
市民社会と共にする‘開かれた協会’期待してください! 大韓法務士協会新任執行部 
出典：大韓法務士協会『法務士』2018 年 8 月号 

[司法書士長谷川清仮訳] 
 

 1 / 10 
 

お会いしたいです。 
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市民社会と共にする 
‘開かれた協会’期待してください! 

大韓法務士協会新任執行部 

 
至難の選挙で‘民衆の勝利’と呼ばれる程の法務士業界新鋭で構成された新任執行部の当選は大きい波乱

だった。しかしその波乱の裏面には法務士業界の革新と刷新という法務士一般の欲求がそれだけ大きく

位置しているという点で新任執行部の肩は重いだけだ。 

協会会務で去る一ヶ月を送った所感から始めて今後進む道に対して執行部自らが準備して用意した座談

(2018.7.16.)を通じて意見を交わす。<編集部> 

 
出席・チェ・ヨンスン大韓法務士協会長、キム・テヨン常勤副協会長、 

キム・ソンス副協会長、キム・チュンアン副協会長 

進行・キム・ソンス副協会長／本紙編集委員長  

写真・キム・フングとブルーラボ 

 
 
執行部・専門委員・委員会が関連した

統合的会務 

 
私たちの新任執行部は就任一ヶ月を控

えています。去る選挙の改革熱気に力づけ

られて当選して以後本格的な会務が始ま

ったが、各自が感じる所感を一度打ち明け

てみましょうか？ 

 
チェ・ヨンスン 私たちの執行部に前・

現職地方会長出身がただ一人もいないこ

とにもかかわらず去る選挙で会員たちが

多い支持をしたことは新しい人物が今ま

での慣行から脱離して既存の枠組みにし

ばられない果敢な改革を行えとの意思の

表明だと考えます。そのような会員たちの

熱望をよく知っているのにこの頃は睡眠

がよくできません。朝早く目覚めて散歩を

して悩みを整理したりします。協会長とし

て重い責任感と緊張を感じています。 
キム・テヨン 私もこの頃は眠れない夜

が多くなりました。過年度の執行部で専門

委員をする時は私が引き受けたことと集

中しなければならない政策にだけ気を遣

えば良かったが、今は協会会務全体に対す

る調整役割をする常勤副協会長として対

内外的なすべての業務を把握していなけ

ればならないので業務自体に対する重圧

感も大きいです。 
そのすべてのことが調和するように歯

車のように回っていくようにするために

は常勤の役割が大変重要なのでそれだけ

気を遣うことも、悩みも多い状況です。 
キム・チュンアン 私はこれまで地方会
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役員を引き受けたこともなかったし、個人

法務士として自由に生きたが、今回協会公

職を引き受けて見てささいな身の振り方

や身なり一つまでも神経が使われて視線

を意識することになったのです。執行部で

共済業務を総括する役割を受け持ったが、

会員たちはそれと関係なく私を見れば協

会に対するすべての気がかりなことを尋

ねます。 
単に共済業務だけでなく協会のすべて

の会務をよく把握してその時その時会員

たちの気がかりなことを解決する役割を

しようとします。 
キム・ソンス 私も似た重圧感を感じま

す。今日も夜明けに釜山（プサン）からソ

ウルに上がってきてある会員の電話を受

けました。私が今回会誌編集委員長を引き

受けることになったのを知って『法務士』

誌 7 月号記事に対して細かい指摘をする電

話でしたよ。 
感謝した気がする一方“会員たちがこの

ように几帳面に見回しているんだね”とび

っくりしました。それだけ会員たちが会誌

に多くの関心を持って記事一つ一つまで

見回していて増えたことに重圧感を感じ

たし、さらに上手であるべきだとの責任感

も感じました。 
 

会員たちの期待が大きいだけ新任執行

部が協会でどんなことをどのようにして

いるのか非常に心配していて大きい関心

を有しています。まず去る一月間の会務に

対して紹介してみましょうか？ 

 
キム・テヨン その部分は私が統括して

申し上げます。最初には執行部と各専門委

員が皆集まった連席会議を開催して事務

局各部署から現在の進行されている協会

会務全般に対する業務報告を受けました。 
各役員が引き受けた業務が独立的に進

行されるのではなく皆が有機的な関連を

結んでいるので協会会務に参加する役員

皆が会務全体を統括的に把握することが

重要なためです。 
次には協会の法制研究所をはじめとす

る各委員会の委員長と委員を委嘱して、理

事会の同意を受けられるように準備しま

した。 
今回の執行部では各委員会が実質的な

業務中心の委員会で活動することができ

るように業務に積極的に参加することが

できる方々を中心に委員長と委員を委嘱

しました。 
協会が推進している主要な政策を実践

して解決し遂げるためには各委員会が活

性化しなければなりません。各委員会が単

純な議論だけでなく協会の政策が実行さ

れるようにするということに責任をとり

遂行する実質的な役割をしなければなら

ないということでしょう。 
例えば協会専門委員が概略的な政策草

案を捉えればその法律的補完を法制研究

所でおこない、それに対する対内外広報は

広報委員会と編集委員会で引き受ける方

式で執行部と各委員会が有機的に連結さ

れて仕事をしなければならないというこ

とです。特に協会の常勤人材が不足した状

況で仕事をする委員会は切実な状況です。 
三番目には大法院と大検察庁、憲法裁判

所など私たちの協会の関連機関を訪問し
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て就任の挨拶を差し上げて関連した懸案

に対する協力を要請しました。 
多くの関連機関が協会に友好的であっ

たし、憲法裁判所を訪問したときにある裁

判官が“国民の力によって聞いた憲法裁判

所は国民の要求を代弁する所だ。そうした

点で国民と最も近くで国民の法益のため

に努力する法務士協会と憲法裁判所は同

じ目的を持っている”という話をしてくだ

さって大きい感銘を受けました。 
最後では理事会準備と私どもが公約し

た事項を進めるために‘執行部・専門委員

連席会議’を通じて一つずつ議論をしてい

っています。連席会議は毎月 1,3 週月曜日

ごとに開催されます。また、もう各委員会

が構成されれば委員会単位別に協会政策

と連係して業務が進行される予定です。こ

のように申し上げて見ると本当に 1 か月近

い時間がどのように流れたのか分からな

いでしょうね。 
 
「法務士法」、法司委第 1 小委通過に

総力 

 
本当に我を忘れて時間が流れるようで

す。今回理事会の主な案件は各委員会委員

長および委員委嘱同意の件と‘法務士発展

市民会議’設置議件です。その中で‘法務

士発展市民会議’という新任執行部の主な

公約事項であるから会員たちの関心も大

きいはずなので、協会長がそれに対する具

体的な説明をしましょうか？ 

 
チェ・ヨンスン この間私たちの法務士

業界は内部で私たち同士の声は高かった

が、外部市民社会とは交流が上手になるこ

とができなかったのが事実です。私たちの

社会は多くの激変を体験し、今は‘市民主

権の時代’という言葉が実感できるほど高

い市民意識と政治社会的参加度も非常に

高い状況です。 
このような時代に私たちの法務士が内

部にだけ埋没して声を外に拡張しないな

らば市民社会の一員として所属すること

ができなくて自然淘汰されることがおき

ます。 
市民の変化が即ち市場の変化なので法

律サービス市場もまた消費者である市民

の変化により急変するほかはありません。

もう私たちも市民社会の一員で積極的に

参加しなければならず、声を出さなければ

ならない時です。 
そうした点で私たちが推進している多

様な事業と政策に対して市民社会ととも

に議論して疎通する‘法務士発展市民会議’

という法務士の声を市民社会に伝達する

窓口の役割をすると思います。 
例えば私たちが「法務士法」改正案を推

進するならば、法案に対する詳細な説明と

趣旨を市民会議に説明して、これを検討し

てほしいと要請できるでしょう。この過程

で私たちは‘市民会議’で代表される国民

の立場と声を聞くことができて、市民会議

は私たちの法務士制度に対する理解と共

感力を高めることができます。 
また、市民会議で良い意見を提示してく

れるならば、私たちはその意見を市民会議

の名前で積極広報して、意見書も提出して

私たちの声を、市民会議を通じて出すこと

ができるでしょう。最近では政府の各部署 
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もこのように各界専門家や市民が参加す

る会議体制をたくさん作っています。政府

政策に市民を積極的に参加させることに

よって政策の実行力を高めることができ

るためですね。 
私たちもこういう活動により積極的に

法務士の地位を強化する活動が必要です。 
現在の構想は学界、言論人、市民運動家

など社会的影響力がある 15 人以内の人々

で市民会議を構成する予定なのだが、理事

会では上のように設置のための概略的な

案をひとまず承認を受けて、具体的な案は

その後議論を通じて詳細に用意しようと

します。下半期中には構成と設置を完了し

て実質的な活動に入れるように準備しま

す。 
 
協会に多くの会務があるが、その中で会

員たちが関心を有しているいくつか主な

イシューがあります。その中で先に現在の

国会に係留中である「法務士法」改正案の

展望に対して説明すればよいです。 

 
チェ・ヨンスン 非訟事件代理「法務士 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法」改正案は法制司法委員会(以下‘法司

委’)専門委員の検討報告書が私たちに有利

に出てこなかった状況で現在の法司委第 1
小委員会(以下‘小委’)へ渡って係留中の状

態です。 
法案の審査は専門委員検討報告書を中

心に小委で実質的に成されます。 
小委審議は非公開でなされて、委員の全員

一致を得た法案だけ通過する難しい過程

なので、この小委を通過すれば以後は法司

委全体会議と本会議通過は比較的簡単に

なされるためにその何よりも法案の小委

通過に総力を傾けるべきです。 
8 月 16 日から 30 日まで臨時国会が開か

れて、9月1日には定期国会が始まります。

私たちの法案もこの期間にいわゆる審議

が進行されるはずなのだが、協会はいわゆ

る通過のために万全の準備をしています。

まず法司委専門委員検討報告書に対する

補充意見草案を作成した状態で、すなわち

法制研究所が草案を検討、完成して小委に

提出する予定です。 
この他にも「法務士法」改正の正当性に

対する多角度の補充資料を準備して持続 
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的に小委に提出する計画です。また、世論

造成と共に法案の全部通過が不可能なら

ば現実的な優先順位などすべての方法を

講じて法案通過のための戦略を準備して

います。 
2016 年「法務士法」改正案の通過に続き

今回の 2018 年にも改正案通過の勝利を味

わえるように最善を尽くします。見守って

ください。 
 

電子登記、本人確認機能‘登記用認証

書’開発 

 
現在「不動産登記法」改正案導入法推進

中です。この法案の現況と展望に対して心

配している会員たちが多いが、本人確認を

骨子とする改正案は電子登記問題とも関

連があるので二つのイシューを共に説明

すれば良いです。 

 
キム・テヨン 資格者代理人の本人確認

義務を規定した「不動産登記法」改正案は

大法院において政府立法で推進中であっ

て、すでに法案が全部完成されていてまも

なく法務部へ渡る予定です。 
現在、大韓弁護士協会で反対の立場を提 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
出した状況だけれど、確認したところによ

ればそれが立法にあって大きい障害物に

なりはしないと考えられます。 
弁護士協会の論理はすでに「法務士法」

等に規定された本人確認義務をあえて「不

動産登記法」に規定しようとするのは弁護

士を規制するためのものではないかとい

うことなのであるが、不動産市場の異常な

進行が深刻な状況で登記の安定性のため

には弁護士も規制を受けなければならな

いことが当然だという点でその論理が妥

当でないためです。 
また、「不動産登記法」改正案の目的は不

動産登記にあって資格者代理人の本人確

認義務の実効性を確保しようとするとい

うためにこれと連係して電子登記での本

人確認制導入も大変重要な事項です。 
政府の方針により公認認証書が廃止さ

れて代わりに多様な私設証明書が登場す

ることになれば、不動産登記で使われる

‘登記用認証書’の導入も必須です。 
協会では情報化委員会を中心に本人確

認機能が装着された‘登記用認証書’を開

発する計画です。そして不動産登記手続で

この‘登記用認証書’の使用が実用化され

るように大法院と積極的に協議していく 
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でしょう。 

公認証明書の廃止により私設認証書に

推定力が付与される危険性に対して登記

専門家ならば誰でも憂慮しないわけには

いかないために‘本人確認機能を装着した

登記用認証書’は十分な説得力を持つと考

えます。 
協会は大法院と積極的な共助で「不動産

登記法」改正案を成功裏に立法して、‘登記

用認証書’商用化も確実に終えるように最

善を尽くします。 
 

何と言っても会員たちの最も実質的な

関心事は報酬表廃止問題ではないだろう

かと思います。去る定期総会で報酬基準廃

止「法務士法」改正建議案と廃止前まで使

われる協会会則報酬基準改正案が議決さ

れたが、以後廃止法案をどのように推進す

るかも説明してください。 

 
チェ・ヨンスン お言葉のとおり法務士

報酬表廃止案が理事会と定期総会を通過

した状況であるから、これから大法院を通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じて政府立法を推進しようとします。 

報酬表廃止は公正取引委員会の立場で 
もあり、自由競争原理を重視する時代的流 
れでもあります。 

協会では大法院との積極的な協議を通

じて報酬表廃止案が通過されるように最

善を尽くすことで、それと併行して議員立

法を通した廃止も考慮するなど綿密に推

進していくでしょう。 
 

共済専門委員選任、実効性ある政策推

進 

 
今回は各副協会長が引き受けた主要業

務に対して話を交わせばよいです。先にキ

ム・チュンアン副協会長が協会共済事業に

対しておっしゃられましょうか？共済基

金枯渇問題に対する解決方案が何より重

要だがどんな計画を持っておられてから

会員たちが心配していそうです。 

 
キム・チュンアン 損害賠償共済基金枯

渇 憂 慮 に 対 処 す る た め に 協 会 で は
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2017.8.31.から 1 年に 10 万ウォンずつ差

し引きされた払戻共済料を 1 年に 24 万ウ

ォンずつ差し引きするように改編する一

方、各地方会にも共済審査委員会を設置し

て協会と緊密な協議の中に実効性ある共

済金支給と構想がなされるように努力し

てきました。 
その他にも法務士登録時共済料の一時

納、事務員身元保証保険強化、「法務士法」

改正を通した損害賠償の責任保護装置未

履行法務士の業務停止命令、専門担当者賠

償責任保険加入勧誘など多様な対策を用

意してきたがそのすべてが臨時方便で根

本的な問題解決には力不足な状態です。 
新しい執行部では現在協会で共済業務

を担当する 1 人の事務局職員ではそのどん

な対策も実効性がないという判断の下に

共済業務だけ専門担当する専門委員(チョ

ン・ギョンピョ法務士)を選任し、今後専門

委員の積極的な構想努力と共済事業委員

会で上の提起された多様な方案に対して

積極的に検討して最も実効性ある方案を

導き出そうとします。 
この間、前任執行部が共済基金枯渇問題

に対して危機意識を持って自らの解決努

力をしてきた結果、まだ大きい危険に直面

した状況ではないのですが、今から実効性

ある対策準備が最も重要です。会員たちが

心配されないように最善を尽くします。 
 

今回は私が引き受けた会誌編集委員会

と関連した言葉も申しあげてみようかと

思います。続いて常勤副協会長様が広報事

業に関連しておっしゃればよいです。 

 

キム・ソンス 『法務士』誌は協会機関

紙として△法務士会員の交流と内部統合、

△対外的に協会の声を標ぼうする外部広

報紙の役割を兼ねています。 
そうするうちに法務士のための記事ら

と対外的な広報を念頭に置いた記事で分

けて適切に均衡を合わせるように構成さ

れています。 
ところで最近では私たちの業界の環境

がかなり難しくなった状況で法務士の苦

しい心を解いて、協会の変化と改革に対す

る民衆の欲求を適切に代弁して疎通する

媒体としての『法務士』誌の役割がより強

化される必要があるのではないか考えて

みます。 
そのような点で私は個人的に 10 余年前

ソウル中央会で発刊した『法務士ジャーナ

ル』紙を高く評価します。当時には「デス

クコラム」や「フォーカス」、「特集」、「リ

ポート」など法務士内部統合を目標にした

記事が相当多かったです。このような記事

が法務士業界のイシューを作り出して法

務士の広場役割をして内部統合力を高め

るのに相当な寄与をしたと見ます。 
もちろん私たちの『法務士』誌自らの独

創性がなければならないが、内部統合機能

をもう少し補強して法務士の声がより多

様な形態と反映されるように改善してみ

ようと思います。今後編集委員らと心を合

わせてより一層足伝える『法務士』誌を作

ろうと思うので多くの協力お願いします。 
キム・テヨン 去る定期総会で「広報委

員会規則」が通過されるに伴い今回広報委

員会が正式に発足することになりました。

そして今回選任された広報担当専門委員
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(チェ・ヨンミン法務士)が広報委員長を引

き受けて協会対内外広報全般を掌握する

予定です。 
広報委員会は既に協会制度発展委員会

傘下広報小委で SNS 動画製作など多様な

広報業務を開発して推進してきたが、これ

を発展的に受け継ぐと同時に法務士制度

に対するより積極的な広報方案を研究、推

進しようとします。 
また、私たちの執行部がスポークスマン

制度導入を公約した通りホン・ポ専門委員

がスポークスマンの役割を兼ねて積極的

な大言論対応と共に社会の各種イシュー

に対する法務士の声も積極的に出してみ

ようとします。 
特にスポークスマン制度は法務士地位

向上をために必ず必要な制度なので今後

協会のある職位として機能することがで

きるように来年定期総会で会則に明示さ

れるように改正を推進します。 
 
‘サイバー研修室’、統合教育システ

ムに改編 

 
協会統合情報システムが開通したが、情

報化委員会で補完対策も用意する計画で

すね?それに対する説明と現在の議論され

ている教育事業改善案も共に説明すれば

よいです。 

 
キム・テヨン 協会統合情報システムの

活性化のために法務士登録事項をオンラ

インで申請するように誘導するなど情報

化委員会で多様な方案を用意して実行す

る計画です。 

また、費用計算や様式、実務情報など法

務士業務支援システムを用意して本業中

心の事務室運用が可能なようにシステム

補完に拍車を加える予定です。 
教育改善案は現在の協会研修を一般法

律専門資格者に相応しいように専門性を

より強化して改編しようと準備中です。特

に現在のサイバー研修室をより体系的で

統合的に改編して登録前研修、会員研修、

専門研修、実務教育などをオン・オフライ

ンで受けられるようにして、個人別に教育

現況を管理できるシステムも作ろうとし

ます。 
これに対して具体的な案が出てくれば

教育担当専門委員(キム・ウジョン法務士)
が『法務士』誌を通じて公開するようにし

ます。 
 

この他にも会員たちが心配している点

などが多いが、誌面関係上『法務士』誌等

を通してその時その時お知らせするよう

にして、最後に協会長が総括的なロードマ

ップを兼ねて一語言われることで今日の

話を終えます。 

 
チェ・ヨンスン すでに私たちが行かな

ければならない道は決まっています。国民

の中に溶け込んで法務士の地位を強固に

して、国民意信頼と愛を得るところだけが

唯一の対案だと私は考えています。そうす

るために私たちは法律専門家としての公

的価値の実現とその役割をつくすために

積極的に活動するべきです。 
新設された公益活動委員会でさらに多

様な公益活動を開発して実践しなければ
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なりません。‘法務士発展市民会議’を通じ

て法務士の存在を市民社会の中に刻んで

共に疎通して市民社会の一員として活動

する法務士になるべきです。 
協会はもはや君臨する協会ではなくて、

‘国民主権時代’に歩調をそろえて協会の

すべての会務を透明に公開して、会員と共

に議論して疎通する‘開かれた協会’に進

むでしょう。内部革新を通じて‘国民と共

にする法務士’という私たちの目標が全員

に誇らしい協会になるべく努力します。あ

りがとうございます。 
（了） 


