
第７号議案 令和４年度 事業計画（案） 

 

 わが国最初の裁判所構成法ともいうべき司法職務定制がスタートした明治５

年（１８７２年）８月３日を「司法書士の日」と定めているが、今年は司法書士

制度１５０年の節目の年になる。  

 司法書士制度１５０周年を迎えるにあたり、国民に対する制度広報はもちろ

んであるが、相続に対する国民の関心が非常に高まる中で、令和２年７月１０日

に施行された法務局による自筆証書遺言書保管制度、昨年３月１日からスター

トした日司連相続登記促進事業としての本会「相続登記相談センター」など、相

続に関する専門家として司法書士の存在をアピールする絶好の機会である。 
 本年２月１９日、古川禎久法務大臣が俳優の高橋惠子さんを「相続登記促進親

善大使」に任命し、「所有者不明土地問題」「相続登記の義務化」をテーマにした

対談が行われると同時に、法務省が相続登記の促進に向けた取り組みの新たな

キャッチフレーズを「あなたと家族をつなぐ相続登記」と選定した。また、相続

登記促進事業及び司法書士制度１５０周年記念事業に関する広報制作物として、

日司連が作成した高橋惠子さんの相続登記促進ポスターやチラシも会員全員に

配布されている。 

 １５０年継続してきた司法書士の業務を知ってもらい、相続登記の義務化の

中で「相続といえば司法書士」の周知に繋がるオンライン動画の作成及び配信に

よって、司法書士の役割(有用性)を国民に届けることも大切であるが、何より基

本になるのは、会員全員が日々受託した業務を公正かつ誠実に行い、国民の権利

を擁護し、依頼と期待に応えることによる実績と国民からの信頼である。国民の

相談ニーズに積極的に応えながら、アドバイスに留まることなく、最後まで国民

に寄り添い解決に導くことにより、法律専門職能としての社会的存在感を高め

たい。 

 令和２年８月１日に改正司法書士法が施行され、司法書士の使命が「登記、供

託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由か

つ公正な社会の形成に寄与すること」と明定された。本会としても、この国民の

要請を主体的かつ能動的に受けとめ、引き続き血肉化できるよう各事業を展開

し、国民からの信頼を強固なものにしていかなければならない。 
 １５０年を迎えた司法書士制度であるが、この時代に生きる司法書士の使命

として、これからの１５０年を見据え、司法書士制度を未来に繋げなければなら

ない。 
 

昨年４月２８日に公布された「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等に

より取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」は、所有者不明土地の解

消に向けた民事基本法制の見直しとして、相続登記の義務化などを柱としてお



り、土地を手放すための制度の創設（相続土地国庫帰属制度）は令和５年４月２

７日、土地利用に関連する民法の規律の見直し（①財産管理制度の見直し②共有

制度の見直し③相隣関係規定の見直し④相続制度の見直し）は令和５年４月１

日、登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し（相続登記の申請義

務化）は令和６年４月１日から、それぞれ施行されることが決まっている。（な

お、不動産登記制度の見直しの中には、形骸化した登記の抹消手続の簡略化等、

令和５年４月１日から施行されるものもある。） 
 上記各法律では、所有権の登記名義人について相続の開始があった際や所有

者の住所等に変更があった際の登記申請が義務化され、違反した場合は過料が

科される。また、管理が難しくなった土地を国庫に帰属させる制度も新設され、

持ち主が誰かわからない不動産の利用・管理が強化されることになる。 

 適正な登記を促すための不動産登記制度の改正であるが、本会としてこれま

で継続的かつ精力的に取り組んできた「所有者不明土地問題」、「相続登記未了問

題」、「空き家問題」及び「成年後見制度の利用促進」といった国民的な課題につ

き、いよいよ法律の施行が間近に迫るここ数年間の取り組みが重要になる。相続

登記の義務化によって司法書士が相続登記の専門家であることを発揮できる環

境づくりに全力を挙げて取組む。 

 
 広島県内の市町等との間での相続人調査や不在者・相続財産管理人選任等に

関する協定も進んでいるところ、協定締結に至っていない市町にも働きかけ、今

後も積極的に締結していく。各市町や弁護士会・税理士会・社会福祉士会・社会

保険労務士会等他団体との連携、協力関係が必要な事業が増えており、適切な本

会事業執行のための連携、協力関係を築く。 

 県内各地の地域包括支援センターや社会福祉協議会に「専任相談員」登録をし

ているが、身近な相談相手としての活動は、更なる充実発展が必要である。公益

社団法人成年後見センター・リーガルサポート広島県支部と連携し、成年後見制

度の利用促進と制度広報に繋げたい。 

 

国民の権利擁護への取組みは、成年後見制度に留まらず、障がい者差別の解消、

未成年者・高齢者・外国人・経済的困窮者等に対する法的支援活動も推進し、調

査及び研究を進めて会員に研修機会を提供すると同時に相談会等を開催する。 
また、令和３年７月、８月大雨災害及び、平成３０年７月豪雨災害、平成２６

年８月広島豪雨土砂災害、東日本大震災の被災者支援のため、広島県災害復興支

援士業連絡会の構成団体として広島県、各市町とも連携した支援体制を継続す

る。災害が終わった「災害後」ではなく、常に災害と次の災害の間を生きている

という意味の「災間」を意識し、全国で次々に発生する地震や豪雨災害による深

刻な被害に対し、「日頃から災害発生時の相談体制を整備していくことが肝要で



ある。「災害即応相談員」体制の拡充を継続し、本会調停センターによる災害調

停の利用を促進するほか、会員の調停センターに対する理解を更に深め、話し合

い調停の有用性も広く訴えていく。 
 
 明治時代から約１４０年間、日本の成年年齢は２０歳と定められてきたが、本

年４月１日から成年年齢が１８歳に引き下げられた。 

 成年に達すると、「親の同意がなくても一人で契約をすることができる」「父母

の親権に服することがなくなる」ことになり、未成年者が親の同意を得ずに契約

をした場合には、その契約を取り消すことができるが、成年に達すれば自分で契

約ができるようになる反面、取消権は行使できなくなる。 

 昨年１１月に表敬訪問をした岸田文雄総理大臣も、関係閣議会議において、若

い人達が消費者被害のターゲットにならないようにするため、教育による必要

な能力の向上など、広報・啓発活動、関係業界への働きかけを通じ、適切な配慮

の確保に取り組むよう指示された。「１８、１９歳の若者の積極的な社会参加を

促し、主体的な役割を果たしてもらうことは社会に活力をもたらし、非常に大き

な意義がある。」とも述べられている。 

 知識が不十分であろうことを奇貨として不利な契約締結をさせられる等のト

ラブルに巻き込まれないよう、未成年者の消費者被害を防止する観点からも、本

会として高校生のための法律教室や親子法律教室に長年取り組んできたが、こ

れらの事業の継続は元より、益々これからその意義を周知する取り組みが必要

になる。 

 

 司法書士試験の合格者の平均年齢が平成２６年度は３５．０４歳だったが、令

和３年度には４１．７９歳になっている。一方、新司法試験の合格者の平均年齢

は平成１８年度から大きな変化はなく、令和３年度も２８．３歳である。司法書

士試験の合格者の平均年齢が何故上がり続けているのかは検証が必要であるが、

若い力が不足すれば、これからの１５０年を見据えた長期的展望や活力に欠け

ることに繋がりかねない。 

 若い人達が司法書士を目指したくなるような若い人達へのアプローチが必要

である。司法書士試験合格者が合格してよかったと思えるような環境整備が必

須であり、新人研修は勿論のこと、委員会や懇親会などを通じて先輩司法書士と

交流する場の確保等、コロナ禍で不十分になってしまった司法書士同士の交流

を少しでも早く取り戻したい。若い人達が憧れる職業としての機運を高め、司法

書士制度を未来に繋げたい。 

 

 これからの１５０年、現在の不動産登記の所謂半ライン申請が完全オンライ

ン申請に向かってどのように進むのか、デジタル社会に司法書士が乗り遅れる



ことがないようにどのように対応していくのかは、司法書士制度の存否に係わ

ると言っても過言ではない。昨年３月に開催された規制改革推進会議内におい

て、登記手続について１００％オンライン化を目指し、司法書士等が代理申請を

行う場合は電子申請を義務付けるという論点もあがっている。 
 昨年９月１日にはデジタル社会形成基本法を始めとしたデジタル改革関連法

案が施行され、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備が行われた。 

 我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速

な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極

めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点

的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の

実現に寄与するための法整備である。 

 民事裁判手続もＩＴ化の実現を目指し、本年、改正法案が国会にて審議されて

いる。民事訴訟制度をより一層、適正かつ迅速なものとし、国民に利用しやすく

するという観点から、訴状等のオンライン提出、訴訟記録の電子化、情報通信技

術を活用した口頭弁論期日の実現のための見直し等が行われる予定である。 
 ＩＴ化はあくまで国民が充実した裁判等を受けるための手段であって、ＩＴ

化自体が自己目的化されてはならない。司法書士は制度発足当初から本人訴訟

当事者に対する支援を行ってきたが、本人訴訟支援の立場並びに不動産登記申

請や商業法人登記申請において、ＩＴを活用し日常的にオンライン申請を行っ

ている経験を踏まえ、国民が利用しやすい制度にしていくために積極的な提言

等を行っていかなければならない。同時に、簡易裁判所における訴訟代理人とし

て訴訟遂行する際も、積極的にＩＴを活用していくことが重要であることから、

十分な法的支援及びＩＴ活用の支援ができるよう、研修等により専門性を高め

ていく。 
 

 司法書士法が改正され、懲戒手続に除斥期間が設けられたことにより、適切か

つ迅速な進行が求められている。司法書士制度を利用する国民の立場になって

考えれば、手続進行中に除斥期間が経過することを可能な限り回避する必要が

ある。仮に綱紀調査委員会による調査や量定意見小理事会、日司連の量定意見審

査会、法務大臣への調査結果報告及び聴聞実施の手続に相当の時間を要し、除斥

期間が経過したとなれば、申出人等の関係者から批判の対象となることは容易

に想像できる。法務局や司法書士会への会員に対する苦情申立ても増加してお

り、国民に不信感を抱かれぬよう、日司連や法務省・法務局と連携し、迅速な手

続の進行が可能となる体制を築き上げなければならない。 

 懲戒処分の内容によっては、法務大臣の判断がなされるまでの期間中に、新

たな被害者を生みかねない事案もある。除斥期間が経過することを可能な限り

回避することもさることながら、新たな被害を防止する観点からも迅速な手続



の進行が求められる。 

 

 決済の現場においては対面を原則とする立会いを行っているが、コロナ禍の

中で立会い時の密を避けるための事前面談が増えてきた。県内の金融機関に対

し、不動産取引において売買物件に抵当権等を設定している際は、抹消登記に必

要な書類を全て準備して代金決済の場に立会うよう要請を続けているが、不動

産取引における司法書士の役割や機能について、決済の立会いや本人確認方法

等、時宜にかなった適切な対応をしなければならない。 

 
 わが国においては、令和２年初めに新型コロナウイルス感染者が確認された

が、その後、パンデミックは未だ終息しておらず、多くの本会事業が中止又は延

期せざるを得ない状況にある。 

 今年度においても本会事業に影響を及ぼすことが考えられるが、Ｗｅｂを利

用した会議や研修を積極的に取り入れてきたことで、新型コロナウイルス感染

拡大防止対策になることはもちろん、司法書士会館に集合しなくても会議への

参加や研修の受講が可能となった。会務及び研修への参加が容易になったとも

言え、コロナ禍が終息に向かったとしても、Ｗｅｂを利用した会議や研修は引き

続き積極的に取り入れていく。また、Ｗｅｂを活用した日司連の総合相談センタ

ー相談受付・管理システムについては、本会相談センターの実情を踏まえながら

、導入に向けてシステムの改善提案をしているところである。 

 一方、会議において議論が円滑に行われること、新人研修をはじめ司法書士同

士の交流等は、Ｗｅｂ形式では効果に限界があることもあり、集まって顔を合わせる機

会が必要な場面は、コロナ禍の状況を確かめながら、対面による会議や研修に戻し

ていく。コロナ禍で模索して出来たメリットの維持と、コロナ禍で陥ったデメリ

ットから脱却し復活させる変化とのバランスは、もう少し時間を掛けて見極め

る必要があり、本会の予算計画も併せて検討していく。 

 新型コロナウイルス感染症及びその対策等により、日々のくらしや仕事に大

きな影響がでている国民の法的相談ニーズに対し、身近なくらしの中の法律家

として相談活動を行うことで、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会

の形成に寄与したい。１５０年を迎えた後これからの１５０年を見据えて司法

書士制度を未来に繋げなければならない。 

 

令和４年度の各部の事業計画は後記のとおりである。 
 

 



令和４年度総務部事業計画（案） 
 
 
１．倫理の高揚に関する取り組みと会員指導 
法律専門職としての司法書士は、高い倫理観と品位が求められることはいうまでもな

い。会員に対して注意喚起をするとともに、単位制研修における倫理研修２単位の全会

員取得に向け、倫理に関する研修を研修部と協議し企画する。 
平成 15 年度日司連定時総会において定められた「司法書士倫理」について、現在の

司法書士業務に則した大幅な改正案が令和４年度日司連定時総会において上程される

こととされている。会員に対し、改正後の司法書士倫理を周知するとともに、改めて司

法書士倫理の高揚に努める。 
 FATF による「第４次対日相互審査」の結果を受け、犯罪収益移転防止法等の改正が

予定されている。日司連からの説明によれば、令和５年度、各司法書士会において会則

改正等をお願いしたいとの事である。司法書士の職責及び犯罪収益移転防止法に基づい

た本人確認等について最新情報を集約し、特定業務における本人確認の対応等を記した

特定事件の報告を含め、会員に周知・指導する。 
 職務上等請求書については、使用・管理方法について、会員が適切に業務を行えるよ

う指導する。また、自治体からの依頼に基づいた所有者探索等について、本年度も適切

に対応する。なお、職務上請求書のオンライン請求について、法務省においてこれを可

能とする戸籍法施行規則改正の検討が開始され、できるだけ速やかに結論を出すことと

されている。状況を注視し、会員への情報提供を行う。 
綱紀案件全件調査委嘱に対しては、除斥期間（７年）が定められた事により、法務局

とのさらなる連携強化が必要となっている。法務局との定期的な協議の場を設ける等、

継続してこれに対応する。綱紀調査委員並びに量定意見小理事会及び注意勧告小理事会

構成員の能力向上をはかるとともに、日司連が作成した綱紀調査処理マニュアルに基づ

き、適切に対応する。 
 
２．会務担当と新規登録会員の養成 
 本会の活動を活性化させるため、全会員が積極的に参加できるよう継続して対応する。 
 また、次代を担うべき新規登録会員の養成のため、理事会のほか、委員会や各事業へ

の参加を推進する。 
 
３．研修単位取得への取組み 
 本会は、研修規則第７条及び単位制研修運用細則第５条により、年間１２単位の取得

を義務づけている。また、日司連会員研修規則第６条にも同様の規定がある。 
 法律専門職である司法書士が研修を受講することは、資質向上の為に必要不可欠なも

のであり、研修単位取得の規定の有無に関わらず、当然行うべきものと考えているが、

限りなく１００％に近づけなければならない。 
 昨年度に引き続き、全会員が１２単位を取得することを目指す。そして単位取得を促

すための方策の一つとして、１２単位の取得の有無を、本会ホームページ内の会員名簿

欄に引き続き公開するとともに、未取得の会員に対して、個別に対応する。 
 



４．広島法務局登記部門との連絡・協議及びオンライン申請の利用促進 
 広島法務局との連携強化のため、例年継続事業である「登記事務打合せ協議会」の実

施に向けて、広島法務局と実施時期も含めて協議する。 
 民事訴訟法（IT 化関係）等の改正においては、資格者代理人においてはオンライン

での訴え提起、準備書面の提出が義務付けられる内容の法案が国会において審議されて

いる。株式会社の電子定款認証や私署証書の認証のみならず、公正証書についても遅く

とも令和７年度までにオンラインでの手続の運用開始を目指すとされている。登記手続

においてもオンライン１００％化を目指すため、司法書士等が代理申請を行う場合に電

子申請を義務付けることも論点としてあがっている。会員の声を法務省及び日司連等関

係各所に届け、適切な方向に進むべく、連携して対応する。 
オンライン申請システムの情報を会員へ周知するとともに、オンライン申請の促進に

向けて会員からの要望をシステムに反映させるべく日司連を通じて法務省へ申入れを

行う。 
なお、登記情報提供サービスの利用時間が、令和４年１０月１日から拡大されること

となっている。https://www1.touki.or.jp/news/details/info22_009.html 
不動産決済の場における既存担保金融機関の立会要請については、継続して実施する。 

 
５．業務開発活動について 
司法書士に求められるニーズに対応する業務を、現実の業務として会員が取り組める

よう、昨年度に引き続き、司法書士法施行規則第３１条に定める財産管理業務に取り組

み、遺産承継、民事信託、任意後見、死後事務委任等の複合的提案型業務の研究・活動

を引続き精力的に行う。 
 また、これらの業務を会員が円滑に行えるよう、研修部と協議しこれらの業務に特化

した研修会を企画する。 
 
６．登記制度充実に向けた取り組み 
新型コロナウィルス感染症の影響により、行政手続のオンライン化が加速している。

司法書士の登記業務を単なる行政手続と位置付けるならば、事業者が提供するデジタル

技術の活用が促進され、登記業務はたちどころに消滅することともなり得る。 
司法書士業務の根幹業務である登記制度について、引き続き市民の目線にたった登記

制度はどのようにあるべきかを提言するため、過年度より登記制度検討委員会において

検討を重ねてきた、諸外国の登記制度を踏まえた、日本のあるべき登記制度について、

本年度報告書をまとめたい。 
また、大邱慶北法務士会との学術交流について、新型コロナウィルス感染症の影響に

より、依然として往来が困難な状況が続いている。往来しない形式による学術交流につ

いて、広報部と連携し、対応する。 
日司連で検討されている、司法書士の登記原因証明情報の作成・認証権限について調

査研究を行い、必要に応じ、関係機関に対し意見具申等を行う。 
なお、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国

庫への帰属に関する法律」が令和３年４月２８日公布され、令和５年４月１日より段階

的に施行される。この法律の手続等を定める各省令についてのパブリックコメントが本

https://www1.touki.or.jp/news/details/info22_009.html


年度なされることが予想され、これに適切に対応する。この法律に関しては、相続登記

の義務化や、相続により取得した土地の国庫帰属をはじめとして、国民から多くの問い

合わせがあることが想定される。登記の専門家である司法書士として会員が適切に対応

できるよう、研修会の開催や市民公開講座等、各部と連携し、会員や市民に対する具体

的な情報発信について総務部としても対応する。 
 
７．制度対策 
昨年度に引き続き、司法書士業務に大きな影響を及ぼす出来事に対し、日司連だけで

なく、司法書士業界が総力をあげて対応するため、当会としてもこれに全力であたる。 
また、司法書士業務を社会に浸透させるため、司法書士業務に関する調査・研究を引

続き行う。 
 
８．令和 3年 7月,8月豪雨及び大規模自然災害への対応 
 令和 3 年 7 月、8 月豪雨及び平成 30年 7月豪雨災害、広島市 8.20豪雨災害、東日本

大震災、被災者支援のため、広島県災害復興支援士業連絡会の構成団体として広島県、

各市町、社会福祉協議会とも連携し、総務部としても対応する。 
また、当会の災害対応マニュアルについて必要に応じて見直しをする。 
新型コロナウィルス感染症については、本年度も引き続き対応が求められる。当会の

事業及び事務局体制等について継続して検討を行い、会員に対する注意喚起や情報発信

も行うなど、これに対応する。 
 
９．支部活動の支援 
 支部による地域に密着した活動を更に推進するため、支部が地域に対して必要な事業

が行えるよう支部事業支援金・支部助成金による財政的支援のほか、事務局による人的

支援を精力的に継続して行なっていく。 
 また、本会事業について支部への引継ぎを円滑に行うための体制整備を行う。 
 
10．本会会員名簿の発行 
 本年度においても多くの会員の異動が予想され、昨年度と同程度の会員名簿を発行す

る。 
 
11．業務執行の効率化及び事業見直し 
 本会の管理運営の効率化をはかるとともに、効果的にかつ機能的な業務執行が行われ

るよう引き続き務める。また、会務執行マニュアルを必要に応じて改訂し、業務執行の

より一層の効率化をはかる。 
 また、新型コロナウィルス感染拡大防止策として、各会議について引き続きＷＥＢ会

議を積極的に推進する。なお、新型コロナウィルス感染症が収束した後も、ＷＥＢ会議

と集合による会議を併用し、円滑かつ効率的な業務執行に努める。 
 また、当会の事業が数年前と比べても格段に増えており、役員及び事務局の負担も大

きい。加えて新型コロナウィルスの影響により事務局体制についても対応を求められる

こととなる。事業執行の在り方をはじめとして、大胆な事業自体の見直しも含め、本年



度も検討を行う。 
 
12．事務局体制について 
 本会事業及び関係団体からの受託業務の事務量の増加に伴う事務局の業務時間の長

時間化への対応を引き続き行い、事務マニュアルの作成等情報の共有及び蓄積を効率的

に行い事務の効率化を図るとともに、事務局環境全体を精査し必要となる対応を検討す

る。 
 また、会館倉庫内を相当占有する紙資料について、資料的価値のあるものや保存すべ

き書籍等を除いてデータ化し、廃棄することを進める。 
 なお、新型コロナウィルス感染拡大防止策及び災害警戒時での公共交通機関の運航停

止又は遅れ時の対応策として、在宅勤務や時差出勤等を引き続き行う。 
 

13．会館大規模修繕計画について 
 昨年度、会館大規模修繕諮問委員会において喫緊の課題に関する答申がなされ、本年

中長期的課題に関する答申が予定されている。諮問委員会からの答申を受け、会館大規

模修繕計画の策定・実施等を行う。 
 
14．業務賠償責任保険について 
 請求事例の発生に基づき、事故処理委員会を招集し、事案について検討する。 
 
15．被表彰者の選定について 
 各表彰の被表彰者の選定を行い、推薦する。 
 
16．関連団体との協力、助言等 
（１）日本司法書士会連合会に対する積極的な意見具申 
（２）公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート広島県支部に対する 
   協力・助言 
（３）日本司法書士政治連盟広島会との協議 
（４）広島司法書士青年の会に対する協力 
（５）公共嘱託登記司法書士協会への助言 
 
 



令和４年度広報部事業計画（案） 

 

 今年度、「司法書士」は制度１５０周年を迎える。１５０年という長い歴史

ではあるが、司法書士の業務内容について、まだまだ国民の理解は向上してい

ないように思われる。国民の権利擁護のための司法書士制度を定着、存続させ

るため、ますます社会的な認知度向上が必要となっており、制度広報の重要性

がより一層増している。 

 広報部では、まず司法書士制度１５０周年に関し、各部と連携を図り、１５

０周年の広報に力を注いでいきたい。相続登記義務化への流れもあり、日司連、

中国ブロック会とともに相続登記相談センターを周知するべく、積極的な広報

を実施し、相続登記の促進及び司法書士の認知度向上に向けて広報活動を強化

していく。 

 また、今年度も引き続き、８月３日の「司法書士の日」をはじめ８月全体を

「司法書士制度理解推進月間」と位置付け、会員間で司法書士の使命や歴史を

共有するとともに、司法書士制度に対する社会的な認知度を高めるための月間

としたい。 

司法書士といえば「くらしの中の法律家」、「相続登記は司法書士へ」、「司

法書士へお気軽にご相談下さい」等と継続してアピールし、法的な問題で困っ

た時に相談相手として司法書士がすぐに思い浮かぶような司法書士像の確立を

目指し、「困ったときはまず司法書士に相談する」という行動パターンが確立

されることにより、これまで以上に我々司法書士が国民の権利の擁護に寄与し

ていくことができると考える。 

また、平成１３年より行っている韓国の大邱慶北地方法務士会との学術交流

事業につき、当会が大邱市を訪問し、学術交流事業を行う回となっているが、

世界的な新型コロナウィルス感染拡大のため、ここ数年実現していない。現在

もまだこのような状況であるため、今年度も訪問は難しいと思われるが、各制

度の情報交換等を行いながら交流は継続していきたいと考えている。  

 以上の目標ないし基本計画に沿って、今年度は次のとおり事業を行う。 

 

１．会報の発行 

 会員間で、問題意識や司法書士としての使命感を共有していくことを主な目

的として、積極的な取材活動を行い、本会等の活動を会員に伝える。また、会

報の機能、位置付を改めて検討しながら、会報の電子化にも取り組む。 

 

２．記者説明会や報道関係者との懇談会の開催 

 ニュースリリースの発信、記者説明会や報道関係者との懇談会などの活動を



積極的に行い、報道関係者とのメディアリレーション（メディアなどの担当者

と信頼関係を築くこと）に努め、より質の高い制度広報につなげていく。 

 

３．メディアを利用した制度広報活動 

 司法書士といえば「くらしの中の法律家」、「相続登記は司法書士へ」、「司

法書士へお気軽にご相談下さい」等とアピールし、法的問題で困った時に「司

法書士に相談する」という行動パターンを市民に浸透させるため、メディアを

利用した制度広報活動に取り組む。 

 

４．ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用した制度広報

活動 

 ＳＮＳが持つ即時性、拡散性及び伝播効果を利用、研究し、より効果的な制

度広報を実施する。 

 

５．その他広報ツールの作成及びその活用による制度広報活動 

 当会公式キャラクター「ろっぽっぽ」を積極的に活用した広報ツールの検討、

研究及び作成をし、制度広報を実施する。 

 

６．「未来につなぐ相続登記」推進プロジェクト等広島法務局と連携した広報

活動 

 法務省の「未来につなぐ相続登記」事業につき、新キャッチフレーズ「あな

たと家族をつなぐ相続登記」をＰＲしながら、法務局と連携し、相続登記の義

務化や重要性、講演会の告知等の広報活動を実施していく。 

 

７．ホームページの充実 

 効率的かつスピーディに情報を発信し、ホームページの活用による広報活動

を実施する。また利用者及び会員にさらに使いやすくなるようホームページの

充実に取り組む。 

 

８．会員による講演・講義活動の支援及び推進 

会員が行う講演・講義活動において利用できる教材を提供する体制の強化に

取り組む。また、企業・他団体からの講演会等の実施要請及び講演会等への講

師派遣要請の誘引活動に取り組む。 

 

９.広島司法書士会史編纂について 

 広島司法書士会の登記記録を確認すると、昭和42年12月15日設立と登記され



ている。これは昭和42年7月18日法律第66号により、司法書士法一部改正がなさ

れ、司法書士会に法人格が付与されたことによるものである。 

 しかし、当会の歴史は、昭和31年法律第18号「司法書士法の一部を改正する

法律」により、司法書士会の強制設立や強制入会の制度が導入された、昭和31

年よりもさらに古く、仮に司法代書人組合の時代を含めるならば明治時代にま

で遡ることとなる。 

 一方、当会に保管されている資料によれば、司法書士会が強制会となった以

降の昭和32年度定時総会資料及び議事録を確認することができるが、当会のこ

れまでの歴史について編纂されたものはない。 

 そこで昨年度より当会に関する資料の収集を進めていたところであるが、本

年度より資料の収集及び分析を行う等、広島司法書士会会史編纂に向けた取組

を開始する。 

 

１０．大邱慶北地方法務士会との交流の継続 

 平成１３年より行っている韓国の大邱慶北地方法務士会との学術交流事業に

つき、当会が大邱市を訪問し、学術交流事業を行う回となっているが、世界的

な新型コロナウィルス感染拡大のため、ここ数年実現していない。終息するま

で訪問を控えなければならない状況であるため、今年度も訪問は難しいが、各

制度の情報交換等を行いながら交流は継続していきたいと考えている。 



令和４年度研修部事業計画（案） 
 
Ⅰ 研修部では、以下を念頭に研修・研究事業を行う。 
 
１．法改正等への対応 
  司法書士制度は、本年度１５０年を迎える。 
  当会はもとより、日司連、中国ブロック会でも、司法書士制度１５０周年

記念事業として、積極的に広報活動が展開される。  
  この周年事業は、令和６年４月１日から実施される相続登記の義務化と絡

めて計画されており、司法書士制度の周知のみならず、相続登記促進及び所

有者不明土地・空き家問題の担い手は司法書士であることがクローズアップ

される事となり、司法書士のさらなる活用が期待される。 
    市民の期待に応えるべく、個々の司法書士がしっかりと準備し、日々の実

務のなかで実践していかなければならない。 
  また、成年年齢を引き下げる民法改正が令和４年４月１日施行されたこと

により、新成人をターゲットとした消費者問題の増加が懸念されており、ま

た、新型コロナウィルスを起因とした、多重債務、労働、家庭問題など、日々

の暮らしに影響が生じることによる法的相談の増加が予想される。そうした

相談ニーズに十分応えるためにも、研修会でのスキルアップは不可避である。 
 さらに、社会全体がデジタル化へシフトする情勢となっている。デジタル

化の流れは急速に進むものと思われ、日々更新される情報を整理していく必

要がある。I T 化が司法書士に与える影響は、特定の分野に止まらず、業務全

体に及ぶといっても過言ではない。依頼者に対し、的確な法的サービスを提

供できるように、我々自身が I T 化に対応していく必要があり、デジタル化に

関する議論の動向に注視していかなければならない。 
そこで研修及び研究事業では、これら法改正などに対応した実務能力の向

上に資する研修や研究・報告を行うと共に、各支部と連携しながら、WEB 研

修を有効に活用しながら、最新情報を会員がいち早く習得できるような環境

整備に取り組む。 
 

２．研修単位取得への取り組み 
昨年度は、新型コロナウィルスの感染防止のため、ウェビナー研修を中心

して開催せざるを得ない状況であった。この状況は、今年度も続くと思われ

る。 
このような状況下であったとしても、各会員がより多くの研修を受講でき

るように、また、無理なく所定の研修単位を取得できるように、魅力ある研



修会を企画していくこととしている。 
 
具体的方法としては、 
① 日司連に、講師を依頼し、多岐に渡る分野についての研修会を企画する。 
② WEB 配信の方法を研究し、飽きのこない配信になるよう工夫する。 
③ 少人数によるグループ研修会のような参加型の研修会を企画する。 
④ WEB 配信を受けることが難しい会員のために、各支部と連携して、密

にならない人数での集合研修会場を設けてもらい、受講体制を整える。 
 

 
Ⅱ 以上の点を念頭に、以下のとおり、研修・研究事業を実施する。 

 
１．単位制研修 

単位制研修では、必修である倫理研修をはじめ、司法書士の基幹業務であ

る登記業務や、司法書士に対する要請が強い相続・財産管理業務、民事信託

業務、その他実務能力の向上をはかるために重要であると思われる事項につ

いて、司法書士の社会的責任に応えるとともに司法書士制度に対する信頼性

を確保するため、研修会を企画開催する。 
日司連同時配信研修・ＤＶＤ視聴研修など、研修を受けやすい方法も検討

し実施する。 
また、総務部・社会事業部・相談事業部企画の研修会について、情報共有 

 に務め、研修会の開催案内および研修会の運営を行なう。 
 
２．年次制研修 

昨年度は、新型コロナウィスル感染拡大を考慮し、日司連研修総合ポータ

ル（e ラーニング）を利用し実施した。 
本年度は、例年どおり広島および福山の２会場で実施する。 
受講対象者全員が研修終了の認定を得られるよう、注視していきたい。 
また、正当な理由のない欠席者に対しては、所定の対応を行い、併せて代

替研修の受講要件を満たす対象者に対しては代替研修の受講ができるよう対

応する。 
 

３．研究活動 
  研究室では、研修会を開催することだけを目的とするのではなく、会員に

とって有益となる情報を、様々な形で発信していきたい。 
  年度内に急遽要請があるような研究テーマについても対応できるようプ 



ロジェクトチームを設置するなど、臨機応変に対応していきたい。 
日司連等が開催する各地の研修会やシンポジウム等に参加して有益な情報

を収集し、研究や報告に反映できるようにする。 
 
４．新人研修 
（１）新人研修会 
 原則として司法書士試験合格者のうち本会への登録予定者を対象として本

会の組織や司法書士の業務等、についての研修会を開催する。 
（２）配属研修 

原則として新規登録予定で独立開業を予定している配属研修受講希望者を

対象として配属研修を行う。 
以上 



  

令和４年度社会事業部事業計画（案） 
 

司法書士法の一部改正が令和２年８月１日に施行され、司法書士の使命規定

として、司法書士は「国民の権利の擁護」を担うことが内外に宣明されたこと

により、社会の司法書士に対する期待は今まで以上に高まり、我々司法書士は

「身近な暮らしの中の法律家」としての役割をより一層期待されることを受け

とめなければならない。そのため、司法書士業務による市民の権利擁護を旨と

することは勿論、市民の権利を擁護するための社会活動についても積極的に取

り組む姿勢が必要であると考えている。 
また、司法書士の業務は多様化し、従来の登記業務だけでは国民の期待に応

えられなくなっている。よって、社会事業部では、今後も「身近な暮らしの中

の法律家」「専門性を活かす職能集団」として、使命感をもって以下の活動を行

う。 
 
１ 法教育・消費者教育に関する取組み 
（１）主権者教育 
司法書士は、国民の権利の保護に寄与するため、日々、予防司法に努めてい

る。法教育とは、法的トラブルを予防し、「社会の中で幸せに生きぬくちから」

を国民に身に付けてもらう予防司法の一つであることを意識し、特に子どもた

ちが主体的に、社会の中で自立した存在として、社会の中で幸せに生きぬく力

を身に付けるために、司法書士として何ができるのかを各関係機関との意見交

換等を通じながら主権者教育に取り組んでいく。 
（２）親子法律教室 
小学生及びその保護者を対象として実施する親子法律教室については、集合形

式による開催を基本とするが、令和３年度に実施したようなＷＥＢによる開催

形式にも柔軟に対応できるよう準備を進めていきたい。テーマ、実施方法とも

他会が活用できるようなコンテンツ・教材の作成を検討し、親子法律教室の準

備や実施方法などについては、連合会や他会が発信する情報の収集にも努めて

いきたい。 

（３）高等学校等への講師派遣 
高校生の法律教室については、高校生が社会に出たときに遭遇する困難やト

ラブルについて相談するチカラ及びそれらを事前に回避するチカラを養うもの

であり、より多くの高校生の参加が望まれるものである。法律教室の方法とし

て一方的な講義形式ではなく、多くの高校からのご要望が多い双方向での授業

形式を実現するため、可能な限り学校を訪問し、講師の生の声を届けたい。し

かしながら、コロナ状況によってはそれが許されない場合もあり、昨年度作成



  

した講義に代わる動画の活用も進めていく。 

また、令和４年４月１日施行された成年年齢引き下げに関して、講師派遣の

際にはそれに伴った内容も講義に取り入れ、選ばれる「司法書士による出前講

座」に向けて、当該法律教室のより一層の充実のために研究を継続していきた

い。 

（４）高校講師養成講座 

講師の養成については、授業の進行やテキストの使い方について研修を行う。

広島県内各地の高校より申込みが見込まれることから、引き続き積極的に会員

への働きかけを行い、講師養成に努める。加えて、講師を検討している会員に

法律教室のイメージを持ってもらえるように、模擬法律教室を撮影した動画を

作成し、会員に公開することにより、講師養成の一助としたい。 

（５）法情報交換会 

毎年行っている法情報交換会については、法教育及び消費者教育に携わる各

現場の関係者の参加を検討し、更なる議論を重ねていきたい。 

 

２ 相続、遺言、中小企業支援に関する取組み 
（１）相続、遺言への取組み 
相続、遺言は私たち司法書士が得意とする分野であり、また、トラブル予防

や解決についても社会的に求められるところである。また、一連の民法・不動

産登記法の改正において、相続登記の義務化以外にも、大きな改正や新設され

る制度がある。これらの内容をテーマとして今年度も引き続き市民公開講座や

相談事業部と連携した相談会を開催し、より分かりやすく一般市民の将来に対

する不安の解消や、すでに発生した相続トラブルに関して、解決の一助とした

い。 
（２）事業承継などの中小企業支援への取組み 
日本の中小企業では経営者の高齢化が進み、中小企業庁の試算では、２０２

５年までに平均引退年齢である７０歳を超える中小企業経営者は、約２４５万

人と見込まれ、さらにその約半数の１２７万人が後継者未定であるとされてお

り、多くの中小企業で事業承継の必要性が生じている。 
引き続き、事業承継ネットワークの構成員である関係諸機関との連携を深め

るとともに、役員変更登記の依頼などで経営者と直接対話をすることの多い司

法書士が事業承継や企業法務の分野へ積極的に取り組んでいけるよう各事業部

と連携して対応する。 
（３）業務に関する諸制度の対応に関する取組み 
 業務に関連する制度について、各会員への周知に取組み、その他の業務に関

する諸制度の改正等がなされた場合に対応する。 



  

３ 権利擁護に関する取組み 
（１） 成年後見制度利用促進に関する取組み 
平成２８年５月１３日に施行された成年後見制度利用促進法に伴い、５カ年

の基本計画が閣議決定された。各市町において地域連携ネットワークや中核機

関等の整備に向けた協議会が開催され、県内においては、広島市、福山市、呉

市等に中核機関が設置された。また、令和４年３月２５日には第二期成年後見

制度利用促進基本計画が閣議決定された。司法書士は、専門職後見人の中で後

見人等への選任件数が最も多く（最高裁発表の「成年後見関係事件の概況 －令

和３年１月～１２月－」参照）、成年後見制度に精通し、有用である。そこで、

司法書士の知見と経験を活かし、それらの整備や協議会への参画につき、前年

度以上に積極的に働きかける。また、引き続き、広島家庭裁判所、広島弁護士

会、社会福祉士会などと連携し、リーガルサポート広島県支部とも協働し、成

年後見制度の利用促進を図る。 
（２）専任相談員制度の充実 
専任相談員の配置や取り組みについて検討を行い。また、関係機関との連携強

化を図り、高齢者等の権利擁護活動を推進する。 
（３）生き活き法律教室 
令和３年度の生き活き法律教室の応募数は前年度と同様３４箇所であったが、

コロナの影響により２０箇所となった。これは、地域包括支援センター等から

専任相談員へ直接依頼があったことが増加の要因と考えられ、専任相談員制度

による効果の表れである。今年度も引き続き、旧広島５支部以外の支部におい

ても生き活き法律教室を開催し、高齢者やその支援者の要望に応えたきめ細や

かな法律教室の開催を目指す。 
（４）障がい者差別解消 
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成２８年４月１日

に施行された。障がいの有無に関係なく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する社会の実現が求められる今、私たち司法書士も事業者として合理的

配慮に努めなければならない。そのためにも調査研究を進めるとともに、協議

会への参加などで他団体との連携強化し、情報交換をはかる。 
（５）ＤＶ問題や高齢者虐待、自死問題、犯罪被害者支援、障がい者差別解消

や同性パートナーシップ制度に関する条例等、社会動向に注視し権利擁護に関

する調査研究を進め、会員に対する研修や相談会等を開催する。 
これらの活動を充実させるため、引き続き、行政機関や公的機関、各学校教

員など他の機関との連携強化、情報交換などにも努める。 
（６）外国人の権利擁護に関する取組み 
平成３１年４月に施行された出入国管理及び難民認定法により、外国人技能



  

実習生等の来日数が増加し、国内に多くの外国人が在留することが予想される。

そこで、今後、増えることが予想される外国人からの相談について、広島県や

県内各市町において、相談窓口を拡大または新たに設置するところがあること

から、弁護士会とも協働して、司法書士の職能を活かし、問題解決、予防につ

いて広島県及び県内各市町と連携を強化し、活動する。また、外国人からの相

談について、その体制整備や、会員に対する研修や相談会等を開催する。 
 
４ 空き家、所有者不明土地問題への取り組み 
（１） 各市町との連携 
総務省の平成３０年住宅・土地統計調査では、広島県の住宅数は１４３万戸

で、そのうち適切な管理がされず危険な空き家となる可能性が高い「その他の

空き家」は約１１万４千戸と５年前の前回調査から１２．６％増加しており、

今後も、令和１０年には１４万７千戸に増加すると指摘されている（広島県の

令和２年２月広島県空き家対策対応指針）。 
また、国土交通省の国土管理専門委員会「人口減少下の国土利用・管理の検

討の方向性」では、私有地の約２割が所有者の所在の把握が難しい土地に該当

するとされ、相続登記が行われないと今後も増加する見込みと指摘されている。 
それらの問題は、住宅や土地に住んでいた方やその関係者が抱える多様で多

岐にわたる事情から住宅等が活用されず、結果として、空き家や相続登記が行

われない所有者の所在の把握が難しい土地に至ってしまうといった個別的な問

題であり、一方で、人口減少・少子高齢化や登記情報や納税者情報から所有者

が判明しないといった社会的な問題も背景としてある。 
空き家、所有者不明土地問題に対する具体的な取り組みを始めた各市町があ

る中、引き続き司法書士の知見や経験を活かし、問題解決、予防について各市

町や関係機関と連携を強化し、活動をする。 
また、引き続き、各市町の課税課からの相続人調査、森林経営管理法に伴う

相続人調査も見込まれるため対応する。 
なお、制度が軌道に乗った後は、各支部に事業の実施を委ねることを検討す

る。 
（２） 問題についての啓発活動 
 既に発生している空き家、所有者不明土地のみならず、その予防という観点

から、放置することの危険性や相続登記の重要性を、市民や各市町に対し発信

し、その発生を予防するための活動を行う。 
 さらに、所有者不明土地問題の解消等のため、非課税不動産や共有不動産の

相続登記漏れの解消に向け取り組む。 
（３）改正法に関する研究及び情報提供 



  

現在、所有者不明土地の発生を予防するための仕組み及び所有者不明土地を

円滑・適正に利用するための仕組みとして「民法等の一部を改正する法律」及

び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和５

年４月１日より段階的に施行され、土地所有に関する法的問題と相続といった

誰もが経験する法的問題への対応が大きく変わることが見込まれる。市民にと

って必要な情報をタイムリーに提供できるよう努める。 
（４）空き家活用についてのシンポジウム開催に向けた取組み 
公益性を優先した空き家の活用事例について情報を収集し、空き家シンポジ

ウムの開催へつなげていきたい。 
具体的には、域包括ケアシステムの構築等公益性を優先した空き家の活用事

例について情報を収集し、高齢者の生活支援に司法書士がどのように関係諸機

関と連携し関わることができるのかといった新たな取り組みにもつながるよう

取組みたい。 
 
５ その他 
（１）司法書士制度１５０周年記念事業 
今年度「司法書士」は制度１５０周年を迎える。１５０年と長い歴史ではあ

るが、司法書士の業務内容については、まだまだ国民の理解は向上していない

ように思われる。社会事業部としては、上記に関連する事業及び上記以外で、

市民から求められるテーマについて市民公開講座を開催することで国民の権利

擁護のための司法書士制度を定着、存続させるため、社会的認知向上の一助と

する。 
（２）未来につなぐ相続登記への取組み 
広島法務法局と官民一体で「未来につなぐ相続登記推進プロジェクト」を実

施し、相続登記の必要性や相続登記が行われない場合の不利益を市民に訴えか

け、相続登記の促進を図る。また、引き続き、市町と協力し県内各地での講演

会及び相談会を行う。 



令和４年度相談事業部事業計画（案） 

  

１．地域住民のために役に立つ、地域に根ざした活動を行うために、重点事業と

して以下の相談活動を行う。 

（１）相談活動（継続事業）の充実化 

継続して行われている相談活動を中心として相談会を実施する。各地

域で開催される相談会には、各支部の協力のうえ、極力その地域に事務

所を置く会員に担当して頂くようお願いする。 

幅の広い相談体制と様々な市民の求めに応じられる能力を高めるた

め、相談員の資質向上を目指す研修を企画する。 

（２）相談センターの組織整備 

   地域における法的アクセスの充実及び利用しやすい相談体制確立の

ため、既存の各相談センターについて柔軟かつ効率的な相談活動を行え

るよう組織整備を行う。 

各相談センターに付き、引き続き相談体制の改善と相談員の増員を検

討する。 

（３）「相続登記相談センター」に対する体制整備 

    日司連の求めに応じ、かつ、相続登記の促進を図るため設置した「相  

   続登記相談センター」を引き続き相談体制の改善と相談員の増員を検討 

   する。 

（４）被災地及び被災者への相談活動、被災時相談活動の体制整備 

令和３年７月、８月豪雨災害への相談活動を必要に応じて行う。 

災害が発生した際、迅速に対応できるよう、「災害即応相談員」制度の

活用と体制整備を本年度も継続して行う。 

また、被災地における相談活動や被災者からの相談対応及び災害時相

談の対応力向上の研修会を行う。 

（５）特色あるテーマでの相談会の開催、出張相談・出前講座の体制整備 

   「労働問題」や「女性限定」など特色あるテーマでの相談会を実施し、

その他の特色あるテーマでの相談会も検討する。 

   今年度は、日司連、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポー

ト広島県支部と連携して、司法書士制度１５０周年記念事業として、「相

続・遺言相談会」を実施する。 

   また、対外活動として、相談希望者の元へ赴く出張相談や相談活動等

につなげる出前講座を行うための体制整備の検討する。 

（６）巡回法律相談会の開催 

日司連中国ブロック会、各支部、各自治体と連携し巡回法律相談会を

行う。 

  （７）ＩＴ化について 

     日司連において、令和３年１０月よりインターネットを活用した予

約システムが稼働した。当会において、ＷＥＢ予約・ＷＥＢ相談等の導



入を検討する。 

 

 

２．相談活動（継続事業） 

（１）以下の相談会を開催し、また、相談員を派遣する。 

   ① 法の日相談会 

   ② 巡回法律相談 

   ③ よろず相談会 

   ④ 広島市の相談会への相談員派遣 

   ⑤ 人権総合相談への相談員派遣 

   ⑥ 広島市内各区の社会福祉協議会による在宅訪問相談援助事業の実施

に伴う相談員の派遣 

   ⑦ 広島市の行う原爆小頭症患者支援事業への相談員派遣 

   ⑧ 法テラスの相談会への相談員派遣 

   ⑨ 広島商工会議所の専門相談会への相談員派遣 

   ⑩ 東広島商工会議所の専門相談会への相談員派遣 

   ⑪ 行政困りごと特設相談会への相談員派遣 

   ⑫ 北広島町司法書士無料法律相談への相談員派遣 

   ⑬ 各支部相談会 

（２）地方自治体等の相談窓口との連携を深め、法テラスの法律扶助の利用

を含めた相談者の利用増加を図れるよう周知等を行う。必要が生じた場

合、特別相談会・臨時相談会を速やかに開催する。 

 

３．日本司法支援センター（法テラス）事業への協力 

会員を副所長及び情報提供職員、審査員として派遣し、協力する。 

その他民事法律扶助契約司法書士の増加や援助件数の増加を図るなど、司法

書士による民事法律扶助制度の一層の活用を推進する。 

 

４．法的サービスの拡充（継続事業） 

他の事業部と協力して、時宜に応じた相談会を実施して、相談員を派遣する。 

 

５．広島司法書士会調停センターの運営 

 （１）会員及び市民へ向けた周知活動並びに利用促進活動を行う。 

 （２）手続実施者及び調停管理者の育成のための研修会を開催すると同時に

その講師育成と研修教材の作成を行う。 

 

６．中小企業支援に関する事業 

  中小企業支援に向けた活動として、ＨＰ等により関係団体等に企業法務な

どで聞いてみたいテーマを募集し、勉強会などへの派遣等を、他の事業部と連

携して検討する。 

 



 

７．特別相談会・新規相談会の開催 

  日本司法書士会連合会や行政（法務局等）からの要請、又は依頼による相談

会を、時宜に応じ開催する。 

 

８．関係団体との連携 

必要に応じ、下記各関係団体と連携をとって事業を行う。 

（１）公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート広島県支部 

（２）広島司法書士青年の会 

（３）日本司法書士政治連盟広島会 

 

９．その他上記に関連する事業 




