
 

平成２８年度 事業部事業報告 

 

１．東日本大震災についての法律相談等   

（１）日司連の被災者支援事業として陸前高田市へ相談員派遣 

    第二十次より第二十三次まで以下の通り、年間４回相談員を派遣した。 

①第二十次派遣 平成２８年４月９日・１０日（土・日） 

針谷政人（水戸支部）   國井昭男（水戸支部） 

入江浩幸（石岡支部）   藤田 優（下妻支部） 

②第二十一次派遣 平成２８年５月７日・８日（土・日） 

針谷政人（水戸支部）   谷川由紀子（日立支部） 

藤井里美（石岡支部）   藤田 優（下妻支部） 

③第二十二次派遣 平成２８年５月２８・２９日（土・日） 

 谷川由紀子（日立支部）  入江浩幸（石岡支部） 

 松井智彦（龍ケ崎支部）  藤田 優（下妻支部） 

④第二十三次派遣 平成２８年１２月１０日・１１日（土・日） 

針谷政人（水戸支部）   入江浩幸（石岡支部） 

松井智彦（龍ケ崎支部）  藤田 優（下妻支部） 

 

（２）法テラスふたばへ相談員派遣 

派遣日 派遣相談員 

平成２８年 ４月１４日（木） 入江浩幸 （石岡支部） 

平成２８年 ５月１２日（木） 安島美樹 （日立支部） 

平成２８年 ６月 ９日（木） 堀内康江 （土浦支部） 

平成２８年 ７月１４日（木） 黒澤竜太 （水戸支部） 

平成２８年 ９月 ８日（木） 德永謙二 （水戸支部） 

平成２８年１０月１３日（木） 宮本衛市 （龍ケ崎支部） 

平成２８年１１月１０日（木） 矢野光輝 （土浦支部） 

平成２８年１２月 ８日（木） 太田亮介 （下妻支部） 

平成２９年 １月１２日（木） 入江浩幸 （石岡支部） 

平成２９年 ２月 ９日（木） 針谷政人 （水戸支部） 

平成２９年 ３月 ９日（木）   安藤康子 （土浦支部） 

    

 

 

 



 

２．司法書士総合相談センター茨城事業（総合相談センター運営委員会） 

（１）無料面談相談 （ ）内数字は昨年度データ 

                                （件） 

 水戸 つくば 古河 合計 

平成 28年４月 ３ (６) ４ (２) ２ (１) ９( ９) 

平成 28年５月  ５ (２)  ３ (３) １ (１) ９( ６) 

平成 28年６月 １ (４) ３ (０) １ (３) ５( ７) 

平成 28年７月 ５ (８) ２ (２) １ (３) ８(１３) 

平成 28年８月 ５ (２) ２ (１) ０ (２) ７( ５) 

平成 28年９月 ７ (６) ２ (２) ０ (０) ９( ８) 

平成 28年 10月 ３ (４) ３ (３) ２ (２) ８( ９) 

平成 28年 11月 ２ (３) ２ (２) １ (０) ５( ５) 

平成 28年 12月 １ (３) １ (０) １ (１) ３( ４) 

平成 29年１月 １ (２) ６ (３) ０ (１) ７( ６) 

平成 29年２月 ２ (２) ３ (１) ０ (１) ５( ４) 

平成 29年３月 １ (４) ４ (８) ０ (１) ５(１３) 

  ３６(４６) ３５(２７) ９(１６) ８０(８９) 

 

（２）無料電話相談 （ ）内数字は昨年度データ 

                       （件）    

 件数 

平成 28年４月   ２９ (３９) 

平成 28年５月   ３２ (１６) 

平成 28年６月  ３０ (５４) 

平成 28年７月  ２５ (３１) 

平成 28年８月 ３４ (３５) 

平成 28年９月  ４０ (２６) 

平成 28年 10月  １７ (３８) 

平成 28年 11月  ２６ (２９) 

平成 28年 12月  ３３ (３２) 

平成 29年１月  ３３ (４０) 

平成 29年２月  ３２ (３８) 

平成 29年３月  ３１ (４３) 

 ３６２（４２１) 

 



 

（３）消費生活センターへの相談員派遣  

派遣日 派遣センター 派遣相談員 

平成２８年 ４月 ６日（水） 水戸市 仁平由香 （水戸支部） 

平成２８年 ５月 ６日（金） 美浦村 石井友佳 （石岡支部） 

平成２８年 ５月１０日（火） 大子町 奥村洋史 （下妻支部） 

平成２８年 ５月１１日（水） 水戸市 德永謙二 （水戸支部） 

平成２８年 ８月 ２日（火） 大子町 鯉渕一志 （太田支部） 

平成２８年 ８月 ３日（水） 水戸市 堀江大介 （水戸支部） 

平成２８年 ９月 ７日（水） 水戸市 小西隆行 （水戸支部） 

平成２８年１１月 １日（火） 大子町 黒澤竜太 （水戸支部） 

平成２８年１１月 ２日（水） 水戸市 綿引康夫 （水戸支部） 

平成２８年１１月 ４日（金） 美浦村 宮本衛市（龍ケ崎支部） 

平成２８年１２月 ７日（水） 水戸市 横堀壽男 （水戸支部） 

平成２９年 １月１１日（水） 水戸市 竹内孝行 （水戸支部） 

平成２９年 ２月 ７日（火） 大子町 大森聡  （太田支部） 

平成２９年 ３月 １日（水） 水戸市 小松﨑大 （水戸支部） 

 

（４）稲敷市役所日曜相続相談への相談員派遣 

派遣日 派遣相談員 

平成２８年１０月 ２日（日） 江橋 徹 （龍ケ崎支部） 

平成２８年１０月１６日（日） 江橋 徹 （龍ケ崎支部） 

平成２８年１１月 ６日（日） 大柳幸人 （下妻支部） 

平成２８年１１月２０日（日） 髙野英記 （龍ケ崎支部） 

平成２８年１２月 ４日（日） 大柳幸人 （下妻支部） 

平成２８年１２月１８日（日） 宮本衛市 （龍ケ崎支部） 

平成２９年 １月１５日（日） 石井友佳 （石岡支部） 

平成２９年 ２月 ５日（日） 髙野英記 （龍ケ崎支部） 

平成２９年 ２月１９日（日） 立川成一 （龍ケ崎支部） 

平成２９年 ３月 ５日（日） 石井友佳 （石岡支部） 

平成２９年 ３月１９日（日）   太田亮介 （下妻支部） 

 

（５）茨城県と災害時における司法書士相談業務に関する協定書締結 

    平成２８年１１月２９日（火）、当会としては初となる『災害時におけ

る司法書士相談業務に関する協定書』（いわゆる災害協定）の締結をした。 

    なお、協定書は巻末資料（１）掲載の通り。 



 

①茨城県防災・危機管理課との打ち合わせ 

   平成２８年５月２４日（火） 茨城県庁 

   出席者 藤井里美（石岡支部） 奥村洋史（下妻支部） 

       竹内孝行（水戸支部） 

②茨城県との災害協定調印式 

平成２８年１１月２９日（火） 茨城県庁 

出席者 鯉沼和義（下妻支部） 野中英樹（土浦支部） 

巌渕英二（水戸支部） 藤井里美（石岡支部） 

竹内孝行（水戸支部） 

 

（６）茨城司法書士会総合相談センター運営事業 

総合相談センターの相談事業を行った。 

各種相談会への相談員の派遣を行った。 

新規派遣相談の打ち合わせを行った。 

パンフレットの更新印刷をした。 

 

３．茨城司法書士会調停センター事業（調停センター運営委員会） 

（１）調停の実施 

   ①新規申立 ２件（継続１件、終了１件） 

    第１号 賃貸物件解約に伴う現状回復事件 

    平成２９年２月１４日（火）申立 

    平成２９年２月１５日（水）受理 

    平成２９年３月２日（木）不応諾により終了 

        事務担当者 竹内孝行（水戸支部） 

    第２号 賃貸借契約に基づく賃料請求事件 

    平成２９年３月２１日（火）申立 

    平成２９年３月２１日（火）受理 

事務担当者 竹内孝行（水戸支部） 

   ②継続案件 １件（終了１件） 

    平成２７年度第３号 債務弁済事件 

    平成２８年４月９日（土）第１回調停期日 

平成２８年４月１８日（月）手続実施者の終了決定 

    事務担当者 黒澤竜太（水戸支部） 

    手続実施者 松井智彦（龍ケ崎支部）・関裕一郎（土浦支部） 

 

 



 

（２）研修会の実施 

①平成２８年１０月１５日（土）１３時１５分～１６時３０分 

 茨城青年司法書士協議会との共催研修会 

場 所 茨城県県南生涯学習センター 小講座室１ 

テーマ ①言葉の３つのレベル 

②はなす・きく・みる 

講 師 ①名取建治（山梨会）・高橋宏治（栃木会） 

    ②名取建治（山梨会）・黒澤竜太（茨城会） 

参加者 １７名 

②平成２９年３月１８日（土）１３時００分～１６時４５分 

場 所 茨城司法書士会館 

テーマ ①理論研修「合意書作成の実務」 

②実技研修「グループワークによる 

コミュニケーショントレーニング」 

③法令研修「裁判外紛争解決手続と法テラスの利用」 

講 師 ①小島孝行（茨城司法書士会調停センター運営委員） 

    ②黒澤竜太（茨城司法書士会調停センター運営委員） 

③奥村洋史（茨城司法書士会調停センター運営委員） 

参加者 １４名 

 

（３）調停センター手数料規程の改正 

    手続実施者報酬は５，０００円に減額、合意成立手数料は無料とする

等の変更及び内税を外税に改める改正をした。 

    平成２９年１月１１日に法務省に上記変更認証を申請し、平成２９年

２月２２日認証された。 

 

（４）パンフレットの作成 

    調停センター手数料規程の改正に伴い、パンフレットを作成した。 

 

４．消費者問題等における取り組み（総合相談センター運営委員会） 

（１）茨城県多重債務者向け無料法律相談会への相談員派遣 

    茨城県からの要請を受け、下記の相談会に相談員を派遣した。 

多重債務者向け無料法律相談会（日立） 平成２８年１１月１１日（金） 

                   相談員 青野徳弘（日立支部） 

 

（２）平成２８年度茨城県多重債務者対策協議会への参加 



 

５．法教育における取り組み（法教育推進委員会） 

   レジュメ「社会に出る前に知っておきたい身近な法律とトラブルの話 

（入門編）」を用いた講義を実施した。 

 なお、詳細な報告は巻末資料（２）掲載の通り。 

（１）茨城県内高等学校への法教育（消費者教育）講座開催 

①茨城県立下妻第二高等学校  平成２８年１１月１日（火） 

 対象 ３年生 ２６名 

 担当 松井 直（下妻支部）・久松伸一（下妻支部） 

②茨城県石岡第一高等学校   平成２８年１１月１４日（月） 

 対象 定時制課程１～４年生 約４０名 

 担当 石井友佳（石岡支部）・猪野研一（土浦支部） 

松井 直（下妻支部） 

③茨城県立小瀬高等学校    平成２８年１２月８日（木） 

 対象 ３年生 約６５名 

 担当 諏訪知子（鹿行支部）・堀内康江（土浦支部） 

④茨城県立結城第一高等学校  平成２８年１２月１３日（火）  

    対象 ３年生 １２６名 

    担当 松井 直（下妻支部）・登録講師 奥村洋史（下妻支部） 

⑤茨城県立守谷高等学校    平成２９年１月１７日（火） 

 対象 ３年生 約２２６名 

 担当 小祝 亮（水戸支部）・久松伸一（下妻支部） 

⑥茨城県立竜ヶ崎南高等学校  平成２９年２月１５ 日（水）  

    対象 １年生 ９８名 

    担当 宮部正樹（土浦支部） 諏訪知子（鹿行支部） 

⑦茨城県立江戸崎総合高等学校 平成２９年３月２１ 日（火）  

    対象 １年生 約１７１名 

    担当 諏訪知子（鹿行支部） 

 

（２）研修会の実施 

    登録講師養成のための研修会を実施した。 

    平成２８年１１月１３日（日）９時００分～１０時３０分 

場 所 大洗パークホテル 

テーマ 「法教育の現場から」 

講 師 法教育推進委員会 

    参加者 １２名 

 



 

６．成年後見制度等における取り組み（市民権利擁護委員会） 

（１）古河市市民後見人養成講座への講師派遣 

古河福祉の森会館 ボランティア市民活動センター 

（古河市新久田２７１－１） 

年月日 時間 内容 講師 

H28.11.22 3 時間 市民後見概論 

市民後見人の理想像・具体的役割・市民後

見の仕組み・可能性等 

大山幸太郎 

（本部から派遣・ 

秋田支部） 

H28.11.25 2 時間 成年後見制度概論 

禁治産制度から成年後見制度・人権と成年

後見・後見登記制度・課題等 

下山竜二（下妻支部） 

 1.5 時間 成年後見制度各論Ⅰ・Ⅱ 

法定後見制度・任意後見制度 

下山竜二（下妻支部） 

H28.12.6 2 時間 成年後見の実務① 

申立て手続き書類の作成等 

松井 直（下妻支部） 

森島和彦（下妻支部） 

 1.5 時間 成年後見の実務② 

財産目録の作成 

森島和彦（下妻支部） 

松井 直（下妻支部） 

太田亮介（下妻支部） 

 1.5 時間 成年後見の実務③ 

後見計画・収支予定の作成 

太田亮介（下妻支部） 

久松伸一（下妻支部） 

 1.5 時間 成年後見の実務④ 

報告書の作成・報酬付与申立の実務 

久松伸一（下妻支部） 

H28.12.9 1.5 時間 成年後見の実務⑤ 

後見事務終了時の手続き・死後事務 

藤田 優（下妻支部） 

 1.5 時間 成年後見の実務⑥ 

後見業務の実際 

佐藤裕光（土浦支部） 

H28.12.13 2.5 時間 課題演習 

グループディスカッション 

下山竜二（下妻支部） 

藤田 優（下妻支部） 

受講者 １２名（男６名、女６名） 年齢５０～７０代 

     日常生活自立支援事業の支援員、民生委員などが数名 

 

（２）地域連携に向けたブロック会議への参加 

   平成２８年１１月２６日（土） 司法書士会館６階会議室 

   出席者 渡邊季代子（土浦支部） 

 

 



 

７．関係団体等との協力事業 

（１）未来につなぐ相続登記プロジェクト 

   水戸地方法務局及び茨城土地家屋調査士会と連携して、関係機関に対す 

る広報・相談会・講演会等における広報その他取組の計画を協議し、また、 

リーフレット・市町村広報紙及びホームページの原稿の協議をした。 

①相続登記促進等に関する打合せ 

 平成２８年７月５日（木） 水戸地方法務局 

 出席者 巌渕英二（水戸支部） 藤井里美（石岡支部）  

②相続登記促進等に関する打合せ 

 平成２８年８月２日（木） 水戸地方法務局 

 出席者 巌渕英二（水戸支部） 藤井里美（石岡支部）  

③水戸地方法務局との打合せ会 

 平成２８年９月２３日（金） 水戸地方法務局 

 出席者 篠塚健司（鹿行支部） 野中英樹（土浦支部） 

巌渕英二（水戸支部） 藤井里美（石岡支部）  

④水戸地方法務局との実務打合せ会 

平成２９年１月１７日（火） 水戸地方法務局 

出席者 鯉沼和義（下妻支部） 中村慎一（下妻支部） 

篠塚健司（鹿行支部） 野中英樹（土浦支部） 

巌渕英二（水戸支部） 下山竜二（下妻支部） 

藤井里美（石岡支部） 倉本恵子（下妻支部） 

大関 彰（水戸支部） 

⑤水戸地方法務局との打合せ会 

平成２９年２月１４日（火） 水戸地方法務局 

出席者 藤井里美（石岡支部） 

 

   司法書士会では具体的に以下の活動をした。 

① 金融機関へのリーフレット・ポスターの配布・備付依頼 

② 会員へのリーフレット配布 

③ ホームページの作成 

④ 講演会への講師派遣 

平成２８年１０月２日（日）午後１時００分～午後２時００分 

場 所 水戸地方法務局６階会議室 

テーマ 未来につなぐ相続登記 

講 師 傳谷新一（水戸支部） 

参加者 約３０名 



 

    法務局から市町村に対する取組は以下の通り。 

① 広報紙への相続登記の促進に関する記事の掲載 

② 死亡届提出時等における各種手続一覧表への相続登記手続の掲載 

③ 固定資産税納税通知書の送付の際の相続登記の周知 

④ 死亡届提出時、不動産の固定資産税の代表納税者の指定届提出時等に 

おける窓口でのリーフレットの配布又は備置き 

⑤ 市町村役場及び市町村関係機関へのリーフレットの備置き及びポス 

ターの掲出 

⑥ 自治会、町内会等へのリーフレットの配布又は回覧 

⑦ その他住民への相続登記促進の広報（ＨＰ等） 

なお、詳細は巻末資料（３）掲載の通り。 

 

（２）法定相続情報証明制度広報 

   水戸地方法務局の協力を得、未来につなぐ相続登記プロジェクトの一環 

として、法定相続情報証明制度の広報するパンフレットを作成し、会員及 

び金融機関等に配布、備付をした。 

 

８．空き家対策に関する取り組み（地域連携等推進委員会） 

（１）茨城県との連携 

①空家等対策に係る県内関係団体連絡会議出席 

   平成２８年４月２６日（火） 茨城県庁 

   出席者 篠塚健司（鹿行支部） 奥村洋史（下妻支部） 

       守田美和子（水戸支部） 

  ②空家等対策に係る県内関係団体連絡会議出席 

   平成２８年５月２４日（火） 茨城県庁 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 守田美和子（水戸支部） 

③市町村空家等対策連絡調整会議出席 

   平成２８年６月９日（木） 茨城県庁 

   出席者 藤井里美（石岡支部） 奥村洋史（下妻支部） 

④県の委託事業である空家相談会に以下の通り相談員を派遣した。 

要請先/開催地 開催日/開催予定日 要請人員 相談員 

ひたちなか市 平成 28年 12月 18日 ２名 
黒澤竜太（水戸支部）                                    

宇留野正彦（水戸支部） 

城里町 平成 29年 2月 26日 １名 奥村洋史（下妻支部） 



 

日立市 

多賀市民会館 
平成 28年 9月 25日 ３名 

市ノ澤創（石岡支部） 

守田美和子（水戸支部） 

谷川由紀子（日立支部） 

土浦市 

土浦市役所本庁舎 
平成 28年 10月 29日 １名 高野英記（龍ケ崎支部） 

鉾田市 平成 29年 1月 20日 １名 諏訪知子（鹿行支部） 

桜川市 平成 29年 1月 22日 ２名 
奥村洋史（下妻支部）                             

入江浩幸（石岡支部） 

龍ケ崎市 平成 29年 1月 29日 １名 立川成一（龍ケ崎支部） 

日立市 

第２回 
平成 29年 1月 29日 ３名 

郡司裕通（日立支部）                                 

針谷政人（水戸支部） 

曽川誠一（日立支部） 

結城市 平成 29年 2月 4日 ２名 
大山元一（下妻支部）                               

前橋眞（下妻支部） 

下妻市 平成 29年 2月 5日 ２名 
中島麻由子（下妻支部）                      

荒井秀喜（下妻支部） 

常総市 平成 29年 2月 12日 １名 須藤勇樹（下妻支部） 

常陸大宮市 平成 29年 2月 12日 １名 根本洋治（太田支部） 

行方市 平成 29年 2月 19日 ４名 

藤井里美（石岡支部） 

石田誠（鹿行支部）                           

市ノ澤創（石岡支部） 

海野康幸（石岡支部） 

古河市 平成 29年 3月 1日 ２名 
和野聡（下妻支部）                   

竹内淳（下妻支部） 

行方市 平成 29年 3月 12日 ２名 
松井智彦（龍ケ崎支部）                      

小沼榮雄（鹿行支部） 

   ⑤茨城県用地対策連絡協議会に講師派遣 

   平成２８年５月２４日（火） 茨城県開発公社ビル 

   講演「地縁団体に関する登記と未登記問題」 

   講師 片岡 章（水戸支部） 藤井里美（石岡支部） 

 

（２）つくば市空き家等無料相談会への相談員派遣 



 

①平成２８年４月２３日（土） １３時００分～１７時００分 

   つくば市役所  相談者数 １２組 

   派遣相談員 佐藤裕光（土浦支部） 猪野研一（土浦支部） 

         松井智彦（龍ケ崎支部） 

  ②平成２８年９月１７日（土） １３時００分～１７時００分 

つくば市役所  相談者数 １２組 

   派遣相談員 猪野研一（土浦支部） 渡邊季代子（土浦支部） 

         須藤 孝（土浦支部） 

③平成２９年１月２８日（土） １３時００分～１７時００分 

つくば市役所  相談者数 １１組 

派遣相談員 中山健司（土浦支部） 堀越邦彦（土浦支部） 

      大塚 学（土浦支部） 

   

（３）市町村との連携 

①行方市税務課課長との打合せ 

   平成２８年５月１０日（火） 茨城司法書士会館 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 市ノ澤創（石岡支部） 

       藤井里美（石岡支部）        

  ②美浦村生活環境課との空き家問題打合せ 

   平成２８年６月２４日（金） 美浦村役場 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 市ノ澤創（石岡支部） 

③土浦市との相続財産管理人選任打合せ 

   平成２８年９月１５日（木） 土浦市役所 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 須藤 孝（土浦支部） 

④利根町との相続財産管理人選任打合せ 

   平成２８年９月１６日（金） 利根町役場 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 松井智彦（龍ケ崎支部） 

⑤稲敷市と空き家問題及び相続財産管理人手続打合せ 

平成２９年２月１５日（水） 稲敷市役所 

出席者 奥村洋史（下妻支部） 岩田哲孝（土浦支部） 

 

（４）市町村空家等対策推進協議会への委員派遣 

市町村 No. 委員 選任状況 推薦日 

日立市 10 郡司裕通 H28 年度会推薦 H28.7.29 

石岡市 15 市ノ澤創 H28 年度会推薦 H28.10.18 

龍ケ崎市 3 小島孝行 H27 年度会推薦 H27.10.19 



 

高萩市 2 谷川由紀子 H27 年度会推薦 H27.10.9 

笠間市 8 白田憲司 H28 年度会推薦 H28.6.29 

牛久市 11 岩田哲孝 H28 年度会推薦 H28.9.13 

ひたちなか市 7 中里隆幸 H28 年度会推薦 H28.5.13 

守谷市 9 岡野隆男 H28 年度会推薦 H28.7.19 

筑西市 5 中島麻由子 H27 年度会推薦 H28.1.18 

稲敷市 18 宮本衛市 H28 年度会推薦 H28.12.12 

桜川市 4 大山元一 H27 年度会推薦 H27.12.1 

神栖市 13 鈴木伸洋 H28 年度会推薦 H28.10.14 

行方市 6 新堀誠一 H28 年度会推薦 H28.4.20 

鉾田市 19 植野孝文 H28 年度会推薦 H29.2.7 

つくばみらい市 1 八木岡京子 市から直接  

茨城町 16 守田美和子 H28 年度会推薦 H28.11.4 

東海村 17 伊藤拓也 H28 年度会推薦 H28.11.24 

阿見町 14 塙一樹 H28 年度会推薦 H28.10.18 

五霞町 20 久松伸一 H28 年度会推薦 H29.3.2 

利根町 12 高野英記 H28 年度会推薦 H28.10.4 

   派遣委員からの報告は、巻末資料（４）記載の通り。 

 

（５）他団体との連携 

①（公社）茨城県宅地建物取引業協会との打ち合わせ 

平成２８年９月９日（金） 茨城県不動産会館 

出席者 鯉沼和義（下妻支部） 中村慎一（下妻支部） 

巌渕英二（水戸支部） 藤井里美（石岡支部） 

②（公社）茨城県宅地建物取引業協会との打ち合わせ 

平成２９年２月９日（木） 茨城司法書士会館 

出席者 中村慎一（下妻支部） 巌渕英二（水戸支部） 

       藤井里美（石岡支部） 

 

（６）空き家対策に関する研修会の実施 

① 平成２８年１０月２９日（土）１３時００分～１６時３０分 

   場 所 茨城司法書士会館３階会議室 

   テーマ 事例から考える空き家問題の対処法 

   講 師 須藤 孝（地域連携等推進委員会副委員長・土浦支部） 

       岩田哲孝（地域連携等推進委員会委員・土浦支部） 

       奥村洋史（地域連携等推進委員会委員長・下妻支部） 



 

参加者 ４１名 

② 平成２９年２月１１日（土）１３時３０分～１６時４０分 

場 所 茨城司法書士会館３階会議室 

テーマ 空き家・所有者不明土地問題等 

講 師 井口 学（日司連空き家・所有者不明土地問題等対策部部員・ 

神奈川県会） 

   参加者 ４１名  ※研修部事業 

 

（７）空き家・所有者不明土地問題対策のためのブロック別担当者会議へ出席 

   平成２８年１２月６日（火） 司法書士会館 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 須藤 孝（土浦支部） 

       荒井秀喜（下妻支部） 

 

９．業務推進事業（業務推進委員会） 

（１）商業登記推進のパンフレット作成及び配布 

   平成２８年度版の商業登記推進のパンフレットを作成し、会員に配布し 

た他、法務局・公証役場・商工会・商工会議所に備付した。また、税理士 

会・公認会計士協会の全会員に配布依頼した。 

 

（２）未来につなぐ相続登記プロジェクト 

 リーフレットやポスター、ホームページの原稿作成に携わった。 

 

（３）法定相続情報証明制度パブリックコメント意見書提出 

   意見書の詳細は巻末資料（５）掲載の通り。 

 

（４）財産管理業務に関する意見交換会に出席 

   平成２８年１２月３日（土） 神奈川県司法書士会 

   出席者 浦賀美穂（龍ケ崎支部） 

 

（５）関東ブロック司法書士会協議会主催・業－１グランプリに参加 

   平成２９年３月２５日（土）１３時００分～１９時００分 

   場 所 司法書士会館地下１階「日司連ホール」 

   発表テーマ 極楽死後事務プロジェクト 

   発表者 藤井里美（石岡支部） 浦賀美穂（龍ケ崎支部） 

       渡邊季代子（土浦支部） 

   実行委員 猪野研一（土浦支部） 



 

１０．茨城県八士会に関する事業 

（１）茨城県八士会連絡協議会 

   平成２８年６月３０日（木） 茨城県弁護士会別館 

   出席者 藤井里美（事業部長・石岡支部） 

 

（２）茨城県八士会無料相談会 

日 時 平成２８年９月４日（日）９時３０分～１５時００分 

   場 所 茨城県産業会館 

   相談件数 １７２件 

   本会相談員 根本希英子（水戸支部）守田美和子（水戸支部） 

         川西勇介（水戸支部） 德永謙二（水戸支部） 

         大内康成（水戸支部） 鈴木 勲（水戸支部） 

 

（３）無料相談会反省会 

   平成２８年１１月２９日（木） ホテルレイクビュー水戸 

出席者 藤井里美（石岡支部） 守田美和子（水戸支部） 

 

（４）自民党友好青年団体と青年局との合同新年会 

   平成２９年２月２０日（月）ホテルテラスザガーデン水戸 

   出席者 藤井里美（石岡支部） 黒澤竜太（水戸支部） 

関裕一郎（土浦支部） 

 

（５）八士会士業交流会 

   平成２９年２月２５日（土） ホテルレイクビュー水戸 

出席者 藤井里美（石岡支部） 

 

１１．その他 

（１）茨城青年司法書士協議会と相談会を共催実施 

①全国一斉労働トラブル１１０番（電話相談） 

平成２８年１１月２７日（日） 茨城司法書士会館 

相談件数 １５件  相談員 ８名 

 

（２）茨城青年司法書士協議会の相談会に後援実施 

①全国一斉養育費１１０番（電話相談） 

平成２８年８月７日（日） 茨城司法書士会館 

相談件数 ２件  相談員 １０名 



 

②全国一斉生活保護１１０番（電話相談） 

平成２９年１月２９日（日） 茨城司法書士会館 

相談件数 １０件  相談員 ８名 

 

（３）日本司法支援センター茨城地方協議会への出席 

①平成２８年１０月２８日（金） ホテルレイクビュー水戸 

   出席者 奥村洋史（下妻支部） 

  ②平成２８年１１月１６日（水） 法テラス茨城地方事務所 

出席者 鯉沼和義（下妻支部） 藤井里美（石岡支部） 

奥村洋史（下妻支部） 

 

（４）茨城農業担い手育成応援事業に係る専門家派遣事業への協力 

   茨城県農業経営法人化推進委員会委員として、入江浩幸（石岡支部）を

推薦し、下記の茨城農業担い手育成事業に係る専門家派遣事業に協力した。 

   平成２９年１月 ５日（木） 石岡市に専門家として派遣 

平成２９年１月１３日（金） 鉾田市に講師として派遣 

平成２９年１月１６日（月） 境町に専門家として派遣 

平成２９年１月１７日（火） かすみがうら市に専門家として派遣 

平成２９年１月１９日（木） ひたちなか市に専門家として派遣 

平成２９年１月２６日（木） 古河市に専門家として派遣 

 

（５）関東ブロック司法書士会協議会における事業活動推進委員会・ADR 委員

会・相談事業担当者会議への参加 

 

 


