
平成２７年度事業報告 

第１ 事業報告の概要 

１ はじめに 

平成２７年度（以下「今年度」という。）、大阪司法書士会（以下「本会」

という。）は、総会承認を受けた事業計画に基づきながら、時々の情勢に応じ

て執行判断し、柔軟な姿勢で各事業に取り組んだ。 

重点方針の中に掲げた事業（以下「重点事業」という。）のうち、支部活性

化については、研修・相談を中心として各支部において実施された事業の支援

を行い、支部会員の事業参加を促した。司法書士業務の充実については、積極

的な広報活動や関係諸機関との連携・協力のもと、登記業務や裁判業務などの

業務が行いやすくなるよう執務環境の改善・整備に努めた。 

経済情勢は緩やかな回復基調にあるとされる中、司法書士を取り巻く環境は

依然厳しい状況が続いている。本会としても、この執務環境の改善のため、様々

な施策に積極的に取り組んだ。例として、非司法書士行為に厳正に対処するよ

う努めたほか、空き家問題など司法書士業務に関連の深い社会問題にも対応し

た。また、発生した不祥事に適宜対応したほか、不祥事の未然防止のため、会

員に対して注意喚起を行った。 

司法書士には司法書士法上、国民の権利保護に寄与することが求められてお

り、果たすべき役割がある。本会は、これまでもその役割を果たすため、時々

の社会情勢に応じた取組を継続的に行ってきた。今年度は、そのような事業と

して、法改正や空き家問題対策、民事調停事件受任促進などに取り組んだ。 

司法書士業務は、登記・供託業務、裁判関連業務、企業法務、財産管理や成

年後見業務など多岐にわたり、これらには様々な実務的課題が山積している。

本会は、その実務的課題の解決に向けて、関係諸機関との協議や研究会での調

査・研究などを行った。 

これまでの事業取組が奏功し、司法書士は社会の公益的役割の中で一定の評

価を得ている。しかし一方で、職業倫理においては執務の一挙一動が厳しく見

られている。司法書士が信頼される職能であり続けるためには、会員及び本会

の不断の努力が不可欠である。 

本会は、今年度、会員が職責を全うし、国民の負託に応えることができるよ



うに研修受講の環境を整え執務能力の向上を図ることと併せ、法律家として更

なる活躍ができる機会を提供できるよう、以下のとおり事業を展開した。 

２ 重点事業 

（１）支部事業の活性化・拡充 

支部研修及び支部相談・広報事業の推進を支援し、多くの支部会員の参加・

協力を促して支部の活性化を図った。 

ア 他支部の会員が参加可能な支部研修開催をサポートし、支部研修案内を

会員ホームページに掲載し、フクロッポウ・ネットサービスでの告知を行

った。 

イ 平成２７年８月及び平成２８年２月に支部主体の一斉相談会が実施され

た。 

ウ 東支部の尽力により鶴見区において、また阪南支部の尽力により住吉区

において、区役所での司法書士相談が新たに開設された。 

エ 空き家問題対策に関しては、地域連携事業の一つであり、支部と連携協

力して取り組み、空き家問題対策検討委員会の組成のため各支部から委員

の派遣を受けた。 

（２）司法書士業務の充実 

ア 登記制度における司法書士の役割の広報 

今年度も平成２６年度（以下「前年度」という。）に引き続き、本会の

業務や事業及び司法書士制度を積極的にアピールするため、マスメディア

等宣伝媒体を利用した広報を実施した。 

（ア）平成２７年７月に公開された映画「ＨＥＲＯ」（制作：フジテレビジ

ョン、ジェイ・ドリーム、東宝、ＦＮＳ２７社 配給：東宝）とのコラ

ボレーションにより、相談会と関連づけたポスターを制作し、同年７月

下旬から８月初旬までの間、府内の私鉄及び大阪市営地下鉄の主要駅に

掲示した。 

（イ）吹田市・箕面市・八尾市・羽曳野市・富田林市において、固定資産税

等の納税通知書封筒に相続登記は司法書士に、という内容の広告掲載を

行ったほか、平成２８年度（以下「次年度」という。）に使用される大

阪市の納税通知書封筒への広告契約を締結した。 



イ 裁判業務の受任・受託の促進 

（ア）裁判（民事）関係業務等の受任又は受託を促進するための取り組みの

一環として、今年度、民事調停事件受任促進対策ワーキングチームを組

成し、簡裁民事調停事件の積極的な受任を推進することを目的とした事

件類型別の民事調停事件業務資料を完成させた。 

（イ）裁判実務実践ロールプレイ研修を実施した。 

ウ 会員の適正執務の確保 

本会へ寄せられた情報に基づき、会員への事情確認や指導を行った。ま

た、倫理研修を実施するなど適正執務の確保に努めた。 

（３）法務局、裁判所等との関係構築 

ア 裁判所との連絡・情報交換・交流について、平成２８年１月２２日「平

成２７年度家事関係機関と大阪家庭裁判所との連絡協議会」に出席した。

また、大阪家庭裁判所からの後見等事務報告書の提出時期に関する連絡な

ど、裁判所からの連絡事項を会務通信、会員専用ホームページ等を通じて

会員に周知した。 

イ 法務局との連絡・情報交換・交流については、大阪法務局において平成

２７年７月１６日に木曜会を開催し、連絡事項・協議結果を会務通信等に

て周知した。また、相続登記の推進に向けて次年度開催予定のシンポジウ

ム等に関する打合せを行った。 

（４）法改正等への対応 

ア 成年後見制度利用促進法（平成２８年４月８日成立）、民法（債権法・

相続法）、総合法律支援法など、予想されていた複数の法令の改正又は成

立は、今年度は実現しなかったが、情報収集等を行い対応した。引き続き

対応していく。 

イ 司法書士法改正について、日本司法書士会連合会（以下「日司連」とい

う。）執行部は、平成２９年度通常国会への上程を目指す事項として、使

命規定の新設、懲戒制度の改正、法律相談業務の明確化、周旋禁止規定の

新設を掲げることもあり、現状報告と今後の動向について、平成２８年２

月１８日、大阪司法書士政治連盟（以下「政治連盟」という。）と連携し

て「政策要望」「税制改正要望」等と併せて７名の大阪府選出国会議員に



面会して、説明を行った。 

（５）地域連携事業等の社会問題等に対する取組 

社会問題に対しては、とりわけ空き家問題に力を入れて取り組んだ。 

ア 平成２７年４月１６日、東大阪市と空き家問題に関する協定を結び、協

定書の交付を受けた。 

イ 空き家問題対策検討委員会委員が府内３７の自治体を訪問し、地域連携

に向けて行政機関等へ積極的な働きかけを前年度に継続して行い、司法書

士の活用を呼び掛けた。 

ウ 自治体等が主催する市民向けセミナーへの講師、相談員派遣、勉強会へ

の参加等を行った。 

エ 「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な

指針（ガイドライン）（案）」に対するパブリックコメント募集に意見書

を提出した。 

オ 空き家問題の予防及び解決に取り組む司法書士の名簿を作成し、行政等

から事案の依頼を受けた際に紹介する体制を作った。 

カ 平成２７年１１月２７日に空き家問題についての府内自治体職員向けの

研修会を実施し、３４の自治体から７６名に参加いただいた。 

キ 司法書士が相続対策、不動産の管理、処分に役立つ職能であることを周

知するための一般市民向けの空き家問題啓発チラシを作成し、配布した。 

ク 平成２７年１２月２２日推薦依頼に基づき、大阪市空家等対策協議会に

空き家問題対策検討委員会委員を派遣し、平成２８年２月２日協議会に参

加した。 

ケ その他、消費者問題に関して消費生活センターを中心に５か所にセミナ

ー講師を派遣したほか、経済的困窮者問題、自死問題などに関連して、各

所で実施された相談会に相談員として参加した。 

（６）会務運営の一層の円滑化 

ア 会務運営の機構改善に向けて検討を実施した。また、事業部（所）間の

連携、事務局との連絡等を充実させ、会務運営をより一層円滑化する必要

性があり、その対応策として、理事定数の増加、常勤役員制度の設置等を

検討した。 



イ 会員への情報提供としては、会員専用ホームページへの情報掲載をでき

るだけ迅速に行い、メール配信サービスであるフクロッポウ・ネットサー

ビスへの加入促進により、参加者にはメールで会員専用ホームページ更新

情報の提供を行った。 

３ 新規実施事業 

（１）シンポジウム 

ア 新聞協会賞受賞記念シンポジウム 

平成２７年７月１２日、毎日新聞オーバルホールにおいて、本会、公益

社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部（以下「リーガル

サポート大阪」という。）、毎日新聞社の共催によるシンポジウム「認知

症８００万人時代 認知症の人とその家族をどう守るか？」を開催し、定

員３５０名のところ約８００名の申し込みがあり、盛況であった。 

イ 法改正シンポジウム 

平成２７年１１月１日、大阪司法書士政治連盟発足５０周年記念事業に

あわせて、九州大学大学院法学研究院七戸克彦教授を講師として「相続と

登記」をテーマに記念研修会を開催し、１１８名が参加した。司法書士に

関係の深い分野に関わる法改正の動向を睨んだものとなった。 

（２）研修・研究 

ア 民法（債権関係）改正に伴う研修 

成立が待たれる民法（債権関係）改正であるが、今年度は日司連が行っ

た業務研修会の同時配信により研修会を開催した。 

イ 相続法改正の対応 

相続法改正検討ワーキングチームにおいて、検討を行った。 

ウ 裁判実務実践研修修了者によるロールプレイ研修 

前年度に引き続き、大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所の協力のもと裁判

官の派遣を受け、前年度研修修了者を講師とした会員向け研修会を実施し

た。 

エ 外部講師による研修 

今年度も大阪法務局の登記官をはじめ前述の大阪地方裁判所・大阪簡易

裁判所の裁判官、書記官並びに大学教授や専門職の方々を講師とする実践



的な内容の研修会を開催した。 

オ 支部研修の充実 

支部における研修担当者と本会研修所との連絡網を構築することにより、

各支部からの講師派遣要請に応じるなど支部研修の開催をサポートし、情

報交換を行い、充実を図った。 

（３）相談事業 

ア 相談事業の見直し 

（ア）各支部へ運営を委譲している自治体等における相談会について契約書

等の見直しを行った。 

（イ）司法ソーシャルワークの観点からのアウトリーチ型相談を積極的に展

開した。 

（ウ）各相談会場で配布してきた紹介カードを廃止し、より多くの相談者か

ら司法書士が事件を受託できるよう新たに司法書士紹介制度を案内する

チラシを作成した。 

イ 民事法律扶助指定相談場所の指定 

既存の司法書士総合相談センターもしくは新たな相談所を設置して民事

法律扶助指定相談場所の指定を受けることを検討したが、現在も本会相談

事業はすべて相談料無料で行っており、民事法律扶助を利用して無料とす

ることに利用者のメリットが見出せないことや、通常の相談と民事法律扶

助を利用する相談を受付段階で振り分けする必要があるなど、事務手続が

煩雑になることなどの理由から見送ることとした。 

ウ 司法書士総合相談センター 

司法書士総合相談センター堺については、近年の相談者数減少から運営

の見直しが必要であったところ、相談者拡大につなげるため好立地の新築

ビルに移転する契約を行った。平成２８年７月に移転開設予定である。 

（４）非司法書士行為への対応の強化 

ア 他資格者などによる非司行為について、ホームページ、広告等の掲載内

容に関し、文書で照会するなどの対応を実施した。非司行為が疑われるホ

ームページ上での表現について、掲載者に対し是正を求める通知を５件行

い、うち１件で改善が見られた。 



イ 商業・法人登記を中心にした法務局による司法書士法施行規則第４１条

の２に基づく司法書士法等違反に関する調査（非司調査）に協力して対応

した。 

ウ 近畿司法書士会連合会（以下「近司連」という。）が開催した非司担当

者会議に非司法書士排除委員会委員長が出席し、非司行為対策等について

意見交換を行った。 

（５）会員に向けた施策 

ア 会員専用ホームページの充実 

（ア）本会ホームページについては、トップページを中心にリニューアルす

るとともに、スマートフォン対応サイトの構築を行った。 

（イ）会員専用ホームページについては、各会員のマイページの設置に向け、

引き続き検討した。具体的には、研修単位取得状況、業務報告書提出状

況などをマイページの掲載項目とし、入力等間違いのない仕組みになる

ように検討した。あわせて会員専用ホームページへのログインシステム

の変更についても検討した。 

イ 懲戒処分に係る新たな体制の運用 

会則変更（平成２７年１月１日施行）に基づき、量定意見小理事会を設

置して、運用を開始した。 

ウ 会館維持協力金の回収 

会務通信や個別による督促通知を複数回に行い、支払いのない元会員や

会員に対し、訴訟提起して回収を図った。 

 

第２ 事業報告細目 

１ 会員の品位保持のための指導及び連絡に関する事業 

（１）司法書士法違反に関する調査 

ア 大阪法務局からの委嘱に基づき、大阪法務局本局（１０／５・６）、同

北大阪支局（１０／９）、同東大阪支局（１０／７）、同堺支局（１０／

１４）において司法書士法違反に関する調査を行い、同局へ報告した。 

イ 他士業による非司行為が疑われるホームページ上での表現について、掲

載者に対し是正を求める通知を行った。 



（２）会員事情確認及び指導 

７名の会員に対して事情確認及び指導を行った。また、確認後に調査が必

要な事案については会長に報告した。 

（３）綱紀調査案件の対応 

継続事案も含め、綱紀事案５７件に対し綱紀調査委員会を開催し、事案の

調査を行った。(開催回数４７回） 

（４）注意勧告事案の対応 

注意勧告は１０件、会長指導は７件行い、その主な非違行為事案は、預り

金横領、本人・意思未確認、不当誘致などであった。なお、注意勧告小理事

会で注意勧告を行わないと決定した事案は１７件であった。 

（５）量定意見小理事会の運営 

注意勧告を行った事案のうち、平成２７年１月以降に綱紀調査の付託がさ

れた事案（全件調査委嘱制度が適用となる事案）２件について、大阪法務局

へ報告する量定意見について審議決定し、その意見を日司連に報告した。 

（６）登録調査の実施 

新規登録申請者及び変更の登録申請者全員に対し、登録調査委員会にて面

接調査を行い(計５９回)、倫理意識の向上と事故のない執務姿勢を保持する

よう注意を喚起した。また、会員研修会及び公益的活動への積極的な参加を

求めるとともに、会則や執務規則等を遵守するよう求めた。 

（７）会員の年間業務報告調査の実施 

会員に対して､平成２７年分の業務報告書の提出を促し､集計結果を日司連

に報告した。 

（８）各種ハラスメントの対応 

ア 平成２７年８月１８日にセクシュアル・ハラスメント対応相談員の打合

会を開催した。 

イ 平成２８年３月１６日にセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラス

メントに関する研修会を開催し、会員６３名、補助者１名、事務局職員１

６名が参加した。 

ウ 各種ハラスメントに関する相談はなかった。 

２ 会員の執務の指導及び連絡に関する事業 



（１）会員に対する電子メール配信サービスの運営 

ア フクロッポウ・ネットサービスについて、今年度第６６６号から第８０

８号まで１４３回配信した。 

イ 未加入の会員に対し、フクロッポウ・ネットサービスの加入案内を行い、

利用促進に努めた。（平成２８年３月３１日現在１４６９名登録） 

（２）その他、会員の執務の指導及び連絡に関する事業 

ア 業務報告書の未提出会員について、指導のため事務所訪問を実施した。 

イ 多数の補助者証が平成２７年９月に有効期限を迎えることから、継続更

新について会員に周知し、補助者証の更新に対応した。 

３ 日司連が行う司法書士の登録の事務に関する事業 

（１）新入会員への登録証交付式時に、会長及び副会長から入会に際しての諸注

意等を行った。また、支部長及び各関連団体役員も同席し、支部活動や関連

団体の活動内容について説明をするとともに、積極的な参加を呼び掛けた。 

（２）新規入会者及び事務所移転による会員証再発行申請者に対して、速やかに

会員証作成の手配をし、発行した。 

４ 司法書士法人の届出の事務に関する事業 

法人会員の入会・変更・解散等の届出について速やかに処理を行うとともに、

法人会員への所属者や脱退者についての届出が遅滞なく行われるよう注意を払

った。 

５ 相談に関する事業 

（１）司法書士総合相談センターの運営 

司法書士総合相談センター各所において次のとおり無料相談を実施した。 

ア 司法書士総合相談センター北 

相談日時：毎週月～金曜日 午後１時３０分～午後４時３０分 

イ 司法書士総合相談センター堺 

相談日時：毎週月～金曜日 午後１時３０分～午後４時３０分 

ウ 司法書士総合相談泉佐野 

相談日時：毎週水曜日 午後１時３０分～午後４時３０分 

（２）各種相談活動の企画・実施・運営 

ア 司法書士総合相談ホットライン 



分野を限定しない総合的な電話相談として、毎週水曜日の午後１時３０

分から午後４時３０分まで実施した。（相談件数４９６件） 

イ 相続登記手続相談センター 

相続登記に特化した電話相談として毎週火曜日の午後１時３０分から午

後４時３０分まで実施し、各回２名ずつの相談員で対応した。また、司法

書士の紹介を希望する相談者に対しては、名簿に基づき司法書士紹介を行

った。（相談件数２９１件、紹介件数３８件） 

ウ 成年後見常設相談 

今年度も毎週木曜日午後１時から午後４時までの面談相談及び月曜日か

ら金曜日午後１時から午後４時までの電話相談を継続して実施した。(面談

相談１３０件、電話相談７８６件、計９１６件) 

エ 女性とこどものための専門相談 

毎月１回の常設相談１２回、予約相談６回、計１８回の相談会を実施し

た。（平成２８年３月３１日現在、男性相談員７名、女性相談員８名） 

オ 毎月２回、第２・第４水曜日に（夜間）労働トラブル電話相談を開催し

た。（相談件数１８件） 

カ その他の相談活動の企画・実施・運営 

（ア）平成２７年８月１日、２日、３日、８日、９日に府内１１か所にて、

１０支部と協力して「司法書士の日」記念無料法律相談会を実施した。

（相談件数１７５件） 

（イ）平成２８年２月６日、７日に相続登記はお済みですか月間に合わせた

相続登記手続電話相談会を実施し、同月５日、６日、７日、１２日に５

支部、府内４か所において面談相談を実施した。（相談件数７９件） 

（３）支部相談事業の委嘱及び管理 

現在支部に委嘱している相談事業は１１件である。平成２７年６月２２日

から開始した住吉区役所での無料相談については阪南支部、同年１０月から

開始した日本橋献血ルームでの無料相談については南支部に委嘱を行った。 

（４）自治体、他機関、外部団体等の相談事業への協力 

ア 自治体等との契約等に基づく相談員派遣 

府内４９か所での常設相談に、地元支部を中心とした相談員を派遣した。 



イ 日司連司法書士電話相談センターへの協力 

日司連による法テラスからの転送電話による相談について、毎週火曜日

の午前１０時から午後１時まで対応を行った。（相談件数１８２件） 

ウ 法テラスセンター相談との連携 

法テラス大阪地方事務所にセンター相談担当者を毎週水曜日に派遣した。 

エ ホームレス巡回相談との連携 

（ア）巡回相談に６回、各１名の相談員を派遣した。 

（イ）平成２８年２月２３日、ホームレス相談実施に関する懇談会に６名が

参加し、弁護士･大阪府社会福祉協議会・大阪社会福祉士会の方と情報交

換を行った。 

オ その他、自治体、他機関、外部団体等の相談事業への協力に関する事業 

（ア）平成２７年１０月に府内で行われた相談会に、大阪法務局、市役所、

近畿管区行政評価局の要請を受けて相談員を派遣した。 

（イ）平成２７年１０月３１日、大阪労働局が開催した「労働相談会」に相

談員１名を派遣した。 

（ウ）平成２７年１２月１日、自由業団体連絡協議会「第１１回専門家によ

る合同市民無料相談会」に参加し、相談員３名を派遣した。相談総件数

は５９件であり、本会への相談は４件であった。 

（エ）公益社団法人総合紛争解決センターの名称が公益社団法人民間総合調

停センター（以下「民調」という。）に変更されたことに伴い、平成２

７年１２月１日に開催された「民間総合調停センター名称変更記念イベ

ント」の無料法律相談会に相談員を５名派遣した。 

（５）民事法律扶助指定相談場所指定の検討 

指定相談場所について設置を検討したが、見送ることとなった。 

（６）その他、相談に関する事業 

平成２８年１月２８日、羽曳野市からの要請を受けて、生活保護第三者行

為求償事務支援業務における相談員１名を派遣した。 

 

６ 裁判外紛争解決手続の実施に関する事業 

（１）裁判外紛争解決手続の啓発活動 



平成２７年１０月８日、近司連ＡＤＲセンター情報交換会に総合紛争解決

センター対応委員会委員長及び社会事業部長が出席した。 

（２）公益社団法人民間総合調停センターの活動への参画･連携 

ア 民調に対し、和解あっせん人候補者として継続推薦を含めて計３３名を

本会から推薦したほか、理事、監事、運営委員、財務委員に計１４名が出

向した。（参考：民調発足からの総申立受理件数９９９件） 

イ 「民間総合調停センター名称変更記念イベント」に関し、イベント実行

委員として２名が参加し、イベント当日には本会からも多数出席した。 

７ 研修に関する事業 

（１）研修事業の企画及び運営 

ア 会員研修 

職務能力を向上させることを目的とし、外部講師・内部講師により３３

回にわたり会員研修会を実施した。 

イ 倫理研修 

平成２７年１１月１８日、「司法書士倫理について」をテーマに会員研

修会を実施した。 

ウ 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を実施した。そ

の内容は集合研修７日間（受講者５８名）、配属研修２０日間（受講者３

名）であった。 

エ 簡裁訴訟関係業務等代理能力認定対策 

平成２７年４月２３日、簡裁訴訟代理等能力認定模擬考査を実施した。

過去の簡裁訴訟代理等能力認定考査問題等を参考に同様の形式で問題を作

成し、５月２１日にその解説を行った。 

（２）研修教材の作成及び選定 

今年度は行わなかった。 

（３）研修情報の収集及び分析 

今年度は行わなかった。 

（４）研修制度の研究及び開発 

平成２８年１月１６日、日司連主催の業務研修会を本会会館において同時



配信研修として実施した。 

（５）研修講師の養成 

ア 講師養成研修 

今年度は行わなかった。 

イ 伝達講師等のための外部研修派遣 

今年度は行わなかった。 

（６）会員の職務遂行能力及び職務倫理の維持向上のための調査及び研究 

ア 研究部門における研究活動 

（ア）家族法の研究及び成果の発表 

ａ 家族法研究会を１１回開催した。（うち研究発表を８回実施） 

ｂ 研究成果を会員専用ホームページに掲載した。 

ｃ 平成２８年２月１３日、近司連と共催で、家族法研究会研究発表会

「超高齢化社会と家族法の役割～私たち司法書士の挑戦～」を開催し

た。 

（イ）会社法の研究 

ａ 会社法研究会を７回開催した。 

ｂ 業務資料の作成に向けて内容を協議した。 

イ 大学との学術交流 

近司連が大学と学術提携して設置している研究会〔ＡＤＲ分野研究会（大

阪大学）、成年後見分野研究会（大阪大学）、消費者法分野研究会（甲南

大学）、企業法務分野研究会〕に研究員を推薦し運営に協力した。 

ウ 調査結果の公表及び研究成果の発表 

前記ア（ア）ｂ、ｃに記載のとおり 

８ 業務関係法規の調査及び研究に関する事業 

（１）業務関係法規の調査及び研究 

今年度は行わなかった。 

（２）本会事業推進のためのワーキングチーム又はプロジェクトチームの組成 

ア 相続法改正検討ワーキングチームを組成した。 

イ 民事調停事件受任促進対策ワーキングチームを組成した。 

（３）法規に関するパブリックコメント等の対応 



ア 平成２７年８月１０日に公示された「不動産登記規則等の一部改正（案）

の概要」について、平成２７年９月８日、法務省民事局民事第二課へ意見

書を提出した。 

イ 平成２８年１月２９日に公示された「商業登記規則等の一部を改正する

省令案」について、平成２８年２月２６日、法務省民事局商事課へ意見書

を提出した。 

（４）外部研究会等への参加・学識経験者等の招請 

ア 平成２７年６月２２日、相続法改正に関する勉強会に大阪大学大学院床

谷文雄教授を招き、相続法改正動向についての解説を受けた。 

イ 平成２７年１１月７日、日本家族〈社会と法〉学会主催第３２回学術大

会に４名が参加した。 

９ 業務関係図書及び用品の購入のあっせん、はんぷに関する事項 

会務通信で図書室新着図書を案内し、大阪司法書士協同組合（以下「協同組

合」という。）があっせんする図書の案内を行った。 

１０ 福利厚生に関する事業 

（１）各種媒体を用いた会員への情報提供 

ア 毎月会務通信を発行した。奇数月は電子版を配信し、偶数月は冊子版を

奇数月の分と併せて郵送した。また、会員専用ホームページにも掲載した。 

イ 基本通達等の会員へ提供すべき情報について、会員専用ホームページに

掲載し、フクロッポウ・ネットサービスにより会員に周知した。また､業務

資料、会員の異動状況及び支部の活動状況等について会務通信に掲載した。 

（２）会報の編集及び発行 

会報大阪ＰＯＮＴＥ第１８０号､第１８１号を発行した｡あわせて会員専用

ホームぺージに掲載した。 

（３）会員名簿の整備 

平成２７年９月１日現在で会員名簿を編集し発行した。前年度同様､冊子で

の会員への配布は行わず、会員専用ホームページに会員名簿を掲載した。 

（４）司法書士会関連法規集の発行 

会則、規則、規程等の変更について、会員専用ホームページに掲載の関連

法規集を更新した。 



（５）その他、会員の福利厚生に関する事業 

協同組合主催の福利厚生事業（支部親睦ソフトボール大会、支部対抗ゴル

フ大会等）の案内を掲載した協同組合作成の伝言板コーナーを会務通信に同

封して会員に送付及び配信し、また、会報大阪ＰＯＮＴＥに上記福利厚生事

業についてのレポートを掲載した。 

１１ 業務の改善に関する事業及び業務のための調査に関する事業 

（１）法務局との連絡･情報交換・交流 

ア 木曜会 

平成２７年７月１６日、大阪法務局において木曜会を開催した。連絡事

項・協議結果については、会務通信、会員専用ホームページ等にて周知し

た。 

イ 登記事務連絡会 

各支部で開催された登記事務連絡会への助成等を行った。 

ウ 登記実務研究会 

（ア）平成２８年２月１７日、不動産登記実務研究会を開催した。 

法務局出席者６名 本会出席者７名 

（イ）平成２８年２月１８日、商業・法人登記実務研究会を開催した。 

法務局出席者７名 本会出席者７名 

（２）裁判所との連絡･情報交換・交流 

平成２８年１月２２日「平成２７年度家事関係機関と大阪家庭裁判所との

連絡協議会」に２名が出席した。 

（３）市区町村関係部局等との地域連携策に関する意見交換会 

平成２７年１１月２０日「平成２７年度自殺対策官民協働ブロック会議」

に参加した。 

（４）登記・供託業務等に関する取組 

ア 平成２８年２月１７日に不動産登記実務研究会、平成２８年２月１８日

に商業法人登記実務研究会を開催した。 

イ 会員専用ホームページの登記事務連絡会データベースの更新を行った。 

（５）裁判（民事・家事）関係業務等に関する取組 

民事調停事件受任促進対策ワーキングチームを組成し、資料の作成を行っ



た。この資料は次年度に全支部において実施予定の研修会でも使用する。 

（６）少額裁判報酬助成制度 

申込件数合計１２件、助成希望額合計は２５万円、助成支給額合計は２１

万円であった｡ 

（７）企業法務等に対する取組 

平成２７年１１月４日「日司連商業登記・企業法務推進のためのブロック

会別担当者会議」に２名が出席した。 

（８）司法書士法施行規則３１条業務ほか周辺業務に関する取組 

平成２８年２月１８日、官公署等を訪問し、企業法務支援について意見交

換した。 

（９）その他、業務の改善に関する事業及び業務のための調査に関する事業 

ア 中小企業支援業務に関する取組として、司法書士の企業法務分野の知識

向上及び人材育成、中小企業に特化した専門相談員の育成及び名簿作成を

目的とし、会員に対する中小企業分野のシリーズ研修（３回）を実施した。 

イ 本会の中小企業支援業務の対外広報ツールとして、クライアントに対す

る配布物の一案である「中小企業支援業務推進委員会だより」を発行した。 

１２ 司法書士業務賠償責任保険及び司法書士会業務賠償責任保険に関する事業 

賠償責任保険の支払に関する審議と給付について、事故処理委員会において、

給付申請事案を審議の上、給付請求を行った。 

１３ 統計に関する事業 

日司連の「破産・個人民事再生手続における運用実態調査アンケート」に協

力した。 

１４ 講演会及び講習会等の開催に関する事業 

（１）法教育活動の普及及び実践 

ア 高校生法律教室 

府内の高校等３２校に対し、高校生等法律講座を行った。講座対象人数

は４３９３名、参加司法書士は延べ２２名であった。 

イ 親子法律教室 

平成２８年３月６日、小学校４・５年生及びその保護者を対象とする「親

子法律教室」を開催した。法教育教材「解釈のちから」を使用し、世の中



の「きまり」について、様々な見地から良いきまりなのか、悪いきまりな

のかをグループワーク形式で行った。参加人数は３１組６１名であった。 

（２）新聞協会賞受賞記念シンポジウム 

第１ 事業報告の概要・３ 新規実施事業（１）ア記載のとおり 

（３）法改正シンポジウム 

第１ 事業報告の概要・３ 新規実施事業（１）イ記載のとおり 

１５ 広報活動に関する事業 

（１）マスメディア等宣伝媒体を利用した広報 

第１事業報告の概要・２重点事業（２）アに掲げた広報のほか、以下のよ

うな広報活動を展開した。 

ア 平成２７年７月２７日付産経・毎日・読売新聞、同月２８日付朝日新聞

に「司法書士の日」無料相談会の新聞広告を掲出した。 

イ 平成２８年２月１日付毎日新聞、同月２日付朝日新聞に相続登記等相談

会の新聞広告を掲出した。 

ウ スポンサー契約をしているラジオ大阪「土曜情報スタジオ」に会員が出

演し広報を行った。放送は毎週土曜日の午後８時～９時。 

エ 近司連と各近畿単位司法書士会共同でテレビＣＭを制作し平成２８年２

月１日から２９日に毎日放送で放映した。また、本会ホームページへも掲

載した。 

オ 大阪市営バス側面に相談センターのシート広告を掲載（継続）した。 

カ 大阪市営バス車内に総合相談センターの広告を掲載（継続）した。 

キ 地下鉄谷町四丁目駅の駅周辺案内図に会館の案内を掲示（継続）した。 

ク 京阪天満橋駅構内の司法書士総合相談センターの広告看板を掲示（継続）

した。 

ケ 南海高野線堺東駅の駅周辺案内図に、総合相談センター堺の案内を掲示

(継続)した。 

コ 天神祭（平成２７年７月２４日・２５日）のうちわに広告を掲載し、６

０００本配布した。 

サ 前年度に制作発注していたノベルティグッズ（液晶クリーナー、ハンド

タオル）が完成し、高校生一日司法書士、親子法律講座等の各種行事等で



配布した。 

シ 八尾コミュニティ放送局ＦＭちゃおの協賛をした。 

ス 関西消費者協会発行の｢消費者情報｣(平成２７年１１月号)に名刺広告を

掲載した。 

セ 対外広報誌フクロッポウＮＥＷＳの２３・２４号を発行した。あわせて

本会ホームページにも掲載した｡各号のテーマと発行日は以下のとおりで

ある｡ 

２３号：平成２７年１０月１５日発行 

特集テーマ シリーズ無縁社会 第１回「無縁社会」に知って 

おきたい家族法のメリットと問題点 

２４号：平成２８年３月３１日発行 

特集テーマ シリーズ無縁社会 第２回迫り来る「空き家問題」 

に私たちはどう向き合うべきか 

（２）「司法書士の日」一日司法書士の実施 

平成２７年８月３日､司法書士の日記念事業として｢高校生一日司法書士｣

を実施した。３高校（大阪聖母女学院高等学校、プール学院高等学校、大阪

府立春日丘高等学校）から合計７名の高校生が参加した。 

（３）インターンシップ学生等の受入れ 

大学コンソーシアム大阪から要請があり､７大学（大阪市立大学、大阪経済

大学、大阪経済法科大学、大阪樟蔭女子大学､関西大学、四天王寺大学、摂南

大学）から合計７名の学生を受け入れた。 

（４）新年賀詞交歓会の開催 

平成２８年１月１８日、ホテル日航大阪にて政治連盟､一般社団法人大阪公

共嘱託登記司法書士協会（以下「公嘱」という。）、リーガルサポート大阪､

協同組合との共催で新年賀詞交歓会を開催した。２３１名（来賓５６名、会

員１７５名）が出席した。 

（５）その他、広報活動に関する事業 

ア 平成２８年２月１９日、記者懇談会を開催した。朝日新聞社、毎日新聞

社、読売新聞社、大毎広告株式会社から合計６名の参加があった。 

イ 平成２７年１０月６日、島根県立出雲高等学校の１年生を対象とした関



西研修事業（企業・事業所研修）に対応した。 

ウ マスコミからの取材に対応した。 

１６ 会員の業務に関する紛議の調停に関する事業 

（１）紛議調停の運営 

紛議案件について紛議調停委員会を開催した。（事案３件中、成立１件、

取下げ１件、不成立１件） 

（２）市民窓口の運営 

計１７回の苦情対応窓口活動を行い、計２６件の相談を受付けた。必要に

応じて、対象会員への通知文書の発送(９件)を迅速に行った。 

１７ 本会及び会員に関する情報の公開に関する事業 

情報公開関連諸規定に基づき、情報を公開した。 

１８ 公共嘱託登記の受託推進に関する事業 

公共嘱託登記の受託推進へ向けて協力した。 

１９ 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 

（１）会員による公益的活動の推進 

公益的活動に関する規則・規程に基づき、会務通信及びフクロッポウ・ネ

ットサービスにより活動報告の提出についての周知を徹底した。 

（２）社会問題、人権問題等に対する取組 

ア 空き家問題 

第１ 事業報告の概要・２ 重点事業（５）記載のとおり 

イ 生活困窮者問題 

（ア）平成２８年２月２５日に「生活困窮者自立支援法について」をテーマ

に研修会を開催した。 

（イ）経済的困窮者に対する法律支援事業として、４件の出張法律相談を行

い、生活保護申請への同行に対して報酬助成を行った。 

（ウ）以下のとおり、地域連携推進委員会委員を関係機関主催の学会､研修会､

事例検討会へ派遣した。 

ａ 平成２７年１０月２４日､２５日「第３５回全国クレサラ・生活再建

問題対策協議会被害者交流集会」 

ｂ 平成２７年１１月７日、８日「第２回生活困窮者自立支援全国研究



交流大会」 

ｃ 平成２７年１１月１７日「大阪府人権協会泉州ブロック 相談事例

研究会」 

ｄ 平成２７年１１月２４日「大阪府人権協会北摂ブロック 相談事例

研究会」 

ｅ 平成２８年２月２日「平成２７年度大阪府人権協会 大阪相談フォ

ーラム」 

ｆ 平成２８年２月１１日「生活困窮者自立支援シンポジウム」 

ウ 消費者問題 

（ア）以下のとおり、消費者問題対策委員会委員を講師として派遣し、消費

者問題に関する研修会を開催した。 

ａ 平成２７年１２月８日 高槻市消費生活センター 

ｂ 平成２８年１月２２日 吹田市役所 

ｃ 平成２８年１月２６日 箕面市役所 

ｄ 平成２８年２月２３日 寝屋川市消費生活センター 

ｅ 平成２８年３月２２日 羽曳野市役所（地域連携推進委員会と合同） 

（イ）以下のとおり、消費者問題対策委員会委員をシンポジウム・研究会等

へ派遣した。 

ａ 平成２７年６月２０日「ＫＣ‘ｓ２０１５年度通常総会及び１０周

年記念総会シンポジウム」 

ｂ 平成２７年６月２３日「不招請勧誘規制を求める関西連絡会」 

ｃ 平成２７年９月４日「第１４回近畿電気通信消費者支援連絡会」 

ｄ 平成２７年１０月６日「スマートフォン時代に対応した青少年のイ

ンターネット利用に関する連絡会第３回定期総会」 

ｅ 平成２７年１０月２４日、１０月２５日「第３５回全国クレサラ・

生活再建問題被害者交流会、第１４分科会」 

ｆ 平成２７年１１月２２日「ストップ！迷惑勧誘シンポジウムｉｎ滋

賀」 

ｇ 平成２７年１２月５日「ＫＣ‘ｓ１０周年記念シンポジウム」 

ｈ 平成２８年１月１４日「消費者行政の充実・強化への期待」 



ⅰ 平成２８年１月２７日「第１５回近畿電気通信消費者支援連絡会」 

ｊ 平成２８年２月２０日「平成２７年度日司連消費者問題リレー報告

会」 

ｋ 平成２８年２月２６日「青少年の安心・安全なインターネット利用

に関するシンポジウム」 

エ 自死問題 

関係機関との連携関係を構築するための取り組みとして以下の活動を行

った。 

（ア）平成２７年９月１０日､９月２２日、１１月８日、１２月１４日、平成

２８年３月２日に堺市、大阪府総合労働事務所、堺公共職業安定所との

共催により「くらしとこころの総合相談会」を実施した。 

（イ）医療機関、保健所等からの要請に基づき､自殺未遂者、精神障がい者等

を対象とした出張相談を行った。 

（ウ）平成２８年３月２７日に泉大津市役所の自殺対策強化月間に向けた講

演会に講師を派遣した。 

オ その他、社会問題、人権問題等に対する取組に関する事業 

（ア）平成２７年６月３０日「大阪労働相談･個別労働紛争解決制度関係機関

関連協議会」に会員２名を派遣した。 

（イ）平成２７年１０月１日に「第５８回人権擁護大会・シンポジウム」に

地域連携推進委員会委員を派遣した。 

（ウ）平成２８年３月２２日に羽曳野市役所で消費者問題対策委員会が開催

した研修会に地域連携推進委員会委員を講師として派遣した。 

（エ）大阪アディクションセンター事業の趣旨に賛同し、大阪府依存症対策

推進協議会に参画した。 

（３）法改正に関する取組 

第１ 事業報告の概要・２ 重点事業（４）記載のとおり 

（４）災害復興支援に関する活動 

ア 大阪府下避難者支援団体等連絡協議会（通称：ホッとネットおおさか）

に参加し、情報収集・交換を行った。 

イ 被災地での相談活動については、引き続き近司連に設置されている東日



本大震災対策本部と連携し対応した。 

（５）民事法律扶助の利用促進 

ア 民事法律扶助契約司法書士が４０名増加し、５６０名（うち法人２１）

となった。 

イ 民事法律扶助に関する情報を会務通信等を通じて会員に周知した。 

ウ 法テラス大阪に副所長、審査副委員長、審査委員、窓口対応専門職員を

派遣した。 

エ 法テラス大阪にセンター相談担当者を毎週水曜に派遣した。 

オ 平成２７年１１月１８日、法テラスに関する研修会を実施した。 

カ 平成２８年１月２９日に３名、２月２２日に２名が日本司法支援センタ

ー大阪地方協議会に参加した。 

２０ その他本会の目的を達成するために必要な事業 

（１）会費滞納者への対応 

３か月ごとに滞納者へ通知を行った。 

（２）会館維持協力金の徴収及び管理 

未納付の会員及び元会員に対して督促通知の発送及び大阪簡易裁判所への

提訴の結果、１０１名から合計１６５９万５０００円の納付があった。 

（３）会館の維持及び管理 

ア 会館２階及び３階の男女トイレの改修工事を実施した。 

イ 会議及び研修会等で使用する椅子の入れ替えを実施した。 

（４）役員等選挙の実施・綱紀調査委員の選任 

ア 平成２７年５月２３日開催の第１３０回定時総会にて､役員等任期満了

に伴う改選につき選挙を実施した。 

イ 同総会にて綱紀調査委員選任規則第２条及び第３条に基づき、各支部か

ら推薦された綱紀調査委員の選任を行った。 

（５）筆界特定制度への対応 

筆界特定五者協議会に参加し、法務局に対し筆界特定委員の推薦を行った。 

（６）大阪司法書士会史第４巻の編さん作業 

第４巻の発行に向けて資料収集を行った。 

（７）関連団体等との交流及び委員等の推薦依頼に基づく会員の推薦 



ア 平成２７年７月８日、平成２８年２月１０日に政治連盟と協議会を開催

した。 

イ 平成２７年７月７日、平成２８年２月９日に公嘱と協議会を開催した。 

ウ 平成２７年７月７日、平成２８年２月１０日に協同組合と協議会を開催

した。 

エ 平成２７年７月８日、平成２７年１２月１５日にリーガルサポート大阪

と協議会を開催した。 

オ 平成２７年７月７日、平成２８年２月９日に大阪青年司法書士会と協議

会を開催した｡ 

カ 外部委員等の推薦を行った。 

（８）他の司法書士会はじめ友好諸団体等との交流 

ア 平成２７年１０月１６日、東京司法書士会と協議会を開催し、全体会議

及び担当部署別の協議を行った。 

イ 平成２７年１１月１９日、大阪土地家屋調査士会と協議会を開催した。 

ウ 平成２７年１１月２６日から２８日、日司連主催の第１２回日韓学術交

流研究会に会長が参加し、親交を温めた。 

（９）本会関連法規の改正 

会則及び諸規則・諸規程等の改正及び検討を行った。 

以上 


