
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       根来寺 大塔（和歌山県岩出市根来） 撮影：那賀支部 尾 和 弘 一 さん 

 

 

 

 

 

 

新春のお慶びを申し上げます。 

会員の皆様には輝かしい新年を 

お迎えのことと存じます。 

昨年は政権が交代し、安倍首相の掲げる経済政策、

特にアベノミクスが日本の再生となるべく、効果を

発揮しようとしている年でありました。 

新年にその効果が花開き、日本経済が再生できれ

ば我々行政書士もその業務に於いて少なからず影

響が良い方向に出るものと期待するところ大であ

ります。 

反面、世界情勢が不安定であるのも又事実であり

ます。 

特に隣国である中国、韓国、北朝鮮に対しては、

あらゆる想定を考える必要があると考えているの

は日本国民の大多数ではないでしょうか。 

昨今、新聞紙上を賑やかしている我々の仲間であ

る行政書士が、戸籍・住民票等の不正取得、又は中

小企業支援金の不正取得に加担した等々の行政書

士としてあるまじき行為については皆様も既にご

承知されていると思いますが、呉々も行わないよう

に襟を正して業務に取り組んでもらう事を切望し

ます。 

我々行政書士の使命である国民のニーズに応え

るべく日々研鑽を積み、努力すべきであります。 

金儲け主義者にはならない様に常に自分に厳し

くあって欲しいと念願致します。 

本会も社会貢献をより一層前進させ、住み良い社

会を構築する一翼を担う努力をします。会員の皆様

もそれに応えて欲しいと思う次第です。 

また、本会に対しての貢献も併せてお願い致した

いと思います。一人よりも二人、或いは四人、五人

のご協力があって、会の運営はスムーズに行く事は

間違いのない事であります。 

最後になりましたが、会員皆様のご繁栄、ご多幸

をご祈念申し上げ、新年を迎えての一言と致します。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

平成２５年度第２回理事会議事録 
 

１．開催日時 平成２５年６月２７日（木） 

午後２時４５分～５時 

１．開催場所 和歌山ビック愛 ８Ｆ ８０１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、神﨑さおり、青石裕之、

及川成昭、神山和幸、坂田初美、髙川泰延、

中島正樹、中畑利弘、前島宏俊、森田昌伸、

森本芳宣、宮本幹也、﨑山栄二、早田博昭、

尾崎達哉、尾崎達千、中田さつき、浦 祐輔 

                      以上２６名 

  〈オブザーバー〉石倉督斗監事、和田敏夫監事 

 

１．議案審議 

 第１号議案 各部部長、各部副部長、各部担当理事、各 

    部部員の選任について 

   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 表彰委員会、会則改正委員会、運輸交通業 

    務特別委員会、建設特別委員会、女性部会、実務 

    研修委員会、選挙管理委員会、試験委員会、ICT 

    特別委員会、ＡＤＲ特別委員会、申請取次行政書 

    士管理委員会、苦情処理委員会、暴力団等排除対 

    策委員会の各委員の選任について 

    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  綱紀委員及び予備委員の選任について                 

   採決の結果、第３号議案は原案通り可決承認された。 

 第４号議案 顧問及び相談役の選任について                       

   採決の結果、第４号議案は原案通り可決承認された。 

 第５号議案 顧問弁護士の委嘱について                           

    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 近畿地方協議会担当者の選任について                 

    採決の結果、第６号議案は原案通り可決承認された。 

 第７号議案 日行連自動車登録 OSS センタ－支所名称使 

    用(支所看板設置)運用基準(案）の設置について 

   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 電子情報特別委員会規約の名称変更につい 

    て  

    採決の結果、第８号議案は原案通り可決承認された。 

 

２．報告事項 

  ①広報月間について 

  ②行政書士試験場責任者の報告について 

  ③広報月間の広告について   

 

 

 

 

平成２５年度第３回理事会議事録 
 

１． 開催日時 平成２５年１１月２９日（金） 

  午後３時～４時４０分 

１．開催場所 和歌山ビック愛 ６Ｆ ６０１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、池田卓司 

  〈理 事〉加藤達哉、小川廣行、神﨑さおり、青石裕之、 

      及川成昭、神山和幸、坂田初美、髙川泰延、 

  中島正樹、中畑利弘、前島宏俊、森田昌伸、 

      森本芳宣、宮本幹也、﨑山栄二、早田博昭、 

      尾崎達哉、尾崎達千、中田さつき、浦 祐輔 

                     以上２５名 

 〈オブザーバー〉石倉督斗監事、和田敏夫監事 

 〈欠席者〉宇和 譲 

 

１．議案審議 

 第１号議案 綱紀委員会運営規則の改正について 

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 女性部会規約の改正について  

   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 綱紀事案について  

   採決の結果、正副会長会議で再度検討することになった。 

 

２．協議事項 

  ①無料相談員の推薦基準について 

  ②県教育委員会事業の「共育支援メニュ－」登録について 

  ③インタ－ンシップ制度について 

 

３．報告事項 

  ①行政書士広報月間の報告について 

  ②中間監査報告について  

  ③予算執行の進捗状況について 

  ④遺産分割協議書、親族関係説明図等の「権利義務・事実

証明書類」の作成による戸籍謄抄本等の職務上請求につ

いて  

  ⑤日行連会報の発行及び送付に関する規則（案）について          

  ⑥行政書士倫理の一部改正（案）について                        

  ⑦JIPDEC（ジプデック）によるROBINS（ロビンズ）事業に

ついて 

  ⑧ビデオ・オン・デマンド研修システムの導入について            

  ⑨平成２５年度研修事業の概要と留意点について                  

  ⑩和歌山行政評価事務所主催の行政相談週間行事につい

て  

  ⑪「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の偽造防止

強化策導入の概要について  

  ⑫和歌山県行政書士会役員一覧表  



 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度第２回幹事会議事録 
１．開催日時  平成２５年６月２７日（木） 

        午後２時～２時２０分 

１．開催場所  和歌山ビック愛 ８Ｆ ８０１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〉及川成昭 

 〈幹 事〉加藤達哉、小川廣行、青石裕之、石倉督斗、 

      坂田初美、髙川泰延、森本芳宣、﨑山栄二、 

      尾崎達哉、中田さつき、浦 祐輔、 以上１７名 

 〈オブザーバー〉〈会計監事〉宇和 譲、中畑利弘 

１．議案審議 

  第１号議案  平成２５年度運動方針について 

    採決の結果、第１号議案は可決承認された。 

  第２号議案  参議院議員選挙の件について 

    採決の結果、第２号議案は可決承認された。 

 

平成２５年度第３回幹事会議事録 
１．開催日時  平成２５年１１月２９日（金） 

        午後２時３０分～２時５０分 

１．開催場所  和歌山ビック愛 ６Ｆ ６０１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〉及川成昭 

 〈幹 事〉加藤達哉、小川廣行、青石裕之、石倉督斗、 

      坂田初美、髙川泰延、森本芳宣、﨑山栄二、 

      中田さつき、浦 祐輔     以上１６名 

 〈オブザーバー〉 会計監事 中畑利弘 

 〈欠席者〉尾崎達哉、宇和 譲 

１．協議事項 

  日本行政書士政治連盟和歌山県支部規約の改正について 

１．報告事項 

   日政連季刊誌「日政連」の配布方法について 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

ホームページ掲載重要案件について 
【既に当会ホームページに掲載済みですが、今一度 

 下記掲載事項について、ご確認の程お知らせ致します。】 

 

[2013.06.14]  

《住民基本台帳カードにより外国人住民の本人確認を行う際 

 の留意事項等について》 

住民基本台帳法の一部を改正する法律により、平成25年 7月 8

日から外国人住民についても、顔写真付き住基カードの交付対

象となりました。 

○外国人住民の氏名及び通称の記載方法について、漢字圏の外 

 国人住民について、漢字表記の氏名がローマ字表記と併記さ 

 れる場合があります。また住民票に通称が記載されている外 

 国人住民については必ず、氏名と共に通称が記載されること  

 となります。 

○外国人住民の生年月日は西暦で記載されることとなります。 

○外国人住民の住基カードの有効期間は、当該カードの発行時

には在留カード等の在留期間と一致しますが、その後更新等が

行われた場合、切り替え後の在留カードに記載される在留期間   

等とは異なる場合があります。 

○住基カードの券面偽造防止策について、カードのICチップ 

 内に券面事項確認情報が記録されており、総務省が作成して 

 いるサイト http://juki-card.com/ において無料公開し 

 ている「券面事項等表示ソフトウェア」を活用することによ 

 り、改ざんされていないことの確認を行えます。 

○住基カードは、市町村において交付の際に厳格な本人確認を

行っており、券面偽造防止策が講じられているものであるこ

とから特定取引を行う際の本人確認書類として活用できる。 

 

[2013.07.25]  

《小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等

の一部を改正する等の法律(小規模企業活性化法)の成立・公

布について》 

小規模企業は、資金・人材等の経営資源確保の困難から、状況

を踏まえ、中小企業政策の再構築を図り、小規模企業の事業活

動の活性化を推進することを目的とする、 

「小規模企業活性化法」がH25.6.21 に公布された。 

※詳細については下記の経済産業省 HPをご参照下さい。 

http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130708005/2013070

8005.html 

 

[2013.10.21]  

《納税証明書のオンライン交付について》 

国税庁より納税証明書のオンライン請求の際、証明書を窓口

で受け取る場合に限り電子署名や電子証明書の送信、ICカード

リーダライタが不要になったことについての周知があった。 

｛手順について｝ 

①自宅等のパソコンで作成  ②オンライン請求 

③税務署窓口で本人確認   ④窓口で取得 

※代理人による請求書データの送信と納税証明書の受取も可

能です（委任状が必要となります。代理人であることが確認

できる本人確認書類[運転免許証など]を持参下さい） 

｛オンライン請求のメリット｝ 

①手数料が安価です。1税目 1年度 1枚 370 円（通常400円） 

②窓口で書面により請求する場合と比べ、短い時間で受け取 

 れます。 ⇒ ※詳細 e-Tax  http://www.e-tax.nta.go.jp/ 

 

 【表紙 Photo 説明】 

根来寺 大塔 

根来寺大塔は高さが４０ｍ。日本で も大きな木造大

塔で、国宝に指定されています。大塔の西には光明殿が

あり、その一角に「聖天池」があります。 

 

             那賀支部 尾 和 弘 一 

＊＊ 編 集 後 記 ＊＊ 

 

平素より会報発刊において、会員の方々の多大なご協

力を賜りまして誠にありがとうございます。 

本来、会報の持つ意味には、行政書士会と会員を繋ぐ、

的確な情報の集大成である重要な役割を果たしてきてお

ります。 

それ故に、一人でも多くの会員の方々に、是非とも拝

読をしていただきたいとの思いで、会報を通じて会の動

向・方針等による的確な情報提供に、広報部は心掛けて

まいりました。 

今後に向けて、会員の方々のご協力を仰ぎながら、更

なる紙面の充実を図ると共に、記事も冷めないうちに拝

読していただけるよう精進したいと思っております。 

 

広報部 中田さつき



 

 

 

 
 

 

 

平成２５年 

７月 

 １日(月) 入会説明会  

 ８日(月) 女性部部会  

１０日(水) 無料相談会  

１２日(金) 行政書士試験説明会（笠野会長、池田試験委員 

      長、事務局職員） 

１６日(火) 運輸交通業務特別委員会 

  〃   社会保険未加入対策の推進等に関する説明会 

      （中谷建設特別副委員長） 

１７～１８日 日行連理事会（笠野会長） 

１９日(金) 企画部会 

２２日(月) 女性行政書士による女性の為の無料相談会 

  〃   正副会長会議 

    〃      会則改正委員会 

  〃      苦情処理委員会 

  〃      申請取次行政書士管理委員会 

  〃    暴力団等排除対策委員会 

２３日(火) 建設特別委員会 

２４日(水) ＡＤＲ特別委員会 

  〃   行政書士 ADR センタ－和歌山運営委員会 

２５日(木) 広報部会・ＩＣＴ特別委員会合同会議 

３０日(火) 実務研修委員会 

３１日(水) 実務研修会 

 

８月 

 １日(木) 総務部会 

  ２日(金) 入会説明会 

  ６日(火) 監察部会 

    〃     業務部会 

  ９日(金) 建設特別委員会総会 

１９日(月) 女性行政書士による女性の為の無料相談会 

２０日(火) 入会説明会 

  〃      近協女性行政書士担当者会議（坂田部会長、 

      山西部員） 

２４日(土) 八青会無料相談会（浦支部長） 

２７日(火) 近協会長会議（坂口副会長） 

 

９月 

 ２日(月) 試験委員会 

 ４日(水) 正副会長・支部長・部長合同会議 

  〃      ＨＰ掲載についての打合せ（笠野会長、及川 

      総務部長、尾崎ＩＣＴ特別委員長） 

  〃      専門士業理事会（笠野会長、坂口副会長） 

 ６日(金) 企画部伝達研修会 

１０日(火) 日行連自動車登録ＯＳＳセンタ－構想に係る 

      ＤＶＤ研修会（田辺市） 

１１日(水) 無料相談会 

１２日(木) 日行連会長会（笠野会長） 

１７日(火) 日行連自動車登録ＯＳＳセンタ－構想に係る 

      ＤＶＤ研修会（和歌山市） 

１８日(水) 綱紀委員会 

  〃      中小企業創業支援セミナ－（鈴木業務部員) 

  〃    近協ＨＰ担当者会議（尾崎ＩＣＴ特別委員長) 

２０日(金) 人権研修会（田辺市） 

２５日(水) 広報部会 

  〃   実務研修会、実務研修委員会 

２６日(木) 入会説明会 

  〃   日行連新会館取得検討委員会（笠野会長） 

３０日(月)  女性行政書士による女性の為の無料相談会 

 

 

 

１０月 

 １日(火)  広報活動実施（那賀支部、和歌山市支部） 

 ２日(水) 試験委員会 

   〃   近畿建設会議(中谷建設特別副委員長) 

 ３日(木) 広報活動実施（有田支部、田辺支部） 

 ７日(月) 正副会長会議 

  〃   法テラス和歌山地方協議会（池田ＡＤＲ特別 

      委員長） 

 ８日(火) 広報活動実施(海南支部) 

 ９日(水) 電話無料相談会 

１０日(木) 広報活動実施（海南支部） 

１１日(金) 広報活動実施（御坊支部、新東支部） 

  〃   一日合同行政相談会（伊都支部：加藤支部長） 

１２日(土) 街頭無料相談会 

１５日(火) 広報活動実施（伊都支部） 

  〃   近協倫理担当者会議（及川総務部長） 

１６日(水) 金融庁の業務説明会（鈴木業務部員） 

  〃   近協運輸会議（福島運輸交通特別副委員長、 

      中原委員） 

１７日(木) ＯＳＳの陳情(笠野会長、福島運輸交通特別副 

      委員長、尾崎ＩＣＴ特別委員長） 

１８日(金) 一日合同行政相談会（田辺支部：中田支部長） 

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) 社会保険未加入対策推進近畿地方協議会（中谷 

      建設特別副委員長） 

  〃   大阪国税局来訪（笠野会長、青石企画部長、 

      尾崎ＩＣＴ特別委員長） 

２３日(水) 行政書士試験打合せ会議 

２４日(木) 一日合同行政相談会（和歌山市：宮本副支部長） 

２８日(月) 中小企業説明会（鈴木業務部員） 

  〃   経理部会、中間監査 

 

１１月 

 ５日(火) 女性部研修会、女性部会 

 ６日(水) 正副会長会議 

 ９日(土) 専門士業ゴルフコンペ 

１０日(日) 行政書士試験 

１２日(火) 県技術調査課との話合い(西山建設特別委員長、 

      髙川・中谷各副委員長） 

１３日(水) 監察部官公署への陳情（田辺・白浜） 

  〃   無料相談会 

１５日(金) 無料相談会（岩出市） 

１８日(月) 専門士業よろず無料相談会（和歌山市支部宮本 

      副支部長、神山幹事） 

  〃   女性行政書士による女性の為の無料相談会 

  〃   東京会暴力団等排除対策委員会発足１０周年記 

      念式典（武田副会長） 

１９日(火) 業務部・ＩＣＴ特別委員会合同研修会 

２０日(水) 企画部会 

２４日(日) 無料相談会（橋本市） 

２６日(火) 日行連新会館取得検討委員会（笠野会長） 

  〃   近協申請取次行政書士担当者会議及び大阪入国 

      管理局との連絡協議会（及川総務部長） 

２７日(水) 実務研修会 

２８日(木) 綱紀委員会 

  〃    近協ＡＤＲ担当者会議(池田ＡＤＲ特別委員長、 

      中畑副委員長) 

２９日(金) 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。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◆退 会 者 （敬称略） 
（廃業者） 

山本 能久（和市）Ｈ２５． ８．１２付     奥  恭治（那賀）Ｈ２５． ８．１２付 

   木村 忠美（田辺）Ｈ２５． ９．２０付       松原 繁樹（新東）Ｈ２５． ９．３０付 

  藪脇  幹（田辺）Ｈ２５．１１．２１付      

 

_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣ _/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣ _/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣_/￣ 
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氏   名   髙井 己依子 

所属 支部   和歌山市支部 

入会年月日  平成 25 年 7 月 15 日 

事 務 所    和歌山市湊 

氏   名   岡本 俊樹 

所属 支部   新東支部 

入会年月日  平成 25 年 7 月 15 日 

事 務 所    新宮市新宮 

氏   名   山田 直隆 

所属 支部   那賀支部 

入会年月日  平成 25 年 8 月 1日 

事 務 所    紀の川市貴志川町岸小野 

氏   名   山田 知令 

所属 支部   和歌山市支部 

入会年月日  平成 25 年 9 月 15 日 

事 務 所    和歌山市伝法橋南ノ丁 



 

 

 

 

 

 

支部便りは、紀南からスタートしています。 

次回４９号は、海南支部並びに和歌山市支部を予定しており

ます。 

 

 

 

 

今年度は、有田支部が発足して３５年になります。 

これを記念し、３５周年記念事業の記念品として、身

分証明書ケースと電卓を支部会員全員に配布しました。  

また、１０月５日と６日の１泊２日で、三重県の伊勢

志摩へ記念旅行に行きました。参加人数７名で、「お伊

勢さん」の名で広く親しまれている伊勢神宮を参拝しま

した。 

今年は、２０年に一度行われる式年遷宮の年にあたり

ます。１３００年以上も続けられている伊勢神宮最大の

祭事です。外宮、内宮と参拝しましたが、台風接近の影

響か参拝客は少なかったように感じました。 

私にとって、４０年ぶりの聖地への参拝と旅館の料理

を堪能した今回の旅行は、日ごろの気分転換にもなりま

した。 

(原稿・写真提供者 有田支部会員 寺村 創) 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１１日(金)行政書士広報月間活動として、会員

１１名で３班に別れ、市役所・各町役場と各商工会等を

訪問しました。 

訪問先において、行政書士制度の普及と行政書士各種

業務及び社会貢献に関する広報活動を行いました。 

 そして、関係官公署等へ会員名簿を配布し、行政書士

制度ＰＲポスターの掲示依頼と非行政書士排除の窓口

掲示板の設置依頼をさせて頂きました。                                  

訪問先では、事前に配布していたポスターが掲示され         

ていたことや、毎年訪問していることもあって、とても

丁寧な対応をして頂けることに広報活動の大切さと必

要性を実感しました。 

本年度は、御坊商工会議所、各商工会において広報 

活動事業の一環として、行政書士による無料相談会を 

開催する予定をしております。 

（原稿・写真提供者 御坊支部会員 早田 賢治） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢神宮 内宮の正宮前にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒祭宮 隣に新しい社殿を造営 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

御坊商工会館前にて ＡＭ８：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなべ町役場 町長室にて 



 

 

 

  

          
 

 

毎年恒例の街頭無料相談会が下記のとおり開催されました。 

本相談会は、行政書士制度広報月間の活動の一環として、ＮＰＯ法人和歌山成年後見サポートセンターとの共

催で行われているものです。 

                        記 

 

＜日 時＞   平成２５年１０月１２日（土） 午後１時～午後４時 

 

＜会 場＞   わかちか広場（ＪＲ和歌山駅前地下） 

 

＜相談員＞   会長はじめ１０名 

 

＜相談内容・件数＞   相続・遺言関係   ５件 

            離婚関係      ２件 

            住宅関係      １件 

 

            合計        ８件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    


