
令和３年度業務部事業報告 

 

◎総務部 

 

１．会員の執務の指導及び品位の保持のための指導並びに連絡 

 （１）会則、規則、規程の一部改正及び制定 

    ・会則の一部改正（会費） 

    ・役員手当・旅費等の支給に関する規則の一部改正 

 （２）「玻璃速報」の発行 

    第１９６号～第２００号を発行 

 （３）法務局、裁判所等との協議、連絡 

    １２月１日（水）第一審強化方策長崎地方協議会 

    （於：長崎地方裁判所別館４階大会議室 他） 

 

２．機能的執行体制の充実及び支部との連絡協調 

 （１）会員への連絡方法の効率化のため、新入会員に対しメールアドレスを 

    事務局に登録することを依頼 

 

３．政治連盟及び公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートとの 

  連絡協調 

   協議会の開催無し 

 

４.法務局が行う法令違反調査への協力 

   ３年度は土地家屋調査士会による調査 

 

５．各種委員会の運営 

 （１）登録調査委員会 

    ６月１日（火）等、全６回司法書士会館に於いて登録調査委員会を開催 

    入会登録申請者６名に対し実施   

 （２）その他紛議調停委員会等の実施 

    開催無し 

 

６．その他 

 （１）九州ブロック司法書士会協議会（長崎開催） 

    ９月５日開催（ＷＥＢ会議） 

 （２）韓国・釜山会との姉妹会協定更新（長崎開催） 

    コロナ禍のため延期 



◎企画部 

 

１．法教育活動の促進 

（１）「相続・遺言」出張講座 

  派遣実績４件（計９５名）、詳細は下記のとおり（敬称略） 

  

（２）高校・専門学校での法律教室の開催 

派遣実績７件（計１０００名）、詳細は下記のとおり（開催日順、敬称略） 

川棚高校については、相談事業部からの派遣依頼があった。 

 

 

申込者・場所 開催日 時間 担当者（支部） 受講人数 

多良見地区民生児童委員協

議会諫早市多良見支所 
R3.8.6 14:30-15:30 

荒瀬 嘉道 

（諫早） 
３０名 

法倫会館 

マルシェ・ド・リッシュ 

（茂里町４番１号） 

R3.9.24 10:30-12:00 
下釜 一彦 

（長崎） 
１５名 

長崎市教育委員会 

長崎市三重地区公民館 
R3.11.4 13:30-15:30 

田川 裕祐 

（長崎） 
２０名 

佐世保市相浦町コミュニテ

ィーセンター 
R3.11.19 10:00-12:00 

松田 信哉 

（佐世保） 
３０名 

学校 開催日 時間 担当者（支部） 同行（支部） 受講人数 

西彼農業高等学校 R4.1.31 10:45-11:25 
田川 裕祐 

（長崎） 

山口 健太郎 

（佐世保） 
６１名 

大村城南高等学校 R4.2.4 13:30-14:20 
田川 裕祐 

（長崎） 

中本 啓喜 

（諫早） 
１６１名 

平戸高等学校 

（オンライン形式） 
R4.2.9 9:00-10:00 

岩本 義弘 

（佐世保） 
なし ２１名 

川棚高等学校 R4.2.9 9:00-10:00 
横田 浩明 

（佐世保） 

大道 真澄 

（佐世保） 
７９名 

佐世保北高等学校 R4.2.16 14:30-16:30 
山口 健太郎 

（佐世保） 

田川 裕祐 

（長崎） 
２２８名 

長崎工業高等学校 R4.2.24  8:55- 9:45 
田川 裕祐 

（長崎） 

山口 健太郎 

（佐世保） 
３２０名 

長崎玉成高等学校 R4.2.24 13:00-14:30 
山口 健太郎 

（佐世保） 

田川 裕祐 

（長崎） 
１３０名 



（３）その他講師派遣 

派遣実績４件（計１８８名）、詳細は下記のとおり（敬称略） 

申込者 開催日時 担当者（支部） 受講者数 講義内容 

長崎県社会福祉協

議会 

R3.11.27 

10:00-12:00 

岩本 義弘 

（佐世保） 
３０名 

後見等の報告書

作成業務 

不動産保証協会 

長崎県本部 

R3.11.29 

14:00-15:00 

林 魁悊 

（長崎） 
７５名 中間省略登記 

長崎県社会福祉協

議会 

R3.12.17 

10:00-12:00 

向原 源一郎 

（長崎） 
３０名 

後見等の報告書

作成業務 

長崎県長寿社会課 
R4.3.7 

15:00-15:45 

吉田 修司 

（長崎） 
５３名 成年後見制度 

 

２．成年後見制度の利用促進 

（１）リーガルサポート長崎支部との連携・支援 

  １（３）において講師派遣（向原源一郎会員及び岩本理事） 

 

３．司法過疎対策 

（１）小値賀町への司法書士派遣 

  徳永光昭会員・宮川正之会員（いずれも佐世保支部） 

  相談８２件、受託３６件 

（２）司法過疎対策事業の企画、検討 

   令和３年６月２７日：第１３回九州地区開業支援フォーラム 

 岩本理事を運営兼報告者として派遣 

 

４．空家対策問題への対応 

（１）各市町村との連携 

    ① 自治体の協議会へ会員を派遣、協定書の締結 

      会員の派遣については７（３）②のとおり 

      南島原市から所有者不明土地の手続きに関する照会があり対応（継続） 

② 相談会等の実施 

 

５．司法書士業務の改善・調査・研究 

（１）業務拡大のための調査・研究 

① 遺産承継業務 

 令和３年７月１７日、遺産承継業務に関する研修（研修部） 

② 事業承継業務 

 令和３年１１月２２日、第４回長崎県中小企業支援機関連携フォーラム 



 企画部から吉田修司会員及び岩本理事を派遣 

（２）人権意識の啓発、人権擁護の推進 

  各種会議の参加につき７（２）参照 

 

６．各種委員会の運営 

（１）成年後見制度利用促進委員会 

令和３年７月２日開催、以後の委員会についてコロナの状況を踏まえ行わず 

 （２）権利擁護委員会：開催せず 

 （３）空家対策委員会：開催せず 

 

７．その他 

（１）日司連・九州ブロック等事業への対応 

   ①令和３年９月２５日、ＡＤＲ研修会（九州ブロック及び福岡会共催） 

    企画部から岩本・田川の両理事がオンラインで参加 

   ②令和３年１０月１２日、農業支援促進のための意見交換会（日司連） 

    企画部から岩本理事がオンラインで参加 

   ③令和４年１月１４日、司法書士会調停センター担当者会議（日司連） 

    企画部から田川理事がオンラインで参加 

   ④令和４年１月２６日、意思疎通支援制度に関する意見交換会（日司連） 

    企画部から岩本理事がオンラインで参加 

    ⑤令和４年３月２日、行政職員向け所有者不明土地問題等に関するオンライン

セミナー（日司連） 

     企画部から岩本理事がオンラインで参加 

    ⑥令和４年３月３日、市民救援活動に関する意見交換会（日司連） 

     企画部から岩本理事がオンラインで参加 

    ⑦令和４年３月１１日、法教育事業担当者意見交換会（日司連） 

     企画部から岩本理事がオンラインで参加 

（２）外部団体の開催する事業等への対応 

  権利擁護 

① 令和３年７月３０日、五島市・新上五島町第１回権利擁護あんしんシステ

ム検討会議 

向原源一郎会員が参加 

② 令和３年８月３０日、令和３年度長崎県自殺対策連絡協議会 

前田修央人会員が参加 

③ 令和３年９月３０日、令和３年度長崎県依存症対策ネットワーク協議会ギ

ャンブル等依存症対策推進専門部会 

前田修央人会員が参加 



（３）会員の派遣 

    ① 日司連・九州ブロック等への会員の派遣 

     九Ｂ司法過疎対策委員：岩本理事（本年度より委員長就任） 

      本年度は３回の委員会派遣 

     第１４回九州地区開業支援フォーラム 

令和４年１月１５日（土）開催予定：会長及び岩本が参加 

九州ブロック新人研修会がオンライン形式での実施に変更となったこと

に伴い、フォーラムもオンライン形式での実施とする。 

     九Ｂ・ＡＤＲ担当者 ：田川理事 

    ② 外部団体・行政等への会員の派遣 

     ・成年後見関係 

      長与町：ながよ成年後見準備センター委員（宮川晃会員） 

       １０月１日、成年後見センターが成立 

宮川会員が引き続き委員として活動 

      島原市：島原市成年後見制度利用促進審議会委員（竹内峰昌会員） 

      平戸市：平戸市成年後見制度利用促進審議会委員（横田浩明会員） 

     ・権利擁護関係 

      長崎県自殺対策連絡協議会委員（前田修央人会員） 

     ・空家対策関係 

      長崎市住宅審議会委員（吉田修司会員） 

      長与町空家対策委員会（山中英子会員）



◎広報部 

 

１．会報「ギヤマン」 

令和３年９月及び令和４年３月に発行 

 

２．ホームページ維持管理 

 （１）ホームページ管理委員会への業務分掌  

年２回会員情報更新の案内送付 

 （２）各部及び各支部からの情報を取りまとめてホームページへ掲載し情報発信 

    

３．ポスター等広報素材の作成 

 （１）司法書士の日のポスターを作成し、自治体及び各会員に送付 

 （２）相続登記はお済ですか月間においてポスターを作成し、各会員に送付 

 

４．有料広報 

 （１）『司法書士の日』における制度広報 

  テレビ番組出演及びテレビＣＭ 

① ＮＢＣ「Ｐｉｎｔ」（８月３日 １７：００～） 

  前田会長生出演 クイズコーナーを担当 

  ＣＭ ３５本 

②ＫＴＮ「プチまる」（８月１日 １７：２５～） 

  事前収録 

  ＣＭ ３５本 

③ ＮＣＣ「もりスタ」（８月２日 １５：３８～） 

  前田会長事前収録による出演 

④ ＮＩＢ「あさじげＺ」（７月３１日 ９：５５～） 

  ＣＭ ２０本 

 （２）「相続登記はお済ですか月間」の広報 

  ① ＮＢＣ：２月２日「Ｐｉｎｔ（ピント）」 スタジオ生出演 

        ＣＭ ３５本 

  ② ＮＣＣ：２月４日「もりスタ」事前取材放送 

        ＣＭ ３６本（２月１日より） 

        ＹｏｕＴｕｂｅ 

  ③ ＫＴＮ：２月３日「プチまる」事前取材放送 

        ＣＭ ４５本（２月１日より） 

  ④ ＮＩＢ：２月１日「出島ナビゲーション」事前取材放送 

        ＣＭ ３５本 



◎研修部 

１．研修会の開催 

 

（１）全体研修会 

回 テーマ 講 師 実施日 実施場所 参加者 

１ 
遺産承継業務に関する

研修 

財産管理業務推進

委員会 

小原 俊治 氏 

R3.7.17 Zoom ７６名 

２ 
改正民法・ 

不動産登記法 

九州大学大学院法

学研究院教授 

七戸 克彦 氏 

R3.8.4 Zoom ７６名 

３ 
不動産取引の意思能力

に関する裁判例（倫理） 

日司連からの 

Web 配信 
R3.10.9 

長崎県 

建設総合会館 
２５名 

４ 
株式管理の問題点と実

務対応 

日司連からの 

Web 配信 
R3.11.20 

長崎県 

建設総合会館 
２１名 

５ 
反社会的勢力の排除等

に関する研修会 

日司連リスク管理

室室委員 

山本 一宏 氏 

R3.12.11 

長崎県 

建設総合会館 

Zoom 

４７名 

６ 

第１講  債務整理の基

礎と実務について 

 

 

第２講  相続を巡る解

決困難事例について 

長崎県弁護士会  

消費者問題委員会 

小林 洋介 氏 

 

熊本県司法書士会 

矢野 道弘 氏 

R4.3.5 

佐世保市まち

なかコミュニ

ティセンター 

Zoom 

６７名 



（２）支部研修会 

支部 実施日 内容・講師 参加者数 

佐世保 R4.3.12 

DVD 研修 

「相続登記の義務づけをめぐる不動産登記

法の改正構想と司法書士実務」 

１５名 

 

２．リーガルサポート長崎支部との合同研修 

  

テーマ 講 師 実施日 実施場所 参加者 

法テラスに関する研修 
法 テ ラ ス 長 崎 

森 優一 氏 
R3.10.30 Zoom ２２名 

  

 

３．年次制研修会の実施 

  令和３年１０月２３日 長崎建設総合会館８階にて開催 

    会場で受講した人数                ３４名 

    日司連研修総合ポータルを利用して受講した人数   １８名 

 

４．支部研修への講師派遣 

  今年度は実績なし 

 



◎相談事業部 

 

１．司法書士総合相談センターの運営 

（１）司法書士総合相談センター・長崎の運営 

   日 時 毎週 火曜、木曜 １３：００～１５：００ 

   登録相談員 ２０名 

   令和３年４月から令和４年３月までの相談実績は、計８４件 

   昨年度実績 １８６件 

（２）司法書士総合相談センター・佐世保の運営 

   日 時 毎週 火曜、木曜 １３：００～１７：００ 

   登録相談員 １７名 

   令和３年４月から令和４年３月までの相談実績は、計５０件 

   昨年度実績 １４８件 

（３）司法書士総合相談センター・県央の運営 

   日 時 毎週 金曜 １３：００～１７：００ 

   登録相談員 １０名 

   令和３年４月から令和４年３月までの相談実績は、計４７件 

   昨年度実績 １１０件 

 

２．「相続登記はお済みですか月間」への対応 

（１）令和４年２月に各会員事務所での相続登記無料相談実施 

支 部 会員事務所 相談者数 

長 崎 ５２ １３７ 

大 村 ９ ４０ 

諫 早 ２５ １５ 

佐世保 ４１ ６４ 

平 戸 ４ １８ 

壱 岐 ３ １２ 

五 島 ４ １６ 

対 馬 ４ ９ 

合 計 １４２ ３１１ 

   

月間をとおしての感想 

【長崎支部】コロナウイルスがまん延しているなかで、特設会場を設けることは難し

かった。よって、各会員の事務所において実施した。 



【平戸支部】通常の相続登記のほか、相続放棄の相談もあった。 

【壱岐支部】相続登記の義務化についての問い合わせもかなりあった。 

（２）「住まいの終活フェア」無料相談会の開催 

    未実施 

 

３．各種相談会への相談員派遣 

 （１）「専門家による何でも無料相談会」への相談員派遣 

長崎専門職団体連絡協議会主催 

    ・日時令和３年１２月４日（土）９：３０～１６：００ 

・場所メルカつきまち５階会議室 

・派遣相談員：一瀬会員、園田会員 

（２）「一日合同行政相談所」への相談員派遣 

    本年度は中止が決定  

（３）南島原市市民相談会への相談員派遣 

    南島原市が主催する市民相談会へ島原支部会員より偶数月の第３水曜日に 

相談員派遣 

 （４）借金問題等、何でも無料電話相談会（弁護士会主催、司法書士会共催） 

    ・日時 令和３年１１月１６日（火）、１７日（水） 

    ・場所会員事務所よりコールバック方式による電話相談 

・派遣相談員：数会員、湯口会員     

（５）「空き家のお悩み無料相談会」 

・佐世保市主催（佐世保市建築指導課） 

   ・日時 令和４年３月２６日（土） 

       １０：００～１６：００  オンラインで実施  

   ・派遣相談員：松田会員 

 

４．各種委員会の運営 

（１）消費者問題対策委員会 

 ①長崎県主管の消費者問題研究会への講師派遣 

   ・日時令和３年１２月５日（水）１３：００～１５：００長崎県庁にて  

   ・テーマ：「未成年者を含む制限行為能力者の契約と成年後見」 

    ・派遣会員：朝長会員 

     ・受講対象者：主に消費生活相談員 

 ②消費者問題関係研修会への参加推進 

   ・日時 令和４年２月１６日（水）１３：００～１５：００ 

    ・場所 県庁行政棟３階３１２会議室 

    ・テーマ「不動産トラブル（土地・住宅問題）」 



   ・講師 今井一成弁護士（長崎県弁護士会） 

 ③長崎県金融広報委員会への金融広報アドバイザーの派遣 

  ④長崎市消費者安全確保地域協議会への委員派遣 

   長崎県食品安全・消費生活課（講師派遣の要請） 

  ・日時 令和４年２月９日（水）９：００～９：３０ 

  ・場所 県立川棚高等学校 ３年生 

   ・テーマ「多重債務について」 

   ・講師 横田浩明会員 

  ⑤ＮＰＯ法人消費者被害防止ネットながさきへの協力、支援 

 

５.日本司法支援センター長崎地方事務所（法テラス）への対応継続 

 （１）副所長、法律扶助審査委員の派遣 

    ・新しい審査委員の候補者検討、選任 

 

６．地方公共団体主催キャンペーン等への協力 

（１）長崎県主管 多重債務者相談強化キャンペーンへの協力 

 

７．その他 

 （１）全国一斉司法書士法律扶助推進月間（１０月） 

 （２）「法の日」司法書士法律相談の実施（１０月１日～１０月７日） 

    ・下記支部会員事務所において無料相談実施 

 

 

支 部 相談件数 相談内容(多い順) 

長 崎 ３６ ①登記 ②その他 ③民事一般 

大 村 ２９ ①登記 ②成年後見・家事 ③その他 

諫 早 １０ ①登記 ②民事一般 ③その他 

佐世保 ３２ ①登記 ②成年後見・家事 ③民事一般 

平 戸 １３ ①登記 ②成年後見・家事 

壱 岐 ８ ①登記 ②民事一般 ③その他 

五 島 １６ ①登記 ②その他 

対 馬 １０ ①登記  ②民事一般 

合 計 １５４ ①登記 ②成年後見・家事、民事一般 


