
令和２年度事業報告 

（自 令和２年４月１日 至 令和３年３月３１日） 

 

【総務部】 

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 
■ 令和２年４月１日に施行された犯罪収益移転防止法施行規則の改正について周知をし

た。 

２ 会則、その他諸規定の整備と会員への周知 
 ■ 改正司法書士法施行への対応等のために、会則を変更するとともに以下の規則を改正

又は設置した（令和２年度定時総会で承認。令和２年８月１９日会則変更の認可）。 

  綱紀調査委員会規則、注意勧告運用規則、情報公開に関する規則、事件数割会費納入

規則、司法書士の業務広告に関する規則、日本司法書士会連合会会則第３７条第３項の

変更に伴う関係規則等の読替え等に関する規則【新設】、懲戒処分の量定意見に関する規

則、紛議調停規則 

■ 改正司法書士法施行への対応のために、以下の規程等を改正した（令和２年７月１０

日理事会決議）。 

  戸籍謄本・住民票の写し等の職務上等請求書に関する規程、法人会員届出規程、補助

者事務の指示に関する運用、業務賠償責任保険運用規程、会員証及び司法書士徽章に関

する規程、補助者証取扱規程、職印の届出及び証明等手続規程 

■ 以下の規則及び規程を改正した。 

  ・ 事務局職員給与・退職金支給規程（給与締め日の変更。令和２年１１月２７日理事

会決議） 

  ・ 選挙規則（郵便投票制度の導入等。令和３年３月１２日臨時総会で承認） 

■ 司法書士関係法規集の差し替えを行った。 

 

第２ 制度・組織に関する事業 
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。 

  ■ 本会ホームページの会員専用ページ内で、各種申請、届出に関する様式集を掲載し

た。 

（２）会員名簿の整備、更新 
  ■ 必要に応じて更新を行い、会員に更新内容を通知した。 

（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）⽀部及び⽀部⻑との協議、連携 
  ■ コロナウイルスの影響により、今年度は、理事・支部長合同役員会の開催はなかっ

たが、今後はウェブ会議システムを用いた開催となることを想定し、各支部長にウェ

ブ会議のための環境整備状況についての調査を行った。 

（５）司法書⼠市⺠窓⼝、苦情対応窓⼝の適切な運営 
  ■ 本会に申し出があった苦情等について、申出人へ司法書士業務に関する説明を行っ

た上で理解を求めたり、対象会員に連絡の上適切な対応を促したりするなどの処理を

行った。 

（６）司法過疎対策、会員増員のための活動 
  ■ 岩手県内で開業を希望する有資格者に対し、県内の状況等について情報提供を行っ

た。 

■ 連合会の司法過疎地開業支援応募者の応募地域に関する意見照会に対して、適切に

対応をした。 

２ 関係機関、関連団体との協議、連携及び交流 
■ 盛岡家庭裁判所からの調停委員候補者の推薦依頼に対応した。令和２年４月１日付で

の任命予定者１名が決定している。 

 ※ 調停委員に選任されている会員は１７名。このうち、民事のみ２名、家事のみ２名。 

■ 盛岡家庭裁判所（支部含む）からの財産管理人等候補者推薦依頼に対応した。 

・ 不在者財産管理人 １０件（令和元年度は５件） 

・ 相続財産管理人 ７件（令和元年度は３件） 

・ 特別代理人 ２件（令和元年度は０件） 

・ 未成年後見人 ０件（令和元年度は３件） 

■ 盛岡地方法務局からの下記委員の候補者推薦依頼に対応した。また、登記相談員の派

遣要請に対応した。 

・ 筆界調査委員 １名（任期中の退任があったため、その後任者を推薦） 

■ 以上のほか県、市町村等からの各種委員の候補者推薦依頼に対応した。 

■ 例年開催していた「士業懇談会」は、コロナウイルスの影響のため今年度は中止とな

った。 

■ 今年度は、コロナウイルスの影響のためリーガルサポート岩手支部との間で協議や打

ち合わせの機会を設けることはできなかったが、「三士会」への共同参加を通じて、成年

後見制度利用促進などに関する情報共有を図っている。 

※三士会：岩手弁護士会、岩手県司法書士会及び岩手県社会福祉士会で構成する、成年後

見制度利用促進等を目的とする協議会 

３ 職域の確保に関する活動 
（１）⾮司法書⼠実態調査への対応 



  ■ 盛岡地方法務局長からの委嘱に基づき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 
  ■ 「メール速報」を計３８回配信した（２０２０－１２～４０、２０２１－０１～１

０号）。 

（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 
  ■ 盛岡地方法務局の「盛岡地方法務局登記オンライン申請利用促進プロジェクトチー

ム」の打ち合わせ会に担当役員を派遣した。司法書士の登記申請関与率を高め、もっ

てオンライン申請利用率の向上につなげるという観点から提言をし、法務局との協力

体制構築に努めた。 

  ■ 令和２年６月、商業法人登記の繁忙期にあわせる形で、会員へ商業法人登記におけ

るオンライン申請の利用を働きかける文書を発信した。 

（３）情報伝達⼿段の電⼦化推進 
  ■ 「メール速報」の配信を積極的に利用し、迅速な情報伝達に努めた。 

  ■ 令和３年３月３１日時点で、「メール速報」を利用する会員は１３８名中１１５名（８

３．３％）である。 

２ 法務局、裁判所との事務打ち合わせ 
■ 盛岡地方法務局の「盛岡地方法務局登記オンライン申請利用促進プロジェクトチーム」

の打ち合わせ会に出席した。 

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 
 ■ 会館を適正に維持管理した。 

■ 今年度、会館に施した設備等は以下のとおり。 

・ 事務室と２階ロビーの窓に網戸を設置 

・ 外壁に「相続・遺言相談センター」等の懸垂幕装置を設置 

・ ウェブ会議用にマイクスピーカーシステムを導入 

  

第５ ⼤規模災害への備え、対応 



１ 東⽇本⼤震災復興事業への⽀援・協⼒体制の維持 
２ ⼤規模災害に備えた被災者⽀援体制の構築に向けた活動 
３ 市⺠救援活動への取り組み 
 

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 
■ 災害の発生など緊急時における連絡先情報一元化を目的とする「会員連絡先リスト」

を整備、管理した。 

■ 連合会主催「令和２年度危機管理に関する全国事務局担当者会議」に役員及び事務局

職員が出席し、司法書士会を取り巻くリスクについて情報共有を図るとともに、危機管

理対応力の向上に努めた。 

２ 新型コロナウイルス感染症への対応 
■ 「岩手県司法書士会新型コロナウイルス感染症（covid19）対策マニュアル」を策定し、

会員へ周知した。 

■ 司法書士会館における感染拡大を防止するために、検温器・アルコール消毒液の設置、

換気や加湿、入館記録の作成等の対策を実施した。 

■ 事務局が閉鎖となった場合、職印証明書や職務上請求書の交付が困難となるため、会

員に対し通常より余裕をもった請求をするよう促すなどの案内をした。緊急事態宣言下

にあっては、職印証明書の無償交付を行った。 

■ 前記「令和２年度危機管理に関する全国事務局担当者会議」では、新型コロナウイル

ス感染症の感染対策についても情報共有を行った。 

 

第７ その他、他の部の所掌に属さない事項 
１ 事務局の業務改善、働き⽅の⾒直し 
■ 事務局職員の会員研修会や会議等に付き添うための勤務を減らして、労働時間の適正

化を図った。 

■ 時間外労働及び有給休暇取得に関する事前申請制度を導入し、事務局職員の勤怠状況

を適切に把握した。 

■ 就業規則の作成に向けて、「就業規則検討ワーキングチーム」を立ち上げ、顧問社労士

の指導の下、検討を行った。 

 

 
 
 
 
 
 



【相談事業部】 

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 

⼤槌町司法書⼠相談センター 
※令和３年３⽉末⽇で廃⽌ 

     ※相談件数は別紙のとおり 

（２）⾃治体の相談窓⼝などへの相談員派遣 
    ①釜⽯市役所（毎⽉第３⾦曜） 
    ②⼤船渡地区合同庁舎（毎⽉第２⽊曜） 

※令和３年３⽉末⽇で廃⽌ 
（３）その他の相談員派遣 

 

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 

（２）各種相談会 
ア 「⾼齢者、障害者のための成年後⾒＆相続相談会」 

（リーガルサポート岩⼿⽀部と共催） 
※新型コロナ感染拡⼤防⽌のため中⽌ 

イ 「相続に関する無料相談」キャンペーンの実施（８⽉） 
ウ 「法の⽇相談会」 

   ■令和２年１０月３日（10:00～15:00）に県下 20 会場で無料法律相談会を開催    
エ 「⼥性のための⼥性司法書⼠による無料法律相談会」 

     ■令和２年１１月２８日（10:00～16:00）に会館にて開催 

 ※当日の面談相談は中止（事前予約者のみ個別対応）、電話相談のみ実施 

   オ 「相続登記はお済みですか︖」⽉間（２⽉） 
カ 【新型コロナウイルス関連】および【令和２年７⽉豪⾬災害】無料電話相談 

   ■令和２年４月～７月は毎週火・木曜の 14:00～17:00、 

令和２年８月～１２月は毎週木曜の 14:00～17:00 に実施し、 

令和２年１２月末で終了 
※https://www.facebook.com/ootutityousihoushyosi 相談件数は別紙のとおり 

     

３ 法律相談、法律講座等への講師・相談員の派遣 



（１）消費者信⽤⽣活協同組合の相談会 
（２）その他 

ア 市町村等が主催する相談会への相談員派遣 
■ 奥州市くらしとこころの総合相談会（奥州市社会福祉協議会） 

奥州市文化会館 

①令和２年８月３１日   10:30～16:00 

     相談員 佐藤理恵 

    ②令和２年１２月７日   10:30～16:00 

     相談員 阿部 弘 

    ③令和３年３月１２日   10:30～16:00 

     相談員 阿部 弘 

イ 市町村が主催する空家相談会への相談員派遣 
   ■ 花巻市 

     花巻市文化会館 

     ①令和２年８月７日    9:30～16:30 

      相談員 晴山 農 

②令和２年８月８日    9:30～16:30 

     相談員 中居純平  
■ 八幡平市 

    八幡平市役所 

     ①令和３年８月１３日   9:00～12:00 

      相談員 三田村洸 

     ②令和３年１月２４日  10:00～12:00 

      相談員 池村 弘 

■ 遠野市 

    遠野市役所 

    令和２年８月２２日    9:00～16:00 

     相談員 畠山信秀 

    ■ 奥州市 

     奥州市役所 

     ①令和２年９月２３日  10:00～16:00 

      相談員 千葉喜弘、鈴木賢悦 

     ②令和２年９月２４日  10:00～16:00 

      相談員 菊池とし子 

     ③令和２年９月２５日  10:00～16:00 

      相談員 佐藤理恵、菊池 進 

     ④令和２年９月２６日  10:00～16:00 



      相談員 阿部 弘 

   ■ 一関市 

    ①令和２年１０月３日  10:00～16:00 

     なのはなプラザ 

     相談員 川崎能大 

    ②令和２年１０月１７日 10:00～16:00 

     一関市役所千厩支所 

     相談員 加藤勝彦 

    ③令和２年１０月３１日 10:00～16:00 

     一関市総合体育館（農業祭会場） 

     相談員 小山佑介 

ウ 講師派遣 

■ 消費生活相談員スキルアップセミナー 

      令和２年８月１９日  10:30～12:00 

      岩手県立県民生活センター 

      講師 高橋正勝 

■ 地域おこし協力隊向け連続講座「独立準備ラボ」（オンライン） 

      令和２年１０月２７日   15:00～16:00 

      講師 菅原公正 

■ 一関市空家セミナー 

      令和３年２月２６日   10:00～11:30 

      磐清水市民センター 

    講師 佐藤和昭 

 

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 

 

第２ 司法書⼠総合相談センターの運営 
  ア ⾯談相談（毎週⽔曜⽇の 10 時から 13 時） 

イ 電話相談（毎週⽕・⽊曜の 10 時から 13 時） 
ウ 【新型コロナウイルス関連】および【令和２年７⽉豪⾬災害】無料電話相談 
  ■令和２年４月～７月は毎週火・木曜の 14:00～17:00、 

令和２年８月～１２月は毎週木曜の 14:00～17:00 に実施し、 

令和２年１２月末で終了 
    ※https://www.facebook.com/ootutityousihoushyosi 相談件数は別紙のとおり  

 



■ 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 

 
第３ 国⺠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 法律扶助審査委員の派遣 
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２０名で対応。 

  法テラス気仙は、毎週水曜日、担当者２０名で対応。 

 ※法テラス⼤槌は令和３年３⽉末⽇で廃⽌ 
ウ 法律扶助利⽤促進 

■ 法律扶助契約締結の促進 

エ 会議等への出席 
■ 東北ブロック・司法書士会法テラス担当者会議（Ｗｅｂ会議） 

 令和２年９月２４日 15:00～18:00 

出席者 塚崎友三副会長 

■ 日本司法支援センター岩手地方協議会 

 令和２年１０月２１日 13:30～16:30 

出席者 佐々木大介副会長 

■ 司法書士総合相談センター実務担当者会議（Web 会議） 

令和２年１１月２０日 13:00～17:00 

出席者 田代祥子 

 

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 
 

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 
■ 岩手県ギャンブル等依存症対策推進協議会 

①令和２年１０月２９日 18:00～19:30 

岩手県庁  

出席者 塚崎友三 

②令和２年１１月２４日 18:30～20:00 

岩手県庁 

出席者 塚崎友三 

 

３ 各市町村及び関係機関等が開催する会相談会への相談員の派遣等 
 

４ 空家対策問題、所有者不明⼟地問題、相続登記推進活動に関する連携 
■ 一関市 空家相談に係る打合せ会議 

令和２年７月１０日  13:30～15:00 

一関市役所 

出席者 川崎能大 

■ 自立運営型空き家相談窓口整備促進事業における検討会 

令和２年１１月２５日 14:00～16:00 

いわて県民情報交流センター アイーナ 

出席者 塚崎友三 

 

第５ 成年後⾒制度利⽤促進に係る事業 
■ 毎月１回程度開催される岩手弁護士会、岩手県社会福祉士会との三士会による会議 

岩手弁護士会 

   出席者 小山田泰彦、塚崎友三、高橋正勝、鈴木理恵子  

■「岩手県高齢者権利擁護ネットワーク会議」 

令和２年７月２９日  13:30～14:30 

岩手県水産会館 

    出席者 小山田泰彦 

■ 岩手県成年後見制度利用促進ネットワーク会議 

令和２年７月２９日  15:00～16:30 

 岩手県水産会館 

   出席者 小山田泰彦 

■ 盛岡北部成年後見ネットワーク事業並びに盛岡北部法人後見受任体制に係る 

  令和２年度第１回法人後見連絡会 



  ①令和２年８月２８日  18:00～20:00 

   八幡平市役所 

出席者 三田村 洸 

②令和３年３月１２日  15:00（１時間～１時間半程度） 

   八幡平市役所 

出席者 三田村 洸 

■ 盛岡広域地域連携ネットワーク連絡協議会 

令和２年１０月２８日  13:30～15:00 

 盛岡劇場・河南公民館 

   出席者 高橋正勝 

 

第６ ⻑期相続登記未了問題への対応 
 １ ⻑期相続登記未了問題への対応 
 ２ 「岩⼿県司法書⼠会 相続・遺⾔センター」の開設・運営  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【企画部】 

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 
会員研修会を下記のとおり開催した。 

 

① 第１８８回会員研修会 第１回 

令和２年６月１７日（水）１８：３０～２１：００ 

【ZOOM を活用した研修会】 

「民事信託の基礎と実務」 

講師 弁護士 遠藤 英嗣 氏 

   出席人数  ４６名（会員数 １４１名） 

 

② 第１８８回会員研修会 第２回 

令和２年７月１５日（水）１８：３０～２１：００ 

【ZOOM を活用した研修会】 

「民事信託登記」 

講師 司法書士 川田 光子 氏（東京会） 

   出席人数  ４４名（会員数 １４１名） 

 

③ 第１８８回会員研修会 第３回（倫理） 

令和２年８月１９日（水）１８：３０～２１：００ 

【ZOOM を活用した研修会】 

「民事信託の税務」 

講師 税理士 鈴木 淳 氏 

   出席人数  ３７名（会員数 １４１名） 

 

④ 第１８８回会員研修会 第４回 

令和２年９月２日（水）１８：３０～２１：００ 

【ZOOM を活用した研修会】 

「任意後見と民事信託の連携」 

講師 司法書士 岡根 昇 氏（大阪会） 

   出席人数  ３２名（会員数 １４１名） 

 

⑤ 第１８９回会員研修会 第１部（倫理） 

令和２年１０月２４日（土）１０：００～１２：００ 



岩手県教育会館 多目的ホール 

「司法書士倫理 司法書士の民事責任」（e ラーニング研修） 

   出席人数  ７２名（会員数 １４１名） 

 

⑥ 第１８９回会員研修会 第２部 

令和２年１０月２４日（土）１３：００～１８：００ 

岩手県教育会館 多目的ホール 

令和２年度業務研修会【同時配信】 

第３講は、甲号（倫理）研修として単位認定 

「時効による登記手続き請求訴訟の実務」 

第１講 「時効による登記手続き請求訴訟の実務①」 

第２講 「時効による登記手続き請求訴訟の実務②」 

第３講 「時効による登記手続き請求訴訟の実務③」 

講師 司法書士 加藤 俊明 氏（神奈川県会） 

   出席人数 

     第１講 ６７名 

     第２講 ６６名 

     第３講 ６６名（会員数 １４１名） 

 

⑦ 第１９０回会員研修会 第１部（倫理） 

令和３年２月２０日（土）１０：１５～１１：４５ 

司法書士倫理（e ラーニング研修） 

「司法書士の民事責任 調査確認義務」 

講師 弁護士 石原  博 氏 

   出席人数  ２３名（会員数 １３９名） 

 

⑧ 第１９０回会員研修会 第２部 

令和３年２月２０日（土）１２：４５～１６：０５ 

司法書士・司法書士制度（e ラーニング研修） 

第１講 「法的思考を鍛える～書式依存からの脱却～①」 

第２講 「法的思考を鍛える～書式依存からの脱却～②」 

第３講 「法的思考を鍛える～書式依存からの脱却～③」 

講師 弁護士・法政大学大学院法務研究科教授 高須 順一 氏 

   出席人数 

     第１講 ２１名 

     第２講 ２１名 

     第３講 １９名（会員数 １３９名） 



 

⑨ 第１９１回会員研修会 第１部（倫理） 

令和３年２月２７日（土）１０：１５～１１：５５ 

司法書士倫理（e ラーニング研修） 

「司法書士の民事責任  本人確認」 

講師 弁護士 石原  博 氏 

   出席人数  ２２名（会員数 １３９名） 

 

⑩ 第１９１回会員研修会 第２部 

令和３年２月２７日（土）１３：００～１５：５０ 

司法書士・司法書士制度（e ラーニング研修） 

「司法書士と相続に関する家事事件」 

第１講「家事事件手続法 相続に関する家事審判事件」 

第２講「家事事件手続法 相続に関する家事調停事件」 

講師 司法書士 坂田 亮平 氏（福岡県会） 

   出席人数 

     第１講 ２２名 

     第２講 ２２名（会員数 １３９名） 

 

⑪ 第１９２回会員研修会 第１部（倫理） 

令和３年３月６日（土）１０：１５～１２：２５ 

司法書士倫理（e ラーニング研修） 

「司法書士の業務と職責」 

講師 司法書士 細田 長司 氏 

   出席人数  １０名（会員数 １３９名） 

 

⑫ 第１９２回会員研修会 第２部 

令和３年３月６日（土）１３：２５～１５：３５ 

シンポジウム 

「不動産トラブルを裁判所の民事調停で解決しよう！」（映像ライブラリ WEB 研修） 

講師 東京簡易裁判所 判事 戸井  宝 氏 他 

   出席人数  １４名（会員数 １３９名） 

 

⑬ 第１９２回会員研修会 第３部 

令和３年３月６日（土）１３：４５～１６：４５ 

平成 30 年度司法書士総合研究所研究発表大会 

「所有者不明土地問題への対応と司法書士の役割」（映像ライブラリ WEB 研修） 



講師 早稲田大学 吉田 克己 氏 

   出席人数  １４名（会員数 １３９名） 

 

⑭ 第１９３回会員研修会 第１部（倫理） 

令和３年３月１３日（土）１０：１５～１１：５５ 

第３４回日司連中央研修会（映像ライブラリ WEB 研修） 

第１部は、甲号（倫理）研修として単位認定 

「司法書士改正～司法書士制度の更なる発展のために～」 

第１講「基調講演」 

講師 早稲田大学大学院法務研究科 教授 山野目 章夫 氏 

   第２講「改正実現までの経緯報告」 

     講師 司法書士・日本司法書士会連合会副会長 小澤 吉徳 氏 

   出席人数  １４名（会員数 １３９名） 

 

⑮ 第１９３回会員研修会 第２部 

令和３年３月１３日（土）１２：５５～１６：０５ 

第３５回日司連中央研修会（DVD 研修） 

「財産管理制度の現在と未来」 

第１講「現在の財産管理制度について～現行制度がはらむ問題点～」 

講師 司法書士 工藤 克彦 氏（大分県会） 

   第２講「新たな財産管理制度の概要について 

～法制審議会民法・不動産登記法部会資料から～」 

     講師 司法書士 齋藤  毅 氏（静岡県会） 

   出席人数 

     第１講 １５名 

     第２講 １５名（会員数 １３９名） 

 

⑯ 第１９４回会員研修会 

令和３年３月２０日（土）１３：００～１６：３０ 

岩手県司法書士会館 大研修室 

令和２年度業務研修会【同時配信】 

「司法書士による農業支援」 

講師 司法書士 八田 賢司 氏（新潟県会） 

   出席人数  ３７名（会員数 １３９名） 

          １名（他県会会員） 

 

各会員研修会の出席状況詳細は別紙のとおり 



 

課題通信研修を下記のとおり実施した。 

 

① 令和２年度 第 1 回「課題通信研修」 

令和３年１月２２日（金）～令和３年２月１０日（水） 

各司法書士事務所 

研修テーマ 

・法律上の期間・期日・期限に関する問題：６問 

・配偶者居住権の登記に関する問題：７問 

・一般社団法人及び一般社団法人の登記に関する問題：７問 

   受講参加者  １９名（会員数 １４１名） 

 

② 令和２年度 第２回「課題通信研修」 

令和３年２月１５日（月）～令和３年３月１０日（水） 

各司法書士事務所 

研修テーマ 

・司法書士法及び司法書士法施行規則に関する問題：７問 

・犯罪による収益の移転防止に関する問題：１３問 

   受講参加者   ４名（会員数 １３９名） 

 

 
（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 

令和３年２月１３日（土）１３：００～１６：１５ 

場所 岩手県司法書士会館 大研修室 

第１講「法務局における遺言書の保管に関する法律 相続法改正と遺言」（ＤＶＤ研修） 

第２講「司法書士倫理 入門編」（e ラーニング研修） 

     出席者 ２２名（支部会員総数 ５６名） 

 

② 第２回盛岡支部研修会 



令和３年３月１２日（金）１４：００～１６：３０ 

場所 岩手県教育会館 多目的ホール 

「運動によるセルフメディケーション」 

～運動による病気、けが予防～ 

講師 理学療法士・公認アスレチックトレーナー 川口 真吾 氏 

     出席者  ６名（支部会員総数 ５６名） 

 
【県央⽀部】 
① 第１回県央支部研修会 

令和３年３月６日（土）９：００～１２：３０ 

場所 ホテルグランシェール花巻 

第１講 司法書士倫理「司法書士の業務と職責」（e ラーニング研修） 

第２講「法務局における遺言書の保管に関する法律 相続法改正と遺言」（ＤＶＤ研修） 

     出席者  ６名（支部会員総数 ２３名） 

 

【県南⽀部】 
① 第１回県南支部研修会 

令和２年１１月１４日（土）１３：００～１７：００ 

場所 一関市 摺沢市民センター 

「法務局における遺言書の保管に関する法律 相続法改正と遺言」（ＤＶＤ研修） 

     出席者 １７名（支部会員総数 ３２名） 

 

【沿岸⽀部】 
実施なし 

 
【県北⽀部】 
① 第１回県北支部研修会 

令和２年８月１日（土）１４：００～１６：００ 

場所 ワークインにのへ 

第１部「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」（ＤＶＤ研修） 

第２部 フリートーク 会員が取り扱った事件についての意見交換 

出席者  ８名（支部会員総数 １３名） 

 

２ 年次制研修の実施 
 

【コロナウイルス感染症予防のため実施なし】 

 



３ 新⼊会員に対する研修の実施 
■新入会員研修会 

 

実施なし 

 

■配属実務修習 

  大沼 勝（未入会） 

    配属事務所 村上 和也事務所 

高橋 優子（令和２年４月２３日入会・盛岡支部） 

    配属事務所 権頭 輝男事務所 

加藤 沙央里（令和２年８月４日入会・県南支部） 

    配属事務所 加藤 勝彦事務所 

池村 弘（令和２年９月１５日入会・盛岡支部） 

    配属事務所 司法書士法人 アステラス事務所 

配属指導員 多田 英臣 

 

第２ 法令及び実務に関する研究 
１ 執務ノートの発⾏ 
 

令和３年３月 No.９２ 発行 

 

第３ 司法書⼠制度、登記制度などに関する研究 
 
 実施なし 

  



《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】 
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  令和２年度第１回東北ブロック会員研修会 

   日 時 令和３年３月２０日（土）１３：３０～１７：４０ 

場 所 【ZOOM を活用した研修会】 

   内 容「犯罪収益移転防止法と司法書士業務」 

   講 師 司法書士 末光 祐一 氏（愛媛県会） 

       日本司法書士会連合会司法書士執務調査室執務部会室委員  

マネーロンダリング・テロ資金供与対策等対応 PT メンバーｰ 

   当会出席者 ６名 

 

【企画・研修委員会の開催】 
第１回 令和２年８月１日（土） 岩手県司法書士会館 

 （１） 令和１年度第２回委員会の決議事項の確認 

（２） 連合会令和２年度業務研修会（訴訟分野）について 

（３） 研修会におけるコロナウイルス感染防止策について 

（４） WEB 研修(民事信託)について 

（５） WEB 研修単位認定方法等について 

（６） 岩手県青年司法書士協議会主催研修会について 

（７） 支部研修会について 

（８） 研修会運営について 

（９） 新人研修について 

（10） 執務ノートについて 

（11） 司法書士制度研究について 

（12） その他 
第２回 令和３年２月１１日（木・祝） 岩手県司法書士会館 

 （１） 報告事項会員の研修単位取得状況とアンケート結果について 

（２） 報告事項 令和３年３月までの研修計画について 

（３） 報告事項 通信研修による研修単位付与について 

（４） 報告事項 倫理の単位認定について 

（５） 令和３年度の会員研修会の方針について 

（６） 令和３年度前期（４月から９月期）の会員研修会開催について 

（７） e ラーニング等の連合会の研修システムを利用できない会員への対応について 

（８） 新人研修について 

（９） 支部研修について 



（10） 研修会の運営について 

（11） 執務ノートについて 

（12） 司法書士制度研究について 

（13） その他 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【広報部】 

第１ 本会ホームページの運営、管理 
１ 各種お知らせ、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 
■ 相談会や事業の告知や報告を掲載し、司法書士会のブログやページと連動するようにし、

ホームページ、ブログのいずれからも情報発信を行うようにした。 

３ 会員専⽤ページ 
■ 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。 

  研修用貸出ＤＶＤ一覧表／各種様式集 等 

■ 研修予定、支部総会日程等の行事予定を掲載し、カレンダーの更新をした。 

 

第２ 相談事業についての広報活動 
１ 「司法書⼠の⽇」「相続登記無料相談⽉間（8 ⽉）」の広報 
■ ホームページ、ブログ、Facebook での告知 

■ 新聞広告  

   岩手日報第二社会面  

   令和２年７月２６日（日）掲載 

２ 「法の⽇」「司法書⼠相談会（１０⽉３⽇）」の広報 
■ ホームページ、ブログ、Facebook での告知 

■ 新聞広告  

   岩手日報第二社会面  

   令和２年９月２３日（水）掲載 

■ ラジオスポットＣＭ ２０秒×１８本 

   令和２年９月２１日（月）～２月２６日（土）【６日間・各日３本】 

３ 「⼥性のための⼥性司法書⼠による相談会」の告知 
■ ホームページ、ブログ、Facebook での告知 

■ 新聞及び情報誌、市町村広報への告知掲載 

 ① 市町村広報への掲載依頼 

 ② 岩手日報 

   令和３年１月２３日（木） 

   岩手日報第二社会面 全５段 

４ 「相続登記はお済みですか⽉間（2 ⽉）」の告知 
■ ホームページ、ブログでの告知 

■ 新聞広告 



   岩手日報第二社会面 

   令和３年１月２３日（土）掲載 

■ ラジオスポットＣＭ ２０秒×１８本 

 （ＩＢＣラジオ・チャリティ・ミュージックソン枠） 

   令和３年２月１日（月）～２月２４日（水） 

   ※（月）～（金）のみ、各日１本 

 

第３ ⾼校⽣対象法律講座の実施 
■ 今年度は１校から申込があり以下のとおり実施した。 

 ① 令和３年２月１６日（火）９:００～９:５０ 

    私立一関修紅高等学校（１１９名） 

    担当：加藤慎平会員・加藤沙央里会員 

 

第４ 会報の作成、発⾏ 
１ 会報岩⼿第４８号の発⾏ ３００部 
２ 会報岩⼿第４９号の発⾏準備 
■ 会報４９号では、コロナ禍の影響による司法書士業務に関する寄稿を掲載。 
 

第５ 司法書⼠の認知度向上のための広報活動の促進 
１ 相続・遺言センター開設および会社・法人登記の広報チラシの作成、法務局の相談窓口

への設置。 

２ 相続・遺言センター開設および会社・法人登記の広報の垂れ幕の会館正面玄関脇の壁面

への設置。 
３ 岩手県司法書士会のホームページにより、広く情報発信することに努めた 

４ ブログでの事業告知・事業報告を積極的に行い、より岩手県司法書士会の活動の発信に

努めた。 

  



 
 
◆各種 QR コード 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

岩手県司法書士会 

ホームページ 

 

岩手県司法書士会 

ブログ 

 

岩手県司法書士会 

Facebook ページ 



《その他報告事項》 
 
【広報委員会の開催】 
第１回 令和２年９月１９日（土） 岩手県司法書士会館 

 （１） 会報発行の件 

 （２） その他 

第２回 令和３年２月２３日（火） 岩手県司法書士会館 

 （１） 会報岩手第４９号の発行について（校正作業） 

【東北ブロック広報委員会への出席】 
 開催場所 宮城県司法書士会会館 会議室（Ｚｏｏｍ併用） 

 開催日  令和２年９月８日（火） 

 開催時間 午後１時から午後１時４２分 

 協議・報告事項 

（１）各会の広報事業についての情報交換 

（２）会報第４８号発行について 

（３）制度広報について 

 出席者 大 竹 秀 樹（Ｚｏｏｍ） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【経理部】 

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、担当役員または理事会

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令和２年４月１７日 令和元年度決算監査会 

②令和２年１１月５日 令和２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 

■ ネットバンキングの利用及び現金の取扱い縮小化 

■ 口座管理の適正化 

 

第４ 震災特別会計の適切な管理（⽇司連市⺠救援基⾦の活⽤） 
■ 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。 



 


