のであり、各自の努力だけではかなり無理が生じる
ものであるのも又事実とし受け止めるべきであり
ます。
今期も行政書士として出来る社会貢献に努力を
会員の皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げ
ます。

傾注し、また業務の拡大の為の PR 活動に重きを置
きたいと考えています。

さて、私儀平成２５年定時総会に於いて、５期目

地道な努力を念頭に和歌山会として、今般改選さ

の会長に選出をされました。今回も無投票当選で選

れた役員、各部、各委員スタッフ全員が一丸となっ

ばれたのですが、やはり初めて当選した当時の感動

て、勝ち残る行政書士になるべく努力するものであ

とはかなり違ったものがありました。

りますので、何分のご理解ご協力をお願いして５期

振り返れば早いもので８年が経過をして、当時の
社会情勢と現在とではやはり隔世の感があります。
我々行政書士が置かれている現在の立場は、かな
り違ってきているのではないだろうか。社会貢献を
それなりに努力をした結果、社会的評価は向上して
いる様に思います。
今、日本経済にあっては、回復傾向にありますが、
如何せんエネルギー問題は未解決であり、まだまだ
不透明さは避けようがありません。
やはり我々の業務も経済成長と共に発展するも

目を乗り切る覚悟であります。

平成２５年度第１回理事会議事録
１．開催日時
平成２５年４月２３日（火）
午後３時～４時４０分
１．開催場所
和歌山ビッグ愛６Ｆ ６０３号室
１．出席者
〈会 長〉笠野義二
〈副会長〉坂口導功、武田全弘、西山悦雄、
宇和 譲、池田卓司
〈理 事〉加藤達哉、小川廣行、中谷智也、青石裕之、
阿部杏子、石倉督斗、及川成昭、
神﨑さおり、坂田初美、髙川泰延、
中島正樹、森田昌伸、森本芳宣、﨑山栄二、
尾崎達哉、中田さつき、浦 祐輔
以上２３名
〈オブザーバー〉山本能久監事、早田博昭監事、
月山顧問弁護士
〈欠席者〉新井悠喜雄、藪脇 幹
１．議案審議
第１号議案

平成２５年定時総会への
上程議案について
①平成２４年度事業報告承認の件
②平成２４年度決算報告承認の件（監査報告）
③平成２５年度事業計画案承認の件
④平成２５年度予算案承認の件
⑤役員改選の件
採決の結果第１号議案は原案通り可決承認された。
第２号議案 平成２５年表彰受賞者承認について
採決の結果第２号議案は原案通り可決承認された。
第３号議案 議事運営委員の選任について
採決の結果第３号議案は会長一任で可決承認された。
第４号議案 日行連代議員の選任について
採決の結果第４号議案は会長一任で可決承認された。
第５号議案 総会までの予算執行について
採決の結果、第５号議案は原案通り可決承認された。
第６号議案 知的資産委員会の存続について
採決の結果、第６号議案は原案通り可決承認され、
知的資産委員会は廃止、今後は業務部で対応すること
になった。
第７号議案 成年後見制度特別委員会の廃止について
採決の結果、第７号議案は原案通り可決承認された。
第８号議案 ＡＤＲ特別委員会各相談センター
設置について
採決の結果、第８号議案は原案通り可決承認された。
第９号議案 住宅セーフティ基盤強化推進事業の
実施について
採決の結果、第９号議案は原案通り可決承認された。
第 10 号議案 電子情報特別委員会の名称変更について
採決の結果、第 10 号議案は原案通り可決承認された。
２．協議事項
①弁護士会からの申し入れについて
②運輸交通業務特別委員会からの要望について
３．報告事項
①理事の辞任について
②綱紀委員の欠員について
③日行連の会長候補者の件について
④企画部からの協力依頼について

平成２５年度第１回幹事会議事録
平成２５年４月２３日（火）
午後２時～２時４０分
１．開催場所
和歌山ビッグ愛６Ｆ ６０３号室
１．出席者
〈支部長〉笠野義二
〈副支部長〉武田全弘、西山悦雄、池田卓司
〈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、森本芳宣、
﨑山栄二、宇和譲、尾崎達哉、浦 祐輔
以上１４名
〈オブザーバー〉〈会計監事〉河野重則、石倉督斗
〈欠席者〉森田昌伸、藪脇 幹
１．議案審議
第１号議案 平成２４年度活動経過報告承認の件
第２号議案 平成２４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２５年度運動方針案承認の件
第４号議案 平成２５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号議案は異議なく原案通り可決承
認された。
第６号議案 参議院議員選挙の件
採決の結果、第６号議案は異議なく可決承認され、
参議院議員選挙については和歌山選挙区の世耕弘成
参議院議員を推薦することに決定した。
１.報告事項
支部長より新東支部の鈴木幸夫氏が串本町議会議員
選挙に当選された旨の報告があった。
以 上
１．開催日時

平成２３年１０月に登録しました
大石ひとみです。
前島事務所にて前島宏俊先生
に師事しています。
前職はノーリツ鋼機株式会社
に２０年勤務し、社長秘書、
経営企画、監査の業務に従事し、企業経営に関する業務を専門
としていました。
この専門性を高め、会社経営と法務の視点からクライアント
の依頼に応える行政書士を目指したいと考えています。
皆様方のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
前島法務経営事務所
行政書士

大石 ひとみ

考された。
池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２５年５月２５日（土）
午後１時３０分～３時５５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 ５Ｆ「八州］
＊議決権の表示 （１）会員総数
３６３名
この議決権数 ３６３個
（２）本日の出席者総数 ２６８名
（本日の出席者７５名 委任状による者１９３名）
（３）この議決権数
２６８個

１．黙 祷
２．開会の辞
武田副会長
３．会長挨拶
４．和歌山県知事祝辞
下宏副知事（仁坂吉伸知事の代理）
５．表彰状授与
旭日双光章受賞者（瀬村浩璽会員）の紹介を行い、会
長より記念品が贈呈された。
和歌山県行政書士会会長表彰受賞者（岩橋靖子会員、
中塚 隆会員、武内 功会員）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。
永年表彰受賞者（楠本博昭会員）欠席者（辻本謙二会
員、新名勝人会員、中本信行会員、芝田 努会員）の紹
介を行い、会長より表彰状と記念品が授与された。
会長感謝状受賞者（林 克紀会員、山西由華会員）の
紹介を行い、会長より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、中塚 隆会員より謝辞。
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
議長に森田昌伸会員（和歌山市支部）、副議長に寺村
創会員（有田支部）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２４年度事業報告承認の件および
第２号議案 平成２４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号議案は原案通り可
決承認された。
（ロ）第３号議案 平成２５年度事業計画案承認の件およ
び第４号議案 平成２５年度予算案承認の件
採決の結果、第３号議案、第４号議案は原案通り可
決承認された。
（ハ）第５号議案 役員改選の件
清水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無投票当選とし、笠野義
二氏に当選証書が授与された。
続いてその他役員については選考委員会において選

＊開催日時

平成２５年５月２５日（土）
午後４時１５分～５時１０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 ５Ｆ「八州］
＊議決権の表示（１）会員総数
３４３名
この議決権数 ３４３個
（２）本日の出席者総数 ２１４名
（本日の出席者６２名 委任状による者１５２名）
（３） この議決権数 ２１４個
１．議長、副議長の選任
議長に尾崎達哉会員、副議長に中畑利弘会員が選任さ
れた。
２．議案審議
第１号議案 平成２４年度活動経過報告承認の件
第２号議案 平成２４年度決算報告承認の件（監査報告）
第１号議案および第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２５年度運動方針案承認の件
第４号議案 平成２５年度予算案承認の件
第３号議案および第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、支部長より幹事
１６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認された。

平成２５年
１月９日（水）
１１日（金）
〃

無料相談会
正副会長会議
専門士業団体連絡協議会理事会・幹事会
及び賀詞交歓会
（笠野会長、坂口、西山、池田、
武田各副会長出席）
１５日（火） 入会説明会
１７～１８日 日行連理事会・賀詞交歓会（会長出席）
２１日（月） 女性行政書士による女性の為の
無料相談会
２２日（火） 実務研修会
２月２日（土） 国際交流センター主催外国人の為の
無料相談会 （相談員 岡本修身会員）
７日（木） 正副会長会議
１２日（火） 業務部会
１３日（水） 無料相談会
１５日（金） 新入会員研修
１６日（土） 法定業務研修（１日目）
１８日（月） 女性行政書士による女性の為の
無料相談会
２０日（水） 成年後見制度特別委員会
２２日（金） 行政書士記念日無料相談会
２６日（火） 近畿建設会議（中谷副委員長出席）
２７日（水） 建設特別委員会
２８～３月１日 日行連経理部会（笠野会長出席）
３月１日（木） 日行連知的資産実務研修
（坂田業務部長出席）
３日（日） 近畿女性交流会
（阿部副部会長、岩橋部会員出席）
〃
近畿女性行政書士担当者会議
（阿部副部会長、岩橋部会員出席）
４日（月） 正副会長会議
〃
苦情処理委員会
５日（火） 女性部会
〃
企画部会
６日（水） 知的資産委員会
７日（木） ＡＤＲ特別委員会
８日（金） 総務部会
〃
会則改正委員会
９日（土） 法定業務研修（２日目）
１１日（月） 表彰委員会
１２日（火） 近協知的資産担当者会議
（青石委員長出席）
〃
実務研修委員会
〃
実務研修会
１３日（水） 無料相談会
〃
近協ＨＰ担当者会議
（尾崎委員長、阿部副委員長出席）
１５日（金） 行政書士試験実施報告会
（笠野会長、池田委員長出席）
１８日（月） 人権研修会
１８日（月） 女性行政書士による女性の為の
無料相談会
１９日（火） 監察部会
２１日（木） 第３回伝達研修会
２２日（金） 弁護士会紛争解決センター設立
記念式典（池田委員長出席）
〃
建設研修会

２６日（火）
２９日（金）
４月２日（火）
５日（金）
７日（日）

広報部・電子情報特別委員会合同会議
行政書士業務に関する事情聴取
運輸交通業務特別委員会
御坊支部総会（笠野会長出席）
ＦＭ和歌山開局５周年記念式典
及び交流会（坂田業務部長出席）
８日（月） 正副会長会議
９日（火） 入会説明会
１０日（水） 無料相談会
１２日（金） 経理部会
１５日（月） 女性行政書士による女性の為の
無料相談会
〃
試験委員会
１６日（火） 会計監査
〃
那賀支部総会（笠野会長出席）
１７日（水） 実務研修委員会会計監査
２３日（金） 理事会
２４～２５日
日行連理事会（笠野会長出席）
２６日（金） 有田支部総会（笠野会長出席）
３０日（火） 正副会長会議
５月８日（水） 無料相談会
９日（木） 和歌山市支部総会
（笠野会長出席）
１０日（金） 新東支部総会（笠野会長出席）
１３日（月） 総会会場との打ち合わせ
１４日（火） 業務部・実務研修委員会合同研修会
〃
入会説明会
１５日（水） 海南支部総会（笠野会長出席）
１６日（木） 伊都支部総会
（笠野会長、西山副会長出席）
１７日（金） 田辺支部総会（笠野会長出席）
１８日（土） 司法書士会総会（笠野会長出席）
２０日（月） 女性行政書士による女性の為の
無料相談会
２１日（火） 弁護士会新役員就任披露の会
（西山副会長出席）
２３日（木） 議事運営委員会
〃
総会前打ち合わせ会議
２５日（土） 定時総会
２７日（月） 入会説明会
２９日（水） 大阪会総会（笠野会長出席）
〃
社会を明るくする運動和歌山推進
委員会（池田副会長出席）
３１日（金） 兵庫会総会（坂口副会長出席）
〃
奈良会総会（池田副会長出席）
〃
調査士会総会（笠野会長出席）
６月５日（水） ＡＤＲ特別委員会
１０日（月） 入会説明会
１２日（水） 近協定例単位会会長会議
（笠野会長、池田・西山各副会長出席）
〃
無料相談会
１３日（木） 金融の円滑化と中小企業支援策
に関する説明会
（坂田業務部長、鈴木部員出席）
１４日（金） 社労士会総会（笠野会長出席）
１７日（月） 女性行政書士による女性の為の
無料相談会
〃
専門士業団体連絡協議会総会
（笠野会長、坂口・西山・武田
各副会長出席）
１８日（火） 正副会長会議
２０～２１日
日行連定時総会
（笠野会長、坂口・西山各副会長出席）
２７日（木） 理事会

◇新入会員

※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。

氏

名

榎

氏

雅弘

名

博一

所属

入会年月日

平成 25 年 1 月 1 日

入会年月日

平成 25 年 4 月 2 日

事

所

和歌山市西汀丁

事

所

和歌山市栄谷

名

木村

氏

名

沼

支部
務

氏

直登

支部

田尻

和歌山市支部

所属

務

龍吾

和歌山市支部

所属

入会年月日

平成 25 年 4 月 2 日

入会年月日

平成 25 年 4 月 2 日

事

所

和歌山市四番丁

事

所

和歌山市太田

名

柳

氏

名

掛井

所属

支部
務

氏

小美智

支部

和歌山市支部

務

真美

和歌山市支部

所属

入会年月日

平成 25 年 5 月 1 日

入会年月日

平成 25 年 5 月 1 日

事

所

和歌山市四番丁

事

所

日高郡日高町高塚

名

中條

氏

名

宮﨑

所属

支部
務

氏
所属

支部

善行

支部

和歌山市支部

務

御坊支部
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
御坊支部

小林

栄一

平成２５年３月１５日逝去

田辺支部

澤本

和久

平成２５年６月１５日逝去

旭日双光章受賞によせて
和歌山市支部

瀬村浩璽
＊＊ 編 集 後 記 ＊＊

この度、私儀、平成２５年春の叙勲に際しまして、
図らずも旭日双光章の栄に浴したところ、平成２５
年度行政書士定時総会の席で素敵な記念品を賜り誠
にありがとうございました。
まさか叙勲を授かるとは思ってもいませんでした
し、縁遠い存在だと思っていました。
３月２２日に突然の内示を頂き、５月１０日に法
務大臣より伝達式がありました。
その後引き続き、皇居へ参内し、天皇陛下に拝謁
を賜りました。感無量で大感動でした。
これもひとえに永年にわたり皆々様からいただい
た、ご指導ご鞭撻の賜物であり、心より感謝を申し
上げます。

会員の皆様には平素より広報部の活動にご協力いただ
き誠にありがとうございます。
会報はその名の通り、会の動向、指針等皆様にお知らせ
する手段の一つでもあります。近年に於いてはホームペー
ジがその代役となるまで発展、浸透して参りました事はご
承知のとおりであります。
反面、扱い等についてまだまだ不慣れな方もいらっしゃ
います。私達は「広報する」と言う事を念頭に最大限努力
をして行く所存でもありますが、やはり職域確保の観点か
らも会員皆様のご意見、ご協力なしでは到底なし得ないも
のでもあります。
この紙面を通じて広く相互に皆様のお役に立てればと
も、そして更なる紙面の向上を目指し頑張っていきたいと
思います。
広報部

尾崎達哉

【表紙 Photo 説明】

土地家屋調査士として、永年にわたり業務に精励
したことと、ほんの少しですが、地域社会において、
人様のお世話をさせていただいたことが認めてもら
えたのかなと思っております。
今後とも、生涯現役で業務に努めたく思っており
ますので、
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。
行政書士会の会員の皆様のご健勝とご多幸を祈念
して、お礼の言葉とします。

鳥居をくぐって木々に囲まれた参道を進むと目の前に
見上げるような急勾配の石段。その頂上には朱塗り極彩色
の楼門、奥には権現造りの社殿。
紀州東照宮は元和７（１６２１）年、南海道の総鎮護と
して紀州藩祖徳川頼宣（よりのぶ）公によって創建されま
した。国の重要文化財にも指定されているこれら建造物は
江戸時代初期を代表するもので、その荘厳さ豪華さにより
「関西日光」とも呼ばれています。
毎年５月には東照宮創建以来伝承されている祭典「和歌
祭」が執り行われます。神輿をかついで石段を駆け下りる
「神輿おろし」や時代衣装に身をつつんだ人々が練り歩く
「渡御行列」などで和歌浦の街が賑わいます。
和歌山市支部

中島正樹

支部便りは、紀南からスタ－トして紀中、紀北と順
番に上がって行く計画です。次回 48 号は、御坊支
部並びに有田支部の予定にしております。

新東支部

会員数

27 名

新東支部の状況につきましては、会員は、この２年間で３名の新
規入会者と２名の退会で現在２７名で、支部長、副支部長各１名と
幹事４名、会計監事２名で支部役員として活動しています。
会員の高齢化に伴い、役員の選出に苦慮する状況であります。
２年前の役員改選において１１期２２年間に亘り、支部長を務めて
頂きました矢口氏の後を引き受け浅学非才の私に務めることが出
来るか、不安と責任の重大さを痛感しています。
支部活動は、定時総会で決議された事業計画に沿って実施。主に
１０月の広報月間における官公署等の啓発活動に会員に参加して
頂き、午前９時から午後４時３０分までの１日をかけて行っていま
す。業務研修(DVD)の開催、会員間の交流を図るため親睦会を１年
１回実施しています。
昨今の行政書士会をとりまく厳しい環境の中で、日々業
務の研鑽に務め、地域住民からも信頼されるよう会員各位
において頑張っています。

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
勝浦漁協市場
会員数 54 名
(原稿提供者 新東支部長 浦 祐輔）
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

田辺支部

これからも私達の記憶から消え去ることのない平成２３年９
月３・４日の台風１２号による自然災害。
台風１２号による驚異的な大雨で、言葉も失う程の爪痕を、
特に紀南各地に深く刻み込み、多大の被災とその絶望感に苛ま
れた思いは、到底言葉では表現出来ない。
しかしながら自然の猛威からくる結果であろうと、只管前向
きに受け止め、そこから歯を食い縛って立ち上がる人間の底力
の強さを目の当たりにして、お互いを思いやる姿そして人と人
の絆の深さに、改めて感動したのも事実です。
この驚異的な大雨は、東牟婁郡古座川町で積算雨量 1114 ミリ、
次いで田辺市本宮町で積算雨量 1089 ミリ、７２時間最大雨量は、
県南部の観測地点で観測史上最大の雨量になったとのことでした。
田辺市本宮町に、支部会員２名おられ、被災に遭い、大変な
ご苦労されました会員の方々が、１０月の行政書士制度広報月
間活動に、再び参加して頂くことになり、大変心強い限りです。
共に元気で支部活動に勤しむことが出来る状況に、只管感謝
したいと思います。
（原稿提供者

田辺支部長

中田

さつき）
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