
 

 

 

令和３年度 綱紀事件報告 

 令和３年度中に、本会が綱紀調査委員会に付託した案件はなかった。 

 

 

 

令和３年度 注意勧告小理事会事業報告 

 

議 長  竹野満男    

 副議長  後藤勇樹 

 理 事  三富久光 遠藤大 小川貴晃 蔦良雄 井口實 勝俣吉利 

 

令和３年度は、注意勧告手続開始の可否の請求（規則１１①）はなかった。 

 

 

 

令和３年度 事業報告 

【総務部】 

 部 長  三富久光 

 副部長  藤江明子 住吉寿夫 

 

登録調査・表彰等選考委員会 

委員長  三富久光 

委 員  篠田貴子 半田武彦 藤原彰人 白壁英仁 小野洋一 

 

 委員会１回開催 

 

１．登録調査関係 ４名の新入会員の登録調査を行った。 

  

２．表彰選考関係  日本司法書士会連合会長表彰をはじめ、各種表彰の選考を実施した。 

          該当者１４名を会長に答申した。 

 

事故処理委員会 

 委 員 長  小林武人  副委員長  三富久光 

 委  員  竹野幹男 



 

 

予備委員  新海哲也 

 

・本年度は司法書士賠償責任保険の請求がなかったため、開催されなかった。 

 

総務委員会 

委員長  森口直樹 副委員長 嶋崎勝彦  

委 員  若尾恭一郎 住吉寿夫 黒野智恵 曽雌希穂 秋山光彦  

     志村春美  標芳也  藤江明子 保坂稔 

 

委員会の開催 

  委員会の開催は１回、メールでの規程変更のチェックを２回行った。 

 

  会計支出規程変更に関する会議を経理部と行いました。 

 

苦情対応窓口 

 責任者  三富久光 

 対応委員 一瀬文雄 大柴勝 横内勇一 原田好文 渡邉哲 安田嘉文 

 

 関ブロ管内の他会の苦情対応マニュアルを参考に勉強会を開催した。 

 

 １．苦情件数  ９件 

  申出人より業務が放置されている等の苦情が寄せられた。 

 

厚生委員会 

委員長  安留 武  副委員長 相澤光彦  杉本美帆 

委 員  三富律子  中込今朝光  御﨑佳代  秋山光彦  石丸寛秋 

     望月真弓  大石信 

 

福利厚生規程の変更について検討を行った。 

 

１．人間ドック助成金 

  令和３年度は４２名の会員が利用 

 

紛議調停委員会 

 委員長  早川たか子 副委員長 佐久間哲 

 委 員  荻原育夫 渡邉正弘 中川雅美 中田進 

 

 紛議調停案件がなかったため、活動はなかった。 



 

 

 

非司排除委員会 

 委員長  内藤雅明  副委員長  清水俊繁 

 委 員  河埜裕子  秋山弘次  板山久   今澤一也  横打泰延  遠藤大  

      深沢直樹  矢﨑拓也  小泉吉廣  天野勝 

 

甲府地方法務局から司法書士法施行規則第４１条の２の規定による調査が委嘱されたので、調 

 査を２回実施した。 

 

【経理部】 

部長  篠田貴子 

副部長 藤江明子 

 

本年度は、財務体制の全体的な見直しをテーマに活動してきた。 

まずは、現状を把握すべく、会計帳簿の確認を行い、使途について詳細に確認した。あわせて、

総務部とともに、会計支出規程の見直しを検討した。 

規定の見直しをしたことにより、これまで支払いがなされていなかった会務への支給や遠方から

会議に参加する会員への対応を行うことができ、わずかではあるが、会務を担う会員だけに負担が

集中することの是正がされたと考えている。 

 

（１）会計帳簿の確認 

 下記の日程で、会計帳簿・証憑書類の確認を行い、6 か月に 1 回の監査に対応できるようにし

た。 

令和 3 年 4 月 14 日（水） 

令和 3 年 6 月 2 日（水） 

令和 3 年 7 月 21 日（水） 

令和 3 年 9 月 30 日（木） 

令和 3 年 10 月 12 日（火） 

令和 3 年 11 月 24 日（水） 

令和 4 年 2 月 22 日（火） 

 

（２）会計支出規程の変更に関する会議の実施（総務部と合同） 

  下記の日程で、会計支出規程の変更に関する会議を実施した。 

令和 3 年 8 月 11 日（水） 

令和 3 年 11 月 10 日（水） 

令和 3 年 11 月 25 日（木） 

令和 4 年 1 月 5 日（水） 

令和 4 年 1 月 12 日（水） 



 

 

令和 4 年 1 月 18 日（火） 

令和 4 年 1 月 26 日（水） 

令和 4 年 3 月 8 日（火） 

 

【業 務 部】 

 部 長 半田武彦   

 

業務推進委員会 

委員長 半田武彦  副委員長 高尾直裕 

委 員 清水健雄 原田 元 小関祐美 粕谷勇一 

小谷行雄 緑川雅己 網倉義久 矢﨑欣一 

 

（１）委員会の開催 

   令和３年６月２１日、令和３年１０月７日、令和４年１月２０日 

（２）主な活動 

   「かいいん通信」を活用した情報提供活動（令和４年２月号から開始） 

   令和３年６月１５日  法テラス連絡協議会参加 

   令和３年１２月１６日 山梨県消費者安全確保推進会議参加 

   令和４年１月１８日  法テラス連絡協議会参加 

   令和４年３月９日   生活困窮者自立支援に係る法テラス山梨地方協議会参加 

 

 

【研 修 部】 

部 長 藤原彰人    

部 員 後藤勇樹 森口直樹 永淵 智 御﨑佳世 河野国広 深澤麻紀 土屋 守 

    望月真弓 矢﨑拓也 望月計士 藤江明子 

 

(1) 単位制定期研修会の開催 

これまでの慣例通り、毎月１度を目安に、下記のとおり実施した。 (全１３回) 

 日 程 テーマ 申込者 単位取得者 

2021/4/17 コロナ禍における労務問題と各種助成制度 １５ １２ 

2021/5/15 司法書士に関連する表示登記 ３０ １８ 

2021/6/26 関東ブロック倫理配信研修 ５５ ２５ 

2021/7/31 会社の一生と税務 ４４ ３０ 

2021/8/21 空き家と所有者不明土地を巡る一群の法律の整理と活用 ４８ ２６ 

2021/9/11 これからこうなる相続登記 ５８ ３６ 

2021/10/9 令和３年度関東ブロック配信研修第１回 倫理 ２７ １８ 

2021/11/27 農地・農業に関する法規と制度 ４３ ２６ 



 

 

2021/12/18 令和３年度関東ブロック配信研修第３回 商業登記法改正 ３０ ２０ 

2022/1/29 事業承継の実務 ２８ １２ 

2022/2/5 基礎から学ぶ電子契約 ２９ １３ 

2022/3/5 不動産取引の意思能力に関する裁判例 ３２ ２３ 

2022/3/5 令和３年度関東ブロック配信研修第２回 相続法改正 ３９ ２６ 

 

(2) 連続実務者研修会の開催 

今年度から新設した、テーマを絞って深く掘り下げる研修会を、下記のとおり実施した。 

第１回 任意後見編 

 日 程 テーマ 申込者 単位取得者 

2021/9/18 任意後見総論と見守り契約、任意財産管理契約 ２７ １６ 

2021/10/23 任意後見契約① ２９ １２ 

2021/12/4 任意後見契約②、死後事務委任契約 ２８ １２ 

第２回 渉外登記編 

 日 程 テーマ 申込者 単位取得者 

2022/3/26 国際私法、身分登録関係法規と中国の法務関係 ２２ １６ 

 ※渉外登記編は、令和４年度に続編としてあと２回開催予定 

 

(3) 支部研修の開催支援 

他会に倣い、単位取得機会の増加、単位取得簡易化の視点から、支部研修の開催を支援した。 

 日 程 テーマ 申込者 単位取得者 

2021/12/10 富士吉田支部研修会 

令和３年不動産登記法改正～相続登記義務化等編～ 

１１ １１ 

2022/2/26 甲府北支部研修会 

遺言書保管制度と遺言作成支援 

１８ １２ 

 

(4) 年次制研修会の開催  

 新型コロナウイルス感染予防の関係から令和２年度は単位会としての年次制研修会を開催す

ることができず、今年度は対象者が凡そ例年の倍であったことから、２回催した。 

 日 程 テーマ 申込者 単位取得者 

2021/10/16 令和３年度第１回年次制研修会 １７ １７ 

2021/11/23 令和３年度第２回年次制研修会 ２２ ２２ 

今年度年次制研修受講対象者  ５９名 

年次研修履修者        ５３名 

猶予届提出者          ４名 

未履修者            ２名 

 

(5) 部会議開催 第１回 ６月１５日 



 

 

      第２回 ９月１５日 

      第３回 １月１９日 

※ 上記部会議は、集合及びＺＯＯＭを用いてのハイブリッド型での開催をしている。 

※ 上記部会議以外にも、詳細な伝達事項や承認事項につき、メーリングリストを使用して部 

 の運営を行っている。 

 

(6) 新人研修会開催準備 

 これまで、当会には単位会としての新人研修制度が無かったことから、制度を創設し令和４

年７月頃を目途に第１回目の新人研修会開催をめざして鋭意準備を進めている。なお、集合型

研修（一日）と配信型研修（２時間×６コマ）の併用とし、受講対象者は試験合格後の新規登

録者に限らず特認制度による新規登録者も対象とする予定である。 

 

(7) その他 

関東ブロック司法書士協議会研修担当者会議出席(２回) 

関東ブロック司法書士協議会新人研修会教材作成支援（講義２コマ、立会ゼミナール動画） 

日本司法書士会連合会研修担当者会議出席(１回) 

 

(8) 当会会員の単位取得状況 

  総単位付与数 ５４単位 （支部研修は除く） 

  統計対象会員 １２８名 （令和３年度途中に入会した会員除く） 

  単位取得者   ６６名  ５１．５６％ 

  単位不足者   ３７名  ２８．９１％  ※うち７名、倫理単位のみ不足 

  単位未取得者  ２５名  １９．５３％ 

（参考）令和２年度 

  会員総数    １２４名 （令和２年度途中に入会した会員除く） 

  単位取得者 ２９名  ２３．３９％ 

  単位不足者 ４７名  ３７．９０％ 

  単位未取得者 ４８名  ３８．７１％ 

 

 

【広 報 部】 

 部 長 白壁英仁  副部長 小林大祐   

委 員 佐久間哲 竹野満男 岩浪弘文 住吉寿夫 望月忠彦 

深澤麻紀 武藤哲朗 標 芳也 小俣 久 渡辺金一郎 

 

〔令和３年〕 

７月１日（木） 広報部会議の開催（１２名参加） 

７月３０日（金）   会報「甲州路」編集会議の開催（３名参加） 



 

 

８月３日（火）  「司法書士の日記念相談会」（無料相談会）の開催（１４名参加） 

８月２０日（金）   ヴァンフォーレ甲府プロモーショングッズ企画への協賛（名入れタオル

100 枚納品） 

８月下旬   会報「甲州路」の発行 

９月１４日（火） 令和３年度第１回関ブロ広報事業担当者ＷＥＢ会議（ZOOM）への参加 

（広報部長） 

９月１８日（火）   相続登記促進・１５０周年事業及び司法書士総合相談センター相談受付 

システムに関する全国担当者ＷＥＢ会議（ZOOM）への参加（広報部長） 

１０月１８日（月）  広報部会議の開催（１２名参加） 

１２月２４日（金）  ホームページへの「ＳＤＧｓへの貢献」と題するＰＲ文の掲載 

〔令和４年〕 

１月２６日（水）   アイネクシオ合同会社（ホームページ制作業者）とのホームページのリ

ニューアルに関する打ち合わせ会議（広報部長） 

２月１５日（火） 令和３年度第２回関ブロ広報事業担当者ＷＥＢ会議（ZOOM）への参加 

（広報部長） 

３月９日（水）    エフエム富士のラジオ番組「知ってる？となりの司法書士」第２１回テ

ーマ「ＳＤＧｓと司法書士」（３月２２日放送分）の番組収録（広報部

長） 

 

その他の活動 

・「かいいん通信」の発行（毎月１回） 

  従来の会員の持ち回り原稿と調停センターの原稿に加えて、令和４年から研修部の原稿と業

務推進委員会の原稿を随時掲載。 

・山梨日日新聞への月極広告（相続登記促進に関する内容）の掲載 １１月～３月（５か月） 

・エフエム富士のラジオ番組「知ってる？となりの司法書士」（全２２回）への協賛 

・会員へ連合会ポスターの配布協力の依頼（２回） 

 

 

【企画事業部】 

 部 長 小野洋一  副部長 河野国広 黒野智恵 曽雌希穂 

 

総合相談センター運営委員会  

 センター長 標 芳也   

  次長    粕谷勇一 若尾恭一郎 志村春美  

 委 員   岡伸 竜澤光朗 村松弘一 河野国広 黒野智恵 芦澤初美 

       蔦良雄 志村勝 大石信 

        

１ 運営委員会の開催（年６回） 



 

 

      ６月２１日（月）、８月１７日（火） 

 

 

 ２ 定例相談会の開催 

 （※新型コロナウイルス感染防止のため、中止した会があった） 

                                  （各回派遣数） 

  金曜夜の相談会     第４金曜日     １８時～２０時       ３名 

  甲斐市相談会      第２金曜日     １３時～１７時       ４名 

  南アルプス市相談会   第３木曜日     １３時～１６時       ４名 

  甲府市役所相談会    第１水曜日     １０時～１３時       ２名 

  火曜相談会       第１・第３火曜日  １３時～１６時       ３名 

  笛吹市総合相談     毎月１回程度    １３時３０分～１５時３０分 １名 

  富士吉田市役所     毎月１０日     １３時～１６時       １名 

  都留市心配ごと相談所  第１・第３金曜日  １３時～１６時       １名 

  富士急百貨店相談会   第３水曜日     １３時～１６時       ３名 

  峡東相談会       月１回       １３時半～１６時半     ３名 

   

 

 ３ 単発の相談会 

  法の日相談会                会場開催は中止（電話相談を開催） 

  相続登記はお済みですか月間相談会      会場開催は中止（電話相談を開催） 

電話相談会         ８月２８日、９月４日、９月２５日、 

              ２月１２日、２月１９日 いずれも土曜日 

相続登記相談会・セミナー      １０月１０日（日）  かいてらす 

  税理士会・司法書士会合同相談会   １１月９日（火）  かいてらす 

  丹波山村・小菅村を対象とした相談会 １１月１３日（土）  丹波山村、小菅村 

   

   

        

 ４ 各種団体の開催する相談会への相談員派遣 

   １日合同行政相談会           ２月１５日（火） 

   多重債務者相談会（県民生活センター主催）１０月２０日（水）１１月１７日（水）                     

   法律扶助の日無料相談会（山梨県弁護士会）１月２９日（土） 

 

 

 

 

  



 

 

調停センター運営委員会 

センター長 小林大祐 

会計 篠田貴子 

関東ブロックＡＤＲ担当者 小林大祐 

委員 竹野トキ子、有賀一雄、竹野幹男、竹野満男、蘒原久美、曽雌希穂、名取建治      

 

実施事業概要 

１．対内外的広報活動 

２．講演会・研修課の企画・開催・運営 

３．調停センター規則・規定類確認作業 

４．利用希望者からの問い合わせ対応・面談 

５．調停手続実施 

６．関東ブロックＡＤＲ担当者会議参加 

 

事業日程等 

令和３年 ４月 １日（木）運営委員会（全体会議）開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年 ４月１１日（日）規程変更 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年 ４月２９日（木）規程変更 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年 ５月 ５日（水）規程変更 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年 ５月２９日（土）規程変更 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年 ６月 ９日（水）運営委員会（全体会議）開催 【司法書士会館】 

令和３年 ６月１２日（土）規程変更 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年 ６月２６日（土）規程変更 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年 ７月１０日（土）規程変更 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年 ７月２２日（水）弁護士を交えた研修会  【司法書士会館】 

令和３年 ８月 ７日（土）規程変更 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年 ８月１９日（水）運営委員会（全体会議）開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年 ９月 ８日（水）関ブロＡＤＲ委員会会議   【ＺＯＯＭ】 

令和３年 ９月１１日（土）規程変更 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年１０月 ６日（水）運営委員会（全体会議）開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年１０月１２日（火）弁護士会への説明  【弁護士会館】 

令和３年１０月３０日（土）規程変更 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年１１月 １日（水）関ブロＡＤＲ委員会会議   【ＺＯＯＭ】 

令和３年１２月 １日（水）運営委員会（全体会議）開催  【ＺＯＯＭ】 

令和３年１２月１５日（水）関ブロＡＤＲ委員会会議   【ＺＯＯＭ】 

令和３年１２月１６日（土）研修会 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和４年 １月２０日（木）研修会 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和４年 １月１４日（金）日司連ＡＤＲ委員会会議   【ＺＯＯＭ】 



 

 

令和４年 ２月 ７日（月）関ブロＡＤＲ委員会会議   【ＺＯＯＭ】 

令和４年 ２月１０日（木）研修会 PT 会議開催  【ＺＯＯＭ】 

令和４年 ２月１６日（水）運営委員会（全体会議）開催  【ＺＯＯＭ】 

令和４年 ２月２６日（土）関ブロ千葉研修会   【ＺＯＯＭ】 

 

１．新型コロナウイルス感染予防対策として、リモートによる全体会議及び研修会を行いました。 

２．関東ブロックＡＤＲ担当者会議並びに日本司法書士会連合会ＡＤＲ担当者会議にリモート出席しま

した。 

３．令和３年度は、調停センター携帯等への問い合わせがあり、いずれも、運営委員が対応させて頂き

ました。 

 

 

開業支援司法過疎対策委員会 

 委員長 保坂 稔  副委員長 深沢直樹 

委員  秋山弘次 平野 浩 竜澤光朗 小林 恵 横内勇一 

    河西研吾 横打泰延 芦澤初美 丸山和彦 

 

１ 会議 

 定例会議 

 第１回開催 令和３年６月１８日 （金） 

 第２回開催 令和３年１１月１９日（金） 

 第３回開催 令和４年１月２１日 （金） 

 

 臨時会議 

  令和４年２月１５日（火）静岡会との zoom会議 

 

２ 活動報告 

配属研修の「修習目標項目」を作成し、配属研修生を受け入れてくれる事務所の一覧

の作成とその事務所に対する謝礼の金額の提案を行った。案として、月３万から５万円

の範囲。 

さらに、配属研修生に対する支援として、月１万円の交通費を支給する提案も行っ

た。 

 

 

 

 

 

 



 

 

空家対策委員会 

委員長 小関祐美 副委員長 宮澤伯夫 瀧口 茂 

委員  竹野 満 小野竹雄 中込佳紀 後藤勇樹 保阪三郎 

    市川政秀 網倉義久 矢﨑欣一 千須和和行 安留 武 

 

第１ 会 議  

 １ 空家対策委員会  

第１回 開催日令和３年４月２３日（金）  

第２回開催日令和３年６月 ４日（金）  

   第３回 開催日 令和３年９月８日（水）  

   第４回 開催日 令和３年１０月 ２１日（木）  

   第５回 開催日 令和４年１月２１日（金） 

第６回開催日 令和４年４月８日（金）  

 

第２ 主な対内的な活動   

 １ 空家対策に係る各市町村事業担当グループからの事業報告  

 ２  空家等対策事業運用基準の改正審議 

 

第３ 対外的な活動  

１ 山梨県空家等対策事業活動  

① 市町村連絡調整会議  

②やまなし空き家相談手帳の相談員に事業担当者を掲載  

２ 甲府市事業担当グループ事業活動  

① 空き家推進チーム委員会議  

② 空き家合同相談会は、新型コロナ感染防止により本年度中止  

３  甲斐市事業担当グループ事業活動  

開催日時   開催場所       相談員  

 ６／２７（日） 甲斐市竜王北部公民館  小野竹雄・宮澤伯夫  

 ８／１２（木） 中止  

 ９／２６（日） 甲斐市敷島総合文化会館 小野竹雄・宮澤伯夫・小川貴晃    

１０／３１（日） 甲斐市竜王北部公民館  小野竹雄・宮澤伯夫  

１１／２８（日） 甲斐市竜王南部公民館  小野竹雄・宮澤伯夫・深澤麻紀 

１２／１８（日） 中止 

 ２／１０（木） 甲斐市竜王北部公民館  宮澤伯夫・小川貴晃  

甲斐市の空家相談会（山梨県宅地建物取引業協会甲斐支部と共催）  

４ 笛吹市事業担当グループ事業活動 

①笛吹市における空家対策等に関する基本協定書の締結（１０月７日） 

②相談会 



 

 

 １１／１１（木）笛吹市役所 網倉義久・保阪三郎 

  ２／１０（木）中止  

５ 南アルプス市事業担当グループ事業活動 

 開催日時   開催場所         相談員 

 ２／１０（木）南アルプス市白根支所 小野竹雄・中込佳紀・小関祐美 

 

第４ 各市町村の空家対策協議会等への派遣会員  

派遣先市町村  名称   会員名  

甲府市  協議会委員   竹野  満  

同  推進チーム委員   宮澤 伯夫  

甲斐市  協議会委員   小野 竹雄  

北杜市  審議会委員   保阪 三郎  

笛吹市  審議会委員   網倉 義久  

山梨市  審議会委員   矢崎 欣一  

甲州市  審議会委員   中山 健夫  

市川三郷町 審議会委員   渡辺 正弘  

富士吉田市 審議会委員   勝俣吉利  

都留市  審議会委員   安留  武  

 


