
                                       

〔議案第１号〕 

 

平成２６年度事業報告に関する件 

 
 
 
平成２６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。  
 

平成２７年５月１６日 
 

奈良県司法書士会 
会長 工藤 吾郎 

 
 

事 業 報 告 
 

第１．総務部門関連事業 
（１）非司行為に係る法務局調査 

   奈良地方法務局の委嘱を受け、昨年１０月２９日、本局並びに各支局及び出張所にて非司法書士

による登記申請等の調査を行いました。 

 
（２）会員名簿の発行 
   会員名簿を作成・発行いたしました。 
 
（３）臨時総会の開催並びに会則・規則の改正等及び会則改正認可申請 
   昨年１０月２４日に臨時総会を開催し、次の議案について承認いただきました。 

議案第１号  奈良県司法書士会会則一部改正承認の件 

議案第２号  奈良県司法書士会懲戒処分の量定意見に関する規則制定承認の件 

    議案第３号  奈良県司法書士会役員等選任規則一部改正承認の件 
議案第４号  会員でない綱紀調査委員及び予備委員選任の件 

   また、上記議案第１号については、法務大臣へ会則変更の認可申請をし、本年度中に認可が得ら

れる見込みです。 
 



（４）新職員の採用 
   木村知代職員の出産・育児休暇に伴い、新たに西條貴子職員を採用しました。 
 
（５）その他 
① 苦情、懲戒請求及び紛議調停申立について対応しました。 
  各申立等の件数は次のとおりです。 
   ア 苦情    ４件 
   イ 紛議調停  １件 
  （参考；綱紀調査の付託及び開始 ２件） 
② 新入会員の登録事務等を行いました。 
③ 通達や法改正等について対応しました。 
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。 
  昨年度は、当会が奈良県専門士業連絡協議会の幹事会となり、主として次の事業を行いました。 

ア 代表者会議（平成２６年 ７月 ９日） 
イ 講演会  （平成２６年１１月１７日） 
ウ 若者の集い（平成２７年 ２月１０日） 
エ 定時総会 （平成２７年 ３月２６日） 

⑥ その他の関係機関との連携を行いました。 
⑦ 会館に飲料の自動販売機を設置しました。 

 
 

第２．企画部門関連事業 
企画部では担当する各事業を例年通り推進致しました。研修事業は対面講義を多く開催し、簡易裁判

所や法務局、弁護士会から講師を派遣頂いて研修会を開催致しました。広報事業では、例年の活動に加

え商業登記についての啓発ポスターを作成し、毎日新聞紙上で全面広告を致しました。市民支援事業で

は奈良学園中学校、帝塚山高校において法律教室を開催し、教職員向けの講座も開催致しました。各担

当とも事業内容に精通しており、予算の制約の中、充実した活動を展開できたと考えております。 
委員会をビデオ会議システムを利用して開催するために、「奈良県司法書士会ビデオ会議による委員

会運営規程」を策定致しました。 
会館蔵書については、商業・法人の書式精義を購入致しました。また、日本加除出版とリーガルガー

デンというサービスを契約し、会員の皆様に利用して頂ける環境を整えました。 
以下では、企画部内の広報・研修・市民支援の各事業につき報告致します。 

 

１． 広報事業 
今年度の広報事業は、法務局が休眠会社・休眠一般法人につき整理作業を行い、みなし解散の登記

を実施するということを受け、商業登記の制度広報に重点を置いた活動を行いました。 

各事業の具体的内容は以下のとおりになります。 



 

（１）市町村広報の活用 

市町村広報は、従来の市政だより等を利用した広報のほか、不動産登記に関する広報として、天

理市からの打診に応じ、試験的に来年度の納税通知書用封筒に広告を掲載する事になりました。 

 

（２）ホームページ 

ホームページは、トップページにおいて奈良県立図書情報館における法律講座・相談会等のイベ

ント告知や商業登記チラシや近司連テレビＣＭを掲載しました。 

 

（３）タウンページについて 

タウンページに昨年同様の広告を掲載しました。 

 

（４）メディアを利用した広報活動 

①テレビ・ラジオＣＭ 

テレビ・ラジオＣＭは、昨年度同様、近司連が契約主体となり毎日放送（ＭＢＳ）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出来、８月と１２

月に放送されました。 

 

②新聞掲載 

  新聞掲載は、近司連が契約主体となり７月２７日付近畿全域発行の読売新聞朝刊に、司法書士

制度広報の全面広告が掲載されました。当会は、「相続登記の日無料相談会」の広告を掲載しま

した。 

  当会単独では、１２月２９日付奈良県全域発行（約１５万部）の毎日新聞朝刊において、商業

登記啓発ポスターの全面広告を掲載しました。 

  また、奈良新聞から５月１７日開催の定時総会、７月２５日開催の奈良学園中学校での法教育

活動、８月１日開催の高校生の一日司法書士の様子について取材を受け、いずれも翌日、社会面

に記事として掲載されました。 

 

（５）プレスリリース 

   プレスリリースは、各種相談会だけでなく、法教育委員会の法律教室、一日司法書士等のイベン

トについて行いました。 

 

（６）ポスター・チラシ・パンフレットを利用した広報 

① 定例相談会のリーフレットは、相談会場の変更に伴って修正したものを作成し、関係各所へ配

布しました。 

② 十津川村後援の相続・法律無料相談会のチラシを作成し、関係各所へ配布しました。 

③ ２月の相続登記無料相談会のチラシを作成し、関係各所へ配布しました。 

④ 商業登記ポスター・チラシを作成し、関係各所へ配布しました。 

⑤ 法教育委員会の法律講座につき、リーフレットを作成しました。 

 



（７）「一日司法書士」 

  今年度も、昨年度同様「高校生のための一日司法書士体験」を実施しました。今年度は、畝傍高

校９名、奈良学園高校３名の合計１２名の参加者があり、法教育委員会による司法書士の業務の説

明・グループワークの後、裁判所・当会会員の事務所・法務局を見学しました。 

 

（８）会報の発行 

会報「かぎろひ」を発行しました。 

内容については、従来どおり執行部・団体の取り組みについて報告形式の記事を掲載したほか、

昨年３月に日司連主催・当会主管で開催した市民シンポジウムの特集記事を中心に写真を多めに掲

載しました。 

 

（９）内部広報について 

  会員通信は、従来の会員通信の発行部署が総務部になったため、事業執行の状況に応じて「別冊

会員通信」という題で発行しました。 

 

（10）イメージキャラクターを使った広報 

  イメージキャラクター「おしほうさん」を当会ホームページ、天理市役所の納税通知書用封筒の

掲載広告において、案内役として使用しました。 

      

（11）奈良県立図書情報館のスポンサー契約 

奈良県立図書情報館に対して雑誌スポンサーとして契約を締結しました。 

２０１５年２月から２０１６年１月までの契約期間中、県立図書情報館内に奈良県司法書士会の

１コーナーが設けられ、提供した雑誌が配置されました。 

 

２．研修事業 
平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日開催会員研修会一覧（共催による開催を含む） 

  ※表中ＬＳとあるのは（公社）成年後見センター・リーガルサポート奈良支部を指します 

平成２６年  単位 参加者 

４月 

成年後見分野ＤＶＤ研修（4/12）※ＬＳ共催 6 8 

成年後見分野ＤＶＤ研修（4/19）※ＬＳ共催 6 8 

法人破産手続ＤＶＤ研修（4/25） 1.5 6 

５月 

法人破産手続ＤＶＤ研修（5/1，5/9） 3 12 

労働問題ＤＶＤ研修（5/24） 6 9 

農地法ＤＶＤ研修（5/30） 2 19 

６月 

ＤＶ防止法・ストーカー規制法研修（6/11） 

  講師：奈良県警 女性子ども高齢者安全対策室 
1 25 

社会福祉士研修（6/13） 2 25 



  講師：社会福祉士 藤田 浩司 氏 

民事法分野ＤＶＤ研修（6/19） 2 23 

登記法分野ＤＶＤ研修（6/20） 2 31 

倫理分野ＤＶＤ研修（6/27） 2 10 

平成２６年  単位 参加者 

７月 

倫理分野ＤＶＤ研修（7/4） 2 16 

倫理分野ＤＶＤ研修（7/11） 2 24 

民事信託・遺言関係ＤＶＤ研修（7/12） 4 15 

倫理分野ＤＶＤ研修（7/18） 2 11 

民事執行ＤＶＤ研修（7/24） 2 7 

８月 成年後見分野ＤＶＤ研修（8/23）※ＬＳ共催 6 15 

９月 
会社法研修（9/13） 

  講師：司法書士 内藤 卓 氏（京都会） 
4.5 45 

10月 

家事分野ＤＶＤ研修（10/1） 1.5 8 

成年後見分野ＤＶＤ研修（10/4）※ＬＳ共催 6 9 

法テラス研修（10/10） 

  講師：法テラス職員 
1.5 4 

民事法分野ＤＶＤ研修（10/17） 2 13 

成年後見分野ＤＶＤ研修（10/18）※ＬＳ共催 6 14 

11月 

成年後見分野ＤＶＤ研修（11/8）※ＬＳ共催 6 9 

年次研修（第１回）（11/9） － 27 

年次研修（第２回）（11/16） － 13 

成年後見分野ＤＶＤ研修（11/20）※ＬＳ共催 2 8 

税務研修（11/22） 

  講師：税理士 出川 洋 氏 
3 47 

成年後見分野ＤＶＤ研修（11/27）※ＬＳ共催 2 7 

同時配信研修（規則31条業務）（11/29） 4.5 10 

平成２７年  単位 参加者 

１月 

同時配信研修（裁判業務分野）（1/17） 5 14 

憲法研修（1/23） 

  講師：弁護士 宮尾 耕二 氏 
1.5 20 

裁判所研修（民事調停）（1/30） 

  講師：奈良簡裁裁判官・書記官 
2 21 

２月 成年後見分野ＤＶＤ研修（2/11）※ＬＳ共催 7 16 



成年後見分野ＤＶＤ研修（2/12）※ＬＳ共催 1.5 11 

成年後見分野ＤＶＤ研修（2/19）※ＬＳ共催 1.5 13 

法務局研修（2/24）講師：奈良地方法務局 登記官 1.5 45 

倫理研修（2/27） 

  講師：日司連 司法書士執務調査室 

             室員  田 川 昭 夫 氏 

2 19 

合計 112.5単位  637 

 

平成２６年度は前年度の反省を踏まえ、年度初頭から積極的に研修会を開催いたしました。 

本年度は計９回の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。ジャンルも多岐にわたり、

バラエティに富んだ内容であったかと思います。 

日司連ホールにて開催され、当会会館にて受講できる同時配信研修も、本年度は２回開催することが

できました。１１月には司法書士法施行規則第３１条に関する研修会、昨年度桜井市にて開催した研修

会を踏まえ、日司連の動きを確認できる良い機会であったと思います。１月は離婚に関する裁判実務が

テーマでした。 

平成２６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。 

 ①司法書士倫理             （講師： 工藤会長 ） 

 ②商業法人登記             （講師： 小堀会員（研修委員） ） 

 ③裁判業務               （講師： 上北会員（研修委員） ） 

 ④不動産登記              （講師： 川上会員（北支部） ） 

 ⑤成年後見業務の魅力          （講師： リーガルサポート奈良支部 ） 

 ⑥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。 

 

３．市民支援事業 
（１）法教育推進事業 

   本事業については、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、昨年度以上の

法律教室の実施に向けて、精力的に取り組みました。本年度も、奈良県教育委員会の後援を得て、

奈良県下の中学校・高等学校に案内文書を発送しました。結果、開催依頼は２校にとどまりました

が、昨年度法律教室を実施した中学校・高等学校からの再度の依頼であり、当会の実施してきた法

律教室が高く評価されているものと思われます。 

   今年度は、例年の事業に加え、奈良県下の教職員の方を対象とした模擬法律教室を実施すること

ができました。法教育に携わる教職員の方と共に学ぶことで、当委員会にとって有意義な機会が与

えられたと思います。 

 

①奈良県教育委員会学校教育課への後援申し入れ 

平成２６年４月１日(火) 



湊元委員長 前田副委員長 

②奈良学園中学校・法律教室 

平成２６年７月２５日（金） ０９：５０～１１：４０ 

講師 前田委員・池永委員・西山委員・湊元委員 

③帝塚山高校・法律教室 

平成２７年１月１５日（木） １０：５０～１２：４０ 

講師 前田委員・池永委員・西山委員・湊元委員 

④教職員の方を対象とした模擬法律教室研修 

  平成２７年２月７日（土） １３：３０～１６：３０ 

  講師 前田委員・池永委員・西山委員・湊元委員 

 

（２）成年後見事業 

   今年度も、（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、「遺言・成年後見制度に関する説明会」を開催いたしました。 

〔実 施 日〕 平成２６年９月２７日（土） 

〔会  場〕 奈良商工会議所４階 

〔講  師〕 ①小坂和義会員 

         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（６名）、奈良県社会福祉士会会員（６名） 

〔受講者数〕４６名 

 

（３）その他事業 

   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。 

 

 

第３．相談事業 
 本年度も、例年に引き続き、多くの会員の皆様と関係各機関等のご理解とご協力の下、各種相談会を

実施いたしました。また、新たな試みとして、所謂司法過疎地と呼ばれる地域において相談会を実施い

たしました。当事業部の事業運営には、会員皆様の協力が必要不可欠なのは言うまでもありません。こ

れまでのご協力に感謝申し上げるとともに、今後ともより一層のご協力を賜りますようにお願い申し上

げます。なお、各相談会の詳細については以下のとおりです。 
 

（１）定例相談会の開催（当会主催） 
①奈良県司法書士会総合相談センター相談会（当番相談） 

当会会館二階相談ブースにおいて、原則毎週月・水・金曜日に、面談及び電話による  
   相談会を開催しました。 

[相談件数] ５３５件 
②大和郡山市相談会 



大和郡山市三の丸会館及び大和郡山市役所において、毎月第１金曜日に相談会を開催しました。 
[相談件数]  ４６件 

 
（２）県内自治体及び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、奈良市、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

る相談会に相談員を派遣し、相談会を開催しました。 
 [相談件数]   

      橿原市（かしはらナビプラザ） ２３３件 
      桜井市（桜井市役所）      ９９件 
      天理市（天理市役所）      ５７件 
      奈良市（奈良市役所）     １９４件 

      大和高田市社会福祉協議会   １３２件 
      香芝市社会福祉協議会      ２１件 
 
（３）司法書士電話相談センターへの協力 

日本司法書士会連合会が主催する標記相談センターの運営に協力し、毎週月・木曜日に本会会館

において、日本司法支援センター(法テラス)から転送される電話相談に応じました。 
 [相談件数] ６８１件 

 
（４）奈良県立図書情報館との共催による定例相談会等の開催 

奈良県立図書情報館において、原則毎月第３土曜日に法律講座及び相談会を開催しました。なお、

講師の派遣には公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート奈良支部、奈良青年司法書士会

及び当会法教育委員会にご協力をいただきました。この場を借りてお礼を述べさせていただきます。 
  
 [法律講座] 

[開催月] [テーマ]       [講師]      [受講者数] 
４月  「会社の登記－知らないうちに会社が解散？！」井上信幸会員    ２名        
５月  「契約の基礎知識」         樋口倫彦会員   ８名 
６月  「登記にまつわる素朴な疑問について」    岡原広茂会員 １５名 
７月  「贈与契約と時効制度」      梅本司会員   １７名 
８月  「成年後見のイ・ロ・ハ」        中山雅義会員  １３名 
９月  「土地の購入から建物の新築まで」      山下幸司会員  １５名 

１０月  「成年後見人の仕事、想像できますか？」 ＬＳ奈良支部   ７名 
                            （栗田寛行会員） 

１１月  「基礎からの成年後見制度」           ＬＳ奈良支部   ６名 
                            （岩井健会員） 

１２月  「遺言書を書いてみよう」         奈良青年会       ７名 
                            （若林真会員） 

１月  「司法書士が見た山林の風景」           倉本守会員       ９名 
２月  「ヤミ金恐れるべからず」        法教育委員会   １５名 



                             （川合俊輔会員） 
３月  「相続に関する各種手続き」             山本泰生会員   １５名 
[相談件数] ８０件 

 
（５）「登記・税金・年金など行政なんでも相談所」への相談員派遣 

総務省奈良行政評価事務所主催の標記相談所の開設に協力し、以下の各相談会場へ相談員を派遣

しました。本相談所については、主催者が広報に力を入れられていることもあって、いわゆるワン

ストップ型の相談会として、年々定着してきている印象です。相談内容も相続、遺言、贈与、成年

後見制度等、バラエティに富んだ内容となっています。 
 

  [日時]         [会場]                 [相談件数] 
   ７月 ２日（水） イオンモール高の原（木津川市）       １４件   
   ７月２３日（水） サンクシティ（宇陀市）           １２件 

１０月１４日（火） イオンモール橿原              １９件 
  １０月１６日（木） リーベル王寺                １２件 
  １０月２３日（木） イトーヨーカドー奈良            １２件        
 
（６）「司法書士の日記念相談会」の開催 

 ８月２日の司法書士の日をＰＲするべく、本会会館にて標記相談会を開催しました。 
相談件数が２件にとどまりました。次年度以後開催するにあたっては、関連する他の事業（一日

司法書士等）と合わせて広報する等の検討が課題です。 
[日  時] ８月２日（土） 
[相談件数]   ２件 

    
（７）「全国一斉！法務局休日相談所」への相談員派遣 

奈良地方法務局主催の標記相談所の開設に協力し、以下の各相談会場へ相談員を派遣しました。 

休日（日曜日）の開催にもかかわらず、例年相談件数が低調に終わっています。本相談所の開設に

ついては、主催者に対して広報を充実させる等の改善を求める必要があるように考えています。 

 [日時]        [会場]           [相談件数] 
   １０月５日（日）   イオンモール大和郡山   午前 ３件  午後 ２件 
              奈良地方法務局葛城支局  午前 ０件  午後 １件 

奈良地方法務局桜井支局  午前 ２件  午後 １件 
奈良地方法務局五條支局  午前 １件  午後 １件 
 

（８）「多重債務問者相談強化キャンペーン２０１４」への相談員派遣協力 

   ｢多重債務者問題対策プログラム｣の一環として、近畿財務局奈良財務事務所主催の標記キャンペ

ーンに協力し、相談員を派遣しました。昨年度に続いて相談件数がゼロという残念な結果になりま

した。多重債務問題に特化した相談会はその必要性が低くなってきているのかもしれませんが、破

産や民事再生等の相談需要は潜在的にあると考えられ、主催者から引き続き要請がある場合には、

広報を充実させる等の改善を求める必要があるように考えています。  



[日    時] １２月５日（金） 

[相談件数]  ０件 

 

（９）「（相続登記はお済ですか月間）相続登記無料相談会」の開催 
   ２月１５日（日）北部：奈良市西部公民館及び南部：橿原文化会館の両会場にて、毎年恒例の標

記相談会を開催しました。本年度もここ数年と同様に、会場所在地（北部奈良市、南部橿原市）の

後援を得たうえで、県内各市町村の広報誌への掲載依頼を中心に広報をしたところ、南部会場では、

相談予約枠を超えるほどの反響がありましたが、北部会場は肝心の奈良市の広報誌への掲載がなさ

れなかったため。相談件数が低調に終わってしまいました。開催会場や広報手段等も含め、次年度

以後の開催に活かしたいと考えています。 
[相談件数]   北部（奈良市西部公民館）  ８件 

南部（橿原文化会館）   ２５件 
 
（10）「司法過疎地相談会」の開催 

今年度初の試みとして、県内山間部等のいわゆる司法過疎地で相談会を開催することにし、今年

度は、十津川村内の四会場で開催しました。初めての開催ということで、相談員については、主に

役員の中から選任させていただきましたが、次年度以後に開催する際は、広く会員から募集させて

いただく予定にしています。なお、本事業に関しては、日本司法書士会連合会の「ブロック会等が

実施する司法過疎地巡回法律相談事業等に対する助成」を受けました。 
   [日時]９月６日（土）１３：００～１６：００ 

      ９月７日（日） ９：００～１２：００ 

   [会場]（６日）十津川村北部保健センター、同村北部老人憩の家 

（７日）十津川村役場、同村南部老人憩の家 

   [相談件数] ９件 

 

 

第４．会員等の登録に関する事務 
当年度の会員数及び補助者の異動状況は次のとおりです。 

会 員  入会者   ６名 
退会者   ８名  

                   （後出一覧表のとおり） 
補助者  登録者  ２３名 

登録抹消 ２１名  現在  ２５２名（平成２７年３月３１日現在） 
 
 

第５．本会慶弔規程による事務 
結婚祝い金  ４名 金４０，０００円  死亡弔慰金     ４名  金４０，０００円 
出産祝い金  １名 金１０，０００円  退会慰労金     ２名  金３０，０００円 



   褒章受章祝金 ０名           表彰受章記念品代 １０名  金１８，８００円 



 
活動記録（平成２６年定時総会以降） 
 
平成２６年  ５月２１日 (水) 広報委員会、企画部会、綱紀調査 

        ２２日（木）近司連企業法務対策委員会 

２６日（月）近司連ＡＤＲ委員会 

２７日（火）法教育委員会 

３０日（金）奈良県社会保険労務士会総会（於 ホテル日航奈良） 

      ６月 ３日（火）綱紀調査委員説明会、意見交換会、総務経理部会、研修委員会 

６日（金）奈良県不動産鑑定士協会総会（於 奈良ロイヤルホテル） 

７日（土）近畿司法書士会連合会第４６回定時総会（於 京都ホテルオークラ）    

        １０日（火）専門士業連絡協議会イベント打合せ 

        １１日（水）近司連常任理事会、日司連代議員会 

        １２日（木）相談事業部会、企画部会、広報委員会 

        １６日（月）近司連広報部会、法教育委員会 

          １９日（木）２０日（金）日本司法書士会連合会第７６回定時総会 

                                  （於 渋谷ヒカリエホール） 

２５日（水）理事会 

      ７月 ２日（水）行政何でも相談所（イオンモール高の原） 

当会から相談員を公募により４名派遣 

         ３日 (木) 総務経理部会、研修委員会 

         ４日（金）近司連企業法務対策委員会 

         ７日（月）近司連広報部会 

         ９日（水）専門士業連絡協議会代表者会議（於 ホテルフジタ奈良）相談事業部会 

         １０日 (木) 企画部会、広報委員会 

１１日 (金) 奈良簡易裁判所来館 

１５日（火）近司連理事会 

１６日（水）理事会 

２２日（火）近司政連との打合せ、綱紀調査委員会 

        ２３日（水）行政なんでも相談所（於 宇陀市「サンクシティ」 

              当会から相談員を公募により４名派遣 

法教育委員会 

        ２５日 (金) 中学生法律教室(於 奈良学園中学) 

近司連法教育推進委員会 

２８日（月）近司連ＡＤＲ委員会 

      ８月 １日（金）高校生による「一日司法書士」体験 

         ２日（土）「司法書士の日」記念無料相談会 

         ５日（火）総務経理部会、研修委員会 

         ６日 (水) 近司連常任理事会、理事会相談事業部会 

企画部会、広報委員会 



７日 (木) 相談事業部会 

８日 (金) 近司連建議検討委員会 

１９日（火）近司連企業法務対策委員会 

２０日（水）理事会 

２７日（水）近司連総務部会 

近司連綱紀調査研修会、意見交換会 

            ９月 ２日 (火) 研修委員会 

４日 (木) 近司連常任理事会 

５日（金）企画部会、広報委員会 

          ６日 (土)７日（日）司法過疎地無料相談会（於 十津川村内） 

                 ９日 (火) 総務経理部会、非司法書士対策委員会 

        １０日 (水) 近司連研修部会、相談事業部会、法教育委員会 

１１日 (木) 日司連臨時会長会（於 日司連会館） 

１６日 (火) 奈良弁護士会訪問、近司連法教育推進委員会 

１８日 (木) 近司連相談事業推進委員会 

１９日（金）正副会長会 

２２日（月）近司連ＡＤＲ委員会 

２４日（水）理事会 

２７日（土）遺言と成年後見説明会、相談会（於 奈良商工会議所） 

     １０月  １日 (水) 近司連常任理事会、近司連理事会 

２日 (木) 近司連企業法務対策委員会 

                  ３日 (金) 奈良市高齢者虐待防止協議会（於 奈良市役所） 

         ５日（日）法務局休日相談所 

（於 ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山（本局）、葛城支局、桜井支局、五條支局） 

当会から相談員を公募により８名派遣 

６日 (月) 研修委員会 

９日 (木) 近司連広報部会、近司連研修部会 

        １０日（金）企画部会、広報委員会 

        １４日 (火) 行政何でも相談所（於 イオンモール橿原店） 

当会から相談員を公募により３名派遣 

１５日 (水) 紛議調停委員会 

１６日 (木) 臨時理事会 

行政なんでも相談所（於 リーベル王寺） 

              当会から相談員を公募により３名派遣 

２１日（火）近司連－空き家問題対策の情報交換会 

２２日（水）理事会 

２３日 (木) 日司連会長会（於 日司連会館） 

行政なんでも相談所（於 イトーヨーカドー奈良店） 

      当会から相談員を公募により４名派遣 

２４日 (金) 日司連会長会（於 日司連会館） 



      平成２６年度臨時総会 

２８日（火）近司連総務担当者協議会 

２９日 (水) 司法書士法施行規則第４１条の２の規定による調査協力 

（於 奈良本局、葛城支局、桜井支局、五條支局、橿原出張所） 

３１日 (金) 近司連法教育推進委員会 

法教育委員会 

         １１月  ４日（火）広報委員会近司連企業法務対策委員会 

５日（水）企画部会、 

         ９日 (日) 年次制研修会 

１０日（月）近司連－未登記道路問題対策の情報交換会 

         １１日（火）研修委員会 

１２日（水）司法書士試験合格者授与式、説明会 

１３日 (木) 紛議調停委員会 

１５日 (土) 近司連広報担当者会議 

１６日（日）年次制研修会 

１７日（月）専門士業連絡協議会講演会（於 奈良ロイヤルホテル） 

１８日（火）天理警察署来館 

                １９日（水）理事会、非司法書士対策委員会 

２５日（火）近司連ＡＤＲ委員会 

２６日（水）奈良県不動産鑑定士協会記念式典 

２７日（木）紛議調停委員会、法教育委員会 

１２月  １日 (月) 企画部会、広報委員会、研修委員会、法教育委員会 

                 ２日 (火) 総務経理部会 、相談事業部会 

３日 (水) 近司連常任理事会・理事会 

         ４日 (木）近司連建議検討委員会 

５日 (金）多重債務者相談会（於 奈良合同庁舎） 

当会から相談員を公募により１名派遣 

６日 (土）近司連新人研修開講式（於 チサンホテル新大阪） 

        １０日 (水) 理事会 

１４日 (日) 近司連新人研修懇親会（於 チサンホテル新大阪） 

２６日 (金) 奈良市高齢者虐待防止対策協議会（於 奈良市役所） 

平成２７年 １月 ６日 (火) 新年挨拶（於 奈良地方法務局）、苦情申立者に対する経過説明 

正副会長会、法教育委員会 

８日 (木) 奈良県社会保険労務士会賀詞交歓会（於 奈良ロイヤルホテル） 

相談事業部会 

９日 (金) 近司連法教育推進委員会 

１２日 (月、祝) 近司連新人研修閉講式（於 チサンホテル新大阪） 

１３日 (火) 研修委員会 

１５日 (木) 日司連会長会（於 日司連会館）、高校生法律教室（於 帝塚山高校） 

      近司連相談事業推進委員会 



１６日 (金) 日司連会長会（於 日司連会館） 

１９日 (月) 新年互礼会＜大阪会＞（於 リーガロイヤルホテル大阪） 

企画部会、広報委員会 

２１日 (水) 理事会 

２６日 (月) 法教育委員会 

２７日 (火) 近司連ＡＤＲ委員会 

２９日 (木) 法テラス奈良地方協議会（於 奈良弁護士会館） 

２月 ２日 (月) 総務経理部会 

３日 (火) 研修委員会 

４日 (水) 近司連常任理事会、近司連理事会 

法テラス奈良地方協議会（於 かしはら万葉ホール） 

５日 (木) 被苦情申立人事情聴取、企画部会、広報委員会 

７日 (土) 教職員の方を対象とした模擬法律教室研修（於 奈良県商工会議所） 

１０日 (火) 専門士業連絡協議会「若者の集い」（於 ホテルフジタ奈良） 

１４日 (土) 県立図書情報館における法律教室 

１５日 (日) 相続登記相談会（於 奈良市西部公民館、奈良県橿原文化会館） 

１８日（水）日司連民事信託推進担当者会議（於 大阪司法書士会館）、理事会 

２３日（月）法教育委員会 

２６日 (木) 奈良市高齢者虐待防止対策協議会代表者会議（於 奈良市役所） 

３月  ２日 (月) 研修委員会 

４日 (水) 正副会長会、綱紀調査委員会 

６日 (金) 近司連ＡＤＲ委員会、日本司法書士政治連盟奈良会総会（於 会館） 

１０日 (火) 総務経理部会 

１１日 (水) 企画部会 

１２日 (木) 近司連常任理事会、近司連理事会 

１７日 (火) 相談事業部会 

１８日 (水) 理事会 

２２日 (日) 新人研修会 

２５日 (水) 近司連常任理事会、近司連顕彰表彰者選考委員会、 

２６日 (木) 専門士業連絡協議会総会と懇親会(於 ホテルフジタ) 

２７日 (金) 奈良地方法務局長来館（退任挨拶） 

２８日 (土) 奈良青年司法書士会定時総会（於 会館） 

３１日 (火) 選挙管理委員会、法教育委員会 

４月  １日 (水) 支部代表者会議、近司連理事会 

７日 (火) 奈良地方法務局長来館（着任挨拶）、総務経理部会 

９日 (木) 日司連会長会（於 日司連）、相談事業部会 

１０日 (金) 日司連会長会（於 日司連） 

１３日 (月) 理事会 

２３日 (木)奈良県専門士業連絡協議会引継ぎ式（於 社労士会館） 

２８日 (火) 奈良弁護士会役員披露宴（於 ホテル日航奈良） 




