
議案第２号 平成３０年度事業計画案承認の件  

 

内閣府の月例経済報告によれば個人消費や輸出は持ち直し、設備投資や生産

は緩やかに増加しており、先行きについては雇用・所得環境の改善が続くなか

で緩やかな景気回復が続くことが期待されるとのことである。しかしながらこ

れら景気回復効果を実感できない市民も多く、また格差社会や非正規労働者と

いう言葉が定着してしまった昨今、今年度も司法書士の根幹業務である登記業

務、裁判業務のみならず、消費者問題、貧困問題、自死問題、労働問題、空き

家問題、その他様々な社会問題に対応すべく活動を継続する。  

対外的には相談事業、広報事業を重点事業と位置付け、平日電話相談、第２・

第４土曜の面談相談のほか、司法書士が市民にとって頼れる相談相手として、

相談部のみならず企画部とも連携しながら時宜に適した相談会を開催してい

く。また相談、広報は車の両輪であるから両部の連携をさらに深めていく。  

広報事業については市民に対する制度広報としてホームページのさらなる

充実を図るほか、あらゆる媒体を含めて司法書士制度のより効果的な広報を検

討する。また昨年度からスタートした法定相続情報証明制度であるが、今年度

も引続き相続手続の発端として司法書士を活用していただけるよう、市民や金

融機関への広報を行っていく。  

対内的な重点事業は研修事業である。１２単位の取得率向上をサポートする

ことは論を俟たないが、根幹業務である登記業務、裁判業務研修のほか、会員

のスキルアップや様々な社会問題に対応すべく、各部、各委員会が横断して連

携し精力的に研修会を実施していく。また各支部にも支部研修会の実施をお願

いし、支部単体での実施が困難な場合、これをサポートしていく。さらに今年

度、不動産登記申請のいわゆる「資格者代理人方式」が導入される予定である

が、これについても会員をサポートすべく対応していく。  

成年後見業務についても、登記業務、裁判業務と並び司法書士業務の大きな

柱となっており市民からも認知されているが、近況、他団体も力を入れ始めて

おり安穏とできなくなっていることに鑑み、公益社団法人成年後見センター・

リーガルサポート群馬支部ともより一層連携を強化し維持、推進に努めていく。 

そのほか、各部、各委員会の具体的な事業計画は以下のとおりである。  

 

 

【総務部】 

１ 会員執務の適正かつ円滑化を図るための事業 

（１）業務相談室の運営 

 業務相談室を常設し、会員に対して不動産登記、商業・法人登記業務全般の利

便性を提供する。寄せられた相談事例については会員の執務に役立てるよう適宜

紹介していく。また、より多くの会員の利用がなされるよう定期的に会員周知を

行っていく。 

 

 



（２）会員への情報提供 

 書面通知又は会員専用ＨＰ等を通じて執務・業務に関連する情報の他各種

の情報提供を行う。また、会員の約半数程度の利用に止まっている会員

専用ＨＰについては、より一層の利用促進のための対策を図る。 

（３）協議会及び打合せ会 

群馬弁護士会との定例協議会、法務局との打合せ会及びリーガルサポ

ート群馬支部との打合せ会を定期的に行い、会員業務に生じる弊害の調

整、社会問題への対応、組織間の維持発展等に寄与する。また、金融機

関と協議会を適宜開催し、預り金口座等の開設を働きかけ、会員執務に

役立てるようにする。 

（４）苦情処理及び綱紀案件の対処 

 司法書士法施行規則第４２条第２項の規定に基づく法務局からの調査

付託に対応するほか、会に寄せられた苦情へ対処する。また、取り扱っ

た綱紀苦情案件については、総務部で精査したのちプライバシーに配慮

のうえ、会員へ情報提供等を行い会員執務の適正化を図る。特に、ここ

数年綱紀案件として増加傾向にある本人確認義務違反については、研修

部と連携し研修会等の実施を試みることを検討する。 

 

２ 会組織の充実化を図るための事業 

（１）必要に応じて会則、規則及び規程の制定・改正等を検討する。 

（２）法務局長の調査委嘱（司法書士法施行規則第４１条の２）に基づく調

査を本局又は支局・出張所の数か所で実施する。 

 

３ その他の事業 

（１）各種事業について行政・地方自治体との連携推進 

（２）規定集の発行の検討 

 

 

【企画部】 

１ 市民の権利委員会 

 市民の権利委員会の役割と司法書士の社会的責任 

  現代の日本社会は、かつての「一億総中流」などと言われた安定した社会

構造をすっかり変貌させ、若者の雇用不安と低所得、規制なき銀行カードロ

ーンと重い奨学金の負担、孤立する高齢者やいわゆる「８０５０問題」、ひ

とり親世帯に対する脆弱な社会保障と子どもの貧困、使い捨てられる労働者

と「ブラック企業」の存在などといった社会問題が次々と押し寄せている。

このような社会情勢において、司法書士を含む法律専門職には、高齢者や障

がい者、経済的困窮者やシングルマザー、子ども、性的少数者といった社会

的弱者に対して、その権利を保護し、孤立を防ぎ、市民社会において共存、

共生を可能せしめるような活動が望まれる。かかる見地から、以下の事業を

実施したい。 



（１）消費者部会 

  ①群馬県警専科教養講座への講師派遣 

  ②群馬県振込め詐欺等根絶協議会への参加 

  ③群馬県多重債務者対策協議会ワーキンググループ会合への参加 

  ④県実施の多重債務無料相談会への会員派遣 

  ⑤群馬県主催の消費者月間キャンペーンへの協力 

  ⑥日本司法書士会連合会主催の消費生活相談セミナーへの協力 

  ⑦行政機関との連携強化に向けた研修会の開催 

  ⑧新入会員研修会への講師派遣 

  ⑨各種研修会への委員派遣 

  ⑩消費者法関連の改正に対する意見書の起案 

（２）労働部会 

  ①パンフレットの作成 

司法書士が労働事件に積極的に取り組んでいることをＰＲするとと

もに、実際に労働事件の受任につなげるため、労働局、労働基準監督署、

ハローワークなどに備え置くパンフレットを作成する。 

  ②研修会の開催 

労働局や労働相談センターなどから講師を迎え、研修会を開催する。

様々な機関と関係を築くことにより、紹介先として司法書士会が選択肢

の一つとなることを狙う。 

  ③労働相談会の開催 

（３）貧困・社会保障部会 

  ①社会保障制度の研究、研修会の開催 

  ②生活困窮者に対する無料相談会の開催 

  ③子ども食堂や無料学習塾への出張相談会の開催提案 

  ④無戸籍児の現状とその法的対応に対する研修会の開催 

  ⑤ひとり親家庭に対する様々な支援と法律問題に関する研修会の開催 

  ⑥年末困りごと相談会の開催 

  ⑦各種研修会への委員派遣 

（４）高齢者・障がい者部会 

  ①社会福祉協議会、地域包括支援センターと連携した合同相談会の開催 

  ②研修会の開催 

  ③ぐんまつなごうネットの定例会への参加 

  ④群馬県主催の各種ネットワークへの参画 

（５）犯罪被害者等支援部会 

当部会で取り組む事業は、当会ではこれまであまり馴染みのなかった分野

を対象としている。具体的には、主に民事的な側面からの「犯罪被害者支援」

や、法務局の行う「人権侵犯被害救済手続の利用」等である。犯罪被害者に

よる損害賠償請求、いじめ、ＤＶ、差別等の人権問題など、課題とするテー

マが多岐にわたるため、まずは、司法書士に対してどのようなニーズがある

かを分析した上で、以下の事業を実施する。 



  ①研修会の開催 

  ②事案の研究等 

  ③事件の受託 

   複数の委員で一つの事案に関わることで、全体のスキルアップを図る。 

（６）自死対策部会 

当会では、平成２０年度から活発に自死対策事業を行ってきた。しかし、

ここ数年は活動が低調となっており、確たる自死対策の実を挙げることがで

きていないのが現状である。自死対策の分野においては継続的な活動が必要

であることを認識しなければならない。 

また、平成２８年には自殺対策基本法が改正され、全ての都道府県及び市

町村に対し「都道府県自殺対策計画」又は「市町村自殺対策計画」を策定す

ることが義務付けられたことから、今後、地方自治体からは更なる連携強化

が求められる。 

そこで自死対策部会を設置し、以下の事業を検討していきたい。 

  ①各自治体主催の自殺対策協議会・ネットワーク会議への参加と情報共有 

  ②ベッドサイド相談事業 

  ③学校現場における「いのちの授業」の企画 

 

２ 業務拡充委員会 

（１）当委員会の役割 

   当委員会の主な役割は、会員司法書士がなし得る業務を検討、研究し、

実際に会員がこれらの執務を行うことができるようサポートすることで

ある。対内的には研修会を企画し、対外的にはチラシを作成するなどして

広報し、司法書士が関われる分野であることを周知する。 

   今年度は、民事信託・遺産承継業務・簡裁代理権の利活用・裁判事務推

進について検討する。 

（２）群馬県県営住宅未納家賃等回収業務紹介事業に関する情報集約と研修会

の開催 

   平成２９年から始まった群馬県県営住宅未納家賃等回収業務紹介事業

に関し、会員から相談を受け、守秘義務に反しない範囲で情報を集約し、

事例発表などを含む研修会を開催する準備を行う。平成３１年度には名簿

登載希望者を再募集する予定であり、名簿登載者は、研修会（DVD 研修の

受講も可）の履修を必須とする方向で検討する。 

（３）規則３１条財産管理業務意見交換会への参加 

   一昨年は神奈川県司法書士会が、昨年は滋賀県司法書士会が呼び掛け、

規則３１条財産管理業務意見交換会が開催された。今後もこれらの会合に

参加し、情報を持ち帰り、当会にフィードバックを行う。 

（４）研修会の開催 

  ①会員の業務の幅が広がるよう、遺産承継業務の実務研修会を開催する。 

  ②簡裁訴訟代理等能力認定考査合格者やこれから裁判業務を始める会員、

すでに裁判業務を行っている会員、裁判に興味のある会員に向けて基礎



的な研修会を開催したい。 

  ③新入会員研修会においては、裁判業務や規則３１条業務など、登記以外

の業務に関する研修を実施したい。 

 

３ 法制度委員会 

  今年度は不動産登記に関わる政令及び省令が改正され、不動産登記オンラ

イン申請を推進するためのいわゆる「資格者代理人方式」が導入される予定

である。同改正に伴い生じる実務上の問題点や司法書士制度に与える影響等

を研究し、必要に応じて意見書を起案する。研究の成果を基に会員向け研修

会や事務職員向けの研修会を開催したい。 

  また、「法人設立手続オンライン・ワンストップ化」が検討されるなど、

登記制度・司法書士制度に関わる法改正などの問題についても研究を進める。 

 

４ 空き家問題研究委員会 

（１）群馬県主催の空き家利活用等推進協議会の総会・意見交換会への参加 

   上記を通じ、広く県内市町村へ司法書士及び司法書士制度の活用推進に

努めていきたい。 

（２）空き家対策協議会や空き家問題相談会への委員派遣 

   新たに協議会を設置した市町村や相談会などを行なう各市町村へ積極

的に会員を派遣する。 

（３）各市町村との協定の締結 

   業務委託を念頭においた協定の締結を広く呼びかけたい。 

（４）空き家問題に係わる情報の集約 

   各市町村が実施している補助事業の紹介、税務・法務などの関連情報を

集約して会員に提供していきたい。 

 

 

【広報部】 

１ 法教育 

（１）出張講座の実施 

県内の高校及び児童養護施設を対象に出張講座について広報する。なお、

実施時期は通年とする。 

（２）教材・資料の作成 

進学や就職いずれの進路を予定している学生にも対応するため、現在使用

している教材・資料なども必要があれば改訂する。 

（３）ピア・サポートの取組 

ピア・サポートというメディエーション手法を利用した、いじめ等の防止

のための取組を、ADR 運営委員会とも連携しながら、小中学校を対象にでき

ないか検討する。 

 

 



２ 会報「執務現場から」の発行 

会報の編集発行を行い、対内外の広報活動に役立てたい。その内容として

は、当会活動の記録のみならず、研修会や各会員による執筆物など、様々な

角度から企画・編集作業を行う。 

 

３ その他広報活動 

（１）会員通信の発行 

原則として、隔月前半の週の発行を目標として編集・発行していきたい。

最新の情報の掲載に努め、会員の執務サポートとなるよう、内容についても

工夫していきたい。 

（２）ホームページの更新 

相談会や各部の成果物もしくは当会意見書の掲載など、時宜に遅れること

なく、ホームページに掲載していく。なお、会員専用ホームページの刷新に

ついても実施する。 

（３）広告掲載 

昨年度を踏襲する形で各部の活動を広報面からサポートし、また、当会常

設の相談事業についても、広報活動を行う。 

（４）対外講師派遣 

外部団体などから研修会等の講師派遣の依頼があれば積極的に派遣した

い。 

（５）日司連・関東ブロック協議会との協同関係 

日司連や関東ブロック協議会と各会の広報事業についての共通認識を深

めるとともに、当会活動と可能な限り連携して行う。 

 

 

【相談部】 

１ 総合相談センター運営委員会 

（１）各種相談センターの運営 

  以下のセンターの運営を行い、定期的に各種相談センターの相談員募集を

するなど、相談体制のさらなる拡充を図りたい。 

  ①無料電話相談センター 

  ②群馬司法書士総合相談センター前橋会場（第２、第４土曜日） 

  ③群馬司法書士総合相談センター東毛会場（第２土曜日） 

  ④簡裁訴訟代理法律相談センター（法テラス指定） 

  ⑤有料相談センター 

  ⑥労働問題相談センター 

（２）各種相談会の開催 

  以下の相談会の実施を予定している。 

  ①県下一斉無料相談会 

  ②税理士会との合同相談会 

  ③女性のための女性司法書士による無料相談会 



  ④無料出張相談会 

  ⑤その他各種相談会 

（３）相談事業に関する広報 

  総合相談センターのリーフレットを県内各所に定期的に配布するなどし

て、当センターの広報に努め、相談件数の増加に繋げたい。 

（４）今年度の課題 

  以下の活動については、行うかどうかを含め検討していく。 

  ① 広報用の垂れ幕の制作 

  ② 総合相談センターリーフレットの改定 

 

２ ＡＤＲ運営委員会 

（１）ＡＤＲセンターの運営 

昨年度に引き続き、利用者の納得できる紛争解決を目指し、自主交渉援

助型による裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）を実施していきたい。 

（２）ＡＤＲセンターの広報活動 

県内各機関に対してリーフレットを定期的に配布するなど、当センター

の広報を行い、利用件数の増加に努めたい。また、当センターを安心して

利用いただけるよう、ホームページや Facebook ページを活用し、一般の方

にもわかりやすい情報を伝えていきたい。 

（３）研修会などの開催 

今年度も、ＡＤＲ担当司法書士・世話人の担い手を育成するため、トレ

ーニングを実施、及び他団体の様々な研修にも積極的に委員の派遣をした

い。また、会員からの申込件数を増加させるべく、各支部からの要請があ

れば、支部研修としてＡＤＲ研修を行い、会員の理解と協力を図りたい。 

新たな分野としては、昨年同様ピアメディエーションについての研究・

研修などを行いたい。 

 その他、当センターの広報及びＡＤＲ普及のため、他団体や自治体など

にもトレーニングや研修会への参加を呼びかけ、交流を図っていきたい。 

 

３ 法テラス対応委員会 

（１）法テラスとの連携 

   法テラスとの協力関係を維持及び強化するため、現場レベルでの連携を

図る。法テラスとの協議を定期的に実施し、各種政策に関する意見交換を

行っていきたい。 

（２）簡裁訴訟代理法律相談センター（法テラス指定）の運営 

   昨年度と同様、県内各機関に対してチラシを定期的に配布するなど当セ

ンターの広報を行い、利用の促進を図りたい。 

（３）民事法律扶助の利用促進に関する検討 

   司法書士の民事法律扶助の利用件数は少なく、利用している司法書士も

限られている。このような状況を改善する必要性の有無、また改善が求め

られている理由などをしっかり検討し、委員会としての結論を出すことで



来年度以降の委員会活動につなげたい。 

（４）特定援助対象者法律相談援助事業、相談員の派遣 

   本件事業の開始に伴い、相談員を派遣したい。 

（５）扶助審査委員の派遣 

   扶助審査委員は援助開始決定及び終結の審査という法律扶助制度の根

幹を担うものであり、今年度も継続して委員を派遣したい。 

（６）新入会員向けの研修会 

   新入会員向けに民事法律扶助に関する研修会を行い、本制度の周知を図

りたい。 

 

 

【研修部】 

１ 会員研修 

（１）司法書士業務に関する法令及び業務に関するものについて、研修部独自

で、又は各委員会と連携して研修会を実施する。 

（２）職業倫理に関する研修として年次制研修を実施する。 

（３）公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート群馬支部との連携に

より、成年後見業務及び財産管理に関する研修会を実施する。 

（４）会員が１２単位以上を取得できるよう努める。 

 

２ 新入会員研修 

（１）新入会員研修委員会 

  新入会員に必要な知識及び司法書士執務についての研修会を実施する。 

（２）裁判業務に関する研修会 

  新入会員を中心に会員に対して裁判業務を推進していきたい。よって、平

成３０年度簡裁訴訟代理等能力認定考査結果発表後の９月頃から開業５年

以内の会員に対し、裁判業務に関する研修会を実施したい。 

（３）講師派遣 

  関東ブロック司法書士会協議会新人研修会及び中央新人研修会へ講師を

派遣する。また、特別研修のチューター及び支援要員を派遣する。 

 


