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うれしく思います。

　ただ、業務範囲が広すぎて、入会された会員の皆様に

とって、業務の開拓は一番の問題であり、将来のことを考

えると最大の不安材料だと思います。しかしながら、この

問題は行政書士だけの問題ではなく、資格を生かし開業

する総ての人にとって乗り越えなければならない問題で

あり、同時に自身で切り開いていかなければならないこと

でもあります。

　本誌夏号でも述べましたが、昨今、様々な手続きのデジ

タル化が急激に進む中で、私たちの行政書士業界は良く

も悪くもこの影響を受けることは必至であり、行政書士業

界の過渡期であることは間違いなく、そのような時期に自

身の仕事を確立していかなければならないことは、想像

以上に大変なことであり、このことは入会年月にかかわ

らず、総ての会員にとっての課題でもあります。

　私が会長になるときの公約の一つに「後進の育成」を

掲げさせていただきました。熊本地震や、新型コロナ、

そしてデジタル化。想像もしなかった現実に直面しつつも、

「こんな時だからこそ行政書士という職業は必要なんだ」

という思いを抱きながら、会務に邁進してまいりました。

　会員の皆様に「行政書士になってよかった」そう思って

いただけるように、期待に胸膨らませて登録された新入

会員の皆様のためにも、一人の先輩として、行政書士業

界のために今できることに真摯に向き合い、次なる世代に

引き継ぐことが、会長としての使命と考え、残された日々を

精一杯務めさせていただきます。

　今年も残すところ1カ月余りとなりました。

　年令を重ねるごとに、時が経つのが加速していくような

気さえします。

　今年の１０月も「行政書士広報月間」の一環として、

電話相談や、鶴屋デパートでの無料相談会をはじめ、

各支部においても様々な行事に取り組んでいただきま

した。それぞれの活動については本誌に掲載のとおり

です。携わっていただいた会員の皆様、自身の業務の

傍らご協力いただき誠にありがとうございました。

　新型コロナウイルス感染症の第７派もピークを越え、

10月から始まった旅行支援なども後押しとなり、街の人出

も依然とかわらない賑わいを見せるようになりました。私も

多いときは週一で上京しておりますが、羽田空港の人の

多さも2カ月前には考えられない状況で、最近では飛行機

も油断すると満席で予約が取れないこともあり、いたると

ころで活気を感じるようになりました。

　そのような中、去る11月13日（日）には令和4年度の行政

書士試験が実施され、熊本でも５１３人が受験されました。

今年も一昨年、昨年に続きコロナ対策を施しての実施で

はありましたが、試験監督員についていただいた会員の

皆様のご協力のおかげさまで無事に終了することができ

ました。

　10年ほど前に比べると、合格率も低くなり、これに比例

して受験者数も減少していますが、行政書士登録者数は

逆に増加しております。これは、多くの皆さんがある意味

行政書士の将来性を見込んで登録されていることだと
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　例年同様、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

において、街頭無料相談会を１０月１９日（水）、２０日（木）の２日間

にわたり実施いたしました。

相談者の中には、掲示してある広報月間ポスターを前に足を止めて、

「行政書士は何をするの？」と尋ねて来られ、業務内容を簡単に

説明すると、それならばと相談されて行かれる方が数名いらっしゃ

いました。

　行政書士という職業はご存知の方が多いのですが、業務内容

まで認知されている方は少なく、改めて広報活動の必要性を実感

いたしました。

　９月３０日（金）に、熊本日日新聞朝刊5段広告を掲載しました。

　１０月の広報月間行事として、行政書士会館において電話無料相談会を開催いたしました。新聞広告や市町村の

広報誌をご覧になったご相談者様からのお電話を、３名の相談員の先生方が手際よく応対、ご相談内容を丁寧にヒヤ

リングの上、アドバイスを行いました。相談件数は２１件で、終活関係、主に相続に関するご相談が多く寄せられました。

１０月３日（月） １０：００～１６：００〈 日 時 〉

牧 加壽登、植森 洋昭、野村 雄一〈相 談 員〉

〈スタッフ〉 西原 萌子

〈 場  所 〉 行政書士会館３階 会議室

２１件 〈相談件数〉

〈広告媒体〉

新聞
広告

不明

〈相談内容〉

契約問題

法人・会社成立
その他（税金）

その他（建物登記）

終活問題
（遺言・相続・成年後見等）

その他（本籍の変更）

１０月１９日（水）・１０月２０日（木）
１０：００～１６：００

〈 日 時 〉

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

〈 場  所 〉

１９日/阿南 礼、山内 悟司、徳永 芳也
２０日/松岡 和孝、鬼塚 亜李、松尾 一

〈相 談 員〉

伊津野 一敏、山本 隆之、廣野 吉法、上田 乃梨子〈スタッフ〉

全２１件 １０月１９日（水）…９件
           １０月２０日（木）…１２件

〈相談件数〉

〈相談内容〉

終活問題
（遺言・相続・成年後見等）

夫婦関係・介護・
子育て問題

その他
（不動産名義変更）

その他（慰謝料）

〈広告媒体〉

新聞

官公庁

市町村
広報誌

折込
チラシ

その他
（通りがかり）

その他
（館内放送）

その他（不明）

広報月間活動報告
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12/26 12/28 12/29 12/30 12/3112/27

7/3

7/6 7/77/5 7/8 7/9

7/1 7/2

7/107/4

法規部会（会議室1）臨時監察部会（会議室1）

熊本県農地・担い手
支援訪問

電子対策部会（会議室1） 研修部会（会議室1）
マイナンバーカード申請
手続相談員向け説明会
（ZOOM会議）
第2回業務研修会打合せ
（熊本県信用保証協会)

登録証交付式（会議室1）

第5回九地協国際業務
担当者会議（ZOOM会議）

研修部会（会議室1）
肥後銀行
個人コンサルティング部との
意見交換会（会議室2）
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）

登録証交付式（会議室1）
法規部会（会議室1）

登録相談員等管理委員会
（会議室1）

総務部会（会議室1） 監察部会（会議室1）第2回業務研修会
（熊本市流通情報会館）

法規部会（会議室1） 専門士業団体連絡協議会
第2回実行委員会
（くまもと県民交流館パレア）

登録証交付式（会議室1） 組織のあり方検討会議
（会議室1）

会員管理システム単位会
向け説明会（ZOOM会議）　
事業推進部会（会議室1）

理事会（熊本テルサ）

第3回業務研修部会
（グランメッセ熊本）
第1回職務上請求書取扱
研修会（グランメッセ熊本）

法規部会（会議室1）

第4回業務研修会
（会議室1・ZOOM研修）

電話無料相談会（会議室1） 電子対策部会（ZOOM会議） 広報部会（会議室1）

登録証交付式（会議室1） 申請取次行政書士
管理委員会（会議室1）
第1回選挙管理委員会
（会議室1）

街頭無料相談会（1日目）
（鶴屋百貨店）
研修部会（会議室1）

街頭無料相談会（2日目）
（鶴屋百貨店）
令和4年度ＯＳＳ実務者
説明会（ZOOM会議）

事業推進部
熊本市PTA協議会訪問
（熊本市健康ｾﾝﾀｰ清水分室）

専門士業団体連絡協議会
合同研修会
(くまもと県民交流館パレア）

職務上請求書管理
マニュアルに係る説明会
（ZOOM会議）

支部統廃合準備委員会
（会議室1）

法規部会（会議室1） 外国人のための
無料相談会
（熊本市国際交流会館）

日行連国際部門と
九地協担当者との
意見交換会（ZOOM会議）

第2回電子対策部研修会
（会議室1）

令和4年度特定行政書士
法定研修（会議室1）

第6回九地協国際業務
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）

令和4年度会長会
（ホテル日航金沢・石川）

第1回電子対策部研修会
（会議室1）
肥後銀行スタートアップハブ
くまもととの連携協議（肥後銀行）

福岡県外国人材受入企業
講習会及び相談会視察
（くるめりあ六ツ門）

研修部会（会議室1）
電子対策部会（ZOOM会議）

日本政策金融公庫との
今後の連携について打合せ
(日本政策金融公庫）

熊本市国際交流会館との
今後の協力体制についての
打合せ（熊本市国際交流会館）

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）

令和4年度行政書士試験
会場下見（熊本大学）

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）

ゆうちょ銀行九州エリア
本部訪問

広報部会（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）

総務部会
（会議室1）

申請取次行政書士
管理委員会
（会議室1）
丁種封印制度に
関する指定研修
（熊本テルサ）
丁種封印制度に
関する研修及び
効果測定
（熊本テルサ）
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）

軽自動車ＯＳＳ
（新規検査）の
申請手続き等に
関する説明会
（ZOOM会議）

三役会
（会議室1）

登録相談員等
管理委員会
（会議室1）

令和4年度
行政書士試験準備
（熊本大学）

令和4年度
行政書士試験
（熊本大学）

研修部会
（会議室1）

法規部会
（会議室1）

専門士業団体連絡
協議会熊大講義
（2日目）
（熊本大学）

第5回業務研修会
（熊本市流通情報会館)

理事会
（熊本テルサ）

監察部会
（会議室1）
専門士業団体連絡
協議会熊大講義
(1日目)
(熊本大学)

第3回電子対策部
研修会
（会議室1・ZOOM）

常任理事会
（会議室1）

広報部会
（会議室1）

日本行政書士会連
合会との連絡会
および第2回九地協
会長会（1日目）
（ホテルリソル佐世保）

第2回九地協会長会
（2日目）
（ホテルリソル佐世保）

専門士業団体
連絡協議会
合同無料相談会
（くまもと県民交流館
 パレア）

電子対策部会
(ZOOM会議)

10/3010/29

会 務 日 誌 （自：令和4年7月1日～至：令和4年10月31日） これからの行事予定 （自：令和4年11月1日～至：令和４年12月31日）
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　電子対策部では昨年行いましたアンケート結果より、コロナ禍、アフターコロナでも更なる活用場面が期待される「無

料動画作成アプリの活用」および「無料サイトを活用した事務所ホームページ制作」についての研修会をそれぞれ９月１

５日と１０月１３日の日程で開催しました、どちらの研修会も会館研修室でのリアル開催で行い、各自ご準備いただい

たスマートフォン・タブレット・ノートパソコンを操作して実際に動画、ホームページの作成を経験していただきました。

　参加された会員アンケートの結果も概ね好評で今後も電子申請やDX化に伴う行政書士業務に関する研修会開催の
ご希望・ご意見をいただきました。

　今後は他県のより専門性の高い会員を講師として招聘しより個別具体的な研修会を計画して参ります。

　その他メルマガ配信時に電子対策部で開催希望の研修内容についてアンケートを実施予定ですので会員の皆様の

ご協力の程引き続きよろしくお願い申し上げます。

　令和４年７月２３日(土)、グランメッセ熊本におき

まして、令和４年度第１回業務研修会が実施され

ました。

　今回は、第１講の講師に税理士を兼業されてい

る当会の山内悟司会員（熊本東南支部）をお招き

し、行政書士事務所の税務・会計という視点から令

和5年１０月からスタートするインボイス制度について重点的にご講義いただきました。第２講におきましては、講師に当

会の古市麻美会員（熊本北西支部）をお招きし、これからの行政書士事務所運営における「法人化」というワードから、

講師自身が所属されておられる行政書士法人を一つの具体例として挙げる形で分かりやすくご講義いただきました。

　なお、今回の研修は、第2講のみ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。

　令和４年８月２２日(月)、令和４年度第2回業務研修会が熊本市流通情報

会館において実施されました。

　昨今におきましては、事業者支援の社会的ニーズが高まっており、行政書

士が活躍できる新たなフィールドが開かれております。そのような背景を踏ま

え、事業を営む方々を支援する一助として行政書士が備えるべきスキルを身

に付けることを目的として、第１講の講師に熊本県信用保証協会から米満慎吾様と春木幸介様にお越しいただき、信

用保証制度と事業計画書作成のポイントなどをご説明いただきました。第２講では、当会の前之園博一会員（熊本中央

支部）により中小企業支援について「融資」をメインにご講義いただき、大変有意義な研修会となりました。

　なお、今回の研修につきましては、第１講・第２講ともに熊本県行政書士会のホームページより動画視聴が可能となっ

ておりますので、ぜひご視聴いただけると幸いです。

　令和４年９月１３日(火)、グランメッセ熊本におきまして、令和

４年度第１回職務上請求書取扱研修会が実施されました。

　本研修会は、規則第２１号職務上請求書取扱規則に基づき、

今後、「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の払出しを受けたい会員のうち、過去2年以内に本研修を受講してい

ない会員を対象とするものであります。

　職務上請求書の取扱いに関する注意事項などについて研修を松尾一副会長に担当していただき、昨今の他県での不

正使用の問題を受けまして、今回から、使用中の職務上請求書の審査指導を3名の副会長により本研修会の時間中に実

施されました。

　令和元年から、日行連中央研修所研修サイトにおいて配信される職務上請求書研修動画をインターネット視聴し、2年

以内に発行された修了証を提示した場合も、同規則に基づき払出しを受けることも引き続き可能です。視聴マニュアルや

研修資料を本会会員専用ページのダウンロードページに掲載しております。

無料動画作成アプリの活用 無料サイトを活用した事務所ホームページ制作

電子対策部の研修会について

令和４年度 第１回職務上請求書取扱研修会実施報告

令和４年度 第１回業務研修会実施報告

〈日　 　 時〉令和４年９月１３日（火） １５：１５～１６：３０

〈場　　 所〉グランメッセ熊本 大会議室

〈研修内容〉「職務上請求書取扱研修」　１５：１５～１６：３０
 講義担当：松尾　一　副会長

〈審査指導担当〉森田 勝彦、櫻田 直己、髙見 洋一（以上副会長）

〈受講者数〉５０名

〈日　 　 時〉令和４年７月２３日（土） １３：３０～１６：４０

〈場　　 所〉グランメッセ熊本 大会議室

〈研修内容〉第１講 「行政書士事務所の税務・会計基礎知識」（１３：４０～１５：２０）
  講師 ： 山内 悟司 会員
 第２講 「行政書士法人化・他士業との連携やグループ化について」（１５：３０～１６：３０）
  講師 ： ユース行政書士法人　古市 麻美 会員

〈受講者数〉４４名

令和４年度 第２回業務研修会実施報告

〈日　 　 時〉令和４年８月２２日（月） １３：３０～１６：４０

〈場　　 所〉熊本市流通情報会館 ５０１研修室

〈研修内容〉第１講 「信用保証制度と事業計画書作成の要諦」（１３：３５～１５：００）
  講師 ： 熊本県信用保証協会　米満 慎吾様　春木 幸介様
 第２講 「中小企業支援について（融資）」（１５：１０～１６：３０）
  講師 ： 前之園 博一 会員

〈受講者数〉３２名
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　令和４年９月１３日(火)、グランメッセ熊本におきまして、令和４年度第３

回業務研修会が実施されました。

　今回の研修は、農林水産省から発せられた農地転用許可事務の適正化

及び簡素化についての通知に伴い、農地転用許可申請手続きに改正があり

ましたので、講師に熊本県農地・担い手支援課の福屋豊様にお越しいただ

き、改正のポイントなどを中心に農地転用制度についてご講義いただきま

した。農地転用は行政書士業務の中でも主要な地位を占める分野であるた

め関心度も高く、多数の受講者が熱心に講義に耳を傾けておられました。

　なお、今回の研修は動画のアップはされておりませんが、研修資料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」内からダウンロードすることが可能ですので、改正点の把握にご活用いた

だければ幸いです。

　令和４年１０月８日（土）、令和４年度第４回業務

研修会が実施されました。

　講師として当会の下田典子会員（熊本中央支

部）、同じく当会の佐藤竜也会員（熊本中央支部）

をお招きして、第1講に下田会員より「特殊車両通行許可申請について」ご講義いただき、第2講では佐藤会員より「民

泊（簡泊・住泊）の開業手続きについて」ご講義いただきました。どちらの講義も実務経験を踏まえたところでの説明な

どが盛り込まれ、とても分かりやすく貴重な研修となりました。

　今回の研修は、オンライン配信ツールの「Ｚｏｏｍ」を活用した形での実施でありましたが、配信が途切れるなどの不

具合が生じることなく開催が出来ました。なお、今回の研修につきましては、第1講・第2講ともに熊本県行政書士会の

ホームページより動画視聴が可能です。

令和４年度 第３回業務研修会実施報告 各支部の動き

無料相談会
〈日　　 時〉令和４年１０月６日（金） １０：００～１６：００

〈場　　所〉熊本市中央区役所 １階正面玄関左 総合案内前

〈相 談 員〉松田 誠也、三原 大典、久間 康弘、松岡 泰光
　　　　　日髙 義治、清末 正朗、古閑 公士、外山 慎輔

〈相談件数〉２６件

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

　今年も熊本県行政書士会熊本中央支部では、熊本市中央区役所総務企画課様のご尽力により、昨年と同様の時間帯で

無料相談会を開催できました。

　市政だより、熊日タウンパケット、ポスター・のぼり旗等によるPR活動もいきわたり、朝から切れ目なくご相談のお客様が訪れ、

相談件数26件となりました。相談者全員に、広報グッズ（クリアファイル・除菌スプレー・リーフレット）一式を配布しました。

熊本中央支部

〈相談内容〉

相続・遺言契約

成年後見

その他

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

外山慎輔、清末正朗

松岡泰光

１．市・地域活動推進課（12階） ２．市・農業政策課（１２階）
３．市・開発指導課（11階） ４．市・建築指導課（11階）
５．市・高齢福祉課（10階） ６．市・ごみ減量推進課（７階）
７．中央区役所（総務企画課） ８．市・農業委員会（住生ビル9階）
９．ゆうちょ銀行熊本支店（城東町）

令和４年１０月６日（木）

令和４年１０月１１日（火）

外山慎輔、日髙義治令和４年１０月１４日（金）

1.熊本中央警察署（生安課・交通規制課）

１.中央郵便局　 ２.上通郵便局 　３.熊本公証人役場（九品寺）

令和４年度 第４回業務研修会実施報告

〈日　 　 時〉令和４年１０月８日（土） １３：３０～１７：００

〈研修内容〉第１講 「特殊車両通行許可申請について」（１３：４０～１５：１０）
  講師 ： 下田 典子 会員
 第２講 「民泊（簡泊・住泊）の開業手続きについて」（１５：２５～１６：５５）
  講師 ： 佐藤 竜也 会員

〈開催形式〉Zoom配信によるオンライン研修

〈配信会場〉熊本県行政書士会館 会議室１

〈受講者数〉２７名

〈日　 　 時〉令和４年９月１３日（火） １３：３０～１５：００

〈場　　 所〉グランメッセ熊本 大会議室

〈研修内容〉「農地転用制度等について」（１３：３０～１５：００）
 講師 ： 熊本県 農林水産部 生産経営局 農地・担い手支援課
 　　　課長補佐（農地担当）　福屋　豊　様

〈受講者数〉７５名
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各支部の動き 各支部の動き

無料相談会①
〈日　　 時〉令和４年１０月１２日（水） ９：３０～１６：００

〈場　　所〉熊本市東区役所 1階ロビー

〈相 談 員〉坂井 一雄、丸山 和臣、三浦 秀登士、光岡 和隆、力德 直

〈相談件数〉２５件

無料相談会②
〈日　　 時〉令和４年１０月１３日（木） ９：３０～１６：００

〈場　　所〉南区役所2階 会議室

〈相 談 員〉堀川 淳一、丸山 和臣、力德 直

〈相談件数〉１２件

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

　今年度も2日間にわたり2か所で相談会を行いました。相談内容は大半が遺言・相続に関する相談でした。両会場とも例年

より相談者が多く、また1件の相談時間も比較的長い傾向にありましたが、相談員の皆さまには丁寧に回答していただき、休

憩もあまりない状況でご負担をおかけしましたが、その甲斐もあり、相談者の方からは多くの感謝の言葉を頂き、有益な広報

活動が出来たのではないかと思います。

熊本東南支部

無料相談会
〈日　　 時〉令和４年１０月１４日（金） １０：００～１６：００

〈場　　所〉熊本市西区役所 1階 101会議室

〈相 談 員〉木下 純宏、植森 洋昭、鬼塚 亜李、硯川 剛、河津 恭一、古場 武史、田村 逹拡、西村 真一郎

〈相談件数〉１６件

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

　相談会は本年度もあまり目立たない場所にある会議室での開催となりましたが、多くの方にご来場いただくことができ

ました。

熊本北西支部

〈相談内容〉2ヶ所合計

相続・遺言
不動産関係

その他

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者
山内悟司、中園三千代、廣野吉法

中園三千代

藤山義之、川上賢一、上米良りえ

山内悟司

中園三千代

藤山義之

上米良りえ

東区役所（総務企画課／区民課／福祉課）

秋津まちづくりセンター 

南区役所（総務企画課／区民課） 

東警察署（総務課）

南警察署 

幸田まちづくりセンター 

南部まちづくりセンター 

 

令和４年１０月１２日（水）

令和４年１０月１２日（水）

令和４年１０月１３日（木）

令和４年１０月１３日（木）

令和４年１０月１３日（木）

令和４年１０月１３日（木）

令和４年１０月１４日（金）

天明まちづくりセンター、飽田まちづくりセンター
城南まちづくりセンター、南農業振興室
農業委員会富合・城南分室

託麻まちづくりセンター、東部まちづくりセンター
東農業振興室

令和４年１０月１４日（金）

令和４年１０月１７日（月）

廣野吉法

川上賢一

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

植森洋昭

木下純宏

花園まちづくりセンター、西部交流センター
春日地域コミュニティセンター
城西地域コミュティセンター

北区役所 （総務課・保護課・農業委員会事務局）
植木町かがやき館、植木ふれあい文化センター

令和４年９月３０日（金）

令和４年１０月７日（金）

鬼塚亜李

木下純宏、植森洋昭、鬼塚亜李、硯川剛

北部土木センター
清水まちづくりセンター（清水総合出張所）

西区役所（総務課・区民課・保護課・農業委員会事務局）

令和４年１０月１３日（木）

令和４年１０月１４日（金）

硯川剛
熊本北合志警察署（車庫証明窓口・生活安全課）
龍田まちづくりセンター（龍田総合出張所）

令和４年１０月２０日（火）

鬼塚亜李西部土木センター 令和４年１０月１４日（金）

木下純宏河内まちづくりセンター（河内総合出張所） 令和４年１０月１７日（月）

木下純宏田底地域コミュニティセンター 令和４年１０月１８日（火）

木下純宏田原地域コミュニティセンター 令和４年１０月２０日（火）

〈相談内容〉

相続関係

不動産関係

その他

遺言
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各支部の動き 各支部の動き

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

　広報のあり方として、支部独自の広報につい

ても検討をしていきます。

無料相談会
〈日　　 時〉令和４年１０月８日（土） １０：００～１５：００

〈場　　所〉玉名市民会館

〈相 談 員〉柗村 正樹、櫻田 直己、久保田 豊、坂﨑 徳夫、
              岩村 洋二、森尾 拓也、飯塚 美智雄

〈相談件数〉３件

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等

無料相談会
〈日　　 時〉令和４年１０月１５日（土） １０：００～１６：００

〈場　　所〉ゆめタウン光の森 本館２Ｆ

〈相 談 員〉西塔 正弘、茂田 修二、堀 行徳、西原 萌子、神谷 和美、林 誠、髙見 洋一

〈相談件数〉１１件

玉名支部

　途中で雨が降り出すあいにくの空模様となりましたが、道の駅泗水や孔子公園周辺にて、新型コロナウイルスの感染

予防のため密を避けながら距離を保って、清掃活動を実施しました。　

第２１回ボランティア活動
〈日　　     時〉令和４年８月６日（土） ７：００～８：００

〈場　　    所〉道の駅泗水～国道387号線沿い

〈参加会員数〉１２名

菊池支部

無料相談会
〈日　　 時〉令和４年１０月１６日（日） １０：００～１５：００

〈場　　所〉温泉プラザ山鹿1階 ふるさと市場

〈相 談 員〉森山 幸二、德永 幸雄、近藤 良一、野村 雄一

〈相談件数〉４件

山鹿支部

〈相談内容〉

遺言

相続関係

不動産関係

〈相談内容〉

相続関係不動産関係

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

森山幸二、野村 雄一山鹿市役所、山鹿市農業委員会、山鹿警察署

山鹿保健所、山鹿市鹿本支所・山鹿保健所、山鹿市鹿北支所
山鹿市鹿央支所、山鹿市菊鹿支所

令和４年１０月４日（火）

森山幸二、野村 雄一令和４年１０月１１日（火）

官公署訪問
官 公 署 日 時 担 当 者

林誠、神谷和美、髙見洋一
茂田修二、西原萌子

林誠、神谷和美、髙見洋一
茂田修二、西原萌子

令和４年１０月１３日（木）

令和４年１０月１４日（金）

菊池市役所（総務課、農業委員会）
菊池保健所（衛生環境課）、菊池警察署
熊本県北広域本部（総務課、土木部技術管理課）

大津町役場（総務課、農業委員会、建設課、都市計画課）
菊陽町役場（総務課、農業委員会、建設課、都市計画課）
合志市役所（総務課、農業委員会、建設課、都市計画課、福祉課）
菊池市役所（建設課、都市計画課、福祉課）
大津警察署

〈相談内容〉

相続関係

終活

その他

　ゆめタウン光の森店で2年連続2回目の相談会でしたが、11件の相談があり近年で

は最高の相談件数となりました。土曜日の開催でしたので人通りも多く相談をされない

お客様も少し興味を持たれた方がいらっしゃるように感じました。

　広報という観点からは、多くの人に行政書士という職業を少し理解していただけたかと思います。

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

柗村正樹、久保田豊令和４年１０月１４日（金）

柗村正樹、久保田豊令和４年１０月１７日（月）

玉名地域振興局、有明保健所、玉名警察署、玉名市役所、玉東町役場
和水町役場、南関町役場、長洲町役場、荒尾市役所、荒尾警察署

玉名合同庁舎（玉名税務署）、岱明総合支所、横島総合支所、
天水総合支所、三加和総合支所
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各支部の動き 各支部の動き

無料相談会①
〈日　　 時〉令和４年１０月１２日（水） １３：３０～１５：3０

〈場　　所〉南阿蘇村健康センター

〈相 談 員〉渡邊 敬二、下田 靖子

〈相談件数〉３件

無料相談会②
〈日　　 時〉令和４年１０月１３日（木） １３：３０～１５：3０

〈場　　所〉阿蘇市農業環境改善センター

〈相 談 員〉渡邊 敬二、家入 政道、伊藤 なおみ

〈相談件数〉０件

無料相談会③
〈日　　 時〉令和４年１０月１４日（金） １３：３０～１５：3０

〈場　　所〉おぐに町民センター

〈相 談 員〉渡邊 敬二、家入 政道、伊藤 なおみ

〈相談件数〉２件

阿蘇支部

官公署訪問
官 公 署 日 時 担 当 者

内田敏則

西岡博之

渡邊敬二

下田靖子、安達英二

下田靖子

家入政道、伊藤なおみ

家入政道、伊藤なおみ、小嶋一誠

令和３年１０月１１日（火）

令和３年１０月１１日（火）

令和３年１０月１１日（火）

令和３年１０月１２日（水）

令和３年１０月１２日（水）

令和３年１０月１３日（木）

令和３年１０月１３日（木）

家入政道令和３年１０月１７日（月）

令和３年１０月１４日（金）

西原村（総務課）

阿蘇広域消防本部署

産山村（総務課）

南阿蘇村（総務課）

高森町（総務課）

阿蘇市（総務部）

熊本県阿蘇地域振興局

小国町（総務課他）

南小国町（総務課他）

熊本県警小国警察署

熊本県警阿蘇警察署

熊本県警高森警察署

家入政道、伊藤なおみ

無料相談会①
〈日　　 時〉令和４年１０月１８日（火） １０：００～１５：００

〈場　　所〉宇城市役所 新館第４会議室

〈相 談 員〉桑田 敏郎、岩﨑 光洋、林田 真弓、
　　　　　須々美 希一、川本 信義

〈相談件数〉１４件

無料相談会③
〈日　　 時〉令和４年１０月２４日（月） １０：００～１５：００

〈場　　所〉益城町役場 会議室

〈相 談 員〉橋場 紀仁、豊永 苓二、髙橋 信二、桑田 敏郎
　　　　　大工 友秀、富田 真史、古澤 光

〈相談件数〉８件

無料相談会④
〈日　　 時〉令和４年１０月２８日（月） １０：００～１５：００

〈場　　所〉宇土市役所 防災棟会議室

〈相 談 員〉髙村 睦夫、田代 英夫、林田 真弓
　　　　　桑田 敏郎、岩﨑 光洋

〈相談件数〉１０件

無料相談会②
〈日　　 時〉令和４年１０月２２日（土） １０：００～１５：００

〈場　　所〉イオンモール熊本店 中央案内コーナー

〈相 談 員〉橋場 紀仁、岩﨑 光洋、須々美 希一
　　　　　田代 英夫、桑田 敏郎、林田 真弓

〈相談件数〉１０件

宇城支部

〈相談内容〉

相続関係

農地法
交通事故

〈相談内容〉

相続関係交通事故

農地法

〈相談内容〉

相続関係

地目変更

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

髙村睦夫、桑田敏郎
林田真弓、古澤光

桑田敏郎、岩崎光洋
兼瀬哲治、豊田繁男

令和４年１０月４日（火）

令和４年１０月１２日（水）

宇城地域振興局、宇城保健所、宇城警察署、宇城市役所
宇土市役所、熊日宇城支局、熊日宇土支局

甲佐町役場、美里町役場、山都町役場、山都警察署
上益城地域振興局（矢部土木部）、熊日山都支局

橋場紀仁、大工友秀
富田真史

令和４年１０月１３日（木）
上益城地域振興局（御船本庁）、御船保健所、御船警察署
熊日御船支局、御船町役場、益城町役場、嘉島町役場

〈相談内容〉

農地法

相続関係
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各支部の動き 各支部の動き

無料相談会
〈日　　 時〉令和４年１０月２日（日） １０：００～１５：００

〈場　　所〉イオン八代店

〈相 談 員〉瀧本 眞敏、笹本光洋、倉嵜 文彦、飛永 真由美、谷口 緑、黒木 哲也

〈相談件数〉9件

八代支部 球磨支部

◆広報月間事業の感想及び今後の課題等
　イオン八代店のチラシ広告に行政書士による無料相談会の案内を掲載して頂き、市報にも無料相談会の広告を掲載し、

広く周知に努めました。その効果もあり、朝早くから御相談に来られ、相談時間は1時間に及ぶことも多く、2人１組となり３組体

制のフル回転で御相談に対応しました。

　相談内容は、主に遺言・相続、成年後見、介護費用負担問題等、年配者のご相談が多数を占めました。相談前は緊張の

面持ちであった相談者が、相談後は「この相談会に来てよかった」と、明るい笑顔で帰られる相談者を拝見しますと、私たち

行政書士の役割は大きいものだと再認識致しました。

無料相談会①
〈日　　 時〉令和４年１０月４日（火） １０：００～１５：００

〈場　　所〉水俣市「もやい館」

〈相 談 員〉平松 大輔、丸野 裕宣

〈相談件数〉２件

無料相談会②
〈日　　 時〉令和４年１０月５日（水） １０：００～１５：００

〈場　　所〉芦北町役場3階 第２会議室

〈相 談 員〉平松 大輔、川添 昇、正林 民治
　　　　　山本 和久、山本 美佐、麥生田 耕平

〈相談件数〉５件

芦北支部

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

笹本光洋、倉㟢文彦令和４年１０月4日（火）
八代市千丁支所、八代市境支所、八代市東陽支所、
八代市龍峯出張所、氷川町役場、氷川町宮原振興局
氷川幹部交番（機動センター）、熊本県県南広域本部

瀧本眞敏、飛永真由美令和４年１０月１２日（水）
八代市役所、八代市坂本支所、八代市日奈久出張所
八代公証人役場、八代警察署

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

平松大輔令和４年１０月４日（火）
芦北警察署、県芦北地域振興局、水俣市役所（総務課）
水俣市役所（農業委員会）、水俣保健所

平松大輔令和４年１０月５日（水）芦北町役場（総務課）、芦北町役場（農業委員会）、水俣警察署

平松大輔令和４年１０月６日（木）津奈木役場（総務課）、津奈木役場（農業委員会）

官公署訪問
官 公 署 日 時 担 当 者

笹山欣悟、赤池利史

西一郎、白川昌栄

人吉市、球磨村、山江村、相良村、五木村の各総務課及び各農業委員会
球磨地域振興局、人吉保健所、人吉警察署

水上村、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町の各総務課及び各農業委員会
多良木警察署

令和４年１０月５日（水）

令和４年１０月５日（水）
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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 

各支部の動き 熊本県行政書士会ゴルフ友好倶楽部・法友会

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！

〈日時〉２０２３年３月２５日（土） 9時集合　
〈場所〉チサンCC御船（上益城郡御船町高木上栗山）  TEL.０９６-２８２-３４１１

尚、新入会に関しては、幹事長の田代史彦事務所（熊本中央支部） ＴＥＬ/ＦＡＸ.０９６-２９５-３２１０に御連絡下さい。

次回（第２０回）例会　

　前回（第１８回３月）天候不良にて中止した為一年ぶりの開催となりました。秋晴れの素晴らしいゴルフ日和で、６組23名！盛

会裏の中で熱戦が繰り広がられました。

　結果！熊本北西支部の元田さんが優勝！おめでとうございます。準優勝に熊本中央支部の髙木さん、三位には連続して玉

名支部の多田隈さんでした。特別部門賞等数多く有り、和気あいあいの中でにぎやかな表彰式でした。

　コロナの感染状況が収束に見通しが立たない中、多数ご参加頂き有難うございました。

　次回は来年（令和５年）の3月例会（２０回記念大会）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 し々い初春の晴天の下、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）

　次回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。

第１９回 例会のご報告（鹿央ゴルフクラブ・２０２２年９月２４日開催）

元田 和博（熊本北西支部） ５０・３８・８８・（２４）・６２〈優 勝〉

髙木 昇（熊本中央支部）  ４３・４０・８３・（１７）・６６〈準優勝〉

多田隈 祺紀（玉名支部）  ４９・４６・９５・（２６）・６９〈第三位〉

優勝の元田和博会員 準優勝の髙木昇会員 第三位の多田隈祺紀会員

無料相談会
〈日　　 時〉令和４年１０月２２日（土） １０：００～１５：００

〈場　　所〉天草市本渡南コミニティセンター ２階会議室

〈相 談 員〉金子 康美、谷垣内 作弘、上 剛司

〈相談件数〉３件

天草支部

官公署訪問

官 公 署 日 時 担 当 者

金子康美令和４年９月２８日（水）
天草市役所、天草地域振興局、天草保健所、天草警察署
天草市農業委員会、天草公証人役場、天草福祉事務所
苓北町役場、牛深署　

金子康美令和４年９月２９日（木）上天草市役所、上天草警察署
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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！

変　更

変更：事務所所在地・電話番号（菊池→熊本中央）

〒860-0841 熊本市中央区井川淵町1-4 シエル藤崎602号
TEL：090-4598 -0493

熊本中央支部 青木 雄司

変更：事務所所在地・事務所名称・電話番号（熊本中央→熊本東南）"

〒861-2106 熊本市東区東野1丁目1-3　東野タウンビル飛鳥201号
国際行政書士事務所ＷＯＲＬＤ ＡＴＬＡＳ
TEL：096-285 -7215

熊本東南支部 福島 賢哉

変更：事務所所在地

〒861-0531 山鹿市中1030-1 デメテルD2

山鹿支部 野村 雄一

変更：属性・事務所名称　

行政書士法人ほりかわ事務所

熊本東南支部 堀川 淳一

変更：電話番号

TEL：096-383-2582

熊本中央支部 荒平 あゆみ

変更：属性（法人の使用人→法人の社員）

熊本北西支部 中村 享子

　１０月は行政書士制度広報月間でした。新型コロナウイルス感染症による行動
制限が、解かれつつも、まだ、マスク着用・密回避に気を付けながらの開催では
ありましたが、無事に電話無料相談会、街頭無料相談会、各支部の相談会を開催
することができました。これもひとえにご支援いただいた皆様のご協力あっての
ことと、心より感謝申し上げます。
　少しずつ、時間がかかりながらも感染症の影響から世の中が通常の生活へと
動き出していると思えるこの頃です。しかし、このところの原油・物価高を実感
することが多く、個人、企業問わず、その影響を強く受けている方が多くいらっ
しゃいます。そのような方々のお力になり、行政書士が身近で頼りになる存在
として認知されるように一層の努力をしてまいります。
　本格的な冬に向け、激しい寒暖差に体調管理が難しい時期ですが、旬のもの
を食べ免疫力を上げ、これからの季節を乗り越え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.286

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

新　規

熊本東南支部 甲斐 秀保
■登録番号／22431710 
■登録年月日／2022.7.1 
〒862-0901 
熊本市東区東町4丁目14番36号
行政書士法人登録サポート九州 熊本事務所
TEL：096 -369 -2525

芦北支部 麥生田 耕平
■登録番号／22431788
■登録年月日／2022.7.15 
〒869-5305
葦北郡芦北町大字田浦町653番地
芦北サテライトオフィス田浦305号室
行政書士麥生田事務所
TEL：050 -8884 -9978

阿蘇支部 西田 和夫 「兼業：税」
■登録番号／22432026
■登録年月日／2022.8.15 
〒869-2313
阿蘇市山田422番地
西田和夫行政書士事務所
TEL：0967-32 - 0788

熊本中央支部 中野 成昭
■登録番号／22432027
■登録年月日／2022.8.15 
〒862-0970
熊本市中央区渡鹿6丁目5番38号
中野行政書士事務所
TEL：096 -373 -7095

球磨支部 江崎 文博
■登録番号／22432306
■登録年月日／2022.10.2 
〒868-0303
球磨郡錦町大字西538番地
えざき行政書士事務所
TEL：090 -3606 -5791

廃　業

宇城支部 （廃業年月日 2022/7/31）福岡 莞爾

熊本北西支部 （廃業年月日 2022/8/5）野口 芽久美

宇城支部 （廃業年月日 2022/7/9　備考：死亡）井本 英一

菊池支部 （廃業年月日 2022/8/31）宍戸 伸彰

天草支部 （廃業年月日 2022/9/25）渡部 千鶴

熊本中央支部 （廃業年月日 2022/9/30）谷口 勇一

阿蘇支部 （廃業年月日 2022/9/30）松永 成資

広報部　古澤 光

会員異動 電子メールマガジンのご案内

編集後記

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
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