
総務部 令和３年度事業報告 

 

第１ 事務局機能の適正化と、事務処理の合理化 

 １ 事務局機能の適正化を図るため事務局職員に対する指導を行った。 

 ２ 事務局内の新型コロナウィルス感染症対策として、事務局職員について、令

和３年８月３１日から同年９月１２日までテレワーク（在宅勤務）を導入し、

事務局運営を行った。 

 ３ 費用の削減、かつ、事務処理の迅速化を目的として会員へ配布する資料は電

子メールによる配信を原則としている。郵便による資料の配布は特に急を要

するものを除き１～２ヶ月に１回程度としている。 

   なお、本年３月３１日現在、電子メール配信を希望する会員は１５１名中１

４７名（昨年３月３１日現在は１５０名中１４４名）である。費用の削減、か

つ、事務処理の迅速化にご理解いただき登録されている会員に対し感謝申し

上げるとともに、メールアドレス未登録会員におかれては、前記目的をご賢察

いただき、メールアドレス登録にご協力くださるようお願いする次第である。 

 

第２ 苦情対応 

   市民から当会に寄せられる苦情の初期対応を行った。当会に寄せられた苦

情を類型化したものを当会ホームページの会員専用ページ上に掲載してある

のでトラブルを避けるための資料として活用していただきたい。 

   なお、これまでの苦情の内容を精査した結果、市民が当会へ苦情を申し出る

原因としては、依頼人への説明不足やコミュニケーション不足が大きな要因

であると分析している。会員の皆様には、依頼人から依頼の本旨を正確に聴取

し、依頼人に対して丁寧な説明を行うよう心掛けていただきたくお願いする

次第である。 

   なお、本年、当会に寄せられた苦情件数は９件であり、苦情から懲戒請求に

至った事案は存在しなかった。 

 

第３ 非司法書士活動への対応 

 １ 法務局から委嘱を受け、下記日程で各支局において非司法書士活動の実態

調査を行い、法務局長に対し、違反が疑われた件数２８件の報告を行った。 

令和３年１２月 ７日～８日 富山本局（不動産２件、法人８件） 

令和３年１２月 １日  高岡支局（７件） 

令和３年１１月２９日  魚津支局（２件） 

令和３年１１月２５日  砺波支局（９件） 

  ※参考（令和２年度の調査結果） 

   富山本局（不動産１件、法人２１件）  高岡支局（１２件） 



   魚津支局（０件）           砺波支局（６件） 

 ２ 当会ホームページに、非司法書士に関する情報提供受付のページを設けた。 

  ホームページからの情報提供は０件であったが、引き続き情報提供を呼び掛 

  けていく。 

 

第４ 会則等の改廃に伴う事項 

   本年度に制定・改正した会則、規則、規程等は次のとおり 

 １ 富山県司法書士会会則 

   令和３年５月２９日一部変更（令和３年１１月２日認可） 

 ２ 富山県司法書士会注意勧告運用規則 

   令和３年５月２９日一部改正 

 ３ 富山県司法書士会業務報告書記載規程 

   令和３年１２月１５日一部改正 

 ４ 富山県司法書士会日当及び旅費規程 

   令和４年２月２２日一部改正 

    

第５ 制度振興対策 

   公益社団法人富山県公共嘱託登記司法書士協会が担当会となり、公益社団

法人富山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

ガルサポート富山県支部、日本司法書士政治連盟富山会及び当会の４団体が

一堂に会して協議会が開催され、各団体が抱える諸課題について意見交換が

行われた。 

 

第６ 関連団体との情報交換・交流など 

 １ 日本司法書士会連合会中部ブロック会定時総会が、三重県にて開催された。 

 ２ 富山県士業懇話会の定例会において、各会の状況などについて報告や意見

交換が行われた。 

 

第７ 富山県との災害時における被災者相談業務の実施に関する協定締結 

  当会は富山県との間で、災害時における被災者支援のための相談業務に関して 

 協定を締結した。それに伴い、富山県庁にて、新田富山県知事及び松倉会長の立 

 ち会いのもと、協定締結式を行った。  

 

第８ その他 

 １ 管理組合法人エスポワール神通の定時総会に出席した。 

 ２ 法規集の改訂を行った。また、昨年度同様、法規集掲載の会則等については

会員専用ホームページにて会員各自が閲覧、印刷等をするものとし、会則等の



改正があった場合でも紙媒体（バインダー式）での配布を行わないものとす

る。 

  



企画部 令和３年度事業報告 

 

第１ 概括  

令和３年度は、昨年度から引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から、研修会の開催については会場の人数制限を行うなど、通常とは異なる対応

が求められる１年となった。 

このような状況下、会員の研修受講機会を確保するため、研修委員会において、

ＺＯＯＭミーティングを使用するＷＥＢ配信について研究を行い、実施方法を

マニュアル化した。これにより、県外の講師に来県いただくことが難しい状況下

でもオンラインで講義を行ってもらうことが可能となり、受講者についても研

修会場に集まることなく受講することが可能となった。 

研修のＷＥＢ配信については、新型コロナウイルス対策が求められる状況で

今後も実施していくとともに、新型コロナウイルスが収束した後も、受講者の利

便性のために実施していきたいと考えている。 

令和３年度開催の研修会は、後記研修会一覧表記載のとおりである。 

単位制研修については、外部講師による研修会、ＤＶＤ使用による研修会、日

司連の同時配信研修会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート富山

県支部との共催による研修会を実施した。新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、集合形式の単位制研修会は２０名程度の定員を設定して実施するととも

に、会員の受講機会確保のため、ＺＯＯＭミーティングにより同時配信をする研

修会を設定した。 

令和３年度の単位制研修において、所定の単位（１２単位以上（８単位以上は

甲類によるもの、そのうち２単位以上は倫理研修によるもの））を取得した会員

は、単位付与対象会員１４７名中１３０名と８８％で昨年より増加した。付与単

位数の計算は、入退出時刻によって厳格に行っているが、遅刻早退により取得単

位数が減じられているケースが見受けられる。可能な限り遅刻早退の無いよう

に研修参加をお願いしたい。令和２年度より、当会研修規則改正に伴い、会員に

対する単位制研修の受講義務が明確化され、所定の単位の取得を要することと

なっており、今後もより一層の単位取得をお願いしたい。 

年次制研修会については、当会開催の集合研修又は、日司連研修総合ポータル

を利用した研修のいずれかを対象会員が選択して受講する形式で行った。集合

研修については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、通常よりも多くの会

議室を使用し、１部屋あたりの受講者数を少なくすることにより実施した。 

 

第２ 研修の実施ほか各委員会の活動（研修については後記研修会一覧表に全表

示） 

１ 企画部の活動・研修会 



  【単位制研修】 

    研修委員会企画の外部講師による研修会            ２回 

    ＤＶＤ研修会                        ５回 

    日司連同時配信研修会                    ２回 

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 

富山県支部との共催による研修会               ７回 

  【年次制研修】 

    集合研修又は、日司連研修総合ポータルを利用した研修いずれかを受講

者が選択する形で実施した。 

年次制研修対象会員５７名中、集合研修が３７名、研修総合ポータルが１

７名、不参加が３名であった。 

【新人研修】 

   中部ブロック新人研修会へ講師を派遣した。 

   配属研修の申込が１件あったが、引受先が見つからなかったため実施す

ることができなかった。代替措置として、日司連研修総合ポータルや会が保

有しているＤＶＤの活用をお願いした。 

  【その他】 

    新入会員研修プログラム「合同会社～設立から運営、解散まで～」を企画

し募集をしたが、申込みが無かったため、開催しなかった。 

 

２ 研修委員会の活動 

    議案書末尾の委員会報告書記載のとおり 

３ 憲法委員会の活動 

    議案書末尾の委員会報告書記載のとおり 

４ 空地空家対策特別委員会の活動 

    議案書末尾の委員会報告書記載のとおり 

 

第３ 支部研修会への助成 

  各支部において研修会を実施したので、助成を行った。 

  



広報部 令和３年度事業報告 

 

第１ 対外広報活動 

１ 「相続に関する相談会」（令和３年８月２１日・２２日）の広報 

標記相談会の広報として、チラシを作成し、県下の市町村役場、介護施設等

へ配布したうえ、旧富山市内及び高岡市の町内会にて回覧してもらえるよう

富山市役所及び高岡市役所に依頼した。また、開催告知を県下市町村の広報誌

に掲載依頼するとともに各報道機関にも広報の依頼をした。さらに、当会ホー

ムページ及び公式ツイッターにも掲載した。 

 

 ２ 「成年後見相談会」（コロナ警戒レベル「ステージ３」のため、面談での相

談は中止）の広報 

標記相談会の広報として、ポスター、チラシの配布、県下市町村への広報誌

の掲載依頼、各報道機関への広報の依頼、当会ホームページ及び公式ツイッタ

ーへの掲載を行ったが、コロナ警戒レベル「ステージ３」のため、９月１３日

時点で面談での相談を中止とした。中止に伴い、北日本新聞での開催告知につ

いては掲載前にキャンセルした。代替措置として、電話での相談に対応するこ

ととなり、当会ホームページ及び公式ツイッターにて面談での相談の中止及

び代替措置についての告知を行った。 

 

３ 「法の日司法書士法律相談会」（令和３年１０月２日～１０月７日）の広報 

標記相談会の広報として、開催告知を令和３年９月２６日付北日本新聞に

中面全３段サイズで掲載した。また、チラシを作成し、県下の市町村役場、介

護施設等へ配布したうえ、旧富山市の町内会にて回覧してもらえるよう富山

市役所に依頼した。あわせて、県下市町村の広報誌に掲載依頼するとともに各

報道機関にも広報の依頼をした。これに加えて、当会ホームページ及び公式ツ

イッターに掲載した。その他、会長と広報部長が北日本新聞本社を訪問して本

相談会のＰＲを行い、北日本新聞に掲載された。 

 

４ 「司法書士・社会保険労務士によるコロナ禍での職場のトラブル無料相談

会」（令和３年１１月２３日）の広報 

標記相談会の広報として、開催告知を県下市町村の広報誌に掲載依頼する

とともに各報道機関にも広報の依頼をした。あわせて、当会ホームページ及び

公式ツイッターに掲載した。また、チューリップテレビで司法書士会会長と社

会保険労務士会会長の両会長が告知した。 

 

５ 「相続登記・遺言・後見の相談会」（令和４年２月５日・６日）の広報 



標記相談会の広報として、開催告知を令和４年１月２３日付北日本新聞に

テレビ欄全面、同日付読売新聞及び富山新聞に中面全５段サイズで掲載した。

なお、北日本新聞テレビ欄広告については１１８名の会員（法人会員含む）の

協賛金により実施した。また、チラシを作成し、県下の法務局、市町村役場、

介護施設等へ配布したうえ、旧富山市の町内会にて回覧してもらえるよう富

山市役所に依頼した。あわせて、県下市町村の広報誌に掲載依頼するとともに

各報道機関にも広報の依頼をした。これに加えて、当会ホームページ及び公式

ツイッターに掲載した。その他、会長と広報部長が北日本新聞本社、富山新聞

富山支社、読売新聞富山支社を訪問し、本相談会のＰＲを行い、各紙に掲載さ

れた。 

 

第２ 会務通信の発行 

   会務通信を計３回（６月、１０月、２月）発行し、会の活動状況、会員の動

き、理事会の報告等を掲載した。 

 

第３ ホームページの更新 

   随時、相談会の開催内容や情報公開等を更新した。また、新たに下記のコン

テンツを追加した。 

１ 「開催情報」 相談会等の当日の様子を画像とともに掲載 

２ 「ニセ司法書士にご注意！」（バナー） 非司法書士に関する情報提供フ

ォーム 

 
第４ 出張法律講座 

  令和３年度は下記のとおり講師を派遣した。なお、富山市池多公民館からも

依頼があったが、新型コロナの再拡大により中止となった。 

出張日 派遣先・講義内容 等 講師 

令和３年 

１２月７日 

（火） 

 

「依頼者」富山市堀川南公民館 

「内 容」終活における相続登記や遺言について

「対象者」６０代～８０代 約１０名 

「場 所」富山市堀川南公民館 

「時 間」午前１０時００分～午後０時００分 

谷口あきつ会

員 

 

第５ 法教育事業 

高校生を対象とした法教育事業を推進するために、法教育に関する研究・教

材の作成を行った。 

令和３年度も引き続きコロナ禍のため、法律教室の開催の目途がたたなか

ったが、以前法律教室を開催した富山国際大学付属高校新聞部から成年年齢

引き下げについてのインタビューの依頼があり、委員２名が対応した。 



 

第６ 公式ツイッターによる情報発信 

   ＳＮＳを利用した情報発信を行うため、ツイッターのアカウントを作成し、

随時更新している。 

 

第７ ＳＮＳ内での広告配信（令和４年２月２０日から３月３１日まで） 

 １ 目 的 

 主に若年層（２０代から４０代）へ司法書士のＰＲを目的とし、令和４年２

月２０日から３月３１日までＳＮＳ（ライン及びツイッター）内での広告配信

をした。内容については、総合相談センターの紹介、若年層に多いと予想され

る困りごと（借金、労働、消費者問題）を相談できるＢ分野につながるホーム

ページ内のページに誘導されるものとした。 

 ２ 結果及び所感 

  ライン、ツイッター広告内の表示回数及びクリック数 

媒体 ライン ツイッター 

想定表示回数 540,000 回 154,286 回 

実際の表示回数 848,785 回 140,859 回 

想定クリック数 1,350 回 710 回 

実際のクリック数 1,602 回 264 回 

 表示回数…ライン又はツイッターに広告が表示された回数 

 クリック数…表示された広告からクリックされホームページに誘導された数 

 

  期間中のホームページの訪問件数はユーザー全体及び新規ユーザー共に全

ての日で昨年より多かった（別紙参照）。 

 

  上記の結果から、全体の表示回数は想定より 295,358 回多く、多くの人の

目に触れることができ、それに伴って、ホームページへの訪問数が増加した。

よって、目的であった若年層（２０代から４０代）への司法書士のＰＲ効果は

あった。 

 

第８ 総括 

今年度は、主に若年層へのＰＲのため、新たにＳＮＳを利用した広報を始め

た。今年度は、司法書士を知ってもらうためのＰＲを目的としたＳＮＳ広告を

行い、一定の効果を得られたと感じている。今後は、ＰＲに加え、今困ってい

る若年層に実際の相談へと結びつくための広報を進めていく。 

法教育・出張法律講座といった対外事業については、前年度に引き続き、新

型コロナのためほとんど開催できない状況であった。 

各種相談会において、新型コロナ感染状況により、相談形式の変更や中止の



可能性が常にあったため、新聞広告やチラシ等にその旨の明記をしたり、成年

後見相談会においては面談での相談の中止による当会ホームページ及び公式

ツイッターでの告知など、前年度に引き続き新型コロナによる対応が必要と

なった。 

  



相談事業部 令和３年度事業報告 

 

 富山県司法書士会総合相談センターの運営をはじめ、１１月に富山市のゲート

キーパー養成研修会、勤労感謝の日には富山県社会保険労務士会と合同で「コロナ

禍での職場のトラブル無料相談会」を開催した。各種相談事業、他団体との連携活

動等については、以下のとおりである。 

 

第１ 相談活動 

１ 富山県司法書士会総合相談センターによる常設電話・面談による相談受付 

   常設の相談受付機関であり、年度を通して相談を受け付けた。電話相談受付

は毎週月～金曜日、面談相談受付は毎月第２土曜日に実施することになって

いたところ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため４月から７月までを中

止とした。 

「電話相談」 

   相談件数は計５９５件（前年度５８１件）であり、前年比１０２％となった。 

 「面談相談」 

   相談件数は計５６件（前年度４１件）であり、前年比１３６％となった。 

 

２ 相続に関する相談会の開催 

   令和３年８月２１日（土）２２日（日）、コロナウイルス感染症対策のため

電話による相談会を開催した。 

   相談件数は、計１３７件（前年度１１８件）で、前年比１１６％となった。 

 

３ 成年後見相談会の開催 

   コロナウイルス感染症対策のため中止となった。 

   次回からは成年後見センター・リーガルサポート富山県支部の主催となり、

本会は後援となる。 

 

４ 法の日司法書士法律相談会の開催 

   令和３年１０月２日（土）から同年１０月７日（木）までの期間、県下１０

カ所の特設会場において司法書士業務に関する法律相談会を開催した。相談

件数は計１５５件（前年度１２２件）で、前年比１２７％となった。 

 

５ 職場のトラブル面談相談会の開催 

   令和３年１１月２３日（金 勤労感謝の日）、富山県社会保険労務士会と共

催で面談相談会を開催した。相談件数は７件だった。 

 



 ６ 相続登記・遺言・後見の相談会の開催 

   令和４年２月の１ヶ月間を「相続登記はお済みですか月間」とし、富山公証

人会、（公社）成年後見センター・リーガルサポート富山県支部、（公社）富山

県公共嘱託登記司法書士協会、富山県森林組合連合会との共催、富山地方法務

局後援のもと、県下５カ所の特設会場にて事前予約制の「相続登記・遺言・後

見司法書士相談会」を開催した。相談件数は計１６５件（前年度１５３件）で、

前年比１０７％となった。 

 

第２ 他団体との連携 

１ くらしの安心ネットとやま 

   悪徳商法等の消費者問題対策を目的とし、富山県消費生活センター等を構

成団体とするネットワークに当会が加入しており、令和３年７月２日（金）に

開催された情報交換会に相談事業部長が出席した。令和３年１０月８日（金）

にサンフォルテ１階にて活動発表会があり、当会のパンフレット類を展示し

た。 

 

 ２ 富山労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため関係資料の郵送をもって開催に代

わることとなった。 

  

３ 日本司法支援センター富山地方協議会（Ｗｅｂ） 

   令和４年２月９日（月）に標記会議が開催され、相談事業部長が出席した。 

 

第３ 相談員の派遣 

 １ 富山県消費生活センター主催多重債務専門相談会 

   相談予約がなかった為、次年度から事業終了となります。 

 

２ 富山市主催市役所月例無料相談及び市役所多重債務相談会 

   月例無料相談については、年間を通して毎月第２月曜日に、多重債務相談会

については、年間を通して毎週水曜日、当会会員が相談員として相談にあたっ

た。 

 

３ 高岡市主催市役所月例無料相談 

   年間を通して毎月第３水曜日、当会会員が相談員として相談にあたった。 

 

４ 生活見直推進富山県連絡会主催生活見直相談会 

   当会が参加する「生活見直推進富山県連絡会」主催のもと県下の北陸労働金



庫各支店にて、多重債務に関する生活見直相談会を行った。年間を通じて計２

回の相談会（弁護士会と交互に）を開催し、うち１回の相談会（令和３年９月

１１日（土））において当会会員が相談員として相談にあたった。 


