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表紙写真について

撮影者：熊本北西支部　佐藤竜也会員

阿蘇市狩尾の「ラピュタの道」付近よりドローン空撮。
空港周辺地域、DID地区（人口密集地区）にかからない空域及
び地表から150m未満の高度で（許可承認が不要）で撮影して
おります。雲海が出るのを予想して5時から待機しておりました。



社会的認知度については業務の内容が漠然としてい

ることもあり、まだまだ「かなり変わった」とまでは行って

いないようです。

　行政書士業務のＰＲについては先達の諸先輩方々

も様々な企画をたて、一生懸命取り組んでこられまし

た。しかしながら大変残念なことに、一方で、一握りの

行政書士の仕事に対する不誠実な姿勢により、これま

でのＰＲ活動が水の泡となっていることも事実なので

す。私達は一人ひとりが広告塔であることを認識し、

行政書士であることに誇りを持ち、誠実に業務に向き

合うことこそが何よりの社会的認知度向上の近道で

はないでしょうか。

　本会では県をはじめ、市町村との業務委託契約に

ついて協議を開始しております。今後益々行政書士に

対する業務依頼の拡大が見込まれる今こそ、一人ひ

とりが襟を正し、研鑽を積み誠実に業務を遂行してい

く時だと思います。

　年末に向け、ご自愛の上業務に遂行され、2018年

が会員の皆様にとって素晴らしい年となりますことを

祈念致します。

　初冬の候、皆様におかれましては日々業務にご精

励のことと存じます。

　最近は春夏秋冬をじっくり味わうことができないほど

の気候変動がおこり、加えて年齢を重ねるごとに時間

の経過が異常に早く感じられ、気がつけば今年も年の

瀬の声が聞こえてきます。

　今年度も早くも半年が経過いたしました。この間

一昨年より準備しておりましたコスモスも熊本支部と

しての本格的な活動がスタートし、また新分野の丁種

封印業務も陸運局からの業務委託を頂き、さらにこの

度はゆうちょ銀行との業務に関する覚書の締結の運

びとなり、少しずつ業務の幅が広がっているところです。

　また、この１０月は行政書士制度広報月間として本

会はじめ各支部でも様々な活動をとおして行政書士

のＰＲと業務の周知に取り組んでまいりました。

　本会では昨年に引き続き熊日新聞紙面１面広告を

はじめ、鶴屋デパートでの街頭無料相談会の実施、さ

らに今年は球磨支部の全面的に協力を得て市民公開

講座を人吉市の社会福祉会館で開催致し、講演後は

人吉支部主催の無料相談会も実施され、予定時間を

オーバーしての相談対応となりました。また、全支部に

於いて官公署訪問を実施して頂き、行政書士制度に

関してご理解とご協力を頂いていることを実感致しまし

た。会員の皆様のご協力誠にありがとうございました。

　さて、９月には新入会員研修を２日間にわたり実施

致しました。研修に臨みながら私自身の新人の頃を思

い出しました。あの当時（昭和57年）からすると行政

書士業務の環境は変わったのでしょうか。もちろん、作

業の効率化という点ではあらゆる電子機器の普及と

共に急速に変化したのは確かでしょうが、行政書士の
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No . 2 6 7熊本県行政書士会 行政書士くまもと秋号
会長挨拶 02
広報部 広報月間活動報告・電話無料相談会 03
街頭無料相談会 04
市民公開講座 05
監察部 広報月間活動報告 06
会務日誌 07
新たな住宅セーフティーネット制度に関する会長声明 09
九州地方協議会会長会開催報告 10
 11
 

丁種封印業務について 12
平成29年度第１回新入会員研修会について 13
「第２８回 全国女性行政書士交流会IN宮城」参加報告 14
権利義務・事実証明部会活動報告 15
広報月間の各支部活動報告 16
熊本県行政書士会ゴルフ友好倶楽部・法友会 23
政治連盟活動報告 24
10月度 会員異動 25
新入会員紹介 26

目 次

会長挨拶

平成29年度熊本県専門8士業大懇親会
熊本県行政書士会所属会員ホームページのご案内

01 02



◎日　　 時 10月2日（月）10：00～16：00

◎場　　所 熊本県行政書士会館3階会議室

◎相 談 員 山内 悟司・平川 理・堀田 英治・多武 精一

◎スタッフ 廣野 吉法・髙見 洋一

◎日　　 時 10月18日（水）・19日（木）10：00～16：00

◎場　　所 

◎相 談 員 

◎スタッフ 

◎相談件数 全16件

広報部　広報月間の活動概要

広報月間活動報告

電話無料相談会

街頭無料相談会

8月4日（金） 全会員へ広報月間ポスターを郵送

8月10日（木）　

8月31日（木） 記者クラブの各報道担当者に告知と取材依頼

9月6日(水)  関係友好団体へ協力文書の送付

9月11日（月） 関係出先機関へ協力文書の送付

9月24日（日） 熊日新聞企画記事「ゆとれあ」掲載

9月30日（土） 熊日新聞企画記事「変わる」掲載

10月1日（日） 熊日新聞朝刊に15段名刺広告を出稿

10月2日（月） 電話無料相談会実施（10：00～16：00）

10月7日（土） 人吉新聞に市民公開講座告知記事を出稿

10月11日（水） 市民公開講座チラシ10,000枚を人吉市に配布

10月11（水）・16日（月） 

　　

 

場所：人吉市社会福祉協議会大会議室

場所：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

ＮＨＫ熊本放送局へ市民公開講座・
街頭無料相談会告知放送依頼　

各市町村広報に広報月間事業の
広報誌掲載依頼文書送付　

●10月2日電話相談

●10月18日・19日街頭無料相談会

●10月18日・19日街頭無料相談会（広告媒体）
電話相談会相談内容

18日　赤星 憲志・悦 揮代丈・松崎 明美
        袋田 隆晴・林田 理一郎
19日　徳永 芳也・倉田 千代喜・村端 由紀
        三浦 秀登士・日高 義治

（内訳）遺言・相続 12件/不動産関係 1件
相隣関係 1件/土地の境界 1件/保険 1件

髙見 洋一・伊津野 一敏
西原 萌子・廣野 吉法

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

その他
（不動産関係）

その他
（相隣関係）

その他
（保険）

その他
（土地境界問題）

終活問題
（遺言・相続・成年後見等）

街頭無料相談会相談内容内訳

街頭無料相談会広告媒体 内訳

通りがかり
人伝え

会場看板

不明 新聞

昨年同様、鶴屋百貨店内のレストラン街において２日間実施いたしました。２日ともあいにくの天気で、人通りも
若干少なく感じられましたが、ポスターを興味深く眺めていかれる方も多く、昨年より相談件数も増えており、少
しずつではあるが鶴屋百貨店での相談会の認知度が上がっているのがうかがえました。

終活問題
（遺言・相続・成年後見等）

その他
（相続登記）

10月18日（水）・19日（木） 街頭無料相談会実施（10：00～16：00）

10月14日（土） 市民公開講座実施（13：30～16：30）
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◎日　　 時 １０月１４日（土）１３：００開場　１３：３０開会

◎場　　所 人吉社会福祉協議会大会議室 

◎講　　師 関 美都子公証人（熊本公証人合同役場）、大田黒 浩一氏（タレント） 

◎出席者及びスタッフ 

市民公開講座 監察部　広報月間活動報告

～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！

井口 由美子会長、髙木 昇副会長、櫻田 直己総務部長、髙見 洋一、
伊津野 一敏、古市 麻美、北里 佳紀、牧 加壽登、廣野 吉法、平田 勝大、西原 萌子
球磨支部相談員：

　本年の市民公開講座は、清流球磨川の流れる九州の小京都、人吉市で開催されました。当日は小雨

の降るあいにくの空模様でしたが、新聞広告や折り込みチラシをご覧になられた方 に々多数ご来場いた

だきました。

　髙木副会長の開会宣言、井口会長、球磨支部・笹山支部長のご挨拶に続き、講演が始まりました。第

一部は、関美都子公証人をお招きし『相続は遺言の時代』と題して、ご講演いただきました。公正証書遺

言作成や後見に関する内容をわかりやすくご説明いただき、講演最後の質疑応答でも多くのご質問が

寄せられるなど、会場の皆様の関心の高さがうかがえました。

　第二部は、タレントの大田黒浩一さんによる『あいた　しもたの　そん前に』のご講演でした。大田黒さ

んの実体験に基づく、ユニークでパワフルな熊本弁トークに、

会場の皆様も大笑い。大いに盛り上がった一時間でした。

　講演終了後の球磨支部主催の無料相談会では、相談ブ

ース以外にも個別に相談の輪ができるほどの盛況ぶりでし

た。準備の段階からご協力いただきました笹山支部長をはじ

め球磨支部の皆様に感謝申し上げます。

　9月19日支部長・監察部合同会議が開催され広報月間の取組が例年に増して会一丸となり実施された

ことに監察部として会員の皆さんに先ずもって感謝を申し上げます。

　ところで監察活動は、行政書士法によって規制されている非行政書士の非違行為に対し注意喚起を

促し、その行為の違法・悪質性等の過程において注意、警告、告訴、告発に至るものであります。そのため

には、行政書士としての職域を守るためには会員の協力か欠かせません。

１、月間活動について

　　監察部は、ここ数年、熊本市中心部の官公署を拠点として官公署、支部からの要請と阿蘇支部の事

情を踏まえ実施してまいりました。しかし、今年は先に述べました支部長との事前会議があり、一部の支部

を除き支部独自で取り組むとの打合せにより、部として県警本部、熊本市内3署、隣接署を実施しました。県

警本部には交通・生活安全を主管する交通部・生活安全部を訪問し非違行為者の排除を各署に示達要

請をお願いしました。

２、月間後の取組について

　　会員の皆さんの月間に対する真摯な取組に非行政書士排除の成果が出ることを期待しております。

部として月間にとらわれず日常の業務を通じ非違行為の情報を収集し、研鑚を積み非行政書士排除に努

めたいと思います。

                以上

笹山 欣悟、赤池 利史、遠山 令二、白川 昌栄、苗床 俊二、
西幸 雄、渡部 幸子
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会務日誌 会務日誌 自　平成29年7月1日
至　平成29年10月31日

月
3 4 5 6 7 8 9

火 水 木 金 土 日
7/

18/

19/

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12 13

1514 16 17 18 19 20

2221 23 24 25 26 27

2928 30 31 2 3

登録相談員等
管理委員会（会議室1）

リーフレット作成
打合せ（会議室1）

行政書士試験実施に
係る説明会
(東京・全国町村議員会館）

申請取次行政書士
管理委員会（会議室1）

国土交通省直轄工事に
おける社会保険等
未加入対策の強化等
についての説明会
(福岡・第三博多偕成ビル）

電子対策部会
（会議室2F）

広報誌打合せ
（会議室2F）

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）

監察部会（会議室1）

身近な問題相談会
（県庁新館）

法規部会(会議室1）

広報誌打合せ(会議室2F）

南九州税理士会熊本県連
定時総会懇親会
（ザ・ニューホテル） 

３階事務所開所式

常任理事会(会議室1）

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1）

九地協丁種封印
担当者会議（福岡会）　

ゆうちょ訪問

行政書士試験
会場下見（熊大）

三役会（会議室2Ｆ）

監察部会（会議室2）

総務部会（会議室1）

専門士業団体
連絡協議会大懇親会
（ホテル日航熊本）

特定行政書士
法定研修④（会議室1）

法規部会（会議室1）

登録証交付式（会議室1）

企画研修部会（会議室1）

封印管理に関する
打合せ（会議室2）

広報部会（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）

総務部会（会議室1）

熊本県土地家屋
調査士会との合同研修会
（メルパルク熊本）

出張封印管理
準備委員会（会議室1）

特定行政書士
法定研修③（会議室1）

特定行政書士
法定研修補講（会議室1）

自動車業務関連官公庁
新任挨拶訪問

三役会（会議室2F） 総務省九州管区行政評価局
大規模災害時における
り災証明書の交付等に
関する実態調査（会議室2F）

特定行政書士
法定研修②（会議室1）

平成29年度第1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）

平成29年度第1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）

ｷﾘﾝ絆プロジェクト
「つながるエリア」
無料相談会
（熊本市東部交流センター）

月
4 5 6 7 8 9 10

火 水 木 金 土 日
9/

110/

3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

2 4 5 6 7 8

109 11 12 13 14 15

1716 18 19 20 21 22

2423 25 26 27 28 29

3130

常任理事会（会議室1） 登録証交付式（会議室1）

出張封印管理準備
委員会（熊本運輸支局）

法規部会（会議室2）

企画研修部会
（会議室1）

綱紀委員会（会議室1）

公証人会と
行政書士会との交流会
（ザ・ニューホテル）

理事会
（水前寺共済会館グレーシア）

女性部会研修会
（会議室1）

申請取次行政書士
管理委員会（会議室1）

第一生命
セミナー打合せ
（会議室2）

第2回支部長会・監察部会
合同会議
（水前寺共済会館グレーシア）

出張封印管理
準備委員会（会議室2）

身近な問題相談会
（県庁新館）

広報部会（会議室2F）平成29年度会長会
（岩手・花巻温泉）

三役会（会議室2F） 法規部会（会議室2）

電子対策部会
（会議室1）

芦北支部無料相談会
（水俣市総合もやい館）

広報月間電話無料
相談会（会議室1）

申請取次行政書士
管理委員会（会議室1）

法規部会（会議室2）

綱紀委員会（会議室2）

企画研修部会（会議室1）

熊本中央支部
無料相談会
（ゆめタウン大江）

熊本東南支部
無料相談会
（東区役所）

登録証交付式（会議室1） 一日合同行政相談所
（くまもと県民交流館パレア）

宇城支部無料相談会
（宇土シティモール）

経理部会（会議室2）

熊本中央支部無料
相談会（中央区役所）

全国事務局長連絡会
（1日目）(虎ノ門タワーズオフィス）

広報月間官公署訪問

熊本東南支部無料相談会
（南区役所）

全国事務局長連絡会
（2日目）(虎ノ門タワーズオフィス）

市民公開講座
(人吉市社会福祉協議会）

山鹿支部無料相談会
（温泉プラザ山鹿）

第一生命相続・
成年後見セミナー
（第一生命熊本支社）

身近な問題相談会
（県庁新館）

三役会（会議室2F）

平成29年度専門8士業
合同研修会
（熊本県民交流館パレア）

街頭無料相談会（1日目）
(鶴屋百貨店本館）

街頭無料相談会（2日目）
（鶴屋百貨店本館）

天草支部無料相談会
（本渡南地区
コミュニティセンター）

特定行政書士法定研修・
考査(会議室1)

平成29年度事業
承継ネットワーク構築事業
PT会議（KKRホテル熊本）

綱紀委員会（会議室1） 平成29年度事業承継
ネットワーク構築事業
第1回連絡会議
(KKRホテル熊本）

九地協郵政担当者
会議（1日目）
（水前寺共済会館グレーシア）

九地協郵政担当者
会議（1日目）
（水前寺共済会館グレーシア）

八代支部無料相談会
（イオン八代店）

第1回新入会員研修会（1日目）
（菊南温泉ユウベルホテル）

職務上請求書研修会
（菊南温泉ユウベルホテル）

第1回新入会員研修会（1日目）
（菊南温泉ユウベルホテル）

第一生命セミナー
打合せ（会議室2）

丁種封印制度に関する研修
及び効果測定（熊本テルサ）
平成29年度グローバル研修会
（TKPガーデンシティ博多）
芦北支部無料相談会
（芦北町役場）

広報部会（会議室1）

菊池支部無料相談会
(イオン菊陽店）

球磨支部無料相談会
（人吉市社会福祉協議会）

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
(宇城市役所）

熊本北西支部無料相談会
（西区役所）

第３回専門士業団体連絡
協議会（アークホテル熊本城前）

広報月間官公署訪問
宇城支部無料相談会
（益城町役場）
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九州地方協議会会長会開催報告新たな住宅セーフティーネット制度に関する会長声明 ～行政書士が全面的に支援します～

　去る平成29年7月29日から30日にかけて、熊本県熊本市に於いて「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髙木副会長、森田副会長、櫻田総務部長、伊藤企画研修部

長、髙見広報部長、藤山法規部長、坂田監察部長、関電子対策部長、牧加壽登会員が出席しました。

　昨年度の事業・決算報告、今年度の事業計画・予算、担当者会の議題や無料相談会・相談員に関

する規則等について協議が行われました。次回は、長崎県で会長会に加え、日本行政書士会連合会と

の連絡会、広報に関する担当者会が開催されます。今後も、行政書士の発展の為、相互理解が益々深

まる有意義な協議の場としていきたいと考えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成29年10月25日(水)より、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律のー部を改正する法律」が施行され、「新たな住宅セーフティーネット制度」が始まります。

　本制度は、近年増加傾向にある高齢者・低所得者・外国人等のうち、住宅を確保することが困

難な住宅確保要配慮者に対する住宅の確保支援を目的としており、空き家や空き室等を活用し

た民間の賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るための様々な施策が挙げられております。

　その中で、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設や円滑な入居

支援を行う居住支援法人の指定など、官公署に提出する書類の作成及びその手続代理並びに

権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業とする法律の専門家である私共行政書士が

担うべき役割と期待は、紛争性のない法律事務部分を含めて非常に大きいものであると考えて

おります。

　また、上述にある書類の作成行為だけでなく、書類の完成に向けて行う依頼に関する事前相

談・調査、起案、依頼者の意向の再確認、浄書等の作業から、提出先である役所等との連絡・調

整など、書類作成業務全般を担う行政書士が多様な側面から支援を展開できるものと期待して

おります。

　さらには、各都道府県に設置されている居住支援協議会が行う住宅確保要配慮者への入居

支援等にあたり、実務的観点から行政書士の専門的知見が活用されるものと考えております。

<事業登録申請等の行政書士業務の一例>

① 「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティーネット住宅)」の登録申請 

②居住支援法人の指定申請 (支援事業の目的追加のための定款変更手続きを含む。) 

③家賃債務保証業者の登錄申請 

④住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業にかかる補助金申請 (書類作成含む。) 

⑤居住支援法人への当該居住支援活動への補助金申請 (書類作成含む。)

新たな住宅セーフティーネット制度に対して、国民の支持に応え国民に寄り添う姿勢を第一義に

考える行政書士が本制度の円滑な推進に寄与できるよう、本会としても全国47の都道府県行政

書士会と約47、000名の会員と共に一丸となって全面的に支援して参る所存です。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

平成29年10月
日本行政書士会連合会会長　遠田 和夫
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平成29年度熊本県専門8士業大懇親会

熊本県行政書士会所属会員ホームページのご案内

丁種封印業務について

11 12

　9月1日金曜日午後7時からホテル日航熊本において今年も熊本県専門8士業大懇親会が

開催されました。熊本県行政書士会からは井口会長はじめ２５名が参加しました。弁護士・

司法書士・税理士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・公認会計

士で構成される熊本県専門8士業は11月25日（土）に無料合同相談会をくまもと県民交流

館パレア９階会議室1においても開催します。

【熊本県行政書士会会員の方へ】

本サイトに掲載をご希望の会員は、本フォームより事務所ホームページURL等の情報を登録く

ださい。月1回更新管理してサイトに反映いたします。（熊本県行政書士会ホームページに会員

口グイン後登録お願いいたします。）

　丁種封印業務について、今年度のスタートを目標に9月の理事会で規則を制定、封印管理委

員会を発足し、１０月に初めての事前研修を行いました。この記事を作成している１０月３０日現在

では、九州運輸局熊本運輸支局へ丁種封印受託申請を行っており、この記事を皆様がお読み

になっている頃には丁種封印業務がスタートしていることと思います。

委員会では、１年に１回丁種封印業務を行うために必要な、丁種会員名簿の調整を行います。

丁種封印受託者である熊本県行政書士会から再委託を受ける丁種会員は、自動車登録業務

に十分精通していることが求められており、名簿登載には事前研修の受講、丁種会員特約条項

を有する行政書士賠償責任保険の加入等の要件があります。

　丁種封印という新しい行政書士業務のスタートとなりますので、会員各位の積極的なご参加を

お願い申し上げます。

封印管理委員会委員長　櫻田 直己

● 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 



◎日　　 時 ７月９日（日）～１０日（月）

◎場　　所 宮城県宮城郡松島町 松島センチュリーホテル

◎参 加 者 井口由美子・飛永真由美・宮本友紀・下田典子

平成29年度第１回新入会員研修会について 「第２８回　全国女性行政書士交流会IN宮城」参加報告
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◎平成２９年度女性部会事業報告及び予定
実施（出席）しました。 実施（出席）予定です。

４月26日 女性部会総会 12月 第2回研修会・ランチ忘年会

5月28日 熊本県男女共同参画活動交流
会総会

2月 熊本県男女共同参画活動交流会フ
ォーラム

7月 4・ 5

日
第1回無料相談会 2月 第2回無料相談会

7月9・10

日
全国女性行政書士交流会ＩＮ
宮城

9月13日 第1回研修会

10月29日 熊本県男女共同参画活動交流
会研修会

　第２８回全国女性行政書士交流が、東日本大震災から６年を
経て復興に向けた取り組みが進む福島・宮城・岩手３県の合同
で開催されました。
　今回、熊本会からは４名が参加し、北は北海道、南は沖縄まで
全国から１０５名の女性会員が、宮城県松島町の松島センチュ
リーホテルに集いました。
　研修会は元衆議院議員で民法７７２条による無戸籍児家族
の会代表の『井戸まさえ氏』による、日本の無戸籍問題と解決へ
向けた活動についての講演会でした。　日常社会で目に触れに
くい無戸籍者の現実を知り、資格者である私たちもそれぞれの
地域において無戸籍者への支援活動ができることを理解した有意義な研修会となりました。
　全国の女性会員と業務の情報交換や相互の親睦を深めるとともに、お天気にも恵まれ日本
三景松島の夕日、朝日を眺め松島温泉と景観を十分堪能できた実りある二日間でした。

　平成２９年度新入会員研修を「菊南温泉ユウベルホテル」にて開催いたしました。

　今回は、普段、交通手段や移動距離の都合で、なかなか研修に参加できないという会員の方にも

参加していただきやすいよう、２日間の日程で宿泊も可能とし、各講義の時間を１コマ９０分と長めに

設定するなど、前年度の新入会員研修にご参加いただいた皆様からのご意見を参考に、参加され

る皆様がゆとりをもって受講できるよう計画させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。

　当日は、両日併せて延べ５０名近い新入会員の方々にご参加いただき、井口会長をはじめ、各業

務分野をリードするベテランの先生方に事例や経験談を踏まえた

貴重な講義をしていただきました。

　新入会員の皆様にとっては、業務の流れや実務の話を直接聞ける良い機会になったことかと思

います。かく言う私も入会3年未満で当研修の受講対象でしたので、当日の司会進行や手配などで

動き回りながらも、皆様と一緒に受講したいと密かに思っておりました。

　日程の都合上、行政書士業務として代表的な分野の講義を中心に実施することとなりましたが、

ご記入いただいたアンケートを拝見すると、新入会員の皆様が実に様々な分野に興味を持たれて

いることがうかがえ、改めて行政書士業務の幅の広さと、これからの益々の発展の可能性を大いに

感じている次第です。皆様からいただいたご意見は今後の参考とさせていただき、新入会員のみな

らず、全ての会員の皆様にとって有益な研修の実施に役立てて参りたいと考えております。

　また、会場となった菊南温泉ユウベルホテルのスタッフの方々の御協力で、研修会、懇親会ともに

滞りなく進行することができました。特に懇親会では明るく自由闊達な雰囲気を演出していただき、

参加された皆様が、活発に意見交換されている姿が印象的でした。

　この機会が参加された新入会員の皆様の今後の業務発展の一助となったのであれば幸いです。

　末筆ではございますが、改めてご参加

いただいた新入会員の皆様、講義をして

いただいた先生方にこの場を借りて御礼

申し上げます。

　これからも、企画研修部の活動にご理

解とご協力を賜りますよう、お願い申し上

げます。

企画研修部長　伊藤 琢 女性部会　下田 典子

今後の事業予定については、詳細が決まり次第Ｅメール等でご案内いたしますので、お忙しいとは存じますが、是非ともご参加ください。



広報月間の各支部活動報告

　熊本中央支部では、下半期の事業計画に沿って１０月の広報月間へ向け、９月２５日に役員全

員で熊本市役所をはじめ、大江出張所、関係する公民館やゆうちょ銀行等の官公署訪問を実施

しました。

　無料相談会については、１０月5日の熊本市役所一階フロア、１０月２６日のゆめタウン大江店会

場で午前９時から午後４時まで相談業務を行い、それぞれ成功裏に終えることができました。

　１０月５日の熊本市役所での相談会では、市政だよりの掲載や新聞広告等の効果もあり、相談コ

ーナには、ほとんどお客様が途切れることなく、相続・遺言を中心にお客様の熱心な相談をお受け

し、４５組のお客様にご利用いただきました。支部役員も受付業務と順番待ちのお客様のご案内

に追われながら、交互に相談業務にも対応し、忙しい相談日となりました。

　１０月２６日のゆめタウン大江店では、事前に店長にご挨拶を行い、相談コーナの場所の確認や

チラシの作成、ＰＲ活動の打ち合わせも行いました。相談日の当日には、店内の買い物客にチラシ

を配布し、声掛けを行って１５組（相談内容では１８件）のお客様のご相談がありました。

　今回の広報月間の取り組みでは、支部役員相互の連携・細かな情報の共有とチームワークをベ

ースに臨機応変に対応することができ、想定以上の成果を上げることができました。ご参加いただ

いた相談員の先生方にも感謝しつつ、次年度に繋がる取組ができたことを支部役員一同で確認

したところです。

熊本中央支部

権利義務・事実証明部会活動報告
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１０月の広報月間を「チームワーク」でパワフルに推進！

開催日時 10月5日10時～16時 10月30日10時～16時

開催場所 熊本市役所一階フロア ゆめタウン大江店
相談件数 45組（52件） 15組（１８件）

主な相談
内容等

相続・遺言40件、契約1件
不動産4件、成年後見等4件

相続・遺言　6件、契約2件
不動産5件　

相談員氏名
（敬称略）

赤星憲志、宮﨑亜衣、堀田英治
林田理一郎、竹原久美子、山内賢司

下田典子、松田誠也、古賀洋介
堀田英治、宮本友紀、宮﨑亜衣

◆相談会の実施日時、場所、相談内容等

　５月２９日から全国の登記所(法務局)において各種相続手続きに利用することができる「法定相続

情報証明制度」が始まりました。相続関係説明図の作成については各自の形式があると思います

が、私が今回申請したのが制度スタート直後であり、また行政書士会の研修前でもあったため、これ

まで作成していた相続関係説明図を土台にした形式で最初提出しましたところ、以下のような修正

を受けました。指摘を受けた事項をそのまま書きますので、今後の業務の参考にしていただければ幸

いです。

　相続関係説明図では父母、あるいは祖父母の生存（死亡）確認まで記載しておりましたが、法定

相続情報一覧図においては、被相続人、被代襲者、そして相続人以外の関係者の記載のみなら

ず、被代襲者の生年月日も不要とされ、必要最小限のみの記載を要求されました。

　また、本件の場合、被相続人の相続が発生した後に、相続人のお一人がお亡くなりになりました。

相続関係説明図では数次相続を一枚の様式に記載していましたが、法定相続情報一覧図では、一

人の被相続人ごと、つまり一つの事案ごとに作成することとなります。

　私の感想としては、研修資料や法務局のホームページにより、詳細に記入要領を説明してあります

が、慣れない表現もあり、まずは提出して、何度か修正を受けながら完成していく心積もりでいた方が

良いように思います。

　６月２７日の研修会では、熊本地方法務局管内の直近で、受付５７件中、資格者代理人の申請が

司法書士３５件、他士業８件(うち行政書士は不明)とのことでした。法務局の窓口で行政書士が行使

できる数少ない代理権です。また、相続関係説明図を始めとした事実証明の作成は本来、行政書士

の業務です。会員の積極的な取り組みを期待します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」の提出にあたって
権利義務・事実証明部会 坂川 昌生

修正を受けた事項

必要最小限の事項を記載
尊属、配偶者、兄弟姉妹等で直接関係のない者は記載不要
被代襲者の生年月日は記載不要

続柄 被相続人から見た関係を記載
数次相続 一人の被相続人ごとに作成
申出人 相続人の誰が申出人であるかを記載
最後の住所地 被相続人の最後の住所地を記載



　今年度の支部相談会は、例年通り2ヶ所にて開催しました。

　東区役所では、1階ロビーを期日前投票スペースに使用することとなり、2階エレベーター前での

開催となったが、相談者が開始時刻前より待っている状況であったため、定刻より20分ほど早め

て開始しました。

　南区役所でも、昨年同様2階の手狭なスペースではあったものの、開始直後より数組の相談者

が訪れたため、急遽ブースを増設して対応しました。

　2日間の相談件数合計31件のうち遺言・相続についての相談が20件と例年通り大半を占めた

が、不動産、離婚問題、交通事故、成年後見などの幅広い相談がありました。

広報月間の各支部活動報告

熊本東南支部

広報月間の各支部活動報告
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支部相談会（2ヶ所）

●日時：10月11日（水）9：30～16：00

●場所：東区役所2階

●相談員：三浦 秀登士・下村 博・中野 洋一 ・倉田 千代喜・悦 揮代丈

　出席理事：藤山 義之・川上 賢一 ・上田 乃梨子 ・廣野 吉法

　相談件数：20件

●日時：10月12日（木）9：30～16：00

●場所：南区役所2階

●相談員：三浦 秀登士・倉田 千代喜・悦 揮代丈

　出席理事：山内 悟司・川上 賢一・廣野 吉法

　相談件数：11件

熊本北西支部

支部相談会

●日時：10月13日（金）10:00～16:00

●場所：熊本市西区役所1階まちづくりルーム（熊本市西区小島2丁目7-1）

●相談員：植森洋昭・袋田隆晴・後藤光彦・真重正仁・松岡和孝

●サポート要員（理事）：木下純宏・新田孝幸・松崎明美・伊藤琢　

●相談件数　22件

開催状況・反響など

相談内容
（重複有り）

相続関係 15

遺言 7

不動産関係 4

その他 3

相談会を
知るきっかけ

市政だより 10

新聞広告 4

チラシ広告 2

郵便局にて 1

区役所にて 1

リビング熊本 1

回答無し 3



広報月間の各支部活動報告

菊地支部

広報月間の各支部活動報告
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玉名支部

山鹿支部

●日時：10月14日（土）10:00～15:00
●場所：玉名市文化センター 第２研修室
●相談員：

●相談件数：5件

無料相談会

●日時：10月15日（日）　10:00～18:00

●場所：温泉プラザ山鹿 1階ふるさと市場　山鹿市耶山鹿1番地

●相談員：3名

●相談の種類：3名共相続全般（1名農転）

無料相談会

●日時：１０月６日（金）１０：00～１５：00

●場所：イオン菊陽店　１階フードコート横

●相談員：西塔、林、平野、髙見、神谷、丸山、森本　以上７名

●相談者：6名（5組）

●相談内容：相続・遺言 ３件/離婚 １件/交通事故 １件

無料相談会

●日時：10月3日（火）

●訪問先：訪問表の通り

●当日の参加会員名：

●広報、広告などその他の報告事

・玉名市の広報誌に掲載されました。

官公署訪問

山鹿市のシンボルさくら湯に隣接するショッピングモール1階無料相談会でした。

当日は雨でしたので買い物客も少なく、相談人数も少なかった原因だと思われます。

菊池支部としては、ショッピングセンターでの開催は初の試みでしたが、買物の序でに寄ってみた方、

広告を見て来た方とおられました。

●日時：7月22日（土）AM7：30～

●活動場所：JR肥後大津駅付近

●参加会員：

第16回ボランティア活動報告（菊池支部）

終了後は、恒例となっている朝食を兼ねた意見交換会が行われました。

川上一洋、有働勝也、上原昌博、布田悟、士野清浩、岩根淳、徳永芳也、西塔正弘、
林誠、上原久典、髙見洋一、平野昭代、平田勝大、開田桂樹、神谷和美、村上建二、
丸山仁也、西原萌子、富田一誠、以上19名

・広報月間における官公署訪問及び無料相談会は会員の皆様のご協力のもと無事に実施する事ができました。

平木寿憲・多山寿一・松村正樹・荒川貴史・阪口心志　
       　　　　　　　　　　　　　　　　以上５名

平木寿憲・多山寿一・櫻田直己　
　　　　　　　　　  以上3名



広報月間の各支部活動報告

宇城支部

広報月間の各支部活動報告

八代支部

芦北支部
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●日時：10月7日（土）10：30～15：00

●開催場所：宇土シティモール

●相談員：

無料相談会①

●日時：１０月１日（日）１０：００～１５：００

●開催場所：イオン八代店１階 キッズコーナー前

●相談件数：

●「何で知りました？」の回答：

無料相談会

●日時：10月3日（火）10：00～15：00

●開催場所：水俣市総合もやい館

●相談員：

●相談件数：5件

●水俣市「広報みなまた」に掲載依頼1件

●年齢別：30代1件、40代1件、60代2件、70代1件

●日時：10月21日（土）

●開催場所：天草市本渡南コミュニティセンター

●相談者：３組

●相談内容：

●補足説明：広報方法を次年度検討の要あり

無料相談会①

●日時：10月4日（水）10：00～15：00

●開催場所：芦北町役場2階研修室

●相談員：

●相談件数：9件

●芦北町有線放送依頼：1件

●年齢別：50代1件、60代2件、70代5件、80代1件

無料相談会②

●日時：10月13日（金）10：00～15：00　

●開催場所：宇城市役所

●相談員：

無料相談会②

●日時：10月19日（木）10：00～15：00

●開催場所：益城町役場

●相談員：橋場紀仁・髙村睦夫・豊永礼二・岩崎光洋・吉本功　以上5名

●相談件数：6件

無料相談会③

相談内容は、他業士の専門分野がほとんどで、土地境界問題、建物表題登記及び相続登記の
方法、不動産登記法、税法、弁護士の案件などなどと、幅広い法律家としての知識、実務経験が
必要でした。

天草支部

球磨支部

●日時：10月14日（土）16時～

●開催場所：人吉市総合福祉センター大会議室

無料相談会

無料相談会

坂本 幸則・正林 民治・溜池 英雄・平松 大輔・山本 和久・山本 美佐　以上6名

相続関係1件、生前贈与関係（税金問題等含む）1件、
境界問題1件、

開始早々に４名の相談がありました。全体的に相談したいことを抱えていた方が事前の広告を見
て来られた方が多かったようです。

本会主催の市民公開講座が人吉市において開
催されたことに伴い、公開講座終了後の相談会
を球磨支部主催として開催しました。また、市民
公開講座終了後ということで、球磨支部以外の
本会の先生方にも協力をいただきました。

斎田 稔・坂本 幸則・丸野 宣裕・平松 大輔・吉海 正道　以上5名

13件（うち遺言２件、相続９件、
贈与契約１件、その他１件）

広報やつしろ６件　熊日新聞２件　チラシ２件
通り掛かり３件

橋場 紀仁・髙森 正朗・桑田 敏郎・川本 信義・
富田 真史・山本 孝二　　　以上6名

●相談件数：10件

●相談件数：5件（宇土市広報誌と、宇土シティモール掲示板２件）

宮本 幹夫・桑田 敏郎・田代 英夫・

河野 富寛・山本 孝二・吉本 功　以上6名



熊本県行政書士会ゴルフ友好倶楽部・法友会 政治連盟活動報告

優   勝：高橋信雄（八代支部）　
　　    50・46・96・（28）・68

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

　あの強烈な熊本地震から早1年半近くが経過して、初秋の穏やかな日和の中での5年目第9回

目の開催となり4組16名でのスタートとなりました。

　お陰様で回を重ねる毎に参加者も増え今回は紅一点、初の女性会員として中央支部の下田

典子さんが入会参加されました。多くの会員の方がご存知の通り、美人で華のある聡明な女性

の参加でー際活況を呈しました。 

　結果、実力伯仲!八代支部の高橋信雄さんが二回目の優勝!輝く優勝杯を手にしました。準優

勝は同じく八代支部の児玉幸則さん、3位は菊池支部の上原昌博さんで準優勝は同点HD差の

激戦でした。

　前回から固定HD(初参加と二回目逸はWP)を算出!参加者全員に優勝のチャンスがあるように

エ夫していますので、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（特別会員）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宣しくお願い致

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10回）記念コンペ・2018年３月30日（土）9時　集合：熊本益城CC 096-288-8222

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）096-200-6233にご連絡下さ

い。お待ちしております。

第9回例会のご報告 （チェリーG 宇土C・・1917・09・30） 　今年も早いもので秋本番かと思いきや11月に入り一気に朝夕は寒さを覚える気候となりました。
会員の皆さんお元気で業務にご精励のことと思います。
　政治連盟も新体制になり5か月、皆さんの支援により地に足がつくようになりつつあります。
その間、会館3階に独立した政治連盟室が設置され、皆さんを待っています。気軽にお立ち寄りくださ
い。先ずもってご案内申し上げます。
　さて、今年最大の政連のイベントは、10月に解散された衆議院議員総選挙でした。結果は報道され
ていますとおり言うまでもありません。皆さんにも支援をお願いし、ご協力いただきました結果、成果を
挙げることができ感謝申し上げます。
　日政連会長も、多忙の中、事務所開き、出陣式、開票日の都度来熊し支援していただきました。
政連の活動は、皆さんの業務、つまり行政書士法の改正について議員立法により制定されることか
ら、1党1派に偏するものではありませんが時の政府与党を中心に発議を乞い願いうことにあります。ご
協力・ご理解お願いします。今後の改正要望も多数ありますが、最重要項目は「行書士法人の設立
要件となっている二人以上の社員数を一人でも可とする」一人法人の設立です。国会議員の先生だ
けでなく、県議会議員等地方議員の先生にも働きかけ成立を期したいと決意しております。
　今後とも、政治連盟にご理解いただき、未加入の会員におかれましては加入をお待ちしております。

顧問 野田毅議員と片山虎之助議員に
「顧問推戴状」を謹呈
7月27日（木）午前、山下会長、福田幹事長、畑相談役は、日政連顧
問、自由民主党行政書士制度推進議員連盟会長の、衆議院議員 野田
毅議員（熊本2区）「顧問推戴状」をお渡ししました。
　同日午後、山下会長、畑相談役は、日政連顧問、日本維新の会共同
代表参議院議員 片山虎之助議員（比例）に「顧問推戴状」をお渡しし
ました。

政治連盟だより

第三位：上原昌博（菊池支部）
         55・48・103・（29）・74

準優勝：児玉幸則（八代支部）　
         54・43・97・（23）・74 　日本行政書士政治連盟が設立されて、今年で36年になります。この間多くの法改正が行われ、現在の業務や社会的

地位が確立されてきました。決して初めからこのような状態ではなかったのです。政治連盟に会員の力を結集し、国会議
員の先生に法改正の必要性を根気よくお願いし、1つの法改正には何年もかかります。もし法改正が行われなかったら、
平成のこの時代に行政書士は生き残れたでしょうか？行政書士の業務は、時代に取り残されては成り立ちません。
　今、行政書士はワンストップという大きな流れの中にいます。これからは、色々な手続がワンストップに移行していくと
思われます。いち早く情報を得て、業務に取り込まなければなりません。今後は、ますます政治活動は必要になりますの
で、政治連盟への入会をお願いします。

＊政治連盟入会のお勧め＊

‒日政連10月号より‒
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（変更：所在地）
宇城市松橋町久具463 -2
宇城支部 徳永　雄一

（変更：所在地）
〒869 -4222　八代市鏡町両出1259番地1
八代支部 豊崎　有梨

（変更：所在地）
〒860-0033　熊本市中央区紺屋阿弥陀寺町10番地　千里殖産ﾋﾞﾙ2B
熊本中央支部 戸田　強

（変更：所在地）
〒861-5255　熊本市南区砂原町589番地2
熊本東南支部 内田　貴久

（変更：所在地・電話番号・支部）
〒861-2106　熊本市東区東野2丁目5番4号
TEL：096 -369 -2055

熊本東南支部 古市　麻美

10月度 会員異動 新入会員紹介

編集後記

１０月は広報月間ということで、広報部としては一年で一番忙しい時期でした。そんな中、不安もありましたがたくさんの方々のご協力もあって、市民公開講座・街

頭無料相談会等を無事開催することができました。毎度の事ながらこのようなイベントはたくさんの方の力を集結してこそできるものですね。お力添えいただいた

皆さん、ありがとうございました。そして、気付けば１１月です。暑い夏がやっと終わり、少しずつ肌寒くなって、今年も終わりが近づいています。熊本地震から１年半

が過ぎ、周りを見渡してみると順調に復興が進んだところ、解体待ちのようにまだまだのところ、次第に復興スピードの違いが色濃くなってきているように感じます。

そう言っている私の自宅もまだ一部修繕中だったりします。まだまだ復興道半ばである熊本で、震災後ずっと走ってきた気がするので、年末へ向けてやり残したこ

とがないか少し立ち止まって考えてみる余裕の必要も感じながら、やはり、行政書士として出来ることを今年のうちに少しでも前へ進めることの大切さを感じてい

る今日この頃です。

新 規 変 更
氏名：宮﨑 亜衣　出身地：熊本県八代市
事務所所在地：熊本市中央区水前寺６丁目3-5　文建ビル3階
電話番号：096-273-8892　FAX：096-273-8893
メールアドレス：amiya8892@gmail.com

〒866-0073 八代市本野町2030番地1　
行政書士園川幸一事務所　TEL：0965 -34 -2279

八代支部 園川　幸一
（登録番号 17431394 登録年月日 2017/7/1）

〒865-0011 玉名市上小田616番地2
行政書士德永事務所　TEL：0968-72-4908

玉名支部 德永　愼二
（登録番号 17431395 登録年月日 2017/7/1）

〒861-1331 菊池市隈府895番地5
行政書士富田一誠事務所　TEL：0968-25-0771

菊池支部 富田　一誠
（登録番号 17431482 登録年月日 2017/7/15）

〒862-0918 熊本市東区花立6丁目15番48号　
行政書士中園事務所　TEL：096-367-9442

熊本東南支部 中園　三千代
（登録番号 17431483 登録年月日 2017/7/15）

〒861-1313 菊池市出田649番地3
行政書士茂田事務所　TEL：0968-24-0331

菊池支部 茂田　修二
（登録番号 17431691 登録年月日 2017/8/15）

〒861-3101 上益城郡嘉島町鯰2670
續橋然行政書士事務所　TEL：096-237-2021

宇城支部 續橋　　然
（登録番号 17431692 登録年月日 2017/8/15）

〒862-0971 熊本市中央区大江6丁目1-60-107
平野昌彦行政書士事務所　TEL：050-3440-1334

熊本中央支部 平野　昌彦
（登録番号 17431788 登録年月日 2017/9/1）

〒863-0018 天草市浜崎町6番21号
行政書士金子俊博事務所　TEL：0969-23-5188

天草支部 金子　俊博
（登録番号 17431855 登録年月日 2017/9/15 ）

〒861-8044 熊本市東区神園二丁目1番17号
行政書士中嶋亜志火事務所　TEL：096-388-3710

熊本東南支部 岡崎　太陽
（登録番号 17431856 登録年月日 2017/9/15）

芦北支部 窪田　恭郎 （廃業年月日 2017/6/6　備考：死亡）

熊本中央支部 吉本　敏克 （廃業年月日 2017/6/30 ）

熊本北西支部 柴田　淑子 （廃業年月日 2017/9/30）

天草支部 清水　孝徳 （廃業年月日 2017/9/30）

熊本東南支部 宇都宮　一三 （廃業年月日 2017/9/30）

（変更：事務所名称・所在地・電話番号）
〒860 -0862　熊本市中央区黒髪5丁目16 -14　モイセス堀江302号室
TEL：096 -221- 6058

熊本中央支部 堀江　伸

（変更：電話番号）
TEL：0965 -37- 0753
八代支部 本田　彰子

（変更：事務所名称）
行政書士あかりテラス事務所
熊本東南支部 宮村　和哉

（変更：所在地・電話番号）
〒861-8035　熊本市東区御領2丁目28 -14 -203
TEL：096 -285 - 6841

熊本東南支部 草留　志郎

（変更：所在地）
〒862-0903　熊本市東区若葉1丁目38番16 -1402号
熊本東南支部 髙野　善郎

（変更：所在地・電話番号・支部）
〒862-0912　熊本市東区錦ケ丘31番14号
TEL：096 -273 -8540

熊本東南支部 田邉　裕正

（変更：所在地）
〒862-0911　熊本市東区健軍3-3 -5　カーサセレーノ1階
熊本東南支部 前之園　博一

（変更：属性・事務所名称・所在地・電話番号）
〒860 -0088　熊本市北区津浦町12-43 
鬼塚亜李行政書士事務所　TEL：090 -7475 -9617

熊本北西支部 鬼塚　亜李

（変更：属性・事務所名称）
行政書士法人中嶋亜志火事務所
熊本東南支部 中嶋　亜志火

廃 業

広報部　北里佳紀

趣味は？

音楽鑑賞（高校時代からUNICORNと奥田民生さんが特に好きです！私の青春、今も継続中）
映画鑑賞（最近は邦画をよく観ます）
料理（調理に集中しているときは嫌な事も忘れ、おまけに食事も出来上がり一石二鳥で私にはストレス解消になります）

特技は？

革工芸（レザークラフト）、書道
母が革工芸作家で、その影響で高校生くらいから気が向いたときに作っていました。八代美術協会美術展に3年ほど出品し
入賞経験があります。手先を使って物を創作するのが好きです。集中して作業している時は嫌な事も忘れます。

好きな食べ物は？

和食、イタリアンなどの、素材の味を活かした食べ物が好きです。
好きなものは一つにしぼれませんが、甲殻類・アボカド・いちじく・キウイなど食べ物アレルギーで食べられなくなったものがあります。

今までの人生で一番感動したことは？

直近で一番感動したのは、行政書士試験に合格出来たことです。
合格発表をネットで確認しても、合格通知が届いてもなかなか実感が湧きませんでした。

やってみたい業務は？

遺言・相続関係
93歳の祖母が、今年の2月に公正証書遺言を作成したのですが、その際に遺言の重要性について身をもって経験したからです。
それと、国際業務にも興味があります。

最後に、行政書士としての抱負をどうぞ

あいみやざき

20年間、国立及び私立大学で事務補助職員として総務・経理・教務・人事など多岐にわたる業務に対応し、学生および教員の支援
を行って参りました。これまでの経験を活かして、依頼者に寄り添い、希望に応える行政書士として、社会に貢献できるよう誠心誠
意努力いたす所存です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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