神々の宿る聖地熊野三山 大斎原(熊野本宮大社旧社地) 写真提供；田辺市観光振興課

新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様には心新たな気持ちで輝かしい新年を
お迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年、日本全国に台風、大雨、地震といった大災害
が襲いました。
未だ原状回復されていない多数の国民がいらっし
ゃる事を思えば心が痛むのは私だけではないでしょ
う。
人口減少が止まりません。毎年約３０万人がこの日
本国から減り続けています。国会等では対策を議論し
ていますが、空論に近いものがあり、色々な形で今後
社会への影響を及ぼす結果となることは火を見るよ
り明らかであると思われる。
その対策の一環として昨年１２月８日第１９７回
臨時国会に於いて「出入国管理及び難民認定法」の改
正がなされ、同月１４日に公布されました。
この改正によって約３４万人（政府公表）程度の外
国人の労働者を受け入れる予定であるとの事。
現在の日本国においても多数の外国人労働者が農
業、建設業等に従事しています。しかしながら諸問題
を抱え、対応に追われているのが現実であります。
そこに３０万人からの外国人労働者を受け入れた

らと思えば憂慮せざるを得ない。
我々行政書士、特に入管関係を専門にされている会
員にはある程度の仕事量を見込める利点があると思
えるが、この当事者である外国人労働者の社会保険、
年金の問題、家族を呼び寄せる等、特に都会に集中す
る傾向が考えられている。各地方行政機関の負担等々
難問が待ち構えている。
平成の最後の年となる新年。新しい元号が何になる
のか興味津々であるのは皆様も同様と思います。
私は現在６５歳ですが、多分この会報がお手元に着
いた日には６６歳になっていると思います。
今後の人生を昨年テレビドラマで見たのですが人
生七味唐辛子でなるものが、「恨み・つらみ・妬み・
いやみ・ひがみ・そねみ・やっかみ」これらを思って
もそれ以上のことをしないと胸に刻んで平常心で生
きようと思っています。
新年が和歌山県行政書士会の益々の発展を願い、全
会員一丸となって前進したいと思っています。
最後になりましたが、会員皆様、ご家族様のご健勝
ご多幸を衷心よりご祈念申し上げます。

２４日（水）

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）

〃
平成３０年９月
７日（金） 実務研修会
８日（土）

特定行政書士研修（３日目）

９日（日）

八青会無料相談会（浦支部長出席）

１０日（月）

ＷＥＣ設立第２回意見交換会
（笠野会長、坂口副会長、髙川業務部長出席）

１１日（火）

建設特別委員会総会及び研修会

１２日（水）

無料相談会

１３日（木）

業務部会

１４日（金）

監察部官公署への陳情（有田支部）

１５日（土）

特定行政書士研修（４日目）

１８日（火）

人権研修会

〃

正副会長・支部長・部長合同会議

２０日（木）

日行連会長会（笠野会長出席）

２５日（火）

広報部会

２６日（水）

試験委員会

〃
２７日（木）

２６日（金）

企画部研修会

３０日（火）

大阪国税局来訪

〃

総務部会
近協倫理担当者会議（神﨑総務副部長出席）

暴力追放県民・市民大会（武田委員長出席）

１１月
２日（金） 近協知的資産担当者会議（吉村業務部員出席）
６日（火）

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（及川委員出席）

７日（水）

中間監査

１０日（土）

専門士業ゴルフ

１１日（日）

行政書士試験

１２日（月）

近畿女性行政書士担当者会議
（岩橋女性部会長、柳同副部会長出席）

女性行政書士による女性の為の無料相談会

１９日（水）

行政書士試験事前説明会

１４日（水）

無料相談会

１４～１５日

日行連理事会（笠野会長出席）

１６日（金）

女性部会・研修会

１９日（月）

運輸交通業務特別委員会

〃
２１日（水）

女性行政書士による女性の為の無料相談会
専門士業よろず無料相談会
（相談員

（笠野会長、太田・坂田理事、中島支部長、稲

１０月
３日（火）
〃

田・岩橋・髙井・松本部員出席）

広報月間（那賀支部、海南支部、有田支部）
近協運輸担当者会議
（十川運輸委員長、髙井同副委員長出席）

４日（木） 日行連と近協との連絡会議（笠野会長、池田・

２２日（木）
〃
２６日（月）

広報月間（海南支部、田辺支部）
社会保険等未加入対策推進近畿地方協議会
（中谷建設副委員長）

実務研修会・実務研修委員会
正副会長会議
近協ＨＰ担当者会議（尾崎ＩＣＴ委員長、中
島同副委員長出席）

西山・尾崎・及川各副会長出席）
５日（金）
１０日（水）

及川、北井会員出席）

２７日（火）

入会説明会

３０日（金）

理事会

〃

電話無料相談会

１２月

〃

入会説明会

１２日（水）

無料相談会

広報月間(新東支部)

１３～１４日

日行連経理部会（笠野会長出席）

一日合同行政相談会（田辺市：加茂会員出席）

１７日（月）

女性行政書士による女性の為の無料相談会

１２日（金）

広報月間（和歌山市支部）

１８日（火）

和歌山市との看板設置についての話し合い

１５日（月）

行政書士試験事前説明会

１１日（木）
〃

（笠野会長、神山総務部長、中島支部長、太田

〃

女性行政書士による女性の為の無料相談会

〃

一日合同行政相談会

２５日（火）

入会説明会

（橋本市：加藤伊都支部長出席）

２６日（水）

広報部会

１６～１７日

全国総務部長会議（太田理事出席）

１８日（木）

一日合同行政相談会
（和歌山市：及川、岩橋会員出席）

１９日（金）

広報月間(伊都支部、御坊支部）

２０日（土）

街頭無料相談会

２１日（日）

特定行政書士研修（考査）

理事出席）

平成３０年度第３回幹事会議事録

平成３０年度第３回理事会議事録

１．開催日時

１．開催日時 平成３０年１１月３０日（金）

平成３０年１１月３０日（金）
PM３：１５～３：３０
和歌山県勤労福祉会館(プラザホープ)３階

２．開催場所
３．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、加藤達哉
（幹 事）
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１３名
（オブザーバー）〈会計監事〉前島宏俊、宮本幹也、
（欠席者）
尾崎幹事、尾和幹事、角田幹事
４． 議案審議
第１号議案 統一地方選挙について
採決の結果、第１号議案は異議なく可決承認された。

PM３：３０～４：５０
２．開催場所 和歌山県勤労福祉会館（プラザホープ）３階
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、中畑利弘、
前島宏俊、森本芳宣、宮本幹也、中田さつき、
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
（欠席者） 角田理事、出羽理事、月山顧問弁護士
４．議案審議
第１号議案 わかやま空き家活性化連絡会設立に関する
協定書について
採決の結果、第１号議案は異議なく可決承認された。
第２号議案 競争参加資格について
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

【表紙写真説明】

丁種業務の受託に関する規則及び封印管理委

員、会運営細則並びに自動車封印取扱内規の一部
改正について

神々の宿る聖地熊野三山は、前世の罪を速玉が浄め、現世
の縁を那智が結び、本宮は来世を救済するといわれ、三山

採決の結果、第３号議案は異議なく可決承認された。
第４号議案 災害見舞金について
採決の結果、第４号議案は異議なく可決承認された。

を巡れば過去・現在・未来の安寧を得るという言い伝えが
あります。それ故、熊野古道は、罪障の消滅と再生を願う

５．協議事項
①外国人材受入サポートセンターについて（新潟会資料）

人々の足跡が残る祈りの道でもあります。
表紙写真は、熊野古道伏拝王子から下り、途中展望台か
ら見える熊野本宮大社近くの大斎原の大鳥居と雲海を撮
影されたものです。

②死亡・相続ワンストップサービスの検討状況について
６．報告事項
①中間監査の報告について

かつて熊野本宮大社の旧社地であったことを知らせる
大斎原には、壮大な社地を偲ばせる日本一の大鳥居が祀ら

②広報月間の報告について
③Ｌ字型看板設置状況報告について
④平成３０年７月豪雨災害に係る支援金の募集について

れています。
遠くに続く熊野の山々を景観に雲海が醸し出す、シンボ
ル大鳥居は毎年元旦の日には、美しくライトアップされる
観光スポットでもあります。

⑤行政相談週間行事について
⑥申請取次行政書士管理委員会責任者会議の報告について
⑦土地関係業務連携支援協議会（仮称）への参加・協力依頼
に係る対応について
⑧軽自動車 OSS に係る国土交通省からの適用除外要請への対

（田辺支部

中田

さつき）

応について
⑨よろず無料相談会の報告について
⑩消費税軽減税率制度について

広 報 活 動 報 告
毎年１０月は行政書士制度広報月間として全国各単位会が一斉に広報活動を行っております。本会では下記
のとおり無料相談会、広告の掲載などを行いました。
記
①電話相談
本会はじめ海南、田辺、新東各支部にて実施
②対面無料相談 本会はじめ那賀（１１月）、海南、有田、新東各支部にて実施
③その他
・自治体広報誌（橋本市広報）
・新聞広告（ニュース和歌山、民報ツーワン紀州、
紀伊民報、紀南新聞）
・ラジオ広告（和歌山放送、ＦＭワカヤマ）
・報道（和歌山放送、ＦＭワカヤマ）
・その他（伊都支部：チラシ配布、海南支部：タウン誌）
ご協力いただいた皆様、お疲れさまでした。

街頭無料相談会、開催!!
本年度も下記のとおり、行政書士制度広報月間の一環として一般社団法人コスモス成年後見サポートセンタ
ー和歌山県支部と共同で街頭無料相談会を開催いたしました。

＜日 時＞
＜会 場＞
＜相談員＞
＜相談内容、件数＞

記
平成３０年１０月２０日（土） 午後１時～４時
ＪＲ和歌山駅前 わかちか広場
７名
相続、遺言
２件
成年後見
１件
台風被害
１件
自治会活動
１件
合

計

５件

去る９月２８日ダイワロイネットホテル和歌山にて本会の笠野義二会長が黄綬褒章を受章されたことを記念
する祝賀会が開催されました。
当日は、多数のご来賓の皆様はじめ１２２名の出席があり、記念品の贈呈やアトラクション、記念写真の撮
影など終始和やかな雰囲気の中、盛大に執り行われました。
笠野会長にはお祝い申し上げるとともに今後なお一層のご活躍、ご健勝をお祈り申し上げます。

９月１１日建設特別委員会の総会が行われ、引き続きワイズ公共データシステム株式会社の澤田賢一大阪営
業所所長を講師に迎え、
「財務諸表作成の留意点」をテーマに研修会を開催致しました。建設特別委員会では委
員会会員向けに建設業許可や経営事項審査に関する研修会を定期的に開催しております。
また研修会終了後に懇親会を開催致しました。

◇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。

氏

名

所属

柏木

支部

敏幸

氏

名

貴宏

御坊支部

所属

入会年月日

平成 30 年 10 月 2 日

入会年月日

平成 30 年 11 月 15 日

事

所

御坊市藤田町

事

田辺市湊

名

曲尾

務

氏
所属

支部

所

真弓

平成 30 年 12 月 15 日

事

田辺市明洋

◆退 会 者

務

田辺支部

田辺支部

入会年月日
務

支部

山﨑

所

（敬称略）

（廃業者）
▽

嶋西

信輔（有田）Ｈ３０．

９．３０付

▽

佐藤

生空（田辺）Ｈ３０．１１．２１付

▽

瀧

洋一（伊都）Ｈ３０．１１．３０付

▽

飯田

尅也（和市）Ｈ３０．１２．１５付

▽

明利

績（新東）Ｈ３０．１２．２５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

飯田 尅也

平成３０年１２月１５日逝去

去る１１月２１日、和歌山ビッグ愛において和歌山県専門士業団体連絡協議会主催によるよろず無料相談会が開
催されました。
和歌山県専門士業団体連絡協議会は当会をはじめとする９士業により構成されています。
今年度は当会が当番会であるため、会長はじめ総務部員を中心に１０名の会員が無料相談会を取り仕切ることに
なりました。
相談会には各士業から相談員が派遣され、
当日は６１件の相談がありました。

平成３０年１１月１１日（日）和歌山ビッグ愛において
本年度の行政書士試験が実施されました。
監督員としてご協力いただきました会員の皆様ありが
とうございました。
来年度以降も引き続きご協力お願い申し上げます。

編集後記 ― 尾和弘一 ―
会員の皆様、新しい迎春を迎えられていることと思います。
昨年は、顧みますと地球上に於いて大きな自然災害が相次いで起きました。大阪北部地震をはじめ、西日本豪雨
災害や北海道東部地震では甚大な災害、また、台風 21 号では和歌山県下に於いて屋根瓦が飛んだり、家屋の全半壊
など他人事でないことが私たちの身近に発生しております。
さらに、南海トラフの地殻変動で近い将来高い確率で地震が起きることが言われております。
また、内政に於いては、入管法・水道法等々の改正など目まぐるしく変わっております。
士業として、今後市民の声を聴き、誠実にその業務をしてゆくことが求められております。
広報部としても、会員皆様のご叱責やご指導をいただきこの紙面が交流の場になることを期待します。
今年も皆様のご健康を祈念いたしますと共により良い一年となりますことをお祈りいたします。

