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今年度は色々な事業計画を立て、それを実現するための

準備の１年であったと思います。

　他の部においても同様にこの一年を振り返り、来年度は

それぞれが活動の成果を出す年にしてまいります。

さて、私はこれまで行政書士のPR活動と業務の拡大、

非行政書士の排除を念頭に取り組んでまいりました。

　以前会報誌で、私共会員一人一人が誠実に業務を

遂行することこそが行政書士業務の広報活動である

旨を書かせていただいたところですが、非行政書士の

排除を強化する一方で、大変残念なことですが、行政

書士会員が他士業の職務範囲に踏み込んでいるのでは

との事例通知もあっており、自らが襟を正してこそPR

活動や非行政書士の排除活動を声高に発信できるの

ではないでしょうか。

　この会報誌が発行されるころまでに新型コロナウィルス

の感染が終息の方向に向かっていることを願うばかり

ですが、このような時こそ、次のステップに向けて仕事の

基礎を固める必要があるのかもしれません。

　２０２０年、東京オリンピック開催を心から喜べる日が

来ることを願うばかりです。

　新型コロナウィルスの感染拡大はいまだ治まるどころ

か世界各国に広がり、先の見えない状況に不安は募る

ばかりです。今はただ一人一人が責任をもって感染予防

対策を実行することに努めることが終息の一助を担う

ことになるのではないでしょうか。

　このような、想像もしなかった状況の中で令和元年度も

終わりの時を迎え、会長としてこの一年会員の皆様の期

待に応えられたかを振り返る機会をいただいております。

　今年は、会費の値上げをしたことで、皆様にご負担を

強いることとなりましたが、その分皆様のご期待に応える

会の運営を行うことの責任を日々感じつつ、会務に取り

組んでまいりました。

　特に会の組織改編に昨年度より取り組み、本年度から

実施いたしましたが、正直、各部の役割を大幅に見直し

たことで、年初は混乱が生じた場面もありました。しかし、

常任理事会や部会で意見交換を行うことで、行各部の

部長を中心にそれぞれの部が独立性をもって会務に取り

組むことができたと思います。

　この組織の改編により業務の内容が簡素化された部も

ありますが、一方で新設された事業推進部においては

新規事業の部門を担っているため業務の内容も広く、
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　令和２年１月１７日(金)正午より、ANAインターコンチ

ネンタルホテル東京にて、日本行政書士会連合会、

日本行政書士政治連盟、一般社団法人コスモス成年

後見サポートセンター主催の賀詞交歓会が開催され、

櫻田副会長、熊本県行政書士政治連盟役員とともに、

私も初めて参加させていただきました。

　今年は念願の行政書士法の改正が実現したことも

あり、「祝　行政書士法改正」の垂れ幕が正面に掲げ

られ、盛大かつ華やかな雰囲気で執り行われました。

野田毅先生、高市早苗総務大臣をはじめ、多数の

国会議員、関係団体のご出席があり、その中で、井口会長が日政連会長として挨拶をされたときには、熊本会の関係者として、

大変誇らしい気持ちになりました。

　なお、賀詞交歓会の前日には、議員会館を訪問し、今回の行政書士法改正に尽力してくださった県選出の国会議員を

はじめ、行政書士制度推進議員連盟の先生方の事務所へお礼を兼ねてご挨拶に回らせていただきました。その後は、初めて

国会議事堂(参議院)を見学し、大変有意義な時間を過ごさせていただきました。

国会議員の先生や他県の行政書士の方 と々交流を深める中で、我々行政書士は多くの方々に支えられて日々業務を行う

ことができていることを改めて実感した二日間でした。 　令和２年２月１日から２日にかけて、長崎市のホテルニュータンダにおいて、今年度第３回目の九州地方協議会会長会が開催

されました。

　熊本会からは井口会長ほか、オブザーバーとして森田副会長、櫻田副会長、藤山副会長、阿南総務部長、真重事業推進

部員が参加し、１月８日に熊本市役所で開催された女性行政書士・税理士による身近な問題相談会の開催とLGBT会員と

ともにパートナーシップ宣誓書のチラシを配布した件を報告しました。

　また、行政書士会事務局に一般の方から業務依頼の問合せがあった場合の対応について、協議事項として提出し検討を

求めました。

　２日間にわたる会議でしたが、初日には、別室において国際業務担当者会会議が開催され、熊本会からは事業推進部の

真重部員が参加しました。

令和元年度第3回　日本行政書士会九州地方協議会会長会日行連新年賀詞交歓会に参加して

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

●口座振替えは、振替日に口座の残高不足とならないように注意しましよう。 

●振替は振替手数料の少ない郵貯振替をご利用ください。

会費納付率100%の支部には、支部特別交付金の支払いがあります！

会員の
皆さまへの
お願い

会費納付のお尋ねなどはお気軽に事務局までご連絡ください。
熊本県行政書士会・経理部 TEL：096-385-7300 

登録相談員等コンプライアンス研修

　例年、株式会社ゆうちょ銀行九州エリア本部との覚書に基づき開催している行政書士記念日

無料相談会ですが、今年は記念日が土曜日の為、前日の２月２１日（金）にゆうちょ銀行熊本

支店、八代店の２か所での開催となりました。

　ゆうちょ銀行から広報チラシの作成及び顧客の皆様へのご案内についてご協力頂き、本会

から相談員を派遣する形で当日を迎えました。

　本相談会は本会のみでなく九州・沖縄各県で開催されており、今後ともゆうちょ銀行と九州・沖縄各県行政書士会との協力

関係をより進めてまいります。

2月22日行政書士記念日　無料相談会開催報告

　本会では、熊本中央区役所での無料相談コーナーをはじめ、一年を通して随所で相談会や講師派遣を行なっていま

すが、その相談員等になるための要件でもある「登録相談員等コンプライアンス研修」が行われました。

　相談員等は、相談または講義に対応できる能力と識見を保有していることが必須であり、相談者の秘密厳守をはじめと

する守るべき一定のコンプライアンスが求められています。

　本研修は、社会的貢献といった公共的な見地から、ボランティア精神に基づき、相談者の方々に対して適切な対応を

行うことの重要性を改めて認識してもらうとともに、登録相談員等として委嘱される会員の資質の維持・向上のため、

近年、毎年開催されているものです。

　研修には、補講日と合わせて、各専門部会等から登録相談員等として推薦を受けた８３名の会員が参加し、「規則」や

「管理運営ガイドライン」のポイントなどの説明を受け、相談員等としての心得を熱心に確認していました。

　本会以外の諸団体においても様々な相談会等が開催されている昨今ですが、本会の登録相談員等になる会員には、

相談者の権利利益の実現に向けた道筋をしっかりと示してもらい、行政書士会全体に期待された役割を担っていくことが

求められています。

〈日　　時〉令和２年２月６日（木）１３：３０～１５：３０（２月８日（土）１４：００～１６：３０）

〈場　　所〉流通情報会館　第１研修室（熊本県行政書士会館３階 会議室１）

〈参 加 者〉６５名（１８名）

※括弧内は補講日
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会 務 日 誌 （自：令和2年1月1日～至：令和2年2月29日）

月
1/1  元日

火 水 木 金 土 日

7 86 9 10 11 12

2 3 4 5

13  成人の日 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

28 29 30 31 2/1 227

4 5 6 7 8 93

11  建国記念の日 12 13 14 15 1610

18 19 20 21 22 23  天皇誕生日17

25 26 27 28 2924  振替休日

仕事始め

法規部会
（会議室１）

登録相談員等
管理委員会
（会議室２）

身近な問題相談会
（県庁新館）

ＯＳＳ封印業務
担当者会議①
（虎ノ門
　タワーズオフィス）

岐阜県行政書士会
災害対策業務研修会
（関市／わかくさプラザ
　学習情報館）

丁種封印制度に関する
指定研修
（会議室１）

丁種封印制度に関する
研修及び効果測定
（会議室１）

令和元年度九地協
法教育担当者会議
（佐賀市／
　平松清風大学・
　佐賀県行政書士会）

身近な問題相談会
（県庁新館）

登録相談員等
管理委員会
（会議室２）

電子対策部会
（会議室１）

女性部会役員会
（会議室１）

法規部会
（会議室２）

丁種封印制度受託者
名簿登載説明会
（会議室１）

令和元年度第２回
電子対策部研修会②
（会議室１）

行政書士記念日
「ゆうちょ銀行相談会」
（ゆうちょ銀行
　熊本支店・八代店）

監察部会
（会議室１）

第２回熊本県事業承継
ネットワーク連携会議
（メルパルク熊本）

令和元年度第４回
業務研修会
（熊本市流通情報会館）

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）

令和元年度第２回
電子対策部研修会①
（会議室１）

研修部会
（会議室１）

熊本県専門士業団体
連絡協議会若手懇親会
（ｂｉａｎｃｏ）

令和元年度第２回
八代・芦北支部研修会
（セレクトロイヤル八代）

登録相談員等
コンフ ラ゚イアンス研修
（補講）
（会議室１）

女性部会研修会
（熊本市流通情報会館）

ＯＳＳ封印業務
担当者会議②
（虎ノ門
　タワーズオフィス）

南九州税理士会
熊本県連合会
新年賀詞交歓会
（ザ・ニューホテル熊本）

令和元年度第３回
九地協会長会①　及び
国際業務担当者会議
（長崎市
　ホテルニュータンダ）

熊本県司法書士会
山本健一会員
黄綬褒章受章祝賀会
（ホテル日航熊本）

令和元年度第３回
九地協会長会②
（長崎市
　ホテルニュータンダ）

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室１）

広報部会
（会議室１）

社会保険労務士会
賀詞交歓会
（ＡＮＡクラウンプラザ
　ホテル熊本
　ニュースカイ）

登録証交付式
（会議室１）

日行連令和２年
新年賀詞交歓会
（ＡＮＡインター
　コンチネンタル
　ホテル東京）

女性行政書士・
税理士による
合同無料相談会
（熊本市庁舎）

月
3/1

火 水 木 金 土 日

3 42 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20  春分の日 21 22

24 25 26 27 28 2923

31 4/1 2 3 4 530

7 8 9 10 11 126

14 15 16 17 18 1913

21 22 23 24 25 2620

28 29  昭和の日 30 5/1 2 3  憲法記念日27

5  こどもの日 6  振替休日 7 8 9 104  みどりの日

12 13 14 15 16 1711

19 20 21 22 23 2418

26 27 28 29 30 3125

常任理事会（会議室１）

三役会（会議室２Ｆ）

身近な問題相談会
（県庁新館）

常任理事会
（会議室１）

理事会
（水前寺共済会館
グレーシア）

広報部会
（会議室１）

事業推進部会
（会議室１）
登録証交付式
（会議室１）

電子対策部会
（会議室１）

理事会（熊本テルサ）

登録証交付式
（会議室１）

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室１）

令和２年度定時総会
（ホテルアレグリア
　ガーデンズ天草）

これからの行事予定 （自：令和2年3月1日～至：令和2年5月31日）
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ＣＩＩＣとの調印式
（会議室１）

　　令和元年度
第３回電子対策部
研修会①（会議室１）

　　令和元年度
第３回電子対策部
研修会②（会議室１）

法規部会
（会議室１）

　　令和元年度
専門部会代表者会議・
業務アドバイザー
協議会（熊本テルサ）

　　令和元年度
第４回九地協会長会①
（那覇市／メルキュール
　ホテル沖縄那覇）

　　令和元年度
第５回九地協会長会②
（那覇市／メルキュール
　ホテル沖縄那覇）

コロナウイルス感染拡大予防のため中止中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止 中止



研修部事業報告 女性部会令和元年度　第２回研修会報告

　本年度第２回目の研修会は、昨年本会で研修していただいた民法改正の講義が大変わかりやすく勉強になったため、再度

北里敏明弁護士に民法改正のうち相続法に特化して研修をしていただきました。

　改正部分について詳しく説明していただき、既に施行されている条文とそうでないところについて注意が必要なことや、自筆

証書遺言の財産目録の具体的な添付の仕方などについてもわかりやすく講義していただきました。

　講義後、皆さんからの質問を受け付け北里先生に回答していただいたのですが、お尋ねしたいことが多く15時終了予定を

はるかにオーバーしてしまいました。

　当初、書士会の３階で行う予定だったのですが、予想以上に参加人数が多かったため急遽会場を変更したにもかかわらず、

申し込みいただいた全員の方に参加していただき大変感謝しております。ありがとうございました。

〈日　　時〉令和２年２月５日（水）

〈場　　所〉熊本市流通情報会館５０１研修室

〈研修内容〉

〈出席人数〉４８名（申込５２名、欠席９名）、アンケート提出人数２５名

①「事業承継や合併の際の許認可・経営審査の引継ぎについて」　
　 講師：髙木昇会員

②「寄せられる相談内容、登録支援機関の立ち上げについて」   
　 講師：熊本県外国人材受入支援センター専門アドバイザー　松井卓文氏

第4回業務研修会

　第１講は、建設業分野で豊富な業務実績を有する相談役

の髙木昇会員による、経営管理者要件の改正見通しや熊本

県における事業承継・合併の許可取扱いを中心とした講義

でした。他業種からの建設業参入も今後は容易になることを

教示していただきました。

　第２講は、入管ＯＢとして国際分野の実務に明るい、松井

卓文氏を招き、同氏所属先における相談内容の紹介と、特定

技能外国人受入れのための登録支援機関の開設に係る

講義でした。人材不足に悩む企業からの相談が多く、それら

企業の外国人材コストについての認識の甘さを指摘されて

いました。入管行政には走りながら考える側面があり、新制度

スタート後も頻繁に省令改正があることから登録支援機関の

開設申請に際して常に最新の情報へ接することが重要と強調

されました。

　冒頭の研修部長挨拶の中で、本会が「ＬＧＢＴカップル支援

チラシ」を作成し、２月２日の熊本日日新聞紙上で報道された

ことも紹介しました。

〈日　　時〉令和２年２月８日（土）１３：３０～１５：５０

〈場　　所〉熊本市流通情報会館 ５０３研修室

〈研修内容〉

〈参 加 者〉１６名

「相続法改正について」
   講師　北里 敏明弁護士
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丁種封印業務に関する事前研修及び指定研修開催報告建設業電子申請支援システムソフト研修会報告

　去る、２月４日（火）行政書士会館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。指定研修では、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を

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。

　電子対策部では２月１３日および２月２０日の２週にわたり「建設業電子申請支援システムソフト研修会」をワイズ公共データ

システム（株）様のご協力のもと開催しました。

・よく理解をせずソフトを使っていましたが、中身がよくわかりました。

・Q＆A形式の資料など、細かい点もわかりやすく、疑問点も解消されやすい講義だったと思います。

・実習形式でとても良かった。

・ソフトの機能の概要がわかり良かったです。税務財務諸表から建設業版に移行する際のポイントについても教えていただ

ければありがたいです。中級編に期待します。

・パソコンを用意して頂き、手軽に参加でき良かった。

・２週にわたりしっかりと研修を受けることができ良かったです。中級編もできるだけ間を開けずに開催して頂けると嬉しいです。

アンケート結果紹介
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建設業電子申請支援システムソフト研修会プログラム
開始　終了
２月１３日（木）１回目

２月２０日（木）２回目

13：30～13：35 開会（あいさつ）

開会（あいさつ）

5分

100分

30分

20分

10分

5分

80分

70分

10分

13：30～13：35

13：35～14：55

15：10～16：20

16：20～16：30

13：35～15：15 第1講
「財務諸表作成の留意点」

第1講　
「経審・建設業許可ソフト操作研修」
前編
途中１５分休憩

第2講　
「経審・建設業許可ソフト操作研修」
後編
および「事件簿作成研修」

ワイズ公共データ
システム㈱
福岡営業所長
辻本　貴巳様

ワイズ公共データ
システム㈱
福岡営業所
営業係長
木下　年様

福岡営業所
福岡営業所長
辻本　貴巳様

第2講　
「財務諸表作成実習」

10分間質疑応答・閉会　・　アンケート記入

10分間質疑応答・閉会　・　アンケート記入

第3講
電子申請支援システム機能紹介

15：30～16：00

16：00～16：20

16：20～16：30

研修内容 講 師 時 間



各支部報告各支部報告

　研修の１コマ目はインターネットに接続して日行連中央研修所サイトに掲載されている職務上請求書研修動画を視聴しま

した。インターネットで職務上請求書の研修ができる事を知って頂く良い機会になったと思います。

　２コマ目は、弁護士の竹本先生に自筆証書遺言保管制度の概要と今後の行政書士の関わり方など、弁護士からの目線で

お話頂きました。

　３コマ目は、八代市農地整備課御担当者様より昨年から八代市で始まりました国営かん排事業受益地除外申請について

ご説明を頂き、その後、八代市農業委員会御担当者様より農地転用制度と手続きについてご説明を頂きました。

　今回の研修は、八代支部と芦北支部合同で研修会を行いましたので、普段なかなか交流がない会員同士の交流を図る

良い機会になったと思いますし、研修はとても内容が濃く良い研修会になりました。

〈日　　時〉令和２年２月７日（金） １５：００～１８：１５

〈場　　所〉セレクトロイヤル八代

〈研修内容〉①「職務上請求書取扱研修」 
　　日行連中央研修所サイト掲載動画を視聴

②「自筆証書遺言保管制度創設について（仮）」
　　講師　竹本 正盛先生（弁護士・弁護士法人Si-Law）

③「国営かん排事業及び農地法４条・５条許可申請について」
　　講師　吉田様・岩坂様（八代市農地整備課）
　　講師　山本様、橋本様（八代市農業委員会）

〈出席人数〉３２名（八代支部２９名・芦北支部３名）

八代・芦北支部 合同研修会

　３部構成の研修はどれも皆さんの関心が高い内容で、大変有意義な

講義となりました。

　研修会終了後の懇親会では、講師も交えて会員同士及び管内在所の

弁護士との親睦を深めることができました。

〈日　　時〉令和元年１１月２２日（金）１３：００～１７：００

〈場　　所〉菊陽町光の森町民センター 大研修室

〈研修内容〉

〈出席人数〉２９名（菊池支部・他支部含む）

①「行政書士業務にドローンを使ってみませんか？」
　「法務局備付地図から場所を探す方法」
　　講師　吉田 光宏先生（調査士・行政書士・菊池支部）

②「空き家対策に関する相続人調査の業務受託について」
　　講師　笹本 光洋先生（行政書士・八代支部・本会理事）

③「事業再生・事業承継について」
　　講師　木上 望先生（弁護士・アステル法律事務所）

菊池支部 研修会

　開会挨拶を山内支部長（東南支部）、閉会挨拶を木下

支部長（北西支部）、受付は、資料が極めて多いなか、

各支部の総務理事と経理担当理事が、丁寧に担当した。

廣野理事（東南支部）の司会で、①は、実務に効果的で、

和やかな研修会となった。また、②の研修については、重要な

質問もなされた。

〈日　　時〉令和2年1月31日（金）13：30～16：30

〈場　　所〉桜の馬場　城彩苑　多目的交流施設

〈研修内容〉

〈出席人数〉57名（中央支部21名、東南21名、北西15名）

〈概　　要〉開催趣旨は、他支部会員間の親睦と資質向上、新情報の取得。

①「改正相続税法について」　　講師　熊本西税務署　磯田　浩昭 様

②「性的マイノリティについて」   講師　熊本中央支部　平川　理 会員

熊本中央・熊本東南・熊本北西 合同研修会

備考　
①「改正相続税法について」は、磯田氏（山内支部長（東南
支部）のご紹介）の時宜にかなう重要な講義であった。

②「性的マイノリティについて」は、法律専門家行政書士の一般
知識として必要であると思われる事柄についてレジュメの
形で報告したものである。
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　令和元年１２月３日(火)から令和２年３月４日(火)にかけて、本会会議室１においてコスモス成年後見サポートセンター

入会前研修を実施しました。受講者は４名で、ＤＶＤによる約３時間の講義を１１回行った後、６０分の効果測定を実施

しました。

　コスモス成年後見サポートセンターに入会するためには、入会前研修の受講が必須となっており、本年は昨年までと

異なり、毎週火曜日の午前中に研修時間を設定し、やむを得ず欠席した受講者には、個別に本会会議室で本会のパソ

コンを使用しての補講を受けてもらう形をとりました。

　今後、国の成年後見制度利用促進計画に基づき、「地域連携ネットワーク」と「中核機関」が組織され、また、行政

書士法の目的規定に「国民の権利利益の実現」が加わったことにより、これまで以上に行政書士が成年後見にかか

わる意義が増してきていると思われます。

　来年度も入会前研修を実施する予定ですので、コスモスに入会して成年後見業務にかかわりたいという会員の方は

もちろん、直ちにコスモスに入会する予定はないが、行政書士として成年後見の知識を得ておきたいという会員の方も、

ぜひご参加ください。

交通事故部会活動報告 コスモス入会前研修

　交通事故部会では、池崎会長のもと、毎月第三土曜日の午後1時半から濟々黌の多士会館で、事例等を踏まえた実務的な

研修や意見交換を行って、和気藹 と々したムードで定例会を開催しています。この他、毎月25日には熊本北区役所で11時から

16時まで無料相談会も開催しています。今回は事務局からその定例会活動の概要を報告させていただきます。

　先ずは「自賠責保険請求について」交通事故業務アドバイザー・田代先生の報告です。

　最近の研修事例では、平山先生の後遺障害研究で人体解剖図を使っての説明や

中村先生の簿記・会計事務のワンポイント講義、交通事故訴訟案件等での寺島先生の

お話の他、直近では、新型コロナの感染で講演中止となりましたが、熊日いきいき

フェアーライフでの牧先生のリハーサルも行い、会員全員での講評と内容の確認や

講演構成順序等の意見交換も行いました。

　また、当定例会においては、交通事故被害者等の相談者をお招きして全員で解決策を協議・提案をしたり、会員からの情報

提供や和気藹 と々活発な意見交換等も行っていますので、ご興味のある会員の方々は、是非ご出席してみていただければと

思います。

　この業務は昭和５０年代後半ごろから平成１０年代には交通事故

トラブルが多く、行政書士業務の花形の一つとして、専業にて生活

していた会員も多数ありました。しかし、損害保険会社が「人身傷害

保険」なるものを発売するとともに被害者請求が激減しました。

　一方、この保険とほぼ同時に「弁護士費用保険」（保険会社により

呼称が異なる）が発売され、行政書士費用も、この保険に請求する

ことにより費用弁償できることとなりました。当事者の費用負担は軽減し、

行政書士は正当に手続き費用を受け取ることが可能となり、現在に

至っています。

　ところで、先の大阪地裁民事における自賠責保険請求に関する判決により、自賠責保険請求手続きは心配との

誤解にて、交通事故関係業務は「しない」という会員もおられはしないかと危惧します。そもそも「自賠責保険」は

運輸省管轄（現在の国土交通省）にはじまり、手続きは行政書士専管業務です。このことは、何度もお伺いの回答を

得ています。また後遺障害請求の中の「異議申立」は、弁護士法７２条記載の文字と同様にて、行政書士は相ならぬ

との見解を持つ方がおられるようですが、そもそもこの手続きは「再請求」の意味合いにて、後遺障害認定機構との

争いではありません。資料を基に何度でも請求する権利を有し、このことは今般改正された行政書士法の「国民の

権利利益の実現に資すること」と明記され、より強く後押しされる形となりました。

～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！
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政治連盟　新年賀詞交歓会に参加して

会員異動/編集後記

 総会のお知らせ

　今年も早いもので、もう３月です。３月といえば卒業式。４月といえば入学式。そして

突然ですが、桜といえば卒業式と入学式のどちらをイメージするでしょうか？私の中

では、桜といえば入学式のイメージが強いです（ただ卒業式と思われる方も多いようで

すが）。今年の熊本の桜の開花予想は、日本気象協会によると平年より早い３月２０日

（２月末時点）です。気象条件にもよりますが、開花から２週間程度で散り始めると

言われているので、もしかすると卒業式には咲いておらず、入学式のころには桜が

散っているかもしれません。私の勝手な願いですが、桜には卒業式か入学式のどちら

かで、思い出に残るような形で咲いてほしいものです。私たち広報部も皆様の記憶に

残るような広報誌作りに心がけてまいります。

編 集 後  記 行政書士くまもと 新年号 No.276

発行所 熊本県行政書士会

発行人 会　　長　井口 由美子

編集人 広報部長　髙見 洋一

印刷所 株式会社 プリントパック

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

広報部員　廣野 吉法

新　規 廃　業

〒861-2231 上益城郡益城町大字安永870番地5
ゆうけい行政書士事務所
TEL：090 -9908 -3776

宇城支部  大工 友秀
（登録番号 20430094 登録年月日 2020/1/1）

〒861-0532 山鹿市鹿校通四丁目7番59-2号　
まめ行政書士事務所
TEL：0968 - 44 -5001

山鹿支部  野村 雄一
（登録番号 20430095 登録年月日 2020/1/1）

　会員の皆様には日頃より政治連盟に対しての格別のご支援とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

　去る１月１７日に日本行政書士会連合会・日本行政書士政治連盟主催の新年賀詞交歓会が東京のANAインターコンチネン

タルホテルにて開催されました。私も熊本県行政書士政治連盟の役員として、多山副会長、北里副幹事長、林田委員長と共に

参加して参りました。（井口会長は日政連会長として参加）

　賀詞交歓会に先立ち前日には、本会から参加された４名の先生方と共に、現在参議院議院運営委員長を務められている

松村祥史先生にお取り計らいをいただき国会を見学した後、野田毅先生はじめ県選出の国会議員の先生方の事務所へ

ご挨拶に行って参りました。

　賀詞交歓会においては、常住豊日行連会長、井口由美子日政連会長の新年の挨拶に始まり、昨年の行政書士法改正を

受けて盛大で終始賑やかな雰囲気の中、終了しました。

　本年は３月の熊本県知事選挙に加え、衆議院議員の総選挙も行われるかもしれません。

　会員の皆様方には熊本県行政書士政治連盟の活動にご理解をいただくとともに、引き続きのご支援とご協力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

【日　時】 令和２年５月３０日（土） 午後１時開会予定

【場　所】 ホテル アレグリアガーデンズ天草   
　　　　　 天草市本渡町広瀬９９６　TEL.０９６９-２２-３１６１

政治連盟副会長　林 誠

令和2年度 定時総会を下記の通り開催いたします。

天草支部  平田 利幸 （廃業年月日 2019/10/23　備考:死亡）

熊本東南支部  眞田 実 （廃業年月日 2019/12/27）

熊本中央支部  小川 一義 （廃業年月日 2020/1/7）

宇城支部  髙森 富雄 （廃業年月日 2020/1/31）

熊本北西支部  坂田 圭佑 （廃業年月日 2020/1/31）

熊本北西支部  田添 ゆかり（廃業年月日 2020/1/31）

熊本北西支部  田代 治彦 （廃業年月日 2020/1/31）

阿蘇支部  　岡 忠 （廃業年月日 2020/2/29）
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