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会

長

挨

拶
会

長

山

川

一

則

庄内平野の田植えも終え、周りの山々の

るようにと土地家屋調査士業務の研究や見直

木々は若葉が萌えより一層緑の色濃く感じら

し・検討が行われております。情報公開シス

れる季節となりました。

テムの研究や調査報告書、調査測量実施要領

本日は、山形地方法務局長

酒井修様はじ

の見直し、また認定土地家屋調査士の活用等、

め、多数のご来賓の皆様のご臨席を仰ぎ、山

についての検討が行われており、近日中にも

形県土地家屋調査士会第63回定時総会を開催

検討結果が掲載されるものと思います。

できますことは、この上ない喜びであります。

県会におきましても、我々土地家屋調査士

ご来賓の皆様には、公務多忙の中をご臨席賜

が国民からより一層信頼され、社会貢献して

り厚くお礼申し上げます。

いくために、今年度は、制度広報が重要と考

昨年の総会で会長に選任され、早１年が過
ぎました。私自身至らぬ事が多々ありました

え、広報活動の予算を計上し総会において決
議して頂きました。

が、幸い優秀なスタッフと会員の皆さんのご

一昨年前に、土地家屋調査士制度創設60周

支援とご協力によりまして無事に会務運営を

年、表示登記制度制定50周年の記念事業とし

行うことができましたことに、深く感謝申し

て、山形県弁護士会様のご協力を得て「境界

上げます。

ＡＤＲセンターやまがた」を立上げました。

昨年、３月11日の東日本大震災により東北

「境界ＡＤＲセンター」は裁判に依らないで

３県においては甚大な被害を受けました。全

境界問題の解決を行う機関として土地家屋調

国からのご支援や会員の皆様からのご支援に

査士と弁護士の先生方と協働で運営し２年が

より復興にと懸命な努力を重ねながら、よう

経ちました。相談員や代理人、そして調停人

やく１年３カ月が経ちました。しかし、いま

として関わり、僅かではありますが境界問題

だ明るい兆しが見えない中、心の痛みが癒え

の解決に至ったものもありました。「境界Ａ

ない方もおられることを伺い、更なるご支援

ＤＲセンター」が開設してまだ浅い月日です

や見守り続けていく必要があると感じており

ので、これからも研修と協議を重ね、より良

ます。

い組織として県民の皆様方にしてご利用して

私達を取り巻く社会情勢は大きく変化し、
色々な面で見直し検討が行われています。連
合会では、国民のニーズにより多く応えられ

頂けるような組織を作って行きたいと考えて
おります。
また、平成18年の不動産登記法の改正によ
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り筆界特定制度が施行され、土地家屋調査士

し、「法務なんでも相談所」や「無料登記相

が申請代理人や筆界調査委員としてこれまで

談会」を県内各地で開設し、制度広報を行っ

数多くの事件に関与して参りました。今年の

ていく所存であります。

初めに、任期満了により筆界調査委員が新た

また、連合会では、これまで行ってきた

に選任されました。今年は多くの筆界特定申

「国際地籍シンポジウム」が今年は札幌にお

請の需要が見込まれ、昨年よりも数名多く任

いて10月に開催されます。日本・韓国・台湾

命されました。これまで筆界調査委員になら

の三国で行っているもので、今回は、「災害

れた方々には心よりお礼申し上げますと共に、

からの復興」というテーマで行われる予定で

この度、新しく任命された会員には、今後の

す。土地家屋調査士として災害時にどう関

ご活躍に期待しております。

わっていくのか、大変に興味があるところで

境界ＡＤＲと筆界特定について国民の皆様
に正しく理解し活用してもらえるよう、境界

す。関心のある方は、ぜひ参加して頂きたい
ものと思います。

に関する相談会を今年度も山形地方法務局と

結びになりますが、土地家屋調査士が国民

境界ＡＤＲセンターと共同で開催して行く予

の為に社会貢献して行けるようにより一層に

定です。

研鑚を積んで努力して参りますことをお誓い

また、全国に先駆けて行って来た「登記広

申し上げます。ご来賓の皆様には今後ともご

報キャンペーン」を今年度も予定しておりま

指導・ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げ

す。山形地方法務局と司法書士会と共に開催

挨拶といたします。有難うございます。

ご来賓の方々
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祝

辞
山形地方法務局長

本日は、第63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

酒

井

修

いて１年目作業である基準点設置作業を実施
します。
登記所備付地図の整備は、表示登記事務に

には、日ごろから、登記事務の円滑な運営に、

関する現下の重要課題であり、地図作成作業

格別の御理解と御協力をいただきまして、厚

により作成した地図に基づきいつでも境界の

く御礼を申し上げます。

復元が可能となるなど、土地所有者はもとよ

また、ただいまは、多年にわたり土地家屋

り各行政機関にとりましてもその効果は大き

調査士会の発展に寄与された方々が、日本土

いものがあります。会員の皆様におかれまし

地家屋調査士会連合会長並びに山形県土地家

ても、地図作成の必要性について御理解いた

屋調査士会長から表彰及び感謝状を受けられ、

だき、引き続き御支援と御協力をよろしくお

さらに、法務行政の円滑な運営及び土地家屋

願い申し上げます。

調査士制度の充実発展のために貢献された

第２は、地図や地積測量図等の各種図面の

方々に対しまして、当職からも表彰させてい

交換サービスによる提供についてであります。

ただきました。受賞された方々に対しまして、

当局においては、管内全ての庁におきまし

心からお喜びを申し上げますとともに、その

て、登記情報システムと連動した地図情報シ

御功績に対し深く敬意を表する次第でありま

ステムよる事務処理が開始されておりますが、

す。

現在、米沢支局において、地積測量図等各種

本日は、せっかくの機会でございますので、

図面の地図情報システムへの登録作業を進め

最近の法務行政をめぐる情勢について申し上

ており、本年６月20日に事務処理を開始する

げ、皆様の参考に供したいと思います。

予定となっております。また、米沢支局に対

第１は、登記所備付地図作成作業について

面の請求については、本年秋頃に可能となる

であります。
か

じ まち

おおまち

本年度は、米沢市内の鍛冶町、大町５丁目、
かわ い こう じ

さかえまち

する交換サービスによる地積測量図等各種図

さくら ぎ ちょう

たつまち

予定であります。

川井小路、栄町、桜木町の各一部及び立町地

これにより、登記事項証明書と同様に、交

区の0.12㎢、633筆について、２年目作業と

換サービスを利用して、山形県内全ての登記

なる登記所備付地図作成作業を実施いたしま

所の地積測量図等各種図面の請求が可能とな

そうつきまち

わ ごうまち

す。また、山形市双月町及び和合町地区にお

ります。
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第３は、筆界特定制度についてであります。

斉！法務局休日相談所」を開設しました。開

平成18年１月の制度創設以来、全国では既

設に当たっては、貴会及び会員の皆様の御支

に15,000件を超える申請がなされております。

援、御協力をいただき、お陰をもちまして所

当局管内におきましても、本年３月末日まで

期の目的を達成することができました。この

に63申請114手続の申請がなされ、これまで

場をお借りして、改めて御礼申し上げます。

に筆界を特定した事件は、33申請71手続と

この休日相談所は、平日には時間的な制約

なっております。また、現在、継続中の事件

があるなど、相談窓口を訪れることができな

は７申請13手続となっております。

いお客様のニーズに応えるとともに、法務局
の行政サービスの一層の向上を図ることを目
的とするものです。本年度においても、９月
23日の日曜日に全国の法務局で開設すること
としており、山形県内においては、本局のほ
か各支局及び出張所管内でも開設する予定と
なっておりますので、引き続き、貴会並びに
会員の皆様の御支援と御協力をお願い申し上
げます。

土地の境界に関する国民の意識が高まる中、

以上、法務行政をめぐる情勢の一端につい

この制度を確立し、国民の高い信頼を得るた

て申し述べましたが、引き続き国民の皆様か

め、筆界調査委員として御尽力いただいてお

らの信頼と期待に応え得る法務行政・登記制

ります土地家屋調査士の皆様の更なる御理解

度を維持していくために、今後とも貴会の一

と御協力をお願い申し上げます。

層の御支援・御協力をお願い申し上げる次第

また、筆界特定制度と山形県土地家屋調査

であります。

士会が運営する「境界ＡＤＲセンターやまが

終わりに、本日の総会の御盛会を心からお

た」との連携についても、利用者の総合的な

喜び申し上げますとともに、貴会のますます

満足度を高めていくための方策として、相談

の御発展と会員の皆様の御健勝をお祈り申し

会の開催、共通パンフレットの活用など、可

上げまして、祝辞とさせていただきます。

能なところから推進していくこととしており
ますので、引き続き御支援と御協力をお願い
します。
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。
本年２月12日に、全国の法務局で「全国一
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祝

辞
日本土地家屋調査士会連合会会長

本日ここに、山形地方法務局長殿始め、多

竹

内

八十二

して社会の体制と文化の変わり目の影響下に

くのご来賓の方々をお迎えし、山形県土地家

置かれ、多くの既成権威が失われていく中で、

屋調査士会第63回定時総会が盛会に開催され

土地家屋調査士制度は、規制緩和から制度改

ましたことを、先ずもってお喜びとお祝いを

革へと大きな転換期に突入しており、その変

申し上げます。

容の速さは、10年が１年のごとき時代の変遷

また、日頃より山川会長様をはじめとして、

を思わせるものがあります。

役員の皆様、そして会員の皆様には、日本土

そのような中で、平成14年の土地家屋調査

地家屋調査士会連合会の会務運営に関しまし

士法の改正において、会則記載事項から報酬

て、ご理解・ご協力をいただいておりますこ

に関する事項の削除と、土地家屋調査士試験

と誠に心強く、感謝申し上げます。お蔭をも

科目の見直し、そして、平成18年の法改正で

ちまして、平成23年度の連合会事業は、概ね

は、筆界特定制度の創設に伴い代理権が付与

初期の目標を達成することができたものと

されるとともに、国の重要施策となった司法

思っております。この場をお借りいたしまし

制度改革の議論の中で、土地の境界が不明で

て厚く御礼を申し上げます。

あることを原因とする民間紛争において、一

昨年３月11日の東日本大震災の発生から１

定の条件の下ではあるものの、土地家屋調査

年余りが経過しましたが、連合会では、震災

士に代理人として活動する機能が付与された

発生以来、被災地の土地家屋調査士会を通じ

のであります。関連業務においては、土地家

て、情報収集や復興活動に努めるとともに、

屋調査士の専門的知見が最大限に活用される

各政党や議員連盟への要望・要請、政府関係

事業として、不動産登記法第14条地図作成作

機関との協議を重ね、引き続き、復興支援に

業や国土調査法に基づく地籍整備事業にも積

取り組んでまいります。被災地域のみならず

極的に参画するとともに、今後も、大きな期

全国の会員の皆様におかれましても、引き続

待が寄せられております。

きのご協力をお願いいたします。

平成23年度は、新役員体制による会務運営、

さて、土地家屋調査士制度が施行されて、

事業執行となりましたが、各政党への政策要

幾多の変遷の中で、一昨年、満60年を迎えた

望や法務省、国土交通省、農林水産省等に対

わけであります。これまでの10年を振り返っ

する提言並びに折衝を精力的に行い、土地家

た時、その10年間を特徴付けるものは、地価

屋調査士制度の充実・発展を常に念頭に置き

の崩落であり、大企業の衰退、そして、雇用

活動を展開して参りました。この態勢は、平

の喪失、物や役務の価値の下落でした。こう

成24年度も継続してまいります。
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平成24年度においては、表示に関する登記

あります。近年、不動産の表示に関する登記

の役割は権利の保全と不動産取引の安全に寄

関係業務は、官民を問わず減少している傾向

与するという不動産登記法が所期する目的の

にあることから、土地家屋調査士事務所の経

ほか、国家、自治体の不動産にかかる基礎資

営基盤の安定を図る上で、土地家屋調査士の

料の調製、境界を含む位置の特定に関する情

知見と経験を生かした新たな業務開拓が必要

報等、地理空間情報として重要な役割とを担

不可欠であると考え、将来に夢を抱ける職業

いつつ、土地境界に関する諸問題については、

としての土地家屋調査士像の構築を意識して

筆界特定制度とＡＤＲとの連携の強化、ＡＤ

制度対策戦略会議を創設し、具体化に取り組

Ｒ認定土地家屋調査士の活動の場の構築に向

むこととしております。先にも述べました報

けた取り組みによる紛争解決機関的な役割は

酬に関する事項の削除により、官民を問わず

もとより、予防司法的な役割を担うこと、そ

廉価な業務受託が散見される実情に鑑み、土

れらが急務と考えます。

地家屋調査士全体として懸念すべき課題であ

また、政府において議論されている提言型
政策仕分けでは、国の機関が行う事業につい

ることを共通の認識とすべく、会員個々の帰
属意識の啓発に努めてまいります。

て、無駄や非効率の根絶のみならず、制度的

土地家屋調査士制度は、厳しい環境の中に

な問題についてまで言及がされており、今後

ありますが、厳しい時にこそ、会員個々が自覚

の動向に細心の注意を払い、全国土地家屋調

を持ち、国民の信頼に応えることができる土

査士政治連盟と連携し適切な対応を行ってま

地家屋調査士であろうではありませんか。連

いります。

合会は、会員の地位の向上と、安定した事務

一昨年来、土地家屋調査士法施行規則第39

所経営の確立に向けて努力するとともに、制

条の２に基づく土地家屋調査士法等違反に関

度の充実・発展に全力で取り組み、役員一丸

する調査が実施されておりますが、各土地家

となって邁進する覚悟でおります。山形県土

屋調査士会におかれましては、積極的に調査

地家屋調査士会並びに会員の皆様の一層のご

協力をしていただき、感謝を申し上げます。

理解と、ご提言を賜りたいと思っております。

連合会では、法務当局に対し調査結果に基づ

結びに当たり、本日のご列席の皆様のご健

く日非違事案への対応について、資料の提供

勝と山形県土地家屋調査士会の益々のご発展

等を求めているところであり、今後の対応に

を祈念し、お祝いの言葉といたします。

活用してまいりたいと考えております。この
調査は、各土地家屋調査士会の協力のもと継
続した調査が実施されてこそ意味があると考
えておりますので、協力の要請がありました
ら、引き続き、ご対応を御願いいたします。
さて、今日、我々土地家屋調査士を取り巻
く環境はバブル崩壊後、最も厳しい状況下に
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■第63回定時総会概要

■政治連盟第12回定時大会概要

日 時 平成24年５月31日（木）
場 所 鶴岡市あつみ温泉「たちばなや」
会員総数 195名
出席者数 181名（内委任状出席101名）
23年度決算 31,034,856円
24年度予算 32,300,000円

日

時

平成24年５月31日（木）

場

所

鶴岡市あつみ温泉「たちばなや」

平成24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．研修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Ｗｅｂ研修への対
応等
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
会報「やまがた」の発行
２．制度広報
◦法務なんでも相談所（登記相談）の法
務局・司法書士会と開催◦登記相談並び
に筆界特定制度に関する無料相談を実施
する◦官公署に対して法令順守、登記制
度の重要性の広報を行う
３．情報公開
 ホームページ等情報の公開のあり方を
検討する
４．社会貢献事業
 県内小中高の学校へ出前講座を行い、
教育現場で測量の面白さを伝え人材の育
成に寄与する。同時に筆界の専門家をア
ピールする。

会員総数

195名

出席者数

181名（内委任状出席101名）

23年度決算

1,027,547円

24年度予算

911,000円

平成24年度事業計画
山形県土地家屋調査士政治連盟の結成から
13年目の年となりました。今年は衆議院選挙
になると思われます。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、昨年は、千年に一度ともいわれる東日
本大震災が発生し、多くの会員が被災し厳し
い生活が余議なくされました。このたびの大
震災に係る復旧・復興に土地家屋調査士の専
門性を生かした活動体制を構築すべく政治活
動を実施してきました。今後も、これまでの
活動を生かし一層の力強い運動が必要である。
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
士の地位向上を図る。
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

平成24年７月
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
（順不同敬称略）

受賞おめでとうございます
山形地方法務局長表彰

後 藤 賢 重
（山形支部）

佐 竹 敬 司
（山形支部）

五十嵐 政 夫
（酒田支部）

日本土地家屋調査士会連合会会長表彰

小 形 芳 秋
（米沢支部）

米 野 斉 巳
（米沢支部）

日本土地家屋調査士連合会会長感謝状
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
（表彰状授与は７月12日開催の東北ブロック協議会定時総会にて行われます。）

薄
会

衣
田

忠

光（酒田支部）
三（山形支部）

冨 樫 庄 一
（山形支部）
齋 藤
修
（鶴岡支部）

山形県土地家屋調査士会会長表彰
安

達

一

義（北村山支部）

山形県土地家屋調査士会会長感謝状
相

田

治

孝（米沢支部）
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支部総会の概要
山

形

支

部

北村山支部

長

柏

屋

敏

秋

宮

林

副 支 部 長

庄

司

浩

治

横

山

支

会

部

員

数

67名

栄

米

沢

支

部

晃

遠

藤

良

徳

一

斎

藤

幸

夫

16名

37名

支 部 総 会 ４月26日（木）

４月25日（水）

４月27日（金）

日

時 ＰＭ３：30 ～

ＰＭ４：00 ～

ＰＭ１：00 ～

場

所 山形市

東根市

川西町

「よし田川別館」

「三桝屋美女木店」

出席16名

出席31名、委任状出席６名

「山形国際ホテル」
参 加 人 数 出席38名、委任状出席23名
平 成 23 年 度
決

算

額

平 成 24 年 度
予

算

額

￥1,825,895

￥608,766

￥899,135

￥2,180,000

￥1,100,000

￥1,331,200

￥8,000

￥20,000

￥10,000

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。

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．社団法人山形県公共嘱託登

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

記土地家屋調査士協会との協

に、法務局との業務打合等を

を確保する。

力、協調をはかる。

行う。

年

４．登記無料相談を行い、調査

度

５．社団法人山形県公共嘱託登

４．オンライン申請等の普及促

事

記土地家屋調査士協会及びＡ

進を図り、サービス向上に努

業

24

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

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。

ＤＲセンターやまがたとの協

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。

める。
５．支部会員相互の資質の向上

計

と親睦を図る。
６．調査士会ホームページの支

画

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。

平成24年７月
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寒河江支部

新

庄

支

部

鶴

岡

長

坂

恭

司

齋

藤

真

治

長谷川

奥

山

広

行

髙

橋

孝

一

山

支

本

節

部

酒

田

潤

下

村

子

渡

部

支

宏
利

15名

13名

20名

27名

４月27日（金）

４月20日（金）

４月20日（金）

４月27日（金）

ＰＭ３：30 ～

ＰＭ３：30 ～

ＰＭ４：30 ～

ＰＭ４：00 ～

寒河江市

新庄市

鶴岡市

酒田市

「ホテルサンチェリー」

「於山葵家」

「三幸寿し」

「しえん」

出席14名

出席10名、委任状出席２名 出席12名、委任状出席６名

⑴

￥864,120

￥1,512,935

￥980,000

￥910,000

￥1,100,000

￥1,595,000

￥20,000

￥15,000

￥15,000

￥20,000

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24年４月６日
 表示登記の日、記念行
事無料登記相談

その他

 表示登記の相談を通し
て広く広報活動を行う。

１．月例会及び研修会の充 １）業務研修
実を図り、技術力の強化

１．一金会

と品位の向上に努める。

イ

事務連絡

２．会員の連絡・伝達の円

ロ

法令研修

 新庄支部第63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)

２．平成24年４月20日

３．平成24年６月

日未定

 支部理事会及び、司、
調、合同役員会
４．平成24年７月

無料登記相談の開催

⑶

出席18名、委任状出席９名

￥550,967

登記事務の研修

⑥

春

￥754,867

業務研修会等の開催
①

部

日未定
日未定

支部研修会
６．平成24年12月

 司、調、両支部合同研

支部会員の親睦会等

修会
日未定

 司、調、両支部合同研
修会
８．平成25年２月
業務研修会

２）打合せ協議
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。
活発にする。
５．支部と県会とのパイプ

せ協議
３．隣接支部との打合せ
協議
３）広報

役『山調会』へ積極的に

１．支部会報の発行

協力する。

２．対外ＰＲの充実

６．『公共嘱託登記土地家
屋調査士協会』へ協力す

日未定

２．隣接支部との合同研修

め、お互いの情報交換及

４．表示登記の広報活動を
日未定

その他

７．平成25年１月

る。
３．隣接支部との交流を深

業務研修会
５．平成24年７月

て会員同志の親睦に努め

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
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日調連第69回定時総会報告
新庄支部

髙

橋

孝

一

平成24年６月19日、20日にかけて日調連第

会則の一部改正の件では、第６条の２に

69回定時総会が「東京ドームホテル」におい

「役員および委員会の委員は、～知り得た秘

て開催された。

密を～漏らしてはならない。退任後も同様と

我が会から山川会長と小形副会長が代議員

する」という新たな条文が追加された。これ

として、相田名誉会長が法務大臣表彰者とし

についても事前に４件の質問が出されており

て、そして私が傍聴人として参加した。

活発な議論が交わされた。もとより連合会は、

開会に先立ち、昨年の大震災で被災した岩

主体性のある各単位会の連合体であり､ 我々

手・宮城・福島の各会から､ 未だ復興からは

一般会員に対しての秘密があるはずもないと

ほど遠い実情を抱えながらもこれまでに多大

思えるのだが､ 何を持って秘密とするのかが、

な人的・金銭的支援を受けたことに対する感

傍聴人の私にはいまいち理解できなかった。

謝の気持ちが表明された。
竹内会長の挨拶に始まり、原民事局長から
法務大臣表彰状授与が全国20名の先輩調査士
に行われた。その代表者として､ 我が会の相
田名誉会長が謝辞を述べられた。

一般会計予算審議の中では、我が会の山川
会長から、連合会会費の値下げ提案がされた。
同様に岐阜会からも意見があった。
連合会では、単年度収支のバランスをとる
方向で効果的に活用したいとの答弁で一度上

議長が選出され、会務報告、議事①23年度

げた会費をそう簡単に下げるわけにはいかな

一般会計、特別会計決算承認、②連合会会則

い姿勢が見て取れた。竹内会長から､ 財政的

一部改正、③連合会会館の処分、④24年度事

に逼迫している会には、連合会予算に余裕が

業計画、⑤24年度一般会計、特別会計予算承

できた段階には、それなりの補填も考えてい

認が提案され、白熱した議論の末すべて承認

くと語った。

された。

また、93条調査報告書様式の改定が検討さ

事前に64項目の質問要望が出されており、

れていることについても、多くの意見質問が

連合会執行部は、これらに応えるだけになっ

出された。調査士が実際の業務を遂行してい

ていたようで、実質的に丸１日の審議という

くなかで、調査報告書が添付されていても実

短い時間での議論は非情に難しいのではと感

調が行われている実態がある。

じたところだ。
主な議論の一部を紹介する。

これは、調査士の負担が増加するだけに
なっていないのか。調査報告書の当初の目的

平成24年７月
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第 176 号 (15)

は、添付情報提示の省略､ 実地調査の省略に

り調査士の将来像を描けなくなりつつあるこ

あったことから、これらの考え方に基づいて

とを踏まえ、調査士法３条業務のさらなる開

改訂すべきというもの。国民に対しては取引

拓をはかること、調査士報酬額の低廉化が止

の安全性、将来の紛争予防に寄与する方向で

まらない現状、調査士試験の受験者数の減少

改訂して貰いたいという意見が出た。

傾向などを改善するために、短期、中期､ 長

そして、調査士の懲戒は年々増加し､ 実害
がないにもかかわらず処分された事案も見受

期にわたっての調査士業務開拓とその将来像
を明確にしていきたいと表明した。

けられる。調査士会独自の自冶に基づく懲戒

それが、調査士の自覚と自信を促し「会」

制度の確立や除斥期間の創設といった制度の

に団結することにもつながるとして、今後の

安定に向けた努力をして貰いたいという意見。

連合会の責任としたいとしている。

調査士が苦労して提出した地積測量図が､

初めて連合会総会に参加してみて、各会の

その後の筆界特定事件で、公図をＸ方向にな

代議員（会長）から調査士の置かれている厳

ん％Ｙ方向になん％と調整されたもので、い

しい実情を憂い､ 何とか調査士制度を守り発

とも簡単に否定されたものもあるそうで、専

展させたいという並並ならぬ姿勢が感じられ

門家としての調査士の地位の確立があやぶま

た。

れる事件もある。

連合会の果たすべきこと、各単位会で行う

こうした今後の「調査士会」のあり方「調

こと、調査士個々人で取り組むべきことがそ

査士」のあり方に対する将来性を危ぐする意

れぞれあるはずだ。こうした難しい課題に自

見が多く出された。

主的に前向きに取り組む姿勢が、今問われて

竹内会長は、24年度活動方針のなかで、表
示に関する登記件数は確実に右肩下がりにあ

いると強く感じてきたところだ。

(16) 平成24年７月
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東北ブロック協議会定時総会報告書
常任理事
平成24年７月12、13日の２日間にわたり、

今

野

繁

議事は各議案について活発に議論がなされ、

山形市「ホテルメトロポリタン山形」におい

原案通り承認されました。そして次年度の東

て日本土地家屋調査士会連合会東北ブロック

北ブロックの担当会を福島とする承認がなさ

協議会第57回定時総会が開催されました。

れて、すべての議案が承認されました。

当会からは山川会長、相田名誉会長（ブ

その後４時30分より式典が行われ、山形会

ロック役員）、菅原・小形副会長、茂木・高

からは大類修会員、池田義則会員、齋藤真治

橋（孝）理事と私（代議員）、東海林 副 会

会員が仙台法務局管区表彰を受けました。又、

長、黒沼・横山・大類・齋藤理事（オブザー

薄衣光会員、冨樫庄一会員、會田忠三会員、

バー）が参加し、池田義則氏・齋藤真治氏が

齋藤修会員が日本土地家屋調査士会連合会東

仙台法務局（管区）局長表彰受賞者として出

北ブロック協議会会長表彰を受けました。誠

席しました。また、田中公嘱協会理事長、長

におめでとうございます。

岡政治連盟会長が来賓で出席されました。
１日目は黒沼理事の司会で２時30分より総
会が始まりました。菅原唯夫ブロック協議会
会長の挨拶で始まり、議長には山形会の小形
芳秋副会長が選出され、議事録署名人及び書
記を指名し平成23年度の会務・事業報告の後、
議事に入りました。
議

事

第１号議案

平成23年度収支決算報告承認の件

第２号議案

平成24年度事業計画案審議の件

第３号議案

平成24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審議の件

第５号議案

役員任期満了（監事）



に伴う選任の件
ご来賓の方々

平成24年７月
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夕方６時からは懇親会が行われました。今

第 176 号 (17)

しました。

年は山形会が担当会となっており、菅原副会

今回のブロック総会にあたり、ご協力をい

長の骨折りで、山形大学花笠サークル「四面

ただきました皆様に感謝申し上げ、簡単では

楚歌」の踊りが披露されました。よく訓練さ

ありますが報告といたします。

れた傘回しと、躍動感あふれる動きは会場を
大いに盛り上げてくれました。又、秀逸だっ
たのは山形支部の高梨会員のトロンボーン演
奏でした。余興のために演奏をお願いしたと
ころ快く引き受けて頂き、華麗な演奏を３曲
披露し、会場から拍手喝采を受けておりまし
た。風貌からは（失礼）想像できない見事な
演奏に敬服した次第であります。懇親会は、
東北の各会の方たちと親交を深められた時間
でありました。

仙台法務局長表彰受賞者

２日目の前半は、日調連会長の竹内八十二
氏による「これからのあるべき土地家屋調査
士」をテーマに講演がなされました。おおよ
その内容としては、今までの規定観念にとら
われることなく、様々な分野に業務を拡大で
きるよう戦略会議を立ち上げ、５年～10年先
の業務内容を見据え、それを１～２年でまと
め上げる、ということでした。相当困難な作
業と思われるが注目していきたいと感じまし
た。
２日目の後半は、各会代表による意見交換
会でした。報酬について、業務形態について、
様々な角度から報告がなされました。率直な
感想は、もっといろんな方からの報告も聞き
たいし、その内容についての意見も聞きたい
しで、時間の足りない意見交換会でした。
11時40分意見交換会が終了し、山川東北ブ
ロック副会長の閉会の辞によりすべてが終了

謝辞を述べる大類修会員

(18) 平成24年７月
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支 部 だ よ り
山形支部より
お知らせ
山形支部

柏

屋

ますが、時期が７月ということなので、参加
者から喜んでもらえるものと考えます。
第２回研修会は本年の11月頃に、ＡＤＲに
関する内容を検討しています。日時や会場等

敏

秋

については決定しましたら支部掲示板に書き
込みますので、そちらをご覧下さい。

山形支部で開催している無料登記相談につ

末筆ですが、本年度の支部総会において貴

いて、当初は相談のないこともありましたが、

重なご提案を下さいました方々に感謝いたし

２年ほど前からほぼ毎回相談が寄せられるよ

ます。

うになりました。広報の効果が徐々に表れた
ものと思います。相談員を引き受けて下さっ

「地元の
調査士として」

ている会員の皆様には厚く御礼を申し上げま
す。

寒河江支部

現在、無料登記相談の広報には、山形市、

齋

天童市、上山市、中山町、山辺町の広報誌と

藤

寛

司

山形新聞に記事を掲載して行っていますが、
本年度も６月より山形地方法務局の窓口にチ

毎年、寒河江市では『花咲かフェアＩＮさ

ラシを置かせていただくことになりました。

がえ』という大きなイベントを実施していま

相談件数が伸びていることから、相談員を

す。今年は10年目を迎えたことと、東日本大

募集していますので、興味のある方は支部理

震災の復興支援も含め、例年より力を入れて

事の石山会員か柏屋まで、ご連絡下さるよう

います。その中でも『花あかり月うたげ』と

お願いします。

いうイベントがあり開演時間をその日だけ延

山形支部第１回研修会は、７月20日に①法

長し夜の花壇にキャンドルを並べ、花とろう

務局との事務打ち合わせと事例研修、②税務

そくの光、そして800発の花火を打ち上げ幻

研修の２つのテーマで行います。本号が発行

想的な花を見せるという大きなイベントがあ

される頃には研修会は終了していると思われ

ります。

ますので、詳細については省略しますが、研

その一大イベントに私も地元の調査士とし

修会終了後の懇親会にはビアパーティーを計

て、荒木友博さんとお手伝いをしに行ってき

画しました。

ました。仕事の内容は復興支援花壇のから虹

瓶ビールに対して生ビールは少々高くつき

の丘という丘にかけて、キャンドルを並べて

平成24年７月
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大きな文字を書くという仕事です。ろうそく

北村山支部広報

も廃ろうそくを集め、もう一度溶かし新しい
ろうそくを作るところから、そして会議にも

北村山支部

何度か参加して丘に書く文字を決めるところ

髙

から携われいました。初めは「土地家屋調査

谷

隼

一

士の方は測量とかって出来ますか？」なんて
いう、悲しい質問も出たりだったのですが、

北村山支部では、本年３月末から３回に亘

何度か仕事内容を伝えるうえでわかっていた

り、「筆界トレ－ニング」と題し、森谷博明

だけました。（正直、調査士の周知の無さに

会員（境界鑑定委員）を講師・進行役として、

がっかりでした。）

筆界特定の一連の手続きを勉強してきました。
私は、初回出席しましたが、２回目は出席
できなかったので、内容についていけないと
思い（意見書等提出していないため）、３回
目も欠席してしまいました。（最終会は出席
する予定）
実務においても、当然ながら筆界特定代理
人になったこともなく、一般事件の隣接地で
も筆界特定された登記事項証明書にお目にか

言葉も『絆』に決まり、比較的楽な漢字に

かったこともありません。

なってホッとしました。当日は、周りの手伝

会員の大半がそうだと思います。

いの方は私と荒木さんが何をしているかわか

次回の研修まで、答弁書等を提出する宿題

らないようでしたが、段々形が出来るにつれ

があり、ロールプレイ形式の研修なので、出

少し理解をしてくれたようです。

席した会員は代理人となったときのリハ－サ

私達が作った絆の文字が、被災地の方の勇
気、寒河江の元気に少しでも役にたったのな
ら幸いです。そして少しでも調査士の仕事内
容を広報できたかなと思うと私達も嬉しく思
いました。

ルになったと思います。私は良い機会を逃し
てしまいました。
次回の広報では、出席会員から研修報告を
載せていただきたいと思います。

(20) 平成24年７月
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米沢地区登記所
備付地図作成作業
米沢支部

山

田

第 176 号

ことになりました。
ひとつの業務を社員が一丸となり処理する
ことをこの事業で経験させていただいており
ますが、先輩方の経験値の高さの裏づけによ

英

実

る各関係部署、対象地域の地権者とのスムー
ズな対応は非常に勉強になります。また、現

昨年より実施しております米沢地区の登記

場作業、事務処理については若手社員ならび

所備付地図作成作業も順調に２年目作業に入

にこの度入会された鈴木社員も即戦力となり

り、現在（６月中旬）一筆地立会調査に入る

心強い限りです。

ため着々と準備しております。
そもそも当時この事業を当米沢支所として
受けて処理することができるかというところ
から社員間で議論がされました。
私個人も漠然としたことしか解らずにいま
したので、当時作業されている鶴岡地区に支
所長はじめ数名にて現地視察にお邪魔させて
いただき丁寧に教えていただきました。

１年目作業については、関係各署との折衝
等はベテラン社員、現場作業を山形の清野先
生の指導のもと若手社員が進め滞りなく進め
ることができました。
２年目作業は参加される社員の確認、作業
内容の周知、どのように進めるかを何度か確
認し、米沢スタイル（？）ではエリアを４分
割し、４班体制で各班責任をもって対応する

２年目作業も米沢支所一丸となり素晴らし
い成果を上げたいと思います。

平成24年７月
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第 176 号 (21)

戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の
様式変更及び移行方法について（通知）
本年７月９日に施行される住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成21年法律第77号）に伴
う、「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書（以下「職務上請求書」という）。」
（日調連会則施行
規則第17条第４項に定める附録第12号様式）の一部改正につきましては、本年３月26日付け日調
連発第448号をもって連絡したところですが、この度、様式変更及び移行方法についての関係省
庁との協議が整いましたので、新様式（改正部分

）を添付のうえ、通知します（別添１）。

また、上記の改正に伴う移行方法は下記のとおりの取扱いとしますので、併せて、通知します。
なお、連合会における新様式（体裁：Ａ４判、30組複写）による職務上請求書の頒布につきま
しては、別添２の注文書（価格参照）により注文を受け付けますが、納品は受注から概ね３週間
程度を要する予定です。
（平成24年７月６日までに納品をご希望の場合は、同年６月13日までにご
注文をお願いいたします。）
記
１ 平成24年７月９日から、新様式による職務上請求書の使用ができるとすること。（各土地家
屋調査士会において土地家屋調査士会員へ、平成24年７月９日より前に、新様式の職務上請求
書を頒布することは差し支えありませんが、使用開始日については徹底するよう指導をお願い
します。）
２ 平成25年７月８日までの間は、新旧様式による職務上請求書を併用できるとすること。（平
成24年７月９日から、１年間を移行期間とする。）
３ 平成25年７月８日までの間は、旧様式による職務上請求書を使用して外国人住民に係る交付
請求をする場合は、生年月日は西暦を用いること、基礎証明事項以外の記載を求めるときは利
用目的等を、より詳細に記載又は別紙を添付する方法をとることとすること。
４ 平成25年７月９日以降は、新様式のみにより交付請求をすること。
※平成25年７月９日以降は、旧様式の職務上請求書は、使用できなくなりますので、貴会会員へ
の周知を徹底いただきますようお願いします。また、同会員が、同日以降、旧様式の職務上請
求書を保有している場合は、裁断等により再生不可能な状態にして破棄し、所定の手続（土地
家屋調査士会戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱管理規程（モデル）第６条第１項及
び同条第２項参照）をとるよう指導方お願いします。
『新様式の職務上請求書の頒布については、１年間の猶予もあり在庫もまだあることから、当分
の間旧様式での頒布となりますのでご了承ください。在庫がなくなり次第、新様式の頒布とさせ
ていただきますので、ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします。』

(22) 平成24年７月
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５月
25日
〃
26日

４月
18日

東北ブロック協議会第１回理事会

20日

山川会長

６月

菅原副会長

鶴岡支部総会
於鶴岡市「三幸寿し」
出席者

25日

山川会長

北村山支部総会
於東根市「よし田川別館」
出席者

26日

山川会長

山形県測量設計業協会総会
於山形市「パレスグランデール」
出席者

〃

今野常任理事

山形支部総会
於山形市「国際ホテル」
出席者

27日

於飯豊町

山川会長

酒田支部定時総会

於鶴岡市あつみ温泉「たちばなや」

１日

於新庄市「山葵屋」
〃

山形県行政書士会
第63回定時総会

新庄支部定時総会
出席者

第１回業務・研修部会

31日

於仙台市
出席者

第１回総務部会

１日

山形県社会保険労務士会

５日

法務局との打合せ

７日

東北ブロック協議会第２回理事会



於酒田市

於仙台市
８日

東北ブロック司法書士会定時総会



於山形市
12日
19日
20日
25日

第３回常任理事会
日調連第69回定時総会

於東京都

表示登記実務研究会

７月
６日

第４回常任理事会

12日

東北ブロック協議会第57回定時総会

13日

於山形市

於酒田市「しえん」
出席者
〃

東海林副会長

寒河江支部定時総会
於寒河江市「ホテルサンチェリー」
出席者

〃

山川会長

米沢支部定時総会

児玉

大八（米沢支部）５月31日退会

於川西町「三桝屋美女木店」

大沼

靖（山形支部）７月25日退会

出席者

小形副会長

24日

◎補助者解職
色部

弘美（山形支部）樋口

昌彦

山形県司法書士会総会

高橋

達（米沢支部）佐藤

隆

於山形市「山形テルサ」

佐藤

寿雅（酒田支部）佐藤

清和

出席者

坂田雄一郎（米沢支部）尾花

博

５月
19日

◎退会者

山川会長

山形県宅地建物取引業協会

阿部

明（寒河江支部）長坂

恭司

於山形市「ホテルメトロポリタン山形」

菖蒲

賢一（寒河江支部）長坂

恭司

出席者

今野常任理事

(24) 平成24年７月

土地家屋調査士 やまがた

第 176 号

ご近所グルメ
第２回

プリン
見た目はシンプルですね。さてお味は……

夏です。
噛むことすら億劫です。そんな時にはのど

おっと確かに豆乳ですね。これは体に良さ

ごしの良いものをツルンといきたいもの。そ

そうです。食感もトロっとして何個でもい

こで今回はちょっと個性的なプリンを探して

けちゃいます。１個150円とお値段も良心的。

きました。

期間限定商品もあるそうなので、要チェック
まず１つ目

です。

は、調査士会

そして最後

館からも程近

は山辺町「喜

い緑町２丁目

代松東店」の

にある「焼き

“ぷりん大福”

菓子しょかん」

です。事務局

の“黒豆きな

オススメの一

こプリン”です。厳選した素材を使用した焼

品ですが……
これはインパクトありますね。子どもの拳

き菓子が評判のお店ですね。
容器が瓶なのもどこか懐かしく感じます。
さて、お味ですが、黒豆のきなこが香ばしく、

くらいあります。もはやカテゴリー的には大
福では……!?

濃厚です。甘さも上品でこれは美味しい！三

さにあらず。この餅に覆われた中身は生ク

層に分かれているので混ぜて食べるのがオ

リーム、プリン、生クリーム、スポンジの四

ススメです。お値段はちょいと高めの345円。

層になっており、そのプリンが濃厚でやみつ

瓶は30円で回収してくれます。毎日は販売し

きです。プリンがメインです。ちなみに急い

ていないのが残念！

で頬張るとまぶしてある粉を吸ってしまい、
２つ目は山

むせます。注意しましょう。こちらも週末限

形市諏訪町

定販売だそうです。電話してから行くのが吉。

「旬豆庵」の

１個230円です。

“黒糖豆乳プ
今回は３種類のプリンを取り上げましたが、

リン”です。

すが、スイーツも人気です。

旬豆庵さんは

それぞれが個性的で大変美味しかったです。

豆腐屋さんで

リピーター間違いなし。ぜひお試しあれ。
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いくら私でもそんな
誘惑には乗れない
じゃないの。だいい
ち年齢がいくつ離れ
ていると思っている
の」
わけがわからな

老いるショック
月刊「ほいづん」編集・発行人

伊

藤

美代子

か っ た。 そ う し た
ら母が教えてくれた。｢帯を解く｣ の意味と
ニュアンスが祖母を怒らせたのだろう。若い
医者は着物を脱いでほしくって何気なく言っ
たのだろうが、祖母はそうとは受取れなかっ
たと友人は言う。言葉って恐ろしい、そして

オウム真理教の逃亡犯が逮捕され、手配写

気をつけなければと思った。

真とあまりにも違うのに驚いたのは私だけ

「 ３ 高 」 の 意 味 が 今 は「 高 血 糖 」
「高血

じゃないだろう。でもその「老け方」が他人

圧」
「高脂血症」になった私の周りは、集ま

事ではないからショックが大きい。年齢を取

ると健康の話ばかりになった。昔は彼氏の自

ると顔つきが温和になるというのは、重力で

慢、孫自慢だったのに今は「あそこの医者が

目が下がってくるからだ。

いい」でお茶飲み話に花が咲く。

友人は自他ともに若く見える（と思ってい

福島の友人は肩が痛くて、腕も痛くて、胃

る）63歳だが、ある日、保育園の子に ｢おば

も痛くて、目も見えづらくて、満身創痍。

ちゃんにも教えて｣ と話しかけたところ ｢違

ずっと開業医でわけのわからない薬をもらっ

う、おばあちゃんだよ｣ と言われ、ショック

ていた。心配のあまり大きな病院で検査を受

のあまり寝込んでしまった。考えてみたらそ

けたら、若い医者が「老化でしょう」と明快

の子の祖母は友人より若いので、おばあちゃ

な答え。目からうろこが落ちた、とメール

んには違いないのだが、子供の眼力はすごい、

が来た。無意味にただ胃腸薬を出し続けた

そして残酷だなあと思った。自分にも当ては

開業医と、
「老化」を諭してくれた若い医師、

まる話なので、あまり触れたくはないのだが。

どっちが良かったのかと聞いたら「はじめは

ある時、私の右腕に米粒ほどの白い部分が

腹が立ったけど、はっきり言ってくれた若い

あって、｢白なまず｣ を心配して形成外科に

医者に感謝しているの。これで医者めぐりを

行った。私の腕を見てイケメン院長は ｢ああ、

しなくなったのね。ああ、部品の寿命なん

これは老化ですよ｣ と申し訳なさそうに言っ

だってと悟ることができたのよ」

た。彼がいうには、白く色が抜けている部分

悟るのは大切だけど、自分から老けこむこ

の境界線がぼやけているのは傷あとなどと考

とはない。なのに、なぜ中高年向けの洋服は

えられるが、はっきり輪郭がわかるのは、老

あんなに「ばば臭い」のだろう。
「おばさん

化現象だというのだ。
「探せば体全体にある

度」に拍車がかかるではないかとユニクロに

と思いますよ」
。相手がいる人ならぜひ全身

通う私。しかし、若い人向けのジャケットは

検査をしてみてください。

腕が細くっておばさんには厳しい。ここで老

「老化ねえ」と友人に嘆いたら、彼女のお
ばあさんの話をしてくれた。
90歳を過ぎたおばあちゃんは、いつもきち
んと着物を着ていた。昔はさぞかし、と思え
る女性である。そのおばあちゃんが、ぷりぷ
り怒って病院から帰ってきた。
「若い医者が私に『帯を解いて』というのよ。

いを悟るのであった。

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…
WEBツールでリアルなネットワークづくりへ
すっかりお馴染のＳＮＳ（ソーシャルネッ

それから、友達を通じ、共通の友達に「嵐」

トワーキングサービス）。会の皆さんも多く

のメンバーが登場した時には笑ってしまいま

の方が登録されていらっしゃることと思いま

した。ＳＮＳは、リアルでは考えられないよ

す。私も複数のＳＮＳユーザーですが、個人

うな交友関係に広がっていく楽しさがありま

的にはFacebook（以下Fb）は本人の写真

す。同時にプライバシー等のリスクも考えな

が掲載されるので“顔が見える”安心感があ

がら活用していきたいものですね。

るのと、誹謗中傷をせず他人をほめることが

先 日、「 山 形 を 元 気 に し た い、 山 形 が好

原則とされているということからFbしか開

きな人たち」が集う会に参加してきました。

かなくなってしまいました。とはいえ、マメ

Fbで呼びかけ、参加した人は約100人。全

な人間じゃない私にとっては投稿することに

員がFbを通して知り合ったメンバーばかり。

負担を感じることもしばしばですけど。

普通は実際出会ってから友達になるわけです

Fb、mixi、GREEのいずれもサービスを開

が、ＳＮＳは友達として承認してから初めて

始したのは2003～2004年。わずか10年に

出会うという逆パターン。「写真とイメージ

も満たない間にこんなコミュニケーション

が違う」とか、顔を見て「たぶん、この人と

ツールができるなんて考えもしませんでした

私は友達だ」などと思いながら声をかけてみ

よね。それがFbに限っては世界で９億人以

る……初めて会った人でも話が弾んでしまう

上が参加し、社会現象にもなっています。個

不思議さ。地域おこしの先頭に立っている人、

人間だけでなく、企業のＰＲからイベント告

山形に来てよかったと話す大学生や大学教

知まで使い方次第ではとても利便性があり有

授、起業家、アーチスト、デザイナー、音楽

益なもの。震災の時にも大活躍しました。

家など様々なジャンルで活動している人たち

でも、Fbをしていて思うことってありま

が揃い、「山形をおもしろくしよう！」とい

せんか？例えば、投稿した２～３秒後には誰

うテーマのもとアルコールを片手に盛り上が

かが「いいね！」ボタンを！この反応の早さ

りました。山形も捨てたもんじゃないと思わ

にびっくりしたこととか。また、基本的に実

せる魅力的な人達ばかり。彼らのパワーはも

名参加なので、ナビのアプリを入れている人

ちろんですが、Fbというツールを通して同

は、今、どこにいるかかがすぐわかってしま

じような意識を持つ人達を一気に集めてしま

います。コンビニにいるとか、○○で食事し

うＳＮＳのパワー。今後、ＳＮＳをきっかけ

ているとか、仕事さぼっているとかバレバ

に各地でリアルなネットワークがますます広

レ……（笑）。自分が今何処にいるかなんて

がっていくことでしょう。

できることなら人に知られたくない私として
はこんなアプリはあり得ない……とか思った

プロフィール
produced by Maw-Maw
http://www9.ocn.ne.jp/~mawmaw/

り。または、長年ご無沙汰していた人と久し

佐藤 昌子

ぶりに会った時に、「Fbで最近のあなたの様

※親子向け情報誌等、フリーペーパーの編集や布

子は知ってたよ。」と思いもよらない言葉を

小物の企画・販売を手がけながら、“気持ちの良

かけられると不思議な気分になったりします。

い暮らし方”の提案をしている。
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奥山税理士事務所
所長

住

所

Ｑ：相続税法では、相続人が法施行地に住居を有してい
たかどうかで取扱いが違うようですが、住所とはどこ
をいうのですか？

Ａ：住所とは、次の場所をいいます。
【解

説】

相続税法でいう住所とは、各人の生活の本拠をいいますが、
その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定す
るものとされています。ただし、同一人について同時に２箇所
以上の住所はないものとされ、どこか１箇所だけが住所とされ
ます。
なお、日本の国籍を有している者については、その者が相続
時に日本を離れている場合であっても、次に掲げる者に該当す
る場合（その者の住所が明らかに外国にあると認められる場合
を除く）は、日本に住所があるものとして取り扱うものとされ
ています。
① 学術、技芸の取得のため留学している者で日本にいる者の
扶養親族となっている者
② 国外において勤務その他の人的役務の提供をするもので国
外における当該人的役務の提供が短期間（おおむね１年以
内）であると見込まれる者（その者の配偶者そ
の他生計を一にする親族でその者と同居してい
る者を含む）
注その者が相続若しくは遺贈又は贈与により財産
を習得した時において日本を離れている場合で
あっても、国外出張、国外興行等により一時的
に日本を離れているにすぎない者については、
その者の住所は日本にあることとして取り扱わ
れます。

奥山

享
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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
ᐳഈ᠉Р͖ί᪙

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。

يͶीᛃРί᪙

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）

يͶϾგί᪙

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。

ລᦀൡب፱նί᪙

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。

ᪿيᒲӦί᪙

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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今年はサクランボの出来が良かったようで

今回は山形のサクランボの美味さを再認識

すね、私も会員の親御さんが経営する農園へ

するいい経験でした。みなさんも機会あった

初めてサクランボ刈りに行ってきました。種

ら足を運んでみては！地元のいいもの見つけ

類、味の説明を受けながら沢山いただいてき

られると思います。
編集委員

ましたが、今まで食べていたものとは甘さと
酸味のバランス、大きさ、それからなにより
瑞々しさが明らかにちがう、うまい！いつも
ご近所などからいただくものは割れていたり
粒が小さいものでしたが、それがサクランボ
だとずっと思ってました。山形に住んでいる
ということは、私はサクランボを送る側なの
で、贈答用のものは今まで食べてこなかった
んですね。
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