第１号議案 令和２年度事業報告の件
令和２年度における大分県司法書士会事業を次のとおり報告する。
総務部関連事業
総務部長 堀

智 彰

１．支部合同協議会 各部からの資料取りまとめ及び編集・開催後の報告書作成。
２．法務局との事務打合せ会

主にオンライン申請及び非司案件について協議。

３．登録業務 新入会員の書類審査及び面談、連合会への報告等。
４．賠償責任保険の推進 会員へ保険制度の周知をした。
５．支部長会の開催 主に支部開催の相談会や研修会の開催を要請した。
６．九州ブロック部門別協議会において他会との情報交換。
７．プロボノ活動推進 支部合同協議会にて相談会やセミナー等の促進をした。
８．所有者不明土地問題において、３期目の受諾団の設立及び管理をした。
＜総務特別委員会＞（１回開催）
①入会３年目の会員への執務調査

該当会員３名 委員３名で対応

＜市民窓口運営委員会＞（１回開催）
①苦情案件への対応 苦情該当案件 ８件
②苦情対応方法の検討を行った。ただし随時検討が必要である。
＜非司排除委員会＞（１回開催）
①本局及び支局において会員が調査した案件を集約し、法務局へ報告した。
調査件数 １１，５９６件 集約後報告した違反届出件数 ４件
＜綱紀調査委員会＞（２回開催）
①該当案件 １件
②法務局からの全件委嘱案件であり、適切に報告をした。
＜選挙管理委員会＞（１回開催）
①役員改選に関する手続処置をした。
＜他の総務関連委員会＞
損保事故処理委員会・紛議調停委員会については案件がなく不開催。

企画部関連事業
企画部長 野 田 義 一
１．企画委員会関係
① 法務局との実務協議会を開催した。
（企画委員会開催

９月１８日、１０月２１日）

（協議会 ３月９日 野田義一・衞藤洋史）
② 法務局と協力してオンライン申請の普及促進に取り組んだ。
（大分市、杵築市、佐伯市の会員には訪問または電話。中津、宇佐支部の会員には電
話にてお願いした。）
③ 大分県事業承継ネットワーク連絡会議に参加した。
（１１月１６日、２月２５日

野田義一）

④ 事業承継に関する九州ブロックの会議に参加した。
（１１月２３日 野田義一）
⑤ 裁判所との実務協議会の開催を検討した。
⑥ ＷＥＢ会議のためのカメラ・マイクの貸与制度を検討した。
⑦ 司法過疎対策・司法書士事務所事業承継に関する連合会と宮崎県会との協議会に
参加した。
（９月２５日 野田義一、立野）
２．権利擁護委員会関係
① 成年後見制度利用促進法基本計画にかかる裁判所の会議に参加した。
（大分市 ６月２４日 園田、７月２９日、９月１８日、１０月２３日、
１月２２日、３月１２日 野田義一）
（由布市 ２月９日 野田義一）
（別府市 ７月２７日、１０月５日、１２月１日 笠岡）
（杵築市 ２月１８日 丸田）
（津久見 １１月１６日、１２月２１日、２月８日 河野将也）
（佐伯市 ２月４日 河野将也）
② 家事関係機関との連絡協議会に参加した。
（１１月２５日 野田義一）
③ 成年後見制度利用促進法基本計画にかかる各市町村の受任者調整会議に参加した。
（大分市

園田）

（臼杵市

園田）

（別府市 笠岡）
④ 関係機関からの要請で研修会の講師として参加した。
（別府市 笠岡）
⑤ 各中核機関からの書類作成援助等の推薦依頼に対応した。
３．空き家問題対策委員会
① 空き家問題に関して各市町村に協力した。

相談事業部関連事業
相談事業部長 松 村 哲 也
＜相談事業委員会＞
１．司法書士無料相談の企画実施
①司法書士の日（８月３日）
８月は相続登記の受託促進に重点を置いた活動をしたほうがよいとの判断から、司法
書士の日に特化した活動は行わなかった。
一環として、相続登記無料相談月間（８月）中に「相続登記等無料相談会」を開催し
た。
②法の日（１０月１日）
日

時：令和２年１０月３日（土）

場

所：J：COM ホルトホール大分ほか（１１会場）

相談件数：１２７件（相談者数：１０１人）
③相続登記無料相談月間（８月）
会員の各事務所で相談対応をした。
相談件数：３６０件
また、次の相談会を開催した。
「相続登記等無料相談会」
日

時：令和２年８月２３日（日）

場

所：J：COM ホルトホール大分

相 談 員：１２名
相談件数：５７件
④相続登記はお済みですか月間（２月）
会員の各事務所で相談対応をした。
相談件数：３５７件
また、下記の相談会を開催した。
「相続登記等無料相談会」（成年後見センター・リーガルサポート共催）
日

時：令和３年２月２０日（土）

場

所：J：COM ホルトホール大分

相 談 員：会 ５名、リーガルサポート大分 ３名
相談件数：５０件
２．テーマ別無料相談会の企画実施
①法務局との共催による相談会（成年後見センター・リーガルサポートとも共催）
法務局より今年度は開催しない旨の通知があったため、開催されなかった。
相続登記はお済みですか月間（２月）中に成年後見センター・リーガルサポートと共
催で「相続登記等無料相談会」を開催した。

②女性のための女性司法書士による無料相談会
日

時：令和３年３月７日（日）

場

所：J：COM ホルトホール大分

相 談 員：６名
相談件数：２８件
３．県専門士業連絡協議会及び専門士業無料相談会
各会担当者の協議により、今年度は全て中止とすることになった。
（専門士業連絡協議会の構成員：弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定
士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士）
４．その他の相談会の企画実施等
①大分県司法書士総合相談センターでの相談
コロナ禍の影響により、４月１６日から５月２８日までの面談相談を休止（予約受付
済分は実施）したが、６月４日から従来どおり面談相談を再開した。
相談件数：面談相談：１０２件
電話相談：２４５件
②日田市及び津久見市における定期相談会（月１回）
津久見会場：毎週第３土曜日（ただし、４月、５月は休止）
相談件数：１５件
日田会場：毎週第２土曜日（ただし、４月、５月は休止）
相談件数：１７件
③青年の会との共催による相談会
青年の会との協議を継続中である。
④司法過疎地における相談事業
⑤の中で実施。コロナ禍の影響により新たな取り組みはなかった。
⑤支部との協力による県内各市役所における無料相談会
大分市

大分市役所市民相談室

毎月第２、４木曜日、相談員２名

ただし、2.4.23（木）
、2.5.14（木）
、2.5.28（木）は休止
大在公民館

2.11.28（土）
、3.1.30（土）、3.2.27（土）相談員２名

由布市

毎月第３水曜日、相談員１名、由布市庄内庁舎

別府市

年５回、相談員２名、あす・べっぷ

国東市

2.7.28（火）
、3.1.29（金）相談員２名、国見保健福祉センター他

臼杵市

毎月第２月曜日、相談員２名、臼杵市役所

津久見市

毎月第２木曜日、相談員２名、市民ふれあい交流センター
毎月第 4 木曜日、相談員２名、津久見市役所

佐伯市

2.11.27（金）、3.1.29（金）
、3.2.17（水）相談員２～３名、三余館

竹田市

2.7.4（土）
、2.11.28（土）
、3.1.23（土）、3.3.13（土）
相談員２名、竹田市中央公民館竹田分館

豊後大野市

2.7.11（土）、2.8.8（土）2.11.14（土）
、3.1.9（土）
、3.3.6（土）
相談員２名、豊後大野市役所

中津市

中止

豊後高田市

3.1.15（金）相談員２名、豊後高田市役所

九重町

毎月第２金曜日、相談員２名、九重町役場

⑥法務局、法テラス、大分行政評価事務所等の主催する無料相談会
法務局：中止
法テラス：毎週水曜日
大分行政評価事務所：中止
＜民事法律扶助サポート委員会＞
１．日本司法支援センター（法テラス）の運営に協力した。
２．会員への周知及び利用促進を行った。
＜消費者問題対策委員会＞
１．各種団体のシンポジウム等に参加した。
＜調停センター（ＡＤＲ）運営委員会＞
１．弁護士会と協定を締結し、事件の受託体制を充実させた。

研修部関連事業
研修部長 安 藤 大 介
事 業
・既存会員研修の企画実施
・各種団体等への講師派遣
研修委員会（4 回開催）
（Web 会議）
第１回 令和 2 年 6 月 24 日(水)
・令和 2 年度研修年間スケジュールについて
・集合研修における新型コロナウイルス感染拡大対策について
第２回 令和 2 年 7 月 31 日(金)
・令和 2 年度研修年間スケジュールについて
・集合研修における新型コロナウイルス感染拡大対策について
第３回 令和 2 年 12 月 14 日(月)
・全体研修会を集合研修形式からいわゆるリモート研修へ切り換えることについて
第４回 令和 3 年 2 月 10 日(水)
・令和 2 年度事業報告について
・令和 3 年度事業計画について
・令和 3 年度以降における研修の形式(集合研修及びリモート研修)について
・各種団体の要請に応じる講師派遣について
研修実績
第１回全体研修会（Web 研修） 令和３年２月１３日（土） 出席者 ４０名
「商業登記・法人登記」
講師 一般社団法人商業登記倶楽部 神崎満治郎 代表理事
第２回全体研修会（Web 研修） 令和３年３月１３日（土） 出席者 ３６名
「農地・農業に関する法規」
講師 新潟県司法書士会 八田賢司 会員
第１回専門実務研修会 令和２年１２月５日（土） 中止
「不動産登記と税務」
講師 井村 奬 公認会計士
第２回専門実務研修会 令和３年１月２３日（土） 中止
日司連同時配信 「事業承継の実務」
第１回裁判実務研修会 令和２年１０月２４日（土） 出席者 ３５名
日司連同時配信 「時効による登記手続請求訴訟の実務」
第２回裁判実務研修会 令和２年１１月１４日（土） 出席者 ２２名
「司法書士制度の更なる発展のために」
（倫理研修）
日司連研修ＤＶＤ
「裁判業務における和解技法の習得」
講師 宇佐支部 髙藤洋康 会員

講師派遣
令和２年８月１９日（木） 大分県土木建築部用地対策課 受講者 ５０名
「権利に関する登記」 講師 伊藤恵太郎 会員
「相続等の基礎知識」 講師 朝川新一朗 会員
令和２年８月３１日（土） 豊後高田市社会福祉協議会 受講者 １１名
「成年後見制度概論」・
「法定後見制度について」 講師 丸田眞五 会員
令和２年９月２６日（土） 中津市社会福祉協議会 受講者
「成年後見制度概論」 講師 丸田眞五 会員

１３名

令和２年１０月２１日（水） 大分県土木建築部用地対策課
「財産管理人について」 講師 胤末理恵子 会員

受講者 ６０名

令和２年１０月２２日（木） 大分県土木建築部用地対策課 受講者 ６０名
「困難登記の処理方法について」 講師 工藤克彦 会員
「複雑な相続案件の処理方法について」 講師 福田太郎 会員
朝川新一朗 会員
令和２年１１月７日（木） 大分市社会福祉協議会 受講者 １３名
「成年後見概論・任意後見制度の理解」 講師 園田剛士 会員
令和２年１１月１３日（金） 宇佐市社会福祉協議会 受講者 ８名
「財産管理って難しいの？」 講師 園田剛士 会員
令和２年１１月２７日（金） 豊後高田市社会福祉協議会 受講者
「後見活動の事例検討」 講師 丸田眞五 会員

１０名

令和２年１２月４日（火）

特定非営利活動法人おおいた成年後見権利擁護センター
受講者 ６名
「成年後見制度の仕組み」
（Web 研修会） 講師 河野将也 会員

令和２年１２月５日（土） 大分市社会福祉協議会 受講者 １０名
「申立手続と必要書類の作成」 講師 藍畑公明 会員
令和２年１２月５日（土） 中津市社会福祉協議会 受講者
「申立手続書類の作成」等 講師 園田剛士 会員

１５名

令和２年１２月１２日（土） 中津市社会福祉協議会 受講者 １５名
「報告書の作成」等 講師 小倉剛 会員
令和３年２月２７日(土) 日田市社会福祉協議会 受講者 １４名
「後見業務の実際、財産管理を中心とした演習」 講師 園田剛士

会員

広報部関連事業
広報部長 黒田 健
１．対外的広報
① 大分県司法書士総合・相続相談センター及び各支部の無料相談会について、大分合同新聞
土曜日朝刊に掲載されるよう、毎週１回大分合同新聞に情報提供をした。
② 大分合同新聞、西日本新聞に有料広告を掲載した。
年賀・憲法記念日・残暑見舞い
県下一斉司法書士法律相談（１０月）
相続登記はお済みですか月間（２月）
女性司法書士による女性のための相談会（３月）
③ 大分市内で開催された下記相談会について市報に掲載依頼した。
１）相続登記等無料相談会（８月）
２）相続登記等無料相談会（２月）
３）女性のための女性司法書士による無料相談会（３月）
２．後援依頼等
下記事業について、事業実施の１～２か月前に大分合同新聞、ＮＨＫ等７社に名義後援依頼、
１週間前に県政記者クラブ加盟１３社へ情報提供し、３日前に大分合同新聞に掲載依頼をした。
マスコミに情報発信することにより、司法書士の制度広報に努めた。
１）夏版！相続登記はお済みですか？月間（８月）
（名義後援除く）
２）相続登記等無料相談会（８月／司法書士の日記念事業）
（名義後援除く）
３）県下一斉司法書士法律相談（１０月）
４）相続登記はお済みですか月間（２月）
５）相続登記等無料相談会（２月）
６女性のための女性司法書士による無料相談会（３月）
その他ホームページを利用して各事業の情報を発信した。

３．会報について＜広報委員会４回開催＞
会報４３８春号、４３９夏号、４４０秋号、４４１冬号を編集、発行した。
会報への広告掲載を開始した。
４．ホームページの活用
１）相談会をはじめとした各事業を掲載した。
２) 司法書士の制度広報のために連合会提供の広報素材を掲載した。
３）ホームページのリニューアルに着手した。
５．司法書士の日の記念事業として、相談事業部と協力し、
「相続登記等無料相談会」を開催
した。

