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第47回東播支部定時総会（４月29日いこいの村はりまにて）

支部長就任挨拶
ある本に載っていたことです。織田信長が乗る

馬を信長のある武将が探しに来た。ある馬を見つ

けた。その馬の世話人がその武将に言った。「こ

の馬は癖がある馬です｡」と。その武将は「癖が

あるからある内に乗る。その癖が分かる。その癖

がなければどの馬も一緒。その癖が分からなけれ

ば、戦場でその癖が出たとき対処ができない｡」

と言ったそうです。

このように国民のニーズも様々で、私たちは

日々の研鍛により、その都度国民のニーズに応え

なければなりません。

支部運営にあたり新役員と一丸となって、自己研

鎖として研修会や会員間の交流を深める行事を行

いたいと思いますので、積極的に会員の皆様のご

兵庫県行政書士会東播支部

支部長立花義房

盛夏の候、会員の皆様には益々ご健勝のことと

お慶び申し上げます。

この度、第47回の支部総会において、支部長に

選任されました。この支部長という重責を諸先輩

のご指導を仰ぎながら努めて参りたいと思います（

新聞紙上では毎日のように厚生労働省の年金、

介護問題が取り上げられています。これは国民の

生活に直結する問題ですので、国民にとって－番

の不安材料となります。私たち行政書士が￣九と

なって、少しでもこの国民の不安を軽くできない

かと思っております。

参加をお願い申し上げます。

これからも会員の皆様の

なお一層のご指導.ご鞭

燵。ご協力をお願い申し上

げます。

行政書士は、まちの,身■近iな相言瀞圓手
「､
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第47回東播支部定時総会開催される
広報部橋本一弘

松本芳男会員より会員の親睦に関する発言があ

り、岩本支部長より役員会で検討する旨の回答が

あり承諾されました。また、吉井敏恭会員より兵

庫県行政書士会の総会の日と、兵庫県土地家屋調

査士会の総会の日時が重なっているので検討でき

ないかとの発言があり、岩木支部長から兵庫県行

政書士会に申し入れをすることで承諾されました。

その他の審議で、会員の慶弔兇郷いに関する内

規の改定を岩木支部長から説1Ｉ]があり、満場一致

で承認ざれ総会は無事終了しました。

その後、出席者全員が集まり記念撮影を終え、

懇親会場へ移動し、松本芳男会員の乾杯の音頭で、

賑やかな懇親会が始まりました。会員同士の情報

交換等、東播支部会員相互の親睦を更に深め、盛

会の内に散会しました。

４月２９日（日）午後２

時30分より、加西市笹倉

町823-1「いこいの村は

りま」において、第47回

東播支部定時総会が盛大

に開催されました。

定刻、立花義房副支部

長の開会の言葉に続き、

物故会員に対する黙祷、勤岩本泉支部長の挨拶、物故会員に対する黙祷、勤

続20年以上の永年勤続者村田壽夫会員への表彰及

び記念品の贈呈と続き、当支部恒例であります来

賓の井上喜一衆議院議員からのご祝辞を、また本

会から浮田一雄副会長より粟蔵会長からの祝辞の

代読、鴻池祥肇参議院議員及び中島英三北播磨県

民局長からの祝電が披露されました。

続いて、小西旦二総務理事より本会出席者27名、

委任状出席者40名、計67名の出席があり、総会は

有効に成立したことが宣言されました。

議長に前田秀男会員を選出し、直ちに議案の審

議に入り、第１号議案「平成18年度事業報告」及

び第２号議案「収支決算承認｣、第３号議案「平

成19年度事業計画(案)」及び第４号議案「収支予

算(案)｣、最後に第５号議案「役員選任」が順次

議場に上程され、満場一致で承認可決されました。

行政書士による「無料相談所｣の開設と状況について
会員岸本憲明

が…｡」という内容の相談でした。こちらからの

lTll答として、選択的な放棄はできない事の説明を

行ない、農業委員会でも農地の利月]についての斡

旋や耕作者の紹介等を行なっている旨のアドバイ

スを致しました。

開設して１年余りで、今のところ、相談者はそ

れほど多くはありませんが、この様な地道な活動

行政書士会東播支部では、支部活動の一環とし

て、平成18年６月から本格的に、毎月第２土曜日

午後１時から４時まで、無料相談所を開設し、一

般の方々から行政書士業務に関した相談をお受け

致しております。相談所開設場所は、今年度１年

間は加西市の「アステイア加iﾉＬｉｊ４階に於いて年

間111[１１行なう予定で、相談貝として、全ての役員

が当番制で毎回４名ずつで相談に応じております。

毎回、開催日の前には、神戸新聞や地元広報誌

等にて、案内を出しておりますが、さらに、より

多くの方々に利用して頂き、行政書士の知名度を

高めたいと考えております。

さて、私は今回６月９１１(士)が当番日でした。

50歳位の女性からは、『主人が亡くなり、相続人

である私と娘とでは農地の維持管理ができない為、

農地についてのみ、相続放棄をしたいのです

も、支部や支部会員の業

務の拡大につながって行

くものと考え、継続して

取り組んで行きたい活動

だと考えています。

担当役員でない会員の

皆様も、お近くにお出向

きの節には、お気軽にブ

ラリとお立ち寄り下さい
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春の叙勲松本芳男会員(加西市)が､平成'9年の春叙勲で｢旭日双光章｣。

自治功労賞三村良三会員が平成'9年５月｢自治功労賞｣。
お二人はそれぞれの栄に浴されました。今後とも、おこ方の益々のご活躍をお祈りlzl]し上げます。

し 》
＝冨竺夕

土地改良事業に奔走
東播支部松本芳男

の行政経験を生かし、土地改良事業などに尽力。

はんらん防止のための河川改修で、用地問題に奔

走したことが印象に残っているという。

混乱する現市政についてについて「市民のため

に早く落ち着いてほしい｣。受章に関して「周囲

の応援があったからこそ。身に余る光栄」とえび

す顔を見せた。

〔Ｈｌ９４２９ネ１１１戸新聞より〕

士
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事
務
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1979年に地元の推

薦を受け、市職員か

ら転身し初当選。以

来連続４期16年を務

め、議長も経験した。

北条鉄道の第３セク

ター化や商業施設の

誘致に携わった37年
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兵庫県自治功労賞を受賞して
東播支部三村良三

が知事との会談の中で実現したもので、新聞等報

道機関にも公表され、行政書士の社会認知度の高

揚に大きく貢献する表彰であります。

永年にわたる組織運営の強化と社会貢献を評価

されての賞であり、個人としても大変栄誉ですが、

行政書士を代表して頂いたものです。東播支部会

員の方々は勿論のこと、共に活動しご指導ご協力

頂いた会員の方々、県民の方々に心から感謝申し

上げます。これからも業務での知識経験を生かし、

地域社会へも微力を尽くしたいと思っておりますｃ

変わらぬご指導ご支援をお願い申し上げます。

個々の行政書士が高い規範意識を持ち、業務や

社会貢献活動を通じ、行政書士会がより一層社会

評価される団体としてして発展していくことを

希っております。

鱗
五月晴れの５)124

日、兵庫県公館にお

いて兵庫県功労者表

彰式が執り行われ、

行政書士として第１

号の自治功労賞受賞

の栄に浴することが

できました。県勢高

場功労賞を受賞された地元西脇市出身の美術家横

尾忠則氏や多くの受賞者の方々とも親しく歓談す

ることもできましたし、県知事ををはじめ、幹部

職員の方々の心温まる接遇を受け、大変感銘深い

表彰式でした。

県功労賞は、これまで定時総会で表彰されてい

ました知事表彰に替わるものでですが、粟蔵会長

q･〃巳ロ伊△ﾛグ､■夕｡□夕■O少巳ロク

ケ0●げり■ひU■ＦⅡ｡ザb､ｹﾞ■凸が0｡ザEb
･･ダこりゲ｡■〃已佇‘凸DＰ伯5少L佇夕qbOp
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市議会議員に再当選
鰯

４ﾉ]22日の統一地方選挙におきまして３名

の会員が市議会議員に再当選されました。

３名の方は以下のとおりです。

おめでとうございます。今後益々のご活躍

を期待しております。

毎侭慰 Ｉ 

liiillilliillll 
堀井算満（小野市）高見忍（加西市）吉田稔（加西市）
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◎農地取得の下限面積が緩和◎

近年、農業者の高齢化や都市部への労働力の流出等を背景に、農業の担い手が不足し、遊休農地が増加して

います。担い手不足を解消し、遊休農地の増加をくい止めるためには、新しく農業を始める人（新規就農者）

を確保することが必要です。しかし、地域によっては、下限面積の高さが原因の一つとなり、新規就農が非常

に難しくなっている場合があります。

政府は、新規就農しやすい条件づくりをとおして、新たな担い手の育成、遊休農地の解消と発生防止、さら

には地域の活性化にむけた取り組みが各地で展開できるよう規制緩和を可能にする農地法施行規則の改正を行

いました。

兵庫県では別段面積を下図のとおり公示しました。

農地法第３条第２項第５号の規定による別段の面積（３条許可下限面積）

（平成19年４月１Ｈ現在）
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淡路市のうち

｜日淡路町の而積を通IIJする区域左に掲げる別段

l宝塚市のうち、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第７条第１項による

市街化区域

２神河町のうち、大字上小田、大字新

田、大字作畑、大字越知、大字岩屋及

び大字猪篠の区域

３丹波市のうち、旧市島'１１丁以外の、農

業振興地域の整備に関する法律（昭和

４４年法律第58号）第８条第２項第１号
により農用地区域に指定された区域外
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平成19年度兵庫県行政書士会東播支部役員名簿

役職名 氏名 曰ＡＸＴＥＬ 

部長’立花義房 ０７９０－４５－０７４２ 支 ０７９０－４５－０２７６ 

副支部長｜岸本憲明’０７９５－２３－２２１８１０７９５－２２－２８５００７９５－２３－２２１８ 

小西且副支部長 ０７９４－７２－９１１７ ０７９４－６３－１７１７ 

会計理事 上丼秀勝 ０７９０－４２－８９４５ ０７９０－４２－８８４０ 

総務理事 荻野博明 ０７９５－２８－３４６９ ０７９５－２８－４１６５ 

理事（加西担当） 小林克行 ０７９０－４２－２５１８ ０７９０－４２－３２１７ 

理事（加西担当） 岡 聖 ０７９０－４２－３０６８ ０７９０－４２－３４８８ 

理事（加西担当） 小村克之 ０７９０－４２－４６０３ ０７９０－４２－４６０３ 

理事（小野。加東担当） 永井正義 ０７９４－６２－３９２７ ０７９４－６３－８４８４ 

理事（小野・加東担当） 橋本 弘 ０７９４－６２－２３７７ ０７９４－６２－２３７４ 

理事（小野。加東担当）｜吉田眞輝’０７９４－６２－３９３４ ０７９４－６２－３９３４ 

理事（小野⑰１J東担当）｜吉１１１猛尚０７９５－４２－０７８］ ０７９５－４２－０７８］ 

理事(西脇多可担当）己富永茂雌lo795-22-I6m ０７９５－２２－７０３７ 

理事（西脇・多可担当） 鈴木隆文 ０７９５－２２－５０６０ ０７９５－２２－５４４］ 

理事（西脇・多可担当）理事（西脇・多可担当） 村上周造 ０７９５－２２－１６６５ ０７９５－２３－６２１６ 

理事（西脇・多可担当） 渡邊尚樹 ０７９５－３６－０５１７ ０７９５－３６－０５１９ 

朧 事 吉ｌＩｌ 稔 ０７９０－４２－１２４５ ０７９０－４２－４３８９ 

l鯵
｣、1． 事 村上紀文 ０７９５－２８－４７２４ ０７９５－２８－４７４８ 

本会ごＨ１！事 岩本 泉 ０７９５－４６－１３１５ ０７９５－４６－０９０９ 

本会理事本会理事

主
月

、
ｖ
Ｉ田中 ０７９５－４２－０６３２ ０７９５－４２－０７５６ 

本会選挙管理委員 橋本 弘 ０７９４－６２－２３７７ ０７９４－６２－２３７４ 

本会綱紀委員 村上紀文 ０７９５－２８－４７２４ ０７９５－２８－４７４８ 

談役’藤岡正善０７９４－６２－４７６６相 ０７９４－６２－３９３７ 

各分科会の世話人役職｜研修部 広報部 厚生部

担当副支部長｜小西旦二 岸本憲明 小西旦二 分科会 主任 副主任｜スタッフ

部 長｜鈴木隆文 橋本一弘 小林克行 土地開発分科会｜田中情 吉田眞輝吉田眞輝閲｜聖一

次 長｜永井正義 村上周造 吉田眞輝 建設分科会｜村上紀文 上井秀勝 岩本泉

富永茂郎間｜聖一 中村克之 パソコン分科会｜橋本一弘｜村上周造渡邊尚樹
スタツフ

村上紀文 吉田稔 吉田猛尚

：役職干名．毒 氏名 ＴＥ ＦＡＸ 

:五U

支薇 長

支騨部長

iiiリ支部長

会計・理事

総務・ペ理事
．■－－－－回｡．■｡Ｌ‐..‐－－．Y＿。

理事（加西

理事（加西

粗:当）

炊花義藤

ｌＭと本憲「ﾘ：

｜ｌＬｉ１１ ノ、
■ 

こうl:：秀勝

荻野博：jjJ

小林殖イさ：

|iil聖一

０７９０－４５．０２７６ 

O７９ｂ－２３－２２１８ 

０７９４６３．．１７］７ 

()７９０４２．．８８４０ 

()７９５．．２８．．４１６５ 

Ｏ７９０－４２－２５１８ 

０７９０．４２３０６８ 

()７９０４５０７４２ 

()７９５２２．２８５０ 

()７９４…７２…９己１７

()７９()…４２８９４５ 

()７９５２８３４６９ 

Ｏ７９０－４２－３２１７ 
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新入会員の紹介

サトウミチオ●入会年月／平成１９年４月

佐藤敦夫●事務所/小野市小田町1910番地の668TELO7g4-B7-2075

この度、東播支部に入会させて頂きました佐藤教夫です。

明石支部にて開業し３年がたちますが、交通事故保険金請求を多く経験させて頂きました。

最近、損保会社の保険金の不払いが社会問題となりましたが、「|］には極めて悪質なものもあります。交

通事故保険金請求は得意分野ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。現在は許認可申請業務も少しずつ

勉強しております。今後ともご指導ご鞭燵の程、よろしくお願い申し上げます。

ナイトウトシユキ●入会年月／平成１９年６月

内藤敏行●事務所/加東市東古瀬16番地TELO7g5-42-1400

この度、東播支部に入会させて頂きました内藤敏行です。

行政書士として登録して僅かな日数しか経過しておりません。今後行政書士として誇りを持ち、長年の

行政経験を生かして地域に貢献できますよう、ｐ々研鐙を重ねていきたいと存じますので、東播支部の会

員様より御指導、御鞭燵賜りますようお願い致します。

／ 、

『
丸岡会計事務所

S)鬮動=jﾌﾞﾝﾉ型
税理士丸岡康大

魚篭計圭丸岡聖和
小野市神明町８２－１８

ＴＥＬ（0794）６２－２４９６ 

インターネットが社会のなかにどんどん浸透し

ていき、仕事や生活の必需品になってきました。

買い物はＷＥＢサイトでほしいものを探して簡単

に買うことができます。仕事で関係法令が必要な

ときは「法令データ提供システム」ですぐに入手

できます。電子申請もどんどん普及してきまし

た。登記事項証明書もi-netで４１詩すれば１通700

円で郵送してもらえます。

便利になりましたが、身近な情報は自分たちで

提供し享受するホームページが一番です。行政書

士については、Ⅱ本行政書士会連合会や兵庫県行

政書士会ＨＰが情報提供しています。

今度、東播支部のローカルな情報を提供できる

ようになりました。支部会員がもっている申請様

式、業務参考資料、イベントなど情報を提供して

下さい。提供は紙ベースで結構です。情報を共有

しましょう。地域へ情報発信しましょう。

支部会員紹介コーナーでは、得意とする業務が

わかります。

会員皆様のご協力をお願いします。（広報部）

ン、

〆 ､ 

印刷を通じあなたの暮らしを応援します。

Ｈ他働画ＯＨＯＲＥＸ

デザイン・総合印刷・ＯＡ印刷・ビジネス用品

の鮒芸ﾈ'吉來奎文堂
〒675-1343兵庫県小野市来住町883-2

TELO794-63-4011㈹FAXO794-62-5252
、 ノ

鯨集後詞今年は役員交代の年にあたり､本誌の
イメージカラーもスカイブルーに変わり、広報部員も

新メンバーとなりました。何分不慣れで、ご迷惑をお

かけすることも多いかと思いますが、変わらぬご指導

ごllillli捷のほどをお願い申し上げます。

､ ／二
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東播支部会員動向(H19年７月現在）
会員数／94名

|鴇,::輸禦蝋加西…名

発行日蕊平成１９年７月20日

発行人Ｚ立花義房

発行者鑪兵庫県行政書士会東播支部
〒675-243|加西市嶋町29番地立花義房事務所内

ＴＥＬ(0790)４５－０２７６ＦＡＸ(0790)４５－０７４２ 
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