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土地家屋調査士 やまがた 第 180 号 (29)平成25年７月

日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

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 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。

団体所得補償保険 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）

団体傷害疾病保険 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。

損害保険ご紹介損害保険ご紹介
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　会　長　挨　拶
会　長　山　川　一　則

　山々の優しい緑がより色濃く、まぶしく感

じられる季節になりました。

　本日は、山形地方法務局長　伊藤洋一様は

じめ、多数のご来賓の皆様のご臨席を仰ぎ、

山形県土地家屋調査士会第64回定時総会を開

催できますことは、この上ない喜びでありま

す。ご来賓の皆様には、公務多忙の中をご臨

席賜り厚くお礼申し上げます。

　一昨年前の総会で会長に選任され一期が過

ぎました。私自身至らぬ事が多々ありました

が、会員の皆さんのご支援とご協力によりま

して無事に会務運営を行うことが出来ました

ことに、深く感謝申し上げます。

　昨年末の総選挙において、政権が変わり景

気の回復傾向にありますが、国内外の数々の

諸問題により、経済状況は未だ不安定な状況

が続いております。好景気となるよう今後の

施策に期待をするところであります。

　また、２年前の東日本大震災により、傷つ

いた方々の心も癒えつつありますが、これか

らも引続き見守り続けなければならないと

思っているところであります。

　さて、私達を取り巻く環境は大きな変革期

の中で、色々な面で見直し検討が行われてき

ました。連合会では国民のニーズにより応え

られるように土地家屋調査士業務に関する情

報公開システムの研究が行われております。

また、調査測量実施要領や調査報告書の改訂

案について、民事局と協議を重ねております。

　また、認定土地家屋調査士やＡＤＲセン

ターなど土地家屋調査士が様々な場面で活躍

できるよう検討中でもあります。これらの成

果が会員や国民の生活に生かされるよう期待

しているところであります。

　また、昨年10月に札幌において、日本・韓

国・台湾の三国が参加する国際地籍シンポジ

ウムが開催されました。「災害からの復興」

というテーマで開催され、災害時における地

図作成や地理情報等の活用について日本の被

災地からの論文発表もありました。

　県会では、昨年、制度広報の一環として天

童南部小学校でグランドに平板測量を用いて

校章を描いたり、光波測量器で実際に距離を

測定して児童と触れ合う出前講座を開催しま
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の向上に努め、国民の信頼に応えられるよう

研修会を実施したいと考えております。

　さらに、不動産登記法の改正により筆界特

定制度が施行され７年が経過し、土地家屋調

査士が筆界特定の申請代理人や筆界調査委員

としてこれまで数多くの事件に関与して参り

ました。これまで山形地方法務局筆界特定室

と境界ＡＤＲセンターが連携して登記や境界

に関する相談会を開催してまいりました。相

談者が多数あり、有意義な相談会であります

ので、今年度も本局と連携して県内各地で、

相談会を行ってまいります。微力ではありま

すが県民の皆様のお役に立てればと考えてお

ります。

　結びになりますが、土地家屋調査士が国民

の信頼に応え、社会貢献して行けるよう研鑚

を積んで努力して参りますことをお誓い申し

上げます。ご来賓の皆様には今後ともご指

導・ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げ挨

拶といたします。有難うございました。

した。また、上山明新館高校では、母校のＯ

Ｂである会員が土地家屋調査士になるまでの

体験談を通して広報活動を行いました。生徒

さんや先生方からも好評を頂き、初めての広

報活動としては、上出来だったのではないか

と思っております。

　我々土地家屋調査士が国民からより一層信

頼され、社会に貢献していくために、今年度

も引き続き広報活動と研修に力を入れたいと

考えております。

　３年前に土地家屋調査士制度創設60周年の

記念事業として、弁護士の先生方と協働で立

ち上げた「境界ＡＤＲセンターやまがた」

は、初年度は境界等の相談件数も多くありま

したが、最近の相談件数は減少傾向にありま

す。境界の問題など少ないことが望ましいと

は思いますが、各地での登記相談会の報告を

聞いてみると、境界紛争等に絡んで悩んでい

る方々がおられます。これらの方々がより一

層、「境界ＡＤＲセンターやまがた」を理解

し利用して頂けるよう広報活動に力を入れる

と共に、会員が相談員や調停人としての資質
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　祝　　　　　辞
山形地方法務局長　伊　藤　洋　一

　本日は、第64回山形県土地家屋調査士会定

時総会の開催、誠におめでとうございます。

　山形県土地家屋調査士会並びに会員の皆様

には、日ごろから、登記事務の円滑な運営に、

格別の御理解と御協力をいただきまして、厚

く御礼を申し上げます。

　ただいまは、多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、法務行政の円滑な運営及び土地家屋調査

士制度の充実発展のために貢献された方々に

対しまして、当職からも表彰させていただき

ました。受賞された方々に対しまして、心か

らお喜びを申し上げますとともに、その御功

績に対し深く敬意を表する次第であります。

　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。

　第１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。

　一昨年の東日本大震災から２年余が経過し

ました。土地家屋調査士の皆様には、被災者

の方々に対する登記相談をはじめ、建物の職

権滅失登記のための調査や、登記所備付地図

の修正作業などに対し、大変な御尽力をいた

だいているところであり、改めまして御礼を

申し上げます。

　当局においても、被災局への支援として、

震災フリーダイヤルによる登記相談や、事件

処理のための事務応援などを継続して行って

いるところです。

　一日でも早い復興実現のため、私ども法務

局も一丸となって取り組んで参りますので、

土地家屋調査士の皆様にも、引き続き御協力

をお願い申し上げます。

　第２は、「登記所備付地図作成作業につい

て」であります。

　本年度は、山形市双月町３丁目、４丁目及

び和合町１丁目、２丁目の約0.33k㎡、1,449

筆について登記所備付地図作成作業を実施す

ることとなっており、５月から現地事務所を

開設しております。また、山形市肴町、下条

町１丁目、４丁目及び錦町においては、基準

点設置作業を実施いたします。

　震災により、登記所備付地図の重要性が改

めて認識されており、地域住民の皆様の期待
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に応えるためにも、この事業を着実に進めて

いく必要がありますので、会員の皆様におか

れましては、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。

　第３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69申

請122手続がなされ、筆界を特定した事件は、

36申請76手続となっております。

　土地の境界に関する国民の意識が高まる中、

この制度を定着させ、より一層国民の皆様に

利用していただくことが必要と考えておりま

す。土地家屋調査士の皆様には、引き続き御

協力と御理解をお願い申し上げます。

　第４は「オンライン申請の利用促進につい

て」であります。

　当局管内の平成24年１月から12月までのオ

ンライン申請の利用状況は、不動産登記が

52.6％、商業法人登記は43.0％となっており、

全国的にみても上位となっています。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

ととしておりますので、引き続き会員の皆様

の御理解と御協力をよろしくお願いいたしま

す。

　最後に「登記簿等の公開に関する事務の包

括的な民間委託について」であります。

　これにつきましては、本年４月から３年６

か月間委託するため、民間競争入札を行い、

県内全登記所において「テンプスタッフ・カ

メイ株式会社」に委託しております。法務局

では、質の高いサービスを提供できますよう、

受託者に対し、引き続き適正・迅速な業務を

行うよう指導してまいりますので、御意見等

がございましたら、遠慮なく申し出ていただ

きますようお願いいたします。

　以上、法務行政をめぐる情勢の一端につい

て申し述べましたが、引き続き国民の皆様か

らの期待に応え、信頼される法務行政・登記

制度の維持に努めてまいりますので、今後と

も貴会の一層の御支援・御協力をお願い申し

上げます。

　終わりに、本日の総会の御盛会を心からお

喜び申し上げますとともに、貴会のますます

の御発展と会員の皆様の御健勝をお祈り申し

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　竹　内　八十二

　本日ここに、伊藤洋一山形地方法務局長を

はじめ、多くのご来賓の方々をお迎えし、山

形県土地家屋調査士会第64回定時総会が盛会

に開催されましたことに、まずもってお慶び

とお祝いを申し上げます。

　また、日頃から山川一則山形会長をはじめ

として、役員の皆様、そして会員の皆様には、

日本土地家屋調査士会連合会の会務運営につ

きまして、ご理解・ご協力をいただいており

ますこと、誠に心強く、感謝を申し上げます。

お蔭をもちまして、平成24年度の連合会の事

業は、概ね初期の目標を達成することができ

たものと思っております。この場をお借りい

たしまして厚く御礼を申し上げます。

　なお、事業経過の詳細につきましては、６

月の18・19日に開催となる定時総会において

報告させていただきます。

　さて、我々土地家屋調査士は、不動産の表

示に関する登記手続を通じて、不動産に係る

国民の権利の明確化に寄与しているところ、

近年は、表示に関する登記の事件数が半減し

ており、土地家屋調査士業務は大きな転換期

に来ているものと考えております。そこで、

専管業務である土地家屋調査士法第３条業務

の拡充を図ることはもとより、土地家屋調査

士の知見と経験を生かすことのできる新たな

業務領域の開拓が必要であると考えておりま

す。

　これらの事業に取り組む上で、欠かすこと

のできないものが、これまで申し上げてきた

会員の帰属意識の高揚であります。会員一人

一人が土地家屋調査士という専門資格者であ

ることに誇りを持ち、日々の研鑽による適正

な業務とその対価に相応しい適切な報酬を常

に意識することが、帰属意識に繋がるものと

考えます。各土地家屋調査士会におかれまし

ては、研修会等の機会を通じて適切な会員指

導の下、会員帰属意識の高揚にご尽力をお願

いするものであります。

　また、各ブロック協議会で説明いたしまし

た土地家屋調査士が保有する業務情報の公開

システムの構築や、昨年度の研究所の研究

テーマに掲げた道路内民有地の取扱い及び土

地家屋調査士の境界立会い代理業務等につい

て、その研究成果を具現化するとともに、引

き続き、官公署に対する公共嘱託事務におけ

る土地家屋調査士制度及び土地家屋調査士法

に基づく適正な公共調達のあり方を、全国土

地家屋調査士政治連盟の協力を得ながら進め

てまいりたいと考えております。

　しかしながら、土地家屋調査士会と会員の

皆様の協力なくして、これらの実現と土地家
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屋調査士制度の発展はないと考えますので、

ご理解とご協力を切にお願いする次第であり

ます。

　土地家屋調査士制度は、依然として厳しい

環境の中にありますが、いつの時代におきま

しても、社会の要請に応え、国民の信頼に応

えることができる土地家屋調査士であるため

に、連合会は、土地家屋調査士制度の充実・

発展と土地家屋調査士の専門性の活用推進に

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。

　山形県土地家屋調査士会並びに会員諸兄の

一層のご理解とご提言を賜りたくお願い申し

上げます。

　結びに当たり、本日ご列席の皆様のご健勝

と山形県土地家屋調査士会の益々のご発展を

祈念し、お祝いのことばといたします。

■新役員
会　　長　山　川　一　則（山形支部）

副 会 長　東海林　健　登（山形支部）

　　　　　菅　原　　　淳（鶴岡支部）

　　　　　遠　藤　良　徳（米沢支部）

常任理事　今　野　　　繁（山形支部）

理　　事　押　野　勇　治（山形支部）

　　　　　髙　橋　浩　昭（山形支部）

　　　　　横　山　栄　一（北村山支部）

　　　　　髙　石　　　隆（米沢支部）

　　　　　齋　藤　幸　夫（米沢支部）

　　　　　酒　井　通　裕（寒河江支部）

　　　　　豊　田　英　敬（新庄支部）

　　　　　齋　藤　　　稔（鶴岡支部）

　　　　　大　泉　俊　治（酒田支部）

監　　事　小　形　芳　秋（米沢支部）

　　　　　池　田　義　則（酒田支部）

予備監事　冨　樫　庄　一（山形支部）

　　　　　柏　屋　敏　秋（山形支部）

綱紀委員　細　矢　長　一（山形支部）

　　　　　井　澤　文　利（北村山支部）

　　　　　猪　口　春　生（米沢支部）

　　　　　薄　衣　　　光（酒田支部）

綱紀委員予備委員

　　　　　奥　山　広　行（寒河江支部）

　　　　　岡　野　市　朗（新庄支部）

　　　　　村　田　久　志（鶴岡支部）
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■第64回定時総会概要
日　時　平成25年５月31日（金）
場　所　山形市「ホテルメトロポリタン山形」
会員総数　190名
出席者数　180名（内委任状出席65名）
24年度決算　26,645,500円
25年度予算　26,496,000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
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「やまがた」の発行
２．無料登記相談会の実施
３．情報公開
４．制度広報の実施について
　①…「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

　②出前講座・市民講座等の実施

■政治連盟第13回定時大会概要
日　時　平成25年５月31日（金）
場　所　山形市「ホテルメトロポリタン山形」
24年度決算　682,082円
25年度予算　911,000円

平成25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
14年目の年となりました。今年は参議院選挙
が行われることが決定しております。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。
　又、昨年度は、「赤字国債発行法案、特例
公債法案」、「社会保障と税の一体改革法案」
及び「衆議院の選挙制度改革法案」の制定に
伴い平成24年11月16日に衆議院が解散されま
した。緊急な解散となり、必死の対応を行っ
たところであります。この結果、自由民主党
を中心とする政権が発足し、現在定例国会に
おいて運営が行われております。
　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
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受賞おめでとうございます
（順不同敬称略）

山　川　一　則
（山形支部）

荒　木　良　市
（寒河江支部）

村　田　久　志
（鶴岡支部）

仙台法務局長表彰

尾　花　　　博
（米沢支部）

渡　部　孝　弘
（米沢支部）

菅　井　健　一
（山形支部）

齋　藤　照　一
（山形支部）

山形地方法務局長表彰

渡　邊　　　寛
（山形支部）

青　木　　　繁
（米沢支部）

日本土地家屋調査士会連合会会長表彰

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
菅　原　　　淳（鶴岡支部）� 黒　沼　裕　一（山形支部）
須　藤　武　司（鶴岡支部）� 安孫子　豊　夫（米沢支部）

山形県土地家屋調査士会会長表彰
樋　口　昌　彦（山形支部）� 寺　内　康　浩（山形支部）
柴　田　賢　一（北村山支部）� 酒　井　通　裕（寒河江支部）
齋　藤　健　治（鶴岡支部）� 齋　藤　昌　尚（酒田支部）
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支 部 総 会 の 概 要

山　形　支　部 北 村 山 支 部 米　沢　支　部

支 部 長 庄　司　浩　治 宮　林　　　晃 柴　田　千　晴

副 支 部 長 稲　毛　睦　夫 横　山　栄　一 安孫子　豊　夫

会 員 数 63名 16名 37名

支 部 総 会
日 時
場 所

参 加 人 数

４月26日（金）
ＰＭ4:00～
山形市
「山形国際ホテル」
出席41名、委任状出席19名

４月24日（水）
ＰＭ4:00～
大石田町
「あったまりランド…深堀」
出席16名

４月25日（木）
ＰＭ1:30～
南陽市
「えくぼプラザ…中会議室」
出席29名、委任状出席７名

平成 24 年度
決 算 額

￥1,645,583 ￥728,455 ￥817,664

平 成 25 年度
予 算 額

￥2,090,000 ￥1,140,000 ￥1,407,500

支部会員負担金
（年　　額）

￥7,000 ￥20,000 ￥5,000

25…

　
年…

　
度…

　
事…

　
業…

　
計…

　
画

１…．法令、実務に関する研修及
び法務局との業務打ち合わせ
等を行う。
２…．業務に関連する研修を行い、
教養を涵養する。
３…．県会主催の非調査士排除の
実態調査を行い、調査士業務
を確保する。
４…．登記無料相談を行い、調査
士業務の広報と奉仕に努める。
５…．社団法人山形県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会および
ＡＤＲセンターやまがたとの
協力、協調をはかる。

１…．法令、実務、業務に関する
研修等を行い、教養を涵養す
る。
２…．土地家屋調査士業務の広報
と職域の確保に努める。
３…．社団法人山形県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会との協
力、協調をはかる。
４…．他支部、他団体との交流を
深める。

１…．表示登記ならびに境界に関
する無料登記相談を行い、調
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
上と技術の研鑽に努めると共
に、法務局との業務打合等を
行う。
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。
４…．オンライン申請等のTif図
面添付促進を図り、スキル
アップに努める。
５…．支部会員相互の資質の向上
と親睦を図る。
６…．調査士会ホームページの支
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。
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寒 河 江 支 部 新　庄　支　部 鶴　岡　支　部 酒　田　支　部

長　坂　恭　司 髙　橋　孝　一 長谷川　　　潤 下　村　　　宏

奥　山　広　行 早　坂　利　啓 山　本　節　子 渡　部　利　春

15名 13名 20名 27名

４月26日（金）
ＰＭ3:30 ～
寒河江市
「ホテルシンフォニー」
出席14名

４月19日（金）
ＰＭ3:30 ～
新庄市
「於山葵家」
出席11名、委任状出席２名

４月26日（金）
ＰＭ4:30 ～
鶴岡市
「松乃家」
出席16名、委任状出席４名

４月26日（金）
ＰＭ4:00 ～
酒田市
「香梅咲」
出席17名、委任状出席10名

￥708,564 ￥919,764 ￥828,667 ￥1,180,050

￥980,000 ￥936,000 ￥1,080,000 ￥1,716,000

￥20,000 ￥15,000 ￥15,000 ￥18,000

⑴　業務研修会等の開催
　①　登記事務の研修
　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

　⑥　その他
⑵　無料登記相談の開催
　…　表示登記の相談を通し
て広く広報活動を行う。
⑶　その他
　　支部会員の親睦会等

１．平成25年４月12日
　…　表示登記の日、記念行
事無料登記相談
２．平成25年４月19日
　…　新庄支部第64回定期総
会
３．平成25年６月　日未定
　…　支部理事会及び、司・
調合同役員会
４．平成25年７月　日未定
　　業務研修会
５．平成25年12月　日未定
　…　司・調両支部合同研修
会
６．平成26年１月　日未定
　…　司・調両支部合同研修
会
７．平成26年２月　日未定
　　業務研修会

１…．月例会及び研修会の充
実を図り、技術力の強化
と品位の向上に努める。
２…．会員の連絡・伝達の円
滑化を図るとともに、レ
クリエーション等を通じ
て会員同志の親睦に努め
る。
３…．隣接支部との交流を深
め、お互いの情報交換及
び両支部会員の親睦に努
める。
４…．表示登記の広報活動を
活発にする。
５…．支部と県会とのパイプ
役『山調会』へ積極的に
協力する。
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。

１）業務研修
　１．一金会
　　イ　事務連絡
　　ロ　法令研修
　　ハ　事務打合せ
　　ニ　事例研修
　　ホ　測量(土地・建物)
　２．隣接支部との合同研修
２）打合せ協議
　１．法務局との打合せ協議
　２…．県調査士会との打合
せ協議

　３…．隣接支部との打合せ
協議

３）広報
　１．支部会報の発行
　２．対外ＰＲの充実
　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
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　　　第70回日本土地家屋調査士会連合会
　　　定時総会報告

理　事　高　石　　　隆

　平成25年６月18日（火）・19日（水）、東京

ドームホテルにおいて、日本土地家屋調査士

会連合会第70回定時総会が開催されました。

山形会からは山川会長、菅原副会長が代議員

として、相田名誉会長が選挙管理委員として、

私がオブザーバーとして出席し、傍聴させて

いただきました。開会に先立ち、松岡名誉会

長はじめ全国の亡くなられた会員に対し黙祷

が捧げられ、午後１時に開会しました。会長

挨拶後、28名の会員に法務大臣表彰状が江原

民事第２課長から授与されました。議長２名

が選出され、会務報告では竹内会長から総括

的な報告がなされその後、各部から事業経過

報告が行われました。

　第１号議案　「平成24年度一般会計収入支

出決算報告承認の件」、「平成24年度特別会計

収入支出決算報告承認の件」は承認されまし

た。

　第２号議案「役員選任の件」では会長候補

者２名、副会長候補者６名（定員４名）の立

候補があり、会長候補者は５分、副会長候補

者は３分の所信表明の後議場は閉鎖され、投

票記載所に構成員が順次投票作業に入りまし

た。会場の天井は鏡のようになっており、下

の様子を映し出すため、急遽記載所の上に布

を被せるひとコマもありました。開票作業は

翌日に持ち越すため第２号議案は一時中断し、

１日目の予定議案は終了しました。その後６

時30分から立食による懇親会が催され、次か

ら次と各党の国会議員のスピーチがある中で、

会員間の名刺交換と情報交換が盛んに行われ

ました。午後８時懇親会終了後、東京ドーム

ホテル近隣で明日の会議に影響ない程度に東

京の雑踏を楽しみました。２日目は９時から

再開されました。

　第３号議案「日本土地家屋調査士会連合会

特定認証局の民間認証局への移行計画審議の

件」では今までも財政的に大きな負担となっ

ていたが、加えて平成26年９月下旬から安全

性の高い「SHA-2」に移行するとの内閣官房

情報セキュリチィセンターからの指針が示さ

れる予定であり、さらに多額の経費負担が見

込まれるため、日調連特定認証局を民間認証

局に業務委託することが承認されました。現

行認証局の利用申込は平成26年４月で受付終

了となり、平成26年８月から民間認証局から

電子証明書が発行になる予定です。なお、民

間認証局に移行した場合の費用の概算額など

の質問があり、初期費用に１億7000万円を見

込んであることや、平成26年から平成30年ま

での費用比較をした場合、現行では２億6000

万かかるものが民間認証局にファイル方式と

して移行した場合１億円弱程度の見込みであ

ることが答弁されました。
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　第４号議案　「日本土地家屋調査士会連合

会会則の一部改正（案）審議の件」では、第

３号議案に関連した認証局に関する条文を、

第三者に委託することが可能になるよう改正

される案が提示され、承認されました。

　第５号議案「日本土地家屋調査士会連合会

共済会事業である団体定期保険の廃止審議の

件」については、加入者の減少により契約更

新ができなくなるため、平成26年３月31日を

もって廃止することが承認されました。

　第６号議案「平成25年度事業計画（案）審

議の件」、第７号議案「平成25年度一般会計

収入支出予算（案）審議の件」「平成25年度

特別会計収入支出予算（案）審議の件」は一

括上程され、事前に出されていた25件ほどの

質問・要望に対しての説明があり、承認され

ました。法第３条業務の拡充業務領域の拡大

が多く要望されておりました。認定調査士が

増えないのは活用の場が少ないためであり、

真剣に連合会で考えていかなければならない

こと等も竹内会長から発言がありました。境

界立会を行う際、隣接所有者の連絡先が分か

らない場合、一部の自治体では隣地の方への

連絡をしてくれる役所がいくつかあるため、

全国の状況を調べ有用な方策があればしめし

ていただきたいとの要望に対し、研究所の研

究課題として取り上げて行きたい考えを示め

されました。

　続いて一時中断されていた第２号議案「役

員選任の件」が再度上程され、宮下選挙管理

委員長から議長に開票結果が報告されました。

結果は次のとおりです。

会　長　　林　　千年（岐阜会）

副会長　　岡田潤一郎（愛媛会）

　　　　　加賀谷朋彦（栃木会）

　　　　　菅原　唯夫（岩手会）

　　　　　宮林　　泰（大分会）

が選任承認されました。

　その外、会長指名理事２名、各ブロック協

議会からの理事22名、監事３名、予備監事１

名が承認されました。なお、宮下選挙管理委

員長から選挙運動は自由で良いが、経費も時

間も相当係り、候補者の負担が大きくなるた

め、出来るだけ簡素化したほうが良く、役員

選任規則の改正も視野に入れた検討が必要で

あることの説明がされました。

　議長降壇後、新役員が前に並び、役員を代

表し林千年新会長が会のため頑張る決意の表

明し正午閉会となりました。
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　　日調連東北ブロック協議会
　　第58回定時総会報告

広報委員長　岩　井　和　彦

　平成25年７月19日・20日の２日間にわたり、

現在大河ドラマ ｢八重の桜｣ の舞台で町全体

が盛り上がっている、会津若松市の ｢ホテル

ニューパレス｣ において東北ブロック協議会

第58回定時総会が開催されました。

　当会からは、ブロック役員とし山川一則会

長、相田治孝名誉会長が、代議員として、東

海林健登副会長、菅原淳副会長、遠藤良徳副

会長が、オブザーバーとして、髙橋浩昭理事

と、岩井（私）が出席しました。また、田中

忍公嘱協会理事長、長岡庄一郎政治連盟会長

が来賓とし出席されました。

　初日は２時30分からで、菅原唯夫ブロック

協議会会長の挨拶で始まり、議長には福島会

の研修部長である土井將照氏が選出され、議

事録署名人及び書記の指名後に、平成24年度

会務・事業報告がなされ、議事に入りました。

議事

第１号議案　平成24年度収支決算報告承認の件

第２号議案　…日本土地家屋調査士会連合会東

北ブロック協議会会則改正審議

の件

第３号議案　平成25年度事業計画案審議の件

第４号議案　平成25年度収支予算案審議の件

第５号議案　次期総会開催担当会決定承認の件

第６号議案　役員任期満了に伴う選任の件

　議事は、各議案について活発な議論がなさ

れ、原案通り承認されました。第５号議案次

期総会担当会については、宮城会とすること

が承認され、第６号議案役員改選については、

新会長に宮城会の鈴木修会長が選任され、す

べての議案が承認されました。

　その後４時30分からは式典が行われ、山形

会からは、山川一則会員、村田久志会員、荒

木良市会員が仙台法務局管区局長表彰を、菅

原淳会員、黒沼裕一会員、須藤武司会員、安

仙台法務局長
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孫子豊夫会員が東北ブロック土地家屋調査士

会協議会会長表彰を受けられました。受賞者

の方々におかれましては誠におめでとうござ

います。

　夕方６時からは懇親会が開かれました。会

場には地元演歌歌手が訪れ、大いに盛り上が

り、また、地元会員からは、どぶろくの差し

入れや、会津で有名な桜（馬肉）など堪能す

ることができました。懇親会では他県の方々

とも懇談ができ、大変有意義なものでありま

した。

　２日目の前半は、先の日調連定時総会にて

新会長に当選した林千年会長の講話が行われ

ました。講話では会長の４つの思いを述べら

れました。１つ目は、地図作成に専門職とし

積極的に参画していくこと。２つ目は業務上、

不動産取引のための諸問題の提起、３つ目は、

地理空間情報への研究・対応、そして４つ目

は、日調連内の業務、各単位会の公平性の改

善を述べられました。講話の中では、未だ活

用された事がない調査士法第60条を活用して

いきたいこと、行動が変われば習慣が変わる。

習慣が変われば業務が変わる。業務が変われ

ば、制度が変わることを胸に、これからの任

期を遂行していくことを述べられ、会長の熱

い思いが伝わってきました。我々単位会、そ

して一調査士とし、制度発展のためにより一

層の努力をしていかなければならないとあら

ためて実感しました。

　２日目の後半は、各部会（総務・財務、研

修・業務、広報）に分かれての意見交換会が

行われ、私は今野広報部長と共に広報部会に

出席してきました。部会では、会報、出前講

座等について意見交換が各会と行われ、約１

時間と短い時間ではありましたが、各会の貴

重な意見を収集してくることができ、大変有

意義でありました。11時15分には意見交換会

も終了し、五十嵐協議会副会長の閉会の辞に

よりすべての日程が終了しました。

　午後からは、会津そばを堪能し、鶴ヶ城、

飯盛山を観光して、更には喜多方ラーメンを

食べ帰路につきました。

　最後に、ブロック総会担当会の方々、出席

された方々に感謝を申し上げ、簡単ではあり

ますが、報告と致します。

新役員
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　今年は最上義光（もがみよしあき）没後

400年に当たり、山形市においていろいろな

記念事業が行われます。そこで今回は最上義

光について調べてみました。

　最上義光と山形の係わりについて、最上氏

の初代斯波兼頼（しばかねより）は延文元年

（1356）にこの地に居城を構えました。兼頼

から数えて11代目が義光になります。義光は

慶長５年（1600）の関ケ原合戦後山形県の置

賜地方を除く全域と秋田県の南部に及ぶ57万

石の領地を支配しました。また義光は現在霞

城公園に府城として山形城を築城し、城下町

支 部 だ よ り支 部 だ よ り

最上義光没後400年

山形支部
柏　屋　敏　秋

の整備も行いました。現在の山形市繁栄の礎

を築いたといえるでしょう。

今年行われる記念事業

⃝４月20日（土）

　オープニングセレモニー

⃝５月25日（土）

　三ノ丸ウォーキング

⃝７月～10月

　義光公街なか宝さがし

⃝７月～11月

　最上義光歴史館にて特別展

⃝10月12日（土）・13日（日）

　興味のある方場是非参加して下さい。問合

せ先、最上義光没後400年記念事業実行委員

会事務局（山形市観光物産課内）

ＴＥＬ　０２３－６４１－１２１２

駒姫と最上義光 東大手門 再現中の本丸

最上義光像最上義光歴史館 最上義光像
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　日頃、県調査士会の各委員の皆さん方には

一方ならぬお世話になっていることを、有難

いと感じている。

　支部に於いても、数少ない女会員という配

慮に甘んじ、会員としての役割を果たしてい

ないことも常々反省している。組織の先に立

つ人の心配りは計り知れないものだ。

　今期、町内会婦人部の代表を引受けること

になった。

　総会の度に、時代にそぐわないと婦人部廃

止論が浮上していたが、東日本大震災を教訓

に見直されたものである。委員も初めての人

たちが多いため、最初の行事は何回も打ち合

わせして臨んだ。しかし些細なことでゲスト

の不平を買ってしまった。終了後、町内会最

大の行事になる友好祭に向け良いアイデアが

出てくれるのを期待し開いた役員会も失敗を

引きずって芳しくない。

　帰宅すると、公民館に隣接する家の裏

で、夫が剪定作業をしていた。私に気付いて、

「おい、今時、合唱もいいな」「ハモってた

し」「実は感動して泣けてしまった」と言う。

　私たちが、高原列車を皆で歌いながら、健

康体操に興じていたのを聞いていた。歯に衣

着せぬ忌憚のない夫の意見は、いつも的確で

ぶれない。決まった。友好祭の婦人部の出し

物はコーラスにしよう。

　私の住んでいる高畠町は、県の南部に位置

し廻りを米沢市、川西町、南陽市、上山市に

囲まれた置賜盆地の南東に位置した緑豊かな

町であります。史跡も数多く存在しますがそ

の中でも有名なものの一つに日本三文殊の一

つ亀岡文殊があります。

　私の事務所からは車で北進し約５分位で行

くことが出来る。

　亀岡文殊は、丹後（京都）の切戸の文殊、

大和（奈良）の安倍の文殊とともに、日本三

文殊の一つとして有名である。大同２年（807

年）に、東北地方布教の為、当地を訪れた徳

一上人が建立したのが文殊堂の始めといわれ

ております。

　文殊堂は文殊菩薩、すなわち釈遵の左にい

て知恵を司る菩薩をまつり、中国では五台山

がその浄土とされ、昔から「三人よれば文殊

の知恵」といわれるように、学問の神様とし

ぐるっと山形
「支部会員奮闘記」
北村山支部

菅　野　　　信

わが町の史跡紹介

米沢支部
安孫子　豊　夫

文殊堂本堂
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て知られている。入学、入社試験等の合格祈

願に訪れる人があとを絶たない。

　実は、そういう私も調査士試験の当日の早

朝そこに立ち寄りお参りをしたものです。今

は懐かしく思い出されます。

　境内には老木が繁り、長い石畳みを歩いて

行った先に本堂がある。正面右手に大黒天が

ある。両手で尊像を抱き、「軽くなり給え」

と念ずれば次第に軽くなり、「重くなり給

え」と念ずれば重くなり、念願達成の時には

軽く持ち上げられるという。

　また正月の初詣でには三が日で数万人が参

拝に訪れている。

　参道の右手、南側の中間地点には駐車場が

完備されており、年配の方、子供さんも無理

なく参拝をすることが出来、休み処もありま

す。

　こちらにお立ちよりの際は是非家族で参拝

してはいかがでしょうか。カーナビ等で設定

すると、道に迷うことなく行くとができると

思います。

　７月13日（土）・14日（日）の２日間に渡り、

河北町サハトべに花にて山形ご当地グルメ2013

フェスティバルinかほくが開催されました。

　ご当地グルメで町おこしの祭典！Ｂ－１グ

ランプリの関係団体が集結し、Ｂ級グルメを

実演販売。25,000人もの来場者で賑わったよ

うです。私もたくさんの味を楽しめました。

出展（県外）

◦甲府鳥もつ煮　　　　　◦横手焼きそば

◦石巻茶色い焼きそば　　◦大曲の納豆汁

◦にかほ☆あげそば　　　◦なみえ焼きそば

◦みたね巻

（県内）

◦東根風お好み焼き♪おこふ

◦庄内シルク焼きそば

◦おばなざわ牛ラーメン

◦尾花沢牛肉まん

◦新庄・最上とりもつバーガー

◦大石田にぎりばっと

◦蔵王温泉ジンギスカンバーガー

◦山形芋煮カレーうどん

◦山辺舞米豚ジャンボフランクフルト

山形ご当地グルメ
2013フェスティバル
in かほく
寒河江支部

古　関　亮　太

石畳（左手奥本堂）

山形芋煮カレーうどん

(20) 平成25年７月 第 180 号土地家屋調査士 やまがた



　年度が変わり、我が支部も高橋孝一会員を

新支部長に迎え新たな支部体制でスタートし

ました。研修会等の開催はないため、最近感

じた事を書き述べます。

　昨年、長男の通う中学校のサッカー場が規

定の大きさよりやや小さい事が判り、ピンも

所々抜けていることから、きちんと測量しピ

ンを打ち直しました。作業的にはせいぜい一

時間足らずの作業でした。勿論ボランティア

です。測量を間近で見たことのない教職員、

保護者の方も多く、生徒達も興味深く作業を

見学していました。

　話は変わりますが、新庄市内では、ほとん

どの中学校で春に運動会があります。積雪が

多いため、雪が４月末まで解けてくれません。

そこで、各中学校共、地元の建設業者に排雪

をお願いしている状況です。依頼を受けた業

者の方は地域貢献活動の一環として無償で作

業を受けます。ここ数年、豪雪の年が続いた

ので、地域としてはとても助かります、との

声を良く耳にします。大規模な活動はできな

いにせよ、調査士による地域貢献活動はやっ

ていくべきだと思います。出前講座等、近年、

会でも積極的に地域貢献を謳い活動されてい

ますが、会報176号で寒河江支部の齋藤会員

が言われた「地元の調査士として」を心に刻

み、日々の業務だけではなく、地域に根ざし

た「調査士」でありたいと思います。

　全国的に少子高齢化が進む中、鶴岡市にお

いても人口の減少、空き家、空き地の増加に

より市街地の空洞化が年々進行し、深刻な問

題となっております。そこで対策の一環とし

て、昨年、『ＮＰＯ法人つるおかランド・バ

ンク』が設立され、土地家屋調査士からは、

白幡広樹会員が理事に名を連ね、先日第１回

通常総会が開催されました。

　設立の趣旨としては、土地家屋調査士（有

志会員13名）を含めた不動産業、建設建築業

及び司法書士等の専門家集団が社会的企業の

一員として公益の見地に立ち、行政では解決

し難い空き家等の個人資産の課題を整理し、

事業化を図り、小規模な区画再編を連鎖的に

行うことで地域社会に貢献することにありま

す。

　主な活動は、文字どおりランド・バンク事

業（小規模連鎖型区画再編事業）です。これ

は、大規模な再開発は住民及び自治体の負担

が大きいため、密集住宅地の小規模な一団の

区域について、空き家、空き地及び狭あい道

路を一体的に捉え、空き家の解体、改修や接

面道路を拡幅・改築整備し、敷地を優良な規

模まで拡大することで、街全体の魅力向上に

つなげるものであります。例えば、密集住宅

地の空き家・空き地の寄付又は低廉売却を受

け、老朽建物を解体、道路の拡幅等をした後

隣家に売却又は地域のコミュニティ空間の拡

新庄支部広報

新庄支部
海　藤　祐　二

ＮＰＯ法人つるおか
ランド・バンク事業
鶴岡支部

五十嵐　　　亮
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４月

　17日　東北ブロック協議会第１回理事会
　19日　新庄支部定時総会　菅原副会長
　21日　島津賢太郎会員結婚式　山川会長
… 於山形市「パレスグランデール」
　23日　第１回理事会・合同役員会
　24日　北村山支部定時総会　東海林副会長
　25日　…山形県測量設計業協会通常総会　今

野常任理事
　 〃 　米沢支部定時総会　山川会長
　26日　山形支部定時総会　山川会長
　 〃 　寒河江支部定時総会　小形副会長
　 〃 　鶴岡支部定時総会　菅原副会長
　 〃 　酒田支部定時総会　今野常任理事
５月

　８日　第２回常任理事会
　24日　山形県司法書士会定時総会　山川会長
　25日　山形県行政書士会定時総会　山川会長
　29日　山形県宅地建物取引業協会定時総会
　… 今野常任理事
　31日　山形県土地家屋調査士会第64回定時総会

◎補助者解職
　山下　順子（山形支部）山下　　勝
　櫻井　秀樹（山形支部）山口　賢一
　長谷川秀記（鶴岡支部）鎌田　悌治
　奥田　知恵（鶴岡支部）奥田剛太郎
　原田　征子（米沢支部）遠藤　良徳
　公平　昭彦（寒河江支部）公平　和広

充を目的として、市あるいは町内会が所有者

となり、普段は菜園などに利用し、冬は雪捨

て場にするなど、その地域に相応しいコー

ディネイトをしていきます。他にも、空き家

バンク事業（空き家の売却、賃貸に関する情

報を発信し、ニーズ者との仲介を行う）、空

き家管理委託事業（遠隔地に住む空き家の所

有者の依頼を受け、空き家の管理を受託す

る）、空き家コンバージョン事業（空き家を

改修し、シェアハウス、公民館などへの用途

転換を提案、実践する）などを行っておりま

す。また、当該事業の支障となる道路幅員な

どさまざまな行政のルールについても時代、

地域に即した規制緩和を提案していきます。

　肝心の財源は、市民・企業等、財団法人民

間都市開発推進機構及び鶴岡市からの拠出金

により『つるおかランド・バンクファンド』

を立ち上げ、同ファンドからの助成金により

展開しております。

　全国初の試みということで、各地から視察

や問い合わせがあり、昨年、県より「2012年

やまがた公益大賞」を頂くことができました。

　これからも地域の活性化のため、我々土地

家屋調査士の責務と捉えて積極的に協力し、

『鶴岡の挑戦』を全国に発信して行きたいと

考えております。

６月

　６日　東北ブロック協議会第２回理事会
　７日　第３回常任理事会
　18日　…日調連第70回定時総会　於「東京ドー

ムホテル」代議員　山川会長　菅原
　19日　副会長　オブザーバー　髙石理事
　28日　第３回理事会
７月

　12日　第４回常任理事会
　 〃 　支部長会議
　 〃 　綱紀委員会
　19日　東北ブロック協議会第３回理事会
　19日　東北ブロック協議会第57回定時総会
　20日　於会津若松市「ホテルニューパレス」
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ご近所グルメ
第５回　芋ようかん

　ぐずついた天気が続いています。安いカッ

パで結局びしょ濡れ……そんな今日この頃、

いかがお過ごしでしょうか。

　なんと、こんな雨の日ばかりで、水害も起

こっているというのに蛇口からは水が出な

いっ！一滴も！大騒ぎです。水の確保に右往

左往しているところに、ニュースを見た宮城

の知り合いから大量に水が届きました。被災

した経験から大変困っているだろうと周辺の

店からかき集めてポリタンクやらミネラル

ウォーターやらを届けてくれました。大感謝

です。ありがとうございます！

　それにしても日頃の備えは大事だと今更な

がら痛感しております。

　さて、今回は芋ようかんをご紹介したいと

思います。山形市漆山にある松栄堂さんの芋

ようかんです。こぢんまりとしたお店で、老

夫婦が切り盛りされているようです。積み上

げられた芋の箱に囲まれながらひたすら芋を

切っていらっしゃいました。ご苦労さまです。

　芋ようかんと聞くと口が渇きそうですが、

こちらの芋ようかんはどうでしょうか。う

ん！しっとりです。芋の素材の感じ、バター

の風味、ちょうど良い甘さ、これはうまい！

芋の皮が混じった感じもどこか素朴でいい！

きっちり剥かなくてもいい！一人で一本丸々

食べちゃってもいい！

　お茶にはもちろん、紅茶やコーヒーにも合

いますね。お子様には牛乳でカルシウムをプ

ラス。事務局のＴさんもおすすめだそうです。

他に紅いもを使ったようかんもあるようです

ね。ぜひお試しください。…（編集委員３号）

平成25年７月 土地家屋調査士 やまがた 第 180 号 (23)



ほんのひとり言ですが…

※親子向け情報誌等、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”の提案をしている。

佐藤 昌子
プロフィール

produced by Maw-Maw
http://www9.ocn.ne.jp/~mawmaw/

未知の国さん歩
　このところ、よく耳にする「ソーシャルビジ
ネス」「コミュニティデザイン」「デスティネー
ション」等々……。横文字全開のため、興味が
ない方にはスルーしたくなる話題かもしれませ
ん。それぞれ、地域の課題を解決する、観光客
に来てもらう、地域の魅力を再発見するという
意味を持つこの３つの単語に共通するキーワー
ドは、おもてなしの心、人とのふれあい、人と
のつながり……全て『人』がポイント。
　私自身、「地域・まちづくり」なんて大きな
視点は持っていませんでしたが、これまで取材
させていただいた山形に住む素敵な人たちを自
分の中でまとめて残しておきたい……と、漠然
と考えていました。そんな時に紹介されたのが
岡山県総社市で活動している「NPO法人吉備
野工房ちみち」理事長、加藤せい子さん。まち
づくりプロデューサーとして全国を駆け回る彼
女はとてもパワフル。やはりただ者じゃない
……みたい。話したことに対して、まずは否定
せずに共感してくれる人です。
　総社市は人口68,000人ほどの小都市。‘何も
ない街だから’住人が口を開けば言ってしまう
ような町。総社市のまちづくりを考えていた時
に疑問に感じたのは①点在している素晴らしい
資源をつなぐ仕組みがない②行政と市民との間
に対等な関係がない③まちづくりに女性の視点
がない④すべての人に「居場所」と「出番」が
用意されていない……ことだったそうです。ど
こかの町でも聞いたような!?(笑)そこで、加藤
さんは「みちくさ小道」という仕組みを作り、
まちづくりに取り組んでいきました。「みちく
さ小道」＝「一人一品運動」という考え。誰
にでも、その人だけがもつ「品」があります。
「品」は物ではなく、品位や技。例えば、漬
物の上手なおばあちゃん、竹細工の得意なお
じいちゃん、美味しいお店に詳しいお姉さん、

コミュニケーション能力の優れたお兄さん、、、
等々。全部その人たちの「品」であり、地域に
はたくさんの「品」が眠っています。その人だ
けの「品」を掘り起こして、集めて、見せて、
自立してもらいながら、新たなアプローチを考
えて集客していこうというもの。単なる体験教
室ではなく、一人ひとりの品によって様々な分
野の地域課題をビジネスにしていけないかとい
う取り組みです。加藤さんは、起動に乗るまで
の苦労と成功までのノウハウを惜し気もなく話
してくださいました。
　話を聞きながら、その中で自分ができること
があるとしたら何なんだろうと考えた時、先に
書いたように『山形に住む身近な達人（品）を
紹介していくこと』に繋がり、まずはＦＢを立
ち上げることに。目下の目標は身近な達人100
人探すこと。達人を紹介し合えるページとして
充実させ、その中でネットワークができてくれ
ればと願っています。
　観光客に来てもらうことも大事ですが、逆に
「山形ってどこにあるの？」「山形のことって
よくわからない」町でもいいんじゃないかなと
最近思います。自分たちが暮らしやすくて、い
つも誰かが楽しいことをやっているような‘未
知の国’。そういう町なら、もしかして住みた
いと思う人がいるかもしれない、来てみたいと
思うかもしれないですから。

『未知の国さん歩』https://www.facebook.
com/michinokusanpo
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相続税の納税義務者

Ｑ�：

Ａ�：
【解説】

　今年度の税制改正では、相続税の納税義務者のうち、いわゆ

る非居住無制限納税義務者の範囲が改正されました。

　非住居無制限納税義務者は、これまで、相続開始前５年より

前から海外に住んでいる、または国籍が海外になっていれば、

国内にある財産だけが相続税の対象になり、国外の財産は対象

になりませんでした。

　そんなことから、子や孫などを一時的に海外に住ませ、外国

籍を取得させたところで、財産を国外に移転して、それを相続

人に相続させ、相続税を逃れるという租税回避行為が行われる

ようになってきました。

　そこで、こうした行為にアミをかけるべく、今年度の税制改

正では、相続人の国籍が国外であっても被相続人の住所が日本

であるときは、国内だけでなくすべての財産に対

して相続税をかけることとされたのです。

　この改正は、平成25年４月１日以後の相続から

適用されます。

　いわゆる非居住無制限納税義務者が改正になりまし

た。

　今年度の税制改正では、相続税の納税義務者が改正

になったとか。どのようになったのですか？
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奥山税理士事務所

所長 奥 山 　享



平成25年７月　発行

第180号

　先日山形県全域は記録的な豪雨に見舞われ

ました。近年あまり災害の無い印象があった

ので、各地の災害状況は衝撃的なものでした。

一部孤立状態になる地域、断水になった集落

などさまざまです。私も当日は米沢に伺って

の調査の予定でしたが、一向にやむ気配のな

い雨のため調査を中止にしたほどです。家屋

の被害、行方不明の方もいるようで、無事で

あることを祈るばかりですが、現場作業が多

い業務に係る者として、十分な配慮が必要と

思われる出来事でした。

… 編集委員　倉知
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土地家屋調査士 やまがた 第 180 号 (29)平成25年７月

日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

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 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。

団体所得補償保険 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）

団体傷害疾病保険 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。

損害保険ご紹介損害保険ご紹介
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