
 

平成２８年度事業報告 

（自 平成２８年４月１日 至 平成２９年３月３１日） 

 

【総務部】 

計画事項 実施状況 

第１ 品位保持・司法書士倫理

確立のための事業 

 

１「司法書士倫理」の実践及び品位保持のための指導及び

連絡 

■ 平成２８年１２月３日開催の第１６１回会員研修会

として，「『司法書士執務の規範を考える」』司法書士倫

理を中心に～」をテーマとする研修会（第３１回日司連

中央研修会の同時配信）を実施した。 

■ 平成２９年３月１９日に平成２５年４月以降の新規

入会者を対象として「新規入会者対象研修会」を行った。 

  受講者：８名 

内 容：司法書士の組織，会則その他の諸規定， 

司法書士倫理，業務上の留意事項など 

２ 会則、諸規則及び諸規程の整備と会員への周知 

 ■ 「立会い執務に関する規則，規程」の制定に向けた

検討の一環として，全国の単位会に対し上記規定の有

無や具体的な内容を尋ねるアンケート調査を行った。

また，その結果を踏まえて，当会における制定の要否

などについて理事会で協議を行った。 

第２ 制度・組織に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 組織の充実、強化及び環境整備 

（１）登録事務、届出事務の円滑かつ正確な運用 

  ■ 諸規定に従い，登録事務，届出事務を処理した。 

※後記の「その他庶務報告」を参照。 

（２）会員名簿の整備、更新 

  ■ 必要に応じて更新を行い，会員に更新を通知した。 

（３）情報公開の内容の更新 

  ■ 広報部と協力し，本会ホームページに掲載してい

る会則，事業報告及び事業計画，会員名簿などの更

新を行った。 

（４）支部及び支部長との協議、連携の強化 

  ■ 理事・支部長会及び「５会連絡協議会」において，

支部運営などに関する意見交換を行った。 



 

計画事項 実施状況 

 

 

 

 

 

（５）司法書士市民窓口、苦情対応窓口、紛議調停制度の

適切な運営及び周知 

  ■ 本会に申し出があった苦情等について，対象会員

に連絡の上適切な対応を促すなどの処理を行った。 

（６）司法過疎対策、会員増員のための活動 

  ■ 日司連及び東北ブロックが主催（共催）する下記

「開業支援フォーラム」において，参加者に対し，

司法過疎解消を目的とした開業者募集及び情報提供

などを行った。 

・第１２回司法書士開業支援フォーラム（東京会場） 

《日 時》平成２８年１０月２９日（土） 

《場 所》日司連ホール 

・第１２回司法書士開業支援フォーラム（大阪会場） 

《日 時》平成２８年１０月３０日（日） 

《場 所》ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 

・第７回東北司法過疎地開業支援フォーラム 

《日 時》 平成２８年１１月５日（土） 

《場 所》 宮城県司法書士会館 

■ 「月報司法書士」（２０１６年８月号）への告知掲

載などにより，宮古市司法書士相談センター常駐者の

誘致活動を行った。数名の司法書士会員から申し出や

問い合わせがあり，現地視察なども行った。 

なお，現在のところ常駐者は決まっていない。 

２ 関係機関、関連団体との協議、連携及び交流 

■ 平成２８年１１月２２日開催の「平成２８年度士業懇

談会」（今年度は土地家屋調査士会が当番幹事）に参加

し，各士業団体からの報告などを通じて情報収集や意見

交換を行った。 

■ 盛岡家裁の主催による「平成２８年度家事関係機関と

の連絡協議会」に出席して，各種協議問題に関する情報

収集や意見交換を行った。 

■ 盛岡地方裁判所からの調停委員候補者の推薦依頼に

対応した。 

■ 登記相談員の派遣など，盛岡地方法務局からの各種の

要請に対応した。また，「相続登記」の広報に関して，

無料相談窓口の情報を提供するなどの連携を行った。 



 

計画事項 実施状況 

３ 職域の確保に関する活動 

（１）非司法書士実態調査の実施 

  ■ 盛岡地方法務局長からの委嘱に基づき，平成２８

年９月から１０月にかけて，本局登記部門のほか，

管内すべての支局出張所において，司法書士法施行

規則第４１条の２の規定による調査を行った。 

（２）非司法書士行為者への対応 

  ■ 今年度は，具体的な対応を要する事案はなかった。 

第３ 会員の業務の支援及び

改善に関する事業 

 

１ 会員に対する情報提供 

（１）司法書士業務に関する情報及び資料の提供 

  ■ 会報速報版は，No.７０３（平成２８年４月１８日

発行）から No.７１６（平成２９年３月２４日発行）

まで計１４回発行した。また，臨時のメール速報を

計１３回配信した（２０１６－１２，１８，１９，

２２，２５，２６及び２７，２０１７－０１，０２，

０５，０７，０８及び０９号）。 

  ■ 本会ホームページの会員専用ページ内で，過去の

速報版やその附属資料などのほか，全国会長会での

配布資料なども掲載し，充実を図った。 

（２）オンライン申請に関する情報及び資料の提供並びに

利用促進 

  ■ 平成２８年１２月８日に開催した事務打合せ会に

おける法務局からの依頼事項，周知事項，オンライ

ン申請における留意点などについて，会員に報告資

料を送付し，情報提供を行った。 

（３）情報伝達手段の電子化推進 

  ■ メールによる会報速報版の配信を積極的に利用

し，迅速な情報伝達に努めた。 

  ■ 平成２９年２月２２日開催の平成２８年度第９回

理事会において，会員に対する情報提供を原則とし

て「メール速報」の配信により行うことを決定する

とともに，引き続き紙資料の送付を希望する会員に

対して，平成２９年６月１日以降は資料印刷費及び

送料に相応する費用の負担を要請することとした。 

  ■ 平成２９年３月３１日時点で，「メール速報」を利

用する会員は１４３名中８９名（６２．２％）。 



 

計画事項 実施状況 

２ 法務局、裁判所との事務打ち合わせ 

 ■ 盛岡地方法務局との事務打ち合わせを下記のとおり

行った。 

〔第１回〕平成２８年７月１１日 

・ 相続登記の推進事業，空家等対策問題について

協議。 

・ 法務局における登記相談の取扱い，オンライン

申請利用促進，非司法書士実態調査などについて

意見交換。 

〔第２回〕平成２８年１２月８日 

・ 相続登記の推進事業，オンライン申請利用促進

などについて協議，意見交換。 

・ 事前に会員から募集した実務上の要望事項及び

確認事項について法務局からの回答を受領する

とともに，意見交換。 

上記のほか，平成２８年９月９日及び平成２９年２月

１６日に「法定相続情報証明制度」に関する情報交換や

意見交換を行った。 

また，平成２９年３月１６日及び３月２９日には，盛

岡地方法務局（登記官）とともに，金融機関などに対し

「法定相続情報証明制度」に関する説明のほか相続登記

促進に係る依頼を行った。 

 ■ 平成２８年９月２９日，後見等業務で使用する「統

一書式」に関して盛岡家庭裁判所と事務打ち合わせを

行った。 

■ 平成２９年３月１４日，個人再生申立て関係書類の改

定などに関して盛岡地方裁判所（第２民事部破産再生

係）と事務打ち合わせを行った。 

３ 業務賠償責任保険制度の運用 

 ■ 司法書士業務賠償責任保険「任意加入制度」部分に

ついて，会員に案内し，加入の検討を促した。 

第４ 会館の運営 

 

１ 会館の維持管理 

 ■ 相談ブースを設ける際などに使用する，２階研修室

のパーティションを買い替えた。現在使用しているも

のは，重くて組み立てが大変であるなど使い勝手が悪

く，一部破損しているものもあるため。 



 

計画事項 実施状況 

第５ 東日本大震災への対応 

 

１ 復旧・復興事業への支援・協力体制の維持 

 ■ 財産管理人候補者推薦依頼に対応した。 

不在者財産管理人 ５件（平成２７年度は７件） 

※ うち１件は，復旧復興事業とは関連のない一般事件

であった。 

相続財産管理人 ７件（平成２７年度は２件） 

※ 相続財産管理人事件は，いずれも復旧復興事業とは

関連のない一般事件であった。 

■ 相続関係調査業務については，協力要請がなかった。 

■ 岩手県司法書士会災害対策本部として，以下の対応を

行った。 

 ・ 対策本部会議を開催 

   〔第１回〕平成２８年８月１１日 

     これまでの活動状況の報告，１０月以降の相談

体制などについて協議。 

   〔第２回〕平成２９年１月１８日 

     これまでの活動状況の報告，４月以降の相談体

制，愛知県司法書士会との共催による被災者支援

相談会の実施などについて協議。 

・ 国及び日本司法支援センターに対し，「法テラス震

災特例法」の延長と「法テラス大槌」及び「法テラス

気仙」の存続を求める要望書を提出。 

２ 市民救援活動への取り組み 

 ■ 沿岸３か所の司法書士相談センターを拠点として，

県外からの支援を得ながら，仮設巡回相談などの支援

活動を継続した。 

第６ 危機管理体制の整備 １ 有事の危機管理体制の構築、運用 

 ■ 事務局内での情報管理体制，セキュリティ対策等に

関して，サーバー等を導入して管理体制を強化した。 

■ 「リスク管理」を目的とする各種規定の制定に向けて，

理事会において検討を行った。 

第７ その他、他の部の所掌に

属さない事項 

■ その他の庶務報告は，後記資料のとおり。※省略 

 

  



 

【相談事業部】 

計画事項 実施状況 

第１ 法律相談会等の実施 １ 東日本大震災に関する相談対応 

（１）常設相談窓口 

ア 無料電話相談 

イ 陸前高田司法書士相談センター 

大槌町司法書士相談センター 

宮古市司法書士相談センター 

  ※相談件数は別紙のとおり（省略） 

 

（２）自治体の相談窓口などへの相談員派遣 

   ①久慈地区合同庁舎または野田村役場 

     いずれかにつき毎週火曜もしくは水曜 

   ②宮古地区合同庁舎 

     毎週水曜 

   ③釜石市役所 

     毎週金曜 

   ④大船渡地区合同庁舎 

     毎週木曜 

   ⑤大船渡市役所三陸支所 

     第２火曜 

 

（３）その他の相談員派遣 

  ア 復興支援暮らしの行政相談会 

①平成２８年７月１９日 

イオンタウン釜石 

石川陽一 

②平成２８年９月２７日 

宮古市三王地区自治会研修センター 

上林信義 

③平成２８年９月２８日 

宮古市いわて生活協同組合ＤＯＲＡ２階 

佐々木大介 

  イ 宮古社協による相談会 

平成２８年７月３０日 

    宮古市二中仮設集会所  



 

計画事項 実施状況 

小山田泰彦，塚崎友三 

ウ 全国一斉！法務局休日相談所 

    平成２８年１０月２日 

     県内６カ所の法務局，支局及び出張所 

     相談員２８名 

  エ 復興支援なんでも相談所 

    平成２９年２月１９日 １０時～１５時 

     宮古市総合体育館（和野﨑勝秀），釜石市保健福

祉センター（小笠原才二），陸前高田市コミュニ

ティホール（村上和也，菅野厚） 

 

（４）その他の相談会 

  暮らしのトラブル予防講座＆困りごと相談会（同時開

催特別企画：岩手大学落語研究会による爆笑落語漫才）

の開催 

愛知県司法書士会との共催 

①平成２９年３月１８日(土)１３時～１６時 

山田町中央公民会館 

②平成２９年３月１９日(日)１０時～１６時半 

大槌町シーサイドタウンマスト２階マストホール 

参加者：芳賀聡，小山田泰彦，塚崎友三，藤原英里， 

可児あさみ，貫洞征功，塚崎千佳，石川陽一 

愛知県会参加者：和田博恭，野﨑史生，奥村倫子， 

江里二郎，林一平，山田雄一， 

瀧田安恵，杉浦志穂 

２ 各種法律相談会の実施、運営 

（１）定期法律相談の実施 

ア 川徳無料登記相談 

イ 葛巻町無料定期相談会（毎月第３金曜日） 

  ※相談件数は別紙のとおり（省略） 

 

（２）各種相談会 

ア 「相続に関する無料相談」キャンペーン（８月） 

イ 養育費相談会 

■ 平成２８年８月７日に会館にて開催 

ウ 相続相談会及び相続セミナー 



 

計画事項 実施状況 

■ 平成２８年８月２８日に盛岡地方法務局との

共催で盛岡地方法務局にて開催 

■ 相続セミナー「賢い相続の手続きについて」（小

山田泰彦，塚崎友三）及び相続相談会を同時開催 

エ 「法の日」相談会 

  ■ 平成２８年１０月１日に県下２３会場で無料

法律相談会を開催 

■ 平成２８年１０月３日から７日までの期間に

つき各会員事務所で無料相談 

オ 「高齢者、障がい者のための成年後見相談会」 

■ 平成２８年１０月８日にリーガル・サポート岩

手支部との共催により会館にて開催 

カ 市民公開講座「落語で学ぼう！相続・遺言」 

■ 平成２８年１０月３０日に大通会館リリオに

て開催 

■ 三遊亭白鳥師匠による相続・遺言についての創

作落語，司法書士によるトークセッション（小山

田泰彦，佐々木大介，可児あさみ）の他，相続・

遺言に関する無料相談会を同時開催 

キ 「女性のための女性司法書士による無料法律相談

会」 

    ■ 平成２８年１１月２６日に会館にて開催 

ク 「相続登記はお済みですか？」月間（２月） 

■ 各会員事務所で無料相談実施 

■ ２月中の毎週金曜日に会館にて無料相談実施 

  ※相談件数は別紙のとおり（省略） 

３ 法律相談、法律講座等への実施・相談員の派遣 

（１）消費者信用生活協同組合の相談会 

（２）盛岡市消費生活センターの相談会 

４ 相談員の資質向上のための活動 

（１）相談員研修会の開催 

（２）情報交換会などの開催 

 ■ 養育費相談会の事前研修会 

平成２８年７月９日 １３時半～１６時 

 講師：近藤誠（紛争解決支援推進対策部委員） 



 

計画事項 実施状況 

    樋口威作夫（日司連副会長） 

 参加者２６名 

 ■ 東京司法書士会主催の東日本大震災被災者等に対す

る相談対策研修会への講師派遣及び意見交換会 

平成２８年８月１日 １８時～２０時４５分 

    講師：貫洞厚 

参加者：小山田泰彦，塚崎友三，多田英臣， 

石川陽一 

第２ 司法書士総合相談セン

ターの運営 

■ 広報部と連携して，フェイスブックページの運営管理 

【岩手県司法書士会総合相談センター】 

https://www.facebook.com/sihoushosisoudancenter 

【陸前高田司法書士相談センター】 

https://www.facebook.com/rikuzenntakadasihoushosi 

【大槌町司法書士相談センター】 

https://www.facebook.com/ootutityousihoushosi 

【宮古市司法書士相談センター】 

https://www.facebook.com/miyakosihoushosi 

※相談件数は別紙のとおり（省略） 

第３ 国民に対する司法アク

セス支援 

１ 日本司法支援センター（法テラス）との連携、法律扶

助事業の促進 

ア 情報提供職員、法律扶助審査委員の派遣 

情報提供職員は，毎週月曜日，担当者１１名で対応。 

法律扶助審査委員は，５名の会員が担当。 

イ 法テラス大槌、法テラス気仙への法律相談担当者 

派遣 

法テラス大槌は，毎週火曜日，担当者１７名で対応。 

 法テラス気仙は，毎週水曜日，担当者１４名で対応。 

ウ 法律扶助利用促進 

震災特例法の延長の会員への周知 

２ 司法書士会調停センター（ＡＤＲ機関）運営に向けた

活動 

  ア 運営に関する情報収集や手続実施者等の人材養成 

イ 運営のための調査及び研究 

■ 他県会主催の調停人養成講座の会員への周知 

 

 



 

計画事項 実施状況 

第４ 岩手県、各市町村及び関

係機関等との連携 

１ 自死予防対策事業への協力 

２ 経済的困窮者を支援する事業への協力 

■ 北東北自殺対策民間団体等交流会実行委員会への 

出席 

   平成２９年３月２３日 

    岩手県福祉総合相談センター 

出席者 塚崎友三 

■ 自死遺族の支援団体等のリーフレットの会員への 

送付 

■ 沿岸の巡回相談における「よりそいホットライン」の

情報提供 

■ ボランティア・団体活動ネットワーク「さん・Ｓｕｎ

ねっと」への総会参加 

  平成２８年９月７日 １３時～１４時半 

    岩手県福祉総合相談センター  

    出席者 塚崎友三 

３ 各市町村及び関係機関等が開催する相談会への相談員

の派遣等 

■「岩手県自死遺族支援実務者連絡会」への出席 

平成２９年１月２０日 １３時半～１５時 

    岩手県福祉総合相談センター  

    出席者 小山田泰彦 

■「岩手県多重債務者対策連絡会議」への出席 

平成２９年２月１日 １３時半～１５時半 

    岩手県民生活センター  

    出席者 塚崎友三 

４ 空家対策問題・所有者不明土地問題に関する連携 

■ 一関市及び久慈市からの空家等対策協議会委員の推

薦依頼に対応 

■ 北上市と空家対策事業における連携協定の締結 

平成２９年７月２９日 北上市役所 

出席者 芳賀聡 

■ 岩手県空家等対策連絡会議への出席 

平成２８年８月２９日 １３時半～１５時半 

盛岡市総合福祉センター 

出席者 野里壽史，塚崎友三 



 

計画事項 実施状況 

平成２９年２月２７日 １３時半～１６時半 

岩手県水産会館５階 

出席者 塚崎友三 

■「司法書士による空家対策想定相談事例集」及び「空家等

対策の推進に関する特別措置法Ｑ＆Ａ」の送付 

 

  



 

《その他報告事項》 
 

 

【相談事業等運営委員会の開催】 

 

第１回 平成２８年４月１６日 １７時半～１９時半 

参加者８名 

 

【第６回裁判実務ゼミナールの開催】 

 

平成２８年１１月２３日 １３時～１７時半 岩手県司法書士会館 

講師：加藤俊明（紛争解決支援推進対策部委員） 

仲野知樹（同委員），小柳亮幸（同委員），三浦剛（同委員）， 

稲本信広（日司連理事） 

参加者９名 

 

【説明会、会議への参加】 

 

東北ブロック「空き家・所有者不明土地問題対策等のための担当者会議」 

平成２８年１０月１０日 １３時～１７時 宮城県司法書士会館 

出席者 塚崎友三 

 

【平成２８年台風１０号に関する相談対応】 

 

（１）平成２８年１１月６日(日) １３時半～１６時半 

避難所の岩泉町民会館での相談会 

小山田泰彦，塚崎友三 

（２）平成２８年１１月２０日(日) １３時半～１６時半 

避難所の龍泉洞観光ホテルでの相談会 

小山田泰彦，塚崎友三，貫洞厚，石川陽一 

（３）平成２９年３月１２日(日) １３時～１７時 

岩泉町岩泉地区及び安家地区の仮設住宅への巡回相談 

小山田泰彦，塚崎友三，貫洞厚，可児あさみ，石川陽一 

（４）平成２９年３月２６日(日) １３時～１７時５０分 

岩泉町小本地区及び小川地区の仮設住宅への巡回相談 

      小山田泰彦，野里壽史，塚崎友三，貫洞厚 



 

【企画部】 

計画事項 実施状況 

第１ 研修事業の推進 １ 単位制研修会の企画、運営 

（１）会員研修会の開催 

・年５回以上開催予定 

会員研修会を下記のとおり開催した。 

 

①第１５５回会員研修会 

平成２８年４月１６日（土）１０：００～１７：１５ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

平成２７年度 業務研修会 

「新法令研修・民法（債権関係）改正」（ＤＶＤ研修） 

   出席人数  ７１名（会員数 １４６名） 

 

②第１５６回会員研修会 

平成２８年６月１８日（土）１３：００～１６：００ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

「中小企業に対する事業承継支援の具体的事例に 

ついて」 

講師 独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部 

事業承継コーディネーター 小田島隆久氏 

出席人数  ５７名（会員数 １４７名） 

 

③第１５７回会員研修会 

平成２８年７月２３日（土）１０：３０～１６：３０ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

「各種法人登記」 

講師 一般社団法人商業登記倶楽部 

代表理事 神﨑満治郎氏 

出席人数 ９３名（会員数 １４４名） 

 

④第１５８回会員研修会 

平成２８年８月６日（土）１３：００～１６：３０ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

「司法書士が関与する遺産分割調停の実務」 

講師 司法書士 浦井裕樹氏（大阪会） 



 

計画事項 実施状況 

   出席人数 ７１名（会員数 １４４名） 

 

⑤第１５９回会員研修会 

平成２８年９月１０日（土）１３：００～１６：３０ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

「司法書士として知っておくべき道路・通路の法律と 

実務」 

講師 司法書士 末光祐一氏（愛媛県会） 

出席人数 ６６名（会員数 １４４名） 

 

⑥第１６０回会員研修会 

平成２８年１０月１５日（土）１３：００～１７：００ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

「農地法と登記に関する研修会」 

講師 司法書士 川嵜一夫氏（新潟県会） 

   司法書士 八田賢司氏（新潟県会） 

出席人数 ８３名（会員数 １４６名） 

 

⑦第１６１回会員研修会 

平成２８年１２月３日（土）１２：３０～１７：１５ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

第３１回日司連中央研修会【同時配信】 

「司法書士執務の規範を考える 

～司法書士倫理１３条を中心に～」 

第１講 講師 森際康友氏 

（明治大学法学部特任教授） 

第２講 講師 石谷毅氏 

（司法書士・執務調査室倫理部会長） 

第３講 コーディネーター 中久保正晃氏 

（司法書士・執務調査室執務部部長） 

    パネリスト    森際康友氏 

（明治大学法学部特任教授） 

             石谷毅氏 

（司法書士・執務調査室倫理部会長） 

村田慎太郎氏 

（司法書士・執務調査室委員（倫理部会）） 



 

計画事項 実施状況 

   出席人数 ４０名（会員数 １４６名） 

 

⑧第１６２回会員研修会 

平成２９年２月４日（土）１３：００～１６：３０ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

「平成２８年１０月商業登記規則改正及び 

所在不明株主，少数株主の整理について」 

講師 司法書士 立花宏氏（宮城県会） 

   出席人数 ７４名（会員数 １４２名） 

 

⑨第１６３回会員研修会 

平成２９年３月１８日（土）１３：００～１６：３０ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

「司法書士が関与する民事信託の実務」 

講師 司法書士 佐藤純通氏（神奈川県会） 

   出席人数 ６３名（会員数 １４２名） 

 

※各会員研修会の出席状況詳細は後記のとおり（省略） 

 

（２）支部研修会の開催支援 

・ 各支部において、年２回以上の開催。 

・ 他支部研修会の情報提供。 

・ 保管しているＤＶＤ等の資料の配布。 

・ 支部研修開催に対する助成。 

下記のとおり支部研修会を実施したほか，計画どおりの

支援を行った。 

 

【盛岡支部】 

①第１回盛岡支部研修会 

平成２８年７月８日（金）１５：００～１７：３０ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

「相続登記に関する実務的検討」 

   講師 司法書士 草野哲也氏（宮城県会） 

出席者 ３９名（支部会員総数 ５５名） 

    １０名（他支部会員） 

 



 

計画事項 実施状況 

②第２回盛岡支部研修会 

平成２９年２月８日（水）１５：００～１７：００ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

「相続・成年後見等に関して」 

   講師 司法書士 久保隆明氏（青森県会） 

出席者 ３０名（支部会員総数 ５２名） 

 

【県央支部】 

①第１回県央支部研修会 

平成２８年４月２０日（水）１４：００～１６：００ 

ホテルグランシェール花巻 

平成２３年度 業務研修会 登記法分野 

「旧民法Ⅰ」「旧民法Ⅱ」（ＤＶＤ研修） 

出席者 １５名（支部会員総数 ２１名） 

 

②第２回県央支部研修会 

平成２９年２月１２日（土）１２：４５～１７：００ 

花巻市生涯学園都市会館 

第３０回日司連中央研修会（ＤＶＤ研修） 

第１講 

「司法書士の業務過誤と賠償責任」 

第２講 

「業務過誤の態様と、注意義務の程度－不動産登記 

申請を中心に」 

第３講 

「実際の事例から見た業務過誤の態様の分析」 

出席者 １１名（支部会員総数 ２４名） 

 

【県南支部】 

①第１回県南支部研修会 

平成２８年１０月２２日（土）１０：００～１７：００ 

ホテルプラザイン水沢 

第１講 

「会社法に関して～企業評価と会社分割～」 

 講師 小山田泰彦会員（県央支部） 

第２講 



 

計画事項 実施状況 

   「相続登記に関する実務的検討」 

講師 司法書士 草野哲也氏（宮城県会） 

 出席者 ２６名（支部会員総数 ３８名） 

 

【沿岸支部】 

①第１回沿岸支部研修会 

平成２８年７月９日（土）１３：００～１６：００ 

釜石情報交流センター 

第１講 

「休眠担保権抹消に関する供託及び登記手続き」 

第２講 

「休眠担保権抹消に関する訴訟手続」 

講師 首藤清史会員（県南支部） 

 出席者 １５名（支部会員総数 １７名） 

 

②第２回沿岸支部研修会 

平成２９年３月４日（土）１０：３０～１５：３０ 

釜石情報交流センター 

第１講（ＤＶＤ研修） 

平成２７年度消費者問題リレー報告会 

第２講 

「盛岡地方法務局宮古支局との事務打合せ開催の 

ための勉強会」 

出席者 １０名（支部会員総数 １７名） 

 

【県北支部】 

①第１回県北支部研修会 

平成２８年７月１６日（土）１３：００～１６：００ 

ワークイン二戸 

「休眠担保権抹消の実務」 

講師 首藤清史会員（県南支部） 

出席者 ９名（支部会員総数 １３名） 

 

②第２回県北支部研修会 

平成２８年１１月５日（土）１３：００～１６：００ 

ワークイン二戸 



 

計画事項 実施状況 

シンポジウム「民事信託の利用促進」（ＤＶＤ研修） 

 出席者  １０名（支部会員総数 １３名） 

 

③第３回県北支部研修会 

平成２９年３月２５日（土）１２：３０～１５：５５ 

久慈市アンバーホール 

「非訟事件手続法について」（ＤＶＤ研修） 

出席者 ８名（支部会員総数 １３名） 

 

２ 年次制研修の実施 

平成２８年９月１７日（土）１１：００～１６：１０ 

  岩手県司法書士会館 大研修室 

対象者３２名（受講者２９名／欠席者３名） 

 

３ 新入会員に対する研修の実施 

■配属実務修習 

・大和田辰夫会員（平成２８年９月６日入会・県南支部） 

配属事務所 畠山信秀事務所 

田代祥子事務所 

・大竹秀樹会員（平成２８年９月２０日入会・盛岡支部） 

配属事務所 田口輝夫事務所 

・菊池義孝会員（平成２８年１１月９日入会・県央支部） 

配属事務所 石川誠司事務所 

 

■新規入会者対象研修会 

平成２９年３月１９日（日）１３：００～１７：００ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

講師 岩手県司法書士会役員 

対象者８名（受講者７名／欠席者１名） 

 

第２ 法令及び実務に関する

研究 

１ 執務ノートの発行 

平成２８年 ４月 No.６６「登記相談シリーズ⑦」発行 

平成２８年 ５月 No.６７「登記相談シリーズ⑧」発行 

平成２８年 ６月 No.６８「登記相談シリーズ⑨」発行 

平成２８年 ７月 No.６９「登記相談シリーズ⑩」発行 

平成２８年１１月 No.７０「登記相談シリーズ⑪」発行 



 

計画事項 実施状況 

第３ 司法書士制度、登記制度

などに関する研究 

１．「法定相続情報証明制度」に関する意見をまとめ，岩手

会の意見としてパブリックコメントに提出した。 

２．総会での会員からの意見に対する検討を行った。 

 

 

  



 

《その他報告事項》 
 

 

【日本司法書士会連合会・東北ブロック司法書士会研修会】 

 

（１）平成２８年度第１回東北ブロック会員研修会 

   日 時 平成２８年７月３０日（土） 

   場 所 山形市 霞城セントラル 

   内 容 「司法書士の簡裁代理権の範囲と司法の視点」 

   講 師 木村達也氏（弁護士） 

   当会出席者 ７名 

 

（２）平成２８年度第２回東北ブロック会員研修会 

日 時 平成２９年１月２８日（土） 

場 所 アイ－ナ いわて県民情報交流センター 

   内 容 「セクシャルマイノリティの基礎知識と司法書士の実務」 

   講 師 永易至文氏（ＮＰＯ法人パープル・ハンズ事務局長・行政書士） 

       中村貴寿氏（日司連プロボノ活動推進委員会副委員長・司法書士） 

   当会出席者 １９名 

 

【企画・研修委員会の開催】 

 

第１回 平成２８年４月２日（土） 岩手県司法書士会館 

（１） 平成２８年度の研修会に関する講師の選定について 

（２） 執務ノートに関する執筆者の選定方法について 

（３） 研修会時の事務局との役割分担について 

（４） その他 

 

第２回 平成２８年８月６日（土） 岩手県司法書士会館 

（１） 平成２８年度１１月以降の研修会に関する内容及び講師の選定について 

（２） 執務ノートに関する執筆候補者の選定状況について 

（３） 研修日程（日曜日開催等）について 

（４） 研修の録画について 

 

【司法書士制度研究委員会の開催】 

 

第１回 平成２８年８月６日（土） 岩手県司法書士会館 



 

 （１） 政治連盟との意見交換の検討並びに内容及び方法等について 

（２） 閉鎖登記簿をオンライン申請で取れるようになるためには 

（３） 不動産登記の変更を証する書面を援用できるようになるためには 

（４） 岩手会として司法書士制度に関する意見について 

（５） その他 

 

第２回 平成２９年１月１４日（土） 岩手県司法書士会館 

 （１） 不動産登記規則の一部改正（案）（法定相続情報証明制度（仮称）の新設）に 

関する意見募集に対する意見書について 

（２） その他 

 

【説明会、会議への参加】 

 

  実施なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

【広報部】 

計画事項 実施状況 

第１ 本会ホームページの運

営、管理 

１ 各種のお知らせ、相談会の告知など通年の管理 

■ 司法書士会からのお知らせ・相談会の日程等について

素早く伝えられるよう，ホームページを利用した広報活

動に努めた。 

２ ホームページの改良 

■ 相談会や事業の告知や報告を素早く掲載できるよう，

司法書士会のブログや Facebook ページと連動するよう

にし，ホームページ，ブログ，Facebook のいずれからも

情報発信ができるようにした。 

■ 東北ブロック司法書士会で制作したＣＭをトップペー

ジに掲載した。 

３ 会員専用ページの充実 

■ 会員への資料提供のため，会員専用ページに以下のよ

うな情報を掲載した。 

  会報速報版／研修用貸出ＤＶＤ一覧表／執務ノート／

会長会資料集／不動産課税評価額通達 等 

■ 研修予定，支部総会日程等の行事予定を分かりやすく

掲載するため，会員専用ページを開いた際に会員専用の

カレンダーがすぐに表示されるよう改良した。 

第２ 相談事業についての広

報活動 

１ 「法の日」「相続登記はお済みですか月間」の新聞広告

掲載 

■「法の日」  

岩手日報第二社会面 全５段 

   平成２８年９月２９日（火）掲載 

■「相続登記はお済みですか月間」 

岩手日報第二社会面 全５段 

平成２９年１月２６日（木）掲載 

２ ＩＢＣラジオ・チャリティ・ミュージックソンでの広

告 

■ スポットＣＭ ２０秒×１８本 

平成２９年１月２７日（水）～２月１９日（金） 

※(月)～(金)のみ、各日 1本 

■ 協賛として読み上げ・掲載 



 

計画事項 実施状況 

平成２８年１２月２４日正午～２５日正午に番組 

放送 

平成２８年１２月２４日岩手日報 

■ ラジオ出演（ＩＢＣ６８４カーリポート） 

平成２８年１０月１９日（水）１５:１５～ 

   中継場所 岩手県司法書士会館   

   出  演 石川雄一会員 

３ ホームページでの周知 

■ ホームページのトップページに，各種相談会等のポス

ターデータを掲載した。 

■ 各種相談会の様子などは，司法書士会のブログに写真

付きで掲載し，Facebook にも連動して発信した。 

４ 「くらしのトラブル予防講座＆困りごと相談会」の告

知（愛知県司法書士会との共催事業） 

■ 岩手日報３月１７日(金)山田町・大槌町での配布分に

折込広告を実施。 

■ ホームページ，ブログ，Facebook での告知 

■ ラジオでの告知（ＩＢＣ読みパブ５回） 

■ ラジオ出演（ＩＢＣ６８４カーリポート） 

  平成２９年３月１４日（火）１５：１５～ 

   中継場所 岩手県司法書士会館 

   出  演 藤原英里会員 

■ プレスリリース 

  岩手県庁３Ｆ記者クラブへの投げ込み 

第３ 高校生対象法律講座の

実施 

■ 今年度は３校から申込があり以下のとおり実施した。 

① 平成２８年１１月１６日（水）１３:３０～１５:２０ 

   県立花北青雲高等学校 

   担当：畠山和人会員・高橋佳志会員 

② 平成２８年１２月１３日（火）１４:３０～１５:２０ 

  盛岡大学付属高等学校 

   担当：佐々木大介会員 

③ 平成２９年１月１１日（水）１７:０５～１８:４０ 

  県立宮古高等学校 

   担当：貫洞厚会員・田代祥子会員 

■ 平成２８年度講師名簿登録者数２４名 



 

計画事項 実施状況 

 新入会員にも講師登録してもらうよう声掛けを行い，

講師登録者数を増やすよう努めた。 

■ 講師打ち合わせ会及び研修会の開催 

 講師としての認識共有と講義のレベルアップのた

め，講師打合会と併せてプレゼンテーションスキルア

ップ研修会を開催した。 

 平成２８年１２月１０日（土）１３:１５～１５:１５ 

 講師  小山田泰彦会員・鈴木理恵子会員 

 参加者 ２５名 

第４ 会報の作成、発行 １ 会報４４号の発行 ４００部 

２ 会報４５号の発行準備 

■ 配布部数を見直した。 

■ 会報４５号では，社会的関心やニーズが高まっている

相続・空き家問題・所有者不明土地問題について，特集

記事を組んだ。 

第５ 司法書士の認知度向上

のための広報活動の促進 

１ 昨年度開設した岩手県司法書士会の Facebook ページ

により，各相談センターのページとも連携してより広く

情報発信することに努めた。 

２ ブログでの事業告知・事業報告を積極的に行い，

Facebook とも連動し，より岩手県司法書士会の活動の発

信に努めた。 

３ 市民公開講座「落語で学ぼう！相続・遺言」を開催 

■ 相続・遺言について広く一般市民が楽しく学べる場を 

 提供し，併せて司法書士の認知度向上に努めた。 

■ 日時 

 平成２８年１０月３０日（日）１３:３０～１７:００ 

 大通会館リリオ３Ｆイベントホール（市民公開講座） 

        ２Ｆカルチャールーム（無料相談会） 

■ 内容 

 三遊亭白鳥師匠による相続・遺言についての創作落語 

 司法書士によるトークセッション 

（小山田泰彦会員・佐々木大介会員・可児あさみ会員） 

 相続・遺言に関する無料相談会を同時開催 

■ 来場者数 

 市民公開講座来場者 １０４名  相談者 ２１名 



 

計画事項 実施状況 

■ 事前広報活動 

① ポスター１００枚 チラシ２０００枚製作 

 各後援団体（盛岡地方法務局，法テラス岩手，岩手県，

盛岡支部内の市町村，マスコミ関係等），盛岡支部会員事

務所，商店街等へ配布し，掲示等をお願いした。 

 

② ＴＶ・ラジオでの広報 

・めんこいテレビ，テレビ朝日でのアナウンサー読み上げ

告知 

・テレビ岩手「５きげんテレビ」出演 

   平成２８年１０月６日（木） １６時代 

    出演 佐々木大介会員，三田村洸会員 

藤原英里会員 

・ＩＢＣラジオ６８４カーリポート 

   （上記第２の２記載のとおり） 

・エフエム岩手「わん（こ）ラジオ」出演 

  平成２８年９月２９日（木）１９：００～ 

    出演 小山田泰彦会員，佐々木大介会員， 

藤原英里会員 

・ラヂオもりおか「ひるもり」出演 

   平成２８年９月２９日（木） 

    出演 藤原英里会員 

   平成２８年１０月４日（火） 

    出演 佐々木大介会員，藤原英里会員 

 

③ 新聞及び情報誌，市町村広報への告知掲載 

・市町村広報への掲載依頼 

 ・岩手日報 

平成２８年９月２９日（火） 

   （上記第２の１記載の「法の日」の広告にイベント 

    告知を入れ込んだもの） 

   平成２８年１０月７日（木） 

    社会面記事下４段１／４広告 

   平成２８年１０月１５日（土） 

    ホットインフォメーション 

   平成２８年１０月２６日（水） 



 

計画事項 実施状況 

    社会面（２８面）告知板 

 ・マシェリ 

   平成２８年１０月２７日（木） 

    イベント告知欄掲載 

 ・情報紙ゆうゆう 

   平成２８年１０月２５日（火） 

    イベント告知欄掲載 

■ プレスリリース 

 岩手県庁３Ｆ記者クラブへの投げ込み 

 

 

 

 

 

  



 

《その他報告事項》 

 
 

【広報委員会の開催】 

 

第１回 平成２８年４月１０日（日） 岩手県司法書士会館 

 （１） 会報４４号の進捗確認 

 （２） 平成２７年度事業報告について 

 （３） 平成２８年度事業計画について 

 （４） 法の日および相続登記お済みですか月間の新聞広告の件 

 （５） 高校生対象法律講座の件 

 （６） ホームページの内容の件 

 （７） IBCチャリティーミュージックソンの件 

 （８） 次回委員会開催日程の件 

 （９） その他 

 

第２回 平成２８年７月９日（土） 岩手県司法書士会館 

 （１） オフィシャルＷＥＢサイトの件 

 （２） 相談事業についての広報活動の件 

 （３） 高校生対象法律講座の件 

 （４） 会報発行の件 

 （５） 司法書士の認知度向上のための広報活動の促進 

 （６） 次回委員会の日程について 

 （７） その他 

 

第３回 平成２８年１０月８日（土） 岩手県司法書士会館 

 （１） 広報イベントについて（打合せ） 

 （２） 会報第４５号の件 

 

第４回 平成２９年２月２５日（土） 岩手県司法書士会館 

 （１） 会報第４５号の発行について（校正作業） 

 

 

  



 

【経理部】 

計画事項 実施状況 

第１ 予算の適正な執行 ■ 重要な予算執行（高額あるいは定例的でない支出等）

について，役員または役員会の事前承認を経て行った。 

■ 事務局経理係の指導，監督。 

第２ 予算執行状況の確認及

び監査 

１ 定期的な会計チェックの実施 

■ 経理部長による会計チェックを２～３か月に１回程

度，実施した。  

２ 監査会の実施 

■ 監事による監査会を以下のとおり実施し，いずれの回

においても適正な処理がなされているとして承認を受

けた。 

①平成２８年４月２１日 平成２７年度決算監査会 

②同年１１月２日 平成２８年度中間決算監査会 

第３ 資産の安全な運用 ■ 決済性預金の保有 

■ 会館の賃貸等 

■ 会館関係積立金の積み立て，財務調整積立金の維持 

第４ 震災特別会計の適切な

管理（日司連市民救援基金

の活用） 

■ 日司連市民救援基金を活用し，震災関連事業の支出に

ついて助成を受けた。 

 

第５ 財務諸表の様式、作成方

法の変更 

■ 新しい会計システムを用いて，財務諸表の様式及び作

成方法を変更した。 

 

 

 

 


