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　一方で、行政書士業務に大きく影響するであろう申請

手続きのデジタル化、これらのことを通して、この７年間の

時代の変化をひしひしと感じ、行政書士業務も今過渡期

にあることを強く実感しています。

　現段階ではありますが、新型コロナウイルス感染症も

高止まりながら少しずつ日常に戻りつつあり、であれば、

これから会員の皆様に対し熊本県行政書士会として

すべきことは何かを考え、次に備えることが重要と考えます。

　当初は「代書人」と呼ばれ、昭和２６年、議員立法により

「行政書士法」が成立して７０年が過ぎましたが、「書く」

ことから「デジタル」への変化は自らの変化無くしては

業務を続けることすら難しいのではないかとさえ感じて

います。そう思うと、会員の皆様が会に対して求めること

も当然変化しているわけで、旧態然としていては時代に

乗り遅れることを、会を運営する側がいち早く感じとる

必要があると考えます。

　依然としてウクライナの状況は収束の気配もありませ

んし、その影響を受けて日本でも資材や原料不足による

物価の高騰が続いています。さらには気象の変化も想定外

のことばかりです。

　時代は予想以上に急激に変化しています。この一年、

当初からの公約を念頭におきながら、時代の変化にいち

早く対応できる体制を整え、次世代の行政書士像を意識

して会務に努めてまいります。引き続きのご理解とご協力を

お願い申し上げます。

　今年の梅雨は例年にない短さで、明けた途端３５度

越えの猛暑が続いています。梅雨のうっとおしさがない

のはありがたいことですが、夏の水不足による農作物へ

影響が心配されます。

　　さて、去る５月３０日に令和4年度熊本県行政書士会

定時総会が開催されました。今回は平日開催ということで、

出席者数を心配しておりましたが、提案議案全てが可決

承認され、無事に新年度のスタートを切ることができま

した。ご協力ありがとうございました。

　私は、７年前の会長就任の際の公約に、行政書士の

地位の向上を目指し、周知のための広報活動の強化や

非行政書士の排除、そして後進の育成などを掲げ、今日

まで職を努めさせていただいております。

　しかし、２年半前に発生した新型コロナ感染症の拡大に

より、私たちの業務への影響はもちろんのこと、総会の開催は

もとより、各種会議や各委員会さらには研修会開催にも

制約を受け、先達の方々から引き継いだ熊本市役所での

無料相談会も閉じることとなり、会務に関しては、この

２年間は閉塞感ばかりがつのりました。

　同時に、令和２年の人吉豪雨災害のなりわい再建補助金

申請手続き支援に加え、持続化給付金支給の手続きや

事業復活支援金の申請手続きを行政書士会が受託する

こととなり、さらには、マイナンバー普及促進事業やウク

ライナ難民支援活動事業等も加わり、あらためて行政書士

に求められているものを考えさせられることとなりました。
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　去る５月３０日（月）令和４年度の定時総会を、一昨

年来の新型コロナウイルス感染症が収束の兆しを見せ

始める中、感染対策を充分にとった上で、ホテル熊本テ

ルサにて開催しました。

　午後１時に開会し、森田勝彦副会長が開会のことば

を述べ、次に物故会員へ黙祷を捧げ、井口由美子会長

のあいさつ、会員表彰、来賓祝辞と続きました。表彰に

ついては今年もお名前の読み上げのみとし、今年はお

一方のみですが３年ぶりに来賓をお招きしました。蒲島

郁夫熊本県知事の代理として熊本県理事兼総務部市

町村・税務局長の真田由紀子様にお越しいただき、祝

辞を賜りました。続いて自由民主党熊本県支部連合会

特別顧問野田毅様と衆議院議員坂本哲志様、株式会

社ワイズ代表取締役福澤直樹様、一般財団法人建設情

報管理センター西日本支部長大久保達彦様よりいただ

いた祝電が披露され、セレモニーは終了しました。

　爾後、議長・副議長の選出に入り、議長に木下純宏

会員（熊本北西支部）、副議長に上米良りえ会員（熊本

東南支部）を推薦することが執行部から提案され、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、木下議長が本日の

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、議事録署名人に清末正朗会員（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平川理委員長が、議事運営方法

等について報告し、議案審議に入りました。

　まず第１号議案と第２号議案が一括上程され、第１号

議案の令和３年度本会事業報告を井口会長が、各部の

事業報告を各部長が順次行い、第２号議案の令和３年度

決算・監査報告を加藤経理部長と山田崇博監事がそれ

ぞれ行いました。事前の質問書の提出はなく、議案

ごとに採決が行われ、いずれも可決承認されました。

　次に第３号議案と第４号議案が一括上程され、第３号

議案の令和４年度事業計画案を各部長が説明し、第４号

議案の令和４年度予算案については加藤経理部長が

説明しました。事前の質問書の提出はなく、議案ごとに

採決が行われ、いずれも可決承認されました。

続いて第５号議案が上程され、総会承認規則である規則

第５号会長選挙等に関する規則の改正案の説明を

植森洋昭法規部長が行い、来年に予定されている八代

支部と芦北支部の合併に備え、本会理事の数を決める

所属会員数の確定基準日についての規定を整備する

改正案で、事前の質問書の提出はなく、採決が行われ

可決承認されました。この規則改正は、附則の定めにより

即日施行されました。

　次に第６号議案が上程され、１名欠員となっている

菊池支部からの理事に平野昭代会員を選任すること及

び渡邉澄雄監事の辞任に伴う後任の監事に熊本中央

支部の大石恭生会員を選任することの承認を求める旨を

松尾一副会長から説明しました。事前の質問書の提出は

なく、項ごとに採決が行われ、いずれも可決承認され

ました。

　最後に第７号議案が上程され、（１）令和５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

承認を求める旨を藤山義之副会長から説明しました。

事前の質問書の提出はなく、採決が行われ可決承認

されました。

　全ての審議が終了し、議長団は退任のあいさつの後

降壇しました。

　最後に松尾一副会長が閉会のことばを述べ、令和

４年度定時総会は午後３時に滞りなく幕を閉じました。

　今年の総会は会場確保の都合から平日月曜日の

開催となりましたが、多くの会員のみなさまにご出席

いただき、無事終了しました。

〈日　　時〉令和４年５月３０日（月）１３：００～１５：００

〈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〉当日本人出席８６名、有効な委任状の提出３２１名　　構成員（個人会員）６５９名中　合計４０７名出席
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6/27 6/29 6/306/28

3/14 3/16 3/17 3/18 3/19 3/203/15
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8/15 8/17 8/18 8/19 8/20 8/218/16
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3/133/7

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）

予算ヒアリング（会議室2F）
登録相談員等
コンプライアンス研修（補講）
（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）

登録証交付式（会議室1）

第3回九地協国際業務
担当者会議（ZOOM会議）

常任理事会（会議室1） 会計監査（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
（くまもと県民交流館パレア）

理事会（熊本テルサ）

登録証交付式（会議室1）

議事運営委員会（会議室1）
法教育･出前講座打合せ
（熊本市立一新小学校）

令和4年度熊本県事業承継
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)

総務部会
（会議室1）

令和4年度定時総会
（熊本テルサ）

登録相談員等
コンプライアンス研修
（再補講）
（会議室1）

法教育･出前講座
（熊本市立一新小学校）　
広報部会（会議室1）
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）

九地協郵政業務担当者会議
（熊本城ホール）

新入会員研修会
（熊本市流通情報会館）

女性部会研修会（会議室1）

三役会
（会議室2F）

登録証交付式（会議室1）
九地協建設業務担当者会議
（ZOOM会議）

登録証交付式（会議室1）
日行連定時総会
（ホテルニューオータニ）

第4回九地協
国際業務担当者会議
（ZOOM会議）

定時総会運営会議
（会議室1）

登録証交付式
（会議室1）

事業推進部会
（会議室1）

ゆうちょB/K八代店に
おける打合せ
（ゆうちょB/K八代店）

ゆうちょB/K熊本支店に
おける打合せ
（ゆうちょB/K熊本支店）
身近な問題相談会
担当部署との打合せ（県庁）

全国総務部長会議
（ZOOM会議）

女性部会会議（会議室2） 第4回九地協会長会
(1日目)
（大分センチュリーホテル）

第4回九地協会長会
(2日目)
（大分センチュリーホテル）

常任理事会（会議室1）
全国広報担当者会議
（ZOOM会議）

広報部会（会議室1）

登録相談員等管理委員会
（会議室1）

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室1）

全国国際業務担当者会議
（ZOOM会議）

予算ヒアリング
（会議室2F）
農地法･都市計画法業務
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）

登録相談員等
コンプライアンス研修
（熊本市流通情報会館）

法規部会
（会議室1）

臨時監察部会
（会議室1）

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室1）

令和4年度行政書士
試験実施に係る
説明会
（ZOOM会議）

電子対策部会
（会議室1）

研修部会
（会議室1）

登録証交付式
（会議室1）

第１回専門士業
団体連絡協議会
（くまもと県民交流館
 パレア）

登録証交付式
（会議室1）
法規部会
（会議室1）

第1回九地協会長会
（1日目）
（四季彩ホテル
 千代田館・佐賀）

第1回九地協会長会
（2日目）
（四季彩ホテル
 千代田館・佐賀）

第１回業務研修会
（グランメッセ熊本）

広報部会
（会議室1）

監察部会
（会議室1）

会 務 日 誌 （自：令和4年3月1日～至：令和4年6月30日） これからの行事予定 （自：令和4年7月1日～至：令和４年8月31日）
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　例年通り、令和３年度会計決算報告並びに監査報告に承認をいただき、令和４年度玉名支部活動、会計予算を承認
いただきました。
　令和４年度の玉名支部活動として、ここ数年コロナ禍の影響で開催を見送っていた支部研修を開催するということに
しました。
　内容は、未定ですが、農地法許可申請、開発行為、道路についてなどの意見をいただきました。

■日　　時／令和４年４月２３日（土）
■場　　所／玉名市民会館 会議室
■出席者数／合計３１名（うち委任状出席者２４名）
■支部会員／４２名

玉名支部

　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。
　議長に宮﨑亜衣会員が選出され、第１号議案から第４
号議案までの審議に入り、全ての議案が可決承認され、午
後４時１５分無事すべての審議を終了し閉会いたしました。
　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４年４月２２日（金）１５：３０開会　
■場　　所／熊本県民交流館パレア会議室８
■出席者数／合計９０名
                （役員含む当日出席者１８名
　　　　　　 委任状出席者７２名）
■支部会員／１３６名

熊本中央支部

　熊本北西支部定時総会は、コロナウィルス感染防止
のため、昨年同様、委任状による出席を呼びかけての
開催となりましたが、多くの会員から委任状をご提出いた
だき、無事開催することができました。
　内容としては、議長として松岡和孝会員が選出され、
第1号議案から第5号議案までの審議を行いいずれも
承認・可決されました（第6号議案および第7号議案は
報告事項でした）。
　なお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４年４月２３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５２名（うち委任状出席者４３名）
■支部会員／７５名

熊本北西支部

　本年もコロナウイルス感染症拡大防止のため、換気や
消毒などの感染対策を取りながら短時間での開催としま
した。
　横田祥一会員が議長に選任され、第1号議案から第4
号議案まですべて可決承認されました。また、総会終了後
の懇親会についても感染防止のため行いませんでした。

■日　　時／令和４年４月２２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９５名（うち委任状出席者１４名）
■支部会員／１52名

熊本東南支部

〈議案〉
第１号議案　令和３年度会務及び事業経過報告について
第２号議案　令和３年度収支決算報告及び監査報告と
　　　　　　その承認について
第３号議案　令和４年度事業計画案の承認について
第４号議案　令和４年度収支予算案の承認について

令和4年度 支部定時総会 令和4年度 支部定時総会
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※書面決議で行いました。（支部総会開催しておりません。）

山鹿支部

　今年度の総会はコロナウイルスの影響により予定してい
た会場が使用出来なくなったため、初めての会場となる
ルーロ合志で開催されました。
　令和3年度入会の新入会員紹介が行われ、議長に茂田
修二会員が選出され第１号議案から第５号議案まで、
すべて承認可決されました。
　その後、有働勝也会員から本会理事会報告が行われ
閉会となりました。

■日　　時／令和４年４月２３日（土）１３：３０～　
■場　　所／ルーロ合志
■出席者数／合計４１名 （うち委任状出席者２３名）
■支部会員／４９名

菊池支部

〈議案〉
第１号議案　令和3年度事業活動報告
第２号議案　令和3年度収支決算報告及び監査報告
第３号議案　令和4年度事業計画（案）
第４号議案　令和4年度収支予算（案）
第５号議案　本会理事就任について

　議事録署名人として、須々美希一・富田真史　両氏を選任した上で、支部規約第１４条により高村睦夫支部長が議長に
就任し、各議案の審議を行いました。第一号議案から第五号議案まで、すべて承認可決されました。

■日　　時／令和４年５月１５日（金）１６：００～１７：００　
■場　　所／居酒屋 佳楽
■出席者数／合計４４名 （うち委任状出席者２５名）
■支部会員／５５名

宇城支部

〈議案〉
第１号議案　令和3年度事業活動報告の件
第２号議案　令和3年度収支決算報告、
　　　　　　監査報告及び承認の件
第３号議案　令和4年度事業活動計画案の承認の件
第４号議案　令和4年度収支予算案の承認の件
第５号議案　宇城支部規約改正

　総会は、定刻午後５時３０分に開会し、渡邊支部長の挨拶後に、第１号議案令和３年度事業報告を皮切りに、前年度事業に
関する決算報告、事業報告及び支部として初めて取り組んだ特別事業２件（空き家対策・ドローン研修）について、担当した
渡邉澄雄会員よりの事業報告を行い、全員の賛成を得た。
　その後、第３号議案　令和４年度事業計画を、更に、予算が関わることから、予算案の審議前に支部慶弔規程を審議した。
　慶弔規程は、既に、支部に備わっていたが、会員数の変動や慶弔への社会的価値観の変動を加味し、総会に附して施行した。
　なお、第５号議案、新会員紹介も滞りなく終了し、令和４年熊本県行政書士会阿蘇支部総会の幕を閉じた。

■日　　時／令和４年４月２２日（金）１７：３０～　
■場　　所／阿蘇プラザホテル
■出席者数／合計２４名（うち委任状出席者１４名）
■支部会員／２４名

阿蘇支部

〈議案〉
第１号議案　令和３年度事業報告について
第２号議案　令和３年度決算報告について
第３号議案　令和４年度事業計画について
第４号議案　熊本県行政書士会阿蘇支部
               慶弔規程案について
第５号議案　令和４年度予算案について

〈報告〉
１.会員の異動について　
２.空き家対策事業について
３.ドローン研修について

令和4年度 支部定時総会 令和4年度 支部定時総会
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　すべての議題を滞りなく審議・決議し、１８時００分に閉会しました。
　支部再編を１年後に控え、「芦北支部」として最後の年度を迎えるにあたり、支部会員間の認識を改めて共有確認した
次第です。
総会終了後は、地元で漁れた美味しい魚料理に舌鼓をうちつつ、これまでの「芦北支部」の思い出話に花が咲き、大いに
盛り上がりました。

■日　　時／令和４年４月１５日（金）１７：００～　
■場　　所／うめのや
■出席者数／合計６名 （うち委任状出席者３名）
■支部会員／６名

芦北支部

倉崎会計理事の開会宣言、瀧本副支部長（支部長欠席
のため支部長代理）挨拶に続き議長選出、書記、議事録
署名人の選出を行った。笹本総務理事から令和３年度
会務報告を行ったが質問はなかった。
第１号議案から第３号議案【令和３年度決算報告・令和
４年度事業計画（案）・令和４年度予算案】まで賛成多数
で可決された。第３号議案審議中に
　会員から「繰越金残高が多い。支部会費徴収の是非」
との質問があり、副支部長が「コロナ禍の影響で行事が未
消化状態で残高が増えた、令和４年度は活動再開する
ので会費徴収は現状維持としたい」と説明。採決の結果
現状維持を承認。
第４号議案（芦北支部との統合の件）芦北支部長八代
支部長及び本会の３者間で協議を進めている事及び統合

の方向性についての説明を副支部長が行い、今後の芦北
支部との統合に関する件については支部長一任となった。
第５号議案の支部規約改正は、原案通りの変更について
承認され、施行日を令和５年４月１日とする旨可決された。
その他、鮫島会員が永年功労者として総務大臣特別表彰
を受賞された事を紹介し、支部から金一封が贈られた。
また、新入会者として黒木哲也会員、谷口緑会員、西田
麻穂会員の各会員の紹介及び挨拶を行った。

■日　　時／令和４年４月２２日（金）１７：００～１８：００　
■場　　所／八代ホワイトパレス
■出席者数／合計４０名 （うち委任状出席者２１名）
■支部会員／５３名

八代支部

　開会の言葉に続き、金子支部長が挨拶して、上会員
が議長となり総会が始まった。
　支部長により令和３年度事業報告があり、その後、
令和３年度決算報告、谷垣内監事の監事報告があり
承認された。
　令和４年度事業計画（案）と収支予算（案）は一括
上程され承認可決。その他として、令和４年度の手当・
日当等が審議・承認された。

■日　　時／令和４年６月２５日（金）１１：００～１２：００　
■場　　所／天草プラザホテル
■出席者数／合計２３名
                （うち委任状出席者１８名）
■支部会員／２６名

天草支部

〈議案〉
第１号議案　令和3年度の事業報告
第２号議案　令和3年度収支決算報告
第３号議案　令和3年度監査報告
第４号議案　令和4年度事業計画（案）
第５号議案　令和4年度収支予算（案）
第６号議案　支部統合について

　令和４年度支部総会については、役員で協議した結果、人吉・球磨地域における新型コロナウイルス感染症の状況、会場確
保の観点から、書面決議による総会とすることとなりました。
　会員総数２３名中、２３名全員の議決権行使があり、すべての議案が承認されました。

■支部会員／２３名（うち議決権行使者２３名）

球磨支部

〈議案〉
第１号議案　令和３年度事業報告について
第2号議案　令和３年度決算・監査報告とその承認について
第３号議案　令和4年度事業計画（案）の承認について
第４号議案　令和4年度予算（案）の承認について

令和4年度 支部定時総会 令和4年度 支部定時総会
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～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！

　令和４年６月１４日（火）、熊本市流通情報会館におきまして、令和４年度第１回新入会員研修会が実施されました。

　本研修は、入会３年未満の新入会員を対象として、行政書士としての心得と行政書士業務の全体像を掴んでいただくことを

目的とした研修であり、今回は建設業、行政書士法、権利義務の3分野について講義を行い、受講者の真剣な姿勢に意識の

高さを感じる研修となりました。

　今年度は、９月に第２回目を予定しており、今回とは別の分野についての研修を実施いたします。新入会員の皆様にとりまして、

様々な業務分野について触れていただく契機としてご活用いただければ幸甚に存じます。

　なお、今回の研修は、熊本県行政書士会ホームページの会員専用ページの「研修部オンデマンド配信ページ」内から動画を

視聴することが可能ですので、こちらもご活用いただければ幸いです。

　事業推進部では、小学生を対象に法教育・出前講座を行うことを事業の柱のひとつとしてあげておりましたが、コロナ禍で

なかなか開催できませんでした。今回熊本市立一新小学校から依頼を受けて上記のとおり開催することができました。

　学校では、６月が「いじめ撲滅月間」ということでタイムリーなテーマで、憲法で保障されている人権は、長い歴史の中で

人類が勝ち取って得た大切な権利であること、いじめはその大切な権利を侵害すること、いじめをなくすためにひとりひとりが

心がけることについて話しをしました。社会の授業で憲法を学習していたこともあり、児童たちは熱心に耳を傾けてメモを

取っていました。質疑応答の後、ユキマサくんぬいぐるみをはじめ行政書士関連グッズを贈呈しました。授業中の真剣な表情

とは打って変わって皆一様に喜ぶ姿が印象的でした。授業の冒頭で、行政書士の仕事について話しをしたので、行政書士

について理解を深めてくれたものと信じています。

　開催までの時間の都合上できなかったリハーサルを含め、次回開催する際には、より円滑な運営を目指します。また、アンケート

の要望にあったワークショップのように児童が主体となって学習する場を提供することも貴重なご意見として今後に活かしたい

と思います。

〈日　  　時〉　令和４年６月１４日（火） １０：３０～１６：１５

〈場  　　所〉　熊本市流通情報会館 ５０１室

〈受 講 者 数〉　１７名

〈研 修 内 容〉　

〈日　　時〉　令和４年６月３日（金） １０：４０～１１：２５

〈場　　所〉　熊本市立一新小学校 ６年１組、６年２組

〈講　　師〉　櫻田直己　会員（６年１組）　井上慎一郎　会員（６年２組）

〈内　　容〉　「いじめは人権侵害」

〈出席人数〉　３５人（６年１組）　３４人（６年２組）
第１講 建設業に関与する行政書士事務所経営
 （１０：３０～１２：００）髙木 昇 会員

第２講 行政書士倫理及び行政書士法
 （１３：００～１４：３０）松尾 一 会員

第３講 権利義務部門
 （１４：４５～１６：１５）藤山 義之 会員

法教育・出前講座 令和４年度 第１回新入会員研修会

第285号 令和四年夏号 第285号 令和四年夏号
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　日本行政書士会連合会「事業、財務及び懲戒処分等の情報の公表等に関する規則」に基づき、単位会長による処分事例

について次のとおり公表する。

　令和４年度日本行政書士会連合会定時総会が開催されました。

　定時総会に先立ち午前１１時から金子恭之総務大臣をお迎えして令和4年度総務大臣表彰状授与式及び日本行政書士会

連合会会長表彰状授与式が開催されました。熊本会から山内悟司会員（熊本東南支部）、木下純宏会員（熊本北西支部）、

柗村正樹会員（玉名支部）森山幸二会員（山鹿支部）の４名が日本行政書士会連合会会長表彰を受賞されています。

　午後1時から定時総会が開催され第1号議案（令和３年度事業報告）、第２号議案（令和３年度決算報告）、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））、第４号議案（（令和４年度事業計画（案））、第５号議案（（一般

社団法人コスモス成年後見サポートセンターへの寄付金支出について（案））、第６号議案（（令和４年度予算（案））が審議

され、それぞれの議案に対して合計５５の質問が出されました。

　審議の結果、すべての議案が承認可決されました。

　熊本会からは日本行政書士政治連盟井口由美子会長がオブザーバーとして、櫻田直己副会長が日行連理事として、藤山

義之副会長、髙見洋一副会長、阿南礼総務部長の３名が代議員として出席しました。

〈日　  　時〉　令和４年６月１６日（木） １３：００～

〈場  　　所〉　ホテルニューオータニ（東京都千代田区紀尾井町４-１）

「日本行政」7月号より抜粋

単位会長による処分

被処分者の氏名

登録番号

所属する単位会

事務所名称

事務所所在地

処分年月日

処分内容（種類）

上記処分をした理由

山下 洋史

１１４３０６０７

熊本県行政書士会

山下交通事故行政書士事務所

熊本県熊本市中央区帯山４丁目５５-１６メゾン・ド・ファミーユ１６

令和４年２月１６日

廃業の勧告（会員の権利の停止を含む）

上記処分の根拠となった  
法令及び会則の条文

行政書士法第１０条、第８条第１項
熊本県行政書士会会則第１８条第１項

１.令和２年１月以降誠実な業務不履行に起因する６件の一般市民からの苦情事案を
   生起させた。

２.調査の結果、法に定められている事務所をどこにも設置していない。

３.平成２７年５月分から令和４年１月分まで８１ヵ月分の会費を納入していない。

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 

８月１２日（金）・１５日（月）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 》

　　

処分事例の公表

夏季休暇のお知らせ

令和4年度 日本行政書士会連合会定時総会
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変　更

変更：事務所所在地

〒862-0972 熊本市中央区新大江1丁目３番20号
D.M.Sビル101

熊本中央支部 平野 昌彦
変更：事務所所在地・電話番号・事務所名称

〒865-0013 玉名市下2697番地
平本行政書士事務所
TEL：0968 -57-9752

玉名支部 平本 和孝
変更：属性・事務所所在地・事務所名称

〒860-0012 熊本市中央区紺屋今町2番13号
中田ビル2階A号室
行政書士法人プラスワン

熊本中央支部 山内 賢司

変更：属性・事務所名称

行政書士法人森本法務事務所

熊本中央支部 森本 智巳

変更：事務所所在地・電話番号（熊本東南→熊本北西）

〒860-0082 熊本市西区池田2丁目2-50
コンフォール池田A-3
TEL：096 -223 -5998

熊本北西支部 田口 裕也

変更：事務所所在地

〒866-0073 八代市本野町641番地1

八代支部 市野 誠也

変更：事務所所在地

〒862-0970 熊本市中央区渡鹿7丁目8番52号 201

熊本中央支部 原田 之治

変更：事務所所在地・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 103号
TEL：096 -346 -4551

熊本中央支部 堀江 伸

変更：住居表示変更

〒860-0827 熊本市中央区世安町一丁目3番8号

熊本中央支部 田代 雅稔

変更：住居表示変更

〒862-0949 熊本市中央区国府1丁目13-1

熊本中央支部 西村 邦之

変更：電話番号

TEL：0967-32-8557

阿蘇支部 鎗水 一美

変更：電話番号

TEL：096 -362-7788

熊本中央支部 中林 大輔

変更：電話番号

TEL：090-2096 -6265

熊本北西支部 西村 真一郎

変更：電話番号

TEL：0968 -57-9613

玉名支部 宮崎 司

変更：電話番号

TEL：0964-42-5120

熊本東南支部 岩本 和也

変更：電話番号

TEL：096 -201-3122

菊池支部 平田 勝大

変更：電話番号

TEL：090-2393-5075

菊池支部 堀 行徳

変更：電話番号

TEL：096 -285 -1083

熊本東南支部 永渕 容子

変更：事務所所在地・電話番号（菊池→熊本中央）

〒862-0926 熊本市中央区保田窪一丁目4-35
アラオアパート101号室
TEL：096-221-3574

熊本中央支部 山本 隆之

変更：事務所所在地

〒860-0802 熊本市中央区中央街4-22
アルバ銀座通りビル

熊本中央支部 久間 康弘

　新型コロナウイルス第7波が懸念されつつも、感染対策を講じながら
各種行事やイベントが行われるようになってきました。
　1年にわたって約２週間ずつ、選りすぐりの映画作品を上映する「午前
十時の映画祭」が、TOHOシネマズ熊本サクラマチで行われています。
デジタル版で蘇った不朽の名作を、映画館で楽しむことができます。配信で
いつでもどこでも楽しめる現代ですが、映画館に足を運び、スクリーンに
集中して映画を楽しむひとときは格別です。
　日常が一変する。という出来事を次々と目の当たりにするなか、ささ
やかな日常を大切に過ごしていきたいと思います。

編 集 後  記
行政書士くまもと 夏号 No.285

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

広報部員　上田乃梨子

新　規

八代支部 西田 麻穂
■登録番号／22430502
■登録年月日／2022.3.15 
〒866-0863
八代市西松江城町4番30号
TORUTE行政書士事務所
TEL：080 -3958 -7818

■登録番号／22430503
■登録年月日／2022.3.15 

■兼業：宅

八代支部 黒木 哲也
■登録番号／22430695
■登録年月日／2022.4.2 
〒869-4602
八代郡氷川町宮原737番地10
行政書士黒木事務所
TEL：0965 - 88 - 0655

天草支部 江口 丈仁
■登録番号／22430829
■登録年月日／2022.4.15 
〒866-0202
上天草市龍ヶ岳町高戸359番地
江口丈仁行政書士事務所
TEL：0969 - 62 - 0892

菊池支部 平川 實
■登録番号／22431058
■登録年月日／2022.5.1 

■兼業：司

〒861-1331
菊池市隈府895番地5
行政書士平川實事務所
TEL：0968 -25 - 0771

熊本北西支部 奥田 整史
■登録番号／22431442
■登録年月日／2022.6.1 
〒861-8066
熊本市北区清水亀井町43番59号
奥田行政書士事務所
TEL：096 -346 - 0025

熊本東南支部 生嶋 祥子
■登録番号／22431443
■登録年月日／2022.6.1 
〒862-0942
熊本市東区江津三丁目3番22-2号
生嶋行政書士事務所
TEL：090 -7458 -1612

熊本中央支部 岩本 俊雄
■登録番号／22431444
■登録年月日／2022.6.1 

■兼業：税

〒862-0950
熊本市中央区水前寺6丁目33番6号 
朝日ビル1F
岩本俊雄行政書士事務所
TEL：096 -382 -5367

熊本中央支部 木下 健一
■登録番号／22431445
■登録年月日／2022.6.1 

■兼業：税

〒862-0950
熊本市中央区水前寺六丁目8番8号 1階
木下行政書士事務所
TEL：096 -285 -3265

熊本東南支部 城戸 琴乃
■登録番号／22431442
■登録年月日／2022.6.1 
〒862-0952
熊本市東区京塚本町58-2
城戸行政書士事務所
TEL：096 -288 - 6002

天草支部 小林 瑞紀
■登録番号／22431560
■登録年月日／2022.6.15 
〒863-0047
天草市八幡町20番25号
小林瑞紀行政書士事務所
TEL：080 -3224 -9287

玉名支部 飯塚 美智雄
■登録番号／22431561
■登録年月日／2022.6.15 
〒865-0052
玉名市松木10番地1
行政書士飯塚美智雄事務所
TEL：090 -9475 -3562

廃　業

宇城支部 （廃業年月日 2022/3/11）福田 秀晴

熊本東南支部 （廃業年月日 2022/1/14　備考：死亡）前田 久幸

熊本東南支部 （廃業年月日 2022/2/24）堀 基幸

熊本北西支部 （廃業年月日 2022/3/16）栗谷 利夫

熊本東南支部 （廃業年月日 2022/2/3　備考：死亡）田邉 裕正

天草支部 （廃業年月日 2022/3/24）池野 一樹

熊本北西支部 （廃業年月日 2022/3/28）岡野 訓

宇城支部 （廃業年月日 2022/3/30）續橋 然

天草支部 （廃業年月日 2022/4/12）大江 税子

宇城支部 （廃業年月日 2022/3/31）岩本 トシ子

菊池支部 （廃業年月日 2022/5/2）當房 正明

菊池支部 （廃業年月日 2022/5/31）富田　一誠

会員異動 会員異動／編集後記
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