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した。加えて、現在、総務省と日行連の業務委託契約に

基づき、本会でもマイナンバー普及拡大の支援事業に

も取り組んでおり、おそらく来年度も継続事業となると思

いますので、皆さまのご協力を引き続きお願い申し上げ

ます。

　これらはいずれも、行政書士の社会貢献事業の一環

ですので、町の法律家として会を挙げて真摯に取り組

んでまいりたいと思っております。

　今年3月３日の参議院予算委員会に於いて、参議院

の和田政宗議員のデジタル化に関する質問に対し、牧

島かれんデジタル大臣が答弁に立たれ、デジタル化さ

れる行政手続きにおいても、その専門家である行政書

士が代理人として申請することについても前向きな発

言をいただいております。上段で述べました各種給付

金の申請手続きもネットでの申請に限られており、その

他の各種申請手続きについても各省庁において着々と

進んでおります。

　新型コロナで私たちの生活が大きく変化したのに伴い、

行政書士業務も大きく変化しており、まさに今はその過渡

期にあって、だからこそ２年先、３年先、いえ１０年、２０年

先を見据えて行動を起こす必要があると考えます。

　本会においても、次の世代への礎の年となるよう、限ら

れた条件の中で皆様の声を真摯に受け止め、令和４年

度に引き継ぎたいと思っております。

　３月に入り急に春の陽気となりました。

　新型コロナ感染症の影響が出始めたのは２年前の

今頃だったと記憶しています。当初は暫くすれば落ち

着くものと思っておりましたが、現実は今でも収束も程遠

い状況で、私たちの日常生活は一変し、特に密を避け

ることにより生じた生活の変化は、形態ばかりでなく精

神的にも深刻な影響をもたらしています。

　そのような状況禍にあって、この原稿に向かっている

まさに今、ロシアがウクライナに侵攻し、ウクライナの各

地が空爆にあい、多くの民間人が犠牲となっています。

その一方では、「平和の祭典」と銘打った冬期オリンピッ

クが北京で開催されています。勝利者には拍手を送りた

いと思いますが、ウクライナの小さな子供が恐怖に怯え

涙を流すシーンは、胸が締め付けられる思いです。

　この号が発行される時には、せめてロシアのウクライ

ナ侵攻が終っていることを願うばかりです。

　さて、この一年も新型コロナ感染症の影響を受け、研

修会をリモートで開催したり、相談会を中止したりと会

の行事も縮小せざるを得ませんでした。しかし、リモート

での研修は移動せずに研修に参加できるという点では

メリットもあり、引き続き活用していきたいと思います。

　また、昨年に引き続き新型コロナの影響を受けた事

業者の皆様の給付金申請に関する申請支援も、多くの

会員の皆様のご協力により今日まで続けることができま
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「市民公開講座」の開催「市民公開講座」の開催

　本年の「市民公開講座」も昨年同様、「行政書士の日」（２月２２日）に

時期をあわせて、熊本城ホールの多目的ホール「シビックホール」にて

開催することになりました。

　昨年に引き続き、依然として新型コロナウイルス感染症拡大が

収まっていない中で開催そのものが心配されましたが、十分な感染

防止対策を施した上で５０人を超える市民の方々にご来場いただき、

無事開催することができました。

＜第１部＞（１３：４０～１４：３０）

　熊本公証人合同役場所属の内田武志公証人による

「公正証書遺言及び任意後見契約のすすめ」では、非常

に具体的な公正証書遺言の作成手順や必要書類、また、

任意後見契約の意義などについて講話をいただきました。

＜第２部＞（１４：５０～１６：３０）

　昨年、大変好評だったため、本年も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

講演をお願いしました。

　「アナウンサーに習う！話し方、きき方口座」と題し、立場や

性などの立ち位置による考え方の違いを認識することの

重要性や、日頃から気軽に実践することができるコミュニ

ケーション能力の向上のすすめなど、アナウンサーなら

ではの視点を紹介しながら、非常に興味深いお話をお聴

かせいただき、来場者の方々は熱心に聴き入られていま

した。

　その後、相談員による「相談コーナー」を開設して無料

相談会が行われました。時間ギリギリまで相談を行う

ブースもあり、行政書士に対するニーズの高さを改めて

認識しました。

〈日　　時〉令和４年２月１９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　内田 武志　氏
               第二部　株式会社ヒトコト社代表　　村上 美香　氏

〈相 談 員〉赤星憲志、江尻有希、清末正朗、飛永真由美、
　　　　　 三浦秀登士、藤山義之

〈出席者・スタッフ〉井口由美子会長、髙見洋一副会長、
　　　　　　　　　廣野吉法広報部長、古閑公士、伊津野一敏、
　　　　　　　　　西原萌子、上田乃梨子、古澤光
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事業復活支援金等相談窓口対応について 令和３年度 第５回業務研修会実施報告

　令和４年２月７日より３月４日までの予定にて、熊本商工会議所にて事業復活支援金等の相談窓口対応を行っており

ます。この原稿を書いているのは対応の真っ最中（２月２４日）です。

　熊本商工会議所よりご依頼いただき急遽窓口対応を実施する運びとなり、全会員に対し相談員募集を行ったところ多数

の会員の方々より応募いただきました。誠にありがとうございます。

　事業復活支援金は、おおまかに言うと・・・

・新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る

・２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月までの間の任意の同じ月の売上

高と比較して５０％以上又は３０％以上５０%未満減少した事業者が対象になりうる

※その他詳細は事業復活支援金ホームページの申請要領等を参照ください。

と言ったように、まさに新型コロナウィルス感染症まん延の影響を受けた事業者に対する国の支援策のひとつであり、多くの

事業者の関心が高い支援金です。

　２月２４日現在、非常に多くの事業者より来所若しくは電話にての相談をいただいており、相談員の増員を行い対応して

おります。

　これまでも、熊本商工会議所とは持続化給付金等のコロナ対応について連携を図り、今回もご依頼いただいた次第ですが、

しっかりとした協力関係を基に熊本県行政書士会としても、熊本の事業者の一助になれる機会と捉えております。

　今後もコロナ対応が続く可能性あるため、会員の皆様のお力をお借りする機会もまたあるかもしれません。その際には

是非ともよろしくお願いいたします。

　令和４年２月９日(水)、令和3年度第５回業務研修会が実施されました。

　今回は新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の期間中での

開催で、オンライン配信での研修という形を取らせていただきました。

　今回の研修の業務分野は建設業関係ということで、講師を登録経営状況

分析機関であるワイズ公共データシステム株式会社福岡支店 木下年様に

務めていただきまして、午前と午後に亘って、基礎的な知識の部分から最新の

情報に至るまで、とても充実した内容のご講義をいただき、午前午後ともに

50名を超える会員の受講がありました。

　研修部におきましては、会員の皆様により新しい情報を提供し、深く学んでいただけるよう、各種研修会を開催しています。

これまでに開催された研修会の資料とともに、研修動画も県書士会HPの「研修部オンデマンド配信ページ」に掲載しており

ます。（開催された研修の内、公開可能な範囲での掲載となりますことをご理解ください。）

　この掲載資料・動画は掲載後概ね２年を経過後に消去することになっておりますので、掲載期間内に是非ご視聴いた

だき、業務に役立てていただけますと幸甚に存じます。

〈日　　時〉令和４年２月９日（水）１０：００～１５：３０

〈研修内容〉第１講 「経審・建設業許可の基礎」（１０：００～１２：００）
　　　　　　第２講 「経審改正のポイント」（１３：００～１５：３０）

〈講　　師〉ワイズ公共データシステム株式会社福岡支店　木下 年　様

〈開催形式〉Zoom配信によるオンライン研修

〈受講者数〉第１講／５５名、第２講／５３名

【動画配信のご案内】

～自分たちの職域は自分たちで守りましょう～

行政書士証票を常に携帯しましょう
申請書には章紙の貼付を忘れずに！
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令和2年

　

　

　

　

　

令和3年

　

　

8月17日（土）

9月12日（木）

7月2日（木）

8月21日（金）

9月15日（火）

9月4日（金）

12月7日（月）

2月9日（火）

9月24日（金）

12月8日（水）

10月27日（水）

相続法の改正について

「農村の第四革命」著者講演

風俗営業許可申請について

持続化給付金申請について

消費税インボイス制度について

農地転用許可申請について

改正建設業法について

なりわい再建支援補助金について

改正建設業法について

HACCPの概要について

民法改正（相続法）についての解説

遺言・相続についてのQ＆A方式研修

ＢＣＰ(事業継続計画)対策の実務

北里敏明弁護士

兼瀬哲治会員

湯上盛至会員

渡邊敬二会員

加藤誠貴会員

井口由美子会員

髙木昇会員

熊本県商工振興金融課　担当者様

熊本県監理課　担当者様

動画2本

北里敏明弁護士

倉田千代喜会員

渡邊敬二会員

日本政策金融公庫熊本支店 
国民生活事業部　担当者様

研修内容日　時開催年度 講　師

創業計画書の作成について

前之園博一会員補助金・助成金申請手続きについて

※令和元年度開催の研修につきましては、令和４年６月末までの掲載です。



5/30 5/31

1/10　成人の日 1/12 1/13 1/14 1/15 1/161/11

1/17 1/19 1/20 1/21 1/22 1/231/18

1/26 1/27 1/28 1/29 1/301/251/24

2/2 2/3 2/4 2/5 2/62/11/31

登録相談員等
管理委員会
（会議室1）

熊本商工会議所
「事業復活支援金」
相談員抽選
（会議室2F）

広報部会
（会議室1）

常任理事会
（会議室1）

2/7 2/9 2/10 2/11　建国記念の日 2/12 2/132/8

2/14 2/16 2/17 2/18 2/19 2/202/15

2/27

会 務 日 誌 （自：令和4年1月1日～至：令和4年2月28日） これからの行事予定 （自：令和4年3月1日～至：令和４年5月31日）

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

07 08

2/21

2/28

2/23　天皇誕生日 2/24 2/252/22

3/5 3/6

3/9 3/103/8 3/11

3/2 3/33/1 3/4

3/12 3/133/7

3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20

3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/273/21　春分の日

3/28 3/30 3/31 4/1 4/2 4/33/29

4/6 4/7 4/8 4/9 4/104/54/4

4/11 4/13 4/14 4/15 4/16 4/174/12

4/18 4/20 4/21 4/22 4/23 4/244/19

4/25 4/27 4/28 4/29　昭和の日 4/30 5/14/26

5/4　みどりの日 5/5　こどもの日 5/6 5/7 5/85/3　憲法記念日5/2

5/9 5/11 5/12 5/13 5/14 5/155/10

5/18 5/19 5/20 5/21 5/225/175/16

5/23 5/25 5/26 5/27 5/28 5/295/24

1/1　元旦 1/2

1/5 1/61/4 1/7 1/8 1/91/3

仕事始め 登録相談員等管理
委員会（会議室1）

新年挨拶廻り
（熊本商工会議所）

第1回九地協
国際業務担当者会議
（ZOOM会議）

肥後銀行との
相続関連業務の連携に
ついて意見交換会
（肥後銀行本店）

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室1）

三役会（会議室2F）

女性行政書士・
税理士による
無料相談会
（熊本中央区役所）

法規部会（会議室1）

肥後銀行との相続
関連業務の連携に
ついて意見交換会
（肥後銀行本店）

登録証交付式
（会議室1）

丁種封印管理委員会
（会議室1）

第2回九地協
国際業務担当者会議
（ZOOM会議）

事業推進部会
（会議室1）

電子対策部会
（ZOOM会議）

理事会
（熊本テルサ）

研修部会
（会議室1）

監察部会
（会議室1）

全国建設業
担当者会議
（会議室2）

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）

特定行政書士
全国担当者会議
（ZOOM会議）

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室1）

第５回業務研修会
（オンライン配信）
（会議室2）

登録相談員
コンプライアンス研修
（補講）
（熊本市流通情報会館）

登録証交付式
（会議室1）

法規部会
（会議室1）

全国企業支援業務
担当者会議
（ZOOM会議）

三役会
（会議室2F）

成年後見に関する
全国担当者会議
（ZOOM会議）

登録相談員
コンプライアンス研修
（熊本市流通情報会館）

全国知的財産業務
担当者会議
（ZOOM会議）

常任理事会
（会議室1）

全国広報担当者会議
（ZOOM会議）

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室1）

全国国際業務
担当者会議
（ZOOM会議）

農地法・都市計画法
関係業務担当者会議
（ZOOM会議）

広報部会
（会議室1）

全国法教育
担当者会議
（ZOOM会議）

専門士業団体連絡協議会
第3回実行委員会
（くまもと県民交流会館パレア）

理事会
（熊本テルサ）

全国総務部長会議
（ZOOM会議）

令和4年度定時総会
（熊本テルサ）

2/26
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開発部会のご案内

　開発部会では、農地法３条４条５条の許可申請・開発許可申請に関する手続きについて研修会を開催しています。基本

的な内容に加え、受任から申請までの流れや注意すべき点など実務に即した研修です。

　研修会は年に１～２回を予定しています。（新型コロナの感染拡大等の影響で変更する場合があります。）

＜令和4年度 入会手続きについて＞

□入会希望の方は、メールでお申込みください。    

　件名 ： 令和４年度開発部会申込

　本文 ： ①氏名  ②支部名  ③事務所住所  ④電話番号を記載してお申込みください。

　申込メールアドレス ： kanmera.office@ari.bbiq.jp（上米良事務所）

                         開発部会の連絡は、基本的にメールを使用します。

□会費 

　年会費 ： １,０００円　 申し込みをされた会員に振込先をお伝えします。振込手数料は各自ご負担ください。

国際部会のご案内

　国際部会は部会規約第3条の趣旨に添って、専門的研修を中心に活動しております。活動内容は以下のとおりです。

⑴事例研修会 （４回／年　５月、８月、１１月、２月を予定）

　会員の皆様のご希望を取り入れ、国際情勢や日行連、九地協の動向を注視しながら研修会を実施。

⑵基礎勉強会 （２回～３回／年）

　基礎的並びに申請取次資格の取得・更新についての勉強会を実施。

⑶定期相談会 （毎月第３日曜日１３時～１６時、国際交流会館２階外国人総合相談プラザ）

　生の事例から学ぶために、実戦での研修を実施。

⑷事例検討会

　相談会等での対応にそなえ相談会形式での事例検討会を実施。

　※次年度からは、事例研修会との２本柱として、事例検討会の参加者から

　　登録相談員や各種相談会への推薦・派遣を行う予定です。

　　相談員を希望される方は必須となります。

⑸新企画事業

　新企画の研修や他県の研修会への参加等を通して情報交換を

　図って参ります。
（令和３年１０月７日の研修）

行政書士制度７０周年総務大臣特別表彰 鮫島 次郎会員が受賞

　昨年１０月２６日（火）午後１時より、ホテルオークラ東京（東京都港区）において開催された「行政書士制度７０周年記念式」

の中で、多年にわたり行政書士業務に精励し、国民の利便の向上と行政の円滑化に尽力した方に対する総務大臣特別

表彰が行われました。

　全国の単位会で４０名の方々が受賞された中で、熊本会からは、鮫島 次郎会員（八代支部）が受賞されました。鮫島

会員は、５７年余にわたり、行政書士業務の遂行する中で積み上げられた知識と経験は特に優秀であり、地域からの信頼の

もと、行政書士の地位確立に貢献されたその功績等が認められました。

　このたびの受賞、誠におめでとうございます。
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交通事故部会のご案内 新入会員紹介

　権利義務・事実証明部会では、原則として偶数月の第１土曜日１３時３０分から、熊本市流通情報会館にて定例会を

開催し、①挨拶･連絡事項（10分）、②専門実務の相談・報告・専門情報の交換（50分）③研修講義その他（60分）を目安に

進行しております。会員は９０名ほどおり、会員相互の意見交換、情報交換の場として大変有益なものとなっております。コロナ

禍を契機に始めたYouTubeでの研修内容の配信も継続しております（メール登録会員のみ・２か月の期間限定配信）。

中途入会や、試験聴講(資料代500円)もできますので、これまで参加したことがない方も、気軽にご参加ください。

　なお、12月例会は登録相談員等管理委員会に推薦名簿を提出するための特別研修になっております（DVDでの補講も

開催）。

　私たち交通事故部会は、第３土曜日に濟々黌同窓会館

「多士会館」で定時研修会を開催しています。研修会では、

交通事故相談事例の検討や、交通事故後遺症についての

勉強をしています。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、結構広範囲な研修も実施しました。

　また、交通事故被害者の方の希望によっては、研修会場に

来ていただき、保険請求や後遺症への対応を一緒になって

検討し、大層喜ばれています。

　当研修会は、会員相互の相談会でもあり、それぞれ得意

分野を生かしたところの、相互扶助会でもあります。実例

検討会では、ややエキサイトする場面もありますが、各会員意外と許容範囲とのりしろが広いので、有意義でなごやかな

研修会となっております。

　悲惨な交通事故の被害者救済を課題に「事故被害者介護支援制度」の活用普及周知や、自賠責と後遺障害認定、

弁護士費用と行政書士、保険請求と過失等の研鑽にまい進する、法律的弱者のためのアンパンマン行政書士集団です。

　機会がありましたら、気楽に部会へ顔を出されて見てください。一同お待ちしております。

令和４年度 権利義務・事実証明部会の日程について

１１月１９日・２０日に開催された「令和３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 現在までの活動を通して感じたことは？Q2

今後取り組んでいきたい業務内容は？Q3 あなたのアピールポイントは？Q4

【令和4年度定例会日程表】　　

定例会名 開催日　 時　間 場　所

4月例会 4月2日（土） 午後1時30分～3時30分 熊本市流通情報会館

6月例会 6月4日（土） 午後1時30分～3時30分 熊本市流通情報会館

8月例会 8月6日（土） 午後1時30分～3時30分 熊本市流通情報会館

10月例会 10月1日（土） 午後1時30分～3時30分 熊本市流通情報会館

12月例会 12月10日（土） 午後1時30分～3時30分 熊本市流通情報会館

（補講） 12月14日（水） 午後1時30分～3時30分 熊本市流通情報会館

2月例会 2月4日（予定） 午後1時30分～3時30分 熊本市流通情報会館
蔓延防止措置発令のため、令和4年2月例会の会場参加は
15名ほどで、それ以外の会員は後日配信したYouTubeにて
受講していただきました。。

久間康弘熊本中央支部

A1 独立。 A2 専門性が非常に高い。

A3 相続、遺言、事実婚サポート、風俗営業。 A4 営業経験２０年。

平田  義男熊本北西支部

A1 地域社会への貢献。 A2 ビジネスとして確立していくことの難しさ。
「たった一言」の重さ。

A3「おひとり様」への対応、
補助金申請、権利・義務関係。

A4 ３５年熊本市役所勤務、ノウハウ、経験、ネットワーク。

梨田  裕也宇城支部

A1 友人のすすめ。 A2 多種多様。

A3 車、建設。 A4 特定技能中心に業務を行っている。。

岩本  和也熊本東南支部

A1 行政に長く勤務していた中で、手続の面倒は体験
しています。これ迄の経験・知識を生かして行政書士
という仕事の中で地域に貢献したいと思い登録さ
せて頂きました。

A2 幅広い知識が必要なことと、その方の人生の中に
入っていくことへの責任などを考える時に、改めて
学ぶことの必要性と、お客様に対し、誠心誠意向き
合うことの大切さを感じます。

A3 車両登録変更、消防設備点検報告。 A4 一生懸命なこと。楽天的なこと。
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令和3年度 行政書士試験結果について 【訂正】本誌新年号（№283号）の記事「来たれ！寅年生まれ！」において誤りがありましたので訂正いたします。

（誤）岩本正樹 → （正）岩元正樹

令和4年度の定時総会のお知らせ
〈期 日〉令和4年5月30日（月）

〈時 間〉午後1時開会予定

〈場 所〉ホテル熊本テルサ
　　　　熊本市中央区水前寺公園28-51  TEL.096-387-7777

業務アドバイザーに相談する際の注意事項
業務アドバイザーの先生方に対し、相談者が守るべき心得10か条を定めています。

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。

❶相談は、短時間に手際よく質問することを心がけること。

❷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。

❸「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。

❹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。

❺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。

❻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。

❼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。

❽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。

❾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。

❿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。

【相談者心得10か条】

（単位：人）

都道府県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

受験申込者数

2 ,462
354
342
630
382
372
562
709

1 , 8 68
275
263
480
316
284
429
540

192
18
19
34
30
25
28
58

10 . 2 8%
6 . 55%
7. 22%
7.0 8%
9.49%
8 . 8 0%
6 . 53%
10 .74%

受験者数 合格者数 合格率（%）

第284号 第284号令和四年春号 令和四年春号

会員異動/編集後記

　未だ新型コロナウイルス感染症の勢いが収まりません。熊本県下でも毎日
のように数百人もの感染者を報じるニュースが続いています。救いは感染者
数に比べて重傷者数は過去の数字ほどなく、今後の状況次第では季節性イ
ンフルエンザと同レベルの位置づけとして扱われるときが来るのかもしれま
せん。そのような中、集団ワクチン接種会場となった熊本城ホールを横目に
見ながら、本年度も同所シビックホールにて「市民公開講座」を無事に開催
することができました。村上美香氏の公演中、広報部長が飛び入りさせられ
るハプニングがありましたが、昨年と変わらない来場者があり、行政書士の
しごとを少しでも知っていただける機会になったと安堵しています。

編 集 後  記 行政書士くまもと 新年号 No.284

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　古閑公士
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新　規

〒861-5525 熊本市北区
徳王２丁目16番13号
行政書士事務所フォレスト
ＴＥＬ：096-200-9259

熊本北西支部  西村 真一郎
登録番号／22430095
登録年月日／2022/1/1

〒862-0972 熊本市中央区
新大江2丁目8番28号 
メモリーハイツⅡ 1F
幸恭一行政書士事務所
ＴＥＬ：096-228-9000

熊本中央支部  幸 恭一
登録番号／22430260
登録年月日／2022/2/1

〒866 - 0898 八代市
古閑中町1592番地
みどり行政書士事務所
ＴＥＬ：0965-33-2173

八代支部  谷口 緑
登録番号／22430261
登録年月日／2022/2/1
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廃　業

（廃業年月日 2021/12/22） （廃業年月日 2022/1/27）宇城支部 下田 泰博 熊本北西支部 德留 芳照

（廃業年月日 2022/1/20） （廃業年月日 2022/2/4）熊本東南支部 村上 龍介 熊本中央支部 松田 恭介

変　更

変更：電話番号

TEL：090 - 8054 -2198

熊本東南支部 力德 直

変更：事務所所在地・電話番号（宇城→熊本東南）

〒862-0963 熊本市南区出仲間5丁目4番12号
リバティガーデン303
TEL：096 -273 - 8720

熊本東南支部 吉田 貴亮

変更：住居表示・電話番号

〒862 - 0913 熊本市東区尾ノ上1丁目44番8号
TEL：096 -385 -2233

熊本東南支部 髙森 功

変更：電話番号

TEL：080 -3942 - 0589

熊本東南支部 渡邊 裕祐

変更：事務所所在地

〒861-1112 合志市幾久富1866 - 676 
マルKビル205

菊池支部 福嶌 隆彦

変更：属性・事務所名称

行政書士法人塩永事務所

熊本中央支部 塩永 健太郎

変更：事務所所在地・電話番号

〒861-2236 上益城郡益城町広崎1093 -13
TEL：096 -286 -5093

宇城支部 松尾 一

変更：事務所所在地（熊本中央→菊池）

〒861-1104 合志市御代志1810番地1

菊池支部 太田 徹

変更：属性・事務所所在地・電話番号（熊本中央→熊本北西）

ユース行政書士法人
〒860 - 0081 熊本市西区京町本丁4番43号
TEL：096 -354 - 8630

熊本北西支部 元田 和博

変更：電話番号

TEL：096 -240 -3195

熊本東南支部 丸山 聡久保 裕美
変更：電話番号

TEL：096 -221-3014

熊本北西支部


