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　平成24年９月23日（日）午前10時より「全

国一斉！法務局休日相談所」が山形、酒田、

鶴岡、新庄、寒河江、米沢の県内６カ所の本

局・支局管内において開催されました。

　この相談所は、昨年までは「法務なんでも

相談所」として山形地方法務局・土地家屋調

査士会・司法書士会が行ってきたものでした

が、今年度からは法務省主導により全国の法

務局が一斉に行うようになったものです。過

去にさかのぼれば、「登記広報キャンペー

ン」として「女性のための登記教室」や「境

界杭設置キャンペーン」等、広く市民のため

に広報活動に取り組んできた伝統が脈々と繋

がっているようです。

　山形本局管内の会場は、山形市総合福祉セ

ンターで行われ、２階大ホールに10カ所の相

談ブース、１階研修室に３ブース、２階会議

室では人権に配慮した４個の個室相談ブース

が設けられ相談にあたりました。

　相談員は、法務局職員20名、調査士12名、

司法書士５名、人権擁護委員として弁護士３

名、公証人１名の総勢41名で対応することと

なりました。

　当日は、テレビやチラシ等、法務局の周知

広報が広く行き渡っていたようで、10時開始

にもかかわらず、30分以上前から相談者の方

が来場し、相談開始を待っているような状態

でした。開始15分前から相談が始まり、午前

中は相談員が不足するのではないかと思える

くらいに呼び出しの電話が鳴っておりました。

特に司法書士の方々は、相談員５名というこ

ともあり休む暇のない状態で、調査士会の相

談員として来ていた渡辺境界鑑定委員長、東

海林副会長は土地の境界の専門家から多重債

務や相続のアドバイスと応援に大忙しのよう

でした。

　調査士業務に関する相談内容は、やはり土

地の境界の問題が多くあり、様々な境界問題

が潜在していると認識しなおした次第であり

ます。そして、相談者は皆さん深刻な悩みを

抱えており、気の抜けない対応と助言を心掛

けたところであります。

　特に土地の問題は、地図や字切図、登記事

項証明書、閉鎖登記簿、スケッチ、写真、本

人の記憶、隣接者の応対等を総合して判断し、

問題点の整理に時間がかかる上、亡くなった

父母のメモやら、大昔の念書など判読に苦労

する読み物も出てくることもあり、１時間を

超す相談が多数あったようでした。

　今回、休日相談所の相談員を担当し、境界

問題が数多く存在していることを再確認し、

当会としても相談会の重要性を会員にも周知

していかなければならないと感じた次第であ

ります。

　最後になりましたが、関係各所の皆様のご

尽力と、相談会にあたられた会員の皆様の御

協力に感謝して「全国一斉！法務局休日相談

所」のご報告といたします。

「全国一斉！法務局　
　　　　休日相談所」報告

広報部　今　野　　　繁　
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公 嘱 だ よ り公 嘱 だ よ り

◎第27回通常社員総会開催される

　平成24年９月５日（水）午後２時30分から

山形市「大手門パルズ」において第27回通常

社員総会が開催されました。出席社員は130

名（総社員数131名中、本人出席69名、委任

状26名、書面決議35名）で、今回は前年度総

会で承認されたとおり宿泊の伴わない総会と

なりました。

　23年度受託実績は約９千２百万円とほぼ前

年並みと厳しいものでしたが、経費の圧縮で

何とか損益が保てることができました。今後

の課題として、特に市町村対策の検討が挙げ

られます。

　本年度は、重要課題として、①地図作成作

業等地図行政への積極的参画、②公益法人へ

の移行、③嘱託事件の国民に対する重要性、

必要性の提唱の３つを掲げ活動します。

　特に、現在継続中の登記所備付地図作成作

業（米沢市２年目作業と山形市の新規１年目

作業）は最重要事業であり、住民の要望と期

待に応えるべく全力で臨むものです。

　公益法人移行については、期限が平成25年

11月30日と定められており、当協会としては、

県認定の公益社団法人移行に向けて引き続き

努力をいたします。

　また、今年度は将来へ向けた人材育成を目

的に、全公連主催の「地図作成総括責任者養

成講座」への社員派遣を予定し、予算を計上

しました。

　以上、総会の概要をお知らせすると共に、

今後とも公嘱協会へのご支援とご協力をよろ

しくお願い申し上げます。

… 広報担当　渡部　孝弘
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　当日の出席状況は表のとおりとなっています。

　研修会に出席を申し込んで当日になり欠席

している方が見受けられます。参加の意思を

もってぜひ出席するようにしていただきたい

と思います。

　　平成24年第１回研修会報告
業務・研修部　菅　原　　　淳

　第１回研修会が７月31日山形ビッグウイン

グにおいて開催されました。

　研修内容は第一部として当会顧問税理士の

木口隆先生より税制のうち、相続税、贈与税

等について、第二部は当会顧問弁護士の半田

稔先生から、われわれ土地家屋調査士が立会

業務を行う上で留意すべき点についてお話を

いただきました。

　両講師の先生方からはお忙しいところ講師

をお引き受けいただき、まことにありがとう

ございました。

　また会員からの様々な質問にもお答えいた

だきありがとうございました。

会員数 申込者 出席者 出席率
山 形 支 部 66 51 40 61%
北村山支部 16 8 8 50%
米 沢 支 部 36 22 19 53%
寒河江支部 15 9 6 40%
新 庄 支 部 13 12 12 92%
鶴 岡 支 部 20 9 8 40%
酒 田 支 部 27 11 11 41%

計 193 122 104 54%
他 会 4 4
合　　計 126 108
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　本年度の広報・社会事業部の目玉事業であ

る出前講座が、平成24年10月１日に天童市立

天童南部小学校で開催されました。

　講座は、５年生全員（約100名）を対象と

し、児童を９班にグループ分け、光波測距議

（ＴＳ）を用いて距離の測定作業、及び、平

板測量を用いて地上絵（校章）の作成作業を

行いました。

　距離の測定作業は、グラウンドの数か所に

ミラーを立て、グループごとに光波望遠鏡を

実際に覗き、距離当てクイズ形式で測定しま

した。児童達は、望遠鏡でミラーが良く見え

ること、距離がミリ単位で測れることに驚い

ていた様子でした。

　その後、平板による逆打ちによる地上絵作

成を行いました。作業内容は、グループご

とに、各基準点（９点）から、ポール持ち、

テープ持ち、ダート担当等に分かれ、児童達

によりポイントを逆打ちし、ポイントに金属

鋲を設置していきます。その後、逆打ちした

ポイントを紐で結び、その上をラインカーで

白線を引き地上絵の完成となります。

　作業は、児童達がすべての作業を体験でき

るように順番で作業を行い、１グループ10点

程度のポイントを設置しました。最初は児童

達も戸惑いが有ったようですが、ポイントの

設置数が増すごとに順調に進み、時間通り

（約１時間）で終えることができました。

　作業終了後、完成した地上絵を校舎の３階

から確認し、図面通りの縦横50mの見事な校

章がグラウンドに現れ、児童、教師はもちろ

ん、我々調査士も感動を得ることができまし

た。

　　第１回出前講座報告
広報委員　岩　井　和　彦
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　最後に児童達から、一生に一度しかできな

いことができて嬉しかった。昔の測量（平

板）と現在の測量（光波）を体験できてよ

かった。などと、沢山の御礼の言葉を戴きま

した。児童全員で一つの協働作業を行ったこ

とは、良い経験になったと思われます。

　また、出前講座には、マスコミ数社が取材

に訪れ、その日の夕方のニュース、翌朝の

ニュースでも取り上げられ、土地家屋調査士

の多大な広報活動になったことと思われます。

　最後に出前講座に御協力いただいた16名の

調査士、及び貴重な平板を貸して頂いた方々

に感謝を申し上げ、出前講座が大成功に終

わったことを報告します。

【図面】
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を早稲（わせ）・中稲（なかて）・晩稲（おく

て）を決めて走らせ、どの馬が速いかで翌年

の稲の作柄を占う全国でも珍しい催しです。

私は古式流鏑馬だけやっていると思っていま

したが、農業と密着していた昔の考えが今も

残っているのが驚きでした。

　ただ、祭りの派手な部分を見るのも良いこ

とかもしれませんが、どの地域にも祭りの歴

史や文化があると思います。それを少し勉強

してから見る祭りも楽しいと思いました。

　毎年、寒河江市はお盆が終わると町がざわ

つき始めます。９月の中旬に行われる「寒河

江まつり」の準備に入るからです。主に今年

で30周年の神輿の祭典の神輿練習で夜になる

とどこからか伊勢の良い声が聞こえてきま

す。これが私にとっては苦手な音でありまし

て。皆さまなら、おわかりでしょうが土地家

屋調査士の試験日がだいたいお盆明けの日曜

日で追い込みの時に回りが楽しい祭りの準備

に入るのです。開業し地元の方の交流という

事で少しずつお祭りの手伝いをするようにな

り、目的や文化が見えるようになり興味が湧

くようになりました。

　昨年暮れに県無形民俗文化財に指定された

「寒河江八幡宮流流

鏑馬」は古式流鏑馬

と作試し流鏑馬があ

り、古式流鏑馬は、

走る馬上から順に３

つの的をめがけて矢

を放つ、鎌倉武士の

伝統を受け継ぐ勇壮

な催しです。作試し

流鏑馬は、３頭の馬

　公嘱協会「嘱託登記の規格化・電子化及び

電子申請の奨励・推進」を踏まえ、鶴岡でも

齋藤修支所長の強力なリーダーシップの元、

電子申請を開始。７月中旬納期で国土交通省

酒田河川国道事務所より50筆程の分筆登記が

あり、早速実行です。できると自己申告の８

人で分担し、成果品統一・オンライン嘱託

書・図面Tiff化・調査報告書PDF・各々電子

署名の資料などを元に、各自トライ！

　４月の支部総会、三本木鶴岡支局長の来賓

祝辞でTiff図面送信頂くと、法務局内で業務

処理し易いとのお話があり、一部会員は始め

ていました。ただ図面Tiff化や添付ファイル

支 部 だ よ り支 部 だ よ り

鶴岡支所・
支部だより
鶴岡支部
松　浦　正　樹

「寒河江まつり」

寒河江支部
齋　藤　寛　司
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　平成24年７月24日（火）午後１時15分より

法務局新庄支局会議室に於いて、講師に佐藤

正尚新庄支局統括登記官及び大沼悦子登記官

にお願いし、表示登記に係わる研修会が開催

された。

　研修会には支部会員13名全員が参加、最初

に法務局における地図に関連する現状につい

て説明があり、

１…　地図情報と登記情報との照合作業（地図

整備は平成11年度終了）

２…　震災に関連しての地図座標値の書換作業

３…　国土交通省の事業における用地実測図の

登記所備え付けとしての備え付け

４　土地の実地調査の方法

５…　地図情報システムを使った地図の調査方

法（公差判定）

　以上５項目の説明があった。

表示登記に係わる
研修会開催
新庄支部
豊　田　英　敬

署名は初めての人も多く、色々苦労話もあっ

たようです。例えば、地積測量図のファイル

名スペル間違いや、連件申請で添付図面の取

り違えで、送信し直したり。登記の目的名に

土地を追加したため嘱託書とおりに法務局で

読み込めなかったり、表示の履歴欄に分筆新

地を入れてしまったり。添付ファイルは署

名できたのに申請書の署名で苦労したりと

か。立て続けに申請したため表示登記の五十

嵐専門官には大分残業させてしまったとの噂

も。その後研修もやり、オンライン登記申請

促進委員の私が余り頑張ることなく支部会員

の半分10人以上はTiff図面送信もできるよう

になったのではないでしょうか。

　話変わって鶴岡支部では42.195㎞リレーマ

ラソンIN山形に『チーム土地家屋調査士』

で参加すべく有志が練習を始めました。１周

２㎞を１チーム４人以上10人以内で適宜交替

してリレーする大会です。第１回の昨年、別

メンバーで参加した長谷川潤支部長チームは

マスターズ部門（全員が50歳以上）で優勝し

たそうです。以前より長谷川さんは各地のマ

ラソン大会に参加していましたが、今春は白

幡広樹さんも温海さくらマラソン大会に参加

しています。昔は鶴岡市の駅伝大会に出てい

た齋藤稔さんや私、支部では２番目に若い

五十嵐亮さんも参戦。このメンバーだと同じ

部門に参加できそうです。練習は小真木原運

動公園内の周回コースで行いました。ところ

が大会当日、私は所用あり参加不可でした。

　今年は10月21日が大会のため、本会報が発

行される頃には終わっている筈です。はたし

て鶴岡支部チームは参加できたのか？またそ

の成績は？参加していればその結果は県会

ホームページの支部掲示板つるおかにて報告

済みかと思いますが。来年は私も……。

（原稿は９月30日作成）
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北村山支部広報

北村山支部
髙　谷　隼　一

山形支部
第１回研修会
山形支部
吉　田　清　美

　北村山支部では７月に県会の研修会・参加

させていただいた山形支部研修が続けてあっ

たためか、９月末現在支部研修会など会合と

いう会合を開いておりません。

　今回は、私の自宅近辺である村山市の紹介

をしたいと思います。

　村山市は、村山地区（山形市を中心とした

内陸の盆地である地区）の北部に位置し、山

形市と、最上地区の中継地点となっており、

法務局はもちろんですが、県の出先等、役所

という役所がほぼ存在します。

　役所は在るが、出先であるということと、

専ら農村地域であることから、これといった

特色はあまりないように思われていますが、

実際は、村山ばら公園、そば街道、らーめん

街道、村山徳内まつり、甑葉プラザなどあり

ます。

　最近の行事と言えば、８月下旬に村山徳内

まつりが開催されました。その由来となって

いる最上徳内は、蝦夷や北方の島々を探検調

　平成24年７月20日（金）、午後２時00分よ

り山形国際ホテルにおいて、第１回研修会が

開催されました。

　研修内容は以下の通りです。

１．法務局との事務打ち合わせ及び事例研修。

　　講師　総括表示登記専門官　色摩伸一様

　　　　　　　表示登記専門官　上村哲也様

　内容は、法務局より土地家屋調査士に対す

る要望では、その１例として、オンラインで

土地分筆登記を申請する時、同一所有者で２

筆の分筆を申請する時は連件申請でなく、１

件ごと申請して頂きたいとの事です。ただし、

建物登記の時は、連件申請でもＯＫとの事で

す。

　次に、会員よりの日頃の疑問に思っている

事についての質問や要望について講師の方よ

り、丁寧に回答して頂きました。

　その質問の１例として、土地登記の時に、

地積測量図の隣接地番の表示で数筆有った時、

　続いて法務局からの連絡事項として、

１…　地積測量図に記載する測量年月日につい

て（基準点を使用してトラバー点を設置し

た日と細部測量の日が異なる場合、それぞ

れの日を記載して欲しい）

２…　実地調査を省略できる事案について

　以上２件の説明がなされた。

査した偉人であり、我々、測量調査を生業と

する者の大先輩であります。

　中学のときの歴史の教科書では日本地図・

測量といえば、伊能忠敬というのが鉄板でし

たが、以外に近くに偉い人がいるものです。

　村山市役所庁舎敷地内に徳内記念館があり

ますので、興味のある方は行ってみるといか

がでしょうか。
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　県、３市、４町の法定外公共物及び県市町

道に管理の担当の方、18名の方々を講師にお

迎えし、実施されました。

　最初に長井市の和田担当課長補佐に詳細に

亘る講義を頂き、その後遠藤支部長を座長に

意見の交換を行いました。様々な話の中で①

地籍図の14条１項地図の場合、旧図の添付は

必要か。②県市町道の場合両側確定するか。

③法定外公共物を片側確定できるか。④立会

の準備としてどこまで行うか。（他人の土地

に勝手に侵入できないため、復元等の作業に

は限界がある。）⑤各市町の道路台帳の整備

状況はどうか、その信頼性はどうか。⑥立会

料は有料、無料か。等々。

　終わりに各市町の担当者から常に調査士の

方々が役所に協力的で感謝している旨の謝辞

を頂きました。

　我々の業務にとって公共用地の立会は大変

重要な業務であります。役所と馴れ合いにな

るということではありませんが、常に情報を

交換し意思の疎通を図ることがスムーズな業

務の遂行の

上で重要で

あることを

改めて認識

した研修会

でした。

私は同一所有者のみと思っていましたが、別

所有者でも、直線上にある時は、筆界が未定

の時はプラス表示（１＋２＋３）してもよい

との事でした。

　今回、日頃の疑問に思っている事について

解決する事ができ有意義な研修になったと思

います。私も法律改正された部分の知識不足

を実感し反省しました。

２．平成24年税制改正の解説

　　講師　税理士　奥山　享様

　内容は、ＹＢＣ放送でも聴く事が多い、奥

山先生による、毎年行っている、不動産のか

かわる税金についてまとめて頂いた資料を基

に丁寧に説明して頂きました。

　特定住居用財産の買換え特例減税など多々

ありますが、そのほとんどの適用期間が平成

23年12月31日から平成25年12月31日まで延長

されるとのことです。

　今回の、最新の税制にふれる事ができ、ま

とめて下さった資料を基に、今後の業務にい

かしていければ思います。今後は少しでも、

景気が良く成る事を期待したいと思います。

　最後に、第１回研修会の準備をして下さい

ました事務局の皆様、講師の皆様に感謝申し

上げます。

立会業務の
研修会開催
米沢支部
齋　藤　幸　夫

　去る９月12日、公共用地の立会業務をテー

マに研修会が行われました。
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　皆様はじめまして。このたび４月から米沢

支部に入会しました鈴木智春と申します。

　開業して半年、あっという間に経ったよう

に思います。今現在開業し、こうしていられ

るのも両親や他の皆様方のご協力があったか

らだと心より感謝し実感しているところであ

ります。

　そして、お世話になった方々にはもちろん

のこと、地元米沢にも土地家屋調査士として

貢献できるよう頑張りたいと思います。

　開業してまだ間もないわけですが、今回米

沢市内の14条地図作成作業２年目に参加さて

頂きました。初めてお会いする諸先輩方はと

ても志が高く、技術も相当高いと感じました。

その中で一緒に業務をおこない、打合せから

始まり立会業務、一筆地測量業務等色々なこ

とに携わらせて頂き私自身大変勉強になりま

した。業務自体も終盤に入ったところですが、

諸先輩方の迅速な現場作業、事務作業で素晴

らしい成果が期待できると確信しております。

　また、私としても今後、色々な業務で生か

せるノウハウを学ばせて頂きありがとうござ

いました。

　これから土地家屋調査士として生きていく

上で思うことは、今後の経済状況をみても土

地家屋調査士という職業には明るい未来が

待っているとは限りませんし、今はどんな職

業でも大変な時代です。しかし、手続きの多

様化・複雑化が進む中でやはり土地家屋調査

士は現代社会の不動産手続きには必要不可欠

な存在であること、そして、より多くの一般

の方々に土地家屋調査士という職種を知って

頂けるような活動をしていけたらと思います。

（ナマイキなこと言ってスミマセン。）

　私自身まだまだ未熟なところはございます

が、研修会などにできるだけ多く参加し、技

術向上に努めてまいりますので、今後ともご

指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

新人会員に聞く

米沢支部
鈴　木　智　春

新人会員に聞く
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７月

　31日　平成24年度第１回業務研修会
８月

　６日　表示登記実務研究会

　10日　第５回常任理事会

　 〃 　司法書士会との打合せ会
９月

　14日　非調査士実態調査

　 〃 　第６回常任理事会

　21日　総務部会

　 〃 　広報・社会事業部会

　23日　全国一斉！法務局休日相談所

　25日　業務・研修部会

◎補助者解職

矢口　松二（鶴岡支部）岡部　信夫

◎入会者

鈴木　智春（米沢支部）４月２日入会
丸川　好美（米沢支部）10月１日入会

訂正のおわび（2012.７月 第176号）

P.10　政治連盟第12回定時総会概要
　　　会員総数　134名
　　　出席者数　108名（内委任状出席59名）
P.14　26行目　感じたところだ。　→　感じたところです。
　　　27行目　紹介する。　→　紹介します
P.15　最終行　感じてきたところだ。　→　感じてきたところです。

　27日　東北ブロック協議会第４回理事会
10月

　１日　第１回出前講座

… 於　天童市立天童南部小学校

　４日　境界鑑定委員会

　５日　広報・社会事業部会

　10日　広報・社会事業部会

　11日　第７回常任理事会

訃　　　　報

奥　山　仙　次（山形支部）

平成24年８月20日、逝去されました。

平成14年６月３日、入会。

謹んでご冥福をお祈りいたします。
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　　山形会での地図つくりは
山形支部　清　野　政　明

　山形会での地図つくりの始まりは、昭和50
年代半ばに山形市伊達城・新開地区（0.86平
方キロメートル）において土地家屋調査士会
が受注し、山形会で実行委員会を設け行った
と聞いています。
　測量は、その頃まだ基準点測量の主流で
あった三角測量で行い１級・２級基準点を設
けその基準点を基に、多角網を組みセオドラ
イとスチールテープで多角測量をして３級・
４級基準点（すべて外注）を設置したそうで
す。
　一筆測量は平板測量で行い、地図をアルミ
ケント紙とポリエチレンフィルムに製図し備
え付けたと聞いています。初めての大規模な
合同作業で夏場でもあったため、携わった先
生方は大変苦労なさったようです。
　平成２年頃に同地区の基準点の実態調査及
び復元作業を公共嘱託登記土地家屋調査士協
会が受注。内容は、設置された基準点の使用
可否、調査書の作成・点の記の記入、亡失基
準点の復元及び点検測量だったと思います。
山形地区の先生方ほぼ全員で調査から測量す
べてに携わり、現在の司調会館２階会議室で
夜遅くまでまとめ作業を行ったと記憶してい
ます。その時の使用機器としては、トータル
ステーション・電子野帳・測量計算ＣＡＤ
（オペレーション：MS-DOS）・ＸＹプロッ
ター製図機を使用し、点検測量・復元測量・
基準点網図など成果を上げました。この時が
私の地図つくりとかかわりを持った、大人数
での共同作業の始まりです。
　平成14年度から地図混乱区域の不動産登記
法17条地図作成が始まり、山形市双月町二丁
目地区のから、ＧＰＳ・トータルステーショ
ン、プロッター、測量ＣＡＤを使用し、より
精度の高い地図を作ることが出来るようにな

りました。
　地図作成のおおよその流れは、基準点計画
から始まり、２，３級基準点測量、４級基準
点測量、素図と調査書の作成、立会日程計
画、地権者へ立会のお知らせ発送、現地立会
い、１筆測量、点検測量、座標面積計算、縦
覧、Ａ３版地籍図作成などです。
　その中で、作業をスムーズに行うために現
地に持っていく素図や調査書は、手書きよる
製図で作成し、既存測量図を複写機で縮尺を
合わせて書き込む地道な作業の繰り返しで手
間がかかりました。
　現地立会いの班の構成は、法務局職員の
方々が２名、調査士２名、補助員１名の６名
で行いました。
　平成17年度に山形市薬師町二丁目地区、平
成19年度に山形市印役町二丁目・双月町一丁
目地区までは、基準点設置作業と地図作成作
業を一年間での契約でしたが、平成20・21年
度に山形市鈴川町一丁目・二丁目・山家町一
丁目・二丁目地区からは、規模も0.39平方キ
ロメートルと大きくなり２年間での作業に変
わりました。平成22・23年度に山形市印役町
一丁目・三丁目・四丁目・五丁目地区（0.33
平方キロメートル）からの立会業務は、調査
士と補助員での立会なり、班長はじめ班員に
は、大変な作業の印象だったと思います。
　今年からまた、山形市和合町一丁目・二丁
目・双月町三丁目・四丁目地区（0.33平方キ
ロメートル）の作業が始まりました。私はま
た参加しています。
　ある調査士の方が話していました、「地図
つくりは調査士の本文だ」なんて大変さより
達成感のほうが大きく感じています、調査士
は体が資本、機会があればできる限り地図つ
くりにはかかわりたいと思います。
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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

　ご近所グルメ
第３回　どら焼き

　厳しかった残暑はどこへやら。山々は色づ
き始め、朝夕の寒さが身にしみる季節になり
ました。外から戻ればまず温かいお茶がほし
くなります。そして、ついつい茶菓子に手が
伸び……天高く俺肥ゆる秋。
　さて、今回はあのネコ型ロボットも大好き
“どら焼き”です。お茶菓子としては定番で
しょうか。手に入れるのにさほど困らない庶
民的なお菓子ではありますが、近頃は小豆餡
だけではないものが巷で人気だそうなのでご
紹介したいと思います。

　まず、一軒目は山形
市旅篭町にある榮玉堂
さんです。従来の小豆
餡ではなく、生クリー
ムを挟んだいわゆる生
どら焼きが有名で種類
も豊富ですが、午後に
は売れ切れてしまう超
人気店ですね。10種類
ほどあるようですが、
４種類しか残っていま
せんでした。運よくモ

ンブラン味ラスいちゲットです！正確にはモ
ンブランケーキ味ですね。サイズは小さめ。
お味は……
　うーん。確かにうまい！生地がしっかりし
てます。カステラよりパンケーキに近いで
しょうか。しっとりとしていて、程よい甘さ
です。細かな栗がクリームに混ぜ込んであり
ます。ついつい二個目に手が伸びてしまいま
す。ちなみに協会のＴさんおすすめは“カマ
ンベールチーズ味”だそうです。ぜひ全種類
制覇してみたいですね。
　二軒目は上山温泉駅前にお店を構える高橋
だんご屋さんの“ほんてん！黒いどら”です。
“ほんてん”は本当に、の意味だそうです。
むむっ！確かに黒い!!これは珍しい。食用竹

炭などで黒くしている
そうです。味はどうで
しょう……
　こちらも種類豊富
で迷ってしまいます
が、同じく秋を感じる
モンブランをチョイス。
おっと炭の味はしない
ですね。（炭の味？）
生クリームとマロンク
リームの二層の餡です。
栗が一つ入っているの

がいい!!しっかりとした甘さですが、くどく
なく、しっとりとしていてこれもおいしい！

季節限定商品もあるそ
うです。
　そして、三軒目は川
西町にあるサトー屋菓
子店さんの、元祖！バ
ターどら焼きです。元
祖です。サトー屋さん
が作りだすまでこの世
に存在していなかった
ということなります。
さてお味は……
　うん、うまい!!スポ

ンジケーキのようなふっわふわの生地のなか
にはバターに包まれたつぶ餡。口どけもよく
（マーガリンかな？）、しっかりした甘さで
すがくどくありません。サイズ小さめなので
いくらでもいけそうです。濃いお茶がほし
い！さすが全国菓子大博覧会　金賞受賞。こ
ちらも数種類あり、バナナ味もおすすめです。

　今回はどら焼きをご紹介しました。どれも
おすすめですので、お近くに行った際はご贈
答、お土産にいかがでしょうか。美味しいで
すよ。… （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

　老人（失礼）がうんと年下の女性と結婚す
る芸能ニュースがたびたび流れる。女性が年
上で若い旦那さんというのは内海桂子師匠く
らいかな。世の中にはいっぱいいるのだろう
けれど、アンテナに引っかかってこないので
ある。
　こんな話をいつものアラ還（60前後）女た
ちでしていた。するとＡ子がポツッと言った。
「最近、新聞の死亡欄を熱心に読んでいるの。
妻が60代で亡くなって喪主が夫だったらこれ
は再婚する可能性があるな、私ではどうだろ
うと想像するのよ。だから亡くなった妻の年
齢が気になって」
　みんなぶっ飛んだ。お悔み欄をそんな計算
で読んでいたなんて、すごい現実的。
　Ａ子は一度も結婚経験がない。仕事はバリ
バリとこなすくせに、私らと違い乙女心をな
くしていないから、時々浮世離れしたことを
言うのだ。
　しかし、待てよ、とみんなで考えた。結婚
パーティは今や「コンカツ」と呼び名を変え
てすごくカジュアルになり、昔みたいにここ
で相手を見つけなければお家断絶、みたいな
悲壮感がなくなってきた。
　だけど中高年の婚活は、なんともいわくあ
りげで重い感じがする。大体が配偶者を亡く
したか別れた人が参加し、ずっと独身だった
中高、老年は肩身が狭いような気がする。
　一度参加して懲りたとＢ子は言う。
「男は結婚したらちょうどいいお手伝いとヘ

ルパーが見つかった、
みたいに計算がみえ
みえなの。女はお金
と年金が目当てだし
どっちもいやしい感
じがする。それも一
度結婚経験がある人

は一人前で、私みたいにずっと独身女は相手
もされなかったし。デートできたと思ったら
いきなりホテルに誘うし」と手厳しい。よっ
ぽどいやな目にあったに違いない。
　そういえばあの震災の時、とても怖いから
一緒に居させて下さいと、独居老人のところ
にご近所の年上の女性（つまりお婆ちゃん）
が転がり込んできた。男性は驚いたがとりあ
えず家に入れた。停電が治まっても家に帰ら
ずご飯などを作ってくれる女性がすごく便利
に思えた。こうしてなし崩しに同棲がはじ
まった。はめられたんじゃないの？と周辺は
疑り深かった。まだ同居しているかどうかは
わからないが、お互いが必要としているなら
いいんじゃない、とひがみ半分で思っている。
　熟女の婚活は難しい。妻を亡くした人と再
婚したら毎日前妻を思い出して泣くし、周り
は遺品だらけ。私は家政婦かと思った、とい
う女性がいた。一方で離別した人と再婚した
ら、いい夫だったのは初めの10日だけ。酒を
飲んで帰り、休日はパチンコ、生活費は月10
万円だけ、おまけにうるさい親戚がいっぱい
いて、もう実家に帰りたいと泣いた。
　そうだ、死亡欄で年齢だけで結婚を考える
なんて博打そのもの。しっかり人間を観察し
吟味しないとね。あ、だから結婚できなかっ
たのかと今さら気がつく私たちだった。

熟女の婚活
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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/

伊藤智也という男
　この夏、日本中が熱狂したロンドンオリン
ピック。時差の関係で注目の競技が夜中に行
われることが多かったこともあり、寝不足に
なった方も多かったのでは？私も例にもれず
その一人でしたが……。
　ロンドンオリンピック終了後に開催された
ロンドンパラリンピック。スローガンは「一
つになろう(Live as one)」。20競技503種
目に164の国と地域から約4,280人の選手が
参加しました。
　パラリンピック閉会から数日後、銀メダ
ルを獲得したとある選手がインタビューに
答えて言ったセリフは皆さんの記憶にも新
しいことでしょう。『最高やね！最高にスト
レートに嬉しいね！男！伊藤智也は絶好調で
す！』彼の名前は伊藤智也。ロンドンパラリ
ンピック陸上400mなどで銀メダルを３個獲
得。明るいキャラクターが持ち味の伊藤選手
は、2012年で49歳を迎えたアスリートです。
あと少しで金メダル。悔しい気持ちは推して
知るべし。ましてやパラリンピック、世界の
頂点を決める決勝。その舞台で僅差の２着と
なったレース直後にインタビューされた時、
そう答えられる魅力的な男。彼は、カメラの
前では常に前向きな姿を見せてくれます。そ
の裏には言葉にはできないくらいの努力を積
み重ねていることは容易に察しがつくところ。
　伊藤選手は、元々障がいを持っていたわけ
ではありません。14年前、仕事中に、15万
人に１人とされる『多発性硬化症』を発症。
多発性硬化症とは、脳、脊髄、視神経などに
障がいが起こり、多様な神経症状が再発と寛
解を繰り返す病気。左目を失明し、下半身不
随となった彼に、医師は『余命３年』という
残酷な事実を告げます。この病気は発症する
と歩行困難となり、車椅子での生活を余儀な
くされるため、入院中に彼は車椅子を注文し
ますが間違って陸上競技用の車椅子を注文し

てしまったことから、車椅子を使った競技を
始めたのです。
　そして、その10年後、彼は北京オリンピッ
クで金メダルを獲得しますが、その大舞台の
表彰台の頂点にたどりつくまで想像を絶する
長い道のりだったと思います。初めてパラリ
ンピックに挑んだアテネパラリンピックでは
転倒、肩の骨を骨折する大ケガを負ったこと
も。でも、彼は不屈の精神で努力を重ね、北
京で頂点に！そして、王者として、挑戦者と
して臨んだ今大会では僅差で敗れましたが、
その姿は見る人の目にしっかりと焼き付いた
ことでしょう。
　激しい運動は寿命を縮めるとされ、ドーピ
ング検査のために治療薬も制限された今大会。
病気の進行もあり、両足だけでなく、左腕に
もマヒが広がっていたと言います。首が回ら
なくなり、力が入らない……それでも彼は
『体の事情はあるにせよ、いろいろな人に感
動してもらえるような、自分に悔いのない走
りをしたい』と話し、『生きた証しを刻む』
ため、ロンドンパラリンピックに挑戦。誰し
もが厳しい状況だと考えていた中で、世界
トップクラスのパフォーマンスを披露したの
です。そして彼は、この最高のパフォーマン
スを置き土産に、競技の第一線から姿を消す
ことに。彼は言います、『救いの手は誰にで
も伸ばされる。その救いの手を逃すか、つか
みとって前向きに生きるのか……』。彼の生
き方に、男・伊藤智也の魂を感じました。
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奥山税理士事務所

所長 奥 山 　享

他人の建物に行った内部造作

Ｑ�：

Ａ�：
【解　説】

　法人税では、減価償却資産を限定列挙しています。したがっ

て、他人の建物について行った内部造作についても、そのいず

れかに分類しなければなりませんが、いずれに該当するのかに

ついての明確な規定がないので迷うところですが、耐用年数の

適用等に関する取扱通達１－１－３に、自己の建物について

行った内部造作についてはその建物の耐用年数を適用するとの

取扱いがありますので、その考え方からすれば、他人の建物に

ついて行った内部造作についても、建物附属設備に該当するも

のを除き、建物に含めるのが相当と考えられます。

　したがって、その内部造作が平成19年４月１日以後に取得さ

れたものである場合には、定額法により減価償却費の計算を行

うこととなります。

　なお、この場合の耐用年数については、耐用年

数の適用等に関する取扱通達１－１－３（（他人

の建物に対する造作の耐用年数））により建物の

耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を

勘案して、合理的に見積もった年数によることと

なります。

　建物附属設備になるもの以外は、建物として定額法

で減価償却することになります。

　他人の建物に内部造作をする場合、どのような取扱

いになりますか？
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　寒くなりました。私は寒いのは大変苦手で

して、今の時点でもう参ってますから年末は

どうなることやらです。家の猫は最近風邪を

ひいたようで、昨日はくしゃみをして、調子

が悪いのかずっと寝ていました。そろそろコ

タツを出さないとかわいそうなんで、本日コ

タツ布団と敷布を買ってきて先ほど居間に設

置。最初不審がって見ていた猫も、毎年の記

憶か中の暖かさを感じたのかスッと中に頭か

ら入りこんで、丸くなって寝ています。

　今日は私も温泉にでも行ってゆっくりした

いと思います。

編集委員　倉知
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損損害害保保険険ごご紹紹介介
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

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。

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。

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。
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