令和元年度

Ⅰ

事業報告

司法書士の資質向上

１．研

修

(1)単位制研修

◆資料Ⅰ参照

①集合研修
②同時配信研修
〔単位取得義務化への対応〕
a 単位取得義務化に関する会員通知
b 同時配信研修

２回

c 倫理単位取得方法の会員通知
d 成年後見ＤＶＤ視聴研修会を倫理単位として認定できる内容に設定
e 支部において倫理研修を開催する場合の助成金支給（通常助成とは別に各支部１回）
(2)新人会員研修
令和２年１月１８日（土）

パレットごうつ

〔講義内容〕「法律扶助について」

参加者

５名

講師：原

信次

「職務上請求書について」

講師：本藤

敦子

「司法書士報酬について」

講師：藤原

健市

参加者からの事前質問への回答
(3)年次制研修
①集合研修

１回開催

令和元年１０月２６日（土）

パルメイト出雲

対象会員修了者１７名
新入会員参加者

(4)研修助成

３回実施
指導講師
三浦
明、大田 藤隆、鐘推 隆之
②支部研修会 各支部３回まで助成（内、１回は倫理研修に限定）
＜開催回数＞（共催含む）
松江３回、安来１回、出雲３回、雲南２回、大田２回、
川本１回、浜田２回、益田６回

①新人会員配属研修

２．裁判事務強化対策
(1)単位制研修の講義を担当（第５２回会員研修会）

３．成年後見活動の支援
(1)研修会

◆資料Ⅰ参照

◆資料Ⅰ参照

７名

①単位制研修の講義を担当（第５２回会員研修会）
②ＤＶＤ研修会

３回開催（倫理研修単位として認定）

(2)成年後見制度利用促進基本計画への対応
①家庭裁判所が開催する家事関係機関協議会へ参加
地域別（松江、出雲、浜田、益田、西郷）各１回
②島根県内成年後見センター一覧表作成、新入会員へ配付
③松江家庭裁判所と三士会（弁護士会、社会福祉士会、司法書士会）との協議会へ参加

Ⅱ

対外活動

１．司法ネット対策

◆資料Ⅱ参照
①１回開催（要予約）
②広 報
チラシ作成（開催地周辺市町村へ配付、開催地エリアへ新聞折り込み）
山陰中央新報「さんさん」
、市町村・法テラスへ広報依頼、
地元報道機関・島根県記者クラブへニュースリリース送付

(1)巡回法律相談

(2)隠岐國相談センター
①西ノ島会場設置

◆資料Ⅲ参照

令和元年５月

② 年１２回 実施（予約優先）
※３町村をローテーションにて実施
偶数月

海士町（土曜日１３：３０～１７：００）
知夫村（日曜日９：００～１１：３０）

奇数月

海士町（土曜日１３：３０～１７：００）
西ノ島町（日曜日８：３０～１１：００）

③広 報
山陰中央新報「さんさん」、市町村・法テラスへ広報依頼、
地元報道機関・島根県記者クラブへニュースリリース送付
(3)吉賀町相談センター

◆資料Ⅳ参照

①月１回実施計画、１０回開催（完全予約制）
②広 報
山陰中央新報「さんさん」、市町村・法テラスへ広報依頼、
地元報道機関・島根県記者クラブへニュースリリース送付
ケーブルテレビ「サンネットにちはら」テロップ放送
(4)司法過疎地への司法書士誘致
①第１回 Fresh Green 司法書士シンポジウム（旧：開業支援フォーラム）へ情報提供

２．司法書士総合相談センター
(1)電話相談

◆資料Ⅴ参照

毎週月・木曜日

１２：００～１５：００

専用電話から担当司法書士へ転送
相談者数

７７７名

相談件数

８４０件

※火曜日〔相続・遺言相談センター〕２８３件含む
(2)面接相談（要予約）
＜松江＞

◆資料Ⅴ参照

日時：毎月第３土曜日

１３：００～１７：００

会場：朝日公民館
＜出雲＞

日時：毎月第３土曜日

１３：００～１７：００

会場：ラピタ本店
＜益田＞

日時：毎月第３木曜日

１３：００～１７：００

会場：益田市人権センターあすなろ館
相談者数

２０８名

相談件数

２１２件

(3)その他相談
①司法書士の日記念無料相談週間
実施方法

令和元年８月１日（木）～７日（水）の間、
会員事務所にて無料相談実施

広

報

山陰中央新報「さんさん」、市町村・法テラスへの広報依頼、
地元報道機関・島根県記者クラブへニュースリリース送付

②高齢者・障がい者のための成年後見相談会
※成年後見センター・リーガルサポートしまね支部と共催
実施方法

面接相談

[松江会場]
日 時
会 場
相談員
相談件数
[出雲会場]
日 時
会 場
相談員
相談件数
[益田会場]
日 時
会 場
相談員
相談件数

定期面接相談会と同時開催
令和元年９月２１日（土）１３：００～１７：００
朝日公民館
稲村治穂
２件
令和元年９月２１日（土）１３：００～１７：００

今市コミュニティセンター
鐘推 隆之、河瀬 強
３件
定期面接相談会と同時開催
令和元年９月１９日（木）１３：００～１７：００
益田市人権センターあすなろ館
田原 良隆
１件

広

報

チラシ作成（市町村、公民館、病院、島根県社会福祉協議会、法務局、家
庭裁判所他配付）
山陰中央新報「さんさん」、市町村・法テラスへの広報依頼、

地元報道機関・島根県記者クラブへニュースリリース送付
③「法の日」司法書士無料法律相談

◆資料Ⅵ

実施方法

１０月、各支部にて相談会を開催

広

山陰中央新報「さんさん」、市町村・法テラスへの広報依頼、

報

地元報道機関・島根県記者クラブへニュースリリース送付
(4)他団体への相談員派遣
①中国ブロック会
・中国５県縦断法律相談会

２回（津和野町、松江市美保関町）

②法務局
・全国一斉！法務局休日相談所

１回（本局）

・相続に関する登記相談所

１回（本局）

③法テラス「法テラス業務開始記念無料法律相談会」

３会場（松江、出雲、浜田）

④島根行政監視行政相談センター「合同行政相談所」
５回（松江、出雲、浜田、益田、隠岐）
(5)相談員研修

単位制研修の講義を担当
（中国ブロック会一般会員研修会〔同時配信研修〕）

◆資料Ⅰ参照

(6)相続・遺言相談センターの運営〔相続登記の推進〕

３．講師派遣
(1)学生のための法律教室
①県内

８校へ派遣（高校５校、専門学校３校）

◆資料Ⅶ参照

②広報

県内全高等学校・専門学校への開催案内、ＨＰでの募集

(2)その他の講師派遣
①松江地方法務局「講演会」
②中国地区所有者不明土地等連携協議会「講習会」

４．相続登記の推進
(1)法務局との連携
①相続人調査業務への協力

入札に関する説明会

②長期相続登記等未了土地解消作業に係る法定相続人に対する相続登記相談会
a 法務局との共催による開催

６回

令和元年７月２８日（日）

本庄公民館（松江市）

令和２年１月１９日（日）

益田駅前ビルＥＡＧＡ

１月２５日（土）

わかさ会館（安来市伯太町）
江津市総合市民センター

２月

８日（土）

２月１５日（土）

大田市民会館
隠岐島文化会館（隠岐の島町）

b 定期面接相談会（松江、出雲、益田、吉賀、知夫）にて対応
c 随時司法書士紹介
③相談員派遣

相続に関する登記相談所

１回〔司法書士総合相談センター〕

(2)市町村への働きかけ
①死亡届手続きでのチラシ封入

浜田市

(3)相続・遺言相談センター
①司法書士総合相談センター（電話相談）において運営
毎週火曜日

１２：００～１５：００

専用電話から担当司法書士へ転送
②広

報

チラシ作成（市町村、県内社会福祉協議会、法務局他へ配付）

山陰放送におけるテレビＣＭ
山陰情報バラエティ「Ｂａｎｇ！＋」における告知

５．空き家対策
(1)市町村他へ協議会委員推薦
隠岐の島町

６．外部団体との連携推進
(1)推薦委員に対する日当・旅費の補填

Ⅲ

広

１回

報

１．会報発行
(1)発行回数

年１回（令和２年２月２９日発行）

(2)発行部数

２３０部

２．「相続登記はお済みですか月間（２月）」実施
(1)実施方法

会員事務所にて無料相談実施

(2)広

チラシ作成（法務局、法テラス、市町村、県市町村の社会福祉協議会他へ配

告

付）
生活応援情報紙「りびえ～る」（出雲版、石見版）広告掲載
山陰中央新報「さんさん」、市町村・法テラスへの広報依頼、
地元報道機関・島根県記者クラブへニュースリリース送付

３．ニュースリリースの充実・強化
(1)ホームページ運営
①イベント告知

各相談会

②社会貢献活動の報告
(2)ニュースリリース

学生のための法律教室、巡回相談
各相談会

(3)相続登記等に関するリーフレットの配布
法務局、法テラス、市町村、県市町村の社会福祉協議会他

４．広告掲載
(1)島根いのちの電話開局４０周年記念事業協賛新聞広告
掲載紙：令和元年９月２２日（日）山陰中央新報
(2)山陰中央新報社発刊 生活応援情報紙「りびえ～る」（出雲版・石見版）
掲載日：令和２年１月２６日（日）

※同日、司法書士会への取材記事掲載
〔相続登記はお済みですか月間〕

Ⅳ

組織の強化及び改革

１．総務経理事務簡素化
(1)補助者届出に関する提出書類の簡略化

２．非司法書士対策の推進
(1)非司法書士実態調査の実施
①本

局

〔商業・法人〕平成３１年１月～令和元年１１月（１１ヵ月分）
〔不動産〕

令和元年５月～７月（３ヵ月分）

②出雲支局

〔不動産〕

令和元年５月～７月（３ヵ月分）

③浜田支局

〔不動産〕

令和元年５月～７月（３ヵ月分）

④益田支局

〔不動産〕

令和元年５月～７月（３ヵ月分）

⑤西郷支局

〔不動産〕

令和元年５月～７月（３ヵ月分）

３．組織運営の強化
(1)各種規則・規程の整備、検討
①新元号への対応
規則・規程及び様式の改正、領収書印刷、会員情報システム改定（職印証明書）
(2)ウェブ会議（電話会議）導入検討

広報委員会にて試行

４．会館移転・処分
(1)新事務所決定（令和２年２月２２日開催令和元年度臨時総会にて承認）
(2)不動産鑑定士による会館の鑑定評価

