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　新年を迎えて
会　長　山　川　一　則

　新年を迎え、会員の皆様には謹んでお慶び
を申し上げます。本年も会員の皆様やご家族
にとりまして実り多い年でありますよう心よ
りお祈り申し上げます。
　昨年は、東日本大震災から丸２年が経過し
復興がなかなか進まない中、2020年の夏季オ
リンピック開催が東京に決まり、日本中に明
るいニュースが流れたのは記憶に新しい事で
す。さらに日本シリーズでは楽天イーグルが
優勝し、被災地や東北全体に勇気と感動を与
え、どんよりとした雰囲気から明るい気持ち
になりました。午年の本年は、さらに復興が
進み好景気となり、より住みやすい環境にな
るようにと願っています。
　昨年、県会では司調合同会館の耐震問題が
浮上したため、９月に会館問題諮問委員会を
立上げ、様々なケースを検討しているところ
です。支部会員の皆様からは検討前の段階で
したが、約半数の会員からアンケートに答え
て頂き有難うございました。アンケート結果
では色々な意見があり、その約半数が負担の
少ない案が良いとする結果です。また、売却
して新たな場所に借りる案と耐震補強して利
用する案がほぼ同数で、他同敷地に建替えす
る案もあります。諮問委員会の検討結果を
待って対応したいと考えます。
　また、７月には法務局から綱紀事件の調査
依頼があり、綱紀委員会の調査を経て、現在
は両委員会の報告を待っている状況です。両
委員会の報告は、我が会にとって、また、調
査士制度にとっても重大事であり、身の引き

締まる思いです。今後、常任理事会や理事会
に諮り検討しなければなりません。会員の皆
様には、温かく見守って頂ければと思ってお
ります。
　日調連では、林連合会長の新体制となり、
連合会事務局に副会長を常勤する体制を取る
ことで、業務の適正執行を図っております。
林会長は、土地家屋調査士が社会に認知され
るようにと「境界紛争ゼロ宣言」や「土地家
屋調査士を活用した地図作りへの参画」を提
唱しています。
　連合会の最近の動きとして、昨年の全国会
長会議の報告書に記載しましたが、「日調連
特定認証局の民間認証局への移行」、「調査・
測量実施要領の改訂」、そして「登記規則第
93条不動産調査報告書の改訂」等、様々な検
討がなされています。
　民間認証局への移行については、平成27年
３月の開局を目指し、同時に現認証局は閉局
予定です。そのため、現認証局で発行した電
子証明書はすべて失効となるため、改たな電
子証明書が必要となります。詳細は決まり次
第に説明会を開催したいと考えております。
　調査・測量実施要領の改訂については、全
国各会から600件を超える意見・要望等があ
り、文言の修正では集約することは不可能と
なり、現在の調測要領に筆界特定とＡＤＲ関
係を補充した追録版が予定されています。
　第93条報告書の改訂については、オンライ
ン申請における原本提示省略を目指していた
が、現実的には困難とのことであり、原本提
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　　新たな時代に向けて
理事長　田　中　　　忍

　新しい年の幕開けを謹んでお慶び申し上げ
ます。会員及び社員の皆様におかれましては
健やかにお過ごしのことと思います。
　さて、昨年は関係各所の皆様のご奔走、ご
指導、ご鞭撻を賜り、無事に「公益社団法
人」の登記をなすことができました。記念事
業の一環とプレゼンした三川町立三川中学校
の表題登記を町長はじめ職員の表示登記に対
するご理解、また、率先して町が登記を成す
ことが町民に固定資産税の適正な登載を促す
上で重要な提案とのご理解を頂き、嘱託する
ことができました。今後も可能な限り、各官
公署に働きかけて未登記建物の解消に努めて
いく所存でありますので情報の提供方を社員
や会員の皆様にお願い致します。また、山形
市内で行われていた不動産登記法第14条地図
作成作業は今期末に無事納期を迎える予定で
あり、昨年受託した作業も順調に推移してお
り、我々土地家屋調査士の業務への市民の関
心が高まっている結果と自負している次第で
あります。

　しかし、前記は公益社団法人としての第一
歩に過ぎないということを肝に免じなければ
ならない。法務省から山形県へと主務官庁が
交代し、県民衆知の中、公益法人として今後
どう進んでいくかは所属社員の土地家屋調査
士として自覚と自信、自負をどのように自身
が学習し、それをどのように実践していくか
に係っているといっても過言ではありません。
ステージの誤選択により国民にそっぽを向か
れてしまってはせっかくの認定に齟齬を生じ
る可能性もあります、「コンプライアンス」
の構築、「ガバナンス」の確立等法人運営と
してのステージはすでに出来がった状態とな
りましたが、協会として勉強すべき事項はま
だまだ数多くあります。また、社員個々のモ
チベーションはまだまだ道半ばであり、社員
や県民からの貴重なご意見を頂き、咀嚼して
協会の新しい形を模索し、吐露していかなけ
ればならないと考えております。社員及び会
員の皆様のご意見、ご高評をお願いし、新年
の挨拶とさせていただきます。

示省略と切離して改訂する予定です。追録版
が出た際には、研修会等の開催が必要と思っ
ているところです。
　土地家屋調査士制度制定60年の節目が過ぎ、
新たな時代へと進んでおります。連合会では、
上記の外に昨年の第２回業務研修会で取上げ
た業務情報公開システムなど調査士法第３条
の業務拡大、認定調査士やＡＤＲセンターの

活用等など検討しておりますが、どれも調査
士制度の発展に繋がり、国民に寄添って会員
一人一人が活躍できるようにと願っておりま
す。県会としても執行部一丸となって業務に
邁進したいと考えております。
　最後に会員の皆様のご健勝とご活躍をご祈
念申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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新年のあいさつ

山形支部長
庄　司　浩　治

失敗は免疫に

北村山支部長
宮　林　　　晃

支部長年頭挨拶

　新年明けまして、おめでとうございます。
　昨年４月の定時総会において支部長に就任
してから早くも９ヶ月が過ぎました。あっと
いう間だったと思います。
　年度当初より予定していました二回の研修
会および、月一回の割合で実施しています登
記相談も滞りなく進めることが出来ました。
これもひとえに会員はじめ関係者の協力の賜
物と深く感謝申し上げます。
　一昨年末より、政権が変わり景気回復への
期待が叫ばれています。このまま期待が現実
に変わり本格的な景気回復軌道に乗ってくれ
ればと思います。もっと言えば、その効果が
早く土地家屋調査士の業界にも波及してくれ
ないかと思います。もっともっと言えば、そ
の効果が早く我が事務所にも届いてほしいも
のだと思います。
　その職種・業界における隆盛・衰退の目安
は新規参入者・新入会員の状況をもってはか
ることが出来ると思います。当山形支部では、
ここ３年近く新入会員がおらず会員数の減少
が続いています。本年こそは若い会員に入っ
ていただき、会全体が活性化されることを望
みたいものです。
　末筆になりますが、会員の皆様にとりまし
て、本年一年がすばらしい年となるようお祈
り申し上げまして、新年のあいさつとさせて

　新年おめでとうございます。
　支部会員の皆様には、今年もご健康で業務
に励まれますこと祈念申し上げます。
　昨年11月29日に、山形支部研修会に「地籍
図利用の留意点」と言う演題で講演の機会を
いただきました。その中で、恥ずかしながら、
私の失敗例を紹介いたしました。聞かれた方
は、あのような失敗をすると大変だと思われ
たことと思います。私も当時は大変な事ばか
りが頭にありましたが、今振り返ってみます
と、あの失敗こそが免疫となって、現在の業
務に生きているような気がします。あの大き
な失敗の他に、小さな失敗は多々ありますが、
どれも免疫になっているように思います。当
然、失敗はしない方がよいのですが、経験し
なければ免疫はつかないでしょう。代わりに
仲間の失敗談は、ワクチンになり得るものと
も思いますので、私の失敗談が、聴かれた方
の免疫になれば幸いです。
　ところで、支部長として支部研修会の内容
をどうしようかと常に悩むのてすが、どうか、
自身の成功談、失敗談を聞かせていただけれ
ば仲間の実力アップ、免疫力アップにつなが
りますので、我こそはと手を挙げていただく
事をお願いします。

いただきます。
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新年のあいさつ

米沢支部長
柴　田　千　晴

新年のご挨拶

寒河江支部長
長　坂　恭　司

　新年明けましておめでとうございます。
　支部会員の皆様には、常日頃、深い御理解
と御協力を賜り厚く感謝申し上げます。今年
もよろしくお願い致します。
　事務所に掲げるカレンダーには手書で平成
26年・2014年・更に昭和89年と３つ並べてお
かないと年数や年齢を計算するのに不便です。
　「門松は冥土の旅の一里塚めでたくもあり
めでたくもなし」一休さんらしい上手い表現
ですが、身にしみて感じる歳になりました。
今年は甲午（きのえうま）測量でも関係しま
すが、皆さんご存じの子午線のとおり方位は
南です。時刻で言えば昼を表し、日当りの良
い年になればと願います。

　新年あけましておめでとうございます。新
年にあたりご挨拶申し上げます。　
　昨年は、１昨年同様大変厳しい１年間とな
りました。デフレ・円高等による経済の停
滞・不動産取引の低下など私たち調査士を取
り巻く環境は大変きびしいものがありました。
年度の後半はアベノミクスの浸透や消費税率
の値上げ前の駆け込み需要などによる住宅建
築の増加、土地取引の増など明るい兆しがみ

えますが前回の消費税の値上げの時のような
反動が心配です。毎年新年の際に今年はこう
いう目標をと決めて新年をむかえるのですが
年初の目標はまだ達成されておりません。
　今年も全力で頑張りたいと思います。調査
士のみなさんの健康とご発展を祈念して新年
のご挨拶といたします。

新年のあいさつ

新庄支部長
高　橋　孝　一

　千年に一度といわれる東日本大震災から３
年目を迎えようとしている。
　加えて原発事故もあってはかりしれない被
害をもたらした。被災者の生活再建と復興を
心から願うものです。
　安倍新政権になってデフレからの脱却を目
指そうと､ 新たな経済の三本の矢が放たれた。
一部の大企業だけの経済再生にならないよう
に祈りたいものです。そして、ＴＰＰ参加も
時間の問題になりつつある。
　現在日本全体で約730万戸の空き家がある
といわれており、政策的には住宅の新規着工
より今ある建物をいかに活用していくかに､
変わってきていると見受けられる。
　長期的人口減少社会となっている今日、地
方の地域経済は今後どういう方向に行くのだ
ろうか。必ずしも楽観はできないとする見方
は私の思い過ごしだろうか。
　こうした状況を見るにつけ、地域の安定し
た発展を願いつつ地域経済の活性化を促して
いくために、一個人として、｢支部｣ として
あるいは ｢会｣ として､ いったい何ができる
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新年によせて

鶴岡支部長
長谷川　　　潤

年頭あいさつ

酒田支部長
下　村　　　宏

　新年明けましておめでとうございます。
　アベノミクス効果により我ら調査士業界会
も少なからず多忙になってきたように感じら
れますが、今年４月消費税増税後には急速に
景気が減速し業務への影響が出てくるのでは
ないかと懸念されます。消費税増税の決断や、
年末の「特定秘密保護法」の強硬な採決等、
自民党がかつて辿ってきた道を再び通るので
はないかと思われます。「盛者必衰の理をあ
らわす。驕れるものも久しからず」の感を持
つのは私だけでしょうか。
　さて、我が調査士会鶴岡支部は会員19名で
すが、昨年７年ぶりに若手調査士が入会しま
した。しかしながら、年々高齢化が進んでい
る状況に変わりはありません。複雑多様化す
る社会情勢に適切に対応していけるのか一抹
の不安を感じますが、会員各自健康増進に努
め、日々の業務に研鑚を積んで明るい未来を
展望していきましょう。今年も宜しくお願い
します。

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年の酒田支部総会にて２期目の支部長承
認を受け今年３年目を迎えます。酒田支部は
ここ５年ほど会員に異動がありませんが、支
部会員皆様が健康で仕事に邁進する一年であ
りますように祈願します。また、支部運営に
関しまして支部会員皆様のご協力並びにご助
言をよろしくお願いします。
　さて、昨年は県の業務研修会を県の役員の
皆様のご協力を頂き、酒田の地で開催して頂
きました。北の端の地であるため参加人数が
通常より少なかったのは残念ですが、講師の
山野目先生のお話がわかりやすかったことと、
多少の観光をかねて来て頂いた会員の方もい
らっしゃって、満足してお帰り頂いたものと
感謝申し上げます。今後も県内各地での業務
研修会があってもいいのではと思います。
　今年の支部運営に関しては、例年と同様で
はありますが、支部会員皆様のご意見を取り
入れながらより良い研修と運営に心がけて行
きたいと思います。今年も１年よろしくお願
いします。

かが今問われているような気がしてならない
のである。
　そのために ｢支部｣ としてどんな貢献がで
きるのか、地域に調査士としてどんな役割が
求められるのかを、常に追い求めて行きたい
ものと思うこの頃です。
　本年もよろしくお願いします。
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　筆界鑑定事例研修会
境界鑑定委員会　山　田　英　実

　平成25年10月24日（木）山形市のＪＡ協同

の杜を会場に境界鑑定委員会主催の研修会を

開催しました。

　今回は２部構成として第１部に渡邊寛委員

長より事例研究を題材に実際の登記情報も入

手、資料として講演をいただきました。第２

部に山形地方法務局統括登記専門官の渡部氏

にお越しいただきご講演いただきました。

　第１部事例研究の題材は、会員皆様がお持

ちの「土地境界基本実務叢書－境界鑑定Ⅰ

（基本実務）－」P285～P318に掲載されてい

るものについて、細部にわたり解説を入れて

いただきながら参加者各々が考え、確認する

内容でした。公図の作成経緯、正確性等につ

いて判断した判例であり、資料収集・分析作

業に有効なものでした。さらに、鑑定人の証

拠が採用されず、なにをもって採用にいたら

なかったのかについても考察することができ

る大変興味深い判例でした。

　昼食をはさみ、４～５名を１班として５つ

の鑑定事例を各班１問ずつ担当のうえ研究し

あいました。短時間で事件内容を把握し鑑定

報告に結び付けるのはなかなか大変でした。

参加された会員の皆様はお疲れになったもの

と思います。

　小休憩後、第２部の山形地方法務局統括登

記専門官の渡部氏によるご講演をいただきま

した。

　筆界特定制度発足より現在までの流れを、

実際に起きた事例に触れながらご説明されま

した。また、私ども土地家屋調査士として本

制度の活用方法や今後の方向性等もお話いた

だきました。

　私自身お話をお聞きして感じたのは、制度

発足当時より様々な事例を踏まえ、特定に至

る判断はだいぶ柔軟になっているように思い

ました。

　この度の研修会は調査技法、分析技法、判

断技法において非常に参考となるものであっ

たと思います。是非今後も通常業務、筆界特

定関連業務においても有意義なものでありま

すので会員の皆様研鑚に励んでいただければ

と思います。
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　　　東北ブロック「ＡＤＲ担当者会同」報告
境界ＡＤＲセンターやまがたセンター長　相　田　治　孝

　今年11月29日（金）、30日（土）仙台市に
おいて、ＡＤＲ・総務・研修に関する東北ブ
ロック主催の担当者会同が行われ、当会から
も山川会長はじめ５名の各担当者が参加した。
当ＡＤＲセンターからは岩井運営委員と私が
出席し、各会の現状、問題点等々について意
見を交換した。
　この度は全国でも先進的な実績をあげてい
る千葉会の、運営推進委員であり、前セン
ター長の高橋一修氏を講師にお迎えし全体会
の中でビデオ研修、その後各部に分かれて２
日間に亘り意見交換した。
　連合会全体の問題であるが、認定調査士の
業務を確立するにはどの様な道があるか、各
会の考えを質したが、名案と言えるほどの意
見はなかった。
　その中でも千葉会はセンターの相談員に認
定調査士を選任し、事前相談はその事務所で
行い、少しでも多くの認定調査士に割り当て
ているとのことである。
　当会も相談員、調査員、鑑定実施員、調停
委員には認定調査士をお願いしているが何分
にも件数そのものが余りにも少ない現状を打
破しなければならないところである。
　ＡＤＲの申請件数は各会とも少なく、色々
工夫しているところであるが宮城会は震災の
影響もあり、今年度８ヶ月で問い合わせが
105件（１ヶ月平均13.1件）事前相談・調停
相談が計10件、調停申立７件と他の会を大き
くリードしている報告があった。
　この要因は、申し立てがあれば弁護士と共
に会議をもち、事案の方向性を検討し第１回
目から相手方と共に現地で話し合いをし、調
停まで進んでいき和解に至る事件が増えてい
ること。その結果県民の信頼を得つつある、

との報告があった。
　当センターとしても大いに参考にすべき報
告である。
　筆界特定の申請代理と違い、ＡＤＲの申請
代理は弁護士との共同で行う法律であり全国
的にはまだ４件しか土地家屋調査士が代理人
としての事例は無いそうであるが、そのうち
２件が千葉会とのことである。
　「境界問題センターちば」が作成した「認
定土地家屋調査士事務所における事前相談取
扱マニュアル」は相談に関わる心構え、為す
べきことについて事細かに記載し、それぞれ
の認定土地家屋調査士の事務所で相談をうけ
ても報告の結果は同じ、ということが想像で
きる内容である。その中に「代理人としての
要請をうけた場合は、積極的に受諾して下さ
い。その場合、弁護士との共同受任が必要に
なる旨の説明をして下さい。弁護士に知り合
いの方がいない場合は、センターにご相談下
さい。千葉県弁護士会を通じて紹介いたしま
す。」と記載されており、２件といえども全
国の半分を申請している千葉会の実績を納得
させうる心遣いである。
　また、この中で「専門家としての立場から
だけですと、紛争の本質が見えない場合もあ
ります。専門家としての自覚を残しつつ、相
談者の目線で紛争を捉えることも必要になり
ます。」「指示することはリスクにつながりま
す。当事者自身で導き出すのを手伝う意識を
大切にしましょう。」とＡＤＲに限らず、私
どもの日頃の業務に於いても心に持ち続ける
べき要点を記載している。
　以上当「境界ＡＤＲセンターやまがた」の
今後の方向性についても、多くの示唆を受け
た意義深い担当者会同であった。
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還暦をすぎさらに
一廻りの心境

山形支部
佐　藤　小四郎

年 男 に 聞 く

　還暦をすぎ、さらに一廻りの年男である。
同窓会などの集まりでは、健康に関する話題
が中心となっている。私は現役で年相応に頑
張っているせいか（調査士制度に感謝しなが
ら）現在、晩酌以外の薬などにも世話になら
ず過ごしている。

午年生まれの会員

会　員　名　　　　支　部　名

佐　藤　小四郎　　（山 形 支 部）
鏡　　　治　 　　（米 沢 支 部）
飯　澤　　　正　　（新 庄 支 部）
井　澤　文　利　　（北村山支部）
相　馬　三　生　　（鶴 岡 支 部）
猪　口　春　生　　（米 沢 支 部）
茂　木　　　孝　　（寒河江支部）
今　野　弥寿男　　（山 形 支 部）
長　瀬　好　悦　　（山 形 支 部）
木　村　裕　次　　（山 形 支 部）
荒　木　良　市　　（寒河江支部）
金　子　兼　一　　（米 沢 支 部）
押　野　勇　治　　（山 形 支 部）
大　泉　俊　治　　（酒 田 支 部）
鈴　木　光　行　　（寒河江支部）
齋　藤　芳　晴　　（山 形 支 部）
石　黒　正　利　　（酒 田 支 部）
御　田　　　治　　（米 沢 支 部）

　平成４年に椎間板ヘルニアで入院して以来
続けている、３㎞コースのウォーキング（酒
席のある日などを除き年間300日以上）は連
続21年目に入っており、自画自賛している。
　調査士開業は昭和50年であるが、景気も右
肩上がりだったので、１、２年後には夜遅く
まで内業の毎日であった。当時コンピュー
ターはなく、図面は手書きであり、内業に時
間がかかっていた。１日外業すれば３日の内
業を要していたと思う。
　調査士業務をふり返ってみるとき、国民の
期待する調査士像も変わってきており、地積
測量図からもその一端を見ることができる。
50年代は、図面は敢えて三斜法で作成してい
た。もちろん測量はトランシット法で行って
いたが、できれば周囲の辺長は記載したくな
かった。現在もその気持ちは消えていない。
分筆登記申請の際、ミリメートル単位で神経
を使って境界標を設置しても、造成工事にお
いて、杭を引き抜いて工事を行ったり、境界
標を雑に取り扱う無神経な業者が少なからず
いるからである。又、地積測量図は面積を求
めるのが主な目的で求積を必要としない部分
は、残地扱いができた。
　現在は、原則、公共座標に基づいて測量し、
全筆求積の上、境界点が不明になった場合は
復元可能な地積測量図が求められている。更
に地積更正登記、分筆登記においては申請時
に境界標の写真を添付するようになっている。
　地積測量図は永久保存であり、多くの国民
が登記所から交付を受けた地積測量図に基づ
き、土地取引をしている。調査士に過失がな
いのに造成工事による境界標の移動で、私も
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山歩き

山形支部
長　瀬　好　悦

　現在、趣味としている山歩きを始めたのは、
仕事が減ってきて時間が出来るようになって
からである。調査士の仕事を始める前は、時
間がなく出来なかったが、山歩きはしたいと
思っていたので、ザックや登山靴などは揃え
ていたのだが、始めた頃には型が古くなって

大変困惑した経験があり、以来境界標の写真
を保管しておくことの重要さを痛感している。
又、申請人に登記完了証を渡すときは、工事
業者に境界杭を抜かずに施工するように伝え
てください、と話すようにしている。
　地図作成作業の重要性を感じている。山形
会は昭和56年度に旧漆山地区で実施した法第
17条地図作成モデル作業（現在は法第14条地
図作成作業）が最初であった。その後暫く敬
遠してきたが、平成14年度、双月町二丁目に
於ける17条地図作成作業を、福島協会の応援
を得ながらも、暗中模索の状況下であったが、
現協会木村専務が主体となって精力的に取り
組み、完成することができた。今日の地図作
成作業の基盤を作り上げることができたと、
当時のことを振り返っている。
　地図は、調査士日常業務の基本資料であり
命である。又、境界特定制度が創設されてい
るが、明治時代作成された公図の現地との不
符号、精度の粗悪な地籍図が根源であり、こ
れから活躍される調査士には14条地図作成作
業に積極的に参加していただきたいと思って
いる。

いて、ほとんど使わずじまいになった。
　歩く山は、始めた年にはガイドブックに
載っている県内の山を歩いていたが、次の年
からは、東北の山にも行くようになり、しば
らくは、東北の山歩きを楽しんでいた。その
後、関東・信越方面の山にも行くようになった。
最近は高速道路が整備されてきたので、思っ
たほど時間がかからなくなったためである。
　山歩きの楽しみは、第一番目が登らなくて
は見られない風景が見られることである。汗
をかいて山頂に登ったときに広がる風景が最
高である。そのために、自営業の良さを生か
して天気が良い日を選んで登るようにしてい
る。第二番目には山での出会いである。山に
は、各地から来たいろいろな人が登ってくる
が、その中で単に単独で登ってくる人といつ
の間にか意気投合し、一緒に行動するように
なったりするのである。たとえば、尾瀬の
燧ヶ岳に登ったときには、北海道からきたお
じさんと親しくなり、その人は登ってきた
コースを下山する予定でいたが、山頂で話を
していて、私が予定していた尾瀬沼に下る
コースを一緒に歩くことになり、尾瀬沼では
ビールをごちそうになったりして、登山口ま
で一緒に帰ったのであった。そこでおじさん
とは別れたが、そのおじさんは東北を縦断し
て、各地の山を登っていく予定とのことで
あった。最近では、紅葉を見に乗鞍岳に行っ
たときに、登る途中で、神奈川県在住で、退
職して山歩きをしている人と親しくなり、そ
こから山頂までと登山口に下りるまで、お互
い歩いた山などの話をしながら一緒に歩くこ
とになった。いつの間にか、そういう風に親
しくなって、一緒に行動するようになること
が時々あるのも楽しみのひとつである。
　今年還暦を迎えるが、健康の為にも、仕事
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の合間をみて、これからも楽しくマイペース
で続けていきたいと思う。

「ホモ・サピエンス
の論語」

山形支部
木　村　裕　次

　明けましておめでとうございます。書面の
都合で枕詞なしで妄想に入ります。
裕： 先生、小生こと山形県調査士会の万年若

手もとうとう還暦となりました。
子： ホホォー、赤いちゃんちゃんこかいな、

よう似合っとる。ところで……
裕： 還暦の原稿にしたいんですが、「我十有

五にして学に志す。……五十にして天命
を知る、そして六十にして身順う」。で
も、小生と合なくって……

子： そりゃそうよ、2,500年前、統計などな
い時代だよ、人生40～50才と思うよ、平
成の今だと、７掛けかな、つまり、60は
42。我が人生訓からすれば「四十にして
惑わず」よ。

裕： 流石りゅうせきながれいし。四聖であら
せられる先生はスケールが違いますね。
でも、昨今惑ってばかりで……

子： ははァー、文字はストレートに読んでは
いけないんだよ、本質を想像するんだよ、
私は54まで公務員でね、宮使いの苦労を
いやというほど味わいましたよ。その間
惑いっぱなしで、更に最後などは政治の
イノベーションを試みたんだが、既得権
派から反対され失脚の羽目にあったよ。

裕： 先生がですか、信じられません。人生惑
いぱなしということですか？

子： 生きているとは惑うことなんだよ、だか
ら、惑って惑ってその中から１つでも解
決できるよう努力するんだよ。そして、
天命として自分を知るんだ。山寺の慈覚
大師様（円仁）だって「惑う」を祓うた
め荒修行に耐える訳でしょ。

裕： 感動するなァ。
子： 裕ちゃん、難しい話、相変わらず好きだ

ね。それより、周りの人を大切になさい。
私の論語も顔回・子貢をはじめとする弟
子が立派だからで、つまらん私話が歴史
を乗り越え現在でも愛されているんだよ。
ところで、智（小生の妻）ちゃん元気、
たまには感謝をこめて「今日もきれいだ
ね」ぐらい言わなくてはいけないよ、く
れぐれも、「も、」と「は、」の使い方を
過ってはならないよ。それと、洗濯機の
使い方覚えた方がいいな…… h26.1.1

　蛇足　子は孔子のこと、孔子の年齢につい
ては根拠なし

還暦の思い

北村山支部
井　澤　文　利

　新年明けましておめでとうございます。
　土地家屋調査士として昭和53年入会以来
三十数年の月日が経過いたしました。これま
で職業としてやってこられたのは、諸先輩方
や会員のおかげと感謝しております。近年事
件数の減少や取り巻く環境が厳しい状況には
ありますが、皆様についていけるよう研鑽を
積みながら頑張っていきたいと思っておりま
す。

平成26年１月 土地家屋調査士 やまがた 第 182 号 (13)



　さて、年男として今年還暦を迎えます。ま
だまだ精神的にも、肉体的にも若いと思って
おりますが、孫から「じいちゃん」と呼ばれ
ているとそれなりの年齢なのかと実感いたし
ます。私は早生まれのため、昨年還暦を祝う
同級会に参加しました。数十年ぶりに旧友に
会って月日のながれを感じました。薄毛、白
髪、メタボ等、人のことは言えませんが中学
時代のイメージからはすぐに名前が思い出せ
ない人もおりましたが、そこは同級生の良い
所で、話が始まればすぐに当時へのタイムス
リップができて楽しい時間をすごしました。
話題の中心は60歳になれば年金の話、70歳で
病院の話、80歳以降はお寺、お墓の話と言わ
れるそうですが、会社勤務の方は定年を迎え
ることから、年金の話や今後の生活など第２
の人生についておもしろおかしく話が盛り上
がりました。後日、気の合う仲間男女10人で
奥日光へ一泊二日で温泉旅行を楽しみ、同級
生はいいなあと改めて思った次第です。
　今年こそ酒、たばこを多少控えて健康に十
分気を付けながら、仕事をしたいと思ってい
ます。（昨年は実践できず）また、定年のな
い調査士業務ではありますが、家業の農業や
趣味のゴルフなどをやりながらストレスのな
いスローな生活を送れればと思います。

2013年男（還暦）
を迎えて

寒河江支部
荒　木　良　市

　新年明けましておめでとうございます。平
成26年の新春を迎え清々しいこととお慶び申
し上げます。

　私は、昭和54年に開業し早いもので35年目
になりました。これまで、土地家屋調査士業
務を継続できたのは、会員と法務局のみな様
のあたたかいご協力とご指摘をいただいたも
のであり深く感謝を申し上げます。そして、
昨年は仙台法務局長より感謝状を受章、すば
らしい歳でありました。今後も、不動産登記
法及び関連法令を順守し、品格をもって業務
を邁進していきたいと思います。今後は、多
種多様な知識の向上が図られます。私たち調
査士は筆界が１丁目１番地です。ＡＤＲ及び
筆界特定制度の重要性を認識、広報活動も含
めて、地域社会に貢献することです。それに
は、会員同士切磋琢磨し、専門的な立場で、
さらなる研修をしなければなりません。
　さて、私は、土地家屋調査士試験に昭和51
年合格いたしました。昭和51年と言うと酒田
大火があった年です。私は、当時、測量・設
計事務所に勤務しており３日後、上司と共に
土地区画整理事業の業務のために現地へまい
りました。酒田大火は、10月29日、市内中心
部約22haが焼失で風速12mの強風により大量
の飛び火や火の粉が発生し消化活動が思うま
まに進まなかった。なんとしても、新井田川
と、そして、旧法務局酒田支局（当時）前で
延焼を食い止めることを決断し必死に消化活
動をしたそうです。死亡１名、被災者3300名
で大きな財産を失った。
　最後に今年、年男の還暦を迎え土地家屋調
査士業務はもちろん、人生の区切りとして生
涯たのしく、世のため、人のため、思いやり
の心を持って奉仕活動をしながら再出発し
たいと思います。人生は、「出会い・ふれ会
い・７転８起」よろしくお願いします。
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戸籍謄本等職務上請求用紙の

取扱いについて

　戸籍謄本等職務上請求用紙の取扱いについ

ては、日調連より再三にわたり注意喚起を促

すよう通知がきておりますが、職務上請求書

の購入について再度お知らせいたします。

戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱

管理規程（職務上請求書の購入）

第22条　会員は、職務上請求書綴込帳を購入

するときは、戸籍謄本等職務上請求書購入申

込書（別紙第３号様式。以下「職務上請求書

購入申込書」という。）に所定の事項を記載

して本会に提出するととともに、職務上請求

書控綴込帳を提示しなければならない。

３　本会は、会員から職務上請求書控綴込帳

の購入の申込みがあったときは、会員証で本

人の確認を行ったうえで、職務上請求書控綴

込帳を領布しなければならない。

４　前３項の規程にかかわらず、会員の事務

所が遠隔地又は離島等で職務上請求書綴込帳

購入申込書の持参が困難な場合は、会長の許

可を得て、配達証明付郵便又は信書便の役務

であって当該信書便事業者において引受け及

び配達の記録を行うものにより購入の申込み

をすることができる。

　職務上請求書を購入の際は、必ず会員本人

が職務上請求書購入申込書（裏面の誓約書に

も署名し、職印押印のこと）を持参してくだ

さい。事務所が遠隔地の場合は配達証明付郵

便か、信書便（レターパック）にて申込みが

できます。

　同用紙の取扱いには十分注意していただく

ようお願いいたします。

証紙貼付用紙について

　平成22年度定時総会において証紙規定が一

部改正され、証紙の貼付方法が変更されまし

た。申請書ごとに貼付していたものから、貼

付台紙に貼り付けていただく方法に変更にな

りました。（貼付台紙はホームページのライ

ブラリーからダウンロードできます。）忘れ

ずに貼付していただき、年計表提出時に証紙

残枚数の報告をお願いいたします。

⑴　山形県土地家屋調査士会の会員（以下

「会員」という。）は、不動産の表示に関す

る登記を法務局に申請する場合については１

申請毎に、申請を伴わない事件については１

事件毎に、それぞれ各１枚ずつ貼付するもの

とする。ただし、公嘱事件、乙号事件及び相

談事件は除くものとする。

⑵　貼付方法については、調査士会が定める

様式の貼付台紙を事件簿と同様の受託番号に

より起番して調整し、前号の事件に対応する

受託番号の箇所に、それぞれ貼付するものと

する。

⑶　前号の貼付台紙は、１年毎に調整し、調

整後５年間これを保管しなければならない。
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支 部 だ よ り支 部 だ よ り

山形支部第２回
研修会開催

山形支部
柏　屋　敏　秋

第１回
米沢支部研修会

米沢支部
安孫子　豊　夫

　平成25年11月29日（金）山形国際ホテルに

おいて、山形支部第２回研修会が開催されま

した。

　研修課題１に地籍図利用の留意点について、

宮林晃北村山支部長より講師をしていただき

ました。

　主な研修の内容を書きますと、地籍調査実

施役所にはどんな資料が保管されているのか、

地籍図は筆界の資料として絶対ではなく稀に

誤りがあること、地籍図の誤りの具体例、地

籍調査前の地積測量図がどのように取り扱い

されているか、分筆登記申請において地籍図

だけで調査は不足していること、地籍図が

誤っていたら地図の修正は誰がするのか、地

図訂正の方法について講演をいただきました。

　私自身現在昭和50年に地籍調査を実施した

土地の分筆登記申請を受託し調査を進めてい

ますが、現地と地籍図の辺長が1.5mも違っ

ていて悩んでいましたが、今回の研修会では

正に目から鱗が落ちる思いでした。

　研修課題２として、当初は戸籍についての

内容を予定していましたが、都合により庄司

浩治支部長により、調査士料金にまつわる体

験談を話していただきました。お客さんには 　平成25年10月12日（土）に講師に米沢支部

事前に料金を知らせて、トラブルのないよう

に心がけたいと思いました。

　末筆ですが、二人の講師と研修会を企画さ

れた支部理事の方々に厚く御礼を申し上げま

す。

講師の宮林晃北村山支部長

講師を囲んで懇親会
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長柴田千晴氏を迎え今年度第１回の研修会が

開催された。研修内容は以下の通りである。

１．今更ですがメール活用術

２．現況平面図を描いてみましょう

３．精度管理表を作ってみましょう

　当日は支部会員の約半数に当たる17名の出

席であった。
１．メール活用術について

　一昔前はファックスが通信の手段に用いら

れていましたが、現在はメールが主流になっ

ている。メールの利点は多数の相手に一度の

操作で文書やファイルを送ることが出来又定

額制なので無駄な経費も掛からないことです。

又携帯電話に転送すれば出先でも完了通知の

メールを受けることができる。

　メールの転送は１．プロバイダーの転送

サービスを利用、２．メーラーの転送機能の

利用、があります。メール利用の際注意が必

要な点も多々あります。それはウイルス感

染である。最近は各プロバイダーでウイル

チェックサービスを提供していますので心配

な方はそれを利用した方が賢明かと思います。

又知らない人から届いた添付ファイルは危険

なので開かない方が良い。文書やファイルを

送るのに、テキスト形式とHTML形式があ

りHTML形式は文字の大きさを変えたり画

像を挿入したりすることが出来る半面受信者

に意図しない色々な仕掛けを埋め込むことが

出来、セキュリティー上問題がある。テキス

ト形式に変え送信することを勧めます。添付

ファイルについてですが、受信者で編集が

必要でない物はPDFにて添付する。ワード、

エクセルはバージョンの違いで開くことが出

来ない場合があるのでPDFにしないで送る

場合は注意が必要である。測量のデータの送

信はSIMAフォーマットの受け渡しで座標や

区画の利用が出来大変便利である。メールの

仕分け：メール利用が増えれば増えるほど

メールが行方不明になりがちである。自分に

あったフォルダを作り分類すると重要なメー

ルが行方不明になることもなくなる。
２．現況平面図を描いてみよう

　調査士の苦手な分野に現況平面図の作成が

ある。作成のこつ、建物は右下線を太く描く

（左上に太陽があることを想定）池のような

凹は右上が影になになるのでそちらを太線で

描く、法面の記号、水路の流水方向、消化栓、

電柱（Ｅ）電話柱（Ｔ）ブロック塀、マン

ホール等、植生記号として田、畑、庭、垣根、

荒地、又基準点、市道名の記載等利用につい

ては分筆、地積更正登記の調査報告書の素図

に添付、依頼人への納品等
３．精度管理表の作成

　精度管理については「調査・測量実施要

領」ⅡP104にある通りである。調査士も精

度管理表を作成し自己の測量の精度を上げる

為、錯誤をなくする為にも精度管理表の作成

が求められている。

　以上概略的な研修会の内容を記述したが、

この研修会を通じて感じたことは、調査士は

業務を遂行していく為の関係法律はもとより、

技術面の研鑚も日々怠らず精進していかなく

てはならないという思いであります。
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　去る10月20日（日）村山出張所で、「筆界

特定の相談会」が開かれた。ＡＤＲについて

は、勉強不足で相談に応える自信はないが、

40年以上携わってきた経験で力になれること

もあるかもしれないと考え、引受けた。

　会から寒河江支部の板坂さんと茂木さん、

法務局側から３名で対応していた。私が担当

した３件は、いずれもＡＤＲに関する相談内

容ではなかった。

　１件は、持参した公図の写しから、公共事

業による測量図が存在することも想像できた。

依頼者に、資料を収集することで、境界は復

元可能であることを伝えると安心して帰られ

た。外の２件はよくある隣人の苦情。互いに

認識している境界標があるのに、自分の屋敷

に工作物が設置されてしまった、また法定外

にはみ出しているなどである。１件はひどい

堂々巡りの話で、手だてがなくなり、山形法

務局から来られた筆界特定室の助言を依頼し

た。「裁判による紛争解決になるでしょう。」

と促され、しぶしぶ戻られた。

　このように、境界が特定されていても紛争

は消えないので、隣接者間というのは、ＡＤ

Ｒ以外の問題を抱えているのである。私は日

頃の境界立会いを充実させることで、今後の、

ＡＤＲ事件防止にもなると考え、現況平面図

に公図や測量図を重ねた資料提供に力を入れ

ている。

　ある日、某市町村の財務担当者から一本の

電話がありました。廃校になった小学校があ

り、不動産としての価値を査定して欲しい、

という内容でした。当方では査定は出来ない、

それは不動産鑑定士さんの仕事だから、と返

答すると、「そうなんですか。」と驚いた様子

でした。ちなみに登記はするのか、と問うと、

「しない。」とのことでした。

　以前にも、一般の方から同様の相談を受け

たことが何度かあります。不動産を調査する

「土地家屋調査士」だから査定もしてくれる

と思った、と言うのです。一般の方がそう解

釈してもおかしくないようにも思います。

　また、知り合いの方から住宅建築用に分筆

をしてほしい、と依頼され登記後に住宅を建

てたのはいいが、建物の登記の依頼が一向に

来ないと思っていたら、土地を登記する資格

者と別に建物を専門に登記する資格者がいる

と思い込んでいたらしく、建物登記は既に終

わっていました。

「筆界特定と紛争」

北村山支部
菅　野　　　信

とある相談

新庄支部
海　藤　祐　二
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　例年なら季候のいい10月頃に行われている

のですが、今年は山形の14条地図作成作業の

応援等多忙を極めたため12月にずれ込んでし

まい、いっそのこと望年会（鶴岡支部ではこ

う書きます）を兼ねてということで、12月14、

15日に新潟方面へ向かいました。

　朝８時、マイクロバスをレンタルし、運転

手を買って出てくれた的場会員の運転でいざ

出発。天気は、あいにくの暴風雪、しかし、

車中は早くも乾杯から宴会のはじまり、一人

ひとりに配られたおつまみセットのほか、各

自持ち寄った赤カブの漬物やら柿などをつま

みに盛り上がっているうちに、最初の目的地

の寺泊漁港に到着、思い思いの海鮮丼を頂き、

かに、たこ、ぶり等のお土産を手に次の目的

地柏崎刈羽原発へ。

　予約時点で、参加者の住所氏名の登録が必

要で、到着次第一人一人免許証での本人確認

をするという入念さで、セキュリティはかな

移動月例会

鶴岡支部
五十嵐　　　亮

り厳しい印象を受けました。ところが、セ

キュリティの厳しさとは裏腹に、ガイド役の

きれいなお姉さんがずっと付き添って説明し

てくれるので、目じりを下げっぱなしで、や

たら質問したり、一緒に写真に納まったりす

る会員もいて大変でした。

　お姉さんに見送られ、宿泊地の笹川流の

「潮鳴亭」へ、交通事情で到着が予定より遅

れてしまったため、到着するや、すぐ望年会

の始まり、食べきれないほどの御馳走を前に

して（本当にすごかった、お勧めです）、一

年間の出来事などを肴に大いに飲み、語らい、

新潟の夜が更けていきました。

　勘違いや思い込みからくる事ですが、こち

らもきちんと土地家屋調査士が扱い得る業務

の範囲を指し示していかなければ、とつくづ

く感じました。

　以上、自分の身に起こった事をお話しました

が、皆さんも同様の事を経験されたことがあ

ると思います。制度広報の在り方も含め、会員

同士が話し合う機会があっても良いと思います。

平成26年１月 土地家屋調査士 やまがた 第 182 号 (19)



やまがたやまがたぐるっとぐるっと

寒河江支部

　毎年11月の第三木曜日は、ボジョレー・

ヌーボーの解禁日です。時差の関係により、

日本は世界で一番早く解禁されるため、注目

度が高く、季節の風物詩となってきました。

毎年、「当たり年」と言われているような気

もしますが、私には違いがわかりません。

　そんな中、今年で５回目となるイベント

「米沢牛とワインの夕べ」がホテルサンチェ

リーにて開催されました。米沢牛を使った料

理と、その料理に合う厳選された国内外のワ

インを飲み比べるパーティーです。その中で

も今年のワインの主役は、国内最大級のワイ

ン品評会「国産ワインコンクール」で山形県

初の金賞、部門最高賞、コストパフォーマン

ス賞の三冠に輝いた「朝日町ワイン」でした。

　渋味と酸味の絶妙なバランスに、ワインづ

くりにかける人々の情熱を感じるひとときを

味わってみてはいかがでしょうか。

　七福神とは七人の福徳の神のことです。新

年に当たり会員皆様の幸福を祈り、今回は山

形市内の七福神について書いてみました。

　平成25年に山形市観光案内センターにおい

て、七福神ウォークが行われました。行事の

内容は山形七福神を参拝し、御朱印をパンフ

レットに押印します。七福神全部を回り最後

の紅の蔵で記念に御守りがいただけるもので

した。

　約２㎞内に七福神があるため、歩いても半

日で回ることができます。写真が多いので説

明はこの辺で終わります。

湯殿山神社：山形市旅篭町３－４－６

香味庵まるはち：山形市旅篭町２－１－５

建昌寺：山形市七日町４－１－２２

七日町御殿堰：山形市七日町２－７－６

ほっとなる横丁：山形市七日町２－１－１４

諏訪神社：山形市諏訪町１－１－５５

紅の蔵：山形市十日町２－１－８

『朝日町ワイン』
寒河江支部　荒　木　友　博

城下町山形七福神巡り
山形支部　柏　屋　敏　秋

山形支部
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弁財天（建昌寺）

毘沙門天（紅の蔵）大黒天（御殿堰）

福禄寿（諏訪神社）布袋尊（香味庵まるはち）

寿老人（ほっとなる横丁）恵比寿神（湯殿山神社）
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10月

　16日　綱紀委員会

　16・17日　第１回全国会長会議　東京都

　23日　登記事務に関する打合せ会

　24日　境界鑑定委員会主催研修会

　25・26日　東公連通常総会　盛岡市
11月

　１日　避難訓練

　 〃 　会館管理運営委員会

　２日　くらしと仕事のなんでも相談会

　12日　士業連絡協議会

　14日　第４回理事会

　15日　会館問題諮問委員会

　27日　公嘱協会との打合せ会

　 〃 　第８回常任理事会

　29日　
東北ブロック協議会担当者会同

　30日

　30日　東北ブロック協議会第５回理事会
12月

　２日　広報協議会

　４日　第２回業務研修会

　13日　第９回常任理事会

　19日　綱紀委員会

　20日　会館問題諮問委員会

◎退会者

　中鉢　久雄（新庄支部）９月30日退会

　鎌田　悌治（鶴岡支部）10月24日退会

　安達　仁律（山形支部）10月31日退会
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日本型ＩＳＡ

Ｑ�：今年度の税制改正では、日本型ISAと呼ばれる少額
上場株式等に係る非課税措置が拡充されたそうです

が、どのようになったのですか？

Ａ�：次のようになりました。
【解説】
　日本型ISAとは、いわゆる少額上場株式等に係る配当所得及
び譲渡所得等の非課税措置のことですが、個人投資家に対する
税制措置で毎年一定金額までの投資について非課税とする制度
です。
　平成25年度では、次の点が見直され、使いやすくされました。
①口座開設可能期間
　平成26年から平成35年までの10年間
②非課税投資額
　毎年、新規投資額100万円を上限
③非課税期間
　最長５年間
　途中での売却は自由にできる
④非課税投資総額
　最大500万円（100万円×５年間）
⑤口座開設
　一人１口座
　毎年の開設は不要
⑥導入時期
　平成26年１月
⑦開設できる者
　 口座開設する年１月１日現在で満20歳以上であ

る居住者等
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ご近所グルメ
第７回　ラーメン

　新年明けましておめでとうございます。会員の皆
様におかれましては今年一年が午のごとく勢いのあ
る年でありますことをお祈りいたします。
　では、そんな午年生まれの方々はどういった性格
的特徴をお持ちなのでしょうか。ネット情報（！）
によりますと……華やかな存在感があり、情熱的な
性格で才能にあふれる、みんなの人気者。独立心が
旺盛で、冒険心も強く、行動力やバイタリティがあ
る。短所はやや飽きっぽく、感情の起伏が激しいと
ころ。でも、人に嫌われたり、憎まれたりすること
のない、人情に厚い強運の持ち主。
　ほうほう。では、午年生まれの有名人といえば
……小泉今日子　松任谷由実　マイク・タイソン　
小泉純一郎　安倍晋三　織田信長　金正日
　おっと、あの天下人や、将軍様も午年でしたか
……なるほど。あってますかね？
　さて、今回は庶民派グルメの一番槍“ラーメン”
を取り上げたいと思います。日本が世界に誇る
ファーストフード。そう、今や世界でもラーメンは
人気食なのであります！どんぶり一杯に凝縮され、
シンプルでありながらも多種多様。昔ながらの味を
守るもの、新たな世界を切り開こうとするもの、幾
多の味が生存競争に敗れ消え去っていく厳しき世界、
世はまさに群雄割拠のラーメン戦国時代!!ヒヒー
ン！ブルブルッ！人気店ともなれば昼時には行列で
す。それでも食べたい、と個人的に思う一杯をご紹
介したいと思います。たくさんありますが、今回は
醤油ラーメン、あっさり醤油のカテゴリーでしょうか。
　まずは一枠一番、昔からあるけど最近まで行った
ことが無かったが、食べたらはまった地元のお店、
“いく代　やぶそば”の中華そばです。（※写真は
メンマラーメン）
　かみのやま温泉駅の近くにあります。ほんと昔か
らありますね。子供のころから前通るたび匂いして
ました。間口は狭いですが奥には座敷もあり、広め
のお店です。休みの日には温泉旅館の紙袋をもった
観光客をよく見かけます。
　それでは頂きます。
ズズッ……げほっ！む
せました。動物系のダ
シに細めのストレート
麺。上澄みの油が食欲
をそそります。シン
プルながらも力強い。
チャーシューは固めで
すが、くどくないため
この一杯にはあってますね。塩加減もいい。短めに
カットされたメンマも歯応えがよく個人的にはグッ

ドです。いやー丁度いい一杯です。最近はこってり
がきつくなりつつありますが、これは毎日でもいけ
ますね。
　続きましては、こちらも店構えが歴史を感じさ
せる寒河江白岩の“佐平治食堂”の中華そばです。
ぼーっとしてると通り過ぎてしまいます。こちらの
お店は大変失礼ではありますが……狭い！三坪ほど
でしょうか。駐車場も二台分です。向かいのお宅に
一台止められるとのことですが、なんか気まずい
……。昼時をチョイずらしていくといいかもです。
２時頃行くと運よくすぐ座れました。そして中華そ
ばを注文です。
　はい、きました。見た目シンプルな中華そばです。
では頂きます。こちら
もストレート麺ですね。
香ばしい油の上澄みに
急かされ、がっつきむ
せてしまいます。コク
があって美味しい！す
るすると胃袋の中に。
あっという間の完食で
あります。
　佐平治さんは出前もしているようで、お店の中は
大忙しです。地元の方々にも愛されているお店のよ
うですね。
　最後はご存知、新庄“一茶庵支店”のもつラーメ
ンです。こちら好き嫌いが分かれるようですが、私
大好きです。毎日でも行きたい。でも遠い。雪すご
い。でも食べたい。どうしよう……
　はい、到着～。“もつラーメン大盛　３号でーす。”
“もつ大盛　３号さーん”
　はい、きましたー。
頂きまーす。うん、コ
レコレ。この透き通っ
た鶏がらスープに、細
めのへなへな麺、癖の
無い鶏モツ。たっぷり
のネギ。塩梅のいい塩
加減。いやーうんまい
なぁ。近所にあったら
なぁ。
　ということで、今回は新春号でありながら、春夏
秋冬味わえるラーメンでした。それぞれ贔屓の店が
あり、好みもそれぞれ。ラーメン談義は尽きません。
ぜひおすすめの“俺の一杯”記事お送りください。
お待ちしています。
　たいへん美味しゅうございました。
 （編集委員３号）
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1948年、山形市生まれ。月刊「ほいづん」

編集・発行人。ＦＭ山形番組審議委員長な

ど、2004年４月からラジオモンスターで介

護保険のラジオ番組を担当している。

伊 藤 美代子

月刊「ほいづん」編集･発行人

伊　藤　美代子

夫婦は二人四脚でいくべし

　謹賀新年！皆さん、どんな新年を迎えられたで
しょうか。今年こそはいい年にしたいですね。
　昨年末、いつものメンバーで忘年会をした。
男っ気がない代わりに食べ物は豊富。「山形の経
済はおばちゃんが担っているのよ」とみんなよく
食べる、しゃべる。
　そこにＥ美さんが合流した。どうしても話を聞
いてほしいとＡ子が連れてきたのだ。Ｅ美さんは
なかなかの美人、しかもはかなげで、こういう女
性は男の人は放っておかないのだろうなあと、ひ
がみ混じりで見ていた私たちだった。
　ところがこの後の話のすごいこと。「私の顔見
てください」と髪を上げたＥ美さんの目の上には
紫と黄色のあざがあった。夫に殴られたのだとい
う。Ｅ美さんの話が止まらなくなった。要約する
と「夫は自営業で、結婚当初は強い性格が頼もし
いと思った。セックスも荒々しいのは自分が愛
されているからと思っていた。携帯でメールも
チェックするようになった。もう別れたい」。
　私たちは口をあんぐりとして聞いていた。「そ
れって完全にＤＶじゃん！」という叫びも一緒
だった。
　ＤＶ（ドメスティック・ヴァイオレンス）は、
夫婦や恋人など親しい間で行われる暴力行為であ
る。昔なら夫に殴られて警察を呼んでも「夫婦喧
嘩だし、民事不介入」となだめられるだけだった。
法律ができて今ではＤＶは立派な犯罪になった。
　暴力だけではない。生活費を渡さないなどの経
済的ＤＶ、言葉で攻め続ける心理的ＤＶ、嫌がる
のにセックスを無理やり迫る性的ＤＶ、といろい
ろあるのだ。
　Ｅ美さんは「夫は外面がいいので誰かに相談し
てもまさかお宅の旦那さんが、とか男はそれく
らい強くないといけないとか言われ、だれにも

相談できなかったんで
す。暴力をふるった後
はとても優しくて、ご
めん、ごめんと頭を下
げるのよね。だからな
かなか別れられないの。
私がついていないとこ
の人だめになっちゃう

と思って」。ぐいっと日本酒をあおった。強い！
　絵にかいたようなＤＶの夫婦だった。顔を見合
わせた私たちは「今夜家に帰るの？」と聞いた。
「だって帰るところないんですもん。寝たころを
見計らって帰ろうと思ってます」「でもＤＶって
殺人事件になることが多いのよ。帰らないほうが
いいと思うけど」「お金持ってないし」と堂々巡
りだった。
　山形県でＤＶの相談はすごく増えている。年代
は30～40代が多いようだが、70以上の高齢者だっ
て多いのだ。児童虐待事件も母親に暴力をふるっ
て子どもにも手を上げる、というケースは少なく
ない。そして、着の身着のまま逃げてきた人が身
を隠せる「シェルター」が山形県は圧倒的に少な
いのだ。
　結局この日は連れてきたＡ子の家に泊まること
になった。今は離婚調停をやっているようだが、
実は山形県の法律相談で一番多いのがこの離婚問
題。こじれた末の調停離婚が多いのも山形県の特
徴だ。
　私がついていないとー。これは幻想だと思う。
人間一人になっても何とか生きていけるものだ。
特に女性は、経済が安定していたら、一人のほう
が楽かもしれない。
「いったい誰のおかげで飯を食えてると思うん
だ」と夫が言ったら「私が毎日作っているからで
しょ」と妻は返してやろう。夫婦二人三脚はもう
時代遅れ。夫婦は二人四脚でいくべし。片方がこ
けても自分はしっかり残るから。これなら家庭か
らＤＶは消えるのではないか。
　新年早々辛気臭い話だったが、みなさんのご家
庭は夫婦そろって新年を迎えられたことでしょう。
めでたし、めでたし。
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ほんのひとり言ですが…

 企業の情報誌、フリーペーパーの編集や布小物の企
画・販売を手がけながら「気持ちの良い暮らし方」
を提案している。http://www9.ocn.ne.jp/~mawmaw/

佐藤 昌子
プロフィール

アトリエ・ミューズ企業組合 副理事
Produced by Maw-Maw(マウマウ)代表

ふたつのブランド
　時を置かずに、独自のブランドを立ち上げた
30代の男性二人に話を聞く機会がありました。
　「山形の‘素財’を宝物に」というコンセプ
トで、端材を使った商品開発をしている高橋天
央さん。家具の製造に関わる仕事をしていた
時、椅子等に使う革の廃材があまりにも多いこ
とに目を付け、「amarimono（あまりもの）事
業」を展開。ゴミの削減、環境への配慮など
たくさんのコンセプトを持つブランド「anori
（あのり）」を立ち上げました。山形にはOEM
企業がたくさんあり、高い製造技術は全国的に
も知られているところ。その技術力と余ってい
る材料をコラボさせて希少価値の高いオンリー
ワンの商品を作っていこうと考えたのです。知
り合いのデザイナーの方に誘われたのがきっか
けで、今年はパリでの展示会「メゾン・エ・オ
ブジェ」にも参加。ヨーロッパでは、アップ
サイクル（リサイクルの進化版、より良いも
のに生まれ変わらせる）がブームになってい
て、amarimonoが受け入れられる土壌がある
ようでした。「余りものには、そのときにしか
出会う事ができないという魅力があります。出
会いを逃すともう一生で会えないかもしれな
い、人間と一緒！３年後には再びメゾン・エ・
オブジェにanoriプロデュースの商品だけで
ブースを出したい。そして、それが山形の魅
力を伝えられるブースだと最高ですね。」さら
に、展示会であらためて感じたのは「MADE 
in JAPAN」の信頼性が根強いということ。日
本人のデザインが羨望の眼差しで見られている
ということでした。
　天央さんは大学卒業後、家具デザイナーとし
て北欧家具の勉強のためデンマークへ。「北欧
家具の魅力は、シンプルさの中に１つきらりと
光るディテールがあるところ。それが、日本で
いう「粋」に通じると思います。 着物の裏地
にヴィヴィッドな色を使って、ちょっとした動
きでチラッと見えるなど、主張しない主張が奥

ゆかしく「粋」に感じさせる……北欧家具だけ
ではなく、北欧のデザインにはそういったも
のが感じられ、日本と似ている。」と言います。
そうした感性が「anori」に生かされているの
です。今後は、様々なコンセプトでいろんな世
界観を持ったアイテムを作っていきながら企業
との連携拡大を図っていきたいそうです。
　もう一人、自社ブランドを立ち上げたのは
「Coohem（コーヘン）」ディレクターの大江
健さん。多種類の異素材の糸を使って編む「交
編」の技術は、どこにも真似のできないファク
トリーブランドとして生まれ変わりました。
　大学卒業後はアパレル会社に就職し、ファッ
ション業界のビジネスマーケティング等を学ん
だ大江さんが30歳という区切りに選択したの
は、山形に戻って父が経営するニット製作会
社を継ぐことでした。会社には企画提案力と
OEM企業としての技術力もある……これから
は他の国や会社では真似のできないモノ作りを
していこうと考えました。しかし、ブランド作
りのノウハウもなく紆余曲折を繰り返しながら、
何十パターンもの色と異素材の糸を使って生地
に編んでいく技法で独自の世界観を作り出しま
した。そして、2011年にパリの展示会に出展
したことで一躍脚光を浴びることになります。
　２人に共通するのは、山形の技術力を土台に
それぞれの価値観をプラスしてブランドを立ち
上げたこと。これからの展開がとても楽しみです。
【anori】 http://www.rakuten.ne.jp/gold/

mcshowa/anori/
【coohem】https://coohem.jp/
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平成26年１月　発行

第182号

　新年明けましておめでとうございます！昨

年は何かと忙しい日々が続いたとはいえ、充

実した一年を過ごすことができたと思います。

年末にはやや早めの雪が続き、予定していた

作業をこなせずにおりますが、十分な休養を

とって新たな気持ちで本年も頑張って行きた

いと思っております。厳しい冬が続きますが、

怪我などしないよう十分に気を配っていきま

しょう！

 編集委員　倉知
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