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福井県土地家屋調査士会 平成29年２月28日第171号(2)

〈タイトル文字〉　書 家　吉 川　壽 一

〈表紙写真〉　撮影：武生支部　岩 坂　昭 宏

敦賀市の常宮神社の梅の花です。今年は開花が早く、雪が降り積もる季節に可憐な花を咲かせていました。
写真は厳冬の中、奇跡的な晴れの日に撮影したものです。
土地家屋調査士にとって厳しい世情ではありますが、雪の中でも梅のように花を咲かせる存在でありたい
と願います。
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新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様には2017年の輝かしい新春をお

迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。

日頃は会務運営にご理解とご協力をいただ

いておりますこと御礼申しあげます。

昨年は規則第93条の不動産調査報告書の改

定もなされ実質施行から３か月経過しました。

実地調査権との関係はありますが、更なる調

査内容の充実に努めていただきますようお願

いします。

福井地方法務局と司法書士会および土地家

屋調査士会と連携のなか相続登記の促進のお

願いというところで、県また各市町へ赴いて

おります。相続登記そのものは、土地家屋調

査士の内容ではないものですが、関連して空

き家対策等の推進、また筆界特定制度の周知、

活用の啓発を図っているものです。筆界特定

制度発足から10年という節目のところ、福井

会において申請数は多いとは言えないところ

であると思いますが、筆界特定事件の迅速処

理のための取り組みとして福井地方法務局と

連名にて早期処理を定着させ、その制度の利

便性向上のため専門的知識・経験を有する土

新年のご挨拶

会　長　 加藤　栄一

地家屋調査士が代理人となる場合に自覚と誇

りをもった資料提出をお願いしているもので

あります。

少子高齢化に伴う人口減少から発生する新

たな問題点は避けて通れないところでありま

す。土地家屋調査士の受験者の減少・会員の

増加が考えにくい現状を思いますと、中期・

長期的問題として会館の維持問題も浮上する

ものと思われます、今、組織のあり方を検討

する委員会を立ち上げ検討していただいてお

ります。問題点の提示をいただき、会員全体

での共通認識構築のもと対策も考える時かと

考えております。

平成28年は信頼を事業基本方針として各部

が取り組んでおります。本年は役員改選年度

であります。小さな会ならではの得意とする

会員の顔が見える、会員同士の信頼関係を緊

密に発揮し、引き続きご協力お願いし、本年

も皆様にとりましてよい年となることを祈念

しご挨拶といたします。
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　福井県土地家屋調査士会の皆様、新年あけ

ましておめでとうございます。日頃から、不

動産の表示に関する登記事務の適正・円滑な

処理に御協力いただいていることに対し、こ

の紙面をお借りしまして、重ねて感謝の言葉

を申し上げます。

　本誌170号で申し上げたように、昨年は、

いわゆる骨太の方針において、登記所備付地

図の整備のほか、新たな取組として相続登記

の促進が取り上げられました。当局では、名

古屋ブロックにおける統一的な取組として、

両士会と連携して、管内の市町の首長を訪問

して相続登記の促進の必要性などをアピール

したほか、昨年11月にはユー・アイふくいに

おいて、講演会と併せて相談会を開催したと

ころであり、会員の皆様にも多大な御協力を

いただきました。改めて感謝の言葉を申し上

げます。空家等対策の推進に関する特別措置

法７条に基づき市町が組織する協議会の構成

員として、法務局職員の参加を求める管内の

市町も、おかげさまで、次第に増えていると

ころです。

　登記所備付地図の作成作業についても、坂

井市三国町宿地区における２年目作業は、本

誌170号８ページで御指摘があるように、例

年に増す困難が見られたところですが、皆様

新年のご挨拶

福井地方法務局長　吉 原　 宏

の御協力により、昨年のうちに縦覧まで無事

に終えることができました。本作業では、相

続人の探索が不可能であるために立会いがで

きない土地もあったと聞いており、改めてこ

うした作業などを機会とする相続登記の促進

の重要性を実感させられました。

　また、登記のオンライン申請の利用率の向

上は、現下の厳しい定員事情の下での業務の

効率化のため不可欠ですが、この点につきま

しても、昨年１年間の利用率の向上に改めて

御協力を感謝いたします。

　さらに、昨年は、筆界特定制度の創設を内

容とする不動産登記法の改正が施行されてか

ら10周年に当たり、若干の件数の増加が見ら

れたところであり、今後とも皆様には、当事

者の代理人として、あるいは、筆界調査委員

としての筆界特定事件の適正・迅速な処理へ

の御協力をよろしくお願いいたします。

　最後に、本年は、現在パブリックコメント

を求めている不動産登記規則の改正により、

法定相続情報証明制度の創設が見込まれると

ころであり、法務局にとって、筆界特定制度

の創設をも超える大きな変革となる可能性が

あります。お願いばかりで恐縮ではあります

が、皆様の御協力・御支援をどうぞよろしく

お願いいたします。
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１　最近、講演先で若い土地家屋調査士から

「寳金さんの名前はずっと前から知っていま

した。だからもうすごいお爺ちゃんで、もし

かして化石になっているのかと思っていまし

た。今、こうして大酒飲んではしゃぎ回って

おられるのが信じられない�」などと、あり

がたい賛辞？をいただくことが、しばしばあ

ります。確かに、最初に「法定外公共物」を

書いたのは昭和58年（翌年１月に青森地方法

務局報別冊として、全国に配布）です。法務

省の法務総合研究所教官になる少し前ですか

ら、今からちょうど33年前になります。若手

にとっては自分が生まれる前に本を書いてい

る化石人ということになるのでしょう。

　その頃から、登記事務の中でも土地の表示

登記の分野は、法律以外にも測量や法制史等

についての専門知識をも必要とする難しい分

野だと感じていました。裁判官や弁護士の多

くは、現在でもそのように感じています。

２　なぜ難しいのか、それは最高裁判所が、

明治初期に発足した大審院の時代から一貫し

て、境界確定訴訟は私的所有権ないしその外

縁（所有権界）とは無関係の公簿上の地番と

地番の境界線（筆界）を定めるもの、いわば

公法上の境界を定めるものだと考えているこ

とに主たる原因があります。そのため、①原

告が特定の筆界を主張したとしても裁判所を

拘束するものではなく（大連判大正12・６・

２民集２巻345頁）、②筆界を原告主張より不

利益に変更してもよい（最判昭和38・10・15

民集17巻９号1220頁）し、③筆界についての

当事者間の合意も裁判所を拘束しない（最判

昭和31・12・28民集10巻12号1639頁）、④裁

判所は何らの証拠がなくとも、地番境が登記

簿上存在する以上、裁判により必ずどこかに

筆界線を引かなければならない、⑤筆界確定

判決には対世効があるので、当事者以外の者

もこれに拘束される、⑥筆界は土地の所有権

（その外縁としての所有権界）とは無関係ゆ

え、筆界確定の訴えの中では所有権の取得時

効についての審理はできない（最判昭和43・

２・22民集22巻２号270頁）などとされてい

るのです。

　この考え方は、筆界は明治初期に創生され

た原始筆界も含めて不動であることを前提と

していますので、和紙公図の読み方さらには

その背景にある法制史・測量技術史的な知識

が不可欠になります。そこに裁判官や弁護士

等のシロウトでは筆界を判断できない難しさ

の原因があります。

３　裁判官の中には、最高裁の判例に逆らっ

て（あるいは最高裁判例の存在すら知らず）

「ＡさんとＢさんの土地の間に境界が（所有

権界・筆界と）２本もあるわけがない」と考

える者も少なくありませんでした。その上、

わが国とは異なって土地の境界が１本しかな

いドイツの判例を安易に導入して、所有権界

や占有界とは無縁のはずの筆界を判断するに

つき、現況の占有を重視する傾向がありまし

た。これに呼応してか、表示登記の世界でも

いわゆる「悪しき（不適切な）現況主義」が

蔓延していました。

４　そのような傾向に変化が現れたのは、平

成18年に筆界特定制度が導入され、それを機

に、不動産登記法123条１項において筆界は

「登記された時」に地番境とされたものそれ

自体を指すと明記されて以降のことです。こ

れにより、例えば原始筆界の位置は占有界か

ら推測するのではなく、基本的に明治初期に

地番境とされた線を指すことが改めて認識さ

れることとなりました。そのためか裁判所は、

所有権界と筆界は別物であること（不動産登

記法135条２項）を前提に、和紙公図記載の

筆界を考察の第一歩としつつ地形地物等を重

視しつつ総合的に判断するという、不動産登

記法143条１項と同様の手法を取る傾向を強

めています。

　また、東京法務局における筆界特定の運用

においては、かつての占有重視の考え方から

和紙公図と現況図の重ね図を重視する手法に

シフトしているように思われます。そのよう

なことができるのは、東京局管内では和紙公

図の精度が、現在の地図作製基準（国土調査

法施行令別表第四）に照らしても乙１ないし

乙２程度に達している地域が多いからです。

顧問弁護士　寳金　敏明

境界の医師として―自覚、研鑽そして誇りを！
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この点については、今後、東京局職員との勉

強会の中で、確認していくつもりです。

　老婆心ながら付け加えますと、国土交通省

は、現在、「公図」の厳格な検証作業を最小

二乗法の技法を用いて行い、その成果をネッ

トで公表しています。そこでは、和紙公図は

精確なのに「現」公図は不精確と判断されて

いる例がかなり目につくのです。そのことは、

例えば精度が高いはずの公図の一部が著しく

精度の低い公図地域に分類されていることか

ら分かります。なぜそうなるのか。実は国交

省により検証されているのは、「現」公図の

精度であって「和紙公図」の精度ではないか

らです。要するに、残念なことに、皆さんの

先輩がデタラメな分筆等を繰り返したり「官

民境界は動いて当然」などと誤った処理をし

たりした結果、「精度の低い（現）公図」と

判断されたものも少なからずあるのです。

５　振り返って土地家屋調査士のルーツを再

確認しますと、昭和の初頭、名古屋税務監督

局管内に各税務署長から嘱託を受けた土地調

査員という職が置かれて、土地建物の調査・

測量・申告手続等を行っており、昭和２年、

信州松本税務署において法制定運動が起こっ

たことを契機として現在の土地家屋調査士法

が制定されるに至っております（日本土地家

屋調査士会連合会「土地家屋調査士が歩み続

けた道」76頁）。

　今日、土地家屋調査士のみが登記筆界を独

占的に扱えるのは、ひとえに土地家屋調査士

が公的存在としての境界（私流に言えば、地

租改正事業に淵源を有する境界、すなわち「登

記筆界」）のスペシャリストとして誕生した

というその沿革にあります。ところが、残念

なことに、「筆界は話し合いによって自由に

動く」と誤解したり、「現況が筆界と異なる

ところにあったなら、（分筆・合筆等の地図

修正ではなく）地図訂正で直せばよい」と誤

解したりしている土地家屋調査士は決して少

なくないのです。

　そのような誤った取扱いは、裁判の場でし

ばしば深刻な事態を生じています。私の講演

等をお聞きになられた方なら、先刻ご承知で

しょうし、紙数の関係でここでは逐一を紹介

することは差し控えます。講演等で口を酸っ

ぱくして誤った登記処理をしないよう警鐘を

鳴らし続ける必要を、裁判事務を重ねるたび

に改めて痛感している次第です。

６　ベテランの裁判官や弁護士は、土地家屋

調査士の中にも様々な能力の「専門家」がい

ることに気づいています。医師にも医療技術

が未熟ゆえの「藪医者」や「手遅れ医者」が

いるのと同じく、土地家屋調査士にも、筆界

判定技術を伴わないゆえの「談合調査士」や

「現況調査士」が少なからず存在することを

経験的に知っています。そして、一部の無責

任な土地家屋調査士が善良な市民を苦しめ、

多大な苦痛を与えていることに心を痛めてい

ます。やっかいなことに、藪医者の場合と異

なり、無責任な筆界処理の結果は、その土地

家屋調査士が引退したり死亡したりした後に

深刻な事態であることが判明することが多い

ので、肝心の加害土地家屋調査士本人が自分

の愚かさに気づかずシレっとして同じ誤りを

繰り返す傾向が顕著なのです。

　反対に多くの土地家屋調査士が、良心的

に筆界を判断し、いわば予防法学の見地か

ら、市民の心の傷を未然に防止していること

を、ベテランの裁判官や弁護士は知っていま

す。特に自己研鑽を積んでいる土地家屋調査

士は、私たち法律実務家にとって師と仰ぐべ

き存在なのです。地方によって和紙公図の精

度が全く異なること、明治初年において用い

られた測量機器の違いやクセ等が筆界判定に

影響を及ぼすこと、和紙公図の精度判定や筆

界の判定に最小二乗法を活用できるケースが

少なくないこと、原始筆界の復元可能性は高

いのに創設筆界（分筆界）の精度に問題があ

る場合が多いこと、官民境界には様々な問題

点があること等々、実例を基に私たちは多く

のことを、研鑽を積まれた土地家屋調査士の

方々から日々教えていただいております。

７　私は、すでに病んで裁判という大手術が

必要な筆界を、一部の土地家屋調査士の支援

を受けながら担当しています。皆さんには、

そのような大事に至らないよう、いわば予防

医学の観点から境界をしっかり調査・管理し

ていただきたいと思います。

　全国で開催される研修会等に招かれてお話

をさせていただいて気になるのは、研修に熱

心に顔を出されるのは、同じ一部の、言わば

研鑽を積んでおられるからこそ自分達の業務

が高度な専門性を有することを自覚しておら

れる方々ばかりだということです。医師にも

同じような傾向があると聞いています。

　土地家屋調査士の皆さんは、境界の医師と

してしっかりと自覚し、研鑽を積まれ、高度

な法律専門家としての誇りを持って日々の業

務に望んでいただきたいと切望しています。
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　新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

　今回は、日調連の制度対策における取り

組みについて、ご報告させていただきます。

キャッチフレーズであります「境界紛争ゼ

ロ宣言」については、皆様もご存知かと思

います。今後も継続して発信してまいります。

制度対策における主な活動状況としては以

下のとおりとなります。

１．制度基盤の拡充を図る為の具体的方策

の策定と展開として

　(1) 空家対策・耕作放棄地等への対応

　法務省から、空家対策において法務

省・日司連・日調連の三者連携で多角

的及びトータル的にサポートできる取

組を行いたいとの意向を受け、対応方

策を検討しております。

　(2) 建物所在図作成プロジェクト

　平成29年度からの業務発注に向け、平

成28年度は愛媛県にてモデル事業を試

行的に開始しました。調査対象は官民

全ての建物です。

　(3) 筆界特定制度10周年事業対応

　法務省民事局民事第二課と協力して、

「子供霞が関見学デー」「法の日フェス

日本土地家屋調査士会連合会　

理　事　山﨑　勇二

ご　挨　拶

タ」に参加して、筆界特定制度及び土地

家屋調査士制度のＰＲを行いました。

２．土地家屋調査士制度改革の推進として

(1)� 土地家屋調査士法改正対応

　土地家屋調査士の調査権限の強化等に

ついて、当初、土地家屋調査士法第３条

の改正案の方向で法務省と協議を重ねて

おりましたが、現在、土地家屋調査士法

施行規則第２９条の中で、筆界の立会代

理・立会いの協力要請・登記を伴わない

調査測量等の趣旨を盛り込んだ改正案と

して、今後折衝していきます。

(2) 土地家屋調査士業務拡充への対応

(3) 業務情報公開システムの実証実験と検討

　実証実験に参加希望のあった全国８県

にて事前説明会を行い、実験中。

(4) 受託環境整備等

　平成28年度は、北海道における土地家

屋調査士業務の分離発注についての今後

の方針及び和歌山県における土地家屋調

査士業務の入札において適切な取扱いが

されていないと思われる事案についての

対応協議を行いました。

３．資格者制度の改変に関する情報の確実な
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捕捉と適切な対応

(1)成年後見制度への取組方策についての検討

　土地家屋調査士の社会貢献と捉え、成

年後見制度への関り方について、情報収

集と意見聴取を行っております。

(2) 権限移譲、規制改革、ＴＰＰ等への対応

　即応できるように情報収集に努めてお

ります。

４．民間紛争解決手続代理業務に関する課題

対応

　土地家屋調査士制度全体の課題として

広く捉え、検討していくこととしており

ます。

５．土地家屋調査士制度のグランドデザイン

対応

　前身の「制度の将来を考える会議」で

の協議結果を踏まえ、土地家屋調査士の

グランドデザインの作成に向け、「制度

のグランドデザイン検討会」を組成し、

グランドデザインの考え方や検討成果の

ありよう等について協議を重ね、グラン

ドデザインを描く前段として、「多様化

する社会構造と土地家屋調査士の将来」

について、様々な角度から意見交換を重

ね、叩き台としての長期視点に立った「土

地家屋調査士制度グランドデザイン」草

案を作成しました。今後も内容について

は検討協議してまいります。

　未だ、内容についてはお示し出来ませ

んが、サブタイトルとして「土地家屋調

査士の誇り・専門性・喜びを実現するた

めに」であり、日本土地家屋調査士会連

合会は、現在何が起きていて、今後何が

起きそうなのかを冷静に分析し、長期に

わたる見通しを立て、土地家屋調査士の

あるべき姿を示し、そこから戦略・戦術

を立て、新しい時代に対応する専門家と

しての考えを会員に説明することが求め

られており、目先の問題解決を図る個々

の戦術ではなく、長いスパンで進む方向

性を考える指針となるものであります。

　１月18日・19日に開催された「第２回

全国会長会議」の中で、初めて草案をお

配りし、スタートラインに立ったところ

であります。

紙面の関係もありますので、今回の報告は、

このあたりまでとさせていただきます。
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１．当該土地の地権者（将来の地権者も含めて）

　残地を含めた自己所有地の筆界が客観

的かつ公平に復元されることで、権利保

全、資産管理、および後日の紛争予防上、

有益となります。

２．周辺の土地の地権者など

　広範囲にわたって正確な筆界復元が行

われ、地積測量図が備え付けられること

で、自己所有地の筆界復元の際の基準が

明確になります。

３．発注官公署

　専門家が組織的に関与することで公共

事業に伴う大量一括の登記事務の円滑な

処理、および処理困難な登記事務の処理

が見込まれるほか、担当職員が登記事務

を行うことと比較した場合、業務の負担

が軽減し用地交渉等、職員の方でなけれ

ば行えない業務が効率的に行えるように

なることから、結果として公共事業全体

の円滑な実施に寄与することができます。

４．社員である土地家屋調査士

　他の土地家屋調査士と連携して業務を

行うことで新たなノウハウを習得する機

会となるため、特に新人育成としての効

果は高いと考えます。

　また、ベテランの方々にとっても基準

　新年あけましておめでとうございます。

　本年は、酉年ということで福井県土地家屋

調査士会ならびに会員の皆様にとって飛躍の

一年となりますことをお祈り申し上げます。

　私達の公益社団公嘱協会といたしましても

同様に飛躍の年としたいと考えておりますが、

取り巻く状況は混迷を深めております。

　昨年、全国の理事長の方々とお話している

中で、近年、公嘱協会に対する風当たりが強

いとの声がありました。

　曰く

「公嘱協会は単なる一業者にすぎない」

「公嘱協会はお金のことばかり考えている」

　等々

　確かに公嘱協会は「事業者」ですし、組織

を維持するためには一定の業績が必要不可欠

になります。

　しかしながら、このような見解は公嘱協会

の一面だけをピックアップしたものであると

思います。

　ここで公嘱協会が行う事業の受益者は誰な

のか考えてみたいと思います。

公益社団法人

福井県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

理事長　浦井　勉志

新年のご挨拶
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に寄与することが可能になるほか、土地

家屋調査士制度に関して「データの裏付

けがある政策提案」が可能になります。

　このように公嘱協会の事業は、各方面に効

果および影響があります。

　目の前の利益を優先するあまりダンピング

や仲間内での潰しあいを行うことは本末転倒

と言わざるを得ません。

　あるお寺の管主（法主）さまのお言葉に次

のようなものがあります。

「人の幸福をうらやむよりも　自ら築くこと

に努めることだ。そして神仏に仕えるつもり

で人々に奉仕すれば�人々を幸せにすると共

に自分が幸せになる」

　具体的に言えば、「今、できることを誠実に、

かつ確実にやっていく」ことの積み重ねが社

会全体の利益につながり、ひいては土地家屋

調査士制度の信頼と飛躍、そして社員の生活

基盤の安定・発展につながるものであると考

えます。

　社員の皆様方には、今後も積極的なご支援

ご協力をお願いするとともに、私達、公益社

団公嘱協会に未入会の会員の方々には是非、

入会をご検討いただき、共に汗を流し、共に

笑っていただきたいと思います。

　本年もよろしくお願いいたします。

点測量、山間部の測量、特殊な資料の精

査など、普段馴染みのない業務を目の当

たりにできる貴重な自己研鑽の機会とな

ります。

�そして、業務を通じて報酬を受けるこ

とができますから生活基盤の安定につな

がることは言うまでもありません。

５．本会など

　報酬基準の撤廃などの影響で、土地家

屋調査士業務の正当な報酬、業務の規

格・管理の方法、新たな土地家屋調査士

業務の方向性の模索など個々の土地家屋

調査士では対応しきれない事項で、かつ

本会でも周知徹底しきれない事項につい

て公嘱協会が受託した事案であれば統一

して実態把握が可能になるほか、様々な

検証も可能になります。

　このことは土地家屋調査士制度の未来

を考えるうえで非常に重要な役割である

と考えます。

６．法務局

　業務指導などを通じて統一的、かつ適

切な形で登記実務が処理することが可能

となり、より正確な地図・地積測量図を

備えることができます。

�このことは不動産登記制度の信頼性の

維持・向上に寄与するものであると考え

ます。

７．その他

　公嘱協会の組織力やノウハウを活用す

ることで防災・減災対策および復興支援、

および空き家対策などの様々な政策実現
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しまいました。ここでも、伊吹委員が過去の

「バズセッション」の問題・回答を、片っ端

から目を通して、「この問題を基本に、その

ように改良したらどうだろう？」と提案、「バ

ズセッション問題」・「回答例」を作成してく

れ、中六研修担当者会議にも同行してくれ、

見事　採用！という事になりました。

特別研修として、基準点測量や日常の測量

業務においての疑問点について、教えて欲し

い！という部長の公私混同したザックリした

要望に対して、丸投げされた川上司委員は、

（日常業務で忙しいにも拘らず）測量で、ど

の様な点が疑問なのだろう？山本は何を意図

して、こんな研修をしたいのだろう？と考え

てくれ、「もう一度測量について勉強する機

会を貰えてありがたいくらいです！」とまで

言ってくれ、（嬉々として？）全会員宛ての

アンケートや、研修内容まで熟考してくれ、

部長の要望よりも数段素晴らしい企画を出し

てくれました。

こんなやる気も能力も備えた部員さん達に

囲まれたお陰で、研修部長でござい！っとい

う顔をさせてもらいました。この場を持ちま

して、部員の皆様に感謝の気持ちを伝えたい

と思います。

「国民から熱望される筆界の専門家」とし

ての要望に応えられるよう、研修をしていき

たいと思っています。会員の皆様、是非研修

に積極的に参加いただき、研修への要望・希

望をお聞かせ下さい。

平成27年４月に研修部長に昇格して、はや

２年が経とうとしています。

隣接法律職：土地家屋調査士の地位向上の

ため、よりよい研修を！と、意気込んでみた

ものの研修計画に追いかけられっぱなしの２

年間でした。

しかし、どうにかこうにかやって来られた

のは、武藤副会長の常に先を見越しての指導、

細川副部長の細心のフォローなどは勿論です

が、何よりも研修部員の皆様の無私のご協力

なしには成り立ちません。

不慣れな部長の無理難題な指示に嫌な顔も

せず、もくもくと従ってくれ、アイデアを出

してくれた研修部の皆さんのお陰だと思って

います。

新人研修の計画・準備では、研修部１年生

の井上愼太郎委員、木野委員に企画をお願い

したのですが、初めてで戸惑う事だらけにも

拘らず、今までの例を参考に一生懸命に企画

してくれました。また、酒井委員も戸惑う両

委員をサポートして、新人研修会を成功に導

いてくれました。

定例研修では、どのような研修が必要であ

るか？　今　何について研修を行うべきか？

研修部員が各自頭を悩ませて意見をくれま

した。研修案内に部長が頭を悩ましていた時

も、澤本委員が「こんな感じの文章如何です

か？」と（あっさりと）助け舟を出してくれ、

助けられた事もありました。

また、今年は中部６県の新人研修会で「バ

ズセッション問題」担当に福井会が選ばれて

研修部長　山本　英雄

研　修　部

近況報告
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新年あけましておめでとうございます。

境界鑑定委員会の委員長の職をさせていた

だいております、小浜支部の西田和生と申し

ます。

早いもので、委員長の職をさせていただき

まして、１年半余りが過ぎました。私のよう

な未熟な者が委員長という大役が務まるのか

と不安な日々を過ごしましたが、皆様に支え

られて何とか今日まで乗り越える事ができ、

残す任期は半年足らずですが、そうぞ宜しく

お願いいたします。

さて、筆界特定制度が開始されて10年が経

過しました。近年、筆界特定・筆界確定訴訟・

ＡＤＲ・所有権確認訴訟などの手続きが重要

視され、日常業務において後続にこれら制度

が控えている可能性がある事もあり、制度の

性質を十分理解し、把握した上で依頼者の求

めている解決方法を導く必要があると考えて

おります。これらの制度の導入により日常の

業務において筆界の判断が更に慎重を要する

事となりました。また、土地家屋調査士が分

筆登記等を申請した現場で境界紛争が起こっ

た場合には、その登記に関与した土地家屋調

査士が根拠を求められる場面になるかもしれ

ません。筆界の判断をする上では、筆界の判

断について何となく理解しており、経験則だ

けで筆界を判断するのではなく、判断をした

根拠を述べる事ができる知識・技術・文書力

を習得していて総合的かつ合理的に判断をす

る必要があります。様々な根拠を述べる為に

は、法令関係を熟知している事は当然ですが、

公図が作成された経緯・歴史・制度・手法な

どを理解している必要があります。また、日

常業務においても古い文書を読む機会に直面

する事もあります。その為には、古文書を読

み解く力が必要です。

このように様々な事についての知識・技

術・文書力を習得していると、判断を要する

境界鑑定委員会

境界鑑定委員会委員長　西田　和生

分かれ道に直面した場合に様々な選択肢が増

え、総合的に判断して合理的な答えを導く事

ができるはずです。言い換えますと、自分が

判断した筆界について問題が起こった時に反

論できる事を全て把握している事になり、自

分自身を守る事にもつながるはずです。土地

家屋調査士は日々学習や研究が必須であり、

委員会を通じて私自身、全てにおいて知識不

足である事を痛感しました。

そういった訳で境界鑑定委員会では、平成

27年度は、筆界特定についての研修会を行い

ました。

平成28年度は、古文書解読技法と筆界確定

訴訟についての研修会を行いました。皆様の

おかげをもちまして、両研修ともに充実した

研修会を開催することができました。

古文書解読の研修につきましては、可能な

限り今後も継続をしてきたいと思います。個

人的に一般公開の古文書の研修に数回参加し

ましたが、素人からマニアックな方まで色々

な方々がおられ、その時の出席者数の多さに

大変驚きました。一般公開の古文書解読の研

修や研究は、県内の至る所で定期的に多々開

催され、サークルなどもあるようでした。土

地家屋調査士と一般の方々が学習する上で、

同じ共通点である事がわかりました。古文書

解読の研修や研究を一般の方々と共同で定期

的に開催できないものかと個人的に夢見てい

ます。一般の方々に境界についての理解や土

地家屋調査士のＰＲにもなるからです。

来年度の事業計画を立てる時期でもありま

すので、当委員会で研修を行いたい事案・制

度の解説・境界についての研究等がありまし

たら、委員会にお知らせください。研修会に

反映できますよう検討していきたいと思いま

すので、宜しくお願いいたします。



福井県土地家屋調査士会平成29年２月28日 第171号 (13)

地主総代・測量人・丈量人等の担当者を一同

に会し、作業方法を効率よく伝達管理し、検

査も画一的に行っている。

　つまり、事業が誠実に統一されて行われて

おり、幾つかの地域だけでも県全体の判断が

出来ると感じたことです。

　これは大事なことで、日本の地租改正事業

最大の暴動と云われている明治９年の伊勢暴

動は、三重県に始まって、愛知県、岐阜県に

まで広がったとされていますが、これにより

県または地域ごとに検査の寛厳が生ずるのは

必然で、これでは幾つかの地域を以て全体を

判断することは難かしいと思います。

　もう一つ大きな理由があります。

　何処の県もそれなりの検査は行っていると

思いますが、福井県では特別に改租再調とい

う試練を受けています。

　福井県の地租改正事業は全県下同じ時期に

同じ規則で行われているのですが、全県下の

作業がほぼ完了する頃の明治９年８月21日に

福井県嶺北地方は石川県域に、嶺南地方は滋

賀県域に分断されて、改租許可の検査は両県

別々に行われています。

　嶺南地方は、普通に明治10年７月７日に改

租許可 (耕地および市街 )を受けているが、

嶺北地方が改租再調を受ける羽目になったの

は、作業方法が違ったのではなく別の訳があ

ります。

　嶺北地方の一部の村が新旧税額の差を承服

せず抵抗したためですが、ただ、暴動によら

ず、再調査という方法を選んだためでした。

　抵抗したのは尤もでした。（福井県史通史

編５近現代一、第一章、第二節、四租税・財

政、地租改正）

　この時の検査の資料が残っていますが、こ

はじめに

　福井県の改租図は精度が良いという考えは

既に定着しているようですが、平板測量の精

度内で、原本についてであるという制約付き

です。

　それも原則的にであって、例外があっても

不思議ではないので、精度が良いというより

は、決め事に基づいて統一的に作製されてお

り、いい加減なものでは無いと言ったほうが

正確でしょうか。

　実は、縄のびのある地積もいい加減なもの

では無いといったら、どう思われるでしょう

か。

　いい加減というのは、何をどうしたのか説

明できない時に逃げる言葉としては便利です

が、測量時にある不正があったとか、道具に

瑕疵があったとかの具体的な要因があれば、

それを指摘し、地積をそのように扱うべきで

あると思います。

　つまり、要因が特定されなければ地積の正

確な扱いが出来ないということになります。

　まるで、雲をつかむような話に聞こえるか

もしれませんが、公図も最初は雲をつかみに

行った結果なのですから。

縄のびは決まりごとの上で生じている

　私は、縄のびの要因を特定できると思って

います。

　そう思う理由は、公図のことを調べていて

強く感じたのですが、福井県は権令以下県の

役人が職務に忠実であり、県民もまた誠実で

勤勉であったことです。

　具体的には、地租改正事業に備え、大区小

区を再編し責任を明確にし統率を図った事や、

測量師範を招き、測量技術の伝習制度を設け

質の向上を目指し、下調会所で相当数の村の

公図研究委員会委員長　青 山　 勉

縄のびの正体を探る
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れを見ると相当厳しかった事が窺われます。

　求積の可否は許容誤差で確認しているので、

これを分析すれば縄のびの要因を知る手がか

りになると思ったからです。

　つまり、改租再調で合格したということは、

厳しい検査を受け、普通は縄のびの要因とし

て考えられる不正・技術・道具の瑕疵等があ

ったとしても、それらはその時に取り除かれ

ているはずです。

　それにも拘わらず、登記簿の地積には許容

誤差より遥かに多い縄のびが含まれていると

いうことは、それは認められていたものと考

えれば良いと思っています。

　ただし、嶺南地方では改租再調を受けてい

ないので嶺北地方の検査前の状況として考え

ざるを得ませんが、改租再調の分析は、縄の

びの判断材料として使えると思います。

縄のびの要因特定が必要なわけ

　平板測量の精度が良かったといっても、縮

尺600分の１で当時の器具なので大体の感覚

ですが、視準誤差・測距誤差・記入誤差・製

図誤差があり、復元時の読取誤差まで含める

と、全部累積することはないと思いますが極

端にいえば復元位置が１ｍ違ったとしても不

思議ではありません。

　丈量での許容誤差は福井県の規則では未だ

見つかっていませんが、明治８年７月８日地

租改正事務局議定の地租改正条例細目第二章

第七条規定の一反に付十歩内外（3.3％内外）

となっているので、公的な改租再調ではこれ

が使われていると思っていたところ、検査資

料の中に３％で否というのもあり、県独自の

別な定めがあるのか、単なる誤りか更なる分

析が必要なのですが、仮に3.3％とすれば調

査士会館敷地と同じような土地の間口で換算

してみた場合復元位置は50㎝幅までに狭めら

れることになります。

　筆界復元に公図は勿論だが、地積の方がよ

り重要だと当たり前のことを書いてしまいま

したが、本題はこれからです。

① 規則から探る

　郡村取調規則第14条では、田は畦際から畦

際までを丈量と規定されていたが、明治８年

８月20日改正の第15条で中畔も丈量から除く

ことになっています。

　これを当時の地券大帳では、前者で除かれ

る部分を外畦畔として外書、後者を内畦畔と

して内書し本地に含むこととなっていたので

すが、実際には現地の段差で外畦畔があり、

今は無いが公図には内畦畔を表す黄色の線が

入っているにも拘わらず、旧土地台帳にはな

んの記載もないというのがほとんどである。

　旧土地台帳の作り替えのときに本地に編入

した可能性が全くないとは言い切れないが、

市役所の旧土地台帳で土地台帳制以前からの

地券大帳を今も使っている土地においても同

様である。

　当時は畦畔が非課税だったので、初めから

記載されず無視されたまま現在に至っている

と考えるのが自然だと思っています。

　畦畔については全国的にもめたようです。

（日本村落史考小野武夫著、第三篇、第二、

四地租改正後に於ける畦畔と地租）

　実際、平野部よりも段差のある山縁に近づ

くほど縄のび率が多くなるのを経験してはい

ないでしょうか。

　ただ、縄のび率の少ない村落も確かにある

ので個別に確認することは必要だと思います。

　畦畔以外でも、本来内書・外書として記載

されるものについては同様に扱われているよ

うで、明治18年の実地取調順序の際に作成さ

れた丈量野取帳（図化入り）の地元控えで確

認できます。

　これらは縄のびの要因の一つに含まれてい

ると考えていますが、そうであれば、中畔が

ある田と中畔のない田を登記簿面積で単に按

分して筆界復元すると誤りということになり

ます。

　外畦畔の大小でも相当位置が変わると思い

ますが、田と宅地との筆界線なら大問題で、

縄のび率は一筆ごとに違うと思ったほうが賢
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ん。

　地租改正事業が福井県とよく似た作業形態

であった秋田県での研究で、国土調査法に基

づく地籍調査の際、広範囲を一筆毎に登記簿

面積と実測面積との縄のび率をグラフにした

ものがあります。

　これを見ると、ほぼ一割を超えるぐらいの

土地がほとんどで、内書・外書の影響ではな

いかと思われる変化もあるので全国的な取り

決めだったのではないかと思っています。

　慣習については推測の域を出ていませんが、

もしこの論理が正しければ、筆界線が正確に

復元されていることが前提ですが、実測面積

から内書・外書に相当する歩数を減らし、残

った面積から更に一割減らせば許容誤差内に

入ってくることになります。

　確認するには、データが沢山必要なので教

えて頂けたら有難いのですが、如何でしょう

か。

おわりに

　念願であった地租改正事業での丈量測量で

ある平均求積法（十字法）が再現出来ました。

　道具製作課程で沢山の知識を得ましたが、

平均求積法を再現したことで、その難しさが

よく分かりました。

　改租再調での検査記録で否の多さに困惑し

ていましたが、体験したことで見方が変化し

たことを感じています。

　縄のびの要因として可能性のあるものは、

改租再調で排除されたと考えているものも全

て確認し裏付けが必要だと思っていますので、

この稿は時期尚早と思ったのですが、よい機

会だったので投稿させていただきました。

　皆様の研究の叩き台にでもなれば幸いなこ

とだと思っています。

　最後に、平均求積法の再現には、担当者は

もとより福井県土地家屋調査士会のご理解と

ご協力無くしては絶対出来ない事でした。

　この場をお借りしてお礼申し上げます。

明だと思います。

　公平と思って按分した筆界の位置が実際は

不公平であったということが起こり得ます。

　当然、現在の地目ではなく土地台帳制が開

始された明治22年当時の地目でとなるので、

調べられる限りの古い土地台帳とか公図で確

認しなければならないということになります。

② 他から探る

　上で述べている縄のびは、筆界の位置に影

響するといっても、平野部など場所によって

は少ないものです。

　また、縄のびは田だけではなく、畑・宅地

にも存在します。

　規則では定められていないが、認められて

いたとするならば慣習しか思い浮かびません。

　山林地の一つの例ですが、斜面を測り求積

した後に減歩したものを台帳に記載している

のを確認していますが、一字内では緩斜面も

急斜面も麓も峠も関係なく一率で実面積より

相当少なくなるように減歩されていました。

　それは慣習としか言いようがないものでし

たが、山林地にあるものが、郡村地にもある

と考えても何ら不思議ではないと思いますし、

自分の経験では、内書・外書以外に、郡村地

については一割ほどの減歩率があると実感し

ています。

　ただ、それがどんなものかというのが問題

です。

　江戸時代の丈量に関する例規として、畦際

引・蔭引・四壁引・縄心・縄だるみ等の除去

が行われていたが、これを全て採用すると縄

のび率が現実のものより遥かに大きくなって

しまうので有り得ないと思います。

　郡村取調規則でわざわざ畦際を規定してい

るということは、その侭は採用しないという

意味であると思いますが、現実には縄のびが

存在しているので、地租改正時に新しい取り

決めが作られたと考えています。

　それは、江戸時代の例規の一つである縄心

の精神を受け継いだものではないかと思って

いますが、そう突飛なこととは思っていませ
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　昨年12月７日福井市某所にて、公図研究委員会による、間縄を使用した十字法の再現測量を行い

ました。

　今回の再現測量をするにあたって必要な道具である間縄・十字器（十字法で測量する際中心で間

縄が直角に交わるよう調整するための道具）・間竿（間縄で測れない一間未満を測る竿）を過去の様々

な文献、研究者の本に記載の資料などの、多数の書物等を基に一から作成しました。

　十字器・間竿・間縄を巻く篗（枠）は文献

等の図面を基に手先の器用な北野弘至先生に

作成していただきました。間縄は福井市の老

舗ロープ店の倉庫に唯一一束だけ残っていた、

当時使用していたものに非常に近い本麻の麻

縄を使い作成を試みました。大まかな手順と

しては縄を渋柿の汁に漬け、なめし、乾燥さ

せ伸ばして伸びを取り、一間ごとに木札を紐

で結びつける。実際数回渋柿に漬け乾燥させ

たものを合同会館駐車場で引っ張ってみると、

汁に漬けたためかなりの伸びがありました。大袈裟ですがまるでゴムを引っ張っているような感覚

です。まず引っ張る力加減が分かりませんでしたし、最終的に数ヵ月ほど間隔をあけながら、かな

りの回数引っ張り、一間ごとに印をつける作業を繰り返して伸びを取り、引っ張る力は約15㎏（バ

ネばかりで計測、これは手に縄が食い込み痛いくらいのかなり強い力です）で落ち着きました。こ

の力加減が縄を引っ張った際にたるみや伸びが安定して取れる力加減です。作業の方法が悪かった

のか間縄完成までかなりの手間を要しました。

　そして、上記道具を使い実地測量を行うのですが、もちろん土地改良や区画整理が入った土地を

測ってもあまり意味がありませんので、地租改正時の公図の地域であり、現在の形状もおおむね形

状を保っている場所を探しました。見つけた場所は山裾の棚田で公図と若干差異はあるものの畔の

形状もきれいに残っています。その棚田の内隣接する４筆（一つは＋地番のため実際には＋地番は

１筆とみなし３区画）を使い再現測量を行いました。

　まず、そもそも十字法とは、郡村取調規則第十六条の平均求積法。不整形な土地を長方形に見立

て、縦×横で求積しちゃいましょうという方法。規則等に従い具体的には下記要領で作業しました。

①　四隅に傍示竹（長方形の四隅に立てる目印。ホームセンターで購入した竹を使用）を立てる。

　＊　面積の出入り調整と直角・並行方向を見ながらの長方形をつくる。

　＊　周囲縄は、出入りの見極めが困難な時だけで普通は張らない。

②　間縄を張る。

　＊　長方形の辺のほぼ中央辺りで張る。

③　十字器で方向を調整する。

　＊　間縄が交差する地点にあてがい、測点の傍示竹の方向を指示する。

④　測る位置に傍示竹を立てる。

　＊　四隅の傍示竹は、測点の傍示竹の方向を指示し、位置を確定する。

公図研究委員　山本　慶一

十字法の再現測量
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⑤　間竿で端数を測る。

　＊　間縄を張り、間竿で端数を測る。　

　＊　当時の資料として見られる丈量野取帳に倣って東西または南北何間何分（一分未満切り捨

て）と読み上げる。

⑥　記帳する。

　＊　読み上げた数字を記録する

　今回作業に入る前に土地の形状はトータルステーションを使い測量してあり、境界の折れ点には

木杭の上笹で目印をつけておきました。

　現地にて委員長より測り方の説明をし、まず参加者に間縄をどのくらいの力で引っ張るのかを試

してもらいました。みな一様に力加減に驚いた様子で、これだけでもやったかいがありました。そ

してそれぞれ役割を決め実測に入りましたが、まず上記作業の①が非常に難しく、実際傍示竹もっ

た４人を大まかに４スミに配置し、土地の面積の出入りを調整しようと試みました。１人が動くと

その分形が崩れるため隣が動く、そうすると長方形が崩れるため、１人動く、そうすると土地の出

入りが・・・・というように堂々巡りでなかなか決まりません。初めに２人を固定して残り２人を

動かし調整するなどいろいろ試しましたがうまくいかず、最終的にはメジャーで長方形の辺長を合

わせたり、土地の形状を蛍光テープで囲い形状をわかりやすくしたりと今現在しかできない荒業に

出ましたが、結果は以下のとおりです。

場所 回数
十字辺長

間縄実測値面積 許容誤差 ＴＳ実測面積
東西 南北

上段

１回目 9.3 5.7 53.01 ±1.89 56.74

２回目 9.5 5.5 52.25

３回目 9.6 5.5 52.80

中段

１回目 11 4.6 50.60 ±1.58 47.70

２回目 11.6� 4.3 49.88

３回目 12 3.7 44.40

下段
１回目 14.2 6.2 88.04 ±2.75 82.53

２回目 15.5 5.3 82.15

　※辺長単位は何間何分　面積は何歩で表示

　記載の許容誤差は地租改正条例細目等の資料を参考に実測値の約3.3％を算出したものであるが、

この許容誤差を超えるものであっても当時合格としているものもあるため、確定した数値ではあり

ません。また上・中の３回目はメジャーや蛍光テープを使用しておりますので、参考程度にご覧く

ださい。

　今回の土地は段差もあり土地の形状もかなり湾曲している部分もあったため難易度が高かったの

かもしれませんが、許容誤差に入ったのは一回のみという結果になりました。実際に間縄で測量し

てみるまでは正直こんなの簡単じゃないか、と思っていましたが想像よりはるかに難しいものでし

た。現在は技術の進歩により土地の形状や面積は、より正確に早く出せるようになりました。普段

はこれが当たり前の物だと思って業務をこなしていますが、これに至るまでには先人たちの多くの

苦労や試行錯誤があったことに感謝しながらこれからも業務をこなしていこうと思います。

　今回の再現測量により、道具もそろい手順等も把握できましたので、機会があれば他の土地も測

量しデータを集め、現在のわれわれの業務に役立てることができる資料を作成できたらと思います。

また作成した道具や資料等は調査士会で保管していますので、現物を見てみたい方や自分も間縄で

測ってみたい！という方がおられましたら是非調査士会までお問い合わせください。
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　最後になりましたが、今回の再現測量のご協力を快く快諾していただきました土地地権者様、法

務局職員様、会長及び調査士の先生方には謹んでお礼申し上げます。
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福井県士業等団体友好協議会　合同無料相談会

広報委員　倉田　英樹 　　

平成28年９月９日（金）にアオッサ６階の研修室を使用して、合同無料相談会が行われました。

当年は土地家屋調査士会が担当会でしたので、会場設営等の準備・後片付け・受付を広報部により

行いました。県内の各士業の先生方にはお忙しい中大勢お集まりいただき、各ブースにて相談者に

対し丁寧にご対応されていましたことを記憶しております。また相談内容によっては「そちらのご

相談は○○○士さんになりますので」という風に各先生方が適切に相談者への案内ができており、

私はこの時に合同相談会のメリットを感じました。相談者によっては幾つものブースを長時間かけ

て廻る方もおられましたが、最後は皆さん満足してお帰りになられました。私は初めての参加でし

たが、この一年に一度の機会を県民の皆様に是非周知していただき、次回も盛大に行われることを

期待します。土地家屋調査士会より相談員としてご担当されました北野先生、北嶋先生、大変ご苦

労さまでした。
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　昨年の福井支部総会は、第50回目を迎えま

した。この節目の総会を実りあるものにした

いと考え、総会の前に、当日出席された歴代

支部長16名に感謝の意を表しました。私の先

輩方に感謝状を贈呈するなんて、支部長冥利

につきます。また、支部長当時のエピソード

も話していただき、大変有意義なひとときで

した。

　さらに、総会では記念事業を提案しました。

その内容は、福井市の街区三角点と街区多角

点を対象とした街区基準点亡失調査です。当

日はジャケットを配布し、それを着て参加し

ていただきました。なにしろ土地家屋調査士

は個性が強いので（笑）、ジャケットは好み

の色とサイズを選んでもらう方法をとりまし

た。土地家屋調査士のマークは、鹿児島県土

地家屋調査士会の了解を得て、同様のマーク

を左腕と背中に入れました。この場をお借り

しまして、鹿児島県土地家屋調査士会にはお

礼を申し上げます。ありがとうございました。

　ジャケットは記念事業に終わらず日頃の業

務でも着用して、土地家屋調査士を宣伝し、

動く広告塔になってほしいと言う願いを込め

ました。幸いその後も会員がジャケットを着

ている姿を見るにつけ、やった！と思わず、

にやにやしてしまいます。(^-^)　

　実施は10月14日の午後としました。当日は、

澄みきった空の秋晴れで絶好の調査日和でし

た。この事業は、本会においても今年度の業

務部の事業の一つとしておりましたので、本

会からも全会員に参加の呼びかけを行ってい

福井支部長　片岡　芳子

　　福井支部総会50回目の記念事業

ただきました。そのおかげで他支部会員や補

助者、さらには福井市職員数名も含めて、一

班３～４名体制の17チームとなりました。一

斉に点の記や配点図等をもって市内へ繰り出

し、一班の調査目標を25点としました。これ

でも、全街区基準点の半分です。25点も大丈

夫かなと不安もあったのですが、なんと全て

のチームが目的を達成したのです。改めて、

チームワークの強さを痛感した事業でもあり

ました。

　亡失点調査について、点の記と異なる形で

存する場合は、「復元済」又は「異常」とし

ましたが、明らかに「復元済」である場合を

除き、「異常」としました。その結果を全会

員に、次のように報告しました。街区三角

点は、全155点のうち77点を調査し、現存61

点、亡失13点、異常３点でした。街区多角点

は、全662点のうち328点を調査し、現存259点、

亡失59点、復元済１点、異常９点でした。現

存率は、両方とも同じで約79％です。

　点の記の測量年月日は、平成15年となって

いますので、その頃に基準点が設置されたと

判断できます。10年以上の間に亡失点が全体

の５分の１を占めてしまった原因として、道

路拡張や、門型側溝の入れ替え工事等が原因

と考えられます。なお、今回は補助点の調査

は実施しませんでした。補助点の亡失を加え

ると現存率はさらに低下するものと推察でき

ます。この調査が官公署の管理体制の見直し

のきっかけとなれば、効果があったといえま

す。

支部だより



福井県土地家屋調査士会平成29年２月28日 第171号 (21)

先生は途中下車を旅行幹事である吉田副支部

長に懇願されておられましたが（笑））

小倉駅より別府駅までは、特急「ソニック

号」にて、別府では「地獄めぐり」をし、湯

布院の名門「山水館」にて宿泊。

２日目は、湯布院市街散策。（健脚の杉谷

先生は早朝より由布岳へ）

由布院駅では、ＪＲ九州が誇るクルーズト

レイン「ななつ星」が停車しており、記念撮

影をする方が大勢いらっしゃいました。

帰路は、由布院駅より博多駅まで特急「ゆ

ふいんの森号」、ほぼ座席は２階部分にあり

（支部旅行）

去る、10月29日（土）・30日（日）の両日

一泊にて、恒例の小浜支部　支部旅行を催し

ました。

例年、司法書士会小浜支部との合同でした

が、今回は単独開催で且つ、旅行参加者も支

部会員13名中５名と少し寂しいものとなりま

したが、日頃の業務の慰労と会員の親睦を図

るべく、九州湯布院へ行って参りました。

新神戸駅より山陽新幹線にて小倉駅へ（途

中　広島駅近隣車窓からの　ＭＡＺＤＡ　Ｚ

ｏｏｍ－Ｚｏｏｍスタジアムの華麗さに驚嘆。

折しも日本シリーズ第６戦の日であり、中積

　汗を流した後の懇親会は大いに盛り上がり

ました。会員相互の親睦も一層深まり、楽し

いひとときでした。これからも、支部会員同

士の調和と結束で、和気あいあいの支部をめ

ざして行きたいと考えております。

調査員集合

調査説明

調査（福井会加藤栄一会長も参加）

小浜支部長　富田　博司

支部旅行及び支部研修



福井県土地家屋調査士会 平成29年２月28日第171号(22)

眺望は素晴らしいです。（私は全く知りませ

んでしたが、ＪＲ九州の特急電車はバラエテ

ィーに富んでおり皆様も是非一度。）

電車の旅行もたまには良いな。と、実感す

る支部旅行でした。

（支部研修会）

去る、11月18日（金）に、小浜市文化会館

において最新のＴＳ及び「ＧＮＳＳ」の研修

会を行いました。（トリンブル北陸㈱さまの

ご協力による。）

日程調整が難であり当初座学を希望してお

りましたが、展示会形式による説明及びデモ

となりました。（幸い天候も良く、ＧＮＳＳ

機器での外のデモ可能で良かったです。）

13名中11名が出席し盛会の内に終了し、そ

の後懇親会に流れました。

支部にて14年前にＧＰＳ研修　ＶＲＳ（ネ

ットワーク型ＲＴＫ）以来のものであり、当

時も凄いと思いましたが、それを遥かに凌ぐ

ものでした。（ＧＮＳＳのデモでは、正直　

早い早いで、現況平面観測可能である。）

最新の機器により刺激を受ける事は非常に

有用である事を再確認しました。

来期は、座学にて行う予定です。

（斯く言う私の愛車のセカンドナビもＰａ

ｎａｓｏｎｉｃ　○リ○であり、ＧＰＳ・み

ちびき・ガリレオ・グロナスによるグローバ

ル・ナビゲーション・サテライト・システム

です（笑））

平成28年10月１日　無料登記相談会報告

相 談 会 場

件
　
　
　
数

　
人
　
数
（
注
）

情 報 性 別 時間帯 年 齢 相 談 内 容（ 注 ） その他業務

新

聞

広

告

市

町

広

報

他

男女

午

前

午

後

30

代

以

下

40

代

50

代

60

代

70

代

以

上

境
界
調
査
・
測
量

分

筆
・

合

筆

土

地

表

題

地

図

訂

正

地

積

更

正

地

目

変

更

建

物

表

題

建
物
表
題
変
更
・
更
正

建

物

滅

失

そ

の

他

弁

護

士 

司

法

書

士 

行

政

書

士 

税

理

士 

そ

の

他

福井県繊協ビル8階 7 8 6 1 5 2 4 3 2 1 4 5 1 1 1 1

福井県中小企業 
産 業 大 学 校

9 10 8 1 8 1 6 3 2 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1

い ね す（ 坂 井 地
域交流センター）

7 7 6 1 6 1 3 4 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1

大野市結とぴあ新館 2 2 2 2 1 1 2 1 1

勝山福祉健康センター 4 4 3 1 1 3 2 2 2 2 3 1

嚮陽会館（鯖江市） 6 6 4 2 5 1 5 1 5 1 3 3 1 1

越前市文化センター 10 10 6 4 7 3 7 3 3 7 5 2 2 1 1

男 女 共 同 参 画
センター(敦賀市）

1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

合 計 46 48 35 11 34 12 29 17 2 4 2 18 20 22 11 1 2 3 2 4 1 2 3 2

（注）複数人数での相談、複数事項にわたる相談内容があるため、人数と件数とは一致しない。

（ 参 考 ）平成27年10月 19件

平成26年10月 23件

平成26年４月 39件

平成25年10月 56件

平成25年４月 76件

* 平成27年から年１回（10月）開催とした
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隠 れ 家 カ フ ェ ～ 嶺 南 版

小浜支部

松田 源次郎

ちょっと足を延ばして行ってみたいカフェ、それも、身も心もリフレッシュできる現実逃避型カフェを紹介させ

て頂きます。

主に嶺南地方ですが、近くの現場に行かれたら、お立ち寄りになり一服されてはいかがでしょう。

私の好みで一人総選挙しました。あなたならランクはどうかな？

隠れ家だけに、場所がわかりにくいし、営業日・時間が限られているところが多いので要チェック！

【１位】 ささえたまご農園カフェ

敦賀市沓見 81-2-2

営業時間；13：30～17：30 営業日；土・日・月

お店から；農園内にあるカフェで、農園特製のスイーツ

とコーヒーなどが楽しめます。

緑と敦賀の町の一部が一望できる風景を眺め

ながら味あうことのできるテラスがあります。

審査員評；山のふもとにあって眺めが良く、それはもう心身ともにくつろげる。

飲み物がセルフサービスのところが点数を高くした。農園では放飼いの羊とニワトリと戯れて下さい。

【２位】 ペコリーノ

大津市本堅田１丁目18-5

営業時間；11：30～21：00 定休日；月

お店から；大窓から琵琶湖のシンボル浮御堂を間近に臨む隠れ家。

日本家屋の趣をそのままリノベした一軒家。

審査員評；少し足を延ばし、極上の癒しタイムを満喫して下さい。

カフェの後は湖畔散歩も楽しい。

【３位】 森と暮らすどんぐり倶楽部

美浜町新庄182−1−1

営業時間；10：00～18：00 定休日；水

お店から；森の中の木漏れ日の下、大きなケヤキと杉林に囲まれたすがすがしい空間。

テラスでは、鳥やシカの鳴き声に思わず耳をかたむけます。

審査員評；天気の良い日は空気が最高。すぐ前のキャンプ場、清流でも遊べる。

【４位】 レストラン安土山

高浜町和田133-9-2

営業時間；11：30～22：00 定休日；火

お店から；和田・高浜海水浴場、青葉山を一望できる山上カフェ。

ほんのひととき日常を忘れてお過ごしください。

審査員評；高級感がありお見合いに良さそう。夕日がロマンチック・・

家族で行くのもおススメ。

【５位】 ワトト

小浜市忠野 9-14

営業時間；11：30～18：00 定休日；木、日

おメェ～でと-！
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お店から；ワトトに来ればみんなこども 未来を生きるこども。

縫製、ウクレレ、革細工、フラワーアレンジメント、男の料理教室などの教室も開催中です。

審査員評；お水送り鵜の瀬の近くにある古民家喫茶。

子供の頃、遊びに行った、じいちゃんばあちゃんの田舎家が懐かしく、癒される。

【６位】 森のかくれ家 野坂茶屋

敦賀市野坂15-1-1

営業時間；10：00～18：00 定休日；水

お店から；松原庵がオープンさせた、野坂山のふもとの和スウィーツ

カフェです。

木の香りで包まれるログハウスの店内には、スウィーツや

パフェがところ狭しと並びます。

秋からは、デッキ席やガーデン席がおススメ。

冬には薪ストーブに火が入り、温かな空間になります。

審査員評；店主の幼児が天真爛漫。同伴なら、メープルハウスが近い。

【７位】 クオン カフェ

若狭町北前川39-1

営業時間；11：00～17：00 営業日；木～日

お店から；茅葺古民家でゆったりと特別な時間を当店で・・・

審査員評；佐久間記念交流会館そばの由緒ある雰囲気の古民家。

高い松の木が目印。

【８位】 里山カフェ＆クラフトギャラリー ここいろ

若狭町末野43-18-1

営業時間；10：00～16：00 営業日；火～金

お店から；“田舎暮らしの家ここいろ”として、宿泊と様々な体験を

通して、末野の自然に触れる農家民宿も行っています。

審査員評；恵比寿神社近く、元須恵野焼工房のカフェで、陶芸教室も

行っており、店内のギャラリーには須恵野焼はじめ柿渋染

が展示・販売されている。

【9位】 花番地

高浜町小和田34-4

営業時間；10：30～20：00 定休日；日、第2・4月

お店から；緑と花に囲まれた、落ち着いた空間です。

野菜料理にもこだわっています。

審査員評；場所がわかりにく～ぃ！ この点ではBest3圏内。

【10位】 カフェ ボア

高浜町和田168-20-1

営業時間；10：00～18：00 定休日；日

お店から；こんなところにもカフェがありますよ。

馬居寺の近くにあり、自然の中に溶け込んでいます。

審査員評；女性店主のぶっきらぼうさが、かえって気楽かな。

天井が高く広々とし、ソファもゆったりしていて開放感がある。

嶺北版もできるとええなぁ・・・
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中で、土地家屋調査士の業務が強く求められ

ている事、役割の重要性等を感じ、土地家屋

調査士を受験しようと思ったのがきっかけで

した。

当初は、数学が大の苦手で、測量士補・土

地家屋調査士の受験は無理と決めつけていま

したが、昨年、測量士補・土地家屋調査士に

チャレンジし、何とか合格する事ができ、か

なりホッとしております。

今回、地元福井に戻って事務所を開かせて

頂く事になり、しっかりと土地家屋調査士の

果たすべき役割、重要性を自覚しながら、土

地家屋調査士の業務は、すぐにできるように

なるような簡単な業務ではありませんので、

私自身、これからが本当のスタートとなりま

すので、日々、勉強しながら、努力を重ねて

いきたいと思います。

これから諸先輩方には、大変お世話になる

かと思いますが、何卒、ご指導、ご鞭撻の程、

宜しくお願い申し上げます。

本年１月20日に入会・登録をさせて頂きま

した藤堂法明と申します。宜しくお願い致し

ます。

生まれてから高校まで県内で過ごし、大学

は関東へ行きましたが、長男という事で、県

内の会社に就職し13年間、全く違う分野で働

いてきました。ところが、何か法律の分野で

の仕事をしてみたいと一念発起し、会社を退

職し、司法書士の資格を受験する為、東京に

出て、私の一生の内、最初で最後の努力かと

思うぐらいの勉強をして何とか合格、その後、

ご縁を頂いた関西の司法書士法人に勤務致し

ました。県内一般企業での13年間、司法書士

法人での５年間で多くの経験をさせて頂き、

大事な事、必要な事を多く学ばせて頂きまし

た。

司法書士法人では、グループとして土地家

屋調査士法人もあり、協力して業務を行う事

も多く、測量補助をする中で、土地家屋調査

士の仕事に魅力を感じ、クライアントと話す

新入会員の声

福井支部　藤堂　法明

本当のスタートライン

登録番号　第　　　 号

(　　  年　月　日登録)

事務所 

電　話 ＦＡＸ

e-mail

自　宅 

電　話 携�帯

 ◎新規登録

所属支部　福井支部

とう どう のり あき

藤 堂 法 明

438
平成29 １ 20

910-0854 福井市御幸 2丁目 3番 23 号 第 2 横山ビル 1Ｆ

(0776 )  43 － 0193 (0776) 43 － 0194

toudou@houmu-touki .com

総務部だより

お店から；ワトトに来ればみんなこども 未来を生きるこども。

縫製、ウクレレ、革細工、フラワーアレンジメント、男の料理教室などの教室も開催中です。

審査員評；お水送り鵜の瀬の近くにある古民家喫茶。

子供の頃、遊びに行った、じいちゃんばあちゃんの田舎家が懐かしく、癒される。

【６位】 森のかくれ家 野坂茶屋

敦賀市野坂15-1-1

営業時間；10：00～18：00 定休日；水

お店から；松原庵がオープンさせた、野坂山のふもとの和スウィーツ

カフェです。

木の香りで包まれるログハウスの店内には、スウィーツや

パフェがところ狭しと並びます。

秋からは、デッキ席やガーデン席がおススメ。

冬には薪ストーブに火が入り、温かな空間になります。

審査員評；店主の幼児が天真爛漫。同伴なら、メープルハウスが近い。

【７位】 クオン カフェ

若狭町北前川39-1

営業時間；11：00～17：00 営業日；木～日

お店から；茅葺古民家でゆったりと特別な時間を当店で・・・

審査員評；佐久間記念交流会館そばの由緒ある雰囲気の古民家。

高い松の木が目印。

【８位】 里山カフェ＆クラフトギャラリー ここいろ

若狭町末野43-18-1

営業時間；10：00～16：00 営業日；火～金

お店から；“田舎暮らしの家ここいろ”として、宿泊と様々な体験を

通して、末野の自然に触れる農家民宿も行っています。

審査員評；恵比寿神社近く、元須恵野焼工房のカフェで、陶芸教室も

行っており、店内のギャラリーには須恵野焼はじめ柿渋染

が展示・販売されている。

【9位】 花番地

高浜町小和田34-4

営業時間；10：30～20：00 定休日；日、第2・4月

お店から；緑と花に囲まれた、落ち着いた空間です。

野菜料理にもこだわっています。

審査員評；場所がわかりにく～ぃ！ この点ではBest3圏内。

【10位】 カフェ ボア

高浜町和田168-20-1

営業時間；10：00～18：00 定休日；日

お店から；こんなところにもカフェがありますよ。

馬居寺の近くにあり、自然の中に溶け込んでいます。

審査員評；女性店主のぶっきらぼうさが、かえって気楽かな。

天井が高く広々とし、ソファもゆったりしていて開放感がある。

嶺北版もできるとええなぁ・・・
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