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『所有者不明土地問題と土地家屋調査士』

金関：本日は、年末のお忙しい中、お越しいただ
きましてありがとうございます。私は、日本土地家
屋調査士会連合会で広報部を担当しております金関
と申します。よろしくお願いいたします。

が高まっていると感じたからです。
ということで、本日は、この問題に取り組んでお
られるお二方に私ども連合会の会長の岡田と、是非

今回の企画ですけれども、当連合会では 2 年ごと

とも座談会を実現したいと思いまして、森ビルの藤

に『土地家屋調査士白書』という書籍を発刊してお

巻さん、それから東京財団の吉原さんにお越しいた

ります。これは、我々 1 万 7,000 人弱の土地家屋調

だくことになりました。よろしくお願いいたします。

査士会員の実態が、どのように推移しているかと

まずは、簡単に自己紹介をお願いできたらと思い

か、社会の中でどのように機能しているのかという

ます。まず藤巻さんからお願いしてもよろしいで

ことをまとめたものです。今、正に編集作業の真最

しょうか。

中でして、その冒頭の記事としてこの対談を企画い
たしました。
と言いますのも、今、世間では所有者不明土地問
題というのが非常に話題になっておりまして、会員
の中でも、それから社会の中でも、この問題が今後

II

どうなっていくのだろうということに、非常に関心

藤巻：森ビルの藤巻です。私は、六本木ヒルズの
開発に 1987 年の地元の呼び掛けから始めて、2003
年の竣工、オープンまで 17 年間ずっと関わってい
ました。
そのうち 14 年間が、権利者との交渉や土地をま

座
とめる期間。その間に、再開発の土地調書、物件調

こから土地制度そのものに研究の焦点が移っていき

書を作らなければいけません。結局、その土地の調

ました。

書を作るのに丸 4 年掛かったのですね。竣工した頃

そうした中で、土地家屋調査士の先生方ともご縁

に、そういう地籍問題、地籍調査をきちんとやりま

が広がりまして、岡田会長（当時は副会長）に、東

しょうという流れが出て、そこで、六本木ヒルズの

京財団を訪ねていただいたのが 3 年前です。平成

事例等をお話ししているうちに色んなところから教

26 年に、よみうりホールで開催されたシンポジウ

えてほしいという話があって今に至ります。

ムに登壇させていただきまして、以来、各地の土地

その後も、ずっと開発畑で幾つかの開発をやって

家屋調査士会、あるいは公共嘱託登記土地家屋調査

きて、今は、都心の 8 ヘクタールぐらいの開発に取

士協会で発表する機会をいただいております。大変

り組んでいます。会社としては、港区の中で幾つか

お世話になっています。

の開発に取り組んでいますから、所有者不明の土地

金関：入り口は全く別だったということですね。

問題にぶつかるケースがあります。

吉原：そうですね。

土地家屋調査士会との関わりとしては、竣工した
後に岡田さんからご連絡をいただきまして、六本木

会

金関：その辺りは、後ほどお話をお聞かせくださ
い。

ヒルズの事例をお話しして、そこからの長いお付き

それでは、岡田会長、お願いいたします。

合いとなりました。

岡田：2017 年 6 月に、日本土地家屋調査士会連

金関：ありがとうございます。所有者の不明の問

合会の会長に就任しました岡田潤一郎です。経歴と

題でお困りになったとか、あるいは地籍調査ができ

いうふうに名乗れるほどの経歴はないのですが、私

てなくてお困りになったという事例をお持ちだと思

は、いろんなところでお話をさせていただくのです

います。そのことはまた後ほどゆっくりとお話をお

けれど、この仕事、つまり土地家屋調査士しか経験

聞かせください。

したことがなくて、おまけに、ずっと役員をしてい

それでは、吉原さん、お願いいたします。

ますから、すごく視野は狭いと自分自身では思って

吉原：公益財団法人東京財団という、民間の政策

います。ですので、今日はお二人から全く違う視点

シンクタンクの職員をしております吉原と申しま

で、全く違う視野でこのようなお話をいただけると

す。本日は、このような貴重な機会をありがとうご

いうことを、とても楽しみにしております。どうぞ

ざいます。

よろしくお願いします。

私が土地問題に取り組み始めたきっかけは、2008

談

いま、お二人からもご紹介いただきましたけれど

年、当時、担当をしていた安田喜憲先生という環境
考古学の先生が「北海道を中心に外国資本が日本の
森林を買っているのではないか」という問題提起を
したことでした。その問題に政策研究として取り組
むことになり、事例の収集や制度の課題、さらには
政策の必要性などについて研究しようということに
なりました。
ところが、まずは、どういう売買事例があるのか
というところを調べ始めようとしたところ、実は、

吉原 祥子 氏

日本の今の制度では、土地の所有や利用の実態を行
政が正確に把握するということが、必ずしも簡単で
はないということが見えてきました。地籍調査が進
んでいないことや、所有者情報の事実上の中核と
なっている不動産登記（権利登記）が任意であるこ
となど、この時に初めて私は知りまして、これは
「誰が買っている」という現象面以前に、国土保全
の観点から国土の基礎情報の把握の在り方に随分課
題が多いのではないかと思うようになりました。そ
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も、まず、藤巻さんとお付き合いが始まったのは、

よみうりホールでのシンポジウム、パネルディス

おっしゃったように、2004 年の、国土交通省編の

カッションは、インパクトというか、衝撃的でし

『土地白書』に六本木ヒルズのことが掲載されてい

た。このときは、滋賀県大津市役所の建築指導課の

て、当時、このことをもってして多くの新聞、様々

戸川さんも一緒に登壇いただきましたが、吉原さん

な雑誌で紹介がされていました。そのような経緯で

と戸川さんとのお話が印象的というか。衝撃的でし

興味を持ちまして、大阪で藤巻さんが民間の研究会

たね。もう、私たちの視点とは全く違う視点で、ご

みたいなところで講演するという機会があって、申

提言いただいたということでした。

し込んでいたのですけど、台風か何かで中止になっ
たんですよね、確か。
藤巻：そう。僕、大阪に行った覚えはないです。
（一同笑）

いお付き合いをされて。
岡田：飛び込みで。
金関：飛び込みで。（笑）

岡田：中止になって、あららと思っていたところ

今、お話に出ました、吉原さんですけども、最初

に、当時、連合会の研究室研究員というものに就任

の入り口は、全く別のところから入られて、今のこ

して、じゃあ、一つやってみるかということを当時

の問題に関わってこられたということですが、最

の上司に言っていただきました。ただ、このときは

近、本を出版されましたよね、
『人口減少時代の土

何のつてもないものですから。でも、訪問してみ

地問題』。この本、私も拝読しました。最初、全く

て、駄目だったらそのときのことよぐらいの気持ち

入り口が別だったのに、この問題に関わることにな

で連絡をしました、いきなりです。

られた、その経緯を教えていただけますか。

藤巻：そうですね。

吉原：最初は、先ほど少し申し上げたように、外

岡田：つまり、森ビルの広報室からお願いをして

資の森林買収という現象がきっかけでした。それを

お邪魔をさせていただいたというのがそもそもでし

追っていく中で、そうした新しく起きている社会の

た。

変化─例えば、高齢化、人口減少、経済活動のグ

ご縁をいただいて、2004 年に、この研究ノート

ローバル化、あるいは地方部から都市部への人口流

をまとめさせていただいたのですけれども、大変貴

出など、そうした新しい現象と、これまで我々が明

重な資料でもあります、会社の内部資料等をたくさ

治から培ってきた制度との間に、ずれが生じている

んお預かりさせていただいて、当時、何日間かでス

のではないかと考えるようになりました。

キャンしたり、コピーしながら、もちろん、研究

土地は資産であり値下がりしない、経済も右肩上

ノートの内容については、藤巻さんに何度も見てい

がりで人口も増えていく、という前提の下で作られ

ただいて、やり取りをしながらまとめさせていただ

た政策は、方向性として、
「いかに乱開発や地価高

きました。それで、今日に至ったというところです。

騰を抑えるか」という行き過ぎを抑制するという観

吉原さんとは、当時、参議院議員の安井美沙子先

点に立ったものが多いわけです。今、地域で起きて

生のセミナーにお邪魔させていただいたときに、安

いるような問題は必ずしも想定されていない。例え

井美沙子先生も、東京財団のご出身で、そのときに

ば、地価の下落傾向が続く中、利用見込みの低い土

ご紹介いただいたのが吉原さんだったわけです。そ

地は、物理的な管理も、そして相続登記という権利

のときに、この『国土の不明化・死蔵化の危機』の

の保全も行われにくくなる。さらには、そうした実

冊子をいただきました。これは当時、外国人の皆さ
んにという視点だったと思うのですけれど。
ちょうど、当時、連合会が、公開シンポジウムを
企画していたことがあって、いろいろな境界紛争が
起きない社会を目指しましょうということを発信し
ようという中で、このパネリストにというのをお願
いに上がったのが 3 年前です。これも飛び込みに近
いですね、いきなり電話して。
金関：それも飛び込みだったわけですね。
岡田：はい。まあ、そんなことですね。
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金関：岡田会長自身は、もうお二方とはずっと長

座
態がきちんと行政台帳に反映されなくなる。そうし

だと思います。それが、時間の経過とともに世代交

た「管理の放置」
、
「権利の放置」
、
「情報の放置」と

代が進み相続人も増え、目には見えにくいところで

いう三つの放置に対して、今ある制度では解決が難

問題が広がってきていたのだろうと思います。

しくなっているのではないかと考えるようになりま
した。

してきたということではないかなと思います。
藤巻さん、六本木ヒルズの開発では非常にご苦労

地域の共有財産という側面もあります。土地は生活

なさったというふうに、かねがねお伺いしてますが

の土台であり、農林業などの生産基盤であり、少し

いかがですか。都会の真ん中で、やはりこういう問

大げさに言えば、領土であり国土です。そうした公

題が起きていたということを、何度かお話をされて

共的な性質を持つ土地というものを、きちんと次世

いると思うのですけれども、もう一度、お話しいた

代に継承していくために、今ある制度で本当に大丈

だけますでしょうか。

になりました。

藤巻：改めて、六本木ヒルズの地籍確定について
説明します。事業区域 11 ヘクタールの中に 366 の

金関：吉原さんが著書で表現されていた、
「土地

筆があります。これは、道路も入っています。要す

の所有者が分からない面積が九州の面積より大き

るに、どこが道路と宅地の境界か、公図だけでは

い」という話は、非常に衝撃的でした。

ちょっとよく分からない。宅地は 318 筆で、道路は

吉原：「九州の面積より…」という表現は、元総

48 筆でした。それを権利変換で統合して従後の総

務大臣の増田寛也さんの研究会が独自の推計に基づ

筆 数 は 47 筆 で、 内 訳 は 宅 地 が 34 筆、 道 路 は 12

き生み出したものです。増田寛也さんがこうした問

筆、公園 1 筆になりました。この地区内の筆と筆の

題提起をされたことが、世論を喚起する大きな起爆

間を全部境界確定していかなければいけなかったわ

剤になったと思います。

けです。所有者単位で何筆かをまとめて表記した確

金関：なるほど。ただ、こういう流れを作られた

定測量図がこの従前画地確定図です。この画地の中

から、土地を持たれている方、あるいは国民の方、

で 1 筆だけ所有者の分からない筆があった。ここで

それから政策を作る方としても、非常に危機感を抱

す。

いているというのは、確かだと思うのですよね。
吉原：はい。今まで、恐らく土地家屋調査士の先
生方をはじめ、地域で用地取得をする自治体関係者
や民間で開発事業に携わる方々にとって、所有者探
索に時間やコストが掛かるという問題は、それぞれ

会

金関：そうですね。今、正にこの問題が、顕在化

土地というものは、個人の財産であると同時に、

夫なのか。そうした点に次第に問題意識を持つよう

談

金関：とても小さい所ですね。ここの三角の土地
ですか。
藤巻：そう。この 4.73 平方メートルの土地の所
有者が分からなかった。
（一同笑）

の分野で長年、慢性的に経験されてきたことだと思

藤巻：登記住所にいない。だから、当初は道路境

います。農林業の方もそうですし。ただ、みんな同

界の確定をするときも、想定される境界点から両隣

じようなことを全国各地で慢性的に繰り返してきて

に 1 メートルずつ空けて境界を確定していました。

いたものの、それが政策課題として位置づけられる

金関：なるほど。

ことはほとんどありませんでした。

藤巻：この土地の所有者を探すのは、これはもう

それが、東日本大震災が起き、被災地で高台移転
の用地取得が難航するという形で─これが唯一の
理由ではないですけれども─大規模にこの問題が
顕在化したことと、また、空き家問題によって都市
部の宅地でも、所有者あるいは相続人の探索に時間
が掛かるということが見えてきたことで、多くの人
の目に触れる機会が増え、ようやく社会課題、政策
課題として認知されたのだろうと思います。
したがって、この問題は、昨日今日に始まった問
題ではなくて、正に、今日、六本木ヒルズのお話に
もあるように、10 年、20 年前からあった問題なの

V

探偵の世界です。

ていない土地はほとんどないんです。でも、それ以

金関：はい。

下になってしまって使えなくなると、ほったらかし

藤巻：公図を見ていて、あっ、これはひょっとし

になっていく。これは典型的な例ですね。

て、大きな宅地が、環状三号線に買収されたときの

それ以外で、この開発の後ですと、やはり相続登

残地じゃないのかと考えました。そこで、買収残地

記が未了で、相続人を探すのにすごく苦労したとい

と思われる対岸のマンションの所有者をずうっと調

うケースはありますけど。六本木ヒルズの事例では

べていきました。土地家屋調査士さんに、戸籍をた

これだけですね。

どってもらって、附票をたどってもらったら、近所
の会社の社長さんの妹さんだということが分かりま
した。「その妹さんは今どこにいるのですか」と聞
いたら、アメリカにいるとのこと。アメリカにいる

金関：これは、やはり境界確定するだけでも、大
変長い時間掛かってますよね。
藤巻：はい。境界確定作業は、課題だらけでした
ね。

人との取引はすごく大変なんですよ。領事館に在留

今回の事例のように、公共用地買収時の残地とな

証明を取りに行ってもらわなければいけないし、そ

る民地との境界確定もその一つです。環状三号線の

もそも境界確定の立会いは難しい。ということで、

拡幅とか六本木通りの拡幅のときに、当然、行政と

結局、その所有者のお兄さんが、妹さんから対象の

しては分筆して買収する線については確定している

土地を買い取って、そこから我々が買い取って、境

わけです。
金関：そうですね。

界を確定しました。
ただ、実際に、318 筆あった宅地のうち、所有者

藤巻：買収用地の引受けまでに買収線の測量は完

不明といえたのは、この 1 筆だけです。東京の都心

全に終わって境界を確定していたわけじゃないです

部では、それぞれの土地が課税標準以上、大体 30

か。

万円を超えている。ただ、この約 1 坪の土地の評価

金関：ええ。

額は 30 万円にいってなかったのです。だから、取

藤巻：ところが、最終的に、買収手続の中で、境

り残されているわけです。都税事務所も把握をして

界確定手続はされずに済むわけです。なぜかという

いない。住民票もない。都心部では、大体 10 平方

と、売買直前まで所有者が同じ人だから。売買後

メートル、3 坪もあれば、駐車場にして貸すことも

に、東京の都有地になるわけです。行政の買収部門

できます。だから、10 平方メートルの土地でも使っ

と 境 界 確 定 部 門 と の 連 携 が 取 れ て い な い か ら、
「買った後は知らないよ、」なのです。
買収部門が用地を買ったら、あらかじめ境界確定
部門が境界確認書を作成しておいて、取引が終わっ
た直後に、行政側がそれに判子を押して交付すれば
それで済むのです。
金関：そうですね。
藤巻：それで、そこの部分の地籍は確定するので
す。
昔は、土地の分筆登記のときに、100 平方メート
ルのうち 5 平方メートルを分筆するときに、全周を

藤巻 慎一 氏

確定しなくても、部分だけ確定して分筆することが
可能だったのですね。
金関：そうですね。
藤巻：そうすると、この残地に余った面積を寄せ
られていた。でも、今の制度だと、分筆するとき
に、全周を確定する必要がある。そうすると、例え
ば、これは実は 100 平方メートルじゃなくて 121 平
方メートルだということが分かる。これから 5 平方
メートル引きますとなる。そうしたら、この段階
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で、全周の地積を確定し、かつ、買収線も確定する
のだから、買収する行政側と元の所有者との間で、
境界確定図を交わしておいてくれれば、後から官民
境界査定をしなくて済むのですね。
金関：なるほどね。
藤巻：先ほどの環状三号線沿いの例でいったら、
買収して境界が確定されているにもかかわらず、結
局、再度、申請しなければいけなかった。
金関：一度境界が確定して、終わったはずのとこ
ろに、まだ、次の事業をしようと思うと、改めて、
もう一手間掛けないといけないということですよね。

回った成果なのか、大分改善されてます。

藤巻：この図面が、六本木 6 丁目の範囲の中の官

金関：なるほどね。いろいろ課題があったわけで

民測量対象ですね。この紺色が東京都の建設局関連

すね、この問題については、境界確定にしても、そ

の道路買収地の境界線ですね。赤色が東京都の財務

れから所有者不明の問題にしても、先ほど吉原さん

局関連、水色が水路で関東財務局。緑色はその他公

からもお話がありましたけど、今に始まったことで

共用地。港区などの所有地です。紺色の東京都建設

はない、以前からあった問題だというお話がありま

局の所は、既に買収のために測量が終わっていて 1

したが、実務家として、岡田会長、お話を少しいた

回確定しているところです。

だけますか。

でも、ここも全部官民境界申請をやらなければい
けなかったのです。

岡田：私たち土地家屋調査士は、現在、全国で 1
万 7,000 人弱の会員が活動しておりますけども、

金関：相当な筆数ですね。

日々、土地の業務については、お隣の地権者の方に

藤巻：相当な筆数です。

お会いをして、境界立会を実施しますが、筆界は

以前は、申請書を所有者から取りまとめて、行政

元々存在するわけですから、一緒に探して、命を吹

に申請してから立会いまで 4 か月とか平気で掛かっ

き込んでいくような作業をしているわけです、全国

ていました。また、確定して交付されるのに数か

の会員の皆さんが。

月。お役所関係で、既に 1 回確定している所をやる

そんな中で、お隣の土地の持ち主が分からないと

のでも、そのぐらいの時間が掛かっています。これ

いうのは、それこそ、今に始まったことではなく

は今も改善されてないのです。これは本当に改善し

て、いろんなパターンで困っていた案件はたくさん

てほしいと思っています。これから買収するときに

あります。

は、買収した行政側が、境界確定完了の境界確定図

3 年ほど前に、私どもが全国の土地家屋調査士会

を交付していく。それによって相当この作業が短縮

を経由してアンケートを採った時点でも、多数の人

すると思うのです。

の共有名義の土地とか、明治 36 年に所有権登記し

金関：なるほど。

て、それきりとか。こういうの幾らでもありますよ

藤巻：あと、この元水路の法定外公共物は関東財

ね。

務局所管なんですよ。あと、ここの東京都財務局関

吉原と金関：（笑）

連、この赤線の所は管理上は港区道なんです。

岡田：土地家屋調査士を 5 年、10 年やっていた

区道なんですけど、無籍国有地なので、所有者は
国として、関東財務局の方に申請書を出していかな

ら、こういうものに当たるというか出くわしてしま
うのは、避けて通れない道だったと思います。

ければいけない。港区は、道路管理者でありなが

それで今までどうしてきたかというと、今、藤巻

ら、境界管理に全く権限を持っていなかったんで

さんがおっしゃってくれたように、以前は、これら

す。これは、今は、ようやく改善されました。

を残地というやり方で、引き算で境界は確定しませ

岡田：今は、自治体に譲渡されましたから。

んというような方法ではあったり、あと、登記は諦

藤巻：無籍国有地の元水路敷きや区道などは関東

めて書き物に残して、お互いが未来永劫持ち合おう

財務局から東京都の下水道局や各区役所に移管され

ねみたいな、その書き物でお金のやり取りもやって

ました。この辺の所有と管理の分離の課題を言って

しまうというような場面もあったと聞いております。
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しかし、こういった手法は、そもそも、不動産登

吉原：今まで各分野の専門家の方々にヒアリング

記法が理念としている制度ではないわけですから、

し、また、全国の自治体にアンケート調査も行いま

そこはやはり業界としては、やはり危惧していた部

した。そこから見えてきたこととして、今後必要な

分ではあって、実際に、しっかりと声を上げたの

ことは、大きな方向性として二つあると思います。

は、確か 6 年ほど前の、連合会の研究所という部署

一つは対応策。つまり、既に起きてしまった問題

において、現状が道路の中の民間の土地、
「道路内

をどうするかということ。もう一つは予防策。つま

民有地」と私たちは呼びましたけれど、
「道路内民

り、これ以上こうした状況を増やさないためにどう

有地」がはらむ様々な問題について研究・提言をし

したらいいかということです。

て、社会発信を行い、警鐘を鳴らしてきたつもりで
す。

からなくなってしまった土地を利用しやすくするた

そういう意味からいうと、この所有者不明土地問

めの方策が必要だと思います。今、岡田会長がおっ

題が、これだけ現在クローズアップされているとい

しゃったように、所有者不明の定義というのは幅が

うことは、おこがましい言い方だと思いますけど、

あります。広義には、所有者の所在が行政のどの台

やっと時代が私たちに追いついてきてくれたのかな

帳、特に不動産登記簿を見ても直ちに分からない状

というふうには思っているところでもあります。

態を指します。

ただ、そうは言いながら、多分、これは多くの国

言い換えれば、台帳上の情報と実態とがずれてし

民の皆さんも、気が付いている人はたくさんいたは

まっているということで、そうした土地を利用しや

ずなのです。ですが、手も出せない、お金も掛か

すくするというのが、まず対応策の一つとしてある

る、どうしようもないということで、声なき声に

と思います。

なってしまったのかもしれないと思います。
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まず、最初の対応策については、所有者がよく分

この点については、今、国土交通省国土審議会の

だから、私たち土地家屋調査士の感覚としては、

下に作られた特別部会がちょうど、先日（2017 年

本当の実態としての所有者不明土地というのは九州

12 月）中間取りまとめを公表しまして、利用権の

の面積ほどはやはりなくて、─これは登記情報と現

設定や収用手続の簡便化などを提案しています。対

所有者や現住所が一致していないほうの割合を比率

応策については、一歩踏み出し始めたところだろう

で掛けたら九州の面積ほどあって、何年か先に北海

と思います。

道の面積になりますよという試算でしょうから─私

もう一つの、問題の拡大をどう予防するかという

たちの感覚では、それほどでもないのかなと、それ

点については 3 点あると思います。一つは、相続登

を探すのが私たちの、言ってみたら、能力分野でも

記の促進、二つ目が情報基盤の整備、そして三つ目

あったりもしますので、地域に根差してやってくれ

が「受け皿」の整備です。

ている会員がほとんどですから、地域のことは俺に

まず、相続登記の促進については、現行法制度の

聞いてくれという土地家屋調査士が地元で活躍いた

中で、どうやったら促進できるかということを考え

だいて、登記情報だけでは分からない情報も持って

ていくということと、それから、根本的な見直しを

いたりする人もたくさんいてくれてますから、何と

どうしていくかということがあります。今ある制度

か、今日まではやってこれたのだろうと思います。

の中での促進策については、法務省も登録免許税の

ただこれも本当に経験則に頼るやり方だったので、

免除など方策を打ち出しています。

きちんとした制度、さっきおっしゃっていたよう

それから、二つ目の情報基盤の整備については、

な、登記の根本から考えるような制度、あるいは固

今、各省が持っている様々な台帳をどうやって横串

定資産税の納税者情報を利用できるような制度も必

を刺していけるかということです。不動産登記簿、

要ではないかなとは思います。

住民基本台帳、戸籍、固定資産課税台帳。それか

金関：今に始まった問題ではないということなの

ら、農地台帳や林地台帳。そうした各省庁や各自治

ですけれども、今になって実際いろんなところで、

体がそれぞれ保管している情報を、個人情報保護の

いろんな提言がされてますよね。東京財団さんも、

観点も踏まえながらいかに有効に連携できるか。情

提言なさっていると思うのですけれども、この問題

報の単位の標準化と互換性の確保、さらに、情報利

に関して、吉原さんは、今どのようなお考えでい

用に当たってのルールの統一というものが必要にな

らっしゃるかということを教えていただけますか。

ると思います。

座
最後、三つ目の「受け皿」ですが、これが一番重

にしていかないと、これらの問題は手先の解決策で

要だと思います。土地需要が減る中で、まだ土地の

は終わっていかないのではないかと思っているので

資産価値や利用見込みがある段階で、次の有効活用

す。

に向けて権利を適切に移せる先、というものを複数

最近、僕は知ったのですけど、木造合板の直交集

用意していく必要があると思います。簡単ではあり

成板、CLT（Cross Laminated Timber）という加

ませんが自治体による土地の寄附の受付や、地域に

工木材があって、それはもう諸外国では 9 階建ての

民間の団体を作っていくなど、民間企業の知恵も活

ビルまで建っている。国の認定ももう取れて、国内

用しながら、
「受け皿」を増やすことが何よりも重

では 3 階ぐらいまでは建つのではないですかね。

要だろうと思います。

と杉らしいのです。杉材が非常に優れている。軽量

藤巻さんはいかがでしょうか。今いろんなところ

だし断熱性能も高い。10 センチの CLT の断熱能力

から提言が出てます。藤巻さん、ご自身も、いろい

は、コンクリートは 1.2 メートル、グラスウールの

ろ体験なさってきて、実体験、実例をお持ちだと思

5 センチ分ぐらい。だから、本当に寒冷地の建築に

うのですよね。そういう中から、今度どういうふう

は非常に適しています。日本中にある杉で作れる。

にこの問題について当たっていくべきかということ

日本中の高度成長期に植えた杉が既にもう太くなり

について、ご意見をいただければと思います。

過ぎて、どんどん山の中で倒れ始めています。
金関：そうですね。扱いに困ってますからね。

で一番大きいのが、一番最後の受け皿のところで

藤巻：これをもう少し、日本の、それぞれの地域

おっしゃっていた、利用価値がない、保有するコス

にある製材所とかを、どう活性化させて組織化して

トが掛かる、相続しても持ち続けたくないというと

いくかということにもよるとは思うのですけれど

ころ。だから、それは、制度とか情報をどんなに整

も、これを何とか、日本中に広めていくことによっ

備しても、最終的に、その土地を持っていることに

て、林業を少しでも蘇生できないか。今、一般社団

対してインセンティブが働く、ないしは、その土地

法人日本 CLT 協会の役員の中には、大和ハウスと

に市場価値があって、処分できる見込みがあるとい

か大成建設とかキーテックとか、いろんな会社が

うことがないと、なかなか民からでは動いていかな

入って徐々に、その可能性に注目をされ始めている

いと思うのですよね。

ので、もし、これがうまく普及して、日本の農山村

一方で、地方はどんどん疲弊しています、人口は

会

この材料として一番優れている木材は何かという

金関：ありがとうございます。

藤巻：結局、今、こうやって所有者不明土地問題

談

の林業資源が生かされるようになれば、結構そこに

減っています。今、東京 23 区の中の、大学の新増
設を抑制しましょうという話が出ています。これは
元々全国知事会から出た要請ですけれど。結局、何
か目の前の問題が起こっている、その問題だけを叩
きにいっているという印象があるのですね。
本来は、元々、若者たちが東京に出ていってしま
う、そして戻ってこないという問題。大学を 18 歳
から東京に行かせないで 22 歳から行かせましょう
みたいな考え方は、その学生を消費者としか見てい
ない。結局、地元に産業や働く場や夢がないから、
18 歳で出ていく、22 歳で出ていくという違いしか
ない。そうして、もう戻ってこなくて、相続が発生
する度に所有者不明土地が増えている。このままの

金関 圭子 氏

循環を続けていったらもう疲弊するだけであって。
やはり、その地域、地域に誇りを持てる産業だと
か、農林業が飯の種になると、ここで仕事がある
し、生活も楽しいという状況をどうやって日本中で
作っていくかということを基盤にして、そこを目標
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若者たちも来るでしょう。協会の会長をやっている
中島さんという人が大きな製材所をやっているので

金関：はい。

すが、そこで出た木くずを使ってバイオマス発電も

藤巻：この白地があるところは、やはり先祖伝来

やっているのですね。その町の電力のかなりの部分

だから売りたくないという人と、所有者が分からな

を賄っている。そうすると、もう地域の中の資源を

いから買えないという土地があるのですよ。

ぐるぐる回しながら雇用と産業を作り出しているの

金関：そうなんですね。

ですよ。それは、いきなり日本全国からはできない

藤巻：ただ、持っている人も、自分じゃとても世

かもしれないけれども、こういうことは、国として

話ができないといって、多摩川水源森林隊みたいな

も、強力に推進していくのが国土の保全にもなると

ボランティアを募って、下草刈りをやったり、枝オ

思うのです。

シをやったりしているのです。ここの水源林の杉も

私の田舎は新潟で、妻の田舎は千葉で、よく千葉

結構でかくなっていますので、こういうものがもし

の山にも遊びに行きます。20 年前は下草がたくさ

生かせたら、本当に、山梨とかの人に産業を作り出

ん生えていて、ある意味、山林を保全していたの

すことができるかなと。ちょうどこれを見に行った

が、20 年間放置されて、今、下草、全くないです。

後で CLT を知ったので、そういう話になるのです

もう枯れ葉が落ちているだけ。地震が来ても崩れ

けれど。

る、雨が降っても崩れる。その地方自治体は、お金

金関：なるほどね。

が無いのに、その復旧費用ばかり掛かっているので

藤巻：あとは、先日、安藤忠雄さんが、国立新美

す。だから、もう太くなり過ぎて倒れている杉の木

術館での展覧会が終わりまして、直島に行かれた、

とかは、倒れる前に、うまく活用していけば、それ

すばらしかったという話を聞きました。直島は今、

こそ、地方自治体についても、余計なお金が掛から

人口 2,500 人の島に 70 万人、毎年コンスタントに

ないし、税収は入るし雇用も生まれる、これはすご

お客さんが来ます。

くよい芽だなというふうに思っているのですね。ご

僕の田舎は新潟の十日町市で、そこは「大地の芸

く最近知ったばかりで、本当に素人の発想でしかな

術祭」という、3 年に一回、何十万人という人が来

いのですけれども。

るイベントがあります。

金関：いいえ。こういう発想は、私たちは持って
ないので、興味がありますね。

また、少しずつ移住も始まっています。でも、新
潟で、そういうぽつんとしたイベントをやっていて

藤巻：これがもし進めば、あの山は誰が持ってい

も、全体から見れば少しの益にしかならない。だけ

るのだとか、あの山を借りようとか、利用の動機が

ど、あのイベントをやっていることによって、地域

出てくる。農道を通す、林道を通すために、当然、

の若者はすごくプライド、誇りが持てているのです

調査もせざるを得ないわけですよ。

よね。地域のおじいさん、おばあさん、最初は「何

金関：そうですね。

だか、訳の分からないものが山の中にあるな」と

藤巻：山の所有者には、今そういう動機がないわ

言っていた人たちも、人が来てくれることによっ

けですね。
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つんぽつんと白地があるでしょう。

て、何か見学者用のお茶とか、おにぎりとかを勝手

また別の話なのですけれど、僕は、この間、東京

に用意しているわけですよ、作品の前で。それも地

都の水源林に水源を見に行こうと、奥多摩に行って

域を活性化していく。そういうことが増えていく。

きたのですね。これは東京都の水源林地域で、山梨

やはり少しずつ産業が興ったり、あと、観光が興っ

の方までずうっと続いていて（図面を拡げる）
、こ

たり、あの土地を使いたいなという動機を作ってい

こが水源になるのです。ここで、水道局の職員の人

けるのではないかと思います。

と い ろ い ろ 話 を し て い る と、 東 京 水 源 林 は 2 万

あと、すごく古い話なんですけど、10 年ほど前

3,000 ヘクタールあります。その職員が 1,500 ヘク

に、やはり農業法人を作って、田舎で休耕田をいっ

タール買ったそうです、個人ではなく職員として

ぱい借りて、やろうとしていたら、税制か補助金の

ね。当然、その 1,500 ヘクタールの山の境界を確定

制度が変わって、民に貸しているより補助金をも

していかないといけないわけですよ。そうすると、

らったほうが高いと、貸していた田んぼを返せとい

境界確定が不明な地点だとか、所有者不明がいっぱ

う話があって、その農業法人が破綻しかけたという

い出てきた。東京都所有水源林の地図の中には、ぽ

話があります。そういうところも、どこまで、官が

座
枠を作って民に任せるか、仕組み作りが必要だと思

吉原：はい、そこが一番……。

います。

藤巻：最初の二つは機能しないと思うのですよね。

今度は、減反補助金もなくなりますよね。それに
よって新潟の星峠の棚田はもう多分なくなるだろう

皿」のお話ですね。
吉原：一番本質的なところだと思います。動機が

棚田だけは生き残るのではないかとかいう話もあり

あって初めて持続可能な仕組みが根付いていくの

ますけど、ある程度、国が本当に枠を用意してあげ

で。今、動機がないですよね。それを作っていくこ

ながら、民の自由度に任せていく、そして、田んぼ

とが必要です。

を活用しよう、そういう動きを何か作れないか。

会

金関：そうですね。もう、すごく夢のある「受け

とか言われています。逆に、観光資源として、その

もできるだけ使い果たそう、山も使い倒そう、資源

談

「所有者不明」というのは現象であって、その根
底にある問題が何かということにきちんと正面から

あと、もう一つは地産地消ですよね。特に農作

向き合う必要があると思います。そのことが今、藤

物。農協がどの程度いろいろ努力しているのかは、

巻さんのお話からとてもよく見えてきたと思いま

僕には実態は分かりません。ただ、見ていると、や

す。解決を行政に頼るだけではなくて、民間の知恵

はり農協とか生協で取り扱っている物に、山梨県産

や若者の知恵が入って、この問題に取り組むことが

の梨だとか、どこどこ産の大根だとか、日本全国の

おもしろい、楽しいという、やりがいにつながるよ

農産品を扱っています。できるだけ安く良いもの

うな道筋が見えてきたらよいなと思います。今、そ

を、みたいな観点ですよ。でも、もうちょっと足元

の具体的な例を挙げてくださったような気がしまし

に目をやって、田舎のおじさん、おばさんが、一

た。

人、二人になっても、自分の食う食材を自分で作っ

金関：そうですね。何か実際に、今の社会の中で

ているわけですよ。作らないと買いに行かなきゃい

は、要らない土地だとかというふうな表現が、すご

けないから。だから畑で作っています。でも、そん

く聞いていてつらくなるような。

な、畑一枚野菜を作ったら絶対食べ切れないですよ

吉原：つらいですよね。

ね。

金関：要らない土地はないです。

金関：ええ。

吉原：はい、そうですね。

藤巻：毎日、大根 20 本採れたって、一人、二人

金関：大事な、私たちの日本の、国土の中の一つ

で食べきれるわけがない。だとしたら、そういう、

なんだよという意識で、安心して国民の皆様が暮ら

もう少し地域の、本当に小さな製造者たちから、地

していけるよう、この問題は取り上げたいなと思っ

元から産品を集めて、地元の保育園、小学校の給食

ているのです。

に出すとか、老人福祉施設に出すとか、特別養護老

そうした意味で、先ほどの水源地のお話の中にも

人ホームに出すとか。そういう施設が、年間の食材

ありましたけれども、土地の境界が分からなくて、

費の 20％ぐらいを地域食材にすればいい。生協に

なかなか事業が前に進まないとか、それから、所有

頼むと、結局、長野からとか静岡から、キャベツだ

者が分からなくて、買収ができなくて、仕方がなく

とか白菜が運んで来られるけど、夏の間は新潟の食

管理をお願いしているというふうなこともありまし

材も使える。冬になったら雪があるから難しい。地

た。

域ごとに、地域の産品をできるだけ地域で消費しよ

これから連合会として、今後どのようにこの問題

うとすれば、そこに、おじさん、おばさんだけでは

に向き合っていくかということについて、岡田会長

なくて、農業としてやっていく人も、地元に買って

からお話いただけますか。

くれる人がいたら、若者だって来やすくなります。

岡田：今、すごく、藤巻さんと吉原さんからの鳥

そういう林業の振興と地域の地産地消と、あと

瞰的な視点で、ご丁寧なお話をいただいたと思いま

は、イベント施設による仕組み作り。これらを組み

す。私たち土地家屋調査士に一番欠けている部分が

合わせて、あの土地が使いたい、あの山林の所有者

そこであったのだろうと気付かせていただいたこと

は誰だという、民間からの動機付けができるものが

にも感謝させていただきます。本当に、一番初めに

出てこないと、国がいくらやったところで、最後の

お話しいただいたように、この所有者不明の土地問

受け皿の問題、この道筋が見えなければならないと

題を、ただ、解決しようということに、社会全体が

思います。

そうなのでしょうけれど、捕らわれ過ぎているので
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はなかったのかなと。

けれど、そういう意味からも、私たちの経験則も役

今おっしゃっていただいたように、根本にはやは

に立つのだろうとは思いながらこういう研究会にも

り、人口の一極集中であったり、地域を大事にしよ

参画して、提言とか意見とか発言を行っているとこ

うという心が日本人の中から少しずつ失われていっ

ろではあります。

たりというようなことがあったのだなということ

藤巻：いや、僕は、登記の義務化とか利用権の設

が、本当に気付かさせていただけたと思います。今

定というのは悪くはないと思うのです。それも並行

の二人のお話を聞いていると、何とか工夫して、1

して是非やるべきだと思っているのです。

万 7,000 人の知恵と汗を結集すれば、魅力がある受

所有者不明で、山を使いたいと言っても、どこを

け皿のお手伝いが一部かもしれないけれど、できる

調べても出てこないのはあって、それが使えないと

のではないかなみたいな、ちょっと光が、私の中で

なると、本当に困ってしまうのですよね。林道も通

は、今見えてきたような気がします。

せない、農道も。だから、利用権は設定できるよう

具体的には、今、吉原さんも一緒に、いろいろな

にしたほうがよいと思うし、登記も、それこそ、死

研究会とかにも行っていただいていますけども、国

亡情報がすぐに本籍地に飛んで行って、その本籍地

土交通省が主体であったり、法務省が主体であった

からどこか登記情報と戸籍情報が連動をしていて、

り、民間の勉強会、研究会が主体であったりです

所有土地の所に、法務局に行って、法務局のほうで

が、議論の中心は、登記を義務化すればどうかと

は、そこと連動して、法定相続人情報を、証明書を

か、利用権を認めましょうとか、おっしゃるよう

基に、ばんばん登記を打ってしまう。で、変えたけ

に、根本の解決にはなってないですよね。子供たち

ればすごい高い登録免許税が掛かるとか。

が、そこで、将来、その施策によって居つくかとい

金関：（笑）はい。

うことになると、必ずしもそうではないだろうと。

藤巻：もう何もしないと、相続対象の土地は自動

このような意味から、本当にすごく、今日は有り難

的に法定相続されちゃうぞ。1 年以内に自分でちゃ

いお話だったなとも思っております。

んとやれば、登録免許税が安いですよと。ただし、

と言いながら、やはり土地家屋調査士というの

その 1 年なり 2 年を過ぎたら、それを一人の人に集

は、割とこういう問題に直面しながら、ネットワー

約するのに三倍の登録免許税が掛かりますみたいな

クと情報を融合させて解決してきているという自負

ことをしていくと、相当変わるだろうなと……。そ

もあるわけです。

ういう土地を使いたかったら利用権設定をすると

金関：そうですね。

か。今回の提言を組み合わせていくと、それやって

岡田：今回の問題に関しては、多くの会員が、一

10 年経てば結構きれいになるのではないか。もち

つや二つずつは武勇伝を持っていたりはするのです

ろん、行政機関内の情報共有、これがどこまで合法
化できるかに全てが掛かっているのですよね。死亡
情報から登記情報までの連結という部分が。

岡田 潤一郎 氏

金関：それが二番目におっしゃっていた、情報の
集約ということですよね。
吉原：はい、この問題に万能薬はありません。
短期的な対応策と中期的な予防策、そして何より
民間の知恵と若者の知恵を入れていくことです。繰
り返しになってしまいますが、この問題にアイディ
アを出すことが格好よいことだと思えるような、そ
ういう問題提起ができたらよいなと思います。そう
したら、人々の山を見る目が変わるかもしれません。
金関：そうですね。山の境界、自分の山がどこか
らどこまでか分からないという山がたくさん放置さ
れていると思うのですよね。実際に持ち主のほうが
もう都会に出ていって、ますます分からなくなって
いく。
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座
昔は、町の長老、村の長老みたいな方がいて、あ

いきましょうという中で所有者不明をあぶり出して

のおじいちゃんに聞けば何とか分かるよという、コ

いくほうがよいかなと思っているのです。実際、都

ミュニティがもう崩壊してしまっているということ

心で確定するのは大変ですよね、地籍調査は。

も非常に大きな要因になっているのではないかなと
いうふうに思います。
岡田：分かる人がいる間に地図作り実施しない
と、もっと分からない。人が分からないだけではな
くて場所も分からなくなってしまう。

の価格が田舎とは大分違いますから。やはり大変な
作業だと思いますけれども。
藤巻：実際、東日本大震災が起こって、ああやっ
て地殻が動いたら、座標も全部平行移動したりして
ますよね。でも、ちゃんと GPS 座標を取っておけ

出版されているものの中に、地籍調査が大事という

ば、横に何ミリ動いているなとか何センチ動いてい

ことをよく拝読するのですけれども、その辺りにつ

るなというと、補正はできるじゃないですか、地籍

いて何か思いがありましたら教えていただけますか。

調査さえ終わっていれば。

いじゃないですか。

でも、地籍調査が終わっていないと、地割れで道
路がずれていたら、一体所有地はどこなんだという

金関：ええ。

話にもなるわけですよね。大震災はいずれ必ず起こ

藤巻：一応、日本全国で 50％といっても、形式

る。そういう災害に対しても、GPS ベースの地籍調

的には、本当に林野が多かったりして、東京なんか

査が確定していたほうが復興に掛かる時間、費用も

11％とかですよね。六本木 6 丁目も、港区ではほと

全く違ってくる。正に東日本大震災のときに見えた

んど進んでないわけですよ。結局、この 10 ヘクター

課題点。将来的に災害が起こったときに、どの位置

ルも、164 画地を確定するのに丸 4 年掛かって、外

に新しい堤防、護岸を作って、道路を作ろうかとい

注費用だけで 1 億円掛かってます。4 年間、三人ぐ

うときの権利の整理に掛かる時間が全然違うので、

らいへばりついてやっているので、人件費を考える

そこはやはり進めるべきですね。

と、2 億円とかのお金を、ただ、土地の面積を確定

岡田：基本計画もできますからね。

するというだけに掛けているわけです。

藤巻：そうですね。

これは一個一個の民間の開発事業にとってはすご
い難題です。今の都心部でいろんな開発が進んでい

会

金関：大変ですね。やはり、土地の、一坪当たり

金関：藤巻さんが、お書きになっているものとか

藤巻：実際、日本の地籍調査が本当に進んでいな

談

岡田：まず第一に基本計画。
藤巻：復興計画が作りやすくなる。

るのは、やり過ぎだとという声はありますが、やは

岡田：不動産登記法第 14 条地図作成や地籍調査

り災害時や直下型地震のことを考えたら、こんな狭

といった地図作りの場面というのは、自分や自分の

隘な道路で、老朽化した建物が密集している地形を

親の所有する土地を意識する場面だと思うのです。

そのままにした東京を 100 年先まで置いても良いこ

説明会があるから来てくださいと連絡が来ますか

とはない。やはりある程度、区画を共同で広くし

ら。親は、こんな土地を所有していたのかという人

て、道路もきちんとした、災害に強い基盤を持って

もやはり、中にいますからね。その土地の場所が、

いる街を作る必要があって、それにはやはり再開発

どこなのか。そこで初めて、相続してなかったのか

や区画整理を避けて通れないと思うのですね。

というのを意識したりする場面にもなったりするの

だとしたら、その前提である地籍調査関係は、せ

で、地図作りという事業は、もっと上手に、それこ

めて終わらせよう。いちいち、境界紛争で、こうい

そ国民の皆さんにアピールすべきだろうなとは思い

う話が出てからお隣さんと仲が悪くなるみたいなこ

ますよね。

とがないように、ある程度、公の力で進めるべきだ

法務省にも提言したことがあって、そういう地籍

ろう。本当に下町とか、どちらかというと、浸水危

調査とか 14 条地図の説明会の場面に相続登記の相

険地域みたいなところが地籍調査が終わっていない

談コーナーでも作ったらよいのではないかと。何人

ところが多くて、これは実際災害が起こったらどう

かは必ず相談に来ますよと。自分たちも協力する

なってしまうのだろうなんて思いますよね。実際、

し、司法書士さんにも協力依頼しますよとも言った

地籍調査を進めれば、どこの土地が所有者不明か不

こともあります。

明ではないかも分かるし、所有者不明土地を探しま

藤巻：たしか、実際、この所有者不明土地の関係

しょうという手間を掛けるよりも、地籍を確定して

で、国土交通省の話を聞いたときに、京都府にある

XIII

自治体で、住民の死亡届が来る度に相続手続の案内
をしていると。
岡田：ああ、そうですね、京都ですね。
藤巻：精華町ですね。
相続登記をしたほうがよいですよと勧めていた
ら、やはり、発生件数に対する登記件数が非常に
アップしたという話を聞きました。
岡田：富山県南砺市だったかなと思います。
藤巻：こういう、今できること、何も新しい制度
を作らなくても、みんなできる。
岡田：そうなのです、リーフレット 1 枚で。
藤巻：基本的な、そういう作業を、もっと自治体

ろけど。でも、隣の人の墓がこっちの敷地に食い込

の方にきちんと指導をしていく、そういうことでも

んでるように見えるし」みたいな。実家に帰って、

大分変わるのではないかなと思います。

じゃあ、自分の家の敷地境界を指しなさいと言われ

岡田：自治体も、このガイドラインも、本当に隅
から隅まで読んでくれている自治体もあれば、ガイ
ドラインの存在すら知らないという自治体も存在す
ると聞いています。
金関：自治体も、担当部署が変わるので、全く今
まで知らなかった部署から異動して、さあ、調査を
やってくださいと言われても、なかなか難しいと思
うんですよね。
藤巻：結構大変な問題ですけど。
金関：そういう場面で、我々がお手伝いできるこ
とはあるのでしょうね。
岡田：そうですね。日本人は、死亡届を出しに来
た人に、相続登記しませんかとは、なかなか言えな
いとは思うのですよ。
藤巻：相続人は、本当にどういう財産を持ってい
るか分からない。
岡田：そうですね。分からない人が多いと思いま
す。

金関：藤巻さんのことをちょっと身近に感じまし
た。
吉原：（笑）
藤巻：結構、自分のことはだめなものですね、田
舎に帰るとね。大きいことは言えるのですけど。
（一同笑）
岡田：自分も家内の親の相続、20 年以上も手付
かずでした。
金関：そうなんですか。
岡田：去年、自分たちで相続登記を申請しました。
金関：皆さん結構ご自身のことは後回しなのです
ね。
藤巻：ありますね。
金関：これまで、大事なお話、ご提言いただいた
のですけれども、これから土地家屋調査士として、
所有者不明の土地の問題に向き合っていかなければ
なりません。そこで私たちの目から見たのではな

藤巻：僕も、親に言われて、初めて、ああ、この

く、藤巻さんや吉原さんの視点から、土地家屋調査

土地はうちのだったのかと知ったとかね。ここの雑

士に対して、こうしていくべきだというアドバイス

木林はうちのだったかと初めて知るような状態だか

がありましたら教えていただけないでしょうか。

ら。
金関：藤巻さんご自身も、全部はまだ把握されて
ないのですよね、ご自身の。

吉原：藤巻さんがおっしゃっているように、私た
ちは「この問題が意味するところ」を考えることが
大事だと思っています。

藤巻：把握していないと思いますよ。現実問題と

土地家屋調査士の先生方には、ご自分の地元では

して、実家の隣の家との境界が、この土地の上なの

この問題はどのぐらいあり、それはなぜかというこ

か下なのかとか、実はよく分からないですよ。

とを分析いただくことが大事なのかと思います。産

金関：土地があることすら、最近お知りになった
ということを先ほどお聞きしましたものね。
藤巻：そうです。そういう土地もあれば、自宅
も、「隣の土地の横の法下が多分うちの境界なんだ
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ても指せないですよ。

業を生み出し、雇用を創出することが、土地の権利
を確定するインセンティブにつながっていきます
し、権利を流動化させることにもなります。
私は土地家屋調査士の先生方が持っているデー

座
タ、情報というのは、実はすごいものがあると常々

し実際に現場で測量に携わった方がご苦労されたと

思っています。土地家屋調査士の方々にとってはあ

ころで終わってしまっていれば、こんなに普遍的な

まりに当たり前のことでも、多くの人は知らないこ

問題として認識されていないはずです。土地家屋調

とがたくさんあると思います。行政の人も知らない

査士の方々の実体験をやはり言語化して、そこから

ことを土地家屋調査士の方々は知っていると思いま

示唆を導き出すということをする。そのためには、

す。

日々のケーススタディといいますか、そういうこと

また、逆に、どういう情報がないのかも分かって

を、言語化し、普通の人に分かる言葉で発信してい

らっしゃると思うのですね。また、どういうルール

くことが大事ではないでしょうか。日調連の研究所

があり、どういうルールがないか、あるいは自治体

もありますし。土地家屋調査士向けの研究活動もあ

によって、ルールが統一されておらず、あちらの役

れば、一般向けの研究活動もあると思います。

所では出してもらえた情報が、こちらでは出しても

藤巻：先ほどの武勇伝を集めるとか。

らえないとか。実際を知っているからこそ、様々な

金関：（笑）

制度の課題もご存じだと思います。それを整理し発

吉原：ええ、そうですね。でも、その武勇伝を解

信していただきたいと日頃から思っています。

と思うのは、この事例を基に、藤巻さんは長年各方

は情報が不足している面も少なくないと思います。

面に働きかけて制度改革につなげているのですよ

土地家屋調査士の方々が知っていることを、是非

ね。それはとてもすごいことだと思うのです。

データにして発信していただきたいと、大変僭越な

金関：そうですよね。

がら思います。

吉原：そういうふうに、土地家屋調査士の方々が

金関：なるほど。

持っている事例について、仲間内で武勇伝を競い合

吉原：先ほど、万能薬はないと申し上げました

うだけでなく、その事例が示唆することをきちんと

が、この問題は地道に小さな解決策を積み重ねてい

一般の人と、そして政策関係者に伝えていくという

くことが大事だと思います。したがって、何が必要

ことが必要です。それは土地家屋調査士の方しかで

で、何が今の法制度の中でできるのか、あるいはど

きないことだと思います。この森ビルの六本木ヒル

のような法的な見直しが必要なのかということを国

ズの事例で、藤巻さんがやっていらっしゃること

が整理する上でも、土地家屋調査士の方々が持って

が、正にその見本なのだろうと思います。

整理して発信をしていただきたいと思います。抽象
的で漠然とした言い方なのですが。

金関：もうすごく心に響く大事なお言葉をいただ
きましてありがとうございます。
先ほど、岡田会長の話にもあったようにいろんな

金関：いえいえ。確かに情報は持っていると思い

武勇伝を持っている、でも、それを本当に仲間内で

ますが、それを発信するということが、私たちは不

語ってるだけでなく、言語化して伝えていく大切さ

得意なのです。ではどういうふうに発信をすべきか

が非常に身に染みました。ありがとうございます。

ということをもう少し具体的に教えていただけます

藤巻さん、藤巻さんの視点からのアドバイスいた

か。

会

決に生かしていかなければいけないので。すごいな

国の役所の人たちも、現場のことについては、実

いる知見がとても重要だと思います。それを是非、

談

だければ。

吉原：森ビルの経験談がいまだにこれだけ鮮烈な
インパクトを皆さんに与えるというのは、あの森ビ
ルという大企業がこれだけの大変な思いをされて、
今の六本木ヒルズができているのだということが、
肌身で感じられて、皆さんに響くからだと思うので
す。
したがって、うちの地域ではこういう問題があっ
たとか、こういううまくいった例もあったし、こん
なに苦労した例もあったというのを言語化していく
ということが大事だと思います。森ビルのお話は言
語化されているからみんなに伝わるのであって、も
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藤巻：いや、僕、実際、測量とか専門家ではない

たときに、学校教育の場において、中学生、高校生

ですからね。僕は、常々、六本木ヒルズでぶつかっ

のうちから、親から財産をもらったら登記をするん

てきた苦労話と、今、世の中で、田舎に帰ったり、

だよと、親からもらった以外でも、不動産を取得し

本を読んだり、人に会って話を聞いたりしたこと

たときは登記をしないと、人様に対抗できないんだ

と、この所有者不明問題をつなぎ合わせて、さっき

よというようなことを、学校教育の場面で伝えてい

いろんな話をしましたけども。

くという、それこそ地道だと思いますけれど、伝え

金関：でも、それはすごく夢のあるお話で。今後
の、本当にいろんな方向性を示唆するようなもので
した。

それと、さっきおっしゃっていただいた、日本の
里山のすばらしさというか、原風景といいますか、

藤巻：個々の業務に関して、こうしたほうがよい

そういうものは、都会にいる子も、地方にいる子も

とか、こうすべきだということは余り言えるような

やはり同じように教育の場面でしっかりと先生方か

立場ではないのですけども。でも、正に、ここまで

ら伝える場面が大事だろうと。でも、これは教育の

のお話を聞いていて今ちょっと思いついた話です

現場の先生方のみにお任せするというのも無責任だ

が、各市区町村に対して、なかなか担当部局が置か

と思うので、できるだけ私たちも、寄附講座であっ

れないとか、担当者が良く分かっていないという

たり、出前授業等々で、大学や高校、中学の講師と

ケースがあれば、各地の土地家屋調査士会が、
「こ

して授業を行っている者もいますから、そういう場

ういうことに協力をしますよ」ということを申し出

面を利用というか、使わせていただいて、発信をし

ていくだけでも、外部から言われれば、市長も、町

ていくことは大事だろうと思います。

長もそれなりに考えるでしょう。各市区町村として

それともう一つは、そもそも、これは相続が起こ

自分のところで人員を最初から積極的に割いて動こ

る前に手を打てばよいことだと考えるわけです。お

うというのは難しいかもしれないけれども。そうい

父さん、お母さんが元気な間に、おまえにはこれあ

う動きも、全国団体だからこそ、やっていける動き

げるよ、その代わり手入れをしなさいよ、嫌なら、

なのではないかと、今ちょっと感じました。

それこそ隣のおじさんにでもあげてしまうよ、とい

金関：ありがとうございます。なかなか、私たち

うようなことも大事なのではないかなと。生前贈与

内部の人間では思い付かないような視点だと思うの

することを促すような政策も、税制面も含めてです

ですね。ありがとうございます。

けど、大事なことだろうというのが、いろんな研究

岡田会長、今のお話を聞いて、連合会として、今
後の方向について、お考えがあればお願いいたしま
す。

会等では発言してはいるのです。
藤巻：先ほどの教育の話ですけど、土地を持って
いることが権利だという話でした。先ほどの先生の

岡田：私たちは、整理してデータを発信すること

本の中でも、日本における土地に関する私権が強過

が下手というのは、もう制度が始まって 70 年間近

ぎるという話があったじゃないですか。教育を始め

くずっとそうだったんでしょう。ただ、もうこれだ

るのは小学校でも幼稚園でもよいと思うんですよ。

けの情報化時代ですから、やはり自分たちの持って

土地とか財産を持っていたら、自分のためだけでは

いるデータは、今おっしゃっていただいたように、

なくて社会のために役立てなければいけないとか、

データといっても、これは所有者不明に関するデー

やはり土地の利用に関しては、個人の利用より公共

タもあれば、登記のデータもあれば、土地の測量そ

の福祉を優先するみたいな教育を、うまい絵本か何

のもののデータもあれば、様々なデータを、有機的

か作って、本当に小さいころから、土地を持つこと

に共有できるようなシステムも、やっと運用を始め

は権利であるとともに義務が。

たところです。これも、例の 2014 年の公開シンポ

吉原：はい、伴うと思います。

ジウムがきっかけになって、自分たちでデータを共

藤巻：伴うんだという教育をもうちょっとちゃん

有できるようなシステムを作ってみようかなという

とするのがよいのではないか。それはどっちかとい

ところから始まりました。そういう意味からも、本

うと、中高生とか、生意気になってやるよりも、幼

当に、こうやってたくさんの分野の方々のお話を聞

少のころの、絵本とか童話みたいなものが、うまく

かせていただくことは大事なことだと思います。

そういうのが、世界のどこかに見付かれば、そうい

吉原さんと、いろんな場所へご一緒させてもらっ
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ていくことは大事だろうとは思います。

うもので教えていくという方法があるのではないか

座
と思うのですけれど。

というのがあるんだ」とか「地籍調査というのが必

土地の問題というのは、自分の個人財産の話だけで

要なんだ」と知ることも多いです。日頃から、子供

はありません。単位は個人ですが、個人がどう物理

の頃から、きちんと学ぶことがとても大事だと思い

的な管理を行い、権利をどう保全するかという、個

ます。

人の行動の積み重ねが、結局みんなの問題につな

金関：私たちも仕事をしていて、土地の境界の争

がっていく。しかし、日頃、私たちはそうしたこと

い、結局は、境界の争いではなくて人の争いだとい

を学ぶ機会はとても少ないです。自分が田舎の土地

うことの現実によく直面するのですけれども、もし

を管理しないことが周囲の人にどういう影響を及ぼ

も、そういうふうな教育がうまく機能していけば、

すか。自分が相続登記をしないことが、もしかした

そんな境界の、人の争いというのも、少しは減少し

ら次の震災のときに、その地域の人の復興の時間を

ていく、無くなっていくのではないかなというふう

長引かせることになるかもしれない。そうしたつな

に思います。

おっしゃるように、子供の頃からこうした点を伝え
ていくことが、大事だと思います。

藤巻：制度的な教育ではなくて、道徳教育ですよ
ね。
金関：そうですね。

藤巻：空き家が出てくると、うちの田舎だった

岡田：決められた日以外にごみを出したらどうな

ら、空き家に降った雪が道路に崩れてくる、そこだ

るかということを、一人一人が考える。人々のモラ

け除雪されない。千葉の田舎では、空き家のところ

ルに訴えるようなことで解決するのかなって意見も

が笹原になって、枯れた笹が市道にのしかかってく

いただくところではありますが。

る。車が通れなくなって、結局、所有者が分からな
いところは近所の人たちが一生懸命草刈りをするの
ですね。所有に伴う管理の責任みたいな意識は、
今、非常に低いから、結局、周辺の人たちが不利益
を被っています。
吉原：はい、本当にそうですね。

藤巻：でも、土地が要らない、相続したくない
は、もはやモラルが破綻しています。
金関：そうですね。日本人としてのモラルがもう
おかしくなってきています。
岡田：そう。発信し続けることはとても大切なこ
とであるはずです。

藤巻：社会的な不経済を被っているのを、これを

金関：ですね。そういう意味でも、ちゃんと言語

もっと根本的に、考え方から変えていかないと、難

化していく、それから、きちんと発信していくとい

しいという気がしますね。

うことは、すぐにでも心掛けていきたいなと思いま

吉原：そうですね。特に、高度成長期に都市部に

す。

出てきた、いわゆる団塊の世代の人たちが、これか

また、我々がすぐにやらないと、手を打たないと

ら相続を迎えていきます。田舎の土地を東京、大阪

いけないこと、何年か掛けて考えていかないといけ

で相続することで、田舎の土地の相続人が都市部に

ないこと、たくさんあると思います。また、今後と

住み、不利益を地域に残っている人たちが被るとい

も、私たちにない外からの視点でのアドバイスをい

う構図が増えていく。そこを、やはり一人一人が考

ただけたらなと考えております。

えないといけないのだろうなと思っております。
金関：やはり、それには小さいときからの教育と
いうのが大事だと思います。
岡田：現在は聞いたことがないです。私自身も地
元の愛媛大学で非常勤講師も勤めていますので、毎

名残惜しいですが、時間がまいりました。最後に
岡田会長から一言お願いします。
岡田：今日は、本当にありがとうございました。
誠に有意義と言いますか、目の前の道がバーッと広
がったような感覚です。

年学生たちに尋ねていますが、全くないですね。

本当に、私どもも、一丁目一番地の施策としてや

「大人になったら選挙に行きなさいね」は聞いてる

るということを発信もしておりますし、今、声を上

らしいですけれど。

会

一生に 1 回、2 回の出来事に直面して初めて、
「境界

吉原：正に大事だと思います。なぜならば、この

がりや構造を意識することは少ないです。まさに

談

げるときだと思ってます。本日、お二人から頂いた

岡田：登記とか立会いとか相続。

ご提言を大事に、会員にもしっかりと伝えられるよ

吉原：境界問題や相続は、家や土地を売買する、

うにします。そして、住民の皆さんと私たちと、そ

相続が起きる、あるいは震災に直面するなど、正に

して国民生活がうまく回るように頑張っていきたい
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と思います。

りがとうございました。
金関：ありがとうございました。

また、いろいろな場面でご指導やらご鞭撻をお願
いすると思いますけども、懲りずによろしくお付き
合いをいただけたらと思います。今日は、どうもあ
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（了）

