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平成１９年度事業報告

　はじめに

　司法書士制度の足元を強固にする活動

　規制改革・司法制度改革は法曹界に大きな変革をもたらした。その状況の中で我々司法書士は

何をなすべきかを考え、もう一度足元を見つめ直し、期待される司法書士像を描いて諸活動を行っ

た。

　特に、消費者の権利擁護を果たすために多重債務者相談ウィークをはじめ多くの相談事業を企

画実行した。また本年度は新たに、「労働トラブル１１０番」、「敷金トラブル１１０番」の電話相談・面接

相談会を開催し、司法書士が活動できる、また活動しなければならない領域を探って行動した。

具体的事業活動について

　平成１９年度当会では次の５つの重点事業を掲げて事業執行を推し進めた。

重点事業

1.相談事業の促進・強化

2.登記事務の見直し強化（不動産・商業・法人（企業法務含む）など）

3.オンライン業務の充実支援

4.裁判事務の強化

5.ＡＤＲ事業の本格化

重点事業

①相談事業の促進・強化

　相談業務は、すべての司法書士業務の中で最も重要な事業と位置づけて、広範囲の相談場所を

設置し、相談業務を行った。特に多重債務の相談が多いため、そのための相談日を増やし、相談

員を増加してその対応を行った。その中で将来を見据え、有料相談会を一部実施した。　

　他方、相談員の質向上のため、相談業務の研修として加藤新太郎裁判官の講義を受け、相談業

務のレベルアップを図った。

　また対外的にも多重債務者の相談・受任や敷金相談など行政と連携しながら、活発に活動した。

②登記事務の見直し強化（不動産・商業・法人（企業法務含む）など）

　まず、我々司法書士の業務の基本はいうまでもなく登記業務である。そこで司法書士が登記業務

を保持していくためには不動産・商業・法人などの登記制度に司法書士が関与することにより、登記

を一層安全且つ信頼性が高いものとしていく必要があり、そのために会則改正を行い、意思確認の

励行と、記録保存を義務化する会則改正を行った。



　それと並行して不動産登記法改正点等の最新情報の研修を行い、業務の見直しを押し進めた。

③オンライン業務の充実支援

　個々の司法書士がスムーズにオンライン業務に切り替えることができるように、オンライン研修の実

施や・支部への講師派遣をし、またサポート体制を作りオンライン化の浸透を図った。オンライン申

請を強力に推進した結果、オンライン申請率が他府県に比べ高い状況である。

支部派遣オンライン研修

１０月３１日　（東支部　業者及び細田相談役）

１１月　３日　 (西支部　業者及び田中会長 )

11月　９日　（中西支部　業者及び細田相談役）

１１月１２日　（中東支部　業者及び細田相談役）

11月１３日　（中央支部　業者及び細田相談役）

２月１６日　 DVD任意研修会（地域開催オンライン業務）

３月１日西支部　３月２日東支部　３月１７．１８日　中央支部でそれぞれ開催

④裁判事務の強化

　裁判業務を拡大推進するために、過払い返還業務、多重債務者の任意整理業務の研修を行うと

ともに、労働トラブル１１０番（合計２４件）の無料電話相談、消費生活センターと共同で、敷金トラブ

ル１１０番（合計１７件の相談）の無料相談を開催した。

　それぞれ予想以上の相談があり、今後、司法書士が取り組むべき裁判業務分野であることを確認

した。

⑤ADR事業の本格化

　日司連のモデル会として、過去に研修の成果・調停のノウハウなど実践を重ねて認証申請の準備

を進めてきたものの、認証の壁はかなり厚く、実施規程などの再見直しを進めている状況である。

（参考）未だ全国的に認証を受けた単位会はない。近々神奈川県会が司法書士会の第 1号の認証

を受ける予定であるので、それを参考に進めたい。

その他

　多重債務者相談ウィークの期間中に司法書士会全体で強力な支援体制を作り、多重債務者の救

済のため国、法テラス、県、市町村等に相談員を派遣し、また相談員名簿を提出するなど全面的に

協力・サポートした。

≪単位会関係≫



総会

　定時総会

　平成１９年５月１９日定時総会を開催し、執行部提出の議案すべて原案どおり承認可 決され、新執

行部が選任された。

　臨時総会

　平成１９年１２月１５日臨時総会を開催し、犯罪収益移転防止法施行に関連した高知県司法書士

会会則の改正案を議案として提案し、賛成多数により承認可決された。

理事会　

第１回　平成１９年４月２０日に開催

　総会提出議案関係審議

第２回　平成１９年６月１３日に開催

（１）事業計画の指針

（２）各理事の自己紹介

（３）相談役の委嘱の件

（４）理事の各担当部署の決定

（５）各種委員会委員の委嘱の件

（６）各委員会開催日決定の件

（７）注意勧告小理事会委員の選任の件

（８）日司連総会オブザーバー選任の件

（９）その他の件

第３回　平成１９年１１月２９日に開催

（１）　各担当からの報告

（２）　高知県司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程基準案制定承認の件

（３）　高知県司法書士会会則一部改正の件

（４）　高知県司法書士会過疎支援事業運用規程第 5条第1号に基づく支援決定の件

　　　（様式決定の件も含む）

（５）　その他の件



第４回　平成２０年２月２２日に開催

（１）　各担当からの報告

（２）　高知県司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程基準の改正の件

（３）　過疎支援事業の特別会計移行の件

（４）　その他の件

役員会　１２回（毎月）開催　　正副会長、理事（任意）

支部長会　７月１４日開催

委員会・研究会

【消費者問題委員会】

　委員会６回開催

　例年同様、消費者問題について活発に問題点を提起して、県民のための活動を行った。

特記すべきは、県、消費生活センター、法テラスなどと密接に連携をとりながら多重債務についての

対策を練り、それを行動に移して、多重債務者の救済に積極的に取り組んだ。

他方では、クレサラ相談員の拡充およびレベルアップのための研修も委員が中心として行った。

　割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を県議会、高知市議会をはじめとした県内各市町村議

会に提出した。その結果ほとんどの議会で採択となり、関係機関に意見書が提出された。

スキルアップ研修

　９月６日　　第１回クレサラ実務研修　（四万十市）（高知）ＤＶＤ研修

　１月１３日　第２回クレサラ実務研修　講師　中村理事　黒石会員

　７月２６日　相談員名簿提供にかかる説明会及び研修会　　（四万十市）黒石会員

　７月２７日　相談員名簿提供にかかる説明会及び研修会　　（高知）森本理事外

　７月２７日　法律扶助の手続及び法律相談説明会　法テラス北岡事務局長　中村理事

　９月１３日　高知県県民生活課との協議（多重債務者サポート相談ウイ―ク）　

　　　　　　　　土居副会長、森本理事、中村理事

１０月３０日　同上

１２月　３日　同上

１２月１０日

～１６日　　　多重債務者サポート相談ウィーク開催

　　　　　　　　相談対応（高知、安芸、四万十、高知県立消費生活センター）

1月２１日　　裁判所との協議会（破産申立書類）　土居副会長　森本理事

1月２２日　　高知県県民生活課との協議（行政担当者研修）土居副会長、中村理事

2月２６日　　高知県金銭教育協議会　黒石委員長、吉本修治委員、久保まり委員



【研修委員会】

　委員会６回開催

　例年３回の義務研修であるが、本年度は年４回の開催となり、その準備や、研修計画の立案をし

実施した。また年次研修を開催した。

　新人の配属研修の指導員の選任につき、一定の客観的な基準を設けるため配属研修指導員選

任規程（案）を策定した。

　会員一般義務研修の欠席者に対する対処方を検討し、特に、欠席が著しい会員に対する措置を

検討し、会長に進言した。

　７月１４日　第１回一般研修会　　高知城ホール

　　　　　　　①午後１時００分～午後３時００分

　　　　　　　　　テーマ「司法書士を取り巻く環境」

              講師　　中　村　邦　夫  氏（前日司連会長）

　　　　　　　②午後３時１０分～午後５時００分

　　　　　　　　「パソコン・オンライン研修」

　９月３０日　　第２回一般研修会　高知グリーン会館

　　　　　   ①１３時～１４時  

　　　　　　　　「動産・債権担保登記利用による新融資制度（ ABL）について」

　　　　　　  　講師：日本司法書士会連合会　企業法務推進対策部

　　　　　　  　　　　部委員　初　瀬　智　彦  氏（東京司法書士会会員）

　　　　　   ②１４時～１７時

　　　　　　　　「相談業務と相談過誤について」　　　　　

　　　　　　　講師：水戸地方裁判所所長　加　藤　新太郎  氏

１２月１５日　第３回一般研修会　高知城ホール

　　　　　   ① １３時～１５時

　　　　　　　   テーマ「中間省略登記」

             講　師　日司連常任理事　今　川　嘉　典　氏

　　　　　　　②  １５時～１５時３０分

　　　　　　　　  テーマ「オンライン申請について」

　　　　　　　    講　師　高知県司法書士会相談役　細　田　長　司　氏

　　　　　　　③  １５時３０分～１７時

　          テーマ「境界紛争における解決策について」

　　　　　　　　  講　師　高知県土地家屋調査士会副会長　西　原　壽　一　氏



２月１６日　　第４回一般研修会　高知城ホール

　　　　　  　 ① １３時～１５時３０分

　　　　　　　    テーマ「ゲートキーパー法について」

            講　師　日司連理事　末　光　祐　一　氏

　　　　　　　　②  １５時４０分～１７時１０分

　　　　　　　　  テーマ「最近の立法の動向－公益法人法－」（ストリーミング研修）

　　　　　　　    講　師　九州大学大学院法学研究院教授  弁護士　七戸克彦　氏

【簡裁代理関係業務推進委員会】

　委員会９回開催

　　裁判業務の強化のため、初心者向けのクレサラ業務を題材に、任意整理（和解）から裁判業務

全般を任意研修会形式で計３回開催した。委員会の委員および担当理事が講師となり、また任意

研修全般の準備、計画を行った。

　また労働トラブル１１０番や敷金トラブル１１０番を開催するために、事前勉強会を開催し、労働トラ

ブル１１０番は当会のみで、敷金トラブル１１０番については高知県立消費生活センターと共同でそ

れぞれ相談会を実施した。

　任意研修会

　　４月　７日　　請負代金請求　土居委員

　　８月　４日　　労働問題　　高知弁護士会　落合　誠氏　

  ９月　５日　　高知簡易裁判所裁判傍聴、法廷マナー聴講（会員約２０名）

　１０月２７日　　任意整理・過払訴訟の実務　岡村委員長、西村委員

　１１月２３日　　労働トラブル１１０番開催（８名の会員）　２４件の相談

　１２月　８日　　任意整理・過払訴訟の実務　小谷晃史委員　細川委員　

３月１５日　　任意整理・過払訴訟の実務　伊藤理事　藏内委員

　　３月２９日　　敷金トラブル１１０番開催　１７件の相談

【広報委員会】

　委員会５回開催

　　ホームページの変更のしやすさと広報の充実をはかるため、当会のホームページをリニューアル

をした。その作業に、小谷龍司会員には相当のご負担をおかけした。今後は委員が誰でも変更・編

集できるようなホームページ管理体制となる予定である。

　事業が増えた関係で、その広報に多くの時間・費用を費やした。

　会員向けの広報誌ホッホーだよりを合計３回発行した。

【総合相談センター】

　委員会４回開催



　初めて有料相談会をテストケースとして開催し、今後の相談業務のあり方について検討した。

相談件数が増加したため相談員の確保・割当に苦労したが、多くの会員の協力により、積み残しを

することなく相談対応ができた。

　相談会の開催運営方法、特に相談の有料化や報告書の取り扱いについて明確にするため規程（

案）を策定した。

【制度研究委員会】

　委員会６回開催

　本会からの諮問により、臨時総会で決議された会則改正に伴う依頼者等の本人等の確認に関す

る規程基準の見直し作業を行い、答申書を提出した。

【調停センター委員会】

　委員会７回開催

認証申請のための準備として、他の単位会の状況などを調査検討すると共に、本会の実施規程の

再見直しをした。

【選考委員会・他各種委員会】

　選考委員会は役員選挙事務のため開催したが、他の委員会は委員長の選任を除いて開催する

必要がなかった。

【配属研修】

　１．研修者　三谷　浩会員　　　指導員　山崎勝彦会員

　　期　  間  平成19年3月26日～平成19年5月13日（6週間）

 

　２．研修者　小谷晃史会員　　指導員　田中　  勇会員

　　期　  間  平成19年4月4日～平成19年5月15日（6週間）

 

　３．研修者　田村富義会員　　指導員①　岡林幸男会員　　指導員②　山崎勝彦会員

　　期　  間①　平成 19年4月23日～平成19年5月25日（4週間）

　　期　  間②　平成 19年5月28日～平成19年6月10日（2週間）

 

　4．研修者　松本大作会員　　指導員①　東　  信喜会員　　指導員②　細田長司会員

　　期　  間①　平成 19年4月23日～平成19年5月25日（4週間）

　　期　  間②　平成 19年5月28日～平成19年6月10日（2週間）



【研究会】

　労働トラブルの勉強会　計８回

　敷金トラブルの勉強会　計６回

　商事研究会（２グループ）　計６回　

　不動産登記研究会　１回

　　本年３月に立ち上がり約１年後を目安に研究資料を作成することになっている。

　　

その他

メール会員増加対策

　事務局の事務負担軽減策を図ったところ、会員の半数以上の６５名がメール会員となった。

　（平成２０年４月１８日現在）

司法過疎支援対策・会員増強推進

　青森出身（当時神奈川県在住）の田中博志会員が高岡郡津野町で開業した。

陳情

　会員が手分けして、割賦販売法改正につき県・市町村議会へ関係機関への意見書提出のための

陳情をした。

法務局との打合会

　　７月２３日（評価証明の取り扱い）　田中会長、　松浦副会長

　　1月３０日（乙号オンライン申請の取り扱いなど）田中会長、松浦副会長

　　１月３１日（筆界特定）　山崎勝彦会員、伊野部会員

各種相談会

　◎高知会場、安芸会場、須崎会場、四万十会場（別紙一覧表のとおり）

　◎法の日相談会　平成１９年１０月

　◎相続登記相談会　平成２０年２月

　◎土佐士業よろず相談会関係

　　　６月１４日　交流会定例会　西村理事

　　　８月２２日　相談会準備会　土居副会長　西村理事

　　　９月　１日　土佐士業よろず相談会開催（当番会）

　　１１月　７日　相談会反省会　田中会長、土居副会長、西村理事、新井会員

　　　２月　１日　賀詞交換会



会議出席

　◎ヤミ金対策会議　

　　６月１１日　土居副会長、中村理事出席

　　３月２６日　土居副会長、森本理事出席

　◎多重債務者対策会議　　

　　８月１７日　森本理事出席

　１１月１５日　森本理事出席

　　３月２１日　森本理事出席

　◎高知県自殺対策連絡会議

　　７月　９日　　森本理事出席

　１１月１２日　　森本理事出席

　　３月１７日　　森本理事出席

　◎高知被害者支援センター　

　　７月１０日　吉本修治会員出席

　　７月１７日　土居副会長出席　

　◎高知市高齢者虐待予防ネットワーク会議

　　６月２８日　吉本修治会員出席　

　◎法テラス会議（日本司法支援センター）

　　扶助審査委員会（出席者　別紙一覧表のとおり）

　　７月１７日　（相談体制について）田中会長出席

　　２月１４日　関係機関連絡協議会　土居副会長出席

　◎高知県社会福祉協議会評議員会

　　５月２５日　　土居副会長出席

　　３月２７日　　吉本修治会員出席

講師派遣

　　4月２５日　高知県雇用開発協会　　岡村会員

　　６月　８日　高知県警察本部（多重債務相談業務）　　森本理事　

　　６月２８日　高知県立消費者生活センター　　黒石会員

　　６月２９日　高知県立消費者生活センター（個人再生手続）　　黒石会員



　　７月１１日　岡豊高校　吉永会員

　　７月２７日　高知県立消費生活センター（個人再生手続）　　黒石会員

　　８月２２日　高知県立消費生活センター（相続）　野村佳令会員

　　９月　６日　高知県立消費生活センター（相続）　野村佳令会員

　１０月　５日　消費者行政担当課長会議　　中村理事　黒石会員

　１０月２９日 　高知県立消費生活センター（成年後見制度）　吉本修治会員

　１０月３１日　高知県雇用開発協会　岡村会員

　１１月１９日　高知県立消費生活センター（成年後見制度）　吉本修治会員

　１１月２２日　高知市市民相談センター　野村佳令会員

　12月１８日　高知県立消費生活センター（賃貸借トラブル問題）　細川会員

　　１月１７日　高知県立消費生活センター（賃貸借トラブル問題）　細川会員

　　２月　４日　市町村消費者行政担当職員研修　中村理事

　　２月　５日　市町村消費者行政担当職員研修　本田理事

　　２月　６日　市町村消費者行政担当職員研修　黒石会員

　　２月２８日　長寿大学　（相続と遺言）　田中勇会員

　　１月２８日　高知県立消費生活センター（訴訟手続）　小谷晃史会員

　　３月１２日　高知県立消費生活センター（訴訟手続）　小谷晃史会員

　　以上の他、それぞれの会員の近隣地域や諸団体からの要請で、会員が講師として活躍してい

　る

相談員派遣

　大丸、高知市役所（別表のとおり）

　　４月　２日　高知県土地家屋調査士会　吉本眞敏会員　東会員

　　４月１７日　高知県土木部　喜多会員　國澤会員

　１０月１４日　全日本不動産協会　淸水会員　小谷晃史会員

　１０月１６日　高知県土木部　原会員　國澤会員

他会総会出席

　５月２２日　新阪急ホテル　　　全日不動産協会　　　　　　松浦副会長

　５月２３日　城西館　　　　　　宅地建物取引業協会　　　　田中会長

　５月２６日　サンライズホテル　土地家屋調査士会　　　　　田中会長

　６月　２日　高知商工会館　　　行政書士会総会　　　　　　松浦副会長

　６月　７日　城西館　　　　　　税理士会総会　　　　　　　松浦副会長

　６月　８日　三翠園ホテル　　　社会保険労務士会総会　　　土居副会長

　７月１７日　三翠園ホテル　　　被害者支援センター設立記念フォーラム　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土居副会長



　９月２２日　新ロイヤル四万十　中村ひまわり基金開所式　　田中会長

１０月　１日　土佐ロイヤルホテル　法テラス安芸法律事務所開所式　　田中会長

１０月１４日　社会福祉センター　　クレサラ被害者の会結成総会　　　土居副会長

１１月１７日　ホテルタマイ　安芸ひまわり基金引継披露パーティー　　　吉永副会長

１１月２１日　旭ロイヤル　　　高銀あけぼの会総会　　　　　　　田中会長

　３月　８日　文化プラザかるぽーと　全青司高知大会　　　　　　田中会長　他

損害賠償に関する任意保険への加入促進　　　

　新たに６名加入（合計８３名加入）　

司法書士国民年金基金への加入促進　　

　新たに３名の加入（合計２５名加入）

定期検診の推進

　９名が検診

レクレーション　

　弁護士会とのゴルフコンペの開催４回

≪日司連関係≫

【第６９回定時総会】 　

　６月２１日２２日開催　千葉県浦安市　ベイホテル東急

（詳細は０８年月報司法書士８月号に掲載のため省略）

　出席者　田中会長　代議員　土居副会長　吉永副会長　

　オブザーバー　松浦副会長　山崎相談役　本田理事　笹本理事　中村理事　

【全国会長会】

第１回　平成１９年４月１２・１３日（山崎前会長出席）

（詳細は０７年月報司法書士６月号に掲載）

１．司法制度対策本部関連事項について

　①司法過疎対策について

　②日本司法支援センターとの連携

　③司法書士総合相談センター（電話相談センター含）

２．平成１９年度事業計画・予算案について

３．日司連の組織・財政改革について

４．ゲートキーパー制度について

５．規制改革について

６．民法第７７２条の見直しについて



第２回　平成１９年９月２０・２１日

（詳細は０７年月報司法書士１１月号に掲載）

１．ゲートキーパー制度の施行への対応について。

２．会長の相互意見交換

３．その他　クライシスコミュニケーション講習会。

第３回　平成１９年１１月２８・２９日

（詳細は０８年月報司法 書士２月号に掲載）

１．司法書士会が定める「依頼者等の本人確認等に関する規程基準案」制定について

２．その他

第４回　平成２０年１月２１・２２日

（詳細は０８年月報司法書士３月号に掲載）

１．不動産登記オンライン申請利用促進策への対応。

２．「本人確認及び記録保存に関する司法書士会会則一部改正」への対応

３．司法書士会が定める「依頼者等の本人確認等に関する規程基準（案）」について

４．日司連役員選挙の改革について

５．日司連会費の改革について

６．平成２０年度事業計画・予算（案）の骨子について

７．司法書士会会長相互の意見交換

８．その他

【賀詞交換会】

　平成２０年１月２１日　赤坂プリンスホテル　田中会長

【全国担当者会議】

全国研修担当者会　福岡交通センター　１０月２８日　土居副会長　吉本修治新人研修実行委員

ADR認証申請に関する合同事前相談会　１１月２６日　日司連　宮下理事

ADR認証申請制度説明会　１２月１０日　大阪　大谷準備室長、　小谷晃史委員

過疎対策担当者会議　１２月８日　　東京　松浦副会長

制度広報ブロック別説明会　２月９日　香川　土居副会長　福島誠志会員

ADR認証申請制度説明会　２月２９日　東京　大谷準備室長

調停センター担当者会議　２月２９日　東京　大谷準備室長

総合相談センターブロック別担当者会議　３月１日　香川　西尾センター長、岡林幸男委員長　

総務担当者会議　　３月１９日　東京　松浦副会長



【研修】

　動産債権担保登記利用による融資制度（ ABL）松浦副会長　山崎勝彦研修委員

　消費者問題対応セミナー　大阪天満研修センター　１２名参加

　仲裁法研修会　３月１日　東京　土居副会長

　専門業務研修会　９月２２日　札幌（財産管理業務）　吉本修治会員　中村会員

≪四国ブロック関係≫

【定時総会】

　6月９日徳島市　ホテルサンシャイン徳島アネックス

　出席者　山崎四ブロ会長　田中会長

　代議員　土居副会長　吉永副会長　本田理事

　オブザーバー出席　西尾理事　笹本理事　中村理事　吉本修治新人研修実行委員　

　　　　　　　　　　　　　　黒石幡多相談センター事務局長

【理事会】

　４月１４日　香川県司法書士会館　

　　　　　総会提出議案関係　山崎会長　田中副会長出席

　７月２８日　香川県司法書士会館

　　　　　　　田中会長　土居副会長出席

　　　　　１．研修会開催について

　　　　　２．担当者会議開催について

　　　　　３．次年度ブロック総会開催について

　　　　　４．その他

　　　　　　　

【研修会】

　　９月３０日　高知県会一般研修会（共催）　　相談業務　加藤新太郎講師

　１０月２０・２１日　徳島県会一般研修会（共催）　労働問題

【担当者会議】

　　9月３０日 ABL担当者会（高知担当）　　高知グリーン会館　田中会長、土居副会長他

　１０月２６日　 ADRに関する法務省担当者との打合わせ会　　愛媛県司法書士会館　田中会長、

　　　　　　　　大谷会員

　１０月２７日　法教育推進四国ブロック担当者会　　愛媛県司法書士会館　黒石会員　久保会員

　１１月１７日　会則改正に伴う説明会　香川県司法書士会館　田中会長　松浦副会長



【県境相談会】

　１１月２５日　東洋町で徳島県司法書士会と合同で相談会を開催

　土居副会長、本田理事、曽我会員が相談員として参加し、５名の相談があった。

【新人研修】

　　３月１９日から３月２５日までサンポート高松で開催

　　当会からは実行委員として福島茂雄会員、吉本修治会員が、受講者として田村富義会員、

　　松本大作会員、岡本清平氏（配属研修中）が参加した。

　　尚、松浦弘延会員は講師を務めた

【九州・中国・四国三ブロック会会長会】

平成２０年３月２２・２３日大分県別府で開催

協議事項

　１．自主懲戒権について

　２．他県会所属の司法書士による無料相談会について

　３．本人確認及び記録保存に関する会則改正について


