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　会員の皆様, 厳しい経済環境の中, 日夜, 会務, 業

務のためにお励みの事と心より敬意を表します。

　会員の皆様方には, 平成２２年度定時総会に多数

のご参加をいただき誠にありがとう御座いまし

た。上程いたしました議案すべてをご承認いただ

き厚く御礼申し上げます。

　いよいよ本年度は,土地家屋調査士制度制定６０

周年,表示登記制度創設５０年の節目の年となりま

す。我が三重県土地家屋調査士会に於きましては

,新会館建設という大事業にいよいよ着手する記

念すべき年となりました。

　新会館建設に当たりましては,　会員の皆様に

は, 大変厳しい時期にもかかわりませず一時拠出

金についてご理解をいただき、なにより, 協力的

な会員の皆様方の姿勢に, ただただ感謝を申し上

げる次第です。本当にありがとう御座います。

　さて, 裁判外で紛争を解決するための法律（Ａ

ＤＲ）が施行されて５年が経過し，土地家屋調査

士会が運営主体となっている「境界問題相談セン

ター」が全国で現在４４箇所稼働しています。三

重会としましても会館建設に合わせ，ＡＤＲセン

ターの立ち上げ実現のため各部で検討し，法務局

及び弁護士会のご協力，さらに他会の協力を頂き

ながら状況等を研究し実施したいと思っていま

す。また，筆界特定制度と土地家屋調査士ADRと

の連携に関しても検討していく事が必要であると

考えています。

　また, 先日開催されました第６７回日調連定時総

ごあいさつ

三重県土地家屋調査士会

会長　

神戸　照男

g r e e t i n g

会において「土地家屋調査士倫理規程」が日本土

地家屋調査士会連合会会則に位置付けされまし

た。土地家屋調査士の業務について会員自身によ

る業務の質の向上への努力とともに, 依頼者の信

頼に応え得る専門家として, これらの業務を適正

に行い, 不動産に係る国民の権利の明確化に寄与

することを使命とし, その使命を達成するため，

倫理規程が制定されたものであります。今後, 

我々が行う日常業務において益々起こりうる非違

事案・綱紀案件の根絶等々のため倫理規程を今一

度読み、実践し、我々土地家屋調査士は社会的に

信頼を得なければなりません。信頼と言うのは一

度なくすと並大抵な努力では回復することができ

ないからです。

　また,本当に信頼が回復したとしても, それ自体

も分かりにくいものです。なぜなら相手の心の中

に有るものだからです。是非, 考えてみてくださ

い。

　最後になりましたが，なかなか良くならない厳

しい経済状態ですが, つらい後には, きっと素晴ら

しい未来があると信じて土地家屋調査士として誇

りを持って頑張って行こうではありませんか。そ

して, これからも会運営のため会員お一人お一人

の力をお貸し頂きますよう心からお願いしてご挨

拶といたします。
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　会員の皆様には，不動産表示登記を始めとする当

局の円滑な業務運営につき，格別の御理解と御協力

を賜っておりますことに厚く御礼申し上げます。

  さて，現在，我が国は社会経済システムの大きな

変革期にありますが，同様に登記行政を取り巻く諸

情勢も大きく変貌し，多様化してきています。

  いうまでもなく，登記制度は社会経済の発展と国

民生活の安定には欠くことのできない制度であり，

社会経済システムを支える重要な社会基盤でもある

ため，法務局ではそうした新たな時代の要請・期待

にこたえるべく様々な取組を進めており，表示登

記，取り分け地図をめぐる分野においては，現在次

のように各種新規施策を実行しているところです。

  当局の地図情報システム導入計画は，いよいよ本

年９月の熊野支局オープンをもって全庁完了の運び

であり，地積測量図や建物図面等の各種図面の地図

情報システムへの登録も順次作業を進めています。

  また，筆界特定制度については，土地家屋調査士

の皆様にも筆界調査委員または申請代理人として御

活躍いただいていますが，申請件数は増加の一途を

たどっています。また，将来に向けては，貴会にお

ける土地境界紛争解決を図るＡＤＲ機関との連携が

課題となります。

  加えて，「平成地籍整備」の方針に基づく法１４条

地図作成作業として，当局では四日市支局管内にお

いて本年度と来年度で作業実施の予定です。

  このような施策は，いずれも土地家屋調査士の皆

様の業務の在り方にも大きな変革を求めることとな

りますが，この機会が同時に土地家屋調査士に対す

る社会的要請をより一層高める契機となるものと考

えますので，こうした取組に積極的に関与していた

だき，今後とも，オンライン申請の取組を含む時代

の要請に即応した業務処理と国民の権利保護に十

分に寄与されることをお願いするとともに，法務局

に対する更なる御支援と御協力を併せてお願いする

次第です。

  終わりに，貴会の益々の御発展と会員の皆様の御

健勝を祈念申し上げ，ごあいさつとさせていただき

ます。

ごあいさつ

津地方法務局

局長　

大原　安雄

  本年４月１日付けで首席登記官を拝命し，名古

屋法務局から参りました。どうぞ，よろしくお願

い申し上げます。

　会員の皆様方には，日ごろから，不動産の表示

に関する登記はもとより，地図の整備の強化を始

めとする当局の各種施策について格別の御理解と

御協力を賜っていることに対し，厚くお礼申し上

げます。

　さて，法務局の基幹業務である登記事務は，申

すまでもなく，国民の財産あるいは経済取引を支

える極めて重要な制度であり，会員の皆様方には，

主に表示登記において御活躍いただいております

が，法務局では，よく｢権利登記は，登記簿に始

まり登記簿に終わる。表示登記は，現地に始まり

登記簿に終わる。商業・法人登記は，会社法など

実体法に始まり登記簿に終わる。｣と言われてい

ます。したがいまして，会員の皆様方が携わって

おられます表示に関する登記においては，その職

務として，いかに現地の情報を正確に把握してい

ただき，法務局にその情報を提供していただくか

ということが求められます。

　皆様方の職務に対する思いについては，本年５

月２２日に開催された貴会の総会において，会長

を始め多くの会員の皆様方の職務にかける責任感

あふれる熱い思いをお聞かせいただき，不動産登

記事務を適正に処理する立場にある私ども法務局

といたしまして，大変心強く感じているところで

あります。

　今後とも，貴会及び会員の皆様方の一層の御支

援・御協力を賜りながら，適正で迅速な事務処理

を行い，不動産登記行政の根幹をなす地図や表示

登記制度を発展させていきたいと考えていますの

で，どうぞよろしくお願い申し上げます。

　終わりに，貴会の一層の充実・発展と併せて会

員の皆様方のますますの御健勝と御活躍をお祈り

申し上げ，ごあいさつとさせていただきます。

ごあいさつ

津地方法務局

首席登記官

中野　　決

g r e e t i n g
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部　会

だより

総務財務部

総務副部長　藤本　幸也　　

　会員のみなさま、会館建設に際しましては、物

心両面にわたる御厚志をいただきまして、ありが

とうございました。総務財務部一同深く感謝申し

上げます。

　今期の総務財務部は、交代で部会報告をすると

いう永井部長の方針に基づき、本夏期号は私が担

当することになりましたので、私の担当する会則

見直し作業について、報告したいと思います。最

大事業である会館建設につきましては、前号に掲

載の島庄平会館建設委員会委員長の報告及び訴え

以降、節目節目の動きを、定時総会や本会ホーム

ページ並びに配布文書その他にて報告・お知らせ

をしておりますので、割愛させていただきます。

　さて、会則見直し作業を具体的に報告します。

まず、組織形態です。会則見直しＰＴなる組織が

編成されまして、そこへ広報厚生部からは上杉和

子理事、企画社会事業部からは西村泰理事と八幡

清隆理事が加わっていただき、総務財務部の中野

久生理事と藤本、それに、永井哲也部長と中山修

副会長をあわせた総勢７名で検討を進めていま

す。検討にあたりましては、先ず改廃の決定機関

を区分することでした。総会承認を得る必要があ

り、急を要するものを真っ先に検討してまいりま

して、今年の定時総会への提案（三重会会則変

更）となりました。並行して、懸案の事項や、急

を要する事項について検討を加えています。今年

度は、職印台紙規則や全会員に配布済みの関係法

規集（プラスチックカバー）のあり方全般につい

ても検討する予定です。また、改正を行った規定

等は、早期に会員にお届けするように心がけま

す。

　ともすると事務所の片隅に眠りがちな関係法規

集ですが、強制会としての規範集であるとの位置

づけを忘れず、正確な文書・規定であるよう検討

していく所存ですので、今後ともご理解賜ります

よう切にお願い申し上げまして部会だよりとさせ

ていただきます。

企画社会事業部

企画副部長　佐藤　浩之

　我々に与えられている１年間の秒数（６０×６０×

２４×３６５）です。　

　すべての人間へ　そして平等に。

　平成２１年の定時総会で会員の承認を得て、企画

社会事業部の部員となり１年と少しが経ちまし

た。私たちは、会員のために何が出来たのだろ

う。と考えてみました。頭に浮かぶことは「会員

と役員の距離がほんの少し近くなったような気が

する。」ことです。ただ、この「ほんの少し」が

ちょっとした自慢です。我が部には正直スーパー

マンはいない。お世辞にも器用と呼べる人もいな

い。普通の調査士が普通に考えているにすぎな

い。この「ない・ない・ない」が唯一の武器なの

です。だから普通の人の感覚を理解することが可

能であったと思います。

　前置きはこれくらいにして、なにせ今年度はた

くさんの企画があって、今からかなり大変な事に

なりそうです。法第１４条地図作成、ＡＤＲセンタ

ー設立準備、防災協定等々盛りだくさんでありま

す。特に１４条地図作成業務については四日市支部

を皮切りに津支部、松阪支部、伊勢支部そしてま

た四日市支部、津支部と多年度に渡り三重県中を

まさに１４条地図が駆け巡るような話です。四日市

支部会員の私も微力ながら協力するつもりです

が、何せ全く経験のない業務であり、公嘱協会津

支所の方のご指導を心より願うだけです。

　かなりきつい作業になることは間違いないと思

いますが「やる」と決めた以上、楽しく、そして

何か実りのあるものにしたいと思っています。無

責任な言い方ですが、担当される会員の方は大い

に悩んでください。そして十分楽しんでくださ

い。何年後か先、それはきっと我々の身になり、

血（智）となり、肉となっていることでしょう。

また、新会館竣工後は、いよいよＡＤＲセンター

設立に向けた準備も本格化です。こちらも大変で

す。法律を弁護士並に勉強すること・人との紛争

に係ること、調査士にはとっても苦手な分野で

す。ただ、これも我々がもらったチャンスです。

こんなに楽しいことは他には無いかも知れませ

ん。楽しいですよ。大好きな境界の事ですから。

きっと。

　そんなこんなで前を向いて、目線を少し上げて

３１，５３６，０００秒を無駄にせず

「土地家屋調査士」　元気にいきましょう！

研修部

部長　樋口　亮治

　会員の皆様におかれましては、常日頃より、会

の運営にご協力頂き、ありがとうございます。

　さて、私が研修部長に就いて２年目を迎えるこ

とになりました。

　１年目の主な事業として定例研修会の開催、中

部ブロック新人研修会への参加、ＡＤＲ特別研修

への協力員としての参加等がありました。定例研

修会は諸岡副会長の下、企画社会事業部、研修部

員の協力、また会場設営には本会理事にも手伝っ

て頂き、さらに三重県公共嘱託登記土地家屋調査

士協会と共催した研修会では、協会社員の皆様の

協力を得て開催することができました。研修会場

については、津市サンデルタ香良洲をお借りしま

した。より良く、よりリーズナブルな会場を求め

て、結果、この会場となりました。初めての会場

ですので案内等で行き届かなかった点があったか

もしれませんが、多数参加していただき、ありが

とうございました。今年もこの会場を利用して研

修会を行っていきたいと思います。

　中部ブロック新人研修会では三重会から新入会

員１０名が参加しました。講義やディスカッション

等充実した２日間でした。昨年度の第５回ＡＤＲ

特別研修は４月に考査が行われ、すでに考査結果

は受講者の手元に着いており１０月には認定発表が

あります。

　今年度も主な事業として４回の定例研修会、中

部ブロック新人研修会への参加、ＡＤＲ特別研修

の協力員としての参加と、単位会での新人研修会

を開催予定です。

　定例研修会は、来るＡＤＲセンター立ち上げに

向けての研修会を行います。また、実務に即した

研修会も行いたいと思っております。

　ＡＤＲ特別研修を受け、ＡＤＲ認定調査士とし

て登録している三重会会員は７月２０日現在６２名

です。本年もＡＤＲ特別研修は名古屋を会場にし

て行われる予定ですので、より多くの会員の受講
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支　部

だより
鈴鹿支部

支部長　　中島　健志

か　　つて鈴鹿支部では、数ヶ月に一度支部のリー
ダー格であるＵ先生の音頭取りで、幹事役が飲料

水、お菓子類を調達し先生の事務所の二階で皆が

集まり、雑談、情報交換をするという楽しい集ま

りがありました。兄貴分的リーダーＵ先生、兄貴

分的弟分Ｓ先生、正統的理論派Ｉ先生、軽快足取

りＨ先生、８割冗句のＯ先生、６割冗句のＵ先

生、イケメンボイスのＹ先生、笑うとかわいいＯ

先生、生涯現役Ｓ先生、ちょっとニヒルなＨ先

生、軽妙洒脱なＳ先生、豪放磊落Ｕ先生、日曜画

家のＮ先生、日曜農家のＨ先生（失礼）、元サン

ケイスポーツ競馬記者のＮ先生、一人として同じ

人はなく、当時は皆さん若かったことと、今より

は格段に多忙であったこともあり、本当に良いス

トレス解消の場となっておりました。ところが、

無情にも道路交通法の改正によりいつの間にか自

然消滅して、数年。今回、ある先生から問題提起

があり、居酒屋にて一献かわしながら皆で議論す

ることとなりました。鈴鹿市では、官民境界立会

い時に、「死んでも道幅は確保せよ」との不文律

があり、調査士の不可抗力により道路対面者の印

鑑がもらえないと境界確認書が発行して貰えませ

ん。そこで、決議の結果、「市民の利便性の向

上」を錦の御旗に「支部会員一同」名で要望

（案）を提出し、個別の案件で前向きに対応した

いとの回答を得ました。鈴鹿支部では、「健康の

為、一年に一回は、王様は裸だと叫ぼう」を旗印

に勉強会を継続していきたいと思います。

勉
強
会
再
開

をお願いしたいと思います。

　中部ブロック新人研修会を今年も行います。加

えて、より詳細な内容についての講義を行うため

に、単位会で行う新人研修にも取り組む予定で

す。

　例年、研修部は企画社会事業部と共同で研修事

業を行って参りましたが、新会館建設後のＡＤＲ

センターの立ち上げに向けてより一層の連携が必

要になるので、そのあたりも強化していきたいと

思います。

　最後になりましたが、今年度も昨年同様、会員

の皆様のご協力と、ご指導、ご鞭撻をよろしくお

願いいたします。

広報厚生部

部長　川井　一浩　　

　昨年度は、志摩市総合防災訓練、津まつり、四

日市アピタでの無料相談会と、外へ出かけての活

動を多くとり入れてみました。

　土地家屋調査士制度や業務内容について、広く

一般市民にPRしたかったのと、その反応を肌で感

じてみたかったからです。反応は鈍いところもあ

り、また、歓迎してくれるところもありと、様々

ですが、相対的には手応えを感じております。

　今年度は、受験者数の激減に歯止めをかける効

果を期待しつつ、若い世代、特に高校生を対象に

ＰＲ活動をしたいと考えております。

　路上で測量していて、皆様、色々感じることが

ありませんか？

　トータルステーションで観測中に、前を横切る

人の反応を…。小学生は、「何が見えるの？」

「僕は映っているの？」と、とにかく興味深げで

すよね。中学生、横切って邪魔をして怒られない

か…あまり関わりたくないから遠回りして帰ろ

う。ですね。高校生は、小学生の頃の興味があっ

たことを忘れられないが、聞くのも、じっと観察

するのも、面倒だし、恥ずかしい…まっ、いい

か！…（まったく勝手な私の主観でありますが）

まっ、いいか！では世の中渡れない…ということ

で、こんな高校生に無理矢理、調査士についての

潜在意識を植え込もうという企画です。いえい

え、こんな上から目線ではなく、少しでも私たち

の事を知っていただきたいというのが本音です。

　宮城会では、数学で学習した三角比について、

実生活の中でどのように応用利用しているのか、

測量の実習を通して理解させることを目的とし

て、総合的な学習の時間に、測量体験授業をされ

ております。また、近畿ブロックでは、大学生を

対象に寄附講座に力を入れておられるのは皆様周

知のことだと思います。

　当会では、このような前例がなく、まずは学校

との接触をもって、その窓口を開けないことには

始まらないですが、是非とも実現させてみたいと

思っています。

　さらには、新会館オープンに併せてＰＲイベン

トも企画したいと思っておりますし、制度制定６０

周年事業の全国一斉無料相談会や、調査士のドラ

マ放映も予定されております。この波に乗って積

極的に活動したいと思います。

　また、会員向けの内部広報活動においては、ホ

ームページのリニューアルを含めた充実を図りた

いと考えておりますので、皆様のご意見をお待ち

しております。
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政　連

だより
三重県土地家屋調査士政治連盟

幹事長　　豊田　一哉

残　　暑お見舞い申し上げます。
　会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこ

ととお慶び申し上げます。また日頃は政治連盟の

活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。

　昨年の衆議院議員選挙で政権交代がなされ、良

きも悪しきも少しは安泰かと思えば、あっという

間に首相交代、そして先月の参議院議員選挙では

与党第一党の大敗と、政局の面において非常に不

安定な状態が続いております。そんな中、我々政

治連盟は何時、何処に向かって発信し、活動して

いくべきなのでしょうか。先日皆様に配布しまし

た「土地家屋調査士政治連盟のしおり」の一文を

かりれば、「政治連盟は、個々の会員の所属政党

や政治信条にかかわりなく、いわば「土地家屋調

査士党」の立場から目的を実現しようとする団体

であって、特定の政党又は特定の政治家を応援す

るための政治団体ではありません。」とあり、ま

さにそのとおりだと思います。私たちが導こうと

しているものは、特定の政党の躍進や、個人の政

治家の公約実現ではないのです。我々の身に直に

降りかかる、土地家屋調査士制度の充実と発展に

むけた政策、予算の実現なのではないでしょう

ご
あ
い
さ
つ

か。民主党土地家屋調査士制度推進議員連盟、自

由民主党土地家屋調査士制度改革推進議員連盟、

公明党土地家屋調査士制度の改革・振興議員懇話

会と、現在３つの国会議員連盟が組織され、土地

家屋調査士制度の充実と発展、土地家屋調査士の

地位向上のためにご尽力いただいております。我

が土地家屋調査士政治連盟は、これらの組織に向

けて、全調政連、単調政連と共に、これからもお

しみない活動努力を続けていきたいと思っていま

す。また、県、市政に対しても、我々の力となる

組織、議員等を見極め、会員皆様が充実した日々

を送れるよう、役員のひとりとして頑張っていき

たいと思います。

　幹事長の大役を仰せつかって早１年と３ケ月余

りが過ぎました。今あらためて感じる事は、平成

１３年の設立以来この連盟を支えてくださった歴代

の会長様はじめ役員皆様方のご尽力には本当に感

謝すべきなのだ。という事であります。政治連盟

の長きにわたる活動が、ひとつの結果として現れ

てくる時、その表面には政治連盟の姿は何ひとつ

見えておりません。法改正や法整備が行われた時

など、今までの私は「法が変わったからそれにし

たがってやらなければ」とただ単にその事実だけ

を取り入れてきただけであって、そこに至るまで

の色々な人の努力など考えてみた事もありません

でした。

　今回政治連盟の役員となって、今までの色々な

資料も目にすることになり、はじめてその裏にあ

る活動努力というものを知らされたような気がし

ます。政治連盟という組織にはなじみもなく、右

も左も全くわかりませんがとにかく頑張ります。

総会での挨拶からはじまった幹事長の役務です。

あと少しだけ頑張ってみようかと思います。結果

が直ぐにかたちとして出る事はないのかもしれま

せんが、政治連盟は活動を続けていきます。会員

の皆様、これからもなお一層のご理解、ご協力宜

しくお願いいたします。また、未加入の調査士会

会員様も、政治連盟の趣旨、目的ご理解いただき

ぜひともご加入お願いします。
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社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　

理事長　　長谷川吉久

　　い梅雨が明けた途端に連日の猛暑ですが、社

員の皆様にはご健勝のことと推察いたします。

　公嘱協会では、設立２５周年を迎え発注官公署か

らの理解・期待も益々高まっております。それに

応えることができる会として、より一層の強化を

目指しております。

　平成２１年度は、皆様の協力・努力により目標を

達成することができました。しかし、予算の縮

小・発注形態の変化による業務の減少は全国的な

傾向です。このような時こそ、業務拡大・新規業

務の開発、研究に取り組んでいきたいと考えてお

ります。

　本年度は、公益社団法人への移行認定申請を予

定しております。全国で数協会が既に申請中です

が、未だ結果が出ておりません。一般社団への移

行も含め委員会において変更（案）の作成に奮闘

され、ようやく申請となります。

　四日市市・三重県企業庁・津市等の実績によ

り、公図混乱地域における調査・立会業務を三重

県と契約する準備が整いました。永年、土地家屋

調査士政治連盟の協力により依頼を要望しており

ましたが、理解を得ることができました。表示登

記嘱託の根幹をなすこの業務を他の市町に対して

継続して啓発していきたいと考えております。

　その他、地籍調査・境界査定補助業務の拡大・

防災協定のさらなる推進をはかり、公嘱協会の設

立意義を再確認し、調査士の使命を自覚し、協会

のさらなる発展・充実を目指して活動して行きま

すので、社員、関係の皆様にはより一層のご協

力、ご指導をお願い致します。

長

伊能図からのメッセージ　　ー法１４条地図作成作業の実務担当適任者ー

四日市支部　　上杉　和子

寄
　 稿

　今年は、伊能測量開始２１０年。千葉県佐原

（現：香取市）の商人・伊能忠敬は、隠居後５０歳

を過ぎてから江戸に出て、幕府天文方高橋至時の

門に入り、天文・暦学を学び、５５歳から７２歳まで

１７年かけて日本全国を実測し、正確で美しい日本

地図を遺しました。

　１９９９年伊能ウォーク・土地家屋調査士会プロ

デュース復元伊能図全国巡回フロア展で、三重会

は、四日市市立博物館・志摩スペイン村・尾鷲小

学校において伊能図を展開しました。精彩を放つ

地図をご覧になられた会員も多いことでしょう。

　５５歳からの地図作り、一歩一歩歩くという、気

の遠くなるような方法での測量。人生５０年といわ

れた時代に、自分の命がある間に地図を完成でき

るかどうかわからないという予感は、常にあった

であろうに、それでも正確に測量をやっていく実

直さは、使命感だけではできないこと、凄すぎま

す。

　高橋至時は、蝦夷地の測量を行ない、幕府が欲

しがっている精密な地図を作るとともに、緯度１

度の長さを実測しようと企てた時、測量や地図作

成の実務担当者として、忠敬が適任であると考え

ました。それは忠敬が、

①　測量技術には信頼がおけ、すぐれた記録能

力がある。

②　佐原時代に養った統率力が備わっている。

③　自由な隠居の身。

④　老齢は少々案じられるが、若者に負けぬ気

力がある。

⑤　財力がある。（幕府許可には、自費が前提）

であったからです。

　さて、法務省における地図作成作業（原則ＤＩ

Ｄ地域の地図混乱等の地域における）が、津地方

法務局四日市支局管内において、四日市支部会員

全員の協力合意のもと始まりました。公嘱協会に

より落札されたものですが、至時が挙げた条件と

照らし合わせて考えた時、やはり土地家屋調査士

が適任者となるのではないでしょうか。

　①は、私たちの専門分野であり、資料の収集と

分析・解析に専門的な知識と能力と経験を持ちあ

わせています。⑤の財力は、充実した器械設備が

あり、③④隠居のように他の勤務に縛られないと

はいきませんが、気力においては老いも若きも皆

『不動産に係る国民の権利の明確化に寄与するこ

とを使命とする』調査士魂があります。残るは②

統率力。日々の業務では縁のないものですが、地

ご
あ
い
さ
つ

公　嘱

だより
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アンケートの内容

①調査士になる前は何をしていまし
たか？
②何故調査士になろうと思いました
か？
③調査士になってみてどうですか？
④趣味はなんですか？
⑤自慢できることがあれば教えて下
さい
⑥調査士としての今後の抱負を聞か
せてください？

図作成作業は、個々の調査士が、適材適所に持ち

合わせた能力を出し合い、意思疎通を図りながら

進めていく共同作業でなければ成り立ちません。

地図完成に向けて、心を合わせることが肝要とな

りましょう。

　忠敬は幕府への手紙で、『隠居の慰みとは申し

ながら、後世の参考ともなるべき地図をつくりた

い』と決意を述べています。地球の大きさを測る

という当初の目的を達成した忠敬は、国家事業と

して、日本全国の地図を完成させます。そして、

忠敬のつくった精度の高い日本地図は、軍事用、

教育用など、昭和に至るまで百年間にわたって使

われ、日本の近代化を支えるものとなりました。

　私たちがつくる『不動産登記法第１４条第１項地

図』は、登記制度の信頼性をさらに向上させ、経

済活動全体の円滑化、活性化につながるものとな

り、また、この地方では、いつ起きてもおかしく

ないと心配される大地震、土砂崩れ、水害等の災

害が起きてしまった場合にも、復旧事業を円滑に

進めるものとなるのです。

　忠敬は、『人間の一生で、いろいろなことに遭

遇するのは、天命であり、先祖からの令徳による

ものである』と述べています。そして、忠敬自

身、遭遇を受け入れ、その時その時を懸命に生き

ています。幼い頃からの夢を持ち続けて、佐原時

代の培った３０年間があったからこそ成せる技でし

た。第一の人生なくして、第二の人生は成り立た

ないのです。現代は、一見すると無意味に思える

ことや、無駄に思えることをすぐに排除しがちで

すが、長い人生から見れば、一つとして無駄なこ

とはない。忠敬は、そういう現代人が忘れかけて

いる価値観が決して間違いでないことを、二度の

人生を通じて証明して見せているのではないで

しょうか。

　縁あって私たちは、土地家屋調査士を業として

います。１４条地図作成作業の機会と遭遇した時

は、知識と経験を活かし、正確な地図を作成する

使命感と、土地家屋調査士としての誇りを持っ

て、個々人が、適材適所において持ち合わせた能

力を出し、地図作成に携わっていこうではありま

せんか。

　忠敬の墓石の側面には、こんな文面が彫られて

います。

　“忠敬は星や暦を好み、測量にはいつも喜びを

顔に浮かべて出かけて行った”と。

　平成２２年１月に入会いたしました松阪支部の鈴

木崇と申します。どうぞよろしくお願い致しま

す。

　測量設計業を営んでおり、近畿自動車道名古屋

神戸線用地測量業務（川北地区）の立会の際、四

日市支部の諸先生方の立会に惚れ惚れした思い出

があります。

　調査士業補助者経験無での登録な上、もとより

未熟ではございますが、土地家屋調査士の社会的

意義を自覚し、日々研鑽を重ね、職務に努力する

所存です。

　ご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

アンケートの回答

①　測量設計業
②　諸先輩の立会に惚れて
③　職責の重さを感じてます
④　ドライブ　
⑤　ございません
⑥　地域の方に信頼される調査士になりたいです

松阪支部

鈴木　　崇
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①調査士になる前は何をしていましたか？　　②何故調査士になろうと思いましたか？
③調査士になってみてどうですか？　　　　　④趣味は何ですか？
⑤自慢できることがあれば教えてください　　⑥調査士としての今後の抱負を聞かせてください

　私は、測量経験のほぼ皆無な者でした。表示登記

申請にも建物以外はあまり経験はないものの、なん

とかなるだろという気で若さの至りで登録しまし

た。

　そして、若さの至りが案の定、登記申請第一件目

の地目変更登記で「取り下げ」を出す結末でした。

　当時の登記官にありがたいお言葉を頂いたのは一

生の思い出です。

　ただ、やはり表示登記申請にかなりの不安があ

り、浦川先生に挨拶に行った際に測量経験がないこ

と、表示に関する登記に不安があることを話したと

ころ、色々と教えて頂けるという私にとって本当に

大変有難いお言葉を頂き、調査士で不可欠な「立会

い」を今現在、半年に渡り 私自身依頼を受けた案

件も多岐に渡り、ご指導ご鞭撻を受けながら、勉強

させて頂きました。

　 私にとって恐らく一生忘れられない掛替えのな

い経験だと感じますし、浦川事務所のスタッフの皆

様にも大変お世話になりました。

　本当にありがとうございました。

　今後、年に渡り調査士業務を続けるに際して、皆

様が築き上げた実績等を汚さない様に、一つ一つの

登記案件を熟して行こうと思いますのでどうぞ宜し

くお願いします。

　 簡単ではありますが、入会のご挨拶とさせて頂

きます。

アンケートの回答

①　某事務所で勤務していました。
②　登記に携わる職業に就きたかったから。
③　大変ではありますが、充実した毎日です。
④　歯医者に行くことです。
⑤　よく喋ることです。
⑥　調査士の諸先輩方が積み上げた実績を汚さな
い様に日々頑張ります。

アンケートの回答

①　コンサルタント会社で測量をしていました
②　法の道に携われる仕事をしたいと思ったから
③　研鑽に励んでいくことの重要性を感じます
④　映画、音楽鑑賞
⑤　特にないです
⑥　諸先輩の先生方に指導を受け、謙虚に誠実に
仕事をしていこうと思っております。

鈴鹿支部

板井　孝雄

四日市支部

多湖　浄世

　　はじめまして、平成２２年２月に入会させてい
ただきました四日市支部の多湖浄世と申します。変
わった名前なので自己紹介をすると必ず「お寺出
身ですか？」と聞かれますので、この場で「違いま
す。名前を付けたのが私の父なのですが、変わっ
た名前を付けるのが好きだったからです。」と申し
上げておきます。
　私は大学（法学部）を出た後に、コンサルタント
会社に入り測量をすることになったのですが、最初
の現場でいきなりトータルステーションを覗かされ
ることになり、測量よりも先に機械の扱い方やコン
ピュータでの製図の方法を覚えなければいけない
こととなりました。
　そういうことで覚える順序が逆でしたが、現場
で測量を覚えることになり測量士補も測量士の資
格も後日試験で取得することになり、名前と同じく
変わった道程を歩んできました。
　こんな私ですが、２０何年間測量だけをしてきた
後に法の道に携われる仕事がしたいと思い、土地
家屋調査士の資格取得を目指し去年合格すること
ができました。
　今年の２月に行われた新人研修会に参加して痛
感したことがあります。それは、これまで勉強して
きた何倍もの勉強をしていかないと、この仕事はや
っていけないなということです。
　今は毎日諸先輩の先生方にわからないことを教
えていただき、時間を見つけては書物を読んで研
鑽に励んでいますので、これからもよろしくご指導
ご鞭撻の程お願い申し上げます。

　はじめまして、平成２２年６月に入会させていた

だきました伊賀支部の鎰元慶太（かぎもとけい

た）と申します。

　調査士事務所で補助者として実務を勉強させて

いただきながら昨年試験に合格することができ、

開業させていただく運びとなりました。

　まだまだ経験も浅く若輩者ではありますが幅広

いニーズに的確に応えられるよう体制を整え、ご

要望に誠心誠意お応えできるよう努力いたしてま

いる所存です。何卒皆様のご指導ご鞭撻を賜りま

すよう宜しくお願い申し上げます。

　平成２２年７月に入会させていただきました桑員

支部の伊藤智広と申します。

　合格後、もう暫く補助者として経験を積みたい

と考えておりましたが、調査士を開業しておりま

した 父（川添廣一）が今年３月末に急逝した事も

あり、この度、入会させていただきました。いざ

登録そして開業してみますと、補助者の頃と比べ

て、その職責の重さをひしひしと感じておりま

す。

　これまで資格取得から今日に至るまで、両親、

家族そして周りの皆様に大変お世話になりまし

た。その感謝を忘れずに業務に取り組んで行きた

いと思っております。

　まだまだ調査士としては未熟ですので、皆様方

のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

アンケートの回答

①　建設会社勤務　→　調査士補助者
②　過去の経験を少しでも生せて業務内容に興味
が持てたこと、独立して仕事を行うことがで
きることに魅力を感じたから。

③　独立して仕事を行うことの難しさ、責任の重
さを感じ身の引き締まる思いです。

④　ゴルフ、スノーボード
⑤　健康で体が丈夫なことです。（両親に感謝し
てます。）

⑥　日々研鑽を重ね、誠心誠意業務にあたる中で
信頼を勝ち得ていけるよう頑張っていきたい
と思います。

アンケートの回答

①　補助者
②　調査士をしていた父の姿を見て。
③　その責任の重さを感じます。
④　ゴルフ（７０台でラウンドした事もあります
が、数年前から休止中。いずれまた再開した
いと思っております。）

　　ドライブ
⑤　細かいところ（ツマ談）
⑥　誰からも信頼される調査士を目指したいと思
います。

伊賀支部

鎰元　慶太

桑員支部

伊藤　智広
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アンダマン海に魅せられて

●伊賀支部●

八幡　清隆

HIROBA

　もともと、山より海の方が好きだった私は、

旅行で海に行くとシュノーケリングでそこそこ

満足していました。でも、どこか物足りなさも

感じていました。そんな時、いつも通っていた

スポーツジムでダイビングの資格がとれること

を知り、友人と共にチャレンジ。　

　あまり潜るのが得意でなかった私は〝耳抜き〟

に苦労しながらも２００３年どうにかＣカード（Ｏ

Ｗ＝オープンウォーター）を取得することがで

きました。それ以来毎年１回プーケットまで行

って潜っています。なぜプーケットなのかとい

うと、その時、潜ったシミランの海に魅せられ

てしまったからなのです。

　シミラン諸島はプーケットの北西約１００kmに

位置する南北に連なった９つの無人島からなる

国立海洋公園で、雨期には西風の影響で波が高

くなるためシミランに行けるのは１１月～５月上

旬までの乾期のみとなります。また、外洋に位

置するシミランではシーズン中は常時２０ｍを越

える安定した透明度を誇り、そのクリアな水の

中に信じられないほど巨大な岩が積み重なり、

ダイナミックな地形を造っているかと思うと、

一方では真っ白な砂の上に白化の影響を受けな

い生き生きとしたサンゴが広がり、たくさんの

ハナダイやチョウチョウウオの仲間が華やかに

彩る「楽園」そのものの風景を見せてくれるの

です。とにかく魚影の濃いのが特徴です。それ

以来、ダイビングといえばシミラン一筋。でも

これが大変なんです。朝、ホテルのピックアッ

プが６時半頃、車にゆられて約１時間半、港に

着いて高速ボートでまた１時間半。１０時過ぎに

やっと１本目のダイブ。昼食をはさんで午後２

時過ぎに２本目と１日２本しか潜れません。ホ

テルに着くのが午後８時頃。それからあわただ

しく夕食という感じです。こんなスケジュ－ル

が２日目も続くのです。

　去年、初めて１泊２日のショートクルーズで

シミランに行きました。船酔いもしましたが２

日間で初のナイトダイビングを含め７本も潜る

ことが出来ました。

　今年もまた、シーズンが近づいてきました。

年に１度の自分へのご褒美。今年はどんなドラ

マが待っていることでしょう。

　あなたも一度いかがですか？

シミラン諸島（プーケット島）

華
や
か
に
彩
る
「
楽
園
」
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【かわいい人】

　境界立会い時、境界に納得出来ないと杭を抜

き、暴言を吐き、荒れ狂ったが、終了後皆の冷

たい視線を浴びて、「こんなこと言いたくな

い、こんなこと言いたくない」と背を丸め、独

り言を言いながら、イジケて自己嫌悪に陥って

いる人。

【礼儀正しき人】

　法務局窓口で謄本を受け取るとき、「悪いけ

どこれコピーしてくれない？」と頼んだが「規

則で出来ない」と断られ、一転して「千円も取

っといて、何だ」と言葉を荒げたが、職員の方

からコピーを受け取ると「ありがとう」と深々

と一礼して、立ち去った人。

【不思議な光景】

　定年後の退屈な日常を紛らわす為、家の中に

いる時は、二人お茶を飲みながら、俳句で会話

している自治会長さんのご夫婦。

【重要事項】

　自分の土地の求積表を見ながら、一生懸命点

名をメモしていた人。

【大国主義】

　ものすごく大きな土地の持ち主が、隣接する

小さな土地の５センチ、１０センチを取りたが

る傾向があるのは、国も人も変わりがないよう

です。

【正　装】

　運動不足のため下腹が異常にでてきたので、

事務所にいるときには上は背広にネクタイ、下

はジャージを着ていた司法書士の先生。

【隔世の感】

　昔、開業当初はお金がなく、法務局印紙売り

場で登記印紙を必要枚数だけチマチマ買い求め

ていると、「業者の方は、まとめて買ってくだ

さい」と怒られたことがあったが、今では「い

らっしゃいませ。ハイ５００円の印紙が３枚でご

ざいますね。ありがとうございました。」と明

るくハキハキとした声でまるでマクドナルドの

店員さんのように対応していただけること。

【？】

　昔、建物表示登記の際、法務局へのサービス

でつけていた表題部の用紙を付け忘れたとき、

翌日法務局から「ついてないよ」と催促の電話

があったこと。

【？】

　昔、建物表示登記を申請し一週間後もうで

きていると思い法務局に行ったとき法務局へ

のサービスで付けていた表題部の用紙に打ち

間違いがあったらしく、付箋がついて補正の

引き出しに入っていたこと。

【？】

　昔、建物表示登記を申請し、法務局へのサ

ービスで付けていた表題部の用紙に本当はA

市何町と打つべきところ、ついついいつもの

癖でB市何町と打ってしまい間違いに気付か

ず、法務局も間違いに気付かずそのまま登記

されてしまったとき、保存の段階で誤りが発

見され、法務局へ相談に行くと職権ではな

く、「所在更正登記」を申請するよう指導さ

れたこと。

【ミステリー】

　昔、分筆された後の残地であるらしく、登

記面積１．５６㎡、評価額８００円の３０００㎡はあ

ると思われる巨大な山林。

【はるか南の】

　昔、急ぎの仕事ではるか南の法務局の仕事

があり、急遽現場へ赴き建物を測定し、図面

を書き申請書を作成し早速翌日書留速達では

るか南の法務局へ送付すると何日か後「委任

状に判子がないよ」と法務局から電話があっ

たこと。

空から目に見えない爆弾落ちてきて

無人の店舗を焼き尽くす。

海から目に見えない津波押し寄せて

多くの人を押し流す。

目に見えない戦争継続中、

今宵も空襲警報鳴り響く。

大音量で鳴り響く。

「マニー」「マニー」「マニー」と。

（ちょっと中原中也風に、世相を詠んで。）

私の出遭
った人た

ち

　　　　
　　　●

 匿名希望

空から
　　　　

　　　●
 匿名希望

呟tsubuyaki

つぶやきつぶやきつぶやきつぶやき
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次の方がお亡くなりになりました。

　謹んで哀悼の意を表するととも

に、心からご冥福をお祈り申し上げ

ます。

寄稿のお願い

会員の動き
平成２２年７月９日現在　会員数２９４名

　Ｂｏｒｄｅｒでは皆様からの原稿を募集してい

ます。

　最近感じた事、事件、趣味、調査士会への要

望、旅行等どんな事でも結構ですので、どしどし

応募してください。お待ちしております。

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　

●送付先

　〒５１４－０００８

　津市上浜町６丁目１５５番地１

　三重県土地家屋調査士会　事務局

　TEL  059-227-3616    FAX  059-225-2930

　URL    http://www.mie-chosashi.or.jp

　E-mail   honkai@mie-chosashi.or.jp

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　

会報
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三重県土地家屋調査士会

三重県津市上浜町６－１５５－１
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編集後記

　事務所の移転を機に事務所名を変えた。「登記
測量事務所」としていたのを「土地家屋調査士事
務所」と変更したのである。開業した当初は「登
記測量事務所」なら一般の人は登記と測量を仕事
にしている事務所とわかるだろうから、仕事の依
頼があるかも…という安易な考えであった。或る
日、知人から「中古住宅を買うことになったので
シロアリの被害がないか、また、手抜き工事をし
ていないか調べて欲しい」と電話があった。仕事
がない私のことを思って依頼してくれたのはあり
がたかったが、やはり断るしかなかった事を思い
出した。結局は登記測量事務所としたところでそ
れを見た一般の依頼はなかったのだと今になって
改めて感じる。
　今年は土地家屋調査士制度制定６０周年である。
還暦を迎えた今、土地家屋調査士の業務内容を知
る一般人はどれほどいるのだろう。せめてシロア
リとは関係がない事は、わかっていただきたいも
のである。不動産業者、建築業者だけではなく、
一般の人に目を向けた広報活動を展開していかな
いと、受験者数の激減に見るように、我々の制度
存続も危ぶまれるだろう。「とちかおくちょうさ
し。」すらすら言える人だけでも増やしたいもの
である。

多気郡多気町相可１０６６－８

鈴鹿市稲生町７４０７番地３

四日市市智積町７２３番地６

亀山市関町中町４３０番地１２

伊賀市上野桑町１３６９番地

いなべ市大安町片樋３１６番地１

事　　　　務　　　　所 入会年月日

●入　　　会

氏　　名

射　和　　　孝

門　脇　康　博

倉　本　和　之

村　木　禧　夫

神　山　　　武

桑名市大字西別所２１３８番地３

亀山市南野町４番３３号

北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島２００番地９

四日市市松原町２１番１２号

松阪市宮町７３番地１

住　　　　　所 変更年月日

●事務所住所変更

氏　　名

川　口　昕　司

四十山　和　男

山　村　憲　次

川　村　仁　造

勝　田　　　功

奥　田　忠　夫

川　村　幸　男

伊賀

松阪

伊勢

伊賀

桑員

松阪

鈴鹿

平成２２年３月１１日

平成２２年３月１１日

平成２２年３月１１日

平成２２年３月１２日

平成２２年４月６日

平成２２年４月８日

平成２２年４月１６日

退会年月日支部名

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

理　由

●退　　　会

氏　　名

川　添　廣　一

西　浦　　　整

桑員

松阪

平成２２年３月３０日

平成２２年７月８日

退会年月日支部名

●訃　　　報

氏　　名

鈴　木　　　崇

板　井　孝　雄

多　湖　浄　世

雲林院　俊　輔

鎰　元　慶　太

伊　藤　智　広

平成２２年１月２０日

平成２２年１月２０日

平成２２年２月１日

平成２２年４月３０日

平成２２年６月１日

平成２２年７月１日

平成２２年２月１日

平成２２年４月１日

平成２２年４月１日

平成２２年４月１日

平成２２年４月２８日
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