
福井地方法務局長 着任の御挨拶

支部だより

令和４年度　被表彰者名列

調停委員功労　瑞宝双光章を受章して

日本の食と健康の歴史 第３編

田んぼアート

趣味探訪

新入会員の声

2022. 9 No.178



福井県土地家屋調査士会 令和４年９月20日第178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

毎年、表紙の写真は福井県内のどこかを選んで撮影に行きますが、今年は「若狭たかはま漁火想」にお邪魔
しました。砂浜に4000本の灯りが並べられ、幻想的な雰囲気の中、水中花火が打ち上げられます。名物は
地元の若者による「櫓龍（やぐらドラゴン）」で、なんと玩具花火を３０万発使用しての手筒花火などで盛
り上げてくれましたが、残念なことに運営の困難さから、２０年の歴史に幕を閉じ、今年が最後となりました。
その最後の瞬間を見届けることができ、夏の良い思い出となりました。
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会員の皆様におかれましては、会務運営に

ご協力賜り心より感謝申し上げます。

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、

日頃より多大なるご指導ご鞭撻を賜り厚く御

礼申し上げます。

昨年の寄稿から１年経ちましたが、相変わ

らずコロナ禍の出口は見通せず、それに加え、

ウクライナでは戦争が起こるなど、我が国の

国民の生活にも影を落としております。また

近しい国々も一触即発の状態であり、我が国

も対岸の火事とは言えない状況にあります。

また、それに追い打ちをかけるように全国各

地で水害が発生し、我が福井県内にも大きな

被害が出ております。被災された方には心よ

りお見舞い申し上げると共に、対策や復旧に

あたられている関係各位におかれましては心

よりの感謝と敬意を表します。

さて、そんな混迷が世の中全体を不安にす

るからなのか、近年は生前整理、いわゆる終

活に起因するご相談やご依頼が増えておりま

す。その一番の要因は相続登記の義務化や所

有者不明土地の解消といった一連の法改正の

流れの中で、国民の不動産に対する意識が高

まっているからだと思われますが、すなわち、

それは我々土地家屋調査士としての職責が以

前にも増して重くなっているということであ

り、国民に必要とされる資格者として認知さ

れるか否かの正念場を迎えているということ

を示しております。会員の皆様におかれまし

混迷の時代に思うこと

会 長　岩　坂　昭　宏

ては、人々が安心して生活をおくれるよう、

国民を守る士（さむらい）としての自覚を改

めて胸に抱き、職務を全う頂きたく願います。

さて、今年はコロナ禍で中断していた様々

な行事が開催されております。花火大会は以

前よりも観客が多いと聞きますが、これも制

限が続いた反動と思われ、やはり人はリアル

に行動し、体験することを求めているのだと

思います。この３年で様々なことを学びまし

たが、その中の一つが、人は面と向かって話

をすることが大切だ、ということです。WEB

による会議は確かに便利でこれからも有用な

手法ですが、直接集合して話し合うことには

敵いません。心を相手に伝えるためには、た

だ言語が耳に届くだけでなく、目つきであっ

たり口の動きであったり身振り手振りであっ

たり、そういった人間の機微が大きく作用し

ているのだと改めて思いました。そういった

意味では、コロナ禍がもたらした最大の罪は、

人と人との距離を拡げてしまったことだと言

えるでしょう。まだまだ感染者数も減らない

状況ではありますが、この３年間で離れてし

まった人と人との距離をいかに縮めていくか

を念頭に置き、会務にあたりたいと思ってお

ります。会員の皆様、関係各位におかれま

しては、感染症対策を講じつつ積極的な対話

の機会を望むところであります。どうか皆様、

引き続き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、宇都宮地方法務局から着任い

たしました。出身は三重県伊勢市で、津地方

法務局に採用され、これまで、甲府局、名古

屋局、奈良局等で勤務させていただきました。

福井局での勤務は２度目となります。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

表示登記制度の充実等があります。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所有者等の探索作業の

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

ていますが、とりわけ、来年４月２７日から

運用開始が予定されている相続土地国庫帰属

制度や、令和６年４月１日から施行予定の相

続登記の義務化については、国民の皆様に広

く周知を図っていく必要があると考えており

ます。また表示登記制度の充実では、本年４

月、表示に関する登記における筆界確認情報

の取扱いが示されました。分筆や地積更正な

ど筆界に関連する登記申請に際して、隣地の

着任の御挨拶

福井地方法務局長　伊　藤　いつき

筆界確認情報の提供が困難な場合の取扱いを

示すものであり、円滑な不動産取引を可能と

するため、適切に運用してまいりたいと考え

ております。

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

所有者不明土地の所有者等の探索作業におけ

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

における取組を始めとした皆様との連携・協

力が不可欠であると考えております。

また、本年度も引き続き、新型コロナウイ

ルス感染症の再拡大等、依然として終息する

気配がなく、先を見通しづらい状況が続いて

います。このような状況の中、国民生活・国

民経済の安定の確保に不可欠な業務を行って

いる私ども法務局は、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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れたとの知らせがとどいた。Ａの弁護人は私

にＡの情状証人になって欲しいと言う。お人

好しの私には、断るという選択肢は無かった。

法廷では、犯罪事実の目撃証人に引き続い

て、私が情状証人として証言台に立った。そ

の間、どういうわけか、被告人席のＡは私を

憎悪の目で睨み付けたままだった。それが彼

のとんでもない勘違いによるものだというこ

とをその時の私には知る由もなかった。

Ａは累犯だったが、もともと微罪での起訴

であったため、一年ほどで刑期を終えて出所

した。風の便りでそう聞いていた。

恐ろしい災難が私の身に降りかかろうとし

ていたその時、そうとはつゆ知らず、私はい

つものように東京地裁の裁判官室で執務して

いた。主任書記官が血相変えて私の部屋に入

って来て、「受付で、Ａと名乗る若者が寳金

をぶっ殺してやる、会わせろとわめいていま

す。とっさに私は、寳金裁判官は今席に居な

いと告げる一方で、直ちに警備員を呼んでい

ます。」私は、Ａに会って話を聞いても良い

と主任書記官に告げたが、主任からは「あの

勢いなら本当に殺されますよ」と制止された。

後日、報告を受けたところによると、Ａは

彼自身の刑事の法廷で私が情状証人に立ち、

彼を救おうとしていたのに、こともあろうに

犯罪事実の目撃証人として証言したのと勘違

いした上で激高したらしい。「信頼していた

寳金さんは俺を裏切って警察に有利なことを

チクって証言しやがった。そのため俺は刑務

所に入れられた。ただじゃ置かない、ブッ殺

してやる！」そう思い、行動に出たのだとい

う。私は、Ａの理不尽極まりない殺意の標的

にされたのだった。

仮にあの時、殺されていたら、私は今ごろ

天国で安倍さんと理不尽な殺意を共にグチっ

ていたかも�。

土地家屋調査士は、仕事柄、いろいろな人々

と付き合わなければならない。くれぐれも私

のような軽い行動をして自ら窮地に迷い込む

ことのないよう、お気を付け下さいますよう。

安倍晋三さんが暴漢に襲われ、不慮の死を

遂げた。報道によれば、犯人は特定宗教団体

に恨みがあり、そのトップを殺害しようとし

たが、それが難しかったため、安倍さんが当

該団体と密接な関係にあると一方的に思い込

んで、安倍さんを殺害するに至ったという。

理不尽極まりない殺意の犠牲になったという

外はない。

その安倍さんに限らず、国会議員は多くの

人々と接点を有することから、理不尽な攻撃

や殺意を受ける潜在的危険は常にあると言え

よう。安倍さんは、あの世にたどり着いて、

自分が殺された理由を知った時、さぞ怒り狂

ったことであろう。

皆さん方土地家屋調査士や、私のような弁

護士も、日ごろ不特定多数の人々と接点を持

つことから、いつ、どのような理不尽な攻撃

を受けるかも知れない。今回の出来事は他人

事ではない。そう心得るべきであろう。

信じられないかも知れないが、私もかつて

理不尽極まりない殺意の標的になったことが

ある。

情けないことに、私にはいささか八方美人

の傾向がある。そのため、仕事上知り合った

者がにこやかに近寄って来た場合、ほとんど

受け入れてしまう。特に酒の席に弱い。

その若者Ａと私は、仕事の関係で知り合っ

た。Ａは、一見して凶暴な容貌で、しかも軽

い知的障害者だった。そのため誰もＡには近

寄ろうとしなかった。ただ、話をしてみると

Ａはかなり人懐っこく、会う人ごとにお友達

になりたがる癖があった。私はそのようなＡ

のアプローチを断り切れないどころか、凶暴

そうなその顔が一瞬可愛く歪むとき、この子

には優しく手を差し伸べることが必要なんだ

と思うようになっていた。

Ａの職業は、映画俳優。監督に言わせると、

Ａが黙ってカメラの前に立っているだけで、

恐喝や監禁など凄みのあるシーンが簡単に撮

れるのだと言う。

そのＡが、恐喝、暴行等で捕まり、起訴さ

顧問弁護士　寳　金　敏　明

　理不尽な殺意
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ても、全部 支部長一人で引き受けて行える

わけではないので、支部会員さんに協力をお

願いしないといけません。

特に本会の理事の選出は、支部長の仕事の

一大イベントです。

今年度末には、また役員改選となります。

支部のベテランの先生方、中堅の先生方、

若手の先生方、皆さん 縁あって福井支部の

会員となられた、福井支部にとって大切な

会員さんです。

役員改選では、また支部会員さんの協力を

お願いさせてもらいます。

福井支部の発展なしに、福井会の発展もな

いと思います。

福井支部、福井会に、支部会員さん達の能

力・知識・経験・アイデアをお貸しいただき

ますようお願いいたします。

福井支部も皆さんの支部であり、福井会も

皆さんの会です。

皆さんのお力添えなしには成り立ちませ

ん。

どうか役員改選の時には、よろしくお願い

いたします。

もちろん無料登記相談会や非調査士調査

などのイベントにもお力をお貸しくださる

ようお願い致します。

まだまだ私が勉強させてもらった３名の

支部長さんの足元にも及びませんが、現支部

長として全力を尽くしていきます。

福井支部長をしております山本英雄です。

私は、福井支部の役員を５期（10年）・支

部長を２期（４年目）しております。

当時の中津支部長に幹事に誘ってもらい、

支部役員になりました。

中津支部長は、先を見越して行動をされる

方で、副支部長や幹事に仕事を振るのですが、

既に中津支部長がお膳立てし、大筋は手配済

みで、後は仕上げのみ！という状態でした。

次に副支部長をさせてもらった錦織綾二支

部長は、支部活動に携わった事がなかったに

も拘わらず、支部長を引き受けてくれた方で、

判らない事も多々あったようで、副支部長と

して、錦織支部長をサポートさせてもらう事

で、逆に支部活動を勉強させてもらいました。

最後に役員として支えさせてもらったのは、

片岡芳子支部長です。

片岡支部長は、真面目な方で、女性目線で

の考え方をされ、繊細な中にもおおらかな対

応をしていただき、いい加減な僕を「支部役

員歴が長いから�」と信頼して下さりました。

そして、満を持して支部長となり、有能な

役員さん達に支えられて、４年目に入ります。

支部長になり感じる事は、役員としてサポ

ートするのと、実際に支部を運営するのとは、

大きく違う事です。

何か行事がある時に支部会員さんにお願い

して、協力を取り付けなければならない事が

支部長の仕事のメインのひとつです。

無料登記相談会にしても、非調査士調査に

しても、所有者不明土地探索委員の選出にし

福井支部長　山　本　英　雄

　　　　皆さんの能力 ･ 知識 ･ 経験・アイデアを！

支部だより支部だより
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『デルタ株』から『オミクロン株への置き

換わり』そして『ＢＡ．１・・・ＢＡ．２』

さらに『第７波ＢＡ．５へ』など、我々素人

でも医療専門家みたいな言葉を口にする今日

この頃。

２年前、県内の感染者数が十数人でも深刻

な状況といった危機感はあったが、今（この

原稿を書いている７月下旬）では千人近くの

感染者（陽性者）の確認報道があっても「大

変だね、どうなっているんかね？」といった

程度で会話が終わる。本誌「おたより」の発

行時期（９月頃？）には一体どのような状況

になっているかも予測がつかない。

昨年４月、支部長を引き受ける（というよ

り順番がきた！）ことになり、今日まで１年

半が過ぎようとしています。

当支部のモットーとするところは、支部会

員同士のコミュニケーション、いわゆる「会

員同士の懇親の場」を大事にしているところ

です。

ところが、コロナ禍の中で、支部行事とし

て、これまで会員同士の懇親会は１回も開催

することができず、また、特にこれといった

事業を行うこともなく今日に至っています。

これまで、新型コロナウイルス感染拡大の

影響により、行事が自粛あるいは中止とした

地区・町内や各種団体等も多く見られます。

もちろん当支部も、年度当初の総会で承認を

受けた事業計画及び予算の執行において、見

直しが必要となってきており、大変苦慮して

います（本年度も同じかな・・・？）。

一見、「行事がないから楽でしょう・・」

ということはなく、逆に、例年にないイレギ

ュラーな状況の中での、事業執行・予算執行

に悩んでいるのが現状です。

当支部では例年、恒例として行っている

「ボーリング大会及び新年会」を年明けに開

催していますが、コロナ禍のここ数年は実施

できなくて、「来年こそは！」と思っています。

まだ先行きどうなるか不透明ですが・・。

当然、このことが予算執行に影響してきま

す。昨年度は、全会員に対する還元として「防

災グッズ（非常時持出しセット）」を配布い

たしました。

近年の異常気象を踏まえ、地震、洪水等の

災害に対する意識を持つことが大事であるこ

とから、「防災グッズ」を各事務所あるいは

自宅に備えていただき、これを機会に防災意

識を一層高めていただくよう、全会員にお願

いし配布いたしました。

このように、コロナ禍においては、先行き

不透明な状況もあって、これが事業執行・予

算執行に頭を悩ますことになります。

『ＰＣＲ検査』『濃厚接触者』『クラスター』

といった言葉が、早＜、過去のものとして忘

れられる時期が来るよう、今は、コロナ終息

を願うばかりである！！

武生支部長　古　木　信　夫

　　コロナ禍における事業執行に悩む
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ると最初は当たり前に冷たいんですが、１分

ほどそのままじっとした後に水風呂から上が

ると不思議と、身体の芯は熱いけど、肌はす

こし冷たいという不思議な感じになり、その

状態でベンチや椅子などに座り５分～１０分

ほどこれまたじっとしていると、なんともい

えないふわーっとした気持ちイイ感じになり

ます。この感覚を俗に「ととのう」「ととの

った状態」などと呼んでいます。

このルーティンを３回繰り返して１セット

と呼び、私は一回サウナに行くと２セットは

入っています。時間にして２時間ほどでしょ

うか。サウナに行くと言い残して約２時間も

の間帰ってこないということでうちの奥さん

は怪しんでいますが、何ひとつやましいこと

はありません　笑

サウナに行くと、当然ですが入っている

ときは、「熱い！！」としか思いませんので、

日頃の「隣接土地所有者が・・・」とか「役

所窓口担当者が・・・」や「２センチ合わな

い・・・」といった、実務上の心配事なんか

はこのときばかりはキレイに忘れています。

そして、この後の食事（ビール）の美味しい

ことといったらありません。・・・このあと

の焼肉とか最高ですよね（太りますが）。ス

トレスの多いこの現代社会、たまにはこうい

う日もあっていいと思います！ 

ともかく、健康維持のため、ストレス解消

のために、サウナはとても有効です！！　と

いうことを声を大にしてお伝えし、締めさせ

ていただきます。

約２年前のおたよりにおいて、「私流の健

康維持の方法」というタイトルで記事を書か

せていただきました。おかげさまであれから

そんなに大病をすることもなく、健康に過ご

させていただいております。その当時の記事

において“腹八分目”、“ベジファースト”、“自

転車”などを心掛けているといったことを書

かせていただきましたが、これらに加え、い

ま現在やっていることでその当時には取り入

れていなかったことがあります。

それは「サウナ」です。

土地家屋調査士試験の勉強をしていた20年

もの前のことですが、平日の空いている時間

めいっぱいと、土日もほぼ一日中勉強してい

ましたので、ときとして、なかなか知識を覚

えられない自分にイライラしたり、煮詰まっ

たりしたこともしょっちゅうでした。そうい

うとき、日帰り温泉や銭湯に行き、ひとっ風

呂浴びてまたリフレッシュして帰宅しまた勉

強の続きをしたらすごく捗った！といった経

験が何回もありました。

開業してからというもの、日帰り温泉や銭

湯に行くといったことは何年もしなくなって

いたんですが、地元の温泉施設「リラポート」

が今年の４月から約４年ぶりに再びオープン

したことと、友人で熱心な“サウナー”がい

ることがきっかけで、サウナに通うようにな

りました。

ところで、サウナと水風呂は切っても切れ

ない関係だということをご存じでしたか？

サウナの中で、すごく熱い思いをしてもう

無理だ！と思い、サウナを出て水風呂に浸か

敦賀支部長　阿　部　正　貴

　サウナのススメ　
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価はあまり行われていないのが現実のようで

す（増築等により床面積が増減すればその部

分の評価や反映はされているようです。）。

皆さんご存知のとおり地方税法の定めによ

り、表示に関する登記の内容は地先の市町に

通知（いわゆる「税通」）され、不動産登記

と固定資産税は密接な関係にありますが、小

耳にはさんだ情報では固定資産税課税台帳の

建物の約３割が未登記のようです。

増築や附属建物が含まれることから想定す

ると、課税台帳上の家屋（≒現存する建物）

の半分近くが、するべき登記をしていないの

かも知れません。

また固定資産税の家屋評価に無理（限界）

があるのではないでしょうか。いっそ、不動

産登記の種類構造床面積で課税する（自動車

税のような）シンプルな課税にすれば良いの

に。そして、するべき登記がされていない建

物のみ立入り調査により厳密に評価・課税す

ればと思います。

あと今更かも知れませんが、不動産登記法

の用語の定義で「不動産」は「土地又は建物」。

地方税法の固定資産税についての用語の意義

での「固定資産」は「土地、家屋及び償却資産」。

そして土地家屋調査士法で調査士が業とする、

他人の依頼を受けて行う事務として調査又は

測量するのは「土地又は家屋」。

なんそれっ。

日頃、実務において触れることの多い固定

資産税（家屋）について、思うことを書かせ

ていただきます。

固定資産税は毎年１月１日を基準日（賦課

期日）として土地、家屋、償却資産を課税対

象として台帳に登録し、その評価額に基づき

所有者（等）に課税されます。

この「家屋」の要件や床面積の考え方は、

不動産登記法に基づく「建物」とほぼイコー

ルですが、固定資産税課税では新たに登録す

る家屋に対して、評価額の元になる再建築価

格を算定する、いわゆる「家屋評価」の作業

が行われます。

家屋の主体構造や仕上げ材、設備等の種類

と質により価格に相当する点数が有り、評価

する家屋ごとにその使われている量を調べて

算出したものが再建築価格になります。

登記上、同一の種類構造床面積で形まで同

じ建物があったとしても、一方の一階層の背

が高かったり、内部の間仕切りが多ければ使

用されている構造材や外壁・内壁の仕上げ材

が多くなります。また「かわらぶき」であっ

ても切妻か入母屋か、「亜鉛メッキ鋼板ぶき」

であっても瓦棒か平葺きか、軒出がどれだけ

かと、その種類や質、量により該当する点数

と量を評価します。建具や水道・ガス設備、

コンセント等の電器設備まで計上します。

このように算出された再建築価格に経年減

点補正率を掛けて評価額を算出し課税の根拠

になるのですが、そこまでして評価額を算出

した家屋にその後リフォーム等が施され仕上

げ材や設備が更新されても、それによる再評

小浜支部長　大　下　明　秀

　　　固定資産税(家屋)について思うこと
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戦争も同じです。争いは、みんなそうです。

どちらも間違った争いや、正しくない戦争を

しているつもりはないでしょう。

　もしお互いに、相手の正しさを理解し、受

け入れることが出来たら、いさかいや争い、

境界紛争も戦争も解決するのではないか。と

いう思いがずっとありました。

　鍵山さんの言葉で、その思いが頭の中で整

理整頓された瞬間だったようです。そのとき

の感動は、今も忘れることが出来ません。

　これが後の福井掃除に学ぶ会代表世話人に

なるきっかけになりました。

調停と裁判

　裁判は、当事者同士の言い分がどんなに食

い違っていても、どちらがより適法であるか

を、裁判官が判断します。主張だけをすれば

良いので、お互いの言い分を調整する必要は

ありません。

　これに対し調停は、法律だけにこだわらず、

お互いの解決点、妥協点を探し調整します。

双方とも了解しないと調書が出せず不成立に

なります。その場合、解決方法は裁判となり、

裁判では白黒がはっきりします。

　調停のよさは、裁判では解決できないこと

でも、時間も費用もあまり掛からずに、双方

が歩み寄れる接点に導いてあげられることで

す。双方が理解しあい問題を解決する事は、

正しさを主張する悪循環を断ち切ることにな

りませんか。

　平成６年、民事調停委員を引き受けてくれ

ないかとの打診がありました。私は「人の話

を聞かない」とよく言われていたので、ちょ

うどいい機会と思い、お受けしました。

　調停委員とは、申立人と紛争のある当事者

同士の接点（解決点）見つけ、調停調書にす

る役職です。調停調書は裁判の判決と同じ効

果があり、民事の場合に取り扱うのは、本業

でもある地境争い、交通事故、サラ金・商工

ローン等の借金返済などがあります。月に１、

２回、多いと週1回、だいたい半日かかります。

使命に気付く

　翌年、平成７年２月11日、私の中で一番の

出逢いとなる鍵山秀三郎さんにお会いします。

　この最初の出会いは、松下政経塾での第６

回志ネットワーク全国会議に参加したときで、

鍵山さんから三つの心がけを聞きました。

「私は、『人を喜ばす』、『譲る』、『掃除』の

三つを心がけてきました。人の心を荒ませる

悪循環を断ち切ることが私の使命です。」

　これを聞いた瞬間、「自分の正しさを主張

する悪循環を断ち切る」自分の使命が天から

降ってきました。ストンと胸に落ちたのです。

　使命に気付いた要因には私の天職・土地家

屋調査士という仕事が関係しています。土地

家屋調査士は地境を扱います。

　境界紛争は避けて通れません。

　それはまさに正しさと正しさの激突で、そ

れぞれの正しい主張と正しい主張があります。

福井支部　松　木　延　倫

調停委員功労
瑞宝双光章を受章して
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れれば解決しやすいことも学びました。

　ある意味、裁判所にまで持ち込まれる厳選

された問題を扱わせていただいたことが学び

の要因ではなかったでしょうか。

良かった事、大変な事

　よかったなぁ～と思う時は、当事者では解

決方法が分からない、あるいは、このような

解決の仕方で良いのか悩んでいる人に、調停

委員として間に入り、その当事者が喜んでく

れたときです。

　大変なとき、というより不安なときもあり、

当事者に対して信用が置けない場合です。せ

っかくまとめたのに、「期限も約束も守るつ

もりがなく、調書で今をしのいで『この人、

時間を稼いで』いるだけではないか」と思え

るときです。

　また、大変だけれど良かったこととして、

日常の行動に気をつけるようになったこと、

なるべく人に誤解されないような話し方を心

がけるようになったことです。どこまででき

ているかは、皆さんにしかわかりませんが、

これでも気を付けているんですよ。

これからの夢

　使命に気付いて、志はみんなの役に立とう

とすること、ここまでは来たのだけれど、じ

つはこれといった明確な夢はないのです。た

だ、夢を見つけられない事へのこだわりもな

く、それは、山田洋次監督のご講演のおかげ

です。

「映画会社に就職したのは、ほかに就職口が

無かったからでした。その中で一生懸命やっ

ていたら、いつの間にか監督になって、いつ

の間にか、『男はつらいよ』、『たそがれ清兵

衛』などを作ることが出来ました。特別に夢

や志を持っていたわけではないけれど、私に

与えられた仕事を一つひとつやっていたら自

然にこんなふうになりました。」

　夢が見つからないモヤモヤが消え、心が晴

問題を起こす人の特徴

　裁判所に来る人は大きく分けて二つのタイ

プに分けられます。一つは、自己主張が強く

て、相手の言うことを聞かない人、こういう

人が二人は当然として、一人でも当事者にな

ると、調停では解決できません。

　もうひとつのタイプは、自己主張が全くな

く、相手の言うことを全て聞いてしまう人、

決断能力に欠ける人です。

　人の言うことは一人一人違いますから、決

められない人は、人が変わるたびに、次の人

の言う通り、次々と行動を変えます。ひとつ

前の人の言うことすら継続できないので、結

局、誰の言う行動も選択できず、相手の言う

ことを全く聞かない人と同じ結果を招くので

す。

学んだ事

　円満な社会（家庭、夫婦）生活をしようと

思うなら、自分の方針や目標（志、使命、夢、

理想）をしっかり持って、いま自分がどうし

てもやることと、絶対しないことをしっかり

決めて、それ以外のことは、「出来る限り人

の言うことを聞いてあげる」こと。

　最近「難しい人」という言葉を使わないよ

うにしています。「難しい人」と言うとモッ

ト難しくなります。

　「やたら分析ばかりしていて決断をしない

人」、「何を言っても怒鳴り散らす方向に持っ

ていって、相手を徹底的に責める人」、「ニコ

ニコ笑ってばかりいて自分を絶対に悟られな

いようにする人」というように。

　世間で言う「難しい人」を一言でまとめる

と、「自分の非を悟らせず、いかにして相手

の非を指摘するか、ばかりを考えている人」

ではないでしょうか。最近は、今度はどんな

難しい人に会えるのかと、わくわくしている

自分に気付きびっくりすることがあります。

　調停委員の経験を通して、いい事を、本当

にいい事と、どうでもいい事の二つに分けら
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ら頼まれたことを、世の中の人の役に立つよ

う、一生懸命やって行けばいいのではないか

と思っています。

　私は、平成６年から調停委員をさせていた

だいて、一件一件を真剣にやってきました。

26年の積み重ねが、今回の瑞宝双光章受章に

なったのかなと思っています。

　これからも、私の使命にしたがって、目の

前の一つ一つを大事にして、ひとつひとつを

精いっぱいやっていこうと思っています。

れていった瞬間でした。

おわりに

　オーストラリアの先住民族であるアボリジ

ニ族の成人の条件は、なにか人に役に立つこ

とを見つけることだそうです。そして、人の

役に立つ事をいっぱい見つけた人が酋長にな

るそうです。

　明確な夢は見つけられなくても、この「み

んなのために」いう思いを常に持って、人か
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　第１・第２編に続き今回は最終編になり近代～現代について掲載させて

いただきます。

４．近代（明治時代～昭和時代初期）

【明治時代・大正時代】

　明治時代・大正時代は、江戸が東京と改称され、欧米先進国の制度や文化を積極的に取り入れて

文明開化した時代で、食生活やライフスタイルが大きく変わっていきました。

●肉食禁止令の解禁

　西洋の文化が入ってきたことで、飛鳥時代に始まった肉食禁止令がついに終わりを告げることと

なり、政府が先頭に立って肉を食することを推奨するようになりました。その背景には、当時の平

均身長が、男性155cm、女性145cm だった日本人の体格が欧米人に比べて著しく劣っており、肉を

食べることで栄養面での対策をしようという考えがありました。

　そして、牛肉を食べるようになりましたが、西洋人と同じような食べ方は受け入れられず、醤油

と砂糖で煮た牛鍋と呼ばれる現代のすき焼きが登場しました。牛鍋は爆発的な人気となり、その後

の牛肉の消費量が増えた結果、牛肉が不足し、牛肉は高価な食材となりました。その代わりに、安

価な豚肉の消費量が増えていき、とんかつがブームを巻き起こしました。カレーライスも登場しま

した。外食産業が盛んになり、オムレツやコロッケなども広まっていきます。庶民もコーヒーや紅

茶、ビール、チョコレートやキャラメルといった嗜好品を気軽に手にすることができるようになっ

ていきました。

●文明開化とともに感染症対策が進む

　感染症予防のために、明治政府は西洋諸国に習い、衛生面の強化を図りました。東京では上水道

の整備が進められて、その結果、コレラや赤痢、腸チフスなどの感染症を大幅に減少させることに

成功しました。天然痘のワクチンは、冷蔵技術の登場により日本でも接種可能となりました。予防

接種が義務付けられ、1000年以上も続いた天然痘の流行も減少しました。顕微鏡が日本に入ってき

たことで、1900年には志賀潔が赤痢の原因菌を発見し、世界中で大ニュースになりました。鈴木梅

太郎は米糠から脚気に効果がある物質のビタミン B1 を発見し脚気が激減しました。戦後も、第１

編で触れたとおり私の小学校時代などは栄養不足により問題となりましたが、その後1970年代にも

ジャンクフードの偏食によるビタミン欠乏、1990年代には点滴輸液中のビタミン欠乏によって、脚

気患者が発生し問題になりました。

　また、世界的にスペイン風邪（現在のインフルエンザ）が大流行しました。現代のようにタミ

フルやリレンザのような薬はなく、日本では人口の約40% が発症し、38万人近くが死亡しています。

通常、子どもや高齢者が重症化しやすいですが、免疫機能が活発な若年層の犠牲者が多かったこと

が特徴です。

　こうして、何千年もの間にわたって多くの犠牲者を出してきた感染症は、研究者たちによって次々

と解明されていきました。

【昭和初期～第二次世界大戦終戦】

　昭和に入ると、人々の暮らしに西洋料理が広まる中、戦争が近づくとアメリカからの食料輸入が

止まり、食料事情は悪化して人々は飢餓に苦しみました。

日本の食と健康の歴史日本の食と健康の歴史
 ～ 第 ３ 編～～ 第 ３ 編～

小浜支部　松田　源次郎
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●家族団らんの食事

　昭和になると、家族で丸いちゃぶ台を囲み座って食事をするスタイルになりました。それまでは

それぞれが一人ずつ箱膳で食べていましたが、水道や電気、ガスなどのライフラインが普及したこ

とで家族の食事を一度に手早くつくられるようになったため、ちゃぶ台が普及していったといわれ

ています。

　箱膳で食べている時代は、食事中に会話をすることは不作法とされていましたが、マナーが守ら

れていれば食事中の会話はしてもよいという考えが広がっていきました。食事を親や祖父母、兄弟

たちと一緒に食べることで、社会のしくみや生活の知恵、作法などを自然と学べる場となっていき

ました。

●第二次世界大戦中・終戦直後の食事と健康

　日中戦争がはじまり、贅沢することが許されない時代に突入したため、国民は米を節約する「節

米」を求められるようになりました。白米の入手が困難になったため、玄米にイモ類や野菜、山菜

などを混ぜて炊いて食べるようになり、また、タンパク源の不足から栄養不良により日本人は痩せ

ている人が増えました。1941年に全国民に均等に米を分配する制度「米の配給通帳制度」が始まり、

この制度は戦後も続き、私も配給手帳を持って米屋に買い物によく行かされました。

　米だけでなく野菜や魚、肉などすべての食料が足りず、食料事情は悪化していきます。1945年に

終戦を迎えた後も、飢餓との闘いはしばらくの間続きます。米やイモなどの配給だけでは、必要な

エネルギー量の半分も取れませんでした。

　終戦後しばらくして、私の母は栄養不足で、生まれたばかりの私に飲ます乳が出ず、父が裏浜で

作った塩を売り歩き、やっとのことで名田庄まで行って交換してもらった雑穀粉を母に飲ませて、

かろうじて出た母乳によって私を大きく（？）してくれたようです。今は実家の土地も家も人に買

ってもらい若狭町民でありますが、本籍はこの生まれた小浜塩竈という所のままにしているのはそ

のノスタルジアでしょうか。

　ご飯のかわりにメリケン粉で作った「だんご汁」( 実においしく感じた ) を家族全員でちゃぶ台

を囲んで食べたのもこの頃です。

　米の代用として、日本の飢餓を支えたのがさつまいもです。さつまいもは、炭水化物 (糖質 )の

ほかにも食物繊維やビタミン類が豊富に含まれている優秀な食品でした。

　

５．現代

　今は、戦後と格差がある豊かで飽食の時代です。

　また、農薬・化学調味料など私たちの体を脅かすような食べ物が日常化しております。

　一方、日本の食糧自給事情と世界の争乱を鑑みると、お金を出しても食べ物が手に入らなくなる

時が来るかもしれません。

　我が家では、ちっぽけな家庭菜園において

僅かながらの野菜類を植えて楽しんでおりま

すが、私達は、日本の食と健康の歴史を振り

返り、少しずつ自給自足・質素倹約の生活を

心掛ける必要があるのではと考えるところで

あります。

　

　

　－以上、途中降板もなく３回に分けての「日

本の食と健康の歴史」、みなさま最後までご拝

読頂きましてありがとうございました。
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越前市　味真野小学校　創立１５０周年記念事業　同校のシンボルである一本桜が力強く浮かび

上がりました。

武生支部　伊　吹　　　猛

田んぼアート
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今年度、味真野小学校創立１５０周年記念事業実行委員会が、記念事業の一環として、越前市余

川町の万葉菊花園西側の約２８アールの田んぼで、味真野地区では初めての田んぼアートです。図

柄は、味真野小学校卒業生で現在は高校生の方々がデザインした、「味真野小学校校庭の一本桜」です。

作業は、５月に児童や味真野自治振興会メンバー、地域住人約５０人で、観賞用の色苗など５種

の稲を手植えで行いました。

私が関わったのは田植え前に絵柄のポイントごとに竹棒を設置する測量作業で、竹棒の設置ポイ

ントは約５００点あり１日作業になりました。

（注）このおたよりが発行される頃には稲は刈り取られています。

　　　写真の提供は味真野自治振興会です。
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福井支部の細川です。

趣味の一つに、バイクに乗ってます。

リターン組です。（リターンライダーとは、長年のブランクを経て再びバイクに乗るようになる

ライダーのこと。文字どおり、バイクの世界に「戻ってくる」という意味での「リターン」です。）

中型（～４００ＣＣ）免許は、20代に取得済み。

最初のバイクは、ホンダのＣＢ２５０Ｔという、知り合いから譲り受けたもの。

たまに友人と近所をブラブラ、と乗る程度でした。

やがて、当時勤めてた会社の仕事も忙しくなり、そのうちに結婚、子供も生まれ、自然と乗らな

くなりました。よく聞くストーリーです。

家庭を持つとよく耳にするのは、

【バイクは事故を起こすと大きなケガを負うリスクが高いので、家族が心配するのも無理はあり

ません。 一家の大黒柱が事故で働けなくなってしまったら、家族みんなに迷惑がかかります。】

周りの友人も同じ状況で、

ホント、バイク乗ってる方は、かなりの安全運転を心がけてますが、万が一の事故の場合は、や

はり生身なのでケガするリスクは高い。

今、悔やむのは、旧車ブームというのか、その当時のバイクが現在は価値が上がっています、持

ってればよかった�

それから20数年経ちまして�

福井支部　細　川　直　樹

趣 味 探 訪
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仲の良い同級生とは、いまだに年１～２回の飲み会があります、なんとなくバイクの話になりま

して�

「いまでもまだ乗ってるよ」と仲間の一人が。

リターンのきっかけになりました。（勢いは大事）

子供も手が掛からなくなり、休日に一人の時間も増えたこの頃でしたので、いいタイミングだっ

たのかも。

どうせならと、ついでに大型免許もゲット。

それが、まだほんの５年前かな。

なので、バイク乗車歴としては10年もない初心者みたいなもんで�

免許すら持っていなかった仲間の一人も、さっそく教習所に入校、中型免許の後、そのまま大型

免許までゲット。（勢いが大事）

復帰はしたものの、ひさしぶりの公道はやはり怖い。

ということで、練習機として、カワサキのエリミネーター２５０ＳＥを選びました。

公道に慣れるまでは、しばらくはコレで過ごす。

その後、なんやかんやありまして、現在の愛車は、同じくカワサキのＺ７５０Ｓ。

街乗り・プチツーから、ロングツーリング（高速走行が楽チン）まで対応できる頼もしい相棒です。
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近年はコロナの影響もあり、バイクは比較的「密になりにくい趣味」「感染リスクが低い移動手段」

として注目を集めていたようです。

今はヘルメットにインカム（トランシーバーのようなもので、４人程度は同時通話が可能）をつ

けて、会話をしながら走れます、楽しさも倍増。

車でいいじゃん、という方もいるでしょうが、そこはそれ、また違う楽しさがあるんです。

暑さ、寒さの気候や、風も、匂いも感じます。（仕事でもそうですけど）

観たいもの食べたいものを目的に決めて、そこへ向かうというシンプルなもの。

近場では能登半島めぐりが最高でした。

 

当たり前のことですが「安全運転」が第一です。

無理に周囲に合わせるのではなく、自分のペースでバイクを楽しみ、常に安全運転を心がけてます。

ツーリングに出かける際は無理のない計画を立てる、体調が優れないときや疲れているときはバ

イクに乗らない、天候が悪いときは中止する、小まめに休憩をとるなど、とにかく無理は禁物。

体力や筋力が少しずつ衰え始めるこの頃。

無理せずに、これからもバイクのある生活を楽しんでいきたいと思います。

オフロード車、車庫に眠って乗らなくなったヤツがあれば、

是非連絡ください。笑
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なり、無駄な時間を費やしたこともあります。

それ以降、気を付けながら事前準備をしっか

りと整えることを心がけております。

また、登記手続き等に関しては、法務局在

職中に得た知識、経験等が生かされるかと思

いつつも、時の流れとともに忘れがちとなり、

思い出そうとしても思い出せない年齢となっ

てきているのが実情です。それでも調査士と

して看板を挙げた以上、緊張感をもって公正

かつ誠実に業務に励んでいきたいと思ってお

ります。

なぜか年老いた寂しい話になりましたが、

法務局在職中にお世話になった先生方もたく

さんおられますので、これからもご指導を仰

ぎながら、少しでも長く土地家屋調査士業務

が続けられるよう精一杯頑張っていきたいと

思っておりますので、今後ともよろしくお願

いいたします。

昨年10月１日付けで、登録・入会し、開業

いたしました坂下と申します。

私のこれまでの職歴は、昭和47年に福井地

方法務局に入局し、平成24年３月をもって名

古屋法務局一宮支局を最後に38年余り勤務し、

退職しました。その後、平成24年５月から金

沢地方法務局小松支局において10年余り事務

補佐員として勤務し、「土地家屋調査士・司

法書士」開業を理由に、令和３年７月末をも

って退職しました。

67歳（現在68歳）という高年齢での開業と

なり、10月余りが経過しました。開業当時は、

お客様もほとんどない状況で、この先どうな

るのか不安ではありましたが、同級生や知人

などに電話したり、会ったときには名刺を渡

すなどし、徐々にではありますが、仕事の依

頼も少しずつ増えてきている状況にあります。

反面、土地家屋調査士業務の全てが初心者

であることから、現地調査の際の測量、立会、

日程調整、資料収集、申請書類等の作成など、

当初は、仕事の作業手順やパソコンの操作等

も手探り状態で、分からない点も多々あり、

悪戦苦闘しながらの毎日でした。

実際に、現地調査の際に事前準備（調査内

容、資料収集等）をしっかりとやらなかった

為に、同じ現場に２～３回と足を運ぶことと

新入会員の声

福井支部　坂　下　　　強

開業から１０月余り
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症対策を一つ（もう皆さんご存知かもしれま

せんが・・・）

「喉が渇く前に水分補給」

猛暑の中では、喉が渇いてからでは遅いで

す。

どうしても暑い中で外にでないといけなく

なっちゃう時、あると思います。

水筒など用意されると思いますが、実際に

口に運ぶ時は、喉、渇いてませんか？

意識して補給すると、家に帰ってからの身

体の調子が違います（あくまで本人主観）

ただ、実際に外作業の後、軽い頭痛を感じ

たりする方は試してみてください。

少しは効果があると思います。

あくまで実体験が元の為、根拠については

ご容赦ください。

令和３年10月に福井支部に入会させて頂き、

既に半年以上が過ぎました。

希望と不安の狭間で揺れ動きながら「入会

のご挨拶」を書いていたのを、昨日のことの

ように思い出せます。

今年の春頃には幸運にもご縁があり、お仕

事にも恵まれて、走り回っている日々を過ご

しております。

そんな中、やはり初心において感じていた

不安「責任と責務」の大きさを実感しており

ます。

指針として掲げたほふく前進でも、まだ足

りないか？と自問自答を繰り返す中で、先輩

方皆さんの存在の大きさをひしひしと感じて

います。

業務の中で、どうしても判断に迷ったり反

芻している時、お話を聞いてくださった先生

方に感謝申し上げます。

とは言え、まだまだ始まったばかり。これ

からも初心を忘れず、一つ一つ這いつくばっ

て行きます。また機会がありましたら、ご指

導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

話は変わりますが、この新入会員の声は9

月に掲載されると伺いました。まだ暑い時期

が続いていると思われます。

夏本番が過ぎ、今更かもしれませんが・・・

炎天下で外仕事を続けてきた元鳶職の熱中

福井支部　中　村　信　雄

あっという間に一年
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 皆さん、トータルステーション測量時には真面目に二対回してますか？この二対会 ( 福井会土

地家屋調査士ゴルフ愛好会 )は、測量もゴルフも真面目に精度よくやりましょうというコンセプト

で約４年前に始めました。会員は現在20名程で、私たちと共にゴルフで汗をながし楽しんでいただ

ける仲間を広く募集しています。春と秋のコンペの他合同練習会も開催しており、調査士会員のみ

ならず関係する方の参加もＯＫです。尾方元名誉会長・漆崎事務局長もメンバーで宮越事務局員さ

んにはマネージャーをしていただいています。ご興味のある方、日頃の運動不足気になっている方々

のご参加をお待ちしております。

ＰＳ：汗をかいた後のビールは“最高”です　!(^^)!

問い合わせ先：佐竹（二対会会長）　　 090-3299-5208

　　　　　　　井上（二対会迷夜会長）090-3887-5953

　　　　　　　酒井（二対会幹事長）　 090-2833-5531　まで

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

なか

さか

むら

した

のぶ お

つよし

中　村　信　雄

坂 下 　 強

455

456

令和３ 10 1

令和３ 10 1

918-8051

919-0621

福井市桃園 1丁目 2番 1号 2F

あわら市市姫 1丁目 4番 9号

（0776） 35 － 0755

（0776） 50 － 7262

（0776） 35 － 0744

（0776） 50 － 7263

nobuo.n.tokacho@gaea.ocn.ne. jp

qqha5py9k@aroma.ocn.ne. jp

090 － 3769 － 0599

090 － 5175 － 0784

（測補）

（司）

【二対会ゴルフコンペ参加者募集のお知らせ】
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 ◎退会者

松本　道幸（福井支部）　令和４年３月31日　廃業

佐藤　定芳（福井支部）　令和４年６月24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）

令和３年10月15日
坪　内　誠　一

坂　下　　　強
昭和36年３月６日

令和４年１月６日
清　水　勇　大

土　田　康　博
平成元年３月30日

令和４年１月６日
鳥　居　　　修

向　野　博　樹
昭和31年12月20日

令和４年１月28日
大　林　純　一

中　野　春　雄
昭和47年２月22日

令和４年６月８日
米納津　　　仁

米納津　信　治
昭和49年４月４日

編集後記
本誌発行に関し、お忙し

い中にもかかわらずご協力

いただいた皆様に、感謝申

し上げます。誠にありがと

うございました。また、我々

広報部としても今後の活動

に関し尽力していきたいと存じますので、ご

理解とご協力の程、宜しくお願いいたします。

わたくし松永はというと、どうやら広報委

員となって一年が経ったようです。一年って

短いようで、やっぱり長いなーと感じさせら

れる濃い一年でした。広報部では無料相談会

の広告のほか、HP のリニューアルやクリア

ファイルの作製、YouTube を活用した広告な

ど、何度も細部について打ち合わせ重ねてき

ました。また、学校や図書館などにチラシを

置いていただく許可をもらい、配りに行った

こともありました。大事な予算を使わせてい

ただくということもあり、その大変さを改め

て思い知ることとなりました。

世の中的には、私生活に支障をきたすよう

な悪いニュースを多く耳にします。特にコロ

ナの感染拡大については当分、収まりそうに

ありません。感染予防を徹底しつつ健康に留

意し、なんとか乗り切っていきたいところで

す。 （広報委員　松永 庄一）

 ◎登録情報の変更

（事務所住所変更）　　　　所属支部　福井支部

（事務所住所・電話番号変更）　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　福井支部

こう

よし

さわ

ち

むら

もと

たか

よし

かつ

はる

かず

のり

高 越 隆 治

吉 村 嘉 和

澤 本 勝 紀

293

366

418

昭和59 2 29

平成13 ３ 12

平成20 6 10

918-8104

918-8055

910-0017

福井市板垣 2丁目 708 番地

福井市若杉 4丁目 1811 番

福井市文京 4丁目 28 番 14 号

090 － 5685 － 3139

（0776） 26 － 2417 （0776） 65 － 6923

sawamoto@mx6.fctv.ne. jp

ADR認定 第321011号

ADR認定 第321020号

( 測補、宅建）


















