橋杭岩（和歌山県東牟婁郡串本町）撮影；新東支部 二河田 浩之

会員の皆様には行政書士業務に精励されている
ことと存じます。
さて、早いもので年明けから９ヶ月が立とうとし
ています。
しかし昨今、日本列島に大きな被害をもたらす災
害が襲ってきています。
過日の台風２１号での被害はどうだったでしょ
うか。
被害に遭われた会員の皆様には心よりお見舞い
申し上げます。
今後、被害を想定して普段の生活を維持する為に
は準備をすることが必要不可欠な時代になってき
ています。
特に停電による事態は我々行政書士業務に多大
なる被害が考えられます。
しかしながら今回の台風で顕著だったのが広範
囲に亘る停電でありました。
また北海道の地震に見られた被害も北海道全域、
約２９５万戸の停電でした。

日本に於ける現在社会では電気は必要不可欠な
エネルギーであります。
やはり賛否はありますが原発の再稼働を急ぐべ
きであるのは当然と言うべきである。
南海トラフによる大地震の発生により、和歌山県
の被害は重大なる結果をもたらすと、ある意味警告
のように報道されていますが、これも常時準備せね
ばと考えていても、日常の生活に追われているのが
実情であり、悩ましい限りである。
会員の皆様には日常の業務の中で工夫をして頂
き、今後益々ご健勝でご活躍されることお祈り申し
上げます。

１５日（金）

社労士会総会（笠野会長出席）

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）

正副会長会議

〃

専門士業団体連絡協議会総会（笠野会長、
坂口・西山・池田・尾崎・及川各副会長出席）

平成３０年４月
４日（水）

空き家対策の意見交換会

２１～２２日

日行連定時総会
（笠野会長、坂口副会長、尾崎副会長出席）

（笠野会長、坂口・及川各副会長、髙川業務部
長、神山総務部長出席）
１１日（水）

無料相談会

１３日（金）

経理部会

１６日（月）

女性行政書士による女性の為の無料相談会

１７日（火）

入会説明会

１８～１９日

日行連理事会（笠野会長出席）

２２日（日）

ＯＳＳ申請業務及び丁種封印制度の研修会

２４日（火）

会計監査

２６日（木）

理事会

２７日（金）

２６日（火）

入会説明会

２８日（木）

総務部会

〃

監察巡回の事前訪問（宮本監察部長、﨑山
部員、角田支部長出席）

７月
１０日（火）

女性部会

〃

無料相談会

〃

専門士業団体連絡協議会の引継
（太田理事出席）

那賀支部総会（笠野会長出席）

５月
９日（水）
１０日（木）

無料相談会

〃

和歌山市支部総会（笠野会長出席）
弁護士会新役員就任披露の会
（池田副会長出席）

１１日（金）
１５日（火）

新東支部総会（笠野会長出席）
平成３０年春の黄綬褒章伝達式及び記念品贈

１３日（金）

実務研修会

１８日（水）

企画部会

１８～１９日

日行連理事会（笠野会長出席）

２０日（金）

理事会

２３日（月）

女性行政書士による女性の為の無料相談会

２５～２６日

全国広報担当者会議（中島広報部長出席）

２９日（日）

特定行政書士研修（１日目）

３０日（月）

入会説明会

呈式（笠野会長出席）
１６日（水）

入会説明会

１７日（木）

海南支部総会（笠野会長出席）

１８日（金）

田辺支部総会（笠野会長出席）

１９日（土）

丁種封印研修会

〃
２１日（月）

司法書士会総会（坂口副会長出席）

〃

有田支部総会（笠野会長出席）

２２日（火）

女性行政書士による女性の為の無料相談会

〃

議事運営委員会

８月
１日（火）

専門士業理事会・幹事会
（笠野会長、坂口副会長、太田理事出席）

３日（水）

試験委員会

〃

建設特別委員会

４日（土）

特定行政書士研修（２日目）

６日（月）

広報部会

７日（火）

近協知的資産担当者会議
（吉村業務部員出席）

総会前打合せ会議

２３日（水）

御坊支部総会（笠野会長出席）

２４日（木）

伊都支部総会（笠野会長出席）

２５日（金）

本会定時総会

２６日（土）

滋賀会総会（西山副会長出席）

２９日（火）

大阪会総会（及川副会長出席）

〃
３１日（木）

不動産鑑定士協会総会（尾崎副会長出席）

〃

兵庫会総会（尾崎副会長出席）
社会を明るくする運動和歌山県推進委員会

〃

和歌山県と空き家問題の話し合い
（笠野会長、池田副会長、髙川業務部長出席）

８日（水）

無料相談会

９日（木）

暴力団等排除対策委員会

〃

正副会長会議

１０日（金）

ＩＣＴ特別委員会

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）

ＡＤＲ特別委員会及び行政書士ＡＤＲセン
ター和歌山運営委員会

（池田副会長出席）
６月
４日（月）

日行連経理部会（笠野会長出席）

３１日（金）

近協ＨＰ担当者会議
（尾崎ＩＣＴ委員長、中島同副委員長出席）

近協知的資産担当者会議
（吉村業務部員出席）

５日（火）

ＯＳＳ説明会（十川運輸委員長、中原・高井
各副委員長出席）

７日（木）

近協定例単位会会長会議
（笠野会長、坂口・及川各副会長出席）

１３日（水）
〃

２３～２４日

無料相談会
総務部会

〃

近畿建設担当者会議（中谷建設副委員長出席）

＊開催日時

平成３０年５月２５日（金）
午後３時００分～４時４８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
３４９名
この議決権数 ３４９個
（２）本日の出席者総数 ２４３名
（本日の出席者６３名 委任状による者１８０名）
（３）この議決権数
２４３個

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３０年度事業計画案承認の件およ
び第４号議案 平成３０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。
13. 閉会の辞
坂口副会長

＊開催日時

１．黙 祷
２．開会の辞
及川副会長
３．会長挨拶
４．和歌山県知事祝辞
仁坂吉伸知事
５．表彰状授与
黄綬褒章受章者（笠野義二会員）の紹介を行い、及川
表彰委員長より記念品が贈呈された。
藍綬褒章受章者(清水俊跋会員)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（太田光会員、北
井勝也会員、出羽勝治会員）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（坂田初美会員、田林茂和会員、中川
一義会員）欠席者（中平良基会員、清水愼一郎会員）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。
会長感謝状受賞者（髙井己依子会員、室谷和男会員、
大田政人会員、山本幸子会員）欠席者(十川みどり会員)
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、北井勝也会員より謝辞。
７．会員の異動報告
８．新入会者の紹介
９．出席状況の報告
本日出席会員数６３名、委任状によるもの１８０名、
議決権総数２４３名であり、司会者より会員総数の過半
数が出席されている旨の報告。
10．議長、副議長の選任
議長に尾和弘一会員（那賀支部）、副議長に稲田満彦会
員（和歌山市支部）が選任された。
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２９年度事業報告承認の件および
第２号議案 平成２９年度決算報告承認の件（監査報
告を含む）

平成３０年５月２５日（金）
午後２時００分～２時２０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
３３２名
この議決権数 ３３２個
（２）本日の出席者総数 ２０４名
（本日の出席者４７名 委任状による者１５７名）
（３）この議決権数 ２０４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、副議長に神山和幸会員が選任さ
れた。
４．議事録作成者、議事録署名者の指名
５．議案審議
第１号議案 平成２９年度活動経過報告承認の件
第２号議案 平成２９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３０年度運動方針案承認の件
第４号議案 平成３０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。
６．閉会の辞
西山副支部長

平成３０年度第１回理事会議事録
１．開催日時
平成３０年４月２６日（木）PM3:00～4:30
２．開催場所
和歌山ビッグ愛２Ｆ ２０１号室
３．出 席 者 <会 長> 笠野義二
<副会長> 坂口導功、西山悦雄、池田卓司、尾崎達哉、
及川成昭
<理 事> 加藤達哉、尾和弘一、神﨑さおり、青石裕之、太
田 光、神山和幸、北井勝也、坂田初美、鈴木政二、髙川
泰延、中島正樹、中原満久、 前島宏俊、森本芳宣、宮本
幹也、中田さつき、出羽勝治、浦 祐輔
以上２４名
<オブザーバー> 石倉督斗監事、岩橋靖子監事、森田弁護士
<欠席者>
中畑利弘、角田賢治、各理事
４．議案審議
第 1 号議案 平成３０年度定時総会の上程議案について
①平成２９年度事業報告承認の件
②平成２９年度決算報告承認の件
③平成３０年度事業計画案承認の件
④平成３０年度予算案承認の件
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３０年表彰受賞候補者推薦の承認ついて
総務大臣表彰には森本芳宣会員、日行連会長表彰には加藤
達哉、石倉督斗、笹野千賀子の各会員を推薦、会長表彰に
は太田 光、北井勝也、出羽勝治の各会員を、永年表彰に
は中平良基、坂田初美、田林茂和、速水愼一郎、中川一義
の各会員、感謝状受賞は髙井己依子、十川みどり、室谷和
男、大田政人、山本幸子の各会員を推薦。
第３号議案 議事運営委員の選任について
和歌山市支部の中畑理事、北井理事、太田理事を選任。
第４号議案 総会までの予算執行について
４月１日から総会で新年度予算が承認されるまでの間、通
常の予算執行に関して理事会で承認した。
第５号議案 企画部部員・ICT 特別委員会委員委嘱について
企画部員に和歌山市支部の金川雄一会員、ICT 特別委員会
委員に那賀支部の中谷智也会員、海南支部の喜多良樹会員、
和歌山市支部の柳小美智会員を補充した。
第６号議案 女性部会員の委嘱について
女性部の部会員に和歌山市支部の柳小美智会員を補充した。
第７号議案 表彰委員会委員の委嘱について
表彰委員会委員に和歌山市支部の神山和幸会員を補充。
第８号議案 会員の権利停止の復活について
笠野会長が、会員との裁判で、会員権停止に対する仮処
分申し立てについて大阪高裁に保全抗告をした結果、当該
仮処分決定を取り消すとの決定がなされ、確定した。権利
停止処分が約８カ月で止まったままで、残り１０カ月をど
のように取り扱うかについて検討していただきたいと説明。
＜森田弁護士＞
法理論的に、新たに権利停止処分を打つのは二重の処罰
に当たる可能性があるなどの問題があり、権利停止処分の
復活は困難ではないかと考えている。
笠野会長の要望で全員が意見を述べ、今後の方針として
は弁護士事務所の見解を受け入れることで一致した。笠野
会長が、この問題にはこれで終止符を打ちたいと述べ、
採決の結果、第８号議案は異議なく可決承認された。

平成３０年度第２回理事会議事録
１．開催日時
２．開催場所
３．出 席 者

平成３０年７月２０日（木）PM2:45～4:10
ルミエール華月殿 ５階「加賀」
<会 長> 笠野義二
<副会長> 坂口導功、
西山悦雄、池田卓司、尾崎達哉、及川成昭

<理 事> 加藤達哉、尾和弘一、神﨑さおり、青石裕之、太
田光、坂田初美、中島正樹、中原満久、中畑利弘 前島宏俊、
森本芳宣、宮本幹也、角田賢治、中田さつき、出羽勝治、
浦 祐輔
以上 ２２名
<オブザーバー> 石倉督斗監事、岩橋靖子監事、
月山顧問弁護士
<欠席者> 神山和幸、鈴木政二、北井勝也、髙川泰延各理事
４．議案審議
第１号議案 市町村等への会員名簿掲示板設置について
この理事会で基本的な承認をしたうえで会長に一任するこ
ととし、採決の結果、異議なく可決承認された。
第２号議案 広報月間に向けての各支部活動について
今年の広報月間でＬ字型掲示板の設置状況について各支部
に調査をお願いする。採決の結果、可決承認された。
５．協議事項
①法教育の実施実現に向けての調査について
②災害における被災会員への対応について
本会の慶弔規程に、給付金の支給など災害に関する規程を
盛り込むことで総務部が内容等を検討する。

平成３０年度第１回幹事会議事録
１．開催日時
平成３０年４月２６日（木）PM2:00～2:25
２．開催場所
和歌山ビッグ愛２Ｆ ２０１号室
３．出 席 者
<支部長> 笠野義二 <副支部長>西山悦雄、
尾崎達哉 <幹事長> 坂口導功 <副幹事長>及川成昭
<幹事> 加藤達哉、尾和弘一、青石裕之、神山和幸、坂田初美、
中島正樹、森本芳宣、中田さつき、浦祐輔 以上 14 名
<オブザーバー> <会計監事>
前島宏俊、宮本幹也
＜欠席者＞ 池田卓司副支部長、角田賢治幹事
４．議案審議
第 1 号議案 平成 29 年度活動経過報告承認の件
第２号議案 平成 29 年度決算報告承認の件（監査報告）
第 1 号、第２号議案ともに異議なく可決承認された
第３号議案 平成 30 年度運動方針案承認の件
第４号議案 平成 30 年度予算案承認の件
第３号、第４号議案ともに異議なく可決承認された
第５号議案 和歌山県知事選挙及び和歌山市長選挙の件
12 月予定の和歌山県知事選挙立候補予定者の仁坂吉伸氏
と 7 月の和歌山市長選挙立候補予定者の尾花正啓氏を推
薦したいと説明。採決の結果、原案通り可決承認された
第６号議案 行政書士法改正の重要項目について承認

平成３０年度第２回幹事会議事録
１．開催日時
平成３０年７月２０日（木）PM2:00～2:13
２．開催場所
ルミエール華月殿５階「加賀」
３．出 席 者 <支部長> 笠野義二 <副支部長>池田卓司、
西山悦雄、尾崎達哉 <幹事長> 坂口導功 <副幹事長>
及川成昭 <幹 事> 加藤達哉、尾和弘一、青石裕之、
坂田初美、中島正樹、森本芳宣、角田賢治、中田さつき、
浦 祐輔
以上 １５名
<オブザーバー> <会計監事>
前島宏俊、宮本幹也
＜欠席者＞ 神山和幸幹事
４．議案審議
第 1 号議案 本年度の運動方針について
笠野支部長が、和歌山市長選に立候補する現職の尾花正
啓氏の出陣式が 7 月 22 日にある。和歌山県知事選挙にも
現職の仁坂吉伸氏が立候補予定であると説明した。

（敬称略）
和歌山市支部

有

田

裕

亮

（H29/5 登録）

平成２９年の５月に入会いたしました有田裕亮と申します。
入会して１年ほどが経過した今も、まだまだ分からないこ
とだらけであり、日々勉強でありますが、これから先も日々
勉強であると思い初心を忘れることなく精進して参ります。
未熟で至らないことばかりですが、今後ともご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。

和歌山市支部

鈴

木

啓

治

去る７月１３日、本会会員太田 光先生を講師としてお招
きし、
「これですっきり！労働保険・社会保険・事務組合」を
テーマとして実務研修会が開催されました。
また研修会終了後に本会会長、副会長はじめ各部部長も出
席のもと懇親会を開催し、会員相互の交流を深める機会も設
けられました。実務研修委員会では今後も様々なテーマでの
研修会開催を予定しておりますので、より多くの会員のご参
加をお願い申し上げます。

（H29/7 登録）

私は原子力のエンジニアとして２８年間関西電力に勤務し、
５２歳で早期退職して妻の実家の建設コンサルタント会社を
継ぎました。
中小企業経営の中で最も悩んだことの一つは、事業承継の
問題でした。私の場合は、当時は相談する相手もなく、独学
で会社法等を勉強しましたが、Ｍ＆Ａ手法（株式譲渡や事業
譲渡等）などの具体的実践の知識もなく、最終的には会社の
解散を選びました。
現在も、中小企業経営者の平均年齢が年々高くなり、事業
承継がうまくいかずに廃業を選ぶオーナー経営者が増えてい
ます。私は、自分自身の経験・反省を踏まえ、一社でも廃業
を選択しなくても良いように事業承継の有効な選択肢をオー
ナー経営者に提案できるよう勉強もしながら活動を始めてい
ます。
現在は、中小企業の事業承継が円滑にできるよう特別法が
できており、国の方でも危機感を持っており、年々手続等利
用しやすくなってきています。特に今年から自社株式贈与、
相続に対する税負担の面でも一層の軽減策が打ち出され、ま
すます事業承継がやりやすくなってきています。
会計士、税理士の方々は、早くから事業承継に注目して、
税制面からそれらのコンサルを職務に取り込んでいる方は増
えてきています。残念ながら、行政書士についてはまだ少な
いように思います。従来から中小企業の知的資産経営の支援
をされている行政書士の方は、そこを入口に中小企業の事業
承継にも関心を持ってもらい、これらの輪を広げられれば、
お互い情報交換ができ、レベルアップを図れると思います。
今後、和歌山においても仲間が増えればと願っています。
よろしくお願い致します。

【表紙写真説明】
橋杭岩は、串本から大島に向かって大小４０余りの岩
柱が並ぶ、串本町を代表する観光スポットです。
直線状に岩が並ぶその並び方が橋の杭に似ているこ
とからこの名が付けられました。その昔、弘法大師と天
邪鬼とが一晩で橋を架ける賭けをし、賭けに負けそうに
なった天邪鬼がニワトリの鳴きまねで朝が来たと勘違
いさせ、大師が橋を架けるのを諦めたため杭だけが残っ
た、という伝説が伝わっています。
毎年秋にはライトアップイベントがあり昼間とは違
った景色が楽しめます。
（新東支部 二河田 浩之）

この度、当会の笠野義二会員（和歌山市支部）が黄綬
褒章、清水俊跋会員（新東支部）が藍綬褒章、森本芳宣
会員（和歌山市支部）が総務大臣表彰を受賞されました。
当会にとっても大変喜ばしいことであり、受賞者の皆
様の今後なお一層のご活躍を祈念するとともに、心より
お祝いを申し上げます。
以下、先生方よりお言葉を頂戴しておりますので掲載
させていただきます。

藍綬褒章に浴して

清水

俊跋

行政書士業務のかたわら保護司という更生保護活動
のボランティアに平成４年から携わってまいりました。
皆様に助けられながら今日まで続けてくることがで
きました。皆様と共に戴いた褒章だと思っております。
平成３０年春の褒章として５月中旬法務省での伝達
式、皇居での拝謁式に出席させていただきました。
活動での対象者、特に少年たちへの面接に立会い、逆
に少年たちから教えられたことが多いように思います。
残された少ない任期も対象者に対して誠実に向き合
い、微力ながら更生に少しでも役立つよう活動を続ける
つもりです。
去る５月には、本会から表彰式を開いていただきあり
がとうございました。身に余る光栄です。
会員の皆様の今後の御活躍を祈念いたします。ありが
とうございました。

総務大臣表彰受章に際し想う事

森本

理にも関わり、税理士、社会保険労務士も雇用し、顧客
の拡大に努め私自身も法人を３社ほど経営し、資格の業
務、周辺の業務、関連業務と知り合いの弁護士、司法書
士、不動産鑑定士の協力も得ながら永くトータルで業務
を遂行してきました。
尾崎前会長、笠野会長のもと経理部長（理事）を１０
年以上務めさせてもらいましたが私が行政書士として
どの程度貢献できたのか自信はないのですが、大きな賞
状と全国で１９名だったのと会より大きな記念品をい
ただき、恐縮しています。
最初の開業より５０年目の節目まであと１０年皆様
に迷惑をかけない程度に現役にこだわりながら頑張り
たいと思います。これからもよろしくお願いします。

芳宣

平成３０年６月２１日午前１０時からシェラトン都ホテル
東京で授与式がありました。延着と授与式の奥野信亮総
務副大臣の表彰状の代読の覇気のない声、長時間の記念
集合写真撮り、疲れが残る、また記憶にも残ると思いま
す。
昭和５５年２月に税理士登録し関連業務を拡大する中
で、行政書士登録をしたのが昭和６３年５月になります。
行政書士３０年、来年には税理士４０年になりますが、
この間も学校法人の理事長、校長を２０年以上、教育に
関する公益法人の理事、監事も永く勤めました。私は業
務の中で株式会社、有限会社、合同会社、協同組合、一
般社団法人等法人の設立も１００社以上関わり、法人の整

褒章受章にあたって

笠野

義二

今般、平成３０年春の黄綬褒章を受章する栄に浴しま
した。
昭和５２年１２月入会以来、４１年に亘り行政書士業
務一筋に励んで来ました。
理事２年、副会長２０年、会長１３年、約３５年間、
会発展の為、微力でありますが関わって参りました。
その事項が今回の褒章受章となったと思っています。
今後も会員皆様のご理解、ご協力を得ながら前進して
いく所存であります。

◇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。
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松男

氏

名

拓

新東支部

所属

入会年月日

平成 30 年 4 月 2 日

入会年月日

平成 30 年 4 月 2 日
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所

新宮市神倉

事

所

有田郡有田川町水尻

名

髙松

氏

名

金丸

務

氏
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支部

良文

支部

清井

務

有田支部

充

那賀支部

所属

入会年月日

平成 30 年 5 月 1 日

入会年月日

平成 30 年 6 月 15 日

事

紀の川市貴志川町長山

事

有田郡湯浅町青木

務

氏

所

名

所属

口井

支部

所

翔太

平成 30 年 7 月 15 日

事

田辺市あけぼの

◆退 会 者

務

有田支部

田辺支部

入会年月日
務

支部

所

（敬称略）

宇和
譲（御坊）Ｈ３０．５．８付
加藤 国司（新東）Ｈ３０．５．２６付
鎌田富士夫（和市）Ｈ３０．８．１０付

冨貴 建男（田辺）Ｈ３０．５．１９付
辻
紘治（田辺）Ｈ３０．７．３１付
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
御坊支部
田辺支部

宇和
譲
冨貴 建男

平成３０年５月 ８ 日逝去
平成３０年５月１９日逝去

新東支部

加藤 国司

平成３０年５月２６日逝去

和歌山市支部

鎌田富士夫

平成３０年８月１０日逝去

