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した。梅雨明けからあっという間に秋の気配が漂い、盛夏を感じる間も無く寂しい限りですが、納涼の１
枚として選びました

◆　目　　　次　◆

◆ご挨拶　�������������������������　会　長　　加藤　栄一�　３

◆御挨拶　��������������������　福井地方法務局長　　小鷹狩正美�　４

◆親子三代　����������������������　顧問弁護士　　寳金　敏明�　５

◆ご挨拶　�����　日本土地家屋調査士会連合会　理事（研修部次長）　　山﨑　勇二�　７

◆就任御挨拶　����　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�　８

◆心に救われ、心を繋ぐ　������������������　副会長　　岩坂　昭宏�　10

◆就任ご挨拶　�����������������������　副会長　　武藤　英樹�　11

◆御挨拶　�������������������������　副会長　　小竹　浩二�　11

◆総務部　������������������������　総務部長　　今西　信敬�　12

◆財務部長就任のご挨拶　�����������������　財務部長　　土田　康博�　12

◆業務部　������������������������　業務部長　　伊吹　　猛�　13

◆研修部　������������������������　研修部長　　細川　直樹�　14

◆広報部　������������������������　広報部長　　佐竹　正博�　14

◆調査士の未来を輝かす！　��������������　社会事業部長　　山本　英雄�　15

◆第５回ＦＢＣリレーマラソンin芝政　������������������　山本　慶一�　16

◆新入会員の声

　　入会のご挨拶　���������������������福井支部　　河端　　淳�　17

　　新たな出発　����������������������福井支部　　菊川　亨一�　17

　　はじめまして　���������������������福井支部　　長谷川久範�　18

　　入会のご挨拶　���������������������小浜支部　　吉村　章宏�　19

　　入会のご挨拶　���������������������福井支部　　戸田　泰智�　19

◆総務部だより　����������������������������������　20

◆編集後記　�����������������������　広報委員　　酒井　邦夫�　21



福井県土地家屋調査士会平成29年９月１日 第172号 (3)

先般の福井土地家屋調査士会定時総会にて、

会長に再任されました加藤でございます。

新たな役員共々ご承認いただいております

本年度の事業計画の具体的な取り組みを行っ

ているところです。より良い福井会のために

邁進してまいります。

土地家屋調査士法また業務関連する法改正

も少し落ち着いてきたように思いますが、新

たな社会現象の中で私ども土地家屋調査士に

も社会貢献として求められるところを感じる

ものであります。

空家対策の推進に関する分野で各市町の協

議会に参画している所です。空家の利活用も

ありますが、空家の取り壊し、境界の確定と

か土地家屋調査士の知見を発揮するところで

す。

昨今の少子・高齢化からの社会問題として

相続登記がなされてない、土地所有者また登

記名義人の所在がなかなか確認できない。

法定相続情報証明制度が新たに制定された

ものです。我々土地家屋調査士が土地境界確

認を行うところで、隣接地の関係者の確認に

支障となる場面に遭遇するものです。成年後

見制度も考慮しなければなりません。土地柄

かもと思いますが、裁判とかでの解決を好ま

ない。しかしながら、境界確認が必要なもの

です。従来の筆界特定を発展させ所在不明者

の場合の筆界特定制度の活用も必要なもので

す。土地家屋調査士の専門家として資料の分

析・精査・現地把握の成果を筆界特定制度の

代理人として発揮するものです。

私は、福井震災は経験しておりませんが平

ご　挨　拶

会　長　 加藤　栄一

成16年の福井豪雨のときには福井会会員有志

とボランティアに参加したことがあります。

局地的なゲリラ豪雨・震災などの災害復旧に

他の士業との協調も考えながら対応も必要な

このごろかと思います。

新たな社会情勢の中で社会が必要とする土

地家屋調査士制度の認知と発展につなげてい

きたいものと考えます。

最近、本当に当然なのか、当たり前なのか

と思うことがあります。一つに福井会内での

公嘱協会法人です。勿論それぞれが設立でき

ることは理解しております。しかし嘱託関係

を専門家である土地家屋調査士行うことで安

定した登記制度に関与することとして制定さ

れたのではと考えております。当初のいろい

ろな趣旨を再度認識できないものでしょうか。

会員皆様の英知をお願いするものであります。

定時総会で、組織のあり方を検討する特別

委員会の答申内容をご報告させていただいて

おります。検討内容としてまず合同会館のあ

り方です。勿論司法書士会さんとの合同会館

であります。両会との友好関係は再重点認識

であります。合同会館として先輩の方々が、

取得された思いは何にも代えられないもので

ありますが、特別委員会にお願いする本年度

の会費のあり方とも関連する内容となるかと

思うものですが、これから中期・長期を見据

えた問題として会館を福井会会員皆様と共有

したいとおもいます。皆様のご意見をお願い

いたします。

最後に役員一同業務執行に努めてまいりま

す。ご理解・ご協力をお願いいたします。
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この春の人事異動により、さいたま地方法

務局から着任しました小
こ だ か り

鷹狩と申します。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

福井県土地家屋調査士会の会員の皆様には、

日頃から不動産の表示に関する登記事務の適

正・円滑な業務運営に御協力をいただき、心

から感謝申し上げます。

まず、簡単に自己紹介をさせていただきま

すと、出身は広島市で、広島法務局に採用さ

れた後、本省（旧国土庁、東京国税不服審判

所への出向を含む。）、宇都宮局、山口局、徳

島局、奈良局、千葉局、さいたま局と勤務し、

今回の異動で直近10年間で７回目の引越しと

なりました。

現場での登記事務経験は長くありませんが、

その中では表示登記担当の方が比較的長いこ

と、旧国土庁国土調査課での勤務経験がある

こと、境界確定訴訟を担当した経験があるこ

とから、表示登記（筆界特定や地図作成を含

む。）は好きな業務の一つです。皆様の御協

力をいただきながら、適正・円滑な業務運営

に努めていきたいと考えています。

ところで、昨年及び今年６月に閣議決定さ

れた経済財政運営と改革の基本方針（いわゆ

る骨太の方針）に「登記所備付地図の整備」

等が明記され、法務局といたしましても、表

示に関する登記の充実・強化について、重点

的に取り組んでいるところです。

当局においても、登記所備付地図作成作業

を福井市新田塚地区において実施しておりま

すが、この作業は土地家屋調査士の皆様の協

力なくしては、円滑に進めることはできませ

御　挨　拶

福井地方法務局長　小鷹狩 正 美

ん。引き続き、御協力をよろしくお願いいた

します。

また、新たな問題として、社会問題化して

いる「所有者不明土地問題」や「空家問題」

がありますが、これらの問題に対して会員の

皆様が積極的に取り組まれていると承知して

おります。これらの問題に関連して、先に述

べた骨太の方針において、「相続登記の促進」

に取り組むことが政府の重要施策として掲げ

られ、福井県内においても、貴会及び福井司

法書士会とも連携して取り組んでいるところ

です。さらに、本年５月29日から、相続登記

促進策の一環として、法定相続情報証明制度

の運用を開始しました。引き続き、促進に向

けた各種取組を実施していくこととしており

ますので、会員の皆様には、一層の御配意と

御協力をいただきますよう、お願いいたしま

す。

また、「筆界特定制度」については、昨年、

制度創設10周年を迎え、改めて筆界特定制度

に係る広報活動を実施しているところです。

皆様には、筆界特定手続の代理人として、あ

るいは、筆界調査委員として御活躍いただい

ているところですが、引き続き、本制度の適

正・迅速な処理に御協力と御支援をいただき

ますようお願いいたします。

法務局が、これらの表示登記分野における

諸施策を円滑かつ着実に進めていくためには、

会員の皆様方との連携・協力関係が不可欠で

す。引き続き、皆様の御協力と御支援を賜り

ますよう、重ねてお願い申し上げます。
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１　三代目の挙式

　先日、招かれて結婚式に参列した。親子三

代にわたり、土地家屋調査士をしておられる

お宅の三代目の結婚式だ。地元の名士だけあ

って、大きな披露宴会場に入りきれないほど

びっしりとお客様が参集しておられる。土地

家屋調査士仲間の方々も多い。

　新郎である三代目の先生は、背が高くイケ

メン。優しい笑顔の裏に何事にもめげない、

芯の強さを兼ね備えておられる。私達夫婦で

三代目にお会いしたとき、我が女房殿は痛く

三代目をお気に召したようで、心浮き浮きと

結婚式に参列していた。

　華やかなセレモニーの途中で、私はふと初

代・二代目の来し方そして三代目の前途に思

いをはせた。

２　創生期における初代の開業

　初代は、戦後、土地家屋調査士制度が発足

して間もない頃に開業されたという。90歳を

過ぎたというのに、まだかくしゃくとしてお

られ、多少お耳は遠いもののれっきとした現

役であられる。初代がお若い頃、創生期の土

地家屋調査士制度は、土地建物の現況把握能

力が必ずしも万全でない役所の能力を補う技

能集団として誕生した。つまり沿革的には、

不動産に課する税（ルーツは地租＝国税、戦

後は固定資産税＝地方税）を確保する仕組み

としての「土地台帳」および「家屋台帳」の

調査員制度に淵源を有する。土地家屋調査士

は、その流れに端を発しつつも、地租が固定

資産税に変容して税務署から市町村に移行し

たのにあらがい、登記簿・台帳の一元化施策

の下に、法務局の所管となった。

　法務局の登記官にとって、登記簿・台帳の

一元化は、当然のことながら、大きな戸惑い

であった。それまで権利の登記しか扱ってい

なかった頃の登記官は、自由申請主義かつ書

面審理主義の下、窓口審理だけしか許されて

いなかった。民事法の基本理念は自由主義で

あり、権利移転の登記をするもしないも自由

であったから、登記官は受け身でしかあり得

なかったのである。そこに全く異質の台帳制

度に由来する表示登記の職務が加わった。台

帳・表示登記の理念は、不動産の客観的状況

を正確に把握することにあるので、現地に出

向いて職権で調査することが主眼となる。真

逆といって良いほどの仕事内容だ。たとえて

言えば、これまで地域内で車の売買を仲介し

ていただけの社員が、その職務に加えて、地

域内にどのような車が何台あるかを出向いて

調査する仕事までさせられるようなものだ。

登記官は、知識不足に加え、戦後復興期の爆

発的な仕事量の増大の中で、職権主義のかけ

らも実行できず、土地家屋調査士におんぶに

ダッコのあり様。その一方で土地家屋調査士

顧問弁護士　寳金　敏明

親子三代
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にとっても、これまでの不動産の把握にかか

る役所の能力不足を補う調査員の立場から、

中立的存在としての法律実務家への大変身は、

大変難儀な出来事であったことは想像に難く

ない。初代は正にその頃に草分け的存在とし

て苦難の中で土地家屋調査士としての道を拓

いた。

３　境界の医師としての二代目

　私が親しくさせていただいているのは二代

目。新郎のお父上。私との最初の出会いの頃、

二代目は土地家屋調査士会の支部長をしてお

られた。勉強熱心な彼及び彼の後輩は、私を

何度も講師に招いて、私自身、考えたことも

ないような難問を問いかけて来られた。

　それどころか、私がよその土地で講演をし

ても、後ろの方でジッと聞き入っておられる。

それも一回や二回の話ではない。

　二代目は、今や地域の中核的存在といえる。

彼と議論をしていると、彼のイメージが、温

厚な開業医と重なる。境界の争いを抱えてい

る患者からていねいに事実関係を聴取し、現

場を調査・確認し、もつれた糸をていねいに

解きほぐしていく。そこで必要とされる知識

は、法律学的知識に留まらず、歴史的知識、

測量学的知識と幅広い。私はそのほんの一部

しか持ち合わせていないのに、講師などおも

はゆい。つくづくそう思う。そして、何度か

お会いするうちに「土地家屋調査士は境界の

お医者さまだ」という直感を得た。これを私

独自のインスピレーションということで、全

国でお話ししようと私は、一人ほくそ笑んだ。

　患者からていねいに症状を聞き、検査を重

ねて診断に達する。その上で、正しいと思わ

れる措置を行う。土地家屋調査士の所作と医

師の所作はその本質において似ている、とそ

う直感した。ところが、二代目は、「土地家

屋調査士が医者と同じだという話は、ずっと

以前に当支部の先輩の女性調査士が良く話し

ていましたよ」と軽くいなされてしまった。

　二代目世代は、景気の波や政府の施策に翻

弄されながらも、不断の努力によって、表示

登記手続にとって欠かせない存在となり、国

民の権利の明確化に寄与してきた。法14条地

図の作成において中心的役割を担い、紛争解

決にも高い能力を発揮している。二代目の世

代により、土地家屋調査士業務の公共性・重

要性が飛躍的に高められたといえる。

４　三代目の前途

　祝宴の主役・三代目は、若くして軽々と難

関の土地家屋調査士試験をクリアしている。

その上、背が高くイケメン、どのアイドルに

も負けないようなボーカルとパフォーマンス

をこなす。圧倒的な存在感と幸せ感がそこに

ある。

　ただ、三代目世代の前途は決して平たんで

はないであろう。ＡＩやロボット技術に代表

される第４次産業革命の中で、土地家屋調査

士が独自の存在感を高めて行くことかできる

のか、グローバリゼイションの波に飲み込ま

れないか等々、年寄の繰り言は尽きない。

　その辺の話は、おめでたい話には似つかわ

しくないので、別の機会に譲る。

　今、確かに言えることは、ここに新たな家

庭を築き、喜びの船出をした一人の若者は、

土地家屋調査士の近未来を背負って立つ希望

の星の一つだということである。
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　６月20日、21日に開催された日調連総会に

て、中部ブロック選出理事として、承認いた

だき、理事二期目になりました。所属は引き

続き研修部です。

　一期目では、研修インフォメーションの一

般公開、ＣＰＤポイント情報の連合会ＨＰで

の公開、ｅラーニングコンテンツの作成等を

主だった仕事として行いました。

　今期は、岡田連合会会長からの付託事項と

して、「義務研修・更新研修化への道筋」を

検討する事、事業計画として「新人研修の中

央研修化の実施」、「中央研修所立ち上げに向

けた検討」、「土地家屋調査士の研修体系の構

築」等、課題が満載であります。

　これら研修体系・制度化に向け、全国８ブ

ロックより研修委員を選出し、ＰＴを組成し、

その取りまとめ役として活動することが、今

期のお役目として与えられた仕事です。

　研修については、今更言うまでもなく、土

地家屋調査士法第25条にて「調査士は、その

所属する調査士会及び調査士会連合会が実施

する研修を受け、その資質の向上に努めなけ

日本土地家屋調査士会連合会

理事（研修部次長）　山﨑　勇二

ご　挨　拶

ればならない。」と明文化されております。

　また昨今では、政府の規制改革委員会の中

で、独占的資格業の見直しについて議論され

強制加入の廃止が叫ばれた時に、ユーザーで

ある国民に対し資格者として能力維持の研修

を実施し、その実績を公開し続けていくため

に強制加入制度が必要である事を訴え資格制

度の見直しを免れた経緯があります。

　土地家屋調査士制度の維持発展のため、土

地家屋調査士の能力担保のために研修制度の

充実が求められており、連合会総会や全国会

長会議においても、研修制度の充実について、

各単位会より質問・要望が多数出てまいりま

す。

　会員の皆様におかれましても、独占資格者

として国民の信頼を得続けていくには、研修

会に参加し、最新の技術、法律、倫理を身に

付け、その実績を堂々と公開していただきた

くお願い申し上げます。

　二年間よろしくお願い致します。
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ている官公署にすれば、「登記さえ完了する

のであれば、何も問題ない」「後で問題にな

ったときは、この部署にはいないし・・・」

と感じることも無理はないのかもしれません。

実際、公益公嘱協会は、これまで幾度も土地

家屋調査士制度の趣旨や土地家屋調査士法違

反等を説明し、改善を求めてまいりましたが、

反応は芳しくありませんでした。

　このような現状に甘んじていることが、土

地家屋調査士不要論や、前記の受験者数の減

少に繋がっているものと危惧しており、この

現状をこのまま見逃すことはできません。

　この打開策は、実際の業務の中で、用地担

当者、地元自治会の方々、そして周辺の地権

者の方々とのコミュニケーションを充実させ、

「よく頑張ってくれた」「またお願いしたい」

という実感と実績を積み重ね、「信頼の輪」

を広げる以外にないと考えています。

　また、同様の趣旨で相談業務の充実を図る

必要があると考えています。

　「筆界と所有権界の違い」などは、一般の

方々に理解しづらいと思いますが、「我々の

汗」を見ていただくことで、土地家屋調査士

の存在感を実感していただくことはできると

考えています。

　

　このように述べますと、「面倒臭い」、「登

記が完了し報酬をいただければ良いではない

か」という意見があると思います。

　此のたび、公益社団法人　福井県公共嘱託

登記土地家屋調査士協会（以下、公益公嘱協

会といいます）の理事長に就任いたしました。

　二期目の任期を迎えるにあたり、私が考え

る「公益公嘱協会として目指すもの」につい

て述べさせていただきたいと思います。

　なお、これはあくまで私見です。今後、皆

様のご意見を頂戴したく思いますので、よろ

しくお願いします。

　まず、公益公嘱協会は、様々な公共事業の

円滑な推進に寄与することは勿論、土地家屋

調査士制度の広報であり、土地家屋調査士の

社会的地位を向上させるという役割をもって

いると考えています。

　近年、土地家屋調査士試験の受験者数が減

少しているということをご存知でしょうか？

平成18年には約６５００人であった受験者数

が平成27年では約４５００人になっています。

　私は、この原因の一つは土地家屋調査士業

務の内容が複雑で分かりにくいという点にあ

ると考えています。何をするのかわからない

業務をするために何年も受験勉強をするとい

う人が減少することも無理はありません。

　そして、「土地家屋調査士が何をしている

のかよくわからない」というのは発注者であ

る官公署も同様であると感じています。

　特に、登記嘱託員が常駐し、測量コンサル

さんのデータに基づいて登記手続きを処理し

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

就任御挨拶
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　同時にダンピングも排除しなければなりま

せん。土地家屋調査士の業務をよくわからな

い人達からすれば、ダンピングは、「その程

度の価値の仕事」という評価につながります。

したがって、ダンピングは、土地家屋調査士

業務の社会的な価値を自ら下落させる行為で

あると言えるのです。

　あと数年、今の収入が持続すれば良いとい

う考え方の人にとっては鬱陶しい話かもしれ

ませんが、今までの比較的安定していた土地

家屋調査士業務が、先輩たちの努力の積み重

ねの賜物であったことに想いを寄せ、これか

らの世代の土地家屋調査士のために頑張る必

要があると思います。

　もちろん「衣食足りて礼節を知る」という

言葉もあります。公益公嘱協会としては、新

規業務の開発や、埋もれている業務の掘り起

し等、業務の拡大に努めていきたいと考えて

います。

　ただ、このような活動をするためには、官

公署のニーズの把握や、業務の実態などの「情

報」が必要となります。

　社員の皆様方には、業務の際のコミュニケ

ーションを充実させていただき、業務啓発と

いう観点でも信頼の輪を広げ、情報を寄せて

いただきますようお願いいたします。

　今後は、社員の皆様のご意見を伺う機会を

設け、あせらず、時間をかけて、これからの

公益公嘱協会のあり方を共に模索していきた

いと思いますので、皆さまのご理解とご協力

のほどお願い申し上げます。

　最後になりましたが、現在、公益公嘱協会

に未入会の調査士会会員の皆様に、ご入会と、

皆様のお力をお貸しいただけますようお願い

申し上げまして就任のご挨拶とさせていただ

きます。

　しかしながら、ＧＰＳによる簡易な測量技

術や、ＡＩ（人工知能）の発達が目覚ましい

現代において、「何をしているのかわからな

い業界」や「登記の手続きだけをする業界」

に未来があるのでしょうか？

　不動産表示登記制度は、我が国の社会経済

の基盤となる制度であり、土地家屋調査士は

不動産表示登記制度を支える唯一の専門家で

す。

　よくわからないかもしれないが、実は社会

経済の中で重要な役割を果たしている土地家

屋調査士が今後も利活用されるという未来を

創るため、「土地家屋調査士に対する信頼と

ニーズ」を再構築することが急務なのです。

　われわれ公益公嘱協会は、この制度広報の

ため本会の協力を受けながら官公署に対して

アピールしていくことを考えています。

　

　この意見に対しては、「そのようなことは

本会が考えることだ」とのご指摘があろうか

と思います。

　しかしながら、公益公嘱協会だからこそ「契

約当事者」として実際の業務を遂行すること

ができるのです。公益公嘱協会は公平・誠実

に業務を行うことで官公署との信頼を構築し、

実績を積み上げていくことで、土地家屋調査

士制度の「社会的な信頼」と「安定した未来」

の構築に寄与するという「役割」を担ってい

ると信じています。

　逆に言えば、発注官公署に信頼されない業

種が国民の皆様に信頼してもらえるはずがな

いと考えています。

　このように考えると進んではいけない方向

性も見えてきます。

　目先の個人的な利益を追い求めるあまり、

「連絡不足」、「手抜きによる調査不足」とい

った「不誠実」な業務を行うことは土地家屋

調査士業務の信頼を失墜させ、自らの首を絞

めることになると考えます。
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　このご挨拶を執筆するに当り、６年間を振

り返ってみましたが、今になれば苦しい思い

出よりも人への感謝が勝る年月であったと実

感しています。経験不足・能力不足の私が続

投できたのは、周りの助けやご指導があって

こそ。本当に組織というのは人が集まり成り

立つものと痛感致しました。

　今、ＡＩ（人工知能）が大変な話題となっ

ております。ＡＩの進化により、人間がする

仕事に影響が出て来ることは必至であり、世

間では10年後に無くなる仕事といった話題が

もてはやされています。我々士業にも少なか

らず影響することは自明の理であり、土地家

屋調査士の仕事においても例外ではないでし

ょう。しかしながら、人間が人間である限り、

心というものが存在する限り、全てが機械に

取って代わられることは無いと信じます。組

織が人の集合体として生き物のように動いて

いるのと同じく、人間社会も人の集合体です。

我々土地家屋調査士が能力と誠意をもって働

くことによって、国民の役に立つ場面は無く

ならないと思いますし、そうならないよう自

身で努力していくことが肝要と思います。

　かような激動の社会の中で、未来に向かっ

て生き残りを模索するには、安心して働ける

身の回りの環境と、心の繋がりが有ってこそ。

どんな問題があれど、福井県土地家屋調査士

会の仲間達が真っ当に仕事ができるよう、そ

して心が繋がりますよう縁の下で頑張りたい

と思います。総務部・財務部役員一同精進し

てまいりますので、どうかよろしくお願い申

し上げます。

　先の総会において、副会長に就任しました。

会員の皆様、関係各所の皆様におかれまして

は、引き続き、よろしくお願い申し上げます。

　さて、総会終盤の就任挨拶の時に、「これ

で３期目となりましょうか・・・」と口火を

切りましたが、後で考えると４期目であるこ

とに気付きました。何年やっているかも分ら

ないほど適当に会務をこなしてきたのかと叱

られそうですが、就任してからの月日が疾風

怒濤であり、時が経つのを忘れるほど頑張っ

てきたと解釈してください（笑）。

　研修・広報担当として突き進んできた最初

の２年、総務・財務担当として新たな分野で

もがいてきた次の４年・・・ただただ経験不

足、能力不足を痛感してきた６年でございま

した。研修・広報では会員の指導啓発、制度

のＰＲのために奔走し、結果が数字に表れに

くい分野ながらも、研修部長、総務部長はじ

め皆と共に未来を信じて頑張ったことは感慨

深く、大変ではありましたが楽しい思い出で

もあります。お役目柄、中部ブロックはじめ

様々な分野の方と交流ができたのも自身にと

っては大きな実りでありました。

　一転、総務・財務担当となってからは、地

道に学ばねばならないことも多く、また表に

出ない仕事、守秘義務が伴う仕事もあり、対

応に苦慮する場面にも多々遭遇しました。し

かしながら、会長はじめ周囲の役員のサポー

トもあり、とりわけ優秀な総務と財務部長に

恵まれ、支えていただいたことには心より感

謝しています。

副会長　岩坂　昭宏

心に救われ、心を繋ぐ
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就任ご挨拶

　しかしながら、「前を見て、上を目指して」

とは言うものの、副会長として具体的に何を

するべきか、考えがあるわけではありません。

ただ言えるのは、会長と部長の間に立って、

会の事業が円滑に行われていくための潤滑油

になることが、副会長の役目だと考えていま

す。研修と広報、内向きと外向きの双方を担

当させていただきますが、お二人の部長のや

りたいことをうまく引き出しながら、力強い

後ろ盾になりながら、２年間を全うして終わ

れればと願っています。

　最後になりますが、会員の皆様におかれま

しては、会の運営に対して、いろいろとご意

見、ご要望等あるかと思います。これを遠慮

なく申出いただくことが、制度の発展につな

がることは間違いありません。どうか、多く

のご意見、ご要望、そして叱咤激励をいただ

きますことをお願い致しまして、就任の挨拶

とさせていただきます。

　武生支部の武藤でございます。１期２年の

副会長を終え、お役ご免と目論んでいました

が、会長から半ば強引に（笑）、有無を言わ

さず（笑）、もう１期やってくれ、という次

第で、あと１期、会へのご奉公と思い、お引

き受けすることとしました。引き続き、研修

部と広報部を担当させていただきます。２年

間、どうぞよろしくお願いいたします。

　さて、２年を振り返りますと、副会長とし

て何を残してきたか、会の発展、調査士制度

発展のために何をしてきたか、残念ながらあ

まり思い浮かびません。綱紀案件、苦情案件

等々、後ろ向きの案件が多かった印象が強く、

その処理に頭を悩ませた２年間だったような

気がします。当然、そういった案件を処理す

る役目でもありますが、これからの２年は、

可能な限り前を見て、上を目指して、調査士

制度発展のために邁進したいと思っています。

副会長　武藤　英樹

命するにあたり　現在　猛勉強中です。

さて、日本土地家屋調査士連合会では、「土

地家屋調査士と制度のグランドデザイン」を

策定しています。この構想が目指すものは、

人口減少による不動産需要の低下が「空き

家」「管理放棄地」を生じさせ、相続人の減

少とあいまって、個人による不動産管理が限

界となり国土利用に大きな障害となり　国力

の低下を招くこのような時代にあって、将来

このたび、副会長の職を就任致しました　

福井支部の小竹と申します。業務部及び社会

事業部の担当をすることとなりました。まだ

まだ力足らずではございますが全力を尽くす

所存でございます。皆様方、何卒ご理解とご

協力を賜わりますよう、宜しくお願い申し上

げます。

私は、広報部長として２期４年、会務に関

与させていただきましたが、上記の担当を拝

副会長　小竹　浩二

御　挨　拶
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も国民が安心して生活できる社会の実現には、

「明確化された不動産」が根底になければな

らない。我々が日常業務の中で行っている地

籍情報に関する調査の情報を集約すれば、前

述した多くの問題が解決されることになりま

す。

土地家屋調査士は、不動産に関する全ての

情報を調査し、明確化し得る唯一の国家資格

者である。制度制定から60年余り、業務活動

においてそのことを実現させてきた自負、自

身、技術、知識がある。

ノウハウを更に昇華させ、実践し、国民が

安心して暮らせる社会の実現へ向けて制度を

より充実させる事によって我々の存在をより

価値あるものとし、土地家屋調査士制度を揺

るぎないものとするものである。

上記の考えを念頭に置き、会員のみなさま

の業務の向上・改善のお役に立てるよう尽力

させていただけたらと考えております。

されておりました。総務部といたしましても

同委員会との連携を図りつつ、会員の皆様か

らのご意見を募っていきたいと考えておりま

す。また、財務部等とも連携し、「会費のあ

り方」についても継続的に検討していく必要

があると考えております。

微力ではございますが、今後さらに会則、

規則等の理解を深め、総務部としてクリアし

ていくべき課題にひとつひとつ丁寧に対応し

ていきながら、「各部に属しない案件は総務

が担当する！」くらいの気概を持って臨んで

まいりたいと思います。

皆様、二年間よろしくお願いいたします。

長を務めてきたのですが、今回、経験もない

財務関係の職にいきなり就くことになりまし

た。現在もまだ、この未経験の職に対して少

し当惑しているところではありますが、加藤

今年度より総務部長を拝命いたしました、

福井支部の今西信敬と申します。本年度も、

引き続き青垣前総務部長の補佐として活動さ

せていただけるものと思っておりましたが、

委嘱状に「副」の文字は見当たりませんでした。

何分、初めての部長職であります。精一杯

取り組ませていただく所存ですが、会員の皆

様のご指導とご協力を賜ることができれば、

たいへん心強いです。

さて、昨年度から発足された「組織のあり

方を検討する特別委員会」の報告書を拝見い

たしますと、最優先に検討すべき課題として

「合同会館の今後のあり方について」が選定

このたび、財務部長の職を仰せつかりまし

た武生支部の土田康博です。どうぞよろしく

お願いいたします。

これまでは理事として２年間、業務部副部

総務部長　今西　信敬

財務部長　土田　康博

総　務　部

財務部長就任のご挨拶
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な解決方法を見つけていきたいと思っており

ますので、ご協力のほどよろしくお願いいた

します。（決して悪役演出を望んでいる訳で

はありません・・・）

もっとも、そうならないための唯一の方法

は、会員数の増員及び一人ひとりの売り上げ

の増加です！

普段の業務においては、各会員の皆様が適

正・適格な価格において業務を受託し、正確

に処理し、そのうえで業務の効率化を果た

し、売り上げを増やしていきましょう。そし

て、比例会費＝証紙を随時購入していきまし

ょう !! 決して「年末にまとめて購入」では

なく、です。

また更には、土地家屋調査士という職種の

存在及びその魅力を周囲に発信し、受験生、

ひいては合格者＝未来の仲間を増やしていき

ましょう !!

最後に、大きな話になってしまいましたが、

いずれにしても会員皆様のご協力が欠かせま

せん。重ねてよろしくお願い申し上げます。

会長及び担当していただける岩坂副会長の指

導のもと、勤め上げて参りたいと思っている

次第です。

さて、ご存じのとおり、現在の財務事情は

ここ数年、以前に比較すると大変厳しい状態

にあります。それらは主に、会員数の減少や

売り上げ減少に伴う各種会費の収入減が大き

な要因です。しかしそうは言っても、それを

理由にして会の運営を滞らせるわけにはいき

ません。本会及び会員のためになることに対

してはきっちりと支出し、無駄だと思われる

ところはしっかりと節約をするといったメリ

ハリの効いた財務運営を心掛けたいと思って

おります。

ただその際、場合によっては各担当者の意

見と私の意見とがぶつかる場面が出てくるか

もしれません。経費の節約や見直し方法にお

いて、私が悪役と思えるような場合が出てく

ることがあるかもしれません。万が一、そう

なった場合でも、お互いに主張するところは

主張したうえで、最後には理解し合い、円満

また、業務部ＰＴとしまして昨年に引き続

き、基準点管理ＰＴと資料管理ＰＴのそれぞ

れの活動を行っていきたいと思っております。

基準点管理ＰＴとしては武生支部の先生方と

共同で越前市又は江市において街区基準点

の亡失点調査を行う予定です。資料管理ＰＴ

では福井地方法務局に平成23年度以降の土地

区画整理や土地改良の換地処分で提出された

資料の情報提供をお願いしていきます。また、

福井支部の先生方と共同で事務局に保管され

ている資料の整理を行う予定です。

最後になりますが、業務部の活動に対し更

なる会員の先生方皆さんのご理解とご協力を

切にお願い申し上げ、挨拶とさせていただき

ます。

業務部長を務めさせていただきます武生支

部の伊吹と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。開業から12年が経ちまして、そ

のうちの10年間は研修部でお世話になりまし

た。業務部経験のない私ですが、業務部委員

を引き受けてくださいました先生方のご指導

ご協力をいただきながら、業務部活動を充実

させて、会員の皆様方が日常行う業務の手助

けになったらと思っております。

本年度の事業計画に実務勉強会を予定して

おります。この事業に関しましては、たくさ

んの先生方のご意見を頂戴したいと思います。

この広報誌をご覧になっている頃にはアンケ

ートは発送されていると思いますのでご協力

をお願いいたします。

業務部長　伊 吹　 猛

業　務　部
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この度、研修部長を務めさせていただくこ

とになりました福井支部の細川と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。

前山本部長の下で副部長という立場で２年

間務めさせていただきましたが、山本部長の

やさしさに甘えて、ぼんやりと過ごしてきま

した。今度は舵取り役という重責を担うこと

になり、身の引き締まる思いでいっぱいです。

皆様の役に立つ研修を行えるように精一杯尽

くす決意ですので、お力添え宜しくお願いい

たします。

さて、新しい研修部の面々は、引き続き研

修部に残ってくれて、尚且つ副部長という役

を引き受けてくれた川上司理事（福井支部）

を番頭に、ベテランの澤本勝紀委員長（福井

支部）、カムバックの加藤直樹副委員長（福

井支部）、他の研修部の面々も頼もしい方々

ばかりです。経験の浅い私がなぜか部長とい

うのが不思議な思いですが、このメンバ－で

２年間頑張ってまいりますのでよろしくお願

いします。

研　修　部

研修部長　細川　直樹

研修部は、主に年３回の定例研修をはじめ、

中部ブロック新人研修、福井会新人研修会、

特別研修会等に携わることとなり、企画運営

をしていきますが、皆様にお願いがあります。

今後の研修などの各種研修会に関する方向性

や、各研修会の役割に沿った企画や体系の検

討をしなければなりません。こんな研修をし

たほうが良い、またはして欲しい内容・事項

のご意見やご要望をお持ちのかたは、ぜひ情

報をいただければ幸いです。

最後に、福井会の研修の出席は勿論のこと

ですが、全国各会でも様々な研修を行ってお

ります。日調連のＨＰを覗くと《研修インフ

ォメーション》というリンクを押していただ

くと、他会の研修内容について情報を知るこ

とができます。時間が作れるかたは、他会の

研修にも積極的に参加をお願いします。又、

ｅラーニングの場合は事務所に居ながら、気

になるテーマの講義を聴くこともできます。

さらなるスキルアップに繋げてみてはいかが

でしょうか。

び放映など、お金と時間をかけ積極的な活動

を行なって来ました。私の任期中は、これら

を有効に活用する事を中心に、活動をして行

きたいと思います。当然、定例的な活動とし

て無料登記相談会、会報「おたより」の発刊、

関連団体との協業、ＦＢＣリレーマラソン参

加、「あんしんＮＡＶＩ」発刊なども確実に

この度、広報部長を務めさせて戴く事にな

りました、福井支部の佐竹です。自身、コン

サル業との兼業でどこまで部長の責務を果た

せるか不安でありますが、会の為に少しでも

お手伝いが出来ますように努力して参ります。

さて、近年の広報部会活動としては、ホー

ムページのリニューアル、テレビＣＭ制作及

広報部長　佐竹　正博

広　報　部
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行きます。

会員の皆様の、ご協力を宜しくおねがいし

ます。

実行して参ります。また、次世代を担う者達

への啓発活動を推し進めるべく、その説明講

座で利用する資料コンテンツの作成を進めて

筆界特定の利用が適していると判断した時に

は筆特を勧めることもあります。今後は、法

務局と上手く連携していけたらとも考えてい

ます。資料開示などについての検討が必要に

なると思われます・・・

もう一つの、「制度推進委員会」とは、今

日本中で問題になっている「空き家」問題に

ついて、県下の市町村に設けられた「空家対

策協議会」の協議委員に調査士が参加させて

頂き、調査士ならではの目線からの助言・協

力をしていこうという委員会です。

現在は越前市、小浜市、あわら市の３市町

から協議会に参加させてもらっています。昨

年度は、過疎化している地域で、不動産所有

者も高齢化に伴い不在のため、近隣の建物に

多大な影響を及ぼすに至っていた倒壊寸前の

民間住宅を、福井県初「行政代執行」により

取壊しました。その協議会へも調査士が関与

させていただくことが出来ました。

また、所有者が都会へ出て行き、過疎化し

ている地域で、将来福井県に戻る予定もない

ため、市町へ寄付された不動産も多々存在し

ています。寄付を受けた市町へは、これらの

不動産を取り壊すに当り、境界確認の必要性

（境界確認するのは、取壊し後では目安が失

われる可能性が高い為、取壊し前が望ましい

ことなども含め）を助言していけたら・・・

と思います。

「ＡＤＲ」も「空家問題」も将来の土地家

屋調査士の職域を広げられる可能性が潜んで

いる分野だと思います。是非とも、調査士の

皆様のご協力を切にお願い申し上げます。

平成29年度　社会事業部長に就任しました

山本英雄です。

社会事業部とは、ＡＤＲ委員会があること

ぐらいしか判らず、お受けいたしました。

改めて社旗事業部の担当部門を見直してみ

ますと、大きく分けて「ＡＤＲセンター」、「制

度推進委員会」と「調・公連絡協議会」の３

つの部門があります。

まず、「ＡＤＲセンター」ですが、これは

いわずと知れた調査士型ＡＤＲを行っている

部署で、調査士の日常業務とは少し違った方

向からのアプローチにより、土地の境界問題、

紛争解決を図っていく制度です。調査士２名

と弁護士１名からなる調停員が、境界問題で

困っている方々のお話をお伺いし、隣接地所

有者の方をお呼びし、双方のお話し合いのお

手伝いをさせてもらう制度です。ＡＤＲセン

ターでは、日常業務では扱えない所有権界な

どのお話しも絡めてお話しすることが出来る

のが特徴です。ＡＤＲセンター設立から現在

までに調停成立案件は、２件あります。

福井会では、皆様に活躍していただいてい

る無料登記相談会から上ってきた案件で、調

停に馴染むと思われるものをピックアップし

て、相談者に連絡し、ＡＤＲセンターを活用

されるかをお尋ねします。なかなか調停申立

てまでに至らないことも多いですが、調停前

相談に来られ、相談員により資料調査させて

もらい、問題点を整理し、相談員にお話しを

されることで満足される方が多く、これはこ

れで一つの解決であると思っております。

現在は、（法務局とＡＤＲセンターとは協

定を結んでいませんが）調停手続きの途中で、

社会事業部長　山本　英雄

調査士の未来を輝かす！
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　大会当日の芝政は風も穏やかで、少し曇り

がかった天気でマラソンには最適な日でした。

今年も6000人を超える参加者で盛り上がりま

した。エースメンバーのまさかのぎっくり腰

などありましたが、昨年は１周だけだったメ

ンバーが「今年は２周走る！」と奮闘してい

ただいたり、司法書士会と追い越せ追い抜け

のデットヒートを繰り広げながら何とか走り

切りました。

　そして気になる結果は、フルマラソンの部

429チーム中290位、タイム３時間49分58秒と

去年より少しタイムは落ちましたが順位を上

げ完走することができ、司法書士会は291位

とタッチの差で勝つことができました。

　調査士会の広報活動として参加しています

が、我々はみな個人事業主です。仕事を抜き

にした、こういった集まりも大変貴重なもの

で、普段の思いや悩みなどを皆に相談したり、

会員同士の懇親を深めるいい機会にもなりま

すし、おそろいのＴシャツを着て皆で走るの

も爽快です。ご興味がある方は来年の参加を

お待ちしております！

　梅雨の季節にはいった６月18日、毎年の恒

例行事となってきましたＦＢＣリレーマラソ

ンに今年も広報活動の一環として参加してき

ました。我々調査士会は第１回から参加して

おり、第１回から３回はハーフマラソン、第

４回からはフルマラソンの部（一周約1.8キ

ロのコースを、タスキをつなぎながら24周し

ます。）に参加しています。

　今年のランナーは、武藤英樹（以下敬称

略）、小竹浩二、佐竹正博、宗沢栄一、山本

英雄、錦織勝一、今西信敬、酒井邦夫、石井

佳直、矢尾崇、倉田英樹、長谷川久範、藤堂

法明、漆崎政明、そして私。新入会員の方や

新事務局長など新たなメンバーが加わり総勢

15名での挑戦でした。過去を振り返りますと、

第１回は８名で参加しており、年々少しずつ

この活動に賛同し参加いただける方が増えて

います。また今年は日頃の仕事仲間である司

法書士会も有志で参加とあって「初参加の司

法書士会には負けられんぞ！」と皆張り切っ

ている様子でした。

山本　慶一

第５回　FBCリレーマラソン in芝政
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土地家屋調査士としてやっていく以上、会

員である先輩方の品位、名誉を決して汚すこ

とのないように慎重に、公平かつ誠実に業務

に励んでいきたいと思います。険しい道のり

になるかもしれませんが、日々勉強を怠るこ

となく少しでも早く一人前になり諸先輩方に

一歩でも近づけるように努力していきたいと

思います。業務を行う上でわからないことは

たくさんあります。そのようなときは諸先輩

方にご相談させていただくこともあると思い

ます。その際には、お手数をおかけしますが、

ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

最後になりますが、登録に際し面談・指導

いただきました加藤会長、副会長各位および

事務局の皆様、そして登録前研修で丁寧なご

指導いただきました浦井先生をはじめ事務所

の皆様にこの場をお借りして御礼申し上げま

す。

はじめまして、平成29年３月10日付で入会

しました河端淳です。

この度、新入会員紹介の機会を頂きました

のでご挨拶させて頂きます。

私は以前建設コンサルタント会社に勤めて

いたことがあり、土地家屋調査士という資格

があることは知っていましたが、私には関係

のない資格だと思っていました。しかし他の

資格を受験・取得していくうちに難関と言わ

れる土地家屋調査士の資格にも挑戦したいと

いう気持ちになり、受験する決意をしました。

そして、勉強の甲斐もあり平成25年の試験

に合格しました。ところが受験動機が曖昧で

しかも補助者経験もないこともありいざ登録

となると二の足を踏んでしまいました。しか

し、時間がそれを解決してくれる訳ではあり

ません。今回は、家庭の事情・家族のサポー

トもあり開業する決心をしました。

新入会員の声

福井支部　河 端　 淳

めに必要な土地の取得・使用又は事業の施工

に支障となる建物等の移転費用の算定など、

関係権利者から土地等を取得するために要す

る測量・調査を起業者に代理して行うもので

あります。そのため、地元説明会や土地境界

立会い及び用地実測図への押印会など、いろ

いろな場に同行し、たくさんの方々と接する

機会を頂きました。そんな中、土地家屋調査

士の先生方ともお話しすることが何度かあり

平成29年４月10日にて本会に入会させて頂

きました、菊川　亨一です。

よろしくお願い致します。

私は、生まれも育ちも県内でして、高校卒

業後は県内の建設コンサルタント会社に勤め

てまいりました。そこでの主な仕事は公共事

業における、測量・補償業務でありまして、

20年以上携わってきました。補償業務とは、

公共事業にて起業者が事業用地を確保するた

福井支部　菊川　亨一

新たな出発

入会のご挨拶
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まして、そのたびに「さすがは不動産登記の

スペシャリスト」だなと、リスペクトしてお

りました。

土地家屋調査士の資格に興味がわきだした

のは、３年ほど前からでして、試験概要を調

べるところから始まり、書店に行って過去の

問題集を数冊買って家でやってみたりと、気

付いたら時間に暇があるたび勉強するように

なっている自分がいました。それこそ土地家

屋調査士という職業に興味を持ち、あこがれ

の土地家屋調査士になりたいという貪欲のあ

らわれであったのかなと思います。

家に試験合格通知が届いたときはわが目を

疑い、その日は何度も家族に見せて本当に合

格しているのか、確認してもらいました。と

同時に、達成感で胸が一杯になり、しばらくは

気持ちがふわふわしていた自分がおりました。

今後は、一日も早く自分の憧れであった土

地家屋調査士となれるよう、もう一度必死で

勉強し、資質の向上に努め、少しでも地域の

方々のお役に立てるよう頑張ってまいりたい

と思っております。

又、福井県土地家屋調査士会会員の諸先輩

方には、大変お世話になるかと思いますが、

何卒、ご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜し

くお願い申し上げます。

その中で土地家屋調査士の先生とも一緒に仕

事をさせて頂く機会もあり、土地家屋調査士

の仕事の重要さに触れることができ、高校生

の頃に思っていた認識と大きくかけ離れて土

地家屋調査士の仕事がこれほど重要で公共性

の高い業務であることを思い知らされ、一度

受験してみようと思ったのがきっかけでした。

その後、なんとか合格することができました。

そして、土地家屋調査士となった今、不動

産登記法、土地家屋調査士法等の業務に関す

る法令を遵守し、常に知識と技術の向上に努

め、土地家屋調査士業の社会的意義を十分認

識し、その要請に貢献できる、そして信頼さ

れる土地家屋調査士になれるよう業務を行っ

て参りたいと思います。

まだまだ、未熟者であり至らぬ点が多々ご

ざいますが、土地家屋調査士の名に恥じぬよ

う日々精進して参りますので、諸先輩方には

いろいろお世話になることも多いと存じます

がご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたし

ます。

平成29年４月に登録、入会しました福井支

部の長谷川久範と申します。

私は、坂井市春江町生まれの春江町育ち、

大学で４年間県外にいましたが、社会人にな

ってからは地元福井で働き、生活しておりま

す。よろしくお願いいたします。

最初に土地家屋調査士の仕事を知ったのは

高校生の頃でした。当時通っていた高校の帰

り道、望遠鏡を覗いて何かを測っている人が

いたので、気になって何をしているのです

か？と聞いたのが最初でした。その時、親切

に「土地の境界を測っている」と教えてくれ、

「土地家屋調査士という仕事だよ。」とその

先生が親切に教えてくれたのが最初に土地家

屋調査士を知ったきっかけでした。その頃は、

今後の進路も明確な状態でなかったので大き

な望遠鏡で境界を測る人が土地家屋調査士と

いう認識でしかいませんでした。

しかし、社会人となり地元福井で仕事をし、

様々な士業の先生方とも仕事をさせて頂き、

福井支部　長谷川　久範

はじめまして
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ことを意識して業務に励み、少しずつ地域の

皆様の信頼を築き上げたいと考えています。

また、小浜支部はもちろん、他支部の先生

方とも積極的に交流し、実務における考え方

その他様々な刺激を受けることで、土地家屋

調査士としての資質の向上ができればと思い

ます。ご一緒する機会がありましたらよろし

くお願いします。

最後に、一日でも長く業務に携わるべく、

自分自身が努力することはもちろん、先生方

にもお世話になることが多々あるかと思いま

すが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いし

ます。

試験合格後、実務経験がなかったため福井

と県外にて経験を積ませていただき、この度、

開業に至ることができました。そして、祖父

や父と同様に土地家屋調査士となれましたが、

まだまだ未熟であるため日々勉学に励み、一

日でも早く諸先輩方に近づけるよう努力を重

ねていき土地家屋調査士の品位を落とさぬよ

う業務を行っ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。

はじめまして、平成29年５月に入会しまし

た小浜支部の吉村章宏です。

よろしくお願いします。

大学卒業後、県内の建設コンサルタント会

社にて５年間、実務の習得、資格取得の面で

サポートしていただきました。また事務所開

設の際には、運転資金や設備面で、地元金融

機関はじめ、その他たくさんの方々にご協力

いただきました。まず、開業に至るまでにお

世話になった方々に、この場を借りてお礼申

し上げます。

土地家屋調査士として今、まずは一人でも

多くの方に名前を覚えていただくこと、与え

られた案件に対しては迅速かつ正確にこなす

平成29年７月20日付けで登録・入会させて

頂きました福井支部の戸田泰智と申します。

宜しくお願い致します。

私の祖父と父が土地家屋調査士をしていた

ため、幼いころから土地家屋調査士になるこ

とが将来の夢でした。学校卒業後はすぐに資

格取得を目指さず、土地家屋調査士とは別の

職種へ就職し、さまざまな経験を積んでから

土地家屋調査士を目指そうか悩んでいました。

しかし、在学中に父が他界したことをきっか

けにすぐに土地家屋調査士になることを決意

しました。

小浜支部　吉村　章宏

福井支部　戸田　泰智

入会のご挨拶

入会のご挨拶
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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

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

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

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

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

所属支部　福井支部

所属支部　福井支部

所属支部　小浜支部

所属支部　福井支部

かわ

きく

は

よし

と

せ

ばた

かわ

がわ

むら

だ

こう

ひさ

あき

だい

じゅん

いち

のり

ひろ

ち

河 端 　 淳

菊 川 亨 一

長谷川　久　範

吉 村 章 宏

戸 田 泰 智

439

440

441

442

443

平成29 ３ 10

平成29 ４ ３

平成29 ４ ３

平成29 ５ 22

平成29 ７ 20

910-1135

919-0633

919-0407

919-1542

910-0019

吉田郡永平寺町松岡室第 30 号 12 番地 11

あわら市花乃杜４丁目 11 番 13 号

坂井市春江町辻第４号 28 番地

三方上中郡若狭町井ノ口第 36 号 7 番地の 2

福井市春山２丁目 11 番５号

(0776 )  61 － 1201

(0776)  73 － 2471

(0776)  72 － 2166

(0770)  62 － 0166

(0776)  21 － 5155

(0776) 61 － 1202

(0776) 72 － 3111

(0770) 62 － 0167

(0776) 24 － 6046

kawabata touki@ybb.ne. jp

kikukawa@mx5.fctv.ne. jp

hisa-gtran02@ab.auone-net . jp

yoshimura-off ice@snow.ocn.ne. jp

t-toda.cho@outlook. jp

919-0633

910-3645

あわら市花乃杜４丁目 11 番 13 号

福井市笹谷町第 58 号 19 番地

総務部だより

(0776) 73 － 2471

(0776) 98 － 3399

090 － 8966 － 9382

090 － 9766 － 1759

（測）

（行・測）
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 ◎補助者の使用届 ◎退会者

届出年月日
氏　名

届出者氏名
（生年月日）

平成29年６月29日
出口　　舞 山崎　利一

昭和62年11月３日 山崎雅由樹

平成29年８月１日
玄覺奈々子

玄覺　栄一
昭和63年７月22日

編集後記

うだるような暑さが続いておりますが、い

かがお過ごしでしょうか？

新体制が始まり４カ月が過ぎ、新しく部会

に入られた方、引き続き部会に残留された方、

またいろいろと役を掛け持ちされている方も

おいでになりますが、土地家屋調査士会の発

展のためますますのご尽力をお願いいたしま

す。また、「おたより」の原稿にご協力頂い

た皆様に深く感謝いたします。今後とも広報

委員会をよろしくお願いいたします。

ところで、６月に行われたＦＢＣリレーマ

ラソンで調査士チームのトップタイムをた

たき出したのは、我ら広報部の佐竹部長で

した !!(; ﾟﾛﾟﾉ ) ﾉ。（ただの宴会部長では無

かった様です。）なにより日頃の鍛錬成果で

あり、我々同年代の鏡であります。・・・私

も何か健康に良いこと始めるぞ！ (*^ Д ^)

ノ。・・・と思いつつ・・・早２か月が過ぎ

ようとしております・・・σ (^_^;)。

� （広報委員　酒井）

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

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

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

 ◎登録情報の変更

（事務所変更）　　　所属支部　武生支部

（事務所変更）　　　所属支部　福井支部

（電話番号変更）　　　所属支部　福井支部

森山　　曉（敦賀支部）�平成29年３月15日�廃業

岩井　春信（福井支部）�平成29年４月30日�廃業

たか

まつ

た

さお

うら

なか

きん

やす

よう

じ

たか

こ

髙 棹 欽 治

松 浦 康 圭

田 中 洋 子

294

383

202

昭和59 5 25

平成15 １ 10

昭和37 5 28

916-0077

910-0022

江市和田町第 20 号 12 番地

福井市花月５丁目６番９号

(0776 )  51 － 1392

ADR認定 第 121004 号

（測）

（行）
















