富山県土地家屋調査士会会報

デジ
マグ

夏

号

[2019年]
通算 366号

年2回発刊予定

Contents

会長挨拶
執行部挨拶
出前講座 [富山工業高校編]
出前講座2019 in 津沢
朝日町の空き家対策
新人紹介
編集後記

八重津浜（富山市）
[編集・発行]

富山県土地家屋調査士会 広報部

〒930-0856 富山市牛島新町8番22号
URL：http://tomicho.com

TEL（076）432-2516

FAX（076）432-2529

会長挨拶
５月前後から始まった平成から令和への改元のお祝いの嵐・喧噪もようやく落ち着き、
「令和」という文字にも慣
れ親しんだ感じがします。富山県土地家屋調査士会の定時総会・日本土地家屋調査士会連合会総会を終えて、新た
に２年間の任期の使命を頂き、気持ちを新たに年度の行事が始まり、日常の生活を取り戻した気がします。
先日我々土地家屋調査士にとって吉報が届きました。
業務の基本法である土地家屋調査士法の一部改正の法案
が国会で成立しました。第１条の「目的規定」が「使命規定」に改められました。
「筆界を明確にする業務により不動
産の明確化に資する専門家」という使命が明記され、業務において強固な法律上の基盤を得たと思えます。
近年問題になっている、
「所有者不明土地問題」に対する活動が活発になってきました。昨年成立した「所有者不
明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」
により法務省や国土交通省等の国の機関が積極的に動き始めまし
た。我々の業務として土地家屋調査士法の一部改正を機に、表示に関する登記・筆界に係る専門家として、問題の解
消に向けて大いに貢献できるものと考えています。
来年２０２０年は、土地家屋調査士制度が制定されて７０年目の節目となる年です。
連合会・中部ブロック・単位
会等で記念となる事業を考え中であります。例えば各県のランドマーク（目印となる地理学上の特徴物）の登記を
単位会で行ったり、
「所有者不明土地問題」
が活発化する今こそ、
町中
で利用されずに放置された土地を関係各所と連携し特別措置法を活
用して、地元の防災拠点とするなど、社会に制度をアピールする良い
機会にしたいと考えます。
結びに、
土地家屋調査士法の一部改正を機に、
社会に貢献できる資
格者たることを再認識し、会の運営をしたいと考えます。
今後も土地家屋調査士へのご理解とご協力をお願い致します。

富山県土地家屋調査士会
会 長
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執行部挨拶
副会長

中村

忠嗣

２期目の副会長を磯野会長 他 執行部の方々と共に会務に励みたいと思っております。
総務部・ＡＤＲ担当として前期の反省を踏まえ、会長と役員・会員とのパイプ役として富
山会の会員の業務が円滑に行われる様に情報の共有 発信に努めたいと思っております。
また、会員からの問合せ等 事務局と一体となり対応する所存ですので２年間宜しくお願
いします。
また、中部ブロック協議会の庶務も担当しており、中部ブロック協議会に対するご意見等
があれば当方までお寄せ頂ければと思います。

副会長

寺崎

隆志

「憧れと危機感」
例に漏れず私は他業種からの転職組です。サラリーマン時代に、ある先輩調査士に憧れ一
念発起しこの業界に飛び込んで２０数年経過した今、充実した気持ちで日々を過ごすことが
できているのも、前述の先輩調査士並びに諸先輩方のご尽力の賜物と深謝する次第でありま
す。しかし、減少の一途を辿る受験者人口の問題については大いに危機感を抱いています。
このままでは業界の活力低下は必至であり、資格そのものの存続にも影響を与えかねないと
危惧しています。この事態を打開するために、一体何が必要でそして何をすべきかを、単位会の副会長という立場で模
索し危機感をもって会務に取り組みたいと考えています。かつて私が先輩調査士を目指したように、「土地家屋調査
士」が多くの若者に選択される憧れの職業となることを願って。
（調査士の現状は連合会ＨＰに掲載されている土地家屋調査士白書をご覧ください）

副会長

青山

洋士

本年度、引き続き副会長に就任させていただきました青山洋士です。前期は「本当に自分
で務まるのか?」

という不安もありましたが、会員みなさまのご協力をいただきまして、現

在までに至っております。
私の担当部は引き続き業務部と研修部です。どちらの部も制度改正等に敏感でなければな
りません。近隣（特に中部ブロック）の調査士の同志とともにその動向に注視していき、適
時に対応できるようにしていきますので、是非とも、会員みなさまには制度や会務に対して
忌憚のないご意見をいただければと思います。
今まで多くのご協力をいただいたことに感謝しつつ、少しでもみなさまのお役に立てればと、微力ではありますが、
引き続き一生懸命職務を全うしていきたいと思います。
らんどまーく
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総務部長

浅田

正明

引続き総務部長を務めさせて頂きます浅田です。
本年度は３～４年に一度開催しております富山会新人研修会を開催致します。入会５年未満の会員
を対象に倫理や調査士としての心構え等を再確認して頂くことが一番の目的です。総務部は対外ク
レーム処理も担当しておりますが、最近のクレームの多くが調査士側のちょっとした配慮のなさに起
因するものが多く、土地家屋調査士の地位をより向上させていく上でも品位や高潔な職業倫理が必要
であると思います。
研修の企画を通じて自らの業務姿勢も見直しつつ会務にも全力で取組んで参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致
します。

財務部長

高倉

健

お金に細かいと思われているのか、財務部長として二期目を迎えることになりました。
先の任期内で財務部長として最も憂慮したのは、やはり会の収支についてです。生産年齢人口が減
少する社会にあって、当然ながら当会の会員数の減少も避けられず、また、それに伴い会の収入も同
様の傾向にある事は否めません。人口減少という斜陽が落とす長い影の中にありながら財務部として
すべきことは何なのか。それは、無駄の排除、事業規模や事業そのものの適正化ではないかと考えま
す。安易に会費の値上げに結び付けず、会員の為の運営に軸足を置いて知恵を絞る事が肝要なのでは
ないかと思います。
細い体躯の見た目ではありますが、反面、心の幹はぶれる事無く富山会の財務会計の門番として任期を全うしたいと思
います。どうぞ二年間宜しくお願い致します。

業務部長

砂道

章

この度、二期目の業務部長を仰せつかりました高岡支部の砂道章です。
先日、土地家屋調査士法の一部改正法が成立し、使命規定が創設され、土地家屋調査士は、筆界を
明らかにする業務の専門家であることが明文化されました。これを踏まえ業務部では、筆界を明らか
にするための地域の慣習の研究、資料収集を継続して行います。そして、収集した情報を会員の皆様
に提供できるよう環境を整えたいと考えておりますので、会員の皆様には、どうかご指導とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

研修部長

友澤

健太郎

このたび、研修部長を拝命いたしました富山支部の友澤健太郎です。
以前、研修部の担当理事を務めていた経験はございますが、部長は初めてでございます。
職務の遂行に不安な部分はありますが、富山会の皆様の期待に添える研修会を開催していく所存で
ございます。
富山会の皆様の知識や技術力の向上に少しでも貢献できるよう努力して参りますので、ご指導・ご
協力の程よろしくお願い致します。

広報部長

澤田

健

この度、広報部長を拝命いたしました高岡支部の澤田です。私は２０１１年度から広報委員として
広報部の活動をさせていただき今年度で５期目（９年目）になります。
様々な活動の中で会報誌「らんどまーく」が紙媒体から電子化し、時代の流れを感じながら広報の
仕方も試行錯誤してきました。広報活動の効果ははっきりと目で見えるわけではないので難しく思い
ますが、近年何となくではありますが少し土地家屋調査士の知名度も上がってきたように感じます。
引き続き先輩方の経験を踏まえ、さらに土地家屋調査士の知名度や業務内容などを知っていただくよ
う活動していきたいと考えております。
来年２０２０年は土地家屋調査士制度制定７０周年を迎え、また東京オリンピックも開催されます。広報活動を通して
お手伝いできればと考えております。会員の皆様のご理解とご協力を頂きながら２年間活動していきたいと存じます。
らんどまーく
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富山支部長

村田

優

令和の新しい時代に2期目の支部長をさせていただくことになりました。
1期目には不慣れなこともあり、なかなか思い通りにはなりませんでしたが今期はしっかり役目を
果たしてまいりたいと思います。
まず、研修会ですが実務に役立つよう内容を充実させていきたいと思います。
また、支部のみなさんが気軽に声を掛け合えるような、またお互いに相談し合えるような雰囲気作
りに努めてまいります。そのためには、楽しい懇親会やレクリエーションを企画してまいりますので
たくさんの会員の参加をお待ちしております。
富山支部は会員のみなさんの味方です。困ったことや要望事項などがありましたらなんなりとご相談ください。
私は61歳になりました。今年の支部総会でも出ましたが令和は若い人たちの時代です。お世話になった調査士会に最後
のご奉公をさせていただきます。

高岡支部長

西浦

哲朗

高岡の新支部長に就任しました西浦です。宜しくお願い致します。
長く本会の役員から遠ざかっていた私が支部長に選任された時、最初に思ったのは支部長の仕事と
は何だろうでした。もちろん会員のスキルアップのために本会での研修内容等を支部会員に周知して
いくことが一番大事なことだと思いますが、その他にちょっとした事でもいい、支部会員のためにと
考えた時、会員の日常業務においてこうなれば便利だとか些細なことでもいい、それを解消していく
ことができればということでした。２年間そういう気持ちで取り組んでいきたいと思っておりますの
でご協力お願い致します。

魚津支部長

上田

直樹

私は魚津支部長と本会理事に就任しました上田直樹です。平成４年に土地家屋調査士の試験に合格
して、平成８年より開業していますが、私が最近思う事は、調査士会へ登録して魚津支部へ入会した
頃よりも、会員同士顔を合わせる機会が少なくなっている事です。平成８年当時は、月に一度魚津支
部の会員が集まり、水曜会と名付けられた勉強会を開き、日頃の業務などの事を語り合い、切磋琢磨
したものでした。私はこれを何とかして復活させたいと考えています。そのためには、私自身がもっ
と勉強しないといけません。私が東京の四畳半で生活していた頃、登記六法を手垢で汚れて読めなく
なる程読み込んだあの日が、とても懐かしく感じられ、再びあの日のような勉強をして、魚津支部長である前に自分を律
する事が必要であると考えます。
最近では私が知るところでは、私が受験した頃で全国の受験者数が約１万２千人だったと記憶していますが、ここ数年
の間に４千人にまで受験者数が減少しております。理事に就任して思う事は、土地家屋調査士の必要性をもっと国民に知
らせるべきだと考えます。これは広報部だけに頼るのではなく、理事のみならず役員一丸となって土地家屋調査士の重要
性を知ってもらうべく活動すべきだと考えます。
今、私は理事で登記相談を電話で一般の方の相談に乗る事がありますが、その相談件数の多さに驚かされます。表示に
関する登記の問題や隣接者との境界問題について、土地家屋調査士が解決の方向へ導く事こそ我々の役目であると考えま
す。最後になりますが、富山県土地家屋調査士会の会員一同は、日頃の業務の研鑽に励み、地域住民から慕われる土地家
屋調査士を目指さなければなりません。故に、私自身も富山県土地家屋調査士会魚津支部長、本会理事として、もっと自
己研鑽していく所存です。

砺波支部長

牧田

啓之

昨年研修部長として富山県土地家屋調査士会の研修運営に関わらせていただき、今年は砺波支部長
兼研修副部長として引き続きよろしくお願いします。
砺波支部は現在２０名の会員で活動しています。主な活動内容は４月に総会の開催、研修旅行（今
年は１０月に名古屋方面へ企画中）、研修会の開催、司法書士会との合同無料登記相談会等です。
砺波地区は住民の高齢化が進み、屋敷林を含む大きな敷地、未登記建物の相続を含む建物登記や、
田の耕作ができないため、農地転用がからむ登記事件が比較的多いです。
不動産登記の身近な相談者であるために、地域と調査士会員とのパイプ役として役職に尽力したいと思います。
らんどまーく
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出前
授業

富⼭⼯業⾼校編

平成31年2月1日、富山県立富山工業高等学校にて出前授業を行って参りました。
今年は2部構成とし、高校生に土地家屋調査士の仕事がどのようなものかを伝えました。第1部は広報委員より実際
に利用されている公図と登記簿などによって、社会でどのように利用されているかを工業高校の敷地や某有名テーマ
パーク等を例にとって説明しました。高校生にとって身近な場所が馴染みのない公図や登記簿といったものが、社会
で利用されていることに驚きの声も多くあり、関心を持つ生徒もいたのではないでしょうか。第2部においては、当該
高校のOBでもある福山勝年会員の協力を得て講演を行いました。福山会員は土地家屋調査士の具体的な業務内容をス
ライドと併せ説明されました。少ない時間ながらも生徒が興味を引くよう工夫され、土地家屋調査士の業務ならびに
土地や建物などの不動産が社会においてどのように表現されているかを知る良いきっかけになったと思います。
広報委員長 吉田 勇一

らんどまーく
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出前講座2019 in 津沢
中！

開
て公

3月25日『出前講座2019in津沢』を津沢コミュニティプラザで、
開催させていただきました。
お寒い中、多くの方が訪れて下さいました。
前回同様、第１部ではアマチュア落語家の越中家漫欽丹さんの防災寄席、第２部では広報委員の寸劇という構成。
漫欽丹さんの落語で、会場を温めていただき、いよいよ私たちの番です。
前回は、加藤さんと志村さんという設定でしたが、毎回YouTubeに載
せるとの事なので、見て飽きられないようにと、設定を変更。
IKKOさんと和泉さんの登場です。
最初にお客様の心をつかまないと・・・。渾身の演技で出て行きます。
「どんだけ～」舞台の始まりです。
お客様の笑いが思ったより少なく、足がガタガタ震えます。
ここで引き下がっては！
恥ずかしがってやらないより、やりきった方がかっこいい！
IKKOさんになり切りっているうち、少しずつお客さんの笑い声も聞こ
えるようになり、緊張がほぐれてきます。
そして最後の上田先生のセリフ「どんだけ～」。
爆笑の中、多くの拍手をいただきました。有難うございました。
他の演者が、沢山のセリフを覚え、緊張しながら演技する中、最後の
「どんだけ～」が一番笑いをとれましたが・・・。そこは上田先生の実
力。
１セリフだけを舞台のそでで、一生懸命練習していた上田先生には脱
帽しました。
寸劇の後の質問コーナーでは、時間が足りないくらいの多くの質問を
いただき、改めて皆さん境界問題に関心がある事が分かりましたし、私
達調査士の仕事の重要性を実感しました。
次の舞台は、どんな設定にしようか考え中です。また、息の合った楽
しい舞台で、土地家屋調査士のPR活動を広報の皆さんと頑張っていきた
いと思います。皆さん応援宜しくお願い致します。
広報委員 池田 由香

に
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空き家のはなし

朝日町

町が運営する空き家情報バンクって？

どこか
住める家は
ないかな？

住む予定のない家を
持っているけど、
誰か住んでくれないかな

空き家情報バンク（町）
町内・町外を問いません

朝日町に所在する家の所有者

★町は、
空き家を
探している方と、
空き家を売りたい・貸したいと
思っている方とを引き合わせる
役割を担っています。

・全日本不動産協会富山県本部
・富山県宅地建物取引業協会
らんどまーく
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空き家の管理は所有者の責務です
空き家はその所有者の財産であり、維持管理は所有者の責任です。管理をせずに放っておくと、確実に老朽化が進
み近所や地域住民に迷惑がかかるほか、有害鳥獣の棲家化や、放火や不法侵入等の犯罪の誘発が懸念されます。また、
空き家の倒壊等により第三者に被害が生じた場合は、損害賠償等の管理責任を問われることもあります。

空き家を活用してみませんか
放っておくと犯罪や近隣への迷惑等、リスクが重なる空き家ですが…。
実は、「住む家を探しています」という問い合わせは、先ほどご紹介した空き家情報バンクを通じ、町へ頻繁に寄
せられています。家は、人が居住している方が傷みません。定期的に空き家の管理に訪れることが難しい場合は、物
件を貸し出し誰かに住んでもらう（＝管理してもらう）ことも有効な方法です。「将来使う予定があって…」という
方でも、「〇年間」等の期限を定めて賃貸することも可能です。
町では、空き家を賃貸物件として空き家情報バンクに掲載する際の物件の改修費補助や、空き家に残された家財道
具を処分する費用に対し助成しています。
「持っている空き家をなんとかしたい」という方、ぜひ町へお問い合わせください。

空き家について今できること
空き家の多くは、相続が原因で発生しています。家がある日突然、何の前触れも無く「空き家」になることはほと
んどありません。
「この家はいずれ空き家になるかもしれない（＝空き家予備軍）」ということは、その家の状況・家族構成等によ
り、何年も前からある程度想定されます。空き家になってしまう前に、「この家を、今後どうするのか。引き継いで
いくとすれば、誰が相続し管理するのか」ということを、事前に家族や親族で話し合っておくことが大切です。所有
者が遺言書を残しておくと、その後の相続に係るトラブルを軽減することもできます。
また、空き家を適正に管理していくには、固定資産税の支払いのほか、庭木や雑草の管理、物件修繕費等、継続的
に費用がかかります。空き家の管理に必ず付随するこういった費用についても、空き家と併せて相続できるよう遺言
書を残しておくとよいでしょう。

専門家の話を聞いてみましょう
「私の家、跡継ぎがいないんだけどどうしたらいいだろう…」「空き家の管理方法について知りたいな」等、空き
家について気になっていることはありませんか？町内会単位や各種団体、任意のグループ等（おおむね10名以上）で
お申込みいただくと、不動産業者等の専門家による学習会を開催することができます。
【問合せ】朝日町ふるさと応援団人材バンク世話人 佐渡（090-3299-3940）

おわりに
空き家に関する悩みは、相続の手続きや費用面、物理的な管理等、多岐に渡ります。一人で抱え込まず、弁護士や
司法書士等の各種専門家、中古住宅流通促進協議会等、様々な専門機関に相談してみませんか。「どこに相談すれば
いいかわからない…」というときは、まずは町の窓口へお問い合わせください。

問い合わせ
朝日町役場

電話0765-83-1100（URL：http://www.town.asahi.toyama.jp）

空き家情報バンクや空き家の利活用に係る補助金については・・・企画振興課
空き家の管理については・・・住民・子ども課
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新人紹介
登録番号第525号
富山支部

Ｑ１．土地家屋調査士を目指したきっかけ Ｑ２．業務をしてみた感想
Ｑ３．以前の職業

Ｑ４．趣味

Ｑ５．今後の抱負

Ｑ６．事務所所在地

登録番号第526号
富山支部

野崎 貴之
A1. 平成11年、
建設・不動産会社に勤務時代に、
某土地家屋調査士
から
「君の性格は調査士に向いているから試験に挑戦してみ
られ」
と仰っていただいたことが、
スタート地点です。
煩雑で難しいと感じることが多
A2. 想像していたよりも実務は、
く、
常に勉強して自己研鑚が必要だと日々感じております。
そ
れと、
日光を浴びる機会が大幅に増えました。
体力が必要な職
業ですね。
A3. 建設・不動産会社勤務
A4. 読書・ドライブ
先ずは調
A5. 試験の合格から開業までかなり時間を要したので、
査士として恥じないレベルまで1日も早く能力UPしたい。
A6. 富山市雄山町8番12号

登録番号第527号
魚津支部

石井

渡辺 純一
A1. 司法書士業務を行なう中でワンストップサービスを提供した
方がお客様の利益となる場面が多いと感じたため。
A2. 測量機器の扱い方やCADソフトの使い方など、
これから勉強す
ることがたくさんあると感じています。
A3. 司法書士、
不動産業者
A4. 仕事
A5. 不動産についての幅広い知識を身に着けて、
お客様にとって
有用な土地家屋調査士となれるように精進したいと考えてお
ります。
A6. 富山市下大久保3260番地

登録番号第528号
富山支部

徹

A1. 入善町の広沢土地家屋調査士事務所に補助者として勤務して
おりまして目指そうと思いました。
A2. 補助者として働いていた時とは違い、
より専門的な知識やお
客様の相談など、
責任が重くこれから沢山の経験や勉強が必
要だと思いました。
A3. 測量専門学校を卒業して20歳の時に広沢事務所に勤務してお
りましたが、
25歳の時に退社いたしまして、
ブラジルで2年間
ほど生活しておりました。
その後とまた広沢先生に誘ってい
ただき本日に至ります。
料理、
芸術鑑賞、
旅行
A4. 読書、
A5. いろいろな仕事に挑戦していきたいとおもいます。
A6. 下新川郡入善町上野1168番地

柴野 裕一
A1. 目指していたわけではありませんが、
法務局での業務で表示
登記専門官をしていたこともあって、
土地家屋調査士に認定
されました。
建物表題など数件ですが、
責任の重圧で押しつぶ
A2. 登記申請は、
されそうになっています。
怖い！
名古屋、
福井、
岐阜の法務局に勤
A3. 富山地方法務局を振り出しに、
務していました。
全くありませんが強いて言えば家電を買うことでし
A4. 趣味は、
ょうか。
最近では、
ナノイーエックス搭載の除湿器を電化フェ
アーで買いました。
A5. 筆界の立会等いろいろな仕事に挑戦していきたいと思います。
A6. 富山市磯部町一丁目11番10号

編集後記

人生には色々な坂があると感じたこの２年間を振り返ってみると、フェイスブックの投稿であったり、ホームペー
ジの更新など、
おおよそ私の苦手な作業を四苦八苦しながら、
その任務にあたっていたことを思い出します。
特に注力したのは地元向け出前
講座です。なかなか良いシナリオは浮かばないものですが「ん、何よこの封筒？・・・」の件から一気に話が進み、シナリオライターのように原
稿を書き上げることができたのには自分でも非常に驚きました。
初稿は味気のない淡泊なものでしたが、
寺崎副会長の笑いをとるセンスや、
事務局による見る側からのアドバイス、
特徴が濃い広報委員メンバーによる演出により、
大変素晴らしいものになったと思います。
ユーチュ
ーブへの投稿にまで辿り着けたのは、多くの皆さまのご協力の賜物であると考えております。
さて、新年度となり新役員による会の運営がなされます。今期はどのような坂があるか楽しみにしながら、理事諸兄とともに会務運営をし
っかりと担っていきたいと思います。
最後になりますが、
情報発信の一躍を担っている広報誌
“らんどまーく”
が対外広報ツールとして更な
る飛躍をとげることを祈念して、
広報部長としての任を下りたいと思います。
この２年間、皆さまから多くのご指導ご鞭撻を賜りましたこと
を、この場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。
平成30年度広報部長 石山 努

平成30年度
富山県土地家屋調査士会
広報部
らんどまーく
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