
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供者；橋本市観光協会 

 

 

 

 

 

 

会報発行について、和歌山会にあっては現在

では年２～３回発行のサイクルで為されてい

ます。本誌の創刊は今から３０年前の昭和５９

年頃であったように思います。当時私が企画部

担当副会長として、その発行の編集者として係

わった記憶があります。広報部が存在しなかっ

たので企画部が担当した次第です。 

振り返ると３０有余年の月日の流れは誠に

速いもので特に社会環境が大きく変わりまし

た。それに合わせて人間が変わり、人間関係が

薄情なようになったと感じています。 

我々行政書士を取り巻く社会情勢も大きく

変わりました。複雑多様化したのは皆様もご承

知の通りです。書類の作成方法も手書きからパ

ソコン主導に変わり、申請方法もインターネッ

ト申請対応の所もあります。所謂、ペーパーレ

スの時代になって我々もそれに対応すべく努

力しているのが実態であります。日行連発行の

日本行政も日行連のホームページに掲載をし 

 

て、検討に入っています。郵送料の節約が最大

のメリットだと考慮している様です。本会も同

じ方向で検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

時代の流れには我々人間は抗うことが出来

ない。その流れは人間が作ったのにである。 

少子化によって日本の小さな町村がなくな

る時代がやってくると言われています。 

家族間、男女間、グループ間の各々コミュニ

ケーションがスマホによって確実に欠落して

きている現在、１０年、２０年先を考えると

寒々とする時代が到来するのです。 

我々行政書士はその様な社会で生きていか

なければならないのです。 

最後に祈りたい。日本国、日本国民に幸せあ

れと！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆創刊号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆10 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆20 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県知事 仮谷志良氏（当時）祝辞 

このたび和歌山県行政書士会の充実と会員相互の

親睦を深めるため、定期刊行紙として「行政書士わ

かやま」を創刊されますことを心から御祝い申し上

げます。 

 昭和二十六年に行政書士法が制定されて以来、数

次にわたる法改正を経て、今や行政書士制度は国民

の間に広く定着いたしました。 （中略） 

 最後に和歌山県行政書士会のますますのご発展

と会員の皆様の御健勝を祈念いたしまして、お祝い

の言葉といたします。 

キャラバン宣伝車紀伊半島を走る 

今年も、行政書士活用およびニセ行政書士の排

除、お願いのため下記の行程で役員、会員ととも

に紀北から紀南の端に至る県下津々浦々まで巡回

をして、熱っぽく、行政書士の活用と業務内容を

訴えた。 

（スケジュール。10 月 5日～8日の日程で北は和

歌山市、南は串本町まで） 

義援金ありがとうございました 

去る1月17日発生いたしました阪神大震災

に際しまして、日行連理事会が緊急に決定い

たしました義援金運動に、会員各位が多数ご

協力頂き多額の拠出をいただきました。 

本会として合計 430,000 円を日行連に送金

し被災した兵庫・大阪の会員に。 

 茫然自失するような困った時に、仲間から

援助の手がさしのべられる、これほど嬉しい

ことはないと存じます。 

「行政書士わかやま」の歩み 
～表紙と記事（抜粋）で振り返る～ 

（
平
成
７
年
３
月
２
０
日
発
行
） 

（
昭
和
６
３
年
１
月
３
１
日
発
行
） 

（
昭
和
５
８
年
９
月
１
０
日
発
行
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☆30 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆40 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「行政書士ＡＤＲセンター和歌山」開設！！

平成 22 年 5月 25 日、法務省より認証通知書の

交付を受けました。（中略） 

「行政書士ＡＤＲセンター和歌山」は、法務省

「かいけつサポート」認証紛争解決事業者等第

72 号として事業を開始することとなります。 

行政書士会としては、東京会、愛知会、京都会、

新潟会に続き、全国で５番目の認証。 

取り扱う紛争分野は、日常生活に起こる身近な

トラブルで下記２項目です。 

①外国人の職場環境・教育環境に関する紛争 

②自転車事故に関する紛争 

（
平
成
１
６
年
１
０
月
１
日
発
行
） 

（
平
成
１
６
年
１
０
月
１
日
発
行
） 

表紙写真説明 －隅田八幡神社について－ 

 

欽明天皇の詔により歓請された八幡宮であり、ここに伝わる隅田八幡神社人物画像鏡(国宝・銅鏡)は、

日本最古の金石文の１つとして、国宝に指定されています。また日本史上、稲荷山鉄剣銘、江田船山鉄

刀銘と並んで、古墳時代の文字資料として重要な手がかりぼうせい鏡(中国の画像鏡を模倣して製作した

もの)となっています。 

秋には秋祭りが行われ、隅田八幡神社の秋祭りは、「プレミア和歌山」に認定されています。また、和

歌山県無形民俗文化財に指定されている秋祭りで１３基ある屋体（だんじり）のうち、毎年４基が担い

出され、勇壮に練り歩きます。 担いだんじりでは県下最大級です。 

提供者；橋本市観光協会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊開 催 日 時        平成２６年５月２４日（土） 

午後３時から４時３５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 ３６２名  この議決権数  ３６２個 

(2)本日の出席者総数 ２６２名 

（本日の出席者 ８１名 委任状によるもの１８１名） 

(3)この議決権数   ２６２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 

５．会長の表彰状授与及び記念品贈呈 

   （１）会長表彰受賞者（尾崎達千会員、宮本知生会員）

の紹介を行い、会長より各人に表彰状と記念品授与。 

  （２）永年表彰受賞者（出席者無し）欠席者（山名泰一

会員、西川惇会 員、藤島満会員、笹野千賀子会員、

五嶌幹夫会員）の紹介。 

  （３）会長感謝状受賞者（神山和幸会員、鈴木政二会員、

宮本幹也会員） 欠席者（中原満久会員）の紹介を行

い、会長より各人に表彰状と記念品授与。 

６．受賞者代表謝辞 

  受賞者を代表し、尾崎達千会員より謝辞。 

７．会員の異動報告 

８．入会者の紹介 

９．出席状況の報告 

    本日出席会員数８１名、委任状によるもの１８１名、議

決権総数２６２名であり、会員総数の過半数が出席され

ている旨の報告。 

10．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）選任。議長および副議長より就任の

挨拶。 

11．議事録作成者、議事録署名者の指名 

12．議案審議 

（イ）第１号議案「平成２５年度 事業報告承認の件」お

よび第２号議案 「平成２５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号議案は異議なく原案通

り可決承認された。 

（ロ）第３号議案 「平成２６年度 事業計画案承認の件」

および第４号議案 「平成２６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。 

（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、第５号議案は異議なく原案通り可決承認され

た。 

13．閉会の辞  池田副会長 

 

 

 

 

 

 

 

＊開 催 日 時        平成２６年５月２４日（土） 

午後２時から２時２５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  ３３９名 この議決権数  ３３９個 

    (2)本日の出席者総数 ２１２名 

   （本日の出席者６０名 委任状によるもの１５２名） 

    (3)この議決権数   ２１２個 

 

１．開会の辞   坂口幹事長 

２．支部長挨拶 笠野支部長 

３．議長、副議長の選任 

  議長に尾崎達哉会員、副議長に稲田満彦会員を選任。 

４．議事録作成者、議事録署名者の指名 

５．議案審議 

（イ）第１号議案「平成２５年度 活動経過報告承認の

件」および第２号議案 「平成２５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号議案は異議なく原

案通り可決承認された。 

（ロ）第３号議案「平成２６年度運動方針案承認の件」

および第４号議案「平成２６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。 

   (ハ)第５号議案「日本行政書士政治連盟和歌山県支部規

約一部改正案承認の件」 

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。 

６．閉会の辞  池田副支部長 



 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度第１回理事会議事録 

 

１．開催日時  平成２６年４月２１日（月） 

ＰＭ３：００～４：３０ 

１．開催場所  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、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、 

月山顧問弁護士 

〈欠席者〉武田副会長 

 

１．議案審議 

第１号議案 平成２６年定時総会への上程議案について 

①平成２５年度事業報告承認の件 

②平成２５年度決算報告承認の件（監査報告） 

③平成２６年度事業計画案承認の件 

④平成２６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案承認の件 

   採決の結果、第１号議案（①～⑤）は可決承認された。 

第２号議案  平成２６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 総会までの予算執行について 

   採決の結果、第４号議案は可決承認された。 

第５号議案 旅費規程の改正について 

   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 会報第５０号記念誌の件について（広報部より） 

   採決の結果、第６号議案は可決承認された。 

第７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７号議案は可決承認された。 

２．協議事項 

  ㈱日本政策金融公庫との覚書締結等について（業務部より） 

３．報告事項 

  ①入会について 

  ②綱紀事案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度第１回幹事会議事録 

 

１．開催日時  平成２６年４月２１日（月） 

ＰＭ１：４５～２：２５ 

１．開催場所  和歌山ビック愛 ２０１号室 

１．出 席 者 

〈支部長〉笠野義二〈副支部長〉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、﨑山栄二、尾崎達哉、 

中田さつき、浦 祐輔    以上１５名 

〈オブザーバー〉〈会計監事〉宇和譲、中畑利弘、 

〈欠席者〉武田全弘、森本芳宣 

 

１．議案審議 

 第１号議案 平成２５年度活動経過報告承認の件 

 第２号議案 平成２５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号議案は原案通り可決承 

認された。 

 第３号議案 平成２６年度運動方針案承認の件 

 第４号議案 平成２６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。 

第５号議案 日本行政書士政治連盟和歌山県支部規約一部 

改正案承認の件 

   採決の結果、第５号議案は可決承認された。 

 第６号議案 和歌山県知事選挙及び和歌山市長選挙の件 

   採決の結果、第６号議案は可決承認され、和歌山市長 

選挙については、尾花氏を推薦することに決定した。 

   また、他の候補者から推薦依頼があった場合は三役会 

議で検討をし、幹事会で諮ることになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報部より皆様へ 

 
 広報部では２年前より、「会報を web 上でご覧頂

き配布をしない」と実施しています。 

勿論、web ではご覧頂けない方と、配布を希望され

る会員に対しては従来通り配布をしています。 

 その背景にはweb Link によるURL(Address)の紹

介が多くなったこと、タブレット又はスマートフォ

ンの普及により何時でも何処でも閲覧出来ること、

会としては印刷発送にかかる経費削減となる。等の

事由によるものです。 

 今後も広報部はその骨子を曲げることなく、時代

の流れに沿い、活動して参る所存であります。 

又、近将来にはこのようなシステムではなく、情

報を共有し、ネットワークを利用した会報並びに広

報活動と変化していく事になるでしょう。 

 

 

広報部長 尾崎達哉 



 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１２月 
 １日（日） 国際交流センター主催 

外国人の為の無料相談会（和歌山市） 

       （相談員 青石、及川、岡本会員） 
 ６日（金） 近協知的資産担当者会議（吉村業務部員出席） 

 ９日（月） 広報部会 

１０～１１日 全国法規監察担当者会議（小川監察部長出席） 

１１日（水） 無料相談会 

  〃    日行連と近協各単位会との連絡会 
（笠野会長、坂口、池田各副会長出席） 

１２日（木） 入会説明会 
１２～１３日  日行連経理部会（笠野会長出席） 
１３日（金） 近協ＨＰ担当者会議（尾崎委員長出席） 

１６日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相談会 

２４日（火） 入会説明会 
２５日（水） 正副会長会議 
 
平成２６年１月 
８日（水） 無料相談会 

 ９日（木） 実務研修会 

１６～１７日   日行連理事会・賀詞交歓会 
（笠野会長、坂口副会長出席） 

１７日（金） 認定支援機関と金融機関等との意見交換会 
（鈴木業務部員出席） 

２０日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相談会 

２３日（木） 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） 
２月 

３日（月） 綱紀委員会 
 ４日（火）  正副会長会議 
１２日（水） 運輸交通業務特別委員会 

     〃     無料相談会 

１３日（木） 女性部会 
１７日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相談会           
２０～２２日 ADR 調停人講師養成研修会 

（池田 ADR 委員長、及川副委員長出席） 

２２日（土） 行政書士記念日無料相談会 
２４日（月） 近協知的資産担当者会議 (吉村業務部員出席) 
２５日（火） 入会説明会 

２５～２６日 日行連経理部会（笠野会長出席） 
２７日（木） 建設特別委員会 

 ３月 
２日（日） 近畿女性交流会(坂田部長、山西部員出席） 

相談会（田辺市）（相談員 岡本会員） 
４日（火）  総務部会 

    〃   ADR 認証取得単位会総会（池田委員長出席） 

  ６日（木） 会則改正委員会 
   〃    正副会長会議 

 ７日（金） 人権研修会 
１０日（月） 広報部会 
１２日（水） 無料相談会 
１３日（木）  監察部会 
１４日（金） 行政書士試験実施報告会 

（笠野会長、池田委員長出席） 

１７日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相談会 

   〃   業務部会 

１８日（火）  ADR 特別委員会 
１９日（水） 実務研修会 

   〃     実務研修委員会 

２０日（木） 企画部研修会 

 
 

   〃     企画部会 

２４日（月） 近協知的資産担当者会議（吉村業務部員出席） 

２５日（火） 表彰委員会 

２７日（木） ICT 特別委員会 

２８日（金）  建設白浜研修 

３０日（日） 紛争解決の新しい方式（講演会） 
４月 
４日（金）  正副会長会議 

 ７日（月） 入会説明会 

 ９日（水） 無料相談会 

１０日（木） 経理部会 

１４日（月） 会計監査 
１６日（水） 那賀支部総会（笠野会長出席） 
１８日（金） 御坊支部総会（笠野会長出席） 

２１日（月） 理事会 

   〃   女性行政書士による女性の為の無料相談会 
２３～２４日 日行連理事会（笠野会長出席） 
２５日（金） 近畿建設会議 

（西山建設委員長、中谷副委員長出席） 

２８日（月） 有田支部総会（笠野会長出席） 
   〃   入会説明会 
 
５月 
８日（木） 和歌山市支部総会（笠野会長出席） 

 ９日（金） 新東支部総会（笠野会長出席） 

１２日（月） 伊都支部総会（笠野会長、西山建設委員長、 
坂口幹事長出席） 

１４日（水） 無料相談会 

１６日（金） 田辺支部総会（笠野会長出席） 
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） 海南支部総会（笠野会長出席） 
２２日（木） 議事運営委員会 
   〃   総会前打合せ会議 
   〃   正副会長会議 

２４日（土） 定時総会 
２７日（火） 弁護士会新役員就任披露の会 

（西山副会長出席） 

２８日（水） 実務研修会 

２９日（木） 大阪会総会（笠野会長出席） 

３０日（金） 兵庫会総会（池田副会長出席） 
   〃   調査士会総会（笠野会長出席） 
３１日（土） 司法書士会総会（笠野会長出席） 
  〃   京都会総会（西山副会長出席） 
  〃   滋賀会総会（坂口副会長出席） 
 

６月 
１０日（火） 近協定例単位会会長会議（笠野会長、坂口・

西山各副会長、及川総務部長出席） 

１１日（水） 無料相談会 

１３日（金） 社労士会総会（笠野会長出席） 

１６日（月） 運輸交通業務特別委員会 

   〃   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、西

山副会長、及川総務部長、神山理事出席） 

１８日（水） 日行連議事運営委員会（西山副会長出席） 

１９～２０日  日行連定時総会 
（笠野会長、坂口、西山各副会長出席） 

２４日（火） 中小企業支援士業専門家交流会 
（坂田業務部長、鈴木部員出席） 

２６日（木） 正副会長会議 
２７日（金） 総務部会 

３０日（月） よろず支援拠点開設記念セミナー 
（坂田業務部長、鈴木部員出席） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(敬称略) 

和歌山市支部 北 井 勝 也 
 平成２５年１２月１日に登録いたしました北井勝也と申し

ます。行政書士になる前は大学の非常勤講師などをしながら日

本古典文学の研究をしておりました。業務は行政書士の専業で

すが、自由業の利点を生かして、保護司など社会のお役に立て

る活動にも並行して取り組んでいます。 

趣味は自転車で、可能な限り愛用の 

ツーリングバイクで移動する、地球に 

やさしい行政書士です。 

自らの氏のとおり、皆様の御 

「期待」にお応えできるよう精進し 

てまいります。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

和歌山市支部 宮 崎 まどか 
平成２５年６月に登録しました宮崎まどかです。 

前職は、映像制作会社勤務の後、有限会社を作って博物館等の

映像制作や グラフィックデザイン、 

イベント等の企画制作の業務をして 

いました。 

行政書士としては全くの新米です 

ので、ご指導ご鞭撻の程よろしく 

お願い申し上げます。 

 

 

 

和歌山市支部 髙 井 己依子 
昨年７月に入会致しました

髙井己依子です。 

 乾いた土を潤す雨のよう

に、とどまることなく流れる水

のように、自然にそして柔軟に、

ゆっくりと深く人々の心に浸

透していけたら、との思いを込

めて「アクア行政書士事務所」

と命名してから早や一年。 

 まだまだ日々の業務をこなすこと

に精一杯で、理想とする事務所には程遠いのが現実ですが、壁

に突き当たったり、回り道をしたりしながらも少しずつ自分の

流れを築いていきたいと思います。 

 

 

海南市支部 川 端 敏 弘 
 

熊野古道 

 私の地元海南市下津町は藤白峠を上がったところにある地

蔵峯寺から、橘本神社（みかんと菓子の神）山路王子神社（泣

き相撲）を経て急坂の拝ノ峠を越える道がありますが、この道

は世界遺産には登録されていないものの、いわゆる熊野古道の

一部です。 

 小学生のころは、この道を遠足で歩きました。当時は、その

歴史的意味は知りませんでしたし、また就職後初めて新宮に赴

任したころには那智大社に至る大門坂や那智大社から本宮大

社への大雲取越えや小雲取越えの道を歩きました。この当時も

「熊野古道」という言葉はあまり聞かなかったと記憶しており

単なる山歩きの道という感覚でした。 

 しかし、その後田辺に赴任したり再び新宮に赴任したりする

中で地元の人たちの活動によって「熊野古道」が注目を集める

ようになり、その道が「蟻の熊野詣」と呼ばれた古い歴史のあ

る道であることを知るようになりました。 

 職場の大先輩からその息子さんが学生時代に大阪から本宮

まで歩いたという話を聞いていたところ、書店で宇江敏勝さん

が監修する「熊野古道を歩く」という本を見つけたことによっ

て２０００年を過ぎたころから私は、大阪・天満の「八軒家船

着場」から熊野本宮大社を目指して歩き始めました。 

 最初のころは，毎週のように歩いたこともありましたが、休

みの日に悪天候が続いたり、自身の用事が重なったりすると何

か月も歩かないときがあったりして、結局中辺路を通って本宮

大社にたどり着くまで何年もかかりました。 

 その後も公務員を退職した２０１３年まで、田辺や新宮そし

て三重県熊野市に赴任した際に田辺から新宮までの海岸沿い

を歩く大辺路や新宮から伊勢神宮まで歩く伊勢路（熊野市から

本宮大社へ至る道も含む。）そして、果無から本宮大社までの

小辺路の一部を歩きました。 

 今後は、高野山から本宮大社までの小辺路、それに吉野から

本宮大社までの奥駆道を歩きたいと考えています。 

 高野口から慈尊院矢立を経由して高野山の大門に至る町石

道は既に歩きました。 

熊野古道を歩いたことによって、 

何が良かったのか、あるいは何かを 

得られたかと聴かれてもうまくお 

答えできません。 

しかし、私の人生において大き 

くプラスになったことは間違いあ 

りません。 

 皆さんも世界遺産登録１０周年を機に熊野古道を歩いてみ

てはどうでしょう。 

 その際、「藤白坂」「大門坂」「発心門王子から本宮大社」な

ど有名な熊野古道の一部を歩くのも良いと思いますが、なるべ

く時間を作って昔の人と同じように何回も峠を上り下りする

といった長い道中を歩いたり、古い町並みを歩いてみると新し

い人生に出会えるかも知れません。 

 お薦めは，熊野那智大社から熊野本宮大社までの雲取越えで

す。初めて歩いたときは１日で歩きましたが退職直前に歩いた

ときは途中にある「小口自然の家」で一泊しました。登り下り

がきつくてかなりしんどいですが、その分心が洗われると思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊この記事は総会に出席して頂きました新会員の中から投稿

者を抽選にて決定させて頂きました。 

  投稿して頂きました先生方々、ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

◇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） 

荒駒 一己（海南）Ｈ２５．１２．３１付    古山 隆生（御坊）Ｈ２６．２．２８付 

   島野 茂樹（新東）Ｈ２６． ３．２７付      中家 琢博（新東）Ｈ２６．３．３１付 

   鈴木 廣衛（新東）Ｈ２６． ３．３１付      佐向 康男（和市）Ｈ２６．３．３１付 

   竹中 正雄（田辺）Ｈ２６． ３．３１付      坂本 和男（那賀）Ｈ２６．３．３１付 

清水 邦彦（田辺）Ｈ２６． ３．３１付     山﨑 弘嗣（新東）Ｈ２６．４．２１付 

上嶋 博雄（伊都）Ｈ２６． ６．１２付      廣瀬 泰弘（和市）Ｈ２６．６．３０付 

 

氏   名   長岡 寛起 

所属 支部   那賀支部 

入会年月日  平成 25 年 12 月 1 日 

事 務 所    岩出市清水 

氏   名   北井 勝也 

所属 支部   和歌山市支部 

入会年月日  平成 25 年 12 月 1 日 

事 務 所    和歌山市直川 

氏   名   西田 光作 

所属 支部   御坊支部 

入会年月日  平成 25 年 12 月 15 日 

事 務 所    御坊市湯川町財部 

氏   名   牛居 裕壱 

所属 支部   有田支部 

入会年月日  平成 26 年 2 月 15 日 

事 務 所    有田郡湯浅町湯浅 

氏   名   太田  光 

所属 支部   和歌山市支部 

入会年月日  平成 26 年 4 月 2 日 

事 務 所    和歌山市園部 

氏   名   後藤 数馬 

所属 支部   和歌山市支部 

入会年月日  平成 26 年 4 月 15 日 

事 務 所    和歌山市三番丁 

氏   名   大田 政人 

所属 支部   御坊支部 

入会年月日  平成 26 年 4 月 2 日 

事 務 所    御坊市野口 

氏   名   萩原  智 

所属 支部   新東支部 

入会年月日  平成 25 年 12 月 15 日 

事 務 所    新宮市井の沢 



 

 

 

 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

┏┏┏┏┏┏  

┏┏┏┏┏    ホームページ掲載案件について 

┏┏┏┏ 

┏┏┏    【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。】 

 

産業廃棄物許可業者による一般廃棄物（家庭ごみ）の無許可回

収の注意喚起について（26 年 5月） 

 

現在、産廃許可業者が一般廃棄物処理業の許可を得ず、産廃

の許可番号を表示して、「不用品回収」と称し、一般家庭向け

に、ごみ回収の宣伝をしているケースが全国的に多く見られま

す。これは一般廃棄物の無許可収集運搬にあたり、産廃許可の

取り消し要件や、最高刑５年以下の懲役、３億円以下の罰金の

対象となりうる犯罪です。 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部によりますと、一

般廃棄物の収集の許可が必要であることを知らずに、産廃の新

規・更新申請のみを行政書士に依頼し、結果として無許可で一

般廃棄物の収集運搬を行っている業者もあるとのことでした

ので、各単位会におかれましては、行政書士が違法行為に加担

する事案が発生しないよう、顧客である業者の業務内容の把握

に努めることについて、所属会員へ注意喚起を行っていただき

たく、ご協力をお願いいたします。 

 

金融庁からの｢経営者保証に関するガイドライン」の活用に係

る参考事例集について（26 年 6月） 

 

「経営者保証に関するガイドライン」については、すでに平

成２６年１月１６日付け日行連発第１２１０号にて周知依頼

をしておりますが、今般の参考事例集は、金融機関等によるガ

イドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイド

ラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企

業等にとっても思い切った事業展開や早期の事業再生等の取

組みの参考となること、さらには、その他の経営支援の担い手

が行う経営支援の一助となることを期待して作成されたもの

です。 

つきましては、中小企業支援の専門家としての行政書士のさ

らなる経営支援能力の向上に役立てていただくよう、本参考事

例集を会員各位にご周知いただきたくよろしくお願いいたし

ます。 

 

＜金融庁 HP＞ 

http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140604-2.html 

 

「サイバー法人台帳 ROBINS」への確認者登録のご案内 

（26 年 7月） 

 

日本行政書士会連合会では、一般財団法人日本情報経済社会

推進協会（以下、「JIPDEC」とします。）が運営する「サイバー

法人台帳 ROBINS」（以下、「ROBINS」とします。）における「確

認者」に行政書士が登録することが国民利便に資することにな

るとの観点から、同協会と協力し、会員各位のROBINS への登

録を推奨いたしております。 

つきましては、ROBINS の概要を下記にご案内いたしますの

で、同システムをご理解いただいたうえ、確認者としての登録

を検討くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

＜ROBINS 公式サイト＞ 

http://robins-cbr.jipdec.or.jp/index.html 

 

＜日行連中央研修所研修サイト＞ 

https://gyosei.informationstar.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

毎年 10 月の行政書士広報月間において、和歌山市支

部では和歌山県・和歌山市・和歌山県警等に訪問をおこ

なっています。 

またニュース和歌山への広告掲載、ラジオ放送による

広告などもおこなっています。 

特に和歌山市役所への訪問については、市庁会議室に

おいて和歌山市長以下、各関係部署の課長など大勢の責

任者の方に集まっていただいて、事前に会員より収集し

た行政書士会からの質問・要望などに応えていただいて

います。 

今年、新しい尾花市長との面会も楽しみですが、今後

もこの訪問が形骸化することなく有益なものとして継

続できるよう努力を重ねていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原稿提供 岩橋靖子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

和歌山市支部 会員数 150 名 


