
会 務 報 告

はじめに

令和２年度は、世界中が新型コロナウィルスに翻弄された１年であった。東京オリンピ

ックは１年延期されることとなり、本会の定時総会も代理出席を呼びかけ、本人出席１２

名というこれまでに経験したことのない定時総会となった。

そのような中、令和２年８月１日には、司法書士の使命規定の新設を含む司法書士法及

び土地家屋調査士法の一部を改正する法律が施行され、その他にも相続法、債権法の改正

が行われた。

高知県司法書士会研修規則が改正され、年間１２単位の研修単位の取得が義務付けられ

たこともあり、本来であれば、法改正に対応した研修会や勉強会を開催する予定であった

が、新型コロナウィルス感染拡大予防の観点から、７月と２月の一般研修会を含む多くの

研修会や勉強会を中止せざるを得なかった。

定例相談会については、７月半ばまでは、電話相談に切り替え、７月半ば以降は新型コ

ロナウィルス感染拡大予防対策を行ったうえで、面談での相談を再開した。

２月の相続登記月間の相続登記無料相談会は、昨年より規模を縮小したものの県内６会

場で開催した。

コロナ禍においても法律相談、登記手続相談に対する需要は大きく減ることなく存在し

ているため、令和３年度においても引き続き相談体制を整えていく必要性がある。

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、本会として可能な限りのサポートを行った。



単位会関係

総会

定時総会

令和２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（詳細は令

和２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２年４月１７日開催 司法書士会館２階

（１）令和２年度定時総会提出議案関係審議

（２）その他

１．被表彰者決定の件

２．日司連定時総会への出席者について

第２回 令和２年６月１９日開催 司法書士会館２階

（１）決議事項

１．経済的困窮者を支援する事業の実施要領制定承認の件

２．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制定承認の件

（２）その他

    １．テレワーク

第３回 令和２年９月２５日開催 司法書士会館２階

（１）協議事項

    １．相続登記相談センター設置の件

    ２．テレワークについて

    ３．防災関連用品の購入について

   

第４回 令和２年１２月１８日開催 Web 会議

（１）報告事項

    １．会長

      ・１０月１５日～１６日、会長会の報告

    ２．総務部

      ・１１月２４日、土佐士業交流会定例会及び１１月２９日、相談会について

    ３．経理部

      ・令和２年度１１月分計算書（一般会計・会館特別会計）の報告

      ・テレワーク環境について   

    ４．その他

      ・県境相談会について



（２）協議事項

    １．不動産登記の申請における固定資産課税明細書の活用について

    ２．檮原町長からの要望について

    ３．防災関連用品（備蓄品）の購入について

    ４．ホームページを利用した情報交換のための掲示板について

    ５．相続登記相談センターについて

      ・規定等は設置せず広報を始めるかどうか

    ６．特定事件報告書の集計等に係る「クッカー」の利用について

   

第５回 令和３年３月１９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

・高知県司法書士会注意勧告規則一部改正承認の件

・令和３年度事業計画案

・令和３年度予算案

・総会資料とすべき参考資料

２．高知県司法書士会情報システム運営規程について

３．その他の件

監査

令和２年４月２０日  岡村監事  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

東 支部  令和２年４月１８日

中央支部  令和２年４月２１日 伊藤会長

中西支部  令和２年４月２２日 大谷副会長

中東支部  令和２年４月２３日

西 支部  令和２年４月２４日



【新人配属研修】

西尾 友和 会員   細田名誉会長 （２.４.６～２.５.２４）

西原 祐輔 会員   西原不二枝会員（２.５.１１～２.６.２１）

宮谷 文雄 会員   東会員    （２.５.２５～２.７.５）

【登録証交付式】

７月１０日（西尾友和会員）伊藤会長、大谷副会長出席

８月 ６日（宮谷文雄会員）伊藤会長、大谷副会長出席

８月１２日（西原祐輔会員）伊藤会長、大谷副会長出席

[企画部] 

部会２回開催

部長副部長会議１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

新型コロナウィルス感染拡大予防のため、例年実施してきた、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２年度は募集を行わなかったが、平成３１年度までに、講師派

遣の申込をしてくれた団体から再度、講師派遣の要請があり、下記のとおり講師を派

遣した。

  ① ２月１０日 １０時～１１時３０分 三和しあわせの会高齢者教室

   講師：瀬川部員  講演会参加者：約３６名

（２）不動産登記に関する勉強会の実施

   新型コロナウィルス感染拡大予防のため実施しなかった。

２ 商業登記に関する業務の推進

（１）会社法、商業登記に関する無料相談会の実施

   役員変更登記申請が多い時期を選び、相談会を開催した。新型コロナウィルス感染

  拡大予防のため、面談での相談は行わず、電話のみでの形式で行った。

    ５月２９日 １０時～１３時

   相談員：小谷晃史部長、久保副部長、中村吉作副部長

   相談件数：１件

（２）商業登記に関する勉強会の実施

   新型コロナウィルス感染拡大予防のため実施しなかった。

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



   新型コロナウィルス感染拡大予防のため実施しなかった。

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

   新型コロナウィルス感染拡大予防のため実施しなかった。

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

   平成３１年度、相続法改正のうち、遺言執行者に関する部分について勉強会の実施

を計画していたが、新型コロナウィルス感染拡大予防のため開催を延期していたもの

を、Web 方式にて実施した。

   １０月 １日 １７時３０分～１８時３０分

   内容：遺言執行に関する法改正について

   講師：瀬川部員、川井部員

   参加者：１５名

６ 成年後見に関する業務の推進

（１）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。  

  ①令和２年度成年後見制度関係機関との連絡協議会

   １１月２７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）、川北徹会員

  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

    １月１５日 １４時～１５時３０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

    ３月２６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）

７ 空家等対策の推進に関する特別措置法への対応

（１）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、対応できる

会員を募り名簿を作成し、会員２名を推薦した。

（２）空き家問題に関する相談会への相談員の派遣

  下記のとおり、相談会に相談員を派遣した。

①令和２年度香美市空き家相談会

   １０月２４日 １３時～１７時 香美市中央公民館１階大ホール



   相談員：白石会員

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

   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。

（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１３日 淸水会員

    ６月 ８日 野村佳令会員

   １０月１２日 大石会員

   １２月１４日 淸水会員

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１１日 小谷晃史部長、中村吉作副部長

    ２月 ８日 中村吉作副部長、川村靖仁部員

③令和２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 ６日 １３時～１６時 野村佳令会員（高知県立消費生活センター）

    ９月１１日 １７時～２０時 藤田会員（四万十市役所）

    ９月１２日 １３時～１６時 大石会員（高知市立消費生活センター）

    ９月１３日 １３時～１６時 大石会員（南国市役所）

    ９月１８日 １７時～２０時 細川拓史会員（高知県立消費生活センター）

  

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窪川高校消費者教育・労働問題出前授業

   １１月１８日 １５時２５分～１６時１５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（２４名）

10 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

   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２年度は、申込

みがなかった。

（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２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）

１０月１５日  ９時３０分～１２時 大石会員

  ２月 ４日 １３時３０分～１６時３０分 淸水会員

（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２年度第１回犯罪被害者支援関係機関連絡協議会

    ６月２５日 １３時３０分～１５時 久保副部長

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 ９件、不在者財産管理人 １件、特別代理人 ２件、清算人 ２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

    令和２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２年度   令和元年度  平成３０年度

     高知会場      ９２件     ９９件    １０４件

     四万十会場     ２３件     ２７件     ４８件

     安芸会場       ７件     ２２件     ２１件

     須崎会場       ５件      ９件      ７件

     クレサラ相談     ２件      ４件     １４件

     成年後見相談     ３件      ３件      １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２年４月１２日 １０時～１５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 ９名

（令和元年度 ２名、平成３０年度 ２名、平成２９年度 １０名）

  ②司法書士の日相談会

   開催日時  令和２年８月３日 １０時～１３時



   開催方法  電話相談

    高知県司法書士会館

    相談者数 ６９名

  ③全国一斉子どものための養育費相談会

   開催日時  令和２年９月１２日 １０時～１６時

   開催方法  電話相談

    高知県司法書士会館

    相談者数 １名

  ④法の日記念「不動産登記無料相談会」

   開催日時  令和２年９月２６日 １０時～１３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 １５名（事前予約制）

（令和元年度 １８名、平成３０年度 １９名、平成２９年度 ２６名）

  ⑤相続登記相談会

   開催日時  令和３年２月６日 １０時～１３時

    県内６会場で実施し、次のとおりの相談者数があった。

        令和２年度           令和元年度

    中央支部  高知市保健福祉センター     イオン高知旭町店

          １８名             ３２名

                          高知市三里文化会館

                          １１名

    東支部   安芸市総合社会福祉センター   安芸市総合社会福祉センター

          ２１名              ９名

    中東支部  南国市立日章福祉交流センター 南国市立日章福祉交流センター

          １０名              ５名

                          香美森林組合国見支所

                           ０名

    中西支部  いの町枝川コミュニティセンター すこやかセンター伊野

           ７名              ８名

                          四万十町役場本庁東庁舎

                           ７名

    西支部   大月町立中央公民館       黒潮町社会福祉協議会

           １名              ４名

                          宿毛市片島公民館

                           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

           ３名             １０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。

  ・命をつなぐ出張相談会

   令和２年９月５日 １０時～１５時

   本山町プラチナセンター

    派遣相談員：大石副部長、大谷会員

   令和２年９月２７日 １２時～１４時

   四万十市社会福祉センター

    派遣相談員：藤田会員

   令和２年１０月３日 １０時～１２時

   安芸市総合社会福祉センター

    派遣相談員：大石副部長

  ・一日合同行政相談所（高知市）

   令和２年１０月２日 １０時３０分～１５時

   フジグラン高知

    派遣相談員：白石会員

  ・令和２年度高知県合同労働相談会

   令和２年１０月３０日 １０時～１７時

   高知県庁北庁舎

    派遣相談員：大石副部長、細川（拓）会員

  ・くらしといのち何でも相談会

   令和２年１２月３日 １３時～１５時

   イオン高知旭町店おらんく広場

    派遣相談員：佐野会員

   令和２年１２月３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２年１２月５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２年１２月５日 １３時～１５時

   本町コミュニティセンター

    派遣相談員：曽我会員

   令和２年１２月６日 １０時～１２時

   地域交流センター城北

    派遣相談員：大石副部長

   令和２年１２月６日 １３時～１６時

   土佐清水市立中央公民館２階

    派遣相談員：西村（和）会員



   令和２年１２月６日 １３時～１５時

   百石町２丁目公民館

    派遣相談員：佐野会員

   令和２年１２月１１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

   令和２年１２月１２日 １０時～１２時

   ピアステージ

    派遣相談員：佐野会員

   令和２年１２月１２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２年１２月１３日 １３時３０分～１５時３０分

   三里ふれあいセンター

    派遣相談員：佐野会員

   令和２年１２月１３日 １３時～１５時

   アピアさつき１階

    派遣相談員：黒石会員

   令和３年１月１５日 １３時～１５時

   後免町防災コミュニティセンター

    派遣相談員：佐野会員

   令和３年１月１６日 １３時～１５時

   香美郡教育会館

    派遣相談員：児島部員

   令和３年１月１６日 １３時３０分～１５時３０分

   津野町総合福祉センター「里楽」

    派遣相談員：佐野会員

   令和３年１月１６日 １３時３０分～１５時３０分

   やまもも（東・西）

    派遣相談員：森会員

   令和３年１月１７日 １３時～１５時

   のいちふれあいセンター

    派遣相談員：小谷（晃）会員

   令和３年１月１７日 １３時３０分～１５時３０分

   交流ひろば すさき（須崎公民館）

    派遣相談員：佐野会員

   令和３年１月１７日 １４時～１６時

   佐川町立 桜座２階

    派遣相談員：田中会員

   令和３年１月２３日 １０時～１２時



   朝倉ふれあいセンター

    派遣相談員：森田（銀）会員

   令和３年１月２３日 １３時～１５時

   中土佐町民交流会館

    派遣相談員：佐野会員

   令和３年１月２４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３年１月３０日 １３時～１５時

   若草西団地集会所

    派遣相談員：藤岡部員

   令和３年１月３１日 １３時～１５時

   コープよしだ店２階

    派遣相談員：佐野会員

   令和３年１月３１日 １３時～１５時

   宿毛市文教センター２階

    派遣相談員：山下（博）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。

（４）相談員の資質の向上

２ 調停センターの運営・検討

[研修部]

部会２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たが新型コロナウィルス感染拡大予防のため１回の

みの開催となった。

令和 ２年１１月２８日 第１回会員一般研修会 高知会館 会員６２名出席

１３時～１７時

  ＤＶＤ研修 「民法（債権関係）改正に関する研修会」

       第１講 民法（債権関係）の改正に関する要綱について

講師 弁護士／法制審議会民法（債権関係）部会幹事 深山 雅也 氏



       第２講 契約実務への影響

講師 日司連民事法改正対策部部委員 齋藤  毅 氏

       第３講 裁判実務への影響

講師 日司連民事法改正対策部部委員 吉田 結貴 氏

       第４講 登記実務への影響

         講師 日司連民事法改正対策部部委員 福永  修 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 ２年１２月 ５日 高知県司法書士会館（Web 研修） 会員１２名出席

１３時～１７時

    「財産管理制度の現在と未来」

       講師： 法務省民事局参事官

              大谷  太  氏

           日司連財産管理業務推進委員会委員

              工藤 克彦  氏

           法制審議会民法・不動産登記法部会対応プロジェクトチーム

            齋藤  毅  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 ２年１１月２１日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修） 会員３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 ２年１１月２２日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修） 会員５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  ⑥後見監督の基礎実務

１４時１０分～１５時４０分  ⑦成年後見等の事件終了の基礎実務

１５時５０分～１７時２０分  ⑧任意後見の基礎実務（相談・契約含む）

令和 ２年１１月２３日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修） 会員４名出席

１０時００分～１２時００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

１３時００分～１５時３０分  ⑩（倫理）後見業務への心構え、後見人等の倫理

１５時４０分～１７時１０分  ⑪認知症の理解



令和 ２年１１月２９日 司法書士会館 （ＤＶＤ研修） 会員５名出席

１０時００分～１１時３０分  ⑫知的障害者の理解

１２時３０分～１４時００分  ⑬精神障害者の理解

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

新型コロナウィルス感染拡大予防のため中止となった。

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

  ・司法書士の使命と責任（会長声明）の掲載

  ・相続登記相談センター開設の告知

  ・「長期間相続登記等がされていないことの通知」や「遺言書保管制度」に関する

   Ｑ＆Ａの追加掲載

・その他ホームページの更新作業を随時行い、全体が見やすくなるように工夫

２ ホッホーだよりの発行（年１回）

  令和２年７月１５日に第４０号を発刊

３ キャラクター「ほっホー君」の活用

  ・ポスターやさんさんＴＶお天気ジャック等に登場

  ・これまで以上に親しまれ、幅広く使用できるように「ほっホー君」のデジタル化を

   推進

４ 制度広報

（１）ＴＶスポットＣＭ（１５秒 ロザン、クイズ編）

・８月 ５８本（ＴＶ高知）

   ・１月 ２５本（さんさんＴＶ）

（２）「桜庭ななみ」ポスター配布（Ｂ２カラー５００枚）

    ・配布先：会員、法務局、市町村、公民館その他公共施設、商工会議所

    ・各イベントでの利用

（３）高知新聞朝刊ＴＶ番組ＢＳ下及びペンシル（７回）

（４）ＦＭ高知

    ・セーフティロード１０３（土佐）協賛企画

        ８月  協賛告知   ２０秒 １６本



        ９月  スポットＣＭ ２０秒 １６本 （司法書士）

    ・バナー＆スポット

        １０月  スポットＣＭ ２０秒 １日１本 （会社登記）

        １１月  スポットＣＭ ２０秒 １日１本 （相続登記）

（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

５ イベント広報

（１）賃貸借トラブル１１０番 ４月１２日（日）電話無料相談の広報

    ※高知県消費生活センターこうち男女共同参画センター ソーレ 2 階

     ※別予算（相談事業部）

    ①高知新聞朝刊（ＴＶ番組ペンシル、アドにゅーすけ）

   ②ホームページへの掲載

（２）会社登記相談会 ５月２９日（金）面談及び電話無料相談の広報

     ※別予算（企画部）

    ①高知新聞朝刊（ＴＶ番組ＢＳ下及びペンシル、アドにゅーすけ）

   ②ホームページへの掲載

（３）８月３日司法書士の日 記念法律相談 ８月３日（月）電話無料相談の広報

    ①高知新聞朝刊（ＴＶ番組解説欄、ＴＶ番組ＢＳ下及びペンシル、アドにゅーす

     け、情報玉手箱、こみゅっと、とさトピ）

  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ホームページへの掲載

（４）１０月１日法の日記念 不動産登記相談会 ９月２６日（土）の広報

    ※土地家屋調査士会共催

    ①高知新聞朝刊（ＴＶ番組解説欄、ＴＶ番組ペンシル、アドにゅーすけ、こみゅ

     っと）

  ②ホームページへの掲載

（５）２月相続登記はお済みですか月間 ２月６日（土）無料相談会の広報

    ※２月期間中の各司法書士事務所での無料相談を含む。

    ①高知新聞朝刊（ＴＶ番組解説欄、ＴＶ番組ＢＳ下及びペンシル、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ホームページへの掲載

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さんさんＴＶお天気ジャック（ＴＶスポット付録天気予報画面下部テロップ、

１週間）



[総務部］

部会１回開催

１ 法違反調査

  令和２年 ９月 ８日 法務局と法違反調査に関する打ち合わせ

令和２年１０月１２日から同年１０月２３日にかけて７日間実施

令和２年１２月 １日 法違反調査委員会開催

令和２年１２月 ２日 法務局へ報告

２ 土佐士業交流会

  定例会２回

  合同相談会１回

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。

２ 昨年度（令和２年度）の総会で承認頂いた予算書のうち、退職積立金会計予算書と財

務調整会計予算書につき、平成３１年度の決算額の一部に転記漏れがあった。その結果、

退職積立金会計予算書については、３１年度の雑収入（利息８円）が３１年度から２年

度への繰越金に計上漏れとなり、収入合計等が本来より８円少ない金額を計上した２年

度予算書の承認を頂くこととなった。また、財務調整会計予算書については、３１年度

の雑収入（利息１８,３０９円）が計上漏れ、繰入金（一般会計より５００,０００円）

が２年度への繰越金に加算漏れとなっていたことにより、計５１８,３０９円が３１年度

から２年度への繰越金に計上漏れとなり、収入合計等が本来より５１８,３０９円少ない

金額を計上した２年度予算書の承認を頂く結果となった。お詫びの上、以後、このよう

なことがないように留意する。

  なお、令和２年度の総会で承認頂いた平成３１年度決算書については、誤りはない。

[綱紀関係］

１ 綱紀調査委員会  ６回

２ 注意勧告小理事会 ３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１０７名

会費自動引き落とし利用会員９９名（４法人含む）

（令和３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 ９日 高知地方法務局長就任のご挨拶来局             伊藤会長

４月１４日 高知市人権同和男女共同参画課来局            伊藤会長

４月１４日 高知市広聴広報課情報公開・市民相談センターご来局     伊藤会長

７月１８日 神戸大学大学院法学研究科・法学部教授来局   伊藤会長、小谷副会長

７月２９日 高知市建築指導課来局                   伊藤会長

１月 ６日 高知市人権同和男女共同参画課来局            大谷副会長

２月２５日 高知地方法務局交付式立ち合い               伊藤会長

３月２５日 高知地方法務局長離任ご挨拶来局              伊藤会長                    

会議出席

◎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

◎高知県社会福祉協議会評議員会

   ３月２４日 大谷副会長

講師派遣

１１月２０日 四国地区所有者不明土地連携協議会主催の所有者不明土地問題等に関する

       地方公共団体職員向け講習会           大石会員

他会総会など出席

１１月１０日 日航高知三翠園     高銀あけぼの会総会       伊藤会長

３月１３日 土佐御苑     行政書士法制定７０周年記念式典     伊藤会長

レクリエーション

１０月３１日  土地家屋調査士会主催ソフトボール大会

日司連関係

【第８３回定時総会】

令和２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２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】

令和２年８月２６日 Web 会議

出席者 伊藤会長

【臨時総会】

令和３年２月２４日 東京ドームホテル

出席者 伊藤会長

【全国会長会】

第１回 令和２年１０月１５・１６日 (詳細は令和２年の月報司法書士１２月号)

〔報告事項〕

１．一般報告

２. 法制審議会民法・不動産登記法部会について

３．法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会について

４．相続人調査業務について

５．「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にかかる特定業務における疑わ

しい取引に関する事例提供依頼について

６．年次制研修の実施方法

７．電子署名に関する近時の動向について

８．各部門及び各対策部からの報告

〔協議事項〕

１. 第８５回臨時総会における上程議案について

２．今次不動産登記法の改正要望について

３．相続登記促進事業について

４．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２回 令和３年１月１４・１５日 (詳細は令和３年の月報司法書士３月号)

〔報告事項〕

１．一般報告

２．法制審議会民法・不動産登記法部会について

３．法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会について

４．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．公的個人認証による電子証明書の有効性確認システムについて

〔協議事項〕

１．相続登記促進事業について

２．今次不動産登記法の改正要望について

３．令和３年度事業計画（案）の骨子について



４．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】

１１月２０日 Web会議

司法書士総合相談センター実務担当者会議

和田相談事業部長

３月１０日 Web会議

危機管理に関する全国事務局担当者会議

事務局職員  

四国ブロック関係

【定時総会】

  ６月 ６日 Web 会議

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

【理事会】

  ４月２５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．令和元年度事業報告及び収支決算書承認の件

２．令和２年度業務計画及び予算案承認の件

    〔協議事項〕

１．令和２年度定時総会開催について

   開催方法、運営方法について

   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

６．民事裁判手続等の IT 化に関する会長声明について

７．新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する対応について

    〔その他〕

        

１０月 ３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年度新人研修について

（中央新人研修後期日程における講師決定について)
（ブロック新人研修における開業支援フォーラムについて）

２．令和２年度特別研修について

（特別研修における講師及び各担当者について）

〔協議事項〕

       １．新型コロナウイルス感染症への対応について

（会議、面談相談、集合研修等）

２．県境相談会について

       ３．令和２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

       ４．書面、押印、対面手続の見直しに関する議論について

      ５．日司連の不動産登記法改正要望案について

      ６．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〕

  

【説明会】

１１月３０日 Web 会議

総会改革に関するブロック会説明会

【県境相談会】

  ３月１３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１３日 徳島県司法書士会と合同で相談会を開催

        事前予約制としたが、高知県民からの予約はなし。

【被災地支援活動】

なし

【新人研修】

新型コロナウィルス感染拡大予防のため延期

【九州・中国・四国三ブロック会会長会】

開催なし


