「御所の芝」撮影；海南支部

川 端 敏 弘

国民各自各自が責任ある行動をとるべき事はいうま
でもありません。
明るいニュースがないところに更に暗い記事が先
日新聞紙上に平成３１年の一年間で人口約５０万人
会員の皆様にはご健勝で業務に精励されているこ
とと拝察いたします。
新型コロナウイルス感染症に振り回されている昨
今でありますが、兎に角頑張っていただきたいもの
です。
さて、過日の定時総会を無事に終了いたしました
が、これも新型コロナウイルスへの対策を講じるこ
とに神経を集中させたところです。
今回の総会で会費の値上げをお願いし、これも無
事に承認を得ました。実施日は令和 3 年 4 月分から
となります。時期的に会員の皆様にはご負担をお掛
けいたしますが、本会の適正なる運営の為、ご理
解、ご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の全国への広がりはご
承知の通りでありますが、パンデミック（世界的広
がり）の深刻さは全世界が震撼し恐れている現状で
あります。例え日本が収束しても安心が出来ない。
一刻も早くワクチンの開発が待たれるところであり
ます。
また、第二波、第三波も懸念されている今、日本

減少、人口減少に歯止めがかからない日本。
このまま進行すれば２０５０年には人口８千万人
になると予測されています。この問題解決の特効薬
が無いのが実情であり、このままでは国力の低下を
防ぐことが出来ないようです。
我々行政書士業務に及ぼす影響はどうか。まず可
となるとは考えにくいでしょう。
新日常生活を心がけなければならない必然性から
来る生活様式の変動による一人一人の不安が日本の
政治経済、文化に及ぼす影響を単純に想定できるも
のではないが「明けない夜はない」を心に持って乗
り切りたいものです。

採決の結果、第７号議案は異議なく可決承認された。
第８号議案

令和２年度第１回幹事会
令和２年４月２８日（火）に和歌山ビック愛において開催
を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止

日政連代議員の選任について

採決の結果、第８号議案は異議なく可決承認された。
第９号議案

総会までの予算執行について

採決の結果、第９号議案は異議なく可決承認された。

のため、開催中止を決定し、令和２年４月２３日に令和２年
度第１回幹事会（書面決議）を書面により開催しました。

事務局からの
お知らせ

１．議案審議
第１号議案

平成３１年度・令和元年度活動経過報告承認
の件

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

平成３１年度・令和元年度決算報告承認の件
（監査報告）

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

令和２年度運動方針案承認の件

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

令和２年度予算案承認の件

採決の結果、第４号議案は異議なく可決承認された。

本会会費について
令和３年４月分の会費より月額６，０００円から
月額７，０００円に変更になりますので、お知らせいた
します。（令和２年定時総会にて承認されました）
引き続き会費納入にご協力頂けますようお願いい
たします。
会員証の更新について
会員証の更新については皆様に更新日お知らせ
業務はしておりません。

令和２年度第１回理事会

各自で更新日の確認をお願いします。

令和２年４月２８日（火）に和歌山ビック愛において開催
を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、開催中止を決定し、令和２年４月２３日に令和２年
度第１回理事会（書面決議）を書面により開催しました。

更新申請書は本会会員名簿の巻末に掲載してお
りますので、ご活用下さい。
なお、郵送での申込みは申請に係る書類等及び
返信用封筒を同封して下さい。

１．議案審議
第１号議案

平成３１年度・令和元年度事業報告承認の件

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

平成３１年度・令和元年度決算報告承認の件

事務局の閉局について（お盆休み）
令和２年８月１３日(木）・８月１４日（金）は終日閉局
します。

（監査報告）
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

令和２年度事業計画案承認の件

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

令和２年度予算案承認の件

採決の結果、第４号議案は異議なく可決承認された。
第５号議案

ご入用があれば電話及び郵送での対応をお願いし
ているところです。
ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いします。
尚、最近第２派への懸念が高まりつつありますが、

（会費値上げについて）

皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

令和２年表彰受賞者承認について

採決の結果、第６号議案は異議なく可決承認された。
第７号議案

既に皆様にご周知致しておりますが、事務局へ

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号議案は異議なく可決承認された。
第６号議案

新型コロナウイルスに対する対応について

議事運営委員の選任について

２
＊開催日時

令和２年５月２９日（金）
午後３時〜３時４２分
＊開催場所 和歌山市手平２丁目１−２
和歌山ビック愛１Ｆ「展示ホール」
＊議決権の表示 (1)会員総数
３３７名
この議決権数
３３７個
(2)本日の出席者総数 ２４１名
（本日の出席者３６名 委任状によるもの２０５名）
(3)この議決権数
２４１個

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（会費の値上げについて）
本日の出席会員数は３６名、賛成人数が３４名の賛
成多数で可決された。
12．閉会の辞 尾崎副会長

＊開催日時
１．黙 祷
２．開会の辞 及川副会長
３．会長挨拶
４．表彰状授与
（１）叙勲及び褒章受章記念品の贈呈
司会者より瑞宝双光章受賞者（宮本幹也会員）、黄綬褒章
受賞者（田中サヱ会員）、旭日双光章受賞者（武田全弘会員）
の紹介を行い、会長より記念品を贈呈した。
《欠席者》旭日
小綬章受賞者（中惠会員）、黄綬褒章受賞者（細川正巳会員）
（２）和歌山県行政書士会会長の表彰状授与及び記念品贈呈
司会者より和歌山県行政書士会会長表彰受賞者（髙井己
依子会員、室谷和男会員）欠席者（十川みどり会員）の紹介
を行い、会長より表彰状と記念品が授与された。
次に司会者より永年表彰受賞者（青石裕之会員）欠席者
（谷口順子会員、大西省吾会員、髙川泰延会員）の紹介を行
い、会長より表彰状と記念品が授与された。
最後に司会者より会長感謝状受賞者（片山博宗会員、加
茂哲也会員）欠席者（畑健一会員、川端啓司会員）の紹介を
行い、会長より表彰状と記念品が授与された。
５．受賞者代表謝辞
受賞者を代表し、室谷和男会員より謝辞。
６．会員の異動報告
７．入会者の紹介
８．出席状況の報告
会員総数３３７名。本日出席会員数３６名。委任状によ
るもの２０５名。議決権総 数２４１名。司会者より過半
数が出席されている旨の報告があった。
９．議長、副議長の選任
議長に神山和幸会員（和歌山市支部）副議長に稲田満彦
会員（和歌山市支部）が選任された。
10．議事録作成者、議事録署名者の指名
11．議案審議
（イ）第１号議案 平成３１年度・令和元年度事業報告承認
の件および第２号議案 平成３１年度・令和元年度決
算報告承認の件（監査報告を含む）
採択の結果、第１号議案、第２号議案は原案どおり
可決承認された。
（ロ）第３号議案 令和２年度事業計画案承認の件および第
４号議案 令和２年度予算案承認の件
採択の結果、第３号議案、第４号議案は原案どおり

令和２年５月２９日（金）
午後２時〜２時２０分
＊開催場所 和歌山市手平２丁目１−２
和歌山ビック愛１Ｆ「展示ホール」
＊議決権の表示 (1)会員総数
３２２名
この議決権数
３２２個
(2)本日の出席者総数 ２０４名
（本日の出席者３０名 委任状によるもの１７４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
３．議長、副議長の選任
議長に北井勝也会員、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３１年度・令和元年度活動経過報告承認
の件並びに第２号議案 平成３１年度・令和元年度決算報
告承認の件（監査報告を含む）
採択の結果、第１号議案、第２号議案は原案どおり可決
承認された。
第３号議案 令和２年度運動方針案承認の件及び第４号議
案令和２年度予算案承認の件
採択の結果、第３号議案、第４号議案は原案どおり可決
承認された。
６．閉会の辞 池田副支部長

令和元年１１月８日、監察部では、笠野会長以下８名の会員が下記のとおり那賀支部および伊都支部管内の
官公庁を訪問し、非行政書士の排除と申請時の本人確認の徹底等について調査、申し入れを致しました。
記
＜訪問先＞
岩出市役所、那賀振興局、紀の川市役所、かつらぎ町役場、伊都振興局、橋本市役所
＜調査・申し入れ内容＞
・平成３０年度における各種許可申請の状況（申請件数、その内訳：本人申請、行政書士への委任、その他）につ
いての調査
・申請時の本人確認の徹底
・申請書提出者が行政書士の場合の会員証、補助者証の確認
・施工業者等からの申請等行政書士法違反の場合の説明
・「ＳＴＯＰ！ 非 行政書士」チラシの配布
（１）岩出市役所
開発行為に関する工事申請
農地法関係申請
河川法許可申請
立木の伐採及び伐採後の造林届出

宅地造成に関する工事申請

入札参加資格申請

道路工事施工承認申請

屋外広告物設置許可申請

（２）那賀振興局
産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物収集運搬業更新許可申請
産業廃棄物収集運搬業変更許可申請
産業廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物処理業更新許可申請
産業廃棄物処理業変更許可申請
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請
特別管理産業廃棄物収集運搬業更新許可申請
特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請
産業廃棄物処理施設設置許可申請
建設業許可申請（新規）
建設業許可申請（追加）
建設業許可更新申請
経営事項審査総合評価申請
平成２９年度入札参加資格申請
河川法許可申請
道路工事施工承認申請
屋外広告物設置許可申請
立木の伐採及び伐採後の造林届出
開発行為に関する工事申請
宅地造成に関する工事申請
入札参加資格申請
農地法関係申請
（３）紀の川市役所
開発行為に関する工事申請
農地法関係申請
河川法許可申請
立木の伐採及び伐採後の造林届出
（４）かつらぎ町役場
開発行為に関する工事申請
農地法関係申請
河川法許可申請
立木の伐採及び伐採後の造林届出

宅地造成に関する工事申請

入札参加資格申請

道路工事施工承認申請

屋外広告物設置許可申請

宅地造成に関する工事申請

入札参加資格申請

道路工事施工承認申請

屋外広告物設置許可申請

（５）伊都振興局
産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物収集運搬業更新許可申請
産業廃棄物収集運搬業変更許可申請
産業廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物処理業更新許可申請
産業廃棄物処理業変更許可申請
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請
特別管理産業廃棄物収集運搬業更新許可申請
特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請
産業廃棄物処理施設設置許可申請
建設業許可申請（新規）
建設業許可申請（追加）
建設業許可更新申請
経営事項審査総合評価申請
平成２９年度入札参加資格申請
農地法関係申請
（６）橋本市役所
開発行為に関する工事申請
農地法関係申請
河川法許可申請
立木の伐採及び伐採後の造林届出

宅地造成に関する工事申請

入札参加資格申請

道路工事施工承認申請

屋外広告物設置許可申請

以上の記事詳細につきましては、当会ホームページに掲載しています。

令和元年
１２月
４日（水）
６日（金）
〃
１０日（火）
１１日（水）
〃
１６日（月）
〃
１７日（火）
１８日（水）
１９日（木）

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（北井業務部長出席）
所在者不明土地に関する講演会（加茂業務部
員出席）
空き家なんでも相談会
無料相談会
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）
日行連法教育近畿担当者会議（北井業務部長
出席）
女性行政書士による女性の為の無料相談会
広報部会
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）
近協ＡＤＲ担当者会議（池田委員長出席）

令和２年
1月
８日（水） 無料相談会
１１日（土） 大阪会賀詞交歓会（笠野会長出席）
１６日（木） 日行連理事会（笠野会長出席）
１７日（金） 日行連賀詞交歓会（笠野会長、坂口副会長、
出席）
〃
那賀支部賀詞交歓会（尾崎副会長出席）
２０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
〃
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・
尾崎・及川各副会長、太田総務部長出席）
２４日（金） 京都会賀詞交歓会（及川副会長出席）
２８〜２９日 日行連ＯＳＳ・封印業務担当者会議
（十川運輸委員長、髙井同副委員長出席）
２月
３日（月）

１７日（月）
１８日（火）
１９日（水）
〃
２６〜２７日
２８日（金）

和歌山県空き家協議会（池田副会長、北井業
務部長出席）
建設特別委員会
無料相談会
空き家なんでも相談会
近畿女性交流会(岩橋女性部会長、柳同副部会
長出席）
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、他１名出席）
女性行政書士による女性の為の無料相談会
ＩＣＴ特別委員会
綱紀委員会
県と空き家についての話し合い
日行連経理部会（笠野会長出席）
表彰委員会

３月
４日（水）
１０日（火）
１１日（水）
１２日（木）
１６日（月）
１７日（火）
１８日（水）

運輸交通業務特別委員会
女性部会
無料相談会
入会説明会
女性行政書士による女性の為の無料相談会
広報部会
監察部会

１０日（月）
１２日（水）
〃
１５日（土）
〃

１９日（木）
２４日（火）
〃
２７日（金）
〃
３０日（月）

企画部会
ＡＤＲ特別委員会
試験委員会
総務部会
実務研修委員会
業務部会

４月
６日（月）
１３日（月）
１５日（水）
２２日（水）
２３日（木）
３０日（木）

入会説明会
正副会長会議
経理部会
綱紀委員会
会計監査
那賀支部総会（笠野会長出席）

５月
１２日（火）
１８日（月）
１９日（火）
２０日（水）
２２日（金）
２６日（火）
〃
〃
２９日（金）

和歌山市支部総会（笠野会長出席）
女性行政書士による女性の為の無料相談会
有田支部総会
海南支部総会
御坊支部総会
伊都支部総会（笠野会長出席）
議事運営委員会
総会前打合せ会議
定時総会

表紙写真説明
「御所の芝」からの眺め
（海南市街方面と和歌山市内方面）
熊野九十九王子の中でも特に格式の高い五体王
子社のひとつである「藤代神社」から熊野三山に向
かって熊野古道を登って行くと「藤白塔下（とうげ）
王子跡に着きます。そこには日本最大といわれる一
石造りの石地蔵が安置されている「地蔵峰寺」があ
り、その寺の裏手の小道を少し登ると、
「御所の芝」
があります。
ここは、「紀伊国名所図絵」に『この地、熊野第
一の美景なり…』と評された所であり、現在でもマ
リーナシティから和歌浦湾、そして和歌山市内、さ
らに淡路島まで見渡すことができ、その眺めは熊野
古道をハイキングする人の疲れを癒してくれます。
是非、海南駅から藤白神社に参ってから坂を登
り、「御所の芝」からの雄大な景色を満喫した後、
もう一つ峠を越えて、長保寺、あるいは宮原駅まで
歩いてみてください。
海南支部 川端敏弘

◇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

山本

支部

和藏

氏

名

伊藤

賢司

那賀支部

所属

入会年月日

令和２年３月１日

入会年月日

令和２年３月１日

事

所

岩出市金池

事

所

橋本市紀見ケ丘

名

柏木

氏

名

和田

務

氏

眞

支部
務

美博

那賀支部

所属

入会年月日

令和２年４月２日

入会年月日

令和２年４月２日

事

紀の川市打田

事

西牟婁郡すさみ町周参見

所属
務

◆転 出 者
松岡

◆退 会 者

支部
所

支部

伊都支部

務

所

田辺支部

（敬称略）

いずみ（那賀支部）

令和２年５月１日 長崎会へ転出

（敬称略）

（廃業者）

清水
西村
宇藤

正興（和市）Ｒ２．３．３１付
正（新東）Ｒ２．３．３１付
隆（海南）Ｒ２．４．３０付

・
・
・

寺村
創（有田）Ｒ２．３．３１付
田中 純二（新東）Ｒ２．３．３１付
下津 正也（那賀）Ｒ２．５．１１付

◆登録取消
赤山

卓也（有田）Ｒ２．２．２０付

̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣ ̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣ ̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣̲/￣

訃

報

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
和歌山市支部

湯川 耕一

令和２年２月 ５日逝去

和歌山市支部

林

令和２年３月２８日逝去

寛吉

受章者ご挨拶
この度、当会の武田全弘会員（和歌山市支部）が
旭日双光章、田中サヱ会員（有田支部）および細川
正巳会員（伊都支部）が黄綬褒章を受章されまし
た。
心よりお祝いを申し上げるとともに、受章者の
方々の今後なお一層のご活躍を祈念致します。
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。

右も左もわからなかった私が、諸先輩方はじめ皆
様に支えていただき今年で４１年になります。
これからも自分にできることを模索しながら歩ん
で行きたいと考えております。
本当にありがとうございました。

令和 3 年 2 月 22 日に行政書士
制度 70 周年を迎えます。

旭日双光章受章にあたって
武田 全弘
新緑の候 皆様にはますますご清祥のこととお慶
び申し上げます。
さて私こと、この度令和２年春の叙勲に際しまし
てはからずも旭日双光章拝受の栄に浴しましたとこ
ろ早速ご懇篤なるご祝意を賜り誠に有難く厚く御礼
申し上げます。
これもひとえに永年にわたり皆様からいただきま
したご指導、ご懇情の賜と心より感謝申し上げま
す。
今後ともこの栄誉に恥じることのないよう一層精
進し些かなりともご芳情に報いたいと存じますので
相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げま
す。
末筆ながら皆様のご健康と
ご多幸をお祈り申し上げ謹ん
で御礼のご挨拶とさせていた
だきます。

詳細は、日行連ホームページより会員向けサイトへロ
グインしていただき、「日行連からのお知らせ」をご覧くだ
さい。

＊＊

編 集 後 記

＊＊

会員の皆様には平素より広報部の活動にご理解、
ご協力をいただき誠にありがとうございます。

黄綬褒章受章の想い

田中 サヱ

このたび令和２年春の叙勲に際し、図らずもその
栄に浴し大変驚いております。
事業所は有田市で土地柄、農地法関連業務が多く
細い山道や現場を駆け回り色んな方との出会いがあ
りました。
それらの案件が今、走馬灯のように想い浮かびま
す。

新型コロナウイルスの感染拡大は収束の見通しが
立たず、日々の生活や仕事にも大きな影響が及ん
でいます。コロナ後の世界がどのようなものにな
るか分かりませんが、我々行政書士もその変化に
対応していけるよう力を合わせてこの危機を乗り
切りましょう。
広報部では引き続き他の部会、委員会や各支部と
連携しながら、皆様のお役に立てるよう活動の充
実を図って参ります。また、本誌だけでなく当会
のホームページ上でも情報提供を行っていますの
で、そちらも随時ご確認下さい。
（広報部 中島正樹）

