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打ち作業のお手伝いをさせて頂いています。来年、水沢にお越しの際はぜひご覧下さい！
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　平成28年の初春を迎え、会員の皆様には夢
と希望に満ちあふれた新年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
　顧みれば、東日本大震災から早いもので間
もなく5年の歳月が経ちます。この間、それ
ぞれの立場で、郷土（被災地）の為に復旧復
興に尽力されたことは評価に値するものであ
ります。この東日本大震災からの復興を願う
石碑の建立も多くの皆様からのご支援を頂
き、大船渡中学校の北門前に建立する事が出
来ました。この地は、大船渡市中心部を一望
できる場所であり復興をつぶさに見ることの
できるところにあります。特にも中学校の敷
地に隣接しておりこの自然災害の教訓を後世
に伝える事を中学生の皆さんに託すと云う意
味もありました。会員の皆様にはぜひ足を運
んで頂き石碑と復興の過程をご覧いただきた
いと思っております。
　黎明の前号で私は、空飛ぶ自動車について
書きましたが…まさにこの一年で空飛ぶ自動
車までは行きませんでしたが、自動運転の車
が実用化のテスト段階に入りました。東京オ
リンピックまでに完全実用化を目指すとあり
ます。アナログ時代の私としては嬉しいやら
悲しいやら複雑な気持ちでいっぱいになりま
すが、時代の流れは今までの常識では考えら
れない程のスピードで進んでおります。この
事は全ての物事に云えることであり、我々の
業界にも押し寄せている事は明らかでありま
す。この変革に乗り遅れることなく皆さんと

共に歩みを進めて行きたいと願うばかりで
す。
　さて、最近の事象について私なりに感じた
事を書いてみたいと思います。
　一つ目として、私たち土地家屋調査士は、
「点と線と面」に関わりの深い仕事でありま
す。松本清張の『点と線』という推理小説が
ありましたが、まさにその点と線にプラスし
た面での職業であります。特に松本清張ファ
ンでもありませんがこの『点と線』が土地家
屋調査士に大きく関わっていることで興味を
持つことになりました。私たちは、筆界点を
決める為にあらゆる認定資料と証拠調べを行
い、これを基に筆界点を決めて行くのですが、
この資料調査及び状況証拠を疎かにしては本
来の核心に触れることはできません。如何に
真実を探求できるか？そして当事者に合意を
得られる説明が出来るかを問われているもの
なのでしょう。点が決まるとその点同士を
一筆毎に線で結びますが、この結び方を間違
う事は土地家屋調査士としてあってはならな
い事であります。しかし、時として起こりう
る事ですから細心の注意が必要となるでしょ
う。そして線で囲まれたものが一筆の大きさ
となり初めて面となり、面積が算定されるこ
とになるのです。こんな解りきった事を何故
書くのか？その通りなのですが、私は松本清
張が書いた『点と線』の推理小説の如く、土
地家屋調査士が扱う「点と線と面」と云うも
のが推理小説に負けるとも劣らない位、奥が

「事象の捉え方」

岩手県土地家屋調査士会　会長　菊　池　直　喜
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行方正な人間ではないのだけれども、人の弱
さや低きに流れると云った現象なのだろうと
思うところである。さて、最近でもマンショ
ンの傾きから原因追究された地盤調査のデー
タ改ざん問題であるが、これなども一般市民
から考えると開いた口が塞がらないとの想い
である。しかし、これ等はどの様な経過を
辿って起こったのでしょうか？こういった現
象と云うものは、日常的に私の身の回りにも
起きているのではないかと推察される。私は、
以前勤めていた会社で地質調査と云う業務を
行っていた時期がありました。今回のこの事
件に非常に興味を覚えるのであるが、私の場
合はボーリング調査と地表の調査を加味して
地下の地質構造を予想すると云うものである
から人様に大きな迷惑をかけることは無いと
思ってはいたが、先輩からは「地質屋は見て
きたようなウソを言い」と揶揄されたもので
した。たしかに見ても居ないのに想像で作り
話をするのですから先輩に云われる通りだと
納得したものですが、今回のデータの改ざん
は故意に犯したとしか判断されないでしょ
う。非常に難しい事ですが「故意と過失」と
云う文言があります。「故意」は、わざと…
ですが、「過失」は、うっかり…です。しか
し、受け方によってはどちらとも区分けが出
来ない結果が生ずる事があると云う事で、物
事を進める時には細心の注意が必要になるの
であります。「故意」と云う行動は、私はこ
う考えるのですが、最初からやろうと思って
改ざんしているとは思いませんが、色々な状
況がその判断をさせて行くのだと思うのであ
る。これ位、ほんのちょっとだから、ここだ
けにするから…など色んな言葉が脳裏を掠

かす

め
ては消え、戻ってきては消える現象を脳内器
官で蠢

うごめ

いているのだと想像します。しかし、
一度自分の都合の良い方向に走るとこれはブ
レーキの壊れた自動車が坂を下るが如く、止

深く読み手の心によって如何様にも推理が働
くことに興味を持っております。是非、日常
業務を行う時に推理小説家になった気分で、
仕事をしてみるのも一考かと思っておりま
す。
　二つ目として、私たち土地家屋調査士に欠
かせない物が「ものさし」ですが、この「も
のさし」にも色々なものがあります。物理的
には巻尺、三角定規や三角スケールなど仕事
をする上で大変お世話になっているものであ
りますが、これはあくまでも目に見え、形の
あるものです。しかし、私たちは目に見えな
い「ものさし」つまりは「尺度」と云うもの
を合わせて持っているのである。これ等は、
人それぞれの尺度と云うものが存在し、統一
した「ものさし」では測り知れないものであ
ります。先程の「点と線と面」で云えば、線
と面は物理的に測ることによりできるもので
しょうが、点を決めることに関しては多くの
尺度（ものさし）により判断されるものであ
ると考えます。一人ひとりの尺度はそれぞれ
が判断をして形成されていくものなのでしょ
う。だからこそこの尺度が社会に通用し、関
係者へ説明できる「ものさし」とならなけれ
ばなりません。我々が普段行っている業務に
限らず、日常生活を送る時にも大事な一つの
要素になると思います。人それぞれの尺度に
は、人生の生き様が出てくるのかもしれませ
んが、個人の生き様として個性のある人生を
歩むことは自由ですが、土地家屋調査士の職
業人として業務を行う時の「ものさし」は、
私が申すまでもなく一般的に通用する尺度が
必要となるでしょう。
　三つめは、『塀の中の懲りない面々』とい
う本がありました。犯罪を犯し繰り返しては、
また戻って来ると云うものであるが…、過去
も現在もこの手のものは数多く存在するのだ
ろうと思わずにはいられない。決して私も品



─　3　─

まる事もなく益々加速の一途を辿るのではな
いかと想像するに難しくはありません。人間
は元々弱いものであり、低きに流れ、誘惑に
弱く、煽

おだ

てに乗り易い…だからこそ人間味が
あって良いのだとも言えるのですが、これが
命や財産に関わる事であれば許す事の出来な
い犯罪となるのである。そう云う事からする
と私たち土地家屋調査士も財産を担っている
事ですから、安易な妥協や誘惑に負けては自
分のみならず、多くの同志にも迷惑をかける
ことは厳に慎まなければならないでしょう。
自分だけが…今回だけは…の心の葛藤を如何
にコントロールするかが、土地家屋調査士と
しての職業倫理を発揮する時なのでしょう。
　土地家屋調査士制度が国民の認知度におい
て芳
かんば

しくないと云われてかなりの年月を経過
しておりますが、我々土地家屋調査士は決し
て派手さを持ち合わせている職業とは思いま
せん。しかし、だからこそ地道にコツコツと
日々研鑽に励みながら結束を深めて、国民の
不動産を根幹から守る職業であると云う自負
心を持ちながら歩んでいきたいものでありま
す。
　本年も土地家屋調査士の制度広報に取り組
みながら、政治連盟との連携を高めて業務領
域の拡大に取り組みたいと思っております。
皆様にとって本年が実り多く、夢の実現でき
る年でありますように願い、尚一層のご支援
御協力をお願い致します。
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１　はじめに
　岩手県土地家屋調査士会及び会員の皆様に
は、常日頃から法務行政の円滑な運営につき
まして特段の御理解と御協力をいただき、誠
に厚く御礼申し上げます。
　さて、東日本大震災から５年が経過しよう
としています。発災当時の復興対策本部で策
定された「東日本大震災からの復興の基本方
針」（平成23年７月29日決定）では、「復興期
間は10年間とし、被災地の一刻も早い復旧・
復興を目指す観点から、復興需要が高まる５
年間を「復興集中期間」と位置づける。」と
され、本年がこの集中期間の最終年に当たり
ます。そこで、法務局がこれまで復興に向け
て実施してきた取組について振り返ってみた
いと思います。

２　これまでの法務局の取組の概要
　⑴　登記関係
　　①　倒壊・流失等建物の滅失登記
　　　 　地震、津波等によって倒壊、流失し

た建物は多数にのぼり、これらは、本
来であれば、所有者が、この滅失登記
を申請しなければなりませんが、被災
者が当該登記を申請することを期待す
ることは困難であることから、登記
官の職権による滅失登記を実施しまし
た。滅失の登記のために必要な作業の
一部については、公益社団法人岩手県
公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委

託して実施し、その数は、平成23年度
及び平成24年度で約26,000棟にものぼ
ります。

　　　 　その後、建物としては現存するが、
利用することが困難な建物等につい
て、市町村等が公費をもって解体する
こととされ、解体した建物についての
情報を得て、登記官が職権で立件し、
現地調査を行った上で滅失登記を実施
しました。

　　②　地図の修正作業
　　　 　発災後の平成24年度から、津波等で

土地の境界が不明になった地域におけ
る土地の境界復元作業や地震で土地が
移動した地域での地図の修正作業を実
施しています。

　　　 　まず、地殻変動によって土地自体が
移動してしまいましたので、それぞれ
の土地の座標値を国土地理院が公表し
た座標補正値（変換パラメータ）によっ
て修正しました。

　　　 　この修正を実施してもなお、現地と
地図とが一致しない地域では、街区単
位での地図修正作業や境界復元作業等
を実施しているところです。本年度は、
大船渡市、釜石市、久慈市の一部の地
域において、地図作成作業を実施して
いるところです。

　　③　登録免許税の還付作業
　　　 　権利の登記を申請する際には、登録

「復興集中期間における法務局の
取組」

盛岡地方法務局長　伊　藤　武　志
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を買い取り、再び津波等に対して脆
ぜい

弱
じゃく

な住宅が建設されることがないように
必要な建築制限を行うとともに、市町
村等が移転先となる住宅団地を整備
し、住宅敷地を被災者に譲渡又は賃貸
するための事業です。

　　　イ　土地区画整理事業
　　　 　防災集団移転促進事業で取得した住

宅等の移転跡地については、その有効
利用を図るため、土地区画整理事業を
実施し、復興計画に即した土地利用を
行う商業施設を運営する民間事業者へ
の売却や公共施設の建設等の計画がな
されています。

　　　 　復興事業では、前述のとおり被災前
の住宅を高台に移転させるための防災
集団移転促進事業や土地区画整理事業
のほかに復興道路の整備、鉄道の整備
などに伴って、登記事件が大幅に増加
しているところです。

　　　 　このような状況を反映して、発災前
の平成22年の登記事件と昨年の事件を
比較すると、沿岸部を管轄する登記所
である宮古支局、大船渡出張所におい
ては約2.5倍となっており、これらの
事件を適正、迅速に処理するよう努め
ているところです。

　⑵　戸籍関係
　　 　津波によって市町村の庁舎が壊滅的な
被害を受けた陸前高田市と大槌町では戸
籍データが消失してしまいました。本来
であれば、法務局が保管している戸籍の
副本及び届出書に基づいて、当該市町村
が直ちに再製作業を行うこととなります
が、被災した市町村では震災関係の様々
な事務に忙殺され、戸籍の再製作業を実
施することは困難でした。

　　 　一方で、被災者が家族の死亡届により

免許税を納付する必要があり、その算
定の基礎として固定資産課税台帳の登
録価格を用いていますが、震災後に取
得した被災地の不動産の登記について
は、被災者支援の一環として、不動産
の価格に一定の調整割合を乗じて課税
価格を軽減し、軽減された税額につい
て登記申請人に還付する作業を実施し
ました。この作業は、平成２４年度で
終了しました。

　　　 　また、被災した市町村においては、
固定資産課税台帳の登録価格の改定が
遅延していることから、これにより登
録免許税を過大納付した場合には、そ
の登録免許税についても還付作業を実
施しています。本年度においては、宮
古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、
山田町、大槌町において、この還付作
業がなされています。

　　④　登記相談
　　　 　被災後、権利証が無くなった、相続

登記はどうすればいいのかなど様々な
相談が寄せられました。震災後の平成
23年度に沿岸部を管轄する登記所であ
る宮古支局と大船渡出張所で受けた相
談件数は約8,000件にのぼり、直近の
平成26年の１年間でも5,000件を超え
る相談が寄せられています。そのため、
職員はもとより、登記相談員を配置し
て対応しているところです。

　　⑤　登記事件の増加に対する対応
　　　ア　防災集団移転促進事業
　　　 　東日本大震災により、津波等の被害

が発生した地域で、住民の居住が適当
でない区域内にある住居等について集
団移転を促進するため、防災集団移転
促進事業が実施されています。これは、
市町村等が津波により被災した宅地等
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　　 　被災地では仮設住宅に居住する被災者
が多いことから、民間のボランティアで
ある人権擁護委員を中心として仮設住宅
を訪問し、特設の人権相談所を開設する
などして被災者の声に耳を傾け、被災者
に寄り添い心のケアに取り組んでいると
ころです。

　⑹　復興支援なんでも相談所の開設
　　 　平成25年度から、沿岸地域（平成26年
度は、宮古市、釜石市及び陸前高田市）
において、岩手県土地家屋調査士会、岩
手弁護士会、岩手県司法書士会等から相
談員を派遣いただき、復興支援なんでも
相談所を開設しています。

　　 　本相談所のアンケート結果では、開催
回数の増加や継続実施の希望が数多く寄
せられ、今後も被災地の復興を支援する
相談所として貴会の協力を得ながら実施
していきたいと考えています。

３　おわりに
　以上のとおり、法務局の業務は登記のほ
か、戸籍、供託、訟務、人権など広範多岐に
わたりますが、それぞれの分野で復興事業に
関連した取組を実施してきました。これによ
り、所掌事務の全てで復興事業に貢献できた
と思っていますし、これにより復興が進展し
てきていると感じています。
　今後は、復興のステージが「計画策定・用
地確保」から「住宅建築｣へと移行し、被災
者の土地取得、建物新築を含めた登記需要の
大幅な増加とその早期処理が強く求められま
すので、しっかりとした対応をしていかなけ
ればなりません。
　今後とも、土地家屋調査士会の会員の皆様
の、なお一層の御理解と御協力をお願い申し
上げるとともに、貴会のますますの御発展と
会員の皆様のご健勝を祈念申し上げます。

各種の行政手続や死亡保険金の給付手続
など様々な手続のために戸籍の証明書が
必要であり、早急に戸籍データを復元す
る必要があったことから、法務局におい
て、平成23年度当初から戸籍の再製作業
を実施し、早期に再製データを市町村に
提供しました。

　　 　また、市町村の戸籍窓口では、死体未
発見の行方不明者に係る死亡届に関する
相談、届出書の審査等の支援のために法
務局職員を市町村に派遣し、窓口業務等
の支援を行いました。

　⑶　供託関係
　　 　復興事業のために国や市町村等が道路
や鉄道などの用地として買収しようとし
ても、これに応じない場合には土地収用
法に基づき収用手続に移行することがあ
りますが、このような場合で収用によっ
て補償金を受け取るべき者が不明である
ときなどには、一定の条件の下、法務局
に供託することによって土地収用手続を
進めることができるとされ、これにより
手続が加速化されています。

　⑷　訟務関係
　　 　国や市町村等が土地を買収するに際
し、当該土地の登記名義人が死亡してい
たり不明となっている場合に、相続人等
を探し出し、その土地の相続人等を相手
に買収交渉をすることとなりますが、現
実には、明治時代の登記がそのまま放置
されるなど相続人が極めて多数にのぼ
り、その一部の人は捜索できないような
場合があります。このような場合には、
買収の事業を行っている行政庁などから
の依頼を受けて、相続財産管理人や不在
者財産管理人の申立てを裁判所に行い、
買収手続に寄与しています。

　⑸　人権関係
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平成27年度　受賞者名簿

日本土地家屋調査士会連合会
東北ブロック協議会長
表彰状受賞者
顕彰規程第3条

佐々木　啓　了（盛岡）　　　  　　（敬称略）

芳　賀　義　明（一関）

川　井　一　史（盛岡）

岩手県土地家屋調査士会長
表彰状受賞者
顕彰規程第３条

小　山　守　雄（沿岸）　　　　　  （敬称略）

葛　巻　弘　志（盛岡）

小笠原　寿　男（盛岡）

千　葉　正　和（水沢）

仙台法務局長表彰状受賞者
下斗米　光　昭（二戸久慈）　　　  （敬称略）

金　　　哲　朗（沿岸）

川　村　恒　夫（盛岡）

盛岡地方法務局長
表彰状受賞者
佐　藤　　　淳（花巻）　　　　　  （敬称略）

山　影　義　一（花巻）

宮　﨑　　　健（一関）

日本土地家屋調査士会連合会長
表彰状受賞者
顕彰規程第5条

坂　本　良　一（沿岸）　　　　　  （敬称略）

村　上　　　孝（水沢）
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　政治連盟会長就任から二年半が経過いたし
ましたが、この間会員の皆様のご協力に心か
ら感謝を申し上げます。

　政連が抱える課題には、全国土地家屋調査
士政治連盟（全調政連）が主導する国政レベ
ルと、単位政連が取り組むべき地方の問題に
大別されると思います。
　就任以来私は、「国政レベルはある程度全
調政連にお任せし、地元自治体と土地家屋調
査士法に関わる問題解決を優先したい。」と
言うことを申し上げて来ました。

　県内の多くの市町村公共団体の皆様には、
土地家屋調査士制度にご理解をいただき、大
半の公共事業は調査士法に則って我々調査士
が業務を担い、その実績は他県を大きく引き
離しています。
　一方県に視点を向けると、一部の部署では
実績があるものの、県が執行する用地取得に
係る公共事業の多くが、本来調査士法に定め
られた業務であると言われながらも、未だそ
の域を脱していないのが実情であります。

　このようなことから県当局に対して、「土
地家屋調査士法に抵触しない形での事業執行
をお願いしたい」旨の要望書を提出しました
が、この要望を実のあるものにするため政連
では岩手県議会議員による顧問団を結成して
おります。人選は特定会派に偏らない各支部
からお一人の六名の方々で、軽石義則氏（盛
岡支部）、髙橋孝眞氏（花巻支部）、渡辺幸貫
氏（水沢支部）、神﨑浩之氏（一関支部）、田

村誠氏（沿岸支部）、五日市王氏（二戸久慈
支部）の皆様です。

　本年二月に県土整備部企画室長をはじめと
する企画室用地課の方々と、顧問団を交えた
第一回目の会合で具体的に我々の要望をお伝
えし、県側の考えを聞く席を持つ運びとなり
ましたが、その後県職員の人事異動と知事、
県議会議員選挙の動きが活発化し、一旦県側
との会合は中断しておりました。

　先の県議会議員選挙において顧問団全員が
当選されましたので引き続き顧問をお願いす
ることとし、10月26日盛岡市内で開催された
選挙後初の顔合わせ会には全員にご出席をい
ただき、田村県議会議長を始めとする皆様に
は引き続き顧問就任について快諾をいただき
ました。
　席上いままでにも増して調査士制度の維持
発展に係る政治活動にお力添えをいただくこ
と、今年と来年にかけて県側と何らかの見通
しをつけるよう政連と一緒になり最大限の努
力をすることを確認いたしました。

　今年五月の定時大会では会費増額の承認を
いただき、全調政連の役員改選前に単位政連
の改選と言う本来の組織体系で運営すること
が出来ることとなり、来年度からは政治連盟
単独での定時大会開催を予定しております。

　全会員の政連加入は勿論のこと、今後の活
動に関しましても皆様方のご理解と力強いご
支援ご協力を改めてお願い申し上げます。

「政治連盟の役割」
岩手県土地家屋調査士政治連盟

会長　阿 部 雅 明
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年度別活動実績　
　平成20年にオープンした「境界問題相談セ
ンターいわて」は今年で7年目を迎えました。
県民の方々より累計で210件の問い合わせを
いただき、96件の事前相談、９件の相談等を
実施してきました。センターの運営にご協力
いただいた相談員・調停員の方々、事務局の
皆様、運営委員のメンバーにはこの場を借り
て御礼申し上げます。ありがとうございまし
た。
　オープン以来の活動実績は下記の通りです。

平成27年度の活動報告
　①法務局・筆界特定制度との境界問題合同
相談会
　一昨年から始まった境界問題合同相談会で
すが、本年度は12月5日（土）に予定してお
ります。昨年度は盛岡・水沢・宮古の3会場
で実施し、のべ19件の相談が寄せられました
が、会場の確保や相談員の手配に不都合が生
じたため本年度は会場を盛岡会場に集約して
行う事としました。開催時期についても昨年
の９月から農閑期の12月にずらし、相談件数
12件を目標に取り組みます。
　相談内容としては例年、一般事件で処理で
きる内容が多く、認定調査士名簿を配布して
業務誘致を計っています。一般の方からすれ
ば「土地家屋調査士」と聞いてもどんな仕事
かイメージしづらいと思いますが、「境界問
題相談センター」であれば一目瞭然でしょう。
実際、土地家屋調査士を知らずにセンターの
相談に訪れる方も相当数いらっしゃいます。
今後も　B to C（Business to Consumer　消
費者向けサービス）としての意味合いも含め
て「境界問題相談センターいわて」のPRに
力をいれて行きたいと思います。

「平成27年度　境界問題相談セン
ターいわて　活動報告」
境界問題相談センターいわてセンター長　岩　崎　久　哉
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て、最近はリピーターが増えたように思いま
す。センター業務に限らず、我々土地家屋調
査士が日々直面している境界問題や相隣問題
は相手があってのことなので、自分の思い通
りにならない場合は多々あります。相談者の
中には、様子見にすることにしたり、その場
では納得した（したと思った）けれど、しっ
くりこない違和感を持って帰るケースは多い
です。そのような方が再度センターの門をた
たくと言うのが今年度数件ありました。
　ひとつの事実でも人それぞれの見方、とら
え方によって変わるものです。下記の絵は、
相談員・調停員養成講座でもよく使われる有
名な絵なのですが、皆さんは何に見えます
か？

 
　アヒルに見えるという人もいれば、ウサギ
に見えるという人もいると思います。実際は
見方によってどちらにも見える「だまし絵」
なのですが、脳機能学者によれば、重要なの
は人間の脳はアヒルに見えている時にはウサ
ギは見えず、ウサギに見えているときはアヒ
ルには見えないのだそうです。
　センターを再度訪れる人は、どうしてもア
ヒルにだけ見えてしまい、「ウサギだ！」と

　②相談員調停員養成講座
　昨年度は岩手県立大学看護学部の伊藤教授
をお招きし、「コンサルテーションスキル」
についての研修を実施しました。「境界問題
コンサルタント」としてセンターの相談業務
だけに留まらず、境界立会など一般業務にも
相談技法を理論と実践を交えて学びました。
天候が悪かったにも関わらず、会員３１名の
ほか、岩手県行政書士会、盛岡調停協会など
他士業団体からも７名の方にご参加いただき
ました。
　今年度は昨年に引き続き、岩手県立大学看
護学部の伊藤教授にコンサルテーションスキ
ルの続編と、同大学同学部の遠藤講師による
コーチングの研修を予定しております。この
原稿が発刊される頃には研修は終了しており
ますが、多くの方の参加をお待ちしておりま
す。

相談者の傾向と対策
　センターに寄せられる相談者の傾向とし
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いう相手に対して納得がいかないのでしょ
う。そして自分を肯定してくれる人、つまり、
「これは絶対アヒルです！」と言ってくれる
人を捜し求めている状態なのだと思います。
　センターの相談員としては、相談者の言い
分をよく聞き、「自分の話を親身になって聞
いてくれる人だ」という信頼関係（ラポー
ル）を築いた上で、「この絵はアヒルにも見
えるけどウサギにも見える絵なんだ」と言う
事を根気よく説明してあげる事が肝要と思い
ます。
　裁判は「Win　or　Lose」、調停は「Win-
Win」の解決を目指す、とよく言われますが、
私は相談技法の活用によって「Lose　is　
Win」という第３の解決法もあると思ってい
ます。日本語だと「負けるが勝ち」、「オトナ
の解決」とも言えるでしょうか。どんな解決
方法であれ、我々の活動によって一人でも多
くの方が境界問題の悩みから解放される事を
望んでいます。
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　平成27年度の総会で「岩手県土地家屋調査
士会副会長」という、私にとってはとても重
い役職を務めることになりました。盛岡支部
の葛巻弘志です。
　総務部長を２期務めて来たこともあって、
総務・財務担当の副会長ということになりま
したのでどうぞ宜しくお願いいたします。

　土地家屋調査士を続けていると、いろんな
ところでいろんな人にお会いすることが非常
に多いのですが、かなりの確率で「葛巻さん
は葛巻町の出身ですか？」と質問されること
があります。
　私は青森県三沢市の出身で、縁があって盛
岡に移り住んでからは、かれこれ30年が過ぎ
ました。ちなみに、葛巻町には葛巻姓はいらっ
しゃらないと聞いたことがある。（かなり昔
にはいたようですが？）
　私は、昔からかなりいいかげんな人生を
送ってきており、勢いだけでなんとか過ごし
て来たように感じます。そんな私が、土地家
屋調査士試験に合格しても開業する気もな
く、自己満足している日々を２年ほど過ごし
ていた頃、当時勤めていた先生に「いいかげ
ん独立しろ‼」と半ば首を宣言され、ようや
く登録し独立することを決意してから１６年
が経ちました。
　50歳を過ぎた最近になって、自分に関わる
いろんな状況と関わりなしには生きられない
ということに気づいてきました。上手く行く

こともある以上に、何とも上手く行かないこ
とも多く自己嫌悪になることも度々あります。
　ある日、なんとなく【倫理】を辞書で引
いてみると【人として守り行うべき道。】と
ありました。正直なところ私には深すぎて
ちょっとピンときませんでした。
　とはいうものの、総務担当である限り無視
はできないのも倫理だと思います。
　最近はネット社会になり、だれでも興味が
あればインターネットで検索して自分なりに
物事を良くも悪くも判断する時代です。調査
士の仕事に対しても例外ではありません。無
理な要求をされることもありますし、ちょっ
としたことで苦情に発展することもありま
す。そんな時は理性と言葉をフル活用して意
思の疎通を図っていかなければと思いなが
ら、なかなか難しく注意が必要です。
　会の研修会でも、毎回、倫理綱領を全員で
斉唱しているように、やっぱりとても大事な
ことなのだろうと思います。

「倫理が気になる今日この頃…？」

副会長　葛　巻　弘　志
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　最後に座右の名というわけではないのです
が私の好きな言葉を紹介します。

〖笑いたけりゃ笑え〗

　このような寄稿は初めての経験で、文才も
全くないものですから支離滅裂なものになっ
てしまいましたが、最後まで目を通していた
だければ大変光栄です。
任期終了まで事務局ともどもどうぞ宜しくお
願いいたします。

　土地家屋調査士の知名度が上がれば上がる
ほど気を付けていなければならないことだと
思いますので、葛巻如きに、とお思いでしょ
うけど総務担当副会長ということでお許しい
ただき、皆様と共に意識を高めていければと
思いますので、力不足ではありますがご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

　唐突ですが話は大きく変わり、倫理の事も
さることながら、最近５０歳からのゴルフに
はまりまくっている今日この頃です。
　これまで何度か誘われたりしたこともあり
ましたが、その都度、ゴルフの何処が楽しい
のか？？てな感じで丁重にお断りしてきまし
た。
　それが総務部長就任の際に　「総務部長は
会長杯ゴルフコンペには絶対参加しなければ
なりませんよ。歴代総務部長もそうでした
よ！」　と騙されて参加してから、はまって
しまい日々楽しんでいます。カケヤとドライ
バーとどっちがうまいかは、当然カケヤです。
なにせ年期が違いますから？？？
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　まず始めに、この黎明の寄稿依頼について
は、超面倒くさがり屋で筆不精の私としては
出来ればお断りしたかったのですが、広報担
当の副会長をしていたこともあり広報部長や
広報委員が苦労していたことを思うと断り切
れず寄稿依頼を受けることにしました。役
員を退任してから数か月しか経っていません
が、さっぱりしたこともあり記憶が曖昧な部
分もありますが印象に残っていることを振り
返ってみたいと思います。

　私の本会での役員歴は、盛岡支部での幹事、
副支部長を経験後の、平成17、18年度の理事
から始まります。当時の会長は工藤城士会長
で、菊池隆総務部長の下で務めましたが、当
時の理事会は年２、３回ほどでしたから会務
も定時総会の司会をやったくらいの記憶しか
なく、今になって思うと理事としての自覚が
足りなかったと思います。

　菅原現名誉会長が会長になられたときに、
苦労させないから総務部長をやってくれない
かと話され、まあ総務畑を歩いてきた菅原会
長が何とかするだろうからとの安易な思いで
了解したのが間違いだったと就任してみて後
悔したことを覚えています。ちなみに総務部
長になって初めて会長、総務担当副会長、総
務部長が総務三役ということで入会希望者の
面接を行なったり、表彰対象会員を選ぶとき
などは他の副会長や常任理事が知り得ない情

報まで知る立場にあり、そのくらい会の組織
の中枢にいる職務だということを思い知った
次第です。正直会則を読み始めたのも役員に
なってから必要に迫られてからだったのです
が、今はぼろぼろの状態です。

　総務部長の職務は毎回の各会議を仕切ると
ころから始まるので、初めての常任理事会、
理事会、支部長会では大変緊張しました。そ
れでも優しい小山正さんが担当副会長でした
ので何かあると頻繁に電話やメール等で相談
をしていましたので小山さんの業務に支障が
あったことと思います。今さらながらですが
不甲斐ない部長で申し訳なかったと思ってい
ます。
　理事会、常任理事会、支部長会後は議事録
の謄抄本を作成することになります。議事録
は、ICレコーダーから事務局が仮起こしをし
ますが、字句の変換違いや意味不明な部分も
結構あるので、やはり自分でも録音から事務
局が起こした原文をチェックするのにかなり
時間が掛かります。今もそうですが、補助者
一人の事務所ですので日中はやはり通常業務
が優先になり、議事録などの会務はどうして
も夜に行うことになります。要領が悪いこと
もあり常任理事会、理事会、支部長会などの
会議が続くと各議事録作成が深夜に及ぶこと
もあり、最終議事録を出すのに数日掛かるこ
ともありました。結果、各会議が続くと溜ま
る一方で、これが非常に苦痛だったことを覚

「役員時代を振り返って」

前副会長　髙　橋　宏　二
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研修は必要と思います。
　苦情を担当して一番考えるのは、担当者自
身が苦情対象になってはシャレにならないの
で、苦情内容等を自分に当てはめて日常業務
を行うようにしていましたので、この点につ
いては担当したことが良い経験だったと思っ
ています。
　最近は割と少ないようですが、案件があっ
た場合は早い段階で問題が進展しないよう、
総務部長や担当副会長が対応していると思い
ます。しかし過去にあった案件が再度苦情に
なる場合がありますので担当者として苦労し
ていることと思います。
　ちなみに今期は綱紀委員の職務を仰せつ
かっておりますが、会議が開催されることの
無いよう願っております。

　総部部長になりたての時に東北ブロックの
新人研修会が岩手会担当で行われ、当時は役
員が講師を担当することになりました。私も
開業からの経験を思い出して業務上注意すべ
き事等を話そうと原稿を準備して臨みました
が、あがり症ですので冷や汗をかきながら
話したことだけは今でも鮮明に記憶していま
す。後に参加者からのアンケートでは割と好
評だったようですが、これを機に自分は講師
に向かないということを思い知りました。

　2011年３月の東日本大震災には盛岡市役所
の別館で打ち合わせ中に遭遇しました。携帯
電話の緊急音を聞いたのはこの時が初めてで
何事かと思いましたが、すぐに大きな揺れが
きて周りのロッカーが揺れ、書類も散乱して
身動き出来ない状態でした。車に戻るとラジ
オから大津波警報が発令されたことをけたた
ましく放送していました。カーナビのテレビ
でも情報を見聞きしていましたが、まさに大
津波襲来の様子を目の当たりにしました。当

えています。総会間近になると慌ただしく抄
本をホームページに掲載したこともありまし
た。
　後任の部長にはお気の毒ですが、総務部長
職から解放されてこの会務が無くなっただけ
でも非常に助かりましたが、現総務部長も相
当大変なことと思いますので今後は、議事録
の作成に配慮した会議にしてほしいもので
す。

　総務部の業務として他には、会則にもある
ように会員の品位保持のための指導連絡から
始まり、会員の入退会関係や他の部に属さな
い事項まで多岐に及びますが、一番神経を使
うのは苦情関係です。深刻な苦情から苦情ま
でいかない相談までありますが、多い時で年
間十数件に及んだ時がありました。これら苦
情については主に総務部長、担当副会長が対
応しますが、同じ人から同じ内容で解読が難
解なクレーマーのような手紙が何回も来たり
もします。
　また、苦情は基本的に文書で受付しますが、
高齢のため文書が書けないので電話のみで苦
情を申し出てくる人にはやむを得ず対応しま
すが、こういう人に限って話が長く、１時間
近くも話した末「今日はこれくらいで」と言っ
て電話を切る方もいました。
　深刻な苦情の場合は綱紀委員会や、必要に
よっては注意勧告理事会を行う場合がありま
す。これらの会議で対象者からの事情聴取等
で向い合ったり会員の懲戒処分に関して法務
局の公開聴聞に立ち会った時などでは非常に
心苦しいものでした。そのようなことから苦
情が発生した場合には本会は元より、会員に
とっても時間と神経を使うことになるので他
人事ではないと思っていただけるよう苦情例
を参考に研修会で話させていただいたことも
ありましたし、今後も苦情例を基にした倫理



─　16　─

れば盛岡支部以外の会員と話す機会もそんな
になかったと思いますし、なにより役員を
担ったことで自身の業務や対人関係の視野が
広がったと思いますし、そのことが一つの財
産だったのではないかと思っています。
　現役員、特に理事の方にはせっかく役員に
なったのですから、ただ出席して帰るのでは
もったいないと経験上言いたいです。一言で
もいいので積極的な発言をしていただくこと
で貴重な意見になり理事会も活発になるで
しょうし自己啓発にも繋がると思います。今
後の岩手会を担っていく逸材となるよう期待
したいと思います。

日は市内全域が停電状態でしたので、夜には
同窓会の予定でしたが当然中止になり事務所
での業務もできないことから早々に帰宅して
一夜を過ごしました。翌朝は土曜日でしたが、
早々に会館に駆けつけて事務局員の一人と詰
めました。なにせこのような災害時での経験
がないのでどう動いて良いのか分からず、会
長や常任理事とも中々連絡が取れない状態で
したが、まずは沿岸会員の安否情報を各方面
から集めることから始めました。災害対策本
部を立ち上げるにしても本部長となるべき会
長とはとぎれとぎれでしか連絡が取れず、ま
た常任理事も集まることもできない状況だっ
たので、正式に対策本部が設置されて今後の
対応を協議したのは三日後だったかと思いま
す。
　有り難くも災害早々に阪神淡路大震災を経
験している調査士有志からの救援物資が届く
ことになりましたが、交通事情が悪く深夜に
調査士会館に到着したりしました。近くの盛
岡支部会員の協力も得て物資を受け入れるこ
とができましたが、肝心の輸送トラックが燃
料難などで中々見つからず、役員や事務局員
が手分けしてやっと手配することが出来て震
災後９日目にしてやっと直接会員の状況把握
も兼ねて震災現地に救援物資の搬送をするこ
とが出来ました。
　災害対策本部では、相談事業担当として各
士業との連携による相談会や、岩手県復興局、
法務局等の各相談関係の窓口や実際の相談員
として関わりましたが、会員にも協力をお願
いした際には業務が忙しい中でも快く協力い
ただき大変感謝しております、この紙面を借
りて御礼申し上げます。
　
　最後に、これまで役員として印象に残って
いることを書いてきました。好きで役員に
なったわけではありませんが、役員をしなけ
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　日本各地から、青年、を自負する土地家屋
調査士が年に１度集結する全国大会は、2015
年10月に熊本県で開催されました。
『第12回全国青年土地家屋調査士大会in熊本』
（17日、18日）
　岩手青調会からは石坂晋哉会長をはじめと
する７名のメンバーが、熱い想いとともに火
の国熊本の地を踏み締めてきました。
＜土地を識る＞
　全国大会の開催地は、毎年変わります。一
昨年は大阪、昨年は岡山でした。普段行くこ
とのない地への遠出となりますので、この機
会に岩手青調会メンバーの交流も深めるべ
く、全国大会の前日から現地入りしました。
　まずは熊本の「食」を堪能。熊本名物「馬
刺し」「辛子蓮根」「一文字ぐるぐる」を、そ
の土地の地ビール、日本酒、米焼酎とともに。
「食」は大地の恵みとも言えるもの。その土
地を識（し）る上で重要なポイントです。
　九州熊本は、紅葉がはじまった岩手と違い、
最高気温26℃という暑さでした。美味い料理
と旨い酒に体が高揚している我々は、袖をま
くって市街の奥へと向かいます。そうです。
土地の調査には、現地調査が必要不可欠なの
です。これも土地家屋調査士の性（さが）な
のでしょうか。こうして、岩手メンバーの交
流と熊本の地識を深め、翌日の全国大会本番
に臨みました。
＜慣習を識る＞
　全国大会本番前の午前10時、主催者である

熊本県青年土地家屋調査士会の方々による
「熊本城ツアー」から参加しました。熊本会
の赤星和枝さんによるガイドのもと、晴天の
下で仰ぎ見る熊本城は壮観で、時間の許す限
り日本三名城のひとつを満喫しました。
　昼食を終えて午後１時、いよいよ本大会の
火蓋が切って落とされました。開会式、そし
て基調講演の幕が上がります。
　『基調講演　田畑歩数極様（たはたぶすう
きわめよう）に調査士の「しんか」を考える
　宮崎県土地家屋調査士会会長　鎌田隆光氏』
　今回の大会テーマ「新化」。
　大会実行委員長である熊本会の小松祐介さ
んのご挨拶の中で「現在の立ち位置に新しい
ものを一つでも取り込み、変化する事で成長
への糧として欲しいという想いを込めて」と
ありました。
　鎌田会長は、さらに「深化」をテーマの引
き合いとし、「深化」と「新化」、古い事と新
しい事、両方知ってこその「土地家屋調査士」
である、として土地家屋調査士法第２５条第
２項から講義が始まりました。
　「地域の慣習」とは何か、そこから始まる「田
畑歩数極様（たはたぶすうきわめよう）」は、
私たちが日々取り扱っている公図をより深く
読み解くためのものでした。スライドの中に
は貴重な資料写真があり、地租改正委任状と
か地押調査日記といった明治初期の資料をご
自身で実際に調べて、そこに書かれている文
字を、これまた実際に読み解きしているこだ

「体感レポート
～第12回全国青年土地家屋調査士大会in熊本～」

岩手青調会会員　下斗米　佑　太
（二戸久慈支部）
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　会場内には、各都道府県から持ち寄られた
銘酒・名産コーナーが設けられており、徐々
に人だかりと熱気が増してきました。
　その勢いのまま、恒例の各会紹介の挨拶が
始まり、はじめに北海道、次に東北勢がス
テージへと上がりました。また、来年の全国
大会開催地について、この挨拶の中で宣言し
ており、来年は神奈川県で開催されることと
なりました。すでに構想を巡らせているよう
で、これまでにない企画が出てきそうなお話
もあって今から楽しみです。
　そろそろ、まとめに入ります。これまで全
国大会に参加してきて思うことは、そこに参
加している皆さんの土地家屋調査士に懸ける
熱量（エネルギー）がすごい、ということです。
「青年」を謳った集いではあるものの、そこ
に臨む土地家屋調査士の年齢に境界線はあり
ません。全国大会に参加して、現地でこの情
熱を感じて、自分の体にも火が灯る。これが
火の国、九州は熊本でのレポートでした。
　あ、そういえば。同じように火が点いたで
あろう石坂会長が、各会紹介挨拶のとき、岩
手でも開催したいという熱い想いを宣言して
ましたよ。そのときは東北、希望郷岩手の溢
れるエネルギーと、その地で奮闘する土地家
屋調査士の熱意をもって、岩手ならではのお
もてなしを体感して頂きたいものですね。

わり様には感銘を受けました。
　晴天の昼下がりといえば、とろんと目蓋が
落ちてきて自分ではどうにもできないほどの
vs睡魔Round 1ではありますが、貴重な資料
のお話や公図と空中写真の重ね図における縮
尺の考察、そして「進化」論にみる土地家屋
調査士像、土地家屋調査士の「真価」を問い
かけ、「新化」に結ばれた重厚な講演は、あっ
という間の２時間だったのでした。
　続いては、分科会。４つの分科会テーマ毎
に会場を移動し、各々新たな刺激を受けなが
ら、いよいよ懇親会場へと進む頃には、ライ
トアップされた熊本城と遠く離れた三日月が
浮かび上がる夕闇の時間となっていました。
＜人を識る＞
　ところで、スタートすることを「火蓋を切っ
て落とす」と表現するのは間違いだそうです。
正しくは「火蓋を切る」であり、類語の「幕
を切って落とす」と混用されているのではな
いか、とのこと。まぁ、意味は通じますケドね。
　さて、全国大会メインイベント「大懇親会」
の幕が切って落とされました。
　ここでは、全国各地の土地家屋調査士とお
酒を酌み、会話を交わして懇親を深めます。
当然、言葉づかいや表現、方言の違いはあり
ますが、「土地家屋調査士」という共通項が
ある限り、会話は繋がり広がり盛り上がりま
す。
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　私が居住しています実家の敷地は、もとも
とは父方の祖父の本家が耕作しておりました
リンゴ畑・梨畑でした。その一部を祖父が譲
り受けて、私が生まれたころに家を建てたの
です。残った畑は、その後さらに２軒の住宅
が建ち、最終的に130坪ほどの畑となってお
りました。こうなると、果樹を栽培するほど
の面積でもないので、本家では普通の野菜を
育てるようになっておりました。
　そこで、我が家では、この畑の一部を借地
して家庭菜園を始めたのです。当初は４分の
１ほど借り受けたと思いますが、本職の農家
でもない素人の家庭菜園なので、いつの間に
か私も巻き込まれて手伝いをしておりまし
た。もともとが果樹栽培の畑なので、さほど
深く耕作されておらず、当初はスコップで土
を起こしてから鍬で耕しておりました（仕事
でも趣味でもスコップ三昧でした）。そのう
ち、本家で畑をやっていたおばあさんも、歳
を重ねてきて耕作するのが大変になってきた
と言うようになり、徐々に我が家で耕す範囲
が増えてきたのです。そうして、この10年ほ
どは130坪全部を我が家で耕作しております。
こうなると、すべてを鍬で耕すのは無理があ
り（私はこれが原因で腰痛持ちになりまし
た）、今では中古の耕耘機を入手して、全体
を耕作しております。
　今年の春から秋までに栽培した作物は、ア
シタバ、アスパラガス、青シソ、イチゴ、イ
ンゲン、枝豆、エンドウ、オクラ、カブ（３
種類）、カボチャ（４種類）、キュウリ（２種
類）、ゴーヤ（３種類）、ゴボウ、小松菜、サ
ツマイモ、里芋、サラダ菜、シシトウ、自然薯、
ジャガイモ（３種類）、春菊、食用菊（２種類）、
スイカ、スイスチャード（２種類）、ズッキー
ニ（２種類）、大根（４種類）、玉ネギ（２種類）、
チンゲン菜、トウガラシ（３種類）、トマト（３

種類）、プチトマト（３種類）、ナス（４種類）、
人参（２種類）、ニンニク、長ネギ（２種類）、
バジル、畑わさび、パプリカ（４種類）、ピー
マン、ブロッコリー、ホウレンソウ、ミョウガ、
ミント、水菜、メロン、モロヘイヤ、ヤーコ
ン、ラディッシュ（２種類）の48品種81種類
になります。これらに加え、毎年、植えつけ
の時期が近づいてくると、「何か新しい品種、
珍しい作物は無いかな？」と苗物屋や朝市・
産直を探しており、実験的に植える作物もい
くつかあります。
　事ここに至り、春から秋にかけての我が家
は、週末の休みや祝祭日ほど畑の手入れで忙
しいことになります。自分たちで食べるもの
であり、できる限り農薬は使わないことを目
標にしているので（植えつけ当初に害虫対策
の薬をかけるだけ）、害虫が見られるように
なってきたら早いうちに手で駆除する必要が
あります。夏に降水が少なかったりすれば、
平日でも朝一番で水をかけたりし、収穫時期
がやってくると毎日でも畑を見回らなければ
なりません。せっかく実った作物が、収穫時
期を逸してしまったために廃棄することにな
るのは残念なので、キュウリやトマトはほぼ
毎日収穫し、食卓に上がります。しかし、そ
うしていると、仕事をしている平日は農作業
にまとまった時間がとれないので、どうして
も休日は朝から畑の雑草取りなどになってし
まうのです。この原稿を書いている11月１日
の週末も、里芋やヤーコン、自然薯、大根、
聖護院大根、ゴボウなどを収穫しました。
　そういった事情で、我が家の休日は、仕事
をしている平日よりも確実に肉体労働の割合
が高くなってきます。これが早春の雪融けか
ら晩秋の降雪前まで続くので、事務所での内
業の日には、私はパソコンの前でゆっくり身
体を休めているのです。

「多忙なる休日」

盛岡副支部長　大
おお

　澤
さわ

　長
たけ

　佳
よし

　● 支部より
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　平成27年11月６日、７日と山形県上山市に旅行に行ってきました。
朝7時40分にレンタカーのハイエースを借りに行き、８時20分参加者６名を乗せ、途中で１名を
拾って計７名の支部旅行です。
　この日は非常に天気が良く、眩しいくらいの日光の中、楽しい？旅行の開始です。
　佐藤会員の運転で平泉前沢インターから高速道路に乗り、金曜日なのでそれほど混むことなく、
スムーズに流れる高速道路を順調に進んでいきます。
　約１時間で宮城県の鶴巣PAにてトイレ休憩、私はドリップコーヒーを買って飲みながら、運
転を代わり、少しの間東北道を南下し、山形道に入り上り勾配のある4車線の道路を若干のパワー
不足を感じながらも順調に進んでいきます。
　11時山形蔵王インターチェンジに到着、トイレに寄ってから国道286号、13号に乗って最初の
目的地シベールファクトリーへ行きます。

　ここは、コの字型をした大きな建
物でラスク工場と井上ひさしの本が
置いてある図書館の遅筆堂文庫をチ
ラッと見て、ファクトリーメゾンで
ラスクのお土産を買い、シベールズ
カフェでお茶をしてゆっくりしまし
た。

　次はもうそろそろお昼なのですが、予約している「手打ち想耕庵」と言う蕎麦屋さんが混むの
で1時半頃に来てください、とのことなので斎藤茂吉記念館へ。
　この方の事は名前しか聞いたことが無かったのですが、歌人で精神科の偉い先生だそうです。
長男に斎藤茂太、次男に北杜夫がいるそうです。12時のビデオ上映にぴったりのタイミングだっ
たのでみんなで鑑賞し、斎藤茂吉を分かったつもりになって、お昼の「手打ち想耕庵」へ行きま
した。
　車の中で、まだ１時ですが「混むとは言われたものの、そんなにお客さんがいないのでは？」
という話になり、「多分早くても大丈夫だろう」と言うことになって30分ほど早く行って見ると

「水沢支部旅行記」

水沢支部長　吉　田　春　男
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案の定、お客さんはゼロ！「もっと早く来ても良かったじゃないか！」と皆の声、
　しかし、店の中を見ると、店主と奥さんの二人で切り盛りしている様子、「これでは仕方ないか」
と思って「天ざる」が出てくるのを待っていると、すぐ側には須川という川が流れていて、その
向こうには山形新幹線が走り、昭和な雰囲気の店内と相まってなかなかの景色でした。
　肝心の「天ざる」は新蕎麦だそうで歯ごたえがしっかりあり、そばつゆはいい加減しょっぱく
て、てんぷらは油っこいが「全て自家製の食材で揚げてある」と店主が自信たっぷりに言うので
「そうか」と思っていると、ある会員は舞茸を見て一言、「これは自家製でねーべ！」私は、思いっ
きりうなずくのでした。
　次は、「武田ワイナリー」でワインの試飲とお土産買いです。

　ガイドさんが以前、住田町の
世田米に居たことがあるとのこ
とで、妙な親近感が沸きました。
ここで、私は甘いスパークリン
グワインを買いました、1600円
ちょっとでした。
まだ飲んでいませんが試飲では
おいしかったですよ。

　次は、本日最後の目的地であ
る上山城へ、市街地の小高い丘
にある城ですが、ここは珍しく
一番上の展望台までエレベー
ターで行けます。上山の市街地
を一望した後に色々な展示を
見ながら降りてきて、城を出た
すぐ脇の土産物屋さんで玉こん
にゃくを食して、後は温泉にて
宴会をすれば今日のスケジュー

ルは全て終わりです。
　そうそう、この上山城の近辺は地籍調査をしている最中のようで真新しい金属標が道端にあり
ました、すぐ側にピンクテープがあるので「まだ測量をしていないのかな？」等と調査士らしい
ことも考えつつ、本日の宿泊地「ホテル東屋」へ。
　ホテルは綺麗で割りと良い感じのところでした、ゆっくりお湯につかり、粛々と宴会をし、さっ
さと床に就きました。
　もちろん若い会員は盛り上がっていたでしょうけれども、私はもう五十を過ぎた良い大人なので。
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　二日目は、朝８時半から楢下の丹野
こんにゃく番屋へ
　この辺の定番「玉こんにゃく」や「メ
ンマこんにゃく」、「黒豆風こんにゃ
く」、「なめこと出会ったこんにゃく」
など色々な工夫で美味しい「こんにゃ
く」を売っていました。私は、「なめ
こと出会ったこんにゃく」と「山椒こ
んにゃく」を買って来ました。
「なめこと出会ったこんにゃく」はご
飯の上に乗せたら美味そう、「山椒こ
んにゃく」つまみにも良さそうなの
で、なんといってもカロリーがろくに
無いのが良いですよね。
　その後は、もう少し奥にある「楢下
宿脇本陣滝沢屋」へ。
ここは、江戸時代等の古い庄屋の建物
を移築した有形文化財です、特別珍し
くも無い建物と思うのですが、すぐ
脇に管理人が居て見学するのに入場料
210円かかります、管理人の爺さんが
ガイドをするというので入場料を払っ
て見学することにしました。しかし、
これが大当たりでガイドの爺さんの話

の面白いこと！絶妙な身振り手振りで、全く飽きさせない！「落語家か講談師になったら良いん
じゃないか」と思わせる。今回の旅行の一番の面白い場所となりました。
　帰りに眼鏡橋と大庄屋の家に寄って、山形市旅篭町にある「文翔館」に行きました。
ここは山形県議会議事堂、県庁舎、県警が入っていた建物で非常に立派な建物でした。その後は
近くでお昼に前日と同じく「蕎麦」を食べて、同じような感想でした。
午後は、私には始めての「立石寺」に行きました。
石段1000段余を写真を撮りながらゆっくり昇り、降りたところで「美味しい栗ぜんざい」を食べて、

後は帰路に付きました。
　今回は山形市と上山市非常に狭い範
囲で見て廻りましたが、時間に余裕が
生まれ、なかなか良い旅行だと思いま
した。動き回るよりはじっくり見れま
すし、疲れも少ないですからね。

　とにかく、「楢下宿脇本陣滝沢屋」
のガイド！一聴の価値有りです。
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　昭和30年に土地家屋調査士の登録をして60
年が過ぎましたが、当時の想いを綴らせてい
ただきます。
　私が入会した昭和30年頃の会の名称は「盛
岡土地家屋調査士会」で、事務所は紫波町日
詰登記所前、元会長の故猪原清造氏の事務所
内でした。昭和31年12月25日発行の黎明第１
号に発行所　日詰登記所前　盛岡土地家屋調
査士会事務局　と記されております。黎明
の用紙ですが通称ワラ半紙と称した粗悪な紙
で、当時の世相が伺えます。
　昭和42年に「岩手県土地家屋調査士会」と
変更になり(県名に変更)、数回の移転で現在
地　中野一丁目の会所有の事務所が平成４年
１月に竣工しました。
　建設に携わった役員の方々に感謝申し上げ
ます。
　当時の調査士会は、現在のように入会した
会員でなければ業務が出来ないということは
なく、未加入会員が多数で会長、副会長、役
員の方々は大変なご苦労があったようです。
資料によりますと、登録会員520名、会員数
380名、未入会員数140名で25％以上の方が未
加入で業務を行っておりました。未加入会員
は会費を支払わないので、会費収入の件・報
酬の件等あったようです。
　昭和25年７月21日、法律第228号を以て調
査士法が公布されて以来、６年後の昭和31年
３月法改正がなされ、現在の入会した会員で
なければ調査士業務が出来ない強制会になり

ました。法改正に尽力くださった当時の役員
の方々に感謝と敬意を表します。
　登録し業務を始めるにあたり、事務所管轄
内の長坂登記所(昭和50年３月一関支局に統
合)に行き、所長様に恐る恐るご挨拶をしま
した(当時22歳頃でした)。その当時は、登記
所長様と若輩な私などの会話等は恐縮に思っ
ていた頃でしたが、所長様は心よく丁寧に応
対していただき、登記所・登記官様と思って
いた恐怖感が和らぎました。
　当時は、登記関係の書籍が書店に見当たら
なく、事務取扱手続準則はなく申告書（申請
書）作成に苦労しましたが、所長様にご指導
を戴き完了したこともありました。事務取扱
手続準則は、昭和46年頃に民事局長通達とし
て実施され数回改正されており実務として大
変助かりました。
　60年前当時の登記所の状況を振り返ってみ
ると、庁舎は木造で戦後(昭和22年頃)間もな
い頃の建築で、床は板張り、隙間風が吹き上
がる庁舎で、冬の暖房は、営林署より購入し
た伐採直後の未乾燥の１ｍ前後の長さの薪
で、30cm位に切ってストーブで燃やすといっ
た状況で、その薪切りが所長様には大変でし
たので、私は自家用の簡易の丸鋸製材機を運
んで行って、一冬分の薪を3時間前後で切っ
てあげ感謝されました。そんな薪切りの手伝
いも数年続きましたが、その後石油ストーブ
と変わり今は庁舎全体の暖房と変わりまし
た。

「調査士60年を振り返って」

一関支部　小野寺　　　繁
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　未乾燥の薪を燃やすので、燃焼が悪く事務
室は黒くなっており、冬の暖房には苦労した
ようです。
　当時薪ストーブを使用した証しとして、次
のようなことが未だ頭に入っています。戦後
の農地改革で、我が国農政史上初めての小作
地を小作農家に強制売渡の農地解放嘱託登記
を行ったとして、仙台法務局長より頂いた感
謝状が煤

すす

で黒くなって読みにくいようでし
た。
　今のような事務機器はなく、墨汁にガラス
ペンと算盤が事務機器のようで登記簿謄本の
請求があると、所長様は全部手書きで交付し
ました。コピー機器などは未知のものでした。
長坂出張所管内は会社等が多いため謄本請求
が他庁より多かったようで、従って申告書（申
請書）の処理も日数がかかる時がありました。
　当時は登記所と調査士、司法書士との親睦
会は、春の移動時期は歓送迎会、お花見会、
忘年会等、その間に法務局から局長様、課長
様が事務視察に来庁した時等、年数回ありま
したが時代が変わり今はまったく無く、職員
の方々のお名前も解らない状態で、お会いし
ても失礼するような状態です。



─　25　─

　わたくしが岩手県土地家屋調査士会に入会
したのは37年前になります。諸先輩から集ま
りの度、色々なことを教えて頂きました。
　桐の木がいっぱい、植えて在ったとしま
しょう。底の地目は山林、畑、原野、雑種地？
　また、ある研修会では、お名前も忘れてし
まって、大変申し訳ないことですが、当時の
副会長か総務部長だと記憶しております。
　「みなさん、剣岳（新田次郎著）をお読み
になりましたか？調査士の資格で生きて行こ
うとするなら、測量に関連する本を読みなさ
い」という趣旨の発言が、今でもこころの片
隅に残っております。現在あるCPD制度は、
当時、個人の研鑽に任されており、年輩者か
らの助言が道しるべとなっておりました。
　わたくしは兼業しており、調査士であり、
建築士でもあります。
　昨今、建築界で問題が多発しています。
　制度の違いも原因の一つにあると思ってい
ます。土地家屋調査士会と同じように建築士
会があります。この会への入会は任意で、い
わゆるフリーランスでも、概ね、建築関係の
仕事に従事することが出来ます。そしてこの
両会を対比して見れば、土地家屋調査士法に
対して建築士法が有り、不動産登記法（不登
法）に置き換えると建築基準法（建基法）が
あります。
　入会当時の研修会では建基法は建物につい
て最低限の決まりを列記したものであるか
ら、資格者は工夫や安全率を加味して建物を

造って下さいと教わりました。これは今でも
変わらないことと思っております。時々、建
基法をクリアーしているから問題なし、とう
そぶく輩が出没します。建基法の成り立ちを
今一度、勉強して欲しいと思います。
　上述からでも、不登法とは大部違う仕組み
になっている感じを受けます。
　冒頭に述べた諸先輩の豊かな知識、経験を
背景に、個人として又土地家屋調査士同士で
切磋琢磨して来ただろうか、と、きっと、わ
たくしのおでこに貼られるのは「喝ッ」でしょ
う。反省する毎日です。
　近年、社会情勢が変化しており、権利意識
の高揚で、自己の権利のみ主張する人とか、
人間関係が複雑になり、隣接者を思いやる配
慮に欠けている方など、調査士業務に「人間
力」が必要と思わされる機会に直面します。
みなさんは如何でしょうか？
　最近、こんな事案がありましたので紹介し
ます。
　県より、買収地の復元業務を受注しました。
資料を調査すると、30年前、国道に架かる橋
付近の河川敷に土留用の擁壁設置のための買
収用地で、最近岩手会を退会した、先輩調査
士が業務を完了したものでした。
　擁壁は既に完了していて、管理用にコンク
リート杭で全境界点の約30％に当たる、何点
（屈曲点が数点、幅杭として境界線上に数点）
かが、設置されておりました。
　橋からほぼ直角に地主Ａ（橋と接する土地）

「土地家屋調査士として学んだこと」

沿岸支部長　齋　藤　　　茂
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勘違いがあるのかもしれません。対内的に境
界の専門家になるために、研鑽を続けている
のが真の土地家屋調査士であるとの広報が必
要かもしれません。
　岩手会の在籍期間だけは長いですが、今
もって、わたくしはまだまだ未熟で、創成記
の先輩の先生方のご苦労は大変なことと、敬
意を表します。
　次の時代を担う土地家屋調査士の皆さん
に、調査士制度を託す責務の重大さを日々実
感しながら、もうひと踏ん張り頑張って行こ
うと思っております。

※事案に関し、資格者に礼を失する表現は、本筋

を次代を担う資格者に伝える為で、ご寛容に願い

たい。

とＢ（Ａと接する奥の土地）の両土地の概ね
真ん中部分を分筆して買収地として処理され
ていました。
　復元業務依頼の１年前、Ａがある土地家屋
調査士に家を建てる目的で、境界確認の依頼
をしたそうです。
　この方は管理のための用地杭を忠実に測量
し、既地積測量図風に図面作成しました。辺
長、地積等で既地積測量図と不整合部分が多
くありました。
　これが、西本先生（日調連顧問）が岩手会
の研修で紹介した現地主義らしき図面と見て
取れました。
　これを境界立会の資料として添付したこと
で、納得のいかない県が買収地の復元業務を
依頼するきっかけとなった話を、担当者から
後で聞かされることになりました。
　現地にある管理のための用地杭を境界杭と
判断して図面作成し、その図面が独り歩きし
てから、わたくしが復元測量しましたが、一
度こじれた中での説明や説得は、自己中心的
な損得勘定が先走り、なかなか旧地主達Ａと
Ｂには納得して頂けない状況で、継続中です。
　昔から在る橋桁から幅と長さを示す地積測
量図が有り、問題に発展することはないと思
うのですが・・・。
　一般的に云えることとして、業種を問わず、
資格者が研修、研鑽を負担に思っている本音
を耳にすることがあります。研修内容にもよ
ると思いますが、わたくしにとって、身を助
けるツールとなっています。
　依頼者は資格者を頼って来ているのですか
ら、知ったかぶりをして問題をより大きくす
ることのないように、一生稽古して行きま
しょう。
　これには、日調連の制度広報で「境界の専
門家、土地家屋調査士」と対外的に発信して
いるところですが、自身が専門家なのだとの、
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＜土地家屋調査士としての歩み＞　
　私は昭和56年に開業し、35年になります。
最初に受託した分筆登記は、昭和42年に地籍
調査が完了している地区で、いわゆる、座標
を持った地図でした。国土調査係から図根点
成果を貰い、スコップでそっと図根点を探す。
やっと見つけた図根点から、トランシットと
鋼巻尺でトラバース測量をする。座標計算、
図化、地図との重ね合わせ、筆界点の座標読
取、全て手作業で行ったものです。
　そこから、筆界点の復元、立会、確定測量
をするわけですが、一つの仕事を完成させる
のに、かなりの労力を要しました。もっとも、
この頃は平板測量が主流で、トランシット測
量をしている人は、あまりいなかったと思い
ます。しかし、私は全てトランシット測量に
より筆界測量をし、その座標値を現在も残し
ています。
　二戸市は、昭和38年から地籍調査が始まっ
ていましたので、私の開業時には、18年が経
過していて、かなりのパーセンテージで地籍
調査が進んでいました。しかし、永久杭（コ
ンクリート杭）の図根点は、地籍図１枚に４
点から６点くらいで、後は全て木杭でした。
当然に、木杭は腐りますし、永久杭でも道路
に設置したものは道路工事等で、亡失してい
るという状況でした。
　開業から２年後の昭和58年、光波測距器
（レッドミニ）を購入しました。このことで、
三角点からの測量が可能になりました。最初

に多角路線を組んだのは、二戸市のバイパ
ス、国道４号線沿いです。昭和42年の地籍調
査で、図根点が殆ど亡失している地区でした。
三等三角点（千四）、四等三角点（石切、上里、
本丸、米沢、上米沢）を既知点として、Ｙ型
平均網を組み、新点10点の座標値を求めまし
た。全て、手計算です。仕事の依頼があると、
自前の多角点から、さらにトラバー路線を組
み、図根点の点検をし、復元測量をする作業
パターンが出きました。
　平成元年には、トータルステーション、コ
ンピュータ、製図機を購入し、時代の流れに
対応しました。トータルステーションに変わ
り長い距離が測れるようになり、コンピュー
タの導入でデータ処理もスピードアップして
行きました。こういった設備の導入により、
規模の大きい公嘱業務にも対応できるように
なり、業務量が増えるたびに、新しい設備に
し、二戸市内の至る所に多角路線を組み、そ
の多角点から筆界測量をしてきました。この
多角点は近くの三角点を使用していますの
で、現地座標に近く、使い勝手の良いもので
した。現在も、登記基準点から、当時の多角
点を見つけると、地図との整合性を見る判断
材料にしています。
　平成９年、私はトリンブルのGPS測量機を
４台購入し、新しい測量方法に取り組みまし
た。当時は電子基準点がなかったため、三角
点を与点とするわけですが、上空視界のある
三角点は４~５㎞に１点程度しかありません

「基準点（境界）に向き合って」

二戸久慈支部　下斗米　光　昭
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も、誰でも同じ場所に復元することができる
登記基準点を設置していくことが大事だと確
信しています。
　表示の登記は、土地境界の専門家である土
地家屋調査士により確認された現地境界杭
を、正確に地積測量図に表し、地図、登記簿
に反映させるところに意義があります。その
ことで国民は安心して土地を保全することが
でき、安全に取引ができるわけですから。
　そのためには、土地家屋調査士が公嘱業務
にも関与し、全ての地積測量図を作成し法務
局に提出する。それを補う不動産調査報告書
の中身を充実させる。法務局は、精度管理さ
れた信頼のある登記基準点から測量されてい
ることを確認し、地図に筆界線を入れてい
く。当然、地積測量図はXMLで。そのことで、
古い地図も精度の良い地図に変わっていくで
しょう。
　多くの土地家屋調査士が登記基準点を活用
し、法務局と一体となり、高精度の地図を作
り上げていくことが大事だと思います。
　そんな地積測量図、地図を後世に残して行
きたいものです。

でした。とはいえ、視通が取れない三角点か
ら直接、現地に基準点（新点）を落とせると
いう、画期的な測量方法に驚愕したものです。
同時に、三角点は、数㎝から１５㎝程度の誤
差があることが分かりました。ＧＰＳ測量は
非常に精度の良い測量方法ですが、三角点の
誤差が新点の精度に影響することも分かりま
した。
＜登記基準点整備事業＞
　平成13年、日本測地系から世界測地系への
測量法の改正がありました。これを機に岩手
の公嘱協会では、電子基準点のみを既知点
とする登記基準点整備事業を実施しました。
GPSと電子基準点を組み合わせることで、最
強の測量方法が完成したわけです。これは、
法14条第１項地図に正面から向き合ってきた
人たちの思いから生まれたものです。そこに
は、土地の境界をしっかりしたものにし、境
界争いを未然に防止し、境界争いのない平和
な地域社会への貢献をしようとするものでし
た。
　若い人たちには、登記基準点は、一朝一夕
でできたわけではなく、長年の基準点（境界）
への取り組みから生まれたことを知って頂き
たいと思います。
　登記基準点は、平成14年から公嘱協会の管
理体制のもと、登録され、共有で使用されて
きています。そして、数えきれないほどの筆
界点を特定し、何万件という地積測量図に既
知点として記載されてきました。また、平成
20年の岩手宮城内陸地震、平成23年の東北地
方太平洋沖地震にも対応し、その都度、改測
され地域住民の境界を守っています。
＜今後の展望＞
　時代の流れの中で、GNSS測量が主流になっ
て来るでしょう。しかし、安易に電子基準点
からだけの筆界測量は避けるべきだと思いま
す。将来、境界杭の亡失、境界争いがあって
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　私は1944年（昭和19年）数え年８ツで紫波
郡飯岡村飯岡第二尋常小学校に入学した。カ
スリの着物に帯を締め素足に下駄を履いての
入学でした。
　やがて戦争も終わり、世の中も少しずつ落
ち着き静かになってきた様子であったが、戦
争で物資のすべてを使い果たし、特に食料不
足が深刻でこの状態が戦後４年くらい続い
た。
　9月のある日、学校の先生から「明日はイ
ナゴ（蝗）取りをするのでハキゴ（掃き籠）
か古い布袋を持って来るように」との指示が
あった。
　９月はお盆がすぎ田んぼの稲穂がふくらみ
出し穂首を下げはじめ、田んぼから水を引く
時期でもある。
　田んぼの草むらや畦道（あぜみち）にはいっ
ぱいのイナゴがパッチパチと飛び跳ね、賑わ
いを見ることができる季節でもあった。
　農家生れの私は、イナゴは稲の葉っぱを食
い荒らす害虫とばかり思っていたので、イナ
ゴが食用昆虫であることは全然知らなかっ
た。
　１クラス26人全員がそれぞれの田んぼに散
らばり、２時間ほどでカマス（藁で編んだ大
きな袋）に約２袋ぐらい取った。
　このことが年に２、３回あり、その後先生
がイナゴをどのように処理したのかまったく
わからないが、約１ヶ月後に盛岡の運動具店
でイナゴの代金として野球のグローブを３個

ぐらい買ってきて教室で披露していた。
　毎年イナゴ取りをして補充するグローブが
体操の時間や放課後に遊ぶ唯一の道具であっ
た。
　いま思えばこれは戦後の物不足からくる社
会経済の混乱期の一端と思っている。

「イナゴと野球グローブ」

盛岡支部　小笠原　九二男
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　若いころから憧れていたアラスカのハリバット釣りがようやく実現した。
　2015年７月家内と二人で羽田から専属ガイドを依頼し、少しばかり贅沢な旅となる。

　新幹線に乗り、缶ビールで前祝の乾杯、羽田に着きガイドの田島氏と合流して慣れない出国手
続きを済ませた処で、田島氏から搭乗までの凡そ１時間半阿部さんご夫妻はラウンジでゆっくり
して下さいとのこと。
　搭乗席のランクでラウンジが使用できるということで、入室すると発着便の騒音など全くない
高級クラブの雰囲気である。生ビール、焼酎、吟醸酒、ワイン、ウイスキー、ブランデイが飲み
放題で、和風から洋風の各種つまみが用意されていた。田舎者の私は機内では寝るばかりと思い
込み、生ビールを２杯とブランデイ、ワインを数杯ご馳走になった。お互いに駅弁を食べた割に
はよく飲みよく食べられたものだ。

　やがて出発の午後12時過ぎが近づき搭乗直前に、田島氏が持ち込んだ釣り竿が運搬中にトラッ
クに踏まれるトラブルが発生した。ここでご紹介しておくが田島氏の本業は毛バリメーカーの開
発部署に所属する独身のサラリーマン。小数参加の単独ツアーで要請があると、会社から休暇を
とってガイドに変身する。アラスカを含めた北米へは過去50回以上のキャリアがあるそうだ。
　機内に入ると席に着く前に、飲み物は何が欲しいか？食事は和食か食洋とあわただしい催促で
ある。また飲んで食うのかと思ったがデルタ航空からすれば、どうやら搭乗時から夕食になるら
しい。乗り継ぎのシアトル空港まで14時間もあり、再び機内での小宴会開幕となった。普段あま
り酒を飲まない家内が私より早いペースでワインを３杯空けた事に少々の驚きと、食事はまとも
な量で到底完食には至らなかった。
　田島氏から予めマスクの用意をとのアドバイスがあったが、機内の冷房がかなり強く、上着と
更に何かを羽織る程で強い空調音の中、酔いは廻っているものの中々寝付かれない。座席はフル
リクライニングであったが、欧米サイズのためか足先が届かずなんとも不安定な一夜を過ごした。

　シアトル空港には現地時刻で午後5時に到着、携帯電話は現地時刻に修正されていた。早速ト
イレを使用したが、ドアはあるが外からは腰の部分を除いて足元が丸見え、角度によっては顔も
見えるような造りで、日本とは勝手が違い思う存分に仕事が出来ない。日本と違って掃除も行き
届いておらず、お互いにここは結構古いから我慢しよう、首都アンカレッジに行けばウォシュレッ
トがあるよとなぐさめあった。アンカレッジへの乗り継ぎまで3時間以上の待ち合わせ時間があ

「アラスカ釣り紀行」

花巻支部　阿　部　雅　明
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り、乗り継ぎ機は機内食が無いと聞き前もって食事をとる事にした。和風の食べ物が見つからず
田島氏からウドンはあるが結構不味いと聞きながらも初めての買い物がウドンとなった。長さ６
センチ程度の軟らかいパスタに似たものに、鶏肉で味付けして生暖かく極めて不味い和食だった。
　同じデルタ航空機に乗り最前列に座ると間もなく、予定と打って変わって欧米版のボリュウム
たっぷりの夕食が出てしまったからたまらない、しかもステーキと来た。少し手を付けただけで
完食にはほど遠かった。

　凡そ４時間のフライトでアンカレッジ空港へ到着、早速巨大なハリバットのはく製が出迎えて
くれ、思わず私も２ｍオーバーの期待を持った。レンタカーを借りてホテルに着いたのが午前１
時過ぎ、初日は宿泊のみで安いホテルと聞いたがそのとおりで、就寝となっても白夜の為寝る間
もなく夜が明けてしまった。
　朝食は田島氏の案内でレストランに行き、やたらと塩辛いコリコリに焼いた固いベーコン、何
やら脂っこいポテトサラダを食べたが、初日から醤油味噌汁が恋しくなった。
　この日の朝多少時間があり、アラスカ鉄道の駅に行ったところ運よくアラスカ鉄道の出発直前
で、乗客や乗務員を背景に写真撮影が出来た。田島氏も何度も来ているが車両を見る機会が無かっ
たそうで私より喜んでいた。
　その後レジャー専用空港に移動しセスナ機を
チャーターしてのマッキンリー飛行と山中での雪
上着陸コースである。乗客はメキシコ人夫婦と
我々４人、初めて乗ったが怖い感じは全く無く、
離陸後暫く低木湿地帯を経て徐々に山脈沿いの深
い谷間へと続いた。
　やがて広大なスケールに圧倒される大氷河地帯
へと入り、眼下には氷河が移動した跡である絵に
描いた様な縦縞模様の高速道路の何倍もの広さの
まっ平らな谷間が表れた。また山々の間にも押
し出されて今にも崩壊しそうな巨大な氷の山が迫
り、どちらも薄いブルーでまさに圧巻であった。
セスナ機も相当のスピードで飛んでいるはずだ
が、かなり接近して山脈沿いを飛行しているとき
はまるで風船に乗っているような間隔で、それだ
け山の規模が大きいのであろう。そして機長の腕
の見せ所である雪上着陸に移り、このまま進めば
正面の山に激突と思った矢先、左旋回して機体は
無事ザラメ上の雪上に着陸完了。
　何枚か写真を撮るなどしていると、何しろ寒さ
が尋常ではなくお互い小用をもよおし、慣れない
英語や手振りでオシッコタイムを希望したが、絶

写真１  セスナ機からの氷河

写真２  氷河ライデング
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対NOの返事があり、死ぬ思いで我慢した。帰りは少し違うルートで湿地帯の低空飛行サービス
があり、間直に原生動物の姿も見る等凡そ３時間弱の空の旅を楽しんだ。

　そして本命の釣りをする港ウッテイアに移動と
なったが、この途中の景色がまた素晴らしかった。
アラスカ鉄道車窓で最も美しいと言われる数十キ
ロ内陸に入り組んだ湾岸を走り、アラスカ鉄道と
再び会うことが出来た。
　また鉄道と車が一本の隧

ずいどう

道を兼用する珍しい素
掘りトンネルがあった。列車が線路を使用して反
対出口に着き、次に待機していた車が線路を跨い
で通行すると言う時間差交互通行のアイデアトン
ネルに感心し、待機時間に苦痛は感じなかった。

　アンカレッジから凡そ３時間程でウッテアの港
に着き、チェックインの前に本命の釣りの手続き
を優先したが、現地で唯一のオフィスに誰も居
ない。夕方５時を過ぎていたので心配したが、船
着き場で魚を捌いていたと言うからのんびりした
ものだ。ご当地は全ての釣りがライセンス制で初
日と二日目の手筈を整えてホテル入り。純洋風で
ロビーの暖炉には既に火が入っており、部屋にも
ポータブルストーブを置いてあったのには驚い
た。
　夜になっても一向に暗くならないので時間間隔
が麻痺してしまうが、時刻は７時をとうに廻っていて、あまり遅くなるとレストランが閉まると
聞き選ぶ余裕もないまま中国系の経営するステーキ屋での夕食となった。勿論ビールは欠かせな
いが私が選んだビールがすこぶる美味く、以後帰国までこの銘柄で行くこととなった。さてステー
キだが元々得意な分野ではなく、シンプルな塩味のみで私は半分程残す結果となったが家内は完
食。部屋に戻って外人サイズの風呂で気分転換し、暗くならない夜に明日の大漁を夢見て中々寝
付けないまま就寝。

　いよいよ大本命のハリバット（オヒョウ）釣りの朝を迎えたが、朝2時頃から明るいにもかか
わらず思ったより出港が遅く、乗船後のライセンスチェックも至ってのんびりしたもので、私だ
け気持ちがはやる。乗り組みは船長とアシスタント、我々夫婦と田島氏を含む総勢14人、大型プ
ロペラを２機搭載、エンジン全開でかなり船足が早い。ウッテア港から釣り場までの片道３時間
とこれも長いが、私は一睡もすることなく周囲の景色を楽しみ、家内は酔い止めと称して半分以
上寝ていたと思う。

写真３  風光明媚な湖

写真４  ホテル暖炉前にて
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　ポイントに着き釣りの準備となるが、餌のセットまで全てアシスタントがやってしまい、我々
は釣り糸を垂らすだけと言うサービス過剰の釣りである。別グループがゴーサイン前のフライン
グで早々と中型のハリバットを釣ってしまい、船長は渋い顔である。しかし田島氏から聞いた通
訳では、日本人の私達に一番乗りをさせたかったが、そちらもお客なので怒れなかったそうだ。
どこの世界にもルール違反者はいるものである。
　全員で釣りが始まり家内が二番手で小型を釣り上げ、初物と言うことで一枚目をキープした。
相当の力の持ち主で悲鳴を上げていたが、釣り上げた後は笑み満々であった。続いて私と田島氏
にほぼ同時に当たりがあり、ヒラメ類としては初めての手ごたえに思わずニコリとしながら、腕
力一杯リールを巻いた。竿がキーパー固定されていて、両手
で単に巻き上げるのみだから出来るものの、普段の様に片手
で竿を支え、もう片手でリールを巻くのでは息が切れると
思った。釣れたサイズが良くお互い１枚目をキープした。形
はヒラメだが大きさに重さ、それにパワーと身の厚さが国内
では比較にならないと感じた。その後あまり間隔を置くこと
なく各自５～７枚が釣れ、最後は握力がなくなるほど疲れて
しまった。
　餌は冷凍鰊

にしん

の縫い刺しで針はリリースの為か太くてバカで
かく、船長の手に掛かると一瞬にして針が外れるから面白い。
我々が普段釣っているもっと繊細な仕掛けであれば多分入れ
食いであろうと思ったが、一人一日２枚キープが決まってい
て、極めて資源管理が行き届いている。

　船長からランチタイムと声が掛かり、朝食と全く同じバカでかいハンバーグに手を焼き、家内
と半分が精いっぱいだった。その後日本で言う目抜けの超大型を誰かが釣り、私もと張り切った
が仕掛けが大掛かり過ぎてさっぱりダメ、食べてはこちらの方が遥かに美味いのだが。
　帰港までまた３時間かかるので、釣りの時間はせいぜい４時間少々といったところで帰路につ
いたが、途中アシスタントが長いグニャグニャしたナイフで持ち帰りの魚を捌き始めた。ハリバッ
トは繰り返すとおりヒラメやカレイの仲間で、日本人は縁側部分を珍重する。しかし現場では牛
肉で言う肩付近の部位と目の下の肉（俗に殿様が食べるとも言う）を極大雑把に切り取り、残り
は海へザブンである。目抜けにしても同じで、一番美味いカマやハラスには目もくれず、違反組
がルアーで釣ったシルバーサーモンのイクラもザブン、次回来るときは自前の包丁は欠かせない。
　帰港後一軒ある魚処理業者にハリバット計６枚をカット冷凍処理の依頼して持ち帰りに備えた
が、キャッシュカードのサインが漢字の為ワンダフルと思わぬ反応があった。

　ウッテア２泊目も外食で、別の中国系のレストランに入った。中国人が格別好きではないが、
先に買った雑貨屋の家族、前日のステーキ屋とも大変親切で、田島氏によると現地の中国系人は
実に親切で安心だとのこと。メニュウも焼きそばや野菜炒め等があって、ようやく口に合う食事
に出会った。特にこの店ではライスがあり、何とか言葉が通じておにぎりを２個ゲットした。持

写真５  ハリバットフィッシング
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参した即席みそ汁で美味しい朝食と思ったが朝にはボロボロでとてもご飯とは言えない。しかし
朝晩連日のジャンボハンバーグよりは遥かに美味しかった。

　釣り二日目はやや小さい船で、外人家族と我々６人の贅沢な顔ぶれと黒いラブラドール一頭が
乗船、私は大の犬好きですぐに仲良くなった。港を出てからは雨風が強く船の窓は終始波の襲来
でワイパーが大活躍したが、犬も船酔いしたのか元気がなくなり、途中から専用ベッドで眠って
しまった。荒天で好みのポイントには行けず、片道2時間で波風の静かな島影での釣りとなった。
　ハリバットは少々飽き気味だったが、良いあんばいにシルバーサーモン（銀鮭）を狙うと聞いて、
私にエンジンがかかった。細めの竿にルアー（疑似餌）を付けて船を引っ張るが、鳥山（海面近
くの魚を狙う海鳥の郡れ）に近づくと確実に釣れるから面白い。ハリバットとは違う青物特有の
横に走る引き味を楽しんだが、どうやら我々日本人チームの方が釣りは上手いようだ、なぜかと
言えば外人チームのバラシが多くて、中々順番がめぐって来ないのだ。ルアー釣りでは最初の針
掛りの瞬間強く合わせるが、別部隊の面々はこの大合わせをしていないのが原因だ。しかし文句
も言えず日本人のおとなしい性格でにこやかに我慢した。

　鮭の類はリリースを禁じていて一人３本キープとこれも厳しい保護策があり、持ち帰り総数が
限界となって、終盤は根魚狙いに切り変えた。私好みの釣りであるが仕掛けが前日と同じハリバッ
トの大型仕掛けで、当たりは出るが中々食って来ない。外人さんが80センチ前後のハリバット１
枚をゲットし、私もメバルの親分みたいな美味そうな魚を釣った後、カジカの化け物の様な形相
をした見た事もない根魚が釣れた。珍しいので写真を撮ろうとしている矢先に、外人部隊の一人
がこれは食べれないと断りもなく海へザブン。私も到底食べ
たいとは思ってはいなかったが、小さな親切大きなお世話で
ある。
　終盤には強い風や雨が収まり、遠目にクジラの潮吹きや
シャチの群れを見ながら帰路についたが、例の犬君が船長の
操縦席に座るのが大好きのようで、無理やり船長を押しのけ
て着席する姿が面白かった。
　帰港後専用の荷捌き場で獲物を捌くが、計18匹のサーモン
と根魚を船長一人に任せておけず、私も一役を買って出た。
しかしグニャグニャの刀みたいな包丁が使いにくく、随分と
手間取ってしまった。田島氏に頼んでハリバットの縁側とイ
クラを頂戴する交渉が成立し、その晩の酒のつまみを確保し、
持ちかえったサーモン９匹分の切り身とイクラは昨晩と同じ
処理業者に依頼した。

　夕食は同じレストランで、醤油がないか尋ねたところ小さな瓶のキッコーマンがあると聞いて
思わずにっこり、さすがにワサビはなく替わりに練り辛子が出てきたが縁側とは相性が悪い。二
次会がしたくなってホテルのレストランへ入ったが田島氏がおらず、ようやく覚えたアラスカホ

写真６  サーモンフィッシング
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ワイトと言うビールは注文出来たが、つまみは「コ
レコレ・プリーズ」と指さしてもさっぱり伝わら
ない。困っていると隣の若いご婦人がスマホの和
訳文で「10時過ぎは料理が出ません」のメッセー
ジに頭を掻いて納得（スマホの研修が大事だ）。
この夜は明日の釣りもなくウッテア３日目の夜を
楽しんだ。

　ウッテア最終日は、大型船による氷河クルーズ
観光で、出港して気が付いたが滑るような走りと
エンジン音が全く耳に入らないのである。途中何
隻かのプレジャーボートと並走したが、簡単に追
い越すほど船足が早い。
　クジラやラッコの群れが居ると徐行して乗客全
員が見える様に旋回し、岩場にはアザラシの群れ
も見ることが出来た。世界地図にはないがこの付
近は瀬戸内海以上実に多くの島々で入り組んでお
り、氷河を交えた景色がまた素晴らしい。大きな
氷河が海へと押し出されるところで船が暫く止ま
り写真を撮ったが、何度か氷が解け落ちるのが見
え温暖化を感じたひとコマであった。

　帰港後先に紹介した鉄道と車の交互通行トンネルを通ってアンカレッジへの帰り道、初めて日
本人に出会った。とは言っても日系三世のご婦人で福島県郡山が生家、アラスカへは一人旅と伺っ
た。夕刻シェラトンホテルに着き田島氏と三人で街へ出て最後の晩餐、しかし私の好みが見つか
らずまたまたステーキハウスでの食事となり、おなじみのビール、アラスカホワイトは飲みほし
たがステーキは未完食。
　地元では高級の類らしいシェラトンホテル、ベッドが高くて座ると足が床に着かず、ガウンは
大きすぎて手足が出ない、フロントへ替わりを頼むのも言葉も通じず文字通り手も足も出ない。
翌朝田島氏とホテルで合流し朝食をとったが、あの塩辛いコリコリベーコンと完全に火を通した
目玉焼きで我慢した。高級ホテルではウォシュレットがあると期待していたが、どうやら外国で
はノンウォシュレットがスタンダードらしく、また足元が見えるのは防犯上の事らしい。

　田島氏とアンカレッジ空港で別れ、自力でシアトル乗り換え後深夜に無事羽田へ着き、翌朝の
ホテルの朝食で生き返った気がした。
　さてハリバットとサーモン20キロ超の冷凍食品も手荷物扱いで航空運賃無しで羽田へ着いた
が、日本の宅配サイズオーバーで発送できず、やむなく空港の台車のまま羽田のホテルに一泊さ
せ、売店で新たに50キロ対応の台車を購入し汗を掻きながら自宅まで持ち帰った。

写真7  船からの氷河

写真8  氷河クルーズ
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　現在盛岡市において事務所を開いている間
澤一美と申します。
　盛岡支部研修会で開催された「道路界の境
界問題と損害賠償」という演題の講義を拝聴
して、境界の明示における土地家屋調査士が
絡む損害賠償請求事件の事例を教えて頂きま
した。
　トラブル事例として
　　① 地積測量図作成にあたり、現況の占有

界を矢印で示した写真を送付、「境界
合意しろ」と言われた。

　　② 立ち会ってもいないのに、市から「立
会確認書」が届き、押印しろとの電話
があった。

　　③ 道路修復の折り、知らない間に従前の
境界標が抜かれ、新しい境界標が別の
場所に入れられていた。

　　などの説明をいただきました。
　開業から日が浅いという事もあり、講義事
例のようなトラブルはおきておりませんが、
基本を大事にして仕事をしていきたいと思い
ます。
　土地家屋調査士という業務は財産を扱う仕
事であり知識は当然必要ですが、対人関係が
重要だということを感じています。今後行う
境界確定においても「手続きの省略が原因で
５年後・10年後に損害賠償請求されるかもし
れない」ということを念頭において、ひとつ
ひとつ確認しながら作業をしていきたいと思
います。

　自分の中でまだまだ曖昧な事が多々ありま
すが、今後も研修会に参加して自己研鑽に励
んで参ります。研修を担当する方々は大変ご
苦労をされていると思いますが宜しくお願い
致します。

盛岡支部　間
ま

　澤
ざわ

　一
かず

　美
み

　● 研修会の感想



─　37　─

　過日行われた今年の会長杯ゴルフ大会で、
優勝の栄誉を頂戴しました。これは何か悪い
ことの前兆ではないかと思ったことが現実の
こととなってしまって、広報部長の厳命で、
悶々としながらこうして会報の原稿を書いて
います。
　少し前から右膝が痛くて、ピコタン、ピコ
タンと足を引きずりながら歩いていました。
医者の診断は変形性膝関節症というもので、
要するに膝関節の軟骨が磨り減って、関節炎
や変形を生じて痛みが起こる病気で、見せら
れたレントゲン写真はピノキオの足と同じで
木でできているようなものでした。治療はヒ
アルロン酸の関節内注射なのですが、これが
しこたま痛い。あまり痛いので、注射は嫌だ
と云ったところ、それなら、することはない
のでシップを貼って我慢するしかないと医者
に見限られてしまいました。今更、注射を我
慢しますとも云えなくていまだに足を引き
ずって歩いています。ネットで調べてみたと
ころ膝の筋肉を鍛えなければならないとあり
ましたので、歩こうと思いゴルフ大会に参加
しました。実は後半のプレーの途中で気が遠
くなりそうだったのですが、同組の葛巻さん、
小岩さん、澤口さんの同情と励ましをもらっ
て、何とかリタイアせずに最後までプレーで
きたことに感謝しています。ちなみにこの組
は葛巻さんがドラコン賞、澤口さんがニアピ
ン賞、小岩さんも何とか賞で全員が賞をいた
だきました。同伴賞があればもつと良かった

のですが。

　20年ほど前、小笠原九二男さんの発案で土
地家屋調査士会会員の親睦を深めるため、ゴ
ルフの同好会を作りました。会の名前をどう
しようかというところから始まったのです
が、私たちの胸のバッジから「桐の会」にし
ようという意見がありました。それでは三島
由紀夫の会と同じ印象になるので、英語の「ポ
ローニヤ会」ということになりました。名前
は決まったのですが、参加者の募集とか会の
運営方法とか決めなければならないことが沢
山ありました。言いだしっぺの小笠原さんに
会長になってもらい、会員は土地家屋調査士
だけではなく司法書士さんとか、広く声をか
けて平成７年４月19日に第１回のコンペにこ
ぎつけることができました。第１回の参加者
の一人、山本清さんの馬名はブルーマウンテ
ン、その後も80歳を越えてなお、フェアウェ
イをクラブ担いで飄

ひょうひょう

々とゴルフを楽しんでい
た姿を思い出します。他にドンケツホマレな
んて馬もいる。海外への遠征も、ゴルフコン
ペだけでは飽き足らず、観光あり、カジノあ
りで、沢山の参加を得て楽しい思い出になっ
ています。

　2007年にはゴールドコーストでした。参加
するメンバーの希望する条件は年々厳しく、
安くて綺麗なコースでのプレイです。クイー
ンズランドの知人に手配してもらったのが、

「飛球追　悠然仰見青空白雲」

盛岡支部　田　中　堯　史

　● 会長杯親睦ゴルフ大会
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地元の人たちがウェデングセレモニーに使う
ゲインズボローグリーンゴルフコース。自然
保護林に囲まれ、いくつものウオーターハ
ザードの睡蓮がプレーヤーの心を穏やかにさ
せてくれます。選手は小笠原九二男さんの奥
様、ギャラリーは地元のカンガルー、パー４
の２打目、ギャラリーは選手の２打目を固唾
を呑んで見守っています。ナイスオンとギャ
ラリーから大きな拍手です。
　今年11月３日、100回目のコンペを最後に
楽しかった思い出と感動を残してポローニヤ
会の歴史に幕を閉じます。ポローニヤ会が会
員の親睦に果たした役割には大きなものが
あったと感慨深い思いでいっぱいです。今後、
どなたかが何らかの形でポローニヤ会の趣旨
を受け継いでいってもらいたい。そうしたら、
足を引きずりながらも、山本さんのように悠
然と青空を見上げながらゴルフを楽しんでい
きたい。
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　7月25日（土曜日）に第２回会長杯親睦船
釣り大会を釜石市平田にある尾崎白浜漁港で
開催しました。この漁港周辺の施設や道路は
震災以前から利用している私からみても復興
が日々進んでいるのがわかります。この漁港
にある遊漁船は「漁師さんの生活に釣り船は
必要」との考えから震災後早くから営業を再
開しています。
　前日に船頭代表から大会開催日にメカブの
解禁日が重なったとの連絡がはいり、中止に
なりかけましたが、船頭さん達の計らいで何
とか船を用意して頂き開催できるようになり
ました。
　私は設営のため早めに到着したつもりでし
たが、既に参加者の大半が漁港に集まり準備
をしていて気合を感じます！
　早々に全員が集合したので、時間を繰り上

げて開会式を始めました。第１回優勝者の
佐々木啓了会員から優勝トロフィーの返還が
あり、菊池会長と実行委員長である阿部雅明
会員からの挨拶をいただきました。
　今回も第1回釣り大会の表彰規定を引き継
ぎ、カレイ・アイナメの総枚数で競います。
総枚数で競うと参加者の腕によるところが大
きいので、一発チャンスのある大物賞や運ま
かせの外道賞も設けました。
　雨の降る中、釜石大観音や鎧島を観覧しな
がら釣り場へ向かいます。
　参加者は初心者からベテランまで様々です。
実行委員会で勝手ながら初心者船、経験者船、
そして初心者・経験者の混合船の３組に分け
て、それぞれのレベルに合わせた釣り場へと
出港しました。私が乗った混合船は出港して
から20分程で漁場に着きました。水深40メー

「第２回会長杯親睦船釣り大会」

大会実行委員　権　頭　拓　也
（花巻支部）

　● 会長杯親睦船釣り大会
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※表彰者は以下のとおり
　第１位　小山　　正　会員　19匹
　第２位　小原祐希浩　会員　17匹
　第３位　三瓶　伸樹　会員　16匹
　大物賞　菊池　直喜　会長　

ナメタカレイ46センチ
　外道賞　事務局　藤澤亜希子　タコ１匹

トルの底にいるカレイを目指し、イソメをつ
けて一斉に仕掛けを落とします。少しコヅき
始めると早速アタリが！新田財務部長がカレ
イとカジカのダブルを釣り上げたのを合図に
次々と釣れ始めました。悪天候の中、釣れな
かったらどうしようと悩んでいた私も先ずは
ひと安心です。
　アタリがなくなると新しい漁場へと移動を
繰り返します。雨が降り続く中、確実にみん
な釣果を上げていきます。
　釣り始めて2時間ほど経過したとき、お正
月料理にはお馴染みのナメタカレイを三瓶広
報部長が釣りあげました。記念撮影で盛り上
がっている横で菊池会長が「重い…」と言い
ながら一生懸命リールを巻いてます。釣りあ
げてみると三瓶広報部長のナメタカレイを釣
り上げた時の盛り上がりを忘れさせるほどの
大きさです！私の乗った船では、よいサイズ
のナメタカレイが次々とあがりました。
　それぞれ釣果をのばしていたようなので、
正午までの予定でしたが雨が強くなってきた
ため早上がりして表彰式を開くことにしまし
た。
　結果、優勝者はこの悪天候の中で19匹も釣
りあげた小山正会員でした。
　大物賞は経験者達を押しのけ46センチのナ
メタカレイを釣り上げた菊池会長。そして、
外道賞は牡蠣、カジキ、昆布（？）と様々な
候補があがりましたが、釣り大会の外道賞の
定番である大タコを釣り上げた事務局の藤澤
さんが受賞しました。
　今回の賞品は地元で獲れた「三陸産海の幸
セット」の詰め合わせを贈呈しました。
　天候には恵まれませんでしたが、参加者全
員が釣果をあげることができたので初心者の
方も含めて楽しんでいただけたのではないで
しょうか？
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　小
お

田
だ

嶋
しま

　達
たつ

　浩
ひろ

　（盛岡支部）

事務所：盛岡市高松二丁目29番13号

経　歴：平成５年　岩手県立盛岡第四高等学校　卒業

　　　　平成11年　東京測量専門学校　卒業

　　　　平成11年　測量会社　入社（盛岡市）

　　　　平成16年　測量設計会社　入社（静岡県沼津市）

　　　　平成19年　 佐々木啓了土地家屋調査士事務所　入所

（盛岡市）

　　　　平成26年　土地家屋調査士試験合格

　　　　平成27年　土地家屋調査士登録

　● 新入会員の紹介

　平成27年1月に土地家屋調査士として登録
しました、小田嶋達浩と申します。この原稿
を書いている時点で、開業してから9か月経
ちました。幸運にも登録してすぐのタイミン
グで、新人研修、特別研修と受講することが
でき、やっと土地家屋調査士として業務に邁
進できる準備ができたのかなと思います。
　私が測量という業務があることを知ったの
は、22歳頃、知り合いの紹介で測量助手とし
て働くこととなったのがきっかけです。全く
の未経験での挑戦だったのですが、現場に出
ることは苦ではなかったので、いろいろな場
所に行き、測量を行い、事務所に戻って成果
をまとめる。そんな外業と内業のバランスが
とれている測量業務に興味を持ち、本格的に
携わりたいと考え、測量専門学校に入学しま
した。卒業してからしばらく路線測量主体の
現場業務に携わっていましたが、静岡県沼津
市の測量会社に在職中、そこから派遣社員と
して、用地補償説明業務に従事することとな
り、相手方に何回も足を運んで説明し、理解

していただくまで相当な苦労がいるのだな
と、その時の経験が、現在の調査士業務を行
う上でのコミュニケーションの役に立ってい
るのかな、と思っています。
　その後、測量の資格と業務経験を活かせる
と、啓了先生の補助者として働き、平成26年、
調査士試験に合格しました。啓了先生には、
大変お世話になりました。この場をお借りし
て感謝申し上げます。（今でもお世話になりっ
ぱなしです。スミマセン）
　情報が溢れる時代。土地家屋調査士として、
求められる事柄も日々変化しています。
　依頼者のリクエストに正確、迅速に答えら
れ、満足していただけるよう日々精進してい
きたいと思っています。
皆様よろしくお願いします。

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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　はじめまして今年の４月に入会しました、
川上　泰典（かわかみ　たいき）と申します。
私は二戸市出身で専門学校卒業後、滝沢市で
大工をしていました。
　25歳の時に別の職種に転職しようと思い高
校の時に少しだけ授業で習った測量を仕事に
しようと、測量補助と書いている求人票に応
募しました。
　応募し入社してから気づきました。土地家
屋調査士事務所だと。資格の種類より木の種
類の方が詳しい私は土地家屋調査士という資
格などしりもしません。持っている資格とい
えば重機を動かす免許や講習を受ければ貰え
る主任者の資格のみです。｢登記って何？ ｣
という状態でした。そこから人生ではじめて
まじめに勉強し、試験に合格し土地家屋調査
士になることができました。
　土地家屋調査士としての業務は毎日が未熟
さを感じ勉強不足を痛感しています。資格の
重みに負けず日々勉強しがんばっていきま
す。
　先輩の皆様、いたらない点が多いとおもい

ますがこれからもよろしくお願いします。

　川
かわ

　上
かみ

　泰
たい

　典
き

　（盛岡支部）

事務所：紫波郡紫波町日詰字丸盛222-1

経　歴：平成17年　岩手県立福岡工業高等学校　都市工学科　卒業

　　　　平成19年　岩手県立二戸高等技術専門校　建築科　卒業 

　　　　平成19年　工務店勤務(大工) 

　　　　平成23年　土地家屋調査士事務所　勤務

　　　　平成26年　土地家屋調査士試験合格

　　　　平成27年　土地家屋調査士　登録

　　　　平成27年　土地家屋調査士法人グランプラス　入社

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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　私が土地家屋調査士を志した理由は、父親
に勧められたからです。父親は一級建築士
で、設計事務所を経営しております。建築士
を目指すように言うのが一般的かと思います
が、何故か調査士になるようにと強く勧めて
きました。しかしながら、高校３年生の当時
の私は聞く耳持たず、別の道を進んでいまし
た。社会人を数年経験し、ある日父親の言っ
ていたことを思い出して、調査士とは何なの
かを自分なりに調べてみました。10代では理
解できなかったことが一気に理解でき、調査
士という職業に魅力を感じました。そして、
父親が進めてくれた理由も少しわかった気が
して、直ぐに目指したいと思いました。それ
から、測量の専門学校に通いながら調査士の
勉強を始めました。紆余曲折ありましたが、
約４年間の勉強が実り、平成25年に合格、平
成27年に登録、現在に至ります。
　私は業界の経験が浅く、あらゆる面で勉強
不足、知識不足ではありますが、諸先輩方に
ご指導頂き、開業してからこれまで何とか
やってきました。これから先も幾度となく先

輩方に頼ってしまうことがあるかと思います
が、毎日が勉強の日々であることを忘れずに、
調査士としての職責を常に意識し、日々業務
に取り組んでいきたいと思います。

　東
ひがし

　舘
だて

　　　努
つとむ

　（盛岡支部）

事務所：盛岡市高松二丁目29番13号

経　歴：私立盛岡中央高等学校普通科特進コース　平成15年卒業

（学歴）　国土建設学院測量科　平成22年卒業

（職歴）　芥川製菓㈱　平成19年～平成21年

　　　　㈱あさひ測量設計　平成22年

　　　　㈲アズマ設計　平成22年～平成24年

　　　　田中土地家屋調査士事務所　平成24年～平成25年

　　　　冨岡土地家屋調査士事務所　平成25年～平成27年

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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　平成27年４月に岩手県土地家屋調査士会に
登録しました佐原茂樹と申します。私が土地
家屋調査士を目指した動機は、調査士の仕事
は室内で申請書類を作成したり、外に出て測
量し汗をかいたり、様々な業務内容に興味を
持ち調査士を目指すことを決意し運よく調査
士試験に合格しました。私は、出身は一関な
ので一関で開業を考えて、一関支部の方々か
らご指導を受けながら開業しょうと考えてい
ましたが水沢支部の村上先生とご縁がありま
して水沢支部で開業することができました。
このように開業できたのは、村上先生のご厚
情と多くの方々の支えがなければ開業するこ
とは出来なかったと思います。これから、様々
大変なことがあると思いますが、調査士試験
合格を誇りにして失敗を恐れずにいろいろな
ことにチャレンジしていきたいと思います。
最後に、まだまだ未熟者でありますので、今
後とも諸先輩の皆様方のご指導ご鞭撻宜しく
お願い致します。

　佐
さ

　原
はら

　茂
しげ

　樹
き

　（水沢支部）

事務所：奥州市水沢区字多賀24-4

略　歴：平成12年　東北理工専門学校卒業

　　　　平成12年　東日設計コンサルタント株式会社入社

　　　　平成16年　株式会社　菜花堂入社

　　　　平成18年　株式会社　杉山組入社

　　　　平成20年　株式会社　アドバンテック入社

　　　　平成26年　土地家屋調査士試験合格

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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　平成27年４月に登録しました腹子徹哉と申
します。珍しい名字だと良く言われます。
　宮古では鮭の卵のイクラのことを腹子と言
います。何か関係があるのかもしれませんが
私自身はイクラは苦手です。（生モノ全般が
苦手です）
　調査士を目指すきっかけとなったのは、「東
日本大震災」でした。自宅が「たろう観光ホ
テル」の付近で全壊（流出）でした。
　避難生活を続けているうちに以前の勤務先
から連絡があり当面の間、不動産部門で勤務
することになりました。同じ被災した皆様方
の為に土地探しやミニ分譲等を自分なりに頑
張って手がけてきました。
　そのうち自分自身の家の再建も徐々に考え
るようになり、「できれば自分自身で登記を
したい」と考えたのが始まりでした。
　何とか間に合いました。田老の高台は平成
27年10月より新築工事の着手が可能になりま
した。とはいえ、皆さんの話を聞くと全160
区画のうち半数弱は「建築時期は未定」との
こと。地域の復興はまだまだ掛かりそうです。

震災後に特に頻繁に考えることがあります。
「自分は何をすれば地域に貢献できるのかな」
ということです。
　「今後は土地家屋調査士の業務だ」と確信
を抱いて登録を決意しました。測量経験も補
助者経験も無いままの登録ですので苦労する
覚悟はできているつもりです。
　倫理綱領の「使命、公正、研鑽」を常に念
頭に置き、努力し続けたいと考えています。
先輩の皆様のご指導、ご助言を宜しくお願い
申し上げます。

　腹
はら

　子
こ

　徹
てつ

　哉
や

　（沿岸支部）

事務所：宮古市宮町一丁目３番５号

経　歴：平成２年　宮古高等学校卒業

　　　　平成２年　宮古信用金庫　勤務

　　　　平成14年　陸中建設株式会社（総務）勤務

　　　　平成20年　ネットショップ運営（自営業）

　　　　平成23年　陸中建設株式会社（開発部）勤務

　　　　平成26年　土地家屋調査士試験合格

　　　　平成27年　土地家屋調査士登録

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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年　度 年　月　日 会員数 法人会員 入会者 退会者

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

平成23年 平成24年3月31日 179名 1法人 6名 7名

平成24年 平成25年3月31日 179名 1法人 6名 6名

平成25年 平成26年3月31日 181名 1法人 5名 3名

平成26年 平成27年3月31日 176名 1法人 5名 10名

過去10年間の異動状況
会員の数並びに入会者退会者
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川徳定期無料相談会 件　数 内　容

平成26年12月17日 ０件

平成27年１月21日 １件 建物登記に関する件　１件　

平成27年２月18日 ０件

平成27年３月18日 ０件

平成27年４月16日 ０件

平成27年５月20日 １件 筆界確認方法に関する件

平成27年６月17日 ０件

平成27年７月15日 １件 分筆登記に関する件

平成27年８月19日 ０件

平成27年９月16日 ２件 その他（通行権）　１件　筆界確認方法に関する件　１件

平成27年10月21日 ０件

平成27年11月18日 １件 分筆登記に関する件

平成27年７月の
月間無料相談 件　数 内　容

盛　岡　支　部 ３件
筆界未定地の使用に関する件　１件
筆界特定に関する件　１件
筆界標設置に関する件　１件

花　巻　支　部 ０件

水　沢　支　部 ０件

一　関　支　部 ０件

沿　岸　支　部 ０件

二戸久慈支部 ０件

無料登記相談会の報告

*平成27年７月の月間無料相談の件数は事務局に報告が寄せられたもののみ。（平成27年12月1日現在）
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―― 編 集 後 記 ――

　今年は新しいメンバーで広報活動に携わることとなりました。私はもともと頭
がかたく柔軟な発想はなかなか出ません。お世辞にも広報向きとは言いがたいと
思います。そんなわけで、皆様には日々色々な形でご協力を頂いているところです。
中でも「黎明」の発行は皆様のご協力なしには到底至難のことと思われます。
多忙のおり寄稿くださいました方々をはじめ会員の皆様に、この場にて感謝申し
上げます。今後ともどうぞご協力をよろしくお願いいたします。

三　瓶　伸　樹

　皆さまから寄稿していただいた文章を読んでいて、ふと、パソコンではなく手
書きで文章など久しく書いていないなと今更ながらに思いました。
　たまには、かみさんや子供に手書きのラブレターでも書いてみようかな…
皆さまもいかがでしょうか？　　

八　幡　吉　充

　新米の広報部員となり、初めての「黎明」の編集に携わりました。
普段編集などとは全く縁がないため、こんなにも手間がかかるものかと戸惑いま
した。とは言え、ほとんど先輩が手掛け私は見ているだけで情けない思いをした
ものです。
　時節柄、多忙を極める中、寄稿して下さった方々へ本当に感謝申し上げます。
お陰様で私の記念ともなるべく「黎明」を発行できたことが、なによりうれしい
です。
　ご協力ありがとうございました。

前　田　公　久

発　行　　　岩手県土地家屋調査士会
　盛岡市中野一丁目20番33号
ＴＥＬ（019）622－1276　
ＦＡＸ（019）622－1281　

広報部員
三　瓶　伸　樹　　八　幡　吉　充　　前　田　公　久





測量機器メンテナンス･サポート

各－カーの測量機器全般（トータルステーション・
レベル・セオドライト等）への修理・校正・メンテ
ナンス対応を提供させていただきます。現在の測量
機器はデジタル化が進み修理が複雑になってきてお
り、特殊技術が必要な為、検査は「迅速・技術・丁
寧」をモットーに力を注いで行っております。校正
に関しましては確実な品質（校正完了品）の提供を
一番に、チェック体制を整えております。

株式会社 岩手測器社
盛岡市門１丁目１６－１６

ＴＥＬ：０１９－６１３－２３８７ ＦＡＸ：０１９－６１３－２３８６

-測量機器・システムの販売からレンタル、メンテナンス校正まで-

測量機は精密機械です。日頃の点検・整備が必要です。

メンテナンス・校正は、日本測量機器工業会認定の

当社へお任せください。



測量作業を軽快にする！
手のひらサイズのＧＮＳＳ受信機

岩手測器社
盛岡市門１丁目１６－１６

ＴＥＬ：０１９－６１３－２３８７
ＦＡＸ：０１９－６１３－２３８６

－現場３Ｄデータの作成、 測量機器･

システムの販売からレンタル、メンテナンス校正まで－

通信範囲は300m

固定局１台に移動局
３台接続可能

 超小型･軽量。手のひらサイズのアンテナ一体型GNSS受信機。

 マグネシウム合金を採用。強靭なボディ。IP67

 優れた受信性能のPOST™アンテナ採用。

 226チャンネル搭載。

GPS/GLONASS/QZSS受信可能。

 LongRangeデータコミュニケーション機能により、300mの
ネットワーク型RTK観測が可能。

 内蔵バッテリーにより12時間の連続観測可能。

簡単、お手軽な軽なBluetoothoth接続簡単、お手軽軽なBluuuuuetoooth接接接接接接続
免許申請不要。ランニングコストもかかりません！
簡単、お手軽なBluetooth接続
免許申請不要。ランニングコストもかかりません！

お問合せ・ご用
命はこちらまで

岩 手測器社株式会社



〒171̶8516  東京都豊島区南長崎３丁目16番６号  http://www.kajo.co.jp/
TEL（03）3953̶5642  FAX（03）3953̶2061 （営業部）

好評図書のご案内

筆界特定実務研究会 編著　
2008年1月刊 A5判 672頁 本体5,600円＋税

Q&A 表示に関する登記の実務 特別編

筆界特定制度 一問一答と事例解説

現場での疑問・実例に基づく、166問と20事例を収録！

事務所運営と合理的な報酬のあり方を考える一助となる一冊

ポイントを網羅した全205問 ! 関係する全ての実務家にとっての必携書

押さえておくべき知識から希少な事例まで現場での疑問・実例を網羅

鈴木修・佐川祐介・吉﨑英司・岩倉弘和・餅田愼治 著　
2011年11月刊 A5判 368頁 本体5,200円＋税

ガイダンス土地家屋調査士報酬
CD─ROM付

中村隆・中込敏久 監修　荒堀稔穂 編集代表

新版 
Q&A 表示に関する登記の実務
第１巻 登記手続総論・土地の表題登記・分筆の登記
2007年1月刊 A5判 560頁 本体4,700円＋税

第２巻 合筆登記・地積更正・地目変更・地図訂正
2007年5月刊 A5判 560頁 本体4,800円＋税

第３巻 地積測量図・土地の滅失の登記・特殊登記
2007年11月刊 A5判 500頁 本体4,500円＋税

第４巻 建物の表題登記・建物の増築の登記
2008年5月刊 A5判 504頁 本体4,500円＋税

第５巻 建物の合体・合併・分割の登記、区分建物の登記、
　　　 建物の滅失の登記、建物図面関係
2008年12月刊 A5判 640頁 本体5,500円＋税

末光祐一 著　
2015年６月刊 A5判 584頁 本体5,300円＋税

Q&A
道路・通路に関する法律と実務

登記・接道・
通行権・
都市計画

第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 編著
2015年７月刊 A5判 488頁 本体4,200円+税

実例 弁護士が悩む
不動産に関する法律相談

弁護士が直面しやすい「問題や疑問」に対する方策を提示！

専門弁護士による
実践的解決のノウハウ







　　 株式会社 北日本ライフサービス
〒020-0835 岩手県盛岡市津志田１４- ２００

　　　　０１２０－３８－６６３０
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
コールセンター 0120 -5555 -95

AF宣伝課-2015-0008-1510037  4月1日



検  索福井コンピュータ

本社／〒910-0297 福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6
札幌・青森・盛岡・仙台・水戸・宇都宮・高崎・新潟・長野・埼玉・千葉・東京・横浜・静岡・名古屋・
岐阜・福井・京都・大阪・神戸・岡山・高松・松山・広島・山口・福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

上記ナビダイヤルは福井県坂井市に着信し、着信地までの通話料はお客様のご負担となります。また、通話料金につきましてはマイラインの登録に
関わらず、NTTコミュニケーションズからの請求となります。携帯電話からのご利用の場合は20秒ごとに10円の通話料がお客様のご負担となります。

●製品の詳しい情報、カタログのご請求は

http://const.fukuicompu.co.jp

0570-550-291●製品に関する
お問い合わせは

カスタマサポートセンター 【受付時間】9:00～12:00／13:00～18:00
※土曜、日曜、祝祭日、弊社指定の休業日は除きます。

フィールドデザインで日本の未来を創る
測量計算CADシステム「BLUETRENDXA」

全国の測量業、土地家屋調査士業において圧倒的シェアを誇る測量計算CADシステム「BLUETREND」シリーズの最新版。
豊富な測量計算機能と、それに連動した専用CADで、「都市部」「平野部」「山間部」などあらゆるフィールドの測量業務に迅速に対応。
フィールドワークからオフィスワーク、データの管理・活用・連携まで、測量業務をフルサポートします。

フィールドワークからオフィスワーク、
データ管理・活用・連携まで、あらゆる業務をフルサポート!

測量計算CADシステム【ブルートレンド エグザ】

NEW!

Windows10 対応！

軽快なフィールドワークを担う！

現場仕様の抜群の操作性！ 情報収集・集約もこの１台！
さらに成果に直結！ 現況観測はもちろん、縦断観測・横断観測も！

不動産表示登記業務に必要な各種書類の作成から、事件管理・
顧客管理・立会の管理に至るまで、調査士業務全般をサポート！

土地家屋調査士事務支援システム【トレンドレジック】

各種データを一元管理。
調査士業務全般をワンパッケージでサポート。

現地調査ツール

杭 打 ちツー ル

建物調査ツール

電子野帳ツール
GooglePlayより
無償ダウンロード

測る！ 撮る！ 収集！ 現場で手軽に軽快に！

アンドロイド スマホアプリ

現場端末システム【クロスフィールド】現場端末システム【クロスフィールド】現場端末システム【クロスフィールド】
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