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会

長

挨

拶
会長

山

川

一

則

青葉が目に眩しいこの頃、皆様にはますま

続きの前提として、権利の客体を適格に登記

すご健勝のこととお慶び申し上げます。ただ

簿上に公示することによって国民がもつ権利

今、ご紹介頂きました山形県土地家屋調査士

の明確化に寄与することを目的とした制度で

会会長の山川一則でございます。本日は、山

あり、極めて公共性の高い使命を持っており

形地方法務局長

勉様はじめ、多数の

ます。平成17年には、不動産登記法の一部改

ご来賓の皆様のご臨席を仰ぎ、山形県土地家

正により筆界特定制度が創設され、申請代理

屋調査士会第65回定時総会を開催できますこ

人や筆界調査委員として制度の一役を担い微

とは、この上ない喜びであります。本日は、

力ではありますが社会のお役に立ってまいり

村山市の碁点温泉での開催となりました。ご

ました。

木村

来賓の皆様には、公務多忙の中をご臨席賜り
厚くお礼申し上げます。

また、全国の土地家屋調査士会50会が境界
ＡＤＲセンターを立ち上げたことから、日本

私が総会で会長に選任され丸３年が経過し

土地家屋調査士会連合会は、「境界紛争ゼロ

ました。私自身至らぬ事が多々ありましたが、

宣言」を提唱し、土地家屋調査士の専門的能

皆様のご支援とご協力によりまして無事に会

力を生かした取組みを強化し、境界紛争の解

務運営を行うことが出来ましたことに、深く

決へ向けて、効果的な成果が得られるような

感謝申し上げます。

事業として境界鑑定実務講座やＲシンポジウ

さて、私達を取り巻く社会環境は刻々変化
しております。このような中土地家屋調査士
として業務を行うことが出来るのは、諸先輩
方々が築いて下さった国民からの高い信頼性
と社会的地位があればこそであります。諸先
輩方々のこれまでの功績に、心から敬意を表
するものであります。
土地家屋調査士制度は、昭和25年に誕生し、
その後年月を重ね、今年で制定64年を迎えま
す。土地家屋調査士は、権利に関する登記手

ムの開催など計画しております。また、土地
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めに、研修に関する規定が制定されたところ
であります。
結びになりますが、今年度も引き続き広報
と研修に力を入れ、啓蒙活動を実施したいと
考えております。今後とも土地家屋調査士の
専門性を生かし、少しでも国民の皆様のお役
にたてるよう精進していくことお誓い申し上
げます。
家屋調査士の専門的能力をさらに向上し、将

ご来賓の皆様には今後ともご指導・ご鞭撻

来的には境界に関する法律行為の代理権や業

の程、よろしくお願い申し上げ私の挨拶とい

務における調査権等の獲得を目指すための検

たします。有難うございました。

討が進められております。
県会においては、山形県弁護士会の協力で
設立した「境界ＡＤＲセンターやまがた」は
設立４年が経過し、相談や調停業務を行って
紛争解決の一助を担ってまいりました。お陰
をもちまして、少しずつではありますが定着
しつつあると感じており、今後とも広報活動
に力を入れてまいりたいと考えております。
また、昨年度の事業として、「境界ＡＤＲ
センターやまがた」と山形地方法務局の筆界
特定室との連携による相談会も開催いたしま
した。また、広報部主催により一般市民を対
象とした公開講座を開催したり、研修会を初
めて酒田の東北公益文化大学公益ホールをお
借りして開催することが出来ました。そして、
不動産登記法第14条の地図作成作業にも多く
の会員が参画して業務を行っております。
先ほどの総会では、土地家屋調査士の社会
的信頼度を高めるため、会員一人ひとりが業
務の進歩改善を図り、社会により貢献するた

ご来賓の方々
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祝

辞
山形地方法務局長

木

村

勉

本日は、第65回山形県土地家屋調査士会定

当局においても、被災局への支援として、

時総会の開催、誠におめでとうございます。

震災フリーダイヤルによる登記相談や、事件

山形県土地家屋調査士会並びに会員の皆様

処理のための事務応援などを継続して行って

には、日頃から、登記事務の円滑な運営に、

いるところです。

格別の御理解と御協力をいただいているとこ

一日でも早い復興実現のため、私ども法務

ろであり、この場をお借りして、厚く御礼を

局も一丸となって取り組んでまいりますので、

申し上げます。

会員の皆様にも、引き続き御協力をお願い申

先ほどは、永年にわたり土地家屋調査士会
の発展に寄与された方々が、日本土地家屋調
査士会連合会長及び日本土地家屋調査士会連
合会東北ブロック協議会長並びに山形県土地
家屋調査士会長から表彰を受けられ、さらに、

し上げます。
２点目は、「登記所備付地図作成作業につ
いて」であります。
しもじょうまち

本年度は、山形市下条町１丁目、４丁目、
さかなまち

にしきちょう

肴町及び錦町の約0.372k㎡、1,795筆について

当職からも表彰させていただきました。受賞

登記所備付地図作成作業を実施しております。

された方々に対しまして、心からお喜びを申

震災により、登記所備付地図の重要性が改

し上げますとともに、その御功績に対し深く

めて認識されており、地域住民の皆様の期待

敬意を表する次第であります。

に応えるためにも、この事業を着実に進めて

本日は、せっかくの機会でございますので、
最近の法務行政をめぐる情勢について申し上
げ、皆様の参考に供したいと思います。
１点目は、
「東日本大震災からの復興に対
する取組について」であります。
甚大な被害をもたらした東日本大震災から

いく必要がありますので、引き続き協力体制
の構築についてお願い申し上げます。
３点目は「筆界特定制度について」であり
ます。
平成18年１月の制度発足から、当局管内
におきましては、本年３月末日までに79申

既に３年余が経過しましたが、被災地はいま

請141手続がなされ、筆界を特定した事件は、

だ復旧・復興の途上にあります。会員の皆様

42申請80手続となっております。

には、被災者の方々に対する登記相談をはじ

この制度の目的とするところは、土地の筆

め、建物の職権滅失登記のための調査や、登

界の迅速かつ適正な特定により、筆界をめぐ

記所備付地図の修正作業などに対し、大変な

る紛争予防と早期解決を図るとともに、地図

御尽力をいただいているところであり、改め

整備にも資することとされています。

まして御礼を申し上げます。

土地の境界に関する国民の意識が高まる中、
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この制度を定着させ、より一層国民の皆様に

ころです。開設に当たっては、貴会及び会員

利用していただくことが必要であることから、

の皆様の御支援、御協力をいただき、大きな

今後も筆界に関する専門的知識を有する皆様

成果を挙げることができました。この場をお

方に筆界調査委員として御協力賜りますよう

借りして、改めて御礼を申し上げます。

お願い申し上げます。
４点目は「オンライン申請の利用促進につ
いて」でありす。

この休日相談所は、平日には時間的制約な
どがあるため、相談窓口を訪れることのでき
ないお客様のニーズに応えるとともに、法務

登記のオンライン申請の利用促進について

局の行政サービスの一層の向上を図ることを

は、平成25年度まで、「新たなオンライン利

目的とするものです。本年度は、10月５日

用に関する計画」に基づき取組を進めてまい

（日）に開催する予定としておりますので、

りましたが、平成26年度以降の新たな政府

引き続き、貴会並びに会員の皆様の御支援と

の計画として、平成25年６月14日閣議決定

御協力をお願い申し上げます。

の「世界最先端IT国家想像宣言」に基づき、

申し上げるまでもありませんが、土地家屋

「オンライン手続の利便性向上に向けた改善

調査士制度は、「不動産の表示に関する登記

方針」が本年４月１日に決定され、登記関係

手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係

手続は、改善促進手続として利便性の向上に

る国民の権利の明確化に寄与する」ものであ

向け取り組むこととされております。

ります。さらに、表示に関する登記を始めと

山形地方法務局管内における平成25年１月

する法務行政の適正な運営に大きく貢献する

から12月までのオンライン申請の利用状況は、

公共的な性質をも有していることから、国民

不動産登記が55.3%で全国第４位、商業法人

生活に密着した極めて重要な制度であり、土

登記は46.8%で全国第10位となっており、い

地家屋調査士制度に寄せる国民の期待は、ま

ずれも全国平均を大きく上回っております。

すます大きなものとなっております。

これは、会員の皆様の御協力によるものと感
謝いたしております。
法務局では、今後とも、オンライン申請の
利便性の向上とその利用の促進に取り組むこ

会員の皆様方におかれましては、今後も引
き続き御尽力いただき、土地家屋調査士制度
がなお一層充実していくことを期待しており
ます。

ととしておりますので、引き続き会員の皆様

終わりに、本日の総会の御盛会を心からお

の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げ

喜び申し上げますとともに、貴会のますます

ます。

の御発展と会員の皆様の御健勝をお祈り申し

最後に、「法務局の行政サービスの向上の
ための取組について」であります。
昨年10月６日（日）に、「全国一斉！法務
局休日相談所」を開設しました。その結果、
山形県内では162人、146件の相談があったと

上げまして、祝辞とさせていただきます。
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祝

辞
日本土地家屋調査士会連合会会長

林

千

年

本日ここに、山形地方法務局長を始め、多

としていますのも、その一環でありますし、

くのご来賓をお迎えし、山形県土地家屋調査

平成25年度の事業として、今年の３月末に、

士会第65回定時総会が盛会に開催されました

「土地家屋調査士白書2014」を発刊させてい

ことに、まずもってお慶びとお祝いを申し上

ただきましたのも、それらを推進する上での

げます。

基礎資料と位置付けております。

また、日頃から会長を初めとして、役員の

また、先ごろ、各府省情報化統括責任者連

皆様、そして、会員の皆様には、日本土地家

絡会議から、オンライン手続の利便性向上に

屋調査士会連合会の会務運営につきまして、

向けた改善方針（案）が示されましたが、こ

ご理解・ご協力をいただいておりますこと誠

れまで、連合会が要望してきました原本提示

に心強く感謝を申し上げます。

や添付書類提出の省略等の「オンラインの手

新執行部となって、早一年が過ぎますが、

続に係る負担軽減」策が盛り込まれており、

平成25年度の連合会の事業方針大綱を基本に

より一層、完全オンライン化に向けた取組み

活動を重ね、概ね初期の目標を達成できたと

を強化して参ります。

考えております。この場をお借りいたしまし
て厚く御礼を申し上げます。

さらに、国土調査法第19条第５項の指定申
請の関係では、国土交通省

土地・建設産業

土地家屋調査士制度において、今日的な課

局長から本年３月12日付けで発出された「民

題として取り上げるならば、それは、「土地

間事業者等の測量成果を活用した地籍整備の

家屋調査士が土地境界の専門家として社会か

推進について」の中で基準点測量の一環とし

ら認知を得て、その地位を確立し、社会的使

て、認定登記基準点を用いてよいことの位置

命を果たすことに尽きる。」と考えておりま

付けがされるとともに、地積更正登記が条件

す。そのための戦略的ツールとしているのが、

付けられたことから、土地家屋調査士が、日

「境界紛争ゼロ宣言‼」を社会全体に発信す

常業務の成果を活用した地図作りに参画する

ること、「日常の業務成果を活用した地図作

道が大きく拓かれたと考えております。

り」に参画することであり、これを強力に推
し進めていかなければなりません。
平成26年秋に、シンポジウムを開催しよう

他方、近年、全国的に、業務量の減少が問
題視されておりますが、これは、少子高齢化、
人口の都市部への一極集中が大きな原因であ
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ると考えられます。これについても、発想を

山形県土地家屋調査士会並びに会員諸兄の

転換すれば、業務領域の拡大につながる場面

一層のご理解とご提言を賜りたくお願い申し

もあると考えております。例えば、土地所有

上げます。

者の高齢化による境界不明の多発、外国人に

結びに当たり、本日ご列席の皆様のご健勝

よる基地周辺地域や、水源地である山村部等

と山形県土地家屋調査士会の益々のご発展を

の土地購入、企業による農地所有等の問題は、

祈念し、お祝いのことばといたします。

我々土地家屋調査士が持つ知見と経験を生か
すことが出来る事柄であります。加えて、連
合会としては、土地境界に関する法律行為の
代理権、業務における調査権の獲得を目指す
べき時期が到来したと捉えております。
また、東日本大震災被災地の復興計画等が
更に具体化・現実化されることに伴い、登記
所備付地図の修正作業、境界復元作業の必要
性・重要性が高まることが見込まれますとこ
ろから、引き続き、復興支援に取り組んで参
ります。会員の皆様におかれましても、引き
続きのご協力をお願いいたします。
土地家屋調査士制度を推進するに当たって
は、会員の力を結集して組織力を強化し、土
地家屋調査士会の自律機能の向上が肝要とな
ります。その上からも、会員数の規模に左右
されない適切な土地家屋調査士会の運営に資
するべく、会員数が百五十人未満の土地家屋
調査士会に対して、研修や広報などへの事業
助成を行いたいと考えておりますので、全国
の土地家屋調査士会と会員の皆様のご理解を
お願いいたします。
今後も、連合会は、土地家屋調査士制度の
充実・発展に向けて全力で取り組み、役員一
丸となって邁進する覚悟でおります。

相田名誉会長へ感謝状を授与する
日調連会長代理宮嶋泰副会長
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日 時 平成26年５月28日（水）
場 所 村山市「クアハウス碁点」
会員総数 186名
出席者数 169名（本人出席106名、内委任状
出席65名）
25年度決算 30,124,193円
26年度予算 31,500,000円
平成25年度事業計画
総務部
１．会員への指導及び効率的な情報伝達
２．業務執行体制の検討と事務局機能の充実
３．土地家屋調査士制度の啓蒙活動
４．友好団体との連携強化
５．会館問題についての検討促進
財務部
１．予算の適正編成・効率執行
２．各種保険制度の啓蒙
３．会の健全財政を図るための検討
業務部・研修部
１．研究会及び講演等の開催に関する事項
◦倫理の向上、業務に関する法令に関する
講演会の開催
２．業務の改善、企画、立案に関する事項
◦境 界鑑定委員会及び「境界ＡＤＲセン
ターやまがた」への支援
３．業務関係法令、業務に関する調査統計等
に関する事項
◦表示登記実務研究会の開催
広報部・社会事業部
１．会報の発行
会報「やまがた」の発行
２．無料登記相談の実施
３．情報公開
⑴調査士会会則 ⑵役員名簿 ⑶事業計画
方針 ⑷一般会計予算書 ⑸会務報告
⑹決算書 ⑺支部に関する事項
４．制度広報の実施について
⑴「境界ＡＤＲセンターやまがた」と共同
で境界問題に関する広報の実施、また、
法務局「筆界特定制度」の広報
⑵出前講座・市民講座等の実施

■政治連盟第14回定時大会概要
日

時

平成26年５月28日（水）

場

所

村山市「クアハウス碁点」

会員総数

120名

出席者数

46名（委任状出席46名）

25年度決算

638,209円

26年度予算

1,163,000円
平成26年度運動方針

山形県土地家屋調査士政治連盟の結成から
15年目の年となりました。昨年度は第23回の
参議院選挙が行われ、この結果、自由民主党
を中心とする安定政権が樹立されたところで
あります。当政治連盟は、昨今の厳しい経済
環境にある土地家屋調査士の地位向上を図る
ため、調査士会、協会と連携を密にして、国
会議員、地方議員に積極的な活動を展開して
行きたいと思っております。
これからも、土地家屋調査士制度にご理解
いただける議員を一人でも多く増やすべく、
政治の場に大いに出番を求め、土地家屋調査
士の地位向上を図ります。
それが即ち、不動産登記制度と国民の権利
の擁護につながるものであり、強いては、土
地家屋調査士である我らの困難な現状から脱
出し、明るい未来を得る道につながると信じ
政治活動を行う。
１．全国土地家屋調査士制度連盟との連携及
び協力・支援を行う
２．国・県等の議員に土地家屋調査士制度の
啓発・広報活動を行う
３．山形県土地家屋調査士政治連盟の未加入
会員へ、当連盟の理解と入会を得るよう努
める

平成26年７月
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

受 賞おめでとうございます

（順不同敬称略）

仙台法務局長表彰

板 坂 芳 秋
（寒河江支部）

遠 藤 良 徳
（米沢支部）

押 野 勇 治
（山形支部）

山形地方法務局長表彰

齋 藤 幸 夫
（米沢支部）

木 村 健 次
（山形支部）

日本土地家屋調査士会連合会会長表彰

東海林 健 登
（山形支部）

井 澤 文 利
（北村山支部）

日本土地家屋調査士会連合会会長表彰
相

田

治

孝（米沢支部）

日本土地家屋調査士会連合会東北ブロック協議会会長表彰
山
宮

矢
佐

本
林

萩
藤

節

子（鶴岡支部）
晃（北村山支部）

長
柏

坂
屋

恭
敏

司（寒河江支部）
秋（山形支部）

山形県土地家屋調査士会会長表彰

正

史（山形支部）
攻（米沢支部）

石
石

山
渡

昌

利（山形支部）
悟（酒田支部）

(12) 平成26年７月
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支部総会の概要
山

形

支

部

北村山支部

長

庄

司

浩

治

宮

林

副 支 部 長

稲

毛

睦

夫

横

山

支

会

部

員

数

58名

栄

米

沢

支

部

晃

柴

田

千

晴

一

安孫子

豊

夫

15名

37名

支 部 総 会 ４月24日（木）

４月24日（木）

４月23日（水）

日

時 ＰＭ4:00～

ＰＭ4:00～

ＰＭ3:30～

場

所 山形市

村山市

飯豊町

「クアハウス碁点」

「がまの湯温泉

出席14名、委任状出席１名

出席32名、委任状出席４名

「山形国際ホテル」
参 加 人 数 出席40名、委任状出席13名
平 成 25 年 度
決

算

額

平 成 26 年 度
予

算

額

￥1,602,139

￥670,441

￥777,058

￥2,010,000

￥1,210,000

￥1,588,400

￥7,000

￥20,000

￥5,000

支部会員負担金
（年

額）

１．法令、実務に関する研修及

１．法令、実務、業務に関する

１．表示登記ならびに境界に関

び法務局との業務打ち合わせ

研修等を行い、教養を涵養す

する無料登記相談を行い、調

等を行う。

る。

２．業務に関連する研修を行い、２．土地家屋調査士業務の広報
教養を涵養する。

と職域の確保に努める。

査士の広報と奉仕に努める。
２．法令・実務に関する研修会
等を開催し、専門的知識の向

３．県会主催の非調査士排除の

３．公益社団法人山形県公共嘱

上と技術の研鑽に努めると共

実態調査を行い、調査士業務

託登記土地家屋調査士協会と

に、法務局との業務打合等を

を確保する。

の協力、協調をはかる。

行う。

年

４．登記無料相談を行い、調査

度

５．公益社団法人山形県公共嘱

４． オンライン申請等のTif図

事

託登記土地家屋調査士協会お

面添付促進を図り、スキル

業

26

いいで旅館」

との協力、協調をはかる。

４．他支部、他団体との交流を

士業務の広報と奉仕に努める。

よびＡＤＲセンターやまがた

深める。

３．公共嘱託登記土地家屋調査
士協会との協力、協調を図る。

アップに努める。
５．支部会員相互の資質の向上

計

と親睦を図り、情報の速やか

画

６．調査士会ホームページの支

な共有に努める。
部掲示板やメールを積極的に
活用し業務執行体制の充実と
効率的な支部運営により、更
なる経費節減に努める。

平成26年７月

第 184 号 (13)
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寒河江支部

新

庄

支

部

鶴

岡

長

坂

恭

司

髙

橋

孝

一

長谷川

奥

山

広

行

早

坂

利

啓

山

支

本

節

部

酒

田

潤

下

村

子

渡

部

支

部
宏

利

春

15名

12名

20名

27名

４月24日（木）

４月18日（金）

４月23日（水）

４月24日（木）

ＰＭ3:00～

ＰＭ3:30～

ＰＭ4:30～

ＰＭ4:30～

寒河江市

新庄市

鶴岡市

酒田市

「ホテルサンチェリー」

「山葵家」

「みなぐち」

「大和寿司」

出席12名、委任状出席２名

出席12名

出席16名、委任状出席４名

出席16名、委任状出席10名

￥698,643

⑴

￥1,125,000

￥1,846,000

￥20,000

￥15,000

￥15,000

￥18,000

② 最新機器のシステム
に伴う業務研修
③ 調査士事務所の情報
化についての研修
④ 基準点活用について
の研修
⑤ 表示登記研究会の開
催
⑵

１．平成26年４月４日
 表示登記の日、記念行
事無料登記相談

１．一金会
イ

事務連絡

ロ

法令研修

 新庄支部第65回定期総

滑化を図るとともに、レ

ハ

事務打合せ

会

クリエーション等を通じ

ニ

事例研修

ホ

測量(土地・建物)

３．平成26年６月

日未定

 支部理事会及び、司・
調合同役員会
日未定

業務研修会
５．平成26年12月

て会員同志の親睦に努め
る。
３．隣接支部との交流を深

日未定

 表示登記の相談を通し

 司・調両支部合同研修

て広く広報活動を行う。

会

支部会員の親睦会等

実を図り、技術力の強化
と品位の向上に努める。

その他

その他

１．月例会及び研修会の充 １）業務研修

２．会員の連絡・伝達の円

２．平成26年４月18日

４．平成26年７月

無料登記相談の開催

⑶

￥1,044,242

￥950,000

登記事務の研修

⑥

￥760,290

￥1,050,000

業務研修会等の開催
①

￥561,552  

２）打合せ協議

め、お互いの情報交換及

１．法務局との打合せ協議

び両支部会員の親睦に努

２．県調査士会との打合

める。
４．表示登記の広報活動を
活発にする。

６．平成27年１月

２．隣接支部との合同研修

せ協議
３．隣接支部との打合せ
協議
３）広報

日未定

５．支部と県会とのパイプ

 司・調両支部合同研修

役『山調会』へ積極的に

１．支部会報の発行

会

協力する。

２．対外ＰＲの充実

７．平成27年２月
業務研修会

日未定

６．『公共嘱託登記土地家
屋調査士協会』へ協力す
る。
７．『鶴岡税務署管内資産
税関係協議会』へ協力す
る。

３．登記相談の開催
４）福利厚生
１．図書、資料等の配布
２．レクリエーションの
開催
５）公共事業嘱託登記の推進

(14) 平成26年７月
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第71回日本土地家屋調査士会連合会
定時総会報告
常任理事
平成26年６月17日（火）・18日（水）、「東京ドー
ムホテル」において、第71回日本土地家屋調査士会
連合会定時総会が開催されました。山形会からは、
山川会長と東海林副会長が代議員として、それにオ
ブザーバーとして、私が出席しました。
開会の前に、亡くなられた会員の冥福を祈り、黙
祷がささげられました。その後当会同様、倫理綱領
唱和、調査士の歌斉唱と続き、来賓入場となった。
13：00より日調連会長挨拶から始まり、20名の会
員に法務大臣表彰が奥野信亮法務副大臣より授与さ
れました。
議事に入り、秋田会会長赤塚氏、三重会神戸氏が
議長に指名され審議に入った。
会務報告がはじめになされ、日調連会長による
全体としての報告、会部長の報告があったが、137
ページある議案書を当日に受け取ったオブザーバー
の私は、あちこちに飛ぶページを追いかけるのにず
いぶん難儀した。
第１号議案「平成25年度一般会計収入支出決算報
告の件」
、
「平成25年度特別会計収入支出決算報告の
件」はおよそ20分の質疑、応答の後承認された。
第２号議案「日本土地家屋調査士会連合会特別会
計規定の一部改正審議の件」については10分の説
明・質疑の後承認された。特定認証局が民間認証局
へ移行することに伴う改正とともに、「大規模災害
対策基金特別会計」が「特別会計規定」に規定され
ていない状態にあることから追加するという改正案
でした。
第３号事案「平成26年度事業計画案審議の件」に
ついて、連合会会長が事業方針の大綱を説明した後、
７つの部会と研究所の担当部長より説明があった。
説明の途中17：00となったので審議を一旦中止し
休会となり、18日へ持ち越しとなった。
その後18：30から立食による懇親会が始まりまし
た。国会議員の先生方が多数駆けつけてくださり応
援のご挨拶を賜りました。飲み物を手にすることも
できずに「おあずけ」の時間が35分間にわたった。
乾杯の後も、テレビで見たことのある各党の先生方
のあいさつが続いたが、他の会の役員と旧交を温め、
名刺交換、情報交換に忙しかった。
又、山下相談役のところで補助者として勉強して

今

野

繁

いた方が千葉会の役員として来ていて、懐かしく言
葉を交わすことができたのは望外の出来事であった。
午後８時過ぎには中締めとなり、山形会３名はホテ
ルのすぐ近くの居酒屋で軽く食事をして早々と就寝
した。
翌18日、中断していた審議は9：30から再開した。
第３号議案の事業計画案の説明の続きから再開し、
その説明の後第４号議案「平成26年度一般会計収入
支出決算予算案審議の件」、「平成26年度特別会計収
入支出予算案審議の件」の説明がなされ、質疑応答
に入った。
事前に出されていた要望質問は60件ほどあり、答
弁の時間はほぼその説明に費やされた。会員減少に
対する対策、業務開拓、認定調査士の活用方法、隣
接土地所有者不明の場合の自治体からの情報提供等、
昨年の総会の３倍の意見要望は連合会の課題の多さ
を感じた。特に93条報告書の書式の変更また、その
制定の目的との齟齬などかなりの会が不満を持って
いることを実感した。昨年の総会答弁の「検討す
る」とされた課題の説明が丁寧にされていないこと
へのいら立ちを隠せない代議員もいたりした。
残念ながら、これだけの意見要望があっても、日
調連の理事で対応し、検討する時間があるのか、と
少し同情したりした。しかしこれだけの意見・要望
がありながら実質５時間30分の時間ではとても足り
ないと思ったのは私だけではないと感じた。長い時
間をかけた説明の後、第３号議案、第４議案は承認
された。
11：55にすべての議事が終了し議長が降壇し、
ちょうど12時に閉会となり、我々は帰途につきまし
た。
以上ご報告申し上げます。

平成26年７月
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日調連東北ブロック協議会
第59回定時総会報告
理事

髙

橋

浩

昭

平成26年７月11、12日の２日間にわたり、

第２号議案の趣旨説明で、開業ガイダンス

仙台市の「江陽グランドホテル」において東

により、登録をためらって、埋もれてしまっ

北ブロック協議会第59回定時総会が開催され

た合格者たちの不安を取り除き、登録した人

た。

たちが何人もおり、重要な事業であるとの説

当会からは、ブロック役員として山川一則

明がされた。

会長、相田治孝名誉会長が、代議員として東

第２、３号議案に対する質疑で、岩手会か

海林健登副会長、菅原淳副会長、遠藤良徳副

ら義援金の繰越分を事業に使う予定はない

会長、今野繁常任理事が、オブザーバーとし

かとの質問があったが、日調連の意向もあ

て押野勇治理事と私が出席した。また、田中

り、今のところ使わずに置くとのことであっ

忍公嘱協会理事長が来賓で出席された。

た。また、山形会東海林代議員から、新人研

初日は２時30分からで、物故会員に黙祷を

修やブロック総会の輪番制を再考したらどう

捧げたあと、鈴木修ブロック協議会長の挨拶

かとの意見があった。執行部の回答は、新人

で始まった。

研修については以前からそうした意見はあっ

議長には宮城会の総務部長鈴木禎氏が選出

たが、もう少し検討させてほしい。会長の個

され、議事録署名人及び書記の指名後に、順

人的考えとして、総会については各会を回る

次平成25年度の会務及び事業報告がなされ、

ことで普段出席しない地元の一般会員がオブ

議事に入った。

ザーバー出席できるなど、それなりに意味が
あるのではないかとのことであった。
議事

４号議案は、東北６県を反時計まわりに開

第１号議案

平成25年度収支決算報告承認の件

催地とする慣例に従い、岩手会を開催地とす

第２号議案

平成26年度事業計画案審議の件

ることが承認された。

１．ブロック主催研修会の開催

その後、４時30分から式典が行なわれ、山

２．日調連事業計画と連動する事業

形会からは遠藤良徳会員、板坂芳秋会員、押

３．新人研修会の開催

野勇治会員が仙台法務局管区局長表彰を受け

４．調査士試験合格者のための開業ガイダンス

た。誠におめでとうございました。

第３号議案

平成26年度収支予算案審議の件

夕方６時からは懇親会が行なわれた。フラ

第４号議案

次期総会開催担当会決定審議の件

ガールによるタヒチダンスやフラダンスがな

第５号議案

役員任期満了（監事）に伴う選

ごやかな雰囲気にしてくれた。他県の人たち

任の件

と懇談し、美味しい肴とお酒を堪能している
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うちに、あっという間に時間は過ぎて行った。

検討する必要がある。

２日目は総務部会、財務部会、業務部会、

以上の３点については、参加者全員が共通

研修部会、広報部会毎に分かれて、担当者会

認識をもったので、ブロックを通じて連合会

同を行った。私は山形会では総務部所属だが、

に要請してもらうことにした。

業務部会に参加したので、そこでの議論を紹
介したい。
１つ目のテーマは宮城会から出された「地
図作成の単価と数量、作業規程」についてで
ある。平成23年から法務省の不動産登記法第
14条地図作成作業規程になり、事前調査、測

その他の各部会においても有意義な意見交
換がされたようであった。また、山形会の山
賀、田中両氏を含む各県の事務局職員の意見
交換会も別室で行われたようである。
最後に、各部会の代表が協議内容を全体に
報告して、全日程を終了した。

量、復元など作業が増えたにもかかわらず、

なお、12日の早朝４時頃に地震があり、岩

依然として入札の際の価格が作業の種別、数

手、宮城、福島の太平洋沿岸に20センチ程度

量、単価などを明示せずに、筆数や面積など

の津波が発生した。あの震災の記憶を思い出

に基づいただけであるのはおかしい。加えて、

した人も多いのではないか。あれからまだ３

価格も安すぎるといった理由からである。

年４か月しか経っておらず、未だ復興も途上

２つ目のテーマは福島会から出された「報
酬に関する考え方」についてである。各県と
も殆どの会員が平成10年発行のピンクの報酬

で、余震も続いていること改めて実感させら
れた。
一緒に出席された方々、大変お世話になり

額運用基準を未だに利用しているようである

ました。

が、現在はオンライン申請であり、紙申請を

いたします。

ベースにしたピンク本はそうした現状にそぐ
わない部分が多い。他方、日調連で実施した
報酬に関するアンケートが冊子化されたが、
これを精査し、新たな積算基準を作るべきで
はないかといった理由からである。
３つ目のテーマは岩手会から出された「隣
接不在地権者との接触方（立会依頼等）につ
いて」である。そのうち、①「登記住所に不
在の場合」は、調査士から法務局に照会し、
法務局が総務省に問い合わせて回答を得ると
いった方法が可能か、日調連で要請している
とのこと。②「後見人が選任されている場
合」は、後見人が選任されているのかどうか
について、何かいい照会方法のようなものを

以上簡単ではありますが、報告と

平成26年７月
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支 部 だ よ り
東北六魂祭開催される
二日間熱く燃えた山形市
山形支部

柏

屋

敏

秋

本年５月24日（土）と５月25日（日）の二
日間にわたり東北六魂祭が山形市で開催され

ブルーインパルス

ました。
東北六魂祭とは、東日本大震災からの復興
を願い、東北六県を代表する祭りが集結した
もので、これまで仙台、盛岡、福島の各市に
続き、山形市の開催が４回目になります。
イベントの内容を紹介しますと、次のよう
な盛りだくさんの行事が行われました。
★東北６市の祭りパレード、ステージイベント

六魂Food Parkで行われた大道芸

★東北６市の物産展、体験ブース

六県の地ビールと郷土料理が販売されていま

★山形まるごと食フェスタ、山形県観光物産市

した。主なものを紹介しますと、山形は牛肉

★ブルーインパルス

弁当、宮城は牛タン焼き、福島はうに貝焼き、

★六魂Fes

青森は十和田バラ焼き、岩手はフランクフル

以上のイベントの中から私が体験したもの
をレポートします。

ト、秋田は焼きそばなどです。
次にパレードを見学しました。このイベン

ブルーインパルスとは、アクロバット飛行

トがメインだと思います。山形市長の挨拶が

のことで、24日の12時30分より約30分間山形

終わった後、最初は秋田竿燈まつりです。こ

市の上空を航空自衛隊の専門チームによる飛

れだけが踊りがないので、最初に行われたと

行で、編隊を崩さずに飛行するものや、１機

思います。

ずつ別に飛行して、大空に桜の模様を描くも

竿燈は竹竿に46個の提灯をつけたもので、

のなどが披露されました。山形市のほとんど

見るからに重そうでしたが、これを肩で支え

の場所から見ることができたと思われました。

たり、腰で支えたりのパフォーマンス、私は

文翔館では六魂Food Parkが行われ、東北

初めて見ました。
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五番目は仙台のすずめ踊り、仙台といえば
七夕ですが、パレードにはすずめ踊りが参加
しました。庭で遊んでいる雀を連想するよう
な、見ていて楽しい踊りでした。

秋田竿燈まつり

次に踊りのパレード、先頭は山形の花笠ま
つりです。山形のものに対し尾花沢の笠まわ
しはエネルギッシュな感じでした。
仙台すずめ踊り

パレードの最後は青森ねぶた祭です。実際
の祭りでは22台のねぶたが出るそうですが、
パレードには１台だけでした。でも凄い迫力
を感じます。踊りは「ラッセーラ」の掛け声
にぴょんぴょん跳ねているだけのように見え
ました。もし飛び入りができるならわたしに
山形花笠まつり

もできそうです。

三番目は盛岡のさんさ踊りです。この踊り
は、さんざん悪さをした鬼を退治した人々が
「さんささんさ」と言って踊ったという伝説
に由来します。
四番目は福島のわらじまつり、古来より健
脚を願い、地元の足尾神社に奉納される大わ
らじにちなんで開催されているまつりです。
日本一の大わらじは必見です。

青森ねぶた祭

六魂Fesは山形の新企画で、人気アーティ
ストによる音楽イベントです。私は入場でき
ませんでしたが、盛り上がっている様子でし
た。
最後に被災地の復興を心からお祈りし、報
告といたします。
福島わらじまつり

平成26年７月
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趣味・将棋の
アマとプロ

支部便り
北村山支部

菅

野

米沢支部

信

４月早々、理事会で承認された研修規則制
定の施行通知が届けられました。

安孫子

豊

夫

年度末県総会も終わり新年度がスタ－トし
た処でありますが、米沢支部も今年度２回の

４月24日、北村山支部定時総会が開催され

研修会を予定しており内容について検討中で

るに当たり、支部会員から、その「研修規則

あります。その様な中で研修等の報告もなく

施行と実施要領は無効であることを確認す

今回は趣味・将棋のアマとプロと題し投稿さ

る」議案提出がされたことで、支部長から会

せていただきたいと思います。

員にその資料が配られました。

私と将棋の出会いは中学２年の時でありま

総会当日は、東海林副会長が出席され、理

した。その頃は遊びらしきものがあまりな

事会側の率直な考えをお聞きすることが出来、

かった様に記憶しております。級友から駒の

又、支部長の事前対応のお蔭で戸惑うことも

動かし方を教えてもらい将棋を指していたの

なく議事は進められました。

が始まりです。

会員から提議された「手続きに於いて瑕疵

以来五十数年今でも趣味として将棋を指し

である」という無効意見に鑑み、賛否両論の

ております。自分でもよく飽きないものだと

意見が交換され、程よい緊張感のなかで７割

感心しております。現在は月１回の月例会を

の賛成で議案は採決されました。

通して棋友と将棋を楽しんでおります。

会則等を熟知していなかったため、県土地

ところで皆さんは将棋のプロ棋士がいるこ

家屋調査士会に大変な心配とご迷惑をお掛け

とを御存知でしょうか。将棋を指すことを職

した経験がある自分が報告するのは、おこが

業としている人であります。

ましい限りでありますが、若い会員の忌憚の
ない提議は、清々しく感じました。

（公益社団法人）日本将棋連盟という組織
があります。その中にプロを養成する奨励会

しかして、今日のニュースは集団的自衛権

なるものがあり、全国の選りすぐれた子供達

やTPPをめぐり、世界における抑止力は軍事

がプロになるべく、ここの養成機関で腕を磨

力や経済力でしかないという一辺倒に染まっ

いているのです。奨励会は三段までで、三段

ています。せめて、法の下で、納得のいく審

リ－グ戦（年２回）で年４人が晴れて四段に

議、決議がなされるよう願うしかありません。

昇段し、プロ棋士となることが出来るのであ
ります。調査士試験を突破することも大変で
すがその比ではない様に思われます。プロに
なれば、各種棋戦への参加や指導対局、イベ
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ント事業への参加等活動している様です。ス
ポンサ－は新聞社等が主であります。又女流

航路に遠い京の都まで運ばれていました。
紅花は着物の染料や化粧紅などとなるため、

のプロ棋士も活動をしております。女流のプ

京都でもたいへん高価な代物として重宝され

ロ棋士の規定は男子プロ棋士とは別の規定で

る物でした。

ある様であります。
最近ではコンピュ－タ－の発達により将棋
のソフトが出来プロと対等に戦いが出来るま
で来ている様です。
何はともあれ趣味の内はいいが、プロとも
なれば生活がかかっており私ら凡人からみれ
ば大変厳しい世界であることには余談の許さ
ない処であります。今回の内容について興味
のある方は、日本将棋連盟のホ－ムペ－ジを
紅花資料館

検索していただければ沢山の情報が得られま
す。是非見てください。飽きないですよ！

紅花問屋の多かった河北町には、紅花大臣
と称される豪商も輩出し、京都方面との交易
による文化が、現在も色濃く残されています。

河北町紅花資料館
寒河江支部

古

関

ここで、紅花資料館の見所を紹介します。見
所は三つあり、一つ目は紅の館の中にある国
内最大級の等身大ひな人形です。薄紅色の生

亮

太

地は紅花の染料を使用しており、持ち物も宮
内庁仕様にこだわっています。

河北町には紅花や、いろいろな資料を通し

二つ目は、こちらも紅の館にある目にも鮮

て、地域の歴史と文化についての理解を深め

やかな色の振り袖の数々です。振り袖はそれ

ることを目的とした紅花資料館があります。

ぞれ微妙に色みが異なり、うすいピンク色か

６月５日、公務のため皇室の秋篠宮妃紀子さ

ら鮮やかな赤色までさまざまあります。展覧

まと長女眞子さまが来県され、紅花資料館を

場所には上品な音楽が流れ、美しい振り袖を

視察されました。

身にまとった当時の女性の姿が思い浮かんで

河北町が属する村山地方は、昔、紅花の生
産が盛んでした。中世末期から明治初期に至

きます。
三つ目は、紅花や京文化とは異なりますが、

るまで、全国生産額の過半を占めるほどで、

入り口の池にいるたくさんのコイです。池に

その品質も高く評価されていました。特に河

近づいただけでコイたちはえさをくれると思

北町周辺が、最上川河畔に多くの畑地を持ち、

い、口をぱくぱくとさせます。相当おなかが

その中心であったことから、紅花は最上川を

空いているのでしょうか。受付にてコイの
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第 184 号 (21)

えさが100円で売られていますので、皆さん、

憶していますが、それに対し、「国際協力の

コイに会いにいきましょう。

推進」など、グローバルな内容が多いように
感じました。年齢もおよそ30代後半、興味本
位で検索してみると、納得しました。平成12
年に国税庁に入庁後、米国シカゴ大学に留学、
その後、パリのOECD（経済協力開発機構）
日本政府代表での勤務を経て、帰国後は、大
阪国税庁から霞ヶ関へと、華麗な経歴を持つ
国際的な税務問題に関するスペシャリストで

食欲旺盛なコイ

した。なぜ鶴岡に赴任されたのか、少々不可

このように、河北町紅花資料館は昔からあ
りますが、数々の著名な方が訪問され、見ど
ころも豊富にあります。一度は来館されてみ

思議なところではあるが、７月には転勤の予
定とのこと、骨休めだったのでしょうか。
長い長い講演の後は、以前にも紹介しまし
たNPO法人つるおかランドバンクの事業報

てはいかがでしょうか。

告があり、鶴岡支部では10数件の分筆、滅失

資産税関係協議会
研修会
鶴岡支部

五十嵐

登記等にて協力させて頂きました。
さらに、４月より空き家有効活用支援事業
として、空き家への移住、リフォーム等に補
助金が支給されることになったため、今後、

亮

益々、市街地の活性化が進むことを期待して
おります。

去る６月18日に、鶴岡税務署管内資産税関

また、同協議会の20周年を記念して、来年

係協議会の研修会が開催されました。これは、

３月に勇退される加茂水族館の名物館長の村

鶴岡税務署を中心に司法書士、土地家屋調査

上龍男氏をお迎えして、特別講演を行うこと

士、宅建業等のメンバーで構成され、会員相

になりました。

互の連絡強調により資産税関係法令の知識の
普及、納税行政の円滑な推進に寄与すること
及び会員の健全な発展を図ることを目的とす
るものです。今年で20年を迎えることができ
ました。
最初に、今年４月に着任された鶴岡税務署
長の「最近の税務行政の動向」をテーマに
講演が行われました。歴代署長の講演内容
は、身近な税制に関するものだったように記

またの機会にご報告できればと考えており
ます。

(22) 平成26年７月

第 184 号

土地家屋調査士 やまがた

新人会員に聞く
山形支部

山

口

山形支部

勝

康

４月から山形支部に入会しました山口勝康

笹

原

潤

本年５月１日付けで、山形支部に入会した、

と申します。平成17年の試験に合格し山形に

笹原潤と申します。高校までは山形にいまし

戻って来てからは不動産鑑定士と土地家屋調

たが、その後、大学は東京に行き、横浜で会

査士をしている父の元で補助者として業務に

社に就職し、その後、転勤して茨城県に移り、

携わってきました。私自身、今年33歳の節目

会社を退社後に土地家屋調査士試験に合格し

を迎え、自分を見つめ直すきっかけを頂いた

て、そのまま、平成22年に茨城県取手市で開

ことから開業する決心を致しました。
開業に踏み切るまでは、測量の知識や経験
が少ないことを理由に一歩踏み出すことに躊
躇していたことや他資格への挑戦を考えてい
たことなど心理的面での葛藤が多かったよう
に思います。しかし、いざ開業してみると私
よりも準備が出来ずに開業され立派に仕事を
されている先輩方が大勢いるのに何を自分は
甘えていたのかと気づかされました。
開業した今は『開業する前から十分な知識
と経験がある人はいない』『依頼者にはその
とき出来る自分の精一杯の仕事を誠実に行
う』この二つを大事にして焦らずに着実に仕
事をしていこうと思います。
５月の定時総会では多くの先輩方から温か
い言葉を掛けて頂き又業務をする上でのアド
バイスも頂きました。本当にありがとうござ
いました。これから資格者として覚悟を持っ
て仕事をしていきたいと思います。
皆様、今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜し
くお願い申し上げます。

業いたしました。母が高齢で健康に不安があ
るため、山形に事務所を移しましたが、30年
ぶりに帰ってみると、懐かしいというより、
昔見た故郷の風景も今はなかったりして、山
形市も大きく変貌したことに驚かされます。
まさしく浦島太郎の気分です。
さて、肝心の業務経験ですが、茨城県で、
よその事務所に手伝いに行って、１年ほど測
量・立会・申請書作成の練習をしたほかは、
ほとんど実績がなく、開業から４年目にもな
るのに、自分の無力さに恥じ入るばかりです。
今後は、心機一転、一からやり直すつもりで、
顧客開拓からしていこうと思います。よろし
くお願いします。

平成26年７月
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境界ＡＤＲセンターやまがた第１回
運営委員会

７月
11日

３月
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

４月
３日

二者会同

８日

山形地方法務局長、総務課長・首席
登記官着任の挨拶

11日
〃
15日

第１回常任理事会
期末監査
東北ブロック協議会第１回理事会



於仙台市
18日

新庄支部定時総会

23日

米沢支部定時総会

〃

鶴岡支部定時総会

24日

山形県測量設計業協会定時総会

〃

山形支部定時総会

〃

北村山支部定時総会

〃

寒河江支部定時総会

〃

酒田各支部定時総会

５月
８日
〃

第２回常任理事会
二者会同

23日

山形県司法書士会定時総会

28日

第65回定時総会

31日

山形県行政書士会定時総会

６月
６日
17日
18日
24日
〃

東北ブロック協議会第２回理事会
日本土地家屋調査士会連合会定時総会
第３回常任理事会
二者会同

12日

東北ブロック協議会定時総会
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ご近所グルメ
第９回

あの店

夏は夏バテにより冬場に溜め込んだ脂肪を

らずゴソゴソせず芯も残っていません。つけ

放出する季節だったはずが、ここ数年はまっ

そばなので汁を吸って伸びてしまう事も無く

たくバテてることなく過ごさせて頂いており

最後までいただけそうです。これはイイ！
あっ！写真撮るの忘れました……

ます。飯が旨い！
さて、先日Ｋ（編集委員２号）さんに誘わ
れ“あの店”に行ってきました。あの店とは、
賛否両論クソ喰らえ！ラーメン風雲児“ケ
ンチャンラーメン”です！今巷ではカルト
的？な人気のお店だそうです。本店は酒田で
すが、山形の西田店におじゃましました。こ
ちらのお店、何と言っても賛否両論を巻き起
こしてきたその極太ちぢれ麺が特徴的且つ圧
倒的！柔なアゴでは食べきれない⁉この麺こ
そがケンチャンがケンチャンである事の証し

箸をつけてしまいちょっと絵面が悪いです。

なのです！
また、ケンチャンシステムでは味は好みに
合わせてカスタマイズできます。濃いめとか、

Ｋさんおすすめメンマ増しです。シャッキ
シャキがたまらんです。

油多めとかですね。もちろんチャーシュー増
し、メンマ増しもできます。
実は私、こちらのお店初めてではありませ
ん。数年前に一度来てます。屋根に赤い人形
らしきものがへばり付いていた記憶がありま
す。あれは何だったんでしょうか……
それはさて置き、つまり私は“否”の側に
いたのです。細麺好きの私にとってケンチャ
ンは圧倒的過ぎました。その圧に屈し距離を
おっと、Kさんも興奮のあまりつけ汁をこ

置くことに決めました……
それから○年、Kさんの“つけ麺いけま

ぼしてしまいました。MOTTAINAI ！煮干

すよ”の一声で今私は帰ってきました。そ

の効いた、背脂のコクがたまらない美味しい

う、この券売機、この無駄を削ぎ落とした店

つけ汁なのに！

内……徐々に記憶が蘇ります。“120番さぁ～

いや～人気店なのもわかりますね。昼時は

ん”そう、私は120番。長いこと待たされた

確実に行列です。並ぶのが苦にならない方は

イライラを微塵も見せず会釈し受け取る。で

ぜひ試してみてください。
たいへん美味しゅうございました。

は頂きます……んっ！これはイケル！旨い！
太麺のしっかりとした歯ごたえにもかかわ
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どんな格好の人かと
聞いたら、一見やく
ざ風と言ってたのよ。
自分がやくざなのに
おかしくって」と
笑っていた。

あらら、母ちゃんが酒を飲んだ！
月刊「ほいづん」編集･発行人

伊

藤

美代子

姉の葬式に母は参
列せず、家で留守番をしていた。葬式が終わっ
て親族がそろったとき、母が葬式でもらった日
本酒を飲んだ。全国ブランドの日本酒を「んま
くない」といった。
母は、甘いものが大好きでお酒は甘い梅酒く

斎場視察があったからだろうか、妙にリアル
な夢を見た。７年前に93歳で亡くなった母が、

らいしか飲まない。元日に甘口のお酒を一口飲
むくらいだ。

私の耳元で何かしゃべっている。すると、15年

私は電車で一駅の西武百貨店に行って出羽桜

前に52歳で死んだ姉の声もした。でもちっとも

の「一耕」を買ってきた。母は「やっぱり山形

怖くなくて、どこか心地よい感じで目が覚めた。

の酒はおいしいなあ」と言ってちびちび飲み、

なぜこんな夢を見たのだろう。大分県別府市

姉がカラオケを歌っているビデオを見て、初め

の地獄めぐりで、本物のワニと目があったら、

てはらはらと泣いた。

その晩、ワニに追いかけられた夢を見た。細い

人工呼吸器を外していいといった時からずっ

袋小路で絶体絶命。目の前のトイレに駆け込ん

と、我慢していたのだろう。飲みながら泣いて

だのに、すご～く汚くて飛び出たら、目の前に

いる姿を初めて見た。

あのワニが。あああ、というところで目が覚め

それ以来、姉の夫はその酒のファンになり、

た。夢を見るのは頭の整理がついていないから

山形に来るといつも買っていった。その義兄も

だといわれたことがあったっけ。

亡くなった。

で、私のすぐ上の姉がなくなった15年前の話。

母はその後人工透析を続け、私が病院の送り

埼玉県に住むすぐ上の姉が脳幹部出血で倒れた

迎えをやった。忙しいときはボランティア団体

と連絡が来た。母はまだ若かったので（当たり

に頼み、何とか仕事を両立できた。ボランティ

前）すぐ駆けつけ病院で付き添った。私が病室

アのオジサンたちは母をかわいがり、あちこち

に行ったとき、どこのおっさんだ、と思ったら

に連れて行ってくれた。

姉だった。髪の毛を剃られ、いびきをかいてい
るのだから、無理もない。
一時は容態が安定したが、意識は戻らなかっ
た。14日目、「もう結構です」。
母は医師に、生命維持装置を外してもらった。
義兄は「院内感染ではないか」と詰め寄ったが、
わからずじまいだった。
でもこういう時、私の母は勇気があるのだ。
以前、車のトラブルでやーさんの事務所に文句
を言いに行った母が、帰ってきて言うには「飛
行場にお客さんを迎えに行くっていう電話で、

しかし、母は突然亡くなり、お互いに「あり
がとう」を言う間もなかった。そんな不完全燃
焼が、いまだに母を成仏させていないのか、私
が悟りを開いていないのか最近よく、夢に出て
くる。あ、帰ったらねっつぐ仏壇に手を合わせ
ようっと。

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。
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ほんのひとり言ですが…
ワールドカップその後。
今回もスポーツネタで…。

ピックはなんとか無事に開催されたが、国内の民族

４年に一度のサッカーの祭典、ワールドカップも

問題に端を発するテロなどの懸念が消え去ったわけ

終盤を迎えようとしています。時差の関係上、多く

ではなく、四年前の南アフリカでも治安問題が取り

の試合が日本時間の夜中に行われるということもあ

上げられていたように、近年のワールドカップは開

り、寝不足という方も多いのではないでしょうか。

催するたびに治安問題が懸念されている状況。そう

私の周りでも、現地で熱い応援をしてきた人たちが

いう意味では、2020年に東京でオリンピックを開

一人や二人じゃありません。とはいえ、日本代表は

催する予定の日本はまだ、海外から見れば安心でき

大きな期待をかけられながら、グループリーグで１

るかもしれません。でも、日本がテロの標的となら

分２敗に終わってしまいました。落胆の声、批判の

ない保証はなく、徹底した警備体制の構築が今後六

声は未だに止むことはないようです。

年間で求められていることの一つだと言えるでしょ

サッカー強豪国であるイタリア、イングランドな

う。

どがグループリーグで敗退する中、コスタリカなど

ロシアワールドカップの次のワールドカップは、

中南米各国の躍進も目立つ今大会。ブラジルの、日

2022年にカタールで開催が予定されています。し

本やヨーロッパにはない気候、荒れたピッチ…様々

かし、このカタールワールドカップ、選考委員の買

な環境に対応する強さも求められている大会になっ

収疑惑や猛暑の中行われるということもあり、未だ

ています。日本代表は新しい体制で四年後、ロシア

に開催を不安視する声が後を絶たないようです。カ

で開催されるワールドカップを目指すことになりま

タール側は冬季に開催することで問題を解決しよう

すが、今大会を振り返り、総括していくことがポイ

としていますが、冬季はヨーロッパの各リーグが行

ントに。四年後こそは今大会の悔しさを振り払うよ

われているため、どこまで実現するかは未知数。問

うな活躍を見たい！韓国、イラン、オーストラリア

題は山積み。ウワサでは代替開催の可能性があると

…他のアジア枠出場国が全て一勝もできなかった分、

も言われています。仮にそうなった場合、日本が

次の大会では出場枠の削減もあるかもしれません。

手を挙げる可能性もあると言います。実現すれば

厳しい道になるのは間違いないですが、１ファンと

2020年に東京オリンピック、2022年に日本ワー

して苦しみの先に喜びが待つと信じたい、信じてあ

ルドカップと大変な盛り上がりを見せることでしょ

げたい。

う。

そしてワールドカップロシア大会の前に、これか

逆に言えば、それだけ準備が大変になってくると

ら二年後、ブラジルのリオデジャネイロではオリン

いうことでもあり、そうなると準備期間６年では足

ピックが開かれますね。ロンドンオリンピックの熱

りません。老朽化した首都高速や空港の利便性の向

狂がつい最近のように感じられますが、来年には各

上、宿泊施設に会場整備…それこそ国民一丸となら

種目のオリンピック代表選考会が開かれることで、

ないと間に合わなくなってしまいます。今こそ、日

オリンピック熱はまた次第に高くなっていくことで

本のスポーツ界が、そして国民を巻き込んだ団結力

しょう。ただ、報道されたように、今回のワールド

が試されている時期なのかも。

カップの準備は決して万全とは言えなかったようで
す。完成しないスタジアム、工事中の事故による死
傷者の発生、そしてブラジル各地で発生したデモ…
経済不安があり、貧困層の拡大、そして治安悪化に
なかなか改善が見られないブラジルでオリンピック
が円滑に開催されるかは少々疑問符が付くところ。
でも、これは何も二年後のリオデジャネイロオリン
ピックに限った話ではありません。四年後、ワール
ドカップが開催されるのはロシア。ソチ冬季オリン

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/
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奥山税理士事務所
所長

一人親方に対する外注費

Ｑ：当社は建設会社ですが、このたび、当社専属の大
工さんと外注契約を結びます。専属ですが、給与と
みなされないでしょうか？

Ａ：請負契約の有無その他事実関係から総合的に判断
されます。
【解説】
給与になるか外注費になるかで、源泉所得税や消費税の取扱
いが違ってきますので注意が必要ですが、国税庁では、基本的
には契約の実態判断によるが、区分が明確でないものについて
は、次の事項から総合的に判断するとしていますので、参考に
してください。
①他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供すること
が認められるかどうか。
②報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位
として計算されるなど時間的な拘束（業務の性質上当然に存
在する拘束を除く）を受けるかどうか。
③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監
督（業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く）を受ける
かどうか。
④まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため
滅失するなどした場合において、自らの権利と
して既に遂行した業務又は提供した役務に係る
報酬の支払いを請求できるかどうか。
⑤材料又は用具等（くぎ材等の軽微な材料や電動
の手持ち工具程度の用具を除く）を報酬の支払
者から供与されているかどうか。

奥山

享
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梅雨明け間近ですが、今年の大雨により県

せず、大量の水があふれている所を数箇所み

内各地で災害があり被災地の方々は大変なご

かけました、水の災害により衛生、居住環境

苦労をされていると思います。幸い私が住ん

は大きな影響を受けます。ゲリラ豪雨や集中

でい地区では何の被害もありませんでした。

豪雨等に対応した治水対策が必要な時代かも

しかしあれだけの大雨が降ると、各地道路に

しれませんね。

整備されている治水対策の側溝もうまく機能
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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
桐栄サービスの願いです

職業賠償責任保険
団体所得補償保険
団体傷害疾病保険

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カ月につき補償額をお支払いする制度
です。（最長１年間）
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。

測量機器総合保険

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

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。

損害保険代理店

有限会社

桐栄サービス

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。

