
 

      第７号議案 平成２１年度事業計画決定に関する件 

 

平成２１年度事業計画（案）を次の通り策定したので、この承認を求めます。 

 

基本活動方針 

 昨秋に始まった１００年に一度という不況のなか、不動産取引の低迷、各企業の設備投資

や規模の縮小など経済活動の停滞が続く中、我々司法書士にとっても決して明るい状況とは

言えず、どちらかというと各会員が事務所経営に苦慮せざるを得ないところにあろうと思い

ます。 

 この逆風の中では、既存の考え方や業務の形態にとらわれることなく、むしろチャンスと

捉えて新たなチャレンジに挑んでいく心構えと対応力が必要なのではないかと思います。例

えば事務所の法人化や報酬、広告の自由化などは、従来の規制をはずして各会員の対応力を

試しているものと考えられます。 

 しかしながら、規制を緩和する際には、同時に厳格なルールの制定とその厳守という反面

的なベクトルも必要となります。最近の懲戒事例の増加や司法書士の非違行為に対する社会

的な厳しい目としてのマスコミによる取り上げなどがその現れではないかと思います。 

 具体的には、オンライン申請利用促進施策としての特例方式実施と登録免許税インセンテ

ィブ減税の効果として、不動産・商業両登記のオンライン申請が昨年来より急激に増加して

おり、当会会員も全員がオンライン申請に対応できる司法書士となるべく、その意識と執務

体制の変化が求められております。 

 また、犯罪収益移転防止法の施行を端緒として司法書士業務における本人確認を求められ

る場面が多くなってきております。例えば所有権に関する登記識別情報通知書について、い

くつかの金融機関からは「所有者から直接受領あるいは交付してもらってほしい。」と言わ

れ、否応なく依頼者本人との意思疎通を求められることが多くなっております。 

多重債務事件の解決にあたっても、受託に際して依頼者の望む解決方法や報酬についてのよ

り詳しい説明が求められております。 

 今後は既存執務体制に安閑とするのではなく、会員自らによる自助努力と社会的ニーズと

の調和を捉えたものが生き残っていくのであろうと思います。 

 

 さて、平成２１年度は当会にとって、まさに「変化」の年と位置づけられると思います。 

 任期満了に伴う役員改選により当会会長はじめ執行部の交代、日本司法書士会連合会にお

いても連合会長以下の役員選挙による人事刷新がはかられることとなり、新しい皮袋には新

しい酒を入れることは必定であります。当会の進むべき方向性についても、新しい舵取り役

から指針が示されることとなります。 

 当会の懸案事項としては、現会館の老朽化に伴う新会館建設へのより具体的な取り組みや

その建設資金の手当も考慮した当会の財政、特に会費のあり方については、平成２２年４月

に日司連が事件数割会費を廃止することに伴い、当会会費も定額会費による一本化を今総会

に議案提案し、会員の皆様のご判断を仰ぐことといたしました。 

 この可否の後の対応についても、十分な検討と協議が必要と考えます。 

 

 最後に、平成１７年５月に就任した大渕克也会長は、本年度の定時総会をもち勇退するこ

ととなり、この４年間の会務執行にあたっての皆様方のご協力に感謝を申し上げるともに、

新会長のもと引き続きのご支援とご協力をお願い申し上げる次第でございます。   
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Ⅰ 総務部 

１．会館建設についての対応 

 会館建設に向けて具体的計画に入りたいと思います。 

２．職域確保のための非司法書士排除活動の実施 

 非司法書士排除活動の具体的内容については、今年度も検討を行いますが、引き続き複

数媒体の広告を調査する活動に重点を置き実施する方向になるものと思います。 

 なお、司法書士法施行規則の改正により、平成２２年４月１日以降、法務局より単位会

に対して申請書類等の調査委嘱がされる可能性がありますので、当会としても対応できる

ように準備いたします。 

 非司法書士の個別具体的案件は、会員からの積極的な情報提供により実態を把握し、非

司法書士排除委員会及び総務担当役員にて対応をしたいと考えております。 

３．会員業務に対する問い合わせ、苦情申立て等への対応 

 紛議調停申立ての第一次窓口として、総務担当役員で対応いたしますが、総務担当役員

だけでは対応が困難になることも想定されますので、その際には別途委員会を設置する予

定としております。 

 また、日司連からは全国綱紀委員長会議の開催や各会に対する綱紀事案対応の手引きの

配布が予定されております。 

４．職域確保・拡大のための関係諸団体との交流 

 新潟県士業連絡協議会及び三者幹部連絡会へ参加いたします。 

 法テラス新潟の運営に関し、関係各機関と協議し対応いたします。 

５．その他 

 昨年度策定した「犯収法本人確認等ガイドライン」を冊子にして会員全員に配布いたし

ます。 

 権利登記協議会の開催に向けては、会員への随時協議問題提出の周知を図ります。 

 会員名簿の調製を行います。 

 中越沖地震に対する日司連市民救援基金設置規則第３条第１項「被災者に対する司法書

士業務報酬相当額の援助」事業については、今年度も引き続き実施いたしますが、申請件

数の推移を見た上で、今年度中に終了する予定としています。 

 

 

Ⅱ 事業部 

 

１．対内事業 

（１）会報「信濃川」の発行 

 平成２１年度も、年２回の発行を予定しています。最近の編集方針に従い、主に会員の動

向に関する情報や会員のエッセー等を中心に原稿を依頼し、読んで楽しめる会報をめざしま

す。会報編集委員を中心とした編集方法を続けますが、会員の皆様のご協力があっての会報

ですので、ご協力をお願いします。 

 

（２）「新潟県司法書士会 会員ネット」の運営 

 登記のオンライン申請をする会員が増加していることから、日常的にインターネットを利

用する会員が多いにも関わらず、会員ネットにアクセスする会員が少なく、掲載情報の充実

と共に、利用しやすい環境を整備しなければなりません。新入会員へのアクセス方法紹介と

共に、既存会員にも利用の呼びかけが必要と思われます。 

- 2 -



 

 ホームページの刷新・充実とともにインターネットを使った広報・情報伝達方法の抜本的

改革に着手する必要があります。 

 

２．対外事業 

（１）高校講師派遣活動 

 実施予定校を１２校程度と予定し、予算の許す範囲で寸劇等を交えた講座を実施します。

あらたに講師を引き受ける会員の増加を考えて、講義や寸劇の教材・資料の整備・蓄積を図

ります。また、中心となって活動する担当理事のマニュアルを作成して継続的な事業として

の基盤を作る予定にしています。これまでは、高校生を対象として開催してきましたが、講

座の受講者を一般社会人にまで広げ、新潟県や市町村にも各種消費者教育のメニューを提案

します。また、開催後の事後的な広報も活発に行いたいと計画しています。 

 

（２）テレビコマーシャルの放映 

 平成２１年度も、これまで使ってきた素材を利用して年２回のテレビコマーシャルの放映

を予定していますが、新しい制度広報を考えながら、テレビ広報の方法も検討して行く計画

です。 

 

（３）成年後見制度１０周年記念事業 

 ２０１０年は成年後見制度が創設されて１０年、社団法人成年後見センター･リーガルサポ

ートも今年で設立１０年を迎えます。成年後見人等に就任する司法書士の数は年々急激に増

加しておりますが、さらに、職業後見人として司法書士が制度の一翼を大きく担っている現

状をさらに対外的にアピールするために、本年度はリーガルサポート新潟県支部と共催し、

成年後見制度 10 周年記念事業を行う予定です。  

 

 

 

Ⅲ 相談事業部 

 

１．無料電話相談事業 

 「司法書士総合相談センター」及び「多重債務ホットライン」の無料電話相談を相談事業

部の中心活動として行います。相談員の増強に努めることで１人あたりの会員負担を減らし

たいと思います。 

 

２．「ＳＦＣＧ１１０番」開催 

 経営破綻した株式会社ＳＦＣＧの１１０番の開催を予定しています。 

 

３．「労働トラブル１１０番」開催 

 景気の後退により雇用環境がさらに悪化していくものと予想され、労働問題に関する相談

需要は今後ますます増加していくものと思われます。サービス残業、不当解雇、パワハラな

どの相談に応じるべく無料電話相談会を開催します。また例年多重債務関係の緊急特設相談

会の実施を日本司法書士会連合会から要請されていますが、要請があればできるだけ対応し

たいと思います。 

 

４．「司法書士と社会福祉士による全国一斉無料成年後見相談会」開催 

 今年度も例年どおり「社団法人成年後見センター・リーガルサポート新潟県支部」との共

催により、県内各地を会場として電話及び面談による無料相談を実施します。会場について
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は検討を加え、できるだけ広報を集中させることでアピール力を高めたいと思います。 

 

５．「法の日」無料相談 

 新潟地方法務局、新潟県人権擁護委員連合会、新潟県土地家屋調査士会、新潟県公証人会

との共催による「くらしの無料相談（法務行政・登記相談）」を例年通り実施予定です。 

 

６．「相続登記はお済みですか月間」無料相談 

 例年どおり２月を相談月間として、各事務所で相談に応じていただきます。事前に広報活

動をこれまで以上に行い、多くの方が興味を持っていただける方法を講じます。 

 

７．当番司法書士による水曜無料相談  

 毎週相談者が絶えることのない面談による相談活動です。これまで理事の当番制で行って

きましたが、昨年度からやり方を改め会員からも相談員をお願いしています。会員の皆様に

は相談員としてのご協力をお願いする次第です。 

 

８．「新潟県多重債務者対策連絡会議」への協力 

 会議に参加し、多重債務者対策について具体的提言を行い、多重債務者相談キャンペーン

の運営に参画します。また各地の自治体への講師派遣、相談員派遣などに協力します。 

 

９．消費者問題対策委員会 

 各種研修会への参加、１１０番の企画運営、会員研修に限らず外部への講師派遣も積極的

に行っていきます。行政の相談窓口との連携が具体的に始まってきているので、よりいっそ

う連携を強化して行く予定です。 

 

１０．にいがたＡＤＲセンター 

（１）にいがたＡＤＲセンターの運営 

    引き続き、無償にて試行を行う。 

 

（２）市町村向けＡＤＲ入門編トレーニング実施（２日間） 

 ・場 所：県央地区（予定） 

 ・講 師：にいがたＡＤＲセンターメンバー 

 ・対 象：県央地区市町村役場職員ほか 

 ・目 的：ＡＤＲを体験し、知ってもらうことにより市役所等からの紹介や案件依頼につ     

なげたい。 

  ・受講料：無料 

                  

（３）本会会員向けＡＤＲ基礎編トレーニング 

 （新潟県土地家屋調査士会と共同開催予定） 

  ・場所：新潟県土地家屋調査士会会館（予定） 

 ・講師：入江秀晃先生 

 ・日程：平成２１年１１月の土日（10:00～17:00）二日間を予定 

 ・対象：本会会員 

  ・費用：１日５,０００円 ２日間１万円（予定） 

 

（４）にいがたＡＤＲセンターメンバーの各種トレーニングへの派遣 
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（５）事前法律相談協力司法書士の募集 

  メディエーターにはならないが、事前の法律相談が必要な場合に、法律相談を受けるこ

とに協力していただける会員を募集します。但し、簡裁代理認定を持ち、一度でもＡＤＲ

のトレーニングをうけた会員に限ることとします。 

 

 

Ⅳ 研修部 

 

１．基本方針 

全５回の会員研修会、年次制研修会、新人研修会を開催する予定です。 

会員研修につきましては、現時点で以下に掲げる内容の研修を予定しておりますが、その

ほかにも必要に応じ、随時臨時研修会を開催いたします。 

義務研修である年次制研修につきましては、対象者に対し開催趣旨ならびに開催日時を早

めにお知らせすることによって受講率を維持するとともに、昨年までの参加猶予者に対して

障害事由が今も継続しているかどうかを調査することにより、未受講者の解消を図ります。 

新人研修につきましては、本年度より各単位会が日司連の委託を受ける形で統一カリキュ

ラムによる新人研修が実施される予定ですので、それに従い合計９時間の集合研修を行いま

す。 

また、配属研修につきましては、引き続き受け入れ先の確保に努め、できるだけ受講者の

希望に沿った配属ができるよう、体制を調えたいと思います。 

支部研修との関係では、実務制度研究委員会にご協力いただき、講師の派遣や研修情報の

提供等により支部研修を支援するとともに、必要に応じてこちらから指定したテーマで研修

会を開催していただくよう協力を要請するなど、引き続き連携をとって行きたいと考えてお

ります。 

取得単位数の増加に向けての対応策としましては、昨年度に引き続き取得単位数通知書の

発送、日司連の研修ライブラリーの周知等により、取得単位数の増加を図ります。 

その他、随時、法改正等ありましたら、速やかに対応して行く予定です。 

 

２．具体的事業計画 

（１）会員研修会 

  以下の５回を予定しています。 

 
 第１回 平成２１年５月９日（土） 
     テーマ 「司法書士事務所経営 AtoZ ～開業から廃業・承継まで～」 

     講師 司法書士・社会保険労務士  河合保弘 先生 

 

 第２回 平成２１年７月１１日（土） 

     テーマ 「労働問題」 
     講師 本会会員 
 
 第３回 平成２１年９月１２日（土）～１３日（日） 
     テーマ 「司法書士のためのコミュニケーション入門 

          ～依頼者との信頼関係を築くために～」 

     講師 南山短大名誉教授 星野欣生 先生 

 

 第４回 平成２１年１２月５日（土） 

     テーマ 「司法書士業務に関する税務」 

     講師 税理士 
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 第５回 平成２２年１月３０日（土） 

     テーマ 「民法」 

     講師 新潟大学大学院実務法学研究科准教授 四ツ谷有喜 先生 

 

第１回目の研修会は実施済みです。 

第２回目は、近時司法書士のところにも相談の持ち込まれることの多い労働問題を取り上

げます。 

第３回目は、２日間に渡り、司法書士のコミュニケーションについての研修を行います。

この研修は１日目を基礎編、２日目を応用編とし、１日目の基礎編のみ受講いただいても一

定の研修効果があるよう、プログラムを構成する予定です。 

第４回目は、登記手続きと密接な関係にある税金の知識について、具体的事例を交え、税

理士より解説をしていただく予定です。 

第５回目は、テーマを民法とし、ここ数年で改正のあった点を中心に、改正点の再確認と

知識の整理を目的とした研修を開催する予定です。 

なお、上記はいずれも予定であり、テーマ、講師、開催日時が変更になる可能性がありま

すことを、あらかじめご了承ください。 

 

（２）年次制研修会 

年次制研修は、毎年４月１日現在において登録満３年・８年・１３年・１８年・２３年・

２８年・３３年・３８年・４３年・４８年・５３年（以後５年の倍数を加えた年）に達して

いる会員が必ず受講しなければならない義務研修で、全会員に５年に１度受講していただく

こととなります。 

年次制研修を受講しない場合、受講することができないことにつき正当な事由（①身体・

健康上の理由、②同居の親族並びに配偶者及び３親等内の療養看護、③出産、④その他会長

が相当と認めた場合）がある場合を除き、会長指導や注意勧告の対象となりますので、研修

の趣旨を充分ご理解のうえ、必ず受講していただきますようお願いいたします。 

当会における受講の方法は下記の２つを予定しております。なお、研修内容にはグループ

ディスカッションが含まれておりますので、後日個人でビデオ等を視聴しても受講したこと

になりませんのでご注意ください。 

 

受講方法 

① 日司連ホールにおける集合研修会への参加 

  日 時  平成２１年７月２５日（土） 

  会 場  日司連ホール（東京四谷 司法書士会館内） 

  内 容  司法書士倫理について 

  講義形式 基調講義→グループディスカッション→総括講義 

 

② 新潟会場における集合研修会への参加 

  日 時  平成２１年１０月２４日（土） 

  会 場  ガレッソホール 

  内 容  司法書士倫理について 

  講義形式 基調講義→グループディスカッション→総括講義 

      （ＤＶＤ視聴）           （ＤＶＤ視聴） 

 

なお、例年と同じく、関東ブロック司法書士会協議会が実施する集合研修会に参加する方

法も選択できる予定です。 
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（３）新人研修会 

平成２１年１２月に２回に分けて集合形式の研修会を行うほか、希望者には６週間の配属

研修を行う予定です。配属研修に関しましては、引き続き研修生の受け入れにご協力をお願

いいたします。 

 

 

Ⅴ 実務制度研究委員会 

 委員会運営要綱に定める委員の職責に照らし，実務制度の研鑽，司法書士全体として

の視野を涵養すべく，今年度も、通年どおり、日司連主催の研修会等に参加し、委員の

資質の向上に努めると共に会員への情報提供をしていきたいと考えております。 

 また日司連主催の研修会に限らず、当会会員にとって有効な情報と考えられるのであ

れば、努めて情報収集を行って行きたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 


