
 

報告第１号 平成３０年度会務運営及び事業執行報告の件 

 

 平成３０年度の事業計画においては、「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」とし、以下の点を重点項目として掲げ

た。 

①相談事業、広報事業を重点事業と位置付け、常設相談のほか、企画部と連携しな

がら時宜に適した相談会を開催する。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る。 

②ホームページのさらなる充実を図るほか、司法書士制度のより効果的な広報を検

討する。また、法定相続情報証明制度の活用により、司法書士が相続手続の発端

となれるよう、市民や金融機関への広報活動を行う。 

③１２単位の取得率向上のため、各部、各委員会が横断して連携し、精力的に

研修会を実施する。また、支部研修会のさらなる充実を図るべく、各支部を

サポートする。 

④成年後見業務について、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

群馬支部との連携をより一層強化し、制度の維持、推進に努める。 

この事業計画のもとに、企画事業については、これまでと同様に、消費者問題、

貧困・社会保障問題、労働問題、高齢者・障がい者問題、犯罪被害者等支援問題、

空き家問題などに取り組み、業務拡充や法制度についての研究、研修会などを行

った。また、平成３０年７月に立ち上げた司法書士労働相談センターの開設に向

けた準備を行った。その他、令和元年５月２０日に日司連、リーガルサポート及

び当会との共催により、渋川市で開催予定の「成年後見制度意見交換会」に向け、

委員会を設置し、準備を行った。 

相談事業については、ＡＤＲセンター、常設の相談センターの運営ほか、例年

通りの相談会を開催し、市民の紛争解決、相談ニーズに対応した。新たな事業と

して、前述の通り、企画部と連携して司法書士労働相談センターを立ち上げ、毎

月第２、第４火曜日の午後６時から９時までの時間帯での電話相談を開始した。 

広報事業については、これまでと同様に、会員専用ホームページ、会員通信な

どにより会員への情報伝達を行った。また、対外的には、ホームページ、新聞、

市町村の広報誌、各種情報誌などにより、各部と連携しながら、市民への各種相

談会の告知や制度アピールを行った。 

研修事業については、新入会員研修、日司連年次制研修、各種研修会など例年

通りの事業を行った。研修会については、日司連、他士業、群馬労働局、前橋地

方法務局からの講師派遣や、リーガルサポートとの共催により、幅広い分野の研

修会を開催した。 

また、財産管理業務の改善・促進を図るため、金融機関・裁判所・リーガルサ

ポート群馬支部に対して働きかけを行った（＜資料１＞「一般社団法人群馬県信

用金庫協会宛に「司法書士の預り金口座開設について(お願い)」、＜資料２＞前

橋家庭裁判所所長宛に「司法書士が成年後見人等である場合の取り扱いについて



 

(お願い)」、＜資料３＞「後見業務の促進について(諮問)」、＜資料４＞「成年

後見業務の促進についての答申」)。 

その他、法務局から、オンライン申請の促進及び法定相続情報証明制度の活用

のため、司法書士会、群馬土地家屋調査士会、法務局の３者合同で県内すべての

市町村を訪問したいとの要請があり、役員及び支部長を派遣した。 

各事業の詳細に対する答申については、各部・各事業の報告を参照されたい。 

なお、各報告の冒頭の委員の表示は、平成３１年３月３１日現在のものとした。 

 

 



 

【総務部】 部長 板倉真  次長 齋藤恵子 

 ①業務相談室の運営、②会則規程等整備委員会による規定の検討・策定、③前橋地

方法務局から委嘱された司法書士法施行規則第４１条の２に基づく調査、④協議会及

び打合せ会、⑤苦情及び前橋地方法務局からの司法書士法施行規則第４２条第２項の

調査委嘱への対応等、⑥登録時面接等を行った。 

 

〔業務相談室〕 

 室長 板倉真 

 室員 伊藤真一、武内純一、林田幸一、茂木徹 

１ 相談件数１２件（不動産８件、商業・法人４件） 

年 30 31 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

件数  0  1  4  1  0  1  0  0  0  1 3 1 

２ 相談内容 

  ①登記名義人住所変更登記の登記原因証明情報（在留証明書）に原因年月日の日

の記載がない場合の取扱い、②会社の目的への事業理念の登記の可否、③数次相

続の場合の遺産分割協議書の相続人の記載要領、④工場財団の組成物件(機械器具

)分離の登記申請書及びその同意書における分離物件の特定、⑤確定前根抵当権の

債務者の相続による変更登記で債務を承継した相続人のみの登記の可否、⑥宗教

法人の代表役員に代わる代表権者として法類総代が仮代表役員を選任することの

可否について等、⑦相続人住所の記載のない遺産分割協議書の登記原因証明情報

の適格性、⑧収監中の相続人との遺産分割協議の方法、⑨拒否権付種類株式の発

行方法、⑩権利混同している仮登記の処分の可否、⑪根抵当権者と根抵当権設定

者(破産管財人)との間で合意した日を元本確定日とする根抵当権元本確定の登記

申請の可否、⑫国内外に居住する外国籍２名出資による合同会社の設立方法 

 

〔会則規定等整備委員会〕 

 委員長 林田幸一 

委員 西川正、板倉真  特別委員 関辰朗 

１ 規定の検討 

育児介護休業規程及び会館管理運営規程の全部改正案を検討した。また、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、就業規程等の一部改正に

ついても検討した。 

２ 規定集の発行 

平成２６年度から本年度まで約６割の規定が改正された。これに伴い平成３０

年度版として規定集を発行した。 

 

〔その他〕 

１ 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 

  前橋地方法務局管内の登記所での調査及び結果 



 

  ①法人登記部門 調査日：平成３０年１１月１４日 

          調査員：閑野強、板倉真、岡努、後藤亮、中川順毅、松本敦、 

茂木徹 

          調査対象：６／１～６／３０の商業・法人登記１，３６７件 

          結果：違反の疑い６３件、本局の措置０件 

  ②高崎支局   調査日：平成３０年１１月２日 

          調査員：関本雅弘、板倉真、鈴木克利、瀬戸基寛、松岡将之、 

              茂木光男 

          調査対象：３／１～３／３１の不動産登記３，０９５件 

          結果：違反の疑い５件、本局の措置０件 

  ③伊勢崎支局  調査日：平成３０年１１月８日 

          調査員：清水紀英、阿久澤光洋、天田益弘、五十嵐秀行、 

              仲道宗弘、森田裕一 

          調査対象：３／１～３／３１の不動産登記１，３３０件 

          結果：違反の疑い６件、本局の措置０件 

 

２ 協議会及び打合せ会の実施 

（１）群馬弁護士会との協議会 

   第１回（平成３０年８月２２日 群馬弁護士会館２階） 

    ①ＡＤＲの状況 

    ②合同研修会 

   第２回（平成３０年１１月２０日 群馬司法書士会別館） 

    ①ＡＤＲの情報交換 

    ②合同研修会 

    ③ＡＤＲ全国連絡協議会の報告 

    ④成年後見制度利用促進 

   第３回（平成３１年２月１９日 群馬弁護士会館２階） 

    ①ＡＤＲの情報交換 

    ②３月開催の合同研修会の確認 

    ③日弁連による公益通報制度の外部通報先の状況 

    ④日司連主催の５月開催の成年後見制度の意見交換会への出席依頼 

（２）法テラス群馬との協議会（平成３０年９月２６日 群馬司法書士会別館） 

    ①地方協議会への出席依頼 

    ②司法書士会との連携 

    ③司法書士による民事法律扶助の活用 

    ④新旧民事法律扶助の活用 

    ⑤特定相談担当者の名簿配てん 

（３）リーガルサポート群馬支部との打合せ会 

   第１回（平成３０年１１月７日 群馬司法書士会別館） 

     成年後見業務の促進等 



 

   第２回（平成３１年３月４日 群馬司法書士会別館） 

     成年後見業務の促進等 

（４）前橋地方法務局、群馬土地家屋調査士会との事務打合せ会 

（平成３０年１１月２９日 前橋地方法務局５階会議室） 

    ①全国一斉！法務局休日相談所の開設結果 

    ②司法書士及び土地家屋調査士の非違行為の調査 

    ③オンライン申請 

    ④法定相続情報証明制度 

    ⑤長期相続登記等未了土地の解消作業 

    ⑥変則型登記の解消 

    ⑦会社設立登記の迅速化 

    ⑧休眠会社等の整理作業 

    ⑨法改正情報、通達等の迅速な情報提供 

 

３ 苦情及び綱紀調査等の整理 

 （１）苦情…８件 

 （２）綱紀調査(会則第４９条第２項第１号)等の内容確認…４件 

 

 



 

【企画部】部長 石橋修  次長 山田征弘  部員 五十嵐秀行、大平覚 

〔市民の権利委員会〕 

委員長 仲道宗弘 

委員 米澤智子、森田裕一、市野秀樹、大木淳浩、川井孝之、鈴木克利、 

浅野勇貴、佐藤真人、中林和典、松本敦 

市民の権利委員会は、われわれ司法書士が、幅広い市民の権利擁護の担い手であ

るとの自覚のもと、自らに課せられた社会的責任を果たすことを目的として、平成

２９年度結成された委員会である。上記の目的を達成するために、本委員会は、①

消費者部会②貧困・社会保障部会③労働部会④高齢者・障がい者部会⑤犯罪被害者

等支援部会の５部会によって構成されている。 

かつて司法書士は、わが国の経済成長に伴い、住宅ローンを組んで持ち家を取得

する階層が増えたことから、主に不動産登記の専門家として、国民にその地位が認

知されてきた。しかし、日本社会は、バブル崩壊後の「失われた２０年」を経て、

かつての「一億総中流」と言われた安定した社会構造を大きく変貌させている。人

口減少と超高齢社会化に加え、相対的貧困率の上昇、若者の雇用不安と非正規雇用

の増大、高齢者の貧困と「下流老人」現象等の社会現象からも明らかなように、往

時の安定した中間層がすっかり崩壊していまや貧困層に移行しつつある。 

こういった社会構造の変化は、一方では登記件数の減少と相まって、司法書士の

存立基盤を大きく揺るがせている。だが他方で司法書士は、こういった社会の変化

に対応し、成年後見や簡裁代理権の取得による債務整理など、自らの業務範囲を拡

大させることで、単なる「不動産登記の専門家」にとどまらない独自の法律専門家

としての地位を確立させるに至っている。 

もっとも、いかなる職種であっても、自らの職域が拡大し、社会的地位が向上す

れば、それに伴う社会的責任が重大になるのは当然のことである。例えば、平成１

５年の簡裁代理権の取得とその前後から始まった多重債務問題への取り組みは、司

法書士が多重債務問題の解決を通して、市民社会における新たな社会正義の担い手

として登場したことを意味した。しかしながら、過払い金回収を謳った司法書士事

務所の広告の氾濫に例を見るように、司法書士の多重債務問題への取り組みなど単

なる営利主義的なものに過ぎないとの批判も根強い。 

このように、われわれの業務や社会的活動は、常に市民社会からの厳しい批判に

さらされていることに十分留意しなければならない。 

市民の権利委員会は、こういった司法書士の社会的活動に対して注がれる市民か

らのいくぶん懐疑的な視線に対して、明確な回答をするための組織である。われわ

れは、各種法令のみならず社会保障制度にも精通し、行政機関等と協働しながら、

幅広く高齢者や障がい者、経済的困窮者やシングルマザー、子ども、性的少数者、

多重債務者や悪質商法被害者、非正規労働者などに対して、分け隔てなくその権利

を擁護する存在でなければならない。 

上記の点から、本年度、市民の権利委員会は、以下の通りの活動を行った。 

 

１ 消費者部会 



 

部会長 森田裕一 

部会員 石井一寛、木村明宣、小山陽二、関辰朗、高橋克彦、冨沢靖司、 

笛木大哉、堀川寛人 

（１）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 

（２）認定考査試験対策勉強会の実施 

（３）消費者月間キャンペーンｉｎスマーク伊勢崎への参加 

（４）群馬県警察学校専科教養講座への講師派遣 

（５）県実施の多重債務無料相談会への会員派遣 

平成３０年８月から１２月まで、県内約１０か所で開催 

（６）日司連主催、消費生活相談セミナーへの後援 

（７）群馬県振込め詐欺等根絶協議会への参加 

（８）明治学院大学消費生活相談セミナーへの委員派遣 

（９）新入会員研修会への講師派遣（多重債務の実務、裁判実務） 

 

２ 労働部会 

部会長 市野秀樹 

部会員 関辰朗、冨沢靖司、笛木大哉、村上秀信、脇野孝一 

（１）研修会の開催 

日時：平成３０年１１月８日(木)１８：００～２０：００ 

講師：群馬労働局 雇用環境・均等室 萩原秀樹先生 

仲道宗弘会員 

   内容：萩原秀樹先生からは最近の相談事例の傾向と労働局の行う相談・あっせ

んの概要について講義いただき、仲道会員からは過去に受任した労働事

件の事例発表がなされた。労働局と連携を構築するきっかけにもなった

のではないかと考える。 

（２）シンポジウム等への部会員派遣 

①平成３０年１１月２２日(金) 

日本労働弁護団主催のシンポジウム「職場のハラスメント防止法を作ろう！」 

②平成３１年２月１６日(土) 

日本労働弁護団主催の第３１回労働法講座 

 

３ 貧困・社会保障部会 

部会長 大木淳浩 

部会員 浅野勇貴、石井一寛、清水龍大郎、鈴木克利、高橋克彦、松本敦、 

米澤智子 

（１）研修会の開催 

  ①演題：『「子どもの権利」をめぐって』 

 第１部「親権制限制度（親権停止・喪失）」・「未成年後見」 

 第２部「無戸籍問題」 

  日時：平成３０年６月２日(土)１３：００～１６：３０ 



 

   講師：日司連 市民の権利擁護推進室 子どもの権利擁護部会 

室委員 野上哲司先生（広島会） 

日司連 紛争解決支援推進対策部 家事事件WT 

  座長 浦井裕樹先生（大阪会） 

内容：第１部では、「児童虐待の実態」について解説していただき、法的支援

制度として「親権停止制度」・「未成年後見制度」について講義してい

ただいた。第２部では、「無戸籍問題」の基礎知識と当事者の実情につ

いての解説、司法書士が行える支援（裁判手続き支援・行政窓口への同

行支援等）について講義していただいた。 

  ②演題：『養育費に関する法的問題と支援の実務』 

   日時：平成３０年８月３１日(金)１８：３０～２０：３０ 

      講師：川上真吾先生（長野県会） 

内容：養育費に関する基礎知識および未払い等があった場合の解決方法、相談 

・受任時における注意点などについて講義していただいた。 

（２）相談会の開催 

  ①「全国一斉子どものための養育費相談会」 

主催：日本司法書士会連合会・全国青年司法書士協議会 

共催：群馬司法書士会・群馬青年司法書士協議会 

日時：平成３０年９月８日(土)１０：００～１６：００ 

会場：群馬司法書士会館別館 

広報：群馬県健康福祉部子育て支援課に管内市町村への相談会の周知を依頼 

・前橋市、高崎市及び伊勢崎市の担当部署にチラシを配布・上毛新聞 

テレナイン(２日間掲載)・県庁刀水クラブ・保育園２箇所にチラシ 

配布・群馬司法書士会ホームページ 

相談員：８名 

相談件数：１件 

  ②「年末困りごと無料相談会」 

日時：平成３０年１２月２３日(日)１０：００～１６：００ 

会場：前橋…前橋元気プラザ２１ ５０７・５０８号室 

高崎…高崎市労使会館 第３・第４会議室 

桐生…桐生市市民文化会館 第１会議研修室 

電話相談…群馬司法書士会館別館 

広報：群馬司法書士会ホームページ・高崎市広報・上毛新聞お知らせナビ・ 

タウンわたらせ(桐生タイムス)・Deli-J(中毛版、東毛版、西毛版)・ 

広告新聞・県庁刀水クラブ 

相談員：２８名 

相談件数：７０件 

前橋会場１７件、高崎会場３１件、桐生会場１７件、電話相談５件 

（３）社会保障制度に関する勉強・冊子作成の検討 

ひとり親家庭を対象とした社会保障制度や法的対応を紹介する冊子の作成を決



 

定し、勉強・作成準備を行った。 

（４）各種研修会等への委員派遣 

   第１３回司法書士人権フォーラム(平成３１年３月１６日)へ部会員を派遣 

 

４ 高齢者・障がい者部会 

部会長 川井孝之 

部会員 松本紀佳、近藤信隆、宮原直樹、清水俊作 

（１）高齢者障がい者困りごと相談会の開催 

日時：平成３１年２月２６日(火)１３：００～１６：００ 

後援：富岡市、富岡市社会福祉協議会 

場所：富岡市役所 議会棟１階会議室 

相談員：司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、精神保健福祉士、 

社会福祉士 

相談件数：５件 

（２）富岡市及び富岡市社会福祉協議会との懇談会の開催 

平成３０年８月２３日及び平成３１年３月２５日に富岡市及び富岡市社会福祉

協議会と懇談会を開催し、高齢者障がい者向け相談会の開催並びに連絡協議会の

設置について話し合った。 

（３）渋川市及び渋川市社会福祉協議会との懇談会の開催 

平成３０年７月２７日に渋川市及び渋川市社会福祉協議会と懇談会を開催し、

高齢者障がい者向け相談会の開催について話し合った。 

（４）ぐんま・つなごうネットへの参加 

群馬司法書士会・群馬弁護士会・一般社団法人群馬県社会福祉士会及び群馬県

精神保健福祉士会の４会による司法ソーシャル支援のためのネットワーク（ぐん

ま・つなごうネット）で二ヶ月に１回行っている被疑者・被告人・受刑者等の社

会復帰にかかる定例検討会に本部会から毎回１～４名参加し、他士業との交流を

深めた。また、同ネット主催の研修会が平成３０年９月２２日及び平成３１年３

月１７日に開催され、本部会から各２名が参加した。 

（５）法テラス、群馬県主催の各会議への委員派遣 

① 平成３０年１０月２２日 法テラス中之条地方協議会へ委員１名派遣 

② 平成３０年１０月２９日 法テラス富岡地方協議会へ委員１名派遣 

③ 平成３０年１１月１６日 法テラス渋川地方協議会へ委員１名派遣 

④ 平成３０年１１月２２日 法テラス館林地方協議会へ委員１名派遣 

⑤ 平成３０年１１月１日 群馬県障害者虐待防止会議へ委員１名派遣 

 

５ 犯罪被害者等支援部会 

部会長 鈴木克利 

部会員 大木淳浩、佐藤真人、中林和典、堀川寛人、米澤智子 

（１）研修会の開催 

タイトル『人権救済制度の手続きと実践』 



 

日時：平成３０年１２月１４日(木)１８：００～２０：３０ 

  内容：第１部 『法務局による人権救済制度の概要と手続きについて』 

          前橋地方法務局 人権擁護課長 大倉朋子先生 

第２部 『人権救済制度を利用した事例報告』 

      日司連市民の権利擁護推進室 犯罪被害者支援部会 

     小野内雅子先生（札幌会）、加藤裕子先生（東京会） 

（２）今後の活動に関する検討 

犯罪被害者や人権侵害を受けた方に対し、どのような支援ができるのかを検討

した。 

 

６ その他の活動 

（１）経済的困窮者に対する支援実施規定に基づく支援 １件 

 

〔業務拡充委員会〕 

委員長 小林弘明 

委員 有坂紀彦、飯嶋ゆう子、五十嵐秀行、池末晋介、大木淳浩、狩野豊宏、 

木村明宣、松浦義仁 

１ 研修会の開催 

（１）裁判実務研修会〔全４回、いずれも１８：３０～２０：３０〕 

第１回 平成３０年１０月４日(木) 

第２回 平成３０年１０月１８日(木) 

第３回 平成３０年１１月１日(木) 

第４回 平成３０年１１月１５日(木) 

   昨今、裁判受任件数が減少していることから、少しでも受任促進となるよう基

礎講義を行い、会員が実際に受任した事件について報告した。 

（２）遺産承継業務研修会 

平成３１年１月２６日(土)１３：００～１６：００ 

いわゆる規則３１条業務の中でも遺産承継業務を取り上げた。 

（３）新入会員研修会 

   平成３１年３月２３日(土)１６：００～１７：００ 

   裁判業務（簡裁代理権の活用）及び財産管理業務の推進について行った。 

２ 民事信託 

（１）平成３０年１１月２８日(木)、一般社団法人民事信託推進センター理事の高橋

宏治先生（栃木県会）を講師に招き民事信託について勉強会を実施した。 

（２）平成３１年２月２日(土)、日司連「民事信託支援業務推進に関するブロック会

別担当者会議」に委員を派遣した。 

３ 退去滞納者等滞納家賃等整理回収業務 

  新規５件（前橋市２件、太田市２件、みどり市１件）を受任した。 

４ 中央新人研修後期日程 

  平成３１年１月２２日(火)民事訴訟講義の講師として、また、平成３１年１月２



 

３日(水)及び同月２４日(木)事例研究の講師として、それぞれ委員を派遣した。 

５ その他 

平成３１年１月１２日(土)、日司連シンポジウム「不動産トラブルを裁判所の民

事調停で解決しよう！」に委員を派遣した。 

 

〔法制度委員会〕 

委員長 大平覚 

委員 小野祐輝、川井孝之、小林弘明、宮前知光、茂原玲子 

  平成３０年度中に不動産登記政省令の改正（資格者代理人方式の導入）が想定さ

れていたので、これに対応するべく改正案や改正後の論点について研究する予定で

あった。しかし、平成３０年６月頃から制度改正の方向性が不透明となり、情報収

集さえままならない状況のまま現在に至っている。 

 

〔空き家問題研究委員会〕 

委員長 茂木徹 

委員 伊藤真一、植村仁、岡本陽義、木村明宣、清水龍大郎、松岡将之、 

山口諒太、山田征弘、吉原亜矢 

１ 群馬県及び日司連の実施する各種セミナー・会議への参加 

（１）平成３０年５月２１日(月)「空き家に対する法的対応～相続財産管理人制度、

不在者財産管理人制度の活用を考える～」 

（２）平成３０年９月１９日(水)「空き家にしない片付け～空き家になるのを防ぐ～」 

（３）平成３１年２月７日(木)「自治体の空き家対策について」 

（４）平成３１年３月８日(金)「長野・門前暮らしのすすめ」 

２ 群馬県主催のワーキング会議への参加 

第１回目 平成３０年１０月２９日（月） 

第２回目 平成３０年１１月２１日（水） 

第３回目 平成３１年１月１８日（金） 

３ 委員の派遣 

（１）関東ブロック司法書士会協議会の主催する「空き家・所有者不明土地問題対応

のためのブロック別担当者会議」(平成３０年１１月１３日(火))へ委員を派遣し

た。 

（２）本年度、新たに、板倉町、明和町、玉村町、昭和村、高山村、みどり市の１市

３町２村から法定協議会設置に伴う委員の派遣要請を受けて、順に、青木史和会

員、大平覚会員、堀川寛人会員、山口諒太委員、半田和也会員、笛木大哉会員を

それぞれ派遣した。 

４ 各市町村との協定等の締結 

安中市及び渋川市との間で協定を締結した。 

 

〔成年後見制度意見交換会準備委員会〕 

委員長 清水敏晶 



 

委員 浅野勇貴、狩野豊宏、佐藤郁恵、清水俊作、清水博文、髙山早苗、 

戸丸和夫、村上秀信、山口諒太 

日本司法書士会連合会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートと共

催でおこなう「成年後見制度利用促進に向けた意見交換会」の準備として市町村等

と協議を行い、関係者に参加を要請した。 

同意見交換会の概要は以下のとおり。 

主催：日本司法書士会連合会 

共催：群馬司法書士会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 

後援：群馬県、渋川市 

開催日：令和元年５月２０日(月)１３：００～１７：００ 

会場：渋川市役所大会議室 

テーマ(案)：直営型中核機関の設置の課題 

対象者(案)：自治体 

 

 



 

【広報部】部長 茂木徹  次長 浅野勇貴  部員 星野良城 

 

１ 対内広報 

（１）会活動や実務情報などを紹介する会員通信を適宜発行した。 

（２）会員専用ホームページの刷新及び保守並びに維持を行なった。 

 

２ 対外広報 

  各種相談会の告知、司法書士制度広報のため、新聞その他の各種媒体及び対外Ｈ

Ｐを利用しての広報に努めた。 

 

３ 講師派遣 

（１）群馬県用地対策連絡協議会用地事務研修会 

平成３０年６月２７日 桐生支部 浅野勇貴会員 

（２）警察安全相談・犯罪被害者支援専科教養講座 

平成３０年７月２３日 伊勢崎支部 森田裕一会員 

 

 

〔会報編集委員会〕 

委員長 浅野勇貴 

委員 岡本陽義、石原秀一、大平覚、仲道宗弘、長谷川洋、茂木徹、石井一寛、 

冨沢靖司、佐藤郁恵、堀川寛人  特別委員 米澤智子 

会報「執務現場から」 

（１）第５０号 

群馬青年司法書士協議会フルメンバー研修会「最近の労働に関するトピック

と労働弁護士の労働紛争処理の実例」・「労働問題についての基本講義」や新

入会員研修会「個性ある法律家集団への期待 対話調停と司法書士」、共有物分

割登録免許税訴訟の現段階、各種会員研修会の模様など、様々な企画を取り上

げた。 

（２）第５１号 

編集体制を再整備し、期日の発行に間に合うよう準備を行った。 

 

〔法教育委員会〕 

委員長 吉原亜矢 

委員 鈴木克利、米澤智子、石原秀一、関辰朗、清水俊作、浅野勇貴、長谷川洋、 

茂木徹 

１ 無料出張講座 

（１）「高校生のための法律教室」 

① 平成３０年１１月１９日(月)尾瀬高校〔長谷川洋委員、茂木徹委員〕 

② 平成３０年１２月１０日(月)伊勢崎興陽高校〔米澤智子委員、市野秀樹会員〕 

③ 平成３０年１２月１３日(木)新島学園高校〔清水俊作委員、浅野勇貴委員〕 



 

④ 平成３０年１２月１８日(火)藤岡工業高校〔吉原亜矢委員長、五十嵐三二会員〕 

⑤ 平成３１年２月５日(火)安中総合学園高校〔鈴木克利委員、関辰朗委員〕 

⑥ 平成３１年２月８日(金)前橋工業高校〔岡田直彦会員、木村明宣会員〕 

（２）「法律教室」（群馬青年司法書士協議会との共催） 

平成３１年２月９日(土)児童養護施設東光虹の家（社会福祉法人三晃福祉会運営）

〔清水俊作委員、関辰朗委員〕 

 

２ 「群馬県法教育推進協議会」への参加 

群馬県法教育推進協議会は、群馬県が主催し、学校関係者（高等学校を中心とし

た高等教育学校長）、法律教室を開催している司法書士・弁護士等の専門職団体の

ほか、消費生活センター、裁判所、刑務所等の公的機関が連携し、より充実した法

教育活動を行い、子どもたちの健全育成の推進を図ることを主たる目的として設立

された団体である。 

この協議会の総会に出席し、高校等の教育機関の関係者から法律教室に関する要

望や他団体が行った法律教室についての情報を収集し広報活動の参考とした。今後

も引き続き協議会へ参加しながら、当会の活動の参考にしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【相談部】部長 中林和典  次長 津久井孝広  部員 佐藤真人 

 

〔総合相談センター運営委員会〕 

委員長 鈴木克利 

委員 江原崇人、仲道宗弘、松本敦、戸丸和夫、大平覚、佐藤真人 

１ 各種相談センターの運営 

本年度、各相談センターに寄せられた相談件数の合計は１６２４件であった。市

民の皆様が抱える法律問題の相談窓口として、引き続き当センターが重要な役割を

担っていることを実感する数字である。 

また、本年度から「司法書士労働相談センター」を開設したが、相談件数はあま

り伸びていない。相談需要はあるはずだが、まだ市民の皆様に十分に周知されてい

ないようである。今後、広報部等と連携をとりながら広報活動を行っていきたい。 

なお、各相談センターの集計の内訳は次表を参照していただきたい。 

(１)無料電話相談センターの運営 

   月曜日から金曜日まで（祝日除く） 群馬司法書士会別本館 

   午前１０時～午後４時  電話／２交替制 

   ※ 相談件数：合計１，３１４件〔前年度：１，３４６件〕 

(２)無料相談センター 前橋会場 の運営 

   第２、第４土曜日 群馬司法書士会別館相談室 

   午後１時～午後４時  電話、面談 

   ※ 相談件数：合計２３０件〔前年度：２２９件〕 

(３)無料相談センター 東毛会場 の運営 

   第２土曜日 太田商工会議所 

   午後１時～午後４時  面談 

   ※ 相談件数：合計６１件〔前年度：８７件〕 

(４)有料相談センターの運営 

   月曜日から金曜日まで（祝日除く） 群馬司法書士会別館 

   午前１０時～午後４時  面談／予約制 

   ※ 相談件数：合計１４件〔前年度：１２件〕 

(５)簡裁訴訟代理法律相談センター（法テラス指定） 

  ※ 相談件数：１件〔前年度：３件〕 

(６)司法書士労働相談センターの運営 

  毎月第２、第４火曜日の午後６時～午後９時(平成３０年７月１０日から開始) 

  ※ 相談件数：４件 

 

【司法書士総合相談センター相談件数】（平成３０年４月～平成３１年３月） 

（注）（ ）内の数字……前年度件数 

    平日電話……平日無料電話相談  法テラス……法テラス指定相談 

 

 



 

＜相談件数＞ 

  平日電話 前橋会場 東毛会場 有料相談 法テラス 労働 合計 

４月 
112 25 13 0 0 0 150  

（107） (13) (7) （0） (0) （0） (127) 

５月 
120 24 6 1 0 0 151  

（108） (14) (6) (0) (0) （0） (128) 

６月 
108 14 2 1 0 0 125  

（124） (17) (8) （0） (1) （0） (150) 

７月 
105 19 4 2 0 0 130  

（102） (17) (0) （1） (0) （0） (120) 

８月 
111 12 3 2 0 0 128  

（127） (18) (4) (0) (1) （0） (150) 

９月 
111 16 3 0 1 0 131  

（122） (25) (11) (0) (1) （0） (159) 

１０月 
126 16 5 2 0 0 149  

（103） (16) (10) (1) (0) （0） (130) 

１１月 
112 25 9 1 0 2 149  

（99） (19) (11) (4) (0) （0） (133) 

１２月 
80 17 4 1 0 2 104  

（97） (16) (6) (2) (0) （0） (121) 

１月 
100 23 1 1 0 0 125  

（112） (22) (6) （2） (0) （0） (142) 

２月 
103 20 5 2 0 0 130  

(108) (30) (13) (1) （0） （0） (152) 

３月 
126 19 6 1 0 0 152  

(137) (22) (5) (1) (0) （0） (165) 

合計 
1314 230  61 14 1 4 1624  

(1346) (229) (87) (12) （3） （0） (1677) 

＜事件別件数＞ 

  平日電話 前橋会場 東毛会場 有料相談 法テラス 労働 合計 

登記・供託 

・相続関係 

570 112 37 12 1 0 732  

(600) (111) (54) (7) (0) （0） (772) 

多重債務関

係 

79 13 2 0 0 0 94  

(96) (7) (1) (0) (0) （0） (104) 

民事一般 
230 45 6 1 0 4 286  

(415) (70) (17) (3) (0) （0） (505) 

成年後見 

・家事関係 

280 43 7 1 0 0 331  

(53) (13) (6) (1) (0) （0） (73) 



 

司法書士関

係 

6 0 0 0 0 0 6  

(4) (1) (0) (0) (0) （0） (5) 

その他 
149 17 9 0 0 0 175  

(178) (27) (9) (1) (3) （0） (218) 

合計 
1314 230 61 14 1 4 1624  

(1346) (229) (87) (12) (3) （0） (1677) 

＜相談を何で知ったか＞ 

  平日電話 前橋会場 東毛会場 有料相談 法テラス 労働 合計 

司法書士会 
30 22 6 0 0 0 58  

(19) (16) (5) (0) (1) （0） (41) 

法テラスコー

ルセンター 

16 2 0 0 0 0 18  

(24) (8) (0) (0) (0) （0） (32) 

法テラス地

方事務所 

25 2 0 0 0 0 27  

(39) (4) (0) (0) (0) （0） (43) 

ホームペー

ジ 

198 47 11 0 0 0 256  

(209) (53) (5) (0) (0) （0） (267) 

新聞 
16 18 0 0 0 3 37  

(39) (21) (13) (0) (0) （0） (73) 

TV・ラジオ 
2 0 0 0 0 0 2  

(1) (1) (0) (0) (0) （0） (2) 

自治体等、

公的機関 

369 79 21 0 0 0 469  

(303) (66) (47) (0) (1) （0） (417) 

消費生活セ

ンター 

32 6 1 0 0 0 39  

(33) (7) (2) (0) (0) （0） (42) 

その他相談

窓口 

15 4 4 0 0 0 23  

(19) (3) (1) (0) (0) （0） (23) 

他士業団体 
2 1 0 0 0 0 3  

(7) (0) (0) (0) (0) （0） (7) 

その他 
156 23 12 0 0 0 191  

(128) (24) (12) (0) (0) （0） (164) 

以前に利用

したので 

64 18 4 0 0 0 86  

(53) (17) (2) (0) (0) （0） (72) 

不明 
389 8 2 14 1 1 415  

(472) (9) (0) (12) (1) （0） (494) 

合計 
1314 230 61 14 1 4 1624  

(1346) (229) (87) (12) (3) （0） (1677) 



 

２ 各種相談会の開催 

（１）県下一斉無料相談会の開催 

相談件数：合計６５件 〔昨年度 合計８４件〕 

支部単位で以下のとおり県下一斉司法書士法律相談会を開催した。広報手段とし

て、新聞広告を利用した他、各支部でも自治体への広報を積極的に行っていただい

たものの、相談件数は前年度より若干減少した。 

 

支 部 日  時 場  所 
相談件数(

昨年度) 

中 央 
７月２９日（日） 

10：00～16：00 

群馬司法書士会 別館 

前橋市本町１－５－４ 
4 (14) 

伊勢崎 
７月２９日（日） 

10：00～15：00 

伊勢崎商工会議所 

伊勢崎市昭和町３９１９ 
18 (15) 

沼 田 
７月２８日（土） 

9：00～12：00 

利根沼田文化会館 

沼田市上原町１８０１－２ 
5 (5) 

吾 妻 
７月２８日（土） 

9：30～12：00 

中之条ツインプラザ 

吾妻郡中之条町大字伊勢町１００５－１ 
2 (1) 

太 田 
７月２８日（土） 

13：00～16：00 

大泉町文化むら 

邑楽郡大泉町朝日５‐２４－１ 
8 (16) 

桐 生 
７月２８日（土） 

10：00～15：00 

桐生市中央公民館  

桐生市稲荷町１－４ 
9 (2) 

高 崎 
７月２８日（土） 

13：00～16：00 

サンライフ高崎  

高崎市問屋町４－８－８ 
15 (24) 

西 毛 
７月２８日（土） 

13：30～16：30 

みかぼみらい館 

藤岡市藤岡２７２８ 
4 (7) 

 

（２）税理士・司法書士による「相続・遺言無料合同相談会」 

前年度に引き続き、関東信越税理士会群馬県支部連合会と共催により、『相続・

遺言無料合同相談会』を開催した。本年度は、前橋会場、東毛会場に加え、高崎会

場でも開催した。 

  実施日時 平成３０年９月１日（土）午前１０時～午後３時 

   場  所 【前橋会場】群馬司法書士会館 

         【高崎会場】高崎市労使会館 

【東毛会場】大泉町文化むら 

     相 談 員 司法書士２２名 税理士９名 

   相談件数 合計７６件］ 

【前橋会場】３３件【高崎会場】１５件【東毛会場】２８件) 

［前年度：合計６２件(【前橋会場】３３件【東毛会場】２９件) ］ 

 



 

 （３）「女性のための女性司法書士による無料相談会」 

   前年度に引き続き、『女性のための女性司法書士による無料相談会』を開催し

た。前年度の相談件数は６１件にものぼったことから、本年度は他会からも相談

員を派遣していただいた。 

 実施日時  平成３１年３月３日（日） 午前１０時 ～ 午後４時 

   場  所   群馬司法書士会館別館 

     相 談 員  司法書士１５名(当会８名、千葉会２名、埼玉会３名、栃木会２名) 

         社会保険労務士１名 税理士１名 

   相談件数  合計４０件（面談：３４件 電話６件）  

女性のための相談会プロジェクトチーム 

鎮西敬子・大前千鶴子・米澤智子・茂原玲子・関敬子・倉金由妃 

 

（４）労働トラブル１１０番の開催 

例年どおり、群馬青年司法書士協議会との共催で開催した。 

日時：平成３０年７月１４日（土）午前１０時～午後４時 

相談件数：４件〔昨年度２３件〕 

 

（５）巡回無料相談会の開催 

  例年どおり、司法過疎地での出張法律相談会を開催した。 

 ①上野村出張相談会 

   会場：上野村役場２階 

   日時：平成３０年４月７日（土）午前１０時～午後３時 

相談件数：４件 

   ②南牧村出張相談会 

    会場：南牧村役場 

    日時：平成３０年９月９日（日）午前１０時～午後３時 

相談件数：１件 

 

 （６）全国一斉子どものための養育費相談会 

   日本司法書士会連合会と全国青年司法書士協議会との共催事業に参加する形

で開催した。 

   日時：平成３０年９月８日（土）午前１０時～午後４時 

   会場：群馬司法書士会 別館 

相談件数：１件 

 

３ 相談事業に関する広報 

  リーフレットを県内の各役所に定期送付した他、新聞、タウンページでの広告、

ホームページでの相談会の告知などを中心に広報活動を行った。 

 

 



 

〔ＡＤＲ運営委員会〕 

委員長 津久井孝広 

委員 江原崇人、茂木光男、岡田直彦、田中美幸、笛木大哉、川井孝之、宮原直樹、

浅野勇貴、清水俊作、小曾根広行、髙橋克彦、木村明宣、桑原潤 

当委員会では前年度に引き続き、群馬司法書士会ＡＤＲセンター「かいけつ☆お

さまる」（以下「当センター」という）の運営及び研修会の開催を柱に活動を行っ

た。当センターが平成２１年４月に発足してから丸１０年が経過したが、その運営

は試行錯誤の連続であった。 

本年度も、委員会のメンバーはもちろん、世話人名簿やＡＤＲ担当司法書士名簿

の登載者、当センター発足以来ご協力いただいている会員の皆様の協力により、実

績を積み上げることができた。 

１ ＡＤＲの実施（平成３０年１月～平成３０年１２月） 

  ＜受付件数＞８件 

    内訳 相手方と連絡が取れず終了 ０件 

       相手方の不応諾による終了 ２件 

       申込人の取り下げ     ４件 

       調停実施         ２件 

         （うち合意      １件） 

         （うち不調      １件） 

         （うち調停中     ０件） 

       継続           ０件 

  ＜取り扱い内容＞近隣トラブル事件（３件）、建物賃貸借事件（３件）、家族間

トラブル事件（１件）、遺産分割事件（１件） 

   本年度は当センターに８件の申し込みがあり、そのうち２件で話し合いを実施

し、そのうち１件が合意という結果となった。申し込み件数は例年と比べて少な

いが、調停実施案件はいずれも内容の濃い話し合いであり、そのうち１件は合意

するに至った。一定程度、市民の権利擁護に寄与できたと考える。 

２ ＡＤＲ研修 

ＡＤＲはその担い手となる担当司法書士と世話人の育成が重要であり、当委員会

では以下の研修を行った。 

（１）紛争解決能力スキルアップ講座（基礎編）（平成３０年１０月１３日 別館） 

例年行っているＡＤＲ担当司法書士養成講座（基礎編）を、当委員会の委員が

講師となり、土曜日１日（１０：００～１７:３０）を使って開催した。 

（２）関東ブロックＡＤＲトレーニング（平成３１年２月１６日、１７日 水戸） 

調停スキルの向上を目的とする「ＡＤＲ研修会」を、茨城司法書士会の協力の

もと、オープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパンのメンバー５名を講師に

迎え開催した。同研修会では、フィンランド発祥の精神医療における対話手法で

ある「オープン・ダイアローグ」の基本的な考え方を学び、この手法を用いた対

話のもたらす効果、調停との類似と差異、実際の調停に応用することの可能性な

どを学び、より対話についての理解が深まった。 



 

（３）新入会員研修会（平成３１年３月１６日 別館） 

当委員会の委員が講師となり、新入会員向けにＡＤＲについて講義をした。委

員による調停ロールプレイを新入会員に見てもらい、傾聴のワーク等を体験して

もらうことを通じて、当センターが採用する自主交渉援助型の理解を深めてもら

った。 

３ リーフレットの再配布 

当センターのリーフレットを若干改訂し、県内各市町村、裁判所、法務局等の関

係機関に再配布した。 

４ 広報 

Facebookを中心に、ＡＤＲに関しての情報を適宜発信した。 

 

〔法テラス対応委員会〕 

 委員長 中林和典 

 委員 清水敏晶、松浦義仁、岡田直彦、板倉真、鳶島久子、岡本陽義、笛木大哉、 

大木淳浩、関辰朗、小曾根広行 

１ 日本司法支援センター（法テラス）との連携 

  例年と同様に、平成３０年９月２６日、群馬司法書士会館別館にて日本司法支援

センター群馬地方事務所（法テラス群馬）との協議会を開催した。そして、協議の

議題にも上がった法テラス群馬主催の地方協議会（県内４か所にて開催）に会員を

派遣した。 

２ 簡裁訴訟代理法律相談センター（法テラス指定）の運営 

  前年度相談件数３件に対して、本年度は１件となっている。なかなか法テラス群

馬との連携が図れず相談件数増加に結びつけられなかったので、今後の課題として

残るところである。 

３ 民事法律扶助の利用促進に関する検討 

利用促進に向けての活動があまりできなかったことが大きな反省点として残る。

次年度は利用しやすい部分から、会員に周知することを心掛けたい。 

４ 特定援助対象者法律相談援助事業、相談員の派遣 

  法テラス群馬に対して相談員名簿を提出しており、その名簿に従い相談員派遣の

依頼がされているところである。そして、法テラス群馬からの情報によると、本年

度の同事業における司法書士への依頼は７件であったと聞き及んでいる。これは全

国的にもかなり多い割合であるので、司法書士への期待の表れであると考えている。

今後、法テラスとの連携の点で、重要な事業となると考える。 

５ 扶助審査委員の派遣 

  本年度、扶助審査委員を派遣することができなかったが、再度派遣することにつ

いて、法テラス群馬と現在協議中である。 

６ 新入会員向けの研修会 

  平成３１年３月２３日に鈴木修一郎先生（法テラス群馬事務局長）に講師を務め

ていただき、新入会員向けに民事法律扶助に関する研修会を行った。 

 



 

【研修部】研修部長 伊藤真一  次長 板垣大祐  部員 青木伸夫 

１ 会員研修会 

次の研修会を実施した。 

１ 開催日：平成３０年４月２１日（土） 

テーマ：債権法改正と不動産取引 

講 師：鈴木龍介先生（東京会） 

担 当：研修部 

２ 開催日：平成３０年６月２日（土） 

テーマ：「子どもの権利」をめぐって 

講 師：野上哲司先生 

（広島会 日司連市民の権利擁護推進室 子どもの権利擁護部会） 

浦井裕樹先生 

（大阪会 日司連紛争解決支援推進対策部 家事事件ＷＴ座長） 

担 当：市民の権利委員会 

３ 開催日：平成３０年６月１７日（日） 

テーマ：地域感情に学ぶ民主主義 

講 師：新井誠先生（広島大学法学部大学院法務研究科教授） 

担 当：群馬青司協 

４ 開催日：平成３０年７月７日（土） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 

５ 開催日：平成３０年７月８日（日） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 

６ 開催日：平成３０年７月１５日（日） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 

７ 開催日：平成３０年７月２１日（土） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 

８ 開催日：平成３０年８月４日（土） 

テーマ：ゼロから始める家族信託 

講 師：高橋昭安会員 

担 当：研修部 

９ 開催日：平成３０年８月３１日（金） 

テーマ：養育費に関する法的問題と支援の実務 

講 師：川上真吾先生（長野県会） 

担 当：市民の権利委員会 

10 開催日：平成３０年９月１４日（金） 

テーマ：綱紀調査に関する研修会 

講 師：熊谷健先生（長野県会 日司連司法書士執務調査室委員） 

    石川雅敏先生（東京会 日司連司法書士執務調査室委員） 

担 当：綱紀調査委員会 



 

11 開催日：平成３０年９月１５日（土） 

テーマ：証明書偽造を見破る術－本人確認資料の原本確認の対応－ 

講 師：高尾周太郎先生（株式会社ベルコンピューターシステム 代表取締役） 

担 当：研修部 

12 開催日：平成３０年１０月４日（木） 

テーマ：裁判事務の基礎から実践まで～明日からできる裁判実務～ 

    裁判事務スタートアップ講座 

講 師：松浦義仁会員 

担 当：業務拡充委員会 

13 開催日：平成３０年１０月１３日（土） 

テーマ：ＡＤＲ研修 紛争解決能力スキルアップ講座（基礎編） 

講 師：ＡＤＲ委員会 

担 当：ＡＤＲ委員会 

14 開催日：平成３０年１０月１８日（木） 

テーマ：裁判事務の基礎から実践まで～明日からできる裁判実務～ 

    事例発表 

講 師：石橋修会員 狩野豊宏会員 小林弘明会員 

担 当：業務拡充委員会 

15 開催日：平成３０年１１月１日（木） 

テーマ：裁判事務の基礎から実践まで～明日からできる裁判実務～ 

    事例発表 

講 師：大木淳浩会員 桑原潤会員 山口諒太会員 

担 当：業務拡充委員会 

16 開催日：平成３０年１１月３日（土） 

テーマ：渉外業務受託推進のための研修会 

講 師：井澤力先生（東京会 日司連渉外業務推進委員会委員） 

    山口岳彦先生（東京会 日司連渉外業務推進委員会委員） 

担 当：研修部 

17 開催日：平成３０年１１月８日（木） 

テーマ：最近の労働事件の相談事例及び受任事件の事例発表 

講 師：萩原秀樹先生（群馬労働局 雇用環境・均等室 労働紛争調査官） 

仲道宗弘会員 

担 当：市民の権利委員会 

18 開催日：平成３０年１１月１０日（土） 

テーマ：民法改正（相続） 

講 師：加藤真紀先生（札幌会 日司連民事法改正対策部） 

担 当：研修部 

19 開催日：平成３０年１１月１５日（木） 

テーマ：裁判事務の基礎から実践まで～明日からできる裁判実務～ 



 

    事例発表 

講 師：松浦義仁会員 池末晋介会員 冨沢靖司会員 

担 当：業務拡充委員会 

20 開催日：平成３０年１１月１７日（土） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 

21 開催日：平成３０年１１月１８日（土） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 

22 開催日：平成３０年１１月２３日（金） 

テーマ：民法と不動産登記－それらが改正される時代を生きる皆さんへ 

講 師：山野目章夫先生（早稲田大学大学院法務研究科教授） 

担 当：研修部 

23 開催日：平成３０年１１月２５日（日） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 

24 開催日：平成３０年１２月２日（日） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 

25 開催日：平成３０年１２月１４日（金） 

テーマ：人権救済制度の手続きと実践 

講 師：大倉朋子先生（前橋地方法務局 人権擁護課長） 

    小野内雅子先生（札幌会） 

    加藤裕子先生（東京会） 

担 当：市民の権利委員会 

26 開催日：平成３１年１月１２日（土） 

テーマ：不動産と税金 ～基本的事項の確認と留意点について～ 

講 師：須永宏先生（税理士） 

担 当：研修部 

27 開催日：平成３１年１月１９日（土） 

テーマ：相続法改正と司法書士実務（サテライト研修） 

講 師：日本司法書士会連合会 民事法改正対策部 

担 当：研修部 

28 開催日：平成３１年１月２６日（土） 

テーマ：０から始める遺産承継・任意財産管理業務 

講 師：池末晋介会員 

担 当：業務拡充委員会 

29 開催日：平成３１年２月３日（日） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 

30 開催日：平成３１年２月８日（金） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 

31 開催日：平成３１年２月９日（土） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 



 

32 開催日：平成３１年２月１０日（日） リーガルサポートとの共催 

担 当：研修部 

33 開催日：平成３１年２月１６日（土） 群馬土地家屋調査士会との合同研修会 

テーマ：所有者所在不明土地問題を考える 

講 師：山野目章夫先生（早稲田大学大学院法務研究科教授） 

担 当：研修部 

34 開催日：平成３１年３月２０日（水） 群馬弁護士会との合同研修会 

テーマ：第１部 事業承継の基本 

    第２部 事業承継をめぐる実例 

講 師：舟木諒先生（弁護士） 

鈴木克昌先生（弁護士） 

 

２ 単位 

取得状況（平成３１年３月３１日現在） 対象会員総数２９０名 

１２単位以上の取得者 

 

 １７６名（６０．７％） 

    〔参考〕平成２９年度 １６３名（５５．４％） 

不足者 

（１単位以上１２単位未満） 

  ７４名（２５．５％） 

    〔参考〕平成２９年度  ９２名（３１．３％） 

未取得者（０単位） 

 

  ４０名（１３．８％） 

    〔参考〕平成２９年度  ３９名（１３．３％） 

 

３ 日司連年次制研修 

  日司連の年次制研修は、日司連会員研修実施要領第３章に定める「職業倫理の保

持を目的とし、司法書士会員が、登録・入会年次（５年に一度）ごとに参加する」

研修で、平成１８年から義務化され、今年で１３年目となった。 

  本年度の本会の年次制研修の対象者は６７名であった。平成３０年１０月２０日

に年次制研修を実施し、５６名が受講し、県外で行われた年次制研修に４名が参加

した。 

日 
 

 

程 

時間（所要時間） 講義内容 

13:00（10分） 開校式 （挨拶）日本司法書士会連合会会長 

    （趣旨説明）司法書士中央研修所 

13:10（70分） 基調講演（70分）「司法書士業務と倫理」 

 講師 加藤新太郎先生 

    （中央大学大学院法学研究科教授） 

（20分） 休憩 

14:40（120分） グループディスカッション 

（20分） 休憩 

17:00（60分） 統括講義（60分）・質疑応答 

 



 

〔新入会員研修委員会〕 

委員長 山口諒太 

委員 武内純一、飯嶋ゆう子、茂木徹、岡本陽義、清水博文、石原秀一、吉岡誠、

狩野豊宏、脇野孝一 

受講者 岩沼良尭、五十嵐洋、茂木大郎、長沼晶子、遠藤由香里、井田峻介、 

廣川道明、河端豊、樋口浩史、倉金由妃 

＜講習会・ガイダンス実施日程＞ 

日時 講義 講師、その他 

11／9 

（金） 

11：00～13：30 

 

ガイダンス 

・研修日程、注意事項、その他 

西川正会長・伊藤真一研修部長 

 

11／23 

(金・祝) 

13：30～14：15 開講式 

・会長講話・研修費の交付 

・その他 

西川正会長 

常任理事・研修講師 

配属先講師 

14：30 

15：00～18：00 

 

受付 

記念講演「民法と不動産登記法～それら

が改正される時代を生きる皆さんへ」 

早稲田大学大学院法務研究科教授 

山野目章夫先生 

 

18：30～ 新入会員研修会懇親会 

（前橋テルサ12階 

リストランテ チィニョ） 

新入会員研修委員会ほか 

常任理事・研修講師 

配属先講師 

12／1 

（土） 

9：00～12：00 

 

司法書士基礎講座① 

不動産登記・立会の実務 

講師：東歩会員・黒澤祐太会員・ 

   武内純一会員 

13：00 

  ～16：00 

 

司法書士基礎講座② 

～不動産登記・相続編 

～課題検討 

講師：閑野強会員 

12／8 

（土） 

13：00～14：30 

 

司法書士基礎講座③ 

～周辺知識編（税金） 

～課題検討 

講師：武内純一会員・植村仁会員 

 

15：00～17：30 

 

司法書士基礎講座④ 

～周辺知識編（土地法・関連士業） 

講師：平田充会員 

12／15 

（土） 

9：30～12：00 

 

司法書士基礎講座⑤ 

～会社法・商業登記編 

講師：岡住貞宏会員 

伊藤真一会員 

平成31年 

1／4（金）～1／20（日） 

中央新人研修・前期 

※通信研修方式。日時は視聴期間。 

 

1／8（火）～15（火） 

関東ブロック新人研修 

（第一生命東戸塚教育センター） 

（渋谷・フォーラムエイト） 

1／22（火）～24（木） 
中央新人研修・後期  

 （渋谷・フォーラムエイト） 

1／26（土）～3／3（日） 特別研修 



 

3/16 

（土） 

13：00～15：45 

 

①会則、その他の規定等 講師：会則規定等整備委員会 

 

16：00～17：30 

 

②ADR研修（基礎編） 講師：ADR運営委員会 

 

3/19 

（火） 

18：30～20：00 

 

③ミニガイダンス 

（会の組織の説明、五団体） 

佐藤事務局長 

五団体担当者 

 

3/23 

（土） 

13：00～15：00 ④成年後見制度の基礎と実践 講師：リーガルサポート群馬 

15：00～16：00 

 

⑤ⅰ相談部の活動について(相談会の

説明及び相談時の対応について) 

ⅱ法律扶助の活用について 

講師：相談部 

   鈴木修一郎法テラス群馬事 

務局長 

   鈴木克利会員 

16：00～17：00 

 

⑥裁判業務（簡裁代理権の活用） 

及び財産管理業務の推進について 

講師：業務拡充委員会 

 

3/30 

（土） 

13：00～17：00 ⑦ⅰ司法書士による消費者問題（債務

整理・裁判業務）の実務 

ⅱ生活困窮者及び社会的弱者等の権

利擁護のための活動について 

講師：市民の権利委員会 

 

18：00～ 閉講式・慰労会 新入会員研修委員会 

研修講師・配属先講師 

＜配属研修＞ 

 次のとおり配属研修を実施した。 

〔期間〕 前期 平成３０年１２月１日から平成３１年１月２１日まで 

     後期 平成３１年 ３月４日から平成３１年３月３１日まで 

〔配属〕 

新入会員 配属先指導員 新入会員 配属先指導員 

五十嵐洋 司法書士ｵﾌｨｽ東Registration 長沼晶子 田村嘉久会員 

遠藤由香里 池末Ryomo司法書士法人 井田峻介 瀬戸基寛会員 

廣川道明 平田充会員   

 

〔関ブロ新人研修委員会〕 

 委員長 板垣大祐 

 委員 平田充、瀬戸基寛、齊藤麻紀、堀川寛人、髙橋昭安、関口英典、石原秀一、 

清水龍大郎、冨沢靖司、堀本高史 

関東ブロック司法書士会協議会新人研修会において、例年同様、群馬会が「立会

いの実務」及び「本人確認について」(いずれも平成３１年１月１２日(土))を担当

した。 

「立会いの実務」の発表は、関口英典会員、清水龍大郎会員、冨沢靖司会員、堀

川寛人会員で行い、「本人確認について」の発表は瀬戸基寛会員が行った。 



 

【支部】 

１ 中央支部 支部長 閑野強 

平成３０年 

４． ２ 研修委員会〔ぐんま事務所〕(平田充、閑野強、仲道宗弘) 

４． ５ 会計監査会〔司法書士会館別館〕(閑野強、松本敦、関辰朗、藤井俊彦) 

４． ６ 幹事会 定時総会の件 参加者１４名〔司法書士会館別館〕 

      懇親会〔Bar Restaurante Hisa〕参加者１２名 

４．１３ 前橋市役所 無料登記相談会５件（相談員 松本敦、閑野強） 

４．２０ 中央支部定時総会 出席者４７名（委任状２８名）司法書士会館別館 

      支部研修会 題名「消された男」講師 仲道宗弘 参加者２２名 

懇親会（ふく成）参加者２４名 

５．１１ 前橋市役所 無料登記相談会５件（相談員 齊藤真吾、大塚正） 

６．１５ 前橋市役所 無料登記相談会８件（相談員 松浦義仁、板垣大祐） 

６．１５ 幹事会 事業執行の件 参加者１５名〔司法書士会館別館〕 

      懇親会〔タイクーンカフェ〕参加者１３名 

６．２２ 親睦旅行検討役員会（吉田幸男、閑野強、吉原亜矢、大澤栄一郎） 

７． ６ 親睦旅行検討役員会（吉田幸男、閑野強、吉原亜矢） 

７．１３ 前橋市役所 無料登記相談会１１件（相談員 伊藤真一、板倉真） 

７．１８ 研修委員会〔平田事務所〕（平田充、松本敦、閑野強、岡田直彦） 

７．２９ 県下一斉司法書士相談会４件〔司法書士会館別館〕 

      （相談員 藤井俊彦、土山幸男、須藤有介、平田充、中川順毅、 

松本敦、閑野強、板倉真、大塚正、茂木徹、野口貴美男） 

８．１０ 前橋市役所 無料登記相談会８件（相談員 後藤亮、野口貴美男） 

８．１０ 支部研修会「休眠担保の実務」講師 岡田直彦 

      参加者２２名 懇親会〔矢内〕参加者２１名 

９．１４ 前橋市役所 無料登記相談会６件（相談員 藤井俊彦、松本敦） 

１０． ６ 親睦旅行 参加者４０名 

ジャパンオープン２０１８〔さいたまスーパアリーナ〕観賞 

      懇親会〔川越いも膳〕 

１０． ７ 全国一斉！法務局休日相談所（前橋地方法務局主催） 

      〔前橋地方法務局〕 

（相談員 長谷川洋、中川順毅、閑野強、岡田直彦、茂木徹） 

１０．１２ 前橋市役所 無料登記相談会７件（相談員 伊藤真一、清水俊作） 

１１． ９ 前橋市役所 無料登記相談会７件（相談員 須藤有介、松本敦） 

１１．１４ 非司調査 商業法人登記部門〔前橋地方法務局〕 

      （中川順毅、松本敦、閑野強、後藤亮、岡努、板倉真、茂木徹） 

１２． ８ 支部研修会 題名「平成３０年総復習」講師 長谷川洋  

参加者１６名 懇親会・忘年会〔創和織部〕参加者１５名 

１２．１２ 前橋市役所 無料登記相談会４件（相談員 吉田幸男、長谷川洋） 

 



 

平成３１年 

１．１１ 前橋市役所 無料登記相談会７件（相談員 吉田幸男、松本敦） 

１．１１ 合同役員会〔司法書士会館別館〕（閑野強） 

１．１８ 司調合同懇親会・新年会〔北海亭〕参加者１３名 

２． ８ 前橋市役所 無料登記相談会７件（相談員 板倉真、大塚正） 

 ３． ８ 前橋市役所 無料登記相談会４件（相談員 閑野強、岡田直彦） 

 

２ 伊勢崎支部  支部長 清水紀英 

 平成３０年 

４．１８ 伊勢崎支部総会〔プラザ・アリア〕 

５． ９ 第１回 支部研修会〔プラザ・アリア〕（ＤＶＤ研修、参加者８名） 

「債権法改正と不動産取引」講師：鈴木龍介 先生〔東京会〕 

  ５．１４ 矢内徹会員退会 

５．２４ 群馬司法書士会 第１回支部長会 群馬司法書士会（支部長） 

  ５．２９ 伊勢崎佐波資産税連絡協議会役員会 宅建伊勢崎支部（支部長） 

６．２２ 西部土地区画整理審議会及び委嘱状交付式 伊勢崎市役所 

（清水紀英会員） 

６．２２ 伊勢崎佐波資産税連絡協議会 定期総会・懇親会〔ニューいづみ〕 

     （支部長、天田益弘会員、五十嵐秀行会員） 

７．２９ 県下一斉無料法律相談会〔伊勢崎商工会議所〕 

（相談員１１名・相談者１８組） 

８． ３ 五十嵐秀行会員ご尊父様告別式〔ＪＡセレモニーホールいせさき〕 

８． ８ 県下一斉無料法律相談会に関する補助金交付申請書の提出 

  ８．２１ 第２回 支部研修会〔プラザ・アリア〕 「民法改正について」 

講師：弁護士 清水俊昌 先生〔みやこ法律事務所〕 

主催：一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会伊勢崎支部（参加者11名） 

１０． ２ 第３回 支部研修会〔プラザ・アリア〕（参加者９名） 

「消された男～失踪宣告取消審判申立事件」 

講師：仲道宗弘 会員（伊勢崎支部） 

１０． ６ 行政書士会・土地家屋調査士会・司法書士会による合同相談会 

〔ＪＡ佐波伊勢崎本店〕（司法書士会の相談員 支部長・仲道宗弘会員・

大木淳浩会員・小山浩之会員、相談者１８組） 

       行政書士会・土地家屋調査士会との懇親会 グリーンパレス伊勢崎 

１０．１５ 伊勢崎佐波資産税連絡協議会役員会 宅建伊勢崎支部（支部長） 

 一日合同行政相談所へ相談員派遣〔伊勢崎市文化会館〕(大木淳浩会員) 

 １１． ８ 倉金由妃会員の伊勢崎支部入会 

       司法書士法施行規則第４１条の２の規定による調査の実施 

       前橋地方法務局伊勢崎支局（支部役員６名）    

１１．１４ 伊勢崎佐波資産税連絡協議会研修会〔伊勢崎市民プラザ〕 

       第４回 支部研修会（参加者６名） 



 

「①民法改正と相続税について」 

「②軽減税率制度とインボイス（適格請求書）制度について」 

講師：西野和志 氏（伊勢崎税務署 資産課税部門 統括国税調査官） 

茂木克行 氏（同税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官） 

 １１．１５ 伊勢崎地区納税表彰式〔プラザ・アリア〕(支部長) 

 １１．２６ 第５回 支部研修会〔プラザ・アリア〕(ＤＶＤ研修、参加者１８名) 

       「民法改正（相続）」 

講師：加藤真紀 先生（札幌会） 

 平成３１年 

  １． ８ 一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会〔プラザ・アリア〕 

       伊勢崎支部「新年祝賀会」（五十嵐秀行会員） 

 １．１１ 群馬司法書士会合同役員会〔群馬司法書士会別館〕（支部長） 

  ２． ６ 第６回 支部研修会〔プラザ・アリア〕 （参加者８名） 

    「係争性のある相談・事案等に対して司法書士としてどのように対処 

するか？」 

講師：小山浩之 会員（伊勢崎支部） 

 

３ 沼田支部  支部長 藤井禎之 

平成３０年 

 ４．２４ 沼田支部総会〔沼田市中央公民館〕出席者１１名 

       懇親会〔ホテルベラヴィータ花萌〕出席者９名 

５．２６ 阿部明彦会員ご尊父様告別式〔ＪＡアシストホールみなかみ〕 

（支部長） 

  ７．２８ 県下一斉司法書士相談会〔利根沼田文化会館第１～第３会議室〕 

  ７．３１ 山口諒太会員住所変更届受理 

１２．２０ 法定相続情報証明制度及び法定相続情報一覧図の交付申出について 

の協力依頼文を支部会員に送信 

平成３１年 

  １．１１ 群馬司法書士会合同役員会〔群馬司法書士会別館〕（支部長） 

 

４ 吾妻支部  支部長 田中智 

平成３０年  

４．１３ 平成３０年度吾妻支部定時総会開催 

      土地家屋調査士会吾妻支部と懇親会〔草津温泉ホテルヴィレッジ〕 

５．２４ 支部長会 

７．１０ 相続登記推進のための県内市町村訪問 

７．１９ 相続登記推進のための県内市町村訪問 

７．２８ 県下一斉司法書士相談会〔中之条ツインプラザ〕 

 ８． ９ 吾妻地域成年後見推進検討委員会〔中之条町役場〕 

１０．２８ 土地家屋調査士会・行政書士会との合同旅行 



 

１１． ９ 前橋地方法務局中之条支局との打合せ会 

１１．１５ 支部ＤＶＤ研修会「会社の解散」〔中之条ツインプラザ〕 

１２． ７ 支部ＤＶＤ研修会「司法書士が知っておくべき社会保障制度」 

〔中之条ツインプラザ〕 

１２． ７ 吾妻支部忘年会〔四万温泉 やまぐち館〕 

平成３１年 

 １．１６ 吾妻地域自殺対策連絡会議〔吾妻保健福祉事務所〕 

 ３． ７ 支部ＤＶＤ研修会「０から始める遺産承継」〔中之条ツインプラザ〕 

 ３．２６ 支部ＤＶＤ研修会「不動産と税金」〔中之条ツインプラザ〕 

 

５ 太田支部  支部長 樋口正洋 

平成３０年  

  ４．１７ 太田支部定時総会 

  ４．２５ 堀本高史会員入会 

  ５． ８ 第１回支部役員会（年間行事の確認等） 

  ５．２４ 支部長会  

  ７．２３ 桑原潤会員入会 

  ７．２８ 県下一斉司法書士法律相談会〔大泉文化むら〕 

相談員５名・支部役員４名・相談者８名 

       田中・大槻・堀本・荻野・服部・北川・新井・清水・樋口の各会員） 

  ８． ７ 第２回支部役員会（支部研修の実施等） 

  ８．２１ 第１回太田支部研修会〔大泉文化むら〕 

       ・市野秀樹会員：労働問題について 

・齋藤幸光会員：空家対策問題について 

１０． ２ 第２回太田支部研修会〔大泉文化むら〕 

       ・土山幸男会員：資格者代理人方式等について 

１０．３０ 太田一日合同行政相談所（山田、樋口の各会員） 

１１． ９ 星野信治会員私書箱廃止届 

１１．１２ 星野信治会員退会 

１１．２０ 第３回太田支部研修会〔大泉文化むら〕 

       ・高橋昭安会員：ゼロから始める家族信託プラス 

 １２．２８ 桑原潤会員移転（桐生支部へ） 

平成３１年  

１．１５ 霜田啓治会員退会 

１．２９ 第３回太田支部役員会（新役員の選任等） 

２． １ 武内純一会員移転（中央支部へ） 

  ２． ５ 太田市空家対策協議会（樋口会員） 

  ２．１９ 第４回支部研修会〔大泉文化むら〕 

       ・大前千鶴子会員：綱紀調査委員からみた司法書士制度 

・小暮稔会員：自筆証書遺言について 



 

  ３．１３ 武内純一会員私書箱廃止届 

３．２６ 第４回太田支部役員会（支部総会の運営について） 

 

６ 桐生支部  支部長 阿部健 

平成３０年 

４．２８ 桐生支部定時総会１１時 

支部研修会実施〔美喜仁館 桐生店〕 

５．２４ 支部長会〔群馬司法書士会別館〕 

６． ８ 桐生支部研修会〔美喜仁館 桐生店〕 

６．２２ 行政書士会桐生支部研修旅行 南房総、有志参加２３日  

７．２７ 行政書士会桐生支部納涼会〔笠懸いっちょう〕有志参加 

７．２８ 県下一斉相談会〔桐生市立中央公民館〕 

１０．１７ 桐生・みどり一日合同行政相談会〔笠懸公民館〕 

１０．１９ 行政書士なんでも無料相談会〔新里総合センター〕有志参加 

１２． ４ 行政書士会桐生支部忘年会〔きみひさ〕 

平成３１年 

１． ４ 調査士会桐生支部長 司法書士会桐生支部長桐生支局に賀詞訪問 

１．１１ 合同役員会〔群馬司法書士会別館〕 

３．２６ 桐生支部役員会〔美喜仁館 桐生店〕 

 

７ 高崎支部  支部長 関本雅弘 

平成３０年 

４．１８ 高崎支部定時総会〔エテルナ高崎〕 

支部研修会〔エテルナ高崎〕 

        「ここ１年の登記研究から・プラスα」 

講師 司法書士 長谷川洋会員（中央支部） 

  ６．１３ 第１回幹事会〔高崎市総合福祉センター〕 

  ７． ６ 支部研修会〔高崎市総合福祉センター〕 

        「債権法改正と不動産取引」ＤＶＤ視聴 

        講師 司法書士 鈴木龍介氏（東京会） 

  ７．２８ 県下一斉司法書士相談会２４件〔サンライフ高崎〕 

平成３１年 

  ３．２６ 第２回幹事会〔高崎市総合福祉センター〕 

※毎月（１２月を除く）第４火曜日午後１時から４時まで 

高崎市役所無料相談〔市民相談室〕 

        毎回２名の高崎支部会員が相談員となって開催した。 

 

８ 西毛支部  支部長 仁井田正弘 

平成３０年 

  ４． ６ 平成３０年度支部定時総会〔花善〕出席者１９名（うち委任状３名） 



 

５．２３ 藤岡一日合同行政相談所〔藤岡市民ホール〕２名派遣 

５．３０ 富岡・甘楽一日合同行政相談所〔富岡市生涯学習センター〕１名派遣 

７．２８ 県下一斉無料相談会〔みかぼみらい館〕相談員５名 

８．２４ 第１回支部研修会 〔ら・ら・かんら〕 

     『債権法改正と不動産取引』（ＤＶＤ）出席者１０名 

１０．２７ 三士業合同無料相談会〔富岡市生涯学習センター〕相談員３名 

１２． ４ 第２回支部研修会 〔ら・ら・かんら〕 

       『養育費に関する法的問題と支援の実務』（ＤＶＤ）出席者３名 

平成３１年  

２．２６ 高齢者・障がい者困りごと相談会〔富岡市役所〕１名派遣 

２．２６ 第２回支部研修会〔ら・ら・かんら〕 

       『人権救済制度の手続と実践』（ＤＶＤ）出席者４名 

 

 

【綱紀調査委員会】 

委員長 池末晋介 

副委員長 上原大介、山口諒太、米澤智子 

委員 中川順毅、古澤陽子、天笠莊二、笛木大哉、宮澤仁、原田扶美子、宮前知光

  

外部委員 金光寛之（高崎経済大学地域政策学部准教授） 

１ 調査事例の傾向 

本年度の調査付託案件は全4件で、全て法務局長からの調査嘱託案件であった。 

  内訳は、①本人確認及び登記申請意思確認に関し疑義のあった案件、②民事事件

における業務対応に関し疑義のあった案件、③不動産登記業務に関し業務内容に疑

義のあった案件、④代理権の範囲に関し疑義のあった案件であった。 

２ 調査方法 

調査は、昨期と同様に、委員会を３グループに分け、調査付託順に担当グループ

にて調査に当たった。付託が出た段階で、担当グループを招集し調査の方向性を検

討し、被調査会員の面談調査後、調査員報告書を作成した。調査員報告書及び事案

に関する資料は事前に全委員に送付し、内容を把握した上で全体会議を開催し、調

査内容及び違反行為の有無の判断の妥当性を、外部委員を含め審議及び決議した。 

３ 調査報告 

本年度の調査付託案件4件については、調査を完了している。 

綱紀調査委員会の全体会議の開催状況は、以下のとおりである。 

第１回 平成３０年 ８月３１日 午後6時 司法書士会別館 

第２回 平成３０年１１月１４日 午後6時 司法書士会本館  

第３回 平成３１年 １月２１日 午後6時 司法書士会本館 

第４回 平成３１年 ４月 ４日 午後6時 司法書士会別館 

被調査会員の面談調査を含め、グループ会議は計８回開催した。 

調査付託から、概ね３～４か月ほどで調査を完了できており、期日以内に調査



 

を迅速に進められている。 

４ 関東ブロック綱紀担当者会議及び説明会 

以下の日程にて、関東ブロックの綱紀担当者会議にて、意見交換がなされた。 

第１回 平成３０年９月６日午後2時 日司連会館 

第２回 平成３１年２月４日午後2時 日司連会館 

 

 

【懲戒意見検討小理事会】 

 議長 西川正 

 構成員 林田幸一、長谷川洋、小和田大輔、板倉真、天田益弘、石橋修、茂木徹、 

     中林和典、伊藤真一 

 参与 平井裕久（高崎経済大学教授） 

  本年度は取扱事件がなかった。 

 

 

【注意勧告小理事会】 

 議長 林田幸一 

 構成員 長谷川洋、板倉真、伊藤真一、齋藤恵子 

  本年度は取扱事件がなかった。 

 

 

【紛議調停委員会】 

 委員長 藤井俊彦 

副委員長 平田充 

 委員 角田克也、谷彰良、石川鐡雄、大小原憲二 

  本年度は、合計２件の申立があった。内１件は、調停の合意が成立した。 

  他の１件は、３月２７日に申立てがあったため継続中である。 



 

＜資料１＞文書名：司法書士の預り金口座開設について(お願い) 

     日記番号：平成３０年４月５日群司発第１１号 

     宛先：一般社団法人群馬県信用金庫協会 

     作成名義人：群馬司法書士会 会長 西川正 

 

平素より当会活動に対し格別のご理解ご協力を賜り有り難うございます。 

 さて、昨今、司法書士の業務が多様化する中で、簡裁訴訟代理等関係業務や財産管

理業務を遂行する上で、会員が、一般の口座と預り金専用口座との別を客観的に明ら

かにし、預り金の管理を適正に行い、依頼者の保護に資するため、「預り金」「預り

口」「預り金口」その他の預り金専用口座であることを明示する語を含む口座開設の

必要に迫られることが少なくありません。当会としても、そうすることにより、自己

の金員と預り金の分別管理が徹底されることになり、依頼者の保護に寄与するものと

考えています。 

 そこで、当会としては、各金融機関に対し、司法書士の預り金専用口座の開設にあ

たっては、下記によることとされるよう要望しているところです。 

                  記 

１．「預り金（または「預り口」「預り金口」）司法書士 何某」名義での口座開設

にあたっては、司法書士であることを明らかにする司法書士会員証及び運転免許証、

公共料金の領収書等の本人確認書類により本人確認を行うと共に、司法書士会員証

記載の事務所住所での口座開設を認めること。 

２．「〇〇〇〇（依頼者名）預り金（または「預り口」「預り金口」）司法書士 何

某」名義での口座開設にあたっては、上記１に加えて、依頼者から受任者たる司法

書士への委任状によって、司法書士が受任している事実を確認することにより、口

座開設を認めること。 

３．相続人からの委任による任意の（裁判所の選任によらない）相続財産管理人に就

任した場合、「亡〇〇〇〇相続財産管理人 司法書士 何某」名義での口座開設に

あたっては、上記１に加えて、被相続人及び相続人の戸籍（除籍・原戸籍）謄本（

または法定相続情報一覧図の写し）により相続関係を明らかにすると共に相続人の

実印が押印された相続財産管理人である司法書士への委任状等（印鑑証明書つき）

によって、相続財産管理人に就任していることを確認することにより、口座開設を

認めること。 

 

しかしながら、この取扱いに関しては、金融機関により対応がまちまちであり、す

べて可とする金融機関がある一方で、一切認められないとする金融機関もあるのが現

状です。 

当会といたしましては、預り金専用口座であることを口座名義により明らかにし、

自己の金員との分別管理がなされることで、会員の預り金管理の適正が徹底され、依

頼者の保護に資するものと思料します。 

つきましては、上記要望の趣旨をご理解の上、貴協会傘下の各信用金庫に対し、特

段の支障のない限り、然るべく対応するようご周知方お願い申し上げる次第です。 



 

＜資料２＞文書名：司法書士が成年後見人等である場合の取扱いについて(お願い) 

     日記番号：平成３１年１月１５日群司発第４４０号 

     宛先：前橋家庭裁判所 所長 髙野輝久 

     作成名義人：群馬司法書士会 会長 西川正 

 

 前橋家庭裁判所では、報酬付与額の算定にあたって、公益社団法人成年後見センタ

ー・リーガルサポート（以下「リーガル」といいます。）の後見人等候補者名簿登載

者のみを「専門職扱い」することとして、すでに平成３０年５月１日からその運用が

開始されていると聞いているところです。 

 本取扱いは、たとえ司法書士であっても、リーガル非会員を含めた名簿非登載者は、

専門職ではないということを意味しています。何故に専門職であるか否かが、法定団

体である司法書士会が関与することなく、一任意団体に過ぎないリーガルの名簿登載

如何によって左右されなければならないのか理解に苦しみます。もはや、成年後見業

務について司法書士は専門職ではないと判断されたと理解せざるを得ません。 

 強制加入団体である司法書士会と異なり、リーガルは公益社団法人とはいえ、一つ

の任意団体でしかありません。したがって、リーガルへの入退会は自由で、専ら会員

の自由意思に委ねられています。当然ながら、様々な理由によりリーガルに入会せず

に成年後見業務に取り組む会員司法書士も少なからず存在します。 

 言うまでもなく、リーガル非会員であっても司法書士としての職責（法２条）を意

識し、後見制度の趣旨を理解した上で、司法書士としての誇りを持って真摯に成年後

見業務に取り組んでいます。そのような会員にとって、本取扱いは、その専門職性を

否定されていることに他ならず、彼らの司法書士としての誇り・プライドを傷つけら

れ、否定されていることに他ならないものです。 

 いわば本取扱いは、法定団体たる司法書士会を蔑ろにしたままに、一任意団体に過

ぎないリーガルをして強制加入団体化せんとするものであり、当会としても到底是認

することは出来ません。 

 つきましては、早急に本取扱いを見直し、リーガルの名簿登載の有無に拘わらず、

司法書士会員であることをもって「専門職」として取り扱われるよう強くお願いする

ものです。 

 併せて、当会との定期的な協議会の開催についてもご検討賜りますようお願いいた

します。 

                                   以 上 

 



 

＜資料３＞文書名：成年後見業務の促進について(諮問) 

     日記番号：平成３０年１１月６日群司発第３３４号 

     宛先：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 支部長 曽根康仁 殿 

     作成名義人：群馬司法書士会 会長 西川正 

 

 次の事項につき、諮問します。 

 なお、来年度事業計画策定の都合上、平成３１年２月２８日までに答申願います。 

記 

 司法書士の成年後見業務の拡大、後見人候補者の増加のための対策について 

【理由】 

 今後ますますの超高齢社会となる我が国において、一層、成年後見制度の重要性が

高まることは間違いのないところである。法律専門家として、その担い手たる司法書

士もまたより大きな役割を果たしていかなければならない。 

 しかしながら、当会会員の成年後見業務への取り組みは、必ずしも活発とはいえず、

この状況を放置するならば、成年後見制度における司法書士の存在感もやがて小さく

なり、将来の司法書士制度に禍根を残すことになりかねない。したがって、司法書士

の成年後見業務の拡大や後見人候補者の増加のための必要な対策をとることが喫緊の

課題であると考える。 

 これが、諮問理由である。 

 

 

 



 

＜資料４＞文書名：成年後見業務の促進についての答申 

     日記番号：平成３１年３月８日リーガル群発第６５号 

     宛先：群馬司法書士会 会長 西川正 

     作成名義人：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 支部長 曽根康仁 

 

貴会からの諮問に対して、次のとおり答申いたします。 

取り組むべき項目として、「成年後見制度利用促進」に関連する事業があげられま

す。 

内閣が閣議決定した成年後見制度利用促進「基本計画」の中では、市町村に対し平

成３３年頃までに「市町村計画」を策定するよう定めています。これをうけて、各自

治体において中核機関の設置に向けた体制整備の動きがみられています。 

また、今後２年程度の期間を経て、現実に中核機関が設置されることになります。 

すでに、各自治体の体制整備の中途において、助言等が行える会員の確保が必要で

すが、とりわけ、群馬県内各地に中核機関が設置された後において、その中核機関に

派遣する司法書士の人材確保が重要課題であると思料します。 

平成３０年４月からすでに直営方式の中核機関を設置している埼玉県志木市の例で

いいますと、志木市役所の場合では、成年後見専門の常設相談窓口が設置され、この

相談窓口にリーガルサポートさいたま支部が、週２回・午後１時から５時までの法律

相談について会員を派遣しています。 

このほか、年に２～３回開催される「審議会」、月に１回程度開催される調整会議

（マッチング会議）などもあります。志木市１市に限っていっても、２０名程度のリ

ーガルサポート会員がローテーションを組んで、これらの会議・相談にあたっていま

す。 

一方、群馬県内には３５市町村がありますが（各自治体が単独で中核機関を実施す

るか、数個の自治体が広域で実施するか分かりませんが）、各自治体の中核機関が実

施する会議等に会員をくまなく派遣するとなると、到底リーガルサポート群馬支部の

みでは不可能といえます。 

 そこで、リーガルサポート群馬支部だけでなく、貴会と一体となって派遣事業を行

う必要があり、さらに、その前提として個々の会員に対して「成年後見制度利用促進

に関する研修」を行い、その人材を確保する事業を行っていくべきと思料します。 

この点、リーガルサポート本部でもリーガルサポート会員向けに成年後見制度利用促

進に関するＤＶＤを作成し、その研修を必修化するなどの構想があります。 

（なお、日弁連では、人材確保のために「成年後見制度利用促進のための連続研修会」

（全８回）といったものを考えていると聞いています。） 



 

さしあたっては、群馬司法書士会に発足した意見交換会準備委員会のメンバーを拡

充し、まずそのメンバーから研修を行い、中核機関の派遣メンバーへと発展させてい

くということも一つの案として考えられます。 

今後、群馬県内各地の中核機関において、群馬司法書士会・リーガルサポート群馬

支部が協同して中心的な役割を担い、行政・福祉関係団体からの信頼を獲得できれば、

成年後見制度における司法書士の存在感はより一層大きなものになる。 


