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今年度も、多くの方々の協力のもとに会報第97

号の発刊をすることができました。執筆いただい

た関係者の皆様及び広報部の皆様に、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

取組が掲載されます。今回もまた、時代を反映し

たテーマが取り上げられるものと思います。その

意味で、会報を継続していくことは、京都司法書

士会のアーカイブを残すことでもあります。

前号の会報発刊時から本号の発刊時までの間に

おいて、成年年齢を18歳に引き下げること等を内

容とする「民法の一部改正」、配偶者居住権の創設

等を内容とする「民法及び家事事件手続法の一部

改正」、「法務局における遺言書の保管等に関する

法律」、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関す

る特別措置法」が成立しました。

これらの法律は、私たちの執務に影響するだけ

でなく、市民生活にも影響を及ぼすものです。市

民の皆様がこれらの変化にたいして、混乱のない

ように司法書士会として、取組を進めていくこと

が必要と考えています。

また、一方で、平成30年は、多くの災害があっ

た年として記憶に残ることになりました。年明け

の豪雪に始まり、大阪北部地震、広島・岡山を中

心とした西日本豪雨災害、台風被害、北海道胆振

東部地震等、例年にない災害が発生し、想定を超

える被害が報告されました。京都北部も西日本豪

雨に際し、災害救助法の指定を受けました。司法

書士会として、災害に対する取組の必要性を認識

させられることとなりました。

私は、これらの法改正や災害対応につき考える

とき、法然上人の「月影の歌」を想います。

「月影の　いたらぬ里は　なけれども　ながむる

人の心にぞすむ」という歌です。

ここで、月影とは、月の光のことをいいます。

広辞苑では、影の意味は、「日、月、ともし火の光」

をいうと説明されています。歌の意味としては、

月の光がとどかない人里などないが、月を眺めた

いと思った人にしか月は見えない。月の光を阿弥

陀仏の救いに例えて詠まれた歌と言われています。

いにしえの人にとって、月の光は、闇夜を照らす

ことのできる唯一の存在であったろうと思います。

そして月の光は、どこに住む人にも、どんな人にも、

どんな時にも等しく届きます。京都司法書士会が

提供するサービスは、月の光のようにどこに住む

人(北部や南部の人)にも、どんな人（障害のある人）

にも、どんな時（災害の時）にも等しく、市民に

提供できているかを考えさせられるのです。

平成28年４月１日に施行された、障害者差別解

消法では、①不当な差別的取扱い、②合理的配慮

の不提供のどちらかに該当すれば、差別となると

されています。

障害者差別解消法の目的は、「全ての障害者が、

障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する

個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふ

さわしい生活を保障される権利を有することを踏

まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る基本的な事項、行政機関等及び事業者における

障害を理由とする差別を解消するための措置等を

定めることにより、障害を理由とする差別の解消

を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

「　月影の歌　」

京都司法書士会　会長 山　口　基　樹
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尊重し合いながら共生する社会の実現に資するこ

と」とされています。　　

司法書士会は、法務局又は地方法務局の管轄区

域ごとに、設立が強制される強制設立団体です。

そして、司法書士は、国民に対する権利の擁護を

使命としています。司法書士会の取組においては、

障害のある人に対しては、障害者差別解消法が適

用されますが、加えて、どこに住んでいようとも、

どんな時であっても、国民の権利の擁護に相違が

生じないようにしていく取組が求められます。そ

の意味で、障害者差別解消法の目的と、通じるも

のがあると考えています。私たちには、その地域

に住む人たちに対して等しく、法的サービスの提

供が求められるはずです。司法書士会館から遠い

からとか、司法書士が少ないことを理由に法的サー

ビスを提供しないことは、不当な差別的取扱いに

おける正当事由とはならないと考えます。合理的

な配慮が求められます。

会報が発刊されるのは、例年年度末になります。

司法書士会では、次期の事業年度に向け、事業計画・

事業予算の策定が本格化します。各部・各委員会

では、時代の変化に対応した取組が検討されます。

私は、たとえ年度が変わり、役員が変わろうと

司法書士会の行う法的サービスは、月影のように

いつもどんな人にも、どんな場所にも、どんな時

にも人々に等しく降り注ぎ、闇夜を照らすもので

ありたいと願います。そして、人々が司法書士を

利用したいと思えばいつでも利用できるようにし

ていきたいと思います。

そのためには、地道に活動を続けていかなけれ

ばなりません。
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　　　【対談】「守りたい、子どもの輝きを。
　　　　　　　　　～秋雪くんのおかあさんと考える」

2018．9．5

特　別　企　画

１．秋雪くん出産　～「普通の子ですか？」

（井上）秋雪くんは生まれた瞬間、（新生児室の保

育器へ）連れて行かれたということですが、その

とき先生に「普通の子ですか？」って聞かれたの

は（どんなお気持ちで）？

（加藤）普通なら、最初におかあさんに産まれた子

の顔を見せると思っていたんですけど、それがな

かったので、ちょっと嫌な予感というか。産まれ

てから全然（秋雪に）触ってなくて、そこに一抹

の不安が…。

（伊藤）出産までに、例えば「逆子ですよ」とかい

うのはなかったんですか？

（加藤）逆子はなかったんですけど、切迫流産と妊

娠中毒症があったので、何かあるかもしれないと。

中毒症は自分に出た症状ですけど、もしかしたら

中からＳＯＳじゃないけど、秋雪が何か発信して

たのかな、とは思いましたね。

（井上）（生まれたときの）体重が2400ｇぐらいで

したよね。2500ｇ以下から保育器に入ることにな

るし。

（加藤）もう10 ヵ月にはなってたので、それにし

ては小さいなと。

（中井）おなかの中にいる間は、特に何か言われた

わけではなかったのに？

（加藤）産まれてみたら意外と小さかったので、計

算が合わないっていうか。だからそういう１つ２

つが、ちょっと引っかかって…

（井上）私もね、下の子がちょっと心臓がおかしい

よって言われて。結局大丈夫だったんですけど。

だからその気持ち、すごくよくわかります。

２．心臓病・ダウン症の判明　～そして命の宣告

（井上）先に心臓の病気がわかって、しかも同時に

命の宣告をされて。で、３ヶ月以内に手術しないと、

と言われ、その後にダウン症の結果が出て…でし

たっけ？

（加藤）普通、ダウン症だったら医者なら何か気付

くのでは、と思ったけど、出産してから（心臓病が）

判明するまでの間、どの先生も何も言ってくれな

かったんです。定期健診に行って初めて、ちょっ

と調べてもらったほうがいいと。

（井上）定期健診ということは、１ヶ月検診？

（加藤）そう。だからそれまで何の処置もしてなかっ

た。よく無事でいたなと思って。（心臓の）薬を飲

み始めて体重が何百グラムって減ったので、今ま

では体重が増えてたんじゃなくて、浮腫んでただ

今から20年前の1999年１月３日、小さな命が旅立ちました。その子の名は加藤秋雪くん。

ダウン症と心臓に重い疾患がありました。医師からは「風邪を引いたら最後」と言われ、余命は１年との

宣告も受けていました。ですが秋雪くんは、みんなに支えられて６年間過ごすことができました。

秋雪くんの写真は生命保険会社のＣＭにもなり、記憶に残っている方も多いと思います。

おかあさんの加藤浩美さんは、「たったひとつのたからもの」（文藝春秋）を著しました。秋雪くんと共に

６年間を過ごしたおかあさんと「命の尊さ・幸せとは何か」について、この場をお借りしてお話することが

できました。

なお、対談日は2018年９月５日。台風21号の嵐の翌日。一転して快晴という１日でした。
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けってわかって。そんなに浮腫んでるって、考え

ると怖いですよね。

（井上）ミルクとか飲めてはりました？

（加藤）いや、飲む力が弱くて。でも、心臓が悪い

ことは後でわかったから、そのときは「どうして

こんなに飲めないんだろう？」と思うけどわから

なくて。なので、心臓の病気が判明して、（飲めな

い）原因がわかったことで１つ納得した。

（井上）でも、命の宣告ですもんね。本当に生きた

心地しはらへんかったやろな、と。

（加藤）ただただ怖かったですね。全然先もわから

ないし。ミルクを飲むたびに全力疾走した後みた

いに大汗がすごいんですよ。で、顔にチアノーゼ

（血液中の酸素が欠乏して皮膚や粘膜が青黒くなる

こと）が出るでしょ。

（伊藤）でも飲まなあかんしね。普通よりも回数を

増やして、量を減らして。

（井上）じゃあ、夜中とかも？

（加藤）寝てるとか起きてるとか関係なく、「起き

たから飲ませなきゃ」と。主人にはちゃんと会社

に行ってもらわないといけないから、最初の１年

間は別居状態ですよね。（就寝時は）

（井上）ご主人のサイクルに合わせるのもなかなか

難しいですもんね。

（伊藤）じゃあ、泣かないで～って感じですよね。

（加藤）でも、赤ちゃんだから泣かないわけにはい

かない。切ないのは、苦しいから（秋雪が）自分で（泣

くのを）止めるんです。小さいなりに自分でコン

トロールしてる。

（井上）その後ダウン症ってわかって。「ダウン症

は命まではとらないから」って本に書いてあるん

ですけど、そのポジティブさにびっくりしました。

でも、それくらい心臓の病気のほうが…。

（加藤）重篤でしたね。やっぱり命に関わるってこ

とのほうが直に不安に…。

（一同）そうですよね。

（加藤）ダウン症の知識はなかったけど、全く知ら

ないわけではなかったし。先に心臓の病気がわかっ

たおかげでというか、ダウン症に対してはちょっ

とクッションになったかな。

３．決断　～「心臓の手術はしない」

（井上）結局、手術をしないという決断をされたん

ですけど、どんなお気持ちでした？

（加藤）この本を読んで、手術をしちゃいけないと

誤解するっていう意見もあったし、今は医療が進

広報部自己紹介
（井上具美子）広報部副部長　大学生と高１の男子２人の母 （中井　英子）広報部主事　小６・中２の母
（矢田明日香）広報部主事　小３・小１・１歳の３児の母 （伊藤美也子）広報部主事　高２の１人娘の母
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歩してるので、照らし合わせるのはちょっと難し

い（ということを承知してもらったうえで）。当時

は、やっぱり手術をする危険のほうが若干勝って

いて、生きて手術室から出て来られる保証もなく

て…。

（井上）術中死する可能性もあるって書いてあった

し…。それは怖いですよね。

（加藤）そこまでさせていいかって。

（井上）完全に治癒するものでもなかったんですよ

ね。

（加藤）傷んだところを修復していく手術だから、

修理し続けないといけない。もしうまくいったと

しても、10年くらいが限度だろうと。

（井上）これ、決められへん…。でも決めなくちゃ

いけないですもんね。本人のことやから本人に聞

いてみたいけど、小さすぎて聞けない。これって、

延命治療と一緒で答えがないですよね。どっちの

選択をしたとしてもたぶん、選択した人は…。

（加藤）悔いは残る。もしあの時こうしていれば…。

という思いはずっとね。間違った決断はしてないっ

て思ってるけど、もう１つがあったのは事実なの

で。今（手術しようかどうか）迷っているおかあ

さんたちに言いたいのは、「これは秋雪だけの症例

なので誤解しないでね」ってことです。

（井上）そうですよね。同じ病名がついてても、ひ

とりひとり違うから。

（伊藤）正解もないけど、間違いもないもんな。こ

ればっかりは。

（井上）そう思います。でも、親がする決断の中で

１番きついですよね。

（加藤）自分の人生の中で１番（きつかったです）。

４．出生前診断について思うこと　～本当に必要

なことって？

（井上）ダウン症かどうかが事前にわかるという出

生前診断について。賛否両論あるんですけど、ど

う思われます？

（矢田）私は去年出産してるんですけど、受けなかっ

たんです。お医者さんからは（検査するか）聞か

れました。病院によると思いますが、そういう検

査をするところは説明義務があるようで。

（伊藤）…っていうくらい普通のことなんですね。

（加藤）どんどん一人歩きしてるなっていうのが正

直なところで。自分が今まさに産もうとしている

と考えても…それでも（検査）しないと思います。

（矢田）私が説明を受けたのは、子宮に針をさして

羊水を抜いてする検査で、危険もあると言われて。

絶対嫌だったからしませんって言いました。

（伊藤）（検査の結果を）先に聞いて、「よし、頑張

ろう！」と思う人は聞いたらいいと思うけど、マ

イナスの方に働く可能性がちょっとでもある人は

なぁ…。

（井上）本人より周りから（中絶を）言われてしま

うっていうこともあるしね。ちゃんとどういうも

のか説明しないで（検査を）やってるところもあっ

たりして。

（加藤）知らないでいて、産まれてから覚悟するの

もありかなって。これまで何とかみんなで協力し

てやってきたわけだし。そういう知恵を無駄にし

てほしくないなって思う。

（矢田）あとは、お医者さんももっと「大丈夫大丈

夫♪」って、どんと背中を押してほしい。私は１

人目を妊娠した時に、いろいろあって産むべきか

どうかすごく悩んだんですけど、お医者さんの「大

丈夫、おかあさんならちゃんと育てられるよ」っ

ていう根拠のない（笑）一言で、「まぁ、なんとか

なるかな」と、肩の力が抜けましたから。

（一同）なるほどねぇ。

（井上）秋雪くんもそうだと思うんですけど、ダウ

ン症のあるお子さんて、天使みたいじゃないです

か。

（加藤）ぜんぜん余計なものがつかないっていうか。

暴力とかもないしね。特にダウン症がそうなのか

よくわからないけど、すごく朗らかで。大きくなっ

ても。

（伊藤）怒ってる顔が想像できひんもんね。友達に

も（ダウン症の方が）いたんですけど。もし選別

する人がいるとしたら、すごいもったいないって

いうか、ちょっとちゃうやろって思っちゃうかな。

（井上）出生前診断でも「ダウン症」については医

師が説明するけど、「ダウン症の方がどんな方なの

か」は説明（してくれない）。その中で判断させるっ
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ていうのがダメなんじゃないかな。今は、小学校

でもダウン症の子が同じクラスにいなかったりし

て、会う機会がない。だから、積極的にそういう

人たちがいるとこに行ったりして、会ってみたら

いいのになって。

（加藤）それは理想ですよね。だけど、本を読んだ

方から「教育を受ける権利は障害のある子も持っ

てるけど、健常者にもあるってことを忘れないで

くれ（だから来てくれるな）。」と手紙をいただき

まして。まぁ、ある意味本音を言ってくれたんだ

ろうけど。だから同じ教室で学ばせるってことは

あまり…。ほんとは地域学区で全部（受け入れる）っ

ていうのが理想なんですけど、じゃあどうして養

護学校を作ったの？受け入れ先として作ったの

にって。

（井上）（養護学校が）選択肢の１つとしてあるの

は良いと思うけど、どっちに行きたいかっていう

のは…。

（加藤）本人と家族で決めれば良いことなんだけど

ね。

（伊藤）うちの子の小学校は特別支援学級があって、

交流もすごくあった。それで普通に遊んで、普通

にケンカしてる。でも、触れ合ったことがない子は、

なんか別物みたいに見るんですよ。それ、子供の

せいじゃなくて、わざわざ大人が区切ってしまっ

てる。

（井上）一緒に遊ぶことがすごく大事やし。子供の

時にそういう体験をしていれば、大人になってか

らも、さっきの方みたいな考え方をする人がいな

くなると思うんです。親同士も同じようにね。

（加藤）そうですよね。大人の社会でも、あってほ

しいことですよね。できれば一緒にいる時間が持

てればね。

（井上）純粋に勉強だけ教えるんだったら、家で通

信教育にしたらいいじゃないですか。社会とのつ

ながりを学ぶために学校へ行くのに、そこを誤解

されてるのがちょっと残念。

（加藤）でも、そういう（手紙をくれたような）方

はほんとに一握り。だいたいの方はそうじゃない

んで。

（井上）会ったことがないとか、よく知らないとか、

そんな理由かもしれませんね。

（加藤）知らないってことが１番怖いっていうか、

壁を作りますよね。

（伊藤）先入観とかね。その方も教育があかんかっ

たんかも。小さいときの。
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５．秋雪くんの母になって　～秋雪くんが教えて

くれたこと

（井上）秋雪くんのおかあさんになって思わはった

ことって？

（加藤）わが子ってこんなにかわいいんだなって。

たぶんそれは誰もが思うことだろうけど、私も普

通にそれは（思いました）。

（中井）出産って人生変わりますもんね。人格も変

わる。

（矢田）私も丸くなったなって言われましたよ。昔

もっと尖ってたのにって。

（一同）笑。

（加藤）おまけのように病気がついてきたけど、だ

からより時間を大切にするとか、ちょっと穏やか

になったというか。

（井上）最初（宣告されたのは）「１年」でしたもんね。

（加藤）その前にちょっとでも調子悪くなったら、

そこでダメだって言われてて。

（井上）他に（おかあさんになって）思わはったこ

とは？

（加藤）写真を撮るのがこんなに好きだったかな、

と改めて思いました。それまでは撮ってはいたん

ですが、人を撮りたいなんて思ってなかったので。

（井上）愛情溢れるお写真を…。

（矢田）七五三の写真なんかもね。プロが撮ったん

でしょうって感じで。

（加藤）あと、仲間がたくさんできました。同じ

ようなダウン症の子のおかあさんとかとの繋がり

ができたのも大きかったかなぁ。他の人には言い

づらいことも何となくわかってくれるっていう安

心感があるから、自分の親には言えないことでも、

その友達には言えたり。

（井上）共通の心配事とかがあると、戦友的な感じ

で励まされたり、情報とか経験とかお互いに伝え

あって。孤独だとしんどいですよね。

（加藤）おかしくなっていたかな、と思います。１

人だけでは無理。夫婦２人で考えることも、しれ

てるじゃないですか。そこにいろいろな人が入っ

てきてくれて。

（井上）育児ノイローゼになる方や、我が子を虐待

してしまうおかあさんもいるけど、大概孤独なん

ですよ。会話ができるっていうのは（大切ですよ

ね）。秋雪くんとの意思疎通はどのように？

（加藤）顔で何となく言いたいことはわかるんです

が、学校に行き出したら、ある程度の会話ができ

た方が楽だろうなぁと。でも、そこまでするのも
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また、療育だとか特別な指導が必要なので、専門

の先生に付かないと…。

（井上）それもまた負担ですもんね。

（加藤）本人は自分の病気のことをある程度は理解

してた。赤ちゃんのときは、いっぱい泣いた後は

苦しいから自分を落ち着かせる。年中・年長のこ

ろは、お友達を追いかけて近づいても、そこで苦

しくなって止まる。自分自身でコントロールして、

なんとか保ってる。５、６歳の子が…ちょっと切

なかったですね。

（井上）自分のことは自分でわかっているわけです

ね。

（加藤）本人は精一杯なので、無理はさせなかった

です。（余命が）１年と言われたときから、来年が

あるのかないのか、ずっと考えていて。ただ、そ

ういう不安はあったんですが、大変とか辛いとい

う思いは、抱かずに済んだかな。

（井上）そうなんですね。来年がないかも…と思う

と、その度に涙してしまうかと思ってしまいます

が、そんなことはなかったですか？

（加藤）心臓の手術をしないと決めたときに、もう

一生分の涙を流してしまったので、吹っ切れたと

いうか、覚悟できたというか。ただ、手術すればもっ

と元気になれたかなぁとは思います。プチ後悔と

いうか、（手術していれば）ちょっとの間でも、も

しかしたら走れたかなぁという思いが。

（井上）（頭に）よぎるんですね。（手術をした方が

良かったかは）答えはないですもんね。

（加藤）大きくなるにつれ、いろいろなことをやる

ようになって、どうしても友達と同じようにした

いという気持ちが出てくるじゃないですか。でも

ついていけなくて、途中で諦めて。そんな様子を

遠目でみていると、切なくなります。

６．最後の運動会　～大声援の中、ゴール！

（井上）つかまり立ちして、たちあがって、最後の

運動会では自分の足でゴールできるまでになられ

て。嬉しかったでしょう？

（加藤）嬉しかったですよ。なんせ、普通の子の何

倍という時間がかかっているので。普通にしてい

たのでは（歩くのも）難しいので、リハビリもずっ

と続けていて。筋力や精神的なものも含め、施設

の先生にずっとお世話になって、その積み重ねの

つかまり立ち・立ち上がり・７歩歩く…というこ

とだったので。幻ですよね。

（井上）ここまで大きくなれるとは、思っておられ

なかったくらいですもんね。

（伊藤）（運動会のときは）みんなすごく応援して

くださったんじゃないですか？

（加藤）すごい大声を出されて、本人がびっくりし

ちゃったんですね。最後の最後に先生が「ちょっ

と黙っててあげて！」って。でも、それだけ周り

も嬉しかったんですよね。

（井上）そのシーンは今でも目に焼き付いておられ

ますよね。

（加藤）そう、ゴールでガシッと受け止めた感触と

か、まだ覚えてますね。最初に自分の足でゴール

したときは、先生たちもみんなウルウルしてしまっ

て。

（井上）話をしているだけで涙出てきました。涙腺

が弱い…。

（矢田）（写真も）いい顔してはる。

（井上）（学園は）何人くらい？

（加藤）子どもの数は20人いなかったから、手厚い

ですよ。常時介護が必要な子は１対１、そうでな

い子でも先生１人に対して１～２人でみてもらえ

る。

（井上）アットホームな感じで、良い環境ですね。

（加藤）でも知らない世界だったから、最初に飛び

込むときは大丈夫かなって不安でした。

（井上）感染症の心配もありますしね。子どもって、

バイキンの塊みたいなところあるし。

（加藤）それでも循環器の医師からも、支援施設に

は行かせた方がいいと言われていたので。リスク

があるのはもちろんだけど、子どもたちの中で成

長していくからって。そんな風に言ってもらえる

なら、行かそうかなと思いまして。

（井上）でも、本当に行かれてよかったですね。（本

人の）世界が変わっただろうし。

（加藤）本人も楽しかっただろうと思います。

（井上）同じような立場の方がおられたら、背中を

押しますよね。
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７．秋雪くんとの６年　～当時と今で思うこと

（井上）当時は（秋雪くんの人生が）短いと思われ

ていましたか？

（加藤）短くはなかった。普通の感覚なら短いと感

じると思いますが、でも１日１日が濃かったので、

実り多き人生というか。

（井上）子どもが亡くなった方って、「時間が止まっ

てる」って言いますけど、そんな感じはないですね。

（加藤）たぶんＣＭのおかげだと思います。（亡く

なって）１年ぐらいでたまたま雑誌で見つけて応

募して、ＣＭになってテレビに流れてって、その

間がけっこう早かったんです。ちょっと自分でも

ビックリで。なんか運命みたいなものも…。

（井上）秋雪くんどう言うてるんやろね。「ぼく、めっ

ちゃ有名になってる♪」

（中井）「テレビ出てる～♡」って。

（加藤）きっとそれがきっかけで、あんまり立ち止

まらずにいれたのかなぁって。未練をそんなには

残してないというか。

（伊藤）さっき言うてはったように、１日１日が濃

くて大事に生きはったから、前に向こうとしはる

流れもできたような。

（加藤）それと、もう１つ大事なことが。通園して

た施設で写真のボランティアをしてなければ、あ

のＣＭにはつながってなかったです。秋雪が亡く

なってすぐカメラを処分しようと思って、「明日カ

メラ売りに行く！」って決めたら…その日に、施

設から「写真のボランティアしませんか？」って

電話が。そしたら何の迷いもなく「よろしくお願

いします」って答えてて。

（井上）そうなんですね。写真のボランティア活動。

（加藤）（先生方と父母会の方が）いろいろ話し合っ

て悩んで声かけてくれたって、後から聞きました。

（伊藤）声かけるほうも安易な気持ちではなかなか。

余計に傷付けるかも…とかね。

（加藤）１日ずれてたら、もうカメラはなかったか

ら。

（井上）すごいですね、それ。運命ってあるのかな

…やっぱり。

（伊藤）話を聞いてると、あるんやなと思いますね。

でも、その運命はたぶん自分で引き寄せるんやろ

な、一生懸命やってはったから、そういう運命が

来たんやろなって。

（井上）なんか映画みたいやね。

（伊藤）次、映画化する？本は出たし。

（加藤）ドラマにはなったけどね。ダウン症の子が
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出てくれて、すごく感動的なお話になってた。あと、

偶然なんですけど、視聴率が30.1％だったんです。

逆にすると103で秋雪の命日なのね。

（一同）え～！！

８．ハンディキャップのあるお子さんを持つ親御

さんへ

（矢田）自分が亡くなった後のことで不安を抱えて

おられる親御さんもいらっしゃると思うんですけ

ど、いずみの学園に行かれて気付かれたことって

ありますか？

（加藤）このことは、子供に障害があるとわかった

時点で最初に頭によぎってると思います。秋雪の

お友達は成人してるんで、その辺りの問題がちょっ

と出てきていて。今現在、施設っていうか、日常

過ごすための行き場所がない。これって当事者た

ちでどうにかなることじゃなくて、行政を巻き込

んだりしないと進んでいかない。それが今、本当

に足りてない。

（井上）そうですよね。やっぱり居場所がないって

いうか、働き場所っていうかね。

（加藤）障害が重ければ重いほど（外に）出られな

いので、おかあさんがずっと毎日付きっきり。学

校を卒業するともう…。

（井上）お家にしか居られない。居場所がなくなっ

ちゃうよね。作業所とかもあるけど…。

（加藤）でも、どっちかというと、元気というか動

ける子（が行く）。一般企業の障害者枠は、耳が不

自由な方とか、普通にお仕事できる（人が対象）。

（井上）集まって何かができるような場所みたいな

のが、ほんとに必要。

（加藤）本当は、金銭面とか生活面のケアとかもちゃ

んとしてくれる大きな枠みたいなのが必要だと思

うんですけど、親の力だけではどうにもならない

ので…。

（井上）仲間づくりって大事っていう話をしたけど、

卒業するとそういう場所がなくなってしまいます

よね。

（加藤）１回離れちゃうんですよ。小さいころにで

きた繋がりはあるけど、大きくなれば障害の程度

の差が出てきたりで縁が切れるとか。なかなかそ

こは難しいところで。

（井上）ケアする親も高齢になるし、難しい問題が

あるだろうなと思います。

（加藤）買い物行きたいときは、ヘルパーさんを時

給でお願いするとか、今はたぶんそういうやり方

しかない。

（井上）今、地域で高齢者も障害者もみんなみましょ

うっていう方向だから、もっと細かい地域ごとに、

みんなある程度一緒に過ごせるような場所を作れ

ばいいのに、と思う。ただ、高齢者が多いので、

高齢者ばっかり！ってことになってしまいそうな

気はするけど…。

（加藤）そうですね。（高齢者が）占める割合は大

きいですね。

（井上）入所してはる高齢者の方も、小さいお子さ

んが来られたらすごい嬉しそうにしてはる。それ

が人間社会のあるべき姿やと思うので、そこを「高

齢者やから」とか「障害者やから」とかバラバラ

にするんじゃなくて、みんないてパズルのように

助け合ってね。

（加藤）そうなれば、ここの不安もいくつかは（解

消されるかな）。

９．「人の幸せは、命の長さではないのです」

（加藤）会ったことはないですけど、子供専門の心

臓病のお医者さんの言葉。本当にこの言葉で救わ

れましたね。

（井上）本当にそうですよね。決して命は長さでは

ないのを目の当たりされて。秋雪くんが生まれて、

幸せをもらわれましたね。

（加藤）すごく良い時間をいっぱいもらいました。

もう（亡くなって）20年ですが、何をやるにして

もあの時間が自信や支えになっています。秋雪は

「超晴れ男」で、秋雪のことでこうやっていろいろ

な所に行かせてもらってますが、まあいつも天気

の良いこと！雨の予報が晴れちゃった♪なんてこ

とが多々あったんで、偶然じゃないなって。

（井上）私、20年ぶりくらいにこの本を読ませても

らって、自分の人生を振り返ってアルバム見まし

た。こういう気持ちに戻らなあきませんよね、人間。

尖ってきたときにちょうどいい感じに…。
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（伊藤）削ってもらったんですね（笑）

10．最後に

（加藤）人の言葉ですけど、「自分に降りかかる良

いこと・悪いことは、必要だからやってきてる」。

私もほんとキツいこともありましたが、秋雪との

家族３人に必要なことだったのかな、と後々気付

きました。きっとできないことって近づいてこな

いから、気持ちに余裕を持ってやってみると、意

外に何でもなかったりすることが多い。人生大抵

のことは何とかなると思いますし、何とかならな

ければ、誰かに助けてもらえばいいんじゃないか

な、とも思います。

（中井）乗り越えられない試練ってないのですね。

（井上）深い。深イイって押さなあかん。ありがと

うございます。

左から矢田主事、中井主事、井上広報副部長、加藤浩美氏、伊藤主事、松本広報部長
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東欧のドナウ川はドイツに端を発し、黒海に向かって東進していきます。

しかし、ハンガリーに入ると突如南に進路を変え、ハンガリーを南下して、セル

ビア方面へ向かいます。

この曲がり角を人はドナウベント（ドナウの曲がり角）と呼びます。

相続法改正、債権法改正、等々。近時の法改正は私たちの業務にも直結しており、

実務にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。

それはある種、我々にとっての大きな変化、曲がり角（ベント）とも言えるもの

ではないでしょうか。

「法令及び実務に精通し」という言葉がありますが、先に述べた法改正は避けて

通ることができないもので市民のニーズに応えることが私たちの責務として求めら

れています。

この特集が法改正などのキャッチアップの一助となれば幸いです。 

特　集
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１．はじめに

最近は、民事法制の改正が異例の繁忙期にある

といわれ、昨年の通常国会においては、法務省関

係で５本の法案を提出され、成立している。また、

今年の通常国会においても同様であるとみられて

いる。これらの法律の改正等は、司法書士実務に

与える影響も大きい。そこで、本稿では、最近の

民事法制改正の動向について、概観を試みること

とする。なお、筆者は、日本司法書士会連合会の

理事で、民事法改正対策部の担当を務めているが、

本稿における意見にわたる部分は、筆者の私見に

基づくことを予めお断りしておく。

２．平成30年常会で成立した法律

（１）人事訴訟法等の一部を改正する法律（平成30

年法律第20号）

これまで、人事訴訟法及び家事事件手続法には、

国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件

（例えば、夫婦の一方又は双方が外国籍を有する夫

婦間において提起された離婚訴訟事件など）につ

いて、どのような場合に日本の裁判所が審理及び

裁判をすることができるか、という国際裁判管轄

に関する規律について、明文の規定がなかったが、

今回の改正は、国際的な要素を有する人事訴訟事

件及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため、

これらの事件に関して日本の裁判所が審理及び裁

判をすることができる場合等を定めることとした

ものである。

例えば、相続に関する審判事件などの家事審判

事件や家事調停事件についても、事件の類型ごと

に日本の裁判所で審理及び裁判をすることができ

る場合が定められる（改正後の家事事件手続法第

３条の11）。すなわち、裁判所は、相続に関する審

判事件（別表第１の86の項から110の項まで及び

133の項並びに別表第２の11の項から14の項までの

事項についての審判事件をいう。）について、相続

開始の時における被相続人の住所が日本国内にあ

るとき、住所がない場合又は住所が知れない場合

には相続開始の時における被相続人の居所が日本

国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れ

ない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内

に住所を有していたとき（日本国内に最後に住所

を有していた後に外国に住所を有していたときを

除く。）は、管轄権を有するものとされる。また、

当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺

産の分割に関する審判事件（別表第２の12の項か

ら14の項までの事項についての審判事件をいう。）

の申立てをすることができるかについて定めるこ

とができるものとされる。

施行期日は、平成31年４月１日である。

（２）民法の一部を改正する法律（成年年齢関係）（平

成30年法律第59号）

民法の定める成年年齢（第４条）は、単独で契

約を締結することができる年齢（第５条）という

意味と、親権に服することがなくなる年齢（第818

条第１項）という意味を持つものであるが、この

年齢は、明治29年（1896年）に民法が制定されて

以来、20歳と定められてきたところ、今回の改正は、

これを見直して18歳とするものである。

また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められて

おり、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっ

ていた（第731条）が、今回の改正では、女性の婚

姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を

統一することとされた。

このほか、年齢要件を定める他の法令について

「民事法制改正の動向」

洛北支部 内　藤　　　卓

特　　　集
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も、必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正が

行われている。例えば、司法書士についても、18

歳から登録することができるようになる（改正後

の司法書士法第５条第２号）。

施行期日は、2022年４月１日である。

（３）民法及び家事事件手続法の一部を改正する法

律（相続法の改正）（平成30年法律第72号）

詳細は、中野美和会員の別稿に譲ることとする

が、将来的にも長きにわたって経過措置を踏まえ

た実務対応が求められるので注意が必要である。

（４）法務局における遺言書の保管等に関する法律

（平成30年法律第73号）

詳細は、中野美和会員の別稿に譲ることとする。

施行期日は、2020年７月10日である。

（５）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

別措置法（平成30年法律第49号）

所有者不明土地問題の解消を図る観点から、登

記官が、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわ

たり相続登記がされていない土地について、亡く

なった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、

長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、

法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産

登記法の特例が設けられた（第40条）。そして、こ

の調査業務については外部に委託され、現在全国

的に作業が進められているところである。

また、地方公共団体の長等に財産管理人の選任

申立権を付与する民法の特例も設けられた（第38

条）。

本法は、平成30年11月15日から施行された。ま

た本法で創設された「地域福利増進事業」など、

所有者不明土地の利用を円滑化する仕組みに関す

る規定は、2019年６月１日から施行される予定で

ある。

３．今年の常会に提出される改正法案等の状況

現在、法制審議会において多くの法改正の議論

が大詰めを迎えている（本稿脱稿時（平成31年２

月５日現在）。そして、今年の通常国会に改正法案

等が上程される方向である。

（１）民事執行法制の見直し

「債務者財産の開示制度の実効性の向上」「不動

産競売における暴力団員の買受け防止の方策」「子

の引渡しの強制執行に関する規律の明確化」「債権

執行事件の終了をめぐる規律の見直し」について

審議がされ、要綱案の取りまとめ（平成30年８月

31日決定）がされた。

（２）戸籍法制の見直し

国（法務大臣）において、戸籍情報連携システ

ムを構築し、マイナンバーと紐付けして、身分関

係等情報を行政機関等に提供する仕組みを作る等

の改正である。任意後見受任者（家庭裁判所によ

り任意後見監督人が選任される前における任意後

見契約の受任者をいう。）も、死亡の届出をするこ

とができるものとされるようである。平成31年２

月１日要綱案の取りまとめがされた。

（３）特別養子制度の見直し

「特別養子縁組の成立に係る規律の見直し」「養

子となる者の年齢要件等の見直し」について審議

がされ、平成31年１月29日要綱案の取りまとめが

された。

（４）変則型登記の解消に向けての特例法

所有者不明土地問題の解消の観点から、特例法

の制定によって、登記官は、変則型登記がされた

土地（所有権の登記がない一筆の土地のうち、表

題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は

一部が登記されていないものをいう。）について、

必要があると認めるときは、職権で、その所有者

等（所有権又は共有持分が帰属し、又は帰属して

いた者をいう。）の探索を行うものとされ、また、

登記官の調査権限について、登記官は、変則型登

記がされた土地の所有者等の探索のため、①当該

変則型登記がされた土地や近隣の土地の実地調査

をすること、②関係者からその知っている事実を

聴取し又は資料の提出を求めること、③その他変

則型登記がされた土地の所有者等の探索のために
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必要な調査をすることができるとするなど、登記

官による調査に関する所要の規律が設けられるよ

うである。

（６）成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

案

昨年の通常国会、さらには秋の臨時国会に上程

されたものの、継続審議となり、持ち越しとなっ

ていたものである。この法律が成立すれば、成年

被後見人等の欠格条項の見直しがされ、各種法人

の根拠法や各士業に係る業法等から「成年被後見

人又は被保佐人であること」という欠格条項が削

除されることになる。例えば、司法書士法第５条

第２号も改正されることとなっている。

４．今後の課題等

（１）債権法の改正に関する施行準備

2020年４月１日から施行予定である。取引実務

に与える影響は大きく、将来的にも長きにわたっ

て経過措置を踏まえた実務対応が求められるので

注意が必要である。また、例えば、あらゆる根保

証（保証人が法人でないものに限る。）について、

極度額を定める必要がある（新法第465条の２）点

は、強行規定であるので注意が必要である。入院

や施設入所の場合の保証についても、該当する可

能性がある。

なお、施行日には次の二つの例外がある。

①定型約款について

定型約款（新法第548条の２）に関しては、施行

日前に締結された契約にも、改正後の民法が適用

されるが、施行日前（2020年３月31日まで）に反

対の意思表示をすれば、改正後の民法は適用され

ないことになる（改正附則第33条）。この反対の意

思表示に関する規定は、平成30年４月１日から施

行されている（改正附則第１条第２号）。

②公証人による保証意思の確認手続について

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務

とする保証契約は、一定の例外がある場合を除き、

事前に公正証書が作成されていなければ無効とな

る（新法第465条の６）が、施行日から円滑に保証

契約の締結をすることができるよう、施行日前か

ら公正証書の作成を可能とすることとされている

（改正附則第21条第２項及び第３項）。この規定は、

2020年３月１日から施行される（改正附則第１条

第３号）。

（２）会社法制（企業統治等関係）の見直し

法制審議会の議論を経て、今年の通常国会に上

程される見込みであったが、報道によれば、先送

りとなったようである。

主に上場企業向けの改正といわれているが、登

記実務に影響を与える点のみ列挙すると、①株主

総会資料の電子提供制度に関する規律が改められ、

電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、

その定めを登記しなければならないものとする、

②取締役の金銭でない報酬等のうち当該株式会社

の株式又は当該株式の取得に要する資金に充てる

ための金銭に関するものについて、募集株式の発

行等と同様の規律を設ける、③株式交付（株式会

社が他の株式会社をその子会社とするために当該

他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡

人に対して当該株式の対価として当該株式会社の

株式を交付する）の制度の新設、④成年被後見人

に関する取締役等の欠格条項の削除及びこれに伴

う規律の整備、⑤新株予約権に関する登記事項の

簡素化、⑥会社の支店の所在地における登記の廃

止、⑦代表者の住所についてインターネットによ

る登記情報提供サービスの閲覧対象から外す、等々

である。

（３）物権法制の見直し

「登記制度･土地所有権の在り方等に関する研究

会」が設置され、民法及び不動産登記法の見直し

（所有権の在り方、登記申請の義務化等）について

検討されており、この議論を踏まえて法制審議会

に諮問される方向である。担保法制の見直し（譲

渡担保の法定等）についても今後検討が始められ

るようである。



Vol. 97

－ 16 －

（４）家族法制の見直し

「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に

関する研究会」が設置され、「生殖補助医療により

出生した子に関する親子法制の整備」「嫡出推定制

度の見直し」について検討されており、この議論

を踏まえて法制審議会に諮問される方向である。

（５）民事裁判手続のＩＴ化

「民事裁判手続等ＩＴ化研究会」が設置され、Ｉ

Ｔ化について検討されており、近い将来民事訴訟

法の改正等の動きが出てくるようである。

（６）商業登記に関する改正等

オンライン･ワンストップ化の議論を受けて、発

起人が電子署名をして申請した電子定款の認証手

続については、発起人が希望すれば、公証役場に

赴くことなく、スマホ等を利用したＴＶ電話機能

を利用して認証を受けることができるようになる。

また、司法書士等が定款作成代理人として電子署

名をして申請した電子定款の認証手続についても、

2019年９月頃から同様となる見込みである。さら

に、2021年３月末までに、株式会社等の設立の登

記の申請と定款認証の申請のシステムが統合され、

両申請を同時に行うことができるようにすること

が計画されている。

以　上
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私は、先の会報96号に「相続法改正の要点整理」

という拙稿を書いた。その後、第196回通常国会に

おいて、「民法及び家事事件手続法の一部を改正す

る法律案」（以下「改正相続法」という）が可決成

立して昨年７月13日に公布され、本年１月から順

次施行されることになった。注１

そこで今回は、前回の続編として、前回整理し

た要点①「（配偶者の）長期居住権」②「（預貯金の）

仮払い制度」③「（自筆証書）遺言書の保管制度」

④「遺留分（減殺改め）侵害額請求権」⑤「相続

による権利承継に関する規律」⑥「相続人以外の

者の貢献を考慮するための方策」の６項目が、改

正相続法で最終的にどのような位置づけに落ち着

いたのかを検証し、我々司法書士実務における注

意点を再度整理する。

前回の要点の最終着地点を大まかに言うと、①

の「（配偶者の）長期居住権」は「配偶者居住権」

という新しい権利の創設に花開き、②の「（預貯金

の）仮払い制度」は「遺産の分割前における預貯

金債権の行使」という正式な制度に出世し、③の

「（自筆証書）遺言書の保管制度」については法務

局が遺言を預かるという画期的な制度が出来て「法

務局における遺言書の保管等に関する法律」なる

新法が作られ、④の「遺留分（減殺改め）侵害額

請求権」については金銭債権化、即ち争点が「受

遺者又は受贈者の負担額」につきることが明確と

なり、⑤の「相続による権利承継に関する規律」

については「登記、登録、その他の対抗要件」が

必要であるとして従来の判例が大きく変更され、

⑥の「相続人以外の者の貢献を考慮するための方

策」については「特別の寄与」という新たな章を

設けるほどの厚遇となった。

時間のない方は、上記約300文字を虎の巻にして

いただければ幸い、以下、時間のある方向けに、

実務に影響があると思われる点を少し解説する。
注２

「配偶者居住権」（改正相続法1028条）は、限り

なく物権に近い、終身かつ賃料先払いの賃借権が

新たに創設されたと考えてよい。「配偶者居住権」

を設定すると、残る所有権は重い負担の付いた所

有権ということになる。また遺言で「配偶者居住権」

を遺贈すると、具体的相続分算定の際に持ち戻し

免除の推定の対象になる（改正相続法1028条３項）。

但し、特定承継遺言の場合は、あくまで遺産分割

方法の指定となり、「配偶者居住権」の分は別枠扱

いとはならない（と読める）。具体的相続分算定場

面での有利性という点から「遺贈」を選択するのか、

相続登記申請形態の簡便性という点から「相続さ

せる遺言」を選択するのか、当面は悩むことにな

りそうである。

「遺産の分割前における預貯金債権の行使」（改

正相続法909条の２）については、最大の関心事で

あった一つの銀行ごとの上限額が、最終的に150万

円となった。（民法第909条の２に規定する法務省

令で定める額を定める省令）例えば億万長者の相

続での150万円を、蟻の一穴とみるのかチリも積も

ればとみるのか、このあたりは現実の運用が始まっ

てみないと何とも言えない。但し、別々の相続人

から請求に来られる銀行はたまったものではない。

これらの事情から、法定相続情報一覧図に法定相

続分を記載するような要望が、金融界から出てく

るかもしれない。

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」

については、法務局の受入れ態勢とのからみから、

施行が少し後になる。受付窓口のプライバシーの

確保など考えると、京都地方法務局あたりでは、

続相続法改正の要点整理

洛央支部 中　野　美　和

特　　　集
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３階に遺言書受付専用の個室を作ることになるの

であろうか。とはいえ、我々司法書士は、施行と

同時に活用を迫られることになる。そう考えると、

施行直前に法務局との合同研修会のようなものを

した方が良いと思われる。京都会の研修担当の方々

に、この点をくれぐれもお願いしたい。

「遺留分減殺請求」という重々しい文言を遺留分

侵害額請求権（改正相続法1046条）と改め、結果

として遺留分訴訟の争点を「受遺者又は受贈者の

負担額」（改正相続法1047条）に集約させることと

なった点は喜ばしい。但しこの制度を使いこなす

には、まずは遺留分を算定するための財産の価格

を集計し、次いで具体的相続分を計算して遺留分

侵害額をはじき出し、そこから受遺者受贈者の負

担額を確定させる、これら各場面での計算方法を

頭の引き出しに整理しておく必要がある。そのた

めには、日々の研鑽によるアプリの更新が重要と

思われる。

「相続による権利承継」を第三者に対抗するため

には「登記、登録、その他の対抗要件」が必要と

規律化された点（改正相続法899条の２）について

は、司法書士業務をアピールする場面が増えるこ

とを歓迎する一方、相続登記に迅速性が要求され

るようになったことを認識する必要がある。相続

案件の受任にあたっては相続登記だけを急ぐので

は足りず、遺言の有無の確認や遺産全体の把握を

手際よく行った上で速やかに相続登記を行うよう

心掛けたい。この際今一度初心に帰って、対抗要

件の意味とこれを備えることの重要性を再確認し

たい。

民法相続編第10章の「特別の寄与」（改正相続法

1050条）は、同第３章相続の効力中に定められて

いる「寄与分」（現行民法904条の２）とは性質が

異なる。一方、その行為が単なる寄与というだけ

では足りず「特別な寄与」が必要という点は共通

しており、話をややこしくしている。したがって、

依頼者との打合せ場面で「特別の寄与」という言

葉が出てきた際には、その言葉が法定相続人によ

る寄与分申立ての場面で使われているのか、法定

相続人以外の親族による特別寄与料申立ての場面

で使われているのかを、混乱なく聞き取ること、

場合によっては混乱している依頼者に適切に説明

することなどが必要となる。

注１：施行期日は原則平成31年（2019年）７月１

日ですが、自筆証書遺言の方式緩和につい

ては平成31年（2019年）１月13日、配偶者

居住権については平成32年（2020年）４月

１日、法務局における自筆証書遺言の保管

制度については平成32年（2020年）７月10

日です。

注２：本稿の内容は、平成31年１月現在の情報に

よるものですが、この会報が出る頃には、

さらに詳しい資料や具体的な運用方法が公

開されていると思われます。とりわけ自筆

証書遺言の方式緩和については日司連や近

司連での研修が目白押しです。また、法務

省民事局のＨＰにも「自筆証書遺言に関す

るルールが変わります」と題してＱ＆Ａが

掲載されています。
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（１）はじめに

2016年５月、「成年後見制度の利用の促進に関す

る法律」が施行され、同法に基づき翌2017年３月、

「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定され

た。現在の成年後見制度は2000年４月に始まった

ものだが、制度が必要な人に必要な支援を届けら

れるよう、現行制度の課題を指摘し、国･地方公共

団体･関係団体等の積極的な取組みを求めたのが基

本計画である。

基本計画の対象期間は2017年度からの概ね５年

間とされており、今年（2019年度）は中間年度に

あたる。本稿では、成年後見制度の利用促進に関

する現状をごく簡単に見渡したい。

（２）地域連携ネットワークの整備

基本計画では、全国どの地域においても必要な

人が成年後見制度を利用できるように、各地域に

おける相談窓口を整備するとともに、成年後見制

度の利用が必要な人を発見し、適切に必要な支援

につなげる地域連携の仕組み（権利擁護支援の地

域連携ネットワーク）を整備する必要があるとさ

れている。地域連携ネットワークを整備するため

にはコーディネートを担う「中核機関」が必要で

あり、基本計画では全国の市町村（広域も可能）

に対して設置を求めている。

京都府内でも、既にいくつかの自治体が中核機

関の設置に向けて動き出している。精華町もその

１つであり、筆者も設置に向けた準備会に参加し

ているが、人口４万人弱に過ぎない同町の積極的

な取組みは全国的にも注目を集めている（もっと

も精華町としては、将来的には広域による運営を

視野に入れている）。府内全域でネットワークが整

備されるよう、リーガルサポート京都支部は京都

弁護士会･京都社会福祉士会と協力して、様々な働

きかけを行っている。

（３）意思決定支援

基本計画では、成年後見制度の運用において、

財産の保全の観点のみならず、本人の意思決定支

援や身上保護等の福祉的な観点も重視する必要性

を説いている。

意思決定支援については、2017年３月に「障害

福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイド

ライン」が、2018年６月には「認知症の人の日常

生活･社会生活における意思決定支援ガイドライ

ン」が、それぞれ厚生労働省において策定されて

いる。また、大阪府においては、大阪家庭裁判所

と三士会とのメンバーによる「大阪意思決定支援

研究会」により、2018年３月に「意思決定支援を

踏まえた成年後見人等の事務に関するガイドライ

ン」が発表されている。

意思決定支援の仕組みを後見制度の運用にどう

取り入れていくかは今後の重要課題である。意思

決定支援をどう定義づけるか、法律行為において

意思決定支援をどのように実現していくかについ

ては、さらなる議論が必要であろう。

（４）診断書の改訂

2019年４月より、全国統一の新たな診断書の書

式が導入される。

主な変更点の１つとして、意思決定支援の概念

が反映されていることが挙げられる。本人の判断

能力について、「支援を受けて」契約等の意味･内

容を自ら理解できるかどうかで保佐･補助･後見の

類型を判断する形となる。

もう１つのポイントとして、「本人情報シート」

成年後見制度の利用促進に
向けた現状の動き

（公社）成年後見センターリーガルサポート京都支部
副支部長 大和田　健　介

特　　　集
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の導入が挙げられる。本人情報シートは、本人の

生活状況等を記すもので、本人を支援する福祉関

係者が作成する。作成･提出は必須ではないとさ

れているが、診断書作成の際の判断材料として用

いることが想定されているほか、家庭裁判所が本

人の状況をより詳細に把握することが可能となる。

また、シートの作成が、本人を支援するチームの

結成を促す効果も期待されている。

（５）後見制度支援預金

2012年に導入された後見制度支援信託は不正防

止に一定の役割を果たしたと考えられている一方、

本人意思との関係や利便性等の問題が指摘されて

きた。

これに並立･代替する制度の１つとして、預金の

形態は維持しつつ出金に家庭裁判所を関与させる

「後見制度支援預金」があり、各地の地方銀行･信

用金庫で導入が進んでいる。

（６）欠格条項の見直し

成年被後見人等の職業や資格を制限する、いわ

ゆる「欠格条項」については、これらを撤廃する

法案が2019年の通常国会に上程されており、成立

が期待される。

（７）　おわりに

以上、一通り眺めてみると、意思決定支援･身上

保護が重視されていることがわかる。成年後見制

度に求められる役割が、財産の保全･管理を中心と

したものから、総合的な権利擁護に変化しつつあ

るといえる。

今後、制度･運用が変化していく中で、求められ

る職責を果たせるよう、個々の専門職が研鑽を重

ねる必要があろう。
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遺産承継業務と規則31条業務の関係は？

平成14年の司法書士法改正により、従来から司

法書士も行うことができると解釈されていた他の

法律で規制されていない業務のうち、財産管理業

務や成年後見業務をはじめとする一定の業務につ

いて、司法書士法施行規則31条（以下規則31条と

いう）により明文化された。

とりわけ遺産承継業務について司法書士法施行

規則31条業務（以下規則31条業務という）を根拠

として司法書士が業務を行っているが、遺産承継

業務を規則31条業務とすることに疑義があるとす

る意見もあるので、主観的考察を行ってみる。

静岡県司法書士会古橋清二氏は「市民と法」Ｎｏ．

108「遺産承継業務は規則31条業務なのか」で以下

のとおり述べられている。

『遺産承継業務は①遺産の調査･相続人の確定、

②遺産分割③協議結果に基づく名義変更の３段階

に区分することができる。遺産の調査･相続人の確

定は、第２段階の遺産分割に向けた準備行為とも

いいうる。』

『司法書士も私人である以上、本来的業務や規則

31条業務の他に、他の法律で規制されない限り他

人の依頼を受けて様々な業務を行うことができる。

例えば法律判断を伴わない書類の作成、登記事項

証明書の取得、不動産の調査などは司法書士が行

うことについて他の法律で規制されているもので

はない。本稿では附帯業務のうちこのように規則

31条で規定されていない業務を「一般受託業務」

と呼ぶことにするが、呼称の適否はともかくとし

て、司法書士の行う業務は、司法書士でなければ

できない「本来的業務」、附帯業務として規則31条

で規定された「規則31条業務」、規則31条業務で規

定されていない附帯業務としての「一般受託業務」

に大別できると考えられる。』

上記の規定の解釈で古橋氏は破産管財人、不在

者の財産管理人の権限を述べた後、さらに次のと

おり述べられている。

『「財産の管理若しくは処分」は当該地位に就い

たものが（時に裁判所の許可を要することもある

が）主体的に判断して行われる行為をいうとすれ

ば、「これらに類する」地位とは、そのような管理

処分行為を自らの判断で行う権限を与えられる地

位をいうものと考えられる。「遺産承継業務は規則

31条業務」であるという論者は、おおむね本号の

規定にその根拠を求めていると思われるが、先に

みた業務内容のうち、「遺産の調査･相続人確定」

および「協議結果に基づく名義変更」については

遺産承継業務受任者が主体的に判断して他人の財

産の管理･処分を行うという性質のものではない

（「遺産分割」についてはそもそも司法書士が関わ

ることについて疑問があるのでここでは「遺産分

割」に触れない）。』と述べ、遺産承継業務の「遺

産の調査･相続人確定」および「協議結果に基づく

名義変更」を対象として検討する限りでは、一般

受託業務と考えるものであるとの結論を導きださ

れている。

また平成30年２月に京都司法書士会の会員研修

で講師を行っていただいた静岡県司法書士会の中

里功氏は月報司法書士2018．７月号　Ｎｏ．557『「相

続登記の専門家」から「相続の専門家」へ』の29

頁以下で次のとおり述べられている。

『すなわち、同条１号との関係では、遺産承継業

務が「…管財人、管理人その他これらに類する地

位に就き、…他人の財産の管理若しくは処分を行

う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若し

くは補助する業務に該当するのかを検証しなけれ

考　　　察

遺産承継業務の主観的考察

財産管理業務推進委員会　委員長 石　田　雅　也
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ばならないところ、事実関係の調査と資料収集に

すぎない「調査業務」も、遺産分割協議の結果に

基づく債務の履行行為にすぎない「執行業務」も、

いずれも「他人の財産の管理若しくは処分」には

該当しない。また、同条２号との関係でも「調査

業務」や「執行業務」は「他人の法律行為について、

代理、同意若しくは取消しを行う業務」には該当

しない。

では、「調査業務」や「執行業務」は司法書士業

務ではないのかといえば、そうではない。これら

は前掲Ｃ、（具体例として会社の印鑑証明書の交付

申請、公正証書遺言の証人など）の「他法で制限

されていない誰でもできる業務」に属するのであ

る。誰でもできる業務であるからこそ、信託銀行

などが遺産承継業務に進出しているのである。

（　　部分は筆者による。）

ところで、静岡モデルのように遺産承継業務を

３段階に分類せず「始まりから終わりまでで全体

として一つの業務」と捉える場合には遺産分割協

議への関与も司法書士業務に含まれることとなる

が、この場合に規則31条をその根拠とすることが

好都合であったのではないかとも推測できる。

規則31条は司法書士法人の制度化に伴い、法人

の権利能力の範囲を明確化する趣旨で条文化され

たと説明されている。法改正前から司法書士が

すでに業務として受任していた附帯業務の内の主

だった業務を明文化し、法人の権利能力の範囲に

属する行為として定款で定めることを認めたもの

であるから、規則31条の条文化によって司法書士

業務が拡大したわけではない。

一方、規則31条が条文化された平成14年法改正

の前、司法書士が相続人間の合意の形成に立ち入

ることができるとする考え方は存在しなかったは

ずである。遺産承継業務は規則31条業務であり、

同条を根拠に相続人間の合意形成に司法書士が立

ち入ることができるのであれば、規則31条の条文

化によって司法書士業務が拡大したこととなるの

であり、矛盾が生じる。』

遺産分割の調整とは

以下は筆者の考えである。

遺産承継業務はおおむね「調査業務」「遺産分割」

「執行業務（遺産承継業務）」の３段階に分けて考

えることができることと、また３つの段階のうち

「調査業務」と「執行業務（遺産承継業務）」に関して、

司法書士が行い得ることに異論はないであろう。

確かに規則31条が条文化された平成14年法改正

の前に、司法書士が相続人間の合意の形成に立ち

入ることができないとする考えはなかったとは言

い切れないまでも、極めて少なかったことは事実

であるし、規則31条の制定により業務範囲が拡大

したわけでもない。筆者も平成14年改正前に現在

の遺産承継業務に類似した業務を行なったことは

度々あるし、また長い会員歴の方も同じ経験をさ

れている方もおられるはずである。問題は「遺産

分割」の調整であるが、日財協は、「遺産分割の調

整とは、法定相続分による分割を前提としながら、

相続人の意向に従って具体的な分割案を作成の上、

相続人全員に対して提示し、合意を求める事務」

としている。

弁護士法も調整行為についての明文規定は存在

せず、弁護士職務基本規定32条は、「弁護士は、同

一の事件について複数の依頼者があってその相互

間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、事

件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、

辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあ

ることを説明しなければならない。」と規定され潜

在的な利益相反の場合は受任できるが、顕在化し

たときは辞任すべきとし、利益相反の観点からの

規制が働いているのである。感情対立のないこと

が＝利益相反の不存在ではないが「中立型調整行

為」として、相続人間の調整役としての受任が許

容されているのである。

また、司法書士佃一男氏が、「市民と法」　Ｎｏ．

1103（2017．２月号19頁）にて、『遺産承継業務に

おける司法書士の役割一中立型調整役としての関

与の仕方－』という論稿において遠藤直哉弁護士

の論文を引用し『「弁護士が中立に調整行為を行う

ことは、日本の弁護士法、弁護士倫理には規定が

存在しない」としつつ、「代理権を含まない（準）

委任関係において複数当事者の代弁行為と調整（仲

介）行為を受任することは可能なのではないかと
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いう問題といえる」』としている。

つまり「中立型調整行為」は複数の依頼者があ

るが、代理行為と異なり、相手方という概念は存

在せず双方代理は適用されないものであり、調整

役がいずれの代理人になるものではないものであ

るから、紛争が顕在化する以前という絶対条件は

あるが、司法書士も行うことができるのではない

かと考える。前掲古橋氏は『中立型調整型という

概念はいまだ一般的でないことに加え、一部の依

頼者に加担してしまう可能性は十分にありうるこ

とである。』としているが、これに対しては調整す

るという行為が存在し、これに「中立型調整行為」

という概念を当てはめて普遍化するために行動を

起こして行くものではないか。

また、規則31条の条文化によって司法書士業務

が拡大したわけではないが、規則31条の制定前は

遺産分割へ立ち入る考え方が存在しなかったので

はなく、制定されることにより業務の範囲が浮き

彫りにされたものである。

司法書士が遺産承継業務を行うに際して重要な

留意点として、相続人間で意見が対立した事態に

なったときは、以後は、利害を調整することには

関われないことである。

遺産承継業務を受託した場合、被相続人の総財

産の価格が140万円以下ということは通常想定しに

くいことである。つまり司法書士は遺産承継業務

で紛争性のある事案には関われないが、逆に言え

ば紛争性のない事案には関わることができうると

考える。

紛議性とは

最小判平成22年７月20日は交渉において解決し

なければならない法的紛議が生ずることがほぼ不

可避である案件に係るもの」ならば、「弁護士法72

条にいう「その他一般の法律事件」に該当すると

の一定の基準が示されたものであり、事件性の要

否については明確には判断していない。この点に

ついては弁護士法違反に該当するには事件性は必

要と考えている。弁護士法第３条に規定する「そ

の他一般の法律事務」の解釈につき判然としない

と思われる方もおられるので、紛争性の惹起して

いない業務につき弁護士法の解釈で司法書士が関

与することができるかについては、埼玉訴訟に関

する書籍「司法書士と登記業務」（執筆責任者元日

本司法書士会連合会会長田代季男氏）の第４章職

域論に歴史的な経緯について詳述な記載があるの

で以下に引用しておく。

『「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事

件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査

請求等行政庁に対する不服中立事件その他一般の

法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解

その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋

をすることを業とすることができない。但し、こ

の法律に別段の定めがある場合は、この限りでは

ない」と定めたのである。ここでも、現行弁護士

法３条本文後段の「その他一般の法律事務」の文

言で表現されている弁護士の職域の範囲は、同法

72条の「非弁護士取締規定」に掲げられた種類の

職務に限られる。しかも、右72条に掲げられてい

る職務は、非訟事件を除き全て「紛議性」のある

「法律事件」についての職務であるから、昭和８年

の旧弁護士法の弁護士に専属する職務範囲と同様、

「紛議性」のない法律事務は弁護士固有の職務とは

いえない。

なぜならば、現行弁護士法は92条において、昭

和８年の「法律事務取扱ノ取締二関スル法律」を

廃止するとともに、これを継承整備して、右弁護

士法72条以下の非弁護士の取締規定としたもので

ある。さらに、職業資格は、憲法上職業選択の自

由の例外として、特に、高度の専門的知識能力を

必要とする職能に、国が独占的に与えたものであ

る。その独占資格の保障が弁護士法であれば、72

条の非弁護士取締規定なのである。すなわち、そ

の資格者の固有の職域は取締規定の範囲と同一で

あるのが原則である。資格者間の職域の競業は例

外である。独占でも競業でもなく他の資格者にも

専属しないものは、国民だれでもできる業務であ

る。あえて資格者の業務範囲とする実益はない。』

（　　部分は筆者による）

若い司法書士の方は埼玉訴訟を知らない方も多

いであろうが、登記業務の職域に関する訴訟であ

り、上記書籍は紛議性のありなしについて論点整



Vol. 97

－ 24 －

理にも役立つので興味のある方はご一読いただき

たい。

財産管理業務と授権

規則31条第１号及び第２号を念のために記載し

ておくと以下のとおりの規定となっている。

司法書士法施行規則（司法書士法人の業務の範

囲）

第31条　法第29条第１項第１号の法務省令で定

める業務は、次の各号に掲げるものとする。

一　当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱

により、管財人、管理人その他これらに類する地

位に就き、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

二　当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱

により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その

他これらに類する地位に就き、他人の法律行為に

ついて、代理、同意若しくは取消しを行う業務又

はこれらの業務を行う者を監督する業務

日司連の元会長である佐藤純通氏は平成30年６

月４日に開催された京都での会員研修会で以下の

とおり述べられた。（同日研修会資料Ｐ９～ 10参

照）

『財産管理業務が、一定の地位に就き他人の財産

を管理するという管理者の対外的地位に着目する

と、信託における受託者の地位に類似するところ

もある。単に、「委任契約」による「代理権」の授

与のみならず、「授権」における被授権者の地位等

を包含するものである。すなわち、他人のために

行うという点では共通するが、「本人の名において

行為をなす代理権限」と「自己の名において行為

をなす権限すなわち授権」とを包摂するものと考

えられる。』

『財産管理業務は、私的自治の原則の拡張･補充

として、代理人として「他人の名において他人の

権利を行使すること」も可能であるとともに、管

理者は「自己の名において行為をなす権限すなわ

ち授権」を含んだ行為をする権限を付与される場

合もある。』としている。

以上から規則31条の受託に関する佐藤純通氏の

「授権」について考察すると、依頼者の意思に基づ

く受任者への授権行為であり、その権限の範囲は

個々の授権行為の内容によって定まるのではない

か。授権行為は、内部契約（委任契約）とは別に

存在し、かつ授権行為とは当事者である本人との

合意に基づいてされる、委任に類似した無名契約

であり、請負･雇用･組合などの契約を内部契約と

して成立する任意代理ではないかと考えるられる。

規則31条の解釈について

私論によれば司法書士が遺産承継業務が行うこ

とのできる根拠はやはり規則31条第１号に求めざ

るを得ないと考えるが、その条文解釈は以下のと

おりとなる。

相続人の一人から依頼（授権）があった段階で

は前掲一般受託業務の範疇をこえてはいないが調

査業務に着手と同時に規則31条第１号に規定する

『当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によ

り、管財人、管理人その他これらに類する地位に

就き……』の前段階としての「類する地位」に就

き、調査業務により相続人全員を確定したうえで、

他の相続人から順次に委任があり（準）委任関係

において複数当事者の調整行為を行い、相続人全

員から委任（授権）があった段階で「管財人、管

理人の地位」に就き、最終的には相続人全員の意

図する遺産承継の執行と完了を目的する請負に類

似した段階的に発展していく委任（授権）行為で

はないかと考えるのである。

続いて後段の「処分を行う業務又はこれらの業

務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」で

あるが、相続人全員から受任を受けた後の「処分」

も「代理」も制限的、限定的であり確定した履行

行為としての「処分」と「代理」ではないか。例

えば相続財産を売却する際の残代金決済時の代理

人となりその処分行為を行うことなどが該当し、

受任者の判断での「処分」行為でも「代理」でも

ないと考える。さらに不動産等の売買契約に至る

までの不動産業者に対しての情報提供などは「若

しくは補助する業務」に該当し、売却先や売買価

格の決定を遺産承継業務の受任者の判断で法律行
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為を行うものではない。

上記のとおり筆者自身の経験則に基づき私的解

釈論を展開したが、このような解釈論は顧客であ

る依頼人にとっては殆ど興味のないところであろ

う。しかしながら遺産承継業務を行いまたこれか

ら行おうとする司法書士にとっては重要な問題で

あるため、その根拠をどのように理解し執務を行っ

ていくかを考察したものである。

前掲、古橋氏も中里氏も詳細に理論展開されて

おられるが、両名の結論は司法書士が遺産承継業

を行うことを拒むものではなくむしろ発展させて

いくべきものであるとされており、司法書士が規

則31条の法的な論点整理のないまま拡大解釈し、

顧客から過大なる成功報酬を受領することが非弁

行為として捉えられるのではないかとの警鐘の論

考である。

司法書士会としての報酬基準がない現在におい

て遺産承継業務の成功報酬体系を否定するもので

はないが、司法書士が紛争解決的な代理業務を行っ

たりすることなく、また社会通念上、過大と捉え

られる報酬を受領することのないように配慮すべ

きである。過去、法的な論点整理を行わないまま、

司法書士が本人訴訟支援として実質代理を行った

ことが非弁行為として和歌山訴訟判決の結果に現

れていることを認識すべきである。なんとなれば

司法書士会と弁護士会との関係においては形而上

の概念論から始まり、最終的には利害論に帰結す

るものだからである。最後に私的解釈論が牽強付

会の説となっていないことを望むものである。

参考図書

「市民と法」Ｎｏ．108「遺産承継業務は規則31

条業務なのか」古橋清二氏

「月報司法書士」2018．７月号　Ｎｏ．557『「相

続登記の専門家」から「相続の専門家」へ』中

里功氏

「市民と法」Ｎｏ．1103「遺産承継業務における

司法書士の役割」佃一男氏

「司法書士と登記業務」第４章職域論　執筆責任

者　田代季男氏

『「遺産承継業務」の問題点と留意点』平成30年

６月４日京都司法書士会研修会資料　佐藤純通

氏
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近年、所有者不明土地というものがマスコミに

も取り上げられ、その対策としての法律も整備さ

れつつあります。災害等の復旧工事のためには関

連土地の所有者等の協力が必須であり、相続登記

未了のまま何十年も放置してある土地について、

その相続人を探索する作業が容易でないことは司

法書士の方ならすぐにご理解いただけるでしょう。

昭和60年の司法書士法改正に基づき、社団法人

京都公共嘱託登記司法書士協会（現在は一般社団

法人。以後、「協会」という）が設立され、私も間

もなく入会しましたが、当時は官公署からの相続

人調査及び代位登記等の委託はなかったように思

います。したがって、旧民法を勉強するという機

会もあまりなかったのですが、現在は、京都府を

中心に幅広く公共嘱託登記を受託していますから、

相続法とりわけ旧民法時代の相続法の知識は絶対

的に必要となっています。相続登記を放置してあ

る土地についてその相続人を確定する作業は大変

ではありますが、長年、嘱託登記に関わって来た

経験則からもっと大変だといえるのは、明治期よ

り以前から当該地域の集落が所有してきた「入会

地」に関する登記であると、個人的には考えてい

ます。

１．表題部所有者「大字中」

平成の初め頃だったと思いますが、日本国有鉄

道の民営化に伴う登記業務が協会に舞い込み、大

量の嘱託書作成業務の一部を協会の一社員として

受託しました。そのほとんどがパターンさえわか

れば悩むことのない業務でしたが、世の中そう甘

くはなく、ここで初めて「大字中（オオアザチュ

ウ）」というものに出会ってしまいました。実体的

には日本国有鉄道に所有権が移転しているが、登

記上、日本国有鉄道への移転登記はされていない

表題部のみの登記簿があり、その所有者は「大字中」

と記載されていたのです。

「大字中って何ですか？」と今はよく聞かれる立

場ですが、そのときは正に同じセリフを心の中で

呟きました。いかにしてこの土地の保存登記を行

い、その登記名義人を登記義務者として移転登記

を行うのか……、えらいもんに当たってしまった

というのが正直なところです。

もう一筆、昭和15年に保存登記はしてあるが、

その名義人は「○○郡甲町字Ａ」となっている土

地がありました。「○○郡甲町」ならば（甲町は現

在も存続している）、地方自治体の一つとして法人

格があるので理解できますが、「○○郡甲町字Ａ」

であり「字」が登記名義人となっていることが全

く理解できませんでした。しかし、登記業務の専

門団体である協会の一員として「わかりません」

では済まないので何とかしなければならない……。

紆余曲折しましたが、雑誌登記研究400号の論文「部

落有名義地の登記について」を発見したときは、「こ

れだ！」と小躍りし、かなり難解ではありました

が必死で読みました。その後、関連書籍や論文等

をかなり読んでみましたが、知れば知るほどに何

と難しく奥深い問題であるのかと感じ、現在もそ

の心境は変わりません。登記行政においても、こ

の問題が最も重要ではないかと考えてしまいます。

２．市制・町村制

明治22年に「市制・町村制」（明治21年法律第１

号）という法律が施行され、市町村に独立の法人

格が認められたのですが、江戸時代から存続して

いる小規模の集落であるムラ（市制・町村制によ

り設置された法人格のある「村」と区別するため、

「大字中って何ですか？」

（一社）京都公共嘱託登記司法書士協会
副理事長 李　　　光　雄

考　　　察
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便宜上「ムラ」という）が、そのまま「村」とし

て法人格を持ったわけではありません。市制・町

村制の施行前にいくつかのムラを強制的に合併す

ることにより「村」が創設され、近代的な行政村

が誕生したといえます。これを、一般に「明治の

大合併」といい、明治21年には71，314のムラがあ

りましたが、翌22年には合併により15，859の村が

誕生しています（総務省ホームページ「市町村数

の変遷と明治・昭和の大合併の特徴」参照）。

合併により旧ムラは、新しく誕生した行政村の

一部の地域として、例えば○○区や大字○○と呼

ばれるようになりました。71，314の○○区や大字

○○が誕生したというわけです。なお、現在のテ

レビ等で紹介されるときは、「○○地区」と表現さ

れ、その地区の代表者は「区長」と呼ばれている

ようです。

１で述べた「○○郡甲町字Ａ」は、明治22年に

旧ムラであるＡ、Ｂ、Ｃが合併して町村制に基づ

く「甲村」となり、昭和15年の保存登記時には「○

○郡甲村字Ａ」と登記され、その後、町制施行に

より甲村が甲町となり、昭和44年の登記簿の移記

作業時に「○○郡甲町字Ａ」と記載されていました。

市制・町村制の施行前、例えば、現在の京都府

亀岡市の地域には約100のムラがありましたが（当

時の「町」を含む数である。京都府下の市町村の

変遷については京都司法書士会ホームページの「公

嘱」の「お知らせ2014/ １/28」参照）、明治の大

合併により「亀岡町」と「曽我部村」外16の村が

誕生し、１町17村が法人格を持つに至りました（な

お、現在はその１町17村も合併により亀岡市一つ

となっています）。全国的にこのような合併が推進

されたのですが、各ムラは、かなりというより猛

烈に反対したという歴史的背景があるようです。

３．入会地

合併前のムラといえば、それぞれ世帯合計が数

10戸程度である小規模の地縁共同体というべきも

のでした。京都府下の例でいえば、４つの旧ムラ

が合併して１つの行政たる村が誕生した地域があ

りますが、それでも合併当時の村の総戸数は80戸

足らずという規模でした。

小規模であるとはいえ、旧ムラは、それぞれに

「入会地」といわれる土地、主に山林を所有してい

たようです。ムラが定めたルールに従い、山に入り、

生活に必要な薪、山菜やキノコ、また家畜に必要

な秣を採取し、さらには家を建てる必要が生じれ

ばそのための木を伐採するという、当時のムラの

人々の生活に欠かせない入会地です。

複数のムラが共同で維持・管理してきた入会地

も多く、前述した４つの旧ムラには、合計10筆程

度の共同の入会地がありました。さらに、一つの

ムラの規模が大きい場合には、ムラの一部の地区

毎にそこに所属する世帯だけのための墓地等の土

地もあったようです。

昔の郡部の主要産業といえば農業を思い浮かべ

ますが、入会地における林業もムラの主要なもの

でした。林業で得た利益はムラの公益的な支出に

当てられ、またはムラを構成する各家に配分され

たりしたものと思われます。入会地は、当たり前

のようにムラの所有物として認識され、ムラで慣

習として定められたルールに則り、代々、維持・

管理されてきたのです。

江戸時代から明治期の人々の生活を想像して下

さい。交通手段といえば徒歩しかなく、隣のムラ

に行くというだけでも大変な時代です。現在のよ

うに整備された道路があるはずもなく、山や川を

越えて、例えば現在の亀岡市から京都市へ日帰り

するようなことは困難であったと思います。ある

ムラで生まれた者は一生をそのムラで終えるとい

うのが当たり前であったかもしれません。ムラを

代表して伊勢神宮にお参りするようなことはあり

ましたが（費用捻出のために伊勢講等の名の頼母

子講が営まれていた）、ほかには、せいぜい隣のム

ラに嫁いだり、養子に行ったりする程度だったの

ではないでしょうか。

例えば、ムラに道を造る、若しくは橋をかける

必要が生じたときは、現在のように行政が公共事

業として行うのではなく、ムラの人が総出で作業

をしていた時代です。農業に必要なため池、水路

を造るときも同様でしょう。神事等の行事もムラ

の人が一致団結して運営してきたのであり、した

がって、ムラには慣習法ともいうべき厳格なルー
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ルが存在し、自治会のような組織が構成され、人々

の生活を統制してきたと思われます。ただし、現

代の自治会のように任意加入ではなく、当然に全

世帯が加入しているものであり、反面、ムラのルー

ルを守らない場合はいわゆる村八分のようなこと

があった、すなわち、その組織は自治会でもあり、

行政そのものでもあったといえると思います。

入会地に対する権利は「総有」的にムラの各家

に帰属し、入会地の処分等、入会地について重要

な決定を必要とする場合は、各家の長（世帯主）

が集まる会議で、多数決ではなく全会一致により

決定する慣習があったようです。そして、各家が

有する入会地に対する権利は、その家の者がその

ムラから離れ他の土地へ移転する場合は当然に喪

失するというものでした。また、よその者がある

ムラで暮らすことになっても、当然に入会地に対

する権利を取得するのではなく、そのムラのルー

ルに従い認められて初めて入会地である山に出入

りできたと思われます。

４．土地台帳から登記簿へ

話は前後しますが、明治政府は、地租改正（明

治６年）により、従来の年貢に替えて土地の所有

者から税金を徴収する制度を実施します。そのた

めには土地の所有者を確定しなければなりません。

土地の売買が認められ、地券が発行され、土地台

帳が整備されて、土地台帳に所有者（所有主）と

して記載された者に税が課されていきました。

地租改正に際しては、山林等の入会地について

官有か民有かを区別する「官民有区分」という制

度が実施されています。その際、ムラが使用・収益・

管理してきた事実だけではムラ所有とは認められ

ず、所有権の証拠がないという理由で、官民有区

分により多くの入会地が官有地（国有）に編入さ

れたようです。ただし、入会地の返還を求める運

動も継続していたようで、後に制定された国有土

地森林原野下戻法（明治32年法律第99号）に基づき、

各ムラへ返還された入会地もありました。

官有地への編入を免れた入会地については、土

地台帳上の所有主の欄に「大字中」や「字○○中」

等と記載されたのであろうと考えます。後者は具

体的な旧ムラの名称が記載されたもの、またはム

ラの一部の地域若しくは団体のような名称（区の

下部組織である「組」等）が記載されたものと思

われます。すなわち、当時の調査の結果、その地

域の旧ムラの各家の総有に属する土地であると判

断された場合は、土地台帳上の所有者として「大

字中」と記載されたのであろうと、私はそのよう

に考えています。

明治20年には旧登記法が施行されますが、当時

は所有権の登記が申請されなければ登記簿は編成

されなかったので、土地台帳上「大字中」名義の

土地を処分するようなことがなければ登記簿は編

成されなかったということになります。しかし、

昭和35年の不動産登記法改正によりすべての土地

について登記簿が編成されることになり、土地台

帳に登録されていても未登記である土地、すなわ

ち、一度も権利に関する登記がされていない土地

については表題部だけが新設されることになりま

した。表題部における所有者欄には土地台帳に記

載のとおりの所有者がそのまま移記されたのです。

その後も、権利に関する登記がなされないまま現

在に至り、電算化による登記の時代になっても表

題部のみの登記簿で、その所有者として「大字中」

や「字○○中」等と記載されているものが多数存

在しています。

５．所有権登記名義人「○○郡甲町字Ａ」

１で述べた、昭和15年に保存登記はしてあるが、

その名義人は「○○郡甲町字Ａ」となっている土

地についても、最初の土地台帳上の所有者は「大

字中」となっていました。これは旧Ａムラの総有

の土地であることを表しているものと思われます。

保存登記がされた理由は定かではありませんが、

当時の甲村からの嘱託により登記されたのでしょ

う。保存登記をすることについて旧ムラであるＡ

の強い要望があったのかもしれません。当時の登

記法によれば、官公署が所有権保存登記を嘱託す

る場合には所有権の証明書を要しないものとされ

ていたので、官公署である甲村からの嘱託により、

その嘱託のとおりに登記されたものと思われます。

このような登記は、協会の各社員からの情報に
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よりかなり存在することがわかっています。普通

に売買されるような土地ではなく、したがって個々

の司法書士に売買等の登記の依頼が回ってこない

ので司法書士の中でもあまり知られていないよう

です。ところが、公共事業用地として買収対象に

なったときには協会の社員たる司法書士がたいへ

ん苦労することになります。

さて、ここで疑問が生じます。「○○郡甲町字Ａ」

に法人格はあったのでしょうか。法人格のない団

体は登記名義人となることができなかったのでは

ないでしょうか。

入会地は日本全国に無数にあったようですが、

官民有区分により官有地（国有）に編入されるこ

となく、旧ムラが所有者として認定された入会地

の所有権は、明治の大合併による合併後の行政た

る村に当然に移転したのか、さらにそれが問題と

なります。

６．旧財産区

現在の我々の感覚では、村と村が合併して新し

い村が新設されれば、合併前の村の所有物は新し

い村に移転するというのが正直なところでしょう。

明治政府は、林業を近代化のための主要産業と

して位置づけ、町村合併により、入会地をなし崩

し的に新しく誕生した村の所有としたかったよう

です。しかしながら、旧ムラの人々にとって入会

地は生活の為なくてはならないものであり、合併

により自由に入会地を使用・収益できなくなるこ

とを恐れ、合併そのものに反対する動きが相当活

発化し、血を見るような反対運動もあったようで

す。

ムラ人の激しい抵抗に対し、明治政府は、合併

を進行させるためにやむなく市制・町村制という

法律に「区」の規定を置いたといわれています。

町村制第114条「町村内ノ区……又ハ町村内ノ一

部……特別ニ財産ヲ所有シ……」との規定は、合

併前のムラに元々所有してきた財産がある場合に

は、旧ムラを、法人格のある町村内の一部である

「区」として認めるという前提があるように読めま

す。この財産を持つ町村内の一部である区は、現

在の地方自治法に規定がある「財産区」と対比して、

現在は「旧財産区」と呼ばれており、地方自治法

の施行とともに同法上の財産区に移行したと考え

られます。京都府下に現存する財産区でも、その

設立が明治22年４月であるものが多数存在します

が、それらは正に移行した財産区に該当すると考

えられます。

すなわち、旧ムラが所有してきたと認められる

土地について、所要の手続を踏めば、旧財産区と

して独立した法人格を与えることによりその所有

権を認め、明治の大合併による合併後の村には所

有権が移転しないこととされたのです。あたかも

土地の集合体に法人格を与えたような感覚を持ち

ます。これにより、登記簿の甲区欄には、町村内

の一部である区としての、すなわち旧財産区とし

ての「○○区」「大字○○」等と表記された所有者

が登記されるようになったと思われます。なお、

旧財産区であるかどうかは登記簿の記載からは判

別できません。「旧財産区」という言葉は、すでに

述べたように、戦後の地方自治法に基づく「財産

区」と区別するために戦後に生まれた言葉であり、

したがって、登記簿上の所有者が「○○区」「大字

○○」等であり、それが旧財産区を表すものであっ

たとしても、その登記当時は「○○財産区」と表

示されることはなかったのです。

７．「○○郡甲町字Ａ」は旧財産区なのか

市制・町村制の施行により旧財産区が自動的に

設立されたわけではありません。「○○郡甲町字Ａ」

についていえば、明治22年に旧ムラであるＡＢＣ

が合併して町村制に基づく「甲村」が誕生しまし

たが、ＡＢＣいずれについても旧財産区が設立さ

れたという資料は見当たりません。戦後、地方自

治法に基づく財産区も設立されておらず、現在の

甲町役場に確かめても、甲町には一切財産区はな

いとの回答でした。したがって、登記名義人であ

る「○○郡甲町字Ａ」とは、一体何を指すのかと

いう新たな疑問が生じます。

法人格のない団体は登記名義人となることがで

きないのは過去も現在も変わっていません。法人

格があるとすれば旧財産区としての法人格以外に

私には考えられないのです。ところが、現在の○
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○郡甲町には財産区は一つもない。明治期に設立

された旧財産区であったとすれば地方自治法上の

財産区に移行して、引き続き存在しているはずな

のに……。

○○郡甲町字Ａが明治期に設立された旧財産区

であるから○○郡甲町字Ａと登記されたものと仮

定して、当該土地のみが旧Ａムラの財産であり、

保存登記後に実は処分、例えば、甲村に寄付して

いたのでその移転登記が未登記であるだけで、す

べての財産の消滅により当該旧財産区は消滅した

のでしょうか。明治政府は市町村の一部が独立し

て法人格を持つことを決して好ましく考えていた

わけではなく、旧財産区が所有していた土地がす

べてなくなればその法人格は当然に消滅するとさ

れていたからです。

それとも、実体は旧Ａムラの一部の住民の共有

物であるのに（民法上の共有）、誤って旧ムラであ

るＡの総有物件として○○郡甲町字Ａと登記され

たのでしょうか。疑問は尽きることがありません。

８．記名共有地等の出現

旧財産区を設立しても、いずれは行政村に吸収

され、入会地を利用できなくなるのではないかと

考えるムラもあったようです。官有地への編入

を逃れようとするムラでは、市制・町村制施行前

に、土地台帳上の所有者を、大字中からそのムラ

の全世帯主の連名（全世帯数が50戸なら当時の世

帯主50名の連名）に更正（訂正）することを上申

し、認められたこともかなりあったようです。そ

れにより、表題部に、例えば50名の氏名のみが記

載された共有地や、いわゆる記名共有地（登記簿

上、表題部のみがあり、所有者として「甲外○名」

等と記載されているが、共同人名表がなく外○名

の氏名が不明である土地）が出現したのではない

かと考えられます。共有地と表現されていますが、

実体は総有の土地であるといえるでしょう。

さらに、全世帯主の連名でなくても、ムラの代

表者名義や有力者数名の名義に台帳上の所有者が

変更（訂正）された場合もあり、また、ムラに存

在する神社等に寄進したものであるとの虚偽の申

出をして現在も神社等の名義のままという場合も

ありますし、実在しない虚無人名義さえもあると

思われます。

ほかにも、一旦、官有地として編入されたが、

後日、旧ムラが払下げ等を受けることにより、再

びムラの各家の世帯主の共有名義になったものも

あります。このような場合は登記簿の甲区欄にお

いて何10名もの共有名義となっている場合が多い

ようで、相続が開始すればその度ごとに登記され、

また、その集落から転出した者の持分は、他の共

有者全員に対して均分に移転してあるという登記

簿も散見します。その結果、たいへん複雑な登記

状態となり、おそらく持分合計が１とならない理

由で電算化不適合物件となっている場合もありま

す。

以上のとおり登記名義は実に様々ですが、いず

れの土地も所有形態の最初の出発点は同じであり、

ほとんどが旧ムラの入会地（山林、原野、農地）や、

ため池、水路、墓地等であると考えられます。た

だし、それらの名義如何によって、例えば、売買

による移転登記等を申請しようとしても、いろい

ろと困難な問題が生じているのが今日の現状です。

９．昭和18年３月の市制・町村制改正

旧ムラは、○○区、大字○○等と呼ばれるよう

になりましたが、昭和の時代に至り、いつしか郡

部に於いては旧ムラ毎に、政府主導による部落会

（都市部においては町内会）というものが誕生しま

す。各ムラには自治会のような団体が昔から存在

し、行政の下部組織的な活動もしていたにもかか

わらず、昭和15年には「部落会町内会等整備ニ関

スル訓令」というものが発せられ、同訓令に基づ

く部落会をムラ毎に誕生させたのですが、すでに

存在した団体に無理やり訓令に基づく部落会を被

せたような感じがします。

さらに、昭和18年３月の市制・町村制の改正に

より、町村長の許可を得た場合には、その部落会

または町内会が部落会等の名義で財産を所有する

ことが認められるようになりました。今まで述べ

てきた旧財産区とは別の、新たな部落会・町内会

というものが不動産登記名義人になる資格を与え

られたのです。旧財産区が、売買等により新たに
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財産を取得することは認められていなかったので

すが、この部落会・町内会なら認められたという

わけです。そのような町内会名義の登記簿を一度

だけ見たことがありますが、いずれにせよその数

は非常に少ないものと思われます。

10．ポツダム政令第15号

昭和20年８月14日、日本はいわゆるポツダム宣

言を受諾し、その後連合国軍の占領下に置かれた

のですが、昭和22年５月３日政令第15号（昭和20

年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命

令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会

等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に

関する政令）が公布施行され、連合国軍総司令部

が戦争に協力的な機関とみなした部落会・町内会

は強制的に解散させられたと解されています。し

たがって、現在、存在している自治会等は、戦後

自然発生的に生まれた別の任意団体ということに

なり、通常、権利能力なき社団とか法人格なき社

団として位置づけられています。

政令第15号により、当時の部落会等に属する財

産は遅滞なく処分することとされ、昭和22年７月

３日までに処分されない財産は、同日付で部落会

等の区域の属する市町村に帰属することとされま

した。部落会等に属する財産として、昭和18年の

市制・町村制改正により法人格を与えられた部落

会等が取得した財産は当然含まれますが（前述し

たようにそのような財産はほとんどないものと思

われます）、旧財産区が設立され旧財産区所有と

なった財産以外の土地が含まれるかどうかが問題

となります。すなわち、官有地に編入されること

もなく、また旧財産区所有となることもなく、従

前どおり、旧ムラの人々が所有、維持・管理して

きた土地が含まれるのか、すでに述べたようにそ

の登記名義は多種多様なものとなっている土地で

す。「○○郡甲町字Ａ」名義の土地も、「○○郡甲

町字Ａ」が旧財産区でないとすればその一つであ

ると思われます。

これについては、「……部落会……誕生以前より

所有する部落有財産（註＝部落とは行政区画の大

字又は字を謂うも……部落会は概ね大字又は字を

単位として創られたるに付部落と区画範囲を同じ

うするもの多し）は之に該当しないものと思考致

しますが……」との照会に対し、「昭和18年法律第

81号の施行以前より大字又は字等の名義で部落が

所有しているものでもその実体を……部落会……

が有しているものである場合は、すべて……部落

会……に属する財産であるものと解する」という

回答（昭和23・10・２民事甲第3210号民事局長回答）

があります。

昭和15年の「部落会町内会等整備ニ関スル訓令」

により、ほとんどすべての地域に訓令に基づく部

落会が設立されたと推測しますが、その実際の構

成員は各ムラにすでに存在していた自治会のよう

な団体と同じと考えられ、同じ構成員で二つの団

体を組織しているようなものであり、いずれの団

体も維持・管理していた、すなわちその実体をそ

の団体が有していたのである、ということは可能

だと思われます。したがって、部落会等の区域の

属する市町村に帰属したのだと、そのように恣意

的に解された場合も数多く存在したのではないか

と思われます。

ところで、現在の自治会が戦前から保有する山

林等の登記簿が、表題部に氏名のみが何10名も記

載されている状態でその売却に困っている等々の

行政相談が住民側から総務省に寄せられたことを

契機に、地方自治法が改正（平成26年法律第42号）

されています。近年の大規模な自然災害による復

旧工事にも影響があり改正に至ったものと思われ

ますが、この改正の前提には、訓令に基づく部落

会がすべて維持・管理していたわけではなく、し

たがって政令第15号に該当しないが戦前から自治

会が保有している不動産があるということになり

ます。しかしながら、戦前から自治会が保有する

…という表現にも疑問が残ります。政令第15号に

より、部落会・町内会は強制的に解散させられ

たはずであり、この場合の部落会・町内会とは訓

令に基づくものだけを意味し、明治期から形成さ

れてきた旧ムラ単位の地縁共同体といわれる自治

会のような団体は含まれないと解すればいいので

しょうか。個人的には何度考えても整理のつかな

いところです。
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11．昭和の大合併、「新財産区」

昭和28年の町村合併促進法、昭和31年の新市町

村建設促進法により、新たに多くの市町村の合併

が行われました（詳しくは、前述の総務省ホーム

ページを参照）。これは「昭和の大合併」といわれ

ていますが、この昭和の大合併の際に多くの「財

産区」というものが設立されています（旧財産区

と対比して「新財産区」といわれる）。京都府下には、

146の財産区が存在していますが、旧財産区から地

方自治法上の財産区に移行したであろうものが半

分、昭和の大合併に伴い設立された新財産区が半

分という割合となっています（京都府下の財産区

一覧については、前述「公嘱」の「お知らせ2014/

１/28」参照。ただし、総務省ホームページに掲載

されている平成28年４月１日現在の調査では、京

都府の財産区は118と掲載されているので、かなり

の財産区が消滅したのではないかと思われますが

確認はできていません。）。

教科書的な地方自治法上の財産区の説明として、

例えば、Ｘ村とＹ村が合併してＺ町を設立するに

当たり、Ｘ村Ｙ村に各固有財産がある場合にそれ

をＺ町に承継させず、地方自治法上の特別地方公

共団体であるＸ財産区、Ｙ財産区をそれぞれ設立

し、Ｘ村Ｙ村の各固有財産を各財産区所有財産と

して残すための制度であり、財産区は、財産の管

理等についてのみ権限を持つ特殊なものであると

いうのが一般的でしょう。この説明だけでは「財

産区って何ですか？」という疑問は払拭できない、

すでに述べた明治期の旧財産区誕生の背景を理解

していなければ決して理解できない説明だと思わ

れます。地方自治法第４章第294条以下に「財産区」

の規定がありますが、条文からは財産区のイメー

ジが全く湧いてこないのは私だけではないと思い

ます。

明治22年の町村制施行時に誕生した上記Ｘ村は、

その母体となったいくつかの旧ムラが合併した村

であり、各旧ムラの財産について旧財産区は設立

されなかったものの、さりとてＸ村に承継されて

もいないという土地がある場合に、昭和の大合併

に際しそれらの土地をＺ町に承継させず、おらが

ムラの先祖伝来の財産であるから、各旧ムラの総

合体であるＸ財産区を設立して固有の財産を守る

ことが認められれば昭和の合併に協力する、といっ

たところがその背景であろうというのが私なりの

解釈です。

いずれにせよ、旧ムラすべてについて財産区が

設立されていれば登記申請の添付情報に苦労する

ことはありません。財産区の設立がどちらかとい

えば敬遠されてきたと私は思うのですが、その理

由は、行政側の以下の考え方にあるようです。

その区域内の住民全員が財産区を構成し区域内

の住民はすべて財産区の構成員となること、財産

区は特別地方公共団体たる公法人であるから財産

区所有不動産の売却代金（主に公共事業用地とし

て買収の対象となる）は財産区住民に分配するこ

とはできず、地元の自治会等に寄付することもで

きないというのが、行政側の共通の考えのようで

す。すなわち、財産区の財産は合併前の旧市町村

のものであって、決して住民のものではないとい

う主張です。

地縁共同体ともいうべき旧ムラが財産区だと

いっても過言ではないと思うのですが、先祖代々

にわたり財産を維持・管理してきた住民にとって

は、新しく転入してきた住民は財産区とは何の関

係もないと考えて不思議ではないし、ましてや売

却代金の分配もできず、地元の自治会や青年団等

に寄付することも否定されるというのでは、財産

区を積極的に設立する考えには至らないであろう

と思われます。

12．入会林野整備事業

明治の終わり頃からは、部落有林野統一政策と

いうものが推進されます。部落有林野、すなわち

旧ムラの入会地を、行政に寄付等により移転する

ことが推進されました。木材の安定供給や植林に

よる治水事業のためには、旧ムラ所有のままより

も市町村有が望ましいというもので、この政策に

よりかなりの旧ムラの入会地が市町村有になり現

在に至っていると思われます。

明治初期の官民有区分、明治の大合併に基づく

旧財産区、明治末期に始まった部落有林野統一政

策、昭和22年政令15号による部落会所有財産の帰
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属市町村への移転、昭和の大合併に基づく新財産

区等により、旧ムラ所有の入会地は、国や地方自

治体または財産区へとその所有権が移転していき

ました。それでも、登記上の名義は多種多様であ

るものの、まだまだ事実上旧ムラ所有の入会地は

数多く残っていました。ところが、そのような入

会地は、登記上の所有者と実際の所有者とが一致

しないため、その所有権の帰属や入会地から生じ

る利益等を巡って紛争が生じることが多く、また、

当該土地自体の所有権移転や抵当権設定等の登記

も事実上不可能な状態であったことは容易に想像

できると思います。

そこで、それらの問題を解決し、入会林野であ

る土地の農林業上の利用を増進するため、「入会林

野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」

（昭和41年法律第126号）が制定され、入会林野整

備事業というものが推進されます。山林原野の入

会権を消滅させ、それに代わる権利として入会権

者に対して近代的な民法上の所有権等の権利を与

えるというものです。すでに述べた多種多様の名

義である、旧ムラ所有の土地が事実上対象になっ

たのは間違いないでしょう。なお、いわゆる記名

共有地もこの対象に含まれていたかどうかは、私

にはその資料がなく、よくわからないところです。

入会権者全員の合意により入会林野整備計画な

るものを定め、登記上の所有者と実質上の所有者

とが異なる場合には（ほとんどが該当したであろ

うし、登記上の所有者が自然人の場合は死亡して

いた場合が多かったと思われる）、実質上の所有者

を明らかにした上で所要の手続を踏み（どのよう

にして証明したのであろうか。この証明が最も困

難な問題であったと思われるが…）、都道府県知事

が当該整備計画を認可したときはその旨を公告し、

その公告の翌日に所有権移転の効力が生じるもの

とされ、土地の所有権者として入会権者たる実質

上の共有者（入会権者）全員の共同名義にする登

記が、知事から嘱託されるというものです。しかし、

そのままでは、結局、多数の共有名義となり権利

関係が複雑になるので、取得する共有持分を出資

して生産森林組合を設立することがあらかじめ整

備計画に定められている場合には、生産森林組合

の名義にする登記が知事から嘱託されたようです。

登記の側面から見た場合、この入会林野整備事

業により多くの入会地が生産森林組合等の名義と

なり、その後の当該土地についての売買、担保設

定等が非常にやりやすくなったといえます（個人

的には生産森林組合名義の土地の登記簿を見たの

は数回だけですが…）。しかしながら、林業の担い

手が少なく入会林野整備事業に積極的でない地域

の土地名義は従前のまま存続しているだろうし、

例えば、ゴルフ場として土地を貸し付けることが

目的の場合には、農林業の利用増進のためではな

いので入会林野整備事業の対象とはなりませんで

した。したがって、事実上旧ムラ所有の多種多様

名義の土地の問題がすべて解消されたわけではあ

りません。

13．認可地縁団体

いわゆる町内会等の自治会の会館がある場合に、

その土地建物の名義を登記上の所有者から現在の

自治会の代表者名義に移転する場合、原因は「委

任の終了」で、登録免許税率は1000分の20ですが、

代表者が代わるたびに登記をすれば司法書士の報

酬も含めてその費用は決して安くはありません。

したがって、放置されている例も少なくなかった

のですが、平成３年に地方自治法が改正（平成３

年法律第24号）され、一定の手続を踏むことによ

り市町村長の認可を受けた場合には、自治会等の

地縁による団体にも法人格が認められるようにな

りました。いわゆる「認可地縁団体」といわれる

ものですが、都市部の町内会では、その所有不動

産は自治会館の土地建物だけであるという場合が

多く、その名義も現在の代表者名義である場合は、

認可地縁団体を設立することにより認可地縁団体

へ移転登記することは手続的に難しくはありませ

ん。

しかし、郡部には、その不動産の価値はともか

くとして、複数の不動産を所有する自治会が多数

存在します。それらの不動産が、官有地や財産区

に移転することなく旧ムラが継続して所有してき

た不動産であることは、今まで述べてきたことか

ら理解していただけると思います。
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自治会が有する複数の不動産の名義は、表題部

所有者が「大字中」「○○中」であるもの、表題部

所有者欄に何10名もの氏名のみが記載されたもの、

記名共有地であるもの、その地区の有力者であっ

た者数名が甲区に登記されたままのもの、旧財産

区を表すとしか思えない「大字○○」「○○区」が

甲区に登記されたままのもの等々で、現在の自治

会の代表者名義に変更しようとしても手の施しよ

うがない状態であり、司法書士が依頼されても敬

遠したくなるような事案です。

とりわけ、表題部所有者欄に何10名もの氏名の

みが記載されたものである場合は、公共事業用地

として売却しようとしても事実上不可能であるか

ら困っているとの住民側からの苦情が総務省へ寄

せられ、それを契機として、平成26年には再び地

方自治法が改正されたことはすでに述べたとおり

ですが、この改正により、表題部所有者欄に何10

名もの氏名のみが記載されたものや、甲区の共有

者が多数でその相続人の把握が困難である場合に

は、一定の手続を踏むことにより認可地縁団体名

義に移転できるようになったのです。なお、いわ

ゆる記名共有地も共同人名表がないだけで、実体

は同じような性質の土地だと個人的には考えます

が、対象になるのかどうか、申し訳ないが私には

未だよくわからないところです。

戦前、否、もっともっと以前より、地元の地縁

共同体が（すなわち、旧ムラが総有的に）所有し

てきた土地であり、当該不動産の表題部所有者等

のすべてが当該認可地縁団体の構成員であったこ

と等を一つの要件として、その相続人の一部でも

所在が知れない場合には（ここが個人的には驚き

の部分です）、最終的に市町村の公告手続を経て、

当該認可地縁団体が単独で所有権保存登記等を申

請できるものとされたのです。それらの土地は、

明治初期の官民有区分、明治の大合併に基づく旧

財産区、明治末期に始まった部落有林野統一政策、

昭和22年政令15号による部落会所有財産の帰属市

町村への移転、昭和の大合併に基づく新財産区等

により、官有地または財産区に移転することなく、

さらに前述した生産森林組合名義に移転されるこ

ともなく、旧ムラの構成世帯が所有してきた土地

の一部であると考えられます。この改正により、

今まで苦労してきたことは一体何だったのかと思

う司法書士もおられるのではないでしょうか。

ただし、多数の共有者名義の土地が認可地縁団

体名義になったとしても、地元の地縁団体である

自治会の、昔からの慣習がたやすく変わるとは思

えません。認可地縁団体は地方自治法上の認可を

受けた団体であり、その地区に転入した者であれ

ば誰でも入会できるのであり、入会した者は認可

地縁団体の土地の利用（例えば、山菜を採る等）

も昔からの住民と同じように取り扱われねばなら

ないはずです。また、そもそも土地の売却が困難

なために認可地縁団体を設立し、登記名義を共有

者多数から認可地縁団体に変えることが目的であ

る場合が多いと思われるので、その売却代金の処

理を巡って、代々当該地域に居住する住民とそう

でない住民との間で紛争が起こり得ることは十分

に考えられます。

この点は財産区とは大きな違いです（財産区で

あっても紛争が起こらないとは限らない、と思い

ますが…）。登記上の問題は一定の解決が図られた

が、認可地縁団体設立前の自治会が閉鎖的な団体

であればあるほど別の問題も生じる可能性がある

と考えられます。

14．「○○郡甲町字Ａ」名義の土地の登記

１で述べた「○○郡甲町字Ａ」名義の土地の所

有権移転登記について考察してみます。まず、「○

○郡甲町字Ａ」は旧財産区を表すとしか考えられ

ない。しかし、甲町には旧財産区も新財産区も設

立されたことがない。そして、当該土地は甲町の

所有ではなく、字Ａには字Ａの地縁共同体である

Ａ自治会が昔から存在し、当該土地を所有、維持・

管理してきたと仮定します。

旧財産区としての「○○郡甲町字Ａ」が実は存

在していなかったとしても、「○○郡甲町字Ａ」が

旧財産区を意味するのであれば、財産区の対外的

代表者は甲町長であるから、甲町長から錯誤を原

因として当該保存登記の抹消登記を嘱託する。抹

消により登記簿は閉鎖されるので、あらたにＡ自

治会の代表者個人名義で表題登記および保存登記
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を申請するという方法が考えられます。この方法

は、以下の先例を参考に考えたものです。

「表題部の所有者欄に『大字亀賀総持』と記載さ

れている土地（墳墓）につき、所有者の更正の登

記の申請書に、管轄市町村長の『大字亀賀部落民

の所有である旨の証明書』および部落民作成にか

かる『財産管理規約』ならびに部落民による『代

表者選出議事録』の添付がある場合は、当該不動

産は、いわゆる人格なき社団に属するものとして

代表者個人名義に更正してさしつかえないものと

考えられますが……」との仙台法務局民事行政部

長の照会に対して、「…貴見のとおり取り扱ってさ

しかえない」（昭和48年１月８日付民三第218号民

事局第三課長回答）という先例があります。「大字

亀賀」は、町村制施行時に“亀賀ムラ”が他の数個

のムラと合併し蚕養村が成立したことにより大字

亀賀になったのであり、旧亀賀ムラを指すものと

思われます。明治24年には蚕養村が一箕村と改称

され、昭和30年には若松市（現在、会津若松市）

に編入されていますが、福島県の会津若松市には

「一箕町大字亀賀」という地域が存在しています。

先例の事例は、登記簿が表題部のみの場合です

が、同様の書類を添付情報とすれば私としては問

題ないと考えますが、みなさんの意見を聴いてみ

たいところです。

もう一つ、真正なる登記名義の回復を原因とし

て、Ａ自治会の代表者個人を権利者とする所有権

移転登記を甲町長から嘱託するという方法も考え

られます。不動産登記法の改正により登記原因証

明情報を添付する必要が生じ、真正なる登記名義

の回復を原因とする登記はかなり制限されている

ように思われますが、これが認められるなら表題

登記の申請は必要ありません。いずれにせよ、「字

Ａ部落民の所有である証明書」等の添付は必要で

しょう。

なお、明治の大合併時に旧財産区である字Ａが

設立されていて、現在もＡ財産区が存在するなら

ば「○○郡甲町字Ａ」は財産区を意味するのであ

り、当該土地の所有権移転登記について財産区が

登記義務者であるとして処理すれば問題ありませ

ん。実務上は、念のため、当該「○○郡甲町字Ａ」

名義の土地がＡ財産区のものであるかどうかを甲

町に確認する必要があります。ただし、「Ａ財産区」

とする名変登記、または「Ａ財産区」への承継に

よる移転登記が必要かどうかは悩んでしまいます。

15．時代の変遷

時代が移り変わると共に入会地の利用形態も変

化します。当初は地区の住民が直接利用してきた、

例えば、山に入り薪のための木を採取する等が典

型例です。しかし、プロパンガスの普及によりほ

とんどその必要がなくなったというように利用形

態が変化し、直接利用ではなく、土地を賃貸して

収益することも行われるようになります。送電線

の設置のために山の一部を電力会社に貸すことが

その典型例です。過疎化等による林業の衰退によ

り山の手入れも十分ではなくなりその対策も問題

になっています。また、インフラの整備のために

入会地が公共事業用地として売買の対象になった

場合には、その登記が常に問題になっているのが

現状です。

インターネットで「所有者の所在の把握が難し

い土地に関する探索・利活用のためのガイドライ

ン」で検索すると、国土交通省ホームページに同

ガイドライン第２版が公開されています。これは、

何と、市区町村等の職員向けのガイドラインです。

用地買収に従事された国土交通省の方がその経験

則に基づいて編集されたように思いますが、何が

用地買収において問題になっているのか、司法書

士にも非常に参考になる箇所があり、是非一度、

目を通していただければと思います。

明治以来の旧ムラ総有物件である入会地は、官

有地、財産区、生産森林組合、認可地縁団体等に

その名義が移り変わってきたのですが、まだまだ

当時のままである不動産も多数存在します。その

不動産の名義の意味や背景がわからなければ、官

公署の職員や地元の関係者との打合せも全く理解

できず司法書士の存在意義が問われるのは間違い

ないでしょう。この問題が奥深いのは、先例であ

る通達等を調べるだけで問題の意味が把握できる

というものではない、というところにあると思い

ます。今まで見てきた登記簿には、例えば「○○区」
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名義の土地が、なぜ登記簿に記載されている登記

原因によって権利者に移転できたのかと、疑問に

思うケースもありました。

公共嘱託登記に携わることがなければ、旧ムラ

の所有地である登記簿に出会う確率はかなり低い

のですが、郡部には、大字ごと、すなわちその「区」

ごとに、地方自治法上の財産区は設立されていな

いが“区有財産”と呼ばれる山林等がまだまだ存在

すると思われます。以前、司法書士の大先輩（故

人）から、地縁団体である「○○区民の会」が管

理してきた「○○区」所有の何10筆もの土地の内、

表題部の所有者として計56名の氏名が記載されて

いる土地の売却の相談を持ちかけられ悪戦苦闘し

ているとの報告があり、私にも解決のための情報

を求められたこともあります。

今後も司法書士、とりわけ協会の社員が同様の

相談を受けることは避けられないと思われますが、

「大字中って何ですか？」という質問に対して拙稿

が少しでも参考になればたいへんうれしく思いま

す。なお、私の誤解等に基づき、誤った記述をし

ていることも多々あるかもしれませんが、どうか

ご容赦いただき指摘していただければ幸いです。

追記：平成31年1月11日付で法務省民事局民事

第二課より「変則型登記の解消に向けた法律上の

措置に関する担当者骨子案」に関しての意見募集

がありました。表題部に氏名のみが記載されてい

る登記簿を何とか解消することが目的のようです。

骨子案の内容を理解するため、さらには実体上の

所有者の特定作業のためにも拙稿が少しは役立つ

のではないかと思っています。変則型登記の解消

は相続人調査よりもはるかに困難な作業ではない

かと危惧しますが、明治期からの課題がようやく

解消へと動き始めるのか、期待しつつ注目してい

きたいと思っています。

※以下は、主な参考文献、論文です。論文はネッ

トから検索できます。キーワード、例えば「旧

財産区」「大字中」等で検索すれば参考になる論

文等が多数出てきます。

中尾英俊『入会権　その本質と現代的課題』（勁

草書房、2009年）

鳥越皓之『地域自治会の研究』（ミネルヴァ書房、

1994年）

矢野達雄『法と地域と歴史と』（創風社出版、

2004年）

中尾英俊「入会地の登記をめぐる諸問題」『登記

研究300号記念　不動産登記の諸問題』（帝国判

例法規出版社、1974年）511頁

松沢裕作『町村合併から生まれた日本近代　明

治の経験』（講談社、2013年）

萩原　勉『区長さん奮戦記』（関西書院、1996年）

岩崎信彦ほか『町内会の研究』（御茶の水書房、

1989年）

後藤浩平『認可地縁団体・記名共有地をめぐる

実務Ｑ＆Ａ』（日本加除出版、2016年）

西田幸示「部落名義地の登記について」登記研

究400号（1981年）205頁

石川　隆「入会林野等に係る権利関係の近代化

の助長に関する法律による不動産登記に関する

政令（不動産登記法の特例）等の説明」登記研

究235号、236号

中辻　享「森林管理面よりみた入会林野整備事

業の意義－京都府宇治田原町・和束町を事例と

して」人文地理第54巻第１号（2002年）24頁

廣川祐司「入会の受け皿としての記名共有登記

制度の脆弱性」人間・環境学第20巻（2011年）

97頁

岡本常雄「『共有入会地』と『旧財産区有地』の

区別基準について」Law&Practice　Ｎｏ．４

（2010年）

野村泰弘「神社地の帰属と入会権」総合政策論

叢　第14号（2008年）

江渕武彦「部落有林野統一の性格とその後の公

有地入会権」島大学法学第61巻第３・４号29頁



Vol. 97

－ 37 －

私は社会保険労務士を兼業しています。

社会保険労務士の代表的な仕事は労働保険、社

会保険の事務手続きを事業主や市民に代わって行

うこと。もう一つは、事業主が「ヒト」を適切に

雇用することを通じて最大限の利益を得ることが

できるように支援することです。最大限の利益追

求を求めるということは必然的に不利益を事前に

予防することもその目的に含みます。

「ヒト」を雇用することによって生じる不利益の

典型例は労使間における紛争の発生であり、社会

保険労務士の仕事の大きな目的の一つは、労使間

紛争の発生を未然に防ぐことにあります。このよ

うな仕事を日々行う中にあっては、いわゆる労働

事件のリスクを常に感じることが必要であり、持

てる知識や経験のすべてを用いることで企業の利

益を守ることが必要になります。

一方、司法書士は簡裁代理権を獲得して以来、

その範囲に制限があるものの、労働事件に関わる

ことができるようになりました。私は司法書士と

社会保険労務士を兼業することによって、これま

でに少なからず労働事件に関わってきました。こ

こでは私の経験から得たことを紹介したいと思い

ます。

どのような紛争についても同じことが言えると

思いますが、当事者のどちらを支援するかによっ

て、立場に大きな違いがあります。しかしながら、

他の類型の事件と比較しても労働事件においては

どちらの当事者を支援するかによって生じる差は

顕著であると言わざるを得ません。それは労働基

準法をはじめとするいわゆる労働法が、基本的に

は労働者保護を目的としているところにあります。

したがって労働者側を支援する場合には攻めの姿

勢で業務に向かうことができるのに対し、事業主

を支援する場合には守勢に回らざるを得ないこと

があります。

司法書士を主人公にした場合、受任する業務は

比較的、労働者支援に回ることが多いように思わ

れます。近年、インターネットの普及に伴い、末

端の労働者（もちろんすべてではありませんが）

にまで労働者としての法的な権利意識が浸透し、

得られるものは当然に請求し、自らの権利を実現

すべきという考えが、以前に比べ著しく大きくなっ

ていることは疑いのない事実であると思われます。

実際のところ、未払い賃金（残業代を含む）の支

払いを求める内容をはじめ、不当解雇の無効やセ

クシャルハラスメント、パワーハラスメントの被

害を訴える相談は後を絶ちません。

司法書士の簡裁代理権の制約上、すべてについ

て取り扱うことはできませんが、相談を受けた時

点で訴額が比較的推測しやすいのが未払い残業代

の支払いを求める事案です。依頼者から対象とな

る期間中（労働債権は2年で時効消滅します。）の

平均的な労働時間を聴取し、それに基づいて実労

働時間を推計したうえで訴額を推測します。一般

的に労働者は、ほとんど資料らしい資料を持って

いません。中にはタイムカードの写真やコピーを

保管している依頼者もいますが、大抵の場合は給

与明細の数か月分のみ保管されている程度が多い

と思われます。単純に言えば推測に基づく計算で

算出した賃金総額と給与明細や源泉徴収票に記載

された支給額との差額を請求するわけです。しか

し立証責任が事業主側にあるといっても、その全

額が当然に相手方から支払われるものではありま

せんので、可能な限りの根拠を探し、依頼者にとっ

ての最大の利益を追求していきます。たとえば給

与明細からは多くの情報が読み取れることがあり

労働事件の経験から

城南支部 奥　村　浩　文

考　　　察
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ます。出勤日数、労働時間、未取得年次有給休暇、

固定給や各種手当の額、固定残業代の有無、天引

きされている雇用保険料や社会保険料の額…。依

頼者から聞く話と照らし合わせて想像すると、相

手方がどのような企業であるかなんとなくわかっ

てきます。相手方に弁護士、司法書士、社会保険

労務士など専門家の支援がある場合ほど、相手方

は大方の場合に早期に和解を求めてきます。多く

の場合、未払い残業代を実際に請求するのは、す

でに相手方企業を退職した労働者です。このよう

な労働者の場合には賃金支払の確保に関する法律

では遅延損害金が年14．6パーセントと定められ

ています。また、実際に訴訟となれば未払い額と

同額の付加金の支払いを命じられるというリスク

も生じますし、労働者が「横のつながり」を使う

ことにより同じような請求が連鎖するという危機

も感じます。また実際の訴訟となれば事業主の負

担は想像をはるかに超えます。行政上においては

労働基準監督署への通告という方法も考えられま

す。労働基準監督署の臨検が入れば、すべての労

働者の労働時間について調査が行われ、万一、賃

金の未払いが指摘されると、賃金を再計算の上、

通常過去6月分の未払い賃金を早急に支払うよう

是正勧告が発せられます。このような事態になれ

ば、比較的労務管理に注意を払ってきた企業であっ

たとしても、是正勧告の内容が賃金に関するもの

だけにとどまらず、就業規則の内容全般や安全衛

生に関する事項にまで及ぶことが多く、事業主は

是正勧告への対応に奔走せざるを得ない状況に追

い込まれます。これらの理由から、未払い賃金の

支払請求を受けた事業主にとっては、とにかく一

刻も早く事態を収束させたいという気持ちが先に

走ります。

一方、上述のとおり、社会保険労務士の仕事は

一般的には事業主から依頼を受け、人事労務につ

いて助言し、このような訴訟リスクから事業主を

遠ざけることです。幸いなことに私のいわゆる関

与先（平たく言えば顧問先または日常的に相談を

受けている事業主のこと）の中には、上記のよ

うな危機的な状況に陥った事業主はありません。

万一、それがあったとすれば、私は社会保険労務

士として問題があったということになります。し

かし社会保険労務士として上述のような経験をし

たことがないかと言えば、そんなことはありませ

ん。いくつかの経験はあります。それまでまった

く関与して来なかった事業主から、すでに様々な

請求を労働者から受けているという状況下で助け

を求められるケースです。このような状況で私に

できることは、上述のとおり労働者から請求を行

う場合のちょうど対極に当たります。つまりでき

ることは限られます。最初に行うことは事業主か

ら事実を聞き取ること。そして賃金未払いなどの

事実が存在するのであれば、いかにしてその事業

主の損害（よくよく考えれば損害とは言えないの

です…）を小さく抑えるかを考え、潔く負けを認

めるよう事業主を説得することです。結果的には

事態を早く収束させることが事業主にとって最大

の利益になることは上述のとおりです。とはいえ、

すべて労働者の言いなりになるわけではありませ

ん。社会保険労務士も専門家であり、それなりの

知恵がないわけではありません。さて、ここから

が社会保険労務士の腕の見せどころなのですが、

残念ながら原稿の字数に限りがあるとのこと。こ

こから先は機会を改めて、じっくりお話をさせて

いただきたいと思います。（笑）
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１．自死問題と司法書士

日本における平成30年の死亡者数は１，369，000

人（厚生労働省人口動態統計･推計数）、自死者数

は20，598人（警察庁自殺統計･速報値）であり、死

亡者の約66人に１人が自死ということになる。そ

の割合を考えると、司法書士が行う相続関係業務

の中には、自死遺族からの依頼によるものが相当

数含まれているはずであり、司法書士は、相続に

よる所有権移転登記、団体信用生命保険の適用に

よる抵当権抹消登記、会社役員の死亡の登記、遺

産分割協議のための未成年者の特別代理人選任申

立書作成、相続放棄申述書作成などの日常業務を

通じて、多くの自死遺族と接している法律専門職

種であるといえる。

平成29年７月に閣議決定された自殺総合対策大

綱においても、「自殺に至る心理としては、様々な

悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の

選択肢が考えられない状態に陥ったり、社会との

つながりの減少や生きていても役に立たないとい

う役割喪失感から、また、与えられた役割の大き

さに対する過剰な負担感から、危機的な状態にま

で追い込まれてしまう過程と見ることができる」

と指摘している。つまり、自死は、その多くが追

い込まれた末の死であり、個人の自由な意思や選

択の結果ではないのである。自死に至る要因とし

ては、家庭問題、重い病気、多重債務、雇用問題、

依存症、精神疾患などが考えられ、自死を予防す

るためには、それらの要因を緩和することができ

るその分野の専門家の力を借りることが重要であ

る。自死予防活動は、医療や精神保健福祉分野の

専門家が中心となって行われることが多いが、法

律的な問題については、法律専門職種が関わるこ

とが効果的である。司法書士業務の中では、債務

整理業務に直接的な効果があるが、多重債務に陥

るきっかけとしての雇用･労働問題、返済負担の大

きい奨学金問題、自死の連鎖を断ち切るための遺

族支援にも取り組んでいく必要がある。

２．司法書士のメンタルヘルス

司法書士は、法律専門職種として自死問題対策

において重要な役割を果たしていることは確かで

あるが、司法書士自身も、ひとりの人間として、

業務でも、私生活でも、多くの問題にさらされて

いることに変わりはない。

ここで、少々嫌な想像をしていただきたい。

事務所の電話や自分の携帯電話に着信があり、

発信者として「京都地方法務局　不動産登記部門」

と表示されたのを見た瞬間、どんな気持ちになる

だろうか。司法書士としては、不動産登記申請に

おいて何か取り返しのつかないミスをしてしまっ

たのではないか、これにより金融機関からの依頼

が全てなくなってしまうのではないかというよう

な強烈な不安が一気に高まるが、意を決してその

電話に出ることが多いのではなかろうか。このこ

とだけで、直ちに危険な状態になるわけではない

が、いろいろな問題を抱えている状況でこのよう

な電話があると、かなり大きな精神的な負担とな

るはずである。

司法書士業務による精神的な負担としては、業

務不振・売上減少による減収、事務所内における

雇用・労働問題、多重会務による自己の業務停滞、

依頼者からの不当・過大な要求などが挙げられる。

司法書士業務以外の精神的な負担としては、家

族・近親者の死亡、離婚・失恋、病気、多額の負

債などが挙げられる。

これらの問題が蓄積していくと、うつ状態、不眠、

考　　　察

司法書士のメンタルヘルス

日司連市民の権利擁護推進室
自死問題対策部会　副部会長 草　野　哲　也
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食欲減退、過量飲酒、ネット依存、ギャンブル依存、

薬物依存、暴言・暴力行為、業務上横領などにつ

ながることもあり、自分自身の力だけでは解決し

えない状況になってしまうこともある。

そのような状況に陥ってしまった場合、一般的

な話としては、ゆっくり休んで気力と体力を取り

戻すように言われることが多いが、司法書士事務

所の経営者としては、休むことにより今後の仕事

がなくなってしまうのではないかという一層大き

な不安を招きかねず、安心して休むことは難しい。

精神科や心療内科を受診することが必要なときも

あり、うつや不安については投薬治療でも一定の

効果は認められるが、うつや不安の原因の解決は

医療だけでは難しい。

司法書士は、その立場上、他者に相談しにくい

ことも多く、司法書士同士でないと理解してもら

えないような悩みもある。法務局からの電話の話

がその典型であろう。そういうときに、信頼して

話をすることができる司法書士の仲間がいれば、

抱えている悩みや不安の緩和につながると考えら

れる。しかし、大変な状況になってから信頼関係

を築くことは現実的ではないため、日頃から同期

の仲間などと高度な信頼関係を築いておくことが

重要である。そして、もし、仲間の司法書士の様

子がおかしいなと感じたら、一度事務所に寄って

みて、具体的に何かできることはないかと声をか

けてみても良いと思われる。

３．事例検討

次に掲げる事例は、架空の事案であるが、現実

にありうる要素を組み合わせて作られたものであ

る。

これらの事例につき、現時点でこのような事情

を知った場合にどうするか、自分が事例本人とは

開業当初から親しい関係であった場合に何かでき

ることはあったかなどにつき、それぞれ考えてい

ただきたい。

【事例①：Ａ山司郎さんについて】

《家族構成》Ａ山司郎（58）

《事　情》

１．Ａ山司郎は、大学卒業後、司法試験の勉強を

していたが、諦めて司法書士試験を受験した

ところ、30年前に司法書士試験に合格し、28

年前から司法書士として個人事務所を経営し

ている。

２．事務所の仕事は、不動産登記が中心である。

３．開業直後は、バブル景気の頃で忙しかったた

め、補助者３名を雇用していた。

４． 20年前に司法書士会の理事となり、その後、

現在に至るまで、役員を歴任している。

５．役員の立場上、15年前から成年後見業務を受

任するようになっており、現在、７人の成年

後見人となっている。

６． 12年ほど前から、役員としての仕事が多忙と

なり、取引先に直接行くことが減ったことも

影響し、不動産登記の依頼は徐々に減ってき

ている。

７．役員として会議や懇親会に出席することが多

く、そのための出費が相当額となっており、

売上が減ってきたにもかかわらず、その出費

はほとんど変わっていない。

８． ５年前に肝臓を悪くして入院したことがある。

９． ３年前に、事務所経営が苦しくなってきた

ため、補助者を雇止めにしたところ、不当解

雇であるとの理由で、従業員たる地位の確認

と未払残業代請求の訴訟を提起された。

10．元補助者との訴訟が公になれば、自分が役員

をしている組織に迷惑がかかると思い、裁判

外で和解をし、銀行から借り入れをして和解

金を支払った。

11． ２年前には、事務所経営が苦しくて補助者へ

の給料を払うことができないときには、一時

的に被後見人の財産を流用するようになった。

12．現在、流用した被後見人の財産の穴埋めがで

きず、家庭裁判所への報告期限を過ぎても報

告することができない状態である。

13．このままでは、業務上横領で逮捕され、自分

が役員をしている組織に迷惑をかけ、司法書
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士として仕事をすることもできなくなるので、

生きていてもしかたがないと思い、自ら命を

絶つことを考えている。

【事例②：Ｂ川太郎さんについて】

《家族構成》Ｂ川太郎（45）、花子（40）、恵子（５）

《資　産》太郎名義の一戸建て住宅とその敷地　評

価額計２，000万円／太郎名義の生命保険

解約返戻金100万円　死亡保険金500万円

／花子名義の預貯金　50万円

《負　債》住宅ローン（団信付）残債務２，500万円

／銀行からの借入　残債務200万円

《収　入》太郎（司法書士）月額15 ～ 30万円／花

子（パート）月額８万円

《支　出》生活費等月額10万円／住宅ローン返済月

額９万円／銀行借入返済月額３万円／生

命保険等の保険料　月額３万円／保育料

月額２万円／パチンコ　月額３～５万円

《事　情》

１．Ｂ川太郎は、以前はサラリーマンであったが、

11年前に司法書士試験に合格し、10年前から

司法書士として個人事務所を経営している。

２．事務所の開業資金は、サラリーマン時代の退

職金で用意した。

３．開業当初の事務所の仕事のほとんどが債務整

理業務で、登記案件は少なかった。

４． ７年前に花子と結婚した。

５．子が生まれることがわかり、６年前にローン

を組んで住宅を購入し、現時点での住宅ロー

ンの残債務は2,500万円、返済期間は70歳まで、

ボーナス払いなしの毎月均等払いである。

６．数年前から債務整理の依頼が減少しており、

事務所経営が厳しくなってきたので、銀行か

ら事業資金の借入をしており、現時点での残

債務は200万円である。

７．太郎は、パチンコが好きで、事務所経営が厳

しくなってからもやめられず、事務所の運転

資金を使ってパチンコをしてしまうこともあ

る。

８．太郎は、住宅の修理をした際の代金20万円を、

業者に支払うために花子が準備していたのに、

それをパチンコに使ってしまったことがあり、

それ以来、太郎と花子の夫婦間の信頼関係は

なくなっている。

９．花子は、家計を助けるため、恵子を保育所に

預けてパートで働いているが、過労のため倒

れて入院したため、来月以降の収入は減る見

込みである。

10．花子は、今のような苦しい状況になっている

のは、すべて太郎のせいだと思って憎しみす

ら抱いている。

11．太郎と花子は、ともに親類とは疎遠で、支援

を受けることはできない。

12．太郎は、事務所経営が厳しいため、ローンの

返済も難しくなると考えており、自分が死ね

ば、保険金で住宅ローンなどの借入が完済で

き、嫌われている自分がいなくなれば、花子

や恵子も苦しい思いをすることもなくなるだ

ろうと思い、愛する妻子へのお詫びとして自

ら命を絶つことを考えている。

これらの事例については、岡山県会と広島会の

会員研修会において検討していただいたことがあ

り、いずれの研修会でも多様な意見が出されたが、

仲間の司法書士の協力が必要であるということに

ついては共通の認識を持つことができた。

事例①については、どうするかと聞かれても、

既に横領をしてしまっている状態なので、どうし

ようもないという結論になるのかもしれない。し

かし、それは、命をもって償うような性質の問題

なのかというと、そうではないはずである。

事例②については、心理的視野狭窄に陥り、生

命保険の死亡保険金のことだけを考えるようにな

ると、死ぬことが最も合理的な選択だと思ってし

まいがちであり、その視野を広げることは困難か

もしれない。また、ギャンブル依存の状態になっ

ている可能性もあり、その対応には専門的な支援

が不可欠であろう。

筆者としても、各事例につき明確な正解という

ものを持ち合わせているわけではない。しかし、

あらかじめ同職としてできることについて考えて

おくことで、比較的早い段階で仲間の変化に気付
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き、仲間の窮状を救うことができるかもしれない

し、自分自身が困難な状況に陥る前に仲間に助け

を求めることができるようになるかもしれない。

状況によっては、精神保健福祉の専門家の助けを

借りたり、弁護士などの他の法律専門職種に依頼

したりすることで、精神的な負担が軽減できるか

もしれない。

別の視点から考えると、司法書士は数多くある

職業の一つであって、自分が司法書士でなければ

ならないわけでもない。

どうしても困難な事情を抱えた場合には、本当

に司法書士であり続けなければならないのかにつ

いても考える機会があっても良いのであろう。そ

のときに、一緒に考えてくれる仲間がいたら、ど

んなに心強いかということを想像していただける

とありがたい。
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京都司法書士会に入会して５年目の一女性会員

の視点から、京都司法書士会における託児サービ

ス実施の経緯と現状の報告をさせていただきます。

平成30年の総会にて、京都司法書士会で初めて

託児サービスが実施されたのですが、ご存知でし

たか？

お知らせは、全会員宛に会報をお送りした際に

同封いたしました。男性会員、女性会員を問わず

に利用できるサービスですので、全会員が対象で

あり、そのようなサービスがあることを全会員に

知っていただきたかったのですが、もしも周知が

行き届いていなかったとしたら、より広く知って

いただける方法を再考したいと思います。

導入にあたっては、もちろん、常務理事会の承

認を得ておりますが、それ以前に「新規会員登録

者研修交流プログラムＰＴ（以下、交流プログラ

ムＰＴ）」の会議で何度も議論しました。

そもそも、交流プログラムＰＴとは、森中前会

長が立ち上げられ、山口現会長も引き続き力を入

れて活動されているＰＴで、研修部の管轄のもと、

新規会員と既存会員との交流を深めること、会員

と京都司法書士会（理事会、常務理事会等）との

距離を縮めること、会務に携わる若手会員の育成

などを目的としています。

私自身も、「会務には縁がなく、とくに関心もな

い若手会員」の一人であったのですが、たまたま

声をかけていただき、交流プログラムＰＴの趣旨

に賛同して平成29年度から参加させていただきま

した。

交流プログラムＰＴでは、主たる活動として、

研修の企画や交流会の開催などを行っていますが、

会議を重ねる中で、「京都司法書士会の活動に、会

員がより参加しやすくなるために必要なこと」を

考えるようになりました。

その中には、研修の中身のようなソフト面での

改良もありますが、「参加したい人が誰でも参加で

きる研修」のようなハード面での改良も必要では

ないかと、私たちは考えました。

たとえば、司法書士になった時から私が疑問を

持っていたことですが、研修や委員会は、ほとん

どが平日18時30分から20時30分に行われています。

この時間帯は、幼い子どものいる家庭では、夕食、

入浴、寝かしつけの行われる時間帯です。仕事を

持ち、子どもを保育園に預けている親にとっては、

一日のうちで我が子とともに過ごせる、貴重でわ

ずかな時間帯と言えます。

その時間を研修や委員会に充てることは、精神

的にも物理的にも大変な負担になります。そんな

時間に預かってくれる保育園は無に等しいですし、

頼める人を探すのも難しく、「ママーーーーー！！」

「パパーーーーー！！」と泣く子を預けてまで参加

しようという気持ちには、到底なれません。

実際、私は子どもを夫の両親に預けて研修に参

加していましたが、子どもがむずかることも多く、

それをかわいそうに思う家族との関係が悪化する

こともありました。

現在はネットで受講できる研修も多く、交流プ

ログラムＰＴでも、そういったツールを利用すれ

ば問題ないとの声もありましたが、どうしても生

で聞いて質問をしたい研修や、ディスカッション

研修、委員会などは、足を運んで参加することが

必要になります。

平成29年度の年次制研修でも、お子さんを預け

る先がないため参加できない会員が３名、お子さ

んが小さくて参加できない会員も３名おられまし

た。

報　　　告

託児サービス実施実験について

洛北支部 齋　藤　紀　子



Vol. 97

－ 44 －

研修や委員会に参加することは、会員の義務と

いう側面もありますが、権利であるという考え方

もできます。とくに年次制研修のように、参加し

なければ不利益を被る研修の場合は、参加は会員

の権利であり、主催者側には会員が参加できるよ

う取り計らう義務があると考えられるでしょう。

すべての会員に平等に参加しやすく、というの

は実現不可能な理念かもしれませんが、少なくと

も、それを目指していくべきではないでしょうか。

そのような考え方を交流プログラムＰＴメン

バーで共有するに至り、託児サービス導入につい

ての検討が始まりました。ほかにも必要なサポー

トやサービスが考えられるでしょうが、まず第一

歩として、必要性が目に見えている託児サービス

について検討することになったのです。

検討のモデルとなる例がないか、まずは他会に

問い合わせを行いました。実施していない会がほ

とんどでしたが、宮城県会･静岡県会･愛知県会で

は定時総会の際に実施していました。業者の選定

の基準や、対象となる子どもの年齢などを参考に

させてもらいました。

愛知県会の資料を参考に議論を重ね、予算、費

用対効果、需要、安全面の問題等を詰めていき、

平成30年度は総会と年次制研修で実施実験を行う

ことを常務理事会で承認していただきました。

この時に、通常の研修と会務での託児サービス

実施についても検討していただきましたが、研修

については費用対効果の面や映像配信研修が充実

していることなどを理由に、実施に至りませんで

した。会務については、託児サービスを利用して

まで参加するものではないといった意見があり、

実施に至りませんでした。

そのような経緯の後に、平成30年５月の第130回

定時総会にて、京都司法書士会では初となる託児

サービスが実施されました。

託児室は、総会の行われたリーガロイヤルホテ

ルの、総会会場とは別フロアにある役員室の一角

でした。託児時間は総会にあわせて12時から18時

です。

サービス提供者は京都市下京区に本社のある有

限会社ノトスで、保育サービス業総合補償保険に

加入している会社です。事故やケガなどの際は、

補償を受けられます。

当日はノトスから女性の保育者２名が派遣され

ました。優しく親しみやすい方たちで、子どもた

ちはすぐに馴染んでいました。

サービスの対象となるのは生後２か月～小学３

年生までのお子さんで、実際に申し込みがあった

のは１歳児１名、小学１年生２名でした。

申込者にキャンセルはなく３名が参加し、それ

ぞれ軽食や遊び道具、絵本などを持参しましたが、

ノトスからも敷物やおもちゃなどを用意してくだ

さっていました。

６時間と長い時間でしたが、保育の方が飽きな

いように遊ばせてくださり、総会後に迎えに行っ

ても、小学生は「もっと遊びたい！」と言うほど

でした。１歳児さんはリラックスしてお昼寝もし

ていました。

託児サービスを利用したのは、３名とも女性会

員でした。利用者アンケートによると、

「託児サービスのおかげで12年ぶりに総会に参加

できた」

「乳幼児がいて参加をあきらめていたが、参加で

きて非常に有意義だった」

「託児サービスがあるので家族にいやな顔をされ

ずに参加できた。総会には初めて出席できた」

という声をいただきました。

託児サービスがなければ出席できなかった会員

が３名、総会に出席し、京都司法書士会の一員と

して会の現状に生で触れることができました。ま

た、「今は子どもが小さすぎて無理だけれど、今後

も託児サービスが継続されるならば出席を考えよ

う」と思う会員も、必ずいるはずです。

平成30年度の年次制研修では、司法書士会館で

の託児は難しいため、こどもみらい館（丸太町竹

屋町）で部屋を借り、総会と同じくノトスに保育

者を派遣してもらう方法と、ホテルオークラの託

児所に預ける方法とを用意しました。しかし利用

希望者がいなかったため、実際の託児サービスは

行われませんでした。

まだ実験段階ではありますが、平成29年度の年

次制研修のように、子どもの預け先がないため参
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加できないという声は確かにあるので、今後も総

会と年次制研修においては託児サービスの用意を

続ける予定です。内容や会場については、さらに

検討を重ねる必要があるでしょう。

さらに、託児サービスにかぎらず、会員がかか

わりやすい会であるために、さまざまな立場の方

からご意見をうかがう必要があると思います。

山口会長はどんな意見にも熱心に耳を傾けてく

ださるので、ぜひ、現在会務にかかわっていない

方も、交流プログラムＰＴなどに参加して、会の

活性化に力を貸していただければと思います。

最後になりましたが、子連れでの会議参加を快

く認めてくださり、子育て世代の会員の声に耳を

傾けてくださった山口会長、藤井ＰＴリーダー、

谷川研修部長、三野前研修部長はじめＰＴメンバー

の皆様に、心より感謝申し上げます。

託児サービスのおかげで総会出席できました！×３
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オンライン申請体験記オンライン申請体験記

コーホーブチョーの

1 2

3 4

5 6

オレ様は
ジョームリジ

さぁ、仕事仕事

こわいものは
ないのだ（ウソ）

できたての
手書きの申請書
よろしくでーす！

そうだ、法務局
行かなくっちゃ

※ブチョーは
　ペーパードライバー
　（マジ）

※ブチョーは
　ペーパードライバー
　（マジ）

－ 京都地方法務局 木津出張所 －－ 京都地方法務局 木津出張所 －
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13 14

7 8

11 12

9 10

………

さぁ、この申請書
作ってみなさい！

－ 再びブチョーの事務所 －－ 再びブチョーの事務所 －

オンライン申請
しないんですか？

あれ、ブチョー？
何やってるんですか？

全部紙で
申請してますよ

松本さん、
いつも
紙申請だから

ちょっと
来なさい！

オンライン申請だと
わざわざ法務局に行かなくても
申請できますよ

ユージョー出演：
法務局木津出張所 
藤本所長

ギャーッ！
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17 18

19 20

21 22

15 16
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25

23 24

29

2827

26

オンライン申請体験記オンライン申請体験記

コーホーブチョーの

できるかな…

おまけ：以上、
撮影してくれた
德田広報部員でした

これからも
オンライン申請
よろしく
お願いしますね

オンラインは
順位番号を即座に
確保できます。

できたー！

－ 完 －－ 完 －
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平成30年６月20日・21日の両日、東京の澁谷ヒ

カリエホールにて、第81回日司連定時総会が開催

されました。本年度は改選時期ではないものの、

２日間をかけて事業報告のほか、28もの議案が審

議され（１件は修正動議有）、執行部提案は全て可

決、組織員提出議案（男女共同参画について）が

１件可決されました。今回は、総会に参加される

ことがない多くの会員の方々に、会議の様子や、

代議員として感じたことなどをお知らせいたしま

す。

そもそも日司連総会では各単位会の総会で選任

された代議員と会長しか議決権がありません。見

学したい場合にも傍聴許可を得る必要があり、誰

でも参加できるものではありません。代議員の数

は、単位会の会員数（100名毎）に比例しており、

京都会では６名の代議員と会長となります。すな

わち代議員は会員100名を代表しており、大変責

任の重い役割であります。多くの代議員は単位会

を代表して様々なテーマについて質問をしたいと

思っているのですが、そこには色々な壁が立ちは

だかっています。

【第１の壁】

質問の優先順位の壁です。審議はテーマごとに

関連する質疑を行い、執行部が一括答弁する、と

いう集中審議方式のスタイルです。テーマは司法

書士法改正、司法書士制度、登記制度など大きく

６つに分けられています。質問は近司連の代議員

会議で優先順位が決められます。重要と思われる

毎に①第１順位・ブロック会推薦（質疑時間４分、

再質疑２分）②第２順位・司法書士会推薦ブロッ

ク指定あり（質疑時間３分、再質疑２分）③第３

順位司法書士会推薦ブロック指定なし（質疑時間

２分30秒）④第４順位・推薦なし（質疑時間１分

30秒）の４つに分けられます。当然似たようなテー

マは代議員会議で集約されたり、あまり重要でな

いものは取下げたりします。（私も１件取下げまし

た。）

【第２の壁】

次に、議運の壁があります。議運とは、議事運

営委員会のことで、全国の代議員の中から選ばれ

た人が選任され、議事進行をスムーズに行う重要

な役割を果たします。総会は毎年議論が白熱する

ため、終了時間が伸びることもしばしばで、ある

年は遠方の代議員が飛行機の時間に間に合わない

ため、泣く泣く採決に参加できない事態も起こり

ました。そのような事態を避けるため、議運の人

はテーマごと各代議員から提出された膨大な質疑

から、重複するような内容や、主訴不明な質問に

ついては質疑を取り下げてもらい、円滑に総会が

進行するよう働きかけています。せっかく時間を

使って起案しても、泣く泣く取り下げ、というこ

とも少なくありません。京都会も１件質疑を取り

下げました。また同じ人が複数の質問をすること

はできません。（正確には出来るのですが、取下げ

調整されてしまいます。）

【第３の壁】

最後に時間の壁です。質問時間が限られている

ので、話好き、説得好きの代議員が起承転結を意

識して質疑をすると、全く時間が足らず、ベルが

鳴らされ質疑が打ち切られてしまいます。推薦な

しの質問だと質疑時間が１分半なので、話したい

ことの半分くらいで質疑を打ち切られる代議員も

毎年何人か出てきます。要点を的確に、かつ説得

日司連代議員を経験して

洛北支部 浅　井　　　健

会　員　寄　稿会　員　寄　稿
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力を持った質疑が求められます。そのため、時間

通りに話せるのか頭の中でシミュレーションをす

るため、直前の質疑は全然頭に入ってきません。

そのような壁をかいくぐり、京都会からは４件

の質疑を行いました。

山口会長：ブロック指定～法務局受付帳の情報開

示の問題点について

石田代議員：推薦なし～研修規則改正の司法書士

法改正への影響について

丸岡代議員：　〃　リーガルサポート会員以外の

会員に対する後見業務の推進、事件管理について

浅井代議員：　〃　遺産承継マニュアルの進捗に

ついて

各代議員とも質疑打ち切りのベルに惑わされる

ことなく、質疑を終了しました。（写真参照）

日司連からの情報は、事務局からのメール通信

が来ます。ただその際の情報は確定版で、それに

至る議論について会員が知る機会はほとんどあり

ません。司法書士法改正だけでなく、相続法の改

正や、所有者不明土地問題など、司法書士が取組

む課題も増えてきています。代議員を経験して、

メール通信だけでなくＮＳＲ３（日司連ネット）や、

各種研修会など各自がアンテナを伸ばし、情報収

集をしておくことが大切だと感じました。
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2017年９月15日（金）

朝早くに目覚めた。なんだかいつもより肌寒い。

寝室の天井も普段と異なる。「そうだ。今、ウィー

ンにいるのだ」と気づいた。昨晩着いたばかりだ。

ホテルでバイキング形式の朝食を食べる。パンの

種類と量には驚いた。「ここはパン屋か？！」と叫

びたくなる。ほかにもスクランブルエッグ、ソー

セージ、スモークサーモン、チーズなどを食べた。

日本のものより少し塩分が濃く感じたが、おいし

かった。

朝食後、ウィーン国立音楽大学へ行く。今日は

ウィーンでの初練習。旅行前に日本でも練習を重

ねてきたが、今日からは、ウィーンの音大生も演

奏に加わる。日本から来たオーケストラと合唱団

の団員だけでは足りないので、現地の音大生を補

充するというわけだ。今日は、オーケストラと合

唱団が別々に練習する。私は、コントラバスとい

う低音の弦楽器を演奏する。人の身長ぐらいの大

きな楽器なので、現地で楽器をレンタルした。

指揮者の武藤英明先生が指揮棒を振り上げ、練

習が始まった。１曲目はブラームス作曲「悲劇的

序曲」。オーケストラ単独の曲である。２曲目は、

同じくブラームス作曲の「ドイツ・レクイエム」。

これはオーケストラと合唱団と歌のソリスト２人

が一緒に演奏する長い曲である。武藤先生は、声

を張り上げ、日本語とドイツ語で指導する。朝は

寒かったのに、いつの間にか暑くなってきた。時

間の経過が早く感じられ、あっという間に昼となっ

た。

練習後は市庁舎地下のレストランで昼食をとっ

た。重厚な内装でステンドグラスが印象的だ。細

切クレープが入ったスープ（Fritattensuppe）、

ウィーン風カツレツ（Wiener Schnitzel）、パン、

そしてデザートにケーキを食べた。ビールもおい

しかった。私は、日本ではめったにビールを飲ま

ないが、ヨーロッパは空気が乾燥しているせいな

のか、体がビールを求める。

昼食後、バスでシェーンブルン宮殿へ行く。車

窓から国会議事堂が見えた。古代ギリシャの神殿

のような外観で美しい。さっき昼食を食べた市庁

舎は、そびえ立つ塔が立派であるし、ほかにもブ

ルク劇場や国立歌劇場など、目を見張る建築物が

多い。

シェーンブルン宮殿では、日本人のガイドが流

ウィーンへの演奏旅行

洛西支部 昌　山　淳　一

会　員　寄　稿会　員　寄　稿

ウィーン楽友協会
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暢に説明をする。おそらく今までに何百回、何千

回と同じ話を繰り返してきたのだろう。司法書士

が不動産の買主に登記識別情報の説明をするよう

に…。

宮殿内部は、世界各国からの観光客であふれ、

ゆっくり楽しめなかった。むしろ、広大な庭園が

開放的で魅力を感じた。観光後、いったんホテル

に戻った。実は、ホテルはシェーンブルン宮殿の

西隣にある。

夜は、ウィーン国立歌劇場でオペラ鑑賞。演目

はモーツァルトの「フィガロの結婚」である。玄

関を入ると、中央階段のこの世のものとは思えぬ

美しさに息をのむ。シンデレラか何かのおとぎ話

の世界に迷い込んだようだ。劇場は第２次世界大

戦で空襲を受けたが、この中央階段は無事だった。

公演はすばらしかった。一流の歌手たちが本気

で歌っていて圧倒された。特にケルビーノ役の歌

手が良かった。オーケストラは、最初、音が硬かっ

たが、徐々に良くなった。特にヴァイオリンの音

には独特の光沢がある。こんな音、ほかのオーケ

ストラでは聴けまい。さすが、世界一人気がある

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団である。

夜遅くにオペラが終演し、ホテルに戻った。ホ

テルのレストランで夕食をと考えていたが、すで

にレストランは閉まっていた。それほど空腹では

なかったので、夕食はあきらめて就寝した。

2017年９月16日（土）

午前中は自由時間なので、ホテルでゆっくりと

１時間半かけて朝食を楽しんだ。普段はあまりコー

ヒーを飲まないが、この日は食後にコーヒーを飲

んでみた。ウィーンはカフェ発祥の地といわれて

いる。せっかくウィーンにいるのだから、コーヒー

の１杯ぐらい飲んでやろうと思った。香り高いコー

ヒーを飲みつつ、くつろいでいた。

その後、シェーンブルン宮殿の広大な庭園を散

歩した。奥の方に丘があり、登ってみた。緑が多

くて空気がすがすがしい。敷地内に動物園もあっ

た。興味はあったが、午後の練習に遅れてはいけ

ないため、入場しなかった。

昼過ぎに、昨日と同じウィーン国立音楽大学へ

練習に行った。腹は減らなかったので、昼食は食

べなかった。今日は、合唱団と歌のソリスト２人

とオーケストラの合同練習である。本番の出演者

がほぼ全員そろい、練習は順調に進んだ。翌日の

本番が楽しみだ。

練習後、私と同じコントラバス弾きで高校・大

学の先輩であるＡさんと共にインターコンチネン

タル・ホテルへ行った。そこに宿泊しているＦさ

ん（Ａさんの会社の同僚）に会い、しばらく談笑

する。Ｆさんはほぼ毎週末に旅行をする！今回の

演奏旅行にＡさんが参加することを聞いたＦさん

は、ウィーンについて来てしまった。飛行機とホ

テルは別だけど。Ｆさんの宿泊者割引がきくホテ

ル内のレストランで早めの夕食をとる。ビールを

飲み、前菜に焼鮭（スモークサーモンではなくて）

つきのサラダ、そしてグリーンピースのポタージュ

スープ（Erbsensuppe）、最後に牛肉を煮込んだ料

理ターフェルシュピッツ（Tafelspitz）を食べた。

量が多くて満腹になった。デザートは食べなかっ

た。

夕食後、３人でウィーン楽友協会（Wiener 

Musikverein）へ音楽鑑賞に行った。この楽友協

会こそ、今回の演奏旅行の本番で我々が演奏する

会場である。世界一音響が美しいといわれていて、

全世界の音楽家は皆、１度はここで演奏したいと

あこがれる。毎年元旦にＮＨＫのＥテレでウィー

ン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコ

ンサートが放送されるが、このコンサートも楽友

協会で演奏される。今日演奏するのは、ウィーン・

モーツァルト・オーケストラといって、モーツァ

ルトの時代の衣装とかつらを身につけてモーツァ

ルトの曲ばかりを演奏する小編成の楽団である。

冒頭、モーツァルトの交響曲第35番の最終楽章を

楽々、軽々と演奏したのには、おったまげた。こ

の曲はテンポが速くて、コントラバスにとっては

困難な曲である。なのに、本場ウィーンのコント

ラバス奏者は、朝飯前のように弾く。しかも、音

響が良く、特に低音がよく鳴るので、コントラバ

スの音が一音一音はっきりと聞き取れる。明日の

本番がますます楽しみになってきた。
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2017年９月17日（日）

朝から雨が降っていた。今日はいよいよ本番の

日。にもかかわらず、午前中はまたしても３人で

音楽鑑賞に行く。王宮（Hofburg）の礼拝堂で日

曜のミサが行われ、その中でシューベルトの「ミ

サ曲第6番変ホ長調」が演奏される。オーケストラ

はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、さらに

注目は、ウィーン少年合唱団がソプラノとアルト

のパートを歌うことである。冒頭の和音から、音

が溶け合って心地よい響きを出していた。対位法

的に旋律が分かれる箇所では、各声部が礼拝堂の

丸天井や壁のあちこちで反射し、独特の音響効果

をもたらしていた。楽章の間に司祭が説教をする。

私はキリスト教徒ではないが、ありがたく拝聴し

ているふりをした。ウィーン少年合唱団の歌声は、

よく「天使の歌声」と評される。ありきたりな表

現だと思っていたが、実際に生で聴くと、ほかに

適切な表現があるとは思えない。

ミサ曲の演奏が終わり、説教も終わると、司祭

が退場する。この時、パイプオルガンが激しい音

楽を奏でた！テンポは速く、和音は斬新で、拍子

は不規則である。さっきまでの天上的でおだやか

な心洗われるミサ曲との違いにあっけにとられた。

礼拝堂を出ると、もう昼であった。家族へのみ

やげとしてザッハートルテを買いにホテル・ザッ

ハーへ行った。昼食はあきらめ、楽友協会に向かっ

た。

前日に下見を兼ねてここで音楽鑑賞をしたにも

かかわらず、最終練習のために舞台に上ると緊張

する。美しい天井画や金箔の女神像の柱をながめ

ていれば、ますます平常心を失う。舞台で演奏し

てみると、あらためてこのホールの音響のすばら

しさに驚嘆した。オーケストラの中で最も低い音

を出すコントラバスがよく響き、音楽の土台となっ

ていることが実感できた。自分の出す音がまるで

生きているようにも感じた。また、このホールでは、

弦楽器奏者は音の頭を硬めにしっかりと弾かなけ

ればならないと悟った。普通の場所で硬めに弾く

と、音がきたなくなりやすい。ここは世界一のホー

ルなので、硬く弾いても、柔らかくて美しい音が

出る。逆に、硬く弾かなければ音が鳴ってくれない。

練習後、弁当が配られた。ここはヨーロッパだ

からサンドウィッチだろうかと思ってふたを開け

ると、日本の幕の内弁当のようなものだった。現

地の日本料理店が作ってくれたのだろうか。米飯

もからあげも日本の味そのもの。食後、外に出て、

楽友協会を背景に記念撮影をした。雨はやんでい

た。

本番開始が近づくと、緊張が増した。舞台裏で

チェロ弾きのウィーン国立音楽大学生が暇つぶし

にバッハの曲を弾きだした。これを横で聴いてい

た同じく音大生のチェロ弾きが「君、何年チェロ

を弾いているの？」とドイツ語で尋ねると、バッ

ハを弾く学生は「９年」と答えた。すると質問し

た方が「９年も？長いね」と言った。この会話を

傍聴した私は思った。「９年が長い？こっちは高校

１年の春から25年間もコントラバスを弾いている

んや。演奏技術はエリート音大生である彼らの方

がはるかに上かもしれんが、素人ながら、オーケ
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ストラ経験の豊富さでは負けへんで」訳の分から

ない自信がみなぎった。

演奏会が始まった。客席は満員ではなかったが、

７割か８割ほど埋まっている。１曲目の「悲劇的

序曲」の出来はいまいち。きっと、みんなあがっ

ていたのだろう。しょうがない。２曲目の「ドイツ・

レクイエム」は、コントラバスとチェロが低いＦ

音を刻むように弾いて始まる。この冒頭がうまく

いったので気持ちが落ち着いた。合唱は美しいし、

ホルンやオーボエも絶好調。ヴィオラは渋くて深

い音を出していた。どんどん曲は進み、ソリスト

２人も含め皆が心をこめて演奏した。良い演奏の

時にはいつもそうであるように、何か目に見えな

いものに操られて勝手に体が動いて演奏している

ようであった。

終演後、温かい拍手をいただいた。音楽は最高だ。
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私は草食系。恥ずかしがりで、学生時代に至っ

てはファミレスでオーダーと違うものが出てきて

も「違う」とは言えなかった。「おかわり」すら言

えなかったかもしれない。キャンプファイアーで

ワイワイするよりも、家でのんびりしてる方が好

きだった。そんなシャイでインドアともいえる一

面があるからこそ、彼ら草食系男子の気持ちがわ

かっていると思う。

ところで話は変わるが、豚カツ、就活、婚活、

終活などなど。日本人はとにかくカツが好きだ。

豚カツやその他の活動は他に譲るとして、今回は

婚活にスポットライトを当てるとしよう。婚活と

は結婚に向けてパートナーを探す、運営者側から

見たらその出会いの場を提供する行為だと思う。

自分の所属してる町の商工会の青年部で、そんな

イベントをしようという声が上がったのはもう10

年近く前のこと。トントン拍子で話は進んでいっ

た。だけど私はインドアな人間。バーベキューを

するのなら、家でのんびりするかどっかのファミ

レスで飯を食ってる方がいい。だから、最初は乗

り気でなく、遠巻きに眺めているだけだった。概

要はみんなでバーベキューをしたりして最後に告

白タイムがあるというオーソドックスな内容で

あった。

婚活イベントの３回目であろうか、たまたま会

議に出ていて部長からスタッフをやれとの厳命が

下りた。なので渋々参加することにした。だって

男性と女性が気になる人を探す場である、インド

アで人からＫＹと言われるような人間がこんな場

をうまくまとめられるわけがないと思っていたの

だから。だが参加してみると、ことのほか自分の

テーブルは盛り上がっていて、これは思った以上

に楽しいかも、あわよくば自分の受け持ちからカッ

プルができるかもという期待を抱いた。だが、そ

んなに簡単ではない。結果は脈ありと思っていた

人たちもすれ違っていった。出会いの難しさを感

じた。それから何回もイベントを重ねるも主催者

側が期待しているカップル誕生は全体を見ても１

組も出なかった。あるときは婚活のプロを招いて

研修をしたにもかかわらず、である。

「もう、この事業だめかも。」皆の頭の中にそん

な気持ちがよぎりだした。そして今度のイベント

でカップルが誕生しなければ、もうこの事業は止

めようという展開になるのは自然の流れであった。

そして件のイベントの時も、いつものように盛り

上がるが男性からの告白タイムとなると、シーン

と静まりかえり、男性は誰一人名乗りを上げなかっ

た。重い空気がその場にみなぎっていた。そのとき、

何を思ったのか、「皆さん、告白タイムに緊張す

るのはわかります、もっと場慣れしたらきちんと

告白しようと思っていることだと思います。それ

もいいでしょう。何回も婚活に参加したら空気も

わかるしトークもうまくなると思います。だけど

告白してもうまくいく確率は落ちるでしょう。そ

れでもあなた方はテクニックを覚え、場慣れした

いのですか！」とのたまってしまった。その言葉

を聞いた男性（勇者）の１人が手を挙げ、女性陣

が待つ部屋の中に入っていった。結果は成功。商

工会青年部が婚活事業を始めてやっと何回目かで

カップルが出来た、と同時にこの事業が継続事業

と決まった瞬間でもあった。

それからグループリーダーになり、何人かの男

ミッションはカップルをつくること
（婚活編）

城南支部 松　本　　　尚

会　員　寄　稿会　員　寄　稿
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女を受け持つことが続いた。グループリーダーに

なると、視点はいきおい何組結びつけることがで

きるかに主眼がいく。そして何組かのカップルを

作ることは出来たが、成約率はいつも２位に甘ん

じていた。その度に自分は唇を噛んだ。このとき

の婚活イベントのやり方はバーベキューをして自

己紹介を重ね、主催者側としては「ＡさんとＢさ

んが良い感じみたい」などを走り回って伝えると

いうやり方であった。なのでグループリーダーは

バーベキューなのに肉もほとんどありつけず、昼

から晩まで走り続けるという状態だった。ではど

うやってカップルを増やすか、このイベントの有

り様を意識しながら考えて作戦を立てていった。

その甲斐あって結ばれる男女が増えていった。そ

していつしかカップル率ＮＯ．１を不動のものに

した。メンバーの中からレジェンドと呼ばれるよ

うになった。それは心地よいものだった。だけど

上に立つということは、あとは明確に目標とする

ものがなくなる、下から上がってくる挑戦者に受

けて立つのが常となり、防戦の一途をたどった。

そこにはかつて色々なアイデアを張り巡らせてい

た自分のスタイルは消え失せていた。事業内容も

バーベキュースタイルから色々なイベントをして

いくものになり、走り回って情報交換していたの

もインカムでやりとりするようになった。気がつ

くと一緒に走り回っていた仲間のほとんどがグ

ループリーダーから下りて、裏方のスタッフに回っ

ていた。世代交代の時が来ている。そろそろ潮時

かな、そう思い、自分が40になった年にグループ

リーダーを下りることにした。

今までこのイベントに参加して色々な男性や女

性がくっつくのを見てきた。中には、その場の雰

囲気で仲良くなっただけという組もいるだろうが、

何組かは結婚までしたと小耳に挟んだ。当たり前

だがそれは自分の手柄とは夢にも思っていない。

自分はちょっとしたきっかけを作ったにすぎない

からだ。それが自分の立ち位置と認識している。

いつだったか、婚活のイベントが終了し帰ろう

としたときに、縁あって結ばれたカップルから会

場に響き渡るような大きな声で「松本班長、あり

がとう！」と言ってくれた。そのときのアンケー

トにも「松本班長、サンクス！」と書いてあるの

があったが、あの男女が書いたのであろう。昼も

夜もほとんど何も食わずに走り回った労苦もふっ

とぶ、ありがたい言葉であった。だが、その日の

サプライズはこれにとどまらなかった。帰り間際

に聞いた御礼の言葉にエヘヘと反芻しながら、自

転車をこいでいると「パンッ！」と乾いた音がし

たのだ。よく見ると自転車のタイヤがパンクして

いた。「ボケーッ！こんなサプライズいらんわ！」

と思わずシャウトしてしまった。誰もいない晩秋

の真っ暗な木津川の堤防で（笑）。
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私は、日本中の温泉を主人と２人でまわること

を楽しみにしています。私達夫婦のゆるいこだわ

りは、源泉掛け流しのお風呂に、夫婦２人で入る

ことです。時には混浴のお風呂に、時には貸し切

り風呂に、少し贅沢して部屋付きの露天風呂に…。

温泉と言ってもいろいろな温泉があります。激

熱の温泉から鉱泉と呼ばれる冷たい温泉まで。塩

辛い塩泉、白く濁っている硫黄泉、湯の花が舞っ

ている温泉等、同じような成分の温泉でも微妙に

違います。１つとして同じものはありません。冬

は雪景色の露天風呂、夏は内湯でぬるい温泉がお

すすめです。

それでは、独断と偏見の「２人で一緒に入れる

温泉」ベストを紹介します。

「２人で一緒に入れる温泉」（露天風呂編）

　１位　秋田県　乳頭温泉

　　　　　　　　鶴の湯旅館の混浴露天風呂

バスタオル巻、水着、湯あみ着禁止ですが、女

性のお風呂から入り易い工夫がしてあり、白濁し

ていて、ぬるかったので

私は昼間でも主人と楽し

く入っていました。

雪景色をみながらのお

風呂は最高です。いつも

混んでいるので、日帰り

ではなく宿泊をしてゆっ

くり入ることをおすすめ

します。

２位　岩手県　藤七温泉　彩雲荘の混浴露天風呂

４月下旬～ 10月下旬までの営業で、露天風呂が

点在しています。バスタオル巻、湯あみ着ＯＫな

ので、一緒に点在する湯船に入れます。ここも白

濁しています。足元から湧いているので、激熱の

ところあり…。

　３位　北海道　銀婚湯の貸し切り風呂

　　　　（宿泊者に限ります。）

貸し切りの露天風呂が、敷地の森の中に５ヶ所

あります。長靴を履いて、貸し切り湯に行きます。

川の端にある「トチニの湯」が北海道らしくおお

らかで最高です。２人きりで入れます。

　４位　岐阜県　新穂高温泉　

　　　　　　　　深山荘の川沿いの露天風呂

川沿いに大きな露天風呂が３段になっており１

番下が混浴です。バスタオル巻、湯あみ着ＯＫな

ので、女性専用の露天風呂から扉を開けて、階段

をおりていきます。

一緒に入る彼に、近くまで迎えにきてもらえば

安心です。透明のお湯ですが解放感あふれる大好

きなお風呂です。

　５位　大分県　壁湯温泉　

　　　　　　　　福元屋の天然洞窟温泉

世界中探してもここの温泉と似ているところは

ないと思います。岩の間から温泉が湧いているそ

うです。ぬるいので長く入っていられます。バス

タオル巻、湯あみ着、ＯＫです。雰囲気がとても

良い温泉です。

たまには温泉にでかけませんか？

洛北支部 山　本　明　子

会　員　寄　稿会　員　寄　稿
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＊ちょっとブレーク＊「温泉卵が作れる温泉」

近くのスーパーで卵を１パック買って行きます。

卵を入れるネットとひもを忘れずに…。

♨野沢温泉　点在している地元の方が管理する無

料の共同浴場に、温泉卵を作れるところがあり

ます。熊の手洗湯前が、おすすめです。

♨山陰湯村温泉　中心地の荒湯で温泉卵を作れる

ところを一般開放しています。少し離れた公衆

浴場の薬師湯前でも作れます。荒湯は高温なの

で「ゆでたまご」に、公衆浴場前はいわゆる「お

んせんたまご」になります。

♨湯の峰温泉　河原に作れるところがあります。

お湯がゴポゴポと湧き出ていますので熱湯注意

です。ここも「ゆでたまご」です。

「２人で一緒に入れる温泉」（内湯編）

　１位　和歌山県　湯の峰温泉　つぼ湯

貸し切り先着順です。窓口で番号札をもらって

順番がくるまで、温泉卵を作りにいきます。日や

時間によって７色に変化するお湯です。湯船は狭

いですが足
あし

元
もと

湧
ゆう

泉
せん

で紫や濃いブルー、ときには灰

色に濁っています。

　２位　大分県　塚原温泉火口乃泉

　　　　　　　　貸し切り風呂

日本有数の成分が濃い温泉です。自噴かけ流し

で強酸性、体にききそうです。

貸し切り風呂は、小さな小屋ですが２人でのん

びり入れます。

３位　青森県　酸ケ湯温泉　ヒバ千人風呂

とても大きなお風呂で灰色に濁っています。女

性の入り口は男性側から見えないよう衝立が設け

られています。その衝立の向こうにいくと混浴に

なります。専用の湯あみ着（購入）で入浴できます。

タイミングでお行儀の悪い男性達（ミーアキャッ

トみたいに湯船にならんでいる。）に会うことがあ

るそうです。私は気にしませんけど…。

　４位　静岡県　伊豆下田河内温泉

　　　　　　　　金谷旅館千人風呂

女性のお風呂からバスタオルを巻いて、扉を開

けて混浴風呂に行けます。大きくて長い内湯の湯

船には、三つの女体ブロンズ像がお湯の中にあり、

晴れた日に入ると総檜の浴場の窓から差し込む光

と湯気がきらきら輝いています。

　５位　熊本県　わいた温泉郷　豊礼の湯

　　　　　　　　貸し切り風呂（檜風呂）

ホワイトブルーと表現されるお湯を、１回ずつ

湯船に入れるコイン式タイマーのお風呂です。浴

室の一方は壁がないので、涌
わい

蓋
た

山
さん

の景色がひろがっ

ています。入浴すると地獄釜が無料で使えますの

で、近くのスーパーで食材を買って、そこで蒸し

てランチにします。

温泉もいろいろ個性があり、楽しんでまわって

います。もし私を見かけたら、お声かけください、

「ここの温泉は良かったよ。」と教えていただけれ

ばうれしいです。
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川上信哉のお料理教室

ショシランガイドショシランガイド

お正月休みボケも冷めやらぬ1月初旬。京都市内某所にて、川上さん（宮津支部）にお越しいただき、お料

理教室が催されました。

今回の献立はチャーハン。なんと川上さん、チャーハンにあうスープもちゃちゃっと作ってくださいまし

た。スーツをびしっと着こなし、クーラーバックに材料を入れ、マイ調理器具を持参して登場した川上さん。

まるで高級レストランの出張料理人のようでした。

一応エプロンはつけてみたものの、テレビの料理番組さながら、横から好きなように喋りまくる広報部女

子４人を交えての楽しい会となりました。

ここではパラパラで冷めても美味しい川上さんのチャーハンレシピをご紹介します。

川上さんのパラパラチャーハン
●材料（5人分）
・ラード大さじ 5～ 6　・卵 4個：よくといておく　・炊いたご飯 1合半 
・ベーコン適量：食べやすい大きさに刻んでおく
・レタス 1/2 玉：食べやすい大きさに手でちぎっておく
・醤油と塩は少々

●作り方
1 フライパンをしっかり熱したら、ラードを入れる。
　 火力は最後までずっと強火です。

2 溶いた卵を投入。

3 卵の外側から固まってくるので、真ん中が固まらないうちに、
　 すぐにご飯を投入。

4 卵とご飯がまんべんなく絡まったら、刻んだベーコンを投入。

5 すぐに塩、醤油で味付け。

6 最後にレタスを投入。全体がまざったら、あまり炒めすぎない
　 うちに火を消す。

フライパンは煙が出るくらい熱してください。
鉄の中華鍋なんかがおススメ。
こうすることによって火力の弱い家庭のコンロでも、
チャーハンがパラパラに仕上がります。
空焚きできないフライパンはご注意ください。

POINT！POINT！

卵が固まらないうちにご飯と絡めることによって、
黄金色のチャーハンになり、
仕上がりがきれいになります。

POINT！POINT！
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こんなに丁寧に作ってらっしゃるのに、チャーハンとスープの完成まで所要時間は15分もかかってませ

ん！忙しい朝や夜遅く仕事から帰ってきたときなんかにもいいですよね。あとはあまりキッチンに立ちたく

ない休日なんかにも（私だけか（ Д゚ ;゚））

お味も本当に美味しい！シンプルな味付けだからこそ、パラパラの食感が際立ちます。

簡単に作れるので、男性にもおすすめ。いや、ほんと次回は男性が習いにきたほうがいいんじゃないかな

と思うくらい本当に簡単ですよ。婚活を兼ねた料理教室なんかも最近はあるくらいだから、今度は男女問わ

ず参加者募る？？なんて妄想も膨らみます。

宮津の美味しい地酒もお土産にいただいたりなんかして、至れり尽くせり。おなかも満たされ、幸せな時

間を過ごした広報部女子達でした。

なんと、川上さん、今回の企画のためにいろいろと試行錯誤されたみたいで、お正月中ずっとチャーハン作っ

て食べてましたということでした。食べきれなかったチャーハンが冷凍庫にまだたくさん入ってるとのこと。

川上さん、本当にありがとうございました。

そして、場所を提供してくださった、広報部の井上さん。ありがとうございました。

写真：中井英子　文：矢田明日香

簡単！ほうれん草と豚肉のスープ

●材料と作り方（5人分）

1 豚肉（200g くらい）は醤油と酒で下味をつけておく

2 ほうれん草（200g くらい）は食べやすい大きさに切っておく。

3 鍋に湯（800 ～ 1000CC）を沸騰させ、片栗粉適量をまぶした
　 ①を入れる。

4 ①に火が通ったら②を入れる。

5 醤油、塩、酒（各適量）で味付け。完成。

※川上さんは事前に下味をつけたものをもって来られました。

完 成
★

★

★

★
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　N o . 1   サイゼリヤ京都四条烏丸店No . 1   サイゼリヤ京都四条烏丸店

のっけからサイゼリヤか？と思った方、チェーンレストランとあなどることなかれ、百聞は一見に如か

ず、烏丸高辻の北西角ビルの地下１階と来店しやすいところにありますので、是非体験ください。

低価格のチェーンイタリアンレストランですが、生サラミ、ほうれん草のソテー、真イカのパプリカソー

ス、ピクルス等ワインにあう一品が多くあります。ピザ、パスタも数種類ずつあります。コスパ最強といっ

ても過言ではないでしょう。

ここをお勧めする最大の理由は、普通の店舗の通常メニュー以外に

ワインリストが存在することです。通常メニューに９種類のワインが

ありますが、それ以外に10種類もあり、１本1,080円から2,480円とリー

ズナブルな金額でいろいろなワインを楽しむことができます。何回も

通わなければ、全種類制覇はできません。オフィス街にあり、客の年

齢層は高めなので、御安心ください。

所在地：京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町310　太陽生命ビルB1F
TEL：075-342-3666

ワインにあう一品メニュー定番のピザやパスタ

（左）通常ドリンクメニュー　（中）（右）豊富なワインメニュー

丸岡易史の外さない店

ショシランガイドショシランガイド

会報への投稿は新人会員の紹介以来です。私がいろいろな飲食店（居酒屋が中心ですが）に来店している

ことが知られているようで、会報の原稿をお願いされました。数多くのリストから今回は主にコスパを重視

したセレクトにしました。どこもお勧めのお店で、１度利用していただければと思います。これからもあく

なき探求心でお店を開拓していきたいと思います。
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　N o . 3   中野屋らーめん　THE  J I R O　今出川店No . 3   中野屋らーめん　THE  J I R O　今出川店

京都は有名ラーメン店がいくつもありますが、ここ西陣界隈では超有名店というのが浮かびません。以

前、「麺屋裕」が自宅の近所にあったのですが、移転してしまいました。ここ数年で食べたラーメンでは「麺

屋裕」が最強です。「麺屋裕」は現在地下鉄東西線の椥辻駅近くにあります。

さて、御紹介のお店は、京都では珍しいにぼしラーメンのお店です。二郎系ラーメンにインスパイア

されたのか、麺、野菜、タレ、背油の量をお好みで選べます。麺の量が１番多い超大盛（500g）にして、

野菜を「ましまし」にすると、鉢がマウンテン状態になり、成人男性でもかなりの量になりますが、さっ

ぱり系の味なので、私はなんなく食べられます。やはり昼はしっかり食べないといけませんね。にぼしらー

めんが850円（税込）で、汁なしの油そばもあります。なお、京都駅前にもお店があります。

所在地：京都市上京区北小路室町390-4　今出川室町南東角から2軒目です。
地下鉄今出川駅や上京区役所から徒歩5分くらいです。

TEL：075-366-8644

　N o . 2   ほいっぽNo . 2   ほいっぽ

京都新聞本社の裏側にあり、京都司法書士会館から徒歩範囲の肉料理がメインの居酒屋です。

会館での会議後に数回来店しました。焼きウルテのポテ

トサラダ、生センマイのサラダ、ハツのたたきなど牛のい

ろいろな部位を楽しむことができます。どの料理もひとひ

ねりされています。

日本酒の種類も豊富で料理に合ったお酒をチョイスして

もらえます。料金は、単品注文で１人5,000円くらいです。

飲み放題付5,000円（税込）コースもあります。座席数が19

席と少なく人気店なので、予約していかれることをお勧め

します。

所在地：京都市中京区少将井御旅町352－1　ラフト1F
TEL：075-746-6360
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　N o . 4   麺どころ晃庵　京都駅前店No . 4   麺どころ晃庵　京都駅前店

　N o . 5   B OND（ボンド）No . 5   B OND（ボンド）

料理は刺身やてんぷら等の和食中心に、最後はおいしいうどんが食べられる居酒屋です。茄子の忘れ煮

うどん800円（税込）がお勧めです。

しかし、最大のお勧めポイントは、毎週水曜日に日本酒と焼酎が全て半額になることです。日本酒は

120mlで650円、750円が中心の価格設定ですが、それが半額になるわけで、呑までかという感じですね。

普段は高くて飲めなかったプレミアムなお酒も注文できます。久保田の万寿、森伊蔵もあります。酒好き

にはありがたいお店です。なお、新町下立売北東角に御所店があり、こちらも水曜日が日本酒、焼酎半額

デーになっています。

千本出水上るにあるいわゆる立ち飲み屋さんです。近所には有名店のすっぽんの大市や焼肉の江畑があ

ります。なんと朝の10時から夜10時まで通しで営業されています。ランチはありません。刺身、焼き魚、

揚げ物からお寿司までとメニューが豊富です。また、生ビール240円、ビール中瓶290円と京都ではまずな

い低価格です。地酒も数種類あります。お勧めは、ニンニク揚げ150円です。ニンニクを丸ごと油で揚げ

ただけのシンプルな料理ですが、塩コショウでおいしくいただけます。お替わりしたくなります。また、

店主の名前を冠した「よりこの唐揚げ」

200円は注文必須です。この値段でから

揚げが３つ提供されます。ここもコス

パは、横綱級といえます。地元住民や

外人観光客で連日にぎわっています。

所在地：京都市下京区油小路通塩小路下る南不動堂町3　大道第2ビル1F
TEL：075-352-1130

所在地：京都市上京区千本通上長者町下ル革堂前之町117-2
電話はありませんし、予約もできません。日曜日が定休日です。

　N o . 6   T r e o t t o（トレオット）No . 6   T r e o t t o（トレオット）

四条大宮駅近くのアミービル（王将の前です）の２階のイタリアンです。お通し380円で、バーニャカ

ウダー（きゅうり、大根、ニンジン、ヤングコーン等）が提供されますが、付けるソースが絶品です。チー

ズベースで少しニンニクの味がします。しかも、何度でもお替りできます。

絶対注文するべきなのは、ホタテのカルパッチョ 680円、合鴨のペッパー＆スモークバルサミコソース

580円、アヒージョ 580円、焼きチーズリゾット580円です。もちろん、ピザもパスタも多くの種類があり

ます。どの料理も美味しいです。

飲み物は生ビールが380円で、他にいろいろな国の瓶ビールもあります。ワインは、グラスワインが380

円と安めの設定で、グラスぎりぎりまで注いでもらうことができます（ストップというまで注ぐシステム

です）。ボトルワインは、1，900円から10，000円までいろいろあります。値段は全て税抜です。

トレオットは、この10年間利用したお店の中の最高クラスで、いわゆる人には教えたくないお店です。

料金は、単品注文で１人4,000円くらいです。この金額でおなか一杯飲んで食べられるイタリアンがある

でしょうか。ソファー席もあり、ファミリーでの利用も可能です。

所在地：京都市中京区錦大宮町130　メゾンドール四条大宮アミービル2F
TEL：075-823-7667

よりこの唐揚げニンニク揚げ
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1242 1246

1247

1244

中　村　公　美 大　塚　海　希

西　浦　健　二

八　木　陽　輔

事務所所在地　洛央支部
京都市中京区烏丸通六角下ル七観

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
京都市右京区鳴滝川西町18番地１

①独立できる資格を取りたいと考

えていました。その中で算数、

数学が得意ではありませんでし

たので司法書士を選択しました。

②この範囲は大塚が１番詳しい。と言われる専門

性の高い司法書士になりたいです。

③結局プラマイゼロ

④平成30年８月に独立させて頂きました。精一杯

精進致します！！

事務所所在地　城南支部
京都府八幡市八幡沓田５番地７

事務所所在地　洛央支部
京都市中京区河原町通二条下る一

之船入町374番地　アソルティ河

原町二条ビル８階（司法書士法人

絆）

専門知識を使って人助けができる仕事に就きた

い気持ちと、最難関国家試験に挑戦したい思いか

ら、司法書士を目指すようになりました。「司法

書士は町の法律家」というキャッチフレーズを目

にしてからは、さらにその思いが強くなりました。

何度も不合格を経験し、やっとのことで司法書士

試験に合格しましたが、実務に就いてからは全く

自分の力が通用せず、今も打ち拉がれる毎日が続

いています。

法律問題に限らず、実生活での困りごとを何で

も相談してもらえるくらいに信頼される司法書士

を目指しています。依頼者が不安に思っているこ

とを、少しでも軽減できるよう親身になって相談

に乗り、問題解決の一助になれれば嬉しく思いま

す。

今は、京都市中京区の司法書士法人 絆 で粟津

先生と藤岡先生に師事しております。人助けどこ

ろか助けていただいてばかりですが、いつの日か

１人でも多くの方に恩返しができるように、また、

社会に貢献できるよう努めますので、先生方にご

指導いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

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

1249 池　部　　　翔
事務所所在地　洛南支部
京都市下京区東洞院通綾小路下ル

扇酒屋町289番地　デ・リードビ

ル６Ｆ

初めまして、洛南支部の事務所

で勤務しております池部翔と申します。

主に、商業登記と相続をメインで仕事をしてお

ります。

いろんな先輩の司法書士をはじめ、多くの士業

の諸先輩方にご指導頂きながら業務をする日々で

ございます。

新しいことには、果敢にチャレンジしていきた

いというタイプの人間です。法務局等で見かけら

れたら、話かけて頂けると嬉しいです。

好きな言葉「おもしろくこともなき世をおもし
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1250 上　田　美　樹
事務所所在地　洛央支部
京都市中京区御池通東洞院東入笹

屋町436番地　永和御池ビル202号

（司法書士法人中尾パートナーズ）

　自己研鑽を怠らず、皆さまと信

頼関係を築いていきたいと考えております。

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

1252

1255

1253 1257

1256

1254

川　崎　健　一

大　栢　　　一

伏　谷　　　司 小　山　裕　二

石　垣　智恵美

⻆　田　彩　子

事務所所在地　洛南支部
京都市伏見区醍醐烏橋町５番地の

11

事務所所在地　洛央支部
京都市中京区西ノ京島ノ内町21番

地　ネオコーポラス島ノ内715

事務所所在地　城南支部
京都府木津川市兜台五丁目１番地

３　コンフォールかぶと台１－

402号

事務所所在地　洛西支部
京都府長岡京市今里蓮ケ糸11番地

大阪での勤務を経て、平成30年

に独立し、京都会に入会いたしま

した。

遅まきながらの独立であり、まだまだ経験不足

ではございますが、日々精進し、先輩方のご指導

をいただきながら、信頼される司法書士を目指し

事務所所在地　洛西支部
京都市右京区西京極北大入町12番

地　グランデ葛野302号

事務所所在地　洛北支部
京都市左京区吉田牛ノ宮町４番地

　日本イタリア会館303号室

平成30年４月に大阪会より登録

替えで入会いたしました。

平成18年より京都会でお世話になりましたが、

平成21年１月独立し７年３か月間大阪市北区にて、

弁護士の夫とともに事務所を運営してまいりまし

た。

この度、娘の保育園入園に合わせ、思い切って

事務所を自宅のある京都に移転し、再度京都会に

てお世話になることとなりました。

懐かしい気持ちとフレッシュな気持ちの入り混

じった不思議なスタートとなりましたが、子育て

同様マイペースで頑張ろうと思っておりますので、

どうぞよろしくお願い致します。

ろく、すみなすものは心なりけり」

この世を変えるのは、自分の心次第だ。と本気

で思っています。

よろしくお願い致します。

1251 今　安　由紀子
事務所所在地　中丹支部
京都府舞鶴市字丹波20番地

　平成30年４月に登録、入会させ

ていただきました、今安由紀子 と

申します。

　前職は、音楽講師をしておりました。

　残された人生、司法書士として社会に貢献でき

るよう、努力精進してまいります。

　先輩さま方、どうぞよろしくお願いいたします。
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1261

1262

1263

松　村　賢一郎

長　谷　寿　雄

山　口　貴　也

事務所所在地　洛南支部
京都市伏見区醍醐岸ノ上町２番地

12 T202号室

事務所所在地　洛北支部
京都市上京区新町通丸太町上る春

帯町351番地１　ＫＩビル５階（司

法書士法人しもいち事務所）

事務所所在地　洛南支部
京都市下京区七条通新町東入西境

町149番地　サザン京都駅前ビル

４Ｆ

1260 馬　上　貴　伯
事務所所在地　洛南支部
京都市下京区麩屋町通四条下る八

文字町341番地　森マンションⅡ

402

1258 山　口　貴　司
事務所所在地　洛央支部
京都市中京区西ﾉ京上平町９番１

1259 藤　井　健　一
事務所所在地　城南支部
京都府宇治市莵道谷下り60番地の

２

て参りたいと思います。
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井上さん、伊藤さん、中井さん、矢田さん、昨年秋の座談会ではお世話になりました。 
素敵な京料理のお店で皆さんに暖かく迎えて頂き、座談会ではたくさんのお心遣いに、かつての想いや今
現在の気持ちなどなど、思う存分語る事が出来ました。2018年の思い出ベスト３に入るほどの楽しい時間で
した。
座談会の原稿編集もかなりの時間と労力を要したことと思います、本当に本当にお疲れ様でした。初めて
活字になった大切な思いも多く有りました。それが私には嬉しくてなりません。
平成に生まれ生きた秋雪のことを、間もなく平成が終わろうとしている今この時に、言葉に残せる機会に
恵まれたことは、何て幸せな事でしょう。
広報部のみなさん、事務局のみなさん、大変お世話になりました。ありがとうございました。

2019年２月吉日　 加　藤　浩　美
（特別寄稿）

広報部に所属していながらここ数年会報の編集にはほとんど携わっておりません。
皮肉なことに、僕が会報の編集に携わらなくなって会報の内容がより充実したように感じます。
今年の会報も、業務に関することのみならず、加藤さんとの座談会や会員のプライベートに関する記事、
グルメ記事など盛りだくさんの内容になっており楽しく読んでいただけたのではないかと思います。
来年も会報にはあまりタッチしない予定なので、次号も是非ご期待ください！

岩　城　寿　英

広報部２年目、会報編集に関わるのもまだ２回目のひよっこ部員（肩書は副部長ですが…）です。
今年の会報は座談会を始め、チャーハン企画等々、楽しんで企画に参加させていただいたものばかりでした。
また「広報女子」と称して、広報部の女性４名でＦＭたんごに出演させていただいたり、 新聞社の方と意
見交換会を開催したり、広報部の活動も充実した１年でした。笑って許して下さった松本部長に感謝です！

井　上　具美子

会報にはだいぶ長い間携わっていて、内容が無い、会報なんか要らん、電子化しろ、表紙がマンネリだ、
とか色々言われてきましたが、広報部員が頭を悩ませながら企画して、鬼の督促を繰り返し、今年も何とか
仕上がりました。どんな感想でもいい（忖度をお願いします。）ので、広報部員にお聞かせいただければ励み
になるかと思います。

浅　井　　　健

もう何回編集後記を書いたことでしょう…。
その何回書いたかわからない中で、今年の会報は１番味のあるものになったのではないかと思っています。
加藤さんとの座談会はもちろん、「読んでみようかな」と気にかけていただける内容になっているのではない
でしょうか。
毎回、たくさんの方々にご協力いただき、何とか年１回発行できている会報。ご協力いただいたみなさま
に感謝しつつ、１人でも多くの方にお読みいただければと願っています。

伊　藤　美也子

編　集　後　記
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会報原稿をご執筆いただいた皆様、編集等をしていただいた広報部の皆様、本当にありがとうございました。
たくさんの思いが詰まった会報を多くの皆様にお読みいただけると幸いです。

德　田　康　敏

広報部員として、座談会やＦＭ丹後やチャーハン教室等々に参加し、とても貴重な経験をさせていただき
ました。（ショシランガイドのパラパラチャーハンの取材後、はまりにはまり…10回以上作ってしまいまし
た！）
自分の広報の資質のなさには時々落ち込みますが…部員の方々から刺激を受けながら楽しくお仕事させて
いただいております。

中　井　英　子

今回の座談会は、実現することができるなんて、これも何かのご縁。貴重な体験になりました。加藤さん
始めご協力いただいた方々にこの場を借りて感謝申し上げます。
また、会の中には意外な特技や一芸に秀でた方、素敵な趣味をお持ちの方がまだまだいらっしゃるのでは
と感じています。広報を読んで、共通の趣味の人に出会えた！など仕事についてだけでなく、有意義な情報
発信の場としてお役に立てば嬉しいです。

矢　田　明日香

思い返せば会報の93号から自分の会報との関わりがスタートしました。
当時はほとんどの作業を１人でしていたのではと思います。
とはいえ、今回の座談会は自分１人では到底できるものではありません。広報部の女子チームが、ものす
ごく主体的に動いてまとめてくれているのをみて人が集まってものを創ると、より大きなパワーが生まれる
ものと感じました。
部長として４年。組織はどのようなもので、どのように決定し動いていくのか、この歳月で学んだような
気がします。普段、田畑原野を駆ける一匹狼としては得難い体験でした。人を使うことの難しさ、でも人を
束ねるとより大きな威力を発揮する、そういうことに気づいた４年でもありました。
これからも会報を含めた広報活動にご理解ご協力よろしくお願い致します。

松　本　　　尚

広報部部長

広報部副部長

同

主 事

主 事

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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