
会　務　報　告

平成２０年度事業報告

　はじめに

平成２０年度も基本的には平成１９年度の事業内容と同様のものを継続して遂行するという事業

計画を立てた。

その中で特に弁護士人口増員問題や経済不況による事件減少などの厳しい状況の中、司法書

士制度を今後いかにして維持・発展させていくかを念頭においた。我々が期待されていること・求め

られていることは何か、と常に考えながら事業計画を推し進めた。

特に次の重点事業を掲げた。

重点事業

（１）相談事業の促進・強化

（２）登記業務の見直し強化

（３）オンライン業務の充実支援

（４）裁判事務の強化

（５）地域司法の拡充

（６）ＡＤＲ事業の本格化

（７）成年後見制度の充実支援

（１）相談事業の促進・強化

本年度は総合相談センターに四万十会場（従来は日司連事業）も加わり、高知・須崎・四万十・安

芸の４会場で毎週土曜日に開催（但し須崎・安芸は第１、３土曜）し、幅広く無料法律相談（一部有

料相談）を行った。相談担当者は別表の通りである。

又例年通り他団体からの相談員派遣要請にも数多く積極的に対応した。

平成２０年より一部有料相談も行なってきたが、平成２１年３月に高知会場・四万十会場が法テラ

スの相談指定場所と認定されたことにより、その指定場所では今後有料相談となる予定である。これ

により法テラスの相談扶助要件に該当する場合は法律相談料は法テラスより支給を受けることとなっ

た。

（２）登記事務の見直し（不動産・商業・法人など）

法務局の職員を講師として招き、不動産登記・商業登記業務などの注意点などを指摘して頂き、

その後の登記業務に役立てた。

（３）オンライン業務の充実支援



オンライン申請を推進した結果、高知では会員のオンライン申請率が全国平均より高くなってい

る。その一環として研修講師に法務局職員を迎えオンライン申請利用の強化を図った。又、研修

会・支部長会の際には会員に対し、オンライン申請の利便性・費用削減効果などの有用性を訴え積

極的に推し進めた。

（４）裁判事務の強化

簡裁訴訟代理関係業務推進委員会を中心に後記の通り隔月の任意研修会を開催し、調停を中

心に実務能力のアップを図り裁判事務への取組みを推し進め、また裁判所との連携を強化した。

特に不当利得返還請求の裁判、裁判外和解、破産申立などの研修も積極的に行い、多重債務

問題の解決には大きく寄与した。

（５）地域司法の拡充

過疎地の住民にも等しく法的援助が受けられるように、過疎支援対策として、過疎地開業を推し

進めた。日司連の過疎対策にも協力して、法務局の調査、四万十町役場などの現地視察に同行し

た。

（６）ＡＤＲ事業の本格化

昨年度に引き続き認証申請のための規則規程の整備を行なうと同時に調停トレーニングを行な

い、ハード面とソフト面の両方を整備している。

調停トレーニングには積極的に参加し実践力を養った。今後認証に向けた具体的作業がはじま

る。

（７）成年後見制度の充実支援

リーガルサポートと協力体制を作り、成年後見に関する講師の派遣を行い、成年後見制度利用の

普及に努めた。成年後見人の養成、就任、活動はその他の家事事件の職務拡大にも大きく貢献し

ている。

単位会関係

総会

　定時総会

平成２０年５月１７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た。



理事会　

第１回　平成２０年４月１８日（金）開催

　総会提出議案関係審議の他

　　被表彰者決定の件

　　高知県司法書士会過疎支援事業運用規程第５条第１号の支援の取消の件

　　高知県司法書士会司法書士総合相談センター運営規程制定承認の件

　　配属研修指導員選任規程制定の件

第２回　平成２０年１０月１７日（金）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変更承認の件

（３）会費の延納等に関する規程制定承認の件

（４）その他の件

【協議事項】

①裁判所からの財産管理人（相続人不存在、不在者）等の就任推薦依頼に対する人選、登録名

簿作成について

②電話の契約種別の変更（ＦＡＸを除きひかり電話へ）及び電話機器の取替えの件

③旅費日当の支給について

④司法書士必携の改定について

⑤看板について

第３回　平成２１年２月２０日（金）開催

（１）各担当からの報告

（２）高知県司法書士会事務局職員執務規程改正承認の件

（３）育児休業、育児のための深夜業の制限及び育児短時間勤務に関する規程改正承認の件

（４）介護休業、介護のための深夜業の制限及び介護短時間勤務に関する規程改正承認の件

（５）入会希望者への会館協力金の寄付勧誘廃止承認の件

（６）その他の件

【協議事項】

①＜法テラス＞指定相談場所について

②事務委託費について（司法書士協会・政治連盟・リーガルサポート）

③該当会員の会費減免について

監査　４月２３日　　島田、岡村監事、吉永副会長



役員会　１３回（毎月、但し８月２回開催）開催　　正副会長、理事（任意）

支部長会　１０月１７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色々な視点から問題点を提起して、消費者のための活動を行っ

た。特に特定商取引関係法・改正法研修会を活発的に行った。今後この問題に対して対処する体

制ができた。

本年度も県、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。昨年に引き続き多重債

務相談キャンペーン無料相談会を下記の通り弁護士会と協力しながら開催した。

また、自殺対策、貧困対策、法教育についても検討を重ねた。

スキルアップ研修

　５月１１日　　アエル１１０番相談会開催（９名対応）　相談件数７３件

　８月３１日　　第１回クレサラ実務研修　講師　黒石会員

１０月２５日・２６日　　特定商取引関係法・改正法研修会　講師　大谷会員、曽我会員

　（高知会場では７回に分けて研修会開催）

　９月１１日　　多重債務相談キャンペーン無料相談会　　南国市会場

　９月２１日　　 　 同 　　高知市会場

１０月２０日　　 　 同 　　土佐町会場

１１月１６日　　 　 同 　　宿毛市会場

１２月１３日　　 　 同 　　佐川町会場

　１月１０日　　 　 同 　　黒潮町会場

　２月１４日　　 　 同 　　東洋町会場

　３月１４日　　 　 同 　　香美市会場

【研修委員会】

委員会７回開催

年３回の下記の一般（義務）研修や任意研修などの立案をし、実施した。

また年次制研修を実施した。



　平成２０年７月５日　 第１回一般研修会 　　高知城ホール

　　　１３時～１４時５０分　オンライン登記申請の現状と今後の動向及び課題

　　　　講師　高知地方法務局登記部門統括登記官　片岡義久　氏

　　　１５時～１７時　グループ討論　｢本人確認と倫理｣

　平成２０年１１月２９日　 第２回一般研修会 　　高知城ホール

　　　１３時～１４時　「会社法における主な改正点」

　　　　講  師　高知県司法書士会  商事研究会 Ａ班　　（山崎勝彦会員･矢野　誠会員）

　　　１４時～１５時　「商業登記法における株式の知識」

　　　　講  師　高知県司法書士会  商事研究会 Ｂ班　　　（勢田博之会員）

　　　１５時～１６時　「商業登記手続における主な注意点」

　　　　講  師　高知地方法務局登記部門登記官  吉本啓二 氏

　　　１６時～１７時　「一般法人法・公益法人法」

　　　　講  師　高知県司法書士会副会長  松浦弘延 氏

　平成２１年２月７日　 第３回一般研修会 　高知城ホール

　　　１３時～１４時「司法書士事務所における労務管理について（総論）」

　　　　講  師　高知労働基準局監察監督官  島本和明 氏

　　　１４時～１５時「司法書士事務所における労務管理について（各論）」

　　　　講  師　高知県社会保険労務士会副会長  横田隆雄 氏

　　　１５時～１６時３０分　「司法書士業務における本人確認について（犯罪収益移転防止法）」

　　　　講  師　日本司法書士会連合会理事  末光祐一 氏

　　　１６時４０分～１７時１０分「司法書士業務における本人確認について（会則）」

　　　　講  師　高知県司法書士会副会長  松浦 弘延 氏

任意研修会

　平成２１年３月２１日（土）１４時～１６時３０分

　場　所　高知城ホール　２階会議室

　内　容　司法制度改革とその行方

　講　師　さいたま地方裁判所所長　前法務省民事局長　寺田逸郎  氏

年次制研修

　平成２０年９月２７日１３時～１８時　司法書士会館

【簡裁訴訟代理関係業務推進委員会】

委員会３回開催



裁判業務の強化のため、裁判所書記官・弁護士および調停委員（会員）を講師として、調停・和

解業務全般を下記のとおり任意研修会形式で計４回開催した。

またそれぞれの任意研修全般の準備、計画を行った。

また昨年度と同様、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、任意研修会、

事前勉強会を多数開催した。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

①日　時　　平成２０年７月１２日（土）１０時～１２時

場　所　　高知県司法書士会館　４階

内　容　　簡易裁判所での手続きについて

（即決和解・督促手続き・和解案作成上の留意点等）

講　師　　高知簡易裁判所  庶務課長兼上席主任書記官　村上　耕一  氏

　

②日　時　　平成２０年９月６日（土）１０時～１２時

場　所　　高知城ホール２階

内　容　　裁判前和解（交渉の仕方も含めて）

講　師　　高知弁護士会　弁護士　山原和生  氏

③日　時　　平成２０年１１月８日（土）１０時～１２時

場　所　　高知県司法書士会館　４階

内　容　　民事調停について　（申立の仕方、期日進行、調停成立等）

講　師　　高知簡易裁判所　主任書記官　山下  博一 氏

　

④日　時　　平成２１年　１月１０日（土）１０時～１２時

場　所　　高知県司法書士会館　４階

内　容　　事例を中心とした調停実務について

講　師　　土居雅之会員　本田修二会員　田中　勇会員

⑤日　時　　平成２１年　３月１４日（土）１０時～１２時

場　所　　高知県司法書士会館　４階

内　容　　敷金トラブル１１０番事前勉強会

講　師　　簡裁訴訟代理関係業務推進委員会委員　　小谷晃史会員

⑥労働トラブルの勉強会　　　   計５回

⑦平成２０年１１月２２日　　労働トラブル１１０番開催（１０名の会員）多数の相談



⑧敷金トラブルの勉強会　　　   計２回

⑨平成２１年３月２９日　　敷金トラブル１１０番開催（７名の会員）１３件の相談

【広報委員会】

委員会３回開催

会からの情報発信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した。その変更作業

に、本年度も小谷龍司広報委員長および広報委員には相当の負担をかけた。これによって事務局

でも変更・編集できるようなホームページとなり、迅速な対応ができるようになった。　他の企画との連

携をはかりながら対外的広報活動に力をいれた。

本年度も会員の協力を得て、法の日に新聞広告を出して、相談事業及び司法書士職務全般を

広報し、県民にアピールし事業拡大に努めた。

その他事業ごとに、マスコミなどの協力を得て広報を行い周知をはかった。

会員向けの広報誌ホッホーだよりを合計３回発行した。（第１０，１１，１２号）

【総合相 談センター】

委員会１回開催

相談会を一部有料化するか否か、今後の相談業務のあり方について検討した。

相談件数は前年度より減少したものの、多くの会員の協力により、スケジュール通りに相談対応が

できた。

相談会の有料化に伴い、当会総合相談センターの高知会場、四万十会場は法テラスの指定相

談場所の指定を受けた。

【制度研究委員会】

委員会３回開催

本会から①事務職員執務規程見直し　②会館協力金の検討　③関連団体の事務委託費の妥当

性について諮問を受け検討した。その結果を答申書として提出した。（③は継続検討）

【調停センター設置準備室】

委員会３回開催

認証申請のための準備として、本会の実施規程の再見直し及び調停トレーニングを行った。

【選挙管理委員会】

委員会１回開催

役員選挙事務のため開催した。

【綱紀委員会】



委員会６回開催

会員の綱紀問題（法務局への虚偽の本人確認情報の提供）が発生したため、その事実関係の調

査を行い、その結果を会長に報告した。

【注意勧告小理事会】

小理事会２回開催

上記報告を基に、当該会員に対する注意勧告処分を相当として会長に意見を提出した。

【会長指導・注意勧告処分】

上記問題については、事態の重大性に鑑み、会長は当該違反事実の発見後、直ちに当該会員

に対して自宅謹慎の会長指導を行った。その後、上記注意勧告小理事会の意見をもとに法令遵守

などの注意勧告処分を行った。これらについては既に高知地方法務局へ報告済である。

【紛議調停委員会】

委員会２回開催

依頼者（県民）から受託司法書士に対する紛議調停の申し立てがなされ、調停を行った。

調停を２回に亘り、開催したが不成立となった。

【配属研修】

　　　研修期間は６週間

　１．研修者　岡本清平会員　　指導員　勢田博之会員　黒石栄一会員

　２．研修者　細川博義会員　　指導員　西尾和仁会員　田中  勇会員

　３．研修者　瀧本繁廣会員　　指導員　山崎勝彦会員　西尾和仁会員

【研究会】

　商事研究会（２グループ）　  計１１回

　不動産登記研究会　　　　　  計１０回

　債務整理研究会　　　　　　　計１０回

　　

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、６７名がメール会員となった。

　（平成２１年３月３１日現在）

事務局職員の退職・採用



ケンジンによる試験実施

レクレーション

　８月２日　海辺の果樹園　焼肉パーティ

過疎支援対策

　１１月２１．２２日　日司連の過疎支援対策部が四万十町に調査に訪れ、役員等が対応した。

成年後見

　３月２０日　市民後見人養成講座開催（リーガルサポートと共催）

法務局・裁判所等との打合

　　４月１５日　法務局と総会打ち合わせ　事務局職員

　　６月２４日　法務局職員講師と研修会打ち合わせ　田中会長　土居副会長

　１０月　７日　法務局と乙号民間入札関係打ち合わせ　田中会長

　１０月　８日　裁判所と研修打ち合わせ　土居副会長　小谷晃史会員

　　３月　５日　法務局と打ち合わせ　田中会長　松浦副会長

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２０年１０月

　◎相続登記相談会　平成２１年２月

会議出席

◎高知県多重債務者対策協議会相談体制の整備･強化等検討部会

 　６月１３日　第１回　　土居副会長　森本理事出席

　１０月２８日　第２回　　森本理事出席　

　◎高知県自殺対策連絡会議

　　７月２３日　　第１回　森本理事出席

　１１月１２日  　第２回　森本理事出席

　１２月１９日　　第３回　森本理事出席

　 ３月２７日　　第４回　森本理事出席

　◎自殺予防に向けた相談機関担 当者意見交換会（県障害保険福祉課）

　　２月２０日　土居副会長　西尾理事　黒石会員出席



　◎こうち被害者支援センター

　　４月１４日　吉本修治会員理事会出席

　　４月２１日　吉本修治会員総会出席　

　◎高知市高齢者虐待予防ネットワーク会議

　　９月２９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）

　１０月２３日　関係機関連絡協議会（多重債務相談体制について）田中会長出席

　　３月１８日　指定相談場所の打ち合わせ　土居副会長出席

　◎高知県社会福祉協議会評議員会

　　５月２６日　吉本修治会員出席

　　３月２７日　吉本修治会員出席

研修派遣

　９月１６日　自殺対策相談支援研修（高知県精神福祉センター）　

 　　　　　　森本理事　新井会員出席　

　９月２０日　自殺予防シンポジウムｉｎ高知（県、厚労省、内閣府）

　　　　　　  森本理事出席

講師派遣

　６月１１日　高知県雇用開発協会　　　　　岡村敬造会員

　７月　３日　消費者行政担当者研修会・事例検討会　森本朋之理事　

　７月　７日　 　 同 　吉永副会長

　７月１０日　 　 同 　黒石栄一会員

　７月２６日　 NPO実務講座　　　　　土居副会長

１１月　６日　消費者行政担当者実務研修会　　久保会員　森本朋之理事　

１１月　７日　 　 同 　　　曽我会員　　

１１月１１日　 　 同 　　　寺尾会員　黒石会員　

　１月３０日　法テラス事務職員研修　　　　　土居副会長

　２月　３日　市町村職員研修　高知　　　　　吉本修治会員

　２月　４日　人権擁護委員研修　　　　　小谷晃史会員

　２月　６日　市町村職員研修　幡多　　　　　黒石会員

　２月１０日　市町村職員研修　安芸　　　　　曽我会員



　２月１８日　四国ブロック市町村社会福祉協議会　ふくし交流プラザ　土居副会長

　３月　４日　四万十町包括支援センター　吉本修治会員

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　１日　高知県土地家屋調査士会　國澤康男会員　松本大作会員

　　４月１６日　高知県土木部　喜多亨会員　松本大作会員

　１０月１６日　高知県土木部　松本大作会員　野村佳令会員

　１０月１９日　全日本不動産協会　三谷浩会員　喜多亨会員

　１２月１１日　高知行政評価事務所（病院出前相談所）　宮下理事　新井諭会員

　　２月１６日　高知行政評価事務所（病院出前相談所）　土居副会長　吉本修治会員

他会総会等出席

　５月１４日　新阪急ホテル　　　全日本不動産協会　　　　　土居副会長

　５月２２日　新阪急ホテル　　　宅地建物取引業協会　　　  田中会長

　５月２４日　高知会館　　　　　　土地家屋調査士会　　　　　田中会長

　５月３１日　高知商工会館　　　行政書士会　　　　　　　　　  松浦副会長

　６月　６日　三翠園ホテル　　　税理士会　　　　　　　　　　　吉永副会長

　６月１３日　三翠園ホテル　　　社会保険労務士会　　　　　田中副会長

　７月１６日　調査士会館　　　　土佐士業交流定例会　　　　土居副会長　

　９月１３日　大阪　　　大阪 全青司研修会　　　　　　　　　　　田中会長他

　９月２５日　三翠園ホテル社労士４０周年記念祝賀会　　　  田中会長

１０月　４日　宅建協会会長野口巌氏叙勲受賞祝賀会　　　　松浦副会長

１１月　７日　須崎プリンスホテル　須崎ひまわり基金開設披露パーティー　田中会長

　２月　６日　三翠園　土佐士業賀詞交歓会　　田中会長　土居副会長　西尾理事　山崎相談役　

　２月２８日　鹿児島文化ホール　全青司鹿児島全国大会　　　田中会長他

　３月　６日　三翠園ホテル　社労士会会長橋本充好氏厚生労働大臣表彰祝賀会　田中会長

日司連関係

【第７０回定時総会】 　

　６月１９日２０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　細田相談役　吉本修治会員



【全国会長会】

第１回　平成２０年４月１０・１１日

（詳細は０８年月報司法書士６月号に掲載）

１．一般報告

２．依頼者等の本人確認　

３．日司連統一用紙について　　登記完了証などに使用

４．規制改革について

５．司法書士の名称変更　　

６．司法書士データ（本人確認情報など）センター実証実験について　　

７．能登半島、新潟沖地震対策本部の解散

８．その他　自殺予防週間に相談開催要請

　　　　　

議事

１．地域司法拡充基金特別会計設置に伴う連合会会則一部改正案について

２．研修事業特別会計及び会館建設特別会計における事件数割額会費の廃止と定額会費導

　　入に伴う連合会会則一部改正案について　

３．司法書士倫理の一部改正について

４．日司連役員選挙の改革について

５．平成２０年度事業計画・予算

６．会長会の意見交換

第２回　平成２０年１０月３０・３１日

（詳細は０８年月報司法書士１２月号に掲載）

１．一般報告

２．組織機構改革について

３．規制改革について

４．総務部門関連事項について

５．企画部門関連事項について

６．司法支援部門関連事項について

７．研修事業について

８．特別研修事業について

９．広報事業について

議事

１．不動産登記制度について

２．次期司法書士法改正検討事項案についての意見交換

３．司法書士会が抱える問題について－司法書士会会長相互の意見交換－



第３回　平成２１年１月１９・２０日

（詳細は０９年月報司法書士３月号に掲載）

１．一般報告

２．規制改革について

３．各部門からの報告

４．各会の会則改正と認可の方向性について                         

議事

１．平成２１年度事業計画（案）の骨子について　　　　　　　　　　　　　　

２．次期司法書士法改正検討事項案に関する意見照会について　　　

３．犯罪収益移転防止法への対応について　　　　　　　　　　　　　　　　

４．登記識別情報とオンライン利用拡大計画について　　  　　　　

５．不動産取引保証制度とデータセンター構想について　　　　　　　　　　　

６．組織機構改革（総会改革・選挙制度改革等）の推進について　　　　　　　

７．司法書士会が抱える問題について－司法書士会会長相互の意見交換－

【賀詞交換会】

　平成２１年１月１９日　赤坂プリンスホテル　田中会長

【全国担当者会議】

　８月２３日　ブロック別調停センター担当者会議　岡山市　　宮下理事　大谷室長

　８月３０日　消費者問題担当者会議　　日司連ホール　　　中村理事

１０月２２・２３日　全国研修担当者会　日司連ホール　福島茂雄　吉本修治新人研修実行委員

１１月　７日　相談事業担当者会議　西尾理事

１１月２１日　法テラス担当者会議　日司連ホール　　土居副会長　中村理事

１１月２７・２８日　登記制度関連担当者会議　日司連ホール　吉永副会長

１２月２０日　制度広報ブロック別説明会　岡山市　　西村理事

　１月１６日　過疎対策担当者会議　日司連ホール　松浦副会長

　１月１７日　ブロック別調停トレーニング　香川県司法書士会館　久保まり会員　小谷晃史会員

　１月３１日　ブロック別不動産取引保証構想 説明会　香川県司法書士会館　土居副会長

　３月　７日　ブロック別総務担当者会議　香川県司法書士会館　　松浦副会長　池田綱紀委員長

【研修】

　８月　９日　自死総合対策シンポジウム　日司連ホール　　森本理事

　９月２０・２１日　専門業務研修会　仙台市　　会員自費参加多数

１０月１７日　相談員研修・事務局受付研修　福島茂雄会員　土居事務局職員

１１月１・２日　消費者問題対応セミナー　横浜　　会員自費参加多数



１２月　６日　中央研修会　日司連ホール　笹本理事　宮下理事

　１月２４日　法教育シンポジウム　吉本修治会員

　３月　８日　マイケル・リンド ADR講演会　大谷会員　小谷晃史会員

四国ブロック関係

【定時総会】

　６月１４日　松山市　ホテルＪＡＬシティ

　出席者　田中会長　代議員　土居副会長　吉永副会長　　笹本理事

　オブザーバー出席　西尾理事　西村理事　黒石幡多総合相談センター事務局長

【理事会】

　４月２６日　香川県司法書士会館　

　　　　　　　田中会長　吉永副会長　土居副会長出席

　　　　　　　総会提出議案関係審議　

　７月１９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．担当者会開催について

　　　　　３．理事会・各種会議について

　　　　　４．次年度ブロック総会開催について

　　　　　５．祝電の廃止について・四ブロ実行委員数縮減について

　　　　　　　協議事項　ホームページについて

　　　　　　　　　　　　　　金融機関との協議について

【研修会】（共催）

　　平成２０年９月６日（土）１０時～１２時　　高知城ホール２階

　　内　容　　裁判前和解（交渉の仕方も含めて）

　　講　師　　高知弁護士会　弁護士　山原和生  氏

【担当者会議】

　　１１月１６日　綱紀等に関する担当者会　　　香川県司法書士会館　　松浦副会長　矢野理事

　　１２月  ６日　綱紀等に関する担当者会　　　徳島県司法書士会館　　田中会長　松浦副会長

【県境相談会】



　平成２１年３月２９日　徳島県海陽町役場で徳島県司法書士会と合同で相談会を開催

　本田理事、曽我会員が相談員として参加し、１３名の相談があった。

【新人研修】

　平成２０年７月５・６日　実行委員会　徳島県郷土文化会館　吉本修治実行委員出席

　平成２０年１２月６・７日　実行委員会　広島司法書士会館　福島茂雄実行委員・吉本修治実行委

員出席

　平成２１年１月８日から１月１４日まで広島司法書士会館で新人研修開催

　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、受講者として細川博義会員、瀧本

繁廣氏、田内拓也氏、山原紗希氏、松田潤氏が参加した。

　尚、松浦弘延副会長、土居雅之副会長は講師を務めた。

【九州・中国・四国三ブロック会会長会】

平成２１年３月７・８日山口県湯田で開催　田中会長出席

協議事項

１．連合会におけるブロックの位置付け

２．不動産取引保証制度とデータセンター構想について

３．予算について

４．７事業関連の企画について

５．綱紀案件の公表　会長声明について


