
〔議案第１号〕 

平成２４年度事業報告に関する件 

 
平成２４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。  

 

 

                                               奈良県司法書士会 

  会  長 大  西  輝  治  
 
 

事 業 報 告 

１．総務部門関連事業 
（１）奈良県司法書士会が行う相談事業に関する規程の制定 

相談事業部の設置及び奈良県司法書士会司法書士総合相談センター設置規則の廃止に伴い、奈良県

司法書士会が行う相談事業に関する規程を制定いたしました。 

 

（２）奈良県司法書士会の業務を分掌させるために設けられた部の組織及び運営に関する規程の制定 

各事業部の組織及び運営に関するルールを明確にするため、奈良県司法書士会の業務を分掌させる

ために設けられた部の組織及び運営に関する規程を制定いたしました。 

 

（３）会則の一部改正（日本司法書士会連合会市民救援特別会費創設に伴う会費の値上げ） 
日本司法書士会連合会市民救援特別会費創設に伴い会費の値上げに関する会則一部改正案を策定

いたしました。なお、本改正案は、平成２４年１２月８日開催の臨時総会にて承認されました。 
 

（４）依頼者等の本人確認等に関する規則（外国人に関する本人確認書類）の見直し 

依頼者等の本人確認等に関する規則第５条第２号キの文言を「外国人登録証明書」から「在留カー

ド又は特別永住証明書」に変更する規則一部改正案を策定いたしました。なお、本改正案は、平成２

４年１２月８日開催の臨時総会にて承認されました。 

 

（５）奈良県司法書士会戸籍謄本・住民票の写し等の職務上の請求に関する規則の見直し 

１会員が所持できる統一用紙の冊数等を明確にするための奈良県司法書士会戸籍謄本・住民票の写

し等の職務上の請求に関する規則一部改正案を策定いたしました。なお、本改正案は、平成２４年１

２月８日開催の臨時総会にて承認されました。 

 

（６）非司法書士対策委員会規程の制定 

  非司法書士対策委員会規程を定め、同委員会を設置いたしました。 



 
（７）司法書士名簿の発行 
  司法書士名簿を作成、発行いたしました。 
 
（８）その他 
① 法務局との協議会の開催 

   登記業務などの実務上の問題点の整理・統一など登記業務の円滑な運営を図りました。 
② オンライン申請の新システムへの対応を行いました。 
③ 法改正への対応を行いました。 
④ 日司連・近司連と連携した活動を行いました。 
⑤ 奈良県専門士業連絡協議会の活動を行いました。 
⑥ 日本政策金融公庫奈良支店等関係機関との連携を行いました。 

 

２． 広報事業 
今年度は、司法書士制度１４０周年という節目の年であったため、司法書士制度広報という面を前

面に出して広報活動に取り組みました。 
具体的内容は以下のとおりです。 

 

（１） 広報委員会の開催について 

    以下のとおり、計１２回開催いたしました。 

第 ９回  平成２４年 ５月３０日（水） 於：会館   

第１０回  平成２４年 ６月２７日（水） 於：会館 

第１１回 平成２４年 ７月２５日（水） 於：会館 

第１２回 平成２４年 ８月２９日（水）  於：会館 

第１３回 平成２４年 ９月２０日（木） 於：会館 

第１４回 平成２４年１０月１５日（月）  於：会館 

第１５回 平成２４年１１月 ９日（木） 於：会館 

第１６回 平成２４年１１月３０日（金）  於：会館 

第１７回 平成２４年１２月１３日（木）  於：会館 

第１８回 平成２５年 １月２４日（木） 於：会館 

第１９回 平成２５年 ２月１２日（火） 於：会館 

第２０回 平成２５年 ３月１１日（月） 於：会館 

 

（２） 市町村広報について 

平成 23年度に引き続き、「市町村の広報誌及びホームページの活用」を掲げて取り組みました。 

「相続登記お済みですか月間」の期間中に開催される「相続登記相談会」の広報として、市町

村広報誌への掲載依頼を行いました。 

8 月 3 日司法書士の日に行う予定の無料相談会に関する市民向けの告知として、日司連から届

いたポスター200 枚とともに、8月 3日限定のチラシを作成して県下全市町村に送付しました。 



奈良県下の全市町村のホームページで本会ホームページへのリンクが貼ってもらえるように、

市町村へのリンク依頼のための訪問活動を行う予定でありましたが、他の事業の負担が重く、全

市町村からのリンクまでは実現できませんでした。 

 

（３） プレスリリースについて 

プレスリリース漏れが起こらないよう、昨年 7月分から 1年分の会員通信を参考に、プレスリ

リース用の年間行事リストを作成しました。 

 

（４） ホームページについて 

ホームページの空きスペースに、近司連が用意した漫才コンビ「ロザン」を起用したＴＶＣＭ

「相続登記・会社設立」をＵＰしました。 

当会が行っている相談会に関する案内のうち、他市町村や他団体のホームページ上の当会相談

会の記載内容のうち、当会の電話番号と開催時間が間違っているものが散見されたため、各ホー

ムページの記載の確認作業を手分けして行い、修正依頼をかけました。 

また今年度は、課題であったアクセス数の増加、コンテンツ・内容の充実を図るため、ホーム

ページの全面リニューアルに着手しました。 

 

（５） 会報について 

定期発行に向けた編集体制の確立に取り組む予定でありましたが、今年度も１号発行するだけ

で手一杯の状況でした。本年度の会報では「奈良県司法書士会のあゆみ」をテーマにした特集を

組みました。 

市役所・社協・地域包括支援センター・一部医療機関・消費生活センター・学校・図書館など

を中心に、会報の送付先ラベルを委員が手分けして作成しました。 

会報の充実を進めるためには、やはりマンパワー不足の解消が必要であると痛感しました。次

年度以降、ぜひ会報編集への協力を各会員にこの場を借りてお願いいたします。 

 

（６） 会員通信について 

会員通信と会報の棲み分けを意識し、会員通信に議事録をそのまま載せる従来の方法を取りや

め、「執行部各部からのお知らせ」として理事会での「決定事項」を中心に掲載内容をスリム化

し、毎月定期発行しました。 

これまで原則毎月５日に発行してきた会員通信が、編集作業の都合から、理事会開催日以降に

発行することにしましたが、３月号については、委員長の不手際があり月内に発行できませんで

した。この点大いに反省し、次年度は月内発行の原則を守っていくことを委員会内で確認しまし

た。 

 

（７） タウンページについて 

タウンページへの広告は、前年度を踏襲し掲載いたしました。 

 

（８） ＴＶ・ラジオを利用したＣＭ広報について 

漫才コンビ「ロザン」を起用した司法書士制度のＣＭ広報として、今年度は近司連が契約主体



となり、朝日放送（ＡＢＣ）とのパッケージ契約を締結したため、放送枠や本数について有利な

条件で契約することができました。 

具体的には、近司連全体としては、朝日放送（ＡＢＣ）で７月２０日から８月３日の２週間で

15 秒間のＣＭ放送３６本、ＡＢＣラジオで７月１７日から８月７日までの毎週日曜 22：00～22：

29 の番組放送直前・直後 20 秒間ＣＭ放送を行いました。 

本会に関しては、負担金 343,350 円を支出し、ＴＶＣＭ３６本中５本について「奈良県司法書

士会」のクレジットが放映され、Ａタイムと呼ばれる高視聴率枠（番組名：ネプリーグ、7/24

（日）12：00～12：59、視聴率 11.8 ％）での放映権も確保できました。本年度は、司法書士制

度 140 周年でもあることから、前年度同様、近司連を契約主体とした漫才コンビ「ロザン」を起

用したＴＶ及びラジオ放送による司法書士制度のＣＭ広報を行いました。 

 

（９） 相談会事業の広報について 

例年と同様、各種相談会についてポスターやチラシを作成し、配布しました。 

11 月 23 日（金・勤労感謝の日）に開催された「労働トラブル 110 番」については、日司連の

広告をベースにパンフレットを作成し、500 部印刷して市町村、労基署、ハローワークに対し、

定例相談会のチラシとセットで郵送し、県内新聞社にもプレスリリースを行いました。また、ホ

ームページにも案内を掲載しました。 

今年度は、特に相談者の皆様が、相談会場にアクセスし易いように「奈良県司法書士会」と「無

料相談会」という 2デザインののぼりを作成し、無料相談会の案内用に、本会が開催している相

談会の全部が網羅された情報満載のリーフレットも作成するなど、アクセス向上を目的とした広

報ツールを充実させました。 

  

（10）司法書士 140 周年の制度広告について 

本年度が、司法書士制度 140 周年であることから、本会も記念事業として、司法書士のことを

市民の皆様に広く知っていただき、法律問題でお困りの皆様が気軽に相談できるような親しみを

感じ、もっと身近に感じていただける司法書士会となるよう、奈良県内の高校、大学、短大、専

門学校に通う学生、もしくはこれらのグループ、県内に住所または勤務地を有する社会人の方を

対象に、当会のマスコットキャラクターを募集しました。 

20 作品の応募があり、厳正なる審査の結果、最優秀賞には奈良教育大学の佐藤秀一さんの「お

しほうさん（仮）」が選ばれました。 

採用されたマスコットキャラクターは、次年度以降、当会のホームページやチラシなどのツー

ル、各種イベントなどで活用させていただく予定です。 

また、角 2封筒のデザインを従来のものから、司法書士制度 140 周年のロゴを取り入れたデザ

インに変更しました。 

 

（11）「8月 3日は司法書士の日」「高校生一日司法書士」について 

今年度も、8月 3日が司法書士の日であることを広く知ってもらうための広報企画として、「高

校生のための一日司法書士体験」を実施しました。 

4 日の奈良新聞朝刊に高校生一日司法書士の記事が載るであろうと考え、2 日連続で本会の取

組みが新聞に掲載されることになり、広告効果は単発のものより大きいのではないかという意見



や、奈良新聞を定期購読していない人も、コンビニなどで 4つ折りで並ぶと題字下（エントツ部

分）を目にすることができると考え、8月 3日当日、奈良新聞朝刊の題字下（エントツ部分）に、

漫才コンビ「ロザン」を起用した 8月 3日が司法書士の日である旨の広告を打ちました。 

奈良学園登美ヶ丘高校、清風高校の生徒 11 名が参加し、奈良地方法務局や奈良地方裁判所、

山本事務所と中窪事務所を訪問。裁判や登記、供託など司法制度や登記制度への理解を深め、将

来の職業選択や今後の社会生活に役立ててもらえました。昼食の時間には、大西会長、広報委員

がそれぞれテーブルに分かれて座り、生徒たちと参加動機や将来のことなど、様々な会話をする

ことができました。 

高校 3年生が 1名、1年生が 10 名という内訳でありましたが、学年にかかわらず、参加した高

校生全員から「参加して良かった」と感想が述べられました。次年度も継続開催していきます。

また、翌日、8月 4日の奈良新聞朝刊に記事が掲載されました。 

 

（12）オリジナルコミック「スイモ、アマイモ。～司法書士花村大輔のプライド～」の寄贈について 

日司連の監修による、オリジナルコミック「スイモ、アマイモ。～司法書士花村大輔のプライ

ド～」が出版されました。同書は、司法書士の業務や市民との関わり方を広く一般の方にご理解

いただくことを目的としたもので、相続、不動産決済、企業法務、成年後見、公益活動を題材と

した主人公の司法書士が活躍するヒューマンストーリー仕立てとなっており、司法書士という職

能を広く理解いただけるものと考え、本年度、当会において、奈良県内の市立図書館７館と県立

図書館１館に寄贈しました。 

  

３．研修事業 
平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日開催会員研修会一覧（共催による開催を含む） 
 

平成２４年 出席者 単位数 

４

月 
破産手続習得講座（4/3，10，17）（ＤＶＤ） ３３ 6.5 

６

月 
業務研修会「民事執行分野」（6/6，10）（ＤＶＤ） ５７ 4.5 

成年後見分野研修（8/1）（ＤＶＤ）※LS共催 １６ ２ ８

月 成年後見分野研修（8/4）（ＤＶＤ）※LS共催 １３ ３ 

成年後見分野研修（9/5）（ＤＶＤ）※LS共催 １０ 1.5 
９

月 
税務研修（9/8） 

 講師：税理士 熊谷 宏臣 氏 
３５ ３ 

倫理分野研修（10/12）（ＤＶＤ）※LS共催 １５ ２ 

不動産登記分野研修（10/16）（ＤＶＤ） ３９ ２ 

商業登記分野研修（10/24）（ＤＶＤ） ２６ ２ 
10

月 
司法書士の代理権（10/27） 

 講師：司法書士 谷 嘉浩 氏（大阪会） 
２７ ３ 



労働問題の実務（11/17）※奈良青年司法書士会共催 

 講師：全国青年司法書士協議会 梅 垣 晃 一 氏   
１１ ３ 

11

月 改正外登法と渉外相続登記（11/24） 

 講師：司法書士 李 光雄 氏（京都会） 
３０ ３ 

経済的困窮者支援研修（12/1） 

 講師：司法書士 嶋田 貴子 氏（栃木県会） 
１６ ３ 

法テラス研修（12/11） ２０ 1.5 

12

月 

成年後見分野研修（12/15，16）※LS共催 ６３ 10 

平成２５年   

オンデマンド研修（1/19） 

 平成２４年度業務研修会「企業法務分野」 
２２ 4.5 

１

月 事業承継研修（1/21） 

 講師：公認会計士・税理士 大塚 祐介 氏 
１４ ３ 

ＡＤＲ研修（2/16） 

 講師：近司連ＡＤＲ委員会 
１０ ４ 

家裁研修（2/26） 

 「財産管理業務・限定承認・特別代理人の選任」 
５４ 1.5 

２

月 

商業登記分野研修（2/25）※南支部共催 ２２ ２ 

商業登記分野研修（3/2）※南支部共催 ３２ 4.5 

日本政策金融公庫提携研修（3/6） ２６ ２ ３

月 プロボノ活動に関する研修（3/9） 

 講師：司法書士 羽瀬 智文 氏（大阪会） 
８ ２ 

   
計73.5単

位 

  
昨年度は計１１回、外部講師を招いての生講義を実施することができました。やはり生講座は会

員の皆様方の参加率も高く、平成２５年２月２６日に開催されました家事実務研修会では５４名

の参加がありました。 
日司連より依頼を受け、オンデマンド研修会の試験開催地として実施協力いたしました。無事終

えることができましたので、今後も開催される際には協力し、いち早く会員の皆様へ有用な研修

会をご提供したいと考えています。 
従来研修委員会が独自に企画立案を行ってまいりましたが、昨年度、会員のニーズをつかみたい

との意向により、研修テーマのアンケートを行いました。結果は配布させていただきます「かぎ

ろひ」に掲載させていただきました。 
平成２４年度も奈良県司法書士会として、単位会独自に新人研修を実施いたしました。 
奈良県司法書士会の紹介（講師：大西会長）、奈良県における商業・法人登記（講師：梅本会員

（南支部））、奈良県における不動産登記（講師：岡原会員（北支部））、成年後見業務の魅力（講

師：（公社）リーガルサポート奈良支部）、先輩からのメッセージ（講師：奈良青年司法書士会）

と盛りだくさんの内容でした。ご協力いただいた講師の皆様方、ありがとうございました。 



昨年度、当会ＨＰの会員専用ページにおいて、従来より掲載しておりました「１２単位以上取得

者」名簿について、単位数にかかわらず、全会員を掲載することといたしました。 
 
研修委員会開催実績 

第８回委員会 平成２４年 ４月 ９日  於：奈良県司法書士会館 

第９回委員会 平成２４年 ５月１４日  於：奈良県司法書士会館 

第10回委員会 平成２４年 ６月１１日  於：奈良県司法書士会館 

第11回委員会 平成２４年 ７月 ９日  於：奈良県司法書士会館 

第12回委員会 平成２４年 ８月 ６日  於：奈良県司法書士会館 

第13回委員会 平成２４年 ９月１０日  於：奈良県司法書士会館 

第14回委員会 平成２４年１０月 ９日  於：奈良県司法書士会館 

第15回委員会 平成２４年１１月 ８日  於：奈良県司法書士会館 

第16回委員会 平成２４年１２月 ３日  於：近鉄西大寺駅近辺 

第17回委員会 平成２５年 １月１１日  於：奈良県司法書士会館 

第18回委員会 平成２５年 ２月 ４日  於：奈良県司法書士会館 

第19回委員会 平成２５年 ３月 ５日  於：奈良県司法書士会館 

 

４．市民支援事業 

（１）法教育推進事業 

 本事業については、昨年度の実績をひきついで、これを軌道に乗せるべく、法教育委員を中心に、

ほぼ毎月法教育委員会を継続的に開催して精力的に取り組みました。昨年度、県下２校において合

計３時間の法律教室を実施した実績を踏まえ、本年度は、平成２４年５月１日より奈良県教育委員

会の後援を得て、昨年度実績を大幅に上回る法律教室実施を目指しましたが、実際の依頼は１校（１

時間）にとどまりました。この１校は、当会の他の事業（高校生一日司法書士）との連携により実

現したものでありました。教材研究としては、法教育委員を中心として、本年度は携帯電話を巡る

トラブルに関する教材を新たに開発しました。 

 法律教室の実績自体は、本年度においては残念ながら低調でありましたが、平成２５年２月に、

当会が近畿司法書士会連合会との共催で開催した、「中学校・高等学校教員（家庭科、社会科、公民

科教員）向け研修」には、県下の教職員９名がご参加くださり、県下の高校・中学の教職員との新

しい人的つながりを構築することができました。この人的つながりは、今後の法教育推進事業にと

って、貴重な財産であります。 

 その他、今年度の法教育委員会の活動としては、当会相談事業部からの要請を受けて、県立図書

情報館での法律講座に、委員を講師として派遣しました。 

今年度は、法律教室開催数の目標を大きく設定した関係上、開催依頼が多数寄せられる事態に備

え、講師登録制度の設立を検討いたましたが、実際の開催依頼が低調であった実情を踏まえて、こ

の制度の設立は見合わせることとしました。次年度以降の課題であります。 

 

 



奈良県教育委員会学校教育課への後援申し入れ 

平成２４年４月２５日(水) 

大西会長、前田委員長 

 

県立図書情報館における法律教室 

平成２５年１月１９日(土) 

講師 川合委員、湊元委員 

 

オリジナルコミック「スイモアマイモ」の、県下の高校への寄贈 

 

中学校・高等学校教員(家庭科、社会科、公民科教員)向け研修 

消費者教育推進法の制定とこれからの消費者教育 

 ～消費者市民を育てる「法教育としての消費者教育」の提案～ 

平成２５年２月９日（土）１３：３０～１６：３０ 

奈良県文化会館 地下 多目的室 

主催：奈良県司法書士会、近畿司法書士会連合会 

後援：奈良県教育委員会 

講師：鈴木真由子氏（大阪教育大学教授） 

小牧美江氏（大阪司法書士会所属・司法書士） 

 前田委員長 

 

奈良学園登美ヶ丘高校法律教室 

平成２５年２月１９日(火) １４:２０～１５:１０ 

講師 湊元委員、池永委員 

 

法教育委員会開催実績 

第７回委員会  平成２４年 ４月１６日  奈良県司法書士会館 

第８回委員会  平成２４年 ５月２２日  奈良県司法書士会館 

第９回委員会  平成２４年 ７月 ４日  奈良県司法書士会館 

第１０回委員会 平成２４年 ８月 ８日  奈良県司法書士会館 

第１１回委員会 平成２４年 ９月２４日  奈良県司法書士会館 

第１２回委員会 平成２４年１０月２２日  奈良県司法書士会館 

第１３回委員会 平成２４年１２月 ４日  奈良県司法書士会館 

第１４回委員会 平成２５年 １月１０日  奈良県司法書士会館 

第１５回委員会 平成２５年 １月２８日  奈良県司法書士会館 

第１６回委員会 平成２５年 ２月１８日  奈良県司法書士会館 

第１７回委員会 平成２５年 ３月１８日  奈良県司法書士会館 

 
 
 



（２）東日本大震災被災者支援事業 
①宮城県多賀城市及び周辺町での無料法律相談会への相談員派遣 

当会では、一昨年３月１１日に発生した東日本大震災の被災者支援として、奈良市と友好都市で

ある宮城県多賀城市及びその周辺町村にて「司法書士による無料法律相談会」の開催を企画し（主

催は近畿司法書士会連合会）、当会から多数の相談員を派遣しました。本相談会はこれまでに、多賀

城市、塩釜市、七ヶ浜町において、合計２４日間、のべ９４件のご相談をお受けしました。深刻な

ご相談も多く、震災から１年以上が経過しても、未だ人々の生活に甚大な影響を及ぼし続けていま

す。 
 
平成２４年 

１月１４日（土）イオンタウン塩釜 １０時～１７時 

相談件数 ２ 件（うち震災関連１件） 

１月１５日（日）多賀城市民活動サポートセンター １０時～１５時 

相談件数 １０ 件（うち震災関連４件） 

１月２８日（土）イオンタウン塩釜 １０時～１７時 

 相談件数 ６ 件（うち震災関連２件） 

１月２９日（日）七ヶ浜町総合スポーツセンター管理棟 １０時～１５時 

 相談件数 ８ 件（うち震災関連２件） 

２月１１日（土）多賀城市民活動サポートセンター １０時～１７時 

 相談件数 ２ 件（うち震災関連１件） 

２月２５日（土）七ヶ浜町第一スポーツ広場仮設住宅集会場 １０時～１７時 

 相談件数 ２ 件（うち震災関連１件） 

２月２６日（日）多賀城市民活動サポートセンター １０時～１５時 

 相談件数 ２ 件（うち震災関連０件） 

３月１７日（土）多賀城市民活動サポートセンター １０時～１７時 

 相談件数 ９ 件（うち震災関連３件） 

３月１８日（日）七ヶ浜町生涯学習センター １０時～１５時 

 相談件数 ３ 件（うち震災関連１件） 

３月３１日（土）イオンタウン塩釜 １０時～１７時 

 相談件数 ４ 件（うち震災関連２件） 

４月 １日（日）多賀城市民活動サポートセンター １０時～１５時 

 相談件数 ４ 件（うち震災関連１件） 

４月２１日（土）イオンタウン塩釜 １０時～１７時 

 相談件数 ８ 件（うち震災関連４件） 

４月２２日（日）七ヶ浜町生涯学習センター １０時～１５時 



 相談件数 ２ 件（うち震災関連２件） 

５月１２日（土）多賀城市民活動サポートセンター １２時～１７時 

 相談件数 ２ 件（うち震災関連０件） 

５月１３日（日）七ヶ浜町生涯学習センター １０時～１５時 

 相談件数 １ 件（うち震災関連０件） 

６月 ２ 日（土）イオンタウン塩釜 １２時～１７時 

 相談件数 ３ 件（うち震災関連１件） 

６月 ３ 日（日）多賀城市民活動サポートセンター １０時～１５時 

 相談件数 １ 件（うち震災関連１件） 

６月２３日（土）イオンタウン塩釜 １２時～１７時 

 相談件数 １２ 件（うち震災関連４件） 

６月２４日（日）七ヶ浜町生涯学習センター １０時～１５時 

 相談件数 １ 件（うち震災関連０件） 

７月１４日（土）多賀城市民活動サポートセンター １２時～１７時 
 相談件数 ２ 件（うち震災関連１件） 

７月１５日（日）七ヶ浜町生涯学習センター １０時～１５時 

 相談件数 ２ 件（うち震災関連１件） 

８月 ４ 日（土）多賀城市民活動サポートセンター １２時～１７時 
 相談件数 １ 件（うち震災関連１件） 

８月 ５ 日（日）イオンタウン塩釜 １２時～１７時 

 相談件数 ０ 件（うち震災関連０件） 

９月３０日（日）多賀城市民活動サポートセンター １２時～１７時 
 相談件数 ７ 件（うち震災関連１件） 

 

相談会の合計件数 合計９４件（１月～９月 全２４回 １回あたり ３．９ 件） 

うち震災関連相談 合計３４件（全体の３６．１％） 
 
 ② 福島県相馬市での無料法律相談会への相談員派遣 

福島県相馬市では、平日は毎日市役所にて無料法律相談会が開催されており、福島県司法書士会の

要請を受け、近司連より週に１名乃至２名の相談員を派遣しており、当会からも複数の相談員を派遣

いたしました。相馬市は福島第一原発から５０キロ圏内に位置するということもあり、原発事故の影

響によるご相談も寄せられました。 
 
 
（３）成年後見事業 
 今年度も、敬老の日に、（公社）成年後見センター・リーガルサポート奈良支部及び（一社）奈良



県社会福祉士会との共催により、「全国一斉成年後見相談会」及び「遺言と成年後見制度に関する説

明会」を同時開催いたしました。成年後見に対するニーズは都市部だけでなく当然に山間部にもあり

ますので、今後もＬＳや社会福祉士会とも連携した活動を継続する必要を強く感じました。 
〔実 施 日〕平成２４年９月１７日（敬老の日） 
〔会  場〕奈良商工会議所４階 
〔講  師〕①村田英介会員 
      ②奈良県社会福祉士会会員 
〔相 談 員〕相談員：ＬＳ奈良支部会員（１２名）、奈良県社会福祉士会会員（５名） 
〔受講者数〕４０名 
 

（４）自死問題対策事業 
 日本司法書士会連合会のメーリングリストを通じて、全国の自死問題担当者らと情報交換、情報収

集にあたりました。また、日司連発行の「司法書士業務のためのメンタルヘルスハンドブック」を会

員に周知しました。 

 

５．相談事業 
（１）定例相談会の開催（主催） 

本会会館（総合相談センター）において、月曜から金曜まで毎日、相談員が常駐する当番相談を行

い、毎週土曜日に予約制の相談会を行いました。 
また、平成２４年１０月から大和郡山市三の丸会館において、毎月第１金曜日に相談会を行いまし

た。 
  [相談者数]  
       本会会館（総合相談センター） ６７８名  
       大和郡山市三の丸会館     ２４名 
        
（２）県立図書情報館、奈良地方法務局との共催による定例相談会等の開催 
  ① 県立図書情報館との共催による法律講座、相談会の開催 
   県立図書情報館において、毎月第３土曜日に法律講座、相談会を開催いたしました。 
  [法律講座] 
     開催日      テーマ              受講者数 

 ５月２０日 「相続」                  １６名 
 ６月１６日 「民間調停（ＡＤＲ）」            １０名 
 ７月２１日 「遺言」                   ８名 
 ８月２５日 「相続 ―手続編―」            １０名 
 ９月１５日 「司法書士の使い方」             ８名 
１０月２０日 「契約」                         ６名 
１１月１７日 「不動産登記の概要と税金」          ５名 



１２月１５日 「ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）とデートＤＶ」 
                              ２名 
 １月２１日 「くらしと借金」               ７名 
 ２月１６日 「成年後見」                 ５名 
 ３月２４日 「成年後見 ―トラブル解決＆お金編―」   １２名 

[相談者数]  ３７名 
  
  ② 奈良地方法務局との共催による相談会の実施 
   奈良地方法務局との共催により、法務局五條支局において、台風被災者対策の相談会を実施しま

した。 
   [相談者数]   ４名 
 
（３）県内自治体・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、生駒市（生駒市消費生活センター）、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派遣を行い、相談会を開催しました。 
  [相談者数]   
       橿原市（かしはらナビプラザ）  ２６９名 
       桜井市（桜井市役所）       ８２名 
       天理市（天理市役所）       ３９名 
       生駒市（生駒市消費生活センター） １９名 
       大和高田市社会福祉協議会    １１６名 
       香芝市社会福祉協議会       ２０名 
 
（４）行政評価事務所主催の相談会への協力 
   行政評価事務所主催の相談会に協力し、全会員から相談員を募集し、派遣を行いました。 
  [日時]         [会場]                 [相談者数] 

①  ７月 ４日（水） イオンモール高の原（木津川市）     ９名   
②  ７月２５日（水） サンクシティ（宇陀市）         ７名 
③ １０月１７日（水） イトーヨーカドー奈良店        ２１名 
④ １０月１９日（金） イオンモール橿原           ２０名        
⑤ １０月２４日（水） リーベル王寺             １２名 

                
（５）法務局主催の相談会への協力 
   以下の法務局主催の相談会に協力し、全会員から相談員を募集し、派遣を行いました。   

[日時]         [会場]                 [相談者数] 
  法務局休日相談所 
  ９月２３日（日）    イオンモール大和郡山          ５名 
 
（６）奈良県多重債務者対策協議会「多重債務者無料相談会」 
   「全国債務者相談強化キャンペーン」期間に、奈良県、奈良弁護士会との共催で多重債務者無料



相談会を実施しました。 
[日時]  １１月１５日（木）から１８日（日）   
[相談者数]    

大和高田市役所 ０名、大和郡山市役所     ０名、橿原市役所 ２名 
橿原文化会館  ４名、アザレアホール（御所市）２名、宇陀市役所 １名 
平群町役場   ０名、三郷町役場       ０名                          
 

（７）相続登記無料相談会の実施 
  ２月３日（日）西部公民館（奈良市）と橿原文化会館の両会場にて、無料相談会を実施しました。 

[相談者数]  西部公民館  ２２名  橿原文化会館  ５名 
 
（８）法テラス電話相談センター 

日司連主催の法テラス電話相談センターに協力し、本会会館において、転送をうけた相談につい

て、電話相談を実施しました。 
    [日時] 毎週月曜日・木曜日      [相談者数] 

平成２４年４月～平成２５年３月     ８４８名 
 

６．会員等の登録に関する事務 
  平成２４年度の会員数及び補助者の異動状況は次のとおりであります。 
    会 員  入会者  １７名 
         退会者  １３名  
                   （後出一覧表のとおり） 
    補助者  登録者  ３５名 
         登録抹消 ２６名   現在 ２４６名（平成２５年３月３１日現在） 
 

７．本会慶弔規程による事務 
     結婚祝い金  ３名 金３０,０００円    死亡弔慰金    ４名 金１３０,０００円  

      出産祝い金  ２名 金２０,０００円    退会慰労金    ５名  金４６,０００円  

   褒章受章祝金 １名 金１０,０００円    表彰受章記念品代１１名  金３１,８２０円  

 

 
活動記録（平成２４年度定時総会以降） 
 
平成２４年  ５月２２日 (火) 法教育委員会 

        ２３日（水）理事会 

        ３０日（水）広報委員会 

      ６月 ２日（土）近畿司法書士会連合会第４４回定時総会（於 奈良ロイヤルホテル）    

         ５日（火）総務・経理部会 



        １１日（月）研修委員会 

        １３日（水）企画部会 

        １５日（金）相談事業部会 

          ２０日（水）理事会 

        ２７日（水）広報委員会 

        ２８日（木）２９日（金）日本司法書士会連合会第７５回定時総会 

              （於 東京ベイ舞浜ホテル） 

      ７月 ３日（火）総務・経理部会 

         ４日 (水) 法教育委員会 

         ６日（金）相談事業部会 

         ９日（月）研修委員会 

        １１日（水）企画部 

         １８日 (水) 理事会 

        ２５日（水）広報委員会 

        ２９日 (水) 奈良県多重債務者対策協議会(於 奈良県文化会館) 

      ８月 ２日（木）正副会長部長会  

         ３日（金）高校生による「一日司法書士」体験、 

              全国一斉司法書士無料相談会 

              相談事業部会 

         ６日（月）研修委員会 

         ７日 (火) 総務･経理部会 

         ８日（水）専門士業連絡協議会代表者会議（於 ホテルフジタ） 

         ９日 (木) 法教育委員会 

          １０日（金）企画部会 

          ２２日（水）理事会 

        ２９日（水）広報委員会 

            ９月 ５日 (水) 総務経理部会 

                  ７日 (金) 相談事業部会  

         １０日 (月) 研修委員会、相談事業部会 

                １２日 (水) 企画部会 

        １９日 (水) 理事会 

        ２０日（木）広報委員会 

        ２４日 (月) 法教育委員会 

        ２６日 (水) 理事会 

     １０月  ２日 (火) 総務経理部会 

                  ５日 (金) 相談事業部会 

         ９日（火）研修委員会 

        １０日 (水) 企画部会 

        １５日（月）広報委員会 

        １７日 (水) 理事会 



        ２２日 (月) 法教育委員会 

        ２３日（火）専門士業連絡協議会による講演会及び懇親会（於 奈良ロイヤルホテル） 

１１月 ２日（金）司法書士法施行規則第 41 条の 2の規程による調査協力（於 橿原出張所） 

         相談事業部会 

         ５日（月）司法書士法施行規則第 41条の 2の規程による調査協力（於 桜井支局） 

               研修委員会 

          ６日（火）司法書士法施行規則第 41条の 2の規程による調査協力（於 葛城支局） 

              司法書士法施行規則第 41条の 2の規程による調査協力（於 五條支局） 

              経理総務部会 

         ８日 (木) 広報委員会 

             ９日（金）司法書士法施行規則第 41 条の 2の規程による調査協力（於 奈良本局） 

         １４日（火）企画部会 

         １９日（月）司法書士試験合格者説明会 

                ２１日（水）理事会 

        ２３日（金・祝）労働トラブル１１０番 

         ３０日 (金) 広報委員会 

          １２月  ３日(月) 研修委員会（外部会場） 

                   ４日(火) 経理総務部会、法教育委員会 

          ８日(土）平成２４年度奈良県司法書士会臨時総会 

         １０日(月) 相談事業部会 

         １２日(水) 企画部会 

          １３日(木) 広報委員会 

          １９日(水) 理事会 

   平成２５年１月 ８日(火) 総務経理部会 

                   ９日(水) 相談事業部会、社労士会賀詞交換会 

         １０日(木) 法教育委員会 

         １１日(月) 研修委員会 

                 １６日(水) 企画部会 

         １７日(木) 日司連会長会（於 日司連） 

         １８日(金) 日司連会長会（於 日司連）、登記実務検討委員会 

              ２３日(水) 理事会 

         ２４日(木) 広報委員会 

         ２６日(土)２７日(日) 法律扶助相談会 

       ２月  ４日(月) 研修委員会 

       ５日(火) 総務経理部会 

       ８日(金) 相談事業部会 

      １２日(火) 広報委員会 

      １３日(水) 日本弁理士会奈良支部祝賀会、（於 ホテル日航奈良）、企画部会 

      １８日(月) 法教育委員会 



      ２０日(水) 理事会 

    ３月  ４日(月) 相談事業部会 

       ５日(火) 総務経理部会、研修委員会 

       ８日(金) 公共嘱託登記司法書士協会清算結了報告総会 

      １１日(月) 広報委員会 

      １３日(水) 企画部会 

      １５日(金) 政治連盟総会 

      １６日(土) 青年会定時総会 

      １８日(月) 法教育委員会 

      １９日(火) 理事会 

      ２２日(金) 専門士業連絡協議会総会と懇親会(於 ホテルフジタ) 

４月 ４日 (木) 第１回選挙管理委員会 

       ５日(火)  相談事業部会 

       ９日(火)  総務経理部会、広報委員会 

      １０日(水)  広報委員会 

      １３日(水)  企画部会 

      １１日(木)  １２日(金) 日司連会長会（於 日司連） 

      １７日(月)  理事会 

      ２２日(金)  奈良弁護士会役員披露宴会(於 奈良ホテル)、法教育委員会 

 

 


