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ようやく訪れた遅い遠野郷の春

わずかな陽だまりの中、沐浴する河童淵の住人

「一杯いかが」と河童亭の美人女将に声をかけられたが

「あいにく先を急ぐので」と丁重にお断りした

ここは震災や争い事とは一切無縁の

悠久の時空を越えた異次元の世界である

表紙の写真について　題名「河童淵」　金　哲朗（沿岸支部）
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　新年を迎え会員の皆様には夢と希望を持ち

今年も素晴らしい年でありますようにとの想

いで心穏やかに過ごされていることとお慶び

申し上げます。

　私が会長に就任してから月日の経つのは早

いもので７カ月が経過しました。会員の皆様

のご指導ご協力の下、会運営をさせて頂いて

おり、この事について感謝の念に堪えないと

ころでございます。また、不肖私の職を支え

て頂いております役員の皆様には私の運営に

愚痴も云わず一所懸命役職を務めて頂き誠に

ありがとうございます。

　さて、私が日頃想っていることを書き連ね

てみたいと思います。私たちは土地家屋調査

士を生
なりわい

業として日々生活しております。ふと

考えた時に「土地家屋調査士」この文言を

知っている人は国民の何％いるのだろうか？

勿論、私はその当事者であるから知っている

ことは確かであるが…では家内は？子供は？

疑問である。…それから「とちかおくちょう

さし」と正しく読める人はどの位いるのか？

私としては非常に興味深いものである。よく

言われる土地家調査士制度ができてから60数

年になるのに未だ認識度が低いと我々の多数

は思っているのではないだろうか？どこに原

因があるのか何が問題なのかを検証してみな

ければならないだろうが、私を含め誰もこの

事に深くかかわることをして来なかったので

はないだろうか。それは、自分一人が何をし

たところでどうにもなるものではないことを

やる前から判っているからである。と云うか、

わかったふりをして尚且つ関わりたくないと

の思いからである。自分がやらなくても誰か

がやるだろう若しくはこんなことに関わって

いるより自分の仕事が大事だとの思いが強く

働くのである。

　この現象は、こと土地家屋調査士に限った

ことでもないだろう。「鳴かずば雉
きじ

も撃たれ

まい」何も率先してこんな発言をしたばかり

に貧乏くじを引くこともないと思うのは私だ

けではないでしょう。でもこういう考えが世

間を動かしているのも事実である。一つの例

として、我々の岩手県土地家屋調査士会につ

いても同じことが伺えるのではないだろう

か。役員になる人が中々いないのは、どの団

体でも言えることなのでしょうが、なぜそう

なってしまったのか残念でならない。私も御

多分に漏れずその範
はんちゅう

疇に入ってしまう人間な

のであるが、自分だけが満足し、楽しみ、楽

ができればいいのかという問題に直面するの

である。これは人間として生来持ち合わせて

いるものなのかも知れない。私もできれば会

長職を辞退したかったのも事実であり早く次

の方が現れてくれることを切に日々願って暮

らしているのである。と言いながら岩手県土

地家屋調査士会会長としての責任に押し潰さ

れそうになりながらも何とか会務を担ってい

るのであり、これも役員の皆様をはじめ会員
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「土地家屋調査士としての想い」

岩手県土地家屋調査士会　会長　菊　池　直　喜
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の皆様に支えられながらの日々を送っている

のであります。

　一般的に組織と言っても色々な形がありま

すが、会社組織であれば社長が全責任を一身

に背負い日夜奮闘しているのである。こと

我々の岩手会はこの会社組織とは異なり会員

の皆さんが個人事業主でありそれぞれの事務

所では絶対的存在なのである。その方々の集

団が土地家屋調査士会なのであり、会社組織

とは運営についてもその手法は異なった対応

になるということである。

　冒頭に掲げた土地家屋調査士が何故これ程

知られていないのだろうか、まず自分のこと

で考えてみればこうである。皆さんは自分の

事務所に電話が掛かって来たときにどの様に

応答してますか？「はい、土地家屋調査士○

○事務所です」といいますか、この様にきち

んと土地家屋調査士とフルネームで受けてい

る方は素晴らしいと思います。因みに私は「は

い、菊池事務所です」になっております。電

話を受けた最初の言葉には、土地家屋調査士

の文言はどこにもないのですね。皆さんはど

うですか？私が電話をした限りでは、多くの

事務所では「はい、○○事務所です」が多い

ですね。自問自答になるのですが、何故か土

地家屋調査士を喋らないのですよ。どこに原

因があるのでしょうか。また、土地家屋調査

士が記載されているものなどにも最初は「土

地家屋調査士」と書いてあるが、進むにつれ

て「調査士は」とか「家屋調査士は」とかの

表現になってくる。法務局の文章においても

そのような傾向がみられるのは誠に残念でな

らない。然らば、自分たちの作成する文章は

きちんと「土地家屋調査士」との文言になっ

ているかは疑問の残るところである。

　ところで、あなたの名刺はどの様に作成し

ておりますか？「土地家屋調査士何某」との

文言になっていますか、もしかして「土地家

屋調査士、司法書士、測量士、行政書士、そ

のほかの資格名」になっていますか？どれが

ベストと云うのではないのでしょうが、是非

「土地家屋調査士」を前面に出してもらいた

いものです。表示に関する登記の専門家とし

て土地家屋調査士制度の広報は、名刺一枚か

ら始めて頂きたいものです。私の名刺は「土

地家屋調査士菊池直喜」となっております。

裏面には「不動産登記の専門家、土地家屋調

査士があなたの財産を守ります。」そしてサ

ブコメントとして「土地には境界標がありま

す。境界標を大切にすれば争いは起きません。

隣の所有者とは利害関係ではなく、お互いの

利益共有関係です。」と記載してあります。

　確かに私は、関連する資格として「測量士・

２級建築士・行政書士等」もありますがこれ

らの資格を併記した名刺は持ち合わせており

ません。勿論、土地家屋調査士業務を主に行っ

ておりますので当たり前の事と云えばその通

りですが、よくある名刺の中には「土地家屋

調査士」と「測量士」を併記されている方が

おります。一般の方が感じるのは、測量は測

量士で登記は土地家屋調査士と思っている方

が多いのではないでしょうか。これは我々土

地家屋調査士自身に問題があるのかもしれま

せん。そして私の名刺には顔写真があります。

これは名前と顔を覚えて頂きたいことにあり

ます。私たちは立会業務の中で関係者に本人

確認をしております、この本人確認が中々難

しいのですが立会される皆さんに対し、本人

確認をしていながら自分のことを蔑
ないがし

ろにして

いては、土地家屋調査士としてあまり好まし

いものではないでしょう。そういう観点から

も私は顔写真入りの名刺にしております。選
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挙ではありませんが顔写真入りの名刺をでき

る限り多く配る努力をしてみませんか、一人

でも多くの国民が「土地家屋調査士」の文言

に接することになりこれも制度広報の一つに

なると思いますが如何でしょうか。

　会長就任の際に所信表明をさせて頂きまし

た事について説明したいと思います。まずは

制度広報についてであります。先にも書きま

したが、土地家屋調査士制度が出来てから60

数年が経過しているにも拘らず未だ知名度が

低いのは何故なんだろうと思うのは私だけで

はないと思います。土地家屋調査士試験を受

験した方を対象に日調連がアンケートをとり

ました。その中で土地家屋調査士のイメージ

について設問があり、その回答というのが…

「地味である」「知名度が低すぎる」「この資

格を知らない人が多い」「知名度が低いので

もっとアピールすべき」「文字数が多い」「知

名度は低いが社会的地位が高い」…等が回答

されております。土地家屋調査士を目指して

いる人がこの様な評価なのですから関わりの

無い人は、それ以上の酷評になる事でしょう

ね。

　土地家屋調査士という職業が身近に感じて

もらえるように我々も努力が必要と思いま

す。『身近なまちの法律家』をうたい文句に

相談を受けるのも一つの案かもしれません。

例年行われている相談会は、土地家屋調査士

会単独や盛岡地方法務局と共催で無料という

ことを前面に打ち出して行われております

が、これを土地家屋調査士会会員の事務所で

は常時無料相談を受付けてみては如何でしょ

うか？お客様の中には今迄のスタイルの無料

相談会へ行きたくても会場が遠かったり、日

程的に難しいことも考えられます。それらの

ことを解決するのは、国民目線に立ち常時相

談無料を打ち出すのも土地家屋調査士制度の

広報を行うには一つのアイデアではないで

しょうか。常時無料相談を行い業務の拡大を

図ると共に、我々土地家屋調査士の専門分野

を有効的に宣伝し、お客様のニーズに応える

ことにも繋がると思っております。相談内容

によっては、自分の日常業務に繋がることも

あるでしょうし、境界紛争的な相談であれば

『境界問題相談センターいわて』の活用を勧

める事も出来るでしょう。その事と相まって

認定調査士の活用という観点からも有効的に

生かせるのではないでしょうか。

　次に業務領域の拡大を図りたいとの発言を

しておりますが、この事については土地の取

引における境界確認及び境界確認図の作成を

境界の専門家としてアピールして行くことが

国民の利益に供することではないだろうか。

境界紛争を未然に防ぐと云う観点からも重要

であり、特に個人の主義主張、隣地所有者と

の融和という事からも大事であると思いま

す。この事は、不動産業界への営業と特にこ

れから土地を購入しようとする方への宣伝が

重要になります。その点に鑑み広報活動を強

化して行くことも大事になってくると思って

おります。

　そして情報の共有化ということを掲げまし

た。岩手会のホームページもリニューアルし、

見易くなってきており更新も随時行い、出来

るだけ早目の情報公開を心がけております。

会員の皆様にはご意見ご要望を頂ければ幸
こうじん

甚

であります。

　本年も色々な出来事があろうかと思います

が、会員一同で一致協力の下、岩手県土地家

屋調査士会の発展を心から願い新年の挨拶と

致します。
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　岩手県土地家屋調査士会及び会員の皆様に

は、土地家屋調査士制度64年目の新年を迎え

られ、本制度が一層の充実・発展を遂げられ

ますよう、心より御祈念申し上げます。また、

平素から表示登記制度の適正かつ円滑な運営

につきまして、格別の御理解と御協力を賜っ

ておりますことに対して、厚く御礼申し上げ

ます。

　さて、現在、政府の方針は、日本経済の再

生と成長のために、大胆な金融政策、機動的

な財政政策及び民間投資を喚起する成長戦略

の３点を柱に推進していくとともに、震災復

興を加速化させることとしております。そし

て、この方針を具体化するために、昨年６

月、「骨太の方針」が閣議決定され、「再生10

年」に向けた成長戦略として、「日本再興戦略」

を取りまとめ、日本産業再興プラン、戦略市

場創造プラン及び国際展開戦略の３つのアク

ションプランを掲げ、強い日本、豊かで安全

な生活を実現するための各種施策を打ち出し

ていくとしております。

　また、経済の持続的成長と財政健全化に向

けて、昨年８月、「中期財政計画」が閣議決

定され、2020年度までに基礎的財政収支の黒

字化を図るとされております。

　このような背景事情から、平成26年度の予

算概算要求においては、「メリハリのある予

算とするため、施策の優先順位を見直し、無

駄を排除しながら、予算の中身を大胆に重点

化する。」こととし、前年度当初予算額の10

パーセント減の範囲で要求することが認めら

れたほか、緊急経済対策や日本再興戦略等を

踏まえた諸課題に対して、「新しい日本のた

めの優先課題推進枠（要望分）」を要求でき

ることとされました。

　さらに、東日本大震災復興特別会計につい

ては、「復興の基本方針」に基づき、地震・

津波による被害からの復旧・復興に直結する

真に必要な経費を要求するものとされまし

た。

　一方、国家公務員の定員につきましては、

平成26年度は平成21年７月に閣議決定された

定員合理化計画の最終年度でありますが、現

在においても国家公務員の総人件費２割削減

の政府方針は維持されており、今後も非常に

厳しい定員事情が続くものと思われます。

　このように、厳しい予算事情、定員事情に

あっても、我々法務局職員は、国民の負託に

応えていく使命があり、登記事務を始めとす

る所管の業務を適正・迅速に処理するととも

に、国民のニーズを的確に把握しながら、様々

な施策に取り組んでいく必要があります。

　そこで、誌面をお借りして当局が昨年取り

組んだ施策・事業等について御紹介したいと

思います。

「法務局における最近の情勢」

盛岡地方法務局長　前　田　静　男
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１　震災復興事業について
（1）倒壊建物の職権滅失登記作業

　震災や津波により倒壊・流失した建物の職

権滅失登記は、平成23年度から実施し、２年

間で約26,000棟の建物の滅失登記を完了させ

ましたが、本年度は、公費解体分の建物につ

いて、自治体から約360棟の資料の提供を受

け、一関支局管内の建物約80棟の職権滅失登

記を完了したところであります。

（2）街区単位地図修正作業

　震災による土地境界の大幅な不規則移動が

生じた地域における座標値の補正作業である

街区単位地図修正作業につきましては、昨年

度まで委託事業により岩手県内20地区8.52㎢

を実施しました。

　本年度は、被災自治体の要望等を踏まえ、

実施地区を見直した結果、大船渡市盛町地区

と久慈市夏井大崎地区について、実施するこ

ととしております。

（3）登録免許税還付作業

　市町村の固定資産税台帳価格の改定作業が

宮古支局管内及び大船渡出張所管内の市町村

において遅れたことから、改定前の台帳価格

を基本に算定した登録免許税を納付した登記

申請について、還付作業を実施しました。改

定額の幅が小さく還付件数は少なかったもの

の、両登記所においては、４月から準備を進

め、円滑な還付作業に努めました。

（4）地方自治体等の要望を踏まえた取組

　昨年度に引き続き、被災地市町村を訪問し、

震災復興に係る現状の把握と法務局に対する

要望等を聴取したところ、戸籍事務担当者か

ら震災復興事業関連で請求される戸籍事項証

明書を作成・交付する際に、同担当者の相続

登記等に関しての理解不足により相当の時間

を要している現状にあると伝えられたことか

ら、管轄支局において、相続登記手続につい

ての研修会を実施しました。

　また、岩手県及び被災地市町村から県内外

の他市町村に対して、相続登記手続のために

戸籍事項証明書等を公用請求した際も、取得

するまで時間が掛かるとの意見があり、本省

と協議した上で、震災復興事業関連に係る戸

籍請求書を工夫した上、迅速に処理するよう

協力依頼しました。

　今後も復興の加速化のために、被災地市町

村の要望を把握しながら、可能なことは積極

的に実行していきたいと思います。

（5）その他

　用地取得で支障になっているのは、やはり、

土地の所有者やその相続人が所在不明のた

め、用地交渉や権利の帰属を確定できないこ

とであります。当局訟務部門においては、国

の事業や国の利害に関係する事業に係る不在

者（相続財産）管理人の選任申立手続を受託

し、迅速な選任申立に努めているところであ

ります。

　また、被災地での防災集団移転作業・防潮

堤工事等の用地確保や区画整理事業等が進む

につれ、沿岸部の登記申請事件が飛躍的に増

加している状況にあり、盛岡局管内職員が一

丸となって、事務応援等により迅速処理に努

めているところであります。

２　登記所備付地図作成作業について
　登記所備付地図作成作業につきましては、

震災前の平成22年度に実施した盛岡市上堂・

厨川地区を最後に中断しておりましたが、本

年度は平成22年度に基準点を設置した盛岡市

東黒石野・岩脇町地区（0.38㎢　1,465筆）の
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改測作業を実施することとし、地図作成作業

も再開する予定であります。

３　筆界特定申請事件の処理について
　平成18年に導入された筆界特定制度は、施

行から平成25年10月末現在まで、83申請120

手続の申請がありましたが、ほぼ標準処理期

間内に手続が終了しており、長期にわたる未

済事件はありません。今後も適正・迅速な処

理に努めていきたいと思います。

　最近、筆界特定申請事件は減少傾向にあり、

筆界特定制度の広報活動による事件の発掘が

課題となっております。土地家屋調査士会会

員の皆様には、境界紛争の相談事件から積極

的に利用していただきますようお願い申し上

げます。

　また、昨年12月７日には、平成22年以来、

「境界問題相談センター（ＡＤＲ）」と連携し

た土地の境界問題相談会を実施しました。筆

界特定制度とＡＤＲ制度が国民の期待に一層

応え得る制度となるよう、相互に協力して発

展することを望んでおります。

４　オンライン申請の利用促進について
　オンライン申請の利用促進につきましては、

電子政府を目指す国の施策として平成18年か

ら推進してきており、昨年５月の「法務省所

管オンライン利用促進重点手続に関する業務

プロセス改革計画」においては、登記申請・

証明書発行請求等の手続について本年度末ま

でにオンライン利用率を71パーセントに達す

るよう目標が掲げられております。

　当局のオンライン申請率をみますと、平成

25年１月から９月までの累計で、不動産登記

申請が35.7パーセント、商業・法人登記が

30.5パーセントと全国平均を大きく下回って

いる状況にあります。

　オンライン申請が普及することにより、効

率的な事務処理が可能となるほか、適正・迅

速な処理を進めることができ、ひいては国民

の要請に応えることができるものと確信して

おります。土地家屋調査士会員の皆様には、

利用促進について引き続き御理解と御協力を

お願いする次第であります。

５　その他
　法務局においては、地域住民のための新た

な行政サービスの提供を種々検討していると

ころであり、その一つとして、平成23年度か

ら年１回全国一斉の休日特設相談所を開設し

ており、昨年10月の開設日には土地家屋調査

士会の御協力もあり、多数の相談者をお迎え

することができました。休日相談所の開催は、

地域住民から好評を得ており、今後も継続実

施していく予定ですので、引き続き、御協力

をお願い申し上げます。

　最後に、震災復興事業を円滑に実施するた

め、被災地域の表示登記及び地図に関する土

地家屋調査士会からの情報提供を引き続きお

願い申し上げるほか、地図整備を始めとする

表示登記制度の充実・発展のためには、土地

家屋調査士会会員の皆様の御協力が必要不可

欠であります。

　法務局としましても国民の要請に応え、当

局の基本方針である「親しまれ信頼される法

務局づくり」を目指して、鋭意努力していき

たいと思いますので、岩手県土地家屋調査士

会及び会員の皆様の御支援と御協力をよろし

くお願い申し上げます。
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仙台法務局長表彰状受賞者
村　上　　　孝（水沢）　　　　（敬称略）
安　保　豊　人（盛岡）
齋　藤　　　茂（宮古）

盛岡地方法務局長
表彰状受賞者
八重樫　　　森（花巻）　　　　（敬称略）
阿　部　彦　司（盛岡）
佐　藤　英　志（一関）

日本土地家屋調査士会連合会長
表彰状受賞者　　　　　　　　　 

顕彰規程第５条
菊　池　静　哉（盛岡）　　　　（敬称略）
松　本　建　夫（二戸久慈）

日本土地家屋調査士会連合会長
感謝状受賞者
顕彰規程第７条第１項第２号
本　宮　俊　壱（盛岡）　　　　（敬称略）

日本土地家屋調査士会連合会
東北ブロック協議会長
表彰状受賞者
顕彰規程第３条
髙　橋　宏　二（盛岡）　　　　（敬称略）
阿　部　盛　任（宮古）
慶　長　康　司（花巻）

岩手県土地家屋調査士会長
表彰状受賞者
顕彰規程第３条
成ケ澤　哲　雄（宮古）　　　　（敬称略）
三　瓶　伸　樹（一関）
冨　岡　宏　美（盛岡）

平成25年度　受賞者名簿
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　このたび、支部推薦を頂き副会長に就任致

しました、一関支部の小岩邦弘と申します。

２年前まで広報部長として２期４年間、会の

役員を務めており、２年ぶりの役員復帰とな

りました。会員の皆様のご支援、ご協力をお

願い致します。

　私は、『土地家屋調査士』という職業は、『地

元密着型の職業』と考えております。土地の

筆界を確認する為に、資料を基に何度も現場

に足を運び、地域の習慣・土地の歴史等を調

査して確認します。当然、業務経験の多い地

域での現場は作業効率も上がり、仕事が増え

れば事務所経営も楽になると思います。仕事

を増やすためには、地域の経済が豊かになる

事と、まちが元気になる事が大切と考えてい

ます。

　講道館柔道の創設者、嘉納治五郎師範の教

えに『精力善用』『自他共栄』があります。

『精力善用』は、『善をなすことを目的として、

力を最も有効に働かす。』事であり、『自他共

栄』は、『自分も他人も共に満足を得る。（又

は、栄える。）』事であります。土地家屋調査

士業務も同じで、資料を基に調査して筆界を

探し、立会の結果土地の関係者が共に満足す

るように業務を行う事であると考えます。

　私は、日々の土地家屋調査士としての業務

において、依頼者・関係者そして自分自身が

共に満足のいく仕事を行う事を目標としてい

ます。また、チャンスがあれば積極的に地元

の経済が豊かになるように、まちが元気にな

るような事業に関わりを持ち、複数の団体及

び委員会に参加しています。

　多くの人と出会い、『土地家屋調査士』と

いう資格者を知って頂く事が一番の広報活動

であると考えています。

　国民の皆様から必要とされる資格者
として日々研鑚。

「土地家屋調査士道」

副会長　小　岩　邦　弘
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　今年度から境界問題相談センターいわての

センター長に就任いたしました岩崎久哉で

す。境界問題相談センターいわては平成20年

11月25日にオープンし、今年で丸５年が経過

しました。センター長としては、初代の安保

豊人元センター長、二代目の上田穣前セン

ター長と、私で三代目という事になりますが、

一般企業では「会社は三代目になるとつぶれ

る」とよく言われます。初代は志があって事

業を立ち上げ、幾多の困難を乗り越えて二代

目に引渡し、二代目はその苦労を目にして育

ち会社を引き継いできているわけですが、三

代目になるとその苦労を知らず、ハングリー

さに欠けるため会社をおかしくしてしまうと

いうのが理由だそうです。また、会社の事業

も三代目になる頃にはビジネスモデルが陳腐

化してしまい、それまでやってきたことを踏

襲するだけでは生き残っていけないのだそう

です。

　このことをセンターに置き換えてみると、

センター長の私を初め現在５名いる運営委員

は、開設当時からのスタッフがほとんどで「産

みの苦しみ」も味わっています。また、決し

て順調とは言えないセンター業務を、今後ど

う存在意義のあるものにしていくか、常に試

行錯誤しながら取り組んでいます。よって、

順調な事業を引き継ぐ三代目経営者と違っ

て、三代目になったからセンターがおかしく

なると言うのは考えにくいとは思います。し

かし、ここできちんとした方向性を見いだし、

対外的にもまた内部的にもその存在意義を示

して行かないと、全国的な一時のブームに

乗っただけで、今年八月に研修をしていただ

いた七戸先生の言う「引くに引けなくなって

いるだけ」状態に陥り、真に存在価値のある

センターにはなり得ないとスタッフ一同、心

して運営に当たっております。

　さて、ここで平成20年のオープンから平成

25年９月までのセンターいわての活動状況を

報告させていただきます。

　 

　初年度である平成20年度は約４ヶ月間、今

年度の平成25年は６ヶ月間のデータなので、

単純には比較できませんが、平均すると１年

間で20件程度の受付（運営委員による電話受

付）、８件程度の事前相談（調査士相談員に

よる対面相談）、１件程度の相談（調査士相

談員と弁護士相談員による対面相談）という

ことになります。「年間10件にも満たない相

談のためにセンターを運営しているのか」と

言う疑問を持たれる会員の方もいらっしゃる

かと思いますが、実質的には、運営委員によ

る電話受付の段階で相談業務は始まってお

り、短くても20分、長いときでは１時間以上

に渡って電話で話を聞く場合もあります。電

境界問題相談センターいわての
これまでとこれから

境界問題相談センターいわて

センター長　岩　崎　久　哉
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話で話を聞いているうちに納得する方もいま

すし、境界とは関係の無い相隣関係の相談や、

お隣への不満をとうとうと語る方もいらっ

しゃいます。また、境界を明確にしたいと思っ

ても、どこに頼んだら良いかわからなくて電

話をかけてくる方もおり、「土地家屋調査士」

と言う職業と業務内容を説明し、依頼を誘致

する場面も相当数あります。一般県民にとっ

ては「土地家屋調査士」よりも「境界問題相

談センター」の方が、業務内容を想像しやす

く、受け入れられやすいのでしょう。下記の

資料は平成24年度の受付事件の処理結果です

が、25件中10件（40%）は土地家屋調査士の

一般事件へと処理されております。

 　一方、土地家屋調査士法上ではセンター

の本来業務であり、認定土地家屋調査士の活

躍が期待される業務でもある「民間紛争解決

手続」＝「調停業務」ですが、オープン以来

５年間で申立が３件、期日開催が１件、成立

が０件となっております。当初の予測では調

停業務については年に１件の申立、期日を５

回、成立１件を想定しておりましたが、予測

通りには進まず、前述のような結果に終わっ

ております。その背景には土地家屋調査士の

一般業務におけるＡＤＲ能力が高く、調停ま

で必要な事例が少ないことなどが考えられま

すが、その一方で、相談事例の中には土地家

屋調査士の言動がトラブルの原因になった

り、トラブルを増長する結果になったと思わ

れる事案も見受けられます。

　

　相談員・調停員の研修についても触れた

いと思います。平成20年のセンター設立に
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あたっては、相談員・調停員養成講座とし

て、紛争とＡＤＲに関しての座学のほかロー

ルプレイ（役割実演型）を含む研修を６回実

施し、トレーニングを積んでセンターオープ

ンに望みました。しかし、設立後は予算がな

かなか取れない関係もあり、継続的は研修が

できないでおりました。今年度、認定土地家

屋調査士を中心に相談員を大幅増員したのを

きっかけに、５年ぶりに相談員・調停員養成

講座を開催することができました。講師には

オープン当時の研修を担当していただいた新

潟会（当時は福島会）の佐藤好男氏をお迎え

し、半日という短い時間ではありましたが相

談業務に特化した研修をおこなっていただき

ました。

 

　参加した会員の中にはロールプレイ研修を

初めて受講する方もおり、初めは戸惑った様

子も見受けられましたが、グループワークや

ロールプレイ実演が進むにつれ、緊張や羞恥

心も薄れ、互いの話し方や聞き方、態度など

について指摘しあうことができ、新たな気づ

きもあったように思います。

　センターが行っているＡＤＲ（裁判外紛争

解決手続き）は特別な事ではなく、土地家屋

調査士の日常業務がＡＤＲそのものと言って

もよいでしょう。だからこそ、センターの相

談員だけでなく、一般会員の方についてもセ

ンターの相談員・調停員が研修を重ねてきた

コンフリクト・マネジメント（紛争管理）に

ついての知識や、相談技法（話し方・聴き方）

に関する研修の必要性を感じます。
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　泳げない人が泳げるようになるには、水泳

のテキストを見て頭で覚えるだけでは絶対泳

げるようにはならないでしょう。実際にプー

ルに入って手足を動かし、ときにはおぼれて

苦しい思いをしながら泳ぎを覚えていきま

す。それと同様に、相談や調停に対応できる

話し方や聴き方というのは、座学で学んで頭

で想像してるだけではダメで、実際にやって

みて、時には恥をかいて他人に評価してもら

わなければ上達はありません。日常生活にお

いて他人と会話するのと、業務として依頼者

や相手方に説明したり話を聴くのとでは意識

を変える必要があります。特にトラブルを抱

えた方は猜疑心が強かったり、相手の言葉一

言一言にとても敏感であったりします。何気

ない一言が相手を傷つけたり、怒りを買って

攻撃の対象になってしまうこともあります。

センターの相談員・調停員としては当事者ら

の心理状態にも留意して業務に当たることが

肝要であり、継続的な研修と実務での実践が

必要と思われます。

　今後も県民に必要とされるセンターであり

続けるために、相談員・調停員、センター運

営委員ともに研鑽を重ねて行きたいと思いま

す。会員の皆さんにはご理解とご協力をよろ

しくお願いいたします。
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　岩手協会が全国の司法書士・土地家屋調査

士を含めた公嘱協会の中、全国第１号で公益

社団法人に移行し平成25年７月１日から３期

目を迎えました。

　特例民法法人から公益財団・社団法人に移

行認定を受けた協会と特例民法法人から一般

財団・社団法人へ変更認可を受けた協会は、

１年から３年の間に行政庁の立入検査が行わ

れることになっています。まさに当協会はこ

の３年目を迎えています。この３年目に向け

ての対応を述べたいと思います。

　最初に立入検査ですが、内閣府で作成した

「立入検査必携」「チェックリスト」を使用し

て行われますが、内閣府は公表しておらず、

鹿児島県、滋賀県で公表されたものによると

チェックリストは400項目もあるといわれて

います。到底全てを網羅することは難しいも

のと思っております。そこで、平成25年８月

までの検査により指摘された結果が下記のと

おり出ています。

　１．運営体制

　　①規程類に整備不足

・特例民法法人時代のまま何も新しい

　ものを規定していない

・必要な規程が不足している

・運営が規程どおりに出来ていない

　２．ガバナンス

　　①社員総会

・招集手続きの違反

　　予め委任状に委任する相手の記 

　載、発送案内が理事会前の日付

・理事、監事の決議

　　一括選任している、手続きが特例 

　民法法人当時のまま

　　②理事会

・総会開催事項の決議不足

　　総会議案等に関する決議が議事録 

　にない

・監事の欠席

・業務執行状況の報告

　　代表理事、業務執行理事の職務状 

　況報告がない

・書面決議手続きの不備

　　理事同意の記載文書の不備

　　所定の手続きを行った記録の不備

・議事録の不備

　　出席監事の押印なし

・議事録未作成

　３．情報公開

　　①適時性

・ホームページの更新

　　記載内容が古いままで更新できて 

　いない

　４．計算書類

　　①20年会計基準への準拠性

公益法人移行 3年目に向けて

公益社団法人　岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　　

　　代表理事・理事長　安　保　豊　人
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・収支予算書

　　20年基準に準拠して作成されてい 

　ない

・公益目的事業比率の算定

　　費用毎の合理的な配布基準による 

　必要性

・科目名の不適切

　　行政からの受託科目に係る科目

　５．定期提出書類

　　①Ｈ表の記載

・公益目的財産残高計算の誤り

　　記載なし、内容の誤り

　６．その他

　　　・社員名簿未作成

　以上６項目に分類されていますので、岩手

協会の現状と対比して、改善できる部分につ

いては改善を、整備出来ていないものは整備

することが重要になります。

　次に、移行認定申請の際は必要最小限の定

款・規則等を定めただけでしたので、移行後

ただちに未整備の規則・規程・細則を改正・

新設し、次いで２年目には職員の執務規則・

規程関係を整備しました。これで、万全と思っ

ていましたが、現実に運用しようとしたとき

に不足する部分や不明確な部分が見受けられ

ます。

　そこで、平成25年度の事業計画で、業務検

討委員会を組成し公嘱業務という狭義の業務

ではなく協会の事務を含めた業務執行につい

て検討頂くことで、委員には地区（支所）長

又は地区（支所）役員経験者、理事長経験者

から７名を任命し現在委員会は進行中です。

　諮問の要点は次のとおりです。

　１．担当士選任について

①　担当士選任にあたり社員事務所現 

況およびＣＰＤポイントによる合理 

的（一目瞭然）かつ社員から理解の 

得られる選任方法

②　担当士選任に当たり、地区長が推

薦する手順、地区長から推薦された

ものにつき担当士選任責任者が拒否

できる条件

③　担当士選任責任者が地区長の推薦

に因らず担当士を選任する手順

　２．成果品検査について

①　業務着手時点での検査の有無、必

要な場合のチェック事項

②　業務中間時点での検査の有無、必

要な場合のチェック事項

③　業務終了時点での成果品検査実施

要領

④　成果品検査不要業務リスト、登記

基準点測量除外業務リスト

⑤　主任担当士、照査担当士が必要な

ケース、関わり方と報酬

　３．業務改善委員会の役割について

①　「担当士選任の疑義」について消

極的場合と積極的場合の二案につい

ての関与方法

②　「業務処理に瑕疵があった場合」

の想定事例とその事例に応じて委員

会の取り組み方

　４．役員選任について（地区長と監事との

　　兼任含む）

①　選考委員会の役割と役員候補者の

受付等の事務

②　定数より候補者が多い場合と少な

い場合の選考方法

③　上記の場合の社員総会での決議方
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法

④　監事と地区役員との兼任の可否

　５．役員報酬について（比例報酬含む）

①　理事・監事の固定報酬の位置付け、

定例会議での日当支給

②　比例報酬の日当額の妥当性

　６．見積もり経費について

①　見積り経費を廃止して一律日当適

用にするか否か、日当適用する場合

の作業項目、稼働日数の考え方

②　見積り社員が担当士になった場合

の日当適用（自己開発の場合と地区

受託の場合に該当者が無く、見積者

が責任上担当士になった場合）

　以上、こちらも６項目あります。平成26年

の６月末には委員会の答申をいただき、内閣

府の立入検査での指摘事項（重大な指摘事項

が無いことを望みます）と合わせて規則・規

程・細則の改正が必要なものは改正し、協会

運営を軌道に乗せ「法令順守（コンプライア

ンス）」と「法人運営の確立（ガバナンス）」

に努め、全国に範を示すことの出来る協会に

ならなければならないと考えています。

　おわりに、岩手県土地家屋調査士会並びに

会員の皆様の益々のご発展を祈念するととも

に、岩手協会に対しまして今後もご支援ご協

力をお願い申し上げます。
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　私は、盛岡支部の役員になったのは平成17

年からで今年で９年目になります。役員に

なった当初は広報部の幹事として主に支部だ

よりの編集でした。そんな中、平成17年11月

30日発行の支部だより第48号を見ると、同年

９月17日（土）、18日（日）の２日間で盛岡

市志家町のＩＢＣ本社の敷地内でのＩＢＣま

つりに参加し、支部として土地家屋調査士の

広報活動の一環として表示登記無料相談とＴ

Ｓを使った距離当てゲームを行った。好天に

も恵まれたこともあり距離当てゲームには

500人弱の参加とあった。景品があるという

ことでこれだけ集まったとは思いますが、支

部行事として今までで一番の来場者数である

と思います。ＰＲ活動としてより多くの人に

アピールするには、大きなイベントに参加又

は人が多く集まる場所で、人の目を引くこと

をするのも大事かなと、今更ですがつくづく

感じている今日この頃です。また、盛岡支部

としては、毎年４月１日、表示登記の日とい

うことで盛岡市内において、社会奉仕の一環

として清掃活動、無料登記相談、献血等を行

い10月１日には、司法書士盛岡支部と合同で

近隣の市町村において登記無料相談を欠かさ

ずに継続して参りました。

　さて、ここで広報活動について少し調べて

みました。広報活動とは商品や事業内容など

を情報発信する活動とあり、発信する側と情

報を受信する受け手があります。発信の手段

としては、インターネット、パンフレット、

説明会、イベント等ありますが、お客様（情

報の受け手）の視点に立って発信することが

大切で、これができないと情報が届かずマイ

ナス効果になるとも言われます。

　例えば、ポスターやパンフレットにおいて、

誰に何を伝えたいのかが明確になっている

か？何を伝える写真かを十分に検討したか？

一部の人しか解らない一人よがりの表現に

なっていないか？ホームページにおいては、

古い情報の表示など無更新の状況が続いてい

ないかなど気をつけなければならないと思い

ます。

　これを盛岡支部で行ってきた広報活動にあ

てはめてみると、例えばポスターについては、

「杭を残して、悔いを残さず　子孫のために」

というキャッチフレーズ入りで絵もお年寄り

夫婦が笑顔ですごく解りやすいポスターであ

ると自負しております。ではそれ以外につい

てはと考えてみると今一馴れ合いでやってき

た部分も多々あり積極的に広報活動をしてき

たのか、受け手を十分考えてきたかと、問わ

れると・・・・やや反省しております。

　そんな中、最近新たな試みがありました。

支部の役員の中で２年前から個人としてです

が中学生職場体験というものを受け入れて、

我々の仕事内容について概要的に知ってもら

「盛岡支部の広報活動について」

盛岡支部長　仁佐瀬　　　進



17

うことを目的として、ＴＳの操作、記帳係、

ミラーマンのローテーションや三角スケール

による作図、ＣＡＤにての作図体験、更には

測設、穴掘り作業等を体験してもらい土地家

屋調査士という職業があることを知り興味を

持ってもらえばいいのかなと思っておりま

す。

　現在、これを支部行事にするかどうかを検

討しておりますが、支部行事にするか否かは

別として受け手に喜ばれるようバックアップ

をして盛り上げていくことが積極的な広報活

動と思い今後頑張って参りたいと思います。

（岩手日報への掲載）

　　　（お気に入りのポスター）

 



　次の問題を○×で答えよ。

１．岩手県土地家屋調査士会、菊池直喜会長

は初代、木村憲之介から14代目である。

２．花巻支部出身（旧遠野支部含む）の岩手

県土地家屋調査士会会長は４名である。

　11月２日花巻空港の搭乗待合室で出した、

「花巻・北上・遠野～伊勢縦断ウルトラ整理

テスト」である。内容は岩手会・連合会から

始まり土地家屋調査士法、不動産登記法等、

土地家屋調査士の業務に関する150問。花巻

空港で開始して名古屋空港で解答用紙を回収

するという花巻支部研修旅行が始まった。

　私が思ったより会員からの驚きはない。た

ぶん、前回の研修会でサプライズがあったの

で、また何かあると察していたと思う。８時

20分から最終搭乗手続までの約40分は実に静

に問題に取り組んでいた。他の乗客から見る

と異状な光景だったろう。

　７月10日支部役員会で今年度の事業計画の

話し合いをした。当然研修旅行が議題に上が

る。花巻には交通の三種の神器がある。高速

道、新幹線そして空港だ。そこで空港を利用

して20年に一度の伊勢の式年遷宮に行くこと

に決めた。日程は11月２日、３日で決定。事

務局に旅行計画と旅行会社の交渉、会計に参

加者の負担金、支部の拠出金、副支部長は統

括で計画が進められた。ただ一つ問題があっ

た。研修ポイントである。例年の研修旅行は

貸切りバスでビデオ研修可能だが、今回貸切

りバスは使わない。思案した。副支部長の提

案でテストはどうかと言うことになった。「ど

こで」「飛行機内で」前代未聞のウルトラ整

理テストが決まった。

　当日は本当に良い天気に恵まれ、佐渡島、

北アルプスそして遠くに富士山がきれいに見

えた。定刻に名古屋空港到着、その後名古屋

市内のホテルで今後の行動を説明し、自由行

動にした。産業会館、名古屋城を見学して私

と副支部長はテストの採点をして午後５時30

分に近くの懇親会場に向かった。すぐに、採

点結果を発表、最高得点者を表彰した。

　２日目、７時10分ロビー集合。日程を説明

して、伊勢神宮に直行した。式年遷宮と大学

駅伝が重なり、元朝参りのような混み合い

で、事前にお参りモデルコースを渡していた

がまったく必要なかった。その都度集合時間

を決め、内宮１時間30分、その後バスで移動、

外宮１時間30分で回ったが、正宮（しょうぐ

う）参拝で精一杯だったと思う。会員が時間

を守って、集合場所に来てくれたことは、本

当にうれしかった。

　参拝できたことのお礼、被災地のこと、仕

事のこと、家族のことをお願いした。

　木々に囲まれた、玉砂利が美しい参道を歩

きながら、狛犬（こまいぬ）、注連縄（しめな

わ）、神前のすず、おみくじがない。どうして

だろう。次の式年遷宮に参宮できるだろうか。

そんなことを考えながら伊勢を後にした。

18

支部研修旅行

花巻支部長　佐　藤　　　淳



　昨年度まで水沢支部は村上先生という方が

支部長で、経験はめちゃくちゃ豊富であり、

考えがはっきりしていて、バイタリティーに

溢れた支部長でした。

　その先生に付いて２年間、その前に４年程

事務局として水沢支部の事務をやってきまし

たが、今度支部長という役職に就き感じるこ

とはやはり見ているのとやって見るのは大違

い！と言うことです。

　支部長になって初めての仕事が、当水沢支

部から史上初めて調査士会会長を出したと言

うことで、祝賀会を催さねばならない運びと

なり、時期、場所、来賓などをどうするか？

慣れている人には何でもないことなのです

が、私には必要以上に重大なことに思えてな

かなか決めることが出来ず、臨時の役員会を

開いて意見を聞いてみたりして、こんなにも

大変なことを簡単そうに決めていたのかと実

感し、やはり歴代の支部長は凄い先生だった

のだなと思い知らされました。

　水沢支部の懸案は、支部会員の減少により

支部の予算が少なくなって来ていることで

す、まず支部会員が増えていくことは考え難

いし、少なくなることは容易に想像できるか

らです。今年などは繰越金が少なく、来年は

大丈夫なんだろうか？ある程度は残して置か

ないと ．．．と不安になってきます。

　何とか倹約に努めて繰越金を多めに残そう

と思って、役員会費を削って見たりしてはい

るのですがさてどうなりますか ．．．

　支部研修会に他支部の会員を呼んでポイン

トを与えれるような研修会をするように本会

から言われるのですがこれがまたハードルが

高く、研修担当は頭が痛いところです。

　なんだかんだと問題があり役不足の感は否

めませんが、支部長になったのですから、任

期中は頑張らないと ．．．と思っておりま

す。
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はじめて支部長になって・・・

水沢支部長　吉　田　春　男



　平成25年度一関支部総会にて、支部長に推

薦され引き受ける事になった。

　私が岩手県土地家屋調査士会に入会したの

は、昭和58年４月で、今から30年前になる。

　大東町の自宅で開業し、支部は東磐井支部

所属であった。当時の支部長は藤沢町の阿部

安巳さん（故人）（56年、57年度東磐井支部

長）調査士会や支部の仕組について丁寧に教

えていただいた。昭和58年度東磐井支部総

会資料には、会員11名（内役員５名）、予算

総額182,000円である。57年度会務報告には、

支部の統廃合について協議し、統廃合反対の

意見で一致していたようである。役員改選で、

新支部長には小山昭典さん（故人）、副支部

長に佐藤静夫さん(故人)、小野寺繁会員が就

任している。登記所は、千厩・大東出張所と

東磐井郡に二庁の登記所があった。

　昭和59年４月、私は結婚と同時に一関市に

事務所を移転し旧一関支部の所属となった。

当時の支部長は小野寺光義さん（故人）で、

会員13名だった。予算総額400,000円で、58

年度会務報告には、東磐井支部と同様に支部

の統廃合の事や、今では懐かしいが、当時は、

法司調合同の忘年会や支局での新年交賀会の

記載がある。１月末には、妻と支部研修旅行

に参加した。鳴子温泉での開催であった。補

助者や家族も一緒で、とても和やかで家族的

な雰囲気の研修旅行であった。

　昭和60年度は現一関支部の誕生年である。

本会の指導により旧一関支部と東磐井支部と

の合併が行われ、現一関支部の設立総会が行

われた。初代支部長に小野寺繁会員が選出さ

れた。そのほかの役員は副支部長高橋信夫さ

ん（昨年故人となられました。）、佐藤静夫さ

ん（故人）、会計船山祐好さん（昨年故人と

なられました。）、幹事高橋享さん、岩渕専一

さん（故人）、三瓶英之さん（現在司法書士。

本会広報部長の父君である。）の３名、監事

は小野寺清一会員、岩渕衛会員。本会理事に

小野寺光義さん（故人）、千田忠兵さん、小

山昭典さん（故人）、綱紀委員に本田民男さ

ん（故人）、小野寺陸郎会員を選出・推薦し

ている。今、改めて布陣を見ると、旧支部を

考慮した人選となっている事がわかる。そし

て特に協議した跡が伺えるのは、支部協力

金の額である。当時、東磐井支部は3,000円、

旧一関支部は10,000円であった。地域的な事

もあり、新執行部は5,000円の提案をして会

員の了承を得ている。新一関支部は会員24名、

役員は支部長以下９名、予算400,000円の内

容であった。

　昭和61年度、会員数22名、予算総額614,000

円。総会の60年度会務報告を見ると、本会会

長（当時は現清水一三相談役）から新支部規

則の承認、改正業務報酬額運用規則説明会（本

会）の開催等が見られる。調査士の報酬額は

20

支　部　回　顧

一関支部長　小　山　　　正
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法務大臣認可であり、公共料金という色合い

が濃かったような気がする。表示に関する登

記は義務規定であり、会員間における報酬の

ばらつきは、表示登記制度や調査士制度に

とって重要な問題であり、会や支部において

継続的に研修が行われたことを覚えている。

今では、考えられない事であり、当時とは隔

世の感がある・・・・・。61年10月1日に法

の日のPRとして初めて岩手日日新聞に広告

掲載。以来継続して新聞掲載し、法の日と表

示登記の日を広報している。最近では調査士

の日も制定されており、そちらの広報もして

いるようだ。

　昭和62年度、会員数21名、予算総額550,000

円。役員改選の年であり、支部長は留任、副

支部長に三瓶英之さん、幹事に田川正会員が

新たに就任している。会務として職務上請求

書の統一様式、61年11月１日施行の登記事務

取扱要領の研修等があった。

　昭和63年度、会員数23名、予算総額610,000

円。主な会務としては、不動産登記制度100

周年記念植樹（一関支局・大東出張所）、調

査士会館建設準備委員の推薦があった。支部

の事業として、光波測距儀の研修会が行われ

ている。当時は、セオドライトのトランシッ

トと鋼巻尺か平板での測量が一般的であっ

た。セオドライトに光波測距儀を載せて測量

する方法は目新しいものだった。また、測量

計算を電卓や手計算で行うのが普通であった

が、パソコンや図化機（プロッターとデジタ

イザーの兼用機）、測量ソフトの低廉化で急

速に普及してきたのも、この頃からだったと

思う。そういえば、地積測量図はまだロット

リングや丸ペンでの手書きが主流だったが、

私は、ワープロを利用して求積表だけをドッ

トプリンターで印刷する方法をとり、計算式

や数字の記載がきれいになり、いかにもプロ

の作品のような感じを持ったものだった。当

時は、永久保存である地積測量図に印刷する

のであるから、ドットプリンターのインクが

将来も変質せず若しくは消えたりしないのか

どうかメーカーに問い合わせた記憶もある。

ワープロが普及した背景には、登記所のコン

ピューター庁化や登記簿のコンピューター化

（当時はそのように話した記憶がある）の副

産物であり、現在のデジタルデータが主流と

なる時代が見えていたのかもしれない。その

外には、一関支部慶弔規定を制定し、支部会

員間の慶弔対応について規定している。

　平成元年度、会員数23名、予算総額500,000

円。会務は調査士会館建設委員を推薦、消費

税法施行に伴う報酬額の運用について研修。

副支部長に小山昭典さん就任（三瓶英之さん

退任）。千田忠兵さんが本会副会長に就任。

　平成２年度、会員数23名、予算総額530,000

円。会務としては非調査士の実態調査。報酬

額運用規則改定に伴う研修等々が記載されて

いる。

　平成３年度、会員数24名、予算総額500,000

円。会務として、現地と相違する法17条地図

の実態調査の実施・報告（７件）。役員改選

では、支部長に高橋信夫さん（故人）、副支

部長に岩渕専一さん（故人）（高橋副支部長

の後任）、幹事に私小山（事務局担当）、金野

利夫さんが選任された。

　平成４年度、会員数24名、予算総額700,000

円。この年支部協力金を5,000円値上げして

10,000円とした。新報酬額運用基準、道路位

置指定申請等の研修を開催。当時は宅地分譲

がまだ活発に行われており、都市計画区域内
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の宅地開発の際には、分筆登記だけではなく、

同申請も一緒に依頼される事が多く、そのた

めの研修であった。当時の一関支部管内では、

旧一関市と東山町だけに都市計画区域があっ

たのであるが・・・・。余談であるがこの年

の総会資料はワープロで作成されており、こ

の頃はごく普通に利用されていたことがわか

るが、それ以前は、和文タイプ若しくは手書

きでの資料作成で、事務局は苦労したのだろ

う。

　平成５年度、会員数25名、予算総額800,000

円。一関支部慶弔・見舞い規定の制定、一関

支部慶弔規定の廃止。報酬額運用規定の研修、

登記研究課題の提出。大東出張所へのコイン

コピー設置の要望。この頃、一関支部には若

い調査士（当時は私も若かった）が入会して

きており、慶弔規定とあるが、慶の方をあま

り重要視していなかった。会員の結婚祝い等

について取り決めをしたものである。コピー

機の設置については、調査士にとって法務局

での作業がかなり緩和された記憶がある。当

時は、依頼された土地の公図や地図は、トレー

ス用紙にトレースする方法しかなく、隣接地

番の記載漏れや記載間違いがあったりで、申

請時に何度も補正の対象とされた事があった

（私の場合）。他の先生はそんなことはなかっ

たと思うが・・・。

　ここまで、10年分を駆け足で記憶を辿って

みたが、当時は現在の状況を想像することさ

えできなかった。

　ましてや、登記所に行かずに閲覧や登記申

請が行われるなんて・・・。当時は、法務局

までの交通費は？等といって、報酬額の研修

を真剣に受けていたのであるから・・・。今

では笑い話と取られかねないが、その時々の

先輩調査士たちが、制度の発展を願って真剣

に業務に取り組んできた結果が今であること

を忘れて欲しくないと思う。残る20年分は、

なるべく早期に続きを記述したいと思う。「温

故知新」有名な言葉である。時には振り返る

ことも必要なのではないかと私は思う。

　支部とは全く関係ない話である。岩手青調

会は今年25周年だそうだ。お祝いの会も開催

されたとのこと。

　設立時の一員として、私にとっては、今で

も当時の仲間との語らいが忘れられない貴重

な思い出となって、日頃の調査士業務の励み

になっている。今後も若い人たちの意見交換

の場として発展することをお祈りいたしま

す。
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「想定外」を想定する

沿岸支部長　金　　　哲　朗

　平成23年３月11日の大震災直後、日本を代

表する津波研究家、地震学者と呼ばれる偉い

先生方が皆口を揃えて「想定外」とのコメン

トを出した。

　報道を見聞きする度に奇異に映ったのは私

だけではないと思う。

「想定外」とは浅学の裏返しであり、そのこ

とを覆い隠そうとしての言い訳に過ぎない。

そもそもプロたる者が用いる手法ではない。

　何の場合もそうであるが世の中、絶対とい

うことはあり得ない、予期しないところに必

ず危険な落とし穴が潜んでいることは我々も

普段の業務を通して経験済みである。

　業務上ミスを犯し、「想定外でした」で許

されるのであれば、これ程楽な商売はない、

特に我々の場合、不動産という命の次に大事

な他人様の財産を扱う仕事である。「想定外

でした」では到底済まされない、当然プロと

しての責任が問われることとなる。下手をす

れば損害賠償問題にも発展しかねない。

　そもそもプロであれば「想定外」を想定し

てしかるべきである。

　私ごときですら髪の毛と同様、薄くなりか

けた記憶力、想像力を駆使しつつ、少ない持

ち合わせの知識と経験を持って最大限の注意

を払っても尚かつ、常に失敗の連続である。

それでも予想される「想定外」を自分なりに

想定することで辛うじて危険を回避している

のが実情でもある。

　「津波てんでんこ」という言葉が我が地域

には古くから言い伝えられてきた。

大船渡在住の民間津波研究家の故山下文男さ

んがこの言葉を用いて津波が発生した場合の

我々の取るべき行動に警鐘を鳴らしてきた。

この七文字はどの様な机上の論文より、はる

かに重みがある。

　あの高田松原海岸に津波が襲来し、その後

市内全域を呑み込むのに３分とかからなかっ

たと言われている。地震発生から津波襲来ま

での時間は過去を遡れば明治29年の明治三陸

津波は20分、昭和８年の昭和三陸津波は30分、

そして今回の津波は30分で陸地に到達してい

る。この20分から30分間の行動が生死の分か

れ目でもある。この短い時間内に取るべき行

動は限られている。他のことに気をとられて

いる余裕はない、自分一人が逃げるのに精一

杯の時間であり、この20分～ 30分の間に「命

を守る行動」が求められるのである。これが

所
いわゆる

謂「津波てんでんこ」の所以でもある。

　私は地震発生時には陸前高田市の広田半島

で仕事をしていた。

地震が収まり事務所へ移動途中、見慣れた海

岸の潮が異常に引いていた、所
いわゆる

謂津波の前兆

である引き潮を見て津波を予感できたこと、

市街地の渋滞を避け途中でＵターンしたこと

等運の良さもあるが、瞬時の判断と考えられ
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る事態を想定しながら私なりに正しい行動を

取ることができたことが結果として自分の身

を守ることに繋がった。

　要は地震、津波の発生のメカニズムや地震

と津波の因果関係云々は我々一般人にとって

は余り重要ではない、自然界は人知を越えて

おり、我々の常識では理解不可能である。地

震があれば必ず津波を想定する、そして津波

に呑み込まれない為にはどの様な手段と行動

をとるべきかがむしろ最重要課題である。

　同じ後悔を繰り返さない為に、過去の教訓

から学ぶべきことは当然のことではあるが、

同時に過去の教訓にとらわれ過ぎると、「想

定外」を生む、結果としてそのことが悲劇に

繋がることにもなる。

　例えば震災前には大船渡市内に過去の津波

の高さを表示する標示板がいくつか設置され

ていたが、これらは全て50数年前のチリ地震

津波が基準とされていた。ここまでは来ない

であろうとの安易な気持ちが避難を鈍らせ

た。結果として多くの悲劇を生んだことは想

像に難くない。

　今被災地では復興事業の槌音が鳴り響いて

いる。そしてその最前線にいるのが我々土地

家屋調査士と言っても過言ではない。

　今まで同じ士業の中にあってどちらかとい

うと我々は長年日陰の身に甘んじてきた過去

の長い実績がある。しかしながら今や高台移

転事業、道路整備事業、住宅建築等のいずれ

に於いても当然土地の境界確認がその前提と

される。我々が専門とする境界確認は復興事

業を支える土台であることは言うまでもな

い。

　復興事業への参画は我々に与えられた数少

ない社会貢献であり、同時に土地家屋調査士

の社会的地位向上にも直結するものである。

　注意すべきは「想定外」という魔物であり、

その落とし穴は常に予期しないところに潜ん

でいることを忘れてはならない。驕
おご

りや甘え

が往々にしてその危険性を呼び込む場合があ

ることも同時に認識すべきである。

　土地家屋調査士という資格がようやく長い

眠りから覚め、世間から再評価されつつある

現在の状況を傍観し、見過ごしてはならない。

将来に繋げるべく何らかの行動を模索すべき

時期である。

　現状に満足し、その上に胡
あ ぐ ら

坐をかくことは

「想定外」の危険性をより多く孕
はら

むこととな

る。時代の流れを察知し、社会の要請、地域

の要請の何たるかを見極めながら、真摯に業

務に努めることこそ肝要ではないだろうか。

私はこの津波で多くの友人、知人を失った。

遺体安置所で面会した表情はいずれも志半ば

で人生を断念せざるを得なかった悔しさと絶

望感を滲ませていた。生かされた自分に後ろ

めたさを感じながら、彼らのことは生涯忘れ

ることはないし、また忘れてはならないとの

強い想いが今の私の生活の原動力ともなって

いる。同時にそれは残された者の使命でもあ

ると自分に言い聞かせている。
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土地家屋調査士業務30年

二戸久慈支部長　大　村　義　明

　昭和58年２月に岩手県土地家屋調査士会へ

入会してから、ほぼ30年になります。これま

で嬉しかった事、悲しかった事、いろいろな

事がありました。私の２つの事例を申し上げ

ます。

　１つは国土調査の際、境界を確認する立会

で境界標を設置し、国土調査の成果による登

記が完了してから数年後に境界標が紛失し、

境界紛争が数年続いた土地の、一方の地権者

から分筆登記の依頼を受けた。私は境界が確

定しないと分筆登記が出来ない旨を申したら

依頼者から「私は境界については何も異議を

言わないから、隣接地の地権者の主張のとお

り境界を決めてください」との申し出があ

り、地図より境界点を復元し隣接地地権者の

立会により復元点が筆界点であることを確認

した。立会証明書に署名をお願いしたところ、

約１時間ほどいままでの境界紛争の内容を聞

かされ、ようやく署名を得て分筆登記を完了

することが出来ました。

　別の事例ですが、境界標設置の依頼を受

け、地図より境界点を復元し、３名の隣接地

地権者の立会により３名分の復元点が筆界点

であることを確認した。ところが後日、地権

者の一人から異議の申し立てがあり、再度３

名の地権者の立会を求めて３名の地権者の合

意により境界標を移設した。立会証明書に署

名して頂き、筆界点が地図と相違したため地

図訂正及び地積更正登記をすることになりま

した。筆界確認証明書に署名捺印をお願いし

たが、地権者の一人が拒否したため、その旨

を報告書に記載し登記所へ申請しました。登

記所から拒否した地権者に筆界点を確認する

葉書が郵送され、登記所に出向いた地権者は

「大村調査士は出鱈目で誠意のない調査士だ」

と登記官に申し出たようです。後日、登記所

へ行った際、登記官から聞かされました。自

分なりに誠意をもって対応したつもりだった

ためショックを受けました。逆に依頼を受け

た業務が完了して報酬を頂き御礼を言われた

時は嬉しくなります。

　これからも調査士の仲間といろいろな研修

の場や交流を通じて日常業務にあった体験談

や悩み等、意見交換をしながらこれからの業

務に役立てていければと思います。
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● 研修会の感想

研修会を振り返ってみて

盛岡支部　永　野　智　之

　一昨年入会しました、盛岡支部の永野です。

今日まで新人研修を含めた本会及び支部研

修、そして特別研修など様々な研修会へ出席

させていただきました。その研修会での内容

を振り返って見ると、一言に大変身になる研

修内容だったと感じております。

　私は補助者として調査士業務の補助に携

わっておりましたが、その時の業務内容はあ

くまで現場作業や図面作成の補助に留まり、

報酬額の算定や測量作業規定等の予備知識も

少なく、開業まもなくから不安に思っており

ました。近年は業務での報酬額も撤廃された

状況であり、その面では特に頭を悩ませてお

りました。

　その後に行われた新人研修会では会員とし

ての心得から不動産登記法関連の要点及び実

務での実例を踏まえた応対のお話があり、正

に私自身の不安要素に当てはまる課題であ

り、講師の皆様のお話を聞き入っていた事を

覚えております。又、同時期に開業された方々

とのお話も出来る機会もあり、いろいろな意

見交換や、日常業務での疑問点など教わる事

も数多くあり、刺激を受けながらもとても参

考となる場でありました。更に、本会及び支

部研修会でもさまざまな分野での講師の方々

のお話やディスカッション形式で行われる測

量業務や立会いでの関係者への配慮やクレー

ムの対応も先輩会員のご経験や測量技術面で

の作業方法などを直にご指導及び助言いただ

き、書籍やインターネット等での調べでは限

界がある事も数多くある中、とても充実した

研修内容でもありました。そして同時にいろ

いろな研修会で会員皆様とお顏を会わせる研

修会も、良き交流を交える機会であるとも感

じました。

　特別研修の際も、日常業務で起こりうる事

例に該当する課題も数多くあり、改めて考え

の幅や注意確認事項等を再認識する事であり

ました。

　今後も更に、土地家屋調査士への専門分野

としての技術向上を求められる時代になれ

ば、自分自身の知識の向上を深めるうえでも、

様々な課題に取り組める研修会へ可能な限り

積極的に参加をしていきたいと思います。



　当初は、出席するかどうか、最後まで迷っ

ていました。しかし、開業して２年目、自分

の甘さとの決別と、翌日に法務局の「全国一

斉！法務局休日相談所」での相談員として出

席することとなっており、無知なままでは、

逆にクレームと化し、菊池会長のお膝元であ

る水沢支部を「炎上」させてしまう・・・と

いう思いから、締切直前に出席を申し込みま

した。

　相談員として何が必要か？単に法律の専門

知識を振りかざすだけでは、逆効果であり、

寧
むし

ろ、カウンセリングや心理学に近いと感じ、

「聞く」ではなく、「聴く力」の重要さ、技法

を学んだことは大変有意義なものでした。た

だ、いかんせん私は、土地境界や測量の専門

知識や経験が不足しており、寡黙な性格も災

いして、午後のロールプレイでは、相談者役

をされた野里さんの「頑固な地権者」ぶりの

熱演に圧倒され、言葉を中々発せられずに終

わり、相談者に対し、適切な回答を述べられ

るのか、これが今後の課題であります。

　翌日、吉田春男支部長と共に、法務局水沢

支局にて休日相談所相談員として行きまし

た。緊張してブース内で待ち構えていました

が、相談件数は、・・・２件でした。相談者

とのやり取りは、吉田さんに任せ切りで、私

は、専ら相談内容を控え、聞き役でしたが、

前日の研修で学んだ傾聴技法を活かし、相談

者にも満足してもらえることが出来た、との

法務局職員の方からお言葉を頂き、肩の荷が

下り、ようやくホッとしました。

　対人コミュニケーション能力や、聴く力は、

会社員としての経験から身に付けたところも

ありますが、測量や境界に関する専門的な知

識・技術についてはもちろん、傾聴技法につ

いても今後も研修を重ねて研鑽していきたい

と思います。
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境界問題相談センターいわて
第１回　相談員・調停員養成講座へ参加して

水沢支部　瀬　川　　　真



　沿岸支部の松木です。

　開業して２年目で研修会には数多く参加し

ていませんが先日行われました沿岸支部研修

会の御報告をさせて頂きます。

日時：平成25年11月７日

場所：釜石市ホテルサンルート　鳳凰の間

時間：午後１時30分～４時まで

講演内容：「所有権、時効の問題、土地境界

　　　　　の争いについて」

　　　　　講師　杉山　健太弁護士

参加人数：26名(他支部会員２名含む)

　講師の杉山弁護士は弁護士になって間もな

い青年弁護士ですが、とても話し方も丁寧で

落ち着いた雰囲気のある方でした。その杉山

弁護士の講演で約２時間の講演でしたが、最

近の沿岸地区で実施に携わった弁護士業務の

事例の紹介があり、土地家屋調査士としても

参考になる講演でした。

　私の思っている、これからの沿岸地区での

業務に必要な知識として

　土地区画整理事業に係わる土地の分筆等の

依頼があった時の対応

　また個人的に興味があるものとしては

　区分建物の測量、登記の業務の行い方

など、これからは研修会の内容によっては、

他支部、他会への研修会等にも積極的に参加

して行きたいと思います。
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沿岸支部研修会

沿岸支部　松　木　英　樹



　去る９月８日、日調連ゴルフ大会が青森県

会担当で開催され、２年ぶりに参加してきま

した。調査士会から、この大会についての投

稿を求められたので、日調連ゴルフの思い出

を書き留めてみます。

　まず、日調連ゴルフ大会は、その名のとお

り日調連が主催しますので、日調連の機関誌

に参加案内が載り、その結果についての報告

も載ります。司法書士会にもゴルフ大会があ

りますが、日司連の主催でなく愛好会の主催

と言うことで日司連の月報に載ることはあり

ません。そんな下らないことに金を遣い、下

らないことを機関誌に載せて貴重なページを

つぶすなと言う意見があるからでしょう。 

懐が深いかどうかの基準での判断は皆さんに

お任せしましょう。

　アマチュアゴルフの大会のほとんどはハン

ディ戦です、自分の打数からハンディを引い

たスコアー（ネット）で順位を決めます。こ

のハンディがあるから老若男女が同じ土俵で

競技できるわけです。囲碁で何目か置いて指

すのと同じようなものです。

　ハンディを引く前の実際の打数をグロスと

言って、これは純粋にその人の実力です。こ

のグロスの１番少ない人をベストグロスと言

い、ネットの優勝よりもその成績を重視して

踏ん張る者がいるわけです。

　日調連ゴルフ大会への最初の参加は1998年

の大阪の大会でした。翌年には岩手で開催す

る予定があったので視察を兼ねて参加したの

ですが、会からは１円も援助無しでした（あ

たりまえだ）。この年の岩手は、大会の直前

に前線の影響で一関を中心に大洪水が発生

し、全国的なニュースになりました。県北は

大丈夫でしたが久慈の宇部会員と参加した私

たちは「洪水は大丈夫か。良く参加してくれ

た」と繰り返し尋ねられ、見舞いの言葉を貰っ

たことを記憶してます。この大会では福岡会

の伝説的ゴルファー阿部熊光さんがベスグロ

で私は１打及ばなかったと記憶してます。こ

の大会で私は大阪会の松岡直武さんと一緒の

ラウンドし、この方はいずれ日調連を背負っ

て立つ人だと紹介されたことも思い出です。

西本会長の後を受け日調連の会長を務められ

た人です。

　1999年は、岩手会の担当で、私は競技委員

長に任ぜられ安比高原で開催しました。前夜

祭では、わんこそば大会もありました。 エー

ル交換などで故川井副会長の獅子奮迅の活躍

が忘れられません。この年は地元の利もあっ

て私はベスグロを獲得できました。岩手に野

里あり、阿部熊光さんに勝ったことは私の勲

章となりました。

　翌2000年は岐阜での開催でした。前年のお

返しとばかり岩手会からもたくさんの参加者

がありました。前夜祭は長良川の鵜飼い見物。
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「日調連ゴルフ大会に寄せて」

二戸久慈支部　野　里　壽　史

● 日調連親睦ゴルフ大会
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盛岡の松浦調査士はゴルフをしないのに奥さ

ん孝行にと夫婦で観光に参加されました。今

は亡き松浦さんの元気な姿が思い出です。こ

の大会では阿部熊光さんがベスグロの栄に輝

き、私は無念の帰宅となりました。

　おぼろげな記憶では、その後の愛媛大会、

石川大会、福岡大会、千葉大会、宮城大会で

ベスグロを獲得できました。特にも千葉大会

は調査士日本一決定戦と銘うって、全くハン

ディ無しのガチンコ勝負の競技が設定され、

フルバックからの勝負でした。コースは千葉

県のセブンハンドレット、毎年女子プロの富

士通レディスが開催されるコースです。私

は、この勝負だけは絶対に勝ちたくて、前々

日に練習ラウンドまでして望み、75打で見事

ベスグロ、西本日調連会長から調査士日本一

の認定証を貰って最高の栄誉を満喫したので

した。

　今年の青森大会は、当然ベスグロを望んで

いましたが、言い訳すると、震災後の業務に

かまけて練習もほとんどなく、体力の衰えも

あり１打及ばずの無念のくちびる噛みでし

た。震災復興関連で仕事を一生懸命やってい

るのだから少しぐらい練習がなくても勝たせ

てくださいと、神仏にお願いしても、それで

叶うわけがありません。仕方ないことですが

それでも悔しい気持ちが晴れない今年のゴル

フです。来年は再び愛媛で開催されるとのこ

とで、青森では再会を誓って皆と別れました。

勿論、私は捲
けんどじゅうらい

土重来を誓っています。

　日調連ゴルフに参加する楽しみは、全国に

仲間ができることです。一年に一度（または

数年に一度）会うだけなのですが、共通の楽

しみを分かち合えることは何よりです。

　岩手からは、小笠原九二男先輩がご夫婦で

参加しています。小笠原さんは私が参加する

ずっと前から参加しており、ほとんどの大会

に参加したのでそろそろ引退と言います。し

かし、ぜひ体の続く限り参加して欲しいもの

です。また、北上の阿部雅明さんご夫妻はゴ

ルフでなく観光の部に参加されますが、前夜

祭には必ず参加されており、これもいつまで

も参加して欲しいものと念じております。

　盛岡の佐藤保さんは日調連の理事に就任さ

れ忙しいことになりましたが、責務上ゴルフ

大会にはぜひ参加して、仕事だけでなくゴル

フでも岩手に佐藤ありを示して欲しいもので

す。今年の青森大会には、岩手会からもたく

さんの参加がありましたが、今後とも多くの

若者が参加して欲しいものと望んでいます。



前説

　前回、前々回とその前、３

年連続女性調査士特集でした

が、ネタ切れとなりました。

そこで今回は、開業10年目以

内の調査士さんに開業時の苦

労話などをお聞きしようと思

い、盛岡支部で開業６年目、

若手ホープのイケメン調査士

小笠原正喜さんの事務所を訪

問して、いろいろとお話を伺

いたいと思います。

広報：それではまず、事務所の構成から教え

てください。

小笠原：私と妻の２人で仕事をしています。

　　　開業届を提出した日と、第一子（娘）

の出産日がたまたま重なってしまいい

ろいろと大変でしたが、現在は実家の

となりに事務所を併設して今年で６年

目になります。

広報：調査士になろうと思ったきっかけや動

機はなんだったでしょうか？

小笠原：大学が土木系で、多少測量関係の講

議はあったのですが、学生時代のアル

バイト先で出会った知らないおじちゃ

んから「調査士はいいぞ」と言われて、

意識するようになりました。その後、

地元の土木設計の会社に就職したので

すが、やはり「調査士」のことが気に

なり、本気で資格取得しようと思い勉

強をし試験を受けました。

　　　　　

広報：その後の展開は・・・？

小笠原：開業してからの事を考えると、現在

の会社では「調査士」としての実務経

験が足りないと思い、調査士試験を受

けながら、調査士事務所の受け入れ先

を探していたのですが、地元には求人

がなく静岡で調査士事務所の求人が

あった為、海が見え、暖かい場所もい

いなと思い土木設計会社を退社し、静

岡の調査士事務所に就職することにし

ました。そこに就職してから、その年

岩手で受けた調査士試験（就職前）に

合格していて、静岡で登録も進められ

ましたが、元々開業するなら地元岩手

でと決めていたので、３年半ほど補助
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● 事務所訪問（小笠原正喜事務所）

「小笠原正喜事務所」（盛岡支部）
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者で勉強させて頂き、その後無理を

言って岩手に戻り、実家の隣で開業す

ることとなりました。

広報：開業時に重要視したことや悩んだこと

はありましたか？

小笠原：特に思い出せませんが、唯一補助者

経験のあった静岡と岩手の仕事では土

地の復元の仕方や境界確認の方法等が

違うことに少し戸惑いを感じました。

　　　向こうでは公図（旧土地台帳附属地図）

の地域が多いからかもしれませんね。

 

広報：事務所の経営は安定しましたか？

小笠原：お陰様で皆様からアドバイスをいた

だき、頑張らせていただいております。

色々ご心配、ご迷惑おかけしましたが、

現在進行形でございます。

　　　妻と二人で仕事をしており、今のとこ

ろ補助者の雇用は考えていませんの

で、希望としては登録している行政書

士の資格を生かして建物建築などの関

連業務で頑張っていこうと思っていま

す。

広報：依頼者・内容に傾向、特徴などありま

すか？建物の依頼が多いとか、土地の

復元が多いとか。

小笠原：ん～、建物登記をいっぱいやりたい

です（笑）。願望ですね（笑）。今後、

　　　そういう方向でやっていけたらいいな

と思っています。

広報：夫婦で仕事をしていて、大変な事など

はありますか？

小笠原：特に大変なところはありませんね。

広報：奥様はどうですか？

小笠原（妻）：自営業なので、ある程度時間

を自由に（効率よく）使えるのが私と

しては嬉しいです。また、少しでも仕

事での夫の苦労や悩みが共有でき、忙

しいときの状況も分かるので、私生活

での対応もしやすいです。

 

広報：休日の過ごし方や趣味などはあります

か？

小笠原：もちろん家族サービスですよ（笑）

　　　最近は縄跳びや散歩が多いですね。一

緒に遊ぶことが一番癒されます（笑）
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　　　あとはバイク好きな少年のような中年

です。

広報：日頃心がけていることなどはあります

か？

小笠原：１年ごとに心がけ（目標）を決める

ようにしています。

　　　今年は・・・（笑）

（広報：世の中の動きがあまりにも早すぎて、

決める前に今年が終わってしまいそうと言っ

ていました。）

広報：将来の展望、戦略等は何かあります

か？

小笠原：60歳になったら定年とし、退職する

のが夢ですので、きちんと計画的に運

営していきたいなと思っています。

広報：それでは最後に会への要望等は何かあ

りますか？

小笠原：ん～特には・・・。

　　　あるとしたら調査士試験合格後、弁護

士の司法修習のような制度とか中古機

器の斡旋等があればいいなぁと思いま

す。そういう制度があれば受験者数の

減少緩和に有効になるのかな。

　　　若輩者ではありますが、少しでも皆さ

んのお役に立てるよう頑張りますの

で、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜し

くお願い致します。

《事務所訪問を終えて》

　取材者として小笠原さんと面識がないわけ

ではありませんでしたが、事務所を訪問して

みると、きれいに整理整頓されており、お話

を伺っていると30代半ばとは思えないしっか

りとした考えをもっていて、このめまぐるし

く変化する時代に対応するため、短期ごとに

心がけ（目標）を定めるというのは見習いた

いものです。

　また仕事のみならず家族を大切にするとい

う姿勢が私としては反省させられました。

　途中で来客が来るなどたいへんお忙しい中、

最後までおつきあい頂いた奥様も本当にあり

がとうございました。

　私も今年の目標（心がけ）を決めなければ・・・

（もう残り２か月しかな～い（T0T）泣）。

平成25年10月訪問

取材　星　健



　本年、岩手会に入会いたしました、田中厳

保（よしやす）と申します。髙橋宏二先生の

下での間、諸先生方にはお世話になりました

ことこの場をお借りしてお礼申し上げます。

　私の実の親が測量会社を経営しておりまし

て、中学生のときから土地家屋調査士の資格

の存在は存じておりました。その後、高校に

進学・勉強していくうちに、いずれは資格の

取得をしたいなと思っておりました。

　その後、勉強の機会の縁に恵まれなかった

のですが、資格取得の意欲はくずぶっており

ました。結婚を機に妻の実家の家業である養

鶏業に従事しましたが、体に合わなかったの

か体調を崩したため、この業種は合わないた

め辞める事を決断。そのときにこの資格の取

得の機会と思い勉強を始め、取得後のことも

あり髙橋先生にお世話になるようになりまし

た。

　最初は実務や資格取得の内容を覚えること

だけを考えておりましたが、立会いの場にお

いて依頼者の筆界確認が無事に終わったとき

の安心した顔を何度も見て、この仕事に従事

する上での意義の一つを見つけた気がしてお

ります。

　これから、土地所有者の筆界に関する疑問

や不安を少しでも取り除けるよう微力ながら

も貢献できるよう勤めてまいりたいと思いま

す。

　今後ともよろしくお願いいたします。
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● 新入会員の紹介

田
た

　中
な か

　厳
よ し

　保
や す

事務所：二戸市石切所字荷渡22番地13

　　　　　　　　　　エクセルガーデンビル１階

略　歴：昭和51年　岐阜県各務原市生まれ

 平成７年　岐阜県立岐南工業土木科卒業

 平成11年　北里大学獣医畜産学部畜産土木工学科卒業

 　　　　　農業土木コンサルタントにて設計業務に従事

 　　　　　しばらく他業種にて仕事に従事した後、髙橋宏

　　　　　二土地家屋調査士のご指導の下、 実務及び試験 

　　　　　の勉強に専念し、平成24年の試験に合格。

　　　　　　　　　本年の６月に入会・開業。

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd



経歴・自己紹介　 

　私は本年３月末に前職を辞し６月に滝沢村

で新規開業させていただきました。

　これまで建設分野を中心に計画、住説、法

手続、用補、工事、管理等一連のプロセスに

携わりました。岩手宮城内陸地震や東日本大

震災からの復旧復興にも携わり、被災者の苦

しみを肌で感じるとともに、多くの暖かいご

支援に接しました。

　これまで経験した中で用地補償関係は難し

いものがありましたが、業務を進める上では

やはり信頼関係の構築が何より大切だったと

思われます。

　今後は土地家屋調査士としての社会的使命

を自覚し、これまでの経験を活かしつつ、微

力ではありますが皆様のお役に立てるよう頑

張って参りたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。
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齋
さ い

　藤
と う

　悦
え つ

　男
お

　

事務所：岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字向新田７－345
　　　　Tel： 019－684－6656    019－656－1208
            Fax : 019－656－1209
　　　　Emaile：e-saitou@aqua.ocn.ne.jp
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　地域に根差した調査士を目指して日々努力

していきたいと思います。

　つきましては、諸先輩方々のご指導をよろ

しくお願いいたします。

岩
い わ

　渕
ぶ ち

　　　司
つかさ

事務所：奥州市胆沢区小山字道場65－11
略　歴：昭和31年３月23日生
 昭和49年　岩手県立水沢商業高校卒業
 昭和56年　土地家屋調査士試験合格
 平成25年２月１日　調査士登録

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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　平成25年１月に登録しました小田島朋道と

申します。私が土地家屋調査士を目指すきっ

かけとなったのは、高校卒業後に入社した建

設コンサルタント会社でした。漠然と測量を

やってみたいなぁ…と思い入社した会社であ

りましたが、配属になった先が用地測量や補

償を行う部署でした。想像していた仕事とは

だいぶ違いましたが、仕事を通じて知り合う

ことができた土地家屋調査士と色々お話をさ

せていただくうちに、私も土地家屋調査士に

なりたいと思うようになりました。

　その後、転職を重ねましたが30才を機に一

念発起、この資格で飯を食うと決め、なんと

か平成24年度の試験に合格することができま

した。

　合格はしたものの、開業資金はなく仕事の

あてはない、どうしようか迷っていたこんな

私に、ご縁のあった先生から「仕事が入った

ら機材は貸してあげるから、お互い助けあっ

てやりましょう。」とおっしゃっていただき、

不安な気持ちもありましたが、登録すること

ができました。

　まだまだ、わからないことが多く、日々手

探りで仕事をしておりますが、諸先輩方のご

支援もいただき、何とか開業から約１年を迎

えることができました。

　今後とも、調査士会の先輩方にご指導いた

だきながら、丁寧な仕事を心がけ初心を忘れ

ないように、土地家屋調査士として日々勉強

してまいりたいと思いますので、宜しくお願

い致します。

小
こ だ

田島
し ま

　朋
と も

　道
み ち

事務所：花巻市台第３地割19番地7

略　歴：平成９年　県立花巻農業高等学校　農業土木科　卒業

 平成９年　建設コンサルタント会社　勤務

 平成16年　調査士事務所　勤務

 平成18年　医療機器製造工場　勤務

 平成21年　測量設計会社　勤務

 平成24年　土地家屋調査士試験合格

 平成25年　土地家屋調査士登録

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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　私は３度目の成人式を目前にして、念願だ

った資格を取得し、平成25年２月に小さな事

務所を開業いたしました。

　公務員生活の中で、公共用地取得業務を通

じてかかわってきた土地家屋調査士という仕

事へのあこがれがいつか自分の目標に変わっ

ていたことと、さらに定年後の人生を張りの

あるものにしたいという思いもあり、一念発

起してのチャレンジでした。

　開業して半年があっという間に過ぎました

が毎日が勉強であり、細かいことのひとつひ

とつが「本当にこれでいいのか」という不安

の中、ここまで夢中でやって来たというのが

本音です。

　自分の未熟さを感じる毎日ですが、還暦を

迎えた今の目標は70歳まで仕事を続けて社会

貢献したいということです。

　そのために、常に頭をクリーンに保ち、さ

らには外業に耐えられる身体を整えるため、

６年前から始めた合気道を通してこれからも

心身を鍛えていくつもりです。合気道の「相

手と対立しない」「無の境地」 等の教えを業

務にも生かしていければと考えています。

　また、50年来続けている野球、ソフトボー

ル、そして最近はまっているサッカー観戦も

楽しみながら、仕事に励んでいきたいと思っ

ております。

　今後とも、先輩の皆様のご指導とご鞭撻を

宜しくお願いいたします。

栃
と ち

　沢
ざ わ

　光
み つ

　芳
よ し

事務所：一関市東山町長坂字西本町26番地１

略　歴：昭和47年　一関第二高等学校土木科卒業

 昭和50年　攻玉社短期大学土木工学科卒業

 昭和47年　東京都下水道局採用

 昭和52年　東山町役場採用

 平成17年　一関市役所（市町村合併）

 平成24年　土地家屋調査士試験合格

 平成25年　土地家屋調査士登録
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　２年間、民間企業に戻り、サラリーマンと

して生活してきましたが、このたび再度お世

話になることとなりました。へき地の事務所

であるため盛岡支部の時のように行事等に協

力できなく非常に申し訳ありませんがよろし

くお願いいたします。

及
お い

　川
か わ

　一
か ず

　彦
ひ こ

事務所：気仙郡住田町上有住字土倉72番地

略　歴：平成20年１月　開業（盛岡支部）

　　　　平成22年９月　住友林業アーキテクノ株式会社（地盤設計

　　　　　　　部所属）

　　　　平成24年９月　岩手会再入会（沿岸支部）

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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　みなさんこんにちは。新人の北上です。宜

しくお願い致します。

　私が調査士試験に合格するまでと開業まで

の経緯、業務の姿勢を簡単に紹介させて頂き

ます。

　私は大学を卒業し、三晃金属工業（株）（金

属屋根メーカー）に就職しました。就職はし

たものの、当時から起業したいと考えており、

悩みながら12年半もの間三晃金属工業に勤務

し、８年前に退社し、土地家屋調査士を目指

し、試験勉強に励み、３年前に調査士試験に

合格しました。

　合格はしましたが調査士業務の経験がない

ため、実務を習得するため、佐藤吉和事務所

にお世話になりました。実務経験を積み今年

開業の運びとなりました。

　業務の姿勢としては、誠実をモットーに調

査士の業務に励み、職責を全うしていきたい

と思います。

余談

　私ごとですが、私は一卵性の双子です。（私

は後に生まれたので今の時代では弟です）。

　社会人として岩手で暮らすようになり、双子

の兄と間違えられることが多々あり、みなさま

に、ご迷惑みたいなものをおかけすると思いま

すので、ここで、ご連絡させて頂きます。

　私とそっくりな顔がもう一人います（岩手

町で屋根の鈑金業をしております）。調査士会

のみなさまが、私の兄をお見かけしましても、

私の兄は多分、調査士会の皆様をご存知ない

と思いますので、失礼ですが兄はみなさまに

ご挨拶をしないと思います。そのため大変恐

縮ですが皆様のほうで、ご理解をお願い致し

たいと思います。

　みなさま、これからも宜しくお願い致しま

す。

北
き た

　上
か み

　法
み つ

　則
の り

事務所：岩手郡滝沢村滝沢字葉の木沢山501番地５

 ※平成26年１月１日より滝沢市に移行による住所表示・郵便番号変更

　　　　〒020－0625　岩手県滝沢市葉の木沢山501番地５

略　歴：平成元年　盛岡市立高等学校　普通科　卒業

 平成５年　東北学院大学　工学部　土木工学科　卒業

 平成５年　三晃金属工業㈱（金属屋根メーカー）入社

 平成19年　太平ビルサービス㈱（施設管理会社）入社

 平成22年　土地家屋調査士試験合格

 平成23年　㈱Ｌ＆Ｈ（土地家屋調査士佐藤吉和事務所）入社

 平成25年　土地家屋調査士登録

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

寄稿を頂いた後、北上会員は平成25年11月29日
急逝されました。心よりお悔やみ申し上げます。

広報部一同
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　９月25日から事務局に勤務となりました藤

澤亜希子と申します。

　前職までは期限付きの契約社員として事務

の補助的な仕事に携わって参りました。期間

満了に際し、これからの再就職先を考えた時

に「期間の制限なく勤めていきたい」と私自

身の中で一念発起、このたび採用していただ

き、念願を叶えることが出来ました。

　土地家屋調査士という専門的な分野に携わ

れる契機となった調査士会と会員の皆様との

「縁」 に感謝して、 これから頑張っていきた

いと気持ちを新たにしております。

　現在は覚えていくことで一日の大半が過ぎ

ていく日々ですが、この二つの「縁」を大切

に、一日も早く事務局員として調査士会や会

員皆様の一助となれるように頑張りたいと思

います。

　まだまだ未熟ではありますが、皆様のご指

導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願いいたしま

す。

藤
ふじ

　澤
さわ

　亜
あ き こ

希子

● 事務局紹介
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過去10年間の会員の異動状況

会員の数並びに入会者退会者

年　度 年　月　日 会員数 法人会員 入会者 退会者

平成14年 平成15年3月31日 227名 4名 9名

平成15年 平成16年3月31日 221名 5名 11名

平成16年 平成17年3月31日 215名 4名 10名

平成17年 平成18年3月31日 202名 1法人 3名・1法人 16名

平成18年 平成19年3月31日 195名 1法人 5名 12名

平成19年 平成20年3月31日 193名 1法人 4名 6名

平成20年 平成21年3月31日 186名 1法人 7名 14名

平成21年 平成22年3月31日 184名 1法人 4名 6名

平成22年 平成23年3月31日 180名 1法人 3名 7名

平成23年 平成24年3月31日 179名 1法人 6名 7名

平成24年 平成25年3月31日 179名 1法人 6名 6名



無料登記相談会の報告
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川徳定期無料相談会 件数 内　容

平成25年 ４月17日 ０件

平成25年 ５月15日 ２件 筆界未定に関する件　１件　相続に関する件　１件

平成25年 ６月19日 １件 その他　１件

平成25年 ７月17日 １件 その他　１件

平成25年 ８月21日 ２件 土地登記に関する件　１件　建物登記に関する件　１件

平成25年 ９月18日 １件 登記手続きに関する件　１件

平成25年10月16日 ０件

平成25年11月20日 １件 登記手続きに関する件　１件

各支部無料相談会 件数 内　容

二戸久慈支部 ４件
土地登記に関する件　１件
土地の境界に関する件　２件
その他　１件

盛 岡 支 部 10件
土地登記に関する件　１件
土地の境界に関する件　７件
その他　２件

花 巻 支 部 ４件
土地の境界に関する件　２件
その他　１件

沿 岸 支 部 ２件 土地の境界に関する件　２件

水 沢 支 部 ２件 土地の境界に関する件　２件

一 関 支 部 ５件
土地登記に関する件　１件
土地の境界に関する件　２件
その他　２件
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発　行　　　岩手県土地家屋調査士会
盛岡市中野一丁目20番33号
ＴＥＬ（019）622－1276
ＦＡＸ（019）622－1281

広報部員
三　瓶　伸　樹　　小　原　祐希浩　　星　　健

── 編 集 後 記 ──
　黎明の編集には広報委員１期を含め３年目となりました。
　より一層皆さんに興味を持って読んで頂けるよう、何か考えねばとは感じてい
ながらも結果何もできず、次号への大きな課題となりました。
　一般業務に加え災害関連の業務等、多忙な中で寄稿頂いた皆様、大変有難うご
ざいました。今後とも皆様の力強い支援をお願い致します。

三　瓶　伸　樹

　冬の季節が、訪れ、私たち土地家屋調査士の仕事は、雪によって大きく影響さ
れます。
　この時期になると、天気予報が気になり、特に私が住んでいる北上市は、雪が
他の地区に比べて２倍以上と感じます。
　土地境界確認、分筆登記測量などは12月までに完了しないと、大変な事態にな
ります。
　雪かきを行う労力は大変ですし境界標１点、基準点１点を探すのも、容易にい
きません。
　同じ岩手県でも沿岸地区は、当然に雪がない。ところが、内陸地区でも一関、
水沢の雪の少なさには、羨ましいと感じますし、同じように雪が降らないことに
対して、不公平と思いますが、平等とは、いかない。
　報酬もタクシ－運賃ではないが、登記するのだから冬季割り増し料金の設定を
考えたくなります。
　これから本格的な冬ですが、皆さんも寒さに負けずに又雪かきをし、この冬を
乗り越え春の訪れを待ちましょう。

小　原　祐希浩

　「広報」とは、一般に広く知らせる　と辞書には書いてありましたが、誰に対
して何を知らせるのか、自分の中で答えが見いだせないまま、初めての理事にな
り、早、半年余りが過ぎてしまいました。自分としては調査士試験合格をめざし
ていたときのように、明確な目標を持たないと「明日」はないとおもっています。
これからも、皆様と一緒に考えていければ幸いです。
　最後に、同じ地域で開業したばかりの、志半ばで平成25年11月に病により他界
なされました、故北上法則会員に心よりご冥福をお祈りいたします。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星　　健
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TEL : 03-5282-5166　   　FAX : 03-5282-5167

上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。

会員皆様の自動車はもとより補助者の方
のマイカーも加入できます。

保険期間中、国内外を問わず
1）　日常の生活におけるさまざまな事故
によるケガを補償します。
2)　病気による入院を日帰り入院より補償
します。

会員が所有し管理する測量機器について
業務使用中、携行中、保管中等の偶然の
事故を補償します。

集団扱自動車保険

〒101-0061　　東京都千代田区三崎町1-2-10　土地家屋調査士会館6階

日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

損害保険ご紹介
数々の危険からあなたをお守りしたい

損害保険代理店　 桐 栄 サ ー ビ ス有限会社

職業賠償責任保険

団体所得補償保険

団体傷害疾病保険

測量機器総合保険

桐栄サービスの願いです

会員または補助者が業務遂行にあたり法
律上の賠償責任を負い、損害賠償金を支
払わなくてはならないときに役立ちます。

保険期間中に病気・ケガによって就業不
能となった場合、1か月につき補償額をお
支払いする制度です。（最長1年間）
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