
＜報告第１号＞  令和３年度事業報告の件 

《総務部》 

総務部長 松 本 仁 孝 

１．事務処理及び会議の合理化                              

（１）本会事務局の事務処理の効率化、共有化、ＩＴ化の推進 

（２）各種会議の合理化、効率化 

   ＺｏｏｍによるＷｅｂ理事会等の実施 

ＷiFi設備の拡充 

 

２．会員の品位の保持のための連絡及び指導ならびに苦情の申出に対する適切な対応       

（１）会員の品位の保持のための連絡及び指導 

   各種情報提供 

（２）執務姿勢、広告等の適正化に向けての連絡及び指導 

   各種情報提供 

（３）司法書士会市民窓口（業務に対する）の対応 

   申出１４件、その他電話での問合せ０件   

（４）苦情対応窓口（事業に対する）の対応 

   申出０件、その他電話での問合せ０件 

（５）紛議調停、綱紀処分の申出への適切な対応 

   紛議調停０件、綱紀０件 

（６）業務賠償責任保険（団体・任意）の対応 

   保険事故報告０件 

（７）綱紀案件への対応についての検討・調査 

   綱紀案件０件 

 

３．会員の執務に関する連絡及び指導                           

（１）法改正への対応 

   令和３年度民法・不動産登記法改正 

 令和５年 ４月 １日、令和６年 ４月 １日施行 

   相続土地国庫帰属法 令和５年 ４月２７日施行  各種情報提供 

（２）執務関係資料の送付及び資料の適切な保守 

   メール送付を推進（メール会員１６７名） 

（３）本人確認記録の作成・保存に関する連絡及び指導 

   各種情報提供 

（４）職務上等請求書の使用・管理に関する連絡及び指導 

   各種情報提供 

（５）執務環境、業務改善に関する連絡及び指導 

   各種情報提供 

（６）執務関係図書及びＤＶＤ等の整備と活用 

 



４．会員の入会及び退会その他人事に関する事項                      

（１）司法書士登録等に関する事務手続きの実施 

   登録調査委員会１４回開催 

（２）会員の入会及び退会に関する事務手続きの実施 

   入会１２名、退会４名 

（３）司法書士法人の届出に関する事務手続きの実施 

   法人会員入会１法人 

（４）会員名簿の発行  

令和３年１０月３１日発行 

 

５．会則・諸規則等の改正の検討及び実施                         

（１）会則・諸規則等の改正の検討及び実施 

   会則・規則等変更（令和３年 ５月１５日総会承認） 

（２）会則・諸規則集（ＣＤ－Ｒ）の編集及び作成 

   令和４年 ３月１７日ＣＤ－Ｒ配布 

 

６．情報の公開に関する事項                               

（１）ホームページによる司法書士会及び会員情報等の告知 

   随時名簿を更新 

（２）懲戒処分事例の公表 

   日司連ホームページにリンク 

 

７．その他                                       

（１）非司法書士行為の排除活動の支援 

   司法書士法違反に関わる実態調査の実施（令和３年１１月実施） 

（２）会館の大規模修繕及び耐震等に対する検討及び対応 

   トイレ補修 

（３）他の部の所掌に属さない事項への対応 

   ①高松法務局との意見交換会（コロナにより中止） 

   ②第７１回「社会を明るくする運動」香川県推進委員会（コロナにより中止） 

   ③司法書士法改正に伴う綱紀手続等及び新期綱紀調査委員会への対応に関する説明会 

   （令和３年 ８月 ６日Ｗｅｂ会議） 

   ④司法書士倫理の改正案に係る意見照会に対する対応 

   ⑤香川県人権・同和問題Ｗｅｂ講演会（令和３年 ８月２４日～９月 ６日） 

   ⑥ML/TF対策及びFATF第４次対日審査結果に関する司法書士会担当者会議 

   （令和３年９月２８日Ｗｅｂ会議） 

   ⑦高松市人権・同和問題啓発講座（令和３年１１月 ２日～１５日Ｗｅｂ講座） 

   ⑧組織改革に関する全国説明会（令和４年 ３月２５日Ｗｅｂ会議） 

   ⑨新型コロナ感染対応 事務局体制の縮小措置等 

   ⑩福井正夫画伯の絵画の寄贈 



《企画部》 

企画部長 岩 野 哲 

１．市民に対する法的サービスの拡充                        

（１）家庭裁判所からの財産管理人推薦依頼への対応 

   ①財産管理人候補者名簿の更新 

    名簿登載応募者の募集、１１月１日更新 

   ②家庭裁判所からの各種財産管理人推薦依頼への対応 

    高松３件、丸亀１件、観音寺５件 

（２）成年後見制度の推進 

   ①リーガルサポートかがわとの連携及び情報交換 

   ②後見制度利用促進に関する高松家庭裁判所主催の三士業懇談会 

    令和３年 ６月３０日 

    令和３年１１月 ４日 

    令和４年 ３月 ３日 新型コロナウイルス感染防止対策のため中止 

（３）講師派遣事業の拡充 

   ①香川県消費生活センター「くらしのセミナー」講師派遣 

    令和３年１２月 ２日 中西健会員 

    令和４年 １月１１日 長尾浩嗣会員 

    新型コロナウイルス感染防止対策により、２件中止 

    令和３年 ９月１３日 次年度実施計画に関する打ち合わせ 

   ②リーガルサポートかがわによる講師派遣 

（４）「相続登記はお済みですか月間」事業への対応 

   令和４年２月中の各事務所における無料相談を要請 

（５）空家・相続登記未了土地問題への対応 

   ①国、県、市町等からの新規事業等についての情報収集及び対応 

   ②各市町の協議会への委員推薦 

    高松市空家等対策協議会 門馬良典会員を推薦 

    丸亀市空家等対策協議会 田村聡子会員を推薦 

    坂出市空家等対策協議会 藤本和弘会員を推薦 

   ③香川県主催「空き家対策セミナー」 

    「香川県空き家ガイドブック」に定例相談会情報を掲載 

   ④宇多津町空き家サポートネットワーク 

    令和３年１０月 ８日 宇多津町と協定締結、同日第１回検討会 

    齊藤信也理事、洲﨑雅裕会員、新名輝雄会員をメンバーとして登録 

    令和３年１１月 １日運用開始、相談等実施状況 １２件 

   ⑤国土交通省四国地区所有者不明土地連携協議会 

    令和４年 ２月１７日 

   ⑥日司連主催行政職員向けオンラインセミナー 

    「所有者不明土地問題等の予防・解決に向けた一群の法律の理解と活用」 

    令和４年 ３月 ２日 

（６）法教育の研究及び推進 

   ①香川大学における「司法制度入門」講義への講師派遣 

    令和４年 １月２５日開催 講師 宮脇征志 

    昨年度のアンケートを基に、担当者会議にて、講義内容等を修正し対応 

    講義を担当者２名が見学し、次年度に向けた改善点等を確認 



   ②香川大学法学研究科「隣接法律職特殊講義」 

    令和３年 ４月２０日から全１５回 講師 岩野哲 

   ③日司連主催法教育事業担当者意見交換会 

    令和４年 ３月１１日 

（７）震災等への対応 

   ①香川県四士業災害時支援協議会 

   ②市民救援活動に関する市民救援委員会と司法書士会災害担当者との意見交換会 

    令和４年 ３月 ３日 

（８）その他社会事業対応 

   ①農業支援促進のための意見交換会 

    令和３年１０月１２日開催 今後香川県農業会議との連携を検討 

   ②四国財務局第３回国庫帰属財産にかかる連絡会 

    令和４年 ３月２３日「相続人不存在による国庫帰属の手引き」を会員配布 

   ③高松市障害者差別解消支援地域協議会 

    委員推薦 谷武臣 

   ④高松市障害者虐待対応協力者会議 

    委員推薦 谷武臣 

   ⑤さぬき市権利擁護推進ネットワーク会議 

    委員推薦 中西健 

 

２．業務に関する調査統計及び研究、業務改善に関する企画及び立案          

（１）遺産承継・民事信託業務に関する対応 

（２）その他司法書士業務についての情報収集及び対応 

 

３．司法書士の日記念事業                             

（１）香川大学司法書士インターンシップ事業 

   新型コロナウイルス感染拡大により中止 

（２）相談会 

   令和３年 ８月２１日 丸亀会場 １８件（事前予約制） 

   令和３年 ８月２８日 高松会場 １０件（事前予約制） 

（３）その他 

 

４．その他                                    

（１）司法書士制度１５０周年事業 

   ①司法書士制度１５０周年プレ事業 

    令和４年 ３月２６日相談会 相談件数１件 

    新聞広告・ラジオ広告 

   ②司法書士の使命を全国に届けようプロジェクト第二弾 

    司法書士制度１５０周年に日本全国の司法書士１５０人で「司法書士の使命」を

歌おう！！プロジェクト 

    山下達也会員、西川宗久会員、植村直子会員、真重奏子会員 

（２）業務関係図書の管理及び情報発信 

   保有書籍データベース化作業を実施 

（３）その他 



《広報部》 

広報部長 藤 本 和 弘 

１．情報公開に関する事項                             

（１）本会及び会員に関する情報の開示 

   ホームページ上にて開示 

 

２．市民に向けた広報活動の充実                          

（１）司法書士制度、司法書士業務、本会等に関する広報 

   ①四国新聞 

    定期出稿型広告の掲載（月３回、うちの王様欄下に掲載） 

    名刺広告 令和３年８月暑中見舞い広告 

         令和４年１月年賀広告 

   ②ＮＴＴタウンページ広告 

   ③制度広報用ポスター等の作成 

    法務局及び各市町に新ポスターの配布と前ポスターの使用期限の報告 

（２）相談会等本会各種事業に関する広報 

   ①東相談センター及び西相談センターの定例相談会 

    ホームページ及び各市町広報誌にて告知 

   ②司法書士の日記念相談会 

    ホームページ及び各市町広報誌にて告知 

   ③法の日相談会 

    本年度は行政書士会が担当で進めていたが中止 

   ④相続登記相談会 

    四国新聞、ホームページ及び各市町広報誌にて告知 

   ⑤相続登記相談センター 

    ホームページ及び四国新聞の定期出稿型広告に名称の掲載 

（３）各種メディアを利用した広報活動の検討 

（４）その他 

   ①司法書士制度１５０周年プレ事業（新聞広告） 

四国ブロック主催のもと制度広報型新聞広告を掲載（令和４年３月２３日） 

相談会告知も併記（５段カラー） 

   ②司法書士制度１５０周年プレ事業（ラジオ広告） 

    四国ブロック主催のもと制度広報型と相談会告知型の２パターンを放送 

   （令和４年 ３月１９日～２５日 １日５本計３５本） 

 

３．会報の発行                                  

（１）会報の発行 

   ①４月号・７月号・１０月号・１月号の年４回発行 

（２）掲載記事及び企画に関する検討 

（３）編集校正作業の効率化 

   昨年度より進めている作業のマニュアル化をより使いやすく更新 

（４）その他 

 

４．ホームページの充実                              

（１）ホームページの改修及び利用促進に向けた検討 

（２）市民に対する情報発信の充実 



   ①市民向け相談事例の公開（令和３年１０月） 

   ②相続登記相談センターの設置及びフリーダイヤルの告知 

（３）会員に対する情報発信の充実及び利用促進 

（４）その他 

 

５．その他                                    

（１）その他 

 



《研修部》 

                            研修部長 和 田 行 雄 

１．連合会主催の会員研修                             

（１）業務研修会についての情報提供並びに実施 

   ①民事法分野「基礎から学ぶ電子契約」 

    令和３年１０月２３日 参加せず （リモート／ＤＶＤ研修予定） 

   ②企業法務分野「株式管理の問題点と実務対応」 

令和３年１１月２０日 参加せず （リモート／ＤＶＤ研修予定） 

③訴訟法分野「実践！司法書士の債権回収」 

令和４年 １月２２日 参加せず （リモート／ＤＶＤ研修予定） 

④倫理分野「不動産取引の意思能力に関する裁判例」 

令和３年１０月 ９日 参加せず （令和４年１月２９日リモート研修実施） 

（２）第３６回日司連中央研修会（制度研修）の情報提供並びに実施 

①「本人確認情報の現状と展望」 

    令和３年１２月 ４日 参加せず （リモート／ＤＶＤ研修予定） 

（３）日司連臨時研修会の情報提供並びに参加助成等 

研修形式、内容、時期等を考慮のうえ本会での研修が可能であれば研修実施を検討 

（４）地域開催一般業務研修会（四国ブロック会運営）等への参加助成 

（５）「研修ライブラリ」に関する情報提供 

（６）「ｅラーニングシステム」に関する情報提供 

 

２．単位会主催の会員研修                             

（１）単位制研修の企画運営 

   （日司連会員研修規則に基づく同実施要領により年間１２単位以上の取得義務あり） 

   開催分別紙参照 

   総単位取得数 ２１６４．５単位 

   平均取得数 １２．６単位 

   （取得者 ６１人 不足者 ５５人 未取得者 ５５人） 

   ＊参考 昨年度実績 

   総単位取得数 ８５４．５単位 

   平均取得数 ５．０単位 

   （取得者 ３５人 不足者 ５９人 未取得者 ７６人） 

   尚、新型コロナウイルスの感染拡大の混乱を考慮し、日司連会員研修規則第６条に 

   ついて、当会においては令和２年度に引き続き令和３年度も適用しないものとした。 

    日司連会員研修規則 

   （取得すべき単位数等） 

   第６条 会員は、単位制により実施する研修において、１実施年度に１２単位以上 

    取得しなければならない。 

（２）研修会（ブロック会共催を含む）の企画運営 

   ①「そこが知りたい，遺言の実務～司法書士が押さえるべき遺言の勘所～」   

    第 1講「相続法改正とトラブル予防のための遺言書作成」（１．５単位） 

    第２講「改正相続法を踏まえた遺言執行と遺言事例研修」（１．５単位） 

    令和３年 ７月３１日（Ｚｏｏｍ／香川県司法書士会館） 



   ②「そこが知りたい，遺言の実務～司法書士が押さえるべき遺言の勘所～」   

    第３講「遺言と登記」（１．５単位） 

    第４講「遺言と税務」（１．５単位） 

    令和３年 ９月 ４日（Ｚｏｏｍ） 

    香川県司法書士会館会場は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 

   ③「電子契約サービス議事録と商業・法人登記オンライン申請について」（２単位） 

    令和３年１０月３０日（Ｚｏｏｍ／香川県司法書士会館） 

   ④「民事執行法等改正に関するＷｅｂ研修会」（３．５単位） 

    令和３年１１月２７日（Ｚｏｏｍ／香川県司法書士会館） 

   ⑤（倫理）「不動産取引の意思能力に関する裁判例」（（倫理）２単位） 

    令和４年 １月２９日（Ｚｏｏｍ） 

    香川県司法書士会館会場は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 

   ⑥中部ブロック会研修「民法（相続関係）改正に関する研修会」（２．５単位） 

    民法（相続関係）改正に関する研修会 

    令和４年 ２月２６日（Ｚｏｏｍ） 

    香川県司法書士会館会場は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 

（３）研修及び研修単位取得に関する情報提供 

   ①リモート研修導入に伴う受講票廃止と日司連研修総合ポータルでの取得単位管理 

（４）支部が合同にて行う研修において、対象が全会員となる場合の助成 

   開催なし 

 

３．新人研修、配属研修                              

（１）新人研修への助成並びに運営 

   中央新人研修      研修生各人において受講 

            通信研修方式（下記期間を３グループに分けて視聴） 

               令和３年１２月１３日～令和４年 ２月 １日 

   四国ブロック新人研修  令和４年 １月 ８日～１４日（高松） 

（２）配属研修の手配並びに運営 

   ①配属研修 ２名終了 

   ②令和３年 ９月２２日 実務研修会（香川県司法書士会館／Ｚｏｏｍ） 

 

４．年次制研修、特別研修                             

（１）年次制研修の運営 

     （日司連会員研修規則に基づく同実施要領及び年次制研修不参加者に対する指導 

 要領により不利益処分をともなう参加義務あり） 

今年度は令和２年度該当者（４５名）及び令和３年度該当者（２８名）が対象 

連合会による集合研修は今年度実施なし 

 当会における研修実施 

 ①ＤＶＤ研修 

  令和３年１０月２３日（土）実施（サンポートホール高松） ４２名参加 

 ②日司連研修総合ポータルを利用した研修 

  令和３年１２月末日までにレポート提出が必要 ２４名選択 

 



（２）第２０回司法書士特別研修の運営 

   ①令和３年 ５月２９日～７月 ４日（高松会場は開催なし） 

   ②令和３年度簡裁訴訟代理等能力認定考査 

    令和３年 ９月１２日（日） 

   ③同上合格者発表 

    令和３年１２月 ８日（水） 高松会場合格者９名 

    合格率（全国） ７０．６％ 

 

５．チューター派遣及び養成等                           

（１）司法書士特別研修等のチューター派遣及び養成 

   実施なし 

 

６．実務交流セミナー（新入会員研修プログラム）の実施               

   ①不動産登記分野「立会業務」 

    令和３年１０月 ２日（土）開催（香川県司法書士会館） 

   ②商業・法人登記分野「株式会社の資本増加の登記の業務」 

    令和３年１１月 ６日（土）開催（香川県司法書士会館） 

 

７．その他                                    

（１）研修義務化についての検討 

（２）その他 

   ①全国研修担当者会議 

    令和３年１１月１２日開催 

   ②司法書士中央研修所 

    所員として会員２名が参加 



  

《相談事業部》        

                         相談事業部長 西 尾 和 之 

１．司法書士総合相談センター事業                             

（１）東相談センター 定例相談会 第２土曜日 午後１時～午後４時 

   令和３年９月、令和４年２月、３月は新型コロナ拡大のため電話相談にて対応 

（２）西相談センター 定例相談会 第３土曜日 午後１時～午後４時 

   令和３年５月、６月、９月、令和４年２月、３月は新型コロナ拡大のため電話相談にて対応 

（３）しま相談センター定例相談会 相談件数により随時対応 

（４）「法の日全国一斉無料相談会」の開催  

   令和３年１０月 ２日（土）開催予定も、新型コロナ拡大を受け中止 

（５）「相続登記はお済みですか無料相談会」及び相続登記促進事業に連動した相談会の開催検討  

   令和４年 ２月 ５日（土）開催も、新型コロナ拡大を受け電話相談（予約制）にて対応 

（６）その他臨時相談会・電話相談会の開催 

   ①「司法書士の日記念相談会」 

   丸亀会場 令和３年 ８月２１日（土） 高松会場 令和３年 ８月２８日（土）   

    新型コロナ拡大を受け電話相談（予約制）にて対応 

   ②司法書士制度１５０周年記念プレ事業「四国一斉無料電話相談会」開催（四国ブロック会） 

    令和４年 ３月２６日（土）  

 

２．相談員派遣事業                                    

（１）高松市役所司法書士相談への派遣 毎月第２、４木曜日  

   各回につき３名派遣    

   令和３年８月、９月、令和４年１月、２月、３月は新型コロナ拡大を受け一部中止 

（２）香川県消費生活センター相談（司法書士）への派遣 毎月第３木曜日  

   各回につき１名派遣    

   令和３年９月は新型コロナ拡大を受け中止 

（３）法テラス香川司法書士相談への派遣 

   通常相談会 毎月第２、４金曜日 

   各回につき１名派遣 

   新型コロナ拡大を受け一部電話相談にて対応 

   障がい者・高齢者を対象とした特定出張相談 リーガルサポートと協力し、要請ある場合 

   随時対応 

（４）丸亀市社会福祉協議会司法書士相談 毎月第４火曜日 

   各回につき１名派遣協力 

   新型コロナ拡大を受け一部電話相談にて対応 

（５）「司法書士無料登記相談」（高松法務局）への派遣 毎週月、水、金曜日 

   午後１時～午後４時  各回につき１名派遣 

   新型コロナ拡大を受け一部電話相談にて対応 

（６）行政、団体への相談員派遣 

   ①「全国一斉！法務局休日相談所」（高松法務局主催） 

    本年度派遣なし 

   ②「一日合同行政相談所」（四国行政評価支局主催） 



  

   令和３年１０月２２日（金）丸亀町レッツホールにて開催 

   相談員２名派遣  西尾和之、門馬良典 

   ③「暮らしの総合行政相談所」（四国行政評価支局主催） 

   令和３年１２月１６日（木）土庄町立中央公民館にて開催 

   相談員２名派遣  竹迫龍三、西﨑秀樹 

  ④「多重債務者無料相談会」（香川県主催） 

 本年度開催なし 

 

３．日本司法支援センター（法テラス）                           

（１）常設司法書士相談への相談員派遣（前述） 

（２）民事法律扶助制度の活用 

  法テラス相談を一般相談より優先して受付 

（３）地方事務局との連携 

   民事法律扶助審査員として２名を出向 

（４）関係機関連絡会への参加 

  本年度参加した連絡会なし 

 

４．司法書士調停センター（ＡＤＲ）          ＊詳細は調停センター事業報告参照       

（１）調停センターの運営   

（２）研修・協議会への参加、開催 

（３）広報・啓発 

 

５．その他                                        

（１）各種の事業に関し、新型コロナ感染症の拡大を受け、必要な相談会・情報提供の実施検討 

（２）「司法過疎対策県境相談会」への協力 

   令和４年 ３月１２日（土）開催（四国ブロック会事業 岡山県司法書士会と共催） 

   開催地 直島 

   新型コロナ拡大を受け当会単独開催の電話相談（予約制）にて対応 

   相談員３名  西尾和之、川井秀一、衛藤和彦 

（３）「香川県多重債務者対策協議会」への協力 

   集合形式での協議会開催なし。必要な議事は持ち回り決議により決裁 

（４）新入会員の相談員としての養成支援 

   一部法務局相談に帯同 

（５）「香川県個別紛争解決制度関係機関連絡協議会」への参加 

   香川個別紛争解決制度関係機関連絡協議会（香川労働局主催）協議会参加  

   令和３年 ７月２７日（火） 高松サンポート合同庁舎 

   １名出席 西尾和之 

   同協議会合同研修会参加 

   令和３年１０月２１日（木） 高松サンポート合同庁舎 

   １名出席 松内邦博 

（６）相談事業に関連する各種会議等への参画及び情報収集 

 ①「法の日」合同無料相談会実施要領打合せ会 



  

（土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士）参加  

令和３年 ７月１２日（月） 香川産業頭脳化センター 

２名参加 西尾和之、中尾憲和 

 ②「法の日」合同無料相談会反省会（土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士）参加 

令和３年１１月２６日（金） 香川県新規産業創出支援センター（ネクスト） 

１名参加 西尾和之 

 ③「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

る全国担当者会議（ＷＥＢ会議）」（日司連）参加 

  令和３年 ９月１８日（土） 

２名参加 西尾和之、藤本和弘 

 ④「意思疎通支援制度紹介を通じた司法書士会との意見交換会（ＷＥＢ会議）」（日司連）参

加 

  令和４年 ２月 ２日（水） 

１名参加 西尾和之 

（７）各種相談会及び相談員派遣事業の見直し（増設を含む） 
   新型コロナ拡大を受けての電話相談、予約制など随時対応 



 

《調停センター》 
                        センター長 宮 﨑 康 博 

１．調停センターの運営                                                        

（１）調停の実施 

①利用相談       ６件 

②申込み        ０件 

③取下げによる終了   ０件 

（２）手続実施者・事務担当者の養成 

   ２．（２）研修会参加を参照 

（３）研修トレーナーの養成 

   ２．（２）研修会参加を参照 

（４）運営委員会の開催 

開催日：令和４年３月２３日（水） 

議 題：令和４年度事業計画原案の策定等 

（５）外部相談機関及びＡＤＲ機関との連携 

２．（３）協議会等参加を参照 

 
２．研修・協議会の参加・開催                           

（１）研修会開催 

未実施 

（２）研修会参加 

①開催日：令和３年１０月２１日（木） 
場 所：高松サンポート合同庁舎 
研修名：香川個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会合同研修会 
主 催：香川労働局 

（３）協議会等参加 

①開催日：令和４年１月１４日（金） 
開催方法：「Ｚｏｏｍ」によるＷｅｂ会議 
協議会名：司法書士会調停センター担当者会議 
主 催：日本司法書士会連合会 

 
３．広報・啓発                                  

（１）司法書士会員への利用の周知 

未実施 

（２）関係機関等へのリーフレット・ポスターの配布 

未実施 

（３）司法書士相談会への調停センター担当者の派遣 

市民相談会，高松法務局相談等に担当者が参加 

（４）自治体広報誌・新聞等による周知 

未実施 

（５）ホームページによる周知 

   本会ホームページによる周知を継続中 
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