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私の家の裏山、越前市花筐公園の紅葉のトンネルです。秋のもみじまつりの時期も素晴らしいのですが、
春から初夏にかけての「春もみじ」も大変清々しく、私の好きな光景です。桜で有名な公園ですが、この
ように自然豊かな様相を見せてくれますので、ぜひお越しください。
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この度、第11代福井県土地家屋調査士会会

長に就任いたしました、武生支部の岩坂と申

します。重責を担い、不安に苛まれているの

が本音ではございますが、己が会長職を務め

ることに何がしかの意味があるのだと信じ、

全力で努める所存でございます。会員の皆様

におかれましては、何卒ご協力の程お願い申

し上げます。また、関係各位におかれまして

はご指導、ご鞭撻の程、心よりお願い申し上

げます。

さて、前職として副会長を８年務め、理事

の年数で言えば12年、委員時代から数えれば

更に数年長くなりましょうか。その間、様々

な事業に携わってまいりました。特に思い出

深いのは、オンライン申請促進委員長時代で

す。おそらく、「若いから何となくパソコン

に強そうだ」くらいの人選だったのではない

かと思いますが（笑）、当時の尾方善光会長

に随行し東京で研修を受け、まったくの手探

り状態でオンライン申請という土地家屋調査

士が未体験のツールに挑みました。若造が大

先輩を前に研修など生意気な話ではありまし

たが、ある大先輩方からは「全て君の指示に

従う」というお言葉もいただき、大いに励み

になったことを鮮明に記憶しています。促進

委員長は私から後輩へ引き継いでいきました

が、その間に福井県がオンライン申請率日本

一になったことは、本当に誇らしく、自信に

繋がったともに、若手を信頼し育てて下さる

福井会そして土地家屋調査士が心底好きにな

った体験でもありました。

その原体験が私を培ったのであり、長年に

わたり会務を続けて来られた原動力になって

いると言えます。あの気持ちを新人会員の皆

さんに伝え、土地家屋調査士としての魂を未

来に繋げていきたいというのが今一番に望む

ことであり、自身が会長に就任したことの意

就　任　挨　拶

会 長　岩　坂　昭　宏

義の一つであると考えています。

ところで、最近よく話題になるのがＡＩの

進歩と、それによる人間の職域の変化です。

政府も人口減少を見据え、自動化と簡略化を

進めていく方針のようです。我々の世界でも

当然他人事ではなく、簡易な申請業務の依頼

は今以上に減少していくことが予想されます。

時代の流れと諦め、運命として受け入れ時代

の波に呑まれ消えていくという選択肢もある

でしょうが、私は黙って受け入れたくないと

思います。明日を夢見て血の滲むような努力

をして資格を取り、中にはサラリーマン生活

をやめて、あるいは第２の人生をかけてこの

世界に飛び込んできた会員の方が大勢おられ

ます。何より命がけで制度を守り発展させて

きた諸先輩方の思いを知っています。

今のままの姿で継続していくことは困難か

もしれませんが、我々にしかできない仕事が

あるはずです。自分を守ることを最優先して

の制度維持では本末転倒ですが、国民に信頼

され、必要とされる存在であり続けることこ

そ活路を見出す唯一の手段であると思います。

そのためには、会員一人一人が制度そのも

のを背負っているのだと認識し、日々の業務

に精励することが肝要です。そして新たな職

域を開拓することとともに、その新たな知識

を吸収し使いこなす努力が必要です。

今こそ皆で手を携え、未来を築くために一

つになりましょう。

といっても、言うはやすし、様々な困難が

待ち受けていることは重々承知しております

が、高みに登るには、さらに高い頂を見据え

なければなりません。会員の皆様とともに雲

の上にある頂を目指して一歩ずつ歩んで参り

たいと思います。

どうかよろしくお願い申し上げます。
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　この春の人事異動により、水戸地方法務局

から着任しました中村と申します。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。

　簡単に自己紹介させていただきますと、生

まれも育ちも福井県三方上中郡若狭町鳥浜で、

福井地方法務局採用です。

　福井局で７年間勤務した後、法務本省で24

年間を過ごし、さいたま、静岡、福島、函館

及び水戸の各地方法務局を経て、34年ぶりに

福井局で勤務することとなりました。地元福

井のお役に立てるよう全力を尽くす所存です

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

  現在、法務省及び法務局が最重要課題とし

て位置付けているのは、所有者不明土地問題

への対応です。

　福井県内においても、貴会及び福井県司法

書士会に御協力をいただきながら、これまで

相続登記促進のための広報・周知や法定相続

情報証明制度の導入・定着・利用促進等の取

組を行ってまいりました。

　お陰様をもちまして、登記所の窓口では、

相続登記の重要性が浸透してきていると感じ

られますし、市町やマスコミを訪問した際に

は、施策に理解を示していただける場面が多

くなってきています。

　今年度は、新たに表題部所有者不明土地解

消作業、いわゆる変則型登記の解消作業に着

手する予定としていますので、引き続き御協

力をお願いいたします。

ご　挨　拶

福井地方法務局長　中　村　和　博

　所有者不明土地以外の重要施策としては、

いわゆる骨太の方針2019 に「登記所備付地

図の整備」「筆界特定制度の新たな活用策」

が掲げられているところです。

  登記所備付地図作成作業については、今年

度は坂井市春江駅周辺地区を実施しており、

順調に進捗しているところです。また、筆界

特定制度については、制度創設から10周年余

りが経過し、申請数は着実に増加し、事件処

理も順調ではありますが、まだまだ国民の皆

様に利用していただく余地はあるのだろうと

考えています。

　不動産登記制度は、明治19年の法律制定

以降、現在まで130年以上にわたり運用され、

不動産の表示及び不動産に関する権利を公示

するための制度として広く国民に定着してい

るところです。

　今後とも、不動産登記制度が有している機

能を十分に発揮し、我が国の経済社会におい

て必要不可欠な社会的インフラとして存続し

続けるとともに、新たな行政需要に対応する

ためには、不動産の表示に関する登記の専門

家である会員の皆様方との連携・協力関係が

不可欠となります。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

上げまして挨拶といたします。
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のですが、自分の話が薄っぺらであると改め

て痛感し、恥じ入った次第です。

寺田逸郎前長官とはそう深くはないのです

が長年のお付き合いなので、ここからは寺田

さんと呼ばせていただきます。寺田さんは、

若い頃から図抜けた着想や洞察力があり、早

くから人望を集めていました。今でも忘れな

いのは、他の裁判官出身の法務省民事局職員

が土地家屋調査士業界のことを良く知らない

中にあって、寺田さんがさりげなく「土地家

屋調査士はすごいですよね。法律の専門家で

ありながら、境界についての鑑定的な知識ま

で持っておられる。私たちにはないものを持

っている。」そうおっしゃっていたことです。

若いのに土地家屋調査士の本質を突いておら

れる。当時、法務省における研修は権利の登

記偏重の時代で、表示の登記の研修は軽視さ

れる傾向にありました。それも一理あること

で、法務省では、権利の登記については、法

律の専門家である裁判官出身者も対応できた

が、表示の登記については、裁判官出身とて

対応できず、他の役所の実施する中央測量専

門研修にお願いして登記官を受講させる以外

にない状況だったのです。

ただ、寺田さんの図抜けた着想や洞察力は

彼一人の才能や努力の賜物というわけでは決

してないように思われます。一例を挙げるな

ら、寺田さんが民事局参事官（か、あるいは

局付）で、私が法務総合研究所の教官であっ

た頃、濱﨑恭生さん、房村精一さんを含めた

４人で長時間懇談したことがありました。お

互い良く知った間柄であり、酒も入っていた

ことから、楽しく本音をぶつけ合いました。

土地家屋調査士業界として初めての全国初

任者研修において、境界の基礎知識に関する

講義を担当させていただきました。わずか90

分という限られた時間ではありましたが、土

地家屋調査士として初任者の方々が対象ゆえ、

いつもより易しく噛み砕いて基礎の基礎の話

をした…つもりでした。

*　*

講義の後、小野伸秋・日調連副会長と寺田

逸郎・前最高裁判所長官のご講義・ご講話を

拝聴させていただきました。法律分野でも測

量技術の分野でも卓越した能力を発揮してお

られる小野伸秋副会長のお話しは、いつもな

がら深くかつ鋭い。私自身ついつい引き込ま

れ、初任者の気分で必死に聞き入ってしまい

ました。その時、改めて思ったのは、これま

で土地家屋調査士の制度発足以降、70年近い

歳月が流れているわけですが、新任研修とし

てこのような優れた情報を全ての土地家屋調

査士が共有するという機会がなかったという

ことが不思議だということです。これまでも

単位会における新任研修はあったようですが、

私の知る限り、バラつきはあるものの充実度

においては格段の差があるようです。

寺田逸郎前最高裁長官の講話は平成30年間

におけるわが国を取り巻く経済・法律環境の

変遷と底流の変化に対応した立法施策の実施

とを、わが国の法曹界の頂点におられた方の

高邁な目線で淡々と語っておられました。文

字どおり日本のリーダーとしての思索を重ね

て来られた方の言葉のずっしりとした重みが

伝わってきました。私自身、今でも地方公務

員研修の折りに同じテーマで話す機会がある

顧問弁護士　寳　金　敏　明

全国新任研修雑感
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た結果、彼らは不動産登記の世界では、権利

の登記と表示の登記が峻別されているという

根本原理が分かっていないことに気づきまし

た。そこで、急いで別室代わりの荷物置き場

に行き、２人に対しにわかレクチャーを始め

ました。こんこんと説明しているうちに、瞬

く間に時間が経ってしまったようです。懇親

会の締めの挨拶があるから席に戻るようにせ

かされ、レクチャーはその時点で終わりまし

た。

新任研修にそこまで求めるのは無理とは承

知していますが、やはり言いっぱなし聞きっ

ぱなしでは、研修効果は限られます。先ずは

聞き、次に先輩も入ったグループでブレーン

ストーミングを実践し、その後に改めて講師

に対する質問タイムを設ける。それが理想で

す。

土地家屋調査士の研修会でも、確かにその

方法は実践されています。私が参加させてい

ただいて特に印象に残っているのは、大阪の

青連、新潟の上越支部、長野支部、旭川の公

嘱協会ＡＤＲ研修、公嘱岩手北部の各研修で

す。共通するのは、本会や公嘱単位会での全

体研修ではなく、比較的こぢんまりとした会

が主催する研修だという点です。いずれもブ

レーンストーミングの効果が相当上がってい

て、その後の私へのご質問も普段より数段厳

しいものであったことが印象的でした。私自

身が勉強させていただいたことすらあります。

福井会は、幸か不幸かこぢんまりとした会

です。せっかく私が顧問でいるのですから

（講師料はいただきません＝交通実費のみで

Ｏ．Ｋ．ですので）ブレーンストーミング研

修を企画していただきたいものです。設例を

出すように求められれば、いくつでも用意い

たします。

濱﨑さんと房村さんは（もちろん寺田さんも

そうですが）、いずれもその後、法務省民事

局長を務めた方々。その先輩二人が、若い頃

の寺田さんに大所高所から法務行政について

縦横無尽の議論を吹っかけているのです。私

は、長年法務省で働いていたとは言え、民事

局でなく訟務局勤務だったことから、濱崎さ

ん、房村さんから投げかけられる問題提起や

自問自答には初耳が多く、法務行政の根幹に

ついて大いに学んだ次第です。その後の私の

教官生活（法務総合研究所教官と同研究所民

事研修担当部長）にとても参考になりました。

大切なことは、その時、寺田さんや私はただ

先輩のご高説を拝聴するというスタンスでな

く、上下の分け隔てなく、乗り降り自由の前

向きな議論すなわちブレーンストーミングを

自然に実践していたということなんです。

寺田さんは、生来の図抜けた着想や洞察力

に加え、優れた先輩方から優れた叡智を授け

られた。そのことが、名最高裁長官寺田逸郎

を育てた一因となっていると言えると思いま

す。

*　*

ここで皆さんにお伝えしたいのは、上記の

「将来の民事局長３人＋私」の懇談会の時だ

けでなく、いつの時にも裁判官（あるいは裁

判官出身民事局職員）は「ブレーンストーミ

ング」の手法で議論するのを慣例としている

ということです。裁判所が合議体で判断する

ときは、先輩・後輩を問わず全員が「１票」

ですので、「上下の分け隔てなく、大いに議

論する」（聖徳太子17条の憲法第１条）とい

うルールを実践せざるを得ません。そのこと

が習い性となっているのでしょう。

*　*

話を冒頭の初任者研修に戻します。私が講

義した後の懇親会で寺田さんと酒を酌み交わ

しそうとしていたとき、若い２人の研修受講

生が私のところにおずおずとやって来ました。

質問があるというのです。喜んで質問を聴い
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の一部を改正する法律が成立しました。         

土地家屋調査士の使命に関する規定の新設

が行われ、不動産の表示に関する登記及び土

地の筆界を明らかにする業務の専門家と明

文化されました。　　　　　　　　　　　　

　「筆界の専門家」としてこれから認知され

ていくには、十分な努力、研鑽を行って、今

後、ＡＩの時代に埋もれていかない必要不可

欠な国家資格者を目指さなければならない

と考えています。

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。

　就任してから２ケ月が経過しましたが、そ

の間に連合会と中部ブロック協議会の総会

に出席し、役員改選後初めての理事会や担当

部の会議に出席しました。そこで感じたの

は、全国の役員は熱く、わが会のそれぞれの

部長、副部長は適材適所だと改めて認識した

ことです。

　担当部の立場から、社会に目を転じてみま

した。近年の傾向として、土地家屋調査士の

受験者数が減少しておりますが、この状態

に危機感を抱いた会員も少なくないでしょ

う。土地家屋調査士の認知度アップのため

に、広報の重要性がますます増してくると感

このたび、二期目の副会長に就任致しまし

た 福井支部の小竹でございます。業務部及

び研修部の担当を賜りました。

業務部については、前期からの引き続きで

す。直近の課題としては、調測要領の全面改

訂、資格者代理人方式の改定に伴うフルオン

ライン化が見込まれています。２年間担当と

して少し理解できた事は、業務は如何に早く

正確に情報を入手し、より会員の皆様の役に

立つ必要を深く感じました。

研修部については、初めて関わる事ですの

で手探りではありますが、会員にとってより有

益な情報を伝えて行くよう努めてまいります。

令和元年６月６日に土地家屋調査士法

　本年の総会にて、副会長を拝命しました福

井支部の 岡です。今回が１期目であります

が、本会の執行部は長年離れていましたので

引き受けることについてかなり不安もありま

した。来年は、土地家屋調査士制度70周年で

あり、中部ブロック協議会の当番会という節

目の大変な時期でもあります。しかし、私以

外の正副会長はベテラン揃いなので安心です。

お受けしたからには私なりに精一杯務めさせ

ていただきますので、２年間よろしくお願い

申し上げます。担当は、広報部と社会事業部

です。広報部は以前の執行部時代に携わって

いたのですが、社会事業部は初めてです。

副会長　小　竹　浩　二

副会長　 　岡　芳　子

御　挨　拶

ご　挨　拶
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　しかし、これらに伴う対策を部員だけで行

うには限度があります。やはり会員の皆様の

協力なくしては成り立たないのです。これか

らの事業を進めるに当たり会の動きに注視し

て、ご指導ご鞭撻およびご協力のほどよろし

くお願い申し上げます。

じた次第です。又、経済の発展に伴い、都市

には人が溢れ地方は過疎化が進んでいきまし

た。それに伴い空き家や所有者不明土地が問

題となってきております。その対応策に土地

家屋調査士の専門性を活かして、社会に貢献

できると確信しております。

福井の地で行われる予定です。こちらにおい

ても会員の皆様さん、あるいは場合によって

は地域の皆様にご協力を得なければならな

い事業となります。合わせてよろしくお願い

申し上げます。

財務面を取り上げますと、やはり大きなこ

とは、先日の総会において会費の改正が承認

されたことでしょうか。施行は令和２年４月

１日となっていますが、それまでに証紙の取

り扱いについて考える必要が出てきます。ま

た、増えた会費の徴収方法や、集まった会費

の利用方法なども、総会時の意見を参考にし

ながら考えていかなければなりません。無駄

に使用することが無いようにすることはも

ちろんのこと、しかしながら、行いたい事業

や研修などがある場合には、その理由付けを

しっかりと確認したうえで、十分に支出でき

るような枠組みを考える必要があると考え

ます。またその一方で、会館の補修や修繕費

等を目的とした積立金等も確保する必要も

あります。これらについては、早々から財務

部会で検討していくこととなりそうです。

以上、担当する部署においては沢山の案件

があることになりそうです。しかしまずは、

令和の最初の一年を、今西総務部長及び石井

財務部長と共にしっかりと歩んで行こうと

思っておりますので、みなさまご協力のほど

よろしくお願いいたします。

このたび副会長に選任されました武生支部

の土田康博です。担当は総務部及び財務部で

す。これまで業務副部長や財務部長を経験し

てきましたが、副会長の職は初めてですので

若干緊張している次第です。どうぞよろしく

お願いいたします。

早速ですが、任期２年の期間においては、

各種イベントが目白押しとなっています。

まずは総務の面からご紹介しますと、６月

に審議が通った土地家屋調査士法の改正があ

ります。この中で実務的に影響が出そうなの

が、資格者が一人でも土地家屋調査士法人の

設立ができることになったことではないでし

ょうか。これに伴い、各種規定の検討を行う

必要が出てくるものと思われます。

次に事業面で言うと、来年は東京オリンピ

ックの年であると同時に、土地家屋調査士制

度70周年という記念すべき年でもあります。

それに合わせて、日本土地家屋調査士会連合

会では全国統一した記念事業を行う予定であ

るとの情報もあり、わが福井県においても何

らかのアクションを起こすことになるかもし

れません。まだ詳細は決まっていませんが、

連合会からの情報を受信しながら、事業の開

催が決まった際には会員のみなさんにご協力

をお願いすることになりそうです。

また、地域的な事業を言えば、中部六県の

ブロック総会が同じく来年、令和２年７月に

副会長　土　田　康　博

副会長就任のご挨拶
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構成されておりました。しかし、今年度より、

総務部員として２名が加わりました。次年度、

土地家屋調査士制度は70周年を迎えます。そ

れに伴いなんらかのイベントが企画されます。

また、中六総会が福井で開催されます。次年

度は多忙を極めることになりそうですが、万

全の体制で挑む準備はできております。

総務は迅速な対応が必要です。前期の反省

を踏まえ、今期は正副部長及び総務部員２名

で体を張って、元気に明るく臨んでまいりた

いと思います！

会員の皆様のご指導とご協力を賜ることが

できれば、大変心強いです。

二年間、どうぞよろしくお願いいたします。

前期に引き続き、総務部長２期目を拝命い

たしました。

第69回定時総会におきまして、比例会費の

廃止及び定額会費の増額変更が可決されまし

た。よって、次年度の本会収入については、

増額が見込まれます。皆様から頂きます会費

を無駄なく、より有用に活用していけるよう

努力してまいります。また、合同会館の今後

のあり方につきましては、継続使用していく

中で、絶えず検討してまいります。維持管理

のために、また将来的になんらかのカタチで

の処分の判断をするにあたり機を逸する事が

ないように、必要な額の積立金を確保してい

きたいと考えております。

さて、従来総務部は、部長と副部長のみで

総務部長　今　西　信　敬

総　務　部

せようと思われた正副会長に後悔をさせぬよ

う、役員の方々をはじめ会員皆様のお力をい

ただきながら２年間精一杯務めさせていただ

きます。

本年は例年の健康診断の助成に加え、イン

フルエンザの予防接種についても助成を行い

ます。何につけても健康が第一です。助成の

申し出をお待ちしております。

さて、時代は平成から令和へと移り、10月

には消費税も10％に引き上げられますが、福

先の第69回定時総会におきまして本会理事

に選任され、この度財務部長を拝命いたしま

した福井支部の石井佳直と申します。

土田副会長より「財務部長をお願いしま

す」との連絡を受けたときは、「え！財務部

長ですか？」と思わず聞き返してしまいまし

た。

初めての理事、初めての財務部、それもい

きなり財務部長？と大変戸惑いました（今で

も戸惑っております）が、石井に財務部を任

財務部長　石　井　佳　直

財　務　部



筋で、長らくお世話になっていることもあり

研修を大事に考えております。

調査士倫理綱領に「研鑽　専門分野の知識

と技術の向上を図る」とあります。自己研鑽

この度研修部部長を拝命いたしました福井

支部の川上司です。どうぞよろしくお願い申

し上げます。お蔭をもちまして開業12年目を

迎えることができました。入会以来研修部一

研　修　部
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調測要領の変更に伴う伝達研修、法務局との

意見交換会、法務局・自治体からの資料の収

集・整理、自治体所有の空中写真の収集、公

共基準点亡失点調査地選定などを予定してい

ます。これらの事業が会員の皆様の業務のお

役にたつものになるよう、微力を尽くしてま

いる所存です。

最後に、業務部の活動への会員の皆様のご

理解とご協力をお願い申し上げ、挨拶とさせ

ていただきます。

この度、業務部長を務めさせていただきま

すことになりました福井支部の矢尾崇と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

昨年度までの２年間は伊吹前部長のもとで

副部長を務めさせていただきました。

業務部が会員の皆様の日常業務に直結する

非常に大事な役割を担っていることをこの２

年間で実感いたしました。今年度以降も業務

部委員の皆様と協力し、会員の皆様の日常業

務の手助けをしていきたいと考えております。

さて、今年度の事業計画といたしまして、

業務部長　矢　尾　　　崇

業　務　部

井会でも先の総会で長年の懸案事項であった

会費の改定が承認され、来期より新会費での

執行が始まります。比例会費廃止分の金額増

に加え、合同会館の維持、健全な財政の維持

及び事業費の充実と言った面を認めていただ

いた会費です。この厳しい経済状況の中、会

費の値上げを認めていただいた会員皆様の気

持ちに応えるべく堅実適正に執行して参りま

す。

最後に会員の皆様にお願いがございます。

来年の３月末までは比例会費が存続してお

ります。例年、年末や証紙使用報告書の提出

期限である１月末に１年分の比例会費を納め

る方がおりますが（恥ずかしながら私もその

類いです）その間、会の運営がままならない

状況になってしまいますので、適切な証紙貼

用をしていただきたくよろしくお願いいたし

ます。

研修部長　川　上　　　司



は調査士の大事な責務であります。しかし、

重荷というようなイメージのものではなく、

より前向きなアイデンティティでもあると思

います。どうとらえるかによって未来に大き

な違いが出てくると思います。福井会はより

前向きにとらえることができる会だと私は思

っています。先輩たちがつないでこられた強

いつながりがあります。懇親の席は楽しいで

す。共に酌み交わし、前を向ける仲間がいる

ということは大きな力だと思います。昨年運

営のお手伝いをさせて頂いた明治維新150周

年記念事業では、多くの会員の皆様が積極的

に関わって頂き、また、会場に足を運んで頂

きました。福井会の底力を感じることができ

たうれしく幸せな時間でした。あのような大

きなことはできませんが、研修を通して何か、

このつながりをより強くできるお手伝いがで

きないかなと思っております。

私たち土地家屋調査士は普段の業務におい

て、地権者の方に信頼感、安心感を与えるた

めに充分すぎる準備をし、隣接者との立会・

確認でも、人々の人間関係、性格まで考慮し、

何度も出向き、会う順番、進める順番を熟慮

し、無駄な紛争を事前に防ぎ、一般の方にと

ってあまりになじみがなく、完了まで途方も

ない事業を日々実直に、着実にこなしていま

す。そのことで社会に大きく、ほんとうに大

きく貢献していると思っています。正に総合

力、大きく言えば人間力を会員の皆様は日々

フル稼働しておられます。法律を一つより深

く知る、違った角度で見る。測量、会話、調

査の技術をもう一つ手に入れる。多様な考え

方に触れて気づく、見方を変える。このよう

な機会を今まで同様に実直に研修会にて皆様

に提供し、私共研修部も共に成長していきた

いと思っております。講師の何気ない一言に

も、仲間の会員との雑談の中にも成長への「気

付き」はあるのではないでしょうか、そのた

めに是非、研修会をご活用いただければと思

います。
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度広報があります。無料相談会開催により少

しでも「土地家屋調査士」という資格の知名

度を上げて会員の皆様が土地家屋調査士業を

しやすくできればと思っております。又、会

報「おたより」の発行を通して親しみのある

福井県土地家屋調査士会になればいいと思っ

ております。微力ではありますが、福井県土

地家屋調査士会の発展のために精いっぱい務

めさせていただきますので、よろしくお願い

致します。

今年度より、広報部長に就任することにな

りました福井支部の北嶋貴信と申します。今

まで、広報委員長、広報副部長をさせていた

だきましたが、広報部長として第１回理事会

や第１回広報部会に参加させていただきます

と今までとは立場及び役割が全然違っており

責任の重さを感じております。伊吹広報副部

長や広報委員の方々と知恵を出し合って、よ

り良い土地家屋調査士の広報活動ができれば

と思っております。

まず、広報部の活動としましては、７月、

10月、会館月例等の無料相談会開催による制

広報部長　北　嶋　貴　信

広　報　部
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今年度より、社会事業部長に就任すること

になりました福井支部の斉藤です。

今回初めて本会理事として働くことになり

ましたが、戸惑うことばかりであるというの

が正直なところです。しかし、会員の皆様に

ご協力を頂きながら、微力ながらも一行三昧

で臨みたいと思っております。

  

今年度より、社会事業部の構成が「制度推

進委員会」・「ＡＤＲセンター」から「社会事

業委員会」・「ＡＤＲセンター」に変わり、柔

軟かつ積極的に活動できる体制が整いました。

まず、“社会事業部の活動とは”と考えま

すと、社会的課題を解決するための社会的事

業活動とも言い換えることができるのではな

いでしょうか。その様な観点から、今深刻な

社会問題となっている「空き家問題」と「所

有者不明土地問題」等の解決に、我々土地家

屋調査士が参画することにより、実質的な業

務拡大や社会的信用・知名度を高めることが

できると、お考えの会員も多いのではないで

しょうか。

そのような考えのもと、社会事業部の主な

活動としては、次のようなものを考えており

ます。

①　空き家問題に関連して、「空き家等対策

の推進に関する特別措置法」に基づき各

自治体において設置されている空き家対

策協議会の構成員として参画することに

より、更なる土地家屋調査士の活動の場

を広げたい。

社会事業部

社会事業部長　斉　藤　愼　吾

　　（県下17市町のうち、多くの市町で空き

家対策協議会が設置されており、現在５

市町の協議会へ委員を派遣しておりま

す。）

②　所有者不明土地問題に関連して、変則的

な登記（表題部所有者の氏名・住所が正

常に記載されていない登記）の解消を図

るための法案が出されております。この

問題に関しても、表示の登記に携わる専

門家として積極的に参画するための研究

を行う。

③　無料登記相談・ＡＤＲセンター・筆界特

定制度の連携について、無料登記相談か

らＡＤＲセンターへの相談者のスムーズ

な引継ぎの検討と、更に法務局（筆界特

定制度）との連携について検討を行う。

以上、主な活動計画を挙げましたが、いず

れの活動も会員皆さまのご協力と、ご指導が

必要かと存じます。そのことをお願い申し上

げ、就任のご挨拶とさせて頂きます。
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令和元年度

被表彰者

日本土地家屋調査士会連合会会長表彰

福井地方法務局長表彰

名古屋法務局長表彰　
（７月開催の中部ブロック定時総会で表彰）

武藤　英樹
（武生支部）

中津　盛穂
（福井支部）

番匠　　功
（福井支部）

山本　英雄
（福井支部）

小川　浩之
（福井支部）

寺前　鉄也
（福井支部）

小竹　浩二
（福井支部）

宗沢　栄一
（福井支部）

福井県土地家屋調査士会会長表彰
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私の地元、越前市南越中学校からお招きを

いただき、「人生の先輩に話を聞く会」の講

師をしてまいりました。対象は２年生で、高

校受験を１年後に控えたこの時期に、自身の

希望や適性を知り、働く意義を学ぶことを目

的としており、私以外では教師、消防士、介

護士、保育士、美容師等といった様々な職業

人が講師を務められました。

前半後半２回クールで、私のもとに参加し

た生徒はそれぞれ10人程でしたが、お決まり

の、「土地家屋調査士って知っている人？」

の質問には誰も手を挙げず（苦笑）でも、「聞

いたことないから参加しました」という生徒

さんもおられ、むしろ、もってこいのお客様

とばかりに、まずは土地家屋調査士の何たる

かをお話しさせていただきました。

簡単に不動産登記や境界確定の話をし、途

中で公図の写しを４枚配って「ここはどこで

しょうクイズ」。その４枚は実は隣接字であ

り、かつて数十筆の田であった場所なのです

が、その４枚を合成して敷地を形成している

ことを伝えてもなかなかピンときません。最

後に空中写真との重ね図を見せて、初めて自

分が今いる南越中学校と理解した時の「お

～！」という声は快感でした。土地家屋調査

士ならば、今はグラウンドのど真ん中にある

はずの小さな田んぼの形状を復元可能である

ことを説明し、同時に境界問題を扱う専門家

であることを伝えました。

そして、後半は士業という職種について話

をし、「知識と技術という刀をもって依頼人

に応え、幸せになるお手伝いをする誇り高き

士（さむらい）」であり、高度な職業倫理に

縛られていること、仕事の厳しさや喜びにつ

いて話し、最後は自身の人生観と、君たちの

未来に期待しますと言う言葉で締めくくりま

した。

その後の質問タイムでは「仕事をしていて

　　　 君も 士
さむらい

にならないか？ ＰＡＲＴⅡ

武生支部　岩　坂　昭　宏

嬉しかったこと」、「一番難しいと感じるこ

と」等の質問を受けたので、「依頼人に感謝

されたこと」、「土地家屋調査士といっても、

最終的には人が相手の仕事であること」と答

え、それはあらゆる職業に共通のものである

と伝え、講義を終えました。

生徒に伝えるために、自分なりに一生懸命

言葉をかみ砕いて話しましたが、結果自身の

仕事や生き様を振り返ることにもなり、自分

自身にとっても有意義な経験になったと思い

ます。後日、担当の先生が生徒さんたちの感

想文をお持ちくださいました。謎の職業のお

っさんの拙い話にも関わらず、皆さん感謝の

言葉を連ねてくださり恐縮です。そしてそん

な中、いました！今年も一人、「土地家屋調

査士の話を聞いて、この仕事をやってみたい

と心から初めて思いました。僕の将来の夢候

補１番目です。」・・・ありがたいことです

ね。前回もそんな子がいましたが、あまりに

近所だったので「今のうちにつぶしておくか

（嘘）」と冗談で書きましたが（笑）、受験者

が減る一方の現状では、ただ嬉しい限りです。

本当に彼が受験しデビューするとしたら何年

後だろう、その時土地家屋調査士はどんな姿

に変貌しているのだろう・・・会員の未来に

加え、これから土地家屋調査士を目指す若者

たちの未来も考えていかねばならないと、心

新たに思いました。

どうか、明日の若者たちの未来に栄光あれ。



福井県土地家屋調査士会令和元年８月20日 第175号 (15)

令和元年６月16日、毎年恒例となった「Ｆ

ＢＣリレーマラソン in 芝政」に、今年も福

井県土地家屋調査士会の広報活動の一環とし

て、参加させて頂きました。今年はハーフマ

ラソンの部（一周1.8キロ）の参加となりま

した。私も、常日頃から土地家屋調査士の知

名度の低さを痛感しながら、少しでも世間の

皆様に、土地家屋調査士という仕事に興味を

持ってもらえたらという気持ちを胸に、一生

懸命走らせて頂きました。

　　第7回 FBC リレーマラソン in 芝政

武生支部　入　羽　武　虎

をバトンがわりに走らせて頂きました。

レースのほうは、雨が降ったり止んだり

で、非常に厳しいコンディションで、テンシ

ョンが上がったり、下がったりでした。そん

な中、レース途中に岩坂会長が応援に駆けつ

けてくださり、俄然やる気がみなぎってきま

した。皆さん、土地家屋調査士アピールのた

め、笑顔で、元気よく、境界杭を高くかかげ、

時にはずぶ濡れになりながらも、一生懸命に

走られておりました。最後はアンカーの錦織

勝一先生を筆頭に、土地家屋調査士会・境界

紛争・ゼロ宣言の横断幕を広げながら、盛大

に皆さんにアピールしてゴールとなりました。

結果は、350チーム中133位でかなり頑張った

のではないでしょうか？

メンバーは中津盛穂（以下敬称略・順不同）、

錦織勝一、山本英雄、佐竹正博、宗沢栄一、

矢尾崇、山本慶一、中谷友昭、そして、私の

計９人です。

今年は生憎の空模様で、雨、風ともに強い

ことが予想され、当日の朝まで本当に開催さ

れるのかどうか分からない状況でした。しか

し、参加者の皆さんの熱意が通じたのか、無

事開催され、スタートとなりました。本番は、

やはり広報活動の一環として走るのですから、

何かアピールする必要性を感じて、のぼり旗

や、着ぐるみも考えたのですが、色々な規制

により断念。しかし、何もしないわけにはい

かないので、毎年着ている「土地家屋調査士」

の文字をプリントした水色のＴシャツと、山

本慶一先生が夜なべをして作ってくれた境界

杭（布製、スポンジ入りで秀逸な出来でした）

　最後になりますが、メンバーの皆様、悪

天候のなか本当にお疲れ様でした。また、応

援に来て頂いた方々にも、心より感謝申し上

げます。毎年、広報活動の一環として参加し

ているリレーマラソンですが、本来の目的の

みならず、調査士同士の仲間意識を高めるこ

とにも大きく貢献していると思います。しか

し、第一の目的である土地家屋調査士を盛大

にアピールするには、上位入賞してインタビ

ューを受けるしかありません！来年は、我こ

そはと思う方の参加をお待ちしています！
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ために勉強を重ね、周囲の皆様にご指導をい

ただきながら、時間がかかりましたが、こう

して私も“土地家屋調査士”となる事ができ

ました。ご支援していただきました皆様には

本当に感謝しております。

まだまだ私自身が未熟であるのと同時に

“土地家屋調査士”としてのスタートライン

に立ったに過ぎず、私のこれまでの知識、経

験、理解できたと思われるものはごく一部に

過ぎない事を念頭に置き、この“土地家屋調

査士”の業務内容、活動を以前の私のように

なかなか目、耳にする事がない方々もいらっ

しゃる中で、より沢山の方々に分かりやすく

自分の言葉で伝え、より理解していただく活

動もしていきたいと思っております。

皆様にご指導いただきながら、業務以外で

も地域の方々と密接な関係を築き、親しみの

持てるような“土地家屋調査士”になれるよ

う一生懸命頑張りたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

平成31年４月１日付けで敦賀支部に入会さ

せていただきました、向野博樹と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。

私は、大学卒業後にこの業界に飛び込みま

した。それは私の家の近所の方が“土地家屋

調査士”であった事がきっかけでした。

その方には、幼い頃から遊びに連れていっ

てもらったり、勉強を教えてもらったりと何

かとお世話になっておりました。その事がき

っかけで“土地家屋調査士“への興味と憧れ

を持つのに時間はかかりませんでした。

当時は、“土地家屋調査士”という仕事が

どのようなものかも、何をしているのかも分

かっておらず、周囲の人達にその人がしてい

る仕事がどのようなものかと尋ねても答えら

れる人はほぼおらず、少し知っている人に聞

いてもあやふやであったりして、なかなか理

解している人に出会うことが出来ませんでし

た。そこでどのような仕事なのかを理解する

新入会員の声

敦賀支部　向　野　博　樹

入会のご挨拶

総務部だより
 ◎新規登録

所属支部　敦賀支部

むかい の ひろ き

向 野 博 樹

449
平成31 4 1

914-0803 敦賀市新松島町 4番 8号　長野ビル２階

（0770） 23 － 8140 （0770） 23 － 8141

mukaino-2f @ rm.rcn.ne. jp

090 － 5179 － 1018（測）

 ◎登録情報の変更

（事務所住所・電話、FAX 番号変更）　所属支部　小浜支部

よし むら くに お

吉 村 國 男

319
平成２ 7 2

919-1542 三方上中郡若狭町井ノ口第 36 号 7 番地の 2

（0770） 62 ー 0166 （0770） 62 － 0167

（測）
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（事務所住所・FAX 番号変更）　　　所属支部　福井支部

（e-mail 変更）　　　所属支部　福井支部

（事務所住所・電話、FAX 番号、e-mail 変更）　所属支部　武生支部

きた
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おか
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りょう
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のぶ

じ

ろう

北 嶋 貴 信

錦 織 綾 冶

丸 岡 二 朗

411

353

332

平成19 １ 22

平成９ ９ 22

平成５ 2 10

910-0236

915-0074

坂井市丸岡町本町 4丁目 58 番地 1

越前市蓬町６番 16 号　アークビル２階

（0778） 22 － 2005

（0776） 63 － 5747

（0778） 22 － 2006

nisigori@hokuriku.me

m-channel@tr iton.ocn.ne. jp

ADR認定 第321013号

ADR認定 第421005号

 

( 測補）

 ◎退会者

牧野　捷二（福井支部） 平成31年４月18日　廃業

山崎　利一（福井支部） 平成31年４月10日　死亡

 ◎補助者の使用届

届出年月日
氏　名

届出者氏名
（生年月日）

平成31年１月21日
松浦　祥子

松澤　　晃
昭和41年10月12日

平成31年４月11日
山﨑　高義

川上　　司
昭和40年10月８日

令和元年５月９日
中野　雄次

向野　博樹
昭和31年８月11日

令和元年６月20日
松村　征永

江端　寛明
昭和54年５月24日

令和元年７月５日
丸岡　直樹

丸岡　二朗
平成２年10月17日

編集後記

会員、関係者各位、お元気でお過ごしでし

ょうか。

皆様には常日頃より広報活動へのご支援、

心より御礼申し上げます。

特に今回、ご寄稿、ご協力頂いた皆様には

ご多忙にもかかわらずご対応頂きまして本当

に有難うございました。

新元号が『令和』となってはじめての「お

たより」発行となります。

私自身も広報部活動へ初参画となります。

不慣れなところが多々ありますが、新役員の

皆様、そして新部長のご指導の元、部員の一

員としてフレッシュな気持ちで、従来の内容

を踏襲しつつさらに充実したものにしてゆき

たいと考えております。

現在、次号に向けてチームとして知恵を絞

りながら色々なアイデアを企画立案中です。

次の発行には、メディアの活用法も含めて、

ヴァージョンＵＰしたものがお届けできると

思います。

とはいっても、緊縮財政の中での発行とな

ります。皆様のご意見・ご要望等、知恵をお

借りし内容充実を図りたいと思います。バッ

クアップ是非とも宜しくお願い致します。　

ところで、近年、春夏秋冬間のなだらかな

四季のうつろいが感じられないように思いま

す。年間を通しても、局地的な突風、ゲリラ

豪雨、季節感無視の猛暑であったり極寒、ド

カ雪、等々の急激な気象変化が多く発生し、

パルス状でデジタル型がより強烈になったよ

うな気がします。

物理的につらい面も多々ありますが、上手

にそして柔軟に対応しましょう。

（中田　記）





測量機器総合保険
（動産総合保険）

のご案内

お 問 い 合 わ せ 先

日本土地家屋調査士会連合会共済会 測量機器総合保険の特徴

会員が所有・管理する測量機器（製品№のある機器に限る）について

業務使用中、携行中、保管中等の

偶然な事故による損害に対し、

保険金をお支払いします。

このチラシは動産総合保険の概要をご説明したものです。
ご加入ご検討の方、パンフレットをご希望の方は桐栄サービスまたは三井住友海上までご連絡ください。

日本土地家屋調査士会連合会共済会

取扱代理店 引受保険会社

有限会社桐栄サービス
東京都千代田区神田三崎町１丁目２－１０

土地家屋調査士会館６Ｆ

TEL ０３（５２８２）５１６６

三井住友海上火災保険株式会社
広域法人部営業第一課

東京都千代田区神田駿河台３－１１－１

TEL ０３（３２５９）６６９２

保険期間
２０１９年４月１日午後４時から２０２０年４月１日午後４時まで
※保険期間の中途での加入もできますので、ご希望の場合には桐栄サービスまでご連絡ください。

等

保管中の測量機器が

火災にあい焼失した。

測量中誤って

測量機器を倒し壊れた。
測量機器を事務所、

自宅等に保管中に

盗難にあった。

21 3
例えば

特徴１

特徴２

個別にご加入されるよりも保険料が割安です。
保険金額 2 0 0 万円の保険料

測量機器総合保険（本制度） ： 4 2 , 9 4 0 円

動産総合保険（個別加入） ： 6 4 , 8 0 0 円
※ 縮 小 支 払 割 合 9 0 % 、 免 責 1 5 万 円 適 用

約34%
割安

B18-102103 2020年4月1日

「土地家屋調査士賠償責任保険」とは異なりますのでご注意ください。












