支部） ・境 賢治（熊本北西支部）　
・福田 秀晴（宇城支部） ・田邉 裕正（熊本東南支部） ・村上 幹夫（阿蘇支部） ・松江 亮始（熊本中央支部）　
・坂本 幸則（芦北支部） ・渡辺 力（菊池支部）

・川井 健次（八代支部） ・前田 定（熊本東南支部） ・木永 博昭（熊本北西支部） ・武田 修（玉名支部）　
・井本 英一（宇城支部） ・田中 福男（熊本東南支部） ・平本 和孝（玉名支部） ・徳永 雄一（宇城支部）　
・川本 信義（宇城支部） ・江副 憲昭（八代支部） ・松永 茂（八代支部）

・松岡 忠久（熊本中央支部） ・平木 寿憲（玉名支部） ・野々口 瑞穂（熊本中央支部）
・多武 精一（宇城支部） ・當房 正明（熊本中央支部） ・塚本 満（熊本東南支部）

・松尾 一（宇城支部）  ・森田 勝彦（熊本東南支部） ・藤山 義之（熊本東南支部）
・林田 理一郎（熊本中央支部） ・橋場 紀仁（宇城支部）

・笹山 欣悟（球磨支部） ・西塔 正弘（菊池支部）

・有働 勝也（菊池支部）

・大久保 吉武（阿蘇支部）
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井口 由美子
会  長

櫻田 直己
副会長

阿南 礼
総務部長

袋田 隆晴
岩下 聡美
松尾 一
川上 賢一
外山 慎輔

松岡 和孝
副部長

長倉 啓子
倉田 千代喜

上原 昌博
副部長

山内 悟司
経理部長

古市 麻美
林田 理一郎
真重 正仁
笹本 光洋
竹原 久美子
古賀 洋介

北里 佳紀
副部長

櫻田 直己
事業推進部長

関 輝明
研修部長

多山 寿一
平野 昭代
開田 桂樹
松田 いすず

村端 由紀
副部長

牧 加壽登
伊津野 一敏
西原 萌子
古閑 公士
山本 隆之

廣野 吉法
副部長

髙見 洋一
広報部長

宮本 友紀
宮﨑 亜衣

佐藤 竜也
副部長

松岡 泰光
電子対策部長

平川 理
後藤 光彦
藤本 昭男

木下 純宏
副部長

植森 洋昭
法規部長

笹山 欣悟
河野 富寛
柗村 正樹
岩下 一昭
平野 昌彦

副部長

横田 祥一
監察部長

藤山 義之
副会長

益本 納
髙木 昇

相 談 役

加藤 誠貴
渡邉 澄雄

監  事

阿南 礼
山内 悟司
関 　輝明
髙見 洋一
植森 洋昭
横田 祥一
松岡 泰光
平川 理
日髙 義治
廣野 吉法
上田 乃梨子
木下 純宏
柗村 正樹
森山 幸二
西塔 正弘
有働 勝也
渡邊 敬二
髙村 睦夫
河野 富寛
一美 慎也
笹本 光洋
笹山 欣悟
平松 大輔
金子 康美

理  事

池崎 國康
尾田 俊博
袋田 隆晴
元田 和博
平野 昭代
松崎 明美

綱紀委員

平川 理
中園 三千代
松岡 泰光
北里 佳紀
上田 乃梨子

選挙管理委員

坂井 一雄
本郷 光輝
悦 揮代丈
櫻田 直己

申請取次行政書士
管理委員 古賀 洋介

北里 佳紀
日髙 義治
松岡 和孝
外山 慎輔
古閑 公士

登録相談員等管理委員

櫻田 直己
森田 勝彦
益本 納
宮川 由紀
神谷 和美
塚本 亮

封印管理委員

井口 由美子
森田 勝彦
櫻田 直己
藤山 義之
阿南 礼

苦情対応委員

※この組織名簿は7月5日（金）現在のものです。

森田 勝彦
副会長
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　去る令和元年5月25日の定時総会で副会長に就任

しました玉名支部の櫻田直己です。これから2年間、

井口会長を支え熊本県行政書士会発展のために努

めて参ります。

　さて、私は行政書士を取り巻く環境が年々厳しさを増し

ていると感じています。皆様はどのように感じておられます

か。電子申請を含むＩＣＴの発展により、誰でも、身近に

様々な手続に触れられる環境が整ってきました。私達は、

この時代の変化の中で常に行政書士のあり方を模索して

いかなければなりません。私は、「より高度・より有益な」手

続のサポートと情報の提供により、国民の生活向上へ寄

与することで、行政書士の存在をよりたくさんの方々に

知って頂くことを目標に副会長として皆様と活動していき

たいと思います。最後に、行政書士としてまだまだ若輩者の

私ですが精一杯尽力して参りますので、何卒よろしくお願い

申し上げます。

櫻 田  直己
副会長

　宜しくお願い申し上げます。経理部長に再任されました熊

本東南支部（長）の山内悟司です。前事務年度に引続き、

経理部門の業務にご理解とご協力をお願い申し上げます。

　経理部の重要な目標等をご説明し、就任の挨拶とします。

山 内  悟 司
経理部長

　この度事業推進部長を拝命いたしました、玉名支

部の櫻田直己です。事業推進部は、新規事業開拓、

業務提携の推進等、行政書士の新たな姿を発見、形

成し、会員の皆様へそれを伝達することで、行政書士

業務を発展させることを目的として設立されました。ま

た、登録相談員制度の運営、専門士業団体連絡協議

会の対応、毎年2月22日に行われる行政書士記念日相

談会の運営等、本会が様々な形で関わらせて頂く関

係各所との協議や事業管理も担って参ります。

　昭和26年に行政書士法が成立し、令和という新し

い時代を迎えた今、私達行政書士も常に時代に即し

た姿へ変化していく必要があると思います。事業推

進部は、その姿を求めて精一杯尽力して参りますの

で、ご指導ご鞭撻、またご協力のほどよろしくお願い

申し上げます。

櫻 田  直己
事業推進部長

　この度、副会長を拝命いたしました熊本東南支部の森

田勝彦と申します。前期に引き続き2期目となります。本年

度は部の新設があり、各部の事業内容がより明確になっ

たと思います。今後は継続中の事業だけでなく、新たな関

係機関との連携等も増加していくことが予想されますが、

会長・部長と密な連携を図り、迅速な対応を心がけていき

ます。本会の運営がスムーズにできるよう精一杯努力する

所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。

森 田  勝 彦
副会長

　この度、副会長を拝命いたしました熊本東南支部の

藤山義之です。これまで4年間、2期にわたり法規部長

を務めさせていただき、井口会長を中心とした三役か

らの指示により、新しい時代に対応した行政書士会の

運営のために必要な規則等の改正や新規則の制定に

努めてまいりました。

　今回、副会長としての担当部は法規部と監察部になりま

す。日行連の組織ではもともと法規監察部として一体となっ

ていますので、これからは熊本会でも法規部と監察部が連

携して必要な対応をしていくことができるよう、微力ながら精

一杯、副会長としての役割を果たしていく所存です。何卒

宜しくお願い申し上げます。

藤 山  義 之
副会長

副会長就任挨拶 各部長就任挨拶

阿南  礼
総務部長

　総務部長に就任しました熊本中央支部の阿南礼で

す。従来の総務部の業務のいくつかは、今期から事業推

進部に移管されることになりました。今後の総務部の役割

は、理事会・常任理事会等の会議や各部の連絡調整と

いった会務運営の下支えが主なものになります。

　以前総務の副部長だったことがありますが、その頃ど

んなふうに業務をやっていたか、8年間のブランクでほとん

ど忘れていました。しかも去年の秋から椎間板ヘルニアで

ろくに歩くこともできない状態が続いていました。ようやく４

月に入ったころからほぼ普通に歩けるようにはなりました

が、まだ多少不安もあります。そういう頼りない状態の部長

ですが、幸い松岡和孝副部長をはじめ経験ある部員の

方々に残っていただけたので安心しています。

　ただ、部員にと思って打診したものの断られてしまった

会員の方も5，6人おられました。総務だけではありません

が、部員の引き受け手を探すのもなかなか大変です。総

務部長としては、少しでも会務の不要な部分を削減したり

効率化したりできないか、それによって会員の方が会の活

動に参加しやすくなれば、と思っています。

　私の任期でどれほどの成果が出せるかわかりませんが、精

一杯務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

（事務目標等）

 １．適正な収支の予算・決算（案）の作成

 ２．予算の執行状況の管理・支援

 ３．会費完納の啓蒙・推進

 ４．基本財産の管理

 ５．会費完納及び郵貯振替キャンペーン実施

　特に、“会費滞納者ゼロキャンペーン”と“郵貯振替

キャンペーン”につきましては、皆様のご理解とご協力に

より一部改善されました。

　しかし、各月の会費は、納付期限の15日に全てが納付

されてはおりません。各支部長および会員の皆様のご支

援とご協力により是非目標を達成したいと考えています。
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　行政書士倫理第29条には「行政書士は、日本行政書

士会連合会及び行政書士会が行う研修を受け、その資

質の向上を図るように努めなければならない。」とありま

す。幸い本会には豊富な実務経験を有される業務アドバ

イザーや専門部会役員の先生方もおられます。広く会全

体の人財力を借りながら、会員の期待に応えられる質の

高い研修の機会を提供してまいります。

　行政書士業務に必要な知識は日々進化しております。

研修部の所管事務として法改正情報の調査と対応が新

たに加わりました。これまで8年間担当した電子対策部と

協力し、最新情報をメールマガジンやホームページで随

時周知してまいります。さらに、職務上請求研修の事業

が、本年度より総務部から研修部へ移管されました。出前

研修の実施計画もありますが、インターネットを利用した研

修も受講実績に加えられないか研究したいと考えておりま

す。２年間よろしくお願いします。

関  輝 明
研修部長

各部長就任挨拶 各部長就任挨拶/各支部長就任挨拶

　この度、2期目の広報部長に就任いたしました菊池支

部の髙見洋一です。

　広報部員として２期４年、広報部長として１期2年経験

させていただき、今期はその集大成として広報活動を

行って行きたいと考えております。

　そもそも行政書士とは何を行っているのかという最初の疑

問を、多くの一般の方に理解していただけるよう行政書士制

度全般についての広報活動を行っていければと思います。

髙 見  洋 一
広報部長

　井口新会長が揚げられた公約実現の一端を担うべく、

今期の電子対策部は、部長・松岡泰光（熊本中央支

部）、副部長・佐藤竜也（熊本北西支部）、部員・宮

本友紀（熊本中央支部）、部員・宮﨑亜衣（熊本中央

支部）の構成で出発しました。メンバーのキャリア・専

門領域はそれぞれ異なりますが、知恵を出し合い会

員と県民のみなさまにとって有益となる事業運営に努

めてまいります。

　本年度は、好評をいただいていますメールマガ

ジンについて更なる内容の充実を進めるとともに

ネット配信に係るコンプライアンス啓発、会員の業

務獲得に役立つ電子定款や J W - C A D・ホーム

ページ作成の研修推進などを計画しています。オ

ンライン申請手続きやその他周辺の事案について

ご不明の点がありましたら、どうぞ気軽に情報を

お寄せください。できるだけ迅速に対応してまいり

たいと存じます。

　以上よろしくお願いいたします。

松 岡  泰 光
電子対策部長

　このたび法規部長を拝命いたしました、熊本北西支

部の植森洋昭です。これまで4年間、藤山前部長のもと

で法規部の一員として様々な改正、制定作業を行ってま

いりました。法規部としましては、執行部や他部署の皆様

との連携を強化しつつ、現状に即した改正、新規規則の

制定作業等を行っていきます。

　また規則の制度主旨、改正趣旨などをとりまとめてい

き、今後の熊本県行政書士会の運営に役立てるようにし

ていきたいと考えております。今回は新たに3名の先生方

に部員に加わっていただきました。それぞれの先生方の

経験と見識を活かしていただけたらこれまで以上に素晴

らしい法規部になると思います。

　重要な役割を担う部署ですので、部員5名精一杯努

力してまいる所存です。何卒宜しくお願い申し上げます。

植 森  洋 昭
法規部長

　この度、監察部長に就任いたしました横田と申します。

監察部員として、前監察部長の坂田先生と２期4年活動

させて頂きました。井口会長が3期目のご就任とのことで

横 田  祥 一
監察部長

　この度、定時総会におきまして熊本中央支部支部長に

就任させていただくことになりました平川理（おさむ）と申

します。よろしくお願いいたします。

　会員の皆様が支部活動にいつでも参加し興味を持っ

ていただけるように、役員全員で頑張ってまいります。

　今後とも会員の皆様のご指導・ご協力を賜りますようよ

ろしくお願いいたします。

平 川  理
熊本中央支部長

　このたび熊本東南支部 支部長に就任させていただく

ことになりました山内です。よろしくお願い申し上げます。

　熊本地震による甚大な被害を受けた会員に置かれまし

ては、１日も早く完全復旧・復興となりますことを祈念します。

　さて、熊本東南支部が設立されてから、7年目を迎え、

所属会員は135名となりました。元号が改正され令和元年

は、初心を忘れず、行政書士業務の拡大と社会貢献を目

途に“元気で・明るく・楽しく”進んでいきたいと考えます。

　支部の運営は、会員にあり、会員のご協力があって初

めて円滑な運営ができると考えています。今回、本会の理

事は、諸規則等の改正により支部長が兼務することとなり

ました。更に会員との連携を緊密にして、行政書士業務の

益々の発展に繋がるように微力ながら努力していきたいと

考えます。

　今後とも、会員の皆様のご支援を宜しくお願い申し上

げます。最後に、各支部ならびに会員の皆様の益々のご

健勝とご繁栄を祈念します。

山 内  悟 司
熊本東南支部長

　また今期２年間で会報誌の発行、メディアを利用しての

広報など広報活動全体の在り方自体を再考する必要も

あるのではないかとも考えております。例年通り10月の広

報月間におきましては電話無料相談会、市民公開講座、

街頭無料相談会等、会員の皆様にご協力をお願い致し

ますが何卒宜しくお願い致します。

お声がけを頂き、微力ながら快諾させて頂きました。

　監察部の活動は、関係官公署との連携を強化し、窓口

規制表示板の設置・補充を徹底することにより、非行政

書士（無資格者）の活動を抑止します。我々行政書士の

職域確保のための地道な活動だと思います。

　非行政書士（無資格者）への警告等も積極的に取り組

みますので、今まで通り、会員の皆様からの情報提供をお

願いします。もし、該当者を確認することがありましたら、

会員の皆様ご自身がファーストコンタクトを取っていただき

詳細な情報を確認していただければ助かります。重ねて

お願い申し上げます。微力ではございますが、職責を全う

して参りますので、よろしくお願い申し上げます。
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各支部長就任挨拶 各支部長就任挨拶

　この度、定時総会におきまして熊本北西支部長に就任

いたしました木下純宏と申します。

　今期で2期目となります。引き続き2年間支部長の務めを

役員の皆様および支部会員の皆様のご協力を得ながら

当支部の活動を進めていく所存でございます。

　当支部は、旧熊本支部の分割による設立から本年度

が7年目となります。前任期中では、いくつか支部運営上

の課題も感じながら、力不足でなかなか改善をできずに

おりました。この度の任期では、理事の皆様の協力を仰ぎ

ながら、できる限り各課題を改善できればと思っております。

基本的には前任の方々が進められてきた方針を踏襲しつ

つ、支部の運営をより円滑に行えるような形作りをして、次期

の支部長や理事の方々に引き継いでいただくようにしたい

と考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

木 下  純 宏
熊本北西支部長

　この度、玉名支部定時総会におきまして、支部長に選

任されました柗村正樹と申します。皆様にご指導いただき

ながら、玉名支部の発展に貢献できるよう頑張ります。

　玉名支部の主な活動は、官公庁訪問などのPR活動

や、無料相談会の実施などです。

　今までの良き伝統を引き継ぎつつ、玉名支部及び地域

の発展のために、支部活動の企画運営を考えていきたい

と思います。今後とも会員の皆様のご支援とご厚誼を賜り

ますよう、宜しくお願いいたします。

柗 村  正 樹
玉名支部長

　引き続き山鹿支部の支部長兼任理事を務めさせていた

だきます森山幸二と申します。山鹿市は温泉に囲まれた観

光地として県内外に知られており、3年前から菊池川流域

の山鹿市、菊池市、玉名市、和水町は、日本遺産に登録さ

れております。市役所、商工会、地域住民の方々、行政書

士会山鹿支部会員の力を合わせ、地域発展に協力できれ

ば幸いです。

 また、熊本県行政書士会と井口会長のご尽力により、郵

便局との協力体制や自動車登録や車庫証明など、行政書

士業務の発展の兆しが見えております。熊本県行政書士

会と山鹿支部一同連携して行政書士の発展に貢献できれ

ば幸いです。

　今後とも、熊本県行政書士会山鹿支部をお引き立ての

ほど宜しくお願い申し上げます。

森 山  幸 二
山鹿支部長

　この度、支部定時総会におきまして、菊池支部長に選

任され就任しました。今回で4期目（1期2年）となります。

　まさか、有働前支部長と同じ年数をお受けすることにな

るとは思いもしませんでした。現在の当支部会員数は45

名です。会員の数、年代別構成、来る者を歓迎する等バ

ランスのとれた居心地のよい支部だと思います。（先輩会

員の方々に感謝です。）

　一方、行政書士制度を取り巻く環境も年々変化してい

ます。時代に順応し対応していかなければいけないもの

と、時代は変わっても変わりなく継承すべきものをどう融合

西 塔  正 弘
菊池支部長

　この度、4月26日に開催した阿蘇支部総会で2期目の阿

蘇支部長となりました。　

　今期の事業計画として、地域の方々に申請等の業務を

通して福祉や開発等の業務を知っていただくために、市

町村の窓口での広報を強化するために、10月の広報月間

を中心に「市町村別行政書士一覧表（マグネット式を検

討中）」・「行政書士業務案内」による広報と関係課との

協議を実施したいと考えております。

　更に「少子高齢」となった社会にとっての新たな課題と

も言える「空き家（地）問題」「成年後見」等へも市町村と

の連携を模索しながら対応を進めなければならないもの

と考えております。

　また、阿蘇支部で、今期より民法や税法に精通する会

員を講師として民法改正や消費税等に関する研修を予

定しております。

　いよいよ2020年には熊本地震で不通となった国道57

号・豊肥線も復旧することから、新たな阿蘇地域の振興

に向けて、市町村や地域の方 と々連携した「新阿蘇づく

り」に進めてまいります。

渡 邊  敬 二
阿蘇支部長

　この度、宇城支部定時総会で支部長に就任しました髙

村睦夫です。平成から令和への新しい時代の幕あけに

相応しい活力ある宇城支部、魅力ある宇城支部運営に

取り組みたいと思います。宇城支部は、熊本市に隣接し

た益城町、嘉島町、今後大型店が進出する御船町、宇土

市、宇城市、下益城郡（美里町）まで海から山間部までエ

リアが広く地域のニーズは広範囲で、街角の法律家とし

て地域住民に受けいれられる宇城支部の発展に貢献で

きるように職責を果たしていく所存です。

　今後の活動として、行政書士の地位向上として、行政

庁とのキャンペーンを通じての関係強化を図る。無料相談

会の実施を通じて、事例の収集で具体的な討論方式で

時代に即した研修会を開催する。民法改正等の実務研

修等など、会員の皆様のご支援のもと、宇城支部の発展

に寄与できるように頑張りますので、よろしくお願いします。

髙 村  睦 夫
宇城支部長

　本年度の支部総会に於きまして、八代支部長を仰せつか

りました一美慎也です。現在、熊本県行政書士会は、八代市

から空き家等相続人調査業務を受託しており、その実動部

隊として八代支部が活動しております。昨年度は８件の受託

実績を上げ、今年度も引き続き受託できる予定となっておりま

す。まだまだ、八代市と話し合いながら手探りで進めている部

分が多いのが実状ですが、信頼関係を築き、実績を積み重

ねていきたいと思っております。その結果、微力ながら熊本県

行政書士会、八代支部ひいては地域の発展に少しでも貢献

一 美  慎 也
八代支部長
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し業務・運営に反映させられるかを支部役員と協力し模

索しながら、任期2年間を支部会員の皆様へ貢献できる

よう、最善を尽くし取り組んでいきたいと思いますので、支

部会員、本会の新たな役員の皆様のご指導ご鞭撻を宜

しくお願い致します。

できればと考えております。未熟者ではありますが、今後とも皆

様のご指導、ご協力を賜りますようよろしくお願い致します。
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各支部長就任挨拶 役員名簿

　令和元年度定時支部総会において、支部長に選任されま

した笹山欣悟です。球磨支部会員は、22名と多くはありませ

んが、他士業と兼務の方、専任の方等々それぞれに広範囲

な地域において活動されています。

　人吉球磨においては、行政書士業務がどういうものなの

か、住民の皆さんには、まだまだ理解されていない状況にあり

ます。「行政書士て、何の仕事ばすっとな」とよく聞かれること

があります。行政書士制度の広報月間時等に関係官公庁を

訪問し、行政書士業務のPR活動を行うことは、支部活動の

中では、大変重要な役割を占めています。

　今後、支部会員の皆様の意見をいただきながら、研修会、

懇親会等を通じて、会員相互の意思の疎通を図り、支部運

営に取り組んでいきたいと思います。会員の皆様のご指導、

ご協力をよろしくお願いいたします。

笹 山  欣 悟
球磨支部長

　この度、芦北支部長を拝命し、責任の重さを痛感しており

ます。芦北支部は総数9名と非常に少ない会員数で構成され

ており、支部の運営に様 な々支障をきたしております。しかしな

がら、昨年度は地元ＪＡとタイアップした相談会を初めて開催

することができ、大変好評を博しました。少人数だからこそで

きる機動的な支部独自の事業を今後も継続して展開してまい

りたいと考えております。

平 松  大 輔
芦北支部長

　天草支部の先生方のご推挙を受け支部長に就任いた

しました金子康美です。３期目になります。天草支部は、天

草市、上天草市、天草郡苓北町のエリアで会員数28名

です。8名が行政書士専業です。20名の方が司法書士、

税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士，宅地建物

取引士の兼業の方です。支部総会参加者が約半数です

ので、もう少し参加者が増えるような工夫が必要かな、と

感じています。

　また、熊本の本会総会にも参加者が少ないと思ってい

ます。他支部の状況はどうでしょうか？皆様からのご提言

を期待しています。

金 子  康 美
天草支部長

会 長 井口 由美子
〒862 - 0 960 熊本市東区下江津1丁目5番30 -101号
TEL：096 -2 85 - 5 8 85  FAX：096 - 379 -1501

理 事 西塔 正弘
〒869 -1102 菊池郡菊陽町大字原水1564番地
TEL：096 -232 -7030　FAX：096 -232 -7032

理 事 有働 勝也
〒861-1104 合志市御代志1596番地１
TEL：096 -2 42 - 4397　FAX：096 -2 42 - 4397

理 事 渡邊 敬二
〒869 -2611 阿蘇市一の宮町坂梨588番地7
TEL：0967-22 - 0 614　FAX：0967-22 - 0 614

理 事 髙村 睦夫
〒869 - 0 615 宇城市小川町西海東1243番地
TEL：0964 - 43 -2169　FAX：0964 - 43 -2169

理 事 河野 富寛
〒869 - 0 416 宇土市松山町2129番地8
TEL：0964 -22 - 59 66　FAX：0964 -22 - 59 66

理 事 一美 慎也
〒866 - 0 898 八代市古閑中町572 -1
TEL：0965 - 62 - 8 301　FAX：0965 - 62 - 8 302

理 事 笹本 光洋
〒866 - 0 825 八代市井上町481番地1
TEL：0965 - 8 0 - 6132　FAX：0965 - 8 0 - 6132

理 事 笹山 欣悟
〒868 - 0 082 人吉市中林町2096番地2
TEL：0966 -22 - 0 607　FAX：0966 -22 - 0 608

理 事 平松 大輔
〒867- 0 0 43 水俣市大黒町2丁目1番17号
TEL：0966 - 8 4 - 92 0 0　FAX：0966 - 8 4 - 92 01

理 事 金子 康美
〒863 - 0 037 天草市諏訪町16番18号
TEL：0969 -22 -294 8　FAX：0969 -22 - 5 867

監 事 加藤 誠貴
〒862 - 0 951 熊本市中央区上水前寺2丁目19番21号
TEL：096 - 3 81-1615　FAX：096 - 3 81- 4 0 08

監 事 渡邉 澄雄
〒869 -2612 阿蘇市一の宮町宮地1452 -2
TEL：0967-22 - 0320　FAX：0967-22 - 4 810

綱紀委員 池崎 國康
〒861- 8 0 01 熊本市北区武蔵ヶ丘6丁目1番23号
TEL：096 - 339 - 0385　FAX：096 - 339 - 0385

綱紀委員 尾田 俊博
〒862 - 0 954 熊本市中央区神水2丁目16 -11 ヒルトップガーデンビル302号
TEL：096 - 3 85 - 03 4 8

綱紀委員 平野 昭代
〒861-1115 合志市豊岡2013番地70
TEL：096 -2 8 8 - 0382　FAX：096 -2 4 8 - 5234

綱紀委員 袋田 隆晴
〒860 - 0 079 熊本市西区上熊本2丁目2番29号
TEL：096 - 35 4 -2321　FAX:096 - 35 4 -2321

綱紀委員 松崎 明美
〒860 - 0 072 熊本市西区花園6丁目8番67号
TEL：096 -295 - 9 4 4 0　FAX：096 -295 - 5 083

綱紀委員 元田 和博
〒862 - 0 956 熊本市中央区水前寺公園12番45 -702号
TEL：096 - 3 81-7656　FAX：096 - 3 81-7610

副 会 長 森田 勝彦
〒861- 5255 熊本市南区砂原町203番地１
TEL：096 -2 8 8 -1416　 FAX：096 -2 8 8 -1417

櫻田 直己
〒865 - 0 016 玉名市岩崎1272番地
TEL：0968 - 57- 9827　 FAX：0968 - 57- 9829

副 会 長 藤山 義之
〒862 - 0 9 09 熊本市東区湖東2丁目13番７号
TEL：050 - 3602 - 5720 　FAX：050 - 3602 - 5720

総務部長 阿南 礼
〒860 - 0 862 熊本市中央区黒髪2丁目26番26号
TEL：050 - 6 869 - 5 877　FAX：096 - 3 87- 4 818

経理部長 山内 悟司
〒861- 8 0 45 熊本市東区小山2丁目20番27号
TEL：096 - 335 -7251　FAX：096 - 335 -7251

研修部長 関 輝明
〒869 - 0 416 宇土市松山町1408番地１
TEL：0964 -23 - 0 4 85　FAX：0964 -23 - 0 4 85

広報部長 髙見 洋一
〒869 -1108 菊池郡菊陽町光の森7丁目24 -10 - 3 01
TEL：096 -2 8 8 - 3 0 08　FAX：096 -2 85 - 3537

法規部長 植森 洋昭
〒860 - 0 073 熊本市西区島崎3丁目21番4号 坂本方
TEL：096 -227- 6 039　FAX：096 -227- 6 039

監察部長 横田 祥一
〒861-2118 熊本市東区花立4丁目12番11号
TEL：096 - 369 - 0 835　FAX：096 - 369 - 8 850

電子対策部長 松岡 泰光
〒860 - 0 0 0 4 熊本市中央区新町4丁目1番38 - 3号
TEL：080 - 6 4 63 -2255　FAX：096 - 3 0 0 - 3 821

理 事 平川 理
〒860 - 0 822 熊本市中央区本山町380番地1
TEL：096 -276 - 8 010　FAX：096 -276 - 8 010

理 事 日髙 義治
〒862 - 0 955 熊本市中央区神水本町11番10 -2 01号　K .Mビル2Ｆ
TEL：096 - 3 83 - 93 41　FAX：096 - 3 83 - 93 41

理 事 廣野 吉法
〒861- 8 010 熊本市東区上南部3丁目5番7号
TEL：096 -2 02 -7677　FAX：096 -2 02 -7678

理 事 上田 乃梨子
〒861- 8 039 熊本市東区長嶺南2丁目8番55号
TEL：096 -2 8 4 - 8 8 85　FAX：096 - 335 - 8 602

理 事 木下 純宏
〒861- 0132 熊本市北区植木町植木44 -1
TEL：096 -273 - 5517　FAX：096 -275 - 5 081

理 事 柗村 正樹
〒861- 0 803 玉名郡南関町大字関町1472番地1
TEL：0968 - 57- 930 0　FAX：0968 - 57- 930 4

理 事 森山 幸二
〒861- 0331 山鹿市鹿本町来民1491番地
TEL：0968 - 4 6 -1075　FAX:0968 - 4 6 -1075

副 会 長 兼
事業推進部長

できればと考えております。未熟者ではありますが、今後とも皆

様のご指導、ご協力を賜りますようよろしくお願い致します。

　さて、世の中は目まぐるしいスピードで変遷しています。また

昨今の社会情勢は非常に不安定となりつつありますが、こう

いう時こそ私達行政書士の存在意義が試され、求められて

いるはずです。

　私自身、職務を通じて出会う色々な絆を大切にし、支部事

業や絆が行政書士の更なる認知・発展の一助になれればと

いう気持ちです。芦北支部の会員はもとより、他支部の会員

の皆様の御知恵をお借りして、相応の覚悟で取り組んでまい

る所存です。浅学非才の身ではありますが、どうぞ寛大な心

でお受け止め下さるようお願い申し上げ、就任の挨拶とさせ

て頂きます。
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会務日誌会 務 日 誌

・経理部会（13:30）

・理事会（13:30/テルサ）

・業務研修会/
 流通情報（13:00）　

・無料電話相談/
 行政書士会館3階
 会議室(10:00)

・市民公開講座
 （13:30/菊陽町)

・鶴屋街頭無料
 相談会（予定）

・鶴屋街頭無料
 相談会（予定）

・経理部会(13:30)
・テレビ出演
 （TKU「英太郎のかたらんね」）※

★会長会（新潟） ★

★

★

・業務研修会/
 流通情報（13:00)

・士業合同研修会
 （国際交流会館）
・大懇親会（ホテル日航）

・業務研修会/
 流通情報会館（13:20）

・常任理事会（17:00）

事務局・夏季休暇 事務局・夏季休暇 事務局・夏季休暇 ・業務研修会/
 流通情報会館（13:30）

・広報部会（13:00）
・事業推進部会（14:00）

・研修部会（13:30） ・女性部会総会
（会議室1）

山の日

振替休日

敬老の日

秋分の日

体育の日

即位礼正殿の儀

月
8/1 2 3

5 6 7 8 9 10

4

12 13 14 15 16 17 18

11

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

3 42 5 6 7 8

31 9/1

10 119 12 13 14 15

17 1816 19 20 21 22

24 2523 26 27 28 29

10/1 230 3 4 5 6

8 97 10 11 12 13

15 1614 17 18 19 20

22 2321 24 25 26 27

火 水 木 金 土 日

（自：平成31年4月1日～至：令和元年6月30日） これからの行事予定 （自：令和元年8月1日～至：令和元年10月27日）

・選挙管理委員会
（会議室1）

・経理部会（会議室1）

・身近な問題相談会
（県庁）

・登録証交付式
（会議室1）

・選挙管理委員会
（会議室1）

・封印管理委員会
（会議室2）

・総務部会（会議室1）

・総務部会（会議室1） ・常任理事会（会議室1）

・身近な問題相談会
（県庁）

・熊本県宅地建物取引業協会総会
（熊本ﾃﾙｻ）

・第1回熊本県事業承継ﾈｯﾄﾜｰｸ
連絡調整会議（メルパルク熊本）

・広報部会（会議室1） ・事業推進部会
（会議室1）

・日行連令和元年度
定時総会（シェラトン都ホテル）

・日本郵便訪問（日本郵便㈱九州支社）

・三役会（会議室1）

・熊本県不動産鑑定士協会総会懇親会
（ﾎﾃﾙ日航熊本）

・法規部会（会議室2）
・研修部会（会議室1）

・（株）日本郵便との
連携による無料相談会
（下通りアーケード）

・登録証交付式
（会議室1）

・熊本県土地家屋調査士会第67回
定時総会懇親会（ﾎﾃﾙ日航熊本）

・定時総会合同打合せ会（会議室1）

・令和元年度定時総会
（ユースピア熊本）

・議事運営委員会
（会議室1）

・球磨支部職務上請求書研修会
（鍋屋本館）

・宇城支部総会（華月園）

・球磨支部総会（鍋屋本館）・山鹿支部総会
(火の国ゆるり庵）

・熊本東南支部総会
（城彩苑）

・玉名支部総会
（玉名温泉竹水苑）

・阿蘇支部総会
（がね牧･阿蘇市）

・申請取次行政書士
管理委員会（会議室1）

・会計監査（会議室1） ・理事会（熊本テルサ） ・熊本中央支部総会
（くまもと県民交流館パレア）

・熊本北西支部総会
（熊本市西部交流ｾﾝﾀｰ）

・菊池支部総会
（菊陽杉並木公園管理ｾﾝﾀｰ）

・総務部会（会議室1）

・常任理事会（会議室1）・女性部会総会
（会議室1）

・福岡県行政書士会
との意見交換会
（会議室1）

・第4回九地協会長会(1日目)
（ANAクラウンプラザホテル
熊本ニュースカイ）

・第4回九地協会長会(2日目)
（ANAクラウンプラザホテル
熊本ニュースカイ）

昭和の日

振替休日

退位の日 即位の日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

月
4/1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

7

15 16 17 18 19 20 21

14

22 23 24 25 26 27 28

29 30 5/1 2 3

7 86 9 10 11 12

4 5

14 1513 16 17 18 19

21 2220 23 24 25 26

28 2927 30 31 6/1 2

4 53 6 7 8 9

11 1210 13 14 15 16

18 1917 20 21 22 23

25 2624 27 28 29 30

火 水 木 金 土 日

★の印は会長不在日です。　  ※10月3日のテレビ出演は、広報月間事業の 一環として、TKU「英太郎のかたらんね」の番組で㏚を行います。
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各支部定時総会報告 各支部定時総会報告

●日　　　時 平成31年4月19日（金）15：00～16：00

●場　　　所 くまもと県民交流会館パレア会議室７

●出席者数等 総出席者数70名（出席者20名 委任状50名）

熊本中央支部

　牧理事の司会のもと、日髙支部長の挨拶に続いて、来賓

の井口由美子会長より祝辞を賜りました。

　宮本友紀会員が議長に選出され、役員改選を含め全て

の議案が可決承認されました。新役員は、支部長 平川理、

副支部長 日髙義治、外山慎輔、松岡泰光、宮﨑亜衣です。

総会終了後、下通「瑞恵」での懇親会で、大変有意義な時

間を過ごすことができました。

●日　　　時 平成31年4月20日（土）10：30～11：45

●場　　　所 熊本市西部交流センター　研修室

●出席者数等 総出席者数40名（出席者15名 委任状25名）

●日　　　時 平成31年4月26日（金）15：30～16：45

●場　　　所 城彩苑  多目的交流施設

●出席者数等 総出席者数92名（出席者20名 委任状出席者72名）

熊本東南支部

　熊本東南支部定時総会は第1号議案から第5号議案

まで審議が行われました。第1号議案から第4号議案ま

で、執行部から総会資料に基

づき報告及び提案がなされ、

質疑応答のうえ賛成多数に

より可決承認されました。

引き続き、第5号議案は役員選挙となり、藤山義之会員、

山内悟司会員2名の無投票当選となりました。

　新理事の互選により山内悟司会員が支部長に選出さ

れたのち、以下のとおり理事及び監事の指名がなされ、

賛成多数により可決承認されました。

熊本北西支部

●日　　　時 令和元年５月9日（木）

●場　　　所 味処 火の国ゆるり庵

●出席者数等 総出席者数15名（出席者8名 委任状7名）

山鹿支部

　山鹿支部は支部長と理事が兼任になるため、内部的

な理事を残すかどうかで、協議しました。結局、毎期の恒

例で役員になる会員が不足しており、内部的な理事は残

さないことになりました。去年行った相続の勉強会が好評

だったので、今年も行うことになりました。講師をどうする

か？協議しましたが、結論が出ず、また今年も県本会から

講師を派遣してもらうかもしれません。その時はよろしくお

願いします。支部総会に出席するメンバーが、ここ数年固

定されており、意見交換と協議の内容が薄いような気が

します。支部会員全員参加が理想ですが、各会員のスケ

ジュール調整もあり支部総会出席者が固定されてしまう

のが現状です。

●日　　　時 平成31年4月20日（土）14：30～17：00

●場　　　所 菊陽杉並木公園管理センター内 研修室

●出席者数等 総出席者数34名（出席者２０名 委任状14名）

菊池支部

　菊池支部定期総会は、定刻通り14時30分に開会し、西

塔支部長の挨拶に続き、井口会長の来賓挨拶、新入会員

（登録予定者）1名の入会挨拶の後、支部規則に基づく総

会成立を宣言し、審議に入りました。

　平成30年度事業活動・収支決算（監査）報告、平成31

年度事業計画・収支予算（案）、役員改選等、第1号議案

から第6号議案について活発な議論が交わされ、質疑応

答の上、賛成多数により全て可決承認されました。引き続

き、有働本会理事より、年間の本会の動向等につき詳細な

報告を受けました。総会終了後は、他支部会員及び管内

に事務所を構える弁護士にも参加いただき懇親会を行

い、和やかな雰囲気の中、相互の親睦を深めました。

●日　　　時 令和元年5月11日（土）16：00～17：00

●場　　　所 中華料理　華月園

●出席者数等 総出席者数27名（出席者16名 委任状11名）

宇城支部

　総会は、宇城支部会員16名出席（委任状11名）

総会は有効に成立した。

　議長より、本定時総会終結をもって役員全員が任期満

了退任となるので、後任の役員を選任する旨の説明があ

 熊本北西支部定時総会は、支部長の挨拶に続き、来賓

の井口由美子会長より挨拶をいただいた後、議長として

松岡和孝会員が選出され、第1号議案から第6号議案ま

での審議を行いました。総

会終了後には、お弁当を

食べながら懇親を深めま

した。

●日　　　時 平成31年4月26日（金）18：00～

●場　　　所 がね政（阿蘇市内牧）

●出席者数等 総出席者数21名（出席者10名 委任状11名）

阿蘇支部

 下記議案を審議した結果、原案どおり議案を承認し総

会を終了しました。

●日　　　時 平成31年4月27日（土）15：00～17：00

●場　　　所 玉名温泉旅館

●出席者数等 総出席者数33名（出席者19名 委任状14名）

玉名支部

　玉名支部定時総会は、総会参加予定会員の皆様の出席

を得て、開催されました。業務運営報告等、第1号議案から第

7号議案までの議案審議を行いました結果、全ての議案につ

いて了承され、定時総会は無事閉会となりました。

　定時総会終了後は、引き続

き懇親会を行いました。玉名

支部会員の皆様のご協力の

もと、総会、懇親会共に大変

有意義なものになりました。

　

　

議案審議

第1号議案　平成30年度　事業活動報告の件

第2号議案　平成30年度　収支決算報告、監査報告及び承認の件

第3号議案　平成31年度（令和元年度）事業活動計画案の承認の件

第4号議案　平成31年度（令和元年度）収支予算案の提示がある。

第5号議案　役員改選の件

【総会議案】

第1号議案　平成30年度事業報告承認の件

第2号議案　平成30年度収支報告承認の件

【監査報告（監事）】

第3号議案　平成31年度活動計画の件

第4号議案　平成31年度収支予算案の件

第5号議案　行政書士会費について

第6号議案　役員改選について　　

【総会で選出した阿蘇支部役員】

阿蘇支部長　渡邊敬二

副支部長　　　伊藤なおみ

幹事　　　　　　後藤隆一・佐藤公美

監事　　　　　　後藤澄雄

（理事を規則に従い支部長、政治連盟幹事を引き続き渡邊敬二が継続する）

支部長　山内 悟司

副支部長　藤山 義之

理事　川上 賢一、上田 乃梨子、廣野 吉法

監事　日隠 俊朗

総会終了後、城彩苑内の山見茶屋において懇親会が開

催され、会員相互の親睦を深めました。
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各支部定時総会報告

●日　　　時 令和元年5月17日（金）

●場　　　所 茶寮　やまと屋

●出席者数等 総出席者数27名（出席者14名 委任状13名）

天草支部

●日　　　時 平成31年4月26日（金）17：45～18：15

●場　　　所 日奈久温泉　金波楼

●出席者数等 総出席者数47名（出席者21名 委任状２６名）

八代支部

　笹本総務理事の司会により、17時45分開会。議長、書記並

びに議事録署名人の選出を行った後、第１号議案から第５号

議案の審議を行いました。閉会後19時より同会場にて懇親会

を行い、会員同士の懇親を深め、有意義な時間となりました。

●日　　　時 令和元年5月10日（金）17：00～18：00

●場　　　所 鍋屋本館（九日町）

●出席者数等 総出席者数22名（出席者12名 委任状10名）

球磨支部

 上記の第１号議案から第５号議案までの議案審議を行

い、全ての議案が承認されました。役員改選では、副支部

長3名体制から2名体制へと変更しました。今回は、支部研

修会の開催等について活発な意

見が出され、有意義な総会となり

ました。閉会後は、懇親会を行い、

親睦を深めることができました。

●日　　　時 平成31年4月19日（金）15：00～16：00

●場　　　所 雲仙みかどホテル（長崎県島原市）

●出席者数等 総出席者数11名（出席者5名 委任状6名）

芦北支部

　例年、芦北支部の定時総会は、熊本県南周辺の温泉

旅館で開催してきたが、本年度は、永年役員を勤めて頂

いた会員が70歳を迎える本総会をもって退会するとのこ

とであったため、これまでの支部へ功績されてこられた感

謝と慰労を兼ねて、初めて県外で定時総会を開催した。

　すべての議題を滞りなく審議・決議し、16時に閉会し

た。懇親会では、美味しい料理に舌鼓をうち、温泉～観劇

と大いに堪能し、「新たな年度にむけて芦北支部会員一

丸となって頑張ろう」という英気を養った次第である。

平成３０年度事業報告・収支決算報告・監査報告及び承認

令和元年度事業計画及び収支予算の承認

役員改選について

報告事項　平成30年度事業報告

決議事項　平成30年度収支決算承認及び監査報告

　　　　　令和元年度事業計画及び収支予算の承認

　　　　　役員改選

　　　　　役員手当等の承認   以上

（1）平成３０年度の事業報告

（2）平成３０年度収支決算報告

（3）平成３０年度監査報告

（4）平成３１年度事業計画（案）

（5）平成３１年度収支予算（案）　

（6）質疑応答・理事会報告・政治連盟報告

（7）役員改選

令和元年度日本行政書士会連合会定時総会開催

　会長選挙が実施され、東京会常住豊会員が日本行政書士会連合会会長に選ばれました。

　この度、日本行政書士会連合会定時総会に参加させて頂き、他県会の皆様と様々な意

見交換を行うことができました。

　6月18日に山形県沖を震源とする大きな地

震もあったことから、熊本地震における本会

の動きや活動内容についてご質問を受ける

機会もありました。今回の経験を糧に、今後

とも、全国の会員の皆様と情報交換を行い、

本会発展に寄与できるよう努めて参ります。

日　　時 令和元年6月20日（木）、21日（金）

場　　所 東京都港区白金台１-１-50 シェラトン都ホテル東京

出席者数 238名　※代議員定数238名

　　　　　 

り、下記の会員が選任された。

支 部 長 髙村 睦夫

副支部長 田代 英夫、岩崎 光洋

理　　事 吉本 巧、川本 信義、富田 正則

監　　事 宮本 幹夫、山本 孝二

県 理 事 髙村 睦夫、河野 富寛

　総会は和やかな雰囲気で行われ、令和の新しい時代

に即した体制で運営される。総会終了後、来賓として本会

より井口会長、政治連盟の緒方副会長、宇城市議会議員

入江学氏が参加される。懇親会は大いに賑わう。

（本会から森田勝彦・櫻田直己・藤山義之各副会長が出席）

議案審議の結果
第１号議案　平成30年度事業報告 可決承認
第２号議案　平成30年度決算報告 可決承認
第３号議案　日本行政書士会連合会会則の一部改正（案) 可決承認
第４号議案　日本行政書士会連合会役員選任規則の一部改正（案） 可決承認
第５号議案　令和元年度事業計画（案） 可決承認
第６号議案　令和元年度予算（案） 可決承認
第７号議案　役員の改選
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総　務　部

正 副 会 長

経　理　部 事 業 推 進 部

研　修　部 広　報　部

監　察　部 電 子 対 策 部

各部メンバー紹介

　定時総会で井口会長の3期目の新体制がス

タートし、それを受けての令和元年の全体会議が

7月5日（金）にホテル熊本ニュースカイで開催さ

れました。

　阿南新総務部長の司会進行で会議が始ま

り、冒頭、井口会長が、これまでの熊本県行政

書士会の取組みに触れつつ、役員、各部会等

の横の連携を図り、今後さらなる「行政書士の

知名度向上」に取り組んでその使命を存分に発揮して

いくようにと挨拶がありました。

　今年度から新設された「事業推進部」をはじめ、各部を

構成するメンバーの自己紹介があり、各部長からは今期の

それぞれの事業計画の発表が行われ、そのあと、各部員が

集合しての記念撮影が髙見広報部長のリードで行われま

した。撮影に当たった広報部の山本カメラマンが段取り良く撮影して全体会議が終了しました。

　17時30分からは会場を変えて懇親会となり、櫻田副会

長兼事業推進部長の進行で髙木相談役が乾杯の発声

役となりました。和やかに各テーブルごとにコミュニケー

ションの輪が広がり、今年加入した新メンバーも含んでの

有意義な交流会となりました。

日　　 時　　令和元年7月5日（金）

場　　所　　ＡＮＡグラウンプラザ ホテル熊本ニュースカイ２Ｆ

出席者数　　新体制の役員、部員、委員

新体制による全体会議が開催！

　新たな事業計画を推進する役員と各部の構成メ

ンバーが決定しました。

　7月5日（金）の全体会議に出席した各部の新メン

バーは全体会議の場で自己紹介を行い、それぞれ

の部の事業計画を確認して、これからの2年間の運

営をしっかりと推進していくことを決意しました。　

　そして、新設の事業推進部を核として、横の連携

を図りつつ、今後さらに熊本県行政書士会を積極果

敢に盛り上げ、行政書士の認知度を高めていこうと

いう決意の下に、それぞれの部長を中心に集合写真を撮影しました。

法　規　部
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熊本県行政書士会ゴルフ友好倶楽部・法友会

第12回例会のご報告
チェリーG宇土C・2019・03月・30日

23 24

株式会社日本郵便との連携による無料相談会

　去る令和元年6月29日（土）熊本市中央区下通アーケードに於いて株式会社日本郵便様主催

の総合金融相談会に、相談員を派遣する形で連携させて頂きました。

　当日は、計4名の相談員を派遣し、設置して頂いた行政書士専用相談ブースにて、下通アー

ケードを通行する皆様の様々な相談に対応しました。また、相談会場担当支部である平川理熊本

中央支部長は案内表示を手に、通行している方に相談会のご案内をされ行政書士制度を知って

頂く活動を率先して行われていました。

　株式会社日本郵便様には、行政書士専用相談ブースの確保をはじめ、行テラス旗の設置、行

政書士制度広報ポスターの掲示、当会パンフレットの配布等、多大なるご配慮を賜りました。今後

も身近な街の法律家として県民に寄り添い続ける活動を、株式会社日本郵便様と連携を深めなが

ら続けていけるよう努めて参りますので、会員の皆様には登録相談員制度および支部における相

談員のご協力をより一層お願い申し上げます。

　春爛漫！桜満開の良い天気に恵まれて１2回目の例会が行われ、5組19名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、今回も若き新入会員の参加があって平均年齢も下がり活気あふれる
大会となりました。
　今回のコースは結構起伏もあって難所があり、好天の割にはみんな苦戦！100を切る人が少ない中、初出場
の髙木昇さんが90台で優勝か？と思いきやWPのハンディーに恵まれず残念！もう一人の90台の土地家屋調査
士の井手美智雄さんが優勝しましたが、なんと特筆すべきは優勝者とネット同数！ハンディーで準優勝に幹事長
の田代史彦さん！アッパレ“第三位には今回紅一点の中園三千代さんでした。それぞれおめでとうございます。
　今後も優勝や受賞のチャンスがあるように工夫し、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1名・土地
家屋調査士2名）の方の参加も歓迎します。
　尚、新入会に関しては、幹事長の田代史彦事務所（熊本北西支部）096 - 2 0 0 - 6 2 3 3に御連絡下さい、お待
ちしております。

会費滞納ゼロキャンペーン実施中 

優　勝・井手美智雄（友好会員）　　45・51・96・（20）・76
準優勝・田代史彦（北西支部）　　　54・58・112・（36）・76
第三位・中園三千代（東南支部）　　55・50・105・（28）・77

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

※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。

次回（第13回）例会は
2019年 9月28 日（土）9時集合

チサンC・C御船（096-282-3411）
会員の皆様！ 

上記日時を予定表に是非ご記入を！

● 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！

会員の皆様へのお願い

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 
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会員異動会員異動

（変更：電話番号）
TEL : 090 - 4353 - 6737
熊本東南支部 中林 邦彦

（変更：電話番号）
TEL：090 -3666 -9967
熊本東南支部 木下 潤一

（変更：所在地・電話番号）
〒866 - 0 051　八代市麦島東町13 -10
TEL：0965 -33 -3851

八代支部 川井 健次

（変更：所在地・電話番号）
〒861- 8041　熊本市東区戸島5丁目12 - 43 -3 -2階　
TEL : 096 -285 -1571

熊本東南支部 塚本 亮

（変更：所在地）
〒862 - 0975　熊本市中央区新屋敷3丁目12番6 101号
熊本中央支部 右田 敏彦

（変更：所在地・電話番号）
〒862 - 0976　熊本市中央区九品寺1丁目8番28 - 601号  
TEL : 090 - 4354 -7065  (熊本東南→熊本中央)

熊本中央支部 古市 麻美

（変更：所在地・電話番号）
〒865 - 0 063　玉名市中尾155番地1  
TEL : 090 -7479 - 0 012  (熊本東南→玉名)

玉名支部 谷口 弘明

（変更：所在地・電話番号）
〒861- 8039　熊本市東区長嶺南1丁目3 -1 豊栄ﾋﾞﾙ202 
TEL : 096 -285 -3993  (熊本北西→熊本東南)

熊本東南支部 村上 哲一

（変更：事務所名称・所在地 電話番号）
行政書士事務所アデバル
〒860 - 0811　熊本市中央区本荘6丁目17番28号
TEL : 096 -371- 6271  (熊本北西→熊本中央）

熊本中央支部 田上 晶浩

（変更：所在地・電話番号）
〒869 -2612　阿蘇市一の宮町宮地1452 -2  
TEL : 0967-22 - 0320

阿蘇支部 渡邉 澄雄

（変更：事務所名称）
宮本誠司行政書士事務所
熊本北西支部 宮本 誠司

熊本中央支部 城本 亜弥 （廃業年月日 2019/1/17　備考：死亡）

熊本中央支部 那須 敏男 （廃業年月日 2019/1/31）

熊本中央支部 今村 孝三郎 （廃業年月日 2019/1/31）

菊池支部 桒原 眞幸 （廃業年月日 2019/2/25）

天草支部 長井 賢輔 （廃業年月日 2019/2/28）

菊池支部 渡邉 祥子 （廃業年月日 2019/2/28）

熊本中央支部 山田 文博 （廃業年月日 2019/2/28　備考：死亡）

熊本中央支部 中尾 勝治 （廃業年月日 2019/3/1）

熊本中央支部 加藤 誠一 （廃業年月日 2019/3/6　 備考：死亡）

熊本北西支部 鬼塚 眞三 （廃業年月日 2019/3/17　備考：死亡）

熊本東南支部 蓑田 義信 （廃業年月日 2019/3/31）

菊池支部 岩根 淳 （廃業年月日 2019/3/31）

熊本東南支部 髙野 善郎 （廃業年月日 2019/3/31）

芦北支部 吉海 正道 （廃業年月日 2019/5/10）

天草支部 中村 公亮 （廃業年月日 2019/5/31）

熊本東南支部 日隈 丈 （廃業年月日 2019/5/31）

〒860-0802　熊本市中央区中央街4-22アルバ銀座通りビル6階
古閑公士行政書士事務所
TEL：090 -4587 -5408

熊本中央支部 古閑 公士
（登録番号 19430155 登録年月日 2019/1/15）

〒865-0064　玉名市中38番地4
行政書士坂﨑徳夫総合法務事務所　
TEL：0968 -74 -3733

玉名支部 坂﨑 徳夫
（登録番号 19430156  登録年月日 2019/1/15）

〒866-0014　八代市高島町4285番地4
下山行政書士事務所　
TEL：090 -1087 -2208

八代支部 下山 利昭
（登録番号 19430233  登録年月日 2019/2/1）

〒865-0015　玉名市亀甲280番地7
ほほ笑み相続山下行政書士事務所
TEL：070 -3964 -0144

玉名支部 山下 託史
（登録番号 19430389  登録年月日 2019/3/1）

〒861-0133　熊本市北区植木町滴水151番地5
行政書士熊谷直和事務所
TEL：080 -8563 -2954

熊本北西支部 熊谷 直和
（登録番号 19430509  登録年月日 2019/3/15）

〒860-0807　熊本市中央区下通一丁目3番8号 下通NSビル6階
藤井紀子行政書士事務所　
TEL：096 -241 -9412

熊本中央支部 藤井 紀子
（登録番号 19430698  登録年月日 2019/4/2）

〒861-5512　熊本市北区梶尾町1359番地8
石原大輔行政書士事務所
TEL：096 -201 -1832

熊本北西支部 石原 大輔
（登録番号 19430811  登録年月日 2019/4/15）

〒860-0853　熊本市中央区西子飼町10番14号
西田理恵行政書士事務所
TEL：096 -277 -1344

熊本中央支部 西田 理恵
（登録番号 19430812  登録年月日 2019/4/15）

〒869-1233　菊池郡大津町大字大津297番地2
行政書士中村事務所　
TEL：090 -8390 -4962

菊池支部 中村 義光
（登録番号 19431015  登録年月日 2019/5/1）

〒863-0043　天草市亀場町亀川142番地10
行政書士大中靖事務所
TEL：0969 -24 -1118

天草支部 大中 靖
（登録番号 19431479  登録年月日 2019/6/15）

〒862-0971　熊本市中央区大江6丁目1番60-803号
サーバスシティ大江イーストスクエア
清末行政書士事務所　
TEL：090 -7448 -0736

熊本中央支部 清末 正朗
（登録番号 19431480  登録年月日 2019/6/15）

〒861-4132　熊本市南区上ノ郷2丁目5番9号
行政書士かんめら事務所　
TEL：096 -201 -2072

熊本東南支部 上米良 りえ
（登録番号 19431481  登録年月日 2019/6/15）

〒862-0911　熊本市東区健軍1丁目11番5号
佐藤雄亮行政書士事務所
TEL：096 -369 -3800

熊本東南支部 佐藤 雄亮
（登録番号 19430699  登録年月日 2019/4/2）

〒861-0837　玉名郡南関町大字上長田666番地4
久保田行政書士事務所　
TEL：090 -6474 -7485

玉名支部 久保田 豊
（登録番号 19430700  登録年月日 2019/4/2）

（兼業：司・宅）

（兼業：税）

（兼業：宅）

変  更 廃  業新  規
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政治連盟　就任挨拶

　この度熊本県行政書士政治連盟の会長兼日本行政書士

政治連盟熊本県支部の支部長に就任いたしました。今期2年

間どうかよろしくお願い申し上げます。

　さて、皆様は政治連盟の役割をどのようにお考えでしょうか？

熊本県行政書士政治連盟規約第2条（目的）に「本連盟は熊

本県行政書士会と連携して、行政書士の社会的経済的地位

の向上を期し、行政書士制度の充実・発展と行政書士の権益

の擁護を図り、行政の円滑なる推進に寄与すると共に、国民の

福祉に貢献するために必要な政治活動を行うことを目的とす

る。」とありますように、私たち行政書士の業務の拡大や行政書

士の環境をよりよくするための法改正を推進するための政治活

動を行う組織であります。皆様ご承知のとおり行政書士法は議

員立法ですので、法改正は国会において全会一致で実現す

るものです。議員の先生方の法改正に対するご理解がなけれ

ば実現するものではありません。

　また、地方においては県、市町村の関係官庁の窓口での非

行政書士排除強化をお願いしたり、業務においては行政書士

の活用をお願いしたりと、私たちの業務に関して密接にかか

わっていただいております。

　実際、3年前の熊本地震においては、熊本市における罹災

証明書の受付業務に行政書士を使うように行政窓口に働きか

けをいただきました。これにより、総務省から熊本県に対し行政

書士活用の文書が発信され、これを受け熊本県から各市町村

に対し同様の文書が発信されました。

　結果、全国から災害時における行政書士との連携が注目される

こととなり、今では各地で災害協定が締結されるに至っております。

災害に端を発した活動ではありますが、議員の先生方の働き

かけにより国民の皆様に行政書士の存在を知っていただいた

出来事でもありました。

　また、その後のグループ補助金の申請にあたっても、非行政

書士が高額で申請手続きを行っていることについても、申請窓

井 口  由 美 子

熊本県行政書士政治連盟
会  長

　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。

　5月に開催されました定期大会においてはすべての議案

に対し承認をいただき、スムーズな議事進行にご協力いた

だけましたことをあわせてお礼申し上げます。今回の定期大

会においては政治連盟の役員改選があり、井口由美子新

会長のもと副会長および、４期目の幹事長を拝命し、より一

層邁進していく所存であります。また、去る6月21日には日政

連の定期大会が開催され、役員改選では熊本の井口由美

子会長が日政連の新会長として選出されました。

　さて、今後の政連の活動としましては、顧問議員団および

議員事務局との意見交換会、勉強会の実施、加えてそれら

を円滑に進めるための交流の構築を積極的に行っていく予

定としております。また、これらの活動への参加に対して、若

い世代の幹事に積極的に活動していただける環境の構築

を考えています。

　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

ご理解とご協力を承りますようよろしくお願い申し上げます。

多 山  寿 一

熊本県行政書士政治連盟
幹事長
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政連編成表

櫻田 直己
顧問幹事

井口 由美子
会 長

坂田 圭佑
副会長（政策担当）

多山 寿一
幹事長

北里 佳紀
副幹事長

新崎 豊德
政策委員長

開田 桂樹
財務委員長

前田 久幸
悅　 揮代丈
吉永 嘉彦
渡邊 敬二
坂本 孝
緒方 安彦
平田 利幸

幹 事

松川 泰之
塩永 健太郎
河野 富寛

幹 事

加藤 誠貴
平川 理

監 事

林 誠
副会長（総務担当）

多山 寿一
副会長（財務担当）

林田 理一郎
総務委員長

川上 賢一
松岡 和孝
櫻田 直己
豊崎 有梨
白川 昌栄

幹 事

※この政連編成表は7月5日（金）現在のものです。

夏季休暇のお知らせ
8月13日（火）～15日（木）の3日間、盆休み及び夏
季休暇のため事務局を閉局させて頂きます。
ご理解とご協力をお願いします。

口に対して非行政書士排除の働きかけを行っていただきまし

た。さらに、この補助金の交付申請手続きについても、改善の要

望をお願いするとより使いやすい制度に変更するよう担当窓口

に直接働きかけていただきました。

　このように、日常的に議員の先生方と連携を取らせていただ

くことで、私たち行政書士の環境が改善され、業務拡大に繋

がっております。

　これからも本会と連携して活動を推進してまいりますので、政

治連盟に未加入の皆様の積極的加入をお願い申し上げます

とともに、本政治連盟の活動にご理解とご協力をお願い申し上

げ、就任の挨拶とさせていただきます。

第273号 令和元年夏号 第273号 令和元年夏号



お知らせ/編集後記
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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

行政書士くまもと 夏号 No.273

広報部長　髙見洋一

第３９回日本行政書士政治連盟定期大会報告

　定期大会に先立ち、前日の20日には顧問の国会議員の先生方の国会事務所へご挨拶に伺い、

その後の懇親会にも多数ご出席をいただき、盛大な懇親会となりました。定期大会においては、総

質問数18に対し、答弁・再質問・再答弁が

行われましたが、滞りなく第1号から第4号

議案について可決承認されました。第5号

議案において、本連盟の井口由美子会長

が日本行政書士政治連盟の会長に選出さ

れ、新会長として就任をされました。

議　案　　　　　第1号議案　平成30年度運動経過報告について

　　　　　　　　第2号議案　平成30年度決算報告について（監査報告）

　　　　　　　　第3号議案　令和元年度運動方針（案）について

　　　　　　　　第4号議案　令和元年度予算（案）について

　　　　　　　　第5号議案　役員の選任について

日　　 時 　　令和元年6月21日（金）10：00開会

場　　 所　　シェラトン都ホテル東京

代  議 員　　井口会長、多山副会長、林副会長

（坂田副会長は「日政連幹事」として、北里副幹事長はオブザーバーとして参加）

業務内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

風俗営業許可

農地転用、
開発行為等
土地関係

建設業関係

自動車関係

国際関係

補助金申請

介護・福祉関係

権利義務・
事実証明

交通事故

産業廃棄物、
収集運搬業関係

湯上 盛至 （東南）

井口 由美子（東南）

本郷 光輝（中央）

緒方 安彦（八代）

髙木 昇（中央）

髙見 洋一（菊池）

髙見 洋一（菊池）

森田 勝彦（東南）

野々口 瑞穂（中央）

下田 輝男（北西）

中山 達（東南）

渡邊 敬二（阿蘇）

渡邊 敬二（阿蘇）

日髙 義治（中央）

平川 理（中央）

藤山 義之（東南）

山内 悟司（東南）

田代 史彦（北西）

096-285-5885

096-221-4470

0965-34-9345

096-384-3223

096-351-7227

096-383-9341

096-335-7251

096-200-6233

090-2582-6598

090-7468-1202

080-5201-0360

090-9070-6513

090-2392-4602

090-2504-7119

090-7982-4295

090-5299-5100

090-7386-2256

090-7534-9366

080-5253-9302

yugami@mtg.biglobe.ne.jp

mnb.0417-yumiko@biscuit.ocn.ne.jp

hongoukouki@yahoo.co.jp

ogata9345@mou.ne.jp

takaki@takaki-office.com

morita@true.oce.ne.jp

nonoguti@coral.ocn.ne.jp

info@nakayama-gyosei.jp

メール不可

office.fujiyama@gmail.com

satoshi_oyama@kph.biglobe.ne.jp

fumisan@suo.bbiq.jp　　　

氏名及び所属 電話 携帯 メールアドレス 対応時間

096-221-4151

（最初にメールで相談のこと）
kew53@taupe.plala.or.jp0967-22-0614 090-4990-0366

8～18時

いつでも

事前連絡

9～17時

9～17時

9～17時

9～21時

10～17時

9～19時

9～17時

10～16時

9～17時

096-288-3008 takami-houmu@chorus.ocn.ne.jp

9～19時

9～13時
（月～金）

（土日祝日を除く）

（土）

9～17時

～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

　平成から令和へと時代が変わり、来年令和2年（2020年）は日本にとっては2度
目の夏のオリンピックが開催されます。また今年秋には熊本県でも、えがお健康ス
タジアムでラグビーワールドカップが二試合、パークドーム熊本をメイン会場とし
アクアドーム熊本、熊本県立体育館、八代市総合体育館、山鹿市総合体育館でハ
ンドボール女子世界選手権が開催されます。是非とも会場で世界最高峰のプレー
を体感してみたいと思います。
　熊本県行政書士会も新体制となり3期目となった井口会長を中心に私たち広
報部員も行政書士という名前を広く一般の方々に認知されるように広報月間事
業を中心にＴＶメディアなども活用して広報活動を行って行きたいと考えていま
す。これから2年間、また宜しくお願い致します。

業務アドバイザー名簿

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

第273号 令和元年夏号第273号 令和元年夏号


