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今年度も引き続き商工会議所からの協力依頼を受けて

おり、今年度は他の分野においても、官公署からの業務

受託についても積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

　また、９月にはデジタル庁が設置されることが決定して

おり、官公署へ提出する申請書のデジタル化は、私たち

行政書士にとっても将来の業務にかかわる重要な問題で

あり、会としても、市町村の窓口対応については、デジタル

化の情報収集とともに、申請書作成を業とする実務者とし

て、行政書士の代理権を守ることがひいては国民、県民

の皆様の利便に資する事を関係窓口に訴え、具体的提

言を積極的に行うことが重要だと考えております。

　コロナのワクチン接種が進んでいるとはいえ、感染症

の収束は先の見えない状況でございます。このような時

だからこそ、国民に寄り添い、地域に根差し、社会から期

待される行政書士でありたいと思います。

　熊本県行政書士会は、現在会員数が650名を超えま

した。このことは行政書士という職業に対する期待の現

れと捉え、これからも会員一丸となって、行政書士の社

会的地位の向上と行政書士業務の安定と拡大を目指し

てまいりたいと思います。

　引き続き、本会運営に対しご理解とご協力をお願い申

しあげますと同時に、皆様の益々のご活躍を祈念申し上

げます。

　平素は本会運営にご理解とご協力を賜り、心より感謝

申し上げます。

　去る５月２９日（土）に、新型コロナ感染症の予防対策

を実施したうえで、本会の令和３年度定時総会を開催

し、その定時総会におきまして、私は四期目の会長職を

務めさせていただくこととなりました。これまでを振り返り、

今期は、次なる世代へバトンタッチするための土台作りを

念頭に置き、新たな気持ちで職務を全うさせていただき

たいと思っておりますので、引き続きよろしくお願い申し上

げます。

　さて、この総会において、令和３年度の事業計画（案）

及び予算（案）が承認されました。今年度は、本会の組

織を盤石なものにするために、副会長を３名以内から５

名以内に会則変更を行い、おかげさまで、６月２１日付で

熊本県より承認が下りましたので、新執行部体制も整

い、いよいよ新年度が本格的にスタートしたところでござ

います。

　各部の活動についても６月１８日（木）に新体制での第

１回常任幹事会を開催し、本年度の活動計画を再確認

の後、その計画に沿ってそれぞれの部における具体的

活動方針を協議いたしました。

　特に、昨年の新型コロナ感染症の影響や７月の豪雨

災害をきっかけに、熊本県や商工会議所からの相談業

務を受託し、多くの皆様にご協力いただいた実績により、

井口 由美子
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令和３年度定時総会開催報告 令和３年度定時総会開催報告

　去る５月２９日（土）、令和３年度定時総会が開催されました。新型コロナウイルス感染第４波が到来しており、熊本県も特措

法に基づくまん延防止等重点措置の実施期間にある中での開催となりました。ホテル熊本テルサで最も広い通常３００席のテ

ルサホールを会場とし、昨年と同じく３分の１の１００席に減らして十分に間隔を取った座席配置としました。受付にはアルコー

ル除菌液やマスクを備え置き、来場者に対して検温を行うといった感染拡大防止の対応を取りました。

　午後１時に開会し、まず森田勝彦副会長が開会のことばを述べ、次に会場一同起立して物故会員へ黙祷を捧げました。そ

れから井口由美子会長のあいさつ、会員の表彰へと続きました。例年であれば表彰対象会員が会場の前に進み出て表彰状

や記念品の授与が行われますが、昨年と同様にお名前の読み上げのみに割愛されました。今年も来賓のお招きを控えていま

したが、衆議院議員野田毅様と熊本市議会議員満永寿博様、株式会社ワイズ代表取締役福澤直樹様よりいただいた祝電

が披露されました。

　以上でセレモニーは終了となり、議長・副議長の選出に

入りました。出席会員からの立候補はなく、執行部の推薦

により議長を真重正仁会員（熊本中央支部）、副議長を

上田乃梨子会員（熊本中央支部）とする提案がなされ、

賛成多数により可決承認されました。

　議長・副議長の就任の挨拶の後、真重議長が本日の

出席者数の報告をもとに本総会が有効に成立したことを

宣言し、続いて議事録署名人に林誠会員（菊池支部）と

林田理一郎会員（熊本中央支部）を指名しました。

　次に総会議事運営委員会委員長の木下純宏会員

（熊本北西支部）が、本定時総会の議事運営方法等に

ついて委員会において決定した事項を報告し、これに基

づいて議案審議へと入っていきました。

　まず第１号議案と第２号議案が一括上程されました。

第１号議案について井口会長が令和２年度の本会事業

報告を、また各部長が各部の事業報告を行いました。櫻

田直己事業推進部長からは、新型コロナウイルス感染症

対策の持続化給付金等の相談事業及び７月豪雨災害に

対応するり災証明書発行支援やなりわい再建支援補助

金の相談・支援事業等に関する報告がなされ、大変な一

年だったことが改めて印象付けられました。続いて第２号

議案の令和２年度決算・監査報告がなされました。第１号

議案・第２号議案ともに事前の質問書の提出はありませ

んでしたので、採決が行われ、賛成多数により可決承認さ

れました。

　続いて第３号議案が上程され、植森洋昭法規部長が、

副会長の員数を５人以内とする会則変更案を議案・資料

に基づき説明しました。事前の質問書の提出はなく、採決

の結果、賛成多数により可決承認されました。この会則変

更は、熊本県知事の認可を得て施行されます。

　続いて第４号議案と第５号議案が一括上程されまし

た。第４号議案について各部長が令和３年度の事業計

画を説明し、第５号議案については会長から予算案が示

されました。第４号議案・第５号議案についても事前の質

問書の提出はなく、採決の結果、賛成多数により可決承

認されました。

　続いて第６号議案が上程されて役員の改選に入ること

になりましたが、それに先立ち、選挙管理委員会委員長

の平川理会員（熊本中央支部）が、今年３月８日告示され

た会長選挙において井口由美子会員の他に立候補の届

出がなく、同会員が無投票当選したことを報告しました。

井口次期会長は当選証書の交付を受け、就任承諾書を

提出しました。

　次いで、次期副会長、理事、監事及び綱紀委員の選

任について何か考えがあるかと尋ねられた次期会長は、

役員案を記した書面を議長に提出し、副議長がこれを読

み上げ、議場に諮られました。事前の質問書の提出はな

く、採決の結果、いずれの案も賛成多数により可決承認さ

れました（新役員の一覧は１６ページ）。

　最後の第７号議案について、藤山義之副会長より（１）

令和４年度総会会場の決定について執行部に一任する

こと、（２）附帯決議として、本日の決議事項中軽微な事項

の変更、修正及び誤算誤字の訂正並びに行政庁の指示

による必要な修正加除はその取扱いを理事会に一任す

ることの承認を求める旨が述べられました。これについて

も事前の質問書の提出はなく、採決が行われ、賛成多数

により執行部の提案通り可決承認されました。

　その後、全ての議案につき審議が終了したことが宣言

され、議長・副議長は退任のあいさつを述べ降壇されま

した。

　最後に、櫻田直己副会長が閉会のことばを述べまし

た。令和３年度定時総会は、以上をもって午後３時に滞り

なく幕を閉じるに至りました。

　今年もコロナ禍にもかかわらず多くの会員にご出席い

ただきましたが、本稿を執筆している６月１５日現在で出席

者の中に感染者や濃厚接触者がいたという情報はなく、

皆様が健康管理・感染予防に十分気を付けていただい

た結果、どうやら無事総会を終えることができたようで感

謝を申し上げます。

〈日　　時〉令和３年５月２９日（土）　午後１時～３時

〈場　　所〉ホテル熊本テルサ　熊本市中央区水前寺公園２８－５１

〈出席者数〉構成員６５４名中、当日出席者８４名、委任状提出者３２８名　合計４１２名
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熊本県行政書士会 役員・部員・委員等一覧 熊本県行政書士会 役員・部員・委員等一覧
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松尾 一
副会長

阿南 礼
総務部長

加藤 誠貴
経理部長

北里 佳紀
事業推進部長

松岡 和孝
研修部長

中園 三千代
監察部長

廣野 吉法
広報部長

植森 洋昭
法規部長

松岡 泰光
電子対策部長

外山 慎輔
副部長 副部長

林田 理一郎
副部長

倉田 千代喜
副部長

河野 富寛
副部長

古閑 公士
副部長

木下 純宏
副部長

佐藤 竜也
副部長

益本 納
相談役

髙木 昇
相談役

櫻田 直己
副会長

森田 勝彦
副会長

井口 由美子
会長

山田 崇博
監事

渡邉 澄雄
監事

髙見 洋一
副会長

藤山 義之
副会長

総務部員

岩下 聡美
川上 賢一
神谷 和美
須々美 希一
古場 武史
江尻 有希

経理部員

井上 慶一
荒平 あゆみ

事業推進部員

石坂 公一
古市 麻美
真重 正仁
竹原 久美子
伊藤 琢
古賀 洋介
井上 慎一郎

研修部員

村端 由紀
開田 桂樹
宍戸 伸彰
井野 成美
西 祐貴

監察部員

笹山 欣吾
田添 史也
金子 康美
渡邊 敬二
茂田 修二
久保田 豊
野村 雄一

広報部員

上田 乃梨子
伊津野 一敏
西原　萌子
山本　隆之
古澤　　光

法規部員

平川 理
藤本 昭男
鬼塚 亜李
上米良 りえ

宮本 友紀
後藤 光彦
宮﨑 亜衣
石原 大輔
清末 正朗

電子対策部員

外山 慎輔
日髙 義治
松岡 泰光
山内 悟司
廣野 吉法
中園 三千代
木下 純宏
植森 洋昭
柗村 正樹
久保田 豊
森山 幸二
髙見 洋一
有働 勝也
渡邊 敬二
髙村 睦夫
橋場 紀仁
一美 慎也
笹本 光洋
笹山 欣悟
平松 大輔
金子 康美
阿南 礼
加藤 誠貴
北里 佳紀
松岡 和孝

理事

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

支部長　　副会長・部長＊

常任理事会構成員

綱紀委員

尾田 俊博
髙木 昇
袋田 隆晴
元田 和博
平野 昭代
松崎 明美

選挙管理委員

平川 理
岩下 聡美
木下 純宏
藤本 昭男
鬼塚 亜李

申請取次行政書士
管理委員

真重 正仁
髙木 昇

倉田 千代喜
櫻田 直己

登録相談員等
管理委員

古賀 洋介
林田 理一郎
日髙 義治
松岡 和孝
外山 慎輔
古閑 公士

設立・統廃合
準備委員

八代・芦北支部
及び本会から

苦情対応委員

森田 勝彦
櫻田 直己
藤山 義之
松尾 一
髙見 洋一

封印管理委員

益本 納
森田 勝彦
櫻田 直己
神谷 和美



副会長就任挨拶 副会長就任挨拶
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　この度、２期目の副会長を拝命いたしました熊本東南支部の藤山義之です。

　昨年来のコロナ禍によって、今まで多少は問題意識を持っていたとしても、深く考えることなく惰

性で続けていた日常生活や仕事の進め方について、よく考えたら必要ないんじゃ？とか、もっと効率

的なやり方があるんじゃね？という気づきを得られたことが多々ありました。もちろん、世の中には意

味はよく解らないけれども昔から続いてきた伝統や慣習といったものがあり、人間の知性は万能で

はない以上、大切に守っていかなければならないこともありますが、少なくとも熊本県行政書士会の

業務については、そこまで大げさに考える必要はなく、会の発展のために必要であれば、デジタル

化をふくめ新しいやり方を積極的に取り入れていくべきと考えております。

　そのために、微力ながら精一杯、副会長としての役割を果たしていく所存です。何卒宜しくお願

い申し上げます。

副会長  藤山 義之

　この度、副会長を拝命いたしました菊池支部の髙見洋一と申します。

　平成29年度～令和2年度の2期4年間は広報部長として活動させて頂き、会員の皆様にはご協

力いただきまして大変お世話になりました。有難うございました。

　そして今回、副会長という重責を担うこととなりました。コロナ禍の時代であり、ワクチン接種も進

んではいますが、まだ充分とは言えません。会の運営においても予期せぬ事態が起こり得ますし予

定通りに全ての計画が実行される保証はありません。

　その中で会長を補佐し、他の副会長、各部長、理事の先生方と連携を密にとり今回も会員の皆

様方には、ご協力をお願いし、会の運営に携わって行ければと思います。

今後とも、引き続き倍旧のご指導ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

副会長  髙見 洋一

　私は、今回の役員改選に伴い、副会長を拝命することになりました。

　熊本地震から引き続き、豪雨災害、新型コロナウイルス感染症の拡大による全世界的な災厄の

時代に、常に先頭に立ち、全身全霊をかけて行政書士会の改革と行政書士の地位向上、ひいて

は一般市民に対する行政書士としての社会的使命の達成に挑む井口会長を陰ながら補佐できる

ことは光栄の至りと思っております。

　井口執行部は第１期発足当初から激動の時を幾多の障害を克服しつつそれを逆にチャンスと

してアクティブに活動し、自治体及び一般市民の信頼を勝ち取ってきました。更に士業界を取り巻く

環境は加速度的に変化しており、特にデジタル化はあっという間に進んでいます。法令の改正は言

うまでもなく、社会制度そのものが大きく変わろうとしているこの時期に執行部の一角を務めさせて

いただくことに感謝し、全力を尽くして務めたいと思いますので、会員の皆様のご協力をお願いい

たします。

副会長  松尾 一

　去る令和３年5月２９日の定時総会で副会長に就任しました玉名支部の櫻田直己です。副会長

は２期目となりますが、前期に引き続き井口会長を支え、熊本県行政書士会発展のために努めて参

ります。

　さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の猛威が日本を包み、ワクチン接種が始まった現在も不

安の中での生活を余儀なくされています。また、熊本県では令和2年7月豪雨により会員を含む多く

の方々が被災され、復旧・復興に向け大変な毎日を過ごされています。このような困難を乗り越えて

いくために、新型コロナウイルス感染症については、持続化給付金等の給付金制度や持続化補助

金等の補助金制度が、豪雨災害については、なりわい再建支援補助金が創設されました。

　また、民法等の一部改正法が段階的に施行され、昨年７月からは「法務局における自筆証書遺

言保管制度」が始まりました。平成２９年５月から始まっている「法定相続情報証明制度」も併せ

て、相続や遺言等の身近な問題への対応も近年大きく変化しました。

　さらに、デジタル化に伴い電子申請システムへの移行も進んでおり、持続化給付金をはじめ多く

の施策が電子申請で行われ、今後も許認可業務をはじめとしたデジタル化が進んでいくことが想

定されます。

　行政書士倫理綱領には「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する」と定めてあります。感染症や災害の困難、時代に応じた身近

な問題に関する変化、電子申請等のデジタル化。私達行政書士は様々な問題・課題に直面する

国民に寄り添い、支え、共に乗り越え「きずな」として、より一層時代のニーズに応えていく存在であ

り続けなければなりません。そのために、私は２年間の任期を皆様と共に進んでいきたいと考えてお

ります。

　最後に、行政書士としてまだまだ若輩者の私ですが精一杯尽力して参りますので、何卒よろしく

お願い申し上げます。

副会長  櫻田 直己

　令和3年5月29日の定時総会におきまして、引き続き副会長を拝命いたしました熊本東南支部の

森田勝彦と申します。

　今期は研修部と監察部の担当副会長をさせていただくこととなりました。各部長・部員の方 と々

連携を図りながら、会の発展に寄与できればと思います。

　当面は本年度事業計画を基に事業を実施しながら、法改正や社会情勢の変化等があった場

合には柔軟に対応できるよう活動していきたいと考えております。

　これまでの経験を活かして会の運営に努力していく所存ですので、今後ともご指導ご鞭撻のほ

どよろしくお願い申し上げます。

副会長  森田 勝彦
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　この度法規部長を拝命いたしました、熊本北西支部の植森洋昭です。法規部は会員の皆様に

は馴染みが薄いと思いますが、熊本県行政書士会の会則や規則について検討を行い、改正や修

正等の提言を行っていく部です。これまで４年間は法規部の一員として、その後２年間は法規部長

として会則や規則の改正、制定作業を行ってまいりました。

　昨年は郵便投票による会長選挙のための規則改正、行政書士法改正に伴う会則改正等を行

い、皆様のおかげで無事に総会にて承認をいただくことができました。今年度も、新型コロナウイル

ス感染拡大による社会状況の変化に即した改正作業や、現状に適した改正の提案を積極的に

行っていきたいと思います。

　法規部は今回、新たに才能豊かな２名の女性の先生に加わっていただきました。これにより、今

までとは一味違った法規部になると思います。重要な役割を担い、迅速な対応が求められる部署

ですので、部員６名精一杯努力してまいる所存です。何卒宜しくお願い申し上げます。

法規部長  植森 洋昭

　この度、経理部長を拝命いたしました熊本中央支部の加藤誠貴です。前年度までは監査を担当さ

せて頂きました。

　経理部としましては、前事務年度に引続き、会費の滞納ゼロを目指し取り組んでまいりますとともに、

適正な収支の予算・決算(案)の作成、予算の執行状況の管理、基本財産の管理等を完遂し、会の円

滑な運営に貢献できるよう職責を全うして参ります。

　会長はじめ他の役員各位並びに委員の皆様のご助言とご協力を仰ぎながら、また、荒平あゆみ

先生及び井上慶一先生のお力添えを頂き、一丸となって務めていく所存ですので、何卒宜しくお

願い申し上げます。

経理部長  加藤 誠貴

　この度、研修部長を拝命いたしました熊本北西支部の松岡和孝と申します。

　年々、社会の移り変わりのスピードが加速していく中、行政書士業務においても、デジタル化の波

が押し寄せており、多くの申請がオンラインで行なわれる方向にどんどんと進んで行き、また、行政

書士が社会から求められる役割も、これまで以上に広い分野となり、それに対応した能力・知識も

より高いレベルで求められるようになって来ていると感じております。

　研修部では、会員の皆様方の知識や情報の習得の一助となればとの思いで部員全員力を合わ

せて研修を企画し、実施して参ります。

　私自身、まだまだ研鑽を積むべき立場の人間でありますので、研修部長という大役に身の引き締

まる思いですが、研修を通じて共に向上出来るよう精一杯務めて参りますので、何卒よろしくお願

い申し上げます。

研修部長  松岡 和孝

　この度広報部長に就任いたしました東南支部の廣野吉法です。広報部長という重責を担うには

力不足ではございますが、これまで2期4年間の広報部員としての経験を活かし、微力ながら広報活

動に尽力してまいります。広報部としましては、前期からのメンバーに加え、2名の新しい部員を迎え、

これまでの活動を踏襲しつつ、新たな広報活動や、各部との連携などを模索しながら、部員一丸と

なってより多くの方に行政書士を認知していただけるように、効果的な広報活動を行ってまいりますの

で、皆様のご意見やご要望などがございましたらお聞かせいただけると幸いです。また、今年度も10

月に電話無料相談会、街頭無料相談会、2月に市民公開講座などを予定しておりますので、会員皆

様のご協力の程宜しくお願い致します。

広報部長  廣野 吉法

　この度、事業推進部長に就任いたしました熊本中央支部の北里佳紀です。

　事業推進部は主に新規事業開拓や業務提携対応などの対外的活動による行政書士業務の

発展に寄与することを目的に2年前に発足しました。また昨年は新型コロナウィルス感染症や令和2

年7月豪雨の影響による持続化給付金やなりわい再建支援補助金などの支援体制構築のため関

係各所との連携や対応を図ることに力を注ぐ一年となりました。

　このような活動にこの2年間、副部長として携わってきた経験をもとに、今年度は部長として昨年

度の活動を混乱なきよう引き継ぎつつ、更なる熊本県行政書士会の事業推進のため精一杯尽力

したいと考えております。今後会員の皆様にご協力をお願いする機会も増えるかと思いますが、そ

の際は何卒よろしくお願いいたします。

事業推進部長  北里 佳紀

　２期目の総務部長に就任しました熊本中央支部の阿南です。外山慎輔副部長以下新たな総務

部で会務運営に取り組んでまいります。

　総務部の年度事業計画には理事会・常任理事会の議事録等の作成、行政書士試験事務協

力、総会の開催準備・運営といった経常的なものがありますが、加えて今期は会員名簿冊子の作

成にも取りかかる予定です。前回の発行から３年が経過しましたが、その間に本会の個人会員数

は603名（平成30年4月1日）から653名（令和3年4月1日）まで増えました。累計の入会者数は122

名、退会者数は72名（いずれも単位会変更分を含む）で、会員の２割近くが最新の冊子に未記載

ということになります。その他に事務所の住所などの登録事項の変更も少なくありません。予想外の

入会者の多さから在庫も尽きかけているため、今年度できるだけ早期の発行を目指し、通常の総

務部会以外に作業小部会の場も設けながら取り組んでいきたいと思っています。会員のみなさまに

も、作成へのご協力をよろしくお願いいたします。

総務部長  阿南 礼
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　行政書士としての業務経験は少なく、監察部の仕事にも馴染みがありませんでしたが、活動して

いくうえでは官公署との連携が必要ということで、３０数年の公務員経験が少しは役立つのではな

いか、また女性部長ゼロという会のジェンダーギャップを改善できれば・・・などの思いからお引き受

けしました。

　井口会長や当部担当の森田副会長のもと、県内各支部の８人の部員【久保田豊会員（玉名）、

野村雄一会員（山鹿）、茂田修二会員（菊池）、渡邊敬二会員（阿蘇）、河野富寛会員（宇城）、田

添史也会員（八代）、笹山欣吾会員（球磨）、金子康美会員（天草）】とともに、非行政書士（無資

格者）の排除活動を通して、行政書士の職域確保、ひいては業務内容の認知度向上を図っていき

たいと考えております。

　会員の皆様におかれましては、何か気付かれたことがありましたらお気軽に情報提供くださるよ

うよろしくお願いいたします。

監察部長  中園 三千代

　この度、電子対策部長に就任させていただくことになりました。松岡泰光です。よろしくお願いい

たします。

　コロナ禍の状況で新体制を迎えました、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おります。

　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。部員数も総勢7名と増員を実現い

たしました。メンバーのキャリア・専門領域はそれぞれ異なりますが、知恵を出し合い会員と県民の皆

様にとって有益となる事業運営に努めて参ります。

　新体制では、引き続き好評をいただいていますメールマガジンの内容の充実を進めるとともに、

2020年よりスタートしました熊本県行政書士会のフェイスブックページおよびTwitterアカウントを

活用して県民の皆様に行政書士の業務内容や本会の動きなどをいち早く発信していく所存です。

フェイスブック・Twitterアカウントをお持ちの会員の方は是非（いいね！・フォロー・リツィート）のご

協力をお願いいたします。

　最後にオンライン申請手続きやその他周辺の事案についてご不明な点がありましたら、どうぞ気

軽に情報をお寄せください。できるだけ迅速に対応して参りたいと存じます。

　以上よろしくお願いいたします。

電子対策部長  松岡 泰光

　この度、令和３年度定時総会におきまして熊本中央支部支部長を拝命致しました外山慎輔と申

します。 

　現在、未だ新型コロナウイルス感染症の終息の兆しが見えない中で、社会活動が制限され、ま

た急激な変化も求められております。

　熊本中央支部におきましては、オンライン会議システムを活用した研修の企画、オンライン理事会

の開催など、役員一丸となって、活動してまいります。

　今後とも会員の皆様のご指導・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

熊本中央支部長  外山 慎輔

　このたび熊本東南支部支部長に就任させていただくことになりました山内です。よろしくお願い

申し上げます。

　昨年（2020年）11月以降、新型コロナウイルスの感染再拡大と、変異種ウイルスの発生によっ

て、日本を始め世界的に経済の停滞感が強まっています。日本の経済は、「V・U・L」でもなく、「K

字型」といわれ、字のように分岐・二極化している状況です。全国的にワクチン接種が進み景気回

復へ期待が高まっています。県内ワクチン接種は、総人口約１７４万人のうち、高齢者約52万人を

７月末までに２回目接種完了予定とされ、また、高齢者以外者のワクチン接種も加速しています。コ

ロナ後（ing）は、会員の皆様とともに、更に地域社会に密着した行政書士業務を進めると伴に、経

済再生支援関連においても積極的に支援していきたいと考えています。

　今後とも、会員の皆様のご支援を宜しくお願い申し上げます。

　最後に、各支部ならびに会員の皆様の益々のご健勝とご繁栄を祈念します。

熊本東南支部長  山内 悟司

　熊本北西支部の支部長を務めさせていただいております木下と申します。平成29年度から支

部長をしておりますので、今年で5年目となります。ここまで理事や支部の会員の皆様のご協力で支

部の各種行事が開催でき、また支部規約の改正等にもご支持いただきましたこと、紙面を借りて篤

く御礼申し上げます。

　支部の運営については、本年度も当支部の実情に適合するような形になるよう、いくつかの規約

改正について理事会において話し会いを行う予定です。また、例年開催している無料相談会や支

部研修会等の各種行事は、個人的には事情が許す限り本年度も開催したいと考えております。た

だ、支部総会後の親睦会は中止となっており、研修会の後に開催している懇親会も開催は難しい

かもしれません。そこで、支部会員の皆様には当支部名を記載したクリアファイルの配布を検討し

ております。支部会員の皆様の業務の一助になりますと幸いです。

　最後になりましたが、本年度も皆様の業務の発展とご健康とをお祈り申し上げます。

熊本北西支部長  木下 純宏
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　この度、菊池支部定期総会におきまして支部長に就任いたしました髙見洋一と申します。菊池

支部は会員数が年々増加し6月時点で47名の会員が所属しています。今後も増加する可能性が

高いと思われますので支部役員を始め支部会員全員のご協力を頂き、運営して行ければと考えて

おります。

　また恒例となっています夏に行う年1回の清掃ボランティア活動、広報月間事業に行う無料相談

会、官公庁訪問、晩秋に計画している研修会等本年度も開催する予定です。各支部長、全会員

の皆様とも連携を取りながら行政書士会発展のため努力して参りたいと思います。今後とも宜しく

お願い致します。

菊池支部長  髙見 洋一

　本年度の支部総会に於きまして、八代支部長２期目を仰せつかりました一美慎也です。

　昨年の令和２年７月豪雨災害では、県南地域を中心に甚大な被害が発生し、八代市坂本町に

おきましても浸水や橋の崩落など信じられないような被害が発生しました。

　その際には、被災された方々の一刻も早い復興復旧をサポートできるよう本会と八代支部で連

携しながら、り災証明申請支援を行いました。

　今後、自然災害時や非常時などに行政書士が市民の皆様と行政の懸け橋になれる場面は、ま

すます増えていくと思いますし、それに伴い行政書士に対する期待も高まっていくと思います。

　その期待に応えられるような支部運営を心掛け、日々研鑽を積み、微力ながら地域に貢献できれ

ばと考えております。

　未熟者ではありますが、今後とも皆様のご指導、ご協力を賜りますようよろしくお願い致します。

八代支部長  一美 慎也

　今期で3期（通算6年）続けて支部長を受け賜わることになりました。コロナウィルスの集束のめど

がたっておらず。何事にも閉塞感が漂う日本の現状ですが、ワクチン接種が始まったことで、光明

が見えてきた気がします。この状況で行政書士には何ができるのか？山鹿支部一同、熊本県行政

書士会本部と連携して、市民の皆様の少しでもお役に立てるよう頑張っていきたいと思います。

　山鹿市は九州でも有数の温泉街です。温泉は免疫力をたかめストレス解消に役立ちます。また、

ブランド米日本一になったこともある米どころでもあります。地産地消を心がけコロナ禍で落ち込ん

だ地元経済の回復に、微力ながら寄与したいとおもいます。みなさまのご支援ご協力をお願い申し

あげます。

山鹿支部長  森山 幸二

　この度、4月16日に開催した支部総会で３期目の阿蘇支部長に就任致しました。現在の支部会

員は23名の会員で、税理士、司法書士等との兼業も多く在籍されております。

　今期も1期目から実施してきました、市町村や住民の方々へのサービス展開と共に、昨年、南阿

蘇村で実施した「よろず相談所」を各市町村の意向をお尋ねしながら、で展開することとしました。

　また、税理士、司法書士も多く在籍しており、豊富な経験と専門知識を生かし、中山間地の課題で

ある「少子高齢」や「空き家の増加」等に取り組むために、会員からの提案で「相続・贈与問題研究

会」のプロジェクトを設置し、阿蘇支部として、空き家対策等の課題に取り組むこととなりました。

　特に、行政書士は各種士業のハブ【hub】としての存在が大きく、地域社会の課題にとって重要

な位置にあることから、会員相互の情報網を構築し、地域住民が便利に安心して暮らすことができ

る地域社会の創造に貢献することを目標として支部を運営してまいります。

阿蘇支部長  渡邊 敬二

　この度、定時総会で支部長を仰せつかりました髙村睦夫と申します。

　今期で2期目となります。引続き2年間支部長の務めを役員の皆様及び支部会員の皆様のご協

力を得ながら当支部の活性化を進めていきたいと考えています。

　当支部は熊本市に隣接した益城町、嘉島町、大型店が進出した御船町、甲佐町及び宇土市、

宇城市、山都町、美里町まで海から山間部まで広範囲です。地域住民のニーズは多様ですが要

望に貢献できる支部の活性化を図りたいと思っています。

　当支部の令和2年度では、9名の方が新規加入されました。30代40代の方が大部分で、これか

らの活躍が期待されます。新しい発想、新しい業務改善で行政書士会の発展に寄与できる体制を

構築し最善を尽くしたいと思います。皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

宇城支部長  髙村 睦夫

　この度、玉名支部定時総会におきまして、支部長に選任されました柗村正樹です。皆様にご指

導いただきながら、玉名支部の活動に貢献できるよう頑張ります。

　玉名支部の主な活動は、官公庁訪問などのPR活動や、無料相談会の実施などです。

　今後とも会員の皆様のご支援とご厚誼を賜りますよう、宜しくお願いいたします。

玉名支部長  柗村 正樹
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　引き続き球磨支部長に就任することになりました笹山欣悟です。よろしくお願いいたします。

　昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大と令和２年７月豪雨災害の発災に伴い、これまでに経

験したことのない甚大な被害をもたらしました。何から手をつければいいかわからないほど途方に

暮れていましたが、多くの皆さんからの温かい励ましやご支援をいただきましたこと厚く感謝申し上

げます。

　発災から１年が過ぎようとしていますが、まだまだ復興には時間がかかりそうです。会員の中に

も、私を含め５名が被災しており、少しずつですが、元の生活に戻りつつあります。

　このような中で、会員の皆様には、なりわい再建補助金申請に際し、相談業務等積極的にご支

援いただきましたことにお礼申し上げます。

　今後とも、さらにご支援を賜りますようお願い申し上げます。

球磨支部長  笹山 欣悟

　芦北支部は総数７名と非常に少ない会員数で成り立っています。支部の運営に様々な支障をきた

していますが、地元に密着した草の根の活動こそ、我々行政書士会の存在意義かつ最大のＰＲの

場だと考え、できることを精一杯進める所存です。

　さて、世の中はまだまだ息苦しい状況が続いています。各種相談会の開催にあたっても、依然と

して支障をきたしていますが、今年度は何事も「中止ありき」ではなく、「できうる範囲で行動」してい

きたいと考えております。

　私自身、支部長として３年目を迎えます。職務を通じて出会う色々な絆を大切にし、支部事業や絆

が芦北支部や行政書士会の更なる認知・発展の一助になれればという気持ちをもって、芦北支部の

会員はもとより、他支部の会員皆様の御知恵をお借りしながら、引き続き取り組んでまいります。

　最後になりますが、世界中の異常事態の一刻も早い収束を心からお祈り申し上げます。

芦北支部長  平松 大輔

　令和３年も半年すぎ、歳を重ねるほどに、一年過ぎるのが早いと聞きますが、還暦を過ぎもう１４

年も経ったのか、と感慨を覚えます。地元の金融機関である天草信用金庫に勤務した後平成２５

年６月に入会登録したので、９年目に入っています。

　亡父松義が司法書士を開業し、その後母武子が司法書士に合格し二人三脚で事務所を運営

していましたが、父逝去後は亡き弟宏史と行政書士合同事務所として、現在は小生と合同事務所

を運営してますが、母も、今年で９６歳、まだ現役の司法書士として頑張っています。

　これからも、母の健康をサポートしながら、小生の健康にも留意し、事務所の運営をしていくつも

りです。

　今後とも、皆様のご指導、ご鞭撻をお願いして、年度初めの挨拶といたします。

天草支部長  金子 康美

会　長

副会長

副会長

副会長

副会長

副会長

総務部長

経理部長

事業推進

研修部長

広報部長
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電子対策部長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

監　事

監　事

綱紀委員

綱紀委員

綱紀委員

綱紀委員

綱紀委員

綱紀委員

役 職 氏名 事務所住所郵便番号 電話 FAX

862-0960

861-5255

865-0016

862-0909

861-2232

869-1108

860-0862

862-0951

862-0954

861-8066

861-8010

860-0073

862-0918

860-0004

862-0951

862-0955

861-8045

861-0132

861-0803

861-0837

861-0331

861-1104

869-2611

869-0615

861-2232

866-0898

866-0825

868-0082

867-0043

863-0037

869-0502

869-2612

862-0954

862-0971

860-0079

862-0950

861-1115

860-0072

096-285-5885

096-288-1416

0968-57-9827

050-3602-5720

096-201-4992

096-288-3008

050-6869-5877

096-381-1615

096-384-0267

096-202-6390

096-202-7677

096-227-6039

096-367-9442

080-6463-2255

096-381-5273

096-383-9341

096-335-7251

096-273-5517

0968-57-9300

090-6474-7485

0968-46-1075

096-242-4397

0967-22-0614

0964-43-2169

096-286-9284

0965-62-8301

0965-80-6132

0966-22-0607

0966-84-9200

0969-22-2948

0964-32-2200

0967-22-0320

096-385-0348

096-221-4151

096-354-2321

096-381-7656

096-288-0382

096-295-9440

096-379-1501

096-288-1417

0968-57-9829

050-3602-5720

096-201-6805

096-285-3537

096-387-4818

096-381-4008

096-384-0267

096-202-6390

096-202-7678

096-227-6039

096-367-9442

096-300-3821

096-381-5273

096-383-9341

096-335-7251

096-275-5081

0968-57-9304

050-1061-5764

0968-46-1075

096-242-4397

0967-22-0614

0964-43-2169

096-286-9284

0965-62-8302

0965-80-3448

0966-22-0608

0966-84-9201

0969-22-5867

0964-33-2151

0967-22-4810

096-339-0385

096-297-8987

096-354-2321

096-381-7610

096-248-5234

096-295-5083

熊本市東区下江津1丁目5番30-101号 

熊本市南区砂原町203番地１ 

玉名市岩崎1272番地 

熊本市東区湖東2丁目13番７号 

上益城郡益城町馬水660番地1 

菊池郡菊陽町光の森7丁目24-10-301

熊本市中央区黒髪2丁目26番26号 

熊本市中央区上水前寺2丁目19番21号 

熊本市中央区神水2丁目17番13号 北里アパート203 

熊本市北区清水亀井町15-26 上村マンション301号 

熊本市東区上南部3丁目5番7号 

熊本市西区島崎3丁目21番4号 坂本方 

熊本市東区花立6丁目15番48号 

熊本市中央区新町4丁目1番38-3号 

熊本市中央区上水前寺一丁目5番5号

熊本市中央区神水本町11番10-201号 K.Mビル2Ｆ 

熊本市東区小山2丁目20番27号

熊本市北区植木町植木44-1

玉名郡南関町大字関町1472番地1

玉名郡南関町大字上長田666番地4 

山鹿市鹿本町来民1491番地

合志市御代志1596番地１ 

阿蘇市一の宮町坂梨588番地7

宇城市小川町西海東1243番地

上益城郡益城町大字馬水877番地3 

八代市古閑中町572-1

八代市井上町481番地1 

人吉市中林町2096番地2

水俣市大黒町2丁目1番17号

天草市諏訪町16番18号

宇城市松橋町松橋579-3 

阿蘇市一の宮町宮地1452-2

熊本市中央区神水2丁目16-11 ヒルトップガーデンビル302号 

熊本市中央区大江6-20-6　T-area 501 

熊本市西区上熊本2丁目2番29号 

熊本市中央区水前寺6丁目10番44号 水前寺ビル302号 

合志市豊岡2013番地70 

熊本市西区花園6丁目8番67号 

井口由美子

森田　勝彦

櫻田　直己

藤山　義之

松尾　　一

髙見　洋一

阿南　　礼

加藤　誠貴

北里　佳紀

松岡　和孝

廣野　吉法

植森　洋昭

中園三千代

松岡　泰光

外山　慎輔

日髙　義治

山内　悟司

木下　純宏

柗村　正樹

久保田　豊

森山　幸二

有働　勝也

渡邊　敬二

髙村　睦夫

橋場　紀仁

一美　慎也

笹本　光洋

笹山　欣悟

平松　大輔

金子　康美

山田　崇博

渡邉　澄雄

尾田　俊博

髙木　　昇

袋田　隆晴

元田　和博

平野　昭代

松崎　明美



会 務 日 誌 （自：令和3年3月15日～至：令和3年6月30日）

月 火 水 木 金 土 日

これからの行事予定 （自：令和3年７月1日～至：令和3年９月30日）

3/16 3/173/15 3/18 3/19 3/20　春分の日 3/21

3/23 3/243/22 3/25 3/26 3/27 3/28

3/30 3/313/29 4/1 4/2 4/3 4/4

4/6 4/74/5 4/8 4/9 4/10 4/11

4/13 4/144/12 4/15 4/16 4/17 4/18

4/20 4/214/19 4/22 4/23 4/24 4/25

4/27 4/284/26 4/29　昭和の日 4/30 5/1 5/2

5/4　みどりの日 5/5　こどもの日5/3　憲法記念日 5/6 5/7 5/8 5/9

月 火 水 木 金 土 日

9/28 9/29 9/30 9/27

9/21 9/229/20　敬老の日 9/23　秋分の日 9/24 9/25 9/26

9/14 9/159/13 9/16 9/17 9/18 9/19

9/7 9/89/6 9/9 9/10 9/11 9/12

8/31 9/18/30 9/2 9/3 9/4 9/5

8/24 8/258/23 8/26 8/27 8/28 8/29

8/17 8/188/16 8/19 8/20 8/21 8/22

8/10 8/118/9　振替休日 8/12 8/13 8/14 8/15

8/3 8/48/2 8/5 8/6 8/7 8/8　山の日

7/27 7/287/26 7/29 7/30 7/31 8/1

7/20 7/217/19 7/22　海の日 7/23　スポーツの日 7/24 7/25

7/13 7/147/12 7/15 7/16 7/17 7/18

7/6 7/77/5 7/8 7/9 7/10 7/11

7/1 7/2 7/3 7/4

三役会
（会議室２Ｆ）

申請取次行
政書士管理委員会
（会議室１）

監察部会（会議室１）

事業推進部会（会議室２）

研修部会
（会議室１）

理事会
（熊本テルサ）

令和３年度第１回
九地協会長会（１日目）
（宮崎観光ホテル）

令和３年度第１回
九地協会長会（２日目）
（宮崎観光ホテル）

登録証交付式（会議室１）

総務部会（会議室１）
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5/11 5/125/10 5/13 5/14 5/15 5/16

令和３年度専門士業団体
連絡協議会
第１回実行委員会
（くまもと県民交流館パレア）

5/18 5/195/17 5/20 5/21 5/22 5/23

登録証交付式
（会議室１）

定時総会運営会議
（会議室１）

5/25 5/265/24 5/27 5/28 5/29 5/30

総務部会（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

6/1 6/25/31 6/3 6/4 6/5 6/6

6/8 6/96/7 6/10 6/11 6/12 6/13

6/15 6/166/14 6/17 6/18 6/19 6/20

日行連定時総会（１日目）
（ホテルオークラ東京）

日行連定時総会（２日目）
（ホテルオークラ東京）

登録証交付式（会議室１）

6/22 6/236/21 6/24 6/25 6/26 6/27

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

6/29 6/306/28

法規部会（会議室１） 広報部会（会議室１）

常任理事会
（会議室１）

熊本県事業承継ネット
ワーク連携会議
（ＺＯＯＭ会議）

三役会（会議室２Ｆ）

令和３年度定時総会
（熊本テルサ）

議事運営委員会
（会議室１）

申請取次行政書士
管理委員会（会議室１）

登録証交付式（会議室１）理事会（熊本テルサ）

日行連生活衛生業コロナ
対策支援ＰＴ会議
（ＺＯＯＭ会議）

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

女性部会総会
（会議室１）

登録証交付式
（会議室１）

会計監査
（会議室１）

常任理事会
（会議室１）

申請取次行政書士管理
委員会（会議室１）

令和２年度第４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）
熊本県司法書士会中村
信二会員法務大臣表彰
受賞記念祝賀会
（熊本ホテルキャッスル）

令和２年度第４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）

総務部会
（会議室１）

令和２年度専門士業
団体連絡協議会
第３回実行委員会
（国際交流会館）

第２回選挙管理委員会
（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

理事会
（熊本テルサ）

市役所相談員説明会
（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１）

女性部会研修会
（会議室１）



山鹿支部

　コロナ禍の影響で去年同様書面決議で行いました。

各支部定時総会 各支部定時総会

　今年度は、例年どおり熊本県民交流館パレア会議室に

て開催いたしました。

　議長に古賀洋介会員が選出され、第１号議案から第５

号議案までの審議に入り、全ての議案が可決承認され、

第５号議案においては、清末正朗会員、古閑公士会員が

新理事に選任されました。

　真摯に審議に取り組んだ貴重な時間となりました。出席

いただいた会員の皆様、委任状出席者の皆様、事務局の

皆様、本当にありがとうございました。

■日時／令和３年４月２３日（金）１５：３０開会　
■場所／熊本県民交流館パレア会議室7
■出席者数／合計６９名
                （当日出席者１３名、委任状出席者５６名）

熊本中央支部

【協議】

〇会員の異動について

〇所有者不明土地・建物問題対策事業について

〇空き家対策事業について担当渡邉澄雄　推進決議

〇令和3年度阿蘇郡市の市町村での相談会の開催について

特別決議

「所有者不明土地・建物問題対策事業について・空き家

対策事業についてのＰＴを阿蘇支部内に設置するプロ

ジェクトメンバー4名選出

■日時／令和３年４月１６日（金）１８：００～
■場所／阿蘇プラザホテル
■出席者数／合計２３名
                （当日出席者１２名、委任状出席者１１名）

阿蘇支部

　昨年に引き続き新型コロナウイルスが終息しない中、支

部総会を開催致しました。感染拡大防止のため、会議室

の入口にアルコールを設置し総会前と後には手指消毒、

■日時／令和３年４月１７日（土）１０：００～１０：４５　
■場所／桜十字ホールやつしろ
■出席者数／合計３７名
               （当日出席者１３名、委任状出席者２４名）

八代支部

　玉名支部の定時総会は、令和3年4月24日、例年通り

4月の最終週の土曜日に開催されました。

　業務運営報告等、第1号議案から第6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。例年であれば、

定時総会のあとに懇親会を行うところですが、昨年に続

き本年も行っておりません。

　玉名支部および玉名支部長の目標は、支部研修の開

催です。内容は、農地法の許可申請について、合格年

度が比較的新しい方のための研修はどうだろうかという

案が出ております。

　その他にも様々のアイデアを出し合いながら、支部の

運営をできればと思っています。

■日時／令和２年３月２４日（土）１６：００～１７：００　
■場所／玉名温泉「竹水苑」
■出席者数／合計30名
               （当日出席者8名、委任状出席者22名）

玉名支部 　支部長挨拶の後、第1号議案から第7号議案まで審議

を行い、原案通り承認されました。その中で第6号議案で

役員改選の審議の結果下記の通り令和3・4年度の役員

が選任されました。

支部長：髙見洋一　副支部長：平田勝大　

会計：西原萌子　監事：林誠　監事：神谷和美

本会理事：有働勝也　本会理事：髙見洋一

■日時／令和３年４月１７日（土）　
■場所／菊陽町光の森町民センター内会議室
■出席者数／合計４３名
               （当日出席者２３名、委任状出席者２０名）

菊池支部

　熊本北西支部定時総会は、開催直前にコロナウィル

スの感染者数が増加したために会場が急遽貸し出し中

止にならないか心配しましたが、予定通りに開催ができ

ました。ただ昨年度同様コロナウィルス感染防止のため

委任状による出席を呼びかけての開催となりました。

　内容としては、議長として後藤光彦会員が選出され、

第1号議案から第7号議案までの審議を行いました。

　総会終了後の懇親会は、新型コロナウィルス感染防

止のため昨年に引き続き中止しました。

■日時／令和３年４月２４日（土）１０：００～１０：２０　
■場所／熊本市西部交流センター 研修室
■出席者数／合計50名
               （当日出席者１5名、委任状出席者35名）

熊本北西支部

　昨年より引き続くコロナ禍の中、感染対策を取りながら

短時間での開催となりました。議長に横田祥一会員が選

出され、第１号議案から第6号議案まですべて可決承認

されました。役員選挙では藤山義之会員と山内悟司

会員の２名が無投票当選となり、互選により山内悟司会

員が新支部長となりました。引き続き山内支部長より理

事及び監事の指名がなされ東南支部役員は以下の通

りとなりました。

支部長：山内悟司　副支部長：藤山義之　

理事：川上賢一、上米良りえ、中園三千代、廣野吉法　

監事：丸山和臣

■日時／令和３年４月２３日（金）１３：３０～１４：００　
■場所／熊本市流通情報会館 ５０２研修室
■出席者数／合計１０１名
               （当日出席者１６名、委任状出席者８５名）

熊本東南支部

第１号議案　熊本県行政書士会阿蘇支部役員について

第２号議案　熊本県行政書士会阿蘇支部相談会の実施について

第３号議案　令和２年度事業報告について（原案可決）

第４号議案　令和２年度決算報告について（原案可決）

第５号議案　令和３年度事業計画について（原案可決）

第６号議案　令和３年度予算案について（原案可決）
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〈日　  　時〉　令和３年６月１４日（月）・１５日（火）

〈場  　　所〉　ホテルオークラ東京（東京都港区虎ノ門２丁目１０-４）

〈出席代議員〉　代議員総数２４７名 出席代議員２３２名
                  （本会から櫻田直己副会長、藤山義之副会長、髙見洋一理事が出席）

各支部定時総会 令和3年度 日本行政書士会連合会定時総会

　宇城支部定時総会は第1号議案から第5号議案まで審

議が行われました。

　総会資料に基づき報告及び提案がなされ、第2号議

案、第4号議案については修正箇所があるため、訂正後

会員の承認を得ることで可決承認されました。引続き役員

改選があり次のとおり承認可決されました。

支部長：高村睦夫　副支部長：岩﨑光洋、田代英夫　

理事：川本信義、富田真史、大工友秀、古澤光　

監事：橋場紀仁、山本孝二　その他、県理事として高村

睦夫、橋場紀仁を賛成多数で可決承認した。

■日時／令和３年５月１５日（土）１６：００～１７：４０　
■場所／佳楽
■出席者数／合計５２名
               （当日出席者１７名、委任状出席者３５名）

宇城支部

総会中（発言時も）はマスクの着用、ソーシャルディスタン

スが確保できるような座席の配置など色 と々配慮して総会

を開催致しました。議事については、皆様のご協力により

スムーズに審議が進行し、全議案につきご承認頂き閉会

致しました。

令和2年度事業報告・決算報告・監査報告

令和3年度予算　役員改選　日当等決定　

いずれも承認可決

■日時／令和３年５月１５日（金）　
■場所／天草プラザホテル・アネックス　3Fカトレアホー
■出席者数／合計２４名
               （当日出席者６名、委任状出席者１８名）

天草支部

第１号議案　令和２年度事業報告について

第2号議案　令和２年度決算・監査報告とその承認について

第３号議案　令和3年度事業計画（案）の承認について

第４号議案　令和3年度予算（案）の承認について

第５号議案　役員改選（案）について

　令和３年５月８日、東西コミセンにて開催予定でしたが、

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、会場の使用がで

きなくなったため、書面決議による総会とすることなりました。

　会員総数23名中、２０名の議決権行使があり、すべて

の議案が承認されました。承認された議案は、下記のとお

りです。

球磨支部

第１号議案　令和2年度の事業報告

第２号議案　令和2年度収支決算報告

第３号議案　令和2年度監査報告

第４号議案　令和3年度事業計画（案）

第５号議案　令和3年度収支予算（案）　

第６号議案　質疑応答・理事会報告・政治連盟報告

第７号議案　役員改選

　下記の議題内容にて芦北支部定時総会を開催しました。

　すべての議題を滞りなく審議・決議し、18時30分に閉会

しました。

　総会終了後は、今年こそは昨年７月のような集中豪雨

が発生しないようにと願いつつ、地元で漁れた美味しい魚

料理に舌鼓をうち、会員間の近況を語り合あいました。

■日時／令和３年４月２３日（金）１７：３０～　
■場所／うめのや（芦北町）
■出席者数／合計７名
               （当日出席者４名、委任状出席者３名）

芦北支部
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　今年度は役員改選の年であるため会長選挙が行

われ東京会から常住豊会員、千葉会から中村利雄会

員が立候補され、常住豊会員198票、中村利雄会員

34票の選挙結果により豊住豊会員が再選されました。

（投票総数232票、有効投票232票、無効投票0票）

　本定時総会はコロナウイルス感染症対策を万全に

行った上で開催されました。

議案審議の結果

　第1号議案　令和2年度事業報告 可決承認（質問件数27件）

　第2号議案　令和2年度決算報告 可決承認（質問件数0件）

　第3号議案　日本行政書士会連合会会則の一部を改正する会則（案） 可決承認（質問件数5件）

　第4号議案　日本行政書士会連合会役員選任規則の一部改正（案） 可決承認（質問件数3件）

　第5号議案　令和3年度事業計画（案） 可決承認（質問件数30件）

　第6号議案　令和3年度予算（案） 可決承認（質問件数6件）

　第7号議案　役員の改選 選挙結果承認



　1年半近く経過してもコロナ感染拡大の見通しが不透明な中、今回も開催が憂

慮されましたが、ゴルフ場の安全対策強化の中で無事盛会の内に終了することが

出来ました。

　今回は、かねてから地理的にハンデーのある八代支部関係会員の為により近い

宇城市小川町のゴルフ場にしました。幸い好天に恵まれ桜満開の素晴らしいコー

スコンデションの中で行われました。午前は池の多い難コースで苦戦を強いられた

方が多かったようですが、前回を凌ぐ5組19名に因る熱戦の結果は、優勝は八代

支部の松村剛さんが、初優勝おめでとうございます。準優勝には、なんと佐賀県小

城市から参加された元日行連会長の遠田和夫さんが、準優勝おめでとうございま

す。三位には私、菊池支部の有働勝也でした。遠田さんからは、あの有名な小城羊

羹を参加者全員に頂きました。お心遣い有難うございます。

　参加者全員！未だ予断を許さない厳しい環境の中本当にご苦労様でした。次回

は今年の9月例会になります その頃は是非ともコロナウイルスの感染拡大が終息

出来て清々しい初秋の晴天の下、多数の仲間と元気で再会したいと願っておりま

す。（くれぐれも健康維持にご留意ください） 

　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。

※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17回） 例会・2021年9月25日（土）9時集合・阿蘇東急GC TEL.0967-67-1616（阿蘇市南阿蘇村） 

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/FAX.096-295-8210に御連絡下さい。

お待ちしております。

優勝 松村剛会員優勝 松村剛会員

準優勝 遠田和夫会員準優勝 遠田和夫会員

当日賞 児玉幸則会員当日賞 児玉幸則会員

熊本県行政書士会ゴルフ友好倶楽部・法友会 政治連盟 就任挨拶

第16回例会のご報告
（ワールドカントリー倶楽部／2021年３月27日 開催）

松村 　剛（八代支部）
〈優 勝〉

遠田 和夫（佐賀県会） 
〈準優勝〉

有働 勝也（菊池支部） 
〈第三位〉

47. 53 .  100 .（22 .0）・78

49 .  54 .  103 .（31 .0）・72

48 .  55 .  103 .（25 .2）・77.8
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　平素は本連盟の運営にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

　去る５月２９日（土）に、新型コロナ感染症の予防対策を実施したうえで、本連盟の令和３年度定

期大会を開催し、その定期大会におきまして、私は二期目の会長職を務めさせていただくこととなり

ました。新たな気持ちで職務を全うさせていただきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願

い申し上げます。

　さて、本連盟は熊本県行政書士政治連盟であり、日本行政書士政治連盟の熊本県支部でもあ

ります。

　政治連盟は、行政書士制度の推進のための法改正を実現するために、国会議員の先生方に法

改正の要望を行い、そのロビー活動の一環として、地元選出の国会議員の先生方との信頼関係を

構築するために、各地で意見交換を行い、時には政策提言なども行っております。

　特に、熊本出身の先生方は行政書士制度推進議員連盟の要職を務めておられ、今年6月4日に

施行された、行政書士法の目的に「国民の権利利益の実現」を追加する事や「一人法人の設立の

許容」などの法改正に関しては、成立までに特段のご尽力をいただいております。

　また、県議会、市町村議会の先生方には、市町村行政に対する要望の窓口となっていただいて

おり、今年度は先生方を通じて請願の提出も進めてまいりたいと考えております。

　皆様ご承知の通り、今年10月21日には衆議院の任期満了となることから、この秋までには必ず衆

議院総選挙が実施されます。加えて来年は参議院議員選挙も実施されることから、政治連盟とし

ては、日頃お世話になっている先生方への感謝の気持ちをお返ししたいと思っております。

　法改正や、要望の提出は、議員の先生方のご理解とご協力なくしては成しえるものではござい

ません。

　今年は今まで以上に連盟挙げて一致団結し、地元に根差した活動に取り組んでまいりたいと思

いますので、更なるご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

熊本県行政書士政治連盟会長  井口 由美子

　去る令和3年5月２９日の定期大会の後、政治連盟副会長を拝命しました、玉名支部の櫻田直己

と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　政治連盟は行政書士制度の充実発展のために活動し、その結果は、等しく個々の行政書士へと

降り注いでいきます。その源流は行政書士法であり、法改正をはじめとした充実発展のためには、政

治連盟の活動が非常に重要なものとなります。

　私は、政治連盟と本会を繋ぐ橋渡しとなり、より良い行政書士制度に向けた活動を行って参ります

ので、会員の皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

副会長  櫻田 直己
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　会員の皆様には、日頃より政治連盟活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

　この度、井口会長より副会長に任命され、会員の業務を円滑にするために日々政治活動に励み

たいと考えています。

　今回の日本行政書士政治連盟定期大会において、互選により井口会長が選ばれました。熊本は

衆議院議員野田毅代議士がおられるので、今年の選挙は絶対に負けるわけにはいけません。我々

会員としても、各選挙区で勝利し、行政書士の未来を切り開き邁進してまいります。

　さて、今後の政治活動としましては、顧問議員団との連携を図り、意見交換会、勉強会の実施、そ

れらを円滑に進めるため、心ひとつにし、積極的に行っていきます。

　これからも行政書士制度の更なる発展を目指して活動してまいりますので、会員の皆様のご理解

とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

副会長  緒方 安彦

　熊本県行政書士会政治連盟副会長の就任にあたり、ご挨拶を申し上げます。　

　さて、行政書士法は昭和22年に議員立法により成立し、幾度かの改正も国会において議員立法に

より提案されております。

　政治連盟は立法府である国会と行政書士と結びつける重要な組織であり、政治連盟は行政書

士制度の「舵取り（マネジメント）」の役割を担う組織であると考えております。

　現在、少子高齢や新型コロナウィルス禍等、未曽有の課題を抱える日本にとって、行政書士制度

は重要性を増しており、社会のニーズに沿った制度への改正が急務であります。　特に、今年は衆

議院の解散総選挙が、令和4年（2022年）には参議院選挙が、更に令和5年（2023年）には統一地

方選挙が控えており、政局が大きく動きを見せる時期にあります。

　この期こそ、行政書士が組織力を発揮し選挙へ望み、真摯に政治に取り組む私達の存在をア

ピールすることが重要であります。

　今後、来るべき選挙に向けた政治連盟の事業を進めてまいりますので、一層のご支援を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。

副会長  渡邊 敬二

　この度、幹事長を拝命しました菊池支部の林と申します。お世話になった行政書士会へのご恩返

しを、との思いで携わってきたこの政治連盟での活動ですが、早いもので６期目となりました。先日、

改正行政書士法が施行をされ、我々は一人行政書士法人の設立等が可能になりましたが、この法

改正は顧問である衆議院議員の野田毅先生を始めとする国会議員の先生方に行っていただいた

ものです。本年必ずある衆議院議員総選挙の際にはそのご恩に報いるためにも、会員の皆様のお

力をお借りしながら、精一杯の活動をして参るつもりです。また会員の皆様には２年間お世話になり

ますが、引き続きのご協力とご支援を宜しくお願い致します。

幹事長  林 誠
※この政連編成表は7月2日（金）現在のものです。

井口 由美子
会長

櫻田 直己
名誉幹事

櫻田 直己
〈総務担当〉

副会長

松岡 和孝
総務委員長

下田 輝男
副委員長

清末 正朗

西坂 弘幸

笹山 欣悟

総務委員

川上 賢一
財務委員長

松田 いすず
副委員長

力德 直
財務委員

河野 富寛
政策委員長

坂本 孝
副委員長

牧 加壽登

前田 久幸

久保田 豊

新崎 豊德

茂田 修二

松村 剛

山本 美佐

金子 康美

政策委員

山田 崇博

渡邉 澄雄

監事

緒方 安彦
〈財務担当〉

副会長

渡邊 敬二
〈政策担当〉

副会長

林 誠
幹事長

外山 慎輔
副幹事長



　今年度の定期大会は、熊本県下にまん延防止等重点措置が

適用されている最中での開催となりました。そのため１月の臨

時大会開催時と同様に出席会員には入口での検温や手指の消

毒にご協力をいただき、座席間に十分な距離を取る等の細心

の注意を払いながらの進行となりましたが、会員の皆様のご協

力のお陰で無事に閉会できましたことに御礼を申し上げます。

　第５号議案の幹事の選任に続いて行われた新幹事による会

長選出においては、熊本東南支部の井口由美子会員が引き続

き会長として選任されました。

　定期大会に先立ち、前日の14日に本連盟の新役員において衆議院議

員野田毅先生、参議院議員馬場成志先生を始めとする顧問の国会議

員の先生方、熊本県選出の国会議員の先生方の国会事務所にご挨拶

へ伺いました。今年度の定期大会は東京に非常事態宣言が発出されて

いる最中での開催であったため、QRコードを利用した非接触の受付や

全ての座席間に飛沫防止のパーテンションが設置されるなど入念な感

染防止対策が行われておりました。

　第６号議案においては、新たに選出された幹事が別室において会長

選挙を行い、選挙の結果、前期に引き続き、本連盟の井口由美子会長

が日本行政書士政治連盟の会長へ選出され、就任をされました。

〈日　時〉令和３年６月１５日（火）１０：００～１２：１０

〈場　所〉ホテルオークラ東京

〈代議員〉緒方副会長、渡邊副会長、林幹事長　（井口会長は日政連会長として参加）

第１号議案　令和２年度運動経過報告について

第２号議案　令和２年度決算報告について（監査報告）

第３号議案　日本行政書士政治連盟規約の一部改正（案）について

第４号議案　令和３年度活動方針（案）について

第５号議案　令和３年度収支予算（案）について

第６号議案　役員の選任について

第１号議案　令和2年度会務及び活動報告

第２号議案　令和2年度決算報告および監査報告

第３号議案　令和3年度事業および活動計画（案）

第４号議案　令和3年度予算（案）

第５号議案　幹事の選任について

第６号議案　会計監事の選任について

第７号議案　第41回日本行政書士政治連盟定期大会
　　　　　　出席代議員の選任および承認について

〈日　　時〉　令和３年５月２９日（土）１５：２０～１６：１０

〈場　　所〉　ホテル熊本テルサ（熊本市中央区水前寺公園２８-５１）

〈出席者数〉　構成員５６２名中、当日出席者６６名、委任状提出者２７３名、合計３３９名

第４１回 日本行政書士政治連盟定期大会報告政治連盟 令和３年度 第４１回定期大会開催報告

第281号 令和三年夏号 第281号 令和三年夏号

27 28



お知らせ／編集後記

　新型コロナウイルス感染症の影響で1年延期となっていました東京オリン
ピック・パラリンピックが、この夏号が皆様の手元に届くときには、オリンピック
の閉会式を迎える頃かと思います。編集後記執筆時点では東京の新規感染
者数がリバウンドし始めており、観客を1万人上限にするのか、または無観客
にするのか検討されているときですが、いずれにしても、感染拡大につながら
ないよう安心・安全で開催され、選手が最高のパフォーマンスを発揮できる
大会になっていることを願うばかりです。
　さて、今年度は行政書士会では新体制となり、広報部も新たなメンバーが
加わり、パワーアップして2年間広報活動を行ってまいります。広報活動を
行うにあたっては、引き続き会員皆様のご協力の程宜しくお願いいたします。

編 集 後  記
行政書士くまもと 夏号 No.281

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

広報部長　廣野吉法

会員異動 会員異動

新　規 変　更

廃　業

（変更：事務所所在地）
〒862 - 0971　熊本市中央区大江6 -20 - 6　T-area 501
熊本中央支部 髙木 昇

（変更：事務所所在地）
〒862 - 0950　熊本市中央区水前寺3丁目2-14 フラワービル302
熊本中央支部 須藤 眞一郎

（変更：事務所所在地）
〒865 - 0056　玉名市滑石2708番地
玉名支部 森本 勝美

（変更：事務所所在地）
〒860 - 0812　熊本市中央区南熊本5丁目10番28 -1004号　
熊本中央支部 松田 いすず

（変更：事務所所在地・熊本北西→熊本中央）
〒860 - 0802　熊本市中央区中央街4-22 アルバ銀座通りビル3F
熊本中央支部 佐藤 竜也

　８月１２日（木）、１３日（金）の２日間、盆休み及び夏季休暇のため事務局を閉局させて頂きます。
ご理解とご協力をお願いします。 《 総務部 》

夏季休暇のお知らせ
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執行 朋弘
熊本東南支部

登録番号 21430435 登録年月日 2021/3/15 

〒862-0960 熊本市東区神園2丁目1番17号
行政書士法人アップサクシード
TEL：096 -388 -3710

黒木 佐由里（兼業：税）
熊本中央支部

登録番号 21431365 登録年月日 2021/6/1 

〒860-0808 熊本市中央区手取本町5-10 光多ビル5階　
黒木佐由里行政書士事務所
TEL：096 -327-9511

溝口 誠輝
球磨支部

登録番号 21430603 登録年月日 2021/4/2 

〒868-0008 人吉市中青井町313
みぞぐち行政書士人吉駅前事務所
TEL：070 - 8385 -2021

奈須 洋親
熊本北西支部

登録番号 21431366 登録年月日 2021/6/1 

〒861-8006 熊本市北区龍田1-13-11
奈須行政書士事務所
TEL：090 -3328 -7347

梨田 裕也
宇城支部

登録番号 21430604 登録年月日 2021/4/2 

〒869-0503 宇城市松橋町きらら2丁目2番地7 クレールきらら203号
行政書士梨田事務所
TEL：0964 -31- 0668

本田 信之
熊本東南支部

登録番号 21431367 登録年月日 2021/6/1 

〒861-5252 熊本市南区土河原町562-7
本田行政書士事務所
TEL：096 -227-1790

西 祐貴
熊本北西支部

登録番号 21430605 登録年月日 2021/4/2 

〒860-0088 熊本市北区津浦町29-41
西祐貴行政書士事務所
TEL：096 -353 - 6366

渡邉 浩二
熊本東南支部

登録番号 21431368 登録年月日 2021/6/1 

〒862-0963 熊本市南区出仲間3丁目1番7号
行政書士渡邉浩二事務所
TEL：080 -2697-2020

久保 裕美
熊本北西支部

登録番号 21430606 登録年月日 2021/4/2 

〒861-5525 熊本市北区徳王1丁目１番1-1004号
行政書士しらゆり法務事務所
TEL：096 -245 -7359

久間 康弘
熊本中央支部

登録番号 21431369 登録年月日 2021/6/1 

〒860-0802 熊本市中央区中央街4-22 アルバ銀座通りビル207　
行政書士キュウマ事務所
TEL：090 -9286 - 6503

髙橋 信二（兼業：宅）
宇城支部

登録番号 21430838 登録年月日 2021/4/15 

〒861-2202 上益城郡益城町大字田原154-5
髙橋行政書士事務所
TEL：090 -5284 -2544

荒平 あゆみ
熊本中央支部

登録番号 21431370 登録年月日 2021/6/1 

〒862-0924 熊本市中央区帯山1丁目25番15号
あらひら行政書士事務所
TEL：096 -213 -1616

廣田 慎一郎
熊本中央支部

登録番号 21430839 登録年月日 2021/4/15 

〒862-0970 熊本市中央区渡鹿3丁目6番21号
行政書士廣田慎一郎事務所
TEL：096 -342 - 4718

森山 祐矢（兼業：司）
八代支部

登録番号 21431479 登録年月日 2021/6/15

〒866-0016 八代市新地町3番14号
行政書士森山祐矢事務所
TEL：0965 -33 -3988

音成 清史
熊本東南支部

登録番号 21431030 登録年月日 2021/5/1 

〒861-4101 熊本市南区近見6丁目6-6 ラフォーレ近見202号　
行政書士音成事務所
TEL：096 -351-7781

佐分利 法信
熊本東南支部

登録番号 21431480 登録年月日 2021/6/15 

〒861-4221 熊本市南区城南町陳内1692
佐分利行政書士事務所
TEL：0964 -27- 8005

（変更：事務所所在地）
〒862 - 0970　熊本市中央区渡鹿1丁目8 -3
熊本中央支部 櫻井 博

（変更：事務所所在地・電話番号・熊本東南→熊本中央）
〒862 - 0949　熊本市中央区国府3丁目8 -91-101　TEL:096 -327- 8461
熊本中央支部 上田 乃梨子

（変更：事務所所在地・電話番号・熊本中央→熊本東南）
〒862 - 0965　熊本市南区田井島3丁目11-100　TEL:096 -379 - 4061
熊本東南支部 井野 成美

（変更：事務所所在地）
〒862 - 0924　熊本市中央区帯山3丁目42番5号
熊本中央支部 森本 智巳

熊本東南支部 （廃業年月日 2021/3/31）下村 博

菊池支部 （廃業年月日 2021/4/21）森藤 眞男

熊本東南支部 （廃業年月日 2021/3/31）田邉 由美子

芦北支部 （廃業年月日 2021/4/30）齊田 稔

熊本北西支部 （廃業年月日 2021/4/30）池崎 國康

熊本北西支部 （廃業年月日 2021/4/30）平山 秀也

八代支部 （廃業年月日 2021/5/14　備考:死亡）本田 彰子

芦北支部 （廃業年月日 2021/6/30）溜池 英雄


