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　青葉に風薫る頃となり、新緑が野山に萌え

る本日、山形地方法務局長酒井修様はじめ多

くのご来賓のご臨席を賜り、山形県土地家屋

調査士会第62回定時総会を開催できますこと

は、この上もない喜びとするところでありま

す。

　公私ともご多忙中のところ、ご光来頂きま

したご来賓の皆々様に心から御礼申し上げま

す。

　昨年度は、土地家屋調査士制度創設60周年、

表示登記制度制定50周年という節目の年であ

りました。

　この60年間を振り返ってみますと、第二次

大戦後、不動産を対象とした国税は、昭和25

年シャウプ勧告を受けて、地方税とする税制

改革が成されたことに伴い、土地台帳・家屋

台帳の事務が大蔵省から法務省に引き継がれ

ることになり、土地台帳・家屋台帳への正確

な登録を実現することを意図して、国民の依

頼を受けて土地と家屋に関する調査・測量及

び申告手続きを業とする制度が法務省の監督

会　長　挨　拶

会　長　相　田　治　孝　　

下に設けられ、昭和25年法律第228号により

土地家屋調査士が誕生致しました。

　その10年後昭和35年、台帳登録を基礎とし

ていた不動産登記制度から、登記簿に表題

部を設ける、「不動産の表示に関する登記制

度」が法律第14号により制定されたのであり

ます。

　その後、目覚ましい日本の高度成長と共に、

私達土地家屋調査士の業務も激増し、夜を徹

して作業した頃もありました。

　今考えれば隔世の感がありますが、業務の

内容についても紙申請から、オンライン申請、

平板測量からＧＰＳ測量へと60年前には想像

もつかない現在の姿であります。

　更に表示に関する登記のみを業務としてき

たものが、法律関連専門職種としての位置を

確立し、境界紛争に直接関与するＡＤＲ制度

「境界ＡＤＲセンターやまがた」を立ち上げ、

法務局が行う筆界特定制度の代理業務と共に、

県民の為に一層尽力できることとなり、私達

の業務範囲は大幅に広がりました。

　このような60年間でありますが、一貫して

変わらないのは、私達土地家屋調査士の責務

であります。

　土地家屋調査士法では、第２条に「常に品

位を保持し、業務に関する法令及び実務に精

通して、公正かつ誠実にその業務を行わなけ

ればならない。」と謳っております。

　法令に違反せず、適正な業務を行う上での
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義務を履行することは勿論でありますが、更

に土地家屋調査士全体として職業倫理を確立

し、それに基づいて各会員業務を遂行してい

くこと、高度化する技術をも習得しつつ、よ

り的確で高度の業務遂行を行えるよう、日々

研鑽を積まなければなりません。

　そのために土地家屋調査士法第47条に「調

査士会は、会員の品位を保持し、その業務の

改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に

関する事務を行うことを目的とする。」と謳

われております。

　この目的を常に念頭におきながら、会員の

皆さんと共に、山形県土地家屋調査士会は皆

さん一人一人の為に前進して参ります。

　平成23年３月11日午後２時46分は千年に一

度の大地震が大津波を伴って北日本太平洋沖

を襲い、死者、行方不明者25,000名余、被災

者十数万名という甚大な被害をもたらし、未

だ多くの方々が避難生活を余議なくされてお

ります。

　岩手県土地家屋調査士会宮古支部の小國正

敏会員は、消防団員としての責任を果たすべ

く、奥さんと共に車で水門を閉めに行きその

まま帰らぬ人となられました。

　同じブロックとして共に研修を積んでいる

東北ブロックの仲間の多くの方々には、ご家

族、補助者を亡くされた方、自宅、事務所を

流された方、等々多くの被災された方々がお

られますが、この災害は決して他人事とは思

えません。

　皆さんにお願い致しました、義援金も100

万円を超える額となり、５月13日、板坂救援

対策本部長と共に、菅原岩手会長、鈴木宮城

会長、柴山福島会長が松岡連合会長と会議を

しておりました宮城県土地家屋調査士会館で、

山形県土地家屋調査士会員全員のお見舞いの

心であることを申し上げながら、それぞれの

会長に30万円を差し上げました。各会長から

は被災された方々に代わって、心から御礼の

お言葉を戴いて帰って参りました。

　残余の義援金は連合会の義援金へ送付し、

他の被災された方々のために活用して頂く所

存であります。

　この復興の為には数年の歳月を要すると思

われますが、当会と致しましても、同じブ

ロックの一員としてその一翼を担って、いつ

でも要請に応えられる体制を整える必要性を

感じており、特別委員会を設けてその任にあ

たって参ります。

　結びになりますが、私も今日をもって３期

６年間、皆さんのご協力のもと務めて参りま

した会長の責めを解かれることとなりました。

　この６年間に賜りました皆様方のご協力、

ご指導に心から感謝申し上げ、新山川体制の

もと当会が益々所期の目的を達成しつつ発展

されますことを衷心よりお祈り申し上げ、ご

挨拶と致します。
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　本日は、第62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。

　また、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並びに日本土地家屋

調査士会連合会東北ブロック協議会長から表

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。

　さて、去る３月11日には、過去に例を見な

い未曾有の被害をもたらした東日本大震災が

発生しました。尊い命を奪われた方々のご冥

福をお祈りするとともに、被災された方々に

対し、心からお見舞いを申し上げます。

　法務局におきましても、仙台法務局気仙沼

支局、盛岡地方法務局大船渡出張所が津波に

よる浸水があり、登記簿や図面、登記情報シ

ステム等に大きな被害が発生しました。また、

盛岡地方法務局一関支局におきましては、地

震により庁舎玄関や事務室天井等が損壊し、

庁舎への入居ができなくなりました。さら

に、福島地方法務局富岡出張所につきまして

は、福島第一原子力発電所の20km圏内にある

ことから、放射能漏れによる避難指示が出さ

れ、職員が避難しております。これら法務局

の業務につきましては、それぞれ近接の法務

局において行っているところであります。

　今後は、復旧・復興へ向けた対応が本格化

してくるものと思われますが、不動産登記に

関しましては、倒壊した建物の滅失登記や地

震により移動した土地の地積変更登記等、表

示登記の専門家である皆様方によらなければ

できない登記申請が必要とされております。

私ども法務局も、復興に向けた業務を、法務

本省を始め、全国の法務局が一丸となって取

り組むこととしておりますので、皆様方の御

協力をよろしくお願いいたします。

　本日は、せっかくの機会でございますので、

最近の登記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、地図のコンピュータ化の完成につ

いてでございます。

　昨年11月をもって、当局管内すべての法務

局に地図情報システムが導入され、地図の

コンピュータ化が完成しました。これに伴

い、順次、地図や地積測量図等各種図面の交

換サービスが提供され、現在、米沢支局及び

村山出張所を除く全ての庁におきまして、交

換サービスによる地図や地積測量図等各種図

面の請求が可能となっております。最寄りの

祝　　　　　辞
山形地方法務局長　　　　　　

酒　井　　　修　　
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法務局において、登記事項証明書同様、交換

サービスが行われている全国の法務局の地図

等の請求が可能となりましたので、御利用い

ただきたいと思います。

　第２は、登記所備付地図作成作業について

でございます。

　本年度は、山形市印役町地区0.3、1,832

筆について、２年目作業となる登記所備付地

図作成作業を実施いたします。また、米沢市

鍛冶町地区において１年目作業である基準点

設置作業を実施することといたしました。

　皆様ご存じのとおり、東日本大震災により、

本年３月14日から国土地理院による基準点測

量成果の公表が停止されたことから、本作業

についても実施の可否について検討していた

ところですが、国土地理院による基準点の改

訂後、本作業において設置した基準点の改測

を行うこととして、本年度作業を実施するこ

ととなりましたので、作業に携わっていただ

きます会員の皆様の御協力をよろしくお願い

申し上げます。

　第３は、登記のオンライン申請の利用促進

についてでございます。

　登記のオンライン申請につきましては、皆

様御承知のとおり、政府のＩＴ戦略本部によ

る「オンライン利用拡大行動計画」におきま

して、「登記」が重点手続の一つとして位置

づけられ、オンライン申請の利用率につきま

して、平成25年度末までに71％とするとの目

標が掲げられております。

　山形地方法務局のオンライン申請利用率に

つきましては、平成22年において、権利登記

を含めた不動産登記が、32.0％で全国12位と

なっておりますが、目標には、まだまだ及ば

ない状況にあります。

　このような状況の中、本年２月14日には、

新しく登記・供託オンライン申請システムの

運用が開始され、利便性が大幅に向上してお

ります。いまだオンライン申請を利用されて

いない会員の方がおられましたら、この機会

に是非オンライン申請への切り替えを御検討

いただきたいと思います。ＩＴ戦略本部の目

標値を達成するためにも、皆様の、一層の御

支援と御協力を賜りますよう、お願い申し上

げます。

　最後に、筆界特定制度についてでございま

す。

　平成18年１月の制度創設以来、全国では既

に13,240件を超える申請がなされております。

当局管内におきましても、本年３月末日まで

に55申請101手続の申請がなされ、これまで

に筆界を特定した事件は、27件47手続、継続

中の事件は５申請21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、

この制度を確立し、国民の高い信頼を得るた

め、筆界特定委員として御尽力いただいてお

ります土地家屋調査士の皆様の更なる御理解

と御協力をお願い申し上げます。

　以上、登記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

らの信頼と期待に応え得る法務行政・登記制

度を維持していくために、今後とも貴会の一

層の御支援・御協力をお願い申し上げる次第

でございます。

　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　松　岡　直　武　　

　本日ここに、山形地方法務局長殿を始め、

多くのご来賓の方々をお迎えして、山形県土

地家屋調査士会の第62回定時総会が盛会に開

催されましたことをお祝い申し上げます。

　日頃、日本土地家屋調査士会連合会の会務

運営にご理解・ご支援を賜り、改めて感謝を

意の申し上げます。お蔭をもちまして、平成

22年度の連合会の事業は、概ね所期の目標を

達成することができたものと思っております。

この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げ

ます。

　さて、本年３月11日に発生しました東日本

大震災は、東北から関東の広い範囲に甚大な

被害をもたらしました。被災されました会

員・ご家族・ご親戚の皆様には心からお見舞

い申し上げます。また、岩手会の会員１名が

残念ながらお亡くなりになられたとの報告を

受けております。改めまして故人のご冥福を

お祈りいたします。

　連合会では、震災発生後、直ちに災害対策

本部会議を開催し、以来今日まで、被災地の

各土地家屋調査士会等を通じ、情報の収集、

救援物資の手配等を始め、政党や議員連盟へ

の要望、要請を行い、各種ヒアリングに出席

して説明をしてきたところであり、全国の会

員の皆様にお知らせしたとおりであります。

　今後は、これまでの災害対策に加え、復

旧・復興支援に力を傾注していきたいと考え

ております。具体的には、大規模な地殻変動

に伴い土地の境界（筆界）も相対的に移動し

たと考えられることから登記実務における取

り扱いに混乱のないよう、法務省から発出さ

れた事務連絡の適切な運用の確保、今後の被

災地域における登記所備付地図の取り扱いを

検討するための現地調査・照査作業や、修正

作業が必要となった場合の専門家団体として

の必要な支援、職権による滅失登記における

現地調査の支援などが必要になると考えてお

ります。

　また、環境省から協力要請のありました

「がれき撤去」に伴う法的問題への対応の為

の支援活動につきましても被災地の各土地家

屋調査士会にお願いしているところでありま

す。

　これらを含めまして、復興過程における予

算措置や専門職の活用等について政府にも国

会にも既に要望等しているところであります。

　いずれにしましても、被災地域のみならず

全国の会員の皆様のご協力の下、これらの諸

作業を進めていかなければならないと考えて

おりますので、要請等がされた際には、何卒

ご協力をお願いいたします。

　平成22年度事業に目を移しますと、昨年は、

土地家屋調査士制度制定60周年及び表示登記

制度創設50年の年でありました。

　連合会では、６月の定時総会に併せて開催

いたしました「記念式典」を始め、10月に日

比谷公会堂にて行いました「地籍シンポジウ

ム2010 ／土地家屋調査士全国大会in Tokyo」、
さらには「全国一斉表示登記無料相談会」な

ど各種行事を開催させていただきました。こ

の「全国一斉表示登記無料相談会」につきま

しては、本年度も開催を予定しておりますの

で、引き続き、ご協力をお願いいたします。

また、本年３月には、土地家屋調査士を主人

公とした待望の「テレビドラマ」が、黒木瞳

さん主演でテレビ朝日系列の土曜ワイド劇場

にて放映されたことが記憶に新しいことかと
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思います。いずれの行事にしましても、全国

の会員の皆様のご協力がなければ、成し得な

かったものと考えておりますので、改めまし

て御礼を申し上げる次第です。ありがとうご

ざいました。

　政府の地域主権戦略会議の「国の出先機関

原則廃止」における登記事務の地方移管に関

する議論に関しましては、土地家屋調査士制

度の根幹に関わる問題であることから、各方

面からの情報収集を行うとともに、登記事務

を始めとする法務局・地方法務局が取り扱う

事務は、国が直接行うべき事務であると強く

主張してまいりました。昨年末の政府のアク

ション・プランにおいては、登記事務につい

て特に言及されておりませんでしたので、議

論は一定の収束をみたものと推察しておりま

すが、今後も地方自治体の意見を聞きながら、

進めていくこととされておりますので、状況

を注視しながら対応してまいりたいと考えて

おります。

　土地家屋調査士会ＡＤＲにつきましては、

既に48会でＡＤＲセンターを立ち上げておら

れますが、残り２会につきましても、設置に

向けて準備を進められているとのことで、近

い将来、すべての土地家屋調査士会において

センターが設置されることとなります。一方

でＡＤＲ認定土地家屋調査士の数も第５回の

土地家屋調査士特別研修を終え、合計4,512

名となりましたが、今後もさらなるＡＤＲ認

定土地家屋調査士の誕生に向けて特別研修の

受講促進を図るとともに、ＡＤＲ認定土地家

屋調査士の育成に努めてまいりたいと考えて

おります。

　地籍に関する研究につきましては、連合会

では、これまで数多くのシンポジウムを開催

し、また、外部開催の行事等に参加するな

どして、その研究を深めてきたところであ

りますが、昨年10月の「地籍シンポジウム

2010 ／土地家屋調査士全国大会in Tokyo」の

開催に併せて、念願の地籍を体系的に研究及

び情報発信する機関として、早稲田大学総長

の鎌田薫先生を始め高名な先生方が発起人と

なられ「地籍問題研究会」が設立の運びとな

りました。これにより、地籍に関する制度及

びその環境の充実発展がより一層図られるも

のと確信いたしております。皆様におかれま

しても、是非、同研究会にご入会いただき、

地籍に関する制度ひいては土地家屋調査士制

度の充実発展にご協力いただきたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします。

　その他、申し上げたいことは多々ございま

すが、詳しくは、６月の連合会定時総会にお

いて報告させていただくこととします。

　昨年度、私はこのご挨拶の中で「この節目

の年を機に、全国の会員が心を一つにしてあ

らゆる困難を克服し、心新たに土地家屋調査

士制度あるいは表示登記制度の更なる充実発

展を図り、広く市民社会に有用とされる専門

資格者であり続けなればならないと誓う年に

したい」と申し上げましたが、大震災という

大きな困難に直面した今、改めてそのことの

重要性を認識いたしておるところであります。

　土地家屋調査士制度を取り巻く環境には、

依然として厳しいものがありますが、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、引き続き会員の

地位の向上と土地家屋調査士制度の充実・発

展に全力で取り組み、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益々の

ご健勝と山形県土地家屋調査士会の益々のご

発展、また東日本大震災により被災されまし

た方々の１日も早い復興を祈念し、ご挨拶の

言葉といたします。
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会長に就任して

会　長　山　川　一　則　　

　まずは、６月18日に叙勲の受章者が発表さ

れ、我が会から土地家屋調査士の功労として

松田良男相談役が旭日双光章の栄誉に浴され

たましたことは、会を挙げて心からお祝いと

お喜びを申し上げたいと思います。

　さて、私は第62回定時総会において、６年

間会長職を務められた相田会長から引継ぎま

した。相田前会長は、平成17年及び平成18年

の大幅な不動産登記法の改正による対応やオ

ンライン登記申請の推進、また、認定土地家

屋調査士制度の特別研修会への対応、そし

て、土地家屋調査士制度60周年・表示登記制

度50周年の節目の事業、その中の一環として

「境界ＡＤＲセンターやまがた」を立ち上げ

等……にと、目まぐるしく変わる社会情勢の

中で対応してまいりました。

　また、３月11日の大震災における「東日本

大震災救援対策本部」を立ち上げ、災害隣県

地への救援物資の輸送を行いました。相田前

会長の素早い対応、そして懐の深さと良識あ

る判断力と指導力。私には、とても出来そう

にないことを混沌とした情勢の中で自然とで

きる対応力に感心せざるを得ません。前会長

のご尽力に敬意と感謝を申し上げます。

　２月の中旬に前会長から会長職の打診があ

り、指導者という器も能力もない私が受けて

良いのか悩んでいる頃に東日本大震災があり

ました。その間「大丈夫だ、皆で会長を支え

るから」とか「皆でがんばれば何とかなる

さ」などと幾人かの先輩から温かい言葉をか

けていただきました。大震災の対応で混乱し

ている中で、また自分の性格上断ることもで

きずに、先輩の言葉に甘えて受けざるを得な

かったのが正直なところです。会長を引き受

けた以上、精一杯会員のため、会のために貢

献して行きたいと思います。

　さて、３月の東日本大震災の地震と津波に

よる被害と福島の原子力発電所の壊滅により

未曾有の大惨事となり社会環境が大きく変わ

りました。災害復旧と復興が未だ見えないま

ま明るい将来が見えず仕事や日常生活が不安

定で大変厳しい状況になっております。土地

家屋調査士業界も例外ではありません。この

ような時、どうすれば明るく前向きに生活で

きるのでしょうか。

　先日、東北ブロックの理事会があり色々な

お話を聞きました。今、被災地では、「がん

ばろう東北！」を合言葉に精一杯、地域一丸

となって共に支え合いがんばっております。

　我が会もこれまでも諸先輩のご指導や会員

同志、また、仲間同士支え合い厳しい環境を

乗り切ってきました。土地家屋調査士として

誠実に業務を行い依頼者や国民の信頼に応え

てきたからこそ現在の土地家屋調査士として

の社会的立場があると思っております。これ

からも、このような厳しい状況を乗り切って

行く為には、会員同志、仲間同士が協力し合

い信頼関係をより深くして国民の信頼や負託
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■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）

　　　　　　小　形　芳　秋（米沢支部）

常任理事　　今　野　　　繁（山形支部）

理　　事　　黒　沼　裕　一（山形支部）

　　　　　　髙　橋　浩　昭（山形支部）

　　　　　　横　山　栄　一（北村山支部）

　　　　　　大　類　　　修（米沢支部）

　　　　　　髙　石　　　隆（米沢支部）

　　　　　　茂　木　　　孝（寒河江支部）

　　　　　　髙　橋　孝　一（新庄支部）

　　　　　　齋　藤　　　稔（鶴岡支部）

　　　　　　大　泉　俊　治（酒田支部）

監　　事　　鈴　木　博　雄（米沢支部）

　　　　　　池　田　義　則（酒田支部）

予備監事　　押　野　勇　治（山形支部）

　　　　　　冨　樫　庄　一（山形支部）

綱紀委員長

　　　　　　青　木　新　一（米沢支部）

綱紀副委員長

　　　　　　村　田　久　志（鶴岡支部）

綱紀委員　　細　矢　長　一（山形支部）

　　　　　　岡　野　市　朗（新庄支部）

綱紀委員予備委員

　　　　　　奥　山　栄　悦（北村山支部）

　　　　　　鈴　木　光　行（寒河江支部）

　　　　　　薄　衣　　　光（酒田支部）

に応えて行く以外ないと思っております。会

員一人ひとりが、依頼者や紹介者等から次回

も業務を依頼してもらえるような仕事を行っ

て信頼を得ることが最大のポイントではない

かと思います。また、そのように思ってもら

うことが自分の励みになり、報酬にも繋がり、

ひいては社会貢献に繋がるのではないかと思

います。

　会組織としても、会員の皆様が厳しい環境

の中で少しでも業務を行いやすい環境を作っ

ていかなければと思っております。また、会

員の皆様から会費をお預かりして会運営して

おりますので、最大限の活用が図れますよう

役員一同知恵を出し合って頑張る所存であり

ます。会組織の目的は、「土地家屋調査士の

業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び

連絡に関する事務を行うこと」を目的として

おります。土地家屋調査士制度の進歩発展に

繋がるよう努力して参ります。そのためには、

事務局や役員一同は勿論、会員の皆様のご理

解とご協力がなければ運営はできませんので

皆様のご理解とご協力のお願いを申し上げ挨

拶とします。
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■第62回定時総会概要
日　時　平成23年５月27日（金）
場　所　山形市「ホテルメトロポリタン山形」
会員総数　196名
出席者数　118名（内委任状出席34名）
22年度決算　32,396,568円
23年度予算　34,000,000円

平成23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、事務

所経営の安定化及びＡＤＲ特別研修へ
の参加推進等

　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
　　…年４回発行する。なお、ＨＰにも掲載

していく。
　２．制度広報
　　…「法務なんでも相談室」を法務局と共

催する。各支部でも相談会を行う。
　　…筆界特定・ＡＤＲ制度、境界標の大切

さ等の広報を行う。
　　…官公庁に対して法令遵守、制度の重要

性、調査士の活用等の具体的、組織的
な啓蒙、広報を行う。

　３．情報に関する事業
　　次世代ＨＰの研究、検討をする。
　　…基準点等の情報を収集し、ＧＩＳ等で

構築する。
　４．社会貢献事業
　　…他士業との協働による仮称「災害時に

おける資格者団体としての奉仕活動」
に参画する。

　　…古地図・字限図等と現在の地図等を視
覚化し、筆界の形成について市民講座
等で発表できるようにする。

■政治連盟第11回定時大会概要
日　時　平成23年５月27日（金）

場　所　山形市「ホテルメトロポリタン山形」

22年度決算　1,364,898円

23年度予算　1,183,000円

平成23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

12年目の年となりました。今年の４月には全

国統一地方選がありました。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７月に実施された第22回参議院議

員選挙に当たっては、議員連盟幹部の候補者

を推薦し、積極的な選挙の支援活動を展開し

てきました。今後とも一層の力強い運動が必

要です。

　これからは、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、明るい未来につながると信じ制度活動

を行います。

１�．全国土地家屋調査士政治連盟との連携及

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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支 部 総 会 の 概 要

山　形　支　部 北 村 山 支 部 米　沢　支　部

支 部 長 柏　屋　敏　秋 宮　林　　　晃 遠　藤　良　徳

副 支 部 長 庄　司　浩　治 横　山　栄　一 斎　藤　幸　夫

会 員 数 70名 16名 36名

支 部 総 会

日 時

場 所

参 加 人 数

４月28日（木）

ＰＭ３：30 ～

山形市

「メトロポリタン山形」

出席64名、委任状出席19名

５月11日（水）

ＰＭ４：00 ～

村山市

「クアハウス碁点」

出席16名

４月28日（木）

ＰＭ１：00 ～

川西町

「浴浴センターまどか」

出席36名、委任状出席５名

平 成 22 年 度

決 算 額
￥1,477,244 …￥1,067,069 ￥1,220,861

平 成 23 年 度

予 算 額
￥2,366,000 ￥922,000 ￥1,151,000

支部会員負担金

（年　　額）
￥8,000 ￥20,000 ￥10,000

23…　

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及びＡ

ＤＲ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普及促

進を図り、サービス向上に努

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 齋　藤　真　治 長谷川　　　潤 下　村　　　宏

奥　山　広　行 髙　橋　孝　一 山　本　節　子 渡　部　利　春

15名 11名 20名 27名

４月28日（木）

ＰＭ３：30 ～

寒河江市

「ホテルシンフォニー」

出席14名

４月15日（金）

ＰＭ３：30 ～

新庄市

「於山葵家」

出席11名

４月28日（木）

ＰＭ４：30 ～

鶴岡市

「庄内ざっこ」

出席18名、委任状出席２名

４月27日（水）

ＰＭ４：00 ～

酒田市

「治郎兵衛」

出席18名、委任状出席９名

￥950,000 ￥877,273 ￥842,937 ￥1,074,241

￥1,000,000 ￥859,087 ￥1,160,000 ￥1,677,000

￥20,000 ￥15,000 ￥15,000 ￥20,000

　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…　不動産登記オンライ

ン申請の研修

　⑤…　表示登記研究会の開

催

　⑥　その他

　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。

　その他

　　支部会員の親睦会等

１．平成23年４月８日

　…　表示登記の日、記念行

事無料登記相談

２．平成23年４月15日

　…　新庄支部第61回定期総

会

３．平成23年６月　日未定

　…　支部理事会及び、司、

調、合同役員会

４．平成23年７月　日未定

　　支部研修会

５．平成23年７月　日未定

　　支部研修会

６．平成23年12月　日未定

　…　司、調、両支部合同研

修会

７．平成24年１月　日未定

　…　司、調、両支部合同研

修会

８．平成24年２月　日未定

　　業務研修会

９．平成24年２月　日未定

　…　支部長連絡協議会・支

部長会

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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受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます
（順不同敬称略）

三　原　完　治

（新庄支部）

佐　藤　正　道

（酒田支部）

日本土地家屋調査士会連合会会長表彰

斎　藤　　　稔

（鶴岡支部）

大　石　信　次

（山形支部）

安　部　達　二

（山形支部）

清　野　政　明

（山形支部）

山形地方法務局長表彰

日本土地家屋調査士連合会東北ブロック協議会会長表彰

中　野　　　守（山形支部）	 佐　藤　義　信（北村山支部）

加　藤　不二夫（米沢支部）	 五　戸　典　次（鶴岡支部）
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　松田良男氏の叙勲を祝う

顧　問　山　下　　　勝　　

　松田良男氏が旭日双光章を叙勲されたこと

に心よりお祝いの言葉を申し上げます。

　松田氏の叙勲は、役員歴や他の表彰歴など

により、法務省の叙勲決定と成ったことで

しょう。

　それはそれで、土地家屋調査士として素晴

らしい貢献があったことは事実で誰しも認め

る処であります。

　しかし、その他にも数字に表すことが出来

ない実際の貢献を知っている私には叙勲が至

極当然であり、よってこの度の叙勲がことの

外嬉しく思いました。

　私の知っている松田氏のことを、せん越な

がら少し紹介させて頂きますと。

　松田氏は、1970年４月登録番号第920番で

開業されました。

　私が第921番と１番違いで、同時期に開業

していますので、勝手に生涯の友と決め、常

に先を行く先輩と尊敬の念を抱き、現在の私

が土地家屋調査士を続けて来ることが出来ま

した。

　本題の具体的エピソードの数あるお話の中

より一部を書かせて頂きます。

　１つ目は、まず仕事の面で現在の公共嘱託

登記につき、仕事の道を創り、その道を大き

く広げて来たことでしょうか。

　以前から山形市とパイプを持っていた松田

氏は、「予算は極少額しか無いが、ある地区

の道路を測量し、登記等をしてくれないか。」

と声を掛けられ、当時の山形市内の調査士仲

間に声を掛けリーダーとして纏め上げ、仕事

を完璧に完了し納品出来たことです。

　その当時、行政側は調査士の能力を知らず、

始めから出来ないでしょうと決め込んでいた

状態でした。

　松田氏は、「だからこそ、損を承知で引き

受け、仕事を完璧に仕上げ将来の仕事の道を

広げて行こう。」と言われ、10人ほど賛同者

を集め、手弁当で実行して納品を完了した事

実です。

　私は仲間をリードする行動力には、松田先

輩を眩しく見上げていました。

（この頃は、幸せにも今とは違い、個人の仕

事が各自かなり多く抱え、皆と同一行動する

のが難しく、また会員同士の交流があまり無

かった時代です。）

　この経験が、後の公共嘱託事業の道を開き、

更に最初の17条地図作成作業（現14条地図）

へ自信を持って引き受ける土壌が出来たもの

と実感しました。

　２つ目は、調査士事務所経営の先駆者で

あったことです。

　当時は、まだ図面は手書き・ワープロや和

文タイプが大勢のとき、いち早く調査士個人

事務所のコンピュータ化に取り組まれ、臆病

だった私達会員皆に、実際を目より確認出来

る環境を何時でも見学させてくれたことです。

　私も松田氏の事務所を見て、コンピュータ
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化することが出来た一人です。

（この頃は、プロッター・パソコン、更にそ

のコンピュータソフトが高価なため、松田氏

が調査士の協同組合を一緒に設立させようか

と本気で働いてくれたことを思い出します。）

　３つ目は、会員交流の場を数多く企画され

実行したことです。

　蔵王に於いてのスキー教室や登山です。

　1980年代の調査士会山形支部の雰囲気を今

思い返すと、各個人が一応調査士としての仕

事に自信を持ち、多少の余暇を楽しむゆとり

があったのでしょうね。

　例えば、県内では葉山や朝日岳への登山、

遠くは福島県の磐梯山や安達太良山を登山、

中でも会津地方の東山温泉で17条共同作業後

の芸者さんをあげて打ち上げと楽しく過ごし

た思い出があります。

　この様に、書き出したら書ききれない程の

話が山とあります。

　我らが松田先輩の事務所近くにお越しの折

は是非訪問され、雑談等されてはいかがで

しょう。きっと、皆様の心の内に目標や夢を

写真のごとく映像として描くヒントが得られ

ることでしょう。

　どうも、過去のことばかり書きましたが、

松田氏には、これからも調査士会員皆様への

ご指導を、まだまだ期待するところが大きく、

いつまでも調査士の希望の星で居ていただき

たいと思います。

　もう一度言わせてもらいます。

　旭日双光章の叙勲おめでとうございます。

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

損害保険代理店　有限会社 桐栄サービス
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　　 第68回日本土地家屋調査士会連合会
　　定時総会報告

常任理事　今　野　　　繁　　

　平成23年６月21・22日に「東京ドームホテ

ル」で第68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。当会からは、代議

員として山川会長と菅原副会長が、相田名誉

会長が選挙管理委員として、それにオブザー

バーとして、私が出席しました。

　会場にたど

り着くと、会

場の入り口に

第26回写真コ

ンクール入賞

者の作品が展

示されており

人目を引いて

おりました。山形支部の柏屋会員の作品もあ

り好評のようでした。

　総会は１時より始まりましたが、議事に入

る前に今回の東日本大震災の被害にあった岩

手、宮城、福島の会長より被災状況の報告に

かなりの時間が割かれました。同時に配布さ

れた報告書を見ると、救援・支援物資一覧が

詳細に書かれており、全国の仲間たちからの

熱い思いが感じ取られました。又、全国から

の義援金は6500万円余りにのぼり、宮城、岩

手、福島会にそれぞれ2000万、青森会に100

万が送金されておりました。

　この後セレモニーがあり、江田五月法務大

臣より20名の方に法務大臣表彰が授与されま

した。

　この後議事に入りました。議長は２名が選

任され、交替で行われておりました。不測の

発言があったとしても檀上に相談相手がいる

のは、心強いことだなと思ったりしました。

もっとも質問や意見は前もって提出されてお

り、議長も各県会の会長が務めていることも

あり、以降流れるように進んでいきました。

　松岡会長の機関銃のような会務・事業報告

を聞いて、それを理解するためには分厚い議

案書をあっちこっちめくらなければならず、

頭の休まる暇はありませんでした。又、随分

連合会は多岐にわたり事業をしているものだ

と感じ入りました。質問や意見に対して各担

当者の回答は期間的な余裕もあったことから

か解り易い説明でありました。しかし、各会

代議員からの質問は的を射たものや、認識の

足りない意見などもあり、聞いている私も反

省させられました。

　第１号議案「平成22年度収支決算報告承認

の件・特別会計収支決算報告承認の件」は賛

成多数にて承認されました。

　第２号議案「役員選任の件」では、会長候

補２名、副会長候補６名（定数４名）の立候

補の表明演説をおこなわれました。すぐに議

場が閉鎖され、構成員182名が議内に設けら

れた投票所に順次移動し投票作業に入りまし

たが、その間投票用紙の色、記入方法、投票

順序について再三にわたり注意があったこと

には違和感がありましたが、理由は次の日に
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理解しました。開票作業に時間がかかるため、

役員選任の件はいったん中断し明日に持ち越

しとなりました。

　第３号議案「土地家屋調査士の日」制定審

議の件では、昭和25年７月31日に土地家屋調

査士法が施行されたことから、市民の方々に

対し、土地家屋調査士制度をＰＲする機会と

するため、日本土地家屋調査士会連合会は７

月31日を「土地家屋調査士の日」として制定

したいと提案があり、これは満場一致にて承

認された。これをもって第１日目は午後６時

にて終了しました。

　この後６時30分より立食式の懇談会が開か

れました。通常であれば、多数の来賓の長い

長い挨拶のある「懇親会」になるはずでした

が、震災の影響もありこじんまりとした「懇

談会」となりました。しかし、いったん始

まってしまえば例年と同じで、各会の熱い思

いやら、会務に対する問題など、いろんな情

報を交換することができました。懇談会は午

後８時にお開きとなり、山形勢４名は遅くま

で東京ドーム周辺を逍遥することとなりまし

た。

　２日目は９時より始まり、昨日の２号議案

役員選任の件の途中から再開されました。開

票結果が報告されましたが、「無効票１」の

発表に会場がざわついておりました。結果、

新会長に、東京会の竹内氏が選任されました。

又､副会長が４名選任されましたが、前青森

会会長の小林氏が次点であったことは同じ東

北勢として残念なことでした。東北６県×２

票＋理事×２票＋αではいかんともしがた

かった。

　第４号議案「平成23年度事業計画案」審議

の件、第５号事案「平成23年度一般会計収支

予算案審議の件・特別会計収支予算案審議の

件」は一括にて上程され、23件ほどの意見・

質問があったが、担当理事よりそれぞれ明瞭

な回答があった。しかし各会は財務状況の逼

迫しているところが多く、節約して使ってほ

しいという意見が多かった。６億を超える予

算額を見れば一言言いたくなるのもうなずけ

ました。

　質問は１人２回まで、という形式はあらか

じめ議案書を配布していることから、議事の

時間の浪費削減にはつながっているものと感

じました。又、それと同時に「議案書は、十

分に読み込んできなさいよ」という日調連の

強いメッセージとも受け取れました。午前11

時50分すべての議案が承認され総会は終了し

ました。

　帰り際、たまたま隣に座った某県の副会長

さんの、「１棟550戸の区分建物の申請が残っ

ているからすぐに帰ります」というセリフ

を聞いて、頭の中が？？？「おいくらです

か？」の言葉を呑み込んで、「そうですか」

の声がかすれてしまいました。

　すべてが終了したのち、私たち山形勢は、

水道橋駅の近くにて昼食を取り真夏日の東京

を後にしました。
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　日調連東北ブロック協議会
　第56回定時総会報告

理　事　髙　橋　浩　昭　　

　平成23年７月５・６日の２日間にわたり、

秋田市の「秋田キャッスルホテル」において

東北ブロック協議会第56回定時総会が開催さ

れた。

　当会からは、ブロック役員として相田治孝

名誉会長、鈴木清治前名誉会長が、代議員と

して小形芳秋副会長、今野繁常任理事、髙橋

理事（私）が、オブザーバーとして山川一則

会長と東海林健登副会長が、そして仙台法務

局（管区）局長表彰受賞者として北村山支部

の冨樫正志会員が出席した。また、田中忍公

嘱協会理事長が来賓で出席された。

　初日は２時30分からで、東日本大震災によ

る物故会員に黙祷を捧げたあと、柴山武ブ

ロック協議会長の挨拶で始まり、議長には秋

田会の研修部長である根本聡氏が選出され、

議事録署名人及び書記の指名後に、順次平成

22年度の会務及び事業報告がなされ、議事に

入った。

議　　事

第１号議案　平成22年度収支決算報告承認の件

第２号議案　平成23年度事業計画案審議の件

第３号議案　平成23年度収支予算案審議の件

第４号議案　次期総会開催担当会決定審議の件

第５号議案　役員任期満了に伴う選任の件

　１、２、３号議案とも順調に承認された。

４号議案は、東北６県を反時計まわりに開催

地とする慣例に従い、山形会を開催地とする

ことが承認された。５号議案の役員について

は、新会長に岩手会の菅原唯夫会長が選任さ

れ、わが山形会山川一則会長は副会長に選任

された。

　その後、４時30分から式典が行われ、山形

会からは東海林健登会員、冨樫正志会員、金

子兼一会員が仙台法務局管区局長表彰を受け

た。誠におめでとうございました。

　また、平成23年春の叙勲で、わが山形会の

松田良男先生が旭日双光章を賜ったことが総

会で報告された。誠におめでとうございまし

た。

　夕方６時からは懇親会が行なわれた。今回

は、大震災のあとということもあり、観光Ｐ

Ｒや、コンパニオンといった華やかな演出は

控えられ、美食とお酒を肴に、他県の方た

ちとの懇談といった感じであった。「秋田美

人」も楽しみにしていただけに、ちょっと残

念……。

　２日目の前半は、連合会の新会長竹内八十

二氏による演題「これからの日調連の取り組

み方について」の講演会が行なわれた。まず、

「会員の目線」「食べれる調査士」というこ
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とを言われていた。例として、相見積り等に

よる報酬額の叩き合いが常態化しており、お

かしい、調査士の仕事にも原価があるはずと

言われ、そうしたことに対する対策など考え

ているようであった。また、ＡＤＲや認定調

査士制度の更なる活用も含め、これらの制度

の今後のことを考える必要性に触れていた。

私たち末端会員も常日頃から気になっている

点である。将来の調査士制度の維持発展の点

からも、こうした会長の方針が具体的に展開

されることを期待したいと思った。

　後半は、法務省民事局民事第二課法務専門

官の西田淳二氏による演題「東日本大震災の

復旧・復興と14条地図作成のあり方につい

て」の講演会が行なわれた。

　東日本大震災の

復旧・復興につい

ては、まず、倒壊

建物の職権滅失登

記についてであっ

た。約10万7000棟

の全壊建物の職権

による滅失登記ついて、法務局と連携し、調

査士が現地調査書を作成し、成果物としてこ

れを残すというものである。

　次に、土地の境界の復元についてであった。

地殻変動により、基準点等が最大約５Ｍ西南

に動いてしまったため、国土地理院が補正す

る作業をしており、10月末くらいまでに変換

パラメータを呈示するとのことであった。こ

れにより地図の座標を変換補正し、復旧・復

興に向け、必要性の高いところから優先して

復元測量をするとのことであった。

　いずれも、調査士の協力が必要とのことを

言われていた。

　14条地図作成のあり方については、登記所

備付地図の内訳につき、全体の約６割が14条

地図、約４割が準ずる図面であり、14条地図

のうち約９割弱が地籍調査、約１割強が区画

整理及び土地改良で、法務局作成のものは

１％にも満たないとのことであった。

　このことを話の発端とし、昭和35年不登法

改正以降の法務局地図作成事業の歴史につい

て詳細に説明された。その延長上に、平成21

年新８か年計画として130ｋ㎡の地図作成事

業を展開中とのことであった。現在、山形市

内でも法務局と公嘱協会が地図作成のための

立会いや測量を展開している。たまたま、私

が受託している現場もそういった地域であっ

たため、大変な作業であることを垣間見る機

会があった。ほんとうに頭が下がる思いで

あった。こうした地図作成事業の歴史を民事

局の担当官から直に聞けたことは、大変意義

深かった。

　さて、来年は、山形がブロック総会の担当

会である。東日本大震災の復旧・復興がどの

程度進んでいるだろう。被災された我々の仲

間たちの生活や仕事もどれくらい回復してい

るだろう。来年のブロック総会のときはより

復興の勢いが感じられる情勢になっているこ

とを祈りたい。

　お土産は、お約束どおり稲庭うどん、いぶ

りがっこ、もろこしを買ってきた。山形の名

物のお土産ってなんだろう？

　一緒に出席された方々、大変お世話になり

ました。　

　以上簡単ではありますが、報告といたしま

す。
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第13回北村山支部
定時総会

　北村山支部

　　宮　林　　　晃　

米沢支部
第１回研修会

　米沢支部

　　梅　津　喜　博　

　５月11日クアハウス碁点で、定時総会が開

催された。

　議案書にしたがって「県調査士会ＨＰ北村

山掲示板」に掲載した議事録のとおり、ほ

ぼ原案どおり可決した。本年度予算額は

922,000円である。

　来賓の法務局出張所長は、懇親会参加予定

であったが、所用で懇親会は不参加となった。

久々に、法務局と酒席をともにできると楽し

みにしていたが、来年度に期待したい。

　総会では、恒例の「調査士の歌斉唱」「倫

理綱領唱和」で始まり、毎年この日に土地家

屋調査士であることの自覚と、誇りを確認し

ているところです。

　当支部の研修会等の出席率は高く、100％

の時もあります。勿論、研修後の懇親会も必

ず開催しており、前々支部長の口癖は「懇親

も研修だ。」であり、私も受け継いでいくつ

もりです。

　今後、法務局の統合や、支部会員減少によ

り支部合併や、県総会で発言のあった支部廃

止の考え方が出てくるような気配ですが、支

部設立以来受けた恩恵（研修、情報、会員の

和、森谷宴会部長直伝の酒席の楽しみ）は、

　平成23年６月25日（土）、小雨の天気であ

りましたが川西町三枡屋美女木店にて第１回

研修会が開催されました。研修内容について

は下記のとおりです。

【午前の部】

　自動追尾ＴＳによるワンマン観測・逆打

ち・既知点の探索等

　講師　山田　英実…会員

　講師による説明により自動追尾ＳＲＸ（ソ

キア）を体感しました。やや大きめボディの

光波に、360ﾟミラーが取り付いたリモート

キャッチャーを持ち測量を行う。光波が自動

でミラーを追跡する姿は非常に画期的でした。

パンフレットで眺めるよりも実物を見た方が

驚き度合いが違います。やはり、自動追尾Ｔ

Ｓの魅力は測量を１人で出来るということに

尽きます。講師曰く、「人件費等を考慮すれ

ば自動追尾ＴＳを持つ意味がある」とのこと。

メリットもあればデメリットもありそうです

が、しかしながら一早く自動追尾ＴＳを導入

ありがたいもので、これからも、この恩恵を

受けられるように運営していきたいと考えて

いますので、よろしくお願いする。
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様に感謝を申し上げます。し、時代の最先端をいく講師の姿に頭が下が

る思いであります。

【昼　　食】

【午後の部】

　４級基準点水平角・鉛直角手簿計算及び平

均二乗誤差計算

　講師　柴田　千晴…会員

　「より理解を深めるために」と講師のご指

導により参加者を４班体制に分け、それぞれ

の測量機を持ち寄り実際に観測・手簿計算を

行いました。通常業務では電子野帳や測量ソ

フトにお世話になり、忘れかけていた基本的

な「測量学」を学ぶうえで大変良い研修で

あったと思います。講師の丁寧なご指導のも

と、「まずは三脚の据付から」とより基本的

な事ではありますが疎かにしてはいけない。

「測量」に対する講師の熱意が感じ受けます。

観測後、屋内にて平均二乗誤差計算をそれぞ

れの班ごと行いました。最確値の平均二乗誤

差±１"と精度の良さに圧巻です。（測量機提

供・観測者遠藤支部長）

　時折、冗談話の会話ありと終始和やかな研

修でありましたが、お互いのコミュニケー

ションが円滑となり、延いては支部全体の活

性化が強まるのではと期待しております。小

雨の中、研修会のご準備頂いた支部役員の皆

　去る４月15日県内のトップを切りまして、

山葵家に於いてご来賓として法務局新庄支局

長、県会からは板坂副会長、司法書士会新庄

支部長代理の佐藤様をお迎えし第62回新庄支

部定時総会が開催されました。出席者数は支

部会員13名の内11名の出席です。議事につい

ては第１号議案から第４号議案までスムーズ

な流で運び原案通り全て承認して頂きました。

又支部研修会では税務研修をやってほしいと

いう意見や、昨年度は支局支部単位で調査士

制度60周年・表示登記制度50周年記念事業を

行い大勢の方が来られ好評だったのですが出

費が増え運営が苦しかったという報告もあり

ました。

　今年度は役員改選の年と言う事で今回私も

支部長を仰せつかる事になりまして重責を感

じているところであります。新庄支部は県内

で一番小さな支部でありますので平素より会

新庄支部総会の概要

　新庄支部

　　齋　藤　真　治　
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北村山支部広報

　北村山支部

　　髙　谷　隼　一　

　平成23年５月11日（水）16：00より、村山

市クアハウス碁点にて、第13回支部総会が開

催されました。（議事内容については、県調

査士会ＨＰ北村山に掲載されていますので省

略します。）

　ここ最近は支部研修会も無く、震災の影響

もあってか、開業４年目の私ですが、これま

でにないほど暇を持て余しており、たまに行

く法務局や役所でもなかなか会員と会う機会

がないので久々に顔を合わせるいい機会とな

りました。

　総会後は、楽しい懇親会（今年は、コンパ

ニオンもなく残念。）となりましたが、やは

り話題の中心は、震災、原発の話でした。

　３月の地震の際は、私は、河北町の現場で

測量作業中でしたが、「建物や電柱が倒れる

のではないか」というほどの恐ろしい揺れで

した。

　北村山支部では、１月に宮城県松島で新年

会をしたのですが、大雪のため仕事ができな

い。進まない。の山形と違い、宮城では１mm

の雪もなく快晴で季節も冬なので草も生えて

いない現場日和で、大変うらやましく思って

いました。

　まさか１カ月後に津波に呑込まれるとは思

いませんでした。

　私は、物のない環境というのが考えられな

い世代なので、店に品物がない、ガソリンを

詰められない、なんてことを経験するとは

思ってもみなかったし、生まれてこの方、電

気を丸々１日以上使わないで生活したことな

どなかったもので、常日頃の平和ぼけ、食事

や電気の有難さが身にしみました。

　震災以降は、心を入替え、乱れた食生活を

改善し、中学生のころから食べたことのない

朝ごはんも毎日欠かさず食べるようになりま

した。

　震災をきっかけに私は、平和ぼけした身と

心を少しずつ、研ぎ澄ましていきたいと思い

ます。

員同士の意思疎通を図りながら円滑な支部運

営を心掛けてゆきたいと思いますので宜しく

お願いいたします。議事終了後には懇親会と

なり皆さん何時もどおりの親睦を図られた様

子でした。板坂副会長には二次会までお付き

合い願いましたが大変ご満悦された様子であ

られましたので安堵した次第です。簡単です

が概要の報告とさせて頂きます。
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４月

　14日　期末監査会

　…〃…　第１回常任理事会

　15日　新庄支部定時総会

　26日　東北ブロック協議会第１回理事会

　27日　酒田支部定時総会

　28日　…山形支部・米沢支部・寒河江支部・

鶴岡支部各定時総会

５月

　６日　第２回常任理事会

　11日　北村山支部定時総会

　21日　山形県行政書士会定時総会

　26日　山形県宅地建物取引業協会通常総会

　27日　第62回定時総会

　…〃…　第２回理事会

　28日　山形県司法書士会定時総会

６月

　７日　第３回常任理事会

　10日　東北ブロック協議会第２回理事会

… 於宮城会会館

　21・22日　日調連第68回定時総会

　29日　第３回理事会

７月

　５・６日　東北ブロック協議会定時総会

　13日　表示登記実務研究会

　22日　支部長会議

　…〃…　綱紀委員会

　…〃…　第４回常任理事会

　25日　広報・社会事業部会

◎補助者解職

橋本　英顕（山形支部）軽部　　隆

樽石　裕子（山形支部）軽部　　隆

岡崎　光憲（山形支部）松田　良男

◎補助者使用

菅家　幸子（山形支部）樋口　昌彦

髙世　洋子（米沢支部）樋口　泰栄
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きらわれた東北

　先日、若い夫婦一家がさくらんぼ狩りに来

た。「今度の日曜日行きたいけどいい？」と

奥さんが電話をよこした。天気が悪いし、台

風だしと受け入れる私は気乗りをしない返事

だったけど、ま、いっか。

　朝早く到着した彼らは、本当に元気いっぱ

いだった。若いってこういうことなのねと、

少々疲れ気味の私。

　旦那さんがこういった。

「職場で山形に行くっていったら、何を物好

きな、危ない、みんな今年は東北行きをやめ

てるぞと言うんですよ。そうなんですよねぇ。

さくらんぼがなかったらわざわざ来ないです

よねぇ」

　腹が立った。山形大好きの私は理由もなし

に非難されるのが嫌いだ。しかも人の（私

の）お金でさくらんぼ狩りをするくせに！

　雨の中、ハウスでさくらんぼ狩り45分を楽

しみ、お土産を買って、昼食は蕎麦屋へ行っ

た。蕎麦屋はとても混雑していたけれど、観

光物産館は観光バスが例年よりずっと少ない

気がした。これも原発のせい？

　旦那さんが言う。

「福島原発の水漏れを遮蔽する大きな鉄板を

建てるのはうちの会社が請け負っているんで

すよ」

「でもそれを建てるには人がいかなければな

らないのでしょう」と私。

「そうなんですよ。誰も行きたがらなくっ

て。だって原発手当は１日１万円ですよ。こ

れじゃ安すぎるし、命と引き換えに行きたく

ないとみんな言ってる。でも出張命令が出

て、行きたくないと

言うと『じゃ、辞表

を持ってこい』と言

われるわけ。仕方な

く行っているんです

よ」

　そうだろうなあ。

テレビに映る人は安

全なところにいるのでしょうけど、現場で仕

事をする人は命がけだ。週刊誌などでは１日

10万円の日当とか言っていたけど、実際労働

者に支払われるのは１万円？誰が儲かってい

るんだ？中間搾取か？

　原発労働者なら誰だって持つだろうこんな

当たり前の気持ちを安いお金でうやむやにし

ていいのだろうかと、私は思った。

　山形県の大工さんたちは景気の低迷で本当

に仕事がない。じゃ、震災特需で少しは潤っ

たかと言うと、仕事は来ない。あったとして

もふつう１万７千円の日当が、大手建築会社

の下請け孫請けで６千円ほどにしかならない。

交通費も出ない状況は変わらないと嘆いてい

た。その一方で手抜き仮設住宅の苦情が山ほ

どある。そのニュースをベテラン大工さんは

「俺だったら絶対こんな建て方はしない」と

悔しい思いで見ていた。

　今年は山形に来る議員の視察も少ないそう

だ。みな東北を飛び越えて北海道や西の方面

などに行っているらしい。

　「がんばろう東北」といろんな人が言うけ

れど、心の底では近づきたくないのではない

かとひがみたくなる。「安全安全と言うけど

本当は危なかったりして」と特に若い世代が

疑り深い。

　ＴＰＰで海外から農産物が安く入って日本

の農家は大変だと言うけれど、本当の敵は日

本人の心にあったりして。いつになったらこ

の何となく東北を避けたがる空気がなくなる

のだろうか。
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ＵＭＡ
　震災から４カ月。山形に住む私達は次第
に普段の日々を取り戻し……と同時に、震
災の記憶も少しずつ薄らいでしまっている
ところもあるのかもしれません。個人的な
活動の中で、情報ボランティアの一員とし
て、東北各地のサイトの更新記事を集約し、
ボランティア活動をしている人達に配信す
るお手伝いをしていますが、作業をしなが
ら日本は大変な時期を抜け出したわけでは
ないことを実感します。逆に、これまで以
上の難問が押し寄せてきている不安感が募
るばかり。
　動物の話だってそう。アニマルセラピー
という言葉通り、動物と触れ合うと人は心
も体も癒され、その分飼われている動物達
が人から愛情を注いでもらう……この当然
のことすらできなくなってしまった状況が
あります。東日本大震災で発生した福島第
一原子力発電所の問題により、避難区域に
取り残された動物達はペットとして飼われ
ていた動物、家畜として飼われていた動
物……彼らは人間が避難したことで取り残
され、飢えと戦う日々が続いているのは報
道等でご存知の方も多いはず。補償という
話になっても、出てくるのは人に対するも
のばかり。今、この混乱した時期に動物に
対する補償まで行うのは、状況的に考え厳
しいことは理解していますが、彼らのため
に日々努力している人々がいる現実は知っ
ておきたいなと思っています。
　ということで、今回は「馬」の話を。原
発問題により一部が避難区域に指定された
福島県の相馬地方は、毎年「馬追祭」が開
催されることで有名です。ここでは、元競

走馬で祭りの主役となる300頭以上の馬達
が、主に地元の個人の家で飼われていまし
た。しかし避難勧告が発令されたことで、
飼い主達は馬を置いていかざるをえなくな
り、これによって多くの放浪馬が出てし
まったのです。そうした馬達の保護活動を
行っているのが、ＮＰＯ法人引退馬協会に
よる『被災馬ＩＮＦＯ』です。被災した馬
達を保護し、全国で受け入れ先を探してい
るこの団体。会員の方々の熱心な活動によ
り、現在４分の３ほどの馬達が保護されま
した。「馬追祭」という地域に根付く伝統
的な文化を保護するという観点で考えても、
あまり報道されていませんが素晴らしい活
動だと思います。こんな時に動物の支援な
んて二の次……と思われる方々もいるかも
しれませんが、彼らだって命ある生物。支
援を受ける権利は当然あるはず。震災後の
避難後も、飼育馬を心配して危険をおかし
ながら自宅に戻ったり、通いながら馬の世
話をしている飼い主も方々も多いと聞きま
す。じゃあ、私も馬の世話を……というの
はあまりにも無理なこと（笑）。まずは目
の前の命を大切にし、愛情を注いでいこう
とあらためて思っています。
　今日も我が家の愛犬は、幸せそうな寝顔
で熟睡中……。
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脱税犯に対する罰則の強化

Ｑ	：　昨年度の税制改正では、脱税犯に対する罰則規

定が強化されたそうですが、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】

　①…　直接税及び間接税等の脱税犯に係る懲役刑の上限が５年

（源泉所得税に係るものは３年）から10年に引き上げられ

ました。ただし、航空燃料税及び電源開発促進税について

は５年（改定前３年）、印紙税については３年（改定前１

年）とされました。

　②…　直接税及び間接税等の脱税犯に係る罰金刑の上限（定

額部分）を、直接税及び消費税については1,000万円（改

定前500万円）に、間接税（消費税、航空燃料税及び電源

開発促進税制を除く）については100万円（改定前50万円、

印紙税は20万円）にそれぞれ引き上げられました。ただし、

源泉所得税不納付犯に係るものは200万円（改定前100万

円）とし、源泉所得税不納付犯を除く源泉所得税の脱税犯

に係るものは100万円（改定前50万円）とされました。

　③…　所得税の脱税犯の対象に、非住居者の給与

につき源泉徴収を受けない場合の申告に係る

ものが加えられました。

　④…　滞納処分免脱犯に係る罰金刑の上限を、納

税者又はその財産を占有する第三者につい

ては250万円（改定前50万円）に、これらの

者の相手方については150万円（改定前30万

円）にそれぞれ引き上げられました。
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平成23年８月　発行

第172号

　先日、福島の南相馬市から疎開していた親

戚が自宅に戻っていきました。未だ福島第一

原発事故の収束の行方も見えぬ中での帰宅と

なりました。もうしばらく山形へ留まっては

どうかとの話にもなりましたが、一番の懸念

である放射線量がこの先数年で大きく減少す

ることは考えにくいうえ、小さな子どももい

ないからこの時期での帰宅との判断をしたよ

うでした。近所の友人家族も現地での生活に

戻っており、スーパー等の店舗が営業してい

ることも決めた理由の一つであったようです。

不安がないといえば嘘になるが、いずれ戻る

のであれば、それが今でも、来年でも状況に

そう変わりはないであろうとのことでした。

　昨年おじゃました際、ご自慢の家庭菜園で

収穫した野菜を振舞いながら得意げに話す叔

父の顔が思い出されます。
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