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　平成25年５月18日開催の定時総会におい
て、神津会長の後任として就任いたしました
尾越弘典です。昭和59年当会に入会して30年
が経ちますが、その間25年間当会の理事・副
会長として微力ではありますが会の運営に関
わって参りました。
　私の仕事に対する信条は「小さなことほど
丁寧に、当たり前のことほど真剣に」であり
ます。近年、司法書士の業務範囲の拡大に伴
い司法書士を取り巻く様々な問題があります

　平成25年11月23日札幌司法書士会において
北海道ブロック開催の標記のフォーラムが開
催され、新得町の安田会員と共に釧路会での
開業をPRするべく参加してきました。
　本年は釧路での合格者がいたため、新会員
獲得も予想されている状況でした。
　結果として釧路会での開業予定者２名がい
たことを報告することが出来ます。
　本年度の司法書士試験合格者（有資格者を
含む）17名（道外参加者１名含む）の参加が
あり、日司連、北海道ブロック、釧路以外の
札幌、旭川、函館の16名程度の受け入れ態勢
で実施されました。
　開業支援の概要が日司連および北海道ブ
ロックから説明されたあとに、各４会による
現状の説明などの情報提供を行い、釧路会か

が、一つ一つ丁寧に真剣に取り組みたいと
思っておりますので、会の運営、事業等につ
きましても、忌憚のないご意見を宜しくお願
い申し上げます。また、法務局との連絡を密
にし、情報交換に努めてまいります。
　会員皆様一人一人が各地域において「身近
なくらしの法律家」として、ご活躍されます
ことをご祈念申し上げ就任の挨拶といたしま
す。

らの情報提供では安田会員から実体験をもと
に熱く開業への熱意を語っていただきまし
た。その後参加者からの質疑応答を中心に活
発な論議が座談会にて交わされました。
　その後、会場をホテルロイトンに移して懇
親会を行い、各合格者からの今後の抱負など
を交えたスピーチにより盛り上がりました。

釧路司法書士会会長就任挨拶

司法書士開業支援フォーラムに参加して

釧路司法書士会　会長　尾　越　弘　典

釧路司法書士会　副会長　森　　　一　也
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　本年４月、忠村支部長の後任として北網支
部支部長に就任いたしました榎本紀子です。
頼りない支部長ですが、支部会員、本会、事
務局の皆様に助けていただきながら、何とか
務め上げたいと思っておりますのでお力添え
よろしくお願いいたします。
　さて、北網支部の会員は現在22名です。こ
こ数年、入会者より退会者が多いため会員数
が減少しており、今後も減少傾向が続くので
はないかと心配しています。弁護士が少な
かったオホーツク管内においてもいつのまに
か弁護士が増加し、北見市でもついにその人
数が司法書士数を越えたとのことで、私たち
の業務にも影響を与えていると考えます。
　最近は、毎日のように各士業主催の「無料
相談会」という広告や告知記事を目にします。
どの広告や記事にも債務整理、相続、離婚、
成年後見等、同じような文言が並んでいます。
また、自治体や各種団体も定期的に専門家に
よる相談会を開催しています。さらに、道外

の法律事務所による相談会も相変わらず多い
のには驚かされます。そんなに必要？と思い
ますが、ニーズはあるようで、支部で毎月１
回開催している相談会には毎回予約が入る状
況が続いていますし、毎年10月に開催してい
る相談会にもたくさんの相談者がいらっしゃ
います。登記事件についての相談は、残念な
がら少なくなってきています（法務局の相談
窓口は大変混んでいるようですが）。登記需
要の減少に加えて本人申請もますます増えて
きており、危機感を覚えます。何か打つ手は
ないでしょうか．．．。
　「北網支部の動静」という原稿依頼でした
が、内容がずれてしまいました。ご容赦くだ
さい。
　司法書士そして北網支部の発展のため、少
しでもお役にたてるよう努力していきたいと
考えておりますので、今後ともご指導、ご支
援よろしくお願い申し上げます。

北網支部の動静

北網支部　支部長　榎　本　紀　子

　本州で猛威を振るっていた大型台風が９月
16日、北上し道内に近づいた影響で、釧路、

　釧路管内にて開業を予定している方のお名
前をここで紹介いたします。

　　　　西山育彦さん（釧路出身）
　　　　菅原　亮さん（厚岸出身）
　今後の活躍を期待いたします。

根室管内は激しい暴風雨になり、交通は釧路
と東京、札幌を結ぶ飛行機やJRが運休する

釧根地区記録的大雨での台風18号の影響

釧根支部　本　間　利　夫
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　皆様こんにちは。10月23日付で札幌から十
勝の大樹町に移転してきました播間章浩と申
します。大樹町は人口が6000人程度の小さな
町であり、何もない田舎ですが私が高校まで
過ごした出身地であり大好きな町でありま
す。平成20年に司法書士試験合格後、いずれ
は大樹町に事務所を置き十勝の業務に携わっ
ていきたいとどこかで考えておりました。
　札幌では合格後司法書士事務所の一角を間
借りし開業いたしました。札幌で業務を行っ
ていた中、徐々に取引していただける会社な
どが増えてきたため、十勝に戻らない方がい
いかと思うこともあった反面、戻るのであれ
ば早いうちに結論を出そうとずっとどこかで
考えておりました。そう考えてはいたものの
なかなかすぐには結論を出せないまま数年間

悩んでおり、悩み尽きた結果、約５年札幌で
業務を行ってきた今でも十勝が気になってい
るのだから今後も同じことだろう、将来後悔
しないためにも十勝に移ろうと思い切って今
年の春に移転の決断をしたところでありま
す。
　十勝では一からのスタートとはなります
が、まずは早い段階で地域に根付いていけれ
ばと考えております。また、微力ではありま
すが大樹町及び周辺町村の方々、最終的には
十勝のためとなるような業務や活動を行い、
少しでも地域の方々のお役に立ち、貢献して
いけるように精進していきたいと考えており
ます。
　若輩者ですがどうぞよろしくお願いいたし
ます。

十勝の大樹町に移転して

十勝支部　播　間　章　浩

など、３連休最終日の足を大きく乱した。
　釧路地方では、道路の冠水、家屋の床上浸
水等生活に大きな影響を受けた。
　特に道路冠水の釧路町別保の265世帯約560
人に避難勧告が出された。
　避難移動は冠水がひどい為ボート移動、中
でも釧路と根室を結ぶ国道44号は、釧路町別
保エリアで約20時間にわたって通行止め、今
年４月にも大雨で同じ区間で交通が遮断され
ている。
　通行止めとなったのは国道44号の釧路町別
保原野南25線（当事務所所在地）お蔭様で被
害なし、別保までの６キロ、大型スーパーか
ら釧路町役場やJR別保駅、住宅地などがあ

る別保市街地でした。
　通行止めの理由は道路冠水で、国道に近い
釧路町役場では１階ロビーにまで浸水し、駐
車場に止めていた公用車23台のうち半分以上
の13台が使用不可能となった。
　NTT東日本の電話交換機も水に浸って破
損、隣接する郵便局も床上浸水の為９月24日
から再開　近所のレストラン店長は開店する
まで２カ月かかるでしょうとの事。
　まだまだ台風18号のダメージが残っている
が頑張るしかないでしょう。
　災害被害の御見舞いをいただいた皆様心配
していただきまして有難うございました。
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写真で見る総会・無料相談会・研修会写真で見る総会・無料相談会・研修会
釧路司法書士会定時総会

平成25年５月18日（土）　帯広ワシントンホテル

第３回研修会

平成25年９月28日（土）　サントライ北見

司法書士の日無料相談会

平成25年８月３日（土）　サンライフ北見 平成25年８月３日（土）　帯広市役所　市民ホール
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全国一斉司法書士法律相談会

平成25年10月16日（水）　とかちプラザ

平成25年10月２日（水）　北見市民会館

第４回研修会

平成25年10月19日（土）　帯広生涯学習センターまなぼっと
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入　会　
　　　　　　　　　　　◦海　田　政　弘　殿　（北網支部）
　　　　　　　　　　　　　　登録年月日　平成２５年　６月　６日
　　　　　　　　　　　　　　登録番号　　釧路　第２２３号
　　　　　　　　　　　　　　事務所住所　〒０９３－０００５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　網走市南５条東４丁目６番地
　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　０１５２－４３－３８７７
　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ番号　０１５２－４３－３８２６

　　　　　　　　　　　◦播　間　章　浩　殿　（十勝支部）
　　　　　　　　　　　　　　登録年月日　平成２５年１０月２３日
　　　　　　　　　　　　　　登録番号　　釧路　第２２４号
　　　　　　　　　　　　　　事務所住所　〒０８９－２１５２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広尾郡大樹町西本通７３番地７
　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　０１５５８－６－２７２１
　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ番号　０１５５８－６－２７２３

＊退　会
　　　　　　　　　　　◦中　井　敏　明　殿　（北網支部）
　　　　　　　　　　　　　　退会年月日　平成２５年　６月２８日
　　　　　　　　　　　　　　登録番号　　釧路　第７２号

　　　　　　　　　　　◦酒　井　則　孝　殿　（北網支部）
　　　　　　　　　　　　　　退会年月日　平成２５年　９月３０日
　　　　　　　　　　　　　　登録番号　　釧路　第１１０号

　　　　　　　　　　　◦佐　原　　　晋　殿　（十勝支部）
　　　　　　　　　　　　　　退会年月日　平成２５年１０月２９日
　　　　　　　　　　　　　　登録番号　　釧路　第１５５号

＊死　亡
　　　　　　　　　　　◦阿　部　隆　吉　殿　（釧根支部）
　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　昭和２５年１０月１３日
　　　　　　　　　　　　　　死亡年月日　平成２５年　６月１９日　
　　　　　　　　　　　　　　登録番号　　釧路　第１３１号
　　　　　　　　　　　　　　事務所住所　釧路市住吉１丁目１１番地３３号

釧路司法書士会　会員の動き
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４　月
１日㈪　　補助者申請【安田事務所　安田　美弥子　殿】
２日㈫　　補助者申請【島田事務所　岡　一善　殿】
６日㈯　　綱紀調査委員会	 於：事務局
11日㈭　　平成25年度　第１回　会長会　１日目	 於：日司連ホール
12日㈮　　　　　　　　〃　　　　　　　２日目　　　　　　　　　　〃
16日㈫　　監査	 於：事務局
20日㈯　　理事・支部長合同会議	 於：事務局
　〃　　　綱紀調査委員会	 於：事務局
24日㈬　　住宅金融支援機構事務処理	 於：事務局
25日㈭　　成年後見ネットワーク会議	 於：帯広市役所
27日㈯　　北海道ブロック司法書士協議会理事会	 於：札幌司法書士会館
30日㈫　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理	 於：事務局

５　月
９日㈭　　在釧理事会	 於：事務局
18日㈯　　第46回　釧路司法書士会　定時総会	 於：帯広ワシントンホテル
24日㈮　　釧路土地家屋調査士会　定時総会	 於：ホテル黒部（尾越会長）
27日㈪　　登録面接【海田　政弘　氏】	 於：事務局
　〃　　　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：事務所

６　月
１日㈯　　北海道ブロック司法書士協議会理事会	 於：ホテルノースシティ
　〃　　　北海道ブロック司法書士協議会　定時総会　	 　　　　　〃
３日㈪　　補助者申請【河合事務所　林　真紀子　殿】
７日㈮　　在釧理事会	 於：事務局
14日㈮　　登録交付式【海田　政弘　氏】	 於：事務局
20日㈭　　第75回　日本司法書士会連合会　定時総会	 於：ヒカリエホール渋谷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（尾越会長、野村副会長、坂田会員）
21日㈮　　　　　　　　〃
26日㈬　　住宅金融支援機構事務処理	 於：事務局
29日㈯　　理事・支部長合同会議	 於：釧路合同会館３階会議室

（H25.4 ～ H25.11）
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７　月
２日㈫　　補助者申請【佐藤正樹事務所　小林　敦　殿】
６日㈯　　ブロック新人研修実行委員会	 於：札幌司法書士会館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（酒井勝己理事）
19日㈮　　補助者申請【近江事務所　近江　美穂　殿】
20日㈯　　第１回業務研修会「民事法分野　借地借家編」１日目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 於：釧路生涯学習センターまなぼっと
21日㈰　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　２日目
	 於：　　　　　　〃
25日㈭　　住宅金融支援機構事務処理	 於：事務局
27日㈯　　北海道ブロック司法書士協議会理事会	 於：札幌司法書士会館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（尾越会長、野村副会長、森副会長）
30日㈫　　在釧理事会	 於：事務局

８　月
３日㈯　　綱紀調査委員会	 於：事務局
　〃　　　「司法書士の日」無料法律相談	 於：釧路フィッシャーマンズワーフMOO
　〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　帯広市役所市民ホール、サンライフ北見
12日㈪　　補助者申請【棚橋事務所　棚橋　恵子　殿】
14日㈬～ 16日㈮　　事務局お盆休み
24日㈯　　第２回業務研修会「司法書士業務責任と賠償責任保険」
	 於：とかちプラザ
26日㈪　　住宅金融支援機構事務処理　　　　　　　　　	 於：事務局
29日㈭　　補助者申請【神津事務所　橋本　弓実　殿】
30日㈮　　住宅金融支援機構事務処理　　　　　　　　　	 於：事務局
31日㈯　　どさんこ基金運営委員会　　　　	 於：札幌司法書士会館（平田峻太理事）
　〃　　　綱紀事案調査

９　月
４日㈬　　補助者申請【赤堀事務所　赤堀　香織　殿】
10日㈫　　補助者申請【金田事務所　丹羽　由見子　殿】
11日㈬　　成年後見相談会　北見	 於：北見市役所
12日㈭　　　　　〃　　　　帯広	 於：とかちプラザ
16日㈪　　　　　〃　　　　釧路	 於：国際交流センター
21日㈯　　年次制研修会	 於：釧路ラスティングホテル
25日㈬　　住宅金融支援機構事務処理	 於：事務局
27日㈮　　会報編集委員会	 於：田村美幌店
28日㈯　　第３回業務研修会「司法書士の業務範囲について」	 於：サントライ北見
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30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）

　〃　　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理	 於：事務局

10　月
２日㈬　　司法書士法律相談　北見	 於：北見市民会館
　〃　　　平成25年度　第２回　会長会　１日目	 於：日司連ホール（尾越会長）
３日㈭　　　　　　　　〃　　　　　　　２日目　　　　　　　　　　〃
４日㈮　　司法書士法律相談　釧路　　　　　	 於：釧路生涯学習センターまなぼっと
　〃　　　登録面接【播間　章浩　氏】	 於：事務局
６日㈰　　全国一斉！法務局休日相談	 於：本局、帯広支局、北見支局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中標津経済センター
　〃　　　法務局なるほど講座（講師―平田峻太理事、安田理事）
７日㈪　　在釧理事会	 於：事務局
８日㈫　　えせ同和行為対策関係機関連絡会	 於：釧路合同庁舎（佐渡正幸理事）
16日㈬　　司法書士法律相談　帯広	 於：とかちプラザ
18日㈮　　全国研修担当者会議	 於：日司連ホール（有賀副会長）
19日㈯　　第４回業務研修会「家事事件・成年後見書類制作等」
	 於：釧路生涯学習センターまなぼっと
21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

（酒井勝己理事）
24日㈭　　帯広市　一日合同行政相談所	 於：藤丸（河合支部長）
25日㈮　　住宅金融支援機構事務処理	 於：事務局
29日㈫　　登録交付式【播間　章浩　氏】	 於：事務局
　〃　　　補助者申請【播間事務所　・播間　真利　殿　・伊藤　真希子　殿】
31日㈭　　司法支援センター釧路地方協議会　北網地区	 於：ホテル黒部（中島理事）
　〃　　　住宅金融支援機構事務処理	 於：事務局

１１　月
９日㈯　　注意勧告小理事会	 於：事務局
12日㈫　　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）
16日㈯　　北海道ブロック司法書士協議会理事会
　〃　　　東北ブロック合同協議会	 於：ホテルさっぽろ芸文館

（尾越会長、野村副会長、志築副会長、有賀副会長）
18日㈪　　網走保健所管内自殺対策連絡会議	 於：網走保健所会（中島理事）
21日㈭　　ワンストップ相談会	 於：道東経済センタービル

（中川喜清会員）
23日㈯　　第５回業務研修会	 於：とかちプラザ
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　台風18号に続き台風26号は列島を縦断して、10月16日午後、温帯低気圧に変わっ
たが、釧路、根室地方は朝から激しい雨と風に見舞われた。
　降り始めてからの雨量は午後７時現在、釧路市で57ミリ、根室市で75.5ミリで、
最大瞬間風速も根室市で午後６時53分に36.7メートル、釧路市でも29.6メートル
（午後２時46分）を記録した。
　人命に関わる重大な被害はなかったが、釧根地方各地で強風により住宅の壁や
屋根が飛ばされるなどの被害が出た。
　この影響で停電、降雨と高潮で冠水があった。
　その中で過去10年で最大級の強さと言われる台風26号の北上により、先月、役
場庁舎への浸水をはじめ国道44号線の冠水など大きな被害があった釧路町では、
災害対策本部を設置、防災無線で啓発する一方、９月に数多くの世帯が浸水被害
を受けた地区を広報車を使って住民に警戒を呼び掛けた。
　台風による道路は降雪で羅臼と斜里を結ぶ国道33号線弟子屈の国道６号が降雪
で通行止めとなってしまった。
　９月の台風の教訓を生かした釧路町の対応に対してあっぱれです。

会報編集委員　本間利夫

編集後記
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