
〔議案第１号〕 

 

令和元（平成３１）年度事業報告に関する件 

 
 
 
令和元（平成３１）年度の奈良県司法書士会事業実施状況を次のとおり報告します。  
 

令和２年５月１６日 
 

奈良県司法書士会 
会長 梅 本  司 

 
 

事 業 報 告 
 

第１．総務部関連事業 
（１）次の会則・規則等について改正、制定、廃止を行いました。 

① 奈良県司法書士会会則（一部改正） 
② 奈良県司法書士会旅費及び役員等手当支給規則（一部改正） 
③ 奈良県司法書士会役員等選任規則（廃止及び制定） 
④ 奈良県司法書士会研修規則（廃止） 
⑤ 奈良県司法書士会会員研修規則（制定） 
⑥ 奈良県司法書士会財産管理人候補者名簿に関する規程（一部改正） 
⑦ 奈良県司法書士会会員研修実施規程（制定） 
⑧ 視聴による研修単位付与に関する規程（一部改正） 
⑨ 奈良県司法書士会慶弔規程（一部改正） 
⑩ 奈良県司法書士会会員等の訃報通知への対応に関する基準（一部改正） 
⑪ 戸籍謄本・住民票の写し等の職務上等請求書に関する規則（様式一部修正） 
⑫ 奈良県司法書士会業務報告書記載規程（様式一部修正） 
⑬ 文書等取扱規程（様式一部修正） 
⑭ 奈良県司法書士会個人情報取扱要領（様式一部修正） 

 

 

 



（２）非司行為に係る法務局調査 

   奈良地方法務局の委嘱を受け、次のとおり本局にて非司法書士による登記申請等の調査を行いま

した。本年度は奈良地方法務局本局のみならず、支局・出張所についても調査しました。 

令和元年１１月１３日 本局    

（調査対象：平成３１年３月、令和元年６月の不動産登記、 

平成３１年３月～令和元年５月の商業法人登記） 

令和元年１１月２０日 葛城支局  

（調査対象：平成３１年３月、令和元年５月の不動産登記） 

令和元年１１月２０日 五條支局  

（調査対象：平成３１年３月、令和元年６月の不動産登記） 

令和元年１１月２７日 桜井支局  

（調査対象：平成３１年３月、令和元年６月の不動産登記） 

令和元年１１月２７日 橿原出張所  

（調査対象：平成３１年３月、令和元年６月の不動産登記） 

 
（３）会議等への出席 

①専門士業連絡協議会 
令和元年 ７月１７日 代表者会議 

１１月１８日 講演会 
②合格証書授与式及び合格者説明会（１１月２０日） 

 
（４）奈良地方法務局への申入れ 
   令和元年１０月２３日、奈良地方法務局長に対して、法務局が保有している固定資産課税台帳の

価格（課税標準）の情報の開示を請求することができる制度の創設について、申し入れを行いまし

た。 
 
（５）その他 

① 会館前花壇の撤去・改修を行いました。 
② 会館に、当会が業務委託を受託している各団体の事務局が会館内にあることを示す看板を設

置しました。 
③ 無資格者による登記申請排除を目的とする広報ポスターを作成し、奈良地方法務局へその掲

示を依頼しました。 
④ 事務局で使用しているパソコン２台の買い換え及び会計ソフトのバージョンアップを行いま

した。 
⑤ 苦情、懲戒請求及び紛議調停申立について対応しました。 
  各申立等の件数は次のとおりです。 
   苦情  ５件 （参考；綱紀調査委員会への付託 ０件 紛議調停 ０件） 
⑥ 新入会員の登録事務等を行いました。 
⑦ 通達や法改正等について対応しました。 
⑧ 日本司法書士会連合会・近畿司法書士会連合会と連携した活動を行いました。 



⑨ その他の関係機関との連携を行いました。 
 

第２．企画部関連事業 

今年度、企画部においては、「研修」・「広報」・「業務関連」の各事業を実施しました。これら事業

を行うにあたっては、社会事業部の実施する事業との連携を重視して実施いたしました。 

研修事業では、本格施行を前にして「改正相続法の施行直前確認と徹底攻略」と題した研修、相談

会における個人情報の取扱いに関する研修、「認知症サポーター養成講座」及び「成年後見制度と福

祉型信託」に関する研修、日司連発行の遺産承継業務Hand Bookに関する研修、及び各種日司連によ

る同時配信研修などを開催いたしました。 

広報事業では、相続登記相談会などの相談事業、法教育の一環としての親子法律教室などの市民支

援事業のＰＲを行いました。また、未来につなぐ相続登記「改正相続手続セミナー」と題し、近司連

との共催により、奈良県文化会館において市民向けセミナーを開催いたしました。 
業務関連に関する事業としては、各種パブリックコメントに対しての意見発信をしました。 

以下、事業ごとに報告いたします。 

 

１．研修事業 

本年度は下記一覧のとおり、研修を実施いたしました。 

 

平成３１年４月１日～令和２年３月３１日開催会員研修会一覧（共催による開催を含む） 

  ※ＬＳとあるのは（公社）成年後見センター・リーガルサポート奈良支部を指します。 

令和元年 単位 参加者 

６月 改正相続法の施行直前確認と徹底攻略（6/29） 4 86 

10月 

同時配信研修（「続」物損交通事故訴訟に学ぶ主張立証の考え

方）（10/19.20） 
9 8 

年次研修（第1回）（10/26） - 28 

11月 

当会相談員における個人情報の取扱いに関する注意点と今後

の相談事業の在り方について（11/8） 
2 37 

成年後見分野ＤＶＤ研修（11/16）※ＬＳ共催 6 7 

成年後見分野ＤＶＤ研修（11/17）※ＬＳ共催 3.5 53 

「認知症サポーター養成講座」及び「成年後見制度と福祉型

信託」（11/30） 
3 48 

年次研修（第2回）（11/10） - 15 

12月 

同時配信研修（司法書士改正～司法書士制度の更なる発展の

ために～）（12/7） 
3.5 9 

成年後見分野ＤＶＤ研修（12/14）※ＬＳ共催 6 52 

成年後見分野ＤＶＤ研修（12/21）※ＬＳ共催 5 45 

成年後見分野ＤＶＤ研修（12/28）※ＬＳ共催 3 22 



令和２年 単位 参加者 

１月 成年後見分野ＤＶＤ研修（1/18）※ＬＳ共催 3.5 20 

２月 

同時配信研修（そこが知りたい、遺言の実務～司法書士が押

さえるべき遺言の勘所～）（2/1） 
6 42 

遺産承継業務Ｈand Bookに関する研修会（2/15） 3 44 

合計 57.5単位   

※年間１２単位  取得者数  １４４人 

不取得者数  ６７人 

 

２. 広報事業 

広報事業については、社会事業部とも連携して、以下の事業を実施しました。 

 

（１）市民向けセミナーの開催及びそれに伴う新聞広告の掲載 

未来につなぐ相続登記「改正相続手続セミナー」と題して、奈良県文化会館にて近司連との共催

により市民向けセミナーを開催いたしました。当会会員司法書士と奈良地方法務局登記官による講

演とともに無料相談会を開催し、多くの市民に来場いただきました。また、その開催にあたり奈良

新聞に広告記事を掲載し、後日取材記事としても掲載されました。 

 

（２）市町村広報の活用 

市町村広報については、相談会等の事業について、県下各市町村の市政だより等の広報誌を利用

した広報を行いました。 

 

 （３）ホームページ等 

ホームページについては、トップページのトピックスにおいて当会主催イベント告知の記事等を

随時掲載しました。この他、ＳＮＳにおいて当会公式アカウントを作成し、ＳＮＳにおける情報発

信にも取り組みました。 

 

 （４）テレビＣＭ 

近畿司法書士会連合会及び構成単位会と共同で、２月に朝日放送（ＡＢＣ）において、テレビＣ

Ｍを放送しました。 

 

 （５）プレスリリース 

各報道機関へのプレスリリースは、各種相談会だけでなく、法教育委員会の法律教室、一日司法 

書士等のイベントについても行いました。 

 

 （６）ポスター・チラシ・パンフレットを利用した広報 

親子法律教室、一日司法書士、曽爾村・御杖村における登記・法律無料相談会、相続登記無料相

談会等のチラシを作成し、関係各所へ配布しました。 



３．業務関連 

業務関連事業として、以下のパブリックコメントに対し、当会より意見発信をいたしました。 

 

（１）「法務局における遺言書の保管等に関する政令案（仮称）」に関する意見募集 

    令和元年１１月２７日発信（※奈司会発第３１５号にてお知らせ済み） 

 

（２）民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）等の改正に関する中間試案に関する意見募集 

    令和２年３月１０日発信（※奈司会発第４５２号にてお知らせ済み） 

 

第３．社会事業部関連事業 

１．市民支援事業 

（１）法教育推進事業 

本事業については、今年度４回法教育委員会を継続的に開催しました。高校生法律講座および教

職員法律講座につきましては、例年通り奈良県教育委員会の後援を得てとりくみました。その案内

につきましては、令和元年９月に奈良県下の高等学校と特別支援学校に対して案内文書を発送しま

した。案内の新たな試みとして、１年間の学習予定が組まれる令和２年２月に次年度の案内文書を

発送しました。 

  高校生法律講座には２校から応募がありました。令和元年７月２５日、奈良学園中学にて６クラ

スを対象として各１時間（合計６時間）、契約と法律の基本的な知識に関する講座を、契約締結ロー

ルプレイを含む体験的なプログラムにて実施しました。令和元年１０月７日、県立西の京高校にて

８クラス約３１０名全員を対象として合同で１時間、契約と法律の基本的な知識に関する講座を実

施しました。 

  本年度は教職員法律講座の実施はありませんでした。 

令和元年８月２日、「高校生のための一日司法書士」を開催し、１０名の高校生が参加しました。

（今年度は本事業として実施。） 

令和元年８月１８日、東京司法書士会主催による令和元年親子法律教室「紙芝居で学ぶ親子法律

教室」（東京都内）を見学させるため、法教育委員１名を派遣しました。 

令和元年１１月１２日、日司連主催による「子ども法律教室」（東京都内）を傍聴させるため、法

教育委員１名を派遣しました。 

令和元年１１月２３日、全国青年司法書士協議会からの依頼を受け、同協議会主催による「第２ 

回全国法律教室担当者交流」に法教育委員２名を派遣し、当会の親子法律教室のオリジナル教材に

ついて発表し、全国の司法書士法教育推進事業について交流を深めました。 

  令和２年２月２３日、３回目となる「令和元年度親子法律教室『解釈のちから』」を、日司連、近

司連との共催（後援：法務省・日本司法支援センター・司法書士法教育ネットワーク・奈良県教育

委員会・奈良市教育委員会・生駒市教育委員会・大和郡山市教育委員会・天理市教育委員会）にて

開催することを計画し、奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市の公立小学校と県内の国立及び私立

小学校の４～６年生を対象とするチラシの送付などの広報活動を行ったところ、募集人数を大幅に



超える４８名の応募を得ることができましたが、新型コロナウイルスの感染対策としてこれを中止

しました。 

  

（２）成年後見事業 

① 「知ればトクする！認知症予防と成年後見」の開催 

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート奈良支部及び一般社団法人奈良県社会福祉

士会権利擁護センターぱあとなあ・ならとの共催により開催いたしました。 

［実施日］令和元年９月２９日（日）１３：００～１６：００ 

［会 場］桜井市総合福祉センター（竜吟荘） 

［内 容］第１部 講演会：よくわかる成年後見 

講 師：森崇会員、楢井猛詩氏（社会福祉士） 

第２部 講演会：笑いと感動！デュアルタスクと音楽療法で認知症予防 

講 師：日向亭葵氏 

第３部 成年後見相談会（司法書士と社会福祉士による無料相談会） 

［参加者］第１部 ３５名、第２部 ５４名、第３部 １組 

 

② 奈良市高齢者虐待防止対策協議会会議への出席 

奈良市高齢者虐待防止対策協議会において、令和元年１１月１４日（木）に実務者会議が開

催され、専門職団体として出席いたしました。高齢者虐待防止の取り組みや高齢者虐待の現状

について協議がなされました。なお、令和２年２月２６日（水）に予定されていた代表者会議

は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となりました。 

 

③ 成年後見利用促進支援事業（市民後見人支援）に関するチラシの作成・配布 

奈良弁護士会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート奈良支部および一般社団

法人奈良県社会福祉士会との４団体連名で、県、県社協、県下市町村、県下市町村社協あてに

成年後見制度利用促進支援事業（市民後見人支援）に関するチラシを作成・配布いたしました。 

 

なお、「人生１００年時代をあなたらしく！～老後を安心して暮らすために～」の開催を、

令和２年３月１４日（土）に奈良弁護士会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポー

ト奈良支部、一般社団法人奈良県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ・なら及び生駒市

社会福祉協議会との共催で予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点

から中止となりました。 

 

（３）ＡＤＲ推進事業 

   令和元年度事業計画に基づき社会事業部内にＡＤＲに関する担当者を設置し、ＡＤＲに関す

る情報を収集し、調査研究に取り組むこととしました。 

  令和２年１月６日、日本司法書士会連合会より「ＯＤＲの利活用に関するアンケート」への回

答依頼がありましたので、当会としてこれに回答しました。 

 



２．空家等対策および所有者不明土地問題対応に関する事業 

（１） 自治体空家等対策協議会等への委員の推薦・派遣 

   昨年度に引き続き、県内自治体に設置された空家等対策協議会等への委員の推薦および派遣

を行いました。 

 

（２） 自治体空家等相続人調査対応 

   自治体発注による空家等相続人調査につきましては、昨年度に引き続き、案件受託およびそ

の処理を一般社団法人奈良県公共嘱託登記司法書士協会が行い、事前協議、事後相談等を当会

が行う体制で対応しました。 

 

（３） 自治体との個別協定および自治体・空き家関連事業者との包括協定に基づく事業の推進 

   県内自治体で推進されている、空き家の予防・解決のための不動産流通促進を目的とした包

括的連携体制（いわゆる「プラットホーム」）及び自治体運営による空き家対応窓口に参画し、

自治体の空き家対策事業への協力を継続しました。 

 

（４） 長期相続登記等未了土地相続人対象相続登記説明会への相談員派遣 

   奈良地方法務局主催の説明会が開催され、相談員兼受託予定者として会員を派遣しました。 

 

（５） 空家等相続人に対する相談対応 

   自治体が実施する空家等相続人への意向確認を受けて、その具体的対応や方策について、当

会社会事業部にて相談対応を実施しました。 

 

（６） 財産管理人候補者名簿登載にかかる指定研修会の実施 

   昨年度作成した財産管理人候補者名簿の更新にあたり指定研修会を実施しました。 

 

（７）支部研修会への講師派遣 

   当会南北各支部に対して、空家等対策および所有者不明土地問題対応に関する研修会への講

師派遣を行いました。 

 

３．相談事業 

例年に引き続き、多くの会員の皆様と関係各機関等のご理解とご協力の下、各種相談会を実

施いたしました。また、昨年度に引き続き、いわゆる司法過疎地と呼ばれる地域において相談

会を実施いたしました。 

なお、各相談会の詳細については以下のとおりです。 

 

（１）定例相談会の開催（当会主催） 

①奈良県司法書士会総合相談センター相談会（当番相談） 

   本会会館２階相談ブースにおいて、原則毎週水・金曜日に、面談及び電話による相談会を開



催いたしました。 

[相談件数]３４７件 

②大和郡山市相談会 

大和郡山市役所において、毎月第１金曜日に相談会を開催いたしました。 

[相談件数]４６件 

   

（２）県内自治体及び社会福祉協議会主催の定例相談会への相談員派遣 

橿原市、桜井市、天理市、奈良市、大和高田市社会福祉協議会、香芝市社会福祉協議会の主

催する相談会に相談員を派遣し、相談会を開催いたしました。 

   [相談件数] 

橿原市（かしはらナビプラザ） ８１件（第１・第４水曜日、第２・第３土曜日） 

桜井市（桜井市役所）     ４０件（毎月第４木曜日） 

天理市（天理市役所）     ４２件（毎月第３火曜日） 

奈良市（奈良市役所）    １０５件（毎月第２・第４木曜日） 

大和高田市社会福祉協議会   ７９件（毎月第２・第３月曜日） 

香芝市社会福祉協議会     ２１件（毎月第２水曜日） 

 

（３）司法書士電話相談センターへの協力 

日本司法書士会連合会が主催する標記相談センターの運営に協力し、毎週月曜日に本会会館

において、日本司法支援センター(法テラス)から転送される電話相談に応じました。 

 [相談件数]９５件 

 

（４）「登記・税金・年金など行政なんでも相談所」への相談員派遣 

総務省奈良行政監視行政相談センター主催の標記相談所の開設に協力し、以下の各相談会場

へ相談員を派遣しました。 

[開催日]     [会場]              [相談件数] 

１０月 １日（火） イオンモール高の原（木津川市）  ２５件 

１０月 ８日（火） イオンモール橿原         ３５件 

１０月１７日（木） りーべる王寺           １５件 

１０月２３日（木） サンクシティ榛原（宇陀市）    １０件  

   

（５）「全国一斉！法務局休日相談所」への相談員派遣 

奈良地方法務局主催の標記相談所の開設に協力し、以下の各相談会場へ相談員を派遣しまし 

  た。 

 [開催日]      [会場]           [相談件数] 

１０月６日（日）   奈良地方法務局     ７件（司法書士関与件数） 

 

 

（６）「改正相続セミナーに伴った無料相談会」の開催 

１１月２３日（土・祝）奈良県文化会館（奈良市）にて、当会および近司連共催による改正



相続セミナーと並行して相続に関する無料相談会を実施いたしました。  

[相談件数]８件 

 

（７）「（相続登記はお済みですか月間）相続登記無料相談会」の開催 

２月２３日（日）奈良県産業会館（大和高田市）にて、本会主催の相続登記無料相談会を実

施いたしました。 

[相談件数]２６件（予約１６件、当日申込み１０件） 

 

（８）「司法過疎地相談会」の開催 

   昨年度に引き続き、いわゆる司法過疎地で相談会を開催することとし、本年度は、曽爾村と

御杖村の二会場で開催いたしました。 

なお、本事業に関しては、日本司法書士会連合会の「ブロック会等が実施する司法過疎地巡

回法律相談事業等に対する助成」を受けております。 

[開催日]       [会場]      

１１月１６日（土）  曽爾村振興センター 

１７日（日）  御杖村開発センター 

 [相談件数]３件 

（９）生駒市社会福祉協議会共催の「家計相談会」の開催 

生駒市社会福祉協議会との契約に基づき、毎月２回、生駒市社会福祉協議会内（生駒市元町）

において開催いたしました。 

 [相談件数]３５件 

（１０）「生駒市特設相談所相談会」の開催 

奈良行政監視行政相談センターの要請により、標記相談所の開設に協力し、以下の相談会場

へ相談員を派遣しました。 

[開催日]      [会場]             [相談件数] 

１２月５日（木）  生駒セイセイビル（生駒市元町）   １３件 

 

第４.会員等の登録に関する事務 

本年度の会員数及び補助者の異動状況は次のとおりです。 
会 員 入会者 ５名 

退会者 ７名 
(後出一覧表のとおり) 
 
補助者 登録者 １３名 
登録抹消 ８名 現在 ２７８名(令和２年３月３１日現在) 
 

第５.本会慶弔規程による事務 

結婚祝い金  ０名 金     ０円  死亡弔慰金 ６名     金１００，０００円 



出産祝い金  １名 金１０，０００円  退会慰労金 ９名     金１０３，０００円 
褒章受章祝金 ０名           表彰受章記念品代 ８名  金 １６，４００円 
 

活動記録（令和３１年定時総会以降） 
 
令和元年   ５月２４日（金）（公社）成年後見センター・リーガルサポート奈良支部総会 

（於 奈良商工会議所） 

３０日 (木) 奈良県社会保険労務士会通常総会（於 ホテル日航奈良） 

３１日（金）奈良県行政書士会定時総会（於 ホテル日航奈良） 

 

    ６月 ４日（火）奈良県不動産鑑定士協会総会（於 奈良ロイヤルホテル） 

８日（土）近畿司法書士会連合会第５１回定時総会 

（於 シェラトン都ホテル大阪） 

        １２日（水）企画部・社会事業部合同部会 

        １３日（木）総務部・経理部合同部会 

      １９日（水）日司連定時総会（於 渋谷ヒカリエホール） 

      ２０日（木）日司連定時総会（於 渋谷ヒカリエホール） 

      ２５日（火）日本公認会計士協会近畿会定期総会記念交流会 

（於：ホテル阪急インターナショナル） 

２８日（金）理事会 

 

７月 ３日（水）「桜井市空き家ワンストップ相談窓口」登録事業者会議 

  １１日（木）総務部・経理部合同部、企画部・社会事業部合同部会、 

法教育委員会 

  １７日（水）専門士業連絡協議会代表者会議（於 あやめ館） 

  １９日（金）理事会 

  ２５日（木）法律講座（奈良学園中学校） 

 

８月 １日（木）法教育委員会 

   ２日（金）高校生のための一日司法書士 

  １９日（月）総務部経理部合同部会、企画部社会事業部合同部会 

  ２３日（金）理事会 

 

９月 ２日（月）法教育委員会                     

７日（土）第一回「長期相続登記未了土地相続人対象相続登記説明会」 

（於 エルトピア奈良） 

１１日（水）日司連会長会（於 日司連会館） 

１２日（木）日司連会長会（於 日司連会館） 

総務部経理部合同部会、企画部社会事業部合同部会 

       ２０日（金）理事会 



２９日（日）第二回「長期相続登記未了土地相続人対象相続登記説明会」 

（於 奈良産業会館） 
 

     １０月 １日（火）一日合同行政相談所（於 イオンモール高の原） 

２日（水）支部代表者会議 

６日（日）全国一斉！法務局休日相談所（於 奈良地方法務局） 

７日（月）高校生法律講座（於 奈良県立西の京高校） 

８日（火）一日合同行政相談所（於 イオンモール橿原） 

１０日（木）総務経理部合同部会・企画部社会事業部合同部会 

１７日（木）一日合同行政相談所（於 リーベル王寺） 

１８日（金）理事会 

１９日（土）第三回長期相続登記未了土地相続人対象相続登記説明会 

（於 橿原市コンベンションルーム） 

２３日（水）一日合同行政相談所（於 宇陀サンクシティ） 

２６日（土）令和元年度年次制研修会 

 

１１月 ８日（金）臨時総会 

１０日（日）令和元年度年次制研修会 

１３日（水）司法書士法施行規則第４１条の２の規定による調査 

     （於 奈良地方法務局） 

１４日（木）総務経理部合同部会・企画部社会事業部合同部会 

１６日（土）司法過疎地相談会（於 曽爾村） 

１７日（日）司法過疎地相談会（於 御杖村） 

１８日（月）専門士業連絡協議会 講演会（於 奈良ロイヤルホテル） 

２０日（水）司法書士法施行規則第４１条の２の規定による調査 

（於 奈良地方法務局葛城支局、五條支局） 

            司法書士試験合格証授与式（於 奈良地方法務局本局） 

            司法書士試験合格者説明会（於 奈良県司法書士会館） 

２２日（金）臨時会長会（於 日司連会館） 

２３日（土）司法書士法改正記念セミナー（於 奈良県文化会館） 

２７日（水）司法書士法施行規則第４１条の２の規定による調査 

（於 奈良地方法務局桜井支局、橿原出張所） 

２９日（金）理事会 

 

１２月１２日（木）総務経理部合同部会、企画部社会事業部合同部会 

２０日（金）理事会 

  

令和２年 １月 ９日（木）総務経理部合同部会、企画部社会事業部合同部会 

１０日（金）空き家・所有者不明土地問題対策連絡協議会 

１６日（木）日司連会長会（於 日司連会館） 



      司法書士法改正記念講演会（於 ザ・キャピトル東急） 

           日司連新年賀詞交歓会（於 ザ・キャピトル東急） 

１７日（金）日司連会長会（於 日司連会館） 

          ２４日（金）理事会 

 

２月 ５日（水）法教育委員会 

１３日（木）企画部社会事業部合同部会 

                      日司連代議員会（於 大阪司法書士会館） 

１７日（月）親子法律教室チューター会議 

２１日（金）理事会 

２３日（日）相続登記無料相談会（於 奈良県産業会館） 

２６日（水）日司連臨時総会（於 都市センターホテル）  

 

３月１０日（火）日本司法書士政治連盟奈良会定時大会（於 奈良県司法書士会館） 

１２日（木）総務部経理部合同部会、企画部社会事業部合同部会 

１４日（土）奈良青年司法書士会定時総会（於 奈良県司法書士会館） 

１９日（木）理事会 

 

４月 ３日（金）支部代表者会議、臨時理事会 

 １５日（水）会計監査 

２１日（火）南支部総会（於 あすか中央司法書士事務所） 
２７日（月）専門士業連絡協議会総会（於 春日ホテル） 
２８日（火）北支部総会（於 奈良商工会議所） 

 
 


