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表紙の写真について

題名『唐梅館絵巻』 三瓶伸樹（一関支部）

一関市東山町長坂地区唐梅館総合公園で９月25日第16回「唐梅館絵巻」が行われました。
唐梅館（長坂城跡）で、天正18年小田原参陣で豊臣秀吉に従うか否かを決する、一族の命運をかけ
た「軍議」の様子です。
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「最近思うこと」
岩手県土地家屋調査士会

会長

菊

池

直

喜

平成29年の初春を迎え、会員の皆様には夢

した。しかし、もはや6年近く経過するとあ

と希望に満ちあふれた新年をお迎えのことと

の時の苦境を忘れつつある事は確かでありま

お慶び申し上げます。

す。

平成28年を顧みれば、熊本地震・台風10号

苦境に立たされた時にふと考えるのが、世

被害・阿蘇山噴火・島根地震等々自然災害の

の中の常識と非常識についてであります。自

多い一年であったと痛感しております。どの

分では常識と思っている事でも他人からみた

災害を見ても自然の力の強大さと恐ろしさを

ら全くの非常識であったりする事が良くある

まざまざと見せつけられて、人間の力が自然

と思います。この基準と云うものが非常に難

の前ではどうにもならない事を、身をもって

しいところなのです。人それぞれの判断とな

感じたところであります。

る基準を持って物事に接していると思います

特に台風10号は、岩手県と北海道道東に大

が、他の人と比べたら大きく異なっている事

きな被害をもたらしました。岩手県初上陸と

もままあると思います。しかし、その場合に

云う今までに例のない台風であり、予期しな

自分の判断基準と云うものを他の人にきちん

いところで大きな被害を受ける事になりまし

と説明する事が出来れば、私はそれで良いの

た。地球全体として気候の変化、環境の変化

ではないかと思っております。悪い意味で捉

が地球のあらゆる変動を起こしてきているの

えるとただ単なるへそ曲がりになるかもしれ

かもしれません。今まさに地球全体のあらゆ

ませんが、良い意味に捉えれば発想の着目点

るものが転換期に入ったと思わざるをえませ

が他の人と違い斬新なアイデアが生まれると

ん。

も思うのです。発想の転換をする事が如何に

これらの災害を報道で感ずるところでは、
被災者の言葉として発せられるのは「まさか」

大事であるかと常にへそ曲がりの視点で物事
を捉える事を望んでいるのである。

と云う言葉であります。
「まさか自分がこの

時として土地家屋調査士は変わり者の部類

様な災害に遭うとは夢にも思いませんでし

に入るかも…と書いてしまうと諸先輩方から

た。」とか「まさかこの場所で災害が起きる

お叱りを受ける事と思いますが、私個人とし

とは思わなかった。
」と云う言葉が、報道さ

ては変わり者ゆえに新たな発想と行動で今ま

れます。やはり、
人間は自分の身に降りかかっ

で経験した事のない、新たな次元への挑戦が

て初めて事の重大さに気付くのかもしれませ

出来るものと期待しているのであります。
この「黎明」が届くころには、既に冬将軍

ん。これは私自身にも言える事なのでしょう。
あの東日本大震災の時にも「まさかこんな大

が到来しており今年の冬はどんな戦いになる

地震が…こんな大津波が…」と嘆いたもので

のかと想像しながらの正月を迎えている事で
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しょう。日本には四季があってそれぞれに色

を練りながらどんな政治をしようかと模索し

んな風景を楽しませると共に試練を与えてい

ているのであろうと思います。

るものであるが、冬将軍があっても他の季節
にはこの将軍様は現れない様である。

国際的な交渉時に聞かされる言葉に『戦略
的パートナーシップ』や『戦略的互恵関係』

季節の将軍様は時期が来れば去り行くから

が政治判断や協議の場で使われている様であ

まずは安堵する事になるが、現代でも将軍様

る。これなどもお互いの立場を認めつつ如何

はいる様ですね。将軍様は自分たちの生活を

に自国の利益を追求するかと云う事なので

守ってくれると信じ込んでいる国民がテレビ

しょうが、市井の人である私などは到底まね

で放映されているのを見て、唖然とするので

のできない事の様である。

しせい

あるが「信ずれば救われる」と云う世界なの
かもしれません。

世界のトップリーダーを見るといろんな方
がおり、それぞれの想いと行動で自国のため

我が国にも遠い昔に征夷大将軍と云うもの

に奮闘しているのだろうと思うのである。言

が存在した様で、その時の我が国の将軍様も

動を捉えただけでは論評に値しないと思う

同じだったのかなぁと考えさせられる思いで

が、ある新聞ではフィリピンのドゥテルテ大

ある。その時代のトップがどの様な政治を行

統領を「米は嫌いだけれども、和食は好きで

い、国民に対して安心を与えた政治だったの

ある。
」と評していた。中々、味のある表現

かを思い起こしてみると、政治スタイルには

であるがドゥテルテ大統領のいろんな発言の

王道政治と覇道政治があると云われている。

本意はどこにあるのか理解に苦しむところで

つまり自分本位の政治をする指導者は権利

ある。次期アメリカ大統領はトランプ氏に決

を自分の想いにだけ使う事になるのであろ

まったようであるが、史上最悪の大統領選挙

う。それに引き換え、自分はさておき国民本

と評されて選ばれた大統領はどこに向かって

位の政治を心がけて如何に国民が豊かに安心

行くのだろうか。特に日本は興味津々と共に

して暮らせる国づくりを行おうとする将軍は

戦々恐々なのだろう。トランプ氏はどの様

王道政治を極める事になったのだと思いま

な政治で世界のトップとして君臨するのか、

す。

益々目が離せなくなる事でしょう。最近の選

殆どの人が望むのは、この王道政治である

挙を見ると、過激な発言と耳触りのよい発言

ことは疑いのないところであるが、すべてが

が随分と好まれるように感じるが、それが正

そうとも言い切れないと思われる。それはい

しい選択かどうかは、数年後に自分たちの身

ろんな立場、境遇の人がおり、それぞれの考

に降りかかって来るのだと思うのである。

えや思想によりあらゆる物事がその国や集合

英国のＥＵ離脱が決定をした国民投票も忘

体により、方向性が見いだされるからかもし

れ去られようとしているが、これなどは有権

れない。第三者がどうのこうのと批判をする

者の思考能力のなさを歴然と示した事の様に

立場にもない訳であるが、人のことだと色々

思える。私はこのＥＵ離脱について云々申し

と批判やら文句を言いたくなるのも人間たる

上げる立場にないのであるが、情報の捉え方、

所以なのかもしれない。

あらゆる面からの判断能力、政治家の思惑な

この様に国家がどの政治によって動かされ

ど多くの情報を基に判断を下す手法が採られ

ていようとも国同士の同盟や協調と云うもの

ていない様に思われる。ＥＵ離脱が決まって

を図っていくために、どの国のトップも戦略

から実は情報操作していたような事や偏った
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情報のみを吸収して判断をしている事に虚し

「過去に執着せず、未来を恐れず、今を生

さを感ずるのである。こういった現象は、わ

きろ」とあのホリエもんこと、堀江貴文氏が

が国でも起きた事がありました。リップサー

この様な発言をしておりました。確かに私た

ビス政策を並べて、最終目的であった政権交

ちは、過去の礎の上に立ち今を一生懸命生き

代を果たした政党がありましたが、時すでに

永らえているのである。それは未来に向かっ

遅く、政策として挙げたものは殆ど実現不可

て希望を実現するために、より見識を高める

能だった事はまだ記憶に新しいところであ

ために、そして信頼され、無くてはならない

る。私を含め人間は愚かな動物だと思わざる

土地家屋調査士を目指す為に、でしょう。

を得ないのである。低きに流れ、甘いものや
なび

色々と最近思うことを書き連ねましたが、

誘惑に靡く、それが人間の良さなのかもしれ

これらのことを私たちに直結する土地家屋調

ません。個人個人の情報の咀嚼能力を向上さ

査士制度に置き換えたときにどの様な情報に

せて貰いたいと思うのである。

より、どの様に行動して未来に夢を託すかを

「あれから30年…」と云って笑いをとる漫

常に考え行動していきたいものだと願ってお

談家がおります。だいぶ前に
「あれは3年前…」

ります。決して独りよがりにならずに、土地

と云う歌の文句もありました。振り返ってみ

家屋調査士制度に関わる法務局をはじめ多く

るとこんな現象が自分の身の回りに多く存在

の関係する皆様と共に『戦略的互恵関係』を

するように思われる。我々のことを振り返る

築きたいと願っております。

と、土地家屋調査士制度は「あれから66年」
、

結びに「不可能と思われる事を実現するに

認定土地家屋調査士制度は「あれは10年前…」

は、希望だけでは無理で、信念が必要である。」

となるのである。個人のそれぞれの事務所に

とアウン・サン・スー・チーさんが述べてい

おいても「あれから何年、あれは何年前」と

た事を添えたいと思います。

云う事が目まぐるしく時代の流れと共に存在

本年も土地家屋調査士制度発展のために、

する事でしょう。今があるのは、今までの業

会員の皆様と共に一致協力する事を念頭に、

務における信頼があるからこそであり、今の

会務運営を行いたいと思います。会員の皆様

評価は今後数年若しくは数十年後に評価とし

にとって本年が実り多く、夢の実現できる年

て自分の身に降りかかると共に、我々の岩手

でありますように願い、尚一層のご支援御協

県土地家屋調査士会や土地家屋調査士制度に

力をお願い致します。

影響を及ぼす事でしょう。
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「平成28年度における法務局事業
の実施状況について」
盛岡地方法務局長

１

山

岡

徳

光

方針」（以下「改善方針」という。
）が策

はじめに
岩手県土地家屋調査士会及び会員の皆様に

定されました。改善方針では、登記関係

は、常日頃から法務行政の円滑な運営につき

の５手続（不動産登記甲号、同乙号、商

まして特段の御理解と御協力を賜り、厚く御

業登記（株式会社）甲号、商業・法人登

礼申し上げます。

記乙号、成年後見登記乙号）は「改善促
進手続」とされ、利便性の向上とオンラ

さて、法務局における各種重要施策や適正、
迅速な事務処理等を推進するためには、土地

イン利用の拡充・定着に重点的に取り組

家屋調査士会及び司法書士会とのコミュニ

むものとされています。

ケーションが必要不可欠という認識の下、本

 そこで、当局は、会員の皆様へのオン

年度は、数年来実施されていなかった両会と

ライン申請の説明会や直接的な利用要請

の登記実務打合せ会を再開し、登記実務にお

を行っております。その結果利用率は不

ける問題点及び要望事項について意見交換を

動産登記甲号で50％をコンスタントに超

行いました。これにより事件処理に対する皆

えてきており、商業・法人登記甲号も

様の理解が得られ、迅速処理のための協力体

50％に近づいております。法務省では、

制、照会事案の運用ルール、申請事件の適正

オンライン申請を前提とした事務処理の

化が図られました。

見直しを進めており、登記情報システム
も大幅な改良が予定されています。オン

また、各種施策の連携強化や協力体制も構

ライン申請は事務処理を効率的に進める

築することができました。
そこで、本稿では貴会や会員の皆様に関係

上で、絶対条件となりつつあり、利用者

すると思われる盛岡地方法務局の平成28年度

にとってもメリットがあります。このメ

の重要事業の実施状況について、説明したい

リットを増大させるためには更なるオン

と思います。

ライン申請の利用率アップが不可欠と考

２

えており、うるさいかも知れませんが皆

法務局事業の実施状況
⑴

様への協力要請を引き続き継続しますの

オンライン申請の利用促進

で、御協力をよろしくお願いいたします。

 平 成25年 ６ 月14日、 世 界 最 先 端IT国
家創造宣言が閣議決定され（平成28年５

⑵

相続登記の促進・空家等対策

月20日改定）
、同宣言ではオンライン手

 土地の所有者が死亡した後も長期間に

続の利便性向上に向けた改善方針を策定

わたり相続登記がされず、登記上の所有

することとされ、
平成26年４月１日に「オ

者と実際の所有者が異なることとなった

ンライン手続の利便性向上に向けた改善

結果、所有者の所在の把握が困難となり、
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東日本大震災に伴う復興事業等に支障を

題として位置付けられ、いわゆる「骨太

来たす事例、いわゆる所有者不明土地問

の方針」2004以降、政府の経済財政改革

題が大きな問題として取り上げられてい

の基本方針に毎回盛り込まれ、その重要

ます。また、空家問題についても、相続

性が政府としても認識されています。

登記未了は大きな要因の一つであるとの

 このような中で、法務局では、緊急に

指摘もあります。

地図整備を必要としている都市部の人口

 これらの問題の拡大を防ぐためには、

集中地区（DID）の地図混乱地域を対象

相続登記を促進することが重要であると

として、登記所備付地図作成作業を進め

ころ、平成28年６月２日に閣議決定さ

てきましたが、当局は被災県であるため、

れた「経済財政運営と改革の基本方針

平成27年度から「震災復興型登記所備付

2016」（いわゆる「骨太の方針」
）等にお

地図作成作業３か年計画」に基づき、盛

いて、相続登記の促進が明記され、政府

岡市及び大船渡市の２地区で２年目作業

の重要施策として掲げられました。

を実施し、盛岡市及び大船渡市の新たな

 そこで当局は、相続登記の促進リーフ

２地区で１年目作業に着手しています。

レットを作成し市町村戸籍窓口での配

被災地域の復興を後押しするためにも、

布、日刊紙への広報記事の掲載、地籍調

引き続き作業を進める必要があります。

査事業及び地図作成作業における所有者

⑶

⑷

筆界特定制度

説明会等における地権者への働き掛け、

 筆界特定制度は、制度発足から10年が

司法書士会と連携した相続セミナー及び

経過し、全国で、約１万５千件につき筆

相続相談会の開催、土地家屋調査士会に

界特定がされ、却下及び取下げを含め、

対する受託事件調査時等における依頼者

約２万５千件が終了しています。

への働き掛けの要請などの広報や関係機

 当局は、地域性があるのかあまり多く

関との連携を図りました。

の筆界特定申請はされず、今までに約

 なお、空家等対策についても、盛岡市

110件の申請がされ、約100件が終了して

の空き家等対策推進協議会へ職員を委員

います。

として派遣し、相続登記促進のための広

 筆界特定については、筆界調査委員と

報の必要性、空家等の敷地に関する筆界

して多くの土地家屋調査士の皆様を任命

問題への対応、専門家である司法書士、

させていただいておりますし、土地家屋

土地家屋調査士の活用を訴え、盛岡市空

調査士会ＡＤＲとの連携の取組も行う必

き家等対策計画に盛り込んでいただいて

要があります。筆界特定制度が国民に定

おります。

着するよう、更なる協力関係が必要と思

登記所備付地図の作成事業

います。

 登記所に保管されている地図のうち、

３

おわりに

不動産登記法第14条第１項に規定する地

 法務局における登記に関する業務処理の

図の割合は、表示登記制度が創設されて

根幹は、登記申請事件の適正、迅速な処理

以来50年以上経過したにもかかわらず、

でありますが、政府のＩＴ施策に沿った登

約56％にとどまっており、登記所備付地

記事務処理の在り方（オンライン申請）
、

図の整備は、表示登記における最重要課

社会の新たな課題に対する対応（相続登記
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の促進、空家等対策）
、表示登記における
最重要課題の解消（登記所備付地図作成）
、
新たな制度の定着（筆界特定制度）など、
法務局として対応しなければならない課題
は山積みであります。
 また、新たに「法定相続情報証明制度（仮
称）」の創設も検討されています。
 以上紹介させていただいた事業について
は、当局だけで円滑に進めることは困難で
あり、専門家である土地家屋調査士会及び
その会員の皆様との更なる意見交換及び連
携の強化が不可欠と考えております。
 今後とも、皆様の御理解及び御協力をお
願いするとともに、貴会のますますの御発
展と会員の皆様の御健勝を祈念申し上げま
す。
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平成28年度
仙台法務局長表彰状受賞者
小野寺
八重樫
髙 橋

清
宏

一（一関）
森（花巻）
二（盛岡）

盛岡地方法務局長
表彰状受賞者
新
丸
畑

妻
山
中

守 男（沿岸）
芳 広（一関）
勇次郎（二戸久慈）

（敬称略）

（敬称略）

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
髙 野 久 光（水沢）
齋 藤
茂（沿岸）

（敬称略）

日本土地家屋調査士会連合会長
感謝状受贈者
顕彰規程第7条第1項第2号
菊 地 幸 男（花巻）
千 葉 勝 司（沿岸）

（敬称略）

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
水 本 泰 之（盛岡）
見 上 英 克（沿岸）
三 瓶 伸 樹（一関）

（敬称略）

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
仁佐瀬
進（盛岡）
平
育 三（二戸久慈）
佐 藤
保（盛岡）
八 幡 吉 充（水沢）

受賞者名簿
岩手県土地家屋調査士会長
感謝状受贈者

顕彰規程第４条
長谷川
忠（沿岸）
（敬称略）
上 林 信 義（沿岸）
髙 野 久 光（水沢）
鈴 木 正 通（沿岸）
千 葉 勝 司（沿岸）
菅 原 和 也（沿岸）
新 妻 守 男（沿岸）
坂 本  良 一（沿岸）
齋 藤
茂（沿岸）
小野寺 清 一（一関）
八 木 博 衛（沿岸）
小 山
正（一関）
金
哲 朗（沿岸）
菅 原 唯 夫（盛岡）
山 﨑
功（沿岸）
小 原 祐希浩（花巻）
畑 中 勇次郎（二戸久慈）
小 岩 邦 弘（一関）
見 上 英 克（沿岸）
澤 口 雅 友（沿岸）
小 山 守 雄（沿岸）
三 瓶 伸 樹（一関）
髙 橋 宏 二（盛岡）
三 浦 義 則（一関）
畠 山 明 夫（沿岸）
古 山
敬（二戸久慈）
葛 巻 弘 志（盛岡）
小笠原 寿 男（盛岡）
本 庄 大 輔（水沢）
佐 藤 浩 康（水沢）
加美山 ゆかり（沿岸）
佐 藤 勝 也（二戸久慈）
岩手県土地家屋調査士会盛岡支部

（敬称略）
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「境界問題相談センターいわての
これまでとこれから」
境界問題相談センターいわてセンター長









センターいわての業務報告



岩

崎

久

哉
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毎年恒例ですが、この場をお借りし昨年度
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（平成27年度）の業務実績及び平成20年の開
!C*2設以来の実績累計を報告します。
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ご協力いただいた相談員・調停員の方々、





事務局の皆様、運営委員の方々には御礼申し
上げます。ありがとうございました。

アメリカ大統領選挙とセンターいわて
さて、先日のアメリカ大統領選挙では、大
方の予想を覆してドナルド・トランプ氏が勝
利しました。その結果にアメリカ国内だけで
なく世界中の人々が驚いたことでしょう。
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大統領選挙の数日前に開催された相談員・調

もくまなく拾って議論し改善して、岩手会全

停員養成講座の懇親会席上、センター長の挨

員が誇れるセンターにすべくスタッフ一同努

拶で、次期大統領と目されていたヒラリー・

力をしたいと思います。

クリントン氏の選挙スローガン「ＳＴＲＯＮ
ＧＥＲ

ＴＯＧＥＴＨＥＲ」を引き合いに出

今後の取り組み

して、懇親会に参加していただいたセンター

先ほども触れましたが、大統領選挙直前の

いわてのスタッフや東北ブロックの各セン

11月5日には毎年恒例の相談員・調停員養成

ター長に対して、結束と協力を呼びかけた私

講座が開催されました。今年は千葉県土地家

としてはかなり複雑な思いであります。

屋調査士会から境界問題相談センターちば元

事前の世論調査ではクリントン氏の優勢が

センター長の高橋一修氏をお招きし、「Ｃｈ

伝えられるなか、トランプ氏がなぜ勝利でき

ａｎｇｅ

たのか、ネットやテレビの報道を見ていると

資格活用に見る進化する土地家屋調査士～」

「隠れトランプ支持者」の存在が指摘されて

と題して講義をしていただきました。セン

います。皆さんご存知の通りトランプ氏は移

ターちばが早くから取り組んでいる事前相談

民対策としてメキシコ国境に壁を作るとか、

のＡＤＲ認定調査士への外注化（いわゆる千

日本に対しては駐留米軍の経費を全額負担さ

葉方式）についての講義です。この方式は、

せるなどなど、過激な発言で物議を醸してき

センターの事業として行っていた事前相談

ました。そのアメリカの国益を最優先する、

を、相談技法についての研修を受けたＡＤＲ

あまりに過激な発言にトランプ氏支持を公言

認定調査士にセンター外（各自の事務所で）

できない「隠れトランプ支持者」が大勢いた

でやってもらうというものです。事前相談を

のだろうということです。声高らかに指示は

担当するＡＤＲ認定調査士はＡＤＲ認定調査

できないが、実はトランプ氏に同感する人々

士の独占業務であるＡＤＲ相談業務として有

がサイレント・マジョリティ（物言わぬ多数

料で事前相談を受託することによって、認定

派）となってトランプ氏を勝利へ導いたと言

調査士資格を活用します。事前相談の内容に

うことのようです。

よっては、センターの相談や調停へ戻ってく

ｙｅｓ，ｗｅ

ｃａｎ ～ＡＤＲ

さて、このことをＡＤＲセンターを取り巻

る場合もあるでしょうし、そのまま一般事件

く状況に置き換えてみるとどうでしょう？ト

として処理できるものもあるでしょう。現行

ランプ氏さながらの「センターなんて止めち

の規則だとセンターとして受付けた以上、運

まえ！」というリーダーが現れた場合、サイ

営委員や事前相談員がそのまま一般業務とし

レントマジョリティはどんな判断をするので

て受託したり、特定の調査士を紹介すること

しょう？平成28年度、センターいわては皆

はできませんでした。この点が隘路になり利

様の会費から60万円拠出していただき運営し

用者にとっても利用しにくいセンターになっ

ております。会員一人当たりに換算すると約

ていた面もあります。ＡＤＲ認定調査士の活

3400円です。このことに対して会員全員の理

用と、利用者サービスの向上を可能とするこ

解を得られているか検証する手段を確立し、

のシステムを今後検討していきます。

あいろ

内部広報の充実をはかってセンターの活動を

今後も境界問題相談センターいわての運営

内部にもっと知ってもらう努力が必要と思い

に是非ご理解とご協力を宜しくお願いいたし

ます。それと共に、反対意見や否定的な意見

ます。
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「政連活動と土地家屋調査士」
岩手県土地家屋調査士政治連盟
会長

阿部雅明

献できることが多々あると認識している。

日頃から岩手県土地家屋調査士政治連盟の
活動に対し、ご理解とご協力をいただき有難

県側も調査士法に則った形で調査士の能力

う御座います。

をいかんなく発揮できる場を与えていただ
きたい。

当政連では土地家屋調査士法と県業務の関
係について、法令順守の立場から県側との折

岩手県側
 業務を円滑に進める上で、この会議は得

衝を重ねて参りました。

難い機会であり、今までこのような話し合

県側の担当者の人事異動の後、5月には我々
政連顧問の県議団３名同席のもと、県側から

いを継続していることも承知している。

は県土整備部副部長兼県土整備企画室長、同

 一つの条文を様々な見方ができるものと

用地課長、同主任主査の方々の出席をいただ

も思っているが、業務をするに当たって円

き、今年度第一回目の会議を持つ運びとなり

滑で良好な関係を築くことは当然で、溝を

ました。

少しでも埋めることが必要であろうと思

また10月には県側から県土整備企画室用地課

う。

長、同主任主査の出席のもとに第二回目の会
政連側

議を持つことができました。

 今までの協議により土地家屋調査士制度
その席上においてのやり取りの要旨は概ね次

についても、法的には概ね理解をいただい

のとおりであります。
（抜粋）

たものと思っている。

第一回会議

 県職員の地積測量図作成者押印について

顧問団

は、その責任において県側の考えと見解が

 調査士と測量士の業務についてここ数年

相違している。その責任性を高めることが

勉強してきたが、県側の事業に際しては、

県民の利益になることが法律の最終目的で

調査士法に抵触しないように、我々県会議

あり、引き続き改善を求めていく。

員がその意見交換の仲立ちをしてきた。県

 県内発注権限のある振興局単位で１件或

側はその辺を意識されて仕事を行っていた

いは２件でも、調査士の活用をしてみてい

だきたい。

ただければ、おのずとその良さが分かると
考え具体的なお話しをしたい。

調査士会側
 我々調査士はいろいろな意味で、県に貢

調査士会側
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 菊池会長から、市町村合併後の花巻市全

内部検討を願いたい。

域で実施されている、いわゆる花巻方式を
提案し、土地家屋調査士と測量業者との住

岩手県側

み分けが可能なことと、地積測量図作成問

 各振興局の用地会長会議の席で、本日の

題や93条但し書き報告書などの利点につい

調査士側の趣旨を現場の課長に伝え対応す

て説明した。

る旨を話す。その中で何ができるか検討し
たい。

岩手県側

 提案された花巻方式についても勉強させ

 他県の状況は岩手県と同じ手法の県は、

ていただきたい。路線型等の場合規模が広

全国の半数以上と認識している。

範囲になるので、どういうやり方があるか

 分業ができるものはしていきたいが、広

今ここではお答えできない。

大な面積の場合にも全てお願いすることは
適わないのではないかと思っている。

調査士会側

 地積測量図作成への関わり方について

 盛岡市の業務でも花巻市と同様の発注が

は、県職員の責任性を厳格に判断する余地

あり、我々は基準点測量に対する技術も備

がある。その辺はもう少し研究したい。

えている。大規模路線の実績も数件ある。

調査士会側

この第一回会議における県側の用地会長会

 県の測量業者発注業務の嘱託登記案件の

議を待つことにして、10月に第二回会議を開

不具合により、その後土地家屋調査士協会

催した。

に再度発注した事案があるが、これは県費

但し県側からは用地会長会議では議題が多

の二重支出の可能性がある。大切な財産を

く、我々調査士会からの要望事項を検討する

扱うので、作業責任上県民へ説明のつく調

時間がなかったと説明された。

査士の専門性を発揮する場を与えていただ
きたい。

第二回会議（顧問団同席無し）
岩手県側

岩手県側

 盛岡市、花巻市の土地家屋調査士への業

 県職員は測量業者から技術的サポートを

務発注について、両市からの県側の問合せ

受け、現地に同行して全てやっている認識

資料をご覧願いたい。市町村と違い岩手県

で、あくまでも主体は県である。その主従

では一般競争入札が主流である。

が逆転している例が懸案化してくると思

 県が土地家屋調査士に委託している業務

う。もう少し勉強したい。

は随意契約である100万円を上限としてい
るが、市町村はどうか？

政連側
 北上市の公有財産に係る境界査定につい

政連側

て、県事業の担当職員は境界確定について

 市長村は見積り合せによる随意契約であ

の説明が積極的ではない。作成責任の適格

り、金額の上限はない。また実績のある多

性の改善について県民の利益に繋がるよう

くの市町村とは調査士協会が単価契約を締
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結している。

岩手県側
 次回の用地会長会議では、議題の順番を

岩手県側

考えながら進めたい。

 県土整備部縛りの過去の発注実績では調

競争入札は基本になると思う。

査士協会との随意契約で、土地家屋調査士

 地積測量図の作成責任は、組織として担

との見積もり合わせはなかった。調査士協

当したがずっと用地の仕事をしているわけ

会に加入しない調査士もいるが、最終的に

ではない。何かミスがあった場合の対応は、

は調査士協会との話となるのか？

携わった職員にも確認したうえで、その時

 調査士協会が受託した業務担当者の選任

の組織の中で解決するのが県の流れと思っ

は？

ている。組織としての業務であることにご
理解をいただきたい。

政連側
 調査士協会に加入しない調査士会員も、
官公署の業務が受託できる制度になってい

一部省略した部分がありますが、凡その内
容は記載したとおりです。

る。
 担当選定の基準を設けており、過去の実
績、事務所従業員の人数、機械設備等を基
にして選任している。

☆

岩手県側の最終結論として見えたこと

・随意契約の上限額を上回る業務は、一
般競争入札を原則とする。
・測量業者から技術的サポートは受ける

岩手県側

が、地積測量図作成の責任は職員にあ

 一般競争入札については、県議会から質
問があっても立場は変わらない。

る。
・地 積測量図の瑕疵についての処理は、

 金額に上限の無い随意契約は、一般競争

組織として対応する。

入札の原則を崩すことになり、このハード
ルはすごく高いだろう。

 以上のように、当初からある程度想定さ
れた県側の見解が改めて示されたことにな

政連側（最終確認事項）

ります。

 次回用地会長会議では、我々が要求した

 政連としては土地家屋調査士法を全面に

調査士法的な問題も議題になるか。

出して会合を重ねて参りましたが、これ以

 各市町村からは土地家屋調査士の業務委

上話し合いを続けても、県側の対応に変化

託額も測量業者を上回っていないことを理

があるとは今の状態では考えられません。

解いただいているが、県側では競争入札を
今後も維持する姿勢に変わりはないか。

 我々が一般県民から依頼された業務にお

 地積測量図の作成責任（民事上の賠償責

いて、最も時間と経費をかけているのが公

任を負う）は、県職員であるとの認識でよ

共用地の立会確認です。公共事業嘱託登記

いか。そうであれば県職員の移動先の明示

の一部不備による後始末である時間的費用

も必要になる。

的負担の多くを、私達は依頼者に背負わせ
てはいませんか。
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 県側が明言した地積測量図の作成責任は
職員にあるが、その後の対処は事業所単位
の組織であるとする矛盾した見解を、皆さ
んはどう考えますか。
私が地積測量図でミスを犯した場合は、会
員の皆様と同じようにその費用を請求するこ
となく誠心誠意その対応に努めますが、これ
は言うまでもなく作成責任があるからです。
我々土地家屋調査士全会員は、土地家屋調
査士法を遵守する立場にいることを再認識
し、「地積測量図の作成責任は記名押印した
者がその責を負う」このことを県民の利益優
先で考え直すときではありませんか。
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● 支部より

「温泉で～

ごくらくごくらく」
盛岡副支部長

我が家の楽しみは、お泊り温泉旅行です。

三

浦

司

そんなこともあり、山奥の温泉はやめて、

ここ10年ぐらい、東北地方をあちこち観光を

日本海側の夕日を観に行くかと何回か企画し

兼ねて温泉泊まりをしてきました。アタリの

ましたが、時期が悪かったのか、夕日には恵

旅館もあり、ハズレの旅館もあり、さまざま

まれませんでした。
青森県の小泊、深浦は3回、秋田男鹿に2回、

でした。というのも、一泊予算は1万円前後、
午後3時には旅館到着してすぐに温泉に浸か

山形県鳥海に3回泊まりましたが、全部不発に

ることがこだわりの旅程のため、旅館探し・

終わりました。盛岡支部においても、有名な青

ルートの選定が毎回大変なこと！

森の黄金崎不老不死温泉を企画しましたが、天

メンバーは現在母89歳・妻63歳・私運転手

候に恵まれず、これもハズレてしまいました。
最近では、母がドライブも疲れるとのこと

64歳の3人で、軽自動車で移動しています。
日頃、母は家事三昧、妻と私は仕事三昧なの

で、近場の花巻温泉・つなぎ温泉・網張温泉

で、1 ～ 2か月に一度は、日頃のご褒美にと

をとっかえひっかえ交互に行っています。湯

温泉GO！！というわけであります。あちこち

上りビールは季節にかかわらず、いいですね～。

行った中で特に記憶に残っていることがあり

皆様も日常から一時はなれて、解放感に浸
り、温泉につかって、気分を一新してみるの

ます。
お得感があったのは、5月の連休に宮城県

はいかがでしょうか？

の遠刈田温泉に泊まった時、地元のお祭りが

しかし、私には「一泊予算1万円前後、午

あって、つつじと祭り神輿・花火が旅先で見

後3時には旅館到着」の縛りが、宿探しで疲

られ、宿の御馳走も良かったこと。

れてしまいます（これは歳なのでしょうか？）

青森県の龍飛崎に行った時は、小泊で漁火
を観ながら温泉に浸かり、海の幸でお酒をい
ただいて気分が良かったこと。
残念だったことは、栗駒山の秋田県側にあ
る泥湯温泉で、私たちが泊まった後、しばら
くして訪れた家族の子供が、たまたま硫酸ガ
スの溜り場に入り亡くなったこと。
同じく岩手・秋田・宮城の県境付近にある
須川温泉に泊まって、その1週間後に山体崩
壊を伴う内陸大地震が発生したこと（崖っプ
チの道路を走行中、地震が起きたら怖いよね
と車中で話をしていた）。秋田の乳頭温泉郷
に泊まった後、奥の孫六温泉で雪崩があって
温泉施設が一部埋まったこと。
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「将棋」
花巻支部

畠

山

和

人

手県予選で念願の個人戦での初優勝を果たし

「きっかけ」
私の趣味は「将棋」である。初めて「将棋」

ます。初優勝はもちろん嬉しかったのです

のことを知ったのは小学４年生であった。

が、
「この優勝だけで終わるとマグレだと思

雨が降る→校庭で遊べない→室内ゲームが流

われてしまう。ここ数年でもう一回は優勝し

行るという流れである。トランプやオセロ、

ないと」という冷静な考えが私の中にはあり

ダイヤモンドゲーム（懐かしい）などもあっ

ました。一般的には県大会で優勝する方々は

たように思うが、私は何故か「将棋」に興味

10代後半から20代前半で初優勝をすることが

を持ったようだ。ルールを同級生から教えて

多く、私のように30代になってからの優勝は

もらうのであるが、そこは小学４年生である

珍しいことだと思います。初優勝から一年過

からだいぶ怪しいものであった。
「王手をか

ぎても中々結果が出ませんでしたが、平成18

ける時は王手と声に出して言わなければなら

年11月支部名人戦岩手県大会で二度目の個人

ない」という怪しいルールがあったが、今そ

優勝を果たします。２回の優勝でマグレでは

れを大会でやったらと考えると抱腹絶倒であ

ないと（自分なりに）証明したところで、士

る。

業としては平成19年４月に菊池隆合同事務所
から独立して今に至ります。

「県タイトルを目指して！・・・のその後」
兼業の司法書士の会報では「県タイトルを

「今年の振り返り」

目指して！」というタイトルで10年前程に書

去年の手帳を見てみると「2016の目標」と

かせて頂いた。原稿の末尾に・・・未だに簗

して①大会に出る②ベスト４に残る③ネッ

場忠夫先生（その時点では土地家屋調査士も

ト・書籍等で日々とある。①に関しては岩手

登録されていた）から「あなたは囲碁だっ

での大会で参加できなかったのは２月末に

け？将棋だっけ？」と聞かれます。畠山→将

あった「レーティング選手権北東北大会」の

棋と覚えてもらうには優勝するしかなさそう

み、関東方面に仕事の都合で行く機会があ

です。・・・と書いて結んでいます。当時は

り、折角だからと大宮まで行きアマ王将戦北

団体戦のメンバーとしての県大会優勝は２度

関東予選に参加したことから考えると◎であ

経験していたのだが、個人戦では準優勝が最

る。②に関しては５月のアマ名人戦岩手県大

高で、会報原稿の題材とした大会でも三位と

会で久々のベスト４入りを果たしたが、それ

中々優勝に手が届かない歯痒い状態が続いて

一回のみなため○。③に関してはネット将棋

いたのだ。有言実行という訳ではないですが、

に関しては晩酌をしながら指すことが多かっ

その一か月後の平成17年４月のアマ竜王戦岩

たし、書籍に関しては中々計画通りに消化で
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きなかったので△。平成28年に大会（団体戦

続けていきたいと思っています。あと密かな

での個人成績含む）で指した局数はちょうど

楽しみは現在１歳５月になる甥っ子がもう少

50局、勝敗は34勝16敗（０．６80）であった。

し大きくなったら将棋を教えることです。私

新聞やテレビ等でご存知の方もいるかもしれ

が小学４年生(10歳)で覚えた将棋を年少の頃

ないが、歴史ある全日本アマチュア将棋名人

から教えたらどうなるのか？そのためには教

戦全国大会の第69回大会にて岩手県代表者が

え方もマスターしなければなりません。来年

トップに戻りつめた。平成28年の16敗のうち

の目標に「初心者への指導方法」を付け加え

３敗はその彼に付けられた黒星である。全国

ることになりそうです。

の頂点を極めた者と県予選で戦わなければな
らないことは中々辛いところであるが、それ
は良い刺激ともなっており岩手県のレベルは
底上げされているように思える。
「今後」
独立してもうすぐ10年になりますが、参加
することに意義ありと思い、できるだけ大会
には参加することを心がけています。たまに
ですが、大会当日の朝に依頼者の本人確認等
に赴かなくてはならず、大会会場に着いた時
点で持ち時間が一桁の状態で指し始めること
もありますが、それはそれで何とも言えない
緊張感を味わうことが出来ます。ある程度の
年齢になりプレイヤーとしては引退して裏方
に回る方々もいます。ただし自分の性格上、
やりきったと思えるまではプレイヤーとして
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「水沢支部旅行記」
水沢支部長

吉

田

春

男

11月4日から6日の日程で支部研修旅行に札幌、小樽、余市に行ってきました。
行程は、4日の午前5時に水沢の道の駅に私と瀬川事務局、佐藤会員が集合し、途中で八幡会員、
千田会員を拾い、平泉前沢ICから高速道路に乗り、鶴巣PAで休憩の後、仙台北部道路・仙台東
部道路を通り、仙台空港に7時過ぎに到着しました。
この時は寒いながらも非常に良い天気でした。搭乗手続きを終え仙台空港を8時15分ANA1221
便で新千歳空港9時25分に無事に到着。JR千歳線快速エアポートでJR札幌駅に着きました。札幌
駅前から中央バスに乗り、今日、明日の宿泊地である札幌東武ホテルに荷物を預け、札幌観光の
開始です。
まず、札幌JRタワー展望室T38に行って、札幌市内を展望して、お昼になったので札幌駅ビル・
エスタ10階、札幌ら～めん共和国で昼食。ここはラーメン屋が8軒あつまっている一角で、お客
さんも多く人気のテーマパークのようです。とは言っても、どこに入ればいいのやら全く分かり
ませんので、一応一回りして見て、女性店員の笑顔が素敵と言う理由で入り口に1番近い吉山商
店に入りました。美味しい味噌ラーメンでしたが麺が固めだったのでもう少しやわらかかったら、
と思いました。
その次は北大イチョウ並木黄葉散策に出かけました、綺麗な木立で落ち葉がそこらへんいっぱ
いに落ちており、観光客がいっぱいです、道の真ん中で座ったり、寝そべってみたり、思い思い
に写真を撮っていました。
大きな樹と古い建物、広々とした敷地に感じられました。
その次は北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）の見学です、北大からそれほど離れていないので
徒歩で移動しました。
中に入ると目を引くのが、江戸末期に作られた北海道の「東西蝦夷山川地理取調図」です。こ
んなに詳細で現在とほぼ同じに
見える地図を当時の測量で作れ
るのか、と感心することしきり
です。
「諸藩分領支配図」も見
ものです、明治2年末の領地が
描いてありますが、こんなに多
くの藩で領地にしていたとは全
く知らなかったので興味深い資
料でした。
その他にも、樺太、北方領土
の資料があり、次回はじっくり
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見学したいものだと思いました。
その後は、ホテルに帰って休憩をとり、バ
スでサッポロビール園へ行き、夕食、ジンギ
スカン、寿司が食べ放題、ビール飲み放題
100分、ゆっくり食事を楽しみました。
サッポロビール園の帰りにテレビ塔の展望室
に行こうと皆を誘ったのですが、誰も行く人
は無く、1人でテレビ塔に行き、札幌の綺麗
な夜景を堪能しました。JRタワーよりずっと
低いのですが行く価値はあると思いました。
その後は、ホテルにて就寝。
2日目は、朝起きてみると雪が5 ～ 10セン
チほど積もっていました。今日は小樽観光の
予定ですが千田会員は足元が悪いので別行動
となりました。私は、何気に地図を見たとこ
ろ余市が小樽からさほど離れていないことに
気が付き、調べてみると電車で小樽から25分
ほどと近い、NHKのテレビ小説「マッサン」
の舞台なのを思い出し、小樽は何度か来たこ
とがあるので見たいところもないし、これは余市に行くしかないと思い立ち、相談の上、まず余
市のニッカ余市工場に行ってから小樽で昼食をすると言う風に予定を変更。
余市に行ってみると、駅のすぐ近くにニッカ余市工場があり、これ以外に見所はなさそうな町
だなという感じの町でした。ニッカ余市工場は古い石造りの建物が多く、趣のある工場でした、
「マッサン」は私以外に見ていた人はいなかったのですが、ウイスキーの作りかた、歴史をどこ
かの団体の後ろについてガイドさんの説明を聞いているとすごく勉強になったような気がしまし
た。
入り口から何箇所か工場の中を案内してもらい、どんどん奥に行くと、まずは有料の試飲コー
ナーがあり、その奥に建物の2階に無料の試飲コーナーがあり、アップルワインとウイスキー「竹
鶴」、「スーパーニッカ」の試飲が出来ます。1杯ずつなのですが3杯飲むといい加減良い気持ちに
なってきます、私はアップルワインが気に入り、買う事にしたのですが、みんなに「酒のやまや」
で買えるからわざわざ重い思いをして買って行くことは無い、と言われましたが、箱に余市と書
いてあるのでそれが欲しいばかりに2本買い確かに重い。少しだけ後悔しましたが余市に行った
記念ですから仕方ないですね。
小樽に着いたのは午後1時半頃でしょうか。遅い昼食を取ろうと人気NO.1 ？の寿司屋さん「魚
真」に行きました。さすがに人気のある店らしく、行列とまでは行きませんがなかなか座れない
で待っているお客さんが10人ほど、私たちはお昼前に予約の電話をしていたので、すぐにテーブ
ルに付くことが出来ました。私以外は魚真にぎり15貫で2700円、私は少なくていいので特上寿司
10貫を注文し、ビール、地酒を飲む飲み会になり、昼の営業が終わるまで居座ってしまいました。
時間がなくなって来たので、小樽駅前のデパートで日持ちのしない「かま栄」の蒲鉾を買い、三
角市場を一往復しただけで札幌へ帰りました。事務局は小樽に来るのは始めてだったそうで、観
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光できず残念だったでしょうが
地酒を楽しく飲んでいたので仕
方ないですね。
夕食は、予定では串かつ店に
行く予定でしたが、全然別な店
に行ってしまい、この日は全く
予定通りに行かない日になって
しまいました。
さていよいよ最終の日曜日
は、昨日に引き続き雪、ホテルの中庭で15センチくらいはありました。朝から雪でまっすぐ走ら
ないタクシーに乗り「白い恋人パーク」というテーマパークに行き、白い恋人つくりに挑戦しま
した。ここは子供連れとかデートコースには良いかもしれませんが、40代以上のオジサン、オジ
イサンだけで行ってエプロンをして白い恋人を作るというのは、「この人達何？」という目で周
りから見られているような気がして「場違いも甚だしいことこの上ない」と思わざるを得ません
でした。お母さんと小学生くらいの女の子が楽しそうにお菓子作りしているのは絵になりますが、
我々ではどうにも。
そんなことをしていて、千歳空港に着いたのが1時頃だったでしょうか、行ってみるとすごい
混雑、搭乗手続きに人がいっぱい並んでいます。調べてみると朝2便くらい飛んで、それから私
たちの前の便まで飛んでいないとの事、私たちの便も飛ぶかどうか分からないような話になって
いました。「飛んで貰わないと困るな～」と思いましたが、仕方ないので事務局に並んでもらっ
て昼食を食べ、
「北海道でこんな雪くらいで飛ばないのはどうなってるんだ！」などと文句を言
いつつお土産買いをして待っていたところ、
30分ほど遅れはしましたが無事に、飛ぶこと
になってホッとして機上の人となりました。
最後に、今回は天候に恵まれず、初日曇り、
2日目、3日目は雨、雪という悪天候でした。
外を散策するには寒く、最悪の天気でしたが
美味しいものを食べて飲んで、楽しい旅行で
した。事務局には計画を綿密にしてもらった
にも拘らず、好き勝手に変更してしまいまし
たが、何はともあれ予定通り無事帰ることが
出来良い旅行となりました。
札幌市の境界標です。立派です。
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「一路、橋野高炉跡へ」
一関支部

釜石市の北西部に立地する橋野鉄鉱山は、
幕末から明治期にかけて日本の産業化の先駆

三

瓶

伸

樹繁

か到着しました。駐車場は広めで駐車台数の
わりには人影があまりありません。
子供達に一応『お腹すいた？』と聞くと途

けとなった産業遺産群の構成資産として、平

中で寄った道の駅『種山ケ原』で休憩時に食

成27年に世界遺産に登録されました。
高炉とは鉄鉱石から鉄を取り出す炉のこと

べたアイスなどで小腹は満たしていたようで

を言います。高炉という言葉は大島高任が

『まだ空かない』と予想どおりの返事。なら

オランダ語の技術書を翻訳した際に『hoog

ばと、まずはインフォメーションセンターに

oven』を『高炉』と訳したのが始まりとされ

入ってみました。中はきれいにライトアップ

ています。従来は砂鉄を原料として簡易な精

され、映像とパネルでくわしい解説がありま

錬方法をとっていましたが、ここに初めて鉄

す。眺めてはいるようですが子供はあまり興

鉱石から精錬をしたこと、洋式高炉によって

味がないようで、ガイドのおばさんが『説明

量産が可能になったこととい点から大きな意

しましょうか？』と声をかけてくれましたが

義を持つ貴重な史跡なのだそうです。

子供は返事に困っている様子。おとなしく説

常時開放、見学は自由とのことなので一度

明を聞いているとも思えなかったので、慌て

は見てみたいと考えていて、会報誌等へ利用

て近寄り『またの機会にお願いします』と話

できるかもとの目論みもあり、写真を撮りに

し、気づくと、数分後には子供達はそうそう

家族サービスも兼ねて６月ドライブに行って

に離れていました。仕方なく外に出て高炉跡

きました。当日は天気も良く、遠野市方面か

の入り口へ向かうことにしました。

ら県道35号線を東へ当初は順調に進んでいま
した。10キロ手前辺りから急カーブの連続で
想定外に少々疲れましたがお昼直前になんと
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入口までの道は舗装されています。道の両

全体的に古代遺跡のような景観で人が働い

側はマーガレットの花がびっしり伸びていて

ていた形跡は感じられなかったのですが、石

散歩にもよさそうでした。歩いていくと右手

垣のそばに、鉄の精錬後の残りカスのような

の高台に民家のカレー屋兼喫茶店？のような

ものが落ちていて、これは金属の精錬する際

建物の看板が見えてきます。『入ってみる？』

に生じるもの『鉱滓（こうさい）』だそうです。

と再び聞いてみるも『まだいい』とやはり予

これを見て、確かに使われていたらしいとい

想どおりの展開。

う実感がわきました。

以降二又沢に沿った緩い傾斜の砂利道を右
側へ歩いて行くと水路跡が見え２番高炉、１
番高炉へと続きます。要所には説明の看板が
付いていましたが子供に先をせかされほとん
ど読まずじまい。後は山沿いに折り返して
下っていくと採石場跡や三番高炉の石組み等
も見えてきます。写真は入口付近と２番高炉
寄りの水路跡です。
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「いわて国体 軟式野球競技会を
観戦して・・」
二戸久慈支部長

山

田

尚

幸

今年、９月と10月に岩手県で国体が行われ

く離れた広島、鹿児島、宮崎、神奈川等から

ました。きっと会員の皆さんも何らかの形で

多くの観戦者が洋野町を訪れてくれたようで

競技を観戦されたかと思います。

す。そのような方々をおもてなしや歓迎する

私の地元洋野町でも、オーシャン・ビュー・

事により、今後少しでも洋野町・岩手県に良

スタジアムをメイン会場に「軟式野球競技会」

いイメージを持っていただき、２度３度と来

が開催されまして、10月２日～５日迄、４日

ていただく事で洋野町により一層興味をも

間にわたり熱戦が繰り広げられました。私は、

ち、知っていただく事につながるのではない

その熱戦の一部を見に行きましたが、選手の

かと思います。実際に、地元特産の「いちご煮」

一生懸命にプレーする姿に感銘を受けまし

「わかめスープ」
「とん汁」等で４日間、毎日

た。地元の小中学生、高校生も友情応援と言

おもてなしをしたり、来場者に歓迎の旗振り

う形ですが、多数球場に押しかけ、熱戦を見

等も行ったようです。
思えば、今後私が生きている間に岩手県、

れたと言う事はきっと子供達にとっても思い
出深いものになるかと思います。私も40数年

はては地元の洋野町で国体が見れるというの

前に行われた岩手県での国体の時には小学生

は今回が最後になるかと思います。それだけ

でしたが、沿道で旗振りした事は今でもはっ

半世紀に一度しか廻って来ないこの国体のあ

きりと覚えています。今回の応援がきっかけ

りかた、運営の仕方は、地域交流という形で

で野球に興味を持ち、選手として活躍してく

考えてみても貴重な大会かもしれません。そ

れる後輩が出てくるやもしれません。

ういう意味でもこの国体のシステムがこのま

また、この大会にわざわざ遠くから駆け付

ま続いてほしいと思わずにはいられませんで

け、一生懸命地元のチームを応援する応援隊

した。今回の大会を観戦しながら私なりに、

の皆さんにも感銘を受けました。今回は、遠

そんな事を考えさせられた大会・熱戦でした。
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「私たち、失敗しないので」
水沢支部

村

上

孝

還暦を期に白髪を伸ばし続けている私は奥

の盛土問題の根本がここに有りと無理やり結

州市で開催された卓球競技の総務副委員長と

びつけたいのはお役所天国を羨む私の嫉妬心

して関った行政主導の第71回国民体育大会、

の表れであろうか。

第16回全国障害者スポーツ大会で見つけた酒

次は公務員の鏡のような方の話です。障害

宴で滑らない話題を大会に携わった記念に黎

者大会の実施本部は県であり、大会を担当す

明に書き残す事にした。

る県職員は2名。県のマニュアルでは市職員

大会は準備・式典を担当する実施本部(行政)

と私たちは同等の立場となっている。

と試合運営を担当する競技本部(民間)との区

障害者大会の表彰式があと数分で始まる時

別に曖昧さは無く、厳密に別かれている大会

に、写真を間近で撮りたいとの申し出が大会

でした。国体の実施本部は奥州市役所、障害

本部に寄せられた。式典マニｭアルには記念

者大会は岩手県庁に置かれていました。

撮影の事は一切触れてない。式典担当の市職

最初は国体式典での話である。マイクスタ

員に申し出を伝えると、県の担当者に聞いて

ンドを設置する事が唯一の担当である市職員

くれと得意のたらい回しが始まった。県の担

は幼稚園児に説明するかの如く作られた式典

当者に言っても『上司に・・・、私ひとりで

マニｭアルに則って表彰式のマイクスタンド

は・・・』との返事が想定できるので、私共

を目印に運ぶリハーサルをそつなくこなし、

の勝手な判断で撮影を認める事にした。

本番に万全を期していた。いざ本番、会場に

今度は会場への放送内容をどの様にするか

授与者の音声が流れない。マイクの電池切れ

が決まらず、
『迷惑にならない様な撮影を許

である。マイクスタンド担当者は音声が出な

可します』の案を出した、たらい回しの市職

い事に動揺する事もなく、他の式典担当者も

員に対して私は、
『写真を撮る人は迷惑にな

他人事の様に持場で微動だにせず会場の静け

らないと思って撮る。あいまいな表現はダメ

さに耳を研ぎ澄ましていた。司会担当の協会

だ』と声を荒げて今までの憂さを晴らした。
迷惑行為と思ったら『岩手県迷惑条例違反』

員の機転で司会のマイクを式典委員長に渡

で退去させる気か！結局『撮影は許可します。

し、難なく終えた。
今思うと、式典マニﾕアルには電池の確認

係員の指示に従ってください』に落ち着き、私

をする担当が無かったのだ。あればミスは起

が記念撮影係りとなった。３人ずつで参加者全

きない。実施本部は明日から電池係りを専従

員が表彰を受けるので、一回が１時間に及ぶ表

で配置すべきかの会議を開いたかは定かでは

彰式の迷惑にならない様、司会席を少し移動し

ない。

フェンスで仕切った。ところがどうしても受賞

今、都民より地方で話題になっている豊洲

者の退場を誘導する誘導係りの位置が撮影の障
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害になるので、少し移動してくれないかと頼ん

籠を出したら全員間に合ったはずである。

だが、
『記念撮影より表彰式が大事』と床の目
印から移動することはなかった。

次は日当である。朝７時から夜７時過ぎまで
仕事をして日当はなんと一日1100円である。な

２日目は司会者からの提案で司会席を移動

ぜこの金額かと問いただすと『規定です』との

してスペースを多く取る事が出来た。誘導係

事。この日当の根拠を国に問いたださない公務

は相も変わらず床の目印にしがみついて誘導

員のシステムは、親方日の丸に従えば生活が保

し続けた。1時間以上まったく位置を変えず

障される事が身に染みて判っているからなのだ

右手を前に挙げ、次に出口方向に腕を横に振

ろう。私は、岩手県の最低賃金が時給716円に

る動作を続けた彼は台湾の故宮博物館の衛兵

なっている時に、この日当は不当だと花巻労働

に匹敵する位、忠実に仕事をこなし、記念写

基準局に訴えたらどうなるか想像してプログラ

真のカメラに向かってピースさえしなければ

ムの後援に目をやると、厚生労働省が入ってい

公務員の鏡のような人であった。

るではないか。明らかに私の惨敗である。

国体では常陸宮妃殿下、障害者大会では皇

最後はテレビ放映です。前日の打合せでＮ

太子殿下のお成りがありました。常盤宮妃殿

ＨＫ側は『私たちは百戦練磨です』と主導権

下は関係者に気を使わせない為、お忍びでの

を握っていた。当日会場に着くとＮＨＫ、審

お成りとの事、Ｂ６版で141Ｐに及ぶ取扱注

判部、会場係が三つ巴の険悪な状態になって

意のお成りご日程を渡され大会３日前までは

いた。夜中に審判席の位置をＮＨＫが変えさ

極秘との事でした。一方皇太子殿下の場合は

せたのが原因です。9時の試合開始に間に合

もっと厳しいと聞いていたので情報がいつ解

わせる為、私は『ＮＨＫさんは百戦錬磨です

除になるか気に留めていた。来場するには入

から元に戻しても支障がないですよね』と

場整理券が必要な事、沿道の通過時間、小旗

言って審判席を元に戻させたのでした。会場

の手配等が市広報に詳細に載っているではな

委員長の一言『今までＮＨＫは相手に要望を

いか。一体お忍びとか極秘とか宮内庁はどう

押し付けて仕事をしてきたのだ。百戦練磨の

考えているのか。
『水戸黄門の行動がお忍び

使い方も間違っている』と。国営放送の職員

で、印籠を出すまでが極秘と言うのだよ』と

としては民放のﾄﾞｸﾀｰＸの大門未知子の決め

言ってやりたい気持ちであった。

台詞『私、失敗しないので』とは決して言え

皇太子殿下がお成りになられる朝の体育館

なかったのだろう。

は長蛇の列。何事かと思ったら会場へ入場す

私は閉会式後に美人ディレクターに『美人と

る際の身分証明書の提示と手荷物検査。内容

握手しない手はないよね』と、一言添えて握り

は金属探知機ゲートを二台使用してのチェッ

しめた手で彼女の労をねぎらったのである。

クで飛行機の搭乗手続きと何ら変わりなく、
長蛇の原因となっていたのだ。
北上の総合開会式から会場に戻ってきた監
督・選手・選手サポートは健常者より手荷物
検査に時間がかかり、皇太子殿下のお成りが
迫る中、開始式を15分遅らせた。でも間に合
わない選手が続出してしまった。こんな時、
お忍びで盲導犬の着ぐるみを着た黄門様が印

『希望郷いわて国体･希望郷いわて大会奥州市実行委員会提供』
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「ガラパゴス遠征紀行」
花巻支部

小学生の頃、少年画報と言う雑誌にネッ

阿

部

雅

明

万全対策は無駄に終わった。

シーが実しやかに掲載され、この世に恐竜の
生き残りがいるのかと思い、やがてテレビ時

老後破たんを覚悟して空はビジネスクラ

代になって、コモドドラゴンやガラパゴスの

ス、ホテルと船はオールスイートを手配した。

イグアナの映像を見る度、生きている内に必

キト市内の５星スターホテルのグランド

ず見たいと思い続けてきた。2016年の春よう

ルームはサービスと室内は文句なし、室内が

やく会社の代表を退きリフレッシュ休暇と称

広すぎて応接２セットとトイレが２部屋あ

してガラパゴス遠征を強行。

り、せっかくだから両方座って見ようかと
言った具合。

行程は行きが成田からヒューストン空港ま

ガラパゴスのホテルはこれでもスイートか

で約12時間半、エクアドルの首都キトまでの

と思った。網戸は隙間だらけですかすか、シャ

凡そ５時間、ガラパゴス諸島まで凡そ４時間

ワー室は初めだけ温水で徐々に冷たくなり浴

の延べ飛行時間約22時間と乗り継ぎ時間が凡

槽のお湯は全く出ない、夏季仕様かとも考え

そ10時間余りの移動。宿泊はキトで２泊、ガ

たがここ赤道直下で単なる整備不良だ。英語

ラパゴスの観光船３泊、島内ホテル３泊、都

でブロウクンと毎朝メモ書きしたが最後まで

内１泊の９泊12日の長旅。

浴槽のお湯は出ないままだった。

専属ガイドは昨年アラスカ案内をお願いし
た田島氏（以下Т氏と言う）で、成田空港で

キト市内のホテルでは空港へ出発するため

合流し、同空港へ帰るまでお世話になった。

起きた朝、思わぬ停電になれない単語で４時
出発をホテルマンに告げたが、10分待て・・

生活環境

の一点張りには困り果てた。

首都のキト市は赤道直下だが標高2800ｍと

ガラパゴスでも釣り初日早朝停電だ、留守

高地のせいか朝は上着が欲しい程涼しく、昼

番役のスペイン系100％のセニョールに必死

は日差しが強いと25度前後にはなるが、年間

でライトプリーズを連発したら、部屋に入っ

平均気温は15度と思ったより過ごし易い。

てきておもむろにマッチに火を付けた。消え

ガラパゴスも緯度は零度で周りが寒流のせ

るともう一本の繰り返しで、どうにもならず

いか、平均気温も25度前後で日が沈むと湿度

Т氏へ電話、Ｔ氏いわく昨夜の強風で停電し

が低くホテルでは窓全開薄手のシャツで寝心

たと思うのですが、やはり待つしかない。大

地満点、朝方タオルが欲しい程度。ジカ熱を

騒ぎしている内に明るくなり手元が見え始め

非常に心配したが本土、島共蚊もハエも出ず、

たころ電気も復旧、後で聞いたら彼も精一杯
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の照明サービスを提供したのだそうだ。

ら不思議な国だ。
車窓から倒壊しかけたブロック塀の断面を

ホテルと船共通の悩みがトイレットペー

見たが、なんと多量のガラス瓶の欠片らが

パーの処理、使用済みの紙は流さずに収納

入っていて、モルタルの節約或いは鉄筋代わ

ボックスに保管せよとの注意、ガラパゴスも

りだろうか？

同様でしかも収納ボックスの蓋に隙間があ

い。齋藤イズミさんいわく、震度４クラスで

り、おまけにシャワー室、浴室、洗面室、応

も多くの住家が倒壊するそうだ。キト市内を

接室、寝室の壁に仕切りはあるものの、天井

一望出来る小高い丘から見える山腹には、多

は空間で繋がっている。注意勧告はあっても

くに建物があったが大半は違法建築とのこ

中々応じられることではなく、第一次使用紙

と。

耐震性などあったものではな

を流したがルール違反も水に流したい。
大きな赤道記念碑が車窓から見えて写真を
食事は去年のアラスカよりは口に合ったと

撮ったが、この位置は実は正しくなく、百数

家内の弁、スペイン風で全ての食材をオリー

十メートル移動したインデオ村が正確な緯度

ブ油で加熱か或いは揚げており、私も何とか

ゼロ地点とのこと、その理由はＧＰＳの観測

食べれたが美味しいと感じたことは皆無、Ｔ

結果で誤差が判明し、以後観光客をあまり近

氏は毎食旨い旨いの連続で羨ましい限りだ。

くまで案内していないそうだ。当時緯度ゼロ

今回は昨年アラスカの反省から日本食材を

地帯で観測体制のとれる大都市はキト以外に

多く持ち込んで飢えを凌いだ。即席味噌汁、

なく世界中から学者が集まって測量をした歴

味付け海苔、のりたまと鱈子のふりかけ、お

史があり、我々にとっても意義深い土地だ。

かゆ、パック入りご飯、醤油にツナ缶、梅干し、

その昔測量士試験を受けた頃の名前だけ知っ

昆布の佃煮等が大活躍、恥ずかしさにも耐え

ているベッセルとかクラークとかヘイフォー

覚えた英語で行く先々レンジでチンとホット

ド等の学者が観測にしのぎを削っていたので

ウォーターをお願いした。

あろうか？
その緯度ゼロ地点にあるインデオ観光村。

キト市内観光（インディアンの妻は嫌だ）

ご当地には居ない人種であるがアマゾン奥地

深夜の到着にも関らずキト空港に着くとフォ

の首狩り族の展示があり、生首をとってから

ルクスワーゲンの大型車で日本人ガイドの齋

皮を剥いで油を抜き、こぶし大の首飾りにす

藤イズミさんが出迎え、翌日は現地人ガイド

る手順を詳しく現物入りで説明してくれた。

と一緒に市内観光。

現在は人の首ではなくヒヒや猿の首でその技

貧富の差が大きく市内の中心部は綺麗だが

法が伝授されているそうで、記念にお土産を

少し離れると道路にはゴミが散乱し、治安が

どうぞと奨められたが、丁重にお断りした。

悪いそうで多くの建物の窓は鉄格子で防護さ

発掘された古いインディアンの墓があり、

れていた。住宅や商店のブロック塀や壁は全

当時主人が死ぬと奥方も墓に生き埋めにする

面ペンキで描かれた絵画の連続である。これ

風習があったそうだ。ある花から採れる麻薬

が結構芸術的な上手い絵が多く、私がわざわ

成分の汁を無理やり飲まされると数日意識不

ざ頼んで描いたのかと聞くと、誰かが勝手に

明となり、そのまま生き埋めにすると窒息死

描いたもので住民からの苦情がないと言うか

するという乱暴な方法で、徹底した男尊女卑
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がまかり通っていたという。今の日本はどう

泳ぐ方向も反時計回りだね」と言ったところ

だろうか？武士には追い腹殉死もあったが我

Т氏も北半球の魚が釣れた時逃げる方向も同

が家では思わずニッコリかな？

じではないかと意味深なことを発した。その
後のマグロ釣りで現象を確かめればよかった
のだが、その場になると興奮して頭は真っ白
け、相手も命がけで左右などあったものでは
ない。

最後に大統領府、市役所や独立記念公園付
近を訪れたが、街並みが世界遺産に登録され
ており、古い中世の欧州を忍ばせる建築物や
インカ帝国時代の礎石をそのまま使用した建
緯度零度は北半球と南半球の重力が均衡し

物などを見ることが出来た。

て生卵が直立し易いので自信のある人は是非
挑戦して欲しいと言われ、私と家内とТ氏が

ガラパゴスへ移動

挑んだ結果成功したのは私一人で大満足、普

キト空港からエクアドル国内のグアヤキル

段手で小さな釣り針を結んでいる訓練の成果

空港を経由し、元米軍が使用したバルトラ島

であろう。

ガラパゴス空港に着き、入島税（入湯税では

また水を張った３個の容器があり、赤道ラ

ない）100ドルを支払って島内へ上陸。今年

インから南北それぞれ数歩の位置で水が流れ

６月からは入島税が200ドルに跳ね上がるそ

落ちる渦に違いがあるから試して見るようガ

うだ。

イドされた。水面に木の葉を浮かべ水を流し

船着き場へ移動し、ゴムボートで３泊４日

た結果、北半球では反時計回り、南半球では

お世話になる観光船レジェンド号に到着、高

時計回りに渦ができ、直下では渦が生じない、

いタラップをよじ登るかと心配したが、捕鯨

『インディアン嘘つかない』とはこのことか？
しかし私は大方容器に細工が施されているせ

船みたいに横っ腹に穴のあいた入口から手を
差し伸べられての乗船だ。

いではないかと疑ったがТ氏がネットで正し

部屋は最上階でテレビ（終始画像無し）
、

い現象であることを確認して納得した。更に

エアコン、冷蔵庫（シャンパン付き）
、シャ

説明が続き台風の渦も南半球では時計回りと

ワー、トイレ、ツインベット、個別バルコニー

聞き、私が「日本の釣り船では鰯が生け簀で

付き、船内設備は専用レストラン、ミーティ
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をまかせてゴロンゴロン、この姿がとても可
愛かった。

火山岩特有の黒い岩がありそのあちこちに
真っ黒な海イグアナを発見、たまらず近づい
て行くとТ氏から阿部さん足元に居るよと言
われて思わずビックリ。周囲の色に溶け込む
保護色で真っ黒なのだが、こちらも全く人を
怖がらないから不思議なＤＮＡの持ち主達
だ。
ングルーム、デッキバー、売店、プール付き

夕食はレストランルームでスペイン料理を

展望デッキと全室個室である。この船で３泊

堪能と言いたいが、持参の補助食品で何とか

４日合宿のようなスケジュールで島内見学が

旨いビールが飲めた。夕食が済むと船は夜間

始まった。

次のポイントへゆっくりと移動するが、初夜
船室のバルコニーで静かな海と星空を眺めて

人を怖れないDNAと対面

いると時の経つのを忘れる。

凡そ80人余りの乗客を６グループに分け、
以後４日間同じグループで行動する。船のガ
イドとスタッフも同じメンバーで、上陸の方
法はゴムボートからライトランディング（靴
のまま）とウエットランディング（浅瀬を裸
足で渡る）２つがある。
初上陸は、ウエットランディングだ。海水
温が高いと思い込んでいたので、浅瀬に足を
入れた瞬間 オー・・冷たいと叫んでしまった。

船中２日目（イグアナの食事と溺死寸前体
験）

聞けば寒流で水温は22度位とのこと。最初目

午前中はサウスプラザ島へライトランディ

に入ったのが人を怖がらないオットセイやア

ング、この島は岩場の島で陸イグアナと海鳥、

シカ達、親子の授乳時にも全く人を怖れず母

オットセイの楽園だ、陸イグアナを見つけ、

親は目をつぶっているのが多いが、１メート

シャッターの雨を降らせた。普段はあの棘の

ル以内に近づくとグエーと一声発する個体も

あるサボテンを食べているそうだが、特にサ

居た。波打ち際ではアシカが大勢いて波に体

ボテンの実が大好物で実が落ちる頃には、多
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くのイグアナが集まると言う。運よく帰り際

入ってゲホゲホ。ボートは既に離れていたの

にその食事シーンを見ることが出来た。気持

で緊急避難の為数十メートル先の陸を目指し

ち悪い程のイグアナが群れており、普段動き

て泳ぐ僅かの間に５・６頭のアシカが寄って

が鈍いわりには、サボテンの実が落ちると一

きて一緒に泳いでくれた、まるで友達だ。行

目散に走り出すから面白い、同じ実を２匹が

き絶え絶えに陸の岩に座るとアシカ達もそば

くわえて引っ張り合いもある。撮影の手が足

に寄ってくる。触ってはいけないそうだが一

りずに動画のみ撮ることに成功した。

瞬触ることができ、その感覚はツルツル、感

歩いているうちに、すべすべした通路に似

激の数分間。

た岩場があり、ガイドの説明では長い間オッ

入水前の約束では両手を振るとSOS、久々

トセイが歩き回った為、岩の表面が平らに

の泳ぎで息があがりやむを得ず無断陸上して

なったと聞き、ガラパゴスの歴史の深さを感

早速両手を振ってSOS信号、しかしあまりに

じた。

早いタイミングのせいかボートからもにこ
やかにお返しに手が振られSOSが通じていな
かった。
終わり頃Т氏からバラクーダ等魚がいっぱ
い見えるからと再びお誘いがあり、再度挑戦
したが今度は潮が早くて怖かった。ほんの息
が続く間水中を見たが魚が逃げる様子もなく
悠々と泳いでいた。一旦船に戻りこの溺れる
様子を話すと家内が大笑い、今後泳ぐことは
止めよう。
休憩してさっき溺れかかった浅瀬の遭難現
場をボートで通過し、別の島へ上陸する時、
またまた家内から笑われてしまった。サボテ
ンの大木と陸イグアナを見てボートで帰船途
中、相当数のウミガメが陸数メートルまで近
づくのが見え、更に数が増えたと思うと今度
はマンタの群、我々のボートの下を潜ったり

午後は希望者によるシュノーケリング、ゴ

手で触れるほど水面近くを泳ぎ過ぎていっ

ムボートに同乗したのが明るいイギリス人家

た。水面からでは写真にならず水中カメラは

族の女性陣達。若い頃は結構泳いだことも

リュックの中で撮影は無理、残念至極だ。

あって私も参加、これが誤りだった。
ポイントに着きТ氏と千田氏が入水、私の

この日の夜は全員デッキでバーベキュー、

番だが誰も手伝う風もなく備え付けのタラッ

テーブルには我々３人とインド人単身のおば

プも使わずにいきなりドボンしろと言うでは

あちゃん、同じく単身フランス人の女性建築

ないか。深さは３～４メートル程度、意を決

家の５人席で、結構面白い会話と食事が楽し

して足元から飛び込んだが瞬間に海水が喉に

めた。同席したインドの方は杖をつくほど高
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齢だが一人で世界中を旅しているとのこと、
女性建築家は南米で建築家の会議があり帰り
道にガラパゴス観光に立ち寄った。自宅の写
真を見せてくれたが西洋の城のような豪邸に
驚いたが、家内の弁「あんな邸宅に住んでい
て部屋はスイートじゃないの？」確かに最上
デッキスイートは４部屋中２部屋が空室だっ
た。
船中３日目（水鳥達の楽園）
午前中は求愛行動で顎が真っ赤に膨らむグ
ンカンドリや、数種類の海鳥の産卵が見られ
るピット岬に上陸。一番きついコースで乾き
きった急峻な岩肌を縫うように歩き、途中ペ
ンキを塗ったような足の青い鳥や、卵を温め
ているシーンに出会ったが、これも２・３メー

スアシカのハーレムがあって、いたるところ

トルまで近づいても逃げる気配はなく、夫婦

でアシカが群れ遊びアシカ達との交流会だ。

仲良く卵を抱いていた。

Т氏はシュノーケリングをしたが、鰯の群

その後別のビーチへ上陸しガラパゴス諸島

れが凄いと驚きの声、私は丘からの見物だが

の生命の息遣いを強く感じた。この島には

あの大きな体をしたペリカンとミズナギドリ

600メートル程遠浅の砂浜が続き、ガラパゴ

が、休むことなく鰯目がけて海中に強烈なダ
イビングを繰り返す光景は見飽きることがな
かった。
夕食は船内最後の晩餐と称して少しばかり
飲む量を増やし、夜はバルコニーで星空を眺
め余りの気持ちの良さに通話料金を忘れて日
本へ電話をしてしまった。
船内のサービスは満点で２日目には客室担
当やレストランウエーターに顔と部屋を覚え
ていただき、ボートから帰船した際の点呼作
業が早まった。また単身旅行者のために食事
時には必ず同じ船のガイドがテーブルに同席
してエスコートする心配りが見られた。旅
を終えてみると目玉焼きが自由に食べられる
など船内の食事が一番良かったことに気が付
く。
下船の時乗組員数人の方から日本語で「有
難う」と合掌の挨拶を受けた。
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島生活１日目（ガラパゴスゾウガメと対面）
お世話になったレジェンド号を後にして、

今回は２日連続完全チャーターで、船長と
スタッフ２名で我々と合わせて６名の乗り組

サンクリトバル島のガラパゴスゾウガメの繁

み、界隈で船足が一番早いと船長が自慢して

殖センターに上陸、昔海賊が沢山のカメを食

いるそうだが、見ると日本製スズキの300馬

べてしまったそうで、今はこのセンターで種

力エンジン２連装着と強烈だ。走り出すと気

の保護を行っている。

持ちよく、途中遠く鯨の姿を見たりしながら
波を蹴散らして凡そ１時間少しで第１ポイン
トへ到着、洋上風はあったが波はそんなに高
くない。
お互い自己紹介をして握手、船長と１人は
英語も話せたがあと１人はスペイン語のみ
で、T氏とも会話が通じない、顔が面白く船
中でセニョール漫画と呼ぶことにした。

散策中の山中にも大きな個体がうごめいて
いて、私が馬乗りになっても大丈夫な大きさ
だ、草食でおとなしく仰向けになると自力で
は戻れないそうだ。
この山中には猛毒の低木があり絶対触るな
と注意を受けたが、そこら辺に生えている草
木と見分けがつかないから怖い話だ。
さてこの島は一定の範囲が開発規制外で人

鳥山を見つけて船が徐行、トローリング開

口は凡そ8000人ほど、港付近に建物と人が集

始早々にヒット、当然私が竿を持ったが今ま

中していて動物優先席が多い。ホテルと言っ

でにもカツオやシイラの結構大型を釣ったこ

ても気の利いた民宿をすこし豪華にみせたよ

とがあり、マグロでも何とかなると舐めて掛

うな建物で、ここでもブロックのツギハギ工

かったのが大間違い。

法だ。

ラインが結構出ているので最初は順調に巻

ホテル「ミコシヤ」４Fのプレジデントス

き上げたが、途中から今まで体験したことが

イートルームに案内されたが、前述のとおり

ない強い引きに大慌て、海面近くに姿を現わ

のトラブル続き、このホテルに３泊お世話に

しながら、何度となく反転を繰り返しライン

なる。

がギーギーと出てしまう。重さ25キロ超をス
タッフ３人と無我夢中で取り込みしたが体

島生活２日目（待望のマグロゲット）

はクタクタで、思わず今日はこれでお終いと

釣り初日を迎え、前夜は停電するほど夜は

言ってしまった。

風が強かったが、心配をよそに船長からの連
絡では全く問題なしとのことで一安心。

疲れが収まるとまた釣りたくなって２尾目
の挑戦となったが、この日は条件が良いのか
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午後からはホッパーと言う魚に似せた疑似
餌を投げて釣るキャスティングだ。利き手が
違い私は試した程度の経験しかなく、マグロ
がジャンプしているポイントまで遠投が出来
ない。セニョール漫画が早速マグロを掛けて
私に竿をくれたが、ラインが短くて魚が真下
に潜り込み最初から力比べとなった。リール
を慣れない左手で巻くとまるで力が入らず強
烈な引きに竿を股下に挟み、両手で引きに耐
えたが全く巻き上げが出来ない。余りの強さ
と長期戦に暫くしてギブアップ『ヘルプミー
（多分伝わっていない）
』
。セニョール漫画に
バトンタッチ、恥ずかしかった。
リールを右巻きに変えて再挑戦したとこ
ろ、本来の力が出せてこの日４尾目のマグロ
をゲット、それにしても強い引きだ。Т氏は
キャステイングが得意で手慣れた様子で釣っ
間もなくマグロがヒットし再び体はクタクタ

ていたが、一度大物が掛かった。15分以上格

となった。Т氏と交代で午前中に６尾をゲッ

闘しても一向に獲物が手元に寄らず、私も動

トしたところで待ちかねたランチタイム、食

画を撮る手が疲れてきたと思った時、ライン

事担当はセニョール漫画だ。

が切れてしまった。30キロに耐えるラインが

でっかいアイスボックスにビール、コーラ
等が満載されて飲み放題、但し待ち切れずに

切れたわけで、スタッフによると50キロクラ
スと言うから残念至極だ。

ビールは昼前に試飲済み。船内にはキッコー

ここで面倒なのが外道ならぬ下鳥が釣れて

マンとワサビがあって、釣り上げたマグロで

しまうことだ、海鳥がホッパーを魚と見間違

刺身を造ってくれて、思わぬサービスに大感

えて食いついて来るからたまらない。ウミネ

激。ご当地では「サシミ」
「ワサビ」
「キッコー

コよりやや大き目で針を外すのが結構大変、

マン」は共通語と言うではないか。キンキン

強烈なくちばしに噛まれないように素早く首

に冷えたビールと持参した割箸で祝勝会が始

根っこを掴み、足の爪で引っかかれない様に

まり、電子レンジで例の硬いチャーハン風ご

鳥を前向きにして外す。私も腕が良いせいか

飯に醤油でお腹はマグロ同様パンパンに膨ら

遠慮しながらも２羽も釣ってしまった。

んだ。
次は更に岩場に近づいてのジギング的餌釣
り、アラスカ同様大き目の疑似餌の脇にこれ
も大きな針に釣った魚の切り身を付けるだ
けの縄文時代的手法。T氏は未経験で右巻の
経験もないとか。海底を叩くようにジグがゴ
ツゴツすると最初釣れたのがバラクーダだっ
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た。危険極まりない強烈な歯があってスタッ

この町は極めて治安が良くあちこち一人で

フがペンチで乱暴に針から外して海へドボ

も心配はなさそうで、私が家内と離れて動物

ン、写真をとる暇もない。

の傍にいると、Ｔ氏が心配して探しに来てく

スタッフが何やらを掛けて竿を家内にバトン

れた。
「お父さんはいつも勝手な行動をとる

タッチ、釣れたのはクエに似た美味しそうな

から嫌いだ」とТ氏の前で叱られた。その後

魚（写真）で名前はスペインン語で聞き取れ

はホテルのバルコニーの長椅子で海獣の声を

ず不明のまま。

聴きながら海を眺め眠気が出るのを待つ。

続いて私にヒット、得意の右ハンドルと股
下に竿を挟んで両手で引きに耐えようとした

島生活三日目（ガラパゴスに泥鰌は居なかっ
たがシュモク鮫がいた）

がどうにも止まらない（山本リンダ？）
、や

釣り２日目、船長いわく余り凪が良過ぎて

がてラインがプツン、ヒットから巻き上げゼ

釣果は期待出来ないかもと不安気味での戦闘

ロでライン切れ。一体どんな魚だろうか聞い

開始。

たところ、日本で言うソイの仲間で１ｍを超

トローリングでようやくヒットし私が竿を

える大物が底に潜んでいて、この魚が掛かる

握って巻き上げを始めた。比較的順調と思っ

と滅多に上がることは無いと言う。Т氏も岩

たが残り15メートル位から猛反撃、昨日のマ

場付近で大物らしき獲物が掛かったが、同じ

グロより粘り強く反転回数が倍位と感じた。

ように途中でプツン、想像しか出来ないが大

これが最後の抵抗と思い込み力を抜いた瞬間

物には間違いない。この日船中マグロ10尾と

危うく海へ引き釣り込まれそうになり、ス

名称不明１尾、バラクーダ１尾、バラシ数匹

タッフが腰のベルトを掴んでくれて着衣浴を

で帰港の途についた。

逃れた。この日唯一の大物を私が担当して
ゲット、鰆(さわら)の大親分みたいな魚の名
前は翻訳不能で不明のまま。
魚取り込みの時結構血が出たせいかどう猛
なジュモク鮫が海面に姿をみせ、暫くの間魚
の回りをウロウロしていたが、釣れた魚が喰
いちぎられる時もあると言うから着衣浴はし
なくて正解だ。
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この夜地元民のお祭りか、観光客へのサー
ビスか分らないが着飾った女性達のパレード
と常設ステージでのダンスや余興が披露され

アメリカ入国審査では家内とТ氏、帰りエ

た。ラテン音楽が好きな私にとっては思わず

クアドル出国では私とТ氏が薬物検査で別室

体がウキウキして来る中、手が疲れるほどの

入り、善人が往復出入国でひっかかるとは何

動画を撮り続けた。

とも情けない。

高音で早いリズムの音楽と人混みの傍でも

釈放後はひたすら旅客機が早く飛ぶことを

オットセイ達は避難する様子もなく動物福祉

願い、成田でТ氏と別れ銀座に１泊して懐か

優先国を実感、ちなみにエクアドル本国の消

しの純和食を堪能して旅を終えた。

費税は14％で日本より先進国だ。買い物も最
後とあって気合が入ったことは言うまでもな

雑感

い。

女性は歳をとらないのか？
ツアー会社からの資料にはガラパゴスでは

離島当日（小鳥と一緒の朝食、往復出入国で

泳ぐ島があるので、念のため水着の用意が指

待った）

示された。私は選択肢が限られサイズ優先と

ガラパゴス出発の朝、特別早起きをして海

なったが、家内はわざわざお嫁さんを連れて

を眺めていると、すぐ前の船着き場付近でミ

品定めをし、夜私の前で「これどう？」とポー

ズナギドリがダイビングをやっていて再び感

ズをとった。

激したが、やがて鰯の群れが移動したせいか
ダイビングも止んでしまった。

またレジェンド号でも出発前に船室で水着
を着ていたが、海が冷たいと聞いて結局試着

最後の朝食でパンを食べていると、手乗り
文鳥（フィンチの仲間）みたいな小鳥が目の

で終わった、このような時「よく似あうよ」
と言えるかどうかで後々の待遇が決まる。

前に現れ、手が届く距離でパンをちぎって与
えるとその場で食事を初めてしまった。鳥に
は気持ちが通じたがウエイターには意思不
通、トーストと目玉焼き３人分を注文したつ
もりが、Ｔ氏の皿には目玉焼き３個、阿部家
夫婦には果物と野菜のみの差別待遇に思わず
苦笑い。
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● 研修会の感想

盛岡支部

小田嶋

達

浩

盛岡支部の小田嶋です。研修会に参加して

境界問題相談センターいわて主催の相談

の感想ということで、開業してから1年9か月

員・調停員養成講座では、千葉県の境界問題

となりますが、地元盛岡で開催される研修会

相談センターの運用事例を紹介していただ

には極力参加してまいりました。実際に実務

き、隣接法律専門職として、また、ＡＤＲ認

に直結する重要な課題が多く、調査士業務を

定資格者として、どう相談者とのコミュニ

行っていく上で重要なヒントを与えてくれ、

ケーションを図るのか、大変参考になりまし

また自分の業務の改善に非常に役立っており

た。
これからも、積極的に研修会に参加をして

ます。
また、研修会に参加するだけではなく、岩

いきたいと思っております。
最後に、青年土地家屋調査士会全国大会が、

手青調会で実際に研修会を企画しなければな
らないチャンス（ピンチ？）に遭遇し、試行

来年岩手で開催されることが決定しました。

錯誤の末、いろいろな方のお世話になりつつ、

皆様のご協力を是非、よろしくお願いします。

何とか形にすることができたのか、評価はわ
かりませんが、人に伝えること、主催する立
場というものの難しさを痛感しました。
岩手青調会研修会の様子
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盛岡支部

川

上

泰

典

土地家屋調査士の登録をしてから岩手県土

ことがよくあり、依頼者や隣接者の過去の経

地家屋調査士会や盛岡支部の研修会にほとん

緯を聞いたり過去の図面を調べてもわからな

ど参加してきました。今年は、不動産調査報

いこと多々あります、講習では国土調査当時

告書が改訂版に移行することもあり、研修会

の航空写真に公図を重ね当時の状態などを相

は調査報告書の講義が多く不動産調査報告書

手に視覚的に伝えることが出来る手法などの

の意味をあらためて理解することができまし

内容でした。覚えて業務に反映させるのに時

た。

間がかかると思いますが早くソフトを手に入

研修会で資料等の分析や筆界確認について

れ業務に取り入れていこうと思います。

注意点など事細かく説明していただいて改訂

講習の内容は難しいことばかりですが、自

版に移行後も円滑に業務が進みとても助かり

分の仕事に密接に関係するものばかりで視野

ました。

が広がり知識も深まっていきます。これから

また、GISについての講習もありました。

も積極的に参加していきたいと思います。

国土調査が古い地域では現況が調査時と違う
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盛岡支部

東

舘

努

調査士会に入会してから２年弱経過しまし

ました。研修会で新様式の講義があると知り、

た。未だ業務に慣れない部分があり、勉強の

喜んだことを覚えています。全体的な形式の

日々を過ごしております。入会して驚いたこ

説明、記載内容や記載方法の変更した点等詳

とは研修会の多さです。本会、支部とそれぞ

細に講義して頂きました。研修会のおかげで、

れ研修会があり、回数が非常に多いと感じて

今では無事改定した新様式で不動産調査報告

おります。研修会の度に、改めて職責の重さ

書を作成しています。
これまでの業務で感じることは、必ず壁に

を感じ、専門分野の知識と技術の向上を図ら

ぶちあたるということです。１年以上経験を

なければならないと考えさせられます。
特に印象に残っているのが、不動産登記規

してある程度慣れてきたはずなのですが、う

則第93条不動産調査報告書の改定についての

まく業務が遂行できないことがあります。そ

講義です。以前の様式から新様式への変更は、

んなとき研修会での講義がヒントを与えてく

旧様式に完全に慣れてしまっていたので、気

れたりします。これからも積極的に研修会に

が入らず、かなりの重荷でした。自力でカス

参加し、勉強に励みたいと思います。

タマイズしていくのは正直面倒だと思ってい
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水沢支部

佐

原

茂

樹

昨年3月に登録させて頂いて、関係各位の

界特定制度、規則93条調査報告書、調査測量

皆様のお陰で無事に1年半過ごさせて頂きま

実施要領（技術編）
、調査士業務、倫理・懲

した。

戒事例について学び終わってから懇親会をし

開業してから、いろいろな研修会等に参加

ました。

させて頂きましたが、自分の中で一番印象に

懇親会では、なかなか東北の土地家屋調査

残った新人研修会の事について書かせて頂き

士の皆さんとお酒を飲んでお話しをする機会

ます。

はないので、いろいろな方とお話しをしまし

山形県山形市のホテルメトロポリタン山形

た。これから開業する人や、開業したばかり
の人など様々いましたが、土地家屋調査士の

で2月22日～ 24日の3日間行われました。
1日目は、会員の心得、不動産登記法及び
関係法令、資料収集・調査・解析について講

新人として共通するものがあり楽しく会話を
交わして懇親を深めることができました。

義を受けました。会員の心得では、土地家屋

3日目は、調査士業務と民事責任、土地家

調査士の禁止行為などこれから土地家屋調査

屋調査士の事故例・保険、国民基金の説明を

士で仕事をして行く上で守られなければなら

聞き新人研修会を無事に終わることができま

いことや土地家屋士として品位を保持しなけ

した。
無事に講義を終わることができたのも講義

ればならない事を学びました。
不動産登記法及び関係法令の講義では土地

の先生方が資料など準備して頂き、

家屋調査士の関係法令を学びました。実務で

熱心に講義して頂いたお陰で終わることが出

はお客様からいろいろと聞かれる事がありま

来ました。この場をお借りしてお礼申し上げ

したので関係法令について勉強出来て良かっ

ます。
新人研修会で勉強したことをこれからの業

たです。
資料収集・調査・解析については、普段仕

務に活かして、お客様に感謝される土地家屋

事でやっていましたが改めて資料収集の大切

調査士になれるように日々努力していきたい

さを学びました。

と思います。

２日目は、調査測量実施要領、ＡＤＲ・筆
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沿岸支部

腹

子

徹

哉

平成27年度東北ブロック新人研修会が2月

りました。そして、改めて土地家屋調査士と

22日から24日にかけて、山形県山形市のホテ

して自分に与えられた職務とその責任の大き

ルメトロポリタン山形において開催され、参

さを認識しました。これからも法令及び実務

加させて頂きました。岩手会からは私を含め

の精通をはかり、専門分野の知識と技術の向

て5名の参加。全体で22名の参加での研修会

上を図り、土地家屋調査士業界全体を発揚す

でした。そのうち、測量・実務経験が無いの

る、その力の一助として、日々邁進する所存

が私を含めて3名。受講にあたり、皆さんに

です。
最後になりましたが、講師の方々、また関

ついていけるかと凄く不安でした。
しかし、頂いた資料の内容がとても素晴ら

係役員の方々に感謝申し上げるとともに、今

しく充実しており、講師の先輩方のお話も実

後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い

体験を例にした内容が多く、とても参考にな

申し上げます。
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● 会長杯親睦ゴルフ大会

「楽しみは見えない壁と共に」
大会優勝者

はじめに、役員の皆様には会務の忙しい中、

丸

山

芳

広

（一関支部）

ルフの楽しみ方等について」というお題が書

会長杯親睦ゴルフ大会の企画から運営までお

かれており、それを見て・・・ゴルフは楽し

世話いただき有難うございました。

いか？と自らに問いかけてしまいました。

当日は天候と同伴競技者に恵まれたにも関

それもそのはず、ここ２、３年肩の痛みを

わらず、残念なスコアで結果を残す事が出来

我慢しながらのゴルフで以前の様なプレーが

ませんでしたが、運に恵まれ優勝する事が

出来ず、如何に痛みの出ないスイングをする

出来ました。運にも色々有りますが、ミス

か、その中で如何にスコアを纏めるか、それ

ショットが結果オーライになった運もさる事

しか考えていなかったからでした。そのため、

ながら、ハンディキャップを決めるダブルペ

面白かったとか良かったと思った記憶がほと

リア方式にうまくはまった事が最大の要因で

んど無かったのです。
本題から逸れましたが、ゴルフを楽しいと

した。運も実力のうちと言いますから・・・。
何はともあれ優勝する事は嬉しいものです

思い始めたのは、目標としていた１００を

が、その喜びも束の間、黎明への執筆依頼が

切った頃からでした。なかなか始めた頃を振

重くのしかかって来るのでした。そこには「ゴ

り返る事が無いので、これを機に思い起こし
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てみたいと思います。それは、周りの方から

バーの飛距離を競う事や、同伴競技者と一喜

１００前後で回ればあまり迷惑を掛けずに済

一憂しながらコースを回る事が楽しい人もい

むから、と言われ設定した目標でした。ゴル

ます。また、ハンディキャップがあることに

フをする人の間では見えない壁と言われてい

より、技量や体力が違う老若男女が同じコン

ますが、その壁はとても高い壁で、何度も

ペでプレー出来たり、初心者の方でも楽しむ

トライしてやっと超えた時でした。しかし壁

事が出来ます。プレー以外にも、普段では見

を越えた事に喜び、飛距離に欲が出てクラブ

る事が出来ない同伴者の一面を垣間見ること

を振り回した結果、またその壁が立ちはだか

で、より親しくなれる事も有ります。

り行ったり来たりと苦戦したのを思い出しま
す。

これから始める方にはレッスンスクールに
入るか、シングルプレーヤーに教わる事をお

何とか９０台を続けられるようになると、

勧めいたします。とりあえず自己流で始めた

次は８０台が目標になりましたが、始めた頃

り、身近な人に教わるのは取っ付き易いので

８０台でラウンドする人を見て、自分にはと

すが、上手くボールに当たらず諦めてしまう

ても無理だろうなと思っていた数字でしたか

か後でスイング矯正に苦労するのが大概で

ら、それが現実味を帯びてくるとさらに楽し

す。急がば回れで、基礎を学び自分に合った

さが増しました。確かに、それまでは勢いで

スイングを身に着ける事が、ゴルフを楽しむ

何とかなってきた事から些細な事は気にせ

一歩になること間違いなしです。

ず、結果オーライで良しとしていたのです。

最後に、ゴルフを愉しむ会を紹介いたしま

そのため大した技術も無く、ボールも漠然と

す。ゴルフを行う岩手会の調査士有志により、

打っていたため１０打も縮める事など出来

今年の春に「桐の華クラブ」が結成されまし

ず、歯痒さと苦しみも増す事になるのでした。

た。親睦を目的としておりますので、スコア

その時に、ショットの正確性もさる事ながら、

に関わらず気軽に愉しむ場として、皆さんに

グリーン周りでのアプローチやパターがとて

参加していただければと思います。

も大切な事を思い知らされました。そして、
これがなかなか厄介なもので、感覚とセンス

これを書き終え、やっと一つの壁を乗り越
える事が出来ました。

が物を言います。センスが特に良いわけでは
なかったので、経験を積み多少なりとも感覚
を養う事で壁を乗り越える事が出来る様にな
りました。色々ありましたが、壁や苦しみを
乗り越える事も楽しいのだと思います。最近
やっと肩の痛みが治まってきたので、以前の
スコアに戻し楽しめるようにしたいと思いま
す。
楽しみ方は色々で、スコア以外にもドライ
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● 会長杯親睦船釣り大会

「やせた恵比寿様」
大会優勝者

千

葉

博

幸

（一関支部）

｢おめー何しに来た？ ｣

たのだが、暗雲立ちこめるスタートに思い出

｢釣りっこさきた！ ｣

すのは20年前にした人生1度目の船釣り。船

｢どこでやんの？ ｣

酔いもひどく1匹も釣れないボウズという苦

｢尾崎白浜！ ｣

い思い出しかなく、それ以来まったく興味も

｢ここでねーど。白浜違いだ！ ｣

縁も無かったのだが、前年度チャンピオンの

平成28年6月18日早朝4時。夜中に到着して

小山正会員に誘われ、20年経っての誘いに、

仮眠していた私の車を覗き込んでいた老人と

もしかして何かがあるのでは？と期待して今

のそんな会話で人生2度目の船釣りの日は始

回の参加を決めた。
どたばたの移動劇に１人焦る私を尻目に、

まった。
寝坊してはいけないと夜中に出発したわけ

もうそこには8割程の参加者が集まっていた。

だったが、カーナビもろくに設定せず眠さで

道具は興味がなかったので事前に借りる予約

標識を見落として約20ｋｍ北の箱崎の漁港で

をしていて、数本準備していた阿部雅明会員

仮眠していたのだ。老人との会話の後あわて

の竿をお借りした。勝手がわからない私は見

て南下し何とか目的地に辿り着くことができ

よう見まねで準備をし、これだけは忘れな
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かった家にある一番大きいクーラーボックス

まった。また、副賞でいただいた三陸の新鮮

を持って出港となった。

な詰め合わせもおいしく御馳走になった。

沖はうねりもあり酔い止め薬が効くか心配
になるほど揺れていた。

そんなこんなで釣り大会はとても思い出に

釣り場につき船頭さんの合図のもと一斉に

残る日となりました。

釣大会がスタートした。淡い期待と不安を胸

今回釣り大会に誘ってくれた前回チャンピ

に竿をたらし同乗者のアドバイスのもとにコ

オンの小山正会員、後でわかった事ですが名

ツコツ誘いをしたが、なかなか当たりがこな

人の高級な竿を初心者ならこれが使いやすい

い。やっぱりボウズか・・・。と嫌な記憶が

と貸してくれた阿部雅明会員、船頭へのアシ

頭をよぎり場所を変えようとした瞬間、グ

ストをしてくれたマーライオン千葉正和会

グッと違和感があり恐る恐るあげてみるとな

員。また、釣ってきた魚をおいしく刺身や煮

んとカレイが釣れていたのだ。

付けに調理してくれた愛妻、本当にありがと

これが当たりのコツだとわかり俄然一気に

うございました。

楽しくなってきた。

そして早朝、別の漁港で仮眠していた私に

何枚かカレイを釣りあげているうちに隣で

話しかけてくれた80才ぐらいのやせた老人。

釣りをしていた千葉正和会員の表情が暗く

今思うとあなたは私の恵比寿様だったと思

なったと思ったら、自分の顔を船より海面に

います。声を掛けてくれてありがとうござい

出してマーライオンの儀式をはじめた。私は

ました。おかげでとっても良い1日となりま

なるべく見ないように遠くのほうをみて誘い

した。

を続けていると遠野産のお米を使ったおにぎ
りと梅干しの誘いの効果はてき面で、私の竿
に爆釣れが始まった。
そんなこんながあり11時30分、港に戻り釣
りは終了した。
重くなったクーラーボックスを開けてみる
と、カレイ16枚、アイナメ5枚（内47ｃｍの
大物あり）の釣果で見事1位でした。
思わぬ成果にすっかり調子に乗り、名人気
取りで次の日には釣り具屋さん巡りをしてし
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● 新入会員の紹介

高

橋

徹 （盛岡支部）

事務所：岩手県滝沢市篠木黒畑137番地
経

歴：昭和53年

ソフィア99－101号室

岩手県立盛岡第三高校

卒業

昭和55年

中央工学校

測量調査設計科

卒業

昭和60年

土地家屋調査士

平成16年

医療法人社団

平成19年

平成25年

平成28年

土地家屋調査士法人アローフィールズ 入社

開業
松誠会

入社

㈱吉田測量設計

入社

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

平成28年10月に登録しました高橋徹と申し

ますので、旧交を温め合いながら調査士業務
の御相談、御指導をいただきたいと思います。

ます。
実は、３年程前に一度再登録、入会しまし

繰り返しますが、これから一調査士として業
務を行うに際し先輩調査士の皆様の御指導、

たが事情があり約1年位で退会しました。
最初の登録、入会後約20年位調査士業務を

ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

行っておりましたが、約12年前に業務廃止を
しております。
その後は、調査士業務とは関係の無い仕事
に従事しておりましたので、大幅なブランク
の期間が有ります。
入会に際して、役員の方々の話より自分が
調査士業務を行っていた当時と比較して大き
な業務の取り扱いの変更が有ると聞いており
ますので、それらを一日でも早く吸収してい
きたいと考えております。
今回私の入会への立場としては、土地家屋
調査士法人の従たる事務所の社員ということ
になります。
皆様とは若干立場が異なると思いますが、
調査士業務を行うのは同一です。
又、昔からの知り合いの方々が何人かおり
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過去10年間の異動状況
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

3名

平成27年

平成28年3月31日

172名

1法人

2名

6名
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無料登記相談会の報告
川徳定期無料相談会

件

数

内

容

平成27年12月16日

０件

平 成28年 １ 月20日

０件

平 成28年 ２ 月17日

０件

平 成28年 ３ 月16日

１件

相続に関する件

平 成28年 ４ 月20日

１件

土地測量費用に関する件

平 成28年 ５ 月18日

３件

土地測量費用に関する件、地目変更に関する件、
その他（マンション賃貸に関する件）

平 成28年 ６ 月15日

０件

平 成28年 ７ 月20日

１件

土地筆界復元に関する件

平 成28年 ８ 月17日

１件

建物維持に関する件

平 成28年 ９ 月21日

２件

建物登記に関する件

平成28年10月19日

０件

平成28年11月16日

１件

土地家屋調査士の日
関連の無料相談
盛

岡

支

部

（会場１ヶ所）

二戸久慈支部
（会場２ヶ所）

一

関

支

部

（各会員事務所）

件

その他（相続）

その他（登記情報の内容説明等）

数

内

12件

土地筆界に関する件 ４件
土地登記に関する件 １件
建物登記に関する件 ３件
その他（相続等） ４件

14件

建物登記に関する件 ４件
筆界未定地に関する件 １件
土地筆界に関する件 ２件
地目変更に関する件 １件
その他（相続等） ６件

０件

*会に報告が寄せられたもののみです。
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容

―― 編 集 後 記 ――
  黎明の編集も４度目になりました。毎回、自分だったら『こんな言い回しは出
てこないなー』などと思いながら読ませて頂いております。今回は訳あって、私
も四苦八苦しながら書かせて頂きました。皆様のご協力に感謝すると共に、これ
からもよろしくお願い申し上げます。
三

瓶

伸

樹

黎明の編集後記を書いていると、今年ももうすぐ終わりだなと思います。
今年も色々な事件や出来事がありました。今も「東京で初雪

11月の観測は54年

ぶり」というニュースが流れていますし、数日前には震度５弱の地震が福島など
で起き、久慈市では80センチの津波を観測しました。
来年はどんな年になるのでしょうか。天変地異など無く、平穏無事を願うのみです。
八

幡

吉

充

私にとって二度目の黎明編集です。
「えっ？そんな。この間発行したばかりじゃ？」と思いましたが、時間は待って
くれないのでした。光陰矢の如しとは本当によく言ったものですね。
普段の仕事もまだまだ余裕がある、大丈夫。と、たかをくくっていると、とん
でもないことになります。いつも期限ぎりぎりでやっとセーフです。
いつも何かに追われているようで心に余裕がないのです。
今度こそ何事にも余裕がある生活をしたい。たまには、温泉にでも行ってリフ
レッシュしたい。と思うのですが、一度も実現したことがないのでした。
編集にあたって、寄稿して下さった方々に本誌をお借りし、感謝を申し上げます。
ありがとうございました。
前

発

岩手県土地家屋調査士会

行

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
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充

前

田

公

久

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。

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-

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

フルモデルチェンジ！
次世代ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ








世界最速！超音波モーターでダイレクトドライブ。
世界最小！プラットフォームを１から見直した
超コンパクトボディ。
世界最軽量！モータードライブトータルステー
ションながら5.7kgを実現。
世界初！IoTへ対応。
クラス最高品質！保護等級
IP65※2016年1月現在

測量作業を軽快にする！
手のひらサイズの ＧＮＳＳ 受信機








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。

通信範囲は300m

簡単、お手軽なBluetooth接続
簡単、お手軽な
簡単、お手軽
軽なBluetooth
軽
なBlu
uetoo
oth接続
o
th接
接続
免許申請不要。ランニングコストもかかりません！

固定局１台に移動局
３台接続可能

お 問 合 せ ・ ご 用 －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 －
命はこちらまで

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

【好評図書のご案内】

Q&A 隣地・隣家に関する法律と実務
相隣・建築・私道・時効・筆界・空き家
末光祐一 著
2016年7月刊 A5判 440頁 本体4,100円＋税

●隣地・隣家に関する境界関連、建築基準、取得時効、占有権、筆界特定、空き家など具体的な実務をこの１冊に集約。
全250問で、関係する実務を網羅。先判例も多数収録。
●隣地との紛争などの簡裁代理等関係業務、地裁の裁判書類作成業務にも有益な実務の情報を収録。
●空き家特措法（平成27年５月26日完全施行）対応。

山林の境界と所有

資料の読み方から境界判定の手法まで
寳金敏明・右近一男 編著 西田寛・河原光男・西尾光人 著
2016年9月刊 B5判 180頁 本体2,000円＋税

●権利関係の明確化が難しい山林の境界判定につき、境界の第一人者と土地家屋調査士が、理論と実務の両面からその
手法と法的問題を解説した唯一の書。
●105問のQ＆Aで、境界の探索手法、資料の集め方・読み方、境界問題の是正策、紛争の予防と解決、地籍調査、裁
判例の傾向などを解説。

事例解説 境界紛争
～解決への道しるべ～

大阪土地家屋調査士会「境界問題相談センターおおさか」編
2016年4月刊 A5判 240頁 本体2,300円＋税

●土地家屋調査士と弁護士による実務視点からの解説書。
●
「どこで迷うか」「何に悩むか」がイメージしやすい対話式での解説を展開。
●
「初動のあり方」、「資料の収集と分析技法」、「手続選択」
、
「筆界特定手続・訴訟・ADR」の各留意点を詳説。

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
末光祐一 著
2015年6月刊 A5判 584頁 本体5,300円＋税

●宅地、不動産取引に不可欠な道路、通路などの法的知識や実務のポイントを全205問のQ&Aで解説した一冊。判先
例も多数収録。
●登記実務にとどまらず、公道、私道の両面から様々な実務の疑問に有益な情報を紹介。

これでわかる！

不動産登記記録の見方・読み方
齊藤明 著
2016年５月刊 A5判 248頁 本体2,300円＋税

●不動産登記の基本から登記記録の実際の見方、注意すべきポイントまでを、登記実務の豊富な経験に基づきわかりや
すく解説。この一冊で、登記の基礎がわかる。注意すべき登記については、具体的な記録例をもとに、図表などを多
用しながら丁寧に解説。事務職員・補助職の方には特におすすめ。
〒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）

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 0 1 2 0 - 5 5 5 5 - 9 5
AF広宣課-2016-0032 6月7日

3次元の時代を迎え、
測量CADはいま、ONEへ―
1982

福井コンピュータCAD誕生

最強の64bitアプリケーション

Windowsに完全対応。

CALS/ECへの対応など急加速するデジタル化時代を
背景に全国の測量・設計技術者から絶大なる支持。

「TREND-ONE」
誕生！
処理データの大容量化、
高速化、
可視化、
共同編集など、
測量業界で欠かせない機能
を装備し、
変わらぬご支持をいただく
「BLUETREND XA」
。
しかし、
パソコン環境は進
化し続け、
いまや64bitパソコンユーザも一般的です。
そんな環境を最大限に生かす
ため、
最新・最強の測量CAD
「TREND-ONE」
が誕生しました。
サイズの大きなデータ

測量業界で求められる、
属性・地図情報など

も手軽に扱え、最小の手数で成果を作成できるようユーザー・インターフェイスも

高度化するデジタルデータに対応。

一新。かつてない強力かつ使いやすい環境で、飛躍的な効率化を体感してください。

2016

測量CADシステム
【トレンドワン】

福井コンピュータの測量業向けソリューション

“i-Construction”を強力に支援する
3D点群処理システム！

【トレンドポイント】
3D点群処理システム

軽快なフィールドワークを担う
現場端末システム！

現場端末システム
【クロスフィールド】

●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】

本社／〒910-0297 福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6
札幌・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

0570-550-291

●製品の詳しい情報、
カタログのご請求は

福 井コンピュータ

検 索

http://const.fukuicompu.co.jp

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。

Trimble Flagship
静なる躍進

Trimble
GNSS R10

動なる革新

Trimble M3

Trimble S7

株式会社 トリンブルパートナーズ東北
盛岡市中央通２丁目 8-24 MK ビル 2F
TEL:019-652-4477 FAX:019-652-4488
URL:http://www.tp-touhoku.com
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