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　新年明けましておめでとうございます。会
員の皆様におかれましては、新たな年をどの
ような思いで迎えられたでしょうか。コロナ、
ロシアのウクライナ侵攻、円安、物価の上昇
など、日本が、そして世界が、不安な状況の
中で新年を迎えたのではないでしょうか。
　新型コロナウイルス感染症は2020年１月上
旬に国内で初の感染者を確認してから丸３年
を過ぎようとしています。今年は新型コロナ
ウイルス感染症の終息を祝う文を書きたかっ
たのですが、この原稿を書いている今、第８
波に入ったと思ったら第７波の県内感染者数
の記録をあっさり更新してしまいました。会
員やご家族、役員の中にも感染された方が出
ており、誰が感染してもおかしくない状況で
あります。政府はWithコロナに向けた政策の
考え方として、新たな行動制限を行わず、重
症者リスクのある高齢者等を守ることに重点
を置いて、感染拡大防止と社会経済活動の両
立を図る方針としました。私たちが出来るこ
とは、今まで通り感染対策を行い、感染した
場合には適切な対処を行っていくことしかあ
りません。当分は「コロナと共に」の生活が
続きそうです。コロナ禍では接触を避けるた
めに多くの企業がテレワークを導入し、岩手
会でもリモートによる会議・研修会を導入し
てきました。しかし最近、テレワークを見直
す企業が増えているとのニュースを見ました。
非接触でコミュニケーションを取ることの難
しさが、孤独感を生じさせ、うつ病になる社

員も増えてきたそうです。そうなると士気が
上がらず、協調性が失われ、思うように仕事
が進まない状況に陥るそうです。コミュニケー
ションとは「人間が互いに意志・感情・思考
を伝達し合うこと。言語・文字その他視覚・
聴覚に訴える身振り・表情・声などの手段に
よって行う」となっています。視覚・聴覚に
訴える身振り・表情・声が画面越しなのか、
同じ空間で対顔するかでは、情報量や安心感、
一体感が大きく違ってくるとの事を考えさせ
られました。岩手会としては引き続きコロナ
の状況を見ながら事業を進めていくわけです
が、リモートのメリット・デメリットを考慮し、
会員間、役員間、会員と役員とのより良いコ
ミュニケーションの取り方を考えていきたい
と思っております。
　令和４年度の土地家屋調査士試験の出願者
数が発表され、令和元年度以来の５千人台と
なりました。長年続いていた減少傾向が令和
２年度の4,646人で下げ止まり、令和３年度で
は微増の4,733人、そして令和４年度が前年
比14.1％増で5,400人となりました。調査士白
書2022を見ると受験者数ではありますが20年
前の2002年には８千人いた受験者が８年後の
2010年には５千人台、さらに２年後の2012年
には４千人台まで減少していきました。日本
の人口の減少率を大きく上回るペースで土地
家屋調査士を目指す人が減っていった訳です
が、ここ２年で増加傾向に移ったのは、コロ
ナ禍で受験を控えていた受験生が多くいたか

「新年に思う」

岩手県土地家屋調査士会　会長　小笠原　寿　男
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す）３年後の昭和37年に土地家屋調査士に合
格し、昭和43年の31才の時に独立し、小笠原
九二男土地家屋調査士事務所を開所しました。
昭和43年から昨年の令和４年３月に退会する
までの54年の間、土地家屋調査士として従事
して参りました。その間に本会副会長、盛岡
支部長など役職を勤めさせて頂きました。と
ても頑固な人で、自分の考えを通し、『まあま
あ』で妥協することが無かったので、皆様に
はご迷惑をかけた事もあったと思います。唯
一意見してくれたのが、父より先に亡くなら
れましたが盛岡支部の浅沼勉さんが「九二男
さん、まず良いんだ、このくらいで」と言っ
て父の話を終わらせてくれました。会員の皆
様には多大なご協力を頂き、またご迷惑をお
掛けしてきましたが、父九二男は幸せな調査
士人生を送ってきたと思います。皆様には父
に代わり深くお礼申し上げます。
　最後に本年も土地家屋調査士制度発展のた
めに、会員の皆様と共に一致協力して進んで
いく事を念頭に、会務運営を行いたいと思い
ます。会員の皆様にとって本年が実り多い年
でありますように願い、尚一層のご支援ご協
力をお願い致します。

らではなく、連合会、単位会、そして個々の
調査士の制度広報が実った成果だと思いたい
ものです。何れにしても、土地家屋調査士を
目指す人を増やすには職業として魅力がなけ
ればいけません。今後も引き続き制度広報を
行なっていくわけですが、土地家屋調査士が
国民の生活にとって必要不可欠な存在である
ことを伝えていく事と共に、必要な存在であ
り続ける為の日頃の研鑽が必要であると思っ
ております。
　昨年の９月末に父が亡くなりました。今こ
うして土地家屋調査士でいるのも父の影響で
あり、一寸だけ父について書かせて頂きたい
と思います。父小笠原九二男は昭和12年に、
今は盛岡市に合併しましたが、都南村永井の
農家の二男として生まれました。父九右衛門
の二男なので、九右衛門の「九」と「二男」
で九二男という名前になりました。農家の二
男はいずれ家を出ていく必要があり、昭和34
年の22才の時に母親の兄である叔父の浅沼長
治土地家屋調査士・司法書士事務所に勤めは
じめました。（退会されましたが盛岡支部の浅
沼英弘さんと父は従兄弟同士で、私と盛岡支
部浅沼智之さん、徹哉さんと再従兄弟同士で
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１ 　はじめに
　 　日頃、岩手県土地家屋調査士会及び会員
の皆様には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賜り、厚く感
謝申し上げます。

　 　さて、令和３年に公布された「民法等の
一部を改正する法律（以下「民法等一部改
正法」という。）」、「相続等により取得した
土地所有権の国庫への帰属に関する法律
（以下「相続土地国庫帰属法」という。）」
については、相続登記の義務化など、幅広
く国民に影響する制度であることから、法
務省及び全国の法務局において、その内容
や意義について、広く国民の理解を得るた
め、様々な周知策を実施しているところで
あり、当局でも、これらの新たな重要施策
について、貴会の御協力を得ながら日々周
知・広報に努めているところです。

　 　また、同様に国の重要施策である登記所
備付地図作成作業についても、貴会及び会
員の皆様の御協力を得ながら順調に作業が
進んでおります。

　 　本稿では、貴会及び会員の皆様に、当局
が取り組んでいる施策の実施状況などを紹
介します。

２　所有者不明土地関連法の周知について
　 　令和３年４月28日に民法等一部改正法及
び相続土地国庫帰属法が公布され、所有者
不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両
面から、総合的に民事法制等の見直しがさ
れました。まず、土地・建物等の利用に関
する民法の見直しが令和５年４月１日に施

行された後、相続土地国庫帰属制度の創設
が同年４月27日、相続登記の義務化が令和
６年４月１日にそれぞれ施行されます。
　（１）相続登記の義務化等について
　　 　相続登記の義務化について、法務省民
事局では、令和４年５月に相続登記や
遺産分割の手続についての情報を集め
た「あなたと家族をつなぐ相続登記〜
相続登記・遺産分割を進めましょう〜」
（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_

　　 00435.html）と題する新たなページを
法務省ホームページ内に公開したほ
か、新しい相続登記制度について紹介
する Q&Aの作成や解説動画を法務省 
YouTubeチャンネル「MOJchannel」に
公開しているところです。

　　 　また、日本土地家屋調査士会連合会と
法務省との共同企画で、タレントのなぎ
ら健壱さんと所有者不明土地や相続登記
の義務化についての対談をするなど幅広
い広報に努めています。

　　 　ところで、令和４年７月に、法務省民
事局において相続登記の義務化に関する
アンケートを実施したところ、相続登記
が義務化されることを知っていると答え
た方は、全回答者中33パーセントという
低い結果となりました。相続登記の義務
化については、当局においても、関係機
関・団体に出向いて広報を行うなどの取
組を行ってきたところですが、上記アン
ケートの結果でも明らかになったとお
り、認知度はまだ低く、より一層の広報

「盛岡地方法務局における各種取
組について」

盛岡地方法務局長　長　橋　範　夫
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す。
　　 　また、同制度は、過度な管理コストが
国に転嫁されることやモラルハザードを
防止するために、その対象となる土地を
相続等により取得した土地のうち一定の
要件を満たすものに限定した上で、法務
大臣がその要件を審査・確認の上で、承
認する制度となっています。

　　 　この法務大臣の権限については、その
一部を法務局又は地方法務局の長に委任
することができるものとされており、今
後定められる省令において申請の受付や
要件の審査等に係る業務を法務局又は地
方法務局に委任される予定となっていま
す。

３　盛岡地方法務局における各種施策について
　（１ ）表題部所有者不明土地解消作業につ

いて
　　 　令和４年６月７日に閣議決定された
「経済財政運営と改革の基本方針2022」
において所有者不明土地対策及び登記所
備付地図の整備の促進等が政府の最重要
施策の一つとして位置付けられていま
す。

　　 　所有者不明土地のうち、土地台帳制度
下における所有者欄の氏名・住所の変則
的な記載が、昭和35年以降の土地台帳と
不動産登記簿との一元化作業後も引き継
がれたことにより、表題部所有者の氏名・
住所が正常に記録されていない土地が全
国的に存在している表題部所有者不明土
地は、所有者不明土地の中でも取り分け
所有者の探索に時間、労力及び費用を要
する類型の土地であり、円滑な不動産取
引や公共事業に支障を来たしています。

　　 　そこで、表題部所有者不明土地を解消
するため「表題部所有者不明土地の登記
及び管理の適正化に関する法律」(令和
元年法律第15号)が成立し、令和２年11
月１日に全面施行されて以来、表題部所
有者不明土地の解消作業が経常的に行わ

活動を行っていく必要があると考えてい
ます。貴会及び会員の皆様におかれまし
ては、これまでも相続登記の義務化に係
る広報に御協力いただいているところで
すが、今後も引き続き御協力をお願いし
ます。

　（２）民法等一部改正法について
　　 　民法等一部改正法の中で貴会員の皆様
に関連するものとしては、隣地使用権（新
民法209条）について、内容の規律を整
備し、隣地使用が認められる目的を拡充、
明確化しました。具体的には、「土地の
所有者は、「境界標の調査又は境界に関
する測量」のため必要な範囲で隣地を使
用できる」こととされたのは、貴会員の
皆様にも有益なことと思われます。

　　 　また、竹木の枝の切除及び根の切取り
（新民法第233条）や共有物の変更や管理
（新民法第251条及び第252条関係）など
に関する規定を盛り込み、不明共有者が
いても、残りの共有者で管理変更などを
可能とする制度のほか、個々の所有者不
明土地・建物の管理に特化した制度及び
所有者が土地・建物を管理せずこれを放
置していることで他人の権利が害される
おそれがある場合に、管理人の選任を可
能とする制度が創設されます。

　（３）相続土地国庫帰属法について
　　 　都市部への人口移動や人口減少・高齢
化の進展等を背景に、相続を契機として
望まない土地を取得した所有者の負担感
が増し、これを手放したいと考える者が
増加しているとの指摘があることを踏ま
え、所有者不明土地の発生を予防し、土
地の管理不全化を防止することを目的と
して、相続等により取得した土地の所有
権を国庫に帰属させることを可能とする
制度が創設され、令和５年４月27日から
施行されます。この制度は、これまでに
ない新しい制度であることから、各方面
から高い期待と関心が寄せられていま
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おける筆界確認情報の取扱いに関する指
針」については、土地の表題登記、地積に
関する変更、更正の登記又は分筆の登記の
申請に際し、隣接土地所有者の所在が不明
であることなどの理由により、筆界確認情
報の取得が困難な場合において、現地復元
性を有する登記所備付地図又は地積測量図
等の図面が存在する場合には、原則として
筆界確認情報の提供を求めないこととする
など、筆界確認情報の提供等に関する考え
方を、具体的な場面に分類して示すことに
より、筆界確認情報の取得が困難な場合に
おいても、円滑な不動産取引を可能とする
ため定められたものです。
　 　本通達及び本通知が発出されたことに伴
い、令和４年10月に当局の土地建物実地調
査要領の一部を改正したことから、その円
滑な運用のため、会員の皆様の御理解と御
協力をよろしくお願い申し上げます。
５　筆界特定制度について
　 　筆界特定制度は、平成18年の制度開始か
ら16年が経過しようとしています。これま
で裁判によることなく筆界をめぐる紛争を
解決する手段として、令和４年７月現在、
全国で既に25,336件の筆界特定がされ、却
下及び取下げを含めると39,375件が終了し
ており、この数は、筆界特定制度が創設さ
れる前の裁判所における筆界確定訴訟が年
約800件といわれていたことからすれば、
従前の３倍近い件数の申請がされているこ
ととなり、いかに国民に定着しているかが
お分かりになると思います。
　 　また、令和２年９月29日には不動産登記
法が改正され、地方公共団体が、不動産登
記法第14条第１項地図に表示されない筆界
について、対象土地の所有権登記名義人等
のうちいずれかの者の同意を得て筆界特定
申請をすることが可能とされました。
　 　これは、地籍調査における筆界未定を効
率的に解消しつつ、登記所備付地図の充実
や筆界特定の利用促進の観点から創設され

れています。
　　 　当局では、令和元年度以降、毎年度
163筆の解消作業を実施しており、緊急
性・必要性の高い事案の処理を優先的に
進めているところですが、特定が困難な
事案については、表示に関する登記の専
門家である会員の皆様に所有者等探索委
員として御尽力いただきながら解消に努
めているところです。

　　 　当局管内には20,000筆以上の表題部所
有者不明土地が存在しており、将来にわ
たり本作業が継続されることから、引き
続き貴会及び会員の皆様の御協力をお願
いします。

　（２）　登記所備付地図作成作業について
　　 　国の最重要施策の一つである登記所備
付地図作成作業については、従来型及び
震災復興型の２類型を並行して実施して
います。取り分け震災復興型登記所備付
地図作成作業については、東日本大震災
から11年余りが経過し、復興・創生期間
以降の取組が行われていますが、引き続
き、被災者に寄り添いながら東日本大震
災からの復興に向けた対応が求められて
いることから、当局でも沿岸部を中心に
局を挙げて実施してきたところです。本
年度は、宮古市沢田ほか地区において作
業を実施しているところですが、予定か
ら遅れることなく作業が進んでいること
は、作業機関に関わる会員の皆様の御尽
力の賜物と感謝申し上げます。

　　 　引き続き、被災地域の復興・創生に貢
献すべく、計画的な地図の整備に取り組
む所存ですので、作業機関に関わる会員
の皆様の御支援と御協力をお願いしま
す。

４　筆界確認情報の取扱いについて
　 　令和４年４月に発出された「表示に関す
る登記における筆界確認情報の取扱いにつ
いて」（通達）及び同通達に係る取扱いの
詳細について定めた「表示に関する登記に
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報証明制度」、「自筆証書遺言書保管制度」、
「実質的支配者リストの創設」などの周知・
広報にも積極的に取り組んでいるところで
す。
　 　法務局として取り組んでいる施策は、多
岐にわたりますが、その施策は、国民の関
心が高いものが多く、当局における所管業
務の重要性が増加しております。
　 　これらの施策を円滑に遂行するために
は、貴会及び会員の皆様の御理解及び御協
力、さらには、当局と貴会の相互の連携が
不可欠であると考えています。
　 　今後とも、貴会及び会員の皆様の御理解、
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。

たものであり、地方公共団体からの問合せ
や相談に積極的に対応しているところで
す。

　 　筆界特定制度については、国民にとって
より利便性の高いものにしていくため、引
き続き、貴会との協力関係の継続に努めて
いくこととしています。

　 　さらに、土地家屋調査士会ADRとの連
携についても、合同相談会を開催するなど
しているところですが、今後、さらに連携
の範囲を広げることが課題と考えておりま
す。

６　おわりに
　 　本稿では、貴会及び会員の皆様に関わり
があると思われるテーマを中心に新制度の
各種施策への取組を紹介しましたが、当局
においては、これらのほかに「法定相続情



─　7　─

令和４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
工　藤　　　實（盛岡）（敬称略）
川　村　浩　次（盛岡）
本　庄　大　輔（水沢）
阿　部　裕　明（花巻）

日本土地家屋調査士会連合会
東北ブロック協議会
感謝状受贈者
菅　原　唯　夫（盛岡）（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
小笠原　啓　助（盛岡）（敬称略）
渡　邊　典　史（花巻）
田　頭　正　之（盛岡）

仙台法務局長表彰状受賞者
慶　長　康　司（花巻）（敬称略）
宮　﨑　　　健（一関）
畑　中　勇次郎（県北）

盛岡地方法務局長
表彰状受賞者
伊　藤　秀　範（花巻）（敬称略）
三　浦　義　則（一関）
仁佐瀬　　　進（盛岡）

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４条
小　岩　邦　弘（一関）（敬称略）
顕彰規程第５条
畠　山　明　夫（沿岸）

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１号
小　岩　邦　弘（一関）（敬称略）
佐　藤　　　保（盛岡）
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　日頃からセンターの運営にご理解、ご協力
をいただいております、相談員・調停員、認
定土地家屋調査士の皆様を始め、事務局、運
営委員並びに会員の皆様方にはご尽力を賜
り、この場をお借りして深く御礼申し上げま
す。
　以下現状の活動実績をご報告致します。

活動実績（令和４年11月11日現在）
受付相談（認定土地家屋調査士対応）：15件
　 （受付相談で終了：13件　一般事件へ移行：
２件）

　調査士・弁護士相談員による相談：０件
　調査士・弁護士調停員による調停：０件

令和４年度の主な活動報告
　①相談員・調停員養成講座
　 　11月４日（金）に岩手県土地家屋調査士
会にて会場及びオンライン併用とする第１
回相談員・調停員養成講座を開催いたしま
した。本年度は講師として岩手県司法書士
会の小山田泰彦会長にお越しいただき『傾
聴について』と題しまして「〜聞く、聴く、
訊く〜」をはじめとする、対人コミュニケー
ションに関する内容についてご講義をいた
だきました。
　 　参加者は会場出席７名、オンライン出席
17名の合計24名のお申込みをいただき、新
型コロナ感染拡大の渦中でもあり、オンラ
インでの参加者が多数をしめましたが、小

「令和４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　永　野　智　之

第１回相談員・調停員養成講座
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山田会長による会場及びオンライン参加者
とも掛け合いの場面もあり、大変興味深
いお話で相談員・調停員に限らず、通常の
調査士業務の中でも関係者様とのコミュニ
ケーションにおいて大変参考となる内容で
ありました。

　②�法務局・筆界特定室との境界問題合同相談会
　 　例年行っております盛岡地方法務局筆界
特定室と当センターにて境界問題合同相談
会を本年度においても12月３日に開催を予
定しております。昨年と同様に盛岡市『い
わて県民情報交流センターアイーナ』を会
場として、法務局の表示登記専門官及び当
センター運営委員による土地の境界等に関
するお悩みについて対面にてご相談が出来
る機会を設けております。

　 　今年度は開催における事前のご案内にも
力を入れ、岩手県内における各市町村窓口
への直接の開催案内や新聞での告知、及び
岩手県土地家屋調査士会での土地家屋調査
士の広報活動の一環でもあるIBCラジオに
も出演し、県民の皆様へ広くご周知をいた
だけるようお知らせをさせていただいてお
りましたので、境界問題についてお悩みの
皆様方に広くご活用をいただけますよう
願っております。

　今後とも当センターにおける活動にご理解
をいただき、変わらず皆様方のお力添えをい
ただけますよう何卒宜しくお願い申し上げま
す。
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　今年度の全調政連の土地家屋調査士の専門
性の活用・地位の向上を図る政治活動中を抜
粋すると、「狭あい道路の整備・促進の活動」、
「入札区分の促進」、「固定資産台帳情報の開
示に向けた活動」等があります。
　狭あい道路関連については全調政連、日調
連、全公連が三位一体となって狭あい道路解
消に向けた委員会等を立ち上げ、更なる一歩
を進めるとしています。
　入札区分PTについては岩手政連でも例年
の活動として県土整備部への「建設関連業務
競争入札参加資格審査申請の手引き」中の資
格区分に「土地家屋調査士」を明記してい
ただく様要望しておりますが、結果は政連
ニュースに於いても会員の皆様にはお知らせ
しているとおり「Ｃランク」で当面は実現で
きないとする回答でありましたが業種の区分
等については国に準じて定めており、国土交
通省及び他県の動向を注視していくとの付帯
回答です。また国交省及び隣県の一部では既
に資格区分に土地家屋調査士が明記されてい
ることから今後の更なる活動に期待したいと
ころです。現在は「補償コンサルタント業務」
中の資格区分ではありますが最終的には「登
記関連業務」として明記される様、今後も顧
問である県議の方々と相談しながら焦らず活
動継続を行っていく必要があろうかと思いま
す。
　次に固定資産台帳情報の開示に関してです
が、私は調査士事務所を開業して29年目に

入っています。業務受託後に隣接者に対して
筆界の立会確認と測量調査のための敷地への
立ち入りの許可のお願いに伺うわけですが、
当時の記憶では大概は夕方か土日には会うこ
とができ、立会確認を行うまでそんなに日数
は掛からなかった様に思います。しかしここ
数年は隣地所有者と会えない事案がかなり増
えたと実感しています。市街地での業務時に
はアパート敷地の場合も結構あり、所有者も
遠方に居住していることも多いが大概は管理
している不動産屋に連絡すればそんなに面倒
ではありません。しかし所有者が高齢で施設
に入所している場合や相続が発生している場
合等は近所の方々に確認できる場合もある
が、近所でも個人情報保護が浸透しておりす
ぐには教えてもらえず、最近では隣地権者と
すんなりアポイントが取れる場合が珍しく、
その様な事件の時はなぜかホッとする自分が
います。立会依頼の仕方はそれぞれ違うと思
うが、私は立会依頼のお願いには最初からは
ポストに立会依頼文書を投函せず地権者の第
一印象もうかがいたいので遠方の住所地以外
は２、３回伺ってそれでも会えない場合に立
会依頼書面をポストに入れて連絡を待つか近
所の方からの情報を収集しますが、これまで
立会確認ができなかった事件はほぼ無いが立
会いまでに月単位でかなり時間が掛かること
もあり、このような場合に固定資産情報を利
用できればと思うこともあります。個人情報
保護法の施行前でも容易には連絡先等は教え

「全調政連の活動と実務について」
岩手県土地家屋調査士政治連盟

会長　髙　橋　宏　二
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をしているようであります。
　前段に記載した問題は調査士業務に直結す
る事案で、調査士の業務を円滑に速やかに行
うためにはやはり政治的運動を行う必要があ
ると思います。
　以上、硬い内容を書きましたが、土地家屋
調査士の使命でもある不動産に係る権利の明
確化と共に国民の信頼に応えるためには安定
した業務確保と正確な登記情報を提供する必
要があり、そのためには国会議員連盟等を利
用して政治的運動を行う必要があると実感し
ています。
　寄稿の最後をお願いで占めるのは甚だ恐縮
ですが今後も現政連会員はそのままで、政連
に未入会の方はぜひ御入会いただきます様よ
ろしくお願いいたします。

てもらえなかったが、施行後は国民の意識も
そのようなことから尚更情報の取得は難しく
なりました。政連では調査士制度推進議員連
盟を通じて総務省に要望しているがやはり直
接に情報開示は出来ないとのことで、法務局
を経由する方法等方策を練っているようです
ので今後大いに期待したいところです。
　次に会員増強についてですが、本年度は調
査士受験者数が５千人を上回りましたが、令
和３年度までは４千人を下回り年130名の割
合で減少している状況で、令和４年４月１日
現在岩手政連は入会率本会会員178名中152
名、85.4％で全国４番目であるが、関東圏、
近畿圏政連等は40％〜 50％で大都市圏ほど
低調の傾向がある。全調政連では少しでも入
会率を上げようと会員個々にＤＭを送る計画
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　日頃より当協会の事業へご理解とご協力を
賜り厚く御礼申し上げます。調査士協会の近
況についてご紹介したいと思います。
・�全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡

協議会について

　令和２年４月から全公連へ復帰しました。
しかし、コロナの影響でほとんどの会議は中
止、もしくは延期となり、試行錯誤してオン
ライン会議が始まりましたが、一度もお会い
したことのない人たちとのオンライン会議で
は意思疎通が難しくもどかしい時期を過ごし
てきました。やっと今年から集合型の会議が
東京で開催され、私としては初めて全国の理
事長の方々とお会いすることが出来ました。
そこで全国の調査士協会の状況、売り上げ、
公益事業をどのように準備、実施しているか
を知ることができたことはとても有意義で
あったと思います。これを岩手協会の今後の
公益事業や、予算の執行を考えるにあたり参
考にしていきたいと思います。また、他の協
会からみると岩手の受託額の多さに驚きを感
じているように思いましたし、特にも東北ブ
ロックの他の協会では受託額が伸びずに苦労
しているお話しを伺いました。当協会は諸先
輩が築いてきた土地家屋調査士制度の啓発が
時代を先取りした取り組みであったのだと改
めて感じているところです。
　土地基本法の改正で国及び地方公共団体
は、土地に関する施策を総合的に策定する責
務が課せられました。そのためには法定外公

共物等についても境界の明確化その他必要な
措置を講ずるものとされました。全公連では
法定外公共物の表題登記をすることにより、
境界が明確になり災害時の復旧・復興や地域
の活性化につながると啓発しています。その
他にも官民境界確認業務のお手伝いや狭あい
道路拡幅整備事業のお手伝いとして都市のイ
ンフラ整備事業を推進しているところです。
岩手協会としてもインフラ整備における調査
士協会の活用について制度啓発を進めていこ
うと思いますのでよろしくお願いいたしま
す。
・地図作成作業について

　令和３年度・４年度事業として盛岡市上田
堤一丁目、二丁目地区、そして宮古市沢田ほ
か地区において12月に無事に納品を終えるこ
とが出来ました。近隣の皆様にはご協力を頂
きありがとうございました。現在、令和４年
度・５年度事業において宮古市上鼻二丁目ほ
か地区を当協会で受託し作業に当たっており
ます。盛岡市舘向町ほか地区は本年度落札す
ることが出来ませんでした。地図作成作業は
当協会の公益目的事業でもありますので、次
年度以降も地域に密着した協会として受託で
きるよう準備をしていくところでし、全公連
でも作業の効率化に向けたソフトを開発して
おりますので社員の皆様には引き続きご協力
をお願いいたします。
・制度啓発について

　当協会では土地家屋調査士の制度啓発を官

「調査士協会の近況について」
公益社団法人岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

理事長　佐　藤　吉　和
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　これらについて意見を交わしてまいりまし
た。岩手県は職員の研修を通して不動産登記
法に則った適正な筆界の確認や地積測量図の
作成を実施していくということでありました
が、筆界の専門家としての土地家屋調査士の
活用も理解していただくよい機会となりまし
た。今後も土地家屋調査士、調査士協会を活
用頂き県民の権利の明確化に寄与できるよう
制度啓発を進めていきたいと思います。
　来年度から適格請求書（インボイス）制度
が始まります。公益法人として法令順守はも
ちろんのこと、公益法人としてのガバナンス
を強化し強固な組織として維持、発展してま
いりたいと思います。これからも岩手県土地
家屋調査士会及び会員の皆様には協会の事
業に対しご理解とご協力をお願いするととも
に、貴会の益々のご発展と会員の皆様のご健
勝をご祈念申し上げます。

公署に向けて実施しております。土地家屋調
査士以外の者が代理で地積測量図を作成する
ことが無いよう法令順守を基本とし、官公署
の方が作成する地積測量図が適正に作成され
るよう助言できればと思います。
　本年度も岩手県県土整備部と農政部との意
見交換会をさせて頂きました。内容としては
　① 嘱託手続きや筆界確認における相談、疑
問など

　② 不動産登記制度の筆界確認及び地積測量
図作成について

　③ 筆界と所有権界の違いを理解した筆界確
認について

　④ 筆界と公物管理界の違いを理解した筆界
確認について

　⑤ 用地測量後の用地実測図（地権者押印）
の管理について

　⑥ 未登記土地（道路・河川）の分筆登記に
ついて
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　令和４年度　岩手青調会会長の小田嶋達浩
と申します。岩手会会員の皆様には、日頃か
ら青調会の運営にご理解ご協力頂き大変感謝
申し上げます。
　岩手青調会は、平成元年の設立から、今年
で34年目を迎えます。令和４年11月25日現在、
正会員42名、特別会員26名での構成となりま
す。
　今年度も、コロナウイルスの影響が尾を引
いておりまして、中々皆さん集まっての研修、
行事をすることが難しいところではあります
が、その中でも感染対策を施しながら、工夫
して活動を行っておりました。
　今年度の主な活動の報告です。

〇東北球技大会について
　７月２日、コロナの影響で順延していまし
た東北球技大会を３年ぶりに、東北各地から
青調会員をお招きして開催することが出来ま
した。
　ラウンドワン盛岡店で、ボーリング大会を
開催。ボーリング参加者39名、懇親会には43
名と多数の皆様の参加を戴きました。
　久しぶりの集合型の催し物で、戸惑うこと
もありましたがなんとか成功裏に終えること
が出来ました。
　開催に協力して頂きました会員の皆様には
大変感謝申し上げます。

〇全国青年土地家屋調査士大会について
　今年度は中止で、令和５年11月の開催を予
定とのことです。（開催地：東京）

〇ゴルフ大会について
　11月13日に予定しておりましたが、諸事情

により中止としました。
　ゴルフをもっと青調会で普及したいと思っ
てましたが、浸透させることが出来ませんで
した。
　ゴルフ初心者にも気軽に参加していただけ
る様な工夫が必要と思いました。
　来年度はぜひ開催していただきたいと思い
ます。
　来年の私の目標として、今年はスコア110
〜 120の間をいったりきたりのラウンドばか
りで、100切りが一度もありませんでしたの
で、来年こそコンスタントに100切りできる
ように目指します！

〇宮城青調会設立50周年記念式典、祝賀会につ
いて
　11月19日、仙台ガーデンパレスにおいて、
宮城青調会50周年記念式典、祝賀会に参加し
て参りました。
　東北各地の青調会会員65名（祝賀会席次表
より）が参加し、宮城青調会歴代会長の表彰
が行われました。
　半世紀前、私が生まれる前から存在してい
たということに驚きました。改めて青調会を
創設した先輩諸兄方に対して畏敬の念を抱き
ました。
　私は予定があり、式典で中座したのですが、
　その後の祝賀会、二次会も盛大に盛り上
がったものと推測します。（参加したかった
です。残念！）

　今後の予定として、研修会を開催予定です。
題しまして、『日常のあれこれについて　グ
ループ勉強会2022』（仮）
日　時（案）：令和５年１月27日（金）
会　場（案）：盛岡市リリオ

「岩手青調会の活動について」

岩手青調会
会長　小田嶋　達　浩
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　皆様もコロナに負けない丈夫な体を目指し
ましょう。
　今後とも、岩手青調会の運営に引き続きご
支援いただきますよう、よろしくお願い申し
上げます。

　続きまして、定時総会を令和５年４月22日
（土）に盛岡市つなぎ温泉清温荘で開催する
予定でございます。
　最後に、私事ではありますが、最近、食べ
過ぎ飲みすぎで不摂生のため、体調管理に気
を付けたいなと思っております。

宮城青調会��創立50周年記念

東北球技大会
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　皆さんこんにちは！
　盛岡支部１年生の藤村慶太37才です。今回
はコンビニヘビーユーザーの私がおススメす
るとっておきのお店をご紹介致します。そん
な人間の舌なぞ信用に値しない？ノンノン。
独立し赤字続きのため、昔からエンゲル係数
だけは高かった実家に事務所を構え、食につ
いては一家言ある家族に囲まれ、小さな家で
肩身狭く暮らしている現在なのです。難病を
患った父、働く母、新米ママの姉、趣味にバ
イトに忙しい妹に代わり家事をこなす私は、
家族から「土地家屋調理士」または得意料理
の餃子にちなんで「土地家屋ギョーザ士」と
呼ばれています。
　そんな私の家族が長年にわたり通い詰めて
いるお店が、今回ご紹介する「割烹惣門（そ
うもん）」です。
　盛岡八幡宮の参道を下って10分弱、時間が
止まったような時計店の角を左に曲がった少
し先。料亭喜の字や盛岡劇場の並びにあり、
マスターと女将さん、息子さんのご家族３人
で営業されています。

　ご覧ください、このお料理写真。さながら、
一幅の絵画のよう。お料理がこちらに語りか
けてきます。もちろん、味も上品で絶妙。五
味のバランスがよく、旬の食材が活きていま
す。こちら、3000円のコースです。目で楽し
み、料理たちの声に耳を傾けながら舌鼓を打
ち、季節をじっくり全身に染み渡らせながら
ほろ酔う、格別な時間を提供してくれるお店
です。

先付け全景

先付け近景　前菜

｢お薦めのお店紹介｣

盛岡支部　藤　村　慶　太

　● 支部より
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焼物

茶碗蒸し

単品メニュー

先付け近景　酢の物

先付け近景　小鉢

お造り
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の写真のようなコースを注文したい場合は事
前に頼んでおくと良いかと思います。
　最初にして最大のおススメを紹介させてい
ただきました。コロナ禍を乗り越えて残る名
店です。少し足を延ばしてみてはいかがで
しょうか。

　　割烹　惣門
　　盛岡市松尾町５－２
　　開　店　17：00〜
　　閉　店　23：00
　　定休日　日曜・祝日
　　御予約は電話で承っております。
　　tel  019-654-6123
　　電話対応時間　13：00〜22：00

　とはいっても、惣門は小柄でサバサバした
女将さんが、ジーパンとエプロンと三角巾で
給仕をする気取らないお店。奥の厨房にいる
マスターは、気さくな笑顔でいつもニコニコ。
しかし、首から下げている小さな眼鏡は、料
理に対する妥協のなさを物語っています。息
子さんは「CHEF- １ グランプリ2022」和食
部門の岩手県代表という輝かしい実績もあり
ますが、他にもスプレーアートや生花でも芸
術性を発揮しています。
　女将さんは２年前に法務局の地図作成で立
会したとのことなので、ご存知の方もおられ
るかと思います。
　平日でさえ満席の時がよくあるので、行く
時は予約することをお勧めします。お料理は、
もちろん単品でも十分に楽しめますが、今回
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　「いつもの味を堪能したくて訪れる食堂」
と、「どんな味を提供して頂けるかわくわく
感がある食堂」の２店舗を紹介したいと思い
ます。
　まず初めに１店舗目についてお話します。
花巻市内でランチに行くとしたらどこのお店
で食べるのか、家族５人（子３人）の我が家
は、それぞれに食べたい物が異なります。そ
のため、ランチへ行く前に大変な揉め事が起
こります。車の後部座席では「どこで何を食
べるのか」子供たちのケンカが勃発します。
普段あまりジュースを飲ませていない下の子
は、ドリンクバーがあるお店がいいと言い張
り、ジャンクフードを食べたい真ん中の子は、
ハンバーガーとフライドポテトがあるお店が
いいと言い、健康志向の上の子は、野菜豊富
な定食を希望します。
　ショッピングモールのフードコートがあれ
ば、そこでランチをすることも可能ですが、
落ち着いた雰囲気のお店で食事をしたいと
き、このような、それぞれ食べたい物が違え
ど、最終的に家族みんなが納得して訪れるお
店、そこは花巻市内にある『日和佐』です。
　ここに落ち着く我が家ではありますが、な
ぜ、ドリンクバーもない、フライドポテトも
ないのに子たちは喜んで『日和佐』なのか、
疑問に思われるでしょう（ちなみに下の子の
ためにジュースやアイスクリームを注文した
ことは、残念ながらありません）。
　『日和佐』には、営んでいる精肉店からの
新鮮なお肉、種類豊富なメニューがあります。
どれを頼んでもおいしく頂けます。喜ぶべき
ことに定食には食後のコーヒーも付いて1000

円以下で食べられるメニューが多くありま
す。食べ盛りの子を持つ家庭にも、お財布に
やさしく大変魅力的なお店です。ちなみに我
が家が注文する定番メニューは、カツカレー、
トマトデミハンバーグ定食、石焼ビビンバ、
しそ巻き定食、冷麺です。下の子は、ここの
冷麺が大好き、真ん中の子は、カツカレーが
大好き、毎回注文しています。上の子は、ど
の定食でも野菜が豊富で満足です。家族それ
それ満足できる食事が楽しくできるのが『日
和佐』です。
　そして２店舗目、わくわく感が味わえる食
堂は、花巻市東和町にある『ワンデイシェフ
の大食堂』です。東和町土沢駅にほど近い、
地元民に愛されている食堂です。こちらの食
堂は、“毎日違うシェフ” が作る、日替わり
メニューが楽しめるお店です。
　参考にとある一週間を紹介します。
月曜日「カレーだＪ」毎週楽しめるカレー、
火曜日「ひまわり」ジンジャーチキンカツ、
マリアージュサラダ、採れたておひたし…、
水曜日「白い風船」ミラノ風ドリア、きのこ
のミネストローネ、モヒカンファームの…、
木曜日「パキスタンアフタブ」チキンアチャー
ルカレー、ナン、サラダ、ブラックティー…、
金曜日「みかん食堂」揚げ鶏のネギソースか
け、ふわとろカニ玉、マーラーカオ…、
土曜日「手打ち蕎麦」新蕎麦、かぼちゃ煮ビ
ター、季節の一品、セロリのレモン漬け…、
日曜日「サンデーシェフ　コンベエ」盛りそ
ば御膳。メニューのカレンダーが出ているの
でチェックしてから訪れるといいかもしれま
せん。

｢会員に来て欲しい食堂｣

花巻支部　渡　邊　典　史
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るのか、わくわく感があります。
　これから紅葉がきれいな季節に入ります。
大迫町の早池峰ダムの景色を堪能し、ハヤチ
ネフーズ直営店『ミルク工房ボン・ディア』
でジャージー牛の濃厚ソフトクリームを食
べ、花巻市内『日和佐』や同東和町『ワンデ
イシェフの大食堂』でランチを頂く、このよ
うなコースで花巻の風景を楽しむのもいいか
もしれません。

　また、人気のシェフのときは大変混むので
事前に予約するのがおすすめです（一日20食
限定ですので、12時前に完食になってしまう
ときもあります）。
　火曜〜土曜日のメニューは一食860円です。
東和町の現場があるときは、早めに現場入り、
11時30分開店と同時にお昼休憩ができるよう
に努力します。現場飯のためにスピードUP
です。何度か訪れているお店ですが、毎回異
なるシェフでどのようなメニューが提供され

日和佐　カツカレー

ワンデイシェフ　メニュー

ワンデイシェフ

ワンデイシェフ

日和佐　定食
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ダム堤内（ダム見学） ボン・ディア
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　遡ること12年。水沢支部の土地家屋調査士
制度60周年記念事業として、標高1129ｍの
駒ヶ岳山頂にある陸中一宮駒形神社奥宮ご造
営の荷役ボランティアに当時の村上孝支部長
以下８名（佐藤强会員、吉田春男会員、本庄
大輔会員、伊藤秀範会員（花巻支部）、三浦
義則会員（一関支部）、佐々木策郎さん（故人・
村上事務所）、私）で参加しました。建て替
えの資材をすべて人力で運び上げるお手伝い
で、25キロのセメントや木材等を担いで登り
ました。私は荷役ボランティア３回・竣工祭
１回の計４回登頂しました。
　奥州市水沢中上野町に鎮座する駒形神社は
もともと金ケ崎町と北上市にまたがる駒ヶ岳
山頂に「本宮」を置き、金ケ崎町西根雛子沢
と北上市和賀町岩崎に２つの里宮が置かれて
いました。しかし参拝者の利便性などを考慮
し、明治時代に現在地に本社が移され、山頂
の社殿は「奥宮」と称されるようになりまし
た。
　又、駒ヶ岳山頂の奥宮は伊達・南部両藩の
藩境線の起点とされ、藩政時代には両藩の地
域住民数百人が資材を山頂まで運び上げるな
どして、約20年毎のご造営が継続されてきた
という経緯があります。
　その同神社のルーツを訪れる奥宮登拝祭は
毎年８月１日に実施されていて、今回で119
回目となります。私は今年、十数年ぶりに登
山を再開したこともあり、小１の息子と参加
して参りました。（小４の娘には虫がいるか

ら嫌だと断られました）
　一般参加者34名、神社関係者３名（最年少
６歳、最年長81歳）。金ケ崎側の登山口の「う
がい清水」を起点に、６班に分かれ往復9.0
ｋｍ・標高差600ｍの登山です。
　当日は雨の予報でしたが、神様のご加護に
より、一度も雨に見舞われることなく、息子
は一緒の班の方から休憩のたびにおやつをも
らいながら、無事に登頂することが出来まし
た。神事を行い、奥宮に静かに手を合わせま
した。秋田側は雲がかかり景色が全く見えま
せんでしたが、岩手側は早池峰山を望むこと
ができ、山頂でのカップラーメンはいつもに
増して美味しく感じました。全員での記念撮
影では息子はちゃっかり山下明宮司より真ん
中で写り、大変良い記念になりました。
　基本的に奥宮の建て替え造営は20年毎に行
われることになっていて、８年後には部分改
修を行う予定であると山下宮司はおっしゃっ
ていました。その際には元気とやる気があれ
ば、再度協力したいと思っています。皆さん
もご一緒にいかかですか？

｢陸中一宮駒形神社　奥宮登拝祭
に参加して｣

水沢支部　八　幡　吉　充
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追記
　私のライフワークである居合道。コロナの
影響で３年ぶりに全国大会が静岡県浜松市で
開催されました。今回こそ優勝を目指し、稽
古を重ね臨みました。結果は３度目の３位入
賞でした。武神はまだまだ修行が足りないと
お認めにならないようです。来年こそはと気
持ちも新たに稽古に励んでいます。
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　その日10月１日、私は普段通りの段取りで
依頼のあった建物の調査をしていました。位
置特定のためGPS（PDAとセットで運用）を
セットし30分を過ぎた頃、２点目を観測しよ
うとPDAの経過時間を見ると、何故か何万
時間も観測したことになっていました。『あ
れ？今までこんなエラーは無かったのに…』
と思いながら、さほど気にもせず再度観測す
ることに。正常に30分は観測されたことを確
認し、安心して現場を後にしたのでした。
　その日は予想以上の好天で蒸し暑く、予想
外に体力を奪われたため事務所には戻らず、
自宅に真っ直ぐ帰ることにしました。
　週明けの月曜日、事務所の机に座り、土曜
のデータをPCに移しモニターを見ると、な
ぜか2003年になっていることに、その時初め
て気が付きました。内心『あぁーやってしまっ
た…日付は確認しなかったなー』と後悔する
と共に、また現場に行かなくては…ツイてな
いなーなどと思いながら、おもむろにPDA
の電源を入れてみると、これまた日付が2003
年に変わっているではありませんか！
　『PDAの日付のせい？』でデータの日付ま
で影響を受けたのか？と一瞬考えたのだが、
この事が『GPSの観測そのものに影響を与え
るものだろうか？完璧な時間合わせなどそも
そも無理なのでは？』と疑問に思ったのです。
そこで現場に行くのを一旦中止して、購入し
た測量機器の業者さんにまずはこの状況を電
話で聞いてみる事にしました。

　私は『PDAの電池切れをさせたつもりは
無いのだが、リセットされたように日付が変
わってしまったようなのですが…』と説明す
ると、『ちょっと調べてみます…折り返し電
話します。』という返事が返ってきた。
数十分後に連絡があり、メーカーに確認した
ところ、やはりロールオーバーが原因とのこ
とです。しかも古い機種であるため、メーカー
は日付修正のアップデートはリリースしない
意向とのことです。うちの場合は10月１日が
丁度その日に当たるらしいです。との説明が
あり『えーと、それって使えなくなるってこ
とですか。』との質問に、『そうなります…』
と申し訳なさそうな声の回答があった。確か
にうちのは古く15年ぐらいは使った計算にな
ります。でも機械的には全く問題なく、私は
まだまだ使うつもりでいました。
　私にとっては全く想定外の事態で相当
ショックだったのですが、『ちなみにそちら
で一番安い機械は今幾らぐらいですか？』と
聞いてみると、『150万程でしょうか』という
予想どおりの価格。私はかろうじて『判りま
した有難うございます』とだけ言って電話を
切った。
　その後２、３分は放心状態。考えたところ
ですぐには答えが出ないことは判りきってい
たので、とりあえず現場の再調査に出かける
ことにしました。
　調査を終え事務所で一息ついていると昔の
記憶が甦った。そう言えば以前同じことが

「ロールオーバーの憂鬱」

一関支部　三　瓶　伸　樹
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が載っていて、岩手にも販売代理店が有った
ので取りあえず見積もりを依頼してみること
に…待つこと２週間…音沙汰がありません。
『70万前後までなら検討します』と電話では
伝えていたのがまずかったのか。（後日連絡
は有りました。既に購入の後だったため結局
金額は聞きませんでした。）
　見積もり依頼から１週間後、ただ待ってい
るのも不安なので、仕事の合間に情報を探す
ことに。しばらく思いつくままテキトーな
検索ワードでWEBを物色していると、偶然、
なんと本体10万円未満の機械（他にスマホが
必要です）で測量に使用されている同業者の
ブログを発見！しかも２ケ所。ともに使用感
や使い方など丁寧で判りやすい内容となって
おり、読んでいくうちに私は非常にこのメー
カーに興味を持ちました。
　実はこのメーカー、上記の『受信機一覧』
に載っていて候補のひとつにはしていたので
すが、私の検索したワードが悪かったようで、
使用感や評価など私が欲しい情報を見つけら
れず、それゆえ諦めていたのです。
　結局これらのブログのお蔭で、その日のう
ちに私も同メーカーの物を購入することにし
ました。何と言ってもオサイフに優しいのが
うれしいです。しばらくは使い方を覚える
日々が続きそうですが、お蔭さまで私の悩み
のタネはひとつ減りました。

あって日付修正のアップデート作業をした事
があった。作業自体は簡単だったので、当時
はそもそも大した問題とは思わず忘れていた
のです。まさか同じ原因でこんな事態になろ
うとは…
　メーカーはもうあてに出来ないが、時間の
問題だけなら誰かがもしかして解決策を見つ
けてはいないだろうかと、ダメ元で『GPS　
ロールオーバー』から検索してみることに。
すると『GPSロールオーバーとは受信機の時
刻が約19.6年（1024週）過去に戻ってしまう
現象のこと。使用している内部の部品により、
全てではないがGNSS受信機でも影響が出る
場合がある。』という趣旨の説明を見つけた。
しかしそれ以上の今欲しい情報にはたどり着
くことはありませんでした。
　再び２、３分放心状態…『やはり買うしか
ないか…』と諦めムードの気持ちのまま、現
在どんな機種が販売されているのか調べてい
ると、国土地理院のホームページに『１級
GNSS受信機一覧』の情報が見つかりました。
その中で敢えて有名メーカーは台所事情によ
り候補から外し、新興メーカーを片っ端から
調べていくことにしました。明らかに怪しい
と感じる類似有名メーカーも見受けられる
中、日本のメーカーがあったのでホームペー
ジを覗いて見ると、価格の記載がありません。
このメーカーのHPには50万円代の前モデル
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　今回沿岸支部長の八木さんから依頼があり、私
が昔からずっと通っているジャズ喫茶タウンホー
ルを紹介したいと思います。
　ジャズ喫茶タウンホールは、1980年（昭和55年）
３月に営業を始め、３年後に現在の青葉通りに移
転しました。カウンター席、大テーブルが１、小
テーブルが３あります。
　とても落ち着いた感じで、仲間とゆっくりな時
間を過ごせる場所だと思います。私が事務所を開
業する少し前から通い始めました。ですからもう
40年近く通っていることになります。カウンター
に座り、ウイスキーを飲みながらジャズを聞き、
マスターや友人と色んな話をするのが楽しく、リ
ラックス出来る時間です。東日本大震災の後は
比較的早く確か2011年の８月ごろに営業を再開し
たと思います。いつも通っていた店が再開してく
れたことは非常にありがたいことでした。タウン
ホールのマスターも営業を再開するまでは慣れな
い仕事をしたり、大変だったようです。私の方は
倒壊建物調査、三陸沿岸道路立ち合い、地図整備
作業等で忙しくしていた記憶です。
　２年ぐらい前ですが、タウンホールで釜石市内
の医者の方と飲んでいるウイスキーの話から話が
弾み、医者の方の奥様が私の一つ下の後輩の妹で
あるということが分かりました。それは医者の方
が震災前に私がいた地域の在宅医療をしていてそ
の地域のことに詳しく、又、奥様から奥様の小さ
い頃の話をよく聞かされていたからでした。（そ
の当時、後輩家族は私の近所に住んでいた）その
後すぐ後輩に電話してもらい50年ぶりぐらいに話
しました。まさかそんなことになるとは夢にも思

いませんでした。後日その後輩とはタウンホール
で再会となりました。約50年近く会っていなかっ
たので、二人ともお互いにびっくりでした。
　現在住んでいる場所はタウンホールから西に歩
いて２分ぐらいなので、非常に通いやすくなって
います。これからもできる限りタウンホールには
通って行くつもりでいます。何かの機会に釜石に
来ることがあれば是非タウンホールに寄ってみて
下さい。

「ジャズ喫茶タウンホール」

沿岸支部　山　﨑　　　功
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閉店、市内唯一の映画館が閉館することに
なっており、映画ファンにとって非常に寂し
い一方で、新しく出来た施設として、八戸ポー
タルミュージアム「はっち」、八戸まちなか
広場「マチニワ」が建てられ、まちの様子が
変わってきました。そこで、この２つの施設
をご紹介いたします。
　「はっち」は、平成23年に新たな交流と創
造の拠点として、賑わいの創出や、観光と地
域文化の振興を図りながら、中心市街地と八
戸市の活性化のために地域の資源を大事に想
いながら、まちの新しい魅力を創り出す文化
観光交流施設として建てられた５階建ての建
物です。ここで職業柄気になってしまう建物
の登記については、詳しく調べておりません
が、八戸市が建築運営しているためか、未登
記のようです。愛称の「はっち」は公募から
生まれ、八戸のはちを親しみやすくしたもの
と、卵のふ化や出入口などを意味するhatch
にもちなんでいるそうです。（「はっち」ホー
ムページ参照。）その中で、こどもはっちと
いうエリアがあり、五感を刺激する遊具がた
くさん揃っており、子供共々お気に入りの場
所のひとつです。その他にも様々な展示会や
イベントにも参加することができます。以下
の写真は、外観と１階内部イベントホールを
撮影したものですが、実物はもっと素敵なの
で、ご覧になられてはいかがでしょうか。

　私は、青森県八戸市で生まれ育ち、大学時
代は岩手県盛岡市、卒業後は千葉県船橋市で
物理探査会社に勤務、平成19年に地元八戸市
へ戻り土地家屋調査士事務所を開業、平成30
年に岩手県九戸郡洋野町へ事務所を移転し、
現在に至っております。自宅は八戸市に戸建
てを構え、車で約30分かけて洋野町の事務所
へ通勤しております。今回のテーマは「会員
に見て欲しい場所」ということで、私が生ま
れ育った八戸市の最近の施設をご紹介したい
と思います。
　まず八戸市は青森県南東に位置しており、
太平洋に面した面積約305㎢の中核市です。
（同市ホームページ参照。）人口約22万人、世
帯数約11万世帯で、様々な産業があり、発電
施設、新幹線、自動車道路、フェリーなどの
インフラが整備されており、コンパクトにま
とまったとても住み易いまちです。観光につ
いては、名勝種差海岸、国の天然記念物に指
定されているウミネコの繁殖地の蕪島、是川
縄文遺跡、八戸三社大祭やえんぶりがありま
す。食については、地元の料理を提供する屋
台が連なる八戸みろく横丁、毎週日曜朝に開
催される八戸館鼻朝市、八戸港で水揚げされ
たばかりの新鮮な魚介類や生鮮野菜、地元の
物産やおみやげなどがそろう八食センターな
ど、多くの観光客やビジネスマンなど、市民
はもちろん市外のお客さんにも大人気のス
ポットがあります。魅力いっぱいのまちです
が、今年に入り中心街にあった老舗百貨店が

｢会員に見て欲しい場所｣

県北支部　岩　澤　拓　郎
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ター監修のもと作られたそうです。（「マチニ
ワ」ホームページ参照。）幻想的なオブジェ
を見ているだけで癒されますが、ホッピング
ウォーターやミストの装置があり、子供たち
の遊び場になっております。２階にはピアノ
があり、誰でも自由に弾くことができます。
私は猫ふんじゃったしか弾けませんが、演奏
すると建物内に響き渡り、演奏者も聴く側も
心地よい気持ちになれます。その他、休憩や
待ち合わせ場所として利用したり、様々なイ
ベントに利用したりと、市民にとって交流と
憩いの場となっております。以下の写真は、
外観と１階内部の写真になりますが、実物を
ご覧になって気持ち良さを体感してみてくだ
さい。

「マチニワ」外観

「マチニワ」１階内部

「はっち」外観

「はっち」１階内部

　次に、「マチニワ」についてですが、平成
30年に建築された八戸で初めてのガラスの屋
根つきの八戸まちなか広場で、雨や雪などの
天候に左右されずに過ごせる多目的スペー
スとなっております。建物登記については、
「はっち」と同様未登記のようです。日中は
自然光を取り入れ、夜はまちの行灯として機
能しており、春から秋にかけては、風が通り
ぬける開放空間として、冬季は大型スライド
ガラスを閉じることで一定の快適性を保つこ
とのできる憩いの空間として活用できるそう
です。「マチニワ」のシンボルとして、水の
樹というオブジェが建物１階中央にありま
す。これは、八戸青年会議所が昭和40年代後
半にまちの未来への展望を提唱した海の樹構
想をモチーフに青森県出身のアートディレク
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　皆様、「良い街づくり」と聞くと何を連想
しますか？私は最初、UR都市機構や区画整
理事業など大きな開発事業を思い浮かべてい
ました。
　自分自身の結論から申し上げますと、良い
街づくりとは身近にあり、小さなコミュニ
ティから始まるということです。それは、
　 良い家族が集まり→より良い地域になる→
大きくなって良い市町村→良い県→良い国

と発展していくものだと実感したからです。
　その経験の中で、土地家屋調査士は調査士
業務だけをするのでは無く、身近にコミュニ
ティ活動をすることにより、より良い地域の
発展に貢献していくという社会性も大事であ
ることに改めて気付きました。それは土地家
屋調査士の広報活動の一環にもなると思いま
す。
より良い地域

　私は昨今地域の役を任されました。それは
地区公民館の環境部長です。環境部長の仕事
は何をやるのかというと、家庭ごみ(ゴミス
テーション)の管理、公民館などの花壇の植
栽計画や、時には街路灯の管理などが有りま
す。世帯数は450世帯以上。
　春、地区公民館の役員を決める集まりがあ
り、各班長などが集まった。進行役が「役員
をやりたい人は立候補して下さい。」と発し
た次の瞬間、会場はシーンとした。それは嫌
な静けさで、みんな役を決めるということで
一言も発せずただ黙っていた。しばらくして

も沈黙だけが時間を支配していた。私はみん
なが黙っていたので沈黙していた。それが続
くと次第に自分の姿を俯瞰して頭上から見る
ようになってきた。そしたら役をやりたくな
いという一心で黙っている自分の滑稽さに吹
き出して笑ってしまった。みんな私を一斉に
見たかと思うと、周りの雰囲気が柔らかくな
り、一斉に吹き出して笑ってしまった。それ
からはみんなが率先してとまでは言わない
が、スムーズに役が決まっていった。ちなみ
に私は笑ったということで環境部長に任命さ
れた。なぜ？ (笑)
　夏を前に花壇を花木でどう彩るのか計画
（どの位の花木をどのような間隔で植えるの
か）→市に花木の補助申請→作業用具を用意
して、地域の方々と一緒に植栽。
　私は花木には詳しくなく、ホーマックの園
芸店員さんにも考えてもらい試行錯誤するこ
と1週間、今では友人です。
　秋、街路灯をどこに設置するかの選点。（夜
徘徊して暗い地域を探す）
　私の地区は新興住宅地にあります。次々と
家が建つので街路灯が常に不足しており盛岡
市の補助金は年に３灯のみの設置数となって
おります。
ごみ問題勃発

　自治体に入らない世帯の違反ごみを地区班
長で再分別しなくてはならないのか？そもそ
も自治体に入らない世帯のゴミステーション
の活用はどうなのか？

「良い街づくり」

盛岡支部　大　川　仁　宏

　● 寄稿
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域「良い街づくり」に貢献できるよう邁進し
ていきたいと思うこの頃です。
　余談ですが、広報活動の一環として行われ
ている川徳無料相談会では相談件数が増えて
おり、土地家屋調査士という職業が少なから
ず認知されて来ていると思われますが、今も
なお土地家屋調査士と名乗っても全然わから
ない人もいることは確かなので、より一層認
知度を広めるべく広報活動にこれからも邁進
したいと思っております。

私の現在の活動
　 岩手県土地家屋調査士会　盛岡支部幹事　
広報担当
　岩手県土地家屋調査士政治連盟　副幹事
　 岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　
盛岡地区幹事
　 岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　
企画研修部員
　地区公民館　班長、環境部長

　ごみの分別をせずゴミステーションに捨て
ている方がいるので調査してほしいという要
望。地区に住んでいる方なのか地区外の方な
のか？
　色々な意見が拮抗している場面で、双方の
意見をじっくり聞きながら落としどころを探
していくスタイルは調査士業務にも似ていま
す。
　地区公民館の役員をやっていて、ふと思い
出すことは仕事をはじめ自分の人生の中で最
も尊敬している先生に頂いた言葉です。
　「土地家屋調査士の使命とは何かを常々考
える事」仕事はやって当たり前、調査士の制
度の発展、調査士の社会性、社会貢献と、話
していたのを私は教訓にしております。その
先生は調停委員を長年にわたりされていま
す。こども食堂などの支援も積極的に行って
いる姿を見て、自分の不甲斐無さを感じるこ
ともあります。今は身近にある小さなコミュ
ニティ (良い家族)を一番に考え、より良い地
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「おめでたい」

　田　頭　正　之
（盛岡支部）

　● 第8回会長杯親睦釣り大会

　令和４年10月29日土曜日、第８回会長杯親
睦釣り大会に参加しました。
　震災前は毎年、山田湾で家族と防波堤釣り
や友人と船釣りを楽しんでおりましたが縁遠
くなり調査士会での会長杯親睦釣り大会を毎
年、楽しみにしております。私の魚釣りは下
手の横好きのため道具は前日にDCM（ホー
マック）で三千円の竿を買い、ライフジャ
ケットは私だけ当日レンタル。趣味のゴルフ
には惜しみなくお金を使いますが…。だって
魚釣りは釣れないこともあり、万が一、釣れ
なかった場合（釣れない場合を坊主と呼びま
す）妻から頭を丸めるより辛いお仕置きが
待っていますので、出費は最小限に抑えまし
た。当日の真夜中３時に家を出発し夜明け頃
の５時に港へ到着。開会式で新田副会長（実
行委員長）から大会概要の説明があり、カレ
イ・アイナメの匹数で競います。優勝・準優
勝・３位・大物賞・外道賞には豪華賞品が付
与。私の狙いは大物賞。その日釣れたカレイ・
アイナメで一番大きな魚を釣った人。外道賞
（目的と違う魚を釣った人）には黎明の寄稿
が副賞として付いてくるとのこと。もちろん
外道賞は眼中にありません。午前６時２隻に
分かれて、いざ出航。（頭の中は北島三郎の
北の漁場が流れています）ポイントについて
釣り初めの一時間、何も釣れずに不安な気持
ち。そんな時は得てして船酔い。ここで帰る
わけにはいかないと気合いを入れ直し竿先に
集中。何でも良いから釣れろ！とおまじない。
すると初ヒット！仕掛けを上げてみるとフグ
が釣れ、もちろん外道。しかも調理が出来な

いのでリリース。それからやっと誘いの感覚
を掴みカレイが釣れだしました。途中、小さ
いタコが２匹釣れ初めてタコを釣ったのでお
土産に持ち帰ることしました。さすがに外道
賞は他の人だと思っていましたので。釣り大
会も終盤に差し掛かり、釣果も好調に、船の
上でのおしゃべりも好調のときその時が訪れ
ました。今までにない激しいあたりと重い感
触。大物賞の予感。ワクワク！ドキドキ！慎
重に釣り上げ、ダブルヒット！一匹目は本命
のカレイ。二匹目は初めて見る赤い25ｃｍの
魚。名前はホウボウ。江戸時代には君魚（き
みうお）と呼ばれ殿様が食べる上等な魚だっ
たとか。赤い魚が釣れておめでたい。しかも
初めて釣った魚種なのでおめでたい。お昼少
し前、楽しい釣りの時間も終了し意気揚々と
港へ帰り、釣果を実行委員長へ報告し閉会式。
新田副会長から外道賞の発表。外道賞はタコ
とホウボウを釣り上げた私でした。豪華賞品
と黎明の寄稿、実におめでたい！
　ゴルフも楽しいけど魚釣りも楽しい！！
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　令和４年10月29日（土）釜石市平田の佐須
漁港にて、３年ぶりに会長杯親睦釣り大会が
開催されました。
　当日は晴天に恵まれ朝７時頃に開会式を終
えた後、出港しました。
　実行委員長の新田副会長から今日は10名参
加です。がんばりましょう！とご挨拶頂きま
した。

開会式の後参加者全員で

成績
　優　勝　　渡邊　政夫（花巻支部）
　準優勝　　田中　政利（盛岡支部）
　３　位　　小田嶋達浩（盛岡支部）
　大物賞　　田中　政利（盛岡支部）
　外道賞　　田頭　正之（盛岡支部）
　レディース賞　藤丸数子（沿岸支部）

出港前

優勝した渡邊政夫会員

準優勝＆大物賞の田中政利会員

「会長杯親睦釣り大会の様子」
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　ゴルフに纏わることを…とご依頼いただい
てから、自身のゴルフ歴について振り返って
みました。歴は10年ほどになるでしょうか。
練習もせず、年に３回程度社交の場として参
加することばかりで、毎度緊張して純粋にプ
レーを楽しむことなんて出来なかったように
思います。今年になってそのような楽しくな
いゴルフを克服しようと、場数を踏むことに
しました。お誘いがあれば断らず参加する、
そうすることで自然と余裕が生まれるのでは
ないかと考えたのです。
　そこで、調査士会員有志で結成している親
睦を目的とした「桐の華クラブ」のゴルフコ
ンペに参加してみますと、小笠原会長はじめ
皆さんが素人同然の私に優しく接してくださ
り大変安堵いたしました。季節の空気を感じ
ながら整った芝の上を歩いていると、会話も
弾みとても気持ちのいいものでした。桐の華
ではお陰様で中止を除いた６回の開催中、５
回参加し場数を踏ませていただきました。そ

の他含めると今年は20回位コースに出ました
が、結果スコアが大きく伸びたかといえば、
まぁそうではないのですが（もちろん今後と
もいいスコアを出せるよう精進いたします
が）、緊張することなくプレーを楽しめるよ
うになったと思います。
　最近は、同年代でゴルフを始める人が増え
てきたことも背中を押しました。なんでも形
から入るタイプの私は、ゴルフウェアなど
ファッション面にも気を遣うようにしてモチ
ベーションを高める工夫をしています。
　40代になり健康面も気にするようになって
きたところでしたので、ここ最近の「楽しく
なってきた」をチャンスと捉え、健康維持も
兼ねた老後まで続く趣味としたいと考えてい
ます。
　ところで、皆さんの「趣味は何ですか？」
もし、まだ見つけていない、ゴルフに関心は
あるけど始められていないなら、是非楽しい
ゴルフを一緒にしませんか？

「趣味は何ですか？」

　阿　部　裕　明
（花巻支部）

　● 第20回会長杯親睦ゴルフ大会
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　ショットの順番が来た。
　ティーグランドからコースを見渡し、一呼
吸する。
　ティーマーカーを確認し、ティーをセット
する。
　これはボールが気持ちよさそうに乗ってい
るだろう。
　数歩下がり後方からターゲットラインを見
定める。
　よし、アソコだ。
　ボールの横に立ち、ターゲットラインに対
してアドレスする。
　おっ、なんかいい感じ。
　いつものタイミングでスイングする。
　きれいな金属音とともに理想の弾道で飛ん
でいく。
　飛びます、飛びます
　グットショット（自己満）
　『ナイスショット』　『ナイスですねー』
　さっ、次行こ。と、まぁ、イメージはばっ
ちりなんですよね。イメージは。
　しかーし、現実は…。
　１ホール目：チョロ（あちゃー）
　２ホール目：シャンク（あちゃちゃー）
　３ホール目：チーピン（ガーン）
　４ホール目：テンプラ（ガガーン）
　などなどミラクル？ショットの連続

　本来、私レベルはコースをラウンドするの
はイケないのでしょう。しかーし、たぶん、
諸先輩方はやさしく受け入れてくれていま
す。今シーズンはこんなんでしたが、来シー
ズンの僕は違います。覚醒します。ゴルフの
未経験者の方、ゴルフを始めませんか。私が
覚醒する前なら、ブービーメーカーになる心
配はいりません。安心してゴルフを楽しめま
すよ。

　『いざゆかん、令和５年度岩手県土地家屋
調査士会会長杯親睦ゴルフ大会に！』

 25位の広報部長賞を受賞し寄稿依頼文を手に
した佐々木会員

「皆さん、ゴルフしましょ！」

　佐々木　敦　之
（花巻支部）
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　令和４年９月10日（土）きたかみカントリー
クラブにて、３年ぶりに会長杯親睦ゴルフ大
会が開催されました。本年度は、会員24名の
参加と青森会の三戸靖史会長、会員の御家族
にも御出席いただき、総勢27名で盛会に終え
ることができました。開会式では、小笠原会
長より『天候にも恵まれ、皆様よいスコア―
が出るのではないでしょうか。本日は最後ま
で楽しんでもらいたい。』と挨拶頂きました。

晴天の下、挨拶をする小笠原会長

順位表
優　　勝　葛巻　弘志（盛岡支部）
準  優  勝　田頭　貴子（田頭正之会員の奥様）
第  ３  位　田頭　正之（盛岡支部）
ニアピン　佐藤　吉和（盛岡支部）
　　　　　新田謙一郎（花巻支部）
　　　　　佐藤　　强（水沢支部）
　　　　　田頭　貴子（田頭正之会員の奥様）
ドラコン　小笠原寿男（盛岡支部）
　　　　　工藤　清見（盛岡支部）
　　　　　小野寺清一（一関支部）
　　　　　佐藤　　强（水沢支部）
ベスグロ　小笠原寿男（盛岡支部）

広報部長賞　８位　阿部裕明（花巻支部）
　　　　　　25位　佐々木敦之（花巻支部）
以下順位・アトラクション省略

優勝した葛巻弘志会員

集合写真

「会長杯親睦ゴルフ大会の様子」
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　藤
ふじ

　村
むら

　慶
けい

　太
た

　（盛岡支部）

事務所：盛岡市茶畑一丁目１番25号
経　歴：平成23年　岩手大学大学院工学研究科　　　　　　　卒業
　　　　平成23年　株式会社東芝　　　　　　　　　　　　　勤務
　　　　平成29年　藤村・葛巻・阿部土地家屋調査士事務所　勤務
　　　　令和３年　土地家屋調査士試験　　　　　　　　　　合格
　　　　令和４年　土地家屋調査士　　　　　　　　　　　　登録

　● 新入会員の紹介

　令和４年２月に登録入会した藤村慶太で
す。父は藤村誠、私は所謂二世調査士です。
性格は父に似ず内気でインドア派。小さい頃
は、テープ持ちやミラー持ち、近くの印刷屋
さんに図面の青焼きを依頼するお使いなどし
ておりましたが、父の思いとは裏腹に、大学
卒業後は火力発電所の技術営業をしながら東
京暮らしを謳歌しておりました。
　そんな中「人間的に成長できているか？」
「一生できる仕事か？」と思い至ることがあ
り、「戻ってこい」との父の誘いに５年前帰
郷し、藤村・葛巻・阿部土地家屋調査士事務
所で補助者として約５年間お世話になりまし
た。初対面の人と話すこともままならなかっ

た自分も、葛巻先生、阿部先生、諸先輩方を
始めとした皆様のあたたかい支えをいただ
き、だいぶ度胸がついた気がします。
　経費節約のため実家の一室を間借りして開
業してしまったため、内業の時は、朝、昼、
夜の家事をせよとの家族からのプレッシャー
に耐えながら何とか業務を行っております。
その影響からか最近は美味しい餃子を作るこ
とにハマってしまいました。
　開業から半年が過ぎ、調査士業務に必要な
経験、知識、技術の膨大さ、個人事業主の大
変さに愕然としておりますが、臆することな
く精進して参りますので、引き続きのご指導、
ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

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

　宮
みや

　𥔎
ざき

　弘
こう　た　ろう

太郎　（一関支部）

事務所：一関市城内２番16号
経　歴：平成18年　一関第一高等学校　　　　　　　　　　　卒業
　　　　平成21年　東北工業大学工学科建設システム工学科　入学
　　　　平成25年　福田道路株式会社　　　　　　　　　　　入社
　　　　令和2年　 土地家屋調査士試験　　　　　　　　　　合格
　　　　令和2年　 宮崎健土地家屋調査士事務所　　　　　　入社
　　　　令和4年　 土地家屋調査士　　　　　　　　　　　　登録
　　　　令和4年　 宮﨑土地家屋調査士合同事務所　　　　　開業

　令和４年３月より岩手県土地家屋調査士会
に入会しました、一関市出身の宮﨑弘太郎と
申します。
　私の父は土地家屋調査士で、小さいころか
ら土地家屋調査士という職業に興味がありま
した。具体的にどのような仕事なのかはわか
らなかったので、測量屋さんのような感じな
のかなと最初は思っていました。
　いざ本気になって土地家屋調査士の試験勉
強をしてみると、内容は法律のことばかりで
最初は驚きました。ただ、自分が興味のある
勉強だったので面白さもありくじけることな
く勉強できたのが合格できた肝だったのかと

思いました。
　試験では２点足りないなど、士業の資格試
験の難しさに痛感させられましたが、何とか
試験に合格することができました。
　私は令和２年の土地家屋調査士試験に合格
し、父親の土地家屋調査士事務所で補助者と
して働き始めました。
土地家屋調査士としては実務経験も少なくま
だまだ未熟ですが、日々努力をして知識、技
術を習得していきたいと思います。
まだまだ先輩調査士の方々にはご指導、助言
等いただく機会があると思いますで、よろし
くお願いいたします。
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　髙
たか

　橋
はし

　　　琢
たく

　（水沢支部）

事務所：奥州市水沢真城字折居町21番地
経　歴：平成20年　私立岩手高校　　　　　　　　　　　　　卒業
　　　　平成24年　立正大学地球環境科学部地理学科　　　　卒業
　　　　平成24年　株式会社吉田測量設計　　　　　　　　　入社
　　　　平成28年　釜石測量設計株式会社　　　　　　　　　入社
　　　　令和２年　土地家屋調査士試験　　　　　　　　　　合格
　　　　令和２年　土地家屋調査士安保事務所　　　　　　　勤務
　　　　令和３年　土地家屋調査士菊池事務所　　　　　　　勤務
　　　　令和４年　土地家屋調査士　　　　　　　　　　　　登録

　この度岩手県土地家屋調査士会に入会させ
ていただきました高橋琢と申します。大学卒
業後に測量会社に勤務しておりましたが、そ
こで土地家屋調査士の資格を知り、試験に何
度もチャレンジしてようやく合格することが
できました。
　試験には合格できましたが、調査士事務所
での補助者経験がなく不安に思っていた中、
盛岡の安保事務所と江刺の菊池事務所で勤務
させていただき、お世話になった皆様には心

より感謝申し上げます。
　今後は土地家屋調査士の仕事を通じて地域
に貢献することで恩返ししたいと思っており
ます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

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

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

平成27年 平成28年3月31日 172名 1法人 ２名 ６名

平成28年 平成29年3月31日 174名 2法人 ５名 ３名

平成29年 平成30年3月31日 178名 3法人 ６名 ２名

平成30年 平成31年3月31日 177名 3法人 ４名 ５名

平成31年
令和 元 年 令和2年3月31日 178名 4法人 ４名 ８名

令和２年 令和3年3月31日 181名 7法人 11名 ３名

令和３年 令和4年3月31日 178名 9法人 ３名 ６名

過去10年間の会員の異動状況
会員の数並びに入会者・退会者
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１　開催場所数　　　　7か所（電話相談　有　）（ウェブ相談　有　）

２　相談件数（総数）　　25件（面談　1件　電話相談　24件　ウェブ　0件　その他　0件）

３　主な相談内容（他の会の参考となるようなるべく具体的に記入をお願いします。）
　・国道買収により残った土地で、10㎡程の狭小地であるが隣地との境界を決めたい。
　・ 居住地の道路向にある所有地について土地の境界線が不明である。お隣とも話したが良くわ
からない。隣との高低差があるので土留をしたいと考えている。対象地は過去に土地改良を
実施した経緯があり、コンクリート杭が２本現存するが境界線を表すものなのかもよく分か
らない。

　・相続した土地の場所が分からない。どのように調べたら良いか。
　・区画整理の土地・建物の登記関係を知りたい。
　・登記簿の地積と公図、現地と相違していると思う。どうしたら良いか。
　・県外にある土地は相続済みだが、相続していない登記された建物と、未登記建物がある。
　・山の境界が分からなくなった。
　・隣接の農地を買いたい。
　・ 本家から畑を譲り受け耕作をしてきているが、面積が3000㎡のため、農地取得が出来ないと
いわれ、本家名義のままである。農地を取得する方法はないか。

　・建物を新築したく、袋地の解消をできるか？
　・ 境界標の設置の依頼をしたいので、近くに土地家屋調査士事務所があれば依頼したい意向で
ある。

川徳無料登記相談会の開催報告について
１　開催場所数　　　　川徳８回　相談コーナー

２　相談件数（総数）　　25件
　※ 相談内容につきましては、第６号『地識くんいわて』（令和５年３月発刊予定）にて、ご報
告致します。

３　相談担当者（盛岡支部）
　　菊池　静哉会員　　安保豊人会員　　川井一史会員　
　　小笠原正喜会員　　大川仁宏会員　　浅沼徹哉会員

全国一斉不動産表示登記無料相談会の開催報告について
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第１回『隣地との境界がどこかわからない』　　ゲスト：上田　直輝

境界トラブル解決ラジオ（６/14火）

①　今日の相談
ＡＮ）それでは今日の相談です。
　　　 父親から土地を相続したが、隣

地との境界がどこかわからない
から困っている。

②　考えられる原因
ＧＥ） 我々の仕事上、このような御相

談はたくさん頂きます。特に岩
手県は実家住まいが多く、昔か
ら隣地との境界線が曖昧なまま
暮らしていることがあります。

ＡＮ） 確かに、岩手県は農家の方々の
大きな屋敷も多くみられますね。

ＧＥ） 本家分家といった親戚関係で所
有している隣地や、仲のいいお
隣さんだからといった内容で境
界が明確にならないまま、現在
に至っているケースが多いです。

ＡＮ） そのような境界線がわからない
場合の解決策はあるのでしょう
か。

③　解決策
ＧＥ） まずは、ご自宅に土地を測量し

たような図面があるか、お隣と
の境界と思われる付近に境界杭
があるか確認してみてください。
次に、お近くの法務局に足を運
んでいただき、「地積測量図」と
いう測量した図面が存在するか
確認してみてください。どちら

もないような場合、測量し境界
を設置していない事が考えられ
ますので、お近くの土地家屋調
査士に相談してみてください。

④　まとめ
ＡＮ） それでは、今日のまとめをお願

いいたします。
ＧＥ） 土地の境界は、今はよくても将

来何らかのトラブルになる可能
性がございます。皆様の土地は
財産ですので、親の土地だから
ではなく、自分事としてしっか
りお考えになることをお勧めい
たします。

⑤　エンディング
ＡＮ） ありがとうございました。さて、

このコーナーでは、隣地との境
界線やご本人の土地や建物に関
する相談などを募集しておりま
す。こんなトラブルがあった、
まだ解決できていないことがあ
るなど、なんでも結構です。

　お問い合わせは、岩手県土地家屋調
査士会HPのお問い合わせフォームより
送信願います。
　また、毎月第３水曜日午前10時30分
から16時まで、パルクアベニュー川徳
８Fにて無料相談会を実施しております
ので、御活用頂ければと思います。
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①　今日の相談
ＡＮ）それでは今日の相談です。
　　　 隣の土地に隣の所有者が植えた

と思われる樹木が私の土地に越
境しており、枯葉の掃除や枝が
邪魔で困っている。

②　考えられる原因
ＧＥ） 自身の土地に木を植えるのは自

由ですが、木は年々大きくなっ
ていくので、いつの間にか隣の
土地まで枝が侵入していくのは
考えられます。

ＡＮ） 枝が邪魔だからって勝手に枝を
伐採するのはダメなんですかね。

ＧＥ） もちろん大前提として、相手に
このようなことで困っていると
話をできれば解決の道はありま
すが、隣地同士仲が悪いとか、
困っているのであれば勝手に
切ってかまわない。そのかわり
費用はそっちで持ってくれ。と
いったような話になってしまう
ケースもございます。

ＡＮ） 樹木の伐採等について法律的な
考え方はあるのでしょうか。

③　解決策
ＧＥ） はい、お隣から越境してきた枝

や根の取扱いについては民法に
規定があります。昨年、民法改
正があり来年４月１日から施行
され大きく見直される予定です
が、現行の民法233条１項には、

隣地の竹木（お隣さんの庭の植
えた木）の枝が境界線を越える
場合は、その竹木の所有者に切
り取らせることができる。とあ
ります。裏を返せば、困ってい
る側が勝手に枝を切り取ること
はできないとされています。一
方、民法233条の２項では、枝で
はなく根っこについて規定され
ており、隣地の竹木の根が境界
線を越えるときは、その根を切
り取ることができるとあります。
法律的にいうと、勝手に切って
も問題ないと解釈されます。で
すが、現実的なお話をしますと、
枝や根を切ったことで樹木に影
響を及ぼすこともあり新たなト
ラブルが発生してしまうことも
考えられます。

④　まとめ
ＡＮ） それでは、このような問題を抱

えているリスナーさんへアドバ
イスをお願いいたします。

ＧＥ） 樹木が隣の土地にはみ出すこと
は、悪意があって植えられてい
ることは基本的に考えにくいで
すが、相手への伝え方も難しい
と考えます。まずは、境界線が
明確でない箇所もたくさんあり
ますので、境界の専門家である
土地家屋調査士に境界を確認し
たうえで隣地と協議を進めてみ

第２回『隣地の樹木が越境している』　　ゲスト：上田　直輝

境界トラブル解決ラジオ（７/12火）
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ることをお勧めします。
⑤　エンディング
ＡＮ） ありがとうございました。さて、

このコーナーでは、隣地との境
界線やご本人の土地や建物に関
する相談などを募集しておりま
す。こんなトラブルがあった、
まだ解決できていないことがあ
るなど、なんでも結構です。

　お問い合わせは、岩手県土地家屋調
査士会HPのお問い合わせフォームより
送信願います。
また、毎月第３水曜日午前10時30分か
ら16時まで、パルクアベニュー川徳８F
にて無料相談会を実施しておりますの
で、御活用頂ければと思います。
　さらに、今月の７月31日は土地家屋
調査士の日です。全国一斉で無料　相
談を実施しますので、岩手県の情報に
ついては、岩手県土地家屋調査士会HP
にて、日程や時間をご確認ください。
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①　今日の相談
ＡＮ）それでは今日の相談です。
　　　 Aさんが、自分の持っている建物

を売却しようとしたら、不動産
屋から未登記なので登記してく
ださいと言われました。自分自
身で登記されているかの確認は
どうすればいいのか教えて欲し
い。という者ですが、上田さん、
どうすればいいですか？

　　　そもそも登記ってなんですか？
②　考えられる原因
ＧＥ） 登記とは…登記簿と呼ばれる公

の帳簿に、不動産（土地とか建物）
の所有者などに関する情報を記
載することです。土地の登記簿
であれば、どこの場所に、地目
が宅地なのか山林なのか、面積
がどのくらいあるか、誰のもの
かが記載されております。建物
の登記簿であれば、どの場所に、
宅地なのか、物置なのか、店舗
なのか構造は２階建てなのか平
屋なのか、床面積はどのくらい
で、所有している人は誰かなど
が記載されております。また、
銀行さんからお金を借りて土地
や建物を購入していれば、そう
いった内容も記載されておりま
す。

　　　 昔は、お金の借り入れをしない
で自己資金で建てる家が多かっ

た事や登記しなければならない
事を知らなかった。このような
ケースで登記していない家屋は
たくさんあります。

ＡＮ） 登記をしないと罰則とか法律上
あるんですかね。

ＧＥ） 建物を新築したら所有権の取得
の日から１か月以内に登記をし
なければならない。また、申請
しなければならないものがその
申請を怠った時は10万円以下の
過料に処すると、不動産登記法
に定められています。実際のと
ころ、未登記の建物は数多く存
在しており、過料をうけたとい
う話を私は聞きませんが、専門
家としては登記を行うようお話
ししております。Aさんの場合も
過料は無いと思いますよ。

ＡＮ） でも、過料になるという法律が
あるのであれば、登記はしてい
た方がよさそうですね。

ＧＥ） 土地や建物の登記は、土地を売
りたい、買いたいというように
親族だけでなく、買いたいと希
望する第三者が絡みます。その
際に、売主も買主も不動産屋も
取引が安全であることが大前提
です。そのためにも登記は必要
であるかと考えます。

ＡＮ） では、実際登記しているかどうか
はどうすればわかるんですかね。

第３回『未登記の建物について』　　ゲスト：上田　直輝

境界トラブル解決ラジオ（8/9火）
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③　解決策
ＧＥ） まずは、ご自宅に建物の権利証、

登記済証、登記識別情報といっ
た書類があるか確認してみてく
ださい。または、法務局の窓口
にいって、建物の登記を請求で
きる用紙があるので、建物の『全
部事項証明書』を請求してみて
ください。

　　　 登記がされている場合は、手数
料は数百円かかりますが、建物
の登記簿が出てきます。逆に登
記がない場合は、窓口でありま
せんと言われ、手数料はいりま
せん。

　　　 今回の御相談は、事前に不動産
屋に登記がないので登記してく
ださい。と言われています。お
そらく、先ほどお話しした法務
局の情報を収集したうえで、登
記がないと判断されていると思
います。

ＡＮ） そうか。でも、登記って法務局
に行けば誰でも取れるものなん
ですか。

ＧＥ） 誰でも請求できます。もちろん、
身分証も印鑑も必要ありません。
土地であれば【所在、地番】建
物であれば【所在、家屋番号】
を確認してください。今では、
法務局の窓口だけでなくオンラ
インで請求も可能です。

④　まとめ
ＡＮ） それでは、今日のまとめをお願

いいたします。
ＧＥ） 今回は、土地のトラブルの話で

はなく、建物の登記についてお
話いたしました。今回の相談で
ある自分の建物を売りたいとい
うケースでなくても、相続する
ときも同様に登記が必要になり
ます。まずは、ご自宅に権利証
といった立派な書類があるかを
ご確認してみてください。もし、
調べてみたら未登記だったとい
う場合、ご自身で登記すること
もできますが、必要書類がたく
さんあることや、図面を作成し
なければならないこともありま
す。一度、お近くの土地家屋調
査士へご相談してみてください。
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①　今日の相談
ＡＮ）それでは今日の相談です。
　　　 今日は土地の境界ではなく建物

の登記についての相談です。
　　　 土地を売却しようとしたら、お

願いした不動産屋さんから自分
ではない名義の今はない建物の
登記があるということでしたが、
どうすればいいでしょうか。

②　考えられる原因
ＧＥ） 建物は建てたり壊したりするの

で、建てたときだけでなく壊し
た時にも登記が必要になります。
建てたときには法務局に届け出
をしたけど、壊した時にも法務
局に届け出をしなければいけな
いという認識がないまま時間が
経ってしまい、そのままになっ
てしまう事があります。

ＡＮ） 壊した際にも法務局に届け出つ
まり登記をしないといけないん
ですね。

ＧＥ） そうなんです。登記は基本的に
は土地や建物の持ち主から法務
局に申請をすることによって手
続きがされます。

　　　 今回のような場合は建物を登記
した時期がかなり前で所有者の
方は亡くなっているため相談者
の方も登記があること自体わ
かっていなかったということだ

と思います。
ＡＮ） ところで、こういう場合土地を

売ることができなくなってしま
うということでしょうか。

ＧＥ）いいえ。
　　　 土地と建物はそれぞれ登記をす

ることになっておりますので、
土地を売る手続きは進めること
ができます。ただ、土地を買う
方からすれば、これから買お
うとしている土地上に実際には
建っていない建物が、法務局の
登記上は建っていることになっ
ているということになります。

ＡＮ）わかりました。
　　　 では今回のように今は建ってい

ない建物の登記についてはどの
ようにしていけばいいでしょう
か。

③　解決策
ＧＥ） まずは所有者として登記されて

いる方のお名前を確認してくだ
さい。

　　　 何代か前の方であれば相続人の
ひとりとして建物がなくなった
ことの届け出、つまり登記申請
を行うことで建物の登記はなく
なります。

ＡＮ）わかりました。
④　まとめ
ＡＮ） それでは、今日のまとめをお願

いいたします。

第４回『現存しない建物登記の処理について』　　ゲスト：藤丸　数子

境界トラブル解決ラジオ（９/13火）
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ＧＥ） 今回は、建物の登記についてお
話いたしました。建物を壊した
時に登記手続きをしなかった場
合は、登記上は建物が建ったま
まになっています。今回の相談
である自分以外の名義の今はな
い建物の登記がある場合に、自
分の先祖だけでなく、ずっと前
の土地の所有者の方で自分自身
は知らない方の登記が残ってい
る場合などもあります。手続き
が必要な際には、一度お近くの
土地家屋調査士へご相談してみ
てください。

⑤　エンディング
ＡＮ） ありがとうございました。さて、

このコーナーでは、隣地との境
界線やご本人の土地や建物に関
する相談などを募集しておりま
す。こんなトラブルがあった、
まだ解決できていないことがあ
るなど、なんでも結構です。

　お問い合わせは、岩手県土地家屋調
査士会HPのお問い合わせフォーム　よ
り送信願います。
　また、毎月第３水曜日午前10時00分
から16時まで、パルクアベニュー川徳
８Fにて無料相談会を実施しております
ので、御活用頂ければと思います。
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①　今日の相談
ＡＮ）それでは今日の相談です。
　　　 離れて暮らしている父が亡くな

り、土地を相続したのですが生
前、土地の具体的な位置を聞い
ておりませんでした。相続した
土地の場所を探すにはどうした
らいいでしょうか？

②　考えられる原因
ＧＥ） 近年はこのような事例が一般家

庭でも増えてきているようです。
バブルの時期に買ってしまった
ものや、お爺さんの代以前から
なぜか持っている山、なんてこ
とが考えられる理由でしょうか。

ＡＮ） 岩手県内には山も多いですし他
人事ではないですね。こういっ
た土地を探すのは難しいんで
しょうか？

ＧＥ） 一番簡単なのはインターネット
の地図、グーグル地図などで探
すことです。ただ、おそらく相
談者さんはその方法で見つけら
れなかったのではないでしょう
か。というのもインターネット
の地図は建物が建っている土地
でないと探せないようになって
います。

③　解決策
ＡＮ） 便利なインターネットの地図で

すが土地を探すのは難しいので
すね。まず何をしたらいいでしょ

うか。
ＧＥ） まずは市町村から所有者本人宛

てに送られてきます「固定資産
税の納付書」や「納税通知書」
に書かれている土地の所在を確
認してください。

　　　 だいたい４月から６月頃に届く
ものですが相続の時期によって
はお父様宛てに送られる場合も
あるので注意が必要です。

ＡＮ） そういった書類が送られてくる
んですね。土地の所在を確認し
た後はどうすればいいですか。

ＧＥ） 一つの方法として土地の所在を
管轄する法務局へ行ってみて下
さい。探している土地の場所に
よっては法務局に「ブルーマッ
プ」という土地の地番が書いて
ある地図があるのでそれを見て、
土地を探すという方法がありま
す。

ＡＮ） そういう便利な地図があるんで
すね。

ＧＥ） それから手数料は数百円かかり
ますが法務局の地図を取得して
みてください。探している土地
と周りの土地との位置関係を把
握する事ができます。法務局の
地図を見ながらブルーマップを
みると、より探しやすいと思い
ます。

第５回『相続した土地の所在が不明』　　ゲスト：加藤　巧寛

境界トラブル解決ラジオ（10/11火）
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ＡＮ） 他にはどういった探し方があり
ますか。

ＧＥ） 他には市町村役場で航空写真と
土地の形状を重ねている図面を
作っている事があるのでそれを
見せてもらうというやり方があ
ります。

ＡＮ） そういった便利な図面があるん
ですね。役所のどこの部署に聞
けばいいんですか？

ＧＥ） 市町村によって担当部署は違い
ますがおおよそ「税務課」だっ
たり「建設課」に近い名称の部
署が担当している事が多いです。
わからなければ役所の受付に聞
いてみてもいいと思います。

ＡＮ） 加藤さんはそういった土地を探
しあてた経験はありますか？

ＧＥ） 私が行った事例は相続ではなく
売買でしたが頼まれた事があり
ました。先ほど話した市町村の
管理する図面と近い、土地の形
状と航空写真を重ねた図面を作
りまして、お客様に大変喜んで
いただけました。

④　まとめ
ＡＮ） それでは、今日のまとめをお願

いいたします。
ＧＥ） 今回は、相続によって取得した

位置がわからない土地の探し方
についてお話いたしました。土
地の位置を探すにはある程度の
知識が必要になりますし、探し
てみて簡単に見つかる事もあれ
ば私たち専門家でも時間がかか
る事もあります。難しく感じる
ようであれば、一度お近くの土
地家屋調査士へご相談してみて
ください。
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①　センターとは
ＡＮ） 「境界問題相談センターいわて」

とはどのような事を行う機関な
のでしょうか？

②　センター紹介
ＧＥ） はい。境界問題相談センターい

わてとは、岩手県土地家屋調査
士会が運営をしておりまして、
国家資格の土地家屋調査士の中
でも、法務大臣より特別な認定
を受けた土地家屋調査士が、お
隣りとの土地境界のトラブルや
お悩みがある場合にご相談を受
け、当事者間で、話し合いによ
り問題解決へのお手伝いをさせ
ていただく、いわゆる『裁判外
紛争解決手続き』を行う機関で
す。県民の皆さんも一度は耳に
した事があるのではないでしょ
うか？。

ＡＮ） その裁判外紛争解決手続きとは
どのようなお手続きなのでしょ
うか？

ＧＥ） はい、簡単に言いますと、裁判
外紛争解決手続きとはその名の
通り、訴訟手続ではなく民事上
で、公正な第三者が中に入って
その解決を図るお手続きの事を
いいます。

ＡＮ）そうでしたか。
　　　 土地の境界でのトラブルやお悩

み、よくある事なのでしょうか？

ＧＥ） はい、近年は全国的に土地の境
界をめぐるトラブルが多くなっ
ているようで、お困りになって
いる方が沢山いらっしゃるとよ
く耳にします。

　　　 岩手県内では、土地境界の紛争
は全国的にみれば少ない方だと
思いますが、代々相続してきた
土地の境がわからないためにお
隣さんともめ事になるケースや、
不満に思いながらもなかなか言
い出せなくてもやもやした気持
ちを抱えている方もいるようで
す。

　　　 以前はこのような問題の解決方
法としては、裁判による解決や
法務省の筆界特定制度などしか
ありませんでしたが、当センター
では気軽に、そして安心してご
相談が出来るよう、法律の専門
家である弁護士と、土地境界の
専門家である土地家屋調査士が
協働で問題解決にあたっており
ます。

ＡＮ） 専門家に相談ができるとより安
心ですね。

ＧＥ） そうですね。当センターでは当
事者の方々が自分たちで解決す
るという意識を高めることに配
慮しておりますし、その話し合
いによって将来的にも安心・安
定した関係が保てるようになる

第６回『裁判外紛争手続きについて』　　ゲスト：永野　智之

境界トラブル解決ラジオ（11/ ８火）
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事を目指しております。
ＡＮ）なるほど、そうでしたか。
　　　 ところで相談するにあたり費用

はどのくらいかかるのでしょう
か？

ＧＥ） 初回の電話相談については無料
ですが、土地家屋調査士による
面談の相談や、弁護士及び土地
家屋調査士を交えての相談・調
停のお手続きの際には別途費用
も発生しますので、詳細につい
てはお問合せをいただければ幸
いです。

ＡＮ）お問合せ先をお願いいたします。
ＧＥ） はい、お問合せ電話番号は019-

908-7830『くればなやみぜろ』で
す。

③　法務局合同相談会のPR
ＡＮ） お電話の他に土地境界のお悩み

を相談ができる機会はあるので
しょうか？

ＧＥ） はい、来月12月３日の土曜日に
盛岡市アイーナ８階にて当セン
ターと法務局の筆界特定室が合
同で、土地境界のお悩みについ
て対面にてご相談ができる『境
界問題合同相談会』を開催いた
します。時刻は10時〜 16時で予
約不要、相談無料です。開催内
容は岩手県土地家屋調査士会Ｈ
Ｐでもお知らせしておりますの
で、お気軽にご来場いただけれ
ばと思います。

④　エンディング
ＡＮ） お問い合わせは、岩手県土地家

屋調査士会HPのお問い合わせ
フォームより送信願います。ま
た、毎月第３水曜日午前10時
00分から16時まで、パルクアベ
ニュー川徳８Fにて無料相談会を
実施しておりますので、御活用
頂ければと思います。

土地家屋調査士会 境界トラブル解決ラジオ
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   岩手県土地家屋調査士会    Ｒ４-１（１５８）         令和４年６月２８日 
 

 

 

  

  

 

発 行 所 

岩手県土地家屋調査士会 
盛岡市中野 1丁目 20番 33号 

TEL  019-622-1276 
FAX  019-622-1281 
 

担当：広報部 

                                                 

令和４年度 第７１回 定時総会開催 
 

５月２０日盛岡市「ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング」において令和４年度第７１回定時総会が開

催されました。（以下、会長挨拶より抜粋）岩手県内の新型コロナウイルスの感染者数は依然高止まりが続い

ており、今回の総会は過去2年と同様に新型コロナウイルス感染防止の為、同日に開催しておりました式典、

懇親会は残念ながら中止と致しました。皆様にはご理解をお願いすると共に、来年は盛大に開催できる事を祈

っております。 

本会の運営に関しては、オンライン

会議・オンライン研修の導入により、

オンライン会議は経費の削減や役員

の参集する事の負担減となり、オンラ

イン研修会では会員の皆様の参集す

る事の負担減となりました。その事が

昨年度の研修会出席率の増加、CPDポ

イントの取得増に貢献いたしました。

これらのことはオンラインの良さを

認識する事となりましたし、それと共

に、オンラインでは得る事ができない

参集する事が大切である事も改めて

認識いたしました。 

次に所有者不明土地問題が国家的

問題として指摘されるようになって

から久しいわけですが、昨年、所有者

不明土地問題の抜本的対応となる民

事基本法制の見直しが実現し、令和5

年4月1日施行を皮切りに順次施行さ

れていくわけですが、私たちの土地家屋調査士業務に深く関わって参ります。新年度からは盛岡地方法務局と

連携しまして新制度の意義・内容を国民各層へ周知広報出来る様に先ずは私たち会員一人一人が専門的知見を

身につけるよう取り組んで参ります。 

 
議事内容につきましては第１号議案から第１３号議案まで議案書掲載の原案どおり可決いたしました。また、

質疑応答の場では多くの会員から積極的な質問やご意見を頂戴しました。ご意見を真摯に受け止めより良い会

務運営をしてまいりますので、皆様の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 
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      岩手県土地家屋調査士会  Ｒ４－２号（１５９）           令和４年９月５日 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

発 行 所 

岩手県土地家屋調査士会
盛岡市中野 1 丁目 20 番 33 号

TEL  019-622-1276 
FAX  019-622-1281 
 

担当：広報部 

                                                 

令和４年度 東北ブロック協議会第６７回定時総会が開催されました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年７月８日（金）ホテルアップルパレス青森(青森市)にて日本土地家屋調査士会連合会東北ブロック

協議会第６７回定時総会が開催されました。三戸会長より『青森まで遠いところ大変お疲れ様です。本日の

総会に向け、精一杯準備してまいりました。先日、関東ブロック総会でコロナ感染者が出たとの情報が入っ

ております。マスク着用、手指消毒等、日頃より行っている感染対策を徹底し、新たな情報が入った場合に

は対応を協議したい。いろいろ不安はあるが何卒ご協力いただきたい。』と御挨拶がありました。 

 

役員出席者 

 

会    長 三 戸 靖 史（青森会 会長） 

副 会 長 古 川 克 巳（秋田会 会長） 

副 会 長 今 野 繁（山形会 会長） 

理   事 松 田 淳 一（宮城会 会長） 

理    事 小野寺 正 教（福島会 会長） 

理    事 小笠原 寿 男（岩手会 会長） 

日 調 連 理 事 菅 原 淳（山形会 副会長） 

日 調 連 理 事 千 葉 正 和（岩手会 副会長） 

協 議 会 事務局長 小笠原 陽（青森会 副会長） 

監    事 平尾健吾（青森会） 

監    事 堀内 圭（青森会） 
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三戸会長のあいさつの後、岩手県土地家屋調査士会相談役菅原唯夫氏、宮城県土地家屋調査士会相談役鈴木修

氏へ日本土地家屋調査士会連合会東北ブロック協議会よりこれまでの功績を証し感謝状を受賞しました。 

 

 

 

 

式典では、仙台法務局管区局長表彰式、日本土地家屋調査士会連合会東北ブロック協議会会長表彰式が行われ、 

これまでの功績を証し岩手県土地家屋調査士会から上記会員が受賞しました。 
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写真：懇親会で設置されたリング上で御挨拶する   写真：懇親会を楽しむ岩手会佐藤副会長と新田副会長 

日本土地家屋調査士会連合会会長の岡田潤一郎氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真上：担当会である青森調査士会の御厚意で盛り上げ 

てくれた『みちのくプロレス』 

 

写真右：東北ブロック協議会名誉会長の菊池直喜氏に中締め

をして頂きました。 

 

 

 

７月９日（土）前日のお酒が残る中、東北ブロ

ック協議会主催のゴルフコンペが『東奥カント

リークラブ』で開催され、日本土地家屋調査士

会連合会岡田会長御参加のもと、盛大に親睦を

深めることが出来ました。岩手会からは、小笠

原会長をはじめ５名で参加致しました。 

 

優勝は・・・岩手会の小笠原寿男会長でした。 

 

 

総会、式典、懇親会、翌日のゴルフコンペと２

日間、担当会である青森県土地家屋調査士会に

お世話になりました。 
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――� 編 集 後 記�――

　2022年度初めての取り組みである『境界トラブル解決ラジオ』。不動産登記法や
境界に関する内容を市民の方々にわかりやすくお伝えすることで、土地家屋調査
士の制度啓発に繋げ、我々の業務内容を広く周知することを目的にしております。
また、市民の方で土地や建物に関する同じような悩みを抱えている市民の方に、
解決するきっかけを作ってもらえればと考えておりました。６月から始まったIBC
ラジオ収録は、広報部で交代しながらゲスト出演を行っております。慣れない生
放送の現場や、市民にわかりやすい内容で原稿を作成すること、苦労も多々ござ
いましたが、楽しくやらせていただいております。今後も、岩手県土地家屋調査
士会のために、そして我々の業務を多くの市民に伝えていくために広報部一丸と
なり邁進してまいります。

上　田　直　輝

　何か新しい事を始めなきゃ。という焦燥感に駆られ、本年盛岡市主催のプログ
ラミング講座を受講した。終日×全７日間という日程にも関わらず参加料無料と
いう太っ腹な企画である。全くの素人として清水の舞台から飛び降りる決意で参
加を決めたが受講者の半数以上はプログラミング経験者で初日にして最終日まで
到達できるのか不安に感じたのを覚えている。講座が始まると初学者向けに一か
ら説明する内容に安堵したのも束の間、言葉の意味の説明はしてもらえるものの
全く聞きなれない言葉が滝のように降り注ぎ私の頭はショート寸前。しかしなが
ら座学でなく実戦形式の講義内容と講師の手厚いサポート、私の眠気と戦う努力
（？）により気がついたら最終日まで私を含め通学受講者は全員皆勤賞で卒業を迎
える事ができた。新しい事を学ぶ事で新しい知識はもとより本業に関しても違っ
た視点から見えてくる事が発見であった。今は新しく学んだ知識・経験を当事務
所と調査士業界にどうやって活かすか思案中である。

加　藤　巧　寛

　昨年に引き続き黎明の発行に携わっておりますが、多くの方々に寄稿いただい
て出来ているということを改めて実感いたしました。会議や研修会等でお会いす
るだけではわからない普段の様子をうかがえるものもあり、興味深い内容になっ
ていると思います。私は文章を書くのは非常に苦手で、ご依頼があると胃が痛く
なりながら、拙い文章を書いております。編集後記も一苦労です。寄稿いただい
ているみなさまには頭が下がる思いです。
　さて、今年は新たな取り組みとしてＩＢＣラジオでの収録があり、初めてラジ
オ番組のコーナーに出演いたしました。毎月広報部で原稿を確認しあいながら、
放送にこぎつけております。大変ではありますが、みんなで一生懸命取り組むこ
とはいい刺激になりましたし、温かいメンバーのおかげで楽しく活動することが
できました。ありがとうございました。

藤　丸　数　子

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
上　田　直　輝　　加　藤　巧　寛　　藤　丸　数　子



測量機器測量機器メンテナンスメンテナンス･メンテナンス サポート

各メ－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。

■ ＴＥＬ：０１９－６１３－２３８７ ／ ■ ＦＡＸ：０１９－６１３－２３８６
■ http://www . iwa tesokk i s y a . com/ ■E -ma i l : i n f o@ iwa te sokk i s ya . co . j p /

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
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Leica BLK360 G2

▼現場完結型ワークフローで 点群計測の課題を解決 ▼高い測位性能と圧倒的な機動力が、測量作業を変える

▪全ての衛星に対応
▪超コンパクト強靭ボディ
▪ハイブリッド・サーベイ・システム対応
▪第 世代 アンテナ搭載
▪ データコミュニケーション
▪ 時間駆動バッテリ内蔵

Leica GS18 I
最小・最軽量の次世代イメージングレーザースキャナー

撮影したスキャンを前回のスキャンと自動で合成し、
データの位置合わせを時間を短縮

（ ）

高速スキャン超
毎秒 点の速度で点群データを取得、球面画像
のスキャンを 秒で完了

場感のある ブラケット イメージング臨
厳しい照明条件や環境でも細部まで捉え、より臨場感の
ある光球と色付きの点群を実現

ンパクトで扱いやすいサイズ感コ
本体サイズ × 、バッテリー装着時の重さ
約 と小型・軽量

速データ通信高
および を介した簡単で安定した高速デー

タ転送を実現

▪高い精度であっという間に膨大な数の点を計測します。
▪現場を素早くキャプチャしておけば、その後に現場の
状況が変わったり構造物がなくなったとしても後から
対象を決めて計測することが可能です。

▪高速に全ての詳細データをキャプチャします。

▪視界が遮られた場所でもこれまで以上に簡単かつ
効率的に点を測位できます。

▪従来 受信アンテナでは計測できなかった点も
データをキャプチャできます。

▪柔軟性と制御性が改善され、時間がかかる機器を追加で
使用する必要がなくなります。

▪画像データをクリックするだけで、現場または事務所で
点を計測できます。

見たままの場所を計測
受信アンテナ

初期化時間の短縮 測位率の向上 精度の安定化

▼投資コストも作業時間も人員も大幅削減
投資コストに加え、作業フローも大きく改善

投資コスト削減 作業時間削減 作業人員削減

自動追尾トータル
ステーション

レーザー
スキャナー

▪点群密度が従来機の 倍
▪ による施工管理にも最適
▪土木・測量・維持管理にも威力発揮
▪ モジュールの搭載
▪ による遠隔操作も可能
▪オンボードプログラム 搭載

ス
ピ
ー
デ
ィ

高
い
汎
用
性

革
新
的



表示登記申請システム



〒171̶8516  東京都豊島区南長崎３丁目16番６号
TEL（03）3953̶5642  FAX（03）3953̶2061 （営業部）

www.kajo.co.jp
ツイッターID：@nihonkajo

フリガナ

■ご注文日　　　　年　　　　月　　　　日
T E L

FAX

通信欄ご住所 〒

お名前

※ご記入いただいた個人情報は、商品の発送、お支払いの確認などの連絡および弊社からの各種ご案内（刊行物のDM、アンケート調査など）以外の目的には利用いたしません。

販促コード：204881

40102
表各

書　　名 特価（税込） 部数

部

部

書　　名 特価（税込） 部数

2,970円 49182
不書２

40869
土地帳

4訂版 表示登記にかかる
各種図面・地図の作成と訂正の事例集 6,440円

8,510円49181
不書１ 3,470円

部

部

太枠内を記入し、
弊社に送信ください。

商品に同封の振込用紙をご利用ください（振込手数料は弊社負担）。

確認後、4～5営業日で、郵送または宅配にて出荷します。
※在庫が無い場合は、少々お時間を頂きます。

右記コードまたはURLからでも
特別価格・送料無料にてご注文いただけます！
https://forms.gle/dWckERbp3LLZcKy19

FAX.03-3953-2061ご注文

お届け

お支払

特別価格・送料無料 書籍注文書 ご注文締切 2023年2月28日（火）必着

不動産登記の書式と解説　第１巻
土地の表示に関する登記

不動産登記の書式と解説　第２巻
建物・区分建物の表示に関する登記

Q&A 詳解 土地台帳

【好評図書のご案内】

現 横浜地方法務局港北出張所統括登記官（所長） 宇山　聡 著
2022年5月刊 A5判 296頁 定価3,300円（本体3,000円）➡特価2,970円（税込）

正しい地図の作成に欠かせない「唯一の」実務解説書

4訂版
表示登記にかかる各種図面・
地図の作成と訂正の事例集

９年ぶりの
改訂版！！

不動産登記実務研究会 著
【第1巻】 2021年11月刊 A5判 312頁 定価3,850円（本体3,500円）➡特価3,470円（税込）
【第2巻】 2022年 3 月刊 A5判 640頁 定価7,150円（本体6,500円）➡特価6,440円（税込）

不動産登記の書式と解説
土地の表示に関する登記第１巻
建物・区分建物の表示に関する登記第２巻

表示登記編 完結 !

不動産登記申請書記載例集の決定版！

Q&A 詳解 土地台帳
表示登記・筆界特定・所有者調査のための知識
元横浜地方法務局長、元都城公証人・都城市代表監査委員 新井克美 著
2022年1月刊 A5判 800頁 定価9,460円（本体8,600円）➡特価8,510円（税込）

読み解くために必要な知識を網羅した全129問





日々の測量作業を革新
Trimble が提案する最新ソリューションで

いつでも、どこでも、新しい測量体験を。

お問い合わせ先

株式会社 トリンブルパートナーズ東北
〒020-0021
岩手県盛岡市中央通 2-8-24 MKビル2F
TEL : 019-652-4477
FAX : 019-652-4488

〒984-0015
宮城県仙台市若林区卸町 5-2-3 喜和ビル205
TEL : 022-762-6844
FAX : 022-762-6845

http://www.tp-touhoku.com/

本社 仙台営業所

手軽な斜め観測と便利なオプションで
GNSS 観測を誰でも簡単に確実に

Trimble RealWorks TOWISE Trimble Business Center Pro

測量、イメージング、3Dスキャンを
日常のワークフローに統合

ワークフローの自動化で
3Dスキャナーの常識に挑戦








