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　新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様、ご家族、補助者の方々には平成
27年の新年を健やかに迎えられましたことに
心からお喜びを申し上げます。
　会員の皆様には、日頃から会の運営、相談
会、担当者会議への出席、各委員会の活動等
にご協力ご理解をいただき、厚く感謝申し上
げます。
　会長に就任し、日本司法書士会連合会の定
時総会、会長会、北海道ブロックの各種会合
に出席し、早２年が経過し時の流れの速さを
感じているところでございます。
　昨年は、2020年の夏季オリンピックが東京
において開催されることが決定、青色発光ダ
イオードで３名がノーベル物理学賞を受賞さ
れ明るい話題もありましたが、台風や集中豪
雨による自然災害が多発し、改めて自然の驚
異を認識させられた年でした。
　全国の不動産登記事件数は、23年度以降は
増加傾向に転じているとの事ですが、都市部
と被災地の復興事業に伴う相続や権利に関す
る事件数が増加しているもので、地方におい
ては、まだまだ減少傾向から抜け出せない状
況にあると思います。
　昨年10月１日から、懲戒申立てに係る調査
の全件委嘱制度の運用が開始されました。こ
れは、司法書士法施行規則第42条に定められ
た司法書士会への調査委嘱を、原則としてす
べての案件においてなされるようにし、調査

委嘱を受けた司法書士会は、懲戒処分の内容
が司法書士業務の実態とかけ離れたものとな
らないよう、違反事実の有無のみでなく、相
当と考える懲戒の量定に関する意見を付し
て、調査委嘱をした法務局及び地方法務局の
長に対して報告をすることで、司法書士会が
一定の範囲で懲戒手続きに関与することがで
きるものです。
　司法書士業務は、国民の権利保護という公
共的な役割を担う仕事、不動産に関する法律
の専門家であります。
　土地や家屋などの不動産は、一般の人々に
とって最も大切な財産であり、そうした不動
産の取引の当事者は、誰もが安全・無事に取
引が完了することを願っていると思います。
　一般の人々が当事者として不動産の登記申
請人となることは、生涯に何度もあることで
はありません。登記に関して専門的な知識を
有した専門職である会員皆様が不動産の取引
の安全と登記手続きの円滑化に貢献している
ことと思います。今後とも、業務研修会など
に積極的に参加され研鑽を重ねて、市民生活
の紛争予防並びに権利救済に努めていただく
と共に釧路司法書士会の活動への参加ご協力
をお願い申し上げます。
　最後になりましたが、会員皆様のご多幸・
ご活躍をご祈念申し上げ新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

新年のご挨拶
釧路司法書士会　会長　尾　越　弘　典
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　平成26年11月22日午後３時より司法書士開

業支援フォーラムが札幌のホテル札幌芸文館

（旧厚生年金会館）にて開催されました。

　釧路会からは尾越会長、野村副会長、私の

３名が参加いたしました。

　本年の試験合格者に対して次のとおりの内

容で行われました。

　１．日司連、北海道ブロックによる開業支

援事業の説明

　２．道内４会による情報提供（各会の現状）

　３．座談会

　その後、懇親会において、和やかな雰囲気

のなか個別に質疑等が交わされました。

　釧路出身の方も居て、将来釧路での開業を

期待してしまいました。

　本年は試験合格者21名中７名のみの参加と

なりました。例年は試験合格者のほぼ全員参

加であったのが、個人情報保護のため、合格

者の連絡先を入手できず開催の案内を届ける

チャンスがなかったためであります。来年度

からの開催に際しては周知手法を考える必要

があるといえます。

司法書士開業支援フォーラム
釧路司法書士会　副会長　ブロック理事　森　　　一　也
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　司法書士は、代書人または司法代書人と言

われていたのをご存じですか。今でこそ、な

くなりましたが司法書士となっても（旧称）

代書人と呼ばれていたのを憶えています。私

達、司法書士を業とする資格は、昔から社会

的地位（信頼）や安定した（品位を保つこと

ができる）収入が得られる安泰とした職業で

はなかったと思います。司法書士認可試験（２

年以内の開業、事務所の他管轄への移転禁止

があった）から国家試験への移行、規制制度

改革、法テラスの設置や法律扶助への協力、

保証書に替わる本人確認制度、専門職後見人

就職や後見普及等々これらは時代の必要性、

社会制度の変
へんせん

遷等による当然の流れではない

はずです。

　先輩司法書士いや司法代書人と呼ばれた

方々の常日頃から地域に密着し、市
しせい

井で真
しんし

摯

な取組みが市民から評価されてきたと思いま

す。だからこそ日本司法書士会連合会の活動

も理解され応援を受けたと考えます。司法書

士個々の絶間ない努力が第一の矢とすれば、

日司連の職域を守る活動が第二の矢、日本司

法書士政治連盟は国政レベルの代表者を通じ

た制度の充実を図るが第三の矢ではないで

しょうか。

　三本の矢が纏
まと

まることが大事と思います。

当会は微
び

力ながら確りやってまいります。司

法書士存続の為、引き続きご協力をお願いし

ます。

三本の矢
日本司法書士政治連盟釧路会　会長　中　村　圭　佐
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　平成27年２月６日から平成27年２月８日の
日程において、釧路青年司法書士協議会の事
業の一環である、岩手県宮古市被災地巡回相
談に参加してきました。
　東日本大震災が発生した当時は司法書士試
験の受験勉強を始めて半年程経過した時で、
試験に合格した後に被災地に向けて何か貢献
できる事を行おうと考えていましたが、よう
やく実現するに至りました。
　被災地については、報道による情報のみで、
実際の被災地の現状は解りませんでしたが、
被災地に行ってみて、報道では知る事が出来
ない現実があり、残された建物の基礎、津波
により３階部分までが破壊され解体されない
ビル、防波堤、復興の進まない地区、仮設住
宅で生活し何も進展しない事に諦めを感じる
人、現実に苛立ちを感じている人、これらを
目の当たりにして、これが現実かと痛感しま
した。
　現実を知ってから、被災地巡回相談はもっ
と積極的な何かを取り組むべきではとも色々
と考えましたが、神戸淡路大震災により、被
害を受けた方と話をしたとき「神戸淡路大震
災から長い年月が経過して、復興した所は復
興したと言えるが、未だ復興していない所も
ある。本当に復興したと言えるまでには長い
時間が掛かるもの。東日本大震災により被害
を受けたところは更に時間がかかる事になる
と思う。まだ４年と捉えるか、もう４年と捉
えるかは、人それぞれの考え方だけど、長い
年月が経過しても何も変わらない場合、心が
折れ、諦め、全てを投げ出す人もいるだろう

から、君たちの活動が、そういう人たちの支
えになれば、それでいいと思う。」と言われ、
何か気付かされた感じがしました。
　被災地の方とも話をした時にも「この町に
住む人がこの町を築き上げるのであって、他
の町に住む人がこの町を築き上げるわけでは
ない。手助けをしてくれる事は助かるが、他
の町に住む人が、この町を築き上げる事はこ
の町に住む人にとっては、申し訳ないが有難
迷惑だ。他の町に住む人がこの町を築き上げ
たとしても、この町に住む人の理想とする町
とは全くかけ離れた町が出来てしまう。わざ
わざ来てもらって、このような事を言うのは
気が引けるが、この町を築き上げる事だけは
して欲しくはない。手助けしてくれるだけで
いい。」と言われ、話を聞いた当初は上手く
理解できない所がありましたが、今は言いた
い事が何か理解できるような気がします。
　今後も被災地巡回相談は継続して行うべき
であると思いますし、私も今後も継続して参
加して、被災地巡回相談の活動が被災地の
方々の心の支えとなるよう、努めていきたい
と思います。

被災地巡回相談
釧根支部　西　山　育　彦
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写真で見るイベント写真で見るイベント写真で見るイベント

第４回業務研修会
平成26年11月29日（土）　釧路交流プラザさいわい

十勝支部業務研修会
平成27年１月10日（土）　アパホテル帯広＜帯広駅前＞
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第５回業務研修会
平成27年１月17日（土）　釧路ロイヤルイン

金銭トラブル相談会（電話相談）
平成27年２月14日（土）　事務局
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＊退　会
　　　　　　　●海　田　政　弘　 殿　（北網支部） 東京会へ変更登録
　　　　　　　　　退会年月日　　平成２６年９月２２日
　　　　　　　　　登 録 番 号　　釧路　第　２２３ 号

＊死　亡　　　　　　　　
　　　　　　　●坂　田　譽　雄　 殿 （十勝支部）
　　　　　　　　　生 年 月 日　　昭和８年２月１６日
　　　　　　　　　死亡年月日　　平成２６年１１月１７日
　　　　　　　　　登 録 番 号　　釧路　第　１３３ 号
　　　　　　　　　事務所住所　　帯広市西５条南４丁目１１番地

＊変　更
　　　　　　　●下　田　 寛　昭　 殿 （十勝支部）　平成２６年１１月２７日 受付
　　　　　　　　　事務所住所　　〒０８０－００２４　　
　　　　　　　　　　　　　　　　帯広市西１４条南２８丁目２番地６
　　　　　　　　　

釧路司法書士会　会員の動き
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　９月 September

６日㈯　　ブロック別綱紀調査及び懲戒処分の量定意見決定手続に関する研修会
 於：札幌司法書士会館
 　（尾越会長、中村圭佐副委員長）
　〃　　　第２回 業務研修会「不動産登記改正法について」
 於：網走エコーセンター２０００
８日㈪　　在釧理事会 於：事務局
10日㈬　　敬老の日無料相談　北網地区 於：北見市役所
11日㈭　　臨時会長会 於：日司連ホール（野村副会長）
15日㈪　　敬老の日無料相談　釧根地区 於：釧路国際交流センター
　〃　　　敬老の日無料相談　十勝地区 於：帯広グリーンプラザ
24日㈬　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局
26日㈮　　えせ同和行為対策関係機関連絡会 於：釧路地方法務局帯広支局
 　（河合支部長）
　〃　　　北見市成年後見支援センター運営委員会 於：北見市福祉会館（中島理事）
27日㈯　　年次制研修会　（DVD研修） 於：釧路ラスティングホテル
30日㈫　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理 於：事務局
　〃　　　補助者申請　【佐々木正夫事務所　川原田 真 殿】

　10月 October

１日㈬　　一斉司法書士法律相談　北網地区 於：北見市民会館
　〃　　　北見支局「法務局なるほど講座」 於：釧路地方法務局北見支局
２日㈭　　帯広支局「法務局なるほど講座」 於：釧路地方法務局帯広支局
５日㈰　　全国一斉！法務局休日相談所 於：釧路地方法務局、帯広支局、
 　　北見支局
６日㈪　　在釧理事会 於：事務局
13日㈪　　司法書士法一部改正についてのブロック説明会 於：札幌司法書士会館（森副会長）
15日㈬　　一斉司法書士法律相談　十勝地区 於：とかちプラザ
16日㈭　　在釧理事会 於：事務局
　〃　　　道新取材 於：事務局

（H26.9 ～ H27.2）
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21日㈫　　一斉司法書士法律相談　釧根地区 於：釧路生涯学習センターまなぼっと
　〃　　　一日合同行政相談所 於：帯広藤丸デパート（河合支部長）
　〃　　　補助者申請　【坂本事務所　渋田 百合子 殿】
23日㈭　　司法支援センター釧路地方協議会　十勝地区 於：帯広ワシントンホテル（酒井理事）
　〃　　　第２回　会長会　１日目 於：日司連ホール（尾越会長）
24日㈮　　　　　〃　　　　２日目 於：日司連ホール（尾越会長）
25日㈯　　第３回　業務研修会「民事信託制度の活用について」
 於：中標津総合文化会館
27日㈪　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局
31日㈮　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理 於：事務局

　11月 November

６日㈭　　司法支援センター釧路地方協議会　北網地区 於：北見ホテル黒部（中島理事）
８日㈯　　第１回　綱紀調査委員会 於：事務局
11日㈫　　司法支援センター釧路地方協議会　釧根地区 於：釧路プリンスホテル
 　　（佐渡正幸理事）
12日㈬　　網走市成年後見ネットワーク会議 於：網走市役所（中島理事）
14日㈮　　北都保険センター打合せ 於：事務局
18日㈫　　健康保険・厚生年金保険等調査　　　　 於：釧路年金事務所
22日㈯　　第４回　北海道ブロック司法書士協議会理事会
 於：ホテルさっぽろ芸文館
 （尾越会長、野村副会長、森賀副会長）
　〃　　　開業支援フォーラム　  於：　　　　　　〃
24日㈪　　綱紀調査
25日㈫　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局
26日㈬　　一日合同行政相談所 於：北見まちきた大通りビル

（藤井会員、近江会員）
27日㈭　　北見市成年後見支援センター運営委員会 於：北見市福祉会館（中島理事）
28日㈮　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理 於：事務局
29日㈯　　第４回　業務研修会「農地法」 於：釧路交流プラザさいわい
　〃　　　綱紀調査報告会議

　12月 December

２日㈫　　補助者申請　【棚橋事務所　櫻井 雄平 殿】
　〃　　　補助者申請　【上野裕司事務所　坂田 あづさ 殿】
　〃　　　補助者申請　【中岡事務所　坂田 悌弘 殿】
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８日㈪　　網走市成年後見ネットワーク会議 於：網走市役所（中島理事）
12日㈮　　補助者申請　【島田事務所　松本 多見子 殿 ・ 堀川 龍子 殿】
16日㈫　　北見市成年後見支援センター運営委員会 於：北見市福祉会館（中島理事）
18日㈭～20日㈯　　中央新人研修　前期 於：つくば
20日㈯　　ブロック新人研修実行委員会 於：札幌ホテルノースシティ

（酒井理事）
24日㈬　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局
26日㈮　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理 於：事務局
　〃　　　仕事納め

　１月 January

５日㈪　　仕事始め
　〃　　　釧路地方法務局年始挨拶　（尾越会長、志築副会長、佐渡正幸理事）
９日㈮　　在釧理事会 於：事務局
　〃　　～15日㈭　　ブロック新人研修 於：札幌ホテルノースシティ

（講師／近江会員、伊藤光一理事、金田理事　　担当／酒井理事）
15日㈭　　第３回会長会　１日目  新年賀詞交歓会 於：日司連ホール（尾越会長）
16日㈮　　第３回会長会　２日目 於：日司連ホール（尾越会長）
17日㈯　　第５回業務研修会「裁判業務分野」（同時配信） 於：釧路ロイヤルイン
19日㈪～22日㈭　　中央新人研修　後期 於：ホテルさっぽろ芸文館
24日㈯　　ブロック別広報担当者会議 於：札幌司法書士会館（畠山理事）
26日㈪　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局
30日㈮　　会報委員会 於：田村美幌店
　〃　　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理 於：事務局
31日㈯　　ブロック別民事信託推進担当者会議 於：札幌司法書士会館（有賀副会長）

　２月 February

９日㈪　　在釧理事会 於：事務局
12日㈭　　釧路地域うつ・自殺予防対策ネットワーク会議 於：釧路総合振興局保健環境部

（菅原亮会員）
13日㈮　　NTT電話工事（電話相談） 於：事務局
　〃　　　選挙管理委員会 於：釧路末広館

（選挙管理委員、尾越会長、佐渡正幸理事）
14日㈯　　（電話相談）返済に困ったらまず「司法書士」に相談 
 於：事務局
14日㈯　　第５回 北海道ブロック司法書士協議会理事会
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　　　　　　　　　　　　　　　　　  於：札幌司法書士会館

（尾越会長、 野村副会長、森副会長)
23日㈪　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局
24日㈫　　中標津保健所管内自殺対策推進連絡会議 於：中標津町総合福祉センター

（長谷川会員）
25日㈬　　登録面接　【 芳賀 芳則 氏 】 於：事務局
　〃　　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理 於：事務局
　〃　　　補助者申請　【遠藤豊和事務所　中山 里美 殿】
26日㈭　　釧路地方法務局・釧路司法書士会「権利登記協議会」
 於：釧路地方法務局

（尾越会長、志築副会長、佐渡正幸理事、佐藤正樹理事）

平成27年２月１日から平成27年２月28日の平日のみ（午前９時～午後５時）でスター
ト、釧根地区の各司法書士事務所で対応した。対応内容は、不動産の登記名義が先代
あるいは先々代のままである、不動産を含む財産と、パートナーに相続させたい等の
問題を提起して、月間におよんだが結果相談事件は４件であった。
平成27年２月11日（水曜日祝日）釧路市幣舞町４番28号
釧路市生涯学習センター（まなぼっと）で相続登記はお済みですか？
無料相談開催しましたが予約も含め７件ありました。

編集委員　釧路支部　本間　利夫

相続登記はお済みですか月間及び無料相談会開催
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あるいは先々代のままである、不動産を含む財産と、パートナーに相続させたい等の
問題を提起して、月間におよんだが結果相談事件は４件であった。
平成27年２月11日（水曜日祝日）釧路市幣舞町４番28号
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編集委員　釧路支部　本間　利夫

相続登記はお済みですか月間及び無料相談会開催
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編集後記

　今季は爆弾低気圧がやってくる回数が多かったと思います。毎回道
東方面を低気圧が覆い、交通機関はダイヤが乱れ、運休となり、また
道路が通行止めになり、大きな影響を受けた方も多いのではないで
しょうか。
　生まれも育ちも北海道の私も、さすがに今季の暴風雪には辟易しま
す。最近は、「もう雪はいらないね」というのが挨拶代りとなってい
るのですが、この原稿を書いている傍ら、爆弾低気圧が再び到来する
という天気予報を耳にしており、うんざりとした気持ちでいます。
　低気圧ではなく、早く春がくることを待ち望むばかりです。会員の
皆様のお手元に会報が届くころには、北の大地が暖かい陽射しに包ま
れ、雪解けが始まっていますように。

会報編集委員　辻　　香澄
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