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2017年 月 日(土)・ 日(日)
和歌山県民文化会館小ホール他
（詳しくは裏面をご覧ください）

そ ん た く

権力のえこひいきをただす
森友学園・加計学園問題は、「忖度(そんたく)」と権力のえこひ
いきがあった疑いが濃厚です。その闇にオンブズの手法で迫ります。
「口利き記録制度」の調査は、その延長線です。すべての口利き
が記録されれば、闇がみえてきます。みえない口利きがなくなる制
度をめざします。
官僚が業務上作成・使用したメールやメモは公文書。権力の都合
で「個人メモ」とされないよう実態調査を行い公表します。

【参加費】

5,000円（2日通し・資料代含む）
懇親会／5,000円
どなたでも参加いただけます。
託児所（無料）あります。
懇親会・託児は8月17日（木）までにお申込み下さい。
参加申し込み・お問合せ

第24回全国市民オンブズマン和歌山大会現地実行委員会
〒640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁10 本山ビル３階 市民オンブズマンわかやま内

TEL/073-433-2241 FAX/073-433-2767
mail：wa_obz@naxnet.or.jp
HP：http://www.naxnet.or.jp/~wa_obz/

大会スケジュール

9月２日(土)
現地実行委員長・弁護士

阪本康文
大会では、森友学園・
加計学園問題の調査結果

含むＩＲ施設」の誘致を
すすめています。カジノ

が発表されます。どこま
で「忖度(そんたく)」の
闇にせまれるか。権力の

等の施設が視野に入るよ
うな景色になれば、絶景
はどうなるでしょうか。

えこひいきをただすこと
につなげられるか、今か

絶景の宝庫をカジノから
守ろうと思うのは私だけ

ら楽しみです。
チラシに用いた風景は、
平成29年度の日本遺産
に認定された和歌山市の

ではないはずです。そう
いうこともあって「カジ
ノ・ギャンブル」分科会
が設けられました。

「絶景の宝庫和歌浦」で
す。この写真には写って
いませんが左側に「和歌
山マリーナシティ」があ
ります。そこに和歌山県・

メイン会場320人、懇
親会場200人収容可能で
す。たくさんの皆さんの
お越しをお待ちしており
ます。

和歌山市は、「カジノを
和歌山市まで
のアクセス
●南海電鉄
南海線「和
歌山市駅」
下車
●JR阪和線
（きのくに線）
「和歌山駅」
下車
●関西国際空
港より
•南海電鉄
「泉佐野 駅」
乗換、南海線
「和歌山市
駅」下車
•JR
「日根野駅」乗換、阪和線「和歌山駅」下車
•空港リムジンバス
「JR和歌山駅<東口着>」下車
和歌山県民文化会館へのアクセス
●南海電鉄「和歌山市駅」より
•徒歩 約20分
•タクシー 約5分
•バス 約10分（9・10番のりば）
「県庁前」バス停下車（バス停より約300m・徒歩約4分）
●JR「和歌山駅」より
•徒歩 約35分
•タクシー 約10分
•バス 約10分（2番のりば）
「県庁前」バス停下車（バス停より約300m・徒歩約4分）
●阪和自動車道「和歌山 I・C」より
•お車で 約15分・約5km（会館南側 有料立体駐車場完備）

和歌の浦・観海閣と片男波

12:00 開場（和歌山県民文化会館 小ホール）
13:00 開会＋実行委員会挨拶
13:05～13:15 基調報告
13:15～13:40 森友学園・加計学園問題情報
公開結果
13:40～14:05 口利き記録制度調査結果
14:05～14:15 文書件名簿発表
14:15～14:35 政務活動費ランキング発表
14:35～14:55 休憩
14:55～15:15 寸劇
15:15～17:00 各地報告
17:00～17:20 落札率調査、電力購入・売却
調査
17:20～17:40 包括外部監査の通信簿表彰
スピーチ
17:40～18:00 分科会宣伝、事務連絡
18:30～20:00 懇親会（アバローム紀の国）

9月３日(日)
9:30～11:20 分科会・終了後移動
11:30～12:00 大会宣言、決議（小ホール）
12:00～ 閉会

分科会
①「えこひいき監視」
②「政務活動費」
③「カジノ・ギャンブル」
④「自治会」

懇親会
アバローム紀の国
県民文化会館から徒歩３分

大会参加申込書
参加費 ： 5,000 円（2 日間・資料代込み）
懇親会 ： 5,000円
■下記FAXかメールでお申し込み下さい。締切りは8月17日（木）です。

参加費は事
前にお振込
みください。

開催日時 ： 2017年９月2日（土）13:00～３日（日）12:00

Fax：073-433-2767 メール：wa_obz@naxnet.or.jp
■全国市民オンブズマン連絡会議のHP（http://www.ombudsman.jp）からでも申込みできます。
■ メイン会場324人、懇親会場２００人収容可能です。どんどんお申し込み下さい。
■宿泊ホテルは各自で確保して下さい。
都道府県名

団体名
〒

-

連絡先

TEL

－

-

FAX

－

-

メール

参加者のお名前

○で囲んでください

希望分科会

懇親会の出欠

第１希望 第２希望

・出席する

・欠席する

・出席する

・欠席する

・出席する

・欠席する

・出席する

・欠席する

・出席する

・欠席する

個人合計金額

参加費と懇親会の合計額でご送金下さい。

参加者数
合計

お振込金額 ⇒

名

合計

円

補助金申請の関係で必要です。
宿泊ﾎﾃﾙ名と前後も宿泊される方
はその分もご記入下さい。

■個人参加の場合は「団体名なし、連絡先はご自宅」とご記入ください。
また、参加者のお名前は名札を作成する都合上、楷書で丁寧にお書きください。
■参加費・懇親会費払込みは下記の郵便口座に8月17日（木）までにお振込ください。
●郵便振替でのお振込
記号番号 00990-7-11007
口座名称 市民オンブズマンわかやま

●銀行へのお振り込み
きのくに信用金庫本店
普通 0419585
名義 市民オンブズマンわかやま
事務局長 畑中正好(ﾊﾀﾅｶﾏｻﾖｼ)

（当日、名札をお渡しします。領収証は基本的に発行しません。送金書の控えで代用させて下さい。
必要な方は欄外にその旨ご記入いただくか別途ご連絡下さい。）
■取得した個人情報は、市民オンブズマン全国大会のお知らせ以外に利用することはありません。
また、この情報は第三者には提供しません。

■問い合わせ先

第２４回 全国市民オンブズマン和歌山大会現地実行委員会

〒640-8158 和歌山市十二番丁１０番地 本山ﾋﾞﾙ3階 市民オンブズわかやま Tel ０７３－４３３－２２４１(担当:畑中)

宿
施 設 名

泊

所要時間概算

会場近辺(徒歩範囲）

施
TEL

設

紹

介

URL

1分 073-436-1200

avalorm.com

スマイルホテル和歌山

6分 073-432-0109

smile-hotels.com

ダイワロイネットホテル和歌山

13分 073-435-0055

バス停「ＪＲ和歌山駅」までの時間（徒歩）

daiwaroynet.jp バスも便利.徒歩は和歌山城の庭を横切って
※バスで「県庁前」まで約９分、その後会場まで300ｍ

ホテルグランヴィア和歌山

1分 073-425-3333granvia-wakayama.co.jp

コンフォートホテル和歌山

2分 073-426-8911

choice-hotels.jp

サンホテル和歌山

3分 073-421-5911

sunhotel-wk.jp

シティーinn WAKAYAMA

3分 073-423-2366

cityinn.co.jp

ドーミーinn和歌山

5分 073-402-5489

hotespa.net

JR和歌山駅東口周辺

バス停「ＪＲ和歌山駅」までの時間（徒歩）

※バスで「県庁前」まで約９分、その後会場まで300ｍ

和歌山アーバンホテル

4分 073-475-1088

w-urbanhotel.com

東横インＪＲ和歌山駅東口

6分 073-476-1045

toyoko-inn.com

南海和歌山市駅周辺

バス停「和歌山市駅」までの時間（徒歩）

※バスで「県庁前」まで3～4分、その後会場まで300ｍ

和歌山第一富士ホテル

3分 073-431-3351

w-fujihotel.co.jp

和歌山第二富士ホテル

3分 073-431-3352

w-fujihotel.co.jp

その他

考

徒歩の所要時間

アバローム紀の国

JR和歌山駅周辺

備

バス＋徒歩時間の総合計

アパホテル＜和歌山＞

約2ｋｍ 12分 073-431-7111

和歌山グリーンホテル

約2ｋｍ 15分 073-432-3838

apahotel.com バス停「本町2丁目」すぐ
mjnet.ne.jp バス停「三木町」から徒歩5分

※ 他にも宿泊施設はありますが、参加される方の利便性を考え、独断で選択しました。
情報はできるだけ正確を期しましたが、各自でご確認ください。責任は負いかねます。
市内には和歌の浦地区、加太地区に観光（料理）旅館もあります
※ バスで会場（県民文化会館）へは、バス停「県庁前」下車後、徒歩約4分(300ｍ）です
県民文化会館は、県庁正門の道路を挟んで向かい側にあります(詳細はクリック)
※ バスの所要時間は目安で、交通事情により遅れる場合があります
「南海和歌山市駅」からは別ルートもあり、その場合は「県庁前」まで約5分ほど余分に掛ります

