
事 業 報 告 

１．総務部門関連事業 
（１）司法書士会員の入会手続に関する会則の変更について 

  外国人登録制度の廃止に伴い、本会会則の改正（案）を策定いたしました。 

  なお、詳細については、議案第５号を参照下さい。 

 

（２）会費に関する会則の見直しについて 

 会費の減免に関する条文を整序するために、本会会則の改正（案）を策定いたしました。 

  なお、詳細については、議案第６号を参照下さい。 

 

（３）事業部に関する会則の見直しについて 

  相談事業部の創設のため、本会会則の改正（案）を策定いたしました。 

なお、詳細については、議案第７号を参照下さい。 

 

（４）奈良県司法書士会司法書士総合相談センター設置規則の廃止について 

  奈良県司法書士会司法書士総合相談センター設置規則の廃止のため、同規則の廃止（案）を策定い

たしました。 

なお、詳細については、議案第８号を参照下さい。 

 

（５）奈良県司法書士会戸籍謄本・住民票の写し等及び外国人登録原票記載事項証明書の職務上の請求  

   に関する規則の見直しについて 

  外国人登録制度の廃止に伴い、奈良県司法書士会戸籍謄本・住民票の写し等及び外国人登録原票記 

 載事項証明書の職務上の請求に関する規則の改正（案）を策定いたしました。 

  なお、詳細については、議案第１０号を参照下さい。 

 

（６）奈良県司法書士会役員等手当支給規程及び同役員等旅費手当支給規程の制定について 

奈良県司法書士会旅費及び役員等手当支給規則の規定に基づき、同規則の運用について、奈良県司

法書士会役員等手当支給規程及び奈良県司法書士会役員等旅費手当支給規程を制定いたしました。 

 

（７）各種委員会設置規程の制定と委員会の設置について 

研修委員会、広報委員会、法教育委員会及び登記実務検討委員会の各設置規程を定め、各委員会を

設置いたしました。 

 

（８）奈良県司法書士会研修講師日当支給規程の制定について 

  奈良県司法書士会旅費及び役員等手当支給規則の規定に基づき、奈良県司法書士会研修講師日当支

給規程を制定いたしました。 

 

（９）奈良県司法書士会慶弔規程の見直しについて 



  奈良県司法書士会慶弔規程を見直し、一部改正いたしました。 

 

（10）会費の延納・減免・返還の基準の見直しについて 
  会費の延納・減免・返還の基準を見直し、会費の減免の基準を改正いたしました。 
 
（11）職員就業規程及び育児休業規程の見直しについて 
  職員就業規程及び育児休業規程を見直し、職員の就業時間等について改正いたしました。 
 

２． 広報事業 
 今年度は、これまで無かった広報委員会（以下「委員会」という）を設置し、委員３名・理事２名の

計５名体制で、①広報活動の基本方針の検討、②広報媒体の選択・差別化、③本会各部・各委員会等と

の広報に関する連携体制の確立、④会報の復活、この４本柱で広報活動に取り組みました。具体的内容

は以下のとおりであります。 

 

（１）広報委員会の開催について 

    以下のとおり、計 ６回開催いたしました。 

    第１回 平成２３年１０月 ４日（火） 於：奈良県司法書士会館 

       第 2回 平成２３年１１月 ９日（水） 於：奈良県司法書士会館 

       第 3回 平成２３年１２月１４日（水）  於：奈良県司法書士会館 

       第 4回 平成２４年 １月１０日（水）  於：奈良県司法書士会館 

       第 5回 平成２４年 ２月２９日（水）  於：奈良県司法書士会館 

第 6回 平成２４年 ３月１３日（火） 於：徳田司法書士事務所 

       

（２）市町村広報の充実について 

  広報活動の基本方針を検討した結果、そのひとつとして「市町村の広報誌及びホームページの活用」

を掲げることになりました。 

これまで新聞広告やタウン誌で告知していた相談会等については、すべて市町村広報誌及びホーム

ページでの告知に切り替え、前年度２３万円程度だった新聞広告費を０円に納めました。新聞広告か

ら市町村広報誌に切り替えたことによる相談件数の減少は特には認められなかったので、次年度以降

もこの方針を維持する方向で考えております。 

また、市町村のホームページを介して本会ホームページへのアクセス数を増やすために、市町村ホ

ームページに当会ホームページへのリンクを貼ってもらおうと県下の全市町村に対して「奈良県司法

書士会ホームページへのリンク掲載のお願い」を送付いたしました。後日、リンク掲載状況を確認し、

複数のリンクを確認できましたが、今以てリンク未掲載の市町村も多く、次年度以降もリンク掲載の

お願いを継続することにいたしました。 

 

（３）ホームページについて 

可能な限りタイムリーにＮＥＷＳやトピックスを掲載するように努め、文字だけでなくチラシや写

真なども掲載し、読者がホームページから得られる情報量を増やすよう努めました。また、市町村ホ



ームページからのアクセス数を増やすにあたり、リンク先として充実した情報を提供できるよう、現

在のホームページのリニューアルも含め、検討を重ねました。実際の作業については、予算の都合上、

今年度は予算のかからない細かな修正に留めたため、ホームページ全体のリニューアル作業について

は、次年度への継続となりました。 

東日本大震災発生から１年を迎え、「東日本大震災の犠牲者への心からの追悼と一日も早い復興を

願って～会長談話」と多賀城市において継続開催してきた司法書士による無料法律相談会の活動報告、

さらに奈良市が主催し、当会が実行委員会に参画した「３・１１復興の灯－友好の絆－」の告知をホ

ームページ上に掲載いたしました。 

 

（４）会報について 

  平成１２年の発行を 後に途絶えていた会報「かぎろひ」について、会報の広報ツールとしての意

義や有用性、他会との広報手段の比較、現実的に発行可能な編集体制を維持できるのか等、委員会に

おいて様々協議した結果、今年度から会報を発行することになりました。 

  しかしながら、本年度は１冊発行するだけで精一杯の状況で、編集体制について次年度以降の課題

となりました。 

 

（５）会員通信について 

今年度から会報の発行を復活させることに伴い、これまで原則毎月５日に発行してきた会員通信と

会報との広報媒体としての役割分担を明確にすることにいたしました。会員通信の情報提供スピード

の優位性を考え、丁寧に情報提供すべき内容は会報に譲り、会員通信については、掲載内容に濃淡を

付け、コンパクトでスピーディーな情報提供ツールに特化するよう編集に努めました。 

 

（６）駅看板・タウンページについて 

  近鉄大和西大寺駅に設置されていた看板広告については、司法書士による法律相談会を何で知った

のかというアンケートを集約すると、駅の看板広告を見て相談に来られたという方がほとんどいない

という結果が出ておりました。 

今年度、費用対効果の検討及び予算の削減の視点から広報媒体としての駅看板広告については、平

成２３年８月３１日をもって撤去することにいたしました。 

  またタウンページについては、駅看板広告同様、タウンページを見て相談に来られたという方があ

まり多くはないことから、駅看板広告と同様の視点で、タウンページに割く予算を減額することにし、

掲載記事を縮小いたしました。 

 

（７）ＴＶ・ラジオを利用したＣＭ広報について 

  漫才コンビ「ロザン」を起用した司法書士制度のＣＭ広報として、今年度は近司連が契約主体とな

り、朝日放送（ＡＢＣ）とのパッケージ契約を締結したため、放送枠や本数について有利な条件で契

約することができました。 

具体的には、近司連全体としては、朝日放送（ＡＢＣ）で７月２０日から８月３日の２週間で 15

秒間のＣＭ放送３６本、ＡＢＣラジオで７月１７日から８月７日までの毎週日曜 22：00～22：29 の

番組放送直前・直後 20秒間ＣＭ放送を行いました。 

本会に関しては、負担金 343,350 円を支出し、ＴＶＣＭ３６本中５本について「奈良県司法書士会」



のクレジットが放映され、Ａタイムと呼ばれる高視聴率枠（番組名：ネプリーグ、7/24（日）12：00

～12：59、視聴率 11.8 ％）での放映権も確保できました。 

 

（８）相談会事業の広報について 

  例年と同様、司法書士総合相談センターのチラシや、法の日と労働トラブル 110 番のチラシを作成

した他、今年度特筆すべきは、東日本大震災の被災地である宮城県多賀城市で開催している司法書士

による無料法律相談会や台風１２号・１５号の豪雨災害後に建てられた奈良県五條市の仮設住宅での

相談会など、被災された方に 1人でも多く司法書士による法律相談会を利用していただきたいと考え、

市民支援担当者と連携し、可能な限り速やかに、チラシを作成配布いたしました。 

 

（９）司法書士案内について 

平成 22 年度に発行した司法書士案内の在庫約 1200 冊について、平成 22年度以降の新入会員情報

を反映させるための追補作業を行い、送付先の検討を行いました。次年度、奈良県下の市町村役場の

市民相談・高齢者福祉担当窓口、地域包括支援センター、病院等の医療相談室宛に送付する予定です。 

 

（10）「一日司法書士」について 

  ８月３日が司法書士の日であることを広く知ってもらうための広報企画として、「高校生のための一

日司法書士体験」を実施いたしました。奈良市立一条高校の生徒５名が参加し、奈良地方法務局や奈

良地方裁判所、市内の司法書士事務所を訪問。裁判や登記、供託など司法制度や登記制度への理解を

深め、将来の職業選択や今後の社会生活に役立ててもらえました。参加した高校生から「参加して良

かった」と感想が述べられただけでなく、高校の進路指導室の先生からも「次年度も開催して欲しい」

との声が届きました。 

 

（11）「３・１１復興の灯－友好の絆－」について 

  東日本大震災から１年を迎える３月１１日に、友好都市である奈良市・福岡県太宰府市そして宮城

県多賀城市の３市の各会場において、被災者への追悼と復興の祈りを込め、ろうそくに一斉に火を灯

す「３．１１復興の灯（ともしび）－友好の絆－」が行われ、多賀城市での相談会活動を行っている

本会も実行委員会の一員として参加し、当日、会場となった平城宮第一次大極殿広場では、義援金・

被災地へのメッセージの受付業務を担当いたしました。 

ホームページのＮＥＷＳコーナーでも取り上げました。 

 

（12）「訪問販売お断りステッカー」の作成について 

  平成２３年９月に発生した台風１２号・１５号の豪雨災害後に建設された仮設住宅の入所者を対象

に、阪神淡路大震災や東日本大震災の際にも仮設住宅の住民を狙った訪問販売・悪徳商法被害が発生

していることを踏まえ、五條市の仮設住宅でも同様の被害が出るおそれがあることから、それを未然

に防ぐために本会として取り組むべきことを考えた結果、「訪問販売お断りステッカー」を作成し、

入所者を対象にした訪問販売被害の実態と予防に関する法律教室を開催し、仮設住宅の入所者にステ

ッカーをお渡しして、訪問販売・悪質商法の被害防止を訴えました。五條市の仮設住宅では、ほぼ全

世帯でステッカーを玄関に貼ってもらうことができました。 

 



 ３．研修事業 
（１）『東日本大震災における司法書士の相談技法と現地からのレポート及び筆界について（DVD）』 

日 時 ①平成２３年４月１６日（土）１３時００分～１５時００分      受講者１２名 

    ②平成２３年４月１６日（土）１５時３０分～１８時４５分      受講者１０名 

場 所 奈良県司法書士会館  

 

（２）『平成２２年度専門分野習得プログラム 成年後見分野（DVD）』 

日 時 ①平成２３年４月１７日(日)(法定後見） ９時００分～１１時００分  受講者１３名 

    ②平成２３年４月１７日(日）（法定後見）１１時１５分～１２時１５分  受講者１３名 

    ③平成２３年４月１７日(日）（法定後見）１３時１５分～１５時３０分  受講者１１名 

       ④平成２３年４月１７日(日）（法定後見）１５時３０分～１６時３０分  受講者１１名 

    ⑤平成２３年４月２３日(土）（任意後見）１３時００分～１５時００分  受講者 ８名 

    ⑥平成２３年４月２３日(土）（任意後見）１５時１５分～１６時４５分  受講者 ８名 

   場 所 奈良県司法書士会館 

  

（３）『東日本大震災 宮城県内一斉無料相談会の参加報告会』 

日 時  平成２３年６月２７日（月）１８時００分～２０時００分      受講者２２名 

   報告者 大西輝治会員、西本雅彦会員、井上信幸会員、池永輪香子会員 

場 所 奈良県司法書士会館  

 

（４）『消費者問題リレー報告会』 

日 時 ①平成２３年８月１９日（金）１８時００分～１９時３０分      受講者１２名 

    ②平成２３年８月２２日（月）１８時００分～１９時３０分      受講者１８名 

    ③平成２３年８月２６日（金）１８時００分～１９時３０分      受講者１５名 

   場 所 奈良県司法書士会館  

 

（５）『登記名義人の住所・氏名の変更・訂正と誤字・俗字との関係』 

日 時 平成２３年９月２８日（水）１８時００分～２０時００分         受講者３７名 

      講 師 奈良地方法務局葛城支局 表示登記専門官 肥田 上 

場 所 中和労働会館 

 

（６）『年次制研修会』 

日 時 ①平成２３年１０月１６日（日）１３時００分～１８時００分     受講者２４名 

    ②平成２３年１０月２３日（日）１３時００分～１８時００分     受講者１６名 

場 所 奈良県司法書士会館  

 

（７）『法律扶助制度の概要及び運用について』 

日 時 平成２３年１０月２６日（水）１８時００分～２０時４０分       受講者３２名 

場 所 奈良県司法書士会館  

 

（８）『自殺防止の観点からの相談技法研修会』 

日 時 平成２３年１０月３０日（日）１３時００分～１７時００分      受講者１５名 

場 所 奈良県司法書士会館 

 

（９）『成年後見分野研修会（DVD）』 



   ①日 時 平成２３年１１月５日（土）１３時００分～１４時３０分       受講者１６名 

        精神障害者に関する社会基盤と各種制度               

   ②日 時 平成２３年１１月５日（土）１４時４０分～１６時１０分       受講者１８名 

        知的障害者に関する社会基盤と各種制度               

   ③日 時 平成２３年１１月６日（日）１３時００分～１６時０５分      受講者２３名 

        高齢者に関する社会基盤と各種制度                 

   場 所 奈良県司法書士会館    

 

（10）『労働トラブル１１０番 事前研修会（DVD）』 

日 時 ①平成２３年１１月１８日（金）１８時００分～２０時００分       受講者 ９名 

    ②平成２３年１１月２２日（火）１８時００分～１９時３０分      受講者 ７名 

場 所 奈良県司法書士会館 

 

（11）『民事執行分野（DVD）』 

日 時 ①平成２３年１２月 ７日（水）１８時００分～１９時１５分     受講者３１名 

    ②平成２３年１２月 ７日（水）１９時２５分～２０時４０分     受講者２８名 

場 所 奈良県司法書士会館 

 

（12）『成年後見分野（DVD）』 

日 時 ①平成２３年１２月１０日（土） １３時００分～１４時３０分    受講者２９名 

     後見人等の倫理と問題事例                     

    ②平成２３年１２月１０日（土） １４時４０分～１６時１０分     受講者２６名 

     保佐・補助の実務                          

    ③平成２３年１２月１０日（土） １６時２０分～１７時５０分      受講者２０名 

     介護保険法・年金等、身上監護の基礎知識               

    ④平成２２年１２月１１日（日） １０時００分～１２時１５分    受講者１３名 

     高齢者虐待防止法と成年後見                    

    ⑤平成２３年１２月１１日（日） １３時００分～１５時２０分     受講者１３名 

     身上監護と医療同意～代行決定のプロセスの透明化             

       ⑥平成２３年１２月１１日（日） １５時３０分～１８時００分     受講者１２名 

     財産管理と身上監護の融合～身上配慮義務を考える          

   場 所 奈良県司法書士会館 

 

（13）『消費者問題分野会員研修会（DVD）』 

日 時 平成２３年１２月１５日（木）１８時００分～１９時３０分      受講者 ７名 

場 所 奈良県司法書士会館 

日 時 平成２４年 １月１５日（日）１３時３０分～１６時４０分       受講者１６名 

場 所 奈良県産業会館 

 

（14）『原発事故被害にかかる損害賠償請求手続きに関する（DVD）』 

日 時 平成２４年１月２２日（日）１３時００分～１７時０５分        受講者１０名 

場 所 奈良県司法書士会館 

 

（15）『不動産登記（贈与・相続等）にまつわる資産税』 

日 時 平成２４年１月２４日（火）１３時３０分～１６時００分       受講者４２名 

場 所 奈良県司法書士会館  

 



（16）『成年後見分野会員研修会』 

①後見人等の倫理と問題事例（DVD） 

 日 時 平成２４年２月１７日（金）１６時３０分～１８時          受講者１６名 

    場 所 奈良県司法書士会館  

②後見人申立手続と事務遂行時の注意点                

 日 時 平成２４年２月１７日（金）１８時３０分～２０時３０分       受講者３５名 

 講 師 北原 伸治 氏（奈良家裁 主任家庭裁判所調査官） 

     柴坂 浩輔 氏（奈良家裁 裁判所書記官）      

    場 所 奈良県司法書士会館  

 

（17）『児童虐待防止及びＤＶ被害に関する研修会』 

日 時 平成２４年２月 ４日（土）１３時３０分～１６時４０分       受講者１３名 

場 所 奈良県司法書士会館  

 

（18）『民事再生習得分野会員研修会（DVD）』 

日 時 ①平成２４年２月１２日（日）１３時００分～１７時０８分         受講者 ６名 

    ②平成２４年２月１８日（土）１３時００分～１６時５８分        受講者１３名 

    ③平成２４年２月２４日（金）１８時００分～１９時５０分         受講者 ４名 

    ④平成２４年２月２８日（火）１８時００分～１９時５２分        受講者 ３名 

   場 所 奈良県司法書士会館 

 

（19）『東日本大震災に関する相談員研修会』 

日 時 平成２４年３月 ３日（土）１４時００分～１７時００分         受講者１３名 

講 師 司法書士 濵口 宏明 氏（東京会） 

場 所 奈良県司法書士会 

 

（20）『登記法分野研修会（DVD）』 

日 時 ①平成２４年３月 ９日（金）１８時２０分～２０時５０分        受講者２８名 

    ②平成２４年３月１６日（金）１８時３０分～２０時４０分        受講者２４名 

    ③平成２４年３月２３日（金）１８時３０分～２０時００分       受講者２５名 

    ④平成２４年３月３０日（金）１８時３０分～２０時００分       受講者２４名 

   場 所 中和労働会館 

 

（21）『平成２３年度奈良県司法書士会新人研修』 

日 時 平成２４年３月２０日（火・祝日） 10 時 00 分～17 時 00 分 

場 所 奈良県司法書士会館  

受講者 未登録者９名、登録者１名 

 

 研修委員会開催実績 
第１回委員会  平成２３年  ９月２１日   於：奈良県司法書士会館 

第２回委員会  平成２３年１０月１８日   於：奈良県司法書士会館 

第３回委員会  平成２３年１１月２５日   於：奈良県司法書士会館 

第４回委員会  平成２３年１２月１２日   於：奈良県司法書士会館 

第５回委員会  平成２４年  １月１９日   於：奈良県司法書士会館 

第６回委員会  平成２４年  ２月１３日    於：奈良県司法書士会館 
第７回委員会  平成２４年  ３月  ８日    於：奈良県司法書士会館 



４．相談事業 
（１）司法書士総合相談センター常設相談会 

  司法書士総合相談センターにおいて、司法書士会館で毎週土曜日に相談会を行いました。  

  また、当番相談として、平日午後１時から４時半まで、毎日相談員が常駐し、電話・面談による相

談を行いました。 

    [相談者数] ８０８名   

        

（２）相談員派遣 

  橿原市役所、桜井市役所、生駒市役所、天理市役所、大和高田市社会福祉協議会、香芝市社会福祉 

 協議会への相談員派遣を行い、相談会を開催いたしました。 

   [会場]            [相談者数]      [会場]         [相談者数]  

   桜井市役所              ５７名         天理市役所        ３９名 

   生駒市役所                １４名       橿原市役所       ２３０名 

    大和高田市社会福祉協議会  １６５名       香芝市社会福祉協議会   １９名 

 

（３）行政評価事務所主催の相談会への協力 

  行政評価事務所主催の相談会に協力し、全会員から相談員を募集し、派遣を行いました。 

     [日時]         [会場]                 [相談者数] 

①  ７月１２日（火） サンタウンプラザすずらん館（奈良市）  ４名   

②  ７月２７日（水） サンクシティ（宇陀市）         ５名 

③ １０月１７日（月） リーベル王寺             ２１名 

④ １０月１９日（木） イトーヨーカドー奈良店        １７名        

⑤ １０月２５日（火） イオンモール橿原            ９名 

                

（４）法務局主催の相談会への協力 

  以下の法務局主催の相談会に協力し、全会員から相談員を募集し、派遣を行いました。 

  法務局なんでも相談所 

  [日時] １０月２日（日）   [会場] イオンモール大和郡山   [相談者数] ３名 

    全国一斉！法務局休日相談所 

  [日時] ２月１２日（日）   [会場]イオンモール橿原      [相談者数] ３名 

 

（５）全国一斉司法書士法律相談の開催 

  １０月１日（土）及び、１０月３日（月）から１０月７日（金）を司法書士相談ウィークにあて、 

 本会会館において相談会を開催いたしました。 

    [相談者数]  ５名 

 

（６）奈良県多重債務者対策協議会の多重債務者無料相談会への協力 

  「全国債務者相談強化キャンペーン」期間に、奈良県、奈良弁護士会との共催で多重債務者無料相 

 談会を実施いたしました。 



     [日時]  １１月２２日（水）から２８日（月） 

    [会場]    奈良県消費生活センター、奈良市役所、大和高田市役所、大和郡山市役所、 

        橿原市役所、アザレアホール（御所市）、生駒市コミュニティーセンター、 

       宇陀市役所、安堵町役場、三郷町役場                         

    [相談者数]  ９名 

 

（７）労働トラブル１１０番の実施 

 １１月２３日（水・祝）に、奈良青年司法書士会と共催で、全国一斉労働トラブル１１０番を実施

いたしました。 

  [相談者数]  １名 

 

（８）相続登記無料相談会の実施 

  ２月５日（日）西部公民館（奈良市）と桜井まほろばセンターの両会場にて、無料相談会を実施い

たしました。 

   [相談者数]  西部公民館  １２名  桜井まほろばセンター  １０名 

 

（９）東日本大震災の被災者及び避難者を対象とした無料電話相談会の実施 

  東日本大震災の被災者の支援を目的として、４月から９月にかけて電話相談を実施いたしました。 

  （日司連より相談料の助成がありました。） 

   [相談者数]  ９名 

 

（10）近司連主催の東日本大震災の被災者及び避難者を対象とした宮城県・福島県で無料相談会を実施

いたしました。（詳細については市民支援の項を参照） 

     

（11） 台風１２号・１５号被害に関する総務省奈良行政評価事務所主催による特別合同相談所に協力し、  

  全会員から相談員を募集し派遣いたしました。 

       [日時]         [開催市町村]          [相談者数] 

① １１月  ２日（水）  五條市             ３６名 

② １１月２１日（月）   十津川村             ７名 

③ １１月２２日（火）   十津川村             ８名 

④ １２月  ７日（水）  野迫川村            １８名 

 

（12）台風１２号・１５号の被災者を対象とした避難場所及び仮設住宅での相談会の実施 

    [日時]         [開催市町村]          [相談者数] 

① １０月２３日（日）  大塔コスミックパーク星のくに   ４名 

② １２月 ５日（月）  五條市内仮設住宅         ５名 

③ １２月１９日（月）  五條市内仮設住宅         ５名 

④ １２月２６日（月）  五條市内仮設住宅         ４名 

⑤  １月１０日（火）  五條市内仮設住宅         ０名 

⑥  １月１６日（月）  五條市内仮設住宅         １名 



⑦  １月２３日（月）  五條市内仮設住宅         ２名 

⑧  １月３０日（月）  五條市内仮設住宅         １名 

⑨  ２月１３日（月）  五條市内仮設住宅         １名 

⑩  ３月１２日（月）  五條市内仮設住宅         ０名 

 

（13）法テラス電話相談センター 

  法テラスが行う情報提供業務への対応の一環として、司法書士電話相談センターを設置し、 

 法テラスコールセンターから直接転送で電話相談会を実施いたしました。 

  （日司連より相談料の助成がありました。） 

    [日時]   毎週月曜日・木曜日 （平成２３年４月～平成２４年３月）    

    [相談者数]  ７７０名 

 

５．市民支援事業 

（１）東日本大震災被災者支援事業 
 ① 宮城県多賀城市及び周辺町での無料法律相談会への相談員派遣 

当会では、昨年３月１１日に発生した東日本大震災の被災者支援として、奈良市と友好都市である

宮城県多賀城市及びその周辺町村にて「司法書士による無料法律相談会」の開催を企画し（主催は近

畿司法書士会連合会）、当会から多数の相談員を派遣いたしました。本相談会はこれまでに、多賀城

市、塩釜市、七ヶ浜町において、合計１０日間、のべ４８件のご相談をお受けしました。 
相談内容としては、「権利証が津波で流されてしまった。」「自動車が津波で流され二重ローン状態に

なってしまった。」「生活保護受給者だったが義援金を得て打ち切りになった。」と深刻なご相談も多

く、震災から１年が経過しても、未だ人々の生活に甚大な影響を及ぼし続けています。 
 

 
平成２４年 
１月１４日（土）イオンタウン塩釜 １０時～１７時 
相談件数 ２ 件 

１月１５日（日）多賀城市民活動サポートセンター １０時～１５時 
相談件数 １０ 件 

１月２８日（土）イオンタウン塩釜 １０時～１７時 
 相談件数 ６ 件 
１月２９日（日）七ヶ浜町総合スポーツセンター管理棟 １０時～１５時 
 相談件数 ８ 件 
２月１１日（土）多賀城市民活動サポートセンター １０時～１７時 
 相談件数 ２ 件 
２月２５日（土）七ヶ浜町第一スポーツ広場仮設住宅集会場 １０時～１７時 
 相談件数 ２ 件 
２月２６日（日）多賀城市民活動サポートセンター １０時～１５時 



 相談件数 ２ 件 
３月１７日（土）多賀城市民活動サポートセンター １０時～１７時 
 相談件数 ９ 件 
３月１８日（日）七ヶ浜町生涯学習センター １０時～１５時 
 相談件数 ３ 件 
３月３１日（土）イオンタウン塩釜 １０時～１７時 
 相談件数 ４ 件 

１月～３月合計相談件数  合計 ４８ 件 
 
 ② 福島県相馬市での無料法律相談会への相談員派遣 

福島県相馬市では、平日は毎日市役所にて無料法律相談会が開催されており、福島県司法書士会の

要請を受け、近司連より週に１名乃至２名の相談員を派遣しており、当会からも複数の相談員を派遣

いたしました。相馬市は福島第一原発から５０キロ圏内に位置するということもあり、原発事故の影

響によるご相談も寄せられました。 
 
（２）自死問題対策事業 
  今年度も元奈良女子大学教授で、現在は九州産業大学国際文化学部臨床心理学科特任教授・奈良県 
 臨床心理士会副会長・(社)日本臨床心理士会理事でおられる川上範夫先生をお招きして、「自殺防止の 
 観点からの相談技法研修会」を実施いたしました。今回の特色としては、ロールプレイを組み入れる 
 など、より実践的な研修内容となりました。 
〔実施日〕平成２３年１０月３０日（日曜日） 
〔会 場〕奈良県司法書士会館二階多目的ホール 
〔テーマ〕カウンセリング的関与の理論と技術について 
     “死にたい”思いを抱いておられる方への関わり方 

   ――まずは死の問題について考えておきましょう 
（３）成年後見事業 
 今年度も、敬老の日に、（公社）成年後見センター・リーガルサポート奈良支部及び（一社）奈良

県社会福祉士会との共催により、「全国一斉成年後見相談会」及び「遺言と成年後見に関する説明会」

を同時開催いたしました。昨年度までは、奈良市内での会場のみでの開催でしたが、今回は新しい試

みとして、奈良市内と橿原市内の二会場で開催いたしました。成年後見に対するニーズは都市部だけ

でなく当然に山間部にもありますので、今後もＬＳや社会福祉士会とも連携した活動を継続する必要

を強く感じました。 
〔実 施 日〕平成２３年９月１９日（敬老の日） 
〔会  場〕①奈良商工会議所４階会議室他 
      ②かしはら万葉ホール４階 
〔講  師〕①前田敏宏会員（遺言）、奈良県社会福祉士会会員（成年後見） 
      ②谷松生会員（遺言）、奈良県社会福祉士会会員（成年後見） 
〔受講者数〕５８名（①３１名、②２７名） 
〔相談件数〕１８件（①②計） 



 
（４）司法過疎対策事業 
  今年度の事業計画に、司法過疎対策を掲げておりましたが、残念ながら直接司法過疎対策としての 
 事業を行うことができませんでした。しかしながら、台風１２号による被災者への相談会を継続的に 
 行うなど、県南部地域での活動への足がかりは出来たと考えております。本総会で承認されれば、次 
 年度以降本事業は相談事業部の分掌となりますが、引き続き主に県南部の司法アクセス拡充のための 
 方策を講じる必要があろうかと思います。 
 
（５）法教育推進事業 
  本事業については、ここ数年まったく実績がなく、近隣他会から大きく後れをとってきましたが、 
 本年度は法教育委員会を組織し、奈良県教育委員会の後援も得て、積極的に取り組んだ結果、県下２ 
 校において、合計３回の法律講座を実施することができました。 
 

帝塚山高校法律講座 
９月２２日(木) １３：２５～１４：１５ 
講師 川合会員 

 
山辺高校法律講座① 
１０月２７日（木）１０：０５～１０：５５ 
講師 前田会員、池永会員 

 
山辺高校法律講座② 
１２月２日（金）１４：３０～１５：２０ 
講師 徳田会員、湊元会員 

 
法教育委員会開催実績 
第１回委員会  平成２３年  ９月２０日   於：奈良県司法書士会館 

第２回委員会  平成２３年１０月２５日   於：奈良県司法書士会館 

第３回委員会  平成２３年１１月１５日   於：奈良県司法書士会館 

第４回委員会  平成２４年  １月１７日   於：奈良県司法書士会館 

第５回委員会  平成２４年  ２月１６日   於：奈良県司法書士会館 

第６回委員会  平成２４年  ３月  ５日    於：奈良県司法書士会館 
 

６．その他 
（１）法務局との協議会の開催 
  登記業務委員会を発足させ、登記業務などの実務上の問題点の整理・統一など登記業務の円滑な運

営を図りました。 
（２）奈良家庭裁判所との協議会の開催 



  成年後見制度の普及促進のため、リーガルサポートと共同して家庭裁判所と協議会を開催いたしま

した。 
（３）民法法人の公益認定・地縁団体化への対応などを行いました。 
（４）オンライン申請の新システムへの対応を行いました。 
（５）法改正への対応を行いました。 
（６）日司連・近司連と連携した活動を行いました。 
（７）奈良県専門士業連絡協議会の活動を行いました。 
（８）その他の関係機関との連携を行いました。 
 

７．会員等の登録に関する事務 
  平成２３年度の会員数及び補助者の異動状況は次のとおりであります。 
    会 員  入会者  １１名 
         退会者   ９名  
                   （後出一覧表のとおり） 
    補助者  登録者  ２８名 
         登録抹消 １９名   現在 ２３７名（平成２４年３月３１日現在） 
 

８．本会慶弔規程による事務 
     結婚祝い金  ３名 金３０,０００円    死亡弔慰金    ５名 金９０,０００円  

      出産祝い金  ２名 金２０,０００円    退会慰労金    ５名 金５２,０００円  

   褒章受章祝金 １名 金３０,０００円    表彰受章記念品代 ９名 金１３,４８０円  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



活動記録（平成２３年度定時総会以降） 
 
平成２３年  ６月 ３日（金） 総合相談センター運営会議 

            ７日（火） 理事会 

          １７日（金） 総合相談センター総会 

      ７月 １日（金） 総合相談センター運営会議・企画部会 

            ６日（水） 総務経理部会 

          １２日（火） 行政なんでも相談所（於 高の原サンタウンすずらん館）   

          １４日（木） 奈良県多重債務者対策協議会(於 奈良県消費生活センター) 

          ２０日（水） 理事会 

       ８月 ３日（水） 高校生による「一日司法書士」体験 

            ５日（金） 総合相談センター運営会議・企画部会 

          １０日（水） 総務経理部会 

          １７日（水） 支部代表者会議、理事会 

          ２６日（金） 総務経理部会 

            ９月 ２日（金） 総合相談センター運営会議、企画部会 

                  ５日（月） 福島県相馬市へ相談員派遣(近司連と福島県会の協働事業) 

                １４日（水） 司法書士法施行規則第 41 条の 2の規程による調査協力（於 本局） 

                １５日（木） 司法書士法施行規則第 41 条の 2の規程による調査協力於 桜井支局） 

                １６日（金） 理事会 

        ２０日（火） 法教育委員会 

２１日（水） 研修委員会 

                ２８日（水） 司法書士法施行規則第 41 条の 2の規程による調査協力 

              （於 橿原出張所） 

                ３０日（金） 総務経理部会 

          １０月 ２日（日） 行政なんでも相談（於 イオンモール郡山） 

                  ４日（火） 広報委員会 

                  ６日（木） 司法書士法施行規則第 41 条の 2の規程による調査協力 

                             （於 五條支局） 

                  五条市へ災害見舞訪問と今後の被害救済事業への協力申出  

                  ７日（金） 滝まこと法務副大臣視察、総合相談センター運営会議、企画部会 

                １２日（水） 司法書士法施行規則第 41 条の 2の規程による調査協力（於 葛城支局） 

                １８日（火） 研修委員会 

                １９日（水） 総合相談センター運営会議、理事会 

                ２３日（日） 台風 12 号被災者相談会(於 大塔コスミックパーク星のくに) 

２５日（火） 法教育委員会 

                ２８日（金） 総務経理部会 

     １１月 １日（火） 企画部会 

                  ２日（水） 台風 12･15 号災害に関する特別合同相談所 (於 五條市大塔町) 

                ９日（水） 司法書士試験合格者説明会等、広報委員会 

         １１日（金） 近畿地区不動産取引税務協議会（於 大阪国税局） 



１５日（火） 法教育委員会 

                 １６日（水） 理事会 

                 ２１日（月） 台風 12･15 号災害に関する特別合同相談所 (於 十津川村平谷） 

                 東日本大震災相談会（於 福島県相馬市役所） 

          ２２日（火） 台風 12･15 号災害に関する特別合同相談所 

                                     (於 午前：十津川村役場、午後：谷瀬つり橋) 

          ２３日（水） 労働トラブル１１０番 

          ２４日（木） 県自殺対策連絡協議会（於 県商工会議所） 

                 ２５日（金） 総務経理部会、研修委員会 

          ３０日（水） 総合相談センター運営会議 

          １２月 ２日（金） 企画部会 

                   ５日（月） 台風 12 号被災者相談会(於 五條住宅談話室) 

                   ７日（水） 台風 12 号被災者相談会(於 野迫川村地場産業振興センター) 

           ９日（金） 登記実務検討委員会 

１２日（月） 研修委員会(於 天理市) 

                        台風 12 号被災者相談会(於 五條住宅談話室) 

          １４日（水） 広報委員会、相談員資質向上講座 

          １６日（金） 総務経理部会 

                 １９日（月） 台風 12 号被災者相談会(於 五條住宅談話室) 

          ２１日（水） 理事会 

          ２６日（月） 台風 12 号被災者相談会(於 五條住宅談話室) 

 平成２４年 １月１０日（火） 広報委員会 

               台風 12 号被災者相談会(於 五條住宅談話室) 

                 １１日（水） 総合相談センター運営会議、企画部会 

                     社労士会賀詞交換会 

           １４日（土） 震災被災者相談会（於 宮城県塩竈市） 

           １５日（日） 震災被災者相談会（於 宮城県多賀城市） 

                 １６日（月） 台風 12 号被災者相談会(於 五條住宅談話室) 

１７日（火） 法教育委員会 

              １８日（水） 理事会 

         １９日（木） 研修委員会 

              ２０日（金） 総務経理部会,登記実務検討委員会 

           ２３日（月） 台風 12 号被災者相談会(於 五條住宅談話室) 

２８日（土） 震災被災者相談会（於 宮城県塩竈市） 

           ２９日（日） 震災被災者相談会（於 宮城県宮城郡七ヶ浜町） 

      ３０日（月） 台風 12 号被災者相談会(於 五條住宅談話室) 

         ２月  ３日（金） 総合相談センター運営会議 

                  ５日（日） 相続登記相談会(於 奈良･桜井) 

              ８日（水） 企画部会 

                １１日（土） 震災被災者相談会（於 宮城県多賀城市） 

１２日（日） 全国一斉 法務局休日相談所(於 イオンモール橿原) 



             １３日（月） 研修委員会, 台風被害相談会(於 五条) 

             １５日（水） 理事会 

             １６日（木） 法教育委員会 

                １８日（土） 図書情報館相談会(於 奈良県立図書情報館) 

             ２２日（水） 総務経理部会・登記実務検討委員会 

             ２５日（土） 震災被災者相談会（於 宮城県宮城郡七ヶ浜町） 

        ２６日（日） 震災被災者相談会（於 宮城県多賀城市） 

２９日（水） 広報委員会 

       ３月 ２日（金） 政治連盟総会 

           ５日（月） 法教育委員会 

              ６日（火） ３・１１復興の灯（ともしび）実行委員会（於 奈良市役所） 

               ７日（金） 総務経理部会･運営会議 

               ８日（木） 研修委員会 

              １１日（日） ３・１１復興の灯（於 平城宮第一次大極殿前広場） 

              １２日（月） 台風 12 号被災者対象相談会（於 五條住宅談話室） 

             １３日（火） 広報委員会（委員事務所にて開催） 

             １４日（水） 企画部会 

        １６日（金） 総務経理部会 

１７日（土） 震災被災者相談会（於 宮城県多賀城市）    

        １８日（日） 震災被災者相談会（於 宮城県宮城郡七ヶ浜町） 

             ２０日（火） 福島原発賠償説明会及び相談会（於 福島県） 

             ２１日（木） 理事会 

             ２４日（土） 福島原発賠償説明会及び相談会（於 福島県） 

              ２５日（日） 福島原発賠償説明会及び相談会（於 福島県） 

                ２６日（月） 奈良県専門士業連絡協議会定期総会（於 ホテルフジタ） 

             ３０日（金） 登記実務検討委員会 

３１日（土） 青年会定時総会 

       震災被災者相談会（於 宮城県塩竈市） 

       ４月 ２日（月） 法務局新任局長来館 

               正副会長会議、支部代表者会議、広報委員会 

          ３日（火） 総務経理合同部会 

              ５日（木） 総合相談センター運営会議 

              ６日（金） 理事会 

              ９日（月） 研修委員会 

             １０日（火） 会計監査 

             １１日（水） 企画部会 

             １６日（月） 法教育委員会 

             １８日（水） 理事会 

             ２４日（火） 総務経理部会、広報委員会 

              

 


