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　新年明けましておめでとうございます。未

だコロナ禍が収まらぬ中ではありますが、会

員そして関係各位の皆様におかれましては、

お健やかに新たな年を迎えられたこととお慶

び申し上げます。

　冒頭に触れましたとおり、昨年は聞き飽き

るほどの「コロナ」で終始した年でありまし

た。当会においても事業の遂行がままならず、

会員の皆様におかれましては大変ご迷惑をお

かけしたことと思います。また、一時は依頼

人との接触が制限されたり、関係官庁や企業

との折衝においても支障が出るなど、日々の

業務おいてもこれまでに無いご苦労があった

ものと拝察いたします。

　加えて、ご家族はじめ周囲の方々におかれ

ましても勤務先や学校において、様々な制限

あるいは深刻な事態に直面されたケースもあ

るかと思います。おそらく、この広報誌が発

行される頃においても収束は目途が立ってお

らず、むしろ感染拡大に陥っているのではな

いかと懸念しておりますが、どんな状況であ

ろうとも新たな年を迎えたように、人々の営

みは連綿と続いてまいります。明けぬ夜はな

いと申しますが、とにかく一日も早い終息を

願ってやみません。

　かように昨年は暗いニュースとして日本全

土を覆ったコロナ禍でありますが、その暗い

中でも一筋の光を見出そうと努力する人々の

姿や、懸命に対応する官公庁の皆さん、そし

て命がけで戦う医療従事者の姿には大変励ま

されました。たとえどんな時であろうとも、

どんな環境に置かれようとも、諦めずに己の

使命を果たそうとする、それこそが人間とし

てかくあるべき姿なのだと思い知らされた一

年でもありました。

　　　新たな時代の新たな常識の中で

会 長　岩　坂　昭　宏

　新たな時代の新たな常識の中で、自身の居

場所を見つけ役割を見出すこと、それはコロ

ナ禍に限らず全ての者にとって必要なことで

す。ただ、通常は緩やかな時代の流れの中で

変化していくものですが、コロナ禍はそれを

急激に加速させました。例えば遅々として進

まなかった電子化は格段に浸透し、様々な申

請行為が自宅から行えたり、現金を使わない

決済は当たり前となり、実際に集合すること

なく仕事や会議が成立したり、と、ほんの数

か月で世の中は大きく変わりました。当然な

がら、それは士業そして土地家屋調査士の世

界にも影響を与えます。一般の国民にとって

も簡易な申請行為の依頼は減り、より高度で

専門性が問われる業務の依頼において存在意

義が問われることになると思います。このま

ま時代の波に呑まれ消滅する資格となるか、

専門性という刀を手に国民を守る侍（士）と

してより昇華するのか、今が正念場であると

思います。必要とされる資格者であるために、

倫理を守り、会を健全に運営し、誠実に業務

をこなし、研鑽に励み、存在を訴え、社会に

貢献していく。これまでやってきたことと、

これからやらねばならないことに違いはあり

ませんが、不動産における医師的な存在とな

り、国民に寄り添う資格者としてこれからも

必要とされるためには、より一層の研鑽と高

い志を持つことがこれまで以上に必要だと思

います。

　会員の皆様におかれましては、今一度気を

引き締め、全会員が一丸となり、ともに未来

を築いていこうではありませんか。すべては

国民のために。

　本年もよろしくお願い申し上げます。
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　新年明けましておめでとうございます。

　福井県土地家屋調査士会会員の皆様には、

充実した年末年始を過ごされ、健やかに新年

を迎えられたこととお慶び申し上げます。

　日頃から、不動産の表示に関する登記を通

じ、法務行政の適正・円滑な遂行につきまし

て、格別の御支援と御協力を賜り、厚く御礼

を申し上げます。

　特に、昨年はコロナ禍の中、非対面・非接

触といった制約を課された結果、登記業務の

処理に関して一定程度影響が生じたものと認

識しております。色々と御不便をおかけした

こともあると思いますが、会及び会員の皆様

の御理解・御協力をいただき、困難な状況を

無事乗り切ることができました。この場をお

借りして御礼申し上げます。

　折角の機会ですので、紙面をお借りして、

最近の不動産登記に関する諸施策への取組に

ついて、若干の説明とお願いを申し上げます。

１　最初に、所有者不明土地問題の解消につ

いてです。

⑴　昨年10月５日から同９日までの５日間、

「家族も安心 (^o^) 未来につなぐ相続登

記等無料電話相談会」を開催しました。

会員の皆様には、お忙しい中、御協力を

いただきありがとうございました。

　　非対面の相談会は初めての試みでした

が、お陰様をもちまして、相談は予想を

上回る件数があり、利用者からは満足だ

ったとの声をいただきましたことを御報

告申し上げます。

⑵　表題部所有者不明土地の解消作業につ

いては、会員の皆様には所有者等探索委

新年の御挨拶

福井地方法務局長　中　村　和　博

員として関与していただいているところ

ですが、今後、作業の進捗に伴う調査協

力依頼の拡大を予定していますので、引

き続き御理解と御協力をお願いいたしま

す。

⑶　筆界特定制度については、所有者不明

土地対策の観点からも筆界未定地の発生

抑制を図る必要があるため、地籍調査実

施主体による筆界特定申請を可能とする

制度を設け、法務省として地籍調査へ積

極的に協力していく体制を整えていると

ころです。

⑷　また ､昨年７月10日からは、相続登記

促進のため自筆証書遺言書保管制度を導

入しました。

２　次に、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西地区（２年

目作業）及び勝山市本町一丁目ほか地区

（１年目作業）を実施しており、順調に

進捗しているところです。

　相続登記促進は、権利登記が中心のように

受け止められるかもしれませんが、権利の客

体が明確になってこそ意味のあるものとなり

ます。

　会員の皆様には、既に筆界特定手続の代理

人、筆界調査委員あるいは所有者等探索委員

として御活躍いただいているところですが、

不動産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・協力が不可欠です。引き続きの

御理解・御協力をいただきますよう重ねてお

願い申し上げまして、新年の挨拶とさせてい

ただきます。
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脱ハンコ社会、さらにはデジタル文書・デジ

タル署名の普及を目指しています。また、オ

ンライン面談は、すでに日常化しつつありま

す。

　その流れの中で、土地家屋調査士も、目指

せオンライン立会、ということになるのでし

ょうか。境界調査は、刑事捜査と同じく、現

場百ぺんが最重要です。しかし、公図その他

の文献調査のオンライン化、地積測量図等の

作成のデジタル化は既に現実のものとなって

います。そうなると、次なる改革は、立会の

オンライン化かも知れません。本人確認や筆

界を提示する手法など課題も多そうですが、

メリットも大きそう。実現に向け、大いに議

論したいものです。

　長くお目にかかれない状況にありますが、

皆さまお健やかにお過ごしでしょうか。

　２０２０（令和２）年は、多くの皆さまに

とって厳しい年であったと推察いたします。

　私自身、弁護士と言っても名ばかりで、主

な仕事はリアルでの講義や講演です。そのた

め、旅館や料理屋と同じく、私の事務所でも

日々受けるのはキャンセルの電話やメールば

かりでした。３密で飲食することを無上の楽

しみとする私には、地獄の１年でした。

　一方で、コロナ禍は、新たな知恵と技を学

ぶきっかけを与えてくれました。オンライン

での審議会、会議、講義、講演、飲み会など

です。�ただ、デジタル音痴の私は毎回のよ

うに、接続等で苦労しています。日調連との

オンライン打合せ会の折りには、映像は送受

信できるが、私の音声だけが、どこをどうや

っても相手に届かない。そこで、日調連事務

局の方が一計を案じてくれました。システ

ムをｗｅｂ会議用から、オンライン飲み会

用に替えた。そのとたん、私の画像も声もク

リアに日調連に伝わったのです。事務局の方

は、ノンベイのホーキンさんにはこれしかな

いと閃いたそうです。今では、Zoom, Teems,  

Webex, Skype For Business など、言われる

ままに接続してオンラインを楽しんでいます。

　コロナ禍を機に、仕事も娯楽もオンライン

化・デジタル化が加速しそうです。政府は、

顧問弁護士　寳　金　敏　明

　　　福井会　目指せオンライン立会？
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密接」の三蜜を避けると共に（免疫力アップ

のためにも）十分な睡眠・禁煙などの自己の

健康管理が大切。

　インフルエンザとの相違としては、新型コ

ロナは、発熱に加え、味覚障害・嗅覚障害を

伴う。インフルエンザの潜伏期間は、１～２

日だが、新型コロナは、１～ 14日（平均５

～６日）で発症する。新型ウイルスは、無症

状患者でもウイルス量は多く感染力は強い

とのこと。

　インフルエンザは、軽症～中等症で、重症

度は低いが、新型コロナは、重症になる確率

が高く、致死率は３～４％ある。

　これから、冬本番にかけて気温も下がり、

インフルエンザと新型コロナの両方に罹患

する可能性も上がります。なので、インフル

エンザの予防接種を受けておいたほうが良

い！とのこと。

　また、ウイルスは粘膜から侵入するので、

顔や目に触ることで、感染しやすくなりま

す。東京や大阪に比べれば福井県での罹患者

数は少数ではありますが、ご自分が感染され

ないよう、媒介者にならないよう、こまめな

手洗いを心がけられ、ソーシャルディスタン

スを保ちましょう。

　新型コロナに打ち勝ち、皆さまとまた懇親

会で語り合える日を楽しみにしております。

　令和元年12月末に中国の武漢市で原因不明

の肺炎が発生し、日本には３月に入って来ま

した。

　孫子の兵法「敵を知り己を知らば百戦危う

からず」と申します。

　新型コロナについて調べてみました。

　このウイルスは、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２

（ 正 式 に は、Severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2）といい、自分自身

では増えることが出来ない。

　なので、鼓膜などの細胞に付着し、入り込

んで増殖していく。

　コロナウイルスには50種類以上の種類があ

り、その内で人に感染するものは６種類見つ

かっている。その６種類のうち、４種類は一

般の風邪である。

　今回７種類目が見つかった。この見つかっ

た７種類目を新型コロナウイルスと呼ぶ。疾

患名は ＣＯＶＩＤ－１９と言い、新型コロ

ナウイルスによって発生する疾患をさす。

　新型コロナウイルスの基本的な感染予防と

しては、

「接触感染」に対しては、こまめに掃除・消

毒をし、石鹸と流水での手指洗い、アルコー

ル消毒が有効。

「飛沫感染」に対しては、マスクの着用。

「エアロゾル感染」に対しては、換気・ソー

シャルディスタンスを心がける。

また、不要不急の外出を自粛し、「密閉・密集・

福井支部長　山　本　英　雄

　　新型コロナに気をつけて！！

支部だより支部だより
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をキープできています。できればあと５キロ

ほど落とせたらと思っています。

　いちばん太っていた当時と現在の私、両方

をご存知の方々から、「どうして（極端に）

リバウンドしないのか」を聞かれる機会が多

いので、自分が普段実践していることをお伝

えします。

　

・満腹と思うまで、食べない。

　腹七～八分目を心掛け、なるべくゆっくり

よく噛んで食べるようにしています。また、

いつも胃のどこかにスペースがある感覚で過

ごしていると、次第に胃が小さくなっていく

気がします。

　以前の自分は本当に健康に無頓着でしたが、

平成26年に受けた健康診断で慢性的な疾患が

あることを知り、その後入院や手術を経験し

たことで健康の大事さが骨身に沁みました。

この年平成26年に、現役バリバリだった戸田

昌浩元会長が急逝されたことからも多大な影

響を受けました。

　平成21年に禁煙したこともあって、平成26

年頃の私はマックス90キロもの体重があり現

場作業などもいま思うとすごくしんどかった

です（当時の自分の写真見ると本当にゾッと

します・・・）が、その状態から20キロ弱減

量することができました。いちばん体重の落

ちていたころで70キロ切っていたこともあり

ましたが、少し戻り現在は72 ～ 74キロほど

敦賀支部長　阿　部　正　貴

　私流の健康維持の方法

にはお忙しい中、講師を受けてくださいまし

てありがとうございました。また、本年度は

コロナウィルス感染症の中、研修会を開催す

るのか？しないのか？迷っている状況です。

また、毎年２月恒例のボーリング大会及び新

年会も開催できるか心配です。

　最後になりますが、このような状況の中で

の支部の活動に対しまして会員の先生方皆

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。

　昨年度より武生支部長を務めさせていただ

いております、伊吹と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　私事ですが、開業から15年が経ちまして、

そのうち支部役員を５年間務めさせていた

だきました。まだまだ経験の少ない私ですが、

支部役員の先生方のご指導ご協力をいただき

ながら、支部活動を行っております。

　さて、昨年度は武生支局長の堂谷様を講師

にお招きして、「筆界特定制度に関する実情」

について研修会を開催いたしました。堂谷様

武生支部長　伊吹　　猛

支部だより
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がっつり本格派の「ロードバイク」ではなく、

折りたたみ式です。折りたたんだ状態で輪行

し（車や電車で持っていき）気の向いた場所

でポタリング（自転車を使った散歩）をして

います。

　１か月に２回程度の頻度で、距離にして１

回につき20 ～ 30㎞ほどは走ります。ストレ

ス解消にも運動不足解消にもなり、結果とし

てカロリーも消費するという正に一石三鳥な

効果があります。

　コロナが収まり、時間ができたら広島県と

愛媛県を結ぶ「しまなみ海道」という橋を自

転車で渡りたいと思っています。これは完全

な蛇足ですけども。

・毎日寝る前に体重計に乗る。

　頑張りが数値に現れると一層やる気も出ま

すよね！

　いつ何時もこういったことを守れているか

と言われると、そうでもないですが (^-^;

これらを自分のなかでの意識付けとしており

ます。

　と、いうことで、お互い健康に留意し充実

した人生にしましょう。

・間食はほどほどに。ただし21時以降は何も

食べない。

　甘いものも全く食べないわけではありませ

ん。コーヒーのときの茶菓子の程度であれば

普通に食べています。

　もっとも、例えば20時58分に、あと２分あ

るからシュークリームやケーキをがっつくと

いったことはもっての他です　笑

・一日１７００キロカロリー以下に抑える。

　カツ丼（和風、ソースを問わず）やカツカ

レー、フライドチキン、スナック菓子（ポテ

トチップス）といった揚げ物や、マヨネーズ

が入っているポテトサラダなんかもそうです

し、菓子パンやサンドイッチも、満腹感があ

まり得られない割にはカロリーが高いです。

　そんなことばっかり気にしているので、た

まにコンビニなどに行っても、カロリーが気

になります。

　なお、“１７００キロカロリー”に関する

根拠は不明です。（ネットのどこかに書いて

あった気がしますが・・・）

・ラーメンやうどん、そばのスープはレンゲ

　２杯まで。

　“レンゲ２杯”にも何の根拠もあ

りません。できればスープは飲まな

いほうが間違いなさそうです。

・ベジファースト（野菜から先に）。

　これは本当にオススメです。私は

レタス、キャベツ、トマト、玉ねぎ

スライスを食べることが多いです。

そのあと、ご飯（米）はお茶碗に少

な目を一杯だけ食べるようにしてい

ます。

・サイクリング（ポタリング）する。

　いわゆる自転車です。といっても、
しまなみ海道
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で展開される物語が多くの人の心を動かした

と言われています。

　目の肥えたアニメ・ファンや映画好きから

高評価を獲得し、口コミやＳＮＳで評判が広

がるとメディアからも注目され、普段はアニ

メーションに見向きもしないような層や当時

を知る高齢者、ミリタリー・ヲタクまでもが

映画館に足を運んだことから、長期に及び

500館近い映画館で上映され、日本アカデミ

ー賞のほか数多くの映画賞を受賞し高く評価

されました。

　

　映画制作という土地家屋調査士とは異なる

分野の話ですが、私は、この映画作りの姿勢

が報われたエピソードに勇気づけられるよう

に感じるのです。

　

　公開から５年が経とうとしていますが、片

渕監督は福井県と縁があるそうで、毎年８月

に福井市のメトロ劇場で「この世界の片隅

に」が上映されています。またＮＨＫでは８

月15日にこの映画を放映することが恒例にな

りつつあるようです。

　現在、片渕監督は平安時代を舞台にした新

作の制作準備に取組んでいるそうです。

　国道27号線を小浜市から高浜町に向かって

西に車を走らせると、美しい三角形の山が姿

を現します。その山容から「若狭富士」とも

呼ばれる「青葉山」です。

　この青葉山の名が旧帝国海軍の軍艦の艦名

になっていまして、それが重巡洋艦「青葉」

です。この「青葉」が登場するアニメーショ

ン映画「この世界の片隅に」について触れさ

せていただきます。

　

　この映画が公開された2016年は同じくアニ

メーション映画の「君の名は」が社会現象と

言える大ヒットを飛ばしていました。一方「こ

の世界の片隅に」は片渕須直監督が商業的ヒ

ットの実績がなく、第二次大戦下の日常生活

を描く地味な内容からスポンサー探しが難航

し、クラウドファンディングで得た資金でパ

イロットフィルムを作り、ようやくスポンサ

ーを獲得して制作に漕ぎ着けたそうです。ま

た資金難に加えて、声の主演：のん（能年玲

奈）が元の事務所とのトラブルを抱えていた

ためテレビ等での派手な宣伝ができない状態

で、全国で63 の映画館での静かな封切りで

した。

　しかし、厳しい制作環境にも関わらず妥協

の無い映画作りをしたことが観た人に伝わり、

その評判が広がり始めたそうです。

　丁寧なアニメーション作りを基本と

して、映画の舞台である広島や呉が原

爆や空襲その後の歳月により失ったか

つての姿を、航空写真や当時の資料・

文献を収集・分析し、何度も現地に足

を運び、古老からの聞き取りをするな

ど労を惜しまずに取材し、再現した上

小浜支部　大　下　明　秀

　青葉山～この世界の片隅に
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　話が脱線しましたが、今回の亡失点調査の

調査した点の数は、

　[三角点 ]　　　７点

　[三角点節点 ]　７点

　[多角点 ]　　　28点

　[多角点節点 ]　48点

　計90点で、

　そして、亡失点の数が、

　[三角点節点 ]亡失箇所２点

　[多角点 ]亡失箇所８点、異常個所1点

　[多角点節点 ]亡失箇所11点

　異常個所１点、亡失点と異常点の計23点と

なりました。

　令和２年10月23日（金）午後１時から、福

井県土地家屋調査士会の事業として、坂井市

丸岡町の街区基準点区域内の亡失点調査を行

いました。

業務部　井　上　愼太郎

　　　　坂井市丸岡町の街区基準点区域内の亡失点調査

　今回の亡失点調査は、丸岡城の一筆啓上茶

屋に陣取り、調査させていただきました。と

ころで丸岡城と言えば「日本最古の天守」だ

ったのですが学術調査の結果、否定されたこ

とは皆さんご存じのことですね。では現存日

本最古の天守はどこ？？？

　実はどこが最古か判明してないみたいで、

推定で１位松本城、２位犬山城、３位彦根城、

４位姫路城、５位松江城だそうです。何かス

ッキリしない結果ですよね。 　約25％に亡失、異常がありましたが、この

ように街区基準点が亡失していると土地分筆

登記等の測量の際に大変困りますので、これ

からも行政と連携して点検をしていきたいも

のです。

　最後に、坂井市の建設部林部長、都市計画

課谷口技師にご参加いただき、小雨の降るあ

いにくのお天気の中、福井支部役員の方々の

ご協力を得て無事終了することができ感謝し

かありません。ありがとうございました。
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　例年、中部ブロック総会は１日目に総会を

開催しその後懇親会、２日目は担当部ごとに

分かれて分科会をしておりました。しかしな

がら、今年はコロナ感染拡大防止のため集ま

っての総会はできませんでした。よって、Ｗ

ＥＢ会議での開催となりました。ＷＥＢ会議

ツールは「ＺＯＯＭ」です。この年の当番会

は福井でありましたので、急いでＷＥＢ会議

の準備に入りました。総会当日の一週間前に

ＺＯＯＭの通信環境のテストを当日参加する

各会の方々と行う等、慌ただしく時間が過ぎ

ていきました。

　令和２年７月３日（金）13時30分に令和２

年度中部ブロック総会（ＷＥＢ会議）が始ま

りました。会議の進め方は、福井県土地家屋

調査士会がＺＯＯＭのホストとなり、各会の

担当者（約60名）がＺＯＯＭに入ってきて、

会議をします。福井県土地家屋調査士会館の

会議室にパソコンを置き、岩坂会長が議長、

土田副会長が司会を行い進めていきます。福

井会の副会長及び部長はそれぞれの事務所に

いて各自のパソコンでＺＯＯＭに入っていき

ます。

　総会の序盤は音声が途切れたり、小さくな

ったりしました。また、岩坂会長が議事を進

めていっても画面に参加者の顔が映っている

だけなので、岩坂会長の声が聞こえているの

かさえ分からない状態でした。しかし、総会

が進むにつれ、音声の途切れもなくなり、参

加者の方々の真剣な表情により、しっかりと

内容が伝わっているのが感じ取れ、スムーズ

令和２年度中部ブロック総会
（ＷＥＢ会議開催）

広報部長　北嶋　貴信

に進行していきました。採決をとる方法も「手

を挙げる」という機能があり、アイコンで手

が上がるようになるので、見た目でもすぐに

誰が手を挙げているのかがわかりました。そ

して14時50分終了予定でしたが、14時30分頃

には無事終了しました。

　14時50分より、各部（総務・財務部、研修部、

業務・社会事業部、広報部）に分かれて、分

科会を行いました。総会同様に今度は当番会

の福井会の各部長のパソコンがホストとなり

各会の副会長、部長が担当の部の分科会にＺ

ＯＯＭでの参加となりました。福井会の部長

がそれぞれ司会をし、分科会が進められまし

た。私も広報部長として分科会（広報部）の

司会をしました。事前に議題を参加者にメー

ルをしておきました。はじめの議題の時点で

は参加者の方々も表情が硬かったですが、分

科会が進むにつれて、質問も多くなり、各会

の熱い思いが出てくるようになり、時間がた

つのも早く感じました。そして16時30分頃に

無事、分科会（広報部）は終了しました。ま

だ続いている分科会もあったみたいです。

　同じ役（立場）同士で意見交換や質問がで

き、ＷＥＢ会議ではありましたが、大変良か

ったと思います。このＷＥＢ会議の経験はも

ちろん、分科会で意見交換をしたこと等も含

め、今後の福井県土地家屋調査士会の活動に

反映できるようにしたいと思います。
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　ＢＭＩを日ごろのパフォーマンスにより何とかイエローゾーンまで引き下げ、高血圧も薬との付

き合いの中でなんとか標準値を維持しておる状況ですが、それにあぐらをかいて年齢を顧みず調子

に乗っていたところに、メニエール予備軍で救急車に運ばれる事態を引き起こしてしまいました。

やはり、健康維持には食事、睡眠、運動が基本のようです。

　そして、何といっても世の中のコロナ禍は早く終息を願うばかりでありますが、古来より我が国

は疫病に悩まされた歴史があり、食と健康は人類の歴史に大きく影響し、時代とともに日本人の食

生活が大きく変わるにともない患う病気も変化をしてきました。

　曲がりなりに健康管理士指導員の私でありますが、 興味で集めた文献を取りまとめ、 今や世界有数

の長寿国となった日本の食生活と健康についての歴史を古代から近代までの４つの時代に分け、 ３

回にわたって連載させていただきたいと思います・・・不評であれば途中降板とします (́ ;ω ;｀)

１．古代（縄文時代～平安時代 )

【縄文時代】

　特徴は、氷河期が終わって温暖化が進み、土器を使用するようになったことです。旧石器時代で

は、焼く、天日干し、燻製にするくらいしか調理方法がありませんでしたが、土器により煮る、茹

でるなどの調理ができるようになり食の幅が広がりました。

●縄文時代の食

　縄文時代に主食として食されていたのは栗、クルミ、ドングリなどの木の実でした。

木の実は、白米よりも食物繊維やビタミン

B1　が多く、粉食としても活用されていて、

石皿とすり石で製粉し、つなぎには山芋が使

用されていました。そばも食べられており、

そば粉を水で練って食べてたようです。

　タンパク源は、シジミやアサリ、牡蠣、ハ

マグリなどの貝のほか、食用の動物や鳥類、

魚類などで、キイチゴやヤマブドウなどの果

実でできる果実酒などもつくられていました。

●縄文人は意外と長生きだった

　縄文人は、木の実や魚、獣肉、山菜などか

ら炭水化物 ( 糖質 )やタンパク質、脂質、食

日本の食と健康の歴史日本の食と健康の歴史
 ～ 第 １ 編～～ 第 １ 編～

広報部　松田　源次郎

あなたは何時代人？
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物繊維、ビタミン類を取っており、栄養バランスのよい食事をしていました。狩猟生活から体を動

かすことも多いため筋肉が発達し、男性が158cm、女性が149cm と現在より身長は低いですが、骨

太でした。

　医療技術が発達していないために、乳児死亡率や15歳未満の子どもの死亡率が高く、平均寿命は

30歳前後でしたが、免疫機能がしっかりする大人に成長することができれば、その内の約3割が65

歳を超え、長生きだったといわれています。

【弥生時代】

　縄文時代晩期に大陸から米が伝わり、弥生時代に入ると水耕の技術が発展し、稲作が広がってい

きました。

　それとともに、主食は、米をはじめ麦や粟、稗などの雑穀へと変化していきました。

　身長は、弥生時代から伸びはじめて古墳時代が最も高く男性163cm、女性152cm で、その後、徐々

に低くなり、江戸時代や明治時代には男性155cm、女性145cm となっています。そして、昭和の時

代に入り急激に高くなり、2017年には男性171cm、女性158cm までになりました。こうした身長の

変化は食事に関係しており、古墳時代は稲作で安定した食料を得ることができて栄養状態がよくな

ったからあり、その後、身長が低くなったのは、鎌倉時代に肉食禁止令が出されていたことから動

物性タンパク質を取る機会が減ったためで、動物性タンパク質の摂取量が増えた昭和以降には、身

長が急激に伸び現在の身長に至っています。

●米づくりと人口増加

　米は、脱穀をして精白をしていましたが当時の技術では糠が残っていました。玄米や糠つきの米

は、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富なため、精白米より栄養素が豊富に含まれていて、健康

を維持するために重要な役割を果たしています。

　大豆、小豆などの豆類、桃、杏、柿、スイカなども栽培され、食料が安定供給されるようになり、

人ロが増えていきました。縄文時代～弥生時代は50万人前後、古墳時代～奈良時代に向かって500

万人以上と増加していきます。

●米とともに伝わった病気

　「結核」です。稲作のために湿地周辺に移住する人々が増えたことで、寄生虫の感染が増えました。

　住血吸虫は、貝に寄生していて水に入った人や動物の皮膚から侵入し、長期感染が続くと肝硬変

をもたらしました。現在、日本での発生はありません。　

【古境・飛鳥時代】　

　古墳時代は、大きな前方後円墳がつくられていた時代です。多くの人が命を落とした疫病が度々

流行し、内乱も起きるようになりました。

●天然痘の流行でパニツクへ 

　奈良時代、「天然痘」が流行していました。天然痘は重症化すると死亡率は約30％におよびました。

　消化のよい食事や発熱による脱水症状を防ぐための塩分補給などの対処が行われていました。
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【奈良時代・平安時代】

　飛鳥時代に出された「肉食禁止令」が続き、殺生を禁じる仏教の教えにより、牛、馬、犬、猿、

鶏の５つの指定された動物を食べることが禁じられていました。肉食禁止令は、江戸時代末期まで

の約1200年間も続き、これにより日本人の食生活は大きく変化をしていきます。

●貴族の食事と庶民の食事

　奈良時代の貴族の食事は、魚や野菜、乳製品など品数が多い豪華なものになり、白米を食べるこ

とができるようになりました。その一方で、庶民は高価な白米を食べることはできず、玄米と野菜

を使った素朴な食事でした。野菜の栽培が盛んになり、庶民の食卓を支えていました。

　平安時代になると貴族の食事はさらに豪華になっていき、せんべいや水あめ、ちまきなども食べ

られるようになりました。肉食禁止令が依然として続いていましたが、庶民の食事では、鹿やウサ

ギなどの指定されていなかった獣肉を食べることができました。

 ●早死にだった貴族

 当時、貴族の中で、全身の倦怠感や食欲不振、足のむくみやしびれなどを引き起こし、最悪の場

合死に至る「脚気」が蔓延しました。戦後生まれの私も、小学校では健康診断で校医さんが木槌の

ようなもので膝の皿をコンと叩いて膝より下の下腿が跳ね上がるかどうかの検査を受けました。

  これは、ビタミンＢ１　の不足により引き起こされるもので、玄米を精製するときに捨てられる

糠や胚芽部にはビタミンＢ１　が豊富に含まれていますが、白米を食べることのできた貴族にだけ

脚気が起こったのです。

　貴族の食事は、美しさと品数が重視されて

おり、肉食禁止令を厳守したことで動物性タ

ンパク質と脂質の摂取量は極端に少なく、全

国各地の珍しい食材を使うために干物や塩漬

けなどが多く、栄養バランスが取れていませ

んでした。

　また、一日の大半を屋内で過ごしていたた

め、運動不足になり、とても不健康だったの

です。貴族の中には、喉の渇きや視力が低下

していく現在の糖尿病の症状を持つ者もいま

した。一方、庶民は玄米を食べていたため、

見た目の華やかさは劣るものの健康的な食事

をしていたのです。

　　　　　　　　  ― 中世に続く (？ ) ―

< 貴族の食事 >　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<庶民の食事 >
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全オンライン申請に移行したことです。最初

は、とても苦手意識がありましたが、私が所

属する福井土地家屋調査士会　研修部の皆様

が YouTube 動画で、調査士報告方式の説明を

してくださり、事務所で動画を見ながら、簡

単に完全オンライン申請の移行が出来ました。

福井土地家屋調査士会の研修部の皆様へはと

ても感謝しております。

　心配した仕事量もコロナ前ほどに戻ってお

り、何とか１年を終えることが出来ました。

　今年はどのような年になるか、全くわかり

ませんが、今年の終わりに１年を振り返って、

この１年自分がどれだけ成長出来たか、はっ

きり言えるように、日々精進していくだけだ

と思っております。

ポーツ少年団でコーチを務めています。まだ

まだ駆け出しの身である故、仕事で分からな

い事ばかりで悩んだ時も体を動かす事でリフ

レッシュも出来、子供たちから元気をもらい

日々頑張っております。

土地家屋調査士という職種を知ったのは前

職時代の測量機販売会社に勤務していた時で

した。土木・建築業の顧客がメインでしたの

で、土地家屋調査士が何をしているのかさえ

知りませんでしたし、２０代だった当時の私

には正直なところ訪問しにくい営業先でした。

　令和元年の10月１日に登録させて頂き、開

業してあっという間に１年３か月が過ぎよう

としています。一昨年の手帳を見ながら１年

前に何をしていたかと確認してみると、開業

後、間もない時でしたが、幸運にもお仕事に

恵まれていた為、悪戦苦闘しながら走り回っ

ていたことを思い出しました。あの頃から１

年経ち、ワンマン測量にも慣れ、少しは技術

向上出来たのかなと私の中では思っておりま

す。

　昨年はまさに、コロナに始まりコロナに終

わる１年でありました。私の業務も５月、６

月と仕事量が減り、心配しておりました。そ

んな時でもポジティブに考え、空いた時間を

使って業務改善に努めました。一番やってよ

かったのは、調査士報告方式に切り替え、完

新入会員の声という事でご挨拶の場を与え

て頂きましたので、自己紹介と今後の抱負を

述べさせて頂きたいと思います。

令和２年７月１日に登録させて頂きました、

東　友哉と申します。住まいは坂井市丸岡町

で、事務所は自宅の一室を事務所とし業務を

行っております。妻と、子供三人、猫一匹と

暮らしております。生まれてから一度も自宅

を離れたことが無く、地元がとても好きです。

趣味はソフトテニスをしており、選手として

試合に出ることもあり、丸岡を拠点とするス

新入会員の声

福井支部　松　村　征　永

福井支部　東　　 友　 哉

１年を振り返って

入会のご挨拶
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られた倉田英樹先生、中谷友昭先生も大変に

ご活躍されているというお話を伺っておりま

したので、土地家屋調査士業を生涯の仕事と

してやりぬく決心をし、コロナウィルスで先

行きが不透明ではありましたが、開業致しま

した。９月末ぐらいから少しずつではありま

すが、仕事も頂けるようになってきたので、

一件一件、真面目に、そして丁寧に取り組ん

でいく所存でございます。

将来的には、母校で土地家屋調査士を知っ

てもらえるような出前講座をするのが夢です。

文章が羅列してしまい恐縮ですが、今後と

もどうぞよろしくお願い致します。お気軽に

お声かけて下さると大変うれしく思います。

ご挨拶の場を与えて下さり、ありがとうご

ざいました。

測量機を販売する際、値段で売れる営業マ

ン、以前からの付き合いで売れる営業マン、

お客様が必要に迫られてタイミングよく売れ

る営業マン、様々ありますが、私は使い方を

熟知している営業マンになる必要があるなと

感じました。そこで土地家屋調査士の先生の

事務所に、現場に連れて行って下さい！！と

お願いをし、作業の見学をさせてもらい、境

界標を設置するときにこのプログラムを使う

のか、基準点測量をするときにこのプログラ

ムを使うのか etc。。。次第に測量に興味を持

つようになり、測量士補、測量士と挑戦し、

最終的に土地家屋調査士を目指すようになり

ました。

不動産業界に全くコネクションが無く、開

業するにあたり不安も多々ありましたが、私

と同じ測量機販売業から土地家屋調査士にな

とか合格することができました。

　こんな私ですので、資格を取得しただけで

は実務ができる筈がなく、調査士会のお世話

による登録前研修や現場での実務指導等で諸

先生方に教えを乞い、ご指導をいただき、よ

うやく登録する決心がつきました。今後は、

自己研鑽に努めながらスキルを向上させ、公

正堅実に業務にあたる所存でおります。とは

言え、現時点で諸先生方のような実力が伴っ

ていないことは明らかであり、今後諸先生方

のお力をお借りせざるを得ない局面が訪れた

際には何卒引き続きのご指導ご鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げます。

　最後に一旦開業を決めたからには、「東尋

坊、調査士飛び込む水の音」が辞世の句とな

らぬよう努力し、認知症になるまで頑張る所

存を表明して、入会のご挨拶とさせていただ

きます。

　令和２年12月10日付で、福井支部に入会さ

せていただきました松本道幸と申します。ど

うか宜しくお願い申し上げます。

　私は、銀行に35年間、その後４年間不動産

会社に勤務しておりましたが、調査士の先生

方に仕事を依頼することはあれ、正直、調査

士の実務は殆ど理解していませんでした。調

査士試験受験も「まだまだできる」との根拠

のない自信のみによる軽い気持ちでの受験で、

いざ勉強を始めてみると直線の方程式すら覚

えておらず、１～２年目の試験は土地の記述

式問題にもたどり着けない有様でした。それ

でも苦しい時には YouTube で満島ひかりが歌

うカロリーメイトの CM ソングを聞き、星飛

雄馬を思い出しながら努力と根性を旗印に勉

強し（今やただのオバさんと化した百恵ちゃ

んのデビュー時代を知る世代でないとわから

ない例えで申し訳ありません。）３年目に何

福井支部　松　本　道　幸

入会のご挨拶
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総務部だより総務部だより
 ◎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

まつ

ひがし

まつ

むら

もと

ゆき

とも

みち

ひさ

や

ゆき

松 村 征 永

東  友 哉

松 本 道 幸

450

451

452

令和元 10 1

令和２ ７ 1

令和２ 12 10

910-0853

910-0303

910-0017

福井市城東 4丁目 22 番 16 号　ヨコヤマビル 2階

坂井市丸岡町猪爪６丁目 11 番地

福井市文京２丁目 12 － 23　福島ビル３階

（0776） 43 － 1506

（0776） 67 － 1493

（0776） 28 － 9688

（0776） 43 － 1507

（0776） 67 － 1493

（0776） 28 － 9689

tochi .kaoku.matsumura@gmail .com

tomoya96miki46misunarukou@outlook. jp

sith.m-matsu@sky.plala .or. jp

910-0303

910-0828

坂井市丸岡町猪爪６丁目 11 番地

福井市林町第 36 号 12 番地

（0776） 67 － 1493

090 － 4136 － 0307

090 － 1391 － 5793

090 － 7083 － 3618

（測）

 ◎登録情報の変更

（事務所住所・電話、e-mail 変更）　所属支部　福井支部

（事務所住所変更）　　　　所属支部　福井支部

（事務所住所変更）　　　　所属支部　福井支部

なん

まつ

にしき

ぶ

うら

おり

よし

やす

しょう

のぶ

たか

いち

南 部 義 信

松 浦 康 圭

錦 織 勝 一

276

383

358

昭和54 ２ 28

平成15 1 10

平成10 3 20

910-1313

910-0005

910-0018

吉田郡永平寺町石上第２号 28 番地

福井市大手 2丁目 3番 1号　三の丸ビル 1階

福井市田原 2丁目 17 番 21 号

（0776） 65 － 9465

yo-6372n@mx6.fctv.ne. jp

ADR認定 第121004号

ADR認定 第421003号

（測）

（測）

（測補）
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（事務所住所・電話、FAX 番号変更）　　　所属支部　福井支部

（事務所住所・電話、FAX 番号変更）　　　所属支部　福井支部

（事務所住所変更）　　　所属支部　武生支部

（事務所住所・電話、FAX 番号変更）　　　所属支部　武生支部

まつ

お

いわ

みね

なが

がわ

さか

だ

しょう

ひろ

あき

かず

いち

ゆき

ひろ

ひこ

松 永 庄 一

小 川 浩 之

岩 坂 昭 宏

峯 田 和 彦

444

345

364

447

平成30 1 22

平成８ 6 10

平成12 8 21

平成30 7 2

910-0017

918-8051

915-0241

916-0017

福井市文京 6丁目 3番 22 号

福井市桃園 1丁目 5番 3号

越前市粟田部町中央 2丁目 302 番地

鯖江市神明町 5丁目 5番 15 号

（0776） 65 － 2424

（0776） 34 － 3448

（0778） 43 － 6440

（0776） 31 － 5234

（0776） 37 － 3255

（0778） 43 － 6441

ADR認定 第421001号

ADR認定 第221006号

 

( 測補）

 ◎退会者

高橋　正武（福井支部）　令和元年11月12日　死亡

片山日出郎（敦賀支部）　令和２年２月29日　廃業

恵美　行男（武生支部）　令和２年５月31日　廃業

黒川　信也（福井支部）　令和２年７月31日　廃業

濱田　道雄（福井支部）　令和２年11月20日　廃業

 ◎補助者の使用届

届出年月日
氏　名

届出者氏名
（生年月日）

令和元年10月28日
松村　文枝

松村　征永
昭和31年９月23日

令和元年11月18日
沢田亜矢子

中野　春雄
昭和57年７月17日

令和２年５月21日
川北　彰紀

中野　春雄
平成元年７月30日

令和２年７月17日
慶秀　拓郎

慶秀　利勝
平成８年１月28日

編集後記
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、

様々なことが急速にオンライン化されていま

す。広報部会でも無料相談会を WEB 方式にし

てはどうかと議論されました。

たとえコロナ禍が終息してもリモート化の

流れは継続するといわれています。ドローン

から送られる現地映像をリモートアプリで説

明するようなオンライン立会確認が現実化す

るかも知れません。

社会の日常の変容は、少なからず土地家屋

調査士の業務にも影響を与えると思います。

広報部としても皆様のアフターコロナの取り

組みを積極的に紹介してまいりますので奮っ

てご寄稿くださいますようよろしくお願いい

たします。

（広報委員 峯田 和彦）
















