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表 紙 写 真・・・ランプの宿（志木支部　髙橋公二会員）
　写真は、石川県能登半島最先端にある珠州岬よしが浦
温泉を訪れたときのものです。
　空中展望台「スカイバード」より「ランプの宿」の前に
広がる、5月の美しい海を見て思わずスマホで・・・。
　大地の気流と海上の暖流・寒流がぶつかり合い、自然
界の気が集中する地点。
　日本3大パワースポットの1つに数えられ「聖域の岬」
と呼ばれているそうです。
　左下にデッキが見えます。床はグレーチング状で崖か
ら9.5mも突き出ています。
　そこまで出れば、もっと素晴らしい写真が撮れていた
かもしれませんが。
　パワーを少しだけ、もらってきました。
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　皆様こんにちは
　5月19日に行われました埼玉土地家屋調査士
会第71回定時総会において、皆さまのご協力に
より無事に総会を乗り切ることができました。
御礼を申し上げます。会員の皆様におかれまし
ては、それぞれの立場において定時総会におけ
る役割を果たされましたことを御礼申し上げま
す。

　会務運営については、第71回定時総会におい
て承認されました事業方針の5本柱　1．資格者
専門家としての自覚と倫理観の啓発、2．制度広
報の充実、3．効率的財務運用、4．会員業務の研
修・研究の充実、5．社会貢献活動の推進に基づ
いた事業計画に沿って執行してまいる所存で御
座いますが、会員の減少傾向があることから財
務体制は将来厳しいものとなっていくものと思
われます。会務運営がより効率的で実効性にあ
るものとなるよう無駄のない会務運営、事業施
行にあたりたいと思っております。

　総務部においては「名義貸しと補助者任せ」、
「事務所の実態調査」、「職務上請求書の使用方
法」等について検討しており、財務部において
は「少子化が及ぼす会員減少と会費」、「マイナ
ンバー制度の対応」等に、業務部は「筆界特定対
策」、「土地の地域慣習」、「93条調査報告書」等に
ついて、研修部は次期の「研修課題」と「新入会
員の研修」等に、広報事業部は、現在、情報委員
会を中心に「ホームページのリニューアル」に取
り組んでおりますが近々には完成する予定であ
ります。これにより皆様にこれまでより使いや

すい、見やすいホームページになると思ってお
ります。ぜひ一度ご利用ください。また土地家
屋調査士制度の広報を目的としたテレビ放映も
行っておりますので、視聴しお客様に宣伝して
ください。

　次に、政治連盟とのかかわりについては、6月
6日に関ブロ内の各単位会政治連盟会長と関ブ
ロ内各単位会会長との打ち合わせ会があり、そ
のなかで、法改正に向けた今後の行動計画の内
容について、日調連で現在取り組んで、法改正
に向けて民事2課に申し入れをしている課題に
ついて明らかにされております。それは、一つは

「立会いの法文化」であり、もうひとつは「隣地の
人に立会いのお願いでなく、立ち会わなければ
ならない」という義務化へ向けた法第3条の改正
を企図していることの報告がありました。国民
の土地利用計画が、隣地者が立ち会わないため
に、境界確認ができなく頓挫してしまうことを
避けるためで、国民の利便性を図ることを理由
としております。また、全調政連からの提言とし
て、3条業務を改正し、筆界に絡む調査測量は、
登記をしなくても、3条業務に含ませたいといっ
ております。これは職務上請求書の使用を疑義
なく使用できるようにしたいということからの
提言でこれも国民の利便性を考えてのことです。

　災害時における家屋被害認定調査に関する協
定は、今年度も継続してまいります。（注1）埼葛
支部の皆さんのご努力により、6月24日に久喜
市と締結し、川越支部の皆さんのご努力により7
月19日には三芳町と締結致しました。締結式が

新年度に向って
埼玉土地家屋調査士会 会長　佐藤忠治
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◆ ご挨拶 ◆

有れば、埼玉新聞、あるいはテレビに取り上げら
れますので、社会貢献事業という目的と、調査士
制度の知名度の向上ということから、今後も続
けていく所存でありますので、皆様のご協力を
今後ともお願いいたします。因みに久喜市との
締結式は埼玉新聞紙上に載り、テレビ放映され
ております。また2月の本庄市との締結も同様に
テレビ放映されております。
（注1）6月10日の埼玉新聞に越谷市で開催した
本会総会の記事が載っており、その中で「佐藤会
長は熊本地震災害にお見舞いを述べ、会では現
在、県内25市町と災害協定を締結している。事
業計画には、資格者専門家としての自覚・・・・
社会貢献活動の推進等5本の柱を挙げた」と記載
されている。

　この災害協定については、事業方針のなかで
決定して定時総会で皆さんの承認を受けている
もので、これに対して熊本地震をみて本会が人
的能力、金銭的能力から災害家屋すべてに対応
できないから、災害協定締結を中断しようとい
う議論が執行部の一部から出たが、この災害協
定は、今回の熊本地震よりもっと大きな阪神淡
路大震災（注2）の際に罹災証明書の発行が遅れ
たことから、市民の皆さんの手助けをしたいと
いう趣旨で、土地家屋調査士制度60周年を記念
して発足したものです。当初より、大規模な地震
等による被害は予想しているもので、その中で
できることを社会貢献として行っていこうとし
たものです。土地家屋調査士は業務を行うこと
により、社会から恩恵を受けております。その恩
恵に少しでも報いようとこの社会貢献活動を目
的としているものです。
（注2）阪神淡路大震災の被害状況　　震度7　死
者6432名　　負傷者43,700名　全壊家屋10
万5千棟　半壊家屋　14万4千棟
　熊本地震の罹災証明発行事務等について、他県
から派遣されて罹災証明書発行事務を行っている
職員は257名、今後2次調査のために派遣を予定
している東京都及び指定都市職員は120名です
（6月30日現在）

さいたま地方法務局との関係につきましては
　本年度も調査士法施行規則39条の2に基づく
調査依頼が予定されております。
今年度は、1．本局不動産登記部門、2．春日部出
張所、3．久喜支局、4．秩父支局、5．飯能出張所
の五つが調査実施対象登記所となっております。
　これは非調査士の実態調査の実効性をより高
め、非調査士に対する法務局からの警告等の発
信につながっております。この調査活動に調査
士会として協力していきたいと思っております。
調査対象の管轄の支部の皆様には大変お世話に
なりますが、よろしくお願い申し上げます。
　これにより、依頼者が安心して表示に関する
登記手続きが進められる環境を作っていきたい
と思っております。

　また、改正された93条調査報告書については、
9月から完全施行となりますので、それまでに十
分習得し、対応していただきたいと思います。各
支部からも93条調査報告書の講師依頼が殺到し
ております。早めの対応が賢明かと思います。
　私もすでに、建物表題登記、土地分筆登記等何
件か出しておりますが、印刷した場合には紙の
枚数がかさみますので、PDFに印刷して、電子
署名して送信することをお勧めいたします。

　私は、今後とも、会員の目線に立ち調査士の業
務の適性化を図るとともに、地位の向上を願っ
た環境作りを行って参りたいと思っております。

　そして土地家屋調査士の将来を見据えるとと
もに、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是非
将来に向かった建設的意見と活発な議論をお願
いし私の挨拶といたします。
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　本年4月1日付けの人事異動により、大津地方
法務局からさいたま地方法務局への勤務を命じ
られ、埼玉県人の仲間入りをさせていただくこ
とになりました。どうかよろしくお願いいたし
ます。
　私の出身は、徳島です。関東地方では徳島と
いってもどこにあるのかよく分からないという
方も多いのではないかと思います。全国的に知
られたものといえば、阿波踊り、高校野球の池田
高校くらいでしょうか。しかし、近年では阿波踊
りといっても全国あちらこちらで開催され、徳島
に行かずとも観ることができ、存在価値は低下
しているのではないでしょうか（しかし、やっぱ
り地元での迫力は違うものがあると思います。）。
　地方法務局での勤務は5局10年目となります
が、行く先々でその地の自然や文化に触れるこ
とができ、貴重な経験をさせてもらっています。
前任地の滋賀県は、京都に隣接していることも
あってか地味な存在で知名度は必ずしも高くは
ありませんが、かつて万葉の時代には歌に詠ま
れ、天智天皇が都を置き、戦国時代には正に歴史
の舞台として、至る所に名所・旧跡が残ってお
り、現在は湖国と呼ばれるように琵琶湖を中心
とする観光地としても魅力のある地でした。こ
のたび、さいたま局に勤務となった機会を利用
し、埼玉県に関する知識をあまり持ち合わせて
はいませんが、是非とも県内を巡ってみたいと
考えています。

　ところで、表示の登記に関する施策を推進し
ていくためには、土地家屋調査士の皆様との緊
密な連携は必要不可欠です。
　筆界特定制度は、平成18年に制度が施行され、
本年1月20日で発足から10年を迎えました。土
地家屋調査士の皆様には本制度の実施に当たり
筆界調査委員として筆界紛争の解決に御尽力を
いただいています。法務局としても利用者とし
ての国民の皆様からの信頼と期待に応えるべく、
適正・迅速な処理に取り組んで参りたいと考え
ていますので、引き続きご支援、ご協力をお願い
いたします。
　登記所備付地図の整備は、土地取引の活性化、
公共事業の円滑な推進の観点から極めて重要で
あり、法務局では、平成27年度から「登記所備付
地図作成作業第2次10か年計画」により、都市部
における地図整備を進めているところです。
　社会的課題となっている空家対策については、

「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施
するための基本的な指針」では土地家屋調査士
の皆様は市町村が設置する協議会の構成員とさ
れています。また、本年4月1日付けで一部改正
された同指針では、構成員として法務局職員が
追加されました。引き続き、空家対策においても
土地家屋調査士の皆様と連携しながら積極的に
取り組んでいきたいと考えています。
　今後とも、登記関係業務の円滑な遂行に御支
援御協力を賜りますよう、よろしくお願いいた
します。

着任のごあいさつ
さいたま地方法務局 局長　竹中　章
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　平成28年春の褒章におきまして黄綬褒章の栄
に浴しましたことは誠に身に余る光栄と感謝感
激いたしております。
　5月17日（火）法務省におきまして「褒賞の記」
｢褒章｣の伝達を受け皇居に参内し、豊明殿にて
天皇陛下に拝謁の栄誉に浴すると同時に天皇陛
下からお祝いのお言葉を賜りました。
　この栄に到る法務当局のご高配と日本土地家
屋調査士会連合会、埼玉土地家屋調査士会の役
員の皆様又多くの会員の皆様の暖かいご指導ご
鞭撻の賜と深く心中より感謝とお礼を申し上げ
ます。
　当日は十日ぶりの雨でかなりの強雨でしたが、
朝5時30分頃起き次女夫婦の車で向かい、時間
調整に寄った喫茶店でたばこに火を付けた時は
ほっと人心地付いたのを今でもはっきりと覚え
ております。
　9時から衣装を整え、11時少し前法務省に入り
ました。入口は警務の人が4人居て、チェックを
しているのにも驚いた次第です。
　地下1階の広間で褒章の記と褒章を受け、バス
に分乗して参内豊明殿前のバスの駐車場は拝謁
を受ける人々のバスが多数待っていてこの時点
で1時間弱の遅れであると説明されました。
　宮殿・豊明殿は敷物も厚く足腰の弱くなった
私には杖があってもふらつきを防ぐのは大変で
した。7人縦列の先頭で陛下に4 ～ 5mの位置で
無様な姿は見せられないと思う反面、ついによ
ろめいてしまいましたが、私の後ろに居た方に
支えていただき何とか凌げました。
　陛下のお祝いの言葉が終わり、参賀者の列を
コの字に歩かれ退場される時、私のところに歩
まれ「大丈夫ですか?」と言葉を頂いたときは「は

い、大丈夫です」と返事をし、感激すると同時に
人間天皇であることを確信した次第です。
　今年の2月29日、事務所に出ると補助者より
法務局の総務課の方から電話が有り、昼頃に再
度あることを聞き「なぜ?と何か?」と考えまし
たが、何も考えつきません。
　そうこうする内に、電話が有り黄綬褒章受章候
補者ですが受賞されますか?と言うことでした。
褒章などと言うのは、自分に考えた事もなく、私
がですかと答え「少し時間を下さい」今日の5時
までに返答して頂きたいと電話が切れました。　
　4月28日に新聞に発表になると同時に祝電や
電話でのお祝いがたくさんありました、誠にあ
りがたいことです。深く感謝申し上げます。
　日がたつにつれ、今まで調査士制度に何か役
立つ事を為したのか?という思いと、この業務で
50年生計を立てられただけなのにとの思いが交
錯しております。
　受賞した今は、この感激を忘れることなく胸
に刻み土地家屋調査士の皆様と業務遂行を助け
てくれた従業員、関係業者の皆様に心より感謝
し、微力ですがこれからも業務を通して社会に
貢献して行く所存です。

黄綬褒章を受章して
草加支部　荻原守利
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　この度の日本土地家屋調査士会連合会第73回
定時総会において、栄えある法務大臣表彰を受
賞いたしました。大変光栄に存じておるところ
でございます。今回の受賞者も例年通り、総勢
20名で関ブロ管内では私と同期に過ごした会長
さんが、私のほかに山梨会の大村さん、茨城会の
岡本さん、群馬会の堀越さん、静岡会の米澤さん
の4名おられて、会長さん以外では栃木会の海老
原さん、東京会の野城さん、千葉会の馬場さんが
おられました。関ブロからは8名が受賞いたしま
した。正面に向って左側に受賞者席が用意され、
席順はあいうえお順で私は受賞者の中で10番と
いうことになりました。席を立って先導に従い
法務大臣（岩城光英法務大臣は今回の参議院選
挙の当番議員なので、当日は参議院議員選挙の
出陣の前日であったので、法務大臣代理として
盛山法務副大臣が務めていた）の前に2列で並
び、私は正面に向って前列の左端でした。この左
端は私にとって居場所として好都合でありまし
た。それは全員で受賞後に代表で謝辞を述べる
ことになっていたので出やすい位置だったので
す。表彰状は代表者が受領する方法でなく、表彰
者各人の名前を読み上げ、各人に直接手渡され
ます。全員の表彰が済んだところで私が代表し
て謝辞を述べさせていただきました。少し緊張
気味だとよかったかもしれないけれども、なに

か総会で質問をする時のような、本会で会長と
して答弁するような感じでの謝辞になりました。
　表彰及び謝辞が終わり受賞者席に戻ったら、
以前大阪会に資料センター室の研修にお伺いし
たときの神前泰幸元会長が隣席に座っておられ、

「いい声が出ていましたね」といわれ少し照れる
とともに、旧知を温める機会にもなりました。
　今回の法務大臣表彰者の代表者謝辞も大役で
ございましたが、昨年の日調連総会での議長役
はまた格別でした。役員選挙のある総会でした
ので、それも私の担当は2日目の選挙結果の発
表のある日の担当でしたので、タイムキーパー
と進行を兼ねるようなドギマギ感がありました。
時計を見ながら会期の延長を図るか否かを決定
していかなければなりません。選挙結果の報告
中には会期延長の動議は出せませんので、選挙
結果の発表前に会期を延長するかどうかを、ま
た、何分延長するかを決定しなければなりませ
んでした。この謝辞と議長役の二つは私にとっ
て大きな経験であり、またなかなか望んでもで
きないことでしたので、大変感激しております。
　今後は、この栄誉と感激を忘れずに土地家屋
調査士制度の発展と法務行政の円滑な運営に寄
与するべく精進してまいりたいと思っておりま
す。また、今後埼玉会から次の受賞者が続くよう
祈念し筆をおきます。

法務大臣表彰受賞に
あたって

埼玉土地家屋調査士会 会長　佐藤忠治
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◆ ご挨拶 ◆

　私は、この度、東京法務局長表彰を受賞し、埼
玉会総会にて受賞者を代表し謝辞を述べさせて
いただきました。いま又文面にて恐縮ではあり
ますが、当日、尊敬する先輩諸氏からあたたかな
お祝いの言葉を賜りましたこと、日頃お力添え
くださっている土地家屋調査士の先生方に心よ
り感謝申し上げます。
　私は、平成2年6月に土地家屋調査士名簿に登
録し、今年で26年目となりました。元々建築士
であったため、土地家屋調査士補助者としての
経験もないまま既に登録していた建築設計事務
所と合わせて土地家屋調査士事務所との兼業で
開業しました。
　今となっては、よくぞそんな無謀なことをし
たものだと思いますが、まさに泥縄形式で、頭を
悩ませながら、困難に立ち往生しながらも周囲
の方々に助けられて、今日までこの業務を続け
てこられたことを有り難く感じております。
　平成15年から2年間支部長を務めさせていた
だいた折には、当時社会的に研修制度の必要性
が求められていたことに呼応し、本会からの要
請もあり、支部においても研修会を開催する運

びとなりました。支部役員の皆様と相談しなが
ら、実務的な事柄を中心として、各分野の講師の
皆様にご協力いただきながら、研修会を開催で
きましたことを喜ばしく思っております。私自
身、大変に実りのある有意義な研修会となり、本
会の研修会を含め、このような研修を通して、土
地家屋調査士の業務に関する知識、また意識の
向上へと繋がってきたのではないかと思ってい
ます。
　その後、本会において、支部長として経験した
研修に関連する部署と思い、企画部理事、CPD
研修委員会委員を務め、公開講座やCPD研修等
に関する企画に携わりました。また、紛議調停委
員会の委員を務めることとなり、多くの案件に
触れるにつれ、土地家屋調査士業務の難しさ、重
要性を改めて感じた次第です。出会った方、お世
話になった方、まだまだ諸先輩方の域には到底
及ばず、学ぶことばかりで恩義が増えるばかり
の身ではありますが、精進を続けてまいります
ので今後共ご指導ご鞭撻賜りたくよろしくお願
い申し上げます。

東京法務局長表彰を
受賞して

埼葛支部　梅澤 雄
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　この度、第71回定時総会におきまして、さい
たま地方法務局長表彰の栄を頂きたいへん身に
余る光栄に感じております。これもひとえに、皆
様方のおかげだと心より感謝申し上げます。
　私が埼玉土地家屋調査士会に入会いたしまし
て、今年で20年になりますが1年1年が激動の時
期だったと思います。バブル経済がはじけて5年
目、坂を転がり落ちていくような状況から、やっ
と登っていこうとする時期でありました。勝負
を賭けて事務所を開設したつもりでしたが、計
画のあまさに私は身をもって痛感させられるこ
とになってしまいました。最初に頂いた仕事は
大変でしたが、これが初めてのお金になるんだ
と思い一生懸命働きました。そして頂いたお金
で1番最初の仕事として記念に残る物として、妻
と二人でメガネを2本作りました。二人でかなり
喜びました、がしかしこの年の事件数はこれの
み1件でした。しかもお金はメガネ代に使ってし
まいがくぜんとしました。
　2年目は0件、仕事のない毎日で銀行から借り
たお金はほとんどなくなってしまいました。そ
れからは妻は内職を増やし、私は先輩事務所の
手伝いと前にいた会社の補助等でしのぎました。
このままではすべてが終わってしまう、いくら
待っても仕事がこない、他の事務所と違ったこ
とをしなければのり越えられないと思い、測量
会社にいたときの技術を生かし測量技術の向上
を目的としていろいろ挑戦しました。

　地震予知の為の測量、地盤改良のいろいろな
工法の学会に提出する資料及び特許申請の為の
測量、太陽観測のスペシャリストをめざして関
東周辺をかなり観測しました。実績を積み重ね
ようやく行政及び各大手会社に名前が知れ渡り
仕事を頼まれるようになりました。それからの
大きな仕事は、オリンピック選手が訓練するナ
ショナルトレーニングセンターの確定測量・分
筆登記など文部科学省の仕事もさせてもらい、
現在は「都市再生特別措置法」に基づく渋谷駅街
区土地区画整理事業・浜松町駅街区土地区画整
理事業のプロジェクトチームのメンバーの一人
として働くことができております。とにかく苦
労の毎日でした。
　この20年間、土地家屋調査士を取り巻く環境
がめまぐるしく変化してきました。行政改革・
規制緩和・IT化・個人情報保護法・マイナンバー
制度など、これからも、変化に対応できるよう研
鑽を続けていき土地家屋調査士が天職と思える
ように、将来に向かって行きたいと思っていま
す。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い
致します。
　終わりに、埼玉土地家屋調査士会のますます
の発展を祈念してむすびとします。

さいたま地方法務局長
表彰を受賞して

川口支部　市川幸秀
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◆ ご挨拶 ◆

　私は、本年5月19日の埼玉土地家屋調査士会
の総会において、日本土地家屋調査士会連合会
長表彰を受賞させて頂きました。
僭越ながら受賞者を代表して、壇上での受賞及
び謝辞の機会を頂きました。
　多くの来賓や諸先輩方のなか、非常に緊張し
た次第でしたが、何とか代表の謝辞を述べる事
ができました。
　さて、私が土地家屋調査士試験に合格したの
は昭和52年で、翌年浦和地方法務局に登録し同
年に入会し開業致しました。
　今日まで土地家屋調査士として仕事が出来た
のは、顧客の皆様や先輩・地域の調査士の協力・
事務所のスタッフの支えがあった為だと思いま
す。それに家族の協力、特に妻の支えがあったか
らこそ今日まで続いたと感謝しております。
　開業当時は仕事が無く生活が出来なくて、毎
晩実家に行き夕飯を食べてから帰宅する日が続
きました。3年目位からようやく登記の依頼があ
り、なんとか調査士で食べて行ける様になった
のかなと思います。

　近年、年々調査士試験の受験者数は減少し、少
子高齢化を先取りしている業界ですが、この世
の中に無くてはならない大切な仕事であること
は今更云うまでもありません。もっと調査士の
仕事をPRして、皆に大事な仕事をしているんだ
と認知して貰うことも大切だと思います。開業
間もない調査士に調査士会としても同業者とし
ても、もっと指導・アドバイスをしてサポート体
制を整え、「調査士は良い職業だ、やって良かっ
た」と言えるよう皆で頑張っていきましょう。
　調査士はまだまだこれから益々面白くなれる
要素が沢山ある仕事だと考えます。少なくとも
毎日法務局に提出している表題に関する登記は
その殆どが調査士によって提出されているので
すから。皆で一致協力して業務を行えばこれ以
上強い事は無いと思います。
　最後に、皆様方の益々ご活躍とご健康を祈念
して私の受賞者を代表しての寄稿とさせて頂き
ます。

連合会長表彰を受賞して
熊谷支部　古澤　武
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　皆さん、こんにちは。
　昨今、土地家屋調査士を取り巻く業務環境は、
大変厳しさを増してきていると思います。高齢
化、都市部への一極集中化等により隣接所有者
の確認が困難となっていることです。寿命の長
いことはおめでたいことですが、それは健康で
寿命が長ければのことです。先日隣接所有者の
立会依頼のため調査したところ、相続人は姉妹
のみでしたので、その姉妹に立会依頼をしたと
ころ、その相続人は、相続放棄をしたので立ち会
わない、私にはかかわりにないこととのことで
した。相続放棄申述書が受理された書類を見せ
られました。まさに相続放棄です。相続人にとっ
ては価値のない土地でも、隣接立会いを無視す
るわけにはいかないのです。

　一所懸命は、中世の武士が先祖伝来の土地を
命懸けで守ったことに由来した言葉といわれて
います。その土地がいま、放棄されようとしてい
ます。所有者不明土地の増加、相続未登記の土
地、耕作放棄地、相続放棄地など。原因は少子化、
高齢化、そして人口の都市部への一極集中化と
いわれています。それだけが原因でしょうか。原
因はそのほかに現代人の価値の多様化にあるの
ではないでしょうか。個人が必要とする以上の
土地が、世の中にあふれてしまっているので、土
地に対する執着が薄れて来ているものと思われ
ます。あふれた原因は何か。それはバブル期にお
ける土地の細分化、計画性のない開発等であろ
うと思われます。

　学生時代の市川秀雄教授の法学概論の講義を
思い出します。次のように講義しています。「現

在のように所有権の絶対が法文上表れたのは、
ナポレオンが制定したものとして有名なフラン
ス民法からで、そのフランス民法は、近世の文芸
復興以来、自我の自覚によってはじまった個人
主義自由主義の華やかであった19世紀当初の思
想によって、所有権の絶対、契約の自由、過失責
任（自己責任）の原理の上に組み立てられていま
した。このフランス民法によって、新らたに自由
競争の社会が展開されると期待されたのです。」
と。

　私は、その中でも中心となったのが所有権
だったのではないかと思います。その所有権は
なぜ必要とされたのでしょうか。しかも直接排
他的権利としての所有権が、なぜ必要とされた
のでしょうか。
　それについて市川教授は次のように講義され
ました。

　「文芸復興による個人の覚醒以来、人は自我の
完成、すなわち哲学的にいうと、人格の完成を
もって理想としました。この自我を完成のする
ためには、もっとも所有権というものを必要と
することになるのです。自我を完成するために
は、できるだけ外界の事物を、いつでも自分の欲
するときに、思うとおりに思いのままに利用す
ることが必要だというわけで、その自分の欲す
るときに自分の思い通りに利用するためには、
法律上、どうしても所有権というものを必要と
なります。これによって、人は自我を実現し、完
成することができます。他人のノートに他人の
ペンで書きこむわけにはいかない。ノートやペ
ンも外界の事物を自我の完成の手段として利用

土地所有権の絶対について
埼玉土地家屋調査士会 会長　佐藤忠治
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されている。」としています。

　その絶対的な所有権をもっている人々のため
に、その所有権の周辺の人々が大変困惑してい
る。今般ようやく「空き家等対策の推進に関する
特別措置法」が成立したが、崩壊寸前の空き家で
あっても、周囲の環境に悪影響を及ぼす空き家
であっても、その空き家を解体処分するにはあ
まりにも過大な手続きが必要となっている。
　空き家についてはまだ前述のような手続きに
よって、所有者不明の空き家であってもなんと
かなる。日本の不動産登記法は、土地と建物が
別々の不動産とされているので、建物について
は取壊しをしてしまえば、所有権も消滅する。こ
れはある意味で合理的である。
　しかしこれが土地であればこのようにいかな
い。土地であれば所有権の絶対のために相続人
を何代にもわたっても追跡していかなければな
らない。住所地を転々とした場合にも追跡して
いかなければならない。細分化された、たった１
平方メートルの土地であっても、またほんの数
センチメートルしか接していない土地であって
も隣接地である限り境界確認の手続きをしなけ
ればならない。土地の所有権は、海没等により滅
失しない限り効力を有するから。

　不動産登記法の目的は、不動産の表示および
不動産に関する権利を公示して国民の権利の保
全を図り、もって取引の安全と円滑に資するこ
とを目的とする。
　すなわち、実態的物権変動を正確かつ迅速に
公示することにより不動産取引の安全と円滑に
寄与することにあるわけですが、その不動産登
記法を維持するために、もろもろの課題が発生
している。まず、不動産の表示の正確性につい
ては、隣地との立会い確認により得られるわけ
ですが、所有者不明土地の増加、相続未登記の土
地、耕作放棄地、相続放棄地等の発生により、立
会い困難となり、さらには立会い不能となって、
我々の業務を断念せざるを得ない状態になる。

　このような絶対的な土地所有権に対して、相
続登記の義務化、住所地への登記簿住所を変更
する義務化等が検討されてしかるべきだろう。
そのためには行政において死亡届出の際、住所
変更届出の際にはその義務化を徹底する必要が
あろう。
　そしてその義務化を実現するために、義務を
履行しない者に過料を課して徴収することも一
案ではないか。
　そしてその義務さえ履行しない土地所有者に
対しては、罰金を科してその上で土地所有権の
占有管理利用権の消滅、すなわち国、または地方
自治体が没収して管理していき、一定期間経過
後に国、地方自治体に所有権自体が移転する（取
得時効するようなもの）という方法も考える時期
に来ているのではないでしょうか。かなり極端
な意見と思われるかもしれないが、債権の場合
は、債権者が権利を行使しない場合には、債務者
が消滅時効の援用により権利を行使できなくな
る。土地所有権については、誰かが占有して一定
の期間を経過することによって、相手方が取得
時効を援用することによって相手に権利が移転
することがあるが、放置しているだけで、誰も占
有しない土地はその対象とならない。所有者不
明土地、相続放棄地等の問題は土地の利用ニー
ズが顕在化しなければ問題化しない。それは、土
地測量のために隣地者の立会いを必要とすると
き、公共事業等により土地利用をしようとする
とき等である。隣接者との境界確認を土地家屋
調査士に義務付け、境界確認ができていないと
登記ができないと法務局が言うが、いまは行政
が積極的に動き、隣接者を確認しやすくするシ
ステムが望まれる。それをなすか否かが今後の
不動産登記制度に大きく影響する。
　今後も不動産登記制度を将来も維持しようと
した場合にはよほど強力な権限を持たないとい
けないと思う。
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　平成28年5月19日（木）越谷市ベルヴィギャ
ザホールに於いて、第71回定時総会が開催され
ました。
　佐藤忠治会長の挨拶の後、司会者より総会に
おける会員の出席人数190名、委任状出席人数
324名、総数514名との報告を受け、続いて議長
団に内田真会員（志木支部）、塚本令治会員（所
沢支部）が選任され、議事録署名人に清村昇会員

（越谷支部）、橋本直樹会員（東松山支部）が指名
され議案審議に入りました。
　会務・事業報告の後、提案された第1号議案か
ら第6号議案までの執行部より提案された議案
については慎重審議が行われました。尚、第6号
議案の役員選任の件につきましては、員外監事
が退任したため新たな員外監事を選任したもの
であります。なお、新たな員外監事には税理士高
野久義先生にお願いすることとなりました。ま
た会員からいくつか質疑があり、3号議案に対し
て「出前授業について、現在どのような進捗状況
になっているのか」との質疑があり、執行部担当
者より、現在ある学校と打ち合わせを行ってお
り、今期行う予定です。との回答を行いました。

また、「本会からのメールが多すぎるのでは」と
いう質疑につきましては、執行部担当者より、
メールの内容の重要性は個々によって異なるた
め、取捨選択が大変難しいため、お手数おかけし
ますが、各々で対応をお願いしたい。との回答を
行いました。
　その他の議案につきましても、執行部が真摯
に説明・回答を行い、全て承認可決されました。
　休憩をはさみ、引き続き行われました式典で
は、さいたま地方法務局長竹中章様をはじめ、多
くのご来賓の方々のご臨席を賜り、盛大に開催
されました。土地家屋調査士制度発展に永年寄
与され功績を認められた会員に対し、東京法務
局長、さいたま地方法務局長、日調連会長、埼玉
会会長から32名の会員が表彰され、また、前期
役員経験者に対して感謝状が贈られました。
　2期目を迎え、佐藤会長の先導のもと役員の
方々には、会員の資質向上、災害協定や空き家対
策など社会貢献、土地家屋調査士の知名度向上
等、埼玉会会員の先頭に立ち士気を高めていっ
てほしいと思います。

埼玉土地家屋調査士会

第71回定時総会
埼玉土地家屋調査士会

第71回定時総会
日時　平成28年5月19日（木）
場所　ベルヴィギャザホール
広報事業部理事　杤 原 雅 之

佐藤忠治会長 竹中章さいたま地方法務局長 林千年連合会長武藤重雄越谷副市長
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◆ 定時総会 ◆

　平成28年6月21日（火）、22日（水）の2日間に
わたり東京都文京区にある「東京ドームホテル」
において、佐藤会長、髙栁副会長、中原副会長、
山口副会長、髙橋財務部長、松本研修部長の6名
を含む全国の代議員180名の出席により第73回
定時総会が開催されました。また、埼玉会からは
廣井総務部長、古賀業務部長、髙橋広報事業部長
が傍聴者として出席しました。
　議事に入る前に、土地家屋調査士制度の発展
に永年寄与され功績を認められた方々に表彰が
あり、埼玉会からは佐藤忠治会長が法務大臣表
彰を受賞されました。受賞者20名の代表として
我が埼玉会の佐藤会長が謝辞を述べられたこと
は埼玉会にとって大変誇りに思う事ではないで
しょうか!
　議事では、まず会務経過報告及び事業経過報
告が行われ、その後事業経過報告に対して21件
の質疑・要望が行われました。埼玉会からは髙
栁副会長より、【制度基盤の充実を図るための具
体的方策の策定と展開】として相続登記等にお
いて、所有者不明の土地の対応策として土地家
屋調査士がいかに関わっていくか、また表題部
の重要性を周知させるための方策についてとの
要旨の要望を行いました。その後、第1号議案の
平成27年度一般会計及び特別会計の収支決算報
告・平成27年度監査報告が審議されました。続
いて第2号議案・第3号議案の日本土地家屋調査
士連合会会則の一部改正案・日本土地家屋調査
士会連合会役員選任規則の一部改正について審
議されました。
　引き続き第4号議案として平成28年度事業
計画案が審議されました。ここでは31件もの質
疑・要望があり、その中でも佐藤会長から要望
は目に留まるものでした。【その他緊急課題への
対応】として、大規模災害時の建物の損壊状況を

調査する調査員の日当の支払について日調連に
おいて何らかの方策を講じることができないか。
例えば、「大規模災害対策に関する規則」を改正
して給付対象とできないか。日調連において、今
回の熊本地震のような事態に対応できる方策を
講じていただきたい。考えられる方策のひとつ
として、毎年「大規模災害対策基金」として寄付
金を積み立てている基金の給付に関する「大規
模災害対策に関する規則」第16条および17条を
改正して、損壊状況を調査する調査員の日当の
支払いに充てることができるように、大規模災
害の際の給付を改正することも方策のひとつで
あろうと思う。このような方策を講じることに
より、現在埼玉会の行っている「災害調査対策準
備金」や「災害協定締結」等も行っていない単位
会においても、被災された市町村に建物等の損
壊状況の調査をし、「罹災証明書」の発行の手助
けをできるのではないかと思う。これにより調
査士は、社会から得た恩恵を社会に還元でき、社
会貢献ができるものと思う。との要望を行いま
した。埼玉会で行っていることを、日調連でも
行って欲しいという、大変前向きな内容で、他会
の方々にとっても良い問題提起になり、同時に
埼玉会の先進的さをアピールできたのではない

日本土地家屋調査士会連合会

第73回定時総会
日本土地家屋調査士会連合会

第73回定時総会
日時　平成28年6月21日（火）・22日（水）
場所　東京ドームホテル
広報事業部理事　杤 原 雅 之

佐藤忠治会長法務大臣表彰
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かと思います。また、松本研修部長からも、【地
図の作成及び整備等に関する事項】として、14
条地図が作成されても現地多角点の亡失が多い
ため、土地家屋調査士に14条地図の成果の公開、
資料の収集ができるように国に要望を行って欲
しい。さらにデータシステム（試行的な認定登記
基準点の位置情報公開）を活用し、情報公開をで
きるようにとの要望が伝えられました。最後に
第5号議案平成28年度一般会計及び平成28年特
別会計収支予算案が審議され、2日に及ぶ議事は
無事に終了いたしました。
　全体では61件もの質問・要望があり、その中
でも佐藤会長をはじめ髙栁副会長、松本研修部

長からの質問・要望は的を射たものであったと
思います。出席してみて、大変ボリュームのある
内容であり総会が2日間に及ぶ理由がよくわか
りました。また、埼玉をはじめ全国からの代議員
の方々の丁々発止の議事に圧倒されてしました
が、埼玉会の存在感は充分アピールできたかと
思います。
　会場入り口前ロビーでは第31回写真コンクー
ル入賞者の発表がなされており、埼玉会の酒井
暢生会員が銀賞を受賞されていました。おめで
とうございます。

酒井会員　銀賞受賞 佐藤会長　代表謝辞
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◆ 定例総会 ◆

　平成28年7月10日（日）・11日（月）の両日、
東京都千代田区「ホテル　ルポール麹町」におい
て、関東ブロック協議会第62回定例総会が関東
ブロック内1都10県より109名の構成員・オブ
ザーバーの出席のもと開催されました。埼玉会
からは、会長以下役員8名が構成員として出席致
しております。
　総会は、第1日目が全体会議、懇親会、第2日
目が研修会という日程です。
　会議に入る前に、関東ブロック協議会笠原　孝
会長挨拶に始まり、当番会である東京土地家屋調
査士会小沢　宏会長、ご来賓より東京法務局佐藤
主税局長、日本土地家屋調査士会連合会林千年会
長よりそれぞれご挨拶をいただきました。

　全体会議は、
平成27年度会務
報告、活動状況
の報告のあと、
議事の1番目、年
度収支決算報告
につづき、埼玉
会佐藤忠治会長
による監査報告

がありました。監事講評の中で、連合会の中でも
大きな存在の関東ブロックとして連合会にもっと
意見等反映していってほしい、年1,2回は、全ての
担当者会同を行ってほしい旨述べられました。
　次年度事業計画案では、監査講評に答えるよう
に、全国の集約として責任のある関東ブロックの
存在を連合会に反映したいと発表されました。
　収支予算案に続き、協議会の役員任期につい
ての規約改正、一部役員改選について、協議され
全ての議事6議案が慎重な審議により終了しま
した。

　また、次年度は長野会担当に決定致しており
ます。
　懇親会は、協議会会長、来賓ご挨拶のあと、関
東という圏内にいて同様の希望、悩みなどにつ
いてたいへん和やかに懇談し、親睦を深めたこ
とは、言うまでもありません。
　第2日目の日程は、研修会です。
　まず、各会の取り組みということで、山梨会嶋
崎総務部長より、信玄公祭りへの参加について
の発表と神奈川会鈴木副会長より、神奈川会答
申による「名義貸し、補助者任せの判断基準」と
いう指針の解説がありました。
　次に東京会顧問山﨑弁護士により「役員の法
的責任について」として調査士会に置く役員等
の善管注意義務、忠実義務についての責任など
の講義がありました。
　全体会議での次年度事業計画、さらに本日の
研修2題の講義でさらに気を引き締め本年度も
行動しなければならないと感じました。
　また、今年度は、2日を通じて各会の広報グッ
ズの紹介コーナーを設けたり、オプショナルツ
アーではなく研修を行ったりと特色のある関ブ
ロ協議会総会でありました。埼玉会佐藤会長監査報告

日時　平成28年7月10日（日）・11日(月)
場所　ホテル　ルポール麹町
広報事業部長　髙 橋 公 二

日本土地家屋調査士会連合会・関東ブロック協議会

第62回定例総会
日本土地家屋調査士会連合会・関東ブロック協議会

第62回定例総会
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彩の国　支部だより

春日部支部
支部長　相沢　博

　今回の支部だよりは春日部支部担当とのことで
紙面をいただきました。支部長が保管する書類の
中に支部創立総会からの議案書・議事録がありま
す。これを参考に春日部支部の変遷と支部活動を
紹介させていただきたいと思います。
　春日部支部は昭和54年6月の創立総会から独
立した支部となりましたがそれ以前は越谷支部の
春日部支部部会という位置づけにありいわゆる分
会とのことです。支部発足時は春日部市・庄和町

（現春日部市）および宮代町の一部に事務所を置
いた34名の会員でした。その後、平成11年2月法
務局幸手出張所が久喜支局に併合となり春日部
出張所の不動産登記管轄地域が春日部市・庄和
町（現春日部市）・杉戸町・宮代町全域に変更さ
れました。このことにより埼葛支部から杉戸町の
先生が合流しました。会員も40人を超え賑やかな
所帯となりました。しかし残念ながら現在の会員
数は36人となり減少傾向にあります。高齢化の波
が当支部にも押し寄せてきているようです。5年、
10年後の会員数はどうでしょうか?
　当支部の年度事業・行事として支部総会、登
記事務打合せ会、研修会（2回）、春日部市役所道
路管理課境界担当との情報交換会、ボウリング大
会・暑気払い、新年会、忘年会等があります。
　とりわけ支部総会懇親会と登記事務打合せ会
は、土地家屋調査士としての職分をふまえ適切
な交流に努めながら行政および春日部出張所に
ご協力いただいて長期継続しているもので、こ
れらの事業・行事への会員の出席率は特に高い
ものがあります。

　支部総会懇親会には春日部市長・杉戸町長・
宮代町長をご招待していますが、これは第2回総
会から現在（今年第38回総会）まで続いていま
す。先輩諸氏が行政との関わりを大事にしてき
た表れであり今後も継続して行きたいものであ
ります。市・町長はその時々の事業などについ
て行政の立場から話され忌憚のない意見の交換
ができる空気の懇親会になっています。
　直接行政との関わりとしては春日部市主催の
登記相談会（毎月1回・春日部市役所と庄和支所
の2箇所で開催）に支部会員を派遣し、市民の登
記相談に応対し市民生活に幾ばくかの貢献をし
ていると思います。
　春日部出張所との登記事務打合せ会は、毎年1
回7月頃に行っています。会員から質問事項を募
集し事前に質問書を提出し打合せ会当日回答を
戴きます。質問の回答のみならずその時々の状
況より要望や注意事項の伝達などがあり互いの
状況を知りえる場となっています。
　打合せ会は現場の声を届ける良い機会であり、
補助者の方の出席も可能であり希望者は出席し
ています。
　境界確認について「隣接地主の立会義務」の法
制定に向けた活動を行っているとのことですが、
このような登記事務打合せ会で並行して現場の
声を届け続けることが必要であり今後も継続し
て行きたいと思います。
　最後に当支部の新年会を紹介させていただき
ます。貸し切りバスを仕立てて1泊2日の新年会
旅行を行っています。車中の笑顔絶えない会話
はまさに「笑う門には福来る」であります。皆で
新年を祝う泊りがけの新年会旅行は毎年の楽し
い行事です。
　先輩諸氏が作り上げてきた支部活動を継承し
ながらその時々の要求にこたえられた支部活動
を行っていきたいと思います。どうぞ宜しくお
願いします。

支部だより支部だより
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◆ 支部だより ◆

二足のわらじ

志木支部
支部長　内田　真

　私の一日は森に囲まれた小さな幼稚園の朝礼
から始まる。朝8時、園長や各担任からの報告
事項を確認し、最後に私から「今日も一日、宜し
くお願いします」と教職員に伝え、幼稚園のバ
タバタと忙しい一日が始まるのである。私は朝
霞で生まれ育ち、幼稚園の四代目理事長として
昨年から祖母方が残した幼稚園を永続させるた
め、悪戦苦闘している。20年後、30年後の日本は
どんな未来になっているのか、、、。どんな未来に
なっていても、自分の人生を自分で切り開いて
いく大人になってほしい。その為に今、自分が子
どもたちに出来ることは何か、、、。そんなことを
いつも考えている。また、子どもの成長を目に見
える形にして保護者へお届けするのが私たちの
使命であり最大の喜びでもある。明日の夢を描
き、子どもを成長させたいという情熱にあふれ、
保護者と共に歩んでいく。そんな幼稚園を日々、
目指している。幼稚園の日常はというと、、、。身
体は小さいが、180人の個性がぶつかり合う場
が幼稚園というコミュニティである。元気が有
り余っている子や控えめな子、いろいろである。
打った蹴ったは日常茶飯事。そんな子どもたち
に私ができることは「勇気づけ」だと思っている。
元気な子には「ごめんなさい」といえる勇気、控

えめな子には一歩前へ踏み出す勇気を持っても
らいたいと常々思っている。私は子どもたちに
掛ける魔法の言葉を持っている。先日、年中児
の教室の前を通りかかると、普段から元気いっ
ぱいのＡ君が大泣きしていた。担任から事情を
聞くと元気なＡ君が、物静かなＢ君を突き飛ば
し担任から厳しく注意されたＡ君は大泣きして
いたのである。担任も少し手を焼いている様子
だったので、
　私「Ａ君さぁ～、幼稚園に泣きに来たんじゃな
いよねぇ～」
　Ａ君「大の字になり、相変わらず大泣き」
　私「幼稚園って友だちがいっぱいいて楽しい
ところだよねぇ～」
　Ａ君「少し泣き止んでくる」
　私「Ａ君って本当は優しいよね。この前、お友
だちに積み木貸してあげてたの先生はちゃんと
見てたよ」
　Ａ君「シクシクしながらうなずく」
　私「Ａ君がなんでも出来るのを先生は知って
るよ。先生が見ててあげるから、Ｂ君にごめんな
さいと言っておいで。大丈夫だから。」
　そう私が伝えると、Ａ君は立ち上がり、何度も
私を振り返りながらＢ君へ歩き出し、謝ることが
出来たのである。Ａ君にとっての魔法の言葉は

「出来ることを先生は知っているよ。」であった。
　最近のＡ君の様子を担任に聞いたところ、自
分勝手な行動は減ってきており我慢する力が付
いてきているという。Ａ君にとって大きな成長
であるが、その成長を見守ることが出来たこと
は私にとって最大の喜びである。幼稚園の仕事
が一段落すると、頭を切り替えて、調査士業務で
ある。私は平成１４年に登録したが、当時はほと
んど実務経験のない私に仕事が回ってくるほど、
甘い時代ではなかった。とにかく時間があった。
時間があるから、調査士に繋がりがある不動産
業、司法書士、税理士などへダイレクトメールの
送付、そして闇雲に飛び込み営業をしたもので
ある。しかし、調査士として何も信用がない私に
仕事がくることはほとんどなかった。ただ一件
だけ、ダイレクトメールを送った町場の不動産
屋さんから地目変更登記の依頼が舞い込む。調
査士として信用を得る最大のチャンスである。
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私は「良い仕事」をする事だけを考え、相手先へ
の報告は怠らなかった。書類を送ったときには

「書類を送付したのでご確認ください。」、書類を
受領したときには「書類を受け取りました。いつ
いつ登記を申請します。」登記が完了したときに
は「登記が終わりました。関係書類は後日、お届

けします。」等の報告である。すると、相手先は
報告のたびに「わざわざすみません」という言葉
を掛けてくれたのである。私の登記申請第一号
である不動産屋さんとは今でもお付き合いをさ
せていただいている。それどころか、多くのお客
様を紹介いただいた。調査士は信用が第一であ
る。信用を得るためには「良い仕事」をしなけれ
ばならない。私にとって良い仕事をしたかの物
差しは「わざわざすみません」の言葉である。
　終わりに、私は二足のわらじを履き、人の二
倍、人生を楽しんでいる。幼稚園では子供たちの
成長を日々感じ、調査士業務では難しい案件を
完了したときの達成感や充実感は格別なもので
ある。今年で満47歳。気力と体力が続く限り、世
の中のために全力で走り続けようと思う、今日
この頃である。
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◆ 支部だより ◆

箭弓稲荷神社御鎮座
1300年記念イベント

東松山支部
支部長　橋本直樹

　平成28年5月21日（土）夕刻、ギネス社が世界
最大の巨大御朱印を認定しました。認定が行わ
れたのは、埼玉県東松山市箭弓稲荷神社境内で
した。このイべントを企画したのは、東松山市を
中心とする比企郡内の地元の有志団体です。箭
弓稲荷神社は、この東松山の地に鎮座して1300
年にもなる歴史ある神社です。この箭弓稲荷神
社1300周年のお祝いを盛大に企画しようと、横
塚正秋氏が実行委員長を務め、このイベントに
共鳴した地元の若手社長を中心に奉祝記念事業
実行委員会を立ち上げました。お祝い当日は、地
元の市長や国会議員さんらが出席し、地元の太
鼓演舞あり、コンサートありの大変賑やかなお

祭りムードのお祝いになりました。このお祝い
イベントの一つに、巨大御朱印のギネス認定が
あったのです。

　最近、東松山市を中心とするこの地域では3つ
のお祝いが重なりました。一つめは、和紙の郷で
ある比企郡内の小川町と隣接の東秩父村で「細
川紙」がユネスコの世界無形文化遺産に認定さ
れたこと。二つめは昨年東松山市出身の梶田隆
章先生がノーベル物理学賞を受賞されましたこ
と。そして、三つめのとして、この箭弓稲荷神社
御鎮座1300年があります。
　横塚氏は、地元出身者として箭弓稲荷神社
1300周年をお祝いするだけでなく、我が郷土を
見直すよい機会であると思い、3つのお祝いを盛
大に企画し、地元の人たちに我が郷土に誇りを
もって貰い、その記念に何かを作成出来ないか
と考え、仲間と巨大御朱印を作成することを思
いつきました。又、どうせ作るならギネスに挑戦
して世界記録になるようなものを作ろう、郷土
の誇りにしようということになりました。この
巨大御朱印作成のため、若手社長達が奔走しま
した。原材料の調達、製作する職人さん達の確保
と大忙しでした。御朱印を彫る職人さんたちは、
日本全国から集まってくれたそうです。又、大変
だったのは、ギネス社が御朱印を認定するため
の製作行程の証明でした。ギネス社が認定する
には、この御朱印の製作行程をすべて記録とし
てギネス社へ提出する必要があり、又、この製作
行程が間違っていないことを証明するために、
作業工程全てに証人を就けなくてはならず、こ
の証人の確保も厳しいものでした。証人も社会
的に信用がある地位の人たちでなければならな
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いとのことで、証人もギネス社へ申請したりと、
大変な労力がかかったようです。
　そして、この記念すべき事業につき、イベント
会場にて巨大御朱印を計測する重大な作業があ
ります。そこで、同実行委員会より、我が埼玉土
地家屋調査士会東松山支部へこの計測者2名の
派遣依頼がありました。当支部会員東松山市在
住の紫藤健一会員と紫藤俊介会員を推薦し、無
事にギネス認定の測量作業を遂行することが出
来ました。印面の大きさ縦横1.3m高さ1.42m重
さ400キロ以上という超巨大御朱印が出来上がり
ました。又、計測時には、司会者より「埼玉土地
家屋調査士会会員紫藤健一、紫藤俊介会員」との
アナウンスも流れました。世界的なギネス社の記
録を計測した調査士会員も珍しいのではないか
と思います。両会員におかれましては、長期にわ
たりご苦労いただき、ありがとうございました。
きっと神様よりご褒美が貰えるものと思います。



21

◆ 支部だより ◆

支部だより

飯能支部
　長坂慎吾

　飯能支部は、飯能出張所管内に登録している
方が所属しております。飯能出張所の管轄は、飯
能市・日高市で、2市合わせると人口約13.6万人、
面積約240㎢です。管轄エリア内には、都市部、
農地、山間地と起伏に富んでいますが、7割ほど
を山間部で占めている地域です。現在、支部の会
員数は9名です。少数ですが、結束が固い支部で
す。今年の支部総会の出席率も100%でした。

　支部だよりの記事を書くにあたり、飯能支部
の最近の動向を取り上げようと思いましたが、
難しい記事を書くのが苦手なので飯能市・日高
市の観光スポットについて書こうと思います。
　日高市は、近年観光に力をいれており、高麗川
にある巾着田では、春は桜と菜の花、夏はバーベ
キュー、秋は曼珠沙華と一年を通して花や自然
の中でのレクリエーションが楽しめる場所です。

これからの季節は、曼珠沙華が見ごろです。500
万本の曼珠沙華は、見応えがありますので、ご興
味のある方は是非いらしてみてください。
　他には、ハイキングコースも整備されており、
都内からのアクセスも良く人気が高いです。低
山が多いので、初心者も手軽に楽しめます。
　神社では、高麗神社が有名で各地から多くの方
が訪れています。昔この地域は、高麗郡という地
域でした。朝鮮半島にあった高句麗という国が
滅びて一部の王族系の人が日本まで逃れてきて、
国が高句麗人を集めて作ったのが高麗郡です。
　高麗郡は、現在の日高市、飯能市、鶴ヶ島市と
狭山市、入間市、川越市、毛呂山町の一部の地域
です。高麗郡の首長をしていたのが高麗王若光

（こまのこにきしじゃっこう）という人物で、そ
の人物を祀ったのが高麗神社です。現在の宮司
も若光の子孫にあたります。なんと今年は、高麗
郡が建郡されて1300年であることから、日高市
全体でお祝いをしております。
　まだまだ、魅力ある観光スポットはたくさん
ありますので興味ある方は、調べてみて下さい。
　また、飯能市も2017年には、ムーミンのテー
マパークが開業する予定でいます。これから、観
光でますます目が離せない飯能・日高に遊びに
来てください。

曼珠沙華が咲く巾着田

巾着田アクセス

高麗神社

菜の花が咲く巾着田
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新人調査士の志

大宮支部
濵野真利

　はじめまして、この度大宮支部に入会させて
いただきました濵野真利（はまのまさとし）と申
します。
　新入会員の紹介ということで簡単ですがご挨
拶をさせていただきます。
　「土地家屋調査士」という仕事を私が初めて
知ったのは大学生のころでした。その頃は建築
を専攻しており、卒業後は建設業界に就職する
のが当然と考えていました。しかし、その頃に学
習した宅建試験で、建築や不動産の仕事の中に

「登記」という非常に大切な仕事があることに気
付かされました。大学卒業後は、県内の建設会社
に就職して現場監督をしておりましたが、次第
に学生のころから興味のあった「登記」の仕事を
してみたくなり補助者として就業することにな
りました。その後、約８年の経験を積み、民間の
指定確認検査機関で建築確認の審査や検査の業
務に携わり現在に至っております。
　今後は、土地家屋調査士として不動産登記法
や関連法令を遵守することはもちろんですが、
今まで触れてきた建築基準法やその他の関連規
定等との経験を活かすことでお客様により良い
サービスの提供が出来ればと思っております。
また、所有者等の大事な財産（不動産）を扱うプ
ロとして今まで以上に研鑽を重ね、常に「誠実・
正確・丁寧」を胸に業務に取り組んで参る所存
でおります。

自己紹介

上尾支部
岡田弘之

　皆様、初めまして。4月から上尾支部にて入会
をさせていただきました岡田弘之と申します。
　私は土地家屋調査士という業界に入り、十数年
が経ちました。晴れて開業して間もなく、知人か
ら「マイホームを建てるのに土地を購入しようと
考えている。」と相談を受けました。土地の下見
から始まり、この原稿を書いている現在、ようや
く購入する土地が決まり、現地の測量を行い、不
動産業者の方や役所の担当の方、近隣の方、等々
と土地家屋調査士としての業務を何とか進めて
おります。補助者時代にも類同な経験は積んで
いるつもりですが、やはり土地家屋調査士とし
ての責任の重さを痛烈に実感しております。
　責任の重さを感じながら知人と打合せをして
いる時に、ふと知人から「頼もしく感じるな。」と
言われました。とても恥ずかしかったのですが、
素直にうれしさを感じました。
　この業界に入って十数年、たくさんの人々に
出会い、たくさんの迷惑を掛けながらも、たくさ
んのことを教えていただいた賜物です。
　土地家屋調査士としての知識、実務について
は勿論のこと、仕事に対して向かう姿勢、人とし
ての在り方といったものを教えていただいたの
だと切に感じております。
　土地家屋調査士倫理綱領が思い起こされます。

「1.使命」、「2.公正」、「3.研鑽」。
　これから、業務においても人生においても

新入会員紹介

（今年度以前入会者）
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◆ 新入会員紹介 ◆

様々なことが起こるであろうと思います。辛い
時も、浮かれるような時にも「土地家屋調査士倫
理綱領」を仰ぎ精進して参ります。
　そして、先輩である皆様の背中を追いかけて
いく所存であります。宜しくお願い致します。

自己紹介

埼葛支部
青木貴志

　はじめまして、私は、今年の４月１日に埼玉土
地家屋調査士会に入会した埼葛支部の久喜市（旧
鷲宮町）の青木貴志と申します。
　私の趣味は、社会人になってから健康のため
に始めたランニングです。走っている時は、仕
事の延長で建物や土地の境界杭などを見ながら
走ってしまいます。また、開発許可や建築確認の
標識を見かけたら、立ち止まって標識の内容や
現場の様子なども見てしまいます。
　さて、私の土地家屋調査士になるまでの経緯
を話しますと、父が自営で設計事務所と土地家
屋調査士事務所を開業しており、その影響も
あって大学では、まちづくりを勉強するため建
築学科に入りました。卒業後は、建設コンサルタ
ント会社で主に区画整理の換地計画や換地設計
の業務に携わっていました。業務の中で登記事
項証明書・公図（時には和紙の公図）・地積測量図・
建物図面などを調査していたこともあり不動産
登記の基礎はその会社で身につき、短い期間で
したがとても貴重な経験ができました。その後、
会社を退職してから、父の事務所で補助者とし
て働き始め、昨年無事試験に合格しました。
　私が目指す土地家屋調査士像は、ずばり『ゴル
ゴ13』です！
　ゴルゴは、さまざまな顧客からのどんな依頼
も確実に遂行する。そんなゴルゴの仕事に対す
る姿勢を私は持ち続けたいです。
　話しを戻しますが、補助者として土地家屋調
査士の仕事を見ていて感じたことは、依頼者を
はじめ隣地の地権者やさまざまな方々とのコ

ミュニケーションの大切さです。これを大切に
することで境界の立会いや現場調査などを円滑
に進めることができると感じました。
　最後に、これから土地家屋調査士として歩ん
でいく中でさまざまな事があると思いますが、
土地家屋調査士倫理綱領の１使命・２公正・３
研鑽を忘れずに取り組みます。
　皆様これからもよろしくお願いします。

『入会のご挨拶と自己紹介』

所沢支部
田部浩史

　はじめまして、平成28年3月に入会いたしま
した所沢支部の田部浩史と申します。まずは、こ
のような場を設けていただき厚くお礼申し上げ
ます。　
　さて、私は東洋大学経営学部を卒業後、自動車
関連のサービス業に23年間従事してまいりまし
た。その間「将来は独立して仕事がしたい」とい
う思いをずっと持ち続けていました。そんな中、
身近に土地家屋調査士の仕事をされている方が
いたこともあって、40歳を 過ぎてから勉強を開
始し、平成25年に土地家屋調査士試験に合格す
ることができました。
　48歳を過ぎての登録、そして土地家屋調査士
業務の経験がとても浅い等、非常に厳しい毎日
を過ごしていますが、また毎日がとても充実し
ております。
　これからは、先輩方が築き上げてきたことに
恥じぬように、実務のための勉強や経験を積ん
で、地域の方々や広く一般の方々の様々な要望
に対応できる一人前の土地家屋調査士になれる
よう日々努力して参りたいと思います。
　今後とも、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い
致します。
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　このたび、埼玉土地家屋調査士会員である次の方々が、司法分野で栄誉ある表彰を受けられました。
私たちも同じ土地家屋調査士会会員としてこれを誇りに思うと同時に、また一人でも多くの会員が後
に続きたいと思うところです。誠におめでとうございます。

○東京高等裁判所長官表彰
大谷和夫（大宮支部）　（平成27年10月15日東京高裁）
昭和21年生まれ　
昭和53年　土地家屋調査士登録
平成17年　日本土地家屋調査士会連合会長表彰
平成12年より大宮簡易裁判所所属の民事調停委員を拝命
平成23年より4年間にわたり大宮調停協会会長

☆後進に一言
「土地家屋調査士が関わる仕事の範囲は思ったより幅が広い。既存の業務だけに目を奪われること
なく、これからは積極的に広く活躍の場を求めることが大切かと思います。」

○最高裁判所長官表彰
田中八束（狭山支部）　（平成27年10月22日最高裁）
昭和19年生まれ
昭和39年　土地家屋調査士登録
平成  9年　日本土地家屋調査士会連合会長表彰
平成12年より飯能簡易裁判所所属の民事調停委員を拝命。以後、家事調停委員も
兼任。平成20年よりさいたま地裁川越支部も兼任。

☆後進に一言
「私たちは専門分野にこだわらず、幅広く知識、情報を蓄えることを心がけたいものです。」

受 賞 報 告
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◆ トピックス ◆

　平成28年7月21日木曜日、浦和スプリング
レーンズに於いて、平成28年度ボウリング中央
大会が開催されました。生憎の天気の屋外とは
対照的に、佐藤会長の始球式の後歓声や応援の
声が飛び交う中、爽やかなピンを倒す快音が場
内に響き渡っていました。

　

団体の部
　優勝　埼葛チーム　　　総得点1700
　２位　大宮Ａチーム　　総得点1652
　３位　東松山チーム　　総得点1651
　４位　川越チーム　　　総得点1649
個人の部
　優勝　花輪 直人（東松山支部）

1G183,2G192,計375
　２位　山本 将司（大宮支部）

1G149,2G199,計348
　３位　畠山 洋治（草加支部）

1G168,2G179,計347

　他にシニア賞、飛賞（7位、21位、25位、50位、
75位、100位、107位）、BB賞、ストライク賞、ス
ペア賞、ガーター賞も表彰されました。
試合終了後、会場を移し伊佐沼会館にて表彰式
及び立食パーティーが開かれ、和やかな雰囲気
の中お互いの健闘を称え合いました。
参加された皆様、誠にお疲れ様でした。また受賞
された方々、おめでとうございます。

平成28年度ボウリング中央大会開催
広報委員　篠 原 　 剛

結果は次の通りです。
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　平成28年6月4日（土）白岡市総合公園ソフト
ボール場にて「第2回ソフトボール愛好会第2回
大会」が開催されました。昨年は雨で中止とな
り、心待ちしていた会員の方もいらっしゃった
のではないでしょうか。50名ほどの参加者のも
と和気あいあいとした雰囲気の中、全4チームで
の熱戦が繰り広げられました。

優勝　東松山・熊谷・川越チーム
２位　埼葛チーム
３位　川口・大宮・志木チーム
４位　春日部・越谷・草加チーム

　参加された皆様、準備に携わってくださった
方々、大変お疲れ様でした。次回は秋の予定で
す。今回参加できなかった方も、ぜひ参加してみ
てください。

第２回埼玉土地家屋調査士会ソフトボール大会
広報事業部　杤 原 雅 之

試合結果は次の通りです。
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◆ トピックス ◆

　7月28日㈭テレビ埼玉の「マチコミ」という番
組に佐藤会長が生出演されました。
　「マチコミ」とは情報番組ですが、その中で17
時41分から約10分間、埼玉土地家屋調査士会の
紹介から、土地の境界鑑定・地目変更等土地家
屋調査士が行う業務の内容や、県内の27市町と
災害協定を締結していることなど、番組MCで
タレントの竹本孝之さんと掛けあい形式で話さ
れました。竹本さんが川島町で農業もされてい
ることから、リハーサルでは無かった相続が発
生した時の土地の問題にも本番では触れて頂き
佐藤会長も熱心に答えていました。
　最後に7月31日に行われた全国一斉表示登記
無料相談会の告知をして無事生放送出演を果た
しました。
　（裏話）午後2時に調査士会館へ集合し、

　佐藤会長と高橋公二広報事業部部長、木村正
英情報委員長、私と台本の読み合わせをしてか
ら、テレビ埼玉へ移動。
　控室へ通され、松本営業部長から本番までの
説明を受け、打ち合わせ後、佐藤会長がスタジオ
入り、リハーサルを本番形式で行いました。
　私が、佐藤会長に「緊張してきましたか?」と
聞きましたが、｢ぜんぜん緊張してないよ!｣と余
裕の返答。本番を見られた会員のみなさん!、ど
うでしたか?
　充分緊張していたように感じたのは私だけで
しょうか?
　とにかく、“放送事故”もなく、無事に生放送
出演が終了し同行者一同胸をなでおろしました。
その夜のお酒のおいしかったこと!
　佐藤会長、たいへんお疲れ様でした。

｢佐藤会長、テレ玉生出演！｣報告
広報事業部次長　竹 村 博 之
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笠間稲荷神社新年祈願

平成28年1月5日（火）
参加者　佐藤忠治会長はじめ副会長、常任理事　8名

「平成28年埼玉土地家屋調査士会新春交礼会」が開催される

平成28年1月26日（火）浦和ロイヤルパインズホテル4階　ロイヤルクラウンホールにおいて標記
新春交礼会が開催されました。
出席者数　187名

本庄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28年2月3日（水）本庄市役所において標記調印式が執り行われました。
出席者　本庄市　　吉田信解市長、市川一正市民生活部長、武政真二総務部長、
　　　　　　　　　小林寿嗣市民生活部危機管理課長・中西　太係長・小林智美主事・青木　高主査・
　　　　　　　　　須賀秀樹主任
　　　　本　会　　佐藤忠治会長、髙栁淳之助副会長、古澤武熊谷支部長、
　　　　　　　　　坂本義明災害家屋調査委員長、長沼　健広報委員

「第2回会員業務研修会」が開催される

平成28年2月25日（木）「さいたま市民会館おおみや」において、
業務研修会が開催されました。
内容　第1部「管理放棄不動産と土地家屋調査士」
　　　講師（公財）東京財団 吉原祥子 氏
　　　第2部「空き家対策についての県の取り組みについて」
　　　講師 埼玉県建築安全課 牧野英昭 氏 
　　　第3部「93条調査報告書の改正についての取り扱い」 
　　　講師　樋口　健業務部員・小川哲也業務部員
出席者数　472名（会員・補助者）

「新入会員研修会」が開催される

平成28年3月2日（水）埼玉土地家屋調査士会会館において
標記研修会が開催されました。
内容　「会員の心得」　　講師　中原照泰副会長
　　　「業務における報酬について」　　講師　髙栁淳之助副会長
　　　ほか業務関連研修
出席者数　23名（新入会員）

「第16回埼玉土地家屋調査士政治連盟定時大会」が開催される

平成28年3月23日（水）さいたま市民会館うらわにおいて
標記定時大会が開催されました。
出席者　佐藤忠治会長
出席者数30名
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◆ トピックス ◆

「日本土地家屋調査士連合会主催第11回特別研修会」考査

平成28年4月2日（土）東京神保町日本教育会館において標記研修考査が行われました。
受験者数　15名

（公社)埼玉公共嘱託登記土地家屋調査士協会「平成28年第3回公開講演会」開催される

平成28年6月22日（水）大宮ソニックシティ小ホールにおいて
標記講演会が開催されました。
内容　第1部　「測位衛星を利用した新しい地震予測」
　　　講師　東京大学名誉教授　村井俊治　氏
　　　第2部　「ためになる遺言ばなし～公証人が語る裏話」
　　　講師　元川口公証役場公証人　小高雅夫　氏
出席者数255名

久喜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28年6月24日（金）久喜市役所において標記調印式が執り行われました。
出席者　久喜市　　田中暄二市長、飛高守副市長、山村敏幸財政部長
　　　　本　会　　佐藤忠治会長、中原照泰副会長、杤原雅之広報事業部理事
　　　　埼葛支部　戸田高司支部長、武井　保相談役、中山登司男政連副会長、
　　　　　　　　　梅沢初雄公嘱地区長

「筆界特定関連及び地積測量図作成研修会」が開催される

平成28年7月8日（金）浦和コルソホール7Fにおいて
標記研修会が開催されました。
内容　筆界特定手続きの依頼者への対応、訴訟における鑑定事例など
講師　東京土地家屋調査士会名誉会長　國吉正和　氏　
出席者数　140名（会員・補助者ほか）

三芳町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28年7月19日（火）三芳町役場において標記調印式が執り行われました。
出席者　三芳町　　林 伊佐雄町長、細谷俊夫税務課長、伊東正男自治安心課長
　　　　　　　　　小川智東自治安心課副課長、小林豊明防犯防災担当
　　　　本　会　　佐藤忠治会長、坂本義明災害家屋調査委員長、髙橋公二広報事業部長
　　　　川越支部　湯澤斗紀二支部長、斉藤健司副支部長、矢島茂樹支部幹事
　　　　　　　　　江口好晴災害家屋調査員
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知っている
122（46%）

ぜひ知りたい
14（5%）

ある39
（15%）

小中学生がいい
77（29%）

知らない
141（53%）

知りたい
114（43%）

多少ある
122（46%）

工業高校生がいい
81（31%）

その他
2（0.01%）

あまりない
103（39%）

ない
20（8%）

その他
14（5%）

あまりない
78（20%）

ない
20（8%）

その他
6（0.02%）

両方がいい
40（15%）

その他の意見
（無記入含）
66（25%）

Ｑ１　出前講座について本会にて計画があるこ
とを知っていましたか？

Ｑ３　出前講座について詳しく知りたいですか？

Ｑ２　出前講座に興味がありますか？

Q４　現在は小中学生対象となっていますが、
高校生を対象にした方が良いという考えもあり
ますが、そのことについてどう思いますか？

　平成27年11月20日及び平成28年2月25日の2回実施いたしました出前講座に関するアン
ケートの集計結果をご報告いたします。様々な意見を頂きありがとうございました。貴重な意見とし
て今後の参考とさせていただきます。
　総数482・回答数265・（回答率55%）（%小数点以下四捨五入）
 

　対象については、「小中学生より高校生の方が良い」という意見から、「内容を変えて小中高すべて対
象」「工業高校だけでなく全高校対象」「工業高校だけでなく大学も含めて」という意見がありました。
また、「中学、高校生、工業高校にこだわる必要はない」「限定せず幅広い年代を対象に」「社会人に対し
て」「自治会に対して行って欲しい」等の意見もありました。　具体的に「中学生対象が良いと思います。

（進路決定の時期なので）小学生ではよくわからないと思われ、工業高校ではすでに専門に別れている
ため」との意見もありました。

出前講座アンケート結果
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◆ 出前講座アンケート結果 ◆

　内容に対しての意見もあり、「内容により対象を決めていく」という意見や、「小中学生に対しては、
グラフや図面等を多く使い、高校生に対しては、将来職業としたいと思ってもらえる様な多少専門的
な事柄も教えるような形にしたならばいかがかと思います。」と具体的な意見もありました。
　「理念、目的と効果の見込みについて説明があるとよいが・・」「これまでの実態、課題を知らせてほ
しい」「計画だけではダメ。実行はいつになりますか?」「小学生が面白いと思われるようなイメージが
わかない」との意見もありました。
　
Q5　出前講座に関してご意見があればご自由にお書きください。
出前講座全般に関して
・その活動の意義、狙い等を知らせてほしい。
・出前講座の内容を本会にて責任を持って精査すべきである。
・出前講座の目的・意図がよくわかりませんので、何とも言えません。
・会に対してどのような要請があり、どれ位の内容で回数はどれ位やっているのかなどわからない。
・相手の部署、立場はどこなのか?誰に働きかけているのか知りたい。
・主旨や効果が不明。自己満足で終わることのないよう客観的検証は必要。
・  会としても講習内容、講座内容等しっかり目標が出来ているのなら良いと思うが、担当者任せでは

情けないと思う。
・  要望があった場合、支部に丸投げされても対応できない。支部内では誰もやってくれそうもないの

が現状である。調査士会では測量器械等必要なものを提供できるのでしょうか?（自分の器械は出
前講座では使用したくない）

・  他会でも積極的に開催されており、土地家屋調査士のすそ野を広げる意味でも、業界のPRの意味
でも頑張ってほしい。

・将来の職業選択について有意義だと思います。また、若者に興味を持たせる講座を期待する。
・小中学生に対して、どの様にわかりやすく説明するのか興味が有ります。
・他会の実施状況を参考に資料等を取り寄せて実のある出前講座になる事を期待しています。
・①支部の負担をなくしてほしい。　②事故時の対応が不安。（保険の加入・安全係の配置等）
・調査士育成が大切
・筆界確認・立会いの重要性、必要性と筆界の公共性を若い人に分かり易く伝えていただきたい。
・国民に仕事を知ってもらうのは良いことだと思います。
・  講座内容をどうするか。学校側に提示できるテーマ、授業時間の関係を協議する。テーマの範囲内

であれば講師に選定は難しくないと思う。講師自身が、自前の準備勉強が大事。あまり型にはまっ
た内容にせず、ある程度講師に任せる。

・  難しくなく、わかりやすい内容で、調査士の仕事に興味を持ってもらうような紙芝居的なものにし
てみてはどうでしょう。

対象に関して
・  出前講座の対象生徒の数はきわめて少ないと思う。他の方法によって多数の生徒を対象として社会

貢献の方法を検討されたらいかがでしょう。
・工業系の学部の大学、法学部などにも知名度を広げるためにも講座を開く検討を。
・  土地家屋調査士という職業はやはり認知度が低いと思うので、低年齢のうちからこういう職業があ

るということを知ってもらう必要があると思う。ただ、小学生に登記制度を説明するのは難しいと
思うので中学生くらいを対象とすると良いかと思う。

・資格受験者が少なくなったと聞くと、工業高校生を対象とした方が良いと思う。
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・興味のある（職業紹介など）働く大人のPRとしてほしい。
・小学生にすれば少々早いような気がする。小学生でも5、6年生なら良いかもしれません。
・小学校の行事で活用させて頂ければと思います。
・  境界の歴史的な意味を切り口に、中学生レベルを中心に行うことが一番社会的な意味があるように

思います。（境界争いから、大小の戦争がおきているという現実）
・  最近工業・農業高校で測量の科目をやっている所が少なくなっている。普通科でもやらせて貰える

ところがあれば興味を持ってもらうのに良いと思う。 
・  調査士業務を理解してもらう点を考え、中学高校生を対象にすることが良いと思う。特に専門高校

への講座計画を考えては? 
・  小中学生に対しては、職種の多様性を示す尺度として、工業高校生ともなれば建物の設計、工事、

設備などに加える新たな将来の選択になると思います。そうでなくとも、境界の重要性などを知っ
てもらえれば、境界の紛失、可視性について一定の理解が得られるものと思います。

具体的内容に関して
・出身中学校の数学の授業で“比”の実例として平板測量の実際を見ていただいたことがあります。
・  出前講座に便乗して、校庭の測量図を作って学校へ交付するというボランティア活動はいかがで

しょうか?
・  ①小さなボタンを探せ　イラストマップコンテストを本会で行う。
　②出前授業の学校の文化祭等の時に通学路の地図を作成して掲示する。
　③高校の時（中学校も）は、進学校の位置を地図上に書き、距離と方位角の計算書で説明する。
・  高校生を対象に、建物認定に出てくる様な変わった建物と登記についての講座は興味を持つ方もい

るような気がします。又、高校生では測量士を受験する方もいると思われ、座標を使って色々でき
るというのを講座にしたら興味を持つ方もいるかなと思います。

・  小学生の夏休みの自由研究対象になるような講座にすると、親子ともに参加してもらえる良い機会に
なると思います。出前講座の意見とは少し離れますが、小学生位の年齢であれば、図面をもとに、埋
まっている境界標を探すようなイベントがあると宝探し感覚で興味を持ってもらえる気がします。

・  小中学校・高校等においてのトラック・各スポーツにおけるコート作りなどの調査士とのPRなど
も良いのではないでしょうか。

・実施日～例えば『法の日』とか 
・  土地家屋調査士と言う資格を持っている人は、どういう仕事をしている人達なのかを子供の頃から

教え、知っておいて貰いたい。司法書士という言葉は知っているが、土地家屋調査士と言う資格を
知らない大人達が多い。

・業務内容を少しでも知ってもらうことは大切なことだと思います。
・仕事紹介の一環としてのものであればこのくらいのレベルまでで。
・  小学生向けは、もっと小さい子供が興味を持つ内容をした方が良いのでは。工業高校生は現場向け

の授業や、登記関係の高度な授業にした方が良いと思う。
・  講座のテイストによって社会を学ぶ勉強や暮らしの中に応用されている測量技術・知識・データ

を知ることができる楽しいコンテンツになると思う。率先して持ち回りか何かにして（出前）開催
することができると思う。

・  講座の内容は今後決めて行かれると思いますが、その中身で対象、小中学生か高校生かが小中学生
に講じる内容は・・・難しいですね・・・

・小中学生用　歩測ゲーム・地上絵作成（相似形利用）三平方の定理による距離の確認
  工業高校生用　三角関数を利用した校舎の高さの実測（確認）
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◆ 公開講座 ◆

  （三角関数は角度の関数ですが、実務では辺の比（距離）を導く重要で大事なものです。） 
・小中学生に関しては、地上に絵が描けるという「おもしろさ」を伝えて、測量作画的な要素を
    工業高校生には、地租改正の地図作りで歴史を。GPSや高度な測量器で地図作りやナビに貢献する
地理、科学的な要素を。文系理系両方をこなすマニアックさをアピール。
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訃　報 謹んでご冥福をお祈りいたします。

常見 秀俊（72歳）
平成28年1月24日ご逝去
（大宮支部）

遠藤 髙光（61歳）
平成28年2月4日ご逝去
（川口支部）

長谷川 敏治（83歳）
平成28年7月30日ご逝去
（熊谷支部）
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◆ 会員の動静 ◆

会 員 の 動 静
〔平成 27年 10 月 1日現在会員名簿からの転載〕

入　会　者

支
部

会員番号 ＡＤＲ認定
調査士番号

氏　　　　名 事　務　所　所　在
事務所電話
〃　ＦＡＸ登録番号

浦
和

2263
1001015 石　﨑　大　介 〒 335－0031

戸田市美女木六丁目 15 番地の 7
048－423－0089
050－5577－91042604

志
木

2264
金　城　　　昌 〒 354－0011

富士見市大字水子 603 番地 15
049－203－0202
　　203－00932605

埼
葛

2265
𠮷　原　光　雄 〒 349－0225

白岡市太田新井 1688 番地 3
0480－93－2639
　　 93－19542606

草
加

2266
901018 外　間　英　之 〒 340－0822

八潮市大瀬 5 丁目 2 番地 1
048－999－7515
　　999－75162607

熊
谷

2267
　野　　　誠

〒 367－0016
本庄市鵜森 154 番地 A － 1

0495－23－0535
　　 23－05352608

坂
戸

2268
武　藤　拓　也 〒 350－0216

坂戸市柳町 45 番 25 号
049－281－8681
　　282－09712609

坂
戸

2269
小　野　　　健 〒 350－0216

坂戸市柳町 45 番 25 号
049－281－8681
　　282－09712610

上
尾

2270
村　岡　洋　治 〒 362－0008

上尾市上平中央 3 丁目 25 － 5
048－779－9055
　　779－77442611

上
尾

2271
森　田　　　篤 〒 362－0008

上尾市上平中央 3 丁目 25 番地 5
048－779－7733
　　779－77442612

所
沢

2272
田　部　浩　史 〒 359－0047

所沢市花園 4 丁目 2583 番地 16
04－2990－5677　 

2001－97342613

坂
戸

2273
小　室　友　哉 〒 350－0461

入間郡毛呂山町中央 1 丁目 13 番地 2
049－294－6110
　　294－61102614

浦
和

2274
轟　　　勝　寛 〒 330－0074

さいたま市浦和区北浦和1 丁目19 番 10 号
048－884－5608
　　762－71662615

上
尾

2275
岡　田　弘　之 〒 362－0805

北足立郡伊奈町栄二丁目 41 番地 3
048－792－0490
　　792－04912616

草
加

2276
新　井　　　清 〒 341－0018

三郷市早稲田 8 丁目 5 番地 17
048－958－1273
　　959－91092617
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埼
葛

2277
青　木　貴　志 〒 340－0213

久喜市中妻 168 番地 8
0480－59－0211
　　 53－50602618

秩
父

2278
若　林　秀　則 〒 368－0024

秩父市上宮地町 30 番 3 号
0494－22－3073
　　 23－93632046

大
宮

2279
安　澤　利　悦 〒 331－0821

さいたま市北区別所町 29 番地 41
048－651－2293
　　665－16262619

大
宮

2280
濵　野　真　利 〒 330－0804

さいたま市大宮区堀の内町1丁目471番地
048－871－7579
　　871－75892620

草
加

2281
海老原　秀　亨 〒 341－0018

三郷市早稲田 8 丁目 18 番地 7
048－958－5946
　　947－13952621

春
日
部

2282
鈴　木　正　夫 〒 344－0024

春日部市千間 1 丁目 129 番地
048－812－7951
　　812－79522622

退　会　者

支
部

会員番号
氏　　　　名 事　務　所　所　在 退会年月日

登録番号

P.22
浦
和

2252
冨　永　雅　樹

〒336－0031
さいたま市南区鹿手袋4丁目16番5号
土地家屋調査士法人ヴェルテックスプラン
使用人土地家屋調査士

平成 27. 12. 18
退会2593

P.18
浦
和

1246
荻　野　正　弘 〒330－0075

さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目4番1号
平成 27. 12. 22

業務廃止1626
P.51
埼
葛

1589
森　　　和　夫 〒340－0206

久喜市西大輪4丁目2番地1
平成 27. 12. 22

業務廃止1952

P.28
川
口

1437
濱　田　　　稔 〒332－0028

川口市宮町13番6号
平成 28. 1. 5
業務廃止1808

P.36
大
宮

913
常　見　秀　俊 〒331－0823

さいたま市北区日進町1丁目740番地
平成 28. 1. 24

死亡1267

P.20
浦
和

2099
吉　野　榮　一 〒338－0835

さいたま市桜区道場2丁目12番31号
平成 28. 2. 1
業務廃止2445

P.28
川
口

1491
遠　藤　髙　光 〒333－0801

川口市東川口5丁目20番6号
平成 28. 2. 4

死亡1856

P.65
春
日
部

1134
郡　司　達　郎 〒344－0059

春日部市西八木崎3丁目10番8号
平成 28. 3. 17

業務廃止1500

P.37
大
宮

1307
矢　澤　隆　司 〒330－0856

さいたま市大宮区三橋1丁目274番地2
平成 28. 3. 18

業務廃止1657
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P.47
上
尾

1159
島　田　昌　親 〒363－0011

桶川市北1丁目4番10号
平成 28. 3. 29

業務廃止1528

P.43
上
尾

770
田　中　國　治 〒362－0037

上尾市上町1丁目13番3号
平成28. 3. 31
業務廃止1114

P.73
草
加

2229
宮　腰　泰　光 〒341－0024

三郷市三郷1丁目16番地5
平成28. 4. 13
業務廃止2570

P.21
浦
和

2226
五十木　　　翔

〒336－0031
さいたま市南区鹿手袋四丁目16番5号
土地家屋調査士法人ヴェルテックスプラン社員

平成28. 4. 15
退会2567

P.37
大
宮

1461
田　中　明　良 〒331－0814

さいたま市北区東大成町1丁目650番地408号
平成28. 4. 26
業務廃止1831

P.72
草
加

2266
外　間　英　之 〒340－0822

八潮市大瀬5丁目2番地1
平成28. 5. 30
業務廃止2607

P.18
浦
和

1440
三　浦　敏　行 〒336－0021

さいたま市南区別所1丁目8番2号
平成28. 7. 20
業務廃止1643

P.91
熊
谷

321
長谷川　敏　治 〒360－0041

熊谷市宮町1丁目160番地1
平成28. 7. 30

死亡267

事務所移転
P.66
春
日
部

2037
603004 尾　崎　博　則

〒 344－0067
春日部市中央四丁目 6 番地 13
春日部測量設計

048－796－8482
　　796－84922386

P.51
埼
葛

1417
中　山　登司男 〒 346－0106

久喜市菖蒲町菖蒲 4089 番地 1
0480－85－6868
　　 85－34431788

P.61
越
谷

1759
703007 水　町　俊　介 〒 343－0841

越谷市蒲生東町 15 番 12 号
048－985－2299
　　985－23082118

P.54
埼
葛

2109
603003 大　金　知　弘 〒 349－0212

白岡市新白岡三丁目 8 番地 14
0480－93－5806
　　 93－58062455

P.38
大
宮

1747
細　沼　健　次 〒 337－0053

さいたま市見沼区大和田町1丁目1718 番地
048－684－1648
　　684－16482106

P.61
越
谷

1985
石　井　正　史 〒 343－0046

越谷市弥栄町三丁目 43 番地 181
048－970－3915
　　970－39162336

P.92
熊
谷

1510
新　井　雅　志 〒 360－0853

熊谷市玉井 1 丁目 69 番地 1
048－533－2295
　　533－70731874

P.60
越
谷

1436
掘　切　貞　男 〒 343－0821

越谷市瓦曽根 2 丁目 14 番 26 号
048－963－8447
　　966－72911807
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P.37
大
宮

1345
203001 齋　藤　　　正 〒 339－0058

さいたま市岩槻区本丸四丁目 21 番 17 号
048－757－4548
　　757－45141724

P.42
大
宮

2245
内　山　　　啓

〒 337－0051
さいたま市見沼区東大宮 1 丁目 7 番地 8
かな川測量設計内

050－5582－9872
020－4623－30252586

P.75
川
越

1767
佐　藤　弘　実 〒 350－1137

川越市砂新田 2 丁目 15 番地 9
049－242－6855
　　242－68872125

P.21
浦
和

2196
森　下　典　和

〒 336－0018
さいたま市南区南本町一丁目 17 番 1 号
MMC ビル 301－A
土地家屋調査士法人グランスカイ代表社員

048－710－4651
　　838－07162539

P.21
浦
和

2205
古　川　　　宏

〒 336－0018
さいたま市南区南本町一丁目 17 番 1 号
MMC ビル 301－A
土地家屋調査士法人グランスカイ社員

048－710－4651
　　838－07162548

P.40
大
宮

2045
関　根　　　靖 〒 331－0813

さいたま市大宮区櫛引町一丁目411 番地
048－793－5167
　　793－50002394

事務所移転（P.22 浦和支部から P.42 大宮支部へ）

P.42
大
宮

2239
1003009 小　町　尚　徳 〒 339－0004

さいたま市岩槻区大字徳力 623 番地 2
048－872－6294
　　872－62942580

事務所移転（P.101 東松山支部から P.93 熊谷支部へ）

P.93
熊
谷

2233
川　島　知　之 〒 360－0133

熊谷市中曽根 1205 番地 1　1 号棟 102
048－594－9731
　　594－97352574

事務所移転（P.100 東松山支部から P.47 上尾支部へ）

P.47
上
尾

1826
小　沼　剛　之

〒 363－0027
桶川市大字川田谷 221 番地の 8

（株）都市開発コンサルタンツ内

048－787－8112
　　787－57792114

事務所移転（P.62 越谷支部から P.22 浦和支部へ）

P.22
浦
和

2214
齋　藤　隆　一

〒 330－0063
さいたま市浦和区高砂三丁目 6 番 12 号
グローバル県庁前 2 階

048－789－7709
2285
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会変更登録（埼玉会退会）

支
部

会員番号
氏　　　　名 事　務　所　所　在

退会年月日
退 会 理 由登録番号

P.83
狭
山

2195
外　間　達　也 〒 350－1302

狭山市大字東三ツ木 231 番地の 6
平成 28. 4. 20

東京会へ変更登録2538
P.72
草
加

2176
及　川　宏　次

〒 340－0822
八潮市大瀬五丁目 2 番地 1
土地家屋調査士法人アローフィールズ社員

平成 28. 6. 10
東京会へ変更登録2519

土地家屋調査士法人名称変更・従たる事務所の廃止

法人番号
支
部

法　人　名　称 社　　　員 事　務　所　所　在 廃止年月日

法
人

04－0009－
03－0009

草
加

土地家屋調査士法人
アローフィールズ

（旧リーガルフロンティア）
及 川 宏 次

（従）
〒 340－0822
八潮市大瀬五丁目 2 番地 1

平成 28. 6. 10

土地家屋調査士法人名称変更・主たる事務所の移転

法人番号
支
部

法　人　名　称 社　　　員 事　務　所　所　在
事務所電話
〃　ＦＡＸ

法
人 03－0010 浦

和

土地家屋調査士法人
グランスカイ

（旧グランマーク）

森 下 典 和
古 川 　 宏

（主）
〒 336－0018
さいたま市南区南本町一丁目
17 番 1 号 MMC ビル 301－A

048－710－4651
　　838－0716

土地家屋調査士法人の解散

法人番号
支
部

法　人　名　称 社　　　員 事　務　所　所　在 解散年月日

法
人 03－0012 越

谷
土地家屋調査士法人
西山設計

西 山 健 司
齋 藤 隆 一

（従）
〒 343－0845
越谷市南越谷一丁目4番43号－2F

平成 28. 5. 31

法人社員への変更登録

法人番号
支
部

法　人　名　称 社　　　員 事　務　所　所　在
事務所電話
〃　ＦＡＸ

法
人 03－0013 秩

父
土地家屋調査士法人
パートナーズ 太 幡 哲 也

（主）
〒368－0005
秩父市大野原80番地46 （2階）

0494－24－6700
　　 22－8878

法
人

03－0013－
03－0012

埼
葛

土地家屋調査士法人
パートナーズ 鈴 木 　 正

（従）
〒347－0032
加須市花崎二丁目8番地1

0480－65－9654
　　 65－9655

法
人

01－0032－
03－0007

浦
和

土地家屋調査士法人
ヴェルテックスプラン 吉 川 真 弘

（従）
〒336－0031
さいたま市南区鹿手袋四丁目16番5号

048－710－4500
　　710－4502
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法
人 03－0014 坂

戸
土地家屋調査士法人
ミヤソク 宮 澤 孝 宏

（主）
〒350－0216
坂戸市柳町45番25号

049－281－8681
　　282－0971

法
人 03－0014 坂

戸
土地家屋調査士法人
ミヤソク 武 藤 拓 也

（主）
〒350－0216
坂戸市柳町45番25号

049－281－8681
　　282－0971

法人社員の脱退

法人番号
支
部

法　人　名　称 社　　　員 事　務　所　所　在 脱退年月日

法
人

01－0032－
03－0007

浦
和

土地家屋調査士法人
ヴェルテックスプラン 五十木 　翔 〒336－0031

さいたま市南区鹿手袋四丁目16番5号 平成 28. 4. 15

使用人土地家屋調査士の退職

法人番号
支
部

法　人　名　称
使用人

土地家屋調査士
事　務　所　所　在 退職年月日

法
人

01－0032－
03－0007

浦
和

土地家屋調査士法人
ヴェルテックスプラン 冨 永 雅 樹 〒336－0031

さいたま市南区鹿手袋四丁目16番5号 平成27. 12. 15

法
人

01－0032－
03－0007

浦
和

土地家屋調査士法人
ヴェルテックスプラン 吉 川 真 弘 〒336－0031

さいたま市南区鹿手袋四丁目16番5号 平成 28. 4. 15
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◆ 編集後記 ◆

　広報事業部の一員となり２年目を迎えました。
やっと慣れたところで中学校への出前授業という大きな事業を控え、不安もいっぱ
いですが成功へ向けて頑張ってまいります。
　暑い日が続きますが、皆さんも熱中症に気をつけてこの夏を無事に乗り越えま
しょう。

浦和支部　外山　健

会報が発刊されるときは、暑さも一段落しているのでしょうか?
早いもので広報委員も2年目に入りました。
今年度の目玉事業、公開講座は11月11日（金）。
中学2年生対象の出前講座は1月14日（土）開催されます。
広報事業部一致団結し、良いものにしようと日々頑張っております。
ご多忙のことと存じますが、皆様のご参加、心よりお待ちしております。

川口支部　亀井郁臣

　送られて来る側から、送る側に携われることになり2年目。何をするにも、人のお
力添えをいただいたおかげで成り立つものと痛感しております。原稿依頼及び取材
依頼に快くご協力いただきました他会及び当会の皆様、誠に有難うございます。今
期広報委員も半分を切りました。最後まで楽しく広報事業部、一丸となりやり遂げ
たいと存じます。

志木支部　菊地　浩

　心のこもった原稿をお寄せ頂いた皆様、誠にありがとうございました。
　調査士に登録後初の役職である広報委員に任命され、分からない事ばかりで激流
に流されるような1年半でしたが、諸先輩方にご教示を頂き何とか乗り越えて参り
ました。まだまだ未熟者ではございますが、このような機会をお与え下さった皆様
に感謝しつつ残りの任期を邁進して参ります。

狭山支部　篠原　剛

　会報165号を発行するにあたり、皆様に記事を書いて頂きありがとうございました。
　今まで経験することの無かった編集作業を経験でき、とても勉強になりました。
残りの広報委員会の活動は、まだまだありますが、これからも広報委員会の活動を
頑張りたいと思います。

飯能支部　長坂慎吾

編 集 後 記
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【新刊・好評図書のご案内】

●土地家屋調査士と弁護士による実務視点からの解説書。
●「どこで迷うか」「何に悩むか」がイメージしやすい対話式での解説を展開。
●「初動のあり方」、「資料の収集と分析技法」、「手続選択」、「筆界特定手続・訴訟・ADR」の各留意点を詳説。

大阪土地家屋調査士会「境界問題相談センターおおさか」 編
2016年4月刊 A5判 240頁 本体2,300円＋税

事例解説 境界紛争
～解決への道しるべ～

●実務に即した文例で、読みやすい文書を作るコツ、間違いやすいポイントを解説。用字用語例集（類似語を含む。）は、
約7500語を収録。
●文書によるトラブル回避の参考として、法務局職員・自治体職員・土地家屋調査士等の実務家にも好評。文書の起案
が苦手な方への研修に最適。

渡辺秀喜 著
2016年3月刊 B5判 264頁 本体2,300円＋税

第２版 これだけは知っておきたい
公用文の書き方・
用字用語例集

末光祐一 著
2016年7月刊 A5判 440頁 本体4,100円＋税

●隣地・隣家に関する境界関連、建築基準、取得時効、占有権、筆界特定、空き家など具体的な実務をこの１冊に集約。
全250問で、関係する実務を網羅。先判例も多数収録。
●隣地との紛争などの簡裁代理等関係業務、地裁の裁判書類作成業務にも有益な実務の情報を収録。
●空き家特措法（平成27年５月26日完全施行）対応。

Q&A 隣地・隣家に関する
法律と実務
相隣・建築・私道・時効・筆界・空き家

●不動産登記の基本から登記記録の実際の見方、注意すべきポイントまでを、登記実務の豊富な経験に基づきわかりや
すく解説。この一冊で、登記の基礎がわかる。注意すべき登記については、具体的な記録例をもとに、図表などを多
用しながら丁寧に解説。事務職員・補助職の方には特におすすめ。

齊藤明 著
2016年５月刊 A5判 248頁 本体2,300円＋税

これでわかる！
不動産登記記録の
見方・読み方
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