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新年ご挨拶

会　長　山　田　一　博　

新年あけましておめでとうございます。会員の皆

様には、ご家族お揃いで健やかに新年をお迎えにな

られたことと、お慶び申し上げます。

また、昨年は本会の会務運営に対して格別のご理

解を賜わり、深く感謝致しますとともに厚く御礼を

申し上げます。

さて、今年は新しい執行部となり本会事業及び近

畿ブロック協議会広報部担当を担い、会員各位のご

協力のもと土地家屋調査士が筆界、境界の専門家と

して幅広く活動してまいりました。

昨年は、土地家屋調査士制度の制定から 65 年、

表示登記制度開設 55 年そしてオンライン申請、

ADR 裁判外紛争解決手続制度、筆界特定制度 10 年

となる特別な年でした。　

そこで昭和 25 年 7 月 31 日土地家屋調査士制度が

制定され 7 月 31 日を「土地家屋調査士の日」とし

て定められ、これに合わせて全国一斉表示登記無料

相談会を開催致しました。

昨今、特に境界問題に関する相談が多く、今後は

相続も含めた不動産に係わる相談案件が更に増加す

る傾向は益々進んでいくものと思われます。

日本土地家屋調査士会連合会では、全国 50 の土

地家屋調査士会に境界ＡＤＲが開設されたことを機

に、土地境界紛争の解決へ向けた取り組みを強化

し、「境界紛争ゼロ !」を目指して進んでいく決意を

しており我々も単位会も紛争が起きない社会を目指

して会務運営を行なっていきたいと考えておりま

す。

今年度は、真のニーズに応える専門家組織として

存在し、適正かつ安定した事務局運営の構築と土地

家屋調査士が社会と連携し更に今まで以上に信頼性

の向上を図り、明日に向けた新しいアイデアを発掘

し適切かつ安定した継続的な組織体制の構築を目指

してまいりたいと思います。

最後になりますが、そのためにも、依頼者の信頼

に応え得る高度な専門職業家として誇りを持って業

務を適正に行い、不動産に係る国民の権利の明確化

に期するために、法務局、政治連盟、公嘱協会そし

て隣接法律専門職団体の皆様と連携を深めていき、

土地家屋調査士制度が国民の皆様から更に信頼のあ

るものとして会員の自覚のもと、取り組み進んでま

いりましょう。本年も宜しくお願いをいたします。

会員の皆様にとって幸多き年になりますよう祈念

いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。
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新年あけましておめでとうございます。
京都土地家屋調査士会の会員の皆様におかれまし

ては、健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。

平素、貴会と会員の皆様には、法務行政の適正、
円滑な業務運営につきまして、格別の御理解と御支
援を頂いておりますことに、厚く御礼を申し上げま
す。

また、行政サービス向上及び法務局のＰＲのため
の取組である「全国一斉！法務局休日相談所」等の
各種事業にも積極的に御協力いただき、深く感謝申
し上げます。今後とも引き続き御協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

昨年は、国内外において様々な話題がありました
が、国内では、感染症研究の大村北里大学特別栄誉
教授と、ニュートリノ研究の梶田東京大学教授がそ
れぞれの分野での研究成果が認められ、一昨年に引
き続きノーベル賞受賞があり、また、地元京都では、
舞鶴市の「シベリア抑留・引き上げ」の記録がユネ
スコ記憶遺産に登録されるなど、明るい話題の一
方、国外では、内戦を逃れるために多くのシリア難
民が欧州諸国へ向かうことで社会的混乱が発生し、
また、避難途中での水難事故等で命を落とすなど、
人道上においても大きな問題となっており、早期の
解決が望まれるところです。

ところで、法務局における事業の中でも登記所備
付地図の整備については、昨年 6 月に閣議決定され
た「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（骨太の
方針）において、政府の重要施策として具体的に掲
げられているところであり、その重要性が各方面に
広く認識されてきている状況にあります。

平成 27 年度から、従来型の登記所備付地図整備
作業に加え、地価が高額であるなどといった理由に
より大都市の枢要部や地方の拠点都市の地図の整備
を対象とした大都市型の地図整備作業が新たに開始
し、京都局においては、京都駅の北西地区が対象と
なっています。これらの業務は非常に重要な施策で
あり、今後も計画的かつ確実に実施していかなけれ
ばならないことから、会員の皆様のますますの御理
解と御協力をよろしくお願いします。

また、骨太の方針にも掲げられている空き家問題
対策については、所管は国土交通省ですが、今後、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づ
き、地方自治体が主体となって対策に取り組むこと
から、不動産登記事務を所管している法務局が関与
する部分は大きいと思われ、また、会員の皆様の専
門分野に関係してくることも十分に予想されること
から、今後の地方自治体の動きを十分注視していく
必要があると思います。

さらに、筆界特定制度は、本年で 11 年目を迎え
ることとなりました。当局における申請件数の動向
は高い水準にあり、全国的には大阪局、東京局及び
神戸局に次いで 4 番目となっており、この制度に寄
せる府民の期待の大きさがうかがわれます。

会員の皆様が、日頃、筆界調査委員として、さら
に、申請代理人として、この制度の運用を積極的に
支えていただいていることの一つの成果であると考
えております。今後においても、更なる利用促進、
適正な事件処理に努め、利用者である国民の皆様か
らの信頼と期待により一層応えていかなければなり
ません。

そのためには、所有権界の紛争解決を目指すＡＤ
Ｒ、会員の皆様と法務局との緊密な連携、協力関係
が必要不可欠であり、引き続きの御支援と御協力を
よろしくお願いいたします。

次に、電子政府の実現に向けた取組に関しまして
は、政府の重要施策として、登記関係 5 手続のオン
ライン申請に係る利用率の向上が強く求められてい
ます。昨年は更なるオンライン申請の利用促進に資
するため、会員の皆様にアンケート調査を実施させ
ていただきました。頂いた御意見等を参考に、法務
局として改善できる取組を積極的に推進していきた
いと考えておりますので、会員の皆様方におかれま
しては、オンラインによる登記申請の更なる利用拡
大に向け、より一層の御理解と御協力を賜りますよ
う、よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、会員の皆様には、つつがな
くその職責を全うされ、充実した一年を過ごされま
すよう祈念しまして、私の年頭の挨拶とさせていた
だきます。

新年の挨拶

京都地方法務局長　松　尾　泰　三　



（4）第157号 平成28年１月10日土地家屋調査士会

「文化創生」から新たな京都を

京都府知事　山　田　啓　二　

府民の皆さま、あけましておめでとうございます。

昨年を振り返って

昨年 7 月には、長年の悲願であった京都の南北

軸、京都縦貫自動車道が 34 年という長い歳月をか

けてようやく全線開通しました。京都全体に大きな

流れを創るこの大事業の完成に尽力された全ての

方々に、心からお礼を申し上げます。

この開通を期し北部 7 市町においては、4 カ月に

わたり「海の京都博」を開催し盛り上げていただき

ましたことに対しましても感謝申し上げます。

また、昨年は琳派 400 年記念事業、さらに国宝「東

寺百合文書」と第二次世界大戦後のシベリア抑留者

等の引き揚げ記録「舞鶴への生還」の世界記憶遺産

登録。そして「日本茶 800 年の歴史散歩～京都・山

城」の日本遺産への認定など北から南まで京都の持

つ豊かな文化を示すことが出来た一年でした。

しかし、地方消滅とまで言われる少子・高齢化問

題や、雇用情勢が好転すると顕著になる人材不足。

円安により輸出産業が伸びる一方、内需型中小企業

は原材料高に苦しみ、伝統産業も広幅織物は伸びた

のに対し着物の需要はまだまだ低迷、さらにはＴＰ

Ｐ問題で農林水産業には懸念が広がるなど、さまざ

まな課題が改めて浮き彫りになった年でもありまし

た。

京都流の地域創生へ

こうした課題の克服と同時に京都の力を最大限に

発揮して、京都の将来を切り拓くことができるよ

う、昨年 10 月、「京都流 地域創生～『文化創生』

から新たな生活を～」をテーマに「京都府地域創生

戦略」を策定しました。

こうした問題の背景には東京一極集中や、大都市

や大企業志向に代表されるような価値観の固定化が

進む中での格差の広がりがあり、社会が柔軟性を失

いつつあるのではという危惧があります。今、京都

から、少子化問題・子供の貧困対策、若者の就労支

援などでもう一度「人づくり文化」を確立させ、マ

ネーゲームにはない真の豊かさを取り戻すために産

学公の力を結集し、技術力に裏打ちされたものづく

りの素晴らしさを広め、京都の豊かな農林水産資源

を六次産業へと発展させる時代を踏まえた「産業文

化」を育成し、京都ならではの伝統・文化に恵まれ

た大都市と豊かな自然をもつ田園の両方の魅力を享

受できる、ある面贅沢な「京都ぐらし文化」を創生

させなければなりません。そしてこうした文化を統

合させ、京都が多様性に富み、躍動的な地域として

魅力を世界に発信できる「地域づくり文化」へと昇

華させていくことが必要だと考えています。

これからの数年は京都の将来を左右する大事な時

です。地域創生は他人事ではなくまさに私たちの未

来です。

京都には、どこにも負けない歴史と伝統がありま

す。さらには世界水準の大学・研究機関、高い技術

力を持った中小企業の集積、豊かな自然環境など魅

力的な資源や資産をたっぷり有しています。

「もうひとつの京都」の発信

昨年は ｢ 海の京都 ｣ を見ていただきました。そし
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て今年は「森の京都」です。京都府の 74.3％は森林

であり、森は私たちの水を清め、空気をつくり、災

害を防ぎ、さらには貴重な木材資源を提供してくれ

ます。何にも代えがたい宝である京都の森の素晴ら

しさを皆さまとともに分かち合い、次世代に引き継

ぐため、「全国育樹祭」を中心に、森の恵みを府民

の皆さまに体感していただく ｢ 森の京都博 ｣ や丹波

高原の国定公園の新規指定など、林業の振興と自然

保護と森の文化が一体となった「森の京都スタイ

ル」の確立を目指した地域づくりを進めることとし

ています。

こうした素晴らしい森林を未来に受け継いでいく

ための財源として、「豊かな森を育てる府民税」の

導入を昨年、府議会でご議決いただきました。4 月

から年 600 円お願いすることになりますが、どうか

府民の皆さまに、この税に対するご理解をいただき

たいと思います。

京都の未来を拓く人をつくり、地域経済を活性化

させて仕事をつくり、京都への人の流れをつくる。

さらには新しい交流の中で持続可能で魅力と活力の

ある地域をつくり、そして京都から日本を変える新

たな「文化創生」。今多くの観光客が京都を目指し

ています。単に名所旧跡があるからだけではなく、

京都の持つおもてなしの心、人を癒す環境、ほんま

もんが持つ力が人々を引きつけているのだと思いま

す。

今年、リオデジャネイロでの夏のオリンピック・

パラリンピックが終わればいよいよ東京オリンピッ

ク・パラリンピックへの道のりが始まります。その

皮切りが、秋に京都で行われる国主催のスポーツと

文化の国際フォーラムです。京都の「文化創生」は

いよいよ本番を迎えます。府民の皆さまのご協力を

心からお願いし、この一年の、皆さまのご健勝とご

多幸を心からお祈り申し上げ、新年のごあいさつと

いたします。
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明けましておめでとうございます。
新年を迎えるに当たり、謹んで御挨拶申し上げま

す。
最近、若い方を中心に「京都に住みたい」という

嬉しいお声をよく耳にするようになりました。人口
減少が全国的に大きな課題となる中、本市に転入し
てこられる方の数もおかげさまでここ数年増加傾向
にあります。

また、一年前のこの会報では、世界的な旅行雑誌
「トラベル・アンド・レジャー」誌の読者投票で、
京都が世界で最も魅力的な都市に選ばれたと報告い
たしましたが、昨年、2 年連続で観光人気都市世界
一の座を獲得するという快挙を達成しました。

住まう方であれ、訪れる方であれ、魅力あるまち
にこそ人は集う。私は常々そう考えています。そし
て、そんな魅力あふれる京都のまちづくりに、地籍
整備や土地・建物の測量、登記や境界確定等の業務
を通じて御尽力しておられるのが京都土地家屋調査
士会の皆様です。長年にわたる皆様のたゆまぬお取
組に、改めて深く敬意と感謝の意を表します。

この魅力ある京都を守り、未来に向けて更に発展
させてまいりたい。そんな思いの下、市民の皆様と
共に汗する“共汗”で様々な取組が着実に進行して
います。

京都駅南口駅前広場整備事業では、事業者をはじ
め多くの皆様の御理解をいただきながら、拠点広場
デッキの設置や路線バス乗降場の集約化、タクシー
乗降場の整備などを進めております。新たな憩いの
場を創出するとともに、利用される全ての方にとっ
てより一層使いやすい駅となるよう全力で取り組ん

でいるところです。
そして昨年 10 月には、人と公共交通優先の「歩

くまち・京都」実現に向けたシンボル事業、四条通
歩道拡幅事業が完成しました。市民の皆様の御協力
の下、約 10 年の歳月をかけて丁寧に進めてきた取
組です。一時、交通渋滞等で御迷惑をおかけしまし
たが、将来にわたって多くの皆様に「歩きやすくなっ
た」、「変わってよかった」と心から実感していただ
けるものと確信しています。

今後もこうした取組を進めていくうえでは、高度
な専門知識と技術を駆使して市民生活を支え、まち
づくりに貢献していただいている貴会の皆様のお力
が欠かせません。「住んでよし」、「訪れてよし」の
魅力あふれる京都のまちづくりに、皆様の変わらぬ
御支援、御協力をお願い申し上げます。

結びに、本年が京都土地家屋調査士会の皆様にと
りまして、実り多い一年となりますことを心から祈
念いたします。

ご挨拶

京都市長　門　川　大　作　
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新年ご挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧問　弁護士

谷　口　直　大　

新年あけましておめでとうございます。
旧年中はいろいろとお世話になり、ありがとうご

ざいました。本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、新年を迎えるにあたり、前年を振り返って
みますと、昨年ほど、「憲法」が話題となった年はな
かったのではないかと思います。

いうまでもなく、憲法は、国家の基本法であり、
すべての法令の頂点に立つ最高法規です。

我々が司法試験を目指した際、最初に勉強したの
が憲法であり、その精神は、すべての法曹の礎をな
すものであります。

日常の業務にあっては、憲法を直接に使うことは
滅多になく、受験時代に培った憲法の知識も錆び付
いていきがちですが、それでも、常に憲法の精神を
念頭におきつつ、法令解釈とそれによる事案解決に
取り組んでいくことこそが、弁護士の弁護士たる所
以であると思っています。

憲法は、国民の基本的人権を守り、平和を維持す
るために人類が長年の経験をもとに作り上げられて
きた安全装置です。その憲法が世の中の話題になる
ことは、国民の基本的人権や平和が危機に晒される
事態への警告的な意味合いをもつ現象と見る必要が
あると思います。

経済、教育、福祉等々我々が生活していくにあたっ
て大切な課題は多々ありますが、すべては平和で
あってこそのものであり、平和こそが、最高かつ絶
対の価値であると考えます。

なにを措いても、本年が平和な一年となることを
切に願います。

ところで、私的な話題としては、昨年 4 月、当事
務所は、福井県鯖江市に支所を開設しました。

鯖江市は、眼鏡フレームの産地として有名です
が、30 年来弁護士が一人も常駐しないいわゆる弁護
士過疎地域でした。

その鯖江市で実施されている地域活性化プランコ
ンテストを通じて、鯖江市と縁が繋がり、支所の開
設に至りました。

現在、「地方創生」が重要な政策課題に掲げられて
いますが、鯖江市は、早くから独自の「地方創生」
に取り組んできている興味深い都市です。

当事務所が鯖江支所を開設するきっかけとなった
地域活性化プランコンテストもそのひとつですし、
市民主役条例、オープンデータ、JK 課、ゆるい移住
等ユニークかつ意欲的な取り組みが、市長のリー
ダーシップのもとに次々と進められています。

「地方創生」というと、どうしても、中央主導の
「押し付けの地方振興策」に終わってしまいがちで
すが、真の「地方創生」を実現するためには、地方
都市が自ら主体的に発想・実行する、いわゆる「地
方発」の取り組みがなされることが必須であると思
います。

「地方の時代」が単なるかけ声倒れとなることな
く、地方発の「地方創生」が多くの都市で実現され、
本年が明るく活気ある一年になることを願います。



（8）第157号 平成28年１月10日土地家屋調査士会

新年ご挨拶
　還暦を迎えて歳男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談　公認会計士

毛　利　隆　志　

今年は申年、私は歳男、還暦を迎えます。60 年の
節目を振り返りました。

12 歳まで。1 歳のころヘルニアの手術の帰り道、
父親に肩車してもらって縁日を通った記憶がありま
す。この話を人にすると、1 歳の時の記憶は無いは
ずだといわれます。2 歳の時に母親に連れられて南
座へ、私が席をうろうろしてうるさくて劇場の人に
追い出されて母親が少し怒っていたのも覚えていま
す。今は、顔見世はじめ南座によく通っていますが、
2 歳の子には南座は早すぎました。幼稚園、小学校
は、自由奔放な子供でした。

24 歳まで。人生の発達・充電期、中学は水泳部、
高校はラグビー部とクラブ活動に明け暮れました。
今はビールですが、当時は毎日、練習の後のミリン
ダ、コカ・コーラが最高の味でした。夏の合宿の辛
さを思い出すとなんでもできそうな気がします。16
歳でバイクの免許取得、大型自動二輪が乗れまし
た。夏休みはテントを積んで丹後の海までツーリン
グとキャンプが楽しかったです。

大学の前半はバイトと麻雀、パチンコ、旅行に明
け暮れました。信州松原湖で夏休みバイト、与論島・
沖縄では友達になった日本女子体育大学の新体操部
のメンバーとの徹夜のキャンプファイアーが思い出
です。その後、東京通いでバイト代が消えました。

大学の後半は、気分一新、税理士・公認会計士の
受験勉強、3 回生で簿記論・財務諸表論合格、大学
院に進学した年に公認会計士二次試験合格。修士課
程修了後、半年間、ミネソタ大学のサマーセッショ
ンに参加、その後スイスの友人とグレイハンドバス
でアメリカ一周、外部から日本を眺めることができ
ました。帰国後、監査法人に就職、上場会社の監査
に 7 年間従事しました。

36 歳まで。29 歳で結婚、長男、次男、長女が誕

生。家族とピクニック、海、ス
キー、アウトドア中心に毎週の
ようによく遊びに行きました。
31 歳で監査法人退職、地元京都
で独立開業、税務会計中心の業
務に専念しました。大企業から
一転、八百屋さんの記帳代行業
務はじめあらゆる業務にチャレンジしました。ワイ
ズメンズクラブ、JC にも入会。新しい友人も増え飲
みに行く頻度がうなぎ上りに増えていきました。

48 歳まで。監査、税務、大学と多様な業務を経験
しました。ロータリークラブにも入会、業界団体の
活動も積極的に参加し、さまざまなネットワーク、
またまた友人が増えました。さらに飲ミニケーショ
ンもパワーアップ。

60 歳まで。大学の教授就任、講義の駒数、出校日
数が増え、週のうち 3 日は研究室、4 日は事務所、
監査、顧問先訪問と予定満載、1 年は 365 日しかあ
りませんが、年間稼働日数は 500 日ぐらいの感覚で
した。業界団体の会長職も経験、さらにネットワー
クが広がりました。夜はクラブ活動からお座敷活動
へ、飲むペースは日々、限界に挑戦の連続。ザ・タ
イガースから始まり、ジュリー、小田和正、ユーミ
ン、陽水、竹内まりや、中島みゆき、財津和夫、高
橋真梨子、ドリカム等のライブに出かけ、家内と楽
しく弾けています。

あっという間に 60 代。気持ちは 30 代です。健康
年齢の第 4 クォーターに突入。体と真面目に付き合
いながら、ジムにも通いさらに楽しんで行きたいで
す。のんびりと家飲みも楽しくなりました。健康年
齢を伸ばしていきたいです。皆様、よろしくお願い
申し上げます。
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総務部　山　岸　一　夫

新年明けましておめでとうございます。

日頃は会務運営にご理解、ご協力を賜り、ありが

とうございます。

昨年 6 月より総務部理事として会務に携わらせて

頂いています、嵯峨支部の山岸一夫と申します。

私は、平成 21 年 8 月に入会させて頂き 7 年目に

入っていますが、現在も仕事の大半が建築設計に係

わることをしていますので、調査士業を殆ど行って

いない状況です。

そのような自分が、理事を務めることが出来るの

か相当迷いましたが、会員である以上避けて通れな

いと思い、理事就任を承諾させて頂きました。

役員として約半年になりますが、今まで会務に全

く携わっていませんでしたので、全てが新鮮に感じ

ることと、今までの先輩役員の方たちの苦労も徐々

にではありますが、分かりかけてきています。

このような機会を与えて頂いたことに感謝申し上

げますと共に、少しでも会員の皆様のお役に立てる

ように会務に貢献していきたいと思っております。

また、建築士としても何かお役に立てるものがない

か、そういうことも同時に考えていきたいと思って

おります。

それでは、本題に移ります。

まず初めに新総務部のメンバーですが、藤村勉部

長、寺田岳史副部長、西田英司理事、築山正人部員、

一石和成部員（水原健介部員退会による補充）、中

村良三担当副会長と私で構成されています。

それぞれが、自分の立場を考慮しながらも真剣に

会務と向き合っております。

また、水原健介部員には、会員名簿発刊に多大な

る能力を発揮して頂いたことに関して、この場をお

借りして御礼申し上げます。新天地でのご活躍をお

祈り申し上げます。

昨年の総務部の活動としましては、総合役員会の

開催、会員名簿の発刊（新たな試みとして表紙に銀

字を用いたこと！）、京都自由業団体懇話会親睦ソ

フトボール大会の準備【新企画としまして、参加者

の意識統一とチームの結束を期待して、参加者全員

にお配りしましたオリジナルＴシャツの準備（この

件に関して、いろんなご意見があるかと思います

が、私個人としましては良かったと思っておりま

す。試合結果は、2 戦 2 敗でしたが !?】、忘年会の

開催等と多岐にわたっております。

また、総務部会は毎月 1 回第 2 火曜日に約 2 時間

行っております。藤村部長、中村副会長を中心にい

ろいろな意見や提案が出されております。

本年よりスタートしますマイナンバー制度による

漏えい防止対策やハラスメントへの対応方法、調査

士会への苦情処理等難しい問題が山積みされており

ますが、総務部としてどのように対応していくか検

討しているところです。

本年も新年祝賀会を皮切りに総務部の重要な活動

をスタートさせて頂きますが、会員の皆様方からの

ご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

以上を持ちまして総務部活動報告とさせて頂きま

す。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

各部の活動

総務部活動報告
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「無駄遣い」「ゼロ宣言」
～ゼロベースからの見直し～
楽しく参加しやすい厚生事業

財務部　吉　岡　宗　典

会員の皆さま　いつも財務部運営にご協力賜り有
難うございます。

5 月の役員改選より新財務部となり、あっという
間に半年が経ちました。

主な活動内容は、財務関係と厚生関係に分けられ
ます。財務関係は、日々の出納調整を行いつつ、毎
月の部会で決算事務を行っています。皆さまの大切
な会費をあずかる部として、費用対効果についても
適時検討を行っています。財務について、お気づき
のことがございましたら、財務部までお知らせくだ
さい。

厚生関係は、すでに 3 つの事業がありました。近
ブロ親睦ゴルフ大会は、10 月 9 日にリーガロイヤ
ルホテルにて前夜祭が、翌日に宇治ＣＣにてゴルフ
大会が行われました。6 年に 1 度の当番会として、
前回の資料を参考に、前夜祭設営から当日の大会、
表彰式まで、執り行いました。土地家屋調査士魂か
らなのか、ドラコン、ニアピンは、巻尺で正確に測
定し、ＩＮ、ＯＵＴのトータルで競うとのルールに
則り、ゴルフに参加しない 4 名で、ＩＮ、ＯＵＴに

わかれ試みたものの、体力的にかなりきついことと、
危険であることに気づき、午前で断念しました。

続いて、11 月 15 日から一泊二日で会員親睦旅行
がありました。今年のテーマは「戦後70年を考える」
として沖縄へ行ってきました。1 日目はひめゆりの
塔、平和記念公園へ行き、戦没者へ追悼しました。
2 日目は沖縄自衛隊へ行き、最新鋭の戦闘機の見学、
昼食は隊員の方が利用している食堂で、トレーを
もって並び、自分でごはんを入れ、並んでいるおか
ずをとり、皆で手を合わせていただきます。食べ終
わったら、ゴミを分別し食器を返却する。といった
風で、どこかの学生寮のような体験をしました。

そして、11 月 29 日に和歌山会が当番会で、紀の
川市粉河運動場にて、近ブロソフトボール大会が行
われました。結果は、第 3 位でした。

厚生事業にご参加いただきました会員の方には、
あらためて御礼申し上げます。

年明け 2 月には、チャリティー事業を予定してお
り、現在部会で企画をねっています。

そのほかは、役員用の名刺を一新することになっ
ています。縦書き片面印刷から横書きの両面印刷へ
変更する予定です。

財務部のメンバーは、
大西眞二副会長（舞鶴）、冨土原衛部長（園部）、

福島勝信副部長（城南）、東田秀一部員（嵯峨）、外
海一平部員（みやこ南）、吉岡宗典（丹後）の南部
から北部までの計 6 名です。

冨土原部長を中心に、事務局の四辻さんにお手伝
いいただきながら、皆で力をあわせて頑張っていき
たいと思います。

各部の活動
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活動報告

業務部　渡　邉　大　介

会員の皆様には、日頃より業務部の活動について

ご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。

私は前回、財務部員を務めさせて頂き、今回は昨

年の改選に伴い、業務部員を務めさせて頂くことに

なり約半年が経過しました。

日調連のホームページでは、『土地家屋調査士の

使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映する

ことによって不動産取引の安全の確保、国民の財産

を明確にするというように極めて公共性の高いもの

です。』と、わかりやすく記載されております。実

際に地籍調査や法 14 条地図作成のような事業は、

国民の権利の明確化といった公共的な要素が非常に

高いものと思われます。京都は古くからの建物、街

並みが残っていることもあり、これらの地図作成事

業には、難しいケースもあるかと思われますが、そ

の中でますます土地家屋調査士の存在感が発揮され

ております。

業務部の活動の中には、表示登記研究会がありま

すが、この先の将来も法務局と継続的により良い登

記制度の発展や日常の登記手続きなどを構築してい

く上で協議がすすめられているものであり、業務に

関する実務的な部分が多く、私自身の経験や知識不

足を感じることが多々あり、改めて日々勉強するこ

との必要性を感じております。

昨年 12 月 5 日に新入会員研修が実施され、その

席に参加させて頂き、研修を受けておりました。今

回の研修の中でも取り上げられておりましたが、登

記の件数が減少傾向であるとか、以前は持ち家を求

める割合が高かったのに対し、今は賃貸住宅が良い

というような割合が少し増加していることなど、国

民全体の意識の変化など、社会情勢の流れを把握す

る貴重な機会でありました。ただ、そういったマイ

ナス要素だけでは無く、その中で土地家屋調査士の

必要性や存在が唯一無二であるとも感じました。私

は入会してまだ 4 年であり、新入会員研修を受けた

のが約 3 年前、月日が経過するのは早いなと実感す

るのと、この数年間で自分自身何も成長していない

なと痛感しています。

業務部員を仰せつかった来年度までの残された 1

年半の間に、法 93 条調査報告書やその他の事項に

ついての見直しや変更など行われるかもしれません

が、前述のような変化に対応していけるよう、情報

を発信していくことが重要になってくると思われる

と共に、時には関係各部や各委員会との連携も必要

になってくる部分もあると思います。いずれも土地

家屋調査士制度、京都会の発展や会員の皆様の知識・

技術等の向上につながるものとして、これからの活

動に向けて、一層のご理解とご協力をお願い申し上

げます。

各部の活動



（12）第157号 平成28年１月10日土地家屋調査士会

今年の抱負

研修部　下　山　良　雄

新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様にはよき新春をお迎えのことと、お喜

び申しあげます。本年もどうかよろしくお願いいた

します。

私は、土地家屋調査士なったのが 50 才半ばであ

り、今年 68 回目の誕生日を迎えるアナログ人間で、

デジタルに弱く研修部にはいつも迷惑をかけている

事態に恐縮しております。

そこで新年に当たり、誰もが必ず思ったり・聞い

たりされる「今年の抱負・目標」を書く事にしよう

としましたが、ふと、ここまできて（たった 8 行し

か書いていませんが）抱負と目標とどう違うの？と

辞書を見てみました。すると、抱負とは「何かをし

ようと思って心の中に抱いている思い。」とあり、

目標とは「たどりつこうとして決めた基準。」となっ

ているようです。

こりゃ～「目標」なんてことにすると、ゴーンさ

んみたいな人に、「それはコミットメントですか！」

などと突っ込まれそうなので、もう少し柔らかく目

標を外して「今年の抱負」を書くことにしました。(逃

げを打っておきます。)

ちなみに、抱の字の右は、胎児をおなかの中に抱

えている形だそうで。負の字は人が貝（お金）をか

かえている形だそうです。（余談でした。）

抱負の書き方には三つの条件があるらしく、一つ

は、具体性が重要である。

二つ目は、少しだけ自分の能力より高い位置の抱

負を持つこと。( どの程度高くか難しいですね。) 

三つ目は一年の終わりに結果を判定出来る様にする

ことらしいです。

これに沿って私の抱負を書くと、パソコン・スマ

ホを使う上で仕事に必要なことしか出来ないのでな

く、ツイッター・ブログ等でコミュニケーションが

取れるようにすること。（私はまだどちらもやって

いません。）しかし、これをやって、一年の終わり

に結果を判定するのにどこまで出来れば結果が出た

のか判然としませんね？（自己判定でＯＫにしま

しょう…）

最後に、会員の皆様、昨年は音声不備のためやむ

なく中止せざるを得なかった研修会もあり迷惑をお

かけしましたが、本年もまた研修部の活動にご協力

頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

各部の活動
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活動報告

広報部　酒　井　規　宏

新年、あけましておめでとうございます。
平素は会務運営におきまして、会員の皆様の多大

なるご理解ご協力を賜り、謹んで御礼申し上げます。
私は、広報部副部長を仰せつかっております園部

支部の酒井規宏と申します。広報部は、谷口部長、
山腰理事、上茶谷拓平理事、田中淳子部員、秋田部
員、小牧部員、木下副会長というメンバーで取り組
んでおります。

この度、新春会報誌への寄稿ということで、各部
の活動報告というテーマのもと、原稿を執筆させて
頂く運びと相成りました。会報誌への寄稿は今回で
3 回目となります。なかなか言葉が思い浮かばない
中、活動報告や感じていること等を綴らせて頂きた
く存じます。

広報部の司る事務とは、京都土地家屋調査士会会
則を読むと、「広報に関する事項」「会報の編集及び
発行に関する事項」「情報の収集および参考図書の
編集発行に関する事項」とあります。そんなに多く
ないように思われそうな 3 つの項目ではございます
が、協議する事項は多岐に渡り、月 1 回の部会、自
宅や事務所での作業、広報部メンバーとのやりとり
等は、想像を絶するほどの作業量で、かなり時間を
割いて取り組んでおります。

これまでの中で私は、前号会報誌 156 号発刊の取
り纏めを担当させて頂きました。それまでは、送ら
れてきた会報誌をパラパラとめくって見ることが多
く、何気ない気持ちで本棚へしまい込み、時間があ
ればまた開いて読んでみるというような扱いでし
た。今となっては考えられないですね。現在では会
報誌を発刊する前、校正の段階で文章やレイアウト、

掲載する画像等、広報部メンバー、事務局、印刷会
社の方、皆の力を一つにまとめてチェックし倒し、
できあがってきた会報誌は、まるで我が子のよう（我
が子はまだいませんが）に可愛らしく（表現がベタ
ですが）、大切に読み上げてしまっております。

活動報告は以上とさせて頂き、個人的に興味が
あって、広報的な話題にも触れてみたいと思います。
土地家屋調査士の知名度は、比較するものではない
かもしれませんが、他士業と比して依然高くはない
のではないかと個人的に感じております。どうすれ
ばもっと国民の皆さんに認知してもらえるか、そん
なことを広報部に限らず、同期の調査士仲間で話し
合ったりもしています。地味な仕事（私はそんな風
には思っておりませんが）だから人気も無く、それ
が調査士試験受験者の減少に反映され、ひいては土
地家屋調査士制度の存亡危機に繋がるのではない
か・・・、までは言い過ぎかもしれませんし、そん
な大きい問題を考える余裕もない一広報部員ではあ
ります。しかしながらいつかは「調査士さんは表示
の登記のプロやね」とか、「僕の夢は土地家屋調査士」
と子どもたちに言ってもらえるような広報活動にも
想いを馳せながら、残りの期間を谷口部長を筆頭と
する優秀なメンバーと共に全力で取り組んでいきた
い、少なくとも足を引っ張ることなく取り組んで参
りたいと思う次第であります。

いつもながら拙い文章ではございますが、次はど
んな原稿執筆依頼がくるのか、楽しみにしておりま
すし、皆様におかれましても、原稿依頼があれば積
極的に受けて頂き、楽しんで執筆して頂ければと思
います。今後とも何卒よろしくお願い致します。

各部の活動
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研究部・地域慣習委員会

研究部　山　内　健　治

新年明けましておめでとうございます。研究部の
副部長及び地域慣習委員をさせて頂いております嵯
峨支部の山内健治です。現在、研究部がおもに取り
組んでいる協議事項は、山田一博会長からの付託案
件である「地積測量図の有効利用について」、「空家
問題に関するＰＴについて」であります。「地積測
量図の有効利用について」ですが、地積測量図は、
当然に普段私たちが業務遂行のため法務局にて既存
のものを調査したり、それを使って現地で筆界の確
認を行ったり、あるいは作成し法務局に提出したり
しているものですが、研究部ではその地積測量図が
社会の中のいろいろな場面で役だてることがあるの
ではないかということを研究しています。特に近年
作成の地積測量図は、現地復元性等かなり質の高い
ものになっていますので、将来において私たちが作
成する地積測量図が、今、私たちの気付いていない

ところで活躍する場面が出てくるかもしれないとい
うことです。そうなれば私たちの業務の範囲も広が
り、私たちの収入も増えていくかもしれませんね。
会員の皆様におかれましても何か良いアイデアがあ
りましたら知恵をお貸しいただければと思いますの
で、よろしくお願いします。

話は変わりまして、私は、おもに京都市内で仕事
をしていますので、正直なところ業務のなかで、「地
域慣習」というものをあまり意識した事が無いので
すが、京都土地家屋調査士会ホームページの会員専
用ページの中に「地域慣習調査資料」というものが
ありまして、そのなかでは先輩委員、他の方々が苦
労して集められた古い地図や資料が閲覧できます。
皆さまも一度ご覧になってくださいね。では皆さん、
今年もお互いにお仕事がんばりましょう！

各部の活動
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京都境界問題
解決支援センター近況報告
筆界特定や訴訟では満足されない新たな解決方法

皆さん、調査士の日常業務において筆界確認の作
業を進めてく中で隣接所有者との話し合いに行き詰
まりを感じた時に、貴方は依頼主にどの様なアドバ
イスをしていますか。

もっとも無難なところでは筆界特定申請を行って
筆界特定書を求める。若しくは、若干相手方から強
行と思われるかも知れないが、弁護士に介入して
貰って訴訟に移行し、筆界確定訴訟と所有権確認訴
訟により、依頼主が思い込んでいる正義を明らかに
して貰うことが一般的と思われます。しかし、これ
ら筆界特定や訴訟の結果が、本当に依頼主の利益に
叶っているのでしょうか。これから説明する事例
は、筆界特定でも訴訟でも当事者にとっては、本当
の解決にはなり得ない判り易い事例です。

一般的には和解を判り易く説明するための例えと
して、訴訟手続きをウイン（勝者）とルーズ（敗者）
として説明します。これに対比して、和解手続きを
双方がウイン・ウインとなる様に話し合いを勧める
としています。個人的には、勝者や敗者の観念を和
解に当てはめることは適当で無いと思われますし、
相隣関係の円満な解決の基本には、決して勝ち負け
があってはならないと考えています。但し、私とし
ても今のところ、これに代わる最良な表現方法が思
い浮かびません。では具体的な事例の紹介を行いま
す。

・事例紹介 別紙略図 (1) を参照して下さい。

A市B町一丁目1番1　宅地　80.84㎡の所有権登
記名義人の甲野二郎は、この土地を以前は自己居住
用の建物敷地として使用していたが、現在は空き家
になっている。将来的には、売却も含めて検討した
いので境界確認の作業を土地家屋調査士に依頼した

京都境界問題解決支援センター　　　　

運営委員長　若　林　　　智　

ところ、隣接地の 1 番 2 宅地　121.60 ㎡地上の乙野
三郎の建物の増築されている部分が、1 番 1 の土地
に越境 ( 建物の一点鎖線①部分 ) していることが判
明した。また、その後に事実関係を確認すると、甲
野二郎の増築された部分の建物も、乙野三郎の敷地
に越境 ( 建物の一点鎖線②部分 ) していることが判
明した。

甲野二郎と乙野三郎は、彼らの両親が約 50 年以上
も前からこれらの建物に居住し、現在はそれぞれの
土地を父親から相続しており、甲野二郎は仕事の関
係から、長いことこの建物から離れて暮らしていた
が、母親が亡くなる数年前までは、母親自身がこの
建物に居住していた。また、乙野三郎も高齢の母親
とつい最近まで一緒にこの建物に居住していた。

双方共に、築後 50 年以上の建物が建築され、それ
ぞれの父親が、30 年以上も前に増築工事を行ってい
る。

双方共に、父親がこれらの土地を購入した 50 年以
上も前に、同じ工務店によって売り建て「土地の名
義を工務店名義に移転せず、その当時所有していた
個人名義のままで土地分筆を行い、分筆後の各土地
については、売買の仲介により土地をそれぞれの所
有者に販売（仲介）し、その後に建物をその工務店
の施工で建築した。」されている。

双方共に、建築当時の建築確認通知書を保管して
おり、添付されている建物配置図を見ると、甲野二
郎の父親が増築している乙野三郎の通路の一部は、
甲野二郎の父親の建物が当初には出窓として使用し
ていた部分だった。また、丙野三郎の父親が増築し
ている部分は、甲野二郎の父親の建物敷地の裏庭と
して利用することで計画（作図）がなされていた。

このことから双方の筆界線は、略図の太い実線と
判明した。現状の占有状況は、略図の甲野二郎の父
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親が設置したコンクリートブロック南面と、甲野二
郎の父親が増築した建物外壁西面が、双方の敷地境
界と思い込み利用（所有権の範囲）している。一点
鎖線で囲まれた部分の範囲は、双方が認識している
所有権の範囲を示している。

実線に囲まれた斜線部分は、双方の建物形状を示
す。また、双方の建物の点線部分は、30 年以上も前
に増築される前の本来有った建物位置を示す。甲野
二郎と乙野三郎は、増築している部分が相手方の土
地に越境しているとは思いもよらなかったし、今
回、土地家屋調査士から越境しているとの指摘をさ
れるまでは、そのことには考えも及ばなかった。

甲野二郎の父親に建築された建物は、建築確認敷
地を太い実線で囲まれた部分で、計画（建ペイ率・
容積率）されている為、現状で利用している敷地（所
有権の範囲）では建ペイ率が違反した状態となって
いる。また、現状の建ペイ率を検証すると、将来的
に建物を建て替えする際や土地を売却する際に、現
在の建物よりも小さな建物しか建てられず、甲野二
郎としては土地としての価値が著しく損なわれてい
ると感じている。

また、乙野三郎も、甲野二郎の建物が乙野三郎の
建物専用通路に増築されていることにより、当初は
2 ㍍確保されていた通路部分に越境して建築されて
いることから通路幅員が 2 ㍍に満たさない結果、公
道に 2 ㍍以上接道していない土地として将来的には
再建築不可能になっているとの説明も受けた。

双方の登記面積と、公図・建築確認通知書の敷地
図面を参考に復元した筆界線を基に実測面積を対比
すると、公差内で双方の土地登記面積と一致した。
また、法務局などには、縮尺 1/600 の不動産登記法
第 14 条第 4 項の地図が有るのみで、数値データなど
の資料は一切存在して無い。

参考までに、一般的な不動産評価では道路に接道
している整形な土地の評価を 100％と考えると、2 ㍍
以上の専用通路を持った旗竿状の形をした土地の評
価は約 70％の評価と見なされている。また、専用通
路が 2 ㍍に満たない土地は、建物の建て替えが出来
ない土地（再建築不可の土地）として評価対象外と
されている。但し、通常の不動産取引では、その地
域でどうしても物件が欲しいという方が、再建築不
可を了解した上で、販売価格が一般の土地価格より
安ければとの条件で取引がなされている。

以下は、再建築不可の物件の土地の評価基準を、
仮に 50 パーセントとして想定した上で検討してみ

ることとする。
この地域の実際の不動産取引価格を判り易く一坪

を 100 万円として考えてみると、甲野二郎が占有し
ている乙野三郎の土地の大きさは、2.83 ㎡であり、
一方の乙野三朗が占有している甲野二郎の土地の大
きさは、16.71 ㎡である。この差額は、13.88 ㎡であ
る。甲野二郎が乙野三郎に占有されていることで
失っている土地の価値は、甲野二郎から見た時に
は、13.88 ㎡（約 4.20 坪）なので、坪単価を掛ける
と 420 万円の損失となる。但し、同じ土地が乙野三
郎から見た時には、50％の評価としては 210 万円の
利益しか発生していないと考えられる。

しかし、仮に乙野三郎の土地が当初から専用通路
を2㍍以上として確保され土地を70％として評価す
ると、登記面積 121.60 ㎡（36.78 坪）では 2574.8 万
円となっていた筈です。しかし、再建築不可の 50％
評価となると、取得時効による所有権取得の際に、
新たに生じる土地との差額の 13.88 ㎡の面積を合計
したとしても、合計面積 135.48 ㎡の土地の 50％評価
では2049.1万円となり、その見直した価格差は525.5
万円の損失となります。

一般的な和解手続きとしては、大きく 2 種類あり
ます。一つは、簡易裁判所・地方裁判所などの裁判
手続きで訴訟審理を一端止めて、裁判官の助言の下
に行う和解手続き。もう一つは、ＡＤＲ機関が行う
和解手続きです。

裁判の中による和解手続きは、訴訟提起がなされ
た後に和解による話し合いを行うもので、訴訟手続
きの中で双方から提出されている訴訟資料に於い
て、原告・被告がそれぞれの立場の有利・不利を判
断し、また、場合によっては、裁判官から一方に敗
訴判決を下したくないとの思いから、強く和解を勧
められたりするなど、どちらかと言うと不本意では
あるけれど、否応なしに応じているケースも多くあ
ると思われ、これらは当事者が本心から和解を満足
していないと思われます。

一方のＡＤＲ機関が行う和解手続きでは、自発的
に双方が、和解を望む環境を整えることも目的のひ
とつとしており、公正中立な調停員が、双方にとっ
て最善の方法を助言するケースもあるなど、和解に
よる紛争の解決選択肢は、無限の可能性を秘めてい
ると思われます。

今回の事例のケースでは、現状に復元された筆界
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線を認めることで、結果的に双方の建物が越境して
いる状態となり双方が同じリスクを負うことで対等
な関係となったとも考えられます。しかも時間的な
経過から言うと、建物越境により取得時効による所
有権が新たに成立していますが、時効成立後の権利
放棄が認められているので、そのことを使用貸借・
賃貸借などで双方の占有関係を明文化する書類を整
えておけば、将来的な問題も解消出来ると思われま
す。

ここからは、もう一歩前に進めた和解案として検
討してみたいと思います。

甲野二郎は、和解後に土地面積 80.84 ㎡が戻って
来るので、整形地の土地としてそのままの 80.84 ㎡
(A) の大きさとして評価されます。一方の乙野三郎
は、専用通路を 2 ㍍以上として確保され、土地を
70％として評価すると登記面積121.60㎡は整形地に
置き換えると、70％を掛けて 85.12 ㎡ (B) の大きさの
評価となります。(A)と (B)を合計した数値を分母と
した土地の等しい価値としての割合は、甲野二郎が
48.7％、乙野三郎が 51.3％となります。

しかも、双方の建物が建築後相当年数を経ている
ことから、何れは建て替えか売却の話も可能と考え
られますし、甲野二郎、乙野三郎が別々に土地を売
却すると、甲野二郎の土地はそれ自体では土地とし
ての大きさも小さく、単独では魅力に欠けます。一
方の乙野三郎の土地は、再建築可能な 2 ｍの専用通
路とは言え、ガレージを確保出来ない土地は昨今で
は敬遠されます。

しかし、双方の土地を纏めてみると最適な不動産
として売却出来る可能性があります。もしも売却出
来た場合の双方の取得金額の割合は前述の通りで
す。双方とも少しでも高い価格で売れることを希望
し、建物解体時のコストも纏めて解体すれば安く収
まり、不動産業者に支払う仲介手数料などの掛かる
経費の支出に関しても、前述の割合を当てはめて負
担する等良いことずくめと思われます。

　当初の土地の販売想定価格を坪単価 100 万円と
していたので、甲野二郎が単独で土地を売却すると
2445.4 万円、乙野三郎と一緒に売却した場合には合
計面積が 202.44 ㎡（61.23 坪）となり 6123.8 万円と
なります。比率配分による取得金額は約 2982.29 万
円で、その差額は増額約 536.89 万円となります。一
方の乙野三郎も単独での売却価格は約 2574.88 万円
ですが、一緒に売却した場合の比率配分による取得
金額は約 3134.51 万円となり、その差額は増額約

559.7万円となります。双方の事情が土地を売却する
ことへの抵抗感を感じず、売却するタイミングが整
えば、決して絵に描いた餅では無いと思われます。

今回の事例について紛争を前提とした裁判手続き
に当てはめて考えると、双方に取得時効による新た
な所有権が発生しており、おそらく判決では筆界確
定訴訟においては、太線の筆界が判決として示さ
れ、所有権確認訴訟では、双方の一点鎖線の所有権
の範囲が判決で示されると思われますが、これらの
確定判決を得たとしても、前述の様に双方の土地の
価値が著しく損なわれ、尚且つ、判決確定後に敵対
する相手方の所有権範囲に対して、積極的に自分の
土地を土地する等、相手方の有利な手続きに協力す
るなど通常はあり得ず、結果、相手方の土地に対し
一部の所有権を得た確定判決を添付した上で、筆界
特定を申請し周囲の筆界線を特定してから、所有権
移転を行う前提の土地分筆登記を行うことになり、
双方が負担する費用については、別紙事例の費用の
負担額の参考例の通りですが、これらは訴訟手続き
費用も含めた高額の費用負担を双方に強いることに
なり、土地価値の損失と併せて当事者にとっては、
二重苦の結果となります。では、裁判手続きの中で
和解した場合を検討すると、裁判手続きの中での和
解では、基本的に相手方に譲歩を求めることを双方
の考え方の前提とすることが多いので、今回の事例
の中での和解案としては、双方の所有権の範囲を放
棄させることが精一杯と思われます。裁判手続きの
中での和解では、前述の様な一歩進めた解決案の提
案や、将来的に当事者が一緒に売却して双方共に一
緒に良くなろうとする関係なり前向きとなることへ
の発想自体が積極的に生じにくいものと思われま
す。

これまでの私の経験でも、一部の人を除き隣接所
有者と積極的に紛争関係になることを望む人は少な
いと思われます。土地家屋調査士が日常業務で積み
上げてきた経験の中で、ＡＤＲ機関による和解を適
当と考える場合には、三人寄れば文殊の知恵の如
く、（調停手続きによる和解の中で）三人の調停員の
和解案も参考にしながら、筆界特定・訴訟以外の第
三の選択肢も存在することを是非とも検討して頂き
たい。

※和解の結果が双方の土地を一緒に売却するとい
う結論は、様々な解決方法があることを判り易く理
解して頂く為にデフォルメしてあります。
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新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

皆様におかれましては、お健やかに新年を迎えら

れたことをお慶び申し上げます。

日頃より、公益社団法人京都公共嘱託登記土地家

屋調査士協会の活動にご理解ご協力を賜り誠にあり

がとうございます。

新執行部として出発から約4ヶ月が経過し、役員・

社員とも一丸となって適正な業務処理、組織の強化

に努めているところであります。

さて、新しい公益社団法人として 3 年が経過しま

したが、皆様のご協力により昨年度の事業収益は平

成24年度公益社団法人設立時に比べ約1億6千万円

ほどの増収となり、事業内容としましては市町村の

業務委託が半数を超えた業績となっています。この

事は当協会に対する信頼感がよりいっそう高まった

ことの現れであるとうれしく思っています。

当協会の目的は、「不動産に係る国民の権利の明確

化」に寄与することが唯一の目的であるということ

は皆さんご存じの事と思いますが、その目的を達成

するための事業の一つとして「地図整備の促進に関

する事業」があり、これは国民にとっても大変有用

な事業であり、観光署や土地家屋調査士にとっては

念願の事業でもあります。現在入札により受託し以

下の事業を実施しております。

登記所備付地図作成作業（14 条第 1 項地図作成）

においては、

平成 25、26 年度に京都市下京区柿本町地区におい

て 0.18 ㎢、約 1000 筆（終了）

平成 26、27 年度に京都市上京区北町地区において

0.21 ㎢、約 2400 筆

平成 27、28 年度に京都市伏見区日野谷寺町地区に

おいて 0.33 ㎢、約 2800 筆

大都市型登記所備付地図作成作業として

平成 27、28 年度に京都市下京区北西地区（京都駅

北西）において 0.24 ㎢、約 1400 筆

地籍調査事業においては

平成 24 年度に京都市出水学区において、出水（Ⅰ

地区Ｅ工程以降）0.16 ㎢、約 1200 筆、出水（Ⅱ地区

Ｅ工程以降）0.13 ㎢、約 1200 筆を入札により受託

し、現在も多くの社員が立派な成果を納めるべく懸

命な努力をしているところであります。

法務省からは、平成 27 年度を初年度とする、⑴

「登記所備付地図作成作業第 2 次 10 か年計画」、⑵

「大都市型登記所備付地図作成作業 10 か年計画」及

び⑶「震災復興型地図作成作業 3 か年計画」を策定

し、作業面積を拡大して実施する。

⑴登記所備付地図作成作業第 2 次 10 か年計画（従来

計画の面積拡大）

従来の計画よりも面積を拡大し、平成 27 年度から

10年間で200平方キロメートルの登記所備付地図

を作成する。

○対象地域・実施局

・都市部の人口集中地区（DID）の地図混乱地域等

・全国の法務局・地方法務局

公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会　　　　

理事長　南　　　育　雄　
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⑵大都市型登記所備付地図作成作業 10 か年計画（新

規実施）

平成 27 年度を初年度して 10 年間で 30 平方キロ

メートルの登記所備付地図を作成する。

○対象地域・実施局

・大都市の枢要部、地方の拠点都市の地図混乱地域

等のうち

［1］2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会関連地域

［2］交通結節点周辺や大規模商業施設・産業施設等再

開発が予定されている地域

［3］その他、我が国の経済成長の促進につながる地域

・法務局（仙台を除く。）及び首都圏、関西圏の大規

模地方法務局の公告が出されており、今後も 14 条

第 1 項地図、地籍調査事業による地図作りが増大

することが予測されます。

事業の受け皿として当協会の役割は大変重要にな

り官公署からも期待されているところであります

が、各事業とも規模が大きく期間も長く人員が多く

かかり、その組織作りや作業方法並びに初期投資費

用の捻出等に大変苦慮しており、一部の社員は掛け

持ちで参加していただき大変なご苦労をかけていま

す。

現在、地図作成の組織作りに関するプロジェクト

チームを立ち上げ検討しているところであります

が、皆さんのご協力、ご理解なしにはこの組織作り

は達成できません。社員の皆様には「公益法人の社

員」であること「公益事業の担い手」であることを

あらためて自覚していただきご協力をお願いいたし

ます。また、京都土地家屋調査士会の皆様のご協力

よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、社員の皆様、土地家屋調査

士の皆様にとって本年がより良い年となりますよう

に御祈念申し上げます。
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新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましては、ご家族お揃いで

清々しい新年を迎えられたこととお慶び申し上げま

す。昨年度政治連盟活動に関して何かとご理解ご協

力を賜り厚く御礼申し上げます。

土地家屋調査士政治連盟は国民の要望に的確に応

える調査士制度を確立するために、土地家屋調査士

の下で立ち上げた組織です。従って、土地家屋調査

士の資格を以って業務に携わる限り、自ら明日への

土地家屋調査士制度を作るプロジェクトに参画して

いることをご認識戴きたく思います。

さて、昨年は土地家屋調査士会及び公益社団法人

京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会の役員改選年

でありました。

本会の総会において、新執行役員の中に副会長及

び業務部長が政治連盟の常任幹部を兼ね備え、今ま

で以上に連絡が密となり強力な組織体制を以って活

動ができるようになって参りました。

土地家屋調査士の専管業務でもあります地図整備

作業は、日頃より当会の政治連盟顧問の先生方には

何かとご理解並びに官庁への働き掛けのお世話を賜

り、いよいよ京都府下において本格的に取り組みの

動きが出始めて参りました。

特に地図整備作業が大幅に遅れている京都が深刻

な事態であることから、今後の作業進行には会員の

技術の外に、即効性の行動並びに活躍と奮起を大い

に期待するところであります。

また、近年国民の高齢化及び人口減少の影響か

ら、全国で 820 万戸に及ぶ空き家が実在し、今後も

京都土地家屋調査士政治連盟　　　　

会長　森　井　雅　春　

増加が見込まれるだけに、全国の自治体は空き家対

策としてその実態調査の動きが本格的になってきま

した。

おりしも、平成 26 年 11 月 27 日「空き家対策の推

進に関する特別措置法」が公布され、全国の自治体

は「都市機能や社会インフラを維持するには、単に

空き家を減らすだけでは限界がある」との指摘であ

り、空き家を保育所や公民館、簡易宿泊施設、介護

施設等々の生活関連施設へ転用することにより、ま

ちづくり計画に繋げていく考えがあります。

いずれ、空き家対策については利用転用のみなら

ず、倒壊や衛生上有害となる恐れのある「特定空き

家」も含め、自治体の取り組みが注目されるところ

であります。

このような現状の中で、不動産登記法における専

門的意見を発揮出来る土地家屋調査士として、自治

体に登記制度の説明と積極的な活用を推進すること

を目的として、本会と連携しながら「協議会構成員」

の一員となる事業展開を進めたく考えています。

今年も、土地家屋調査士会及び公益社団法人京都

公共嘱託登記土地家屋調査士協会と協力し合って、

絶えず新しい制度の開発に挑みながら施策を進めた

く邁進致しますので、皆様のご理解ご協力をお願い

申し上げ新年のご挨拶と致します。
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京都市会議員　新年挨拶

新年おめでとうございます。皆様におかれまして
は、お健やかに新年を迎えられたことをお慶び申し
上げます。

日頃より、ご支援いただきありがとうございます。
おかげさまで、昨年の 9 月に京都市会議員として

在職 10 年となりました。振り返れば 40 歳になった
1 ヶ月後、五山の送り火に夏の終わりを感じつつ「解
散かぁ衆議院選挙があるなぁ」と家族で話をしてお
りました。その後、上京区で補欠選挙があることに
なり、急遽白羽の矢が立ったのです。投票日は 9 月
11 日で時間がありません。

挨拶回りにポスターの撮影など初めてのことばか
りでしたが多くの方に助けられてどうにかこうにか
選挙戦がスタートしました。土地家屋調査士の仲間
の皆さんが、選挙車の運転をしてくださり、事務所
に激励いただき、有志で陣中見舞いを集めていただ
きました。

そうして「市会議員寺田一博」が誕生したのです。
当選後、市役所に登庁したときは「ここで働くす

べての方が先輩なんだ。」と感じたことを覚えていま
す。また、10 期目の大先輩である国枝先生と 1 年半
同じ時期を議員として過ごさせていただきました
が、1 期目でも同じ報酬、同じ権限が与えられると
いうことは、「新人や若いと言うことは口にしてはい
けない、プロとして仕事ができなければならない」
と強く感じました。

土地家屋調査士としても人より勉強してきたつも
りでしたが、当選直後は議員として即戦力になれる
ようにかなり自分を追い込んだ時期であったと思い
ます。

幸い議員団室では、現在議長の津田大三議員と席

　　　　　　　　

京都市会議員　寺　田　一　博　

が隣であり細かなこともアドバイスいただき、昨春
に勇退されました加藤誠司前議員は公嘱協会で顧問
をしていただいていた関係でよくご指導いただきま
した。

そのような環境の中、自民党青年局で全国に仲間
ができたり、議会での提言が実現し始めるなど多く
の皆さんにご支援いただき、議員としての幅も広
がって参りました。

昨年 4 月には、多くの皆さんにお世話になり 4 回
目の当選を果たすことができ、新体制になってから
も京都市会改革推進委員会の委員長として働かせて
いただいております。昨年はフェイスブックでの議
会発信や市会ホームページでの意見受付を設置する
など新たな取り決めを行い、話題になった政務活動
費は従来議会で公開していたものをインターネット
で公開することも決まりました。市会便りも年 4 回
から 7 回に増やすなど、ひとつひとつ「見える形」
で改革を進めております。

また、昨年 7 月には自民党京都府連の幹事長とい
う大役を拝命し、京都府内全域を担当することにな
りますが、公嘱の役員時代に府内全域でお世話に
なったことを思い出しつつ回らせていただきたいと
思いますので、訪れたときには優しく迎えてくださ
いませ。

また昨年の向日市議会議員選挙では土地家屋調査
士の仲間である上田雅さんが初当選されました。土
地家屋調査士の議員が増えることは喜ばしい限りで
す。

私も初心を忘れずに頑張ります。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
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向日市会議員　新年挨拶

新年あけましておめでとうございます。皆様にお

かれましてはお健やかに新年を迎えられたことをお

慶びもうし上げます。昨年の夏に行われました向日

市議会選挙におきましては先生方の多大なご支援に

より無事当選させていただき誠にありがとうござい

ました。本年は議員として、また土地家屋調査士と

して新年を迎えさせていただきました。

日ごろから先生方には大変お世話になっていなが

ら、本年はこのような形でご挨拶させていただくの

も少し恥ずかしいものがありますが、重ねてお礼申

し上げます。

少し向日市の話題になりますが、昨今、北部の大

型ショッピングセンターの開店や住宅地開発によ

り、人口や買物の動向などが変わりつつあります。

当然に少子高齢化問題や子育て支援のことなど課題

も数多くあります。私はこの時期、これからの向日

市に対して何か出来ることはないか、役にたてるこ

とはないかと思っていたところ地元の方々の熱いご

支援や先生方の多くのご支援をいただき、この度議

員として活動させていただく運びとなりました。今

後は議員として、また土地家屋調査士として応援を

いただいた皆様のご期待にそえるよう一層の努力を

していく所存です。少し向日市の紹介をさせていた

だくと、ご存じのとおり京都市と三方を接し、南部

は長岡京市と接した面積7.72平方キロメートルの西

日本一小さな市です。昔の都、長岡京の中心地も向

日市に存在していました。人口は約 53000 人で、使

用可能な鉄道の駅が５つあり京都、大阪への通勤に

も便利なまちです。市内には観光として史跡、神社

仏閣、古墳など、そして競輪場もあり、イベントも

京都市西京区との協働イベントが開催されていま

す。向日市観光協会のホームページを一度ご覧くだ

さい。また幅員が狭い市内の府道も現在は拡幅工事

が進められています。浸水対策として雨水事業の整

備も完成されつつあります。このまちが全ての災害

に強い安心安全なまちづくりを目指しながら市民が

健康に暮らせるまちになればと考えています。しか

し私はまだまだ若輩者であり、学ぶべきことが多い

ですが、調査士として養ってきた経験をもとにし

て、市民の声を行政に届けながら行政改革にも取り

組みたいと考えています。同時に土地家屋調査士と

しても倫理綱領にある、使命、公正、研鑽をもとに

業務を行っていきたいと思います。そして向日市は

もとより近隣市町村にも土地家屋調査士制度の発

展、そして広報活動に力を入れて参りたいと思って

います。結びに、京都土地家屋調査士会の益々のご

発展と、会員及びご家族のご多幸を祈念いたしまし

て、新年のご挨拶とさせていただきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　

向日市会議員　上　田　　　雅　
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南丹市会議員　新年挨拶

新年あけましておめでとうございます。

皆様におかれましては、ご家族お揃いで清々しい

新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。

私は一昨年の 2 月に南丹市議会議員として当選さ

せていただき、早や 2 年が過ぎようとしています。

議員活動と土地家屋調査士業務の「2 足のわら

じ」を履く私にとっては、日々の活動や業務に追わ

れ、瞬く間に過ぎた 2 年でありました。議員として

は折り返し点に来ており、あとの 2 年間はこれまで

以上に精力的に活動していきたいと考えているとこ

ろであります。

さて、本年 2 月 26 日に「空き家対策の推進に関す

る特別措置法」が施行されました。この法律は適切

な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景

観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼして

おり、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環

境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進す

るために策定されました。

空き家の問題は、都市部、農村部関係なく、大き

な問題となっております。取壊すことにより軽減が

なくなり、固定資産税が上がる等の理由により、「特

定空家」と呼ばれるような劣化した家屋が放置され

る現状がありました。景観や防犯上の観点から大変

有効な法律になると思われます。

この法律の中で、市町村は空き家等対策計画を策

定するにあたり、協議会を組織できると明記されて

います。この協議会に、不動産に関する知識と経験

を多く持ち合わせる土地家屋調査士の先生方が入ら

れる自治体が多くあるようです。今までマイナーな

資格であった土地家屋調査士が一歩ずつ知名度が上

がっていると感じるところであり、先輩の先生方に

感謝するところであります。

私自身も昨年の議会において、この法律の質問を

させていただきました。わが市においては現状を調

査中の段階でありますが、今後、協議会の組織にあ

たっては地元の先生方に入っていただけるよう努力

していきたいと考えております。

また現在、芦生の森や美山かやぶきの里を有する

京都府中部地域においては、「森の京都」として、生

命と文化を育んできた「森」について多面的な角度

からとらえ、豊かな自然と文化に触れ、活かし、未

来に受け継げるよう林業の活性化や森の文化の発信

など、貴重な京都の「森」が地域を元気にする大き

な力となることを目指す取り組みがなされていま

す。

その中で今年はターゲットイヤーとして、10 月に

「全国育樹祭」の式典行事が南丹市の「府民の森ひ

よし」で皇太子殿下をお迎えして開催されます。詳

細な行事内容は今後決定されていきますが、大きな

イベントとなります。府内そして全国各地から多く

の方に来ていただき、南丹市の豊かな自然を体験し

ていただけたら幸いであります。

結びにあたり、今年 1 年の皆様とご家族様のご健

勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　

南丹市会議員　 　村　好　高　
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みやこ北支部第 4 回ゴルフコンペが 11 月 1 日
（土）に開催されました。これは、日頃からアット
ホームな雰囲気で新入会員にも優しいみやこ北支部
ですが、支部行事の際にはどうしても、同年代での
情報交換が主流となる為、山腰前支部長時代から共
通の趣味？を活かした交流の場を設け、大先輩から
新入会員まで世代を超えた情報交換＆親睦を目的に
ゴルフコンペが開催されることとなりました。

支部長が田中淳子さんに換わった今年度も継続し
て開催されており、参加メンバーもみやこ北支部の
ご意見番で会員登録 NO.352 番の田中牟さんから若
手でイケメンの会員登録 NO.845 番の渡邉大介さん

みやこ北支部便り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みやこ北支部

森　本　　　隆　

支
部
だ
よ
り

鹿と戯れる田中支部長

みやこ北支部三銃士

OB連発？の筆者

まで幅広い世代の多彩なメンバーで夜の部 懇親会
まで多数の参加で交流を深めています。特に夜の部
はゴルフという共通の話題があるため、夜遅くまで
笑いが絶えることなく、次回の開催内容を皆で協議
したり、調査士業務の成功＆失敗の経験談を語り
合ったりして大いに盛り上がっていました。商売で
は互いにライバルの関係になり、活動エリアも重複
するなかで、横のつながりを大事にし、よく遊びよ
く仕事をし、そして情報交換を大事にするみやこ北
支部の近況を報告しました。ありがとうございまし
た。
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みやこ南支部だよりVer3（H27,12,1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みやこ南支部　支部長

平　塚　　　泉　

前号からの続き
本会事業への参加他
①平成 27 年 11 月 14 日（日）、15 日（月）本会親

睦旅行参加（支部会員 6 名）。
②平成 27 年 11 月 21 日 ( 土曜日）洛央支部司法書

士会との三条商店街にての無料相談会を開催（支
部役員 2 名、支部会員 3 名）

③平成 27 年 11 月 28 日 ( 土曜日）近畿ブロックソ
フトボール大会（支部会員 1 名）

④平成 28 年 1 月中頃第 2 回支部研修（予定）及び
新年会予定。

みやこ南支部だより
みやこ南支部は毎年総会時に、事業計画の中で「本

会事業への積極的な参加」を挙げており、今回もそ
の内容のひとつである、支部主催の無料相談会の報
告を支部便りにしたいと思います。

平成 27 年 11 月 21 日（土）での司法書士会洛央
支部との無料相談会がいつもの様に、三条商店街（マ
ラソンランナーの野口みずきさんが雨降りの日に練
習していた。千本通から堀川まで長いアーケードが
ある商店街です。）にて行われました。朝一番に会
場の設営のために幟やパンフレット等の搬入に行く
と、今年は、老夫婦が開場を待てずに、寒い中お待
ちでした。会場の設営も程々にとにかく、寒い日で
したので、中でお待ちいただく様に促しました。

程なく、司法書士の洛央支部長もお見えになり、
先ほどの相談者は遺言のこととの事で司法書士の相
談員につなぎました。午前中に司法書士関係の相談
が 10 件ほどあり、調査士関係も２件ほどあり、混
合は 1 件で最終、司法書士関係で 14 件、調査士関
係で 4 件で、なかなかの盛況ぶりでした。

特筆すべきは、遺言関係が多いことで、その際に
土地建物の分割や調査の相談があるという感じで
す。ただ、境界関係の相談は潜在的に多く、最近の
情報過多のなか、いろいろな資料、情報を持って相
談に来られます。みやこ南支部の地域性の特性か
ら、僅少な境界線のことでの相談も多く苦慮すると
ころです。

支部の事業として相談会を考えた場合、若い支部
会員にも参加していただき熟練者の横で相談に来ら
れる人のニーズを汲み取ったり、対応できる範囲の
中での話し方や、他の士業への橋渡し、なるべくワ
ンストップの方向での回答準備等の勉強が実践を通
してできるのではないかと思います。逆に熟練者は
時代の流れの中で、今までと違う相談に来られる人
の情報量、管理社会での順応し切れてない対応など
の問題点が感じ取れます。とにかく、支部としては
どんどん若い支部会員にそれに参画していただき経
験を積んでいただきたく思っています。

他方、会員との親睦事業関係も積極的に参加して
いただき、他支部会員との情報交換に役立てばと
思って、補助等もしております。

今年も残り少なくなりましたが、年度内に第２回
の支部研修と新年会をみやこ南支部は予定しており
ます。それが済めば総会です。今、懸念する事はみ
やこ南支部では法人会員が多く、その社員なり代表
者の顔がなかなか見られないことです。法人である
前に調査士として、登記制度の一翼を担う仕事とし
て、同じ資格業が競争社会である中でも協力し合
う、特殊な仕事仲間です。その仲間の顔を支部総会
では見えるように、全員の出席を願うばかりです。
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嵯峨支部活動報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嵯峨支部　副支部長

山　本　雅　史　

嵯峨支部では、京都府立北桑田高校での特別授業
が 3 年目を数えることとなりました。

同校には、普通科・森林リサーチ科があり森林リ
サーチ科のなかに木工や測量の専門コースが存在し
ています。

私自身が同高校の出身であり、平成 22・23 年と
自宅地域の京都市立広沢小学校 PTA 会長を務めて
いた期間、木工の授業など北桑田高校（当時、真里
谷校長）・広沢小学校（当時、岸田校長）やその他
の学校とのつなぎ役をさせていただいていたことも
あり、平成 25 年嵯峨支部で、特別授業が企画でき
ないか！？とのお話があり、森林リサーチ科（安藤
教諭）に相談したところ、こころよく了承を得るこ
とができました。

初回授業は、実習・内業ともに時間の割り振りな
ど、バタバタとした授業になってしまい、生徒の皆
さんに迷惑をかけてしまったのではないか！？と反
省ばかりでしたが…後日、「ご指導いただいた生徒
が全国測量競技大会（沖縄大会）に出場し、優秀賞
獲得をしました。」と安藤教諭から連絡があり、大
変誇らしく思いました。もちろん同大会に出場しそ
の成績を収められたのはその生徒さんの力であり、
私たちが授業をしたからではありません。

しかし将来、私たちの授
業に参加してくれた生徒さ
んのなかには「土地家屋調
査士さんから北桑田高校で
あんな授業を受けたなぁ」
なんて思いだしたり、「測量

や土地家屋調査士業務に携わりたい。」と考える方
が出てくるかもしれません。

3 年目を終えて授業もだいぶ充実して今回は京都
新聞も取り上げてくれるようになりました。嵯峨支
部とはいわず本会登録の土地家屋調査士の皆さん、
是非参加されてはいかがでしょうか！

田舎のゆっくりとした時間の中で「初めて測量の
器械にふれたとき、初めて土地家屋調査士や国家試
験を目指した自分」を高校生が思い出させてくれま
す。
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「業務管理について考える」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伏見支部

松　田　浩　三　

新年あけましておめでとうございます。皆様、お

正月はいかがお過ごしでしたか。

さて、今回は業務管理をテーマとして考えていき

たいと思います。私は長い間、土地家屋調査士にな

る前から測量業に携わっておりますが、その中でも

しっかりとした業務管理を行うことは、実作業にお

ける工程管理やまた経営管理面においても大変重要

な部分をしめていると思います。測量業におきまし

ては、一例として、受託管理表、作業出来高管理表、

月別出面表、作業日報等を管理することで業務管理

を行っていることと思います。

受託管理表では、現場名、発注者名、受託年月日、

完了年月日、見積金額、請求金額、領収金額、諸経

費、総作業人数、外注費等の業務受託から完了まで

の状況をひと目で確認できるようにしておきます。

作業出来高管理表では、現場ごとに日々の作業内

容、実施数量、作業人数、必要経費等を入力できる

ようにし、作業管理を行います。また月別出面表で

は、受託現場を一覧表にして日ごとの作業人数をそ

れぞれ入力し、月ごとに集計できるようにします。

これは作業員が一ヶ月に何を行ったかを確認するた

めに行います。作業日報は毎日作業員が行った内容

を記録しますが、この際、時間ごとの具体的な内容

を記入しておきます。測量業におきましてはこのよ

うな業務管理データを蓄積することにより、実行予

算の精度や作業計画時の工程表の精度を上げること

ができます。また売り上げ管理にも威力を発揮しま

す。我々土地家屋調査士業におきましては、実際に

このような業務管理を行っている事務所は数少ない

と思われますが、決して無理なことではありません。

毎日、数カ所の現場や調査に行き、事務所におい

てもたくさんの処理を行っているから、記入やデー

タ入力するのが大変だ！との声もありますが、受託

現場ごとに番号をつけ、作業種類ごとに番号をつけ

ることなどの工夫をすることによって手間を簡略化

することができると思います。一日 5 分だけこれら

の時間を作ってみてはどうでしょうか。近頃、土地

家屋調査士の報酬は高いというような声を耳にする

ことがあります。しかし、意図的に高額な見積書を

出しているのではなくて「不確定要素も多いから」

という理由で見積もり金額が高くなってしまいがち

です。しかし業務管理をしっかり行うことで過去の

データから不確定要素部分を減らすことも可能であ

り、お客様に出す見積書や工程表の内容もしっかり

説明できるようになり信頼につながるものであると

思います。また、現在土地家屋調査士事務所の大多

数は個人事務所であることから、万が一の際に別の

土地家屋調査士に業務を継続してもらうことになっ

ても、しっかりとした業務管理を行うことでスムー

ズに業務承継を行うことができ、ご家族も安心でき

るのではないでしょうか。長くなりましたが、今一

度、皆さまも事務所の業務管理について振り返って

みてください。
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支部だより
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西山支部　支部長

栁　　　和　樹　

まずは、当支部内の山藤会員が急にお亡くなりに

なりご冥福を申し上げます。

西山支部は支部会員の移動や退会、入会が非常に

少ない地域でありますが、今年度は移動、退会、そ

れに上田先生の選挙といったことが続き、これまで

と違った 1 年でありました。

支部活動といえば、11 月 21 日に司法書士会洛西

支部、調査士会嵯峨支部と合同での無料相談会を長

岡京市で行いました。これはここ数年、毎年合同で

行っており今年も開催いたしましたが私はその日マ

イコプラズマ肺炎という感染症の肺炎になってしま

い、今年はどうだったのかよく分かりませんでした。

聞くところによると今年は 1 件相談があったよう

ですが、なかなか集まりにくいものです。開催の宣

伝もあるのでしょうが、やはり認知度が低いのが問

題なのかもしれません。　

平成 27 年は役員改選から支部内では選挙や慶弔

といったことで活動としては乏しかったと思われま

すが、年が明けてからはやっと研修の準備に入って

いくこととなります。

支部役員会議でも研修は業務に関連した内容と

いったことでも、他業種から講師を招いたものにし

ようと考えていますが、なにぶん西山支部は人数が

少ないため、他支部との共同などで何とかしたいも

のと考えています。

話は変わりますが、平成 27 年はいろんなニュー

スがありました。その中でも首相官邸にドローンが

墜落したり、地方での催事の場でも墜落し炎上した

といったニュースが多々あり、ついに 12 月 10 日に

改正航空法が施行されました。これにより 200 グラ

ム以上の無人航空機はあわゆるＤＩＤ地区等での飛

行が禁止されました。飛ばすには許可が必要とな

り、これもまた操縦者の技能にも制限がかかりまし

た。おそらく測量に活用できないかと考えている方

は多数いると思います。私もその 1 人で商用化する

ためにある企業と共同開発をしてきました。平成

28 年はもっと早いスピードで進化していくもので

す。

今となっては当たり前である世界測地系も最初の

頃は何のことやらで本会でも支部でも研修を行って

きました。無人航空機も測量だけでなく多種多様な

使い方が色々なところで模索されています。できれ

ばこういった情報も研修できればなどといったこと

も考えながら、参加してみたいと思うような研修等

を行っていければと考えています。
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支部だより
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城南支部　副支部長

中　川　真　一　

支部長以外の会員が今回の支部だよりを寄稿しな
さいとのことで、吉田支部長より御指名を頂いた訳
ですが、なにぶん初めてのことで不慣れであり、拙
い文章となりますこと最初にお詫び申し上げます。
皆様どうか業務の合間にリラックスして、おおらか
な気持ちで読んで頂けますようお願い致します。発
行が 1 月とのことですので時節にあわせまして、最
近始めましたマラソンの話を少々させていただきま
す。

私は今年で 44 歳になりますが、40 歳を過ぎた頃
から夏場の現場作業でバテやすくなり体力に不安を
感じていました。好きなものを食べ、好きなだけ飲
む、運動しない、タバコは1日2箱、不規則な生活・・・
体に良いわけがありません。胃腸の調子が悪い日々
が続き、さすがに不安になっていました。

そこで、禁煙することを決意したのが平成 26 年
8 月 14 日、お盆に帰省した同級生が集う居酒屋で、
禁煙を宣言しました！　誰も相手にしてくれません
が、私は本気です。

後日、夕食のあとタバコを吸いたい気持ちを紛ら
わすために近所を歩いておりますと、ジョギングを
している男性を見かけました。・・・そういえば同
級生がマラソンをしているとか言ってたよなあ・・・
俺も走ってみようかな・・・

さっそく走ってみました。学生の頃はサッカーな
どしておりましたが、久しぶりの運動です。おそら
く 2 ㎞も走ってなかったと思いますが息は切れ、か
なりキツいかった覚えがあります。「今日はこの信
号までにしておこう。帰りは歩こう」毎晩同じ道を
走るわけですが、信号ひとつずつ距離が延びるよう
になり、息切れもしなくなり、帰路も走れるように
なってきました。体調も良く、食事もおいしいので
す。何より走った後のビールは強烈に酔いがまわり
ウマいのです！はたしてこれが体に良いのか悪いの
かは別として、1 ヶ月もしないうちにタバコのこと
など既に忘れてしまいました。そして走り出して

2 ヶ月が過ぎた頃、新しいジョギングシューズを購
入、3 ヶ月目にはＧＰＳ機能のついた心拍数も測れ
る腕時計を購入していました。この頃にはランニン
グの指導をして頂ける機会にも恵まれ、調子に乗っ
て木津川マラソン（フル）にエントリーしていまし
た。木津川市、精華町、京田辺市、八幡市の木津川
サイクリングロードを走るという城南支部にふさわ
しい大会です。

ランニングにハマってしまいした。なぜでしょ
う？　学生の頃のサッカーの部活は脚力を鍛えるた
めに「走り込み」を「させられていた」ので楽しい
訳がありません。私自身この年齢になり誰に強いら
れるわけでもなく自発的に始めたランニングはひた
すら楽しく、日々気づきや学びがあり、出会う人は
皆さん私より年上の方が多く、爽やかで前向きな方
ばかりで、なんせ楽しいのです。フルマラソンを完
走するために、どうすれば楽に走れるのか？どうす
れば続けられるのか？故障しないようにするには？
経験のない事に素直に謙虚な気持ちになれる自分が
いました。平成 27 年 2 月 1 日木津川マラソン 4 時
間 26 分 14 秒、平成 27 年 11 月 23 日福知山マラソ
ン 4 時間 12 分 42 秒、少しずつですが記録が伸びて
いることを嬉しく思います。

最近、日々の業務とマラソン競技に似たところを
感じています。初めてのマラソンで４時間切れるだ
ろうと甘い考えでいました。とかく簡単にかなう事
は長続きしないものです。今は記録も自分の目標と
して大切ですが、じっくりと、粘り強く、コツコツ
と続けていくことが大切と考えています。以前の自
分には全くなかった思考に至ったことを不思議に思
う今日この頃です。

生活に良い影響を与える趣味？に出会えたことに
感謝しております。皆様はどのような趣味や特技が
ありますでしょうか。機会があればお話を聞かせて
ください。
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支部だより「日々の業務」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園部支部

島　田　　　弘　

平成 23 年 6 月に京都調査士会に入会させて頂い

て早いもので 4 年近くが経ちました。土地家屋調査

士を志したのは、24 歳位の時で当時は大学を卒業

し父の測量会社で働いており、その時に土地家屋調

査士の存在を知り、資格取得を目指すことを決意し

ました。

日々勉強に頑張っていましたが、2 回受験し不合

格という結果になり、資格取得をあきらめました。

その後は測量の仕事が忙しいこともあり、資格のこ

とはすっかり忘れていたのですが、日々の業務の中

で土地家屋調査士の方に会うことが度々あり、少し

づつですが資格取得をあきらめたことの後悔が出て

きました。その様な時間をすごしている中、私生活

では結婚をしました。子供ができた位の時に妻から

何気なくですが「もう一度土地家屋調査士を目指し

てみたら？」と声をかけられ、もう一度目指すこと

を決意し、家族の支えもあり合格する事ができ、京

都調査士会に入会させて頂きまた。開業当初はなか

なか調査士の業務の受注はなく、測量をメインに仕

事をしていたのですが、その中で少しづつですが声

をかけて頂き、今では少ないながらも調査士の業務

をさせて頂いています。日々、業務をしている中で

最近は調査士業務の奥の深さや、難しさを感じるこ

とが多々あります。特に隣接所有者との折衝や、立

会い時の筆界の説明などなかなかうまくいかないこ

とがあり、反省の日々を過ごしていますが、これも

良い経験をさせて頂いていると思い過ごしていま

す。これまでは業務研修等にほとんどいけていない

状態ですが、これからは積極的に参加し、日々勉強

を続けて行きたいと思います。

話は変わりますが、先程も書かせて頂きました様

に、私は測量会社を兼業でさせて頂いているのです

が、最近報道等にもある様に公共事業等は確かにこ

こ 2・3 年位で増えてきている感があります。そし

て人手不足という事も感じます。周りを見ても若い

技術者を見ることが余りありません。若い人の人口

が相対的に減っていることもあると思いますが、や

はり土地家屋調査士もですが、きつい・汚いという

部分があり、そのあたりを敬遠されているのかなと

思います。その中で測量機器等の技術革新もここ最

近進んできています。以前は航空測量といえば精度

が悪いイメージがありましたが、レーザスキャナー

を空から照射する事により森林の標高を正確に測量

できる技術があり、最近良く目にします。測量機器

の技術革新やＴＰＰ等の変革がこれからはかなりの

スピードで進んでいくと思います。日々の勉強や経

験を怠ることなく、理想の技術者になれるよう頑

張っていきたいと思います。



（32）第157号 平成28年１月10日土地家屋調査士会

京都縦貫道が開通して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丹後支部　支部長

松　浦　　　寛　

国土交通省近畿地方整備局は、今年 7 月 18 日に

全線開通した京都縦貫道の交通量と観光への効果を

まとめたところ、開通後、府北部の観光客が約 3 割

増加し、地域観光の活性化に貢献したと発表した。

丹後の住民としては、丹後が活性化するのは喜ばし

いことである。たしかに、8 月中の京都縦貫道の交

通量はすさまじいものがあり、至るところで縦貫道

が渋滞していた記憶があるが、その後は少し落ち着

き、11 月 6 日のズワイガニ漁の解禁に伴って、ま

た交通量が増加してきたように思う。

私が子供の頃は与謝野町から福知山に至る道路が

整備されていなかったため、先ず西舞鶴に向かい、

由良川沿いを国道 27 号線で南進して京都に向かっ

たが、京都にたどり着くまでに 4 時間以上要した。

その後、私が 20 代の頃に京都以北の道路が次々と

整備され、昭和 59 年に与謝峠の道路改良工事が完

成して舞鶴経由ではなく、福知山経由で京都に行け

るようになり、京都がずいぶん近くなった。その後、

京都縦貫道が、昭和 63 年に沓掛ＩＣから千代川Ｉ

Ｃまで開通したが、平成 8 年に漸く丹波ＩＣまで延

伸し，綾部宮津道路の開通などを経て、昭和 63 年

の開通から27年後に一応の完成を見たわけである。

現在では、与謝天橋立ＩＣから沓掛ＩＣまで１時

間半もあれば十分到着できるのはうれしい限りだ

が、園部ＩＣから以北はほとんど 2 車線のため、遅

い車が前方にいるとたちまち渋滞することになる。

行楽シーズンになると都会から丹後に向かう車が増

えて、私が車で京都に向かう時には反対車線側で

延々と渋滞している光景を横目で見ながら運転する

ことになるが、この時ばかりは少し田舎暮らしの優

越感を味わうことになる。

ところで、このように便利になったのではある

が、京都での会合の後で引き続いて懇親会があるよ

うな場合には、その日のうちに帰宅しようと思えば

遠慮しなければならないことになるし、1 泊しよう

にも最近は京都のホテル料金が高騰し、宿泊を断念

しなければならないことがある。私が聞いた話で

は、シルバーウィークにア○ホテル（私はビジネス

ホテルと思っています）に泊まった人が 35,000 円

お支払いしたとか。そして、研修会も京都で開催さ

れることになると、平日ならほぼあきらめなければ

いけないし、土日でも所要が重なればあきらめなけ

ればいけないので、たまには丹後で生の講義を受け

たいと思うこともある。やはり京都は遠い都である。
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舞鶴赤れんがハーフマラソン転倒記
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞鶴支部

國　松　正　義　

舞鶴市制 70 周年を記念して 3 年前に始まったこ

のマラソンは、記念行事として 1 回きりの予定でし

たが、参加者の評判がよく続けられることになりま

した。舞鶴市が主催、共催が海上自衛隊舞鶴地方隊

と海上自衛隊第 21 航空群で、大会会長が市長、副

会長に海上自衛隊舞鶴地方総監と第 21 航空群司令

という自衛隊の街らしい大会です。

コースは、市役所横の赤れんが博物館前の市道を

スタート、北海道小樽へのフェリーが発着する前島

埠頭を一周し、国道 27 号 4 車線の片側 2 車線を使っ

て、哨戒ヘリコプター、新型化学消防車等を展示し

てもらっている普段見ることの出来ない航空基地内

を通り、さらに、満艦飾の護衛艦の横をいづれも多

くの隊員の声援を受けながら走るという、舞鶴なら

ではのコースで 2,500 人の定員は、全国からの参加

者ですぐ一杯になります。

この大会に、私は第 1 回に 77 歳で参加し、2：

23：30 で男子全体順位 2,055 人中 1,249 位、60 歳以

上部門で 160 人中 115 位でした。昨年の第 2 回は暴

風雨警報が出ていて、制限時間が 10 分短縮され、

16.5K の第 3 関門でバラバラと人が飛び出してきて

止められ驚きました。

そして転倒した今年の 3 回目は 10 月 13 日（体育

の日）に行われました。制限時間 2：30 は 1 Ｋ 7 分

で走ればよいのですが、昨年関門で引っ掛かったの

で、今年は余裕を持って 1 Ｋ 6：30 で調子よく走っ

て、航空基地からの帰り「國松さん」と後ろから呼

びかけられ「ハイ」と後ろを振り向いた途端、道路

中央に置いてあった道路コーンに躓いて、顔から道

路に突っ込みました。「大丈夫ですか？血が出てま

すよ」と呼びかけたゼネコンの社長が心配してくれ

ましたが、「大丈夫です。先に行って下さい」と言っ

て、行ってもらいました。痛いこともなかったので、

そのまま走っていると、スタッフが駆け寄ってきて

「すごい血ですよ。すぐ救急隊を呼びますから」と

言われ、救急車が来たら恥ずかしいと思っていたら

バイクの後ろに救急箱を積んだ男性が来て、消毒し

てバンドエイドを 4 枚貼ってくれ、「これでレース

は止めて下さい」と言われてしまいました。

「毎年レース中の写真をカメラ会社の社長が撮影

に来てくれているので、護衛艦までは行かないと困

るんです」と言って、「そこまでですよ」と念を押

され、タオルで顔を押さえながら行って撮っても

らったのが添付している写真です。翌日病院に行く

と「これでよく走ったな」と言われ、3 針縫って 10

日間毎日消毒に通院して大変でした。舞鶴市長は 5

年前まで舞鶴共済病院院長だった故か、手際よく処

置してもらって、病院でも応急手当がよかったと

言って、傷跡も残っていません。

風光明媚な舞鶴湾沿いの、普段入れない自衛隊施

設内も走れるこのマラソンに皆様方も是非参加下さ

い。
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支部だより
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中丹支部　副支部長

片　山　祥　司　

私が京都調査士会に入会させていただいたのは

04 年 5 月です。それから 11 年、あっというまに過

ぎてしまいました。定年前、自動車ディーラーの店

舗開発の仕事に携わり、不動産の知識を門前の小僧

的にかじったのみで実務経験ゼロの私にとって幸運

だったのは、その年に京都調査士会で地元保管地図

等のデータベースを作成するプロジェクトが始まっ

たことです。先輩調査士と一緒に市役所の倉庫で資

料の写真撮影や、記録作業を手伝い古い地図や、台

帳の実物に触ることが出来ました。このプロジェク

トでは、他の支部の真面目で熱心な若い先生方との

共同作業を通じて、調査士という業界が何でも教え

教えられる素晴らしくフランクな業界であると感

じ、希望が持てたことを思い出します。

さらに幸運だったのは 05 年に地図整備事業が始

まったことです。この仕事で普通なら経験できない

法務局の保管庫に缶詰になり、土地台帳や閉鎖登記

簿、和紙公図を自由に閲覧し、公図の手入れ作業ま

で経験することができました。この時、移記閉鎖、

コンピューター閉鎖、事故簿など実物の簿冊に触れ

ることが出来、普通何年もかかるような知識を、わ

ずか 1 年ほどで得ることができました。また多くの

調査士の先生方との共同作業で沢山の事を教えても

らうと同時に知り合いにもなれました。おかげで法

務局への出入りにもずいぶん自信がつき、歳のせい

もありますが 10 年分くらいの経験をしたような気

がします。

その頃不動産登記法、規則、準則、事務取扱要領

も大きく変わり、続いて電子申請がスタートしまし

た。私は何故か中丹支部からは遠く離れた丹後支部

での業務が多く、丹後の先生との共同受託で教えを

請いながらの仕事となりましたが、ここでも手取り

足取りの指導をしていただき、安心して遠隔地での

業務をさせて頂きました。始まったばかりの電子申

請をあれこれ試行錯誤し、京丹後の登記官の方にも

大変なご苦労や、ご迷惑を掛けながらも、何とか申

請できたことは、今となっては楽しい思い出です。

しかし、調査士の業務は、11 年したら 1 人前と

いえるようなものではなく、来る仕事、来る現場ご

とに未経験の新しい状況に出会い、冷や汗のでる場

面は続いています。早く補正の心配のない、発注先

の担当の方にも信頼される調査士になりたいものだ

と、苦闘している毎日ですが、反面、この歳になっ

ても仕事を終えたときの達成感や、未知のものに挑

戦していく不安感を味わえるとういうことは、本当

に得がたい幸せだと思っています。

しかし、法務局に掲げてある調査士ボード名札も

いつの間にか下から 1/3 のくらいまで上がってきま

した。経験して新たに身に付くよりも、忘れて失っ

てしまうことのほうが多くなった現実を見るにつ

け、まだ体の動くうちに支部のためにご恩を返して

おかねばという思いも生じ、年甲斐もなく、副支部

長の役を受けさせてもらいました。あと1年、2年、

何年身体が続くか分かりませんが、少しでもお役に

立てればと老体に鞭打つ今日この頃です。

以上
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第一試合
調査士会 6 ― 16 不動産鑑定士協会

第二試合
調査士会 4 ― 7 公認会計士協会

優勝　税理士協会

第22回京都自由業団体懇話会
　  親睦ソフトボール大会に参加して

平成 27 年 10 月 3 日（土）太陽が丘グラウンドに
て、絶好の秋晴れの下、第 22 回京都自由業団体懇話
会親睦ソフトボール大会が開催されました。

私は今回で 6 回目の参加となりますが、未だいい
結果を経験していません。今年こそはと安井和男監
督の下、参加者全員ケガのないよう楽しくプレーし
ようとのお声掛けで、今年は総務部の方が用意して
下さった、胸に「境界紛争ゼロ宣言」と背中の上部
に「土地家屋調査士」とプリントされたＴシャツを
着て、大会参加者 17 名と応援 3 名が一丸となって試
合に臨みました。

１回戦の相手は不動産鑑定士協会で、序盤はいい
ペースで試合をはこんでいたのですが、途中から相
手に打ち込まれて、結果 6 対 16 の大差で敗れてしま
いました。

２試合目は敗者どうしで、公認会計士協会と対戦
し、途中までは勝っていたのですが、あと一歩とい
うところで守りきれず、4 対 7 で惜しくも敗れてし

　　　　　　　

城南支部　川　内　康　範　

まい、残念ながら今大会は 0 勝 2 敗という成績に終
わってしまいました。

私自身普段あまり運動をする機会が少なく、練習
不足もあり、皆様の足手まといになっていたかと思
います。

しかし今大会に参加させて頂き、普段あまり顔を
合わすことが少ない先生方と、一つの目標に向かっ
て取り組んでいき、「ソフトボール」というスポーツ
を通じて、私自身にとって貴重な経験となりました。

結果はともあれ、参加者全員ケガもなく、今大会
を終えることができ、また皆様と親睦を深められた
のではないかと思います。

来年こそは上位の成績を目指し、京都土地家屋調
査士会一丸となって頑張りたいと思います。

最後になりましたが、今大会の準備や進行等でお
世話になりました、担当の先生方と事務局の方々に
感謝し、御礼申し上げます。

試合結果
一　覧
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近畿ブロック
 　親睦ソフトボール大会

会員の皆さま　いつも財務部運営にご協力賜り有
難うございます。

今回は第 20 回近畿ブロック親睦ソフトボール大
会に参加した感想について適当に書いてみたいと思
います。適当ですので誤字脱字・記憶間違い等があ
ると思いますが苦情は財務部長にお願い致します。

今大会は和歌山会が担当会で 11 月 27 日、和歌県
紀の川市粉河運動場で行われました。京都会からは
精鋭？ 16 名＋応援の山田会長含め計 17 名が参加致
しました。当日、会場へは予算の都合上バスを借り
ることが出来ず、直接集合となりました。私は、大
西淳会員・山岸一夫会員・上茶谷拓平会員・渡邊大
介会員の計 5 名で京都会事務局に集合し、1 台で和
歌山会場へと向かいました。道中、ETC 入場口で高
速道路に入ったにも拘らず現金出口から出ようとし
たり等のハプニングもありましたが、和気あいあい
と会話を楽しみながら無事、紀の川市粉河運動場に
到着しました。

ここで、大会概要を説明しますと、大阪会・兵庫
会・奈良会の A 組と京都会・和歌山会・滋賀会のＢ
組に分かれて各組総当たりで試合をし、各組 1 位同
士で決勝戦、各組 2 位同士で 3 位決定戦、各組 3 位
同士で 5 位決定戦を行う運びとなっておりおます。

Ｂ組の 1 試合目は和歌山対滋賀会でラジオ体操
後、早速プレーボールです。接戦の末、和歌山会が
勝利しました。いよいよ京都会の初戦、滋賀会戦で
す。先制点を奪い、京都会で一番、声も態度も大き
い燃える男　南会員と京都会で一番腰が低い京都会
の中井貴一こと出野会員との真逆コンビのバッテ
リーが滋賀会打線を翻弄し、快勝しました。次はＢ
組 1 位を決める対和歌山会戦です。今回も先制点を
あげ、和歌山会のノーアウト満塁の攻撃を上茶谷会
員のファインプレー等もあり奇跡的に 0 点に抑えた

　　　　　　　

財務部　東　田　秀　一　

回もありましたが惜しくも敗退し、Ａ組に 2 位の大
阪会との 3 位決定戦にまわることになりました。昼
食後、大阪会との 3 位決定戦が行い、大接戦の末、
大阪会を下し、見事 3 位となりました。3 位決定戦
の後は兵庫会対和歌山会の決勝戦です。決勝戦を観
戦している間、渡邊会員が燃える男　南会員からソ
フトボールのピッチングを教えてもらうという微笑
ましい光景が見られましたが、この紙面をお借りし
て、教えてもらう人は選んだ方がいいよ、大ちゃん
と言わせてください。冗談はさておき、今回、京都
会参加者で一人だけ試合に参加していない人がいま
した。（安井会員は監督として毎回、采配を振るわれ
てましたので試合参加と勘定）その人は冨士原財務
部長です。自称腰痛で試合参加しなかったみたいで
すが実は、十数年前の近ブロソフト和歌山大会で
は、張り切ってユニホームを着て参加したにもかか
わらず、1 回も試合に出場することなく弁当を食べ
ただけで終わっており（塁審としては 1 試合フル出
場）、今回も試合に出ていません。次回は縦に長い渡
邊会員と横に長い冨士原部長との真逆バッテリーで
試合に出て、他会を翻弄していただけたらと思いま
す。

最後になりましが財務部担当　大西副会長のシュ
アなバッティングを見て、夜だけでなく昼間も活躍
できることが確認できて安心しました。

今回、参加していただいた会員の皆様、本当にお
疲れ様でした。
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近畿ブロックゴルフ大会に参加して

城南支部　小　林　明　石　

らダメですよという方向に打つという、まあまあ恥

ずかしい展開。しかし、みなさん、お付き合いよく

ダメと言う方向に打つ始末。仲良く特設ティに並ん

で、まさに「近畿プレイングフォークラブ」状態。

そんなこんなで、トリッキーなレイアウトと高速グ

リーンに悪戦苦闘しつつも、一人の死傷者を出すこ

となく、なんとか全員ホールアウト。結局、優勝は

奈良会の川野さん、ベスグロは奈良会の松下さん（な

んと 76 ！）。団体は奈良会が優勝、二位は兵庫会、

三位が滑り込んで京都会。これは、実力というより

参加者 56 人中 23 人が京都という数の力。まあ、そ

れにしても毎年、上位は他県の会員ばっかり。明ら

かに実力で劣る京都会は、よほど普段マジメに仕事

をやり過ぎてる方ばかりなのでしょう。来年は、な

んとか京都会も上位に食い込めるよう普段から練習

しましょう。おっと、その前に、必要なのは、まず

発声練習。

大きな声で、さん・ハイ「ファーーーーー」

第 30 回土地家屋調査士会近畿ブロック協議会親

睦ゴルフ京都大会が、前夜祭は平成 27 年 10 月 9 日

リーガロイヤルホテルにて 50 名の参加で盛大に、

ゴルフは翌 10 日宇治カントリーにて 56 名の参加で

和やかに開催されました。

毎年、京都会は下位の成績に甘んじています。今

年は 30 回記念大会、しかも開催地ですので、なん

とかカッコがつくような成績を収めたいものです。

絶好の秋晴れの下、みなさん颯爽と、パター練習

場に集合。普段は作業着かスーツ姿の調査士が、全

員ゴルフウエア。ゴルフ場なので当たり前ですが、

何とも言えない違和感。あっちこっちから、さっそ

く言い訳探しの声が聞こえてきます。「昨日は、飲

み過ぎたわ～」「クラブ握るの何か月ぶりやろ～」

コンペの朝、必ず耳にするセリフであります。まあ

黙ってても、ゴルフウエアの着こなしや立ち振る舞

いだけで、腕前は、なんとなく想像できるのであり

ますが・・。

聞くところによると、私の組はアスリート系の

方々が集められたようで 1 人はシングルさんとか。

緊張の中、朝いちのティーショット。なんと、二人

ＯＢ。二人チョロというグダグダなスタート。今日

一日を暗示している一打でした。セルフプレイの

為、各ホールのティーグラウンドでは、みなさん一

応、地元の私に、どんなホールか、攻め方を確認し

ます。

「このホールは右狙い。左はＯＢが近いので注意

してくださいね」と説明するも、言った私が打った

京都会　打ったら叫ぼう　みんなで「ファー」

山田会長より賞品を受け取られる田中牟会員
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「親睦旅行に参加して」

※みやこ南支部　水　原　健　介　

計画の通りにいかない場合があるのは業務と通じる
所でしょうか。ガイドさんが紹介された方言、「う
んじょ～いっぺぇ～ちゅらか～ぎ～やん」（あなた
はとても綺麗ですね）って使いました？私はと言え
ば、初めて軟骨ソーキそばを食べましたよ。調査報
告書には必要な事由以外書き過ぎない主義なので
す、ハイ。

翌午前は、航空自衛隊那覇基地の見学・体験喫食
です。日本の南西は海と空が多く、日夜任務に就い
ている隊員の方々には感謝の意で一杯です。整備庫
には F-15J 戦闘機があり、その能力・性能（最高速
度マッハ 2.5、20 万馬力等）には驚きましたね。戦
闘機パイロットは現在裸眼で 0.2、眼鏡で 1.0 あれ
ば OK だそうです。ただし！矯正手術を受けた方は
なれませんのでご注意下さい。

午後からは、首里城・国際通りで観光・買い物を
楽しみ、夜無事に伊丹空港へ帰還致しました。

調査士の業務は、いつ周囲で見ている方が依頼者
又は隣接者等になるか分からないです。知らない所
で良くも悪くも評価されていたりします。

ある方から業務が無事済んだ際に、『これで子ど
もに迷惑を掛けずに済みます。もう私の人生で思い
残す事はないです。ありがとうございました』と言
われました。調査士の業務というのは、人生に杭が、
もとい悔いが残るか否かという非常に重大な職業だ
と再認識したのを思い出します。最後になります
が、今まで「にふぇ～で～びる！」（ありがとうご
ざいました）

こんにちは！みやこ南支部の水原健介です。会員
親睦旅行『戦後 70 年を考える沖縄の旅』1 泊 2 日
に参加させて頂きました。若輩者ながら今回このよ
うな貴重な機会を頂きました。至らぬ点、面白くな
い点は何卒ご容赦下さい。尽力頂きました財務部の
方々、関係各位の方々に感謝申し上げます。では甚
だ簡単ではございますが、旅程を紹介致します。

11 月 15 日朝、伊丹空港から那覇空港へ 2 時間の
空の旅。沖縄は、あったかいんだからぁ～と言うよ
り汗ばむ陽気。昼食は那覇市内のステーキハウスで
ほろ酔い気分に。移動のバス車内では、ガイドさん
の歌と三線・オリオンビールで上機嫌。そろそろト
イレに行きたいな～と誰もが思い、目的地ひめゆり
の塔に着いたその時、あぁ無情トイレに「本日終了」
の看板が！でも安心して下さい。穿いてますよ。で
はなく、皆さんお店のトイレでちゃんと間に合いま
した。

ひめゆりの塔は聖域であり、地下壕を含め厳粛な
空気に包まれておりました。黙祷を捧げ、ひめゆり
平和祈念資料館の資料・証言映像を拝見し、改めて
戦争の悲惨さを感じると共に、戦争それ自体やひめ
ゆりの塔事件のような悲劇は、今後決して起きては
いけないと感じました。私が実地調査した証言によ
りますと、沖縄では小学校 1 年生から高校まで、毎
年ひめゆりの塔へ参拝するそうです。

続いて移動の後、平和祈念公園にて沖縄平和祈念
像を拝観しました。皆さん平和への思いを、心新た
にされたのではないかなと思います。

夕食の頃合いとなり、那覇市内にて琉球料理・舞
踊を、沖縄会の重鎮の方々と共に楽しみました。そ
の後はサァお待ちかね、自由解散です。事前調査や

※水原会員は平成27年11月20日付で退会されています
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インターンシップ生を受入れて

広報部　上茶谷　拓　平　

点の復元の依頼がたまたまありましたので、復元測
量、復元計算、現地復旧が短期間で体験させてあげ
ることが出来ました。調査士の醍醐味であります真
夏のコンクリート杭入れにも連れて行きました。補
助者一人、学生一人と私の計 3 人で行き、ほとんど
私が穴掘り、セメント練り、埋め立てをしたのです
が、へろへろになっていたのには、笑いました。相
当堪えたみたいです。また、調査士さんから境界立
会いを求められた地権者（当方のお客さん）のサポー
ト役で立会いに同席したときは、良い悪いは別にし
て、色々な立会いの仕方があることを強く感じたみ
たいでした。この 10 日間でひととおり題材となる
現場及び作業が運よく舞い込んできたので、受け入
れ前みたいにあれこれ悩む必要はなく、あっという
間に受け入れ期間が終了です。一番印象に残ったの
は、作業内容を指示しなくても、次に何が必要かを
自分で予想して行動していたことに驚き、また、成
長しているのが分かってとてもうれしかったです。

受け入れ当初は、学生を受け入れることに大変だ
と思い、困っていましたが、受け入れ期間を終えて、
仕事を始めた頃を思い出したり、若い子がいるだけ
で事務所が明るくなり、とても良かったと思ってい
ます。また、補助者にとっても、誰かに教える事や、
説明を求められることが特に無かったため、大変良
い経験になったと思います。

このインターシップ生の受け入れを体験して、土
地家屋調査士がどんな資格で、どんな仕事を日々
行っているかを伝えるのには、うってつけの制度だ
と思いました。また、若者と仕事をすることで初心
に戻れた気がしました。ですので、来年は、もっと
多くの事務所でインターシップ生の受け入れをして
頂き、皆さんにも同じ体験をして頂ければと思いま
す。

京都会の皆様、こんにちは、広報部理事を務めさ
せて頂いております上茶谷拓平と申します。常日頃
は皆様の広報活動へのご理解、御協力を頂き有難う
ございます。

広報部は、広報活動の一環といたしまして、毎年、
京都産業大学生のインターシップ生受け入れを行っ
ております。毎年、名だたる先輩調査士の方々がイ
ンターシップ生の受け入れをされていたことは、耳
にしておりましたが、今年は、縁あって、京都産業
大学 3 回生のインターシップ受け入れ事務所を担当
することになりました。私のような若手調査士が受
け入れをして、何か伝える事、また、教える事があ
るだろうかと、受け入れ開始まで、何をするか毎日
悩んでおりました。悩んだ結果、受け入れ期間は、
実質 10 日間しかないので、あれこれ詰め込んだだ
けでは、詰め込み授業になってしまい色々大変な職
業なんだなと印象付けるだけで、学生にとっても良
くないと思い、また、学生が調査士になるとは限ら
ないと思いましたので、調査士業務に触れてもらい
ながら、社会人としての身のこなし方を重点的に伝
えることにしました。インターシップの受け入れ体
制が自分の頭の中で纏まって開始された寄付講座
は、8 月 28 日（金）大阪土地家屋調査士会館にて、
インターシップの開校式で幕を開けました。受け入
れ人数は、京都会 1 名、大阪会 6 名の計 7 名でした。

二日目から、本格的にインターシップ生受け入れ
が開始し、初めに秘密保持義務、お客様情報の流出
についての注意事項、業務に対する心構えを説明
し、業務開始です。受け入れが始まってから、すぐ
に測量初心者にうってつけの区画整理完了地区の更
地の測量の現場があり、トランシットの据え方、ピ
ンポールの持ち方、野帳の書き方等を伝えました。
建物の表題登記の依頼がありましたので、建物を測
量に行ったり、また、以前境界確定した現場の境界
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「 Ｇ 空 間 」 と は、「 地 理 空 間 情 報 技 術 」

（=Geotechnology）のことで、測位や測量技術を使

い情報を捉えることで、生活や産業に役立てようと

いう技術である。

文章になるとなかなか難しい表現に感じますが、

スマートフォンやカーナビなど身近に利用している

もので皆さんも体験していると思います。

「Ｇ空間ＥＸＰＯ 2015」は、2015 年 11 月 26 日か

ら 28 日の 3 日間、東京お台場の日本科学未来館にて

開催され、私は 27、28 日の 2 日間に出席しました。

まず 27 日、「Ｇ空間社会に馴染んだ新たな不動産

表示登記制度を考える」というテーマで、土地家屋

調査士会連合会のシンポジウムが開かれ、午前午後

にまたがり研究報告・基調講演・パネルディスカッ

ションが行われました。

まず、研究報告として「準天頂衛星の活用に向け

て」ということで、ＪＡＸＡが打ち上げた「準天頂

衛星機みちびき」を利用した測量について実験結果

Ｇ空間ＥＸＰＯ2015の参加報告
研究部　岩　間　幸　彦　
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などをふまえての報告でした。実証実験では十分な

精度が検証されたが、バラつきもあり直接の境界点

測量には向かないが、平成 29 年度には 4 機体制、35

年度には 7 基体制の運用が計画されており、測位精

度の向上が期待されるとのことでした。

次に、地理空間情報を活用した門真市や岐阜県の

事例を基に報告され、門真市では街区基準点を活用

し、既存データや市に集まる様々な測量成果を検証

することによって、高精度の空間基盤データを構築

しているとのことで、基準点管理として道路占用許

可申請等を通じて近隣工事を管理することで街区基

準点が工事で紛失した場合、その原因者に復旧さ

せ、土地家屋調査士に測量依頼し精度検証するな

ど、徹底した基準点管理を行っているとのことでし

た。京都府においてもこのような管理体制を行う自

治体が増えていけば、基準点の紛失も防げ、業務に

おいても助かる部分が多くなると感じました。

その後は、「スマートでコンパクトな基準点体系に

向けて」ということで、衛星測位技術の進展に伴い、

ＧＮＳＳを活用した測量業務の効率化に向けての講

演をうけ、より一層ＧＮＳＳ測量が進んでいくこと

を認識しました。

すべての報告・講演を総括してパネルディスカッ

ションが行われ、やはり調査士としては準天頂衛星

の増設により今後の測量技術の向上への関心が高い

と感じました。

翌日の 28 日は、「企画展示ゾーン」にて、測量コ

ンテストや様々な体験ブースがあり、いろいろ体験

してきました。他には車両やＵＡＶ (ドローンなど )

を利用し撮影した映像から図面や地図を作成する技

術、360 度撮影できるカメラを利用し、その画像か

ら現況図を作成する技術などを見て回り、ＴＳ測

量・ＧＮＳＳ測量とはまた違う分野での測量技術の

向上が体験できました。こういう技術を実際の業務

で利用する…というのはまだまだ身近に感じられな

いところもありましたが、なかなか体験することの

ない最先端技術を体験でき、今後に夢を持って業務

に取り組みたいと思います。
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釣行記NO.4

中丹支部　岩　鼻　良　久　

始めてから早 15 年は経ちました。最初のころは

宮津、網野、舞鶴から遊漁船に乗り丹後半島付近で

青物（ブリやヒラマサ）狙いをしていましたが、釣

友も増え今では北から南まで魚を求めて釣り歩いて

います。

昨年の冬ですが九州は玄海灘の七里ケ曽根へマグ

ロを狙いにいきました。数年冬の時期には九州へ

通っていますが年々マグロの数も少なくなってきま

した。なんとか小さいですがヨコワ（マグロの子供）

を釣ることができたくらいです。

ちなみに今年の冬も２回九州へ行きましたがブリ

しか釣れず惨敗。よって、9 月のシルバーウィーク

に青森は竜飛岬へ出陣してきました。青森といえば

大間のクロマグロが有名です。大間の港で水揚げさ

れればブランドとして市場に出回るようですが竜飛

岬でも漁師さんがマグロの一本釣りをされていま

す。さすが青森！マグロの数は半端なく多いです。

3 日間釣りできましたが毎日ドカンドカンと跳ねて
待ち望んでいた訳ではありませんが 6 年ぶりに原

稿依頼がありましたので寄稿させていただきます。

6 年も経ちますと新入会員の方は何だこれ？って思

われるかもしれませんね。

当時、私は広報部員でしたので原稿収集の一環と

して（本当は穴埋めかな）この記事を書かせてもら

いましたが今回で 4 回目となってしまいました。

さて京都会では魚釣りが好きな先生方もいらっ

しゃると思いますが、私の釣りのカテゴリーとして

は海のルアー釣りです。（ブラックバスからの流れ

で海に行ったため）
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いました。跳ねているだけです。全く釣れません。

やはり目がいいのかニセモノのルアーで釣るのはか

なり運が必要です。その中、釣友が最終日のほんと

ラストに何とか 1 本掛けて無事釣りあげることがで

きました。23キロくらいと少し小さかったですが、

持ち帰ってから皆で打ち上げし食べたところさすが

青森のクロマグロ、美味しかったです。

マグロはやはり釣るのが難しいので今まで釣った

ことのない魚を釣りたいと思い 11 月に愛知県伊勢

湾の遊漁船へノドグロ狙いに行ってきました。ノド

グロ＝アカムツですね。狙う水深は 250 メートルか

なり深いです。いい日に当ったのか船中 31 匹も釣

れました。私は 2 匹でしたが・・・アカムツは最高

に美味しいです。これは来年も是非狙いたい魚です。

最後に私事ですが今年の 3 月に初めての娘が生ま

れました。お食い初めの時期は丁度、タイの（※）のっ

こみシーズン。これは自分で釣ったタイで写真をと

らなければと釣友数人に声を掛け船をチャーター。

この日もいいタイミングだったのかたくさん真鯛が

釣れました。

メスの綺麗なタイ（60 センチくらいかな）と娘

で記念撮影ができミッション達成でした。

娘もどんどん大きくなっているので今の目標は娘

より重たい魚を釣ることです。この会報がでるころ

には寒ブリシーズンも終わっているかと思いますが

とりあえず 10 キロオーバーの寒ブリ釣って一緒に

写真を取れれば最高なのですが。

今年も色んなところで色んな魚を狙っていきたい

と思います。

ご興味ある方は是非一緒に行きましょう。

（※）のっこみ（乗っ込み）魚が産卵のために浅い所に群れをな
して移動してくること。
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ラーメン探訪

みやこ南支部　粟　井　紀　光　

先日も気分転換にかみさんと洋食ランチに行き、人
生で初めてマズッて思った店のことや、お年を召し
たせいか安い揚げ物を食べるとその日のうちにアル
ファベットのＰになるお話はまた機会があったとき
にするとして．．．。

ここまで引っ張ってきてそろそろ「そやしお奨め
どこやねん！」て聞こえてきそうなので少々。今迄
の中で京都 NO.1 は土地家屋調査士会館の近くに
あった麺屋○竹ですが残念ながら閉店してしまいま
した。あっさり味でありながらコクがあり魚介味も
たっぷり、食べ進むごとに味の変化がして最後は柚
子の香り。当時から思っていましたがスープや麺に
懲りすぎて赤字だったのではないかと。そして
NO.2 は堀川北山にあった日本一。コッテリだけど
年に２回ぐらいは必ず食べたくなる味でした。こち
らも残念ながら今は味わうことが出来ません。最近
の京都はラーメン激戦区ということもあり色々な個
性的な味を食すことが出来ます。少し前までは「つ
け麺？」邪道な、ありえへん！て思っていたのです
が、とあるお店でかみさんと娘が注文したつけ麺を
一口食べた瞬間、先発ローテーションどころかエー
スと巡り合ったと思いました。以前は行列に並ばな
くてはいけなかったのですが最近はすんなり入れて
ラッキーと思っています。でも客が少なくなった事
によってお気に入りの店が閉店するのも嫌なので発
表します。

私の今の NO.1 は麺匠たか松のつけ麺です。機会
が有れば皆様是非。

この度京都土地家屋調査士会美食部部長を拝命い
たしました、みやこ南支部の粟井と申します。自称
ラーメニストでございます。

既に御存知の方もいらっしゃるでしょうが私は
facebook で昼食のラーメンをよくアップしており
ます。ラーメン愛が止まらない訳ではないのです
が、そもそも私は子供の頃より白飯が嫌いではない
のですが好きではないのです。うどん・洋食・丼な
どは家でかみさんに作ってもらえば充分美味しい
し、安価なそばは美味しいものはありません。持論
ですが寿司、中華、ラーメンは家庭で美味しく作る
のは難しい。安くて美味しく、そして家庭では作れ
ないもの、それがまさにラーメンなのであります。

測量現場や打ち合わせのついでに昼食を食べる
時、どうせならば美味しいものを食べたい、そして
美味しかったと思いたい。妥協してファミリーレス
トラン、O 将、最近ラーメンやカレーを出してる回
る寿司という名のファミレスで食べるのは、不本意
なので、近くで美味しいラーメン屋さんを事前にリ
サーチして行きます。よく言われます「またラーメ
ン食べてるやん」て…。しかし、私からすると「お
金払ってビミョーなご飯よく食べますね。」て。た
まにここでエエやんと思って入った定食屋のマズ
かった時の腹立たしさたるや。

最近では、このエリアに行けばここというお店が
私の中に有り、それらを私は先発ローテーションに
入っている店と呼んでいます。たまに若手や中堅で
そこそこの店をお試しで行って「見ーつけた」と思
うことや、「まあまあこんなもんか」と思えど、ハ
ズレやビミョーに感じることはありません。しか
し、何故かかみさんと行く店はそうはいきません。
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京都で開業、そして5年経過して…

みやこ南支部　山　本　裕　二　

決めるのである。官が民の筆界点に関与できないは

理解できるが、筆界を越えたところで点を設ける

と、次回隣接地で官民明示するときに不都合が生じ

ないのかと毎回疑問に思う。（変な折点ができるの

では。）

今般、原稿の執筆依頼を受ける際、法人会員とし

ての思うところも書いてほしいとのことでしたが、

日常の業務については、個人で行う場合とさほど変

わらないと思う。メリットとしては、法人であると

お客様にとって永続的に依頼ができ、安心できる点

が大きいと思う。

さて５年が経ち、今後の目標であるが、まず認定

調査士になるべく特別研修の受講をしようと考えて

いる。調査士としてのスキルアップはもちろん、な

によりクライアントの目的を成就する場合において

非常に大きな武器になるだろう。

土地家屋調査士法第 2 条、土地家屋調査士は、常

に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通

して、公正かつ誠実にその業務を行わなければなら

ない。

これからもこの条文を心に刻み、初心忘るべから

ず、業務に取り組んでいく所存である。

平成 19 年に土地家屋調査士試験に合格し、平成

22 年に登録し 5 年が経過した。光陰矢のごとしで

ある。

登録以前は、他会で開業されている先生の補助者

として土地家屋調査士の業務に携わっていたが、縁

があって京都会で登録、開業することになった。

はじめに、京都で業務を行うことでカルチャー

ショックを受けたことがある。一つは密集市街地で

の測量方法。補助者時代は、山地や農地及び集落な

ど田舎での測量が主な現場であった。しかし現在

は、京都市内で測量を行う機会が多い。京都の町中

といえば長屋形式となっている家が多く、家と家の

隙間がほとんどない。（というかない。）では、どの

ようにして測量を行うのか。なんと家の中に機械を

設置して測るのである。またあるときは屋上から測

ることもあり、この方法には驚嘆した。（京都で業

務をされている先生方には当たり前の事であると思

いますが。）

過去に報酬額基準表というのがあったが、調査・

測量業務に加減率の項目があったことが理解でき

る。農地と市街地では難易度があきらかに異なる。

（密集市街地は超困難。）

現在では、私も当たり前のように家の中に機械を

据え、また屋根の上に登り測量する日々である。

もう一つは、京都市の官民明示の方法である。通

常筆界を確認するときは、隣接地所有者と立会して

起終点を確認するのだが、京都市の官民明示は隣接

地との筆界点を越えたところ（50 ㎝ぐらい？）で
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海の京都＆男山

丹後支部　上　田　章　雄　

げました。

京都市内のホテルなどでも『海の京都・晩餐会』・

『海の京都をめぐる小旅行』また、『海の京都展』

などとして、大々的に『海の』ＰＲをしていただき

ました。

特に与謝野町は『ちりめん街道エリア』として、

町の情報を引用し明治から昭和にかけて全盛だった

街並みを今に伝える貴重な建造物が残るとＰＲをし

ていただきました。更に与謝野町においても、『与

謝野町ブランド戦略事業』として織物など地場産業

を、映像でプロモーションする取組など色々と発信

をしています。この『与謝野町ブランド戦略マネジ

メント』の中で、『阿蘇ベイエリア活性化』を提唱

しています。

さて、私の住んでいる町は与謝野町字男山で阿蘇

ベイエリアに位置し裏に山があり、前や横の方には

田園が広がり、その前には海（阿蘇海・あそのうみ）

があります。特に田植え後の瑞々しい田んぼは何と

もいえない美しさで環境の良いところだと思ってい

平成 27 年 7 月 18 日京都縦貫自動車道全線開通に

より、北部の観光イベント『海の京都博』が始まり、

本日 11 月 14 日そして 15 日のラストイベントで終

幕となりますが、終幕後もイベントは続きます。

府北部七市町（福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津

市・京丹後市・伊根町・与謝野町）において、地域

全体の力を結集し、歴史・文化、海の魅力、農林水

産物等の自然の恵みなどを旅の楽しみとして全国に

発信するイベント『海の京都博～さあ、知と遊の冒

険へ～』として開催されました。

福知山市では「お城とスイーツのまち福知山」に

ドッ恋セ、舞鶴市では「まいづるまち博」、綾部市

では「綾部のまちなか」をまるごと体験、宮津市で

は『海のみやこのものがたり』、京丹後市では、「－

ＵＭＩ×ＭＡＣＨＩ－京丹後旅」、伊根町では

「ウォーターフロント伊根博覧会」、与謝野町では

「ちりめん街道ゆるり art なお宝さがし」など他多

数の催しで、京都縦貫道の全線開通に合わせた宣伝

戦略は自然に恵まれた北部としての一定の効果を上

わが町と阿蘇海・天橋立
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ます。

しかし、阿蘇海（周囲長 16 ＫＭ）は天橋立によ

り区切られた閉鎖性水域であり、海が目の前にある

から見晴らしが良いとばかりにはいきません。

沿岸地域の一部では、「カキ殻や藻やアオサ」又、

高潮の被害など色々と苦労もありますが、釣り人も

多数見かけます。金樽いわしは有名です。そのほか

観光船、モーターボート、カヤック等も見られます。

冬場は、白鳥や鴨も飛来してきます。地元では阿蘇

海環境づくり協働会議と共に毎年、阿蘇海の環境整

備を行っています。今年も、『ＮＰＯ法人学生ボラ

ンティア協会』の皆様に数回、阿蘇海の環境整備に

来ていただき天の橋立を含む阿蘇シーサイドでのカ

キ殻除去や男山ではアオサ（夏場に発生しますが上

手く使えば肥料となります）除去などをお世話にな

りました。8 月には、学生だけで 100 名もの大人数

でした。夜は、学生との交流会で、色々と話をして

いる中で後輩もいて 50 年前を思い出し当時を懐か

しく思ったものです。

又、山林ボランティアとして山と海の仕組みの勉

強と共に竹林整備にも学生の皆様の参加をいただい

ています。

山と海、密接な関係の阿蘇海の更なる環境改善に

は、沿岸から流入河川流域まで、地域が一体となっ

た取り組みにより、より美しい阿蘇海になるものと

思っています。

又、地域の守り神、板列八幡神社は、延喜 5 年（905

年）醍醐天皇の勅命により「延喜式」と呼ばれる法

典を編纂した時、当時ありました神社名（当時は板

列神社）が記された式内社であります。1017 年頃、

小野仁海により京の都の裏鬼門（南西の方向）に位

置し都の守護、国家の鎮護の社、石清水八幡宮より

八幡さんを勧請（古くから一の宮、国分寺、八幡宮

を一国三分と称し、当地方板列の庄付近一帯は石清

水八幡宮の荘園があった）、板列神社と合祀し板列

八幡神社となりました。その頃より当地が男山とな

りました。

先日、文化審議会より石清水八幡宮（860 年創建・

現在の社殿は 1634 年）が現存する八幡造の本殿の

中で、最古で最大規模を誇るということで新たに国

宝に指定するよう文部科学大臣に答申されました。

誠におめでとうございます。

さて、皆様この夏、北部へ見えましたでしょうか。

リピーターの皆様は更に又、北部に行ったことの

ない皆様、そして興味をお持ちの皆様、自然と食そ

してロマンを求めて是非お越しください。お待ちし

ております。

天橋立・炎の架け橋
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土地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228 号）第

6 条第 1 項の規定による平成 27 年度土地家屋調査

士試験の合格者が発表されました。

同試験の結果概要は、下記のとおりです。

記

試験日

筆記試験（8 月 23 日）、口述試験（11 月 19 日）

出願者数　5,659 名

受験者数　4,568 名

（午前の部の試験を免除された者であって午後の

部を受験した者並びに午前の部及び午後の部の双

方を受験した者の数をいう。）

合格者数

403 名（男 376 名・93.3％、女 27 名・6.7％）

筆記試験合格点　午前の部の試験を受験した者

午前の部の試験　満点 100 点中 70.0 点以上

かつ

午後の部の試験　満点 100 点中 73.5 点以上

午前の部の試験を免除された者

午後の部の試験　満点 100 点中 73.5 点以上

午前の部の試験のうち、多肢択一式問題について

は満点 60 点中 30.0 点に、記述式問題については満

点 40 点中 29.0 点に、午後の部の試験のうち、多肢

択一式問題については満点 50 点中 32.5 点に、記述

式問題については満点 50 点中 30.0 点にそれぞれ達

しない場合には、それだけで不合格とされた。

「※法務省ホームページより一部抜粋」

平均年齢 38.99歳
最低年齢 21歳 1名
最高年齢 76歳 1名

※ 年齢はH27.12.11現在

受験地別合格者数
受験地 人数
東　京 173
大　阪 60
名古屋 47
広　島 20
福　岡 43
那　覇 11
仙　台 21
札　幌 9
高　松 19
合　計 403

認定年月日 登録番号 氏　　名 認定証書番号
1 平成27年10月１日 866 北　村　尚　長 1013001
2 〃 634 中　島　昌　行 1013003

平成27年第10回民間紛争解決手続代理認定（ＡＤＲ認定土地家屋調査士）登録申請者

平成27年度土地家屋調査士試験
合格者のお知らせ

ＡＤＲ認定試験認定者
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訃　　報 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
・西山支部　　　山藤長継会員が、2015年11月27日逝去されました。

会　員　異　動

登録番号 13-0006
とのがい土地家屋調査士法人　みやこ南支部

H27． 9． 1　変更
H27． 9．28 届出
〒 607-8411
京都市山科区御陵大津畑町 41-
1(1F 東側）

登録番号 472
乾　倬　一　郎　中丹支部

H27．10．10 変更
H27．10． 8届出
〒 620-0955
京都府福知山市字拝師 4番地 2

登録番号 876
柏　井　道　次　嵯峨支部

H27．10．13 入会
〒 616-8423
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳
町 30番地 1
TEL　075-202-7580
E メール
ummw24951@leto.eonet.ne.jp

登録番号 842
飯　田　　　隆　城南支部→西山支部

H27．11． 2変更
H27．11． 2届出
〒 618-0091
京都府乙訓郡大山崎町円明寺小字
香田 21 番地 201 号
TEL　075-756-3587
FAX　075-756-3587
携 帯　090-6055-3552
E メール
ist.soku@jcom.zaq.ne.jp

登録番号 856
山　口　正　浩　伏見支部→みやこ南支部

H27．10．20 変更
H27．11．12 届出
〒 607-8193
京都市山科区大宅沢町 44番地
TEL　075-594-3630
FAX　075-594-3650
携 帯　090-8161-6440
E メール
investigatoryamaguchi@gmail.com

登録番号 809
外　海　一　平　みやこ南支部

H27． 9． 1変更
H27．11．13 届出
〒 607-8411
京都市山科区御陵大津畑町 41-1
（1F 東側）

登録番号 632
山　藤　長　継　西山支部

H27．11．27 死亡
H27．12．14 届出

慶　事
松尾康夫会員が、平成 27 年秋の黄綬
褒章を授章されました。
おめでとうございます。
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新 入 会 員 紹 介

アンケート回答

嵯峨支部　柏　井　道　次

１．土地家屋調査士を志した動機
幼少期より土地家屋調査士の方々や測量業の方々が身近な存在だったというのが一番の動

機です。

２．開業後のエピソード
これといったエピソードはないのですが、開業後に先輩調査士の方々や知人の方々などが

気にかけて頂き連絡を頂いた時に、改めて周りの方々に支えて頂いていると実感しました。

３．今後の抱負
是非の初心忘るべからず。

時々の初心忘るべからず。

①H27.10.13入会
嵯峨支部
柏井道次
登録番号　876号

新 入 会 員 紹 介
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会　議　報　告

第７回総務部会　
　日時　平成 27 年 9 月 8 日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．自由業懇話会主催 ソフトボール大会
まとめ

３．会員名簿作成
４．事務局職員の事務の分担について
５．役員、準役員についての役務規定の確認
６．事務局休館日の訃報の発信と対応
７．新年祝賀会について
８．その他

　
第５回常任理事会　
　日時　平成 27 年 9 月 9 日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．ＡＤＲセンターの方針について
３．空家問題に関するＰＴについて
４．政治連盟との連携について
５．事務局体制について
６．地籍に関するＰＴについて
７．土地家屋調査士紹介センターについて
８．理事会上程議案について
９．今後の事業日程について
10．外部関係諸団体への講師派遣について
11．会館建設委員会の報告
12．研究部関係の主な案件について
13．ＡＤＲセンター見学会について
14．近ブロゴルフの現状報告
15．親睦旅行について
16．研修アンケートについて
17．新入会員研修について
18．ＷＥＢ検証について
19．4 階会議室機器の取り扱いについて

　
第３回業務指導委員会　
　日時　平成 26 年 9 月 10 日（水）
　場所　調査士会館
　

第５回財務部会　
　日時　平成 27 年 9 月 16 日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．近畿ブロックゴルフについて
３．旅行について
４．上半期事業報告及び下半期事業報告に

ついて
５．名刺のデザインについて

　
第 4 回研修部会　
　日時　平成 27 年 9 月 16 日（水）
　場所　南部：調査士会館
　　　　北部：下山良雄事務所
　議題　１．報告事項

２．10月31日（土）草鹿教授の研修について
３．12月 5日（土）新入会員研修について
４．12月19日（土）鈴木修先生の研修につい

て
５．研修部主体の研修の検討
６．その他の研修予定
７．研修の企画について
８．各部で予定されている研修案
９．研修アンケートについて
10．出欠管理システムについて
11．パソコンの購入について
12．上半期の報告、下半期の計画
13．下半期の活動計画
14．ＦＭ出演について
15．同志社大学学生のセンター見学につい

て
16．4 階会議室の機器の配線について
17．部員の増員について

　
第２回土地境界鑑定委員会　
　日時　平成 27 年 9 月 16 日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．近畿ブロック協議会主催鑑定統一講座

今年度開催について
２．前半期の事業報告について
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３．後半期の事業報告について
４．その他

　
第４回業務部会　
　日時　平成 27 年 9 月 17 日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．京都市道路明示課における 4 級基準点
データ公開の実現について

３．京都市明示申請における登記事項証明
書添付除外の実現について

４．地図作成業務に関する人材について（14
条、地籍整備）人材育成含む

５．上半期事業報告、下半期事業計画につ
いて

６．新入会員研修について 12/5（土）
７．第 2 回表示登記研究会の協議内容につ

いて (10/15)
８．その他

第５回研究部会　
　日時　平成 27 年 9 月 24 日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．上半期事業報告及び下半期事業計画に
ついて

３．研究論文について
４．地積測量図の有効利用について
５．空家問題に関するＰＴについて
６．研究会の開催について
７．Ｇ空間ＥＸＰＯ、地籍問題研究会への

参加について
　
第３回地域慣習委員会　
　日時　平成 27 年 9 月 24 日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．確認事項

２．上半期事業報告及び下半期事業計画に
ついて

３．舞鶴市調査について
　
第５回ＡＤＲセンター運営委員会　
　日時　平成 27 年 9 月 24 日（木）

　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．上半期事業報告・下半期事業計画につ
いて

３．賠償責任・損害保険への加入検討につ
いて

４．滋賀センターとの意見交換会の開催に
ついて

５．新入会員研修会（Ｈ 27.12.5）について
６．日調連へのＡＤＲ運営報告書作成につ

いて
７．その他

　
第６回広報部会　
　日時　平成 27 年 9 月 29 日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．まんがでわかる調査士の冊子発注につ

いて
２．兵庫会作成のクリアーファイルについ

て
３．地下鉄ポケット時刻表の広告について
４．同志社大学ＥＶＥ祭への広告について
５．9/9 常任理事会について
６．9/14.15 日調連広報部会について
７．9/18、近畿ブロック広報部会について
８．次年度カレンダーについて
９．法務局休日無料相相談会（10/4）人員

派遣について
10．土地家屋調査士試験受験啓発ポスタ―

について
11．会報について
12．各種相談会担当について
13．土地家屋調査士紹介センターについて
14．ＮＨＫ防災マップについて
15．次年度全国一斉相談について
16．ＦＭ放送について
17．上半期事業報告、下半期事業計画につ

いて
18．支部開催相談会のＨＰアップについて
19．無料相談会ちらしについて
20．会長提案のブログについて
21．広報グッズの作成について
22．その他
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第８回総務部会　
　日時　平成 27 年 10 月 13 日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．平成 27 年度上半期事業報告について
３．平成 27 年度下半期事業執行について
４．調査士法等違反に関する調査について
５．新年祝賀会について
６．忘年会について
７．マイナンバーとハラスメントについて
８．その他

　
第６回常任理事会　
　日時　平成 27 年 10 月 14 日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．人材派遣会社契約に基づく斡旋料支払
に関する予備費支出の件

３．平成 27 年度上半期事業報告の件
４．会議議事録のホームページ掲載手順に

ついて
５．自由業団体懇話会のテーマについての

報告書と出席者の確定
6．「マイナンバー法」に対応した事務局対

応について
７．調査士法等違反に関する調査の実施と

要領
８．支部長会議のお願いについて
９．広報に関する注意事項について
10．役員等に向けた守秘義務徹底の文書の

発行
11．京都土地家屋調査士会組織図と事務局

の事務分担
12．会員名簿について
13．その他

　
第２回会計監査　
　日時　平成 27 年 10 月 14 日（水）
　場所　調査士会館
　
第５回業務部会　
　日時　平成 27 年 10 月 15 日（木）
　場所　調査士会館

　議題　１．報告事項
２．筆界特定とＡＤＲ連携について
３．業務部主催の研修会について
４．北桑田高校の講師について
５．上半期事業報告
６．不動産登記規則等の一部を改正する省

令について
７．その他

　
第２回表示登記研究会　
　日時　平成 27 年 10 月 15 日（木）
　場所　京都地方法務局
　
第２回紛議調停委員会　
　日時　平成 27 年 10 月 16 日（金）
　場所　調査士会館
　
第２回支部長会議　
　日時　平成 27 年 10 月 16 日（金）
　場所　調査士会館
　
第２回表紙制度実行委員会　
　日時　平成 27 年 10 月 16 日（金）
　場所　調査士会館
　
第６回財務部会　
　日時　平成 27 年 10 月 21 日（水）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．予算の確認
３．下半期の事業計画について
４．近畿ブロックゴルフ大会についての報

告書について
５．チャリティー事業について
６．近畿ブロックソフトボール大会について
７．親睦旅行について
８．名刺のデザインについて
９．近畿地区不動産取引税務協議会出席者

について
10．その他

　
第６回研究部会　
　日時　平成 27 年 10 月 22 日（木）
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　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．研究論文について
３．地積測量図の有効利用について
４．空家問題に関するＰＴについて
５．Ｇ空間ＥＸＰＯ、地籍問題研究会への

参加について
６．空家問題に関するアンケートについて

第６回ＡＤＲセンター運営委員会　
　日時　平成 27 年 10 月 22 日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．セキュリティのパスワードについて
３．筆界特定室とＡＤＲの連携について
４．賠償責任・損害保険への加入検討につ

いて
５．滋賀センターとの意見交換会への参加

者について
６．センターマニュアルの作成について
７．その他

第７回広報部会　
　日時　平成 27 年 10 月 27 日（火）
　場所　調査士会館
　
第５回研修部会　
　日時　平成 27 年 10 月 28 日（水）
　場所　南部：調査士会館
　　　　北部：下山良雄事務所
　議題　１．報告事項

２．10月31日（土）草鹿教授の研修について
３．12月 5日（土）新入会員研修について
４．12月19日（土）鈴木修先生の研修につい

て
５．特別研修について
６．近ブロ新人研修について
７．ＡＤＲ運営委員会によるマニュアル説

明会について
８．古参会員による研修について
９．調査報告書の改正について（連合会）
10．倫理研修会（総務部）政連総会と同日
11．空家対策関連（研究部検討中）

12．相談員養成講座（広報部検討中）
13．調査・測量実施要領の研修（業務部検

討中）
14．前回の研修部会で出し合った研修を具

体的に企画する
15．理事会での上半期の活動報告、下半期

の活動計画
16．パソコンの購入について
17．ＷＥＢによるマイナンバー制度実施に

伴う連合会の説明会について
18．研修会出席の催告
19．研修規定について
20．忘年会について

　
第４回業務指導委員会　
　日時　平成 26 年 10 月 29 日（水）
　場所　調査士会館
　
第３回理事会
　日時　平成 27 年 10 月 30 日（金）
　場所　調査士会館
　
第９回総務部会　
　日時　平成 27 年 11 月 10 日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．調査士法等違反に関する調査
３．会則他規約規定の見直し
４．忘年会について確認
５．マイナンバーへの事務局の対応について
６．総務部員の選任について
７．その他

　
第７回常任理事会　
　日時　平成 27 年 11 月 11 日（水）
　場所　調査士会館
　

第７回財務部会　
　日時　平成 27 年 11 月 18 日（水）
　場所　調査士会館
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第６回業務部会　
　日時　平成 27 年 11 月 19 日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．新人研修会について
３．ＦＭアルファステーション出演について
４．土地家屋調査士の入札において的確な

取り扱いがなされていないと思われる
事案の情報提供について

５．登記所備付地図作成作業に係る入札情
報の提供について

６．平成 28 年度の事業計画・予算計画に
ついて

７．筆界調査委員推薦について
８．その他

　
第５回業務指導委員会　
　日時　平成 26 年 11 月 21 日（金）
　場所　調査士会館
　
第８回広報部会　
　日時　平成 27 年 11 月 24 日（火）
　場所　調査士会館
　議題　１．会報について

２．建設タイムズへの広告について
３．10/30 北桑田高校特別授業について
４．10/30 北桑田高校特別授業について
５．11/9 京都産業大学成績優秀者の表彰

について
６．常任理事会より
７．各種相談会について
８．11/21 大阪会講師養成講座について
９．ＦＭ放送について
10．京都私生活ガイドブック『暮らしの手

引き』への広告掲載について
11．会報について
12．広報グッズの作成について
13．次年度予算案について
14．ホームページについて
15．その他

　
第６回研修部会　
　日時　平成 27 年 11 月 25 日（水）

　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．10月31日（土）草鹿教授の研修について
３．12月 5日（土）新入会員研修について
４．12月19日（土）鈴木修先生の研修につい

て
５．ＡＤＲ運営委員会によるマニュアル説

明会について
６．土地境界鑑定講座について
７．特別研修について
８．近ブロ新人研修について
９．オンライン研修会について
10．古参会員による研修について
11．調査報告書の改正について（連合会）
12．倫理研修会（総務部）
13．筆界特定に関する研修会（弁護士会合

同）
14．研修規定について
15．DVD の貸出しについて
16．WEB 研修の会場について
17．部会の会議方法について

　
第７回研究部会　
　日時　平成 27 年 11 月 26 日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．会報原稿依頼について
３．ＦＭ出演について
４．新入会員研修会について
５．地積測量図の有効利用について
６．空家問題に関するＰＴについて
７．Ｇ空間ＥＸＰＯ、地籍問題研究会への

参加について
　
第７回ＡＤＲセンター運営委員会　
　日時　平成 27 年 11 月 26 日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．報告事項

２．日本ＡＤＲ協会主催「実務研修・実務
情報交換会」への参加者について

３．次年度事業・予算計画について
４．筆界特定室とＡＤＲの連携について
５．常任理事会構成員との意見交換会開催
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について
６．センターマニュアルの作成について

第４回地域慣習委員会　
　日時　平成 27 年 11 月 26 日（木）
　場所　調査士会館
　議題　１．確認事項

２．舞鶴市資料調査について
３．今後の調査について
４．各種地図、図面の保管箇所のリストの

補充
　
第５回綱紀委員会　
　日時　平成 27 年 11 月 30 日（火）
　場所　調査士会館

京都土地家屋調査士　第157号
発行所　京都土地家屋調査士会Ⓒ
　　　　〒604-0984
　　　　京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439
　　　　ＴＥＬ　（075）221－5520
　　　　ＦＡＸ　（075）251－0520
　　　　http://www.chosashi-kyoto.or.jp
　　　　e-mail  mail@chosashi-kyoto.or.jp

編　集　後　記

みなさま、新年明けましておめでとうございます。

私は平成 23 年度の研究部員に始まり、広報部員

はなぜか一人だけ連続 2 期目です。当時は自宅事務

所から会館まで、平日の渋滞込みで 2 時間半から 3

時間かかっていたものです。しかし、昨年の京都縦

貫自動車道の開通により随分と近くなりました。そ

れでも北部から来てるってだけで今でも妙に驚かれ

ますが、安心してください、同じ京都府民です（笑）

本号の記事にもありますように、府北部にはさま

ざまな名勝やおいしい食材がそろっています。ぜひ

お越しください。

最後にご寄稿いただきました諸兄および会員の皆

様にお礼を申し上げ、編集後記といたします。あり

がとうございました。

小牧　　弘





検  索福井コンピュータ

本社／〒910-0297 福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6
札幌・青森・盛岡・仙台・水戸・宇都宮・高崎・新潟・長野・埼玉・千葉・東京・横浜・静岡・名古屋・
岐阜・福井・京都・大阪・神戸・岡山・高松・松山・広島・山口・福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

上記ナビダイヤルは福井県坂井市に着信し、着信地までの通話料はお客様のご負担となります。また、通話料金につきましてはマイラインの登録に
関わらず、NTTコミュニケーションズからの請求となります。携帯電話からのご利用の場合は20秒ごとに10円の通話料がお客様のご負担となります。

●製品の詳しい情報、カタログのご請求は

http://const.fukuicompu.co.jp

0570-550-291●製品に関する
お問い合わせは

カスタマサポートセンター 【受付時間】9:00～12:00／13:00～18:00
※土曜、日曜、祝祭日、弊社指定の休業日は除きます。

フィールドデザインで日本の未来を創る
測量計算CADシステム「BLUETRENDXA」

全国の測量業、土地家屋調査士業において圧倒的シェアを誇る測量計算CADシステム「BLUETREND」シリーズの最新版。
豊富な測量計算機能と、それに連動した専用CADで、「都市部」「平野部」「山間部」などあらゆるフィールドの測量業務に迅速に対応。
フィールドワークからオフィスワーク、データの管理・活用・連携まで、測量業務をフルサポートします。

フィールドワークからオフィスワーク、
データ管理・活用・連携まで、あらゆる業務をフルサポート!

測量計算CADシステム【ブルートレンド エグザ】

NEW!

Windows10 対応！

軽快なフィールドワークを担う！

現場仕様の抜群の操作性！ 情報収集・集約もこの１台！
さらに成果に直結！ 現況観測はもちろん、縦断観測・横断観測も！

不動産表示登記業務に必要な各種書類の作成から、事件管理・
顧客管理・立会の管理に至るまで、調査士業務全般をサポート！

土地家屋調査士事務支援システム【トレンドレジック】

各種データを一元管理。
調査士業務全般をワンパッケージでサポート。

現地調査ツール

杭 打 ちツー ル

建物調査ツール

電子野帳ツール
GooglePlayより
無償ダウンロード

測る！ 撮る！ 収集！ 現場で手軽に軽快に！

アンドロイド スマホアプリ

現場端末システム【クロスフィールド】現場端末システム【クロスフィールド】現場端末システム【クロスフィールド】
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【好評図書のご案内】

日本司法書士会連合会 会長推薦

ポイントを網羅した全205問！
関係する実務家にとっての必携書

ポイントを網羅した全416問！
関係する全ての実務家にとっての必携書

前提となる知識を網羅！
「読みやすさ」「親しみやすさ」に主眼を置いた解説書

Q&A
道路・通路に関する法律と実務
登記・接道・通行権・都市計画
末光祐一 著
2015年６月刊 A5判 584頁 本体5,300円＋税

岩島秀樹・青木清美 編著
2015年10月刊 B5判 480頁 本体5,300円＋税

建築瑕疵の法律と実務
画期的な解説書！
紛争解決に必要な法律知識と建築知識を一冊に

●建築瑕疵に関する250以上にわたる判例を、建築物の部位ごとに分析。
●建築分野については、法律実務家に必要な建築の基本的知識はもとより、建築物の部位ごとに不具合事象、原因、調

査方法、補修方法を解説。
●法律分野については、瑕疵判断に関する基本的知識のほか、建築関係訴訟の要件事実、抗弁、再抗弁等を整理。
●最新の建築技術や法令・判例を取り上げた内容。

●宅地、不動産取引に不可欠な道路、通路などの法的知識や実務のポイントを全205問のQ＆Aでまとめた一冊。
●判例先例も多数収録。
●登記実務にとどまらず、隣地や通行に関するトラブルになどに有益な情報も収録。

これだけは知っておきたい
相続の知識
相続人と相続分・遺産の範囲・遺産分割・遺言・遺留分・
寄与分から戸籍の取り方・調べ方、相続登記の手続・相続税まで
小池信行 監修　岡誠一 著
2015年11月刊 A5判 224頁 本体2,000円＋税

●相続実務に携わる上でおさえておくべき知識を、76問のQ＆Aでわかりやすく解説。
●各設問では、シンプルな問題設定でありながら、図表や記載例を交えた丁寧な解説を展開。

日本司法書士会連合会 会長推薦Q&A
農地・森林に関する法律と実務
登記・届出・許可・転用
末光祐一 著
2013年5月刊 A5判 616頁 本体5,600円＋税

●様々な地目に関連する法律に精通している著者が、実務で直面する「実践的な設問」をまとめた一冊。
●先例・判例を多数収録。申請書・契約書のひな形も収録。
●農地法、森林法のみならず関連する都市計画法、道路法、建築基準法等についても解説。
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