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  第１号議案  

令和３年度  事業報告及び決算承認の件 

自令和３年４月 １日 

至令和４年３月３１日 

 令和３年度は、事業計画に基づいて、Ⅰ．社労士制度推進に関する事業 Ⅱ．資質の向上に関す

る事業 Ⅲ．広報に関する事業 Ⅳ．公益活動に関する事業 Ⅴ．行政機関等への協力に関する事

業、その他社労士制度の発展のため必要な事業の充実に努めた。コロナ禍で事業の運営には苦心し

たが、適切に対応した。 

 

 

Ⅰ 組織 

 

（１）県会役員                          令和４年３月３１日現在 

役職名 定員 欠員 現員 任   期 備   考 

会  長 １ ０ １ 
自令和 3年 6月 4日 

至令和 5年総会の日 

 

 

副 会 長 
４ 

（以内） 
０ ３ 

自令和 3年 6月 4日 

至令和 5年総会の日 

 

 

専務理事 １ １ ０ 
自令和 3年 6月 4日 

至令和 5年総会の日 

 

専務理事代行者あり 

理  事 
２５
（以内） ０ ２０ 

自令和 3年 6月 4日 

至令和 5年総会の日 

 

会長・副会長を含む 

監  事 
２以上 

５以内 
０ ４ 

自令和 3年 6月 4日 

至令和 5年総会の日 

 

 

 

(２)－１個人会員                        令和４年３月３１日現在 

区 分 R.3.3.31 増 減 R.4.3.31 実増減 備   考 

開業会員 ２９９ １５ １０ ３０４  ５ 
 

 

法人の社員  ２８  ６  １  ３３  ５ 
 

勤務等会員 １４０ １７ ２３ １３４ △６ 
 

 

合  計 ４６７ ３８ ３４ ４７１  ４ 
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（２）－２ 支部別会員内訳                   令和４年３月３１日現在 

   支部名 

区分 
熊本支部 八代支部 玉名支部 天草支部 合 計 

開 業 会 員 ２４７ ３１ １６ １０ ３０４ 

法人の社員  ２８  ５  ０  ０  ３３ 

勤務等会員 １１７ １０  ６  １ １３４ 

合  計 ３９２ ４６ ２２ １１ ４７１ 

 

 

（３）法人会員                        令和４年３月３１日現在 

R.3.3.31 増 減 R.4.3.31 実増減 備   考 

２１ ４ ０ ２５ ４ 
 

 

 

 

Ⅱ 会議等 

（１）総会 

開 催 

年月日 
議決又は報告事項の件名 

会員の出欠 議決の結果 

出 欠 可 否 

令和３年 

６月４日 

（金） 

 

会務に関する報告 

議事 

第 1号議案 令和２年度事業報告及び決算 

      承認の件 

第 2号議案 令和３年度事業計画及び予算 

      議決の件 

第 3号議案 役員改選の件 

 

２９０ 

当日出席 

（72） 

委任状 

（218） 

  

＊１ 

 

１７８ 

 

 

 

 

 

 

承認 

 

承認 

 

承認 

＊２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ＊１ 投票数 期日前投票 １４０、  当日投票６７ 投票総数 ２０７ 

       ＊２ 当選 和田健候補 合計１３３票 



- 4 - 

（２）理事会 

開 催 

年月日 
議決又は報告事項の件名 

理事の出欠 議決の結果 

出 欠 可 否 

【第 1回】 

令和３年 

４月２３日 

（金） 

くまもと県民

交流館パレア 

審議事項 

１．総会提出議案について 

２．総合労働相談員の任命について 

３．褒賞規程及び褒賞規程内規一部見直しについて 

報告・連絡事項 

 連合会理事会報告 

 総会の運営、来賓について 

 寄付の件 

１７ ４  

承認 

承認 

取下 

 

 

 

 

【第２回】 

令和３年 

６月２５日 

（金） 

オンライン 

（ZOOM利用） 

協議事項 

１．総会のｗｅｂ開催やハイブリッド開催の運営

細則の改正又は実施 

報告・連絡・依頼事項その他意見交換 

 理事会の進行について 

県会各種規程について 

組織編成について 

ＡＤＲセンター役員について 

経営フォーラム名義後援について 

顧問、参与の委嘱依頼に関する件 

１９ ２  

 

 

【第３回】 

令和３年 

７月２６日  

（月） 

ハイブリッド 

（県会事務局

会議室・ 

ZOOM併用） 

審議事項 

１. 組織編成について 

２. 総会開催日並びに開催手法についてのアンケー

トの件 

報告・連絡・依頼事項 

 連合会総会報告 

前役選委員会より 

 インボイス制度の周知について 

 社労士試験について 

 企業主導型保育施設の労務監査事業の件 

１９ 

 

２ 

 

 

承認 

承認 

 

 

【第４回】 

令和３年 

９月１６日 

（木） 

ハイブリッド 

（県会事務局

審議事項 

１．組織編成について 

２．委員会の所掌事項について 

３．研修委員会のＳＮＳ開設について 

４．総会の日程について 

５．議事録の齟齬に伴う原因及び改善策の検討 

１８ 

 

３  

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 
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会議室・ 

ZOOM併用） 

協議事項 

青年会の設立について 

報告・連絡・依頼事項 

企業主導型保育施設における労務監査事業 

専門士業団体連絡協議会について 

会員証の更新について 

理事会委任状の取扱いについて 

稟議書について 

支部連絡 

 

【第５回】 

令和３年 

１１月２６日 

   （金） 

ハイブリッド 

（県会事務局

会議室・ 

ZOOM併用） 

審議事項 

１．委員会委員の追加選任について 

２．専門委員会運営規程別表の文言修正について 

報告・連絡・依頼事項 

 第３回理事会議事録について 

企業主導型保育施設における労務監査事業 

九・沖地協 協議会報告について 

専門士業合同無料相談会について 

連合会大野会長の講演会について 

国民年金基金加入キャンペーンについて 

各委員会より 

熊本県、市の出向・副業・兼業人材マッチング支

援事業への協力について 

１５ ６  

承認 

承認 

 

【第６回】 

令和４年 

 ２月２２日 

（火） 

ハイブリッド 

（県会事務局

会議室・ 

ZOOM併用） 

審議事項 

１．役員選出基準規程改正について 

協議事項 

１．令和４年度各委員会・各支部事業計画及び予算

案について 

２．褒賞規程及び褒賞規程内規一部見直しについて 

報告・連絡事項 

令和４年度働き方改革推進支援事業入札の件 

各委員会より 

１５ ５  

承認 
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（３）その他の会議 

 ①正副会長会  

開催日 審 議 内 容 

令和３年   

 ４月１６日(金) 

 ６月 ８日(火) 

    ６月２５日(金) 

 ７月１４日(水) 

７月２６日(月) 

８月２５日(水) 

９月１０日(金) 

１０月 ７日(木) 

１１月 ５日(金) 

令和４年 

 ２月１４日(月) 

２月２２日(火) 

 

理事会に付議する事項について 

組織編成について 

理事会に付議する事項について 

委員会について 

理事会について 

アンケート調査について 

理事会に付議する事項について 

不適切な情報発信について 

理事会に付議する事項について 

 

理事会に付議する事項について 

理事会に付議する事項について 

 

 

 ②常務委員会他 

【事業委員会】 

委員名 

担当副会長：髙木 茂昭 

委員長：岩根 修一  副委員長：中島 大八郎 

委 員：岩根 翔 ・ 岡田 新吾 ・ 下山 修生 ・ 西丸 兼生  

三原 裕樹 ・ 宮城 朋子 ・渡辺 都江 

事業委員会の所掌事項 

１． 社労士の業務拡大に関する事項 

２． アドバイザー等の推薦に関する事項 

３． 専門士業団体等に関する事項 

開催日 審 議 内 容 

令和３年 

１０月５日（火） 

１．委員長・副委員長の決定について 

２．経営者協会共催セミナー司会について 

２．社労士制度推進月間相談会について 

県会事務局会議室 

１１月１２日（金） １．専門士業合同無料相談会について 

２．社労士制度推進月間相談会について 

県会事務局会議室                       

令和４年 

１月１７日（月） 

１．社労士月間相談会・セミナー開催手法について 

県会事務局会議室・オンライン併用 
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《専門士業団体 

連絡協議会》 

 

 

■実行委員会 

  令和３年 ５月１４日（金）    くまもと県民交流館パレア 

      １０月 ５日（火）    くまもと県民交流館パレア 

  令和４年 ３月２９日（火）    くまもと県民交流館パレア 

■本会議 

  令和３年１１月１０日（木）    オンライン 

■合同無料相談会 

  令和３年１１月２３日（火・祝）  くまもと県民交流館パレア 

《事業委員会主催 

   事業主セミナー》 

令和３年 

１０月１３日（水） 

 

 

 

令和４年  

 ２月９日（水） 

 

 

 

 

 

 

経営者協会共催セミナー 

企業側から見たテレワークのメリット 

       ～生産性向上のための７つのポイント 

講師：本藤 小百合 会員 

オンライン 

 

経営者協会共催セミナー 

 ～ 今さら聞けない労務管理の基礎講座 ～ 

「人事労務用語徹底解説！所定内労働時間・変形労働時間制など」 

講師：吉村 章志 会員 

オンライン 

《社労士月間イベント》 

令和４年１月２３日（日） 

転職者向けセミナー 

 退職時の基礎知識と転職時のキャリア形成 

  ～自己理解を深めて自分自身のキャリアプランニング～ 

  講師：杉山 友香 会員 

オンライン 

 

 

 

【アドバイザー小委員会】 

委員名 

担当副会長：髙木 茂昭 

委員長：藤野 幸広   副委員長：上村 眞人  

委 員：岩根 修一 ・ 岡野 平 ・ 下山 修生 ・ 山岸 直之      

アドバイザー小委員会の

所掌事項 

行政機関その他団体より、会員の照会や業務の依頼などがあった場合、

公募の情報を会員に等しく伝え、応募する機会の公平を図り、適正な人

材の紹介を行う。 

開催日 審 議 内 容 
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令和３年 

４月 ８日（木） 

１．熊本県社会福祉協議会福祉・介護アドバイザーの推薦について 

メール開催  

５月２４日（月)  １．合志市社会福祉協議会年金相談員の推薦について 

２．連合会働き方改革推進支援事業派遣専門家の選任について 

３．熊本労働局電子申請相談員の推薦について 

メール開催 

６月２１日（月） １．熊本県女性活躍推進アドバイザーの推薦について 

メール開催 

８月 ６日（金)  １．あいぽーとセミナー講師の推薦について 

メール開催 

８月１８日（水） １．上天草市ハラスメント対策委員会委員の推薦について 

メール開催 

８月３０日（月） １．経営者協会共催セミナー講師の選任について 

メール開催 

１０月 ８日（金） １．熊本労働局雇用保険電子申請アドバイザーの推薦について 

メール開催 

１１月１７日（水） １．専門士業協議会相談会相談員の選任について 

メール開催 

１２月５日（月） １．出向副業アドバイザーの推薦について 

メール開催 

１２月１７日（金） １．連合会労務サーベイヤーの選任について 

２．経営者協会共催セミナー講師の選任について 

メール開催 

１２月２０日（月） １．菊池市ハラスメント第三者委員会委員の推薦について 

メール開催 

令和４年 

２月 ４日（金） 

１．熊本県社会保険協会講習会講師の推薦について 

メール開催 

２月２１日（月） １．熊本県保険医協会研修会講師の推薦について 

メール開催 

２月２８日（月） １．山都町ハラスメント第三者委員会委員の推薦について 

メール開催 

３月２８日（月） １．熊本県社会福祉協議会福祉・介護支援アドバイザーの推薦について 

メール開催 

 

 

 

【公益活動委員会】 
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委員名 

担当副会長：松田 哲也 

委員長：牧田 浩二  副委員長：大塚 一雄  

委 員：岩根 修一・ 上田 祐輔・ 髙村 睦夫 ・田上 健二 

    藤井 啓司 

公益活動委員会の 

所掌事項 

１．成年後見制度に関する事項 

２．ワークサポートに関する事項 

３．総合労働相談所に関する事項 

４．街角の年金相談センターに関する事項 

５．日本司法支援センター熊本地方事務所(法テラス熊本)に関する事項 

令和３年 

１０月 ４日（月） 

１．委員長の互選について 

２．今年度の活動について 

県会事務局会議室 

１２月１４日（火） １．成年後見人養成研修について 

県会事務局会議室 

令和４年 

２月 ４日（金） 

１．来年の事業計画及び予算について 

２．成年後見人養成研修について 

県会事務局会議室 

成年後見人等養成 

・更新研修 

 

令和４年２月１９日（土）           熊本市流通情報会館 

    ３月１２日（土）           グランメッセ熊本 

    ３月２６日（土）           熊本市流通情報会館 

 

 

【ワークサポート事業小委員会】 

委員名 

担当副会長：田上 聡子 

委員長：山下 謙治  副委員長：岩岡 久恵 ・ 片山 寛之 

委 員：伊山 光里 ・ 岩根 翔 ・ 小栁 陽子 ・ 佐藤 真理子  

田中 翔 ・ 森澤 里美 ・ 山岸 直之  

令和３年 

   １１月１１日（木） 

１．就業支援講座の案内について 

県会事務局会議室 

令和４年 

２月１５日（火） 

 

１．来年度の事業計画及び予算について 

県会事務局会議室・ZOOM併用 

《ワークサポート授業》 

令和３年 

    ７月 ２日（金） 

 ７月１３日（火） 

７月２８日（水） 

 

 

九州美容専門学校 

玉名高等学校附属中学校 

熊本デザイン専門学校 
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７月２９日（木） 

９月８日（水） 

１０月１５日（金） 

１２月２１日（火） 

令和４年  

２月２１日（月） 

熊本デザイン専門学校 

九州看護福祉大学（オンライン） 

専修学校 YMCA学院 

天草拓心高等学校 

 

八代工業高等学校（オンライン） 

 

 

【広報委員会・ＨＰ運営小委員会】 

委員名 

担当副会長：田上 聡子 

委員長：鶴嶋 厚子  副委員長：岩下 和樹  

委 員：上村 篤 ・ 柏原 佳史 ・ 片山 容一 ・ 川内 恵里  

河野 薫美 ・ 田口 憲介 ・ 宮城 朋子  

松井 宏充（HP小委員長） 

広報委員会の所掌事項 

１． 社会保険労務士制度の普及に関する事項 

２． 会報くまもとの発行に関する事項 

３． 社会保険労務士の業務資料に関する事項 

４． 自主研究グループの活動に関する事項 

５． ホームページ運営に関する事項 

開催日 審議内容 

令和３年 

９月２２日（木） 

１．委員長・副委員長・担当決め 

２．次回会報について 

３．シティ FMについて 

県会事務局会議室 

１２月 ３日（木） １．会報新年号について 

２．FMについて 

３．令和４年度予算について 

県会事務局会議室 

令和４年 

１月１２日（水） 

１．会報５月号について 

２．シティ FMについて 

３．令和４年度予算について 

オンライン 

令和４年 

３月 ２日（水） 

１．全国の好事例について 

２．今後の広報活動について 

３．会報のデジタル化について 

オンライン 

【調査研究委員会】 
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委員名 

委員長：原川 修一   副委員長：大塚 一雄 

委 員：井 俊博・ 岡﨑 信一 ・ 染村 二三男 ・ 谷口 晴夫 

    宮本 幸雄     

調査研究委員会の 

所掌事項 

１． 関係諸法令の調査研究に関する事項 

２． 社労士の業務改善に関する事項 

３． 会則その他の諸規程の調査研究に関する事項 

４． 前各号について、会長からの諮問事項に対し提言すること 

開催日 審 議 内 容 

令和３年 

１０月６日（水） 

１．委員長の互選 

２．委員会の所掌について 

県会事務局会議室 

 

 

 

【研修委員会】 

委員名 

担当副会長：松田 哲也 

委員長：川浪 宏   副委員長：荻生 清高  

委 員：穴井 隆二 ・ 片山 寛之 ・ 原田 真吾 ・ 松田 いすず  

研修委員会の所掌事項 

１． 会員の研修講習に関する事項 

２． 支部が行う研修に対する協力、援助に関する事項 

３． インターンシップ制度実施に関する事項 

開催日 審 議 内 容 

令和３年 

９月２２日（水） 

１． 委員長・副委員長について 

２． 今年度の研修の方向性について 

オンライン 

１０月 ５日（火） 

 

１．SNS担当について 

２．今年度の研修予定について 

オンライン 

令和４年 

２月 ３日（木） 

１．今後の研修確認 

２．令和４年度の研修計画及び予算について 

３．オンライン研修必要機材について 

オンライン 
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《県会研修》 

令和３年 

 ９月 ３日（金） 

 

 

 

 

１１月２２日（月） 

 

 

 

令和４年 

１月１２日（水） 

 

 

２月２２日（火） 

 

  

 

 

３月１８日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１９日（土） 

 

 

 

業務改善助成金について 

講師：熊本労働局雇用環境・均等室室長補佐 佐藤 真人 様 

                  担当 小野寺 奈美 様      

県会事務局会議室・オンライン併用 

 

ハローワークインターネットサービス機能追加について 

  講師：熊本労働局職業対策課 松出 弘奈 氏 

オンライン 

   

新入会員向けリモート座談会 

  相談員：熊本支部 穴井 隆二 氏 

  ファシリテーター：熊本支部 荻生 清高 氏 

オンライン 

 

大改正！育児・介護休業法 

  講師：熊本労働局雇用環境・均等室 薮 正太 氏 

オンライン 

 

新入会員研修            くまもと県民交流館パレア 

 ・業務基礎研修 

  講師：会長 和田 健 氏 

 ・倫理研修 

  講師：副会長 松田 哲也 氏 

 ・県会の組織、連合会の事業 

  講師：副会長 田上 聡子 氏 

 ・社労士事務所と DX 

  講師：研修委員長 川浪 宏 氏 

 ・社労士賠償責任保険 

  講師：東京海上日動火災保険(株) 上田 大介 氏 （オンライン） 

 ・開業体験談 

  講師：理事 三浦 拓生 氏 

 ・社労士に求めること／安全管理の基礎 

  講師：元熊本労働基準監督署長 江上 吉成 氏 

 ・労働保険事務組合実務研修 

  講師：熊本 SR経営労務センター 事務局長 浅井 聡明 氏 
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【業務侵害等監察・検討委員会】 

委員名 

担当副会長：田上 聡子 

委員長：牧田 浩二   副委員長：上村 眞人 

委 員：前田 順子 ・ 室原 梢 ・ 西村 加津子 ・ 荒木 祥樹 

業務侵害等監察・検討委

員会の所掌 

 

１．業務侵害未然防止のための啓発指導及び広報について企画立案 

２．関係行政機関、全国社会保険労務士会連合会、他の都道府県会等関

係団体との連携・情報交換・調整等に関する建議 

３．会員以外の者の業務侵害行為（侵害の恐れのあると認められるのも

及びニセ社会保険労務士等その行為を放置すると将来的に社会保

険労務士の業務に重大な影響を及ぼすと思料されるものを含む。）

等に対して次に掲げる対応 

  イ.会長の指示に基づき現実に発生している業務侵害情報事案の確

認実態調査。実態調査は、原則として直接面接し、事実関係の聴

取を行うものとするが、誤った行為等によって、逆にこちらが追

訴されることがないように注意をするものとする。 

  ロ.侵害の詳細検討）影響の度合い・侵害規模の大小相互の関連性

等の検討） 

  ハ.実態調査及び検討結果（再指示を含む。）の報告、及び検討結果

を踏まえて、取るべき措置についての建議 

４．会員の非違行為等に対する対応 

 会則第４３条に基づき「綱紀委員会」に諮問される事案以外を対象

とし、名義貸等の法規及び会則の違反となる恐れがあると認められ

る者、全国社会保険労務士会連合会の倫理綱領及び熊本県社会保険

労務士会の倫理規程に悖る恐れがあると認められる者並びに会員

に対する依頼人の苦情・相談であって措置が必要と認められる者等

について、前号の「会員以外の者」に準じた対応を行う。 

 

 

 

【褒賞審査委員会】 

委員名 

担当副会長：髙木 茂昭 

委員長：山岸 直之    

委 員：金澤 修 ・ 髙木 昇 ・ 森原 芳典 ・ 脇山 千佳子 

褒賞審査委員会の所掌 

１．熊本県社会保険労務士会の県会表彰の被表彰者の選考・審査に関す

る事項 

２．全国社会保険労務士会連合会会長表彰の被表彰者の選考・審査に関

する事項 
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３．熊本労働局・日本年金機構・全国健康保険協会熊本支部表彰の被表

彰者の選考・審査に関するする事項 

開催日 審 議 内 容 

令和３年 

１２月１７日（金） 

１．規程の改正について 

県会事務局会議室 

 

 

【電子化委員会】 

委員名 

担当副会長：松田 哲也 

委員長：三浦 拓生   副委員長：山田 章敬 

委 員：上田 吉勝 ・ 片山 寛之・ 島本 浩幸 ・ 西田 浩子  

西山 雅敏 ・ 原田 真吾 ・ 藤﨑 真 

電子化委員会の所掌 

政府が実施する電子化推進対策及び申請・届出等手続の電子化に対応し

て、社会保険労務士が行う業務の電子化を適確に進める。 

１．電子化の業務にかかる対応策の策定及び提言に関する事項 

２．全国社会保険労務士会連合会及び九州地域協議会との電子化運営に

ついての情報の共有化に関する事項 

３．業務の発展に資するための電子化に係る調査研究に関する事項 

４．電子化に関する会員への研修計画の策定 

５．会員の電子申請にかかる個別相談に関する事項 

６．電子申請やデジタル化における行政機関等との連携・協議に関する

事項 

７．その他社会保険労務士業務の電子化・デジタル化に関する事項 

開催日 審 議 内 容 

令和３年 

１０月１９日（火） 

１．委員長・副委員長について 

２．活動内容について 

県会事務局会議室・オンライン併用 

令和４年 

１月 ７日（金） 

１．研修について 

２．アンケートについて 

オンライン 

１月２５日（火） 

 

１．SRPⅡについて 

２．手続きソフト、初心者向け研修会について 

オンライン 

３月１５日（火） １．電子申請システムセミナーについて 

２．令和４年度事業計画及び予算案について 

３．SRPⅡ研修について 

オンライン 
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《労働局との意見交換会》 

令和４年 

２月１７日（木） 

 

１．雇用保険重点３手続の電子申請率の現状について 

２．労働局への要望について 

３．労働局から社労士への要望について 

熊本労働局会議室 

《電子申請研修》 

令和４年 

１月１３日（木） 

電子申請での安全管理 

 講師：東京会 小林 元子 先生 

オンライン 

 

 

 

【経営労務監査委員会】 

委員名 

担当副会長：髙木 茂昭 

委員長：松井 宏充    副委員長：楠田 剛士 

委 員：佐々木 ゆかり ・ 西村 みやこ ・ 深川 勤弘 

    三浦 拓生  

経営労務監査委員会の 

所掌 

１．公共事業を担う事業所の経営労務監査導入に向けた、各自治体や

地方議員への働きかけに関する事項 

２．監査項目や監査手法の策定に関する事項 

３．監査員育成に関する事項 

４．経営労務監査及び類似の事業について、連合会や他都道府県会及

び政治連盟との連携・協力に関する事項 

 

令和３年 

１１月 ９日（水） 

１．新しい監査員育成研修について 

２．労務監査基準書について 

県会事務局会議室・オンライン併用 

１２月２７日（火） 

１．労働条件審査の導入実績に関する調査結果について 

２．来年度の計画について 

３．監査員養成研修について 

県会事務局会議室 

令和４年 

１月３１日（月） 

１．労務監査養成講座の開催方法について 

２．労務監査養成講座の講師・研修内容について 

オンライン 

３月 ８日（火） １．労務監査員育成研修全３回の内容について 

県会事務局会議室・オンライン併用 
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【綱紀委員会】 

委員名 
委員長：古田 哲朗  副委員長：下城 誠  

委 員：東本 君子 ・ 原田 ゆかり ・ 平木 邦昭     

令和３年 

１０月２９日（金） 

１．委員長の互選について 

２．委員会の活動内容について 

県会事務局会議室 

 

 

 

【社労士会労働紛争解決センター熊本運営委員会】 

委員名 
委員長：大下 史朗  副委員長：岡元 正樹    

委 員：小栁 陽子 ・ 田畑 和佳子 （外部委員 園田昭人弁護士 ） 

令和３年 

１０月８日（金） 

１．あっせん委員候補者について 

２．事務担当者増員について 

３．あっせん能力担保研修について 

県会事務局会議室 

《能力担保研修》 

令和４年 

２月２８日（月） 

  

テレワーク等最近の労務管理に関する問題について 

（座学と模擬あっせん） 

   講師：熊本大学教授 紺屋 博昭 先生 

      くまもと県民交流館パレア 

 

 

 

【役員選出管理委員会】 

委員名 

委員長：穴井 隆二    副委員長：津曲 明子 

委 員：池田 和隆 ・清田 義隆 ・ 田口 憲介 ・ 田畑 和佳子 

深川 勤弘 ・ 藤﨑 真 ・ 平田 政勝 ・ 荒木 祥樹 

開催日 審 議 内 容 

令和３年 

４月２６日（月） 

１．会長立候補案内について 

２．会員への理事・監事候補者の周知について 

県会事務局会議室 

５月１８日（火） １．会長立候補について 

２．会長選挙の案内について 

３．期日前投票について 
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４．当日の運営について 

県会事務局会議室 

６月２１日（月） １．総括 

２．今後の課題について 

県会事務局会議室 

《期日前投票》 

５月３１日（月） 

６月 １日（火） 

６月 ２日（水） 

６月 ３日（木） 

 

１３：００～１６：００ 

１０：００～１３：００ 

１３：００～１６：００ 

１０：００～１３：００ 

県会事務局会議室 

 

 

 

【社労士事務所における業務適正化プロジェクトチーム】 

委員名 

委員長：松田 哲也   副委員長：上田 吉勝   

委 員：和田 健 ・ 髙木 茂昭 ・ 楠田 剛士 ・ 山岸 直之 

    下山 修生 ・ 佐々木 ゆかり ・ 島本 浩幸 ・ 西山 雅彦 

令和３年 

１１月５日（金） 

１．副委員長の選任 

２．連合会会長の講演会について 

３．今後の委員会活動について 

県会事務局会議室 

令和４年 

３月２３日（水） 

１．令和４年度事業計画及び予算案について 

２．業務運用マニュアルの改訂について 

県会事務局会議室・オンライン併用 

 

 

【災害対策委員会】 

委員名 

委員長：和田 健    副委員長：松田 哲也 

委 員：髙木 茂昭 ・ 田上 聡子 ・藤野 幸広・上村 眞人 

    山岸 直之 ・ 岡野 平 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

（４）各支部会及び活動 

【熊本支部】（支部長：藤野 幸広）                 

年月日 活動状況 内   容 

令和 3年 6月 

～７月 

行政協力 ・労働保険年度更新集合受付業務 

  5会場 延べ 14名 

令和 3年 

8月 11日 

 （水） 

支部幹事会 

（Zoom による Web 開催） 

 

・令和 3年度下期活動計画について 

 

10月 20日 

 （水） 

熊本支部 10 月度例会 

（Zoom による Web 開催） 

・テレワーク導入における留意点等について 

講師：熊本労働局雇用環境・均等室 薮 正太 様 

・副業・兼業における留意点等について 

 講師：熊本労働局監督課 前田 益弘 様 

11月 17日 

（水） 

熊本支部 11 月度例会 

（Zoom による Web 開催） 

・デジタルガバメントについて 

講師：東京会 岡 真二 先生 

11月 25日 

（木） 

熊本支部実務研修(初級編) 

（県会事務局会議室） 

・労使協定  

・固定残業代 

・その他一般的な留意点等 

 講師：川浪 宏 会員、前田 順子 会員 

12月 15日 

  （水） 

熊本支部 12 月度例会 

（Zoom による Web 開催） 

・財務分析について 

 講師：原川 修一 会員  

令和 4年 

1月 19日 

(水) 

熊本支部 1 月度例会 

（Zoom による Web 開催） 

・ADR事例研究（ハラスメント）VOL.1 

 講師：川浪 宏 会員 

   

2月 10日 

（木） 

支部幹事会 

（県会事務局会議室） 

・令和 4年度支部予算案について 

・令和 4年度上期活動計画について   

2月 16日 

（水） 

熊本支部 2 月度例会 

（Zoom による Web 開催） 

・ADR事例研究（ハラスメント）VOL.2 

 講師：川浪 宏 会員 

3月 16日 

（水） 

 

熊本県社労士会 3月度 

4支部合同例会 

（Zoom による Web 開催） 

・改正労働施策総合推進法及びパワハラ防止対策 

 講師：熊本労働局雇用環境・均等室 

室長補佐 吉田 総一様 

・コロナ禍における労使トラブルについて 

講師：熊本労働局雇用環境・均等室 

       紛争調整官 植村 敏聡 様 

・改正年金法等について 

 講師：熊本東年金事務所 

        お客様相談室  荒木 留美 様  
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令和 3年 4月

～ 

令和 4年 3月 

熊本行政評価事務所相談会 ・パレア無料相談 

  毎月第３水曜日９時３０分から１２時 

令和 3年 4月

～ 

令和 4年 3月 

山鹿市役所総合労働相談会 ・山鹿市役所無料相談会 

  毎月第２火曜日午後１時から４時 

  

【八代支部】（支部長：上村 眞人） 

年月日 活動状況 内   容 

令和 3年 7月 

 

行政協力 ・労働保険年度更新集合受付業務 

４会場 延べ７名 

令和 4年 

3月 14日 

運営会議 役員会 

令和３年度監査 

3月 16日 

（水） 

 

4支部合同例会 

（Zoom による Web 開催） 

・改正労働施策総合推進法及びパワハラ防止対策 

 講師：熊本労働局雇用環境・均等室 

室長補佐 吉田 総一様 

・コロナ禍における労使トラブルについて 

講師：熊本労働局雇用環境・均等室 

         紛争調整官 植村 敏聡 様 

・改正年金法等について 

 講師：熊本東年金事務所 

         お客様相談室 荒木 留美 様  

令和 3年 4月

～ 

令 4年 3月 

八代市役所総合労働相談会 八代市役所無料相談、無料労働相談 

毎月第３火曜日 10:00～12:00 

 

 

【玉名支部】（支部長：山岸 直之） 

年月日 活動状況 内   容 

令和 3年 

6月 9日 

（水） 

支部例会 

（大麻会館） 

 

・算定基礎届について 

 （玉名年金事務所 適用徴収課 野中様） 

・諸連絡 

7月 5・7日 行政協力 ・労働保険年度更新集合受付協力 

２会場 延べ７名 

令和 4年 

1月 12日 

（水） 

支部例会 

（大麻会館） 

 

・年間活動計画について 

・諸連絡 
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3月 9日 

（水） 

支部例会 

（大麻会館）   

・上半期年金・労働相談当番決め 

・諸連絡 

3月 16日 

（水） 

 

4支部合同例会 

（Zoom による 

Web 開催） 

・改正労働施策総合推進法及びパワハラ防止対策 

 講師：熊本労働局雇用環境・均等室 

室長補佐 吉田 総一様 

・コロナ禍における労使トラブルについて 

講師：熊本労働局雇用環境・均等室 

         紛争調整官 植村 敏聡 様 

・改正年金法等について 

 講師：熊本東年金事務所 

         お客様相談室 荒木 留美 様  

令和 3 年 4 月          
～ 

令和 4 年 3 月 

年金労働相談会 

（玉名商工会議所） 

無料年金労働相談会 毎月第２水曜日 13:30～15:30 

 

 

【天草支部】（支部長：岡野 平） 

年月日 活動状況 内    容 

令和 3年７月 行政協力 ・労働保険年度更新集合受付協力 

２会場 延べ５名 

11月 30日 

（火） 

支部幹事会 

（荒木祥樹事務所） 

・次年度活動予定について 

・本年度事業についての連絡等 

3月 15日 

（火） 

支部幹事会 

（荒木祥樹事務所） 

・支部連絡 

・本年度事業について確認 

・次年度事業について確認 

3月 16日 

（水） 

 

4支部合同例会 

（Zoom による 

Web 開催） 

・改正労働施策総合推進法及びパワハラ防止対策 

 講師：熊本労働局雇用環境・均等室 

室長補佐 吉田 総一様 

・コロナ禍における労使トラブルについて 

講師：熊本労働局雇用環境・均等室 

         紛争調整官 植村 敏聡 様 

・改正年金法等について 

 講師：熊本東年金事務所 

         お客様相談室  荒木 留美 様  

令和 3年 4月 

～ 

令和 4年 3月 

無料相談会 

（天草市複合施設ここらす） 

労働・雇用・年金等無料相談会 

毎月１回開催(第３木曜日 13:30～16:30) 
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Ⅲ 事業 

Ⅰ．社労士制度推進に関する事業 

① デジタル化推進に関する事業では、令和３年１２月３日に連合会大野実会長をお招きし、

デジタル時代に向けた今後の社労士業務の展望について、熊本市民会館でご講演いただい

た。終了後には大野会長との意見交換会も開催した。令和４年１月１３日には、電子化委

員会主催の「電子申請での安全管理」研修をオンラインで開催し、東京会の小林元子先生

にご講演いただいた。 

② 働き方改革推進支援に関する事業では、連合会の各種オンラインイベントや研修の案内を

した。その他働き方改革に関する情報提供を行った。 

③ 社労士制度推進月間イベントとして、令和４年１月２３日（日）に無料相談会及び転職者

向けセミナーを予定していたが、直前にまん延防止等重点措置期間に入ったため、無料相

談会はやむなく中止とした。しかしセミナーについては、事前申込制にしていたため、申

込者へ連絡し、杉山友香会員を講師にオンラインにより開催することができた。 

④ 社労士会労働紛争解決センターに関する事業では、ＡＤＲ機関の利用促進を図るため、各

センター間の情報共有、県会総合労働相談所との連携を行った。また、令和４年２月２８

日には熊本大学の紺屋博昭教授を講師に、くまもと県民交流館パレアで能力担保研修を行

った。テレワーク等最近の労務管理に関する問題について座学の他、模擬あっせんも行っ

た。 

⑤ 関係団体との交流に関する事業では、８士業で構成する熊本県専門士業団体連絡協議会に

おいて、令和３年度は当会が幹事会となり、実行委員を中心として、合同無料相談会を１

１月２３日（月・祝）にくまもと県民交流館パレアにて開催した。その他８士業による実

行委員会を３回、本会議を１回開催した。熊本県経営者協会との共催による労働セミナー

では、第１回は１０月１３日に企業側から見たテレワークのメリット～生産性向上のため

の７つのポイントと題して熊本支部の本藤小百合会員を講師にオンラインにより開催し

た。第２回は令和４年２月９日に、～今さら聞けない労務管理の基礎講座～「人事労務用

語徹底解説！所定内労働時間・変形労働時間制など」を吉村章志会員が同じくにオンライ

ン講演を行った。さらに、熊本県信用保証協会の専門家派遣事業に協力し、アドバイザー

を派遣した。 

⑥ 業務侵害行為の防止対策に関する事業 

社労士業務を侵害する恐れのある行為に対し、情報収集を行った。 

⑦ 経営労務監査に関する事業 

    経営労務監査について、連合会が進める企業主導型保育施設における労務監査事業に協力

し、３０施設に対して労務監査を行った。 

 

Ⅱ．資質の向上に関する事業 

  ①九州・沖縄地域協議会研修会は、令和３年１０月に福岡県会担当で、税理士・公認会計士

の野田文氏による「社労士が知っておくべき決算書の基本とポイント」をオンデマンド配

信により行った。当会からは２０名参加した。２回目は１１月１９日に「医師の働き方改
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革」等の講演が、鹿児島県会担当でオンライン・現地のハイブリッドにより開催され、当

会からは、あわせて２１名が参加した。また、３回目の研修は令和４年２月２０日に沖縄

県会担当で、オンライン形式で開催され、当会からは１６名が参加した。内容は、社労士

業務のデジタル化、社労士の新しいコンサルティングモデル、女性活躍推進を加速させる

ための課題とポイント等であった。  

② 県会研修としては、９月３日業務改善助成金の説明会を県会事務局会議室・オンライン

の併用により開催し、熊本労働局雇用環境・均等室室長補佐の佐藤真人様、助成金担当の

小野寺奈美様よりご説明いただいた。１１月２２日には、大幅にリニューアルされたハロ

ーワークインターネットサービスの追加機能を正しく理解するため、研修をオンラインで

開催し、熊本労働局職業対策課松出弘奈様よりご説明いただいた。令和４年２月８日には、

大改正育児・介護休業法説明会を同じくオンラインで開催した。熊本労働局雇用環境・均

等室の薮正太様を講師に詳しくご説明いただいた。 

③ ５年に一度の必須の倫理研修は、コロナ禍で、連合会の研修システムを使ったオンライ

ン研修となった。 

④ 新入会員研修については、感染予防対策を十分に講じ、３月１８日～１９日にくまもと

県民交流館パレアで開催し、１３名が参加した。倫理研修、業務基礎研修の他、実践セミ

ナーとしてマイナンバーと電子申請、労働基準法、安全管理等の研修を行った。その他１

月１２日には、新型コロナでリアル研修会等が中止されたことで失われた会員同士の交流を、

少しでも回復する目的で、新入会員を対象にリモート座談会を開催し、新入会員の様々な悩

み・相談等に回答した。 

 

Ⅲ．広報に関する事業 

① 会報は、４月、７月、および１月の３回発行した。 

② ホームページを定期的に更新し、常に最新の情報が得られるようにした。またより 

 利用価値の高いサイトになるよう、専門分野等の入力について、新規入会者へ説明を 

 行った。 

③ 報道機関にむけて、会の活動に関するプレスリリースを行った。 

④ 熊本シティＦＭにて毎月第１・第３水曜日の午後１時から１５分程度「週刊社労士」のコ

ーナーを持ち、社労士制度や業務等の周知に努めた。 

 

Ⅳ．公益活動に関する事業 

   ① 引き続き震災復興に関する事業として、県会の震災無料相談についてＨＰに掲載した。ま

た、社会福祉協議会が主催する震災復興のための協議会に参加した。 

   ② 成年後見センターの発展に協力するため、成年後見人等養成・更新研修をセンターと共催

で令和４年２月１９日、３月１２日、３月２６日の３日間計１８時間開催した。 

   ③ 街角の年金相談センターの運営を適正に行った。 

   ④ ワークサポート事業では、令和３年７月２日九州美容専門学校、７月１３日に玉名高校附

属中学校、７月２８日・２９日に熊本デザイン専門学校で出前授業を行った。９月８日の
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九州看護福祉大学ではコロナのためオンラインで出前授業を開催。１０月１５日の専修学

校 YMCA 学院、１２月２１日に天草拓心高等学校、令和４年２月２１日八代工業高等学

校ではオンラインにて就業支援講座を行った。 

   ⑤ 熊本行政評価事務所主催相談会に毎月第３水曜日に相談員を派遣した。八代市役所では毎

月第３火曜日に、山鹿市役所では毎月第２火曜日に無料相談会を開催した。その他玉名商

工会議所で毎月第２水曜日、天草地区でも毎月第３木曜日に天草市複合施設「ここらす」

にて無料相談会を開催した。   

     

Ⅴ．行政機関等への協力に関する事業 

① 連合会が厚生労働省より受託した働き方改革推進支援事業に派遣アドバイザーを推薦す

る等、協力を行った。 

② 日本年金機構の年金事務所において実施する年金相談業務等に協力し、連絡会議を開催し

た。 

③ 熊本労働局の労働保険年度更新集合受付に延べ３３名を派遣した。 

④ 国土交通省九州地方整備局主催の建設キャリアアップシステム処遇改善推進会議（書面開

催）に参加した。 

 

Ⅵ．各種事業 

   ① 社労士の登録事務および社労士法人の届出事務を適正に行うとともに、紛争解決手続代理

業務試験の合格者に対して、付記申請の促進を図った。 

   ② 第５３回社会保険労務士試験が令和３年８月２２日（日）熊本学園大学を試験会場として

実施され、立会人を派遣した。今回は連合会直轄で行ったが、試験に関する問い合わせ等

に適切に対応した。申込者は１，１９１（前年比５名減）、受験者は８００名（前年同数）

であった。なお全国の申込者は５０，４３３名（前年比１，１８３名増）、受験者３７，３

０６名（前年比２，４６１名増）、合格者は２，９３７名（前年比７００名増）、合格率は

７．９％（前年６．４％）であった。 

③ 社労士賠償責任保険につき、開業会員及び法人社員の全員加入に向けて、また、非開業の

相談員についても加入を促進した。令和４年３月３１日現在における開業会員の加入率は、

７６．３％であった。 

④ 電子申請にかかる照合省略受付業務等を適正に行った。 

⑤ 熊本ＳＲ経営労務センター及び熊本ＳＲ建設業労災センターの発展に協力した。 

 


