平成２９年度事業報告書
総務部
１．苦情・綱紀関係
（１） ここ数年間、２～３件と少なかった苦情案件は、今年度は本会への要望を含め８
件あった。「事件放置」が代表的なものであるが、諸事情によって執務が進められ
ないことは誰しもあるものの、定期的な報告をしていないため依頼者に不信感を持
たれてしまうことが苦情に直結している。長期に亘る執務が見込まれる事件につい
ては、必ず定期的な報告をしていただきたい。ほかにも事件の処理方針及び必要
書類を依頼者へ明確に説明しないまま執務をしている事案、依頼者が何度も連絡
をしているにもかかわらず誠実に回答していない事案、後見業務において横領と
勘違いされている事案など、会員の執務姿勢に疑問を感じざるを得ない事案が少
なからずあった。
今一度、業務関係法令、司法書士法、同施行規則、司法書士倫理、懲戒処分事
例集、執務の手引、戸籍謄本・住民票の写し等の交付請求の手引き等を熟読し、
適法、適切かつ丁寧な執務をお願いしたい。
また、前年度から引き続き対応していた苦情案件については、苦情処理委員会
で精力的に処理してもらい、解決をみた。
なお、前年度に戒告の懲戒処分があった事案については、注意勧告小理事会
にて「注意又は勧告を行わない」旨の議決をし、同じく前年度に懲戒処分申立があ
った事案については、３回の量定意見小理事会の後、日司連量定意見審査会から
「妥当である」旨の通知があったため、司法書士法第６０条に基づき、佐賀地方法
務局へ報告した。
（２） 平成３０年３月１７日に開催された「綱紀調査等に関するブロック会別説明会」に
総務部長、綱紀調査委員会委員長、同副委員長が出席し、日司連担当者から綱紀
事件の現状､違反事実の認定基準、綱紀調査委員会・注意勧告小理事会・量定意
見小理事会の役割、懲戒の適用条文、量定意見の考え方等について詳しい説明
があった。今後の綱紀案件処理に活かしていきたい。
２．非司法書士排除関係
（１） 司法書士法等違反に関する調査の実施
司法書士法施行規則第４１条の２の規定に基づき、佐賀地方法務局から本会宛
に調査委嘱があったため、各支部の協力を得て実施した。
違反が疑われた申請が１２件あり、不動産登記については、他士業が代理申請し
ていると思われる申請をはじめ、明らかに反復継続している申請もあった。
また、商業登記については、会社法人等の職員を含む本人申請の形態が大半と
思われ、調査の限界が感じられた。

① 調査実施期間
平成２９年１１月７日～１１月２７日
② 調査の対象となる登記申請書類
平成２９年４月～６月に提出された不動産、商業・法人登記申請書類
③ 調査場所
佐賀地方法務局本局、武雄支局、伊万里支局、唐津支局、鳥栖出張所
④ 報告書提出日
平成２９年１２月２０日
（２） 行政書士の非司行為に対する対応
県内の行政書士による登記申請の情報提供があったため、行政書士会の役員
に連絡し、指導してもらった。
(３) 非司法書士排除委員会による「非司情報提供制度」創設に関する委員会開催
３．会員の品位保持、執務指導
（１） 登録調査委員会において、登録申請を行った会員に対し、司法書士としてあ
るべき執務姿勢や司法書士倫理の重要性について説明や指導を行った。
（２） 平成２９年５月２９日に施行された「法定相続情報証明制度」に関する担当者会
議の内容及び職務上請求書の取扱いについて会員に情報提供した。
４．規則、規程の整備、制定及び検討
（１） 「佐賀県司法書士会会則」の一部改正
（2） ｢懲戒処分の量定意見に関する規則｣の一部改正
（３） 「注意勧告運用規則」の一部改正
（４） 「綱紀調査委員会規則」の一部改正
５．関係機関、団体との協議会への出席
（１） 佐賀家庭裁判所との意見交換会
（２） 九州地区開業支援フォーラム
（３） 佐賀県専門士業団体連絡協議会
（４） 佐賀県土地家屋調査士会定時総会
（５） 佐賀県宅地建物取引業協会定時総会
６．会員の登録状況
平成２９年度における登録事務
新規登録
７名
変更登録
４名
個人会員数
１２２名
法人会員数
７法人 （平成３０年３月３１日現在）

７．福利厚生に関する事業
（１） 任意保険の勧誘、拡大
平成３０年３月３１日現在 加入率 ７１％
（２） 司法書士国民年金基金加入者促進
平成３０年３月３１日現在 加入率 ２１％
８．当会全体の業務報告
(単位：件数､％)
区
不動産登記
商業法人登記

分

平成 29 年

平成 28 年

対前年比

33,747
4,454

34,964
4,222

96.5
105.5

債権譲渡・動産譲渡登記
公共嘱託登記
財団登記・その他の登記
供託
民事事件裁判書類作成業務
家事事件裁判書類作成業務
簡裁訴訟代理業務
裁判外和解手続等

65
47
20
112
135
350
121
139

61
70
7
100
159
300
88
293

106.6
67.1
285.7
112.0
84.9
116.7
137.5
47.4

成年後見等業務※

320

272

117.6

6
8
94
41
0
1,920
347
41,926

15
10
83
35
0
1,454
237
42,370

40.0
80.0
113.3
117.1
－
132.0
146.4
99.0

未成年後見等業務※
任意後見・任意代理業務※
財産管理・遺産承継・死後事務等業務※
不在者・相続財産管理人等業務※
筆界特定、審査請求、国籍関係書類作成
継続的・個別的相談
その他の業務
合
計
※新受・継続を含む

相談事業部
１．日本司法支援センター佐賀地方事務所（法テラス佐賀）について
（１）役員・委員等の派遣
副所長
１人 久保山且也
民事法律扶助審査委員会 副審査委員長
１人 原 弘安
民事法律扶助審査委員会 審査委員
２人 三池 功 松瀬寿和
窓口対応専門職員
２人 川畑芳文 貞島博文
（２）出席会議・研修会等の状況
①執行部会 月１回開催
②特定援助対象者法律相談援助の開始に備えた協議会
日時 平成２９年１０月１０日（火）
（３）法テラスブロック別協議会への参加
日時 平成２９年１１月１０日（金）
場所 八重洲博多ビル（福岡市）
（４）法テラス副所長会議への出席
日時 平成２９年１１月２１日（火）
場所 日司連ホール
２．佐賀県司法書士会総合相談センターについて
（１）電話無料法律相談 毎週月曜・木曜 １８時～２０時
開催回数 ９４回 相談件数 ２０７件（１回あたり平均２．２件）
（２）面談有料法律相談 毎週水曜 １４時～１８時 相談件数 ２件
（３）運営委員会開催
・平成２９年 ７月２４日（月） 第１回
・平成２９年 ９月 ５日（火） 第２回
・平成２９年１１月 ９日（木） 第３回
３．県立図書館主催「無料法律相談」について
（１）無料法律相談 毎月第１・３水曜日 １８時～２０時
開催回数２０回 相談件数 ４８件（１回あたり平均２．４件）
（２）担当者協議会
日時 平成２９年９月２９日（金）１５時００分
場所 佐賀県立図書館
４．佐賀県司法書士会調停センター（ＡＤＲセンター）について
（１）日司連調停センター担当者会議への出席
日時 平成２９年１１月２２日（水）

場所 日司連ホール
（２）九州ブロック調停センター担当者会議への出席
日時 平成２９年８月１３日（日）（北部豪雨災害対応に関する緊急会議）
場所 福岡県司法書士会館
日時 平成２９年９月３日（日）
場所 唐津ロイヤルホテル
（３）調停人養成基礎講座へ受講者派遣
日時 平成２９年１１月１８日（土）～１９日（日）
場所 天神クリスタルビル Ｃホール
派遣人数 ２名
（４）「平成２９年７月九州北部豪雨に起因する紛争の調停に関する特例規程」の制定
（５）佐賀県司法書士会調停センター手続き案内チラシ作成
（６）運営委員会開催
・平成２９年 ７月 ２４日（月） 第１回
・平成２９年 ９月 ５日（火） 第２回
・平成２９年１１月 ９日（木） 第３回
５．司法過疎対策について
（１）九州ブロック司法過疎対策委員会への出席
・第１回 平成２９年 ８月２０日（日） １３時～１６時
福岡県司法書士会仮事務局会議室（大禅ビル１階）
・第２回 平成２９年１０月 ７日（土） １３時～１６時
ＪＲ博多シティ会議室 １０階 Ｈ会議室
・第３回 平成３０年３月１８日（日） １３時～１６時
福岡県司法書士会館会議室
（２）九州地区開業支援フォーラムへの参加
日時 平成３０年１月１３日（土） １４時～１７時３０分
場所 福岡東映ホテル
６．「司法書士の日無料法律相談」の実施について
日時 平成２９年８月３日（木）９時～１７時
場所 各会員事務所
結果 相談件数 ６件
７．「県下一斉無料法律相談会」の実施について
日時 平成３０年２月２４日（土）１０時～１５時

場所 県内７か所と電話相談
相談員 ５０名 相談件数 ６２件
８．「熊本地震電話相談・災害電話相談」の実施について
日時 毎日１６時～１９時（当会の担当は毎週月曜日）
結果 平成２９年４月１日～平成３０年２月２８日までの相談件数 ２８１件
９．「その請求に困ったら司法書士へ」強化月間無料相談の実施について
日司連の広報事業の一環として、総合相談センターで平成３０年３月中に申込みを
受ける面談相談のうち、金銭請求を受けていることを内容とするものを無料で行うこと
とした。
１０．佐賀県専門士業団体連絡協議会合同無料相談会、全国一斉！法務局休日相談
所、一日合同行政相談所（佐賀行政評価事務所）、多重債務特別相談会（佐賀県）、
熊本地震仮設団地巡回相談への相談員派遣

企 画 部
今年度も昨年度に引き続き、所有者不明土地問題、空家問題がクローズアップされた
年であった。法務局・司法書士会・土地家屋調査士会が連携し、「未来へつなぐ相続登
記」と題する相続登記推進プロジェクトとして、県内２０市町に当会からも常任理事と支部
長などが担当し訪問した。
空家問題についても県内の市町における空家対策委員に司法書士も専門家委員とし
て選任され、この委員間での意見交換会を行った。
今年度も高校生一日司法書士を実施し、司法書士制度の周知を図った。
また、来年度から「資格者代理人方式オンライン制度」の開始に向け、法務局とオンラ
イン申請の利用率の向上に向けての協議を行った。
１． 出前講座の実施
①鳥栖商工会議所
②有明海漁協大詫間支所
③鳥栖市麓まちづくり推進センター
④鳥栖西中学校
⑤麓刑務所
⑥麓刑務所
⑦小城市社会福祉協議会
⑧麓刑務所

平成２９年 ４月 ６日（木）
平成２９年 ５月２５日（木）
平成２９年 ６月１５日（木）
平成２９年 ６月１５日（木）
平成２９年 ６月１６日（金）
平成２９年 ９月１５日（金）
平成２９年１０月１８日（水）
平成２９年１２月 ４日（月）

⑨簡易郵便局西部グループ
⑩小城市社会福祉協議会
⑪麓刑務所
⑫武雄市ふれあいいきいきサロン

平成２９年１２月１６日（土）
平成２９年１２月２０日（水）
平成３０年 ３月 ５日（月）
平成３０年 ３月２２日（木）

２． 消費者教育講座の実施
①ＫＴＣ中央高等学校

平成３０年 ２月１９日（月）

３． 各委員会の実施
企画・消費者問題委員会
市町空家対策委員意見交換会

平成２９年 ７月１９日（水）
平成２９年１１月１４日（火）

４． 「一日司法書士」事業開催
日 時 平成２９年８月２日（水）９時～１５時
場 所 佐賀県司法書士会・法務局・裁判所等
対 象 佐賀学園高校の生徒４名
５． 経済的困窮者の救済支援事業
依頼者に対して、経済的困窮状態からの生活再生のために必要な各種社会保
障の申請手続きの相談、書類作成支援又は申請窓口への同行支援等を行った会
員に対する助成（支援実績９件）
６． 相続登記推進のためのチラシ配布
「相続登記は司法書士へ」チラシを有田町役場へ３００枚配布
７． 第１回「未来につなぐ相続登記」促進プロジェクトに係る打ち合わせ会
出 席 者 法務局職員・司法書士会・土地家屋調査士会
日 時 平成２９年６月２９日（木）１５時～１７時
場 所 佐賀地方法務局
内 容 相続登記推進について
８． 相続登記推進のために法務局職員・土地家屋調査士会とともに各市町へ訪問
日 時 平成２９年８月２１日～８月３１日
対 象 各市町
内 容 相続登記推進・司法書士活用の提案など
９． 九州ブロック青年司法書士協議会総会の支援
日 時 平成２９年９月３０日（土）・１０月１日（日）

場

所

大分県別府市

１０． 空き家対策に関する意見交換会に出席
日 時 平成３０年２月５日（月）１４時～１５時４５分
場 所 佐賀県庁
内 容 関係機関・団体との意見交換
１１． レクレーションの開催
日 時 平成２９年９月２３日（土）１３時～
内 容
① ボーリング大会の開催
場所：武雄市「メリーランドタケオボウル」
②ソフトボール、グラウンドゴルフ大会の開催
場所：嬉野市「塩田中央公園多目的広場」
③ゴルフ大会の開催
場所：武雄市「武雄ゴルフ倶楽部」
④懇親会の開催
場所：武雄市「森のリゾートホテル」
１２． 「佐賀県消費生活の安全安心対策会議」「佐賀県多重債務者対策会議」に出席
日 時 平成２９年１1月1日（水）１０時３０分～１２時
場 所 アバンセ
内 容 関係機関・団体との意見交換
１３． オンライン推進に関する打ち合わせ会
日 時 平成２９年１０月２３日（月）１７時～１８時
場 所 司法書士会館
内 容 法務局職員との意見交換
１４． 佐賀消費者フォーラムとの連携協力
参加回数 年２回
参加態様 会員７名

研修部
下記のとおり、会員研修会を５回、年次制研修会を１回、補助者研修会を１回、同時配
信研修会を１回実施しました。

１．会員研修会
（１）平成２９年６月２４日（土） 午後１時～午後４時２０分
会
場 アバンセ
参加者７９名
研修内容 ①法定相続情報証明制度に関するＱ＆Ａの解説
②法定相続情報証明制度の運用状況に関して
③改正個人情報保護法の概要
講
師 ①松瀬 寿和 会員
②増山登記官（佐賀地方法務局）
③戸田徹郎 会員
（２）平成２９年８月５日（土） 午後１時～午後４時２０分
会
場 アバンセ
参加者４４名
研修内容 ①災害相談を受けるために必要な知識に関する研修
②所有者不明土地（空き家）・相続財産管理に関して
講
師 ①前田 美穂 氏（福岡会会員）・小野 彩加 氏（福岡会会員）
②梅原 健 氏（福岡会会員）
（３）平成２９年１０月１４日（土） 午後１時～午後５時
会
場 アバンセ
参加者５４名
研修内容 民法（債権関係）改正に関する研修
講
師 齋藤 毅 氏（静岡会会員）
（４）平成２９年１２月２３日（土） 午前１０時～午後４時
会
場 アバンセ
参加者４２名
研修内容 ①日司連業務研修会「主張立証マスター講座」（伝達研修）
②遺産承継業務に関する各単位会の取り組みに関して
③民法（相続関係）改正に関して
講
師 ①三池 功 会員
②冨永 雪春 会員
③及川 修平 氏（福岡会会員）
（５）平成３０年３月１７日（土） 午後１時～午後４時３０分
会
場 アバンセ
参加者６４名
研修内容 ①所有者不明土地問題等に関して
②不動産登記オンライン申請資格者代理人方式に関して
③法テラスの特定援助対象者法律相談援助制度に関して
講
師 ①矢野 道弘 氏（熊本会会員）
②冨永雪春会員

③久保山且也会員
２．年次制研修会
平成２９年１１月２５日（土） 午前１０時３０～午後４時２０分
会
場 司法書士会館
参加者２２名
３．補助者研修会
平成３０年３月１０日（土） 午後１時３０分～午後４時
会
場 アバンセ
参加者２３名
研修内容 ①司法書士補助業務の注意点
②倫理研修
講
師 ①力武聡一郎会員
②髙島定雄会員
４．同時配信研修会
平成３０年１月２０日（土） 午前１０時２０分～午後６時５分
会
場 司法書士会館
参加者３３名
研修内容 遺産承継業務の実務
５．支部研修会
○佐賀支部
（第１回）
平成２９年８月８日（火）午後６時００分～午後７時３０分
会
場 佐賀県司法書士会館
参加者１７名
研修内容 遺産分割調停・審判の実務
講
師 原口侑弁護士（はやて法律事務所）
（第２回）
平成２９年１０月２６日（木）午後６時３０分～午後８時
会
場 佐賀県司法書士会館
参加者２２名
研修内容 ①法人登記入門 一般財団法人 ②資格者代理人方式
講
師 ①内藤卓司法書士（京都会）
②戸田徹郎会員
（第３回）
平成２９年１２月１４日（木）午後６時３０分～午後７時３０分
会
場 日本料理 きぶん
参加者１７名

研修内容

意見交換「若手が知りたい司法書士業務の手引き」

（第４回）
平成３０年３月１日（木）午後６時３０分～午後８時
会
場 佐賀県司法書士会館
参加者１９名
研修内容 ①「賃貸借契約の終了に基づく建物明け渡し請求訴訟」の事例検討
②民事訴訟についての講義～基礎編～
講
師 ②力武聡一郎会員
○三神支部
平成３０年３月２７日（火）午後６時３０分～午後８時３０分
会
場 神埼市中央公民館
参加者１３名
研修内容
①所有者不明土地問題等に関する近時の情報，その他
②所有権移転登記における本人確認（判断能力・譲渡意思確認）
について
③被相続人名義物件に対する条件付所有権移転仮登記の本登記
について
講
師
①久保山且也会員
②福田良嗣会員
③増田貴幸会員
○武雄支部
平成２９年１２月１３日（水）午後６時３０分～午後８時
会
場 武雄市文化会館
参加者７名
研修内容 登記業務に関する DVD 研修
講
師 藤原勇喜氏

広報部
１．対外広報
（１）各種相談会の告知
県・市町広報誌、新聞、ホームページ、記者クラブに対するニュースリリース等を
利用し、各種相談会の告知を行った。
告知を行った主な相談会は以下のとおり。
①司法書士の日無料法律相談
②法の日無料法律相談

③県下一斉無料法律相談会
④相続登記はお済ですか月間
⑤司法過疎地域無料相談会
⑥専門士業団による無料相談会
⑦リーガルサポート佐賀支部の事業告知
なお、新聞による有料告知としては、「③県下一斉無料法律相談会」を行った。
（２） 司法書士の制度及び業務内容を認知してもらう広報
一日司法書士事業（８月２日開催）が新聞社から取材を受けて記事として掲載
された。
（３）当会ホームページの充実
当会ホームページの会員紹介の登載事項として希望者を募集し、事務所案内、
営業時間、駐車場関係等の登載を行った。
２．対内広報
（１）会報発行 夏号と冬号の年２回
今年度は、登記講座や趣味のコーナー等、いろいろや分野について内外に
情報発信を行い、司法書士及び当会の活動の周知を図った。また、見やすいも
のにするために掲載写真の一部カラー化を実施した。

