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受け、行政書士の仕事にも様々な影響が出る中、一昨

年は人吉を中心に豪雨災害が発生し、再度被災者支援

を皆様にお願いすることとなりました。加えて、新型コロナ

の影響を受けた生活衛生同業組合の皆様への給付金

の申請手続きなど等、只々お願いすることばかりが続きま

した。

　しかし、皆様の「お役に立ちたい」の気持ちは熊本地

震の時と一つも変わることなく、呼びかければ応えていた

だけることがどれほどありがたいことかとつくづく感じて

おります。

　今、世の中はデジタル化が進められ、行政書士という

資格が申請手続きの中でどのように残されていくのか、日

行連では大きな危機感をもってデジタル庁をはじめとして

各省庁への働きかけが行われています。

　ただ、デジタル化が進んだとしても、行政書士である以

上、相手を思いやる気持ちを忘れずお客様と向き合い、

寄り添って仕事をすることを忘れてはならないと思い

ます。そこにこそどんなにデジタル化が進んだとしても行

政書士が求められるのであって、行政書士の存在が認

められると確信しております。

　この年明けに今一度「行政書士」という仕事に誇りを

持ち、「行政書士」の原点を見つめたいものです。

　本一年も熊本会一丸となって進んでまいりましょう。

　今年一年もどうかよろしくお願い申し上げますとともに、

皆様にとってより良い年となりますことを心よりご祈念申し

上げます。

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年に引き続き新型コロナ感染症の影響を受け、様々

な制約を受けての新年の幕開けとなりましたが、一日も

早くコロナが収束し、この一年が少しでも明るい年となる

ことを願うばかりです。

　昨年５月に会長に就任し、半年が過ぎようとしており

ます。

　私が本会会長職に就きましたのは平成２７年５月でし

た。思えば、会長職について１期目の平成２８年４月に

は、初めての総会を目前にして４月に熊本地震がありまし

た。確か当日は会計監査を予定しておりましたが、監査

の先生ご自身も被災されていたにもかかわらず、会計監

査を行っていただきました。その後５月末に予定していた

総会の開催について話し合いを行い、予定通り開催す

ることを決めたのですが、その間、市役所での支援活

動、そして被災者への支援活動と、あの３か月の間によく

もあれだけのことができたものだと思います。

　この支援活動については、なんのマニュアルもない状

況でしたが、会員の皆様お一人お一人の「お役に立ち

たい」という一途な気持ちが熊本会を動かし、今でも全

国の単位会から熊本会の支援活動が「災害支援のお

手本」と言っていただき、議員の先生方からも行政書士

を高く評価していただいていることで、これまで熊本会の

会長であることに誇りをもって会務に臨むことができま

した。本当にありがたいと思っております。

　その後は思いもかけず新型コロナの感染症の影響を

井口 由美子
熊本県行政書士会 会長
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熊本県知事 新年のご挨拶日本行政書士会連合会会長 新年のご挨拶

された方々の生活再建に全力で取り組んで参ります。

　また、熊本地震からの創造的復興につきましては、昨

年３月に新阿蘇大橋が開通し、阿蘇への主要なアクセス

ルートが全て回復しました。加えて、県民の誇りである

熊本城天守閣の復旧工事も終わり、６月から一般公開

が行われています。更に、最重要課題である「住まいの

再建」や、「益城の復興まちづくり」も着実に進んできて

おります。引き続き、被災された方々にしっかりと寄り添った

対応を行って参ります。

　今年は、新型コロナウイルスを克服し、新しい時代を

切り開くための取組みを進める一年となります。本県が

直面している「熊本地震」「新型コロナウイルス」「令和

２年７月豪雨」という３つの困難からの創造的復興を成し

遂げ、その先にある地方創生を実現していくため、ＣＯ２

排出実質ゼロやSociety5 .0の実現に向けた地方行政

のデジタル化推進といった様々な取り組みを加速させて

いく必要があります。

　行政サービスを取り巻く環境が大きく変わる中で、

行政手続の適正な執行を担う行政書士の皆様の役割

が益々重要になると考えております。皆様方におかれ

ましては、今後とも高い倫理観のもと、県民と行政の架け

橋という公共的役割を果たしていただくとともに、地域

住民に信頼される身近な行政手続の専門家として御活躍

されますことを期待申し上げます。

　最後に、本年が皆様にとって素晴らしい年となります

よう、心からお祈り申し上げまして新年のあいさつといた

します。

　令和４年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し

上げます。

　皆様には、日頃から県民に最も身近な「頼れる街の法

律家」として行政手続の円滑な実施に御尽力いただい

ていることに深く敬意を表しますとともに、県政の推進に

御支援、御協力をいただいていることに対し、心から感

謝申し上げます。

　さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染

症が全国で猛威を振るい、本県においても２度「まん延

防止等重点措置」が適用され、県民生活や県経済に大

きな影響を与えました。

　本県は、新型コロナウイルス感染症への対応として、第５

波の経験を踏まえ、病床の確保や宿泊療養・自宅療養の

体制強化を図るとともに、経済的な影響を受けている事業

者の皆様に対して、営業時間短縮要請協力金や事業継

続・再開支援一時金の支給、また経営相談や資金繰り支

援などを実施しました。年始以降オミクロン株によるとみら

れる感染が全国的に急拡大しており、引き続き、県民の

健康を第一に、感染防止と地域経済や県民生活の回復と

いう２つの目標のベストバランスを全力で追求して参ります。

　また、令和２年７月豪雨災害からの創造的復興につきま

しては、命と環境を守る「緑の流域治水」を推進するため、

昨年３月に「球磨川水系流域治水プロジェクト」を策定しま

した。これにより、喫緊の治水対策、住まいや生業の再建

が加速されたと考えておりますが、今もなお３千名を超え

る方々が、仮設住宅等での生活を余儀なくされています。

引き続き、誰一人取り残さないという強い決意のもと、被災

　令和４年の新春を迎え、謹んで御挨拶を申し上げます。

　熊本県行政書士会及び会員の皆様におかれましては、

日頃から日本行政書士会連合会の事業推進に対し御理

解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。また、各地にお

いて、行政機関並びに地域住民からの期待に応え、行政

書士制度発展のため御尽力いただいておりますことに、

重ねて御礼申し上げます。

　さて、昨年、行政書士制度は７０周年を迎え、１０月には

行政書士制度７０周年記念式典を高円宮妃殿下の御来

臨の栄を賜り開催することができました。高円宮妃殿下を

始め御来賓の皆様、本式典に御協力いただいた全ての

関係者の皆様に、改めて心から感謝申し上げます。私た

ち行政書士にとって、大変励みとなる式典になりました。行

政書士制度が、これからも国民に寄り添い、国民から必要

とされる存在であり続けるために、研鑽に励むとともに、

日々の事業に取り組んでまいります。

　昨今、我が国における新型コロナウイルス感染症の感

染状況は落ち着きを見せつつあるものの、依然として国民

生活や経済社会へ深刻な影響を及ぼしています。引き

続き、政府が行う各種コロナ対策支援策の浸透に向け

積極的に協力してまいります。

　また、デジタル社会の実現に向けて、国、地方公共団体

と密接に連携を図り、国民の権利利益の実現並びに行政

に関する手続の円滑な実施に寄与してまいりたいと考え

ています。

　具体的には、昨年来、「誰一人取り残さない」デジタル

社会の実現に向けて、デジタル・デバイドの解消やなりす

まし等による不正な申請を防止すべく、行政書士が申請

者の代理人として支援できる環境を整えることを要望して

おり、引き続き対応を強化してまいります。また、属性認証

や代理人との委任関係を確認できるシステムの構築を提

案するとともに、国が設置する有識者会議等への行政書

士の登用について、国等への要望を更に推し進めてまい

ります。

　また、デジタル社会の進展においては、その基盤となる

マイナンバーカードの普及が必要不可欠であることから、

総務省と連携し、本年より、マイナンバーカードの取得促進

事業を推進いたします。各単位会で実施する相談会や

会員による顧客対応の場面において、マイナンバーカード

の取得申請を勧奨し、あわせて申請支援を行っていただく

ことを想定しています。熊本県行政書士会の皆様におか

れましても、御協力方、何卒よろしくお願い申し上げます。

　「そうだ、行政書士に相談しよう！」という気運を高め、

地域における身近な相談相手としての認識を深めてもらう

ためにも、行政書士がいち早くデジタル化に対応し、地域

社会の発展を支えていく意識が肝要です。　

　今後とも各単位会、会員の皆様と連携、協力して、行政

書士制度の更なる確立を図ってまいりたいと考えています

ので、引き続き御理解、御協力のほどよろしくお願い申し

上げます。

　最後に、この新しい年が熊本県行政書士会並びに

会員の皆様にとって、心豊かに過ごせますよう、そして

飛躍の年となりますよう祈念いたしまして、年頭の御挨拶

とさせていただきます。

蒲 島  郁 夫
熊本県知事

常住  豊
日本行政書士会連合会 会長
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熊本市長 新年のご挨拶 副会長 新年のご挨拶

すとともに、熊本地震の被災者の方々に対する切れ目のな

い生活支援や心のケアなどに取り組み、誰一人取り残さ

れることのないよう支援を継続してまいります。

　また、本市は、来年４月で政令指定都市移行から１０周

年を迎えます。

　今後とも、移行に伴い移譲された権限・財源をもとに、区

役所を拠点としたまちづくりを進めるとともに、指定都市市

長会等を通じ積極的に国への要請等を行っていくほか、

連携中枢都市圏での取組をさらに深化させ、県全体の発

展に向けたけん引役を担ってまいります。

　さらに、行政のデジタル化や公共交通の利便性向上、

熊本県新広域道路交通計画の推進などの新たなステッ

プを着実に進めますとともに、春に開催予定の「全国都市

緑化くまもとフェア“くまもと花博“」や、「第４回アジア・太平

洋水サミット」では、国内外に本市の魅力を発信し、熊本

の更なる飛躍に繋げるなど、地域主義の理念のもと「上質

な生活都市」の実現に向け取り組んでまいる所存です。

今後とも、会員の皆様方には、本市の更なる発展と市民

サービスの向上に向けて、なお一層のご支援ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。

　結びに、熊本県行政書士会の更なるご発展と、本年が

会員の皆様方にとりまして、素晴らしい一年となりますこと

を心から祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

　令和４年の新春を迎えるに当たり、謹んで新年のご挨

拶を申し上げます。

　皆様方におかれましては、健やかに新年をお迎えのこと

と心からお慶び申し上げます。

　井口会長をはじめ、熊本県行政書士会の会員の皆様

方におかれましては、日頃から、市民と行政とをつなぐ橋渡

し役として、市民生活の向上と地域社会の発展にご尽力

いただいておりますことに深く敬意と感謝の意を表する次

第でございます。

　さて、昨年は、熊本地震から５年の節目を迎え、被災さ

れた方々への生活支援や心のケアなど、お一人おひとりに

寄り添った支援に取り組むとともに、熊本駅白川口駅前広

場の完成や、復興のシンボル熊本城の天守閣完全復旧、

熊本城を臨むまちの大広間「花畑広場」の整備が完了す

るなど、復興への歩みを着実に進めてまいりました。

　また、一昨年より猛威を振るう新型コロナウイルス感染

症から市民の皆様の命と健康、そして安心な暮らしを守る

ため、保健所並びに検査体制の強化や、熊本県などと連

携した保健・医療提供体制の整備等に全力で取り組むと

ともに、市議会とも緊密に連携し、刻 と々変化する状況に

応じた様々な緊急対策を講じるなど、全庁を挙げた取組を

進めているところです。会員の皆様方におかれましては、

コロナ禍により影響を受けた市民の皆様や事業者の方々

への各種支援策に多大なるお力添えをいただき、重ねて

感謝申し上げます。

　新たに迎えました本年は、引き続き国や県、医療機関等

と連携し、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期

　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、新春を清 し々いお気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。旧
年中は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
　近年、新型コロナウイルス感染症の影響より私達の生活は大きく変化しました。オンラインでの会議
や研修の開催、給付金等の電子申請など、デジタル化に向けた動きが進んでいることを実感する日々
です。私達の業務も電子化が進み、デジタル化に向かう社会の中で変化していく過渡期に入るので

はないかと考えています。生産年齢人口が減少していく中、デジタル化による住民の利便性向上と行政運営の効率化を求める
ことは当然であり、新たなサービスの創造、事業・組織の変化も生まれてくると思います。
　私達行政書士は、国民と行政のきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。デジ
タル化が進む社会の変化の中で、その使命を果たすためには自分の住む地域、生活様式、そして従来の業務がどのように変化
していくのか、自分自身でキャッチしていく躍動感が必要になります。行政書士が一丸となり、デジタル社会における新たな行政
書士像を作るため、私も一生懸命取り組んでいきたいと思います。
　最後になりましたが、本年が皆様にとって幸多き一年となりますよう祈念し、新年のご挨拶とさせて頂きます。

副会長  櫻田  直己

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には会務の運営にあたり大変お世話になりまして、厚く御礼を申し上げます。
　担当副会長として関わらせていただいております研修部・監察部での活動を中心に、定時総会が
開催されました昨年５月からあっという間に新年を迎えることとなりました。
　昨年も新型コロナウイルスの影響で、例年とは違った対応を余儀なくされ、特に研修部における研修会
では、感染対策を徹底し定員を設けるなど、会員の皆さまにはご不便を生じさせたかもしれません。そのよ

うな中でも、研修内容や日程・会場選定等多くの会員の方に有意義なものになるよう研修部員一丸となって企画いたしました。
　まだ触れていない業務内容や新しい分野について、今後研修会のテーマとしてほしいものがありましたら、ご意見を頂戴でき
れば幸いです。
　また、監察部におきましては、引き続き非行政書士排除の活動を徹底し、官公署窓口へ行政書士法や行政書士の独占業務
の説明、資料提供等をしております。
　今後も定期的な官公署訪問により、特に許認可申請等の受付担当部署との連携強化を図りたいと考えております。
　本年も精一杯会務をさせて頂きますので、引き続き会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、本年が皆様にとって幸多き一年となりますよう祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。

副会長  森田  勝彦

　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
　昨年の年明けは会則改正のための臨時総会で始まり、会長選挙を郵送で行うことができるように
なり、５月の定時総会では、無事、県の認可も受けて副会長が５名体制となったことにより、コロナ禍も
含めて非常時にも会務を滞りなく遂行できる体制ができたことは、会則・規則改正に１年間全力で取り
組んできた法規部の担当副会長として、大変感慨深いものがありました。部員の皆様及び総会にご
協力いただいた会員の皆様に改めて感謝を申し上げる次第です。

　また、本年から、（一社）コスモス成年後見サポートセンター熊本県支部（コスモスくまもと）の支部長を兼務しておりますが、
コスモスくまもと設立以来の目標の一つである、コスモス会員が裁判所からの依頼により後見人となるために必要な手続きで
ある、コスモスくまもとの後見人候補者団体としての登録に向けて、現在、家庭裁判所と必要書類の提出を含めて協議を重ねて
おります。これまで接点のなかった家庭裁判所と行政書士会とのつながりのきっかけになればと思っております。
　最後になりましたが、会員の皆様のご健勝とますますのご発展を心より祈念して、新年のご挨拶とさせていただきます。

副会長  藤山  義之

大 西  一 史
熊本市長

第283号 令和四年新年号 第283号 令和四年新年号

05 06



副会長 新年のご挨拶 総務部長・事業推進部長・経理部長 新年のご挨拶

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年のこの欄で、「コロナ禍に始まりコロナ禍に終わった一年間でしたが、新しい年はこれが１日も
早く収束することを願っています」とごあいさつ申し上げて早一年、今のところかなり落ち着いた状況が
続き、このままなら良いがなあと思っていますが、これから新型のオミクロン株の感染が拡大してくる
懸念もあり、まだ先を見通せない感じでしょうか。
　総務部長に再任し、一昨年と同様の感染対策を講じながらの昨秋の行政書士試験の準備・運営は、

２回目となりましたので多少は余裕もありましたが、今年こそは終息、そして通常の運営に戻していきたいものだと願っています。
　今年度の総務部では会員名簿の作成にも取り組んでいますが、岩下・神谷両部員と長野事務局員を中心に方法の検討や
さまざまな作業を進めてきました。会員のみなさまには、名簿に掲載する情報・顔写真の提出や登録情報の変更手続きなどに
ご協力いただき、ありがとうございました。順調であれば今頃は印刷に回り、令和４年度を迎える頃にはみなさまにお届けでき
る準備も整うかと思います。
　それから昨年は、会館においてたびたび発生した事案への対応で、すでにご案内の通り入口のセキュリティ強化が講じられ
ました。警察に出動してもらう事態もありましたが、今のところ会員や事務局員の身に危害が及ぶようなことにまでは至っていません。
ただ、もうないだろうと安心した頃にまた発生するという感じを繰り返しています。油断なく、でも安心できる新しい年にしたいものです。
　会員の皆様にとって、健康で幸多き一年となりますようお祈り申し上げます。

総務部長  阿南  礼

　新年明けましておめでとうございます。会員の皆様には平素より大変お世話になっており、この場を
借りて厚く御礼申し上げます。
今年度より事業推進部長に就任し、約７カ月が過ぎようとしています。その間新型コロナウィルス感染症
まん延の影響もあり、活動が困難な時期もありました。どうしたものかと思案したり、自分に部長が務まる
のかと自問自答の日々ではありましたが、そのような中、昨年同様の活動に加え、ゆうちょ銀行九州エリア
本部開催研修への講師派遣や日本政策金融公庫との連携による当会研修にての講演実施など、

既存連携先との新たな事業として実現できたものもあります。またその他の新たな連携先とも協議の真っ最中であり、今後も熊本県
行政書士会にとって有意義な連携や業務提携を行い、地域への貢献を通し、会員の皆様のお役に立てるよう引き続き部員一丸と
なって活動してまいります。
最後になりましたが、本年が皆様にとって幸多き一年となりますよう祈念し新年のご挨拶とさせていただきます。

事業推進部長  北里  佳紀

　例年であれば、ここで「会員の皆様新年おめでとうございます。」と言うところですが、おそらく西の
大陸の方から得体の知れない、厄介なウィルスの襲来により、暗い不安な新年を迎えるのは今年で
３回目になります。
　このような情勢下でも世の中は少しずつ確実に変化（進歩？）しています。ここ１～２年くらいの間に
よく言われるようになったことがディジタル化がありますが、官民挙げてディジタル化のためと言えば何
でも通るのではないかという錯覚に陥ります。例えば、我々が長年親しんできた“ハンコ”は、かつては

本人を確認するため、本人の意思を確認するものとして絶大な存在感と影響力を発揮していました。書類に権威や証明力を
持たせるため必須のアイテムでしたが、今や片っ端から“ハンコレス”、ハンコ要りません、リモートで、電子申請で、となってきて
います。若干の違和感、不信感は拭いきれませんが、とりあえず、それを理解し、取り込んでいかなければ、やがて、自分一人荒野
に取り残され、朽ち果てる運命を甘受することになるかもしれません。
　日々進化し、時代の変化に機敏に対応していくことが我々に求められています。

副会長  松尾　一

　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
　広報部員を２期４年、広報部長を２期４年務め、令和３年度から副会長を拝命いたしました。
　初めての三役の経験であり、見えないところで多くの仕事があることを痛感しております。会の運営
を妨げることの無いよう井口会長をはじめ、理事の先生方、会員の皆様方のお力をお借りして努めて
行きたいと考えております。
　今までの経験から広報部を担当しています。１０月の広報月間におきましては会員の皆様方には、

各支部の広報活動等たいへんお世話になりました。御礼を申し上げます。
　また昨年の行政書士制度７０周年記念事業に続きまして今年度も熊本城ホールシビックホールにおいて令和４年２月１９日
（土曜日）に市民公開講座を開催いたします。多くの会員の皆様のご来場をお待ちしております。
　昨年は一昨年に続きコロナウィルス感染症の影響で自粛続きの毎日でしたが、一年遅れで東京オリンピックが開催され、
メジャーリーグでは大谷選手が大活躍しＭＶＰを獲得、また熊本県出身のヤクルトスワローズ村上宗隆選手もセリーグＭＶＰを
獲得するなど明るい話題もありました。
　今年は昨年に続いて連続で冬季北京オリンピックが開催されることに時間的に少し違和感はありますが、明るい話題が一つ
でも増えることを期待しております。
　最後になりましたが、本年が会員の皆様にとりまして素晴らしい年となりますことを心から祈念申し上げまして、新年のご挨拶と
させていただきます。

副会長  髙見  洋一

　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
　会員の皆様方には熊本県行政書士会の円滑な運営に御協力いただき、心から感謝申し上げます。
　昨年を振り返りますと、１年遅れでどうにか開催された２０２０年東京オリンピックに日本中が沸き
上がりました。その一方、新たな変異株「オミクロン株」が出現し、コロナウイルス感染症拡大に歯止めが
かからない影響により社会情勢が大きく変化しました。
　そのような変化を受けて熊本県行政書士会の会務も多岐にわたるようになってきました。本年も様々な

会務に対応すべく、事業推進部と経理部で連携を取りながら、荒平あゆみ部員・井上慶一部員と一緒に会務に努めて参ります。
　また、電子帳簿保存法の改正により帳簿や請求書等の保存方法が変わります。この改正は令和４年１月１日に施行され（令和
４年度税制改正大綱に２０２３年１２月３１日まで電子保存義務を猶予する内容が盛り込まれました。）、熊本県行政書士会の
会務にも影響を受けます。この改正にも順次対応してまいります。
　結びに、熊本県行政書士会の更なる発展と、本年が会員の皆様方にとりまして、素晴らしき一年となりますことを心から祈念
申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

経理部長  加藤  誠貴
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研修部長・広報部長・法規部長 新年のご挨拶 監察部長・電子対策部長 新年のご挨拶

　明けましておめでとうございます。
　部長として迎える初めての新年でございます。あらためて身の引き締まる思いでおります。昨年、
研修部長という大役を拝命いたしまして、ただただ時間の進む早さに圧倒された日々を送ったように
思います。私自身、右も左も分からず手探り状態でありましたが、これまで、このコロナ禍という難しい
状況の中においても業務研修を実施出来たことは偏に研修部員の献身的な支えと、ご参加いただける
会員の皆様のおかげに他なりません。業務を行なう環境が目まぐるしく変化する現在において、会員の

皆様が業務を取り組むに当たり、少しでもより良い環境で臨めるための手助けとなればとの思いで研修部員一同信念を持って
研修を企画して参りますので、本年もご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
　皆様にとりまして、本年が素晴らしい一年となりますことを心から祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

研修部長  松岡  和孝
　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年から監察部の仕事に携わることとなり、あらためて行政書士法第１条の意味を考える機会を
得ました。
　「行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利
利益の実現に資する」という法の目的実現のため、行政書士制度の確立と業務の適正化を図ることは、
まさに監察活動の目的でもあります。

　そのためには、行政機関や住民に対して制度への理解を求め、行政書士活用の意義をアピールし、また非違行為を行う者に
対しては是正を促し、住民に被害を与えるような悪質なものについては告発も辞さないという覚悟が必要かと思います。
　しかしながら、市町村へのアンケート調査では、手続きの代理業務を行う者が行政書士であるか否かを確認する必要性を
感じないとする回答も多く、窓口での非行政書士排除の難しさを痛感しております。
　昨年は、例年の活動に加えて、県の市町村課から県内各市町村や県の各機関に対して行政書士制度の周知について文書を
発出いただき、また本会からも他士業や産業界の１７団体あてに制度の適正運用に係る協力依頼を行いました。
　さらに年度内には、関係機関に向けて、新しいデザインの監察用クリアファイルを配布する予定です。
　今後とも、地道な啓発活動を続けるとともに、私たち自身も行政手続きのプロとしての知見を深めスキルを磨くことが、住民や
行政機関の信頼と支持を得ることにつながると考えております。
本年も、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

監察部長  中園  三千代

　明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。
　コロナ禍の状況が未だ続くなか新年を迎えました。
　昨年はその影響等でデジタル庁の創設および脱ハンコ化の促進と私共の業務環境が目まぐるしく
変化しようとしています。電子対策部として皆様の発展に寄与するよう考えております。
　さて、電子対策部の取り組みについてですが好評をいただいています会員向けメールマガジンが
開始から４年を迎えました。今後も業務関連の最新情報や各種行事のお知らせを豊富にそして早く

差し上げるよう継続して参ります。
　また一昨年６月より本会のフェイスブックページおよび公式ツィッターを開設しました。フェイスブックについては９５０名程の
フォローをいただいております。引き続き、会員の皆様のフォローやイイね！のご協力よろしくお願いします。
　また、昨年は京都会の服部真和会員を講師として（デジタル庁創設・ＤＸ・行政書士の将来について）の研修を開催しご好評を
いただきました。本年も東京会の会員を講師として招聘しての研修会を企画しています。受講により業務効率化や集客効果の
向上に繋がると確信しております。
　電子対策部ではこれまで同様、他部との連携を蜜にしながら会員諸氏のご発展に寄与するよう精励いたしてまいります。
　今までと変わらぬ皆様のご協力よろしくお願いいたします。

電子対策部長  松岡  泰光

　新年明けましておめでとうございます。
日頃より、広報部の活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
　昨年より広報部長に任命され、数か月が経過しておりますが、まだまだ不慣れで、バタバタと業務に
追われる日々が続いております。
　広報部の事業につきましては、一昨年より続くコロナウイルス感染症の影響により、感染症対策を
行う等の一定の制限を受けながらも、１０月の広報月間事業につきましては事業計画どおり行うことが

できました。
　また、本年２月１９日（土）には、熊本城ホールにおきまして、行政書士記念日に合わせ市民公開講座の開催を予定しております。
　今回は、第２部が「アナウンサーに習う！話し方・きき方講座」という演題で、例年とは趣向を変え、幅広くいろいろな方に聞いて
いただけるような講演内容となっております。第１部も含め、一般の方はもちろん私たち行政書士にとっても業務を行う上で、役に
立つような講演内容になっておりますので、会員の皆様もご家族、ご友人をお誘いの上、ご参加していただけますと幸いに存じます。
　最後に、本年も引き続きのご支援とご協力をお願いしますとともに、皆様のご健康とご多幸を祈念し新年の挨拶とさせて頂きます。

広報部長  廣野  吉法

　新年あけましておめでとうございます。
　法規部長の植森です。法規部としては昨年、会員の皆様のおかげで、会長選挙を郵便投票で行う
ための会則改正、並びに規則改正を臨時総会にて成立させることができました。これにより、今までは
総会に参加しないと投票することができなかった会長選挙を、総会に参加せずとも郵便投票にて行う
ことが可能となりました。
　また規則第３４号として会員の処分に関する規則を作成しました。今後も社会情勢に合わせた、

より良い会則や規則の変更を行えるように定期的に法規部会を重ねていきたいと思います。会員の皆様のご協力とご支援をよろ
しくお願い申し上げます。

法規部長  植森  洋昭
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11/22 11/24 11/25 11/26 11/27 11/2811/23

12/1 12/2 12/3 12/4 12/511/3011/29

12/8 12/9 12/10 12/11 12/1212/712/6

第3回電子対策部
研修会
（2回目）（会議室1）

理事会
（熊本テルサ）

電子対策部会
（ZOOM会議）

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）

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

会 務 日 誌 （自：令和３年11月1日～至：令和３年12月31日） これからの行事予定 （自：令和4年1月1日～至：令和４年3月30日）

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
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1/1　元日 1/2

1/5 1/61/4 1/7 1/8 1/91/3

1/10　成人の日 1/11 1/12 １/13 １/14 １/15 1/16

1/18 １/19 １/20 １/21 １/22 １/231/17

１/24 １/26 １/27 １/28 １/29 １/30１/25

２/2 ２/3 ２/4 ２/5 2/62/1１/31

２/7 ２/9 ２/１0 ２/11　建国記念日 ２/12 ２/13２/8

２/14 ２/16 ２/17 ２/18 ２/19 ２/20２/１5

２/２1 ２/23　天皇誕生日 ２/24 ２/25 2/26 2/27２/22

3/2 3/3 3/4 3/5 3/63/12/28

3/7 3/9 3/10 3/11 3/12 3/133/8

3/16 3/17 3/１8 3/19 3/203/153/14

3/21　春分の日 3/23 3/２4 3/２5 3/２6 3/273/22

11/3 11/411/2 11/5 11/6 11/711/1 

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

研修部会
（会議室1）

熊本商工会議所
令和3年度
「会員の集い」
(熊本ホテルキャッスル）

令和3年度
行政書士試験
（熊大工学部）

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）

第2回熊本市空き家
対策研究会
（熊本市役所）

第1回専門士業団体
連絡協議会本会議
（ZOOM会議）

申請取次行政書士
管理委員会･九州地方
協議会責任者会議
（福岡県行政書士会）

三役会（会議室2F） 法規部会
（会議室1）

丁種封印制度に関する
指定研修
（熊本テルサ）

丁種封印制度に関する
研修及び効果測定
（熊本テルサ）

令和3年度日行連
理事会
(虎ノ門タワーズオフィス）

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）（熊本大学）

会計（中間）監査
（会議室1）

新入会員研修会
（1日目）
（グランメッセ熊本）

第2回
電子対策部研修会
（会議室1・オンライン
  研修）

新入会員研修会
（2日目）
（グランメッセ熊本）

令和3年度日行連
会長会
(虎ノ門タワーズオフィス）

第3回
電子対策部研修会
（1回目）（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

専門士業団体連絡
協議会熊本８士業
合同無料相談会
（くまもと県民交流館
 パレア）

広報部会（会議室1）

令和3年度
「日本行政書士会
連合会との連絡会」
および第2回九地
協会長会(1日目）
(メルキュールホテル
 沖縄那覇)

令和3年度
「日本行政書士会
連合会との連絡会」
および第2回九地
協会長会(2日目）
(メルキュールホテル
 沖縄那覇)

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）（熊本大学）　　

監察部会（会議室1）

事業推進部会
（会議室1）

支部統合リモート会議
（会議室1・ZOOM会議）

専門士業団体連絡
協議会熊大法学部
との協議会･懇親会
（くまもと県民交流館
  パレア他）

女性部会研修会
（熊本市流通情報会館）

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

仕事納め

丁種封印再受託者
名簿登載説明会
（会議室1）

研修部会（会議室1）

法規部会（会議室1）

仕事始め

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室1）

登録相談員等
管理委員会
（会議室1）

令和3年度
日行連理事会
（虎ノ門タワーズオフィス）

登録証交付式
（会議室1）

封印管理委員会
（会議室1）

女性行政書士
税理士による
無料相談会
（熊本中央区役所）

女性部会研修会
（会議室1）

常任理事会
（会議室1）

監察部会
（会議室1）

研修部会
（会議室1）

市民公開講座
（熊本城ホール内
　シビックホール）

第5回業務研修会
（会議室1・
 オンライン研修）

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室2）

理事会
（熊本テルサ）

登録相談員等
コンプライアンス
研修補講
（熊本市流通情報会館）

広報部会
（会議室1）

登録相談員等
コンプライアンス研修
（熊本市流通情報会館）



　去る令和３年１１月２７日（土）から１１月２８日（日）にかけて、沖縄県那覇市に於いて「九州地方協議会会長会」が開催

されました。

　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。今回は日本行政書士連合会との意見交換会も

併せて行われ、日行連から常住豊会長、宮元仁副会長、重春直弘様がお越しになりました。初日は日行連からの活動報告、

各単位会と日行連の質疑応答がありました。二日目は各単位会からの報告・協議・要望事項に関する協議が行われ、行政

書士の発展に向かい相互理解が益々深まる場となりました。

九州地方協議会会長会開催報告

丁種封印業務に関する事前研修及び指定研修開催報告

令和３年度 行政書士試験実施報告

　去る、令和３年１１月１６日（火）熊本ホテルテルサにおいて丁種封印業務に関する事前研修及び指定研修を開催いたし

ました。本研修は、道路運送車両法及び同法施行規則並びに通達で定められた丁種封印受託者である本会より再委託

され、自動車の封印取付け業務を行いたい会員に向け毎年開催しています。研修は、熊本運輸支局に提出する丁種会員

名簿に登載されるために受講が必要です。指定研修は、既に丁種会員の皆様と実例を含め意見交換を主に進められました。

事前研修は、新たに丁種会員名簿に登載を希望される会員に自動車登録業務から封印に関する説明を行い、最後に効果

測定を行いました。

　丁種封印業務については、必ず丁種会員名簿に登載される必要がありますので、委員会では毎年１回新規登載者の

募集行い、研修を開催しております。本業務にご興味のある会員は次回研修に是非ご参加ください。

　令和３年１１月１４日（日）、本年度の行政書士試験が実施されました。本県では昨年と同じく熊本大学工学部２号館を

試験場とし、出願者６３０名（前年度５５２名）に対して出席者は４８０名（前年度４１２名）、出席率は７６．２％でした。出願者・

出席者とも長らく減少傾向が続いていましたが、昨年は横ばい、今年は大幅増加となりました。

　昨年来の新型コロナウイルス感染状況は今年の夏に最大のピークを迎え、医療崩壊も一部現実化する事態に至りましたが、

その後は幸い減少の一途をたどり、１１月に入ってから試験前日までの本県の感染例の報告は５日（金）の２例のみという

ところまで改善しました。

　それでもいつまた増加傾向に転じるかはなお予断を許さない状況であり、大勢の受験者が集まる試験の実施にあたっては

やはり十分に警戒する必要がありましたので、昨年同様の感染対策を講じつつ試験事務を行うこととなりました。

　熊本試験場では試験室１２室を設け、責任者・監督員・本部員合計４４名で試験事務実施に当たりました。昨年行わ

なかった各試験室入室時の受験者全員に対する検温も今年は行い、監督員の数が少ない部屋には試験本部から応援の

人数を割いて対応しましたが、皆様のご理解ご協力によりスムーズに実施することができたようです。

　毎年恒例のようになってきた試験前日の準備段階あるいは当日午前のチェック段階での試験室の蛍光灯の不具合発生や、

また特例措置申請者への対応などでも、試験室のチーフをはじめ監督員の皆様には臨機応変に対応していただきました。

サブ責任者の井口会長以下事務局職員を含む本部員の皆様にも様々なサポートをいただき、おかげさまで今年も無事に

試験事務を終えることができました。ありがとうございました。

　なお、合格発表は来年１月２６日（水）に行われる予定です。

一般財団法人行政書士試験研究センター 熊本試験場責任者　阿南 礼

指定研修 事前研修

令和３年度 職務上請求書取扱研修会実施報告

〈日　　 時〉令和3年１１月１７日（水）
　　　 　　①１０：３０～１１：３０　②１３：３０～１４：３０　③１５：００～１６：００

〈場　　所〉熊本県行政書士会館 ３F会議室１

〈受講者数〉①１０名  ②７名  ③４名

　令和3年１１月１７日（水）、令和3年度職務上請求書取扱研修会を

熊本県行政書士会館会議室１にて下記の日程で実施いたしました。

　本研修会は、規則第２１号職務上請求書取扱規則に基づき、

今後、「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の払出しを受け

たい会員のうち、過去2年以内に本研修を受講していない会員を

対象とするものでありますが、令和元年から、日行連中央研修所研修

サイトにおいて配信される職務上請求書研修動画をインターネット

視聴し、2年以内に発行された修了証を提示した場合も、同規則に

基づき払出しを受けることが可能です。時間と場所を選ばず受講

できますので、ぜひご活用ください。視聴マニュアルや研修資料を

本会会員専用ページのダウンロードページに掲載しております。
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令和３年度 新入会員研修会実施報告 令和３年度 第４回業務研修会実施報告

　令和３年１１月１９日（金）、２０日（土）の２日間に亘り、令和３年度新入会員研修会がグランメッセ熊本大会議室にて実施

されました。

　本研修は、入会３年未満の新入会員を対象として、行政書士としての心得と行政書士業務の全体像を掴んでいただく

ことを目的とした研修であり、今回は、新入会員に加え、本会への入会を希望する非会員にも公開するという形で資格予備校や

行政書士試験会場にて呼び掛けを行ないました。

　８分野において、講師をその分野に精通している本会の会員に務めていただき、とても分かりやすく且つ深みのある講義に、

受講者からは多くの好評の声があり、とても有意義な研修となりました。

　令和３年１２月８日（水）、令和３年度第４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。

　今回の研修は、事業を営む方々の支援者としてのスキルを身に付けることを目的として、第１講の講師に日本政策金融

公庫熊本支店国民生活事業から上席課長代理江﨑康洋様にお越しいただき、創業期の事業者への支援制度の概要と

創業計画書の作成のポイントについてご講義いただきました。第２講では、講師に当会の前之園博一会員（熊本中央支部）を

お招きし、補助金申請手続きにおけるポイントについてご講義いただきました。情報量も多く、非常に内容の濃い講義を

していただき、行政書士として事業者支援の重要性に対する意識の高さ、また、公的な補助金制度が多く発出される

昨今の状況を反映するかのように、定員１００名に迫る申込者があり、熱心にメモを取りながら研修を受ける会員の姿が

見られました。

　今回の研修は、熊本県行政書士会ホームページの会員専用ページの「研修部オンデマンド配信ページ」内から動画を

視聴することが可能ですので、ご活用いただければ幸いです。

〈日　　 時〉令和３年１１月１９日（金）１３：３０～１６：５０ 

〈場　　所〉グランメッセ熊本 大会議室

〈参加者数〉新入会員２２名、非会員４名　合計２６名

〈内容および講師〉①行政書士法及び職業倫理
　松尾 一 会員  （１３：４０～１４：４０）
②風俗営業法関係業務
　湯上 盛至 会員 （１４：５０～１５：５０）
③権利義務関係業務
　藤山 義之 会員 （１５：５０～１６：５０）

〈日　　 時〉令和３年１１月２０日（土）９：１５～１６：４５

〈場　　所〉グランメッセ熊本 大会議室

〈参加者数〉新入会員２３名、非会員９名　合計３２名

〈内容および講師〉④外国人関係（国際）業務
　櫻田 直己 会員     （９：２０～１０：２０）
⑤建設業関係業務
　髙木 昇 会員     （１０：３０～１１：３０）
⑥土地開発関係業務
　井口 由美子 会員（１１：３０～１２：３０）
⑦自動車関係業務
　森田 勝彦 会員  （１３：３０～１４：３０）
⑧産業廃棄物業関係業務
　髙見 洋一 会員   （１４：３０～１５：３０）
⑨相談会             （１５：４５～１６：４５）

〈日　　 時〉令和３年１２月８日（水）　１３：３０～１６：３０

〈場　　所〉熊本市流通情報会館 ５０１研修室

〈受講者数〉８３名

〈研修内容〉第１講　「創業計画書の作成について」（１３：４０～１４：５０）

　　　　講師：日本政策金融公庫 国民生活事業　江﨑 康洋 様

第２講　「補助金・助成金申請手続きについて」（１５：００～１６：３０）

　　　　講師：前之園 博一 会員（熊本中央）
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「デジタル庁創設・DX・行政書士の将来」研修会について

　電子対策部ではデジタル庁創設またコロナ禍の影響でますます進む

オンライン化・デジタル化に対応すべく、京都府行政書士会より（服部

真和会員）を講師としてお迎えし「デジタル庁創設・ＤＸ・行政書士の

将来」について講義していただきました。

　１１月１９日（金）にオンラインミーティング【Ｚｏｏｍ】を活用し京都と

熊本県行政書士会本館・それぞれの受講者にはそれぞれ適宜の場所

から参加可能な形態でオンライン開催いたしました。（５６名の参加

申込・当日３５名参加）

　参加した会員へのアンケートは実施できませんでしたが、電子対策

部員による感想の結果も概ね好評でしたので、今後も他県単位会より

講師を招聘しての研修会の開催を企画するように進めてまいります。

　今後はより個別具体的な相談内容に対応した個別研修会の開催を

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。

Zoomの使い方研修会について

　電子対策部では先日実施したアンケート結果に基づき、昨年より相談業務などに有効に使用できるオンラインミー

ティングツール【Ｚｏｏｍ】の使い方についての研修会を令和３年１１月２２日と１２月６日の日程で２回開催いたしました。

今回の研修は初めてＺｏｏｍミーティングに参加する手順やアプリインストールから自身でミーティングを開催する際の

（ミーティングホストとしての）操作方法・注意点などについて実践形式で行いました。

　参加した会員アンケートの結果も概ね好評で他のアプリやツールの使用方法について実践形式での研修会の開催を

望む声が多数ありました。

　今後はより個別具体的な相談内容に対応した個別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。

風俗営業関係

農地転用
開発行為等土地関係

建設業関係

産業廃棄物処分業、
収集運搬業関係

権利義務
事実証明

自動車関係

湯上　盛至
（熊本東南支部）

携帯／090-2582-6598

業務内容 氏名及び所属 連絡先 メールアドレス 対応時間

yugami@mtg.biglobe.ne.jp 8：00～18：00

井口　由美子
（熊本東南支部）

電話／096-285-5885
携帯／090-7468-1202

mnb.0417-yumiko@biscuit.ocn.ne.jp いつでも

元田　和博
（熊本北西支部）

髙見　洋一
（菊池支部）

電話／096-354-8630
携帯／090-1366-0041

motoda@youth-gs.com 9：00～17：00

山内　悟司
（熊本東南支部）

電話／096-335-7251
携帯／090-7534-9366

satoshi_oyama@kph.biglobe.ne.jp
9：00～17：00
（平日）

田代　史彦
（熊本中央支部）

電話／096-295-3210
携帯／080-5253-9302

fumisan@suo.bbiq.jp いつでも

日髙　義治
（熊本中央支部）

電話／096-383-9341
携帯／090-7982-4295

メール不可 9：00～17：00

平川　理
（熊本中央支部）

携帯／090-5299-5100 10：00～16：00

国際関係

野々口　瑞穂
（熊本中央支部）

電話／096-384-3223
携帯／090-2392-4602

nonoguti@coral.ocn.ne.jp 9：00～21：00

補助金申請 渡邊　敬二
（阿蘇支部）

電話／0967-22-0614
携帯／090-4990-0366

介護・福祉関係

交通事故

渡邊　敬二
（阿蘇支部）

電話／0967-22-0614
携帯／090-4990-0366

kew53@taupe.plala.or.jp

（月～金）
9：00～19：00

（土）
9：00～13：00

（最初にメールで相談のこと）

櫻田　直己
（玉名支部）

電話／0968-57-9827
携帯／080-6414-7831

ns-gyoseishoshi@sakuradaoffice.jp
9：00～17：00
（平日）

藤山　義之
（熊本東南支部）

携帯／090-7386-2256 office.fujiyama@gmail.com 9：00～17：00

電話／096-288-3008 takami-houmu@chorus.ocn.ne.jp
9：00～17：00
（土日祝日除く）

益本　納
（熊本東南支部）

電話／096-365-5302 mcompa98@mocha.ocn.ne.jp
9：00～17：00
（平日）

本郷　光輝
（熊本中央支部）

電話／096-221-4470
携帯／080-5201-0360

hongoukouki@yahoo.co.jp 事前連絡

髙木　昇
（熊本中央支部）

電話／096-221-4151 takaki@takaki-office.com 9：00～17：00
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2022年は寅年！ そこで寅年の会員の方に今年の抱負を聞きました。

第283号 令和四年新年号第283号 令和四年新年号

2019

　コロナが、終息したならば又、北アルプス登山を再開
しいたいと思います。
　さて正月明けから下記の副題で月1回のミニ講座を
1年間の日程で開催予定です。お陰様で満席。どうなる
か不安ではありますが、何より私自身の勉強になりたの
しみです。

三 浦  秀 登 士熊本東南支部

ⓐ 自分が生まれた昭和の時代を知りたいと
　 思いませんか、、、？
ⓑ 自分が育った昭和の時代を知りたいと
　 思いませんか、、、？

　新年明けましておめでとうござ
います。平成２２年の庚寅(かのえ
とら)に行政書士登録し、令和４年
の壬寅(みずのえとら)で開業１２年
となり、自身は還暦を迎えることと

なりました。この間、諸先輩方にご指導ご鞭撻をいた
だき、業務を続けることが出来ましたこと、紙面上で
感謝申し上げます。
　壬寅は「厳しい冬を超えて、芽吹き始め、新しい成長
の礎になる」との意味があるそうです。これまでの経験
を活かしながら、新しい事にも取り組み、体調管理に気
を付けて、長く業務を続けていければと思います。

坂 川  昌 生八代支部

　新年明けましておめでとうござ
います。会員になりまして11年に
なります。
　この間、会員の先輩諸氏のご指
導をいただきながら、各種研修会

に参加して、仕事も少しずつこなし、行政書士の稼業の
困難性を感じながらもこの仕事を誇りに楽しんで今日に
至っております。
　今後は、72歳の高齢者として行政書士業務が日常生
活において、より広く身近なものになり、若くして生業と
される方々のために努めたいと思っております。
　また、この数年、本会や政治連盟の業務をさせて
いただき誠にありがとうございました。

河 野  富 寛宇城支部

　 昨年10月15日付で登録、入会
（熊本中央支部所属）をさせてい
ただきました。
　一昨年の11月末に現在地に事
務所（税理士業）を取得（移転）、

その1年後に行政書士登録ということであります。
　新年を迎え、全従業員が家族を含めて健康であるよ
う願っております。寅は行動的と言われておりますが、私
の場合、「ゴルフ」で健康！行動的でありたいと思ってお
ります。

岩 本  正 樹熊本中央支部

　明けましておめでとうございます。
昨年の６月に行政書士登録から１０
年を迎えました。ここまで行政
書士として業務を続けられたのも、
ひとえに多くの皆様とのご縁あって

のものだと思っています。
　新型コロナウィルスの世界的流行がなかなかおさまらず、
今年も難しい一年になるかと思いますが、初心を忘れず、
多くの皆様とのご縁を大事にして、頑張っていきたいと
思います。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

松 本  英 明熊本東南支部

　あけましておめでとうございます。
　右も左もわからず入会してから、
あっという間に8年目を迎えており
ます。前職で鍛えた太腿もすっかり
細くなり、すこしは行政書士になじ

んだかと思います。これまで皆様に支えていただき行政
書士を続けてこられたことに感謝し、これからも日々
精進してまいります。

廣 野  吉 法熊本東南支部

　今年令和４年９月１日で登録３０
周年を迎えるにあたり、昨年令和
３年１１月１日付けで行政書士法
人熊本法務事務所を設立しました。
全くのゼロからのスタートでした。

無我夢中で現在まで「寅」のごとく突進してまいりまし
たが、現在の私があるのは皆様のご指導ご支援の賜物と
「感謝」をしております。
　今後も「感謝」を忘れずポジティブにとらえて体力と
気力で毎日を精一杯生き抜きたいと思います。
　皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

松 本  伸 矢熊本東南支部　大観の霊峰富士、正月の一幅。
阿蘇根子岳の日の出熊本の代表、
肥後の国、1592といえば、文禄の役、
翌年、秀頼誕生。木下君狂喜！
侍医の不老不死を下問、侍医永徳

の水飲み虎屏風をちらり、虎の胆是也。慶長の役勃発。
加藤君に告げよ。御意「虎の塩漬けを献上」、曰く何人
たりとも是を食能わず。検食スルー、翌年逝去。松の
緑平にして弥栄。米吉君曰、大阪は豹を纏、東京は虎を
食す。いずれも民族の誉也。
　令和4年元旦慶祝

倉田 千代喜熊本東南支部

　新年あけましておめでとうござ
います。
早いもので、行政書士開業６年目
を迎えました。諸先輩方、お客様
を始め、多くの方々から学ばせて

いただいたおかげで、今日までやってこられたと思います。
本当にありがとうございます。
　2022年春から、個人的に新しいフェーズに入ります。
初心を忘れず、行政書士としてますます精進し、飛躍の
一年にしたいと思います。本年もよろしくお願い申し
上げます。

西 原  萌 子菊池支部

　新年明けましておめでとうござ
います。
早いもので行政書士になり２度目
の干支を迎え、私も引退を見据え
る歳になりました。

　今後も善き人に囲まれ幸福感に満ちた人生を送って
いけるよう、これからの１２年間も真善美を備える人間
へ近づくための精進を続けて参ります。
　会員の皆様には何かとご無理をお願いすることもある
かと思いますが、本年も何卒よろしくお願いを致します。

林  誠菊池支部

2022年の抱負
　阿蘇地域の主要産業である
観光業や農業において、観光地
PRや農薬散布にドローンの利活用
が活発になることが予想されており、

私が所属している阿蘇支部でもドローンに関する研修
が行われています。これらの研修や勉強会等に積極的
に参加し、ドローンの許可申請業務等に携われるよう
取り組んでいきたいと思います。

下 田  靖 子山鹿支部

今年の抱負
　会員の皆様新年あけましておめ
でとうございます。喜怒哀楽七回
目壬寅年万物に感謝いたします。
そんな中朝には女房のまな板の

音で目が覚めていたことなどにやっと気づいた己を反省
年男を機に両手二足の範囲しか出来ませんが森羅万象
山川草木感謝をお返していける初年にしていきたいと
決意いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。
　　皆様益々のご健勝ご繁栄をお祈り申し上げます。

豊 永  苓 二宇城支部



新入会員紹介

１１月１９日・２０日に開催された「令和３年度新入会員研修会」に参加した新入会員のインタビューを、
複数回に分けてご紹介します（順不同）。なお、インタビューの内容は、以下の順に対応しています。

Q A&新入会員への
インタビューコーナー

第 回1

行政書士を目指した動機は？Q1 現在までの活動を通して感じたことは？Q2

今後取り組んでいきたい業務内容は？Q3 あなたのアピールポイントは？Q4

久保田  豊玉名支部

A1 長年パラリーガルとして勤務し法律関係の仕事に就くにあたり
予防法務の重要性に鑑みて、行政書士を目指した次第です。

A2 行政書士の存在をご存知ない方が余りにも多く世間に認知
してもらうことから始める必要があると痛感しています。

A4 FPをはじめとした、資格を基にトータルプランニングを活かした
業務遂行（コンサルティング業務）が可能であるところ。　　　

A3 問題となっている空家対策について取り組んでいきたい。

廣田  慎一郎熊本中央支部

A1 行政手続等を通じて、社会の役に立ちたいと思いました。

A2 業務依頼者の熱意を肌で感じ、業務遂行にやりがいがある
仕事だと思いました。

A4 真摯な対応を心がけます。

A3 遺言・相続関係。

松岡  正吾熊本北西支部

A1 独立開業をしたかったから。

A2 業務が幅広く、専門分野を見つけるのが大変。

A4 司法書士との兼業のため登記分野の受託も可能。

A3 建設業関係、補助金、農業関係。

那須  洋親熊本北西支部

A1 現役時代から郵便局で金融系の仕事に携わり、お客様の
相続やライフプランに接していました。退転後「一般社団法人 
地域再生・百年ライフサポート協会羅針盤」の設立に関わり、
更に現在勤務している「一般財団法人 簡易保険加入者協会」
の仕事で、令和２年７月の豪雨での支払調査でお客さまの役に
立つ仕事をしたいと感じたことが動機です。

A2 一般社団法人の活動のみです。行政書士の業務内容を勉強
中です。

A4「ポジティブにチャレンジすること」を積み重ねることで習慣化
して、成果を出すことを得意としています。

A3 権利業務関係業務、土地開発関係業務、自動車関係業務。

河津  恭一熊本北西支部

A1 公務員としての行政経験を生かして、社会のお役に立ちたいと
思ったから。

A2 業務の範囲が広いので、まだまだ勉強が必要と感じている。

A4 社会保険労務士資格保有のため、更に幅広くお役に立てると
思っています。

A3 地域開発関係、建設業関係業務、外国人関係。

丸山  聡熊本東南支部

A1 今までの経験と知識を生かして、県民の方の生活の向上に
寄与したい。

A2 仲々申請書類の記入の仕方が各行政機関それぞれで違って
おり、戸惑うことが多々ある。

A4 なんでもやってみます。Let’s Try 精神です。

A3 自動車、外国、農地、開発。

会員異動/編集後記

　年明けからオミクロン株が猛威を振るい、あっという間に全国で感染者数が

増加しております。正月で気が緩みがちでしたが、いま一度感染対策を徹底

していきたいと思います。そんな暗い話ばかりではなく、高校サッカーで大津

高校が快進撃を続け、熊本県勢初の優勝をかけ決勝に臨みましたが惜しくも

準優勝、決勝戦は残念でしたが立派な準優勝でした。また今年は北京オリン

ピックも控えています。これを機に、今年1年が明るい年になるようにスポーツ

の力で暗い話題を吹き飛ばしてもらいたいものです。

編 集 後  記 行政書士くまもと 新年号 No.283

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　廣野 吉法

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　廣野吉法

第283号 令和四年新年号

22

新　規

〒865-0007 玉名市河崎974番地1
行政書士松﨑淳一事務所
ＴＥＬ：0968-71-1500

玉名支部  松﨑 淳一
（登録番号 21432551 登録年月日 2021/12/1）
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【訂正】本誌冬号（№282号）の記事「会員の異動」において誤りがありましたので訂正いたします。

菊池支部　吉田 光宏 会員　（誤）菊池市大津町大津1095番地 → （正）菊池郡大津町大津1095番地

廃　業

（廃業年月日 2021/11/11） （廃業年月日 2021/12/31）熊本東南支部 中島 康博 天草支部 吉野 愼朗

変　更

変更：事務所所在地（熊本東南→熊本中央）

〒862 - 0941 熊本市中央区出水7丁目64番12号

熊本中央支部 前之園 博一

変更：事務所所在地・電話番号

〒862 - 0971 熊本市中央区大江6丁目20番6号 T AREAﾋﾞﾙ2号室
TEL：096 -363 - 0088

熊本中央支部 上田 乃梨子

変更：事務所名称・住居表示

宮家行政書士事務所
〒860 - 0074 熊本市西区出町4-97

熊本北西支部 宮家 友房

変更：属性・事務所名称

行政書士法人熊本法務事務所

熊本東南支部 松本 伸矢

変更：属性・事務所名称

行政書士法人田島由希子事務所

熊本東南支部 田島 由希子

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）

行政書士立和法務事務所
〒862 - 0972 熊本市中央区新大江2丁目22-24 ゆあー’sコート103
TEL：096 -371-3580

熊本中央支部 HUANG TING　黄 婷

変更：事務所所在地

〒861-1331 菊池市隈府601番2

菊池支部 立迫 婦美代

変更：電話番号

TEL：070 - 4693 - 6639

熊本中央支部 清末 正朗

変更：電話番号

TEL：096 -201-1889

熊本北西支部 河津 恭一


