
会 務 報 告

はじめに

平成２７年度定時総会において、当会の事業執行については定額会費により、会館の建

て替え資金については事件数割会費（会館建設等特別会費）により、それぞれ賄うことと

する会費に関する規定の改正等が承認された。

この会費に関する規定の改正等は、南海トラフ大地震に備える方策として、築３５年を

経過した会館を建て替えることが最善であるとの判断に基づくものであり、下記の特別事

業に記載のとおり新会館建設に向けた取り組みを着実に進めた１年であった。

一般事業については、空き家問題への取り組みが情報収集に留まり、対外的な取

り組みに至らなかった。そのため重点事業に掲げた空き家問題への取り組みによる

財産管理業務の拡充にはつなげられなかったという反省点はあるものの、会員や関

係機関の協力を得て、事業計画にそって概ね事業を実施した。

なお、予算として計上した司法書士の日の新聞広告協賛金については、執行部において

制度広報である以上、会員に協賛金の拠出を求めるのではなく、会が全額負担すべきでは

ないかという意見があった。また、紙面の多くを無料相談会の告知と協賛いただいた会員

の氏名等が占める新聞の一面広告が制度広報といえるのかという議論もあり、平成２７年

１１月７日に開催した平成２７年度第２回会員一般研修会にあわせて「制度広報に関する

アンケート」を実施した。アンケートに対する回答は５２名であったが、回答の内容と会

費の負担増をお願いした状況で、予算に計上した１万２０００円の協賛金を拠出いただく

のは厳しいと判断し、新聞の一面広告を取りやめる判断をした。

詳細な事業執行については、各部の報告及び業務日誌に譲るとして、平成２７年度の重

点事業及び特別事業について以下のとおり報告する。

重点事業

（１）相続登記の推進

「司法書士といえば相続登記」をキャッチフレーズにテレビとラジオで一貫性のある

制度広報を実施した。また、例年どおり２月の１か月間を「相続登記はお済ですか月

間」と定め、県内３４市町村すべてに広報誌への掲載依頼を行ったうえで、県内５か

所で相続登記相談会を実施した。さらに、県内５か所において相続と遺言に関する講

演会に講師を派遣した。

（２）財産管理業務の拡充

   リーガルサポート高知支部との共催で、空き家問題・マイナンバー制度に関するＤ

ＶＤによる任意研修会を開催した。また、平成２８年３月１０日から１８日にかけて

各支部を訪問して空き家問題に関する任意研修会を実施したが、財産管理業務を拡充

するまでには至らなかった。

（３）登記と事業承継に関する研修の充実

   平成２７年度第２回会員一般研修会では、日司連から西山義裕氏（商業登記・企業

法務対策部部委員）を招いて、会社法と商業登記規則の改正についての研修を実施し



た。また、平成２７年度第３回会員一般研修会では、相続登記業務についてグループ

ディスカッションによる研修を実施した。

   平成２７年８月から１２月にかけて、５回にわたって事業承継・会社法・商業登記

に関する任意研修会を実施した。

（４）多様化による広報の充実

   ホームページの更新作業を随時行い、スマートフォンで閲覧ができるようにバージ

ョンアップを行った。また、当会では初めてとなる県内のスーパーやショッピングセ

ンターで配布されるキッチンフリーペーパー「ＱｕｉＣｏｏｋｉｎｇ」を用いた広報

を実施した。なお、Ｓｏｃｉａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ（ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス）を利用した広報については、常時更新することが

困難であることから実施には至らなかった。

特別事業

平成２７年６月５日開催の第４回理事会において会館建設等特別委員会設置及び同

委員会委員の選任を行い、平成２７年７月から平成２８年２月までに計７回の委員

会を経て、平成２８年２月１５日付最終報告書が提出されたので、平成２８年３月

１０日から１８日にかけて各支部を訪問して会館に関する説明会を行った。なお、

南海トラフ大地震対策として、平成２７年１０月１６日に仮事務所の賃貸借契約を締

結し、平成２８年１月１８日から仮事務所での業務を開始した。

単位会関係

総会

定時総会

平成２７年５月１６日高知会館に於いて定時総会を開催し、執行部提出の議案（詳細は

平成２７年度定時総会資料）は、すべて原案どおり承認可決された。

理事会

第１回 平成２７年４月１日開催 司法書士会館３階会議室

（１）平成２７年度第２回理事会（平成２７年４月１７日開催）の議案についての検討

（２）その他

第２回 平成２７年４月１７日開催 司法書士会館３階会議室

平成２７年度定時総会提出議案関係審議

その他  高知県司法書士会業務賠償責任保険運用規程一部改正承認の件

     高知県司法書士会事故処理委員会規程一部改正承認の件

     高知県司法書士会経理規程一部改正承認の件



経済的困窮者を支援する事業の実施要領制定承認の件

被表彰者決定の件

日司連定時総会（平成２７年６月２５・２６日開催）への代議員及びオブザ

ーバー出席者の件

名誉会長委嘱の件

第３回 平成２７年５月１６日開催 高知会館

（１）常任理事任命の件

（２）相談役委嘱の件

第４回 平成２７年６月５日開催 司法書士会館３階会議室

（１）高知県司法書士会部の組織に関する規程一部改正の件

（２）各種委員会委員選任について

（３）会館建設等特別委員会設置の件

（４）会館建設等特別委員会委員選任の件

（５）高知県司法書士会総合相談センター責任者選任の件

（６）高知県司法書士会調停センター運営管理者選任同意の件

（７）事業計画の指針及び抱負

（８）その他

   １．四国ブロック会総会の件

   ２．新会員名簿の作成について

   ３．年間スケジュールについて

   ４．平成２８年度定時総会の日程及び会場について

第５回 平成２７年９月２５日開催 司法書士会館３階会議室

（１）事件簿及び業務報告書の見直しに伴う「業務報告書記載規程」一部改正承認の件

（２）協議事項

１．各担当からの今後の事業計画の指針

２．会館建設について

３．高知県司法書士会旅費規程第１１条による「講師謝礼の別途基準」について

４．支部交付金のあり方について

５．常設相談会（高知）の会場について

（３）その他

第６回 平成２７年１２月１８日開催 司法書士会館３階会議室

（１）高知県司法書士会旅費規程第１１条による「講師謝礼の別途基準」一部改正承認の

   件

（２）協議事項

１．高知県司法書士会事務局職員執務規程第４５条第４項について

２．広報部員の選任について



３．次年度の事業計画案等について

（３）その他

第７回 平成２８年３月２５日開催 司法書士会館１階（仮事務所）

（１）高知県司法書士会事務局職員執務規程一部改正承認の件

（２）協議事項

１．総会提出議案に関する件

（３）その他

監査

平成２７年４月２４日  本田監事、瀧本監事、岡村副会長 出席

正副常任理事会

１２回（毎月開催）  正副会長、常任理事出席

支部長会

第１回 平成２７年４月 ３日開催

（１）会館及び会費について

（２）各支部の事業報告と支部のあり方について

（３）その他（意見交換）

第２回 平成２８年３月３１日開催

（１）議長及び副議長の選任について

（２）支部相互の意見交換

（３）支部と本会との意見交換

◎支部総会

東 支部  平成２７年４月２５日 吉永常任理事（会長代理）

中央支部  平成２７年５月 １日 土居会長

中西支部  平成２７年４月１８日 土居会長

中東支部  平成２７年４月２４日 土居会長

西 支部  平成２７年５月 ７日 土居会長

◎支部説明会（会館建設等について）

西 支部  平成２８年３月１０日 黒石会長 三谷理事

東 支部  平成２８年３月１４日 黒石会長 三谷理事

中西支部  平成２８年３月１６日 黒石会長 三谷理事

中東支部  平成２８年３月１７日 黒石会長 三谷理事



中央支部  平成２８年３月１８日 黒石会長 三谷理事

【新人配属研修】

有藤 尚輝 会員   大石会員（27.3.2～27.3.20）、伊藤副会長（27.3.23～27.4.10）

川井 大輔 会員   本田会員（27.5.18～27.6.7）、土居相談役（27.6.8～27.6.28）

西原不二枝 会員   山崎相談役（27.5.18～27.6.28）

岩本 博之（未入会） 勢田相談役（27.5.18～27.6.28）

【登録証交付式】

５月 １日（川井大輔会員・有藤尚輝会員）土居会長、伊藤副会長出席

８月２１日（西原不二枝会員）黒石会長、伊藤副会長出席

１０月３０日（藤田博巳会員）黒石会長、伊藤副会長出席

１２月 ４日（髙橋涼馬会員）黒石会長、伊藤副会長出席

１月２２日（立山慶之会員）黒石会長、伊藤副会長出席

[企画部] 

部会３回開催

１ 相続及び成年後見並びに財産管理に関する業務

（１）相続・遺言・成年後見に関する講演会の実施

県内の地域包括支援センター及び社会福祉協議会が主催する研修会等に対し、相

続・遺言・成年後見に関する講師と講演後の無料相談会の相談員を下記のとおり派遣

した。住民の目の前で地域の司法書士が相続や遺言について分かりやすく話をするこ

とで、相続・遺言・成年後見といえば司法書士というイメージを具体的にもってもら

えたものと思われる。

  ① ８月２８日 １７時３０分～１９時    高知市社会福祉協議会職員研修会

   泉会員（講師）

② ９月１８日 １３時３０分～１５時    津野町高齢者教室

  田中博志会員（講師）

  ③１１月２６日 １３時～１４時３０分    佐川町長寿大学

   瀧本会員（講師）

  ④１２月１２日 １３時３０分～１６時    四万十町地域包括支援センター

   金子会員（講師・相談員）、川村靖仁会員（相談員）、山沖会員（相談員）

⑤ ２月２５日 １３時３０分～１４時３０分 高知市西部地域高齢者支援センター

   森会員（講師）

（２）財産管理業務

  ・ ８月２２日、リーガルサポート高知支部との共催で、空き家問題・マイナンバー

制度に関するＤＶＤ任意研修会を開催し、それぞれ２４名・２１名の会員が参加し

た。



  ・ 高知家庭裁判所からの相続財産管理人等の推薦依頼に対応した。

（相続財産管理人５件、不在者財産管理人２件）

（３）成年後見業務

１１月１４日、ぢばさんセンターにおいて、司福会の主催で開催された講演会「成

年後見制度が目指すべきものとは～求められている財産管理、身上監護とは～」とパ

ネルディスカッション「成年後見における司法書士と社会福祉士の役割について」に    

１８名の会員が参加し、社会福祉士との交流を図った。

   小谷晃史会員（講師）、大谷会員（パネラー）、土居会員（パネラー）

２ 裁判業務の推進について

（１）裁判業務の推進

   １月２３日、高知県立県民文化ホールにおいて、日司連の主催で開催された「第５

回裁判実務ゼミナール」に９名の会員が参加した。   

３ 消費者問題

（１）県立消費生活センターの相談員に対する法律相談への会員の派遣

   昨年度に引き続き、高知県立消費生活センターの消費生活相談員からの相談に応じ

るアドバイザーとして下記のとおりの会員を派遣した。

（２）県立消費生活センターの相談員との事例検討会への部員の派遣

   アドバイザー相談のうち８月と２月の２回を事例検討会としたうえで、下記のとお

り会員を派遣した。

（３）多重債務者相談者無料相談会への相談員の派遣

   高知県の主催で９月１３日から９月１９日に開催された上記相談会に下記のとおり

会員を派遣した。

（４）県・市町村などの自治体、法テラス、県立消費生活センター、クレサラ被害者の会

などの関係機関との連携の強化

   関係機関が主催する下記の会議に出席した。また、関係機関が主催する相談会に下

記のとおり相談員を派遣した。

①平成２７年度第１回高知県多重債務者対策協議会

    ７月２２日 １０時～１２時 小谷晃史常任理事

②平成２７年度多重債務者無料相談会

    ９月１３日 土方会員（南国市役所）

    ９月１５日 大石会員（県立消費生活センター）

    ９月１６日 寺尾会員（幡多広域消費生活センター）

    ９月１７日 三谷会員（ハローワーク高知）

    ９月１８日 森田啓会員（県立消費生活センター）

③高知県立消費生活センターへのアドバイザー派遣（１４時～１６時）

    ４月１３日 森田麻紀子会員

    ５月１１日 野村佳令会員



    ６月 ８日 淸水会員

    ７月１３日 森田啓会員

    ９月１４日 淸水会員

   １０月１３日 淸水会員

   １１月 ９日 大石会員

   １２月１４日 細川拓史会員

    １月１２日 細川拓史会員

   ３月１４日 大石会員

④県立消費生活センターの相談員との事例検討会への部員の派遣（１４時～１６時）

    ８月１０日 山原会員、中村吉作会員、森会員

    ２月 ８日 金子会員、中村吉作会員

  ⑤消費生活無料相談会（南国市役所 １３時～１７時）

    ３月 ６日 大石会員、川井会員

４ 法教育

（１）法教育の実施

① ７月 ２日 １０時３０分～１２時 多重債務者対策出前講義

高知大学（受講生５名） 黒石会員

②１１月１８日 １１時～１２時３０分 社会戦略講座

高知開成専門学校（受講生６３名・教職員７名） 金子会員、小松弘知会員

５ 自死や貧困などの社会問題対策

（１）経済的困窮者に対する法律支援事業の実施

   昨年度に引き続き、経済的困窮者を支援する事業の実施要領を策定し、施行した。

社会保障手続き同行支援２件分につき申請があり、支弁をした。

（２）他団体が開催する相談会に下記のとおり会員を派遣した。

①くらしとこころ・つながる相談会（１３時～１７時）

   １０月２８日 大石会員（ハローワーク高知）

    ２月２２日 三谷会員（ハローワーク高知）

    ３月２８日 菊野会員（室戸市保健福祉センターやすらぎ）   

②高知うろこの会主催のキャラバン出張相談会（１０時～１５時）

   ９月１９日 大石会員（本山町プラチナ・センター）

  １１月１５日 黒石会員（四万十市社会福祉センター）

１２月１２日 菊野会員（室戸市健康福祉センター）

③高知医療生活協同組合主催のくらしといのちの何でも相談会

   １１月１８日 大石会員（土佐長岡郡教職員組合）１３時～１５時３０分

   １１月１９日 三谷会員（香美教育会館）１３時３０分～１６時

   １１月２１日 大石会員（地域交流センター城北）１０時～１２時

   １１月２１日 大石会員（イノハナ集会所）１３時３０分～１６時

   １１月２５日 山岡会員（潮江診療所）１３時３０分～１６時



   １１月２６日 三谷会員（ソーレ）１３時３０分～１５時３０分

   １１月２６日 大石会員（枝川コミュニティセンター）１３時～１６時

   １１月２７日 泉会員（生協病院地域交流センターやまもも）１４時～１７時

   １２月 １日 三谷会員（鏡文化ステーションＲＩＯ）１３時３０分～１６時

   １２月 ５日 細川拓史会員（ピアステージ）１４時～１６時

   １２月 ６日 三谷会員（三里ふれあいセンター）１０時～１２時

   １２月１５日 山岡会員（百石２丁目公民館）１３時３０分～１６時３０分

  ④総務省高知行政評価事務所主催の病院出前行政相談所（高知病院）９時～１４時

    ７月１０日 森田麻紀子会員

⑤労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会主催の合同労働相談会

   １２月 １日 小谷晃史常任理事  １０時～１３時

          久保理事      １３時～１６時

（３）他団体が開催する会議や研修会に下記のとおり会員が出席した。

  ①ＮＰＯ法人こうち被害者支援センター平成２７年度通常総会

    ５月２９日 １８時～            伊藤副会長

  ②アディクション・薬物関連問題関係者会議

    ６月２２日 １５時～１７時         新井会員

  ③平成２７年度第１回労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会

    ７月２３日 １３時３０分～１５時３０分   小谷晃史常任理事

  ④平成２７年度第１回自殺予防関係機関連絡調整会議

    ８月 ３日  ９時３０分～１１時３０分   小谷晃史常任理事

  ⑤平成２７年度第１回犯罪被害者支援関係機関連絡協議会

    ８月２０日 １３時３０分～１５時      小谷晃史常任理事

  ⑥平成２７年度第１回高知県自殺対策連絡協議会

    ８月３１日 １０時～１２時       小谷晃史常任理事

  ⑦平成２７年度第１回高知市高齢者虐待予防ネットワーク会議     

    ９月 ４日 １８時３０分～２０時３０分   山原理事

  ⑧平成２７年度法テラス高知地方協議会（高知分会）

   １１月１７日 １４時～１６時         大石会員

  ⑨平成２７年度第２回高知市高齢者虐待予防ネットワーク会議

   １１月２４日  １５時～１７時         山原理事

  ⑩平成２７年度自立困難な対象者の福祉支援等に関する連絡協議会

   １１月２４日 １３時３０分～１５時３０分   森本朋之会員

  ⑪労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会主催合同労働相談会事前打合

   １１月２７日  ９時～１０時         小谷晃史常任理事、久保理事

  ⑫平成２７年度商業登記・企業法務推進のためのブロック会別担当者会議

   １１月２８日 １３時～１７時         小谷晃史常任理事

  ⑬平成２７年度第２回犯罪被害者支援関係機関連絡協議会

   １２月 ４日 １３時３０分～１４時３０分   山原理事

  ⑭高知県高齢者及び障害者権利擁護連携会議



    １月２７日 １８時３０分～２０時      大谷理事

  ⑮平成２７年度第３回高知市高齢者虐待予防ネットワーク会議

    １月２９日 １５時～１７時         山原理事

⑯平成２７年度第３回犯罪被害者支援関係機関連絡協議会

    ２月１７日 １３時３０分～１５時      山原理事

  ⑰四国ブロック司法過疎対策に関する意見交換会

    ２月２０日 １５時～１７時         小谷晃史常任理事

  ⑱平成２７年度第４回高知市高齢者虐待予防ネットワーク会議

    ３月１０日 １５時～１７時         山原理事

  ⑲あまやどり高知合同活動報告会

    ３月１２日 １３時３０分～１５時

黒石会員、小谷晃史会員、山沖会員、森会員、中村吉作会員

⑳高知県立精神保健福祉センター・自殺対策支援者研修

    ３月２８日 １３時３０分～１６時４０分

小谷晃史会員、山原会員、土居会員

６ その他

（１）事業承継に関する事業として、下記のとおり研修会を開催し、会議へ出席した。

  ①事業承継・会社法・商業登記に関する任意研修会の開催（１７時３０分～１９時）

・ 第１回  ８月 ６日

講師 小谷晃史会員  ２４名参加

・ 第２回  ９月 ３日

講師 久保会員    ２２名参加

・ 第３回 １０月 １日

講師 金子会員    ２０名参加

・ 第４回 １１月 ５日

講師 中村吉作会員  １０名参加

・ 第５回 １２月 ３日

講師 山沖会員    １１名参加

②高知県事業承継・人材確保センターとの協議、会議

・ 打合せ訪問

     ７月 ２日 １５時３０分～１６時     黒石会長・小谷晃史常任理事

   ・ 運営会議出席

     ３月１７日 １３時３０分～１４時３０分  黒石会長・小谷晃史常任理事

［相談事業部］

部会３回開催

１ 総合相談センター



（１）総合相談センターの機能充実

①定例相談会

   本年度、総合相談センターに寄せられた相談件数は、次のとおりである。

   高知会場    １１２件（前年度比 －１３件）

   四万十会場    ２５件（前年度比  ＋２件）

   安芸会場     ２７件（前年度比 ＋１１件）

   須崎会場     ２０件（前年度比  ＋２件）

   クレサラ相談   １１件（前年度比 －１６件）

   成年後見相談   １６件（前年度比  －９件）

   高知会場では、前年度より減少したものの、四万十会場、須崎会場では、ほぼ横

ばい、安芸会場においては、前年度比１１件の増加となった。

  クレサラ相談は、減少傾向にあり、行政が実施している同種相談会においても同

様の傾向が見受けられる。しかしながら、生活保護受給を契機として、本相談会を

利用する等、依然として一定の相談が寄せられている。

  成年後見相談についても相談件数は減少したものの、社会における成年後見制度

の需要は高く、今後も堅調な相談数が予想される。

  ②出張法律相談

    本年度、本相談会については検討にとどまり、実施に至らなかった。次年度にお

いては、相続登記相談会等の相談会と併せて実施することを企画していくこととし

た。

  ③相談員の資質の向上

    相談事業につながる研修等を実施することはできなかった。

（２）各種相談事業の実施・検討

  ①賃貸借相談会

    昨年度同様、高知県立消費生活センターとの共催で、平成２８年３月２７日（日）

に実施したが、相談者数は１名と低調であった。

  ②高齢者・障害者のための成年後見相談会

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート高知及び一般社団法人高知県

社会福祉士会との共催で、平成２７年１２月５日（土）に実施した。

  ③司法書士の日相談会

    県内５会場（各支部１会場）で平成２７年８月３日（月）に実施し、次のとおり

の相談者数があった。

    中央支部    ３０人（前年度比 －１人）

     東支部      ２人（前年度比 －１人）



     中東支部    １０人（前年度比 ＋１人）

     中西支部     ３人（前年度比 ＋２人）

     西支部      ５人（前年度比 －３人）

    各会場における相談者数は、前年度と比べて、ほぼ横ばいの結果であった。

  ④法の日相談会

    本年度は、平成２７年１０月１日（木）大橋通り商店街にて実施（県内１箇所開

催）し、相談者数は、２３名であった。例年であれば、高知市においては、高知市

役所の協力のもと、高知市役所にて開催していたところ、本年度は、庁舎建替に伴

い、大橋通り商店街にて実施した。大橋通り商店街での相談会を実施するにあたっ

ては、道路占用許可の取得など各行政機関の協力を必要とし、また、当日の相談会

中においても、通行人への配慮を必要とするなど、相談会開催にあたって他の会場

と異なる取扱いを要したが、他方で、人の行き来が多く、気軽に立ち寄ることので

きる相談会場の提供、また、相談会を利用した広報の点では他の相談会場と比べ、

一定の成果を得られたと思われる。

  ⑤相続登記相談会

    県内５会場（各支部１会場）で平成２８年２月５日（金）に実施し、次のとおり

の相談者数があった。

     中央支部    ４７人（前年度比 ＋１０人）

     東支部     ２０人（前年度比 ＋２０人）

     中東支部    ２１人（前年度比 ＋１２人）

     中西支部     ５人（前年度比  ＋３人）

     西支部      ９人（前年度比  ＋７人）

    本年度の相続登記相談会においては、広報部による広報の成果により、各会場に

おいて相談者数増加の結果となった。特に、東支部、中東支部での相談者数の増加

は顕著であった。

  ⑥地籍調査説明会における相談会

    平成２７年５月９日（土）及び１０日（日）に、佐川町における地籍調査説明会

に相談員を延べ７名派遣し、相談会を実施した。相談者数は、１７名であった。

その他、高知県や市町村等他団体からの相談員派遣要請に応じ、他団体が開催する相

談会に相談員を派遣した。

（３）関係機関との連携強化

   上記のとおり、関係機関と共催にて事業を実施し、また、相談員を派遣することに

より、連携強化を図った。



（４）民事法律扶助の利用促進

２ 調停センターの運営

［研修部］

部会３回開催

１ 企業法務・商業登記業務の拡充

会員一般研修会において、外部講師による会社法と商業登記規則の改正に関する研修

を行った。

２ 会員一般研修会の企画及び実施

年３回の会員一般研修会を企画して次のとおり実施した。

平成２７年７月２５日 第１回会員一般研修会（高知会館） 会員８０名出席

１３時００分～１７時００分

  「民事信託はじめの一歩（実務で活用するためのポイント」

講師 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート鳥取支部

      支部長 谷 口  毅 氏（鳥取会）

平成２７年１１月７日 第２回会員一般研修会（高知会館） 会員８４名出席

１３時００分～１７時００分

「会社法と商業登記規則の改正について」

講師 日本司法書士会連合会商業登記・企業法務対策部

部委員 西 山 義 裕 氏 (札幌会)

平成２８年２月１３日 第３回会員一般研修会（高知会館） 会員８４名出席

１３時００分～１５時００分

「グループディスカッション（相続登記業務について）」

１５時００分～１５時３０分

  「解説」

   講師 高知県司法書士会

田 中   勇 相談役

１５時３０分～１７時００分

  「旧民法他における親族・相続について」

   講師 高知県司法書士会

曽 我 博 明 理事

３ 任意研修会の企画及び実施並びに実施状況の管理



以下のとおり任意研修会を企画、実施した。

平成２７年９月１７日（土）（居酒屋いなか） 会員１２名出席

１６時００分～１８時００分

  「相続・遺言・成年後見及びマイナンバー制度について」西支部研修と共催

   講師 高知県司法書士会

      山 沖 直 樹 西支部長

平成２８年１月２３日（土）（高知県立県民文化ホール）会員１２名出席

正午～午後４時３０分

「裁判実務ゼミナール」

  講師 日本司法書士会連合会紛争解決支援推進対策部

     民事事件受託推進ワーキングチーム

平成２８年３月１０日（木）（居酒屋いなか）会員１２名出席

１８時３０分～１９時３０分

「空き家対策に関する研修」西支部研修と共催

  講師 高知県司法書士会

     黒 石 栄 一 会長

平成２８年３月１４日（月）（安芸市総合社会福祉センター）会員１０名出席

１８時３０分～１９時３０分

「空き家対策に関する研修」東支部研修と共催

  講師 高知県司法書士会

     黒 石 栄 一 会長

平成２８年３月１６日（水）（須崎市立市民文化会館小会議室）会員７名出席

１８時３０分～１９時３０分

「空き家対策に関する研修」中西支部研修と共催

  講師 高知県司法書士会

     黒 石 栄 一 会長

平成２８年３月１７日（木）（香美市中央公民館）会員６名出席

１８時３０分～１９時３０分

「空き家対策に関する研修」中東支部研修と共催

  講師 高知県司法書士会

     黒 石 栄 一 会長

平成２８年３月１８日（金）（高知共済会館）会員１０名出席

１８時３０分～１９時３０分

「空き家対策に関する研修」中央支部研修と共催



  講師 高知県司法書士会

     黒 石 栄 一 会長

成年後見に関する任意研修会（リーガルサポートとの共催）

平成２７年 ７月２５日（土）９時３０分～１２時 高知会館 （ＤＶＤ研修）

「リーガルサポートの役割と現在の状況について」 会員４４名出席

平成２７年 ８月 ２日（日） 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１０時３０分～１２時００分 ①法定後見等の相談・申立 会員２名出席

１３時００分～１４時３０分 ②成年後見の基礎実務① 会員２名出席

１４時４０分～１６時１０分 ③成年後見の基礎実務② 会員２名出席

１６時２０分～１７時５０分 ④リーガルサポートの報告制度 会員２名出席

平成２７年 ８月 ９日（日） 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１０時３０分～１２時００分 ⑧後見業務への心構え、後見人等の倫理 会員３名出席

１３時００分～１４時３０分 ⑤保佐、補助、監督の基礎実務 会員３名出席

１４時４０分～１６時１０分 ⑥任意後見の基礎実務（相談・契約含む）

会員３名出席

１６時２０分～１７時５０分 ⑦成年後見制度の理念とリーガルサポートの成立過程と

役割 会員３名出席

平成２７年 ８月３０日（日） 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１０時３０分～１２時００分 ⑨認知症の理解 会員３名出席

１３時００分～１４時３０分 ⑩知的障害者の理解 会員４名出席

１４時４０分～１６時１０分 ⑪精神障害者の理解 会員４名出席

１６時２０分～１７時５０分 ⑫成年被後見人の選挙権剥奪問題 会員２名出席

平成２７年 ８月２２日（土） 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１４時４０分～１６時４０分「マイナンバー制度の概要」 会員２１名出席

平成２７年 ９月 １日（火）１８時～１９時３０分 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

『後見人の行動指針について』 会員７名出席

平成２７年 ９月 ８日（火）１８時～１９時３０分 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

『後見制度支援信託の具体的運用について』 会員１１名出席

平成２７年 ９月１５日（火）１８時～１９時３０分 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

『精神障がい者の支援と対応』 会員８名出席

平成２７年 ９月２９日（火）１８時～１９時３０分 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）



『成年後見人に係る社会保障制度及び手続きの概要』 会員１５名出席

平成２７年１０月 ６日（火）１８時～１９時３０分 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

『成年被後見人等に適した施設選定のポイント』 会員１０名出席

平成２７年１０月１３日（火）１８時～１９時３０分 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

『後見終了後の手続き（被後見人死後の事務から事例紹介まで）』 会員１１名出席

平成２７年１０月２０日（火）１８時～１９時３０分 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

『後見業務における損害賠償について』 会員８名出席

平成２７年１０月２７日（火）１８時～１９時３０分 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

⑧後見業務への心構え、後見人等の倫理 会員９名出席

平成２７年１１月 ７日（土）１０時～１２時 高知会館

成年後見人の倫理（事例検討 グループディスカッション） 会員２８名出席

平成２７年１１月 ７日（土）９時３０分～１２時 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

「リーガルサポートの役割と現在の状況について」 会員８名出席

平成２７年１１月１４日（土）１３時～１６時３０分 ぢばさんセンター

司福会交流研修会 会員１８名出席

○講演「成年後見制度が目指すべきものとは～求められている財産管理、身上監護とは～」

講師 高知県司法書士会 常任理事

（公社）成年後見センター・リーガルサポート高知 副支部長兼事務局長

小谷 晃史 氏

○パネルディスカッション

内容：成年後見における司法書士と社会福祉士の役割について

平成２８年 ２月１３日（土）１０時～１２時 高知会館

成年後見制度について（成年後見ハンドブックの利用・後見制度支援信託の現状等）

講師 高知家庭裁判所 主任書記官 三木 広樹 氏  会員４４名出席

４ 年次制研修会

次のとおり年次制研修会を実施した。

平成２７年１０月１７日（司法書士会館） 会員１６名出席

１３時００分～１８時００分

５ 配属研修の実施

会員４名の配属研修を実施した。



[広報部］

部会６回開催

事業計画を基本とし、広報のあり方を見直すとともに費用対効果を考慮し、年間を通じ

て社会情勢を先取りした効果的な制度広報を継続的に実施することを前提とし、新聞の一

面広告を取りやめ無料法律相談会の告知は、原則として新聞の無料掲載欄や市町村発行の

広報誌など無料の広告媒体を利用することによって行った。

無料の広告媒体を利用することによって広報費用は削減したが無料法律相談会の相談者

数は前年並を確保できるとともにＮＨＫと高知放送などのメディアの取材を受けることが

できた。

制度広報は年間を通じ「相続登記」をメインとした新聞、テレビ、ラジオを利用した広

報を実施するとともに広報結果の検証・精査、広報媒体、ターゲットの見直しを継続的に

実施した。

平成２８年２月に実施した「相続登記はお済みですか月間」相談会については、相談事

業部と連絡を密にして実施日を県内同一にするなどメディアへの宣伝効果を意識した広報

とした。その結果、ＮＨＫ、高知放送、テレビ高知の取材を受けることができた。広報費

用の負担をすることなくテレビでの制度広報をすることができた。

１ ホームページの維持・管理

ホームページの更新作業を随時行い、一般向けページにおいて、市民の司法アクセス

の強化を図るべく各種相談会の広報ページの更新等を継続して行った。昨年度に引き続

きＱ＆Ａの拡充を行った。

また、ネット利用者の増加に伴いスマホでのホームページの閲覧ができるよう１２月

にバージョンアップをした。

２ ホッホーだよりの発行（年２回）及び全面的な紙面の見直し

  紙面、デザインの見直しを行い会員一般研修会にあわせて、９月１７日（第３１号）、

平成２６年２月１３日（第３２号）の計２回発行し、冊子で配布した。また、新しい企

画として第３１号には新入会員だけでなく退会者にも寄稿していただいた。

３ 制度広報

（１）司法書士の日（８月３日）を記念しての無料法律相談会の広報は、次のとおり行っ

た。

・７月２９日（水）から７月３１日（金）の高知新聞朝刊広告

・ＢＳ欄とアドクリップ欄

   ・８月１日（土）高知新聞月刊情報玉手箱、７月３０日（木）及び８月２日（日）

高知新聞「こみゅっと」に掲載

・ホームページへの掲載

・報道機関への報道依頼及びニュースリリース



（２）１０月１日「法の日」の相談会無料法律相談会の広報は、次のとおり行った。

・９月２８日から９月３０日の高知新聞朝刊のＢＳ番組欄及びアドクリップに掲載

・１０月１日の高知新聞朝刊、情報玉手箱に掲載

（３）遺言と成年後見制度講演会＆相談会無料法律相談会の広報は、次のとおり行った。

・朝の情報番組「さんさんピックアップ」でリーガル支部長のインタビューを放送

・１０月２３日（金）及び１０月３０日（金）高知新聞「こみゅっと」に掲載

・報道機関への報道依頼及びニュースリリース

（４）相続登記月間（無料相談会：２月５日）の広報は、次のとおり行った。

  ・ホームページへの掲載

   ・報道機関への報道依頼

・各市町村広報誌への掲載依頼

   ・県内のスーパー、ショッピングセンターで配布される１１月２５日発刊の料理レ

シピフリーペーパー「ＱｕｉＣｏｏｋｉｎｇ」（32,500 部）に「ロザン」を使用

したカラー広告を掲載

・さんさんテレビの１５秒のスポットＣＭ（「ロザン」を使用）を１月１０から２月

４日まで、ほぼ１日１本（計２５本）放映

・高知新聞朝刊の情報ホットラインに２月４日（木）と２月１１日（木）に「桜庭

ななみ」を使用したカラー広告を掲載

・ＢＳ欄とアドクリップ欄

・１月３０日（木）高知新聞朝刊「こみゅっと」に掲載

（５）以下の内容のラジオ及びＴＶ広告を１０月～１２月の３ヶ月間実施。

・ＦＭ高知２０秒スポット

１０月１日から１２月３１日までの間 １日１本で月３０本（１０月１５日よ

り２週間は後見のＣＭ）

・さんさんテレビスポット企画

１０月１日から１２月３１日の間に１５秒ＣＭを月２２本程度（ロザンのクイズ

編「司法書士と言えば？・・・・」を使用。平日の９時５０分から１１時５０分

に放送の情報番組「ノンストップ」）

（６）その他

・タウンページ広告の記載事項を検討の上、継続して掲載することにした。

   ・新聞一面広告に関する会員アンケートの実施（１１月７日）

４ 報道機関との関係強化

  各種相談会等のニュースリリースや取材要請を行い、関係強化を図った。

[総務部］

１ 法違反調査

平成２７年１０月 ７日から同年１１月１１日にかけて５日間実施

平成２７年１２月１４日 非司法書士調査委員会開催



平成２７年１２月１６日 法務局へ報告

２ 会館建設等特別委員会

  委員会を７回開催

３ 土佐士業交流会

  定例会２回出席

高知市との「大規模災害発生における相談業務の支援に関する協定書」締結式に出席

４ 会員に対する苦情対応

（１）事件の遅延・放置、費用及び手続の説明が不十分、不誠実な対応（経過報告がない

等）に対する苦情があり、電話や事務所訪問をする等して対応した。

（２）会長指導 １件

[経理部］

１ 予算について適正な執行・管理を行った。

[綱紀関係］

１ 綱紀調査委員会

   委員会を８回開催

２ 注意勧告小理事会

   小理事会を２回開催

３ 量定意見小理事会

   小理事会を３回開催

４ 会長指導

   １名の会員に会長指導を行った。

その他

会員への情報伝達改善

メール会員１０１名

会費自動引き落とし利用会員９９名（３法人含む）

（平成２８年３月３１日現在）

法務局・裁判所・弁護士会等

４月 １日 高知弁護士会新役員就任のご挨拶来訪 土居会長、伊藤副会長、

黒石副会長、岡村副会長出席

４月 ８日 高知地方法務局長着任のご挨拶来訪 土居会長、伊藤副会長、



岡村副会長出席

６月 ９日 高知新聞社訪問 黒石会長、西尾常任理事出席

７月 ２日 高知県事業承継・人材確保センターとの打ち合わせ 黒石会長、小谷晃史

企画部長出席

１０月２６日 高知地方法務局との打ち合わせ 伊藤副会長、西尾常任理事出席

２月２３日 高知地方法務局との打ち合わせ 伊藤副会長、大谷理事出席

３月２９日 高知地方法務局局長離任のご挨拶来訪 伊藤副会長、西尾常任理事出席

各種相談会

◎高知会場、安芸会場、須崎会場、四万十会場、クレサラ相談、成年後見相談

（別紙一覧表のとおり）

◎司法書士の日記念「無料法律相談会」（県内５ヶ所及び各会員事務所）

平成２７年 ８月 ３日

◎法の日の無料法律相談会（県内１ヶ所）     平成２７年１０月 １日

◎遺言と成年後見制度講演会＆相談会（共催）   平成２７年１０月３１日

◎高齢者・障害者のための成年後見相談会（共催） 平成２７年１２月 ５日

◎相続登記相談会（県内５ヶ所及び各会員事務所） 平成２８年 ２月 ５日

◎賃貸借トラブル１１０番（高知県立消費生活センターと共催）

           平成２８年 ３月２７日

  

会議出席

◎アディクション・薬物関連問題関係者会議

  ６月２２日 新井会員

◎高知県多重債務者対策協議会

７月２２日 第１回 小谷晃史常任理事

◎労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会

   ７月２３日 小谷晃史常任理事

◎自殺予防関係機関連絡調整会議

   ８月 ３日 第１回 小谷晃史常任理事

◎高知県高齢者総合相談センター連絡協議会

  ８月１０日 淸水会員

◎ＮＰＯ法人こうち被害者支援センター 犯罪被害者支援関係機関連絡協議会

   ８月２０日 第１回 小谷晃史常任理事

  １２月 ４日 第２回 山原理事

   ２月１７日 第３回 山原理事

◎高知県自殺対策連絡協議会

  ８月３１日 第１回 小谷晃史常任理事

◎高知市高齢者虐待予防ネットワーク会議

  ９月 ４日 第１回 山原理事

１１月２４日 第２回 山原理事



  １月２９日 第３回 山原理事

  ３月１０日 第４回 山原理事

◎自立困難な対象者の福祉支援等に関する連絡協議会

  １１月２４日 森本朋之会員

◎（高知）労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会主催の合同労働相談会

のための事前打合せ会

１１月２７日 小谷晃史常任理事、久保理事

◎高知県高齢者及び障害者権利擁護連携会議

   １月２７日 大谷理事

◎高知県事業承継・人材確保センター運営会議

  ３月１７日 黒石会長、小谷晃史常任理事

◎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）

１１月１７日 法テラス高知地方協議会（高知分会） 大石会員

◎高知県社会福祉協議会評議員会

   ５月２７日 田中勇会員

  １２月２４日 大谷会員

講師派遣

７月 ２日 多重債務者対策出前講座

（高知大学生へ「自立した消費者になるための心構え」）黒石会員

７月２４日 高知県老人福祉施設協議会 東ブロック生活相談員・介護支援専門員合同

勉強会 （成年後見人制度について） 小谷晃史会員

８月２８日 高知市社会福祉協議会より依頼 司法書士による無料講演

       （相続と遺言のはなし） 泉会員

９月１８日 津野町地域包括支援センターより依頼 司法書士による無料講演

       （相続と遺言のはなし） 田中博志会員

１０月 １日 県用地担当職員研修会

（対応困難事例～調査困難・処理困難事案について） 細田会員

１１月 ５日 高知県東部監査事務連絡協議会研修会

（登記簿の見方について） 本田会員

１１月１８日 高知開成専門学校 金子会員、小松弘知会員

１１月２６日 佐川町社会福祉協議会より依頼 司法書士による無料講演

（相続と遺言のはなし） 瀧本会員

１２月１２日 四万十町地域包括支援センターより依頼 司法書士による無料講演

       （相続と遺言のはなし） 金子会員

２月２５日 高知市西部地域高齢者支援センターより依頼 司法書士による無料講演

       （相続と遺言のはなし） 森会員

相談員派遣



高知市役所、法テラス（別表のとおり）

  ７月１０日 病院出前行政相談所 森田麻紀子会員

８月 ２日 全国一斉不動産表示登記無料相談会 白石会員、大石会員、三谷会員

９月１３日～１８日

多重債務者無料相談会(高知会場・南国会場・四万十会場) 会員多数

９月１９日 高知うろこの会主催キャラバン出張相談会 大石会員

１０月 ４日 法務局休日相談所(高知・香美・安芸・四万十会場)

       細川拓史会員、宮下会員、宗石会員、荒井会員・間﨑会員

１０月１４日 一日合同行政相談所 大石会員

１０月１８日 全日不動産協会高知県本部主催不動産なんでも相談会 淸水会員

１０月１９日 仁淀川町合同相談会 岡村会員

１０月２８日 くらしとこころ・つながる相談会 大石会員

１１月１５日 高知うろこの会主催キャラバン出張相談会 黒石会員

１１月１８日 くらしといのち何でも相談会 大石会員

１１月１９日 くらしといのち何でも相談会 三谷会員

１１月２１日 消費生活無料相談会 三谷会員、川井会員

１１月２１日 くらしといのち何でも相談会 大石会員

１１月２５日 くらしといのち何でも相談会 山岡会員

１１月２６日 くらしといのち何でも相談会 三谷会員、大石会員

１２月 １日 （高知）労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会主催合同

労働相談会 小谷晃史会員、久保会員

１２月 １日 くらしといのち何でも相談会 三谷会員

１２月 ５日 くらしといのち何でも相談会 細川拓史会員

１２月 ６日 くらしといのち何でも相談会 三谷会員

１２月１２日 高知うろこの会主催キャラバン出張相談会 菊野会員

１２月１２日 司法書士による無料講演後の相談会 金子会員、川村靖仁会員、

山沖会員

１２月１５日 くらしといのち何でも相談会 山岡会員

２月２２日 くらしとこころ・つながる相談会 三谷会員

３月 ６日 消費生活無料相談会 大石会員、川井会員

  ３月２８日 くらしとこころ・つながる相談会 in むろと 菊野会員

  

他会総会など出席

４月１８日 調査士会館  土佐士業交流会定例会     土居会長、

伊藤副会長

５月１３日 日航高知  全日不動産協会総会      土居会長

  ５月２３日 高知会館   土地家屋調査士会総会     黒石会長

  ５月２８日 新阪急高知  宅地建物取引業協会総会    土居相談役

５月２９日 高知会館   高知被害者支援センター総会  伊藤副会長

５月３０日 土佐御苑   行政書士会総会        和田常任理事



６月１０日 三翠園   税理士会総会         西尾常任理事

６月１２日 三翠園    社会保険労務士会総会     伊藤副会長

  ７月１０日 新阪急高知 土地家屋調査士会四国ブロック協議会総会

黒石会長

１０月 ８日 弁護士会   土佐士業交流会定例会     伊藤副会長

１２月 ２日 新阪急高知  細川律夫氏の旭日大綬章を祝う会 伊藤副会長

１２月１４日 新阪急高知  宅建協会忘年会        伊藤副会長

  １月３０日 リーガホテルゼスト高松 香川県会新藤勝利氏黄綬褒章受章記念祝賀会

黒石会長

  ２月 ５日 高知会館   土佐士業賀詞交歓会

土居相談役、黒石会長、伊藤副会長、和田常任理事、川井会員、

有藤会員

レクリエーション

・土地家屋調査士会主催ソフトボール大会 １０月３１日

・四国司法書士・土地家屋調査士親善ゴルフ大会（年２回）

  ４月１１日、１１月１日

日司連関係

【第７８回定時総会】

平成２７年６月２５日・２６日 東京都渋谷区 渋谷ヒカリエ ヒカリエホール

（詳細は平成２７年月報司法書士７月号に掲載のため省略）

出席者 黒石会長、代議員 伊藤副会長、菊野副会長

オブザーバー 山崎相談役

【全国会長会】

第１回 平成２７年４月９・１０日 (詳細は平成２７年の月報司法書士８月号)

〔報告事項〕

１．一般報告

２．空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針について

３．東日本大震災への対応について

４．不動産登記における法人の資格証明情報の提供制度の廃止について

５．民法（債権関係）改正の現状と動向について

６．日本司法支援センターへの対応について

７．各部門からの報告

８．その他

〔協議事項〕

１．司法書士業務賠償責任保険に関する日本司法書士会連合会会則の一部改正等について



２．司法書士法改正について

３．会員指導及び会務執行等の適正化について

４．（公社）成年後見センター・リーガルサポートの課題とその対応について

５．平成２７年度事業計画・予算（案）について

６．事件簿及び業務報告書の一部改正について

７．司法書士会における会員証明書（登録事項証明書）の発行について

８．司法書士会会長相互の意見交換

９．その他

第２回 平成２７年１０月１５・１６日

〔報告事項〕

１．一般報告

２．司法書士業務賠償責任保険について

３．事件簿及び業務報告書の一部改正について

４．東日本大震災への対応について

５．市民救援基金特別会計特別会費について

６．「その請求に困ったら司法書士にご相談ください」月間企画について

７．マイナンバーへの対応について

８．司法書士電子証明書の大量更新に向けたスケジュール等について

９．各部門及び各対策部からの報告

10．その他

〔協議事項〕

１．司法書士法改正について

２．空き家問題への取り組みについて

３．司法書士会会長相互の意見交換

４．その他

第３回 平成２８年１月１４・１５日 (詳細は平成２８年の月報司法書士３月号)

〔報告事項〕

１．一般報告

２．東日本大震災への対応について

３．司法書士電子証明書の大量更新に向けたスケジュール等について

４．各部門及び各対策部からの報告

５．その他

〔協議事項〕

１．司法書士法改正について

２．市民救援基金特別会計特別会費について



３．平成２８年度事業計画（案）の骨子について

４．日司連役員選挙制度（予選制）について

５．会費減免にかかる規定の見直しについて

６．司法書士会会長相互の意見交換

７．その他

【賀詞交換会】

１月１４日 ザ・キャピトルホテル東急 黒石会長

【全国担当者会議】

１０月 ９日 全国研修担当者会議（日司連ホール） 菊野副会長

１１月２８日 商業登記・企業法務推進のためのブロック会別担当者会議

（香川県司法書士会館） 小谷晃史常任理事

１月２３日 ブロック会別総務担当者・事務局長会議（香川県司法書士会）

伊藤副会長、田村職員

四国ブロック関係

【定時総会】

  ６月 １３日 高知市 土佐御苑

出席者 土居相談役（四国ブロック会会長）

黒石会長 代議員 伊藤副会長、吉永副会長、菊野副会長

オブザーバー 津野名誉会長、細田名誉会長、勢田相談役、山崎相談役、田中

勇相談役、西尾常任理事、小谷晃史常任理事、和田常任理事、

坂本芳彦理事、大谷理事、曽我理事、三谷理事、山原理事、

白石理事、田部会員、木村会員、笹本会員

【理事会】

  ４月２５日 高知県司法書士会館

        土居会長、伊藤副会長出席

        総会提出議案関係審議

  ９月２７日 香川県司法書士会館

        黒石会長、伊藤副会長出席

    【協議事項】

１．中央新人研修後期日程における講師決定について

２．特別研修における講師及び各担当者について

３．綱紀調査に関する研修会の開催方法について

４．商業登記・企業法務推進のためのブロック会別担当者会議について

５．今年度のブロック担当者会議の実施について

６．県境相談会について



７．来年度以降の東北被災地相談会の対応方針について

８．空き家対策についての各単位会の現状について

９．在住外国人支援に関する各単位会の現状について

10.その他

【研修会】

開催なし

【担当者会議】

開催なし

【県境相談会】

  ３月 ５日 愛媛県愛南町で愛媛県司法書士会と合同で相談会を開催

              西川会員、間﨑会員が相談員として参加

３月 ５日 高知県東洋町で徳島県司法書士会と合同で相談会を開催

              菊野会員、板東会員が相談員として参加

【被災地支援活動】

  ５月２３日～２４日    岩手県 淸水会員、白石会員

１０月３１日～１１月 １日 岩手県 中村吉作会員、川井会員

【新人研修】

①平成２７年４月１４日

日司連会館にてブロック新人研修実行委員長会議開催

当会からは小谷晃史四国ブロック新人研修実行委員長が参加した。

②平成２７年７月２５日・２６日

高知県司法書士会館にて四国ブロック新人研修実行委員会開催

当会からは実行委員として山原紗希・菊野秀治四国ブロック新人研修実行委員、オブ

ザーバーとして小谷晃史常任理事が参加した。

③平成２７年１１月２１日・２２日

四国中央市川之江文化センターにて四国ブロック新人研修実行委員会開催

当会からは実行委員として山原紗希・菊野秀治四国ブロック新人研修実行委員が参加

した。

④平成２８年１月６日から１月１２日まで

香川県司法書士会館にて平成２７年度四国ブロック新人研修開催

当会からは山原紗希・菊野秀治四国ブロック新人研修実行委員が参加した。なお、野

村和芳会員は「商業登記実務 設立・合併」の講師を、黒石会長は「債務整理」の講師

を務めた。

【九州・中国・四国三ブロック会会長会】

平成２８年３月５日愛媛県で開催 黒石会長出席



協議事項

議題１ 総務関係

（１）綱紀調査

綱紀調査における手続上の瑕疵等の見解について、執行部と綱紀調査委員会とで

差異が生じた場合の取扱いについて（広島会）

（２）非司排除活動

警告文又は告発の状況、その判断基準等について（広島会）

（３）業務賠償責任保険

    業務賠償責任保険について（島根県会）

（４）事務局等

    マイナンバーの管理、公益会計ソフトについて（島根県会）

議題２ 執務関係

（１）本人確認

本人確認の徹底、犯罪収益移転防止法の改正について（愛媛県会）

（２）規則３１条業務

    成年後見人、各種財産管理人、清算人等への就任状況について（愛媛県会）

議題３ 法テラス関係

（１）法テラスへの各単位会の関わりについて

    利用状況、利用促進事例、事件回付、情報提供職員等について（鳥取県会）

議題４ 相談事業関係

（１）相談事業

   相談事業部の役割と活動等の現状ついて（高知県会）

議題５ 企画関係

（１）空き家問題

空き家問題に関する取り組みの現状について（広島会）

（２）相続登記の推進

相続登記の推進に関する取り組みの現状について（広島会）

議題６ その他

（１）３ブロック会長会の在り方

    ３ブロック会長会の検証について（熊本県会）

（２）日司連役員の選任

予選制について（大分県会）


