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表紙写真の説明

『諏訪の御柱祭』

　諏訪支部、河西美智代会員寄稿の『これが諏訪人の心意気御柱祭』より抜粋。

　祭の熱気が伝わってきます。� （会報編集委員　小池　悠）



　「新年度に向け」

会　長　松　本　誠　吾

平成28年第68回定時総会を終え、今年度の事

業計画がスタートしました。昨年度は役員交代

でめまぐるしくも、引き継いだ事案、まいた種

も芽が出てくれ、悔いの残らぬ一年となりまし

た。

各事業が健全に活動出来ていることには、偏

に長野地方法務局はじめ、県、弁護士会、司法

書士会ほか各種団体の皆様にご支援ご教授を頂

いておるからこそと存じます。また、それぞれ

が会員各位のご理解ご協力の証として業務に反

映されておりますこと、皆様には深く御礼を申

し上げます。

さて、土地家屋調査士を取り巻く環境は、世

界情勢がもたらす日本企業への影響や、高齢化、

都市・地方の二極化、地震や豪雨による甚大な

自然災害にも見舞われている社会変化の中で、

我々はどのような役割を果たすのか、を命題に、

本年度の事業計画大綱は土地家屋調査士倫理綱

領に基づき策定し、ご承認戴きました。

倫理綱領は昭和62年第43回連合会定時総会で、

法制定35周年記念として調査士会の自主性、法

律改正等を踏まえ、制度の一大転機であること

を自覚し、改めて初心にかえり、自らを律して

いく処の誓いとして制定されました。

総会議事録抜粋（会員必携より）

調査士の一番の使命は、不動産登記法の

精神の中で、表示登記制度というものが昭

和35年に新しく制度として設けられたその

思想を生み出すのが、そして国民の明確化

に資するのは、我々調査士しかいないのだ

ということの使命を再確認し、それを実践

し、その一日も早い実現が来ることを我々

から明白な意思を持って国民にも表明すべ

きでは無いかと言うことが第一の「使命」

としてうたわれた部分でございます。また、

その使命を遂行するには、どうしても公正

さが確保されなければならない。我々の職

務を実施するにあたっては、せめて公明正

大にやらなければいかんということで、2

番目に「公正」ということを入れておりま

す。３番目に士族は様々でございまして、

それぞれの専門職ですので、それぞれの分

野においての専門的な学問あるいは技術、

それらの研鑽は１日たりともおろそかに出

来ないということで、専門分野に対する「研

鑽」をすべきだということを３つめの柱に

もってきたわけでございます。

� 以上

本会の役割には、会員が「使命」を成し遂げ

られる環境づくり、会員の専門知識が社会に調

査士制度として定着すること、支部活動を重ん

じ、支局、地方行政の動向、要望等に対応出来

うる体制を整えること、また、単位会、士業他

団体との連携、協力関係を深めたいと考えてい

ます。

また、会員が国の定める登録制により業務に

取り組む厳格な資格者集団である、いわゆる強

制会に所属する意識、連帯感を培い、プロとし

ての礼節、倫理観が社会から評価される「公正」

を培う処と考えています。

専門分野の「研鑽」では、勉強会、研修会を

行える環境、参加出来る環境づくりに加え、継

続学習の定着化、講師団の人材育成が重要と考

えております。具体的には、社会の変革期の業

務に対応出来る、本会固有の調査研究調査機関

となる研究所（室）の設置準備に入ります。既

に理事会、各部会が開催され、支部長会も間近

です。取り上げられた案件の完遂には支部との

共有が要と考えております。役員一同、制度発

祥地の会員であることに誇りを持ち、会運営に

真剣に取り組んでおりますので、会員各位の一

層のご理解ご協力をお願いいたします。
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定時総会に参加して

長野支部　永　井　政　嗣

去る５月27日に開催された定時総会に初めて

出席させていただきました。私達新入会員の前

列には今回表彰される先生方の席があり正直緊

張しましたが、私も先生方に習って日々研鑽を

積み、誠実な仕事をしなければならないと感じ

ました。また、この日は倫理綱領や調査士の歌

を初めて声に出しましたが、協力して社会に貢

献することの必要性を再確認しました。総会終

了後の懇親会にも出席させていただき、同期の

方々や先輩の先生方との交流を持つことができ

ました。これからも繋がりを大切にしていきた

いです。

まだまだ不慣れなことばかりですが、努力を

してまいりますので、今後ともご指導のほど宜

しくお願いいたします。

最後になりましたが、業務のお忙しい中、総

会の準備・運営をされた本会役員の先生方、諏

訪支部の先生方にお礼を申し上げます。

調査士会に入会して

上田支部　山　浦　邦　博

早いもので入会させていただき一年が経とう

としています。初めて総会に出席し役員はじめ

会員皆様の熱意に頭が下がりました。

私は司法書士を営む傍ら土地家屋調査士会に

入会させていただきました。前々から両者は両

輪と例えられてきましたが正に実感していると

ころです。長年、登記申請書類を受ける側に携

わり、その後権利登記書類を作る側、そしてこ

のたび表示登記に関わることができ登記への理

解が深まった気がします。

総会資料によれば会員減少に歯止めがかゝら

ないようですが、土地家屋調査士を求める人は

大勢いると思います。歴史ある充実した会に入

会できたことを誇りに努めてまいりたいと思い

ますので今後ともよろしくお願い申し上げま

す。

調査士会に入会して

諏訪支部　矢　島　慎　也

私が土地家屋調査士と言う資格の存在を知っ

たのは、今から約５年前の事です。当時、私は

大学で専攻した土木とは全く無縁の製造業に勤

めておりました。技術系の職場で働いていまし

たが、仕事への遣り甲斐もそれ程感じる事もな

く、ただ生活の為にだけ働く毎日を送っていま

した。大学での専攻が土木工学だったので測量

士補は持っていました。ある日、インターネッ

トで測量士補を検索した際に、土地家屋調査士

と言う資格がある事を初めて知りました。そこ

で調査士業務について色々と調べてみたとこ

ろ、とても遣り甲斐を感じ、自分に向いている
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第68回長野県土地家屋調査士会定時総会に

参加して思うこと
松本支部　成　田　　　充

去る５月27日、諏訪で行われた長野県土地家

屋調査士会定時総会に出席し、平成27年度の各

部・各委員会の事業報告及び会員の異動状況等

の報告、平成27年度決算及び平成28年度事業計

画・予算決定の審議、東京法務局長表彰授与等

の式典へ参加させていただきました。

一番の驚きは、延べ29名もの会員が表彰され

ているということでした。現在の会員数385名

からその割合を算出すると7.5％と、丁度調査

士試験の合格率と同じくらいとなり、つい最近

合格した私には非常に感慨深い数字に思えまし

た。

懇親会の席では、御柱の木遣りの実演を観て

パワーをいただくと共に、諸先輩方から同年代

の知り合いを大切にすることの大事さや同期会

員との結びつきの大事さを教わりました。しっ

かりと心に刻みこれからの調査士生活に活かし

たいと思います。

最後に、本会のご厚意で新入会員を懇親会に

ご招待いただきましたこと御礼申し上げます。

おかげさまでたくさんの方と交流でき、また同

期とも親睦を深められました。ありがとうござ

いました。

仕事だなと思いました。それから勤めていた会

社を辞め、調査士事務所に就職し、補助者をや

りながら調査士資格取得を目標に必死になり勉

強し、昨年の試験に合格する事ができ、今年の

開業に至りました。

今回初めて長野県土地家屋調査士会の定時総

会に出席し、各界の皆様方のお話を聞き、改め

て調査士会の会員である事を認識し、調査士と

言う資格の重みをひしひしと実感しておりま

す。調査士業務は、土地の調査、境界立会いか

ら始まり、測量、図面及び各種申請書の作成と

内容は多岐に渡り、法律と測量という異質な面

を取り合わせた仕事であり、極めて重要なもの

です。非常に社会的責任のある職業であるので、

その職責を果たし、資格に恥じないよう常日頃

から誠実に業務を行っていきたいと思っており

ます。相当に神経を使う仕事ですが、とても遣

り甲斐があり、依頼された仕事を完了した時の

充実感及び喜びは、何事にも代え難いものがあ

ります。私はこの仕事を一生涯続けて行きたい

と強く思っております。

知識、経験共にまだ未熟ではありますが、常

に向上心を高く持ち、自己研鑚に励み、技術力

及び専門的な知識の向上に努めて行きたいと

思っております。今後とも宜しくお願い申し上

げます。
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加入した実感
大町支部　藤　原　成　吾

私は平成27年11月10日に長野県土地家屋調査

士の登録をしてから、約半年が経とうとしてい

ます。しかし、未だに勉強不足を実感する毎日

です。

登録して初めの頃は資格試験と実務の違いに

戸惑い、実務の方が遙かに難しいことを思い知

らされました。

まず、外仕事の測量ではトータルステーショ

ンの基本的な使い方は分かっているつもりでし

たが、トータルステーションの奥は深く、使っ

たことのない機能が沢山あって覚えるのに必死

になっていると、野帳への記入ミスなどが増え

ていき、訂正だらけの野帳になってしまうこと

がありました。

そして外仕事から帰ると野帳のデータを入力

して図面の作成に移るわけですが、現場の状況

を隅々まで覚えていないと図面はできないと知

りました。そして結線ができても地積測量図や

公図と合わないことにも実務の難しさを感じま

した。

約半年間土地家屋調査士としてやってみて、

まだ全体を把握しきれていないことから段取り

が悪く仕事が遅くなることがあるけれど、しっ

かりと着実に自分の土台となる足場を固めて行

き、安心して頼られるような土地家屋調査士と

なることを目標として頑張って行きたいです。

新入会員　自己紹介コメント

諏訪支部　矢　島　慎　也

１．前職
　土地家屋調査士事務所補助者

２．土地家屋調査士を目指そうとした動機
　大学で専攻した土木とは無縁の製造業に約７年勤めていましたが、土木・

建築関係の仕事への遣り甲斐、思いが捨て切れず、年齢からも最後のチャンスだと思い挑戦致

しました。

３．現在夢中になっているもの
　調査士試験の為に、小学生から続けてきた野球を完全に断ち切って、試験勉強に専念してい

ましたが、ここでやっと再開する事ができ、一安心しております。これからも続けて行きたい

と思っております。

４．その他
　開業したばかりで分からない事もあり、先輩の皆様方にはご迷惑をお掛けする事もあるかと

思いますが、誠実に業務に取り組み、自己研鑚に努め、知識及び技術の習得に励みたいと思っ

ておりますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。
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松本支部　成　田　　　充

１．前職

　㈱東陽　カメラ・光学部品の鏡胴の製造

２．土地家屋調査士を目指そうとした動機

　私が生まれた頃から父が土地家屋調査士をしており、物心ついた頃には、自分も将来は土地

家屋調査士になるものと思っていました。高校・大学の卒業、就職してもその思いは変わらず、

土地家屋調査士を目指すことにしました。

３．現在夢中になっているもの

　スノーボード。社会人になってから始めてかれこれ５年目です。徐々に成長していく感覚や

スポーツを通じて広がっていく人間関係、冬でないと出会えない景色・光景に楽しさと喜びを

感じます。

４．その他

　これから土地家屋調査士として一生懸命働いていきます。

研修会で習った「調査士は日々勉強！」の精神を大切に、切磋琢磨していきます。

　よろしくお願いします。

伊那支部　清　水　　　功

１．前職

　測量会社を営んでおります。

２．土地家屋調査士を目指そうとした動機

　測量を行う中で、土地家屋調査士の業務が必要不可欠な場面が多々あり、調査士資格があれ

ば業務の幅が広がると考えました。また、土地家屋調査士しかできない仕事、この資格がない

と出来ないこと、それが可能になる憧れもありました。

３．現在夢中になっているもの

　小学生の頃から野球が好きで、自分でやる事又は見る事、あるいは応援する事に、ずっと夢

中になっています。伊那市では盛んなソフトボールも、その流れから好きで続けています。

４．その他

　この年齢になってから、新しい場所に足を踏み入れることにとても不安を感じていますが、

日々努力を忘れず精進できたらと考えています。よろしくお願いいたします。
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東京法務局長表彰を受賞して

長野支部　荒　井　正　行

この度、平成28年５月27日、第68回長野県土

地家屋調査士会定時総会の式典におきまして、

東京法務局長表彰を受賞いたしました。

これもひとえに、法務ご当局始め、土地家屋

調査士会、会員の皆様のご指導、ご鞭撻の賜で

あると深く感謝申し上げます。

土地家屋調査士業務をこれまで続けてくるこ

とができましたのも関係する皆様方のおかげで

ありまして、改めて感謝申し上げます。

開業当初の昭和63年からは、測量、図面作成

等の機器は、目覚ましく改善、進歩が図られて

きましたが、現地での境界確認、調査及び資料

の精査等が業務の中で重要であることに変わり

はないと感じております。

平成17年からは、本会の会務にも携わらせて

いただきました。

この間には、同年３月に大幅に改正された不

動産登記法が施行され、様々な新たな手続きが

規定され現在に至っています。その後、筆界特

定、ADRの各制度の創設があり調査士業務の

内容が広がってきた時期でした。

会務では、県内の他支部の会員の方とも知り

合いになることができ、調査士業務では、とか

く自分なりの考え方に陥り易いのですが、会議

の協議等では色々な意見を聞くことができ、良

い経験をさせていただきました。

調査士会は、会員の皆様の理解、協力そして

役員、各委員及び事務局の方々の日々の会務に

よって運営されていることを体験させていただ

きました。

終わりに、今後は、一会員として微力ではあ

りますが、努力いたす所存でありますので、会

員の皆様の変らないご指導をお願い申し上げま

す。ありがとうございました。

東京法務局長表彰受賞の御礼

飯山支部　市　川　義　雄

第68回定時総会において東京法務局長表彰を

受賞しました。有り難うございました。

私は、元々建築設計が専門で、建築学科卒業

後東京の建設会社設計部に所属し８年ほど勤務

した後に故郷の中野市に家族をひきつれて戻っ

てきました。建築以外何の知識も無かったので

すが、父も建築設計と土地家屋調査士の自営を

していましたので、土地家屋調査士試験を受験

して何とか合格できました。試験の際は電卓が

使えないために算盤持参で受けましたが記述試
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東京法務局長表彰を受領して

上田支部　山　﨑　壽　雄

平成27年度年度総会におきまして東京法務局

長表彰を授かり恐縮至極に存じます。思い返し

ますと昭和57年１月に入会させていただき今日

までの過ぎ去った34年間、これから先を想いま

すと大変長い年月でありますが、過ぎ去った

日々を想いますと良くぞここまで続けられたも

のだと痛感します。

そんな私が何とか今日を迎えることが出来ま

したのは、法務局職員の皆様のご指導と、先輩

各位の適格なアドバイスとご助言の賜物であ

り、紙面をお借りし改めて感謝と御礼を申し上

げる次第です。

とりわけ、入会当事は、右も左もわからず、

戸惑うことばかりでありましたので、ご教示い

ただきました一つ一つが鮮明に脳裏をよぎりま

す。

頂きました表彰状は私に対する叱咤激励であ

り日々研鑽し精励すべしとの仰せでありますこ

とと心し、初心に返り、基本に忠実な業務の遂

行に当たりたいと思います。

終わりに臨み、これまで、ご指導くださいま

した、職員の皆様、諸先輩、同僚各位に重ねて

御礼を申し上げますと共に、ご一同様のいよい

よのご活躍、ご健勝を心からお祈り申し上げ御

礼のご挨拶と致します。

験問題では主に筆算で計算をしました。

当時は若かったためか、宅地建物取引主任

者、行政書士等資格試験にチャレンジして建築

設計、土地家屋調査士、行政書士事務所として

地域の皆様からの依頼を中心に業務をこれまで

行ってきました。

建物を建築するに当たり敷地測量、農地転用、

建築設計・監理�、建物表題登記、土地地目変

更登記と一貫して業務ができるので、依頼者や

外部からは便利が良い様に思われるのですが、

自分自身としては忙しいだけで余裕が無く、又

個々の業務が粗雑になってしまい技術の安売り

をしているかのように思うときもあります。

調査士業務は近年測量技術や登記申請の方

法、調査内容が大きく変わり、やっとついて行

く状態です。この傾向は建築設計でも同じで建

築確認申請、設計監理の改正が大きくされまし

た。例の姉羽事件やシックハウス問題、地球環

境問題から耐震、省エネの課題が厳格になりま

した。私と同世代の建築技術者の多くはドロッ

プアウト状態となっています。

調査士は定年が無くうらやましいと良く言わ

れますが、毎日あくせくしている自分の生き方

に疑問を持たざるを得ません。しかし、世の中

で自分の役割が少しでもあるならば身体に注意

して微力を注ぐこともささやかな喜びであるか

もしれません。今回の受賞を励みに、もう少し

頑張ってみたいと思います。
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東京法務局長表彰を受賞して

上田支部　竹　花　伸　一

この度、第68回長野県土地家屋調査士会定時

総会に於いて、東京法務局長表彰を賜りました

ことを、大変光栄に思いますと共に、これまで

お世話になりました皆様方のご指導の賜物と心

より感謝申し上げます。

今改めて振り返ってみますと、測量会社に６

年程勤め、昭和58年の試験に合格、翌年事務所

を開業、早32年が経過しました。

開業当時はバブル期にあり運よく、２～３年

でかなり大きな仕事を受注することが出来る時

代でした。それに伴い、土建屋からの借り物の

トランシットはお返しし、パソコン・図化機・

光波等を一通り揃え、毎晩遅くまで仕事に遊び

によく頑張ったのが思い出されます。最近はそ

の気力が殆ど萎えてしまい、年齢を実感させら

れる日々になってしまいましたが…

32年の間にこの業界も大きく移り変わりまし

た。不動産登記法の大改正、測量機器の進歩、

オンライン申請、事務所での登記情報取得、筆

界特定制度、ＡＤＲ等々急速な沿革です。

還暦を過ぎ大分傷んでまいりましたが、この

受賞を機に時代の波に乗り遅れないよう、また

明日から頑張りたいと思います。

東京法務局長表彰を受賞して

伊那支部　井　口　正　義

昭和62年に調査士の業務を始めてから、早30

年を迎えようとしています。そんな折、東京法

務局長表彰を受賞しました。永くやっているご

褒美かなと思い有り難く感謝の気持ちでいただ

きました。

補助者として平板測量から出発し、冬の寒い

風の中でテープを引っ張ったことも、今ではな

つかしい思い出です。

支部の中では知らない間に、会員名簿の年令

も上のほうになりました。役員での活動を振り

返ると走馬灯のようにいろいろ場面が浮かんで
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長野地方法務局長表彰を受賞して

諏訪支部　羽根田　正　雄

先の第68回長野県土地家屋調査士会定時総会

式典が、７年に一度の天下の大祭諏訪大社御柱

祭の年に開催され、まだ熱気が冷めない中、地

元開催での受賞を受けましたこと誠に有難うご

ざいました。

さて、アベノミクス効果はまだ地方には届か

ず当地域も地方経済の低迷による少子化や空き

家の増加、そして事件数や会員の減少など先行

き不透明な状況で大変厳しいものがあります

が、この時期こそ土地家屋調査士の存在を大い

にアピールし、活躍の場をさらに拡大していく

ことや専門職として、市民の信頼を今まで以上

に深めていくことが重要なことだと思っていま

す。

今回の表彰を期に一層努力邁進してまいりた

いと思います。

終わりに、会員の皆様のご健勝と調査士会の

益々のご発展をご祈念申し上げまして、簡単で

すがお礼のご挨拶とさせて頂きます。

きます。そこにはいつも仲間がいました。始め

たころは先輩の先生方にいろいろ教えていただ

きました。役員になった時は若い会員が協力し

てくれました。

会員の皆様のおかげで長く業務を続けること

ができ、このたびの受賞をいただけたのだと思

います。感謝の気持ちで一杯です。

これからも、日々変化する情報についていけ

るよう研鑽を続けていく所存です。そして長野

県土地家屋調査士会の発展のためにできること

があれば、微力ながら貢献していきたいと思い

ます。本当にありがとうございました。

長野地方法務局長表彰を開催地区で受賞して

諏訪支部　久保田　澄　雄

過日の諏訪市ＲＡＫＯ華乃井ホテルで開催さ

れた第68回定時総会式典において、長野地方法

務局長表彰を賜り、誠にありがとうございまし

た。

平成２年に登録以来、26年が経過しましたが、

法務行政や土地家屋調査士会に対しこれといっ

て特に貢献できたこともなく、これも一重に会

員各位のご支援・ご協力の賜物と深く感謝して

おります。

さて、今回の定時総会を諏訪支部が担当地区

として対応し、たまたま私が諏訪支部の副支部

長であったため、その状況や感想を述べたいと
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長野地方法務局長表彰を受賞して

大町支部　駒　澤　一　明

このたび、本年度の長野県土地家屋調査士会

定期総会式典において、長野地方法務局長表彰

を賜り身に余る光栄と、支部の皆様はもとより

関係の皆様に心から御礼申し上げます。

かえり見ますと、60の手習いのつもりで始め

た仕事が、あっという間に20年がたってしまし

ました、この間多くの皆様のご指導や、励まし

の言葉に背中を押され今日まで続けてこられた

ことは、仲間の皆様のおかげと心から感謝申し

上げます。これからも、苦手なパソコン、手書

きからオンラインに向けて気力と、体力が続く

限り頑張ってまいりますので、なお一層のご指

導、ご支援よろしくお願いします。

思います。

諏訪支部が担当地区として対応した中で、懇

親会でのアトラクションの問題がありました。

役員会の中で、今年は諏訪地方の７年に１度の

御柱祭のため、これに関係したアトラクション

を検討しました。最初に、長持ち（各地区に保

存会があり、活動している）を考えましたが、

会場への搬入が困難のため、御柱の曳行に欠か

せない木遣りに決定しました。私の住んでいる

下諏訪町東山田に木遣りの会員がいたため、当

日の出演を依頼しました。

当日は、木遣り名人や今年度木遣り日本一の

方々にも来て頂き、ビデオ上映も含めて５人の

方々に出演して頂きました。

又、当日になって若い木遣り師の奥さんが出

産したとのことで、保育園児を連れてこられた

ため、私がそのお子守の担当になってしまいま

したが、無事アトラクションの部が終了しまし

た。終了後、何人かの方々から「良かったよ」

との言葉を頂き、ほっとしたところでした。

又、翌日の親睦ゴルフ大会では、我々役員が

ゴルフのことが分からず、苦労しました。

本来ならばゴルフ同好会員に任せればよかっ

たのですが、諏訪地区には居らず、小林支部長

と支部役員、若手会員で対応しました。

諏訪支部からは７名の方々に参加をして頂

き、無事に大会を終了することができました。

こうした思い出に残る地元諏訪の地で長野地

方法務局長表彰を受賞できたことは、名誉なこ

とであり、感謝しております。

これからも、調査士会発展のために、微力で

はありますが、尽力して行きたいと思いますの

で、関係各位のご指導をお願い致します。
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長野県土地家屋調査士会長表彰を受賞して

上田支部　榊　原　辰太郎

62歳の僕が表彰ですか？支部長から調査士会

長表彰の連絡があり、まず第一声、受賞しなけ

れば駄目でしょうか！…支部長の一言、受けて

ください！でこの話は終わり。よくよく考える

と何の拘りがあるわけでないし、忙しいわけで

もないし、ただ総会までは出席するが式典まで

出た記憶がない不良会員が受けてよいものかと

思うだけで受賞を受けることにした。

当日を迎える。東京法務局長表彰から授与式

が始まる。普段気さくに話している年下の先輩

調査士が表彰を受けている。次から次へと表彰

台に上がっていく。改めて調査士業務一筋、立

派なものだな、顔なじみの先輩調査士を拝見し

ながら自分の人生を振り返ってみた。学校を出

て会社員、組織になじめず独立自営、独立自営

とは名ばかり、広告代理店、運送業、便利屋と

何一つ上手くいかず火の車。このままだと家の

ローン、娘の進学、将来全てのことがお先真っ

暗。40歳を前に奮起して勉強を始める。やっと

のこと４回目で合格、43歳で開業、あっという

間の17年間でした。そんなことを思い出してい

ると自分の名前が呼ばれ、表彰状をもらう。い

くつになっても褒めてもらうのはチョットうれ

しいものだ。会長表彰は９名いた中で、一人女

性の方がいた。世の中時代が変わり、どの業種

にも女性の活躍が目につく。女性が積極的に活

躍できない組織は駄目だねと誰かが言っていた

ことを思い出す。僕も全くの同感である。原稿

依頼もこんなおっさんでなく女性の方が書くべ

きではないか。そんな偉そうなことを考えなが

ら自分を振り返る一日であった。

詰 将 棋 第24回

※解答は20ページにて掲載

　　　�（長野支部　北　原　匡　尚）�

【第１図は初期局面】

�

先
手
　
な
し

五
十
歩
二
香
二
桂
四
銀
四
金
角
飛
　

手
後

�

9 8 7 6 5 4 3 2 1

角 桂 玉

一

香

二

歩

歩

三

と 四

香 飛 桂 五

六

七

八

九

－�11�－

会　報　な　が　の　　第198号　 平成28年夏



「災害時における相談業務に関する協定」調印式
平成28年３月30日　於：長野県庁

長野県弁護士会、長野県司法書士会、関東信

越税理士会長野県支部連合会、長野県土地家屋

調査士会の四士業でつくる長野県災害支援活動

士業連絡会と長野県は、災害時において、相談

業務等を円滑かつ適切に実施し、被災者復興の

支援を行うことを目的として協定を締結しまし

た。

調印式で阿部守一知事は、「災害対策を進め

ていく上で、行政だけではカバーできない重要

なところを担っていただける。協定調印を契機

としてより緊密な連携、協力を取らせていただ

きたい」と述べられていました。

【第２図は ２三桂不成まで】
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第24回詰将棋の解答

�【第１図】より…

　１手： �２二飛成　　２手： �同　玉

　３手： �２三と　　　４手： �１一玉

　５手： �２二と　　　６手： �同　玉

　７手： �２二歩成　　８手： �１一玉

　９手： �２三桂不成【第２図】
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政治連盟に加入しましょう

政治連盟は調査士制度発展のために

力を尽くします

長野県土地家屋調査士政治連盟

　　　　　　�会長　　上　原　兼　雄

〒380－0872　長野市大字南長野妻科399番地2

　　　　　　�電　話　026－232－4566

　　　　　　�ＦＡＸ　026－232－4601



懇親ゴルフ大会の御礼
顧問弁護士　相　馬　弘　昭　様

１．土地家屋調査士会の皆様、大変ご無沙汰し

ております。以前は、頻繁に研修会等でお目

にかかっていたような気もするのですが、最

近はＡＤＲ委員会の皆様等、一部の方々とし

かお会いできず、少し寂しい気がしておりま

した。

２．さて、今回、このような形で会報に寄稿す

るなどとは全く予想もしておりませんでし

た。

　　実は、５月28日（土）に開催されました、

懇親ゴルフ大会で私が優勝してしまったので

す。

　　場所は蓼科高原カントリークラブ、ご一緒

したのは、諏訪の藤森先生・田中先生、木曽

の越取先生でした。

　　越取先生がお上手なことは皆様もご存知の

ことと思いますが、力みのないスウィングで

ゆったりと振り、良いお手本になりました。

藤森先生と田中先生は、良く存じあげており

ますので、にぎやかにプレーさせて頂きまし

た。

　　やはり、ゴルフは同伴競技者が大切だとい

うのは本当のことで、前半は42打という好ス

コアでした（こんなことは、１年に１回位の

ものです。）。

3.　調子に乗ってしまい、お昼時には、「同伴

競技者に恵まれまして…」という優勝

コメントを考える必要がありますねな

どと冗談を言っておりました（もちろ

ん、越取先生を念頭に）。

　　ただ、人間というものは欲深いもの

で、いつもなら中生ジョッキを２杯～

３杯飲むところを中生１杯と小生１杯

にしてしまいました。

　　しかし、やはり、いつもと違うことをやっ

てはダメなものです。後半はしっかりと実力

を出してしまい52打となってしまいました

（これを「平均の法則」と呼びます。）。

4.　ところが、蓋を開けてみますと、後半の大

叩きが功を奏し（トリプル以上がすべてハン

ディホール）、見事（？）優勝となってしま

いました。

　　大切な優勝カップをお預りしましたので、

１年後の大会にも参加しない訳にはいかない

ことになりました。

　　来年も、同伴競技者に恵まれて、という言

葉が言えるように、少しだけ練習をした上で

参加させて頂きたいと思っております。

　　前日の懇親会はもちろんのこと、懇親ゴル

フ大会でも、幹事の方々をはじめとして、皆

様には大変お世話になりました。

　　今後ともよろしくお願い致します。
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支部だより

たまにはこんな研修会もいいかも

長野支部　小　池　秀　巳

４月28日、長野支部定時総会に合わせて研修

会が開催されました。テーマは「実務に使える

レトロな知識」。ここ40年間の土地家屋調査士

試験では全く出題されないような内容です。

実務においては土地台帳や家屋台帳を調べる

ことが年に数回あります。閲覧は無料、写しの

交付を受けても無料です。こんなすばらしい資

料を利用しないのは勿体ない。そこで、登記や

台帳の歴史を学び、現在の実務に結びつけられ

るような研修内容にしました。

第１部　歴史編
１．昭和前期までの登記行政
土地台帳と登記簿の成り立ち・性格・手続は

どのように行われていたか?

シャウプ勧告による地租の廃止、台帳の移管

について学びました。

２．土地台帳の見方
土地台帳の写しからどのように読み取るかを

学びました。

特に宅地については「郡村宅地」と「市街宅地」

が明治４３年まで存在し、同じ数字表記であっ

ても読み方が全く異なることを学びました。

面積については尺貫法による面積の単位を学

びました。

３．昭和35年の不動産登記法改正
バインダー式登記簿の導入及び台帳一元化作

業について学びました。

４．メートル法への移行
昭和41年４月１日から実施されたメートル法

について、当時の換算手法や書き替え作業につ

いて学びました。

一坪とは…法律で定めた定義と法務省の運用

方法の相違について学びました。

第２部　活用編
第１部を踏まえて、実際に実務に活用した事

例を紹介しました。

１．地積の換算ミスを発見し是正した事例

２．境界紛争を、当事者の一人が大切に所持

していた分筆申告書（申請書ではありませ

ん）を活用して解決した事例

３．隣地土地所有者を土地台帳により突き止

めた事例

第３部　番外編
１．公図の線は絶対なのか?
分筆登記がなされても公図には分筆線が記入

されなかった時代があったことの紹介や、　地

積測量図とは明らかに異なる分筆線が記入され

た事例の紹介をして、必ずしも公図どおりに道

路幅員を確保したり、折れ点の数を合わせる必

要はないケースもあることを学びました。

２．珍しい物紹介
　以前法務局の出張所だった建物の家屋台帳・

登記簿を紹介したり、メートル法で作成されて

いない地積測量図を紹介しました。

　今回の研修会は10年前の研修内容をリニュー

アルしたものです。時間が２時間弱ということ

もあり、正直なところ時間は足りませんでした。

何回かに分けての研修であればもっと深く掘り

下げることができたと思います。

　反省する点が多い研修会になってしまったこ

とをお詫びいたします。
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「筆界特定など意見書作成のための実務研修」に参加して

長野支部　山　川　　　渉

平成28年２月５日（金）、ホテル犀北館にて「筆

界特定など意見書作成のための実務研修」と題

した研修があり、参加しました。

内容は、１グループ10～15名程で、現況平面

図や地積測量図等の参考資料を基に主張の食い

違う２本の境界線のどちらが妥当かを討論し、

筆界特定の意見書や93条調査報告書を作成する

ための演習を行うというものでした。

討論の進行は、現況平面図から読み取れるこ

と、地積測量図等の資料から読み取れることと

分けて意見を出し合い、最終結論を出すという

方式でした。調査書にしろレポートにしろ、文

章を書くことが不得手な私には、この方式は結

構使えるテクニックではないかと、非常に参考

になりました。

また、設定されている境界紛争の事例は架空

のものであり、用意された資料も架空のもので

した。その資料の中に一方の紛争当事者が持っ

ていたとされる図面で、主張の根拠となるもの

がありました。しかし、それは地積測量図のよ

うに公の図面ではないので、私は当初重要視し

ていませんでしたが、皆さんの意見を聞いてい

ると、そういった資料から読み取れることもあ

り、無下には出来ないなと感じました。

最後に、今回の研修はあくまでも筆界特定の

意見書を書くことが目的であり、正解を出すの

が目的ではなかったのですが、私は密かに

ちょっとした謎解きのような感覚を味わうこと

もでき、楽しかったです。設定を考えたり資料

を作成したりするのは大変でしょうが、またこ

のような研修の場を設けていただけたらと思い

ます。

昨年を反省して今年度へ

飯山支部　清　野　康　雄

昨年４月の支部総会で支部長に選任されて支

部長の役務がわからないうちに、私の仕事は

「土地家屋調査士の日」無料相談会の市町村広

報誌への掲載依頼でした。

地区内６市町村を１回りして約100㎞の道程。

ちょっとしたドライブ気分で回ってきました。

５月末には本会の総会。一泊して翌朝車まで

歩いた時の支部旗がヤケに重いと思ったのはそ

の後の責任の重さだったのか、総会の“�重い

で!!”でした。７月８日の支部長会に出席した

時は周りがみんな偉い先生ばかりで、自分が１

人だけ場違いの所へ迷い込んだような気がしま

した。雑魚の魚交りというそうです。

８月上旬空家対策に関して首長あて「土地家

屋調査士の活用を求めるお願い」を持って３市

町を回ってきました。そのうち飯山市が24年に

空家条例を制定して対策を講じているとのこと

で、一歩先んじている感を受けました。９月に

は11月14日に開催予定の「土地家屋調査士の行

う無料相談会」の広報誌への掲載依頼のため
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これが諏訪人の心意気「御柱祭」
奥山の大木、里へくだりて神となる

諏訪支部　河　西　美智与

今年は丙申年、諏訪人にとって６年間待ちに

待った「御柱祭」の年です。諏訪大社御柱祭が

４月と５月に始まり、その後諏訪地方６市町村

の鎮守、氏神などあらゆる神社、地域の水神様、

道祖神、企業の敷地内の社の御柱祭と、秋まで

週末や祝日には諏訪地方のどこかで木遣りが唄

われ御柱祭が見られます。これは小宮の御柱祭

と呼ばれ、大社の御柱祭を終えた諏訪人は今は

小宮の御柱祭準備に追われています。御柱祭は

諏訪地方だけでなく、長野県内各地の神社でも

行われ、辰野町の小野神社等の御柱祭も盛んで

すね。また、山梨県の北杜市の若神子諏訪神社

でも５月に行われ、諏訪大社の御柱祭の流れを

汲むとお聞きしました。そして最後に河西家の

２回目の市町村回り。10月下旬には窓口備付

用名簿パンフレット配布のため支局と市町村回

り、年があらたまって新年あいさつ回り、こう

して列記してみると市町村を回る機会が多いこ

とに魂
たまげ

消ました。

10月７日には中野市合併10周年記念式典が中

野市民会館で開催され、飯山支部長宛の招待状

をいただきました。市に何の貢献もできない私

ですがたまたま支部長をやらせていただいてい

るおかげで、望んでも出席できない式典に幸運

にも出席させていただくことが出来て光栄でし

た。

当日は午後２時からオープニングに市無形民

俗文化財指定の、中野市草間の日和山神社鬼獅

子を観賞させていただき、続いて式典が行われ、

最後のアトラクションには中野市出身の作曲家

久石譲さんのお嬢さんで、中野市音楽親善アン

バサダーを務める歌手の麻衣さんのミニコン

サートを観賞させていただきました。その後同

じ会場で徳川宗家十八代当主徳川恒孝先生の

「徳川幕府と中野陣屋」と題した記念講演を拝

聴し、幅広い知識の一端をお聞きして「日本に

生まれてよかった」の思いのうちに全日程が終

了しました。私にとって一生の思い出に残る半

日でした。

10、11月は行事が多く忙しい期間でしたが12

月になると支部の研修会・忘年会のみでした。

熱心な研修の後、杯を交わしながら思い思いの

年忘れのひとときを過ごしました。

思いつくままに昨年度の反省を書いてみて、

役職の大変さがわかりました。昨年はずいぶん

大勢の人に迷惑をかけたし恥もかいたなと思い

ます。この反省をもとに今年もう１年会員の協

力で、与えられた業務をなんとかこなしていこ

うと思っています。以上拙文をお許しください。
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お稲荷様の御柱祭も家族や親戚で行い、小さな

祠に４本の御柱を建てます。

一年間を通して諏訪人は御柱祭に燃え、あち

こちで気勢が上がり、諏訪の地は祭り一色に染

まるのです。御柱祭は正式には「式年造営御柱

大祭」と称されており、満６年間隔で行われる

のですが、慣例として数え年の７年目の寅年と

申年に行われるので、「七年に一度の天下の大

祭」と言われ、「日本三大奇祭」にも数えられ

ています。なぜ、奇祭と見られるのか？諏訪人

としては不思議でならないのだが。

諏訪大社は諏訪湖を挟んで、南岸の諏訪市と

茅野市の外れに「上社」があり、北岸の下諏訪

町に「下社」があります。上社は「本宮」と「前

宮」に、下社は「秋宮」と「春宮」に社殿が分

かれ、これらを総じて「諏訪大社」と言う。つ

まり、寅と申の年に四社で宝殿を新築し、社殿

の四隅にそれぞれ４本の御柱を建て替えるため、

合計16本の巨木を奥山から切り出して、人力だ

けで坂や川を越え、里の各社境内まで曳いて建

てるというのが御柱祭です。寅と申には「動く・

うごめく」といった意味があり、草木の芽吹き

や作物の熟成に通じ縁起が良いということで７

年ごととされた説もある。御柱となるのは樹齢

150年を超える樅（モミ）の巨木、長さ約17メー

トル、直径１メートル余、その重量は約10トン

もある巨木だ。樅の木は寒冷地でもよく育ち、

素性が良く、真っ直ぐ伸びるからだといいます。

本来上社は茅野市の御小屋山にある大社の社有

林の樅の木と決まっているが適齢期の大木が減

少したため、今回は初めて辰野町の横川国有林

で伐採した木となりました。下社は上社のよう

な社有林は持たず下諏訪町東俣国有林から切り

出すのが習わしです。上社、下社の氏子は、適

齢期の樅の木が調達困難という深刻な状況であ

るので、将来の御柱祭を見据えて、近年は植栽

をしたり山の手入れに力を入れて樅の木を育成

しています。

御柱祭の起源にはいろいろな説がありますが、

最も古いものは縄文時代まで遡るという。室町

時代に書かれた「諏訪大明神絵詞」には、桓武

天皇の御命によって始まったとあることから、

御柱の起源を平安時代とし、そこから数えると

平成28年は、なんと204回目に当たり、御柱祭

は千二百年の歴史を持つことになります。今年

の諏訪大社御柱祭の氏子と観衆を合わせた人出

は約186万人でした。長野県無形民俗文化財に

指定されています。

御柱祭は「山出し」と「里曳き」に分かれ、

上社、下社それぞれ4月と5月に行われます。昔

より、御柱の年には家の新築や結婚式などは控

える風習があり、地元の銀行では「御柱預金」

なるものもあるほど、とにかく物入りな年とな

るのです。実は、私は御柱年に結婚式を挙げま

したが、親戚からは「大社の御柱が終わってか

らにしてくれ」と言われました。また、調査士

にとって御柱祭の年は建物の新築が激減するし、

「お願いしたいことがあるけれど、御柱祭が終

わってからにするわ！」と言われて、お仕事も

激減し、事務所の電話も鳴りません。となると、

「御柱祭を楽しまないと！」ということで御柱

祭に出掛けました。御柱が通る街道沿いは、身

動きが取れないほどの人で埋め尽くされ、「人

を見るなら諏訪の御柱」と言われる所以がわか

ります。私は下社の氏子なので諏訪市の法被を

着て下社の曳行に参加しましたが、上社の山出

しと里曳きにも出掛けて御柱街道沿いの知り合

いの桟敷席でゆっくりと見物させていただきま

した。

御柱は上社と下社では違います。まず一目見
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て、上社の御柱には前後にメドデコというツノ

状でＶ字型に突き出た木の棒を付けます。この

起源は不明ですが、大正時代にはメドデコが付

いた写真があります。御柱を左右に揺らして曳

きやすくする目的で付けられたと言われていま

す。「上社は男神だからツノが付く」とも言わ

れますが、私は女神の方が怒ると角が生えるの

ではないか？と逆に思ったりしますが…。戦後、

祭りが賑やかに華やかになるにつれ、メドデコ

が長くなり、取り付け角度も鋭角になり、この

メドデコに男たちが鈴なりに乗り、手に手にお

んべをかざして前へ進むのです。上社の山出し

の見せ場である木落しの際には、大勢の氏子衆

が乗って豪快に坂を下ります。そして、次なる

難関はまだ肌を突き刺すような雪解け水で冷た

い宮川へメドデコに乗ったまま着水し、御柱を

清流で清める川越しです。宮川の両岸にぎっし

りと観衆が埋め尽くす中、胸まで水に浸かりな

がらも懸命に御柱を曳く氏子衆が無事に対岸に

渡り切ると大きな歓声が上がり、興奮は最高潮

になります。

下社の山出しは上社の一週間後に始まります。

下社の最大の見せ場は何と言っても、よくテレ

ビでも放映されていますが全国的にも名高い

「木落し」です。下社の御柱の特徴はメドデコ

はないが、幹が太く豪壮な趣があります。下社

の木落し坂は、最大傾斜度35度、距離約100メー

トル。私は下社の氏子なので上諏訪地区が担当

する秋宮二の柱が坂のてっぺんに姿を見せると、

大観衆からもどよめきが沸き起こり、私も気持

ちが高揚しました。御柱の最先端に乗る「華乗

り」は最大の名誉とされるが、木落しは命懸け

の正念場です。追い掛け綱が切られると、勇ま

しい男衆を乗せた巨木はスピードを上げ、男衆

をはじき飛ばしながら急坂を一気に滑り落ちる

のです。巨木が回れば柱の下敷きになることも

あるし、振り落とされることもあるため、過去

に怪我人も多く出ています。今回、初日は前夜

の大雨で坂は滑りやすくなっていて、先陣を

切った春宮四の御柱は想定コースをはみ出して

「お助け松」に衝突して止まりました。もし、

この松がなかったら柱が石垣に跳び込んで怪我

人が出たかもしれない！と思うと、ホッと胸を

撫でおろしました。

山出しから一か月後の５月、静かに時を待っ

ていた巨木は木遣りを合図に目を覚まします。

上社も下社も3日間にわたり里曳きが行われ、

曳行の沿道では騎馬行列や長持ち、花笠踊りな

ど華麗な道中絵巻が繰り広げられるので、山出

しとは打って変わってお祭りムード一色となり

ます。女性や子ども達も巨木の上に乗せてもら

い、「よいさー」「さー」とかけ声をそろえ、氏

子衆が一体感を味わうことができます。私が20

代の頃の御柱祭はまだ女性は御柱に乗せてもら

えず、元綱を跨ぐことも許されませんでした。

時代は変わってきたとつくづく感じます。御柱

祭は「氏子のお祭り」ですから老いも若きも男

も女も楽しめて素晴らしいと思います。そして、

御柱祭のフィナーレは、美しく、豪快に「建御

柱」となります。境内の四隅に置かれた御柱は

先端を斧を使って三角錐に落とす「冠落し」で

威儀が正され、御柱はロープで結ばれ「よいとー

まーけ」のかけ声に合わせてかぐらさんを巻く

と、氏子衆を乗せて御柱はゆっくりとゆっくり

と頭をもたげ出します。御柱の天端乗りは「てっ

ぺん男」と呼ばれ花形です。選ばれた男は17メー

トルの柱の一番上に立ち続け、無事に曳き建て

が終わると見守っていた氏子衆から歓声が上が

り、大社境内は6年越しの喜びに沸き立ちます。

こうして平成28年丙申年諏訪大社の御柱祭は
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人生って早いね

飯田支部　新　井　謙　次

還暦を過ぎてここ数年内臓脂肪が増えた事く

らいで、これといった変わった出来事もなく、

平穏な日々を過ごしています。

そんな折、支部活動への参加が希薄だという

ことなのか、私に会報の原稿依頼がありました。

さて困ったぞ、若い頃と違い行動力も感受性

も鈍ってきて、感動したとか心が震えるような

出来事がない。まー強いて挙げるなら、東北震

災復興の工事測量に行ってきたことくらいで

しょうか。

昔、土木の現場で知り合ったスーパーゼネコ

ンのS君。今では工事事務所の所長さん。

「新井さんお久しぶりです。震災復興工事の

高台移転の起工測量を寄り合ってくれませんか

人手が足りなくて困っています。」

東北か…北は北海道に行ったくらいで、後は

どこも知らない。休みの日は史跡巡りや海釣り、

海鮮グルメも悪くない。ゼネコンのお手並みも

拝見。ということで多少の不安を抱えながらも

東北初見参と相成りました。

以下体験談をいくつか

赴任後、データをもらえばすぐにでも現地で

バリバリ動こうと張り切っていたのですが、　

渡されたファイルがDWG「あのーP21でもら

えませんか」

「以前AUTO�CADでも変換できたけど今で

きないので何とかして」

うそでしょー。電子納品はP21でする世の中

なのになんで？周りの人は東北近隣の人ばかり

終了しました。諏訪人は御柱祭の伝統を子へ、

孫へと千二百年の長きにわたって継承してきた

のです。重い御柱は氏子衆が心をひとつにして、

木遣りに続いて力を合わせなければ動きません。

諏訪の地がこれほど一つになる御柱祭が残され

ていることは諏訪人の誇りです。未来永劫続い

ていきますよう願っています。

諏訪大社はパワースポットとしても有名です

が、諏訪大社の上社・下社の社殿の四隅に建ち、

諏訪の守り神となった御柱の姿をぜひ見にいら

してください。
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でDWGしか扱わない。変換ソフトを入手して

何とか煩わしさから脱出

行って最初の第二土曜日。休みと思い込み遊

びに出かけようとしていたら、どうしたの　休

みじゃないよって電話が。

震災復旧では、早く復興するよう日曜以外は

原則休まないのが暗黙のルールなんだそうだ。

ゼネコンだと思って甘く考えていました。

朝から雨が降っていたので朝礼に出て、デー

タ整理の内業をしようとしていると、ほかの測

量班はパラソルを立てて作業している。そこま

でしなくてもと私はやらなかったが、東北の人

は雨を全く気にしない人たちでした。

上州屋に飛び込んで海釣り初心者ですが、仕

掛けを選んでくださいとお願い。

「そうですか、それでは取りあえずハゼ釣り

の仕掛けで。」と

そこで聞いたポイントへ胸を弾ませて直行。

第一投。あれ？根がかり。第○投。あれ？根

がかり

たちまちにして仕掛けがなくなり、再び買い

足しに…。

それを機に海釣り熱も急降下。

釣れた魚種は、鱸、アイナメ、鯖、鯵、鯖、

カサゴ、ハゼ、海タナゴetc

鰈や鯛には挑戦できませんでした。（船酔い

のベテランのため）

山国育ちは海の幸に憧れるもの。赴任して早

速観光名所へ。さて昼飯は何にしようか。迷わ

ず海鮮丼を注文。

けっこうな値段のわりには感動が薄い。ウニ

があるだけのことか。飯田で食べる刺身定食の

方がよっぽど美味いし安い。

私のいるころ、まだまだ地震はあった。事務

所ハウスにいる時に地震があって揺れると、　

大きな声でワーと驚いたのは私だけ。長くいる

人たちは平気な顔をしている。

そのうち私も平然として居られるようになっ

た。馴れって恐ろしいものだ。

大規模工事なので、当然GPS受信装備の重機

が稼働していて、データ入力作業を学べるかも

しれないと期待して行ったのですが、発注者が

URであったためか従来工法でした。

まずまずのコンサル成果でしたので、ICT土

工に関われず残念でした

以上取り留めなく心に残っていることを書き

ました。

東北地方をくまなく回り、見聞を広くするこ

とができ、S君に感謝する次第です。

こちらに戻って、従事した現場のその後の進

捗をグーグルアースで時々みるのも楽しみです。

＜最近の心情＞
気はまだまだ若いのですが、突然あの世に呼

ばれてもおかしくない齢になりました。

日々、人生完全燃焼できたか、自問自答して

います。これからでも無理なくやれる事なら

やってみたい。それは歌謡曲の作詞　通信教育

のパンフレットを取り寄せた段階ですが、熊本

の震災の復旧にも行ってみたい。身辺整理をし

ながら　自分史を作りたい

人生って早いね　ハイカラな表現できません

が
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震災から１年半が過ぎて

大町支部　傳　刀　義　正

神城断層地震より約１年半が過ぎました。公

嘱協会が実施している建物滅失登記業務に私も

参加させていただき、現地を何度も調査し改め

て被害の大きさを実感しています。

建物全壊、大規模半壊の数は小谷、白馬、大

町地区で約300棟もの棟数になり、そのうち約

170棟が建物登記をされています。現在５月31

日時点で127棟の建物滅失申出が完了し、残り

40数棟になりました。公嘱協会と小谷村、白馬

村の覚書締結日は平成29年2月までとなってい

ますので、それまでに残り40数棟の建物滅失申

出を完了させる予定です。また、大町地区に関

しましては、該当建物はすべて建物滅失申出を

完了しています。

現地における倒壊後の建直し建物の着工件数

は、倒壊件数の10分の１にも満たないというの

が現実です。まだまだ、仮設住宅に被災された

方が数多くおられるのもこれも又現実です。

仮設住宅についても、期限があると聞いてい

ます。まだまだ、本格的な復興というにはほど

遠いのが現況というところだと思います。

ここからは少し私事で恐縮ですが、私は生粋

の大町人ということもあり６歳のときから50年

間毎年かかさずスキーをしてきました。スキー

歴50年、幸いにして大きなケガもなく滑ってき

ました。中学から25歳までアルペン競技をして

いましたが、引退後はもっぱらゲレンデスキー

を楽しんできました。ここ10数年はもっぱら八

方尾根国際スキー場のシーズン券を購入し、今

シーズンのスキー回数33回目の４月16日午前８

時20分頃八方尾根国際スキー場のオリンピック

の滑降のコースにもなったアルペンクワッドソ

フトのコース約標高1700ｍ地点でターンに失敗

し、後向きになりなんとか止まろうと頑張った

のですがかなり高速だった為左足がもたず左足

かかと上部８㎝付近が骨折という状況になりま

した。ただ幸いにして金具が外れてくれました

ので、足が90°に曲がるという事態は避けるこ

とはできました。

スキー歴50年にして、初めての骨折という事

で約１カ月半完全ギブス状態となり、ギブスの

中のかゆさにひたすら耐えながら６月の初旬に

ギブスが取れ、医者にこれからリハビリを開始

しますといわれ「あーこれで２週間もすれば普

通に歩けるんだ」と勝手に思い込んでいたので

すが、リハビリ開始１日目骨折した左足を床に

ついて下さいといわれ着いた瞬間すさまじい激

痛で頭の中から２週間で歩けるという考えは消

えていきました。

この原稿を書いている６月８日現在もリハビ

リ中です。今の自分はひたすら来シーズン又八

方尾根スキー場の白銀のゲレンデに立ちたいと

いう願いが頭の中を強くよぎっています。ただ

この願いは現実的にはかなりハードルが高いか

もしれませんが。

最後になりますが、震災の起こった白馬村、

小谷村の主な収入源は間違いなく観光業です。

その中でもスキー場関係が主を占めていると考

えています。

白馬村、小谷村のスキー場が今年より来年

もっと活況になり復興という二文字に加速がつ

いてくる事を心から願っています。
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第73回 日調連定時総会への参加報告
副会長　金　田　政　孝

記

日　時：平成28年６月21日・22日

場　所：東京都文京区（東京ドームホテル）

参加者：松本　誠吾会長

　　　：菅澤　徹夫副会長（代議員）

　　　：猪飼　健一副会長（代議員）

　　　：金田　政孝副会長（聴講者）

　　　：竹花　伸一副会長（聴講者）

　　　：田口　正幸社会事業部長（聴講者）

上記の顔ぶれにより、２日間にわたり第73回

日調連総会に参加してきました。

本年度は役員の改選期ではなく、通常の事業

報告・決算報告と当期の事業計画案・予算案を

審議する内容の総会でしたが、各単位会からは

質問と要望等合わせて６１件が寄せられていま

した。ここでその全てを報告することは致しま

せんが、大局的な質問・要望から始まり、個別

的な枝葉末節的に係る質問・要望まで多岐にわ

たっていました。

調査士取扱う業務のあり方（官公署職員によ

る地積測量図への記名、押印問題・公嘱関連事

業の入札におけるダンピング問題）や法務局に

関連した調査士会の活動（法務局からの調査委

嘱による非調査士の実態調査の実効性の問題）

について、現実の取り扱いに際しての問題点が

挙げられており、本会同様、各単位会も調査士

を取巻く様々な問題や制度的な矛盾と悪戦苦闘

している様子が窺えました。

そんな中、自分自身深く考えさせられた意見

としては、各地で進められている地元自治体と

の災害時における協定について、「多くは非営

利活動として扱われ、身銭を切って他を救う…

という絵に描いた餅のような現実味の薄い協定

内容となっていないか…と懸念するところであ

る。地元や近県で起きた災害に対して所属会員

が役立ってもらえるなら、その会員に対して、

“日当は出す”くらいは言って送り出してやり

たい。でも、現実には金が無い。」と、いった

意見がありました。現在、当会の災害対策は会

員に向けた内向きの内容となっています

が、今後、外部に向けた災害対策を検討する

際には、財政面のことも充分検討して事に当た

る必要があると改めて考えさせられました。

多数の質問・要望事項の中から、今後の新し

い動きになるかも知れない事項をキーワードと

して記しておきます。今後の展開を注視してゆ

きたいと思います。

①土地家屋調査士による筆界立会の代理

権・要請権�→�法改正を視野に入れた改

正試案を作成済み

②建物所在図作成プロジェクト�→�不登法

第14条第１項による建物所在図の備付促

進に向けた働き掛け

③登記情報公開システムの実証実験�→�８

ブロックでモニタリングを実施予定

④成年後見制度への取組�→�地域に根づく

調査士の特有性を活かした国民への法的

なサービスの提供
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第２回会員研修会の報告

業務研修部理事　美才治　健二郎

平成28年３月８日塩尻市の長野県総合教育セ

ンターにおいて177名の出席のもとに平成27年

度第２回会員研修会が開催されました。

当日は、昨日までの寒さも和らぎ朝から春の

４月下旬の暖かさの到来でコートなど必要のな

い陽気の一日でした。研修会は定刻どおり９時

50分に菅澤副会長の開講の辞に続き松本会長の

挨拶の後10時より午前の部の研修に入りました。

第１講の演題は【民法（債権法）の概要】と

題しまして、講師を当会顧問弁護士であり、Ａ

ＤＲ副委員長でもあります弁護士の相馬弘昭先

生をお招きしての講演会形式の研修でありまし

た。初めに先生は、この法案は今国会に提出中

であり債権法を中心に膨大な量の改正であると

のことでありますので、実務的、理論的に重要

と思われる点について現行法と法案との比較に

ついての解説やコメントを交えてレジュメに

沿って講演をしていただきました。以下講演の

概要について報告いたします。

まず始に民法第１編総則の内【意思能力】に

ついて現行法では条文はないが改正法案では第

３条の２として『法律行為の当事者が意思表示

をした時に意思能力を有しなかったときは、そ

の法律行為は無効とする。』が新設されるとの

ことです。同じく総則の【意思表示の効力発生

時期】について現行法97条では『隔地者に対す

る意思表示は、その通知が相手方に到達した時

からその効力を生ずる』とあるが、法案97条で

は『意思表示は、その通知が相手方に到達した

時からその効力を生ずる』となって隔地者の文

言が無くなったとのことであります。

また民法は隔地者か否かにかかわらず到達主

義を採用しているとのことであります。

但しクーリングオフは発信主義をとっている

ので通知を出したという証明がとれればよいと

のことです。同じく総則の【消滅時効】につい

て現行法第166条、第167条を整理するとともに

『債権者が権利を行使することができることを

知った時から５年間行使しないとき』は、債権

は時効によって消滅する。が新設されるとのこ

とです。これにより契約に基づく本来の履行請

求権（判例によれば損害賠償請求権も）につい

ては10年から５年に短縮されることになるとの

ことであります。

なお民法第３編第５章【不法行為】のなかの

第724条２号で『不法行為の時から20年間行使

しないとき』は、損害賠償請求権は時効によっ

て消滅する。として除斥期間ではなく消滅時効

期間としたことに意味があるとのことです。除

斥期間と消滅時効との異なる点について時効は

中断できるが、除斥期間には中断が無い。除斥

期間は援用しなくても当然に権利が消滅する。

との相違があるとのコメントがありました。

第１編総則に戻って【短期消滅時効】第170

条～第174条は全部撤廃され一般的に５年に

なったとのことです。同じく総則の【公序良俗】

について現行法と法案との留意点についての解

説がありました。

【物権法】については文言の変更、債権法の

廃止に伴うものだけであり、重要な変更は無い
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とのことです。

【民法第３編債権総論の分野】について【法

定利率】について「契約（利率の特約なし）」、「不

当利得」、「不法行為に基づく損害賠償等」多く

の場面において年５％の法定利率が使われてい

たが、法案では当面３％としつつ、３年ごとに

見直す（変動させる）こととしたとのことであ

ります。

【その他】債権者代位権、保証、弁済、債権

譲渡、債務引受等重要な改正点が多数あるとの

解説がありました。

【契約法の分野】について『催告による契約

解除の要件』は従来債務者の帰責性が債務不履

行の要件とされていた。しかし法案は、解除の

効果とされている①契約の拘束力からの解放、

②現状回復、③損害賠償、のうち①、②のみを

解除固有の効果とし、帰責性を不要とする一方、

損害賠償についてのみこれを要件とした。

【危険負担】について現行法第534条（債権者

主義）を削除した。現在の実務でも特約で排除

しているケースが多いと思われるのでそれほど

影響はないのではないかとのことでした。

【売主の瑕疵担保責任について】現行法第570

条、第566条の瑕疵担保責任について、法案で

は契約（債務不履行）責任説を採用した。従っ

て特定物だけでなく種類物も目的物となりうる

し、損害賠償請求、解除だけではなく、追完請

求、代金減額請求もできる。とのことでありま

した。以上で膨大な量の民法（債権法）改正の

ポイントを絞った相馬先生による熱意の入った

コメントを交えての詳細な解説による講演が終

了し最後に先生のほうから質疑応答の時間を設

けていただきましたが質問者も無かったので、

これにて締められ、盛大な拍手のなか降壇され

午前の部の研修は終了しました。

第２講は　午後１時に開始し、講演に先立ち

地震により亡くなられた御霊に30秒の黙祷が捧

げられました。続いて伊藤業務研修部長より講

師紹介と研修の主旨説明があり、講師の宮城県

土地家屋調査士会前会長の鈴木修先生が登壇さ

れ、演題【東日本大震災を経験して～土地家屋

調査士の役割】と題しての講演会形式の研修が

始まりました。先生の冒頭の挨拶のなかで、先

生は宮城会の会長を３期６年にわたって務めら

れ会長在任中に東日本大震災に遭われ現地対策

本部長として支援活動に当たったとのことでし

た。続いて先生から皆さんは『10年以内に90%

の確立で大地震が起きます。』と言われたとき、

どのように思いますか、それは10年後のことで

すか？と投げかけられました。鈴木先生は誰で

も今日被災するとは思わない。多くの人は嫌な

ことは考えたくない。信じたくないと思ってい

るがどっちでも今日起こる可能性だってある。

と話され地震対策をしておいて10年間起きなけ

れば、あっ、ラッキーと思えばよいと述べてお

られました。続いて演題の本題に入られ大震災

のその時、先生は車を運転していて誰かにトラ

ンクを持ち上げられ上下に揺すられたような感

じだったとの感想を述べておられました。そし

てそれは余りにも長く感じられたとのことでし

た。そして渋滞のなか家にたどり着き、電気、

水道、ガスは止まり風呂、トイレは使えない、

電話も通じない暗闇のなかで家族や親戚、友人

の安否を確認し幸いにも無事確認出来たとのこ

とでありました。

身の回りが確認出来たので３月の13日には会

に災害対策本部を立上げ、連絡も召集もしない

のに集まって来た者達でまず会員の安否確認を
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やろうと決め電話は通じないけどメｰルは何回

かやると繋がったとのことですが、多くの会員

の連絡がとれなくて、災害時のマニュアルは

作ってあったとのことですが、連絡網は途中（仮

に支部長など）で連絡がつかなければ機能しな

いとのことでありました。これから得た教訓は

会員のほうから身の安全が確認できたら調査士

会の方へ連絡を入れて欲しいとのことでした。

現実にはエレベーターは止まり店も閉まり電話

も通じずガソリンも無く国道も高速も通れず船

もＪＲも皆なダメでしたので近くの会員には自

転車で安否確認を行い、連絡の取れた会員から

仲間の安否確認をお願いしてやったとのことで

した。

会員の中には自宅も事務所も津波に飲み込ま

れた会員や事務所が全壊や流失の会員もいたと

のことで、何日か経って全員の無事が確認出来

たときは嬉しいやら安堵するやらで、涙にくれ

たとのことでした。そうこうするうちに全国の

仲間から救援物資が届き始めていましたので24

時間以内に水や食べ物を必要としている会員を

優先して届けたとのことです。非常時には公平

とかではなく今困っている人に持って行くス

ピーディな動きをしないと役に立たない。また

被災支部への見舞金の支給等で支部会員への一

応の対応が取れた段階で資格者団体である私た

ち土地家屋調査士会は地域の住民のために復興

支援に私たちが出来ることから協力する必要が

ありますので、避難所への水や食料等の生活物

資の供給、会単独、または役所、他士業との共

催による『何でも相談会』の開催を実行したと

の事です。何でも相談会に行ったときなど相手

はただ泣きたいだけのこともありました。話を

聞いて一緒に泣いて来たこともありましたとの

ことでした。被災地の復興が徐々に始まって来

ると私達本来の業務である表示登記に関するこ

とやＡＤＲに関する厄介な難問が待ち受けてい

ます。地殻変動に伴い広範囲にわたって地表面

が水平移動した場合と崖崩れによる局部的な移

動の場合の筆界についての扱いの違いとか津波

などによって土地が海没した場合の一様ではな

い取扱いの違い、大規模で広範囲な建物の全壊、

半壊による滅失登記、表示変更登記、区分建物

の滅失による敷地権はどうなるのか等について

簡単には解決できない事例が紹介されました。

現在も被災地のあちこちの高台の方に『この

石碑の下に家を建てるな』という石碑があるが

時代が経つと草むらに埋もれて先人の戒めは忘

れられようとしているが、その教訓は今も生き

ているのではないか、また地名や名称からも過

去の津波の状況や災害の様子を伺い知ることが

出来るとも述べておられました。

ここで長野会への提言として長野会には津波

は来ないが、最近も大地震は起きています。寝

ているときに大地震が来たらどうするか、個人

も会も日頃からの防災、減災を本気でイメージ

（寝室の家具等の固定、防災グッズの備置、会

員の安否の確認のための連絡網訓練等）して防

災対策をしておくことがとても重要になってき

ます。生きるか死ぬかの時筆界がどうのこうの

ということはない。とも仰っていました。

最後にイマジネーション（想像、想像力）が

大事ですので本気出して防災意識を持ってくだ

さいとの提言で締め括られ講演は終了しました。

ここで鈴木先生への謝辞として金田副会長が丁

重なお礼を申し述べ、今後の先生の益々のご活

躍を祈念いたしますとの謝辞があり、鳴り止ま

ぬ拍手の中降壇されました。ここで10分間の休
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憩時間となりました。【閑話休題】先生の講演

を拝聴し終わって私の個人的な感想としては、

先生の落ち着いた語り口で流れるようなテンポ

での軽妙洒脱な話術に時間の経つのも忘れて最

後まで引き付けられて聞き入っていました。

本題に戻って、一息入れた休憩時間も終わり

３時35分より第３講として【災害に対する長野

会の対応】と題しまして、講師として災害対策

委員会委員長、大町支部の郷津直文会員による

平成23年３月12日の長野県北部の栄村等に発生

した大震災による被害状況及び平成26年11月22

日長野県神城断層地震（白馬村、小谷村、小川

村、信濃町、長野市等）による家屋倒壊等の被

害状況の報告また将来南海トラフ地震が発生し

た場合、長野県にも災害が発生する可能性があ

るので長野会も長野会に合った災害対策マニュ

アルが必要ではないかと考え、連絡網訓練は支

部単位でも行えるように整備しておく必要があ

るのではないかとの提言がありました。

続きまして【神城断層地震の心配事相談会に

ついて】西山広報部長より活動報告がありまし

たのでその概要を報告します。広報部も社会貢

献活動の一環として『心配事相談会』を司法書

士会、関東信越税理士会大町支部、長野地方法

務局、調査士会大町支部の協力を得て合計で13

回開催し相談者がお帰りの際有難うと言って帰

る時の顔が印象に残っているとのことでした。

相談会は無駄ではないことを感じたとのことで

す。また他士業と連携した地元で対応する重要

性を感じたとの事です。最後に今後は社会事業

部に期待するとの言葉で締めくくられました。

続いて讃岐本会理事より【連絡網訓練】につ

いて次のとおり報告がありました。本年度連絡

網訓練を行った結果１週間以内に連絡が無かっ

た会員は136名いたとの事です。なぜ防災訓練

を実施するのか、ということに対して、調査士

会は強制会であり、会員の防災意識を喚起する

ために行う事と災害対策に関連して専門家とし

ての社会貢献するために行うとの事でした。そ

のため防災訓練は毎年実施していく方針である

との事です。平成28年度もボトムアップ方式に

て行うこと。連絡網の構築に関しては支部の人

数に応じて各支部独自で行ってよいとの事でし

た。

最後に【連絡事項】として93条調査報告書の

改定について竹花副会長と伊藤業務研修部長に

よりプロジェクターを用いて設例により各項目

に亘って記載例の一例としての解説がありまし

た。なお、新様式について留意点として次のと

おり説明がありました。

①本年３月14日（月）より新様式で使用が開

始されます。

②現行様式も本年９月16日（金）まで使用し

て使えます。

なお新様式に対する質問は、連合会は会員個

人からの質問は受け付けないので、あれば事務

局の方へしてくださいとの事です。なお改定版

は当会のホームページの『93条調査報告書の資

料を掲載しました』をダウンロードして使用し

てくださいとの事でした。連絡事項は以上で終

わり、これにて本日の研修すべてが終了したの

で最後に猪飼副会長より閉会宣言がなされ研修

会はお開きとなりました。以上のとおり平成27

年度第２回の会員研修会の概要を報告し稿を閉

じることといたします。
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いつもお世話になっております。

最近メディアでも話題になっております、

「身代金ウイルス」と言うのが流行っています。

実際にお客様で感染された方もいらっしゃいますの

で、今回は注意喚起のため、寄稿させていただきま

す。ご注意ください！

イ そもそも、身代金ウイルスって何？

身代金ウイルスとは、パソコンのデータを人質にと

って、金銭を要求してくる、ウイルス、スパイウエアな

どの事です。ランサムウエアと呼ばれています。

ロ これに感染するとどうなるの？

コンピュータに保存されている、フォルダやファイル

を「暗号化」と言って、開けなくしてしまいます。そして、

開くためには、金銭を払えと要求してきます。金銭は

足が付きにくい、「ビットコイン」や、ソフト購入させよ

うとする手口が多く、実際に払ってもデータを返して

もらえないケースもあり、基本的には詐欺だと認識し

てください。

ハ 感染経路は？

現在確認されているのは、

① メールによる感染

② インターネット閲覧中に感染

大きくこの つになります。

インターネット閲覧中に感染するというのは、主に、

下記のプログラムの脆弱性、要は「穴」を付いた攻撃

によるものです。下記プログラムは使わないか、常に

最新にする必要があります。

、

、

、

、

※お使いのシステムでは、 の古いバージョンを

要求される事や、最新の更新プログラムで特定のソ

フトが動かなかったりするので、全て最新にするかど

うかは、都度判断が必要です。

ニ ウイルス対策ソフトが入っていても

先日ウイルスソフトが入っているお客さんで、身代

金ウイルスに感染しました。

現在、ほとんどのウイルス対策ソフトは、ウイルス

対策ソフトが持っている、「抗体」に引っかかった物を

ウイルスとして駆除する仕組みになっています。

未知のウイルスなどには、抗体を作る時間がかか

ります。よって、時間差による感染がほとんどです。

一日に作られているウイルスの数は、約 に

も及ぶと言われています。ウイルスソフトが入ってい

ても危険だ！といつも思う事が大切です。

株式会社いとうから会員の皆様へ

「身代金ウイルス流行中！メールや 閲覧にご注意を！」

株式会社いとう システム営業部２課 横山公一郎 

株式会社いとうから会員の皆様へ
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ホ 予防するにはどうしたら良いの？

① 各種アップデートを確実に行う。

② インターネット、メールを専用 にする。

③ 暗号化されても大丈夫なように、データをバ

ックアップしておく。

④ 多重的に防衛する。

① 各種アップデートを確実に行う。

→これは自分で意識することが大切ですが、ソフト的

にやらせる場合は、ウイルスセキュリティソフト

「 」がお勧めです。理由は、脆弱性を持った

アプリケーション対策用に、「自動パッチ機能」が付

いているからです。

② インターネット、メールを専用 にする。

→お昼中に、ネットサーフィンを行っていて感染した。

と言う話を良く聞きます。インターネットやメールが主

な感染ルートのため、インターネットメールをやるパ

ソコンを専用パソコンにするだけで、リスクは軽減で

きます。

③ 暗号化されても大丈夫なようにデータをバッ

クアップしておく。

→通常でもバックアップはとても大切ですが、データ

に何かあっても大丈夫なように、バックアップを取っ

ておく事が大切です。お勧めはクラウドバックアップ。

インターネット上のサーバに、データをバックアップし

ておくことで、万が一何かあってもデータ復旧ができ

るようにしておきましょう。

④ 多重防衛という考え方

→パソコンにウイルスソフトを入れておく事だけでは、

不十分です。多重防衛にはいろいろな対策がありま

す。パソコンにパスワードを付けるのもその一つ。

インターネットの入口出口で、通信をブロックするよう

な対策もあります。困ったときは「いとう」にご相談く

ださい。営業マン全員が、それらのスキルを持ってい

ます。

実際に来た偽メールの例

ここからは、実際に届いた偽メールの例をご紹介し

ます。

■日本郵政偽りメール

---------------------------------------------------------- 
拝啓

配達員が注文番号 の商品を配達する

ため電話で連絡を差し上げたのですが、つながりま

せんでした。従ってご注文の品はターミナルに返送さ

れました。ご注文登録時に入力していただいた電話

番号に誤りがあったことが分かりました。このメール

に添付されている委託運送状を印刷して、最寄りの

日本郵政取り扱い郵便局までお問い合わせくださ

一見正常に見えませんか？

このメールの添付ファイルを開くと、インターネットバ

ンキングの とパスワードを盗むマルウエアに感染

するようです。

■ゆうちょを語ったメール

これだけ堂々とゆうちょ銀行と書いてあると、一瞬信

じてしまうかも知れません。

世の中でどのような事が流行っているか、やはり

知っておくことが必要ですが、なかなかメディアでは

報道されません。そこで「いとう」ではメール配信サー

ビスを始めました！
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　昨年に引き続き２期目を迎えた会報編集委員

の小池です。新たに長野支部の竹田元会員と、

飯山支部の浦野泉会員を会報編集委員として迎

え、今期から３人体制で会報編集委員として始

動しております。

　今期も会員の皆様からの寄稿に感謝を申し上

げるとともに、今後ともご協力お願いいたしま

す。

　今年もうだるような暑い日が続いております

が、こまめに水分補給や塩分摂取などに気を遣

い、夏を乗り越えましょう。

　夏といえば、日焼け。太陽の光には目に見え

る光と目に見えない赤外線、紫外線などがあり

ますが、日本一紫外線が強い都道府県はどこだ

と思いますか？

　なんとびっくり、長野県松本市！�

　沖縄や九州のほうが赤道に近く、紫外線が強

いイメージがありますが、標高が高く大気が薄

い山間部で、日照時間が長いためなんだとか。

　紫外線が人体に与える影響は主に皮膚と目

で、皮膚への影響は日焼けやシミ、皮膚がん、

皮膚の老化。目への影響は白内障。白内障の大

きな原因として考えられているのが紫外線なの

だそうです。（インターネット調）

　紫外線の強いオーストラリアでは国を挙げて

対策をしているほどで、皮膚がん対策が主なの

だそうです。

　焼けているのは仕事をしている証拠！と自己

満足をしていましたが、帽子やサングラス、紫

外線カットのメガネ、日焼け止めクリームで対

策できればと思います。

　まだまだ夏は始まったばかり。これから夏本

番ですのでお身体に気をつけながら調査士業に

精進して参りましょう。

会報編集委員長　小池　悠
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