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２月のある晴れたお祭りの日。

民家の軒先でお祭り見物の人々を人形たちが迎えます。

「いつになく賑やかだけど何のお祭りかな？」

そんな人形たちの声が聞こえてきそうです。

表紙の写真について　題名「おもてなし」　三瓶伸樹　（一関支部）
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２月のある晴れたお祭りの日。

民家の軒先でお祭り見物の人々を人形たちが迎えます。

「いつになく賑やかだけど何のお祭りかな？」

そんな人形たちの声が聞こえてきそうです。

表紙の写真について　題名「おもてなし」　三瓶伸樹　（一関支部）





　平成27年の初春を迎え、会員の皆様には夢
と希望に満ちた新年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
　顧みれば、東日本大震災から早いもので間
もなく４年の歳月が経ちます。この間、それ
ぞれの立場で持てる力のある限りの努力をし、
郷土の為に復旧復興に尽力されたことは評価
に値するものであります。
　私が会長に就任して早いもので１年７ヶ月
が経過しました。２年任期でありますからあ
と５ヶ月を残すのみとなりました。会長とし
て岩手会の為にそして会員の皆さんの為に何
かしたのだろうかと思い悩んでいるのも事実
であります。
　会長就任の時にどうして私が会長なのかと
話したこともありましたが、なんとか１期目
の任期を過ごすところまできたとの想いであ
ります。
　私なりに自己評価をすると本当に会長とし
て努力を重ねてきたのだろうかと想うことも
多々ありますし、大過なくと云いたいところ
であるけれども…世に云われる大過なくとは、
何もしていなかったことの裏返しとの弁もあ
りますので、多少なりとも努力したとの想い
から「大過なく」ではなく「小過あり」で過
ごしたと思っております。
　私たちは、土地家屋調査士を生業として日々
生活をしております。社会人として社会に貢
献できる職業として土地家屋調査士を選んだ
のであります。

　数ある職業の中で土地家屋調査士を選んだ
のは何故ですか？きちんとした答えを持ち合
わせている会員はどの位いるのでしょうか？
私もこの質問を受けたらなんと答えようかと
悩むでしょう。測量士の資格があったから…
自分で事業を興したかったから…金儲けがで
きそうだから…など色んな動機がある事でし
ょう。その動機について何ら批判するもので
もありませんし、どんな動機であれ現在土地
家屋調査士として社会に貢献している事は事
実であります。
　職業に貴

きせん

賤はありません、職業選択の自由
があります。自信を持って土地家屋調査士業
を全うしようではありませんか。
　ある大学の就職担当者は、就職を希望する
学生にこう説明するそうです。企業の全盛は
30年程度であるといわれている、だからこそ
これから会社を決める学生には全盛期を迎え
ている会社よりもこれから有望視される会社
を選ぶように指導しているとのことである。
確かに、いまの子供たちが大人になった時に
は、職業の約65％が新たな職業になるとも言
われている。
　このことは、過去の職業と云われるものを
考えれば成程と納得することでしょう。私が
就職した頃（昭和50年代前半）には、タイピ
ストと云われる社員がおりました。手書きの
文書を清書して作り直すのである。今やこん
なことをしている会社などは皆無であろうが、
当時は流行りであったと思う。ファクシミリ
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の打電と云うのもありました。電話交換手も
ありましたね。今でも大会社や官公署ではお
りますが、これ等も近い将来姿を消すのだろ
うと推測します。いずれもその時代において
は必要不可欠な職業であったと思います。し
かし、時代の流れは私たちが思っている以上
のスピードで進んでいる事は事実です。
　これら職業の変遷が目まぐるしいのは、コ
ンピューター社会の到来でしょう、私たちが
常に使う数字に関しても、計算をする術は、
暗算、そろばん、計算尺、計算機、パソコン
へと移行し、いまやパソコンを操らないとゲ
ームの世界だけではなく日常生活まで影響を
与えることでしょう。
　特に近年のインターネットの革新スピード
は目を見張るものがあり、事実そのような現
象が起きても違和感を感ずることはないが、
中々この現実を受け入れるのは年を重ねるに
従って難しくなるのである。
　そこで思い出すのが子供たちに人気の『ド
ラえもん』という漫画である。この漫画を皆
さんも知っている事と思いますが、そこに出
てくるドラえもんのポケットは、この世のも
のとは思えない様な事が実現できる色々な道
具がいっぱいあって、「のび太」「しずかちゃ
ん」や「ジャイアン」がこの道具に助けられ
たり痛い目にあったりと大人が見ても面白い
漫画だと思います。
　例えば、タケコプター（空を飛べる道具）
が出てきたりする、道路では無く飛行機の様
に空を飛んで目的地まで行ける。何と便利な
ものであろうか、こんなものは夢物語であろ
うと誰も本気にしないからこそ、漫画の世界
として人気を博するものと思っていた。
　しかし、何とこれを実現するためにあのト
ヨタ自動車が研究開発をしているとのことで
ある。もちろん、私がこの世にいる時代では
ないだろうが、この話を聞いたときに私の心

は胸躍る心境になったのである。
　私も奇人変人の一人として、ドラえもんの
世界が必ず訪れると豪語していたのであるか
ら、爽快な気分に浸ることが出来た。私の空
想は、道路を作ることもないし、もしかする
と免許証もいらないかもしれない、交通違反
の取り締まりにあうこともない、良い事づく
めではないか。
　いまの携帯電話を使えるくらいの能力があ
れば自分の目的地をインプットするだけで目
的地へ運んでくれる。スマホを使っていない
私としては大変ありがたいことである、と自
分に都合よく考えておこう。
　何故、今になってこの空飛ぶ自動車を研究
しようとしているのかと云えば、トヨタ自動車
の構想はこうである。自動車事故による年間の
死亡者数は、最近減少傾向であるが未だ4,000
人を超える犠牲者がいるわけであり、交通事
故によりケガや色々な傷害を受けることもか
なりの数に上っていると思われる。それが車
社会を築いてきたトヨタ自動車としては、便
利なものを世界に提供して発展を遂げてきた
反面、その犠牲者を増加させたことも事実で
ある。
　その犠牲をいくらかでも少なくしていく努
力をすることが企業として求められている事
だとのコメントをしておりました。まさにこ
のことこそが社会に貢献できる企業として、
発展し続けることが可能になるのだと言える
のかもしれない。
　確かにこの発想は、車社会の大転換と共に
我々の生活環境さえも大変革することが予想
される。もし、車が道路を必要としなくなっ
たら道路インフラを整備する必要がなくなる。
この事一つでも社会のシステムが大きく変わ
ることであり、例えば道路建設・維持管理の
必要性が無くなり、道路中心の社会から色々
なものが消えてなくなり、新たに誕生するも
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のも出てくる事であろう。いまの私の頭では、
考えることもできない様な社会が訪れようと
している。
　その位、社会が変化していく時代に土地家
屋調査士はどの様な道を辿って行くのだろう
か？いま想うに、決して通り易い道ではない
と想像するが、先にふれたように職業の移り
変わりが激しい訳ですから土地家屋調査士も
その中に取り込まれるでしょう。
　つい最近、整備工場に勤めている人に聞い
た話であるが、今の車は昔の機械的な能力は
もちろんだが、それよりも電子系統の能力が
ないと車の整備が出来ないと話していた。自
動車＝整備工＝機械の知識という連想は、今
の時代に合わなくなってきているのである。
そのために近い将来、この技術を持った整備
工が不足する事態に追い込まれるとの事であ
る。これが時代の流れなのだろうが、柔軟な
発想のできない私などは生きる術があるのだ
ろうかと不安に駆られるだけである。
　であれば自分の職業である土地家屋調査士
に目を向けると、どうなのでしょうか。制度
制定から65年目になろうとしているこの制度
が、これからも国民の不動産の根幹を担う制
度として確実に存続するものなのかどうか？
　これは今の時点でどうなるかを予想するこ
とが中々難しい事である。世に言われている
ＴＰＰ問題もあり、土地家屋調査士制度の根
幹が崩れる可能性も秘められていると思って
いる。
　これはＴＰＰに参加している各国には、我
が国の様な土地家屋調査士制度は存在してい
ないのであり、そのために交渉の段階で「自
分たちの国に存在しない資格者を認めるわけ
にはいかない」となった時には、おのずと我々
の土地家屋調査士制度そのものが雲散霧消す
る可能性があるということを懸念している。
　制度は、誰が考えて創っていくものなのか？

出来上がった制度を維持管理しながら運営す
るのは誰なのか？時代に合った修正をどの様
にすべきなのか？色々な問題に立ち向かいな
がら一つひとつクリアして未来永劫の地位を
確保するためには、何をどのようにすべきな
のかを考えて行動する必要があると思われる。
その為には私たち土地家屋調査士独自で行動
すれば解決するものではない事は明らかであ
ろう、土地家屋調査士制度や国のシステムを
司る政府や官僚の考え一つに関わるものでは
ないかとの認識である。
　国の制度を維持するなり、改革することは
政治の世界がなせる技である。であれば、我々
の制度を政治家の方々によく理解してもらい
将来に向けても国民にとって欠かせない資格
制度であることを宣伝しなければならないの
である。
　我々には土地家屋調査士政治連盟という組
織があることを会員の皆さんにはご案内のと
おりであるが、この政治連盟の果たす役割と
云うものをもう一度深く考える時にきている
のかもしれません。
　国会議員にしても地方の県議会議員や市町
村議会議員にしてもあらゆる国家資格者の事
を理解しているとは思えません。もちろん中
には、我々の同僚である土地家屋調査士の国
会議員もおりますが、中々土地家屋調査士制
度そのものをきちんと理解している議員さん
はそう多くはないのが現状であると認識して
おります。と云う事は、我々はこの土地家屋
調査士政治連盟を最大限有効に機能させて土
地家屋調査士と云う国家資格の重要性をアピ
ールすることを心がけなくてはならないと思
います。
　新年早々に辛辣な事を書きましたが、将来
に悲観することなく会員の皆様と共に土地家
屋調査士の夢に向かい、今年も努力を惜しま
ず全速力で走り続けようではありませんか。



　岩手県土地家屋調査士会及び会員の皆様に

は、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、特段の御理解と御協力を

賜っておりますことに対して、厚くお礼申し

上げます。

　さて、国家公務員の総人件費に関する基本

方針は昨年７月に閣議決定されております。

その内容は、平成26年度までの定員合理化計

画に引き続き、新たな目標として平成27年度

から５年間で10パーセント以上の定員を合理

化削減するというものであります。行政機関

の機構については、行政ニーズの変化に的確

に対応できるよう簡素で効率的な行政組織を

確立し、取り分け、コンピュータやネットワ

ークなどの情報通信技術を活用した業務改革

を推進することとされました。

　これらを受けて法務局においても限られた

人材で、適正・迅速な業務を遂行するために

登記業務のコンピュータシステムの一層の活

用や事務処理方法の効率化策などを従来に増

して進めていく必要があります。

　盛岡局においては、これらに加え、東日本

大震災から４年目を迎える本年も、防災集団

移転促進事業、災害公営住宅の整備、土地区

画整理事業等の復興事業に関連する登記事件

を適正・迅速に処理することが求められてお

り、復興事業加速化の要請に応えることが被

災地岩手県を管轄する我々の使命であると肝

に銘じて職員一丸となって取り組んでいると

ころであります。

　そこで、本誌面をお借りして盛岡局が昨年

中に取り組んできた震災復興関連を中心とし

た事業・施策等の取組状況を御紹介して、寄

稿の任を果たしたいと思います。

１　震災復興事業について
⑴　被災自治体、岩手復興局及び法務局と

の嘱託登記事件の情報共有

　　昨年は、復興関連嘱託登記事件の処理

が遅滞しているという一部の自治体から

の情報により、国会質疑に発展した経緯

があり、復興事業に係る登記嘱託事件の

適正・迅速な処理のために被災自治体、

復興局（復興庁）及び法務局の間におい

て、分筆等の嘱託登記事件の提出予定時

期を情報共有し、処理計画や登記完了の

予定日について確認することとしました。

　　詳細な嘱託事件情報の基に事件処理体

制を整備する目的で、年度当初に被災自

治体等の職員に対して説明会を開催し、

嘱託登記事件の事前の情報提供を依頼し

ました。しかし、残念ながら、現在まで

自治体等から正確な情報が得られず、先

を見据えた処理計画を策定できない状況

にあるため、今後も継続的に説明会を開

催する必要があると考えております。
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⑵　倒壊建物の職権滅失登記作業

　　本年度は、宮古支局管内の被災自治体

から公費解体した建物の職権滅失登記の

申出があり、膨大な資料を調査して滅失

登記対象の物件の特定作業を行い、実地

調査に当たっては、11月中旬に四国地方

の法務局職員から応援をいただき、約

250棟の滅失登記を完了させる予定です

（本会報が発行される時期には完了して

いると思われます。）。

⑶　街区単位地図修正作業と境界復元作業

　　本年度の街区単位地図修正作業は、盛

岡市津志田等の６地区、釜石市定内町等

の２地区及び久慈市新井田地区の１地区

において実施しております。これらの成

果については、盛岡市地区は９月に納品

済みであり、釜石市地区及び久慈市地区

は本年度末に納品される予定となってお

ります。

　　境界復元作業については、年度当初か

ら大船渡市盛町地区で実施中であるほか、

盛岡市のうち西見前地区においても実施

することなり、いずれも本年度中に新た

な地図が備え付けられる予定です。

⑷　震災復興型地図作成作業

　　被災地域の中で、不動産登記法第14条

第１項地図の備付けがなく、住宅まちづ

くりや道路等のインフラ整備の震災復興

事業のために、早急に地図を整備しなけ

ればならない地域を選定し、地図作成作

業を進めているところです。

　　本年度は久慈市長内町（面積1.07㎢）

において実施しており、11月末に地図縦

覧を終え、成果品が納品される予定です

（本会報が発行される時期には納品済み

と思われます。）。

⑸　震災復興相談窓口の強化

　　被災地を管轄する宮古支局及び大船渡

出張所においては、自治体職員等から震

災復興事業に係る登記相談が依然として

多く、登記事件処理のあい路になってお

ります。

　　盛岡局では、年度当初から被災自治体

職員等を対象とした嘱託登記手続の説明

会を開催しながら登記相談の減少化を図

ってきたところ、軽微な相談や嘱託登記

の補正事案が減少したものの、特定の土

地に係る表示登記の相談の減少に至らず、

今後も引き続き説明会を開催していきた

いと考えております。

　　常設の登記相談窓口については、土地

家屋調査士会の多大な御協力により、大

船渡出張所と釜石市証明書発行センター

に同会員８名を派遣していただいており

ます。被災地域における相談は法テラス

等の各機関においても対応しております

が、登記に関する相談は専門家でなけれ

ば対応できない相談であり、引き続き土

地家屋調査士会会員の御協力をお願い申

し上げます。

⑹　その他

　　昨年度当たりから嘱託登記事件等が飛

躍的に増加している沿岸部の登記所に本

局及び内陸の支局から事務応援を随時派

遣しているところですが、沿岸部の宿泊

施設が他の復興関連従事者の予約によっ

て、思うように確保できないため、迅速

に応援計画を立てられない状況でありま

す。

　　そこで、できる限り先の日付の宿泊予
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約を申し込みながら、早めの事務応援の

準備に努めているところです。

　　また、昨年２月は被災地域限定の「復

興支援なんでも相談所」を沿岸部３か所

で実施し、土地家屋調査士会会員からも

派遣していただきました。本年度も実施

したいと考えておりますので、引き続き

御協力をお願い申し上げます。

２　登記所備付地図作成作業について
　従来型の登記所備付地図作成作業につきま

しては、本年度は盛岡市東黒石野・岩脇町地

区（面積0.38㎢）において作業中であり、成果

品が納品された後は、本年度中に職権登記を

完了させる予定であります。

３　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、

平成25年６月に閣議決定された「世界最先端

ＩＴ国家創造宣言」に基づき、政府の本年度

以降の方針として「オンライン手続の利便性

向上に向けた改善方針」（平成26年４月１日

各府省情報化統括責任者連絡会議決定）が決

定されており、法務省においては、昨年10月

に登記オンライン申請の利用者満足度の目標

値の設定を始めとする「法務省改善取組計画」

を策定し、引き続きオンライン申請利用促進

に取り組んでいるところであります。

　オンライン登記申請利用率は、全国的に増

加傾向にある中で、盛岡局は、理由が定かで

ありませんが、低迷している状況にあります。

オンライン申請の普及によって効率的で適正・

迅速な処理を可能とし、ひいては登記を利用

する全ての皆様に質の高い行政サービスが提

供されるシステムであることは、全国的に実

証されているところであり、土地家屋調査士

会会員の皆様にも利用促進について引き続き

御理解と御協力を賜りますようお願い申し上

げます。

４　相談業務の効率化策
　法務局においては、オンライン申請利用促

進以外にも行政サービスの維持・向上のため

に更に効率的な事務処理の見直しが課題とな

っております。

　その一環として、本局において窓口相談の

予約制を導入しているところであり、今後も

実施結果を検証しながら継続していきたいと

思いますので、引き続き、御理解と御協力を

お願い申し上げます。

　終わりに、盛岡局においては、今後も限ら

れた人材で地図作成作業、震災復興事業等に

係る登記事件処理のほか、各種の施策等を推

進していく必要があり、法務局職員としては

従来のような受け身の姿勢だけではなく、積

極的に登記所の外に出て仕事をしなければな

らないと考えております。

　また、国民の皆様の法務局に対するニーズ

は社会情勢とともに変化しており、そのニー

ズを的確に捉えて施策に反映する必要があり

ます。そのためにも、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ますと

ともに、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

ので、引き続き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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平成26年度　受賞者名簿

黄綬褒章受章者
小笠原　九二男（盛岡）　　　　　 （敬称略）

法務大臣表彰受賞者
菅　原　唯　夫（盛岡）　　　　　 （敬称略）

仙台法務局長表彰状受賞者
佐　藤　昌　恵（水沢） （敬称略）

渡　邊　政　夫（花巻）

浅　沼　英　弘（盛岡）

盛岡地方法務局長
表彰状受賞者
大　村　義　明（二戸久慈） （敬称略）

小　岩　邦　弘（一関）

髙　橋　宏　二（盛岡）

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４条 （敬称略）

菊　池　直　喜（水沢） 

顕彰規程第５条 （敬称略）

豊　岡　　　勝（盛岡） 

岩　渕　　　衛（一関）

日本土地家屋調査士会連合会長
感謝状受贈者
顕彰規程第７条第１項第１号 （敬称略）

小　岩　邦　弘（一関）

芳　賀　義　明（一関）

菅　原　唯　夫（盛岡）

顕彰規程第７条第１項第２号 （敬称略）

中　村　　　浩（花巻）

佐々木　　　剛（花巻）

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 （敬称略）

小　原　祐希浩（花巻）

澤　口　雅　友（沿岸）

畠　山　明　夫（沿岸）

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 （敬称略）

駒ヶ嶺　正　智（盛岡）

工　藤　　　實（盛岡）

古　山　　　敬（二戸久慈）

川　村　浩　次（盛岡）
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「調査士の家に育って」

副会長　小笠原　寿　男

　昨年、三瓶広報部長より「黎明」へ寄稿の

依頼があり、丁重に辞退したつもりでしたが

辞退は認められず、いざ筆を進めてみました

が書き終わらず、締め切りも過ぎ、前回は諦

めてもらったので安心していたら次号は必ず

お願いしますとの事で、２年越しで書いてい

ます。元々文章を書くのは苦手であり、何を

書こうか考えましたが、趣味と言っても下手

なゴルフは文章にならず、好きなお酒の話は

ご紹介出来ないので駄目。いろいろ考えてみ

ましたが、調査士を職業とする親のもとに生

まれ、その子供の頃の思い出を書いてみたい

と思います。（思いついたことを只々書いた

ので纏まりがない事、予めご了承ください。）

　私は昭和39年生まれで、一番幼い頃の思い

出は、多分幼稚園に入る前あたりだと思いま

すが、そのころ事務所でうちの親父（小笠原

九二男）の親父さん（私から見て祖父）が補

助者として働いており（只今101歳）その祖

父が製図で使う針の頭にタバコの吸殻のフィ

ルターを付け、そのフィルターに火をつける

と黒く固まり、それを柔らかいうちに手で丸

く形を整えた自家製の製図針を作っている光

景を記憶しています。なぜそれを記憶してい

るのかは分かりませんが、とても面白そうに

見えたのだと思います。

　小学校に入ると学校の休みの日に事務所が

忙しいと現場に連れて行かれました。あの頃

は高度経済成長期でもあり、調査士業も大変

忙しく、立会が午前２カ所、午後２カ所とい

う日もありました。小学校低学年で立会いの

現場に行けば、手伝いは杭運びやポール持ち、

テープの端を引張っていく程度で、あとは意

味の分からない大人の話をちょっと離れて聞

いているしかありません。大変退屈な時間で

した。だから１分１秒でも早く家に帰りたい

とずっと思っていました。いつも連れて行か

れる時は、「ちょっとだけ手伝え」と言われ

るので、立会が１カ所終わればもう家に帰れ

ると思うと（当時は自宅兼事務所でした。）家

の方向には向かわず次の現場へ到着し、いつ

もガッカリしたのを覚えています。「小学生

で境界立会に出ているのは自分くらいだ。友

達が羨ましい。」といつも思っていました。

　そのくらい忙しい時代だったので親父は朝

ご飯前から事務所に入り夜遅くまで仕事をし

ていました。土曜日も日曜日も仕事をしてい

ました。それでもたまに日曜の午後３時くら

いに仕事をやめ、家族で小岩井農場に行き、

キャッチボールなどしました。それが親父の

休息時間であり、家族サービスの時間であり

ました。（午後３時以降に小岩井農場に行く

と入場料が無料でした。）そのような大変忙し

い状況だったので、親父は常にピリピリイラ

イラしており、いつも張りつめた空気が事務

所中・家中を支配していました。食事中は無
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言。無駄口をたたくと怒られました。テレビ

はいつもＮＨＫ。だから親父が会議で家にい

ない日がうれしかったのです。ザ・ベストテ

ンが観れるのも親父が不在の日の楽しみでし

た。

　小学校前半頃までは確か平板測量の時代で、

現場の手伝いをすると、平板のすぐ脇に立た

され、親父の補助をしていました。補助とい

うのは親父の必要なものを必要なときに素早

く平板の上に置く事でした。（三角定規、三

角スケール、方位磁針、消しゴム、測距の巻

尺等々）素早く出すには、次に何が必要か予

測しなければいけないのです。予測するには

親父の一挙手一投足を見逃さず、常に緊張状

態でいなくてはいけないのです。その予測が

外れ、別のものを出すと怒鳴られました。だ

から相手が何を求めているか気を配る事には

小学生の頃から慣れていたので、人に気を使

う事は全然苦にならないのはそのお陰かもし

れません。（最近ある人に怒鳴り方がよく似

てきたと言われます。）

　昔は山の測量も多く、年に数カ所は依頼が

あったように記憶しています。山の測量も気

候の良い時期ならまだいいのですが、冬場に

入ると寒さとの戦いです。手足の感覚が無く

なっても親父の後に只々付いていくしかない

のです。そんな中、ちょっとした休憩時間に

祖父が暖をとる為に火をおこしてくれました。

小枝を集めマッチ１本で火をおこします。こ

れは中々出来ない事です。大抵の人はマッチ

１箱あっても付けることが出来ないと思いま

す。祖父は鎌、鉈の使い方も研ぎ方も上手で

した。

　小学生の高学年になってくると野帳書きの

仕事をさせられました。トランシットの脇に

立ち、親父の読んだ水平角、鉛直角を素早く

書き、復唱し、テープで測った斜距離とチェ

ックの為の水平距離を書きます。野帳書きは

間違いが許されないのは判っていたので、そ

の作業中は常に緊張していました。静かな現

場であれば聞き取るのも容易ですが、車の通

行が多い現場では聞き取るのが大変で、必死

に親父の言葉に食らいついて聞いていました。

一度、その日１日中測量したデータを書き込

んだ野帳を無くしてしまった事があり、大変、

大変怒られたのは想像がつくと思いますが、

小学生の私にはとても辛い出来事であったの

を今も覚えています。（後日その野帳は無事

見つかりました。）ですから電子野帳が出た時

はその素晴らしさに感激しました。（外業も内

業も正確で楽になりました。）

　小学生辺りまでのことを只々思いついたま

まに書いてしまいましたが、最後に一言。

　親父は私にとって大変怖く、厳しい人間で

したが（今は歳をとって多少丸くなりまし

た。）、仕事に対しても会の役員として仕事を

している時も常に一生懸命に取り組んでいま

した。自分の仕事だけでも手一杯であるのに

会務を文句も言わずにこなしている姿をずっ

と見てきました。今回この寄稿文を書きなが

ら、一番近くにいるお手本を見習って今後も

頑張っていこうと思ったところでありました。



　境界問題相談センターいわては平成20年11

月にオープンし、今年で６年目を迎えました。

私がセンター長に就任して２年目になり、合

理化による持続可能なセンター運営を目指し

て取り組んでおります。この場をお借りして

今年度の活動内容の中間報告をさせていただ

きたいと思います。

10

「境界問題相談センターいわて
活動報告」　

境界問題相談センターいわて

センター長　岩　崎　久　哉

今年度の取り組み
　①新ポスター及びリーフレット作成

　平成20年のセンターオープン時に作成した

在庫が底をついたので、本年度新しいポスタ

ーとリーフレットを作成しました。これを利

用して他の相談機関や他士業団体へのＰＲ活

動を実施しております。

　②法務局筆界特定制度との合同相談会を実施

　昨年から始めた境界問題合同相談会ですが、

本年度は会場を３つに増やし境界問題に特化

した相談会を実施しました。相談件数は盛岡

会場10件、水沢会場４件、宮古会場５件です。

なお、相談事件のうち、調査士の一般事件と

して処理可能なものについては、ＡＤＲ認定

調査士名簿を作成・配布して依頼の誘致をし

ております。

＊　　　　　＊　　　　　＊
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26

　③相談員調停員養成講座を企画中

　昨年度は相談技法の習熟を目的にロールプ

レイ研修を実施しましたが、今年度は岩手県

立大学看護学部の伊藤教授をお招きし、コン

サルテーションスキルについての研修を企画

しております。センターに寄せられる相談内

容をみると、根本的な解決には至っていない

ものの、相談者が納得したり、あきらめが付

いたりして「自己解決」となるケースがあり

ます。そのような自己解決のための援助がで

きるような聴き方・話し方を学ぶ機会になれ

ばと思っております。

　④業務処理体制の変更

　12月からこれまで運営委員がやっていた電

話受付を相談員に委譲する予定です。実質的

には電話での相談業務となっている電話受付

を相談員に対応してもらうことにより、運営

員、相談員・調停員一体となった全員参加型

のセンター運営を目指します。

年度別活動実績　

　オープン以来の活動実績は下記の通りです。

＊　　　　　＊　　　　　＊

　県民の皆さんが利用しやすいセンターにな

るよう、平成23年からは事前相談の無料化、

平成25年からは筆界特定との合同相談会の実

施と試行錯誤を重ねて来ました。センターの

事業としては相談件数が多ければ良いという

性質のものではありませんが、潜在的に境界

問題について悩んでいる方のよりどころにな

れればと思います。

　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。



　岩手県土地家屋調査士会並びに会員の皆様、
日頃は当協会の運営に対しご理解とご支援頂
きまして誠に有難うございます。当協会は公
益社団法人に移行して３年２か月が経過し内
閣府による立入検査が実施されました。
　公益法人移行以前は法務局の立入検査を５
～６回の経験がありますが、認可の取り消し
などということは殆ど考えられませんでした
から、危機感はありませんでした。公益移行
してからは、初めての役所の始めての検査で
あり公益認定取り消し、イコール解散となり
ますので、非常に心配なところです。

　日　時：平成26年10月31日（金）
午前10時から午後５時まで

　場　所：岩手県土地家屋調査士会館３階
会議室及び協会事務室

　検査員：内閣府公益認定等委員会事務局
審査監督調査官　阿部　禎辰

　　　　　　同　　　　川上　洋一
　協　会：理 事 長　安保　豊人
　　　　　副理事長　下斗米光昭（企画研修）
　　　　　　　　　　簗場　弘貴（業務）
　　　　　　　　　　慶長　康司（総務）
　　　　　常任理事　工藤　　實（経理部長）
　　　　　　　　　　本庄　大輔（総務部長）
　　　　　外部監事　新井田信也（公認会計士）
　　　　　職　　員　藤村　順子（総務）
　　　　　　　　　　藤原　聖子（経理）
　　　　　　　　　　吉原美輪子（接待）

以上10名

　私が会館に着いたのは午前９時を少し廻っ
たくらいでした、既に慶長・本庄・工藤の各
氏は来ており、私に続いて下斗米・簗場と順
次到着しました。頼みの新井田監事も来てく
れると聞いていましたが、９時40分を過ぎて
も未だ、再度、工藤常任理事に新井田監事に
も声をかけたこと、来てもらえることを確か
め、少し待つ。10分程して新井田監事も到着、
これで予定しているメンバーが揃い、あとは
検査員を待つのみとなりました。
　３階の吹き抜けから下を伺っていると、午
前９時55分頃玄関のドアが開き検査員らしき
２名が入ってきて、何かつぶやいているので、

（靴を履きかえるのか戸惑っていることを察知）
急いで１階まで降りていき、役職と苗字を名
乗り、スリッパへの履き替えをお願いし、３
階の会議室まで先導、窓側の席へ促し、そこ
で名刺交換をしました。会議室で待っていた、
各氏も順次名刺交換を済ませ、入口側から奥
にＬ字型に当方の役員全員着席、検査官２名
も着席し、いよいよ検査がはじまりました。
　
　川上検査官からの第一声は私達役員への労
いの言葉から始まり、検査の日程について説
明があり、午前中は法人の来歴、事業の概要、
事業の具体的実施方法についての説明を正午
まで、昼休憩後、午後１時からは、阿部検査
員が経理について、川上検査員が法人の運営
などについて検査することの説明がありまし
た。

12

「内閣府立入検査を終えて」

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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　午前中の報告：法人の来歴と組織について
私から、土地家屋調査士法を改正し昭和61年
に設立、全国に同様の50協会が設立されたこ
と、公益改革三法が施行され特例民法法人、
そして移行申請、申請の補正、委員会の答申、
認定書の交付、解散と設立（移行）登記、公
益社団法人の公告までの経緯を説明しました。
次に、慶長副理事長より協会の組織体系並び
に公益目的事業について業務案内（パンフレ
ット）を用いて説明しました。
　次に、簗場副理事長より法定事業の公共嘱
託登記業務・関連事業の地図作成について、
特に復興関連業務である、倒壊建物の職権滅
失調査、地図の街区単位修正作業、震災復興
型地図作成作業、復興道路・復興支援道路の
表示登記業務について業務案内を用いて説明
しました。
　県外での法定業務の実施についての質問が
あり、私から、岩手は四国４県にも匹敵する
広さであり、県外の入札に参加しているが交
通費などを考えれば落札は難しいこと、今後
も隣接市町村などへの働きかけを継続するこ
とを説明しました。
　最後に下斗米副理事長より自主事業である
登記基準点整備事業・震災復興のための改測
事業について業務案内と当協会のホームペー
ジを、プロジェクターを用いて説明しました。
基準点が近くにあれば実際に見てみたいとの
要望があり、青森県三戸町への1級基準点設
置事業の標識埋設作業のビデオにて説明し理
解していただきました。啓発活動である登記
測量研修会についてもホームページにて説明
し、全国各地へ講師派遣していることも説明
しました。

　午後の検査：最初に事務室を確認したいと
のことで、通帳・銀行印の管理、理事長印の
管理について質問があり、理事長印の管理に

ついては指摘が有りました。会議室に戻り、
経理処理の検査のため、会計帳簿等の確認に
は藤原職員がマンツーマンで対応、法人運営

（役員の履歴書、議事録、招集通知等の確認）
については主に工藤常任と慶長副理事長が対
応し、全般的な考え方などについては私が回
答、３時の休憩を挟み、３時間30分が倍にも
感じた長い時間でした。
　
　検査後の講評
　午後４時30分から検査結果の講評があり、
検査途上の質問や指摘などから、改善事項に
ついては予測が付いていましたが、緊張の一
瞬です。
　川上検査官からの第一声は、文書で指摘す
るような重大なことはなく、経理については
問題なく良く処理されている。とのことであ
り一安心です。
　指摘されたことは、社員資格の得喪に関し
てですが、協会の社員であったものが調査士
法人を設立、または、調査士法人の社員とな
り、かつ、その調査士法人が協会に入会し社
員となったのち、調査士法人が協会の社員を
退会したり、個人調査士が調査士法人を脱退
し、同時に個人として協会に残った場合、最
初に入会した時に入会金は支払っているので、
入会金を免除するために、社員の資格を停止
することとし、入会のときに復活する規定に
していたものが、資格の停止や留保すること
は法人法の規定により認められない。という
ものでした。これを是正するように。とのこ
とでした。
　二つ目は理事・監事報酬の支給基準につい
て定めるようにとの指導でした。報酬額には

「以内」と記載している訳ですが、私たちは便
宜以内と付けただけで、その満額が原則であ
ると決めていたため、疑問には思わなかった
訳ですが、第三者からすれば、金額はいつ、
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どのような手続きで決定するのか、どの様な
方法で支給するのか基準が定まっていない。
ということでした。これは、現在の実施方法
を規則に盛り込めば良いことですので是正は
簡単です。それから、監事報酬の決定に法人
法に抵触する惧れがあるとのことで、来年の
総会で規則を変更することで良いようです。
　三つ目は財務諸表を毎年公告しなければ、
ならないのですが、定款では「主たる事務所
の公衆の見やすい場所」となっており、明確
には決めていないため、調査士会館玄関前の
掲示板をお借りすることとしました。
　四つ目は印鑑管理についてルールを作り、
押印の際には必ずチェック機能を持たせるよ
う指摘されました。このことは今後早期に解
決しなければならない事項ですが、既に登記
申請の委任状のために電子認証の登録実施済
みですので、この点はクリアされるものと思
います。

　最後にこちらから質問することが出来、私
から２問質問しました。一つ目は役員の欠格
事由に該当する場合の協会としての対処方法
について伺いたい。との問いに、起訴されて
も判決が確定しなければ欠格事由に該当しな
いのであるから、それまでは慎重な行動が必
要、辞任を迫ったりすることはいけない。本
人が自ら辞任することは問題ないが、無理強
いしてはいけない。との回答でした。
　次に、収支相償はこのまま続くのでしょう
か。毎年赤字にしなければならないという規
定は協会の存続問題に影響する。補助金など
一切無い協会については多少の留保が必要で
はないでしょうか。との問いに、全国から意
見が出されており、検討課題には上っている
が、簡単ではない。という回答でした。
　分からないことは、何でも問い合わせする
ようにとの申出があり、検査が終了しました。

４時57分の106急行（バス）で盛岡駅に向かう
とのことで１階まで降り、挨拶も簡単にし、
足早にバス停に向かう後姿を見送りました。
長い１日の終了です。翌日、対応へのお礼の
電話が事務局にありました。
　「対応は理事長などの役員は不要で、内容
のわかる人だけで良いです。」という言葉を
鵜呑みにして、私が行かなければ、対応が悪
いとの評価になったかもしれません。事前準
備に奔走してくれた役員、職員の努力に対し
紙面を借りてお礼を申し上げます。ありがと
うございました。そしてご苦労様でした。

　以上のとおり、大過なく立入検査は終了し
ましたが、一回目ということもあり、多少甘
かったのかもしれません、次回の立入検査で
は今回の指摘事項を全てクリアし、完全なも
のとしたいと思っています。

　今後も当協会に対しまして関係各位の皆様
のご理解とご支援を賜りますこと、そして、
岩手県土地家屋調査士会の益々のご発展と会
員の皆様の健勝をご祈念申し上げます。
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「岩手青調会の活動について」

前岩手青調会副会長　星　　　　　健

　ご存じの会員も多くいらっしゃると思いますが、岩手青調会について会員を代表して少しご紹

介したいと思います。実は青調会の歴史は古いもので、昨年25周年を迎えることができました。

発足当初より現在まで活動に関わっていただきました皆様に会員を代表して感謝申し上げます。

　青調会は会員相互の親睦を深めるためにレクレーション等を行っており、会員資格として、現

在の規定は開業15年未満若しくは満45歳未満の調査士となっているようです。

　ただ、その規定を超えても特別会員として活躍なされている方も多数いらっしゃいます。

　現時点では会員47名、特別会員22名の計69名で、毎年微増しています。毎年ごとに会長を含め

役員等が選出されます。

　全国にも同じような青調会がたくさんあります。

我が青調会の主な活動としては、毎年ごとに東北地

区の青調会等（現時点では宮城青調会、福島青調会

で、昨年青森青調会が結成されたようです。）と球

技大会（ソフトボール）などを行っております。東

北では宮城青調会が強敵でなかなか勝てません。

　我が青調会25周年の年には、福島会場にて、ソフトボールや

野球経験者にも参加していただき、気合いを入れてユニホーム

（25周年の記念Tシャツ）も統一して挑んだのですが、途中雨

天コールドもあり、優勝できませんでした。

　いまのところ、会場は東北地区を毎年ごとに変えて開催して

おり、今年は岩手の番でしたので、ボーリング大会にすり替え

てリベンジをはかったのですが、結果はなかなか厳しかったよ

うです。

　他会の方々は、仕事の合間に練習なんかもしているようで、

感心しております。
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　また、毎年１回全国大会も開催され、今年は11月

21日～ 11月23日まで関西の岡山にて行われました。

　昨年の大阪大会に続き私も参加させていただきま

したが、今回で11回目になる全国大会には岩手青調

会から11名の参加がありました。

　毎回、未来に向けた様々な研修会を企画なされま

して、様々なアイデアを駆使し全国的に協力しなが

ら調査士や調査士制度をアピールしています。今、

我々に何ができるのか、皆、真剣に考えています。

　また今回の懇親会には、参加した全国の青調会か

らのお祝いとして地元の地酒がたくさん集まり、す

べての地酒（40銘柄ちかくあったような……）を飲

んだ方も多数いらっしゃったようで、幸せそうなひ

と時でした。

　参加した私の感想としては、同じ職でありながら、地域が異なると仕事のやり方が違うなあと

いう印象を受けました。みな同じだとは思いますが、特に損得勘定の比較的強い関西では隣接者

等に対して、いかに業務を理解納得していただくか、日々工夫しているようです。全国的にも我々

の業務を国民に周知する必要性も感じました。難しい時代ではありますが、様々なアイデアを企

画し、前向きにいろいろなことにチャレンジし、新たな可能性をみつけるようがんばっています

ので、岩手青調会の活動に今後とも期待していきましょう。



　４月はじめ法務局から平成26年春の黄綬褒

章の受章対象者であることのお電話を頂戴し

ました。

　その時わたくしは大先輩の先生方がたくさ

んいるのに、と一瞬迷いましたがせっかくの

お話しでございましたのでお受けすることに

しました。

　その後、岩手県土地家屋調査士会、日本土

地家屋調査士会連合会からもお祝いのお電話

をいただき誠に光栄に存する次第でございま

した。

　５月16日褒章の記　褒章の伝達式が法務省

で行われ夫婦共々参加しお受けしてまいりま

した。

　伝達式が終わりそのあと法務省のバスで皇

居へ参内し、天皇陛下に拝謁の栄を賜り感激

の極みでございました。

　長年にわたり会員の皆様、私を支えてくれ

た諸先生そして調査士会をご卒業された先輩

の方々にはご指導とご鞭撻を賜り衷心より感

謝申し上げる次第でございます。

　この機会ですので僭越ながら私がいままで

調査士として歩んできたことを振り返ってみ

たいと思います。

　わたくしは昭和43年に登録し、その当時の

調査士会の事務所は岩手医科大学附属病院の

裏の道路に面した８畳間ぐらいの小さい部屋

に職員一人がいました。

　48年に調査士会の理事になり、理事会では

当時から会館取得のお話がいつも議題となり

当時の会長は自前で調査士会館を持たなけれ

ば調査士会は一人前になれないということを

強調していました。それまで何回も会館建設

資金として毎月会員から徴収しても思うよう

にいかず、会が会員の福利厚生のため設けた

福祉共済規程の中に全部繰り入れたりして会

員は取得することを半ばあきらめていた。司

法書士会がマンションの一室を事務所として

取得したのでその隣りを、と司法書士会から

お誘いを受け買い受けることにしました。

　昭和60年に岩手県公共嘱託登記土地家屋調

査士協会が正式に発足することになり協会は

17

「調査士人生ひとすじに」

盛岡支部　小笠原　九二男
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同じマンションに間借りし、調査士会はマン

ションの西、協会は東端で調査士は行ったり

来たりでした。

　数年後に司法書士会は現在地に会館を建て、

調査士会と公嘱協会の事務所だけが残った。

われわれ調査士には、両事務所が同じ建物の

中でしかも自動車での交通の便がよく、事務

所として業務に相応する広さが必要であり、

はなればなれの事務所では不便であった。

　事務所がシンボルとして自治をまもる観点

から理事会ではあらたに取得する方向で考え

ていた。会員のみなさんには大変なご尽力を

いただき、またご理解を賜りながら今の会館

が出来たと思っています。

　定時総会で２年ごとに行われている調査士

会の役員の選出も過去に岩手郡内にあった支

部が盛岡支部に合併したため、盛岡支部の会

員数が岩手会全体の約３分１でこれが遠因と

なりいろいろな障害がおきた。この不均衡の

状態で県内支部を巻き込み役員選出が困難を

極めたため現在の選挙制度が創設され、総会

では現在整然と選挙が行われ非常にうれしく

思う次第であります。

　つぎに、昭和59年ごろまで岩手県土地家屋

調査士会には13支部がありました。会員には

さまざまな仕事を持つ兼業者が非常に多く、

支部によっては会の交付金だけを年間予算と

するところ、また支部独自に規程をつくり支

部の活動に見合った資金を調達するため会員

から特別徴収するところ、２年に１回改定さ

れる報酬額の運用が支部会員に徹底されなか

ったりして支部の若い会員からこの解消に努

めるよう本会に要望もあり、これを解消する

ための方策として理事会では支部範囲を大き

くするため支部の設置を法務局の本支局単位

の７つに統廃合することにし総会に諮られた。

　このことは支部の中でも賛否両論があり、

本会に直接不満を申し入れる会員、歓迎する

若い会員もあったりし７支部の発足には２年

を要した。道路事情がよくなったとはいえ今

でもいろいろな問題があるだろうと推察しま

す。

　私はこのたびの受章に際し過去のことを思

い出しながら寄稿させていただきました。

　これからの調査士業は世の中を相手に本当

に大変だと思います。それは何の業種でも同

じですが、我々は依頼者のために誠心誠意が

んばり迅速に事件処理をすることだけです。

そうすることにより皆様の努力で調査士制度

が国民の信頼を受け、より充実発展するもの

とご期待を申しあげる次第でございます。

　岩手県土地家屋調査士会並びに会員皆様の

益々のご発展をお祈り申し上げ今後ともご指

導ご鞭撻のほどお願いいたします。
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「法務大臣表彰状の授与を受けて」

名誉会長　菅　原　唯　夫

　日本土地家屋調査士会連合会の定時総会に

は、岩手会の役員になってから会長として、

代議員、傍聴者として数え切れないほど出席

をしています。必ず定時総会では開会のこと

ばがあり、連合会長のあいさつの後に法務大

臣表彰の授与式が執り行われます。

　多くの知り合いや先輩が緊張した面持ちで

受章者のために用意された席に座り、開始さ

れるのを待っている光景を毎年、微笑ましく

見ておりました。

　自分もいつかその日が来ればありがたいこ

とだと思っていましたので、盛岡地方法務局

より内定の文書が届いたときには、すなおに

嬉しいと言う感情もありましたが、岩手会の

菊池会長のご尽力を考えますと恐縮したほう

が強かったと思っています。

　私も岩手会の会長をさせていただき法務大

臣表彰候補者の推薦は行なっておりますので

関係する方や事務局の皆さんのご苦労も知っ

ておりました。

　推薦には推薦する方の役職としての経歴も

必要でありますが推薦文書や履歴の整理など

大変な作業が伴うことや、推薦しても必ず該

当者として内定を受けられないからです。

　今回、関係者の皆様のおかげをもちまして

平成26年６月17日の日本土地家屋調査士会連

合会第71回定時総会におきまして谷垣禎一法

務大臣（代理　法務副大臣　奥野信亮様）か

ら授与されました。冒頭で書きましたように

開会の前に法務大臣表彰受章者だけが座れる

席が用意されていましたが、連合会副会長の

立場もあり副会長としての最初の答弁や準備

があり、席にゆっくり座ることはあまり出来

ませんでしたが、受章者の中には私と同じ時

代に単位会の会長をやられた方も多くおりま

したので、再会の握手とお互いの土地家屋調

査士としての道のりの確認をした次第であり

ます。

　私の連合会副会長の任期も６月に予定して

います第72回定時総会終了とともに終わりま

すが、平成26年という年は忙しい中でいろい

ろなことがありました。

　３月には法務省民事局長深山卓也様から内

閣総理大臣主催「桜を見る会」への招待状が

届き、４月12日に妻と二人で晴天の新宿御苑

に桜を見に行くことが出来ました。また、そ

の少し前の４月10日には最高裁判所長官にな

られました寺田逸郎様のお計らいもあり、最

高裁判所の長官室に行き表敬訪問をすること

が出来ました。
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　今は、連合会副会長として一期目の総仕上

げの時期に来ていますので大変忙しい日々を

送っておりますが、土地家屋調査士として制

度の最前線に立ち関係省庁や関係機関との打

合せや、各土地家屋調査士会などの対応にが

んばっております。

すべてにおきまして所属する岩手会の皆様の

ご協力とご支援のたまものと思っております

し、自分も法務大臣表彰を受ける年齢になっ

たのかという年月の早さに驚いている次第で

す。

　これからも健康でいるうちは土地家屋調査

士として生計を立てさせていただいておりま

すし、その資格の発展と充実に全力で進みた

いと思いますので会員の皆様のご理解とご協

力をお願い申し上げます。

終わりになりますが、今回の法務大臣表彰を

いただけましたことは菊池会長ひきいる岩手

会の役員、会員、事務局（退職者も含む）の

皆様のおかげと思って素直に喜んでおります。

今後ともご指導ご鞭撻をお願いして誌上で申

し訳ありませんがお礼のあいさつとさせてい

ただきます。
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● 支部より

「中学生職場体験について」

盛岡副支部長　田　頭　正　之

　盛岡市立見前中学校２年生の職場体験を引き受けて３年が経ちました。引き受けるきっかけは

６年前です。長男が中学２年生の時に職場体験があることを知り興味を持ちました。長男は子供

の相手が苦手なのに保育園に、友人は鳥肉が大嫌いなのにスーパーの精肉コーナーなど様々な体

験談を聞きました。ならば中学生に馴染みのない土地家屋調査士の業種もありかと思い、３年前

に娘が２年生のとき娘の許可を貰い担任の先生へ引き受けたい旨を申出ました。最近では引き受

けるところが少ないとのことで中学校からは快く了承をいただき、母校への恩返しの気持ちと土

地家屋調査士制度広報を兼ねて職場体験を行うことにしました。

　自己紹介、事前に寄せられた質疑応答からスタート。

質問の内容は土地・家屋の調査とはどのような調査を？

今までで苦労したこと？一番遠い現場は？建物の耐震強

度の測定方法は？など。親に聞いても土地家屋調査士の

資格は知らないという生徒達ばかりでしたが道端で器械

操作をしているところは見たことがあり器械については

興味を示していました。

 

　午後からは外に出て実際に器械に触れ実習。事務所の

中とは違い生徒達の目つきの変化を実感。午前中に事務

所内にある器材の値段を教えていたのでＴＳを操作する

ときの生徒達は緊張気味。

 

　白シャツ柔道部のＦ君は好奇心旺盛で積極的で穴掘り

も楽しそうに１ｍ下まで掘りました。人当たりも良く頭

の回転も早くて即戦力です！
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　さすが男子生徒。器械操作ののみこみが早い！ＴＳも

然ることながらトランシーバーも楽しそうにしていまし

た。この生徒は小柄でありながら陸上部・棒高跳びの

選手です！

 

　２日目は逆トラ。校庭に「見中」の文字を復元。体育

の授業と重なり焦ったせいか１点ずれて歪な文字に。

 

　　

職場体験の感想

Ｓ　　君 初めは土地家屋調査士という名前も知らなかったけど、仕事の内容を知り、人の役

にたつことが分かり勉強になった。

Ｈ　　君 どうゆう仕事か分からず不安だったけど初めて見る器械を使ってみて便利だったし、

楽しかった。

Ｋ　　君 ＴＳの操作が楽しかったし便利で驚いた。

Ｆ　　君 仕事は簡単そうに思っていたけど実際やってみると細かい仕事で大変だった。働け

ば働いただけお金が手に入るのが気に入った。器械の値段が高いのに驚いた。

　これまで12名の生徒が私の事務所を訪れましたが、親が土地家屋調査士を理解していたのは１

年目の１人だけでした。そんな生徒達に土地家屋調査士を理解させるのは容易なことではありま

せんが世の中には親も知らない業種があることを理解してもらえたのではないかと思います。柔

道部のＦ君は帰り際に土地家屋調査士になりたいと言ってくれましたので期待しましょう。

　最後に手伝ってくれた中村允さん、永野智之さんありがとうございました。

（柔道部）
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一の宮を巡る

花巻支部長　佐　藤　　　淳

　やっと御朱印をいただいた参拝神社の数が

20を数えた。

　一の宮の御朱印帳を目にしたのは、平成15

年の新潟の弥彦神社参拝であった。平安時代

から鎌倉時代にかけて、一国の主要な神社に

等級をつけて、最上位にあるものを一の宮と

した。隠岐、対馬の離島から、立山頂上の雄

山神社（７月から９月までの期間限定）など

全国に104社に及ぶ。

　何にも知らない私は、スタンプラリーと軽

く考えていた。２、３年は本気に参拝して御

朱印を戴いたが、遠方の一の宮になるにつれ

て足も遠くなり、次第に死ぬまでに参拝すれ

ばよいと思っていた。しかし、東日本大震災

のあの夜、近くの八幡様に多くのことを祈願

した。そして決めた「一の宮巡礼をしようと」。

　江戸時代、橘三喜は20年かけて巡拝したと

いう。日本で一番簡単に始められて、最も達

成が難しい、そしてやりがいがある巡拝と思

う。

　参拝はご祭神、勧請を調べることから始ま

る。

　たとえば、源頼朝が守護神とした鶴岡八幡

宮のご祭神は応神天皇（15代）、石清水八幡

宮を勧請した。石清水八幡宮は出雲大社の千

家国麿権宮司が、修行した神社として有名に

なった。

私の参拝を簡単に説明する。ご朱印帳を片手

に出発。

　最初に見えてくるのが神社の入り口に立つ

鳥居、代表的なものに神明鳥居と明神鳥居が

ある。神明鳥居は伊勢神宮などの鳥居の上部

の横柱が一直線になっており、明神鳥居は横

柱が上向きに反っているもの。

　次に楼門が見えてくるが、お寺の山門と間

違わないでほしい。三大楼門で有名な鹿島神

宮、筥崎宮そして阿蘇神社は一度参拝を勧め

たい。

　鳥居、楼門の中心に扁額がある。扁額の文

字は事前に調べた方がよい。特に有名なもの

に、筥崎宮の「敵国降伏」、厳島神社の海側

の「厳島神社」社殿側の「伊都岐島神社」が

ある。

　神楽殿、舞殿を見ながら拝殿と本殿と進む。

社殿は建築様式に特徴があり、特に本殿は大

社造（出雲大社など）と神明造（伊勢神宮など）

の二つがある。ちなみに、大神神社（今上天
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皇（125代）が先ごろ参拝した日本最古の神社）

のように本殿がない神社もある。背後の三輪

山を神体山としてお祀りしているからだ。参

拝を終え御朱印をいただいて、参道の道すが

ら摂社、末社をながめて終える。

以前「伊勢神宮は一の宮ですか」と聞かれた

ことがある。

　伊勢神宮の正式名称は「神宮」で、あらゆ

る神々の中で最高位にある日本国民の総氏神

です。一の宮ではありません。

　ちなみに神宮は天照大御神をお祀りする皇

大神宮「内宮」と、豊受大御神をお祀りする

豊受大神宮「外宮」、摂社、末社あわせて125

社の総称です。

　来年５月で役職の任期がおわる。双六で上

がりだ。

　５月に思い切って12日間休むことを計画し

ている。西日本の残り35社を車中泊などしな

がら巡礼する予定である。

　旅の途中で想ってみたこと、考えてみたこ

と、背景を読みながら神社の歴史に親しみた

いと思う。



　私の趣味はバイクです。今まで乗ってきたバイクの話をしたいと思います。

　16歳で高校の通学用に親に無理を言って、黄緑色がきれいなスズキのTS50「ハスラー」と言

うバイクを買ってもらいました。今は同じ名前の軽自動車がすごい人気ですが元々はスズキの

２サイクルのオフロードバイクに付けられていた名前で50ccから250ccまであったとおもいます。

このバイクを選んだ理由は友達の家に兄貴のお下がりがあったので、ちょっと運転させてもらっ

たことがあり、「カッコ良いな、面白いな」と思い、あっという間に魅了されてしまったからです。

　ハスラーを買って初めの頃は、朝早く起きて乗りに行きました。今まで自転車しか乗ったこと

が無くアクセルを捻るだけでスピードが思うよ

うに出る。35km/hで走ると「早い！」と思いま

した。

　Ｕターンするときに、アクセル操作を間違って

危うく川に落ちそうになって、「これはとんでも

ない物を買ってしまったかも知れない」と思った

こともあります。それにマニュアルギアのニュー

トラルを出すのが出来なくて、大変だった事を覚

えています。

　このバイクではよく転びました、林道で砂利にハンドルを取られて転んだり、舗装道路で砂に

乗って転んだり、良くバイクを壊して修理していたことを思い出します。通学、遊びに２年程乗

ったらだんだん走らなくなってしまいました、マフラーにカーボンが溜まったのが原因かと思い、

焚き火の中に放り込んで焼いて見たのですが、思う様には戻らず最後は家の前に置いていたら近

くのおじさんが持っていきました。走行距離12,000km位で駄目になってしまいました。２サイ

クルエンジンは耐久性が無いとは聞いていたのですが、「こんなものだとは！」しかし乗り方に

問題があったのかもしれません。何しろ、乗れば「ほとんど全開」ですから、一緒に通学してい

た４人のうち３人がホンダCB50というバイクに乗っていて、このバイクが４サイクルでスピー

ドが出たので、付いていくのに必死で全開にしていました。

　２台目は18歳の時に中型免許を取って初めて買ったヤマハのXT250という銀色のバイクで

す。ヤマハで初めての250cc ４サイクルトレールで21馬力のバイクでした。この頃はホンダの

XL250Sと言うフロントタイヤが23インチのバイクが人気あって林道ツーリングと言う言葉が使
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「私の趣味」

水沢支部長　吉　田　春　男



われるようになった頃です。ちょっとしたコース

も走りました。このバイクの弱点はフレームとリ

ヤサスペンションでした。コースで10ｍくらいジ

ャンプすると「ガッチャーン」という音がして

派手に底付きするのです。壊れたかと思うほど

です。それに高速道路を走るといくら頑張って

も115km/hしか出ないし、フレームとスイング

アームの剛性が弱いのでリアタイヤがグニャグ

ニャと動いてまっすぐ走らない、めちゃくちゃ疲れるバイクでした。当時、大東町の友達が初期

型RZ250R（赤フレームのふぐカウル）に乗っていまして、平場を走っているときは良いのです

が、上り坂に行くと全然追いつけない！あまりの非力さに嫌気がさして、２～３年位乗って私も

２型のRZ250R（白青の黒フレーム）に乗り換えました。このバイクは、流石にRZと言うだけあ

って速いバイクで、フル加速すると１速、２速、３速くらいまでフロントタイヤが浮き上がるく

らいの加速をするバイクでした。但し、回せば速いのですが5,500回転以下ではアルトに置いて

行かれるほど走らない、そんなバイクでした。でもRZ-Rは初めて北海道ツーリングに行った思

い出のバイクでもあります、当時勤めていた会社を辞めたその日に荷造りをしてバイクにまたが

り、大船渡から45号線を八戸まで北上し、苫小牧まで東日本フェリーに乗って道東を網走、根室

まで走りました。網走に着いたときは「ずいぶん遠くまで来たものだ」と感慨深かったのを覚え

ています。この時は、１週間の滞在でしたが毎日雨に祟られ、閉口しました。しかし、魅力には

まってしまい、それから３度、４度と渡ることになりました。

　RZ-Rを友達に譲って、買ったのが89年型の

SEEDカラー NSR250です。このバイクは何とい

ってもレーサーの公道仕様だったので前傾が滅

茶苦茶きつくて、慣れない内は４号線を走ると捨

てて帰ってきたい気持ちになるほど腰と首が痛

くなるバイクでした。パワーはRZ-Rと比べると

下からパワーがあってすごく使いやすく、同じ45

馬力なのですが、「10馬力は違うだろ」と言うほ

ど早くて、コーナーもスロットルを開ければ開けるほど曲がると言うバイクでした。このバイク

はツーリングに行くようなバイクではなくその辺の峠を走りに行くバイクでした。それにフルカ

ウリングで転んだら修理代が高く、思いっきり走れませんでした。

　こんなに速いバイクに乗っていたら「免許が幾つあっても足りない！」と思い、盛岡のクボト

ラに下取りに出して今度は逆輸入の91年型XR250Rを買いました。これも大東町の友達が買って

いたのでその影響です。このバイクは、まずイグニッションキーがない、スピードメーターも最

初付いていなくて、後からつけて貰いました、排気音はすごくうるさい、それにシートが915㎜
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もあって足がなかなか付かないというバイクでしたが、走り始めるとサスペンションは柔らかく

て乗り心地がいいし、低速トルクがあって、ギヤ比も低いので250ccとは思えないほど走る！林

道走行のためのバイクでした。このXRは随分長い間乗っていました。

　次はXRとダブルのですがヤマハのTT250Rと

言うバイクで、これにアチェルビスのビックタン

クとヘッドライトを大きいものに取り換えて乗っ

ていました、このバイクはDOHCエンジンでXR

と比べて上は回るのですが、低速トルクが無くあ

まり好みのエンジンではありませんでした。それ

に足回りが固くてXR以上に脚付きが良くなくて

街中は大変でした。でも林道を走ると下り坂が得

意で不思議な感じがするバイクでした。

　その次は、大型免許を取ったので98年型のア

フリカツイン（黄緑色ヨーロッパ仕様）を買って、

この４月まで乗っていました、これは普通の大型

バイクと比べるとずっと背が高いバイクです。オ

フロードバイクだけあって割と軽いのですが、何

しろ重心が高い！倒したりしたらなかなか起こ

せない！若い時は気力、体力があるのでそれでも

良いのですが、歳を重ねてくると段々億劫になり

とうとう手放してしまいました。アフリカツインはこれまで乗ったバイクでは距離も期間も最も

長く付き合いました。北海道に２回、下北半島に５～６回、その他色々な所に行きました。新車

から16年もの間良く走ってくれました。低速からトルクがあって何処までも走って行ってくれる

頼りになるバイクでした。

　今は、２年ほど前に買ったヤマハセロー 225（2004年式白、緑）に乗っています。滅茶苦茶軽く、

取っつきやすいバイクですが、何しろ225ccですからパワーがない！！！低速トルクがあって良

いのですが悲しくなるほど上が回らない！とは言えそこは分かっていて買ったので仕方ない所で、

「軽いからいいか！」と思って乗っています。

　歳のせいか段々バイクに乗ることが少なくなって来ていますが、これからも、ずっと乗り続け

たいと思っています。

　バイク乗りの皆さん、頑張って乗りましょう！
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「日々雑感」

一関支部長　小　山　　　正

　11月14日、15日に一関支部研修旅行が行わ

れた。研修先は2014日調連公開シンポジウム

（14日午後）とＧ空間ＥＸＰＯ2014シンポジウ

ム（15日）である。Ｇ空間ＥＸＰＯは昨年に続

いての参加である。

　メインは日調連の『境界紛争ゼロ宣言』公

開シンポであり、日々の仕事で感じる、相隣

関係の難しさや気まずさについて、何らかの

知恵や工夫を会得できることを期待しての参

加であった。

　日調連のシンポジウム会場は盛況だった。

岩手会からは40数名の参加とかで、水沢支部、

盛岡支部、沿岸支部の見覚えのある顔が多数

あった。

　林日調連会長の挨拶の後、『日本社会が抱

える土地制度の課題』と題して東京財団研究

員兼制作プロデューサー吉原祥子氏の講演が

行われた。恥ずかしながら東京財団という組

織は初めて聞く名前であった。その組織名か

ら、何か財政的な難しい話をするのかなあと、

なんとなく想像していた。

　が、氏の話は、何度も相槌を打つような話

であった。我々が日々の業務で経験した事だ

ったり、更には、自分も、これから増々問題

になるであろうと感じているような話であっ

た。

　現行の土地制度の課題を鋭く指摘したもの

で、土地の管理放棄、権利調整（登記）放置

の拡大を憂慮し、土地情報基盤の未整備（日

本には存在していないらしい）が、社会的損

失（管理コスト増、資産価値減等）となって

おり、早急な①国土基盤情報の整備②所有者

不明関連法の整備③新たな土地保全システム

の構築（政策研究　国土の不明化・死蔵化の

危機～失われる国土Ⅲ～から引用）を提案し

たものであった。ここでは東日本大震災の例

を挙げ、相続登記未了の土地があるために、

担当職員の事務量が膨大に増加しているとの

指摘もあった。（詳細は東京財団ホームペー

ジをご覧いただきたいと思う。）

　この後、境界紛争ゼロ宣言のための寸劇や

パネリストによる意見発表があった。とても

単純で分かりやすくコミカルでもあり、一般

の聴衆も理解できたのではないかと思われる。

残念な事は、弁護士の報告であったが、時に

は土地家屋調査士が作成した図面が紛争の起

因となる例もあるとの事で、作成図書には間

違いが無いのが当たり前であり、我々が作成

した図書によって、依頼者だけではなく隣接

地権者も含めた複数の方の生活に重たく暗い

影を落とす事を常に考えて業務をすべきであ

ると強く感じた話であった。

　翌日は、お台場のＧ空間ＥＸＰＯ2014シン

ポジウムを訪問した。調査士会の会場は既に

ほぼ満員の状況であった。その後立ち見も出

る盛況で、多分、昨日の延長で来場した土地
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家屋調査士が多かったのではないかと思う。

　最初の発表は『事後責任社会における土地

家屋調査士の情報公開』という題目で、日調連

の児玉理事の発表であった。不動産に関係す

る我々の目線ではなく、不動産を所有又は利

用する側からの利便性や問題点を捉え、調査

士業務をどのように役立て又は発展させてい

くべきかを発表したものであった。地籍があ

るのなら、空籍もあってしかり。我々が日々

業務で携わる不動産（特に土地）の情報は２

次元的なものである。しかしその不動産には

定着物とか埋設物がある場合もあり、土地の

上空や地下の権利を含めた３次元情報も不動

産を利用する上で大切な情報である。更には

時間的な情報も加え４次元情報としての地籍

ならぬ空籍とすべきであるとの話であった。

確かに私も日々の業務で何度か経験した例も

ある。

　不動産業者の話であるが、水道管が売却地

の地下に埋設してあり、買主からクレームが

来たという話であった。親から相続した土地

で、境界標の有無は勿論、その土地が持つ情

報を何も知らない所有者が増えていることも

原因の一つであると考えられる。昨日の講演

からも頷けるが、土地の経済的な価値（坪単

価等）が経費（測量費用や相続費用等）と比

較し、経費をはるかに下回った時、その土地

の管理放棄や権利調整放置が起こりやすい。

それは、隣接する土地の価値までも低下（見

栄えや経費増の面で）させているのではない

か。その地域はジワジワと細菌に侵されてい

くような感覚で広がっていき、更に価値を低

下させる悪循環となる。そこで、土地制度の

抜本的な改正や新設をすべきとの提案であっ

た。

　今回の研修旅行も大変有意義であった。日

頃の業務で感じているような問題点が全国で

も起こっているとの認識ができたことである。

特に、隣接地権者の物理的な管理放棄や権利

の調整放置、不在地主や相続登記未了による

所有者や関係者の不明のために立会不能が多

くなった事。相続人や関係人の探索につい

て、依頼人の負担が大きくなっている事。他

人の不作為による経費増をどのように処理す

べきなのか。立会の経費増はこれだけではな

く、遠隔地からの移動による交通費や日当の

請求があった場合に、対応をどうすべきなの

か。挙げれば、多くの微妙な問題が見え隠れ

している。調査士制度の充実発展は大切な事

であると確信してはいるが、なぜかしら、国

民の思惑や感覚と少しずれ始めているような

気がしたのは自分だけだったのだろうか？

　今年の第１回会員研修会は、前岩手県知事

の増田寛也氏の講演で人口減少による自治体

の消滅予想の話であった。人口減少による様々

な問題は、これまで我々が普通に行ってきた

事や仕組みが通用しない時代になろうとして

いるのだろう。８月と11月の研修には何も関

連性が無い筈なのだったが、根底には人口減

少という大きな問題が流れている事を強く感

じた。

　暗い話ばかりになったが、先頃、東京土地

家屋調査士会が土地を題材にした川柳を公募

したと新聞に掲載してあった。全国から2800

もの投稿があったとか。

その中から三句

　売り時を　逃した土地と　わが娘

　登記簿は　パパでも　家の主はママ

　登記簿に　ひい爺さんが　生きていた

　……………………苦笑いできただろうか？
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「風の電話」

沿岸支部長　金　　　哲　朗

　平成23年３月11日のあの日から早や３年８

か月が過ぎ去ろうとしている。自然界の月日

の流れは人間界の営みとは関係なく、無慈悲

に懐古に浸させる暇もなく、淡々と流れゆく

のみである。

　まさに「ゆく川の流れは絶えずして、しか

も、もとの水にあらず。よどみに浮かぶうた

かたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどま

りたるためしなし。・・・」の方丈記の一節

の如く、月日の流れに無常感を覚える昨今で

ある。

　今被災地では破壊された街並みの狭い道を

大型ダンプが連日のように土ぼこりを上げて

行きかい、失われた街を再建するための、か

さ上げ工事が急ピッチで進んでいる。

　そしてその一方において、かつての賑やか

な街並みや、そこで暮らした人々の営みが埋

め立て工事と共に、地中深く葬り去られよう

としている。津波という魔物により、一瞬に

して消されたあの日常は今や映画の残像のご

とく、脳裏にその姿を留めるのみとなってし

まった。

　あの日私は気の合う数人の仲間と共に、大

船渡駅前で昼食をとりながら８月に予定した

親睦旅行の話に花が咲いていた。

　３月としては春めいた陽気の中、車窓に映

る街並みの景色を眺めながら、ゆっくりと車

を走らせ、仲間と別れた。今思うとこの街の

最後を見届けたかったのかも知れない。その

とき不思議と街がキラキラ輝いていたことが

今でもはっきりと脳裏に焼き付いている。そ

してこれが私が見た大船渡の街の最後の姿で

あった。

　それから２時間半後この美しい街並みは地

上から消え去り瓦礫野原と化すとは誰が想像

したであろうか。

　私は先ごろ京都を訪れる機会があった。熱

心な仏教徒であった父親の遺骨が納められて

いる東本願寺への参拝が主たる目的であった

が、その他に古都の紅葉、祇園の夜景等々、

所謂俗世間から乖離した別世界へと自分を誘

う（いざなう）ことで消耗した心身の新陳代

謝を行い、加えて１年の安寧を祈願すること

が特に還暦後の習慣となっている。

　今回の京都参拝には今一つ目的があった。

それは陸前高田市のかつての名勝である高田

松原海岸の被災松を利用して作られた「大日

如来坐像」との面会であった。

　京都清水寺仁王門へと連なる長い上り参道

の一角、両側がお土産屋に挟まれた狭い場所

にその「大日如来坐像」が静かに安置されて

いた。

　この「大日如来坐像」は京都伝統工芸大学

の学生による作であるが、その間に鎮魂と復

興を祈願する全国の１万人以上の人々がノミ

を入れ、完成に至った仏様である。
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　平成24年２月の開眼法要の後、清水寺本堂

に安置されたが、今は参道沿いの現在の場所

に鎮座されている。

　高さ１間半程の黒漆と金箔に包まれた穏や

かで、包容力を感じさせるそのお姿は慈悲深

く、その名前の由来の如く、あまねく一切を

照らし出し、正に被災地の人々の魂を温かく

包んでいるかのようであった。

　しかしながら一歩外へ出ると、足の踏み場

も無いほどの大勢の参拝客が行きかう参道沿

いにありながら、振り向き立ち寄る人は、ほ

とんど見当たらない。恐らくあの震災は、遠

く離れた異国での出来事のように捉えられ、

時間の経過と共に、今は記憶から遠ざかった

のかも知れない。こみ上げる一抹の寂しさと

同時にある種の不安を抱きながら、仏様に合

掌し、お堂を後にした。

　３年８か月過ぎた現在、正に「うたかた（泡）」

の如く、あの出来事はすでに過去の出来事と

化してしまったのであろうか。

　今被災地では、ようやく街を造るための基

礎となるべく、かさ上げ工事が進捗している

状況である。言うなれば被災地の人間にとっ

て、震災はつい昨日の出来事であり、復興事

業は今まさにスター卜したばかりである。

　一部の人々を除き、ほとんどの被災者は未

だに不便な仮設住宅住まいを余儀なくされ、加

えて「仕事がない、生活ができない、希望が持

てない」、この悪循環に苛まれながら、若者は

止む無く家族のために仕事を求めて、生まれ育

った故郷を捨て、内陸へと移住する。残された

年寄りは、終（つい）の住み家を失い、不安を

抱きながらの生活である。

　被災地の人々にとっては、失った家族を想

い、天を恨み、自身を責める、そのような葛

藤の中で日々生きているのが、現実である。

そのことに想いを馳せてほしいというのが今

の私の偽らざる心境でもある。

　私は津波直後から大船渡、陸前高田市内を

カメラ片手に、失われた日常を少しでも記録

に留めようと、泥棒と間違われ職務質問を受

けながらも、シャッターを切って回った。そ

の中の１枚、陸前高田の旧市内の瓦礫が散乱

する中、歩道縁石上に置かれたままの砂にま

みれた１個の携帯電話が目に留まった。ぬい

ぐるみのストラップが付いているところから、

たぶん若い女性が使用していたものと考えら

れる。

　シャッターを切った後、そっと手に取り耳

に当ててみた。そしてその後、しばしその場

に佇んだ。何かを訴えかけようとする電話の

持ち主の、悲痛な叫びが壊れた受話機から伝

わってくるように感じたからである。

　私はこの１枚を今でも大切に保管している。

勿論持ち主は不明であるが、この無言の１個

の携帯電話は様々な想いを我々に語りかけて

いる。

　不幸にしてあの津波の犠牲となった人々、

残された被災者にとってはあの震災が、そし

て自分たちのことが過去のこととして次第に

忘れ去られようとしていることが最も切なく、

悲しいことである。
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　この１個の携帯電話が我々に伝えたかった

ことは何だったのか、ついには届くことが叶

わなかった、この声なき声を静かに受け止め、

真摯に耳を傾けることこそが、今の我々に求

められているような気がしてならない。

　あの京都清水寺参道で目にした光景は一種

の疎外感すら覚えた。しかしながら、道行く

人にとっては紅葉に染まる清水の舞台、参道

に並ぶお土産品を前には、被災松から生まれ

変わった大日如来様に興味が向かないのはい

たし方ないことではあろう。

　私は昨年、滋賀公嘱協会、長崎公嘱協会そ

して今年は三重公嘱協会に赴き、震災体験と

被災地の現状を講演させて貰う機会を頂いた。

なるべく多くの人たちに津波の怖さや被災地

の現状を知ってもらうという意味では大変貴

重な機会を与えて頂いたものと感謝している。

　その際必ず写真をスクリーン上で紹介する

と同時に、大型版の写真を会場外にも展示し

て頂くようお願いしている。写真の利点は同

じ光景を享有することで、意識の共通化が図

れ、同じ想いを享有できる点にある。

　大槌町の吉里吉里に「風の電話」があると

聞いた。私も未だ訪れたことはないが、海を

見下ろす高台の狭い電話ボックスの中に、線

の繋がっていない黒電話が１個置いてあるそ

うである。

　津波で大切な家族を失い、友人を失い、恋

人を失い、心に深い傷を受けた人々が永遠に

出ることのない相手に向かって、そっと受話

機を握り、静かに風の音を聴く。

　多分その人には、他人には計り知ることの

できない、見えない心の絆を通して相手の声

が伝わっているはずである。
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「軽米町の概況と現状」

二戸久慈支部長　大　村　義　明

　岩手県土地家屋調査士会員の皆様におかれ

ましては、健やかに新年をお迎えのことと存

じます。二戸久慈支部長として４年目の年も

無事に終えることができ、二戸久慈会員の皆

様をはじめ、調査士会の関係者の皆様のご協

力に感謝しております。新しい年を迎え本年

も業務、支部活動に取り組んでいきたいと思

います。

　さて、月日が経つのは早いもので、今年も

「黎明」の原稿について悩まされる時期とな

りました。何を書こうかと考えましたが、私

の住む軽米町の現状についてお話しさせてい

ただきたいと思います。軽米町は岩手県北部、

青森県境に位置し八戸市と隣接しております。

主な産業は農業で野菜・葉タバコ・りんご・

ホップ等が盛んであり、養豚・養鶏・肉牛な

どの畜産業に従事されている町民も多くおり

ます。また、人口は１万に満たない程度であ

り、町の産業が第１次産業に偏っていること

からも町出身の若者が帰って来られるような

職場は少なく、町の活性化を図るにも厳しい

状況であります。このような状況は軽米町に

限ったことではないのでしょうが、これから

ますます人口減少・高齢化は進んでいくもの

と考えられます。我々、土地家屋調査士に関

係するところでは建物の新築着工戸数の減少

により業務も減っております。

　悪いことばかり羅列しておりますが、高齢

化が進んでいるという例では先日、このよう

な事例がありました。建物の取毀しを行った

業者より「家を壊したので登記の残っている

建物の滅失を頼みたい」との依頼を受けまし

た。業者の言うには「お客さんは年寄であり、

１回目の電話は出ないことに決めているから

必ず留守電を残してから改めて電話連絡をい

れて欲しい」とのことでした。昨今はやりの

電話による詐欺を警戒してとのことです。言

われた通りに連絡を取り、現地調査の約束を

取り付けて後日、現場に行くと、伺っていた

通りのご高齢の夫婦であり、正直、話が半分

程度しか理解できず、現場にいらした娘さん

を介して意思疎通が取れたという状況でした。

娘さんのおかげもあり、登記の意思確認をし

申請等業務を終え、また夫婦のご自宅を訪れ

ると感謝してくれ、報酬の他にお礼の言葉、

ビールの土産まで下さいました。多少の苦労

はありましたがそれが実を結んだように感じ

られました。高齢化の波は進み、このような

事例も増えてくると思われますが、我々の業

務は土地や建物など地域に関わりの深い業種

であることを自覚し、誠意ある仕事をしてい

くべきと改めて自戒させられました。政治状

況、経済状況とも先行きはまだまだ不透明な

状況でありますが、官民の業務を問わず、着

実に誠実にこなすことが停滞しがちな地域経

済においても次の新しい業務に繋げていく術

なのだと思われます。
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第９回土地家屋調査士特別研修を
受講して

花巻支部　小田島　朋　道

　先日、法務局休日相談所の相談員として法

務局で相談を受けていた時のこと、ある相談

者が私に差し出したのが申立書でした。

　詳しく書くことは出来ませんが、隣接の方

と境界について昔から相違があり、調停を申

立られた事に始まり色々と…

　申立書を見せられた瞬間、頭がパニックに

なってしまいましたが、相談者の話を聞きな

がら特別研修の事を思い出し理解に努めまし

た。

　私は今まで「民間紛争解決手続代理関係業

務」は一般の業務には関係ない、争いがあれ

ば結局は裁判しかないという思いもあり、特

別研修の受講は考えていませんでしたが、本

会の役員の方からの進めもあり、そのとき正

直乗り気ではありませんでしたが、受講する

ことにしました。

　受講してみると、やはり想像していた通り

難しい…と言うこともありますが、それ以上

に普段の業務とは違った視点での考え方や弁

護士の方からの指摘など、すごく戸惑いを感

じながら受講していました。

　しかし、講義が進んでいくうちに改めて土

地家屋調査士としての業務や制度に対する考

え方や、筆界を扱う土地家屋調査士にとって

境界紛争との関係又は、その知識など色々考

えさせられ、勉強になった良い機会だったと

思います。

　初めはあまり乗り気ではない特別研修では

ありましたが、今後は、幅広い視野を持つた

めに、自分の中で必要な知識じゃないと決め

つけず、さまざまな研修会に参加して行きた

いと思います。

● 研修会の感想
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まさしく光陰矢のごとしの１年半を
振返り

二戸久慈支部　田　中　厳　保

　私が平成25年の６月に開業して、早いもの

で１年半が過ぎました。

　この間、二戸久慈支部の先生方をはじめ、

諸先生方や関係各位の御支援や御指導を頂い

て、何とかやっていけている状況であります。

この紙面をお借りしましてお礼を申し上げま

す。

　開業して１年以上が経過しいろいろな研修

会等に参加して、日々の業務に取り入れてい

ることが出来ているのかについて考えてみま

したら、日々の業務をこなすのが精一杯で、

正直には研修会の内容が業務に生かされてい

るのか、自分では分からない状況です。

　ただ、研修会の中でもっと勉強して理解し

なければならないと改めて強く思ったのは、

コミュニケーションについてです。

　その様に感じた１つ目が、平成25年の夏ご

ろ境界問題相談センターのロールプレイ型の

講習会に参加した時です。第一に、相手方の

話を聞くという事、その聞いた内容を単なる

オウム返しのように質問を返すのではなく、

自分はこの様に理解しましたよというのを自

分の言葉で相手側に確認をする。それにより

相手側は考えている事・思っている事を理解

してくれていると感じることにより、こちら

の考えにも耳を傾けてくれるようになる。

　２つ目が、猛吹雪で県北で記録的な積雪の

ときに、二戸久慈支部で懲戒事例を題材とし

た研修会を行いましたが、これも突詰めれば

隣接地権者とのコミュニケーションがもう少

しうまく取れていれば、もう少し問題が大き

くならなかった若しくは回避可能ではなかっ

たのかと思いました。

　以上のことから、業務処理最初は当然に隣

接地権者と顔を合わせ、話をし、処理期間内

の測量作業中にでも顔を見れば話をするよう

に心がけております。もちろん業務の期間等

いろいろな点により、そのようなことが理想

であることも理解しているつもりではありま

す。

　それでも筆界確認業務については、隣接地

権者の理解と協力の上で業務完遂が可能であ

ると考えていますので、コミュニケーション

能力を向上させていきたいと思っております。
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特別研修受講について

一関支部　栃　沢　光　芳

　私は今回、開業前にお世話になった先輩土

地家屋調査士からの助言により第９回の特別

研修を受講しました。

　研修で民法、民事訴訟法などの法律や倫理

などにふれ、土地家屋調査士として必要な知

識の一旦を知ることができ、今後さらに勉強

を続けたい、続けなければと思いました。

　研修は、１月に盛岡で３日間、机に座って

のＤＶＤでの基礎研修、２月には私の地元に

他の受講生に来てもらってのグループ研修・

討論、３月には仙台での弁護士先生から質問

を受ける形での集合研修、最後に４月５日仙

台で考査を受けて終了しました。

　内容は、紛争を解決するために必要な作業

である申立書や答弁書の作成を通じて、紛争

の問題点を把握し争点を整理すること、法的

根拠を明らかにすることなど、時間をかけて

繰返し勉強しました。

　講義の中で出た、「紛争の最終的な解決手

段は裁判であり、裁判になった時の勝ち負け

等の見通しを立てたうえで、和解での話し合

いの進め方や和解条件等を考えるべきだ。」と

いう話は強く心に残り、これを自分が紛争に

関わったときに限らず、通常の業務にも生か

せればと思いました。

　また、倫理問題については答えがあいまい

で断定することが大変難しく、弁護士先生の

解説を聞いてもなお自分の答えを見つけられ

ずにいました。考査の回答もぜんぜん自信が

なく、正答をぜひ教えてほしいと今でも思っ

ています。

　最後に、今後も各種研修会に参加し、自己

研鑽に励みたいと思います。
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土地家屋調査士会会長杯ゴルフ大会

理　事　小　原　祐希浩
（花巻支部）

　10月18日〔土曜日〕北上市において、開催

された会長杯ゴルフ大会。朝から曇りのち雨

の天候のなか、県内各地から参加の皆様方お

疲れ様でした。

　菊池会長は、ゴルフをせずにハーフは、参

加者と一緒にキャディー兼ラウンド散策、雨

の中お疲れ様でした。

　私自身も今年は、ゴルフクラブを握ったの

が初めてでここ数年は、年に数回程度のラウ

ンドです。

　ゴルフを始めたのが平成６年頃で当時は、

月２回から３回の頻度でゴルフ場へ、下手で

したが、ラウンドして100を切るのが、１つの

目標でした。理想は、90くらいですが、なか

なか思ったようにいかないのが、ゴルフです。

　人生と同じかな精進し努力しないと上手く

ならないし、練習しないで上手くなろうとす

る考えが甘すぎるかな。しかし、バーディー

を取ったときは、気持ちが最高気分です。自

分に酔いしれてしまう。

　さて、当日の参加者は23名であり競技ルー

ルは、ダブルぺリアの打ち切り上限なし、し

かも野里さんも参加していない。

　私の予想、18ホール72がパープレーなので、

100くらいでも優勝可能ではないかと気合十分

でいざ参戦した。

　しかし、曇り空から一転し雨、北上カント

リークラブは、高地であり風が強い所。雨だ

とボールも飛ばない。

　アウトコース、インコースに分かれてのス

タートです。



　最近ゴルフしなくなったのも、ラウンドす

ると、スッキリせず、モヤットする。

　性格かもしれないが、調子に乗ると良いが、

駄目だとひねくれる。

　練習しないで上手くなれるはずがないので

すが。

　ちなみに、全国調査士会のゴルフ大会で優

勝した野里さんのように、常日頃の精進して

いる人を見習うべきと思っています。

　こうして、後半のラウンドも終了し、最後

まで調子があがらずに無残な結果で、ホール

アウトし、参加者皆さんの結果が、気になる

瞬間。

　地元花巻支部での参加者は私以外、新田謙

一郎さん、上田穣さん、阿部裕明さんです。

なんと新田さんが優勝し地元開催での栄誉で

すね。

　ゴルフも調査士業も鍛錬と精進が必要であ

ることを改めて感じました。

　どんな世界でも同じかな。

　新田さんは、ゴルフ大好きで日頃から練習

場通いもしていて、ゴルフ大会幹事もこなし、

ご苦労様でした。そして優勝おめでとうござ

います。
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　私と一緒の組は盛岡の豊岡勝さん、葛巻弘

志さん、阿部彦司さんの４名。

インスタートです。ホームグランドですが、

今日まで、練習も無しのブッツケ本番。ドラ

イバーが右にスライスしなければと楽観気味、

気分は、上々ですが。スタートは全員ドライ

バー、右或いは左へ、ＯＢなし。

　しかし、雨が強くなり、雨合羽。

　私自身、ホールが進んでも、調子が上がら

ず、雨が降ったり止んだりの天候は、変わら

ずに前半のハーフ終了。昼飯は、しょうが焼

き定食とビールで気合を入れ、後半のハーフ

での巻き返しを心に誓うが、雨は止まず。

　後半のスタートですが、ふと思い出すのが、

このゴルフ場造成工事でのグリーン中心線測

量を思い出す。測量のようにドライバーも直

線にボールが飛んでくれれば、いいのですが、

なぜかスライスボールになる。

　いやな予感です、モヤッとしてきました。
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第１回会長杯親睦船釣り大会

大会実行委員　平　　　育　三
（二戸久慈支部）

　今回の大会の場所は、県央県南沿岸での被

災者への感情を考慮すれば、県北沿岸方面と

いうことで、青森県は三沢市の三沢漁港に決

めさせて頂きました。

　当然ながら、県北沿岸も三沢漁港一帯もか

なりの被災を受けております。見た目には一

歩一歩復旧している様に見えますが……。

　釣り大会の当日は、天候にもめぐまれ、風

も無く薄暗い中を午前６時過ぎに、三沢沖ア

イナメ、カレイ五目の船釣りに、Ｋ丸で２艘

（１艘はイカ釣りを装備した、少し窮屈めに５

人乗船、もう１艘には６人乗船の11人参加）

で出船しました。30分位で漁場に到着です。

　すごく近いんです。そこは水深40ｍライン

で岩礁の根の上で、魚の居そうな所。

　船頭の合図で各々それぞれ大物をと思いそ

して狙い、一斉に仕掛け（あらかじめ、オモ

リ40号、片天秤の２本針か３本針に統一して

おきました）を落とし、皆さん一生懸命に誘

ったり、コヅイたり、間をとったりするけど、

潮回りが悪い。潮の流れが速く、腕が悪いの

か　ポツ……ポツ……と上がる程度で釣果は
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食い渋りでした（泣）。

　船頭が言うには、「魚探に反応が出ている

んだが」と……。35ｍラインに移動。又何回

もポイントを移動したが同様のパターンでし

た。

　少しはワクワク、ドキドキ感を体感して頂

いたことと思いますが、釣果からもできれば

もう少し良い体感をして欲しかったと思って

おります。時間も短縮版でしたが（沖上がり

10時45分の実釣り４時間）、その中で見事優勝

に輝いたのは、盛岡支部の佐々木啓了会員の

1.80㎏（総重量）でした。改めましておめでと

うございました。

　前夜祭も11名の参加を頂きまして開催し、

最高に盛り上がりお互いに親睦を深め合った

と感じております。

　大変お忙しい中今大会の前夜祭及び当日の

釣り大会に参加して頂きました皆様、船頭の

皆様、関係者に感謝を申し上げると共に、有

難うございました。

　次回の釣り大会を、今から一人の釣りファ

ンとして心待ちにしております。

　最後になりますが、被災された方々の一日

も早い復旧、復興を心よりお祈り申しあげま

す。
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● 事務所訪問（畠山明夫事務所）

「畠山明夫事務所」（沿岸支部）
「前説」

　2011年の大震災から３年半が経過し、少しずつではありますが復興が見え初めています。

　被災された会員も同様に再建されつつあるようです。今回はその中から陸前高田市に以前とは

場所を変え事務所を再建された、開業20年目の畠山明夫会員から当時の状況や再建に至る色々な

お話を伺いたいと思います。

広報：まず現在の事務所の構成について教え

て下さい。

畠山：男性は外業に２人、書類整理に１人、

 嫁が会計専門で仕事をしています。

広報：以前の事務所について教えて下さい。

畠山：以前は市役所のそばにあって津波で建

物は全部流されてしまいました。しか

し自宅はたまたま高台にあったので被

害には遭わずに済みました。

広報：震災時はどのような状況でしたか。

畠山：当時は米崎の小高い現場で仕事をして

いて地震に遭いました。地震の揺れで

「仕事にならないから止めて帰ろうか。」

ということになり、一度事務所に寄っ

てそれから自宅に戻りました。

広報：あの大きな揺れによる津波が心配で急

いで戻られたんでしょうね。

畠山：いえ、危機感はそんなになかったよう

に思います。それほど大きな揺れとは

感じませんでした。実際家の中は物も

あまり倒れていなかったし食器とかも

それほど壊れてはいませんでした。補

助者の話では、地震直後に竹駒のコン

ビニにでも寄ってから帰ろうと思った

そうですが、混んでいたので寄らなか
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ったと聞いています。津波は30 ～ 40分

後には来ましたから寄っていたら流さ

れていたかもしれませんね。

広報：高台にあったから自宅に避難したので

は？

畠山：避難のためという認識はなく、たまた

ま自宅がここ（小高い場所）だったの

で助かったという感じです。チリ地震

の思いがあるから、平地の奥まで津波

がくると思っていた人は少なかったと

思います。

広報：その後の生活の様子について教えて下

さい。

畠山：一時横田の実家（世田米と高田の中間

あたり）に戻りました。水がこっちは

出なくて実家のほうは水が出てたので。

その後こっちに電気とか水道が復旧し

たので、プレハブを置いてそれから高

田で一応再開という形です。ただ「プ

レハブって暑いんですよ夏。」あれが嫌

でした。そしてその間にこっち（現事

務所）を建てました。仮設に居たので

「住宅兼で建ててしまおうか。」という

ことになり、去年の４月完成したんだ

ったかな。ほんとはそれより半年ぐら

い前に建つ予定が、やはり大工さんの

関係で半年ぐらい延びて、去年の４月

ぐらいからこっちでやっています。

広報：当時から工事業者を探すのは大変だっ

たでしょうね。

畠山：この建物のメインは兄の居宅で、（１階

を事務所として現在使用）親戚に工務

店があるのでそこしか考えなかったで

す。仕事柄工事業者の知り合いが多く、

誰かに頼めば他が「なぜうちに頼まな

いんだ！」ということにもなりかねな

いし、いい理由にはなりました。

広報：仕事の再開時はどんな状況でしたか。

畠山：当初は本でもゆっくり読んで時間をつ

ぶそうと考えていました。補助者は消

防団にいてそっちに回っていましたし。

ところが、「すぐに建物を建てたいか

ら測量してほしい！」というお客さん

からの依頼があまりに多くて、何とか

実家で１ヶ月後ぐらいには仕事を始め

ました。

広報：仕事の機材などはどうされましたか。

畠山：震災時、車にトータルステーションを

積んだままだったので、何処かからパ

ソコンさえ調達できれば仕事は何とか

こなせる状況でした。ただこの「調達」

が問題で、注文してもここまでは届け

て貰えない状態だったので、水沢の親

戚の家に届くようネットで注文し手に

入れました。

 

広報：そうでした！当時は被災地に行くこと

すら困難でしたが、買い物などはどう
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されました？

畠山：買い物は法務局に行くついでにしまし

た。当時は配給が多かったし会からも

いろいろガソリンまで持って来てもら

って、あれがすごく助かりました。有

難うございました。

広報：仕事は現在お忙しい事と思いますが何

か変化はありますか。

畠山：うちの事務所は震災前から件数だけは

一応あって、「高田の人口の割りには忙

しいようだね。」と他の人には言われて

いました。今は更に忙しくなりました。

震災前はさすがに日曜ぐらいは休んで

いたんですけど、震災後は中々休めな

くなりました。それでも１週間にいっ

ぺんぐらい買い物はいきますけれど。

広報：近所に買い物できるところはあります

か。

畠山：有るのですが、近所に行くと知ってい

る人ばかりで「挨拶ばっかりして時間

が経ってしまうので嫌なんです。」（笑）

なので、気仙沼に行ったりあまり知り

合いがいないところに行くようにして

います。

広報：ストレスは溜まるでしょうね。

畠山：まあ……毎日晩酌するのでそれでなん

とかしてるという感じですかね。結局、

震災前だと自分も現場に行ってそれな

りに、太ってはいたけれど運動はそれ

で解消されていたんだと思います。最

近は書類整理ばっかり増えて整理に追

われているような感じです。

広報：最後に今現在の目標や本会への要望み

たいなものは有りますか。

畠山：いえ要望は特にありません。依頼され

た仕事をこなせていければそれでじゅ

うぶんです。

「訪問を終えて」

　訪問したのはよく晴れた７月８日でした。

「広い駐車場が目印です。」と依頼人には場所

を案内するそうで、私にも直ぐにわかりまし

た。真新しい事務所は活気があり、訪問中も

電話がけっこう鳴り忙しい様子がよくわかり

ます。なかなか休みが取れず体調管理が大変

だと思いますが、うまく休息をとりながら地

域の復興のためにも今後益々の活躍を期待い

たします。お忙しいところ丁寧に対応いただ

き有難うございました。

取材　三瓶伸樹
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● 新入会員の紹介

間　澤　一　美　（盛岡支部）

事務所：盛岡市東松園三丁目４の３

略　歴：

■
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

　この度、岩手県土地家屋調査士会に入会さ

せて頂きました間澤一美と申します。宜しく

お願い申し上げます。

　今まで、建設業界に12年と不動産業界に８

年ほど働いてきました。主に宅地開発にかか

わってきた経緯から宅地造成に目が行きがち

でしたが、調査士会の第１回会員研修会にお

ける増田寛也氏の「人口減少時代をむかえて」

の講演を拝聴させていただき、宅地開発も大

事ですが、今後増えていくことであろう空き

家の対策が急務になっていくことが予想され

ました。

　特にも古い空き家は所有者も不明、地籍測

量図も登記されない放置されているものも散

見されます。このような土地・建物を流動化

させなければ景観上も防災上も悪くなってい

く一方です。

　そこで、総合的な政策の推進が急がれます。

行政でも「空き家バンク」制度を設けて対応

しておりますが、私も微力ながらお手伝いで

きないかと考えている次第です。

　最後に、調査士会と調査士業界の皆様方の

ご健勝をご祈念申し上げましてごあいさつと

させていただきます。
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高
た か

　橋
は し

　健
けんたろう

太朗　（水沢支部）

現住所：岩手県奥州市水沢区字赤土田9番地7

事務所：高橋事務所

略　歴：2002　岩手大学農学部卒業

2004　岩手大学院卒業

2004　株式会社サンデン入社

2007　株式会社デンソー入社

2013　同社退社

2013　土地家屋調査士試験合格

2014　４月　土地家屋調査士事務所開業

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

　現在奥州市水沢区にて事務所を開いている

高橋健太朗です。

　大学では制御工学を専攻し、自分の好きな

モノを研究対象にして不安定系車両の自律制

御、すなわち車両ロボットの開発を行ってい

ました。

　その影響で会社では自動車の開発設計を担

当しました。当時は自動車業界が不況という

こともあり新型プラットフォーム開発や品質

問題に追われて忙しかった思い出があります

が、その分貴重な体験をさせて頂いたとも感

じています。

　その中で業務が一段落したことと子供の進

学に合わせて、義理両親との同居を行う事に

なります。

　そこで義理父悦彌は土地家屋調査士義理母

文子が司法書士であり、今までの私自身のキ

ャリアとは関係が薄いですが土地家屋調査士

を目指すことにしました。

　実際に資格をとって業務を行って見て驚い

たことは、資格をとってからが本番というこ

と。実際に試験で考えていたことと、実務で

取り組むことには開きがあると感じました。

その中でも特に際立ったのが対人関係の重要

さです。

　実際に取り組んでみて、前職でもなかった

わけでもありませんが、人の心を扱う職業だ

と感じました。

　そういった体験もあり、土地家屋調査士と

いう職業は当然物事を詳しく知っている必要

もありますが、私は経験が非常に重要な職種

であると考え、今後はドンドンとキャリアを

積んでいって、先人たちの業績に続いていき

たいと思います。
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過去10年間の異動状況

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

平成25年 平成26年3月31日 181名 1法人 5名 3名
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無料登記相談会の報告

川徳定期無料相談会 件数 内　容

平成25年12月18日 ０件

平成26年 1月15日 ２件 建物登記に関する件　１件　　土地登記に関する件　１件

平成26年 2月19日 １件 その他（通行権）　１件

平成26年 3月19日 １件 その他（相続）　１件

平成26年 4月16日 ２件 土地登記に関する件　１件

平成26年 5月21日 定時総会日と重なり中止

平成26年 6月18日 ０件 土地の境界に関する件　１件

平成26年 7月16日 １件 その他（相続）　１件

平成26年 8月20日 ０件

平成26年 9月17日 １件 土地の境界に関する件　１件

平成26年10月15日 １件 その他（売買）　１件

平成26年11月19日 ０件

平成26年７月の
月間無料相談 件数 内　容

二戸久慈支部 ０件

盛 岡 支 部 ０件

花 巻 支 部 ２件
登記申請に関する件　１件
その他（登記の目的）　１件

沿 岸 支 部 １件 その他　１件

水 沢 支 部 １件 土地の境界に関する件　１件

一 関 支 部 ０件

＊平成26年7月の月間無料相談の件数は事務局に報告が寄せられたもののみ。（平成26年12月1日現在）
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── 編 集 後 記 ──

　広報部会の帰路のことです。車を運転中、車腺の中央にひかれて亡くなったカ
モシカ？が７割がた道をふさいで倒れていたのです。私は気づくのが遅れ左前輪
でひいてしまいました。幸い車にキズ等はなくホッとしたのですが、全く予想外
の出来事でした。
　予想外といえば近年は集中豪雨による災害や竜巻など、もはや異常なことが「普
通」に起きています。この先一体どうなっていくのか……
　時節柄であることも含め周辺は慌しく、誰に聞いても超多忙とのこと。そんな
折に寄稿下さいました皆様に感謝申し上げます。又、寄稿や写真はいつでも募集
しております。ご一報頂ければ幸いです。

三　瓶　伸　樹

　一日が速く一ヶ月が速い。日々の生活で一日は24時間ですが、この頃思うのは、
子供の成長と時間の速さ、10、20代では感じなかったが、こうやって歳をとるの
でしょうか。
　皆さんもそう思いませんか。人間に等しく与えられている万物といえば、時間
と太陽。
　こればかりは、貧乏人も大金持ちも等しく、人生は時間を有効活用し楽しみま
しょう。
　これから私も老いていきますが、人生まだ夢を追い続けたいです。

小　原　祐希浩

　今回で２度目の「黎明」の編集にかかわりました。昨年のことがついこの前の
ように感じます。年々時間の回転が異常に早くなっているように思うのは私だけ
でしょうか？　地球の自転が早くなってきているのかな。近年は機械化が進みい
ろいろと便利になっているはずなのに、仕事も私生活の面でも遅延ぎみなのは何
が原因なのか、日々考えているような気がします。毎年のことですが今年こそは
……と誓って有意義な１年を過ごしたいと思っております。

星　　　　　健
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