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私は、平成２９年５月１９日の定時総会において、

会長に選任されました。浅学非才の身ですが伝統

ある京都司法書士会の発展のため頑張りたいと

思っています。どうぞよろしくお願いします。会

員の皆様におかれましては、司法書士の将来を見

据えたご意見とご協力をお願いします。

さて、今年度も、多くの方々の協力のもとに会

報第９６号の発刊をすることができました。会報に

ついては、年２回発行していた時期もありますが、

このように永きにわたり継続して発行できたこと

は、会員及び執筆いただいた関係者一同の努力と

支援の賜物といえます。この場をお借りして、お

礼申し上げます。

会報では、その時代の社会を反映したテーマや

取組が掲載されてきました。また、会員の投稿の

みならず、外部の団体、研究者や専門家からも各

専門分野のテーマを執筆いただき、社会の要請と

変化に応えてきました。さらに当会の活動等も取

り上げ、司法書士がどのような役割を担っていく

べきなのかを考えていく契機ともなってきました。

本号の発刊時においては、相続登記の未了問題

が社会問題となり、新聞・ニュース等で取り上げ

られています。これまで我々の司法書士業務の中

核である登記の問題が社会問題として大きく取り

上げられたことは、過去にありません。不動産登

記法を改正して、相続登記の義務化をする、土地

所有権の放棄の可否といった議論もなされている

ところです。相続登記の未了問題については、我々

のこれまで培ってきた英知を集めて、対応してい

く必要があります。そして、我々の知見を積極的に、

外部に対して発信していくことが重要となってい

ます。会報による情報発信も重要と考えています。

会報において、会員の皆様からの積極的な提言等

を期待しています。

ところで、表題の「寒泉」についてですが読み

方は、「かんせん」と読み、澄みわたった冷たい水

をたたえた井戸という意味です。この言葉は、易

経の水風井（すいふうせい）の五爻（ごこう）「井

洌よくして寒泉食わる」（せいいさぎよくしてかん

せんくらわる）が由来の言葉です。意味について

ですが、水風井の時、国や村が移りかわっても井

戸は変わらずその場所にあります。どれだけ汲ん

でも涸れることなく、また溢れることもありませ

ん。清く冷たい水が豊かにあれば、周りに人が集

まってきます。そのために井戸は、冷水を出しつ

づけなければなりません。１度腐ってしまった井

戸は、元に戻すことは困難です。おいしい水を飲

んでもらうためには、たとえ無駄になろうと毎日、

冷水を出しつづける努力をしなければいけません。

そして、いつも一定の水位を保つ必要があります。

そうしないと、泥水になってしまい飲むことがで

きなくなります。（能力の担保が必要になります。）

また、澄みきった冷たい水があってもつるべが腐っ

ていたり、桶が破れていれば、その水を飲むこと

はできません。（組織体制の充実が必要となりま

す。）井戸は、川と違って、人工的なものだからです。

ただし、川のように水害をもたらし、人々を苦

しめることはありません。冷たい水を飲んだ旅人

は、そのおいしさに感激し、さらに旅を続けるこ

とができます。また、その井戸のことを記憶に止

めてくれることでしょう。そして、他の人に、あ

の場所においしい井戸があると話すかもしれませ

「　寒　泉　」

京都司法書士会　会長 山　口　基　樹
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ん。そうして、いつの日かたくさんの人に知られ

るようになり、人々がその井戸に集まってくるこ

とになるかもしれません。よい水があるからといっ

て、人が住むとはかぎりません。しかし、水のな

いところに人が住むことはありません。寒泉の言

葉は、自分が正しいと思うことをし続ける努力の

大切さを表しているように思えます。そして、正

しいことを続けていくことで、いずれ結果は、後

からついてくることにもなります。

会報がこれからも会員にとって、またこの会報

を読まれる方々にとっての寒泉であり続けること

を願います。そして、司法書士制度も市民の皆様

にとっての寒泉であり続けたいと願います。その

ために、私たちはこれからも努力を続けていかな

ければなりません。
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現代の社会は、生き方の多様化が進む一方で、この変化に社会環境が必ずしも適

応しきれず、仕事と生活の両立が難しい現状にあります。実際の生の声をお伝えし、

今後いかに社会構造の変化に適応していくべきかを考える契機にしていただくた

め、今回の特集では、いわゆる「ワーク･ライフバランス」を取り上げました。

また、登記のオンライン申請については、利用が開始されてからおよそ10年を

経過しましたが、いまだ利用状況が低迷しております。オンライン申請の理解を深

めていただき、利用率の向上を図るべく取り上げております。

特　集
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【対談】ワーク・ライフバランス
2017．10．5　13:00 〜　＠レストラン ブロン・ロネリ（The screen）

特　　　集

自己紹介

（井上）まずは自己紹介から始めたいと思います。

私はこの座談会の座長の井上具美子で司法書士試

験に合格したのは平成６年です。家族構成は大学

２回生の長男と中学３年生の次男と３人です。弁

護士事務所事務員と大手司法書士事務所の勤務を

経て、独立しました。

（伊藤）私は伊藤美也子です。司法書士試験に合格

したのは平成１４年で同じ年に娘を出産しました。

平成２１年に司法書士登録をし、今は夫・

娘（高１）と３人暮らしです。最近ま

で姑が近くに住んでいました。前職は

生命保険会社の事務で、たまにバイト

で司法書士試験受験予備校の講師など

をしていました。

（矢田）私は矢田明日香です。平成１８年

に司法書士試験に合格し、翌平成１９年

に大阪で登録。平成２１年に結婚して平

成２６年に京都司法書士会へ。今は子供

が３人います。３人目は今年（平成２９

年５月）に出産しました。夫と長男（小

学２年）、長女（５歳）、次女（０歳）

の５人家族です。

（中井）中井英子です。平成１０年に合格し、しばら

くは一般企業に勤務していました。その後、奈良

の司法書士事務所に勤務していましたが、出産子

育てのために退職し、平成２４年に自宅近くで開業

しました。

自分時間の作り方

（井上）仕事と会務、育児･家事、介護、社会活動

にプラスして、睡眠時間、自分の時間のバランスで、

【ワーク･ライフバランス】―「仕事と生活の調和」と訳されるこの言葉は、「女性のためのもの」「家庭や

諸事情を持つ人には仕事のやり方を配慮する」等との誤解を受けやすいが、実際には、働き方を見直し、短

い時間で生産性高く働くことによってライフの時間を確保し、心身共に健康な状態になり、意欲高く、より

生産性の高い仕事に望むことを本質としている。

今回、育児や介護といった一般的に仕事の障壁と思われる事情を抱えている会員に集まってもらい、「ワー

ク・ライフバランス」と題して、司法書士としての業務・司法書士会等の会務と家事・育児及び介護、更に

社会活動に至るまで、各々の会員がどのような方法を実践しているかを話し合ってもらった。

左から中井さん、松本広報部長、井上さん、伊藤さん、矢田さん
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１番悪いなと思うものは何ですか？

（矢田）私は自分の時間はないです。ほぼゼロ。睡

眠時間重視で、８時間は寝てます。

（井上）小さい子いるのに？

（伊藤）夜泣きおぎゃーっとかはないの？

（矢田）上の二人の子にかまわれすぎて夕方から疲

れてる分、夜はぐっすり寝ます。なので、けっこ

う楽です。

（井上、伊藤）寝てくれたらいいよね。

（中井）上のお子さんは小学生？よく遊んでくれる

んやね。

（矢田）人形みたいにされてます。

（井上、伊藤）リアル人形やね。

（井上）でも、８時間はすごいな。

（伊藤）それくらい疲れてるから、寝んとしんどい

もんね。私はだいたい６〜７時間かな。若いとき

みたいにそんなに寝られへん。目が覚める。

（井上）私も。１時半に寝て、６時前には起きる。

平日なんか下の子が早くて朝５時出発やし、４時

台に起きる。夜遊びしてはった人が寝はる時間。

人間の起きる時間と違う！

（矢田）自分の時間っていうのは、何か趣味の時間

ですか？

（伊藤）ウォーキングとヨガ。あと、パデルってい

うラケットスポーツ。

（矢田）中井さんは？

（中井）ないです。たまに癒しでエステとかネイル

に行くぐらい。

（井上）あー分かる。私も。

（矢田）私も出産前はネイルとか行けたけど、最近

はほんまに行ける時間ないです。

（中井）私も最近です。行けるようになったの。

介護のお話

（伊藤）うちはおばあちゃんの介護がほんま大変

やったけど、７月に施設に入らはって。介護にけっ

こう時間かかってたからその分が空いて、仕事じゃ

なくて趣味三昧。

（中井）おばあちゃんと同居？

（伊藤）おばあちゃんというか旦那のお母さん。す

ぐ近所に１人暮らし。で、毎日通いで介護。でも

ぜんぜん食べられなくなって「夏越えられへん、

伊藤　美也子（いとう　みやこ）
京都市北区西賀茂神光院町 １１０ 番地４

［司法書士試験合格］平成 １４ 年。同年出産。その後登録
まで育児と介護たまにバイト。

［司法書士登録］平成 ２１ 年９月。同時に自宅にて開業。
［家族構成］夫・娘（高１）と３人暮らし。２９ 年７月ま
ではごく近所に姑。

［前職］生命保険会社事務。バイトで司法書士試験受験予
備校講師・補助者など。

井上　具美子（いのうえ　くみこ）
京都府亀岡市西町６０番地

［司法書士登録］平成６年１０月。
［家族構成］長男（大学２回生）、次男（中学３年生）と
３人暮らし。

［前職］弁護士事務所事務員、大手司法書士事務所勤務を
経て、独立。

中井　英子（なかい　ひでこ）
京都府宇治市槙島町目川１６５番地

［京都会登録］平成２３年１２月。
［家族構成］夫と子供二人（小５・中１）の４人家族。
［前職］平成１０年合格後１年半一般企業に勤務し、退職後
奈良の司法書士事務所に勤務していましたが出産子育て
等のために退職し平成２４年自宅近くで独立開業しました。

矢田　明日香（やた　あすか）
［司法書士試験合格］平成１８年。
［司法書士登録］平成１９年大阪司法書士会登録。
大学在学中にアルバイトしていた司法書士事務所からの
紹介で高槻市内の司法書士事務所に勤務。平成２１年結婚。
平成２１年第１子出産。半年間育児休業。平成２３年独立。
自宅開業。平成２４年第２子出産。平成２６年京都司法書士
会へ転入。京都市内に事務所を移す。平成２９年第３子出産。

［家族構成］夫、私、長男（小学２年生）、長女（５歳）、
次女（０歳）の５人家族

［前職］大学卒業とともに資格取得、そのままこの業界に
いるので、一般企業に就職経験なし。
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これはもうムリ！」と思って、説得しまくって何

とか施設へ。今、めっちゃ快適に過ごしてはる。

何やったん、私のいろんな苦労は（笑）

（井上）元気にならはるでしょ。

（矢田）介護の悩みは？

（伊藤）施設入らはったから、うんとまし。家では

１５年近い介護で、ほんま大変やったけど。でも、

ヘルパーさんに来てもらうようになってからは、

だいぶ楽になった。

（矢田）家は介護しやすいように、改装したり？

（伊藤）ぜんぜん何にも。環境が少しでも変わるの

は絶対イヤな人で。してほしいこともすごい細か

いから、対応がほんま大変。

（井上）すごいね、仕事しながら。介護は大変やな

〜。育児と違ってほら、終わりが…。

（伊藤）子どもやったらあれできるようになった、

これできるようになったって楽しいけど、介護は

なかなかね…。

（矢田）子ども育てるにもお金かかるけど、今度は

親の介護が必要になってきて、介護にもお金がか

かる…。

（井上、伊藤）かかるかかる。

（井上）国がまた、介護を在宅に戻そうとしてるや

ん。

（伊藤）戻れる人は良いけどね。本人もきっと自宅

が良いやろうし、悪いことではないと思うけど、

そうじゃない人もいるし…。

（井上）だから、認知症、どれだけ発症しないよう

にするかやなぁ。

（伊藤）今からちゃんと逆立ちして、ここに（頭に）

血がいくようにしときましょ。認知症予防になる

らしいし。

業務と子育て　賢い両立方法

（中井）今の間も赤ちゃんは？ベビーシッターさ

ん？

（矢田）そうです。高いけど、良くしてくれはるか

らまぁいいかと。

（井上）それはどういう施設？

（矢田）保育園じゃなくて、シッターサービスとい

う事業をしてはるところ。いくつか見て、そこが

１番良さそうだったので。来てもらうこともでき

るし、託児ルームに預けることもできるし。

（井上）海外のベビーシッターサービスみたいな感

じやね。

（矢田）そうですね。そんな感じです。

（伊藤）どうやって見つけはった？ネット？

（矢田）そう。最初は市役所に電話して問い合わせ

もしてみました。

（井上）京都市って保育園不足してて困ってはるよ

ね？

（矢田）待機児童ゼロっていう話も聞きますが…。

（井上）実際は結構そうでもないのかも。

（伊藤）…と思いますけどね。

ＰＴＡ活動ｅｔｃ．

（中井）学校の役員で夏祭りのフランクフルト担当

だったけど、お葬式が入ってどうしても行けなく

て。他の役員さんに「うちは旦那が行くから」っ

て言ったら、みんなびっくりして「旦那さんに悪
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いし、いい」って。そういう女性だけ・お母

さんだけっていう感覚がまだ…。

（伊藤）気遣わはるかもしれんけどね。旦那

さん来るってなったら。

（井上）役員て、小学校の役員？全部女性？

でも、会長副会長は男性？

（中井）全部女性。

（井上）公立の小学校は、会長副会長だけは

男性であとはみんな女性っていうパターンが

多い。私立は男性もちょこちょこ。

（中井）へー。ほぼ１００％お母さん。ぜんぜんお父

さんの姿、見えなくて。

（矢田）土曜参観は？

（中井）土曜参観やったらお父さんも。でも、本当

に私が住んでる地域はお母さんがやるっていう感

じ。夜の役員会でもお父さん見たことない。

（井上）なのに、役員会が夜にあるの？

（伊藤）お母さんも働いてはるからってこと？

（中井）夜にあります。働いてはるので。

（井上）クラス委員とかＰＴＡとかの役ってよく

やってはる？

（中井）しょっちゅう。

（伊藤）回ってきてしゃあないかなって。

（井上）みんなやってるんや。ＰＴＡの役とかやっ

たりするのって普通？私、今はたまたまやってな

いけど、長男のときは中学から高３までずっとやっ

てた。

（伊藤）え、それ、本部役員とかですか？

（井上）本部じゃない。広報部やった。

（伊藤）広報部とかあるんですか？

（井上）私学はあるんじゃないかな。学校のホーム

ページの保護者会のところをアップしたり。

（伊藤）そんなんまでしなあかんのかぁ…。

（井上）でも、お母さんの分の授業料も払ってるみ

たいな感じで、めっちゃ楽しかった。

（中井）え、ＰＴＡが？

（井上）ランチ会とかばっかり企画して、学校の用

事やしって仕事さぼってた。そのころ主人がいた

から、学校の用事やったらしゃあないなぁって…。

めっちゃ楽しかった、６年間。

業務のバランスは？

（矢田）じゃあ、好きな業務は何ですか？

（井上）後見業務が１番好き。楽しいし。その次が

会社かな。登記だけして終わりじゃなくて、会社

の方とお話するとこまでいくような業務が好き。

人と関わりあうのが好きなんかな。

（中井）私も後見が好きですね。大変ですけど。今

日もここ来る前におばあちゃんに振り回されて。

電話じゃんじゃんかけてきて「お金どっかいった」

とか…。でもやっぱり後見。

（伊藤）自分のペースでできるのが良いよね。

（井上）そうそう。不動産の登記って、すごい受け

身でしょ。常にスケジュールを空けて待ってなあ

かんのがめっちゃ嫌です。特に取引ね。せっかく

予定組んでるのに、突然入ってきたら、全部のけ

てその取引を優先しないといけないし。

（中井）そうそう。後見は登記が入ってきたら後回

しになってしまって。

（矢田）私は、後見は最近ぼちぼちやり始めたくら

いで、多いのは不動産取引と銀行からの設定です。

で、銀行さんから月末に電話かかってきて「今月

末の設定お願いします」って言われるので、そこ

からバタバタと動きます。…やっぱり受け身です

ね。

（中井）銀行は急に言うてくるしね、大変。

（井上）後見て、最初の頃は「手ばっかりかかって

実入りのない仕事」っていうイメージがどうして

もあるけど、数多く受けてるとそれで回ってくる。

安定してくるし。顧問先と同じやから。
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仕事と家事のバランス　家族との業務分掌

（矢田）ご主人が手伝ってくれますか？

（中井）いたらやってくれますけど、帰りが遅かっ

たらもう…やっぱり忙しいんで。

（伊藤）いたら何やってくれはるんですか？

（中井）子供のことですね。でも帰ってくるの遅い

し、結局はねぇ…。

（井上）オムツとか替えはる？

（矢田）３人目にしてやっとです。それまではぜん

ぜん。上の子ども達がオムツ替えてくれることの

ほうが断然多いです。

（伊藤）まだ小さいのに、けっこうやってくれるん

やね。

（矢田）上の子２人で、大人１人分の働きをしてく

れます。

（伊藤）うまいこと育てたね〜。兄弟いるといいな

〜。うち一人っ子やから…。

（井上）うち５つ上やったけど、もういじめてるだ

け（笑）。寝たら起こして泣かして。下の子が機嫌

良く食べてたらそれを取り上げて…。

（矢田）勝ち誇ったように。

（井上）でも、主人が亡くなってから変わりました

よ。ちゃんと仲良くしてる。

（伊藤）だいぶ大きくなってからですね、それ。

（中井）周りとか見たら、やっぱり家事･育児は女

性がやらなあかんていう…。

（井上）ありますよね。松本さんとか、ちなみに。

（伊藤）何かやってはります？

（松本部長）何をですか？

（井上、伊藤）家事、育児

（松本部長）ほとんどやってない。たまに皿洗いぐ

らい。

（井上）それ、食洗器に入れるだけと違いますよね。

（松本部長）いや、自分で洗います。

（井上）食洗器に入れただけで、まるで自分が洗っ

たかのように言う人が…洗濯もそう。うちの主人

ね、電子レンジも無理とか言うてました。電子レ

ンジってオーブンと一緒になってるから、電子レ

ンジのつもりがオーブンになったらかなわんって

…。ならへんならへん。

（矢田）電子レンジはさすがに使ってはります。電

子レンジ使うときは、自分が「はよ食べたいな〜」っ

て時やから。

（伊藤）うちは結婚当初、私が保険会社の事務で、

私のほうが帰り遅いときがあったからごはん作っ

てくれた。待ってるくらいなら作って気を紛らわ

せたほうが楽しいしって。今日はフレンチ♪とか

言うてソースとかも作ってはった。

（井上）自分で作れるんや。

（伊藤）でも今はやかんにお湯沸かすだけで「どこ

まで入れたらいいの？」やし。なんでそんななる

かな〜。娘も何もしないし。「カップラーメン作れ

るようになった♪」って、それ作るって言わへんし。

（井上）うちの長男、クックドゥーやったら作りま

すよ。

司法書士試験ＶＳ授乳　格闘記

（矢田）司法書士になったきっかけは？

（伊藤）会社では自分のミスを上司が謝りに行く

のが、イヤというか違和感があって。自分で完結

できることをと思ったとき、学生の時に見た司法

書士のパンフレットに「もめごとを解決する仕事

じゃなくてもめごとを起こさないようにする仕事

です」ってあったのを思い出して。まず宅建受け

たらすんなり受かって「私かしこいんちゃうか」っ

て調子に乗った（笑）。で、司法書士。甘すぎた…

何回落ちたやろ。

（矢田）それは、お子さんが生まれた後くらい？

（伊藤）生まれる前。あまりに落ちてへこんでて、

そんなときちょうど赤ちゃんできたから、「もうえ

えわ、やめ！」って試験も受けへんつもりでいた

けど、旦那が一応受けるだけ受けたらって言って
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（井上）後見は、ほんま子供連れて行けるよね。

（中井）そういう意味ではやっぱり、後見は女性に

はやりやすいですよね。

司法書士会に対して思うこと

（井上）でも、なかなか子供連れて決済は気が引け

るでしょ。

（矢田）そうですね。

（井上）おおらかなお客さんやったらいいけど、神

経質なお客さんやったら、やっぱり子供いると集

中力が途切れるみたいに思わはるから。私が司法

書士になった当時は、やっぱり男社会やった。「女

性に自分の不動産を託すのは怖い」みたいなこと

を言わはるお客さんもいて。今はぜんぜんないけ

ど。まぁ何千万もの買い物やから、私も私に預け

るのは怖いと思うけど（笑）。

（伊藤）後見でも初めて行ったときは「司法書士の

先生どこにいはるの？」ってよう言われる。ここ

〜ここよ〜って（笑）。後見は「背広着てビシッと

した人が来ると思ってた。あ〜よかった」って喜

んでくれはるけど、決済になると「えっ」ってな

るから、そのへんはやっぱり男社会なんかな。

（井上）イメージがやっぱり男の人っていうのがあ

るから。でも、今は女性会員の割合、かなり高い

ですよね。

（中井）３割くらい？

（井上）なのに、理事とかの女性の数が少なすぎる

から、女性会員にもっと会務をやってもらわなあ

かんっていう話になるけど、いろいろなこのバラ

ンスで…。

（中井）そう、会務はなかなか難しい。夜出られな

くれて。でも、試験のときは子どもが３ケ月の赤

ちゃんで１日空けられへんし、どうやって受けよ

うって思って。

（井上）授乳もしなあかんしね。

（伊藤）だから昼休み１回家帰って授乳して。

（井上）そのメンタルでよう受けられたね。

（伊藤）家からチャリぶっ飛ばして試験会場行った。

いっぱい汗かきながら二次試験受けて、そしたら

合格。その１年は１番勉強してへんかったのに。

気楽に受けられたんやろね、きっと。それまで受

からな！ってガチガチやったから。

子育てと業務の両立　子連れ決済奮闘記

（矢田）会社には就職せず、そのまま司法書士に？

（中井）資格は持ってたけど、いったん一般の会社

に１年半ほど入って。その後、奈良の大手の事務

所に勤めたんですけど、やっぱり子供いたらね…

ものすごい忙しいとこやったし。

（井上）忙しいとこ大変ですよね。

（中井）残業がすごかったんで。

（松本部長）昔の名刺見てたら、別れ決済のときの

中井さんの名刺が出てきた。

（矢田）残業が多かったら、その間、お子さんは？

（中井）残業しなくていいよって所長が言ってくれ

たけど、やっぱりしんどいですよね。途中で帰るっ

ていうのも。

（井上）自分もしんどいでしょ。自分の仕事を人に

回して帰るような気がして。

（矢田）私、決済に連れて行ったことあります。

（中井）え？決済に？ベビーカー押しながら？

（矢田）真ん中の子が４歳のとき、すいませんって

横に座らせて「静かにしときや」って。

（井上）私、葬儀には連れて行ったことある。被後

見人のお葬式やったけど、誰も見てくれる人いな

くて。「親戚の子？」とか聞かれて「自分の子です」っ

て。

（伊藤）ホームめぐりには、子供連れて行ったらめっ

ちゃ喜んでくれはる。

（井上）息子が戦争の話を聞いて、学校で賞もらっ

てた。

（伊藤）すばらしい。Ｗｉｎ Ｗｉｎですね。
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いし。

（井上）広報部がこの前昼やってくれはったのは、

すごいありがたかった。会議が夜で、しかも会館

でとなると、私の場合、往復２時間半で、それだ

けですごい時間かかる。だから、できたらＩＴ化

とか進めて家から会議ができるようにしてほしい。

テレビ会議みたいな。

（伊藤）そういうの、前ありましたよね。

（井上）ＩＴをもっと進めてもらったら、もっと楽

に何かができるやろなと思うけど。ＩＴの推進委

員会もないやん？

（矢田）そっか、大阪会のときはあったけど。

（井上）そうでしょ。京都はないから、いつまでたっ

てもこのアナログな世界。

司法書士会ＩＴ化

（中井）ＩＴ化って、どこか業者に委託できないん

ですかね。

（矢田）やっぱりお金けっこうかかりますか？

（伊藤）だけど、毎回交通費払うこと思ったら…。

（井上）そう、北部の人とかも会務できるし。断る

理由がどんどんなくなってくる。

（矢田）北部にも優秀な人がたくさんいはるし、距

離を気にして参加できないなら、もったいない。

（中井）研修行きたいなって思っても、だいたい平

日の夜やしね。

（伊藤）そう。土曜日の昼間のやつでないと、研修

も行きにくい。で、単位がやばくなって映像配信

でレポート書いて…っていう年も何回かあった。

（矢田）「業務に関する疑問質問を何でも話し合い

ましょう」っていう研修みたいなのが９月にあっ

たでしょ？あれも行きたかったけど平日の夜やし

行けなかった。

（井上）昼間は行けないって人もいるから、昼の部

と夜の部を作ってもらえたら良いけど…難しいね。

でも、会議は絶対ネットでやってほしい。理事会

は無理かもしれないけど、他の会議とかね。広報

部も１回ネットでやってみます？ネットでやろう

とすると、めちゃくちゃ反対するタイプですか？

（と松本部長に聞く）

（松本部長）え、いや、あの、うちのをＩＴ化しと

かないといけないな…と。

（井上）iPhoneで大丈夫。

（矢田）松本部長はいまスマホですか？

（松本部長）ガラケー。

（井上）iPad買いましょ。

（矢田）１回使うと「こんなに楽やったんや♪」っ

てなりそうな気がするんですけどね。

（井上）司法書士会に言いたいことは？

（伊藤）ＩＴ化しよう！

（井上）みんな、やっぱりそこ。

（伊藤）便利やしやってほしいなって…

（井上）セキュリティとか大変っていう話になるや

ろうけど。その必要がない部署とかはできますよ

ね、たぶん。

（松本部長）そうですね。

まずは山口会長をＩＴ化！！

（井上）次回は、山口会長を囲んでの座談会ですか。

（松本部長）山口会長の車はまだ、ＥＴＣ対応して

ません。

（井上）え〜！　勝手に付けとこか。何で付けない

んでしょうね。

（松本部長）さぁ、買った車にもともと付いてなかっ

たからじゃないですか。

（井上）いや、後付けできますよ。

じゃあ、スローガン「山口会長をＩＴ化しよう！」

（井上）さて、一通りテーマで話すことが終わりま

した。十人十色で仕事も生活も皆バラバラです。

育児や介護、そして仕事や会務との兼ね合い、限

られた時間の中で私たちはいつもそのバランスを

取りながら色んなことに精一杯取り組んでます。

社会では働き方を見直すような風潮が出てきてま

すが、私たち４人の女性の話も一石を投じられた

ら良いですね。今日はお疲れさまでした。

座長の独り言

（井上）結論はワーク・ライフバランスの健全化に

はまずＩＴ化ということになりました。

育児、介護、家事と業務、更に社会活動も行い、

自分自身のための時間も取るには一日２４時間では
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到底時間が足りません。それでは何の時間を削る

かというと、自分自身のための時間や睡眠という

ことになりがちです。これでは心や体が病気になっ

てしまいます。

司法書士の業務は、その性質上、ＩＴ化し辛い

ものも多くあります。

しかしＩＴ化により、効率化できる業務もある

のではないでしょうか？私のようなアナログ人間

はＩＴ化を意味嫌う傾向にあります。まずは京都

司法書士会の会務からＩＴ化を進めたいものです。

本年度から導入されたＺＯＯＭを研修だけでな

く、会議や研究会にも利用することで、ＩＴ化の

基礎的スキルを身に付けてみようではありません

か。

業務の効率化により、健全なワーク・ライフバ

ランスを保ち、もっともっと人生を豊かに…そし

て、次のステップは……可能性は無限大です。

･･･おしまい･･･

なおこの座談会に京都司法書士会から飲食等の費

用は支出されておりません。

参考文献：月報司法書士 Ｎｏ. ５４５ ２０１７ ７月号
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利用率の低迷

電子政府の実現と行政コストの削減を目指して

各種行政手続（届出・申請等）のオンライン化が

進められ、それなりにオンライン利用率は向上し

ているようだが、登記オンライン申請、特に不動

産登記の利用率が低迷しているようだ。そのため、

平成２９年７月、京都地方法務局から京都会に対し、

利用促進の要請があった。このような要請がある

と言うことは、全国的に見ても京都は相当利用率

が低い、と言うことではないか。そこで法務省の

登記統計をもとに不動産登記に関し、平成２９年１０

月分のオンライン利用率を調べてみると、大阪法

務局管内は３５．２８％で全国８管内の中で最下位。京

都は３７．４９％で大阪管内では３位、全国５０法務局内

では下から１２番目の３９位。やはり、相変わらずの

低空飛行であった。そこで、京都会の一員として、

利用推進の立場で本稿を寄せる。

特例方式の導入

オンライン申請のメリットとして、窓口に出向

かなくて良い、閉庁後の午後９時まで申請ができ

る、受付番号が直ちに確認できる、処理状況がパ

ソコンで確認できる、等々が言われている。

しかし、特に不動産登記に関しては、そのよう

なメリットよりも登記申請の正確性、確実性の確

保など、その重要性もあって慎重にならざるを得

ないのではないか。

電子証明書が普及しないことと相まって、平成

２０年から特例方式が始まった。不動産登記法が予

定している本来のオンライン申請からはほど遠い

ものであるが、その特例方式を採用することによっ

て電子署名の緩和が図られ、取り組み易くなった。

申請情報に添付したＰＤＦファイルは、他の添付

情報と共にその原本を提出しなければならないし、

登記所はそれを印刷して調査を行っている。特例

方式は書面申請をその基礎としているので、比較

的受入れ易いと思ったのかも知れない。

ただ、この方式でも利用率は上がらない。敬遠

される理由の１つがＰＤＦファイルの添付にある

ようだ。最初の頃、添付忘れはもちろんのこと、

軽微な記載誤りであっても補正が許されず、いっ

たん申請を取り下げなければならなかった。だが、

徐々に緩和的扱いもなされるようになり、登記原

因又は登記事項に関係のない箇所の訂正や記載漏

れは、適法な提供があったものと扱われ、また、

何らかの原因で開くことができず、その内容を確

認することができない場合でも、架空登記の申請

等でなければ再送が認められている。

しかし、それでも不動産取引の安全性と登記の

確実性は最優先に考えなければならないので、売

買による所有権移転登記、金融機関の融資実行に

よる抵当権設定登記、その連件申請等、失敗の許

されない申請は今でも敬遠されている。

さらなる緩和策

大阪管内の法務局では、ＰＤＦファイルの取扱

に関しさらなる緩和策がとられるようになった。

単なる送信誤りの場合は、追完が可能とされた。

追完は、補正コメントに記載される追完期限まで

に、１度だけ認められる。また、字句の誤り又は

記載の１部遺漏があっても、後から提出される原

本に、作成者の訂正印で訂正されている、又は遺

漏箇所の記載がされているときは、適法な提供が

あったものと扱われる。

ここまで寛大に扱ってもらえると登記申請のプ

ロである司法書士として、ちょっとした悲哀を感

たかがオンライン申請（特例方式）、されど…

丹後支部 今　田　弘　一

特　　　集
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じるが、それでも特例方式に取り組み易くはなっ

た。

複数の司法書士の関与

権利者、義務者に各別の代理人がつく場合もさ

ほど難しいことではない。復代理で対応できる場

合は何ら問題ない。いわゆる「連件申請」によら

ずに、同一の不動産について２以上の権利に関す

る登記をオンライン申請する場合、前の申請（所

有権移転登記、代理人Ａ司法書士）と後の申請（抵

当権設定登記、代理人Ｂ司法書士）にそれぞれ「連

件扱いとされたい」旨の申請情報の提供があれば、

後の申請に登記識別情報が提供されたものとして

取り扱われる。

また、代理人を異にする共同申請の場合、申請

用総合ソフトのデータ書き出し及び取り込み機能

を利用すればデータ共有ができ、既に電子署名さ

れた申請情報データに追加して署名することも可

能である。

多くの会員は既にご存知のことと思うが、この

ように複数の司法書士が関与する場合でも、司法

書士間の連携ができれば、特例方式の申請もそれ

ほど困難なことではない。

さらに、登記識別情報通知にＱＲコードが印字

されるようになり、登記識別情報の暗号化の時間

も短縮できるようになった。ＱＲコードをバーコー

ドリーダーで読み込み、データを取り込むことに

よって登記識別情報及び物件情報、登記情報が登

記識別情報提供様式にあっという間に転記される。

暗号化には非常に便利であり、申請情報作成の効

率アップにつながっている。

以上、特例方式は決して利用し難いものではな

いので、面倒と思わず取り組んで頂きたい。

他士業への門戸解放？

オンライン申請の推進策として、新たに法務省

サイドから「資格者代理人方式」なるものが提案

されたようだ。この方式は、登記原因証明情報の

ＰＤＦ化だけでなく印鑑証明書、委任状等の添付

書類も司法書士がＰＤＦ化し、それを申請情報と

一まとめにして電子署名をする方式である。

一見して申請手続が簡単に、効率的に、司法書

士の信頼度が向上し、しかも書類の原本持参又は

郵送をしなくてもよくなり、オンライン申請の利

用率が向上しそうに思うが、とんでもない問題を

包含している。平成２９年１２月現在、具体的なシス

テムは不明だが、登記の正確性、信頼性が揺らぎ、

司法書士の責任だけが格段に重くなるものである。

これに向けた法改正を注視しなければならない。

我々は国民から信頼され、登記制度を担い続け

てきた登記のプロである。今後も国民の負託に応

えて行くには、変化を続ける登記オンラインシス

テムに関心を持ち、対応して行かなければならな

い。

法務省からこのような方式が提案されること自

体、利用率の低迷に相当焦燥感をもっていること

がうかがえる。特例方式まで導入したのに司法書

士の利用率は低迷したままという焦り。最近、「あ

り得ないこと」が度々起きるが、この「焦り」が

司法書士に愛想を尽かし、他士業に登記業務の門

戸を解放することになるきっかけにならなければ

良いが…。
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法学部に入り、初めての法律の授業は民法で

あった。どんなことを学ぶのかワクワクしていた。

そのとき教授は他人所有の物件を何の権限もない

人が売った、この契約は有効か？という質問を学

生達に投げかけた。物件法的には所有権は移転し

ない、だけど債権法的には有効というのが、自分

にはしっくり来なかった。しっくり来た頃には自

分は司法書士試験に合格していた。あのときは地

面師という者が他人の土地を売ったという事例で

あった。教室事例から身近にあるリスクになって

しまったと感じてしまう今日この頃である。以下

は、地面師について語るが、多分に私見が入るこ

とをご容赦いただきたい。

近年、地面師グループによる巨額詐欺事件が主

に東京において多発した。新聞でも賑わしたので

ご存じの方も多いであろう。１つは某住宅販売会

社の巻き込まれた事件、もう１つはホテルをチェー

ン展開する会社が被害にあった事件である。以下、

この２つの事件の概略を紹介する。

①『某住宅販売会社「Ｓ」の地面師被害』

本件は、某不動産業者が売主側から東京都内の

土地を購入し、某不動産業者が某住宅販売会社「Ｓ」

に同土地を転売するという形式で行われた。

「Ｓ」は、売買契約締結後、売買代金７０億円のう

ち６３億円を某不動産業者に支払い、法務局に所有

権移転登記を申請した。しかし、法務局から本人

確認書類など書類偽造を理由に所有権移転の登記

を拒否された。その後、売主側とは連絡が取れな

くなった。

そこで、「Ｓ」は、本人確認書類などを偽造して

他人の土地を無断で売却する「地面師」による詐

欺被害に遭った恐れが強いとして、警視庁に情報

を提供したことから、世間を大きく騒がせること

になった事案である。

②『ホテルをチェーン展開する会社「Ａ」の地面

師被害』

本件は、ホテルをチェーン展開する「Ａ」は、

所有者に成りすました売主側から土地を購入し約

１２億６千万円を支払ったが、本人確認資料など書

類偽造を理由に、法務局での登記ができなかった

事案である。

本件では、偽造有印公文書行使などにより関与

した司法書士が逮捕されるに至っているが、認否

は未だ明らかになっておらず、今後の推移を見守

る必要があるように思う。

なお、地面師を語る以前に成りすましというも

のがある。成りすましは真の所有者でない者が何

の権限もなく他人所有の物件を売却・担保設定等

の処分をすることであり、地面師もこの範疇に属

する。異なる点は、その成りすましを継続的組織

的に行う詐欺集団であるという点である。筆者は

少なくともそのように理解している。それでは地

面師はどのような手口でこのような行為に及ぶの

であろうか？読者の中には、不動産登記法の旧法

下で悪用されていた保証書の知識のない方もおら

れるであろうから、その制度についても触れてい

くこととする。

不動産登記法が改正される平成１７年３月以前は、

権利証がない場合は保証書が使われていた。保証

書とは登記を受けたことのある成年者２人以上が

登記義務者に相違ないことを保証した書面である。

考　　　察

権利のない登記名義人
地面師を中心に考察する

書き人知らず
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登記済証がないときは一旦権利者と義務者から書

類を徴求し、それで登記申請した。法務局は保証

書の場合は仮受付を行い、通知を登記義務者宛に

出した。この通知が２週間以内に法務局に戻った

場合に本受付がなされ、所有権移転登記が行えた。

現在の事前通知制度と似ているが、従前の保証書

は今の本人限定受取郵便ではなく普通郵便であっ

た。また①所有権登記名義人表示変更②所有権移

転の場合は現在では前住所に法務局から照会の通

知が発せられるが、旧法下ではそのような制度も

なかった。この制度の隙間が度々悪用されていた

のである。また現在ではネットで不動産の権利関

係が管理されており、これは起こりえない事態と

なったが、以前は法務局に備わっているバインダー

に権利関係を示した登記簿謄本が収納されていた。

それごと変えてしまうという「荒技」も中にはあっ

たと聞く。目星のついた物件の登記簿謄本をバイ

ンダーから抜き取り、自分が所有者であるかのよ

うな登記簿謄本を偽造して処分をする、登記済証

がないので保証書で処理してもらう、そのような

事件も恐らく起こっていたのであろう。

さて被害に遭う物件を見ると、更地が多いと感

じる。中には空き家もあるものの、更地のウェイ

トは高い。これは彼らの側になればわかることだ

が、多くの関係者が間に入るような物件はシゴト

を成就するのが難しいのである。その意味で用益

権や担保権がついている物件、処分制限の登記が

入っている物件は彼らのリストから外れる可能性

が高い。逆に高額の物件で現況が駐車場のような

更地、担保等がない物件や所有者が遠方にいるよ

うな物件は被害に遭う可能性が高いように思われ

る。さて、彼らは物件を自分の足を運ぶことで物

色し、そして権利関係を登記事項証明書等で確認

する。その後、様々な書類が偽造され、不動産業

者なりへのアプローチが始まる。このとき、物件

を下見する者や書類を偽造する者、実際に顔割れ

する者というふうに複数の人間が関わることが多

いようである。

では、私たちはどのように気をつければ良いの

であろうか？関係者の多くが最終決済に向けて動

いており、その最後の局面で私たち司法書士が関

与することが多い。また状況はケースバイケース

なので一概には言えない。この点、多くの関係者

が既にシゴトを行おうとする者の描いた絵の中で

動いているのかもしれない。高額の取引が予定さ

れ、売主が急いでいるような場合は、第三者の目

線で一から決済に向けての構成を組み立てていく

ことも必要であろう。例えば、登記事項証明書を

見ると所有権が直近で移転しているとか、所有権

こそは移転していないものの住所変更登記だけが

行われている場合等は司法書士的に「何で？」と

感じるところである。その素朴な疑問を大切にし、

最悪の結末を防ぐ手だてとしたい。「大きな過ちの

前には事前に何度も振り返るポイントがある。そ

こを突き進んでしまうから大きな事故が起こる」

（山本一宏日司連専務理事）、「臆病者になれ」（中

川馨会員）。単なる精神論や戒めに見えるかもしれ

ないが、諸先輩方の言葉を大事にしたいところだ。

所有者に成りすました者が決済の場に居ると何

処か空気が違うという話を聞いたことがある。権

利証の受付年月日の割に紙が新しいので、そのこ

とを売主に指摘したら外に出て行って帰って来な

かった、そんな話も聞いたことがある。筆者は成

りすましや地面師なる者に出くわしたことはない

し、心底出くわしたくもないが、そんな不安すら

感じさせないのが本当の詐欺師なのであろう。と

ころで、筆者がお世話になった師匠から、以下の

物件には気をつけろと言われていた。これらは自

分への大切な教えと受け止めている。それを列挙

したい。

①ア　空き家

②コ　高額物件

③ム　無担保

④サ　更地

⑤ブ　物上保証

もちろん、これらの全てが怪しい話というわけ

ではない。だけど、察知できる危険があるとする
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ならば、それに越したことはない。近年は効率化

の名の下に作業手順のマニュアル化が進んでいる。

決済もそうなっているものと思う。思うにマニュ

アルは今までの知識と経験を結集したものである。

そこに自分なりの着色をつけてこそ、本当の自分

の力となる。こう書き連ねていると皆さんの知っ

ている域を出なかったかもしれないが、この原稿

がきっかけで事故を未然に防ぐ一助となれば幸い

である。
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平成２９年７月頃に京都司法書士会の「空き家等

対策委員会」の委員長に就任しました内田光人と

申します。

当委員会の前身である「不動産に関する権利の

適正な承継を促進する委員会」に参加させていた

だいたのが平成２６年と記憶しています。

その間、空き家並びに所有者不明者土地問題等

が大きくクローズアップされるようになっている

ことは皆様ご承知のとおりだと思います。

これらの関連する法案や条例、空き家や所有者

不明土地問題の現状の解説に関しましては、私が

行うより遙かに適任な先生方が多くおられますの

で、その方々にお譲りしたいと思います。

今回は、司法書士での経験も知識も浅はかな私

が京都司法書士会からご推薦をいただき、平成２９

年８月より、宇治田原町の空家等対策計画策定協

議会の有識者メンバーとして、会議に参加させて

いただいておりますので、その報告をさせていた

だきます。

宇治田原町における協議会の有識者メンバーで

すが、大学の教授（確か都市計画関係を専門とさ

れている）、宅建協会、建築士協会、民生委員、地

区の代表、公募に応募された方など１０名程度であ

り、行政書士会や弁護士会の先生は参加されてお

りません。

また、民泊を経営されている会社の代表者も参

加されている点は人選に特色があると言えるかも

しれません。

宇治田原町から協議会の開催前に事務所宛に会

議資料が送られてきます。資料は、結構なボリュー

ムがあり、担当者の気合いが感じられます。

第１回目は、自己紹介と宇治田原町の事務局か

ら全体的な説明があり、議長に大学の教授が選任

されました。

もちろん、最初から宇治田原町と大学の教授と

打ち合わせがあり（司法書士会の総会と同じです）、

これで僕が議長に立候補したら怒られるかなとか、

くだらないことを考えたりしておりました。

その後、色々とお話が出てきましたが、やはり

というか宅建協会さんが主導して、どのような空

き家の需要があるかどのような空き家が売れるか

などの話をされ、それに対して地域の住民の方の

意見など、売却、利活用や賃貸などの利用が増え

るかといったどうすれば、空き家が流通するかと

いう点に重点が置かれて話し合いをされました。

私の少ない空き家問題に対する認識では、そも

そも、その空き家の所有者名義は誰であるかをま

ず確認した方がいいのでは、空き家の所有者が不

明な場合はどうするのといった根本的な問題提起

を行いたいとも思いましたが、皆さんの完全に盛

り上がった議論の腰を折るような気がして黙って

いました。この点は、第２回目にご説明する機会

があったので、たっぷりさせてもらいました。

また、空き家の利活用などに関する相談会を開

催するときは、同時に相続相談会（相続登記を促

進するためのもの）を開催しては如何でしょうか

と提案させてもらいました。会議の時間はおおむ

ね１時間半から２時間程度でしょうか。

まだ、協議会は続きますが、このような協議会

に司法書士が関わる意義は大いにあると考えます

ので、今後、皆様がおられる市区町村にて、この

ような協議会が設置される際は、是非ともメンバー

になっていただいて、協力していただきたいと思

います。

空き家等対策委員会も委員を募集しております

ので、そちらの方も宜しくお願いします。

考　　　察

宇治田原町の空家等対策計画
策定協議会に参加して

空き家等対策委員会　委員長 内　田　光　人
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平成２７年４月に始まった法務省の相続法改正の

法制審議会は，通算２６回開催され，その間２回の

パブコメを経て，本年１月１６日に最終的な要綱案

が決定された。

今回の相続法の改正は，私たち司法書士の仕事

に大きな影響を及ぼす。司法書士業務からその要

点を整理すると，「（配偶者の）長期居住権」「（預

貯金の）仮払い制度」「（自筆証書）遺言書の保管

制度」「遺留分（減殺改め）侵害額請求権」「相続

による権利承継に関する規律」「相続人以外の者の

貢献を考慮するための方策」などの項目が挙げら

れる。

「（配偶者の）長期居住権」の要チェック箇所は，

登記をすることで「居住建物について物権を取得

した者その他の第三者に対抗することができる」

という点にある。これにより，相続に伴う司法書

士の仕事は（たぶん）増える。一方，その「長期

居住権」の登記は，甲区にするのか乙区にするの

か，共同申請か単独申請か，添付書類は何か，な

ど登記実務上の課題が見えている。これら実務上

の手続規定を取り決めていく作業に，日司連が積

極的に参加してアピールすることで，今後は法制

審議会のメンバーに司法書士が参加するなど，立

法作業段階から司法書士の意見が反映されるよう

になってほしい。

「（預貯金の）仮払い制度」の要チェック箇所は，

共同相続人の各自が「単独でその権利を行使する

ことができる」つまり仮払いを請求できる，その

限度額にある。昨年９月の中間試案では銀
・

行
・

ご
・

と
・

に
・

１００万円という金額が提案されたが，最終的に

は銀行ごとの上限が法務省令で定められることと

なった。この金額は必ず知っておかねばならない。

「（自筆証書）遺言書の保管制度」は，今回の改

正が司法書士業務に影響を及ぼす急所だと思われ

る。自筆証書遺言を「法務局」が預かってくれる

制度が創設される。しかも，法務局に預けた遺言

書には「民法第１００４条１項の規定は適用しない」

つまり，家裁の検認が不要となる。法定相続情報

の活用と併せて，司法書士にお任せくださいとア

ピールせねばならない。

「遺留分（減殺改め）侵害額請求権」の要点は，

金銭債権化につきる。これまでの減殺請求に替え

て，これからは「遺留分侵害額に相当する金銭の

支払いを請求する」こととなる。これは，用語の

変更という単純なものではなく，遺留分減殺に与

えられていた物権的効力が無くなることである。

遺留分制度の振り子の重心が，遺留分権利者側か

ら受遺者（受贈者）側へと，少しだけ変わろうと

している。

「相続による権利承継に関する規律」の要チェッ

ク箇所は，「法定相続分を超える部分については登

記」が対抗要件となる点にある。遺産分割協議書

の作成や押印に立会う場面でも，不動産売買の決

済立会い業務のように，司法書士の業務過誤によ

る損害賠償責任が問われるケースが想定され，今

後の業務姿勢に一層の注意が必要となる。

「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」

に関しては，「特別寄与料」という新しい用語の創

設が要チェック箇所である。『長男のお嫁さん』な

ど，被相続人の介護を実際に担った親族から，特

考　　　察

相続法改正の要点整理

洛央支部 中　野　美　和
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別寄与料申立て書作成の仕事が私たち司法書士に

依頼される時代がくるかもしれない。頭を柔軟に

して，こういう仕事にも備える必要がある。

（以上の内容は、平成３０年２月１６日現在の法務省

ＨＰによるもの（ 「　」内は法制審議会部会資料

からの抜粋）ですが，この会報が出る頃には，国

会に提出される相続法改正案が公開されていると

思われます。京都会の研修も４月２１日に予定され

ていますので，ご参照ください。）
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法定相続情報証明制度は２０１７年５月２９日に施行

されました。実際にまだ利用していない会員もい

らっしゃるかもしれませんが、相続登記の依頼者

にとっては金融機関での手続きに非常に有用なも

のなので、ぜひ依頼者に利用を勧めていただき、

制度の普及にご協力ください。一般の方は、相続

手続きをするにあたり、法定相続情報証明制度に

ついてご存知ないことが多く、司法書士等の相続

手続きの専門家がお教えしないと、利用する機会

を逃してしまうことになります。

法定相続情報証明制度については、法務省のサ

イトに詳しい説明や雛形が載っていますし、当会

としても法務省通達や日司連通知文書をお知らせ

しています。これらの資料を１度精読されれば、

手続きはなんら難しいことではありません。制度

趣旨を正しくご理解いただき、雛形等もよくご確

認のうえ、間違いのない制度運用をお願いいたし

ます。なお、私が講師を担当した研修会のビデオ

映像と資料も併せてご参照ください。

法定相続情報一覧図は、登記申請や多くの金融

機関における相続手続きに被相続人と法定相続人

の戸除籍謄抄本等の束の代わりとして利用可能で

す。しかし、あくまで「法定相続人が誰か」の証

明であり、戸除籍謄抄本等の記載事項の全てがわ

かるわけではありませんので、法定相続情報一覧

図で足りない情報については、戸除籍謄抄本等を

提出することになります。また、税務署や年金事

務所でも、現在のところ、戸除籍謄抄本等に代え

て法定相続情報一覧図を提出することは認められ

ていないと聞きます。このあたりの限界について

もご理解ください。

法定相続情報一覧図の利用法のひとつとして、

相続関係が複雑な場合において、具体的な遺産分

割協議に入る前の法定相続人の確定に使うという

ことがあります。戸除籍謄抄本等を確実に集める

ことで法定相続人を確定する作業は普段私たちが

行っていますが、それを法定相続情報一覧図にす

ることで、より確実で説得力のあるものになりま

す。こういった使い方は弁護士や税理士等の業務

でもよく行われているようです。

法定相続情報証明制度については、使い勝手や

記載内容等について改善を求めるべき点もあるで

しょう。こういった情報は会員間で共有し、司法

書士会から法務省へ意見を出すことで、より使い

やすい制度になっていくと思われます。改善すべ

き点等のご意見がありましたら、当会の不動産登

記法対策委員会へお知らせくだされば幸いです。

さて、オンライン登記申請についてですが、平

成３０年度には大きな動きがありそうです。資格者

代理人方式という、オンライン申請後、添付書類

を法務局へ提出不要とする制度が始まろうとして

います。これまで法務局へ書面で提出していた添

付書類はすべてＰＤＦ化してオンライン申請時に

添付して送信することになります。この際の司法

書士の書類保管義務等に関しては現在検討中であ

り、詳細についてはこれから明らかになってくる

予定です。

司法書士業務に大きな変革が迫られる可能性の

ある登記申請の資格者代理人方式ですが、それに

乗り遅れないようにするためには、現行のオンラ

イン登記申請手続きに精通しておく必要がありま

す。書面申請方式は今後も存続すると思われます

が、主流はオンライン申請に移行するとみられて

おり、今から日々の業務の流れの中にオンライン

申請の作業を取り入れておかないと、即座には対

応ができません。来たるべき資格者代理人方式の

考　　　察

法定相続情報証明制度とオンライン申請の
積極的ご利用について

副会長 石　田　郁　雄
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時代に乗り遅れることのないよう、会員のみなさ

まにおかれましては、現行のオンライン申請の積

極的利用をお願いいたします。

登記業務は司法書士制度の根幹です。不動産登

記に限らず、登記制度には今後も大きな動きがあ

る可能性があります。当会からも随時、新しい情

報を発信していきますので、ご留意ください。ま

た制度改正に対しては、より良いものとなるよう

司法書士から国へ意見を表明していかなければな

りません。現場の意見を国に届けるために、会員

みなさまのご協力をお願い申し上げます。
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（公社）成年後見センター・リーガルサポート

京都支部支部長として、支部をお預かりさせてい

ただくこととなった。実は支部役員となるのは数

年ぶりで、支部組織のことは走りながら把握して

いる状態であるが、支部役員、各委員会委員など

支部の運営を多くの会員が担ってくださっている

おかげで、支部長が力不足であるにもかかわらず、

大きな混乱もなく、日々過ごすことができている。

ところで、支部の運営に戻ってみると初めのこ

ろとずいぶん変わったと感じる。そもそも、１０数

年ほど前、司法書士が「成年後見業務」について

専門職であるなどと、どれだけの人が思っていた

だろう。制度が始まってごく初期のころ、ある専

門職の方に私が成年後見業務に興味を持っている

とお話したところ「後見登記のニーズがそんなに

あるのですか？」と、聞かれて返答に窮したこと

がある。また、福祉職や当事者の方などの集まる

場に行って司法書士であることを告げると、一応

歓迎はしてくださるものの、「司法書士に何を頼め

るのだろう…」と若干の戸惑いもありつつの対応

をされたことも少なくない。司法書士自身でさえ、

当初、成年後見を自らの専門性を生かして行う「業

務」であるという意識をどこまで持っていたか疑

問である。まあ、高齢社会も到来することだし広

報活動にはなるんじゃないかな、ぐらいの認識が

一般的だったようにも記憶している。

それが今では、リーガルサポートに所属し、一

定の研修を受け名簿登載をしている司法書士は「専

門職後見人」であるという扱いを受けている。法

定後見人として選任されている専門職の数は司法

書士が１番多い。家裁からの推薦依頼は継続的に

来るし、地域のネットワーク会議などに出席する

と困難事件についてのアドバイスを求められるだ

けでなく、申立て時に後見人候補者となってほし

いと頼まれる。昨年の３月に策定された「成年後

見制度利用促進基本計画」では、弁護士、社会福

祉士と並んで司法書士は制度を担う専門職と位置

付けられ、「三士会」などとまとめて呼ばれたりも

する。また、最近は「成年後見業務を行いたい」

と司法書士を目指す受験生も少なくないと聞いて

いる。どうやら司法書士が成年後見業務を行うと

いうことは「当たり前」のこととなっているようだ。

それは、制度制定当初と比較すれば喜ばしいこと

といえるかもしれない。

しかしその状態を手放しで喜んでよいのかとい

う疑問も感じる。「当たり前」と我々自身が思い込

んでしまうことに「リスク」は内在していないだ

ろうか。司法書士の後見人による不祥事について

は言うまでもない。しかし不正の防止は最低限の

ラインである。

「専門職後見人」であるということを当たり前で

あると思ってしまうと、自分が成年後見業務に全

て精通しているという「勘違い」を生じてしまう。

確かに財産管理一般については司法書士の専門性

を生かせる部分も少なくない。しかし、特に身上

監護の面で我々は「専門職です」と自信を持って

言い切れるほどの知識やスキルを身に付けている

のだろうか。このような知識を身に付ける必要が

あるだろうし、さらに専門的な判断が必要な場合

は福祉職など本人の支援者と連携する姿勢が不可

欠である。

また、現に目の前におられる被後見人のことを

我々はどこまで理解できているのだろうか。最近

は「意思決定支援」という言葉も流行っているが、

そもそもその「意思」を、我々はどこまで確認し

うるのかということは疑ってかかる必要がある。

報　　　告

「当たり前」というリスク

（公社）成年後見センター・リーガルサポート
京都支部支部長 中　野　篤　子
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自らの意思を十分に表現できない立場である被後

見人等の「意思」がどこにあるのかを、理解する

ことは簡単なことではない。もしかして、自分自

身の価値観を被後見人等の「意思」であると転換

して押し付けてしまっていることはないだろうか。

「意思決定支援をしています」と言い切ってしまう

ことの危うさを我々は十分に認識し、被後見人等

と向き合う姿勢を忘れてはならないと内省しつつ

思う。

成年後見制度利用促進法の制定、また成年後見

制度利用促進基本計画の策定と、成年後見制度は

新たなステップに進んでいる。そのような時だか

らこそ、当たり前のように司法書士が専門職とい

う立場で成年後見業務を行っているということに

内在する「リスク」を、今一度再検証する必要が

あるのかもしれない。それは決して後ろ向きなこ

とではない。成年後見業務は司法書士だけで取り

組めるものでもないが、司法書士だからこそでき

ることもある。それが何かを探っていくことが、

成年後見業務に限らず司法書士という職能の存在

意義を認識していくことにもつながるのではない

かと感じている。
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（注１）この物語は数１０年前の事件で、事件記録が

なく作者の記憶に基づくものになり、間違えてい

る部分があると思われますが、御了承ください。

（注２）表現としてやや大げさな部分や時代劇風な

部分がありますが、わかりやすく？するためにそ

のような表現にさせていただきました。

（注３）会社法等の法令の説明は一切行いません。

作者が法律の内容を説明するよりも、各自で条文

や法律実務書を読まれた方が早いからです。

会社法が施行されて１０年以上経過した。旧商法

と比べて利用しやすくなった感がある。私は司法

書士登録をしてから商業法人登記の申請を何回も

行っているが、ほとんどが「設立、役員変更、商

号変更、目的変更、本店移転、解散、清算人選任、

清算結了」の登記である。そんな私の元に平成１９

年１０月△△日に１本の電話が鳴ったことからこの

物語は始まる。

電話の相手はＫ（株）で、部長から「先生。い

つもお世話になっています。急な事ですが本日の

１３時００分に当社にお越しいただけないでしょうか。

詳しい話はその時にさせていただきます。」との連

絡があった。Ｋ（株）と私は独立開業前からお付

き合いをさせていただき、倉庫業や貨物運送業を

主たる業務としている会社である。かつてＫ（株）

は上場会社であった。しかし平成１△年頃に会社

更生の申立をして（旧会社更生法の時）、平成１□

年に更生計画が認可されて、とある上場会社の完

全子会社として生まれ変わった会社である。独立

開業後、現在まで私はＫ（株）から年に１回必ず

役員変更登記の業務を行なわせていただいている。

平成１９年１０月△△日の午後は特に予定もなかった

ので、部長の指定された時間にＫ（株）に行った

のだが、「役員変更登記は６月に行ったし、一体な

んなのだろう。俺、何か重大なミスでもしたかな。

しかし電話では部長は怒っている様子はなかった

し。」って小心者の私は不安になりながらＫ（株）

を訪れた。

Ｋ（株）に到着すると、いつもの応接室ではな

い応接室に通されて（椅子に純白のカバーが掛け

られている）、コーヒーを出していただいた。コー

ヒーを一口飲んだ瞬間「コーヒーを椅子にこぼし

てしまうとシミになっちゃうな。気をつけなけれ

ば！」と思った（余談ではあるが、筆者は昔から

よくコーヒーをこぼしたり、カレーをこぼしたり

してワイシャツを汚してしまって、母親に「あんた、

またコーヒーをこぼしてワイシャツを汚して。カッ

コ悪い！大人として恥ずかしくないのか！」と何

回も叱責をされている。私は「コーヒーをワイシャ

ツにこぼすことは男のロマンだ！」と理由になっ

ていない反論をしたものだ）。部長を始め数人の重

役といつも懇意にさせていただいている総務課の

担当者（Ｈ氏）が部屋に入ってこられて、挨拶や

名刺交換をした後、部長から「我が社はＴ（株）

と吸収合併をすることになりました。我が社が存

続会社になります。Ｔ（株）も我が社の完全親会

社であるＴＮ（株）の完全子会社です。平成２０年

○○月○○日を合併期日とする内容で話をしてい

ます。この合併ですが、ＴＮ（株）の子会社が多

すぎるので、このたび子会社を整理することにな

りました。我が社とは関係のない他のＴＮ（株）

の子会社間も随時合併していく予定です。先生に

は登記関係をお願いします。そこでお願いなので

報　　　告

株式会社間の吸収合併による
変更登記と解散登記の実務失敗談！

匿名希望その2
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すが、登記に関する手続き的なことのスケジュー

リングを明日の午前中までに私とＨ宛に簡単なメ

モ程度でよろしいですのでメールをしていただけ

ないでしょうか。」とお願いをされた。私は心の中

で「合併なんてしたことはないし、会社法になっ

てから組織再編は全然勉強していないぞ。こいつ

は難題だ。ヤバイぜ！」って思い汗もビッショリ

かいてしまったが、ここは男を見せなければなら

ないと思い直して、「かしこまりました。簡単なも

のにはなりますが、事務所に戻り次第すぐにスケ

ジュールメモを作成させていただきます。」と冷静

沈着に回答をした。その後、合併に関する話や全

然関係ない話をして、１時間ぐらいで打ち合わせ

を終了し、Ｋ（株）を後にした。

Ｋ（株）を出てから最初に行ったのは、信用金

庫のＡＴＭに行ってお金を引き出したことである。

理由は財布の中の現金が少なかったので、合併に

関する書籍を数冊購入するためである。お金を引

き出した後、京都市内の法律実務書を扱っている

大きな本屋さんに行って、合併に関する書籍を何

冊か購入した。事務所に戻って会社法の条文を開

いてみたが、条文が長いので挫折しそうになった

が、泣きながら一通り読んで、その後１番わかり

やすそうな書籍を読み、少しだけ全体的な流れが

理解できたので、簡単なスケジューリング（臨時

株主総会の開催予定日や債権者保護手続きの開始

〜終了予定日等）を作成してＫ（株）のＨ氏宛に

メールをした。

翌日、Ｈ氏から御礼の電話があり、吸収合併に

関する流れの確認をした（今後、電話やメールで

何回も打ち合わせや確認をしていくことになっ

た）。打ち合わせや確認をしたことで印象に残って

いるのは、以下のことである。

①債権者保護手続きに関して、個別催告をする知

れたる債権者の範囲の件

　　書籍に書いてある事を説明したが、通知漏れ

をした債権者（債権額が少額の債権者）から請

求されたときは一括弁済して対応することに

なった。

②知れたる債権者への個別催告をする方法

　　金融機関や得意先関係にいきなり催告書を郵

送したらややこしくなりそうなので、担当者が

事前に金融機関や得意先関係に出向いて説明し

てから、その後催告書を交付もしくは後日郵送

で催告書を送付することになった。担当者が金

融機関や得意先関係で説明する際の簡単なメモ

は私が作成するハメになった。

③一般貨物自動車運送事業の吸収合併に関する主

務官庁の許認可の関係

　Ｈ氏によると近畿陸運局に聞いたところ、今

　回の合併は許認可が不要とのことであった。

なお消滅会社であるＴ（株）とのやりとりにつ

いて、私が直接話しをしたらＴ（株）の担当者が

混乱するので、Ｋ（株）のＨ氏がパイプ役になっ

ている。

その他いろいろ確認したことや、「この書類も必

要なので、メールするので数字を埋めて会社の実

印を押して欲しい！」等急遽バタバタすることも

何回かあったが、無事に乗り越えることができた。

そして運命の合併期日が到来した。

平成２０年○○月○○日、合併期日が到来し、Ｋ

（株）にお伺いをして吸収合併に関する登記関係書

類と印紙代を受領し（報酬は登記完了後に頂くこ

とになっている）、京都地方法務局へ行こうとした

らＨ氏に「先生。今日は私が法務局まで送ります。」

と言っていただき、同席していた部長にも「先生。

よろしくお願いします。」と頭を下げられたので、

私は思わず坂本龍馬が薩長同盟の仲立ちをしたこ

とを思い出し、自分が坂本龍馬になった気分にな

り「お任せください。必ずや長州と…いや登記を

成功させて見せましょう。」と言ってしまった。

私はこの当時オンライン申請をしていなかった

ので書面申請を行い、事務所までＨ氏に送ってい

ただいた。時期的に商業法人登記の申請が多く、

登記完了までに約２週間かかる。登記申請をして
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から約１週間経過後に携帯電話が鳴り、ディスプ

レイに「京都地方法務局」の文字が出て（私は事

務所の電話を常に携帯電話に転送している。開業

当初は外出するときのみ転送設定をしていたが、

何回か転送設定を忘れたことがあるので、現在は

常に転送状態である）、私は「イヤな電話や。合併

の件やと思うけど、ワシにミスはないはずだ。」と

思いながら電話に出ると、案の定合併の件で「先生。

この合併ですが、一般貨物自動車運送事業の認可

は不要な合併なのですよね。それならば、『合併の

認可を要しないことの証明書』を添付してもらわ

なければいけないのですが。」と言われた。私は「コ

イツ何を言っているんだ？」と思い、「そんなもん

いらんやろ！今回の合併の認可は不要であるとは

ちゃんと調査済みだ。合併の認可を要しないこと

の証明書が必要なんて本にも書いていないし、登

記申請には消極的な書面は不要なはずだ。勝手な

ローカルルールを作るな！」と怒りも混じってい

たので外で声を張り上げてしまった。しかし「ちゃ

んと通達が出ているぞ！１週間待ってやるから近

畿陸運局で『合併の認可を要しないことの証明書」

を貰ってこい。』と一蹴されてしまった。私はその

場で数人の知人の会員に電話をして『合併の認可

を要しないことの証明書』のことを聞いたが、ほ

とんどの会員が「そんなん知らん。いらんやろ。」っ

て言っていたが、他会の会員にも電話をして聞い

たところ「それ法務局の言うとおりやで。俺も経

験があるし。」って言われたので、完全に自分が制

御不能状態に陥ってしまった。少し落ち着いてか

らＨ氏に電話をして事情を説明して、Ｋ（株）が

トラック協会経由で近畿陸運局に『合併の認可を

要しないことの証明書』を申請してもらうことに

なったが、この証明書を入手するのが予想以上に

時間がかかることになる。私としては慶応２年の

寺田屋事件に遭遇した坂本龍馬の気分になった。

平成２０年○○月△△日、京都地方法務局から電

話があり「１週間と少し経過した。法務局として

もこれ以上事件中にはできない。先生。ここは無

念かも知れないが、一旦登記申請を取り下げてく

れ。」と言われ、私は涙を流しながら承諾をした。

法務局には「補正による取下げにしていただきた

い。」と言ったところ、「書類不備なので補正によ

る取下げでいいですよ。」と言っていただいた事を

記憶している。しかしその直後、Ｋ（株）のＩ氏

より「先生。今、大阪にいますが、『合併の認可

を要しないことの証明書』をやっと入手しました。

今から急いで会社に戻りますので、１時間後に会

社に来ていただけないでしょうか。」との連絡があ

り、私は暗黒の世界から太陽の光が降り注ぐ世界

へ脱出できた気分になり、意気揚々と法務局へ連

絡をして「補正で何とか処理をしてくれ。」とお願

いをしたが、「一旦取下げをすると言いながら、そ

の発言を撤回するなんて、貴様は士業なのに『士

道ニ背キ間敷事』（新撰組の局中法度）に該当する

行為をして恥ずかしくないのか！絶対に補正は認

めない！」って感じでボロクソに言われた。しか

しすぐに「一旦取下げて、すぐに登記申請をした

らいい。他は問題ないから。その際に登記申請書

の下の部分に『担当○○さん』って書いておいて

くれ。早めに調査するから。」と言っていただいた。

登記申請を取下げてしまったが、法務局の方が

言うとおり数日で合併による変更登記を処理して

いただき、合併による解散登記の方も無事に完了

したので、履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証

明書等の成果品と原本還付をした書類をＫ（株）

にお届けをして、いつもの応接室にてＨ氏やＩ氏

と「いろいろありましたが、無事に完了してなに

よりです。」と談笑して報酬の請求書を交付したと

ころ部長も入ってきて、「いやー先生。今回もお世

話になりありがとうございます。合併の話から約

８ヶ月。先生にもいろいろ動いていただいて助か

りました。おっ先生の報酬の請求書ですね。シッ

カリと当社に請求してください。」と言われ請求書

の中身を確認した直後、「先生！今回、どんな理由

があれ登記申請を１度取下げた動かぬ事実があり

ます。いわゆるミステイクですね。このような場合、

やはり登記のプロとしてミスをされたのだから、

人として１本行ってもらうのがスジやと思うので

す。」と言われ、私は「１本って…もしかしてシャ

ンパンの事ですか？」と真顔で言うと、部長が「しょ
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うもないギャグを言わないでください。１本行っ

ておくとは「報酬を１割負けろ！」ってことですよ。

どんな理由であれミスはミス！１本は授業料と思

いなはれ。そのかわり経理に伝えて今日中に１割

負けた金額を振り込みますよ。」と言われ、私は返

す言葉もなく、泣く泣くその場で報酬を１割負け

た金額を請求書に記載して交付した。

私が初めて行った吸収合併による変更登記と解

散登記は、結果的に登記は完了したが、登記申請

を取下げたので苦い経験である。後から思うと会

社法に改正されてからの吸収合併なので、登記が

効力要件ではなくなったのでホッとした感もある。

もし旧商法の時の事件で登記申請を取下げをして

いたら合併の効力が発生しないって状況になり、

もっと恐怖体験をしたことになるだろう…。
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最近、様々な目的のための民事信託が普及して

きた中、その事業承継目的のための活用にも注目

が集まっている。株式を信託財産とする信託スキー

ムを採用する場合、その支援者には、民法や信託

法に加え、議決権等の共益権・剰余金配当等の自

益権に係る本質的理解に裏打ちされた会社法及び

その関連法令の知識が要求され、かつ、複数の信

託当事者・関係者の権利義務関係を有機的に把握

し調整することが期待されると思われるが、登記

実務等を通じそれらの知識を有し、かつ、普段、

複数の関係者と調整を図りながら顧客と接する機

会の多い私たち司法書士は、その中心的な支援者

としての適格性を備えているといえるのではなか

ろうか。

株式を後継者に贈与したいが、まだ後継者に経

営者としての力量が備わっていないため、後継者

を受託者とするものの、議決権行使の指図権を委

託者に留めておくようなケース、後継者である相

続人と後継者でない相続人との間の紛争を回避す

るために、前者を受託者とし、受益権は遺留分に

配慮した割合で両者に付与するようなケース、い

わゆる後継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用し、次

順位以降の受益者をも指定しておくようなケース

等、様々な活用方法が考えられる。

このような事業承継目的の株式信託については、

検討を要する事項が多岐にわたる。

まず、信託スキームの策定段階において、その

枠組み自体は種類株式・属人的種類株式・遺言・

株主間契約・任意後見等の他のスキームとの比較

検討を踏まえどのようなものとするか（場合によ

り複数スキームの併用）、委託者が受託者となる自

己信託とするか、二次（三次）受益者・受益者指

定（変更）権者まで定めるか、遺留分減殺請求の

可能性に照らしそれに関する配慮をどうするか、

受託者は個人とするかあるいは一般社団法人等の

ビークルを組成するか、二次（三次）受託者まで

定めるか、信託業法上の免許等を要する信託業と

評価されないこととするための手盾・理論武装は

十分か、適正・円滑なスキーム履践のために信託

監督人や受益者代理人等を定めるか、当事者の状

況・年齢を考慮して指図権者を定めたり信託の効

力発生に始期や停止条件を付したりするか、信託

変更・終了の事由の条項は当事者のニーズに合致

しているか等、実に多くの論点が存する。

そして、信託の契約締結・開始・実行の段階に

おいては、信託契約の締結（場合によっては公正

証書化）、株式譲渡制限会社における信託譲渡の承

認、株券発行会社における受託者への株券の引渡

し、株主名簿に係る株主の記載の変更・信託財産

に属した旨の表示、信託財産の分別管理のための

金融機関口座の開設、当該株式発行会社の計算書

類の承認・剰余金の配当、受託者による信託財産

に係る貸借対照表・損益計算書の作成・保存や受

益者に対するその報告等が求められる。

さらに、信託終了時には、清算受託者による最

終計算書の作成等が求められ、やはり、残余財産

帰属権利者（又は残余財産受益者）への株式譲渡

の承認、（株券の引渡し、）株主名簿の記載変更等

に係る手続をも要する。

これらに伴い必要となる商業・法人登記の対象

については、受託者を申請主体とするものとして

は、既存株式会社を活用する場合には必要に応じ

目的変更・役員変更等が、新たにビークルを組成

する場合にはその設立が、また、当該株式発行会

社を申請主体とするものとしては、役員変更等が

挙げられる。

報　　　告

事業承継における株式の
民事信託の活用について

洛西支部 岡　田　高　紀
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司法書士は、主に、このような株式発行会社、

委託者、受託者、受益者等に対する支援・調整や

商業・法人登記手続の局面において（場合によっ

ては、信託監督人等の立場で）、税理士等他の専門

家と連携を密にとりながら関与することが望まれ

るところであるかと思う。

ここで、私が先般関与した株式の民事信託の事

例について、その概要を紹介させていただく。こ

れは、オーナー経営者の意向としては、推定相続

人が長男、二男、長女の３人であるところ、長男

を後継者とするが二男をその次の後継者にしたい

というものであったため、相談・検討・調整の末、

いわゆる後継ぎ遺贈型受益者連続の信託を採用し

た事例である。受益権については、当初は現経営

者に帰属させ、その死亡時には長男が取得するも

のとし、さらにその死亡時には信託は終了して残

余財産は二男に帰属することとした。受託者につ

いては、信託財産の分別管理や法的安定性の徹底

の観点から法人とすることとし、長男及び二男が

社員となる一般社団法人を組成し、代表理事には

長男が、代表権のない理事には二男が就任した。

長男には、当該株式発行会社の経営者としては十

分な力量が備わっているとはいえない段階であっ

たので、信託契約の効力発生については、現経営

者の死亡や事理弁識能力の喪失等の始期・停止条

件に係らしめた。信託監督人には税理士を指定す

ることとした。信託契約は、公正証書化し、また、

具体的な議決権行使の内容についても、信託契約

に基づき現経営者の意向を反映させた指図書によ

るものとし、そこに役員選任その他重要な経営計

画の内容を記載し、これに変更があれば更新する

こととした（確定日付も取得）。そして、一般社団

法人による議決権行使がこれらに基づいてなされ

ることを担保するために、社員間契約の作成・締

結も行った。なお、遺留分への配慮は、株式とは

別の財産により対応することとし、公正証書遺言

の作成をもって手当てした。

私は、現在まで、これを含めたいくつかの株式

信託の案件に関与させていただいたが、経営の根

幹に係る数多の事項の検討・調整が求められる中、

なお一層の知識・ノウハウの深耕を図り、それら

を総動員して対応する必要性を毎回痛切に感じる。

他の専門家等と協力して経営者のニーズにより的

確に応える事業継承支援を行うことができればと、

模索を続ける次第である。

以　上
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先般、ある方の成年後見人に就任させていただ

いた。高齢者ではないが精神疾患を患っておられ、

生活保護を受給して生活しているため収支はギリ

ギリであった。市長申立がなされた事案だったた

め就任後に初めて自宅を訪問したが、他人に部屋

を掃除されるのを拒否する方だったため、目を疑

うほどにモノが散乱し、かつ不衛生な状態であっ

た。至る所に郵便物が未開封のまま散乱していた

ので、ひとつひとつ拾い集めていたところ、郵便

局から特別送達の不在連絡票があることに気が付

いた。見ると差出人は簡易裁判所である。心当た

りを本人に尋ねたところ、「携帯電話の料金を滞納

しているからそれだと思う。他に借金は無いから」

との返答であった。

本人は常に部屋に引き籠っており、郵便配達が

来ても受け取ることは無いので、このまま放置す

ると付郵便送達（書留郵便に付する送達）で欠席

裁判となり、債務名義を取られる可能性があった。

そこで、家庭裁判所へ郵便物の回送嘱託の申立て

をしつつ、同時に簡易裁判所へ問い合わせること

にした。簡裁へ後見の登記事項証明をＦＡＸした

うえで問い合わせたところ、電話で詳しい内容は

言えないが相手方の弁護士から訴状をＦＡＸする

ように伝えますとのこと。ほどなくして弁護士か

ら送られた訴状を見ると、携帯電話ではなく大病

院からの入院費未払い請求訴訟であることが判明

した。その後、簡裁から電話があり、手続き的に

は原告が「訴状訂正の申立」をして被告代理人と

送達場所を成年後見人宛に変更してもらうことに

なった。弁護士からも電話があり、「裁判所に後

見の登記事項証明を出せと言われているので手数

料は払うから弁護士宛に送って欲しい」とのこと。

こっちは被告なのにそんなの自分でなんとかして

下さいよと言いたかったが、考えてみれば登記事

項証明を請求できるのは当事者や４親等内の親族

等に限られており、利害関係人等は含まれていな

いため（弁護士さんなら２３条照会（弁護士会照会）

で請求できるのかもしれない？と思いつつ）お互

い時間の無駄だと思ったので、すぐに手持ちの証

明書を送付した。

入院費という性格上支払うべきものと思われた

が①昔から生活保護だったと聞いているのに、な

ぜ医療費がかかるのか②入院期間が比較的短期

だったのに金額が高額なので、保険証をちゃんと

提示できていたのか、など疑問があったので、念

のため区役所の保護担当者に調査をお願いした。

その結果、①過去に相続による収入で一時的に生

活保護が切れており、たまたまその時に入院して

いたこと②当時、保険証は間違いなく病院に提示

されており、大病だったので３割負担でも高額だっ

たこと、が分かった。（その後、とにかく少しでも

安くならないかと、過去に遡って高額医療の還付

等が受けられないか食い下がったものの、これも

期限の問題で無理であった。）

裁判の期日が到来したため、私が簡裁へ出頭し

た。事前に本人に事情を尋ねたが的を得ない回答

しか得られず、また入院当時は障害福祉関係者等

のサポートも無かったので、状況を明らかにする

のは極めて困難だった。そのため、いずれにせよ

分割返済の和解をしようと決めていたのだが、少

しでも裁判所の心証は有利にする必要があったの

で、入院当時も重度の精神疾患があり、入院費の

支払い義務があることを本人が認識していなかっ

た可能性が高い旨を医師の情報シートを疎明資料

として提出、その上で減額と分割返済による和解

の希望を伝えた。結局、損害金は免除で元本のみ、

報　　　告

成年被後見人への訴訟

洛南支部 久　保　暢　英
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金額も収支的に払える程度の寛大な分割が認めら

れ、即日和解をすることとなった。

本件自体は複雑な訴訟ではないものの、成年後

見における訴訟の難しさを垣間見るには充分で

あった。なにより後見の場合、本人からの聴取が

意味をなさないケースが多々あると考えられ、仮

に本人の陳述書が作成できたとしても有力な証拠

として扱われにくいという問題点がある。後見人

にとっては情報が少なくなるため、客観的な証拠

収集がより困難となってしまう。また、事件によっ

ては後見人から弁護士に依頼すべき場合もあろう

が、仮に地裁案件でも後見人が本人の法定代理人

として対峙するケースもあるというのが特徴的で

ある。訴訟の結果は、本人の日常生活に大きな影

響を及ぼしうるため、後見人の財産管理と身上監

護の両面において重要であり（さらには親族から

の苦情に巻き込まれるといった現実的な問題もあ

る）、従って、司法書士が専門職として成年後見を

扱う以上、ある日突然訴訟の当事者になって慌て

ないよう普段から訴訟のスキルを身につける必要

がある。今後、成年後見の実務を始める方はその

前提知識として簡裁代理権の取得が必須と言える

ことも付け加えておきたい。
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平成１４年（２００２年）の司法書士法改正により、

司法書士法第２９条第１項１号を受けて司法書士法

施行規則第３１条が規定された。同規定は、次の要

件により、財産管理業務ができるとする。

①当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱

②管財人、管理人その他これらに類する地位に就

き③他人の事業の経営、他人の財産の管理若しく

は処分を行う業務④又はこれらの業務を行う者を

代理し、若しくは補助する業務

一般社団法人日本財産管理協会によればまた規

則３１条の付随業務については、本来的に争訟性を

有する法律事務ではないことから、特定の資格を

有するものに限定されるものではなく、従前から

司法書士も裁判所において遺言執行者、相続財産

管理人、不在者財産管理人、破産管財人等に選任

されてきており、また、当事者の依頼による遺言

執行者の就任、任意の相続財産管理人、遺産整理

人等のほか、任意売却等の財産管理処分業務等を

担ってきていた。司法書士法改正を契機に、これ

らの業務も、「司法書士の附帯業務」として明文化

されたことにより、「業務」として取り扱うことに

ついて疑義がなくなり、弁護士法第７２条には抵触

しないことが明白になったとし（注１）財産管理

業務を司法書士業務として行えるとし、各単位会

でも地域的に温度差もあり、研究と推進がかなり

進んでいる単位会もあれば、ほとんど手付かずの

単位会も存在するが財産管理業務を行う司法書士

が着実に増えてきているのは事実である。

このような状況下において、神奈川県を中心に

財産管理業務を行う司法書士有志が一般社団法人

日本財産管理協会を平成２３年に設立し講演会、講

習会、セミナー等を開催しており、また滋賀県会

では一般社団法人滋賀県財産管理承継センターが

平成２８年１０月に設立されたのである。

また、平成１９年に改正された信託法により財産

管理としての民事信託の普及研究のため任意団体

も全国各地で設立されている。全国のこのような

財産管理の潮流から昨年、京都司法書士会におい

ても財産管理業務を研究のため平成２８年６月に当

研究会が発足したのである。

当研究会では発足以来平成２９年１１月時点におい

て、民事信託グループでの研究会を含み計１２回の

研究会を行ってきた。第１回目の研究会において

規則３１条に関し、①任意の相続財産管理人、遺産

整理人の実務②民事信託組成と契約書の検討③業

際問題の３点を中心に議論を進め検討をしていく

ということになった。

財産管理業務における規則３１条の若干の考察と

弁護士法７２条

規則３１条は司法書士の財産管理業務を規定して

いるのだが、弁護士法７２条との関係はどうなるの

であろうか。前出の日本財産管理研究会編の「相

続財産の管理と処分の実務」以下の記載がある。

司法書士法施行規則第３１条に規定される「付随

業務」については本来的に紛争性を有する法律事

務でないことから、もともと特定の資格を有する

者に限定されるものでなく………しかしながら、

司法書士法改正を契機に、これらの業務も「司法

書士の付随業務」として明文化されたことにより、

「業務」として取り扱うことについて疑義がなくな

り、また、弁護士の場合もこれらの業務は、弁護

士法３条の法定業務に当然含まれるものではなく、

同様に付随業務であることが、明らかにされたこ

とにより、弁護士法第７２条には抵触しないことが

明白になった。（注２）

報　　　告

財産管理業務研究会からの一考察

洛央支部 石　田　雅　也
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つまり弁護士業務にとっても財産管理業務、成

年後見関係業務は弁護士法３条の法定業務でな

かったことから、弁護士事務所の法人化に伴い弁

護士法３０条の５に規定する弁護士法人の業務に関

する法務省令に規定されたのである。

規則３１条業務を遂行する上で、相手方や関係当

事者間で、利害対立が顕著となり紛争性を帯びて

きた場合には、争訟性のある法律事務すなわち裁

判事務分野の業務になるので、そこに至っては弁

護士の固有の法定業務と司法書士の裁判業務との

境界が生じてくる。すなわち、争訟性を帯びた和

解交渉等は、裁判外の和解行為とみなされること

になり、認定司法書士であっても簡裁訴訟関係等

事務の上限である１４０万円の範囲に制限されるもの

であることに十分に留意し、コンプライアンスを

遵守して執務にあたらなければならない。（注３）

上記の解釈につき司法書士各位がどのような執

務を行っているのであろうか。たまたま筆者が会

の法律相談に行ったところ、相談者Ｘが他府県の

司法書士から遺産分割協議書が郵送されてきたが、

どのように対応すればよいかとの相談を受けたの

である。そこには当該司法書士から３回にわけ郵

送されてきた封筒と書類があった。第１回目の封

筒には被相続人亡Ａの相続人の１人Ｙから依頼を

受けたとして案内状、Ｙからの財産管理の委任状

写及び遺産分割協議書が同封されていた。そこに

は相談者Ｘ以外の相続人Ｙに対し「被相続人Ａを

相続人Ｙが積極資産・消極資産を相続する。」との

み記載されており、遺産分割協議書を返送くださ

いと記載されていたものであり、被相続人Ａの資

産状況の説明やＸへの意見を求めることもないも

のであった。相続人Ｘが当該司法書士によく内容

がわからないと伝えたところ２回目に郵送されて

きたのは第１回目と全く同じ内容の文面であった。

３回目に郵送されてきたものの説明の内容は被相

続人の所有不動産（評価証明書のみ添付）、預貯

金、負債の残高証明（住宅金融支援機構からの借

入であり、団体信用生命保険の加入の有無の記載

なし）、各相続人の持分割合が記載されており被相

続人の死亡時の状況や背景などが一切記載されて

おらず遺産分割協議書に実印押印後、印鑑証明書

１通添付の上ご返送くださいと記載されているも

のであった。相談者Ｘは「これだけでは何のこと

かさっぱりわからないので、相談にきました。」と

のことであった。

規則３１条業務に基づき財産管理を行えるとした

ところで、上記の文面の書類を郵送し相続人Ｘが

書類を簡単に返送すると司法書士は判断したので

あろうか。私は上記の文面の郵送などの行為はむ

しろ各相続人間に紛争を惹起せしめる行為を行っ

ているに過ぎないと考えざるを得ない。

上記のような遺産承継業務を行うに際して、大

きく分け次のとおりとなるのではないか。①依頼

の段階で、相続人全員が揃っており、遺産分割協

議がほぼ整っている場合②依頼者は相続人の一部

からあったが遺産分割協議はほぼ整っている場合

③依頼の段階で相続人全員が揃っているが、遺産

分割協議がまだ整っていない場合④依頼は相続人

の一部からあり、遺産分割協議も相続人間でまだ

整っていない場合であるが、取り扱いに特に慎重

を期すべきは③．④の場合であろう。他の相続人

から仮に遺産分割協議内容について一部の相続人

が異議をとなえた場合、弁護士法７２条の関係から

司法書士が調整に入ることはできないことは依頼

者に十二分に説明し、争訟性のある和解行為は簡

裁訴訟代理権を有する司法書士も１４０万円の制限の

あることを十二分に認識し、説明を行わないとい

けない。つまり、遺産承継業務の受託に際しては

相続人間の人間関係の状況や背景、相続人間での

相続についての遺産分割についての話合いがどの

程度できているのかなどの事実関係の聴取に最大

限に留意しなければならないと考える。

民事信託の契約書作成と組成

最近の民事信託に関する実務書の発刊の多さや

セミナーの開催回数については増加には目を見張

るものがある。私が民事信託の事案の処理のため

に研究を始めた３年前ではわずかな実務書と理論

書しか存在しなかったのであるが、現在に至って

は２ないし３ヶ月に１度は新刊書が発行され、関

西圏においても何らかのセミナーが開催されてい

る。このことは司法書士・公証人が民事信託の研
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究をし自らのスキルアップを図ってきたことが第

一の要因と考える。例を挙げれば公益目的のため

に創設された一般社団法人民事信託士協会による

民事信託推進であろう。また平成２９年６月には日

本弁護士会連合会に「日弁連信託センター」が発

足され弁護士も本格的に民事信託支援業務に取り

組んできている。このような背景のもと今後どの

ように司法書士は民事信託業務に取り組んで行く

ための緊喫の課題は何であろうか。

民事信託法は非常に難解である。信託法の研究

が進むにつれその解釈の難しさを痛感する。受託

者に関して若干の言及をすると民事信託の受託者

となるものは専門家ではない一般の方が就任され

る場合が多く想定される。受益者連続信託などの

ように受託者の長年にわたる信託が予想される場

合には信託事務の遂行が信託の根幹であるという

ことになる。

受託者の義務は信託法第２９条以下において、責

任は法第４０条以下に列挙されている。受託者の第

三者に対する責任は、信託財産の範囲に限定され

ないことを厳に認識すべきである。また信託財産

責任負担債務は基本的には、信託財産からのみ支

払われる債務もあるが、受託者の固有財産からも

支払う債務も含まれているのである。また限定責

任信託との関係はどうなるのか等々である。この

ような義務と責任を理解したうえで専門家は信託

を組成しなければいけない。信託登記のみを行っ

て信託を行ったと公言するならば専門家としての

資質を疑わざるを得ない。

渋谷陽一郎氏はその著書で以下のとおり述べら

れている。「信託の実質を構成する幹の部分は受託

者の信託事務にある。そして実質的な受託者の信

託事務遂行の維持、覚悟こそが信託が適法に存在

することの必要条件である。書類を作成して後は

事足りる遺言書作成事務などとは異なる。信託契

約書を作成し信託の外形を作出するだけで信託の

実質を伴わない場合、そのような信託は通謀虚偽

表示的な信託と評価されるリスクがある。」（注４）

また、民事信託と任意後見人の併用・連携とい

う場合、信託受託者と任意後見人を同一人が兼務

することが可能か、あるいは、受益者代理人と任

意後見人を同一人といったことが可能であろうか

という問題も考察しないといけない場面もある。

この点に関しては山崎芳乃先生（一般社団法人民

事信託センター代表理事）が信託フォーラムに詳

述されておられるのでご一読願いたい。（注５）

司法書士の信託業務への今後の取り組み方

司法書士の民事信託支援業務に関しては民事信

託推進センターをはじめとして、組成に当たって

の研究、スキルアップに関しては目覚しいものが

ある。しかしながら紛争性の内在する信託契約締

結と組成に関して司法書士が関与できる法的根拠

がどこに存在するのであろうか。前出の渋谷氏は

民事信託の組成や契約締結は法律実務に属し、民

事信託のための受託者のための実務は財産管理の

事務に属すると述べられている。

弁護士が民事信託支援を本格的に業として行っ

てきた場合、そして司法書士と弁護士が競合する

場面が生じたときに弁護士から司法書士の民事信

託支援に対するその法的根拠を問われる可能性は

大いにありうることである。例えば遺産承継型の

信託で経済的利益を受ける相続人と不利益となる

相続人間で民事信託の組成に関して紛争が生じた

場合などである。信託の組成の仕方によっては紛

争が内在する信託組成そのものを否定され、組成

にかかわった司法書士の責任も問われることもあ

りうる。

司法書士の民事信託組成に関する法的根拠をど

こに求めるのか。規則３１条業務の範疇に属するか

ら正当な行為であるとの主張は私見としては根拠

が希薄であると考える。なぜなら規則３１条はそも

そも紛争性を有しない法律事務であることを根拠

として成り立っているのであるが、遺産承継型民

事信託等は紛争性が内在すると考えられる。

日弁連は弁護士法７２条は紛争性のない法律事務

も対象であると主張し、日司連は紛争性のない法

律事務は対象でないと主張する。なお、月報司法

書士Ｎｏ. ５０３には『最近の判例（最判平２２．７．２０

判時２０９３１６１）をみると「法的紛議が生ずることが

ほぼ不可避」であることを要件とするものがでて

おり、裁判実務も事件性必要説に近い立場をとり



Vol. 96

− 35 −

つつあると思われる。』と掲載されているが、（注６）

やはり司法書士が法律判断を用いた信託契約書の

作成のような法的紛議が現実化していないが紛争

性が内在する法律事務を行う場合、弁護士法７２条

の構成要件に該当しないような慎重さが必要であ

る。民事信託の組成にあたっては紛争性が生ずる

事態を回避または想定し、法定相続とは異なる遺

産承継型の民事信託は信託外の親族などと将来に

対立する可能性を考え法定相続人にも説明を行い、

納得を得ておくことも考える必要があるし、また

根本的なことは形式的信託ではなく受託者の実務

が実際に適切に運営されてないといけない。

いずれにしても全国の司法書士が確実に信託業

務に着手している現在の状況を鑑みたときに止

まって考えている時間はないと考える。今後、司

法書士が民事信託の組成にかかわっていくには、

各単位会が会員に対して研鑽を行い、規則３１条業

務及び民事信託組成に関するガイドラインの策定

も行わないといけないし、これに伴う司法書士法

改正も必要と考える。併せて司法書士が実質の伴っ

た民事信託業務の担い手であることの各金融機関

への周知徹底、さらに各種専門家並びに関連諸団

体との連携を行うことにより、法秩序全体の精神

に照らして社会的相当性が認められるほどまでに

高めていかないものと考える次第である。

（注１）相続財産の管理と処分の実務　

　　　  一般社団法人財産管理協会編　Ｐ１２

（注２）相続財産の管理と処分の実務　Ｐ１２

（注３）相続財産の管理と処分の実務　Ｐ１３

（注４）民事法民事信託の実務と常識　

　　　  渋谷陽一郎氏著

（注５）信託フォーラムVol. ８「民事信託と任意後

見の連携を考える」Ｐ４１

（注６）月報司法書士No.５０３Ｐ３３「司法書士による

新たな財産管理業務の展開」鯨井康夫氏
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１週間の半分は東京暮らし

昨年６月より、日本司法書士会連合会（以下、「日

司連」という。）の研修部門担当の常任理事に就任

することとなりました。ご存じのとおり日司連に

は、日司連総会において承認された事業計画を具

体的に執行するため、その意思決定と執行作用を

担う中心的な機関として、常任理事会と理事会が

設置されています。常任理事は、その常任理事会

と理事会の構成メンバーであると同時に担当部門

の執行責任者となりますので、常任理事会と理事

会では担当部門についての事業報告を行ない、そ

して関連する議案の提案者となります。

私の場合、研修事業の進捗状況を把握するため、

担当部門が主催する各種会議や日司連中央研修所

が開催する部門別の会議や研修会、或いは対外的

な会合にも参加することになります。これに加え、

司法書士法改正対策本部と商業登記・企業法務対

策部の構成メンバーにもなっており、従ってこれ

らの会議にも参加しなければなりません。会議は、

基本的に午後１時から５時までですが、その日の

会議における報告事項の整理や議案の最終調整等

を午前中に行うようにしています。

その様な訳で、これらの会議に出席するためそ

して会議の事前準備のために、１週間のうち約半

分は東京での生活となっています。そして、当然

のことですが、京都に帰ると事務所の机の上には

山のような仕事の書類が積まれており、その処理

をするのに土日を潰して対応している状況です。

私もこう見えて昨年の２月に還暦を迎えましたの

で、決して若くはない身にはやや辛い労働環境と

なっています。しかし、自ら飛び込んだことなので、

だれに文句を言う訳にもいかず、体が慣れてくる

までの辛抱と自分に言い聞かせながら東京に通っ

ているところです。

中央研修所の研修

私の所管担当する研修事業の実働部隊ともいう

べき日司連中央研修所が企画・運営し主催する研

修会は、企画の趣旨として業務研修と制度研修に

大別することができます。

業務研修は、主に司法書士の業務にかかわるテー

マの中で会員の多様な要望に応じたものを選定し、

しかも関心の高いものを中心に企画されています。

本年度においては「民事裁判ゼミナール主張・立

証編」や「遺産承継業務の実務」が該当する研修

会となります。これらの集合型の研修以外にも、

遠隔地の会員にも研修の機会を確保できるようラ

イブラリー研修やｅラーニング研修による映像配

信型の研修コンテンツも企画・作製しています。

また、最近では、集合研修の開催の際に同時配信

システムを使って全国の会員が同時中継で研修会

を受講できるようにも対応しています。

制度研修は、主に司法書士制度にかかわるテー

マを中心に企画しているのですが、研修を通じて

制度の在りようや問題点、将来展望について個々

の司法書士の認識の共有と意識の高揚を図ること

を目的としており、講義内容は制度の構築、維持、

発展に資することを趣旨としています。本年度に

おいては、和歌山訴訟など我々の裁判業務を取り

巻く環境の変化を考慮し企画された「裁判書類作

成業務を考える」が該当する研修会となります。

これらの先進的で注目度の高い題材をテーマと

する研修会を開催するためには、内容の吟味、講

師の選定や打ち合わせ会議の設営など相当量の事

業コストが想定されます。また、当然それに伴う

経費を賄う予算も大きな金額が必要となり、ほと

「日本司法書士会連合会常任理事の就任にあたり」
〜研修の義務化を目指して〜

日本司法書士会連合会　研修担当常任理事 森　中　勇　雄

会　員　寄　稿
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んどの単位会ではこのような大掛かりな研修会の

企画・運営は困難であろうと思われます。従って、

中央研修所は、スケールメリットとしてこういっ

た単位会では企画・運営が困難な研修会を開催す

ることができる組織力を持っているので、その役

割と期待は大きいものがあります。それが故に研

修事業の所管担当者としては、その責任の重さを

感じざるを得ないところではありますが。

研修事業の予算

日司連の研修事業は、ご存じのとおり日司連の

一般会計予算とは別建ての研修事業特別会計で賄

われています。中央研修所が研修事業を計画する

ために計上する予算額はおおよそ２億８千万円ほ

どですが、京都会の研修事業費が５３０万円ほどです

から、その約５０倍以上の予算規模でその事業を行っ

ていることとなります。ちなみに、京都会の一人

当たりの負担額は計算上月額７３０円ほどですが、日

司連は予算収入として全国の会員から一人当り毎

月６００円を徴収しているものの、一般会計からの取

り崩し金収入を加味すると、負担率はほぼ同額と

なります。

ところで、研修事業の予算が特別会計として一

般会計予算からわざわざ切り分けられているのは、

研修事業の予算を確実に確保するため、つまり一

般会計の収支に影響を受けないようにするためで

す。この研修事業予算を一般会計予算と別枠予算

とする考えは我々の先人の知恵ですが、それだけ

我々が研修事業を重要視している証と言えるで

しょう。

具体的な支出を見ると、業務研修と制度研修に

関する研修会の開催費用は、１本につき約４５０万円

程度かかっています。その大半が講師謝礼・担当

者との打合せ旅費と研修会当日のビデオ撮影編集・

配信費用・管理運営費ですが、１回の研修会の設

営費用が京都会の年間の予算額に匹敵しているわ

けです。ｅラーニングなどの映像配信研修の製作

費は、１本約２７０万円程度必要とし、年間５本程度

は作成するよう計画されます。

この他にも新人研修費として、中央、ブロック

そして各単位会（※配属研修費）を含めた全体で

年間約１億３千万円の予算を計上しています。こ

のうち約５千万円は新人の方々の自己負担として

賄っているものの新人研修費が予算額全体におい

てかなりのウエイトを占めていることから、日司

連が新人司法書士の能力担保と育成を既存会員の

研修以上に重要視していることが伺われます。

研修事業の意義

さて、日司連が研修事業に対し我々司法書士制

度の進展に大きな役割を果たすことを期待してい

ることは、予算面を見るだけでも読み取れるわけで

すが、ここで我々が日頃参加している研修という

事業作用についてすこし考えてみたいと思います。

司法書士の制度と司法書士そのものを規律する

法律は、もちろん司法書士法ですがこの法律の第

２条にはその職責規程として「司法書士は、常に

品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通

して、公正かつ誠実にその業務を行わなければな

らない。」とあり、また同法第２５条には研修に関す

る義務規程として「司法書士は、その所属する司

法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研

修を受け、その資質の向上を図るように努めなけ

ればならない。」とあります。これは、国民が国の

法律を通じて、我々司法書士に対し、国民の社会的、

法的利益を保護するために常に資質を向上させる

ことを要請し期待していることを意味しています。

このことは、同法律第１条の目的規定からも明ら

かです。

一方、我々自身が自らの能力を向上させるため

自己研鑽を積むことは、プロフェッショナルな法

律専門家としては、本来的にあるべき当然の姿で

あり、そのことは日司連や司法書士会が研修事業

として実施する組織的な研修を我々が受講するこ

と以前の根源的な自己作用であるはずです。仮に

個の司法書士が自らの姿勢として資質の向上を怠

れば、相対的に専門家としての能力は低下し、業

務の対応力としては「置いてけぼり」となり、専

門家としての信頼を失い、結果として自らの不利

益となります。それは個の司法書士としては自己

責任の問題として片づけられるかもしれませんが、

そのことにより依頼者に不利益が生じることで信
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頼性を棄損すれば、制度全体にとっては自己責任

の問題だけでは済まされない問題があると考えら

れます。

法律が、そして日司連や司法書士会が個々の司

法書士に求める研修受講の目的は、制度全体の問

題として捉えなければならないという一面があり

ます。つまり、研修会を実施し個々の司法書士に

研修受講の機会を提供するという事業作用は、国

民の期待と信頼を裏切らないという資格者制度の

維持発展に必要なものであり、研修事業を重視す

ることは組織としての「構え」としては当然の対

応ではないでしょうか。

京都司法書士会にお願いすること

研修部門を所管する担当常務理事として、今期

の最大の課題であり、且つ至上のミッションは「研

修義務化の完全実施」です。「研修の義務化」は司

法書士法改正大綱が承認されたころから制度的基

盤の拡充に関する最重要課題のひとつとされてお

り、司法書士制度を議論する際には必ず検討され

るテーマです。今次の司法書士法改正の筆頭であ

る「使命規定の新設」を実現させることに伴い、

使命規定を持つにふさわしい資格者集団として更

なる資質の向上を目指すため、研修制度の充実を

内外にアピールする必要があります。それが故に

具体的な対応として研修の義務化が再びクローズ

アップされ、結果として「使命規定の新設」の前

提条件となった流れがあります。

そこで、研修の義務化を日司連の政策として実

施するにあたっては、その規範的根拠として単位

制研修を規定する日司連研修規則第４条第２項を

改正し、年間１２単位以上を取得しなければならな

いとする義務規程に移行させることで対応したい

と考えています。ただし、日司連規則の改正であ

ることから、手続きの上ではその承認は日司連総

会におけるものとなりますが、研修の義務化を完

全に実施するには、日司連総会のこの方針の承認

を経たうえで、各単位司法書士会の事業面での対

応が不可欠な要素となります。幸いにも、京都会

は単位会としてすでに研修を義務化しています。

お隣の大阪会もそうであるように全国のいくつか

の単位会も研修の義務化を実施していますが、半

数の単位会が未だ義務化には至っていません。そ

こで、次の日司連の総会において義務化の方針を

承認決議することで、司法書士界全体の意思表示

として全国統一の動きとなることを目指していま

す。

ところで、近頃、ＡＩの進化により司法書士を

はじめとする専門士業の将来における廃業問題が

新聞報道でも大きく取り上げられているのは、ご

存じのとおりでしょう。最近の科学技術の進歩は

目を見張るものがあり、特にコンピューターによ

る情報・通信処理技術の飛躍的な進歩はとどまる

ところがないように思えます。

それは人間のあくなき技術革新に対する探求で

あり、世界の国々の国家政策の潮流であり、そし

て何より日本国民の求めるものである以上、その

流れを止めることなど出来るわけもありません。

そうであるならば、我々としてはより一層に専門

家能力を高め、人工知能に対抗できるそして人工

知能には対応できない高い応用力を身に着けるこ

とで、生き残りを図らなければならないのではな

いでしょうか。

今こそ、使命規定の新設により我々が法律専門

家としての社会的役割を改めて認識し、そして研

修の義務化により司法書士が資質の向上を常に目

指す資格者集団であることを国民に宣言する必要

があるはずです。京都会は全国に先駆けて研修の

義務化を実践し、研修履行率も常に全国トップク

ラスの実績を積んでいます。そんな京都会に所属

する一司法書士として、私が研修の義務化の完全

実施に携わる立場にあることを、単なる偶然では

なくそれが私の必然的な巡り合わせであるならば、

なんとしてでもこのミッションを成し遂げなけれ

ばならないと今強く思っています。

我々の覚悟と行動が、将来の司法書士から賞賛

をもって語られるよう京都司法書士会が率先して

研修の義務化を全国に呼び掛け、その実現に向け

て支援をいただけるよう山口会長のリーダーシッ

プに期待したいと思います。京都会の皆様には、

是非ともその後押しをお願いする次第です。何卒

よろしくお願いいたします。
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私は司法書士登録２３年目になりますが、リーガ

ルサポートの役職経験があるのみで、京都司法書

士会の役職経験はまったくありませんでしたが、

幸か不幸か、縁あって理事に就任し、広報部副部

長を拝命いたしました。

前述のとおり、広報部副部長と申しましても、

広報部員の経験も皆無でございますから、部長を

はじめとする広報部の方から手取り足取り教えて

いただくことばかり、右も左もわからない新米部

員です。長年の経験が無い分、外部目線で広報部

の業務を見ていけるかな…と甘い考えを持ってい

ましたが、外部目線のメガネも曇りっぱなしでま

だまだ修行中の身です。

役員経験としては、前述のとおりリーガルサポー

ト京都支部で企画広報部長を３年ほどさせていた

だいたことがありましたが、リーガルと本会では

活動内容も予算規模も全く異なります。日々、勝

手が違うことを痛感し、よたよたと過ごす毎日で

す。元々私は無鉄砲に役員を引き受ける性格で、

そういえば、リーガルサポートの企画広報部長を

引き受けた時も副部長等役職経験ゼロで引き受け、

当時、私のサポートをしてくださった副部長のＫ

先生とＮ先生に随分とご迷惑をおかけしたもので

す。

そして今回もまた無鉄砲に副部長を引き受けた

ものですから、これまた広報部の皆様には大変な

ご迷惑をかけておりますもので、「ＦＭ出演体験記

を執筆して」との徳田編集長からの依頼を断れる

理由もなく、こうして書いておる次第です。

長々と要らぬことを書きましたが、ここからが

ラジオ出演体験記です。

京都司法書士会提供のラジオ放送は、α-STATION  

毎月第２火曜日、「SUNNY SIDE BALCONY」（パー

ソナリティ慶元まさ美）の中の  「司法書士 by 

your side」というコーナーです。

私も何度かリスナーとしてこのコーナーを聴い

たことがありましたが、パーソナリティの慶元ま

さ美さんとゲスト出演する司法書士会会員の会話

を聴いていて、シナリオなしでアドリブで話され

ているとばかり思っておりましたが、実は一言一

句きちんと書かれたシナリオが存在したのです。

私はまずそのことに驚きました。まあ生放送です

から、放送事故が起こっても困りますし、しどろ

もどろになられても困ります。制作者側から考え

ると台本ありきも当然といえば当然なのですが、

私は「棒読み」になってしまう恐怖に体がワナワ

ナしてきました。

私が出演するのは９月の第２火曜日、１２日の放

送でした。私のテーマは「終活〜エンディングノー

トを書いておきましょう」です。このテーマで私

は亀岡市主催の講演会を１０回以上行っていて、話

の内容的にはバッチリ確定しているものです。し

かも夫の死という実体験に基づく話なので、慣れ

ている！筈でした。

放送当日、α-STATIONのあるCOCON烏丸のビ

ルに入るところから緊張しはじめ、エレベーター

で最上階へ、ドキドキしながら廊下を抜け、α

-STATIONのインターホンをとり、上ずった声で担

当者の名を呼ぶ。緊張していることを悟られない

ように挨拶をかわし、放送スタジオの前の控え室

へ。お茶が運ばれてくる…ん？喉がカラカラなの

を見透かされているのか…と思ってしまうほど、

もう精神状態が危うい。

１４時２０分放送開始予定時間まであと３０分。最終

FM京都出演体験報告

広報部　副部長 井　上　具美子

会　員　寄　稿
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打ち合わせに制作会社の方が現れ、打ち合わせ開

始…。とは言っても、「台本どおりですね。変更あ

りませんか？慶元の部分が変更なければ、支障あ

りませんが。」と言われたきり、普通に世間話…で

す。もう１度、台本読んでみたいけど、それも言

い出せず、話に付き合う。

１４時１３分、突然部屋のドアが開き、いかにもラ

ジオ局の人みたいな方が顔を出し、「お願いします」

と。「えっ、まだ７分前じゃないの？」とココロの

声は叫んだけど、声にできず、言われるままに放

送スタジオへ通され、「あ、慶元まさ美さんだ」と

思いつつ、マイクの前に座ると「えー、もうもう

…はじまる」。

１４時１５分、タイトルコールがされ、あっけなく

放送が始まった。申し訳ないが、ここから先は記

憶がない。完全にブラックアウトしている。

次に記憶があるのは、もう台本の終わりの数行、

「あ、１０月２２日のイベントの告知をしなきゃあ。」

ココロの声が叫ぶ。「次回は１０月２２日開催シンポ

ジウムの『相続と遺言のすすめ』のご紹介を京都

司法書士会の貴公子　（浅井健企画部長のことであ

る）が行います」といっぱい×２で告げた。

ココロの声が叫ぶ「終わったぁ」、と次の瞬間、

慶元さんが「１０月２２日のイベント、どちらで開催

でした？」と聞かれた。「やば、場所どこかみてな

かった！」とココロの声。

そんなこと当然に聞かれるのは当たり前なのに、

ちゃんと見てなかった。両手で×を出し、慶元さ

んにサインを送る。慶元さんはさすがに「また来

月に伺いましょうね」とうまく胡麻化された。

そして、あらゆる意味で……すべて終わった。

私は急かされるままに、ホームページ用の写真

を数枚、慶元さんと撮影し、早々に退散した。
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「ある日ある時、人は限界を感じる。限界に向かっ

て進み、限界に到達するとこれが限界だと感じる。

だが限界に達したとき自身に何かが起こり限界の

向こう側に行くことがある。精神力や決断力、本

能や経験で自分をとても高いレベルまで持ってい

ける。」（Ｆ１レーサー故アイルトン・セナ）

彼が見たであろうこの限界の向こう側を、私た

ち「おやじカーターズ」は、レーシングカートで

目指します。というのは冗談ですが、私たちは毎

月１回、平日の仕事終わりに宝塚カートフィール

ドというカートコースでレンタルカートを楽しん

でいるゆる〜い同好会です。

活動内容は、レーシングカートの耐久レースに

参加すべく、月に１回前出の宝塚カートフィール

ドで走行練習をしています。と言ったら、ストイッ

クに活動しているように聞こえるかもしれません

が、実際はレーシングカートで走るのを楽しんで

いるだけの集まりです。（他のメンバーに怒られる

かも。まぁいいや。）

レーシングカートは、みなさんに馴染み深いも

ので言えばマリオカートでマリオが乗っているあ

れです。

マリオカートと違う点は、大雑把に言うとジャ

ンプできないってことくらいです。

操作方法もいたってシンプルで、コントローラー

の代わりにアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作

するだけです。

自動車を運転できる人なら誰でも簡単に走らせ

ることができるでしょう。

しかしこれが、速さを追求すると、ものすごく

難しくなります。

そこで、私たちがいつも練習している宝塚カー

トフィールドのコースを紹介しながらレンタル

カートの操作について説明したいと思います。

先にも述べましたが、操作としては、右足でア

クセルを踏んで進む、ハンドルを切って曲がる、

左足でブレーキを踏んで減速する、の３種類です。

ジャンプはできませんよ！

早速、みなさんにとっては違和感のある操作が

出てきたと思います。そうです、左足でブレーキ

を踏むのです。なぜ左足でブレーキを踏むのかと

疑問に思われますよね。マリオカートを思い出し

て欲しいのですが、マシンの構造上、左足でしか

踏めないだけです。

宝塚カートフィールドは、１周が全長５１０ｍで、

大小１０のコーナーで構成されています。（カート

フィールドのホームページには１３と書かれていま

すが、私の感覚的には、１０のコーナーで構成され

ていると思いますので、便宜上１０にしています。）

まず、ホームストレートから第３コーナーのヘ

アピン手前まで、基本的にアクセル全開で連続の

高速右コーナーを抜けていきます。私は、最初は

全開では突っ込めませんでしたが、慣れてくれば

案外アクセル全開でも曲がれるものです。とは言

え、結構な体感スピードですので、初めての人に

とってはここをアクセル全開で抜けていくだけで

も、スピードの向こう側へ行った気分になれるで

しょう。そして、ヘアピンにむけてブレーキング

で減速します。しかし、ここで、普通の車と違い、

後輪にしかブレーキがないこと、左足でブレーキ

を踏むということが操作を難しくします。レーシ

ングカートでは、ブレーキングで前加重になると

オヤジカーターズのご案内

洛北支部 曽　我　拓　司

会　員　寄　稿
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リアが浮いた状態になりやすく、強く踏み込んだ

ままだとタイヤがロックしてしまいます。ですの

で、はじめにできるだけ強くブレーキを踏み込み、

そこからロックしないようにブレーキを弱めてい

かなければなりません。ただでさえ複雑な操作を

普段使わない左足でしなければならないなんて私

にはできませんでした。何度も何度もここでスピ

ンをしていますが一向に上手くなる気がしません。

限界に向かって進んでも私の身に起こるのはスピ

ンばかりです。

このヘアピンコーナーは、全速からのフルブレー

キングになりますのでホントに毎回ドキドキもの

です。私の場合は、だいたい白線が引かれている

ところあたりからブレーキを開始して少しブレー

キを残した状態でコーナーへ入っていきます。ラ

インはサーキットを速く走る際のセオリー通りア

ウト・イン・アウトです。このヘアピンを抜ける

と４コーナーを加速しながら５コーナーのブレー

キングへと続きます。５コーナーから左に大きく

旋回し、その後タイトな右コーナーへと続くので

すが、この５コーナーからの一連の処理が個人的

にはこのコースで１番難しいと思います。もう、

このコーナーに関しては、どう進入してどうクリ

アしていけばいいのか未だに謎です。ラインすら

解っていませんので、走る度にコーナー出口で、「こ

んなところに出てきてしまった」って、迷路にで

も入ったような感覚になります。このコーナーだ

けは、「進入をジャンプして向きを変えられたらい

いのに！」とか、「右コーナーへの切り返しにジャ

ンプして切り返せたらいいのに！」って、マリオ

カートが頭をよぎります。まあ、適切なスピードで、

適切なラインを走ればそんなことを思わなくても

よくなるので、早く上手くなりたいですね。

そして、タイトな右コーナーの後はアクセル全

開で左コーナーを抜け、シケインを直線的に最終

コーナーへとアプローチしていきます。アクセル

全開で最終コーナーへとアプローチしてくれば、

最終コーナーは、ちょんと、ブレーキを掛けてな

るべくスピードを落とさないまま進入していき、

出口アウトいっぱいにスピードを乗せたまま通過

していけば無事１周です。この最終コーナーは、

スピードを乗せたまま壁に向かってコーナーを曲

がっていくので、私みたいな下手くそは、毎回曲

がりきれずに壁に衝突したらどうしようってヒヤ

ヒヤしています。

下手くそなりにも、どうすればもっと速く走れ

るだろうと考え、試行錯誤するのがとても楽しく、

タイムが伸びると何とも言えない達成感を得られ

ます。

とまあ、どうでもいいことを書いているうちに

原稿ノルマを達成できそうなので最後にもう１度、

オヤジカーターズのご案内をします。

私たちは、月に１回（冬期は休会）、宝塚カート

フィールドで平日の仕事終わりにレンタルカート

で練習走行をしています。宝塚カートフィールド

までは阪急の西山天王山駅付近で集合し、そこか

ら乗り合いで移動します。宝塚カートフィールド

では、ヘルメット等の貸し出し（無料）をされて

いるので、汚れてもいい普段着で行けば、あとは

手ぶらで行っても大丈夫です。費用も１，０００円＋１

周１００円という明瞭会計ですので安心です。

みんなだいたい、６，０００円位が平均費用かと思い

ます。

ここまで、このくだらない原稿をお読み頂いた

感謝すべき読者のみなさま、もし、ご興味をお持

ちの方がおられましたら遠慮無くお声がけ下さい。

男性だけに限らず女性の方も大歓迎です。一緒

に、限界の向こう側を目指しましょう。
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洛南支部では、毎年１回、支部会員を対象とし

たレクリエーションを開催しており、今まで、温

泉や山登り、保津川下り、吉本新喜劇の観劇など

など、ファミリーにも参加しやすい企画を打ち出

してまいりました。

今年度もいろいろとレクの候補が挙がりました

が、ここはひとつベタな企画をやってみようとい

うことになり、やっぱりベタといえば、蟹と温泉

でしょうと言うことになり、「サルーンバスで行く

奥伊根油屋かに三昧温泉ツアー」と題した、豪華

な企画を開催することになりました。

支部レクでは、２歩も３歩も前を走っている城

南支部様のレクのスタイルを参考にさせていただ

き、バスの後部が「宴会場」になっているサルー

ンバスにて、行き帰りに休む間もなく懇親が図れ

るよう配慮させていただきました。

おやつや飲み物の用意も準備万端整い、さぁ、

いよいよ明日だというタイミングで、旅行会社か

ら連絡が入りました。

「めったにないのですが、明日は大雪でバスを出

すことが出来なくなりました。残念です。」

大量に買い込んだ「おやつや飲み物」を、嫁さ

んに小言を言われながら、自腹で少しずつ消費す

る羽目になってしまいました。

「このままでは、終われない。」再度、全く同じ

企画を提案し、今度は、蟹が解禁となった１１月の

直後に予約を入れ、リベンジを図りました。

そして今度は無事に当日を迎えることが出来ま

した。総勢２８名の皆様に参加していただき、バス

の宴会場は往路からにぎわっておりました。

会場に到着し、早速宴会を開始！蟹づくしの内

容に皆様大変満足されているご様子でした。

温泉も、少しぬるめでしたが、源泉かけ流しで、

お肌がとてもすべすべになるのが分かりました。

蟹や温泉もよかったのですが、その後に体験し

た「遊覧船でいく伊根湾めぐり」はすごかったです。

洛南支部レク
「サルーンバスで行く奥伊根油屋かに三昧温泉ツアー」報告

洛南支部 支部レク担当者役員

会　員　寄　稿
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遊覧船で港を出発した直後に、上空を無数の「と

び」や「カモメ」が飛び交い、乗客が投げるエサ

めがけて空中キャッチを繰り広げるのでした。

まさに、ヒッチコックの「鳥」さながらであり、

えさを手にもって上空に向けてかざそうものなら、

たちまち「とび」に囲まれ、ひどいことになって

しまうのでした。

これには、子供達はもちろんはしゃいで喜んで

いましたが、大人も子供に負けないくらい大はしゃ

ぎで、小気味よく悲鳴を上げていらっしゃいまし

た。

復路ももちろん宴会状態でバスは走り、解散の

京都駅に着く頃には、一部の方々が結構出来上がっ

ているご様子でした。

以上が今回の企画のご報告です。

洛南支部では、特に支部会員の懇親事業に力を

入れたいと考えている役員が多くいて、今後も無

い知恵絞って頑張りますので、皆様ご参加のほど

よろしくお願い申し上げます。
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私の事務所は、福知山市の法務局の横にある司

法書士２人補助者３人の事務所である。平成７年

に京都司法書士会に登録してから早いもので２３年

（３０年４月で）になる。広報部からのリクエストに

より簡単に業務の一端の概略を書いてみる。

当職事務所では、司法書士の根幹業務と言われ

る「取引・立会」による抹消、名変、移転、設定

登記といった業務を多数扱うといった業務形態で

はなく、ほとんどが相続登記で成り立っている。

中小企業と言われる同族経営の会社や地元法人に

よる商業法人登記も取り扱ってはいるものの、収

入のほとんどは相続登記である。

ただ、相続登記の機会に、様々な登記手続きが

ある。例えば、抵当権抹消登記である。本年取り扱っ

た事例は、京都勧業無尽株式会社、株式会社中丹

銀行、株式会社川口銀行、株式会社船井銀行、株

式会社笹山銀行という様な現存しない明治時代に

活動していた金融機関や昭和初期に設立した銀行

が設定登記（明治３０年３月４日書入登記と記載さ

れている。）したものである。中でも株式会社中丹

銀行は、昭和３年に村雲銀行（明治３１年設立）と

辻銀行（明治３２年設立）が合併して設立され、昭

和６年に篠山銀行（明治１６年５月２日設立）を吸

収、昭和１２年に須知銀行（明治２７年設立）を経て

百三十七銀行とともに丹和銀行を新設合併し商号

変更の後に現在の京都銀行に至っている。この経

過は京都銀行が発行する京都銀行５０年史で確認で

きるが、法律上の承継と債権の存否は確認できな

い。抵当権者は、解散、清算人選任の登記が為さ

れているもののその清算人（複数名）が全員死亡

していて不明であることを閉鎖登記簿（縦書きの

商業謄本）等で調査する。抵当権者を被告とし被

担保債権の消滅時効などを理由に、抵当権の抹消

登記手続きを求める訴えを裁判所へ提起するのに、

法人の特別代理人を裁判所で選任してもらい、裁

判をし、その勝訴判決で抹消登記をするという事

件が立て続けにあった。予納金を８万円余り納め

地元の弁護士さんが特別代理人に選任され、１回

の弁論期日で判決を得、抵当権抹消登記を申請し

完了した。このような裁判所を利用した登記事件

が少なからずある。

また、共有持分の相続登記では、当該土地が相

続財産かどうかを注意して聴取している。村の墓

であるとか、数人の持ちあいの墓であるとか対応

が違ってくる。

極端なケースで数年前に出くわしたのは、表題

部所有者がＡ他４０名となっていて、共同人名票は

無い。所謂「記名共有地」と呼ばれる土地である。

Ａの相続人（２５人）を調査して訴え提起し、送達

ができたので欠席判決が出た。しかし、登記は受

け付けられない。紙面の都合上結果のみを記すと、

所有者更正登記が職権でされ、保存登記ができた。

これらは、特別な事件の一例であり、現行法で

の単純な処理ができる案件が殆どであるが、相続

登記に関連して様々な登記の依頼がある。私人以

外の依頼者としては、官公署の依頼業務がある。

昨今の所有者不明土地や相続登記未了土地、空き

家問題と行政も強い関心を持ち、対策に力を入れ

ている。福知山地域においては、台風や集中豪雨で、

ある特定の地域一体が床上浸水するという被害が

近年連続したことから、由良川（一級河川）の河

川改修工事や道路改修工事が大量に発注された。

最近の当職事務所事件

中丹支部 盛　岡　登志夫

会　員　寄　稿
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平時は水の流れていない河川敷内に、私人として

所有権登記がされていて相続登記が未了な土地が

ある。河川管理者への所有権移転登記をする前提

登記としての相続登記が必要な案件の処理である。

時には、不在者財産管理人や相続財産管理人を選

任することもある。

これらの嘱託登記業務は、（一社）京都公共嘱託

登記司法書士協会の社員として携わった。協会の

研修を受けながら旧民法を駆使して相続登記をお

こなった。当然のことながら、相続登記でも、「取

引」に匹敵するような金銭の配分が問題となる場

面があり、相続持分の計算違いが大事に至る場合

があることも経験した。

以上、私が扱った事件について概略を記してみ

た。当事務所は、案件が大量にあるわけではないが、

ポツポツと様々な種類の事件の依頼がある。日々

精進である。

以　上　
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晴 れ た 休 日 は 手 作 り の お 弁 当 を リ ュ ッ ク に

しょって出かけます。

潮風を感じながら海沿いをサイクリングするの

が好きです。

近くの波止場で釣りをして、その日釣れた魚で

夕食のメニューを決めることもあります。

京都市から宮津市に移住してきて２年と３か月

がたちました。

誰も知り合いがいない土地に移住しました。

宮津祭り（５月１３日〜 １５日）では４５歳にして伝

統芸能である浮太鼓のイロハからご指導いただき、

１か月の猛練習の成果もあって、和貴宮神社の境

内にて聴衆の面前で打たせていただきました。

今年担いだ神輿では、首と肩にできた大きなあ

ざを誇らしく感じました。

宮津ではイベントがたくさん開催されます。

私もから揚げ屋さんを出店したところ、近所の

小学生のお嬢さんに好評で、それ以来会うたびに

「から揚げのおじさんだ！」と言って走って来てく

れます。

移住者のそんな活動が評価されたのか、宮津市

の広報誌や関西テレビの番組にも出させていただ

きました。

平成２９年の４月に家事調停委員にも就任し、常

時３件くらいの案件を担当しています。

遺産分割調停では不動産を誰も相続したがらな

いという案件がありましたが、これも急速に空家

が増えている地方の特徴的な事例でしょう。

宮津市空家空地対策協議会の委員にも委嘱いた

だき、市の担当者らから個別に相談を受けるうち、

宮津市主催の「司法書士による市民相談会」や「司

法書士による出張講演会」等提案を頂き、本会の

企画部に繋げました。

今後、京都司法書士会と宮津市が関係を深め、

活動が広がることを楽しみにしています。

本会の成年後見制度利用促進ＰＴの活動では、

園部支部の井上具美子会員を案内し、北部地域の

議員や首長を訪問しました。

これは市議会議員や市の担当部長等に陳情して

もなかなか成果が上がりませんでしたが、宮津市

長、与謝野町長、伊根町長と直接面談することに

より急展開しました。

各市町において成年後見制度利用支援事業実施

要綱が改正され、平成３０年度からは市長町長申立

以外のケースでも成年後見人等に係る報酬の助成

が開始されることになりました。

また、上記一市二町で共同して地域連携ネット

ワークの整備（成年後見制度利用促進計画）を図

るとの方針も各首長から提示いただきました。

今後の京都府北部の動きにご注目いただきたい

と思います。

平成２９年度の本会による北部相談会もおおむね

好評だったようですが、京都弁護士会の北部一斉

無料相談会と同日開催となり、相談者数は伸び悩

んだのかもしれません。

京都市内と比べると、丹後半島では地域の繋が

りが極めて密接であり、また住民の関心事も異な

ります。

よって、広報も京都府全域で同じ方法で行うの

宮津に移住して　〜第２の人生〜

丹後支部 川　上　信　哉

会　員　寄　稿
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ではなく、地域性を考慮して実施すれば効果が上

がるものと思われます。

丹後支部の副支部長としては、平成３０年度の支

部研修会を一般開放する企画を準備しています。

例えば認知症対応型施設の介護福祉士に、施設

介護の現場を語っていただいたりしたら面白いか

もしれません。

司法書士はもちろん、他資格者や一般の方々に

も興味のあるテーマを提供します。

また司法書士が受講する研修会を一般に告知す

ることは、「司法書士はこんな勉強もしているんだ」

と広く知っていただく良い広報手段にもなりうる

と考えています。

丹後支部役員会と本会の研修部長からも了解を

得ましたので実施します。

しばらくは目に見える成果はないかもしれませ

んが、行動する丹後支部をご支援していただきた

くお願いします。

京都府北部は「食」の都です。

丹後半島の各地で地元農産物の即売会やご当地

グルメの出品大会などが開催されています。

宮津では１日で５，０００人の来場者がある大きな

イベントもあります。

（私もチームを組んでそのイベント（海の京都グ

ルメ合戦）に出店し、優勝しました。）

市町や商工会議所など各種団体と協働し、法律

相談所併設のイベントを企画しても面白いと思っ

ています。

かつて司法書士は、１人の住人としてその地域

に融合し、日々の活動を通して信頼を積み重ねる

ことでその職能を認知されてきたのでしょう。

京都府北部が司法満足度No. １地域と呼ばれる

日が来れば嬉しく思います。

こんな感じで宮津移住３年目、私の第２の人生

始まりのご報告でした。
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親友の広報委員である德田康敏会員から会報へ

の原稿依頼があり、断りたくても断りきれず、さ

りとて特段書くこともないので、今から１４年ほど

前に遭遇した地面師への告発状の掲載にて会報原

稿とさせていただきます。

なお、告発状を提出した警察の対応は、まだ被

害が発生していなかったためか、ぞんざいな対応

をされましたが、数か月後に実際に被害が発生し、

新聞にも掲載されました。

事件発生後、所轄の警察署の方が当事務所へ赴

かれ、丁重な対応をされ、証拠書類（告発状の添

付書類原本）をすべて持ち帰られました。

その証拠書類から、犯人の指紋が検出され、そ

れが有力な物証となり、犯人は逮捕されたそうで

す。

その後、真の土地の所有者から１通のお礼の手

紙が届きました。それだけです。

なお、鷺四郎、グル一郎及び悪二郎の３人から

強烈な胡散臭いオーラが出ていたことが今でも忘

れられません。

今でも特に仕返しはされていませんので、ご安

心ください。

地面師体験報告

洛南支部 金　島　良　和

会　員　寄　稿

告　　発　　状
平成 １５ 年５月 １３ 日

京都府七条警察署　御中

 〒 ６００ − ８８５３

 京都市下京区梅小路高畑町８番地 １０

 告発人　　司法書士　金島　良和

 電　話（０７５）３２３ − １４８８

 ＦＡＸ（０７５）３２３ − １４８９

１．事　件　名　　公文書偽造及び偽造公文書行使並びに詐欺未遂事件

１．被 告 発 人　　大阪市城東区○○○丁目〇−〇−〇〇〇〇

　　　　　　　　　鷺　四郎　と名乗る男性

１．告発の要旨　　被告発人の下記行為は、刑法第 １５５ 条の公文書偽造及び第 １５８ 条の偽造公文書行使

　　　　　　　　　並びに第 ２４６ 条の詐欺罪を構成すると思われるので、刑事上の処罰を求める。

１．告発事実

（１）登場人物

　　商　カイヤ：依頼者であり、金融業者の仲介人
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　　甲野　太郎：商　カイヤへの紹介人

　　鷺　四郎と名乗る男性：融資申込者

　　グル　一郎と名乗る男性：鷺　四郎の担保物件の不動産登記済権利証がないことによる当該担保設

　　　　　　　　　　　　　　 定登記申請の保証人兼融資の際の連帯保証人

　　悪　二郎と名乗る男性：鷺　四郎の担保物件の不動産登記済権利証がないことによる当該担保設

　　　　　　　　　　　　　　 定登記申請の保証人

（２）不動産の表示

　　①　大阪市鶴見区〇〇〇丁目〇番〇の宅地（１６６４㎡ ９０）

　　　　所有者　鷺　四郎

　　②　大阪市城東区〇〇〇丁目〇番地〇

　　　　バブリー荒神口 １２０５ 号

　　　　所有者　持分５分の４　鷺　四郎　５分の１　鷺　子供（鷺　四郎の長男）

（３）事件の概要

告発人は、平成 １５ 年５月９日（金）商カイヤより、債務者鷺四郎が、その所有する前記①の物件を担

保として金壱億円の融資を受けたいとの依頼を受けているので、同人の知り合いの金融業者がその融資

を承認した場合、根抵当権設定登記の手続をしてほしい旨の依頼を受けた。その際に、鷺四郎は先日別

の金融業者に融資を申し込んだところ、融資申込人が鷺四郎本人であることの確証を得られなかったと

の理由で融資を断られたという経緯があるので、鷺四郎の融資実行予定日である同年５月 １３ 日（火）の

前日の同年５月 １２ 日（月）の午後３時に、関係者を連れて訪問するので、入念に本人確認をして欲しい

旨の依頼であった。

同年５月 １２ 日（月）午後３時 ３０ 分頃、商カイヤ、甲野太郎、鷺四郎と名乗る男性、グル一郎と名乗

る男性及び悪二郎と名乗る男性が来訪する。

告発人は、鷺四郎と名乗る男性に順次書類の提出を求める。

自動車運転免許証、不動産の登記簿謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産税の評価証明書及び担保物

件①の不動産登記済権利証及び今回の登記には必要ないが、本人であるとの確証を得るため、現在居住

している物件②の権利証の提示を求め、告発人の事務所にて自動車運転免許証及び①、②の物件の不動

産登記済権利証をコピーした。

更に、本人確認のため、別紙申述書に質問事項（自宅マンションの両隣の氏名等）を記載させた。

また、パスポートの持参を事前に求めていたが、２０ 年以上海外に行っていないので失効している、妻

がパスポートを管理しているので妻にパスポートを渡してほしい旨求めたがお金を借りるつもりでしょ

う、と言われパスポートを妻から貰えず、持参することはできなかったと弁解し、結局パスポートは持

参されなかった。

続いて、根抵当権設定登記申請の保証人であるグル一郎と名乗る男性及び悪二郎と名乗る男性が自動

車運転免許証及び自己所有物件の不動産登記簿謄本を提示してきたので、自動車運転免許証は告発人の

事務所にてコピーし、不動産の登記簿謄本は原本を受領した。

商カイヤ及び甲野太郎は、鷺四郎を名乗る男性に対し、融資の条件として鷺四郎の居住マンションの
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中に入り面会することが融資の条件である旨を告げると、鷺四郎と名乗る男は、始めは妻には内緒なので、

と拒絶していたが、やがて諦めて、来てもらう日時は後で連絡する旨を述べ、散会した。

なお、融資金の交付方法について、商カイヤは全額振込みを提案したが、鷺四郎を名乗る男性は現金

による受け渡しを強く希望していた。

当事者が帰った後、告発人が書類を入念に調べていると、①及び②の権利証が次の理由により偽造で

あることが判明した。

鷺四郎と名乗る男性が提示した①の物件は、同人が昭和 ４１ 年に相続した際に作成されたものであるが、

同人が提示した不動産登記済権利証の不動産の表示には、大阪市鶴見区〇〇〇丁目〇番〇、と記載され

ているが、大阪市鶴見区という区は昭和 ４８ 年に大阪市城東区からの分区によりつくられた区であり、昭

和 ４１ 年当時に大阪市鶴見区という所在は存在しないこと、更には、閉鎖登記簿謄本を調べたところ、同

権利証には他に２筆が記載されているはずであること。

②の物件の不動産登記済権利証は、不動産登記法 １００ 条２項の申請である旨の記載がないこと、課税

価額及び登録免許税の表示及び計算が間違っていること、租税特別措置法の適用条項の記載がないこと、

不動産の表示に不必要な記載（一棟の建物の構造、床面積）があること、敷地権の種類の記載がないこと等、

司法書士が作成した申請書とは思われないことから、その申請代理人である書籍も出版している著名な

司法書士に電話で確認したところ、同司法書士が作成したものではないことが判明した。

さらに、同司法書士が、上記①②の権利証の写しを持参し、同年５月 １３ 日午後から大阪法務局へ行き

偽造されたものであるか否かを確認したところ、前記①②の権利証は法務局印が相違していることなど

を理由に、偽造であることが判明した。

１．添付書類

　　（１）鷺　四郎と名乗る男性の「名刺」　１通

　　（２）鷺　四郎と名乗る男性の「自動車運転免許証」の写し　１通

　　（３）グル一郎　と名乗る男性の「自動車運転免許証」の写し　１通

　　（４）悪　二郎　と名乗る男性の「自動車運転免許証」の写し　１通

　　（５）提示された物件①の不動産権利証の写し　１通

　　（６）提示された物件②の不動産権利証の写し　１通

　　（７）著名な司法書士の会員名簿抜粋　１通

　　（８）①の物件の不動産登記簿謄本　１通

　　（９）②の物件の不動産登記簿謄本の写し　１通

　　（１０）グル一郎　と名乗る男性の所有不動産の登記簿謄本　１通

　　（１１）悪　二郎　と名乗る男性の所有不動産の登記簿謄本　１通

　　（１２）①の物件の閉鎖登記簿謄本　６通

　　（１３）鷺　四郎と名乗る男性の「申述書」　１通

　　（１４）鷺　四郎の住民基本台帳写し　１通

　　（１５）①の物件の固定資産税評価証明書写し　１通

　　（１６）鷺　四郎の平成 １４ 年度市民税・府民税納税証明書写し　１通
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もう２０数年ほど前のことであり、いつの頃であっ

たかは定かではありませんが、はじめてお会いし

た時に、私のほうが若干先輩であったとはいえ、

丁寧に礼儀正しく挨拶をされたのが大変印象的で

した。

本会、支部、公嘱などの総会や研修会、相談会

に参加すると、必ずと言っても過言ではないほど

に、良く顔を合わせました。そのうちに、どちら

から誘うでもなく、帰り道では一緒に飲食を共に

するのが、当たり前のようになっていました。皆

様もご存じのこととは思いますが、ロングピース

の愛煙家であり、アルコールがすすんで興に乗っ

てくると、ソフトムードの歌声のほか、ドラムや

踊りを披露されることもしばしばありました。若

かったこともあり、２、３軒はしごというのは珍

しくはなく、気が付けば最後まで飲んでいるのは

２人だけということもありました。

洛南支部の創設当時には、一緒に、イオン洛南

店や地元の商店会に何度か足を運んでいただき、

無料相談会の開催を実現するために汗を流したこ

ともありました。あるときは、民法改正の研修会

を開催することを企画し、２人の自腹で大学院の

先生お２人を接待し、大散財したこともありまし

た。鉄板焼きを食べながら、焼酎の赤玉を飲むの

がお好きでした。一緒に苦労したことや、楽しかっ

たことや、失敗したことなどなど、思い出は尽き

ないのは、私だけではないことと思います。

ここで、彼のことにつき、伝統のある事務所の

維持運営や職歴、青年会に始まり、本会、近司連、

日司連などの会務歴について、私がことさらに振

り返るまでもありませんが、ひたむきな姿にしば

しば感動を覚えたものです。後悔や弱音の言葉を

聞いたことがありません。強い意思を持った人で

した。それだけに、ストレスがたまっておられた

のかなと、振り返れば、そう思われます。

５９年間という、そう長くはない人生を走り抜け

ていかれました。昨年秋の支部旅行では、お嬢さ

んと一緒に参加されていましたが、それが最後の

思い出になってしまいました。

「おいおい、突然にいなくなるなんて」。

寂しい限りです。

俣野真知郎先生を悼む

洛南支部 北　代　貞　男

会　員　寄　稿
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司法書士おすすめグルメ ショシラン
〜法務局付近のランチ・グルメ編〜

シ ョ シ ラ ン ガ イ ド

遠方の法務局に来たので、近くの店でランチがしたい。でも、どこがおいしいのか…。
そんな要望にお応えして、広報部員が法務局近くの店をリサーチしてきました。皆選りすぐりのお店です。

法務局に行ったときに是非行ってみて下さい。

　N o . 1   『 c h a r c u t e r i e  L I N D E N B A U M（ シ ャ ル キ ュ ト リ ー  リ ン デ ン バ ー ム ）』

神宮丸太町駅から丸太町通を東へ４００ｍほど行ったところにあるテイクアウト専

門店。本局から徒歩ではやや距離がありますが、それでも「ゆっくりランチを食

べている時間はないけどテイクアウトなら…」と

いう忙しいみなさまにお勧めのお店です。

ヨーロッパのソーセージやテリーヌ、お惣菜を

扱っており、すべてテイクアウトとなっています。

ソーセージがおいしいのは言うまでもありません

が、今回ご紹介するのはランチボックス。

私が初めてそのランチボックスをいただいたのは、娘の保護者懇談会。

クラス役員をしている私は、懇談会でお出しするお弁当を探していまし

た。「限られた予算で見た目もおいしそうなものを」とネット検索して

いたら…ありました♪イメージぴったり♡

キッシュランチボックス（キッシュ・サラダ・日替惣菜・日替サンド）

８５０円。

野菜がたっぷりなので量は若干少なめかな、と思っていましたが、実

際にいただくとかなりボリュームがあり、おなか一杯で大満足でした。

キッシュがしっとりしていて、日替わりサンドのハムはもちろん、パ

ンも手作り感があり、グルメな保護者の方にも大好評♪ごちそうさまで

した。

ランチボックスはもう１種類あり、こちらはスープランチボックス。

先ほどのランチボックスのキッシュの代わりに本日のスープが入って、

同じく８５０円。

桜の季節には、このランチボックスを持って鴨川でお花見もいいかもしれません。

みなさまも本局帰りにぜひどうぞ。

所在地：京都市左京区東丸太町41-6
TEL：075-751-0786

おいしそうなソーセージがいっぱい…

＜キッシュランチボックス＞

＜スープランチボックス＞

http://www.linden-baum.jp
＜営業時間＞10:00 〜 19:00
※お惣菜・パン等の商品はでき次第の販売

（ランチボックス　目安10：15以降）
＜定休日＞毎週水曜日　及び　別日で月2回

荒神口通荒神口通

京都
本局
京都
本局 シャルキュトリー

リンデンバーム
シャルキュトリー
リンデンバーム★★

丸太町通丸太町通

河
原
町
通

河
原
町
通

川
端
通

川
端
通

鴨
川
鴨
川

東
大
路
通

東
大
路
通
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　N o . 2   手 の べ と ん か つ 『 三 平 』

美味しんぼというグルメ漫画をご存知でしょうか。私が中学生ぐらいのときにテレビアニメ（もしかし

たら漫画かも）で見た回が、たまたまとんかつをテーマにした回でした。街で不良にお金を奪われ途方に

くれていた青年を、とんかつ屋さんの店主が助けてとんかつを振る舞います。その時に店主が青年にかけ

た「人間そんなにえらくならなくても良い。ちょうど良いってもんがある。とんかつをいつでも食えるぐ

らいになるのがえら過ぎもしない貧乏過ぎもしないちょうど良いくらいってとこだ」という言葉がなぜか

しら印象に残り４０歳を前にした今でもとんかつ屋さんに入るたびに思い出し、自分はちょうど良いくらい

の大人になれているんだと変な自己満足をしております。ちなみに、アニメのストーリーとしては、その

後海外に渡り大成功をおさめた青年が、新聞社に勤める主人公の手助けを得てとんかつ屋さんの店主に恩

返しするという感動的なものとなっておりますので機会がありましたら是非アニメか漫画でご覧になって

みてください。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、今回は

阪急上桂駅から歩いて５分ほどの住宅地にある「手の

べとんかつ　三平」をご紹介させていただきます。手

のべとんかつというのは、ヒレ肉のすじを取り除き食

べやすくしたとんかつ（厳密に言えばヒレかつ）のこ

とをいうようです。あぶら身のないヒレ肉を使ってい

るのでカロリーが気になるけれどもとんかつが食べた

いという人にはうってつけではないでしょうか。衣は細かいパン粉でできたサク

サク系で、手間をかけてやわらかくしたヒレ肉との相性が良くとても美味しいで

す。とんかつソースの他、ポン酢、カレー塩が用意されておりいろいろな味を楽

しむことができます。また、キャベツ･ご飯･味噌汁はおかわり自由で、テーブル

の上にはご飯のお供として梅干しと塩昆布が用意されておりサービス面でも大変

満足できます。

手のべとんかつは、ミニ（約４０グラム）、小（約８０グラム）、中（約１２０グラム）、大（約１６０グラム）、ジャ

ンボ（約２４０グラム）の中からオーダーするのですが、あぶら身のないヒレ肉を使っているだけあって、

男性であれば大ぐらいは普通に食べられるのではないかと思います。残念ながらジャンボにはチャレンジ

したことがないのですが、お腹に自信のある方は是非チャレンジしてみてください。

ちなみに、オーソドックスなロースかつも当然メニューにあります。肉厚のロース肉を使っているので

すが、お肉は驚くほどやわらかくロースのあぶらがジューシーで看板メニューの手のべとんかつに勝ると

も劣らないぐらい美味です。私はどちらかといえばヒレかつよりロースかつ派なのでこちらをオーダーす

ることが多いです（取材時もロースかつをオーダーしたので写真はロースかつのものです）。

その他にも、エビフライやクリームコロッケ、丼ものなどのメニューもありますし、ランチの時間帯に

はお得な日替わりランチ（８００円･数量限定）もあります。

お店の前に駐車場もありますし、西京区役所から徒歩７〜８分ぐらいで行けますので、お近くに来られ

た際には１度お立ち寄りいただけると幸いです。

所在地：京都市西京区上桂宮ノ後町99-13
TEL：075-393-2090

＜営業時間＞11：30 〜 14：00 ／ 17：30 〜 21：00　＜定休日＞水曜日



Vol. 96

− 55 −

　N o . 3   『 ヴ ィ ー ナ ス コ ー ヒ ー 』

京都地方法務局伏見出張所付近のお洒落で美味しいカフェをご紹介

します。伏見出張所から北（龍谷大学方向）に向かって５０メートルく

らい歩いたところにあります。お店の入り口は、赤を基調とした欧米

スタイルで華やかな感じ。店前にテーブルと椅子があり、暖かい季節

にはここでモーニングやランチをすると気持ちいいと思います。

店内に入ると、落ち着いた雰囲気。

丸テーブル席とカウンター席があり、ゆっくりとモーニングやランチを

楽しむことができます。１人で穏やかなひとときを過ごしたり、何人か

でお話しをするにはもってこいのお店です。

お店に入ると、ほのかなコーヒーの良い香りがしてきます。

店名のとおり、このお店は、最上級にランクする「スペシャルティコー

ヒー」豆がずらりと並ぶコーヒーの専門店。自家焙煎機ももちろん完備。１杯ずつ丁寧にハンドドリップ

されたコーヒーは、コーヒー豆本来の個性豊かな香りとコクを楽しむことができます。

今回は、チキンカレーとオムライスを注文。

チキンカレーは、ほどよい辛さとチキンの柔らかさ、キノコの風味

が超美味。本物のカレーを味わうことができました。侮るなかれ、添

えてあるサラダがすごく美味しい！！自家製ドレッシングが、めちゃ

旨です。

オムライスもこれまた絶品。ふわふわの卵にデミグラスソースがか

かっていて、１度食べたら虜になるオムライスです。

他にも、ハヤシライスやまいたけのピラフなどがあり、マスターが

こだわり抜いた厳選素材を惜しみなくふんだんに使った本格派のラン

チメニューばかりです。

１番左の方がこの店のマスター。ハリウッド俳優さながらのダン

ディーさを持つ素敵なマスターです。

笑顔が素敵で気さくなスタッフさん達がおられ、すごく居心地が良

いお店です。

お近くに来られた際には、是非ともお立ち寄りいただきたい超おす

すめのお店です。

所在地：京都市伏見区深草西浦町4-51-1 メゾン・ヴィーナス1階
TEL：075-643-8598

＜営業時間＞8：00 〜 17：00　＜定休日＞日・祝
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　N o . 4   宇 治 支 局 近 く の 古 民 家 風 和 食 レ ス ト ラ ン ＆ カ フ ェ 『 ロ バ 』

寒風吹きすさぶ１２月の昼時、宇治支局からＪＲ

宇治駅へ向かう途中の宇治橋商店街通り沿いにあ

る、和食レストラン＆カフェ　ロバさんにお伺い

しました。古民家を改装された落ち着いた佇まい

の暖簾をくぐると、そこは暖かい光に包まれたど

こか懐かしい雰囲気の店内が広がっていました。

この日のランチは、愛媛県宇和島の活ぶり刺身（泡醤油で）、野

菜の天ぷら（お塩で）、国産鶏のひじき煮、金時人参のきんぴら（魚

とナッツのお味噌と）、春菊としめじのゴマ和え、大根ご飯、ぬか

漬け、お味噌汁の８品でした。新鮮なお野菜をふんだんに使用し、

味付けはうす味で素材の味がしっかりと引き出されており、体に優

しいお料理でした。人参のぬか漬けは、人参が苦手な娘

たちもおいしいというほど、まろやかなお味でした。大

根の炊き込みご飯は、初めていただきましたが、甘みが

あり本当においしかったです。

また、店内では土曜日限定で、自家製酒かす酵母パンが販売されて

います。お伺いした時にちょうど焼き上がり、出来立てを購入するこ

とが出来ました。酒かす酵母が効いているのか、外はカリッとしてい

ますが、中が本当にしっとりモチモチで、少し甘みのあるとてもおい

しいパンでした。

その他：・オーガニックコーヒー（城陽の焙煎所）

　　　　・紅茶（南山城村の栽培期間中無農薬）

　　　　・たんぽぽ茶（ノンカフェイン）

　　　　・青森りんごストレートジュース

　　　　・オレンジ１００％（無加糖）

皆さまもぜひ１度足を運んでみてください。（その際は、ご予約されることをお勧めします。）

所在地：宇治市宇治壱番83
TEL：0774-24-5966

古民家風の明るい店内

ランチメニューにプラス
料金でおいしいコーヒーと
ケーキをプラスできます。

http://www.kyoto-roba.com
https://m.facebook.com/uji.roba
<営業時間>11：30 〜 14：00（Last Order）
　　　　　14：00 〜 17：30
　　　　　18：00 〜 21：00（Last Order）
<定休日>火曜日、第2月曜日（月曜はランチのみ）

宇治
支局
宇治
支局

宇治市役所宇治市役所

GSGS

宇治署宇治署

中村藤吉本店中村藤吉本店
宇治橋商店街宇治橋商店街

★★ロバロバ

ロバ Pロバ P

JR宇治駅JR宇治駅JR奈良線JR奈良線
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　N o . 5   『 月 の 工 房 』

「木津出張所の近くの店に取材にとっとと行ってこい！」と

Ｔ編集長の厳命を受けて、木津の町中をウロウロと。そこでたど

り着いたのが、法務局からはやや離れてますが木津警察署の前で

木津川市役所からも近い「月の工房」というお店でした。町家の

ような作りが目を惹きます。名前の由来は若旦那の母親は月が好

きなので、そこに端を発しているとか。

注文したのは牛バラ定食に小物・コーヒーを付けたセット。和牛

がウリの店だけあってさすがに肉はツボを心得た美味さです。実は

筆者、学生時代の肉の格付けは牛＞豚＞鶏でしたが、不惑の代に入

るとすっかり逆転して鶏＞豚＞牛となってしまいました。それが時

計の針を戻すかのように久しぶりに牛の美味さを堪能したように思

えます。付け合わせの魚のフライもサクサクしてて食感がたまりま

せん。ミートボールはさすがに市販のものかと思いきや、これも手

作り感があってパンチが効いてました。

店を訪れたその日は、京都市内では雪が積もるような寒い日でし

たが（木津川市は雪がちらつく程度でしたが）、心からあたたまるラ

ンチの一時でした。

ちなみに夜のお薦めはもつ鍋やホルモンで、牛テールラーメンも

出す予定だとか。

若旦那はやや強面ですが、実は心優しい冗談の好きな３０代の漢で

す。家族みんなで経営している、心温まるお店を木津川市から報告

しました。

所在地：木津川市木津南垣外29-2
TEL：0774-71-0880

http://cafe-tsukinokoubou.com/
<営業時間>ランチ・カフェ：12：00 〜 14：00
　　　　　居酒屋：18：00 〜 24：00
　　　　　（ドリンクラストオーダー 23：30）
<定休日>ランチ：土・日・祝（ただし団体予約可）
　　　　居酒屋：日・祝
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　N o . 6   園 部 支 局 『 ル イ ジ ア ナ マ マ 亀 岡 店 』

ＪＲ亀岡駅から徒歩１５分。国道９号線古世口から南へ１００メートル

入ったところにルイジアナママ亀岡店がある。国道をほんの少し入っ

ただけで、そこにはアメリカの片田舎の風景オリーブの木とカラフル

な花々、ハーブが一面に茂る庭がある店が現れる。

ルイジアナママは亀岡店以外に京田辺店、京都八幡店、奈良学園前店、愛知県に３店舗グループ店を展

開しているが、ここ亀岡店が第１号店で２０周年を迎えている。

レストラン不毛の地と言われている亀岡において２０年間、超人気店の座を維持している。特に女子やファ

ミリーからの指示が高い。その人気の秘密をご紹介しましょう。

その１「どれを食べても美味しい！はずれがない」

ピザは注文があってからピザ職人が生地を広げる徹底ぶり。

パスタはもちろん茹で上げ。美味しくない筈がない。

その２「メニューの豊富さ」

ランチパスタの種類は４３種類、ピザ１１種類、ハンバーグやチーズフォ

ンデュ等多数。パティシエが自信をもってお薦めするドルチェが、定番

モノから季節モノまで常時１０ 〜 １２種類用意されている。

その３「コストパフォーマンスの高さは尋常ではない」

パスタランチは１，１９５円〜。どの料理を選んでもサラダバーとフリー

ドリンク付き。サラダバーといっても、サラダだけではない。アンティ

パストも堂々とサラダバーに鎮座しており、何度でもどっさり取ること

ができる。またランチタイムやディナータイムにはドルチェのワゴン

サービスがあり、お好みドルチェの３種盛をしてくれ、インスタ映えす

ること請け合い。

気取ったイタリアンのお店ではなく、友達の家のホームパーティへ

行ったような気軽さがあり、ちっちゃい子ども連れでも気負いなく入る

ことができる。もちろん、キッズプレート等の子ども向けのメニューも

取り揃えている。どうぞ、園部支局へ行った際には、亀岡のルイジアナ

ママで心もおなかも満たされましょう。

所在地：亀岡市中矢田町岸の上15-2
TEL：0771-25-5456

http://l-mama.co.jp/shop_kameoka/
<営業時間>
ランチタイム：11：00 〜 15：00
カフェタイム：15：00 〜 17：00
ディナータイム：17：00 〜 22：00（LO.21:30）
<定休日>無休
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　N o . 7   『 GORO SKY CAFE nanako』〜舞鶴海自カレーを食して〜

決してミリオタ（軍事、戦争、兵器に関するオタク）ではありませんが、広報部長の「海自カレーを食っ

て来い」との指示を受け、１１月の某日、会務のついでに舞鶴の海上自衛隊基地や赤レンガ倉庫、引き揚げ

記念館など舞鶴観光をしてまいりましたので、その感想を書かせていただきます。

舞鶴はご存知のとおり京都府北部の港町。人口は約８万２千人で、海、山に恵まれた風情あふれる街並

みが特徴です。実はサラリーマン時代に営業でよく訪れていた町で、おおよその土地勘はあったものの、

観光をする時間もなかったので、これを機に司法書士仲間と３人でぶらぶらと観光をしてまいりました。

①赤れんが倉庫

最初に訪れたのは赤れんが倉庫。明治３５年頃から建てられたレンガ造りの倉庫が１２棟あり、そのうち８

棟が国の重要文化財に指定されているとのこと。元々は旧日本海軍の倉庫とし

て使われ、軍事物資などが保管されていたとのことで、空襲を受けずによく残っ

ていたものと感心しました。近くで見るとコンクリートがひび割れていたり、

レンガに隙間ができていたりと時の流れを感じました。それら建物の登記に（さ

れているかは調べていませんが）、その時代の司法書士が関わっていたと思うと、

司法書士制度の歴史を感じてしまいます。一部の倉庫は飲食店や雑貨店、レン

タルスペースにも活用され、映画やドラマのロケ地としても貸し出されていま

す。少し歩くだけで昔に戻ったような感覚になり、哀愁漂う風情ある景色でした。

②赤れんが博物館

赤れんが倉庫から少し離れた場所に赤れんが博物館があります。この建物も

古く、旧海軍の魚雷倉庫として使われていたものを博物館に改装した建物です。

レンガは紀元前４０００年のメソポタミア文明の頃から使用され、日本では江戸

時代から盛んに作られるようになったようです。博物館内には世界各地のレン

ガやレンガで建てられた建造物のジオラマ、日本のレンガ建築の紹介などがあ

り、歴史好きの方には興味ある内容になっています。

③引揚記念館

赤れんが倉庫から車で１０分くらいの所にあり、収蔵資料が平成２７年にユネスコの世界記憶遺産に登録さ

れました。満洲への進出、第二次大戦の勃発、敗戦、シベリア抑留の歴史が時系列で展示され、抑留時代

の悲惨な生活を思わせる防寒服や食器など、実際に使用していた物や復元品が多数展示されていました。

当時の悲惨な現状と抑留者の辛苦が伝わってきて、少し悲しい気持ちになりました。平和な時代に生まれ

て良かったとつくづく思いました。行っていないので写真は撮っていませんが、海辺には引揚船から上陸

する桟橋が復元されており、広い公園のようになっていました。

④海上自衛隊　北吸桟橋

赤レンガ倉庫から歩いてすぐの海上自衛隊基地を見学に行きました。桟橋に停泊しているイージス艦や

護衛艦、ミサイル艇などを間近に見られ、写真撮影をしました。グレーの船体からミサイルやら大砲が出

所在地：舞鶴市字上安 237
TEL：0773-63-0414

赤れんが倉庫

赤れんが博物館
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ているのを見ると不気味な迫力を感じました。実戦で活躍することが無いことを

祈るばかりです。昔は乗船して見学できたのですが、昨今のご時世か、最近は特

別な日以外は乗船出来なくなっているようです。ただ、入場するときに荷物チェッ

クもなく、ボディーチェックも無かったので、一般人に成りすましたテロとか来

たら大丈夫なのかなぁと、少し不安になってしまいました。

⑤五郎岳公園～本題の海自カレーを食す。

舞鶴のほぼ中央にあり、標高３０１ｍの五郎岳にあり、高さ５０ｍのスカイタワー

もあって、景色は抜群。近畿百景第１位に選ばれているそうです。そこからは舞鶴の海岸線が見え、デー

トスポットにはいい場所と思われました。

ようやく本題のカレーの話になりますが、海自カレーは舞鶴市、舞鶴商工会議所、海上自衛隊が協力し

て開催しているイベントで、舞鶴市内各地の飲食店が協力し、海上自衛隊の艦艇、施設、部隊のそれぞれ

オリジナルのレシピのカレーが食べられる、というものです。

海上自衛隊の艦艇では毎週金曜日のお昼ごはんはカレーと決まっているとのことで、これは長期の航海

に出ても曜日感覚を忘れないようにするため、と言われています。毎週食べるので、それぞれ味には相当

こだわっているそうで、ビーフカレーやシーフードカレーなど色々なレシピがあり、その中でも特に自慢

のレシピを一般の人にも食べてもらえるよう、自衛隊員が直々にお店を指導して合格点が出たものを提供

しているとのことでした。

私たちは、五郎岳スカイタワー１階にある「GORO SKY CAFE nanako」で、護衛艦「みょうこう」自慢

のビーフカレーを食べてきました。これは、「みょうこう」内で行われたカレーコンテスト№１に輝いた

大人気のカレーで、牛ロースを前日から何時間も煮込み、何度もあく取りをして作ったブイヨンをベース

に、あめ色になるまで丁寧に炒めた玉ねぎを加えた、手間暇かけた逸品です。（店の解説そのまま。）カレー

にはサラダとアイスクリーム、なぜか牛乳もついて、スパイシーな中に甘みもあって、美味しかったです。

きれいな景色とともに、舞鶴を満喫できました。（みょうこうは私たちが見学に行った時たまたま停泊し

ていました。某国からの弾道ミサイルの迎撃をしてくれる船です。）

五郎岳からの景色 カレー（牛乳付） 護衛艦みょうこう

http://goro-sky.jp/
<営業時間> ４月〜 11月　平日 10:00 〜 18:00 ／ 土 10:00 〜 19:30 ／ 日祝 10:00 〜 19:00
　　　　　12月〜 3月　平日 ／ 土日祝 10:00 〜 17:00　※ラストオーダーは閉店の30分前
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1217 1220

1219
1223

1222

1218

1221

⻆　倉　弘　高 植　村　彩　加

牧　野　　　晋
泉　　あゆみ

林　　　哲　司

藤　田　侑　斗

中　尾　美　行

事務所所在地　洛西支部
京都市西京区桂千代原町１番地１８

平成２９年１月に、大阪会から入

会しました⻆倉弘高（すみのくら）

と申します。

京都での司法書士業務は大阪とは少し異なる部

分もあり、何かと戸惑いを感じながらも、何とか

１年間、必死のパッチでやって参りました。

今後も皆様のご指導を受けながら、京都で頑張っ

て参りますので、末永く宜しくお願い致します。

事務所所在地　洛央支部
京都市中京区烏丸通六角下る七観

音町６２３番地　第１１長谷ビル５Ｆ

（司法書士法人Ｆ＆Partners）

事務所所在地　洛西支部
京都市西京区川島流田町８０番地の

３０

入会1年目の新人なので、右も

左もわからない状況ですが、日々

精進して参りたいと考えております。今後ともご

指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

事務所所在地　城南支部
京都府宇治市宇治壱番１４３番地

事務所所在地　洛西支部
京都市右京区西院四条畑町１番地

２２　２Ｆ

市内の司法書士事務所での勤務

を経て、平成２８年度司法書士試験

合格、平成２９年７月に独立開業しました。

開業以来、職責の重さを改めて痛感してる日々

ですが、目先の利益にとらわれることなく、誠実

を心がけ信頼関係を築いていきたいです。

今後ともよろしくお願いいたします。

事務所所在地　洛南支部
京都市下京区中堂寺前田町２５番地 

（森木田司法書士事務所）

①大学で法律を勉強していくうち

に、より専門的に勉強してみた

いと思ったからです。司法書士は、登記法だけ

ではなく幅広い法律を学習する必要があると思

い勉強を始めました。

②責任感を持って丁寧に法務サービスを提供でき

るように頑張っていきたいと思います。

③意志あるところに道はある

④まだまだ未熟ではありますが、努力してまいり

ますので、皆様、これからも宜しくお願い致し

ます。

事務所所在地　洛南支部
京都市伏見区向島吹田河原町１２９

番地　原田マンション１３号

新入会員紹介
アンケート　①司法書士になったきっかけ　②自身の描く司法書士未来像　③座右の銘　④一言コメント
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1229

1226

1227

谷　山　　　均

小　山　　　玲

多　賀　徳　義
事務所所在地　園部支部
京都府南丹市園部町宮町西３５番地

１０

①知人の勧めで本年４月司法書士

登録をしました。現在はその知

人の事務所で、勤めています。

②人として信頼され、仕事でも信頼される司法書

士になりたいと思っています。

③不言実行

④不平不満を言わず、黙々と為すべき事をしてい

事務所所在地　洛央支部
京都市東山区泉涌寺門前町２６番地

１２　谷ビル２階（村尾司法書士事

務所）

事務所所在地　洛央支部
京都市中京区烏丸通三条上る場之

町５９２番地　メディナ烏丸御池３

Ｆ

①「就職」ということを漠然とし

て考えたときに、手に職をつけてできる仕事に

就きたいと思ったことが大本のきっかけでした。

そして、法学部への進学を考えていた時でもあっ

たので、司法書士という資格を知り、なんとな

くなってみたいなと思ったのがきっかけです。

②登記業務に携わるのはもちろんですが、それ以

外にも業務の幅を広げていきたいです。

③特にありません。

④試験は一通り終わりましたが、分からないこと

は多いですし、これからも自己研鑽を積んでい

きたいと思います。

1225 大　野　友　敬
事務所所在地　洛北支部
京都市上京区丸太町通大宮西入藁

屋町５３５番地７

①手に職をつけたかったため。

②依頼者に信頼される司法書士

③蒔かぬ種は生えぬ

④まだまだ駆け出しの未熟者ですので、皆さまの

ご指導よろしくお願い致します。

1228

1224

清　水　明　生

嶋　本　光　弘

事務所所在地　園部支部
京都府南丹市園部町宮町西３５番地

１０

私の家は明治より３ 代続く司法

書士であり、私自身も約５０年司法

書士を営んでおりましたが、昨年妻の病気により、

手を取られる様になり補助者に任しておけないと

感じ廃業を決めましたが、入院加療の結果すぐに

退院し、元の生活が出来る様になり、知人からも

再度営業してはとの話を頂き今度は司法書士２名

で共同で営んでいく事として再入会をさせて頂き

ました。私が当初に入会した時は、今の様な研修

制度もなく登録して直ぐに営業したものですが今

回の再入会については、研修を受けなければなら

ず、全くの新入会員として心を入れ替え色々と勉

強させられる事もあり、良い機会だったと思う様

になりました。そこで今までやって来た惰性で仕

事をこなす事なく、新たな気持ちで業務に取り組

んでいきたいと思っております。

事務所所在地　洛央支部
京都市中京区三条通新町西入ル釜

座町２２番地　ストークビル三条烏

丸６１４号（実（みのり）司法書士

事務所）

平成２９年３月に滋賀会から事務所移転し、洛央支

部に所属する嶋本です。

登記の業務は、全国一律であるものの、地域で異

なる取り扱い方もあることから、速やかに把握し

たいと思います。

また、依頼者の氏名については、細心の注意をは

らっていますが、京都は地名が長いので氏名と同

様に注意しております。
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1234 森　田　達　也
事務所所在地　洛央支部
京都市中京区烏丸通夷川上る少将

井町２２２番地　シカタオンズビル

ディング３０１号（ひかり司法書士

法人）

司法書士の仕事はたくさんのお客様と関わる仕

事です。その中には一度しかお会いしない方もた

くさんおられます。しかし、お客様にとっては、

一生に一度あるかどうかの住宅の購入、相続等で

すから、一期一会をモットーに誠心誠意そのお手

伝いができるように精進したいと思います。

1235 奥　村　圭　将
事務所所在地　洛央支部
京都市中京区烏丸通三条上る場之

町５９２番地　メディナ烏丸御池３

階（ＪＦＤ司法書士法人）

①弁護士と違い、予防法務の担い

手であること。名前の響きはかっこいいのに何

をやる仕事なのかよく分からないミステリアス

なところに惹かれたこと。

②永遠のフットサラー司法書士

③「人生は死ぬまでにたくさん笑った奴の勝ちだ。」

　「ライオンに追われたウサギが肉離れを起こしま

すか？準備が足りないのです。」

④この度京都会に入会致しました奥村と申します。

オールドルーキーですが、どうぞ宜しくお願い

致します。

1232 宮　野　純　樹
事務所所在地　洛央支部
京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵

屋町263番地　京榮烏丸ビル2階

（司法書士法人鵜川事務所）

①明確な理由は失念しました。

②シンギュラリティ以後にも存在価値のある司法

書士

③萬有の眞相は唯一言にして悉す、曰く「不可解」

④京都司法書士会の皆様、まだまだ世間知らずの

不束者ではありますがどうぞよろしくお願いい

たします。

きたいと思っております。諸先輩方には、ご指

導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

1236

1231

1230

事務所所在地　洛央支部
京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋

弁慶町２３４番地

事務所所在地　園部支部
京都府亀岡市曽我部町穴太大塚５７

番地６

①不動産業をやっており、司法書

士業務に馴染みがあったからで

す。

②身近な街の法律家を目指します。登記業務はも

ちろんですが、裁判業務にも強い司法書士にな

りたいです。

③百人百様。

④よろしくお願い致します。

事務所所在地　洛央支部
京都市中京区丸太町通麩屋町西入

昆布屋町３９５番地

　　川　　　徹

吉　田　友　祥

佐々木　早百合
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1237 中　條　哲　也
事務所所在地　城南支部
京都府城陽市寺田今橋７５番地の１２

（司法書士法人葊田・矢守事務所）

①損害保険会社に在籍時、業界再

編が進むことで将来に不安を感

じ、自分で稼げる資格を取得しようと思い立ち

ました。

②敷居の低い法律家

③特にありません

④宜しくお願いします

1241
1239

猪　野　恵　子
芦　田　　　創

事務所所在地　中丹支部
京都府舞鶴市字平３９１番地

初めまして。この度京都司法書

士会に入会させていただきました

猪野恵子と申します。

平成２９年１１月に登録し、自宅のある舞鶴市で開

業しました。

まだまだ経験不足で分からない事ばかりです。

今後、諸先輩方に色々お世話になることも多いと

思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

事務所所在地　洛西支部
京都府長岡京市粟生田内２８番地の

１０８

①身内に障害者がいます。だから

か、養護施設のなんかしらの「な

んとか便り○○号〜」や「なんとかのお知らせ

〜」なんかで、なんとなく「司法書士」という

職業があること・「司法書士」って人は高齢者や

障害者の手助けをする良い人たち！と脳みそに

インプットされてました。いやはや、なんとな

く。時は経ち、はっと気付けば、司法書士になっ

てました。時が経つのは早いと感じる今日この

頃です。

②高齢者や障害者にそっと寄り添う、刺身でいう

ところの、「大根のけん」のような司法書士にな

れればな・なりたいな・なれるかな？そう思っ

ております。

③「一期一会」　人との出会いは大切だよ。自分に

言い聞かせてます。

④経験の浅い若輩者ではございますが、精いっぱ

い精進していきたいと思います。ご指導ご鞭撻

を賜りますようお願い申し上げます。

1238 大　江　祥　範
事務所所在地　洛西支部
京都市右京区太秦馬塚町２６番地１

メゾン太秦１０３号室

①法律関係の仕事に興味があり、

司法書士の勉強を始めました。

②信頼され、親近感が湧く司法書士になりたいと

思います。

③あきらめたらそこで試合終了

④この度、京都司法書士会に入会させていただき

ました大江祥範と申します。司法書士として、

人として成長できるようがんばります。

　ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

1240 伊　藤　裕香子
事務所所在地　洛央支部
京都市中京区烏丸通六角下る七観

音町６２３番地　第１１長谷ビル５Ｆ

（司法書士法人Ｆ＆Partners）

①学生時代から、漠然と縁の下の

力持ちのような仕事に就きたいと思っていまし

た。そんな中、大学入学時の予備校の説明会で、

敷居が低く気軽に相談できる「町の法律家」で

ある司法書士という職業に魅力を感じたことが

きっかけです。

②敷居が低く、かつ信頼できる司法書士。

　特定の層の方ばかりではなく、幅広いお客様の

困りごとを解決すること。

③常に感謝する

④司法書士としても社会人としても新人ですが、

どうぞよろしくお願いいたします。
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清　森　康　雄
①理事会及び常務理事会の事務事項、会館及び什

器備品等の管理、職員の事務の配分調整等

②ＡＢ型　

③牡牛座

④バドミントン、ウォーキング等の運動と暴飲暴

食はたまにあるものの健康食品を意識した健康

オタクにハマりかけています。

⑤・会員数の増加とともに会の事業に携わる役員

等の方々の会務の御負担は大変かと思いますが、

少しでもお力になれるよう微力ながら頑張って

行きたいと思います。今後ともよろしくお願い

いたします。

　・会員専用HPには、日司連情報、事務局のお知

らせ、研修情報の他に書式･各種届出様式書類（登

録関係様式、補助者届出様式等）等も掲載され

ておりますので、御活用下さいますようお願い

いたします。

藤　井　美代子
①会計

②Ｏ型

③てんびん座

④飼い猫の爪と牙との攻防戦

⑤今後ともよろしくお願いいたします。

駒　井　奈　苗
①総務部、研修部

②Ｂ型

③おひつじ座

④メダカを育ててから、ビオトープに興味をもち、

現在ビオトープ生育中です。

　春にはビオトープの中でメダカをスイスイ泳が

せることを楽しみにしています。

⑤・来年の夏には赤ちゃんメダカが沢山産まれま

す。興味をもたれた方は是非ご連絡ください。

　・4歳の息子が電車一筋！休日は電車に乗って

目的駅まで行き、ホームで電車観察しています。

おすすめの眺望スポットがあれば是非教えてく

ださい（切実）。

事 務 局 紹 介
①担当　②血液型　③星座　④趣味・ハマってること　⑤一言コメント

（上段左から）清森さん、駒井さん、今堀さん、下村さん
（下段左から）河村さん、河島さん、藤井さん

今　堀　ら　ん
①相談事業担当

②Ｂ型

③いて座

④昨夏にはじめたビオトープ。窓を開けて水面を

泳ぐメダカを眺める時間が癒しとなっています。

（ビオトープの先に目に入ってくる雑草はどうに

かしたいです。）

　今夏は白メダカ用･赤メダカ用と2つのビオトー

プを作る予定です。

⑤早いもので10年目の勤務となりました。研修部、

企画部を経て、この度、相談事業部の担当にな

りました。今までとは異なる分野に戸惑いつつ

も初めて知ること、初めて知るものは楽しくも

あり新鮮な気持ちです。これからもどうぞよろ

しくお願いいたします。
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河　島　善　英
①企画部、広報部、支部

②Ｂ型

③双子座

④よしもとクリエイティブ･エージェンシー

⑤よろしくお願いいたします。

河　村　早　苗
①登録事務、空き家等対策委員会、調停センター等

②Ａ型

③牡羊座

④猫、山登り（ハイキング）

⑤よろしくお願いいたします。

下　村　香　織
①リーガルサポート、その他

②Ｂ型

③天秤座

④バレエ、食べる事

⑤よろしくお願いいたします。
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編　集　後　記

原稿を執筆いただいた皆様、本当にありがとうございました。
お忙しい中、無理を申し上げてしまい、本当にすみませんでした。感謝感謝です。
広報活動を通じ、皆様のご活躍を外部に発信し、司法書士の知名度向上、イメージアップに繋がるよう努

力して参ります。
どうぞ、よろしくお願い致します。

德　田　康　敏

会報…思えば２３年前の新人の頃、「自己紹介」の執筆を頼まれたような記憶があります。
その頃は司法書士試験に合格して、晴れて登録できたことが嬉しく、舞い上がっておりましたもので、きっ

と偉そうな御託を並べていたに決まっております。
今、当時の会報が目の前にあったとしても、恥ずかしくてページを開く勇気はございません。
２３年という月日はあっという間に過ぎ、今は世代交代を意識しながら、しばらく会務に励みます。

井　上　具美子

今年度の広報部は男女の比率がちょうど半々です。そのせいか、部会での意見交換や議論も良いバランス
で行われますし、雰囲気も和気あいあいとしています。最近は男性陣が女性陣のパワーに少し押されがちに
なっておりますが、より良い広報活動を展開できるよう男性陣の一員として頑張っていきたいと思います。

岩　城　寿　英

以前の会報を見ながら、毎回原稿集めとか校正に苦労していたなぁと思いだしました。そんな中、胸に時々
痛みが走るようになり、それが数日続いたので、某会員の記事を思いだし循環器科へ。レントゲンや心電図
を見て医者に何ともないと言われ、一安心。そう言われると痛みも無くなって、不思議なものです。もし、
その場で入院と言われたら…次号の会報に闘病記を書けと編集長に言われなくてよかったです。

最後になりましたが、執筆者の方々をはじめ、会報制作に御協力を頂いた皆様、お忙しい中を本当にあり
がとうございました。

浅　井　　　健

長年（？）広報部に所属していますが、今年の会報は例年にも増して良いものになったのではないかと個
人的には思っています。それもこれも德田編集長のがんばりかと。ありがとうございました。いつも原稿の
提出が遅れて申し訳ありませんでした。来年もよろしくお願いします。

ただ、「こんなものを載せていいのか…」という原稿が特集となっていますが、それも新しい試みというこ
とでお許しいただければ幸いです（言いたい放題すみませんでした）。

最後になりましたが、会報の発行にご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。
伊　藤　美也子



Vol. 96

− 68 −

毎回ショシランを楽しみに読んでいました（もちろん他の原稿も）私が、まさか昨年に広報部に入り、ショ
シランの原稿を書いているとは思いもよりませんでした。まだまだ広報部たるものを理解できていませんが、
少しでも皆様のお役に立てるよう頑張りたいと思います。

中　井　英　子

広報部２期目ということもあり、昨年度よりは広報部の戦力になれたのかなという１年でした。今年度は
ワーク･ライフ･バランスについて女性司法書士による座談会も開催しました。皆さん、しなやかでたくましく、
周りを元気にするエネルギーに溢れていて、私自身、元気をもらいました。

私事ではありますが、今期は出産もありましたので、広報部活動をきちんと務めることができるか不安で
したが、部会を日中にしていただいたり、松本部長をはじめ広報部の皆さまには、まさにワーク･ライフ･バ
ランスを実現できるようご配慮いただきました。ありがとうございました。

矢　田　明日香

人は城、人は石垣、人は堀（以下略）。
名将武田信玄の言葉です。
人を預かるときに、いつも頭の中をちらつく言葉です。自分にはこれといった広報センスもありませんし、

１人で出来ることは知れています。なので、皆さんの力が必要です。
広報は補足範囲が広く、人数も限りがあります。にもかかわらず、皆さんこの１年楽しんで積極的に広報

活動に協力してくれたと思ってます。しかも横の強い繋がりを感じることができました。幸の薄い常務理事
職ではありますが、そんな部員さんの後ろ姿を見てると、長をやってて良かったなと思った次第です。

みんな、おおきに。
松　本　　　尚

広報部部長

広報部副部長

同

主 事

同

同

同

同

松　本　　　尚

井　上　具美子

岩　城　寿　英

浅　井　　　健

伊　藤　美也子

中　井　英　子

德　田　康　敏

矢　田　明日香

広報部名簿
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