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事業経過報告

はじめに
今年度を振り返るとき、重点事業として掲げたいずれもが未だ道半ばであ
ることを痛感する。振り返ることで次年度に向けて引き続き取り組む必要が
あるし、あらたな課題も見えてきた。
本来業務の確立については、今年度、当会は業務の適正化と併せて取り組
み、空き家問題対策と相続登記受託推進を関連付けして法務局や宅地建物取
引業界と連携することの道筋をつけるとともに、タイミングよく法務省でも
これ（連携して協調体制）を推進していく姿勢であることが確認できた。そ
して不当誘致問題解決への切り口及び非司排除活動による業務の適正化を図
ることで、登記が司法書士の本来業務であることの認識の確立を行った。
法務局等関連機関と団体との協調は今後に具体的な行動が求められること
となるし、業務の適正化はこれをより徹底し、登記分野で司法書士の足元を
固める自助努力を徹底しなければならない。
訴訟実務受託推進は、会員に関心を持っていただくために内部広報誌「や
まゆり」に訴訟実務の記事連載を開始したものの、成果物としては全く物足
りないことを反省せざるを得ない。
重点事業中、新たな登記業務開拓は手付かずであったことは否めない。次
年度は別途、推進事業を図らねばならない。
組織財政改革は、法務総合事業部と企画・研修それぞれの部の活動をこの
１年間をかけて見渡すことを行い、かつ年度末に実施した各事業の次年度予
算要望ヒアリングにおいて、「効率化」に向けた対策の一環としていわゆる
「余剰」を排することを徹底して予算を組むことで次年度に備えたので、事
業全体の構成員意識も今後は改革方針であることの認識を共有できたと考え
ている。次年度はこれをさらに進め、当執行部任期内に全面的な改革を行う。
今年度は会費値下げをテーマに日当の食卓費を廃止、すべての事業費１割
カットを行ったが、会費値下げの具体化は次年度持ち越しとなり、更なる改
革が求められる。
会館の建て替えは副会長のもとで検討を行い、既に当会で保有する積立金
から現在の会館と同規模、この１．５倍、２倍の広さの建築費概算の試算を
試みて各支部の懇談会でこれを説明しつつ、会員の意向を聴くことができた
が、次年度は会館の建て替え等の方針も確定させねばならない。
本会と支部の役割検討では、支部長会を今までより多く開催して支部と本
会執行部で意見交換を行い、支部事業活性化が本会事業の活性化に重要であ
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るとの共通認識のもとに、本会事業を支部に移す（空き家、相続登記推進事
業等）こと、支部事業の充実をお願いしさらなる支部研修開催を打診するこ
とで、本会研修事業の効率化を図ることができることと考え、本会執行部の
意向を伝えてきた。
社会問題への取り組みは他業種及び関連機関との連携を、おもに事業系の
各委員会が基本姿勢として取り組んでいただき、構成員が主体的に外部集会、
研究会等に参加することで問題意識の高揚に資し、別紙各委員会の記述で述
べるように次年度に向けた連携の布石が築けたものと考えている。
昨今、自然災害が多発しており、当会は今年度危機管理対策マニュアル策
定を進めてきたが、次年度初頭にもその完成を急がなくてはならない。なお、
防犯対策としては事務局の窓口にガードとなるパーテーションを備えた。
登記業務、訴訟書類作成簡裁代理業務推進いずれもが方法は見えてきたも
のの、具体的な行動はこれからであって、相続登記の推進はこの一つである。
訴訟実務推進には研修が必要であるし、会員の受託意欲を掻き立てる材料が
次年度求められる。
登記業務確立のためには不当誘致撲滅と非司排除も、より強力な方策を構
築しなければならないことを痛感している。
司法書士は登記及び訴訟法の専門法律職であり、なによりも独立業である。
ゆえに常に「士」であることを忘れてはならないと思う。それを傍らに置い
てしまえば自らの職能を否定することとなり「不当誘致」に無感覚となり、
「法律職能」の自己否定、それらがひいては「不祥事」を誘引することとな
る。
新しく司法書士になった方々、そして登録した会員に、今年は常にこれを
告げてきた。当会は会員全体がこの意識のもとに行動できる集団として発展
していきたい。
個別の事業報告は以下に述べるとおりである。

一般事業
１．会員の指導及び連絡に関する事項
（１）会員に対する情報伝達（メルマガやまゆり、イントラネット等）
１）メルマガやまゆり
会内広報メールマガジンとして毎月１回「メルマガやまゆり」を配信し
た。
２）神奈川県司法書士会ニュースの配信
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日司連、法務局等からの情報を「神奈川県司法書士会ニュース」として
事務局から各会員にメールにて配信した。メール登録していない会員には、
メールで配信した文書一覧をＦＡＸした。
３）イントラネット
イントラネットを利用することによって、会員間の情報交換及び本会か
らの情報提供を行った。また、情報管理的な役割も果たした。
（２）職能倫理の保持・徹底にむけた指導
１）当会新入会員数は毎年ほぼ１００名のペースとなっている。新入会員へ
の登録面談に際し、当会へ多数寄せられる苦情事案を挙げ、苦情に至る経
緯の説明等を行った。苦情事案を理解してもらうことで当会会員となって
からの執務姿勢のあり方、職能倫理保持の一助となることを期待する。
２）苦情への対応
総務部は会則第５７条のうち、主に以下の条項を担当する部署である。
同条（１）会員の品位保持のための指導および連絡に関する事項
同条（７）会員の業務に関する紛議の調停に関する事項
同条（８）本会が実施する事業についての苦情対応に関する事項
同条（10）その他他の部の所掌に属しない事項
上記会則により、総務部は神奈川県司法書士会苦情対応窓口の設置に関
する規程に基づき、会員の業務に関する紛議の調停に関する事項・本会が
実施する事業についての苦情・その事業以外の苦情について対応してきた。
第一次的な苦情対応は当会へ寄せられる当会会員への苦情に対しての電
話対応であり、総務部苦情担当理事が苦情両当事者の間に入る形で問題解
決を図るものである。
第二次的な苦情対応は、電話対応のみで対処できない、苦情申出人が司
法書士への処分を求める、または当会紛議調停委員会における調停を申し
出ること等により正式な苦情申出の手続に則り、総務部担当理事が苦情の
調査を行うものである。尚、第二次的な苦情対応に移行した場合（当会に
おける正式な苦情申出受付）は最終的に事案を綱紀調査委員会へ付託する
こともあり得る。
苦情対応は苦情申出人の意向等に配慮しつつ、片や苦情対象の会員の会
員としての身分を保護しながら解決の方向を探るものであるが、対象とな
った会員には謙虚かつ誠実な姿勢で苦情への対応を求めたい。
（３）会員懇談会、支部懇談会の開催
今年度、会員懇談会は開催しなかった。
支部懇談会は以下のとおり開催され、役員が出席して意見交換を行った。
支部懇談会開催日・場所
・横浜中支部 平成２８年３月１０日（木）神奈川県司法書士会館
・横浜西支部 平成２８年３月１０日（木）神奈川県司法書士会館
・横浜東支部 平成２８年３月 ９日（水）横浜クルーズクルーズ
・横浜北支部 平成２８年３月 ７日（月）加瀬ビル８８
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平成２８年２月１７日（水）ホテル精養軒
平成２８年３月１０日（木）伊豆島
平成２８年３月１７日（木）平塚市民活動センター
平成２８年３月１８日（金）藤沢商工会館ミナパーク
平成２８年３月 １日（火）相模原市民会館
平成２８年３月１４日（月）オークラフロンティアホテル海老名

２．会員の登録・届出に関する事務
（１）会員管理システムの円滑な運用
会員管理システムにおける、会費納入状況・職務上請求用紙等の購入状況
の管理及び職印証明書の発行について円滑に運用した。
（２）司法書士会員・法人会員の届出事務の適正な処理
司法書士会員・法人会員の届出事務の適正な処理について、登録・変更等、
適正に処理をした。
尚、今年度に取り扱った会員登録事務・補助者登録事務については、次の
とおり。
１）会員登録事務
司法書士会員
登録申請書
司法書士登録・変更の登録申請取下書
当会への変更の登録申請書
登録事項変更届出書

法人会員

63
1
26
189

件
件
件
件

－
－
－
－

0

件

－

56

件

－

2

件

－

27

件

－

退会／みなし退会

0

件

－

退会／業務禁止（欠格事由該当届出書 含）

1

件

－

68

件

－

事務所所在地履歴事項証明申請書

9

件

－

登録履歴事項証明申請書

2

件

－

11

件

－

共同事務所申請（設置・変更・廃止）

2

件

－

職名届（使用・廃止）

9

件

－

改印届

8

件

0

件

0
12
－
－

件
件

－
－
1
3

件
件

登録事項変更届出書（再入会）
退会／業務廃止届出書・退会届（合算）
退会／死亡届
退会／他会への変更登録

登録事項証明申請書

事務所名称（記載・変更・廃止／取下げ含全て）

旧登録証返還不能理由書
法人資格証明申請
（法人）成立届
（法人）入会届（主・従）
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（法人）主たる事務所移転届

－

0

件

（法人）法人届出事項変更届（主）

－

54

件

（法人）法人届出事項変更届（従）

－

18

件

（法人）解散届
（法人）退会届

－
－

0
0

件
件

－

1

件

（法人）清算結了届（主）

※上記件数は平成２７年度中に受付処理した件数であり、入・退会会員名簿、決算説明書の件数
とは異なる部分があります。

２）補助者登録事務
司法書士会員
補助者 使用届

法人会員

204 件

104 件

補助者 変更届

47 件

5 件

補助者 退職届

134 件

74 件

補助者 解職届

7 件

0 件

３．国民に対して司法書士が提供する法的サービスの拡充に関す
る事業
当会における国民に対する法的サービスの提供にあたっては、主に法務総合
事業部が担当しているところであるが、所管委員会の下で、概ね事業計画通り
に執行することができた。
法律相談事業に関しては、相談事業運営委員会の担当の下で、例年どおり県
下各自治体における定期相談会、三会合同相談会、敬老の日相談会、横浜駅前
無料相談会、法の日無料相談会ほか、県内３ヶ所でのスポット相談会等を開催
し、当番司法書士電話相談事業を継続した。今年度から開始したかながわ県民
センターにおける夜間相談においては、民事紛争に関する法律相談が多かった。
これを突破口として簡裁訴訟代理等関係業務の受託促進に繋げたいところであ
る。
消費者問題等対策事業に関しては、新しい委員を加入させ、事例検討を展開
するとともに、消費者相談の中でも上位を占めるインターネットトラブルに関
する研修会を一般会員対象に開催した。さらに、例年どおり神奈川県労働者福
祉協議会からの派遣要請を受けて、「ライフサポート法律相談会」に消費者問
題及び多重債務者問題についての相談員を派遣した。
人権問題対策事業に関しては、自死問題対策事業と高齢者、女性、子ども等
の権利擁護事業を行っているところであるが、自死問題対策事業については、
医療機関、他士業等との連携により会員を対象としたメンタルヘルス講座を開
催するとともに、複数専門家による自死対策に関する相談会や地域自殺対策会
議等に会員を派遣した。また、緊急対応を必要とする自殺未遂者等への支援と
して医療機関に相談員を派遣するベッドサイド法律相談も当会の目玉事業とし
て行なってきた。高齢者、女性、子ども等の権利擁護事業については、県内の
地域包括支援センターにおいて高齢者の権利に関わる様々な問題に現場で接し
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ているケアマネージャー等を対象に法律勉強会を実施し、関係する法律知識を
分かりやすく講義することにより高齢者にまつわる法的な問題に対する理解を
深めて戴いた。
労働問題対策事業に関しては、常設労働電話相談を継続して実施しながら、
同電話相談内容を題材にした労働法務学校及び労働委員会委員による労働事件
に関する研修会を一般会員対象に開催し、知識を高めながら受任事件の掘り起
こしに寄与した。
貧困問題対策事業では、法テラスや神奈川県労働者福祉協議会からの紹介案
件として、国民からの生活保護の受給申請要望に対応するとともに、例年どお
り定例寿町法律相談会、無料低額宿泊所・生活保護法の更生施設・更生保護法
の更生保護施設での相談会を開催し、反貧困ネットワーク神奈川が主催する年
末ワンストップ神奈川等に相談員を派遣した。
法教育関連事業では、高校生法律講座及び親子法律教室を開催し、幅広い年
齢層に積極的に法教育を推進する事業を行った。
そして、法律扶助に関する事業では、法テラスとの定期協議を重ねることで
その関係を深めながら、当会要望等の申し入れを行った。また、外線転送電話
に対応し、貧困に悩む方への生活保護受給申請支援や法律問題解決への支援を、
法テラス活用によって対応した。さらに、法テラス契約司法書士数及び利用実
績を増加させるため、各支部に協力を要請し、支部研修で「実践的な法テラス
利用法」に関する研修を開催し、多くの会員が民事扶助制度を利用する環境づ
くりに寄与した。
なお、法務総合事業部所管の各委員会による具体的な事業報告は以下のとお
りである。
（１）司法書士法律相談事業【相談事業運営委員会】
１）例年の主な相談事業として下記の事業を行った。
①三会合相談会（１１月２１日開催 弁護士・税理士・司法書士。）
→相談者数
１３４組
②敬老の日相談会（９月２１日開催 リーガルサポートとの共催。）
→相談者数
６９名
③横浜駅前無料相談会（①７月１８日と②１１月１４日の計２回開催
京地方税理士会との共催。）
→相談者数 ①
７月１８日 ４９名
② １１月１４日 ３４名

東

２）今年度も法の日無料相談会（９月２７日～１１月１５日の間、全２１会
場で開催）を本会主催事業として行った。
→相談者数（全会場）計６６４名、相談件数計８０８件
３）昨年同様に今年度も県内３ヶ所で、スポットの無料法律相談会を開催し
た。尚、今年度は前年度行われた小田原駅前の相談会に代えて、平塚駅東
口改札横で相談会を開催している。
①横浜駅前相談会（上記 １）②と同日開催）
なお、本相談会はリーガルサポートとの共催で行っている。
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②平塚駅前相談会（１２月５日開催）
→相談者数
１７名
③川崎駅前相談会（３月１２日開催）
→相談者数 ３４名
４）各自治体（足柄上地域、二宮町、伊勢原市、厚木消費生活センター、川
崎県民センター）に於ける定期相談会を、今年度も昨年同様に開催した。
（２）簡裁訴訟代理等関係事業【当番司法書士事業】
簡裁訴訟代理等関係事業として平成１８年度に立ち上げた当番司法書士電
話相談も、今期で１０期目に入った。
１）運用規程の改定及び積極的な広報による安定した相談実績
当番司法書士電話相談の現状及び簡裁訴訟代理権の更なる有効活用の観
点から平成２０年１１月に運用規程の改定を実施し、対象となる相談範囲
を民事一般にまで拡張した。また、積極的な広報を実施した結果、年間を
通して、安定した相談実績（詳細は後掲）を達成することができた。
２）広報活動について
今年度も例年どおり、当番司法書士電話相談の案内チラシを、官公署を
中心として県内約３００ヶ所に配布した。
３）相談員の公募及び応募者向けガイダンスの実施
当番司法書士事業では、相談員を既存の当番司法書士名簿登載者に限定
することなく、毎年、相談員追加の公募及び応募者向けガイダンスを実施
することで、全会員が相談員となりうるよう門戸を開放している。今年度
は平成２８年２月１７日に公募を実施し、同年３月１６日に応募者向けガ
イダンスを実施した。
４）当番司法書士電話相談の実施
５）当番司法書士運用規程第４条第５号の指定研修会を実施した
平成２８年２月１２日（金）実施
テーマ：司法書士に必要な法律相談技法（第２弾）
～与えられた相談時間（３０分以内）を極める！～
講 師：早稲田大学大学院法務研究科 教授 菅原郁夫 先生
尚、上記活動に関する詳細は、別添集計表を参照のこと。
（３）災害復興支援のための相談事業
前年度に引き続き、東日本大震災の被災者及び原発事故による被害者に対
する支援のため、日司連の予算に基づく所謂日司連スキームによる福島への
相談員派遣を行った。
また、関東ブロック司法書士会協議会からの派遣要請にて、宮城県会主催
の女性のための無料相談会へ２名の相談員を派遣した。
活動の詳細は以下のとおりである。
１）福島県相馬市相談会
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相馬市役所相談会（相馬市駅前振興ビル）
計３回、延べ６人の会員を派遣。
相談者数は、述べ３名 相談は３件。
平成２７年 ７月 ３日 １１月６日
平成２８年 ３月１８日
相双司法書士総合相談センター相談会（南相馬復興支援事務所）
計３回、延べ６人の会員を派遣。
相談者数は、述べ２名 相談は２件。
平成２７年 ７月 ４日 １１月７日
平成２８年 ３月１９日
２）仙台法務局石巻支局相談派遣相談会
計７回、延べ７人の会員を派遣。
相談者数は、述べ１１名。相談は１２件（うち震災に起因する相談は１
件）。
平成２７年 ５月１４日 ５月１５日 ５月２８日 ５月２９日
平成２８年 ２月１２日 ２月２５日 ２月２６日
３）宮城県会主催 女性司法書士による女性のための無料相談会
日時 平成２８年３月１２日（土）午前１０時～午後４時
＊宮城県司法書士会館実施分
日時 平成２８年３月１２日（土）午後１時～午後４時３０分
＊宮城県司法書士会館以外実施分
場所 宮城県会司法書士会館を含む県内８ヵ所の相談センター
（４）消費者問題対策関連事業【消費者問題等対策委員会】
今年度は委員の大幅な入れ替わりがあり、活動内容を一から構築し直し、
予定していた活動内容を絞り込み、次年度につなげるべく活動を行った。ま
た、定例の委員会において、裁判例を基にした具体的な事例検討（携帯電話
の２年縛り契約、冠婚葬祭事業者セレマ、インターネットショッピングそれ
ぞれの契約成立時期について）を行い、問題への対処方法の検討を行った。
事例検討については引き続き継続し、次年度に検討結果の報告を行う予定で
ある。
１）インターネット消費者トラブルに関する研修会開催（２回）
今年度は消費者問題の中でもとりわけ消費生活相談の現場において相談
事例の多い（http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p985483.html、参照）イ
ンターネットに関する消費者問題をテーマに掲げ、実際に相談を受けてい
る現場の相談事例と、法的な解決に向けての考え方について、会員対象の
研修会を開催した。
第１回 「最近のネットトラブル事例とその対処法」
日時：平成２７年１０月２０日（火）１８時半～２１時
場所：神奈川県司法書士会館
講師：一般社団法人ＥＣネットワーク 理事 原田由里 先生
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受講会員数：５４名
（レジュメ及びアンケート結果についてはＣＤ－Ｒ資料参照）
「インターネットトラブル事例とその対処法（ケース検討）」
日時：平成２７年３月１１日（金）１８時半～２１時
場所：神奈川県司法書士会館
講師：横浜弁護士会インターネット法律研究会
弁護士 真船裕之先生
弁護士 内山浩人先生
受講会員数：２８名
（レジュメはＣＤ－Ｒ資料参照）

２）相談員及び講師派遣
神奈川県労働者福祉協議会（労福協）よりの依頼により、これまでかな
がわライフサポートセンター法律相談会を横浜、川崎、平塚の３ヶ所にお
いて行っていたが、その開催方法を変更し、横浜、川崎、平塚、厚木の当
会各支部から会員を推薦してもらって相談員名簿を作成し、ライフサポー
トセンターで相談を受けた場合、随時、近くの名簿登載会員を紹介する方
法とした。
さらに、対応地域を相模原、横須賀、藤沢、茅ヶ崎、小田原へと広げ、
当会各支部の協力を得て相談員名簿を作成し、ライフサポートセンターに
は名簿登載会員を紹介し、相談を行った。
（相談実施一覧はＣＤ－Ｒ資料参照）
３）外部団体との懇談等
神奈川県、貸金業協会等、関連団体との懇談会に参加し、意見交換を行
った。尚、今年度は神奈川県ヤミ金融連絡対策会議は、関係諸団体の日程
調整ができず開催されなかった。
①神奈川県多重債務者対策協議会へ出席
日時：平成２７年５月１２日（火）１４時～１６時
場所：神奈川県民センター３階 ３０１会議室
出席者：上杉直之会員（現事業部長）、吉原真人委員
（５）法教育関連事業【法教育委員会】
１）高校生法律講座
当委員会の主幹業務である高校生法律講座を以下の通り実施した。
実施数
１８校 ２８コマ
＊詳細は添付の「Ｈ２７高校生法律講座等開催予定＆実績表」参照
講義テーマは契約の基礎や悪質商法等の消費者問題を中心に、人権・労
働問題等幅い分野に対応し、その講師は「かなしほ」を利用した全会員へ
の公募により、多くの会員の方々に協力をいただいた。講師派遣した会員
数は、延べ３３人。
なお、９月と１月には県下約２４０校に対して、当会オリジナルの高校
生講座パンフレットと案内チラシを送付し、広く講座開催の募集を行うと
ともに、当会の高校生講座のＰＲをした。
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２）「親子法律教室」の実施
平成２５年度から毎年一度、小学生を対象にした『親子法律教室』を開
催している。今年度も１１月１０日（日）に司法書士会館にて、公募によ
り応募のあった４０組の親子の中から選んだ２０組を対象に法律教室を実
施し、参加者からは高い評価を得た。なお、当日はチューターとして多く
の会員に協力をいただいた。
開催にあたっては、横浜市内の小学校約７０校、県内の市町村の広報窓
口や消費生活センター等に対して約２万枚の本講座のチラシを配布すると
ともに、当会の法教育に関する取組を広報した。親子法律教室は今後も、
当会の基幹事業の一つとして位置付けていきたい。
３）シンポジウム・会議等への参加
以下の外部会合に参加し、情報収集するとともに外部関係団体等とのネ
ットワークづくりを行った。
①司法書士法教育ネットワーク定時総会・記念研究会
平成２７年６月２１日
京都司法書士会館
参加：小関貴之委員
②Ｂ級法教育フェスタ
平成２８年２月１１日
品川インターシティ 参加：大野高志委員
③東京司法書士会ＣＭコンテスト
平成２８年２月２１日
日司連ホール
参加：大野高志会員
４）日司連法育推進委員会「新・親子法律教室」制作チームへの会員派遣
「親子法律教室・解釈のちから」に続く親子法律教室第二弾の教材制作
のため、日司連では上記チームを立ち上げ、当会にその協力要請があった
ため、大野高志委員及び所博之会員を派遣した。なお、作業チームは次年
度も引き続き活動を行う予定である。
（６）人権問題に関する事業【人権委員会】
人権委員会では前年度に引き続き、「自死問題対策事業」及び「高齢者・
女性・子ども等の権利擁護事業」を二つの柱として、それぞれワーキングチ
ーム（ＷＴ）制をとりながら活動を行っているが、これら市民の権利擁護に
資する活動を志向する中において、近年、我々司法書士が、多様かつ深刻な
悩みを抱える市民から相談を受けることが増えている。
また一方で、法的ニーズを抱えつつも、社会的な障害等を理由に必要な法
的サービスにアクセスできず、不当な困難に陥っている人たちが未だに社会
に存在する。
当委員会では、司法書士の職能だけでは相談者の深い悩みを根本的に解決
するまでに至らない問題が多くあることを認識し、我々の責務を果たしてい
くには、我々自身の資質の向上に努める一方で、地域において行政機関や他
の専門職と顔の見える連携体制を構築し、ともに支援にあたることが不可欠
であるとの考えのもと、以下のとおりの活動を行った。
これらの活動は、我々の職能を知らないがために必要な法的ニーズを充足
するに至らなかった市民に対し、必要な支援の手を差し伸べることができる
機会を増やすものである。
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また、司法書士が地域社会において、有用な法的サービスを提供する社会
資源であることを認知せしめることは、ひいては司法書士業務の拡大、制度
の更なる発展につながる。
１）自死問題対策ＷＴ
平成２７年の年間自殺者数は約２万４０００人であり、国を挙げて集中
的な対策事業を行っている効果もあってか、自殺者が急増した平成１０年
以前の数値まで減少してきている。しかしながら、それほどの数の帰らぬ
命が絶対値として毎年積み重なっていくことを考えれば、依然として本問
題の深刻さを認識せざるを得ない。
司法書士が自殺対策の分野で期待される役割として、第一にゲートキー
パーとしての機能を果たすべきことが挙げられる。また個々の相談者に対
する支援を行うに際し、あるいは地域レベルで有機的な対策措置を講じる
に際しては、関係諸機関との連携構築に努める必要がある考える。
当ＷＴではそれらを踏まえ、主たる活動として、①「人材（ゲートキー
パー）養成事業」として、会員向け研修会を開催するとともに、②「強化
モデル事業」として、ベッドサイド法律相談事業を実施した。
また、③県内各地域で開催される自殺対策会議、各相談会へ委員を派遣
し、関係機関と密な関係を築くべく、司法書士の職能や、当該活動におけ
る司法書士の役割を伝えるための活動を行った。また、自殺予防・精神医
療に関する学会、研修会等に参加し、制度・施策に関する情報収集、対象
者の理解を深めるための研究活動を行っている。
なお、②ベッドサイド法律相談事業については、その取組の先駆性を評
価され、神奈川県より地域自殺対策緊急強化交付金事業としての指定を受
け、補助金を活用しながら事業を行った。
具体的な活動は以下のとおりである。
①会員向け研修会の開催
司法書士には自殺対策におけるゲートキーパーの役割を求められてい
ることから、第一に自殺問題の現状を認識し、第二に相談、実務現場に
おいて自死念慮者を早期に発見して、適切な関係機関につないでいくこ
とが必要である。それを踏まえ、当ＷＴでは次のとおりの研修会を開催
した。
ⅰ）【テ ー マ】『司法書士のためのメンタルヘルス対応講座(初級編)』
①自殺・自殺対策の経緯と現状
②司法書士業務と自死問題の関わり
③ゲートキーパーとして求められる相談対応
④障害年金の利用及び自殺対策に関わる最新の研究報告
【日
時】平成２７年１０月５日（月）
１８時３０分～２１時００分
【会
場】神奈川県司法書士会館３階
【講
師】自死問題対策ＷＴ 清水隆次委員 阿部多聞委員
法務総合事業部 上杉直之部長 植松育子理事
【参加者数】３７名
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メンタルヘルスに問題を抱えた相談者に対して、ゲートキーパーと
して適切な相談対応を担うことができる司法書士を養成することを目
標として上記研修会を開催した。
自死問題が我々の日々の業務の身近な問題であることを理解すると
ともに、日々の相談対応の振り返りの機会となったと考える。
ⅱ）【テ ー マ】『医療現場における相談対応の実情と、医療と司法の今
後の連携について』
①自殺・自殺対策の経緯・現状
②横浜市大附属市民総合医療センターの機能と医療現場における専
門職の役割
③三次救急医療現場における相談対応の現状と求められる相談技法
（医療現場における法律相談場面で司法書士が備えるべき知識・技
術について）
④ベッドサイド法律相談の現状
⑤医療と司法の連携に関する今後の展望・課題
【日
時】平成２８年２月２７日（土）
１３時００分～１６時３０分
【会
場】神奈川県司法書士会館３階
【講
師】公立大学法人横浜市立大学付属市民総合医療センター
医事課 医療相談支援担当 安藝聖衣子氏
公立大学法人横浜市立大学 医学部精神医学教室
特任助手 伊藤 翼氏
【参加者数】３０名
神奈川県の交付金補助事業として、医療現場に司法書士を派遣する
相談事業を行っている実績を踏まえ、連携医療機関である横浜市大学
から医療ソーシャルワーカー、臨床心理士を招き、上記のとおり研修
会を開催した。
複合的な悩みを抱える相談者を支援するために我々が備えるべき知
識の理解を深めるとともに、医療と司法の連携場面における今後の課
題を考える機会となったと考える。
なお、本研修会は、今後の地域連携を深める目的から、行政機関担
当部署、関係諸団体に対しても参加を募った結果、６名の外部参加者
があった。
ⅲ）【テ － マ】『自死遺族の抱える法律問題とその支援について』
１．自死遺族の理解と支援者としての基本的な執務姿勢・メンタル
ヘルス対策
２．自死遺族が対面する法律問題とその法的対応について
（不動産賃貸借にかかる賠償問題を中心として）
【日
時】平成２８年３月２５日（金）
１８時３０分～２１時００分
【会
場】神奈川県司法書士会館３階
【講
師】弁護士法人ライフパートナー法律事務所
自死遺族支援弁護団 弁護士 生越照幸先生
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【参加者数】２０名
身内を自殺で亡くした身近な親族は、その死を悲しむ間もなく法的
なトラブルへの対処を迫られる。上記研修は、市民の身近な法律家で
ある私たちが、自死遺族が抱える法律問題とその支援に関する知識を
習得することを目的して開催した。
自死遺族の方々の置かれている状況を踏まえ、それに対する法的支
援の知識を深める貴重な機会となったとともに、二次被害等を生じさ
せないために、その心理面への配慮等を含めた備えるべき執務姿勢に
関する理解も深めることができた。
②ベッドサイド法律相談（医療機関等への相談員派遣事業）
北里大学病院(相模原市)、横浜市立大学附属市民総合医療センター、
厚木佐藤病院との協働により、自殺未遂者等に対して、適切な時期に、
適切な法的支援を行うため、司法書士が医療機関へ出張、相談対応する
当該事業を継続して実施している。
県下医療機関全般において、法律相談のニーズは一定程度存在するも
のと考えるところ、今年度は前述のとおり、横浜市立大学附属市民総合
医療センターよりＭＳＷ、臨床心理士を招き、医療機関における法律相
談の現状と今後の課題に関する研修会を行った。
また、本事業における地域連携の重要性を認識するところ、今年度は
厚木支部で開催されたメンタルヘルス研修（１月３１日開催）に、地域
の行政機関担当者を講師として招聘、担当委員を派遣する等協力を行い、
より地域に密接な活動を推進するための活動を行った。
今後の本事業の拡充を見据え、相談員派遣名簿を調製し、県内に偏り
なく法的サービスの提供が可能となる準備を進めているところである。
なお、相談の状況については、以下のとおりであるが、その他ＳＷよ
りの電話での問合せに対応している。
相談件数
６件（内未遂者４件）
相談内容
借金問題：５件 成年後見：１件
③自殺対策関連会議、相談会、研修会等への参加
自殺対策について、各機関と連携を深め、また今後の事業展開を視野
に入れた研究・情報収集を行うために、以下のとおり委員、会員を派遣
した。
横浜市「自殺対策研修 基礎研修」
（６月２３日）
神奈川県平塚保健福祉事務所秦野センター
「第１回地域自殺対策検討会」
（６月２４日）
神奈川県精神保健福祉センター「自殺対策基礎研修」 （６月２６日）
神奈川県精神保健福祉センター「薬物相談業務研修」 （７月１日）
第１回海老名市一人ひとりの命を守る連絡協議会
（７月２日）
第１７回かながわ自殺対策会議
（７月７日）
横須賀市自殺対策連絡会
（７月２２日）
平塚市自殺対策会議
（７月２９日）
第４回よこはま自殺対策ネットワーク協議会
（７月３０日）
第１回川崎市地域自殺総合対策推進連絡会議
（８月４日）
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薬物を中心とした依存症家族講座
（８月２６日）
平塚市 自殺対策街頭キャンペーン
（９月２日）
神奈川県平塚保健福祉事務所秦野センター
「第２回地域自殺対策検討会」
（９月３日）
自殺対策キャンペーン
（９月１０日）
自殺予防学会（青森）
（９月１２、１３日）
地域自殺対策連絡調整会議（横須賀）
（９月１７日）
神奈川県精神保健福祉センター「第１回地域包括相談会（横須賀）」
（９月２７日）
相模原市自殺対策協議会
（１０月９日）
横浜市こころの健康相談センター講師派遣
（１０月１５日）
自殺対策基礎研修Ⅱ（藤沢）
（１０月１９日）
小田原保健福祉事務所 自殺対策会議
（１０月２８日）
「自殺対策官民連携協働ブロック会議」（内閣府） （１１月１３日）
横浜市「相談実践研修」
（１１月３０日）
よこはま自殺対策ネットワーク協議会若年層対策分科会
（１２月３日）
神奈川県平塚保健福祉事務所秦野センター
「第２回地域自殺対策検討会」
（１２月３日）
神奈川県精神神経科診療所協会主催（当会後援）
「こころと福祉の相談会（相模原）」
(１２月１３日）
相模原市自殺対策協議会
（１月２０日）
南区自殺対策に関わる連絡会
（１月２７日）
神奈川県精神神経科診療所協会主催（当会後援）
「こころと福祉の相談会（横浜）」
（１月３１日）
よこはま自殺対策ネットワーク協議会
（２月８日）
地域医療連携研修会（横浜市大）
（２月１５日）
第２回横須賀地域自殺対策連絡調整会議
（２月１６日）
第４回秦野伊勢原自殺対策会議
（２月１７日）
神奈川県精神保健福祉センター「第２回地域包括相談会（海老名）」
（２月２０日）
海老名市一人ひとりの命を守る連絡協議会及び
海老名市自殺予防対庁内調整会議合同会議
（２月２５日）
神奈川県精神保健福祉センター主催（当会共催）
「第３回地域包括相談会（司法書士会館）」
（３月３日）
第１８回かながわ自殺対策会議
（３月９日）
２）高齢者・女性・子ども等の権利擁護ＷＴ
①地域包括支援センターにおける法律勉強会の実施
本勉強会は、高齢者の権利擁護の地域での中心的役割を果たす地域包
括支援センターにおいて、主にケアマネジャー・民生委員・職員・地域
の市民等を対象として、高齢者の権利擁護に関わる様々なテーマを希望
に応じて取り上げ、司法書士を講師として派遣して開催してきたもので
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ある。高齢者の権利に関わる様々な問題に現場で接しているケアマネジ
ャー等に対し、関係する法律知識を分かりやすく講義することにより、
結果として高齢者の権利擁護に資することを目的とするものである。ま
た、可能な限り、各地域において活動する司法書士を公募により募集・
派遣することにより、地域における司法書士と地域包括支援センターと
の深い連携・協力関係を築くことをも目的とし、これにより、各地域に
おける司法書士への認知・信頼を高めることを図るものである。
今年度は、県内２１か所の地域包括支援センターより応募があり、次
のとおり１１か所で開催した。
１ リ・ケア向ヶ丘地域包括支援センター
テーマ「成年後見・高齢者虐待防止」
開催日 平成２７年７月１５日
講 師 高原晶子会員
２ 衣笠第二地域包括支援センター
テーマ「成年後見」
開催日 平成２７年７月１５日
講 師 堀田珠紀会員
３ リ・ケア向ヶ丘地域包括支援センター
テーマ「高齢者消費者被害の対処法」
開催日 平成２７年８月３１日
講 師 清原正承会員
４ 御所見地域包括支援センター
テーマ「成年後見」
開催日 平成２７年９月１９日
講 師 尾上美子会員
５ 釜利谷地域ケアプラザ
テーマ「生活保護」
開催日 平成２７年１０月１５日
講 師 三門俊文会員
６ 海岸地区地域包括支援センターあい
テーマ「個人情報の取扱」
開催日 平成２７年１１月１０日
講 師 奥本健太郎会員
７ 陽だまりの園地域包括支援センター
テーマ「消費者被害の対処・成年後見」
開催日 平成２７年１１月２６日
講 師 鴻上俊明会員
８ ひさすえ地域包括支援センター
テーマ「高齢者虐待」
開催日 平成２７年１１月２７日
講 師 清原正承会員
９ 幸風苑地域包括支援センター
テーマ「生活保護」
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開催日 平成２８年２月１５日
講 師 三門俊文会員
10 中区医療センター訪問看護ステーション
テーマ「成年後見」
開催日 平成２８年２月１９日
講 師 古谷理博会員
11 ベルホーム地域ケアプラザ
テーマ「高齢者虐待・成年後見」
開催日 平成２８年３月１８日
講 師 土井乙永会員
②会員向け研修会の開催
テーマ「子どもの貧困と権利擁護」
開催日 平成２８年２月１７日
場 所 神奈川県司法書士会館
講 師 鳫 咲子先生（跡見学園女子大学准教授）
受講者 ２８名
厚生労働省の調査から、日本の子どもの６人に１人は貧困状態にある
と言われている。子どもの貧困は外見上からは分かりにくく、子どもの
権利を侵害している深刻な社会問題や家庭問題が存在していることを、
我々が意識する事は少ない。
そこで、跡見学園女子大学の鳫准教授に現在の日本の子どもが抱える
貧困や教育の現状と、児童虐待に遭遇した際の対応や子どものために利
用できる社会保障制度について講義頂いた。
③会議・研修会等への参加、勉強会講師派遣等
１人権学校「相模原市子どもの権利条例について」
主 催 一般社団法人神奈川人権センター
開催日 平成２７年５月２８日
場 所 横浜市西公会堂
参加者 美女平佳秀委員
２人権学校「障がい者を取り巻く現状と課題」
主 催 一般社団法人神奈川人権センター
開催日 平成２７年６月４日
場 所 横浜市西公会堂
参加者 美女平佳秀委員
３神奈川県ＤＶ対策推進会議
主 催 神奈川県県民局くらし県民部人権男女共同参画課
開催日 平成２７年９月１日
場 所 かながわ県民センター
参加者 植松育子理事
４ケアマネ向け勉強会の実施及び地域連携に関する川崎市との打合せ
機 関 川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
開催日 平成２７年９月１６日
場 所 川崎市母子・父子福祉センター サン・ライヴ
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参加者 上杉直之部長 堀田珠紀委員
５川崎市内の地域包括支援センター向け「ケアマネ勉強会」の案内
機 関 川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
開催日 平成２７年９月２８日
場 所 川崎市総合福祉センター エポックなかはら
参加者 浅沼賢史委員長
船木美香リーガルサポート神奈川県支部 川崎地区長
６人権学校「考えよう！差別と人権を」
主 催 一般社団法人神奈川人権センター
開催日 平成２７年１０月７日
場 所 サンピアンかわさき
参加者 藤井里絵委員
（７）貧困問題対策関係事業【貧困問題対策委員会】
法務総合事業部では法的サービスの一つとして生活困窮者への支援を掲げ
ており、当委員会においては寿町の簡易宿泊所や無料低額宿泊所の利用者、
ホームレス、またこれらの方達に限らず生活保護受給者等の経済的困窮者へ
の法律的な支援等を目的として活動している。
当委員会では、これまでに行政不服審査法（審査請求）に関する研究・研
修を実施し、委員が個人的に審査請求事件の代理をする等して研究に努めて
来たが、もともと行政不服審査法（審査請求）に関する受任件数は少なかっ
たことと、今年度は審査請求事件の受任に至る案件が無かったので、審査請
求事件に関する研究が進まなかった。その他、調査・活動関連として行うこ
ととしていた更生保護関連事業、選挙権に関する研究事業も、実施すること
が出来なかった。
しかし、生活保護受給者等の経済的困窮者への法律的支援を中心として活
動してきたところ、生活困窮者自立支援法が施行されたことから、生活困窮
者の自立・生活再建に資する支援等に目を向けた活動を視野に入れた活動と
して、横浜市生活困窮者自立支援事業（家計相談支援事業）に関する相談会
への参加や特定社会保険労務士を招聘し社会保障制度（障害年金）に関する
学習会の実施等、生活保護受給者等生活困窮者への支援に資するための活動
を展開した。生活保護受給者の数は２１７万人を超え、過去最高となったこ
とから、今後ますます生活困窮者に対する支援（生活再建への支援等）が求
められてくるものと思われる。生活困窮者の支援の一環として、社会保障制
度を適切にかつ積極的に活用するための支援は必要不可欠であり、委員会で
は今後も継続的に活動を行っていく。
１）相談会関連事業
①定例相談会
法テラスの巡回法律相談の指定を受け、以下のとおり定期的な相談会
事業を実施した。
ⅰ）寿地区法律相談会
開催日 毎月第３日曜日
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時 間 午後１時から午後４時まで（但し午後１時から２時は寿日
労会議室。午後２時から午後４時まで寿労働センター前）
寿町（横浜市）は、山谷（東京都）・あいりん地区（大阪府）に並
ぶ日本三大ドヤ街である。ドヤ街の特徴は、大きな職業安定所があり、
その周囲に比較的安く泊まれる簡易宿泊所が集中しているところにあ
り、この寿町には生活困窮状態に陥り、住居すらも失ってしまった人
たち（住民票が職権で消除されてしまった人も含む。）も多く訪れて
来る。
寿町のドヤ街は寿地区とも呼ばれていて、簡易宿泊所が集中してい
るということを活かして、最近では、簡易宿泊所の改装・改良を行う
ことで、海外からの短期滞在者等からは普通のホテルよりも安く宿泊
できるという面からまずまずの評価を得ている様であるが、近辺に風
俗店等が並んでいたり、心無い人たちが寿地区の住民をひやかす目的
で訪れ、トラブルの原因になっていると指摘されており、治安の面で
の問題も抱えている。そのためか、この寿地区は、他の町にはない雰
囲気に包まれていることは否めず、ホームレス状態の人が生活保護を
受ける際に、やむを得ずに簡易宿泊所を住居としながらも、生活保護
を受けた後はこの寿地区からの転居を希望する人も少なくない。
相談としては、健康面の問題のみならず、依然として、借金問題等
を抱え、経済的にも精神的にも疲弊し、相談したくても、どこに相談
すれば良いのかも分からない、若しくは、相談をすることすらも躊躇
している人もいる。また、いったん簡易宿泊所に住民登録をすると、
就職活動でマイナスの評価を受けることがあり、雇用と労働とのミス
マッチの問題もある等「働きたくても、働くことができない」人もお
られ、生活困窮状態から抜け出すことが困難な状態となっていること
が窺える。さらに寿地区の住民は障害を抱えている人も多いこと、高
齢化が進んでいることが、生活困窮状態から抜け出すことが困難であ
ることの要因になっていると思われる。
当委員会は、会員の皆様や支援団体と連携・協力し合い、貧困問題
について相談者が抱えている諸問題の解決策等を探り続けていく。
ⅱ）無料低額宿泊所（毎月第１火曜日：ポルト湘南・茅ヶ崎、毎月第３
水曜日：ＮＰＯ法人サンルーム新横浜寮・港北寮・青葉寮）での相談
今年度も、無料低額宿泊所での相談会を２ヶ月に１回程度のペース
で開催した。相談員の派遣にあたっては、生活困窮者向け法律相談員
名簿を作成し相談者がいた場合には、名簿登載者から相談員を募り、
当委員会の委員１人との二人一組の体制で相談会を実施している。
ⅲ）生活保護法の更生施設（横浜市中央浩生館）での相談会
横浜市中央浩生館でもⅱ）と同様の方法にて相談会を開催した。
ⅳ）年末年始寿町法律相談会
開催日 平成２７年１２月２９日（火）から平成２８年１月３日
（日）までの６日間
時 間 正午から午後４時まで
場 所 寿児童公園
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行政機関の相談窓口が閉鎖している期間に「年末年始寿町相談会」
が開催された。路上生活者等が年末年始の厳しい時期を乗り越えるよ
うに、公募した一般会員とともに、生活保護や雇用・住居、健康の問
題を抱えている方々の法的な相談に対応した。
相談内容は、生活保護関係のみならず、負債・借金の問題の相談も
少なくない。今後も、相談者の「国民の健康で文化的な最低限度の生
活」の保障に寄与し、当該相談者が経済的な自立の途を見出すための
一助としたい。
②他団体と連携した相談会
ⅰ）反貧困年末相談会２０１５への相談員派遣
日 時：平成２７年１２月２３日（水） 午前１０時から午後４時
場 所：横浜市中区 横浜公園
当会からの参加者：
星野務会長、榊原史人委員長、津元太朗委員、阿部多聞委員、比留
川昇良会員、高田裕子会員、小宮山亮会員、植原憲明会員、所博之会
員、伊藤昌子会員、末永博会員
反貧困ネットワーク神奈川が毎年開催している年末ワンストップ相
談会に、今年度も共催団体として会員を相談員として派遣し、法律相
談を実施した。改正生活保護法が、生活保護制度の改悪との批判が出
て反対運動が行われた一方で、生活保護の切り下げが断行されつつも
生活保護受給者は毎年増え続けている。
生活保護の目的は、憲法で定められている最低生活の保障を行い、
生活を安定させた上で、自立を図っていくもので、常に最低生活の保
障と自立支援をセットで行う必要がある。反貧困年末相談会では様々
な原因により生活困窮状態に陥っている方々に法律相談、就労相談、
医療相談等を通じて支援を行い、必要な社会的資源につなげていくこ
とを目的とし、弁護士、医療関係者、労働組合等の支援者と一緒にワ
ンストップ形式で生活保護、医療、労働、住居や債務整理等の相談を
受けた。当日の相談件数は、医療関係が９件、生活保護・多重債務・
労働関係等の相談が２９件あり、合計３８件の相談があった。反貧困
ネットワーク神奈川によると、最近は高齢者の貧困が目立つようにな
っていることと、貧富の格差が非常に広がっており、弱い層である母
子家庭にしわ寄せがいっているとのことである。
相談には、依然として、生活保護の切り下げの問題や不安定雇用の
問題等深刻な内容が含まれ、相談者には精神障害等の障害を抱えてい
る方も少なくない。例年同様、生活保護・多重債務・労働関係等困難
な問題を抱えている方が多い。
ⅱ）横浜市生活困窮者自立支援事業（家計相談支援事業）
平成２７年４月からの生活困窮者自立支援法完全施行に伴い、委員
会事業として、生活困窮者の特に家計相談支援ができるかどうか試み
た。しかしながら、横浜市の家計相談支援体制の都合により、当会と
しての対応継続は難しいということになった。ただし司法書士が個人
で、横浜市家計相談支援員事業の家計相談支援員にエントリーし対応
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していくことは可能である。
ⅲ）法テラスホットライン等への参加（法テラス神奈川と神奈川県労働
者福祉協議会から当会へ紹介される電話相談）
法テラス神奈川からの転送電話による相談案件は、法テラス対策委
員会が窓口となって対応することになり、当委員会も相談員として参
加した。また、神奈川県労働者福祉協議会から生活保護の申請同行を
含めた相談案件への対応を行っている。
２）活動・調査研究事業
①生活保護同行支援サポート事業
多くの会員が生活保護同行支援を行うことができるようにするため、
当委員会では、生活保護申請事案について相談を受けたが同行支援に不
安があるという会員に対し、この同行支援をサポートする会員（当貧困
問題対策委員会委員及び同行支援の経験がある会員でサポート会員に申
込みをした会員）を派遣する体制を整えているが、残念ながら今年度の
申込みはなかった。
生活保護申請の同行支援等には、日司連の経済的困窮者に対する法律
支援事業を活用して会員みずからが積極的に同事業を利用しているので、
生活保護申請の同行支援を行う会員に対する当委員会委員によるサポー
トの必要性はなくなったというのが理由であろうと思われる。
②障がい者就労支援事業所訪問
日 時 平成２７年８月１８日（火）午前１０時～午前１１時４５分
場 所 ダンウェイ株式会社（川崎市中原区新城一丁目１２番１５号）
参加者 榊原史人委員長、二見吉明委員、津元太朗委員
障がい者の就労等は偏見差別が根強く非常に困難が伴うが、ダンウェ
イ株式会社では、障がい者の就労について熱心な取組がなされている。
生活困窮者の自立の支援等にはかかる社会資源の発掘は必要不可欠であ
る。ダンウェイ株式会社の見学会に参加し、障がい者就労支援の手法に
触れ、支援者を含め障がいを抱えている方々や生活困窮者の自立に向け
た相談等に対応するスキル向上に努めた。見学会参加者は、一般利用者
（障がい者本人とその保護者）や行政職員、企業の採用担当者等、総勢
で２０名は超えていた。同社が運営する施設では、利用者が仕事・作業
をする前に、①出欠確認②１日の予定の確認③「オアシス」という標語
の唱和④スタッフによる簡単な訓示といった流れで朝礼が行われる。こ
の会社では、障がいの程度の重い方々が中心ではない様子であったが、
多様な人材の活用を推進しており①福祉事業②教育事業③クリエイティ
ブ事業④ＩＣＴ事業の４つの事業に取組、毎年１５名乃至２０名ほどは
直接雇用を果たす等、同社運営施設への人材の沈殿化を防ぎ就労を促し
ている（採用実績は３年間で約６０名、定着率は９割程とのことで、就
労後のアフターフォローも実施しているとのことである）。
③社会保障制度に関する学習会
生活困窮者の生活再建支援のためには債務整理や法テラスの利用だけ
でなく、社会保障制度を理解し知識を備えていくことが必要不可欠であ
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るから、下記のとおり、社会保障制度に関する学習会を実施し、次年度
の活動への足掛かりとした。
日 時 平成２７年１２月２２日（火）午後６時３０分～９時
場 所 神奈川県司法書士会館２階
テーマ 「障害年金をよく知ろう！いろいろなケースでの課題に答える」
講 師 特定社会保険労務士岩崎眞弓氏
④更生保護事業に関する活動
小田原市の更生保護施設報徳更生寮での相談会を開催する予定であっ
たが、先方の都合で相談会開催が中断した。一方、更生保護法人まこと
寮から相談依頼があり、当委員会にて対応した（当該相談の内容は、負
債の処理・債務整理に関するもの）。
更生保護施設（更生保護法人等も含む。）からの相談依頼の件数は、
現状、極めて少ないが、上記更生保護法人まこと寮等から相談対応の依
頼があった場合には、今後も委員会として対応していく。
⑤反貧困ネットワーク神奈川の活動への参加
弁護士、ホームレス支援者、労働組合等と団体を構成している反貧困
ネットワーク神奈川の活動（定例会等）に参加した。
改正生活保護法について、厚生労働省の説明では基本的にはこれまで
と変わらないとのことであるが、最低生活基準が引き下げられることも
あり、今後も行政の対応に常に目を光らせながら、生活困窮者自立支援
法にみられる自立支援取組にも注目していく必要性がある。当委員会に
てこれまで取り組んできた経験も生かされるよう、今後も反貧困ネット
ワーク神奈川と連携しながら活動を行っていく。
⑥委員会主催研修会の実施
日 時 平成２８年３月１日（火） 午後６時３０分～９時
場 所 神奈川県司法書士会館 ３階
テーマ 地方税の滞納整理・国民健康保険料の一部負担金の減免に関
する理論と実務
講 師 日司連市民の権利擁護室経済的困窮者の権利擁護部会室委員
仲道宗弘氏（群馬司法書士会）
全国の地方自治体では、地域住民が生活の困窮が原因で地方税や国保
税滞納に陥っているにもかかわらず、滞納者の少ない財産を容赦なく差
押える例が目立つ。このような地方自治体の姿勢は、生活困窮者をさら
なる窮地に追いやるだけのもので、生活困窮者自立支援法の趣旨に真っ
向から反するものであって、我々司法書士が支援の担い手となるべく、
地方税や国保税の滞納処分や差押えに関する基礎知識と実態につき情報
等を共有しておく必要があることから同研修会を企画・実施した。
多くの国民が滞納なく納税をしていることからも、公平性を確保する
という意味から滞納者に対する徴収は重要なことであるが、自治体によ
る機械的な徴収（自治体が滞納者の生活状況を正しく把握せず、生活困
窮状態の年金等が預貯金に振り込まれるや否や差押えを実施）によって、
滞納者が精神的にも追い詰められてしまう例が起きている。同研修会で
は社会保障に関する各種制度についても理解を深めることの大切さに触
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れることができたのが印象的であった。
（８）法テラス対策委員会
１）平成１６年６月に公布された総合法律支援法（以下「支援法」とい
う。）は、「民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の
解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現する」（支援
法第２条）ことを基本理念としている。上記支援法に基づき平成１８年４
月に設立された「日本司法支援センター」（以下「法テラス」という。）は、
独立行政法人通則法に準じて組織された公的な法人である。法テラスは司
法へのアクセスを充実させるため、国選弁護業務や司法過疎の対策、犯罪
被害者支援など様々な業務を行っているが、その中でも、民事法律扶助業
務及び情報提供業務において、我々司法書士は大きく関与している。神奈
川県司法書士会（以下「当会」という。）では、「法テラス対策委員会」を
設置し、法テラスの代理援助・書類作成援助・法律相談援助の事業を支援
する活動を行っている。また定期的に法テラスと協議会を開催し、運用上
の問題点などの申し入れなども行っている。
また、会員から法律扶助の運用について質問が出された事案につき、上
記の協議会にて協議の上、会員向けに情報発信を行うことにより、会員の
法テラスの利用（法律扶助の利用）を促進させる活動も行った。
法テラス契約会員数
平成２７年３月末
３５６名
平成２８年３月末
３８２名
（民事法律扶助利用実績については、別添ＣＤ－Ｒを参照のこと）
２）今年度は、法テラスとの顔が見える関係構築を目指し、積極的に法テラ
スに出向き、意見交換をすると共に、以下の施策を準備・実施した。
①法テラス神奈川との定例協議会の実施
第２７回定例協議会
日 時：平成２７年４月２２日（水）
出席者：蒔山明宏会長・加藤正治副会長・椎野正己理事
阿部健太郎委員長
第２８回定例協議会
日 時：平成２７年７月２２日（水）
出席者：星野務会長・上杉直之法務総合事業部長・吉田智理事・
阿部健太郎委員長
第２９回定例協議会
日 時：平成２７年１０月２６日（月）
出席者：星野務会長・上杉直之法務総合事業部長・吉田智理事・
阿部健太郎委員長
第３０回定例協議会
日 時：平成２８年１月１８日（月）
出席者：星野務会長・上杉直之法務総合事業部長・吉田智理事・
阿部健太郎委員長
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（会議議題等詳細については、別添ＣＤ－Ｒを参照のこと）
②法テラス川崎執行部会議に出席
日 時：平成２８年５月１８日 １７：３０～
出席者：文元貴弘委員
日 時：平成２８年３月２３日 １７：３０～
出席者：文元貴弘委員
③法テラス地方事務所司法書士副所長との意見交換会に出席
日 時：平成２７年２月１６日（火）
会 場：日司連会館会議室
出席者：上村政行副会長・阿部健太郎委員長
（会議議題等詳細については、別添ＣＤ－Ｒを参照のこと）
④日本司法支援センター地方協議会へ派遣
神奈川地方事務所協議会（川崎地方事務所も共催）
日 時：平成２７年１１月１６日（月）１０：００～１２：００
会 場：横浜市開港記念会館 ２階６号室
テーマ：犯罪の場における司法の新しい取り組みと法テラスの役割
～犯罪被害者と触法障がい者に対する支援～
出席者：上杉直之法務総合事業部長・阿部健太郎委員長、
竹野哲史委員
小田原地方事務所協議会
日 時：平成２７年１１月２０日（金）１５：００～１６：３０
会 場：小田原市民会館５階第３会議室
テーマ：ＤＶ事件への取り組み方～関係機関連携と法テラス援助
出席者：上杉直之法務総合事業部長・阿部健太郎委員長・菊池広委員
⑤社会福祉士会での法テラス業務説明会＆相談会へ委員を派遣
主 催：社会福祉士会
日 程：平成２７年１２月２３日（祝）
場 所：小田原市市民会館
相談員：古根村博和委員
⑥法テラス神奈川・川崎からの外線転送（相談電話転送）の実施
法テラス神奈川（平成２４年９月より受け入れ）・法テラス川崎（平
成２６年１０月より受け入れ）に寄せられた相談につき、直接当会に電
話を転送する外線転送（相談電話転送）が定着し、実績を残すことがで
きた。受け入れ当初より生活保護を始めとした生活困窮者からの相談が
多いため、貧困問題対策委員会の協力を得て実施しているが、それ以外
の相談にも対応できるよう、法務総合事業部の各委員会や公募した一般
会員の協力を得て実施している。
（転送実績、対応司法書士一覧については、別添ＣＤ－Ｒを参照のこ
と）
⑦民事法律扶助研修会の実施
法テラスの業務や民事法律扶助制度の理解を深め、民事法律扶助の利
用促進を目的として、研修を実施した。
（研修会レジュメについては、別添ＣＤ－Ｒを参照のこと）
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日 時：平成２８年３月１４日（月）１８：３０～２１：００
テーマ：「相続・成年後見業務にも役立つ！法テラスの利用法」
講師等：第一部 講義
講師 竹野哲史委員
第二部 パネルディスカッション
コーディネーター 保坂真世委員
パネラー
阿部健太郎委員長
パネラー
髙橋 研会員（湘南支部会員）
参加者数：４９名
⑧日本司法支援センター地方扶助審査委員意見交換会を実施
地方扶助審査委員との意見交換会を実施した
日 時：平成２８年３月８日（火）
会 場：法テラス神奈川会議室
出席者：阿部健太郎委員長・文元貴弘委員
（９）労働問題対策関係事業【労働問題対策委員会】
１）常設労働電話相談の実施
継続して週１回、常設労働電話相談を実施した。
複雑な職場環境を背景に、寄せられる労働相談の内容は多様化している。
派遣法改正に関する関心が高く、派遣労働者等非正規雇用者からの相談が
目立った。
２）労働法務学校の開催（２回開催）下記テーマ委員会主催研修会を実施
○テ ー マ：「労働問題の対処と解決実例」
日
時：平成２７年１１月１７日（火）
講
師：労働問題対策委員会 所 博之委員
○テ ー マ：「改正労働者派遣法の成立とその対応」
日
時：平成２７年１１月２４日（火）
講
師：労働問題対策委員会 間賀田貴之委員
「労働問題の対処と解決実例」では、実際に司法書士が解決した事例を
相談過程から懸念事項、対処方法とその結果等について解説がなされたた
め、労働問題に対する司法書士の対応としての指針を見いだすことのでき
る講義となった。
「改正労働者派遣法の成立とその対応」では今年度に改正された労働者
派遣法の改正点の要点を抜粋した内容を分かり易く説明。関連する裁判例
等の紹介にも受講者は興味を示していた。
３）常設労働電話相談員を対象とした労働事件勉強会の開催
日 時：平成２８年２月２３日（火）
講 師：労働問題対策委員会 髙橋美和子委員
山口岳彦委員
テーマ「解雇」「未払い賃金」
労働電話相談の相談例を素材としたロールプレイング等も行った。
少数セミナー方式で実施したことから、随時不明点の質疑応答が可能とな
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り、参加者各自からの活発な意見交換が行われた。
４）行政官庁等の要請に応じ労働問題に関する会議等への参加
個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会について
平成２７年７月２３日（木） 稲村厚会員、小宮山委員参加
・関係機関の協力体制の構築･各機関の役割
・各機関の運用実態報告等
労働局より各関係機関・団体一覧表作成依頼（神奈川県司法書士会の
労働問題に対する対応）を受け提出（９／３０）
５）外部機関開催の労働問題に関する研修会等への参加
平成２７年１１月２７日（金） 紛争自主解決支援セミナー
髙橋委員、間賀田委員、山口委員が参加
「パワハラの現状（線引き）と防止」
パワハラの現状、定義の説明の後、パワハラが裁判で認定された場合に、
会社が負う法的責任の内容や、判例をもとに指導とパワハラの線引きはど
こですべきか、重要判例の紹介をしながら会社のパワハラ防止策について
解説があった。
「若年雇用促進法」について
平成２７年１０月から始まった若年の採用・育成に積極的な中小企業を
厚生労働省が認定することにより、起業と若者のマッチングを図る制度の
内容説明があった。
以上、今後の労働事件勉強会等を通じて、会員に還元していく予定であ
る。
６）外部機関の要請に応じ研修の講師派遣、セミナー開催
今年度は外部機関より要請なし

４．業務関係法規、制度及び業務改善に関する研究並びに提言
今年度の企画部では、前年度から継続している取組をさらに進めるとともに、
新しい取組、さらに次年度につながる取組ができた。
各委員会の活動は以下の通りである。
（１）登記実務対策委員会
１）登記法の問題点等の研究及び提言
国民に分かりやすく、会員が利用しやすい登記制度となるよう、法務局
に対して複数の提案を行ったり、疑義のある事項について照会をかける等
の活動を行った。
２）登記関係業務に関する情報提供
実際の登記業務に関わることが多い都市銀行、信託銀行、地方銀行、信
用金庫等の金融機関に絞り、会社合併、会社分割、商号変更、本店移転等
の変遷を一冊の資料にまとめ上げて、その成果物を平成２８年度に完成さ
せて会員に配布することを目指し、今年度はその情報収集活動を行った。
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３）法務局及び関連団体との協議等
平成２７年１１月１７日（火）午後３時～５時に開催された横浜地方法
務局権利・商業法人登記適正処理委員会（以下「本委員会」という。）に
横浜地方法務局の首席登記官を含む登記官６名と当委員会構成メンバーの
９名が出席した。そして、当委員会にて取りまとめた登記事務に関する提
案事項や法務局からの提案事項等について趣旨説明を行い協議した。なお、
協議結果は書面にまとめられ、当会会員及び各登記所に周知された。その
他登記事務に関する意見交換等を行った。
次年度以降についても年１回～２回の本委員会の開催を継続していく予
定である。
４）その他
①これまで公証人、さらに日本公証人連合会会長まで歴任されたご経験と
法務省民事局第四課長（現商事課長）を務め、「詳解商業登記」や「詳
細登記六法」の編集にも携わられた筧康生弁護士を講師にお迎えし、定
款作成時の注意点を、現行の会社法での問題等を踏まえ下記研修会を開
催した。
日 時：平成２８年２月１日（月） 午後６時３０分～８時３０分
会 場：神奈川県司法書士会館 ３階
講 師：弁護士 筧 康生先生（第一東京弁護士会）
テーマ：「会社法秩序と司法書士への期待
～会社法立法経験者が語る！会社定款はどうあるべきか～」
参加者：９０名
②偽造された登記済権利証、印鑑証明書、運転免許証等を用いて売主本人
に成りすました不動産詐欺事件に対する予防的知識を会員に共有しても
らい、会員に対して注意喚起を促す意味で、横浜地方法務局登記官及び
不動産詐欺事件を未然に防いだ経験のある会員を講師として、下記研修
会を開催した。
日 時：平成２８年３月８日（火）午後６時３０分～８時３０分
会 場：かながわ労働プラザ３階ＡＢホール
講 師：（前半）横浜地方法務局 不動産登記部門
首席登記官 佐野勝也氏
統括登記官 沼田政行氏
（後半）
小越 豊会員
テーマ：「法務局が経験した偽造書類について（前半）、
司法書士が語る偽造書類による詐欺事件について（後半）」
参加者：２００名
（２）中小企業支援研究委員会
従来、司法書士は、主に商業登記業務を通じて企業と関わりをもち、また
支援をしてきたが、司法書士は会社法、民法を始め、様々な実体法に関する
素養を備えていることから、当委員会では、登記手続に限られない企業支援
の在り方を検討し、その実現を目指すことを事業の目的としている。さらに
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企業の運営において、特に法務面から、いかにその実体形成に関与できるか、
この点が企業支援における要諦ではないかと考える。
そして、企業支援を考える上で、外部団体との連携が欠かせない。
中小企業支援の場面において「司法書士らしさ」を発揮できるように、他
の単位会における中小企業支援の状況を把握し、その在り方を再検討するこ
とも必要である。
そこで、当委員会では、このような考えにもとづき、主な事業として、
１）会員の中小企業支援業務を支え、啓蒙するための事業として、会員向け
の実践かつ専門的な知識の習得のための企業支援スクールの開催、及び２）
司法書士による中小企業支援の拡充を目指すべく、社会保険労務士会との連
携をさらに深める活動を行った。そして、司法書士としての中小企業支援の
在り方を再検討するため、３）他会との情報交換を行うための準備に着手し
た。
１）企業支援スクールの開催
①第１回企業支援スクール
テーマ：「渉外商業登記」～外国企業の進出支援に、司法書士が中心
的役割を果たすために～
日 時：平成２８年１月２３日（土）午後２時３０分～午後５時３０分
会 場：神奈川労働プラザ（Ｌプラザ）３階 Ｂホール
講 師：司法書士 草薙智和先生（東京会）
参加者：６９名
研修会の狙い・内容
これまでの渉外商業登記の受託は、弁護士、行政書士等から、登記手
続のみの依頼を受けることが多く、司法書士が中心的役割を担うケース
はまだ少ないものと考える。
昨今のグローバル化の流れに加え、安倍内閣では、「世界で一番企業
が活動しやすい国」の実現を目指しており、対日直接投資を促進する取
り組みを強化していく姿勢が示されている。渉外商業登記分野の司法書
士の深い関与の在り方への期待は今後ますます高まっていくことが予想
され、そうした関与の在り方を提案したいと考えた。
そこで、外国企業の進出支援について、司法書士が中心的役割を担い、
積極的に向き合っていくためのきっかけ作りとするため、渉外商業登記
を「どのように受託をし、どのように処理していくのか」等を事例に沿
って学んだ。
２）社会保険労務士会との連携の構築
企業支援の分野において、他士業との連携を図るべく、下記日程で、神
奈川県社会保険労務士会と意見交換会を開催した。
第１回 平成２７年１２月７日（月）
３）他会との情報交換のための準備
各単位会に宛てて企業支援に関するアンケートを行い、回答の内容を精
査した。なお、次年度において、まずは愛知県司法書士会との情報交換会
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を開催する予定である。
（３）家事事件実務研究委員会
１）財産管理人名簿運用の継続
①財産管理人推薦会員からの報告
当会財産管理人名簿から推薦した会員（不在者財産管理人１名）から、
事件経過の報告を受けた。
②神奈川県内各家庭裁判所のうち財産管理人名簿の照会のあった家庭裁判
所に対し、以下の日程で財産管理人名簿の説明及び活用の要請を行った。
平成２８年２月１９日（金） 横浜家庭裁判所相模原支部
③（不在者・相続）財産管理事件ブラッシュアップ研修の実施
財産管理人業務経験者及び未経験者のための基礎実務習得及び更なる
実務スキルの研鑽のためのブラッシュアップ研修会を実施した。
日 時：平成２８年１月１８日（月）午後６時３０分～午後９時
会 場：神奈川県司法書士会館 ３階
講 師：守屋敦会員、西川明彦会員
参加者：６７名
④財産管理人名簿の新たな活用の分野を模索し、その中で神奈川県内の地
方公共団体の用地買収担当部署へ重点を置き、次年度において名簿活用
の要請を行うための準備会を成年後見センター・リーガルサポート神奈
川支部の役員を招いて行った。（平成２８年２月２３日）
２）遺言執行者候補者名簿活用の広報
次年度当委員会が調製した遺言執行者候補者名簿の活用をＰＲするため、
公証役場等向けのチラシを制作した。
３）相続・遺言の分野に関する家事事件の研究
来年度、相続放棄等の相続問題及び遺言執行者の実務につき一定の成果
物を作成するための研究に着手した。
（４）財産管理業務推進委員会
１）会員のニーズ確認に関して
遺産承継業務に関する会員のニーズを確認するために、支部単位での研
修会を開催し、検討及び質疑応答から具体的なニーズを吸い上げようと考
えた。そこで、８月２２日に「支部での意見交換会」に関する企画書を提
出し、２支部での意見交換会を開催した。
開催日時・開催支部及びアンケート回収率は以下の通りである。
・平成２８年１月１５日 厚木支部での事例検討会を実施
支部会員２５名の出席
アンケート回収率約９０％
・平成２８年１月２９日 横浜中・西支部での事例検討会を実施
両支部会員２４名の出席
アンケートの回収率約５０％
支部の意見交換会のアンケートからは、①研修を充実させてほしい ②
戸籍の収集の仕方に関し、２号様式の使い方がわからないといった回答
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が多かった。
２）他の単位会との意見交換会について
他の単位会と、財産管理業務推進のための取組について意見交換をする
ことで、より委員会の活動を活性化できるという観点から意見交換会を開
催した。
・平成２７年１０月８日（木曜日）１８：００～
場所：神奈川県司法書士会館
東京司法書士会司法書士法施行規則第３１条に関する業務検討委員会
委員及び担当理事（総勢１０名 副会長含む）が出席
・平成２８年３月１２日（土曜日）１３：００～
場所：神奈川県司法書士会館
兵庫県司法書士会 財産管理業務対策委員会
委員及び担当理事（総勢６名）が出席
単位会との意見交換会の成果として、各単位会に共通する問題点（２号
様式のこと、遺産承継業務の普及等）を確認できたことと、連合会との意
見交換会等を通じて、問題点の整理、業務の推進について働きかける関係
作りができた。
３）理論面の問題の検討
支部単位での意見交換会から、遺産承継業務を進めるに当たって、どの
ような条件が揃えば統一２号様式が使用できるか、その根拠等が会員の疑
問点であることが分かった。遺産承継業務の法的位置づけに関しては検討
は適宜加えたものの、弁護士法７２条との関係（非弁行為）に関しては十
分な検討をすることができなかった。
４）連合会への働きかけ
連合会への働きかけの基礎作りができた年度であると思う。他の単位会
との意見交換会で交流を深め、連合会への意見交換の申し入れをするため
の関係構築が徐々にできている。どのような形で進めるのが一番効果的か
は今後の検討課題である。
５）会員への情報提供
会員の情報提供の観点から、「やまゆり」に「Let's try! 遺産承継業
務」と題して、平成２７年１０月より、Ｑ＆Ａ方式による遺産承継業の内
容を掲載し、好評を得ている。今後は更に内容を各論と位置づけ、金融機
関等における諸手続を詳細に掲載予定である。
（５）空家問題対策委員会
１）はじめに
空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）が平成２
７年５月２６日に完全施行された。
当委員会では、今年度は委員５名から８名に増員し、今後増え続ける空
家の現状に鑑み、前年度、神奈川県居住支援協議会から調査委託のあった
１００件程度の空家権利者等調査の結果を受け、空家問題は、誰が所有し
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ているかの所有者確定等の問題であり、未相続登記の問題であり、高齢者
問題でもあるという認識のもと成年後見事件、相続登記事件、裁判事務事
件の専門家である司法書士を活用してもらうべく、神奈川県及び県内３３
市町村にアプローチした。以下その成果を詳述する。
２）神奈川県との関係
①神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課民間住宅グループの依頼によ
り平成２７年５月２５日県内各市区町の空家担当者への空き家調査の手
法について講演依頼があり、今戸晴美委員長、鴨志田勝則副委員長を派
遣した。
②同計画課民間住宅グループの依頼により平成２７年１０月１７日、１８
日神奈川・横浜住まいみらい展での県民への空家問題とは何かについて
講演依頼があり、今戸晴美委員長を派遣した。
③同計画課民間住宅グループの依頼により平成２８年１月２１日神奈川県
居住支援協議会会員への空家予防についての、ワークショップでの空き
家予防とは何かについて講演依頼があり、今戸晴美委員長を派遣した。
④同計画課民間住宅グループの依頼により平成２８年３月１１日小田原市
民への空家問題とその予防についての講演依頼があり、今戸晴美委員長
を派遣した。
３）神奈川県居住支援協議会との関係
①平成２７年７月２１日神奈川県居住支援協議会の正会員となる。
②同協議会より平成２７年１０月１７日、１８日の神奈川・横浜住まいみ
らい展での県民への空家相談について出展依頼があり、相談ブースを出
展した。
③平成２８年１月２１日（木）登録事業者を対象とした、当会と同協議会
の共催によるワークショップ形式の空家予防検討会を開催し、空家予防
の手法等について意見交換をした。
④平成２８年３月４日の同協議会居住支援部会に参加した。
４）横浜市との関係
①横浜市主催の空家等対策特別特措法第７条２項の法定協議会の委員とし
て磯貝委員を派遣した。同協議会は以下のとおり開催された。
ア）平成２７年８月２５日（火）
イ）平成２７年１１月１６日（月）
ウ）平成２８年２月８日（月）
上記のいずれにも参加し横浜市の空家対策計画が平成２８年２月２９
日に策定された。
②平成２７年１２月１７日から平成２８年１月１５日の専門家団体及び市
民に向けた空家対策計画策定に向けたパブリックコメントに意見書を提
出した。
③横浜市空家等関係団体連絡会について
平成２７年１０月２２日（木）空家問題に関係する関係７団体の委員
らが出席し我々委員会からも３名の委員が出席し意見を述べた。
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５）相模原市との関係
平成２７年１０月７日（水）に相模原市より空家等対策協議会の委員推
薦依頼があり、井口副会長を推薦した。
６）厚木市との関係
平成２７年１１月１１日（水）に厚木市より空家等対策協議会の委員推
薦依頼があり、鴨志田副委員長を推薦した。
７）藤沢市との関係
平成２８年２月１９日（金）に藤沢市より藤沢市特定空家等審査会の委
員推薦依頼があり、今戸委員長を推薦した。
８）川崎市との関係
平成２８年２月１８日（木）川崎市空家等対策意見交換会の出席依頼が
あり、当委員会から３名出席し意見を述べた。
９）松田町との関係
平成２８年３月２６日（土）２７日（日）の２日間にわたり、松田町民
を対象に空家予防の講演及び相談会を開催した。
１０）県西空き家バンク連絡会との関係
①平成２７年１１月１７日（火）神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部
主催による２市８町（小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・
山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町）の県西空き家バンク連絡
会が開催され、神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課と一緒に参加
した。
②平成２８年３月１７日（木）第２回県西空き家バンク連絡会が開催され、
神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課と一緒に参加した。
１１）連合会との関係
平成２７年１２月４日に空家対策事業の活動状況について報告した。
１２）他会の司法書士会との関係
①平成２７年７月４日三重県司法書士会で空家問題とその予防について講
演
②平成２７年１０月３日千葉県司法書士会で空家問題とその予防について
講演。
③平成２８年２月２４日埼玉県司法書士会で空家問題とその予防について
講演
１３）その他
①神奈川県司法書士会会員に向けて、下記研修会を開催した。
日 時：平成２８年３月１８日（金）午後６時～午後８時
会 場：神奈川県司法書士会館３階
講 師：北村喜宣先生（上智大学法科大学院長 教授）
テーマ：「増え続ける空家に対して空家等対策の特別措置法を司法書
士はどう活用すべきか」
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参加者：４８名
②その他県内、鎌倉市、茅ヶ崎市、二宮町等を訪問した。

５．広報活動に関する事業
今年度の広報部の活動は以下の通りである。
（１）ＦＭヨコハマ・ラジオ番組
１）『ＤＪ光邦と司法書士のスマイル“法”you☆』放送
前年度に引き続き、ＦＭヨコハマにおいてラジオ番組を制作し全２４回
放送した。今年度は番組放送時間を、ＤＪ光邦が担当する「Ｔｒｅｓｅｎ
＋（トレセン プラス）」内の毎月第２、４水曜日の１７時２５分に移動
し、番組名を『ＤＪ光邦と司法書士のスマイル“法”you☆』へと変更し
た。
番組は、司法書士がどのような仕事ができるのか、司法書士会がどのよ
うな事業に取り組んでいるのか、を市民の方々に知ってもらえるように毎
回テーマを変えて、パーソナリティのＤＪ光邦さんとのトーク番組のよう
な親しみやすい雰囲気の中で伝えることができた。神奈川県司法書士会が
取り組んでいる成年後見制度・空家問題・労働問題・消費者問題・法教
育・相談事業・調停センター・自死対策・生活困窮者への支援等の各種事
業を各部署の担当者及び星野会長が出演し、番組をとおした紹介を、複数
回行った。
番組後半では、時期に応じた相談会等の告知を毎回行った。また、番組
内で年間４回リスナー宛てのプレゼントを募集したところ、毎回プレゼン
ト数を上回る合計２０９通もの応募があり、９歳から６３歳までと幅広い
年齢層の方々から「司法書士という専門家を知るいい機会になった番組で
す。」「司法書士さんが何をする人なのかが、よくわかります。」「楽しみ
ながら法律を学べるというスタイルが良い。」との多くのメッセージが寄
せられ、４年目を迎えた番組がリスナーに定着していることがわかり、一
定の広報効果を感じることができた。
（平成２７年度番組内容一覧）
第７３回 平成２７年 ４月 ８日 司法書士ってどんな仕事？（前編）
第７４回 平成２７年 ４月２２日 司法書士ってどんな仕事？（後編）
第７５回 平成２７年 ５月１３日 成年後見制度（前編）
第７６回 平成２７年 ５月２７日 成年後見制度（後編）
→リーガル橋本支部長出演
第７７回 平成２７年 ６月１０日 株式会社で一番エライのは誰？
第７８回 平成２７年 ６月２４日 クレジットカードの無断使用
第７９回 平成２７年 ７月 ８日 登記をしないと大変なことに（会社）
第８０回 平成２７年 ７月２２日 登記をしないと大変なことに（不動産）
第８１回 平成２７年 ８月１２日 寄与分・特別受益
第８２回 平成２７年 ８月２６日 遺言ＮＧクイズ
第８３回 平成２７年 ９月 ９日 労働問題（１）解雇予告手当
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第８４回 平成２７年
第８５回
第８６回
第８７回
第８８回
第８９回
第９０回
第９１回
第９２回
第９３回
第９４回
第９５回
第９６回

９月２３日 労働問題（２）未払い賃金
→小宮山労働問題対策委員長出演
平成２７年１０月１４日 消費者問題（１）アダルトサイト
平成２７年１０月２８日 消費者問題（２）ネットショッピング
→上杉事業部長出演
平成２７年１１月１１日 空家問題
→今戸空家問題対策委員長出演
平成２７年１１月２５日 市民公開イベント
→トレンディエンジェル出演
平成２７年１２月 ９日 貧困問題
平成２７年１２月２３日 年末クイズ
平成２８年 １月１３日 相談事業
→星野会長出演
平成２８年 １月２７日 法教育
→大野法教育委員長出演
平成２８年 ２月１０日 相続登記はお済ですか月間
平成２８年 ２月２４日 司法書士遺言クイズ
平成２８年 ３月 ９日 調停センター
→小松調停センター委員出演
平成２８年 ３月２３日 自殺対策
→植松事業部理事出演

２）ＦＭ番組専用ホームページ
ラジオはその場限りのものであるので、番組専用ＨＰを作成し、放送し
た内容を文字化し、さらに、音声も繰り返し聞けるようにした。司法書士
会のＨＰからも『ＤＪ光邦と司法書士のスマイル“法”you☆』のバナー
をクリックすれば、過去の番組内容を目で見て、聞くことができる。
なお、番組専用ＨＰへの２０１５年の年間のアクセス数は前年度とほぼ
同数の１１，４１２訪問、１９，８３５ページビューであった。
（資料１ ＦＭＨＰアクセス解析）
＜番組ＨＰ＞
http://www.fmyokohama.co.jp/onair/program/SmileForYou/index.html
３）ＦＭヨコハマを使用した相談会等告知
当会の行っている相談会や各種イベントの広報を、番組枠とは別に３か
月に２回の頻度で６０秒間の告知枠を使用して行い、多くのリスナーに司
法書士の活動を知らせることができた。
①法の日相談会会場告知
平成２７年９月２６日（土）、平成２７年１０月１日（木）
平成２７年１０月２日（金）、平成２７年１０月７日（水）
②「ロザン」「トレンディエンジェル」法律 お笑いトークライブ～出張ス
マイル“法”you☆inみなとみらいクイーンズサークル～開催告知
平成２７年１１月２６日（木）、平成２７年１１月２７日（金）
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平成２７年１１月２８日（土）
③その請求に困ったら司法書士へ（当番司法書士）
平成２８年３月４日（金）
４）ＦＭヨコハマレポーターを使用した相談会等告知
３ヶ月に１回の頻度で、ＦＭヨコハマの名物レポーター「藤田くん」及
び「ホズミン」の現場レポートを入れ、相談会やイベントを生放送するこ
とができた。
平成２７年 ９月１９日 そごう横浜店前・横浜四支部相談会レポート
平成２７年１０月２４日 そごう横浜店前・横浜四支部相談会レポート
平成２７年１１月２９日 みなとみらい・市民公開イベントレポート（１）
平成２７年１１月２９日 みなとみらい・市民公開イベントレポート（２）
（２）市民公開イベント
司法書士制度広報の一環として、誰もが直面する身近な法律問題「相続」
をはじめ、日々生活してくなかで起こりうる問題について、市民の方々に分
かりやすくお伝えし、その解説をすることにより、司法書士及びその職務内
容を広く市民の方々に知っていただくことを目的として市民公開イベントを
実施した。
１）事業名 ロザン・トレンディエンジェル法律 お笑い トークライブ
～出張スマイル“法”you☆in みなとみらいクイーンズサークル～
２）事業実施期間

平成２７年１１月２９日（日）

３）事業実施場所

みなとみらいクイーンズサークル
（神奈川県横浜市西区みなとみらい２−３）

４）入

場

者

約７００名

５）事業内容
オープンスペースであり多数の皆様にご来場いただける「みなとみらい
クイーンズサークル」において下記事業を実施した。
①無料法律相談会
トークイベントの前２時間、司法書士無料法律相談会を実施した。
結果、１５組の来場者より、相続関係を中心に様々な相談が寄せられ、
５名の相談員から個別・具体的な法律問題解決のアドバイスを行った。
午前１０時００分～午後１時００分（１２０分）
②市民公開イベント
第一部 トレンディエンジェルの漫才＆法律おもしろ人生すごろく
平成２７年１２月に開催されたＭ-１グランプリ２０１５優勝芸人
「トレンディエンジェル」による漫才と司会を務める司法書士を交えた
トークショーを行った。具体的には一緒に「人生すごろく」を楽しみな
がら、誰もがライフステージで遭遇する身近な法律問題とその解決方法
を司法書士業務に則して紹介した。午後２時０５分～午後３時００分
（５５分）
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第二部 ロザンの法律トークショー＆クイズ大会
日本司法書士会連合会のイメージキャラクターを務める高学歴芸人
「ロザン」の法律トークショーを実施した。ロザンの法律に関する楽し
いトーク及び法律クイズで来場者の方々と一緒に法律問題を考え、日ご
ろ関わりの薄かった皆様も、トークショーやクイズ等を楽しみながら法
律等の理解が深められる内容とした。午後３時１０分～午後４時１０分
（６０分）
６）後援
神奈川県、横浜市市民局、横浜地方法務局、神奈川新聞社、テレビ神奈
川、ＦＭヨコハマ
７）市民公開講座の広報について
①ニュースリリース
記者クラブあての開催案内を作成し、平成２７年１０月２３日に横浜
司法記者クラブ（横浜地裁内）に開催案内・チラシを持ち込み、マスコ
ミ関係者に告知をした結果、平成２７年１１月２８日（土）神奈川新聞
朝刊紙面、インターネットニュースサイト神奈川新聞社の「カナロコ」
及び「Yahoo!ニュース」の記事として掲載された。
②チラシ・ポスター
チラシ２万部を、みなとみらい地区を中心とする西区中区に新聞折り
込み広告をした。また、県民センター、横浜市、各区役所、各図書館、
横浜地方法務局及び各支局・出張所等へポスターとチラシを送付し、市
民へのＰＲをお願いした。当日も会場前でチラシを配布し、ポスターを
掲示し、イベントへの参加を呼び掛けた。
③ＦＭヨコハマ
ⅰ）１１月２５日（水）放送分の当会ＦＭヨコハマ・ラジオ番組「ＤＪ
光邦と司法書士のスマイル“法”you☆」にて、第一部出演のトレン
ディエンジェルが出演し、本イベントの告知放送を行った。
ⅱ）直前の１１月２６日（木）、２７日（金）、２８日（土）それぞれ
１分間告知放送を行った。イベント当日１１月２９日（日）は、トレ
ンディエンジェルとＦＭヨコハマレポーター穂積ユタカ氏が、イベン
ト現場から午前・午後の２回、５分間告知放送した。
④ＨＰ等インターネットによる告知
ⅰ）当会ラジオ番組「ＤＪ光邦と司法書士のスマイル“法”you☆」専
用ＨＰにて告知した。
ⅱ）神奈川県司法書士会ＨＰにて告知した。
ⅲ）facebook、twitter 等で情報を拡散した。
ⅳ）東急電鉄ＨＰ、横浜観光情報ＨＰ等のイベント告知欄に取り上げら
れる反響があった。
⑤タウンニュース
地元のタウン誌「タウンニュース」に掲載し、イベントへの参加を呼
び掛けた。
⑥司法書士会員からも積極的に発信した。
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＊イベント広報の効果について
アンケートの結果「イベントをどのような方法で知ったか？」という
質問に対し、通りがかりが２１％、それ以外の７９％が上記①～⑥の広
報によるものであった。
内訳は、チラシポスター２７％、インターネット２５％、タウンニュ
ース１０％、ＦＭヨコハマ９％、司法書士の紹介５％、新聞記事３％で
あった。
人通りの多い場所での開催であり、通りがかりが半数を占めるであろ
うという予想に反するもので、一定の広報効果があったと思われる。
＜事業の成果＞
当会としての開催は初めてであったが、会場施設運営会社から「他の
イベントと比較しても非常に集客が多い」と言われるほど盛況で、ご来
場の方々の法律問題への関心の高さが伺えた。
参加者からは「法律が良く分かった」「非常に面白く学べた」など回
答者の８７％の方々から高い評価をいただき満足度は高かったと思われ
る。
アンケート結果によると、司法書士に業務を依頼したいと回答した方
が、イベント開催前には３１％であったのが、イベント開催後には８
４％と大幅に増えており、司法書士の業務の理解や市民の皆様の司法へ
のアクセスに大きく貢献できたと思われる。
（資料２ イベントチラシ、写真、新聞掲載記事及びアンケート集計
結果）
（３）ニュースリリース
１）平成２７年１０月２３日（金）横浜市司法記者クラブにて、平成２７年
９月２７日（日）～１１月１５日（日）開催された司法書士による法の日
無料相談会をニュースリリースした。
２）平成２７年１０月２３日（金）横浜司法記者クラブにて、平成２７年１
１月２１日（土）開催された「弁護士、税理士、司法書士による無料相談
会」をニュースリリースしたところ、１１月２０日（金）付神奈川新聞朝
刊紙面の記事として掲載された。（資料３ 新聞記事）。
３）平成２８年２月２３日（火）横浜司法記者クラブにて、日司連が本年３
月を「その請求に困ったら司法書士にご相談ください」強化月間と定め、
全国の単位会に広報協力依頼をしてきたことを受け、相談事業運営委員会
福井委員長とともに上記対応の窓口となる「当番司法書士」のニュースリ
リースを行った。
（４）法の日の相談会の広報活動（資料４ タウンニュース掲載広告）
前年度に引き続き、毎年恒例の県下一斉に行われる法の日相談会の広報を
タウンニュースで行った（県下全域２１３万部）。タウンニュースは、各地
域に根差したニュースが載っていることもあり、関心を持って読む市民の方
が多く、相談会の告知を行うと一定の集客効果がある（今年度は、来場者の
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約半数がタウンニュースを見て来場）。前年度並みの相談者を集めることが
できた。
（５）神奈川県司法書士会スタッフジャンパーの着用推進
当会スタッフジャンパーを、広報部のイベント、ＦＭ現場レポート、賀詞
交歓会等で積極的に着用し、市民の皆様に「司法書士」が活動していること
を一目でわかっていただけるようにした。同趣旨で、そごう横浜店前横浜四
支部相談会、相談事業運営委員会主催の相談会受付、法教育委員会の親子法
律教室等で着用のお願いをした。また、全支部に配布し、相談会等で着用し
ていただくようお願いをした。
（６）市民向けパンフレット及びクリアファイルの改訂
従来から製作している司法書士会の市民向けパンフレット「私たちは司法
書士です！」及びクリアファイルを各１万部増刷し、行政等窓口へ配布及び
相談会場、イベント等で配布した（資料５ パンフレット、クリアファイ
ル）。
（７）賀詞交歓会
例年通り、賀詞交歓会の司会を広報委員が務めた。また当日会場にて実施
した、画像と音響を利用したプロジェクションマッピングの制作を行った。
（８）各種会議での情報交換
関東ブロック司法書士協議会広報担当者会議において当会の広報活動を紹
介し、また各県の広報活動について情報交換をした。
（９）リスク・クライシスコミュニケーション研修会
会員の不祥事等に対するマスコミ対応等の危機管理について、平成２７年
１１月６日（金）日司連広報部より講師を招いて研修会を開催した。
会長、総務部、広報部、リーガルサポートかながわ 参加

６．研修に関する事業
研修部では、以下に記すとおりの研修に関する事業を行い、概ね事業計画ど
おりの執行ができた。
【会員研修】
（１）会員研修会の実績
研修会を全１４回（生講義１０回（その内４回は土曜日開催）、ＤＶＤ研
修４回）開催した（詳細は、下記（１）会員研修 に記載のとおり）。各研
修会の出席状況は、総じて出席者が多かった。このうち、同時配信システム
を利用した研修会を６回行った。研修部としては、基幹業務、周辺業務、将
来性のある業務など様々な分野の研修会を開催し、どの研修会も興味を持っ
て会員に出席してもらえるよう、創意工夫をしたい。
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（２）会員の公平な研修機会の拡充
会員に対する研修の機会の提供については、毎月１回以上の割合で研修会
を開催し、また、同時配信を行うことで遠方の会員に対する研修の機会の提
供を行えたと考える。ただし、今年度は、Ｌプラザのインターネット環境の
不具合により急遽同時配信の研修を中止した研修会があり、やむなく研修部
長を筆頭とし理事や委員等で後日伝達研修を行った。このようなトラブルに
対する対処方法等は、今後の検討課題となる。
（３）次年度に向けて
次年度からは、予算削減及び支部活性化のために、研修会の開催を減らさ
なければならないが、研修部としては、限りある回数の中で、より会員が参
加しやすい日程を調整し、有意義な研修会を開催したいと考えている。また、
収録可能な研修に関しては、ＤＶＤとして各支部に配布し、支部研修として
活用してもらえるように準備する予定である。
【新人研修】
例年どおり、配属研修と実践司法書士講座（グループ研修及び集合研修）
を実施した。
配属研修は、前年度と同様に前期（１１月末～１２月）と後期（３月）に
分けて実施し、受講生が二箇所の事務所において研修を受講できるようにし
た。配属研修を前期と後期に分けることにより、受講生にとっては複数の事
務所を体験できるメリットがあるが、過密日程になるため、受講生側、運営
側双方の負担が大きくなる等、問題点も指摘されており、引き続き改善に努
めていきたい。
実践司法書士講座に関しては、例年どおり、グループ研修と全体講義研修
(総括講義)を行った。とりわけグループ研修に対する受講生の満足度が高く、
新人研修委員会としても実務の理解度を深めるために最適な研修方式である
と考えているため、今後もグループ研修を中心に据えた研修を実施していき
たいと考えている。今後とも、充実した研修を目指し、鋭意努力していく。
【特別研修対策事業について】
前年度に引き続き、日司連の実施する特別研修に協力した。今年度は主会
場をかながわ労働プラザ、一部を神奈川産業振興センターにて開催した。
年々受講者が減少傾向にあるが、大きな混乱もなく無事に実施することが出
来た。
【年次制研修】
混乱もなく無事に開催した。相変わらず、未受講者への対応が課題である。
次年度は、関東ブロック年次研修の持ち回り研修の担当会場となっており、
当会開催の年次研修とで分散されることが予想される。
【人材育成制度】
継続事業として、有能な人材の発掘、育成、業界のレベルアップを図るこ
とを目的として、人材育成制度を実施しているところである。今年度から始

38

16/05/30

15:28

まる第２期目においては、指導員制度を廃止し、登記・裁判・財産管理の各
チームの会員同士がそれぞれ研究することとした。制度の改革を重ね、神奈
川県会独自の良い制度と発展していくことを目指したい。
（１）会員研修
１）会員研修会
第１回
日

第２回

第３回

第４回

時：平成２７年４月１７日（金）
１８：００～２０：３０
会 場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階 ＡＢホール
同時配信：藤沢商工会館ミナパーク
テーマ：「会社法改正」～民事局長通達及び商業・法人登記
記録例をふまえて～
講 師：一般社団法人商業登記倶楽部 代表理事
神﨑満治郎先生（元横浜地方法務局長、元公証人）
単位数：甲類２．５単位
出席者：２９３名（Ｌプラザ ２５２名、藤沢 ４１名）
日 時：平成２７年５月１６日（土）
１３：３０～１５：３０
会 場：神奈川県司法書士会館３階
テーマ：「財産管理業務における遺言書の読み方・書き方」
～後で冷汗をかかないために～
講 師：研修部人材育成制度「財産管理チーム」
大池雅実会員
田島 誠会員
金山東完会員
単位数：甲類２単位
出席者：８９名
日 時：平成２７年５月２６日（火）
１８：３０～２１：００
会 場：神奈川県司法書士会館３階
テーマ：【ＤＶＤ再放送】「会社法改正」～民事局長通達及
び商業・法人登記記録例をふまえて～
講 師：一般社団法人商業登記倶楽部 代表理事
神﨑満治郎先生（元横浜地方法務局長、元公証人）
単位数：甲類２．５単位
共催支部：川崎支部、横須賀支部、小田原支部、湘南支部、
相模原支部、厚木支部
出席者：１７４名（会館 ４０名、川崎 ６名、
横須賀 ３０名、小田原 ２１名、湘南 ３４名、
相模原 ２１名、厚木 ２２名）
日 時：平成２７年６月２６日（金）
１８：００～２０：１５

39

16/05/30
会

第５回

第６回

第７回

第８回

15:28

場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階 ＡＢホール
同時配信：藤沢商工会館ミナパーク
テーマ：「仮登記の実務」
講 師：司法書士 青山 修先生（愛知県司法書士会）
単位数：甲類２単位
出席者：１９８名（Ｌプラザ １５１名、藤沢 ４７名）
日 時：平成２７年７月２２日（水）
１８：１５～２０：３０
会 場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階 ＡＢホール
同時配信：小田原会場（Ｌプラザのネット不具合の
ため受講中止）
テーマ：遺産分割事件処理上の留意点・事例検討編
講 師：片岡武判事（横浜家庭裁判所）
単位数：甲類２単位
出席者：２２０名
日 時：平成２７年８月２１日（金）
１８：００～２０：００
会 場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階 ＡＢホール
同時配信：藤沢商工会館ミナパーク
テーマ：マイナンバー制度
講 師：森田博通先生（内閣官房社会保障改革担当室、内閣
府大臣官房番号制度担当室、企画官）
依田英之先生（特定個人情報保護委員会事務局総務
課、課長補佐）
単位数：甲類２単位
出席者：２７９名（Ｌプラザ ２０７名、藤沢 ７２名）
日 時：平成２７年９月２６日（土）
１０：００～１２：１５
会 場：神奈川県司法書士会館 ３階
テーマ：【ＤＶＤ再放送】「仮登記の実務」
講 師：司法書士 青山 修先生（愛知県司法書士会）
単位数：甲類２単位
出席者：３８名
日 時：平成２７年１０月２１日（水）
１８：００～２０：３０
会 場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階 ＡＢホール
同時配信：藤沢商工会館ミナパーク
テーマ：「クレーム基本応対×アンガーマネジメント」
～クレームによる負のスパイラルを防ぐ自己マネジ
メント～
講 師：遥美香子先生（人材育成プロデューサー、オフィ
ス・マードレ代表）
単位数：甲類２．５単位
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出席者：９３名（Ｌプラザ ６９名、藤沢 ２４名）
日 時：平成２７年１１月２８日（土）
１０：００～１７：００
会 場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階 ＡＢホール
テーマ：第１講「賃貸建物における独居老人の孤独死に関す
る問題点」
第２講「民事調停手続の活用とその選択基準」
講 師：第１講
研修部人材育成制度「裁判チーム」
加藤俊明会員
田中利恵会員
寺島優子会員
第２講
加藤俊明会員（法学博士）
単位数：甲類６単位
出席者：第１講 ６０名、 第２講 ５５名
日 時：平成２７年１２月１２日（土）
１４：００～１８：００
会 場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階 ＡＢホール
テーマ：「道路と通行権」～司法書士実務の視点で～
講 師：司法書士 末光祐一先生（愛媛県司法書士会）
単位数：甲類４単位
出席者：１５４名
日 時：平成２８年１月２２日（金）
１８：００～２０：３０
会 場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階 ＡＢホール
同時配信：藤沢商工会館ミナパーク
同時配信：小田原支部開催
テーマ：事例から学ぶ知的財産権の基礎
～商標法及び不正競争防止法を中心として～
講 師：弁理士 芳野理之先生
単位数：甲類２．５単位
出席者：７６名（Ｌプラザ ４６名、藤沢 １３名、小田原
１７名）
日 時：平成２８年２月１３日（土）
１３：００～１７：００
会 場：神奈川県司法書士会館３階
テーマ：【ＤＶＤ再放送】「道路と通行権」
～司法書士実務の視点で～
講 師：司法書士 末光祐一先生（愛媛県司法書士会）
単位数：甲類４単位
出席者：５１名
日 時：平成２８年３月５日（土）
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１３：００～１７：３０
会 場：神奈川県司法書士会館 ３階
テーマ：【ＤＶＤ再放送】司法書士の業務過誤と賠償責任
（倫理研修・連合会ＤＶＤ）
講 師：加藤新太郎先生（中央大学大学院法務研究科教授）
弁護士 平沼直人先生
司法書士 八神聖先生
司法書士 小澤吉徳先生（日司連常任理事）
単位数：甲類４単位
出席者：３４名
日 時：平成２８年３月２６日（土）
１０：００～１７：００
会 場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階 ＡＢホール
同時配信：小田原支部開催
テーマ：「各種法人の登記」
講 師：一般社団法人商業登記倶楽部 代表理事
神﨑満治郎先生（元横浜地方法務局長、元公証人）
単位数：甲類６単位
出席者：１３７名（Ｌプラザ １１６名、小田原 ２１名）

２）伝達研修（第５回会員研修会）
日 時：平成２７年１０月１４日（水）
１８：３０～２０：３０
会 場：小田原市民会館 第三会議室
テーマ：遺産分割事件処理上の留意点・事例検討編
講 師：野入美和子研修部長
福井久子研修部理事
西川明彦会員研修委員長
参鍋 真会員研修委員
単位数：甲類２単位
出席者：２９名
３）補助者研修会
日

時：平成２８年２月１９日（金）
１８：３０～２０：３０
会 場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階 ＡＢホール
テーマ：日常の登記業務に役立つ金融機関の変遷
講 師：司法書士 大池雅実先生（神奈川県司法書士会）
単位数：甲類２単位（会員のみ）
出席者：１０７名（補助者 ３９名、会員 ６８名）

（２）新人研修
主に、今年度の司法書士試験合格者を対象として、新人研修ガイダンス、
配属研修、実践司法書士講座（グループ研修及び集合研修）を実施した。
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今年度も、新人研修ガイダンスにおいて、受講生に対する個別面談を実施
した。面談では、研修の重要性を説明し、受講生より質疑を受ける等の機会
を設けることで、受講生に対して積極的な研修の受講を促すことができた。
また近年、司法書士事務所勤務経験が全くない受講生が増加しており、い
わゆる社会人経験についても乏しい受講生が多数いることから、新人研修プ
レ講座を実施し、配属研修を受ける前に知っておくべき最低限の司法書士業
務に関する知識についての説明に加え、新たに社会人マナー研修を行った。
成果については数年間継続して指導員にアンケートを実施する等して、確認
していきたい。
配属研修は、引続き原則として全員受講を要するとした上で、今年度も前
期と後期に分けて実施した。指導員を引き受けてくださった会員の皆様には
心から感謝したい。
実践司法書士講座は、引続き、基幹業務について、グループ研修と総括講
義を行い、受験の知識から実務家の視点を学べるように工夫した。プロボノ
活動については、特別な意識や知識が必要というわけではなく、日常業務の
延長線上にあるということをパネルディスカッションを通じて学ぶ機会を与
えることができたと考える。また、実践司法書士講座においてグループ研修
講師、総括講師等を引き受けてくださった会員の皆様にも御礼を申し上げた
い。
新人研修ガイダンス、各研修の内容は次のとおり。
１）新人研修ガイダンス・新人研修プレ講座
日時：平成２７年１１月１４日（土曜日）１０：００～１７：３０
会場：司法書士会館
内容：【第１部】 ①開会挨拶
当会会員
②会長挨拶
星野務会長
③研修制度の説明 野入美和子研修部長
④新人研修制度・求職登録についての説明
新人研修委員長
【第２部】 ①配属研修体験談 当会会員
【第３部】 ①個別面談・新人研修申込
野入美和子研修部長 吉村由紀理事
新人研修委員 当会会員
【新人研修プレ講座】
① 乙号業務について 藤岡憲治会員
② 司法書士の一週間について
パネルディスカッション 新人研修委員
③ 社会人マナー研修
野入美和子研修部長 吉村由紀理事
新人研修委員
【第４部】 ①閉会挨拶
新人研修委員長
②懇親会
２）新人研修補足ガイダンス
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日時：平成２７年１１月１８日（水曜日）１９：００～２１：００
会場：労働プラザ
内容：①新人研修制度・求職登録についての説明
新人研修委員長
②個別面談・新人研修申込
新人研修委員
３）実践司法書士講座
第１日 平成２８年３月１２日（土）
第１講 不動産登記（決済編）
１０：００～１３：００ グループ研修（会場：労働プラザ）
１４：３０～１７：００ 総括講義（会場：司法書士会館）
グループ研修講師：当会会員 ６名
総括講師：椎野正己会員
第２日 平成２８年３月１９日（土）
第２講 不動産登記（相続編）
１０：００～１３：００ グループ研修（会場：労働プラザ）
１４：３０～１７：００ 総括講義（会場：司法書士会館）
グループ研修講師：当会会員 ６名
総括講義講師：所 博之会員
第３日 平成２８年３月２０日（日）
第３講 商業登記
１０：００～１３：００ グループ研修（会場：労働プラザ）
１４：３０～１７：００ 総括講義（会場：司法書士会館）
グループ研修講師：当会会員 ６名
総括講義講師：酒井恒雄会員
第４日 平成２８年３月２６日（土）
第４講 債務整理・法テラス
１０：００～１３：００ グループ研修（会場：労働プラザ）
１４：３０～１７：００ 総括講義（会場：司法書士会館）
グループ研修講師：当会会員 ６名
総括講義講師：古根村博和会員
第７講 倫理
１７：００～１７：３０ 事前説明（会場：司法書士会館）
趣旨・事例説明：新人研修委員
第５日 平成２８年４月２日（土）
第５講 成年後見業務
１０：００～１３：００ グループ研修（会場：労働プラザ）
グループ研修講師：当会会員 ６名
第６講 プロボノ活動
１４：３０～１６：００ 全体講義（会場：司法書士会館）
全体講義講師：野入美和子研修部長 植松育子会員
速水菜々子先生（東京司法書士会）
第７講 倫理
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１６：００～１７：００ グループ研修（会場：司法書士会館）
グループ研修講師：吉村由紀理事 新人研修委員
[閉講式]
１７：１５～１８:００
１. 閉講の挨拶 野入美和子研修部長
２．各関係団体の説明等
リーガルサポート 政治連盟 公嘱協会 協同組合
[懇親会] １８：００～１９:３０
３）配属研修
今年度は、新人研修申込者４２名のうち３４名の受講があった。（配属
事務所３９事務所）。
また、今年度も、受講生に予め実務を経験させ、その後に実施される中
央新人研修を始めとする一連の新人研修において、実務との関連性を意識
した、より立体的な知識習得ができるよう、他の新人研修の開始前に実施
することとし、また他の研修日程との重複を避ける為、また新人の就職の
時宜を逃さないようにするとの配慮から、研修期間を下記のとおり前期・
後期に分けて実施した。
配属研修期間
前期：平成２７年１１月３０日（月）～１２月１８日（金）
後期：平成２８年 ３月 ７日（月）～ ３月１８日（金）
（３）特別研修
以下の日程にて開催した。
平成２８年１月３０日（土）基本講義１
（かながわ労働プラザ）
平成２８年１月３１日（日）グループ研修Ⅰ① （かながわ労働プラザ）
平成２８年２月 ６日（土）ゼミナールⅠ
（かながわ労働プラザ）
平成２８年２月 ７日（日）グループ研修Ⅰ② （かながわ労働プラザ）
平成２８年２月 ８日（月）グループ研修Ⅰ③ （かながわ労働プラザ）
平成２８年２月１３日（土）ゼミナールⅡ
（かながわ労働プラザ）
平成２８年２月１４日（日）グループ研修Ⅰ④ （かながわ労働プラザ）
平成２８年２月１５日（月）グループ研修Ⅰ⑤ （かながわ労働プラザ）
平成２８年２月１９日（金）基本講義２
（かながわ労働プラザ）
平成２８年２月２０日（土）ゼミナールⅢ
（かながわ労働プラザ）
平成２８年２月２１日（日）グループ研修Ⅱ① （かながわ労働プラザ）
平成２８年２月２２日（月）グループ研修Ⅱ② （かながわ労働プラザ）
平成２８年２月２７日（土）模擬裁判Ⅰ
（神奈川産業振興センター）
平成２８年２月２８日（日）グループ研修Ⅱ③ （かながわ労働プラザ）
平成２８年２月２９日（月）グループ研修Ⅱ④ （かながわ労働プラザ）
平成２８年３月 ５日（土）模擬裁判Ⅱ
（かながわ労働プラザ）
平成２８年３月 ６日（日）総合講義
（かながわ労働プラザ）
上記の他に平成２８年２月４日（木）から２月１８日（木）までの間に、
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横浜簡裁及び横浜地裁にて法廷傍聴研修を６回実施した。また、同年３月１
日（火）及び３月２日（水）の２日間は、特別研修東京会場と合同で実務研
修を実施した。
（４）年次制研修会
年次制研修会は、司法書士がその社会的使命を果たすための職業倫理の保
持を目的として平成１７年度より実施された研修会であり、受講対象者名簿
に登載された会員を対象として、日司連・関ブロ・関ブロ（埼玉会場）・単
位会で研修会が行われた。
１）日司連年次制研修会
日 時：平成２７年７月１８日（土）１３：００～１８：００
会 場：つくば国際会議場
講 師：中央大学大学院法務研究科教授 加藤新太郎先生
出席者：６名
２）神奈川県司法書士会年次制研修会（ＤＶＤ研修）
日 時：平成２７年１０月１０日（土）１３：００～１８：００
会 場：かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階 ＡＢホール、
グループディスカッション→第１～９会議室、ＡＢホール
（１８グループ）
出席者：１６５名
教 材：日司連年次制研修会収録ＤＶＤ使用
３）関東ブロック年次制研修会（埼玉会場）
日 時：平成２７年１０月２４日（土）１３：３０～１８：２５
会 場：さいたま共済会館
講 師：弁護士 七戸克彦先生（九州大学大学院法学研究院教授）
出席者：６名
４）関東ブロック年次制研修会（東京会場）
日 時：平成２７年１１月８日（日）１０：４５～１７：２５
会 場：立教大学池袋キャンパス
講 師：弁護士 七戸克彦先生（九州大学大学院法学研究院教授）
出席者：３０名
（５）人材育成制度
１年経過時における「進捗状況報告書」及び「議事録」の提出が既になさ
れている。各チームの研究テーマと研究員は下記のとおりである。研究の成
果が研修会等で発表され、会員に還元されることを期待していきたい。
登記 テーマ 債権法大改正が不動産登記に与える影響又は休眠会社のみ
なし解散における株式会社の清算・継続の実務(いずれか
は４月上旬決定)
研究員
海野禎子会員、川村亮太会員
裁判 テーマ 交通事故訴訟(物損)を遂行する上での網羅的研究
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研究員
甲斐智也会員、寺島優子会員
財産管理 テーマ 不動産の管理処分(司法書士が不動産に関連して受け
る相談事例の類型整理)
研究員
小松貴之会員、金山東完会員、小室真樹会員

７．調停センターに関する事業
（１）総括
今年度は、利用相談件数が２９件、当センター利用申込件数は５件であっ
た。年度末近くなって調停申し込み率が上がり、調停実施が立て込むように
なってきた。社会的な認知が上昇したことも考えられるが、慎重に分析し、
次年度につなげたい。
調停人養成講座・事件管理者養成講座に他会や土地家屋調査士会事務局の
方の参加があり、当会のセンターがＡＤＲ界全体に対してリーダー的な存在
であることが再認識された。今後もこの点は意識して活動する必要がある。
（２）事件実績
利用相談件数が２９件、当センター利用申込件数は５件（次年度への継続
案件はなし）であった。詳細は、別添ＣＤ－Ｒ掲載の一覧表を参照のこと。
（３）調停人養成講座の開催
手続実施者の養成のために、平成２７年１１月２１日（土）～１１月２２
日（日）の２日間にわたって開催した。参加者は１３名だった。うち調停人
名簿登載申請を受けたのは１１名だった。今回は他会からの参加者として山
梨会から２名の参加があった。
（４）事件管理者養成講座の開催
事件管理者の養成のために、平成２８年２月２０日（土）に半日開催した。
参加者は１７名だった。他会山梨会５名、埼玉会１名、神奈川県土地家屋調
査士会事務局１名の参加があった。事件管理者の研修がＡＤＲ界全体に不足
していることがうかがわれる。
（５）パワーハラスメント研修会の開催
今年度の相談会として、労働事件で急増している「パワーハラスメント」
をテーマに考えたが、まずはセンターのメンバーがこの問題を理解する必要
があると認識して、この問題に詳しい、野村和造弁護士をお招きして平成２
７年１２月４日（金）に研修会を開催した。参加者は２９名であった。
（６）神奈川県労働局個別紛争解決制度連絡協議会
平成２７年７月２３日（水）横浜南労働基準監督署会議室において神奈川
県内の各種紛争解決機関が参加して開催され、当調停センターの稲村厚事務
長が参加した。
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（７）ＦＭヨコハマへの出演
「ＤＪ光邦と司法書士のスマイル“法”you☆」において、調停センター
の広報を行った。小松貴之委員が、３月９日放送分に出演した（収録は３月
３日）。

８．会員の業務についての苦情及び紛議の調停に関する事項
今年度の苦情案件は以下のとおりであった。
（１）本会苦情対応窓口の設置に関する規程及び細則に基づき、苦情事案とし
て受け付ける前に事務局及び総務部が苦情電話等の事情聴取に連携して対
応した。電話聴取の趣旨は、登記に関する事案３０件、裁判７件、債務整
理３１件、成年後見０件、その他の司法書士業務１４件。
その電話聴取の概要は、本人意思確認１０件、業務遅滞２８件、業務錯
誤６件、報酬１３件、その他２５件。
（２）苦情申出事案の内容としては、登記における本人確認・意思確認に関す
るものが４件、司法書士の品位に関するものが４件、業務遅滞に関するも
のが１件、報酬に関するものが１件。
（３）綱紀事案については、職務権限に関するものが２件、登記における本人
確認・意思確認に関するものが１件、後見業務に関するものが１件。
紛議調停事案は０件。
（４）以上の合計
苦情電話聴取事案
苦情申出事案
綱紀事案
紛議調停事案
会長指導事案

８２件
１０件
４件
０件
１件

昨年「依然として苦情案件の傾向は、依頼者とのコミュニケーション不足が
ほとんどある。」と、この場で述べた。この傾向は未だ変わるものではない。
よって前年度の報告をそのまま述べさせていただく。
『依然として苦情案件の傾向は、依頼者とのコミュニケーション不足がほと
んどある。前年度同様、業務受託する際の報酬説明不足が最たるものであり、
簡裁代理権による訴訟委任契約締結後の訴訟遂行方法・和解契約締結について
も依頼者の意向を汲まずに対応している例が見られる。また、依頼者が司法書
士の説明を十分に理解できていない例も見られる。司法書士自身が説明責任を
果たしていると自認していたとしても、依頼者がそれを理解できていないので
あれば結果として説明責任を果たしていないことと同様の結果を生むものであ
る。司法書士の常識が必ずしも依頼者の常識と一致しないことを念頭に置いた
対応が今後は求められるのであろう。』
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しかし今年度は苦情に新たな傾向が見られた。
一つは司法書士そのものの責任であるが、「業務依頼しているのに連絡が取
れない。司法書士会を通じて何とか連絡を取れるようにして欲しい。」という
ものである。業務多忙といったものではなく、単に連絡が取れないのである。
この場合はそのほとんどが業務放置状態であるが、これは当会会則第９３条(依
頼事件の処理)違反であり、司法書士法第２３条（会則遵守義務）違反である。
この種の苦情は即対応、業務処理がなされれば問題は大きくならないが、苦情
該当会員の執務姿勢に改善が見られないようであれば、その対応を綱紀調査委
員会に付託せざるを得なくなる。
もう一つの傾向は、当会苦情担当部門を利用（会からの会員への圧力）して
自己に有利な条件を引きだそうとするものである。この種の苦情対応は非常に
困難を伴うものである。
なぜなら、当初は会員の執務姿勢等の非難から始まるため非違行為の可能性
が疑われるのであるが、事情聴取を重ねるに従い事実（たとえば報酬減額や損
害賠償請求）がようやく見えてくる。苦情対応は苦情両当事者の立場に配慮し
てこれを進めるが、謂われのない苦情に対して当会は会員を守る立場にあり、
毅然とした対応を行う。よって苦情該当会員には謙虚かつ誠実な姿勢で苦情調
査への協力を求めたい。

９．会員の福利厚生に関する事項
（１）慶弔規程に基づく事務の適正な処理
会員慶弔規程に従い会員の慶弔に関する給付を実施した。
慶弔に関する給付実績は、以下のとおり。
慶弔に関する給付
香典供花（会員本人） ３名
１９８，６００円
（配偶者）
２名
７６，２００円
（親族）
１６名
３７３，４００円
慶事祝金等
１３名
１３０，０００円
（２）求人求職情報の提供
平成２４年度から始まった、当会ＨＰにおける求人情報の提供および当会
イントラネットにおける求職情報の提供を今年度も継続して行った。
（３）全国共済の利用
役員（正副会長、理事、監事）の職務遂行中の不慮の事故への備えとして
加入している全国共済については、今年度は幸いなことに共済金を請求する
事故はなかった。
（４）司法書士賠償責任保険制度等の利用
以下に、各種保険制度の利用状況を示す。
１）司法書士賠償責任保険
加入会員数
７７８名（任意加入分）
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６件

３２７万２４１０円

２）動産総合保険
加入会員数
１１５名
保険金支払請求件数 ０件

０円

３）所得補償保険
加入会員数
１４名
保険金支払請求件数 ０件

０円

４）団体総合生活保険（標準）
加入会員数
１４名
保険金支払請求件数 ０件

０円

５）団体生活総合保険（ＭＳ＆ＡＤ）
加入会員数
７７名
保険金支払請求件数 ０件

０円

15:28

１０．本会及び会員についての情報の公開に関する事項
（１）事業計画、財務内容、会員情報等の適正な公開
今年度、情報公開請求は特になかった。
（２）ＨＰの適正な管理運営
広報部と協力し、適正な管理運営に努めた。

１１．その他司法書士会の目的を達成するために必要な事項
（１）非司法書士排除活動
１）平成２７年度事業報告（目次）
①はじめに
②法務局における広報
③法務局実態調査
④情報提供への対応
⑤警告
⑥情報交換
２）詳細
①はじめに
今年度は、新体制による船出となった。委員長交代は、平成２２年度
に当委員会が発足して以来、初である。また、前年度の委員６名のうち、
３名が退任し、新たに２名が加わった。現在５名である。
②法務局における広報
これまで法務局において、非司法書士排除のための啓発ポスターを設
置してきたが、今年度からは、新たに、ラミネート加工したものを追加
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した。ラミネート加工とは、同ポスターをＡ４サイズにした原稿にラミ
ネート加工を施したものである。その使い勝手の良さからポスター同様
に多く設置されており、法務局に訪れる方々の目に留まるようになって
いる。このことから、非司排除に大きな効果を上げているといえる。会
員各位におかれても、法務局で目にする機会が増えたのではないだろう
か。
③法務局実態調査（司法書士法施行規則第４１条の２に基づく調査）
今年度の法務局実態調査は、平成２３年度に新しい形で再開して以来、
最大規模で実施した。横浜地方法務局管轄内の４庁で実施し、特に商業
法人登記を司る２庁においては、それぞれ２０名態勢で２日間実施する
ことにより、一定時期の申請事件を詳細に調査することができた。なお、
後日、委員会が数日をかけて精査及び集計を行い、横浜地方法務局長へ
以下の結果を報告した。
横浜地方法務局長へ以下の結果を報告した。
ⅰ）本局法人登記部門
調査日時 平成２７年１１月９日（月）～１１月１０日（火）
調査対象 平成２７年６月１日から平成２７年７月３１日までの間
に申請された商業・法人登記申請書類
調査件数
１１，５２７件
違反が疑われた件数
２２６件
ⅱ）湘南支局
調査日時 平成２７年１０月２１日（水）～１０月２２日（木）
調査対象 平成２７年４月１日から平成２７年７月３１日までの間
に申請された商業・法人登記申請書類
調査件数
１１，６２０件
違反が疑われた件数
２２２件
ⅲ）西湘二宮支局
調査日時 平成２７年１１月１１日（水）
調査対象 平成２７年６月１日から平成２７年６月３０日までの間
に申請された不動産の権利に関する登記申請書類（表示
に関する登記を除く。）
調査件数
６，０８３件
違反が疑われた件数
１４件
ⅳ）厚木支局
調査日時 平成２７年１１月１３日（金）
調査対象 平成２７年２月２７日から平成２７年４月１６日までの
間に申請された不動産の権利に関する登記申請書類（表
示に関する登記を除く。）
調査件数
４，８６７件
違反が疑われた件数
７件
なお、これらの調査は、実施庁管轄の５支部長はじめ、延べ５０名を
超える会員各位の協力を得て行った。
④情報提供への対応
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事件について具体的に述べることはできないが、寄せられる情報に対
応した。しかし、情報自体が少ないので、その対応数も少なくなってし
まった。
⑤警告
上記④において寄せられた情報のうち、非常に悪質とみられる行為に
ついては、警告を発した。
⑥情報交換
当委員会内部では、予てから、非司法書士排除活動を、当会だけでな
く、近隣単位会と連携して行うことができないか検討を重ねてきたとこ
ろ、平成２８年２月５日、埼玉司法書士会と意見交換会が実現した。埼
玉県司法書士会館で行われ、当委員会から２名が出席した。そこで得ら
れた情報について、平成２８年度事業計画の一部に反映させた。
（２）神奈川県司法書士政治連盟、社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協
会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部等、
他関連団体への支援
１）神奈川県司法書士政治連盟、（社）神奈川県公共嘱託登記司法書士協会、
神奈川県司法書士協同組合、及び公益社団法人成年後見センター・リーガ
ルサポート神奈川県支部との理解を深め、支援・連携を強化するため、以
下のとおり協議会を開催した。
平成２７年９月１５日（木）リーガルサポートとの協議会
平成２７年９月１５日（木）政治連盟との協議会
平成２７年１０月９日（金）公嘱協会との協議会
平成２７年１０月９日（金）協同組合との協議会
平成２８年１月２１日（木）リーガルサポートとの協議会
平成２８年１月２１日（木）公嘱協会との協議会
２）当会と友好協定を締結しているソウル南部地方法務士会へ会長と専務理
事２名で訪問して意見交換を行い、国際交流をはかった。
（３）新年賀詞交歓会の開催
今年度も司法書士会の存在をアピールし、各方面との連携強化を図るべく、
広く関係のある団体や個人等を招待して賀詞交歓会を開催し、多くの政治
家・諸団体等の方々に参加いただいた。（広報部報告参照）
平成２８年１月８日（金） 午後５時～
ロイヤルホールヨコハマ ４階 エリゼ
（４）税理士法人との顧問契約
平成２７年８月よりＳＵパートナーズ税理士法人と顧問契約を開始した。
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