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らんどまーく

会長挨拶
残暑お見舞い申し上げます。

賛否はあったもののやはりオリンピックで競技に打ちこむ選手の姿は

コロナ禍の沈んだ空気感に希望と勇気を与えて貰い心が和みました。

５月の総会で磯野前会長から襷を受け取り新役員と共にスタ－トを切る事ができた事に対して改めて感謝とお礼を

申し上げます。

コロナ禍の終息にはまだ少し時間がかかると思われますが国民生活の中で日々起こりうる土地・建物に関する諸問題

は経済活動とも絡まり我々土地家屋調査士が専門家として真摯に業務の取り組まなくてはなりません。また土地家屋調

査士の業務についても正しく国民に理解して頂き、丁寧に説明をする事が遠回りかもしれませんが国民生活の安定、安

心に繋がるものとして会員一同の協力をお願いしたいと思います。特に近年の空き家問題や所有者不明土地問題の陰に

は土地境界が明確で無い場合が多く最終的な処分の際に支障となる事は余り周知されてなく、私達土地家屋調査士に課

された課題だと感じてます。

土地家屋調査士制度７１年目に入り、今年からは新たに年次研修がスタ－トします。年次研修はつまり特別な事情が

無い限り５年間に１度は必ず受けなければいけない義務研修であり富山会でも現在研修部を中心にその開催方法等を

協議しております。これは我々が国民に対しての職業倫理感、企業で言えばコンプライアンスについてしっかり考え学

ぶ事により更なる土地家屋調査士業務の資質の向上に繋がるものと思いますので会員においては当たり前ではありま

すが全員の受講をお願いします。

今年度も昨年同様法務局との合同相談会（筆界特定室とＡＤＲセンタ－）が開催されます。また各支部での無料相談会

も企画されており開催日時等は後日ご案内しますが、気軽に不動産に関する相談が出来る場所として定着して欲しいと

思います。相談会での相談ではその場での解決は難しい事も多いのですが、

専門家として解決へのアプロ－チはしっかり示しますので今現在の問題、こ

れから将来起こりうる問題についても対応したいと考えております。

結びに社会に貢献出来る資格者であることを認識し国民の負託に応えら

れる土地家屋調査士として業務を会員が行える様に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協力をお願いします。

富山県土地家屋調査士会

会　長　中　村　忠　嗣

庄川遊覧船庄川遊覧船
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執行部挨拶

私は、60歳前後という高平均年齢団体にもかかわらず、ほぼ全員が現役として社会に定着

し、多くの国民の皆様のお役に立つ「土地家屋調査士」という職種に、日頃から並みならぬ

魅力を感じています。他の職種を見渡しても、報酬を頂きながら、お客様の側から切実に感

謝されるような仕事はそう多くはありません。

これは、ひとえに古の先輩方や現会員の皆様の平時の向上心と勤勉さの賜物であることは

いうまでもなく、併せて、過去に会の役員を担って頂いた諸先輩方の努力により、制度の発

展と維持に尽くされた証だと実感しています。

今後２年間、中村新会長の掲げるビジョンに則り、昨年8月の法改正に明記された調査士の専門的知見を最大限に生

かせるよう、さらなる環境整備に尽力いたしたいと思いますので、皆様のご協力の程よろしくお願いいたします。

副会長（業務担当総括）

経澤　達朗

この度、副会長を拝命致しました富山支部の浅田です。入会して18年身に余る大役にその

責任の重さを痛感している次第です。総務･財務・広報及びＡＤＲと会員の皆様を間接的に支

援する部門を担当致しますが会務が円滑に運営されるよう各部の皆さんをしっかりサポート

していきたいと思っています。

昨年から続くコロナ禍の影響から会運営にも様々な制約が想定されますがオンライン会議

・研修システム等もフル活用し、他の副会長や理事役員及び事務局の皆さんとしっかり連携

を図りながら中村会長を支え富山会の発展の為に2年間職務に邁進して参ります。

会員の皆様にはどうかご指導、ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

副会長（総務・財務・広報・ADR担当総括）

浅田　正明

この度、副会長に就任しました高岡支部の木田です。しばらく会務の場から離れていまし

たが、今年度の総会におきまして中村新会長の指名により副会長に選任させていただき、再

び会務の場に戻ってきました。管掌職務は研修部です。よろしくお願いします。

ところで、「強いものが生き残るのではない。環境の変化に対応できたものが生き残る」

という言葉を聞いたことがあります。昨年、土地家屋調査士制度は70年の節目を迎えたわけ

ですが、70年間のさまざまな社会変化に対応し制度を維持できた要因の中で「研修」が果た

してきた役割は大きなものが有ると思っています。この度職務管掌者として研修部を担当することになり、重責に身の

すくむ思いがしますが先輩諸兄の努力に敬意を払いつつ全力で会務に励んでいく所存です。

副会長（研修担当総括）

木田　克己
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総務部長を拝命しました富山支部の石山努です。

総務部は、理事会や総会といった会合の準備、他団体との連絡調整、本会と会員を縛る会則や諸規

則の整備を行う部署と理解しております。事務局とともに富山県土地家屋調査士会の一翼を担えるよ

う尽力して参りたいと思います。また、新たに創設された総務委員会の委員とともに空き家、所有者

不明土地問題に対応して参ります。

私の目標を一つ申し上げれば、任命された理事の皆さまに、「理事になって良かった、楽しかっ

た。」と思われるような会務運営になるよう心掛けたいと思います。至らぬ点も多々あるかと思いますが、その際はご指

導ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げます。2年間どうぞよろしくお願い致します。

総務部長 石山　努

中村新会長より財務部長を仰せつかりました砺波支部の三輪等です。どうぞよろしくお願いしま

す。中村会長とは平成5年の同期入会となり同じ砺波支部の小矢部市出身という何かの縁を感じてお

ります。

平成23年に財務部長となり財務関係の副会長も含め6年間を本会の会務に携わらせていただきまし

た。今回10年ぶりに再登板となったのは、これまでの経験を踏まえ今後の富山会のため、若き調査士

たちのためにもう少し会へ恩返しをせよとの激励を受けたものと考え、初心に戻って前高倉財務部長

に叱られないよう財政規律の一層の安定化を図っていく所存です。

皆様のご指導ご協力をよろしくお願いします。

財務部長 三輪　等

この度、業務部長を拝命いたしました富山支部の砂山です。部長は初めてで御座います。不慣れで

はありますが、富山会に貢献できますよう尽力していく所存で御座います。

嫌な事はやりたくない、理不尽な事は受け入れられない、残業も休日出勤も嫌、が当たり前の時代

を生きる何の取り柄もないただの若者で御座います。富山会の皆様におかれましては、どうか温かい

目で見守って頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

業務部長 砂山　貴秀

この度二期目の研修部長を務めさせていただきます富山支部の友澤健太郎です。

土地家屋調査士法の改正により使命規定が明記され、資格者としてより重責を担うこととなりまし

た。今後は今まで以上に依頼者から信用され、期待される専門家となっていかなければならないと

思っております。

そのためにも、富山会の皆様にとって有意義な研修会を開催し、知識・技術力の向上に少しでも貢

献できるよう努力していく所存です。今後ともご指導・ご協力の程よろしくお願いいたします。

研修部長 友澤　健太郎

今期も引き続き広報部長を拝命いたしました高岡支部の澤田です。部長として２期目で２０１１年

度に広報に携わってからは１１年目となりました。

　前期には新たな試みとして無料相談会の案内に町内の回覧板を活用しました。限られた地域のみ

での実施ではありましたが、相談件数が増加し広報の成果が得られ、やりがいも感じることができま

した。今期においても相談会案内には、回覧板は費用対効果も良いと思いますので新聞広告などと併

用して継続事業として続ける予定です。

広報は効果が見えにくいことがあり難しいところもありますが、どのように発信していけば幅広く関心を持ってもらえ

るのかを新しい広報部メンバーとともに考えていきたいと思います。

微力ではございますが、引き続き会員の皆様のご理解とご協力のもと活動して参りたいと存じます。

広報部長 澤田　健
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富山支部長 四宮　博

高岡支部長 山田　昌幸

魚津支部長 上梅澤　保博

この度、富山支部長に就任しました四宮です。今回初めて本会での役職を任せていただくこととな

り、それが支部長であることに改めて身の引き締まる思いであります。

富山支部の皆様方には、日々多くの時間を使って日常業務と会務の両立を行っていただいておりま

す。我々の仕事は世間的に目立つ仕事ではありませんが、その専門性において判断も難しく、隣接所有

者など一般の方に説明し、理解して頂くために業務には多くの時間を費やしていると思います。さらに

時間的制約もあり、常に時間に追われているような感覚に苛まれている方も少なくないと思います。

何よりも大切で限られた時間を出来るだけ有効に使えるよう作業の効率化、人材育成、そして組織改革も含め会員の為に知

恵を絞り富山支部の発展に努めて参ります。どうぞ2年間宜しくお願い致します。

高岡の新支部長に就任しました山田です。宜しくお願いします。

支部長として支部会員のスキルアップ、支部会員同士の円滑なコミュニケーションが図れるように頑

張っていきたいと考えております。実際には本会研修会及び支部研修会を通じて会員の日常業務の高い

スキルでの均一化、問題点の解消等が進んでいけばよいのではと考えております。

また支部研修会の中で会員同士の業務の意見交換等ができるように行っていきたいと考えておりま

す。以上を踏まえて２年間取り組んでいきたいと思います。

昨年は研修部理事として研修運営に関わらせて頂き、今年は魚津支部長として大役を仰せつかり身の

引き締まる思いでおります。

魚津支部は、会員が昨年は3人今年も1人と増えており、現在は25人となりました。

土地家屋調査士の受験数が最近減っていると言われている中で若い方が増えるのは、会として活力が

増えることに繋がる喜ばしい事だと思います。私は、自分の持っている一級建築士の試験と比べても、

土地家屋調査士の試験はより難易度の高いものであり、誰でも簡単に受かるものではなく、それを持た

れかつ難しい日々の業務をこなされている周りの先生方は高い志と技術をお持ちとだと敬服しております。この貴重な資格

が、もっと日本の一般の方に広く認知されるよう、魚津支部長として一石でも投じる事が出来ればと考えております。

砺波支部長 川瀧　嘉雄
砺波の新支部長に就任しました川瀧です。県内4支部の内、最も少人数の支部でここ数年新入会員も

ないため、会員のほとんどが何らかの役職を担当しなければ回らないのが砺波支部です。

私は、20数年前、全く畑違いからいきなり開業しました。当時先輩諸先生方から心配された事を思い

出します。しかし、早いうちから各種委員を担当することとなり、おかげで業務に関する勉強の機会が

得られて、何とか調査士業務をやってこられたのだと思います。諸先輩方の指導のおかげで、本当に恵

まれていたと思わずにおれません。

今般、支部長に就任するに当たり、今までの恩返しと思い、コロナ禍で何かと活動制限される難しい時期ではありますが、

支部会員また調査士会のため、工夫し対応してゆきたいと思いますので皆様のご協力宜しくお願いします。



日本土地家屋調査士会連合会 総務担当理事 高倉　健
二年の充電期間を経て返り咲いた岡田会長による新体制がいよいよ始まりました。私はその中で、前

期に続き二期目も総務担当理事として連合会会務を支える事になります。

連合会総務部の役割は何なのか。私はそれを「会員の傍に寄り添い支える杖」であると考えていま

す。諸規則の整備や、大規模災害対策等、総務部が取り組むべき課題は多岐に及びますが、担当役員の

推進力は間違いなくそのような矜持が源泉となっています。

新型コロナという災厄に振り回され、依然上京さえも憚られる状況ではありますが、全国の土地家屋

調査士の為に働ける誇りを糧に、この試練さえも僥倖と捉え立向かいたいと思います。連合会が「会員の傍に寄り添い支える

杖」でいられるよう、引続き奮励する所存です。
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富山地方法務局
076-441-6319

魚津支局
0765-22-0461

高岡市局
0766-22-2327

砺波支局
0763-32-2361
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富山工業高校編
令和3年2月5日、恒例になりつつある県立富山工業高校への出前講座に出向いてきました。対象は土木工学科の生

徒40名で、当日は同校OBでもある富山支部の福山勝年会員にご協力頂き、講師を務めてもらいました。

第一部で私が土地家屋調査士という資格の概要を説明し、第二部で福山会員が土地家屋調査士の仕事内容や土地家

屋調査士になるためには、という演題で講演をしました。OBに講師を務めてもらうという狙いが功を奏したのか、ほ

とんどの生徒が眠ることなく（昼食後の授業でした）興味をもって話を聴いてくれていたように思います。

近年、土地家屋調査士試験の受験者数減少が業界の大きな課題のひとつとなっています。この課題克服にはまず若

い人たちに土地家屋調査士という資格者の存在を知ってもらうこと、そして『土地家屋調査士になりたい』と思って

もらうことが非常に大切です。営業マンが会社の看板を背負って営業活動をしているのと同様に、まずは一人ひとり

が土地家屋調査士という看板を背負っ

た広報マンであるという意識をもって

認知度の向上に寄与しなければなりま

せん。若い人たちに憧れられる土地家

屋調査士になるには、自分が土地家屋

調査士としてどのように社会と接点を

持ち、どのように振る舞っていくべき

なのかを考える良い機会となりました。

この出前講座を受講した生徒から一

人でも多く、土地家屋調査士を志す人

が出てくることを願うばかりです。

前広報委員長　西山　剛

出前
授業
出前
授業 富山工業高校編富山工業高校編
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新人紹介新人紹介

私が広報に携わるようになって早11年目となりました。長く続けているせいか、なかなかアイデアが浮かばず考え

が固くなっていると感じることがあります。今まで先輩方が築いてこられたことを大事にしつつも新たな発想で時代にあった広報になるよ

うに頭を柔らかくして活動できればと思います。

さて、現在放送中のＮＨＫ朝の連続ドラマ小説「おかえりモネ」では、主人公が東日本大震災を契機に気象予報士を目指して合格し、気象予

報士として気象の仕事を通じて誰かの役に立ちたいと奮闘する姿が描かれています。

もし土地家屋調査士が朝ドラの主人公に選ばれることがあれば、これ以上の広報はないのではないかと考えながら日々朝ドラを視聴して

おります。

やはり世間的には業務内容の認知度であったり、知名度も低い土地家屋調査士が朝ドラの主人公に選ばれることは夢のまた夢なのかもし

れませんが、日々の地道な広報活動が実を結び、いつか日の目を見るときが訪れたら良いなと思っております。そして境界立会いの重要性を

訴えていくことで、その大事さを多くの方に認識してもらえれば、日々の業務が今より楽になるのではないかと考えたりもします。

この「らんどまーく」もより関心を持っていただけるように新しい広報部メンバーといろいろなところにアンテナを張り、試行錯誤してい

きたいと考えております。そして、土地家屋調査士の活動をより多くの方の目に留めていただけると幸いです。

広報部長　澤田　健

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

父の姿を見て跡を継ぎたいと思ったからです。

責任の重さを痛感しています。

父の補助者をしていました。

プロ野球観戦が好きです。

たくさんの知識を身につけ、信頼される人になりたいです。

射水市善光寺27番1号

登録番号第541号
高岡支部 塩谷　一真 登録番号第542号

魚津支部 岡本　大
A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

　

A6.

知人の勧め

業務が多岐にわたるので、覚えることが大変だと感じた。

プロゴルファー

特にありません。

一つ一つの業務を丁寧に行い、先輩方に追いつける様、努めて

参ります。

滑川市四ツ屋337番地1

令和3年度

富山県土地家屋調査士会

広報部

●副会長　浅田　正明　●部　　長　澤田　　健　●副部長　吉森　　茂

●委員長　野崎　貴之　●副委員長　池田　由香　●委　員　中川　敬介／上田　直樹／髙山　嘉和
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