第１号議案 令和３年度事業報告の件
令和３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 河 野

威

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

主に自筆証書遺言書保管制度及びオンライン申請について

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、４期目の受諾団の設立及び管理をした。
＜総務特別委員会＞（３回開催）
①入会３年目の会員への執務調査

該当会員４名 委員４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 ６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 １３，７０５件 集約後報告した違反届出件数 ３件
＜他の総務関連委員会＞
綱紀調査委員会・紛議調停委員会・選挙管理委員会・損保事故処理委員会については、
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の開催を検討した。
（企画委員会開催

８月１０日、９月２４日、１０月２０日）

（議題提出も法務局からの回答が無かったため本年度中の開催には至っていない）
② 大分県事業承継ネットワーク連絡会議に参加した。
（６月７日、１１月５日 野田義一）
③ 裁判所との実務協議会の開催を検討した。
④ ＷＥＢ会議のためのカメラ・マイクの貸与制度を検討した。
⑤ 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
（ＷＥＢ会議）
（９月２８日

野田義一・後藤誉夫）

⑥ 農業支援促進のための司法書士会別意見交換会（ＷＥＢ会議）
（１０月１５日 野田義一）
⑦ 開業支援フォーラムに参加した。
（６月２７日、１月１５日

野田義一、渡邊久哉）

⑧ 市民救援活動に関する司法書士会災害担当者との意見交換会に参加した。
（３月３日

野田義一）

⑨ 法教育事業担当者意見交換会に参加した。
（３月１１日 野田義一）
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 ５月２１日、７月１９日、１０月１８日、１２月６日、２月２１日
以上野田義一）
（玖珠・九重 ７月１３日 野田義一）
（津久見 ４月２１日、７月６日 河野将也）
（日出町 １０月１５日 園田剛士）
② 成年後見制度利用促進法基本計画にかかる各市町村の会議に参加した。
（大分市 運営委員会 年６回 園田剛士）
（臼杵市 受任調整会議 年４回 園田剛士）
（別府市 受任調整会議 ５月２１日、７月１６日、９月１７日、１１月１９日、
１月２１日
促進審議会

５月２６日、７月２７日、９月２９日、１１月２２日
笠岡和惠）

（竹田市 ６月３０日、７月２８日、８月２５日、９月２９日、１０月２７日、
１１月２４日、１２月２２日、３月９日 渡辺久哉）
（豊後大野市 審議会出席
協議会出席

７月８日、８月３０日、１０月２６日
１１月２９日 渡辺久哉）

（九重町 事業検討委員会 １２月６日、２月２１日 後藤克博）

③ 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 １２月５日 笠岡和惠）
④ 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。
⑤ 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に参加した。
（ＷＥＢ会
議）（１月２７日 野田義一）
３．空き家問題対策委員会
① 委員会をＷＥＢ開催した。
（８月５日）
② 空き家問題に関して各市町村に協力した。
（豊後大野市 対策協議会出席 ３月１８日 矢野憲一）
（杵築市 対策協議会出席 ９月１７日 星野貴成）
（佐伯市 対策協議会出席 １１月２４日 河野将也）
相談会 １２月２７日 河野将也）
（宇佐市 対策協議会出席 ３月２４日 松永誠一）
③ 行政職員向けオンラインセミナー「所有者不明土地問題等の予防・解決に向けた一
群の法律の理解と活用」に参加した。
（３月２日 安藤大介）

相談事業部関連事業
相談事業部長 甲 斐 孝 志
＜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）
新型コロナの影響により、司法書士の日に特化した相談事業は行わなかった。
一環として、
「夏版！相続登記はお済みですか月間」
（８月）を開催した。
②夏版！相続登記はお済みですか月間（８月）
会員の各事務所で、相続登記に関する相談に無料で対応をした。
相談件数：３６０件
③法の日（１０月１日）
「県下一斉司法書士法律相談」を実施した。
日

時：令和３年１０月２日（土）
、一部地域は１０月１０日（日）

場

所：J：COM ホルトホール大分ほか（１２会場）

相談件数：１０４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、相続登記に関する相談に無料で対応をした。
相談件数：４１１件
２．テーマ別無料相談会の企画実施
①「相続・遺言・成年後見等無料相談会」
（成年後見センター・リーガルサポート共催）
日

時：令和４年２月１９日（土）

場

所：J：COM ホルトホール大分

※新型コロナの影響により実施を中止した。
②女性のための女性司法書士による無料法律相談会
日

時：令和４年３月５日（土）

場

所：別府市男女共同参画センター「あす・べっぷ」

※新型コロナの影響により実施を中止した。
③女性のための女性司法書士による無料電話相談会
日

時：令和４年３月２７日（日）

場

所：司調会館総合・相続相談センター

相 談 員：２名
相談件数：１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・相続相談センターでの相談
新型コロナの影響により、８月２６日から９月３０日及び２月１０日から３月３１日
までの面談相談を休止（予約受付済分は実施、電話相談は実施）
。
相談件数：面談相談：

９１件

電話相談：２８５件
②日田市及び津久見市における定期相談会（月１回）
津久見特設会場：毎週第３土曜日
（ただし、２月、３月は新型コロナの影響から休止）
相談件数：１２件
日田特設会場：毎週第３土曜日
（ただし、９月、２月、３月は新型コロナの影響から休止）
相談件数：２３件
③司法過疎地における相談事業
④の中で実施。
④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
大在公民館

毎月第２、４木曜日 相談員２名

3.1.29（土）、鶴崎公民館 4.2.19（土）
、

坂ノ市公民館 4.3.12（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

3.7.3（土）
、3.11.6（土）
、3.12.4（土）
、4.1.8（土）
、
4.2.5（土）、4.3.5（土） 相談員２名、あす・べっぷ

国東市

3.8.23（月）、4.2.16（水） 相談員３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

3.8.23（月）
、3.10.13（水）
、3.11.11（
（木）相談員２～３名、
佐伯市保健福祉センター和楽

竹田市

3.7.3（土）
、3.11.27（土）
、4.1.29（土）、4.3.19（土）
相談員２名、竹田市中央公民館竹田分館

豊後大野市

3.7.10（土）、3.8.7（土）3.11.13（土）
、4.1.15（土）
、4.3.5（土）
相談員２名、豊後大野市役所

中津市

3.7.3（土）
、3.9.4（土）、3.11.20（土）4.2.5（土）
、相談員５～６名

新博多町交流センター
豊後高田市

4.2.15（火）相談員１名、豊後高田市役所

⑤法テラス、大分行政評価事務所等の主催する無料相談会
法テラス：毎週水曜日
大分行政評価事務所： 3.10.15（金）日田会場
3.10.27（水）中津会場
＜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．各種団体の会議等に参加した。
＜調停センター（ＡＤＲ）運営委員会＞
１．ホームページに調停センターの案内を掲載した。

研修部関連事業
研修部長 渡 邊 吾 朗
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（９回開催）
（Web 会議）
第１回 令和３年５月２６日（水）
・前研修部長より引継ぎ
第２回 令和３年６月１５日（水）
・令和 3 年度研修年間スケジュールについて
・ｅラーニングの促進のための対策について
第３回 令和３年７月２９日（木）
・研修会を ZOOM で行うにあたり注意事項の確認
第４回 令和３年８月２５日（水）
・第１回全体研修会の準備
・講師の謝礼金について
・Web カメラのない会員の今後の研修会出席の取扱いについて
第５回 令和３年９月１５日（水）
・第１回専門実務研修会の準備
第６回 令和３年１０月２０日（水）
・第２回専門実務研修会の準備
・今後の研修会スケジュールの確認
・講師の謝礼金について
第７回 令和３年１１月１７日（水）
・第１回裁判実務研修会の準備
・第３回専門実務研修会の準備
・第２回全体研修会の準備
・講師の謝礼金について
第８回 令和４年１月１４日（金）
・第４回専門実務研修会の準備
・講師の謝礼金について 報告
・ＷＥＢ研修マナーについて
第９回 令和４年２月１６（水）
・第２回全体研修会の準備
・第３回全体研修会の準備
・来期の予定について
研修実績
第１回全体研修会 令和３年８月２８日（土） 出席者 ６８名
「新しい財産管理制度」
講師 大分支部 工藤克彦 会員
「相続法改正に関する注意点」
講師 大分支部 渡邊吾朗 会員

第２回全体研修会 令和４年２月２６日（土） 出席者 ４８名
「商業登記・法人登記の諸問題」
講師 商業登記倶楽部 神﨑満治郞 代表理事
第３回全体研修会 令和４年３月１２日（土） 出席者 ３７名
「基礎から学ぶ電子契約」 日司連研修ＤＶＤ
第１回専門実務研修会 令和３年９月２５日（土） 出席者 ３１名
「事業承継の実務」 日司連研修ＤＶＤ
第２回専門実務研修会 令和３年１０月３０日（土） 出席者 ２８名
「法定後見等の相談・申立」 リーガルサポート研修ＤＶＤ
「民事法律扶助」
講師 大分支部 河野威 会員
「司法書士周辺に関連する税務」
講師 初瀬克己 税理士
第３回専門実務研修会 令和３年１２月１１日（土） 出席者 ４６名
「不動産登記法改正を中心とした司法書士周辺に関連する法改正のポイント」
講師 東京司法書士会 山田猛司 会員
「実質的支配者リスト、オンライン総会を含む会社関係書類の電子化、商業登記
と倫理」（倫理）
講師 京都司法書士会 内藤卓 会員
第４回専門実務研修会 令和４年１月２２日（土） 出席者 ３３名
「改正相続法の基本・家族信託組成の実務と注意点」
講師 東京司法書士会 青木郷 会員
第１回裁判実務研修会 令和３年１１月２７日（土） 出席者 ２７名
「離婚問題の実務」
講師 河野聡 弁護士
「支援者のための生活保護制度入門」
講師 國師洋典 社会福祉士
成年後見ＤＶＤ研修会 出席者 延べ４３名
日司連年次制研修 令和３年５月～１２月末
日司連研修総合ポータル（e ラーニング）にて実施 修了者
新人集合研修会

４８名

令和４年３月２６日（土） 出席者 ９名

講師派遣
令和３年４月２０日（火）明野地域包括支援センター 受講者 ２２名
「
「成年後見」事例を踏まえて」
（Web 研修会） 講師 園田剛士 会員
令和３年５月１８日（火）明野地域包括支援センター 受講者 １０名
「
「相続」事例を踏まえて」
（Web 研修会） 講師 河野将也 会員

令和３年６月６日（日）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
「成年後見制度について」（Web 研修会） 講師 河野将也 会員
受講者

８名

令和３年６月１３日（日）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
「相続について」
講師 渡辺久哉 会員
受講者 １７名

令和３年７月２６日（月） 大分市社会福祉協議会 受講者 １１名
「エンディングノートの活用・成年後見制度」 講師 園田剛士 会員
令和３年９月４日（土）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
「相続と空き家問題」 講師 大村直樹 会員
受講者１５名
令和３年９月２９日（水） 大分市社会福祉協議会 受講者 ９名
「成年後見概論・任意後見制度の理解」 講師 小倉剛 会員
令和３年１０月２日（土）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
「任意成年後見と法定後見」 講師 渡辺久哉 会員受講者 １０名
令和３年１０月２６日（火） 豊後高田市社会福祉協議会 受講者 ７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３年１０月２９日（金） 大分市社会福祉協議会 受講者 ７名
「申し立て手続きと必要書類の作成」 講師 園田剛士 会員
令和３年１１月１０日（水） 大分県土木建築部用地対策課
「権利に関する登記」 講師 山田信一郎 会員
「相続等の基礎知識」 講師 後藤克博 会員

受講者 ３２名

令和３年１１月１１日（木） 大分県土木建築部用地対策課 受講者 ３８名
「困難登記の処理方法について」 講師 工藤克彦 会員
「複雑な相続案件の整理方法について」 講師 福田太郎 会員
令和４年１月２９日（土） 大分県社会福祉協議会 受講者 ２８名
「市民後見人の実務について 事例検討」 講師 園田剛士 会員 ･ 後藤克博 会員
令和４年２月２６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 奥 塚 英 一
１．対外的広報
① 大分合同新聞土曜日朝刊（毎週）に掲載
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の日程等について、
翌週開催分につき、毎週木曜日に大分合同新聞に情報提供をした。
② 大分合同新聞、西日本新聞へ有料広告の掲載
年賀・憲法記念日・残暑見舞い・社会を明るくする運動強調月間
県下一斉司法書士法律相談（１０月）
夏版相続登記はお済みですか月間（８月）、相続登記はお済みですか月間（２月）
総合・相続相談センター無料相談
③ 大分県司法書士会相続登記相談センターチラシの作成
日司連作成の相続登記ＰＲ用の高橋惠子氏のチラシとあわせて県内全自治体、法務
局、公証役場、金融機関等各所に配布した。
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）県下一斉司法書士法律相談（１０月）
３）相続登記はお済みですか月間（２月）
４）女性のための女性司法書士による無料電話相談会（３月）（名義後援除く）
５）「借金・滞納，その請求に困ったら司法書士へ」強化月間（３月）(名義後援除く)
３．会報発行＜年２回＞
会報４４２号（８月）、４４３号（２月）を編集、発行した。
４．ホームページの活用
相談会の日程等を掲載した。
５．司法書士の日（８月３日）の記念事業
・エフエム大分のラジオ番組（昼、夜）に会長が出演し、８月の夏版相続登記はお済み
ですか月間の告知及び司法書士の仕事全般につき宣伝した。
・夏版相続登記はお済みですか月間宣伝のためのラジオCMを作成し、エフエム大分番組
の合間に合計１００本（７月下旬から８月中旬）流した。

６．新聞、テレビCM、ラジオ等（無料）
１) 月刊ＧＸ ＰＲＥＳＳエデュケーション掲載（令和４年１月号）
大分合同新聞発行の月刊ＧＸ ＰＲＥＳＳエデュケーションという新聞（受験生
等向け）の「シゴト図鑑」という箇所で毎回様々な職業について特集がある。将来
の職業選択の参考にという趣旨で司法書士を取り上げてもらった。司法書士の主な
仕事内容、２名の司法書士（松川知世会員、朝川新一朗会員）の体験談、相続登記
義務化などについて掲載。
２) エフエム大分のラジオ番組（令和４年２月２日）
「Clover Radio Terrace」番組中「パーキーカーレポート」のコーナーに亀田朝
恵広報副部長が出演し、司法書士の仕事内容、２月相続登記はお済みですか月間、
相続登記相談センター、相続登記義務化に関する告知（５分程度）をおこなった。
３) 大分県のおしごと本２０２０協賛特典のＣＭの放送（令和４年２月８日）
ＴＯＳの番組（ゆ～わくワイド）内で２月の相続登記はお済みですか月間、相続
登記相談センターのＰＲのＣＭ（６０秒）を流した。
４）エフエム大分のラジオ番組（令和４年３月２４日）
「Sky Tune OITA」番組内パブリシティー６０秒。
令和４年３月２７日開催の「女性のための女性司法書士による無料電話相談会」
の告知をおこなった。

