
令和３年度事業概要報告

　令和３年度も、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらの事業運営となったが、工夫し

ながら可能な範囲での事業を行った。

　民法・不動産登記法等が改正され、相続登記等の義務化が現実のものとなった。法制度改正に関

する研修会を開催するとともに、テレビ番組や町報の企画に役員が参加する等の広報活動に努め、

住民の皆様への意識付けを行った。

　研修会は、ＷＥＢを利用して会員事務所から参加できる方法と、集合で参加できる方法を使い分

けながら開催し、会員の執務向上に役立てた。なお、１会場での参加者が増えすぎるのを防ぐため、

　新たに購入したパソコンを活用して、複数の会場を設けて開催した。

　また、永年据え置かれていた委員の日当について検討し、次年度から増額適用できるよう、そし

て、日司連の特別会費に合わせた会費値下げについて、準備を進めた。

　この他、各部・委員会とも例年実施している各種事業を可能な限り、継続して実施した。

　最後に、いずれの事業にも会員各位に協力をいただき、改めて感謝を申し上げる。

【総務・財務部】

１．会員の品位保持のための指導として、定時総会時に倫理綱領の唱和を行った。

２．法務局・日司連等からの通知等を配布し、必要な情報を会員へ伝達した。

３．経費の節減に努め、健全財政の維持を図った。

４．会館の有効かつ適正な運営管理に努めた。

５．事務局の負担軽減に努めた。

６．会員名簿、役員名簿を発行した。

７．会員証、補助者証を発行した。

８．会則改正（会費の値下げ）について検討した。

９．法人向け補助者証の記載事項の修正を検討した。

10．災害時の会員の連絡先名簿の更新をした。

11．「司法書士会員証及び司法書士徽章に関する規程」の改正について検討した。

12．事務局のＰＣ、ネットワーク等のトラブルに対応するためのサポート契約について検討した。

13．事務局の複合機新機種購入契約について検討した。

14．「旅費規程」の改正について検討した。

15．相談員の日当の見直しについて検討した。

16．「事務局職員執務細則」（簿書保管年数）の見直しについて検討した。

17．本会・政連・リーガルサポート・公嘱協会・青年会との五者協議会を、令和３年11月６日にＷ

ＥＢ会議で開催した。

18．鳥取地方法務局、鳥取県土地家屋調査士会との三者協議会を、令和３年11月10日に鳥取地方法

務局で開催した。



【企画広報部】

１．制度及び活動広報

⑴　主に、２月の「相続登記はお済みですか月間」の広報を目的として、市町村報、県政だより、

日本海新聞に有料広告を掲載した。

⑵　当会ホームページの管理を行った。

⑶　マスコミからの取材へ対応した。

２．高校生のための法律教室

⑴　鳥取県立鳥取緑風高校

　　令和３年12月６日（月）　１教室（３年生）

　　講師／本郷貴大会員

⑵　鳥取県立岩美高等学校

　　令和３年12月21日（火）　３教室（３年生）

　　講師／松尾貴彦会員、本郷貴大会員、永美勝正会員

⑶　鳥取県立米子高等学校（リモート）

　　令和４年１月31日（月）　４教室（３年生）

　　講師／鹿島康裕会員

３．公民館、社会福祉協議会等へ講師を派遣した。

４．所有者不明土地及び空き家問題に関する下記の協議会等へ参加した。

⑴　鳥取地方法務局・未来につなぐ相続登記推進プロジェクト

⑵　鳥取県・とっとり空き家利活用推進協議会

⑶　鳥取県・空き家対策協議会

〈講師派遣〉
主催者：八頭町社会福祉協議会

講　師：松本　大司

テーマ：やさしい相続講座

開催日：９月30日（木）

場　所：八頭町社会福祉協議会八東支所

参加者：11名

主催者：鳥取県公益活動研究会

講　師：谷口　　毅

テーマ：民事信託の基礎知識と成年後見制度の比較

開催日：11月９日（火）

場　所：エキパル倉吉

参加者：35名



主催者：米子市福市10区

講　師：東　　洋祐

テーマ：トラブルにならない相続のお話

開催日：11月20日（土）

場　所：福市10区集会所

参加者：16名

【研　修　部】

Ⅰ　以下の研修会を企画、実施した。

　１．綜合研修会

　　　新型コロナウイルス感染予防のため、検討の結果開催中止を決定。

　２．第１回法令実務研修会（受講者数32名）

　　　 「法務局における遺言書の保管等に関する法律の解説」

　　　　日　程／令和３年５月15日（土）

　　　　会　場／日司連研修総合ポータルライブラリＷＥＢ配信（各会員事務所など）

　　　　講　師／日司連遺言書の保管制度への対応プロジェクトチーム座長

　　　　　　　　京都司法書士会　内藤卓会員

　　　第２回法令実務研修会（受講者数32名）

　　　 「基礎から学ぶ電子契約」

　　　　日　程／令和３年10月23日（土）

　　　　会　場／日司連によるＷＥＢ同時配信（２会場）

　　　　　　　　鳥取会場：白兎会館　　米子会場：米子コンベンションセンター

　　　　講　師／日司連常任理事　広島司法書士会　陰山克典会員

　　　　　　　　宮内・水町ＩＴ法律事務所　宮内宏弁護士

　　　第３回法令実務研修会（受講者数45名）

　　　 「株式管理の問題点と実務対応」

　　　　日　程／令和３年11月20日（土）

　　　　会　場／日司連によるＷＥＢ同時配信（２会場）

　　　　　　　　鳥取会場：白兎会館　　米子会場：米子ワシントンホテルプラザ

　　　　講　師／東京司法書士会　尾方宏行会員

　　　第４回法令実務研修会（受講者数54名）

　　　 「令和３年民法・不動産登記法等改正と実務への影響」

　　　　日　程／令和４年３月５日（土）

　　　　会　場／ＷＥＢ同時配信（３会場及び各会員事務所など）

　　　　　　　　鳥取会場：白兎会館　　倉吉会場：ホテルセントパレス倉吉　　

　　　　　　　　米子会場：米子コンベンションセンター

　　　　講　師／群馬弁護士会　荒井達也弁護士



　３．第１回裁判実務研修会（受講者数38名）

　　　 「実践！司法書士の債権回収〜裁判手続きに拠らない債権回収の技術〜」

　　　　日　程／令和４年１月22日（土）

　　　　会　場／日司連によるＷＥＢ同時配信（２会場）

　　　　　　　　鳥取会場：白兎会館　　米子会場：ホテルハーベストイン米子

　　　　講　師／東京富士法律事務所・第二東京弁護士会　権田修一弁護士

　４．第１回成年後見研修会（受講者数51名）（リーガルサポート鳥取支部との共催）

　　　 「任意代理・任意後見・死後事務委任契約の実務」

　　　　日　程／令和３年12月11日（土）

　　　　会　場／ＷＥＢ同時配信（２会場）

　　　　　　　　鳥取会場：白兎会館　　米子会場：ホテルハーベストイン米子

　　　　講　師／リーガルサポート東京支部　東京司法書士会　上山浩司会員

　５．中国ブロック会一般会員研修会（同時配信・受講者数13名）

　　　 「デジタル遺産に関する相続関連実務」

　　　　日　程／令和３年11月13日（土）

　　　　会　場／中ブロによるＷＥＢ配信（各会員事務所など）

　　　　講　師／弁護士　北川祥一氏
　６．地区研修会

　　　 〔東　部〕（受講者数９名）

　　　　ＤＶＤ研修「日司連中央研修会　本人確認情報の現状と展望」

　　　　日　程／令和４年３月25日（金）

　　　　会　場／白兎会館

　　　　講　師／日司連理事・明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授　湯淺墾道氏

　　　　　　　　日司連不動産登記法改正等対策部　西澤英之委員

　　　 〔中　部〕（受講者数８名）

　　　　ＤＶＤ研修「日司連中央研修会　本人確認情報の現状と展望」

　　　　日　程／令和４年３月19日（土）

　　　　会　場／ホテルセントパレス倉吉

　　　　講　師／日司連理事・明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授　湯淺墾道氏

　　　　　　　　日司連不動産登記法改正等対策部　西澤英之委員

　　　 〔西　部〕（受講者数19名）

　　　　ＤＶＤ研修「日司連中央研修会　本人確認情報の現状と展望」

　　　　日　程／令和４年３月25日（金）

　　　　会　場／米子コンベンションセンター

　　　　講　師／日司連理事・明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授　湯淺墾道氏

　　　　　　　　日司連不動産登記法改正等対策部　西澤英之委員



　７．年次制研修会（受講対象16名中16名、新入会員１名）

　　　日司連作成プログラムに従い、ＤＶＤ集合研修およびグループディスカッションを行う。

　　　日　程／令和３年10月30日（土）

　　　会　場／ホテルセントパレス倉吉

　８．新入会員研修

　　　日　程／令和４年３月26日（土）

　　　会　場／ホテルセントパレス倉吉

　　　受講者／森本浩志会員、廣澤知足会員

　　　講　師／山本健一会長、本郷貴大副会長、前田昭人副会長、長田安弘副会長、

　　　　　　　鹿島康裕研修部副部長

Ⅱ　研修単位認定

　　研修受講実績（会員数88名・中途入会者退会者を除く）

　　　12単位達成者　計73名　（達成者率82.9％）

　　　　東部　26名　（達成者率72.2％）

　　　　中部　11名　（達成者率78.5％）

　　　　西部　36名　（達成者率94.7％）

　　　未達成者（ゼロ単位者を除く）　計７名

　　　　東部　４名

　　　　中部　２名

　　　　西部　１名

　　　ゼロ単位者　計８名

　　　　東部　６名

　　　　中部　１名

　　　　西部　１名

Ⅲ　日司連への講師派遣

　　日司連中国ブロック会新人研修

　　日　程／令和４年１月８日（土）〜 15日（土）

　　会　場／広島司法書士会館及びＷＥＢ

　　派遣講師／曽田和男会員、長田安弘会員、鹿島康裕会員、谷口毅会員

【相談センター】

１．相談会実施事業

　⑴　常設電話相談

　　　平日13時〜 16時に実施

　⑵　常設面談相談会

　　　コロナ感染拡大防止のため中止

　　　（例年は、東部・中部・西部各地区で月１回、無料面談相談を実施）



　⑶　法務局、他士業との合同相談会

　　①　法務局にて登記相談会

　　　　コロナ感染拡大防止のため中止

　　　　（例年は、鳥取本局、米子支局で毎月１回、面談相談会を実施）

　　②　鳥取県士業団体連絡協議会「暮らし・経営なんでも相談会」

　　　　コロナ感染拡大防止のため中止　（例年は年１回開催）

　⑷　日司連、中国ブロック会主催の相談事業に協力

　　①　中国ブロック会中国５県縦断法律相談会

　　　　令和３年11月27日（土）　10時〜 16時　若桜町公民館

　　　　相談員３名派遣　相談者４名

　　②　中国ブロック会島しょ部一斉法律相談会

　　　　コロナ感染拡大防止のため中止（例年は２月〜３月に開催）

２．相談員派遣事業

　⑴　とっとり空き家利活用推進協議会主催の相談会

　　①　「空き家・空き土地及び不動産こまりごと無料相談会」

　　　　東部会場　令和３年６月９日（水）　13時〜 16時　とりぎん文化会館　２名派遣

　　　　　　　　　令和３年11月９日（火）　13時〜 16時　とりぎん文化会館　２名派遣

　　　　中部会場　令和３年６月11日（金）　13時〜 16時　倉吉未来中心　　　２名派遣

　　　　　　　　　令和３年11月12日（金）　13時〜 16時　倉吉未来中心　　　２名派遣

　　　　西部会場　令和３年６月10日（木）　13時〜 16時　ユウベルプラザ　　２名派遣

　　　　　　　　　令和３年11月11日（木）　13時〜 16時　ユウベルプラザ　　２名派遣

　⑵　自治体主催の相談会

　　①　鳥取行政監視行政相談センター主催「合同行政相談会」

　　　　東　　部　令和３年10月18日（月）　13時〜 16時　とりぎん文化会館　２名派遣

　　　　中　　部　令和３年10月20日（水）　13時〜 16時　倉吉未来中心　　　１名派遣

　　　　西　　部　令和３年10月25日（月）　13時〜 16時　米子市文化ホール　２名派遣

　　②　鳥取県消費生活センター主催「多重債務相談キャンペーン」

　　　　令和３年12月13日（月） 〜 17日（金）　13時〜 16時

　　　　各日の電話相談員が担当

　　③　米子市空き家相談会

　　　　令和３年10月26日（火）　13時〜 16時　米子市立図書館　１名派遣

　　④　境港市空き家相談会

　　　　令和４年２月11日（金・祝）　 13時〜 16時　境港市役所　２名派遣

　⑶　鳥取地方法務局主催

　　①　長期相続登記未了土地相談会

　　　　令和３年12月２日（木）　鳥取地方法務局本局　４名派遣（午前２名・午後２名）



　⑷　鳥取県との「空き家対策に係る協定」に基づく空き家相談　

　　①　面談相談　　令和３年11月17日（水）　１名派遣　境港市　

　　　　　　　　　　令和３年11月22日（月）　１名派遣　若桜町

　　②　メール相談　米子市、境港市、倉吉市　計３件

【調停センター】

１．調停実績

　⑴　問い合わせ件数　　３件

　⑵　申込件数　　　　　０件

　⑶　調停実施件数　　　０件

　⑷　合意成立件数　　　０件

２．広報活動

　　リーフレットを各会員へ配布し、相談者へのＰＲを呼びかけた。

３．研修の実施

【月報編集委員会】

１．月報を毎月１回、年12回発行した。

２．当会、日司連、ブロック会、その他の会議・活動報告等を掲載し、各種情報のタイムリーな伝

達に務めた。

【非司法書士排除委員会】

１．非司法書士実態調査を以下の日程にて行い、法務局に報告書を提出した。

　⑴　東部　12月２日（木）　８名

　⑵　中部　12月３日（金）　４名

　⑶　西部　12月７日（火）　６名

【登録調査委員会】

１．以下のとおり、登録調査面談をおこなった。

　　令和３年５月31日　　森　本　浩　志　会員

　　令和３年７月15日　　廣　澤　知　足　会員

【苦情処理委員会】

　　苦情申出件数　３件

　　苦情小部会　　１件

【紛議調停委員会】

　　該当事案　　　なし　　



【綱紀調査委員会】

１．委員会開催　　８回

　　第１回　令和３年５月22日（土）

　　第２回　令和３年６月５日（土）

　　第３回　令和３年７月10日（土）

　　第４回　令和３年７月31日（土）

　　第５回　令和３年９月４日（土）

　　第６回　令和３年10月16日（土）

　　第７回　令和３年11月13日（土）

　　第８回　令和４年１月８日（土）

２．綱紀調査事案件数

　　新　規　２件

３．会則第49条第３項に基づき会長に報告した件数

　　２件

【量定意見小理事会】

　　小理事会開催　２回

【注意勧告小理事会】

　　小理事会開催　２回



講師等派遣状況一覧

主 催 者 派遣講師 研修会名称
研修テーマ 開催日 場　　所 対象者

参加者

八 頭 町
社会福祉協議会 松本　大司 やさしい相続講座 R 3. 9.30

八 頭 町
社会福祉協議会
八 東 支 所

11名

鳥取県公益活動
研 究 会 谷口　　毅 民事信託の基礎知識と成年

後見制度の比較 R 3.11. 9 エキパル倉吉 35名

福 市 ⓾ 区 東　　洋祐 トラブルにならない相続の
お話 R 3.11.20 福市10区集会所 16名


