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表 紙 写 真・・・ウリ坊（熊谷支部

坂本雄一会員）

ウリ坊は、統合前の、法務局寄居出張所東側 10m 先の
天沼川にいました。
土地家屋調査士の松本

勇先生が、保育所にお孫さん

を迎えに行った帰りに見つけて、教えていただきました。
事務所からも 10m 先でしたので、すぐにカメラを持
ち出して撮りました。
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2 期目を迎えて
埼玉土地家屋調査士会 会長

佐藤忠治

埼玉土地家屋調査士会会長として、2 期目の重

当会に送られる会員の業務処理に関する苦情も

責を担うことになりました。よろしくお願いい

数多くあり、綱紀委員会への調査付託も少なく

たします。新任の理事をお迎えし、新執行部を組

ありません。

織し 2 期目がスタートしました。新執行部の最初

昨年は 6 件もの綱紀事件の調査委託がありま

の仕事は、日調連総会の対応です。その総会で、

した。その中で目立つものとして、死亡者名義で

私は議長の大役を担うことになりました。私は 2

の登記申請、補助者任せの業務処理、名義貸しと

日目の総会の担当となり、役員選挙の結果の報

思われる事件等があります。本会では昨年末に、

告を受ける役目なので、議事はそれまでに終了

本人確認の上、事務を処理するように業務処理

していなくては成りません。執行部答弁、質疑者

の勧奨通達文を出しているほどです。

の再質問等に時間の配分を考えながらの進行で

このような事態に対処するため、今年度特別

したが、総会構成員の皆さんのご協力により無

委員会として、会員の業務態様を検討する委員

事その大役を果たすことが出来ました。

会を立ち上げております。
この委員会では、土地家屋調査士法第 3 条業務

そのような執行部ですが、今年度は、これまで

が「何故調査士に専権業務として認められてい

の資料センター室、CPD 研修委員会、オンライ

るか」
、そして「会員の業務態様がどうあるべき

ン促進委員会、業務研究委員会を廃止して、これ

か」を検討していただくもので、委員の皆さんか

らを、業務部、研修部に吸収しました。そして業

らの答申に期待しております。

務部、研修部に理事以外の部員を各々 3 名配置
し、業務部、研修部の事業活動を理事とともに運

また調査士制度に関する研究室も立ち上げて

営することにし、廃止した各委員会を補うこと

おります。この研究室では、日本社会が少子化、

にいたしました。これらの部員には、若手を当

高齢化、人口減少社会へ進んでおり、調査士制度

て、本会業務に馴染んでいただくことにより、順

がその変化に追いついていけないのではないか

当に育って将来の埼玉会を担う人材として期待

と危惧しているところであり、このような社会

しています。

情勢の変化を受けて調査士制度を考えていくも

そして各部とも平成 27 年度事業計画の具体策

のとしたいと思っております。変化する社会の

に動きだしております。研修部において会員業

中で、資格者として何ができるか、何が必要なの

務研修会、筆界調査委員向け研修会、役員等を対

か、何をすべきなのか。土地に関しても、土地所

象としたコンプライアンスの重要性を認識させ

有者自身が土地の管理を行いえない状況が生み

る研修会等も企画しております。

出されています。原因は高齢化であり、都市への
人口の一極集中化であります。

近年土地家屋調査士はもとより、専門資格者
に向けられる目は非常に厳しいものがあります。
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また耕作放棄地、相続放棄地等が多くなるこ
とにより、筆界の起点となるものが発見できな

◆ ご挨拶 ◆

くなり、現在の筆界特定制度が、住民不在で機能

に基づく調査依頼が予定されております。これ

しなくなるのでないかと危惧しております。そ

は非調査士の実態調査の実効性をより高め、非

のためには、地租改正からの歴史を知ることが

調査士に対する法務局からの警告等の発信につ

必要となります。そのような調査士制度全般に

ながるものと思います。この調査活動には、調査

わたる研究を自由にしていただくものとしたい

士会として協力していきたいと思っております。

と思っております。研究室の皆さんはそれに応

そうすることによって、依頼者が安心して表示

えてくださるものと信じております。

に関する登記手続きを依頼できる環境を作って
いきたいと思っております。

危急時の対応として、埼玉土地家屋調査士会
事務局内に AED の設置をいたしました。理事、

また、当会が運営する ADR 機関「境界問題相

支部長の皆さん、あるいは業務で来訪中の会員、

談センター埼玉」の開設から 10 周年を迎えます。

一般来客の方、通行中の方等に万一の危急が生

より利用者が利用しやすいセンターである様努

じた場合に備えるものです。この AED の使用方

めていかなければなりません。

法を一度体験しておけば、他の場所に置いても

また、筆界特定手続き、93 条調査報告書通り

応用が出来ることから、会員の皆さんには是非

の実地調査のあり方、オンライン登記申請の促

使用方法を熟知していただきたいと思っており

進、そして基本三角点の取り扱いなど、土地家屋

ます。

調査士の業務において法務局と積極的な情報交
換をさせていただき、会員の業務指導を的確に

また、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の交通
手段麻痺の反省から、食品の備蓄を行っており

情報発信して参りたいと思っておりますのでよ
ろしくお願い申し上げます。

ます。理事会、支部長会議、あるいはその他の会
議の際に交通手段がなくなってしまった場合等

最後に、今年度は外部に向けた広報を展開し

のために備えておくものです。賞味期限等があ

ていきたいと思っております。特に、境界確認は

りますので、毎年少しずつ入れ替えていくこと

調査士の業務だ、登記申請に関わる調査測量は

になろうかと思います。

調査士の業務だ、境界確認は調査士に任せろ、と
いうような外部広報、メディアを利用して発信

災害時における家屋被害認定調査に関する協

していきたいと思っております。これは、広報を

定を、今年度 5 月になって、寄居町、行田市と締

担当する皆さんの背に係っております。よろし

結し、7 月には吉川市と災害協定の締結を行って

くお願いします。

おります。現在 23 市町と締結しております。締
結式が有れば、産経新聞、埼玉新聞、あるいはテ

私は、今後とも、会員の目線に立ち調査士の業

レビに取り上げられますので、社会貢献事業と

務の適性化を図るとともに、地位の向上を願っ

いう目的と、調査士制度の知名度の向上という

た環境作りを行って参りたいと思っております。

両方の効果が期待できますので、今後も続けて

そして土地家屋調査士の将来を見据えるととも

いく所存であります。

に、今必要とされる会員の業務の糧となる事業
を続けて参りたいと思っておりますので皆さま

さいたま地方法務局との関係につきましては、

のご支援をお願いいたします。

本年度も土地家屋調査士法施行規則第 39 条の 2
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副会長就任にあたって
副会長

副会長就任にあたり、一言、ご挨拶申し上げま
す。

髙栁淳之助

どういった方向へと進んでいけば良いのか。不
動産登記法の役割を再検討し、土地家屋調査士

会員の皆様には、日ごろより埼玉土地家屋調

制度をどう発展させていくべきなのか。また、土

査士会の会務・事業について、ご理解とご協力

地家屋調査士試験受験者数の減少をどう解釈す

を賜りまして、厚くお礼申し上げます。これから

るのか。

の 2 年間、業務・研修担当の副会長としてお世話

いま自分たちを取り囲んでいる現実はどうい

になります、熊谷支部の髙栁淳之助です。よろし

うものなのかについての解釈は、様々な可能性

くお願い申し上げます。

があります。唯一の答えがない以上、何が現実な
のか、その解釈を詰めていかなければなりませ

さて、本年度より業務部・研修部は組織改革

ん。できるだけ多くの皆さんと共有できる解釈

の一環として、大きくその姿を変えました。理事

を提示して、
「次にはどうするのか」を導き出し

の他に新たに部員を配置し、機動力を重視した

て行きたいと思います。

体制を構築しました。特に業務部内には、5 名の

大きなテーマを扱っていく関係上、どのよう

室員からなる「研究室」を新たに設置しました。

な成果を導き出せるか戸惑いを隠せませんが、

これは将来の土地家屋調査士制度を見据えた中

いち個人の「夢」や「想い」を超えた土地家屋調

長期的な研究を行っていくものです。

査士の「志」と考え、倒れても前のめりに、その

少子高齢化社会に向かって土地家屋調査士は

ような気持ちで取り組んでいきたいと思います。

何をなすべきか。国内市場の飽和とバラツキ、さ

「夢」や「想い」は消えてしまいますが、
「志」は誰

らにはグローバル化への対応など、社会経済構

かが受け継いでいってもらえるものと信じてい

造の変動に伴って、土地家屋調査士はこれから

ます。
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◆ ご挨拶 ◆

二期目を迎えて
副会長

たくさんの皆様のご支援、ご声援をいただき、
また選挙という洗礼も経て副会長二期目を迎え
ました中原照泰です。一期目は無我夢中で会務
に邁進してまいりました。途中には、他の役員と
の軋轢も少なからずあり、たいへん苦しい思い
もいたしました。それでも土地家屋調査士に対
する愛着と信念、皆様の力強い励ましに支えら
れて、最後まで勤め上げることができました。あ
らためて皆様には感謝を申し上げます。
さて、今期私は財務部と広報部の担当となり
ました。こちらも一期目以上に改革を進めてい
きたいと考えております。そこで両部の役員、委
員の皆様には、業務執行にあたり、二つのことを
テーマとして業務執行をお願いしたいと思って
います。
一つは「分業」です。従来の部長職の仕事の負
担はかなり重いものでありました。昨年度、各部
分掌の見直しにより業務の平準化が図られたと
はいえ、いまだ全体の業務量は決して少なくは
ありません。そこで各部長には積極的に理事や
委員に仕事を委ね、個人ではなく、組織としての
力を発揮するようにお願いします。これは個人
の負担を減らすだけでなく、次代の役員育成に
も大きな効果が期待できます。また、この「分業」
をなすためには「情報の共有」こそが重要となっ
てくるでしょう。これは昨年度と同様、私が提案
した役員メーリングリストを多いに活用して、
課題を成就したいと思います。
二つ目は「見直し」です。現在会務は、ほぼ毎
年同じような内容を繰り返しております。行事
はマンネリ化しがちであり、会員の皆様には新
鮮味のないものばかりです。というのも、役員と
しては毎年同じ事を繰り返すのが新しい企てを
するより楽なのです。そこで、私はこの惰性を戒
め、常に会務内容を「見直し」して参りたいと考
えています。たとえば、これまで本会頒布の用紙

中原照泰

等には、少なくとも私が欲しいような魅力的な
ものは長い間ありませんでした。そこで先ずは
昨年、常任理事会で提案し、登記完了証表紙の刷
新を図った次第です。その他、偽造防止の完了証
用紙や図面用紙などの頒布も、引続き検討して
いきたいと考えています。
また、今期は広報部の中に「情報委員会」なる
ものを立ち上げました。この委員会の主たる目
的は、本会ホームページの抜本的な改革です。本
会ホームページは 10 年以上の歴史があります。
過去には他の単位会の見本とされる時代もあり
ましたが、今やこの時代にふさわしいものとは
申せません。思い切った改革をする必要があり
ます。幸いこの委員会には、ICT に通じた委員
さん達に参加していただきました。今後の本会
ホームページの姿に期待が高まります。
なお、私が 2 年ほど前から温めていた本会構想
の 中 に、CIO（chief information officer）登 用 が
あります。CIO とは、いわば情報担当理事のこと
です。現在の本会業務は縦割り体制ですが、CIO
登用によって、これを情報の管理・伝達・運用
という横軸で貫き、会務の円滑な執行を図りま
す。これまで、役員が担当以外のことについて口
出しすることは、基本的にタブーとされてきま
した。そういう意味では、果たして CIO 登用に
よって具体的に何を、どこまでできるのか、と
いったことは未知数です。しかしながら、今期は
この情報委員会に、新しい本会ホームページの
姿のみならず、その夢の萌芽をもみることがで
きれば、と思います。
新しい年度はこのような止め処ない夢を見な
がらのスタートとなりました。今期が最後の副
会長職と思って、悔いなき 2 年を全うしたいと考
えております。これからも皆様の変わらぬご支
援ご声援のほどをよろしくお願い申し上げます。
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副会長就任にあたって
副会長

山口光男

この度、第 70 回定時総会において副会長に当

として関連する法令、会則、規則等を常に意識を

選させていただき、初めての副会長に就任致し

しながら活動する部といっても過言ではないと

ました上尾支部の山口光男です。これまで、本会

思います。昨年から綱紀事件が多発しています

役員を 6 期 12 年務めてまいりました。理事 3 期

が、苦情も多く寄せられています。一部の会員が

務めた後、常任理事として研修部長 2 期、広報部

法令や会則等を遵守しないことから調査士全体

長 1 期を経験し、本会役員として大切な事を学ば

のイメージを悪くしています。かたや調査士の重

せていただきました。常任理事の時は、無我夢中

要性を、広報活動や社会貢献活動を一生懸命す

でしたが反面とても楽しくもあり、充実してい

ることによってイメージアップを図っても、悪い

たと感じています。

印象が強いとマイナスに働きます。ロータリーク

さて、副会長に立候補する際に土地家屋調査

ラブに 4 つのテストというのがあります。

士会の広報に関することをしっかりやっていき

四つのテスト

たいとうったえました。おそらく、土地家屋調査

言行はこれに照らしてから

士がこれから時代の変革の中で、調査士が生き

1、真実かどうか

残っていくために土地家屋調査士の広報をしっ

2、みんなに公平か

かりとやっていかないとだめだということの、

3、好意と友情を深めるか

危機感をみなさんも持っていることと思います。

4、みんなのためになるかどうか

まずは、土地家屋調査士の知名度を地域社会に

土地家屋調査士倫理綱領でも同じことを言っ

知らしめること。必要性を分かっていただくこ

ているところがあります。これまで以上に会員

と。このことは、金は掛かるが常に積極的に宣伝

の資質の向上をはかるため、そして、調査士制度

をしていかないといけない。会員一人一人が、仕

発展のために法令や会則に関する研修会も積極

事をしながら宣伝することに意識をもって取り

的に開催する予定でおります。

組むことは、とても重要です。また、調査士のイ

埼玉会として、また、会員一人一人が個人とし

メージアップとして社会貢献活動に積極的に取

て調査士制度発展のために何ができるか、何を

り組むことが、今後、調査士が生き延びるために

するべきかが問われる時代になっています。皆

大きな力となります。少し大げさな言いかたで

さんと一緒に知恵を出し合い、それを実際に行

すが間違いないと考えています。

動に移し、本会の事業に取り上げ、調査士会発展

副会長は、常に会長を補佐することにあります

のために尽力する覚悟でございます。

が、他に 5 つある部のどれかを担当することにな

本会役員は、調査士制度および調査士会発展

ります。私は、佐藤会長の方針で総務部を担当す

のための役員です。是非、本会の役員を利用して

ることになりました。本会としては、扇の要にな

ください。皆様一人一人のご理解とご支援ご協

る重要な役目を負っている部になります。調査士

力を切にお願い申し上げます。
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◆ ご挨拶 ◆

就任にあたって
総務部長

この度、前期 2 年の財務部長を経て、総務部長
に就任いたしました春日部支部の廣居英夫です。
平成 27 年度事業計画が、第 70 回定時総会にお

廣居英夫

に関する申請書の調査を、川越支局・熊谷支局・
越谷支局・坂戸出張所の 4 ヵ所で平成 27 年 10 月
に実施の予定です。

いて会員の皆様から承認を得ました。これは、会

次に、渉外に関する事項の中で、関係官公署及

長の五つの事業方針から成り立っており、事業

び友好団体との連絡、協調があります。特に今年

方針の第一に、資格者専門家としての自覚と倫

は、埼玉土地家屋調査士会が埼玉友好士業協議

理観の啓発があります。

会の幹事会になっており、我々が中心となって

これに基づき、総務部事業の根幹ともいうべ
き、会員指導と会務運営の効率化を掲げており
ます。

協議会を運営していかなければなりません。
7 月の定例会から始まり、年 3 回の幹事会、そ
して 11 月 7 日（土）開催予定の「暮らしと事業の

土地家屋調査士として社会的使命を全うする

よろず相談会」と行事がすでに決まっておりま

ため、業務を公正かつ誠実に行い品位の保持に

すので、他の 10 士業の方々と協力して運営をし

努め、資格者専門家としての自覚を促すため研

てまいります。

修会等を通じて資質の向上を図ってまいります。

また、事務局に関する事項では、事務局機能の

平成 26 年度は、綱紀事件が多発し死亡者を申

整備・充実のために、7 月に職員を採用し、各職

請人とする登記申請が 2 件もありました。平成 27

員の事務分掌についての検討及び事務の効率化

年度もすでに綱紀事件・紛議調停事件が発生し

のための打合せ等を行っているところです。

ており、会員の法令遵守と倫理の啓発など、更に

就任してまだ 2 か月あまりですが、会長・副会

会員への指導を図っていかなければなりません。

長・常任理事・総務部理事と皆様のお力添えを

また、非土地家屋調査士対策の推進として、土

いただきながら、会務運営に努めてまいります

地家屋調査士法施行規則第 39 条の 2 に係る調査

ので、会員の皆様のご支援ご協力よろしくお願

があります。平成 27 年 1 月から 6 月までの表示

い申し上げます。
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「就任にあたって」
財務部長

髙橋

修

この度、財務部長を拝命いたしました、越谷支

ことを厚く御礼申し上げます。また、11 月 1 日

部の髙橋修です。理事、支部長を経験することな

には東松山市で行われる第 38 回日本スリーデー

くいきなりの大役となりました。会務経験不足

マーチに参加を予定しておりますので、会員・

を不安視される会員の方々、沢山いらっしゃる

家族・補助者、沢山の方々の参加をお待ちして

ことは十分承知しております。

おります。東松山支部の皆様、本年も宜しくお願

6 月 1 日理事会の日は、過の日と同じ「記憶に

いいたします。

残る変化の日」になるのでしょうか。かつて、平

これらの親睦事業は会員相互の連帯感や埼玉

成 3 年 4 月 1 日は、私が土地家屋調査士事務所の

会への帰属意識をはかり、日頃のストレスを発散

補助者となった日です。この日、初めて法務局に

し、明日への英気を養って頂ける貴重な機会と

行き閲覧し謄本を取りました。土地関連融資が

なるものと思いますので、ぜひご参加ください。

抑制された、バブル崩壊の始まりの年でもあり

埼玉会では、平成 9 年度 940 人を境として会員

ます。そこからスタートした私が、今日まで土地

数は減少傾向に転じています。本年 4 月 1 日は会

家屋調査士として建物の登記申請をし、土地を

員 850 名で事業年度をスタートいたしました。登

測量し分筆登記申請を日常とするまでになりま

録者数では新規の登録者を抹消される方が若干

した。師匠の背中を追い、開業し、先輩や友人に

上回る傾向はあるものの、健全な世代交代が進

助けられながら今日までやって参りました。先

んでいるものと思われます。

輩役員の方々に会務を担って頂いているあいだ、

埼玉会の収入は、会員の皆様からお預かりす

私自身は仕事に集中することが出来ました。遅

る会費と入会金で成り立っております。一般企

ればせながら、埼玉会のために働く順番がまい

業と異なり、事業活動の拡大が収入の増加に反

りました。

映されません。収入と支出のバランスの取れた

関東ブロック協議会総会の折、林千年連合会

予算の計画と執行には特に注意を払っていかな

会長と話す機会に恵まれ「私は理事も支部長も

くてはいけません。また、経費の削減方法を検討

経験しないで岐阜会会長・連合会会長に就いた

し、各事業においても計画的で優先性・効率性

ので辞めたら支部長をやらないといけないので

に配慮した執行がなされるよう各部とも協議し

す」と笑っておられました。私とでは比較になら

検討してまいります。その積み重ねが中長期的

ない重責の担い方ですが、私は勝手に励ましの

な財政計画の健全性の維持につながっていくも

言葉と受け取り「変化を生むことで成長し、努力

のと思います。

の先に達成がある」そんな思いを胸に財務部長
を勤めてまいる覚悟を決めました。

最後になりましたが、佐藤会長、中原担当副会
長の指導のもと、財務部には頼りになる山﨑信

財務部の親睦事業として第 21 回ボーリング中

忠次長、櫻井國次理事がおりますので、私の未熟

央大会は、7 月 16 日に台風 11 号の接近が心配さ

さを補って頂き、財務部長の職責を遂行してい

れるなか多くの会員の参加をいただき、笑顔と

きたいと思います。ご支援ご協力の程、宜しくお

歓声に包まれ盛大に開催することができました

願いいたします。
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◆ ご挨拶 ◆

業務部長に再任されて
業務部長

今年度、業務部部長として担当するよう聞い
た時は非常に心引き締まる思いでした。
昨年は、部長としてこれと言った成果も上げ
られないまま、一期 2 年が、あっと言う間に過ぎ
てしまい、予定された行事をこなすのに費やさ
れた様な気がして反省しています。
これからの調査士が安心して業務を、行える

古賀新生

部としてその一部を担っていけるか、理事、部
員はじめ、新体制のなか、これからの業務の運営
を、各班が責任を持って進めて行けると確信す
るところです。
研究室はじめ各班の研究課題については、進
行状況を、会員に配信しながら、幅広い意見を取
り込み進めて行きたいと考えておりますので、

ためには、調査士会としてどの様に運営してい

会員の要として、皆様のご協力をお願いすると

けば、よりよい方向性が見つけ出せるのか、業務

ころです。

研修部長就任にあたって
研修部長

このたび北部ブロックより推薦を受け、本会
理事に選任されました、熊谷支部の松本嘉明と

松本嘉明

りますので、お力添え宜しくお願い致します。
さて本会の組織改革に伴い、研修部は CPD 研

申します。平成 7 年に土地家屋調査士を登録し、

修運営委員会が廃止になり、業務研修委員会が

21 年目になります。

業務部へ移管され、
（業務研修の研修内容、進行

この 6 月に引継ぎを行い、研修部長に就任を致

運営は研修部が担当）新体制として理事 4 名と部

しました。今までは自分がやらなければという

員 3 名の総勢 7 名にて、研修会を企画運営してい

立場のポジションを多く引き受けておりました

かなければなりません。8 月 18 日業務研修会を

が、これまでに経験のない、常任理事という立場

皮切りに多様な研修会が開催されていきますが、

になりましたので、舵取り役という重責を担う

初めての役員もおりますので、段取り等を調整

ことになり、身の引き締まる思いでいっぱいで

し、スムースに行えるように努力してまいりま

あります。私だけでなく、研修部一同、皆様の役

すので、暖かく見守って頂ければ幸いです。

に立つ研修を行い、力の限りを尽くす決意であ

それからお願いがあります。今後の全体研修・
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支部研修・新人研修などの各種研修会の、事業

て情報頂ければ幸いです。

全体に関する方向性や、各研修会の役割に沿っ

最後に、埼玉会の研修の出席は勿論ですが、関

た企画や体系の検討をしなければなりません。

東ブロック各会も様々な研修を行っております。

こんな研修をしたほうが良い、行って欲しい内

時間が作れる時には、他会の研修も参加して、自

容・事項があるかたは、本会、又は支部長を通じ

分のスキルアップに繋げてみて下さい。

広報部長に就任して
広報部長

髙橋公二

前期に続き、理事をお受けいたしました志木

づくりが急務かと考えております。そして、ホー

支部の髙橋公二です。またこの度は、図らずも常

ムページの利活用として、現在のホームページ

任理事を仰せつかりました。何分、浅学非才の身

は、老朽によるレスポンス不良、操作性の不都合

には、全くもって重すぎる事態だと痛感してお

などの問題を抱えておりますので今期は、ホー

ります。さらには、広報部長という未知の領域で

ムページの改革、充実を主たる核として情報委

あり、今更ながらに身の引き締まる思いです。

員会を立ち上げ作業に取り掛かっております。

支部長を一期、総務部理事として一期務め、す

また、11 月開催計画の公開講座ですが、これも

でに調査士会への役目は果たしたと思っておりま

一般の方々に対する重要な PR と捉えて実施に向

したが、四の五の考える間もなく理事会、常任理

け検討始めております。

事会、支部長会とさらには、広報部会、広報委員

内部広報としては、年 2 回の会誌「彩の国」の

会、情報委員会を開かなければならないと立て続

発行、月刊の会務通信がありますが、マンネリと

けの此処 2 カ月でありました。

ならぬよう試行錯誤しながら新鮮さを損なわず

広報部は、広報に関する事項、会報の編集及
び発行に関する事項のほかに境界問題相談セン

に提供できますよう各委員に発信作業をお願い
しております。

ター、災害家屋調査委員会、公嘱協会に関わるこ

広報部、広報委員会及び情報委員会は、中原担

となど多くの事業に関連していますがいよいよ全

当副会長以下総勢 16 名の若さとやる気あふれる

ての会務がスタートしておりますので慣れないな

委員で運営にあたっております。

がら、部会の皆様にはご迷惑おかけしないように

新期の委員会ですので幅広くいろいろなこと

する事だけで今のところ精一杯ですが何とか運

にチャレンジしていくことには時間を戴きたく、

営にあたっております。

また、あまりの業務の多さに疲弊しないよう明

さて、総会にて承認された事業計画に則り運
営していくわけですが、外部広報として「出前授

るくやっていければと思います。
おわりに会員皆様のご理解、ご協力を戴きよ

業」が前期より計画されております。現在まで、

りよい広報活動を行っていきたいと考えており

実施には至っておりませんが、まず受任の体制

ますのでよろしくお願いいたします。
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◆ ご挨拶 ◆

黄綬褒章を受章して
熊谷支部

昨年の秋の国家褒章に際して、はからずも黄
綬褒章を受章いたしました。 「黄綬褒章は業務

関根一三

記の仕組みを多くの仲間たちと取り組んだ事な
ど連合会での 10 年間が思い出されます。

に精励し衆民の模範たるべき者」に授与される

土地家屋調査士の業務量は 10 年前に比べ約 6

とありますが、果たしてそのような実績があっ

割となっています。少子高齢化の進む今土地家

たのかどうか・・・。
（平成 15 年 5 月 20 日の閣

屋調査士もいろいろと考えていかなくてはなら

議了解のもと褒章条例（明治 14 年太政官布告第

ない時代といえるでしょう。事務所経営の安定、

63 号）に基づき土地家屋調査士は法務省から内

効率化を全面に、国民のためになる、国民に愛さ

閣総理大臣に推薦され審査を得たのち内閣総理

れる職種とならなければならないと思います。

大臣は褒章の授与について閣議の決定を求める

業務における丁寧な説明はもちろん、業務の

とあります。法務省に推薦するのは日本土地家

成果品の調整、調査士業務以外の各種相談、他業

屋調査士会連合会での理事会ということになり

種への速やかな紹介等を含めたきめ細やかな対

ます。）

応が必要と考えます。土地家屋調査士制度にお

私も、思えば埼玉会の理事を振り出しに副会

ける法律の整備（雇用調査士問題、境界確認にお

長をやらせていただきまた、日本土地家屋調査

ける調査士の権限、3 条業務の拡大等）も大事に

士会連合会では理事、常任理事、副会長職をさせ

なると考えます。

ていただきました。その中でも連合会常任理事
総務部長時代の倫理規定の制定、全国への啓発

皆様とともに考えていければ幸いであると思
います。

に努めたこと、副会長時代における東日本大震

私が黄綬褒章を受章できましたのも埼玉会会

災における救援活動、その後の土地の移動に伴

員の皆様の暖かいご支援、ご協力の賜と感謝い

う第 14 条地図作成の手引き、倒壊建物の滅失登

たし、この紙面にて御礼申し上げます。
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法務大臣表彰を受賞して
草加支部

本年 6 月 16 日に、日本土地家屋調査士会連合
会第 72 回定時総会席上において、はからずも、
法務大臣表彰の栄に浴しましたことは、誠に身
に余る光栄と感謝しております。

小島壽三郎

本会理事として選任され企画部（現業務部 + 研
修部）に所属しました。
何もかも初めての事であり、面食らうばかり
でしたが、当時の役員の皆様に助けられ 2 年間の
任期を全うすることが出来ましたが、それから

4 月下旬に、本会から法務大臣表彰が内定した

も、企画部長 2 期、総務部長 3 期と、計 12 年間の

ので、至急履歴書を提出願いたいとの連絡があ

本会役員の業務は私自身を大きく成長させてく

り、突然のことでびっくりしておりました。

ださったものと感謝しております。

その後、連合会から定時総会の議事に先立ち
授与される旨の内報があり、当日を迎えました。

この時期は、まさしく土地家屋調査士にとっ
ても激動の時代であったと思います。

当日は、全国から 29 名の受賞者が参集されま

企画部在席時期は、平成 16 年の不動産登記法

したが、受賞者席には役員当時の旧知の方も数

の大改正、地積測量図の作成方法、報酬規程の会

名おられ、旧交を温めることが出来ました。

則からの削除、調査報告書の改正、筆界特定制度

総会に出席されておりました、埼玉会役員の

の創設、調査測量実施要領の制定等々当時の森

方も、わざわざ受賞者席までお越し頂き、お祝い

田久稔会長の指導の下、部会での検討・研究、会

のお言葉をかけてくださり、改めて感慨に浸り

員研修会の開催等会の総力を挙げて対応に奔走

ました。

致しましたが、その時の良き仲間のおかげで無

この受賞は、ひとえに埼玉土地家屋調査士会
の皆様のおかげで頂いたものと改めて感謝申し
上げる次第です。

事乗り越えることが出来ました。
総務部としての時期は、会則改正、規則の改
正・制定、家屋被害認定調査制度の創設、倫理規
程の制定、綱紀事件の多発等々宮田精一会長の

私は、高校卒業後、東京法務局へ入庁し、そこ

指導の下、総務部一丸となって対応しました。

で土地家屋調査士という資格があることを初め
て知り、運よく、試験に合格し、昭和 50 年 2 月に

今となっては、良き思い出でありますが、この

登録、同時に埼玉土地家屋調査士会へ入会し、土

受賞を機になお一層の精進をいたす所存であり

地家屋調査士としての道を歩み始めました。

ますので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろし

平成 13 年 5 月に、支部・本会ともにさしたる
役員経験がないにも拘らず、突然に支部推薦の
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くお願い申し上げまして、御礼のご挨拶とさせ
ていただきます。

◆ 新支部長紹介 ◆

支部長就任にあたって

力ですね。依頼どおりに、あるいは逆提案してで
も、確定測量や分筆等によってイイ土地（商品）
を作り、世に送り出す（売却や相続のお手伝いを

浦和支部
支部長

する）
。もちろん汗水搔いた土地ほど、商品説明・

福島雄一

販売促進もバッチリです。
私、思うのですが、知識の詰め込みだけではダ
メで、やはり汗を搔かなければ何事も、ですね。
そしてもう一つ、私、あるとき気付いてしまった

私、先の 4 月 27 日の支部定時総会におきまし

のですが、実はウミやモノよりヒトが好きなん

て支部長に就任しました福島雄一と申します。

だなと。だって、立会にいってワクワクしません

平成 15 年登録で干支一回りしか、そして 8 年の

か。だからこそ、この仕事、実は天職かもしれま

補助者時代を加えても、この道はまだ 20 年しか

せん。今度はどんなヒトに会えるのだろうと。そ

経験のない若輩者でございます。

して多くのヒトに育まれているんだと。

私、薩摩人であり、また某大学水産学部出身

私、支部長就任にあたり、こんなこと書くと諸

で、幼 少 期 は き っ と 海 に 関 す る 仕 事 を 選 ぶ と

兄に叱られるかもしれませんが、正直、特別な思

思っていたはずなのに、何と海なし県の埼玉に

いはありません。単純に幼少期のクラス委員に

住まい、丘の仕事に従事して…たまに振り返る

はめられ、押された感が否めません。つまり誰か

と我ながら笑止です。
（ちなみに、学生時代にこ

がやらなければならない、つまり順番の役職で

の士業をアルバイトにて知っておりましたが）

しょう、と実は思っております。

私、その昔、大学卒業し上京して 4 年間程、某

でも私、たとえ順番でも、やるからには、何か

食品営業の仕事に従事した際、商品知識を積ま

成さねば気が済まぬタチでもあります（たぶん）
。

なければ、愛想だけでは売れる物も売れませんで

では何を ? まあ、支部長職といってもまだ 3 ヶ月

した。単に商品知識をと言っても、たとえば、原

です。兎に角、汗を搔くのみでしょうか。

産地、品種、収穫・加工・物流方法、原価・利益

私、今の気持ちを言動でいうとすれば、やはり

率、販促方法、地域による（商）慣習等々。当時で

我が薩摩の島津義弘公、関ヶ原の負け戦での『中

も飽きの早い日本人特有 ? の商品開発の速い展開

央突破』
。守りを一切考えない一撃にすべてをか

の中では、一つの商品を覚える間に次の新商品が

ける『示現流』
。池波正太郎作品「人斬り半次郎」

発表され、ついていくのが難しいものでした。

に出てくる『六月火雲飛白雪』
（この読みと意味

私、話しは土地家屋調査士に戻りますが、この
道は日々精進の毎日と感じることができる仕事
ですね。何故かと言えば、特に土地の測量の場

がわかる方はカナリ「通」ですね）
。そして西郷隆
盛の『敬天愛人』。これで決まりですな（笑）
。
最後に私、今の気持ちを一言でいうならば、

合、依頼人やその関係者なら兎も角、見ず知ら

（関係者ではありませんが）明大ラグビー部、亡

ずの隣接人に接触・折衝して纏め上げる能力が

北島忠治監督の『前へ』でしょう ! とは申します

特に必要と感じるからです。まさに商品開発能

が、率直に支部長の役目をまだまだ理解出来て
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おりません。どうか皆様のご指導・ご鞭撻をお

あっという間に 13 年が過ぎました。その間、支

頼み申し上げます。

部の諸先輩方には良き相談相手となっていただ
き、大変お世話になりました。私が今でもこうし
て土地家屋調査士を生業とできるのも、諸先輩

支部長就任にあたって

方のお陰であると感謝し、支部長の在任中は、今
までのご恩をお返しする気持ちで精一杯頑張る
所存です。私は調査士業務を行なう上で最も大

川口支部
支部長

切で必要なことは、
「情報の共有」だと思ってお

市川幸秀

ります。幸いにも今年度は本会役員に、中原副会
長のはじめ、古賀業務部長ならびに髙橋公二広
報部長の三名が志木支部から選出されておりま
す。本会役員の皆さまと日頃の連絡を密にし、本

この度、川口支部長に推挙されました市川幸

会の有益な情報をいち早く支部会員の皆さまへ
届くように努めて参ります。また志木支部では、

秀です。
あらためてその責任の重さを感じております。

前年度から会員同士の情報交換の場となるよう

現在、川口支部は会員数 55 名で自分が入会した

「実務座談会」を年 3 回程度開催しております。

時よりだいぶ会員数も少なくなってしまいまし

今年度も既に一度開催しており、調査報告書の

た。

記載事項の検討や、残地求積が認められた実例

川 口 支 部 は、優 秀 な 諸 先 輩 方 が 多 く 決 断 に

説明などをテーマに開催いたしました。実務に

迷った時にはいつも快くアドバイスを頂いてお

即した内容であるため、会員の参加も多く、今年

ります。

度も引き続き開催を予定しております。最後に、

私の抱負は、先輩方が作り上げてきた実績を積

支部長という職責を全うできるよう支部役員の

み上げること、又将来ある若い会員が積極的に支

皆さまと一致団結し、志木支部の更なる発展に

部活動に参加出来るように働きかける事です。

寄与したいと思っておりますので、皆さま方の

やりたいことは山ほどありますが、若い会員

ご指導とお力添えを宜しくお願いいたします。

の育成が少しでも出来ればと思っております。
支部と、本会をつなぐ架け橋としてどこまで
出来るか不安はございますが、支部会員のご協

支部長就任にあたって

力を頂きながら、支部運営に取り組んでいきた
いと思います。

大宮支部
支部長

就任のご挨拶
志木支部
支部長

宮田

浩

今年度より大宮支部の支部長に就任いたしま

内田

真

した宮田です。
歴代支部長より引き継いだ大量の書類を前に
して、その責任の重さを痛感しています。登録番
号から明らかなように、支部内ではまだまだ経

本年 4 月の支部総会におきまして、森田前支

験不足の私が、なぜ支部長という大任をお受け

部長からバトンを受け、支部長に就任させてい

することになったのか、今現在でも分かりませ

ただきました内田真です。平成 14 年に入会し、

ん。考えても分からない事は悩まず、水の流れの
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如く天命に従って支部運営に使っていただきた

が多く有りました。
あれから、20 数年たち、私が支部長という立場

いと思っています。
「抱負」や「方針」などの看板は持ち合わせてお

になった今、私が出来ることは何かを考えた時、

りませんが、報告・連絡・相談・親交を密にして、

土地家屋調査士という資格によってメシを食って

調査士仲間同士風通しの良い支部に出来たらい

これた事、3 人の子供を無事成人させられたのも、

いな、と漠然と思っております。

この資格のおかげと深く感謝しております。

と申しましても、知識や経験も無く、微力な私

私は順番で回って来た支部長で有りますが、

では何も実践出来ません。個人事業主の集まり

先輩達が築いた伝統を私がこわすわけにはいき

である支部をまとめる事は、容易ではないかも

ません。

しれません。しかしながら、幸い大宮支部には、

手抜きせず、上尾支部の伝統ある和の心を大

百戦錬磨で気安く相談に乗ってくださる多くの

切に一人でも多くの会員に支部行事に参加して

先輩方がいらっしゃいます。諸先輩方のご指導、

頂けるよう一所懸命に頑張っていきたいと思い

支部役員の方々のご尽力、支部会員の皆様のご

ます。

理解とご協力を得て、大過なく任期を全うする

又、私を支えて下さっている執行部の方役員
の方には大変感謝しております。

ことができれば望外の喜びです。
さらには、本会役員・事務局の方々、埼玉土地
家屋調査士会会員の皆様、ご迷惑をおかけする
事も多々あると思いますが、今後とも何卒宜し

これが最後のご奉公のつもりで努めてまいり
たいと思います。
こんな支部長でございますが皆様宜しくお願
い申し上げます。

くお願い申し上げます。
蛇足ながら、今年は戦後 70 年です。機会あっ
て、シベリア抑留を経験された方から、その体験
談をお聞きしました。内容は割愛いたしますが、

支部長就任にあたって

重いバトンを渡されたような気持ちです。日々
不平不満を感じつつも平和な現代に生かされて
いる我々は、このバトンを綿々と引き継いでい
かなければならないと思いました。

埼葛支部
支部長

戸田高司

支部長就任にあたって
先の埼葛支部定時総会にて、支部長に就任さ
せていただきました戸田高司と申します。

上尾支部
支部長

私に支部長が務まるのか ? という不安ととも

篠塚

桂

に、経験豊富な多くの先輩方や、信頼のおける支
部の仲間の協力をいただければ、順番というこ
となので私のような者でも・・・・そんな想い
の中スタートし、数ヶ月が経ちました。多くの皆

私は、平成元年に登録して 27 年目を迎えまし
た。

様にご協力をいただき日々感謝しつつ、少しで
も皆様のお役に立てれば、支部の更なる発展に

私の支部は上尾支部で支部の先輩の先生方に

少しでも貢献できればと、微力ではありますが

支部の行事等を良く教えて頂いた事をおぼえて

引き続き一生懸命努力してまいりますので、宜

おります。

しくお願いいたします。

入会して 3 年位までは支部の仕組みが良くわ

さて、直近の埼葛支部では、前任の阿部公仁支

からなく色々聞いたりして大変面倒をかける事

部長のもと、数ある事業計画の中でも支部会員
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の「親睦」と土地家屋調査士の「広報」に積極的

くお願い致します。
我が越谷支部は越谷市、吉川市、松伏町を合わ

に取り組んでまいりました。
今年度も、歴代支部長の意思を引き継ぎ、本会

せて現在 64 名の会員を擁する大人数で、年齢構

行事および支部行事での交流を通じ、よりいっ

成も 20 歳代から 70 歳代までと、経験豊富な大先

そうの会員間の親睦を図ってまいりたいと思っ

輩から若手会員までさまざまです。自分が支部

ております。また、支部内各地域での無料相談

長となり、歴代支部長のようにスムーズに支部

会等の活動を通じ、土地家屋調査士の知名度 UP

運営が出来るかどうか不安でいっぱいですが、

や、地元の土地家屋調査士を地域の皆様に知っ

幸いにもこの支部の伝統として支部ホームペー

ていただけるよう、会員の皆様と共に行動して

ジが充実しており、支部会員間の連絡、協力体制

まいりたいと思っております。

が確立されております。この支部は昔から連帯

今年度より、蓮田市の会員と一緒になり、会員

感を大切にし、ゴルフ、ハイキング、IT クラブ、

数 69 名となりました当支部は、50 年を超える歴

研修旅行、研修会等の支部行事を積極的に行っ

史のある支部です。諸先輩方が築いてこられた

て会員間相互の情報交換の場を設けております。

実績に敬意と謝意を表しながら、よき伝統を受

しかし、悩みの種といたしましては、参加者が毎

け継いでいくと共に、先輩方の知恵をお借りし、

回少ないということです。そこで、支部月例会等

支部で若手とよばれる方々のパワーと新しい発

の場で情報交換や横の繋がりを強化し、特に新

想力をいただきながら支部運営を行ってまいり

しい入会者や若い会員、今まであまり参加され

たいと思います。

ていない方にもこれらを活用してもらえるよう

とはいえ、私個人の力では何一つできません。

に助言、PR に努め、支部活動を活性化していけ

支部会員の皆様のご支援とご協力があってこそ支

ればと考えております。また、支部役員間におき

部として動いていけるものだと思っております。

ましても協議や連絡等を密にし、一致団結して

どうか皆様、新支部役員をあたたかく見守っ
ていただきつつ、ご指導ご鞭撻を賜りますよう

支部活動に邁進する所存でございます。
このような支部長ではありますが、今までの
歴代支部長同様会員の皆様におかれましてはご

宜しくお願いいたします。
最 後 に な り ま す が、他 支 部 の 皆 様

秋のス

指導、ご協力のほどよろしくお願い致します。

リーデーマーチとソフトボール大会では、皆様
との交流を楽しみに、大勢で参加いたしますの

支部長就任にあたって

で、どうぞ宜しくお願いいたします。

春日部支部

支部長としての抱負

支部長

相沢

博

越谷支部
支部長

清村

昇
今年度 5 月 8 日第 37 回春日部支部定時総会に
おいて春日部支部長に就任しました相沢博です。
馬齢を重ねて 63 年、世間一般では定年退職間近

本年 4 月より支部長になりました清村と申し
ます。

の年代ではありますが自営業の進退は自分で決
められます。アントニオ猪木の一節「元気があれ

本会と支部とのパイプ役及び支部会員の皆様

ば何でもできる…」ではありませんが何事にも

に少しでもお役に立てればと就任いたしました。

前向きに取り組んでいきたいと考えております。

まことに微力ではございますが、どうぞよろし
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春日部支部は、昭和 54 年 6 月 8 日越谷支部か
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らの分割により創立され、会員数 34 名でスター

役に立てますよう務めてまいりたいと思います。

トし現在は 37 名が在籍しております。

会員皆様のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

「法務局春日部出張所との登記事務打合せ会」、
「ボウリング大会・暑気払い」
、
「支部研修会 ( 年 2

併せて一部支部役員の交代もありましたのでご
同様にご支援をお願い申しあげます。

回 )」、
「忘年会」、
「新年会」、
「春日部市役所無料登

さて、今年度既に数ヶ月を経過しました。幾つ

記相談会 ( 毎月 1 回 ) への相談員派遣」
、
「春日部

かの事業計画も実施され会員相互の活動や交流

市役所道路管理課境界担当との情報交換会」等

を少なからず深めてまいりました。とくに 7 月に

を年度事業として行い、
「春日部市暴力排除推進

行われた「ボウリング中央大会」での団体戦及び

協議会」
、
「春日部市交通安全対策協議会」には会

個人戦での優勝と上位独占など特筆すべき大変

員となり毎年社会貢献活動に参加しております。

喜ばしいことがあり、これからの支部の運営と

さらに任意参加ではありますが月例会がありま

事業活動に活気を運んでくださいました。心か

す。開業当初を思い起こしますとこの月例会で

ら感謝を申し上げます。

の先輩諸氏とのノミニケーションは大変貴重な

これからも厚生事業を始め研修会及び事務打

話が詰まっており座学で学ぶ以上のものがあり

ち合わせ会などを積極的に開催されますよう諸

ました。時間をやり繰りしての参加は妙に充実

官庁等に働きかけさせていただき、会員相互の

し、日常業務の活力となっていました。

スキルアップの充実を図るべく務めてまいりた

今年は土地家屋調査士制度制定 65 周年の年に

いと思います。

あたるそうです、土地家屋調査士の知名度はま

さらに一層会員活動の場を広く展開し、一般の

だまだ低いように思いますが如何でしょうか ?

方々への土地家屋調査士という士業の知名度の

一般の方々に知っていただく PR グッズとして当

PR 活動にも広く務めてまいりたいと思います。

支部は鹿児島会からマグネットシールを購入し

幸い川越支部には多くの先輩諸先生方がおら

会員に配布したところであります、これからも

れますので、多方面にわたりご助言を頂きチャ

機会を見つけ土地家屋調査士そしてその業務を

レンジして、そして、前年度より今年度、今年度

PR して行きたいと思います。

より来年度と半歩または一歩でも前進をし活動

最後になりますが、先輩諸氏が長年積み重ね

をしていきたいと願っておりますので、一人で

てきた事業を継承し支部活動をより充実できれ

も多くの会員の皆様の積極的な参加を願ってお

ばと思っております、皆様にはご支援ご鞭撻の

ります。

程よろしくお願い申し上げます。

今後とも本会及び支部のなお一層のご支援ご
協力をお願い申し上げ就任にあたってのご挨拶
とさせていただきます。

支部長就任にあたって
川越支部
支部長 湯 澤 斗 紀 二

支部長就任にあたって
所沢支部
支部長

塚本令治

本年度 4 月の支部総会において川口前支部長
より支部長を引継ぎました湯澤斗紀二と申しま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
川口前支部長の方針を引き継ぐことになり、
支部長という大変重い役職ですが、少しでもお

本年度、所沢支部長の就任にあたり支部の現状
と今後の取組について少し述べさせて頂きます。
支部の現状を見たとき、支部に運営に携わる
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会員と全く非協力的で支部会務・活動に出席し

います。

ない会員とに二分されます。4 月時点の支部会員

どうぞよろしくお願いいたします。

は 33 名、その内、会の運営に協力的（支部の会務

さて、当支部は狭山市、入間市の両市を区域と

運営や行事に参加を得ている会員）は全支部会

して所沢支局管内の埼玉西部の支部ですが法務

員の 3 分の 2 程度で、残りの 10 数名の会員は私

局の統廃合の影響による支部合併などの経験も

の記憶にある限り、例えば、支部総会には出席し

なく、会員数 30 名の伝統的に穏便を好む支部風

ない。支部研修会にも参加しない。そのような支

土があります。
協力的で穏便な風土は支部運営を任された者

部会員です。
この、非協力的な会員を如何に支部の運営に

にとっては誠に有り難いのですが、一方では積

携わるように持って行けるのかが今の支部にお

極性、自主性に若干欠けると言った評価も否め

いての一番の課題で、支部役員会等でその対策

ません。

を協議しているところですが、なかなか名案は

飛躍した話になりますが、土地家屋調査士業
の将来を憂い、新たな調査士像の模索が連合会

浮かびません。
他の支部の現状を教えて頂き、当支部と同じ
ような支部が有りましたら、その取組・対策を
アドバイス頂けたら大変に嬉しく思います。

の下、行われています。しかし各単位会には地域
差を起因とした方向性の違いを多少感じます。
同様に単位会内の支部にも地域差はある筈で

次に、支部に於いても調査士業務の向上を図

すが支部には業務に影響を及ぼすような指導的

るための研修会を試みております。然しながら

立場ではなく、本会とのパイプ役が主な役割と

支部単体で調査士業務の調査測量・登記申請に

考えます。

関する研修を行うには限界があります。
私自身、登記洗礼解説集、登記研究等の本に常
に目を通すことはなかなか出来ませんので調査
士業務に関する項目のみを抜粋した資料が有る

支部長は連絡調整役が第一と考え、次に会員
間の親睦や帰属意識の高揚が与えられた役割だ
と思います。
地域特性を考えた業務や支部の在り方等につ
いては支部研修会を通して、議論し、模索できれ

と大変に参考になると思います。
この問題も当支部に限らず、全調査士の抱え

ばと考えています。

ている課題で在ると思いまので本会においては、
今まで以上に日々の業務に直結した研修をお願

就任にあたって

いしたいと思います。

飯能支部

支部長就任にあたって

支部長

佐藤

稔

狭山支部
支部長

雙木行雄
平成 11 年に入会し早 16 年の歳月が過ぎまし
た、この間、幾つかの難問もありましたが、経験
豊富な諸先輩のご指導・ご助言などを頂きなが

今期より狭山支部の支部長に就任いたしまし
た。ナミキユキオです。

らなんとか無事に業務を続けてくることができ
ました。

開業以来、早 30 年近く経ちますが、生業とし

さて、この度の支部総会におきまして支部長

てきた土地家屋調査士業への僅かな恩返しとし

という大役を拝命し、大変身の引き締まる思い

て、支部長としての大任を全うする所存でござ

とともに、大きな責任を感じております。
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◆ 新支部長紹介 ◆

飯能支部は県西部に位置し緑と清流に恵まれ

ては、大変厳しい状況が続いております。このよ

た飯能市、日高市によって構成されています。会

うな中、温故知新のことわざがございますが、10

員数は 9 名と埼玉会最少支部ではありますが、支

年 20 年後の支部会員数を見据え、創意工夫をこ

部総会などは常に全員出席するような大変まと

らした支部運営に、努めていかなければならな

まりのあるアットホームな支部であります。今

いと考えておりますので、支部会員の皆様のご

後もこのような雰囲気を大事にしていきたいと

指導とご協力をお願い申し上げます。
最後になりますが、本会役員の皆様の日々の

思っています。
支部長の職務は、本会や法務局等からの情報・

活動に感謝を申し上げます。これからも、本会役

連絡を会員に迅速に伝える事だと考えています。

員の皆様には、土地家屋調査士会の将来を見据

一期 2 年の任期はまだ始まったばかりですが、支

えた、率先垂範をお願いいたしまして、支部長就

部の役員並びに会員の皆様のご指導、ご協力を

任のご挨拶とさせていただきます。

頂き職務に取り組んでまいりたいと思いますの
で宜しくお願い致します。

就任にあたって
支部長就任にあたって

熊谷支部
支部長

坂戸支部
支部長

古澤

武

小峰明雄
この度、熊谷支部長の任を仰せつかりました、
古澤武と申します。

この度の、坂戸支部、定時総会におきまして、

ご存知の通り、熊谷支部は埼玉県の北西部に

支部長に就任いたしました小峰明雄です。浅学

位置し、さいたま地方法務局熊谷支局及び本庄

菲才の身ではありますが、任期 2 年間を粉骨砕身

出張所を包括する広範囲に及ぶ支部で、会員数

で務めてまいりますので、宜しくお願い申し上

も八十数名を数えるほどの支部です。地区もそ

げます。

れぞれ熊谷、行田、深谷、寄居、本庄地区に分か

さて、私が所属しております坂戸支部の、現在
の会員数は 39 名であります。私は、支部会員同
士の和を大切と考え、親睦を図るために、平成 19
年度に小室支部長のご理解とご指導の下、支部

れる為、各地区の特徴を生かしながらの支部運
営に努めて参ります。
そして、各地区同士の更なる交流も、進めて行
けたら良いと思います。

役員（副支部長）として、研修旅行やレクリエー

特に支部研修会の充実に注力し、土地家屋調

ション旅行を初めて実施いたしました。現在も

査士業において重要である測量技術の向上や、

事業は継続されており一定の成果が、あったも

不動産登記法及び登記申請に関する知識等を深

のと思っております。

められるよう、会員の皆様にとって充実した研

私は、支部長に就任して数か月が過ぎました

修を行えるよう努めて参ります。

が、支部長としての仕事は、手探り状態ではあり

また、世間では高齢者人口の増加が声高に言

ますが、支部会員の皆様の為に、第一歩の仕事と

われておりますが、土地家屋調査士業界におき

して、土地家屋調査士白書 2014 の貴重な資料が、

ましても、高齢化の問題は避けて通れないこと

支部会員の皆様の役に立つと考え配布を行いま

と 思 い ま す。土 地 家 屋 調 査 士 試 験 受 験 者 数 は

した。白書の貴重な資料からも読み取れるよう

年々減少しており、試験合格者の平均年齢も高

に、経済は低迷し、私のような弱小事業主にとっ

くなる傾向にあります。社会的に重要な役割を
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持ち、魅力ある土地家屋調査士という仕事につ

には多々ご迷惑をおかけすることになると思い

いて、世間の皆様に広く知って頂けるように、今

ますが、ご協力のほど宜しくお願いいたします。
支部のイベントとしては、やはりスリーデー

まで以上の努力が必要です。
そして、インターン制度の採用などを通して、

マーチが大きなイベントになります。これには

調査士に関心ある学生や社会人の方々に、土地

事前に支部内外の会員との打ち合わせや準備が

家屋調査士の業務についてより深く知って頂く

大きな負担となりますので、支部会員皆様のご

機会を設けることも大切であると思います。

協力に頼らざるを得ません。今年の 11 月 1 日の

各会員の皆様におかれましても、土地家屋調

大会当日は、本当に宜しくお願い申し上げます。

査士を志す方、興味を持たれている方をご存知

もう一つのイベントとしては会員親睦のための

でしたら、日頃の会の交流の中などで、是非情報

支部旅行があります。今年は 11 月の下旬に日本

のやりとりをして頂ければと思います。

海に面した都市に行ってみようかと考えていま

取り留めの無い内容ではありますが、挨拶に

す。ちょっと肌寒いかもしれませんが、日本海の

代えさせて頂きます。支部の運営にあたりまし

魚も脂がのってきて美味しいお酒が飲めると思

て、不慣れな事も多かろうと思いますので、是

いますので支部会員の皆様には是非ご参加くだ

非、支部役員や支部会員の皆様の御協力を、よろ

さいますようご案内いたします。
又、今回は新支部長に就任したことで、北部ブ

しくお願い致します。

ロック協議会の新会長にも自動就任という運び
になりました。北部ブロック協議会は熊谷支部、

支部長就任のご挨拶

秩父支部と東松山支部という 3 支部からなりま
す。会員総数は 100 名を超える単位となりますの
で、プレッシャーのかかる立場になり戸惑って

東松山支部
支部長

いるところです。

橋本直樹

北部ブロック協議会での会長の仕事は北部ブ
ロック協議会会員の情報交換・交流で会員資質
の向上を図り、会員相互の親睦を深めることで
あります。

私は、この度埼玉土地家屋調査士会東松山支

資質の向上を高めるためには、やはり会員研

部の支部長に就任いたしました橋本直樹と申し

修ということになろうかと思われます。東松山

ます。

支部単独で何らかの研修を行うのではなく、今

現在、比企郡小川町にて事務所を開設してお

回は北部ブロックにて何らかの会員研修を開催

ります。今年で開業 21 年目になります。まず自己

出来ればと思うところであります。この件につ

紹介ですが、家族は、妻と娘と犬（トイプードル

きましては、熊谷支部長、秩父支部長とも話合い

8 歳）の家族構成です、趣味はテニス、ゴルフ、旅

の場を設けて検討していきたいと思います。又、

行、読書です。好きな作家は村上春樹、浅田次郎、

テーマは出来るだけ現在の業務に具体的に関連

司馬遼太郎等です。テニスは週に 1,2 回練習して

する事項にしたいと考えます。

います、旅行も好きで海外は今までに 11 ヶ国行

以上簡単ではありますが、就任のご挨拶とさ

きました。昨年はライオンズクラブの関係でモン

せ て い た だ き ま す。東 松 山 支 部 並 び に 北 部 ブ

ゴルに行くことが出来ました。これからも年に一

ロック協議会会員の皆様、この 2 年間ご協力のほ

回は外に行って見聞を広めたいと思います。

ど宜しくお願い申し上げます。又、何か気が付く

本会の役員としましては 4 年ほど前に本会の

ことがありましたら、是非会務運営に活かした

理事としてお世話になっておりましたが、支部長

いと思いますので、当職までお知らせ頂けます

の就任は初めてになります。支部長の仕事は初め

と幸いです。

てですので、慣れないことが多く支部会員の皆様
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◆ 新支部長紹介 ◆

秩父支部について

り、キャンプ、秋は吉田の龍勢、山での紅葉狩、
冬にはもちろん秩父夜祭、小鹿野の鉄砲まつり、
三十槌、尾ノ内、芦ヶ久保の三大氷柱があったり

秩父支部
支部長

します。スポーツ施設では、大滝に東日本でも有

荻野康人

数の本格 BMX 公認コースのサイクルパークが
できました。また、秩父を舞台にした「あの日見
た花の名前を僕達はまだ知らない。
」や「心が叫
びたがっているんだ。」のアニメのおかげで若い

私はこの度、埼玉土地家屋調査士会秩父支部

人達が町の中を歩いていたりしています。グル

長になりました荻野康人です。2 年間よろしくお

メでもそばのほかにも豚みそ丼、わらじカツ丼、

願いいたします。

長瀞の天然氷のカキ氷には行列ができています。

さて、ここで秩父支部について少し紹介させ

地元の人もなかなか食べられなくなりました。

て下さい。現在秩父支部は会員 21 名（内女性 1

お酒では「武甲」や「秩父錦」といった地酒の他

名）で活動しています。私が会員になった平成

に「イチローズモルト」というウィスキーが人気

10 年頃は 30 名程いたことを思えばだいぶ少な

ですし、ワインでも本格的ワイナリー「兎田ワ

くなった気がします。なかなか若い人が入って

イナリー」がオープンし秩父のぶどうを使用し

こないのが悩みの種であり、これからの課題で

秩父産ワインを生産しています。また、西武鉄道

しょうか。その会員が主に活躍する秩父とは埼

が西武秩父駅に複合型温泉施設を作るそうです。

玉県の西部に位置し秩父市、横瀬町、小鹿野町、

このように秩父夜祭や長瀞の岩畳のような従来

皆野町、長瀞町の 1 市 4 町からなり面積は約 900

からのものの他に新しい観光スポットができて

㎢あり、これは埼玉県の約 1/4 を占めるのに対し

います。これで少しでも秩父が発展することを

て人口は埼玉県全体の 1.5% しかいないのです。

願っています。なんか観光案内になってしまい

他の地方都市同様人口減少は避けられません。

ましたがこのような秩父で会員全員頑張ってい

少し前には新聞等を賑わせた西武鉄道の廃線問

ます。

題もありました。そんな秩父ですが最近は観光

皆さんもぜひ秩父に「いってんベー。
」

で人を呼び込もうとしています。TV 等でパワー

あ、ゆるキャラはぜひ「きょうかい君とあい

スポットとして三峰神社や宝登山神社が紹介さ

ちゃん」だけでなく「ポテくまくん」もよろしく

れています。春は羊山の芝桜や、皆野の天空のポ

お願いいたします。

ピー、各所の桜、夏は川瀬祭り、長瀞のライン下
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埼玉土地家屋調査士会

第 70 回定時総会
日時
場所
平成 27 年 5 月 14 日 ( 木 ) さ

ました。その後、副会長立候

いたま市ラフォーレ清水園

補者の所信表明の演説があ

に於いて第 70 回定時総会及

り、選挙による副会長は、山

び式典が開催されました。本

口光男会員、中原照泰会員が

年は、総会を先に、続いて式

当選いたしました。

典という次第でおこなわれ
ました。
上田清司知事

平成 27 年 5 月 14 日（木）
ラフォーレ清水園

総会では佐藤忠治会長の

2 期目の 佐 藤 忠 治 会 長 の
下、埼玉会発展のために新役
員の活躍が期待されます。

弘瀬晃さいたま地方法務局長

挨拶の後、議事にはいりましたが緊張した雰囲

また、式典に於いては、調査士制度発展に永年

気の中、執行部より提案された平成 27 年度の事

寄与された功績を認められ、38 名の会員が授賞の

業計画も会員の総意により全て承認可決されま

栄に浴されました。また本年は、上田清司埼玉県

した。

知事をはじめ、多くの来賓のご臨席を賜り式典に

また、本年は役員改選年度でありますが、会長
には、引き続き佐藤忠治会員が選任され、佐藤会

花を添えていただき、たいへん盛会なうちにお開
きとなりました。

長から副会長として、髙栁淳之助会員が指名され

新執行部

日本土地家屋調査士会連合会

第 72回定時総会
日時
場所

平成 27 年 6 月 16 日（火）
・17 日（水）
東京ドームホテル

平成 27 年 6 月 16 日（火）
・17 日（水）に｢東京ドー
ムホテル｣ において、第 72 回定時総会が開催さ
れました。
議事に入る前に土地家屋調査士制度発展に永
年寄与された功績を認められ埼玉会から小島壽
三郎会員（草加支部）が、法務大臣表彰状を受賞
小島先生表彰
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されました。

◆ 定時総会 ◆

おめでとうございます。

菅原唯夫（岩手会）
、海野敦郎（神奈川会）の方々

議事は、我ら埼玉会佐藤会長ならびに、鳥取会

が選任されました。今期の新役員の活躍が期待

贄川清会長の議長により厳正に執り行われました。
今年は役員改選があり、総会構成員 179 人によ

されます。
ま た、佐 藤

る選挙の結果、

会長には2日

会長に林千利

間 の 議 長 職、

（岐阜会）
、副

大変お疲れ様

会 長 に は、岡

でした。

田 潤 一 郎（ 愛
媛会）、加賀谷
佐藤会長議長

朋彦（栃木会）
、

日本土地家屋調査士会連合会・関東ブロック協議会

第 61回定例総会
日時
場所

平成 27 年 7 月 12 日（日）
・13 日（月）
栃木県那須町「りんどう湖ロイヤルホテル」
議事においては、佐藤会

平 成 27 年 7 月 12 日（ 日 ）
午後 2 時から栃木県那須町

長をはじめ各会から様々な

「りんどう湖ロイヤルホテ

意見が上がり、活発な議論
が行われました。

ル」において、関東ブロック

関東ブロックにおいても、

協議会第 61 回定例総会が行

任期満了に伴う役員改正が

われました。

あり、会長に笠原孝（千葉県

関東ブロック内 1 都 10 県
から 95 名の関係者が集まり

船田衆院議員

会）
、副会長に堀越義幸（群

佐藤会長質問

ました。埼玉会からは佐藤

馬会）
、岩倉弘和（神奈川県会）東野勝一（栃木県

忠治会長、髙栁淳之助副会

会）
、小沢宏（東京会）
、鈴木泰介（千葉県会）、会

長、中原照泰副会長、山口光

計に桐谷太（千葉県会）
、 監事に佐藤忠治（埼玉

男副会長、廣居英夫総務部

会）
、菊池清次（茨城会）
、予備監事に大村義之（山

長、髙橋修財務部長、古賀新

梨県会）の方々が選任されました。
尚、次年度の開催当番会は東京会と決定しま

生業務部長、松本嘉明研修

した。

部長、杤原雅之広報部理事
が出席しました。

林連合会会長挨拶

総会は、笠原関東ブロッ
ク 協 議 会 会 長 の 挨 拶 の 後、
多くのご来賓の方々から祝
辞を頂きました。その後、平
成 26 年度の活動状況や各部
会の報告が行われ、議事 6 件
が審議され、すべての議案
笠原関ブロ会長挨拶

が可決されました。
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支部だより
草加支部だより

はないかと思います。活発な意見交換の様子を
見ていますと、会員の人数分だけ経験と知恵が

草加支部
支部長 大 久 保 啓 介

あることが理解でき、毎回楽しみにしています。
もう一つの研修は、私は支部会員を纏めてい
く程のリーダーシップは持ち合わせていないの
で、懇親を深めるというか、会員同士話しやすい
関係をつくるような場を提供していくようにし
ています。昨年はスカイツリーを見学しました

草加支部でも支部長は 2 年 1 期で交代している

が、草加の地を離れることで、一体感を共有でき

のですが、もう 1 期支部長を務めることとなりま

たのではないかと思っています。研修としては

した草加支部長の大久保です。

スカイツリーそのものを登記として考えること

「新支部長紹介」については、引き続きの支部

と、スカイツリーの展望台から一面に広がる街

長なので、原稿は考えなくてもいいかなと思っ

並みを見学し、社会の発展と街の形成について

ていましたが、
「支部だより」という形式で原稿

考えました。今年も同じような効果が得られる

の要請をいただきました。そんなに語る程の内

ような体験ができるようにと支部研修を考えて

容は無いのですが、草加支部だよりを少しだけ。

います。

草加支部は、さいたま地方法務局草加出張所

今後ですが、私の任期中に講師を呼んでの研

を管轄する「草加市、八潮市、三郷市」の 3 市に

修会を行ってみたいと思っています。土地家屋

事務所を構える会員で構成されています。8 月 13

調査士に必要なスキルは本会の研修に任せて、

日現在で 50 名の支部会員数になります。

少人数の支部研修では、経営者としての立場で

支部の事業の内で主たる事業としては、支部

あるとか、社会貢献についてどう考えるのかと

総会、年 2 回の研修会、ボーリング大会と 4 つに

か、そういった普段経験できないような話を聞

なります。

いてみたいと思っています。

この中でも研修会については、毎回テーマに

2 期目であるので、特に気負いもないのです

苦慮するところであります。オンラインの導入

が、ゆとりを持ちすぎて支部役員にはご迷惑を

された頃は、その内容が多かったのですが、今で

かけているところです。2 年は結構早いもので

は落ち着いてきました。

す。気が付いたら 2 期目が終わっていたなんてこ

草加支部では年 2 回の研修会の一つを、支部
会員から実際に経験した事例を提供してもらい、

との無いよう、気を引き締めていこうかと思い
ます。

参加者で意見交換しながら事例研究形式での研

支部役員も一気に若手に引き継いだのが 1 期

修会にしています。実務の上で思いもよらぬ事

目でした。私を含め役員経験の無い者達の集ま

態に遭遇することも多々あることと思います。

りでしたが何とか乗り切りました。もう 1 期担

そのような場合での似たような経験を話しても

当すれば支部も落ち着くのかなと思い、再び拙

らい解決の糸口を探したり、各行政や担当官に

い支部長を務めることとなりました。次の支部

よって全く対応が違うケース等を報告してもら

長に上手にバトンを渡すことが、今の使命かと

い、過去の事例から、その対応や注意点を紹介し

思っています。改めての 2 年間どうぞよろしくお

ていただいたりと、とても実務に役立つ研修で

願いいたします。
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員
紹
会
介
入
新
（今年度以前入会者）

自己紹介

重責のある業務を支えるのが知識と経験だろう
と考えております。

浦和支部
五十木 翔

また、
「その業務を行ってもよい。
」と「その業
務が出来る。」は違うということもここ数年で思
い知らされた現実の一つです。国からはその業
務を行うことを許されても、では実際にその業
務を遂行できるか否かが問題であり、この問題
にはずいぶん悩み、この職業は自分に適してい

はじめまして、このたび浦和支部に入会いた
しました五十木

翔（いかるぎ

あきら）と申し

ます。私は群馬県出身で、ここ埼玉に事務所を置

るのかどうかを自問自答する日々を過ごしてお
りました。
しかし、自分の中で良い意味での開き直りと、

く法人に就き、業務をこなしております。地方と

人生の諸先輩方に相談した結果によって今日に

都心近郊では仕事の量と規模が違うことに若干

いたることができました。これからも、緊張感を

戸惑いつつも充実した日々を送っております。

持って業務に邁進してまいりますので、ご指導

知識と経験、そして責任。これは私が実務を通

ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

じて痛感したものであります。試験に合格し、そ
の年に現在所属している法人に就職いたしまし
た。私にとっては初めての就職であり、そこで私

私が目指す土地家屋調査士

は自分の無力さを痛感いたしました。なにせ実
務経験がほぼ無い状態ですから分からないこと

上尾支部

だらけで、
「資格が何だ！」と思うと同時に、
「た

髙橋利公

だ会社で仕事をするだけなら資格はいらないで
はないか。
」とも思いました。
「なぜ資格が必要な
のか？」と悶々と考える日々が続きました。最初
は、
「独立開業する為には必要だから。」とも考え
ておりましたが、何かしっくりときませんでし

このたび、土地家屋調査士会上尾支部に入会

た。国家がその業務を行うために試験を課し、合

させて頂きました、鴻巣市の髙橋利公です。

格した者のみできる業務のそこに何があるので

今回は、新入会員の自己紹介ということで土地

しょうか？

家屋調査士になるまでの経歴について書かせて

そして法人の社員として登録し、自分の名前

いただきます。

で仕事をするようになって気が着いた答えのひ

土木大学を卒業し、東京の上下水道のコンサ

とつが、
「責任」です。人様の財産を扱う仕事に

ルタントに勤め、その後にバブル全盛期には、構

はそれ相応の責任を負わせる必要があるという

造物の設計コンサルで橋梁の設計に携わってお

のは至極当然かつ当たり前のことです。そんな

りました。地元埼玉に戻り平成 8 年土木の設計を
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主に独立をしました。独立した年は、平成 7 年に

私が目指す土地家屋調査士

発生した阪神・淡路大震災の翌年で土木設計の
橋梁の耐震補強設計の構造計算・配筋図で、関
越道 ˜ 北陸道の橋梁補強の設計が主たる業務で

熊谷支部
関根一隆

ありました。それから、3 年から 5 年が過ぎたこ
ろには橋梁の補強設計も一段落してしまい、道
路設計、水道設計、下水道設計の協力会社として
官庁からの委託の公共事業を中心に設計業務に
事業転換を行い、ほぼ 100% 官庁からの仕事に依
存していました。

私は、今年の一月に埼玉土地家屋調査士会に
入会した、熊谷支部の関根一隆と申します。日本

しかし、平成 17 年から平成 18 年にかけて各地

で一、二を争う暑さで有名な熊谷市で生まれ育

で『平成の大合併』による市町村合併が相次ぎ、

ち、事務所も熊谷市内に設けています。そのた

官庁からの仕事発注量が減少していったため、

め、仕事の場所も熊谷市近辺が多く、夏は汗を滝

民間発注の大型開発事業などの開発申請の業務

のように流し、大量の水を飲み、そしてまた汗を

を手がけていくようになりました。

滝のように流す毎日です。

その後、平成 23 年に発生した、東日本大震災に

熊谷市は、
「暑いぞ、熊谷」というキャッチコ

よる大規模地震災害で、その年は、今までにない

ピーの他に、
「ラグビータウン熊谷」という顔も

ほど官庁からの公共事業の仕事量は激減してし

持ち合わせています。そのラグビータウンで、私

まい、業務全体の 6 割を官庁の設計業務が占めて

は十二年間ラグビーを続けていました。そして、

いた為、仕事受注量が減りかなりの痛手で経営

嬉しいことに 2019 年に日本でラグビーワールド

が厳しい年でありました。

カップが開催され、熊谷のラグビー場でも試合

その為、民間の開発事業の業務へと更に事業

を開催することが決まりました。このことによ

をシフトしていく事となり、開発事業の物件に携

り、日本に少しでも活気が出てくることを期待

わって行っていく中で、測量だけでなく土地の登

しつつ、日々調査士業に励んでおります。

記関係知識が必要不可欠となり土地家屋調査士

私が目指す土地家屋調査士

を受験しようと考えたものの、調査士の知識はほ

私は、当たり前の事ですが表示の申請代理業

とんど無かった為、書店で参考書を見ても難解

務以外の部分でもより良いサービスを提供でき

で時間ばかり過ぎていくと感じ、将来のことを考

る土地家屋調査士を目指していきたいと考えて

えて資格専門の学校に通学、1 年目、法令は通過、

おります。なぜなら、土地家屋調査士業務を行っ

図面は悲惨な結果でした。2 年目は、法令は通過

て初めて、依頼通りに業務を行うだけでは本当の

でしたが、図面で 1.5 点足らずに不合格。そして、

意味で依頼者の為にはなってはいないと痛感し

3 年目で合格させていただきました。

たからです。表示に関する登記の業務には、不動

その間に多くの仲間と知り合い、土地家屋調

産登記法、民法、土地家屋調査士法以外にも測量

査士としての仕事についていろいろなことを教

技術、設計技術、都市計画法、農地法、建築基準

えてもらい今でも判断に困ったときには相談に

法、相続に関する問題、税に関する問題、権利に

のってもらっています。

関する登記の問題等、様々な分野が関係してきて

今後は、土地の権利を扱う専門家としての自

います。その各分野の視点からも観察し、依頼者

覚を持って、顧客からの信頼関係を築き、誠意を

にとって一番良い形のアドバイスができること

持って業務に取り組んで行きたいと思っていま

が土地家屋調査士としての業務だと感じました。

す。まだまだ、調査士としては業務経験も浅く未

そのためには、日々実務における技術と知識を学

熟者でありますが今後とも宜しくお願いいたし

び、時代の流れを敏感に察知しながら常に勉強

ます。

し続けていかなければなりません。ただ私は、ま
だまだ新米の土地家屋調査士ですので知識も技
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術も表示の申請業務に関しても未熟です。です

していました。合格までの受験回数は数えたく

ので、まずは先輩方の仕事を見て盗み、聞いて盗

ないほどですが、調査士として自分の事務所を構

み、自分の中に吸収していき一歩一歩成長できる

えたからには、少しでも早く先輩の皆様に近づけ

よう努めていきたいと思っております。

るよう日々努力していきたいと思っています。

また、土地家屋調査士としての業務を行って

土地家屋調査士の業務は不動産という「物」の

いく上で私が第一に心掛けていきたいことがあ

調査・測量だけでなく、依頼者や隣接する土地

ります。
「嘘をつかない」ということです。この

所有者の方など「人」への対応も大変重要なため、

ようなことは、幼稚園児でも小学生でもわかる

幅広い知識と経験が必要だと自覚しています。

ことです。ですが、そんな簡単なことを忘れてし

そのためには研修会などを通じて各種関係法令

まい少しぐらい許されるだろう、騙せるだろう

や新しい情報を常に吸収し頑張る所存です。

と思ってしまう大人はたくさんいます。今後仕

まだまだ未熟な調査士ですので、これからお

事をしていく上で、申請者から虚偽の申請を頼

会いする先輩の皆様にご指導いただけますと幸

まれることがあるかもしれません。また、業務を

甚です。よろしくお願い申し上げます。

期限までに間に合わせるために虚偽の証明書等
を作成させられることもあるかもしれません。
それでも、法を扱う者が、虚偽の行為や申請手続

私が目指す土地家屋調査士

き、名義貸しをすることは絶対にあってはなら
ないことであり、たとえ誤ってした行為だとし

大宮支部

ても許される事ではありません。土地家屋調査

白石英孝

士という看板を背負っている以上は新人だとし
ても、一資格者として周囲の人たちからは見ら
れるため、緊張感をもって慎重に業務を行って
いくよう心掛けていきたいです。また、このよ
うに感じることは新人だからだとも思っていま

皆様はじめまして。今年の 2 月に入会した白

す。年数・経験を重ね、業務に慣れてくることで

石 と 申 し ま す。名 前 は ヒ デ タ カ と 読 み ま す が

緊張感が薄れてくるかもしれません。だからこ

ちょっと言いづらく、たまに噛んだりしていま

そ、今のこの気持ちを忘れずに、常に仕事に向き

す。41 年も使っているというのに．
．
．

合っていきたいです。

諸先輩方にもいらっしゃると思いますが、私
の父も家で測量会社を開業しておりまして、そ
の影響もあってか大学では土木工学を専攻して

新人調査士として

いました。ただ当時は漠然と測量実習をこなす
程度で調査士になろうとは１ミリたりとも思わ
ず、都内の設計会社に勤め 10 数年ほど橋梁の設

狭山支部

計に携わっておりました。

淺海敬央

毎日毎日終電で帰宅し土日も出勤するという
生活を続けていましたが、肉体的にも精神的に
も参ることがなかったのは、家族の支えと頑丈
に生んでくれた母のおかげです。

はじめまして。平成 26 年度の試験に合格し、

そんなワタクシの転機は 35 歳の夏。仙台支店

今年 1 月に入会させていただきました淺海敬央

への転勤が決まり、単身赴任への期待と希望に

と申します。

胸膨らんでいた夏。

私は大学を卒業してから専門学校で測量を学
んだ後、父の土地家屋調査士事務所で補助者を

「実家に帰って会社を手伝わないか」
勤務状況への不満から、少しずつ調査士という
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ものを調べ始めていた私の背中を押したのは、

いた図面が現地に全く即していなかったことも

母からのそんな一言でした。単身赴任の生活に

ありました。

後ろ髪ひかれながら退職しましたが、私の代わ

そして３つ目の地権者の意見に耳を傾ける。

りに転勤した後輩は仙台支店から秋田支店に移

地権者のなかには土地に詳しくない人もいます

動になり未だに東京に帰ってきていません。い

し、勘違いや思い込みで議論がヒートアップす

や〜ほんとうに良かった。

ることがあります。

心機一転、父の測量会社で働き始めましたが、

そんな時、父は静かに耳を傾け穏やかに話をし

今度は調査士試験の壁が立ちふさがりました。

ていきます。時には世間話を交えながら、いつの

恒例行事（!?）となった年度明け〜 GW 〜お盆休

まにか承諾書に判をもらっている時もあります。

みの勉強．．．ここでも家族に感謝です。

その他もっと大事なことがあるとは思います

さて長々と調査士になるまでの経緯を紹介さ

が、諸先輩方とも交流を深めながら設計会社時

せていただきましたが、いざ調査士になってみ

代の経験も活かしつつ、一歩一歩調査士として

て思うこと。と言ってもまだ駆け出しですので、

成長していけたらと思います。

だいぶ理想像的な話になります。更に言います
と、一番身近にいる父が目標の調査士となるの

乱筆乱文にお付き合い頂きありがとうござい
ました。

でしょうか。
話が前後しますが、橋梁設計をおこなってい
た時のお客様は官公庁がほとんどで、橋梁形式

私が目指す土地家屋調査士

や施工方法を打合せの中で提案し、税金の使い
道として最適な橋梁を決めていきます。会計検

浦和支部

査にも耐えうるものでなくてはなりません。そ

小町尚徳

のためには数週間から数か月かけて検討を繰り
返し、膨大な資料や計算書をまとめ打合せに臨
んでいました。資料のまとめ方から話す手順ま
で、プレゼン次第で数か月の苦労が水泡に帰す
る場合もありますので、まさに真剣勝負でした

はじめまして。私は平成 26 年度の土地家屋調

が、あくまで公共事業であり担当者の懐が痛む

査士試験に合格し、今年の 2 月に登録しました小

ということはありません。

町尚徳と申します。

そしてここ数年。補助者的立場として現場に

私は大学の法学部を卒業後、合成樹脂原材料

同行してきましたが、そこで思うこと。

などを海外の顧客に販売する営業職に就いてお

・個人的財産を取り扱っているということに意

りましたが、都合により退職し就職活動を行っ

識を持つ。
・数字だけに囚われず、現場の状況を広く視野に
入れる。
・じっくりと地権者の意見に耳を傾ける。

ていた時にたまたま目にした求人が土地家屋調
査士の補助者募集でした。
当時の私は土地家屋調査士について全く無知
な状態、名前すら知らない状況でしたが、何とか

1 つ目ですが、申請人の土地はもとより隣接地

採用していただくことができ、採用されたとい

の方の土地も個人財産。申請人の財産だけ守れ

う安堵感と、どういう内容の仕事をするのか分

れば良いというのではなく、あくまで中立的立

からない不安感と、でもとにかく頑張るぞとい

場から物事を判断できるということ。

う気持で臨みました。就職した事務所は先生を

２つ目の現場の状況ですが、現場の状況・塀

はじめ同僚の方にも恵まれ、業務を通じて様々

の位置や土地の利用状況などから地権者の土地

なことを勉強させていただくことができ日々業

に対する考えに思いを馳せるということ。現地

務に精進することができました。業務を通じて、

もよく考えず数十年前の地積測量図に頼って書

土地家屋調査士の業務は法律的な知識をはじめ
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幅広い分野での知識が必要であるとともに、技

父のもとで補助者をしていたために、CAD の

術者として現場作業の技術の向上に努め、折衝

取り扱いや電子申請のやり方については一通り

力、コミュニケーション力も必要であると感じ、

こなせておりますが、土地の境界確認作業にお

他に無い特殊な職業であることに非常に惹かれ、

ける隣接地所有者に対する説明の仕方等につい

試験合格に向けて勉強に励みました。

てはまだまだ不勉強なところがあります。

試験合格時には他の事務所に在籍しておりま

土地の境界確認作業においては、正確に境界

したが、先生をはじめ事務所の方の多大なご協

の位置を特定することに加え、隣接地所有者と

力もあり無事合格することができました。

のコミュニケーションが重要になっていること

とにかく試験に合格することだけを考えて勉

を、補助者をしていて痛感いたしました。

強に励み、昨年合格、今年登録を終えて自分がこ

そのため、今後はコミュニケーション能力の

うなりたいとか、こうしたいとか目指す土地家

向上を視野に入れつつ、地元に密着した仕事を

屋調査士については考える余裕がまだ無いのが

していきたいと思っております。

現在の状況です。しかし今までお世話になって
きた先生方をはじめ多くの人たちへの感謝の気
持ちを忘れずに、試験を受けていた頃の緊張感、

私が目指す土地家屋調査士

合格した時の気持ちをこれからも忘れずに土地
家屋調査士として日々研鑽を重ねて、自分らし

川口支部

い土地家屋調査士というものを探して行きたい

加藤

と思います。

真

私が目指す土地家屋調査士
「8 月 19 日」ちょうど 1 年前、土地家屋調査士
試験を直前に控え、一生懸命勉強をしていたこ

志木支部

とを思い出しました。土地家屋調査士事務所で

石田隆史

補助者として働いていた私は、毎日短時間でも
必ず勉強することを心掛けていました。そして、
その甲斐があって無事試験に合格することがで
きました。

はじめまして。私は平成 26 年度土地家屋調査

私は、父親が司法書士であったため、土地家屋

士試験に合格し、翌年 2 月に登録いたしました石

調査士という仕事を知りました。土地家屋調査

田隆史と申します。

士は、内業、外業の作業、また法律家でありなが

私は、大学は農学部を卒業し、その後土地家屋

ら職人のような作業もこなさなければならない

調査士である父のもとで補助者として働きなが

多様な能力を必要とする職業だと思います。私

ら専門学校の夜学に通い、測量士の資格を得て、

は、この多様な能力を必要とする土地家屋調査

六度目の土地家屋調査士試験にて合格いたしま

士という職業にとても魅力を感じました。そし

した。

て、もう 1 つ土地家屋調査士を職業に選んだ大き

それまでの試験では、択一問題の足きりも満

な理由は、受験資格に制限がなかったことです。

足に越えられないことが多々あり、合格した時

私は、高校を卒業後、単身オーストラリアへ渡

はホームページ上の合格発表を見ても信じられ

り、バイクレースの修行に行きました。帰国後も

ず、東京法務局の掲示板に掲示された合格者一

レースを続け国際 A 級ライセンスを取得、1995

覧を見て、やっと合格できたことを確信いたし

年にレースを引退しました。

ました。

その後は、バイク関係の仕事に就いていまし
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たが、6 年前に辞め、土地家屋調査士の道を歩み

自己紹介・土地家屋調査士について

始めました。全くゼロからのスタートでしたが、
受験資格に制限がなく、誰でも、いつからでも挑

東松山支部

戦できる試験だったので、諦めることなく資格

道添敬太

を取得できたと思います。
以前、補助者として働いていた事務所では、毎
日現場に出て外業、事務所に戻り内業と忙しく
働いていました。そのたくさんの経験のおかげ
で知識や技術が身につき本当に感謝しています。

私は、埼玉県の東松山市出身で東松山でずっ

そして今、土地家屋調査士として仕事ができて

と育ってきました。小学校から高校まで野球を

本当に嬉しく思います。

やっていてスポーツが中心の学生生活でした。

土地家屋調査士という仕事は、依頼人や境界

大学進学後、地元の住宅会社に入社、住宅営業を

立会などでたくさんの方々と出会う機会が多く

約 7 年、現場監督 2 年を経て平成 26 年度に埼玉

あります。その方々に一方的に話をしたり、承諾

土地家屋調査士会へ入会させて頂きました。

をとりつけたりするのではなく、相手の話をよ

大学進学後仕事をしなくちゃいけないという

く聞いてから、こちらの話や意見を言うように

思いで就職して働きましたが、数年経った中で

心掛けています。

先輩方の独立・資格取得であらたな道を進む友

この間の境界立会では、私が 1 人の隣接地主

人が多くなってきて色々な話をする機会が増え

さんに、境界の確認をお願いしたところ、
「うち

てやはり将来のことも考えることが多くなりま

は関係ないから」の一言だけで家の中へ入って

した。そんな中、まずは何か資格取得を目指そう

しまいました。承諾をいただくどころか、境界す

と思い立った中で、父が土地家屋調査士として

ら確認していただけませんでした。私は、その隣

開業していたこと、自分が住宅営業として働い

接地主さんの話を聞こうと、何度かお宅に伺い

ていた際色々な職種の方々と関わりを持たせて

しましたが、なかなか出て来てくれません。3 度

頂いた中で、測量や登記の依頼で土地家屋調査

目にようやく話を聞かせていただくと、以前こ

士にお願いすることが多々ありました。そんな

ちらの申請地の地主さんから、境界の位置で文

中境界の立会いで少し揉めてしまっていた現場

句を言われたので立会もしたくないし、話もし

があった際、依頼した先生に助けられた経験が

たくないとの事でした。その隣接地主さんの話

あり、不動産の表示登記の専門家であり法律家

が 1 時間以上も続き、ようやく気持ちが少し落ち

であるその仕事ぶりに関心と興味を持ちました。

着かれたようで、その日は私もこれで帰りまし

また土地家屋調査士は地元の土地・建物にかか

た。数日後、もう一度その隣接地主さんのお宅に

わることが多いということで、地域密着の仕事

伺い、こちらの話も聞いていただき、ようやく境

でもあると同時に地元に貢献できる仕事が最終

界を確認して承諾をいただくことができました。

的にやりたいと考えていた私にとっては、土地・

終わってみると逆に感謝をされ、お疲れ様と声

建物という生活の中でも大変重要な不動産にか

をかけられた時には、本当にこの仕事を選んで

かわれる、不動産登記の専門家である土地家屋

よかったと思いました。

調査士なって地元で活躍していきたいと考え現

これからも、先ずは相手の話を聞いて会話が
できるように心掛けたいと思います。そして、た
くさんの「縁」があるといいと思います。

在に至ります。
土地家屋調査士業は、士業のなかでも特殊だ
と感じているのは、現地で測量する野外での作
業と、その測量成果を計算して図面を作成した
り、各種申請書類を作成したりする事務所作業
の両方があるのは特徴だと感じています。屋外
作業などの体力面と事務所業務で図面作成など
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専門的な知識など、緻密な作業が必要でたいへ

てやりがいのある、また、誇りの持てる仕事を考

んそうと思うところもありますが、他業種では

え始めました。不動産の業界には興味があった

味わえない魅力も多く感じます。また法律家で

のですが、20 代のころは資格を目指すまでは考

はありますが直接お客様とコミュニケーショ

えていませんでした。

ンをとることもあり、そこからの情報も大変貴

ですが、土地家屋調査士という資格があるこ

重な資料になることを考えると、コミュニケー

とを知り、調べていくうちに、大変公共性の高

ション能力も大変重要な力になってくる仕事だ

い、やりがいのある仕事だと感じ、資格取得を目

と思います。土地や建物を測量して登記申請し

指すに至りました。

たものが、後世にわたって残ることになること
はとてもやりがいがあり責任があることです。
土地家屋調査士として今後お客様が土地や建

そして 4 回目のチャレンジで試験に合格し、今
土地家屋調査士としての第一歩を踏み出したと
ころです。

物を将来にわたって安心して持ち続けて頂くた

現在年齢は 36 歳です。土地家屋調査士になる

めに正確な測量や図面が欠かすことができませ

まで、紆余曲折を経てきたと思っております。し

ん。土地・建物登記の専門家として正確な業務

かし、今までしてきた仕事も決して無駄にはな

ができるようにしていき、公正かつ迅速な業務

らないと思っております。なぜなら、お客様とし

を提供していきます。不動産表示登記は日々新

て接する方の職業は様々な職業だからです。仕

しい先例や新しい測量技術が入り、計算方法が

事や趣味の話は、話のきっかけにつながるから

変わったりと進化していると聞いています。今

です。

後土地家屋調査士として経験を積みながら不動

まだまだ駆け出しの身分ですが、お客様と接

産の取引と安全のために日々勉強し努力してい

していく中で、
「雑談力」は非常に重要だと感じ

きます。

ております。様々な話をしていき、心を開いても
らい、問題の解決に全力を注ぐ姿勢こそが、土地
家屋調査士の仕事であり、それは私の目指す土

私が目指す土地家屋調査士

地家屋調査士像でもあります。
現在は土地家屋調査士法人で働いていて、毎
日忙しい日々を送っております。資格の勉強と

浦和支部

違い、現場での作業や図面の作成など覚えるこ

吉川真弘

とは非常に多く、悪戦苦闘の日々です。実務経験
がまったくないままこの業界に飛び込んだため、
今更ながら仕事の難しさ、責任の重さを痛感し
ております。土地家屋調査士の仕事は日々勉強

この度、浦和支部に入会しました吉川真弘で
す。入会のご挨拶をさせていただきます。

ですから、まずは仕事を早く覚え、少しでも世の
中に貢献できればと考えております。

私の趣味は美術館めぐり、プロレス観戦です。

まだまだ若輩者の私ですが、諸先輩方のご指

浦和支部の先輩方、どうぞよろしくお願い申

導ご鞭撻を受けながら成長していきたいと思っ

し上げます。
私は大学を卒業してから信用金庫に就職した

ておりますので、浦和支部の皆様、どうぞよろし
くお願いいたします。

ものの、1 年もたたずに仕事を辞め、その後ト
ラックの運転手や製造業で働いてきました。特
にやりたい仕事というものを持っていませんで
した。
しかし、30 歳を超えたころ、
「このままでいい
のか」という考えが頭をよぎり、一生の仕事とし
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大規模災害時における被災家屋調査手法に係る
研修会レポート
広報委員
・日 時

平成 27 年 8 月 6 日（木）午後 2 時から 4 時 30 分

・会 場

静岡市役所清水庁舎 3 階 313 会議室

長沼健（熊谷支部）

・内 容
1. 静岡市の防災について
防災テーマ、地震被害想定、
東日本大震災現地活動より得た教訓
2. 被災家屋の調査手法について
⑴ 被災家屋調査の概要について災害発生から調査完了ま
での概要
⑵

静岡市役所清水庁舎

災害に係る住家の被害認定について住家の被害区分と認定基準、練習問題を使用しての住家
被害認定調査票の記載方法

・所感（研修後の感想）
静岡県会は平成 21 年 4 月の時点で、静岡県内全市町と災害協定を締結済みであり、研修会も定期
的に開催しています。今回の研修に参加させて頂いて、全市町村との災害協定の締結は大前提であ
り、災害協定を締結した後の研鑚こそが、将来起りうる災害に対しての備えであると感じました。
また本会においては、平成 26 年 2 月の秩父市での大雪害に伴う、迅速な罹災証明発行のための災
害家屋認定に寄与できました（罹災証明に関する先進的な事例集より）
。
静岡県会の研修と、この事実から、我々土地家屋調査士は、災害が発生したときの県民の皆様の一
助になることができるであろうと考えます。
認定作業に関して
内閣府は「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」で判定すると言っていますが、今回の研修を
受けてみて、やはり座学の研修だけでは即戦力とはなりえないと思います。模型を使用した研修を
公共団体向けに行っている民間企業もあると聞きますし、より実践的な研修で訓練していき、災害
時には熟練者とバディを組む等で対応できるのではないでしょうか。
研修期間に関して
一概には言えませんが、一般会員向けの周知用研修と、被災家屋認定に特化した会員育成用の研修
とに分けた方が良いかと思います。
危険度に関して
災害の規模にもよりますが、一次調査は被災家屋外観の調査のみですので危険度は少ないですが、
二次調査は被災家屋の内部調査になりますので危険度は高まります。
調査員の事故等に関して
本会協定書の災害補償の規定からも、調査員に事故、疾病、死亡等が発生する可能性はあると思い
ます。
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平成 27 年度 ボウリング中央大会の結果
平成 27 年 7 月 16 日（木）浦和スプリングレー
ンズにて、平成 27 年度ボウリング中央大会が開
催され、試合終了後、ヘリテイジ浦和別所沼会館
にて表彰式及び立食パーティーが行われました。
結果は次のとおりです。
団体の部
優

勝

川越支部

準優勝

草加支部

第３位

上尾支部 A

第４位

大宮支部 A

優

勝

江口好晴（川越支部）

準優勝

松井茂樹（川越支部）

第３位

水野

中原副会長による始球式

個人の部

誠（川越支部）

江口先生は団体、個人共に優勝。また、川越支
部は個人の部でも 3 位まで独占し、6 人の平均ス
コアは約 158 と高得点での優勝でした。

団体優勝の川越支部
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第 1 回境界問題相談センター埼玉研修会の開催
平成 27 年 7 月 14 日（火）市民会館うらわにおいて標記研修会が開催されました。
研修テーマ『ADR の現状』
講師

東京土地家屋調査士会 ADR センター長

出席者数

大倉健司先生

59 名

吉川市との災害時における家屋被害調査に関する協定締結式
平成 27 年 7 月 27 日（月）吉川市市長室において標記調印式が執り行われました。
出席者

吉川市

中原恵人市長、岡田啓司市民安全課長

本

佐藤会長、中原副会長、武内災害家屋調査副委員長、髙橋広報部長、

会

竹村広報部次長、清村越谷支部長、加崎勇越谷支部会員

全国一斉第 6 回不動産表示登記無料相談会の開催
平成 27 年 7 月 31 日（金）埼玉会館 2 階ラウンジにおいて、標記相談会が開催されました。
担当者

さいたま地方法務局

不動産登記部門統括表示登記専門官

本会会長、業務部、広報部担当役員
来場相談者

8組

相談内容

川崎浩氏

10 名

境界問題、測量、分筆、建物登記など

南部ブロック懇談会開催
平成 27 年 8 月 5 日（水）上尾駅「東武バンケットホール上尾」において標記懇談会が開催されました。
担当支部

上尾支部

内

本会報告事項、質問、要望事項等

容

出席者数

本会

9名

ブロック

32 名

筆界調査委員及び筆界調査委員予定者を対象とした研修会開催の開催
平成 27 年 8 月 18 日（火）さいたま共済会館において標記研修会が開催されました。
講師

浦和支部

研修内容

伊藤暢康会員

現場で求められる判断、それに基づく意見書の書き方主張すべき内容と文言の選択と注
意事項等

出席者数

58 名

東部ブロック懇談会開催
平成 27 年 8 月 26 日（金）春日部市「やまや新館」において標記懇談会が開催されました。
担当支部

春日部支部

内

本会報告事項、質問、要望事項等

容

出席者数
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本会 10 名

ブロック

45 名

◆訃

訃

報

報◆

謹んでご冥福をお祈りいたします。

國府田 章治（79 歳）

上野 雅敏（84 歳）

神田

平成 27 年 1 月 3 日ご逝去

平成 27 年 1 月 8 日ご逝去

平成27年2月18日ご逝去

岩崎 安夫（65 歳）

菅原

園田 鉄夫（95 歳）

平成 27 年 4 月 2 日ご逝去

平成 27 年 5 月 2 日ご逝去

隆（82 歳）

茂（66 歳）

平成27年7月14日ご逝去
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編

集

後

記

本号は、役員改選年度最初の発刊となりました。
ご寄稿依頼、編集発刊作業その都度の会議、またこの度は、印刷担当業者の選択、
と初めて担当する方が多い中、あわただしく慣れない作業を進めての無事発刊です。
本号より表紙デザインを一新しました。もちろん、今までの表紙に伝統を感じら
れる方も違和感をもつ方も、また、賛否あることと思いますが、マンネリを打破する
ためにも、新期広報委員の意気込みの表れとしてご理解をお願いいたします。
内容といたしましては、新期本会役員、新期支部長さらには、去年よりの新入会員
（前半の方）の皆様と今までになく多数の方々にご寄稿願いました。
新入会員の皆様には、時間が経ってしまい今さら、と思われることと思いますが
調査士になりたての初々しさ、意気込みとかその中の不安などをそれぞれお書きい
ただき、年数を経た会員の刺激になればという企画でお願いいたしました。
また今回は、親子の共演という場面（寄稿）もあります。
なお、新人会員の前年度後半の方々には、次号にてお願いする予定です。
申しましたように、不慣れな中での発刊であります。また、本号は、多分に会員の
紹介に終始してしまったという反省もありますが、今後、会員皆様のご理解、ご意見
をいただき、会員皆様によって創られた会報であるという認識で、前号までの会報
に劣らぬよう努力していきたいと考えます。
発刊に当たり、猛暑の夏、お忙しい中ご寄稿いただきました皆様のご協力に心よ
り感謝申し上げますとともに今後も広報部一同に対しましてご理解、ご支援を賜る
ことをお願い申し上げます。

広報部長

広報部
中
髙
竹
杤
外
亀
菊

原
橋
村
原
山
井
地

照
公
博
雅
郁

泰
二
之
之
健
臣
浩

発

行

日

平成 27 年 10 月

発

行

所

埼玉土地家屋調査士会
〒 330-0063

電
Ｆ

Ａ

さいたま市浦和区高砂 4−14−1

話

（048）862−3173

Ｘ

（048）862−0916

ホームページ

http://www.saitama-chosashi.or.jp/

E - m a i l

office@saitama-chosashi.or.jp/

発

人

佐藤

忠治

編 集 責 任 者

中原

照泰

長

髙橋

公二

刷

株式会社埼玉新聞事業社

広
印
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