
会 務 報 告

はじめに

平成３０年度は、会館建設と市民公開シンポジウムという何十年に一度の特別事業はな

かったものの、この４年継続して『相続登記は司法書士』をキーワードに、司法書士は誰

でも気軽に相談できる「身近なくらしの法律家」であることを広く市民に認知してもらう

ことを念頭において策定した事業計画を執行してきた。

２月の相続登記月間の相続登記相談会は、司法過疎地を含む県内１１会場で開催した。

また、平成２５年度から継続して実施している相続・遺言に関する講演会を県内４か所で

開催した。さらに、広報については、新聞・テレビ・ラジオといったマスメディアだけで

なく、県内全市町村に対し、広報誌への相談会の告知記事の掲載依頼を通年で行い、多く

の自治体の広報誌に掲載された。

一般事業の詳細な執行については、各部の報告及び業務日誌に譲るとして、重点事業に

ついて以下のとおり報告する。

重点事業

対内的な特別事業である会館建設と対外的な特別事業である市民公開シンポジウムが平

成２９年度で終了したことを受け、平成３０年度は重点事業を設定した。

重点事業に掲げた（１）相続登記未了問題への対応と（２）空き家問題への対応は、平

成２９年度に実施した市民公開シンポジウムをやって終わりにさせないことが目的であっ

たが、上記（１）のうちの市町村職員向け勉強会は、日司連の協力により会員講師向け研

修会を実施したものの想定よりハードルが高く、実施に至らなかった。また、上記（２）

のうちの空き家問題に関する相談会は、司法書士を活用する場面がとらえ切れず実施でき

なかった。この点は、重点事業にすることを強く希望した会長である私の見込みの甘さが

要因であるので、会員の皆様に深くお詫び申し上げる。

一方、相続人調査委託事業への対応については、公嘱協会の執行部と入札参加に向けた

協議を行ったうえで、入札の準備のために当会として可能な限りの協力をした結果、公嘱

協会執行部と会員の尽力により公嘱協会が長期相続登記等未了土地解消作業を受託した。

また、空き家問題に関する相続人調査にかかる市町村との協定の締結については、諸般の

事情により年度内の締結には至らなかったが、協議は継続している。なお、空き家問題で

はないが、高知県との間で相続人調査にかかる協定を締結し、受託司法書士を推薦した。

最後に、成年後見制度利用促進法への対応についてであるが、高知県に対し、当会、リ

ーガルサポート、弁護士会、社会福祉士会で要請を行ったほか、高知家庭裁判所主催の成

年後見制度関係機関との連絡協議会や高知県社協主催の圏域別権利擁護担当者意見交換会

に当会役員として参加した。



単位会関係

総会

定時総会

平成３０年５月１９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３０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３０年４月２０日開催 司法書士会館２階

（１）平成３０年度定時総会提出議案関係審議

（２）経済的困窮者を支援する事業の実施要領制定承認の件

（３）その他

１．調停センター存続についての説明

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．相続人調査委託業務について

５．所有者調査業務について

６．会長会の報告

第２回 平成３０年６月２９日開催 司法書士会館２階

（１）配属研修指導員選任規程一部改正の件

（２）報告事項

１．相続人調査委託業務について

２．所有者調査業務に関する自治体との協定について

３．日司連総会の報告

（３）協議事項

１．相談員名簿管理規程の見直しについて

２．定時総会の本人出席率の向上策について

第３回 平成３０年９月２１日開催 司法書士会館２階

（１）相談員名簿管理規程一部改正の件

（２）高知県司法書士会イメージキャラクター決定の件

（３）報告事項

   司法過疎対策事業実施対象候補地（津野町・檮原町）調査について

（４）協議事項



   １．特定援助対象者法律相談援助の配転基準案について

   ２．後見人等の印鑑証明書について

第４回 平成３０年１２月２１日開催 司法書士会館２階

（１）会員証及び司法書士徽章に関する規程一部改正の件

（２）高知県司法書士会特別委員会規程一部改正の件

（３）退職金の額の決定の件

（４）協議事項

１．日司連への成年後見制度利用促進に係る詳細な報告について

２．須崎・津野町での定例相談会について

   平成３１年度４月から第１土曜日開催を須崎会場とする案

３．相談員名簿管理規程の見直しについて

４．高知県司法書士会研修規則一部改正案について

５．次年度事業計画及び予算について

（５）その他

   第２７回九州・中国・四国ブロック内司法書士会会長連絡協議会協議事項について

第５回 平成３１年３月２０日開催 司法書士会館２階

（１）平成３１年度第 1 回理事会（平成３１年４月１９日開催）の議案についての検討

（２）報告事項

監査

平成３０年４月２５日  岡村監事 松元監事 吉永副会長 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３０年６月１日開催

支部と本会の連携について

１．司法書士の日記念相談会（平成３０年８月３日（金））について

２．相続登記相談会（平成３１年２月２日（土））について

３．所有者不明土地問題に関する勉強会について

◎支部総会

東 支部  平成３０年４月１４日 吉永副会長



西 支部  平成３０年４月１９日 黒石会長

中西支部  平成３０年４月２２日 黒石会長

中東支部  平成３０年４月２６日 菊野副会長

中央支部  平成３０年５月２２日 伊藤副会長

【新人配属研修】

刈谷 裕治 会員   大谷理事（30.3.12～30.4.1）、田中勇相談役（30.4.2～30.4.22）

森田 銀次 会員   細田名誉会長（30.6.11～30.7.31）

村上 雅人 （未入会）細田名誉会長（31.2.13～31.3.26）

【登録証交付式】

８月１日（刈谷裕治会員）黒石会長、伊藤副会長出席

９月６日（森田銀次会員）黒石会長、伊藤副会長出席

[企画部] 

部会３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

昨年度同様、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

に対し、相続・遺言に関する講演会の講師を派遣した。会員の皆様のご協力のもと、

地域住民に対し、その地域の司法書士による相続や遺言についての講演会を実施する

ことができた。

  ① ９月１４日 １４時～１５時３０分 土佐清水市社会福祉センター

   講師：間﨑会員  依頼団体：土佐清水市地域包括支援センター

   講演会参加者：１８名

② １月３０日 １３時１０分～１５時 南国市保健福祉センター

講師：瀬川部員  依頼団体：南国市民生児童委員協議会

講演会参加者：約１２０名

③ １月２４日 １３時３０分～１５時 本山町保健福祉センター

講師：西原会員  依頼団体：本山町地域包括支援センター

講演会参加者：３０名

  ④ ２月１４日 １０時３０分～１２時 佐川町健康福祉センターかわせみ

   講師：岡村会員  依頼団体：佐川町長寿大学

   講演会参加者：６０名

  ⑤ ３月２８日 １３時３０分～１４時３０分 宿毛文教センター

   講師：藏内会員  依頼団体：宿毛市生きがい大学さくら学園

   講演会参加者：約２００名

（２）その他、相続遺言に関するセミナーへの講師派遣



   終活セミナーのうち、遺言・相続などの終活の準備などの制度説明の部分につき講

  師を派遣した。

    １月１９日 １４時３５分～１６時１５分 高知商工会館

   講師：小松弘知部員  主催団体：高知市社会福祉協議会

（３）不動産登記に関する勉強会の実施

   会員が経験した不動産登記に関する業務を発表する形式により勉強会を実施した。

   １０月 ９日 １８時～１９時

   内容：当事者が海外にいる場合の所有権移転登記（相続・売買・贈与）

   講師：瀬川部員、小松弘知部員

   参加者：１９名

２ 商業登記に関する業務の推進

（１）会社登記無料相談会の実施

   下記のとおり、会社登記無料相談会を実施した。平成３０年は、会社法が施行され

  て１２年が経過した年であったので、登記懈怠によるみなし解散などの注意喚起をす

  るという目的で開催した。相談件数自体は多くなかったが、広報部による新聞広告な

  どの広報がなされ、会社の登記は司法書士ということのアピールにはなったと思われ

  る。

  １１月１６日 １０時～１５時

   高知県司法書士会館

   相談員：小谷晃史部長、久保副部長、中村吉作副部長、瀬川部員、金子部員、

       小松弘知部員、山沖部員、森部員、大石会員、森田銀次会員

   相談件数：３件（面談２件、電話１件）

（２）高知県事業引継ぎ支援センターからの相談対応

   今年度は、相談対応を求められることはなかったが、下記の会議に出席した。

  ①高知県事業承継ネットワーク「キックオフ会議」

    ７月２０日 １３時３０分～１４時３０分 久保副部長

  ②高知県事業承継ネットワーク「担当者会議」

    ７月２７日 １３時３０分～１４時３０分 小谷晃史部長

  ③高知県事業承継ネットワーク「平成３０年度第２回担当者会議」

   １１月２１日 １４時～１５時  小谷晃史部長

  ④高知県事業引継ぎ支援センターと今後の県内の事業承継の取り組みについて協議

    １月１１日 １７時～１７時３０分 黒石会長、菊野副会長、小谷晃史部長、

                     和田常任理事

（３）商業登記に関する勉強会の実施

   会員が経験した商業・法人登記に関する業務を発表する形式により勉強会を実施し

  た。

    ９月１１日 １８時～１９時

   内容：①ＮＰＯ法人の登記（資産の総額の登記が不要になり、貸借対照表の公告



   が必要となる法改正を中心として）

      ②消費者問題事例の紹介

   講師：①小谷晃史部長、②中村吉作副部長

   参加者：１３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

   会員が経験した裁判事務に関する業務を発表する形式により勉強会を実施した。

    ８月１４日 １８時～１９時

   内容：建物明渡訴訟

   講師：小谷晃史部長、金子部員

   参加者：６名

（２）日司連主催の、民事調停に関するシンポジウムに参加した。

   シンポジウム「不動産トラブルを裁判所の民事調停で解決しよう！」

    １月１２日 １３時～１６時 小谷晃史部長

４ 簡裁訴訟代理等関係業務の推進

（１）賃貸借に関する勉強会の実施

   賃貸借トラブル１１０番の事前勉強会として、賃貸借に関する勉強会を実施した。

    ２月１９日 １８時～１９時

   内容：賃貸借契約の特約の有効性について

   講師：川村靖仁部員、山沖部員

   参加者：１０名

５ 財産管理に関する業務の推進

（１）民事信託に関する会議への出席

   四国ブロックの担当者会議に出席し、日司連や各会の取り組み状況などにつき、情

  報交換を行った。

   平成３０年度民事信託支援業務推進に関するブロック会別担当者会議

    １月１２日 １３時～１７時 菊野副会長

６ 成年後見に関する業務の推進

（１）リーガルサポート高知支部と共催の講演会・相談会の実施

   リーガルサポート高知支部との共催にて、遺言と成年後見制度講演会＆相談会を実

    施した。

    ９月 １日 １４時～１６時 ちより街テラス

   講師：リーガルサポート高知支部 小松弘知幹事

  講演会参加者：２８名（内 ６名会員）

  相談件数：６組



（２）社会福祉士会との連携による福祉分野の知識の習得

   社会福祉士会との共催による平成３０年度司福会交流研修会を開催した。

   第三者後見人として意思決定支援をどのように行うのかにつき、県外から社会福祉

  士の講師を招いての講演会を開催した。

   １１月 ３日 １３時～１６時３０分 高知県司法書士会館

    当会参加者：１０名

（３）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の参加

  下記のとおり協議会へ参加し、高知県における成年後見制度利用促進法への対応を協

  議した。

   また、弁護士会、社会福祉士会、リーガルサポート高知支部との連名にて、高知県

に対し、成年後見制度利用促進基本計画策定に向けた協議の実施についてという要

請文書を提出し、三士会との連携・協動体制の構築を要請した。

  ① 高知家庭裁判所での協議会

     ４月２６日 １０時３０分～１１時３０分 高知家庭裁判所

    大谷会員（リーガルサポート高知支部支部長）、小谷晃史部長（同副支部長）

  ② 県へ要請文書提出 高知県庁

     ５月１５日  ９時３０分～１０時３０分

    黒石会長、大谷会員（リーガルサポート高知支部支部長）、

    小谷晃史部長（同副支部長）

  ③ 高知家庭裁判所での協議会

     ５月３１日 １０時～１１時３０分 高知家庭裁判所

    大谷会員（リーガルサポート高知支部支部長）、小谷晃史部長（同副支部長）

  ④ 高知家庭裁判所での協議会

     ７月１０日 １０時３０分～１２時３０分 高知家庭裁判所

    大谷会員（リーガルサポート高知支部支部長）、小谷晃史部長（同副支部長）

  ⑤ 高知家庭裁判所での協議会

     ９月 ７日 １０時～１１時３０分 高知家庭裁判所

    大谷会員（リーガルサポート高知支部支部長）、小谷晃史部長（同副支部長）

  ⑥ 成年後見制度関係機関との連絡協議会

    １１月 ２日 １３時３０分～１６時３０分 高知家庭裁判所

    大谷会員（リーガルサポート高知支部支部長）、黒石会長、菊野副会長

  ⑦ 高知家庭裁判所での協議会

    １２月 ７日 １０時～１１時１５分 高知家庭裁判所

    大谷会員（リーガルサポート高知支部支部長）、小谷晃史部長（同副支部長）

  ⑧ 県主催の成年後見利用促進についての三士会と高知県との協議

     １月３０日 １０時～１２時 高知県庁    

    大谷会員（リーガルサポート高知支部支部長）、中村副部長（同幹事）

  ⑨ 高知家庭裁判所での協議会

     ２月 １日 １０時～１１時３５分 高知家庭裁判所



    大谷会員（リーガルサポート高知支部支部長）、小谷晃史部長（同副支部長）

  ⑩ 高知家庭裁判所での協議会

     ３月２２日 １０時～１１時３０分 高知家庭裁判所

    小谷晃史部長（リーガルサポート高知支部副支部長）、宮下会員（同副支部長）、

    中村吉作副部長（同幹事）

７ 所有者不明土地問題への対応

（１）県内市町村職員を対象とした、所有者不明土地問題に関する勉強会の実施

   所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインにつ

いての研修会を開催し、各支部においても同研修を録画したものを視聴する形式で

研修会を開催した。

（２）行政からの依頼を受け、下記のとおり講師を派遣した。

   大豊町区長会総会「相続登記未了問題に関する説明会」

    ４月２６日 １４時３０分～１５時３０分 白石会員

８ 空家等対策の推進に関する特別措置法への対応

（１）行政との関わりについて

   昨年度同様、行政その他の民間団体で構成する高知県居住支援協議会、その他関連

団体が開催する下記の会議に出席した。

  ①高知県空き家再生・活用促進専門家グループ意見交換会

    ５月２５日 １４時～１６時３０分 中村吉作副部長

  ②平成３０年度高知県居住支援協議会第１回定期総会

    ７月 ９日 １３時３０分～１６時 中村吉作副部長

  ③高知県空き家再生・活用促進専門家グループ意見交換会

    ２月１９日 １４時～１６時３０分 中村吉作副部長

（２）四国ブロックの担当者会議に出席し、日司連や各会の取り組み状況などにつき、情

報交換を行った。

   平成３０年度 安き家・所有者不明土地問題等対応のための四国ブロック会担当者

   会議

   １１月 ３日 １３時～１７時 小谷晃史部長

９ 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

   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会員の派遣

   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。

   なお、事例検討会にて検討した事例については、中村吉作副部長により勉強会にて

会員に紹介された。



（３）多重債務者相談者無料相談会への相談員の派遣

   高知県主催の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、今年度は、全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会が高知県で開催され

ることとなり、多くの会員が参加した。運営についても多くの会員が参加し、他団体

とのさらなる連携強化が図れたと思われる。当会は、参加者に配布する白書に協賛広

告をした。

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 ９日 淸水会員

     ６月１１日 野村佳令会員

    １０月 ９日 野村佳令会員

    １２月１０日 大石会員

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１３日 中村吉作副部長、川村靖仁部員

     ２月１２日 久保副部長、中村吉作副部長

③平成３０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）

     ９月 ２日 １３時～１６時 山岡会員（高知県立消費生活センター）

     ９月 ７日 １７時～２０時 藤田会員（幡多広域消費生活センター）

     ９月 ８日 １３時～１６時 大石会員（高知市立消費生活センター）

     ９月 ９日 １３時～１６時 大石会員（南国市役所）

     ９月１４日 １７時～２０時 淸水会員（高知県立消費生活センター）

④平成３０年度高知県多重債務者対策協議会

    ７月２０日 １３時３０分～１５時３０分 小谷晃史部長

  ⑤第３８回全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会 in高知

   １０月１３日 １３時～１７時３０分 １０月１４日 ９時～１２時

10 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。また、四国ブロックの法教育事業の

  担当者会議に出席し、日司連、各会の取り組み状況について情報交換を行った。

  ①平成３０年度多重債務者対策出前講座

    ６月１４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：黒石会長

   参加者：５２名

  ②四万十高校消費者教育出前授業

    １月１６日 １４時２５分～１５時１５分 高知県立四万十高等学校

   内容：①消費者教育全般について、②労働問題について



   講師：①四万十町職員、②金子部員

   参加者：高校３年生全員（１８名）

  ③社会戦略講座

    １月２５日 １１時～１２時３０分 高知開成専門学校

   内容：保証契約について

   講師：金子部員、小松弘知部員

   参加者：３７名

  ④四国ブロック会法教育事業担当者との打合わせ

   １０月２８日 １３時～１７時 小谷晃史部長

   

11 自死・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

   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。

今年度は、５件の申込があった。

（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（ハローワーク高知）

  ９月１４日 １３時～１７時 大石会員

（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。

  ①平成３０年度自殺対策関係機関連絡調整会議及び合同研修会

  ６月 ４日 １３時３０分～１６時３０分 中村吉作副部長

②平３０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

  ６月１９日 １３時３０分～１５時３０分 久保副部長

③平成３０年度第１回犯罪被害者支援関係機関連絡協議会

  ６月２７日 １３時３０分～１５時 久保副部長

④アディクション関連問題ネットワーク会議

    ７月 ９日 １８時３０分～２０時３０分 森部員

⑤平成３０年度高知県多重債務者対策協議会

   ７月２０日 １３時３０分～１５時３０分 小谷晃史部長

  ⑥地域連携に向けたブロック会議（四国ブロック）

     ７月２２日 １３時～１７時 小谷晃史部長

  ⑦平成３０年度アディクションフォーラム高知実行委員会（第１回）

     ８月２８日 １８時～２０時 森部員

  ⑧平成３０年度第２回犯罪被害者支援関係機関連絡協議会

     ９月２７日 １３時３０分～１５時 久保副部長

  ⑨平成３０年度アディクションフォーラム高知実行委員会（第２回）

   １０月２２日 １８時～２０時 森部員

  ⑩第５回アディクション・フォーラム高知

    １２月１５日 １０時～１２時 森部員

  ⑪平成３０年度第３回犯罪被害者支援関係機関連絡協議会

     １月２８日 １３時３０分～１５時 久保副部長



  ⑫平成３０年度第２回高知県自殺対策連絡協議会

     ２月 ５日 １８時３０分～２０時３０分 小谷晃史部長

  ⑬平成３０年度アディクションフォーラム高知実行委員会（第３回）

    ２月２８日 １８時～２０時 森部員

12 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 ６件、不在者財産管理人 １件、特別代理人 １件

[相談事業部］

部会２回、小部会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。

             平成３０年度  平成２９年度  平成２８年度

     高知会場      １０４件    １０９件    １１２件

     四万十会場      ４８件     ４２件     ３９件

     安芸会場       ２１件     １２件     ２４件

     須崎会場        ７件     １８件     １４件

     クレサラ相談     １４件     １６件     １２件

     成年後見相談      １件      ２件     １２件

（２）各種相談事業の企画・実施

  ①司法書士の日相談会

   開催日時  平成３０年８月３日 １０時～１５時

    県内８会場（中央支部３会場、他の支部１会場）での実施に加え、香南市（のい

ちふれあいセンター）においても実施し、次のとおりの相談者数があった。

     中央支部 高知県立県民文化ホール

８名

こうち男女共同参画センター ソーレ

１２名

高知市春野文化ホールピアステージ

７名

     東支部  北川村総合保健福祉センター

２名

     中東支部 南国市役所

７名



     中西支部 須崎市役所 総合保健福祉センター

５名

     西支部  ＪＡ高知はた本所

９名

     香南会場 のいちふれあいセンター

          ３名

②全国一斉子どものための養育費相談会

開催日時  平成３０年９月８日 １０時～１６時

    高知県司法書士会館

    相談件数  ６件（全件、他県からの電話相談）

  ③法の日記念「不動産登記無料相談会」

   開催日時  平成３０年９月２９日 １０時～１５時

    県内１箇所開催（ちより街テラス３階 ちよテラホール）

    相談者数  １９名（平成２９年度 ２６名、平成２８年度 ２３名）

  ④相続登記相談会

   開催日時  平成３１年２月２日 １０時～１５時

    県内１１会場で実施し、次のとおりの相談者数があった。

         平成３０年度          平成２９年度

    中央支部 ①フジグラン高知        ①高知県立県民文化ホール

          ２９名             １５名

         ②イオン高知旭町店       ②ちより街テラス

          ２３名             １９名

         ③高知県司法書士会館

          １６名

    東支部  ①安芸市総合社会福祉センター  ①室戸市保険福祉センター

           ９名              ６名

    中東支部 ①南国市立日章福祉交流センター ①南国市社会福祉センター

           ６名             １５名

         ②高知県農業協同組合十市支所

           ２名

    中西支部 ①すこやかセンター伊野     ①すこやかセンター伊野

          １６名             １１名

         ②四万十町役場本庁東庁舎    ②須崎市立市民文化会館

           １名              ４名

    西支部  ①土佐清水市中央公民館     ①黒潮町総合センター

           ５名              ４名

         



②三原村農業構造改善センター  ②大月町中央公民館

           ０名              ４名

    香南会場 のいちふれあいセンター     のいちふれあいセンター

           ９名             １７名

  ⑤賃貸借相談会

   開催日時  平成３１年３月３日 １０時～１６時

    こうち男女共同参画センター ソーレ

    相談者数  ２名（平成２９年度 １０名、平成２８年度 １名）

  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。

  ・病院出前行政相談所

   平成３０年７月１３日 ９時３０分～１４時

  高知大学医学部附属病院

    派遣相談員：大石部員

  ・越知町国土調査事業 地区説明会派遣相談

   平成３０年７月２２日 １３時３０分～１５時３０分

   「今成地区説明会」越知町今成公民館

    派遣相談員：細川（博）会員

  ・公益社団法人全日本不動産協会 全国一斉不動産無料相談会

   平成３０年１０月１日 １０時～１６時

   イオンモール高知

    派遣相談員：白石会員

  ・全国一斉法務局休日相談

   平成３０年１０月７日 １０時～１５時

   高知地方法務局

    派遣相談員：白石会員、下司会員、淸水会員

  ・一日合同行政相談所

   平成３０年１０月１０日 １０～１５時

   フジグラン高知センターコート

    派遣相談員：藤岡会員

  ・平成３０年度高知県合同労働相談会

   平成３０年１０月３０日 １０時～１８時

   高知県労働委員会事務局

    派遣相談員：森田（麻）会員、大石部員、細川（拓）会員

  ・一日合同行政相談所（四万十市）

   平成３０年１１月２日 １０時３０分～１５時

   アピアさつき



    派遣相談員：山沖会員

  ・よろず相談会ｉｎ芸西村

   平成３１年３月１１日 １３時～１７時

   芸西村民会館

    派遣相談員：吉永会員

  ・くらしといのち何でも相談会２０１８

   平成３０年１２月２日 １３時～１６時

   土佐清水市立中央公民館

    派遣相談員：山沖会員

   平成３１年１月１８日 １３時～１５時

   地域交流センター城北

    派遣相談員：森田（麻）会員

   平成３１年１月１８日 １３時～１６時

   百石町２丁目公民館

    派遣相談員：大石部員

   平成３１年１月１９日 １３時３０分～１５時３０分

   中土佐町民交流会館

    派遣相談員：川村（靖）会員

   平成３１年１月２３日 １０時～１２時

   イオン旭町店

    派遣相談員：大石部員

   平成３１年１月２５日 １３時～１６時

   高知生協病院 地域交流センターやまもも

    派遣相談員：大石部員

   平成３１年１月２５日 １３時～１５時

   デイサービス いちご学校

    派遣相談員：中村（吉）会員

   平成３１年１月３０日 １３時３０分～１５時３０分

   のいちふれあいセンター

    派遣相談員：小谷（晃）会員

   平成３１年２月１日 １３時～１５時３０分

   土佐長岡教職員組合

    派遣相談員：大石部員

   平成３１年２月３日 １３時～１５時

   地域交流センター城北

    派遣相談員：佐野会員

   平成３１年２月３日 １３時～１６時

   安芸本町コミュニティセンター

    派遣相談員：曽我副部長

   平成３１年２月９日 １３時３０分～１６時



   イノハナ集会所

    派遣相談員：野村（佳）会員

   平成３１年２月９日 １４時～１６時

   高知市春野文化ホールピアステージ

    派遣相談員：佐野会員

   平成３１年２月９日 １４時～１６時

   桜座

    派遣相談員：岡村部員

   平成３１年２月１０日 １３時３０分～１５時３０分

   四万十町農村環境改善センター

    派遣相談員：金子会員

   平成３１年２月１０日 １３時３０分～１５時

   三里ふれあいセンター

    派遣相談員：佐野会員

   平成３１年２月１４日 １３時～１５時

   アピアさつき

    派遣相談員：黒石会長

   平成３１年２月１４日 １４時～１６時

   フジ宿毛店イートインコーナー

    派遣相談員：山沖会員

   平成３１年２月１６日 １０時～１２時

   潮江診療所

    派遣相談員：野村（佳）会員

   平成３１年２月１７日 １０時～１２時

   建交労高知農林支部

    派遣相談員：藤岡会員

   平成３１年２月１７日 １３時３０分～１５時３０分

   フジ須崎店

    派遣相談員：久保会員

   平成３１年２月２４日 １０時～１２時

   若草西団地集会所

    派遣相談員：藤岡会員

   平成３１年２月２４日 １０時～１２時

   コープよしだ店

    派遣相談員：和田部長

（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。



（４）相談員の資質の向上

   定例相談会、臨時相談会で使用する相談票の記載例作成について検討

   定例相談会、臨時相談会で相談員氏名の提示について検討

全国一斉子どものための養育費相談会に関する事前研修会

平成３０年９月１日 １３時～１５時

高知県司法書士会館２階 大会議室

（５）民事法律扶助の利用促進

   平成３１年１月１９日 １３時～１６時

   民事法律扶助等関連任意研修会の実施

   講師 小口 一成 氏（長野県会）

      日司連 法テラスとの連携推進委員会副委員長

２ 調停センターの運営・検討

[研修部]

部会３回開催

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て次のとおり実施した。

平成３０年 ７月２１日 第１回会員一般研修会（高知会館） 会員７８名出席

１３時～１７時

  ｢不動産登記の資格者代理人導入方式と周辺業務｣

  ｢名変登記について｣

講 師 日司連不動産登記法改正等対策部

    部委員 植 木 克 明 氏（大阪会所属）

平成３０年１１月１７日 第２回会員一般研修会（高知会館） 会員８２名出席

１３時～１７時

「遺産承継業務について」

講 師 日司連財産管理業務推進委員会

       委員 工 藤 克 彦 氏（大分県会所属）

平成３１年 ２月２３日 第３回会員一般研修会（高知会館） 会員７９名出席

１３時～１７時

「失踪宣告、不在者財産管理人及び相続財産管理人の実務について」

講 師 日司連財産管理業務推進委員会



    委員 小 原 俊 治 氏（福岡県会所属）

２ 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３０年 ９月１５日 司法書士会館 会員１８名出席

１３時～１６時

「所有者の所在の把握が困難な土地に関する探索・利活用のためのガイドライン」

講 師 日司連空き家・所有者不明土地問題等対策部

   部委員 矢 野 道 弘 氏（熊本県会所属）

平成３０年１０月２７日 司法書士会館 会員１４名出席

１３時～１５時

「不動産にまつわる税金について」

講 師 窪田不動産鑑定士税理士事務所

      窪 田 有 孝 氏

平成３１年 １月２１日 高知地方法務局 会員９名出席

１５時～１６時３０分

「オンライン申請について」

講 師 高知地方法務局

    統括登記官 橋 本 好 史 氏

    統括登記官 槇 浦      勉 氏

登記情報システム管理官 吉 良 浩 明 氏

平成３１年 １月２６日 司法書士会館 会員１８名出席

１３時～１５時

「家族信託について」

講 師 日司連民事信託支援業務推進委員会

      副委員長 谷 口   毅 氏（鳥取県会所属）

平成３１年 １月２８日 高知地方法務局 会員５名出席

１５時～１６時３０分

「オンライン申請について」

講 師 高知地方法務局

    統括登記官 橋 本 好 史 氏

    統括登記官 槇 浦   勉 氏

登記情報システム管理官 吉 良 浩 明 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）



平成３０年 ７月２１日１０時～１２時 高知会館 （ＤＶＤ研修）

「執務基準について」 会員３８名出席

平成３０年 ９月２０日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１８時～１９時３０分 ①法定後見等の相談・申立       会員３名出席

平成３０年 ９月２７日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１８時～１９時３０分 ②成年後見の基礎実務①       会員３名出席

平成３０年１０月 ４日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１８時～１９時３０分 ③成年後見の基礎実務②        会員３名出席

平成３０年１０月１１日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１８時～１９時３０分 ④リーガルサポート報告制度     会員３名出席

平成３０年１０月１８日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１８時～１９時３０分 ⑧任意後見の基礎実務（相談・契約含む）会員４名出席

平成３０年１０月２５日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１８時～２０時    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

～司法書士による成年後見業務の歴史を振り返る～  

４名出席

平成３０年１０月２８日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１０時３０分～１２時    ⑩後見業務への心構え、後見人等の倫理

会員１１名出席

１３時～１４時３０分    ⑤保佐、補助の基礎実務

    会員１１名出席

１４時４０分～１６時１０分 ⑥後見監督の基礎実務     

   会員１１名出席

１６時２０分～１７時５０分 ⑦成年後見等の事件終了の基礎実務

会員１１名出席

平成３０年１１月 ４日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１０時３０分～１１時４５分 ⑮指定研修執務基準について

会員１１名出席

１２時４５分～１４時１５分 ⑯後見制度支援信託の実務

    会員１１名出席

１４時２５分～１６時２５分 ⑰不動産売却、遺産分割等における成年後見人の実務     

   会員１１名出席



１６時３５分～１８時０５分 ⑱死後事務  

会員１１名出席

平成３０年１１月１１日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修）

１０時３０分～１２時    ⑪認知症の理解       会員５名出席

１３時～１４時３０分    ⑫知的障害者の理解      会員５名出席

１４時４０分～１６時１０分 ⑬精神障害者の理解      会員５名出席

１６時２０分～１７時５０分 ⑭虐待等、人権に関する内容  会員５名出席

平成３０年１１月１７日１０時～１２時 高知会館

「成年後見の周辺業務 ～税金について考える～」 会員４４名出席

講 師 税理士 宮村 武志 氏

平成３１年 ２月２３日 高知会館

１０時～１１時３０分 （ＤＶＤ研修）

「倫理研修最近の横領事例にみる専門職後見人の倫理」 会員３７名出席

１１時３０分～１２時

「成年後見人の倫理（事例検討 グループディスカッション）」

３ 年次制研修会

次のとおり年次制研修会を実施した。

平成３０年１０月２０日 司法書士会館 会員２４名出席

１３時００分～１８時００分

４ 配属研修の実施

  ３名の配属研修を実施した。

[広報部］

部会６回開催

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。

また、会員検索ページに不具合が発生し、広報部で修正を試みたが修正できず、検索

ページの見直しと作成を専門業者に依頼し、ホームページを修正した。

２ ホッホーだよりの発行（年２回）

  紙面、デザインの見直しを行い１０月３日（第３７号）、平成３1 年２月２３日（第３

８号）の計２回発行し、冊子で配布した。



３ 制度広報

（１）司法書士の日（８月３日）を記念しての相続登記相談会の広報は、次のとおり行

った。

   ①高知新聞朝刊（ＢＳ欄、アドにゅーすけ、情報玉手箱、こみゅっと）

②市町村広報誌への掲載依頼

   ③関係機関・新聞・ラジオ・テレビ各社へのニュースリリース送付

   ④当日の取材 さんさんＴＶ

「ＦＮＮプライムニュース デイズ」８月３日放映

（２）９月２９日「不動産登記相談会」（土地家屋調査士会共催）の広報は、次のとおり

行った。

①高知新聞朝刊（ＢＳ欄、アドにゅーすけ、こみゅっと）

②市町村広報誌への掲載依頼

（３）１１月１６日会社登記相談会の広報は、次のとおり行った。

①高知新聞朝刊（ＢＳ欄、アドにゅーすけ、情報玉手箱、こみゅっと、半３段）

②商工会会員へのチラシ同封サービスを利用したチラシ送付 ５，０７０枚

③ＦＭ高知スポット広告

（４）２月２日「相続登記はお済みですか月間」（２月２日無料相談会を含む）の広報は、

次のとおり行った。

①高知新聞（ＢＳ欄、アドにゅーすけ、情報玉手箱）

②ホームページへの掲載

   ③市町村広報誌への掲載依頼

④関係機関・新聞・ラジオ・テレビ各社へのニュースリリースの送付

（５）以下の内容の新聞、ラジオ及びＴＶ広告等を実施した。

   ①「桜庭ななみ」Ｂ２ポスター配布（カラー５００枚）

     配布先：会員、市町村、公民館その他公共施設

   ②よさこいうちわ付ＴＶスポット ７月～８月

    うちわ １，０００本配布 ＴＶスポットＣＭ５０本（ロザン、クイズ編）

③ＦＭ高知 セーフティロード２０１８協賛企画 ９月

      ＣＭスポット（相続・会社） １０月１日～１１月３０日

④さんさんＴＶ 大型ＬＥＤタイアップ企画、ＴＶスポットＣＭ（ロザン、クイズ

編）１２月

⑤お正月特別企画 １月１日～１月７日 「ロザン、クイズ編」ＣＭスポット

⑥ＲＫＣラジオ １月１０日～１月２９日 ＣＭスポット 相続

⑦高知新聞ＢＳ欄 １５回掲載

⑧商工会議所発行の会報誌同封による会社法のチラシ配布

     配布先：上記会議所会員会社 ５，０７０社（会社法・役員変更）

（６）その他

①ＴＶ出演（さんさんＴＶ）さんさんＰｉｃｋＵｐ １月１６日収録 黒石会長

   ②ラジオ番組出演（ＲＫＣ）１月３１日 黒石会長

③さんさんテレビ（相続相談会の取材）ＰＲＩＭＥこうちｅｖｅｎｉｎｇ



２月２日放映

④イメージキャラクターの募集、決定

   ⑤ホームページの更新

⑥県内各市町村発行の広報誌へ常設相談会の掲載を依頼し、多数の広報誌に掲載さ

れた。

４ 報道機関との関係強化

  テレビ、新聞、ラジオの広告依頼を通じ、季節ごとの特別企画の情報を提供していた

だくと共に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３０年 ８月１５日 法務局と法違反調査に関する打ち合わせ

平成３０年 ９月１９日から同年１０月１７日にかけて７日間実施

平成３０年１１月１７日 非司法書士調査委員会開催

平成３０年１１月１９日 法務局へ報告

２ 土佐士業交流会

  定例会２回出席

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。

[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７回開催

２ 注意勧告小理事会

   小理事会を４回開催

３ 量定意見小理事会

   小理事会を２回開催

その他

会員への情報伝達改善



メール会員１０７名

会費自動引き落とし利用会員１０１名（４法人含む）

（平成３１年 ３月３１日現在）

法務局・裁判所・弁護士会等

４月 ２日 高知弁護士会新役員就任のご挨拶来訪   伊藤副会長出席

４月 ３日 高知地方法務局長着任のご挨拶来訪    伊藤副会長出席

４月 ６日 高知県民生活・男女共同参画課の来訪   黒石会長出席

４月 ６日 （一社）高知県公共嘱託登記司法書士協会との協議

黒石会長出席

５月１１日 高知県住宅課来訪            黒石会長出席

６月１２日 高知県住宅課訪問            黒石会長

８月 ７日 （一社）高知県公共嘱託登記司法書士協会との協議 黒石会長

伊藤副会長、吉永副会長

菊野副会長出席

１１月 １日 長期相続登記等未了土地解消作業入札前質問のため法務局訪問 黒石会長

１２月２１日 高知地方法務局の来訪          黒石会長出席

１月１１日 高知市役所の来訪            黒石会長

                          和田相談事業部長出席

１月１１日 事業承継ネットワーク担当者来訪     黒石会長、菊野副会長

                          小谷企画部長、和田常任理事

出席

２月１５日 高知地方法務局庶務課長来訪       黒石会長出席

２月１５日 県住の退去滞納者又は連帯保証人の相続調査説明会 黒石会長

３月 ８日 空家等の所有者調査に関する協定に関する協議 黒石会長

３月 ８日 高知地方法務局との打ち合わせ      黒石会長 伊藤副会長

３月２０日 高知地方法務局次長退任ご挨拶来訪    黒石会長

    

会議出席

◎高知県社会福祉協議会評議員会

   ６月１５日 大谷理事

  １２月１４日 大谷理事

   ３月２２日 大谷理事

◎法テラス地方事務所司法書士副所長会議

１１月１３日 田中法テラス高知副所長

◎「全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会in高知」実行委員会

   ９月１９日 小谷晃史常任理事

◎高知県高齢者・障害者権利擁護センター運営協議会

   ３月１９日 大谷理事

  

他会総会など出席



４月１４日「高知クレジット・サラ金問題対策協議会20周年祝賀会」 土居相談役

５月１６日 高知共済会館    こうち被害者支援センター総会  伊藤副会長

５月２５日 三翠園      高知県土地家屋調査士会総会   黒石会長

  ５月２８日 新阪急高知    土佐士業交流会女性部会定例会・第 2 回交流会

                               久保理事・松元会員       

５月２９日 三翠園       高知県宅地建物取引業協会定時総会 伊藤副会長

６月 ２日 高知商工会館    高知県行政書士会定時総会    三谷理事

６月 ６日 新阪急高知     高知県社会保険労務士会通常総会 伊藤副会長

６月 ８日 新阪急高知     四国不動産鑑定士協会連合会研修会

第 11 回年次大会        黒石会長

６月１２日 城西館       四国税理士会高知県支部連合会定期総会

                                黒石会長         

１１月 ９日 三翠園       社会保険労務士法制定 50周年記念式典・祝賀会

                                 黒石会長

１２月１２日 日航高知      全日不動産協会忘年会      三谷理事

１２月１２日 新阪急高知     宅建協会忘年会         伊藤副会長

  １月２６日 城西館       清藤智彦氏の藍綬褒章受章祝賀会 黒石会長

２月 １日 三翠園       土佐士業賀詞交歓会       黒石会長

伊藤副会長、菊野副会長、小谷常任理事、和田常任理事、山下雄平会員、

下司会員、橋本会員、森田銀次会員

３月 ８日 お食事処喜楽   須崎ひまわり基金法律事務所引継披露パーティー

坂本理事

レクリエーション

・第６８回全国司法書士親睦ゴルフ高知大会 １０月６日

・土地家屋調査士会主催ソフトボール大会 １１月３日

・四国司法書士・土地家屋調査士親善ゴルフ大会 １１月１０日

日司連関係

【第８１回定時総会】

平成３０年６月２０日・２１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３０年月報司法書士７・８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 中村吉作理事

【全国会長会】

第１回 平成３０年４月１２・１３日 (詳細は平成３０年の月報司法書士６月号)

〔報告事項〕

１．一般報告



２. 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律案への対応について

３. 各部門及び各対策部等からの報告

４. その他

〔協議事項〕

１. 司法書士法改正について

２. 研修義務に関する連合会会則の一部改正について

３. 研修義務に関する日司連会員研修規則の一部改正について

４. 量定意見審査会の組織に関する連合会会則の一部改正について

５. 重複立候補の禁止等に関する日司連役員選挙規則の一部改正について

６. 日司連役員選任における予選制度の導入について

７. オンライン申請資格者代理人方式について

８. 平成３０年度事業計画・予算（案）について

９. 司法書士会会長相互の意見交換

１０．その他

第２回 平成３０年１０月１１・１２日 (詳細は平成３０年の月報司法書士１２月号)

〔報告事項〕

１．一般報告

２．オンライン申請資格者代理人方式について

３．登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会について

４．民事裁判手続等ＩＴ化研究会について

５．所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく相続人調査業務

について

６．日本登記法学会（仮称）の設立について

７．災害への対応について

８．各部門及び各対策部からの報告

９．その他

〔協議事項〕

１．司法書士法改正について

２．日司連役員選任における予選制度の導入について

３．日司連会員研修実施要領の全部改正について

４．司法書士会会員研修規則モデル案及び司法書士会会員研修実施要領モデル案の

制定について

５．犯罪収益移転防止法（ＦＡＴＦ第４次審査）への対応について

６．電子証明書の発行業務の改善について

７．災害電話相談の実施について

８．司法書士会会長相互の意見交換

９．その他



第３回 平成３１年１月１７・１８日 (詳細は平成３１年の月報司法書士３月号)

〔報告事項〕

１．一般報告

２．所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく相続人調査業務に

ついて

３．日司連会員研修規則の一部改正について

４．各部門及び各対策部からの報告

５．その他

〔協議事項〕

１．平成３１年度事業計画（案）の骨子について

２．司法書士法改正について

３．連合会役員選任方法の変更及び役員の枠数変更に関する日本司法書士会連合会会

則の一部変更並びに日司連役員選任規則の制定について

４．犯罪収益の移転防止等会員の適正な職務の確保に関する司法書士会会則基準及び

日本司法書士会連合会会則の一部変更等について

５．日司連会員研修実施要領の全部改正について

６．司法書士会会員研修規則モデル案及び司法書士会会員研修実施要領モデル案につ

いて

７．電子証明書の運営・発行業務の改善について

８．司法書士会会長相互の意見交換

９．その他

【賀詞交歓会】

  １月１７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２７日 連合会役員選挙の予選制導入、マネーローンダリング・テロ資金供与対

策、懲戒制度及び他士業における司法書士法違反対応に関するブロック

会別説明会（徳島県司法書士会館） 黒石会長 大谷総務副部長

１０月２８日 司法書士講師派遣の法教育事業に関する担当者との打合せ

       （徳島県司法書士会館） 小谷晃史企画部長

１１月 ３日 平成３０年度空き家・所有者不明土地問題対応のためのブロック会別

担当者会議（徳島県司法書士会館） 小谷晃史企画部長

１月１２日 平成３０年度民事信託支援業務推進に関するブロック会別担当者会議

（徳島県司法書士会館） 菊野研修部長

１月２４日 平成３０年度危機管理に関する全国事務局担当者会議（日司連ホール）

       田村職員

四国ブロック関係



【定時総会】

  ６月 ２日 徳島県 ホテルクレメント徳島

       出席者 黒石会長、伊藤副会長、吉永副会長、菊野副会長

オブザーバー 西尾常任理事、小谷晃史常任理事

【理事会】

  ４月２８日 徳島県司法書士会館

        黒石会長、伊藤副会長出席

    【審議事項】

１．平成２９年度事業報告及び収支決算書承認の件

２．平成３０年度事業計画及び予算案承認の件について

３．会則及び顕彰規則の一部改正について

    【協議事項】

１．平成３０年度定時総会開催について

２．日司連定時総会議事運営委員について

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

        

１０月２０日 オールドイングランド道後山の手ホテル

        黒石会長、伊藤副会長出席

    【審議事項】

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．顕彰規則の一部改正について

    【協議事項】

１．県境相談会について

２．今年度のブロック研修、担当者会議及び意見交換会等の実施について

３．所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特措法４０条１項に基づく相続

人調査及び相続登記促進についての法務局との協議について

４．土地関係業務連携支援協議会（仮称）について

５．定時総会の横断幕及び表彰状の作成について

    【確認事項】

１．次回会計監査及び理事会について

２．次回定時総会について

【その他】

１．来年度以降の事業計画方針について

２．来年度以降の予算組み方針について

【担当者会議】



  ７月２２日 地域連携促進に向けたブロック会議（徳島県司法書士会館）

        小谷晃史企画部長

  ８月 ４日 顕彰に関する意見交換会（徳島県司法書士会館）伊藤副会長

【県境相談会】

  ３月１７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

        間﨑会員、藤田会員が相談員として参加

  ３月１７日 徳島県海陽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】

なし

【新人研修】

①平成３０年６月１６日（土）・１７日（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

当会からは松元・小松弘知四国ブロック新人研修実行委員が参加した。

②平成３０年１２月１日（土）・２日（日）

愛媛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

当会からは松元・小松弘知四国ブロック新人研修実行委員が参加した。

③平成３１年１月９日（水）から１月１５日（火）まで

香川県司法書士会館にて平成３０年度四国ブロック新人研修開催

当会からは松元・小松弘知四国ブロック新人研修実行委員が参加した。なお、黒石会

長は「債務整理」の講師を、宮下会員は「開業フォーラム」の講師を、大石会員は「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。

【中国ブロック主催】

２月 ９日 中国ブロック主催大規模自然災害時における被災地支援担当者会議

（広島司法書士会館） 黒石会長・菊野副会長

【九州・中国・四国三ブロック会会長会】

平成３１年２月２日高知県司法書士会館で開催

黒石会長、伊藤副会長、吉永副会長出席、菊野副会長出席

協議事項

議題１ 資格者代理人方式に関する民事局による意見聴取に向けた単位会としての意見

のとりまとめ状況（方法）について（広島会）

議題２ 他士業との業際問題の発生状況について（広島会）

議題３ 各単位会での事業の取捨選択（事業仕分け）について（広島会）

議題４ 元号変更に伴う職印証明書発行システムの変更について（山口県会）

議題５ リーガルサポート未入会の会員の成年後見業務について、研修実施状況につい

て（岡山県会）



議題６ 単位制研修の運用について（香川県会）

議題７ 会館備え付けの防災備品について（高知県会）

議題８ 遺産承継業務及び民事信託に対する各会の取り組み状況について（高知県会）


