
 
 

平成２９年度事業報告 
 
                              自 平成２９年 ４月１日 
                              至 平成３０年３月３１日 
 
 司法書士が「身近なくらしの法律家」として、日々のくらしの中で起こる様々な法律問題に

対し、市民に寄り添い、ともに問題解決に向けて行動していく存在であるために、「総合相談セ

ンター」、「調停センター」、「相続登記はお済みですか月間」などを通じて、市民の法的サポー

トを行いました。相談員として、相談を担当された会員や、相談後の業務を遂行された会員の

皆様に、心から感謝を申し上げます。 
 なお、東日本大震災に伴う相談員の派遣については、例年、中国ブロック会を通じて、福島

県に相談員を派遣しているところですが、本年度については、中国ブロック会からの派遣要請

がありませんでした。 
 「空き家・所有者不明土地問題」については、相続登記、相続財産管理人選任、不在者財産

管理人選任など、司法書士が日常業務として行っていることが、問題解決に繋がっているとい

う意識をもって、取り組みました。各市町に設置している空き家対策協議会から、委員として

司法書士を推薦して欲しいという依頼があった際は、迅速に対応しましました。なお、現在、

各市町の空き家対策協議会に、司法書士を委員として派遣しているのは、７市町です。 
 広報活動については、毎月、山口新聞に総合相談センターなどの情報を掲載し、司法書士の

活動をＰＲしました。また、法務局と裁判所の協力のもと、「高校生による 1 日司法書士」を
開催しました。高校生に、司法書士の業務の一部を体験していただき、司法書士という職業を

知ってもらうことにより、将来の職業選択の一助になってもらえたらと思います。さらに、本

年度は、「親子法律教室」を開催しました。昨年度も開催予定でしたが、残念ながら、参加者が

少なかったことにより、断念した経緯がありました。本年度は、広報活動がうまくいったこと

により、開催することができました。小学校高学年の子どもを持つ親子が参加し、法律的な考

え方を学ぶ機会を提供することができました。 
 司法書士業務が、「成年後見業務」、「財産管理業務」など、広がりを見せる中、市民の皆様か

ら司法書士に対する苦情も増えてきています。懲戒案件に対し、法務局から司法書士会への調

査委託がされた際には、適切な運用を心がけました。 
 建設後、４０年以上が経過した司法書士会館については、建て替えを含めた検討を開始しま

した。 
 以下、各部より事業を報告します。 
 



【総務部】 

１．組織の活性化 

  総会、理事会、部会等の情報を桐友やホームページに掲載し、司法書士会執行部の動きを

会員に知らせることにより、執行部と会員間の意思疎通及び情報の共有化を図った。また、

会員間の親睦行事として、平成２９年１１月３日に美祢セントラルパークゴルフ倶楽部にて、

第１０回親睦ゴルフ大会を開催した。 

  なお、ゴルフ大会以外の親睦行事及びホームページ上での会員専用掲示板の設置について

は、検討したものの実現には至らなかった。 

２．社会的使命の認識、品位の保持 

  司法書士に求められる社会的使命を達成するため、各会員の司法書士倫理の向上に努めた。 

３．会則、諸規則等の改正 

  連合会が進めている平成３１年度からの単位研修の義務化に関し、それに先駆けて会員研

修規則及び情報公開に関する規則の改正を検討し、本総会において改正案を上程する。 

  なお、会員必携の改訂及び会員への配布については、データ化したうえでの配布等を検討

する必要があると判断し、今年度は実施しなかった。 

４．会の業務執行に対応した組織改革の検討 

  綱紀調査委員会の適正迅速な処理のための改革を検討したが、今年度では実現に至らなか

った。支部との情報共有化及び連携強化を図った。市民からの苦情申出に迅速かつ適正に対

応した。 

５．会員事務の迅速、適正処理 

  事務局と一体となって事務処理を行い、迅速、適正な処理に努めた。 

６．非司法書士行為の調査、排除 

  法務局とも連携し、非司行為か否か疑義ある案件についての調査に努めた。 

７．紛議調停委員会  

  今年度は紛議調停の申入れはなく、委員会は開催しなかった。 

８．事故処理委員会 

  今年度は、委員会を開催しなかった。 

９．会員顕彰 

  顕彰選考委員会において、慎重かつ公正な審議のうえで候補者を選定し、総会で各表彰を

行った。 

10．図書等の活用 

  図書等の充実に努め、会員が利用しやすい環境作りを推進した。 

11．公共嘱託登記に対する協力、支援 

  発注先からの照会に備える体制作りのため、受託者名簿を更新した。 

12．民法、司法書士法等の改正への対応 

  民法改正、司法書士法改正等に対応するため、業務研究会において検討し、企画部と協力



のうえ、民法（債権法）改正の研修を行った。 

13．司法書士賠償責任保険 

  今年度は、保険会社の変更は行わなかった。 

  なお、平成２９年度の賠償責任保険（任意）加入者数、個人情報漏えい保険（任意）加入

者数は以下のとおりである。（平成２９年１１月１１日現在） 

   賠償責任保険（任意）加入者数      １４９名（加入率 ６３．９５％） 

   個人情報漏えい保険（任意）加入者数    ９３名（加入率 ３９．９１％） 

14．年金福祉事業団・年金基金、住宅金融公庫等の解散による継承の抵当権移転登記 

  年金福祉事業団等の解散に伴う承継の抵当権移転登記につき、会員に受託を依頼した。 

15．会館運営 

  事務局の職場環境の改善に努め、必要に応じて随時会館の補修を行った。また、会館の建

替えについての検討を行ったが、今年度は結論を出すことができなかった。 

16．山口県司法書士会政治連盟、リーガルサポート山口支部に対する協力、支援 

  平成３０年１月１６日、本会、政連、リーガルサポートによる三者連絡協議会を開催した。 

17．法務局、裁判所との協議会 

  今年度は、協議会を開催できなかった。 

18．関連団体との交流 

  山口法律関連士業ネットワークに引続き参加した。 

  なお、同ネットワークの平成２９年度定期大会、講演会及び懇親会は、平成２９年７月１

４日に山口市において開催された。 

 
 
【企画部】 
１．既会員研修 
  以下の内容で研修会を開催した。 
 （１）平成２９年５月２０日（土）   簡裁民事訴訟研究委員会報告会 
    内容 第１部  「事実認定マスター講座－抹消登記手続請求事件－」 
       第２部  「日常の業務を行っていたら生じる疑問点（意見交換会）」 
    講師 山口県会 簡裁民事訴訟研究委員会委員 
 （２）平成２９年７月１４日（金）   山口法律関連士業ネットワーク講演会 
    内容 「新しい時代への試み」 
        ～過去の紙の資料をインターネットの情報と重ねてみる～ 
    講師 山口県土地家屋調査士会 顧問 瀬口 潤二 氏 
 （３）平成２９年９月２３日（土）   第１回本部研修会 
    内容 第１部 Legal Garden 概要説明 
       第２部 相続と空き家問題解決のための民事信託の活用 



       第３部 民事法律扶助説明 
    講師 第１部 日本加除出版株式会社 加藤 敦 氏 
       第２部 山口県会 春口 剛寛 会員 
       第３部 法テラス 副所長  岡本 修一 氏 
 （４）平成２９年１０月２８日（土）   第２回本部研修会 
    内容 第１部 法定相続情報証明制度について 
       第２部 民法（債権関係）の一部改正法について 
    講師 第１部 山口地方法務局 首席登記官 西尾 修治 氏 
       第２部 東京会 鈴木 龍介 会員 
 （５）平成２９年１１月１１日（土）１２日（日）   日司連業務研修会 
    内容 「民事裁判ゼミナール主張・立証編－事実の捉え方、立証の手法とその技術」 
    講師 山﨑 雄一郎 弁護士 
    （インターネット回線による同時配信） 
 （６）平成２９年１１月１８日（土）   中国ブロック一般会員研修 
    内容 「民法（相続関係）改正の主要論点と検討課題」 
    講師 神戸大学大学院法学研究科 教授 窪田 充見 氏 
    （インターネット回線による同時配信） 
 （７）平成２９年１２月２日（土）   第３２回日司連中央研修会 
    内容 「裁判書類作成関係業務を考える」 
       第１講 基調講演 裁判書類作成関係業務に係る議論状況の現在 
       第２講 講義 裁判書類作成関係業務の考え方と留意点 
       第３講 パネルディスカッション 求められる執務姿勢と司法書士の役割 
    講師 第１講 中央大学大学院法務研究科教授・弁護士 加藤 新太郎 氏 
       第２講 日司連執務問題検討委員会副委員長 谷 嘉浩 氏 
    （インターネット回線による同時配信） 
 （８）平成３０年１月２０日（土）   日司連業務研修会 
    内容 「遺産承継業務の実務」 
    講師 日司連財産管理業務推進委員会 
     （インターネット回線による同時配信） 
 （９）平成３０年２月２４日（土）   第３回本部研修会 
    内容 第１部 「ＡＤＲ法令研修」 
       第２部 「商業登記の実務～中小企業における会社法・商業登記法改正の復習 
    講師 第１部 山口県会 調停センター運営委員 宮本 裕司 会員 
       第２部 東京会 新保 さゆり 会員 
 （10）平成３０年３月３１日（土）   第４回本部研修会 
    内容 第１部 「特定援助対象者法律相談援助事業について」 



       第２部 eラーニング研修 
           「相続登記の実務～遺産分割協議書の作成から遺留分減殺まで～」 
    講師 第 1部 法テラス 副所長  岡本 修一 氏 
       第２部 山口県会  山本 武 会員 
 

２．年次制研修 
  平成２９年１０月２１日（土）山口県教育会館にて行った。（参加者 ５０名） 
  （本部での受講  １名、代替研修受講  １名） 
 
３．新入会員研修 
  平成３０年３月２４日（土）山口県司法書士会館にて行った。（参加者 ６名） 
 
４．新入会員研修プログラムを以下の日程にて行った。（受講生８名） 
  入会３年以内の会員対象で希望者のみ事前課題、eラーニングによる予習、 
  スクーリング （日程は以下のとおり） 
  平成２９年１０月７日（土）、平成２９年１２月９日（土）、平成３０年２月４日（日） 
  講師 山口県会 藤井 彰 会員 
 
５．会員への情報発信 
  メール及びファックス等により研修会に関する情報発信を行った。 
 
６．登記研究委員会 
  委員会報告書記載のとおり 
 
７．簡裁民事訴訟研究委員会 
  委員会報告書記載のとおり 
 
８．財産管理業務研究委員会 
  委員会報告書記載のとおり 

 

９．業務研究委員会 

  委員会報告書記載のとおり 

 
 
【広報部】 
〈対内広報〉 



１．会員向け広報 
  会報である「桐友」を毎月１回発行した。 
 
〈対外広報〉 
１．各事業活動に関する広報活動 
 ・司法書士の日に関する広報（平成２９年８月３日） 
  「高校生の一日司法書士」事業を実施した。 
  山口市内高校生７名の参加があった。 
 ・親子法律教室の実施（平成３０年３月３日） 
  「親子法律教室」事業を実施した。 
  山口市内小学生及びその親（２１組）の参加があった。 
 ・相続登記はお済みですか月間に関する広報 
  県内各自治体の広報紙への掲載依頼を行った。 
  マスコミ宛ニュースリリースを、県庁・山口市の記者クラブへ行うと共に、郵送にて行っ

た。 
 
２．司法書士制度に関する広報 
 ・山口新聞における定期広告の年間契約（月２回以上掲載）を行った。 
 ・総合相談センターに関する広報について、県内各市町広報紙への掲載依頼を行った。 
 
 
【相談事業部】 
１．司法書士会法律総合相談センター 
 （１）本年度の相談件数は以下の通りである。 
    山口会場        ８８件 
    周南会場       １５６件 
    萩会場          ２件 
    下関会場        ３９件 
    岩国会場        ３６件 
    合計         ３２１件 
 （２）「その請求に困ったら司法書士にご相談ください」強化月間 
    ３月を強化月間とし、総合相談センターで対応した。 
 
２．司法書士会調停センター 
 （１）本年度の申立て件数１件  調停申込みを受領し受理が決定 
 （２）中国ブロック新人研修へ講師を３名派遣 



 （３）調停実施者育成研修の開催 
 （４）平成３０年１月１日から１年間利用手数料を無料にするキャンペーンを実施 
 
３．法律相談 
 （１）司法書士の日記念事業「無料法律相談会」 
    本年度、実施なし。 
 （２）法の日記念無料法律相談会 
    山口支部（山口市） 相談者数      ３８名 
        （防府市）  〃        １４名 
    宇部支部（宇部市）  〃        １９名 
    下関支部（下関市）  〃         ９名 
    岩国支部（柳井市）  〃        １３名 
 （３）労働トラブル１１０番 
    本年度、実施を見送り。 
 （４）相続登記はお済ですか月間 
    例年通り、２月に各会員事務所で無料相談を行った。 
     相談者数 ７０名   相談件数 ８１件 
    萩市において無料相談会の開催   相談者数 ７名  相談件数 １０件 
 （５）各市における空き家セミナーへの講師及び相談員の派遣 
    講師派遣     １３名    相談員     ２６名 
 （６）司法書士による中国縦断法律相談会、島嶼部法律相談会 
   中国ブロック会主催事業 
   ①中国５県縦断法律相談会（山口市阿東町、岩国市美川町） 
   ②島嶼部無料相談会（周防大島町） 
 
４．相談員派遣 
 （１）一日合同行政相談所（宇部市・長門市・防府市） 
 （２）全国一斉！法務局休日相談所 
 （３）士業ネットワーク 一斉共同相談会（山口市） 
 
５．講師派遣 
 （１）山口市北東地域包括支援センター職員研修会 
 （２）全国一斉！法務局休日相談所 
 （３）中国地区用地対策連絡会研修会 
 （４）山口県土連換地計画実務研修会 
 （５）高校生のための法律教室（１０校） 



 
６．経済的困窮者を対象とした法律支援事業 
   本年度、事業制度利用者無し。 
 
７．業務別受託者名簿の調整 
   逐次名簿の更新を行った。 
 
 
【経理部】 
 本年度の当会事業内容としては、ほぼ例年通りであり、収支バランスに注意しながら事業遂

行を見守った。 

 

 


