
会 務 報 告

はじめに

東京オリンピックは一年遅れで何とか開催されたが、令和３年度も新型コロナウイルス

の影響を大きく受けた一年であった。

秋口から年末にかけて一時的に感染拡大が収まった時期があったものの、夏場にはデル

タ株、年明け以降はオミクロン株といった変異株が流行し、７月と２月の一般研修会は中

止せざるをえなかった。

そのような中でもオンライン（Web 配信）を利用した研修会や少人数制での勉強会を開

催し、単位取得の機会確保に努めたが、限られた回数となってしまった。

日本司法書士会連合会が提供する研修総合ポータルのコンテンツは、充実したものとな

っている。司法書士の業務もＩＴ化、デジタル化が必須であるので、現在の状況を良い機

会と捉えて、会員各位にはｅラーニングにも取り組んでいただきたい。

対外事業についても新型コロナウイルスの影響で講演会の開催や講師派遣の依頼件数は

低調であった。

常設相談会も電話相談での対応が中心となってしまったが、８月の司法書士の日相談会、

１月の土佐士業交流会合同相談会では面談相談を行うことができた。

相続登記を義務化する法律が成立したことや本年８月に司法書士制度が１５０周年を迎

えることを踏まえ、日本司法書士会連合会は相続登記の推進に力を入れており、その一環

として高知県司法書士会も相続登記相談センターを設置している。

２月の相続登記相談会は電話相談のみとなってしまったが、６０件近い相談があり、相

続登記に対する相談ニーズは増えていると考えられることから、毎週水曜日の常設相談会

の一枠を相続登記相談の枠に変更した。

長期相続登記等未了土地解消作業における相続人調査についても、公嘱協会が昨年度に

引き続き受託し、本会もそのサポートを行った。



単位会関係

総会

定時総会

令和３年５月１５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（詳細は令

和３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 令和３年４月１６日開催 司法書士会館２階

（１）令和３年度定時総会提出議案関係審議

（２）高知県司法書士会会則一部改正承認の件

（２）その他

  １．役員選任の件

２．被表彰者決定の件

３．日司連定時総会への出席者について

４．名誉会長委嘱の件

５．高知県司法書士会キャラクターデジタル化について

第２回 令和３年５月１５日開催 高知会館

（１）常任理事任命の件

（２）部長任命の件

（３）相談役委嘱の件

（４）副部長委嘱の件

第３回 令和３年６月１１日開催 司法書士会館２階・Web 併用

（１）各種委員会委員選任について

（２）協議事項

    １．事業計画の指針及び抱負

    ２．その他

      ・司法書士の事業承継について

（３）その他

    １．新会員名簿の作成について要望事項

    ２．令和４年度定時総会の日程及び会場について

第４回 令和３年９月１７日開催 司法書士会館２階・Web 併用

（１）決議事項

    １．会館建設等特別会計借入金の一部繰り上げ返済の件

    ２．償還する会債登録番号決定の件



（２）報告事項

    １．会長意見交換会の報告

    ２．防災関連用品（非常食）の購入について

（３）協議事項

    １．通信手段を利用した理事会の開催方法に関する規程整備について

    ２．常設相談会における法テラス法律扶助枠の活用について

      

第５回 令和３年１２月１７日開催 司法書士会館２階

（１）決議事項

    １．通信手段を利用した理事会の開催方法に関する規程制定の件

（２）協議事項

    １．意思疎通支援制度紹介を通じた司法書士会との意見交換会（Web 会議）の開催に

ついて

    

第６回 令和４年３月１８日開催 司法書士会館２階・Web 併用

（１）協議事項

    １．総会提出議案に関する件

・令和４年度事業計画案

・令和４年度予算案

・総会資料とすべき参考資料

２．その他の件

・高知地方法務局より登記手続相談委託について

監査

令和３年４月１９日  岡村監事  瀧本監事 吉永常任理事 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

支部総会

◎支部総会

西 支部  令和３年４月 ９日 大谷副会長

中央支部  令和３年４月１５日 伊藤会長

中東支部  令和３年４月２１日 大谷副会長



中西支部  令和３年４月２３日 伊藤会長

東 支部  令和３年５月２１日 書面決議

【新人配属研修】

谷口 元規 会員   坂本芳彦会員 （３.５.１０～３.５.１６）

吉田  進 会員   大石崇之会員 （３.７.１５～３.８.６）

（３.８.２３～３.９.１０）

【登録証交付式】

５月 ７日（谷口元規会員）伊藤会長、大谷副会長出席

１０月 ８日（吉田 進会員）伊藤会長、大谷副会長出席

[企画部] 

部会２回開催

１ 不動産登記に関する業務の推進

（１）相続・遺言に関する講演会の実施

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、県内の地域包括支援センター及び社会福

祉協議会等が主催する研修会に対する、相続・遺言に関する講演会の講師派遣は、令

和３年度も募集を行わなかったが、講演依頼があったものにつき下記のとおり講師を

派遣した。

  ①南国市日章生涯学習教室

    ７月１６日 １３時３０分～１５時 日章福祉交流センター

   講師：瀬川部員  講演会参加者：約３０名

  ②高知地方法務局主催 相続に関する講演会のうち、「相続登記のあれこれ」「自筆証

   書遺言の作成について」

   １２月１４日 １５時～１５時５０分 高知市立中央公民館

   講師：瀬川部員  

（２）不動産登記に関する勉強会の実施

   会員が経験した事件を紹介する形式により勉強会を下記のとおり実施した。

    ８月３１日 １７時３０分～１８時３０分

   内容：事例紹介（登記済証を紛失している場合・印鑑証明書が発行できない場合

      の公証人の認証、除権決定を利用した地上権抹消、保証責任〇〇信用販売

      購買利用組合の担保権抹消、ＤＶ防止法の支援措置を受けている場合の住

      所変更登記の省略）

   講師：小谷晃史部長

   参加者：２１名

２ 商業登記に関する業務の推進

（１）高知県事業承継ネットワークとの連携



   下記の会議に参加した。

  ①令和３年度第１回事業承継ネットワーク会議

    ５月１９日 １４時３０分～１６時 森田銀次部員

  ②令和３年度第３回事業承継ネットワーク会議

    １月１９日 １４時３０分～１６時 森田銀次部員

  ※令和３年度第２回事業承継ネットワーク会議は新型コロナウイルス感染拡大により

   中止

（２）商業・法人登記に関する勉強会の実施

   会員が経験した事件を紹介する形式により勉強会を下記のとおり実施した。

   １２月１１日 １０時～１１時

   内容：持分会社の役員変更登記、合同会社から株式会社への組織変更登記

   講師：大石副部長

   参加者：１２名

３ 裁判事務に関する業務の推進

（１）裁判事務に関する勉強会の実施

   会員が経験した事件を紹介する形式により勉強会を下記のとおり実施した。

    １月２５日 １８時～１９時

   内容：司法書士が獲得した過払金返還請求訴訟についての重要判例紹介

    ～同一のクレジットカードに基づくキャッシング取引（翌月一括払い）とカード

ローン取引（リボ払い）について、一連・一体計算を認めた判決～

   講師：児島部員

   参加者：１３名

４ 簡裁訴訟代理等関係業務の推進

（１）簡裁訴訟代理等関係業務に関する勉強会の実施

   近年改正または新設された重要法令を解説する勉強会を下記のとおり実施した。

    ２月２２日 １８時～１９時

   内容： 所有者不明土地関連法について～相続登記義務化と土地利用の円滑化～

   講師：川村靖仁部員、山沖部員

   参加者：２２名

５ 財産管理に関する業務の推進

（１）相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言執行者など各財産管理人の実務に関する

  勉強会の実施

   相続分野の民法改正につき、重要テーマを解説する勉強会を下記のとおり実施した。

   １２月１１日 １１時１０分～１２時１０分

   内容：配偶者居住権について

   講師：川井部員



   参加者：１２名

６ 成年後見に関する業務の推進

（１）社会福祉士会との連携による福祉分野の知識の習得

   司福会は、令和３年度も新型コロナウイルス感染拡大予防のため開催されなかった。

（２）成年後見制度利用促進法への対応

   下記のとおり高知家庭裁判所、三士会（弁護士会、社会福祉士会、司法書士会）に

よる成年後見制度利用促進法対応のための協議会へ参加した。

  ①高知家庭裁判所での成年後見制度利用促進基本計画についての打合せ

    ５月２７日 １０時３０分～１２時

   黒石会員（リーガルサポート高知支部支部長）、中村吉作副部長（同副支部長）

  ②高知家庭裁判所での成年後見制度利用促進基本計画についての打合せ

   １０月２５日 １０時３０分～１１時４５分

   黒石会員（リーガルサポート高知支部支部長）、中村吉作副部長（同副支部長）

  ③令和３年度成年後見制度関係機関との連絡協議会

   １１月１２日 １３時１５分～１５時３０分

   中村吉作副部長（リーガルサポート高知支部副支部長）

７ 空家等対策の推進に関する特別措置法への対応

（１）他団体との連携

   行政その他民間団体で構成する高知県居住支援協議会等が開催する以下の会議

に出席した。

  ①令和３年度高知県居住支援協議会第１回定期総会

   ７月１２日 １４時～１６時３０分 大石副部長

（２）空家の所有者またはその相続人の調査の依頼への対応

   高知市より、空家の所有者またはその相続人の調査依頼が２件あり、会員を推薦

した。

８ 消費者問題に関する事業

（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

   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会員の派遣

   アドバイザー相談のうち８月と２月の年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。

   なお、事例検討会にて検討した事例については、中村吉作会員より勉強会にて会員

に紹介された。

（３）多重債務者無料相談会への相談員の派遣

   高知県主催の標記相談会に下記のとおり会員を派遣した。

①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１２日 野村会員

    ６月１４日 大石副部長

   １０月１１日 淸水会員

   １２月１３日 野村会員

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（１４時～１６時）

    ８月１０日 川井部員、中村吉作会員

    ２月１４日 山沖部員、中村吉作会員

③令和３年度多重債務者無料相談会（高知県多重債務者対策協議会主催）

   １２月 １日 １７時～２０時 淸水会員（高知県立消費生活センター）

   １２月 ３日 １７時～２０時 藤田会員（四万十市役所）

   １２月 ４日 １３時～１６時 大石副部長（高知市消費生活センター）

   １２月１１日 １３時～１６時 佐野会員（南国市役所）

   １２月１２日 １３時～１６時 大石副部長（高知県立消費生活センター）

  ④令和３年度高知県多重債務者対策協議会

    ７月１４日 １３時～１５時 川井部員

  

９ 法教育に関する事業

（１）法教育の実施

   下記のとおり、各教育機関に講師を派遣した。

  ①令和３年度多重債務者対策出前講座

    ６月２４日 １０時３０分～１２時 高知大学

   内容：司法書士の仕事について、保証契約について

   講師：黒石会員

   参加者：５３名

  ②窪川高校消費者教育・労働問題出前授業

    １月１２日 ８時５０分～９時４０分 高知県立窪川高等学校

   内容：消費者教育全般について、労働問題について

   講師：金子会員

   参加者：高校３年生全員（２５名）

10 自死問題・ギャンブル等依存症問題・高齢者虐待・労働問題、犯罪被害者支援などの

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

   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。令和３年度は、２件

の申込があった。

（２）簡裁訴訟代理等関係業務の受任推進事業の実施

   少額事件簡裁訴訟代理等関係業務推進助成事業の実施要領を策定し、施行した。令

和３年度は、申込みがなかった。

（３）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（ハローワーク高知）



  ２月 １日 ９時～１２時 野村会員

（４）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。

  ①令和３年度第１回自殺対策連絡協議会

   １０月１９日 １８時３０分～２０時３０分 川井部員

  ②令和３年度須崎福祉保健所管内自殺対策関係機関連絡会

   １０月２５日 １３時３０分～１６時 川北徹会員

11 その他

（１）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 １６件、不在者財産管理人 ４件、特別代理人 １件

[相談事業部］

部会１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

   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、次のとおりです。

             令和３年度   令和２年度   令和元年度

     高知会場     １３７件     ９２件     ９９件

     四万十会場     １１件     ２３件     ２７件

     安芸会場       ３件      ７件     ２２件

     須崎会場       ４件      ５件      ９件

     クレサラ相談     １件      ２件      ４件

     成年後見相談     ２件      ３件      ３件

（２）各種相談事業の企画・実施

  ①賃貸借相談会

   開催日時  令和３年４月１８日 １０時～１３時

   開催方法  電話相談

    こうち男女共同参画センター・ソーレ

    相談者数 ６名

（令和２年度 ９名、令和元年度 ２名、平成３０年度 ２名）

  ②司法書士の日相談会

   開催日時  令和３年８月３日 １０時～１３時

   開催方法  事前予約制による面談相談

    県内４会場で実施し、次のとおりの相談者数があった。

    中央支部  高知市文化プラザかるぽーと



          １４名

    東支部   室戸市役所

           ０名 ※事前予約なしのため、相談会を実施せず。

    中東支部  南国市立日章福祉交流センター

           ３名

    中西支部  枝川コミュニティセンター

           ５名

    西支部   四万十市立文化センター

           ２名

   令和２年度は電話相談により開催し、相談者数６９名

  ③法の日記念「不動産登記無料電話相談会」

   開催日時  令和３年９月２５日 １０時～１３時

   開催方法  事前予約制による電話相談

    相談者数 １２名

（令和２年度 １５名、令和元年度 １８名、平成３０年度 １９名）

  ④相続登記無料電話相談会

   開催日時  令和４年２月５日 １０時～１３時

   開催方法  電話相談

    相談者数 ５７名（５８件）

  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。

  ・命をつなぐ出張相談会（高知うろこの会）

   令和３年１０月１０日 １０時～１４時

   本山町プラチナセンター

    派遣相談員：大谷会員

   令和３年１０月２３日 １０時～１５時

   佐川町総合文化センター

    派遣相談員：大石会員、岡村会員

   令和３年１１月６日 １０時～１５時

   四万十市社会福祉センター

    派遣相談員：藤田部員

   令和３年１１月２１日 １０時～１４時

   安芸市総合社会福祉センター

    派遣相談員：大石会員、曽我部員

  ・一日行政相談所（四国行政評価支局地域総括評価官）



   令和３年１０月２１日

   土佐清水市三崎市民センター

    派遣相談員：藤田部員

  ・一日合同行政相談所（四国行政評価支局地域総括評価官）

   令和３年１０月２９日

   アピアさつき

    派遣相談員：藤田部員

  ・令和３年度高知県合同労働相談会（高知労働局雇用環境・均等室）

   令和３年１０月２９日 １０時～１７時

   高知県庁北庁舎

    派遣相談員：野村会員、細川（拓）会員

  ・くらしといのち何でも相談会（高知医療生活協同組合）

   令和３年１２月３日 １０時～１２時

   イオン高知旭町店おらんく広場

    派遣相談員：大石会員

   令和３年１２月４日 １３時～１５時

   土佐市複合文化施設 つなーで３階

    派遣相談員：佐野会員

   令和３年１２月４日 １３時～１５時

   本町コミュニティセンター

    派遣相談員：曽我部員

   令和３年１２月４日 １３時３０分～１５時３０分

   潮江診療所

    派遣相談員：野村会員

   令和３年１２月５日 １３時～１５時

   土佐清水市中央公民館３階多目的ホール

    派遣相談員：間﨑会員

   令和３年１２月５日 １３時３０分～１５時３０分

   百石町２丁目東公民館

    派遣相談員：細川（拓）会員

   令和３年１２月１０日 １３時３０分～１５時３０分

   デイサービスいちご学校

    派遣相談員：佐野会員

   令和３年１２月１２日 １０時～１２時

   地域交流センター城北

    派遣相談員：細川（拓）会員

   令和３年１２月１２日 １３時～１５時

   アピアさつき

    派遣相談員：黒石会員

   令和３年１２月１８日 １３時３０分～１５時３０分



   イノハナ集会所

    派遣相談員：野村会員

   令和３年１２月１９日 １３時３０分～１５時３０分

   宿毛市文教センター第一会議室

    派遣相談員：藏内会員

   令和３年１２月２１日 １３時～１５時

   土長教育会館

    派遣相談員：佐野会員

   令和４年１月１５日 １３時～１５時

   香美郡教育会館

    派遣相談員：児島部員

   令和４年１月１５日 １３時３０分～１５時３０分

   高知生協病院地域交流センターやまもも

    派遣相談員：細川（拓）会員

   令和４年１月１５日 １３時３０分～１５時３０分

   三里ふれあいセンター

    派遣相談員：野村会員

   令和４年１月１５日 １３時３０分～１５時３０分

   津野町総合保健福祉センター「里楽」

    派遣相談員：佐野会員

   令和４年１月１６日 １３時～１５時

   のいちふれあいセンター

    派遣相談員：川井会員

   令和４年１月１６日 １３時～１５時

   交流ひろば すさき

    派遣相談員：佐野会員

   令和４年１月２２日 １０時～１２時

   若草西団地集会所

    派遣相談員：藤岡部員

   令和４年１月２２日 １０時～１２時

   ピアステージ

    派遣相談員：細川（拓）会員

   令和４年１月２２日 １３時～１５時

   中土佐地区人権啓発センター

    派遣相談員：佐野会員

   令和４年１月２３日 １３時～１５時

   四万十町農村環境改善センター２階会議室

    派遣相談員：佐野会員

   令和４年１月２３日 １４時～１６時

   佐川町立 桜座２階



    派遣相談員：田中会員

   令和４年１月２９日 １０時～１２時

   朝倉ふれあいセンター

    派遣相談員：細川（拓）会員

   令和４年１月３０日 １０時～１２時

   コープよしだ店２階

    派遣相談員：大石会員

  ・よろず相談会ｉｎ室戸

   令和４年２月２８日 １３時～１７時

   室戸市保健福祉センター やすらぎ

    派遣相談員：菊野会員

（３）関係機関との連携強化

   上記のとおり、関係機関と事業を実施し、また、相談員を派遣することにより、連

携強化を図った。

２ 調停センターの運営・検討

[研修部]

１ 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たが新型コロナウイルス感染拡大予防のため１回の

みの開催となった。

令和３年１１月１３日 第１回会員一般研修会 高知城ホール 会員６５名出席

１３時００分～１７時００分

  映像ライブラリ研修 「特定事件報告書に関する研修」

講師：マネーローンダリング・テロ資金供与対策等対応

   プロジェクトチーム委員 青垣 幸仁 氏

           「そこが知りたい、遺言の実務～司法書士が押さえるべき

            遺言の勘所～」

       第１講 相続法改正とトラブル予防のための遺言書作成

       講師：弁護士 藤井 伸介 氏

２ 任意研修会の企画

  以下のとおり任意研修会を企画、実施した。

令和３年１０月９日 司法書士会館（Web 配信研修） 会員１２名出席

１４時００分～１６時１０分



    令和３年度業務研修会（倫理）「不動産取引の意思能力に関する裁判例」

       講師：明治大学専門職大学院法務研究科教授・弁護士 平田 厚 氏

令和３年１１月２０日 高知県司法書士会館（Web配信研修） 会員１２名出席

１３時３０分～１６時４０分

      令和３年度業務研修会（企業法務分野）「株式管理の問題点と実務対応」

       第１講 名義株、行方不明株主の株式、株式の相続、株式の分散化

       第２講 株主名簿の作成と管理、株式売渡請求、株式の売買、株式併合等

       講師：東京司法書士会 尾方 宏行 氏

             

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）

令和３年８月７日 司法書士会館 （DVD 研修） 会員１名出席

１０時００分～１１時３０分  ①法定後見等の相談・申立

１２時３０分～１４時００分  ②成年後見の基礎実務①

１４時１０分～１５時４０分  ③成年後見の基礎実務②

１５時５０分～１７時２０分  ④リーガルサポートの報告制度

令和３年８月８日 司法書士会館 （DVD 研修） 会員２名出席

１０時００分～１１時３０分  ⑤保佐・補助の基礎実務

１２時３０分～１４時００分  ⑦成年後見等の事件終了の基礎実務

１４時１０分～１５時４０分  ⑨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

１５時５０分～１７時２０分  ⑩（倫理）後見業務への心構え、後見人等の倫理

令和３年８月２８日 司法書士会館 （DVD 研修） 会員２名出席

１０時００分～１１時３０分  ⑪認知症の理解

１２時３０分～１４時００分  ⑫知的障害者の理解

１４時１０分～１５時４０分  ⑬精神障害者の理解

令和３年８月２９日 司法書士会館 （DVD 研修） 会員３名出席

１０時００分～１１時３０分  ⑥後見等監督の基礎実務

１２時３０分～１４時００分  ⑧任意後見の基礎実務（相談・契約含む）

１４時１０分～１５時４０分  ⑭虐待等人権に関する内容

１５時５０分～１７時２０分  ⑮（指定）会員の不正行為と再発防止策を振り返る

３ 年次制研修会

次のとおり年次制研修を実施した。

令和３年１０月１６日 司法書士会館 会員１３名出席

１３時００分～１８時００分

令和３年１０月１７日 司法書士会館 会員１１名出席

１３時００分～１８時００分



令和３年１０月２３日 司法書士会館 会員９名出席

１３時００分～１８時００分

４ 配属研修の実施

２名の配属研修を実施した。

[広報部］

部会５回開催

１ ホームページの維持・管理

（１）各イベントの告知

・「賃貸借トラブル１１０番無料電話相談」高知県消費生活センターとの共催

  ・「司法書士の日記念 無料法律相談会」

  ・「法の日記念 不動産登記電話相談会」高知県土地家屋調査士会との共催

  ・「遺言と成年後見制度 講演会＆相談会」リーガルサポート高知との共催

  ・「相続登記無料電話相談」

  ・「司法書士制度１５０周年記念 相続と遺言に関する無料電話相談会」

（２）Ｑ＆Ａの追加掲載

  ・「相続登記の義務化について」

（３）ホームページの更新

・不正アクセスに対する対応、セキュリティー強化

２ ホッホーだよりの発行（１回）

   令和４年３月１１日に第４２号を発刊

３ 制度広報

（１）ＴＶスポットＣＭ（１５秒 ロザン、クイズ編）

・８月（司法書士の日相談会前からお盆迄）

   ５３本（ＲＫＣ高知放送）

・１月（相続登記月間電話相談会の前の約２週間）

     ２５本（さんさんＴＶ）

（２）ポスター配布（Ｂ２カラー５００枚）

  ・ロザン「相続登記は、司法書士へ！    イサンノナヤミニ

       相続登記相談センター ０１２０－１３－７８３２」

  ・６月配布（配布先：会員、法務局、市町村、公民館その他公共施設）

  ・各イベントでの利用



（３）高知新聞朝刊 ＴＶ番組欄ＢＳ下及びペンシル（６回）

  ・「相続登記や成年後見については、司法書士にご相談ください！」２回

  ・「会社設立や役員変更など、司法書士にご相談ください！」２回

  ・「遺産相続でお悩みの方、お電話ください。相続登記相談センター開設」２回

（４）ＦＭ高知

   ①セーフティロード１０３（土佐） 安全運転推進協賛企画

    ・８月  協賛告知 ２０秒 １６本 （司法書士会）

      「・・・相続登記と言えば司法書士、高知県司法書士会も協賛しています。」  

    ・９月  スポットＣＭ ２０秒 １６本 （相続登記）

      「・・・安心の相続登記なら、司法書士にお任せください。」

   ②バナー＆スポット

    ・１０月  スポットＣＭ ２０秒 ３１本 （会社登記）

      「・・・会社登記のご相談はお近くの司法書士へ！  

       または、ＦＭ高知ホームページ、高知県司法書士会のバナーをチェック」

    ・１１月  スポットＣＭ ２０秒 ３０本 （相続登記）

      「・・・相続のご相談はお近くの司法書士へ！  

       または、ＦＭ高知ホームページ、高知県司法書士会のバナーをチェック」

（５）その他

・ホームページでの高知県司法書士会や司法書士の業務、常設相談会に関する案内、

Ｑ＆Ａの掲載

  ・県内各市町村への依頼による各広報誌への常設相談会の掲載

４ イベント広報

（１）賃貸借トラブル１１０番電話無料相談（別予算：相談事業部）

   ※ 高知県消費生活センターと共催、４月１８日（日）、ソーレ

   ①高知新聞朝刊 ＴＶ番組欄ＢＳ下（１回）

   ②高知新聞朝刊 アドにゅーすけ（２回）

  ③ホームページへの掲載

（２）司法書士の日記念 無料法律相談

   ※ ８月３日（月）、県内５会場

   ①高知新聞朝刊 ＴＶ番組解説欄中広告（１回）

   ②高知新聞朝刊 ＴＶ番組欄ＢＳ下（２回）

   ③高知新聞朝刊 アドにゅーすけ（２回）

   ④高知新聞朝刊 こみゅっと（１回）無料

   ⑤高知新聞朝刊 情報玉手箱（１回）無料

   ⑥高知新聞朝刊 とさトピ（１回）無料

⑦市町村広報誌への掲載依頼

   ⑧ホームページへの掲載

（３）法の日記念 不動産登記電話相談会



   ※ 高知県土地家屋調査士会と共催、９月２５日（土）、各会館

   ①高知新聞朝刊 ＴＶ番組解説欄中広告（１回）

   ②高知新聞朝刊 ＴＶ番組欄ペンシル（２回）

   ③高知新聞朝刊 アドにゅーすけ（３回）

   ④高知新聞朝刊 情報玉手箱（１回）無料

   ⑤ホームページへの掲載

（４）２月相続登記はお済みですか月間 相続登記無料電話相談

   （２月期間中の各司法書士事務所での無料相談の案内も含む。）

   ※ ２月５日（土）、司法書士会館

   ①高知新聞朝刊 ＴＶ番組解説欄中広告（１回）

   ②高知新聞朝刊 ＴＶ番組欄ＢＳ下、ペンシル（３回）

   ③高知新聞朝刊 アドにゅーすけ（３回）

   ④高知新聞朝刊 情報玉手箱（１回）無料

   ⑤ホームページへの掲載

   ⑥さんさんＴＶ 天気予報画面下部テロップ（ＴＶスポットＣＭ 付録）

（５）相続と遺言に関する無料電話相談会（四国ブロック会と共催）

  （司法書士制度１５０周年記念特別企画、四国一斉無料相談会）

   ※ ３月２６日（土）、司法書士会館

   ①高知新聞朝刊 下５段カラー広告（１回）

   ②高知新聞朝刊 ＴＶ番組欄ペンシル（２回）

  ③ＦＭ高知スポットＣＭ（２０本）

[総務部］

部会開催なし

１ 法違反調査

  令和３年 ８月１９日 法務局と法違反調査に関する打ち合わせ

令和３年１０月 ７日から同年１０月１５日にかけて５日間実施

令和３年１１月２４日 法違反調査委員会開催

令和３年１１月２６日 法務局へ報告

２ 土佐士業交流会

  定期総会 ７月１４日 １０時～１０時１５分 Web 会議 大谷副会長

定例会 １０月２５日 １０時～１０時３０分 高知県土地家屋調査士会館

大谷副会長

  合同相談会 １月１６日 １０時～１５時 高知市役所本庁舎 野村会員

３ 会員に対する苦情対応

事件処理の遅滞、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、折             



り返しの電話がない等）に対する苦情があり、電話や面談にて対応した。

４ 非常用備品の購入、備蓄

  防災対策の一環として非常用備品を購入し、司法書士会館内に備蓄した。

[経理部］

部会１回開催

１ 予算について適正な執行・管理を行った。

２ 部会にて令和４年度予算案について協議した。

[綱紀関係］

１ 綱紀調査委員会  ０回

２ 注意勧告小理事会 ２回

３ 量定意見小理事会 １回

４ 紛議調停委員会  ０回

その他

会員への情報伝達改善

メール会員１０８名

会費自動引き落とし利用会員９７名（４法人含む）

（令和４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局      伊藤会長、大谷副会長

４月１２日 高知地方法務局長就任のご挨拶来局             伊藤会長

５月 ７日 高知県文化生活スポーツ部県民生活課来局    伊藤会長、大谷副会長

                             小谷副会長、菊野副会長

１１月２６日 高知地方法務局交付式立ち合い               伊藤会長  

３月２５日 高知地方法務局総務課長離任のご挨拶来局    伊藤会長、大谷副会長

                   

会議出席

◎高知県社会福祉協議会評議員会

   ６月２９日 大谷副会長

◎ぱあとなあ高知業務監査委員会

   ３月１９日 中村吉作理事



他会総会など出席

７月１４日 Web 会議            土佐士業交流会定期総会   大谷副会長

１１月 ２日 ホテル日航高知旭ロイヤル   高銀あけぼの会総会   伊藤会長

１２月 ３日 ザクラウンパレス新阪急高知     宅建協会忘年会    伊藤会長

   

日司連関係

【第８６回定時総会】

令和３年６月２５日 東京都渋谷区 渋谷ヒカリエ ヒカリエホール

（詳細は令和３年月報司法書士７月号に掲載のため省略）

出席者 伊藤会長

【会長意見交換会】

５月１２日 Web 会議 出席者 伊藤会長

７月２０日 Web会議 出席者 伊藤会長

１２月１４日 Web会議 出席者 伊藤会長

【全国会長会】

第１回 令和３年４月１５・１６日 (詳細は令和３年の月報司法書士６月号)

〔報告事項〕

１．一般報告

２. 民法・不動産登記法の改正について

３．法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会について

４．法制審議会担保法制部会について

５．各部門及び各対策部からの報告

〔協議事項〕

１. 相続登記促進事業について

２．不動産登記法の改正について

３．令和３年度事業計画・予算（案）について

４．FATF への対応について

５．司法書士会会長相互の意見交換

第２回 令和３年１０月２１・２２日 (詳細は令和３年の月報司法書士１２月号)

〔報告事項〕

１．一般報告

２．法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会について

３．法制審議会担保法制部会について

４．相続人調査業務について

５．各部門及び各対策部等からの報告



６．その他

〔協議事項〕

１．FATF 第４次対日相互審査への対応について

２．登記原因証明情報について

３．相続登記促進事業・司法書士制度１５０周年記念事業について

４．総合相談センター及び相続登記相談センターについて

５．司法書士倫理の改正について

６．令和４年度定時総会について

７．会長会の傍聴について

       ８．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 令和４年１月２０・２１日 (詳細は令和４年の月報司法書士３月号)

〔報告事項〕

１．一般報告

２．法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会について

３．法制審議会担保法制部会について

４．各部門及び各対策部等からの報告

５．その他

〔協議事項〕

１．FATF 第４次対日相互審査結果への対応について

２．登記原因証明情報について

３．令和４年度定時総会について

４．司法書士倫理の改正について

５．令和４年度事業計画（案）の骨子について

６．相続登記促進事業・司法書士制度１５０周年記念事業について

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

【賀詞交歓会】

  開催なし

【全国担当者会議】

  ８月１９日 Web 会議

        司法書士法改正に伴う綱紀手続等及び新期綱紀調査委員会への対応に関

する説明会

        田中綱紀調査委員長、大谷副会長、小谷晃史副会長、菊野副会長  

９月１８日 Web 会議

相続登記促進・１５０周年事業及び司法書士総合相談センター相談受付

システムに関する全国担当者会議

和田相談事業部長、三谷広報部長、事務局職員

９月２８日 Web会議



ML/TF対策及びFATF第４次対日審査結果に関する司法書士会担当者会議

大谷副会長

１０月１５日 Web 会議

農業支援促進のための司法書士会別意見交換会

        小松弘知会員

１１月１２日 Web 会議

        全国研修担当者会議

        菊野研修部長

  １月２７日 Web 会議

        意思疎通支援制度紹介を通じた司法書士会との意見交換会

        小谷企画部長

  ３月 ３日 Web 会議

        市民救援活動に関する連合会市民救援委員会と司法書士会災害担当者と

の意見交換会

        大谷総務部長

  ３月１１日 Web 会議

法教育事業担当者会意見交換会

小谷企画部長

  ３月２５日 Web 会議

        組織改革に関する全国説明会

        伊藤会長、大谷副会長

四国ブロック関係

【定時総会】

  ６月 ５日 Web 会議

        伊藤会長、大谷副会長、小谷晃史副会長、菊野副会長、土居日司連理事

        出席

【理事会】

  ４月１７日 Web 会議

        伊藤会長、小谷晃史副会長、土居日司連理事 出席

   〔審議事項〕

１．令和２年度事業報告及び収支決算書承認の件

２．令和３年度業務計画及び予算案承認の件

    〔協議事項〕

１．令和３年度定時総会開催について

  来賓、次第、構成員及びオブザーバーについて

２．日司連定時総会議事運営委員及び選挙立会人について



３．日司連定時総会質疑における、ブロック推薦及びブロック指定について

４．四国ブロック会会長被表彰者の確認について

５．四国ブロック会役員改選及び日司連理事のブロック推薦について

６．四国ブロック会新人研修実行委員任期満了に伴う後任者の確認について

    〔その他〕

        

１０月 ２日 Web 会議        

伊藤会長、小谷晃史副会長、土居日司連理事 出席

  〔協議事項〕

１．令和３年度中央新人研修、ブロック新人研修、特別研修について

２．県境相談会について（開催時期、方法、広報）

３．四国ブロックでの司法書士制度１５０周年記念事業について

４．事務局のＩＴ化の状況等について

５．本人確認情報作成のための面談ができない場合の対処方法について

６．日司連の登記原因証明情報作成・認証権限に関する案について

７．その他

       〔確認事項〕

１．次回理事会について

２．次回定時総会について

３．その他

       〔その他〕

【担当者会議】

１１月１２日 Web 会議

令和３年度全国研修担当者会議 菊野副会長

１２月１３日 Web会議

事業承継に関する税理士会との連携のための窓口担当者打合せ

伊藤会長

【県境電話相談会】

  ３月１２日 愛媛県司法書士会と合同で相談会を開催

        事前予約制としたが、高知県民からの予約はなし

  ３月１２日 徳島県司法書士会と合同で相談会を開催

        事前予約制とし、曽我会員、菊野会員が相談員として参加

【司法書士制度１５０周年記念四国一斉無料電話相談会】

  ３月２６日 四国四県で一斉電話相談会を開催

        大谷副会長、和田相談事業部長、大石理事、藤岡相談事業部員、

野村会員、淸水会員、白石会員、佐野会員が相談員として参加



【被災地支援活動】

  なし

【新人研修】

①令和３年４月２２日・５月２７日・６月１７日

Web 会議にて四国ブロック新人研修実行委員会開催

当会からは小松弘知・刈谷四国ブロック新人研修実行委員が参加した。

②令和３年７月１８日

Web 会議にて令和２年度合格者を対象とした新人研修実行委員会による

開業フォーラム開催

当会からは小松弘知・刈谷四国ブロック新人研修実行委員が参加した。

③令和４年１月８日から１月１４日まで

香川県司法書士会館にて令和３年度四国ブロック新人研修開催

当会からは小松弘知・刈谷四国ブロック新人研修実行委員が参加した。なお、黒石相

談役は「債務整理」の講師を、宮下理事は「司法アクセスと司法過疎」の講師を、大

石理事は「商業登記実務 設立・役員変更・解散・清算結了」の講師を務めた。

【九州・中国・四国三ブロック会会長会】

  開催なし


