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支 部 だ よ り
寄ってけらっ
しゃい
山形支部

柏

屋

★入館時間／午前９時～午後９時
（夜間の申し込みがないときは午
後５時まで）
★休 館 日／月曜日、第３日曜日

敏

秋

★入 館 料／無料
（多目的ホールを借りるときは半

調査士会館の東側にあった屋敷が民間から
山形県に寄贈されました。既に知っている方

日で2,000円程度、50名定員です）
★問 合 せ／ＴＥＬ ０２３－６６４－２８００

もいらっしゃると思いますが、素晴らしい景
観であり、無料で見学ができますので、特に
他支部の方は是非寄ってみて下さい。
この施設について案内をしますと、寄贈さ
れた土地に庭園修景と文化学習施設が整備さ
れたものです。特に庭園はホテルオークラな
どの庭園を作庭した一流の造園家岩城亘太郎
氏が手がけ、大変見応えのある庭園になって
います。三十種千本の樹木をふんだんに使っ
た池泉回遊式庭園と言うのだそうです。それ

庭園の滝

は何かと質問されても無学な私には回答でき
ませんが、自然のあらゆる条件を濃縮して取
り入れてあり、四季の移ろいを楽しむことが
できます。
この庭園と調和した文化学習施設は、庭園
鑑賞は勿論のこと、書道、絵画、写真等の展
覧会や演奏会、研修会、会議など幅広い用途
に使用できる多目的ホールを備え安い料金で
借りることができます。
敷地内には他に灯篭や石橋、石像などが数
多く設置されていて、長時間見ても飽きがき
ませんでした。

離れ
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「セピア色の
出張所」
北村山支部

菅

野

平成25年度第２回
米沢支部研修会開催
米沢支部

信

振り返ってみれば、仕事に就いて45年、自
分の生涯は、この道一筋で終る。

鈴

木

智

春

平成26年２月22日（土）川西町三桝屋にお
いて、米沢支部第２回研修会が開催されまし

よく研修会などで、過去の図面の不正確さ

た。当日は午前の部、午後の部と研修を分け

を引合いに出し、満悦顔でいる人を見かける

て行ない、米沢支部会員の内30名と多くの

が、当時の公共測量を支えていた人たちは、

方々が参加しました。

資料の乏しい中で、工業高校の教科書を片手

午前の部【第１部：地図作成総括責任者養

にクロソイド曲線に挑戦するなど勤勉な向上

成講座研修報告】は、昨年、私の方で平成25

心を持って取り組んでいた。

年度地図作成総括責任者養成講座の研修会に

私は法務局通いからスタートした。当時の

参加してのご報告をさせて頂きました。平成

出張所の庁舎や職員は、品格があり公私共に

25年７月18日～20日東京でのＡ講座、10月31

教わるものがあった。今となってはセピア色

日～11月２日福岡でのＢ講座の内容について、

の懐かしい時代である。

今までの地図作成の実施状況や今後の地図作

最近の庁舎は、職員の応対も、行政一般の
庁舎と変わらない雰囲気になったと思う。

成のあり方、展望等について受講内容を踏ま
えご報告致しました。全国から約35名の調査

去年半ばあたりから、村山出張所の館内が

士の方々が集まり共に受講したことで、多く

清々しい。手厚く掃除されているし、誰かが

の方々と知り合うことができました。今後の

季節の草花や木の実などを飾って、もてなし

地図作成や実務に活かせるよう私自身努力致

てくれている。

したいと思います。また、受講させて頂いた

窓口サービスや職員も女性が多くなり、素
敵に変ったなと思っていたら、清掃業者の担
当者が気配りしてくれているとの事。

ことにこの場をお借りして山形会の会員の皆
様方に御礼申し上げます。
午後の部【第２部：少人数実務ディスカッ

そのような心配りのできる奇特な女性と言

ション】はベテラン・中堅・若手に振り分け

葉を交わしたいと願っているが、自分の事件

ての各班に分かれて実務上の問題を自由に話

数が少なくて未だ接触がない。

し合うディスカッションを行ないました。事

合理化に向けて、出張所は無くなる。セピ

例案として隣接者から境界承諾図の写しを求

ア色の庁舎が又消えて、仙台法務局の様な雑

められた場合の対応・注意点や、境界承諾図

踏庁舎に変るのだろうか。

の印鑑証明書について、職務上請求の利用や
多機能ＴＳを使っての感想、便利or失敗ツー
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ルなど実務の内外業を含めた多くの意見・感

る鶴岡支部との交流を計るために、鶴岡・酒

想が出ました。悩み多き職種である以上、１

田両支部合同理事会が要請され、その記念す

人で考えるよりも、より多くの方々と意見交

べき第１回目が、平成元年２月10日鶴岡市勤

換するのは大変重要なことであり、参考にな

労者会館を会場として開催されてから今年で

るとあらためて思いました。こちらの研修は

26回目。今回は酒田支部担当で３月６日酒田

大変盛上りましたので、次回以降もぜひ行

市総合文化センター、井筒を会場に合同理事

なって頂きたいです。

会が開催されました。両支部長挨拶の後、下

今回、先輩方の実務上の経験など非常に貴

村支部長を座長に各支部活動報告及び平成26

重なお話を聴く事ができ、また、多くのこと

年度の合同事業の開催等について意見交換し、

を学ばせて頂きありがとうございました。最

今後とも両支部交流を計る方向を確認したと

後に米沢支部会員の皆様方、２月半ばの雪消

ころです。

えぬ足元の悪い中大変お疲れ様でした。

会議終了後、両支部の関係がより深いもの
となるように庄内の山海の珍味に舌鼓を打ち
ながらの懇親会となりました。

バスケットボー
ルは楽しい
寒河江支部

古

鶴岡・酒田両支部
合同理事会
酒田支部

渡

部

関

亮

太

最近、熱中できるスポーツを見つけました。
それはバスケットボールです。
私はこれまでバスケットボールとは縁

利

春

が な く、 中 学 の 頃 は バ レ ー ボ ー ル 部 に 所
属していました。私は身長が190cmあるの

平成元年に支部事業として、隣接支部であ

で、主にブロックを担当するセンターのポジ

平成26年４月
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ションを任され、レギュラーの一員でした。

新庄支部第２回
業務研修会開催

しかし、中学最後の大会の直前、腰に怪我
をしてしまい、大会では力を出し切れず涙を
呑みました。その時のトラウマと、自分は腰

新庄支部

痛持ちということで、高校では運動部に所属

海

藤

祐

二

せず、しばらくは球技から遠ざかっていまし
た。

今年度第２回の支部研修会が２月28日、新

最近になり、知り合いの方からバスケをし

庄市民文化会館で開催されました。講師に山

ないかと誘われ、一度だけと思い、試しに

形県最上合同庁舎建設部から２名の方に来て

練習に行ってみました。体育館に着くとま

頂き、第１部を建築基準法上の道路について

ず、各自準備運動をし、次にみんなでパスか

の講演、第２部を道路占用の意義・種類等に

らのシュート練習をします。順番に一人ずつ

ついての講演の２部構成で行なわれました。

シュートを打っていき、３連続でシュートが

建築基準法上の道路については法42条「道

入るまで終わらないので責任重大です。真剣

路の定義」について多くの時間が割かれまし

にシュートを打ちましたが、なかなか思うよ

た。特に２項道路は、境界立会の際に問題に

うにボールはゴールに入ってくれません。だ

なることも多く、我々も職務で取り扱うこと

いぶ息も上がり、その時、苦しかった中学の

が多いことから、講演後も活発な質問が出さ

部活動を思い出しました。

れました。

シュート練習が終わると、次は練習試合を

第２部の道路占用については、職務上はあ

行います。ここでも私はまさかのセンターポ

まり関連がないものの、占用の許可が必要な

ジションを任されたのです。緊張もありまし

場合はどのような場合か、具体的に聞くこと

たが、体がぶつかり合うゴール下の戦場へと

ができました。

向かいました。

講師で来て頂いた方は、県管理道路の境界

練習試合は１試合８分間です。それを一日

立会でも日頃からお世話になっている方なの

７ゲームほど行います。試合中はほとんど

で、実際にこのような場を設け、コミュニ

走っているので予想以上に疲れますが、ひと

ケーションを取る機会を得られただけでも、

たびボールが入るとチーム全体が沸き上がり、

意義があったと思います。

皆が笑顔になるので大変嬉しくなります。
試合後は先輩方からアドバイスを頂き、私
は日を重ねるごとに技術が高まり、楽しさも
倍増していきました。すっかりバスケット
ボールに魅了されていたのです。練習を終え、
体はへとへとですが、心の中はとても充実し
た思いで一杯になりました。
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新人会員に聞く
もない中、本当に家族の支えがあったからこ
そ勉強を続けることができたと感じます。そ
してこの度、念願の資格を取得することがで

鶴岡支部

村

田

公

平

きました。
趣味の話ではありますが、私は海に行き釣

この度、鶴岡支部に入会しました村田公平

りをすること、また冬にはスノーボードをし

と申します。私は以前、建築業をしておりま

に雪山へ出かけることが大好きです。私の

したが、土地家屋調査士である父の下で補助

育った鶴岡市は海、山と自然が多く魅力があ

者として仕事をすることとなり、今後自らが

ふれる地域であり、私自身も鶴岡が大好きで

土地家屋調査士として活躍していきたいと考

す。生まれ育った地域の中で生活していく中

えるようになりました。いざ調査士試験の参

で、土地家屋調査士として地域に貢献してい

考書を買い、初めて試験を受けた後は本当に

ければと思っております。

大変な試験だと実感しました。しかしその後

しかし大きな期待がある一方で、これから

は大した勉強もせずいつかは受かるのではな

は自分で責任をもち業務を行う事となる為、

いかという気持ちで試験に望み、あっという

不安な面もあります。その不安を早く解消で

間に４年が経ち危機感を感じる様になり、試

きるように日々自己研鑽に励み実務経験を積

験一回に掛ける気持ちで今回の試験に望みま

みながら専門的な知識、技術の修得を心掛け

した。私が勉強に励むことができたのは、家

成長していければと思っております。皆様ご

族の理解があったからと思います。帰宅後や

指導の程よろしくお願い致します。

休日も一日中机に向かい家族と出掛けること

境界ＡＤＲセンターやまがた研修会報告
境界ＡＤＲセンターやまがた運営委員

大

類

修

平成26年３月15日午後１時30分より山形市

会を、みやぎ境界紛争解決支援センター長、

総合スポーツセンター、ミーティングルーム

千葉三郎氏を講師にお迎えし開催いたしまし

において境界ＡＤＲセンターやまがたの研修

た。その様子をご報告します。

平成26年４月
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第 183 号 (9)

「筆界特定から境界確定等請求事件へ」と

真」「重図」「現地写真」等調査士が、その実

いう大変スリリングな演題で、次から次へと

力をいかんなく発揮出来る（腕の見せ所）も

興味が沸いてくる内容であり、講師の千葉調

のばかりです。

査士が実際に手掛けた筆界特定申請において

中でも今回の訴訟で最大の決め手となった

その特定後、境界確定等請求事件として訴訟

のは「農地法第61条の規定による売渡図」を

に進展した事件を題材に筆界特定申請や訴訟

サポートする「農地法第62条の土地配分計画

時のツボやポイントを詳しくお話し頂きまし

図」の発見だそうです。私もその図面の存在

た。

を知りませんでした。更なる研鑽の必要性を

事件地の沿革は県ホームページ、会員の広
場に渡邊副センター長が掲載しておりますの
で、そちらを参照して下さい。

実感しました。
今回の訴訟で、強く感じたことは・相手方
はこちらが思いもしなかった意外な点を突い

この事件の原因は国土調査の誤りですが、

てくる。 ・嘘も百編ほど吐けば本当になる。

昭和20年に苦労の末、満州から引き揚げてき

・伝え聞いたことが何時の間にか本人が聞い

た仲の良かった二つの家族が土地境界の問題

たことになる。・筆界特定の資料が有力な証

で、訴訟まで発展したという悲しい事件でし

拠となる。等だそうです。

た。

判決は被告（筆特申請人）の主張どおりに

筆界特定事件は、ほぼ申立人の主張に沿っ

なりましたが、もう一方の被告（市長）の筆

たものになりましたが、いざ地図訂正を行う

界は当事者の主張線とは関係の無い処に引か

段になり、全面道路との隣接関係が思わしく

れたとのことです。筆界確定訴訟は形式的形

なく、如何したものかと思慮したとのことで

成訴訟（非訴事件）とされていますので、当

す。地図訂正を行う前に訴訟になりましたが、

事者の主張に束縛されず、裁判所が裁量によ

最終目的をしっかりと見据えて資料調査提出

り何らかの境界線を決めることが出来ること

を行うことが肝要との事です。

からこのような判決になったと思われます。

訴訟は「境界確定等請求事件」ということ

市は控訴を行わなかったとのことですが、行

で、筆特時の相手方（訴訟は原告）より提訴

政としては市民の財産が多少減っても腹が痛

されたものですが（被告は筆特時申請人と市

まないですからね。

道が絡むため市長の二人）、境界確定「等」

以上、和気あいあいと活発な意見交換が出

請求ということで、筆界プラス所有権界でも

来き、時間超過の有意義な研修会であったこ

争う意図が表され、訴状、答弁書、準備書面

とをご報告します。

や数多くの証拠書面が提出され、原告、被告

実際、研修会では講義を聴き、資料を読み

とも弁護士を代理人として争ったとのことで

解き、質疑を行うことで、自己の知識として

した。

身につくと思います。認定調査士の資格を生

関係資料の提出ですが、「現況平面図」「旧
公図」「地籍図」「国土調査素図」「空中写

かし調査士業務の幅を広げて見ませんか。

(10) 平成26年４月

第 183 号

土地家屋調査士 やまがた
５日

広報部主催「講演会」
共催

社）山形県公共嘱託登記土地

家屋調査士協会
12日

１月
８日
〃
15日
16日

第12回常任理事会

〃

五者合同

財務部会

15日

注意勧告理事会
第２回全国会長会議

於東京都

境界ＡＤＲセンターやまがた「研修
会」

22日

山形県司法書士会元副会長佐藤勘二

15日

第２回境界鑑定委員会

氏黄綬褒章受章祝賀会

21日

第６回綱紀委員会

「ザ・リヴィントン」

２月
５日
〃

注意勧告理事会

於新庄市

26日

第６回理事会

27日

山形地方法務局長退任、総務課長、
首席登記官離任の挨拶

第11回常任理事会
28日

７日

公嘱協会新年懇親会

８日

前東北税理士会山形県支部連合会会

境界ＡＤＲセンターやまがた「運営
委員会」・「評議委員会」

長川合賢助氏藍綬褒賞受章祝賀会
於「山形グランドホテル」
９日

法務局休日相談所

於山形市総合福

祉センター
12日

◎退会者

境界ＡＤＲセンターやまがた「運営

荒井

啓行（山形支部）１月23日退会

委員会」

齋藤

芳晴（山形支部）３月10日退会

19日

第５回理事会

松田

朝男（山形支部）３月31日退会

21日

第３回総務部会

大類

一男（北村山支部）３月31日退会

〃
28日
〃

第２回広報部・社会事業部会
山形県弁護士会定期総会
於東京都

27日
東北ブロック協議会新人研修会
於青森市

３月
１日
１日

東北ブロック協議会第６回理事会



於青森市
３日

紀人（山形支部）軽部

隆

（山形支部）阿部

正幸

古藤

翼（米沢支部）猪口

春生

荒木

智子（寒河江支部）荒木

友博

後藤

国土調査法第19条第５項指定申請に
関する説明会

28日

◎補助者使用

二者会同

〃

◎補助者解職
山口

勝康（山形支部）山口

賢一

村田

公平（鶴岡支部）村田

久志

神原

敦子（米沢支部）猪口

春生

◎補助者変更
島貫加奈子（山形支部）樋口

昌彦

平成26年４月

土地家屋調査士 やまがた

第 183 号 (11)

会費の納入について
平成26年度第１期分会費（４月末日）について、納入下さいますようご通知いた
します。
「ゆうちょ銀行」の普通預金口座をお持ちの方は、ＡＴＭから下記の本会「ゆう
ちょ銀行」口座へお振り込みいただきますと、振込手数料は平成26年９月30日まで
無料ですのでご利用ください。

送り先
郵便振替口座

０２４４０－０－４５６８

銀 行 口 座 ①ゆうちょ銀行
②山形銀行
口座名義人

１８５７０－１１８８６９６１

本店営業部

山形県土地家屋調査士会

普通預金
会長

８９１２７４

山川一則

記
第１期分納期限

４月末日（４月～７月分）４６，０００円

第２期分納期限

８月末日（８月～11月分）４６，０００円

第３期分納期限

12月末日（12月～３月分）４６，０００円

大規模災害基金への募金お願い
日調連にて平成９年度よりはじめました標記の募金
につきましては、多々ご協力いただき厚く御礼申し上
げます。
平成26年度においても募金を継続しますので、より
一層のご協力をお願いいたします。
会員１人１，０００円を目標にしております。

(12) 平成26年４月

土地家屋調査士 やまがた

第 183 号

会員へのお知らせ
土地家屋調査士会証紙規程一部改正
（証紙の名称及び貼付）
第２条

調査士会が発行する証紙の名称は、山形県土地家屋調査士会責任証紙（以下「証

紙」という。）と称する。
２

証紙の貼付方法を以下のように定める。

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。

戸籍謄本、住民票の写し等職務上請求書取扱管理規定
（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もに、職務上請求書控綴込帳を提示しなければならない。
２ 会員は、第12条第４項ただし書の規定により、１冊を超えて職務上請求書綴込帳を購
入しようとするときは、本会に理由書を提出しなければならない。この場合においては、
前項後段の規定は適用しない。
３ 本会は、会員から職務上請求書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、職務上請求書綴込帳を頒布しなければならない。
４ 前３項の規定にかかわらず、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。
５ 会員は、第１項に定める使用済みの職務上請求書控綴込帳の提示できない場合は、そ
の理由を明らかにした書面を提出しなければならない。

証紙の貼付方法、職務上請求書の購入について、規定のとおりお願いします。

平成26年４月
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五輪選手は息子、娘 どっちがいい？
月刊「ほいづん」編集･発行人

伊

藤

美代子

冬のオリンピックが終わって、寝不足気味の
人も多かったのではないだろうか。日本人選手
は男女ともも美しい人が多くなったなあ、と
思った。誰かが「品種改良が進んだから」と失
礼なことを言ったが、間違いとは言えない気が
する。
でも国のスポーツ振興策がほとんどない日本
で選手たちは、時間もお金も練習環境もなくて
苦労している。メダルを取ったときだけ大臣に
面会させるなんて何だかなあ、と思ってしまう
のだ。
そんな話をしていた時誰かが「オリンピック
選手にするなら娘がいいか息子がいいか」と切
り出した。
一瞬の沈黙の後、Ａ子が言った。
「オリンピック選手が娘だったら結婚の条件と
してはいいのだろうか。婿さんが普通の人だっ
たら結婚式で招待客なんか差がつくのではない
か。だから息子がいい」
妻は夫の半歩あと、と言いたげである。さら
にＢ子が言った。
「娘にそんなに投資しても嫁に行ってしまえば
あちらの家の人になるんだもの、実家のことな
んて誰も評価しない」
日ごろは女性が働くことや男女平等などと口
角泡を飛ばしているのに、子どものことになる
といきなり「昭和の親」になってしまうのは何
故だろうとおかしかった。
「でも、娘が結婚するとは限らないし」と話は
いきなり現実に戻った。

第 183 号 (13)

「うちの娘は30なん
てとっくに過ぎて、
それでも家を出てい
かない。いい加減自
立してほしい」
「息子は就職したけ
れど仕事、仕事で彼
女を見つける暇もない」
「娘は派遣で仕事をしているけど、給料が安い
のに仕事は山ほどあるといって毎日帰りが遅い。
とても彼氏探しなんてしている暇がない」
そうなのだ。今若い人たちの仕事環境は最悪
に等しい。正社員で雇ってくれるところは少な
いし、あったとしてもそこはブラック企業だっ
たりする。
そして、結婚できるのは年収の高い身分の安
定した正社員同士。非正規雇用同士の結婚率は
とても低い、というチョー厳しい現実が待って
いる。自分のＤＮＡ保存のために子どもだけほ
しいと思っても、まだまだ未婚の母に社会は厳
しい。だから結婚して子どもを生んで出生率を
上げなければ「少子高齢化」は解決しない。若
い人たちの不安感を薄め、安心して結婚できる
仕事環境がないと、子どもなんて生んでくれな
いのだ。
「オリンピック選手でなくてもいい。早く結婚
してほしい！」とＡ子が叫んだ。
「うちの孫にはサッカー選手になって家を建て
てほしい。それにはＪリーグに入れて、あ、お
金がかかる。無理だあ」とＣ子も負けていない。
自慢の子どもに育てるのはお金と時間がかか
る。これだけ教育の投資をしても家から遠いと
ころに就職したら、いざという時に役に立たな
い子どもになるのだろう。親の気持ちが届かな
い世の中なのだ。
でもこのままの社会だと、きっと10倍返しが
来るんだから、ね。

伊 藤 美代子
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。

(14) 平成26年４月
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土地家屋調査士 やまがた

ほんのひとり言ですが…
ソチオリンピック
『スポーツは、まさに人生そのものだ。努力した分

してスキーハーフパイプで銅メダルを獲得した小野

だけ自分に返ってくる』

塚彩那選手など、一般的には知名度が低いほうに分
類される競技でのメダル獲得も相次ぎました。フ

かつてオリンピック・競泳で金メダルを５個獲得

リースタイルスキーに転向してわずか２年ちょっと

したオーストラリアのイアン・ソープはこう言いま

で世界３位に食い込んだ小野塚選手の驚異的な運動

した。

神経、そして自ら志願してスイスナショナルチーム

深夜の日本列島を熱くしたソチオリンピック。寝

に加入し長期間海外で腕を磨いた竹内選手。どちら

不足のまま出社したという皆さんも多かったのでは

も素晴らしいパフォーマンスを魅せてくれたと思い

ないでしょうか。もう報道し尽くされている感があ

ます。スイスで厳しい練習を積んでいた際に両親が

りますが、一ファンとして私も少し…。

一人暮らししている部屋を訪れたところ、その部屋

硬い言い方をすれば、今回のオリンピックはまさ

には窓もなく、そのあまりの厳しさに両親も絶句し

に、努力の重要性、そして努力が結果に結びつく光

たという逸話もある竹内選手。小野塚選手も同じよ

景の美しさ、素晴らしさがよく分かるものだったと

うなことをインタビューで語っていましたが、『こ

思います。

れでこの競技に光が当たれば』という彼女たちのコ

震災を経験して心が折れそうになりながらもたゆ

メントは、本心から来るものでしょう。

まぬ努力で金メダルを掴んだフィギュアスケート男

今大会の活躍でマイナースポーツと呼ばれている

子の羽生結弦選手、世界の頂点を極めた萩原兄弟が

競技も強化費や競技人口も増えることが予想されま

日本ノルディック複合の復活を夢見て育てた渡部

す。彼女たちの功績が『窓』となり、競技という部

暁斗選手のノルディック複合・ノーマルヒルの銀

屋に光を差し込んだことは間違いないと思います。

メダル、そしてメダルには手が届かなかったもの

そもそもマイナースポーツと呼ばれる競技は、それ

の、フィギュアスケート女子の浅田真央選手の完璧

は競技人口が少ないだけでなく、マスコミが取り上

なフリー演技には、テレビの前で涙する人も多かっ

げる回数が少ないから、というのも一つの要因で

たと思います。41歳、葛西紀明選手のビッグジャ

しょう。下町の町工場の技術を導入したことで取り

ンプも今大会有数の印象的シーンでしたね。独特な

上げられたボブスレーなど、きっかけはなんであれ

フォームから繰り出される安定感あるジャンプ、そ

取り上げられることが先決。マスコミ側も常にアン

して後輩たちから尊敬されるその人柄。度重なる

テナを広く、深く張っておいてほしいもの。メダル

ルール変更、そして長野オリンピックで団体メン

の個数ももちろん重要かもしれませんが、日本には

バーから外れた悔しさなど７回のオリンピックを経

まだ知られていないが、物凄い努力を重ね、世界に

験してきた『レジェンド』が魅せたビッグジャンプ

挑戦しようとしているアスリートがいるということ、

に日本中が沸きました。

そのことを私たちが手軽に知ることができる情報環

海外メディアやファン、そして選手からも『カミ

境網の整備も2020年東京オリンピックを控える日

カゼ』『レジェンド』と称される中、常に闘病中の

本にとって必要なことになってくるでしょう。これ

妹を勇気付け、世界を転戦する多忙な日程の合間を

が、ソチオリンピックを眺めながら思ったことの一

縫って病院に駆けつけるなど、その家族思いの一面

つでもありました。

もまた、彼の持つ魅力の一つと言えますね。そのバ
イタリティ溢れる闘志は衰えを見せず、2018年平
昌オリンピック出場を目指す姿は正真正銘のレジェ
ンド。その背中を見て若手も育ちつつあり、次のオ
リンピックが今から楽しみでなりません。
今回のオリンピックでは、スノーボード女子パラ
レル大回転で銀メダルを獲得した竹内智香選手、そ

プロフィール

佐藤 昌子

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

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/

平成26年４月
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奥山税理士事務所
所長

電子帳簿による保存

Ｑ：欠損金の繰越控除できる期間が９年に延長されたそ
うですが、欠損金を繰り越そうとすると９年前の帳簿
が必要になると聞きました。そんなに過去の書類を保
存しておくスペースもありません。何かよい方法はな
いですか？

Ａ：税務署長の承認を受ければ、電子帳簿による保存
が認められます。
【解説】
①原則的保存方法
帳簿書類の保存は、紙による保存が原則ですが、６年目以降
の帳簿書類（一定の書類については４年目以降）は、一定の要
件を満たすマイクロフィルムにより保存することができます。
②電磁的記録による保存方法
電子計算機を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満た
すものは、ＤＶＤ等に記録した電磁的記録のまま、又はその電
磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム（ＣＯＭ）により
保存することができます。
③スキャナ読取りの電磁的記録の保存方法
保存すべき書類のうち、次の書類以外の一定の書類について
は、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行
うことができます。
イ．棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計
算、整理又は決算に関して作成されたその他の
書類
ロ．取引の相手方から受け取った契約書、領収書
等及び自己の作成したこれらの写し（記載金額
が３万円未満のものを除く）

奥山

享

平成26年４月

土地家屋調査士 やまがた

第 183 号 (17)

ご近所グルメ
第８回

春

長く厳しい冬も終わりを告げ、会報が皆様

高松駅前にある「ブルーシャンティー」さん

の手元に届く頃には桜も満開を迎えている頃

の“カヌレ”というお菓子です。カヌレとは

でしょうか。澄み切った青空、清々しい風、

「溝のついた」という意味だそうですが……

土のにおい、そして花粉……。春ですね。
さて、先日北村山のTさんからお土産をい
ただきました。
大石田の「ぱんどら」さんのお菓子“最上
川あわゆき”です。いつもありがとうござい
なるほど。確かに溝々してますね。大きめ

ます。
ふわっとしたやわらかいスポンジで生ク

のシューマイくらいのサイズ感です。
さて、頂いてみますか……ぬぬっ⁉フォー

リームとこしあんを挟み込んだお菓子ですね。
早速頂いてみましょう。うん！間違いない！

クが入りませんね。硬いです。ではかぶりつ

口の中でやさしく溶ける様はまさに春の日差

いてみましょう。ほほう！外側はパッリパリ

しで融けゆく残雪の儚さそのものです。つい

ですね！中はしっとりで、食感のコントラス

二つ三つと手が伸びてしまいますね。

トが秀逸です。長い冬を雪の下で耐え忍び、
雪解けとともに枯れ草の間から若草色の芽を
出すふきのとうの忍耐力、生命力を感じてし
まうお菓子です。何となくですけども。
味は卵とバターでしょうか。外側の焦がし
バターの風味も良いですね。１個227円です。
小さいお店なので午後には売り切れてしまうよ

もっと大きくてもいいのに！とも思いまし

うです。今回は取置きして頂きました。こち

たが、豪雪地帯ならではの雪に対する複雑な

らのお店のモンブランも少々個性的だそうな

心境を垣間見たような気もしました。勝手に

ので、またチャレンジしてみようかと思います。

ですけど。
ということで、今回はなんとなく春を感じ
こしあんの他にずんだ、栗もあるようです。
そちらも間違いないでしょう。

るかもしれないお菓子をご紹介いたしました。
近くに御用の際はぜひどうぞ。

……お待ちしております。
たいへん美味しゅうございました。
続きましては、地元ィーおすすめ、寒河江



（編集委員３号）

(18) 平成26年４月

第 183 号

土地家屋調査士 やまがた

長い冬が終わって毎日晴天が続いています。

みに行った際、ずっと鼻がムズムズして鼻水

草木が生い茂る前の今の時期は、測量するに

が止まらない状況でした。現場作業は避けら

は絶好の季節といえますね！とは言え花粉症

れない職種ですし、アレルギー対策を十分お

の私にとっては非常につらい季節でもありま

こなって快適な作業を心がけたいです。

す。花粉症のアレルギー反応からか、先日飲
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