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祐輔 さん

は一応承認をされました。しかしながら、これだけ
世界が不安定である以上、日本だけが繁栄できるの
は最早不可能であります。
戦後７０年という節目の年であり、また和歌山県に

新春に想う

あっては「紀ノ国わかやま国体・紀ノ国わかやま大会」
が開催される年でもあり、更には高野山開創１２００
年という記念すべき年でもあります。西暦２０１５年、

会員の皆様には輝かしい新年を
お迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は皆様にとってどのような年だったでしょ
うか？
私達の日本の経済状況、安全保障に関しては個人
差はあれども、大方は把握しているのではないでし
ょうか？
特に安全保障は我が国にとって最重要課題と言
えると思います。平和な社会であることが、我々の
行政書士業務も行えるのであって、不安定社会では
色々な障害によって阻害され、依頼者である国民の
利益に資する事は難しくなります。
また、経済状況にも左右されることは論を待たな
いことも言えると思います。
昨年末の衆議院議員総選挙により、アベノミクス

平成２７年が和歌山県にとって、また我々和歌山会に
とってよりよい年であることを祈念し、最後になりま
したが会員皆様のご健勝、ご多幸、ご繁栄を心から願
うものであります。

２日（木）
〃
４日（土）
平成２６年７月
１日（火） 近畿地方協議会引継ぎ（笠野会長、
坂口・西山各副会長、及川総務部長出席）
４日（金） 理事会
９日（水） 業務部会
〃
無料相談会
１１日（金） 行政書士試験説明会（笠野会長、
池田試験委員長、事務局職員出席）
１４日（月） 大阪府行政書士会新会館完成披露祝賀会
（笠野会長出席）
１５日（火） 企画部会
１６～１７日 日行連理事会（笠野会長出席）
１８日（金） 女性部会
２２日（火） 建設特別委員会
２３日（水） 広報部会
２４日（木） 日行連新会館取得検討委員会
（笠野会長出席）
２８日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相談会
〃
近協知的資産担当者会議（吉村業務部員出席）
２９日（火） 企画部研修会
３０日（水） 実務研修会
３１日（木） 入会説明会
８月
８日（金）
〃
１８日（月）
１９日（火）
２５日（月）
９月
１日（月）

２９日（月）
１０月
１日（水）
〃

実務研修会
広報月間（那賀、和歌山市各支部）

〃
８日（月）
１０日（水）
１２日（金）
〃
〃
１９日（金）
２０日（土）
〃
２２日（月）
〃
２５日（木）
２６日（金）

７日（火）
８日（水）
〃
９日（木）
１０日（金）
〃
１１日（土）
１６日（木）
１８日（土）
２０日（月）
〃
２１日（火）
〃
２２日（水）

２３日（木）
正副会長会議
建設特別委員会総会
女性行政書士による女性の為の無料相談会
広報部会
近協女性行政書士担当者会議
（坂田女性部会長、神﨑同副部会長出席）
業務部・申請取次行政書士管理委員会
合同会議
実務研修会・実務研修委員会
専門士業理事会（笠野会長、坂口副会長出席）
ADR 特別委員会
試験委員会
正副会長・支部長・部長合同会議
中村利雄氏 黄綬褒章受賞祝賀会
（笠野会長出席）
八青会無料相談会（浦支部長出席）
女性部会
無料相談会
入会説明会
日行連会長会（笠野会長出席）
近協建設担当者会議
（西山建設委員長、中谷同副委員長出席）
人権研修会
業務部会
企画部研修会
女性行政書士による女性の為の無料相談会
近協会長会議（笠野会長、坂口副会長、
及川総務部長出席）
入会説明会
近協 HP 担当者会議
（尾崎 ICT 委員長、中島同副委員長出席）
行政書士 ADR センター和歌山運営委員会

３日（水）
〃
４日（木）
〃
５日（金）
６日（土）

６日（月）
〃

２４日（金）
２８日（火）
２９日（水）
〃
３０日（木）
〃
〃
〃

近協知的資産担当者会議
（吉村業務部員出席）
広報月間（有田支部）
梅林真五氏 黄綬褒章受章祝賀会
（笠野会長出席）
試験委員会
日行連自動車登録ＯＳＳセンター構想に
係るＤＶＤ研修会
広報月間（海南、田辺各支部）
電話無料相談会
広報月間(伊都、田辺、新東各支部)
広報月間（海南支部）
正副会長会議
広報月間（御坊支部）
街頭無料相談会
金融庁の業務説明会（鈴木業務部員出席）
経評等の受付事務集中研修会
（坂田業務部長出席）
女性行政書士による女性の為の無料相談会
県技術調査課との話し合い（西山建設委員長、
髙川・中谷同副委員長出席）
行政書士試験事前説明会
一日合同行政相談会
（田辺市：中田支部長出席）
日本政策金融公庫和歌山支店・田辺支店との
調印式（笠野会長、及川総務部長、
坂田業務部長出席）
一日合同行政相談会
（和歌山市：岩橋副支部長出席）
中間監査
ICT 特別委員会
中小企業創業支援セミナー
（神山業務部担当理事出席）
監察部会
専門士業よろず無料相談会
（中島会員、神山会員出席）
一日合同行政相談会
（橋本市：加藤支部長出席）
日行連経理部会（笠野会長出席）
行政書士試験事前説明会

１１月
５～６日
日行連理事会（笠野会長出席）
９日（日） 行政書士試験
１０日（月） 正副会長会議
１１日（火） 監察部官公署への陳情（岩出、橋本市等）
〃
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
（及川申取委員長出席）
１２日（水） 無料相談会
〃
和歌山市長への挨拶（笠野会長出席）
〃
近協運輸担当者会議（上野運輸委員長、
福島同副委員長出席）
１５日（土） 専門士業ゴルフコンペ
１７日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相談会
１８日（火） 女性部会
２１日（金） 近協全体会議（笠野会長、
坂口・西山・武田各副会長、及川総務部長、
中田支部長出席）
２５日（火） 県情報政策課との話し合い
（笠野会長、尾崎 ICT 委員長、
中島同副委員長、玉置同委員出席）
２７日（木） 理事会
２８日（金） 実務研修会
〃
入会説明会

「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布につい
て（国交省 HP）
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000291.html

平成 26 年 11 月 5 日に、既に当会ホームページに掲載済みです
が、平成 27 年 4 月 1 日施行により、下記掲載事項について、
再度ご確認のお知らせ致します。
❶「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の交付について
建設業法施行規則の一部改正
➀ 許可申請書等の様式の見直し (国交省 HP 添付資料参照)
➁ 許可申請書等の閲覧対象の限定
個人情報が含まれる書類が閲覧対象から除外。
➂ その他建設業の許可に関する事務の見直し
ア 都道府県における大臣許可業者の許可申請書等の閲覧
が廃止されるため、国土交通大臣に提出する書類部数
は、正・副各一通に限定。従たる営業所のある都道府
県の数分の写しは不要。
イ 一般・特定建設業許可に際し必要な営業所専任技術者
の要件を満たすことを証することができる書類として、
「監理技術者資格者証の写し」を追加する。
➃ 一般建設業の営業所専任技術者(＝主任技術者)の要件の
見直し (職業能力開発促進法による技能検定）
ア 型枠施工の試験合格者等を大工工事業の主任技術者の
要件に追加する。
イ 建築板金(ダクト板金作業)の試験合格者等を管工事業
の主任技術者の要件に追加する。
ウ コンクリート積みブロック施工、スレート施工及びレ
ンガ積みの廃止に伴い、主任技術者の要件から削除。
➄ 施工体制台帳の記載事項等の見直し
ア 公共工事について施工体制台帳の作成範囲が拡大し、
一般建設業者も作成主体となることに伴い、記載事項に
元請建設業者が置く主任技術者の氏名等を追加する。
イ 施工体制台帳の記載事項及び再下請通知を行うべき事
項として、外国人建設就労者の従事の有無及び外国人
技能実習生の従事の有無を追加する。
➅ 経営事項審査の客観的事項の見直し
品確法の改正により、発注者が、若年の技術者、技能労働
者等の育成及び確保の状況を審査・評価するよう努めるこ
ととされたことに伴い、経営事項審査の客観的事項に「若
年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」を追加
する。
➆ 建設業者団体の届出制度の見直し
建設業者団体は、建設工事の担い手の育成及び確保その
他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合に
は、当該取組の内容を国土交通大臣に届け出ることがで
きることとし、国土交通大臣は当該取組が促進されるよ
う必要な措置を講ずるものとする。
➇ 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正並び
に解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
改正法の施行に伴い、登録申請書の記載事項等の対象と
なる「役員」の定義の拡大や、役員の略歴書を簡素化す
るため、略歴欄を削除し、
「住所、生年月日等に関する調
書」とする。

❷ 経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について
品確法改正を踏まえた経営事項審査見直しについて
➀ 若年の技術職員(35 歳未満)の育成及び確保の状況の評価
ア 若手の技術職員の育成・確保に継続的に取組んできた
建設業者を評価対象。
経営事項審査の「その他(社会性等)の審査項目」(Ｗ)
において、技術職員名簿に記載された 35 歳未満の技術
職員数が、技術職員名簿全体の 15％以上の場合。
イ 審査対象年度において若手の技術職員を育成し、確保し
た建設業者を評価対象。
経営事項審査の「その他(社会性等)の審査項目」(Ｗ)
において、新たに技術職員名簿に記載された 35 歳未満
の技術職員数が、技術職員名簿全体の 1％以上の場合。
※ ア、イにおいて要件を満たすことにより、各１点
最大２点の加点。
➁ 評価対象とする建設機械の範囲を拡大
新たに評価対象とする建設業者が保有・リースしている機
械のうち、災害時の復旧対応に使用されるもの並びに定期
検査により保有・稼働確認ができるものとして。
ア 移動式クレーン（ つり上げ荷重 3ｔ以上）
イ 大型ダンプ車（車両総重量 8ｔ以上又は最大積載量 5ｔ
以上で事業の種類として建設業を届け出、表示番号の指
定を受けているもの）
ウ モーターグレーダー（自重が 5ｔ以上）
※ 建設機械の保有状況を経営事項審査の「その他(社会性
等)の審査項目」(Ｗ)にて評価。これまで通り機械１台
保有につき１点の加点。合計で最大 15 点(現状維持)ま
で評価。
➂ 災害時における工事の実施体制の確保の状況については、
現在の評価を継続
経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000292.html

(国交省 HP）

平成２６年度第２回幹事会議事録

平成２６年度第２回理事会議事録

１．開催日時

平成２６年７月４日（金）PM3:00～3:15

１．開催日時

平成２６年７月４日（金）PM3:30～4:25

１．開催場所

和歌山ビック愛８Ｆ

１．開催場所

和歌山ビック愛８Ｆ

８０１号室

１．出 席 者

８０１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

〈会

〈幹事長〉坂口導功〈副幹事長〉及川成昭

〈副会長〉坂口導功、西山悦雄、池田卓司

〈幹

〈理

事〉加藤達哉、小川廣行、青石裕之、石倉督斗、

長〉笠野義二

事〉加藤達哉、小川廣行、神﨑さおり、青石裕之、

坂田初美、髙川泰延、森本芳宣、﨑山栄二、

及川成昭、神山和幸、坂田初美、髙川泰延、

尾崎達哉、中田さつき、浦祐輔

中島正樹、中畑利弘、前島宏俊、森本芳宣、

以上１６名

〈オブザーバー〉〈会計監事〉中畑利弘

宮本幹也、﨑山栄二、早田博昭、尾崎達哉、

〈欠席者〉武田全弘

尾崎達千、中田さつき、浦祐輔

１．議案審議
第１号議案

〈オブザーバー〉石倉督斗監事、和田敏夫監事
本年度の事業方針について

〈欠席者〉武田副会長、宇和副会長、森田理事、

採決の結果、第１号議案は異議なく原案通り可決承認
された。
第２号議案

以上２３名

月山顧問弁護士
１．議案審議

和歌山県知事選について

第１号議案

役員賠償責任保険契約について

採決の結果、異議なく、仁坂知事を推薦することに決

採決の結果、第１号議案は、条件面を確認してから次

定した。

回の理事会で再度上程する事とした。
第２号議案

行政書士広報月間について

採決の結果、第２号議案は異議なく可決承認された。
第３号議案

㈱日本政策金融公庫との覚書締結について

採決の結果、第３号議案は異議なく原案通り可決承認さ
れた。
第４号議案

戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書運用
規程の一部改正について

＊＊

編 集 後 記

＊＊

採決の結果、第４号議案は異議なく原案通り可決承認さ
れた。

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。
おかげをもちまして、昨年は記念号となる５０号

第５号議案

近畿地方協議会担当者会議について

採決の結果、第５号議案は異議なく可決承認された。
２．報告事項

を発行することができました。この節目となる本誌

①住宅セーフティネット基盤強化推進事業の実施について

の発行に携わることができ、誠に感無量であります。

②退会者の未納会費の件について

その節目を越えたからこそ、これからの本誌作り
に思いを致さねばなりません。

③本部機能移転について
④行政書士試験について

本誌は会員の皆様に本当に役立つ情報を発信して

⑤綱紀事案について

いるのか？皆様は本誌に何を求めておられるのか？

⑥会則改正の件について

今だからこそ、私ども広報部は検討を重ねてまいり

⑦改正行政書士法成立のご報告とお礼

ます。
会員の皆様も、どうかご意見等お寄せいただけれ
ば幸いです。
広報部 神山和幸

◇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

所属

西川

支部

浩司

氏

名

幸子

和歌山市支部

所属

入会年月日

平成 26 年 7 月 15 日

入会年月日

平成 26 年 9 月 1 日

事

所

和歌山市関戸

事

所

田辺市東陽

名

沼崎

氏

名

堀

務

氏

健一

支部

山本

務

宏次

和歌山市支部

所属

入会年月日

平成 26 年 9 月 15 日

入会年月日

平成 26 年 11 月 15 日

事

和歌山市新中島

事

橋本市菖蒲谷

所属

◆退 会 者

支部
務

所

支部

田辺支部

務

所

伊都支部

（敬称略）

（廃業者）
長岡

正親（和市）Ｈ２６．

８．３０付

宮﨑まどか（和市）Ｈ２６．

９．３０付

伊澤

新朔（和市）Ｈ２６．９．１９付
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訃

報

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
和歌山市支部

寺田

憲治

平成２６年

田辺支部

廣畑

一夫

平成２６年１０月３１日逝去

８月

２日逝去

去る、平成２６年１０月２２日、和歌山県行政書士会と日本政策金融公庫和歌山支店及び田辺支店との間で中
小企業支援に関する覚書を締結しました。
日本政策金融公庫和歌山支店の加納支店長は「業務提携の絆を強めることで、よりお客様の利便性を図ったス
ムーズな経営支援につながる」
、笠野会長は「顧客のニーズに基づき、全力で支えようと業務に当たっている。締
結はとても意義のあること」と、今後より一層の協力体制を強調し、中小企業向けのセミナー・相談会への講師
派遣、個別企業からの相談対応、相互理解を深めるための定期的な情報交換などを行う予定です。

本年度も下記のとおり街頭無料相談会を開催致しました。本相談会は、毎年１０月に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っております。
記
＜日

時＞

平成２６年１０月１１日（土）

＜会

場＞

わかちか広場（ＪＲ和歌山駅前地下）

＜相談員＞

午後１時～午後４時

会長はじめ全１１名

＜相談内容・件数＞

相続・遺言関係
成年後見関係
不動産関係

５件
１件
１件

合

７件

計

【表紙 Photo 説明】
熊野那智大社は、那智山青岸渡寺とともに熊野信仰の中心地として栄華を極め、古来より蟻の熊野詣
と呼ばれ多くの人々の信仰を集めました。今なお多くの参詣者が訪れている熊野三山の一つです。
境内には樹令約８５０年の大楠が茂り、毎年７月１４日に那智の火祭が行われています。
２００４年７月にユネスコの世界文化遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として登録され、今年
が１０周年記念の年であります。

(原稿提供者；那賀支部幹事 尾和弘一）
１０月１日の「法の日」にちなみ那賀支部では、過去２回（２年間）に
亘り「行政書士無料相談会」を岩出市地区公民館（駅前）にて開催しま
した。
事前に「公報いわで iwade」
「和歌山新報」等で宣伝し、広く市民の
皆様に相続・会社設立・農転・交通事故等で困っている人のために活動
をしております。

各会員（８名）の協力もあり、過去の相談件数も増加して
おります。
相談内容は、親族間のトラブル相続、成年後見人等々でした。
まだまだ、行政書士会はどんなことを業務としているのかご
存じない人も多々ありますが、
「気楽に相談できる」那賀行政
書士会として、依頼者の立場に立って行政との手続きか出来
ますよう、今後も継続して活動したいと考えております。
尚、会場は減免申請を行い、無料で使用しております。

支部親睦旅行に参加の皆さん。
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(原稿提供者；伊都支部長 加藤達哉）
当支部の主な行事といたしましては、支部総会に始まり、キャラバン広報活動を開催しております。
キャラバン広報活動では、各関係機関の市長・町長・振興局長・警察署長等に直接、行政書士広報のポスターを手渡し、行政書
士制度ＰＲ及び非行政書士の排除に向けての陳情をしております。
「関係機関のトップに対して陳情できるのも、伊都支部会員である和歌山県議会議員の門三佐博先生が、行政書士会伊都支部
が陳情に訪問する事に対してお声掛け戴いているお蔭です。」
また、８年ほど前から開始しました、広報月間に合わせた無料相談会についてですが、当初の１～２年は周知不足で、ご相談
もゼロ等の年も続きましたが、近年になり、周知されてき、更に橋本市役所市民課とのタイアップなども取り付けて、年々相談
件数が増えてきております。
昨年は、７～８件ありました。 当初に比べれば、一歩一歩、着実に実績が上がってきております。
なかなか、会の活動への参加人数が少ないため、苦労しておりますが少ない人数なりに会員間の懇親をはかるためにも、総会後
の懇親会や忘年会などを、開催するように工夫しております。
☆「平成２７年４月に開催される統一地方選挙の和歌山県議会議員選挙に、伊都郡より選出の門 三佐博先生が出馬されず勇退
されることになりました。
１０期連続当選・任期４０年は、和歌山県議会史上初の記録です。
行政書士会も、議員在職期間において請願や陳情等でも、お世話になっており上記記載にもあるように、伊都支部も大変お世話
になっております。
勇退の記念式典として、５月に橋本市「ゆの里」という天然温泉で宿泊施設も併用した会場にて、お祝いの式典（会費制）を
準備しております。
他支部の会員の皆様にも、ご案内します。ご参加を心よりお待ちしております。
記念式典 参加会費８，０００円予定
（税込・懐石料理・飲み放題・温泉付き）
支部便りは、各支部担当持ち回りとしています。
宿
泊７，０００円予定
次回 52 号は、新東支部と田辺支部の予定にし
（税込・シングル若しくはツイン予定）

ておりますので、ご協力の程宜しくお願い申し
上げます。

