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「令和の時代を考える」
京都司法書士会

会長

山

口

基

樹

多くの方々の協力のもとに会報第９８号の発刊を

の放棄を可能とする方策、遺産分割の期間制限等

することができました。新型コロナウイルスの影

の方策が盛り込まれています。これらの方策は、

響により編集作業が遅れ例年に比べ発行時期が遅

社会的な影響が大きく、我々の業務にも大きな影

くなりましたことをお詫びするとともに、執筆い

響を及ぼすものです。このほか、民事裁判手続の

ただいた関係者の皆様及び広報部の皆様に、お礼

ＩＴ化等についても議論が進められています。

申し上げます。
さて、令和の時代の幕が開けた、昨年は、大き
昨年は、天皇陛下の退位に伴い元号が平成から

な災害があった年として記憶に残ることになりま

令和になりました。前号の会報発刊時から本号の

した。台風１５号、台風１９号は関東地方のほか広範

発刊時までの間において、通常国会においては、

囲な地域に被害をもたらしました。このように、

司法書士の使命規定の新設・懲戒手続の合理化・

毎年頻発する災害は、地球の温暖化が影響してい

一人法人を可能とする司法書士法の一部改正が実

るといわれています。当会は、昨年長岡京市と災

現し本年８月１日から施行されました。また、司

害協定を締結しましたが、災害は、今後も頻発す

法書士業務に関連する民事法分野において、債務

るとの認識のもとに取組を進めていくことが必要

者財産の開示制度の見直し等を含む民事執行法の

と考えています。

改正、変則型登記の解消を目的とする「表題部所

また、本年は、新型コロナウイルスが全世界で

有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法

猛威をふるい、日本においても緊急事態宣言の発

律」の制定、戸籍事務へのマイナンバー制度の導

出や東京オリンピックが延期されるなど、社会経

入等を内容とする戸籍法の一部改正、特別養子制

済活動に深い爪痕を残しました。ワクチンの開発

度の見直しに関する民法等の一部改正が成立し施

が進んでいるとはいえ、いまだに収束の目途がた

行されました。その他、株主総会資料の電子提供

たない状況にある中で、新型コロナウイルスに起

制度の創設等を内容とする会社法の一部改正が成

因する収入減や失業などの困りごとの相談の受け

立するなど多くの法律が新たに誕生いたしまし

皿として、司法書士が果たすべき役割は大きいの

た。しかし、民事法分野の課題はなお依然として

ではないかと考えています。

多く残されています。中でも所有者不明土地問題
は、政府の最重要課題の一つと位置づけられてお

これからの、令和の時代は、日本においては、

り、法制審議会において、民法・不動産登記法の

高齢化が進み人口が減少していく時代です。その

改正について議論が進められているところです。

一つの現象として、所有者不明土地問題や空き家

この議論は、前述の立法のほか長期相続登記未了

の問題があります。当会では、複数の自治体と空

土地の解消作業に係る「所有者不明土地の利用の

き家について協定を締結し、取組を行っていると

円滑化等に関する特別措置法」の制定などの一連

ころです。このような中で、令和の時代のキーワ

の対策の中の本丸というべきものです。中間試案

ードとなるのは「管理」と考えています。
我々の業務に関連するものだけで、例えば、所

においては、相続登記申請の義務化、土地所有権
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有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置

し、豊かな暮らしのためには、時間とコストが伴

法では、国の行政機関の長又は地方公共団体の長

います。丁寧な生き方には、忍耐と工夫が必要で

に不在者の財産管理人又は相続財産の管理人の選

す。それでも、私達は令和の時代に、豊かな暮ら

任請求権を認め、表題部所有者不明土地の登記及

しのため、丁寧に生きいくことを強い意志をもっ

び管理の適正化に関する法律では、利害関係人に

て実践していかなければならないと思うのです。

対し、特定不能土地等管理者による管理を命ずる

未来のために！

申立を認めています。法制審議会民法・不動産登
記法部会でも新たな管理制度について議論がされ
ています。また、国土審議会における土地基本法
の見直しについては、法全体に管理の観点を追加
することが予定されています。今後、様々な管理
についての取組が進められることが予想されま
す。もっとも、司法書士は従来から成年後見人と
して財産管理を行い、不在者財産管理人、相続財
産管理人に就任して管理業務を行ってきた実績が
あります。新たな管理問題についてもその役割を
担うことのできる職能であると考えています。
さらに、日本社会全体でも、昭和の時代に建て
られ老朽化した橋、ダム、道路、施設などの管理
をどのようにしていくのか考えなければならない
時代のように思います。
また、国際社会における地球温暖化対策につい
ての議論や水問題についての議論は、地球の環境
をどのように管理するのかという問題であるよう
に思います。先の国連気候変動枠組条約第２５回締
約国会議（ＣＯＰ２５）では、日本の火力発電が諸
外国から厳しい非難を受けました。これは、私達
一人一人の生活のあり様が非難されているともい
えるように思います。
令和の時代は、管理という視点から物事の是非
を判断していかなければならない時代です。そし
て、管理できるものはしっかり管理して、次の時
代に引き継いでいく。一方で、管理できないもの
は作らない、使わない、利用しない、廃棄すると
いう選択も必要です。
暮らしの手帖の初代編集長花森安治氏は、「豊
かな暮らしとは、丁寧に生きること」と述べてい
ます。豊かな暮らしとは、精神の豊かさを意味す
るように思います。また、丁寧に生きるとは、手
間暇を惜しまない生き方のように思います。ただ
−2−
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考

察

司法書士による財産管理としての
民事信託業務
洛央支部

民事信託業務の今後の動向
昨今、司法書士が成年後見・財産管理業務に関

石

田

雅

也

まれるわけなので分別管理可能な口座を開設する
「口座開設サービス」へと移行することになるで

与することにより社会での認知度も高まり、また

あろう。

業務範囲も拡がってきている。また財産管理業務

なお、不動産の移転を伴う民事信託において金

の一環としての民事信託業務を取り扱っている司

銭等の金融資産がなく不動産のみの信託による移

法書士も相当数増えてきている。地元京都におい

転を行うなどということは考えられない。金融資

ては京都銀行が令和元年12月18日から「民事信託

産がない場合にどのようにして信託事務を処理す

サービス」の取り扱いを開始する旨のPress Release

るのか、信託登記手続き費用や公租公課の諸経費

がなされ、その中で一般社団法人民事信託士協会

に充てる資金がなければ、財産の管理もできない

と連携したことが発表された。民事信託士協会は

ということは考えればわかることである。したが

平成26年4月に設立され、代表理事は公益社団法

って不動産の移転を伴う民事信託での受託者名義

人

での口座開設は必須のこととなる。

成年後見センター・リーガルサポートの初代

理事長であった大貫正男氏と森登喜雄氏であり、

ちなみに民事信託士協会に属さない専門家が分

翌年に民事信託の適正活用を担う人材の育成を目

別管理による口座開設を希望した場合の取り扱い

指して、新たに民事信託士という資格を創設し

に関してはどのようになるのかを考えてみる。ま

た。民事信託士になるには検定があり、受験資格

ず、京都銀行に限らず他の銀行でも分別管理可能

は弁護士と司法書士に限定されている。民事信託

な口座開設に関しての信託契約書は原則として公

士数は令和2年1月末日時点で全国に約200名で

正証書作成のドラフト段階（草案・下書き）での

あるが、令和2年3月末には第5期の民事信託士

契約書の提示を求めることになるであろう。銀行

の登録が完了し340名となり、京都会も20名の民

は民事信託契約書の内容について外形的な基準に

事信託士の登録を行っているものと思われる。

限定してチェックし事前審査を行い、信託契約と

京都銀行の民事信託サービスは「取次サービ

付随する資料を民事信託士をはじめとする専門家

ス」と「口座開設サービス」とに分けられている

に提示したうえで問題点の指摘を求めるというこ

が、「取次サービス」は顧客から民事信託の問い

ともありうる。また既に公正証書で契約書が作成

合わせなどがあった場合に民事信託士に取り次ぐ

されている場合はその都度の対応となり公正証書

サービスであり、実際には京都銀行の担当者と民

を持ち込んでも外形的基準に合致しない場合はチ

事信託士と顧客との3者で顧客の意向や希望に沿

ェックの段階で口座開設ができないという事態も

って民事信託の組成が可能であるかにつき検討を

想定される。以上のとおり口座開設を希望する場

行い、遺言や任意後見申立などの他の方法での対

合、原則として信託契約書は公正証書作成のドラ

応が可能ということになれば、その手続きに進ん

フト段階での銀行によるチェックを経たのち公正

でいくことになるものと思われる。民事信託の組

証書作成の手続きとなる。その後の公正証書作成

成が最善となれば民事信託の設計を行っていくの

の段階での公証人による内容の指摘は別問題とな

であり、当然これに伴い金融資産も信託財産に含

るので、銀行、公証人との信託契約書の調整が重
−3−
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要となる。このような段階を経て公正証書による

を開始したことにより、今後の民事信託業務の需

信託契約書が作成され、初めて分別管理可能な受

要がどこまで発展していくのかは未知数である

託者名義の口座が開設できることとなる。

が、少なくとも依頼者のニーズがあれば、司法書

なお、金融機関での外形的なチェック項目とし

士はこれに応えていく正確な知識と技量必要とな

て考えられるものを以下に示しておく。

ることはいうまでもないことである。

・委託者の行為能力に問題はないかどうか。
２．信託契約書案の起案について

・信託の目的が受益者の生活、介護・療養、円滑

さて、「司法書士法及び土地家屋調査士法の一

な資産承継等明確になっているか。
・受託者が個人の場合受託者が3親等内の親族で

部を改正する法律」が令和元年６月12日に公布さ

あるか、受託者が連続する信託契約の場合、後

れた。目的規定が廃止され新たに以下のとおりの

継受託者の指定がされているか。

使命に関する新設された。
「司法書士法の定めるところによりその業務と

・信託財産が明確であり、引き渡し時期、方法が

する登記，供託，訴訟その他の法律事務の専門家

明確となっているか。

として，国民の権利を擁護し，もって自由かつ公

・信託財産の管理運営方法が適切に定められてい

正な社会の形成に寄与する」その使命規定の中に

るか。

法律事務の文言が入ったことの意義が大きい。民

・受益者に対する給付の内容・方法が適切に定め

事信託の契約書作成を含む民事信託支援業務の法

られているか。

律事務を司法書士がどの規定を根拠に取り組んで

・受益者が複数いる場合、受益権割合などが定め

いけるものなのかを考察してみたい。

られているか。

ちなみに一般社団法人民事信託士協会の見解は

・受益権の譲渡質入れ・その他の担保権設定が禁

以下のとおりである。（民事信託士協会ホームペ

止されているか。

ージＱ＆Ａ～抜粋）

・信託の効力の発生時期、信託の期間、終了事由
が定められているか。

Ｑ６・司法書士が民事信託に取り組める法的根拠

・信託の終了時に残余財産がある場合にその帰属

を教えてください

について定められているか。
・受託者の善管注意義務が定められているか、受

「司法書士が民事信託士として民事信託を行う法

託者との固有財産との分別管理について定めら

的根拠は、司法書士法施行規則に附帯業務として

れているか。

財産管理業務等が明文化されたことにあります。

・信託財産の管理運用方法、信託契約にかかる計

直接的には、信託監督人、受益者代理人等の地位

算期間、計算書類の作成、報告事務についての

に就いたり、継続的な相談業務として法務顧問契

定めがあるか。

約を結んだり、信託契約書等を作成する権限が認
められています。但し、当事者間や相談等におい

・受託者、受益者、信託監督人に対する信託報酬

て利害対立が顕著となり紛争性を帯びてきた場合

について明確となっているか。
・金銭ついての追加信託の定めがあるか。

には、弁護士法との関係で業務範囲外となるの

・受託者に対して貸付を行うことが予定されてい

で、注意が必要です。なお、弁護士法第３０条の５

る場合、信託契約の変更または終了については

の弁護士法人の業務として、法務省令である弁護

金融機関の承諾を要することになっているか。

士法人及び外国法事務弁護士法人の業務及び会計

司法書士が民事信託に組成するうえで、契約書

等に関する規則第1条に規定していますが、その

を作成するのであれば、最低限上記の事項はクリ

第１号、第２号には、前述した法務省令である司

アしておかなければいけないこととなる。関西の

法書士法施行規則第31条第１号、第２号と同様の

地方銀行大手である京都銀行が民事信託サービス

条文が規定されています。」
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と規則3１条を根拠としている。規則31条は、司法

位に就くのは民事信託の受託者と解する。

書士法第２９条から導かれるものなのだが、司法書

３．受託者の業務こそが「他人の財産の管理若し

士法29条１項１号の趣旨は、司法書士は、本来的

くは処分を行う」となる。

業務のほか、他の士業法で独占業務として規制さ

４．司法書士の民事信託支援業務は「依頼者（委

れていない業務を附帯的に行うことができ、実際

託者）からの依頼により」「他人の財産（信託

にも行っていることから、司法書士法人について

財産）の管理若しくは処分を行うもの（受託

もこのような附帯業務を行うことを可能とするも

者）」の管理若しくは処分を行う業務を補助す

のであるとされている。

る業務と解さざるをえないのではないか。

第29条（業務の範囲）

しかしながらこのような条文解釈の受託者の補

司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号

助ということのみでいいのか、信託契約締結の前

までに規定する業務を行うほか、定款で定めると

後を通じての委託者、受益者との補助をする司法

ころにより、次に掲げる業務を行うことができ

書士との関係はどうなるのかという問題は残る。

る。

また、民事信託士協会が「当事者間や相談等に

1法令等に基づきすべての司法書士が行うことが

おいて利害対立が顕著となり紛争性を帯びてきた

できるものとして法務省令で定める 業務の全部

場合には、弁護士法との関係で業務範囲外」とし

又は一部

ているのは、弁護士法７２条に定める「その他一般

（略）

の法律事件」の解釈に関することであるが、これ

上記を受け司法書士法施行規則第３１条は以下

については最判平成２２年７月２0日刑集６４巻５号の

のとおりとなる。

「その他一般の法律事件」の要件については一定

司法書士法施行規則（司法書士法人の業務の範囲）

の事件性があることが必要となると判決であると

第31条

いう理論からである。（判決は「法的紛議が避け

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。

られないような事案は弁護士事案であると判じて

一

いる」）

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

つまり少なくとも民事信託支援業務の場面では

位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理

当事者間において法的紛議は生じていないことが

若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う

通常であるため、かかる場面において司法書士が

者を代理し、若しくは補助する業務

業務として行ったとしても弁護士法７２条に違反す

五

法第３条第１項第１号から第５号まで及び前

るものではないという理論からかと考えられる。

各号に掲げる業務に附帯し、又は密接関連する業

私見ではあるが業際問題から考えると「その他

務

一般の法律事件」は事件性必要説と事件性不要説
があるが、事件性必要説は現代の法律分野の拡大
以上から民事信託支援業務を規則31条で条文解

により、あらゆる事項は何らかの法律にかかわっ

釈を試みると以下のとおりとなるのではないか。

ているのも事実であるから、紛争の惹起していな

１．司法書士は信託業法の関係から受託者の地位

い権利義務関係をすべて「その他の一般の法律事

に就き業務を行うことはできないから、規則31

件」に該当してしまうと非弁行為の処罰範囲が著

条第1号前段の「管財人、管理人その他これら

しく拡大してしまうのは実際的ではないと考え

に類する地位に就き」ということにはならない

る。また歴史的経緯からも司法書士が非紛争事件

しできない。

を取り扱えることへは本会会報Vol.97「主観的財

２．第1号の前段の「当事者その他関係人の依頼

産管理業務」に言及しているので御参照いただき

により」委託者からの依頼を受けて「管財人、

たい。

管理人その他これらに類する地位に就き」で地

以上、規則31条業務を基調として解説を試みた
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が司法書士が民事信託支援業務を行ううえでは根
拠規定と職務範囲を認識していかねばならない
し、また高齢者をはじめとし障碍者などの問題を
継続的に処理していかないといけない業務である
ので、成年後見制度と同様に各種士業は利用者を
最優先に考え相互間の連携、協働しまた隣接する
職能団体を尊重し行っていただきたいものであ
る。
参考資料
市民と法

No.109「民事信託業務に未来はあるか

（４）」渋谷陽一郎氏著
「財産管理業務としての民事信託」について
2019年9月21・28日民事信託士検定
弁護士

第5期資料

金森健一氏著
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考

察

相続人中に不在者がいる場合の
被後見人の財産の引き継ぎについて
洛西支部

１．はじめに

岩

城

寿

英

度では、生死不明の状態が一定期間継続している

先日、成年被後見人（以下、「本人」という）

ことが求められている。普通失踪においては「不

が亡くなられたことから、お預かりしていた本人

在者の生死が７年間明らかでないとき」という要

の財産を相続人に引き継ぐべく、戸籍等を取り寄

件を満たす必要があるので、今回の事案が当該要

せ相続人を調査したところ、本人は生涯独身で子

件を満たしているのかを確認することとした。

もおらず、本人の死亡時点での法定相続人は本人

本人からは、家族について「兄と妹がいるこ

の母一人であった。比較的簡単に財産の引き継ぎ

と」、「父は早くに亡くなり、母には幼い頃に捨て

を済ませることができると思いながら、戸籍の附

られて兄と大変な苦労をした」ということを聞い

票で母の住所を確認したところ、住所の記載がさ

ていたが、本人があまり語りたがらなかったこと

れていなかった。役所の窓口に問い合わせてみる

もあり、それ以上のことは聞けていなかった。他

と、実態調査により居住の事実がないと確認され

の当事者に事情を確認できれば良いのだが、妹に

た者については、職権で住民票が消除される取り

ついては母と同じく住所の記載が消除され行方不

扱いとなっており、本人の母について同様の取り

明であり、兄はすでに他界しており直接事情を聞

扱いがなされたため、戸籍の附票に住所の記載が

くことはできない。もしかしたら、兄の妻であれ

ないのではないかとの回答がなされた。住民票、

ば何か事情を知っている可能性があると思い、兄

改製原附票ともに閉鎖されてから５年以上が経過

の妻に事情を尋ねてみることにした。兄の妻によ

しており、すでに廃棄処分されていたため、本人

れば、本人の兄も本人と同じく家族についてはあ

の母の住所については何の手がかりも得られなか

まり語りたがらなかったようだが、一度だけ話を

った。このままでは、本人の財産の引き継ぎがで

聞いたことがあるとのことであった。その内容

きないため、引き継ぎのための手続きを検討する

は、「本人らの母は昭和２２年に夫（本人の父）を

こととなった。

亡くし、女手一つで幼い子らを育てることに絶望

相続人中に不在者がいる場合に選択しうる手続

し、一家心中を図るべく本人らを連れて家を出

きとしては、不在者財産管理人選任申立てか失踪

た。母のただならぬ様子に気付いた兄が本人と二

宣告の申立てのいずれかであると思われる。両手

人で逃げ出したが、妹は母に連れられて行ってし

続きとも申立手続き自体はさほど難易度の高いも

まった。その後、本人と兄は施設を転々として暮

のではないが、失踪宣告の申立てについては普段

らしたが、母と妹の消息は不明である」というも

の業務として取り扱う機会が少ないと思われるの

のであり、兄の妻も、約５０年前に結婚してから、

で、参考までに私の体験した事案を紹介させてい

母や妹に会うどころか写真も見たことがなく、名

ただければと思う。

前も知らなかったという状況であった。兄の妻が
聞いた話が事実と断定することはできないが、少

２．手続きの選択

なくとも、親族においても何十年にもわたり母と

不在者財産管理制度または失踪宣告制度いずれ

妹と交流がなく、所在や生死について分からない

の手続きを選択するかについてだが、失踪宣告制

ということは間違いなさそうであり、また、住民
−7−

Vol. 98
票が消除されてからもすでに７年以上が経過して

今回の事案において行方不明となっているの

いたため、手続きとして失踪宣告の申立てを選択

は、本人の母と妹である。成年後見人としての財

することとした。

産引き継ぎ義務については、母が失踪宣告により
死亡したとみなされれば、姪が法定相続人となる

３．管轄裁判所

ため同人に財産を引き継ぐことにより果たすこと

失踪宣告の申立ての管轄裁判所は、不在者の従

ができるので、形式的には母の失踪宣告の申立て

来の住所地又は居所地の家庭裁判所とされてお

のみを行えば良いように思えるが、その後の相続

り、これにより定まらない場合は、審判又は調停

関係を確定するためには、妹についても失踪宣告

を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所

の申立てを行わなければならないため、母と妹の

規則で定める地を管轄する家庭裁判所とされてい

失踪宣告の申立を同時に行うこととした。そうす

る。

ると、妹の失踪宣告についても成年後見人が利害

今回の事案は、住民票が消除されており、不在

関係人として申立てをすることができるのかがネ

者の従来の住所地等が明らかでない事案であった

ックになるのだが、この点については、事前に家

が、本人から過去に大阪市某所出身であると聞い

庭裁判所と協議をした結果、やはり母の失踪宣告

ていたことや、兄の妻も、兄から大阪市某所出身

により成年後見人の財産引き継ぎ義務を果たすこ

であると聞いていたこと、当該出身地が本籍地と

とができるので、妹の失踪宣告の申立てにおいて

概ね一致すること、また、母と妹が失踪したと思

成年後見人は利害関係人とはならないという結論

われる昭和２２年頃は本籍地と住所地が基本的に一

にいたったため、相続人として母及び妹双方の利

致していた時期でもあることを鑑み、本籍地を従

害関係人となる姪に申立人になっていただくこと

来の住所地であるとして大阪家庭裁判所に申立て

になった。

を行うこととした。

後日談ではあるが、申立人となっていただいた
姪から、法律関係を一旦確定する必要があったと

４．申立人

はいえ、会ったこともない祖母や伯母について、

失踪宣告の申立ては、利害関係人（不在者の配

家庭裁判所に失踪宣告を申立て死亡したこととみ

偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者な

なす手続きをすることについて少なからず心理的

ど失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係

な負担があった旨、最後に役所に提出する書類が

を有する者）の請求によりなされるものとされて

死亡届ではなく失踪届であったことがせめてもの

いる。本人の死亡時における成年後見人等につい

救いであった旨のお言葉をいただいた。ケースバ

ては、管理していた本人の財産を相続人に引き継

イケースであるとは思うが失踪宣告の申立時には

ぐ義務を負っていることから、利害関係人になる

申立人の心理的な負担について配慮する必要があ

と考えられている。

ると感じた次第である。

ここで一旦、本事案における本人の相続関係を
５．失踪を証する資料について

整理させていただく。

失踪宣告の申立てにおいては、申立てに必要な
父
（死亡）

書類として、失踪を証する資料の提出が求められ

母
（行方不明）

ている。警察の捜索願受理証明書や宛先不明で戻
ってきた不在者宛の郵便物などが失踪を証する一

妹
（行方不明）

本人

兄
（死亡）

般的な資料として紹介されることが多いが、必ず

妻

これを提出しなければならないという訳ではな
く、事案によって適宜の判断が必要となる部分で

姪

ある。
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今回の事案においても、まずは捜索願受理証明

の連絡（審判書謄本の送達）→審判の確定（送

書などの一般的な資料があるかどうかについての

達後２週間経過）→失踪届の提出（確定から

確認を行ったのだが、捜索願を出した形跡はな

１０日以内、確定証明書要）

く、返戻された不在者宛の郵便物などの資料も何
ら残っていなかった。

今回の事案においては、申立て（４月２６日）→

手がかりとなるのは、本人や兄の妻が兄から聞

調査官調査（聞き取り調査）（７月１０日）→官報

いた話のみであったので、成年後見人就任時から

公告（８月７日から１２月６日まで）→審判書謄本

財産引き継ぎに際して失踪宣告の申立が必要とな

送達（翌年１月１４日）→審判確定→失踪届の提出

った事情をまとめた上申書を成年後見人名義で作

（翌年２月７日）と申立てから約７ヶ月強の期間

成し提出することとした（兄の妻名義で陳述書を

を要した。

作成し提出することも考えたが、あまり乗り気で

申立後、申立人側で行ったことは、官報公告料

なかったため成年後見人名義での作成となっ

の支払いの他、調査官調査等への協力、審判確定

た）。その他、本籍地が住所地であった可能性が

後の失踪届の提出ぐらいであった。調査官の聞き

高いので、行方不明時から現在に至るまでの住所

取り調査においては、申立人である姪の出頭は求

地の変遷につき図書館で住宅地図の調査を行い、

められず、兄の妻と私が出頭し、申立書に記載し

管轄法務局において不動産登記簿の調査を行っ

た内容の確認及び申立後に不在者について何か手

た。住所地周辺については開発が進み商業地とな

がかり等が得られたか否かについて確認がなされ

っており人家は存在しなかったが、念のため現地

た。追加資料の提出については官報公告の期間満

調査も行いその内容を書面にまとめ上申書と合わ

了後に、不在者の最新の戸籍謄本と戸籍附票の提

せて提出することとした。

出を求められただけであった。その後、審判書謄

ところで、今回の事案において普通失踪の７年

本送達から失踪届の提出という流れを経て手続き

間の起算点（行方不明になった時点）をいつにし

が終了するのだが、失踪届については審判確定後

たのかという点だが、警察へ捜索願を提出してい

１０日以内に提出しなければならないという点にご

る場合や返戻された不在者宛の郵便物などがある

注意いただきたい。この届出には審判の確定証明

場合は、その資料に基づいて起算点を設定するこ

書を添付しなければならず、管轄裁判所が遠方の

とができるが、そのようなものは存在しなかった

場合は、取り急ぎ確定証明書の交付申請をしない

ため、兄の妻が兄から聞いた話の通り、本人の父

とスケジュールがタイトになってしまう。また、

が亡くなった昭和２２年某月某日頃とさせていただ

失踪届は、不在者の本籍地又は申立人の住所地の

いた（審判においては昭和２２年１２月３１日が起算点

役場に提出することとなるが、不在者の本籍地以

とされた）。今回の事案においては、起算点をい

外の役場に提出する場合は、不在者の戸籍謄本の

つに設定しても相続関係に影響を及ぼす事がなか

提出を求められるので（今回の事案においては写

ったが、事案によっては起算点が相続関係に影響

しでも大丈夫であった）、不在者の本籍地が遠方

を与えることもあり慎重な判断が必要になってく

にある場合は確定証明書と同じくこちらについて

る部分ではないかと思う。

も早めに取り寄せておかないと慌てることになる
ので気をつけていただければと思う。

６．手続きの流れ
７．おわりに

失踪宣告（普通失踪）の手続きの流れは一般的
には次の通りである。

以上、私の体験した失踪宣告の手続きについて
ご紹介させていただいたが、申立ての準備期間を

申 立て→審理（書面照会、調査官調査など）

含めると約１年程度の時間を要した手続きであっ

→公示催告（３ヶ月以上）→失踪宣告→結果

た。その間、成年後見人において引き続き本人の
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財産の管理を行い、家庭裁判所にも定期的に報告
をする必要があり、本人存命時と変わらず執務を
行わなければならない。幸い管理の難しい財産も
なく、親族も協力的であったため大きな問題はな
かったのだが、無事に相続人に財産を引き継いだ
ときはとてもホッとしたのを覚えている。
財産の引き継ぎの場面では、相続人がいなか
ったり、所在が分からなかったり、相続人間に紛
争があったり、相続人との連絡が円滑に進まなか
ったりなど困難な事例は少なくないと思われる。
京都会では、リーガルの研修会も充実しており、
執務相談の体制も整っており、様々な事例の蓄積
もあると思われるので、もし引き継ぎ困難な事例
を抱えた場合は一人で悩まずに是非とも周りにご
相談いただければと思う。
以

上
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特

集

司法書士業務なんでも座談会
（研修会）のご案内

みなさま、当会の会員交流委員会が企画してい

談」、
「書類チェック方法・ミスの発見の仕方」、
「わ

る、司法書士業務なんでも座談会をご存知でしょ

からない事にぶつかった時の対処」などたくさん

うか。かなり盛況だとの噂を聞きつけ、広報部に

用意されており、何を話したら良いのかわからな

おいて潜入取材をさせていただきました。

いということがなく、ファシリテーターが上手に

日々の業務の事や、独立・開業の事など、何で

話の口火を切り、グループ参加者にバランス良く

も気軽に質問できる座談会との触れ込みでした

発言してもらえるように気を配っていたので、４

が、実際はどのようなものなのでしょうか。

つのグループすべてにおいて話が弾んでいまし

取材当日、会場である大会議室に到着すると、

た。

幅広い年齢層の会員が大勢集まっていました。当

ベテラン会員の開業話や武勇伝に聞き入る若手

日の参加者は何と２８名とのことでした。この２８名

会員、若手会員の営業の仕方や業務に対する姿勢

を４つのグループに分けて座談会が始まりまし

を聞いて感銘を受けるベテラン会員など、参加者

た。グループ分けは登録年数の古い会員と浅い会

全員が相互に良い刺激を得られる機会になってい

員がバランス良く混ざるようにされており、初対

たのではないかと思います。

面で上手く話が進まないことが無いように各グル

京都会においては一人で事務所を経営されてお

ープにファシリテーターと呼ばれる司会者的な役

られる会員が多く、特に合格後すぐに独立した会

割の者を配置して活発な意見交換ができるような

員や会務をしておらず同業者の知り合いが少ない

工夫がなされておりました。

会員は、難しい案件や日々思っている疑問、悩み

座談会のテーマとしては、「事務所経営につい

などについて、気軽に相談できる先がなくて一人

て、独立について」、「成果物の綴じ方渡し方」、

で抱えてしまうことも少なくないのではないでし

「 ベ テ ラ ン 会 員 の 失 敗 談、 他 で は 言 え な い 失 敗

ょうか。この座談会に参加すればすべての悩みが
解決するとは言いませんが、業
務に関するちょっとしたヒント
を得られたり、同じような状況
にいる会員の存在や、ベテラン
会員の失敗談などを聞いている
と少しは気が楽になると思いま
す。
また、これから司法書士業界
が発展して行くためには、ベテ
ラン会員が培ってきた経験やス
キルを若手会員にしっかりと承
継しなければなりません。事務
所に雇用して育てるのが本来の
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Vol. 98
姿なのかもしれませんが、一人
事務所が多いという現状におい
ては、そのような機会に恵まれ
る会員は多くないので、この座
談会がもっと拡大して、そうい
う役割を担ってくれれば良いな
とも思いました。
この座談会の対象は全会員
で、参加していただいた会員に
は甲種２単位が付与されます。
会員同士の親睦を目的とするざ
っくばらんな座談会にしたいと
いうコンセプトもあるようです
ので、参加者に無理矢理発言を求めたりなどとい
う事もありません。特に人に話すようなことがな
いという方や、人前で話をするのが苦手という方
におかれましては、他の方のお話を聞いているだ
けというスタイルでの参加も大丈夫とのことで
す。最近は新型コロナウイルスの影響で中止とな
っていますが、座談会の後には有志での懇親会も
開催されているようですので、会員同士の交流を
深める場としては最適なのではないでしょうか。
京都会では様々な研修会を開催しております
が、スクール形式ではなく参加型の研修会はそれ
ほど多くありませんので、少しでも興味がおあり
の会員におかれましては是非ともご参加いただけ
ればと思います。楽しみながら単位が取得できま
すのでオススメです！
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成年後見制度利用促進のための
意見交換会 in 亀岡ですよ。
洛北支部

１．初めに

丸

岡

易

史

っている京都府内の市町村等の職員及び司法書士

前号に引続きグルメコーナーの執筆を依頼され

会員がオブザーバー参加（傍聴）しました。

ましたが、御紹介したいお店の選定に手間取って
４．企画の内容

いたところ、取材が難しい状況になり、やむなく

午後１時から、森中勇雄日本司法書士会連合会

断念しました。次号以降に御期待ください。
では、本題の令和２年２月１４日にガレリアかめ

副会長、桂川孝裕亀岡市長による開会の挨拶があ

おかで開催された成年後見制度利用促進のための

り、続いて、岩井英典日本司法書士会連合会後見

意見交換会 in 亀岡（以下、「意見交換会 in 亀岡」

対策部成年後見制度利用促進ＷＴ（ワーキングチ

と記載します。）です。

ーム）座長が趣旨説明をしました。以下時系列で
内容を記載します。

２．企画の趣旨
基調報告１

平成２８年５月に施行された「成年後見制度の利

テーマ：京都家庭裁判所の取組と今後の課題

用の促進に関する法律」に基づき平成２９年３月に

報告者：京都家庭裁判所

「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定さ

官

れ、全国の市町村において、基本計画の策定、中

中野菜穂子主任書記

森島誠書記官

基調報告２

核機関の設置、条例制定や審議会の設置等の体制

テーマ：成年後見制度利用促進への取組の状況

整備が求められています。

報告者：川端伸子厚生労働省成年後見制度利用

今回は、亀岡市及びその近隣地域の自治体職

促進専門官

員、社会福祉協議会職員、福祉関係団体等の従事
全体報告

者の方々に御参加いただき、成年後見制度利用促

テーマ：専門職団体との連携構築と支援体制の

進に関する意見交換会を開催することを企画しま

推進に向けて

した。それぞれが相互理解と交流を深めることが

報告者：大和田健介リーガルサポート京都支部

今後の地域連携ネットワークの体制整備及び中核

副支部長

機関における司法書士等専門職による支援体制を

テーマ：志木市における後見制度利用促進の取

構築する一助になるという趣旨です。

組
３．企画の特徴

報告者：吉田恵子埼玉県志木市健康福祉部長寿

意見交換会 in 亀岡は、京都司法書士会、日本

応援課主席専門員兼志木市後見ネット

司法書士会連合会、公益社団法人成年後見センタ

ワークセンター所長

ー・リーガルサポートの三団体の共同開催です。

意見交換会

京都家庭裁判所、厚生労働省、京都府、亀岡市

テーマ：地域連携ネットワークの構築と中核機

をはじめとする市町村、社会福祉協議会の担当者

関の設置について

に御参加いただき、成年後見制度利用促進に関わ

参加者：京都府、京都府社会福祉協議会、亀岡
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市、亀岡市社会福祉協議会、南丹市、

司法書士会連合会の後見制度対策部成年後見制度

南丹市社会福祉協議会、京丹波町、京

利用促進ＷＴが考案したものであり、横須賀市、

丹波町社会福祉協議会、志木市後見ネ

渋川市、石巻市に続いて４例目になります。

ットワークセンター、京都弁護士会、

私は、縁あって、今期後見対策部の部委員に就

京都社会福祉士会、リーガルサポート

任しました。令和１年８月６日の就任最初の会議

本部、リーガルサポート京都支部

で京都府での開催の検討を依頼され、意見交換

担

当者

会 in 亀岡の準備を行い、当日の運営の統括責任

オブザーバー：京都家庭裁判所担当官、厚生労

者をしました。

働省担当官ほか

成年後見制度利用促進について自身が主体的に

コーディネーター：中野篤子リーガルサポート

活動していないこと及び大きな企画の責任者をし

京都支部支部長

たことがないので、最初は大丈夫かなという気持

権利擁護支援の地域連携ネットワークをどう構

ちでした。岩井座長からは、渋川市のやり方を踏

築していくのか。その中心となる中核機関の設置

襲すれば簡単だよと言われていましたが、実際や

に向けてどのように取り組んでいけばよいのかに

ってみるといろいろとありました。「会務は楽し

ついて、コーディネーターの進行にしたがい、順

くやる。」というのが私のモットーですが、精神

序立てて議論がされました。

的にしんどい場面もありました。いい経験をしま

午後５時、山口基樹京都司法書士会会長が閉会

したので、今後に生かしたいと思います。

の挨拶をして、意見交換会 in 亀岡は終了しまし

令和２年１月１４日、意見交換会 in 亀岡に登壇

た。参加者は、１０１名（内司法書士会員３５名）で

いただく方々と亀岡市役所で打合せ会をしまし

した。成年後見制度に関わっている自治体や団体

た。打合せ会に先立ち、当日資料にするために、

の職員、専門職の方々にとって、成年後見制度利

登壇いただく団体に事前アンケートへの回答をお

用促進の現状や今後の方向性について書籍等では

願いしました。

得られない多くの情報が得られた有益な企画でし

打合せ会では、意見交換会の進行について協議

た。当日行ったアンケートでは、満足度７０％以上

しましたが、地域の現状や中核機関設置等につい

が回答数３３中２８でした。

て本音トークが聞けたのがとても参考になりまし
た。

５．懇親会

令和２年１月２３日、石巻市で同様の意見交換会

意見交換会 in 亀岡終了後、会場で立食形式の

が行われました。運営の参考になるので、オブザ

懇親会を開催しました。料理を担当されたのは、

ーバー参加させていただきました。意見交換会の

宮本屋という地元亀岡の有名料亭です。和食のコ

議論の中身は充実していて、参加者の熱意が伝わ

ースで参加者のみなさんが美味しいと言っておら

ってくるようでした。意見交換会 in 亀岡の開催

れ大好評でした。懇親会の申込者数の集計ミスや

に向けて気合のスイッチが入りました。

当日キャンセルがあり、慌てましたが、急遽スタ

意見交換会の中身（当日の進行）については、

ッフ数名に参加いただきました。

リーガルサポート京都支部の成年後見制度利用促

意見交換会 in 亀岡に登壇された方々が中核機

進員会で協議をし、進行案作成をはじめ大部分を

関設置に向けた会議の日程調整をされていまし

コーディネーターにお任せしました。本当にあり

た。広域での中核機関の設置が実現するかもしれ

がとうございました。

ません。やはりイベント後のアフターも大切です。

実は本番当日の午前に京都地方法務局で乙号評
価委員会の最後の会議がありました。この日に会

６．私の役割と役割を終えて

議を開催することは避けたかったのですが、他の

後見制度利用促進のための意見交換会は、日本

委員の空いている日がありませんでした。会議が
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長引けば、集合時間に間に合わないことが予想さ
れたので、不安でした。会議は、入札業者に対す
る委員の評価が全員一致だったので、予想以上に
早く終わりました。
ガレリアかめおかでの懇親会終了後に、京都駅
近辺の晃庵という居酒屋（会報９７号で紹介）で二
次会をしました。豊富な種類の日本酒とおばんざ
いなどの料理、しめのうどんまで参加者みなさん
が楽しまれました。
やっと運営責任者のプレッシャーから解放され
たからか、疲れがどっときました。なお、翌日は
京都青年司法書士会の総会、翌々日は山口基樹京
都司法書士会会長企画笠置町でのキジ鍋ツアーと
懇親会三連発でした。
意見交換会 in 亀岡から３カ月近く経過しまし
た。当時、ダイヤモンドプリンセス号の報道が連
日されていて、新型コロナウイルス感染の危険性
について認識はありましたが、いまほどリアル感
はありませんでした。もう少し後の日程だと中止
になっていた可能性が高く、今から思うとぎりぎ
りのタイミングだったと思います。
今年度は、山口県と滋賀県で同様の意見交換会
が開催される予定で、私は後見対策部の部委員と
して協力しますが、１００人規模のイベントのため、
先行きが不透明な状態です。
７．最後に
意見交換会 in 亀岡の実現については、多くの
方々にお世話になりました。この場を借りて改め
て御礼を申し上げます。
意見交換会 in 亀岡がきっかけとなって、成年
後見制度利用促進が進んだよというお話が聞ける
のを期待しています。

− 15 −

Vol. 98

報

告

司法書士法改正記念セミナー
洛北支部

吉

田

友

祥

令和元年１１月２３日、近畿司法書士会連合会主

２度目の出演時は少しだけ慣れましたが、一緒

催、京都司法書士会共催による司法書士法改正記

に出演した上田さんは全く緊張している様子が見

念相続手続セミナーが、キャンパスプラザ京都で

えなく…こういう性格になりたい…と思いつつ、

開催されました。

何とかギリギリ噛まずにこなしました。

私と上田美樹会員が、第２部の司法書士担当部

また、財産管理業務推進委員会にてセミナーの

分のセミナー講師を担当しましたので報告をさせ

予行練習を行い、先輩方からの容赦なき愛のある

ていただきます。

ダメ出しをいただき、準備を進めていきました。

私は、相続法改正が国会で成立した直後から若

セミナー当日、キャンパスプラザ京都の一番広

手勉強会の三青会等でちょこちょこと相続法改正

い講義室は満席になり、私の緊張はピークを越

についての講師を頼まれることがあり、必然的に

え、もはや頭の中がマヒしている状態になってい

その分野だけはよく勉強するようになっていまし

ました。（後の毎日新聞の記事では２５０人の参加者

たが、まさか自分がこんな大役を任されるとは思

があったとされています。）ですので、セミナー

ってもみませんでした。

中の記憶は特にありません。（笑）

私はそもそも、映像編集やデザインの職を目指

セミナーの内容については石田雅也企画部長の

していましたので、昔取った杵柄でチラシや資料

提案により、２人の会話の掛け合い方式によって

作りは得意なのですが、人前で喋るのは大の苦手

講義を進めました。手前味噌ですが、これにより

で、頭がすぐ真っ白になって何を喋ってるかわか

難しくなりがちな法律の話を聴講者にわかりやす

らなくなるのです。セミナー講師には圧倒的に向

く伝えることができ、とても良かったと感じまし

いていないのですが、担当することに決まった以

た。
ただ、前提となる相続法の基礎知識や改正相続

上はこれも勉強と、覚悟を決めました。

法の概要を、あれもこれもと盛り込みすぎました
セミナーまでに、毎月第2火曜のFMラジオの

ので、ペース配分を完全に間違え、セミナーの終

コーナー【司法書士 by your side】において、相

了予定時間内に収まりきらず、後半はかなりの早

続法改正についてをテーマにセミナーの宣伝を兼

口になってしまい、皆様に大変ご迷惑をおかけし

ね、２度出演させていただくなど、貴重な体験を

ました。

させていただきました。
ラジオに出演するのは初めてでしたので、自分

つたない講義でしたが、何とか無事にセミナー

ではあまり緊張していないつもりでしたが、体は

を終えることが出来ましたのは関係者の皆様のお

正直だったので舌が回らなかったのか、しょっぱ

かげ様です、この場をお借りしまして感謝を申し

なに肝心の「司法書士」を５回ほど噛んでしまい

上げます。本当にありがとうございました。

ました。放送が終わってからしばらくは周辺から
の茶化しの連絡が鳴りやみませんでした（笑）
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←本セミナーで使用した相続法改正につ
いてのスライドが会員専用ページ「各
種書式・届出様式・書類 他」で公開
されています！ぜひご活用ください！
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男たちの高崎
M選対特命係Ａ
古（いにしえ）より戦いはある。ほとんどの戦

していたが、平成３１年４月～令和元年５月中旬ま

いは勝者と敗者に二分化されてしまう。そして勝

ではＭ会員以外の選対メンバーは比較的に楽をし

者は後年英雄とされる可能性がある。英雄として

ていたと思う。

歴史に名を刻む者は、大将や参謀長等の位にある
２．特命係結成！

ものだけである。しかし英雄（勝者）の下には、
名も知られていない兵卒（修羅）が命がけで戦い、

ＧＷの１０連休が明けた令和元年５月１０日。不動
産取引の立会をしていたときにＭ会員より電話が

そして桜のように散っていく…。
この記録は、名も知られていない兵卒（修羅）

あり、「６月１日（土）の関東ブロック（高崎）

の奮闘を記録したものである。必ずや後世に伝わ

定時総会の後の懇親会に行って選挙活動をしてほ

ると信じて…。

しい。」とのことであった。せっかくの土曜日に
高崎にＭ会員の選挙活動だけのために行くことを

１．Ｍ選挙対策委員会結成！

考えると、テンションがダダ下がりになったが、

平成３１年４月１５日（月）、第１回役員選考委員

すぐにＭ先輩を助けることが仁義になると思い直

会が開催され、終了後Ｍ会員より、「実は諸事情

し、了解した。ただ一人で高崎に行くのはイヤだ

により日本司法書士会連合会（以下、連合会と称

と伝えると、選対メンバーで誰がいいかとの話に

する）の副会長に立候補をすることになった。私

なり、かつて日司連月報委員会の委員長を務めた

の選挙対策委員会（以下、選対と称する）のメン

Ｂ会員を思い出して、Ｂ会員を推薦することにな

バーに入って活動してくれないか。君とは司法書

った。Ｂ会員は私の策略により高崎行きに巻き込

士中央研修所で一緒じゃないか。頼む。」と言わ

まれたと思っていただいても間違いはない。すぐ

れた。私は普段からＭ会員にはお世話になってい

にＢ会員から「Ａさんと一緒にＭ先生のために高

るので、気軽に「いいですよ。」と答えた。この

崎に行くハメになったのですが、なんでＭ会員は

「いいですよ。」がとんでもないことになるのであ

私を指名したのでしょう？」との連絡があり、
「Ｍ

る。

会員は現在日司連の常任理事やし、Ｂさんが過去

平成３１年４月２３日（火）の２０：００から第１回Ｍ

月報委員長やったことを調査したのと違います

選対会議を開催し、「ポスターやチラシはこのよ

か。」と自己保身のためにウソをついてしまった

うにすればどうか。」とか「動画をスマホで作成

が、このようなウソは我が業界では日常茶飯事な

し、Youtubeに掲載し、ポスターやチラシにＱＲ

ので、筆者はまったく問題ないと考える。こうし

コードを掲載してはどうか。」等の議論があり、

てＭ選対高崎特命係（以下、特命係と称する）は

最後にポスターやチラシに掲載する写真撮影を

結成され、ドラマ相棒に例えると、水谷豊が演じ

し、「日司連の役員に立候補すると、時間とお金

る杉下右京が私で、反町隆史が演じる冠城亘がＢ

がかかり大変だな。」と正直思った。Ｍ選対ＭＬ

会員ってことになった。

を作成し、Ｍ会員が所信案、ポスター、写真等を
ＭＬに投稿し、選対メンバーが修正案を出したり
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３．新幹線の切符の購入

５．ホテルメトロポリタン高崎

特命係の最初の任務は新幹線の切符を買うこと

１６：００に高崎駅に到着し、関東ブロック定時総

で、先に我々が立て替えなければならなかったの

会と懇親会会場であるホテルメトロポリタン高崎

で、またまたテンションはダダ下がりであった。

を目指した。駅とホテルが一緒の場所にあるの

私はＪ－ＷＥＳＴカードの会員なので東海道・山

で、京都駅にあるホテルグランヴィア京都のよう

陽新幹線の予約はインターネットで、しかも割引

なイメージを持たれたら良いであろう。無事に会

料金でできたのだが、東京から高崎までの新幹線

場に到着したら、まだ定時総会中で部屋の扉は閉

（東北・上越・北陸新幹線）はＪ－ＷＥＳＴカー

まっていた。奥に受付があったので、私とＢ会員

ドは使用できないので、京都駅のみどりの窓口で

は受付に行き、営業スマイルで、

Ｂ会員と同時に購入することにした。令和元年５

Ａ「京都会のＡとＢです。お世話になっています。

月１８日（土）に京都司法書士会第１３１回定時総会

懇親会に参加させていただくために参りまし

が開催されるので、その日の１０：００に京都駅で待

た。」

ち合わせをして切符を購入した。京都司法書士会

受付「お世話になっています。え～と、京都のＡ

第１３１回定時総会の会場に行ったらＭ会員がすぐ

先生とＢ先生…京都…京都…石川県会のお間違い

に立替金を支払ってくれたので、私たちのテンシ

じゃありませんか。」

ョンは回復した。しかしＢ会員は総会での説明、

と意味不明な回答があり、我々は「？」状態に

質疑応答があるので、かなり緊張していたように

陥り、

思えた。

Ａ「京都です。石川じゃおまへん。」

これで我々は、絶対に高崎へ行かなくてはなら

受付「京都なんて字はありません。この受付帳を

ないことになった。

確認してください。」
とのことで、我々はジッと受付帳を視認したが

４．令和元年６月１日（土）

「京都」「Ａ」「Ｂ」って文字はなかった…。

１２：３０ぐらいののぞみに乗車して、ひとまず東

我々は喉が渇き、冷や汗が出てきたが、関東ブ

京駅まで行くことになった。私とＢ会員は京都司

ロックの職員の方が気の毒な表情をしながら、ど

法書士会〇〇部の部長と副部長の関係でもあるの

こか冷酷な目をしていた。

で（ただし、このときは理事会承認前なので予定

受付「事前申込をされていない以上、受付として

者である）、〇〇部関係の話や業務の話で盛り上

は懇親会会場入場していただく訳には行きませ

がっていたが、ふとＢ会員が「今日の関東ブロッ

ん！」

クの懇親会への出席手続きってどうなっているの

Ａ「いや！我々もわざわざ高崎まで来たのに、こ

でしょう。」と言ったので、
「Ｍ先生又は現地の協

のまま引き下がる訳には行きません。何とかなり

力者であるＫＵ先生（日司連理事（当時））がい

ませんか！」

るので大丈夫でしょう。」と答えた。しかし私は

受付「司法書士は法律家。法律家は法律順守義務

Ｍ会員やＫＵ会員に出席手配の件を確認した訳で

があります。法律はルール。ルールに反して、懇

はない。司法書士法第３条の業務であれば、依頼

親会の事前申込をしていない方を参加させる訳に

者や関係者に必ず確認しているのに、「Ｍ先生な

は行きません。毎回何とかしていたら法律なんて

ので大丈夫！」って意味不明な安心感が頭にあっ

いりません。」

たので、事前の確認を怠ってしまった。我々は今

Ａ「そんな殺生な…。」

更ながら、身をもって確認の大切さを知ることに

受付「懇願しても無駄です。ここは名誉ある撤退

なった。

をしてください。そうすれば私は見なかったこと
にします。」
…ってことで一悶着があったが、どう考えても
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こちらの方が不利なので、一度引き下がりロビー

っていてくれ。」と言い、数分後に再度現れて、

のソファーに座ってＭ会員に電話をしたら…見事

「申込をしてないので懇親会への参加は無理だ

に電話に出ない…。

が、懇親会会場入口でチラシの配布は認める。会

私とＢ会員は完全に放心状態になってしまった

場内では選挙活動と名刺の配布は認めるが、チラ

が、私とＢ会員はＫＵ会員の事を思い出して電話

シは他の候補者にも禁止しているので配布は認め

をしてみたら「あと２分で会場に着く。」とのこ

ない。早く入口でチラシを配布をしなさい！」と

と。ＫＵ会員とお会いして、挨拶をしてから懇親

言ってくれた。この人こそ関東ブロック定時総会

会会場に入れない事情を言ったら、

主管会のＮＩ会長であった。完全撤退寸前のとこ

ＫＵ会員「ワシは懇親会の手配までＭから頼まれ

ろで、一筋の光が見えて、私とＢ会員は懇親会会

ていないぞ。そんなもんＭが手配するもんやろ。

場の入口へ行き、日司連代議員か否かに関係なく

Ｍに電話したらどうや。」

手分けをしてＭ会員のチラシを配布した。その姿

Ａ「仰せのとおりです。しかしＭ先生に電話して

は、「マッチ売りの少女」ならぬ「チラシ配りの

も電話に出られないのです（涙）」

おっちゃん」である。会場へ入場する関東ブロッ

ＫＵ会員「 後 輩 を わ ざ わ ざ 高 崎 ま で 行 か せ

クの会員は非常に優しく、イヤな顔をせずにチラ

て…アイツはツメが甘い！」

シを受け取ってくれた。地獄からの生還とはこの

と言って、長野県会の若手会員の方と懇親会会

ことだ。やがて会場の扉が閉まり、懇親会が始ま

場へ行ってしまった…。

り、私たちのチラシ配りも終了した。

Ｂ会員は「これマジでどうしましょう。このま
７．懇親会会場

ま帰ることになったら、ポスターやチラシの荷物
を持ってきて、Ａさんと新幹線に乗っただけにな

私とＢ会員はまたまたロビーのソファーに座

りますね（涙）」と言っていると、関東ブロック

り、「チラシはある程度配布できたけど、会場内

定時総会が終了し会場からゾロゾロと大勢の会員

には入れないので、我々の業務はこれで終わりだ

が出てきた。すると数年前に全国青年司法書士会

ね。実働１０分程度…この１０分のために高崎まで来

（全青司）会長をされていたＩＳ会員と出会い、

るとは…。」みたいな事をお互い言って慰めあっ

事の次第の話をしたら「何のために高崎まで来た

た。帰りの新幹線の時間まで約４０分もあり、さて

のですか。」大爆笑されてしまうハメに。

どうしようかと思っていたところ、会場からＫＵ

するとＭ会員から電話があり、事の次第を言っ

会員が出てきて、「乾杯が終わり、歓談の時間に

たら「懇親会の申込なんてしなくても参加できる

なり、会員も酒が入りだして、みんな盛り上がり

のが当然や。強引に会場へ入れ！

出している。今がチャンスだ！

会場に入った

さあ京都の勇者

らＫＵが何とかしてくれる！」って無茶な命令が

よ。今こそ砲撃しまくれ！」と言われたので、会

飛んでくる始末で、「大東亜戦争の参謀本部や軍

場に入っても本当に大丈夫なのかと確認したとこ

令部からの大本営命令とはこのことか！」と実感

ろ、「ＮＩ会長もＯＫを出している。ツベコベ言

して、私とＢ会員はロビーのソファーに力なく座

わず行くぞ！

ってしまった。

員に先導されながら各テーブルを回り、私とＢ会

ワシに続け！」と言われ、ＫＵ会

員は自分の名刺を配りながら「Ｍをお願いいたし
６．救世主

ます！」とアピールしまくった。途中でまた全青

私とＢ会員はソファーに座ってため息ばかりを

司元会長のＩＳ会員と出会い、ご丁寧にビールを

つき、「このチラシは、ゴミ箱行きだね…。」等の

注いでくれて、私とＢ会員は自分の名刺を渡し、

話をしていたとき、見知らぬ人物が私たちの前に

「Ｍをよろしく！」とお願いしたが、「これじゃあ

来て、「君たちは京都から来たのに、何もできず

ＡさんとＢさんが立候補したみたいですね。ギャ

に京都に帰るのは、あまりにも酷だ。ちょっと待

ッハッハー。」とまた笑われた。それでもＫＵ会
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員の指示とおり自分の名刺が無くなるまで砲撃し
まくった。新幹線の時間が近づいてきたので、Ｋ
Ｕ会員とＮＩ会長に御礼を言って会場を後にし
た。
８．崎陽軒のシウマイ弁当
我々はやるだけのことはした。しかし果たして
Ｍ会員のためになったのか…。
何より「どうしてＭ先輩は、懇親会の予約を何
故していないのか！」ってことを議論したが、
「予
約をしなくても勝手に会場に入れる。」と言う自
分に都合の良い思い込みがあったのであろうとの
答えに達した。やはり確認作業は我々の業務の基
本であった。どちらにしても二人で一致した意見
は、
「我々はまったく悪くはない。」ってことだ。
高崎から東京駅に到着し、東京駅で崎陽軒のシ
ウマイ弁当を購入して、帰りの東海道新幹線で
「チラシ配りと会場に入れただけでもＯＫ。」と何
回も確かめ合った。この崎陽軒のシウマイ弁当
は、本当に我々の疲れを癒してくれた。本日のＭ
ＶＰは崎陽軒のシウマイ弁当である。
９．地元に帰還してから
Ｂ会員と別れ、地元の駅に到着したら、Ｍ会員
から電話があり（結構遅い時間でした）、「イヤ
ー、今日は悪かったな。俺は四国に行って選挙活
動 を し た が、 四 国 で は 手 応 え が か な り あ っ た
ぞ。」と言い、高崎での活動を話したところ、「そ
れは同情票が何票かこちらに来るな。ワシはまさ
にそれを狙って懇親会の予約をしなかったのだ！
ご苦労！

ほなゆっくり休みや。」と言って電話

を切られた。本当にこれが最初からの作戦であれ
ば、三國志で天才軍師と言われた諸葛亮孔明以上
のお方だが…果たして…。
以

上
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お茶会に招かれて
京都司法書士会

会長

山

口

基

樹

令和元年１１月２８日天皇皇后両陛下は、京都御所

を撮ってくれるというので、司法書士会館に寄っ

において即位を記念して、西日本の各界の代表者

てから京都御所の受付まで一緒に向かいました。

を招いて、お茶会を催されました。お茶会には、

受付で石田副会長とは別れて、中に入ってしばら

京都司法書士会も招かれましたので、御報告しま

くすると紫宸殿の奥の庭に大きなテントが設営さ

す。

れていて、その中がお茶会の会場となっていまし
た。カメラの会場内への持込は禁止となっていた
のですが、ニュースで見られた方は、スマホで写
真を撮っている多くの招待者を見られたと思いま
す。マナーの悪い人が多いことに少し気になりま
した。
定刻、天皇皇后両陛下がお出ましになり、「即
位礼及び大嘗祭を終え、ゆかりのあるここ京都の
地において茶会を催し、皆様とともにひとときを

＜出席に至る経緯＞

過ごすことを誠にうれしく思います。この機会に

京都府から連絡があり、後日招待状が司法書士

人々の幸せと地域の一層の発展を祈ります。」と

会宛に郵送されてきました。そのため、この度の
招待については、京都府からの推薦と思われま
す。

＜お茶会の準備＞
案内状には、服装についてのドレスコードがあ
り、男子はモーニングコート、紋付羽織袴となっ
ていました。年頃の娘が二人いることからやんわ
りと聞いてみたが返答もなく、しかたなくモーニ
ングをレンタルして当日の準備をすることになり
ました。そして、近くにある福寿園ＣＨＡ遊学パ
ークで、茶道マナー教室を受講し、当日に臨みま
した。
＜お茶会当日＞
当日は、電車で行くと目立つので、車で京都御
所に行く旨回答していました。石田副会長が写真
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＜感

言葉を述べられた後、西脇京都府知事がお祝いの
言葉と乾杯の発声をされました。

想＞

このお茶会の席に京都司法書士会が招かれたこ

その後、天皇皇后両陛下は、招待者と懇談をさ

とは大変名誉なことと思います。

れました。ただ、５５０人が招かれているため懇談

平成の３０年間の京都司法書士会の取組（バブル

はどうしても一部の人にならざるを得ないもので

崩壊による金融機関の破綻処理、多重債務問題へ

した。そのため、京都の招待者で面識のある方々

の取組、成年後見への取組等）が評価されて、今

とお話をして時間を過ごしました。天皇皇后両陛

回に至ったものと私は思っています。そして、こ

下は、３０分ほどでお茶会場を後にされ、新幹線で

れからも空き家、所有者不明土地問題等社会の要

東京に戻られました。

請にしっかりと応えていくことが京都司法書士会
には求められていると考える次第です。

＜賜物について＞
＜追

天皇皇后両陛下が退出された後、お茶会は終了

伸＞

となりました。帰り道では、蹴鞠の実演などを見

招待状には、お茶会となっていたため、モーニ

せていただきながら帰途につきました。その途

ングのポケットの内側には扇子、懐紙、楊枝（菓

中、香山会長（大阪会）を見つけたので、一緒に

子切）をしのばせてお茶会に臨みましたがお茶は

話をしながら帰りました。そして、京都御所を出

出てきませんでした。将来、誰かまたお茶会に招

る際に宮内庁の職員の方から招待者に賜物が配ら

かれた際の記録として記しておきます。

れました。皇室にゆかりのある和菓子と金平糖で
す。
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ＲＷＣ観戦記
洛西支部
幸運にも２試合のチケットが手に入った。

山

本

拓

生

【開幕前夜】

ラグビーワールドカップ（ＲＷＣ）予選リーグ

日本でのワールドカップ（アジア初でもある）

の日本戦である。吟味を重ねて９月２８日のアイル

が開催されるというのに、盛り上がりに欠ける雰

ランド戦と翌週のサモア戦を入手した。日本が勝

囲気にげんなりしていた。日本代表が強化するた

利しそうな試合と、４年前の南アフリカにジャイ

めにスーパーラグビーにサンウルブズというチー

アントキリングした再来を期待して決定した。試

ムを結成して参戦し、その効果もあって代表も強

合会場は、それぞれ静岡県袋井市のエコパスタジ

くなってきているのにである。ラグビー関係者以

アムと愛知県豊田市のトヨタスタジアムである。

外から話題に上がることはほとんど無かったよう

岩城広報部長から会報の原稿依頼をいただい

に思う。知る人は少ないと思うが、京都の下鴨神

た。恐らく会報へは初オファーである。新入会員

社は、関西ラグビー発祥の地とされ、横浜から伝

の挨拶や役員就任挨拶はあったが、それ以外にな

わったラグビーが慶応大学を経由し、そこで習っ

い…。

た京都大学の学生が最初にラグビーボールを蹴っ

学術的な原稿は無理だが、大好きなラグビーに

た場所として、現在はラグビーの聖地とされてい

関することなら気合いが入る。少々長文になるか

る。ＲＷＣの予選抽選会もここで行われた。にも

もしれないが、お付き合い願いたい。

かかわらず、京都でもあまり盛り上がっていなか
った。翌年に東京オリンピックがあるので、仕方
なかったのかもしれない。
そんな中チケットが販売開始となったのだが、
金額を見てびっくりした。普段５,０００円も払った
ことのないラグビーのチケット代だ。さすがに複
数枚申し込む気になれなかったが、４年に１度と
いうのと、もう行く機会は無いだろうということ
でいくつか申し込んだ。が、全て外れた。嫁さん
に任せていたら手当たり次第申し込んでいたので
内心ほっとした気分でもあった。
ところが、ドラマ「ノーサイドゲーム」が始ま
ったあたりから急に話題になり、盛り上がりを見
せ始めた。キャッチフレーズも「４年に１度じゃ
無い、一生に１度だ」というようになり、自分も
行きたい気持ちが強くなった。方々手を回して、
某旅行会社が持っていて宿泊付きで販売すること
を突き止め、知人を通して手に入れることができ
た。日帰りで行けるところなのに、２試合でずい
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ぶん出費してしまったが結果的にはおつりが来る

されており、場外に出るのに時間がかかった。

くらいの感動を２度も味わうことができた。

スタジアムまでの道路にはファンゾーンあり、
出店あり、ビールを飲んで騒ぐ集団ありでどれも

【エコパスタジアム】

新鮮だった。気分も高揚した。無理矢理盛り上が

待ちに待った９月２８日土曜日、まず驚いたのは

ろうとしている日本人も目についたが、特にアイ

ＪＲ京都駅の新幹線乗り場。日本やアイルランド

ルランド人は楽しそうでフレンドリーであった。

のユニフォームを着た日本人やアイルランド人ら

入場してすぐにビールを買いに走った。ハイネ

しき外国人と、どこの国かわからない外国人で溢

ケンの缶ビールが１，０００円であった。いくら何で

れていた。到着した新幹線にも。

も高すぎると思ったが、お祭りだから仕方ない。

大きな大会での応援になれてない私たち夫婦

グランドにはすでに照明がともされており、

は、普通に旅行に行く出で立ちであった。５０近く

青々とした芝が綺麗に映えていた。大型スクリー

なった夫婦がユニフォームを着て外出することに

ンも２台設置され、選手の表情までは見えない

大きな抵抗を感じていて気恥ずかしかった。言う

が、私たちの座席からもよく見えた。何より、ラ

までも無く出発後、トイレに行ってユニフォーム

グビーの試合でこんなに観客席のあるスタジアム

に着替えたが、これも気恥ずかしかった…。

は見たことが無く、全てが新鮮で驚きがあった。

駅を重ねるごとにファンで車内は埋め尽くさ

サッカーでは普通なのかもしれないが、私の知る

れ、ローカル線に乗り換えた頃にはファンで満員

限りこんなに観客が入ってスクリーンがあって、

になっていた。普段はほとんど客がいないであろ

盛り上げるアナウンスがあるゲームは初めての経

う最寄り駅も、狭いホームが一杯の人で埋め尽く

験だった。
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ランド人が先に購入しているので待っていると売
り切れたのか帰って行ってしまった。
しばらく待っているとまた売り子がよってき
て、来た来たと喜んでいると、また前方のアイル
ランド人が呼び止め購入した。見ているとリュッ
クサックのビールを全て購入している！！売店ま
で買いに行っている観客は、両手一杯にビールを
抱えて帰ってくる。そのうちにどこかで売り子を
捕まえてきてまた全てのビールを購入している。
何というビールの消費量！恐るべしアイルランド
人の買い占めにあった私たちは、試合が終わる頃
座席の下段にはアイルランド人のファンが大勢

には喉がカラカラだった。

おり、不意に笑顔を交わしたアイルランド人から

ゲームの内容は、テレビ等で再三紹介していた

「セルフィ～。」と声を掛けられスマホで写真を撮

ので割愛するが、本当に素晴らしい内容だった。

った。昨日急遽ドンキホーテで買ってきた日の丸

観客席は応援するチームの区別が無く、試合が終

をイメージしたウイッグをかぶっていた。久しぶ

わると観客までもお互いを称え最後まで楽しむこ

りに髪の毛がふさふさしていて心地よかった私

とができた。前回大会の南アフリカ戦の再現を少

は、たばこを吸いに行くにもトイレに行くにも颯

しだけ期待していた者にとって、目の前で起こっ

爽と歩き回った。外国人や日本人からも声を掛け

たジャイアントキリングには驚愕した。

られ、写真を一緒にとってくれと頼まれ、より気

ジャイアントキリングとは日本語で言うと大番

分が良かった。

狂わせである。日本代表は、第１回ラグビーワー

観客を観察していると、おっちゃんや若者の集

ルドカップからずっと出場しているが、身体的に

団がもちろん多く盛り上がっていたが、私は外国

恵まれないアジアは弱小地域であり、前々回まで

人客のファミリーに目が行った。少年少女から幼

はたったの１勝しかしていないチームである。

子までユニフォームを着せられ、かわいい観客

アイルランドは優勝こそしていないが、ヨーロ

だ。外国人は２週間から１ヶ月程度の休暇を取

ッパチャンピオンであり、ワールドカップ直前ま

り、日本旅行をかねてやってくるらしい。富裕層

では世界ランキング１位のチームである。ラグビ

なのかもしれないが、休暇の取り方やお金の使い

ーはチームで格付けがされており、日本はティア

方に感銘を受けた。良くラグビー観戦ではビール

２に属している。ティア１は、いわゆる伝統国と

の消費量が良く話題になるが、実際は観戦中はこ

近年力をつけて認められたアルゼンチンである。

れでもか！というくらい飲むが、普段でもこれく

ティア２の日本はティア１のチームとテストマッ

らい飲むわけでは無く、ラグビーの時だけ大量に

チをする機会がほとんど無く、強化に限界があ

飲むそうである。

る。やはり強いチームと対戦することができない

ビールといえば、リュックサックに缶ビールを

と強化するのは難しい。

一杯詰め込んで売り歩く売り子さんがちゃんとい

そこで日本代表強化のために、サンウルブズと

る。私も２杯目以降は売り子さんから購入しよう

いうチームを作り、海外のスーパーリーグに参戦

と待ち構えていたのであるが、一向にやってこな

してきた。ご存じの方もおられるだろうが、成績

い。甲子園のように大きな声が聞こえてこない。

は良くなかった。けれども数多くの代表候補の選

売り子の数が足りてないのかな、と思っていた

手が海外の強いチーム（つまりティア１に所属す

が、見渡すと結構な数がいる。近くまで寄ってき

る選手）と対戦する経験を得ることができ、今回

たので手を上げて呼ぼうとすると、前方のアイル

のワールドカップの結果につなげることができ
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た。サンウルブズでは負け続け、選手たちも悔し

が、サモアのナイスプレーに大きな拍手や声援も

い思いで過ごしてきただろうが、結果として報わ

あった。サモアなどオセアニア諸国のチームは、

れて本当に良かったと思う。

ある程度点差が開いたりスタミナが切れると集中

話がそれたが、試合後はごった返す駅前の居酒

力を切らすプレーが多くなる印象があるが、最後

屋に入店することができ、静岡ならではのカツオ

まで圧倒的な体躯を生かしたプレーを惜しげも無

の造りを中心においしいお酒を飲んだ。カツオは

く発揮していたように思う。

もちろん皮付きである。
【ラグビーについて】
【豊田スタジアム】

ご承知の通り、アジア初のラグビーワールドカ

観戦２試合目はサモア戦である。サモアといえ

ップ日本大会は、日本が史上初の決勝トーナメン

ばオセアニアの小さな島国で屈強な選手がそろう

トに進み、ベスト８という素晴らしい結果を残し

腕力自慢のチームである。日本も簡単に勝てる相

て終了した。優勝は、前回日本がジャイアントキ

手ではない。代表選手も海外でプレーする者が多

リングを達成した相手である、南アフリカであっ

く、また、日本でも高校、大学と留学生としてや

た。

ってくる者も多い。日本代表にサモア人が多いの

うれしい誤算ばかりの大会であった。日本中が

も留学生としてやってきて、日本が好きになり、

ラグビーに夢中になり、にわかファンが増えた。

または日本人女性と結婚して居住していることに

依頼者からもラグビーのことを聞かれるようにな

影響している。

り、書類の引渡の際にラグビー談義する機会も増

ただ、サモアの選手は一家を支える手段として

えた。うれしい限りである。興味を持ってくれる

プレーしている者も多いそうで、海外でプレーす

だけでうれしい。

る者ばかりで代表として練習する期間が短く、連

ラグビーは、陣取り合戦とボールの争奪戦であ

携に欠ける。なかなかチームを熟成させる時間が

る。自陣でのペナルティーは失点につながるた

無いという事情がある。

め、チームの規律が必要となる。陣取り合戦であ

スタジアムは噂に違わず素晴らしいもので、設

る以上、エリアマネジメントは非常に重要であ

備も素晴らしく、立派なものだった。観客席は２

る。また、ボールを奪い合うスポーツだから、激

階部分からそびえ立っており、高所恐怖症の方は

しさに耐える体力と筋力、そして勇気が必要とな

座席に着くことさえできないだろう。

る。何よりチームで培ってきた戦略に規律を持っ

アイルランド戦の時とは打って変わって観客は

てゲームに臨むと同時に、選手の一瞬一瞬の判断

ほとんどが日本人であった。私たちの座席はずい

が重要となるスポーツである。

ぶん上の方であったが、センターライン付近であ

監督、コーチは、基本的には試合前とハーフタ

ったので、全体を良く見渡すことができた。ほと

イムでの指示の後は、スタンドで見守るものだ。

んど日本人だったからビールの心配は無く、気持

戦略的な選手交代以外の指示はない。したがっ

ちよく観戦することができた。中には外国人のま

て、試合中は選手同士がコミュニケーションをと

ねをして浴びるように飲んでいる者もいたが、案

って、いい方向に向かうよう確認し合うしかな

の定試合が終わる頃には元気を失っていた。

い。トライを取られたり、ペナルティーを取られ

ゲームは予想に反して拮抗した時間帯が多く、

たりすれば、どこが悪かったのか確認し、どうし

じりじりした試合展開となっていたが、終盤にな

たらいいのか修整する能力が求められる。

ってたたみかけるようにトライを奪いボーナスポ

ラグビーに限らずスポーツを、点差の結果を見

イントまで獲得した。トライを取ってくれるから

てどうこう言う方がおられるが、ラグビーに限っ

当然観客も大盛り上がりだ。

て言うと、対戦成績や結果だけを見て評価するこ

リードしている余裕がそうさせるのだと思う

とは難しいものだ。チームは相手に勝つために準
− 27 −

Vol. 98
備しており、実際に戦ってみて想定内か、そうで

である。

ないかを感じる。そこで次にどうしたらいいのか

プロの選手もいるトップリーグについての話題

を考え、意見を出し合って修正していけるチーム

になると、良く「ラグビーでは飯が食えんからな

が強いチームとなる。圧倒的な体力差があり、ど

あ…。」
「プロになっても年棒が低いからなあ…。」

うしても越えられない壁も確かにある。そんなと

「選手生命短そうやしなあ…。」と言った声を良く

きは、また越えることができるよう、厳しい練習

聞く。

を基礎に課題を克服していく。本当に素晴らしい

今のところ、学生のラグビー選手たちは、大き

スポーツだと思う。

な報酬のためにプレーしている者はいないだろ

どうしても日本代表の試合に注目が集まると思

う。大企業に所属したいという気持ちはあって

われるが、ぜひトップリーグや大学ラグビー、高

も。一攫千金を狙っている者もいないだろう。た

校ラグビーにも注目していただきたい。特に学生

だ純粋にラグビーを愛し、ラグビーを通じて友好

ラグビーは、多くの部員を抱え、出られない選手

を深めた仲間や絆に魅力を感じ、続け、関わって

の分までという気持ちが前面に出ており、大きな

いる人がほとんどである。だから、ラグビー選手

感動をもらえる。

は親しみやすい人が多いし、愛せるキャラが多い
と思う。プレーを通して自分に満足でき、チーム

【最後に】

で満足でき、支えてくれている人やファンに感動

すでに多くの番組や紙面でラグビーが取り上げ

を与えられる素晴らしさを知っているからこそ、

られ、ラグビーの魅力やルールなどご存じの方も

激しいスポーツを楽しみ、練習に励んでいること

多いと思う。ルールが難しくて…、という声は昔

を理解してあげて欲しい。

からあったが、少しずつ覚えていって楽しんでい

特にひいきにするチームがなくても、ただラグ

ただきたい。わかりやすい反則もあるが、モール、

ビーを好きになってもらいたい。観客もフレンド

ラックそしてタックルの成立、解消に伴う反則が

リーであって欲しい。そして、ラグビー観戦を通

わかりにくいというのが、ラグビー全体のルール

して、ワンチーム（ONE for ALL, ALL for ONE）、

が難しいという印象を与えているのだと思う。

フェアプレイ、ノーサイドの精神と、体格や人

しかし、実際プレーしている選手たちで、ルー

種、背景を認め合った多様性を感じて欲しいと願

ルを理解してプレーしている選手が何人いるだろ

っている。

うか？トップ選手はさすがに理解しているであろ
うが、高校生、大学生では、理解していない選手
も多いのが現実である。あまり小さいことにこだ
わらず観戦して欲しいし、わからなかったプレー
をネタに盛り上がって欲しい。そして目が肥えて
きたら、チームの戦略に目を向けるとより理解が
深まり、そうなった頃にはあなたは「とりこ」に
なっているだろう。どんなスポーツもそうであろ
うが。
ＲＷＣの大成功をきっかけに、ラグビーも完全
プロ化を目指す動きが出てきた。青少年に夢と希
望を与える素晴らしい取り組みであると思う。
が、野球やサッカー並みの年棒を期待することは
難しいだろう。興業として捉えると、体力の消耗
の激しいラグビーは年間試合数に限度があるから
− 28 −

Vol. 98
会

員

寄

稿

オーケストラの事件簿
洛西支部

昌

山

淳

一

1992年の春、高校に入学した私は、吹奏楽部に

「交響曲第1番」であった。この曲の第1楽章の

入った。オーボエを吹きたいと思っていたのだ

前半でチェロが重要なメロディーを奏でる。小野

が、定員の都合によりコントラバスを弾くように

さん率いるチェロ奏者たちは、マーラーの青春の

と先輩に指示された。巨大な弦楽器である。

歌を生き生きと表現し、演奏会は無事に終わっ

初めてコントラバスを弾いた瞬間、低くて柔ら

た。

かい音が「ぼおー」と鳴り、音の振動が心地よく
事件簿2

体に伝わった。すぐに気に入った。ドイツの作家

ブラームスの「ドイツ・レクイエム」

ヘルマン・ヘッセは「すべての始まりには魔法が

2017年の9月、愛知県を拠点とする社会人オー

宿る」と言ったが、あの時は確かに神秘的であっ

ケストラがウィーンに演奏旅行をすることとな

た。

り、私も参加した。このウィーン旅行について

大学に入ると大学のオーケストラに所属し、

は、昨年の会報に記事を載せたので、ここでは語

1999年3月に卒業してからも楽器を続けた。28年

らない。今回お伝えしたいのは、この演奏旅行の

間コントラバスを演奏してきたなかでも特に印象

練習のため8月に信州の白樺湖畔で合宿をした時

に残る出来事を語ろうと思う。

の事件である。
ブラームスが作曲した「ドイツ・レクイエム」

事件簿1

マーラーの「交響曲第1番」

は、オーケストラの他に合唱団と2人の独唱者を

2008年5月のことである。大学時代の先輩が仕

必要とする大曲である。2人の独唱者は合宿には

事のため演奏会に出られなくなり、私が代わりに

参加しなかった。

出ることとなった。滋賀県内の社会人オーケスト

この曲の第5楽章には美しいソプラノ独唱があ

ラである。

る。欠席している独唱者の代わりに、歌の得意な

練習場に入ると見覚えのある人がチェロを弾い

ホルンのＣ子さんがIhr habt nun Traurigkeit（あ

ていた。当時京都司法書士会所属の司法書士であ

なた方は今、悲しみを抱いている）と歌いだし

った小野慶さんである。まだ合奏練習が始まる前

た。この直後にクラリネットのソロがあるが、普

であり、小野さんは、演奏会とは無関係の曲を演

段はめったに間違えないクラリネットのM美さん

奏している。他人の個人練習を聞いても何も感じ

が音を間違え、しかもまるで毒蛇が踊っているか

ないことが多いが、この時は、小野さんの見事な

のような珍奇な音を発した。

演奏に聴き入った。かなり難しい曲なのに卓越し

Ｃ子さんはオーケストラの一員であるＦ氏の愛

た技術で左手の指を動かし、心をこめて情熱的に

人であり、M美さんも同じくF氏の愛人である。

歌うようにチェロを弾く。

突如Ｃ子さんの歌声を聞いてしまったM美さん

私は確信した。小野さんは司法書士として一流

は、冷静さを失ったか。

であるが、もし司法書士をやめてもプロのチェロ

オーケストラの演奏は機械がするものではな

奏者として食っていけると。

い。感情を持つ生身の人間が行うものであるがゆ

演奏会のメインの曲目は、マーラーが作曲した

え、こういうことは起こり得る。これでいいのだ。
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事件簿3

ベ
 ートーヴェンの「ピアノ協奏曲第1番」

所をとばして次のところから演奏しなおすことも

2005年の12月、私は「アンサンブル・フロイン

できたはずだ。なのに、先生は、大勢の弟子や観

ト」という名の大阪の社会人オーケストラに入団

客が見守る中、逃げずに弾けるまで何度も挑み続

した。早くも1か月後の2006年1月、とあるピア

けた。

ノ教室の発表会にこのオーケストラが出演するこ

音楽家としての、いや、人間としての不屈の精

ととなった。このピアノ教室にとって45回目の発

神を見せつけられたこの体験を一生忘れることは

表会で、ピアノの先生は年配の女性。歴史を感じ

できない。

させる。
発表会の前半は通常通りのピアノ発表で、後半
にオーケストラを入れてピアノ協奏曲を3曲も
（ただし、ピアニストは曲ごとに交代）披露する。
このうち、ベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第1
番」のピアノ・ソロを年配の先生が弾くこととな
った。
先生は、まるで今までの人生で出会った人々や
風景を回想するかのように、穏やかで優美な音を
ピアノから引き出す。同じピアノでも弟子の音と
は違う。ただ、左手で3連符を4小節弾く箇所が
難しいようで、オーケストラとの練習で指が止ま
ることがあった。
本番当日の総練習の後、オーケストラの団員数
人と共に昼食を食べた。こちらは新入団員なの
で、面識のない人も多い。しゃべってみると、横
の男性が法務局に勤務していることが判明した。
私が「今年（2006年）の5月1日には会社法が施
行されるのに、商業登記の通達はいつになったら
出るのですか」と尋ねると、法務局に勤めるヴァ
イオリン弾きは「うちの職場ではすでに出回って
いますよ」と言った。「そんな、不公平な…こっ
ちも色々と準備が必要なのに」と思ったが、声に
は出さなかった。結局、通達が世に出たのは3月
31日であった。
本番開始後、しばらくは順調であった。しか
し、例の3連符の難所でピアノを弾く先生の手が
動かなくなり、演奏が止まった。指揮者は青ざめ
た。難所の少し前から演奏を再開したが、また止
まった。再度やり直すと、ようやく演奏がうまく
いき、曲の最後まで弾ききった。
私は心を打たれた。練習時も難所で手が止まっ
ていたので、本番でそこだけをカットするという
方法もあったし、また、本番で止まった時も、難
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地縛霊地図
園部支部

私は幸か不幸か「霊」の存在を感じるチカラが

上

田

具美子

ンネルの手前で何かを感じました。走行車線に車

人より少し強いように思います。

線変更をしてトンネルに入り、前の車に追随して

石田雅也企画部長がおっしゃるには、私はまだ

走行しました。トンネル内の緩やかな右カーブに

まだ修行が足りないらしく、霊の存在は感じるこ

差しかかったとき、まさに「あの場所」で乗用車

とはできますが、目で見ることはほとんどできま

が１台単独でひっくり返っていました。まだ事故

せん。このあたりに霊が居そうだなと感じる程度

直後なのか、危険を知らせる目印は何もなく、追

なので、確実に霊に会いたいという方がここで紹

越し車線を爆走していれば、衝突していたかもし

介している場所に行かれても期待どおりとはいか

れないと胸を撫でおろしたことを記憶していま

ないかもしれませんが、どうかご容赦ください。

す。それから「あの場所」にさしかかるといつも

霊には詳しくありませんが、自分が死んだこと

何かを感じ、体に悪寒が走るようになりました。

を受け入れられず、ある一定の土地や建物から離
れられない霊を「地縛霊」と呼ぶと、つのだじろ

その２

う原作の「恐怖新聞」という漫画に書いてあった

国道九号線「老いの坂」トンネル
東側

ように思います。

入口付近

それでは、「地縛霊」の居る場所をご紹介しま
しょう。
その１

縦貫道「新・老いの坂」トンネル
上り

追い越し車線の霊

老いの坂トンネル東側入口の手前に、心霊スポ
ット「廃モーテルサンリバー」へ通じる道があり
ます。しかし、私が感じる霊気はその道からでは
なく、トンネルの入口付近の道路脇の「ある場所」
から感じるものです。私は２５年以上前からその存
4年前から感じる地縛霊です。この場所で２

在を感じています。実際にはもっと昔から「そこ」

回、自動車が単独でひっくり返っている事故を見

にいるのでしょう。私が亀岡市内に住むようにな

ています。１回目に見たときはまだ霊の存在を感

り、毎日のように国道九号線を通るため、その存

じませんでした。２回目に事故を見たのは、前夫

在に気付いたに過ぎないということだと思いま

の危篤の知らせで京都市内の病院に急ぐ途中でし

す。「そこ」の霊はときに強く、ときには弱く私

た。心情的に急いでいるので、いつもなら追越し

に悪寒を感じさせます。

車線を爆走するところですが、なぜかその日はト
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その３

清滝トンネル

その４

京見峠

これは３５年くらい前の話で、それから一回もそ

京都市北区の鷹峯から杉坂別れまでの道が「京

の場所に行っておりませんので、まだそこに霊が

見峠」です。これも３５年位前の話です。なぜそこ

いるかどうかはわかりません。清滝トンネルと言

を通ったかは忘れてしまいましたが、真冬の午前

えば、知らぬ者はいない心霊スポットで、私も例

０時、外は雪がちらつく、凍るような寒さの夜で

に漏れず、興味本位で友人たちとこの場所を訪れ

した。友人たちと車３台を連ねて京見峠を下り、

ました。このトンネルは一車線しかないため、ト

中腹あたりに差し掛かった頃でした。道に街灯は

ンネル入口に設置されている信号により交互通行

なく、車のヘッドライトの灯りだけが闇夜を照ら

になっています。入口に到着したときに信号が青

していました。ヘッドライトが下り道を照らし出

の場合は「霊が呼んでいる」らしくそのまま侵入

したとき、白い浴衣のような着物を着た人物がひ

すると怪現象に合うと聞いていました。もちろん

ょろひょろと、いや、どちらかというとふわりと

私たちも最初の青信号では侵入せず、赤信号にな

現れました。車に乗っていた全員、大声で悲鳴を

るまで入口で待ちました。長い赤信号が終わり、

上げました。私たちは車を停止させることなくそ

信号が青になったので、おそるおそるトンネルに

の人物を追い越しました。車がその人物を追い越

侵入しました。車がトンネル内に入って間もなく

した後で、気丈にも振り向いた私の友が言うに

全員、体中の毛髪が逆立つような感覚を覚えまし

は、振り向いたときはもう何も見えなかったらし

た。「うー、ふっうう」というトンネル内を風が

いです。少なくとも白い着物の人物は懐中電灯一

抜ける音なのか、誰かが叫んでいるのかわからな

つも持たず、真っ黒な冬の夜道をコートも着ずに

いような奇妙な音がしてきました。私たちは恐怖

歩いていたことになります。ほかの２台に乗って

のあまり、どこをどのように走ったかわからない

いた友人たちに白い浴衣の人物を見たか尋ねたと

まま車を走らせ、トンネルを抜けて、なんとか安

ころ、全員が目撃していました。あれから一度も

全な明るい場所までたどり着きました。しかし、

京見峠には行っておりません。

そこで最も恐怖を感じる瞬間を体験しました。停

この霊は、私が姿を見た数少ない霊です。後に

めた車のフロントガラスに・・・・全ての車窓は

も先にも私が霊を見たのは、このほかは高野山の

しっかりと閉めていたにもかかわらず、フロント

入口付近で立ち往生していた青白い女性の霊と岡

ガラスの内側に「手形」がはっきりと残っていた

山の山道に突然現れた戦時中の服を着た幼児たち

のです。

の霊だけです。
こんな文章を書いていると霊が寄って肩が重く
なりそうなので、早々に原稿を岩城寿英広報部長
に送信して、自分のPCからは削除することにし
ます。
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「自遊宿 料理旅館 松本亭」ツアー体験
自遊宿 料理旅館 松本亭
所在地：京都府相楽郡笠置町笠置山２０
TEL：０７４３-９５-２０１６

例年でありますとこのコーナーでは、会員のお

ている、全国各地からご当地鍋が集う全国ご当地

すすめの飲食店を複数ご紹介させていただくので

鍋フェスタ「鍋－１グランプリ」で、グランプリ

すが、取材を開始しようとした矢先に新型コロナ

にも輝いたことがあるということでグルメツアー

ウイルスが流行の兆しを見せ始めたことから、取

への期待感は否応なしに高まります。

材に出ることができませんでした。

さて、松本亭へのアクセスですが、宿泊または

ただ、グルメ記事が無いというのも味気ないの

コース料理を予約している場合は、ＪＲ笠置駅ま

で、今年の２月に山口会長主催の役員・事務局職

でお店のマイクロバスで迎えに来てくれます。徒

員 等 親 睦 グ ル メ ツ ア ー in 笠 置 で 訪 れ た「 自 遊

歩であればＪＲ笠置駅から約４㎞の距離のようで

宿 料理旅館 松本亭」をツアーの体験を交えつつ

すので、気候の良い穏やかな季節にはハイキング

ご紹介させていただければと思います。

がてら歩いてみるのも良いかもしれません。もち
ろん車でも行けますが、かなり細くて急な坂道が
続きますので、運転技術に自信のない方にはオス
スメしません。
われわれご一行はもちろん電車でＪＲ笠置駅に
向かうことになりました。ＪＲ加茂駅から、関西
本線というローカル線に乗り換えてお隣のＪＲ笠
置駅へ向かうのですが、お昼の時間帯は電車が１
時間に１本しかないので注意が必要です。

「自遊宿 料理旅館 松本亭」は、笠置山の山頂
付近にある、１８９０年（明治２３年）創業の老舗料理
旅館で、「きじ（雉）料理」が名物です。
きじは少なくとも平安時代頃から食されていた
らしいですが、食べたことがあるという方はそれ
ほど多くはないのではないでしょうか。私もそう
ですが、ツアー参加者も大半が初体験のようでし
た。また、松本亭のきじ鍋は、笠置町で開催され
− 33 −
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ちなみに、関西本線の加茂駅から亀山駅の区間

グルメツアー当日はあいにくの雨模様で霧がか

は電化されていないので走っているのは正確にい

かっており、山頂からの景色を楽しむことはでき

えば電車ではなく気動車（汽車）になります。木

ませんでしたが、桜、紅葉の名所として有名で国

津川の横に線路が走っているので景色も良く、汽

の名勝に指定されているぐらい景色がきれいなと

車のレトロな感じと相まって鉄道にまったく興味

ころです。また、１０月中頃から３月頃までは早朝

がない私でも、ローカル線の旅がしてみたくなる
ほどでした。
ＪＲ笠置駅に到着後、ちょうどお店のマイクロ
バスのお迎えが到着しスムーズにお店に向かうこ
とができました。食事の時間までに少し時間があ
るということでしたので、皆で笠置山の山頂にあ
る笠置寺を散策することとなりました。
笠置山は、木津川の南岸にそびえ、古くから修
験道場や信仰の山として知られており、
「太平記」
に描かれる後醍醐天皇の元弘の乱でも有名な地で
す。笠置寺のホームページで、“巨岩のテーマパ
ーク”と表現されているように、笠置山の山中に
は巨大な岩がごろごろしており、神秘的なムード
があります。
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に雲海も楽しむことができるようです。

コースの内容は、きじ酒、きじと鹿肉の刺身、

さて、そのような巨岩のテーマパークに食前の

きじと鹿肉のタタキ、きじ塩焼き、きじ鍋、そば、

軽い運動のつもりで挑んだわれわれの前には大き

きじ釜飯、デザートと大変充実した内容でした。

な試練が待っていました。境内を一周したのです

初体験したきじ肉ですが、クセがなくあっさりと

が、雨で足下が悪い中、岩場を登ったり、巨岩の

食べやすいという印象でした。あっさりとしてい

細い隙間を縫って進んだり、おっさん連中がヒイ

ながらも、弾力があって旨味が強く、刺身、タタ

ヒイ言いながら歩く姿の前では笠置山の神秘的な

キ、塩焼き、鍋、釜飯どのような食べ方でもしっ

ムードも台無しです。命からがら松本亭にたどり

かりと味わいがあってとても美味しかったです。

着いた姿は、端から見れば後醍醐天皇の笠置山の

松本亭は、日本酒、焼酎、ワイン、プレミアム

戦いの落ち武者の様であったかもしれません。

ビールなどお酒の種類も豊富で料理に合うものが

さあ、いよいよ待ちに待ったきじ料理を食する

そろっておりますので、お酒を飲まれる方にはよ

時間です。当日はきじ鍋のフルコースをいただき

り一層オススメです。

ました。

山口会長は、グルメツアーの企画趣旨につい
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て、池波正太郎の男の作法という作品に「他人へ
の感謝の気持ちについて、ほんの少しでも良いか
ら具体的に形にすることにより、言葉より何より
伝わる」という言葉があり、今日はそれを実践し
たいと思うので遠慮なく楽しんで欲しいと粋な説
明をされましたが、気持ちが十二分に伝わるぐら
い美味しい料理とお酒をいただき素晴らしい時間
を過ごすことができたと思います。
このグルメツアーが開催された当時、新型コロ
ナウイルスについては横浜港に帰港したクルーズ
船内での感染が騒がれておりましたが、どこか他
人事のような感じでした。その後、感染が全国的
に拡がり政府による特措法に基づく緊急事態宣言
が出されるに至りました。日本国内のみならず世
界的にも猛威を振るい未だ終息の目途はたってい
ません。
今までの当たり前が当たり前でなくなり、ウィ
ズコロナ、アフターコロナ、ポストコロナなどの
言葉で表現されているこれからがどのようなもの
であるか誰にも分かりませんが、
１日も早くこれまでのように皆でわいわいがや
がやと安心して宴会ができる日が来ることを願う
ばかりです。
以

上
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会員の皆様におかれましては、平素より当会の広報活動につきましてご支援・ご協力を賜りまして本当
にありがとうございます。
はじめに、新型コロナウイルス感染拡大の影響により編集作業が遅れ例年に比べ発行時期が大幅に遅く
なりましたことを心よりお詫び申し上げます。また、コロナ禍の中にもかかわらず執筆に快くご協力いた
だきました会員の皆様、そして広報部員の皆様に心より感謝申し上げます。
今年は、コロナにはじまりコロナに終わるような一年だったのではないかと思います。いまだに収束の
兆しは見えませんが、ワクチンの開発が進むなど明るい話題も出てきております。
次号の会報の編集後記では、コロナが無事収束したということを記事にできたら良いなと、心から思い
ます。
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