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表紙写真について

広報部長　髙見洋一

　菊池市街地より東へ17ｋｍ、阿蘇外輪山の北西部標高500ｍ～800ｍに位置する菊池
渓谷。長らく熊本地震による被害のため入谷禁止となっていましたが、今年3月24日から入谷
が再開されました。夏の平均水温は13℃と低く、清流は避暑地として最適であり、秋は清流
に映える紅葉が素晴らしく、人々の心を和ませてくれます。

※菊池渓谷は「日本森林浴の森百選」「日本名水百選」「日本の滝百選」「水源の森百選」「くまもと緑の
百選」「熊本の自然百選」「新くまもと百景」に選ばれています。

平成30年度業務アドバイザーのご案内
及び本年度の研修計画について 19

策」や「所有者不明土地」など新たな社会問
題が話題となり、これに関する法律の整備が
進められる中、行政書士としてどうかかわるこ
とが出来るかを熊本県行政書士会としても関
係各庁に積極的にアピールしているところで
す。既に相続人調査に関し業務委託を受任す
る方向ですすめている市町村があり、一方で
空き家についてワンストップで相談を受ける窓
口対応の人材育成を検討しているところもあ
り、行政に対し行政書士の積極的活用を今後
とも継続して行っていきたいと考えております。
　また、昨年は㈱ゆうちょ銀行九州エリア本部
との覚書に加え、日本郵便㈱九州支社と「高
齢者支援事業に関する協業検討のための覚
書」も締結し、成年後見や相続について皆様
の活躍の場が広まるとともに行政書士の存在
が広く求められるようになると思います。
　このような状況を踏まえ、行政書士としての
資質の向上が求められ、より以上に研鑽を積
む必要があることから、本年は研修日程を既
に決定し事前に皆様にご案内しているところ
です。なお、会員の皆様の要望を聞いたうえ
で必要に応じ積極的に研修を実施してまいり
たいと思います。
　非行政書士の排除活動と行政書士のＰＲ
活動は昨年に引き続き行ってまいります。これ
に関しては、昨年熊本県からも県下各市町村
に対し窓口規制の強化が発信されたところで
すが、残念なことに一朝一夕に窓口強化が図
られるものではないのが現実です。ただ、行政
書士業務が非行政書士によって侵害されるこ
とがないよう私たち自身一人一人が意識して
業務に臨むことが行政書士排除の最短の道

　梅雨が明けたかと思えば、初夏を通り越して
一気に真夏の太陽が照りつける今日この頃、会
員の皆さまにおかれましては、この暑さをもろとも
せず日々 ご活躍のことと拝察いたします。
　早いもので熊本地震から２年がたちました。
被災地の今を知るということから今年の総会
は阿蘇で開催いたしましたが、車窓からの阿
蘇の山々が大きく崩れ落ちた景色は、２年たっ
た今も被害の大きさを物語り、復興にはまだま
だ莫大な費用と永い年月が必要なことを感じ
たのと同時に、ともすると忘れがちな熊本地震
ですが、あの日から少しも進展しない中で生
活されている方々がいらっしゃることを忘れて
はならないとあらためて実感しました。このよう
な中で、総会開催にご協力いただいた阿蘇支
部の会員の皆様には厚く御礼申し上げます。
　総会も無事に終了し、本会では３０年度事
業計画に基づき早速様々な事業に取り掛かっ
ております。私も会長職二期目の折り返し点を
迎え、残された期間を悔いが残らない日々にし
たいと考えております。
　一期目は奇しくも熊本地震対応が中心と
なってしまい公約実現を意識した活動ができ
ず、昨年やっと熊本県行政書会の将来を見
据えた事業に着手できたのではないかと思っ
ております。しかしながら、着手はしたものの残
された時間はそう長くはありません。
　皆様も既にご承知の通り、近年「空き家等対

井口  由 美 子
会長

熊本県行政書士会会長挨拶
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てまいりました。登録が完了し、事務所を構え、
研鑽を積み「さあ！」といったところで、ただ待っ
ていても仕事は向こうからはやってきません。こ
こで必要なのが、これまでの人脈を生かすこと
であったり、仕事に結びつくかもしれないという
チャンスを見逃さないということや、自分が行政
書士であることをＰＲすることなのですが、本当
の意味の営業はやはり「仕事に対する姿勢」
ではないでしょうか。一つの小さな仕事であっ
ても、相手の立場に立ち、誠意をこめて対応し
たことで、その人が別の人を紹介して下さる。
この積み重ねが営業だと思います。
　こういうと、自己責任を押し付けていると思
われるかもしれませんが、せっかくこれから頑
張ろうと一歩を踏み出された方だからこそ頑
張って頂きたい。その様な方々に対し、これま
で私が経験したことを通して、仕事をしていく
うえでのポイントや知識等伝えることで行政書
士という職業に希望を見い出して頂き、その
結果、行政書士全体の社会的認知度が向上
するものと思っております。
　会長として熊本県行政書士会が皆様の要
望に応えられる会でありたいと思うのと同時
に、一人の会員として、後進の皆様のお役に
立ちたいとの思いが益々大きくなっていくの
は、やはり年のせいでしょうか。
　残された会長職の任期は１年を切りました。
まだまだ道半ばの感はありますが、この職を与
えて頂いたことに応えるべく精一杯務めさせ
ていただきますので、皆さまどうか忌憚のない
ご意見をお寄せ下さい。
　併せて会務に対し引き続きご理解とご協力
をお願申し上げます。

であることは間違いありません。窓口における
行政書士票の提示や章紙の貼付等引き続き
ご協力をお願致します。
　
　さて、皆様は行政書士の将来をどのように
考えていらっしゃるでしょうか？また、行政書士
会に何を望んでいらっしゃいますか？
　私は今年で業務歴３６年を迎えました。開
業当初は役所の窓口で行政書士といっても
「は？」と聞き返されることもざらで、もっと世間
に知ってもらいたいとの思いを今日までずっと
抱き続けてまいりました。その頃から比べると
随分社会的に認知されてきたものの、「行政
書士って何をする人？」とよく聞かれます。（ま
だまだＰＲ不足です。）
　会長就任以来、非行政書士の排除と社会
的認知度の向上のためのＰＲについては私の
公約の柱として掲げて今日まで会長職を務め
させていただいており、今もこの思いは少しも
褪せてはおりません。ただ、一方で私が一会
員としてやらなければならないと思い続けてい
ることがありまして、それは後進の育成です。
　昨今新入会の方が増えており、皆様一様に
行政書士の仕事をして収入を得ることに期待
をされているからこその入会だと思います。た
だ、業務範囲が広く、最初から業務範囲を特
化するのは非常に難しく、職業として確立して
いくのに悩まれている方が多いのも事実です。
　はたして、この現実は行政書士に限ったこと
でしょうか？多かれ少なかれ資格取得、即収入
とらないのはどの世界でも同じことではないで
しょうか？私は行政書士を職業として生活して
いくうえで、「書類書き２割、営業８割」と公言し

熊本県行政書士会会長挨拶 日行連定時総会報告

　6月21日、22日に日本行政書士会連合会の総会が東京港区白金台のシェラトン都ホテルに
て開催されました。　　
　全国から各都道府県代表の代議員が集まり2日間各議題が熱心に議論され熊本の井口会
長も日行連の常任理事と広報部長の立場から代議員からの質問に執行部として回答をされ
ておられました。
　また総会に先立ち総務大臣表彰、日行連会長表彰が行われ菊池支部の有働会員が栄え
ある総務大臣より表彰を受けられました。
　日行連の今後の活動方針としては、一、「国民の権利擁護を図ること」を制度の目的に　一、
行政書士の目的規定に会員の「監督」を、一、一人法人制度の実現、一、特定行政書士に係
る聴聞等の手続代理制度の解除　一、特定行政書士にADR代理権を、が揚げられ今後の
改正が法改正の要望事項として揚げられました。
　今後は法改正の実現が待ち望まれるところです。

～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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平成30年度定時総会開催報告 平成30年度定時総会開催報告

日 時　　平成30年5月26日（土）13：00～16：00
場 所　　阿蘇の司ビラパークホテル（阿蘇市黒川1230）
出 席 者 数      構成員612名中、当日出席者107名、委任状提出者275名、合計382名

　去る5月26日（土）午後1時より、平成30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、鮫島禮次郎会員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、熊本県知事蒲島郁夫様（代読）、
阿蘇市長佐藤義興様、熊本市議会議員満永寿博様のご祝辞を賜りました。
　来賓退場後、議長選出に入り、渡邊敬二会員（阿蘇支部）が議長に、伊藤なおみ会員（阿蘇
支部）が副議長に選出されました。また、議事録署名人に坂井一雄会員（熊本東南支部）、前田
久幸会員（熊本東南支部）が指名され、議案審議に入る前に木下純宏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6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4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。

第1号議案　平成29年度事業報告について

第2号議案　平成29年度決算・監査報告とその承認について

第3号議案　規則の改正について

第4号議案　平成30年度事業計画案の承認について

第5号議案　平成30年度予算案の承認について

第6号議案　(1)平成31年度定時総会会場の決定について

 (2)附帯決議について

総務部長　櫻田直己

会員の表彰     （敬称略・以下同じ）
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
　鮫島 禮次郎（八代支部）

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
　佐藤 武紘（阿蘇支部） 松村 廣土（熊本東南支部） 野﨑 英昭（熊本北西支部）
　千原 精一（八代支部） 遠山 令二（球磨支部）

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
　大塚 哲司（宇城支部） 白石 義富（熊本東南支部）  宮川 由紀（熊本東南支部）
　関口 晴己（八代支部） 中島 　孝（宇城支部）  吉田 末春（熊本中央支部）　
　吉里 純一（熊本中央支部） 木下 裕郎（熊本東南支部）  西田 尚史（熊本東南支部）

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
　増田 法子（八代支部） 荒尾 壽味雄（菊池支部） 黒葛原 清子（熊本中央支部）

来賓者名
　日本行政書士会連合会  会長 遠田 和夫 様

   
　阿蘇市長   佐藤 義興 様
　衆議院議員　野田 毅 様　代理 秘書 前出 浩史 様
　参議院議員　馬場 成志 様　代理 秘書 吉津 暢章 様
　熊本市議会議員   満永 寿博 様

　熊本県知事　蒲島 郁夫 様 代理 
　熊本県理事兼総務部市町村・税務局長  　   本田 充郎 様
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会務日誌 自　平成30年4月1日
至　平成30年6月30日

月
1

火 水 木 金 土 日
4/

15/

28

6 7432 5 8

13 14 15

20 21 22

27 29

30

7

申請取次行政書士
管理委員会

九地協
郵政担当者会議

登録証交付式
（会議室1）

会計監査（会議室2）

理事会（熊本テルサ） 登録証交付式
（会議室1）

第85回郵政記念日
九州地方式典及び
昼食会
（ホテル日航熊本）

熊本中央支部総会
（水前寺共済会館グレーシア）

菊池支部総会
（光の森町民センター）

昭和の日

振替休日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

熊本東南支部総会
（城彩苑）

熊本北西支部総会
（川上地域コミュニティセンター）

広報部編集会議
（会議室1）

山鹿支部総会
（火の国ゆるり庵）

議事運営委員会
（会議室1）

球磨支部総会
（鍋屋本館）

身近な問題相談会
（県庁新館）

玉名支部総会
（玉名温泉竹水苑）

熊本地震
感謝状贈呈式

常任理事会
（会議室1）

女性部会総会
（会議室1）

三役会（会議室2F） 九地協会長会（1日目）
（メルキュールホテル沖縄那覇）

九地協会長会（2日目）
（メルキュールホテル沖縄那覇）

11109 12

181716 19

252423 26

108 9

32 64 5

1311 12

14

埼玉県
不動産鑑定士
協会研修会
（埼玉県民健康センター）

定時総会打合せ
（会議室2F）

熊本県
入札監視委員会
第１回会議（熊本県庁）

電子対策部会

監察部会（会議室1）

常任理事会
（会議室1）

登録証交付式
（会議室1）

法規部会
（会議室2）

日行連
定時総会（1日目）

身近な問題相談会
（県庁新館）

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）

企画研修部会
（会議室1）

熊本りぶるの会
研修会

第1回専門士業団体
連絡協議会

三役会（会議室2Ｆ）

九地協第2回郵政
担当者会議

監察打合せ（会議室2Ｆ）

三役会事前打合せ
（会議室2Ｆ）

日本公認会計士協会
南九州会70周年
記念パーティ

身近な問題相談会
（県庁新館）

総務部会
（会議室1）

専門士業団体
連絡協議会
第1回実行委員会

熊本県社会保険
労務士会
通常総会懇親会

熊本県土地家屋
調査士会
定時総会懇親会

平成30年度
定時総会

熊本市保存文書等の
管理に関する
検討委員会

定時総会
合同打合せ会

宇城支部総会
（華月園）

1715 16 2018 19

会務日誌 自　平成30年4月1日
至　平成30年6月30日

月

21 22 23

火 水 木 金 土 日
5/

6/

21

24 25 26 27

20 22 23 24

29 3028 31 1 2 3

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19

4

11

18

3028 2926 2725

（会議室１） （福岡県行政書士会館）

（熊本市役所）

（会議室1）

（熊本市役所）

（ホテル日航熊本）

（くまもと県民交流館パレア） （ＫＫＲホテル熊本）

（ホテル日航熊本）

（福岡県行政書士会館）
（アークホテル熊本城前）

（熊本県立大学）

（シェラトン都ホテル東京）

日行連
定時総会（2日目）
（シェラトン都ホテル東京）

（阿蘇の司ビラパークホテル）

（会議室2）
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支部だより（熊本中央支部）

平成３０年度 定時総会報告

日 時 平成30年4月27日（金）15：30～17:10
場 所 熊本市中央区水前寺1丁目３３－１８ 水前寺共済会館グレーシア2F「孔雀」
出席者数等 会員総数　　120名（定足数40名）
  出席者総数　78名（当日出席者22名、委任状56名）

　　
　支部運営に関する質問があり、適正・妥当な部分に関しましては、これらを可能な
限り会運営の中に取り入れることにしました。
　会員と真摯に向き合い、開かれた、よりよい会を目指す熊本中央支部としましては、
チームワークをもって理事役員一同、これらを今年度から早速、事業運営の中に反映
させることといたします。

　熊本地震発生から2年を経過した区切りで、平成30年4月16日（月）午後2時から熊本市役
所14階大ホールで熊本地震感謝状贈呈式が行われました。本会から井口会長が出席され感
謝状を受け取られました。

平成28年熊本地震 感謝状贈呈式
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平成30年度 定時総会報告

日 時 平成30年4月27日（金）15：30～16：45
場 所 城彩苑 多目的交流施設
出席者数等 出席会員 19名
  委任状出席者 64名　合計83名

　
　熊本東南支部定時総会は第1号議案から第4号議案まで審議が行われました。
　第2号議案においては旅費日当について事前質問書が提出されており、また第3
号議案においては総会の開催場所についての意見が出され、執行部においてそ
れぞれ回答がなされ、すべての審議において賛成多数により可決承認されました。
　総会終了後は、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。

平成30年度 定時総会報告

日 時 平成30年4月24日（火）10:30～11:30
場 所 熊本市川上地域コミュニティセンター会議室
出席者数等 総出席者数 42名（会場出席者数15名、委任状27名）
  会員数 71名

　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7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。

  第5回行政書士による相続・遺言無料相談会

　平成２６年から熊本中央支部の取組みとして、毎年文月（７月）に開催している
相続・遺言に関する無料相談会が今年で第5回を迎えることとなりました。
　古来、7月は文月と呼ばれ、郵便局では「手紙を書こう！」と推進運動をして文字
文化・手紙文化の普及を図ってきたようですが、行政書士会としても遺言書を書く
ことを勧めていく立場から、この月に「愛する家族へのメッセージを書こう！」と、自筆での
遺言書を書く呼びかけをゆうちょ銀行に提案して、この無料相談会を始めました。
　この間、下田典子支部長から林田理一郎支部長に引き継がれ、現在の日髙義治支
部長にバトンタッチされて、郵政ネットワークと連携した相談業務を展開して、継続する
ことで行政書士会としても有効な施策となり、効果的なＰＲの場にもなってきています。
　今年は、熊本県行政書士会と日本郵便株式会社との間で見守りサービスでの協定書
の締結もあり、郵政グループとの連携の広がりの中で、超高齢社会となった現在、
さらに幅広いご相談に対応していくこととして、7月２３日（月）に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3か所において、支部内で募集した相談員
を派遣して無料相談会を開催いたします。　

支部だより（熊本中央支部） 支部だより（熊本東南支部）

熊本中央支部支部長　日髙 義治

熊本北西支部支部長　木下 純宏

支部だより（熊本北西支部）

 

昨年の無料相談会での記念撮影（中央がゆうちょ銀行の
北垣支店長）

ゆうちょ銀行のロビー掲示板にも行政書士の
ポスター掲示いただいています。



支部だより（山鹿支部）

平成30年度 定時総会報告

日 時 平成30年5月10日（木）
場 所 火の国ゆるり庵（山鹿市山鹿1619番地1）
出席者数等  出席者8名

　支部活動費に余裕がある為、支部会費を今期は0円にする。県書士会から講師を
招き8月に相続の勉強会を開催予定。

支部だより（菊池支部）

平成30年度 定時総会報告

日 時 平成３０年4月28日（土）14：30～17：00
場 所 菊陽町光の森町民センター内　会議室１
出席者数等  出席者２６名 委任状出席者９名 合計３５名

　菊地支部定時総会は、定刻通り午後２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５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２９年度事業活動・収支決算（監査）報告、平成３０年度事業計画・収支予算
（案）等、第1号議案から第5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。
　総会終了後は他支部会員及び弁護士３名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。

支部だより（阿蘇支部）

平成30年度 定時総会報告

日 時 平成３０年４月２６日（木）18：00～19：00
場 所 番長寿司（阿蘇市内牧）
出席者数等  出席者１１名（委任状５名、合計１６名）
議 案 第１号議案　　平成２９年度事業報告の件
  第２号議案　　平成２９年度収支報告の件
  第３号議案　　平成３０年度活動計画の件
  第４号議案　　平成３０年度収支予算案の件
  第５号議案　　規約について
  第６号議案　　その他
 
　熊本県行政書士会阿蘇支部総会は午後６時より開催し、渡邊支部長の挨拶
後に第１号議案から順次、第４号議案まで議案説明し、了承を受ける。
　第５号議案規約について渡邊支部長より説明し、議事に入る。会員より質疑の
後、提案内容の修正を行い、議事を完了し議決する。
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支部だより（玉名支部）

平成30年度 定時総会報告

日 時 平成30年4月21日（土） 総会15：00～17：00、懇親会17：30～
場   所 玉名温泉旅館　竹水苑
出席者数等  会員総数 35名（出席者15名、委任状15名、合計30名）

　玉名支部の定時総会は、平成30年4月21日（土）に、玉名温泉旅館「竹水苑」で総会
参加予定会員の出席を得て、開催されました。
　業務運営報告等、第１号議案から第５号議案までの議案審議を行いました。すべて
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、引き続き懇親会を行いました。玉名支部会員の皆様の御協力の
もと、総会・懇親会共に大変有意義なものになりました。



支部だより（八代支部）

平成30年度 定時総会報告

日 時 平成３０年4月2１日（土)10：15～11：15
場 所 湯宿 鶴水荘
出席者数等 支部会員５１名中３７名
  （本人出席１７名、委任状出席２０名）

　今年度は水俣市の湯の鶴温泉へ日帰り親睦旅行を兼ねた総会としました。総会は
すべての議案について了承され、続いて本会及び支部からの連絡事項を報告、また
会員より要望等の意見も出され、無事に終了しました。閉会後は入浴時間を挟んで
懇親会を行い、相互の親睦と情報交換を深めることができました。

支部だより（球磨支部）

平成30年度 定時総会報告

支部だより（芦北支部）

2018年芦北支部の課題

　現在芦北支部は会員数が１１名、新入会員を多数希望したいところだが容易
いものではない。人口が減少し新生児が誕生しない。高齢化が進み3月から4月
にかけて数百人単位で人口が減少する。若人がより良い仕事を求めて地元を
後にする。
　数年後、芦北支部は支部としての機能がなくなるかもしれない。解決の方法は
近隣支部に吸収か合併されることである。ただし、利点もある事業実施において
は大半の会員が協力をおしまない。その点まとまりがある。
　地区支部によっては業務の受注内容が異なる。熊本市内で受注が多い業務
が郡部に当てはまるとは限らない。特に芦北支部では業務が限られて最近では
激減している。兼業の会員が多いため現状維持ができているのだろう。
　改革できることは大いに推進し、削減できるものはどんどん削減するそのような
段階にきているように思います。
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支部だより（宇城支部）

平成30年度 定時総会報告

日 時 平成30年5月19日（土）16：00～17：00
場 所 華月園（宇城市松橋町）
出席者数等 会員総数 54名（出席者41名内委任出席21名）

　平成29年度の「事業報告・決算報告、同監査報告」、平成30年度の「事業活動
計画（案）・予算（案）」、「宇城支部規約の一部改正」の議案を審議し、全会一致で
承認・可決された。
　総会終了後、懇親会を開催、本会から会長代理：松尾氏・政治連盟会長代理：
緒方氏並びに宇城市議会議員：入江 学氏のご出席をいただき、和気藹々、かつ
盛大に実施できた。

芦北支部支部長　坂本 幸則

日 時 平成３０年５月９日（水）１７:00～１８:00
場 所 鍋屋本館（九日町）
出席者数等 会員２２名中 
  委任状７名 出席者１３名 合計２０名

・平成２９年度事業報告・収支決算報告・監査報告及び承認
・平成３０年度事業計画及び収支予算の承認
　上記の第１号議案から第４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。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。

政治連盟



支部だより（天草支部） 総務大臣表彰受賞に感謝

平成30年度 定時総会報告

日 時 平成３０年６月８日（金）17：30
場 所 茶寮「やまと家」
出席者数等 会員数29名（出席者10名、委任状19名）
報 告 事 項   平成29年度事業報告
決 議 事 項   平成29年度収支決算承認及び監査報告
　　　　　　　　平成30年度事業計画及び収支予算の承認
　     　　　　　役員手当等の承認

　この度、平成30年度日本行政書士会連合会定時総会時に行われた、総務大臣表賞授賞式
において受賞致すことが出来ましたことは、誠にありがたく光栄なことと思慮いたします。
　これも一重に本会の井口会長始め、歴代の会長及び現理事役員各位のご指導とご厚情の
賜物と心より感謝申し上げます。
　振り返りますと、昭和55年12月9日に齢40歳半ばを過ぎて本会登録し、以来間もなく38年を
迎えますが、お陰様にて何事もなく今日に至り、今のところ何とか心身の平常を維持して居るやに
自覚しておりますので、当該吉事を良き励みとして業務歴40年の節目に向けて更なる努力を
致すべく決意を新たにしたところで御座います。
　此の上は微力乍ら本会の進展に意を用い、後進の標となるべく一層の精進を心掛ける
所存です。
　今後とも会員各位の旧倍のご指導ご鞭撻をお願い申し上げ、井口会長始め本会会員各位
のご活躍とご健勝を祈念申し上げます。楚辞粗略にて恐縮ながら御礼のご挨拶に代えさせて
頂きます。
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菊池支部　有働 勝也

7月10日、理事会において井口会長より有働会員に花束が贈られました。
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平成30年度業務アドバイザーのご案内及び本年度の研修計画について

　まずは、本年度の業務アドバイザーが別表の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
　業務に関する不明点は、関係各所の窓口へ問い合わせるなどして、自身で解決するのが基本
ですが、なかには対応に苦慮する案件や、そもそもどのような手続きが必要でどこに問い合わせ
たらよいのかわからない場合などもあることかと思います。
　そのような事案が発生した場合の相談先として、本会では「業務アドバイザー制度」を設けて
おり、この度、平成３０年度のアドバイザーを決定致しました。
　初めて取り扱う業務などでお困りの際は、本制度をご活用ください。
　なお、当該制度はアドバイザーとなっていただいた各会員の皆様の御協力により成り
立っております。
　相談の際は、くれぐれもアドバイザーとなっていただいた会員の皆様に過重な負担をかけ、
迷惑となることのないように心がけてください。
　また、企画研修部では本年度も会員の皆様の関心が高い分野を中心に研修を計画しております。
　現時点での予定は以下の通りです。日時や開始時刻などは変更となる場合もございます
ので、詳細は、案内の文書でご確認ください。
　さらに、時期や詳細は検討中ですが、先日閣議決定された骨太の方針に外国人労働者の
受入拡大が示されたことや業際問題を抱える他士業との交流促進などを念頭に実務に沿った
研修を開催したいと考えております。
　この業務アドバイザー制度や各研修会が、会員の皆様の業務の益々のご発展と相互交流の
活発化につながることを願って本年度も活動していきたいと考えております。
　本年度も、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

業務アドバイザー名簿（平成30年6月現在）

企画研修部長　伊藤 琢

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

日時
平成30年8月29日（水）   午後 第1回業務研修会 民法改正について 熊本市流通情報会館

平成30年10月30日（火）   午後 第3回業務研修会 開発、風営関連、及びCAD操作 熊本市流通情報会館

平成30年11月22日（木）   未定 新入会員研修会 未定 くまもと県民交流会館パレア

平成30年12月   未定 第4回業務研修会 建設業関連（詳細未定） 未定

平成31年2月   未定 第5回業務研修会 国際業務関連（詳細未定） 未定

平成30年9月11日（火）   午後 　　第2回業務研修会  グランメッセ熊本

時間帯 研修名 内容 会場

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（東南）

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

096-331-0667

0965-34-9345

096-384-3223

096-351-7227

096-383-9341

096-335-7251

096-200-6233

090-2582-6598

090-7468-1202

080-5001-0360

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

・軽減税率制度に係る事業者
 支援措置について
・補助者研修



◎研修会
日 時 毎月第3土曜日 13：30～16：30
場 所 済々黌高校 多士会館
研修内容  偶数月　定例研修～受理した案件・相談等基礎的な研修
  奇数月　後遺障害を深く研究

◎年会費  3,000円

◎連絡先  行政書士　池崎事務所
　  電話：096-339-0385（FAX同）
　  携帯：090-9578-1771

　交通事故は、毎日発生しており、行政書士の皆様や身近な人が、巻き込まれる可能性
があります。
　交通事故に対して、行政書士としてどのようにかかわっていけば良いか特に弱者で
ある、被害者の救済のために、どのような手助けができるのかを研修しています。
　講師は保険業務に精通した、経験豊富な先生があたっております。会員が受理
した、実際の案件・相談について、適切にアドバイスしております。
　また毎月25日北区役所において、無料相談会を実施しております。
　多数の会員の参加をお待ちしております。
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平成３０年度　権利義務・事実証明部会の日程について 交通事故部会の研修日程等

　権利義務・事実証明部会では、原則として偶数月の第１土曜日１３時３０分から、熊本市流通
情報会館にて定例会を開催し、①挨拶･連絡事項（30分）、②専門実務の相談・報告（30分）、
③専門情報の交換（30分）、④研修講義その他（90分）を目安に進行しております。毎回５０名以
上の参加があり、会員相互の意見交換、情報交換の場として大変有益なものとなっております。
中途入会や、試験聴講(資料代500円)もできますので、これまで参加したことがない方も、気軽に
ご参加ください。

【連絡先(藤山)】 ［携帯］080-3997-8302  ［ＦＡⅩ］ 096-285-3605　
［メール］ office.fujiyama@gmail.com
［郵便振替口座］熊本県行政書士会　権利義務･事実証明部会 口座番号　01790-0-73930
事前にご連絡の上、例会当日持参またはＦＡⅩかメールにて部会事務局まで送信してください。

私は、貴部会へ年会費(5,000円/10月以降入会の場合は3,000円)を支払うと同時に、今年度の入会を申込みます。

権利義務・事実証明部会 事務局　藤山 義之

平成30年度定例会日程表

定例会名 開催日 場所
4月例会 4月14日（土）13：30～：16：30 熊本市流通情報会館
6月例会  6月2日（土）13：30～：16：30 熊本市流通情報会館
8月例会 8月4日（土）13：30～：16：30 熊本市流通情報会館
10月例会  10月6日（土）13：30～：16：30 熊本市流通情報会館
12月例会  12月1日（土）13：30～：16：30 熊本市流通情報会館
2月例会 2月2日（土）13：30～：16：30 熊本市流通情報会館
　

※いずれか該当を〇で囲み、ご記入ください。（部会の連絡以外には使用いたしません）

（　新規　･　継続　）部会入会申込書

平成   　年　 　月 　　日

〒　　　-　　　　　

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　支部　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話　 　　（　　　　）　　　　 　　　   FAX　 　　（　　　　）　　　　 　　　   

携帯　　　　　　　　　　　　　　　　　
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建設部会からのご案内

　建設部会では、建設業許可や経営事項審査についての研修を例年2～3回
実施しています。今年度も建設業に関する各種研修を予定しておりますの
で、皆様のご参加をお待ちしております。
　なお、開催時期につきましては詳細が決まり次第皆様にご案内いたします。
　写真は、平成30年2月に実施した「経営状況分析申請時の注意点」についての
研修です。

建設部会 代表世話人　櫻田 直己

国際部会の紹介

　国際部会は研修会、相談会、基礎勉強会を行なっております。

１）研修会は年3回実施。
・第1回目は5月中旬頃。
内容：「法改正を含めた入管行政全般について」入国管理局から講師を招いて実施。

・第2回目は8月中・下旬頃。
内容：「届け出による国籍取得と帰化」法務省戸籍課から講師を招いて実施。
その他「事例研修」など

・第3回目は11月中・下旬頃。
内容：「国際関係全般をテーマ」に実施。忘年会・懇親会も予定。

２）相談会は年1回～2回（時期は未定）
内容：相談会を通して相談業務の研修を実施。

３）基礎勉強会
内容：申請取次行政書士資格取得・更新の研修を実施。会員親睦も兼。

※外国人への対応が必要とされる中、国際関係に興味ある方の参加をお待ちしています。

国際部会 代表世話人　野々口 瑞穂



第1回目の相談会、4月19日スタート！！
相談員：日髙会員、松崎会員

ゆうちょ銀行作成の看板前で！（6月21日）
相談員：松岡会員、西会員 ゆうちょ銀行熊本支店作成のご案内チラシ
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行政書士による無料相談会の拡充に向けて

　熊本県行政書士会では、大矢野郵便局とゆうちょ銀行八代店で無料相談会を毎月開催
してきましたが、昨年９月にゆうちょ銀行と九州各県の行政書士会が覚書を交わし、さらに
連携強化して相互メリットを活かした効果的な展開を図ることとなりました。これに基づいて
本会はゆうちょ銀行熊本支店でも新たに無料相談会をスタートさせ、今年の4月から毎月第三
木曜日に2名の登録相談員を派遣しています。
　ゆうちょ銀行としてもご利用のお客様の生活向上と金融機関としての幅広いサービスの
観点から、行政書士無料相談会の共同開催により地域住民の身近なニーズへの対応と社会
貢献に資することとし、下記のご案内のチラシ（行政書士による無料相談会）を用意して窓口
ロビーでＰＲに努めています。　　　

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

コスモス特別講演会について

　平成３０年６月１６日（土）１４時から１６時４５分まで、熊本市流通情報会館にてコスモス熊本県
支部が設立されてはじめての特別講演会が開催され、３２名が参加して盛況のうちに終了しま
した。この講演会はコスモスの会員研修の一環としてのみならず、コスモス会員以外の行政書
士会会員にも特別講演会として広く開放しました。なお、会務の電子化の一環として、開催通知
は本会ホームページ及び電子対策部発行のメールマガジンへの掲載のみで行いました。
　第１部はくまもと在宅クリニック院長の松本武敏先生による「人生の最終段階で予測される３つ
の軌道…がん/心・呼吸不全/認知症…」というテーマで、終末期医療の具体的なケースを素材
に、国が推進するACP(アドバンス・ケア・プランニング…患者の意思決定支援計画)やイン
フォームド・コンセントなどのあるべき姿についてお話をいただき、誰にでも訪れる「死」というも
のを避けずに、日頃から考えておく必要性を強く感じた講演でした。
　第２部はコスモス成年後見サポートセンター理事長、日行連副会長、福岡会会長の野田昌利
先生をお招きし、ご自身と成年後見業務とのかかわり、行政書士がコスモスを通じて成年後見業
務を行う社会的意義、今後の成年後見制度の行政・立法動向などについて、有益かつ最新の
情報を提供していただきました。
　今後も適宜、行政書士が成年後見業務にかかわる場合に役立つ講演会、研修会を実施して
いきたいと思います。

（一社）コスモス成年後見サポートセンター熊本県支部
研修部長　藤山 義之
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第38回日本行政書士政治連盟定期大会報告

日 時 平成30年6月22日（金）10:30開会
場 所 シェラトン都ホテル東京
代議員（熊本） 林副会長、多山幹事長、北里副幹事長
  （坂田会長は、「日政連幹事」として参加）

議案  第1号議案　平成29年度運動経過報告について
  第2号議案　平成29年度決算報告について（監査報告）
  第3号議案　平成30年度運動方針（案）について
  第4号議案　平成30年度予算（案）について
  第5号議案　日本行政書士政治連盟規約の改正（案）について

　代議員１５９名が出席。質問総数27に対し答弁・再質問・再答弁が行われ、予定時間を
超えて活発な議論が交わされた結果、異議が出る中ではありましたが、全議案可決承認
されました。
　また、大会前日２１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
後の懇親会に多数ご出席いただき、懇親会が盛大に開催されました。

会員異動

新 規

〒862-0950　熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
行政書士塩永健太郎事務所　
TEL：096 -385 -9002（FAX同）、携帯：090 -3329 -2392
mai l：shionaga -office@yahoo .co . jp

熊本中央支部 塩永 健太郎
（登録番号 18430632 登録年月日 2018/4/2）

〒862-0971　熊本市中央区大江6丁目9番9号
行政書士井上勝己事務所
TEL：096 -362 -2220、FAX：096 -364 -1724

熊本中央支部 井上 慶一
（登録番号 18430633 登録年月日 2018/4/2）

（兼業：司）

（兼業：司）

（兼業：司）

（兼業：調）

〒861-0133　熊本市北区植木町滴水153番地3 ライフステージ3 101号室
島田武典行政書士事務所　
TEL：096 -277 -1670、FAX：096 -277 -1671

熊本北西支部 島田 武典
（登録番号 18430634 登録年月日 2018/4/2）

〒869-1233　菊池郡大津町大字大津1438番9 タカラハイツ102号
行政書士山本隆之事務所　
TEL：096 -293 -2676、FAX：096 -293 -2642
携帯：090 -5028 -9157、mai l：taka@office-gyose i . com

菊池支部 山本 隆之
（登録番号 18430635 登録年月日 2018/4/2）

〒863-0037　天草市諏訪町6番22号 グレイスコート本渡1-B
松下亮行政書士事務所　
TEL：0969 -23 -1093、FAX：0969 -23 -1099
mai l：matukame@tkcnf .or . jp

天草支部 松下 亮
（登録番号 18430636 登録年月日 2018/4/2）

〒862-0912　熊本市東区錦ケ丘23番8号
的場貴彦行政書士事務所　
TEL：096 -365 -1498、携帯：080 -1783 -5422
mai l：takahiko1218@gmai l . com

熊本東南支部 的場 貴彦
（登録番号 18430637 登録年月日 2018/4/2）

〒861-1104　合志市御代志1656番地250御代志スタリオンD棟　
合志総合行政書士事務所　
TEL：090 -4598 -0493、FAX：096 -233 -8551
携帯：080-8875 -9076、mai l：yjaok i01@gmai l . com

菊池支部 青木 雄司
（登録番号 18430638 登録年月日 2018/4/2）

〒862-0941　熊本市中央区出水1丁目7番54号
行政書士福島法務事務所　
TEL：096 -240 -2238（FAX同）

熊本中央支部 福島 賢哉
（登録番号 18430815 登録年月日 2018/4/15）

〒868-0501　球磨郡多良木町大字多良木1419番地10
行政書士前田英敏事務所　
TEL：0966 -42 -1711（FAX同）、mai l：jay@asahinet . jp

球磨支部 前田 英敏
（登録番号 18430816 登録年月日 2018/4/15 ）

〒869-0453　宇土市栄町242番地1
行政書士近藤修事務所　
TEL：0964 -22 -6977、FAX：0964 -22 -6425

宇城支部 近藤 修
（登録番号 18430817 登録年月日 2018/4/15）

〒861-8065　熊本市北区清水東町10番87号
行政書士みやもと法務事務所　
TEL：096 -343 -6680（FAX同）
mai l：miyamoto -houmu@tau .bb iq . jp

熊本北西支部 宮本 博明
（登録番号 18430818 登録年月日 2018/4/15）

〒862-0925　熊本市東区保田窪本町4番32号
行政書士原本尚泰
TEL：096 -284 -6262、FAX：096 -387 -3117

熊本東南支部 原本 尚泰
（登録番号 18430819 登録年月日 2018/4/15 ）

〒862-0941　熊本市中央区出水7丁目61番15号
行政書士北里進事務所　
TEL：096 -379 -6177、携帯：080 -5204 -8080
mai l：s .k i tazatogyo@gmai l . com

熊本中央支部 北里 進
（登録番号 18431376 登録年月日 2018/6/1 ）

〒861-8064　熊本市北区八景水谷1丁目15番50号
田村法務行政書士事務所
TEL：096 -343 -6655（FAX同）、携帯：090 -3529 -3580
mai l：pr878427@rd6 .so -net .ne . jp

熊本北西支部 田村 達拡
（登録番号 18431377 登録年月日 2018/6/1 ）

〒860-0017　熊本市中央区練兵町27番地 703号グリーンコーポ三牧
こうやま祥一行政書士事務所
TEL：096 -351 -0745、FAX：096 -351 -0745

熊本中央支部 香山 祥一
（登録番号 18431378 登録年月日 2018/6/1）

（兼業：税）

〒861-5511　熊本市北区楠野町1115番地7
行政書士坂田義照事務所　
TEL：096 -245 -5811、FAX：096 -245 -5812
携帯：090 -9599 -6840、mai l：yfs@carrot .ocn .ne . jp

熊本北西支部 坂田 義照
（登録番号 18430631 登録年月日 2018/4/2）

（兼業：税）

（兼業：司）



～夏季休暇のお知らせ～
8月13日（月）、14日（火）、15日（水）の3日間、
事務局は夏季休暇のためお休みとなります。
ご協力の程、宜しくお願い致します。

● 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。

会費滞納ゼロキャンペーン実施中 

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 

編集後記

　このたびの大阪府北部で発生した地震ならびに平成３０年７月豪雨でお亡くなりになられた

方々に謹んでお悔やみを申し上げるとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

　２年前の熊本地震の記憶が鮮明に思い出されました。混乱を極める中、いつかきっと元通

りになるという、根拠のない希望めいたものが心の支えでした。熊本の多くの会員が日々情報

を共有しながら、行政書士として貢献できることを手探りし、がむしゃらに活動していました。

　根拠のない希望は、いつの間にか確信へと変わり、今では復興待ったなしと言えるまでに

なりました。まだまだ復興の道半ばではありますが、熊本は必ずや成し遂げます。このたび被

災された皆さまにおかれましては、不安な日々をお過ごしのことと存じますが、休息をお取りい

ただきながらともに復興の道を歩んでいけましたら幸いです。
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広報部　古市 麻美

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

発行人 会長　井口 由美子

編集人 広報部長　髙見 洋一

 〒862-0956 熊本市中央区水前寺公園13-36

 TEL（096）385-7300 FAX（096）385-7333

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.270

変 更

（変更：所在地）

（変更：所在地）

〒862 - 0972　熊本市中央区新大江1丁目17番12 -101号
熊本中央支部 松江 恭範

〒861-1331　菊池市隈府903番地5
菊池支部 川上 一洋

（変更：所在地・電話番号）
〒860 -0862　熊本市中央区黒髪5-22 -32
TEL:0120 -04 -2401

熊本中央支部 三宅 信也

（変更：所属支部・所在地・電話番号）
〒864 -0164　荒尾市八幡台二丁目10番15号
TEL：0968 - 57-9466

玉名支部 宮本 隆

（変更：電話番号）
TEL：096 -223 - 8515
菊池支部 青木 雄司

（変更：所在地・電話番号）
〒863 -0001　天草市本渡町広瀬320番地
TEL：0969 -23 - 8609

天草支部 渡部 千鶴

廃業

山鹿支部 松浦 光男 （廃業年月日 2018/4/10）

熊本東南支部 小山 和郎 （廃業年月日 2018/4/18）

熊本中央支部 高慶 満州男 （廃業年月日 2018/5/1）

熊本中央支部 佐野 天録 （廃業年月日 2018/5/15）

熊本中央支部 村井 智宏 （廃業年月日 2018/6/6）

熊本中央支部 田口 辰也 （廃業年月日 2018/6/30）

熊本北西支部 濱本 英男 （廃業年月日 2018/6/30）

熊本東南支部 釘﨑 久雄 （廃業年月日 2018/6/30）

29

〒869-1101　菊池郡菊陽町津久礼2985番地3
堀行政書士事務所　
TEL：096 -232 -3723、携帯：090 -2393 -5075
mai l：tob imaru .hor i@gmai l . com

菊池支部 堀 行徳
（登録番号 18431379 登録年月日 2018/6/1 ）

〒866-0863　八代市西松江城町4番30号
行政書士倉㟢事務所　
TEL：0965 -33 -5411、FAX：0965 -32 -8933
携帯：090 -3434 -6544、mai l：kurasak i@s i - l aw . jp

八代支部 倉㟢 文彦
（登録番号 18431380 登録年月日 2018/6/1 ）

〒860-0004　熊本市中央区新町2丁目3番24号西化成産業ビル2F
行政書士吉川栄一事務所　
TEL：096 -283 -8020、FAX：096 -283 -8021

熊本中央支部 吉川 栄一
（登録番号 18431381 登録年月日 2018/6/1）

〒861-8010　熊本市東区上南部2丁目20番2号
丸山和臣行政書士事務所　
TEL：096 -389 -8943（FAX同）、携帯：080 -3948 -8943
mai l：t ize i -maru@jcom.zaq .ne . jp

熊本東南支部 丸山 和臣
（登録番号 18431382 登録年月日 2018/6/1）

〒866-0083　八代市植柳下町1356番地11
村下行政書士事務所　
TEL：0965 -34 -8775、FAX：0965 -37 -8017
携帯：090-9588-2376、mail：murashita.gys@outlook.jp

八代支部 村下 正
（登録番号 18431383 登録年月日 2018/6/1 ）

〒861-1684　菊池市豊間1022番地2
行政書士本田和久事務所　
TEL：090 -7160 -6070、携帯：090 -7160 -6070
mai l : l o tusscr220@docomo .ne . jp

菊池支部 本田 和久
（登録番号 18431509 登録年月日2018/6/15 ）

〒866-0043　八代市古城町2800番地3
行政書士鶴田英治事務所　
TEL：090 -7398 -0090、携帯：090 -7398 -0090
mai l :e tsuruda@ar i .bb iq . jp

八代支部 鶴田 英治
（登録番号 18431510 登録年月日 2018/6/15 ）

会員異動 編集後記

新 規

（兼業：公）


