
「３３．．１１１１経経験験しし、、今今ああららたためめてて考考ええるるこことと」」

副理事長 近藤 光弘
はじめは、原発事故のために避難を強いら
れ、慣れない東京住まいをしている福島県の
方々を訪問した時のお話です。
防寒具で身を固めた私を容赦なく凍えさせる
雨の日の、とある団地の集会所。
こわばった表情で入って来られたのは、３０代
から７０代くらいの老若男女が２０名ほど。
「同じ福島県でも、みなさん地区が違うから、
お互い誰も知らないの…笑顔でいないと泣き出
したくなるから…」と、縁故を頼って何箇所も
避難場所を捜し歩いた体験を気丈に話
して下さった６０代と思しき女性。
「ご苦労をされましたね…」の私の
言葉の何と軽いこと。
それでも、私の話に熱心に耳を傾け
てくださり、最後に、「主人が大病を
患っているから、東京で良いお医者様
に診てもらえて助かっています。頑張
らなくちゃね」と自らを鼓舞するよう
に再び感謝の笑顔を添えてくださいま
した。

次に、もう少しで桜の季節の本所防
災館を訪問した時のお話です。

大地震が東京を襲った場合の地域住民の協力
の大切さを描いた２０分ほどの映画を鑑賞し、消
火器の使い方や人工呼吸の方法を学んだ後に、
震度７を体験できる装置の中でテーブルの下に
数分間身を屈めながら考えたこと。この装置の
中では、決して圧迫死をすることはない。仮想
体験だから当然のことですが、東京の震度５程
度の恐怖に慄いた者が、３．１１のあの時に亡くな
られた人々の苦しみを実感できないのも当たり
前のことだと妙に得心している自分がいまし
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た。

防災都市を標榜する国や地方公共団体が行う
公共事業の登記面での権利保全に力を尽くすこ
とが、当協会のもっとも重要な使命です。長年
築き上げた当協会の数々の実績は高く評価さ
れ、広く信頼を勝ち得ています。
たとえば、緊急車両が速やかに活動できるよ
うに道路を拡幅し、二次災害を未然に防止する
ために町並みを整備するなどし人々は知恵を絞
り公共事業を執行しています。
それでも、その想定を超える自然の脅威があ
ることを今回の災害で知りました。

我々司法書士が、登記制度上も、現実の社会
生活においても、欠くことのできない存在とな
っていることは明白な事実であり、先輩諸氏の
不断の努力があってこその結果です。
そして、永年にわたり登記制度の発展に寄与
してきた司法書士の功績が顕著であると認めら
れ、公共の利益となる事業の場でその実力をい
かんなく発揮するにふさわしい組織として設立
されたのが当協会です。
嘱託登記を受託し、その事務を適性かつ迅速

に処理することは、公共の利益となる事業の速
やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な
実施を助けることによって、さらなる登記の信
頼性向上がなされ、国民の権利保全に十全に寄
与することになります。
歴史を重ねた司法書士制度の中でも、当協会
は司法書士個々人の専門的能力を「公益的活
動」に結実した形で国民に示すことができる他
に類を見ない組織として評価され、昭和６１年の
設立以来着実に歩んできました。
卓越した知識を持つ東京司法書士会の会員の
社員からなる社団である当協会の最大の実績
は、日々の研鑽によって先達が築き上げた司法
書士に対する国民の信頼を、さらに確固たるも
のとする一助となり、司法書士制度の発展に貢
献できたことです。
このことは、未来にわたって変わらず行って
いかなければならない最も重要な事業であり責
任です。

そして、当協会の使命の一つに、「災害に立
ち向かう人々のための最大限の支援」が加わっ
たことを肝に銘じ、活動の場をさらに広げてい
かなくてはなりません。
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「死者は５割増の９７００人」というショッキ
ングな見出しが、新聞各紙を飾った。本年４
月１８日、東京都が発表した首都直下地震の被
害想定の見直し結果である。
この報道を見た市民の多くは、食糧や飲料
水の備蓄の必要性を再確認したことだろう。
しかし（それは大切なことではあるが）どん
なに備蓄を増やしても、大震災からいのちは
守れない。なぜか。
平成７年の阪神・淡路大震災では、６４００人
の方々が亡くなった。この時の死亡原因は、
８割が建物倒壊による圧死・窒息死、１割が
焼死であった。餓死（栄養失調）も報告され
ているが、それは建物倒壊で身動きできず、
不幸なことに声も発することが出来なかった
からだろうと、当時、兵庫県監察医だった西
村明儒医師から聞いた。
一方、昨年の東日本大震災では、２万人の
死者・行方不明者が発生した。詳細な死亡原
因の調査は発表されていないが、そのほとん
どが溺死だったとされている。
他方、今回発表された首都直下地震の被害
想定の見直し結果では、９７００人が死亡とされ
ている。うち、揺れに起因する死者が６割、
火災による者は４割である。区部の木造住宅
密集地域での被害が顕著だとされている。
以上を考えると、食糧備蓄や飲料水確保は
（大切なことではあるが）大震災からいのち
を守るための、本質的対策ではないことがわ
かる。私たちが備えるべき、切迫する首都直
下地震への備えで最も重要なことは、建物の
耐震化と不燃化だ。延焼火災の防止を考えれ
ば、狭隘道路の拡張も、極めて重要だ。
都内の公的施設の耐震化は着実に進んでい
る。しかし民間建物の耐震化は、行政の様々
な働きかけや支援にも関わらず、８割にとど
まっている。耐震化を進めるにあたっての最
も困難な部分が、残りの２割の部分だ。
話はがらっと変わる。各区では、無料で成
人歯科検診を行っている。その受診率はおお

むね４％程度だが、杉並区では１５％。しかも
３００円の自己負担を上乗せして、である。３００
円の上乗せ部分は、歯のクリーニングだ。「お
口の健康のため、無料歯科検診を受診しまし
ょう」では、それがどんなに良いことであっ
ても、受診率は４％にとどまる。しかしそこ
に自己負担をプラスしても、歯を白くする、
お口をさっぱりさせるという効果が期待でき
れば、受診率は４倍も向上するのだ。ここに
ヒントがある。
耐震化・不燃化・狭隘道路の拡張は、言っ
てみるなら成人歯科検診だ。（ただし成人歯
科検診は無料だが、こちらには費用が掛かる
という違いがある。）お口の健康を守ります
（大震災からいのちを守ります）という、目
的も効果もごもっともであるが、それが歯科
に足を運ばせる（耐震化・不燃化・狭隘道路
の拡張を進める）動機づけとしては弱い。歯
を白くするという、身近な利益と同じもの
が、防災まちづくりにも必要なのだろうと思
う。
流行りの言葉でいえば、「上から目線」の
施策では、防災まちづくりは進まないという
ことだ。

このたび、東京公共嘱託司法書士会の顧問
を拝命いたしました。大変、光栄に存じます。
先生方にご指導を頂きながら、防災まちづく
りに努めます。何とぞよろしくお願いいたし
ます。

早坂義弘（はやさかよしひろ）
東京都議会議員（杉並区選出・当選２回・
自民党）
明治大学客員研究員（都市防災）
昭和４３年生まれ。立教大学法学部卒業。
働きながら明治大学公共政策大学院修了。
防災情報機構ＮＰＯ法人事務局次長として
全国講演。
中国四川大地震・米国ハリケーンカトリー
ナなど、災害調査多数。
東日本大震災では、発災当日に被災地入り
し支援活動を行う。

大震災からいのちを守るには
東京都議会議員 早坂 義弘
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全全司司協協会会長長就就任任挨挨拶拶
全司協会長 山田 猛司

昨年まで東京公共嘱託登記司法書士協会の理
事長を務めさせて頂きました山田でございま
す。
東京公嘱協会の皆様にはご無沙汰しておりま
すが、お元気でしょうか？
現在は東京公嘱協会では相談役をさせていた
だいておりますが、相談されることもないので
東京公嘱協会はさしたる問題もなく粛々と会務
執行がなされているものと思っております。
さて、私が退任するときの挨拶において、今
後は全国公共嘱託登記司法書士協会協議会（通
称名「全司協」）において公嘱協会のために力
を尽くしたいと決意を述べましたが、その後平
成２３年７月８日の全司協総会において会長に選
任されました。
それ以前においても全司協においては専務理
事を拝命しておりましたので全司協の内容は把
握していましたが、全司協の現状は東京公嘱協
会からは想像もできないほどの現状であるとい
うことをご報告しておきます。
皆さんは公嘱協会が解散するということは想
像もできないでしょうが、全国においてはすで
に８協会が解散し、そのうち５協会が清算結了
となっています。
その理由は、この不況の中にあって競争入札
導入による受託収入の減少によるものがほとん
どです。
そういった状況ですから協会の中には全司協
の会費も払えず脱会していく協会もあり、現在
の組織員協会は３１協会となっています。
昭和６１年に全国に公嘱協会が設立され、希望
に満ちた船出をしたはずですが、設立当初から
理想と現実とのギャップに直面し、期待した大
量事件というものは数年に一度の国家的レベル
の組織再編に関する場合にしかありませんでし
た。しかし、そんな中でも東京公嘱協会のよう
に再開発という新たな分野に矛先を向け、研究
してきたことが数年を経て実績に結びつくと言
うこともありますので、各協会の創意工夫を全
国に活かしたいと思っております。
現在全司協の抱える問題は多々あります。
公益法人法による公益認定問題や競争入札の
導入による受託収入の減少傾向等各協会の根本

にかかわる問題はもとより、公嘱協会という法
人の組織的活用について再検討しなければなり
ません。
各協会が抱える問題は、全司協としても同様
の問題意識を持って検討しなければならないこ
ととなりますが、全司協として別に考えなけれ
ばならないのは、各単位協会の連絡協議会とい
う位置づけから、単位協会において対処できな
いことを全司協が取りまとめて対外折衝や広報
するという点です。
現在、全司協においては公嘱協会ブランド化
構想をというものを検討しております。内容に
ついては全司協だよりにおいて数回に分けて公
表しているところですが、社員である司法書士
の質的能力保持や、協会そのものの効率的組織
運営方法の構築や第三者機関等による評価シス
テム及び考査試験による資格認定等です。
また、年度ごとに重点項目を掲げ、全国展開
をすることにより、嘱託登記全般に係る登記や
案件の発掘や、問題点の解消をすることが有効
と考えられます。そして平成２４年度において
は、官公署における未登記問題というのを取り
上げようと思います。そのために現在各協会か
ら情報収集をしたり、学者の先生と行政法の観
点からも意見交換をしている段階です。
その他各単位協会において個別的に交渉する
よりも効率的な対外折衝ができるものとして、
法務省との意見交換があります。現在日本司法
書士会連合会を通じ、法務省に照会やお願いを
していることがあります。それらについては結
果が出しだい公表していきたいと思いますので
今しばらくお待ちください。
東京公嘱協会は、全国最大の協会であり、各
方面から注目されていることと思いますが、貴
協会が公益認定を目指していることは誠に喜ば
しいことであり、全司協で協力できることがあ
ればできるだけの協力をさせていただきます。
昭和６１年という公嘱協会の設立の年に私も開
業しましたので、いわば同期の桜です。
私も東京公嘱協会の一員として、東京協会の
発展のために尽力いたしますが、全司協会長と
しても公嘱協会全体の明るい未来のために頑張
りますのでよろしくお願い致します。
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平成２３年度の東京公共嘱託登記司法書士協
会主催の研修会は、公益活動の一環として一
般市民の方も参加可能で、研修会費を無料化
して下記のとおり開催いたしました。

平成２３年度第１回研修会

「自筆証書遺言のすゝめ」（思わぬ失敗をし
ないために）

平成２３年９月１２日（月）午後６時から午後
８時まで、司法書士会館地下１階「日司連ホ
ール」にて、平成２３年度第１回研修会を開催
いたしました。テーマは「自筆証書遺言のすゝ
め」（思わぬ失敗をしないために）で、講師
は社団法人神奈川県公共嘱託登記司法書士協
会 理事長で、司法書士の杉本千里先生にお
願いいたしました。
自筆証書遺言には、手軽に作成できるとい
うメリットがありますが、法定の要件を欠く
ことにより、せっかく作った自筆証書遺言が
無効となることも起こりえます。
そこで、自筆証書遺言の作り方や注意点を
やさしく説明した『レッツ遺言セット』（神
奈川県司法書士協同組合）の開発に、司法書
士相続遺言センター 運営委員として尽力さ
れた杉本千里先生に、司法書士としての体験
談を交えて、遺言書の必要性、自筆証書遺言
作成上の注意点等、わかりやすくお話しいた
だきました。
講義は以下の流れで行われました。
１ 遺言の効能
２ 遺言の方式
３ 自筆証書遺言作成の要点
４ 遺言の実現
公正証書遺言と比較した、自筆証書遺言の
メリット・デメリットから、自筆証書遺言作
成のルールについて事例を交えて詳しく説明
していただきました。
当協会ホームページ及び新宿区広報誌上で
公募したところ、２０名を超える一般市民の方

から参加の申し込みをいただきました。
また、東京司法書士会会員からは定員の２
倍を超える参加申し込みがあり、杉本千里先
生にお願いして、平成２３年１０月２４日（月）に
同じ内容で研修会を再度開催いたしました。

平成２３年度第２回研修会

「どうかわる相続税」（相続税の基本から）

平成２４年１月２０日（金）午後６時から午後
８時まで、司法書士会館地下１階「日司連ホ
ール」にて、平成２３年度第２回研修会を開催
いたしました。テーマは「どうかわる相続税」
（相続税の基本から）で、講師は税理士法人
フォース 代表社員で、公認会計士、税理士
の小林 進先生にお願いいたしました。
不動産等の相続によって発生する税金につ
いては後々問題となることがないよう注意す
る必要があります。また、相続税の改正も予
定されています。税務署、税理士等に相談す
るのは当然のことですが、相続税について最
低限の知識をもっておくことも必要と考えら
れます。そこで、当協会の顧問をお願いして
いる小林 進先生を講師にお迎えしてわかり
やすくお話しいただきました。
講義は以下の流れで行われました。
１ 最近並びに今後の相続税・贈与税の主な
改正について
２ 相続税の基礎知識
３ 贈与税の基礎知識
近年の相続税・贈与税の主な改正及び今後
の改正予定について社会的事情も交えて詳し
く説明していただきました。
また、相続税がとのように算出されるの

か、設例を上げて明快な説明をいただきまし
た。

今後も、公益的なテーマで研修会を開催し
ていく予定です。

平平成成２２３３年年度度研研修修報報告告
常任理事 皆川 邦彦
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『マラソン報告』
町田支部 清家 鉄平

前回のティータイムにも書いたが、自分
はマラソンに夢中である。（前回の記事な
んて誰も覚えていないと思うが、）
そこで今回は平成２３年末から自分が走っ
たマラソンの報告をしたいと思う。なぜ平
成２３年末からかと言うと、昨年の１０月頃に
草野球をしているときに肉離れをしてしま
い、マラソンに復帰したのが平成２３年末だ
からである。（ただ、誰もが「お前のショ
ボイマラソンの結果なんて知りたくねえ
よ」とツッコミを入れると思うが、ティー
タイムは自由に記事を書いていいらしいの
でご了承をお願いします。）
第７回チャレンジド・クロスカントリー
in 彩の国宮沢湖 平成２３年１２月１８日開催
距離１９．５㎞ 記録１：５０：４４ 順位４４位 感
想 一言で言えば「チョーキツイ」初めてト
レイルランを走ったのですが、全く普通の
マラソンと違い、山道をずっと走るような
感じでした。参加選手は皆トレイルラン用
の靴で走るのですが、自分はジョギング用
の靴で走ったのでメッシュの部分が枝に引
っかかってしまいボロボロになりました。
第１３回谷川真理ハーフマラソン 平成２４
年１月８日開催 距離ハーフ 記録１：４１：
０８ 順位７５７位 感想 一言で言えば「川
内優輝選手オーラでてる」今年に入って初
めてのレースだったのですが、折り返しの
時に川内優輝選手とすれ違ったんですが歓
声がハンパなかったです。
第６０回勝田全国マラソン 平成２４年１月

２９日開催 距離フル 記録４：１２：１５ 順位
１６０３位 感想 ２回目のフルマラソンだっ
たが、とにかくきつかった。自分みたいに
フルを４時間ぐらいかかる人は、逆に健康
によくないとさえ感じた。
２０１２湘南藤沢市民マラソン 平成２４年２

月２６日開催 距離１０マイル 記録１：１３：１４
順位４１７位 感想 うちの事務所ではい
つも Fm yokohama が流れているのだが、
そこのラジオDJ のMITSUMI さんという
方が参加しており、折り返しの時に２回す
れ違ったが、めちゃくちゃ可愛かったで
す。普段はラジオの声しか聞いたことがな
かったんですけど、実物を見たらオーラハ
ンパなかったです。
第２７回大山登山マラソン 平成２４年３月

１１日開催 距離９㎞ 記録１：０３：０６ 順位
５６１位 感想 初めての登山マラソン、ス
タートから登山道に入るぐらいまでの４～
５㎞は普通に走ることができたが、登山道
に入ってからは足がきつくなり、ただの登
山になってしまいました。ゴール後もケー
ブルカーがすごく混んでいて、歩いて下山
することになり、汗で濡れたランニングシ
ャツがめちゃくちゃ寒かったです。
ベジタブルマラソン in 夢の島 平成２４
年３月１８日開催 距離ハーフ 記録１：３２：
３９ 順位 ７５位 感想 スタートしてすぐ
に雨が降り出し、すごく寒かった。ただ、
給水がすごく豪華だったので、すごく助か
った。
第２３回まつの桃源郷マラソン 平成２４年
４月１日開催 距離ハーフ 記録１：３４：０１
順位１４３位 感想 アップダウンが激し
いコースで、常に坂を走っているように感
じた。 例年、コース上の梅の花は満開ら
しいのだが、今年は５分咲きぐらいだった
ので寂しく感じた。
第１６回東日本国際親善マラソン 平成２４
年４月１５日開催 距離ハーフ 記録１：４１：
２０ 順位５８１位 感想 相模原市の米軍基
地で開催されたのだが、米軍基地に入る際
に、アメリカ兵による厳重なチェックがあ
ったのでチョットびびった。
以上が平成２４年４月末までの自分が走っ
たマラソンの結果報告になります。
最後に、ジョギング中は音楽を聴くのは
やめませんか？（先日、本当に車に引かれ
そうになったので、）
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■編集後記

いつもハロ・ハロ・ガーデンをお読みいただきありがとうございま
す。
最近、悲惨な交通事故が後を絶えず心が痛みます。私自身、車の運
転もしますし、自転車にも乗ります。当然徒歩で移動することもあり
ます。いつどこで事故に巻き込まれるか、事故を起こすかわかりませ
ん。自分が被害者になることも、加害者になることもあり得るという
現実を心にとめて、交通安全に努めたいと思います。
季節も変わり、もうすぐ夏がやってきます。私はいつもこの季節に
なると、気温の変化に身体がついていかなくなるのか、風邪をひきや
すくなります。朝晩で気温がだいぶ違ったり、室内と屋外とで温度差
が大きかったりするのも一因かもしれません。
皆様も体調管理に留意して暑い夏を元気に乗り切りましょう。

（木部 響子）

公嘱協会広報室

入沢 修自（多 摩）
渡邊 央（渋 谷）
木部 響子（世田谷）
清家 鉄平（町 田）

■本協会取り扱い事件納品状況一覧（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

受託先名 登記内容 件数

東京都住宅供給公社 所有権移転登記他 ３８

東京都再開発事務所 所有権保存登記他 １９７

東京都第三建設事務所 相続登記 １

東京都第四建設事務所 名義人表示変更・更正登記 １４４

東京都南多摩西部建設事務 相続人調査等 一式

江東区 相続人調査等 一式

練馬区 所有権移転登記 １３

府中市 所有権移転登記他 １１５

調布市 所有権移転登記他 １１０

武蔵野市 所有権保存登記他 ２

八王子市 相続人調査等 一式

奥多摩町 所有権移転登記他 １７５

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 所有権移転登記 ２

独立行政法人都市再生機構 都市再開発法第１０１条登記 １５

公益財団法人東京都道路整備保全公社 所有権移転登記他 ６６

合計 ８７８
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