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● 令和2年度臨時総会
● 市民公開講座、行政書士制度70周年記念事業
● 新入会員紹介
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契約を受け、人吉商工会議所からの相談員の派遣要

請とともに事業推進部が中心となり、相談員の派遣を

行ってまいりました。

　これらの支援活動を今日まで無事に行うことが出来ま

したのも、ひとえに、積極的にご協力いただいた会員の

皆様のおかげであり、あらためて、御礼申し上げます。

　これらの活動を通し、熊本商工会議所からは、引続き

様々な中小企業支援をお願いしたいとの申し入れをい

ただいております。

　また、今年度の総会開催の時のような状況に鑑み、万

が一総会が開催できない場合を想定して書面による総

会の開催を実施することについて会則改正を行う必要

があると判断し、法規部で、昨年夏ごろから休日午前中

からの会議を何度も重ねてまいりました。併せて、来年度

実施予定の会長選挙についても、一堂に会せない場合を

想定し、議論を重ねてまいりました。このことにつきまして、

会則改正を伴うことから、緊急事態宣言下ではございま

したが、去る1月27日に臨時総会を開催させていただき、

本年6月4日に施行される行政書士法の一部改正に伴う

本会会則の改正と郵送による会長選挙の実施が可能と

なる会則の改正についてご承認いただき、無事に臨時

総会を終えることが出来ました。

　平素は本会運営にご理解、ご協力をいただき誠にあり

がとうございます。

　早いもので、令和2年度も終わろうとしております。

　今年度のスタートは、新型コロナ感染症が拡大し始め

た頃でした。収束の目途も経たない中、総会の開催すら

危ぶまれましたが、皆様のご協力によりコロナ感染症対

策を取りながら無事に開催することができ、事業計画、

予算案をご承認いただいたことで、新年度のスタートを

切ることが出来ました。

　しかし、コロナの感染拡大が少し収まり始めた頃、人

吉、芦北方面を中心に7月豪雨に見舞われ、数名の会員

の方が被災され、未だ元の生活に戻れない状況の方が

いらっしゃいます。

只々、一日も早い復興を願うばかりです。

　本会では、このような状況の中、様々な制約がありまし

たが、事業計画に則り運営を進めてまいりました。

　特に、新型コロナ対策として打ち出された持続化給付

金制度への対応として、熊本商工会議所と事業協定を

取り交わし、商工会議所からの要請に応じ相談員を派

遣致しました。

　さらに、7月豪雨に対する熊本県の「なりわい再建補

助金」の申請相談についても、熊本県からの業務委託

井口 由美子
熊本県行政書士会 会長

会長 挨 拶
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おかけし、まだまだご期待に添えたとは言い難い点も多々

あるかと存じますが、何とかここまで運営できましたことに、

ご協力いただいた皆様にあらためて感謝申し上げます。

　現在、国は新型コロナ対策とともにデジタル化の推進を

重要課題として取り組んでおり、これは、私たち行政書士

にとっても重要な問題であり、日行連では、デジタル推進

本部を設け、関係省庁との協議を進めております。また、

所有者不明土地も法制化され、私たちの業務への影響

も注視していかなければなりません。その他、外国人雇用

の問題や、給付金の申請支援など、これまでの行政書士

像ではない、新しいスタイルの行政書士が求められ始め

ているのかもしれません。

　しかし、行政書士倫理綱領にある「行政書士は、国民

と行政とのきずなとして、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」ことは変わることはあり

ませんし、一人一人が決して忘れてはならないことです。

　今年度新入会員の方が約50名となり現在会員数が

650名を超えました。これからも会員一丸となって、未だ

新型コロナの収束は期待できない状況ではありますが、

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。

　この一年の皆様のご協力に感謝申し上げますと同時に、

来年度も引き続きのご理解とご協力をお願い申し上げます。

　さらに、去る2月22日は行政書士制度施行70周年の記

念の日を迎えました。新型コロナの影響を受け、日行連に

おいて開催予定であった記念式典は残念ながら延期と

なってしまいましたが、本会においては、熊本県独自の緊

急事態宣言が解除された直後の2月20日に熊本城ホール

のシビックホールにて、感染予防対策を徹底したうえで

「市民公開講座」を開催し、多くの皆様に参加いただき、

無事終了することが出来ました。

　この他、研修部においては、毎回コロナ対策を取りなが

ら研修会を実施いたしました。

　監察部においては、10月の広報月間に、各支部の皆様

にご協力いただき、各地の官公署を訪問し、さらなる「非

行政書士の排除」をお願いしたところでございます。

　経理部においては、正しく会費が執行できているかを

確認し、会費未納者への対応について、支部長の皆様

へ協力をお願いしてまいりました。

　そして、電子対策部においては、独自の研修会を実施

したり、会員のホームページの開設を援助したり、特に会

員の皆様に対するメルマガによる情報発信を積極的おこ

なうことにより、会と会員の皆様との一体感がより一層強く

なったと感じております。

　今年度は、新型コロナの影響を受け例年とは違った

活動を余儀なくさせられ、会員の皆様にはご不自由を

会長 挨 拶 令和2年度臨時総会開催報告

　去る１月２７日（水）、行政書士法改正に伴う会則の改

正と会長選挙に関する会則及び規則の改正について承

認を求めるため、令和２年度臨時総会が開催されました。

　会場は昨年５月の定時総会と同じホテル熊本テルサで

した。そして依然コロナ禍の中での開催であったことか

ら、感染拡大防止のため受付にアルコール除菌液とマス

クを備え置き、通常３００席のテルサホールに１００席のみ

設けて前後左右の間隔を十分に取るなど昨年同様の対

応を取りました。平日の開催にも関わらず多くの会員から

出席の回答をいただいていましたが、皆様に入場してい

ただくことができました。

　午後１時３０分に開会し、まず櫻田直己副会長が開会の

ことばを述べ、続いて井口由美子会長のあいさつがありま

した。臨時総会なので定時総会のように来賓も祝辞もなく、

速やかに議長・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、推薦により議長を真重正仁会員（熊本中

央支部）、副議長を西原萌子会員（菊池支部）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

議事録署名人に北里佳紀会員（熊本中央支部）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の平川理委員長より本臨時

総会の議事運営方法等について委員会において決定し

た事項の報告が行われ、これに基づいて議案審議へと

入っていきました。

〈日　　 時〉令和3年1月27日(水) 13 : 30～14 :05

〈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656名中、当日出席者66名、委任状提出者312名、合計378名

令和2年度臨時総会
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令和2年度臨時総会開催報告 市民公開講座・行政書士制度70周年記念事業

　まず第１号議案が上程され、植森洋昭法規部長より行

政書士法改正に伴う会則第１１章の表題の改正及び第

６１条の２の新設という改正点が臨時総会議案資料に基

づき説明されました。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２号議案が上程され、再び植森法規部長よ

り会長選挙の方法を郵便投票によるものとするための会

則及び関連する規則の改正点が資料に基づき説明さ

れました。事前に提出された質問書への回答の後再質

問はなかったため、採決の結果、賛成多数により可決承

認されました。

　最後の第３号議案について、藤山義之副会長より、決

議事項中軽微な事項の変更や必要な修正加除等の取

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。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、真重議長より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、藤山副会長が閉会のことばを述べました。ほ

とんどの会員にとっても、また執行部にとっても、臨時総

会は初めての体験でしたが、滞りなく議案の承認を得て

速やかに終了することができました。

　なお、会則の改正は県知事の認可を得て発効するも

のであることから、翌日には議事録を完成させ、議長及び

署名人２人の署名押印を得て、翌々日には会長・藤山副

会長・植森法規部長が熊本県庁に赴き、認可を申請しま

した。今年の会長選挙は、会則改正が施行され次第、新

しい制度に基づいて行われます。
　例年、１０月の広報月間に開催している「市民公開講座」

ですが、今回は「行政書士制度70周年記念事業」として、

令和３年「行政書士記念日」（２月２２日）に時期をあわせ

て開催することになりました。

　折からの新型コロナウイルス感染症拡大により開催

そのものが心配されましたが、開催日の直前には熊本県

独自の緊急事態宣言も解除され、幾分雪解けムードと

いった中で、無事開催に至りました。

　会場は、記念事業にふさわしい熊本城ホールの多目的

ホール「シビックホール」でした。感染拡大防止の観点

から、各種予防対策を徹底することを事前にお知らせ

しており、また、当日は好天に恵まれたこともあって、多くの

一般の方々に安心して参加していただきました。

　第一部では、熊本公証人合同役場から橋本修明公証

人をお迎えして、「遺言のすすめ（遺言・相続の基礎知

識）」と題し、意外と簡単にできてしまう公正証書遺言の作

成のお話をはじめ、相続関連の講話をいただきました。

　第二部では熊本県民の皆様にはお馴染みの株式会社

ヒトコト社代表村上美香氏による「自分の人生をもっと楽し

むライフデザイン」との内容でお話していただきました。

アナウンサーご出身ということもあって、その語り口は人を

惹きつけるものがあり、前向きな気持ちにさせる内容に、

皆さん熱心に聴き入られていました。

　お二人の講演を通じて、個々人の活動が円滑に行われ、

ひいては豊かな生活に資するために行政書士の職務が

あるということを、ご来場の方々へお伝えできたと思います。

　講演後は、相談コーナーを開設して無料相談会が行わ

れました。一時的にお待ちいただく方もおり、行政書士に

対するニーズの高さを改めて認識しました。さらに行政書

士制度の周知に向けて努力する必要がありそうです。

〈日　　 時〉令和3年2月20日(土) 13 : 00開場 13 : 30開会

〈場　　所〉熊本城ホール 多目的ホール「シビックホール」

〈講　　師〉第一部／熊本公証人合同役場公証人　橋本 修明氏
　　　　　 第二部／株式会社ヒトコト社代表　　村上 美香氏

〈相 談  員〉日髙義治、藤山義之、林田理一郎、植森洋昭、松崎明美、宮﨑亜衣

〈スタッフ〉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、山本隆之、村端由紀
　　　　 　岩下聡美、上田乃梨子、平野昭代、神谷和美、鬼塚亜李

市民公開講座・行政書士制度70周年記念事業
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会務日誌会 務 日 誌 （自：令和3年1月1日～至：令和3年3月14日） これからの行事予定 （自：令和3年3月1日～至：令和3年5月31日）

07 08

第280号 令和三年春号第280号 令和三年春号

月 火 水 木 金 土 日

1/19 1/201/18 1/21 1/22 1/23 1/24

1/12 1/131/11  成人の日 1/14 1/15 1/16 1/17

1/5 1/61/4 1/7 1/8 1/9 1/10

1/1  元日 1/2 1/3

仕事始め 議事運営委員会
（会議室１）

2/23  天皇誕生日 2/242/22 2/25 2/26 2/27 2/28

2/16 2/172/15 2/18 2/19 2/20 2/21

2/9 2/102/8 2/11  建国記念日 2/12 2/13 2/14

2/2 2/32/1 2/4 2/5 2/6 2/7

3/9 3/103/8 3/11 3/12 3/13 3/14

令和２年度第６回
業務研修会
（熊本テルサ）

選挙管理委員会
（会議室１）

女性部会運営委員会
（会議室１）

登録相談員等管理
委員会（会議室１）

綱紀委員会（会議室１）

臨時総会（熊本テルサ）

申請取次行政書士
管理委員会（会議室１）

広報部会（会議室１）

ミツモア活用
オンライン研修

風営法・ＪＷ‐ＣＡＤ図面
作成相談会及び電子
申請等に関する相談会
（会議室１）

第２回事業承継
ネットワーク連携会議
（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル熊本ニュースカイ）

研修部会（会議室１） 行政書士制度７０周年
記念市民公開講座
（熊本城ホール内
シビックホール）

総務部会（会議室１）

電子対策部会
（ＺＯＯＭ開催）

申請取次行政書士
管理委員会（会議室１）

常任理事会（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

登録証交付式
（会議室１）

三役会
（会議室２Ｆ）

登録相談員等管理
委員会（会議室１）

法規部会（会議室１） 事業推進部会
（会議室１）

三役会
（会議室２Ｆ）

登録相談員等
コンプライアンス研修
（補講）
（水前寺共済会館
グレーシア）

登録相談員等
コンプライアンス研修
（グランメッセ熊本）

臨時総会運営会議
（会議室１）

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

登録証交付式
（会議室１）

1/26 1/271/25 1/28 1/29 1/30 1/31

3/2 3/33/1 3/4 3/5 3/73/6

月 火 水 木 金 土 日

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

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

3/9 3/103/8 3/11 3/12 3/13 3/14

登録相談員等管理
委員会（会議室１）

選挙管理委員会
（会議室１）

4/27 4/284/26 4/29  昭和の日 4/30 5/1 5/2

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

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

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

5/11 5/125/10 5/13 5/14 5/15 5/16

九地協会長会（１日目）
（ＡＮＡクラウンザプラザ
ホテル熊本ニュースカイ）

九地協会長会（２日目）
（ＡＮＡクラウンザプラザ
ホテル熊本ニュースカイ）

理事会（熊本テルサ）

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

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

定時総会（熊本テルサ）

5/31

理事会（熊本テルサ）

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

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 5/95/8

3/2 3/33/1 3/4 3/5 3/6 3/7

選挙管理委員会
（会議室１）

申請取次行政書士
管理委員会（会議室１）

常任理事会（会議室１）

常任理事会（会議室１）



研修部 事業報告

　令和3年度の開発部会の部会員を募集します。

今までは、入会申込書の提出により部会員として登録しておりましたが、令和3年度より、会費を納入された方のみを部会員

として登録し、研修会の案内をすることと致しました。

　年会費は、令和3年度は2,000円を予定しております。（研修会の回数により、次年度から変更有り）

入会ご希望の方は①～④を記載の上、下記のメールアドレスへお申し込みください。4月1日以降に、こちらから振込先を

お知らせします。振込手数料は、各自ご負担ください。なお連絡は、基本的にメールにて行います。（携帯のメールアドレス

でも結構です。）  ①支部名　②事務所住所　③氏名　④電話番号及びＦＡＸ番号

メールアドレス：kanmera.office@gmail.com（上米良事務所）　

　昨年6月1日よりすべての飲食店において導入が法的義務となったHACCP（ハサップ）

に係る業務研修会を、2月9日、ホテル熊本テルサ・テルサホールにおいて開催しました。

会員の関心も高く、本年度実施の研修会では最も多い70名近くの参加がありました。

　第１講は、「HACCPの概要について」として「食品製造におけるHACCP導入の手引き」

と「飲食店での衛生管理計画作成講習会」の2本のインターネット動画を上映しました。

第１講の動画および資料については、会員専用ページ内の「研修部オンデマンド配信

ページ」より視聴・ダウンロード可能としておりますので、ぜひご活用ください。

　第２講は、「ハサプロくまもと」の代表として活躍されている熊本中央支部の宮﨑亜衣

会員による「HACCP導入支援業務について」の講義が行われました。飲食業界に対する

行政書士業務の広がりを覚える研修会となりました。

開発部会 部会員募集について

新入会員紹介

第6回業務研修会

令和２年１１月２１日に開催された「令和２年度新入会員研修会」に参加した新入会員のインタビューを、複数回に分けて
ご紹介します（順不同）。なお、インタビューの内容は、以下の順に対応しています。

Q A&新入会員への
インタビューコーナー

第 回2

行政書士を目指した動機は？Q1 想いやアピールポイントは？Q3

取扱業務又は取り組んでいきたい
業務内容などは？

Q2

下田  靖子
阿蘇支部

A1

A2

A3

測量、登記事務所に就職したのが
きっかけ。 

農地転用

なし

A1

A2

A3

なし 

補助金・給付金関係、遺言、相続、後見

機動力

清末  正朗
熊本中央支部

A1

A2

牧先輩から「いっしょにしないか？」と
声をかけていただいたこと。 

風俗許可、補助金・給付金関係、
約款作成、権利義務、パートナーシップ

力德  直
熊本東南支部

第280号 令和三年春号

A1

A2

A3

なし 

相続、自動車関係、会社設立、
在留資格関係  

親切で丁寧に業務を進めたいと
思います。 

中尾  真悟
熊本北西支部

樋口  久幸
熊本北西支部

A1

A2

A3

街の法律家として一生涯お役に立てる

自動車、国際、建設

誰とでも仲良くなれる。お酒大好きです。

A3 トランスジェンダー（MtF）の強みを
生かして行きたいと思います。 

A1

A2

A3

行政経験を活かして役に立ちたい

農地関係、建設業関係

パソコン、デジタル関係のスキルは
あると思いますので、電子申請等には
対応できると思います。

河津  恭一
熊本北西支部

重森  雅博
熊本北西支部

A1

A2

A3

土地家屋調査士資格だけでは
できない農転や開発をするため 

農地転用、開発許可、建設業許可

土地の登記測量から開発、
農転までできます 

A1

A2

A3

自分自身がどこまでやれるか
試したかったため 

風営許可、補助金申請、
福祉施の指定申請業務

なし
青木  崇史

宇城支部

第280号 令和三年春号
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新入会員紹介 政治連盟臨時大会開催報告

〈日　　 時〉令和3年1月27日(水) 14 : 30～15 : 00

〈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565名中、当日出席者59名、委任状提出者270名、合計329名

臨時大会行政書士を目指した動機は？Q1 想いやアピールポイントは？Q3

取扱業務又は取り組んでいきたい
業務内容などは？

Q2

A1

A2

A3

許認可、農業関係、補助金・給付金、
法人設立等

行政経験あり。その手の文書作成、
処理は手慣れているつもりです。

宍戸  伸彰
菊池支部

起業や自営に関心があったため、
何で企業するかというときに、前職の
経験を活かせるものが行政書士だと
思ったから

A1

A2

A3

農地転用申請、契約書作成、
入管取次業務

パラリーガルとして法律知識を
有していることから、それを
活かせればと考えています。

久保田  豊
玉名支部

大学卒業後、弁護士の下でパラリーガル
として25年勤務し、法律事務を行って
参りましたが、係争前に何かできるので
はないか？と思い目指しました。

A1

A2

A3

農地法、遺言書等

銀行員としての勤務経験を活かし
金融的側面でもお客様のお役に
立てるよう尽力して参ります

上野  庸祐
熊本東南支部

地域の皆様の身近な法律家として、
お役に立ちたいと思い、行政書士の
資格取得を目指しました

A1

A2

A3

開発、建設

明るく、丁寧に業務を行っていきます
林田  真弓

宇城支部

弟が土地家屋調査士をしていて、
弟に行政書士をしてほしいと
進められて行政書士になりました 

A1

A2

A3

持続化給付金、建設業許可、
風営法許可

なし小山  孝男
熊本東南支部

現在の仕事（税理士業）の顧客から
行政書士の仕事を依頼されることが
あるため、入会することにしました。

A1

A2

A3

補助金、給付金、協議書作成、
外国人雇用（特定技能）関係、交通事故

行動力
渡邉  賢政
熊本北西支部

行政文書を扱う業務を行っていた
際に資格を知り

第280号 令和三年春号 第280号 令和三年春号
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れ替え等、感染症対策を徹底して行い、これに対して会

員の皆様が快くご協力いただきましたおかげで、無事に

大会を終えることができましたことにあらためて御礼を申し

上げます。

　コロナの感染者が減少傾向にある一方で、春から梅雨

前にかけての第４波の到来が懸念をされておりますが、

今回の規約の改正により、万が一の場合でもしっかりと対

応できる体制作りができたと思っております。

　今後も会員の皆様から幅広くご意見を戴きながら、政治

連盟をより良い組織としていきたいと考えておりますので、

引き続きのご協力を宜しくお願い致します。

　今回、昨年から続く新型コロナウイルス感染拡大を受け、

特に昨年５月の定期大会開催に際して会場の確保が非

常に難しかったという経緯から、万が一、本年５月の定期

大会が開催できなくなる事態を想定し、その事前の対応

として書面による大会開催を可能とする規約の改正を議

案とした臨時大会が開催されました。

　大会開催予定日のコロナの感染拡大状況の予測が難

しかったとはいえ、熊本県独自の緊急事態宣言の中での

開催となってしまい、開催を懸念する声もありました。

　このような状況の中で、臨時大会当日は、会場入り口で

の検温や手のアルコール消毒をはじめ、会場の空気の入

議案 熊本県行政書士政治連盟規約の改正について



政治連盟活動報告
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いたしました。

　本年施行される一人行政書士法人の設立などを内

容とする行政書士法の改正手続においては、野田毅先

生をはじめ顧問議員の先生方に非常にご尽力をいただ

きました。国会手続においては特に熊本県選出の上記

先生方に中心的な役割を果たしていただかなければ改

正は難しかったものと思っております。

　来たる総選挙の際には会員の皆様のお力をお借りし

ながら活動に邁進させていただくつもりでおります。改め

て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。

　会員の皆様には、日頃より政治連盟の活動にご協力

をいただき、改めてお礼を申し上げます。まず、本年１月

に行われた山鹿市長選挙においては、我々の顧問を務

めていただいていた元県議会議員早田順一候補へ推

薦を出させていただき、無事に当選されましたことを、こ

こにご報告いたします。ご協力ありがとうございました。

　本年は衆議院議員総選挙が予定されている重要な

年でございます。その年を迎えるにあたり我々政治連盟

は、先の幹事会において、自由民主党衆議院議員野田

毅先生、坂本哲志先生、金子恭之先生、木原稔先生、

公明党衆議院議員江田康幸先生の５名の顧問議員の

先生方を推薦することを決定し、過日「推薦状」をお渡し

会員異動

編集後記

　２月２０日に市民公開講座を無事開催することができました。市民公開講座は、

例年、１０月の広報月間に開催をしておりましたが、今回は行政書士制度７０周年

記念事業として、行政書士記念日に時期を合わせる形で開催しました。

市民公開講座は、広報部の事業の中でも、準備、関係各所との打ち合わせなど、

非常に時間と労力をかけております。それに加え今回は、コロナ禍、熊本県独自の

緊急事態宣言と、開催自体が危ぶまれました。このような中で、無事開催すること

ができましたのは、関係各所、ご協力いただいた皆様のお陰でございます。改めて

御礼申し上げます。

編 集 後  記 行政書士くまもと 新年号 No.280

発行所 熊本県行政書士会

発行人 会　　長　井口 由美子

編集人 広報部長　髙見 洋一

印刷所 株式会社 プリントパック

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

広報部員　伊津野 一敏
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新　規

〒869 - 0533 
宇城市松橋町両仲間195番地2
行政書士大村英樹事務所
TEL：0964 -27-5357

宇城支部  大村 英樹
（登録番号 21430102 
  登録年月日 2021/1/1）

〒860 - 0071 
熊本市西区池亀町19番12号
德留行政書士事務所
TEL：096 -351-7828

熊本北西支部  德留 芳照
（登録番号 21430103 
  登録年月日 2021/1/1）

〒861- 8084 
熊本市北区清水岩倉2-21-11
土本行政書士事務所
TEL：090 -3414 - 0688

熊本北西支部  土本 睦夫
（登録番号 21430284 
  登録年月日 2021/2/15）

電子メールマガジンのご案内

❹本フォームをクリックし必要事項をご登録ください。

❶熊本県行政書士会のホームページにアクセスしてください。

❷会員専用ページにログインしてください。

❸会員向けメール配信用アドレス登録ページに進んでください。

熊本県行政書士会電子メールマガジンの
登録方法についてのご案内

変　更

（変更：所在地・電話番号・熊本北西→熊本中央）
〒860-0855 熊本市中央区北千反畑町1-7M･SⅡビル402　
TEL：096 -245 -7626

熊本中央支部 真重 正仁

行政書士法人東京行政書士グループ

熊本中央支部
（変更：事務所名称）

梶山 春男

行政書士法人東京行政書士グループ

熊本中央支部
（変更：事務所名称）

米満 まり

（変更：所在地）
〒861-1331 菊池市隈府501- 4

菊池支部 神谷 和美
（変更：所在地）
〒860 - 0082　熊本市西区池田3丁目47番14号

熊本北西支部 織畠 純吾

〒862 - 0913 熊本市東区尾ノ上1丁目25番25号 B201  
TEL：090 -1519 - 4603

熊本東南支部
（変更：所在地・電話番号）

板倉 大輔

廃　業
球磨支部

（廃業年月日 2021/1/6）
尾鷹 正嗣 宇城支部

（廃業年月日 2021/1/31）
坂本 隆一 宇城支部

（廃業年月日 2021/2/11  死亡）
宮原 昭元


