伊太祁曽神社（いたきそじんじゃ）和歌山市支部

中島正樹

ところである。がしかし、GoTo トラベル・イートに
よる感染拡大化を批判され、一部感染が広がっている
対象区域から除外しようとしている。
我々行政書士業務にも多かれ少なかれ影響が出て
いると思われるが、感染の可能性は同様にあるわけで、
と言って閉じ籠もっていることも出来ない。

新春に想う
新年明けましておめでとう
ございます。

ただ、この新型コロナの性質、危険性等がよくわから
ない。予防は手洗い、うがい、マスク、３密を避ける
と広報されている。
しかし、感染したからといって、必ず発症するとは限
らない。発症すれば高齢者、基礎疾患のある者は危険

昨年は新型コロナに始まり、
未だに終息の気配がない。
世界的な流行に全人類が振り回されて、恐怖と戦っ
ている現状である。
唯一希望が持てるのはワクチンの投与である。効果
は不透明であるが、一刻も早く兎に角優先順に投与し
て欲しい。
日本政府として、経済の活性化を図るため、GoTo
トラベル並びに GoTo イートを活用して何とか経済の
立て直しを並行して、新型コロナの終息を願っている

性が高い。
やはりここは巷間言われている体力増強、強い精神
力を養い、新年を過ごしたいものです。
新年である２０２１年は行政書士法制定７０周年の
節目の年でもあります。
本会としても記念式典を計画しています。
前回の会長挨拶で申し上げた「朝の来ない夜はない」
を今一度信じて頑張りましょう。

２４日（木）

令和２年
６月
９日（火）
１０日（水）
〃
１１日（木）
１６日（火）
１９日（金）
２６日（金）
２９日（月）

専門士業団体連絡協議会総会（笠野会長）
近協定例単位会会長会議（笠野会長）
無料相談会
正副会長会議
入会説明会
総務部会
企画部会
広報部会

7月
３日（金）
６日（月）
〃
８日（水）
９日（木）
１０日（金）
１６日（木）
１７日（金）
２０日（月）
〃
２７日（月）

理事会
女性部会
空き家対策ネット会議（北井業務部長）
無料相談会
弁護士会新役員就任披露の会（尾崎副会長）
ＡＤＲ特別委員会
入会説明会
建設特別委員会
和歌山県共同募金会との調印式
女性行政書士による女性の為の無料相談会
試験委員会

８月
４日（火）
〃
７日（金）
１２日（水）
１９日（水）

正副会長会議
暴力団等排除対策委員会
入会説明会
無料相談会
専門士業理事会・幹事会
（笠野会長、坂口副会長、太田総務部長）
２１日（金） 県農林水産課への訪問
（太田・中島・神山理事）
〃
ＡＤＲセンター和歌山運営委員会
９月
１日（火）
〃

実務研修会
和歌山市役所への訪問
（笠野会長、太田・中島理事）
８日（火） 入会説明会
９日（水） 無料相談会
１１日（金） 建設特別委員会総会
１４日（月） よろず支援拠点への訪問（北井業務部長）
１６日（水） 近協知的資産担当者会議
（北井業務部長、加茂業務担当理事）
１８日（金） 正副会長・支部長・部長合同会議
〃
試験委員会
〃
行政書士法制度７０周年記念式典実行
委員会
２３日（水） 女性行政書士による女性の為の無料相談会
２４日（木） 和歌山放送ラジオ出演
（笠野会長、中島広報部長）

近協ＨＰ担当者会議
（尾崎ＩＣＴ委員長、中島同副委員長）
２５日（金） 人権研修会
２８日（月） 広報部会
２９日（火） 業務部会
３０日（月） 近協ＨＰ担当者会議
（尾崎ＩＣＴ委員長、中島同副委員長）
１０月
２日（金）
５日（月）
６日（火）
７日（水）
８日（木）
９日（金）
〃
１２日（月）
１３日（火）
１４日（水）
〃
１５日（木）
〃

広報月間（田辺支部、新東支部）
広報月間（伊都支部、有田支部）
広報月間（海南支部）
広報月間（和歌山市支部、海南支部）
広報月間（海南支部）
行政書士試験事前説明会
広報月間（那賀支部）
入会説明会
広報月間（御坊支部）
総務部会
電話無料相談会
全国総務部長会議
近協運輸担当者会議（十川運輸委員長、髙井・
中原同副委員長）
１６日（金） 企画部会
１９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）
２２日（木） 日本政策金融公庫との話し合い
（太田・北井・神山理事）
２３日（金） 企画部研修会
２６日（月） 入会説明会
２８日（水） 正副会長会議
〃
会則改正委員会
３１日（土） 街頭無料相談会
１１月
２日（月）

紀中ひまわり基金法律事務所所長交代式
（尾崎副会長）
４日（水） 中間監査
８日（日） 行政書士試験
１１日（水） 無料相談会
１１～１２日 日行連理事会・会長会（笠野会長）
１３日（金） 監察部官公署への陳情
１４日（土） 国土・農地専門部会説明会
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） 日行連と近協各単位会との連絡会
（笠野会長、坂口・西山・池田・尾崎・
及川各副会長、太田総務部長、坂田総務部
理事、髙井総務部員）
２０日（金） 専門士業よろず無料相談会（相談員中島
神山理事）
２５日（水） 近協ＨＰ担当者会議（尾崎ＩＣＴ委員長
中島同副委員長）
２６日（木） 入会説明会
２７日（金） 実務研修会・実務研修委員会

去る令和２年７月２０日、当会と社会福祉法人和歌山県共
同募金会との間で「遺贈相談等に関する協定」が締結されま
した。
この協定には共同募金会への遺贈等の申し出があった場合
に、専門的知識をもって対応する必要があるとき共同募金会
からの要請により当会が指定した会員（「指定会員」）が相談
に立ち会い、助言することなどが定められており、後日指定
会員の募集も行われました。
今後も様々な機会を通して社会貢献活動を行ってまいりた
いと考えています。

実現のため、当時はまだ一般的ではなかった、無料
相談会を実施するなど、気軽に相談できる環境整備
の活動、また社会貢献に係わる活動として、ADR セ
ンターの認証取得や成年後見サポートセンターの運
営には当初から積極的に取り組むことができたこと
や、行政書士試験会場では、試験場責任者として監
督員・本部員の皆様に支えていただき実施できたこ
となど思い出は数多く残っています。
これもひとえに、永年にわたり、笠野会長はじめ
役員の皆様、会員の皆様と陰で支えてくれた家族の
お陰であると心より感謝しています。
この受章を機になお一層職務に励み、更なる行政
書士会の発展に微力ながら尽力してまいる所存であ
りますので、今後ともご支援を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。

受章者ご挨拶
この度、当会の西山悦雄会員（和歌山市支部）が
総務大臣表彰、池田卓司会員（海南支部）が旭日双
光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、池田先生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。

日本行政書士会連合会長と

表紙写真説明

旭日双光章受章にあたって

池田 卓司

令和２年秋の叙勲に際しまして、旭日双光章拝受
の栄に浴しました。
昭和５０年に事務所開業以来、４５年の永きにわ
たり行政書士として職務に励み行政書士制度発展の
ため尽くしてまいりました。
この度の受章に至るまで理事１０年、副会長１３
年６か月務めることができました。思えばこの間、
広報部長を務めた際には、「身近な街の法律家」の

伊太祁曽神社（いたきそじんじゃ）の創建の時期はは
っきりしませんが、『続日本紀』の文武天皇大宝２（７
０２）年が初見記事となっています。
御祭神は五十猛命（いたけるのみこと）で、『日本書
紀』には日本国土に木種を播き青山と成した植樹神と記
されています。このことから五十猛命は「木の神」とし
て慕われ、この地は木の神様が住む国ということで「木
の国」と呼ばれることになり、やがて「紀伊国」となり
ます。
境内には、樹齢千年とも言われ昭和３７年の落雷で枯
れた「御神木の大杉」があるほか、『古事記』の神話
「木俣くぐり」を実体験できる木が置かれており多くの
参拝者が厄難除のために訪れます。
和歌山市支部 中島 正樹

は会員の権利の停止に決定した。
第６号議案

和歌山県共同募金会との遺贈相続等に関する
協定について

令和２年度第２回幹事会議事録

採決の結果、第６号議案は異議なく可決承認された。

１．開催日時

令和２年７月３日（金）PM2:30～2:40

２．開催場所

和歌山ビック愛８階

第７号議案

採決の結果、第７号議案は異議なく可決承認された。

３．出 席 者

第８号議案

〈支部長〉笠野義二
〈幹事長〉坂口導功〈副幹事長〉及川成昭

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

事〉尾和弘一、青石裕之、神山和幸、坂田初美、
中島正樹、森本芳宣、早田賢治、川端啓司、
浦

祐輔

近畿地方協議会「災害等対策担当者会議
（仮称）」の設置について

〈副支部長〉西山悦雄、池田卓司、尾崎達哉
〈幹

企画部員（１名）の補充について

以上１５名

の設置について
採決の結果、第９号議案は異議なく可決承認された。
第１０号議案

〈オブザーバー〉〈会計監事〉前島宏俊、宮本幹也
〈欠席者〉加藤達哉、栩野嘉之

行政書士法制定７０周年記念式典実行委員会

広報月間に向けての各支部活動について

採決の結果、第１０号議案は異議なく可決承認された。
５．報告事項

４．議案審議

①行政書士登録の取り消しについて

第１号議案

本年度の運動方針について

採決の結果、第１号議案は異議なく可決承認された。

②会員の廃業勧告について
③近協担当者会議メンバーの変更について
④行政書士試験に係る試験場責任者の推薦について
⑤無料電話相談窓口の公開について
⑥令和２年度農業経営相談所における活動の基本的な方針
について

令和２年度第２回理事会議事録

⑦広報月間に対応するための合同会議（正副会長・各部長・

１．開催日時

令和２年７月３日（金）PM3:00～4:15

２．開催場所

和歌山ビック愛８階

⑧会則変更承認について

３．出 席 者
〈会

各支部長）の開催について
⑨令和２年収支予算書の訂正について

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、
岩橋靖子、太田光、 神山和幸、北井勝也、

＊＊

編 集 後 記

＊＊

坂田初美、中島正樹、中原満久、前島宏俊、
室谷和男、森本芳宣、宮本幹也、栩野嘉之、
早田賢治、川端啓司、加茂哲也、
浦

祐輔〈途中退席〉

以上２６名

〈オブザーバー〉石倉督斗監事、髙井己依子監事
〈欠席者〉月山顧問弁護士
４．議案審議
第１号議案

慶弔規程の一部改正について

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

和歌山県行政書士会申請取次行政書士管理委
員会規則の一部改正（案）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

国土・農地専門部会規約の（案）新設について

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

ホームページ等管理運営規程（案）の新設に
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。
第５号議案

会員の処分について

採決の結果、会員の権利の停止が多数であったため処分

会員の皆様にお蹴れましては、いつも広報部の紙面
作成にご協力いただきまして有り難うざいます。
さて、昨今の新型コロナ過に伴う経済・社会活動の
自粛化よる給付金・助成金等の業務が多忙の方、反
面、当該コロナの影響で業務に影響があったかもしれ
ません。
ウィルスは、最古の昔から宿主を変え変異を繰り返
しながら自然界に生息しているそうです。
人間は豊かな生活を求め、自然界を開発する過程
で、ウィルスは種の保存上、宿主・変異を繰り返し、そ
して、人間に感染したようです。
未だ、嘗てない未知のウイルスの為、当然ながらワ
クチン等の新薬はなく、科学者は、暫く「ヒトとウイル
ス」との共生「with corona」との闘いが続くといっていま
す。
皆様、感染症には十分すぎる程注意をなさって、業
務が滞留することなく、且つ、発展されますことを願っ
ております。
和歌山市支部 中畑利弘

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

本会はじめ那賀、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）、有田、
新東各支部にて実施

③和歌山商工会議所、和歌山県よろず支援拠点、和歌山県経営者協会
への訪問（総務部長、広報部長）
④その他
・自治体広報誌（県民の友）
・新聞広告（わかやま新報、紀伊民報、日刊ヤタガラス、日刊熊野新聞）
・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、日刊熊野新聞）
・その他（本会・和歌山市支部：バス広告、海南支部：支部ホームページ、有田支部：折込チラシ）
ご協力いただきました皆様、お疲れさまでした。

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ＮＰＯ法人和歌山成年後見サポートセンターと共
同で街頭無料相談会を開催いたしました。
記
＜日

時＞

令和２年１０月３１日（土）

＜会

場＞

ＪＲ和歌山駅前

午後１時～４時

わかちか広場

＜相談員＞

７名

＜相談内容、件数＞

遺言・相続

２件

著作権

１件

合計

３件

令和２年１１月８日（日）実施されました行政書士試験は、新型感染症コロナ禍の拡大により
試験会場が和歌山ビック愛と和歌山大学の２会場となりました。
会場の設営、運営にご協力いただきました役員並びに監督員の皆様に厚くお礼申し上げます。
来年度は、新型コロナ感染症が収束し開催されますよう期待しております。
今後も、継続してご協力をお願い致します。

令和２年１０月２３日（金）
「不当要求防止責任者」を対象に和歌山県ビッグウェーブ武道館で受講されました会員の皆
さんご苦労様でした。業務を行なう上で様々な事案に遭遇することが発生するかもしれません。
社会の安定と健全な生活を送るため、自らがこの研修で習得された事項を守り益々ご発展を祈
念いたします。
ご参加させました役員並びに会員の各位に厚くお礼申し上げます。
なお、有効期限が切れた場合は、後日和歌山県暴力団追放センター様からご案内が届きますの
で積極的に受講されますようお願いいたします。

◇新入会員

◇転

出

氏
名
南川 早織
所 属 支部
和歌山市
入会年月日
令和２年６月１日
事 務 所
和歌山市六十谷 9-5 光成ビル 302

氏
名
所 属 支部
入会年月日
事 務 所

辻本 利広
和歌山市
令和２年７月１日
和歌山市園部 1347-11

氏
名
大熊 隼人
所属 支部
和歌山市
入会年月日
令和２年８月１日
事 務 所
和歌山市五番丁 10 五番丁ビル 3Ｆ

氏
名
喜多 智佳子
所 属 支部
和歌山市
入会年月日
令和２年９月１日
事 務 所
和歌山市元寺町 4-4 元寺ウィンビル 4 階

氏
名
所 属 支部
入会年月日
事 務 所

西垣戸 博企
新東
令和２年１０月２日
新宮市千穂 2-3-12

氏
名
越中 博明
所 属 支部
和歌山市
入会年月日
令和２年１０月１５日
事 務 所
和歌山市五番丁 10 五番丁ビル 3Ｆ

氏
名
所 属 支部
入会年月日
事 務 所

三輪 由喜夫
和歌山市
令和２年１１月１日
和歌山市北野 187-2

氏
名
古田 倫子
所 属 支部
和歌山市
入会年月日
令和２年１１月１日
事 務 所
和歌山市中之島 303-14 OK.OFFICE

者
和歌山市支部

◆退 会 者

大熊隼人

令和２年１１月１日

兵庫会へ転出

[廃業]
越内

潤（和市）Ｒ２．８．３１付

・田村

修二（那賀）Ｒ２．８．３１付

山本

龍馬（和市）Ｒ２．９．３０付

・加畑

栄作（和市）Ｒ２．９．３０付

清水

慶紀（田辺）Ｒ２．９．３０付

・山内

賢（伊都）Ｒ２．９．３０付
（敬称略）

