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東播支部第45回定時総会に於て

の資質の向上に努y)なければいけないと思いま

す。そうすれば、会員一人ひとりが信頼され、

優れた仕事ができ、仕事も増加してくるものと

思います。それがひいては、職域の拡大、行政

書士の地,位向上につながると思います｡その為

には、支部研修会を今まで以上に充実させて行

きたいと思っています。

私の好きな言葉の一つに「百尺竿頭に￣歩を

進む」があります。合格した時、資格を取った

時、目標を達成した時にそれに満足して歩みを

止めないことが重要です。その位置に満足して

立場に執着すると失うことの悩みが始まる○人

新支部長就任の

ごあいさつ

兵庫県行政書士会東播支部

支部長岩本泉

盛夏の･侯、東播支部会員の皆様方には、益々

ご清栄にてご活躍の事とお慶び申しあげます。

平素は支部事業に深いご理解とご協力を賜り

心より厚くお礼申し上げます。

私は、平成17年４月23日、第45回東播支部定

時総会にて、支部長に選任され就任いたしまし

た。新役員は19名で、元役所のＯＢ・元銀行マ

ン等々新進気鋭で人格高潔経験豊かな方々に、

ご就任いただいています。

微力ですが、東播支部の発展に頑張って行き

たいと思いますので、宜しくお願い申し上げま

す。

行政書士を取り巻く環境は規制緩和・司法制

度改革。電子政府・行政改革等による社会経済

の構造改革が進められており、複雑多様化する

社会の中で大きく変化しております。

「まちの法律家」として、地域に密着した最

も身近な相談窓口の行政書士は、これまで以上

生には、常に次がある

のです。と言う意味で

す。

最後になりましたが、

東播支部会員の皆様方

におきましては、更な

るご支援.ご協力をお

願い申し上げ、支部長

就,圧のご挨拶とさせて

頂きます。
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行政書士は､まちの身近な相談相手の
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ができておりました。暫らくして選考委員が再

入場され審議が再開し、別記のとおり平成17年

度の役員が選出され満場一致で承認、可決され

ました。最後に出席されている新入会員の皆さ

んが一人一人自己紹介をし、午後3時20分無事

総会は終了しました。

その後、玄関前に集まり全員で記念撮影をし

て懇親会場となっている大広間へと移りました。

まず、岩本新支部長の挨拶で始まり、加西の松

本会員の乾杯の音頭で全員乾杯をし、賑やかな

懇親会が始まりました。滝寺荘名物の鮎の塩焼

きをつつきながらビールを飲み、談笑が続きま

したが午後６時に懇親会も終了し認全員帰路に

つきました。尚、一部の人はまだまだ話しが尽

きずに夕暮れの街へ出て行かれたようです。

定刻、物故会員に対する黙祷に続き勤続20年

以上の永年勤続者５名へ表彰及び記念品贈呈が

ありました。

そして、来賓の井上喜一衆議院議員の祝辞が

ありました。

次いで、井上燗逸氏が議長に就任され、本総

会出席者28名、委任状出席41名。よって総会は

有効に成立した旨の報告があり、直ちに議案の

審議に入った。第１号議案「平成16年度事業報

告及び収支決算承認」第２号議案「平成17年

度事業計画（案）及び収支予算（案)」が順次

議場に上程され満場一致で承認可決されました。

次に第３号議案「役員改選」が上程され選考

委員が指名され、審議のため議場を退室されま

した。その間、議場は一時休憩となり会場のあ

ちらこちらにコーヒーや紅茶を手にした集まり
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ユーザーニーズに合った印刷を‘
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平成13年５月総会から２期４年|Ｍ１兵庫県行政書士会副会長と日本行政書

士会連合会理事を務めさせていただきました。月平均12～15日ほどを神戸

や東京行きに費やし、支部の行事にはほとんど顔出しすることもままなら

ない状況でしたが、東播支部会員の皆様が応援してくださっているという

思いが支えになったと実感しています。心から感謝申し上げます。

●広報部での初仕事はＢ５をＡ４に

日本行政書士会連合会（日行達）では、２期とも広報部に所属し次長に就任しました。広報誌の発行、ポスター

の作成、行政書士強調月間行事などと、あとの１期は、ホームページ（ＨＰ）も担当することになりました。

－番初めの仕事は、「日本行政」をＢ５縦響きからＡ４横書きのスタイルに変更することでした。また、編集方

針として、曰行連の活動や業務資料などを［|:]心に、充実した内容を、読みやすく、日行連の機関誌としてふさわし

い編集発行に努め、「紛争のおそれのある内容」｜中傷誹誇」「対外的に行政書士会のマイナスイメージ」など、｜］

行連の機関誌として適切でない内容は掲載しないよう取り決めてjlWlii集発行してきました。

事務局職員からは、私が就任して広報部は変わったと言われました。何が変わったのかわかりませんでしたが、

それは２期目になって身にしみてわかるようになりました。名誉職と思っている役員と実務をしている役員の違い

とでも言ったらよいのでしょうか。

⑥紺･野美佐子さんとポスターの写真撮影

広報部での楽しみは、年１回のポスターliM影会です。大桃美代に紺野美佐子、高木美保、LIA野知子を起用しノヒ

ポスターを作成してきました。やはり人柄から言えば紺野美佐子さんですね。はるばる滝野の地酒を持って行って

プレゼントした甲斐があり、いつまでも覚えていてくれました。

しかし、ポスターのあり方も、女優をモデルにするワンパターンから、行政書士キャラクターを創り、このキャ

ラクターを登場させてポスターやＨＰ、各広報媒体に活用するような方向転換の時期にきていると思います。

●ホームページのリニューアル

Ｈ15年度より11Ｐの担当を高度,情報通`信社会対･策本部から広報部に移行し、私が担当になりました。しかし、わ

ずかな予算があるだけで～何もできず１年は無為に過ごしました。２年[|のＨ１6年度になって、何とか予算の工面

するため、これまで行政書士の紹介をビデオ作成し、各単位会に配布していましたが、全くと言ってよいほど利用

されませんでしたので、「映像による広報活動」をアニメ等を活用したＷＥＢサイトに移行することを提案し承認さ

れました。私一人では能力も知識も時間もありませんので、北海道、大阪、兵庫の３名の会員にお願いしてＨＰプ

ロジェクトチームを結成し作業に取り組みました。業者もこれまでの東京から地方（大阪）へ、しかも安い運用賀

で、やっとＨ１7.5になって、オープンすることができました。

●広報は紙からWEBサイトに、情報は共同配信

これからの課題は、広報活動のあり方、広報媒体の主体を紙からWEBサイトに移行することにあります。国民

に行政書士をＰＲし、専門家としての認知度を高め、会員には業務情報を蓄積・提供し、日行連の動きが一般会員

にストレートに伝わる媒体にしていく必要があります。

広報情報をサーバーに蓄積し、いつでもどこでも検索して見ることができる。そして、活字（紙）にして提出、

配布する必要があれば、必要な部分を印liilllすれば良いわけです。経ｆＭ節減にもなります。また、各単位会共通事項

については、日行連サーバーから直接各単位会のＨＰへ配,信することができれば、充実した情報の共有化、経費負

担の軽減に役立ちます。この観点から、全国に先駆けて近畿地方協議会では、Ｈ１7.3からＨＰ共通コンテンツの共

同運用を開始しました。各単位会のＨＰのTOPICS、Q&A、業務案内、法令集（工事中）は、見た目、デザインは

異なりますが、中身は同じです。これは全国に拡がっていくことと思います。
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●日行連研修センターのこと

Ｈ15には、研修センター運営委員に委嘱され、Ｈ15.11には赤坂プリンスホテルで開講式を開催し、以後、司法研

修、法定業務研修、著作権研修を全国の単位会の協力を得て進めてきました。兵庫会でも神戸学院大学大学院と提

携して、約100名の会員が受講されています。著作権研修も実施していることは、「日本行政」や「行政ひょうご」

でご存じのとおりです。

●「お知らせＭＬ」の運用

兵庫会での役職は、総務担当副会長のほかに、企画部のＩＴ推進室蕊近畿地方協議会ＨＰ担当者会議に携わって

おりました。

メールアドレスを登録された会員には、「お知らせＭＬ」（メールマガジン）を送信しています。本会からの通知、

日行連からの情報、業務情報、ＩＴ推進室のメンバーが集められた情報や、私の収集した情報などをいち早く配信

しています。他の単位会等にも送信しており、会員への情報提供に役立てられています。配信は、一部、事務局か

らもしていますが、情報の収集整理、配信の可否の判断などから、ほとんど私の事務所からです。今後は、事務局

機能の向上に従って、移行していかなければならないと思います。

●ｌＣＴは老化防止効果あり

副会長に就任以前から高度情報通信社会対策委員会（現。ＩＴ推進室）に携わっていましたので、各種のインター

ネット申請の実験、テストランなど随分と勉強をさせて頂けたと感謝しています。研修会講師もあちらこちらから

依頼され、ＩＴ推進室メンバーによる強力なサポートのもとに何とか努めさせて頂きました。副会長を退任した途

端、総務省の電子政府推進員に委嘱されて、第１回の会議での講減を依頼され、またまた勉強です。

●事務局のこと

役員は、自分の仕事をもち、会務の執行にあたっています。日常の事務処理は事務局がルールに則って遂行し、

会員から中立的立場でなければならないものです。また、行政書士を取り巻く社会環境が厳しくなる一方、能力担

保を図るための制度の充実が求められ、企画力、提案力をもち、機能的、効率的に役割を果たすことが事務局に求

められる時代になっています。しかし、当事務局は長年の経験から従来どおりの事務処ILI1はできるのですが、体制

は１日態依然としﾌﾟこもので、会員のための事務局はどうあるべきか、見直す時期にありました。2003年頭ごろより、

電話での接遇、事務局内の指揮関係、人間関係の改善、事務内容の共有化、人事異動による事務固定化の防止など

を図ってきました。会議、会員、会費管理などを一元化した事務局運用システムも導入しました。新しいスタッフ

も入り、ようやく新しい事務局に生まれ変わりつつあります。（この会報が発行される頃には、軌道に乗っていれ

ばうれしいのですが）私たち会員のための事務局になるように、ご支援ご指導をお願いします。

●コンプライアンス･危機管理

一番残念なのは、会員の起こすトラブルです。Ｈ１6.8施行の改正行政書士法では、国民は県知事に直接懲戒請

求をすることができるようになり、Ｈ１7.4からは個人情報保護法が完全施行されました。これからは、会員の業

務執行マニュアル作りや、苦情・綱紀関係の対応手Ⅱ１頁、処分基準の明確化、処分された会員の顧客に対する対応な

ど、会としてしなければならないことがたくさんあります。しかし、大元は個々の会員の規範意識の向上、人間性

の錬磨であると思います。

紙面に都合もありますし、駄文をこれ以上読まれるには苦痛が伴いましょう。続きはお出会いしたときに。

在任中は、新入会員の方々ともお出会いできましたし、兵庫会、近畿の単位会、全国の単位会の会員、兵庫県庁

をはじめ官公庁の方々にお世話になりました。心からお礼を申し上げます。

東播支部の皆様のご健康とご活躍を祈念しています。これからも仲良くご指導下さい。（2005.6.18）
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平成17年度兵庫県行政書士会東播支部役員名

事務所 電話悉号郵便番号 ＦＡＸ ､授刃箸 氏名

加東郡東条町新定489番地の４ｊ３ｌｉシ熟出長

馴蕊－部長

0795-46-1315 46-0909 岩本泉 〒673-1324

加西市嶋町２９番地 0790-45-0276 45-0742 立花義房 〒675-2431
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理事戦霞加荊 小野市浄谷町2257番地萩原舅 0794-63-2058 63-4497 〒675-1317
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新入会員の羅扮

ホリイカズミ●入会年月／Ｈ１7年２月

堀井算満●事務所/小野市河合西町146番地TELO7g4-66-703S
まず、報i1iliIlを頂いて、県市に許可E'三l請等を行う業務の厳しさを感じ、早くも行政書士業務へのストレス

を覚えた。

今、国をあげて地方分権、行政事務の簡素化を求められている中、それぞれの役所の窓口では、条例だ

の規則だのと言って、許可等申請事項に、直接必要としないような内容の書類まで求められる場合が多い。

担当部署としては、将来、問題が生じないようにするためと言われれば、それ以上の口を挟むことはでき

ないが、最小限度の範囲へ簡素化されたい思い。

この度、我々行政書士による、戸籍謄本等請求書の悪用問題が生じましたが、行政書士の業務は、国民

の皆さんの信頼が基に成り立っていることを自覚し、現代社会に於いてプライバシーに関することが、い

かに大きな社会問題であるかに覚醒しなければならない。先輩諸氏のご指導よろしくお願いいたします。

鮭溌：菫課二二|縄晟鵬地｢…5-…e・
このたび、東播支部に入会させていただきました村上周造です。行政書士として登録し業務を始めてか

ら、約３カ月が経ちますが、まだまだ分からないことばかりで勉強の日々が続いております。

行政書士の業務範囲からすれば、覚えることは山ほどありますが、その中でも早くド:１分の専門分野を開

拓し、「このことは、村｣二先生に相談しよう｡」と言ってもらえるような行政書士を目指したいと思ってお

ります。どうか諸先生方のご指導ご鞭燵の程、宜しくお願い致します。

ワタナベナオキ●入会年月／Ｈ１7年３月

渡邊尚樹●事務所/多可郡加美町黒羽664番地の７TELo7g5-3e-o517
この度、東播支部に入会させていただきました渡邊尚樹です。

入会させていただき行政書士の業務範囲の広さに今更ながら驚かされ、そして、少なからず不安を抱い

ておりました。そんな中、支部総会に出席させていただき諸先輩方の温かいお言葉、アドバイスをたくさ

ん頂戴し勇気が湧きました。

これから先、立派な行政書士になれるよう努力を怠らず頑張ってまいりたいと考えておりますので、今

後ともご指導、ご鞭燵の程よろしくお願い致します。
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東播支部会員動向（H17年発行B現在）
会員数／95名
西脇市／20名多可郡／10名加西市／26名
加東郡／19名小野市／20名

：今年は本会役員も替わり、支部役にlも替わり、広報部のメン：
９パーも替わり、この会報の色調も変わりました。０

：ご存知でしたか、この会報の色調は支部長が替わるごとに新：
:支部長の好きな色に変わるんです｡新メンバーで精一杯頑張り：
Oますので皆さんの原稿をお待ちしています。Ｇ
Ｑ－ｍ勾一⑨－，句－⑤②の肉⑨面②の⑥⑤｡－Ｇｓ■－⑤｡‐－②向一⑧⑨⑥③－｡ 曰
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「 …屋根のお医者さん… はりまきようせい Ｎｑ５５ 

発行日茨平成17年７月14日
発行人／岩本泉．
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