
令和３年度事業報告概要 

 

総務・経理部担当事業 

 

１．会員の業務に関する事業 

（１）会員の業務状況の正確な把握 

□ 令和４年３月末日現在の会員数 

個人会員 ７６２人（男性 ６４１人 女性 １２１人）（前年比＋１６） 

法人会員 主たる事務所   ３８法人（前年比＋３） 

従たる事務所のみ １１法人（前年比＋１） 

 

□ 業務報告書の適正な提出を促進するため、未提出会員に対し督促を行った。 

令和３年度の事件数合計 ２６１,７８８件（前年比＋７,２４５件） 

 

（２）法令並びに会則、司法書士倫理及び諸規則遵守の徹底 

□ 関東ブロック司法書士会協議会総務部門対策担当者会議に出席し、他会と 

取組について情報交換した。（１１月９日、３月４日） 

 

（３）品位保持に反する行為の排除 

□ 関東ブロック司法書士会協議会総務部門対策担当者会議に出席し、他会と 

取組について情報交換した。（１１月９日、３月４日） 

 

（４）苦情等に関する適切な対応 

□ 市民窓口の運営に関する規程に基づき対応を行った。 

令和３年４月から令和４年３月末まで対応員が対応したもの ２９件 

 

（５）非司法書士排除活動の継続推進 

□ 司法書士法施行規則第４１条の２の規定による司法書士法等違反に関す 

る調査は、新型コロナウイルス感染防止及び感染拡大防止の観点から中止し 

た。 

 

（６）相続登記未了問題等への対応 

□ 山武市と空家等の対策に関する協定を締結した。（１０月２８日） 

 

２．会の自主性機能の強化 

（１）司法書士制度及び業務改善の研究 

今年度は開催しなかった。 

 

（２）司法書士業務賠償責任保険制度に関する検討 

□ 昨年度に引き続き任意賠償責任保険のオプションとして、個人情報漏えい 

保険と所得補償保険を提案した。 

任意賠償責任保険  ６５０名加入 

個人情報漏えい保険 ３６９名加入 



 

（３）関連団体との交流協議 

□ 三者〔千葉地方法務局／千葉県土地家屋調査士会／当会〕事務打ち合わせ 

会を開催した。（１１月１５日） 

協議結果は令和３年（２０２１年）１２月２８日千司発第３７２号にて周知 

 

□ 千葉県弁護士会と懇談会を開催した。（１０月２５日） 

 

□ 千葉県土地家屋調査士会と懇談会を開催した。（２月１６日） 

 

３．会財政の安定対策・会費制度についての検討 

□ 会の財政的安定を確保するため会費の期限内納付を会員へ周知した。同時 

に会費未納会員及び会費滞納者に対し事務局及び経理部により定期的な督 

促を行った。 

 

□ 会費未納会員及び会費滞納者に対する督促の運用方法について、事務局 

 及び経理部で再検討した。 

 

４．千葉司法書士政治連盟、公益社団法人千葉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・リーガルサポート千葉県支部、千葉青年司法書士協議会 

との連携、協議 

  □ 千葉青年司法書士協議会と「全国一斉子どものための養育費相談会」（電 

話相談）を共催した。（９月２５日） 

   

□ 千葉青年司法書士協議会と「全国一斉生活保護相談会」（電話相談）を共催 

した。（１月３０日） 

 

□ 五者意見交換会を開催した。（３月１日） 

 

５．会務のＩＴ化推進 

□ 経費削減のためアドレス未登録会員に対するメールアドレス届出の呼び 

 かけを引き続き行った。 

 

□  会員向け安否確認システムの稼働に際し、携帯電話番号の届出の呼びかけ 

を行った。 

 

□ 会員向け周知を会員専用サイト（会員システム）への文書掲載による方法 

によって行った。 

 

□ 会員専用サイト（会員システム）の変更を行った。 

 

６．その他 

（１）会館の適正な管理運営 

□ ３階女子トイレ排水工事を行った。 

 



□ 消防設備改修工事（１階避難口プレート等交換）を行った。 

 

□ １階トイレウォシュレット設置工事を行った。 

 

□ １階テナント両開き扉シリンダー錠交換を行った。 

 

□ 外構設置工事（駐車場ライン引きを含む）を行った。 

 

□ １階スロープ側タイル補修工事を行った。 

 

□ エレベーター修理工事（バッテリー交換）を行った。 

 

□ １階両開き扉補修（１階スロープ側扉調整・隙間風軽減）を行った。 

 

□ ４階女子トイレＳＫ交換工事を行った。 

 

□ １階排水管調査・高圧洗浄を行った。 

 

□ 駐車場配水管試掘工事を行った。 

 

□ １階スロープ側扉シリンダー錠増設工事を行った。 

 

□ トイレ排水管改修及び内装工事を行った。 

 

（２） 災害への備え 

□ 災害対策基本計画を作成した。 

 

□ 備蓄品の買い替えを行った。 

 

□  会員向け安否確認システムを稼働した。 

 

（３）コロナウイルス感染防止及び感染拡大防止対策 

□ 引き続き、感染防止及び感染拡大防止対策を徹底した。 

 

相談事業部担当事業 

 

１．ちば司法書士総合相談センターの管理運営 

（１）常設相談会（会館・稲毛・松戸・船橋・館山・鴨川）※ 

千葉会場（本会会館）：毎週土曜日 

    稲毛会場（あかりサロン稲毛）第４土曜日（令和２年８月以降休止） 

松戸会場（松戸商工会議所）：毎週土曜日 

    船橋会場（船橋フェイスビル）第２、４土曜日 

    館山会場（館山市コミュニティセンター）： 終土曜日 

    鴨川会場（鴨川市中央公民館）：奇数月の第１土曜日 



※緊急事態宣言、まん延防止等重点措置となった期間は休止 

□ 相談件数及び相談内訳については別紙のとおり 

 

（２）巡回相談会（３か所） 

安房地区巡回相談（３か所）：偶数月の第１土曜日※ 

２月・ ８月：南房総市千倉保健センター 

４月・１０月：三芳農村環境改善センター 

６月・１２月：鋸南町役場中央公民館 

※緊急事態宣言、まん延防止等重点措置となった期間は休止 

□ 相談件数及び相談内訳については別紙のとおり 

 

（３）無料電話相談（フリーダイヤル） 

毎週月曜日及び水曜日：午後２時から午後５時※ 

※緊急事態宣言、まん延防止等重点措置となった期間は午後２時から午後４時 

□ 相談件数及び相談内訳については別紙のとおり 

 

（４）相談員養成研修の共催及び相談員の拡充、電話相談事業の支援 

 

２．千葉司法書士会調停センターの管理運営 

（１）認証紛争解決事業者として調停の実施 

□ 詳細は別紙のとおり 

 

（２）調停人養成研修の実施 

   □ 関東ブロック司法書士会協議会主催ＡＤＲ研修会（２月２６日） 

講師 青木 将幸 氏（ファシリテーター） 

 

３．本会無料（登記）相談・電話相談及び相続登記はお済みですか月間の実施 

（１）本会無料相談 

（各支部の協力を得て実施） 

毎週土曜日：午前１０時から午後３時※ 

※緊急事態宣言、まん延防止等重点措置となった期間は休止 

□ 相談件数及び相談内訳については別紙のとおり 

 

（２）本会無料電話相談（フリーダイヤル） 

（各支部の協力を得て実施） 

毎週土曜日：午前１０時から午後０時、午後１時から午後３時※ 

※緊急事態宣言、まん延防止等重点措置となった期間は休止 

□ 相談件数及び相談内訳については別紙のとおり 

 

（３）相続登記はお済みですか月間の実施 

 

４．支部無料相談会の支援 

□ 前年度の支部派遣相談員１名あたり２,０００円の相談費を支給 

 

５．多重債務対策・自死対策・高齢者・障がい者等の権利擁護、生活保護問題等への 



対応（関係機関との交流、対応を含む） 

（１）多重債務対策（千葉県多重債務対策事業） 

□ 千葉県ギャンブル等依存症対策推進計画策定協議会に出席（８月３０日、

１１月１２日） 

 

□ 千葉県・千葉市依存症対策連携会議（ギャンブル等依存症）に出席（２月 

２４日） 

 

（２） 自死対策 

□ 千葉県地域自殺対策強化事業費補助金を受けての自殺対策相談会（「ここ 

ろ」と「いのち」と「おかね」の相談会）を実施 

司法書士及び精神保健福祉士・臨床心理士との同席相談会 

（１１月２０日 旭市いいおかユートピアセンター 相談件数６件） 

（１２月２５日 千葉司法書士会館 相談件数８件） 

（ ２月１９日 旭市青年の家 相談件数７件） 

 

（３）高齢者、障がい者施策 

□ 「令和３年度（楽しく学べる！はじめての成年後見講座）」（千葉県、千葉 

県弁護士会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート千葉県支部、 

一般社団法人千葉県社会福祉士会、千葉県社会福祉協議会及び千葉市社会福 

祉協議会との共催） 

（２月２７日 千葉市生涯学習センター） 

 

（４）女性、子供施策  

□ 全国一斉子どものための養育費相談会を実施（９月２５日） 

電話相談（千葉青年司法書士協議会と共催で実施）（相談件数７件） 

 

（５）生活保護相談 

□ 全国一斉生活保護相談会を実施（１月３０日） 

電話相談（全国青年司法書士協議会の「全国一斉」にて実施）（相談件数７件） 

  

（６）無戸籍相談 

□ 無戸籍問題に関する無料相談会（３月５日） 

電話相談（相談件数０件） 

 

６．各種相談会への相談員の派遣 

（１）三士会（弁護士会・税理士会・司法書士会）合同無料相談会の実施（佐倉地 

区は土地家屋調査士を含む四士会） 

□ 千葉県弁護士会館で実施（９名派遣） 

（１０月 ２日 相談件数１９件） 

（ １月１５日 相談件数１６件） 

 

   □ 東葛地区で実施（８名派遣） 

（ ７月１７日 松戸商工会議所 相談件数１６件） 

（ １月 ８日 柏商工会議所 相談件数１３件） 



 

□ 佐倉地区で実施（４名派遣） 

   （１２月 ４日 ミレニアムセンター佐倉 相談件数４９件） 

  

７．法テラス事業への対応及び連携強化 

（１）法律扶助相談員の派遣 

 

（２）法律扶助相談の実施 

□ 総合相談センターの１ブースを「指定相談場所」として運用 

  

（３）法テラスへ登録司法書士名簿提出 

 

８．労働事件・悪質商法事件・交通事故事件、公共団体からの国賠事件の受託業務へ 

の準備、空家問題等への取組み強化 

 （１）国賠事件の受託 

□ 国土交通省関東地方整備局からの推薦依頼により国賠事件を受託（１件） 

    

９．各種補助金事業への積極的な参加と相談会の実施 

□ 千葉県地域自殺対策強化事業費補助金を受けての自殺対策相談会を実施 

（前記） 

 

１０．相続登記相談センターの管理運営及び司法書士制度１５０周年記念事業と相続

相談の連携 

□ 相続登記相談センターの管理運営。遺言・相続相談会を実施（司法書士制 
度１５０周年記念遺言・相続セミナーと同時開催） 

（１２月１日 千葉市生涯学習センター 相談件数１２件） 

 

企画部担当事業 

 

１．本会研修会の実施 

司法書士に求められる法律家としての資質と執務能力の向上をはかるため、業務 
研修を実施した。なお、今年度は全て動画配信形式による研修となった。 
 

□ 第１回動画配信研修 配信開始日 ９月８日 

テーマ 「令和元年改正会社法と電子証明書・押印規定の見直し等の登記実務」 

講 師 尾方 宏行 司法書士（東京会） 

単 位 ３単位 

 

□ 第２回動画配信研修 配信開始日 １０月６日 

テーマ 「民法（相続法）改正（家事調停・遺産分割、遺言執行の実務のポイント）」 

講 師 山本 宏子 弁護士 

単 位 ３単位 

 

□ 第３回動画配信研修 配信開始日 １１月１０日 



テーマ 「～改めて考える～登記原因証明情報の役割と司法書士の職責」（倫理） 

講 師 加藤 政也 司法書士（東京会） 

単 位 ２単位 

 

□ 第４回動画配信研修 配信開始日 １月２６日 

テーマ 第１部「民法の一部改正の解説」 

第２部「不動産登記法の一部改正及び相続土地国庫帰属法の解説」 

講 師 民法・不動産登記法改正ワーキングチーム 

単 位 ４単位 

 

□ 第５回動画配信研修 配信開始日 ３月８日 

テーマ 「司法書士事務所の労災、年金、マイナンバーなど」 

講 師 村上 健治 社会保険労務士 

単 位 ３単位 

 

□ 第６回動画配信研修 配信開始日 ３月１５日 

テーマ 第１部「司法書士の行う本人確認」 

    第２部「千葉司法書士会における保険制度のご案内」 

講 師 加藤 政也 司法書士（東京会） 

    東京海上日動火災保険株式会社 

単 位 ２単位 

 

なお、本年度の研修単位取得の上位者は以下のとおりである。 

 

１位 松戸支部   鈴木俊之会員  ７５．５単位 

２位 柏支部    栗原利夫会員  ７４．０単位 

３位 佐倉支部   渡辺健治会員  ６７．０単位 

４位 船橋支部   稲元真一会員  ６０．５単位 

４位 千葉支部   井宗則会員  ６０．５単位 

６位 千葉西支部  阿久根満会員  ５６．０単位 

７位 船橋支部   西森由香会員  ５５．５単位 

８位 松戸支部   土井嘉文会員  ５４．０単位 

９位 市原支部   鈴木良久会員  ５２．０単位 

   １０位 千葉支部   橋本祐一会員  ５１．０単位 

   １０位 木更津支部  伊藤良和会員  ５１．０単位 

   １２位 船橋支部   稲元克宣会員  ４９．５単位 

   １３位 柏支部    小屋多喜夫会員 ４８．０単位 

   １４位 柏支部    鈴木明人会員  ４７．０単位 

   １４位 佐倉支部   野村和芳会員  ４７．０単位 

   １６位 千葉支部   川原田健二会員 ４６．５単位 

   １７位 千葉支部   吉野良典会員  ４６．０単位 

   １８位 柏支部    石川亮会員   ４５．０単位 

   １９位 八日市場支部 加瀨貞明会員  ４４．０単位 

   ２０位 船橋支部   山田亘彦会員  ４３．５単位 

 



２．日本司法書士会連合会年次制研修会の受入実施 

□ 以下のとおり年次制研修会を開催した。 

第１回 １０月３０日 

    第２回 １１月 ６日 

 
３．支部研修会の支援 

□ 各支部で支部研修会を開催するにあたり、１回２５，０００円の補助をし

た。 
 
４．研修単位履修率向上について調査、検討 

□ 研修未履修者の状況を調査し、具体的対応を検討した。 

 

□ 各種研修会の履修状況のホームページへの公開等のための調査、検討を行 

った。 

 

５．研修の多様化への準備、検討 

上記１．本会研修会の実施、３．支部研修会の支援に加え、４．研修単位履 

修率向上について調査、検討に基づき、動画配信や同時配信等の準備検討を行った。 

 

６．入会予定者配属研修の実施 

□ 希望者に対して、会員事務所において行われる実地研修の手配を行った。 
今年度は３名の配属研修を行った。 

 
７．新人研修会の実施 

□ 新人研修・特別研修委員会と協調し、司法書士に求められる職責・執務姿 
勢の習得のため、以下のとおり新人研修会を実施した。 

第４０回新人研修会（前期） １１月２７日 

不動産登記・商業登記・成年 後見・裁判実務に関する講義 

第４０回新人研修会（後期）  ３月２６日 

商業・法人登記、民法・不動産登記法、パネルディスカッション 

 
８．特別研修の運営 

□ 第２０回特別研修の実施にあたり、以下のとおりチューターを派遣した。 
・グループ研修担当チューター（敬称略） 

   池亀由紀江（千葉） 

   芦田笑美子（船橋） 

   大迫守（船橋） 

   鬼形耕介（松戸） 

   菅野利行（千葉） 

・法廷傍聴引率チューター（敬称略） 

       加藤正幸（松戸） 

       吉留亨（千葉） 

       中村幸孝（佐倉） 

       菅野利行（千葉） 

       浦本みずき（市川） 



 
９．登記オンライン申請等利用促進について 

□ 法務局が開催する登記オンライン申請等利用促進委員会に土地家屋調査 

士会とともに参加した。 

 

□ 「登記オンライン申請の利用促進を図るための行動計画」に基づいて法 

務局が行うオンライン申請の利用呼びかけに当会のデジタル民生委員が協 

力した。 

 

広報部担当事業 

 

１．対外広報活動の推進 

□ 市町村広報誌への掲載 

下記の事業につき、ニュースリリースの発信によるパブリシティ活動及び市町村広 

報誌への掲載依頼を行った。 

「こころ」と「いのち」と「おかね」の相談会 

「相続登記はお済みですか月間」 

 

□ ポスターの作成・配布 

「相続登記はお済みですか月間」についてポスター・チラシを作成し、会員事務所・

行政機関等に掲出依頼をした。 

 

□ リーフレット等の作成・配布 

旭市において開催された、「こころ」と「いのち」と「おかね」の相談会について 

リーフレットを作成し、新聞折込広告を行った。 

 

□ 有料広告の実施 

千葉県の自殺対策事業に協力する「こころ」と「いのち」と「おかね」の相談会の 

広報を１１月に広報ちょうし及び旭市ホームページバナーに掲載した。 

また、１１月にリビング新聞千葉に千葉会場の相談会広報を掲載した。 

 

□ クリアファイルの活用 

新たに作成した千葉司法書士会公式キャラクター「しほのり」のクリアファイルを 

消費者教育高校生講座の資料と共に配布した。 

      また、県庁記者クラブへの各回告知等広報にも利用した。 

 

□ ホームページの充実 

当会ホームページの充実および相談会へのアクセスの向上を図るため、既存のホー 

ムページについて検討するためのホームページリニューアルワーキングチームを創設 

した。 

 

２．法教育の推進（消費者教育高校生講座の開催等） 

□ 法教育推進委員会による消費者教育高校生講座 

平成１１年に事業を開始し、多くの学校で実施してきたが、令和３年度も８校合計 



８回開催した。 

 

消費者教育高校生講座 

 開催日 学校名 対象 受講者数
講師・支部 

(敬称略) 

1 10月21日 県立千葉商業高等学校 １～４年生 100名 小室拓也（千葉） 

2 11月4日 県立富里高等学校 ３年生 242名 白井則邦（佐倉） 

3 11月18日 県立長狭高等学校 ３年生 140名 小池達（茂原） 

4 12月2日 県立京葉工業高等学校 ３年生 220名 景山悟（千葉西） 

5 12月20日 県立館山総合高等学校 ３年生 110名 稲葉浩運（市川） 

6 12月21日 県立流山南高等学校 ３年生 306名 須永三和子（松戸） 

7 1月20日 県立市原緑高等学校 ３年生 120名 石川昂（佐倉） 

8 2月17日 県立清水高等学校 ２年生 160名 小林謙太郎（柏） 

 

□ 消費者教育高校生講座で使用するための動画の企画・制作 

今後の消費者教育高校生講座で使用することを目的として、千葉司法書士会独自 

の動画を企画・制作した。 

 https://www.youtube.com/channel/UC-hQpOoM70namP9w0i4R90Q/ 

 

３．事務連絡報ちばの発行 

□ 本会（関東ブロック司法書士会協議会、日本司法書士会連合会を含む） 

の情報の伝達のため、毎月初旬に発行した。 

 

４．会報の発行 

□ デジタル化が促進される昨今、本会の事業及び会員の活動に関する記録、

報告及び連絡を目的とした紙媒体の会報の発行を維持していくことの是非に

ついて長年議論があった中、会員にとってより身近で興味を惹くような情報

を掲載し、かつ紙質やレイアウトを工夫することで、会員が手に取りやすい

ものを目指して、グレードアップした会報を企画し発行した。 

 

５．千葉司法書士会公式キャラクターの企画・制作 

□ 千葉司法書士会独自の千葉司法書士会公式キャラクターを企画・制作し 

た。 

千葉司法書士会公式キャラクターを制作するに至った理由・制作の経緯について 

は、今回発行された千葉司法書士会会報「しほのり」に詳細に記載したのでご一読く 

ださい。 

 

６．司法書士制度１５０周年記念「遺言・相続セミナー」の開催 

□ 司法書士制度１５０周年記念「遺言・相続セミナー」の開催を企画し、 

千葉市生涯学習センターにおいて開催した。（１２月１日） 

【開催の趣旨】 

令和３年４月２１日に成立した「民法の一部改正及び相続により取得した土地所有 

     権の国庫帰属に関する法律」に伴い、相続登記の義務化が始まることについて、一般 

市民に向けて相続登記の義務化の注意喚起を促し、また自筆遺言書保管制度の創設 



等による遺言の適正利用の促進を図ることを目的とした。 

【参加者及び人数】 

      一般市民参加者９５名   

来賓７名（千葉地方法務局局長含む５名、日本赤十字社職員２名） 

      スタッフ ２２名 

     【セミナー登壇者】 

       基調講演：山野目章夫先生（早稲田大学大学院法務研究科教授） 

       講演：高橋英樹さん（俳優） 

       法定相続情報証明制度についての解説：住田優子氏 

（千葉地方法務局不動産登記部門統括登記官） 

       自筆遺言書保管制度についての解説：田中一氏 

（千葉地方法務局供託課遺言書保管官） 

       パネルディスカッション参加者：高橋英樹さん 

                      山野目章夫先生 

                      石川亮会員（柏支部） 

                      岡田宏隆会員（船橋支部、コーディネーター）       

     【コロナウイルス感染防止対策】 

      ・参加者人数の制限：会場の許容人数が３００名であるところ、一般参加者の定数 

       をその３分の１にまで制限した。 

      ・一般市民の参加をオンラインによる事前予約制とし、応募フォームに連絡先等を

記入してもらい、一般参加者の特定に努めた。 

・会場入口で検温を実施した（高熱のため入場を制限した一般参加者はいなかっ

た。）。 

      ・セミナースタッフには当日健康チェック表を提出させた。 

      ・会場内に空気清浄機及び工場扇を設置し、空気の循環に努めた。 

      ・セミナー開催中、扉を開放し空気の循環に努めた。 

      ・講演及びパネルディスカッションの際には演壇及び机上にアクリルボードを設置

し、かつ、一般参加者との距離を保つことを心がけた。 

     ※開催の模様は当会ホームページにて動画配信中 

    https://www.youtube.com/watch?v=pgO26K_WuhM 

 

 


