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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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　　年　頭　挨　拶
会　長　山　川　一　則

　新年明けましておめでとうございます。会
員の皆様には謹んでお慶びを申し上げます。
　昨年12月に小惑星探査機「はやぶさ２」が
打ち上げられました。目的は、1999…JU3と
いう小惑星に着陸しサンプルを採取して帰還
すること、サンプルを検証することで太陽系
の起源や生命の起源などの解明に繋がる。帰
還時期は、東京オリンピック開催の2020年。
壮大な計画であり、人類に大きな夢が膨らむ
ニュースがありました。無事帰還して成功を
願うばかりです。
　私事、早いもので今年60歳の還暦の年にな
ります。また、土地家屋調査士制度制定以来
60有余年になります。今日まで土地家屋調査
士の社会的立場があり、仕事が出来ているの
は、諸先輩方々のご尽力のお陰であり、周り
の方々のご支援に心から感謝と敬意を表した
いと思っております。
　今、土地家屋調査士制度の未来を考える時、
色々考えるが、具体的なイメージを描くのは
難しい状況です。
　私達土地家屋調査士には、すばらしい倫理
綱領がありますが、本当に使命・研鑚・公正
を意識して業務を行ってきただろうか。今こ
そ、原点に返って業務について誠実に見詰め
直し、反省する時期ではないかと思います。
　昨年県会では、会館問題諮問委員会の答申
を受け、理事会を経て方向が見えつつある状
況です。現段階では、本会は現会館敷地の空
きスペースに新事務所を新築し、その後に現

会館を取壊したい考えです。建築費用につい
は、会の貯蓄がないため、会員の皆様にご負
担をお願いすることになりますが、ご負担は
極力、最小限とすることで理事会の承認を頂
いております。詳細については、検討を重ね
て行かなければなりません。
　また、司法書士会では、共有状態を解消し
て事務所は別の場所に賃貸として使用したい
と希望しています。両会とも次年度の総会に
上程できるよう、今後とも協議を重ねて行く
予定です。
　業務研修会については、９月に講師として
昨年に引き続き、早稲田大学の山野目章夫先
生による業務研修会と、11月には山形地方裁
判所主任書記官の山岸先生から「競売手続き
の概要」について研修を行いました。また、
日調連の菅原副会長からは「今、連合会は」
と題して研修会を行いました。参加された多
く会員からは好評を得ました。一昨年に研修
規程を制定しましたが、今後ともより多くの
会員の皆様に参加して頂けるような研修会に
したいと考えております。研修等について、
皆様のご意見等があればお寄せ頂ければと思
います。
　今年も、土地家屋調査士が更に国民から受
入れられよう、また会員一人一人がより活躍
できるよう、本会執行部が一丸となって業務
に邁進したいと考えております。
　最後に会員の皆様のご健勝とご活躍をお祈
り申上げ挨拶といたします。
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　　新たな時代に向けて
代表理事　田　中　　　忍

　新年のお悦びを謹んでお祝い申し上げます。
　会員及び社員の皆様におかれましては健や
かにお過ごしのことと思います。
　さて、協会が「公益社団法人」としてス
タートして１年半の月日が経過しました。他
協会ではほぼ「公益社団法人」に移行がなさ
れて今日に至っています。すでに監督官庁か
ら定期立入検査が入り、運営上の指摘を受け
た協会も出ているとのことであります。当協
会はそれらの情報をいち早く入手して正しい
運営を心がけていきたいと思います。新しい
時代の先駆者になるには成長途中で有り、今
後の方向性が問われてくることと承知してい
ます。将来を見据えた協会としての政策が必
要である。
　昨年度に記念事業の一環として行った司法
書士協会との合同プレゼンした加茂水族館の
登記嘱託も紆余屈曲しながら、ようやく終局
を迎えています。鶴岡市長様の嘱託登記に対
するご理解、また、率先して官庁が登記を成
すことが市民に固定資産税の適正な登載を促
す上で重要なことであるとの提案をご理解頂
き実施することができました。同時に開催し
た一般市民参加の水族館館長の講話は私たち
の立ち位置の見直しにも通じ、好評で有った
と思います。また、現在実施中の14条地図作
成に伴う境界標識の無償設置なども好評であ
ります。市民や官公署職員に14条地図作成に
取り込む我々公嘱協会社員の真摯な姿勢が浸
透しつつある今日、さらに我々協会は登記嘱
託を通して国民に寄与していることを官民問
わず多くの方々に理解や評価が受けられるよ

うに今後も可能な限り、自己研修、自己研鑽
の場を設け、地図作成の必要性、嘱託登記の
重要性、未登記事案の解消のプロセスの衆知
に努めていくことが大事であろうと思います。
協会として成しうる業務のあらゆる情報や提
案方を社員や会員の皆様にお願い致します。
　前記は公益社団法人としての現状の一つで
あることを鑑み、少し、苦言めいたことを述
べることとなりますが、法務省から山形県へ
と主務官庁が交代し、県民衆知の中、公益法
人としてのさらなる飛躍は所属社員の土地家
屋調査士として自覚と自信、自負をどのよう
に自身が学習し、それをどのように実践し
ていくかに係っています。「コンプライアン
ス」の構築、「ガバナンス」の確立等法人運
営としての形は役員がそれこそ身を粉にして
策定しました。ワンアップしたステージに上
がるにはどうすべきか考えるのは各人の選択
であります。誤選択により国民にそっぽを向
かれてしまってはせっかくの認定に齟齬を生
じる可能性もあります。協会としてまた土地
家屋調査士として学習すべき事項はまだまだ
数多くあります。また、社員個々のモチベー
ションはまだまだ道半ばであり、社員や会員
からの貴重なご意見を頂き、咀嚼して協会の
新しい形を模索し、吐露していかなければな
らないと考えております。
　社員及び会員の皆様のご意見、ご高評をお
願いするとともに、それぞれが飛躍の一年に
なりますよう祈念しての新年の挨拶とさせて
いただきます。
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支部長年頭挨拶

新年のあいさつ

山形支部長
庄　司　浩　治

新年のあいさつ

米沢支部長
柴　田　千　晴

　新年明けまして、おめでとうございます。

　このように申し上げましたが、正直この原

稿を書いているのが12月８日です。皆様がこ

れを読んでいるころにはだいぶ記憶から遠ざ

かっていることと思いますが、昨日サッカー

J1昇格のプレーオフ決勝が開催され、モンテ

ディオがジェフ千葉に勝って、J1昇格を決め

たところでした。サッカーに関しては特に熱

心なファンというわけではなく、どちらかと

いうとにわかに近いのですが、昨日の試合は

しびれました。正直、同試合の前の準決勝も

延長の末の逆転勝利でしたが、まさか、この

試合に勝てるとは思っていませんでした。こ

んなことを言うと怒られるかもしれませんが、

都会のビッククラブに山形県の田舎チームが

勝って、J1昇格を決められるとはどうしても

思えなかったのです。しかし、結果は１－０

の見事な勝利でした。

　なにか、小学生の感想文のようになり恥ず

かしいのですが、最初からあきらめている者

には、なにももたらされないのだと改めて感

じた試合であり、今年50歳の大台に乗るわが

身としては、なにか教訓にしなければと思っ

た出来事でした。

　とりあえず、来る平成27年の前半ぐらいま

では、昨日感じた気持ちを持続していければ

と思いますが、多分一週間で元の自分に戻っ

ていると思います。人間とは忘れやすい生き

物です。

　新年明けましておめでとうございます。

　昨年末より、オンライン申請における電子

証明書がＩＣカードからセコムパスポートへ

切り替っており、新たな電子証明書が届いた

と思います。

　２月末で全てのＩＣカードが失効しますの

で手続未了の方は取急ぎ御願いします。

　平成27年度米沢市では昭和39年に地権者の

反対により中止して以来、事実上初めての地
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新年のあいさつ

新庄支部長
髙　橋　孝　一

　新年明けましておめでとうございます。

昨年の総選挙では、「地方創生」が争点の一

つになりました。

　これまでの田舎はというと、「シャッター

通り」、「限界集落」とか、いわゆる過疎化を

嘆くものでした。日本創成会議は2040年まで

の人口減によって、山形県の自治体の約８割

が消滅する可能性があるという衝撃的な発表

をしました。

　そもそもこれまでもいわゆる「過疎対策」

も行われてきたはずなのに、どうしてこうな

るのか。自然現象だろうか。私たち地域住民

も、地域のことは地域で考えるといった自主

的自覚的対応も十分ではなかったのかもしれ

ない。

　同じように私たち調査士も、かなり厳しい

状況に置かれるようになるだろうと考えられ

る。仕事の絶対量も減少するだろうし、境界

の立会い時に、隣接所有者がいったいどこに

いるのか不明とか、遠くにいて大変とかの問

題も出てくるだろう。調査士制度そのものも

揺らぐ可能性だってあるかもしれない。

　要するに、不動産登記制度の根幹を成す

「地図」そのものが現地特定機能を持ってい

ないことにその原因があると思います。

　こうした状況を打破するために、地域の目

線から私たち調査士はいったい何を求められ

ているのか、何を持って地域に貢献できるの

か等々、今後の調査士の未来をどう描いて

いったらよいのかをじっくりと考えていくこ

とも必要なのではないでしょうか。私自身の

新しい年の課題の一つにしたいと思います。

籍調査が予定されています。

　日本測地系時代の国土調査とは違い、ＧＰ

Ｓによる基準点から観測した測量成果は高精

度で、地図の備付が待たれます。

　調査士の仕事は現場での作業も多く、怪我

や病気に気を付け、皆さんが今年も一年無事

に働く事が出来ますよう御祈念申上げます。

研修会参加は
義務？権利？
北村山支部長
宮　林　　　晃

　新年おめでとうございます。支部会員の皆

様には、今年もご健康で業務に励まれますこ

と祈念申し上げます。

　昨年の県総会で研修規則、研修実施要領が

制定された。議事録を見ますと、研修会参加

は義務ととらえた意見が多いように見えるが、
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新年に寄せて

鶴岡支部長
長谷川　　　潤

　新年あけましておめでとうございます。皆

様には益々御健勝のこととお慶び申しあげま

す。国内や、県内の中小企業等が厳しい経済

状況の中、政治的混乱を造るべきでないと思

内容が良ければポイントなど関係なく、県外

でも参加したいとする権利と考えた意見も

あった。

　私は、研修会参加は権利と考える。研修会

に参加することで、調査士としての武器が増

え、手法も磨ける。また、講師ともなれば切

れ味は10倍以上ではないでしょうか。

　先日の研修会で、日調連は全国一律の研修

体制を検討しているとのこと。時代に合った

新しい業務の開拓には、調査士のレベルを一

定程度保つ為と思われます。例えばオンライ

ン申請は未だに100%には程遠い。国は資格

者にオンライン申請を何時義務化してもおか

しくないのではと考えます。そうなれば、未

オンライン申請者はある程度の設備投資と、

それに対する研修会は権利として参加するで

しょう。

　筆界特定に関する研修会も30名程度の参加

であるが、調査士の根幹に係る部分で、国が

与えた新制度である。これを習得しなければ、

「測量士でもできるのでは。」と言われかね

ず、マニアックなどと言わず、積極的に参加

しよう。権利なのだから。

うのですが、２年前と同じく年末の忙しい時

期に選挙が行われた。消費税の再増税の見送

りを決めたことは国民の多くは評価している

にも関わらず解散・選挙する等は全く大義の

ない事であった。630億円ともいわれる税金

を無駄に使い「この道しかない」と主張する

一方的な手法は一方通行の後戻りできない危

険な道に思われて仕方ない。又２年前の国会

で政治家自身が身を切る改革を必ず実行する

と約束したにもかかわらず議員の定数削減は

無視された。この政府を信じて「この道しか

ない」という道に引きずられて進むことに恐

怖感を覚えます。

　今年は羊年。タカ派の安倍首相と違い、ヒ

ツジは穏やかな性格と言われますが、今年は

災害もなく穏やかな１年で有りますよう念じ

たいものです。支部会員の皆さん、今年も健

康で頑張っていきましょう。

少なくとも私には

� 「この道しかない」調査士の道
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年頭あいさつ

酒田支部長
下　村　　　宏

　新年明けましておめでとうございます。

　昨年の年頭あいさつにおいて支部会員の異

動がないことを祈願するお話しをしましたが、

残念なことに１名の退会があり、26名のス

タートとなりました。

　昨年末は衆議院議員選挙があり、予測どお

りの保守圧勝となり、県内もいずれの地域か

らも自民党議員が選出される結果となりまし

た。この結果は現状の政策で景気回復に進ん

で頂きたいという願いがあると思われます。

まだまだ地方へのアベノミクス効果が出てい

るのか多々疑問はありますが、いい方向に向

かうよう願うばかりです。

　昨年の支部の状況を振り返りますと、県の

業務研修会の参加率が極端に減少したと感じ

ました。研修内容・開催時期等でそれぞれの

都合はあると思いますが、研修は常に業務遂

行に役立つものと考えますので、是非とも多

くの参加をよろしくお願いします。

　今年も例年と同様ではありますが、支部会

員皆様のご意見を取り入れながらより良い研

修と運営に心がけて行きたいと思います。今

年もよろしくお願いします。

新年のご挨拶

寒河江支部長
長　坂　恭　司

　新年明けましておめでとうございます。昨

年中は大変お世話になりありがとうございま

した。

　年末から年始にかけて９連休となり、心身

ともにリフレッシュされた方も多かったので

はないでしょうか。

　さて、昨年、2014年はアベノミクスによる

経済効果や東京オリンピック開催決定など、

長らく停滞していた日本経済に、ようやく明

るい兆しが広がり始め、久々に活気を感じる

ことができた１年となりました。

　県内など地方経済はまだまだ実感がわかな

い方が多くあるようです。

　私達調査士も大変厳しい環境ですが職務を

通して、広く社会に貢献できる様今年１年間、

頑張りたいと思います。

　会員の皆様今年１年間よろしくおねがいい

たします。
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　　　2014日調連公開シンポジウム
　　　「土地境界紛争が起きない社会」
　　　境界紛争ゼロ宣言　報告書

新庄支部　佐　藤　正　守

　平成26年11月14日午前７時過ぎ、山形新幹

線にて新庄出発、山形駅にて山川会長、東海

林副会長、今野常任理事と合流し、一路、東

京都千代田区有楽町へ向かいました。有楽町

につき、はやく一服したい私と今野常任理事

が吃驚したのは千代田区内は路上喫煙禁止で

違反した場合は2,000円の罰金が適用されま

す！の看板でした。行き交う人たちや、周り

を見ても誰も煙草を吸ってる人はおらず煙草

の吸殻も落ちていません。ここに住んでいた

ら意外にす

んなり煙草

をやめられ

そうな気が

しました。

　日調連の

公開シンポ

ジウムは午

後１時半よ

りＪＲ有楽

町駅近くの

よ み う り

ホール７階

にてありました。受付の周りには様々な都道

府県の地租改正時の貴重な図面が展示されて

いました。

　右のパネルで

は、温故知新

（時代は繰り返

す）と題して明

治期の地図事業

と平成期の地図事業で同じような機関を設置

や廃止、又は事業を行っていることを詳細に

説明されていました。明治期の地図事業の目

的が税徴収のための土地台帳附属地図の整備

に対し、平成期の地図事業は高度情報通信社

会の空間情報基盤地図の整備で、かなりの

バージョンアップの内容となっておりますが

実際は、明治18年～20年の地籍編纂事業によ

る筋骨測量（内務省）と平成21年の街区先行

型地籍調査事業（国土交通省）は同じ事業を

繰り返しているそうです。これは、｢筆界の

道は明治に通ず｣ ということでしょうか。

　日本土地家屋調査士会連合会　会長　林　

千年氏より主催者挨拶がされシンポジウムの

幕が開けた。公開シンポジウムの内容は、以

(10) 平成27年１月 第 186 号土地家屋調査士 やまがた



下のとおりである。

１…．講演①「日本社会が抱える土地制度の課

題」～10年後のために境界確定・登記を～

　…公益財団法人東京財団　研究員兼政策プロ

デューサーの吉原祥子氏

２．講演②「まちづくりと土地境界問題」

　　～建築基準関係規定の土地の制度設計～

　…大津市建築主事・滋賀県立大学非常勤講師

戸川勝紀氏

３．寸劇「源さんと熊さん」

４．パネルディスカッション

　…「土地境界紛争はなぜ起きるのか？土地境

界は誰が守るのか？」

　…コーディネーター

　　岡田潤一郎（…土地家屋調査士・日調連副

会長）

　…進行アシスタント

　　中島美咲氏（土地家屋調査士会・愛知会）

　…パネリスト　

　　吉原祥子氏（…東京財団研究員兼政策プロ

デューサー）

　　…戸川勝紀氏（…大津市建築主事・滋賀県立

大学非常勤講師）

　　山﨑司平氏（弁護士）

　　小林　浩氏（東急リバブル株式会社）

　　佐藤利弘氏（…法務省民事局民事第二課補

佐官）

　　海野敦郎氏（…土地家屋調査士・日調連常

任理事）

５．境界紛争ゼロ宣言

１．…講演①「日本社会が抱える土地制度の課

題」　

　講師の吉原祥子氏はシンクタンクにいらっ

しゃる方で、シンクタンクとは直訳すると頭

脳集団という意味です。さまざまな領域の専

門家を集めた研究機関で政策研究、調査・分

析を行い問題解決や将来予測などの政策を提

言するお仕事をしている方でした。

　外資が日本

の森を買って

いることによ

り研究を進め

たところ土地

の所有・利用

実態を行政が正確に把握しきれていない根本

問題が浮かび上がりました。2011年４月に森

林法改正によりすべての所有権移転について

事後届出を義務化し、北海道では条例で水源

地については事前届出制としました。その後、

水資源保全地域指定を所有者に郵便で伝えた

ところ４割以上が宛先不明との結果でありま

した。これは、不動産登記制度自体が表示登

記は義務化しているが権利登記は任意である

こと、また、森林に限らず人口減少等により

資産価値が減少し登記コストの方が大きくな

りインセンティブ（やる気を起こさせるよう

な刺激）がわきずらいのが登記書き換え放置

の傾向となったようです。「所有者不明」の

土地が増加すれば、今後、資源保全、国土の

有効利用、防災、災害復旧、徴税、など様々

な面で支障をきたすおそれがあり、そのため、

境界確定、登記の重要性に関する時代変化を

踏まえた発信のあり方の検討や、新たな土地

所有、管理の仕組みの創出、また、新たな仕

組みに対する公的支援の検討が必要であると

のことであった。是非、土地家屋調査士の知
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見を活かす政策を提言してほしいと思ってい

たところ、空家法案で、空家を取り壊し更地

にする際には事前に空家が所在する土地の境

界を明確にする手続を設けることについて、

必要な検討を行うこと。と盛り込まれ、我々

土地家屋調査士の仕事も増えそうな気配がし

ます。シンクタンクに土地家屋調査士の業務

をちゃんと理解してもらい政策に盛り込んで

もらう、力あるなぁ！日調連！

２．講演②「まちづくりと土地境界問題」

　講師の戸川勝紀氏は大津市の建築主事をさ

れ仕事の賠償保険に自腹で８億円掛けてい

る、とってもデンジャラスなお仕事をしてい

る方でした。実際に同業の方が訴訟で負けて

７億９千万円の損害賠償が確定したケースを

参考に８億（３億に２本、２億に１本）掛け

ているそうです。

　私が今までに調査士の業務で経験した事で

すが、建築確認の配置図では宅地に建物が

入っているのですが、調査・測量すると隣地

の畑に越境しているため、分筆して農地転用

が事後追認で必要となるケースや、官地（水

路が多い）に越境しているというケース、ま

た、みなし道路のセットバックの曖昧さ、中

心線の立会や、対抗地の立会いも不要という

ケースがあり、常日頃から、境界確認し承諾

図がないと確認許可がおりない様にできれば

……と思っていました。我々土地家屋調査士

の仕事も増えそうな気配もしますし。

　しかし、戸川氏の話では、建築主事が確認

申請の際に境界確認した地積測量図の添付

を求めると申請側の建築士から訴えられる。

（本当は求めたいそうです。）つまり、建築

主事には土

地境界につ

いての審査

権がなく建

築確認制度

自体が、現

場と相違があっても申請者側が主張すれば足

りる主張主義であるそうです。それには、歴

史的背景があり、高度経済成長期は家を建

てなければならない、「どんどん建てて下さ

い！境界を確認していたら時間がかかってし

まう！その前に建ててしまえ！」の構図で

あったっため土地境界についての審査権が与

えられていなかったようです。

　これでは、「様々な問題がありますので

……」と山形県や住宅サポートセンターに境

界確認をしなければ確認許可を出さないよう

に提言しても意味がないわけで「申請者側建

築士に訴えられますから、土地境界について

の審査権がありませんから」で終わってしま

います。ここは、建築確認制度の改正をシン

クタンクから政策の提言をしてもらうしかな

いですね。

３．寸劇「源さんと熊さん」

　仲の良い隣人が、境界のことで揉める、そ

して、そこに近隣の測量をしていた調査士さ

んが声をかけられ相談を受けこんな解決法が

ありますよとサラッと教える。素晴らしい熱

演に、会場の皆さん起きていたと思われます。

４．パネルディスカッション

　境界紛争はなぜ起きるのか？

　不動産の売却や建物の建て替え、相続など、
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不動産が動くときに境界のトラブルが起こる。

中には、祖父母の代から紛争を引継いでいる

ケースもある。また、公法上の境界（筆界）

と司法上の境界（所有権界、占有界）が一致

しないことにより境界のトラブルが起こる。

　土地境界は誰が守るのか？

　境界のプロ土地家屋調査士が境界確認をし

境界標を設置「杭を残して悔いを残さず」で

しょう。

５．境界紛争ゼロ宣言

境界紛争ゼロ宣言‼

　私たち土地家屋調査士は未来を担う子供た

ちが安心で豊かな暮らしをおくることができ

る街づくりのため、広く社会の声に耳を傾け

て土地所有及び利用の実態を把握することに

より、国民の信頼に応えるべく行動します。

１…　不動産の登記と地図の重要性を広く各層

に発信し、その整備の充実に貢献します。

２…　土地境界をめぐる紛争を未然に防止する

ために、境界管理の必要性を社会に周知し

ます。

３…　国民の利便性向上のため、各種専門分野

と連携し、土地制度の改善に努めます。

　

　私たちは、土地境界紛争をなくすため、こ

こに境界紛争ゼロに向かって進むことを宣言

します。

平成26年11月14日

2014日調連公開シンポジウム

「土地境界紛争が起きない社会」

番外編　懇親会（新橋ガード下にて）

子供へのお土産買いに

皆さん、お酒好きです。

番外編（秋葉原AKB48CAFE&SHOP前にて）

さて、これはなんでしょう？　フォークみたいな？
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支 部 だ よ り支 部 だ よ り

山形まなび館の
ご案内
山形支部
柏　屋　敏　秋

平成26年度
第２回支部研修会
米沢支部
安孫子　豊　夫

　山形まなび館は観光、交流、学びの拠点と
して山形市民から利用されています。しかし
ながら、あまり知られていないようなので、
今回は山形まなび館について案内します。
　先ず経過について、前身の山形市立第一小
学校は昭和２年に山形県初の鉄筋コンクリー
ト造校舎として建設され、平成13年に国登録
有形文化財となりました。平成22年から小学
校としての機能を卒業し、中心市街地の賑わ
い創出のため山形まなび館として活用されて、
いろいろな研修会や体験教室が開催されてい
ます。

　残念ながら年間の行事計画は作成されてい
ませんので、ここで紹介できませんが、最近
の主な行事を紹介します。
　11月23日、日本酒お楽しみ会、今年は終
わってしまいましたが、毎年行われているよ

うです。参加費2,500円
　12月14日、ヨガ体験研修
　12月21～22日、クリスマスコンサート
　12月28日、花で作る正月飾り
　山形市以外の人も参加できるようですので、
申し込み先等を書いておきます。
山形まなび館
〒990-0043　山形市本町１－5－19
申込み・問合せ　023-623-2285

山形まなび館

喫茶室

　平成26年度第２回支部研修会が、去る11月
22日（土）PM1:00よりワトワセンター南陽
にて支部長柴田氏を講師に迎え、下記の研修
をした。
１．フリースポットの利用
２．SIMAフォーマットの解説
３…．SIMAファイルの利用（グーグルマッ
プ・グーグルアースに描画）
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　今回の研修会は嘱託登記等、現地の調査を
する場合住宅地図ではその場所の把握が困難
な場合が多く、グーグルマップに調査する区
画を描画すれば、土地勘のない現場でも比較
的容易に把握することが出来る。
１…．フリースポットの利用
　…　無料にてインターネットを接続する手順
の解説であった。最近は公衆無線LANサー
ビス（定額月数百円程度）もある様です。
接続については相当難易度が高くここでは
省略をさせていただきます。
　…　欠点はフリースポットのサービスがある
場所でないと利用が出来ないことである。
２…．SIMAフォーマットの解説
　…　測量CADソフト…ブルートレンド、Wing
ネオ等で座標（世界測地系）を入力し区
画を作成、それをSIMA書き込みしデスク
トップに保存する。SIMAファイルの拡張
子をsim.txtに変更するとその内容を表示
することが出来る。SIMAデータをダブル
クリックしCtrl…Aでデータ全体を青く染め、
Ctrl…Cでクリックボードへコピーする。そ
してデータを起動状態にしておく。
３．グーグルマップに描画
　…　どの様なイメージになるのかは柴田支部
長のホームページ…http://atokichi.cocolog-
nifty.com/chosai/cat4440478/にて閲覧が
出来ます。
　…　グーグルマップ閲覧アドレス…http://
www.n-survey.com/index.thm…基準点管理
プログラムを閲覧するプログラムをクリッ
ク。基準点の描画クリック山形第10系に変
更、航空写真に変更し下に押し下げ、貼り
付け一括描画すればSIMA処理した区画を
グーグルマップに描画することが出来る。
グーグルアースも同様に描画が可能である。

　切り取りソフトWINSHOT（無料）を利用

すれば描画した画面の切り取り保存が出来、
又印刷も可能である。
　エクセルに貼り付けし文字等を追加すれば
登記申請の案内図に利用も出来る。
　今回の研修は全体的に難易度が高く３時間
程度の研修では、理解が出来ないほどであっ
た又機会があれば、研修をお願いしたいもの
です。

「蕎麦の町」に
いて
北村山支部
菅　野　　　信

　このたびＴＶ番組「鶴瓶の家族に乾杯」の
訪問地が大石田町であった。ゲストの高橋克
実さんは蕎麦が大好物で大石田町を選んだと
紹介されたが、ＴＶの画面を見る限りでは、
出会った町民に「蕎麦屋、そばや」と懇願し
続けているうち収録時間が経過し、ついに蕎
麦にありつくことなく新幹線で発たれたよう
である。
　このように町では活性化を図って宣伝活動
もやっているので、人気が定着して来た。週
末や祭日は行列のできる店もあり、地元にい
てもなかなか食べたい時に食べたい店に入る
ことが困難になっている。
　カメラマンをしている同級生が、有名な蕎
麦屋さんに雑誌の取材で来たとき、運転手を
頼まれ同行して聞いた話だが、リピーターも
半端でなく驚いた。
　県外の客だったそうだが、食べた後「粉を
変えましたか？」と聞かれそうである。今年
は繁盛したので、地元の粉が残り少なくなり、
取り寄せ配合している北海道の粉の割合を多
くしていると説明して理解を得たと語ってい
た。ちなみに、そうすることで、香りが変
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わってくるそうである。
　町のほとんどの店は座敷になっている。あ
る店で混んでいる店内に足の不自由な人を連
れた客が入ってこられ、椅子を申し出ていた。
何とかしてご馳走して欲しくて見守っていた
が「当店では用意していない」と簡単に断ら
れ、とぼとぼと帰ってしまわれた。
　美味しい蕎麦と美味しい人情が伴って益々
繁盛してくれますようにと願っている。

新庄支部広報

新庄支部
海　藤　祐　二

谷地奴への思い

寒河江支部
古　関　亮　太

　12月に入って最上の地にも雪が積もり、調
査士にとっては我慢の時期が到来しました。
この時期は測量もできませんし、建物登記で
しのぐしかなく収入も激減します。積雪地の
調査士にとっては、雪が降る前の数ヶ月が
「勝負」です。先日、税務上の問題で今年中
に分筆し所有権移転まで済ませなければなら
ない案件があり、11月末に相談に来られる方
がいました。一度は断ろうかと思いましたが
受託し、何とか申請までこぎ着けました。事
前に法務局と協議したり、測量や作業前には
除雪に時間が割かれたりで、通常よりも手間
がかかりました。報酬規定には「除雪」など
の規定がありませんから、この分を請求して
いいものやら、仮に請求したとして、何の業
務で請求するのやら判らず請求していません。
皆さんはどのようにしているのか。話を聞け
る機会があれば是非お願いしたいと思います。
そもそも調査士の間で個々の業務に関して話
をする機会はあまりありません。こんな場合
他の調査士さんはどうしているんだろう、と
か疑問に思うことが多々あります。自分の場

　私の住む河北町では谷地どんが祭りという
お祭りがあります。その中でも主役級なのが
何と言っても谷地奴です。
　谷地奴は、谷地八幡宮の神輿渡御の露払い
を務めます。力強い掛け声と、独特で面白い
掛け唄とともに奴を振り、街を練りゆきま
す。奴振りは、挟箱（はさみばこ）２名・立
傘、台傘各１名・大鳥毛１名・黒熊毛（しゃ
ぐま）２名・白熊毛（しゃぐま）２名の９名
からなります。奴はその年の、祭り当番地区
から選ばれますが、一世一代谷地男の名誉と
されています。
　私の地区の青年会では３年に一度、２人が
奴を振れます。奴は誰でも簡単に振れるもの
ではなく、青年会での在籍期間や役員などを
して会に貢献した人が優先的に奴を振れます。
私は青年会の中では年齢は真ん中ぐらいです
が、５年前に東京から山形に帰ってきたので、
在籍期間はまだ５年位のぺいぺいです。なの
で、来年の祭りの奴振りは見送りとなり、未
だに奴は振れていません。４年後が次の奴振
りのチャンスです。
　奴はことあるごとに飲み会などで話題に上

合は迷わず先輩の調査士に相談します。勉強
にもなりますし、コミュニケーションもとれ
ますので。
　事例研究は以前、境界鑑定委員会主催で
あったと思いますが、そのような機会を増や
しても良いと思います。これは要望になりま
すが、意見交換の場でも良いので研修会の一
部に組み込んで頂けたらと思います。
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鶴岡・酒田
ソフトボール大会
文　鶴岡支部

五十嵐　　　亮

写真　酒田支部

渡　部　利　春

　昨年、秋晴れのもと恒例の鶴岡、酒田支部
対抗ソフトボール大会が、鶴岡市櫛引の総合
運動場にて開催されました。
　入念なウオームアップを行い、試合開始。
カケヤの扱いには慣れているものの、高齢化
に日頃の運動不足が追い討ちをかけ、かつて
華麗にこなしていた記憶に体がついて行けず、
珍プレイが続出しました。
　結果は、平均年齢で勝る酒田支部が昨年の
リベンジを果たし、勝利しました。近くの温
泉で汗を流した後は、お決まりの懇親会です
が、開始時間まで待ちきれず、４時ごろから
飲み始め、両支部共今年の勝利を誓い、延々
と酒宴が続いたのでした。

ります。先輩曰く、奴を振れば一生、奴の話
で酒が飲めるぐらいになるとのことです。や
はり谷地奴にはそれだけの魅力があるので
しょうか。また、奴はとてつもなく重く、特
に長い奴を倒すようにして持つ時は体がプル
プルと震えるぐらい重たいそうです。なので、
奴を振る何ヶ月も前から走り込みをして体を
作った方がよいとのことでした。体力的にか
なりきついので、奴を振るなら20代のほうが
良いそうです。私は現在32歳ですが、４年後
の奴振り大丈夫でしょうか（笑）
　こんな体力的にもきつく、なかなか振れな
い谷地奴。年齢的にも遅いですが、私はぜひ
振ってみたいと思います。

プレイボール

真剣です

酒田支部の勝利

試合終了　ノーサイド

乾杯

ＭＶＰの表彰

もう飲めません
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年男を迎えて

米沢支部
山　田　英　実

土地家屋調査士
を開業して
米沢支部
尾　花　　　博

　新年明けましておめでとうございます。

　早いもので４回目の年男を迎え48歳となる

こととなりました。

　原稿依頼をいただくまで特に年男というこ

とを意識することはありませんでしたが、あ

らためて考えると感慨深いものであります。

　我々の世代は長男が家業を引き継ぐという

ことがまだ当たり前のような時代でしたので、

父が土地家屋調査士を生業にしていた関係上

現在にいたっておるしだいです。

　はたして土地家屋調査士が自分にとって

「天職」なのかは解りませんが、諸先輩にご

指導いただき、また若手に刺激をいただきな

がらこれからも社会にお役に立てられるよう

努めていきたいと思います。

　我が家ではこの春、長女は大学を卒業し社

会人１年目を迎えます。長男は高校卒業後、

測量会社に就職し厳しくご指導いただきなが

ら早いもので３年目を迎えようとしています。

次女はまだ中学生ですが勉学、陸上と励んで

います。

　お陰様で子供たちはそれぞれ成長をとげて

歳を重ねていますが、私自身近年「老化？」

しながら歳を重ねているようですので今一度

　明けましておめでとうございます。

　私は横浜で16年ほど技術屋として企業に勤

務した後、縁あって平成元年から山形に住み

ました。この地で技術系の職を探すも機会を

得られず、義兄の助言で資格を取得して平成

３年に開業しました。

　事務所の経営は大成功とは言えないけれど

も、何とか食べられました。紙面を私的に

使って申し訳ないけれど、家内に感謝してお

ります。資金も２回ほど無利子無担保で融通

してもらいました。勿論きちんと返済しまし

た。

　勤め人と違って自営業は全てが自己責任で、

自由度が大です。これが一番魅力のあるとこ

ろと感じています。組織では上下の関係やみ

んなの意志の取り纏めがなかなか難しく、勤

務中には十二指腸潰瘍にもなりましたが、開

業後は再発しませんでした。もっとも別の病

気で３度ほど入院と手術を経験しましたけれ

奮起したいと思います。

　また、一般的には年回りがあまり良くない

ようですので、健康に留意しながら１年間穏

やかに過ごしたいと思います。

年 男 に 聞 く
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ど。残念なことに、公嘱では自由が逆に作用

して組織として業務遂行することに若干の難

があるようです。

　さて調査士業も前途は多難で、農業と同じ

くらい将来は明るくないように感じられます。

最新技術の取り組み、営業（マーケティン

グ）ができる人は生き残るでしょう。私とし

ては体が動く間は業務が続けられればありが

たいと思います。仕事の依頼がこれからもあ

ることを祈って。

「感　謝」

米沢支部
鈴　木　智　春

還暦を迎えて

山形支部
山　川　一　則

　新年明けましておめでとうございます。よ

き新春をお迎えのことと、お喜び申し上げま

す。

　さて、今年の干支でもあります未の年は、

家族の安泰を示しており、平和に暮らせるこ

とを意味しているのだそうです。今年もよき

年でありたいものです。私は、今年で３度

目を迎えるわけですが、今までを振り返る

と、「感謝」の一言に尽きると思います。開業

してからは、さらに実感する日々であります。

人は、一人では成長することができません。

周りの人に感謝し、感謝されることで人とし

ての成長ができるのだと改めて思いました。

　有名な言葉の一つに「頼まれ事は試され

事」とあります。頼まれ事をされるというこ

とは、相手の方に信頼されていると同時に、

実は試されていることも含まれています。大

　光陰矢のごとし、と言われますが早いもの

で還暦となり、時の流れの早さを感じており

ます。昨年は、嫁いだ娘が出産し初孫が誕生

しました。「孫はかわいい」と皆さん口を揃

えて言いますが本当にそう思います。孫の顔

を見ると純粋で透き通るような表情をしてお

り、無償の悦びを感じるとともに、子どもた

ちや孫の存在が有難いと感謝の気持ちでいっ

ぱいになります。

　ネットで還暦を調べてみると、「還」は

「かえる」「もどる」という意味で、「暦」は

干支を意味する。干支は本来、甲・乙・丙・

丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の干支と、子・

丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・

亥の十二支を組み合わせたものをいい、60通

りの組合せである。60年で干支が一回りし、

事なのはどんな結果であっても頼まれ事に一

生懸命に取り組む気持ちと姿勢であり、それ

により、相手の方にさらなる信頼を得ること

ができ、自分自身の成長にも繋がるというこ

とだそうです。非常に勉強させられた言葉で

す。

　最後になりますが、誰かの役に立つ、喜ん

でもらうためにする、というのが仕事の本質

であると私は考えます。今後も、日々の業務

を通じさらに自分を磨き、感謝し、感謝され

るよう努力していきたい。
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生まれた年に戻ることから、「還暦」という

ようになったとのこと。また、還暦には赤い

チャンチャンコ等、赤いものを贈る風習が古

くからある。赤いものを贈る由来は、赤ちゃ

んに還る（生まれた年の干支に還る）という意

味と、赤は魔除けの意味があるとのことです。

　また、「初心に還る」とは、「物事に慣れて

くると、慢心する心が出てくるため、始めた

ときの新鮮で謙虚な気持ち、志を忘れてはい

けない」とあり私もそう思っていたが、別の

意味があることを知りました。

　室町時代に能を大成させた世阿弥が、「し

かれば当流に万能一徳の一句あり。…初心忘

るべからず……とある。」の「初心」とは

「始めた頃の気持ちや志」すなわち「初志」

ではなく、「芸の未熟さ」、つまり初心者の頃

のみっともなさ、未熟さを折にふれて思い出

すことにより、あのみじめな状態には戻りた

くないと思うことでさらに精進できる、この

ような説明がありました。

　今年で事務所開業32年になりますが、こう

して仕事ができるのは家族や周りの方々の支

えがなければできない事です。初心を大切に

し、身の丈に応じて社会に貢献できるよう精

進したいと思っております。

年男・年女

山形支部
髙　橋　浩　昭

　新年あけましておめでとうございます。平

成16年10月に入会してから、ちょうど10年が

経った。しかも、自分が48歳になるというこ

とも驚きである。

　司法書士試験の合格後、未だ少しでも余力

があるうちにと思い、調査士資格を目指すこ

とを決意し、同時に合格しただけでは調査士

の仕事はできないと思い、職安で寒河江の板

坂先生の事務所の求人募集を見つけ、すぐに

面接を受け、補助者としてお世話になること

になった。

　いきなり、寒河江の雲河原地区の分筆を担

当することになった。季節は晩秋のころ。板

坂先生をはじめ、事務所の先輩方に教えられ

ながら、また、まだ不慣れなことを知りつつ

も、温かく協力してくれた依頼人のおかげ

で、無事初めての分筆登記の調査から登記完

了、納品までの全工程を経験することができ

た。私の調査士の原点と思っている。

　趣味のバードウオッチングも、その現場で

見て鳴き声も聞いた「もず」に興味を持ち、

板坂事務所の本棚にあった、河北町出身の野

鳥写真家の真木広造の野鳥図鑑を手に取った

のがきっかけである。

　バードウオッチングは、図鑑と双眼鏡を

もって野や山にでかけると想像してしまうが、

実際は現場作業中や観光で出かけたときに見

かけた野鳥を後で図鑑で調べるといった感じ

でできるので、意外に手軽でお勧めである。

　調査士としては、原点からは少しズレてし

まい、土地の分筆などの仕事は年間１、２件

という状況ではあるが、司法書士との兼業で

ある以上これもやむえないと思う。

　今年も自然体で、依頼人の話に耳を澄まし、

登記制度を運用しているという自負心を以っ

て研鑽を積んでいきたいと思っています。
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未年生まれの会員

会　員　名　　　　支　部　名

遠　藤　乙　彦　　（寒河江支部）

佐　藤　誠　一　　（米 沢 支 部）

佐　藤　義　信　　（北村山支部）

佐　藤　　　攻　　（米 沢 支 部）

鈴　木　博　雄　　（米 沢 支 部）

伊　藤　恒　子　　（酒 田 支 部）

長　岡　庄一郎　　（山 形 支 部）

清　野　政　明　　（山 形 支 部）

尾　花　　　博　　（米 沢 支 部）

森　谷　博　明　　（北村山支部）

奥　山　榮　悦　　（北村山支部）

齋　藤　照　一　　（山 形 支 部）

山　川　一　則　　（山 形 支 部）

髙　橋　浩　昭　　（山 形 支 部）

山　田　英　実　　（米 沢 支 部）

小　松　　　修　　（北村山支部）

村　田　公　平　　（鶴 岡 支 部）

鈴　木　智　春　　（米 沢 支 部）

還暦を迎えて
思うこと
北村山支部
奥　山　栄　悦

　新年あけましておめでとうございます。

　昭和58年に28才で開業以来、早32年の歳月

が流れ還暦を迎える年となったが、何か他人

事のようで実感はない。

　もし私が会社勤めであったなら、定年退職

と言う名のもとで、自身の意思に関係なく会

社から強制的に排除されるわけで、還暦は切

実であったと思う。昨年の還暦祝いで、級友

達と再会し肌で感じたことでもある。

　私も会社勤めの経験があり、入社後通信教

育で生産能率学を専攻し、そこで学んだこと

の一つに、経営者は従業員を「石ころ」と思

わなければ、会社の発展はないと言う極端な

理論。この一文が頭から離れず、会社に愛着

はあったものの「石ころ」にはなりたくない

との思いが強く退社した経緯がある。

　会社のための勉学だったのに藪蛇となって

しまったが、これが調査士となるきっかけと

なった。私は、資質的に使われる側のタイプ

であると自認している。調査士を開業しても、

会社を退社したことが正しかったのか半信半

疑の状態が続いたが近年の雇用状態を見るに、

「石ころ」理論が蔓延している様に見えて、

当時の判断が若気のいたりでなかったと安堵

している。冒頭のとおり、還暦を迎えた実感

は全くないが、現実からは逃避できない。

　後先短いであろう人生後半の生き方につい

て考える契機としたい。
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10月

　５日　…全国一斉！法務局休日相談所　県内

６ヶ所

　８日　表示登記実務研究会

◎補助者解職

　武田　恵理（山形支部）軽部隆・阿部正幸

　柏倉　　恵（新庄支部）中嶌　　梓

　石井　愛子（酒田支部）佐藤　清和

　斎藤　伸幸（山形支部）齋藤　繁幸

　山口　育子（山形支部）山口　賢一

　榎本美沙子（山形支部）山口　賢一

　小松　真紀（米沢支部）青木　新一

◎補助者使用

　佐藤　祐己（酒田支部）佐藤　清和

　金丸　晴美（鶴岡支部）村田　公平

　井田　貴士（山形支部）軽部隆・阿部正幸

訃　　　　報

山　口　賢　一
（山形支部）

昭和54年７月11日　入会

平成３年５月24日　山形県土地家屋調査士会会長表彰

平成15年５月30日　山形地方法務局長表彰

平成20年５月29日　東北ブロック協議会会長表彰

平成26年12月29日　逝去

　10日　
東公連通常総会　於弘前市

　11日

　22日　中間監査会

　 〃 　第７回常任理事会

　24日　認定登記基準点に関する説明会

… 　於宮城会

　31日　登記に関する事務打合せ
11月

　４日　士業連絡協議会

　６日　避難訓練

　 〃 　第２回会館管理運営委員会

　 〃 　第２回業務・研修部会

　14日　日調連主催　公開シンポジウム

　15日… 於東京都

　21日　公嘱協会との打合せ会

　 〃 　第８回常任理事会

　22日　くらしと仕事のなんでも相談会

　28日　平成26年度第２回業務研修会
12月

　12日　第９回常任理事会

　 〃 　二者会同

　14日　
日調連主催　実務講座～土地境界実

　15日　
務～　於東京都

　16日
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日調連発第 92 号

平成20年７月２日

各土地家屋調査士会長　殿

連 合 会 役 員　殿

日本土地家屋調査士会連合会長　　

戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の記載例について（連絡）

　本年５月１日から施行された「戸籍法の一部を改正する法律（平成19年法律第35

号）」…（以下「改正戸籍法」という。）第10条の２第４項第３号並びに「住民基本台帳

法の一部を改正する法律（平成19年法律75号）」…（以下「改正住基法」という。）第12

条の３第２項及び第４項第５号括弧書きで、土地家屋調査士法第３条第ｌ項第２号並

びに同項第４号及び第７号に規定する代理業務について同職務上請求書を使用するこ

とができるとの明文化がなされ、改正戸籍法第10条の２第３項及び改正住基法第12条

の３第３項及び第４項第５号括弧書き以外において、受任した事件についても戸籍謄

本及び住民票の写し等の請求ができるとされました。

　また、土地家屋調査士が行う業務は、土地又は家屋の物理的形態を対象とするに止

まらず、登記簿に記載されている所有者（隣接者や債権者を含む）が実際の所有者で

あるか否か、又は、申請の適格者であるかなども調査をした上で受託事務を行なって

いるところから、土地家屋調査士が、職務上で戸籍謄本・住民票の写し等を請求する

範囲は多岐に亘ります。

　つきましては、上記各改正法の趣旨を踏まえ、会員が同職務上請求書に記載する際

の参考となるよう、事件の種類による記載例を作成しましたので、別添のとおり送付

いたします。

　おって、本年７月ｌ日以降は、新様式のみによる同職務上請求書の使用の徹底及び

その厳格なる取扱いについて、併せて、貴会会員に周知されますようお願いします。

会員各位

昨年、群馬県みどり市役所より、戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の「利用目的」への記載につい

て問合せがありました。

平成20年下記通知書をお送りしていますが、再度ご注意下さいますようお願いいたします。
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　　第２回研修会報告
業務・研修部　酒　井　通　裕

　11月28日山形市「山形ビッグウイング」大会
議室において、平成26年度第２回研修会が開催
されました。その研修は２部構成になっており、
第１部は、山形地方裁判所主任書記官　山岸和
也氏の演題：競売手続の概要であり、第２部は、
日本土地家屋調査士会連合会副会長　菅原唯夫
氏の演題：「今、日調連は！～土地家屋調査士
は武士か商人か～」でした。
　第１部は、大学時代学習した民事執行法の概
要であり、懐かしさを感じながら聴講していま
した。その内容は、執行手続きの原因、執行機
関、執行の対象物、不動産競売手続きの種類、
不動産競売手続きの流れ（申立てから引渡命令
まで）、不動産競売手続の特殊性を講演されま
した。
　思うに、土地家屋調査士の仕事となり得る境
界確定業務については、現段階では、競売手続
きの特殊性である現状有姿主義、瑕疵担保責任
の不存在、既判力の不存在（有権者が取り消さ
れることもある）等のことから、直接競売手続
きに関与してその業務をすることは難しいで
しょう。そのリスクは価格に反映して対処する
しかないと言えなくもない。しかしながら、そ
れでは売却価格が下がり、債権者、債務者とも
に損害を被ることになりかねない。むしろ、リ
スクをできる限り小さくする方向に法政策の転
換を求めるとともに、そのリスクを軽減する役
割の担い手として土地家屋調査士、司法書士な
どの活躍が望まれるのではないでしょうか。紙
面の余裕がないので、機会があれば続きを語り
たい。
　次に第２部は、私たち土地家屋調査士に直接
関わる問題だと感じながら聴講していました。

その内容は、日本土地家屋調査士会連合会の抱
える問題から始まり、土地家屋調査士は武士か
商人かの究極の選択、土地家屋調査士の未来、
国土のグランドデザイン2050などを講演されま
した。
　思うに、倫理とは人として守るべき道、善
悪・正邪の判断において普遍的な基準となるも
の。しかしながら、普遍的な基準となるものと
は何であろう。倫理綱領、倫理規定はあるが、
果たして倫理感は人に教示できるものでしょう
か。講師の先生はこの点については深く語らな
かったが、それ程哲学的で複雑難解な問題はな
かったからなのでしょうか。次に、武士か商人
かという問題も難解です。結論から言えば「武
志商魂」ということになるようでありますが、
どちらに重きを置くかと命題の回答になってい
ないような気がするのは、私だけでしょうか。
むしろ、金勘定に囚われず、また利害関係に囚
われず、外部からの圧力に屈しないで正確かつ
公平な観点から忠実に境界を復元する強い意志
を持つべきであるし、同様に、建物の新築年月
日を不当に来年に延ばせば固定資産税が免れる
から延ばしてくれという要求を拒否する強い意
志を持つべきこと等から、武士であることに重
心をおくべきであると考えたいです。紙面の余
裕がないので、機会があれば続きを語りたい。
　最後に、興味深い問題点を提起して講義して
いただいた講師の先生方並びに事務局の皆様に
厚く御礼を申し上げるとともに、私自身自己研
鑽を重ねていかねばならないと、痛感しました。
千里の道も一歩から、たゆまぬ努力をすること
が自分自身の糧になると、自分自身に言い聞か
せながら、筆を置きます。
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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

『お身内』さまは？

　皆様、よいお年をお迎えになられたことと思い
ます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
　と、年頭のあいさつから始まったけれど、この
原稿を書いたのは昨年12月。しかも暗闇から刀が
突き出されたような、いきなりの衆議院選真っ最
中である。すでに勝ち負けが決まったような盛り
上がらない山形一区。応援団も盛り上がらない。
　我々おばさんの関心は最上・庄内地方の３区で、
大物代議士の娘さんがもし当選したら第２の小渕
優子になるのではないかと、心配しているのであ
る。
　そんなだらけた私たちにＳ子がこんなことを
言った。
「ねえ、この年になって一人暮らしって人様から
見たらかわいそうな女なの？」
　どうしたの、いきなり。Ｓ子と同じような境遇
の私たちはぎょっとして顔を見合わせた。ついこ
の間「おひとり様でなぜ悪い！」とこぶしを振り
上げたばっかりなのに。
　話をよく聞いてみると、なるほど嘆くのも無理
はない。急におなかが痛くなったＳ子は救急車で
病院に運ばれた。急性虫垂炎、つまり盲腸だった。
「痛かったけど自分で用意して、救急車を呼んだ
のよ」
　救急隊は親切だけど、一緒に乗ってくれる親族
はいないか、そればかりを言い続けていた。隣の
奥さんが乗ってくれたけど、あくまで親族でない
と――とこだわっていた。
　何とか説得して病院に来たらここでも親族でな
いといけない場面が多かった。
「手術の承諾書も説明も身内を、と言われるのよ。
私は自分で話を聞き、自分で決めますと、医者に

言ったんだけど」
　手術はできたが、こ
の『お身内』は最後ま
で響いたそうだ。私が
けがで入院した時も同
じことを言われた。そ
の時は幸い姉がいたか
ら良かったけど、その

姉が亡くなった今、私は天涯孤独？の女性単身高
齢者である。
　日本はすべてにおいて血族主義である。病気や
福祉など人が弱っているときに限って、この血族
主義が顔を出すの。これだけ一人暮らしが増えて
いる今でさえそうだ。例えば家で倒れても自慢の
息子は遠くにいて役に立たない。が、近所の人が
駆けつけても警察や行政、医療は相手にしない。
たとえ不仲でも血がつながっていればそれでＯＫ
なのだ。
「友達は入院した時に病状説明があって、友達は
従弟だとうそを言って話しを聞いてもらったけど、
それで通用するんだからぬるいものなのよ。『お
身内』って気休めなんじゃない？」
　高齢社会になって、核家族化どころか一人暮ら
し家庭が急増している。それなのに行政って、あ
くまで親夫婦、息子夫婦、孫二人といった恐ろし
く古いパターンの家族像しか想定していない。私
の67歳の友人はマンションを借りるとき「67歳で
女性一人暮らしには貸せません」と言われショッ
クを受けていた。これまでいくら税金を払ってき
たかと思うと、血が逆流する思いだったという。
　誰でもいつか一人になる。医療も福祉も住宅も、
一人になっても不安じゃない地域づくりは、だれ
にとっても必要なことではないか。
「独身でも、生き別れ、死別でも安心できる山形
にしようよ。そうでないと死ねないよね」といっ
たら「えー、まだ生きるつもりなのお‼」と一同
絶叫。
　負けるもんか。今年こそ○○するぞ！
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ほんのひとり言ですが…

企業の情報誌、フリーペーパーの編集や布小物の企
画・販売を手がけながら「気持ちの良い暮らし方」
を提案している。http://www9.ocn.ne.jp/~mawmaw/

佐藤 昌子
アトリエ・ミューズ企業組合 副理事
Produced by Maw-Maw(マウマウ)代表

　イギリス人作曲家グスターヴ・ホルストによって
作られた組曲『惑星』は、日本人の間でもよく知ら
れている曲ですね。占星術から着想を得たために地
球は含まれていませんが、７つの楽章にそれぞれ水
星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星の名
前が付けられています。ここでおや？と思われた方
もいらっしゃるのではないでしょうか。地球から遥
か遠く。そこに、とある『星』が存在します。今か
ら80年以上前にアメリカ人クライド・トンボーが
発見したこの星の名前は、冥王星。一昔前まで『惑
星』だったこの星は、数年前に太陽系惑星から除外
されました。発見されたのが、組曲『惑星』の作曲
後であったために冥王星の名を冠した楽章は存在し
ないのです。冥王星まで距離にして48億キロメー
トル、太陽系惑星に住む者としてはイマイチピンと
来ませんが、東京から新大阪までの新幹線の距離が
550キロあまりということを踏まえれば、500万回
近く往復した距離とほぼ同じ……と聞いても、やっ
ぱりピンと来ない距離ですね。
　そんな冥王星に、2015年人類が接近しようとし
ています。2006年１月にアメリカが打ち上げた無
人探査機『ニュー・ホライズンズ』が９年掛けてよ
うやく冥王星に最接近！ニュー・ホライズンズを打
ち上げた当初はまだ冥王星が『惑星』でした。現在
は準惑星。９年の歳月の長さを感じます。
　ニュー・ホライズンズには公募によって集められ
た43万人の名前が記録されたCD-ROMが搭載され
ているとか。そして今年、地球からまだ見ぬエイリ
アンに向けたメッセージをデジタル化し、ニュー・
ホライズンズを通して送るという計画も発表されま
した。エイリアンが本当にいるかはさておき、地球
から50億キロ近く離れた場所にメッセージが送れ
るようになったと考えるだけでも驚き！一体どのよ
うなメッセージなのかも気になるところですが。
　この手の計画はアメリカ、ロシアなどの大国が常
に先頭に立っていましたが、近年日本の宇宙進出も
目立ってきました。今年12月３日、小惑星探査機
『はやぶさ』の後継機として、JAXA・宇宙航空研
究開発機構が小惑星探査機『はやぶさ２』を打ち上
げたのは皆さんが承知のところだと思います。小惑
星イトカワから数々の苦難を乗り越え、小惑星の粒

子を持ちかえったはやぶさを改良したこの探査機は、
2018年に目標の小惑星に到達、2020年には地球に
帰還するとのこと。2020年といえば、そう、東京オ
リンピックの開催予定の年ですね。６年後、日本は
オリンピックフィーバーの他に、再びはやぶさフィー
バーが起きるかもしれません。こうなると、小惑星
のデータが解析され技術の進化によって、人類が小
惑星やそれこそ火星に移住する日が来てもおかしく
ないところまで来ている気がしてしまいますね。
　オランダの民間団体『マーズワン』は2025年ま
でに火星に人類の永住地を作る計画だといいます。
昨年移住希望者を世界中から募集したところ20万
人から応募があり、そこから1000人あまりの移住
候補者が選ばれたそうです。その中には10人ほど
の日本人も含まれているとか。もっともこのマーズ
ワンの計画はまだ計画段階であり、現時点で火星か
ら地球に戻ることは技術、資金的に不可能。移住者
は技術の進歩によって地球帰還の方法を得られない
限り、火星に永住することになってしまうというこ
と。とにもかくにも、これだけ急速に技術が進歩し
ているのであれば、いずれ人類がエイリアンと交
信する日も近いのかも!?ただし、火星は平均気温－
43℃。大気の95％以上が二酸化炭素で構成されて
いる惑星。山形に住んでいても寒いと思うのに、そ
こまで寒いところに住むというのは、んー、私はお
断りします（笑）
　ホルストが組曲『惑星』を作曲したのが1914年
から16年にかけて。そう、ちょうど今は『惑星』
誕生から100年。ホルストが遠い星をイメージしな
がら作曲活動をしてから、とうとう人類はその星へ
移住計画を立てるところまで来ました。これから
100年後の2114年、果たして人類は火星に住めて
いるでしょうか、宇宙人との交信には成功している
でしょうか……。

まだ見ぬエイリアンのみなさまへ
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宝くじの当選金と懸賞の賞金

Ｑ�：宝くじの当選金と懸賞の賞金とでは所得税の取扱い
が違うそうですが、どのようになっているのですか？

Ａ�：宝くじの当選金は非課税、懸賞の賞金は一時所得に
なります。

【解説】

　宝くじの当選金と懸賞の当選金、どちらも当選金ということ

では同じなのですが、所得税では、次のように取扱いが違うこ

ととなっています。

①宝くじの当選金

　宝くじの当選金は、宝くじの法律「当せん金付証票法」13条

により「当選金付証票表の当選金品については、所得税を課さ

ない」とされていることから、所得税では非課税となっていま

す。

　したがって、宝くじやロト６、ミニロトなどの当選金には、

所得税がかからないこととなっています。

②懸賞の賞金

　一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得

以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や

資産の譲渡による対価としての性質を有しない一

時の所得をいい、懸賞や福引きの賞金品（業務に

関して受けるものを除きます）、競馬や競輪の払

戻金のようなものが該当するとされています。し

たがって、懸賞金の賞金は一時所得となり、所得

税の対象になることとなります。
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様々な事



ご近所グルメ
第11回　あげまんじゅう

　新年明けましておめでとうございます。会

員の皆様におかれましては輝かしい新年をお

迎えのこととお慶び申し上げます。また日頃

より会報編集に温かいご理解とご支援を賜り

厚くお礼申し上げます。

　さて、2015年はどんな年となるのでしょう

か。先を読むことほど困難なことはないわけ

ですが、相場格言なるものによりますと未年

は“辛抱”の年だそうです。え～　まだです

か。まだ耐えよと！　なかなか上昇の波に乗

れないものです。ちなみに前回2003年はとい

うと“イラク戦争”！　前々回1991年は“バ

ブル崩壊”！　あわわわ……　今年はどうな

りますでしょうか。懐は満たされずともせめ

て小腹くらいは満たしたい……

　ところで、お土産の定番“温泉まんじゅ

う”おいしいですよね。ふわふわの薄皮に滑

らかなこしあん。ただ、いつも一つ二つ頂く

とあとは手をつけず残ってしまいます。冷凍

保存もできますが冷凍庫から発掘されるのが

数年後なんてことも……“MOTTAINAI”！

　油で揚げれば皮がショリショリの美味しい

揚げまんじゅうになるのに、揚げないなん

て！　揚げたてアツアツは尚良し！　最高で

す。いくつでもいけますね。大好物です。最

近はむしろ“揚げ”のみです。

　ただ面倒ですよね。わざわざ油で揚げるな

んて。熱いし、汚れるし。あっ、売ってまし

た。

　天童の山寺街道沿いにあります一本杉菓子

店さんの“あげまんじゅう”です。大変評判

だそうです。

　確かにカリカリ感が秀逸です。なかなか素

人が揚げただけではだせないカリカリです。

さらにオコゲ感もいいですね。ほのかな苦味

が大人味。サイズ小さめで飽きません。人気

なのも納得の一品です。

… （編集委員３号）
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平成27年１月　発行

第186号

　新年明けましておめでとうございます！寒

い日が続いております、降り積もる雪で現在

とても測量できるような状況にないですが、

それでもやってます！天候の状況もあるので、

安全を第一に考えなければなりませんね！

　好きで始めた自営業ですので、色々と困難

なこともありまが、めげずに頑張ってやって

いきたいと思ってます。

… 編集委員　倉知
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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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