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〈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

有名な大野の武家屋敷田村家の風車を撮ってきました。
モデルさんは、ある会員さんの娘さんです。暑い中頑張ってポージングしてくれました。
本当にありがとう。
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本年度の総会にて、再び会長に選任頂きま

した。会員の皆様におかれましては、改めて

ご協力賜りますようお願い申し上げます。

また、福井地方法務局様はじめ、関係官庁

の皆様、関係団体の皆様におかれましても、

これまでと変わらず協調・協働の精神でお付

き合い賜りたくお願い申し上げます。

さて、コロナ禍は未だ終息せず、ついに第

五波に突入しました。会務をお預かりするも

のとして、通常二期目となれば前期を踏まえ

更に積極的に事業を推し進めていくところで

はございますが、昨年同様活動に制限がある

中、いかにして目標に向かって進んでいくべ

きか、日々模索しているところであります。

しかしながら、昨年と違い、世の中全体が

ただ戸惑い立ち止まることから脱却し、あり

のままの状況を受け入れつつ可能性を見いだ

していく、という姿勢に転じていることを感

じます。この原稿を執筆している今、東京オ

リンピックが開催されていますが、開催自体

の是非はともあれ、そこで自我を乗り越え迷

い無く戦う選手の皆さんの活躍は、人々に勇

気と感動を与えており、まさに、いついかな

る時も一つ事に集中し、全力で役目を果たし

ていく尊さを体現しておられるのだと思いま

す。それは、昨年来、最前線でコロナ禍と戦

っておられる医療従事者の皆様も同じ精神で

あると拝察致します。

我々土地家屋調査士の世界においても同様

であり、日々の仕事の中で全力を尽くし、依

ご　挨　拶

会 長　岩　坂　昭　宏

頼人にとって最善の結果を提示できるよう自

身の能力を高めるため精進することが必要で

あり、資格者たる役目であると考えます。

以前から、政府が主導する電子化やコロナ

禍における世の中の変化を根拠とし、資格者

に対する国民の要求の変化についてお話しし

てきましたが、所有者不明土地に関する特措

法や土地基本法の一部改正等、様々な変革が

いよいよ目に見える形となって姿を現してま

いりました。

我々の具体的な仕事としてどのように関わ

っていくのか未だ不明瞭な点もありますが、

今から新たな知識を吸収し備えていかなけれ

ば遅れを取り、国民にとって不要な資格者の

烙印を押されてしまう可能性も否定できない

と考えています。

それには、これまで同様関係官庁、関係団

体との連携が重要なのは当然ながら、我々を

取り巻く全ての環境との融和を考慮しつつ、

我々自身が進化していかねばなりません。

幸い、今期就任いただいた各役員・委員の

皆さんの士気は高く、就任直後からそれぞれ

の役目を全うすべく精力的に活動していただ

いており、感謝の念は絶えません。皆の力を

借り、一丸となって福井会を牽引してまいる

所存ですので、会員の皆様、関係各位におか

れましては今後ともご協力並びにご指導・ご

鞭撻賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶と

させて頂きます。
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　本年４月の人事異動により福井地方法務局

長を拝命し，法務省訟務局から着任いたしま

した。出身は富山県高岡市で，富山地方法務

局に採用され，平成９年に法務本省へ異動後

は，人事院への３年間の出向期間も含め霞ヶ

関での勤務が長くなりましたが，その間，津

及び佐賀の地方法務局においても勤務させて

いただきました。したがいまして，福井局で

の勤務は初めてということになりますが，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及び会員の皆様に

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いただき，

心から感謝申し上げます。

　御存じのとおり，現在，法務局が重要課題

として位置づけ，重点的に取り組んでいるも

のの中に，所有者不明土地問題への対応及び

地図整備体制の強化等があります。具体的に

は，長期相続登記等未了土地の解消作業，表

題部所有者不明土地の解消作業の推進，法定

相続情報証明制度，自筆証書遺言書保管制度

の円滑な運用に向けた取組を行っています。

また地図整備関連では，昨年可能となった地

籍調査実施主体からの申請に基づく筆界特定

手続を円滑に進めるなどして地図整備の一層

の推進を図っているところです。

着任の御挨拶

福井地方法務局長　鍛　冶　宗　宏

　既に，皆様には，上記重要施策の広報・周

知活動に御協力いただいたり，また，表題部

所有者不明土地の解消作業における所有者等

探索委員，筆界特定制度における筆界調査委

員として関与していただいたりしているとこ

ろですが，昨今の社会経済情勢の大きな変化

により次々と新規施策等が導入されている中，

法務局が表示登記分野における諸施策を着実

に進め，国民の皆様から寄せられている期待

に応えていくためには，今後も，筆界特定制

度と土地家屋調査士会ＡＤＲ制度との連携を

含め，皆様と適切な協力関係を構築していく

ことが不可欠であると考えております。

　また，本年４月以降も，新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大が収束せず，福井県独自

の緊急事態宣言が発出されるなど，依然とし

て予断を許さない状況が続いています。この

ような状況の中，国民生活・国民経済の安定

確保に不可欠な業務を行っている私ども法務

局は，皆様には御不便をおかけすることもあ

るかと思いますが本年度もしっかりと感染症

対策を講じた上で，組織を適切に機能させて

まいりたいと考えております。

　引き続き，皆様の御理解，御協力，御支援

を賜りますようお願い申し上げまして挨拶と

させていただきます。
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定する（審理手続を省略、権利取得裁決・

明渡裁決を一本化し、収用手続の合理化・

円滑化を図る）、④地域福利増進事業に上

限10年の敷地利用権を設定できるようにす

る、⑤行政機関による所有者の探索のため、

固定資産課税台帳・地籍調査票等を利用で

きるようにする、などの諸施策が採用され

ました。

(3) 令和元（2019）年５月「所有者不明土地

の登記及び管理の適正化に関する法律」は、

所有者不明土地の中でも ､表題部所有者不

明土地は、氏名や住所の記録がないため ､

戸籍や住民票等による所有者調査の手掛か

りがなく ､所有者の発見が特に困難なこと

から、①登記官に所有者の探索に必要な調

査権限（各種台帳情報の提供の要求等）を

付与する、②所有者等探索委員制度（必要

な知識・経験を有する者から任命される委

員に ､ 文献・聴取り等必要な調査を行わ

せ ､登記官の調査を補充する）を創設する、

③探索の結果を登記簿に反映させる、④探

索の結果 ､所有者を特定することができな

かった土地について ､適切な管理を可能と

する制度を創設する、としています。

　所有者不明土地に対する国の野心的な諸施

策が、今、皆さんの業務の在り方に大きな変

革を迫っています。以下、諸施策のうち主要

部分を時系列に従って略記します。

(1) この問題について国を挙げての対応を開

始したのは、平成30（2018）年１月19日「所

有者不明土地等対策の推進のための関係閣

僚会議」（第１回）です。そこでは、所有

者不明土地等に係る諸課題について、関係

行政機関の緊密な連携の下に総合的な対策

を推進することが確認されています。

(2) 平成30（2018）年６月には、「所有者不

明土地の利用の円滑化等に関する特別措置

法」が制定され、①長期間、相続登記が未

了の土地について、登記官が法定相続人等

を探索した上、職権で、長期間相続登記が

未了である旨等を登記に付記し、法定相続

人等に登記手続を促す、②地方公共団体の

長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任

等を請求できるようにする（これまでは、

民法上、利害関係人又は検察官にのみ財産

管理人の選任請求を認めていた）、③公益

事業が行う所有者不明土地の収用について

は、収用委員会に代わり都道府県知事が裁

顧問弁護士　寳　金　敏　明

　　　変化に遅れないで！
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(4) 令和２（2020）年３月「土地基本法の一

部を改正する法律」では、国及び地方公共

団体は、土地の利用及び管理に関する事業

の用に供する土地の境界の明確化その他必

要な措置を講ずるものとすると規定されま

した。

(5) 令和２（2020）年４月「第７次国土調査

事業十箇年計画」（令和２～ 11年度）がス

タートしました。その要旨は以下のとおり

です。

　　①調査の実施にあたっては、所有者不明

土地対策等の施策と連携し、所在不明の場

合には、筆界案の公告等を経て地籍図を作

成する、②固定資産課税台帳等の情報も利

用する、③地域特性に応じた調査手法を導

入し、遠方居住・現地急峻等で現地立会が

困難なときには、郵送や集会所での確認、

所有者からの報告徴収等を可能とする、④

筆界特定制度を適宜活用（地方公共団体の

筆界特定申請を可とする）、さらに、⑤官

民境界を先行的に調査し、その成果は、国

土調査法上の認証を得て公表する、などと

しています。

(6) 令和３(2021) 年２月24日（第７回関係

閣僚会議）では、①所有者不明土地の円滑

な利活用の仕組みの拡充、②管理不全土地

や低未利用土地の適正管理の仕組み、③改

正内容を踏まえた所有者不明土地等に対す

る行政の関与の仕組みなどにつき、令和４

年に必要な制度見直しを実施することとし

ています。

(7) 令和３(2021）年４月「民法等の一部を

改正する法律」・「相続等により取得した土

地所有権の国庫への帰属に関する法律」（合

わせて、所有者不明土地抑制法と略称すべ

きもの）が制定されました。

　　その要旨は、①相続土地・建物の取得後

３年以内の登記申請を義務化（過料10万円

以下）、さらに住所等の変更後２年以内の

変更登記申請を義務化（過料2万円以下）、

反面、申請の負担を軽減すべく相続人等の

単独登記申請を是認、②所有者不明土地に

つき、裁判所選任の管理人が、管理・売却

できる制度の創設、③相続人からの遺産分

割の請求が無いまま10年経過した場合は、

法定相続分で分割する、④建物や土壌汚染

がないこと等を条件に、不要な相続土地を

国に帰属させることを可とする仕組みを創

設、⑤共有者不明の共有地の利用の円滑化、

⑥ライフラインの設備設置権等相隣関係規

定の見直しなどです。

(8) 令和３（2021）年４月、以上に略記し

た情勢の変化を受け、「筆界の調査・認定

の在り方に関する検討報告書」（登記情報

2021年６月号14頁）が公にされました。法

務省民事局が関与する検討会のようですが、

これまでの立会中心の筆界認定手法に重大

な変革を迫る内容です。ぜひご一緒に学び、

時代の変化に適切に対応したいものです。
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者数の減少が叫ばれている昨今ですが、会員

全員が広告塔となり土地家屋調査士として

の自覚と誇りをもって業務にあたればおの

ずと知名度アップにつながると思います。そ

のことが、受験者数増加に発展していけばと

期待しております。

昨今の社会情勢により、空き家は増える一

方です。なお、表題部所有者不明土地の所有

者等探索委員の活動も本格化してきました。

探索委員の皆様は模索している中で成果を

上げるために懸命の活動をしていただいて

おりますが、今後益々この需要は増えると推

察します。

このように、事業を行うには会員の皆様の

協力が不可欠です。これから２年間の任期で

ありますが、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。

ムを利用、活用し、また、年に１回の行われ

る本会の総会においても、密を避けるため

に、会員が一堂に会することなく開催できる

ように開催方法の変更、工夫、検討を、当時

の今西総務部長、石井財務部長、事務局一丸

となって行い、なんとか乗り越えてきました。

今期においてもコロナ禍が収まる気配が

無いところではありますので、前期で培った

本総会にて２期目の副会長に就任しました、

福井支部の 岡です。担当は前期と同様、広

報部と社会事業部です。昨年はコロナの影響

で、広報部の事業であります月１回の無料相

談会の開催も一時中断することになりました。

なお、恒例となっておりました10月の県下一

円の無料相談会も中止し、調査士会館の一か

所のみでした。このような状況下でも相談は

後を絶ちません。社会事業部としても、業務

受託の希望案件が多くありました。このよう

に、県民は我々を必要としていると感じた１

期目でした。

先日、わが会の年齢別会員分布図を作成し

ました。その内容は65歳以上が40％強、50歳

から64歳が30％強でした。つまり、50歳以上

が全体の70％強を占める超高齢の会というこ

とです。このことから、緊急の対策をする必

要性をわかっていただけたと思います。受験

前期に引き続き、今後２年間、総務部及び

財務部を担当します武生支部の土田康博です。

前期２年間においては、前代未聞の新型コ

ロナウィルス感染症の発症により、思うよう

な事業が出来ませんでした。ただ、その代わ

りにと言ってはなんですが、各委員会で、会

員が集まらなくても委員会を開催できるよう、

インターネットを利用したテレビ会議システ

副会長　 　岡　芳　子

副会長　土　田　康　博

ご　挨　拶

ご　挨　拶
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ビデオ会議システムのノウハウをさらに発展

し、委員会や研修会等をよりスムーズに開催

できるよう、再任した今西総務部長と共に更

に知恵を絞っていきたいと考えています。

本会の事業については、やはりコロナ禍の

影響で密を避けるため、これまで行ってきた

面談による相談会や研修会、イベント等の開

催も引き続き難しくなっているところです。

その結果、予算の執行状況に少し余裕が出て

きているのも事実ですが、一方、事務局が入

る会館内部においては一部補修が必要なとこ

ろがあり、また、外壁においても傷みが激し

い部分もあり（特に西側）、手当を考えなけ

ればならない状況です。予算の執行について

はこれまで通り、無駄な支出を抑えながらも、

会員や本会の業務執行に必要なところにはき

っちりと支出するという健全な財政運営を、

新たに財務部長に就任した阿部部長と共に目

指していきたいと思います。

世界的にも、日本としてもコロナ禍という

危機的状況を乗り越え続けていかなければな

らない状況ではありますが、それに立ち向か

うべく、この２年間よろしくお願いいたします。

しい気持ちになったことを覚えています。ま

た、本来は商売敵でありながら、顔を合わせ

れば、業務上の相談をしたり、情報交換をし

たり、楽しい懇親の場があったり。そんな雰

囲気、会員間の関係性を持った同業者団体っ

て他にあるでしょうか。入会以来、私もたく

さんの会員さんにお世話になり、助けられて

来たのだと実感しています。

さて、こんなに魅力的に思える調査士業・

調査士会ですが、少し視野を広げて考えてみ

ると、他に制度広報、情報収集、事務所経

営、事業承継などで、気になる課題がありま

す。ある会員さんから、「市役所に区長の氏

名・連絡先を尋ねたところ、個人情報だから

教えられないと言われた。」とお聞きしまし

た。この市役所の対応に疑問はあるとしても、

この話を聞いて土地家屋調査士の職責・職務

について、役所ぐらいは分かってくれている

ものと思っていても、実際には、まだまだ認

知されていないのだと感じました。また、部

今年度の総会にて副会長に選任されました

福井支部の宗沢です。主に業務部・研修部を

担当させていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。

平成16年に開業してから現在に至り、調査

士業・調査士会についてつくづく思うことで

すが、例えば隣接地との境界確認などは、依

頼者からのみ報酬をいただく場合でも、実際

には、公正・中立の立場で、客観的な業務に

あたることが求められますが、こんな職種っ

て他にあるでしょうか。うまく表現出来ませ

んが、利害関係だけでなく、法令、事実、測

量成果、証拠書類などと、そこから導かれる

調査士としての正義に基づいて仕事が出来る

ことは、すばらしいことですね。私自身、一

般の会社員だった経験もありますので、特に

そう感じますし、私と同じ様に、調査士へ転

職された会員さんから、調査士になって良か

ったとお聞きしたりすると、こちらまでうれ

副会長　宗　沢　栄　一

ご　挨　拶
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野での情報提供や研修、研究が求められるこ

とになります。もう何度か理事会や部会にも

参加させていただきましたが、理事・委員の

皆さんは、本当に熱心で頼もしい方ばかりで、

今年度の事業計画を実行するのに全く心配要

らないので、そのあたりは出来る限りお任せ

して、私の方は、調査士業に関係する他の課

題や情報にも注意を払いながら、会務にあた

る所存です。

「帰りにうまいビール飲んで帰ってね」・・

大好きな矢沢永吉さんが、ライブの最後でい

つも言う台詞です。研修会の後、会務の後、

会員の皆さんが、今日は有意義な時間だった

と思えるような設えをして、同じ台詞を言え

るといいなと思っています。

最後に、会員の皆様には、会への引き続き

のご協力、ご参加を、よろしくお願い申し上

げます。

会にて数年後に迫った「インボイス（制度）」

のことを尋ねると初めて聞いたような部員さ

んが大半でした。いざ制度が施行されて、「え

っ、それ、なんですか？」などということに

なると、会員さんが大恥をかくことにもなり

かねません。それから、調査士法人について、

「一人法人」が設立可能となりましたが、会

費は二人分というのは、どうにもこの法改正

の趣旨に追いついていないように思います。

様々な利点もある法人化だとお聞きしていま

すが、会費負担のことだけが妨げになるので

あれば、この点も検討すべきです。他にも先

進技術や、補助金制度など、知っていれば役

に立つかもしれない情報を入手できずにいる

ような気がしてなりません。

もし、会員の皆さんにとって調査士会、連

合会からの通知や研修会が唯一の情報源だっ

たとしたら、調査士会には、もう少し広い分

日調連の理事の選任には、３名以内の会長

指名理事と各ブロックからの推薦理事の２パ

ターンがあり、今期の中部ブロックからは、

私と同じく会長指名で今瀬常任理事（岐阜

会）も選任され、ブロック推薦理事として高

倉理事（富山会）、水野理事（愛知会）が再

任され、濱田理事（三重会）が新任し、計５

名が日調連の理事会メンバーの中に入りまし

た。

６月30日・７月１日に開催された理事会に

て配属先が決まり、研修部長に就くことにな

り重責を感じております。

今期の連合会研修部は理事４名体制となり、

２名の担当職員と共に事業を行っていきます

この度、６月15日に行われた日調連の定時

総会にて、会長選挙の結果、日調連会長に選

任された岡田会長の指名理事として、常任理

事を拝命し就任しました。

前々期までは、中部ブロック協議会の推薦

により４年間理事として携わっておりました

ので、２年ぶりに復帰することになりました。

２年前にも、現職の日調連会長であった岡

田会長の指名理事として打診を受け、承諾し

ておりましたが、会長選挙の結果、僅差で敗

れたため立消えておりましたが、岡田会長が

リベンジを果たすべく再度出馬を決意され指

名理事としての打診がありましたので、お受

けした次第です。

日本土地家屋調査士会連合会　　　　　　　

常任理事（研修部長）　山　﨑　勇　二

就任のご挨拶



福井県土地家屋調査士会 令和３年８月30日第177号(10)

毎日昼夜を問わず確認し、返信しないと事務

局担当職員より催促の電話がかかってきます

ので、ＰＣの前で朝・昼・晩と確認するのが

日課となりつつあります。

さて、今年度より義務研修である年次研修

が始まりますが、５年毎に専門家責任・職業

倫理・直近の法改正についての研修を受けて

いただきます。会員の皆様には、円滑に指定

の時期に研修を受講され、会員の皆様全員に

受講証明を発行し受け取っていただきたいと

思っておりますので、宜しくお願いいたしま

す。

が、このコロナ禍の最中、緊急事態宣言下の

東京に出向いて会議に参加するには、なかな

か勇気が要る事もあり、コロナ感染の状況を

見ながら、電子会議での開催を選択し乗り切

りたいのですが、何せ研修部が抱える事業は

多様であり、集まらないと進まないジレンマ

があり困惑しております。

また、常任理事になって感じた事は、決裁

する量の多さです。日調連のシステムを使っ

て行いますが、発出文書はもとより、支出伺

い・単位会からの問い合わせ・常任理事会・

理事会上程資料の確認、部内文書の確認等、

きたいと考えております。

さて、７月２日に中六総会が開催されまし

た。担当会は岐阜会でしたが、昨年同様、電

子会議システムにての開催となりました。ま

た、総会後に分科会が開催されました。

私が参加しました総務財務分科会の議題の

一つに、災害時の安否確認方法が挙げられて

おりました。先日は静岡県で豪雨災害が発生

し、多くの犠牲者が出ました。日本は自然災

害が多い国ですので、私たちもいつ被害に会

うか分かりません。

本会には、災害対策マニュアルがあります。

マニュアルでは、災害時における会員への連

絡方法について、第一順位として電話、ファ

クシミリ又は電子メールとしております。

ただ、この災害対策マニュアル作成後に、

本会は緊急連絡網を構築致しました。緊急連

絡網は、主に訃報連絡の際に、登録いただき

ました携帯電話等のアドレスにメールをお届

総務部長３期目を拝命いたしました。

新型コロナウイルス感染症により、社会は

激変しました。今までは当たり前、誉れとさ

れた行動（例えば繁華街での飲みにケーショ

ン等）さえも批判されかねません。そのよう

な状況下でも、我々はその変化に適応し、生

き残らなければなりません。

本会においても、先の総会におきまして、

理事会決議を電子会議システムにて可能とす

るよう会則が改正されました。しかし、個人

的には、会議における電子会議システム利用

には若干の違和感を感じております。慣れて

いないからでしょうか、会議室にて面と向き

合ってでしたら、もっと活発な意見を得られ

たのではないかとか感じることがあります。

半面、遠隔地の理事の時間的制約が軽減され

たのではないかとも思います。

このコロナ禍を本会運営を変えていくチャ

ンスと捉え、今後も会則規則等を見直してい

総務部長　今　西　信　敬

総　務　部



福井県土地家屋調査士会令和３年８月30日 第177号 (11)

くさんあります。

広くアンテナを張り、皆様のお声を聞き、

迅速な対応を心がけていきたいと思います！

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。

どうぞよろしくお願いいたします。

けするというような運用をしております。私

は、この緊急連絡網を災害時に活用できない

かと考えております。現在は、本会から会員

への一方通行でありますが、今後は相互通行

が可能となるよう、検討して参ります。

そのほかにも、検討していきたいことはた

岩坂会長のご指導のもと土田担当副会長、川

上副部長、事務局の皆様にお支えいただきな

がらなんとか自身の役割を全うできればと考

えております。

財務担当というのは、どちらかといえば地

味な役職であり縁の下の力持ちといった役割

かとは思います。しかしながら課せられてい

る課題、具体的には「会費の支出の適正な執

行」「合同会館について」「少子高齢化に伴う

会員減少への対応」等山積しており、どれも

当会のみならず業界全体においても極めて重

要なものばかりです。そのひとつひとつの課

題に丁寧に向き合い、適正な会務執行、予算

執行に努めてまいります。

１期２年間どうぞよろしくお願いいたしま

す。

ろしくお願いいたします。

今回初めて本会の理事、初めての業務部長

この度、財務部長となりました敦賀支部の

阿部正貴です。平成23年度および24年度に務

めました研修部長以来の部長職となります。

振り返ってみますとその当時は、故戸田昌浩

会長のもと現会長の岩坂副会長、研修部の皆

さんとともに、福井会の会員の皆様にてオン

ライン申請やオンライン会議システムの使用

を促進いただくために、研修準備や資料作成、

名古屋での中部ブロック協議会オンライン申

請促進会議への出席等日夜取り組んでいたこ

とを思い出します。もう10年近く前のことか

と思うと、ときの経つのは本当に早いもので

す。

今回の役員改選にあたり、自身の事務所の

会計ですら（全く）無頓着の私が財務部長と

は・・・・というのが偽らざる心境ですが、

今年度より、業務部長に就任することにな

りました福井支部の吉村治久です。どうぞよ

財務部長　阿　部　正　貴

業務部長　吉　村　治　久

財　務　部

業　務　部
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局、自治体との意見交換及び資料収集、自治

体所有の空中写真データ等の収集、実務勉強

会などを予定しております。これらの事業が

土地家屋調査士としての業務にお役に立てる

よう、微力ではございますが全力を尽くす所

存でございます。

最後に、いずれの活動においても会員の皆

様のご理解とご協力、ご指導をお願い申し上

げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

を務めさせていただくことになり、戸惑いと

不安でいっぱいです。昨年度までは、業務部

委員、研修委員、社会事業部委員と様々な場

所にて本会のお手伝いをさせていただきまし

た。その経験を活かし、業務部委員皆様のお

力を借り、２年間精一杯務めさせていただき

ます。

今年度の事業計画といたしまして、令和３

年６月１日より運用開始されました、土地家

屋調査士業務取扱要領についての研修、法務

深く、大切な研修でありますので必ず受講し

ていただくようお願い申し上げます。

次に定例研修についてです。本来研修は福

井会会員研修規則にもありますように会員全

員参加対象です。しかし研修内容、時期によ

り研修参加にばらつきがあるのが現状です。

加えて新型コロナウイルスの影響で講師依

頼、開催方法悩ましいところです。今回改め

て検証してみた結果、コロナ禍だから、みえ

る事もありました。従来の参集型とオンライ

ン（Zoom）を用いての混合型で定例研修を数

回開催いたしましたところ、研修参加者は増

えております。研修には参加しなくてはいけ

ません。参加しやすい環境という点でもコロ

ナウイルスが収束しても研修の在り方として

オンライン参加も検討すべき事案であると個

人的には思いました。

ちなみに、先日の中六総会の分科会で意見

交換したところ他会では、新型コロナウイル

スの影響ですべて YouTube 配信のみの会もあ

るそうです。

様々な研修形態を各会が模索しています。

この度研修部長を拝命いたしました福井支

部の加藤直樹です。

本当に宜しくお願い致します。しか思い浮

かばないですがこの場をかりて周知案内も含

めあいさつさせていただきます。

土地家屋調査士倫理綱領に　3　研鑽　専

門分野の知識と技術の向上を図る。とありま

す。

研修部として、研修を通じ会員の資質向上、

研鑽のお手伝いができたらと思います。

頑張ります。続きましてお知らせです。今

回皆様の研修として明らかに変化した内容と

して、定例研修、新人研修の他に今年度から

新たに日本土地家屋調査士会連合会の義務研

修である年次研修が始まります。本会総会、

昨年の定例研修で説明させていただき、すで

に通知（７月の福調発47、48号）させていた

だいておりますが、土地家屋調査士としての

専門家責任及び倫理の保持を図ることを目的

とする内容で５年間に１回受講していただく

研修です。

会員の職務上、また昨今の懲戒事例等にも

研修部長　加　藤　直　樹

研　修　部
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る中、制約がありますが、会員の皆様に必要

なまた興味を持っていただきたくなるような

内容で日々検討を行っております。あわせて

今後、研修で受講してみたい内容等とありま

したら研修部員にお気軽に伝えていただけま

すでしょうか。拙いあいさつとなりましたが

任期中、振り絞って頑張りますので、どうぞ

宜しくお願い致します。

ご存じかもしれませんが、福井会でも前研

修部のご尽力により、会員広場にてすでに

YouTube 動画が存在しております。調査士報

告方式についての内容で私も含め広告収入あ

りませんが YouTuber デビューしております。

先日確認したところ、ようやく280回再生

をこえていました。１万回までもう少しです。

私が研修部長在籍の間に１回は YouTube で

の生配信も企画したいなと思っております。

研修部としても新型コロナウイルスの影響あ

ることにより業務の拡大に繋がり多くの人た

ちに社会的信用・知名度を高めていけるので

はないかと思っております。

また、若い世代に土地家屋調査士という高

度な専門職に興味を持っていただき、次の世

代に「土地家屋調査士になりたい」と思える

様なＰＲをしていけたらと思っています。

大変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。

社会事業部は初めてですので、近年社会問

題となっています「所有者不明土地問題」や

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酒井邦夫と申します。今

まで、広報委員を４年間させていただきまし

たが、いきなり広報部長として働くことにな

り、戸惑うことばかりであります。前部長の

北嶋先生にその都度アドバイスを貰い、また

広報部員の皆様にご協力を頂きながら、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、毎月第３水曜日の会館での無料相談会

開催の広報があります。無料相談会を開催す

この度、社会事業部長に就任することにな

りました福井支部の矢尾崇と申します。

広報部長　酒　井　邦　夫

社会事業部長　矢　尾　　　崇

広　報　部

社会事業部
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まで特段の交流や情報交換をする機会が少な

かったためか、研究内容に関する重複、特に

筆界に関連する研究について共通する部分が

多いと感じていました。これらの不具合を解

消すべく、これまで幾度かの話し合いの末、

この度、理事会決議等を経て統合することに

なった次第です。

両委員会は今年度に計画した事業内容を実

施していきます。その中で、これまで両委員

会が培ってきた研究内容を融合しつつ、さら

なる探求を行う組織作りを検討していきます。

研究成果は通常業務に利用できるものを念頭

に、本会会員の皆様のお役に立てる研究者集

団を目指して行きたいと考えます。このよう

な新しい組織へ委員として参加ご希望の方や

研究テーマ等の要望がございましたら、お気

軽にお声掛けください。

今年一年をかけ、理事会を主体に両委員会

の協力を得て令和４年度からの新組織のあり

方について検討し、組織に対応する新たな規

則を定めていきます。及ばずながら福井県土

地家屋調査士会に尽力いたす所存です。皆様、

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

今年度、特別委員会担当理事に就任いたし

ました福井支部の 岡弘章と申します。

この特別委員会とは、現在、会長直属の研

究機関として置かれている境界鑑定委員会と

公図研究委員会の二つの委員会を、令和４年

度から統合して新組織を創設することを目的

とした準備委員会です。

境界鑑定委員会は、土地家屋調査士として

の専門性を発揮して土地境界の明確化に寄与

することを目的とした組織です。その業務は、

境界鑑定や筆界に関する法令等の調査研究、

それらの業務や手続きについての研修を行っ

ています。さらに、鑑定業務に係る関係機関

への推薦や紹介などの業務もつかさどってい

ます。

また、公図研究委員会は、土地家屋調査士

が筆界の専門家としての地位確立に向け、歴

史的資料や慣習等を研究することを目的とし

ています。その業務は、県内における筆界創

設に関する歴史的資料の収集や地域の慣習な

どの調査、研究を行い、実務研修を実施する

ことです。

上述のとおり、これら二つの研究機関は異

なる目的により運用されて来ましたが、これ

特別委員会担当理事　 　岡　弘　章

特 別 委 員 会

「空家問題」に対応していくことを考えます

と、身の引き締まる思いです。

さて、社会事業部の活動といたしまして、

表題部所有者不明土地（変則型登記）の対応

と研究、空家等対策の推進に関する特別措置

法への対応、業務受託者選定に関する事務処

理手続きの運営、対外的な無料登記相談会へ

の人員派遣調整と情報収集、無料登記相談・

ＡＤＲセンター・筆界特定制度の連携強化の

検討などを予定しています。

上記の活動を通じて、土地家屋調査士の社

会的信用を高めていきたいと考えています。

最後に、社会事業部の活動への会員の皆様

のご指導とご協力をお願い申し上げ、挨拶と

させていただきます。
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令和３年春の褒章に際し、加藤栄一名誉会長が黄綬褒章を受章されたことは先日の総会でもお伝

えしたところではありますが、その伝達式が８月３日に福井地方法務局にて執り行われました。

本来であれば、天皇陛下に拝謁し、法務省にて大臣から伝達が行われるところですが、新型コロ

ナウィルス感染症の影響により中止となり、福井の地にて執り行われることとなりました。

法務局上層部の方々、そして私も陪席させて頂き、厳粛な雰囲気の中、鍛冶宗宏福井地方法務局

長様より授与され、加藤名誉会長は緊張の面持ちで受け取られました。

式典後は局長室で懇談され、ようやく緊張が解けた中「一つの仕事をやり続けてきたことが評価

されたのは本当に嬉しい」と、授与されたばかりの褒章を手に笑顔で語っておられました。

ロビーに下りてお別れする間際、「つらい思いもさせたが、共に歩んできた妻と今日はゆっくり

過ごす」と、お話になられた表情が本当に優しく感じられ、こちらも幸せな気持ちになりました。

名誉会長はじめ、勲章や褒章の栄誉に預かった先輩方のように資格者として誇れる人生を歩んで

いきたいと感じるひとときでした。

本当におめでとうございます。

会長　岩　坂　昭　宏

　加藤名誉会長の黄綬褒章伝達式に陪席して



黄　綬　褒　章

加藤　栄一　殿（福井支部）

名古屋法務局長表彰

山本　英雄　殿（福井支部）

丸岡　二朗　殿（武生支部）

福井地方法務局長表彰

寺前　鉄也　殿（福井支部）

小竹　浩二　殿（福井支部）

日本土地家屋調査士会連合会長表彰

岡　芳子　殿（福井支部）

福井県土地家屋調査士会長表彰

杉谷　英昭　殿（敦賀支部）

伊吹　　猛　殿（武生支部）

令和３年度
被褒章・表彰者名列
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前回の縄文～平安時代に続き今回は中世～近世について掲載させていただきます。

２．中世（鎌倉時代～室町時代）

【鎌倉時代】

鎌倉時代には、唐に留学した僧たちが、医学の技術や人体の解剖図をはじめ、お茶や一日三食の

文化などを持ち帰ってきました。

●僧が持ち帰ったお茶文化と一日三食の考え方

鎌倉時代に入り、東洋医学の五行説に基づき、「肝」「心」「脾」「肺」「腎」の五臓に対応する「酸」

「苦」「甘」「辛」「鹹 ( 塩辛さ )」の五味の食物を適切に摂取することが大切だという考えを持

ち帰ってきた僧が、日本人は苦いものをあまり食べないため、苦いお茶を飲むことで「心」を補う

と考え、「茶の湯」が流行しました。なお、庶民が茶葉を煮出して番茶に近いものを飲むようにな

ったのは、江戸時代になってからです。

また、一日三食の文化も伝わりました。古代の日本では、朝起きてから狩りに出かけ午前10時ご

ろに食事を取るという一日一食のスタイルでしたが、奈良や平安時代になると朝食は正午ごろ、夕

食は４時ごろの一日二食のスタイルになりました。そして、鎌倉時代になると、大陸での一日三食

の伝統を持ち帰った僧たちを筆頭に、次第に公家にも伝わっていきました。この習慣が庶民に定着

するのは、お茶と同様に江戸時代になってからですが、現代の食生活の基盤がこの時代にはじまっ

ていました。

●おにぎりと調味料

僧たちが一日三食食べているころ、武士たちは一日二食でした。二食ではお腹が空くため、その

合間に軽食を取っており、重宝したのが握り飯で、握り飯に梅千しという日本人の定番として広ま

っていきました。日本人にとって重要な調味料の「味噌」や「醤油」ができたのもこの時代です。

味噌と醤油は大豆を発酵させて塩で味付けしてできた「醤」(ひしお ) から生まれました。醤は奈

良時代には存在し、ご飯のおかずとして使われていました。その後、武士たちの間で、大豆を発酵

した醤を戦陣食として用いるようになり、これを味噌と呼ぶようになりました。そして、室町時代

になると味噌汁として飲まれるようになっていきます。醤油は、味噌を作る過程で容器の底にたま

った液を「たまり」として使うようになり、後の安土桃山時代に製法が確立されていきました。た

だし、高級な調味料だったため、江戸時代に入って大量に生産するようになってから普及しました。

【室町時代】

主食、一種類の汁物、三種類のおかずという、和食の基礎「一汁三菜」 が生まれました。主食が

ご飯という考え方や出汁の利用がはじまったほか、貿易が活発になり砂糖が手に入りやすくなった

日本の食と健康の歴史日本の食と健康の歴史
 ～ 第 ２ 編～～ 第 ２ 編～

広報部　松田　源次郎
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ことで羊羮などの和菓子を楽しむようになりました。

●和食の基礎

和食は、茹でる、煮る、出汁を取るなどの素材のうまみを引き出す調理方法を基本として発達

しました。食材を炒めたり、焼いたりする中華料理や西洋料理と異なる調理方法が発達したのは、

日本の水が「軟水」であったからです。

日本の多くの地域は

軟水で、まろやかな口

当たりとさっぱりとし

た風味があり、素材を

活かした繊細な味付け

を魅力とする和食には

最適でした。

●食事格差の減少へ

平安時代から室町時代にかけて、地震や台風などの自然災害の発生により大飢饉が起き餓死する

人が増えたり、疫病の流行により多くの人が亡くなりました。武士や庶民は、しっかり食べること

で健康になろうという考えを持つようになります。

この時代は、米を保有するものが富と権力を握っていたため、武士の多くは戦いがおさまると農

民として耕作をしていましたが、体力を消耗する仕事であった為、力をつけるために健康的な食事

をしっかりと取る必要がありました。仏教の教えで殺生することは好まれていなかったものの、薬

として猪、熊、狸などを食べていたといわれています。また、庶民の生活水準が上がり、貴族との

食事格差は少なくなっていき、貴族が食べていた調理方法の焼き物、煮物、蒸し物、汁物などが普

及していき、より一層健康的な食生活を目指すようになりました。

３．近世（安土桃山時代～江戸時代）

【安土桃山時代】

織田信長や豊臣秀吉が権力を握った時代で、南蛮貿易が盛んになり、鉄砲や火薬などの軍需品の

ほかに、かぼちゃや玉ネギ、さつまいも、じゃがいも、トマト、ほうれん草などの食材が次々と入

ってきた時代でした。

●戦に勝つためには健康が鍵

大陸や南蛮からさまざまな食品が日本に伝わり、人々はその中で何をどう食べるべきかを考える

ようになりました。武将たちは、体にいいものを食べるように心掛け、自身の健康状態が戦の勝ち

負けに影響すると同時に一族の存続にかかわると考えていました。

特に、食生活を含む生活習慣に細心の注意を払っていたのが若き日の徳川家康です。家康は、当

時最先端の医学書を読み込み、医者を招いて議論を交わすなど、健康について深く学んでいました。

家康の健康法の一つに粗食があります。家康の側近であった僧の天海が、長生きの秘訣として粗

食をすすめていました。粗食は、粗末な食事のことではなく飾らない食事の意味で、地元で手に入

れた新鮮な旬の食材を使用し、加工せずに食べるということです。地元で手に入れた旬の食材は、

収穫からすぐに食卓へ上がるため塩蔵などの加工の必要もなく、ビタミン、ミネラルなどの栄養素

が豊富に含まれています。

< 軟水 >  < 硬水 >
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主食は、麦食を好み麦の粒を丸ごと使っていたため、よく噛むことが習慣にありました。よく噛

むことは、胃腸の機能を高め、副交感神経を刺激してリラックスすることにつながり、満腹中枢に

働きかける作用もあるため、食べ過ぎを抑えることができます。

タンパク源は、鷹狩りを生涯好み、鶴やキジ、鴨などを捕まえて食膳を飾りました。これらの肉

は、脂肪が少なくタンパク質が豊富なため、筋肉や血管を丈夫にするのに役立ちます。魚は、イワ

シを好み、丸干しや煮つけをよく食べていました。イワシには、動脈硬化の進行を抑える ＥＰＡ 

と ＤＨＡ や骨を強くするカルシウムやビタミンＤ が豊富に含まれています。

【江戸時代】

徳川家康が天下を統一した時代です。武士や貴族たちの生活が庶民にも広がって、一日三食の食生

活が定着しました。その背景には、菜種油が安く大量に生産できるようになり、行灯を使うことで

夜遅くまで活動ができるようになったことが影響しているといわれています。江戸時代の４大人気

料理「握りずし」「てんぷら」「ウナギのかば焼き」「そば」が誕生していきます。

●江戸わずらいとは

米の生産では、新田開発が進み米の生産量

が増えて、千歯こきで効率よく脱穀するよう

になりました。江戸では庶民でも白米が食べ

られるようになりました。その結果、貴族だ

けの病気とされてきた脚気が、庶民にも流行

していきました。しかし、地方では玄米が主

流であったため、江戸に来ると発症し地方に

戻ると治るということから「江戸わずらい」と呼ばれていました。

江戸時代の人々は、白米を１日に５合も食べていたといわれており、 朝食はご飯と味噌汁と漬物、

昼食は、ご飯と味噌汁に魚や肉、野菜など、夜はお茶漬けに漬物といったように、ご飯の比重がと

ても多かったのです。現代人は三食主食を白米にしたとしても１日１～２合程度であり、パンや麺

を主食にすることもあるため、米の消費量はもっと少ないと考えられます。

●江戸時代の寿命と健康

江戸時代になっても乳児死亡率が高かったため、平均寿命は男性27.8歳、女性28.6歳程度でした

が、20歳以上でみると男性61.4歳、女性60.3歳でした。当時は出産で命を落とす妊産婦が多かった

ため、平均寿命が女性の方がやや短かったようです。

江戸時代になってからも感染症は度々流行していました。天然痘は約30年に１回のペース、麻疹

( はしか ) は約20年に１回のペースで大流行しました。1858年に日米修好通商条約が結ばれ、開国

した前後でコレラが侵入しました。アメリカ船が大陸経由で長崎に到着してから一気に広がり、１

カ月後には江戸でも蔓延しました。コレラの感染はしばらく続き、明治時代の1899年までに江戸で

10万人近くの人が亡くなりました。

このころ、健康法を解説した養生書が人気になり、貝原益軒の「養生訓」が人気を集め、総論、飲食、

茶、入浴、薬、高齢者の生活などのテーマに分かれています。自分なりの楽しみを持って生活する

ことが大切という精神を基本とし、夕食は簡素にして旬のものを食べることや腹八分目などの記載

がありました。耳が痛いです。

江戸時代の朝食
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は補助者ではなく資格者として土地家屋調査

士の業務に携わっていくわけですが、責任あ

る立場になったことを自覚し、また試験合格

から30年近く経っているのでもう１度初心に

帰り勉強もしていくつもりであります。

幸い、福井商工会議所の青年部に所属して

いた折にお世話になった先輩・一緒に活動し

ていた仲間がこの会で活躍されており、何か

とご教授いただきたく考えております。

現在58歳ではありますが、この会ではあく

まで初心者です。なにとぞよろしくお願いい

たします。

令和３年１月12日をもって登録いたしまし

た、福井支部の前田裕之と申します。よろし

くお願いいたします。

登録から早くも半年が過ぎてしまいました。

少しずつではありますが、調査士としての仕

事も始めることができています。

コロナ禍の中ではありますが、４月には愛

知県での研修に参加できました。

また本会および福井支部の総会にも出席さ

せていただきました。

私は、昭和60年に関西のゼネコンに就職、

西宮、東京、福岡にて計７年間勤務し、平成

４年にいわゆるＵターンで福井に戻り、建築

士事務所を開業しました。

当時、私の父が昭和50年代より土地家屋調

査士事務所を開業しており、共同事務所のよ

うな形で、建築の仕事と並行して父の補助者

をしてきました。

建築士の資格をゼネコン時代に取得してお

りましたので、土地家屋調査士の試験では科

目の一部免除を受け、平成４年に合格させて

いただきました。

このたび、登録させていただき、これから

新入会員の声

福井支部　前　田　裕　之

入会のご挨拶



福井県土地家屋調査士会令和３年８月30日 第177号 (21)

補助者としての実務をはじめてみると、土地

家屋調査士となるまでの道のりの険しさや、

専門家であることの社会的責任を実感しまし

た。自分ではない誰かの大切な財産を取扱う

業務であることの責任を認識するとともに、

土地家屋調査士としてより正確な判断を行う

ため、試験勉強だけでは得ることのできない

様々な知識と経験を幅広く身に着けることの

必要性を感じました。

本年３月から一人の調査士として歩み始め

ることとなり数か月が経ちましたが、補助者

とは比較にならないほどの責任と重圧を感じ

ながら、緊張感をもって日々の業務に臨んで

おります。加えて、まだまだ実務経験も浅く、

知識も技術も不十分であることを日々の業務

の中で痛感しております。しかし、前職での

社訓（のようなもの）である『仕事は楽しく！

全力で！』の気持ちを忘れずに、未熟ながら

も、調査士として一歩一歩着実に、知識や経

験を深めながら歩んで参りたいと思っており

ます。時節柄、福井会の皆様との交流や懇親

の機会が少ないのが大変残念ではございます

が、これからどうぞよろしくお願いいたしま

す。

令和３年３月22日付で武生支部に入会いた

しました丸岡直樹と申します。ご挨拶の場を

頂きましたので、簡単ですが自己紹介をさせ

ていただきます。

私が土地家屋調査士という職業を知ったの

は、まだ小学生の頃だったと記憶しています。

父が土地家屋調査士をしていることもあり、

漠然とですがいずれは土地家屋調査士を目指

すことを考えておりました。とはいえ、土地

家屋調査士について知っていることといえば、

「登記をする」「測量をする」といった程度で、

登記についてはその意味も深くは知らなかっ

たため、高校卒業後は測量についても学ぶこ

とのできる進路をと考え、土木系学科のある

大学へ進学しました。

大学卒業後は、大阪の建設コンサルタント

会社に勤務し、土木構造物の設計業務や工事

監理業務などを担当しました。長期的なプロ

ジェクトが多く、遂に自分が設計した構造物

の完成を見ることはありませんでしたが、一

昨年の元号も改まった頃、一念発起し土地家

屋調査士を目指すべく地元である福井県に戻

ってまいりました。

地元に戻り、いざ資格取得のための勉強や

武生支部　丸　岡　直　樹

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　武生支部

と ち か お く ち ょ う さ し ほ う じ ん い す と

まえ

まる

だ

おか

ひろ

なお

ゆき

き

土地家屋調査士法人ｉｓｔ

前　田　裕　之

丸　岡　直　樹

21-0001

453

454

令和３ １ 12

令和３ ３ 22

910-0005

910-0003

915-0074

福井市大手 3丁目 15 番 12 号

福井市松本 2丁目 17 番 11 号

越前市蓬萊町 6番 16 号　アークビル 2階

（0776） 30 － 0322

（0776） 22 － 5637

（0778） 22 － 2005

（0776） 24 － 5277

（0776） 21 － 5866

（0778） 22 － 2006

錦　織　勝　一

k-maeda@ec4.technowave.ne. jp

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

竹　内　順　子

090 － 2836 － 3966

090 － 8704 － 4226

( 令和２年12月10日成立）

（1建）

 ◎登録情報の変更

（事務所住所変更）　　　　所属支部　敦賀支部

（事務所住所・e-mail 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

むかい

にしき

たけ

の

おり

うち

ひろ

しょう

じゅん

き

いち

こ

向　野　博　樹

錦 織 勝 一

竹 内 順 子

449

358

384

平成31 ４ １

平成10 ３ 20

平成15 １ 10

914-0803

910-0005

910-0005

敦賀市新松島町 3番 10 号

福井市大手 3丁目 15 番 12 号

福井市大手 3丁目 15 番 12 号

（0776） 30 － 0322 （0776） 24 － 5277

wildbon@quartz .ocn.ne. jp

ADR認定 第421003号

ADR認定 第121013号

（測）

（測補）

（司、行）

法人登録番号

主たる事務所
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 ◎退会者

松　澤　　　晃（福井支部）　令和３年３月31日　　廃　業

野　﨑　　　敏（敦賀支部）　令和３年３月31日　　廃　業

前　田　弘　一（福井支部）　令和３年５月27日　　退　会

田　中　洋　子（福井支部）　令和３年６月24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３年１月12日
北　村　祥　代

前　田　裕　之
昭和43年11月15日

令和３年２月19日
錦　織　裕　子 土地家屋調査士法人ｉｓｔ

主たる事務所昭和48年10月31日

令和３年３月８日
蓑　輪　紀　江

蓑　輪　純　子
昭和46年２月10日

令和３年３月９日
児　玉　貞　市 土地家屋調査士法人ｉｓｔ

主たる事務所昭和12年10月27日

令和３年３月９日
清　水　利　行 土地家屋調査士法人ｉｓｔ

主たる事務所昭和29年１月31日

令和３年３月９日
奥野谷　きよ美 土地家屋調査士法人ｉｓｔ

主たる事務所昭和51年１月15日

令和３年３月23日
竹　川　明　恵

孝　久　忠　央
昭和54年12月26日

令和３年４月７日
中　村　信　雄

江　端　寛　明
昭和52年６月26日

令和３年４月13日
谷　﨑　美　乃

蓑　輪　純　子
昭和48年３月13日

令和３年４月20日
丸　岡　由　美

丸岡二朗・丸岡直樹
昭和40年２月20日

令和３年４月20日
丸　岡　ひかる

丸岡二朗・丸岡直樹
平成５年２月２日

令和３年５月10日
森　　　紀　子 土地家屋調査士法人ｉｓｔ

主たる事務所昭和45年２月６日

令和３年５月10日
横　井　ひろみ 土地家屋調査士法人ｉｓｔ

主たる事務所昭和46年12月28日

令和３年６月９日
向　野　弓　翔

向　野　博　樹
昭和63年４月27日

令和３年８月３日
山　内　洵　樹

山　本　賢　二
平成１年５月５日

編集後記

今年の夏は梅雨が明ける

と、連日厳しい太陽の日が

注ぎ、暑い日が続いており、

外仕事の多い我々土地家屋

調査士は日々熱中症との闘

いであります。そんな中、お忙しい時間をさ

いて頂き、本誌「おたより」作成に関わって

下さったすべての方々に感謝申し上げます。

さて、今年は世界中で新型コロナウイルス

感染症が広まっているなか、東京オリンピッ

クが開催されました。開催にあたっては、色々

なご意見があると思いますが、連日の日本人

選手のメダルラッシュに感動と勇気を頂いて

おります。

私も日本人選手の皆様に負けないように、

自分の職責を全うしたいと改めて思いました。

広報部と致しましても、身近な頼れる土

地・建物の法律専門家として、国民の皆様に

少しでも周知されるよう努めていきたいと思

います。 （広報委員　松村　征永）
















