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　本年度も早いもので半年が過ぎました。既にご案内の

とおり、本年度は「部」の目的を精査し７部から８部に組織

を変更致しました。企画研修部を研修部に改め研修の

充実を図り、事業推進部を新設し行政書士業務の多様化

に対応し官公署との連携を図るなど、一人一人の業務

拡大に繋がることに取り組んでおります。その他、情報を

より早く伝達するために昨年度よりメルマガによる配信を

行っておりますが、既に４００名以上の方に登録していただ

いており、将来的には紙ベースの通信が減少することに

より、通信費の大幅削減に繋がるものと期待しております。

　また10月は広報月間で、本会はじめ各支部において

無料相談会の開催や官公署訪問を実施して頂き、官公

署では非行政書士排除のためのチラシポスター掲示の

協力を呼び掛けていただきました。特に本年度はＴＶＣＭ

を流したり、ＴＶ番組に出演し積極的に行政書士のＰＲを

実施したところでございます。

　その他、皆様のご協力のもと各部において事業計画に

基づき事業を進めているところでございます。

引き続き本会運営にご理解とご協力をよろしくお願い申し

上げます。　

　今年の10月は、関東、東北地方で数十年に一度といわ

れるほどの大災害が立て続けに発生しました。この災害で

お亡くなりになられた方にお悔やみ申し上げますとともに、

被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

　平成28年、熊本においても熊本地震が発生し多くの方

が被災され、3年半たった今でも仮設住宅にお住いの方が

数多くいらっしゃいます。この度の災害は台風と洪水による

ものですが、同じ場所で何度も洪水が発生し、片付けも終

わらないうちに大雨が降ったりしているのを見るにつけ、自

然の力になすすべもない人力の無力さを痛感しています。

　この災害後、被災された単位会より、熊本地震の際に

本会で行った支援活動についての問い合わせがあり、

直接出向いてお話をさせていただきました。振り返れば、

あの時はお役に立ちたいとの皆様方の熱い思いがあった

からこその支援活動であり、結果そのことに対し高い評価

を頂いたと思っております。

　今回の災害は多くの県にまたがっているため、熊本

地震の時とは違った問題があり、あの時と同じような行政

書士としての支援活動が可能かどうかは大変難しいので

はないかと思います。しかしながら、支援活動の一助に

なるのであれば、あの時の経験を惜しみなくお伝えさせて

いただきたいと思っております。被災された皆様にとって、

これからの季節寒さが一層厳しくなり、復興への道はかな

り長くなることかと存じますが、一日も早く日常生活が戻ら

れますようお祈り申し上げます。

井口 由美子
熊本県行政書士会 会長
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電話無料相談会

街頭無料相談会

　昨年同様、広報月間の初日に電話無料相談会を実施

いたしました。新聞広告や各市町村の広報紙をご覧に

なった方からお電話を頂き、ご相談をお受けしました。

　昨年同様、鶴屋百貨店本館７階レストランアベニューレ

ストスペースにおいて街頭無料相談会を１０月１６日（水）、

１０月１７日（木）の２日間実施いたしました。ご協力いただき

ました相談員の皆様に感謝申し上げます。

広報月間活動報告

１０月１日（火） １０：００～１６：００〈 日 時 〉

１０月１６日（水）・１０月１７日（木）
１０：００～１６：００

〈 日 時 〉

鶴屋百貨店本館７階
レストランアベニューレストスペース

〈 場  所 〉

熊本県行政書士会館３階会議室〈 場  所 〉
袋田隆晴・外山慎輔・硯川剛〈相 談 員〉

１６日
平川理・植森洋昭・宮﨑亜衣
１７日
関輝明・松崎明美・村端由紀

〈相 談 員〉

西原萌子〈スタッフ〉
９件〈相談件数〉

髙見洋一・廣野吉法
伊津野一敏・山本隆之

〈スタッフ〉

全２０件
１０月１６日（水）…１４件
１０月１７日（木）…６件

〈相談件数〉

〈相談内容〉

終活問題
（遺言・相続・成年後見等）

相隣問題

権利関係

〈広告媒体〉

新聞

役所

不明

市町村広報誌

〈相談内容〉

終活問題
（遺言・相続・
成年後見等）

夫婦関係・介護
子育て問題

土地関係
問題

株式関係
その他

〈広告媒体〉

新聞

テレビ

行政書士折込チラシ

その他（鶴屋）

その他
（通りがかり）

　10月3日（木）に、TKU「英太郎のかたらんね」かた
らんねコールに出演。市民公開講座と無料相談会の
お知らせを実施しました。
　番組内で、毎週木曜コーナー「くらしの豆知識」内
にて、行政書士特集（遺言・相続について）が放送され
ました。

TV番組出演

月曜日/めざまし2部 月曜日/かたらんね 水曜日/グッディ
木曜日/かたらんね　 金曜日/TKU Live News 日曜日/フィッシング倶楽部　
日曜日/報道ＴＨＥ ＰＲＩＭE 日曜日/TKU Live News　　※それぞれ4本ずつ放送

〈放送番組〉

10月1日（火）～10月31日（木）に、TKUにてTV-CMを合計32本放送しました。

TV-CM放送

新聞広告掲載
9月28日（土）に、熊本日日新聞朝刊 テレビ面5段広告を掲載しました。
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　水のように澄み切った青空の下に開催された本年の市民公開講座は、事前の新聞チラシやテレビ告知などの効果もあり、

幸いにも会場は多くの来場者で賑わいました。

　例年同様２部構成での講演が行われ、第１部では増田佳子公証人による「家族のために遺言を」と題した終末活動に

おける遺言の重要性などが説明されました。

　また、実際に公証人役場を利用する際の事前事後の心構えや、具体的な手続などを分かり易く解説していただき、来場者の

方々はメモを片手に熱心に聞き入られていました。

　続く第２部では、大田黒浩一氏による「あいた　しもたの　そん前に」と題して、遺言・相続につき日常生活を題材にしながら、

家族の中でしっかり話し合い真摯に向き合っていくことが大切であることを面白おかしくお話ししていただきました。「流暢な

熊本弁」を駆使した語りは来場者を大いに沸かせ、相続問題にとどまらず、身近な困りごとには行政書士の活用が有益である

ことを伝えていただきました。

　講演後は、会場に相談コーナーを設置して無料相談会が

行われ、遺言・相続問題を始めとする市民生活の悩みに寄り

添える場面がたくさんあることを実感した一日でした。

市民公開講座 監察部広報月間報告

九州地方協議会開催報告

〈広告媒体〉

チラシ

不明

テレビ

借地関係

終活問題
（遺言・相続・成年後見等）

〈相談内容〉

　令和１年１０月３０日午後１時３０分から、監察部担当の窓

口訪問を致しました。

訪問先は、熊本県警本部内の交通規制課、警務課、生活

環境課およびその関連部署。熊本県庁内の市町村課、循

環社会推進課、土木部監理課、農業担い手支援課、商工

振興金融課の窓口です。担当者および責任者に挨拶し、行

政書士制度の説明および非行政書士（無資格）の違法性

など説明し、ポスター及びチラシを配布しました。

　また、県内各所の建設業会館にもポスター及びチラシを

配布し、経営審査会場等に掲示して頂き、非行政書士（無

資格）排除の活動を行いました。

市民公開講座

１０月５日（土）１３：００開場　１３：３０開会〈 日 時 〉
菊陽町光の森町民センター「キャロッピア」〈 場  所 〉
増田佳子公証人（熊本公証人合同役場）、大田黒浩一氏（タレント）〈 講 師 〉
岩下一昭、松岡和孝、徳永芳也、上原久典、（古賀洋介）〈相 談 員〉

井口由美子会長、森田勝彦副会長、髙見洋一広報部長
伊津野一敏、牧加壽登、西原萌子、廣野吉法、古閑公士

〈運営スタッフ〉

九州地方協議会会長会

7月13日（土）・14日（日）〈 日 時 〉
宮崎観光ホテル〈 場  所 〉

　九州・沖縄地区の各県行政書士会の会長を中心に定期的に「九州

地方協議会」が開催されていますが、今回は宮崎会のお世話で下記の

とおり開催し、行政書士をめぐる当面の課題や各県の取組状況の交換を

しました。
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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）

第1回専門士業団体
連絡協議会
（アークホテル熊本城前）

行政書士試験会場下見
（熊本大学）

・経理部会（会議室1）
・日本政策金融公庫との
覚書に関する打合せ
（日本政策金融公庫）

・身近な問題相談会(県庁新館）
・第3回専門士業団体連絡
協議会実行委員会
（熊本県民交流館パレア）

・「行政書士電話相談」
開設（会議室1）
・芦北支部無料相談会
(水俣市もやい館）

図面作成(JWｰCAD)研修会
(会議室1）

図面作成（JWｰCAD）研修会
（会議室1）

・事業推進部会(会議室1）
・東京会新宿支部
災害対策研修会
(新宿四谷地域センター)

会計（中間）監査（会議室1） 研修部会（会議室1）電子対策部会（会議室1）

・第3回業務研修会
(熊本市流通情報会館）
・身近な問題相談会
(県庁新館)　

天草支部無料相談会
(本渡南地区コミュニティセンター）

令和元年度専門士業団体連絡
協議会 熊本県8士業合同
研修会及び懇親会
（熊本市国際交流会館・
ホテル日航熊本）

・街頭無料相談会（1日目）
(鶴屋百貨店）
・熊本一日合同相談所
(くまもと県民交流会館
パレア）

・街頭無料相談会（2日目）(鶴屋百貨店）
・熊本中央支部無料相談会
(熊本中央郵便局・熊本上通郵便局）
・第3回専門士業
団体連絡会議
(アークホテル熊本城前）

・菊池支部無料相談会
(合志市役所防災センタｰ棟）
・芦北支部無料相談会
(芦北町役場）

・三役会（会議室2F）
・熊本東南支部無料相談会
(熊本東区役所）

・申請取次行政書士管理委員会
（会議室1）
・熊本東南支部無料相談会
(熊本南区役所）

宇城支部無料相談会
(宇城市役所）

・総務部会(会議室1）
・宇城支部無料相談会
(益城町役場）

・特定行政書士法定研修考査
（会議室1）
・山鹿支部無料相談会
(山鹿温泉プラザ）

・経理部会（会議室1）
・熊本中央支部無料相談会
(熊本中央区役所）

熊本北西支部無料相談会
(熊本西区役所）

・令和元年度会長会
（NASPAニューオータニ）
・研修部会（会議室1）
・ゆうちょ銀行八代店と
相談会に関する打合せ
（ゆうちょ銀行八代店）

・令和元年度市民公開講座
（光の森町民センター「キャロッピア」
・玉名支部無料相談会(玉名市文化センター)
・宇城支部無料相談会(宇土シティモール）
・第33回「経評等(経審)」受付事務
集中研修会（1日目）(京都「烟河」)

特定行政書士法定研修補講
（会議室1）

登録証交付式（会議室1） 第2回業務研修会
（熊本市流通情報会館）

・広報部会（会議室1）
・大矢野郵便局と相談会に
関する打合せ（大矢野郵便局）

第3回理事会（熊本テルサ）

・第23回全国弁護士会ADRセンター
連絡協議会（ホテル日航熊本）
・土地家屋調査士髙田俊宗先生
「黄綬褒章受章祝賀会」
（ホテル日航熊本）

・法規部会（会議室2）
・周辺町村アンケート調査
（嘉島町・御船町・益城町）

特定行政書士法定研修④
（会議室1）

・八代支部無料相談会
(イオン八代ショッピングセンター）
・第33回「経評等(経審)」
受付事務集中研修会
（2日目）(京都「烟河」)

・特定行政書士
法定研修②（会議室1）
・熊本市外国人総合
相談プラザ開所式
(熊本市国際交流会館）

特定行政書士法定研修③
（会議室1）

第2回専門士業団体
連絡協議会
（アークホテル熊本城前）

監察部会（会議室1）

常任理事会（会議室1）

・広報部会（会議室1）
・事業推進部会（会議室2）

新・担い手三法に関する説明会
(福岡第二合同庁舎）

・登録証交付式（会議室1）
・身近な問題相談会(県庁新館）

・法規部会（会議室2）
・第2回専門士業団体連絡
協議会実行委員会
（熊本県民交流館パレア）

事務局仕事納め

事務局仕事始め

第1回業務研修会
（熊本市流通情報会館）

特定行政書士法定研修①
（会議室1）

登録証交付式（会議室1）

研修部会（会議室1）

・法規部会（会議室2）
・南九州税理士会熊本県連合会
第39回定期総会懇親会
（ニューホテル熊本）

登録証交付式（会議室1） 第2回理事会・全体会議
（ANAクラウンプラザホテル
熊本ニュースカイ）

申請取次行政書士管理委員会
（会議室1）

・女性部会役員会（会議室1）
・第1回専門士業団体連絡
協議会実行委員会
（熊本県民交流館パレア）

海の日

元日

成人の日

建国記念の日

天皇誕生日

振替休日

山の日

振替休日

敬老の日

秋分の日

体育の日

即位礼正殿の議

夏季休暇 夏季休暇 夏季休暇

電子対策部会（会議室1） 令和元年度行政書士試験実施
にかかる説明会
（全国町村議員会館）

第1回九地協会長会（1日目）
（宮崎観光ホテル）

第1回九地協会長会（2日目）
（宮崎観光ホテル）
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227 3028 3129

93 864 75

1610 151311 1412

2317 222018 2119
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1
1
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1

25

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

会務日誌 行事予定（自：令和元年7月1日～至：令和元年10月31日） （自：令和元年12月1日～至：令和2年2月29日）

女性部会ランチ忘年会
および研修会（会議室）

新入会員研修会
（熊本市流通情報会館）

理事会（熊本テルサ）

監察部会
（行政書士会館会議室）

行政書士記念日
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合同研修・大懇親会

　本年度も恒例の熊本県下専門８士業の交流を図る目的で、10月25日（金）に合同研修会及び大懇親会を、本会が幹事

会として開催しました。

　熊本県専門士業団体連絡協議会は弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁理士、公認会計士、

行政書士の８つの士業団体で編成され、連携して活動を行っているものです。

合同研修のテーマは今年4月からスタートした「新しい在留資格『特定技能』について」で、会場は熊本市国際交流会館で

行われました。講師は福岡出入国在留管理局熊本出張所の塩原健緒所長にお越し頂き、8士業の先生方も新たな在留資

格の特定技能についての最新情報に一緒に耳を傾け研鑽を深めました。

　この後、会場をホテル日航熊本に移して大懇親会が行われました。日々の業務において連携が求められる隣接・関係士

業の先生方と横のつながりを構築することを目的としたこの交流会は、今年も82名の参加者で成功裏のうちに終えることが

できました。

令和元年度 熊本県専門士業団体連絡協議会
「合同研修会及び大懇親会」の開催について

研修部「令和元年度事業報告」

　本年度事業の中間報告として研修部の方針と実施事業について紹介します。

　方針の第一は、会員の利便性向上と会員資質の向上です。これを両立させる事業として、9月20日に理事会承認を経まして

職務上請求書取扱規則の改正を実現することができました。これまでは職務上請求書の払出しを受ける際に2年以内に会場

集合型の取扱研修を受ける必要がありましたが、日行連中央研修所研修サイトの研修動画をネット受講して修了証を得たら、

受講実績と認めることとなりました。24時間どこでも職務上請求書取扱研修が受講できることとなりましたので、会員の利便性は

格段に向上したものと考えています。同時に中央研修所研修サイトには豊富な研修動画が配信されています。これを機会に会

員が積極的にネット受講して研鑽を積まれることを期待しています。

　方針の第二は、会員の業務獲得の支援と本会組織の拡充です。その試みとして講演会や相談会を取り入れた特別研修会

や新入会員研修会を企画しました。他県の行政書士会では会の行事に際して行政書士倫理綱領の唱和が行われていると聞

きました。綱領の一節には、「人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける」とあります。仕事を奪い合う同業という狭い考えではな

く、国民の権利擁護、利便性向上を支える仲間が集う本会運営に寄与したいと考えています。

下記に本年度実施済みの研修会を示します。

第1回業務研修会
〈日　　時〉令和元年8月17日（土）

〈場　　所〉熊本市流通情報会館501研修室

〈研修内容〉「相続法の改正について」　講師：北里敏明弁護士

職務上請求書取扱研修会
〈日　　時〉令和元年11月1日（金）

〈場　　所〉熊本県行政書士会館3F会議室

〈研修内容〉「職務上請求書取扱研修会」（日行連中央研修所研修サイト動画視聴）

第2回業務研修会
〈日　　時〉令和元年9月12日（木）

〈場　　所〉熊本市流通情報会館501研修室

〈研修内容〉1「『農村の第四革命』（熊日新書）著者講演」　
　　　　　　講師：兼瀬哲治会員

　　　　　２「風俗営業許可申請について」　
　　　　　　講師：湯上盛至会員

　　　　　３「CADによる添付図面の書き方について｣ 　
　　　　　　講師：松岡泰光会員

第3回業務研修会
〈日　　時〉令和元年10月23日（水）

〈場　　所〉熊本市流通情報会館501研修室

〈研修内容〉1「産廃処理業の許可申請及び熊本県産業廃棄物
　　　　　　指導要綱の変更について」（令和元年9月1日運用開始）　
　　　　　　 講師：髙見洋一会員

　　　　　２「グループ補助金のビフォーア・アフター物語」
　　　　　　 講師：渡邊敬二会員

北里敏明弁護士

兼瀬哲治会員

湯上盛至会員

松岡泰光会員

髙見洋一会員 渡邊敬二会員
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女性部会無料相談会および全国交流会

　令和元年７月２６日(金)、水前寺共済会館グレーシアにて、毎年恒例の権利義務・事実証明部会のビアガーデンパーティが

開催されました。

もともとは無料相談会を開催していた県民百貨店の屋上ビアガーデンにて行っていましたが、同店の閉店後は場所を移して

開催しています。毎年３０名以上の参加者があり、冬のカニ食べ放題の忘年会と並ぶ、貴重な会員同士の交流の場となって

います。

　例年、井口会長をはじめ、部会の名誉顧問をお願いしている弁護士の北里敏明先生、出田孝一先生にもご参加いただいて

おり、本年は新たに公証人役場の増田佳子先生にもご参加いただきました。飲み放題のビールや食べ放題のおいしい料理

やデザートを頂きながら、普段はなかなか打ち解けた雰囲気で話す機会のない会員とも気軽に語り合うことができ、暑気払い

の行事としても欠かせないものとなっています。

　普段の例会は欠席しても、このビアガーデンと

忘年会だけは必ず出席する(？)という会員もおられ

ますので、これまで権利義務・事実証明部会に

参加したことがない方も、ぜひ部会に入っていた

だければと思います。

　なお、ビアガーデンと忘年会には部会から参加

費の補助がありますので、両方に参加すれば、

実質的にはほぼ、部会の年会費の元が取れる

計算になっておりますことを申し添えておきます。

　私たち交通事故部会では、毎月第３土曜日に濟々黌同窓会

会館（多士会館）にて定時研修会を、また原則毎月２５日には

北区役所にて無料相談会を実施しています。

その研修では相談事例研修・後遺障害研修を中心に勉強し

ていますが、今年度はそれに加え行政書士の代理払戻し拒否

問題（JA預金）や自賠責請求と非弁活動の関係等結構広範

囲な関連研修を実施しています。

　また、各相談会で持ち出された交通事故事案等も、相談者を

直接研修会会場に迎え関係書類等もご持参いただき対応を

検討しており、相談者に大層喜ばれています。

研修会は現実味を味わう格好の場となっており、各部員積極に

取り組む姿勢と経験を重ねています。

　機会がありましたら、是非気楽に部会へ顔を出されては如何

でしょうか。

　一年の中で最も過ごしやすい季節、当日は爽やかな風が吹く秋晴の日でした。

　「エンディングノート書き方講座」は、午前１０時から一般の方１８名がお集まり

頂き、まずは熊本県行政書士会のパンフレットを配布し、行政書士の仕事等を

紹介させていただきました。

　そして、八代市が制作・配布している《八代市マイエンディングノート》を使用し

た書き方講座です。エンディングノートを書くことにより、これまでの人生を振り返り、

これからの人生の在り方を考えるきっかけとなってほしい！ここがポイントです。

また、ノートには法的な効力はないので、遺言書を作成すること等が必要であることも補足し、「元気なうちに遺言書を作って

おかなければ！」と参加者からの声が聞かれました。

　同日の午後から「女性のための女性行政書士による無料相談会」は相談者３名。

　相談者の中には、胸のつかえが取れましたという方もあり、私たち行政書士に、ご相談頂いたことで気持ちが楽になる方々の

ことを思うと無料相談会は意義のあるもので、今後も「女性のための女性行政書士による無料相談会」を随時開催し、市民と

行政書士の輪を繋ぎ、行政書士の業務内容を周知させていくことの必要性を感じました。

　第３０回全国女性行政書士交流が、西日本豪雨災害から１年の広島市で開催

され、宮城県から沖縄県までの各地から９６名の女性会員が集いました。

　研修会の前に、広島平和記念資料館・原爆ドームの見学と平和記念講演がありま

した。広島平和記念資料館は、約１５年ぶりになりましたが、以前の展示に比べたら、より生きていた人々に焦点が当てられた

展示で、原爆の悲惨さが理屈ではなく、より感覚的に伝わるような気がしました。

　研修会は、コラムニスト河崎環氏による「パワーウーマンのススメ！～自分のほしい幸せは自分でつかむ～」として、人生１００年

時代を自分らしく生き延びるためのこころの習慣についての講演でした。こうあるべきという姿に自分を縛り付けるのではなく、

ありのままを認め、今の自分を好きでいることが大事。そうでないと１００年もたないからということでした。『ないものねだり厳禁・

できたしこ』で行こうと改めて思った次第です。

　あいにくの空模様でしたが、全国の女性会員の熱気に包まれ、業務の情報交換をしたり相互の親睦を深めたりと有意義な

時を過ごすことができました。

　来年は「第３１回　全国女性行政書士交流会北海道道南ブロックinはこだて」が、令和２年１０月３日（土）・４日（日）の日程で

開催される予定です。

権利義務部会活動報告

交通事故部会活動報告

〈日　　時〉令和元年１１月５日（火）

〈場　　所〉フレンドリー八代（働く婦人の家）
〈講　　師〉１部　「エンディングノート書き方講座」講師：飛永真由美
　　　　　　　　  一般参加者１８名、講師１名
　　　　　２部　「女性のための女性行政書士による無料相談会」
〈相 談 員〉下田典子、松崎明美、飛永真由美

〈相談件数〉３件

下田部員が、相談者の相談を受けている様子。

講座開始時、参加者に熊本県行政書士会パンフレットを
配布し、行政書士の仕事内容を説明する様子。

女性部会「エンディングノート書き方講座＆無料相談会」

〈日　　時〉令和元年7月１２日（金）～１３日（土）

〈場　　所〉広島県広島市 リーガロイヤルホテル広島

〈参 加  者〉下田典子・黒葛原清子

第３０回 全国女性行政書士交流会inひろしま

〈お問合せ〉事務局　村下 正
　　　　　ＴＥＬ.０９６５-３４-８７７５  携帯０９０-９５８８-２３７６
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　直近の業務に直結する許認可と権利義務関係の2分野の講義を実施し、中間にコーヒータイム（厳選したお菓子付き）を

とり、他支部会員、講師との親睦を深めました。また、質問が相次ぎ、実務に効果的で、和やかな研修会となりました。

　今年も熊本中央支部では、熊本中央区役所総

務企画課様のご尽力により、昨年と同様の場所・時

間帯で無料相談会を開催できました。市政だより、

熊日新聞、タウンパケット、ポスター・のぼり旗等によ

るPR活動もいきわたり、天気が悪いのにもかかわ

らず、朝から切れ目なくご相談のお客様が訪れ、相

談30組（相談件数34件）となりました。相談者全員

に、トートバッグ・眼鏡拭き・リーフレット一式を配布し

ました。なお、相談内容は、遺言・相続に関するもの

が全体の9割でした。令和2年度は、10月8日（木）を

予定しております。

熊本中央支部

各支部の動き 各支部の動き

熊本中央支部 第1回 研修会
〈日　　時〉令和元年7月26日（金） 13：30～16：30

〈場　　所〉行政書士会館 3階 会議室

〈内　　容〉中央支部会員によるパワーポイント使用の講義
　　　　　①「小規模事業者持続化補助金について」 
　　　　　　 講師 古市麻美 会員
　　　　　②「2019年施行 相続法改正の基礎」 
                  講師 外山慎輔 会員

〈参加人数〉21名（中央15名（役員・講師含む）、
                     東南1名、北西2名、菊池1名、阿蘇1名）

中央区役所無料相談会
〈日　　時〉令和元年10月3日（木） 10：00～16：00

〈場　　所〉熊本中央区役所（中央区手取本町1-1） 
　　　　　１階正面玄関右側

〈相  談  員〉15名（理事5名、募集7名
                    （午前5名、午後5名重複あり）

〈相談件数〉34件

　今年も、熊本行政書士会との連携イベントとして、熊本上通郵便局・熊

本中央郵便局様のご支援により、郵便局をご利用のお客様を対象に、

無料相談会を実施させていただくことができました。熊日新聞、タウンパ

ケット、ポスター・のぼり旗等によるPR活動もいきわたり、天気が悪い中、

多数のご相談いただきまいした。相談者全員に、トートバッグ・眼鏡拭き・

リーフレット一式を配布しました。相談内容は、遺言・相続に関するものが

全体の8割でした。令和2年度は、10月第3木曜日を予定しております。

熊本中央支部

官公署訪問
〈日　　時〉令和元年9月17日（火） 13：00～

〈訪 問  者〉理事全員で、 以下の順で訪問実施した。

〈場　　所〉1. 熊本中央警察署（生安課・交通規制課）
 　　　　　2. 上通郵便局
 　　　　　3. 中央郵便局
 　　　　　4. 熊本公証人役場（九品寺）

〈日　　時〉令和元年10月7日（月） 13：30～

〈訪 問  者〉理事全員で、 以下の順で訪問実施した。

〈場　　所〉1. 市・地域活動推進課 (12階） 
 　　　　　2. 市・農業政策課 (12階） 3. 市・開発指導課 (11階） 
 　　　　　4. 市・建築指導課 (11階） 5. 市・高齢福祉課(10階） 
 　　　　　6. 市・ ごみ減量推進課(7階） 7. 中央区役所（総務企画課） 
 　　　　　8. 市・農業委員会（住生ピル9階）
 　　　　　9. ゆうちょ銀行熊本支店（城東町）

テレビ、ネット
不明

〈広告媒体〉

市政だより
通りすがり

市役所

熊日新聞
〈相談内容〉

遺言・相続不動産
関係

成年後見
税金

離婚など

通りがかり

チラシ

不明

熊本中央郵便局
〈広告媒体〉

諸契約

〈相談内容〉

遺言・相続

不動産

熊本上通郵便局
〈広告媒体〉

熊日新聞

通りがかり

主催者の
紹介

〈相談内容〉

遺言・相続

その他

◆広報、広告など

熊日タウンパケット、市政だより、チラシ等で広告。相談者全員に、トートバッグ・眼鏡拭き・リーフレット一式を配布。

無料相談会①
〈日　　時〉令和元年10月17日（木） 10：00～15：00

〈場　　所〉熊本中央郵便局 1階スペース

〈相 談 員〉相談員/6名（理事2名、募集4名（午前午後重複あり）） 

〈相談件数〉4件

無料相談会②
〈日　　時〉令和元年10月17日（木） 10：00～15：00

〈場　　所〉熊本上通郵便局 1階スペース

〈相 談 員〉相談員/6名（理事3名、募集3名（午前午後重複あり）） 

〈相談件数〉4件
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官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉東区役所（総務企画課、区民課、福祉課）

山内悟司、上田乃梨子、廣野吉法
令和元年10月9日（水） 〈日　　 時〉

〈訪 問  者〉
〈場　　所〉南区役所 幸田まちづくりセンター

藤山義之
令和元年10月11日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉東区役所 託麻まちづくりセンター

東区役所 秋津まちづくりセンター

上田乃梨子
令和元年10月11日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉東区役所 東部まちづくりセンター

東農業振興課

廣野吉法
令和元年10月11日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉南区役所 城南町づくりセンター

南区役所 天明まちづくりセンター

川上賢一
令和元年10月31日（木）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉南区役所（総務企画課、区民課

南農業振興課、農業委員会事務局南区分室）

藤山義之、川上賢一、廣野吉法
令和元年10月10日（木）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉南警察署（車庫証明担当）

南区役所 飽田まちづくりセンター

藤山義之
令和元年10月10日（木）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉南区役所 南部まちづくりセンター

廣野吉法
令和元年10月10日（木）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉東警察署（総務課）

山内悟司
令和元年10月11日（金）

　東南支部では、東区役所と南区役所の2ヶ所において相談会を行いました。

　相談件数は合計27件、そのうち遺言・相続に関する相談が16件と大半を占める傾向は例年通りであったが、在留資格に

関する相談もあり、今後は外国人の方からの相談も増えてくるのではないかと思われます。

熊本東南支部

各支部の動き 各支部の動き

無料相談会①
〈日　　時〉令和元年10月9日（水）9：30～16：00

〈場　　所〉東区役所1階会議室

〈相 談 員〉光岡和隆・三浦秀登士・丸山和臣
　　　　　 坂上和人・中野洋一

〈出席理事〉山内悟司・上田乃梨子・廣野吉法

〈相 談 者〉12組

〈相談件数〉14件

無料相談会②
〈日　　 時〉令和元年10月10日（木）9：30～16：00

〈場　　所〉南区役所2階会議室

〈相 談 員〉三浦秀登士・増井洋介・丸山和臣・坂上和人

〈出席理事〉藤山義之・川上賢一・廣野吉法

〈相 談 者〉11組

〈相談件数〉13件

熊本北西支部

〈相談内容〉2ヶ所合計

不動産
関係

遺言・相続

その他 　昨年度は会場の都合で開催日が例年より遅く、そのためか

相談者数が減少した。本年度は例年通りの開催日程であっ

たところ、相談者の数も回復したように感じられた。

　無料相談会の広報、広告として市政便り、熊日タウンパ

ケット（熊本市三支部合同にて）、西区の郵便局へのチラシ

配布を行った。

無料相談会①
〈日　　時〉令和元年10月4日（金）10：00～16：00

〈場　　所〉熊本市西区役所 1階ロビー（区民課前）

〈相 談 員〉下田輝男・田村達拡・平山秀也・松岡和孝
　　　　　木下純宏・植森洋昭・鬼塚亜李　

〈相 談 者〉17組

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉城山コミュニティセンター

郵便局7件（八分字、八島簡易、花園、本妙寺、
島崎、新都心プラザ、横手）

植森洋昭
令和元年9月20日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉郵便局5件

（高橋、城山簡易、今新開、並建、沖新簡易）

鬼塚亜李
令和元年9月26日（木）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉西区役所

（総務企画課、農業委員会、農業振興課、区民課）
西区コミュニティセンター（西部交流センター）

植森洋昭・鬼塚亜李
令和元年10月4日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉西部土木センター

植森洋昭
令和元年10月4日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉田底地域コミュニティセンター

木下純宏
令和元年10月18日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉田底地域コミュニティセンター

木下純宏
令和元年10月21日（月）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉北区植木町文化センター　

北区植木町かがやき館、清水まちづくりセンター
熊本北合志警察署（生活安全課、車庫証明窓口）

木下純宏
令和元年10月16日（水）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉北区役所（総務企画課、農業委員会事務局）

木下純宏・植森洋昭・鬼塚亜李・硯川剛
令和元年9月25日（水）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉北区龍田支所、北部総合出張所

硯川剛
令和元年9月25日（水）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉河内総合出張所、熊本市河内公民館

金峰山道の駅みちくさ館
郵便局5件
（小島、松尾、河内、河内塩屋簡易、芳野）

鬼塚亜李
令和元年9月25日（水）

その他

不動産
関係

相続関係

遺言

市政だより

新聞広告

区役所

回答なし

〈相談内容〉 〈広告媒体〉
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以上16名の参加でした。終了後は恒例となっている朝食を取りながらの

意見交換会が行われました。

玉名支部

山鹿支部

各支部の動き 各支部の動き

無料相談会
〈日　　時〉令和元年10月5日（土）10：00～16：00

〈場　　所〉玉名市文化センター第3研究室

〈相 談 員〉柗村正樹・荒川貴史・久保田豊・多山寿一・山下託史

〈相 談 者〉3組

〈相談件数〉4件

無料相談会
〈日　　時〉令和元年10月2日（水）10：00～15：00

〈場　　所〉合志市役所 防災棟1階 避難所②室

〈相 談 員〉上原昌博・士野清浩・平野昭代・吉田光宏・茂田修二
　　　　　大坪憲司・林誠、西原萌子・神谷和美・開田桂樹・西塔正弘

〈相 談 者〉7名（内2組同伴者あり）

〈相談件数〉5件

第18回ボランティア活動
〈日　　時〉令和元年7月20日（土）7：30～

〈場　　所〉菊池市役所界隈

〈参加会員〉西塔正弘・林誠・西原萌子・有働勝也・上原昌博
　　　　　布田悟・士野 清浩・徳永芳也・髙見洋一
　　　　　開田桂樹・神谷和美・吉田光宏・丸山仁也
　　　　　富田一誠・井上健二郎・中村義光

無料相談会
〈日　　時〉令和元年10月20日（日）10：00～15：00

〈場　　所〉山鹿市山鹿1番地温泉プラザ1階 ふるさと市場

〈相 談 員〉森山・福澤・新崎・徳永（山鹿支部会員4名）

〈相 談 者〉2組

菊池支部

◆広報、広告などその他の報告事項

　合志市広報誌への掲載。

労働相談

遺言・相続

農地

〈相談内容〉

労働関係成年後見

〈相談内容〉

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉山鹿市役所山鹿市農業委員会

山鹿保健所、山鹿警察署
山鹿市役所 鹿本支所
山鹿市役所 鹿北支所
山鹿市役所 鹿央支所
山鹿市役所 北鹿支所

森山・有働
令和元年10月10日（木）

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉玉名地域振興局、有明保健所

玉名警察署
玉名合同庁舎（玉名税務署）

柗村・櫻田・多山
令和元年10月11日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉三加和総合支所、南関町役場

柗村
令和元年10月11日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉長洲町役場、荒尾市役所

荒尾警察署

櫻田
令和元年10月11日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉和泉町役場

柗村
令和元年10月15日（火）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉岱明総合支所、横島総合支所

天水総合支所、玉東総合支所

多山
令和元年10月11日（金）

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉

〈場　　所〉①菊池市役所
（本庁及び各支庁、菊池市農業委員会）
②熊本県北広域本部
③菊池保健所
④菊池警察署
⑤大津町役場
（本庁、農業委員会）
⑥大津警察署
⑦菊陽町役場
（本庁、光の森町民センター、農業委員会）
⑧合志市役所
（本庁、農業委員会）

西塔正弘・林誠・西原萌子
神谷和美・開田桂樹

令和元年9月27日（金）〈相談内容〉

夫婦間
問題

内容証明

相続・遺言
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阿蘇支部

各支部の動き 各支部の動き

宇城支部

無料相談会①
〈日　　時〉令和元年10月5日（土）

〈場　　所〉宇土シティモール

〈相 談 員〉宮本幹夫・桑田敏郎・髙村睦夫・吉本功

〈相 談 者〉7名

無料相談会②
〈日　　時〉令和元年10月11日（金）

〈場　　所〉宇城市役所

〈相 談 員〉富田真史・岩﨑光洋・川本信義・桑田敏郎・髙村睦夫

〈相 談 者〉8名

無料相談会③
〈日　　時〉令和元年10月18日（金）

〈場　　所〉益城町役場

〈相 談 員〉橋場紀仁・髙森正朗・坂本孝・髙村睦夫

〈相 談 者〉8名

◆広報、広告など

宇城支部研修会
〈日　　時〉令和元年11月16日（土）
　　　　　 受付/13：00 開始/13：30～16：55

〈場　　所〉宇土市民会館 第3会議室

〈テ  ー  マ〉①空き家対策　13：30～15：20　 
　　　　　 ②無料相談会事案検討　15：30～16：50

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉

〈場　　所〉宇城地域振興局、宇城保健所
宇城警察署、宇城市役所
宇土市役所、宇城広域消防本部
熊日宇城支局、熊日宇土支局

宮本幹夫・髙村睦夫
桑田敏郎・河野富寛

令和元年10月2日（水）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉

〈場　　所〉甲佐町役場、美里町役場
山都警察署
上益城地域振興局土木部
熊日山都支局

岩﨑光洋、豊田繁男
兼瀬哲治、桑田敏郎

令和元年10月4日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉

〈場　　所〉上益城地域振興局、御船保健所
御船警察署、熊日御船支局
御船町役場、益城町役場
嘉島町役場

橋場紀仁、富田真史
河野富寛

令和元年10月7日（月）

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉阿蘇広域行政事務組合

渡邊敬二
令和元年10月21日（月）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉阿蘇広域消防本部

渡邊敬二
令和元年10月22日（火）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉阿蘇市役所

渡邊敬二・伊藤なおみ・家入政道・後藤隆一
令和元年10月24日（木）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉阿蘇地域振興局総務課

阿蘇福祉事務所、阿蘇保健所

渡邊敬二・伊藤なおみ・家入政道
令和元年10月24日（木）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉南阿蘇村役場

渡邊敬二・佐藤公美・安達英二・家入政道　
令和元年10月25日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉高森町役場

渡邊敬二・佐藤公美・家入政道
令和元年10月25日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉南小国町役場

渡邊敬二・家入政道
令和元年10月28日（月）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉小国町役場

渡邊敬二・家入政道
令和元年10月28日（月）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉西原村役場

渡邊敬二・家入政道
令和元年11月1日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉産山村役場

渡邊敬二
令和元年11月6日（水）
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官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉人吉市、球磨村、山江村、相良村、五木村、水上村、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町の各総務課及び各農業員会

球磨地域振興局、人吉保健所、人吉警察署、多良木警察署

西一郎・白川昌栄・赤池利史・笹山欣悟
令和元年10月2日（水）

八代支部

各支部の動き 各支部の動き

芦北支部

球磨支部

天草支部

その他 離婚

遺言土地

〈相談内容〉

無料相談会
〈日　　時〉令和元年10月6日（日） 10：00～15：00

〈場　　所〉イオン八代店

〈相 談 員〉笹本光洋・藤本昭男・村下正、
　　　　　児玉幸則・倉㟢文彦・飛永真由美

〈相 談 者〉6名

無料相談会①
〈日　　時〉令和1年10月1日（火） 10：00～15：00

〈場　　所〉水俣市 もやい館 音楽室

〈相 談 員〉4名

〈相 談 者〉2名

無料相談会
〈日　　時〉令和1年10月26日（土） 10：00～16：00

〈場　　所〉本渡南地区コミュニティセンター

〈相 談 員〉金子康美（支部長）・ 谷垣内作弘（支部監事）
　　　　　 上剛司（支部理事）・ 池野一樹（支部理事）

〈相 談 者〉2名（夫婦）

無料相談会②
〈日　　時〉令和1年10月2日（水） 10：00～15：00

〈場　　所〉芦北町役場 2階会議室

〈相 談 員〉5人

〈相 談 者〉6人

◆広報、広告などその他の報告事項

10月6日（日）の無料相談会については、広報やつしろ10月号に掲載して広報を実施した。

◆広報、広告など

10月1日（火）の人吉新聞に広報月間の広告を掲載。

◆広報、広告など

天草市で発行している広報誌「市政だより天草１０月号」の市民の

ひろばに無料相談会の案内を掲載した。広報については、天草ケー

ブルテレビ・地域FM（みつばちラジオ）にてCMを４週間ながしました。

※八代郵便局は、掲示物が限定されているため行政書士会の
　ポスターの掲示はできませんとのことでした。

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉八代市役所千丁支所

八代市役所鏡支所
八代市役所龍峯出張所
八代市役所東陽支所
氷川町役場
氷川町役場宮原振興局
氷川幹部交番（機動センター）

笹本光洋・倉嵜文彦
令和元年10月1日（火）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉熊本県南本部、県環境総務企画課

八代市役所坂本支所
八代市役所日奈久支所
八代公証人役場、八代郵便局
八代市役所農業委員会
八代市役所農林水産政策課
八代市役所建築指導課
八代警察署、八代郵便局

瀧本眞敏・飛永真由美
令和元年10月2日（水）

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉水俣市役所 総務課・農業委員会

平松大輔
令和元年10月1日（火）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉水俣警察署、水俣保健所

平松大輔
令和元年10月3日（木）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉津奈木役場 総務課・農業委員会

平松大輔
令和元年10月4日（金）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉芦北町役場 総務課・農業委員会

芦北警察署、県芦北地域振興局

平松大輔
令和元年10月2日（水）

官公署訪問

〈日　　時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉上天草市役所、上天草警察署

大矢野郵便局

金子康美
令和元年10月9日（水）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉牛深警察署、苓北町役場

金子康美
令和元年10月10日（木）

〈日　　 時〉
〈訪 問  者〉
〈場　　所〉天草市役所、天草地域振興局

天草保健所、天草警察署
天草市農業委員会
九州環境事務所

金子康美
令和元年10月18日（金）
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新  規

変　更

廃　業

会員の異動ゴルフ・法友会

（兼業：司）

〒862 - 0920　熊本市東区月出8丁目3番101号
行政書士藤本清人事務所
TEL：096 -283 - 8055

熊本東南支部
（登録番号 19431728　登録年月日 2019/7/15）

藤本 清人

熊本東南支部

〒861- 8044　熊本市東区神園2丁目1番17号
行政書士法人中嶋亜志火事務所　
TEL：096 -388 -3710

（登録番号 19431729　登録年月日 2019/7/15）
鶴田 政輝

（兼業：税）熊本東南支部

〒861- 4106　熊本市南区南高江2丁目14番13号
岩永光行政書士事務所
TEL：090 -1081- 0075

（登録番号 19431891　登録年月日 2019/8/1）
岩永 光

菊池支部

〒869 -1233　菊池郡大津町大字大津920番地8
大坪行政書士事務所
TEL：096 -200 -3312

（登録番号 19431892　登録年月日 2019/8/1）
大坪 憲司

熊本北西支部

〒861- 8005　熊本市北区龍田陳内4丁目4番1号
行政書士樋口久幸事務所
TEL：090 -2505 - 4278

（登録番号 19432069　登録年月日 2019/9/1）
樋口 久幸

熊本北西支部

〒861- 8006　熊本市北区龍田3丁目32番18号
行政書士法人ヒューマン・サポート龍田事務所
TEL：096 -327-9989

（登録番号 19432070　登録年月日 2019/9/1）
中村 享子

熊本東南支部

〒861- 8039　熊本市東区長嶺南5丁目2番7号
ほり行政書士事務所
TEL：096 -288 - 6350

（登録番号 19432071　登録年月日 2019/9/1）
堀 洋一

八代支部

〒869 - 4703　八代市千丁町新牟田1871-5
行政書士江尻有希事務所
TEL：080 -1740 - 6443

（登録番号 19432300　登録年月日 2019/10/15）
江尻 有希

（変更：事務所名称）
行政書士事務所WITHNESS
熊本中央支部 渡邉 徳人

（変更：所在地・電話番号（熊本東南→熊本中央））
〒862 - 0926 熊本市中央区保田窪1丁目11- 47　TEL：096 -221- 4470
熊本中央支部 本郷 光輝

（変更：事務所名称・所在地・電話番号）
おかもと行政書士事務所
〒866 - 0032 八代市新開町2番11号　TEL：0965 -31- 5340

八代支部 岡本 康宏

（変更：電話番号）
TEL：096 -247- 6950
熊本北西支部 佐藤 竜也

（変更：事務所名称・所在地・
　　　　電話番号（熊本東南→熊本中央））たいよう行政書士事務所

〒860 - 0862 熊本市中央区黒髪6丁目1-27　TEL：096 -341-1000

熊本中央支部 岡崎 太陽

（変更：電話番号）
TEL：096 -200 - 6647
熊本北西支部 楠瀨 建夫

（変更：所在地・電話番号）
〒869 -5563 葦北郡芦北町大字湯浦296番地7　TEL：0966 - 86 - 0577
芦北支部 山本 美佐

（変更：所在地）
〒869 -2307 阿蘇市小里478番地24
阿蘇支部 伊藤 なおみ

（変更：所在地）
〒869 -1112 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1丁目10番43号
菊池支部 後藤 明央

（変更：電話番号）
TEL：096 -273 -9818
熊本東南支部 前之園 博一（変更：事務所名称・所在地）

森脇伸一行政書士事務所
〒869 - 0551　宇城市不知火町御領265番地

宇城支部 森脇 伸一

（変更：所在地・電話番号（熊本北西→玉名））
〒865 - 0061 玉名市立願寺33番地7　TEL：0968 -57-2446
玉名支部 中村 久夫

（変更：所在地）
〒861- 8066 熊本市北区清水亀井町15 -26 上村マンション301号
熊本北西支部 松岡 和孝

（変更：所在地）
〒861-2232 上益城郡益城町馬水660番地1
宇城支部 松尾 一

八代支部 （廃業年月日 2019/6/3）新村 安雄

芦北支部 （廃業年月日 2019/6/12）川﨑 正洋

熊本北西支部 （廃業年月日 2019/7/8）川端 和人

熊本北西支部 （廃業年月日 2019/8/13）山本 芳廣

熊本東南支部 （廃業年月日 2019/8/31）岩本 隆徳

八代支部 （廃業年月日 2019/8/31）松本 章

熊本中央支部 （廃業年月日 2019/9/30）鑑江 真樹

熊本東南支部 （廃業年月日 2019/9/30）小杉 直

玉名支部 （廃業年月日 2019/9/30）谷口 弘明

第13回例会のご報告（チサンCC御船・令和年９月28日開催）
　秋晴れの良い天気に恵まれて１３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。

　今回もみんな激戦の中、このところ成長著しい宮川貞雄さんが、ぶっちぎりで１０回目に次ぐ二度目の優勝を飾りました。

準優勝には私、有働が久しぶりにハンデ勝ちで入り、三位には若手の村中重光さんが入賞しました。又今回は前回優勝の

井出美智雄さん（友好会員）から缶ビール６本入りを６個差し入れを戴き入賞者以外の参加者で田代幹事長相手に、ジャン

ケン大会の結果６人がゲットしました。井出さん！有難うございました。

　今後も優勝や受賞のチャンスがあるように工夫し特別賞の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。

※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。
　会員の皆様！下記日時を予定表に是非ご記入を！

※次回（第１４回）例会  〈日時〉令和2年3月28日（土） ９時集合　〈場所〉熊本空港CC TEL.０９６-２３２-０１２３

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） TEL.０９６-２００-６２３３に御連絡下さい。

おまちしております。
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
宮川 貞雄（菊池支部）〈優 勝〉
有働 勝也（菊池支部）〈準優勝〉
村中 重光（熊本中央支部）

４６・４３・  ８９・（２５）・６４
４６・５１・  ９７・（２５）・７２
５３・５５・１０８・（３６）・７２〈第三位〉

優勝の宮川貞雄会員 準優勝の有働勝也会員 第三位の村中重光会員 当日賞の元田和博会員
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　６月の日本行政書士政治連盟定期大会において、熊本県

行政書士政治連盟の井口由美子会長が日本行政書士政治

連盟の会長に就任されたことを受け、発起人一同祝賀会を開催いたしました。

　ホテル日航熊本阿蘇の間にて146名の御列席を賜りまして、盛大に行われました。衆議院議員の野田毅先生をはじめ、

熊本県選出の国会議員、県会議員、日行連会長、各単位会会長、各関係団体など県内外から多くの方々が駆け付けてくだ

さり、温かい御祝いの言葉をいただきました。

　井口会長の御挨拶では、ご自身の行政書士としての歩みを振り返りながら、これまでご支援いただいた諸先輩への感謝

の気持ちを涙ながら語られ、また、これから会長という重責を全うする覚悟と決意を述べられ、喜びの中に凛とした表情が印

象的でした。

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 

政治連盟活動報告 お知らせ

井口由美子氏日本行政書士政治連盟会長就任祝賀会

　１０月は行政書士制度広報月間でした。広報部としては一年で一番忙しい時期
なのですが、たくさんの方々のご協力もあって、電話無料相談会、市民公開講座、
街頭無料相談会を無事開催することができました。
　その他、新聞広告、折込チラシ、テレビCM、テレビ番組出演等のPR活動を行
いましたが、特に今年のテレビ番組出演は、「ご存知ですか？行政書士の仕事」と
題した特集を組んで頂き、行政書士をテレビの前の人々に知って頂く良い機会に
恵まれました。
　お力添えいただいた皆様、改めて御礼申し上げます。

編 集 後  記 行政書士くまもと 秋号 No.274

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　伊津野一敏

（敬称略）

〈日　　 時〉令和元年8月24日（土）

〈場　　所〉ホテル日航熊本

〈発 起 人〉発起人代表 副会長 坂田 圭佑
発起人 顧問幹事 櫻田 直己
  副会長 多山 寿一・林 誠
  副幹事長 北里 佳紀
  常任幹事 新崎 豊德・林田 理一郎
  開田 桂樹

研修部からのお知らせ

〈日 時〉令和元年12月9日（月）
〈場 所〉熊本市流通情報会館501研修室
〈内 容〉

新人会員研修

１.「行政書士法及び職業倫理について」
　   講師：森田勝彦会員
２.「建設業許可とは―はじめての建設業法」
 　 講師：櫻田直己会員
３.「遺言相続基礎知識」
　　講師：藤山義之会員
４.「相談会」（事前予約）

第4回業務研修会
〈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
〈内 容〉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

 １．相談は、短時間に手際よく質問することを心がけること。
 ２．祝祭日及び通常業務時間外、早朝・深夜などの相談は慎むこと。
 ３．「後で資料を送ってくれ」などとアドバイザーに過重の負担をかけないこと。
 ４．アドバイザーが電話口に出られないときなどは、あらためてかけなおすこと。
 　また、ＦＡＸ・メール等文書にて質問をするように、アドバイザーの指示があった場合はこれに従うこと。
 ５．申請書類等の書き方を漠然と聞くようなことはせず、自分なりに十分書類の内容を確認・調査したうえで、
　 わからない点を箇条書きにまとめるなどして、ポイントを絞って聞くようにすること。
 ６．専門的に、多岐にわたる論点や内容を何度も聞くようなことは避けること。
 ７．事案の内容も告げずに、ただ単に弁護士等他士業者の紹介等を求めることは避けること。
 ８．相談のために事務所を訪問する場合は、事前に必ずアドバイザーの予定や都合の確認を行なうこと。
 ９．相談は、行政書士本人(やむをえない場合に限り正規の届出補助者)がおこない、代理人やお客様に連絡をさせないこと。
10．業務が終了したら、アドバイザーにお礼の言葉とともに電話・ＦＡＸ・メール等にてその結果を報告するように努めること。

【業務アドバイザーに相談する際の注意事項】

〈日 時〉令和2年1月31日（金）14：00～17：00（受付13：30～）
〈場 所〉桜の馬場 城彩苑 多目的交流施設
〈内 容〉

熊本中央支部・東南支部・北西支部からのお知らせ
三支部合同研修会

14：05～15：15 
「改正相続税法について」 
 講師：熊本西税務署 審理専門官 磯田浩昭様
15：30～16：30 
「性的マイノリティについて」 
 講師：平川理 熊本中央支部会員

〈日 時〉令和元年12月7日（土） 13：30～16：00
〈場 所〉熊本市流通情報会館501研修室
〈内 容〉令和2年度も本会が主催する相談会の相談員等の資格を
　　　　得るため、当部会が実施する「登録相談員特別研修」を
　　　　受講し、考査に合格した人を推薦します。

権利義務・事実証明部会からのお知らせ

※終了後はホテル日航熊本2階で恒例の合同忘年会を開催いたします。

登録相談員特別研修

相
談
者
心
得
10
か
条

前回の夏号で、業務アドバイザーの先生方をご紹介しましたが、相談者が守るべき心得10ケ条を定めています。
ルールを守って業務アドバイザーの先生方に失礼のないように対応方よろしくお願いいたします。
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