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会長挨拶
新年あけましておめでとうございます。

令和３年の静かな正月を迎え、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

関係各位の皆さま・会員の皆さま・役員事務局のご協力をいただいて

新年を迎えることができました。改めて感謝と御礼を申し上げます。

昨年の国内の状況を振り返れば、正にコロナで始まりコロナで終わった年であり、そして現在も進行形であり

ます。経済に及ぼす影響は多大なものがあり、感染防止のため三密をさけ、非対面が新しい生活様式となり、正

にライフスタイルが激変しました。土地家屋調査士会においても節目節目の行事が変更・延期となり、懇親・交

流の無いままに終わり味気ない思いをしました。

さて、土地家屋調査士業務に目を移せば、大きな目玉であった土地家屋調査士法の一部を改正する法律が、関

係規則・会則等の改正を終えて令和２年８月１日に施行されました。第１条を「土地家屋調査士は、不動産の表

示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、

もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする」と改正された「使命規定」が明記された法律が、制度

制定７０周年を記念する年に施行されたことは、誠にめでたいことであり、より責任のある業務として社会に貢

献することを期待されていると感じております。

兼ねて計画中でありました「調査・測量実施要領」の改訂版が令和３年６月に予定されています。全国の多く

の単位会が業務のバイブルとして、会則に位置づけて運用しているものであります。土地家屋調査士法の改正施

行を受け業務処理において準拠する新たな要領が発表されます。名称も「調査・測量実施要領」から「業務取扱

要領」となり全国統一的な業務バイブルとなります。

結びに、まだまだ続くであろうコロナ禍に対応して、土地家屋調

査士会としてＷＥＢ会議及び研修システム等を導入し、業務研修等

で会員の資質向上に励み、社会の変化に対応したいと考えます。

最後に、皆様のご健康とご多幸を祈念して、新年のご挨拶とさせ

ていただきます。

富山県土地家屋調査士会

会　長 　磯 　 野 　 　 豊
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年頭のご挨拶
新年、明けましておめでとうございます。富山県土地家屋調査士会の皆様におかれまし

ては、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が出され、その影響を受けて登

記業務において処理の遅れが生じたところ、会員の皆様の御理解を頂きましたことに対し

まして、本誌面をお借りし、改めてお礼申し上げます。

さて、土地家屋調査士制度は、昨年、制度発足７０周年を迎えられたとお伺いしていま

すが、誠におめでとうございます。また、記念すべき節目の年である昨年の８月１日、新

しい土地家屋調査士法が施行されたことも、非常に喜ばしいことと感じております。

この新しい土地家屋調査士法は、土地家屋調査士の皆様の活躍の場が大きく拡大してい

る近時の状況の変化を踏まえ、土地家屋調査士の専門家としての使命を明らかにする規定

の創設のほか、懲戒権者を法務局長から法務大臣に変更することなどの懲戒手続の適正・合理化策などが盛り込

まれております。この新しい土地家屋調査士法の趣旨にのっとり、皆様が地域社会の発展に益々寄与されること

を御期待申し上げます。

ところで、一昨年５月１７日に成立した、「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」に

基づく表題部所有者不明土地解消作業が、昨年度から本格的にスタートしているところでありますが、土地家屋

調査士の皆様には、所有者等探索委員としてこの作業において大きな役割を果たしていただいているところであ

ります。

また、経済の活性化やインフラ整備といった観点のみならず、自然災害への備えという観点から、登記所備付

地図作成作業の推進が強く要請されており、同作業においても表示に関する登記や筆界の専門家である皆様の専

門的な知見の活用が不可欠です。

このほか、筆界特定制度においても、皆様が筆界調査委員として御尽力いただいているところ、昨年９月２９

日、土地基本法等の一部を改正する法律が施行され、地籍調査実施主体である地方自治体に筆界特定手続の申請

権限が付与されたことから、これまで以上に御協力をお願いすることとなりますので、引き続き御協力をお願い

いたします。

最後に、皆様が、これまで培ってこられた専門知識をいかし、引き続き大いに活躍されますことを重ねて期待

するとともに、富山県土地家屋調査士会の益々の御発展を祈念いたしまして、私からの新年の挨拶とさせていた

だきます。

富山地方法務局長

中山　浩行
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当局においては、従来より両士会に対して登記申請におけるオンライン利用のお願いをするとともに、貴会と連

携して会員の皆様に対しても個別の依頼を行っているところです。

御承知のとおり、オンライン申請は、登記申請者側の利便性の向上を図るものであり、また、申請後の各種管理に

おいても業務の効率化など様々なメリットがあります。

しかしながら、様々な事情によりオンライン申請の利用を躊躇する会員の方がいらっしゃることから、「らんど

まーく」の紙面をお借りして、令和２年１月１４日から運用を開始した「ＱＲコード（二次元バーコード）付き書面

申請」（以下「ＱＲコード付き書面申請」という。）についてお知らせするとともに、ＱＲコード付き書面申請の積極

的な利用、更にはオンライン申請へのステップアップについても、お願いしたいと思います。

まず、「ＱＲコード付き書面申請」を利用していただきたいため、そのメリットを御説明します。

次に、ＱＲコード付き書面申請の申請方法について説明します。

富山地方法務局
首席登記官　齋藤　幸弘

メリット

申請用総合ソフト又はインターネット（登記・
供託オンライン申請システムＨＰ）で処理状況
を確認することができる。

事前準備（初回のみ） 登記・供託オンライン申請システム（登記ねっと、供託ねっと）のホームページから

申請者情報の登録を行い、申請者ＩＤ及びパスワードを取得します。次に、同ページから「申請用総合ソフ

ト」をダウンロードし、御利用のパソコンにインストールします。

4メリット

オンライン物件検索機能の利用又は登記事項
証明書のＱＲコードの活用により、正確かつス
ピーディーに物件情報を入力することができ
る（「申請用総合ソフト」には、物件の存在を確
認する機能や必須項目の入力漏れを確認する
機能も備えられている。）。

5メリット

作成した申請書データは「申請用総合ソフト」
上で管理することができる（「申請用総合ソフ
ト」で管理）。

2メリット

申請受付時、補正通知時などに、お知らせメー
ルが送信される。

3メリット

「申請用総合ソフト」の各種登記申請様式を利
用することで、登記申請書を簡単に作成するこ
とができる。

登記申請データの作成・送信・提出 「申請用総合ソフト」を起動し、「申請書作成」ボタンをクリックしま

す。申請様式一覧選択ウインドウから、「不動産登記申請書」の左側にある「＋」をクリックして展開します。

一番下にある「書面提出用登記申請・嘱託書」を同様に展開して、登記の目的に沿った様式を選択します。

登記申請書の入力フォームが起動しますので、入力箇所に必要事項を入力します。入力後、「チェック」ボ

タンをクリックしてエラーがないことを確認してから、「完了」ボタンをクリックします。

処理状況が「未送信」の書面提出用登記申請書データが保存されているので、件名を選択して青い表示

にした上で、「申請データ送信」ボタンをクリックし、申請データを送信します（送信時に電子署名を付与

する必要はありません。）。

「更新」ボタンをクリックし、申請データが申請先の登記所へ到達し、処理状況が「到達・受付待ち」にな

っていることを確認します。確認後、申請書データの件名を選択して右クリックすると「書面申請書の印

刷」メニューが表示されます。「書面申請書の印刷」をクリックすると、ＱＲコード付きの申請書がプレビ

ュー表示されますので、ブラウザ機能で印刷します。

印刷した申請書を添付書類とともに登記所の窓口へ持参又は郵送してください。

登記申請状況の確認・補正・登記完了 「申請用総合ソフト」又は登記・供託オンライン申請システムのホ

ームページ上で、登記所での処理状況を確認することができます。

補正が必要な場合には、処理状況が「審査中（補正待ち）」と表示されます。「申請用総合ソフト」の「補正」

ボタンをクリックすると登記所からの補正の連絡が表示されます。対象の申請書データを選択した状態
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で、右クリック又はメニューの「補正」ボタンをクリックすることにより、書面提出用の補正書様式が表示されます。

必要事項を入力して補正書を作成し、データを送信した後、補正書を印刷して登記所に提出します。

登記所での処理が完了すると、処理状況が「手続終了」に更新されます。

最後に、「ＱＲコード付き書面申請」の留意点について説明します。

以上のとおり、ＱＲコード付き書面申請

について、説明をさせていただきましたが、

ＱＲコード付き書面申請ができれば、後は、

電子証明書を取得していただくことで、オ

ンライン申請が可能となり、令和元年１１

月１１日から運用が開始された、調査士報

告方式の利用により完全オンライン申請

も可能となります。したがいまして、ＱＲ

コード付き書面申請の積極的な利用、そし

て、オンライン申請へのステップアップを

していただき、新型コロナウィルスの終息

が見通せない中、会員皆様に非接触型の申

請方法であるオンライン申請の積極的な

利用をお願いいたします。

ＱＲコード付き書面申請は飽くまで書面申請として受付されますので、申請書に記載された内容を「申

請用総合ソフト」で「ＱＲコード」が印字された登記申請書を印刷し、印刷した登記申請書と添付書類を登

記所に持参又は郵送する必要があります。

なお、オンライン申請と異なり、「申請用総合ソフト」で申請書に記載された情報を管轄の登記所にオン

ラインで送信した段階ではなく、登記所に申請書一式を提出により受付となります。

印刷した申請書を登記所に提出する前に送信した内容に誤りがあったことが判明した場合は、「申請用

総合ソフト」において申請書を改めて作成の上、管轄の登記所に再度送信し、修正後の内容を印刷して登

記所に持参し、又は郵送してください。なお、先に送信した情報は一定期間経過後、自動で削除されます。
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完全オンライン申請
について
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令和元年１１月１１日より、完全オンライン申請（調査士報告方式）がで

きるようになりました。

完全オンライン申請は、委任状、添付情報、図面をすべて電子情報として

事務所のパソコンを使って申請し、登記完了証もオンラインで交付されま

すので、法務局へ行き来する必要がありません。また、補正（添付情報の修正、追加など）もオンラインで行い

ますのですぐに対応できます。

私は、いわゆる半ライン申請はしておりましたが、最近、やっと完全オンライン申請をしているところで

あり、また、業務用ソフトを使って申請していますので、法務省の申請用総合ソフトについてあまり詳しく

説明できていないところがあるかと思いますが、ご了承ください。

今回の内容は、オンライン申請の前提である、電子証明書の取得の説明は割愛させていただきたいと思い

ます。

申請書の添付情報には、特例や持参などの文言は入れ
なくてもよくなりました。
「その他の事項」欄に、「調査士方式により原本提示省
略」という文言を入れてください。
「登記完了証の交付方法」欄には、「オンラインによる交
付を希望する」を選択しますと、登記が完了したら公文
書として登記完了証が発行されます。
「窓口による交付を希望する」という文言を入れると、登
記完了証が交付されますが、これについては、法務局に
もらいに行くことになります。
また、現行のオンライン申請システムは、申請情報を用
いた登記事項の自動作成機能等が追加されているた
め、オンライン申請時のデータ入力のルールに基づい
て作成してください。

申請書について
添付情報を送信する事前準備として、添付情報や委任
状を、PDFソフトを使ってスキャナで読み込みます。１申
請につき１つのフォルダを作り、読み取ったPDFファイ
ルをそのフォルダに保存します。
PDFファイルは、「委任状」、「所有権証明書」、「相続証明
書」、「調査報告書」等の名前を付けて添付情報がわか
るようにしてください。
添付情報の原本は、申請中は手元に保管しておいてく
ださい。

添付情報について

署名の仕方は２通りあります。１つは署名付きPDFフォ
ルダ、もう１つは電子署名付きPDFファイルです。
登記・供託オンライン申請システムで「署名付きPDFフ
ォルダ」を利用する際には、必ず申請用総合ソフト等の
申請用ソフトウェアで「署名付きPDFフォルダ」を作成し
てください。法務省の申請用総合ソフトは、PDFファイル
の一括署名ができます。メイン画面のところで、申請書
を選んで「署名付与」をクリックします。電子証明書が入
ったフォルダを出して署名します。
「電子署名付きPDFファイル」ですが、私は業務用ソフト
を使っており、これは有料のPDFソフトを購入し、PDFフ
ァイルに電子署名しています。

署名の仕方

PDFファイルの解像度は、300dpiにした方がよいかと思
います。私のスキャナでは200dpiにすると少し画像が
粗くなりました。しかし、200dpiでも鮮明に写るのであ
れば、それでも大丈夫かと思いますが、画面上で確認し
てみてください。
完全オンライン申請では、１送信の総データサイズ（添
付情報ファイル、図面ファイル含めて）は、15MBと容量
が決まっています。添付情報ファイルのデータサイズが
大きくて15MBを超えるとデータを送信することができ
ませんので、データサイズを小さくするなどしてみるか、
どうしても小さくすることができない場合は、特例方式で
持参するか郵送することになると思います。

PDFファイルについて



6

らんどまーく デジマグ新春号

まだまだ説明が足りないところがあると思いますので、基本的なところ

は、法務省のホームページに書かれていますので、それが大原則です。また、

他の土地家屋調査士の先生方が詳しく説明されているサイトがありますの

で、そちらも参考にしてみてください。

コロナ禍でもあり、非対面での申請ですので、今の状況に合った申請方法

ではないかと思います。また、法務省のオンライン申請システムは、申請情

報を用いた登記事項の自動作成機能等が追加されているとのことで、処理

も早くなっております。

半ラインでの申請をされている方やこれからオンライン申請をしようか

と思っておられる方は是非利用されることをお勧めします。

広報副部長　橋場政希

「05調査資料・証言・事実等」の「原本確認結果」欄に「
電磁的記録（PDF）で添付した添付情報については原本
の写しに相違ない」等の文言を入れるようにします。
「08補足・特記事項」欄に「添付した電磁的記録につい
ては，当職において添付情報が記載された書面を確認
した上で、当該書面をスキャナにより読み取って作成し
た電磁的記録である。」旨を記載してください。
この添付情報が、一番容量が大きいと思います。建物の
写真や境界標の写真は、白黒で読み取っておられる方
がおられるかもしれませんが、私はカラーで読み取って
います。この方が法務局の職員の方に現地の状況がわ
かってもらえると思います。白黒のページは、白黒で読
み取る設定をするなどして、データの容量を下げること
をしてみてください。

調査報告書について
図面ファイルとしてTIFF形式とXML形式がありますが、
私はXML形式で作成したことがありませんので、TIFF形
式でのお話をさせていただきます。また、PDF形式の図
面ファイルは、添付できませんので注意してください。私
は測量ソフトを使ってオンライン申請に合う図面を作成
して添付しています。ほとんどの方が測量ソフトを使っ
ておられると思いますので、法務省のホームページに書
かれている様式に合う図面ファイルを作成してくださ
い。ちなみにTIFF形式のファイルの解像度は、400dpi
です。
TIFF形式のファイル名は、
「sokuryouzu##.tif」、例「sokuryouzu01.tif」、
「tatemono##.tif」、例「tatemono01.tif」
としてください。
図面ファイルに電子署名をする場合は、連合会ホーム
ページの「会員の広場」にある「XML署名ツール」を使
います。インストールしたパソコンのデスクトップにある
XML署名ツールのアイコンを起動して、保存した図面フ
ァイルをそこへ持っていき、署名実行を押して土地家屋
調査士電子証明書を開き、PINコードを入力して署名実
行したら電子署名が終了します。

添付図面について

登記完了証の交付方法は、「オンラインによる交付を希
望する」を選択すると、登記が完了したことをメールで
連絡され、また、申請用総合ソフトの更新ボタンをクリッ
クして公文書がつくと、公文書として登記完了証が発行
される状態となります。それをプリンターで印刷します。
この場合は、法務局の認証印は入りませんので、私は、「
これは法務局より交付された登記完了証に相違ありま
せん。土地家屋調査士　○○職印」等の文言を入れて
います。用紙は登記完了証用の市販の用紙を購入して
使っています。各調査士会で用意しているところもあり
ます。

登記完了証について

補正もオンラインで行いますので、事務所内での作業に
なります。添付情報の修正や追加は、PDFファイルに電
子署名して、補正書をつけて送信、これでOKです。しか
し、時には原本提示をお願いされることもあると思いま
すので、臨機応変に対応されることも大事かと思いま
す。

補正の仕方
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（回答数91名）

回答１：２８名
〈その他意見〉

回答２：１５名
〈その他意見〉

回答３：２９名
〈その他意見〉

回答４：１０名

〈その他意見〉

複数回答２、４：２名
〈その他意見〉

複数回答２、３：１名
〈その他意見〉

会費+会館費+証紙で資金繰り(現行の会計のままで運営)

・改修工事のみ新築工事をする必要性乏しい。

会費を値上げ、会費のみで会の運営を図り、既存の証紙頒布金を返済に充当

・公嘱協会にて２Ｆを賃貸する。

・建物の一部賃貸に賛成。

・２をベースに４(負担金、寄付金)を募って充当

・見積根拠と設計書の開示。設計と施工について入札によるか、見積入札

・新築する建物を２階建、駐車場台数を現状と同じにして工事費を１億円以内にする。駐車場

は不足分と近くのコインパーキングを利用する。広い会議室が必要な時は別の施設をその都

度借りる。

会費は現状維持とし、時限的に証紙を値上げして会館費用に充当する

・調査士会と公嘱協会の会館が同じ方が良いと考えます。

・これからはオンライン研修、ネット会議〈５Ｇ、６Ｇ〉が必要となるかもしれません。そん

な仕様で設計を考慮して頂ければ

・会長室は必要でしょうか？小会議室を用意して必要ならばその部屋で執行部会議等をすれば

良いと考えます。

・当然、女性専用及び足の不自由な人が利用できるトイレ、バリヤフリーを考慮して頂けたら

よいのでは。

・貸事務所という参考例がありましたが、他に思いつくのは未使用時間帯を一部貸駐車場にす

るというのはどうでしょう。

・証紙維持の場合には調査士方式での申請がほとんどになるため証紙貼付のチェックが必要に

なると思います。長期的にみてどうなのかとは思います。２Ｆ賃貸事務所は賛成です。オン

ラインでの会議推進などで部屋を使用する機会は減らせると思います。

・２Ｆに公嘱協会への貸事務所を計画し賃料収入及び会議室等の使用料等を返済に充当させる。

・証紙の時限的値上げの金額を２，０００～３，０００円／枚程度に値上げする

・貸事務所を設ける

・広い床面積の研修室はもはや不要です。(近年は公共施設等で研修会を開催しています。）

活用方法を考えましょう。

・公嘱協会に入居頂くのは合理的。潤沢な資金を保有していくことにより突発的需要にも柔軟

に対応できる。〈新たな土地を購入するなど〉

会員からの負担金を募って建築費用に充当し、残金を１～３の項目と抱き合わせで返済していく。

・新しく登録する会員及び既存法人会員からも負担してもらえば良い。

・賃貸事務所を設けて収入を得る計画は良いと思う。

・若い会員には特に検討頂き将来の思いを提案して欲しい。

・公嘱協会事務局に賃貸。

令和２年度定時総会実施
「調査士会の未来を考える会」
会館の今後に関するアンケート結果
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回 答 な し：６ 名
〈その他意見〉 ・２に加え参考例のとおり貸事務所を設けることが望ましく思います。　

・新築した場合の耐用年数は？わかれば知りたい。

・証紙収入が年間６００万円で会員1人当り３７，５００円(１ヶ月３，１２５円)となる。証

紙収入は現会館建設の際に設定されたものと聞いている。過去の遺物に拘ることなく、また

他県でも証紙収入は廃止されていると聞いている。この際、証紙収入を当てにすることなく

会員平等主義の原則として、会費を値上げすべきである。その上会館建設或いは改修費用つ

いての資金調達は会費に上乗せして計画的に何年か積立し、融資可能枠も考慮して建設時期

を決めるべきである。従って、証紙収入の「おんぶにだっこ」は今総会で決議し証紙収入廃

止、会費値上げを断固として要求する。

・会費は現状維持とし、証紙を１枚５００円から６００円に値上げして会館費用に充当する。

完済後も元の５００円には戻さない。

・公嘱と合同でテナントを借りる。

・現状の会議室もあまり利用されていず１Ｆ駐車場、２Ｆ事務所他とし２階建とする。

富山会は人数的に福井会と規模が似通っています。参考に２０２０年９月号の連合会会報に掲載されていた福

井会の紹介の中に、会館に関する記事が載っていましたのでご紹介します。

『本会事務局は、３階建ての司調合同会館の２階に入居しています。１階には、福井県司法書士会さんと福井県公

共嘱託登記司法書士協会さん、３階は福井県公共嘱託登記土地家屋調査士協会さんが入居しており、建物全体では、

合わせて１０人の職員さんが働いております。本会草創期における本会事務局は、時の会長さんの事務所に居候し

ていた時期もあり、先輩会員各位の「自前の会館を持ちたい」という想いは極めて熱かったと聞いております。その

熱い想いが実り、平成６年、ついに現在の司調合同会館を、司法書士会さんと共同で取得し、現在に至っております。

会館取得資金を得るべく発足した比例会費制度は、幾多の変遷を経て、本年３月に終了しました。本会会費の納付

の在り方として、大きな節目でありました。』

とのことです。全国に数ある他会の会館が、どのようなものなのか調べてみることも参考になるかもしれません。

ここで調査士会の未来を考える会（以下、考える会）について紹介したいと思います。冒頭のアンケートは考える

会で思案し、会員の皆様の意見のアウトラインを把握したく実施したものです。考える会は、砺波支部の三輪等委

員長と富山支部の高本茂副委員長を始めとする計８名で構成されており、その名の通り富山会が抱える課題につ

き未来を見据えて検討する会です。メンバーには会に所属して５０年以上の業歴を誇る先生から、会の執行部を歴

任されてきた先生、一級建築士を兼業しておられる建築の専門家の先生など数多くの知見をお持ちの先生方がい

らっしゃる一方で、私のような登録歴１０年未満の３０代会員が属していたりと、所属支部・登録歴・年齢を問わず

バラエティーに富んだメンバーが顔を揃え、発足されました。今期はとりわけ喫緊の課題である調査士会館の今後

について検討を重ねてきました。

考える会では、現在の会館建設を目指し発足されたプロジェクトチームを始めとする、昭和６０年代から平成初

期当時に在籍されていた会員の皆様が、どのように会館竣工にこぎつけられたか、そしてその過程には幾多の苦労

があったことを知りました。それから３０年余りの時が経過した現在、新築であった会館もいよいよ老朽化してい

る箇所が散見し始め、その都度改修など対応に追われているのが現状です。今後の設備投資やランニングコストな

ど維持管理に伴う必要経費の見通しと、会員数・事件数の動向や会員の年齢層の推移に伴う会費収入等財政面の見

通しなど、あらゆるバランスを考慮しながら、どのような資金計画で、どこにどのような建物を建てるのか、或いは

改修を行うのかなど、数多くの懸案事項について多角的な視点で協議してきました。令和元年度と令和２年度定時

総会で２度に渡り会員の皆様に実施した冒頭のアンケート結果を受けて、今年度中には協議内容を纏め、執行部に

提言します。とはいうものの考える会の位置付けは、あくまで独立した客観的な立場から提言するにとどまる諮問

機関であり、会館の今後について方針を決定するのは当然会員の皆様の総意です。

会員一人ひとりにとって、時の会長から登録証書を受け取った瞬間が富山県土地家屋調査士会会員として誕生

の瞬間とするならば、あの会館は会員全員の生家であり我が家にあたります。富山県土地家屋調査士会という一家

みんなの我が家を、どのような形で後世に繋いでいくのか。皆さんで夢のマイホーム計画を前に進める家族会議を

始めませんか？

広報委員長（調査士会の未来を考える会副委員長）　西山　剛
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ここで広報委員池田由香が、当時『会館建設実行員長』であった髙田政公先生が、５０周年記念誌に掲載された記

事を抜粋＆ほんの少しだけアレンジをさせていただいたものをご紹介させていただきます。

『昭和５８年師走も押詰まってから会館建設着工の槌音が高らかにこだました。私が５期目の副会長の時であっ

た。会館建設の機運が高まってきた所、兼業者と専業者の確執が潜在しており合同会館か単独会館か論議伯仲した

が、結果、単独の会館建設となり、調査士会は一挙に建設に向けて始動し始めた。いよいよ着工の準備に取りかかっ

た。先ず起工式の案内と神社供物の手配、そして進行係と委員会は、多忙を極めた。

遂に起工式の当日がやって来た。昭和５９年１２月２８日の朝のちらちらと雪が舞う御用納めの日であった。

ぞくぞくと来賓が入場される中、隣地の地権者が、大声で怒鳴りこんで来た。会場は騒然としたので、私は咄嗟に

テントの外につれだした。「とにかく起工式が終わってから話をしよう」といって頼みその場は事なきを得たが、そ

れからが大変だった・・・。

昭和６０年４月３０日（火）遂に待望の調査士会館が完成しその雄姿を現したのである。２４７㎡の敷地に鉄骨

三階建延床面積３２１㎡駐車場１０台収容可能総工費４，０００万円の富山会の財産が出来たのである。これまで

の道のりは必ずしも平坦ではなかった。

記念すべき竣工式の日に祝辞を述べられる来賓の顔を見ながら私の胸には、なにかしらなし遂げた安堵感と感

動の渦に巻き込まれ熱くなってくるのを禁じえなかった。と同時にこの事業に協力いただいたメンバー各位に心

から感謝の意をささげます。有難うございました。』

「調査士50年記念誌より」

先生の、男気や、正義感。そして優しさと思いやりで建設に至った当会館は、西山さんが言う通り、まさに、我が家

です。皆で、我が家の将来について考えていきましょう。

そして、『建設当時の思い出と将来』として、髙田先生は、こう語られます。

『昭和５８年１１月頃、会員から我々の会館をもつべきという機運が高まり、正副会長会議・役員会の決議によ

りその建設用地を物色していたところ、丁度１００坪程度の土地が売り出されていた。法務局は、目の前にあり、Ｊ

Ｒ富山駅にも近い立地条件としては、申し分がないと言う事になって買収した。三役が連帯保証・土地担保で融資

を受けたと思う。その時は、青山会長・南副会長・高田（文明）・髙田（政公）副会長でした。

その後、同面積の隣接地があったので、我々は、司法書士会がその土地を取得して、調査士会（公職協会含む）を建

設したら理想的だと思い、持ちかけたところ同意が得られなかったので、現在の単独会館になった次第である。

今や、ＩＴ社会になったので、駐車スペースの広い土地にコンパクトな会館を建設して、会員のサービスと運営

を諮ったら土地家屋調査士制度の発展に寄与するのではないかと思う次第である。』

改めて、会館建設のために、ご尽力をいただいた先生方に感謝いたします。有難うございました。

現在の富山県土地家屋調査士会館現在の富山県土地家屋調査士会館現在の富山県土地家屋調査士会館
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ラジオ出演レポートラジオ出演レポートラジオ出演レポート
９月２４日に、１０月３日に行われた不動産表示登記無料相談会の宣伝のため、ＫＮＢラジオの『でるラジ』

という生放送番組内の「千客万来！いらっしゃ～い　先生！勉強になります」という番組に出演致しました。

私自身、家ではテレビのアンテナを引いていなく、ラジオを聴く生活が日常になっていたこともあり、依頼を

受けた時は是非という思いで依頼を引き受けました。

当日は受付で手続きを済ませた後、すぐにスタジオに入って放送が始まりました。

アナウンサーの小林淳子さんとは、事前に電話で打合せしていたこともあり、スムーズに放送に入っていけま

した。

私が土地家屋調査士に至った経緯や、ブラジルでの２年間の生活のこと、その後、高校のサッカー部の監督と

して活動した８年間での事などをお話しして、最後にメインである不動産表示登記無料相談会の宣伝を無事に終

えて、アッという間の１５分で番組が終了しました。

番組終了後に、小林淳子アナウンサーと少しお話をして、応援に来て頂いた澤田広報部長と池田広報委員と記

念撮影をして、ＫＮＢを後にしました。

その後、調査士会に無事番組を終えられた報告をして解散となりました。

憧れのラジオ番組に出演することができた高揚感を噛みしめながら、帰りの車で頂いた番組を録音したＣＤを

聞きながら家路につきました。

「そうですね」という返答が多すぎたことや、今後の将来の夢などをもう少しうまく話すことができれば良

かったなと反省しつつ、土地家屋調査士になって、今回のような、貴重な体験をすることが出来て、本当に嬉し

く思いました。

また、今後も、ラジオ出演等のような機会で、土地家屋調査士会の発展に協力して行こうと思いました。

魚津支部　石井　徹
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高岡御旅屋について
高岡市の御旅屋町の土地について調査をしていたところ、元地主の杉本家が射水市（旧小杉町）に在住されてい

ることが分かり訪ねました。

現在の杉本家当主、宏氏にお会い出来、御旅屋町についての興味深いお話しをたくさん聞かせていただきました。

宏氏によると・・・。

『四代前の先祖が、明治初めの廃藩置県の頃に競売に出された御旅屋の土地を落札し、１０年余りかけ、徐々に宅
地に開発していった。

御旅屋の土地は元々、城のような軍事基地の様な所であったから、堀で囲まれ、小山（狼煙台？）、池、沼があった。
又、幕末には荒廃し、大木が生い茂って森の様になっていたよう
だ。樹木や、武器倉、門番小屋等の多少の建物は別に競売にかけら
れた。

杉本の先祖は、大門土合の杉本弥平（代々襲名していた）家の次
男で、三男の弟と兄弟で源平町の木綿問屋に奉公し番頭になって
おり、そろそろ独立を考えていた所であった。

本家の息子が、射水郡役所に勤めていて、いち早く御旅屋が競
売に出される事を知り、入札した。明治2年に落札が決まったが、
本家の当主は息子が土地を購入する事を承諾しなかったので、叔
父に当たる庄平、吉平の2人が肩代わりをして購入し、奉公先を辞
め、兄の庄平の方が中心になって開墾をした。』

御旅屋の土地は、元々、城の様な、軍事要塞の様な所であったので、開墾には相当苦労されたようです。開墾し易

い所から始め、番地を付けて兄弟で折半されました。

『従って、御旅屋の番地は開墾順で付けられており地番通りに並んでいない。』
との事をお聞きし、なるほど、そう言う理由があったのか。と感銘を受けました。

御旅屋を落札した杉本家と、御旅屋周辺の藩の土地を落札した筏井甚蔵氏との間の地境が問題になり、県が測量

士に測量させ作成した地図（右頁/地図１）や、開墾が一段落して御旅屋の土地に地番が付けられた時の地図（右頁/

地図２）等があり、いずれも昭和47年に杉本家が、高岡市から移転する折に高岡市に残しておくべきと考え高岡市

立博物館に寄贈されております。

御旅屋跡10,804歩4分を落札した杉本弥次衛門氏と
御旅屋の周りの御林7,333歩8分を落札した筏井甚造
氏とに払い下げるにあたり、明治3年3月、役所が測
量方調理役林喜平に依頼して作った図面。

（高岡市立博物館蔵）
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開墾を始めて１０年経て、一段落した頃に庄平氏は、病没されたそうです。

『有志が「杉本庄平君の碑」を御旅屋開拓初期に桐木町に建築された教学院の前に建ててくれたが、今は杉本
家の墓地に移した。』
映画のワンシーンを観ている様な壮大なお話しに、目頭が熱くなりました。

また、宏氏は、高岡開町４００年で町をあげて祝ったのを機に、姿を消した御旅屋の輪郭を後世に伝えたいと

考えられ、文書を出しておられます。

その時に、宏氏の父が高岡市立博物館に寄贈した絵図と住宅地図を見比べながら桐の木町中心に隅ずみまで歩

かれたそうです。

男のロマンと情熱に、敬意を表します。

そして、一点の曇りも無い澄んだ瞳でこうおっしゃいます。

『歴史と言うものは、一部の歴史者のものではなく、それぞれの思いで考えていくものなのだ。』と。

世界の歴史、日本の歴史、住んでいる町の歴史・・・。

色んな所にそれぞれ歴史があり、その歴史というものは、受験のために覚えた教科書通りのものではなく、難

しい顔をした歴史学者が「こうであった！」と偉そうに語るものでもなく、本当はああだったのではない

か・・・、あの時は、こうだったのではないか・・・と、一人ひとりがそれぞれの立場で思い考え、胸躍らせ

る。胸震わせる。

本来はそういうものであるべきものなのだろうと思わずにはいられませんでした。

この後、前田利長についても熱く語っていただきました。目からうろこのお話をたくさんしていただきまし

た。私だけが聞くのは、もったいない貴重なお話しでした。次回機会があれば、また、記事にさせていただきた

いと思います。そして、いつか、土地家屋調査士の皆で、杉本さんを囲んで、お話をお聞きできる日が来るのを

楽しみにしております。

杉本さん。ありがとうございました。

今回お話ししていただいた内容は、杉本さんがお書きになった『高岡御旅屋について』、『利長が造った城』
に詳しく記載されております。若干残っているそうです。是非読みたい！と思われる方は、事務局までご連絡下

さい。

広報委員　池田　由香

地図１（高岡市立博物館蔵） 地図２（高岡市立博物館蔵）

お話しをして下さった杉本宏さん

年

年

年

年

年

６

23

24

30

昭和

昭和

昭和

昭和

高岡市御旅屋町で生まれる

高岡中学４年修了

旧制富山高校１年修了

京都大学大学院修了

北陸電力入社同
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出前講座 in 富⼭⼯業⾼校出前講座 in 富⼭⼯業⾼校出前講座 in 富⼭⼯業⾼校
令和２年２月１４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。

冒頭学生の皆さんに対して土地家屋調査士という職業の認知度を調査したところ、結果は予想を下回る０％で

した。認知度の低さに衝撃を受けました。

前半では、登記簿の役割やそこに関わる土地家屋調査士という資格と

業務内容について、不動産登記法や登記簿等を参考にして、測量士や司

法書士との違いを伝えながら説明しました。目を輝かせて聴いてくれる

というほどはありませんでしたが、一様に関心を持って聴いてくれたの

ではないかと感じました。

後半では持参した最新のトータルステーションを使っての実演を行い

ましたが、ここでは興味を持って見入っていた様子が印象的でした。そ

の後に設けた質疑応答では自発的にあるいは先生に促されて多数の生徒

に質問をいただき、土地家屋調査士という職業を心の片隅に留め置くき

っかけになったのではないかと思います。

広報担当理事　村本友彦

今回は私、間片が勤務す

る南事務所を紹介させて

いただきます。一度平成７

年に南事務所を紹介して

おり、今回で二度目の紹介

になります。

南芳明調査士に独立・開業から現在までの経緯を

お聞きすると２０才の時から先輩の事務所に１０数

年間勤務され、昭和３９年（３２才）に息子達が大きく

なってきた事もあり、奥様と二人で独立・開業され今

年で開業５６年になるそうです。

南事務所がある富山市本町は繁華街のど真ん中に

位置しており、どうしてこの場所で事務所を開業され

たのか？また不都合はないか？とお聞きしたところ、

開業当初の本町（桜木町）はごく普通の住宅地であっ

たが、開業から数年後に現在のような繁華街に変わっ

たそうです。また、繁華街の為、夜は賑やかではあるが、

昼間は案外静寂であり、法務局・県庁・市役所が近く、

交通の利便に恵まれた格好の場所との事です。

今と昔の調査士業務で違う事・変わった事をお聞

きしたところ、測量の機材・技術・手法、そして測量

にかかる手間は昔に比べすっかり変わってしまった

が、法務局・土地改良区・地元等所有の資料調査を行い、

関係地権者への丁寧な説明・相手の意見をしっかり

聞く事、そして将来において憂いや不安を残さないよ

うな業務を行う事は、今も昔も変わらないとの事です。

今後の南事務所の抱負・目標をお聞きしたところ、

開業時から依頼者に対して親切・誠実・信頼を心が

けており、同資格を持つ息子の南昌樹調査士と共に協

力し合い、今後も皆様から頼られる事務所でありたい

との事でした。

広報副委員長　間片 章史

▲ 平成7年紹介時の南事務所

現在の南事務所 ▲
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高岡支部の奥村三郎会員が黄綬褒章を受章されました。

質問に答えていただき、受章されたお気持ちを述べていただきました。

黄綬褒章受章奥村三郎会員

Q1

A1

土地家屋調査士を目指したきっかけ

就職難の時期に直面し、「こんな時は公務員か資格者の時代だ」と大学3年次に読んだ資格案内の
本で “土地家屋調査士”の資格を知りました。

就職した会社を1年半で辞め途方に暮れている時、そのことを思い出し一念発起し目指しました。

Q3

A3

座右の銘、好きな言葉など

♬人生楽ありゃ苦もあるさ♬
（「水戸黄門」主題歌の１節）

“苦”の時は嘆き悲しむことなかれ、“楽”の時は驕
り高ぶることなかれ、人生“苦”と同じだけ“楽”があ
るはずと自分に言い聞かせています。

Q5

A5

今後、望むことや目指したいこと

「晴耕雨読」
自分らしく自然に生きること

Q6

A6

後輩調査士や
これから調査士を目指す方へひとこと

「使命」「公正」「研鑽」（土地家屋調査士倫
理綱領）を心に刻み行動すれば、次の世代

の若者は、土地家屋調査士を魅力ある資格者と
感じ目指してくれると確信しています。

Q4

A4

趣味、好きなこと

弓道
（３０年余り遠ざかり、復活を期して早４年

が過ぎてしまいましたが）

Q2

A2

これまで業務をしてきてよかったこと、
苦労したこと、印象に残っていること

良かったことは、依頼者からの「有難う」の一言。
苦労したことは、色々あったような気がしますが忘れました。

印象に残っていることは、業務研修部長２年目の平成１６年秋に開催した中部ブロック協議会主催の「
境界シンポジウム２００４ in とやま」を無事終えた時の安堵感。

この度の黄綬褒章受章は、皆様方の温かいご
指導ご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
全く思いもかけぬ受章に喜びよりも戸惑いの

方が大きいのですが、少しでも土地家屋調査士
をＰＲできたのであれば幸いです。
コロナ禍故、皆様の前でお礼を申し上げる機

会はありませんが、紙面をお借りし心よりお礼
申し上げます。

高岡支部　奥村三郎

らんどまーく デジマグ新春号
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２０２０年、土地家屋調査士制度制定７０周年の節目の年に
受彰された方々に質問に答えていただきました。受彰者より

Q1 土地家屋調査士を目指したきっかけ　Q2 これまで業務をしてきてよかったこと、苦労したこと、印象に残っていること
Q3 座右の銘、好きな言葉など　Q4 趣味、好きなこと　Q5 今後、望むことや目指したいこと
Q6 後輩調査士やこれから調査士を目指す方へひとこと

質
問

質
問

魚津支部

澤泉　弘

A1

A2

A3

A4

A5

A6

資格試験の雑誌を本屋で立ち読みしたのがきっかけでこ
の資格を知りました。
資格試験勉強を続け合格前から測量はもちろん、登記、不
動産の実務を知らなかったので補助者としてこの業務に
携わり始めました。その際一般には判りにくい公図を現地
に復元することを面白く大切だと感じ、いい仕事だと思っ
たので目指しました。

苦労し印象に残っている事として、依頼者 A から東側隣
接者 B との筆界の確認依頼を受け立会したが、B は、以前
A の南側隣接者 C と合意した所有権界のラインの延長線
を主張されたことがあり、合意で変更できる所有権界と変
更できない筆界を何度も説明したが最終的に理解してい
ただけなかった事がありました。説明の難しさを痛感した
事件でした。

座右の銘としてはないが、「情けは人の為ならず」最近は情
けをかけるのは人にとってよくないと理解する人もいる
ようであるが、（他人の為に良かれと行うことが自分に
返ってくる）と心掛けています。
また、「天に唾する」を（他人への非難が、自分への非難とし
て帰ってくる）と戒めの言葉として気を付けています。

登山（体力維持の確認がてら百名山などにたまに登ってい
ます。）
楽器演奏（音楽好きではあったが楽器経験がなかった私が
学生時代からはじめたバイオリンを今でも楽しみとして
社会人オーケストラに参加して通常は年２、3 回ステージ
等で人前にて演奏している。最近は目的がボケ防止に変更
しつつあります。）

調査士会で収集された土地改良の成果や地籍調査のデー
タを調査士誰でも簡易に利用できるようにしてほしい。
また、個人的にも目指したいと思います。

私は、登記業務が人口の減少に伴い減っていくとは思う
ので、官民も含めた筆界の管理士的な業務に業務の転換
を図らなければＡＩの普及に伴い、無くなる士業の中に
含まれていくのではと憂慮しています。

富山地方法務局長表彰

高岡支部

西浦　哲朗

A1

A2

A3

A4

A5

A6

私の場合は何気なくで、こんな大変な業務だと思いません
でした 。

苦労の連続でしたが、業務が完了したときの依頼人からお
礼の言葉。

正直（自分にも相手にも）

１５年位前から始めた約５㎞のウォーキング

悩みが多い職業ですが 1 年でも長く業務に携わりたい。

仕事は焦らず、慌てず、丁寧に。そして期限を守る。

富山地方法務局長表彰

砺波支部

中山　俊幸

A1

A2

A3

A4

A5

A6

専門サービス業として独立開業するには、営業的にどうし
ても必要だったから。

収入こそ少ないが、顧客との間にトラブルなくこれまで
やってこれたことが何よりです。

五十になれば五十の縁あり
年をとっても、人の縁は大事にしたいものです。

仕事や家のこと以外、何もやっていない状況です。

最低あと１０年は、精一杯頑張りたい。

今後より一層厳しい時代になると思いますが、お互い切
磋琢磨して乗り切っていきましょう。

富山県土地家屋調査士会長表彰
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２０２０年、土地家屋調査士制度制定７０周年の節目の年に
受彰された方々に質問に答えていただきました。受彰者より

Q1 土地家屋調査士を目指したきっかけ　Q2 これまで業務をしてきてよかったこと、苦労したこと、印象に残っていること
Q3 座右の銘、好きな言葉など　Q4 趣味、好きなこと　Q5 今後、望むことや目指したいこと
Q6 後輩調査士やこれから調査士を目指す方へひとこと

質
問

質
問

高岡支部

毛利　德郎

A1

A2

A3

A4

A5

A6

父親が司法書士、兄が土地家屋調査士という環境だったの
で自分もそれを目指した。

業務の内容で判断に迷うこともありますが、それを解決し
て依頼主の要望に応えることができた時は、やりがいを感
じる。

何事も最善を尽くす。

週一のテニスとサイクリング

土地家屋調査士としてはまだまだのところもあり日々努
力して頑張っていきたい。

特別なことはわかりませんが自分としては、１つ１つの
業務を誠実に行い依頼主に満足してもらえるように心掛
けています。

富山県土地家屋調査士会長表彰富山県土地家屋調査士会長表彰

富山支部

中野　和夫

A1

A2

A3

A4

A5

A6

サラリーマン生活が長く、独立、独歩への憧れ。

補助者としての経験もなく暗中模索で開業して、皆様に多
大な迷惑をお掛けし、それにも勝る温情を頂きました。

色即是空

釣、登山（アウトドア）

終活を向かえる齢となり、ここまでこられたことにただた
だ感謝。

「士」と自覚するなら、さらに謙虚に大道を目指して下さ
い。

砺波支部

牧田　啓之

A1

A2

A3

A4

A5

A6

土地家屋調査士として開業している友人に業務を聞いた
事

苦労する業務が完了した時の達成感

成功者になろうとするのではなく、価値のある人間になる
よう努めるべき。

楽しく飲み会　ビデオ鑑賞　音楽

健康第一で、できるだけ調査士を続ける。

自分を信じてがんばってください。

富山県土地家屋調査士会長表彰富山県土地家屋調査士会長表彰

富山支部

留崎　耕二

A1

A2

A3

A4

A5

A6

資格校の案内で「年収 1000 万円」

サラリーマンと違い自分の裁量で仕事を進められる自由
があるが、ストレスがたまる。

特になし

バイクいじり（ハーレー）

完全オンライン申請

生活設計をきちんとたてる。
業務は自信をもって。
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２０２０年、土地家屋調査士制度制定７０周年の節目の年に
受彰された方々に質問に答えていただきました。受彰者より

Q1 土地家屋調査士を目指したきっかけ　Q2 これまで業務をしてきてよかったこと、苦労したこと、印象に残っていること
Q3 座右の銘、好きな言葉など　Q4 趣味、好きなこと　Q5 今後、望むことや目指したいこと
Q6 後輩調査士やこれから調査士を目指す方へひとこと

質
問

質
問

魚津支部

中川　誠

A1

A2

A3

A4

A5

A6

学生時代に測量のアルバイトで、土地家屋調査士の存在を
知り興味を持った。

現況と関係資料の不整合、申請人と利害関係者の関係、不
動産登記法と他の法律との関係など苦労することが多い
が、これらの問題を整理し無事に業務が完了した時。

「無いものを嘆くな、あるものを生かせ」　松下幸之助

釣り、トレッキング

今が精一杯

資料が作成された状況はどうなのか、信頼性はどうなの
か。
申請人が望む依頼状況が不動産登記法以外の法律との関
係を。

日本土地家屋調査士会連合会長表彰

富山支部

堂田　哲夫

A1

A2

A3

A4

A5

A6

以前勤務していた測量会社の先輩に、土地家屋調査士業と
いう仕事があることを教えてもらいました。独立してやる
には土地家屋調査士は一人で開業できるので自分に向い
ていると思って目指しました。

多くの人と業務を通じて知り合いになれたこと。
測量会社にくらべれば、体力的に苦労はありませんが、
お客様に地図と現地が合わないことを説明するときに少
し苦労します。
道路改良などによる測量・登記が完了して、道路工事も
終わり、その完成した道路を通行した時など。

今日も一日ガンバルゾ。朝仕事に行く前にこのことばを
言うと、きのうまでのことは忘れて、一日が新しく始ま
るようで好きです。

今は、たまにオートバイに乗ったりすることです。

少しでも長く元気で仕事が出来て、家族と楽しく過ごす
ことです。

土地家屋調査士という業種名はあまり知られてはいませ
ん。仕事をしはじめて自分の名前が市内・町内に知られ
るには５年・１０年ぐらい掛かります。そのぶん定年が
ありません。焦らず・正確に仕事をしていけば、気づか
ぬうちに休みがないくらいに仕事に追われる毎日になっ
ているでしょう。

連合会顕彰規程第５条

日本土地家屋調査士会連合会長表彰
連合会顕彰規程第５条
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２０２０年、土地家屋調査士制度制定７０周年の節目の年に
受彰された方々に質問に答えていただきました。受彰者より

Q1 土地家屋調査士を目指したきっかけ　Q2 これまで業務をしてきてよかったこと、苦労したこと、印象に残っていること
Q3 座右の銘、好きな言葉など　Q4 趣味、好きなこと　Q5 今後、望むことや目指したいこと
Q6 後輩調査士やこれから調査士を目指す方へひとこと

質
問

質
問

高岡支部

髙田　政公

A1

A2

A3

A4

A5

A6

今迄司法書士業務内だった分筆、地目変更手続きが出来
なくなったことと、境界確定等測量に興味をもったこと。

（１）表示と権利の登記が連携して出来たこと（司法・調
査士）
（２）隣接者の同意をもらうのに苦労してきた。特に係争
地の時。
（３）協和ファインケミカル㈱の買収地を測量した時、官
民境界の許可が国交省から長期にわたっておりないので、
本省まで談判に行って解決したこと。

Ｇｏ　ｆｏｒ　ｂｒｏｋｅｎ．　当って砕けろ！
　（アメリカ海兵隊が硫黄島に上陸した時、日本軍の抵抗
で一歩も進めなかった時、隊長が叫んだ言葉）
　（人は理では動かず情で動く）

合気道、ピアノ、ゴルフ（Ｈ２７エージシュート８３し
ました）、水墨画

米寿になって目指すこともありませんが、コロナ終息後
の経済が回復して、デジタル庁がどんな働きをするのか、
今や測量ＧＰＳ・ドローン撮影、オンライン化の時代に
入っている。田村式平板の時代から隔世の感があります。
従ってこれからグローバルな精度の高い測量成果を出す
ことを目指したい。

私は、調査士になって１３年目に４１才の時、建設大臣
指定校の許可を国土地理院からもらい測量士養成施設・
北陸工業専門学校を創立しました。そして測量士を３０
００人余社会に送り出しました。その中に調査士になっ
た人がいます。
このように思ったことを実現して頂きたい。常にポジティ
ブに前向きに業務を遂行して頂きたいと思います。

日本土地家屋調査士会連合会長感謝状
連合会顕彰規程第７条第１項第２号

富山支部

南　芳明

A1

A2

A3

A4

A5

A6

昭和２４年秋に歴史のある行政書士専業の事務所へ入社
した。その当時、市役所税務課の戦災復興都市区画整理
事業による住宅事務所工場の新増築に伴う家屋申告制度
の手続き依頼が多くなり、宅地開発が爆発的に盛んとなっ
た。昭和２５年７月土地家屋調査士法制定により調査士
の国家資格の必要性が求められ、初期に受験合格し入会
独立自営となった。

土地に関する調査士本来の経験度が少なかったので富山
市内で当時の３～４名の年配調査士の先輩諸兄を訪ね師
事を受け苦労したことは枚挙に暇がない。

努力（若いうちに苦労せよ）

魚釣り、ゴルフ

調査士への報酬の合理的な適正化

調査士としての外業内業全般に亘る研究の推進

日本土地家屋調査士会連合会長感謝状
連合会顕彰規程第７条第１項第２号
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２０２０年、土地家屋調査士制度制定７０周年の節目の年に
受彰された方々に質問に答えていただきました。受彰者より

Q1 土地家屋調査士を目指したきっかけ　Q2 これまで業務をしてきてよかったこと、苦労したこと、印象に残っていること
Q3 座右の銘、好きな言葉など　Q4 趣味、好きなこと　Q5 今後、望むことや目指したいこと
Q6 後輩調査士やこれから調査士を目指す方へひとこと

質
問

質
問

魚津支部

平田　稔

A1

A2

A3

A4

A5

A6

高卒の私でも受験資格あったことと、生活が成り立つ資
格ではないかと考えたことです。

良かったことはやはり業務が完了してお客さんに喜んで
いただいた時です。苦労したことは、私は実務経験がな
く開業したので戸惑うこと、後で考えると失敗したこと
があったということでしょう。

「働き一両　考え五両」
ただ働いても一両の価値とすれば、考えることで五両以
上になる。といった意味だと思います。
３０歳までは油にまみれて工場でただ懸命に働いていま
した。この言葉は時に立ち止まってこれでいいのかと考
える大切さを教えてもらったように思います。

将棋五段、オーディオ、ホームページ作成、何でもすぐ
興味を持ってしまいます。（時々ですが、歴史、ジオラマ、
アート、哲学、脳科学等）

とりあえず、ＷｅｂＧＩＳを使って黒部川流域の公衆トイ
レ、指定避難所、freeWiFi、名水箇所等々を表示するも
のを考えています。
（http://office-hirata.conohawing.com/gis_niikawa/
gis.html)

コロナ禍により、日本の行政のデジタル化が大きく遅れ
ていることが発覚しました。最近の新聞記事から、シリ
コンバレーのトップ企業は自社の情報システムを外注し
ない。さらに、日本のＩＴエンジニアの約７割は、シス
テム構築を担う企業に所属しており、これは世界でも珍
しいことだそうです。通常はそれぞれの事業会社に所属
しているということだということです。
つまり日本の場合、システム構築の多くは、そういった
企業にお願いをしているということです。
しかし、今日ではそんなに深い知識がなくともネット上
のオープンソースや情報を使ってある程度はシステム構
築が出来そうです。土地家屋調査士用の汎用システムは
ありますが、なにか使いにくさを感じます。トップ企業
は無理としても、士業が考える自事務所用システム構築
に挑戦してみるのもいいような気がします。
ところで、富調業務研究室に街区基準点閲覧システムを
作成しました。御覧ください。
（http://tomicho.main.jp/gyomu/gis2/gis.html）

日本土地家屋調査士会連合会長感謝状
連合会顕彰規程第８条

砺波支部

三輪　等

A1

A2

A3

A4

A5

A6

自動車会社の工場で勤務の際、上司の些細な言葉から「土
地家屋調査士」って羽振りのいい職業なのかなあと気に
なっていたことが最初です。
上司：「土地家屋調査士って仕事の人がちょこっと来て測
量してって良い料金を取って行かれたわ～！」

関係者からこれまで手が付けられず困っていた案件が、
いろいろな条件等でうまく進み無事登記完了した際の関
係者からの感謝、労いの言葉。

「吾唯足知」「お蔭様」

絵画等鑑賞及び収集

仕事を通じての人間力向上

最初は当然不安もあり、資金や心の面でも大変だと思い
ます。しかし、しっかりと誠実に仕事に向かい少しずつ
経験を積み重ねていけば必ず未来は開けていきます。お
客様が貴方の営業マンとなっていただけるような業務を
目指したいものです。

日本土地家屋調査士会連合会長感謝状
連合会顕彰規程第８条
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名古屋法務局長（管区内）表彰

２０２０年、土地家屋調査士制度制定７０周年の節目の年に
受彰された方々に質問に答えていただきました。受彰者より

Q1 土地家屋調査士を目指したきっかけ　Q2 これまで業務をしてきてよかったこと、苦労したこと、印象に残っていること
Q3 座右の銘、好きな言葉など　Q4 趣味、好きなこと　Q5 今後、望むことや目指したいこと
Q6 後輩調査士やこれから調査士を目指す方へひとこと

質
問

質
問

富山支部

寺崎　隆志

A1

A2

A3

A4

A5

A6

独立開業できる職種を探していたところ知人に紹介され
たこと。

良いことも悪いことも全て自分の責任であり、その結果
に納得しながら充実感ある業務を行うことができたと思
います。

大きな耳・小さな口・優しい目。

美味しい料理と一日二杯のお酒。

穏やかに過ごしつつ少しの社会貢献が出来れば十分です。

近年、機材の高性能化や小型化で測量作業等の負担が軽
減されています。
また、将来の年金不安が叫ばれる昨今、定年のない職業
は魅力です。
是非多くの若者に「価値ある人生を実現できる職業」と
して土地家屋調査士を目指して欲しいです。

高岡支部

伊勢　修二

A1

A2

A3

A4

A5

A6

２７歳ぐらいから親の引いてくれたレールに乗っかって、
瞬間接着剤アロンアルフアの包装加工の仕事をしていま
したが、メーカーから下請けに外注出すのをできるだけ
控え、自社に集約して管理をするという話を聞き、将来
に一抹の不安を感じるようになりました。その後いつも
入り浸っているゴルフ練習場で知り合いの不動産屋に話
をすると、「土地家屋調査士という仕事があるんだけど、
伊勢さんやってみたらどうけ」と勧められ、仕事の内容
を調べると、何かやりがいのある仕事のようで、又手に
職をつけるのは自分のように高校しか出ていない人間に
はピッタリだと思え、それ以来勉強を始めるようになり
ました。

平成７年に開業しましたが、法務局高岡支局に名札が貼
られ、それを目にした時は本当に感慨深いものがありま
した。また最初の申請を出すときはさすがに緊張し、足
が震えるような感じを覚えました。

常に初心を忘れない
今与えられたことに全力を尽くす
お客さんと話をするときは、できるだけ平易な言葉遣い
を心掛ける

司法書士を目指し、試験に合格するまでは好きなゴルフ
を断とうと願掛けをしています。またそのお陰で、司法
書士の勉強が趣味になりました。

早く司法書士の資格を取り、街の法律家として各種相談
に乗ってあげたいと思います。

長い年月のうちには色々の仕事があるかと思いますが、
難しい案件だと言って一人で悩まないで、先輩調査士に
相談をして下さい。先輩調査士の中には人間的にも非常
に素晴らしい方がたくさんおられます。まずは貴方が素
直になって教えを乞うて下さい。

名古屋法務局長（管区内）表彰
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新人紹介 Ｑ１．土地家屋調査士を目指したきっかけ

Ｑ３．以前の職業

Ｑ５．今後の抱負

Ｑ２．業務をしてみた感想

Ｑ４．趣味

Ｑ６．事務所所在地
新人紹介新人紹介

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

資格サイトの紹介コーナーにオススメされていたのがきっか
けでした。

思っていたより人とお話する機会の多い仕事だなと思いまし
た。

事務職や工員をしていました。

温泉や銭湯を巡っています

丁寧かつ確実な仕事ができるよう精進したいです。

高岡市中川本町8番6号　谷道事務所

登録番号第532号
高岡支部 川又　拓人 登録番号第533号

魚津支部 大澤　邦雄
A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

前職で調査士と関わることがあり魅力を感じた。

先輩方の凄さを実感した。

測量会社

YouTube鑑賞

依頼者の目的を的確に把握して業務を行う。

下新川郡朝日町草野113番地

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

測量の仕事を行うなかで、土地家屋調査士という職業を知り、
挑戦することで成長できるのはないかと思い志しました。

行く先々で知ること、先輩調査士の方々から学ぶことが沢山
あり、専門的で責任ある仕事だと実感しました。

測量業

スキー、子供と散歩

信頼される調査士になれるよう専門的な知識や経験を積み重
ね、努力していきたいと思います。

富山市田畠312番地4

登録番号第534号
富山支部 中川　敬介 登録番号第535号

富山支部 朝倉　皓二郎
A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

父が司法書士をしており、いつか父と一緒に仕事がしたいと
思ったのがきっかけです。

自分の名前で登記申請するのは緊張しました。

土地家屋調査士一筋です。

サッカー観戦

まだまだ未熟者なので日々精進します。

富山市常盤台35番5号

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

公図と現状を比較して見る機会があり、その隔たりに興味を
持ったことなどもきっかけになったと思います。

これからというところなので、まだわかりません。測量関連の
実務研修があればありがたいと思います。

アルミ関係の会社勤務後は行政書士登録などをしていました。

釣り、読書などです。

対応できる業務範囲を少しずつ広げていければと思いますの
で、よろしくお願いいたします。

高岡市戸出町4丁目5番9号

登録番号第536号
高岡支部 瀬戸　一雄 登録番号第537号

魚津支部 大井　佳彰
A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

身近にある土地や建物に関する仕事なので興味を持ち、調査
士の仕事がとても魅力的でやりがいのあるものだと感じたか
らです。

開業して間もないので身の回りのことで精一杯なのですが、
やりがいのある仕事だと思います。

地方公務員

キャンプ道具集め

専門家として日々の自己研鑽に励み、一日も早く信頼される
調査士になれるよう頑張りたいです。

下新川郡入善町東狐980番地

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

仕事ぶりに、魅力を感じたからです。

緊張の連続です。

土木作業員です。

畑です。

自己研鑽に努めたいと思います。

魚津市緑町4-14

登録番号第538号
魚津支部 松原　哲理 登録番号第539号

富山支部 林　秀穂
A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

以前に会社で不動産調査の仕事をしていた時に土地家屋調査
士さんが境界を明確に示している姿をみたのがきっかけです。

座標がピタリと合ったときが楽しいです。

皿洗いのパートタイマーです

機械学習などを中心にPythonプログラミング、測量ツールやＱ
Ｒ認識などを中心にAndroidプログラミング、測量のためのドロ
ーン研究です。

誤差は3ミリ以内におさめます。

富山市八尾町大杉312番地

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

自分の適正に合っていそうな事と、将来を考えたとき、定年が
なく長く続けられるのが魅力でした。

まだ修行中ですが、間違いが許されず非常に責任の重い仕事
だと思いました。

地方公務員を約18年務めた後、行政書士を開業し、掛け持ちで
パートとかもしていました。

読書（推理小説、数学書）、音楽鑑賞（クラシック）、（全く上達し
ない）プログラミング、愛猫の世話など。

とりあえず早く業務全般をこなせるようになりたい。

高岡市羽広362番地

登録番号第540号
高岡支部 武島　正
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編集後記 新年あけましておめでとうございます。会員の皆様方の本年のご健康ご多幸をお祈り申し上げます。また、本誌を

発行するにあたり、取材等のご協力を頂いた関係者の皆様には、この場を借りて感謝を申し上げます。

さて、昨年の話題と言えばコロナウイルスに関することであり、流行語大賞にも「3密」の言葉が選ばれました。コロナウイルスの影響で、会

員の皆様の業務はどのように変化されていますでしょうか。本誌で掲載されている「完全オンライン申請」を積極的に行われている方もいら

っしゃるのではと思います。私事で言えば、仕事の減少の他に、事務所をできるだけ予約制にして、一度に事務所に入って頂くお客様の人数

を減らさなければならないとか、机の前のアクリル板のせいで、図面を広げにくくなり、相談の受け答えがしづらくなるなどの影響がありま

す。また、マスクのせいでお客様の表情などがわかりづらくなり、1月ほど経つと顔と名前が一致しなくなることなどもあります。

いろいろと難儀なコロナウイルスではありますが、ワクチン接種ももうすぐですし、また、東京オリンピックも開催されれば明るい話題で

す。今は不便でも、できるだけ感染対策を取るよう心がけて、あとは早期にこのコロナウイルスによる混乱が落ち着くことを祈るばかりです。

広報委員　髙山嘉和

令和２年度

富山県土地家屋調査士会

広報部

●副会長　寺崎　隆志　●部　　長　澤田　　健　●副部長　橋場　政希　●担当理事　村本　友彦

●委員長　西山　　剛　●副委員長　間片　章史　●委　員　池田　由香／髙山　嘉和

WEB会議及び
研修システムの
運用開始について

当会では新型コロナウイルス感染症対策及び政府方針の新しい生活様式への対応として、

集合形式が困難な場合の会議や研修会等をサポートするために「Zoom」によるオンライ

ン会議及びオンライン研修システムを導入し、令和2年11月より運用を開始いたしました。

導入して間もないため、トラブルや不具合などが生じる場合もあろうかと思います。また、実情にあわせて利

用取扱規定の見直しも出てくるかと存じますので、今後も会員の皆様がスムーズに利用できるように運用してま

いります。

ご利用を希望される会員及び委員会等はZoom利用取扱規定に基づき、利用前の申込書

と利用後の報告書の提出をお願いしております。

詳しくは総務部もしくは事務局までお問合せ下さい。　　　　　 総務部長　浅田　正明

Zoomミーティング(Pro)による
オンライン会議システム

・各委員会、支部研修・役員会でも使用可能です。

・参加者(クライアント側)にマイクやカメラが必要です。

・ブレイクアウトルーム機能により、ホスト側の設定で

会議の途中にいくつかの小グループに分けることも可

能です。

Zoomウェビナーによる
オンライン研修システム

・Zoomウェビナーは在宅で研修を受けることのできるシステムです。

・Zoomミーティングとは異なり、原則として参加者の映像や音声を受

け取ることができないので、マイクやカメラは必要ありません。

・研修会によっては音声による質問の設定が可能なので、その場合は質

問者のマイクをご準備ください。

・インターネットに接続できる環境が必須です。

・ハードウエアはWindowsPC、Mac、iPhone、Android、タブレット等の機材で音声出力はスピーカーやヘッドホン等を使用し

ます。

・各OSにてZoomアプリのインストールを推奨します。(公式サイトhttp://zoom.us/download にてダウンロードできます)

  アプリをインストールせず、Webブラウザから参加することも可能です。

・事前にメール等で送られてくる参加IDや参加URLにて入室可能時間以降に接続することで参加可能になります。

利
用
方
法
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