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大阪府行政書士会
泉州支部 企画広報部

就任のご挨拶
支部長

染谷

彦

この度、４月２７日開催の泉
州支部定時総会において、伊藤
前支部長の後任として支部長
に選出された染谷です。元号が
変わるこのタイミングで支部
長という大役に就任すること
となり、大変身の引き締まる思いであります。
つきましては、新しい令和という時代において
も支部の発展と行政書士の地位向上に誠心誠意
努めてまいりますので、支部会員の先生方の変
わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう何卒よろし
くお願いいたします。
今までは主に会計担当役員として支部運営の
裏方として携わってまいりましたが、これから
は支部活動全体を把握し、スムーズな運営がで
きるよう新執行部の協力をいただきながら会務
に取り組んでまいります。
今期の支部運営は先の定時総会でご承認いた
だいた事業計画に基づき運営をしてまいります。

けと併せて、支部会員向けにも積極的に支部活
動に関する情報を提供してまいります。そして、
経験豊かな先生方から新入会員までより多くの
先生方に支部活動に参加していただき、支部活
動のみならず行政書士の地域貢献の活性化、ひ
いては行政書士制度の認知度向上に繋がるよう
に活動してまいります。
研修事業について、今年１月１３日からは自
筆証書遺言の書式緩和、７月１日からは預貯金
の払戻制度や居住用不動産の贈与の優遇など改
正民法の一部が施行され、来年以降には全面的
な施行が控えております。これら情報は報道に
もよく取り上げられ、国民の大きな関心事とな
っております。このため、身近な問題としての
農地法関連と併せ、ここ数か月で相談事例が非
常に増えてきており、こういった環境の変化に
関して必要な知識と情報を提供できるように研
修テーマを設定してまいります。
厚生事業や相談会事業を通じて、新入会員と
経験豊富な先生方を繋ぐ機会を作るべく、サポ
ートしてまいります。
上記事業執行とこれらを裏方として会計や総
務部が下支えすべく執行部の体制を整えていく
ことをこの一年の方針とします。
最後 にな りま した が、 支部 会員 の先 生 方 の
益々のご発展とご健勝を祈念いたしまして、そ
して皆様の温かいご支援をよろしくお願い申し
上げて、支部長就任のあいさつとさせていただ
きます。

総
＜平成 31 年 4 月 27 日総会集合写真＞

その中でも相談会事業について、前支部長の
ときからの課題であった支部管内の全行政にお
ける相談会の定期開催の実現に向け、残る一行
政に働きかけてまいります。
企画広報事業について、今までは外向けへの
活動が中心となっておりましたが、今後は外向

務

部

平成３１年４月２７日（土）、午後２時より、
関西エアポートワシントンホテルで定時総会を
開催いたしました。
ご来賓として大阪府行政書士会土井副会長、
千代松泉佐野市長、中口岬町副町長にお越しい
ただき、また各行政の首長より祝電をいただき
ました。

（２）
会員数１４７名のうち、支部会員８２名（議
決権行使会員５２名）が出席しました。定刻に
司会の岡田会員による開会宣言の後、伊藤支部
長の挨拶、土井副会長からの来賓挨拶と高尾会
長の祝辞の代読、千代松泉佐野市長、中口岬町
副町長より祝辞をいただきました。その後、司
会者が議長の平野会員を指名し、審議が開始さ
れました。
議案としては、第一号議案平成３０年度事業
報告および決算報告は満場一致、第二号議案平
成３１年度事業計画および予算案は賛成多数に
て可決されました。その後、任期満了に伴う新
支部長選任については新支部長に染谷会員が選
出され、また、第四号議案の泉州支部推薦理事
についても同じく染谷会員を推薦することを可
決されました。

久しぶりに会う先生方と近況報告をしたり、
若手会員とベテラン会員の交流の機会があった
り、親睦を深める良い機会になると思います。
新入会員の先生も、しばらく支部の活動に参加
されていないという先生方もご参加をお待ちし
ております。
また、昨年９月に台風被害の影響で延期とな
った懇親会ですが、会場の山麓苑さんも無事に
営業を再開し、今年３月に開催することができ
ましたことをご報告いたします。

＜平成 31 年 3 月懇親会（山麓苑）＞

今後とも支部活動にご協力いただけますよう
お願い申し上げます。

＜平成 31 年 4 月 27 日総会の様子＞

会員の皆様方のご協力、ご支援を賜り厚く御
礼申し上げます。

厚生部

生

部

副支部長

梶谷

恭子

泉州支部会員の皆様、いつも支部厚生活動に
ご協力いただきありがとうございます。
今年度の厚生活動は、次のとおり予定してい
ます。
・令和元年７月：新入会員懇親会
会場 泉佐野市『魚初』
・令和元年１２月：忘年会（会場未定）
・令和２年３月：日帰りバス旅行
（行先未定）

研修部

修

部

副支部長

坂本

克敏

泉州支部会員の皆様、今年度より泉州支部役
員に復帰し研修部長を拝命しました坂本克敏で
す。

（※肩書は当時のもの）

厚
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平素は支部活動へのご理解ご協力を賜りあり
がとうございます。役員を離れている間多くの
新入会員様も入られたようで嬉しく思います。
行政書士は扱える職種の範囲が広く、それぞ
れに専門性があり、日々の知識のアップデート
が欠かせません。また、相続であれば税制の知
識、企業法務であれば労務全般の知識が必要で、
行政書士業務以外の隣接する知識も必須です。
限られた研修スケジュールではありますが、
なるべく実践にすぐ適用できるような研修・勉
強会を実施していけたらと思っています。

（３）
また、昨年より始まりました伝達研修では大
阪会や他支部での研修に参加きいただき、その
内容を泉州支部で伝達していただける会員様を
募集しています。インプッ
トした後、アウトプットす
ることでより自身の理解が
深まると言われていますの
で、ぜひチャレンジしてい
ただきたいと思います。
今後も皆様の業務に役立つ研修・勉強会を開
催する所存でありますので、ぜひ奮ってのご参
加をお待ちしております。
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相談会部

会

部

副支部長

池田

裕樹

泉州支部の皆様いつもお世話になり有難うご
ざいます。また、平素は支部活動へのご理解、
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、行政無料相談会の開催状況のご報告で
すが、平成 31 年度 4 月より田尻町での無料相
談会を開催しております。（偶数月の第 4 木曜
日開催。）
今後は阪南市での早期の無料相談会開催に向
けて交渉してまいります。
また、令和元年 10 月の広報月間無料相談会
は、泉南市のイオンモール泉南
店での開催となりました。例年
以 上 の ご相 談 者 の 方 々 が 来 て
い た だ ける の で は な い か と 思
っております。
支部では、相談員に応募される会員を対象に
事例検討会及び相談員説明会を開催しており、
次回は 10 月頃の実施を予定しております。

企 画 広 報 部
企画広報部

副支部長

車谷

雅美

泉州支部会員のみなさま、平素は支部活動に
ご協力いただきありがとうございます。
今年度から企画広報部長をさせていただくこ
とになりました車谷です。どうぞよろしくお願
いいたします。
企画広報部では、泉州支部会員のみなさまに
支部の活動内容をお届けし、多くの方に支部活
動に興味をもっていただき、参加してもらうこ
とを目標に広報活動を行っております。
また、支部が実施している市民向け無料相談
会の広報パンフレット作成など、市
民のみなさまに行政書士のＰＲを行
い、広く認知していただくよう活動
しております。
広報においては、発信側の一方的な情報伝達
ではなく、何を、誰に、どのように発信して、
何を期待しているのか、わかりやすく明確にす
る、というプロセスが大切だと考えています。
形式上は一方からの情報提供であっても、常に
情報の受け手を想定し、双方的なコミュニケー
ションとなるような広報を目指していきたいと
思います。
今後とも、よろしくお願いいたします。

～お知らせ～
会計担当役員が変更となったため、支部年会
費の振込先は変更される予定です。正式にはお
振込案内の際にお知らせしますので、以後、ご
留意いただきますようお願いいたします。
＜支部年会費の振込先＞

相談会は、二人一組で行い、経験豊富な先生
と共に行いますので経験が無くても心配ありま
せんし、新入会員の先生方には大変貴重な経験
になるかと思います。

金融機関

池田泉州銀行

支店名

久米田支店

口座種類

普通口座

新入会員の先生方はご応募可能ですので、次
回の事例検討会及び相談員説明会に是非ご応募
いただきますようお願い申し上げます。

口座番号

３０６４０２３

口座名義

大阪府行政書士会泉州支部

（４）

新 役 員 名 簿
（敬称略・順不同）

相続関係業務を中心に取り組んでいきたいと考
えています。

支部長

染谷

彦

理事

染谷

彦

－ 編 集 後 記 －

総務部（幹事）

松本

彩

総務部（幹事）

津木

雅規

厚生部（副支部長）

梶谷

恭子

厚生部（幹事）

岡田

淑子

5 月 1 日から新元号「令和」がスタートしま
した。令和になってスグに何かが変わる？とい
うわけではありませんが、新時代はＡＩの進展
などますます情報化が進み、行政手続も簡素化
されていき、高度情報社会を迎えるのではない
でしょうか。

研修部（副支部長）

坂本

克敏

研修部（幹事）

工藤

耕平

相談会部（副支部長）

池田

裕樹

企画広報部（副支部長） 車谷

雅美

企画広報部（幹事）

山田

慎一郎

企画広報部（幹事）

髙川

和也

会計

工藤

耕平

会計（監事）

頼友

明

顧問

岡野

芳朗

顧問

伊藤

喜久

相談役

味園

隆弘

相談役

平

徹也

新入会員・転入会員紹介
氏

名

留河

登録日
所在地
事務所名

すなわち、情報は出し手からの一方通行であ
り、見ている人のために本当に必要な情報であ
るとは限らないこと。一般的な情報による画一
的な処理に埋もれ、本来受けるべき真の利益を
逸する危険があること。つまり、個人の置かれ
た状況は、実に様々だということです。
個別の状況や主張をよく理解し、該当する法
律や行政の制度を正確に把握し、ひとりひとり
に合った最適解を導くこと、これは情報の単純
処理では難しく、我々行政書士の役割は、今後
もますます重要で期待されるものなのではない
でしょうか。
環境は常に変化していきます。環境の変化に
応じて、支部では研修はもとより、会員同士の
情報交換の場なども提供できるよう活動してい
ます。
いろんな方とお話できるのが楽しみです。是
非、支部活動にご参加ください。

啓一

（とめかわ

確かに、インターネットを通じて、行政手続
は簡単に調べることができるようになり、電子
申請も普及して手続も簡単になってきています
が、
“便利になった”の裏側に潜む危険も見逃す
ことができません。

けいいち）

平成元年１月４日

岸和田市大町３－１－１２
留河行政書士事務所

（抱負・今後取り組みたい内容等）
現在は建設業を主としていますが、今後、

大阪府行政書士会 泉州支部事務局
岸和田市積川町２８２－２
染谷彦行政書士事務所内
電 話：０７２－４７９－６８９０
ＦＡＸ：０７２－４７９－６８９０
メール： info@caps-someya.com

