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　会長になってから黎明の挨拶を広報部から

頼まれる。いつも気楽に書いていたのだが今

年はどうも気が進まない。やはり今年の黎明

は東日本大震災を避けては通れない現実があ

るからである。

　平成23年３月11日14時46分に東日本大震災

は発生した。

　この大震災で小國正敏会員が津波によりお

亡くなりになられた。奥様も同様にお亡くな

りになられた。被災地域の会員の事務所・自

宅が津波で被害を受けた。会長として会員や

会員の家族、親戚が震災で犠牲になることは

非常に悲しく、天災であっても憎々しく思わ

ずにはいられない。

　今回の震災で犠牲になられた方々のご冥福

を祈り、被災された方にお見舞いを申し上げ

ます。

　震災が発生したとき私は沖縄の美ら海水族

館にいた。義父と義母の金婚を私達夫婦で祝

う為であった。だいぶ前から計画を立て、会

の会務とかぶらない日を選んだ。３月10日に

仙台空港から那覇空港まで行き、帰りは３月

12日にやはり仙台空港に帰る予定であった。

娘は盛岡に留守番としてひとり残しておい

た。

　震災があったことを知ったのは、ちょうど

美ら海水族館を出たあたりで関西弁の方に声

を掛けられた時だった。

　「どこから来たの」。「東北の岩手からで

す」。そう答えると相手は驚いて、「大きな地

震があったようよ」と話した。私は３月９日

の震度４の地震のことを言っているのだと思

って話しを返すと、「そうじゃなくて、 さっ

きあったのよ。阪神淡路のようなものすごい

地震が」。

　それを聞いたときは背筋が凍るような思い

がした。急いでレンタカーに戻りカーナビの

ワンセグテレビを見る。緊急放送中で津波情

報がどんどん入っていた。妻には携帯で娘と

連絡を取らせるが全く繋がらない。もう旅行

どころじゃ無い。まず脳裏に浮かぶのは娘や

兄弟の安否、事務所の状況そして調査士会に

現地災害対策本部を設置しなければというこ

とだった。

　急遽旅行を中止し、沖縄の高速道路を飛ば

し那覇空港に向かう。どのくらいのスピード

でどのように走ったのか記憶に無い。レンタ

カーのワンセグからは津波のものすごい映像

が流れている。気を落ち着かせながら車を走

らせ那覇空港へ到着するとすぐに仙台空港の

状況を聞いた。現在のところは大丈夫という。

しかし、安心したのも束の間、仙台空港クロ

ーズのアナウンスが流れた。次の手段を検討

する。花巻空港は大丈夫との案内があり、12

日の伊丹経由花巻行きをとった。この間、携

帯電話は掛け続けた。繋がった順番は定かで

1

「東日本大震災と会長」

岩手県土地家屋調査士会　会長　菅　原　唯　夫



は無いが、その日のうちに娘の無事は確認で

き、調査士会事務局や自分の事務所とも連絡

が取れ、自分の身を守ることを第一にしろと

いう指示を出し帰宅させた。だが、ふるさと

釜石の兄弟とは連絡が取れなかった。

　仕方なく沖縄のホテルに戻るとテレビは津

波と大地震の状況を映していて気持ちが落ち

着かないので見ないことにした。眠れない夜

を沖縄のホテルで過ごす。携帯もつながらな

くなった。これから先が不安になる。

　そんな気持ちで朝を迎え那覇空港に行くと

花巻空港がクローズとのこと。次の手段とし

て先ず東京まで行くことにした。何とか４人

分の席を確保し羽田に着くと羽田空港は人で

混雑しており、掲示板もクローズしている空

港が目立つ。私だけでもなんとか盛岡に戻り

たいと思い帰るルートを探す。当然、鉄道と

陸路は無理であった。空港は庄内、山形、青

森、秋田などがあったがキャンセル待ちで席

が取れない。

　そんな時に携帯が鳴った。連合会からであ

った。なぜか連合会からは携帯が繋がってい

るが出る気になれなかった。東京にいる罪悪

感と現地対策本部を設置していないためらい

があったからである。思い切って出てみると

関根副会長からで、事情を話すと柳平さんも

出張で東京に来ていると言う。柳平さんと話

をすると三沢経由で帰るとのこと。三沢から

なら４号線は盛岡まで通行可能なので事務所

の補助者と何とか連絡を取り三沢まで迎えに

来られるか聞いたが、ガソリンが無いから無

理な様子だった。思案の末、三沢のタクシー

会社に電話すると盛岡まで乗せてくれると言

う。この時、初めて帰れる気がした。飛行機

は三沢行きもキャンセル待ちだったので夜遅

くまで羽田にいたが、その日は取れなかった。

　何とか航空券が取れたのは震災から４日目

の14日であった。ちょうど月曜日であったの

で娘と再会すると直ぐ事務所と調査士会に行

き状況を確認した。幸い私の事務所は被害が

無く補助者も全員無事であった。釜石の私の

兄弟と連絡は取れていなかったが、沿岸会員

との連絡も取れなかった。

　事務局にいても落ち着いて座っていられな

い。つながらない電話を掛けたりメールを出

したり、不安と苛立ちが続く。現地災害対策

本部を立上げはしたものの、ガソリンが無い

ため招集できるのは盛岡の役員だけだった。

しかし、少人数でも会員の安否確認を最優先

にして状況を確認し始めた。

　３月15日、盛岡市の市内は停電が解消され

た。テレビで状況を確認するが、沿岸部の映

像に事務局職員と共にただただ落胆のため息

が出るだけであった。この頃になると被災地

の会員から電話が入り始めた。「状況はひど

いけど生きているよ」。 の一報に調査士会事

務局内に拍手と歓声と涙が混じる。別の会員

のことを聞きたいが携帯電話の電波が弱いの

と充電が切れるとのことで思うように話せな

い。それでも会員の安否確認ができるように

なった。15日にホームページを利用して会員

の安否情報の提供と公開をした。

　連合会とも連絡が取れるようになっていっ

た。16日連合会から支援物資が入るとの連絡

がきた。ここで困った。ガソリンが無い。調

査士会に支援物資が来ても運ぶ手段が無い。

折角の物資をストックしていたのでは全国の

会員に申し訳ないし、 現地に早く届けたい。

事務局に命じて電話帳に載っている運送会社

に連絡を取らせた結果、一カ所だけ見つかっ
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た。本当に有り難かった。連合会からは新潟

会経由で物資が直接調査士会に入った。夜中

であったが盛岡支部の会員にも手伝っていた

だき荷下ろしを終えた。３月19日朝から支援

物資を積み込む。１台は宮古方面へ盛岡支部

の鈴木史章会員が、もう１台は釜石・大船渡

方面へ私と髙橋宏二会員が乗り込み会員の安

否確認も兼ねて出発した。会員の事務所に支

援物資を置き安否確認をしながらいろいろな

情報を得た。最後は避難所に支援物資をすべ

て下ろして帰って来たが、被災地の想像を絶

する変わりように、ただ驚愕し言葉が出なか

った。そんな中、無事を確認した会員の顔を

震災後に初めて見ることができ、嬉しさのあ

まり涙も出た。

　その後、私の兄弟とも連絡が取れ無事を確

認できたが実家は半壊状態であった。

　全国からの支援物資は新潟会の阿部会長や

当時の日調連副会長・大星さんと連携を取り

スムーズに被災地へ届けることができた。許

される限り私も同乗して現地に赴いた。何回

目かの物資搬送で被災地に物資を送り届けて

いた頃、 調査士会から１本の電話が入った。

関西の若い調査士の方がガソリンを届けてく

れたとのこと。聞けば、調査士の輪を利用し

て、集めたガソリンを地元から車を飛ばして

届けてくれたと言う。とても有り難いことで

あり組織では無い個人の会員との絆を感じ、

ただただ感謝、感謝であった。それからは被

災地にも自家用で行けるようになり順調に物

資も届けることができた。

　全国の土地家屋調査士、調査士会、連合会

などから義援金や資金、そして支援物資や励

ましの電話、メールなど沢山いただいた。１

年が経過し振り返ると、あまりにいろいろな

ことが重なったのと、全力で走ってきたのと

で記憶が飛んでいるところもあるが、何とか

皆様のおかげで岩手会は会員全員が事務所を

再開することができた。これも、ひとえに岩

手会の会員の皆さんや全国の土地家屋調査士

の皆さん、各会と各ブロック協議会、日調連

そして本会役員と高橋、四日市事務局職員な

ど多くの方々のおかげである。本当に感謝い

たします。

　現在、東日本大震災の被災地はどん底の中

からほんの少し這い上がっただけだ。我々は

全国の会員の力をお借りして岩手会の会員の

皆様と共に、この未曾有の大震災の経験を風

化させないように確実に復興の道を歩んでい

きたいと思う。

　最後にもう一度、この大震災で犠牲になら

れた方々、被災され今も苦しまれている方々

にご冥福とお見舞いを申し上げこの黎明の挨

拶に代えさせていただきます。
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1．はじめに
　岩手県土地家屋調査士会並びに会員の皆様

には、平素から登記制度の適正かつ円滑な運

営につきまして、特段の御理解と御協力をい

ただいておりますことに対し、厚く御礼申し

上げます。

　ところで、昨年３月11日に発生した東日本

大震災により、三陸の沿岸部を中心に未曾有

の災害をもたらし、 県内においては、 １月

20日現在、死者4,667人、行方不明者1,363人、

家屋倒壊数24,739棟という壊滅的な被害を受

けました。無念にも震災の犠牲になられた方

々に対しまして、心からご冥福をお祈り申し

上げますとともに、被災された方々に心から

お見舞いを申し上げます。震災発生後１年を

過ぎようとしていますが、一日も早い復興を

心からお祈りしております。

2．当局庁舎の主な被災状況
（1）一関支局

　一関支局は、３月11日と４月７日に発生し

た震度６弱の地震により、庁舎の正面玄関及

び通用口の支柱が損壊し、また、エレベータ

棟が傾き、その３階部分の外壁が落下しまし

た。さらには、平成14年に簡易増築した部分

に大きな亀裂が入り、接合部分（エキスパン

ション）が大きく剥離し、東北地方整備局の

現場調査の結果、「立ち入ることは危険」 と

判定されました。

（2）大船渡出張所

　大船渡出張所は、港から約２キロのところ

にありますが、地震から約40分後に津波が押

し寄せ、 駐車場は1.5メートル程度の高さま

で海水に浸り、自動車や石油のドラム缶、直

径50センチを超える材木などが流されてきま

した。

　また、庁舎内は、約１メートル浸水し、地

震の際に落下した帳簿やマイラー図面等が海

水に浸りましたが、幸いにも流失した帳簿等

はありませんでした。

3．被災庁舎等における業務の継続
（1）一関支局

　庁舎が被災したことから、震災後の３月14

日（月） から18日（金） まで事務を停止し、

３月22日から同日に統合を予定していた水沢

支局庁舎において業務を再開しました。

　なお、水沢支局への統合と同時に一関市役

所内で稼動させる予定であった証明書発行請

求機を３月31日から稼動させました。

（2）大船渡出張所

　一関支局と同じく、震災後の３月14日（月）

から18日(金)まで事務を停止し、 ３月22日か

ら同日に統合を予定していた水沢支局庁舎に

おいて業務を再開しましたが、管内の大船渡

市、陸前高田市は特に津波による被害が甚大
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なことから、３月30日から大船渡市役所庁舎

内に火、木の週２回、登記特設相談所（10時

〜15時）を継続的に開設してきました。

　なお、４月５日からは、相談時に登記事項

証明書等の交付請求書、会社の印鑑届や改印

届等を受け取り、次回相談時に証明書等を交

付するサービスを開始し、その後、釜石市の

特設登記相談所においても実施しました。

　また、水沢支局への統合と同時に大船渡市

役所内で稼動させる予定であった証明書発行

請求機を４月11日から稼働させました。

（3）宮古支局

　電話回線基地が津波で被害を受けたため、

登記情報システムが稼動できなかったことか

ら、被災直後から登記事項証明書等の交付事

務は本局において行ってきました。また、甲

号事件については、ＮＴＴ回線がなかなか復

旧しない状況等にあることから、３月22日か

ら本局登記部門において、事件処理を行いま

した。 ３月26日に回線が復旧しましたので、

その後、事件処理の全てを宮古支局で再開し

ました。

4．特設登記相談所等の開設
　被災地の自治体と連絡を取りながら、また、

貴会及び司法書士会の協力もいただき、大船

渡市、釜石市、宮古市、久慈市、遠野市、花

巻市、大槌町、野田村及び田野畑村の９市町

村で特設登記相談所を開設するとともに、行

政評価事務所主催の特別行政相談所等にも職

員を継続的に派遣し、被災者の相談に応じて

きました。

　なお、電話相談等を含めた12月末までの総

件数は、相談者数が21,806人、相談事件数は

23,435件となっております。相談内容は、当

初、①権利証をなくした、②建物が倒壊・流

失した、③会社・法人代表者の印鑑等を無く

したとの相談が多かったことから、これらの

回答を「法務局からのお知らせ」としてポス

ター、チラシを作成し、各自治体、避難所に

配布しました。現在はこの相談の他、相続や

会社の役員変更等の相談が増加しています。

　また、７月５日から毎週２回、大船渡出張

所庁舎内において、特設登記所を開設し、相

談業務のほか、登記申請書の受付業務及び登

記完了証等の交付等の業務を開始しました。

5．戸籍業務の支援
　津波により戸籍の正本データが流出した陸

前高田市及び大槌町について、法務局で保管

していた副本データから正本を再製し、大槌

町においては５月２日から、陸前高田市にお

いては５月16日から正本の証明書の発行を開

始しました。

　また、３月21日以降、釜石市、宮古市、陸

前高田市、大船渡市、大槌町及び山田町の６

市町に延べ29日、47名の職員を派遣し、戸籍

業務の支援を行ってきました。

6．おわりに
　平成24年は、被災地における復興のための

整備事業として、 ①三陸縦断道路等の整備、

②土地区画整理事業、③土地改良事業、④集

団移転促進事業、⑤圃場整備事業等の登記事

務に関連する事業が次々と予定されておりま

す。

　また、当局においては、①震災により倒壊

・流失・焼失した建物の職権滅失登記、②被

災地における地図の修正及び土地の境界復元

作業、③登録免許税の還付作業、④大船渡出
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張所庁舎及び一関支局庁舎での事務処理再開

など、被災地の復旧・復興のため、局を挙げ

て取り組む課題が山積しておりますが、これ

らの登記事務及び作業を適正・迅速に処理す

ることが重要であり、事務の停滞は許されな

い状況にあります。一日でも早く、被災地の

復興が進むよう、職員一丸となって取り組ん

で行きたいと思っています。

　震災後、地域社会そして国家の基盤として、

登記や戸籍が重要であるとの認識が高まって

いると感じています。今後も「がんばろう！

東北」、「がんばろう！岩手」 を合い言葉に、

全力で被災した市町村や地域住民の皆様を支

援して参りますので、岩手県土地家屋調査士

会並びに会員の皆様の御支援と御協力をよろ

しくお願い申し上げます。
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　ここ数年、岩手県土地家屋調査士政治連盟

の会員数は150名前後で推移してきておりま

す。従って本会における政治連盟への入会率

は８割を超えているわけで、この数字は全国

的に見ても低い数字ではなく、入会率の順位

としては、ここのところ常に全国の10番以内

には入っております。もっとも、９割を越え

るのは全国で２県ほどしかなく、熊本県調査

士会の入会率99パーセントというのが最高で

あります。ちなみに１番低い県で31パーセン

トという数字があり、全国平均は60パーセン

トとなっているようです。

　それでは、他の有資格者団体ではどうなっ

ているのか調べてみると、司法書士政治連盟、

行政書士政治連盟、税理士政治連盟、社会保

険福祉政治連盟等、これらの関連士業におけ

る入会率は、少ないところでも90パーセント

近くあり、 中にはほぼ100パーセントに近い

数字となっている士業もあるようです。この

ような高い組織率を誇るとともに、各政治連

盟は強烈なロビー活動を展開し、職域拡大の

ために頑張っているのであります。例えば平

成15年４月に司法書士に付与された簡易裁判

所代理権はその成果の代表的なものであると

いわれております。

　この数字を見て、皆さんはどうおもわれま

すか？

　私の考えは最後に述べるとして、そもそも

「政治連盟」 とは何か？ということでありま

すが、インターネット上のオンライン百科事

典ウィキペディアによりますと、「政治連盟」

とは、「各業界団体が職責を全うするために

必要な陳情を政府や自治体に求めるために結

成された政治団体である」と説明されており

ます。

　そこで、「各業界の職責を全うするために

必要な陳情」を行う「団体」ならば、各業界

の構成メンバーは必ず入らなければおかしい

わけで、「入っている人の陳情のおかげで、

入っていない人も恩恵を受けるのは不平等

だ、ということになりはしないか？」このよ

うに考えるのも至極当たり前の事ではないで

しょうか。にもかかわらず、全ての土地家屋

調査士が「政治連盟」の会員となって、その

活動に協力する仕組みとなっていないのはな

ぜでしょうか？なぜ入会率が60パーセント程

と低いのでありましょうか？

　それは、 土地家屋調査士制度の仕組みと、

会員の資質によるところにあると、私は個人

的に考えています。

　ご存知のとおり、土地家屋調査士という資

格は、国家資格であり、法律に基づいて「国」

が実施する試験（国家試験）により、個々人

の知識や技能が一定の段階以上に達している

ことを「行政」が確認し、その結果として「行
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政」のその権限に基づいて一定の行為を行う

ことを許可された「業務独占資格」でありま

す。さらに、この業務を行うには、事務所を

設けようとする地を管轄する都道府県内に設

立された土地家屋調査士会（以下「調査士会」

という）へ入会し、日本土地家屋調査士会連

合会（以下「日調連」という）に備える土地

家屋調査士名簿に登録を受けなければなりま

せん。

　このように、日調連や調査士会は「法律上

強制加入の法定団体」であり、このような「法

定団体」は、公職選挙法による選挙支援活動

や、政治資金規正法による政治的な活動をし

てはいけないということになっているので

す。そこで日調連や調査士会に代わり政治活

動を行っているのが、全国土地家屋調査士政

治連盟（全調政連）や各都道府県土地家屋調

査士政治連盟（単位調政連）なのであります。

　しかし、これは土地家屋調査士のみがそう

なのではなく、他の関連士業も同様でありま

す。土地家屋調査士のみが政治連盟を作って

いるわけではありません。他の関連士業にも

政治連盟があり、先に述べた関連士業におけ

る政治連盟への入会率は、 ほぼ100パーセン

トに近い状況なのであります。

　もちろん、 これらの関連士業においても、

それぞれ政治信条の異なる人たちが会員とな

っているわけでありますから、特定の政治活

動をすることは問題があるといわざるを得ま

せん。従って強制的に政治連盟に入会させる

ことはできないわけであります。にもかかわ

らず高い組織入会率を保っているにはわけが

あるはずです。

ここで私が考えるのが、これら関連士業の有

資格者たちの中に、その資格が「行政の権限

に基づいて一定の行為を行うことを許可され

た資格」 であり、「法律に基づいて国が実施

する試験に合格することにより与えられる資

格」であるということに危機感を抱いている

人が多いのではないかということでありま

す。

　そもそも、これら関連士業の資格そのもの

のが、今後とも普遍である確証はどこにもあ

りません。 管轄する「行政」 の権限により、

一定の行為を行う権利である「業務独占権」

を喪失させることなど、 いとも簡単なこと

であります。 さらに、「国家試験」 というも

のでさえ、国ではなく県や市町村が実施する

試験というものに変わることも難しいことで

はありません。なぜなら、これら資格制度は

全て法律によって作られたものでありますか

ら、同様に法律により無くすることも可能だ

からであります。

　現に、平成22年６月に閣議決定した「地域

主権戦略大綱」では、国の出先機関の原則廃

止や、地方自治体への事務・権限等の移譲な

ど、抜本的な行政改革を行うということが決

められ、内閣総理大臣を議長とする「地域主

権戦略会議」において、あの蓮舫さんなども、

かつては内閣府特命担当大臣（行政刷新）と

して構成メンバーに入り、事業仕分けを行っ

ております。そして現在でも「法務局が担う

事務・権限を地方に移管せよ」などというこ

とが取りざたされているのです。

　この「法務局が行う事務・権限を地方に移

管する」ことについて、日調連では反対の立

場を取っております。なぜなら、法務局が行

う「登記制度」 は国民の重要な財産を守り、

不動産取引の安全に寄与する「信用制度」な

のであります。従って制度の関係上、中立性
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・公正性の高い機能を有しており、法解釈や

運用が全国で統一されていなければなりませ

ん。法解釈や運用が、その地域その地域によ

りまちまちであっては国民のためにならない

ことは明らかなのであります。わかりやすい

例をあげると、岩手県ではこの登記が通るの

に、東京都では却下となるのでは混乱してし

まうということです。

　また、もしこの法案が国会で決議されます

と、法務局は国の機関ではなくなるわけであ

りますから、もしかして土地家屋調査士とい

う資格そのものも国家資格ではなくなるとい

うこともあり得るのです。そして、国家資格

ではなくなると、不動産の表示に関する登記

は土地家屋調査士が代理として行うという現

在の業務体系も変わってしまうことも考えら

れます。それでは我々の職域が減ってしまう

ことになり、制度の発展は望めません。国民

のためにも、土地家屋調査士のためにも有益

なことではないのです。

　このような日調連の考えを、全調政連が代

わって政治家に伝え法改正を阻止しようとし

ているのが現状なのであり、さらに各単位調

政連でもそれぞれの都道府県議会等に積極的

に働きかけを行っていくことになっておりま

す。ここは、土地家屋調査士の制度を守りさ

らに充実・発展を図ると共に、土地家屋調査

士の社会的・経済的地位の向上を確立するた

めに必要な政治活動を続けていくことが重要

なのであり、そしてその政治活動を行うのが、

全調政連や単位調政連なのであります。

　全調政連や単位調政連は、政治活動ができ

ない日調連や調査士会に代わって、我々土地

家屋調査士全員の地位の向上を図るために活

動することを目的として設立され、現在も積

極的に活動しています。決して特定の政党や

個人の政治目的のために活動するものではな

いのであります。現実に、筆界特定制度の導

入や、民間型ＡＤＲ機関の業務を行うことが

できる不動産登記法と土地家屋調査士法の一

部改正、さらに法第14条地図整備事業予算の

大幅増額等、毎年着実にその実績を上げてき

ております。

　私たちは、土地家屋調査士の全会員の力を

結集し、法律専門職としての地位向上を図る

こと、さらには、土地家屋調査士制度にとっ

て不利益となる法制定、法改正を阻止するこ

となどに無関心ではいられません。国や行政

が私たちの制度を守ってくれたのははるか昔

のことであります。

　そのために現在、国会議員の中から特に土

地家屋調査士制度に理解を示していただける

議員の皆さんにお集まり頂き、民主党土地家

屋調査士制度推進議員連盟、自由民主党土地

家屋調査士制度改革推進議員連盟、公明党土

地家屋調査士制度の改革・振興議員懇話会な

どの「議員連盟」を組織してもらい、国民か

ら利用しやすい不動産登記法や土地家屋調査

士法の改正の実現並びに地図行政促進等に尽

力いただいているのであります。

　繰り返しますが、政治連盟は「各業界の職

責を全うするために必要な陳情」を行う「団

体」であり、決して特定の政党や個人の政治

目的のために活動する「団体」ではありませ

ん。したがって「入っている人の陳情のおか

げで、入っていない人も恩恵を受けるのは不

平等だ」と考えるのも至極当たり前の事であ

り、「一丸となって土地家屋調査士の地位の

向上のために頑張ろう」という意識を持たな

くては私たち土地家屋調査士の将来は無いの
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であります。

　結論として、司法書士政治連盟、行政書士

政治連盟、税理士政治連盟、社会保険福祉政

治連盟等の関連士業ではきわめて高い入会率

であるあるにもかかわらず、土地家屋調査士

政治連盟への入会率が、全国平均で60パーセ

ントと低い数字であることこそ、土地家屋調

査士会員における組織への帰属意識の欠如を

表すものであり、この組織への帰属意識の欠

如の打破こそが、これからの土地家屋調査士

の課題であると、私は考えるのであります。

どうか岩手県土地家屋調査士会の皆様には、

さらに政治連盟の活動に対する理解を深めて

いただくと共に、全国に一致団結の意思表示

を示す意味からしても、全会員の皆様に、本

県調査士政治連盟に加入していたいただくこ

とを切に願うものであります。

　とりあえずは、会長としての当面の目標を

熊本県調政連の99パーセントとしたいと思っ

ております。加入は実に簡単で、会員の皆様

にお届けされている振込用紙をもって、月々

500円で12ヶ月分の6,000円をお振込みいただ

くだけで入会の意思表示となるのでありま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

※　注記

　本文記載の各都道府県政治連盟入会率の

「パーセンテージ」 は平成23年１月１日現

在のものであります。

　また、「組織への帰属意識の欠如」 とい

う言葉は、竹内八十二日調連会長がよくお

使いになる言葉から引用したものです。　
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はじめに

　昨年12月に本会から全国公共嘱託登記土地

家屋調査士協会連絡協議会（以下「全公連」

という。）会長として岩手県土地家屋調査士会

会報誌「黎明」に記事を提供してほしいとの

依頼が全公連事務局にあり、何を書こうかと

思案しましたが、やはり東日本大震災にかか

わる記事を書くことにしました。

　甚大な被害を受けた被災県の出身者として

どのような行動をしたかを記録に残すことも

後世にとって大事であろうと考えるとともに

東日本大震災への対応が大きな責務であるこ

の時期に全公連会長を引き受けたことも何か

のご縁であろうとペンをとることにしました。

　最初に全公連会長就任までの軌跡と公益法

人制度改革にかかる取り組みをご紹介してか

ら本題に入ります。

全公連会長就任と公益法人制度改革
対応

　私は、昭和58年（1983年）３月１日に土地

家屋調査士の登録をしました。土地家屋調査

士協会（以下「調査士協会」 という。） との

係わりは昭和61年１月９日法務大臣認可され

同年１月13日の調査士協会設立当初より社員

として参加させていただきました。

　平成元年８月の理事就任以来、理事４年・

常任理事２年・副理事長８年・理事長６年の

20年間岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協

会（以下「岩手協会」 という。） の役員とし

て活動してまいりました。

　また、平成16年から４年間は、理事長と日

調連理事も兼ねておりました。日調連理事退

任後の平成19年からは２期４年間全公連副会

長として全公連会務に従事し、平成23年６月

６日全公連の総会で初代の三浦福好先生には

じまり第12代及び第13代の福島協会所属の鈴

木洋美会長の後を受け、初代から数えまして

６人目の第14代会長に選任され同日付で全公

連会長に就任いたしました。

　全公連会長に就任してすぐに懸案でありま

した公益移行認定の関係の取り組みとして愛

媛協会・岩手協会・静岡協会の３協会が内閣

府へ公益認定申請をしておりましたが、同時

に移行認定を受けられるよう全公連と申請３協

会は緊密に連絡をとり協力し対処いたしました。

　その結果、８月24日に内閣総理大臣より公

益社団法人の認定書が内閣府公益認定等委員

会事務局に置いて岩手協会の安保理事長に手

交されました。司法書士協会を含む全国の公

嘱協会移行認定第１号の手交の場に全公連会

長として立ち会うことができ感慨深いものが

ございました。

　９月１日の登記により正式に公益社団法人
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会　長　柳　平　幸　男



岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会が正

式に発足し公益事業者としての第一歩を踏み

出したことは、岩手協会社員でもある全公連

会長としても誠に喜ばしい限りでした。

　さて、本題であります東日本大震災後の際

の約1か月に及ぶ私の震災対応を含む役員と

しての行動を以下に時系列的に述べます。

あの日からの一カ月

3月11日（金）

　９時９分二戸駅発の「はやて18号」に乗車

し、いつもの様にコーヒーを飲みながらその

日の朝刊に目を通し仙台駅を通過したあたり

で、パソコンを開き若干の事務処理や会議資

料等を確認して、東京駅23番線ホームに着いた。

　東京駅構内の蕎麦屋でいつもの山菜そばを

食べ会議会場である日調連４階の会議室に入

り午後１時から日調連役員との会議に鈴木会

長と出席し中央官公署からの業務処理につい

ての協議が終了し、会長と全公連事務局（文

京区音羽）へ移動した。

　事務局に到着して打ち合わせを行っていた

午後２時46分に突然グラっとゆれ段々激しい

横揺れを感じて、昨年買ったばかりの液晶テ

レビが棚から落ちないよう事務局員と二人で

必死に抑えていました。

　隣の会議室では、公益法人会計ソフトの取

扱説明会が開催されており、中々揺れが収ま

らないので廊下に出て外へ避難するかどうか

話しているうちにやっと揺れが収まりまし

た。かつて経験したことがないほどの揺れと

長さでありかなり大きな被害が発生したと感

じました。

　鈴木会長が「この揺れでは今晩帰れそうに

ないから、 ホテルを予約して。」 と事務局に

すぐに指示したことによりホテルの手配がで

きました。本来であれば夕方の新幹線で帰宅

する予定でしたが、新幹線も地震により不通

との情報もあり研修会参加者のホテルも急遽

手配することになり全公連事務局および研修

会出席者のホテル手配もできた頃、信じられ

ない光景がNHKのテレビを通じて放送され

ました。

　大津波の実況中継です。余りにも悲惨で現

実離れした光景がヘリコプターや固定カメラ

・被災者の撮った映像が次々に画面に映し出

されました。特にも釜石市街地を通る国道45

号線の高架橋に取り残された大型トラックと

橋げたを掠めて市街地へと突き進む真っ黒い

大津波の情景は、正に地獄絵そのものでした。

「これは、大変なことになった。」そこから先

は、 思考停止状態でした。 気を取り直して、

事務所や自宅に連絡しても繋がりません。連

絡手段もなく途方に暮れておりました。研修

会に参加していた方々は５時まで研修を行い

その後、帰宅手段がないために行きつけの「華

の舞」にて全公連関係者と研修会参加者が少

し落ち着くまで晩御飯を食べてから電車が動

き出したらホテルへ移動することにしました。

　２階の座敷の窓側に座り眼下の大通りを池

袋方面へ向けて歩道を黙々と歩く歩行者と渋

滞でほとんど動かない車列を見ていると先ほ

どまで見ていたテレビの映像が今度は現実と

して帰宅困難者の被災状況が目前で展開され

驚愕の光景でした。

食事の後のホテルへの移動ですが、通りに降

りたら偶然空車のタクシーに乗ることができ

ホテルへ移動することができました。ホテル

のロビーは帰宅困難者がホテルから貸し出さ
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れた毛布にくるまってロビーのいたるところ

で横になっており戦時下のような異様な光景

でした。ホテル内のコンビニに行きましたが

商品の殆どがなくなっており、明日の朝食用

に菓子パンを一個買うのが、 やっとでした。

宿泊できたから文句は言えないのですが、泊

まれた部屋は８階にありエレベータも止まっ

ており階段以外にたどり着くすべもなくヤッ

トの思いで部屋までたどり着きました。

　ベッドに入っても眠れないので、テレビニ

ュースで地元の映像が出ないか食い入るよう

に見ながら繋がらない携帯で家族への連絡を

試みていましたが、知らぬ間に寝込んでいま

した。

3月12日（土）

　起床して、すぐテレビでニュースを確認し

昨日買った菓子パン食べながら家族に電話を

するも相も変わらずつながらない状況です。

新幹線は動かないことは昨日のうちに把握で

きたので、飛行機の手配をしましたがこれま

たすべてキャンセル待ちとなっており乗る当

てもなくホテルのチェックアウト時間となり

フロントで本日の連泊を申し込むもあえなく

キャンセルされてしまいました。

　お昼前には、鈴木会長と日調連事務所に徒

歩で赴いたところ、役員数人がすでに災害対

策本部を立ち上げて常駐しておりました。

　災害対策本部では、通信網がズタズタで連

絡がつかない状況のなか賢明に関係者の安否

確認が行われておりました。私も、安否確認

や情報収集を行いましたが中々連絡が取れな

くてもどかしい思いを致しました。

　この日も自宅に帰る交通機関も見つけるこ

とができず都内の叔父の所にでも連絡して泊

めてもらう手筈を整えたら、日調連事務局の

取り計らいで隣のホテルの一部屋が取れて野

宿しないで済みました。

　この間ずっとインターネットで三沢行きの

飛行機の予約にチャレンジして、何とか明日

13日の午後の便を予約することができ、明日

には帰ることが確定しました。

　私も鈴木会長も予定外の連泊で医者から処

方されている薬が切れておりましたので一刻

も早い帰宅をしなければならない事情もあ

り、鈴木会長はレンタカーを借りて夕刻には

東京を離れました。

　この日の対策本部では、14日に予定されて

いる政治連盟の定期大会を開催するかどうか

協議がなされ予定通りの開催することが決定

されました。そこで、鈴木会長はレンタカー

で帰宅後14日にはその車で都内に戻って定期

大会に出席をしております。なお、当職も本

来であれば出席予定でしたが震災を受けて政

治家を交えた懇親会が中止されることになり

出張予定がキャンセルとなりました。

3月13日（日）

　午前中は、対策本部へ顔を出して被災地へ

の救援物資の輸送ルート等について岩手県人

として意見を述べながら新潟会へ物資を集め

その後、秋田会を経由して岩手会へ救援物資

を送ることが決定されました。

　その後、羽田空港へ移動しましたがモノレ

ールに乗っている最中に余震があり高架の上

で止まるアクシデントもありましたが、何と

か羽田空港に辿り着きました。空港ロビー内

もキャンセル待ちの乗客でごった返しており

ました。

　定刻より若干遅れて飛行機は出発しまし

た。当日は、天気も良く津波被害のあった沿
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岸部に目を凝らしてみましたが、さすがに上

空１万メートルからでは、いつもの綺麗な三

陸海岸に見えました。

　三沢空港には、家内が迎えに来てくれ久し

ぶりに自宅で寝ることができてほっとしました。

　自宅は、帰宅した日には電気が復旧してい

たのでよかったのですが、あちこちで停電が

続いておりました。

3月14日（月）

　事務所へはいつも通りに入りましたが、大き

な被害もなく安心しました。全国の多くの方々

からの安否の電話やメールをいただき人の情け

を感じるとともに人と人の「絆」がこのような

時期だからこそ大事なのだと思いました。

　ただ、翌日から東京出張の予定があり飛行

機の手配やら事務処理でアッという間に地元

滞在が終了しました。

3月15日（火）

　三沢発９時50分のＪＡＬにて羽田に移動

し、15時から法務省へ出向き打ち合わせを行

いました。その日は、いつものホテルへ宿泊

しました。

3月16日（水）

　９時から日調連にて以前より予定されてい

た登記基準点評価委員会に夕方５時まで出席

し羽田発の最終便で三沢に到着後帰宅しました。

3月23日（水）～25日（金）

　全公連正副会長会議（於：全公連事務局）

3月28日（月）～3月31日（木）

　震災関係対応（民主党法務部門会議・民主

党コア会議・国会議員への対応）

4月4日（月）～5日（火）

　震災対応（民主党議員への震災対応提案・

環境省訪問）

4月6日（水）

　東公連理事長会議（震災対応）

4月11日（月）～12日（火）

　全公連正副会長会議（震災対応他）

4月18日（月）～21日（木）

　全公連理事会・監査会・役員選考委員会・

日調連打ち合わせ

むすびに

　以上のような怒涛のスケジュールで活動い

たしました。この間、調査士協会関係者の安

否確認・被災状況の把握・義援金への対応・

復旧復興のための提案書作成・国会関係者中

央省庁関係者への説明・公益法人制度改革に

係る各種協議等のハードな対応を致しました。

　新幹線も不通の状況で移動はすべて飛行機

でしたが、三沢空港発の飛行機もほとんど満

杯で青森空港から東京に飛ぶこともありまし

た。空港までの陸路ですがガソリン調達には

大変苦心し、３時間半並んで10リットルしか

詰めることもできない中の出張でした。

　それでも、被災された方々のことを考える

と一刻も早い復旧復興を願って提案書の作成

や国会議員等への説明に動き回りました。

　最近では、少しずつではありますが災害か

らの復旧・復興が見え始めております。これ

からが、土地家屋調査士の専門性を生かす本

番を迎えると認識いたしております。

　公益事業者としてこの大震災の復旧・復興

にいかに取り組んでいくかが全公連・公益社

団法人岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協

会の将来を決定づけるとの覚悟の下、全国の

調査士協会と連携しながら全公連会長として

全力を尽くすことをお約束してペンを置きま

す。
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　平成24年を迎えて当協会が公益社団法人に

移行してから４ヶ月が経ちました。４ヶ月が

経っても移行したことによる事務など多くの

変更しなければならない細々としたことが未

だ処理しきれていません。３月までには目処

をつけたいと思っています。

　現在のところ全国で公益社団法人へ移行し

たのは、内閣府に申請した岩手が９月、静岡

が10月、愛媛が11月、山口県に申請した山口

協会の４協会が公益社団法人に移行していま

す。引き続き全公連の指導のもと約20協会が

２月中に内閣府に申請する予定になっていま

す。

認定答申

　平成23年８月８日（月）私は大船渡に向か

っていました。その日は東日本大震災により

倒壊した建物の滅失登記のための建物調査の

作業内容についての説明会のために盛岡を出

発して大船渡へ向かう途中でした。遠野市か

ら住田町に入ったところで午前９時過ぎだっ

たと思います。携帯の呼び出し音が鳴り直ち

に出ました。もちろん、ハンズフリーを利用

しています。協会事務局からの電話で、「認定」

するという答申が公益認定等委員会事務局の

ホームページにアップされた。ということで

した。大船渡について、説明会の冒頭に私の

挨拶のときに沿岸地区の社員の皆さんに早速

吉報をお知らせしました。午後には水沢公民

館で説明会があり、そのときも県南地区の社

員にお知らせすることが出来ました。

認定書交付

　平成23年８月24日（水）午後３時50分に内

閣府公益法人等委員会事務局のある東京都港

区虎ノ門森ビルの一階ロビーで柳平全公連会

長、塩川副会長、小島職員と待ち合わせをし

て、事務局のある12階に４時丁度に赴き、公

益認定書を手交されました。その際に「登記

基準点の実績と震災の影響もあるので岩手は

早めの認定が必要である。」とのことでした。

愛媛・岩手・静岡の３協会同時に答申が出る

ものと思っていましたが、岩手協会が法務省

傘下の司法書士・土地家屋調査士の公共嘱託

登記協会の中で全国第１号の認定となりまし

た。「今後の手続きとしては解散・ 設立とい

う手順を踏むが、移行であり商号変更と考え

てもらいたい」と公益認定等委員会の事務局

から説明をされました。

　傍からは名称に公益の二文字が付いただけ

で変わりがないようにしか見えませんが、実

際は全公連を初めとして各ブロック連絡協議

会そして単位協会の総務・経理にかかわる人

達の多大な努力の下に公益認定移行が成し遂
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げられたもので、岩手協会が特別に頑張った

わけではありません。

　公益認定移行ができ晴れて公益社団法人と

なりましたが、ようやくスタートラインに立

ったにすぎません。今後、公益認定が取り消

されることのないように役員一同気を引き締

めて参りますので、岩手県土地家屋調査士会

ならびに会員各位におかれましては今後もご

指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま

す。

岩手協会の公益移行までの経緯

平成18年度

平成18年7月１日　16年会計基準に変更：

収支形式から財務形式に変更

平成19年２月２日　日興證券主催：日興公

益法人セミナー参加「ニューウィング」

平成19年４月19日　公益法人協会主催：公

益法人特別定例講習会参加「ハーネル

仙台」

平成19年度

平成19年11月28日　岩手県主催：公益法人

改革説明会参加「岩手県公会堂」

平成20年２月14日　公益法人協会主催：公

益法人に係る消費税実務の詳細講座参

加「ハーネル仙台」

平成20年５月28日　第１回会計ソフト導入

および公認会計士依頼の検討「会館会

議室」

平成20年６月18日　第２回会計ソフト導入

および公認会計士依頼の検討「会館会

議室」

平成20年６月24日　新法人移行検討委員会

開催「会館会議室」

平成20年度

平成20年12月１日公益移行三法施行により

特例民法法人となる

平成21年４月３日　東公連新公益法人研修

会参加「宮城県自治労会館」

平成21年４月16日　業務研修会：新公益法

人移行について「岩手産業文化センタ

ー」

平成21年６月19日　東公連新公益法人研修

会参加「宮城調査士会館」

平成21年度

平成21年７月１日　20年会計基準に変更：

公益目的会計と法人会計に分別

平成21年９月４日　通常総会：特例民法法

人から新法人への移行に伴う公益法人

認定申請の承認「ホテルシティプラザ

北上」

平成22年２月16日　第１回定款・規則等検

討委員会「会館会議室」

平成22年３月11日　第２回定款・規則等検

討委員会「会館会議室」

平成22年４月７日　第３回定款・規則等検

討委員会「会館会議室」

平成22年４月９日　業務研修会：公益法人

定款案の概要説明「アイーナ」

平成22年４月27日　第４回定款・規則等検

討委員会「会館会議室」

平成22年５月29日　臨時総会：比例会費の

廃止と社員への費用弁償承認「岩手県

自治会館」

平成22年度

平成22年８月27日　通常総会：公益移行認

定に伴う定款・規則・移行時役員の承

認「ホテル東日本」

平成23年２月21日　岩手県総務学事課打ち
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合わせ

平成23年２月22日〜23日　全公連研修会：

この研修会受講後申請先を岩手県から

内閣府に申請することに変更

平成23年３月４日　内閣府公益認定等委員

会に移行認定申請

平成23年４月19日　公益法人移行認定申請

三協会打合せ「全公連事務局」

平成23年４月27日　第１回業務処理細則検

討会議「会館会議室」

平成23年５月11日　公益法人移行認定申請

三協会打合せ「全公連事務局」

平成23年５月20日　第２回業務処理細則検

討会議「会館会議室」

平成23年６月28日　臨時総会：定款案・規

則案・予算案の修正承認「アイーナ」

平成23年度

平成23年７月１日　内閣府公益認定等委員

会に修正申請

平成23年７月28日　公益認定等委員会へ諮

問

平成23年８月５日　公益認定等委員会から

内閣総理大臣へ認定の答申

平成23年８月23日　第１回諸規則検討会議

「会館会議室」

平成23年８月24日　公益認定書交付「内閣

府公益認定等委員会事務局」

平成23年８月31日　社団法人岩手県公共嘱

託登記土地家屋調査士協会の解散

平成23年９月１日　公益社団法人岩手県公

共嘱託登記土地家屋調査士協会の設立

平成23年９月12日　内閣府公益認定等委員

会のホームページに認定の公示

平成23年10月28日　臨時総会開催：社団法

人の決算と公益社団法人の予算・事業

計画、監事報酬の承認「アイーナホー

ル」

以上
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── 胎　動 ──

　平泉の中尊寺金色堂や毛越寺庭園などを世

界遺産に、という話が持ち上がったのは1997

年の夏ごろと記憶している。翌年８月には岩

手県・平泉町そして中尊寺の代表者等が日光

を視察、翌９月の定例議会で町長から世界遺

産登録を目指す旨発言があり方針が明らかに

なった。10月には平泉文化会議所の主催で、

世界遺産講演会が開催された。講師の鈴木嘉

吉氏（前奈良国立文化財研究所所長）は、「国

宝建造物は金色堂一つと少ないが、平泉は平

安時代の庭園を集中的に見られる唯一のとこ

ろであり、十分に登録される可能性を持って

いると思われる。また、先発の京都市が市街

地景観条例をつくって取り組んだように、行

政として世界にはっきり態度を示すことが大

切。」と述べ、登録の話は俄然現実味を帯びる

ところとなった。

── 暫定リストに登載 ──

　2000年９月、文化庁は文化財保護審議会に

対して世界遺産暫定リスト追加候補物件の調

査審議を依頼、同年11月、文化財保護審議会

は、「平泉の文化遺産」、「紀伊山地の霊場と参

詣道」、「石見銀山遺跡」の暫定リスト追加を

了承、翌2001年４月正式に登載された。世界

遺産は各国から推薦された資産を対象にその

登録の可否を決議するのだが、推薦資産はあ

らかじめ暫定リストへ登載しておくことが義

務付けられている。暫定リスト登載は、いわ

ば世界遺産登録の第１歩なのである。

　この時点で「平泉」の構成資産は、金色堂

を含む「中尊寺境内」、毛越寺庭園と観自在王

院跡を含む「毛越寺跡」、 そして「無量光院

跡」と「柳之御所遺跡」の以上４か所が想定

されていた。

　その後文化庁では、「平泉」 については浄

土庭園をメインとする「文化的景観」での推

薦という方針を示す。世界遺産は国内法によ

って保護されていることが前提条件となる。

資産の完全性を高めるべく史跡地の範囲を見

直し、また未指定の重要遺跡についても史跡

に指定して構成資産に加えていくこととなっ

た。そのため柳之御所遺跡と無量光院跡の指

定範囲が拡大したほか、「金鶏山」が信仰の山

として重要であることから史跡指定のうえ新
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たに資産に加えられた。

　文化庁は平泉の「文化的景観」を重視した。

都市平泉の中心部と周辺部の関係あるいは平

泉文化と自然景観との関係をひとつのストー

リーとして組み立てるため、平泉町の「達谷

窟」（交通の要衝に建立された寺院が存在）、

一関市の「本寺地区」（中尊寺の荘園として良

好な農村景観を維持）、 奥州市の「白鳥舘遺

跡」（北上川舟運の要衝と目される）、奥州市

の「長者ヶ原廃寺跡」（平泉の前史を物語る寺

院跡）など周辺の遺跡を順次史跡や重要文化

的景観に指定し資産候補に加えていった。

　2003年秋には、平泉町内６資産に一関・奥

州両市の３資産、あわせて９つの資産で2008

年の登録を目指すことがおおむね確定したの

である。

── 推薦書作成 ──

　構成資産が決まった段階で、推薦書作成の

作業がスタートした。 岩手県教育委員会は

2004年６月「平泉の文化遺産登録推薦書作成

委員会」を設置、委員には文化財に関する専

門家や世界遺産に精通する国際専門家、平泉

の歴史や文化遺産に詳しい研究者が任命され

た。会議では９資産を前提とした推薦書のコ

ンセプト、本文の記述内容について委員から

の指導助言（理論補強）うける形で進められ

た。

　推薦書作成作業が終盤をむかえた2006年６

月には、「平泉の文化遺産国際専門家会議」が

４日間にわたって開催された。会議には、オ

ランダ、中国、韓国の専門家が参加、国際的

な見地から「平泉」の顕著な普遍的価値の評

価と適切な保存管理の方策について検討され

た。 会議では「都市」・「浄土思想」・「文化

的景観」などが主な論点となり、推薦書の最

終的な方向付けが行われたほか、推薦書作成

にあたっての技術的なアドバイスを受けてい

る。

　国際専門家会議の直後に開催された推薦書

作成委員会では、国際会議の成果を踏まえて

議論がなされ、それらの指摘事項を踏まえて

急ピッチで推薦書作成が進められた。推薦書

の提出期限は毎年２月１日である。パリのユ

ネスコ本部にある世界遺産センターに提出さ

れたのは2006年12月末、推薦書のタイトルは

「平泉―浄土思想を基調とする文化的景観」で

ある。

── イコモス現地調査 ──

　国際記念物遺跡会議すなわちイコモス（Ｉ

ＣＯＭＯＳ）は、ユネスコの諮問機関として、

世界文化遺産登録推薦書の審査や推薦資産の

現地調査などの役目が委ねられた国際的な非

政府組織（ＮＧＯ）である。

　イコモスによる現地調査は、 資産の状態、

管理体制が推薦書の記載どおりであるかどう
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か確認するのが目的で、「平泉」では2007年８

月末に行われた。調査は大過なく終了し、あ

とは翌春のイコモス勧告を待つばかりと思わ

れた。イコモス勧告は、世界遺産委員会にお

ける審議に大きな影響力を持つ。委員会の決

議同様に「記載」「照会」「延期」「不記載」の

４段階で示される。「記載」は世界遺産一覧表

への記載を勧める、すなわち世界遺産登録を

認める評価である。「照会」は資産価値を認め

る一方でさらなる情報を求めるもので、翌年

以降に必要とされる書類が提出されれば、再

審議のうえ登録となる。「延期」は世界遺産と

しての価値が明らかでないとして登録を見送

るもので、推薦書の再提出及びイコモスの現

地調査の後に再審議となる。「不記載」は世界

遺産としての価値が認められないもので、委

員会で「不記載」の決議を受けると再推薦す

ることもできない。日本の推薦資産は「紀伊

山地の霊場と参詣道」 まですべてが「記載」

勧告である。イコモスから「延期」の勧告を

受けた「石見銀山遺跡とその文化的景観」も

この年の世界遺産委員会で逆転登録したばか

りであった。

　ところが、暮れも押し迫った12月末、イコ

モスから質問状が届いた。質問のいくつかは

平泉の価値に係わる重要な内容であった。文

化庁では岩手県及び関係市・町と共同で質問

に対する回答を「補足情報資料」としてまと

め、提出期限の2008年２月末に提出し万難を

排して勧告を待った。

── ケベックの屈辱 ──

　2008年５月23日早朝、イコモス勧告が発表

された。 評価は「延期」、 その内容を要約す

るならば、「平泉」 は文化的景観として評価

できない、推薦書が資産価値を充分に証明し

きれていない、浄土庭園に関する比較研究が

不十分、というもので、なお再推薦にあたっ

ては構成資産を見直すことなどが勧告されて

いた。これを受けて、文化庁及び外務省は７

月に開催される世界遺産委員会への対応を協

議、文化庁・外務省・岩手県及び関係市町の

担当者等がパリのユネスコ日本政府代表部に

赴いて対応策を協議した。世界遺産委員会ま

で一月余りのうちに、政府代表部は説明資料

やパンフレット、地形模型などを用いて委員

国代表に対し日本側の考え方を伝えることと

なった。

　第32回世界遺産委員会は、７月２日からカ

ナダのケベック・シティーで開催された。世界

遺産委員会は21カ国の委員国代表にイコモス

の代表者などが加わって審議が進められる。

「平泉」の審議は、現地時間の６日夜に行われ

た。審議では12カ国の委員国代表から発言が
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あった。「平泉」を高く評価する意見の一方で

推薦書の内容やイコモスとの意見のくい違い

を問題とする発言もあり、最終的にイコモス

勧告に従って推薦に係る審査を「延期」する

ことが決議された。

　決議では、浄土庭園に関する国際的な比較

研究、境界線の改定（構成資産の見直し）、再

度の現地調査受け入れなどが再推薦の条件と

なった。

　「延期」決議の直後、日本政府代表団は現地

において記者会見し、今後の推薦作業につい

ては「平泉」を第一とすること、2011年の世

界遺産委員会での再審議を目指して取り組む

ことが表明された。町民のみならず関係者の

多くが登録を疑わなかっただけ、その衝撃は

多方面に広がった。

　各メディアは「平泉・落選」と大々的に報

じ、「平泉ショック」 と言う言葉まで生まれ

た。「石見」の逆転登録に続く「日本初」のケ

ースというのも、マスコミが取り上げやすい

要因となった。「平泉ショック」は地元だけの

ことではなかった。とりわけ富士山はじめ鎌

倉・長崎の教会群等々「平泉」に続いて世界

遺産登録を目指す全国の関係者に与えた衝撃

も大きかった。「平泉を最優先」とする文化庁

の方針は、後続する資産の推薦スケジュール

や構成資産の見直しにつながっていた。

── 再チャレンジスタート ──

　再チャレンジが表明された後も関係者に不

安がつきまとっていたことは否めない。再推

薦で登録に持ち込む道のりには多くの課題が

山積していた。 確実に登録との観点からは、

推薦書の改定作業が最重要課題である。主題

設定から資産の価値証明まで充分吟味し、内

容に万全を期すことが必要である。「延期」決

議は何度でも推薦が可能である。しかし推薦

書作成だけでも千万単位の経費がかかる。そ

の大半が県・市町の負担である。２度目はあ

っても３度目は考えられない。充分に時間を

かけて再推薦に臨んだ方がよいのではないか

という意見もあった。

　しかし、１年でも早い登録を誰もが望んで

いる。それも事実であった。３年後の再審議

に持ち込むためには、遅くとも2010年の２月

１日までに推薦書を提出する必要がある。実

質１年半ぐらいしか時間がない。それも構成

資産の見直しや浄土庭園に関する国際的な比

較研究が前提とされている。イコモスの現地

調査も受入れなければならない。文化庁が表

明した再推薦の計画は、物理的に実現可能な

最短コースだったのである。

　文化庁・岩手県及び関係市・町で再チャレ

ンジの取り組みが始まった。岩手県も再び推

薦書作成委員会を設置し、９月には初めての

委員会が開催された。会議冒頭文化庁より「背

水の陣で望む」、「主題設定や構成資産につい

てゼロベースで理論を再構築する」旨説明が

あり、ここに関係者の総力が結集されること

となった。

── 国際専門家の助言 ──
　明けて2009年の２月と４月には海外の専門

家を招いての打ち合わせが行われた。招聘さ

れたハーブ・ストーベル元イコモス事務局長、

呂舟（ル・ズー）中国イコモス執行委員会副

委員長の２名は、国内の専門家等と話し合い、

構成資産の選択については現時点で価値証明

が確実な資産のみとすること。その他の資産
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については調査研究の進展を踏まえ追加登録

を進めることが適当とされた。

　文化庁では、専門家レベルでの結論を踏ま

えて岩手県や関係市町と協議のうえ、住民説

明会などの意見調整に取り組み、最終的には

文化庁・岩手県・一関市・奥州市・平泉町の

公式協議により、「新たな枠組みで2011年の登

録を目指すこと」 について了承が得られた。

それは地元として正に苦渋の決断であった。

　その後の推薦書作成委員会において、「新た

な枠組みの平泉」は、「中尊寺・毛越寺・無量

光院跡・ 観自在王院跡（毛越寺から分離）・

金鶏山・柳之御所遺跡」の６資産に絞り込ま

れた。「達谷窟・白鳥舘遺跡・長者ヶ原廃寺跡

・骨寺村荘園遺跡」の４資産については、将

来的に追加登録を目指すこととなったのであ

る。

　５月には、文化庁主催で中国・韓国の専門

家を招いての「東アジアにおける理想郷と庭

園に関する国際研究会」が開催された。比較

研究に基づいた「平泉」の価値証明は、再審

議の第一条件ともいうべき課題であった。幸

いにして平泉の庭園群は「他に類例を見ない

傑出した事例として、顕著な普遍的価値を持

つ」との評価が得られ、研究会の成果はその

まま推薦書作成に活用されることになった。

── 推薦書再作成 ──

　再チャレンジの取り組みがスタートして１

年、 その間に再推薦のコンセプトが練られ、

資産の見直しもはかられた。国際研究集会で

平泉の浄土庭園群は高い評価が得られた。多

くの専門家や関係者の協力を得て課題のいく

つかが解決し、ようやく推薦書の改定作業が

本格化したのである。

　推薦書の改定作業は、 正に「待ったなし」

のタイトなスケジュールで進められ、９月末

には暫定版推薦書がユネスコ本部世界遺産セ

ンターに提出された。暫定推薦書の提出が間

に合わないとその時点で審議が一年先送りに

なってしまう。〆切ギリギリのタイミングだ

ったのである。

　11月26日に開かれた推薦書作成委員会で

は、正式版推薦書の原案が了承された。名称

は、「平泉－仏国土（浄土）を表す建築・庭園

及び考古学的遺跡群－」。 会議の席上、 推薦

書作成委員会委員長の工藤雅樹氏は「世界遺

産委員会からいただいた具体的な助言に可能

な限り対応した内容だと考えている。質的に

も学問的にも前回より向上した、自信を持っ

て審査していただける内容になった。2011年

の世界遺産委員会でも及第点がもらえるだろ

う。」として、今回の推薦書を高く評価した。

　文化庁では、その後も数名の国際専門家に

内容の確認を依頼し、そのアドバイスも採り

入れ万全を期した。完成した推薦書は2010年

１月18日にパリのユネスコ世界遺産センター

に提出、こうして再チャレンジ最大の課題は

乗り越えられた。（なお、 工藤氏は推薦書の
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提出直後に病のため急逝された。委員長とし

て平泉登録の取り組みでのご心労も大きかっ

た。衷心よりご冥福をお祈りするものである。）

　同年９月、２度目となるイコモス現地調査

の受け入れにあたっては、町民一丸となって

環境整備を行い、細心の注意をもって対応し

た。世界遺産委員会やイコモスでは保存管理

の体制や経過観察の現状を重視している。調

査では詳細な質問や現地確認が行われたが、

それら全てに迅速・適確に対応し、調査員の

理解を得ることが出来たのである。

── 復興の光 ──

　2011年３月11日、未曾有の災害が我々を襲

い、沿岸被災地救援・復旧、そして震災復興

の日々が始まった。イコモス勧告が発表され

たのは、平泉らしからぬ静かなゴールデンウ

イークが明けた５月７日のことである。構成

資産のひとつ「柳之御所遺跡」 を除外して、

という条件付きではあったものの、「記載」と

いう待ちに待った朗報が、復興支援の励みな

ったこというまでもない。

　６月25日夕刻、パリのユネスコ本部で開催

された第35回世界遺産委員会において、「平

泉」の審議は最終段階を迎えていた。	“Decision

（決定）”、議長がハンマーを打ち下ろすや、大

会議場に万雷の拍手が鳴り響いた。「平泉」の

登録が決定した瞬間である。暫定リスト登載

から10年、苦難の再チャレンジから３年、く

じけず、あきらめず、取り組んできたことが

報われた瞬間でもあった。

　議長から祝福と励ましのコメントが続く。

「世界遺産委員会のメンバーを代表し、 日本

の、とりわけ（震災の）被害に遭われた地域

の皆さんに対して弔意を表したい。我々は皆

さんのそばに立っている。平泉の世界遺産登

録が，復興に向けた勇気を皆さんに与えるこ

とを願っている。そして近い将来、この素晴

らしい遺産を訪問したい。」再び大会議場に拍

手が響き渡ったのである。

── あらたなスタート ──
	

　暫定リスト登載以来、当町は登録推進をま

ちづくりの根幹にすえ、国・県の全面的な支

援のもと、まさに町を挙げての取り組みが進

められてきた。

　平泉の遺産は遺跡が中心なので、景観の保

全・ 改善は重要な課題であった。 そのため、

資産を尊重した世界遺産にふさわしいまちづ

くりの骨格となる景観条例を制定する一方、

周辺環境の整備がまちぐるみで進められた。

　2009年４月には、景観法に準拠した罰則を

ともなう条例へと切り替えた。屋外広告物条

例も2010年４月に施行され規制を強めた。「平

泉」の景観は大幅に改善されつつあるのだ。

また、2009年春に改修工事が完了した「平泉

文化遺産センター」は、ガイダンス機能が大

幅にアップした。柳之御所資料館も2010年春
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にリニューアルされどちらも来訪者に好評で

ある。

　無量光院跡及び中尊寺境内の大池伽藍跡で

は、発掘調査が計画的に行われており、とも

に将来的な修復整備が計画されている。数年

の後には毛越寺庭園や観自在王院庭園ととも

に、浄土を表す庭園として面目を一新するに

違いない。

　平泉からＨＩＲＡＩＺＵＭＩへ、世界遺産

登録はゴールではなくスタート。今、平泉は

新しい一歩を踏み出した。平泉の文化遺産は、

偉大な先人が絶対安楽の理想世界である「仏

国土（浄土）」の実現を目指したそのあかしで

あった。今、未曾有の困難から立ち上がって

復興を目指す、これからの岩手をそして東北

を照らし続ける一条の光にならなくてはなる

まい。
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　３.11　PM	2：46からもうすぐ１年となる。

　あの日を境に、多くの人々は、自然に対す

る畏怖の念や生き方や人生観までも変わった

し変えずにはいられなかったと思います。そ

れほど大きな出来事であり、非常に冷徹で厳

しく辛い事実のみが、そこにはありました。

　岩手県の被災者は１月末現在で以下の様に

なっています。

（いわて防災ポータルから転載）

　死　　　者　　　4,669人

　行方不明者　　　1,316人

　今後、私たちがこの数字を教訓に、どのよ

うに復興させていくのか、復興の担い手とし

てどのように働けばいいのか、被災地県民と

して共に考えて行動していくべきではないで

しょうか。

　現在、被災地で以下のような土地家屋調査

士の専門性を活かしての無料相談が行われて

います。

1． 盛岡地方法務局が主催する無料登記相談

に相談員として

場所　宮古支局、釜石市役所、大船渡市役所

（大船渡出張所が再開後は出張所にて）

（釜石は平成24年３月30日まで、 大船

渡は３月16日までの予定）

時間　平日９時から16時まで

宮古支部会員６、他支部１の７名が交

代で従事

2． 消費者庁が主催する専門家による無料相

談会

場所　久慈（木）、 宮古（金）、 釜石（火）、

大船渡（月）の合同庁舎

時間　週１日（上記曜日）　午前10時から午

後３時まで

二戸・久慈支部、宮古支部会員が中心

となって交代で担当。

3． 大船渡市が主催する無料登記相談（司法

書士とタッグを組んで震災前から実施）
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場所　大船渡市役所

時間　毎月１回程度

大船渡地区の会員が担当

4．本会が主催する無料登記相談

場所　高田出張所（陸前高田市高田町鳴石団

地内）

山田出張所（山田町八幡町　旧山田病

院内）

時間　毎週水曜日　午後１時から３時まで

陸前高田、大船渡地区及び山田町の会

員が担当

　以上、担当する会員には、業務の忙しい中

での貴重な時間を割いて引き受けていただい

ており、大変ご苦労がおありと思います。

　今のところ相談件数はそんなに多くないよ

うですが、今後復興が進むにつれて、土地の

境界や登記手続、関連する諸手続き等の相談

が多くなるものと思われますので、引き続き

の支援と協力をお願いします。

　私たちが不動産の表示に関する登記を専門

にしていることは、多分、多くの県民に認知

されているものと思います。社会生活をする

うえでの基盤である、家やその敷地について

の登記もその一部ですが、被災された多くの

方は、その家を失い、仮設での生活を余儀な

くされております。そんな方々がまずは復興

の第一に、生活の基盤とする家を建てること

を目標に考えていると思われます。昨年末に

は陸前高田市から復興計画が示されました。

これからは復興庁、復興局が設置され、どん

どん具体的な復興計画や支援策が県や各自治

体から示されるものと思われます。

　私たち調査士は、国、県、各自治体からの

支援策や復興計画や諸手続きの情報につい

て、全部把握し理解することは不可能と思い

ますが、必要な情報がどこにあるのか、どこ

に行けば情報を得ることが出来るのか等の知

識や情報は必要であり、持っていたいもので

す。

　私たちが持っている知見を最大限活かした

支援策が何なのか、会員の皆さんと一緒に模

索して行きたいと思いますので、是非ご意見

やら提言をお願い致します。

　

　出来る事から始めませんか。いきの長〜い

支援をしませんか。

　目先の事、将来の事、いろんな事を考えて

みませんか？何かできる事があると思いま

す。
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Ⅰ 　ご挨拶

　昨年は非常に激動の年でありました。

　本年も絆を大事に頑張りたいと思っており

ます。

　私も皆様方のご指導ご鞭撻によりまして調

査士業務も２月で35周年となりました。

　しかし、まだまだ大先輩の足元にも満たな

い若輩者でありますが、会員皆様の足を引っ

張る事の無い様にしたいと思っております。

　この度は、標記の寄稿の依頼があり、遅れ

ましたが有り難くお受けする次第でございま

す。

　最初に私事で恐縮に存じますが一言御

礼.を兼ねてご挨拶を申し上げます。

　平成23年春の褒章に際し、はからずも、黄

綬褒章受章の栄に浴しましたところ、早速ご

懇篤なご祝意を頂戴致しまして誠に有難く、

又11月には黄綬褒章受章を祝う会を震災の年

にも拘らず、盛大に開催して頂き重ねて御礼

を申し上げる次第で御座います。

Ⅱ　個人情報

　生年月日は、昭和13年７月23日の寅年生で

満73歳になりますが、平成19年末に外傷性く

も膜下出血で入院治療して以来、皆さんに急

に老けたと言われます。

　学歴は、昭和32年３月県立花巻農業高等学

校農業科を卒業しております。

　測暦は、昭和34年３月慶長正雄土地家屋調

査士事務所にアルバイトで入り、以来その仕

事に関心を持ち長く勤務する事になる。

　国家試験は、昭和35年10月25日土地家屋調

査士試験に合格し、昭和40年８月測量士補試

験に合格する。

Ⅲ　事務所

　昭和50年11月19日土地家屋調査士の登録を

済ませ、昭和52年２月４日岩手県土地家屋調

査士会に入会し、事務所を現在地に開設いた

しました。

【性格判断】 ここで、 冷静に73歳の自分を還

みるとき、生まれつきの性分とは言え余り

にも几帳面過ぎると思い、この性分を良い

方向へ生かしたいと考える。

　今の自分は体力も　思考力も衰えつつも、

反面、精神年齢は若いし、先々の眼力は強い

ので頼りになる存在だ。　

【業務内容】 一般事件の平均件数は、 昭和52

年時代〜昭和57年時代が、 土地108件、 建

物28件、 昭和58年時代〜昭和63年時代が、

土地58件、建物26件である。平成時代に入

ると土地40件、建物20件である。

　　公共嘱託の平均件数は、昭和時代〜平成
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前半時代の記録によると５〜６件で、平均契

約高は50〜60万円程度であり、相変らずの小

規模事業である。

【事務所形態】 当初は家内を助手として使用

していたが、昭和53年２月13日盛岡地方法

務局長より補助者男子１名の使用承認を得

た。

　設備は、観測、計算、作図等夫々の機械器

具を整備し、時代の流れに対応する。

Ⅳ　業務内容

　これら夫々の諸機材を使用しての基本的な

作業の流れは、当時も現代も何ら変わりなく、

その底辺に流れる基本作業が大事であると考

える。

　簡単にまとめて列記すると下記の通りにな

りました。

①　閲覧謄写

　当時は、公図の閲覧は和紙等で行えば

問題なく、謄写ずれは文鎮等で固定した。

　現代ではコピー機の普及により謄写で

も優れた複写が出来る様になりました。

②　現地及び本人確認

　資材及び現地所有者と隣接所有者の言

動が一致するか否か確認する必要あり、

特に代理立会の場合は親子でも委任行為

が生じるので、特に注意が必要と思いま

す。

　面識の無い人ほど注意することです。

③　調査士の心得

　我々調査士は不動産関係のプロです。

　相手の土地所有者は素人です。

　そこの基本を忘れないようにすること

です。

④　境界標埋設

　立会が無事に終ると、境界標石の埋設

です。

　コンクリートで根回しして行えば震災

の多い岩手県地方でも大丈夫ですので、

下げ振りを使い丁寧に突き固めながら行

うことです。

⑤　測　量

　当時の観測方法は殆んどがトラバース

測量であり、閉合を基本に組み、そこか

ら各測点を開放で観測しました。

⑥　公共用地立会

　公共用地のみの立会で終ると効率が良

いのですが、 全体を一度に行う場合は、

時間の配分に注意することです。

Ⅴ　役　職

　役職は、昭和時代後半から平成時代前半に

かけて、花巻支部長を２期４年間務め、本会

の各種委員も兼務いたしました。

　その後、本会の理事に推薦され、２期４年

間に亘り、小森会長の下で務めた。

　続いて副会長に推挙され、小森会長、遠藤

会長の指導を仰ぎながら４期８年間に亘り、

岩手会会務に尽力した記憶が残っておりま

す。

　特に、最近菅原会長が花巻支部研修会で述

べられた『土地家屋調査士の倫理』 ですが、

その講義を聞いて私は、ふいに平成８年にタ

イムスリップしてみたくなり、事務所で早速

古い記録を開きました。

　故小森和質東北ブロック協議会会長時代

に、私は事務局長として会務一切を行ってお

り、日調連からの通知の中に制度研究会資料

29



が出てきました。

さて、その内容とは、検討事項３項目

１．登記所の適配計画実施に伴う複数事務

所の設置等

２．補助者数制限の撤廃

３．他の事務所での執務、共同・合同事務

所

　当時の連合会会長は水上要蔵氏、参考人は

各ブロック１人で　東北は岩手会副会長　工

藤城士でした。

Ⅵ　訴　訟

　遠藤忠司会長時代では、会員から本会に対

し法人不法行為損害賠償請求等事件が発生致

しました。

　石川弁護士を依頼し解決致しましたが、弁

護士から本会の関係書類を速やかに提示する

よう請求され、又、訴人から私の自宅まで長

電話で苦情があり、非常に苦慮した思い出が

あります。
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　花巻支部の今年度支部事業は、平成24年２

月27日の業務研修会を最後として、完了しま

した。

　昨年、支部総会開催後に、支部長として支

部事業に取り組みました。

　事業として、東日本大震災支援事業を提案

し了承を得、沿岸地区である大槌、釜石地区

に支部事務局長と共に視察し同じ土地家屋調

査士の被災状況を確認し支援についての懇談

をしたのが、最初でした。

　当時の状況は、津波の破壊の威力と実際津

波の目撃と体験の話を大槌の阿部盛任会員の

証言により言葉を失うほどの衝撃を受けた。

　瓦礫の残骸、防波堤も壊れる震災前に通っ

た船釣りの漁港も何もない状況であったこと

が、記憶に残っています。

　現在の沿岸地区の状況は、瓦礫処理も進み

大きく変わったものと推察されます。

　支援については、本会との連携をとの考え

に従って調査報告書の提出を土地家屋調査士

会へ報告し本会から何らかの形で支援に使用

されたものと考えます。 来年度についても、

何らかの形で沿岸地区への貢献ができるよう

な支部事業を計画したいと考えています。

　平成24年1月27日は、 恒例による支部新年

会開催と同時に菅原唯夫会長から土地家屋調

査士の倫理について講演をお願いし、盛大に

開催することができました。冒頭に倫の付く

熟語は？との質問。私への指名質問、答えが

出なかった絶倫。

　私は、絶倫でないのですが……次に某会員

にも質問、不倫、不倫しているのでしょうか

……いつもの菅原節で始まり講演について盛

況に終わりました。

　菅原唯夫会長には、雪の中、盛岡から北上

の温泉地研修会場まで、遠路有難うございま

す。

　又今年の新年会は、昨年、地域発展のため

の多年にわたる功績による中村浩会員が旭日

単光章の叙勲の栄に浴され、花巻支部会員一

同にとりましても、大変喜ばしいことであり、

菅原会長からも祝福のお祝いの言葉も賜り、

新年会とお祝いの会も催しました。

　中村浩会員の地域での関りについて感服

し、この大切さを改めて感じさせられました。

　以上が花巻支部事業についての一部です

が、事業報告です。
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　会員数20名の水沢支部では、支部会員の親

睦と慰安のため毎年、研修旅行を実施してい

ます。

　今回は、平成23年９月17日から２泊３日で、

世界遺産白川郷・飛騨高山・名古屋方面への

研修旅行を企画しました。前年より１名多い

総勢５名での旅であります。

　初日、中部国際空港に降り立った我々はレ

ンタカーに乗りかえ、最初の目的地である「永

平寺」に向かった。ナビの案内で途中まで走

行していたが、案内に従わないのが水沢支部

会員の特徴です。職業柄、地図を見るのは得

意で有るはずだが、持参した地図を横に見た

り、逆に見たりしてナビの案内を無視して走

行し結果的に遠回りして到着した。それでも、

ナビのせいにするのが水沢支部会員です。

　二日目も好天気であり、親睦担当の本庄大

輔さんが立案した旅程表を手に観光を始め

た。しかし、人が作った予定に従わないのが、

水沢支部会員の第二の特徴です。予定の観光

地を省略して、｢岐阜城｣ に行くことにしま

した。展望台からは、眼下に長良川、日本ア

ルプスが連なり壮大な景色を楽しむことが出

来ました。

　三日目は、旅程表とおり ｢トヨタ産業技術

記念館｣ と ｢名古屋城｣ の観光でした。名古

屋城は日本100名城にも選定され国の特別史

跡でもあります。名古屋城は現在、地盤の沈

下や経年劣化等が生じていて、一部が屋根と

壁の工事中でありました。無料のボランティ

アガイドがいたので、お願いしてガイドにつ

いて見て歩いていましたが、人の説明が聞け

ないのが水沢支部会員の第三の特徴です。

　途中から、ガイドの案内からはずれたり順

路を逆に歩いたりする会員が出て、ガイドも

いつの間にかいなくなっていました。

　良い条件に恵まれた３日間であり、戦前・

戦後生まれ・平成14年開業と世代の違う５人

での旅行は支部会員の懇親と慰安も達成出来

たと感じたし、この旅行で感じ考えたことが、

今後の業務のエネルギーになると確信してい

ます。
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　岩手県の南端に位置する一関支部は、会員

減少傾向にあったが、近年女性会員が２人も

入会し、男だけの支部は少しずつだが清潔感

が出てきた。何より元気な若手男子会員が入

会してきた。私が支部（岩手会？）で一番の

若手だったときもあったが、今は心優しい？

爺さんになってしまった。支部活動について

報告せよとの事であるが、大した活動もして

いないので、はて困った。１．広報・宣伝　

２．研修研究会　３．親睦。

　10月１日「法の日」には１月２日（土、日）

２日間、一関市産業祭及び住宅祭に参加して

広報宣伝活動として無料表示登記相談会とト

ランシットにて距離当てクイズを実施した。

　今年の広報宣伝委員長は女性である。男性

にはない感性と行動力で前日のブースの設営

は例年にはないスピードで完成。さすがであ

る。昨年までは住宅祭だけだったので比較的

のんびりスタートしていたが、今年は一関産

業祭と合同開催ということで、開会式前から

にぎやかである。無料表示登記相談チームは、

例年どおり、暇との戦いである。相談者が来

ない。１日でほんの数人である。会場の時計

がやたら遅い。やっと来た相談者が思い切り

深刻な顔で一言「相続登記は幾らですか？」

もちろん懇切丁寧に教えてあげました。

	 距離当てチームは大変な忙しさで、 てんて

こ舞いである。主に子供だが、お父さんお母

さんにも参加してもらい、自己申告距離を当

ててもらうという簡単なゲームだが、何しろ

来場者が例年の３倍である。呼び込みが上手

だった事もあるが、用意した賞品やジュース

は予定３倍以上のスピードで底をついてしま

い、「支部長どうしますかー」 どうもこうも

ない、 補充するしかない。「予算オーバー分

は支部長持ちですよー」とかすかに聞こえた。

　邪念のかたまり、大人より純真な子供は距

離感は良いようで、私もやってみたが、邪念
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のかたまりが服を着て歩いているような私は

思い切り外れた。パターが下手なでわけであ

る。

　２日間ブースの設営、撤去を入れたら４日

間頑張ったら、反省会を兼ねた慰労会があっ

ていいようなものだが過去に一度もない。今

年は女性の委員長だから仕方ないか。　

　余計な事だが、この委員長の息子さんが入

会した。親子で調査士ができるとは、大変う

らやましい事である。新年会前の研修会で息

子を紹介したときの、調査士でない母親の満

面の笑顔に送られて、新年会の秋保温泉に出

発。外は明るいが当然バスの中は酒盛りであ

る。

　秋保温泉にて、楽しい一夜を過ごし、翌日

は塩釜市場で買い物、近海マグロ水揚げ日本

一との事でやたらマグロ店が多い。私は金華

サバが欲しかったが、ロシア産のカニとチリ

産のサーモンにした。皆それぞれ土産を買い、

私の希望と叶えてくれて、観光船にて天下の

名勝松島へ。３月11日の大震災の被害は他所

より比較的軽いとはいえ、悲惨である。

　思い起こせば、その昔香港やハワイで新年

会なんて事もあったが、近年は近場で楽しん

でいる。豪華な新年会もつつましい新年会も、

仲間とワイワイどちらも楽しい一関支部。
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　宮古支部平成23年度定時総会は、未曽有の

災害により当時の坂本支部長をはじめ多くの

支部会員が被災し、一時は開催も危ぶまれま

したが、支部役員及び会員の努力により、４

月23日に被災を免れた宮古市の店舗の一部を

借り受けて行われました。今回は役員改選の

時期となり、支部長及びその他の役員が新た

に選出されました。その様な中で報告のあっ

た事項は以下の通りです。

1．平成23年3月11日の東日本大震災にお

ける支部会員の安否の確認と被害状況

（宮古支部会員数、震災前 27名）

○死亡会員	 １名

○震災後の病死	 １名

○事務所兼自宅流失	 １名

○事務所流失・焼失	 ２名

○事務所流失	 １名

○事務所及び自宅浸水	 ２名

○事務所損壊及び自宅流失、両親死亡

	 １名

○事務所兼自宅流失、父親死亡	 １名

○事務所浸水	 １名

○事務所及び自宅流失	 １名

○事務所の床上浸水	 ２名

○地震による軽微な被害等	 13名

　

※平成24年１月１日現在の支部会員の状況

　支部会員数24名のうち、被害の大きかった

方々も現会員全員が事務所を再開しておりま

す。

《コメント》

◎総会々場というのは名ばかりで、会場の

支配人の配慮で特別にエスカレーターを

登って降りたところの催事スペース（売

り場？）を利用しテーブルといすを並べ

た即席会議場で、買い物客が不思議そう

な顔で通り過ぎていたのが印象的であっ

た。

2． 震災に関連した無料登記相談の対応につ

いて

　宮古支部会員は調査士会の相談員派遣要請

に下記のとおり対応しています。

◎盛岡地方法務局主催無料相談会

　期　　　間　平成23年６月１日〜

　　　　　　　　　平成23年６月30日

　場　　　所　釜石市教育センター

　　　　　　　大船渡市役所

　相談担当者　法務局職員　　司法書士　　

　　　　　　　土地家屋調査士

　　　　　　　（宮古支部会員）
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◎調査士会・司法書士会主催無料相談会

　期　　間　平成23年６月14日〜

　　　　　　　　平成23年７月15日

　場　　所　釜石市教育センター

　相談担当者　土地家屋調査士

　　　　　　　（宮古支部会員）司法書士

　　　　　　　　　	

◎岩手県土地家屋調査士会現地災害対策本部

の活動基点として設置

　山田町出張所及び陸前高田出張所の開

所

　無料登記相談会（及び土地家屋調査会

情報交換場所）

　期　　間　平成23年12月１日〜

　場　　所　毎週水曜日　山田出張所

　　　　　　（山田町　旧山田病院）

同上　陸前高田出張所（陸前高

田市役所仮庁舎）

　相談担当者　土地家屋調査士

　　　　　　　（宮古支部会員）

◎独立行政法人 国民生活センター主催無料

相談会

（東日本大震災による被災地への専門家派遣

事業）

　期　　間　平成24年１月１日〜

　　　　　　　　平成24年３月31日

　場　　所

宮 古 市　県宮古地区合同庁舎

釜 石 市　シープラザ釜石　　

大船渡市　県大船渡地区合同庁舎

　相談担当者　上記各会場共、宮古支部会員

が担当

（但し大船渡会場には宮古支

部会員と一関支部会員の応援）

（相談内容）

　当初６月、７月は地震・津波等で建物

の流失、権利証の亡失、そして会社、法

人の印鑑及び印鑑カード紛失等の相談が

多く、８月から10月には相続登記につい

て、11月、12月頃になると、流失した土

地の相談、建物の建て替えについての相

談と移ってきています。

3．平成23年度宮古支部研修会を開催

　宮古支部では、平成24年１月28日釜石市に

おいて、平成23年度第１回支部研修会を開催

しました。前年度第１回目は９月に行われて

いますが今年度は東日本大震災により宮古支

部会員の多くが、甚大な被害を被ったために、

ようやく開催することができました。

　内容は研修会の講師に、二戸久慈支部会員

の野里壽史先生を迎えての「境界の理論と実

務」寶金敏明著について、先生がわかりやす

くまとめたレジュメに基づき、所有権界の成

立過程・筆界の歴史的成立過程・所有権と筆

界の関係・所有権界と筆界の移動・官公署が

関与して設置する境界標識・境界判定の手法

の概要・筆界判定の証拠資料等・地図及び地

図に準ずる図面等についての講義となりまし

た。

　これからの会員の業務に必要とする内容で

あり、又忘れていたことの復習でもあり、新

規知識の取得の研修でもありました。

　野里先生にはお忙しいところ、遠いところ、

宮古支部会員研修会の講師として来て頂き感

謝しております。研修時間が午後１時から４

時半まで、支部会員24名中22名が参加し、他

支部に比較して平均年齢の高めなベテラン宮

古支部会員にはちょっとハードなそして普段
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見せない真剣さで取り組んだ３時間半でし

た。

　まだ続きが長いようですが、会員も期待し

ている（!?） ようですので次回もよろしくお

願いいたします。

　以上宮古支部の活動についてでした。
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　会員の皆様、新年あけましておめでとうご

ざいます。昨年は東日本大震災が発生し、大

変な年となりました。我々、土地家屋調査士

も復興に向けて、 会員の皆様と連携を密に

し、なんらかの貢献が出来ればと念じており

ます。

　さて、私ですが、昨年の支部役員の改選に

あたり、支部長に推されるも果たして支部長

としての任務を遂行出来るのか、迷いました

が、支部会員の協力を得ながら、微力ながら

引き受けることになり、今日に至っておりま

す。

　平成23年度の二戸久慈支部の活動として、

まず、例年２会場で実施しております、10月

１日の法の日の無料相談を今回は支部会員の

各事務所で実施しました。各市町村の広報や

広告ニュースによる事前のＰＲをしました

が、相談者は１名のみという結果に終わりま

した。また、７月29日・30日には支部研修会

を実施しました。研修内容は「境界の理論と

実務を読む」と題し、座長に野里支部会員を

お願いしました。支部会員により概説を読み

終わってから、座長を中心に実務を通じ、皆

で理解を深めていくという研修でした。今回

は第１章「境界概念の多様性」「境界の移動」

等の研修内容となりましたが、次回の研修会

も引き続き実施する予定になっております。

　常に土地家屋調査士として研修を重ね、調

査士としての知識を深め、地域住民の良き相

談相手となれるよう、これからも支部として

研修会の内容を検討しながら、支部会員相互

の資質の向上に努めて参りたいと思います。
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　私は昨年の大震災が起きるまで、ボランテ

ィア活動をしたことがありませんでした。

　気が向けば募金活動をしている人へ募金に

協力する程度で済ませてきました。

　さすがに今回は岩手県人として何か自分も

しないと……と思いながらも、寄付金をドー

ンと出せるわけでもなく、どうしたものかと

思っておりました。

　たまたま盛岡支部の役員引継ぎの時に、支

部活動の一環として“何か被災地での支援活

動をしよう”ということになり、企画を担当

することになりました。

　調べてみると、色々な団体が色々な活動を

していることが見えてきましたが、いままで

何もしたことがないので、実際どういうこと

をやっているのか自分が体験しないことには

始まりません。

　よし！やるぞーとグッズを揃えたときの写

真が掲載の写真です。

　とりあえず個人参加で通称ボラバスの募集

に応募、 山田町２回（宅地の瓦礫搬出）・ 大

槌町１回（河川敷の玉石除去）行ってきまし

た。

　驚いた事は、曜日にかかわらず各世代の人

たちが仕事を休んででも参加していたこと、

若い男女も積極的に参加していたことでし

た。関東・関西・四国から自費できている人

がいることも知りました。大変頭の下がる思

いでした。

　この頃すでに７月となっており、夏の天気

に恵まれ、とてもシンドイ体験となりました。

　重労働そのもの！　熱中症にならない様気

を付けると共に、周りの人も無理をしていな

いか気に掛けながら、自分も腰痛で迷惑をか

けないようになどと、気遣いしながらの体験

でした。（筋肉痛は直ぐ出ましたので一安心

・ギックリ腰なし）

　団体のリーダーはどういう準備をしている

のか？班長はどういう役割を担うのか？ボラ

ンティアセンターとの打ち合わせはどうして

いるのか？等々、まさしく見学がてらの参加

でした。

　この体験で得たことを参考に盛岡支部の被
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準備Ｏ.Ｋ（形から入る私）昨年7月頃



災地ボランティア活動の準備をし、昨年８月

から12月まで計５回・のべ参加会員28名の活

動を無事実施することができました。参加会

員のご協力に感謝するとともに、今年も何ら

かの活動を企画したいと考えているところで

あります。

　がんばろう岩手!!
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　30才から始めたトライアスロンが早いもの

で23年目に入りました。

　私の出ている大会はスイム（水泳）1.5㎞、

バイク（自転車）40㎞、ラン（マラソン）10

㎞で行われるショートタイプです。

　トライアスロンは過酷なスポーツと思われ

がちですが、いずれも基本的なスポーツであ

り、チャレンジ精神があれば誰でも可能と思

っています。

　私が始めた頃、当時の松尾村では誰もやっ

ていないスポーツでしたし、若かったことも

あり、１人でがむしゃらに練習していました。

　今でもスイムは不得意ですが、初めはクロ

ールの息継ぎが出来ず、無呼吸で25㍍を繰り

返し自己流で泳いでいました。その頃近くに

Ｂ＆Ｇプールが出来、毎日のように通い、知

り合いの人に息継ぎのこつを教えて

もらってから１週間後には１㎞続け

て泳げるようになり、第１回の釜石

大会への出場を決めたのでした。

　ランは以前から少しは走っていた

し、バイクは前の年から始めていま

したが、派手なウエアでバイクに乗

ったり、夜９時頃暗い田舎道を走っ

たりしていたので周囲からは「変な

人」と写っていたと思います。また、

調査士を開業するために40才で当

時勤めていた役場を辞めたときは、

「やっぱり変な人」と思われたようでした。

　しかし、トライアスロンは23年、調査士は

12年続けると、周りも慣れてきて、「変な人」

から「普通の人」に変わったと思います。

　50才も過ぎ、練習量はかなり減りましたが、

どうしたら楽に走れるか考えるように多少変

わってきたと感じています。また、道具も進

化し、新しいものが出ると欲しくてたまらな

くなりますが、自分の実力と妻のきげんと相

談し買うものを限定するようにして（されて）

います。

　今まで、 トライアスロンは100回以上、 フ

ルマラソンは５回出場していますが、地道に

練習し65才くらいまでは続けたいと思ってい

ます。

　始めてみたい方どうぞ連絡下さい！
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　震災後の昨年４月、分筆登記の点検測量を

兼ねて陸前高田方面へ足を伸ばしたが、報道

で見る津波被害とは違い、その凄まじさには

目を奪われた。

　特に県立病院や雇用促進住宅の４階まで水

が達した状況は信じ難く、いつも買い物をし

ているマイヤ陸前高田店も看板が残っただけ

で、 お花見時期の利き酒で全問正解したり、

生原酒「雪っこ」で世話になっている酔仙酒

造さんの酒蔵や桜の姿も無い。

　幸い業界関係の皆さんや、親しい付き合い

をしている船頭さん家族の無事があって今回

筆をとることが出来たが、話題はどうしても

道楽の船釣りになってしまうことをお許し願

いたい。

　広田半島泊漁港の菅野船長ご家族とは先代

（船は降りているがご健在）からの付き合いで、

家内も度々お邪魔し昼飯をご馳走になったり、

一緒に晩酌をしたりとか時には旅館代わりに

泊る事もあり、20年以上もお世話になっている。

　船長ご家族の無事はインターネットで知っ

たが、築７年程の自宅と離れそして船足の速

いプレジャーボート（定員６名）に船外機付

きの第二管大丸と先代から私が貰い受けた定

員４人の第一管大丸の３艘が被災してしまっ

た。先代の奥さん（こちらもご健在）は油絵

が上手く、力作が数多くあったが残念ながら

全て流失し、今鑑賞出来るのは私の手元にあ

る60号をはじめとした７枚のみで、狭い仮設

住宅では絵を楽しむ余裕もない様子である。

　さて私の広田湾での釣りパターンは、早朝

ヒラメ釣りをして夜アナゴ釣りか、反対に前

夜アナゴで翌朝ヒラメといった連チャンが多

く、その都度船長宅に無料宿泊をお願いする

のはいささか気が退けた。また60歳以降の体

力減退や自称釣師兼料理人としては、釣りた

ての美味い魚を食する事と鮮度維持が課題で

あった。

　ヒラメは生食が多く鮮度保持の為船上で血

抜きをするが、出来れば内臓を取り除き表を

拭いて氷温を少し上回る程度の保存が望まし

い。アナゴは生け簀で朝まで生かしておいて、

捌いた直後に保冷したり薄焼きにしたりと、

釣った魚全ての鮮度保持や調理の必要性から

専用施設がどうしても欲しくなった。余談な

がら一昨年30数匹のアナゴが岸壁に吊るした

網穴から逃げてしまい、翌朝には在庫ゼロの

苦い記憶がある。

　前述した理由とは別に、広田半島は岩手の

湘南と言われ冬は温暖で雪が積もらず、真夏

でもクーラーも使う事がないほど過ごし易い

土地柄で、60歳以後は週３日程度浜辺の生活

を楽しむ夢もあり、11年ほど前半島高台に

「海の家」の建設を強行した。当然家内は反対、

しかし当時は景気もマズマズとあまり負担を

感じなかったが、現在我が家の不良債権筆頭
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花巻支部　阿　部　雅　明



格である。日常生活が可能な設備や厨房と囲

炉裏、居酒屋風の小上がりを設け晩酌や少人

数の接待には中々良い造りと思っている。（エ

アコン２台の稼動実績はゼロ）

　春から初夏にかけては決まった時刻に遠く

から鶯の声がして、やがて家の前の木立で囀

りまた遠くへ去っていく、これが朝夕二度聞

くことが出来る。秋から冬は四十雀らの家族

や山雀らも朝夕目の前で松の実をついばんで

行く。周囲には自然の林があり、たらの芽や

ハツ茸が採れるし山桜の花見を楽しむことも

出来るが、放っておくとあっと言う間に雑草

の侵略に会うのが辛い。

　私が調査士協会役員現役の当時であるが、

沿岸方面で研修会の際に安保さん、下斗米さ

ん、金さんにお出で頂いたことがある外、阿

部さんを偲ぶ会のメンバーや身近な知り合い

と極少数の方しか招いていない。もっとも来

客の買い物から料理や後始末が結構大変で、

お招きする回数が増やせないのである。

　この低い稼動率をせめて25％超位にしよう

と、数年前から養殖棚周辺で管大丸による洋

上訓練の結果、どうにかヒラメやアナゴの夜

釣りも単独行動が出来るようになり、一度渡

辺調査士と夜釣りを試みたが無事生還した。

　週休３日となった暁には延縄漁も教えて貰

う事を真面目に考えていた。最初ブーブー言

っていた家内もようやく諦めて、ここ数年週

末は二人でゆったりした日々を過ごし、あと

数年で私の理想とする「半調半漁」生活へ移

行する矢先に震災が起こった。建物被害は屋

根瓦が数枚飛んだ程度であったが、地盤が盛

土のせいか遊休地半分にクラックが走り、そ

の余波で基礎が一部破損と診断された。５％

の地震保険金はおりたが復旧予算は女性財務

大臣決済が長引き本格工事は手付かずであ

る。

　さて震災以後であるが、昨年末には菅野船

長が紀伊方面から漁船を手に入れ、今年１月

には良型のミズクサガレイを多く釣る事が出

来、船長ご家族との行き来や広田湾での釣り

を止める気は毛頭ない。今年は定置網も復活

して生け簀周りでのヒラメやアナゴ釣りも出

来ると聞き、その時期が待ち遠しい。

　しかし高田の町はあまりにも寂しく、海の

家を拠点とした広田半島との付き合い如何に

するか、復興に力を注いでいる地元の皆さん

の努力は十分承知していながら、そろそろ老

後生活に入る私としては正直のところ少し悩

んでいる。

　……今までどおりの触れ合いは当然と思い

ながら……。
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裏庭デッキを望む（除草が大変）

一階小上がり（小宴会に最適）



　嬉しいことで、今回「黎明」というすばら

しい著書の原稿依頼を頂きましたので、この

場をお借りしまして、まずは自己紹介から…

…。花巻支部の上田直輝と申します。年齢は

31歳、３児の父親です。子供達は、元気に毎

日を青春しております。子供達の話を書いて

しまいますと、副会長の原稿が割愛されてし

まいますので省略したいと思います。

　オンライン申請の送信ボタンをクリックす

る際、未だに手が震えております私の趣味＆

休日の過ごし方について、紹介したいと思い

ます。タイトルは、渓流釣りとＢＢＱ（バー

ベキュー）です。

　渓流釣りは特に源流釣りというものが好き

で、山道を車で行けるところまで進み、その

あとはとにかく歩く。源流釣りは、祖父に小

さい頃から教わっておりました。目的地へた

どりつき、疲れた身体に待っているのは、住

み慣れた風景など存在しない、冷たい空気に

力強い緑の香り、透き通る清流に美しい魚影。

こんなすばらしい大自然を前にして毎回言葉

を失います。まさにストレス解消法でもあり

ますね。

　そして、冬以外の休日は、家の庭や川原で

子供達といつもＢＢＱをしております。マン

ガのような分厚い肉、ネギ、肉の串焼きに憧

れ作ってみたり（ネギだけが焦げ、肉は火が

通りませんでした。） ハマグリをホイールで

包み、酒蒸しを作ったり（底に穴があき、う

まみ汁がすべて逃げていきました。） などな

ど、失敗も多いですが、チャレンジしながら

楽しんでおります。

　こんな内容の薄い文章を読んで頂いており

ます皆様に申し訳なく、広報部長に怒られて

しまいそうなので、土地家屋調査士っぽい文

言も加えないといけませんね。 ＢＢＱの際、

境界杭をテントの重石代わりに……。 あっ、

だめですね。

　こんな私でございますが今後とも、先輩の

皆様にご指導を頂き、専門知識と技術の向上

を図るとともに国民の信頼に応えられる土地

家屋調査士になります。 最後になりますが、

今年の目標は、ＢＢＱマスターという資格に

チャレンジしたいと思います。
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「My Hobby & Challenge」

花巻支部　上　田　直　輝



　私はここ３年ほどカメラにハマっていま

す。人や風景、鳥の写真を主に撮っています。

若いときは余り興味がなく、殆んど写真は撮

りませんでした。何故なら記憶に風景が残っ

ていて写真が無くても思い出せるから困らな

いと考えていたからです。しかし、歳を取っ

てくるとこの記憶が曖昧になって来て思い出

せなくなってきます、地図を見ていて「確か

ここには行ったことがあるんだけどどういう

所だっけ？」等と記憶からすっかり抜けてし

まっていることが多くなりました。そうして

昨今、 巷ではカメラブームだそうで、「俺も

ちょっとやってみようか」と興味が出てきま

した。そこでキャノンで一番安いデジタル一

眼レフを買って撮り始めたのが今日に続いて

います。日曜日はなるべく時間を作って、バ

イクにカメラと三脚を積んで近場に撮影に行

くようにしています。昨年撮った写真で印象

に残っているのは、名前は忘れてしまいまし

たが遠野市小友町の荷沢峠の近くにある渓谷

と山形県酒田市の相馬楼で撮影した舞娘さん

の写真です。

　遠野市小友町の渓谷はそんなに山奥ではな

いところにあって軽装備で誰でも行ける、な

かなか便利なところです、あまり人も来ず静

かで川のすぐ近くの遊歩道を撮影しながら登

っていくと１時間ほどで５、６か所の滝の写

真が取れます。小さい滝ながら幾重にも折り

重なったような写真が撮れ、季節毎にいろい

ろな表情を見せてくれます。シャッタースピ

ードを遅くして水を	白糸のように写したり、
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「趣　味」

水沢支部　吉　田　春　男



苔むした石を写したり、構図を変えたり、ズ

ームしてたり、引いてたりして楽しい時間を

過ごすことができます、ただ一つ怖いのは熊

のみです。

　クマに注意の看板があるのでクマよけが必

要です。

　酒田の相馬楼はご存知の方は多いと思いま

す。昔の料亭相馬屋と言う建物を修復して舞

妓茶屋として営業しているところです。私の

住むところでは、こんな優美な舞娘さんの踊

りは見ることができないのでもっと近くにあ

ったら、と思わずにはいられません。なぜこ

のような場所を知っているかと言うと、何年

か前に水沢支部の研修旅行で立ち寄ったこと

があり、きれいな舞娘さんと写真を撮ったこ

とがありました、被写体には最高だなと思い

出し片道３時間半ほどかけて行ってきまし

た。舞娘さんの踊りは昼12時からと２時から

があり、12時はお弁当を食べてから踊りを見

て、写真を一緒に撮って、というもので入楼

料700円と弁当代3,500円、 ２時からは弁当な

しで1,000円でした。 踊りを見ていると「い

つかこういう舞娘さんを座敷に呼んでお酒を

飲む、なんて言うのもいいだろうな」なんて

考えてしまいます。	

　まだ行ったことのない方は是非行ってみて

ください、どうせなら12時と２時の２回見た

ほうがいいですよ、なかなか行く機会がない

と思いますから。
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　私は、10年位前までストレスとは無縁の生

活を送ってきたと思っていました。事務所の

補助者には、「ストレスが有るものなら俺の

前に出してみな、出来たなら直ぐに休暇をあ

げるから」と豪語していたものでした。

　しかしながら、40代後半から徐々に不安要

素が多くなりはじめて、「これがストレスか

な。」 と思えるような事も出て来たような気

がします。ストレスによる胃炎、脱毛、不眠

等々、色々な症状が有るようですが、私の場

合は短気（イライラ）が多くなってきたよう

な気がします。

　これは年齢とともに、体調の不安が大きな

要素だと思っています。仕事や人間関係の不

安は解決の方法が必ず有りますが、健康に関

しては人間の努力とは全くの無縁と思ってい

ました。年々衰えていく視力。持久力。瞬発

力。そして記憶力。如何にもならない思いが、

相手に対して攻撃的な言葉となって発せられ

ます。かといって怒鳴ってもスッキリした気

持ちに成る訳でもなく、反対に更に落ち込ん

でしまう気分となるのです。

　そこで最近では、全ての事を自然に受け入

れ、「出来うる物」と、「仕方のない物として

現状維持の努力をする物」の２つに分けるよ

うにしています。 また以前は、「俺に出来る

んだから、お前にも出来るはずだ」と言う思

いが有り、出来ない人への全ての評価を下げ

てしまっていました。

　ところが、物事を２つに仕分けると、出来

ない人にも、出来る範囲での仕事を探して与

える努力をするように、自分自身が変化して

きました。

　全ての事を上昇志向に考えるのではなく、

現状維持のなかでも満足いく方向性を導く事

を考える。こんな考えを持つことによりイラ

イラはだいぶ解消されてきましたが、このイ

ライラがストレスかどうかは、はなはだ疑問

であり、単なる老人性の「短腹」かも。
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『「ストレス」、かな』

一関支部　宮　崎　　　健



　私は、 趣味の一つとして囲碁を選んでお

る。もちろん腕前は下手の横好きのたぐいで

ある。しかし、若いころは一週間に一度は碁

会所に通って腕を上げようと思いもしました

が、現在は年に一度か二度に減ってしまった

ので趣味といえるかどうか疑問である。そこ

でここではもう少し若いころの話にしたいと

思う。

　私が某囲碁クラブに初めて入会したのは昭

和46年ころだった。その時の棋力は自称５級

で、どこに行っても恥ずかしいような棋力で

した。

　それにもめげずいっぱしの顔をして出かけ

て行ったものです。

　碁席は、10畳か12畳くらいの和室、たばこ

の煙が揺らいで健康上はなはだよろしくない

環境、ただこの環境は当時どこの碁会所でも

似たようなものでないかと勝手に推測してお

った。

　碁会所では手の空いている仲間と対戦し、

勝った負けたと一喜一憂しているたわいのな

いものであった。

　ただ囲碁の良いところは、棋力に応じてあ

らかじめ石を置いて（置き碁）棋力差を無く

して対戦することができるので高段者とも対

局できるし、棋力に劣るものとは石を置かせ

て対局できることであるが、欠点は一局が終

了するまでに時間がかかる点で忙しく働く方

には向かない面もある。

　その後10数年やっと初段格に認めてもら

い、３段以下の低段者で勝手に組織する天狗

道場の一員として強制加入させられた。実は

自称強者と云うが実はたいした力はなく、減

らず口だけは達者な天狗たちの集まりであ

る。すなわちメンバーは、年齢層は高く、（失

礼の段は許して貰う）、 今後いくら練習して

も、もはや腕は上がらず現状維持に苦労する

仲間である。当時のメンバーはすでに故人と

なられた方々がおり、残りはわずかとなって

道場といえる状態ではない。でも当時は年に

数度は民宿に出かけて徹夜碁を打ち、盆正月

の休みには同様の行事に参加したものだっ

た。さすがに徹夜で碁打つと、頭がボーとな

り、睡魔にも襲われて一体何をしているのか

訳の解らない状態となったものである。

　この天狗道場から抜け出て５段の免状をも

らった方もおり、私も辛うじて３段格かなあ

と思うところまで進んだが、これ以上は望み

薄である。

　この訳は、健康管理上、禁煙を機に紫煙が

煙る碁会所から遠ざかったからである。今は

たまに棋書を見たり、テレビ碁を見たりして

楽しんでいる。

以上
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「私と囲碁の関わり」

宮古支部　鈴　木　正　通



　芸のためなら女房も泣かす〜♪40代以上の

方にはお馴染みの都はるみ・岡千秋のヒット

曲「浪花恋しぐれ」※１の歌い出し部分ですが、

私なんかが真似をして芸のために女房を泣か

せた日には、すぐに実家に帰らせていただき

ますと言われることでしょう。

　今から10年ぐらい前、吉田兄弟という北海

道出身の津軽三味線奏者がテレビなどでよく

取り上げられ話題になっていたころ、以前か

ら三味線演奏（特に津軽三味線）に興味があ

ったこともあり、私にも弾けるかなと軽い気

持ちで近所の三味線演奏家小森芳優先生のも

とをたずね、開口一番に言われたことを今で

も忘れられません。

　「悪いことは言わないから（三味線を） 習

うのはやめなさい。」

　のっけから面食らってしまいそうな話です

が、まず本気でやるなら三味線が高価であり、

芸ごとは何かとお金と暇ばかりかかって、あ

まりいいことはないよということでした。

　今思えば折角の忠告を押し切って習い始め

た訳ですが、たまに結婚披露宴やお祝いごと

の余興に頼まれて演奏したりしてふと考える

ことは、本題にも掲げた「芸（私の場合は三

味線） は身を助けるのか」 という疑問です。

　とても身を立てるほどの腕前ではないし、

万が一の場合に暮らしの助けになるぐらいで

もない。ことわざ通りにはいかないでしょう

と言ってしまえばそれまでですが、所詮は趣

味なんだしあまり突き詰めて考えなくてもい

いのではと自分を慰めてみたところで、芸ご

とにかける実際の金、暇について嫁の理解は

一向に得られず、浪花恋しぐれの世界に憧れ

を抱くばかりです。最近は稽古もかなりサボ

り気味ですが、岡千秋のあの台詞をいつか嫁

に向かって言ってみたいと密かに思っていま

す。とても日本一の演奏家にはなれないです

けど。

※１浪花恋しぐれ

　（作詞たかたかし／作曲岡千秋）

　　1983年５月21日,日本コロムビア発売
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「芸は身を助けるのか」

二戸久慈支部　大　栁　和　美



広報：それではまず事務所の人員構成を教え

てください。

千葉：私と補助者１名で仕事をしています。

広報：調査士になろうと思ったきっかけ又は

動機などはありますか。

千葉：調査士なりたいとはずっと思っていま

した。建築学科の学生時代に、敷地のこ

とで調査士の事務所に伺ったおり、応

対した調査士の先生が、威厳があり尚

且つ柔らかな話し方をする方でした。

これが私の調査士のイメージとなり憧

れるようになりましたし、またいい仕

事だなとも思いました。それから主婦

をしながらやっとの思いで調査士にな

ることができました。

広報：実際調査士になってみてイメージは変

わりました？

千葉：変わりましたね。立会い業務など思っ

ていた以上に『人と係る業務』が多い

ことを知って、たいへんな仕事だなと

実感しています。

広報：業務上普段心がけていることはありま

すか。

千葉：まだそれほど実務をこなしていないこ

ともあり、調査士としてはまだありま

せん。余談になりますが、震災後は、

被災した建物の無料相談など、今の自

分にできる範囲での社会貢献をしてい

こうと思っています。

広報：印象に残る仕事はありますか。

千葉：件数をそれほどまだこなしていないこ

ともありますが、最初の建物表題登記

でしょうか。設計も申請代理人も私の

名前が記載されているので、法務局の

職員が不思議そうにしていたのを覚え

ています。また、初めてのオンライン

申請は補助者がパソコンに慣れていた

こともあって、比較的早い時期にオン

ライン申請を初められたのですが、そ

れでも最初の受付完了画面を見たとき

は『いったー』と思いましたね。パソ

コンの設定が今より面倒だったりした
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「千葉まり子事務所（一関支部）」

● 事務所訪問（千葉まり子事務所）

前説

　女性調査士事務所パート２とい

うことになりました。花泉町で事

務所を構える、主婦という一面も

ある千葉まり子さんから幅広くお

話を伺いたいと思います。



ので余計にそう感じたのかもしれませ

ん。

広報：調査士業務上女性で損、あるいは得し

たことは？

千葉：損だと思うことはやっぱり荷物の持ち

運びなどの力仕事ですね。得したと思

うことは特にありませんね。少し話が

それますが、私は趣味で『語り部』を

しています。施設を月に１、２回訪問

し、おはなしを聞かせたりします。な

ので『方言』で話すことは得意なんで

す。立会人がお年寄りだったときなど、

方言で話すことで緊張がほぐれ、立会

いがスムーズにいくことがありました

ね。

広報：今の自分に必要なものがあるとすれば

何ですか。

千葉：『決断力』でしょうね。どこを筆界点

として立ち会って頂くか悩んでなかな

か決められないことがよくありますか

ら。地震の影響もかなり大きいと思い

ますが、もともとの私の性格によると

ころも結構大きいと思います。

広報：仕事でストレスは感じますか。

千葉：感じるほどまだ仕事してないんです。

（笑い）　ただ、補助者から時々気の毒

に思われていることはあるみたいで

す。本人は自覚していませんね。それ

でまた少し話がそれますが、補助者が

今年の調査士試験（平成 23 年度）に合

格したので一緒にできたらいいかなと

考えています。（補助者さんは後で知っ

たのですが息子さんでした。）　あるい

は私が補助者になろうかしら。（笑い）

広報：調査士会への要望はありますか

千葉：登録して２年経過しましたが、初歩的

なことでわからないことがまだあり、

知り合いの調査士に聞くといつも親切

に教えてくれるのでありがたいのです

が、頻繁では相手に悪いと感じてしま

います。

　そこで気兼ねなく相談できる場があ

るとうれしいですね。岩手会のホーム

ページにそういうコーナーがあるとい

いと思います。

《雑記》

広報：花泉の特徴はなんですか？

千葉：気候的に比較的温暖な地域ではないで

しょうか。またおっとりしている人が

多いように感じます。食べ物ではお餅

が名物ですね。けっこう大きな餅つき

大会などがあって見物人に振舞われた

りもします。今年は私も参加しました。

《訪問を終えて》

　千葉さんは１級建築士という資格もあり、

設計段階から建物に関しては依頼者と深く係

わりながら仕事をされています。またボラン

ティア活動も積極的に参加されていて、見た

目以上にバイタリティを感じました。 また、

訪問したこの日（12／２）に補助者でもある
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息子（崇平）さんの調査士試験合格通知がた

またま届きました。せっかくなので見せて頂

きました。

　おめでとうございます。 岩手にまた１人、

若手の調査士が誕生です！

《取材後》

　帰り際には大根までお土産に頂いて帰って

きました。師走の忙しい時期に取材に応じて

いただきありがとうございました。

（取材　一関支部広報委員　三瓶伸樹）
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● 新入会員の紹介

　皆様方はじめまして。この度秋田より岩手

に事務所移転致しました加藤巧寛（かとうよ

しひろ）と申します。

　私の父が土地家屋調査士でしたが土地家屋

調査士という職業を本当の意味で理解したの

は土地家屋調査士試験の勉強をはじめてから

でした。と、いうのも私の父はあまり家庭を

顧みない人でいつも家にはいなくほとんど仕

事の手伝いというものをしたことがなかった

からです。そんな私が調査士試験を受験した

きっかけも父でした。年の離れた兄が自分の

別の道を見つけ、父は当時まだ自分の道を決

めていなかった私に大学４年間の宿題として

調査士試験に合格するように言いました。運

良く私は在学中に試験に受かり秋田会に登録

しました。

　秋田会から岩手会に移ってきて業務の勝手

の違いにも驚きましたが一番驚いたのは調査

士会の性質の違いです。岩手会の印象を端的

に申し上げると、若くて、エネルギーがあり、

新しいことに前向きだと感じました。研修会

や勉強会も頻繁にありその内容も充実したも

ので調査士として自分を成長させる機会に溢

れていると感じました。全国の協会に先駆け

て公益社団法人第一号に岩手県公共嘱託登記

土地家屋調査士協会が認定され、岩手県土地

家屋調査士会もますます発展していく中で少

しでも自分の実力をつけ調査士会の発展と東

日本大震災後で被災した岩手県の復興に寄与

していきたいと思っています。

　最後にまだまだ未熟者ですが先輩方、関係

者の皆様方にご指導ご鞭撻いただけますよう

よろしくお願いします。

加
か

　藤
とう

　巧
よし

　寛
ひろ

事務所：盛岡市門二丁目７－27

略　歴：平成16年３月　秋田県立秋田南高等学校卒業

平成18年11月　土地家屋調査士試験合格
平成20年２月　土地家屋調査士登録（秋田会）
平成20年３月　東海大学工学部建築学科卒業　
平成23年４月　事務所移転
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　平成23年４月に登録した松下宏伸と申しま

す。

　私は高校を卒業後、測量設計会社に４年ほ

どお世話になっていましたが、その中で測量

士補試験を受けさせてもらう機会があり、そ

の試験会場の入口で土地家屋調査士のパンフ

レットをもらったのが土地家屋調査士を知る

きっかけでした。

　土地家屋調査士って何？というところから

始まり、いろいろ調べていくうちに、独立開

業型の資格であること、法律知識と測量技術

という異質な面を合わせた仕事ということ、

現場作業だけでなく内業もあること、定年が

ない……等に魅力を感じたところが目指すき

っかけとなりました。（測量会社の現場みた

く山や崖を毎日歩かなくてもよさそうだとい

う不純な動機も大きな要因にありますが…）

　測量会社に４年間勤務後、東京の測量専門

学校に２年、その後東京都練馬区の土地家屋

調査士事務所に約９年お世話になりました。

その時の経験が今の私の財産になっておりま

す。東京にいるときは長靴をはいてやる現場

はありませんでしたので、（すべてアスファ

ルトばかりで）まず杭さがしはノミとハンマ

ーでアスファルトを斫るところからでした。

　杭が出てきたら、測量して立会、図面作成、

はんこもらいという流れでした。

　岩手にきてまだアスファルトを斫った経験

はありませんが、現在は先輩調査士の事務所

で実務経験を積ませてもらいながら勉強中で

す。ＧＰＳ測量ほか、業務の進め方や図面の

作成方法など、この地域にはこの地域のやり

方があるのだなと毎日刺激を受けることばか

りです。

　頼りない後輩ではございますが、先輩方に

少しでも近づけるように、土地家屋調査士と
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事務所：紫波郡紫波町日詰字丸盛222番地１

略　歴：平成４年３月　私立専修大学北上高等学校普通科卒業

平成５年１月　有限会社サンシャイン・サーヴェイ入社
平成11年３月　国土建設学院測量土木技術科卒業
平成11年４月　土地家屋調査士高橋茂夫事務所入社
平成19年１月　土地家屋調査士山口高司事務所入社
平成20年４月　久慈市役所建設部土木課勤務
平成21年11月　土地家屋調査士試験合格
平成23年３月　株式会社エヌティーコンサルタント入社
平成23年４月　土地家屋調査士登録
平成23年６月　株式会社エヌティーコンサルタント退職
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して資質向上のために日々精進をして業務に

携わっていきたいと思いますので、ご指導ご

鞭撻いただけますよう宜しくお願いいたしま

す。
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　12年前……「親父の事務所で働いてみよう

かな。」

　仲間と飲みに出かけようと玄関をあける瞬

間、私の口から突如発してしまった一言です。

その時の心境は、単に、これ言ったら喜んで

くれるかな？みたいな感じでした。恐らく親

父には言っていませんし聞かれていないと思

いますので、 この会報が告白だと思います。

親父は家でほとんど仕事の話をしていません

でしたので、（思春期で親父と話をしていな

かったのかも……）土地家屋調査士がどうい

うものか知りませんでした。（汗）

それから専門学校へ行き測量を知り、上田穣

　事務所の補助者となり、（現場へ到着し、

機械の充電が切れていたことも……〔冷や

汗〕）土地家屋調査士の実務を経験しました。

その中で、調査士の先輩方（親父含み）の御

苦労と業務への誠実さを学ぶことができまし

た。

　先輩方に憧れ、土地家屋調査士という資格

に魅力を感じ、親父にどうだ！と言いたくな

り、勉強を少しずつ始め、いつしか自分も資

格をと……そんな甘えた考えの私でしたが、

家族ができ、家族が増え、そして家族が増え、

さらに家族が増え、冷や汗どころではなくな

り、家族を支える父親として、死に物狂いで

勉強し、昨年親父に、どうだ	!!	と、言うこと

ができました。

　現在、合同事務所という形で実務に精進し

ております。責任感の重さを感じながら、一

生懸命を心がけております。立会いの難しさ

を痛感しながら日々学習しております。専門

分野の知識の向上のため、すぐ親父や先輩方に

相談しております。……（涙）HELP　ME

　最後になりますが、ふと原稿を書きながら、

親孝行って何だろう？って考えてみました。

　でもそれを考えようとすることが親孝行な

のかもしれません。

　12年前、あの一言を発してしまった時の親

父の満面の笑みは今でも忘れません。

先輩方の皆様、これからもどうぞよろしくお

願いいたします。

上
うえ

　田
だ

　直
なお

　輝
き

事務所：花巻市花城町８－29

略　歴：平成11年３月　岩手県立不来方高等学校体育学系卒業

平成13年３月　東北理工専門学校測量科本科卒業
平成13年４月　上田穣土地家屋調査士事務所入所
平成22年11月　土地家屋調査士合格
平成23年１月　土地家屋調査士登録、開業
平成24年２月　ＡＲＤ土地家屋調査士認定
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　平成23年４月、二戸市にて開業しました下

斗米佑太と申します。

　開業するに当たりまして、登録申請書を提

出しに調査士会館へ訪れたのは３月10日のこ

とでした。そして、東北地方太平洋沖地震が

起こったのが、その翌日。この日から停電に

耐え、足りない物資と情報のために奔走する

などといった日々への変貌によって、それま

での日常を見失ってしまうとともに、震災に

直面した誰もが困窮にあえぎ怱忙に見舞われ

る事態となりました。

　このような状況では私の調査士登録が数ヶ

月先になっても仕方なく、正直、私自身が申

請を提出したことも忘れてドタバタしており

ましたが、冒頭で申し上げましたとおり４月

11日に登録証を頂く事が出来ましたのは、ひ

とえに菅原唯夫会長をはじめとする調査士会

の皆様からの御力添えの賜物であり、ここに

深く感謝を申し上げます。

　こうして調査士としてのスタートを切り、

自分にできることはなんだろう、とがむしゃ

らに駆け抜けてきました2011年は、これまで

の人生の中で最速といっていいほど、あっと

いう間に過ぎていきました。

　その中で、自分が土地家屋調査士になった

ことを実感したのは、土地分筆登記の申請に

おける地積測量図を自分の名前で作成したこ

とです。

　私は、調査士が扱うことのできる筆界とい

う概念を非常に面白く感じております。筆界

が創設された歴史的背景や公法上の境界とし

ての独特のスタイルなどに興味を惹かれたわ

けですが、実務を通してまだまだ知識不足で

あることを痛感させられつつも、とうとうこ

の世界に入ったんだ、と感慨深いものがあり

ました。

　そんな私の地積測量図第１号には、「※東北

地方太平洋沖地震（平成23年３月11日）前の

登記基準点成果である。」とのコメントが入る

こととなりました。

　これから先、土地家屋調査士の業務を行う

上でこの度の地震による地殻変動の事実は、

筆界の確認調査の中、筆界の歴史の一部分と

して我々の前に姿をあらわすことでしょう。

下
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た

事務所：二戸市福岡字城ノ外15番地４

略　歴：平成14年３月　岩手県立盛岡第一高等学校卒業

平成18年３月　早稲田大学理工学部社会環境工学科卒業
平成19年４月　下斗米光昭土地家屋調査士事務所
平成22年11月　土地家屋調査士試験合格
平成23年４月　土地家屋調査士登録
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忘れてはならない東日本大震災、土地家屋調

査士は業務を通しても決して忘れることはあ

りません。そして、私はこの事実に立ち返る

とき、初心に立ち戻ることでしょう。

　何年先か、 何十年先かはわかりませんが、

初心に戻ったとき、がむしゃらにやってきた

現在（あの頃）があるからが未来（いま）が

ある、 と自身を奮わせることが出来るよう、

今はただただ邁進していきたいと思います。



　このたび開業しました一関支部の千葉崇平

と申します。

　土地家屋調査士を目指すきっかけとなった

のは母の調査士受験でした。

　もしかしたら自分もいつか受けるかもしれ

ないな、という気持ちがなんとなくありその

時期に測量士補を取得しました。

　その後調査士とは無縁の生活を続けており

ましたが、母の合格をきっかけに補助者とし

て仕事を始めました。

　その時まで調査士というものがどういう仕

事かをぼんやりとしか認識していなかったの

ですが業務を通し知ることができました。

そして調査士の仕事をしたいと思うようにな

り、私も調査士を目指すことになりました。

　母が受かっているくらいだから楽勝だろと

思って試験を受けたら当然落ち、次の年なん

とか合格することができました。

　登録も済ませ、今度は自分が主となって業

務をやるということになり、身が引き締まる

思いであります。

　一所懸命頑張っていきます。先輩調査士の

皆様、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いい

たします。
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事務所：一関市花泉町涌津字道下52番28

略　歴：平成11年　仙台育英学園高等学校入学

平成14年　上智大学理工学部数学科入学
平成20年　株式会社まるせん工業入社
平成21年　千葉まり子土地家屋調査士補助者
平成23年　土地家屋調査士試験合格
平成24年　土地家屋調査士登録
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過去10年間の会員の異動状況

会員の数並びに入会者退会者

年　度 年　月　日 会員数 法人会員 入会者 退会者

平成12年 平成13年3月31日 231名 7名 12名

平成13年 平成14年3月31日 232名 5名 4名

平成14年 平成15年3月31日 227名 4名 9名

平成15年 平成16年3月31日 221名 5名 11名

平成16年 平成17年3月31日 215名 4名 10名

平成17年 平成18年3月31日 202名 1法人 3名・1法人 16名

平成18年 平成19年3月31日 195名 1法人 5名 12名

平成19年 平成20年3月31日 193名 1法人 4名 6名

平成20年 平成21年3月31日 186名 1法人 7名 14名

平成21年 平成22年3月31日 184名 1法人 4名 6名

平成22年 平成23年3月31日 180名 1法人 3名 7名
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── 編 集 後 記 ──

　多忙極まりない方々の寄稿には本当に感謝申しあげます。お陰様でチョッピリ

厚い『黎明』が出来上がりました。一冊の会報紙を仕上げる難しさは３年経って

も身に沁みます。

　メールでの校正作業はとても取り纏めるのが大変だったと思います。慶長さん

には多大な苦労を強いてしまいました。編集委員の皆さんお疲れ様でした。又有

難うございました。

三　浦　義　則

　黎明の編集に始めて参加させて頂ました。取り纏めの手伝いをしなければなら

ない立場でありながら会議に欠席したりと皆様には大変ご迷惑をおかけしまし

た。寄稿依頼に快く応じて頂いた会員の皆様大変ありがとうございます。来年度

は震災からの復興とかの嬉しい話題が多い会報であればいいなと思っています。

慶　長　康　司

　ここ数年の「黎明」編集作業は委員会で集まって作業することができず、メー

ル会議で校正作業をしています。このような状況でも広報委員を取りまとめた担

当役員の皆様、また快く寄稿依頼に応じてくれました会員の皆様にお礼申し上げ

ます。

権　頭　拓　也

　黎明の編集に携わって何度目かになりますが、いつもながら文章を書くことの

難しさを感じてしまいます。このごろはどこに居ても空いた時間はスマホでネッ

トを見ることが多くなり、本を読むことがめっきり少なくなってきました。でも、

字を覚えるとか文章を書くとか校正作業等は「本を読まないとだめだな」と感じ

ます。

吉　田　春　男

　１年前に未曽有の…予想外の…このような言葉が並ぶ紙面を誰が予想できたで

しょうか。この後記を書いていること自体もある意味予想外でしたが、自分自身

本当の意味での危機管理ができていないにもかかわらずこうして生きていられる

ことに感謝。

澤　口　雅　友
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　文章の校正は初めての経験でした。読書もしなくなった私としては、多数の寄

稿を読ませて頂き、校正したというよりは参考になることのほうが多かったです。

三　瓶　伸　樹

　あっという間の一年でした。日々の業務を追いかけながら新しい日本の創生に

向けて、日々の研鑽が欠かせません

佐　藤　吉　和

　今回も時間と予算の制約の中、ホームページの更新や『黎明』の編集作業を無

事に終わりました。次回はさらに充実させたいと思いますので、会員の皆様のご

意見をお待ちしております。

佐　藤　勝　也
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佐　藤　吉　和　　佐　藤　勝　也　　



更なる理想形を求め進化するSRX!更なる理想形を求め進化するSRX!更なる理想形を求め進化するSRX!

ソキア製品岩手県ビジネスパートナー店
有限
会社 岩手測器社









盛岡支社
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1

マリオス13F
Tel. 019-654-4722  Fax. 019-652-2260

AFN広告－2011－0104－1112516  12月15日

株式会社 北日本ライフサービス
フリーダイヤル　0120－38－6630
〒020-0835 岩手県盛岡市津志田14-200
Tel. 019-638-6630








