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土地家屋調査士 やまがた 第 181 号 (23)平成25年10月

日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

数々の危険からあなたをお守りしたい
桐栄サービスの願いです

職業賠償責任保険 会員または補助者が業務遂行にあたり法律上の賠
償責任を負い、損害賠償金を支払わなくてはなら
ないときに役立ちます。

団体所得補償保険 保険期間中に病気・ケガによって就業不能となっ
た場合、１カ月につき補償額をお支払いする制度
です。（最長１年間）

団体傷害疾病保険 保険期間中、国内外を問わず
１）日常の生活におけるさまざまな事故によるケ
　　ガを補償します。
２）病気による入院を日帰り入院より補償します。

測量機器総合保険 会員が所有し管理する測量機器について業務使用
中、携行中、保管中等の偶然の事故を補償します。

集団扱自動車保険 会員皆様の自動車はもとより補助者の方のマイ
カーも加入できます。

損害保険代理店　有限会社 桐栄サービス

上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。

損害保険ご紹介損害保険ご紹介
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　第１回業務研修会
業務・研修部　大　泉　俊　治

　平成25年９月13日（金）午後１時30分より

酒田市の東北公益文科大学「公益ホール」に

おいて、早稲田大学大学院法務研究科教授山

野目章夫先生をお迎えし、『魔斬に助けられ

た夜〈東日本大震災そして土地家屋調査士〉』

と題して、第１回業務研修会を開催いたしま

した。

　具体的な設問、例えば

〔問１〕海辺に建っていた甲建物は、津波に

襲われて大きく損傷し、また、その敷地は、

津波に侵食されて浅瀬の状態になった。甲建

物が滅失したと認められる場合において、そ

の理由は、なぜであるか。とか、参加者も一

緒になって考える研修会で、ややもすると睡

魔が襲ってくる講義もあるなか、山野目先生

の講義は参加者一人ひとりをグッと引きつけ

る魅力ある講義で、土地家屋調査士業務の身

近に迫る３時間でした。

　また、研修会のあと、場所を変え山野目先

生を囲んでの懇親会も業務のさまざまな話題

で、たいへん盛りあがり酒田の一夜は更けて

いきました。

　米沢支部の方々にはバスで参加していただ

きましたが、研修会場を山形以外で行ったこ

とは、私の知る限り初めてかと思います。こ

のように県の研修会を各支部で企画するのも

一案かと思いますが、会員のみなさまはいか

がでしょうか。各支部の特長を生かし、魅力

あふれる研修会になると思いますが……。
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　　法務局休日相談所へ協力
山形支部　柏　屋　敏　秋

　平成25年10月６日（日）山形県の６会場に

おいて法務局休日相談所が開催され、山形市

総合福祉センター（城西町）では10名の山形

支部会員が相談員として協力しました。

　同相談は登記相談の他に供託手続きに関す

るものや、サラ金などによる多重債務、いじ

めやパワハラなどの人権問題、遺言などの公

正証書の作成など幅広い問題について一般市

民の相談に対応するもので、我々土地家屋調

査士の他に司法書士、人権擁護委員、公証人

が相談員を担当した。

　当日は山形市民マラソン大会と日程が重

なってしまい、私は２㎞先の会場に30分かけ

て到着しました。相談の件数も伸びないので

はないかと心配しましたが、相談開始の午前

10時には行列ができるほどの盛況ぶりでした。

　調査士の相談に関して言えば、例年どおり

土地の境界に関するものが今年も多く、私が

担当した案件は裁判のからんだ分筆登記申請

に関するもので、一つの質問に答えると別の

質問が発生し、一人の相談に１時間40分もか

かってしまいました。

　他の相談員が担当したものも、２時間近く

かかったものが３件もあって、境界に関する

相談が容易でないことをつくづく感じました。

　午前10時から午後４時までの長時間相談員

の皆さん本当にご苦労様でした。
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◎公益社団法人への移行成る

　公益法人制度改革に伴い、平成20年12月１

日に施行された「一般社団法人及び一般財団

法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律」などにより、

現行の社団法人及び財団法人は平成25年11月

30日までの間に①公益社団・財団法人へ移行、

②一般社団・財団法人へ移行、③解散、の三

つの選択肢から進む道を決めなければなりま

せんでした。

　当協会は、第24回（平成21年度）通常社員

総会において公益社団法人への移行方針が承

認され、以後それに向けて努力を重ねてきま

した。

　その結果、本年６月20日に山形県知事より

公益社団法人として認定を受け、７月１日に

その旨の登記を完了し、正式な名称「公益社

団法人山形県公共嘱託登記土地家屋調査士協

会」として新たな一歩を踏み出すこととなり

ました。

　今後は公益法人に相応しい活動や資質が一

層問われることになります。社員一同このこ

とを自覚し、日々の活動の充実に向けて努力

していく所存です。改めまして多くの皆様か

らのご指導、ご支援を宜しくお願い申し上げ

ます。

◎第28回通常社員総会の概要

　第28回通常社員総会は、平成25年９月５日

（木）午後２時から山形市の「ホテルメトロ

ポリタン山形」を会場に開催されました。出

席社員数は111名（総社員数119名の内、本人

出席72名、委任状15名、書面決議24名）です。

　豊田英敬社員の司会進行で、田中忍理事長

のあいさつ、会務報告と続き、次に議長に髙

橋孝一社員が選任され、議事の審議に入りま

した。

　24年度受託高は７千百万円余りと当初予定

より減少しましたが、経費の減額にも努め、

結果的には収支は若干の黒字となりました。

事業面では、規模は小さいながら米沢市で初

めて登記所備付地図作成作業を実施し、無事

成果品を納めることが出来ました。また、山

形市においては現在も継続して地図作成作業

を実施してている状況にあります。

　次年度の役員報酬支給額について、前年度

より増額の提案がありました。これは公益社

団法人として行う公益事業やホームページの

充実のため、これを担当する執行役員１名を

増員することが理由で、挙手多数で承認され

ました。

　本年度事業の重要課題として、以下の４点

を掲げ活動を展開します。

　①14条地図作成作業等への積極的参画及び

提言

公 嘱 だ よ り公 嘱 だ よ り
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　②公益法人たる社団としての情報公開

　③各官公庁の登記未処理事案の調査並びに

嘱託登記の推進方策

　④嘱託事件の国民に対する重要性、必要性

の慶蒙

　また、本年度の事業収益目標は９千万円と

して予算編成されました。

　公益社団法人への移行に伴い従前の定款を

大幅に変更いたしましたが、一部について若

干の修正が必要との説明がありました。定款

変更の承認手続に従い、出席承認者の数を確

認し、書面決議の承認者数と合わせて合計承

認者数を確認し、定款変更が承認されました。

　次に役員改選ですが、従来は選考委員会で

の選考方法をとっておりましたが、公益法人

移行後の今総会では、理事会提出議案書に事

前に候補者を記載し、１人ずつ承認を得る方

法で行われました。承認を得た新役員は以下

のとおりです。

［理　　事］

　田中　忍（鶴　岡）　　木村裕次（山　形）

　丸子晃吉（山　形）　　寺内康浩（山　形）

　冨樫正志（北村山）　　奥山広行（寒河江）

　御田　治（米　沢）　　早坂利啓（新　庄）

　齋藤　修（鶴　岡）　　櫻井喜一（山　形）　

　奥山榮悦（北村山）　　梅津喜博（米　沢）

　齋藤寬司（寒河江）　　石渡　悟（酒　田）

［監　　事］

　石川厚司（酒　田）　　三原完治（新　庄）

［予備監事］

　石垣政之（寒河江）　　岩井和彦（山　形）

　尚、承認後の議事休憩中に開催された理事

会において、代表理事に田中忍氏が選任され

ました。

　最後に次期総会担当地区として北村山地区

が確認され、すべての議事が終了しました。

　総会後のセレモニーにおいては、伊藤洋一

山形地方法務局長様をはじめ多くのご来賓の

皆様のご臨席を賜り、米沢市での登記所備付

地図作成作業に対する山形地方法務局長感謝

状の贈呈や公益事業の一環として行った三川

町立三川中学校学舎の建物表題登記完了証の

贈呈がありました。

… 公嘱協会広報担当　渡部　孝弘
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支 部 だ よ り支 部 だ よ り

　今年も谷地どんがまつりが無事に終わり
ました。約400年の伝統があるどんがまつり。
そこには様々な取り決めや役割があります。
　お祭りは、谷地の中で３地区に分かれ、１
地区が１年交替で当番役を務めます。３年に
一度当番が来、当番になると、写真のような
囃子屋台の制作などとても忙しいです。
　また、１地区につき、約７つの青年会があ
ります。青年会とは地区の40歳ぐらいまでの
男性で構成され、会長、副会長、会計がトッ
プの３役となり、３役が中心となって青年会
を組織します。
　私は上工青年団という青年会に所属し、会
計を担当しています。今年は３年に一度の当
番ではなかったのですが、毎年ご祝儀集めを
しなければならないため、地区のすべての家
庭を回るまで毎晩、仕事終わりに公民館に集
まっていました。祭り前はほとんど休めず、
ハードな日程でした。そこで潤滑油としてみ
んなでお酒を飲んだりし、少しでも楽しく笑
いながら大変な役割をこなしていきます。谷
地の男に酒好きが多いのはこんな理由からで
しょうか。
　祭り当日、私は大金であるご祝儀をなくさ
ぬよう肌身離さず身に付けます。集めたご祝

谷地どんがまつり
の舞台裏

寒河江支部
古　関　亮　太

儀を無事に当番の地区の方に渡し終えると、
肩の荷が下りたようでほっと一安心です。気
を張ってお酒も飲まずにいたので、終わった
後のお酒は格別に美味しいものです。夜、ほ
ろ酔いで秋の肌寒さを感じ、また、大仕事を
終えた後の充実感も感じながら帰路につきま
した。

なめこの囃子屋台（今年当番の大成会）

新庄支部広報

新庄支部
海　藤　祐　二

　今年度第１回支部研修会が７月25日、新庄
市民文化会館第２研修室で行なわれました。
「表示登記に関わる税務」と題して新庄税務
署から２名の職員の方を講師に迎え、内容は
大きく分けて、相続税、贈与税、譲渡所得の
３点について講義がありました。
　税務に関する研修は過去にも何度か行なわ
れ、我々調査士にとって必要不可欠な知識だ
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けに、参加会員もメモを取りながら真剣に耳
を傾けていました。
　内容的には税務署員から見た、あくまで一
般論としての話であり、個別の案件について
は、別途相談とのことでした。特に資格者が
代理で相談に赴いても一般的な返答しかでき
ないため、相談は本人から来てほしい旨を強
調されていました。
　相続税・相続時精算課税については、より
多くの時間が割かれました。その中で、相続
税の基礎控除額の算定方法、相続時精算課税
を選択した場合の留意点などが講義されまし
た。それぞれの税の仕組みなど、日常の業務
ではなかなか学習しづらい内容で、有意義な
研修会であったと思います。
　我々は税務の専門家ではありませんし、税
務についてあまり詳しい話を顧客にすれば税
理士法に抵触する恐れもあります。しかしな
がら、アドバイス程度の知識は身に付けてお
く必要を感じます。また、知らなかったでは
済まされない場合も現場では多くあります。
　今回のような税務に限らず、業務を行なう
上で知識として身に付けておくべき事柄は多
いと思います。日々研鑽を積む信頼される調
査士であろうと心掛けることが資格者として
の責務であると思います。

図書館に通い
続けた７年間

鶴岡支部
阿　部　和　宏

　私は、32歳から39歳まで７年間、図書館に
通い続けて、試験勉強していました。

　その間、結婚し、子供も生まれました。
　今は、仕事で過去地図を閲覧するために市
立図書館に行くこと以外には、図書館に行く
こともなくなりました。
　もちろん、この先試験勉強することはない
と思います。
　最近になってようやく笑って話せるように
なりました。
　人生の中で、あれほど、一つのことに集中
し、毎日毎日、計画的に、持続的に、根気よ
く、努力することはないと思えるほど、やり
抜きました。
　この７年間、一切の人との付き合いを絶ち、
自分自身を追い込んで、試験勉強に集中した
ために、私は二つの国家資格を手に入れた代
わりに、数年間精神的な病気に悩まされまし
た。
　また、自分の殻に閉じこもって一人で戦っ
ていたために、人との付き合い方、遊び方も
随分と下手になってしまいました。
　最近は、何か趣味をつくらないといけない
と考えています。
　よく、「阿部君は頭がいいから試験に合格
した」という人がいますが、決して、そんな
ことはありません。
　私は、普通の人より、記憶力、暗記力は
劣っていると思います。
　ただ、普通の人より、自分にとって大事な
ものに対して、「執着心」が強く、そのため
には「努力」を惜しまないのです。
　でも、私が「努力」できた理由は、もちろ
ん他にもあります。
　それは、７年間私を信じて支えてくれた妻
の存在です。
　また、周りはそれとは逆にどちらかといえ
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　９月13日に酒田市東北公益大学で行われま
した平成25年度第１回研修会に参加させて頂
きました。研修会の講師に山野目先生をお招
きし、約４時間に亘り充実した講義を聴くこ
とができ、多くのことを学ばせて頂いたと思
います。
　当米沢支部は、酒田市までは距離的に近く
は無く一個人で行くのはなかなか難しいこと
が当初予想されましたが、遠藤良徳先生のご
協力により大型バスをお借りして乗りあって
研修会に行くことが可能となりました。早朝
に米沢から川西・長井・白鷹を経由し、途中
昼食を挟みながら約４時間の道のりを12名
の会員の皆様方とバスで行きました。私自
身、酒田方面にはあまり行ったことがないの
で、広大な平野が広がる景色はとても素晴ら
しかったです。
　午後１時30分より研修会がはじまり、講師
の山野目先生への私の個人的な当初のイメー
ジとしては、ＡＤＲ特別研修等でいくつか講
義を聞いておりましたので非常に難しい講義
をなさる方だと思っておりました。しかし、
今回の研修会ではまったく逆でユーモアを交
えた非常に面白く、わかりやすい講義をして
頂きとても勉強になりましたし、驚きました。
講義内容は、2011年震災後の山形での体験談
から始まり、不動産登記についての事案では、
震災地域の建物に関する設問や調査士として
の良心を問いする設問をパネルディスカッ

平成25年度第１回
研修会に参加して

米沢支部
鈴　木　智　春

ば批判的でした。
　これが、逆に私の心を常に燃えさせていま
した。
　この自分を応援してくれている人の気持ち
に何とか応えたい感謝の気持ちと、自分の考
えに批判的な人への絶対に負けたくないとい
う気持ちがあったからこそ「努力」できたの
だと今思います。
　そして何より、一番大事なことは、覚悟を
決めたきっかけです。
　それまでのぬるい生活を捨て、二つの試験
の合格を勝ち取るまで、必ずやり抜くと決め
させてくれたきっかけは「身近な大切な人の
最後」です。
　これは、私が人生で一番大切にしているこ
とです。
　それは、誰にでもいずれ訪れるであろう自
分の「最後」を常に意識しながら、自分に与
えられた人生を精一杯生きるということです。
　言葉でいうのは実に簡単です。その意味は
小学生でも理解できるでしょう。
　しかし、常に実行するのはたやすくはあり
ません。
　今でも、時々自問自答します。今精一杯生
きているか？と。
　私の場合、一からのスタートでなにかと大
変ですが、今精一杯生きているので楽しいで
す。
　なぜなら、それは、あの途方もなく、暗い
トンネルを走っているような７年間を経験し
ているからです。
　将来、この「７年間の経験」が私の財産に
なると信じています。
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ション形式で討論を行ない、今回出席した会
員の方々がお互いに意見を出し合った充実し
た意見交換ができたと思います。県内では少
ない案件の設問でしたが、我々と同様他県の
土地家屋調査士も日々、様々な問題に直面し
業務を処理していると感じました。
　あっという間に研修会も終り、米沢に着く
ころには午後８時くらいになっておりました
が、すぐには行けない場所で、中々お会いす
ることのない講師の講義を受けるという事は
本を読んだだけでは得られない非常に貴重な
体験であったことは間違いありません。
　最後に今回企画準備して頂いた支部役員の
皆様、また、早朝から夜遅くまで長時間運転
して頂いた遠藤良徳先生、大変お疲れ様でし
た。

日曜登山の勧め

山形支部
柏　屋　敏　秋

　日曜登山とはあまり聞きなれない言葉です
が、気楽にやる登山という意味です。
　山形市には日曜登山に最適な山として、千
歳山、盃山、富神山が私のお勧めです。その
中で今回は千歳山について案内します。
　千歳山は山形市街地の、山形県庁より南
西役１㎞の所にあり、標高が471ｍあります。
サンダルでは登れないものの、気楽に登れる
山と言えるでしょう。
　千歳山の名前は阿古耶姫が命名したと、ガ
イドブックに書いてありました。
　登山口を住宅地図で調べてみますと、萬松

寺付近と千歳のコンニャク店付近や千歳山公
園付近と五箇所確認することができます。
　登山道の平均勾配は約20度、山頂にある展
望台からは山形市内を始め蔵王連峰や月山な
ども眺めることができます。
　私の知り合いで、毎週この山に登っている
人がいまして、頂上に登ると途中の苦労も忘
れて大変気持ちがいいそうです。
　千歳山は信仰の山ですので、登れば何かご
利益がありそうな気がして、私も今の筋肉痛
が治れば来年は登る予定です。
　さて、他の二つの山について簡単に紹介し
ます。杯山は県庁より北に約１㎞のところに
あり、標高256ｍ頂上には展望台があります。
富神山は山形西部工業団地より西に約３㎞の
ところにあり、標高402ｍです。

コンニャク店付近の登山口

萬松寺の参道
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ぐるっと山形

北村山支部
菅　野　　　信

　伊勢神宮式年遷宮に当たり、昔、伊勢神宮
社務所から寄進の礼状を頂いているという由
緒ある尾花沢の稲荷神社を紹介します。
　登記申請に添付する完了証明書を受領に大
工さんのところに行った時、棟梁は、新しい
現場で神社の建築中でした。傍らに、古い祠
が無造作に置かれていました。賽銭を上げ手
を合わせると「ご神体がないので効果はな
いべ」と笑われ、国道347号を大崎市に向い、
母袋という部落にある「弥惣助稲荷大明神」
の参拝を勧めてくれたのでした。
　弥惣助稲荷神社は、間口一間半、奥行一間
のシンプルな小屋造で、とりたてて由緒ある
佇まいには見えませんが、棟梁の話どおり神
徳偉大で信抑者の多いことが一見して納得。
　奉納幟が畦道のような参道に並木のように
立てられています。また、近隣在郷で一番賽
銭泥棒が出るというので、最新型賽銭ポスト
が設置してありました。
　種銭一枚を絶やさない金使いの教訓が込め
られた由緒書きは説得力があり、一見の価値
があります。
　しばらくして私の願い事が成就し、子の祝
儀で上京する数日前でした。偶然にも棟梁と
再会。
　その翌日「結」と書かれた立派な水引の掛
かったお酒が我が家の玄関に置かれてありま
した。神徳ならぬ、粋な棟梁の人徳にあや
かった実話であります。

　９月28日（土）支部事業のひとつであるレ
クレーションが開催されました。毎年恒例と
なっている鶴岡支部さんとの合同レクという
形で今年は当支部の担当です。今回も実行委
員会の若手より庄内町を拠点に会場手配から
懇親会場まで全てを手配していただきました。
庄内町八幡スポー
ツ公園ソフトボー
ル場を会場として、
鶴岡支部９名、当
支部10名の参加で
午後１時30分集合
２時30分試合開始のスケジュールです。直前
のきつい練習の甲斐なく鶴岡支部さんの爆発
的な打撃の前に大量リードを許したもののめ
げることなく７回までやりぬきました。結果
は８対18のダブルスコア以上となりましたが
両チーム共に要所要所にファインプレー・珍
プレーを折込み、なおかつ日頃の運動不足を
悔やみながらもスポーツの秋を堪能しました。
その後「アイアイひらた」にて涙と汗を流し
た後、庄内町に戻り「和洋創作会席どうむ」
に場所を移し合同懇親会です。皆さん料理と

アルコールに
舌鼓をうちな
が ら ソ フ ト
ボール談義に
花を咲かせ幕
となりました。

合同
レクレーション

酒田支部
渡　部　利　春
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　今回、土地家屋調査士特別研修を受けて、法
律やＡＤＲ代理に関する基礎研修、集合研修、
総合講義などに触れることができ、素直に受講
してよかったと思いました。
　基礎研修では憲法・民法・民事訴訟法など学
び、グループ研修では、班員協力して作成した

調停申立書、答弁書を提出し、集合研修・総合講義で弁護士の先生から、提出された申立書、答
弁書の講義・講評を受けた後、土地家屋調査士倫理規定の講義を受ける内容でありました。
　限られた日数の中でしたが、大変内容の濃い充実した研修でありました。
　この特別研修はＡＤＲ代理のみならず、常日頃の業務においてもとても大事な講義内容であり、
忘れないように教材や、書き写したノートを読み返し役に立てたいと思っております。

特別研修を受講して

山形支部
齋　藤　照　一

認定調査士合格者
《山形支部》齋藤　照一　　阿部　正幸　　《米沢支部》島津　賢太郎
《鶴岡支部》的場　保典　　長谷川　潤　　白幡　広樹　　五十嵐　亮
《酒田支部》石川　厚司　　下村　　宏　　石渡　　悟　　髙橋　寛索
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７月

　25日　第１回表示登記実務研究会

　26日　「境界ADRセンターやまがた」運営

委員会

　30日　第１回総務部会

　 〃 　非調査士排除対策委員会
８月

　２日　第１回業務・研修部会

　 〃 　境界鑑定委員会

　７日　第５回常任理事会

　８日　会館管理運営委員会

　28日　綱紀委員会
９月

　３日　第１回会館問題諮問委員会

　４日　山形財務事務所との打合せ

　５日　公嘱協会通常総会

　　　　於　ホテルメトロポリタン山形

　12日　非調査士実態調査

　　　　於　米沢支局・鶴岡支局

　13日　第１回業務研修会

　　　　酒田市　東北公益大学公益ホール

　18日　
非調査士実態調査　於山形地方法務局

　19日

　19日　第６回常任理事会

　24日　第２回表示登記実務研究会

　25日　東北ブロック協議会第４回理事会
10月

　１日　綱紀委員会

　４日　第２回総務部会

　６日　全国一斉！法務局休日相談所　県内

６か所

◎補助者使用

　山口　勝康（山形支部）山口　賢一

　池田　竹義（酒田支部）池田　義則

　８日　第２回会館問題諮問委員会

　10日　第２回業務・研修部会

　 〃 　第１回広報・社会事業部会
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ご近所グルメ
第６回　秋

　朝夕の空気が冷たくなり、熱いお茶が美味
しく感じられる季節になりました。厳しい冬
に備え、体が勝手に脂肪を溜め込もうとして
おります。生存本能でしょうか。抗うことは
できません。レットイットビーです。
　そして、気づけば秋の味覚、“栗”を検索し
てました……。あんなに刺々しいのに、あん
なにチクチクするのに、その攻撃的な鎧を脱
ぎ捨てた中にはあんなにツルっとした、あん
なにホクホクっとした、あまい木の実が……
それはまさにツンデレ！木の実界のツンデレ
なのであります！

　そこで、今回は川西町小松にある“菓子司
十印”さんの栗だんごをご紹介。栗だんご
……個人的にはあまり馴染みがありませんが、
どのようなものでしょうか。十印さんは“塩
羊羹”で有名なお店ですね。上杉景勝の時代
から塩問屋を営ん
でいたそうです。
　なるほど！栗餡
で出来ただんごで
すか！これは贅沢
ですね。中にはも
ち米が入っており、栗餡で包まれています。
手を加えすぎていないため栗本来の風味を損
なっていません。栗好きにはたまりませんね。
二個目を頬張った後に微かに香る黒文字もな
んとも爽やかです。
　こちらの商品、残念ながら季節限定商品だ
そうです。一日の販売数も多くないようです
のでお取り置きをしてもらうのが良いでしょ

う。今ならまだ間
に合うカモ!?

　続きましては、
個人的に秋といえ
ばコレ。無性に食
べたくなる一品で
す。正直季節感はないですけども……。強い
て言えば色が秋っぽい。都会の小洒落たもの
も口にしますが、でも断然こちらですね。派
手さは無いものの素朴な黒砂糖味。香ばしく、
骨太な歯応え。光り輝く、全国菓子大博覧会
食糧庁長官賞受賞の金文字！かみのやま温泉
銘菓、“利久堂の手造りかりん糖”です。
　かつては歯っ欠
けてしまいそうな
ほどの堅さでした
が、現在は現代人
の軟な顎に合わせ
てややサクサクに
イメチェン。入れ歯のじいちゃん、ばあちゃ
んにもおススメ！
　中尾彬ふうのねじねじスタイルです。
　いやー一袋なんてあっという間ですね。贈
答用でなければ量が多めに入ったコワレがお
ススメです。一袋630円、コワレも同一価格。
小分けタイプも有。
週末などは午後に
は売り切れてしま
うことも。是非お
試しを。
…（編集委員３号）

一串230円（税込）
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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

雨が降り過ぎて断水！

　先日、福岡市博多にいったら、気温の表示は37
度だった。大雨の山形から行ったので暑さが一入
身にしみた。
　博多の有名やきとり店で夕食をとることになっ
た。「山形から来た」と言ったら「今大変だろう、
雨で」と言われた。
　テレビで山形の豪雨の様子を報道していた。災
害で山形県が全国放送される機会がないからだろ
うが、サラリーマンらしい男性客が「山形は雪が
降るんだろ？雨まで降って大変だな」と話してい
た。心配してくれているんだ。
　福岡に来る前日、山形市の西バイパスはすごい
雨で道路が川のようになっていた。山形市内の馬
見ヶ崎河原の水量が心配で見に行ったら、流れは
早くて水も多かったが、濁りはさほどでないし堤
防まではまだまだ余裕があった。思ったより雨が
少なかったのかなと楽観していた。
　無事福岡についてやれやれと思っていたころ、
山形市近辺は大雨の後遺症で大変だったのだ。７
月17日と22日の大雨の影響で、村山広域水道の水
を引いている天童市や、村山市、上山市で断水が
発生した。水があふれているのになぜ断水？とい
ぶかっていると「西川町などダムの上流に土砂が
流れ込んで、濁りがひどくて飲み水にはできな
い」かららしい。
　天童市の友人に電話をしたら「水が出ないので
顔も洗えない。身体も洗えない。食器も洗えない。
こんな３重苦初めて、何とかして」と悲鳴を上げ
ていた。もう一人は「ご飯を炊けないのでパンを

食べている。３食もパ
ンだなんて死んだ方が
まし。近所の老人施設
でパンを食べさせたら、
お年寄りがのどにつか
えて大変だったらし
い」と疲れ切っていた。

　山形市には蔵王ダムから来る松原浄水場と村山
広域水道の見崎浄水場の二つがある。村山広域が
濁って使えないので松原浄水場をフル稼働させ、
山形市全域の水を賄えた。
　さらに山形市は天童市や村山市などに給水タン
ク貸出しをして応急給水支援を行った。
　日頃、浄水場が二つも必要なのかとか言われて
いたのが大いに役立った。村山広域水道というの
は月山ダムからの水を流域自治体が購入する、と
言えばわかりやすいだろうか。割当制で山形市も
高い水を買っている。その水源と言える西川町が
大雨で水が濁ってこうなったというわけ。
　西川町間沢の割烹「玉貴」自慢の清流も深い濁
り水だったし、月山ダムはヘドロみたいに水が漂
い、汚かった。他県から応援に来た業者が「こん
な汚い水見たことない」と言うほどだったのだ。
　それなのに、川の水かさが増して市役所が勧告
を出しても、避難した人は本当に少なかったとい
う。災害が少ない山形県だが、こんな時「何とか
なるだろう」とのんびり構えていていいのだろう
か。日頃の行動が災害の時にものを言う。助ける
のは行政でなく自分自身だとつくづく思った。
　とはいえ、あまりに暑い西日本に「山形の半分
でいいから雨が降ってくれ」と祈ってしまった。
私のような人間は避難勧告が出ても動かないん
じゃないか、と反省するのであった。
　これからの農作物が心配である。
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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

信じいるものは救われない？

「私の友達夫婦が、詐欺に引っかかって財産全部
なくしたのよ」

　いつもの女友達としゃべっているときに一人が
ボソッと言った。
「財産全部ってどれくらいなのよ」
「家と別荘とマンションと、全部で８千万円くら

いかな」
　と聞いて私たちはのけぞった。そんなにとられ
るまでなぜ気づかなかったのか。警察にはいかな
かったのか。そんなにお金持ちだったのか。人の
ことだとおばさんは手厳しい。
　話によると、公務員の共稼ぎ夫婦で、堅実に貯
金をして、子供を育て、定年後は悠々と暮らすは
ずだった。町内会の活動にも参加していたし、人
望のある夫婦だった。
　ある日の電話が人生を狂わせた。絶対もうかる
株があるが、買わないか。証券会社役の男、儲け
た客役の男。これに妻がはまってしまった。まず
500万円を振り込んだ。そこからはもう取られ放
題である。
　妻が狂ってしまった。誰が忠告しても「あの会
社は絶対信用できる」と言って聞かないのだ。夫
がいくらいさめても聞く耳を持たない。業者にマ
ンション売却を持ちかけられ、後でお金を返すと
いう口約束に乗り、権利書を渡した。別荘も売っ
た。
　明日の食費にも困り、妻は近所にお金を借り歩
いた。初めは貸してくれていた人も返してくれな
いことが続き、千円でも貸してくれなくなった。
　この業者は全国規模で詐欺を働いており、警察
も動いたが、それでも妻は業者から電話が来ると、

すがるように「必ずも
うかるのですね。では
駅までお金を持って行
きます」と叫んだ。
　警察の説得には耳を
貸さず、夫の言うこと
も聞かない。近所に合
わせる顔がなく、家に

引きこもった。子供たちも愛想を尽かし、絶縁し
た。なぜここまで落ちてしまったのだろう。
　一番身近な相談機関として消費生活センターが
あり、事故を未然に防いでくれる。しかしこれも
相談に出向いたら、の話。深刻な人ほど相談には
行かないようだ。警察の説得にも応じない。朝10
時まで振り込まなければ大ごとになる、そのこと
で頭がいっぱいになるのだ。
　ある弁護士に「どんなタイプの人がなりやすい
ですか」ときくと「相談に来る前のことはわかり
ませんね」という。つまり行政でいくら広報をし
ても、自分のことじゃないと思っている人には届
かない。警察もことが起きてからでないと動かな
い。その谷間にいて、もがき苦しんでいる人は救
われないのだなあ。
「お金があっても苦労があるのね」
　と、わずかなお金しか持っていない我々は、た
め息をついた。そういえばおばあさんが200万振
り込んだ、500万振り込んだと新聞に載っている。
即金で払えるお金を持っているということ？
　お金はあってもなくても人生を狂わせる、と思
わされる事件だった。皆さん、儲け話には気を付
けよう。そんなにもうかるならお前が買えばいい
じゃないか、と電話が来たことがないない私は言
えるだろうか。実際電話が来たら、そんなに毅然
と断れるか、私には正直自信がない。欲は怖いな
あ。
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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/

ガッツ！
　願えば叶う……というけれど、“行動しなけ

れば叶わないのが願い”。私は、県内で、また

は県内出身で全国をステージに頑張っている

「若者たち」を取材させていただいています。

輝いている若者全員が共通して口にするのが

「夢を実現するためには諦めない。目標に向っ

てがんばる！」ということ。“がんばる”とい

う言葉は耳に馴染みすぎて気持ちが伝わってこ

ないことが多いのですが、彼ら、彼女らの頑張

りは本物!!!

　パイオニアレッドウィングスのキャプテン、

吉田真未さんもその一人。ニックネームは持

ち前のプレースタイルから「ガッツ！」。身長

158㎝と、バレー選手としては小柄ですが持ち

味の瞬発力とガッツでチームをけん引していま

す。ポジションは、自ら点を決めず、決めても

らうまで拾い続けるリベロ。コートの後方から

相手や全体が見える分、冷静な判断力が求めら

れます。このところ低迷するチームの中にあっ

て、今年、全日本の代表メンバーに初めて名

を連ねた吉田選手。「私がレッドウィングスに

入った当時は吉原さん、佐々木さん、多治見さ

んと言った全日本メンバーが所属し、Ｖ・プレ

ミアリーグで優勝を争っているチームでした。

でも、『過去の実績は何も関係ない。このチー

ムに入ったら、みんな一緒のスタートだから。』

憧れの吉原選手のこの言葉に勇気づけられまし

た。」と話してくれました。“あの選手と一緒に

プレーしたい”と自分が思ったように、自分も

全日本のメンバーとしてがんばりながら、そう

思ってもらえる存在になりたい。チームに一人

でも代表メンバーがいることで、レッドウィン

グスの、そして山形のファンになってくれる人

が増えてほしい……そんな思いでコートに立っ

ています。

　サッカー元日本代表の大久保嘉人選手とはい

とこ同士。吉田選手の父親と大久保選手の母親

が兄妹という近い関係。代表に選ばれた時、長

年代表として戦ってきた“いとこ”から、精神

面でのアドバイスもあったとか。「中学校の時

の恩師からは“お前は雑草だからいい気になら

ないように”と言われます。これまで大きな実

績もないので、雑草のようにボールに食らい

ついていくのが私らしいのかも。“目標に向っ

て頑張れば願いは絶対叶う”と信じているん

です。」笑顔が可愛く、穏やかに話す姿は“雑

草”とは程遠いですが、大好きなパレーと必死

に向き合ってきた様子が言葉の端々から伝わっ

てきます。

　Ｖ・プレミアリーグ開幕を目前に、今季新体

制のもと、今年こそは！と頂点を目指すレッド

ウイングス。他チームの選手に「応援が熱過ぎ

て山形でのゲームはやりにくい」と言わせてし

まう地元の応援。今年も11月30日から始まる

Ｖ・プレミアリーグに注目していきましょう。
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消費税の届出書

Ｑ�：

Ａ�：
【解説】
　消費税には、その適用を受けようとする事業年度の初日の前
日までに届出書を提出しないと適用が受けられないものがいく
つかありますので注意が必要です。主なものには次のようなも
のがあります。
①　消費税簡易課税制度選択届出書
　その課税機関の基準期間における課税売上高が、5,000万円
以下である事業者が適用を受ける時に提出します。ただし、新
規開業者はその開業等をした課税期間の末日までに提出すれば
開業等した日の課税期間から適用が受けられます。
②　消費税簡易課税制度選択不適用届出書
　簡易課税を２年間継続適用した後でなければ提出できません。
③　消費税課税事業者選択届出書
　新規開業者はその開業等をした課税期間の末日までに提出す
れば開業等した日の課税期間から適用が受けられ
ます。
④　消費税課税事業者選択不適用届出書
　③の届出書を提出した課税事業者は、課税事業
者となってから２年間は免税事業者は、課税事業
者となってから２年間は免税事業者になることは
できません。
⑤　消費税課税期間特例・選択届出書

　次のようなものがあります。

　消費税の届出書は、適用を受けようとする事業年度

の初日の前日までに提出しなければ適用が受けられな

いものがあると。どのようなものはあるのですか？
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　台風の影響か10月も下旬となるのに不安定

な天気が続いております。各地では災害に見

舞われる地域もあるようですね。なんだか急

に寒くなったせいか体調をくずされる方も多

いようで、夏の疲れか私も少々落ち気味な精

神状況ですが、これから年末に向けて仕事の

やりくりも大変ですので、皆様も休みの日は

十分な休養をとることをお勧めします。体が

弱っていると精神にも影響がでます。リフ

レッシュして今年も乗りきりましょう!!!

… 編集委員　倉知
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土地家屋調査士 やまがた 第 181 号 (23)平成25年10月

日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

数々の危険からあなたをお守りしたい
桐栄サービスの願いです

職業賠償責任保険 会員または補助者が業務遂行にあたり法律上の賠
償責任を負い、損害賠償金を支払わなくてはなら
ないときに役立ちます。

団体所得補償保険 保険期間中に病気・ケガによって就業不能となっ
た場合、１カ月につき補償額をお支払いする制度
です。（最長１年間）

団体傷害疾病保険 保険期間中、国内外を問わず
１）日常の生活におけるさまざまな事故によるケ
　　ガを補償します。
２）病気による入院を日帰り入院より補償します。

測量機器総合保険 会員が所有し管理する測量機器について業務使用
中、携行中、保管中等の偶然の事故を補償します。

集団扱自動車保険 会員皆様の自動車はもとより補助者の方のマイ
カーも加入できます。

損害保険代理店　有限会社 桐栄サービス

上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。

損害保険ご紹介損害保険ご紹介
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