古座川峡一枚岩（和歌山県東牟婁郡古座川町相瀬）撮影：新東支部 加藤国司 さん

設置についての依頼が本会に対してありました。
以上の事項を踏まえて、本会も災害対策本部を立ち
会員の皆様にはお元気で行政書士業務にご精励の
ことと拝察致します。
さて、先の台風１２号による紀伊半島における被害
は予想を遙かに超える結果となりました。
不幸にもお亡くなりになられた方々には衷心より
哀悼の念を申し上げたいと存じます。
特に被災された会員諸氏には改めて御見舞いを申
し上げ、本会としても今後その対応に努力を致したい
と考えています。
つい最近までは東北地方における被害復旧に少な
からず心を砕いていたのが、思いがけない被害によっ
て、身近なものになってしまいました。本当に何が起
こるか解らない時代だと痛感した次第であります。
また、この災害の復旧に関して、和歌山県知事仁坂
吉伸氏より正式文書で被災者に対する相談窓口等の

上げ、出来得る範囲でその対応をすべくものと思料す
るところでありますので、会員の皆様にはその辺を充
分ご理解をしていただき、あらゆる方策を講じて、災
害復旧に全力を以て致しますので、ご協力の程、よろ
しくお願いを申し上げる次第であります。

平成２３年度第１回議事録
１．日 時 平成２３年４月２６日（火）
ＰＭ２：００～５：２０
１．場 所 和歌山ビック愛 ２０１号室
１．出 席 者
〈会 長〉笠野義二
〈副会長〉坂口導功、宇和 譲、武田全弘、
西山悦雄、池田卓司
〈理 事〉加藤達哉、小川廣行、青石裕之、
阿部杏子、新井悠喜雄、石倉督斗、及川成昭、
神﨑さおり、坂田初美、髙川泰延、福島 功、
森本芳宣、小谷 正、﨑山栄二、寺村 創、
尾﨑達哉、湯川芳章、藪脇 幹、中田さつき、
矢口矩生
以上２６名
〈オブザーバー〉山本能久監事、河野重則監事、
月山顧問弁護士、稲田満彦選挙管理委員長
１．議案審議
第１号議案 平成２３年定時総会への上程議案に
ついて
①平成２２年度事業報告承認の件
②平成２２年度決算報告承認の件（監査報告）
③平成２３年度事業計画案承認の件
④平成２３年度予算案承認の件
⑤和歌山県行政書士会会則一部改正承認の件
⑥役員改選の件
採決の結果、第１号議案（①～⑥）は異議なく
可決承認された。
第２号議案 平成２３年被表彰者承認について
第３号議案 議事運営委員の選任について
第４号議案 日行連代議員の選任について
第５号議案 総会までの予算執行について
以上、第２～５号議案は採決の結果異議なく原
案通り可決承認された。
第６号議案 会費滞納者の知事への措置要求に
ついて
採決の結果、綱紀委員会にかけて、形式を踏ん
でから県に対して措置要求を行うことで可決
承認された。
第７号議案 成年後見制度に係る社団との協定書
締結について
第８号議案 社会を明るくする運動｣和歌山県推
進委員会への加入について
第９号議案 本会ＨＰへの会報掲載について
第１０号議案 苦情処理委員会の設置について
以上、第７～１０号議案は採決の結果、は異議
なく原案通り可決承認された。
第１１号議案 行政書士試験研究センターの委託
方法について
採決の結果、第１１号議案は次回の理事会にて
再度協議して最終的な結論を出す事になった。

第１２号議案 新入会員研修の受講について
採決の結果、第１２号議案は異議なく可決承認
された。
第１３号議案 旅費規程の改正について
採決の結果、現行の旅費から一律千円を減らす
こととした。
第１４号議案 知的資産業務のＰＲについて
（知的資産委員会より）
採決の結果、第１４号議案は異議なく可決承認
された。
〔報告事項〕
①弁護士会からの照会について
②県知事に対しての措置要求について
③判決について
④定時総会懇親会の来賓について
⑤震災義援金に関するお知らせ
⑥ＮＴＴ電話広告の掲載について
_/￣__/￣__/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣ _/￣_/

和歌山県行政書士会
会長 笠 野 義 二

この度の台風１２号災害により被災された
皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復旧を願うばかりであ
ります。
和歌山県行政書士会では被災された会員の
の復興の為、義援金を募集いたします。
皆様の温かいご支援ご協力をお願いいたし
ます。
下記のとおり義援金を受け付けています。
◆受付期間 平成２３年１０月 ３ 日(月)から
平成２４年 ３ 月３０日(金)まで
◆振込先
金融機関：紀陽銀行 和歌山中央支店
口
座：普通預金 １０２５９８９
口座名義：和歌山県行政書士会
台風１２号義援金
※ 紀陽銀行本支店からの振込については振込手
数料は無料となります。
◆問合せ先 和歌山県行政書士会
０７３－４３２－９７７５

平成２３年度第１回議事録
１．開催日時

平成２３年４月２６日（火）
ＰＭ１：００～１：２０
和歌山ビック愛２Ｆ２０１号室

２．開催場所
３．出 席 者
〈支部長〉笠野義二
〈副支部長〉武田全弘、西山悦雄、宇和 譲
〈幹事長〉坂口導功〈副幹事長〉髙川泰延
〈幹 事〉加藤達哉、小川廣行、及川成昭、
坂田初美、森本芳宣、池田卓司、
小谷 正、﨑山栄二、藪脇 幹、
矢口矩生
以上１６名
〈オブザーバー〉〈会計監事〉新井悠喜雄、
石倉督斗
〈欠席者〉尾崎達哉
４．議案審議
第１号議案 平成２２年度活動経過報告承認の件
一括上程
第２号議案 平成２２年度決算報告承認の件
（監査報告）
採決の結果、第１号議案、第２号議案は異議な
く原案通り可決承認された。
第３号議案 平成２３年度運動方針案承認の件
一括上程
第４号議案 平成２３年度予算案承認の件
採決の結果、第３号議案、第４号議案は異議な
く原案通り可決承認された。
第５号議案 役員改選の件
採決の結果、第５号議案は異議なく可決承認さ
れた。
５．報告事項
①統一地方選挙について

【ＡＤＲ特別委員会】
第１回委員会
・日時・場所 平成２３年５月２１日（金）
ＰＭ２：００～３：３０ 本会事務局
＊議 題
（１）委員長、副委員長の選任について
委員長：池田、
副委員長：小谷、及川、坂田（会計）
幹事：中畑、新井、寺村、千原、岩橋
監事：早田
（２） 平成２３年度事業計画について
１．ＡＤＲ相談事業
１）ＡＤＲ相談窓口事業の充実、無料相談を実施

①毎月（定例無料相談会）を実施する。
②１０月の広報月間に「街頭無料相談会」を実施
する。
日時：１０月８日（土）午後１時より４時
２．調停事業
１）調停事業の推進、センターによる調停事業（紛
争解決手続き）の実施
調停範囲の拡大に取り組む（賃貸借関係紛争）
３．運営委員会の実施
平成２３年９月１３日 １３時～１７時
４．研修について
研修カリキュラムを次回委員会に報告
５．ＡＤＲ活動の拡大と充実
１）和歌山市、法テラス等の相談センターへの広
報依頼
２）電話帳等広告の実施
６．関連団体との協調並びに監督官庁の意向伝達
７．クレーム対応及び賠償責任保証保険の活用
１）ＡＤＲ特別委員会による苦情処理窓口の苦情
処理担当委員のスキルアップ
２）クレーム内容の分析検討と対策の実行

【実務研修委員会】
第１回委員会
・日時 平成２３年 7 月１１日（月）
・場所 本会事務局
＊議 題
１．役員の選任
委員の互選により次の者が委嘱された。
委員長：宮本知生、副委員長 谷久保浩二、
副委員長：濵田元紀、会計 渡部正浩、
監事：山尾 茂、委員 坂本守生
２．本年度の事業
①２ヶ月に 1 回 年 6 回程度研修会開催
②開催担当制
３．今後の研修会開催決定事項
①７月１９日 「農地法関連業務」について
②９月未定
「会社法設立」について
③１１月未定 「遺言・相続」について
４．実務研修委員会
年２回程度開催、打合せ・連絡は随時行う。
５．その他
①実務研修委員会規約３条第２項について、業務
会員以外の研修会参加を認めるが、希望者には
参加費用をその都度徴収する。
②資料のみの請求は原則として認めないが、希望
者には、参加費用相当額を徴収する。
③業務会委員以外の者への研修会開催の告知は、
本会のホームページ上において行う。
【業 務 部】
第１回部会
・日時 平成２３年７月２１日（木）
・場所 本会事務局
＊議 題
（１）平成２３年度事業計画について

①中小企業支援事業を行政書士業務として確立
していくために研修を行う。
研修内容：第２回中小企業支援制度活用研修
の実施
日 時：平成２３年９月６日(火)
場 所：ビッグ愛 ８階(８０２号室)
時 間：午後１時～午後４時(予定)
講 師：鈴木政二会員
対 象：全会員
その他：研修後にアンケート用紙配布し、意
見・希望等を募る。
＊広報のためのパンフレットを作成
(宮本会員担当)
②一般社団法人等に関する研修の企画(小谷副
部長担当)、和歌山県より講師派遣を要望の上
研修会を開催予定とする。

【知的資産委員会】
日時・場所 平成２３年８月８日（月）
本会事務局
＊議 題
①委員長、副委員長の選任について
委員長：青石裕之
副委員長：吉村耕三・新井悠喜雄
②平成２３年度事業計画について
８月、１１月、３月
・知的資産実務研修（和歌山市）
１０月頃（２日）
・著作権相談員養成研修（和歌山市）
１１月頃（２日）
・近畿地方協議会知的資産担当者会議
年５回予定
・知財ビジネスマッチングフェア（大阪市）
開催日未定（１日）
・知的資産実務研修（東京都）
開催日未定（２日）
③その他
・近協担当者会議の担当者について
本来委員長が出席すべきところ、本日の
委員会において、委員長欠席のため吉村副
委員長が主席予定とする。後日委員長が出
席可能の場合は変更する。
・本会知的資産実務研修について
昨年度東京都での中央研修に出席された
田村委員が、当該研修ビデオを使用して実
施する。なお日程等については、開催場所
の都合等事務局との打ち合わせのうえ決定
し、会員に対し適当な時期に参加要請の広
報を行う。
【成年後見制度特別委員会】
＜第１回委員会＞
・日時 平成２３年７月６日(水)PM3:30～
・場所 本会事務局
＊議 題
①委員長、副委員長の選任について
委員長：池田卓司 副委員長：坂田初美

②平成２３年度事業計画について
・一般社団法人コスモス成年後見サポートセン
ターとの協定について三者協定を締結し、協
定に基づき取り組む。
・成年後見制度に関する諸機関との折衝、協議
及び各種会議への出席。
・成年後見制度に関する研修会の開催。
・裁判所への名簿提出者の意見交換を開催する。
＜第２回委員会＞
・日時 平成２３年８月３日(水) PM3:00～
・場所 本会事務局
＊議 題
①一般社団法人コスモス成年後見サポートセン
ターとの協定について
平成２３年８月３日に三者協定を締結する。
②平成２３年度研修について
成年後見人養成研修会の開催（案）
・研修目的：行政書士の成年後見人候補者とし
て必要な知識・技術等の習得を図り、一般社
団法人コスモス成年後見サポートセンターの
後見人候補者名簿に登録し、受任できる者を
養成する。
・日時：第 1 回 ２３年１１月 ５日（土）
第 2 回 ２３年１１月１９日（土）
第 3 回 ２３年１２月 ３日（土）
第 4 回 ２３年１２月１７日（土）
第 5 回 ２４年 １月１４日（土）
第 6 回 ２４年 １月２８日（土）
第 7 回 ２４年 ２月１８日（土）
・会場：和歌山ビッグ愛（和歌山市手平 2-1-2）
※都合により変更の場合は、事前連絡
③その他
後見人名簿登載者の協力を得て、コスモスへ
の移行を検討する。合流する時期については、
できれば今年度末を目標に取り組む。
【建設特別委員会】
＜第１回委員会＞
・日時 平成２３年７月２７日（水）
・場所 本会事務局
＊議 題
①役員の互選について
(委員長）西山（副委員長）石倉、中谷、髙川
（幹事）坂田、中田さ、阿部、和田、清水、武内、
(監 査）青石
＊会計担当副委員長は石倉先生とする。
＊近協担当は中谷先生とする。
②経営規模等評価審査の審査業務受託推進につい
て
受託する会員の人数や研修会も必要であり、急
いで受託することは出来ない。将来的に条件が揃
えばする方向で考えればよい。
③建設業許可申請における法令遵守の徹底につい
て全会員に文書で行う。
④総会に付議すべき事項と日程について
総会：平成２３年９月６日ビッグ愛８０２号
時間：１６時～ 懇談会：１８時～(はま丁)

⑤その他
建設産業の再生と発展のための施策２０１１に
ついての対策

【運輸交通業務特別委員会】
＊開催日 平成２３年７月２６日（火）
＊議案別決議
①委員長、副委員長選任について
委員長 上野 浩
副委員長 福島 功、山本 評章
②２３年度の事業について
１．車庫証明の取組みについて
・トヨタアドミニスタ(株)から車庫証明申請等の
委託要請の件については、車庫証明取扱者名簿
を提出して積極的に受入れていく。金額につい
ては、担当行政書士と交渉をして貰う。
・ホームページ上の車庫証明取扱者に対するユー
ザーからの申込のフォームの作成については今
後検討をする。
・自販連和歌山支部に対して、OSS 開始における車
庫証明についての業務依頼の要望書を提出して
お願いをする。
・ホームページ上の運輸交通業務特別委員会欄を
有効に活用する。
２．整備振興会に対する受入れ体制造りについて
受入れ体制については、今後共努力をしていく。
３．研修会について
・ OSS の研修
講師は、和歌山運輸支局に要請をする。
・輸送安全マネージメント講習会
千葉県トラック協会に資料をお願いしてみる。
４．年度末の和歌山運輸支局からの協力要請につい
ては、今後とも協力をしていく。

【総 務 部】
＊開催日時・場所 平成２３年７月１１日（月）
１５：３０～１６：３０ 本会事務局
＊議案別決議
①今年度の事業の進め方＜事業計画＞について
職務上請求書の適正使用に関する指導
Ⅰ．人権研修会未受講者への対応
職務上請求書を購入する際、１年以内に人権研
修会を受講する旨の誓約書を提出したにもかから
ず、すでに１年を経過している会員に対しては、
７月末までに返却がなければ、８月に再度返却を
求める通知書を送付する。それでも返却がなけれ
ば、綱紀委員会に諮る。
Ⅱ.疑義のある職務上請求書の使用について
住民票の取得のみを依頼されて使用したケース
であるが、平成２３年４月１３日付け和行士発第
１６号の通知以前の使用であったため、口頭で以
下のとおり指導することとする。

・和行士発第１６号の再度説明
・業務の種類の書き方
・補助者へも同様の周知
Ⅲ.職務上請求書払出し時の配布資料について
次の資料を配布する。当該資料を会報へ掲載るとと
もに、研修会の際にも資料として使用し、周知徹
底を図る。
・平成２３年１月１３日付け日行連発第 1393 号
・平成２３年４月１３日付け和行士発第１６号
２．人権研修会の開催
例年通り９月頃に田辺、３月頃に和歌山で開催
ただし、講師、会場の都合により変更あり
職務上請求書の取扱いに関する講師：中島理事
が担当 準備担当：髙川
３．新入会員研修の開催
担当：神崎、髙川
４．非行政書士に対する対応
５．新会員登録申請者の事務所現地調査の実施
６．会員名簿の発行
７．女性部会、実務研修委員会への協力
以上、４～７は例年通り
８．総会、理事会の開催
平成２４年度の定時総会は、政連定期大会の後で
行う
②入会説明会について
担当は神﨑副部長とする。

【企 画 部】
＊開催日 平成２３年７月７日（木）
＊議案別決議
①平成２３年度事業計画
１．法定業務研修
平成２３年度の研修課題は「風営法」
「成年後見」
とする。
・「風営法」
開催日 平成２３年９月２０日、２７日
会 場 ビッグ愛
講 師 高川先生
・「成年後見」
開催時期 平成２３年１１月に予定
ＮＰＯ法人成年後見サポートセンターとの共
催とする。詳細については、
（社）コスモス（日
行連の成年後見サポート組織）の研修課題に基
づき、成年後見サポートセンターと打ち合わせ
しながら準備。
２．全国研修伝達研修
研修方法については、会場の確保が難しいこ
とと、回線障害を考慮し、本年度も DVD による
研修とする。
３．懇親会の実施
１２月の部会において予算執行状況とあわせ
て検討する。

【女性部会】
＊開催日 平成２３年７月２１日（木）
＊議案別決議
①平成２３年度事業計画について
１．これまでの無料相談会の実績をもとに、研鑽の
ための研修会を開催予定
研修内容：相続について（戸籍の見方等の基本
的な点も踏まえて）
日 時 未定
講 師 中島榮子会員(予定)
場 所 本会
２．女性のための無料相談会について
Ⅰ．今後の日程及び相談員
・原則第３月曜日（祭日等の場合は翌週の月曜日
とする）
・県民の友、市報和歌山市への掲載
担当者；神崎
・相談員割当て 担当者；阿部
Ⅱ.今後の展開
これまでの相談会の反省を踏まえ、相談実施
方法を個人情報の問題を考慮し、原則一組１時
間(１日３組)とし、相談件数多数の場合は、翌
月に振り替える・実施時間を考慮する等の対応
とする。
３．近畿女性行政書士担当者会議について
・和歌山会としての解釈
｢近畿女性行政書士協議会会則｣を｢近畿女性
行政書士交流会運営規約協議会会則｣とし、
｢近畿地方協議会・近畿女性行政書士担当者会
議規約｣との整合性を諮る。
・近畿女性行政書士担当者；阿部・坂田

【電子情報特別委員会】
＊開催日 平成２３年 ７ 月１２日(火)
＊議案別決議
１．委員長に尾崎達哉、副委員長に阿部杏子が全員
一致で決定した。
２．県担当者会議について
現在県が予定している電子申請の中から行政書
士業務として当てはまるものを抽出し、又今後申
請対象と要望する事項を併せて会議上申し出る。
３．
「車庫証明」サイトについては依頼フォームの作
製を依頼する。費用については運輸交通特別委員
会と電子情報特別委員会又は本会が負担する。
概算予算８万円以内とする。
４．業務 PR(取扱業務)エントリーの掲載と集金につ
いて
現在ホームページに表示している業務 PR(取扱
業務)の更新は今期９月末までに完了させる。
５．ホームページリニューアルについて
今期は実施しない。
６．その他

玉置士朗会員(伊都支部)と中島正樹会員(和歌
山市支部)を新たに委員とする。

【広 報 部】
＊開催日 平成２３年７月２２日(金)
ＰＭ３：００～５：１０
＊電子情報特別委員会と合同部会
１．委員長に尾崎達哉、副委員長に阿部杏子が全員
一致で決定した。
２．合同委員会について
広報との共通点、共用する部分の多いことから
年２回程度又は必要がある時に合同の部会を開
催する。
３．会報発行について
年４回(３ヶ月毎)を目安に発行する。
Ａ３×１＋Ａ４×１＝６頁するが、記事により
増減する。
次回発行予定の４２号から実施。⇒次回発行
予定日を９／２０(予定)とする。
担当者；早田、中畑、玉置会員がそれぞれ２頁
を担当し、広告については部長が先方と交渉す
る。
４．無料相談会の開催について
例年どおり「第２水曜」とする。
１０月８日(土)は pm1:00～pm4:00 行政書士強
調月間として「わかちか広場」にて無料相談
会を開催する。
１０月１２日(水)は am10:00～pm4:00⇒に本
会にて「電話相談」を併設して無料相談会を開
催する。
５．広報月間及び行政書士記念日（２月２２日）に
ついて ⇒ 次回審議
６．県民の友の広告について
広告については⇒毎日広告１０月と２月に掲載
する。
料金は１回につき約２１万の予定
⇒ 担当；新井理事
又、ニュースわかやまにおけるＰＲ⇒和歌山市
支部と合同して実施。
７．その他
＊無料相談会等、実施してきたデータの集約、それ
により次回からの参考にもなり、今後の相談会で
の資料となり、内容充実にもなりうる。
＊広報は「企業的」感覚を取り入れ、実務に反映出
来るようなものをしてはどうか？
＊各、地域の商工会議所会員顧客の獲得
＊広報を兼ねて、各地区において個々に無料相談会
を開催又はイベント等を開催してはどうか？
＊相談員のノウハウ（能力、経験値）について
案件についての対処方 ⇒ 研修、研究会等。

お 知 ら せ
集合住宅等の新築等に伴うごみの集積場の設置等に係る指導要綱の改正について
請求方法／
改定
改定後
証明書等の種類

前
700
→
円

登記事項証明書
(送付で受領)

※

和歌山市市民環境局環境事業部

570 円
550 円

登記事項証明書等

－ →
平成２３年９月１日以降の協議分から、
開発行為や集合住宅（長屋、共同住宅）の新築に際し、
(窓口交付で受領)
(新規)
オンラインで請
ごみ集積場の設置等について、指導要綱を改正しました。主な改正は次のとおりです。
求
500
印鑑証明書
→
460 円
円
(送付で受領)
（改正前）
440 円
印鑑証明書
○開発行為の区画数２０又は３，０００平方メートルに対して１か所のごみの集積場の設置
－ →
(窓口交付で受領)
(新規)
○２０戸以上の集合住宅の新築をする場合は、敷地内に１か所のごみの集積場の設置
（改正後）
○開発行為の区画数１０又は１，５００平方メートルに対して１か所のごみの集積場の設置
○１０戸以上の集合住宅の新築をする場合は、敷地内に１か所のごみの集積場の設置

これらに該当する場合は、事前に所轄する各収集事務所と協議等を行ってください。
（収集事務所の所在及び電話番号）
南事務所 和歌山市新中島１４６番地
073－471－0758
北事務所 和歌山市出島７９番地の１
073－471－1503
西事務所 和歌山市土入３２５番地
073－453－0253

不動産又は会社・法人の登記事項証明書
会社・法人の印鑑証明書の交付を請求するときは
事務所・自宅から ⇒ オンライン
インターネットで交付請求!
手数料が「お得」！！

直接，法務局窓口で交付請求

（窓口交付で受領なら，さらに「お得」！！）
請求方法／
証明書等の種類
請求方法／
証明書等の種類
登記事項証明書
(送付で受領)
オンラインで請
求

登記事項証明書等
(窓口交付で受領)
印鑑証明書
(送付で受領)
印鑑証明書
(窓口交付で受領)

改定後

改定前

※

700 円 →

570 円

→

550 円
(新規)

500 円 →

460 円

－

－

→

440 円
(新規)

※ 平成２３年４月１日手数料改定
不動産及び商業・法人登記の主な手数料

登記・供託オンライン申請システム
登記ねっと 供託ねっと
http://www.touki‐kyoutaku‐net.moj.go.jp/

登記事項証明書

改定前
1,000 円 →

書面で請求
印鑑証明書

和歌山地方法務局
本局（登記部門）℡
橋本支局
℡
田辺支局
℡
御坊支局
℡
新宮支局
℡
湯浅出張所
℡
岩出出張所
℡

500 円 →

改定後
※

700 円
500 円
(変更なし)

(073)422-5131
(0736)32-0206
(0739)22-0698・0632
(0738)22-0335・0412
(0735)22-2757・2685
(0737)62-2534
(0736)62-2318

詳しくは，次のホームページにアクセスしてください。
和歌山地方法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/frame.html

続いて、その他役員については、選考委員会
において選考された。
森田選考委員長より選考委員会の結果報告を
行った。 採決の結果、全会一致で承認された。
12．閉会の辞 西山副会長
＊開催日時

平成２３年５月２８日（土）
ＰＭ１時～３時３０分
＊開催場所
和歌山市屋形町２丁目１０番地
ルミエール華月殿 ６F「富士」
＊議決権の表示 (1)会員総数
３５７名
この議決権数 ３５７個
(2)本日の出席者総数 ２６６名
（本日の出席者 78 名 委任状によるもの 188 名）
(3)この議決権数
２６６個
１．黙 祷
２．開会の辞
宇和副会長
３．会長挨拶
４．和歌山県知事祝辞
５．表彰状授与
知事感謝状受賞者（中島榮子会員、坂口導功
会員、西山悦雄会員、福島功会員、牧宮幸一郎
会員、森田昌伸会員、森本芳宣会員、菊屋和訓
会員、早田博昭会員、湯川芳章会員）の紹介を
行い、副知事下宏様より表彰状の授与をされた。
和歌山県行政書士会会長表彰受賞者（加藤達
哉会員、中谷智也会員、神﨑さおり会員、中島
正樹会員、和田大道会員）の紹介を行い、会長
より各人に表彰状と記念品を授与された。
永年表彰受賞者（東奎会員）欠席者（上西
通太会員、内藤博次会員、海谷泉会員、清水俊
跋会員）の紹介を行い、会長より各人に表彰状
と記念品を授与された。
会長感謝状受賞者（三倉健嗣会員）欠席者（山
名泰一会員、尾崎達千会員）の紹介を行い、会
長より各人に表彰状と記念品が授与された。
６．受賞者代表謝辞
受賞者を代表し、坂口導功会員より謝辞。
７．会員の異動報告
８．新入会者の紹介
９．議長、副議長の選任
議長に尾﨑達哉会員（御坊支部）、副議長に
小谷正会員（海南支部）が選任された。
10．議事録作成者、議事録署名者の指名
11．議案審議
（イ）第１号議案 平成２２年度事業報告承認の
件および第２号議案 平成２２年度決算報告
承認の件（監査報告を含む）
採決の結果、第１号議案、第２号議案は原
案通り承認可決された。
（ロ）第３号議案 平成２３年度事業計画案承認
の件および第４号議案平成２３年度予算案承
認の件
採決の結果、第３号議案、第４号議案は原
案通り承認可決された。
（ハ）第５号議案 和歌山県行政書士会会則一部
改正案承認の件
採決の結果、原案通り承認可決された。
（ニ）第６号議案 役員改選の件
稲田選挙管理委員長より、会長立候補の
届出は現会長の笠野義二氏のみであるので、
認された。
無投票当選とし、笠野義二氏に当選証書を
授与した。

＊開催日時
＊開催場所

平成２３年５月２８日（土）
ＰＭ４時～４時３０分
和歌山市屋形町２丁目１０番地
ルミエール華月殿６F「富士」

１．議決権の表示
(1)会員総数
３３９名
この議決権数 ３３７個
(2)本日の出席者総数 ２１２名
（本日の出席者 62 名 委任状によるもの 150 名）
(3)この議決権数
２１２個
２．議長・副議長の選任
議長に小川廣行会員、副議長に湯川芳章会員
が選任された。
３．議案審議
第１号議案 平成２２年度活動経過報告承認の件
第２号議案 平成２２年度決算報告承認の件（監
査報告）
第１号議案及び第２号議案を一括上程
採決の結果、第１号議案、第２号議案は原案
通り可決承認された。
第３号議案 平成２３年度運動方針案承認の件
第４号議案 平成２３年度予算案承認の件
第３号議案及び第４号議案を一括上程
採決の結果、第３号議案、第４号議案は原案
通り可決承認された。
第５号議案 役員改選の件
支部長には笠野義二会員が就任され、支部長よ
り副支部長３名、幹事長１名、副幹事長１名、
幹事１０名、会計監事２名が発表され、採決を
行ったところ、挙手多数により可決承承認され
た。

＊(事)は事務局
平成２３年４月
４日（月）
８日（金）
１１日（月）
１３日（水）
１５日（金）
１８日（月）
２０日（水）
２５日（月）
２６日（火）
２７日（水）
２８日（木）

正副会長会議
（事）
御坊支部総会（笠野会長出席） 大吉
経理部会
（事）
無料相談会
（事）
会計監査
（事）
女性行政書士による
女性の為の無料相談会
（事）
日行連理事会（笠野会長出席）
日行連
那賀支部総会（笠野会長出席）
ホテルいとう
理事会
和歌山ビッグ愛
入会説明会
（事）
有田支部総会（笠野会長出席）
湯浅食堂

平成２３年５月
６日（金） 田辺支部総会（笠野会長出席）銀ちろ
９日（月） 和歌山市支部総会（笠野会長出席）
華月殿
１０日（火） 実務研修会
和歌山ビッグ愛
１１日（水） 無料相談会
（事）
〃
新東支部総会（笠野会長出席）
新宮市地域職業訓練ｾﾝﾀｰ
１２日（木） 海南支部総会（笠野会長出席） 銀鈴
１３日（金） 伊都支部総会
（笠野会長、西山副会長出席）
河内長野荘
１６日（月） 女性行政書士による
女性の為の無料相談会
（事）
１８日（水） 選挙管理委員会
（事）
２４日（火） 弁護士会新役員就任披露の会
（池田副会長出席） ﾎﾃﾙｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国
２５日（水） 大阪会総会（笠野会長出席）
ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ大阪
２６日 (木) 議事運営委員会
（事）
〃
総会前打合せ会議
（事）
２７日（金） 兵庫会総会（坂口副会長出席）
ホテルオークラ神戸
〃
調査士会総会（武田副会長出席）
ﾎﾃﾙｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国
〃
奈良会総会（西山副会長出席）
ホテル日航奈良
２８日（土） 定時総会
華月殿
２９日（日） 滋賀会総会（笠野会長出席）
琵琶湖ホテル

平成２３年６月
３日（金） 社労士会総会（笠野会長出席）華月殿
７日 (火) 近協定例単位会会長会議
（笠野会長、坂口・西山・池田各副会長）
神戸ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ
８日（水） 無料相談会
（事）
〃
専門士業団体連絡協議会監査
（西山副会長出席） 和歌山弁護士会
１４日（火） 専門士業団体連絡協議会総会
ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ
１５日（水） 正副会長会議
（事）
１６日（木） 議事運営委員会（笠野会長出席）
日行連
２０日（月） 女性行政書士による
女性の為の無料相談会
（事）
２２～２４日 日行連総会
（笠野会長、西山副会長、髙川理事出席）
ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急
２３日 (木) 総務大臣表彰授賞式
（上記役員、尾崎会員）
ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急
２７日（月） 理事会
和歌山ビッグ愛
２９日（水） 入会説明会
（事）
〃
平成２３年春の黄綬褒章伝達式及び
記念品贈呈式
（笠野会長、有田支部 井谷桂会員
(黄綬褒章受章)出席）
グランドアーク半蔵門
平成２３年７月
６日（水） ＡＤＲ特別委員会
（事）
〃
成年後見制度特別委員会
（事）
〃
専門士業団体連絡協議会引継ぎ
（笠野会長、松本局長代理出席）
和歌山弁護士会
７日（木） 企画部会
（事）
１１日（月） 実務研修委員会
（事）
〃
総務部会
（事）
〃
試験業務についての話し合い
（事）
１２日（火） 電子情報特別委員会
（事）
１３日（水） 無料相談会
（事）
１３～１４日 日行連理事会（笠野会長出席） 日行連
１５日（金） 行政書士試験説明会
（笠野会長、池田副会長、事務局職員）
富士屋ホテル
１９日（火） 実務研修会
和歌山ビッグ愛
〃
総務部会
（事）
２０日（水） 業務部会
（事）
〃
正副会長会議
（事）
２１日（木） 女性部会
（事）

２２日（金） 広報部会・電子情報特別委員会
合同会議
２５日（月） 女性行政書士による
女性の為の無料相談会
２６日（火） 運輸交通業務特別委員会
２７日（水） 建設特別委員会
２９日（金） 監察部会

（事）
（事）
（事）
（事）
（事）

平成２３年８月
３日（水） 成年後見制度特別委員会
（事）
４日（木） 綱紀委員会
（事）
８日 (火) 知的資産委員会
（事）
９日（水） 入会説明会
（事）
〃
正副会長会議
（事）
１０日（水） 無料相談会
（事）
１８日（木） 経理部会
（事）
１９日（金） 近協ＨＰ担当者会議
（尾崎委員長、阿部副委員長出席）
滋賀県行政書士会
２２日（月）女性行政書士による
女性の為の無料相談会
（事）
３０日（火）入会説明会
（事）

心から、お祝い申し上げます。
また、平成２３年６月２３日（木）、東京・千代田
区の「ザ・キャピトルホテル東急」において、
「表彰
状授与式」が挙行されました。
尾﨑達哉

会員

※個人情報保護のため事務所所在地の一部と電
話番号の掲載を省略しております。

平成２３年６月２９日（水）、東京・千代田区の「グ
ルンドアーク半蔵門」において、総務省主催による
平成２３年春の「黄綬褒章伝達式」が挙行されまし
た。
黄綬褒章は、業務に精励し衆民の模範であるもの
に授与されるもので、
「行政書士業務精励功績」とし
て、本会から「井谷 桂」会員が受章されました。
心から、お祝い
申し上げます。
これを受け、６月
２９日の伝達式に
おいて、片山総務
大臣より黄綬褒章
を伝達された後、
皇居にて拝謁に臨み
ました。
また、伝達式終
了後には、同ホテ
ルにおいて、日行
連主催による記念
品贈呈式が行われ、
贈呈式には、井谷
桂会員、笠野義二
会長が出席され、北山日行連会長より記念品が贈呈
された後、受章した各会員からはそれぞれ謝辞が返
されました。

平成２３年度総務大臣表彰は、多年行政書士業務
に精励し、行政書士制度の発展に貢献した者に授与
されるものであります。
本会からは御坊支部「尾崎達哉」会員、同「山本
評章」会員が受賞されました。

会員

◇新入会員

【 平成２３年春の黄綬褒章 】

【 平成２３年度総務大臣表彰 】

山本評章

◆退

会

（廃業者）
▽味村
▽清水
▽宮本

氏
名
所属支部
入会年月日
事 務 所

津田 英輝
和歌山市
平成 23 年 6 月 15 日
和歌山市狐島

氏
名
所属支部
入会年月日
事 務 所

佐藤 生空
田辺
平成 23 年 6 月 15 日
田辺市東山

氏
名
所属支部
入会年月日
事 務 所

貴志 泰之
有田
平成 23 年 8 月 1 日
有田市星尾

者
一彦（那賀）Ｈ２２．１０．３１付
敬二（海南）Ｈ２３． ６．２０付
三郎（有田）Ｈ２３． ７．２１付
（敬称略）

