
三重県土地家屋調査士会会報

　御在所岳（ございしょだけ）は、三重県三重郡菰野町と滋賀県東近江市の境にある標高1,212mの山で、御在
所山とも呼ばれる。鈴鹿国定公園の中に位置し、日本二百名山、関西百名山及び鈴鹿セブンマウンテンに選定さ
れている。急峻な岩壁やツツジ科の花々が美しい、変化に富んだ山である。春にはツツジや桜、そして様々な植
物、夏にはアカトンボ、秋には紅葉、冬には樹氷や冬山登山と、四季を通じて楽しむ山として最適であるが、一方
では「藤内壁」（とうないへき）などの岩肌を有し、ロッククライミングの名所ともなっている。冬には藤内壁のア
イスクライミングも楽しめる。
　三重県側の湯の山温泉から山頂直下まで御在所ロープウェイが通じている。広い山頂部は御在所スキー場と
なっており、そのリフトを利用して、一等三角点のある西端の山頂まで行くことができる。 広報キャラクター「測っ虎」
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御在所岳山頂
（三重郡菰野町）
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した。この本は六百年前に書かれたもので世阿弥が
亡き父である観阿弥の教えを体系化し子孫に伝えよ
うとしたもので，一子相伝の教えが書かれています。
その中にとても考えさせられる内容があります。第
一年来稽古條々で七つの稽古の段階が示され，おお
よそ７歳が初稽古，12，3歳で能への自覚もできて
くるので，多くの曲を覚えるべきである。17，8歳
より普段の稽古では変声期も終わり無理のない調子
で行い，24，5歳で生涯の芸風が定まりはじめる。
34，5歳は，能の盛りの絶頂にあり，44，5歳になっ
てたとえ天下の許しを得，能のすべてを会得したと
しても，忘れてはならないのはよい後継者を育てて
おくことである。50有余，おおよそしないという以
外手立てはない。ただ，良きにつけ悪しきにつけ見
所は少ないといっても，花だけは残るものである。
　会員諸兄もお気づきのことと思いますが，全ての
年齢に20年を足して，これを土地家屋調査士に当て
はめれば，27歳で試験合格し仕事を始め，32，3歳
で仕事への自覚もできてくるので，多くの仕事を覚
えるべきである。37，8歳で普段の努力で無理をせ
ず頑張れば，その事務所の仕事振りが定まるのであ
る。44，5歳で生涯の土地家屋調査士事務所の方針
が定まりはじめる。54，5歳で土地家屋調査士人生
の絶頂期を迎え，64，5歳になり，地域で名の通っ
た土地家屋調査士になっても，忘れてはならないの
は良き後継者を育てておくことである。70有余にな
れば，おおよそ前に出ることはしなくても，名声だ
けは残るものである。
　これは，あくまでも私が土地家屋調査士として考
える解釈であり，もっと奥深い意味が有るかどうか
はわかりません。
　ただ，人生の起承転結がこんなにもうまく表現さ
れている書物を私は他に知らない。齢を重ねること
で，この本の味わいがこんなにも違ってくるものだ
ろうか。
　私も今年64歳になりますが，まだまだ，勉強不足
である自分を感じます。勉強不足は努力で補うこと
ができると考えております。
　果たして今年の精進の中身は，よりよい後継者を
育てることなのかもしれません。
　これからも，一生懸命がんばりますので，会員諸
兄の御協力をよろしくお願いします。

　新年あけましておめでとうございます。今年のお
正月は如何お過ごしですか。きっと，おいしいおせ
ち料理に舌鼓を打ちながら，お屠蘇を口に運んでみ
えるのではないでしょうか。私も会長に就任してか
ら半年が経ち，少し会務の運営にも慣れ，皆さんと
同じようにお屠蘇を口に運び，のんびりとした新年
を迎えています。このまま，のんびりとした雰囲気
を続けられたらよいのですが，そうしてばかりもい
られません。なぜなら先の定時総会で承認された事
業計画等がたくさんあり，それを着実に実行すべく
役員一同と頑張っていかねばならない道程だからで
す。いつもどんなに大変でも嫌な顔一つせず協力し
てくれる役員や会員がいるからこそ順調に運営でき
ているものと感謝いたしております。一人の力はあ
くまでも一人の力，多くの力の結集に勝るものはな
いと考えております。感謝感謝の毎日です。
　さて，私は年の初めにいつも何を思い，何を考え
るかで，一年後の自分に大きな差がつくのではない
かと感じ，私なりの精進だけは欠かさぬよう正月を
過ごすように努めています。
　そんな時，ふと昔に習った世阿弥の「花伝書」と
いう本のことを思い出しました。
　観阿弥世阿弥父子は皆さんもご承知のとおり能楽
を大成した人で，能の世界のみならず知らない人な
ど殆どいないと言っても過言ではないような人物だ
と思います。
　その当時は，入試に出題されるかもと教えられ，
これは勉強をせねばならぬとその本に何の深い意味
が隠されているとも考えもせず，内容を上滑った気
持ちで何となく理解したつもりになって読み終えま

三重県土地家屋調査士会　会長

池畑　信也
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には，資格者代理人である土地家屋調査士の皆様方
の御協力が不可欠であると考えておりますので，よ
ろしくお願いいたします。
　次に，筆界特定制度につきましては，運用開始か
ら12年を迎え，現在，24名の会員の皆様に筆界調査
委員として御活躍いただいております。これまでの
筆界特定申請事件数から見ましても，筆界特定制度
に対する国民の期待は高く，今後も事件の増加が見
込まれますが，この制度を適正かつ円滑に運営して
いくためには，専門的知見をお持ちの会員の皆様と
法務局の担当者との連携が不可欠であります。皆様
には，筆界調査委員，あるいは，筆界特定手続の代
理人として，引き続き御支援，御協力を賜りますよ
う，お願い申し上げます。
　最後になりましたが，国民に信頼される法務局を
目指し，職員一丸となって各種業務に取り組んでい
く所存でありますので，引き続き会員の皆様方の御
理解と御協力をお願い申し上げますとともに，貴会
のますますの御発展と，会員の皆様の御健勝・御活
躍を祈念申し上げまして，年頭の御挨拶といたしま
す。

　新年あけましておめでとうございます。三重県土
地家屋調査士会会員の皆様には，清々しい新春をお
迎えのことと，心からお慶び申し上げます。
　平素は，当局の円滑な業務運営について格別の御
支援と御協力を賜り，厚く御礼申し上げます。特に，
昨年10月１日に三重県司法書士会と共催で開催しま
した「全国一斉！法務局休日相談所」及び同月28日
に開催しました「未来につなぐ相続登記シンポジウ
ム2017 in 津」においては，多数の会員の皆様の御
協力を賜りましたことに改めて御礼申し上げます。
　また，筆界特定制度と土地家屋調査士ＡＤＲ（境
界問題相談センターみえ）とのホームページの相互
リンクを５月から開始することができました。貴会
の御理解・御協力を賜りましたことにつきまして改
めて御礼を申し上げます。
　さて，近時，所有者不明土地問題がクローズアッ
プされ，政府のいわゆる「骨太の方針2017」にもそ
の解消策に国をあげて取組を進めていくことが盛り
込まれ，また，マスコミにも頻繁に取り上げられて
いるところですが，現在，当局では，相続登記を促
進するため，「未来につなぐ相続登記」と銘打って
相続登記の必要性や重要性を広く国民に広報する取
組に加え，相続登記の促進とも関連する空家対策に
ついても取組を行っているところであります。
　その一環としまして，昨年５月29日からは，「法
定相続情報証明制度」の運用を開始しました。この
制度は，相続発生後の各種の相続手続を簡便にする
ことができる証明書を法務局で発行し，その機会を
通じて，相続人からの相続登記を促していくことを
目的とするものです。この制度の円滑な運営のため

津地方法務局　局長

杉浦　直紀
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　この度は、はからずも平成29年度秋の褒章に際し
まして、黄綬褒章受章の栄に浴しました。
　お陰様をもちまして、11月14日に法務省において
褒章の記並びに褒章の伝達を受け、引き続き皇居豊
明殿に於きまして天皇陛下の拝謁を賜り、お言葉を
頂戴いたしました。身に余る光栄と歓びに、また生
涯忘れ得ぬ感慨を深く胸に刻んでまいりました。こ
れも偏に会員の皆様方の長年にわたります心温かい
ご指導ご鞭撻の賜と深く感謝申し上げます。
　私が登録した昭和61年頃は、いわゆるバブルの好
景気時代を迎え、仕事量が飛躍的に多くなる中での
登録でした。祖父、 父親、 兄とこの仕事を生業と
してまいりまして、平成２年に小さな事務所ですが、
独立開業し現在に至っています。不動産登記法等の
改正により土地境界の専門家として、私が登録した
当時からすると土地家屋調査士という資格は、各段
に社会や国民に認知され、ますます重要でなくては
ならない国家資格であると言えます。
　また、三重県土地家屋調査士会の会長歴任中には、
新会館建設さらに「境界問題相談センターみえ」の
設立と色々な事業を完成することが出来ました。こ
れは、長年こうした事業を企画いただき充分な協議
検討を重ねていただいた、歴代会長を始めとします
本会役員の皆様方のご努力の賜でありますとともに、
会員の皆様からの力強いご支援とご協力があればこ
そ出来たことであると今も、常々感謝している次第
です。
　今後は、この栄誉に恥じることのないよう、土地
家屋調査士制度の充実発展に一層精進を重ね、いさ
さかなりともご芳情に報いるべく微力をつくす所存
でございますので、変わらぬご厚誼を賜りますよう
お願い申し上げます。

伊
賀
支
部

神
戸
　
照
男

お慶び

秋
の
褒
章
で
黄
綬
褒
章
受
章

慶びのことば
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昭和56年12月　
　土地家屋調査士試験合格
昭和61年７月　
　土地家屋調査士登録　　

自平成９年５月　
　三重県土地家屋調査士会理事
至平成13年５月　
　（４年）　
自平成13年５月　
　三重県土地家屋調査士会副会長
至平成15年５月　
　（２年）  
自平成21年５月　
　三重県土地家屋調査士会会長
至平成29年５月　
　（８年）　
自平成25年７月　
　日本土地家屋調査士会連合会中部ブロック協議会会長
至平成27年７月　
　（２年）　
自平成29年５月　
　三重県土地家屋調査士会名誉会長
現在に至る

平成10年５月31日　
　三重県土地家屋調査士会長表彰
平成13年５月26日　
　津地方法務局長表彰授与
平成13年５月26日　
　三重県土地家屋調査士会長感謝状
平成22年７月９日　
　名古屋法務局長表彰授与
平成24年５月19日　
　日本土地家屋調査士会連合会長感謝状
平成25年５月18日　
　日本土地家屋調査士会連合会長表彰状
平成26年６月17日　
　法務大臣表彰
平成29年11月14日　
　黄綬褒章受章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

【経　　歴】

【土地家屋調査士会における役職】

【表　　彰】
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　三重会としましては、東京法経学院、東海工業専
門学校金山校との業務連携や広報厚生部を中心に高
校などのへの出前授業の開催などを行い、将来の会
員数の増加に繋がる活動もしておりますが、現在の
状況では、各支部の会員数の減少により現在の「役
員規則」による支部の理事割当人数が減少する支部
が出ることが確実となっております。
　このままでは、会務の遂行に支障が出る恐れがあ
るため、現在対応策を検討・協議中であります。
　会員数の減少は、重大な懸案事項のひとつであり
ます。会員数の減少がこのまま続けば、定額会費の
件にも影響が出てくる時期がまいります。
　また、会費の納入につきましては、本会を運営す
る上で、最重要事項のひとつでもあります。
　会員の皆様の会費の納入で本会の運営が支えられ
ております。
　会員の皆様の期限内の年会費の納付が行われるこ
とにより本会の良好な財務状態が維持され、本会の
健全な運営ができるものであります。
　会員の皆様には、毎期ごとの期限内の納付にご協
力頂き、誠にありがとうございます、お礼申し上げ
ます。
　ただ、残念なことに、今年度も、一部年会費を期
限内に納付できない会員が見受けられます。
　全会員皆様の期限内の年会費の納付により、本会
の良好な財務状態が維持され、本会の健全な運営が
行われますので、ご理解の上、今後とも適切な会費
の納付をお願い申し上げます。
　他にも、多数協議事項はございますが、継続協議
事項等も多数ございますので、適切な時期にご報告
できればと思います。
　以上、現在の総務財務部の業務進捗状況をご報告
致しました。
　今年も総務財務部と致しましては、現在の検討・
協議事項を引き続き審議・実行し、粛々と職務を行
ってまいる所存でございます。
　本会運営に関しまして、引き続き会員の皆様方の
ご理解・ご協力を賜りますよう、どうぞ本年もよろ
しくお願い申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
　総務財務部の松阪支部西出郷志です。
　会員の皆様には、平素から本会の運営・活動にご
理解、ご協力を頂き、誠にありがとうございます。
この場をお借りして、お礼申し上げます。
　総務財務部長の常任理事として８ヶ月余りが過ぎ、
初めての新年を迎えることとなりました。新たな年
を迎え、気が引き締まる思いでいっぱいです。
　さて、「部会だより」ということで、現在の総務
財務部の業務進捗状況について、皆様にご報告申し
上げます。
　現在、総務財務部の研究・検討・協議・審議事項
と致しましては、26項目ございますが、すべてがご
報告できる段階ではございませんので、主だった事
項をご報告致します。
　まず、「特定個人情報取扱規程」についてですが、
現在、今年度中の施行を目指して検討・協議の真っ
最中です。
　次に、「文書保存管理規程」の制定についてです
が、前年度から引き継いで検討していますが規程の
中身については、まだ検討・協議が必要です。
　もちろん、制定をすれば規程とおりに「文書保存
管理規程」を運用しなければなりません。
　適切に運用するために会館内の「備品整理による
追加書庫の確保」「現在の書庫の整理」を行うこと
が必要であり、現在、推し進めているところでござ
います。制定には、もう少し時間が必要であると思
われます。
　近年、会務も多義に渡り、協議・検討・実施事項
も多くなってきており、本会役員の負担も大きくな
ってきております。
　会員数は、他会も同じではありますが、三重会も
会員数の減少が止まらない状態が続いております。

総務財務部　部長 西出　郷志

部会だより
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　新年、明けましておめでとうございます。四日市
支部の林です。
　企画社会事業部に配属され約７か月の新人理事で
すが、今年度のこれまでの部会の活動を報告させて
いただきます。
　企画社会事業部は、広報厚生部のイベント事業や
研修部の研修会開催といった成果が目に見える分か
りやすい事業とは異なり、（決して他の部が楽な事
業であるという意味ではありません。）事業執行の
成果を会員の皆さんにご理解いただけないところが
多分にあると思います。実際、部に配属され半年以
上経過した現在でも、私自身、何かを成し遂げたと
いう実感がないのが現状です。
　さて、当部の事業計画は、ボーダー前号（80号）
で吉村部長から紹介があったとおり多岐にわたって
います。他の委員会や部のバックアップ、公嘱協会
など他団体と連携した事業もあり、全てを紹介する
ことは難しいのですが、まずは、相談会に関する事
業について。
　７月31日の「土地家屋調査士の日」にあわせて開
催した無料相談会は、広報厚生部のイベントと共催
で実施し、多数の相談者が来館する盛況ぶりでした。
津地方法務局の登記官と調査士がペアで相談を受け
る体制で相談に臨みましたが、調査士は５件に１件
程度担当するのに対し、登記官の方は２件に１件出
番が回ってくるというヘビーローテーションで、一
服どころか昼食休憩もままならぬペースで多くの相
談をこなされ、終わった時には疲労困憊のご様子で
した。次年度の検討課題にしたいと思います。また、
月２回の無料相談会も近隣支部の方々に協力してい
ただきながら継続実施しております。
　次に、各種資料の情報収集、活用についての活動
ですが、現在、区画整理や地籍調査、14条地図作成
などが実施された地域の一覧や、各市町の狭あい道
路事業の実施状況など、地元以外の市町で仕事の依
頼があった場合に会員が活用できる情報をホームペ
ージで公開できるよう情報収集・整理を地道に着々
と進めています。会員の使い勝手のよい情報が提供

できるよう検討しておりますので、公開の際は、業
務に活用していただきたいと思います。
　その他、14条地図作成・地籍調査の啓発活動とし
てのチラシ作成や、法務局主催の相続登記推進シン
ポジウムへのパネリスト派遣、協定に基づく三重県
実施の災害対策説明会への参加など、土地家屋調査
士の社会的認知度を向上させるための活動や、また、
調査士を取り巻く環境変化にいち早く対応できるよ
う日々アンテナを張って活動しています。
　なかなか目に見える成果を出すことが難しい事業
が多いですが、これからも部員一同精一杯努めてい
きたいと考えております。

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、つつがなく新しい年をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
　平素は当会主催の定例研修会にご出席いただき、
多くのご意見、ご感想を頂戴し、厚く御礼申し上げ
ます。
　さて、昨年の６月から新しい研修部がスタートい
たしました。およそ半年経ち部会や、研修会その他
の行事等に出席し感じたことは、研修テーマの設
定・会場の予約・講師の招聘は、「部会だけでは終
わらない」その他の時間がかかる事です。常に部員
や関係者とメールや電話等のやり取りをしながら段
取り調整をし続けなければならず、部員みな本業も
抱える中、時間の使い方や効率よく作業を行う難し
さを痛感しております。ビデオ研修会におきまして
は、録画画像の乱れ・音響の不具合等々が起こって
おります。操作ミスや機械の不具合も重なり、満足
のいく映像になっておりませんが、部会の度に反省
し最適解を出せるように“カイゼン”を常に心がけ
ております。皆様にご迷惑をおかけいたしましたこ
とこの場を借りてお詫び申し上げます。今後は少し
でもより良い研修会になるよう研修部一同精進して
参りますので、皆様のご出席をお待ちしております。
　また、昨年７月と10月に中部ブロック協議会研修
担当者会議に出席致し、新人研修のこと、各会の定

研修部　部長 五百野  正樹

企画社会事業部　副部長 林　誠治
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例研修会の問題などを話し合いました。現在は他会
がどのような研修を行っているかの情報共有が行わ
れているため、興味のある研修会には積極的に参加
をして研修内容や講師の情報を共有していくことを
再確認し、研修会をより良いものにするため、他会
とも協力していきたいと考えております。
　今後とも引き続き、ご理解ご協力のほどよろしく
お願いいたします。
　新しい年も当会にとって良い年でありますよう、
又、皆様におかれましても素晴らしい年であります
よう祈念いたしまして、私からの挨拶とさせて頂き
ます。

　新年明けましておめでとうございます。平素は、
広報活動にご協力いただき、ありがとうございます。
新広報厚生部がスタートして半年以上が経過しまし
た。慣れないなかも精一杯広報活動に取り組んでい
るところでございます。
　会報「ボーダー」については、従来通りお盆とお
正月に会員のみなさんに届くよう年２回の発行を継
続していきます。
　少しでも身近で楽しい誌面になり、みなさんに見
てもらえるボーダーにしていきたいので、引続き会
員のみなさんの積極的な寄稿をお願いいたします。
表紙の写真もみなさんからのものを使用させていた
だきたく、随時募集していますので、応募お願いい
たします。
　出前授業については、今年度は四日市中央工業、
津工業、相可高校、伊勢工業の4校を予定しており、
四日市中央工業は11月７日に、相可高校は12月15日
に実施しました。１月に津工業、２月に伊勢工業を
予定しています。
　座学のみの出前授業もありますが、ゲーム感覚を
取り入れた測量実習や座標計算をしてもらうものは、
生徒たちの反応もよく、楽しみながら一生懸命取組
んでもらっています。継続実施していくことにより、
少しずつではありますが、確実に認知してもらって
いると肌で感じています。

　もっと多くの学校で、出前授業のような試みがで
きれば認知度は上がっていくのであろうと思います
が、限られた部員では限界があります。
　そういったところ、支部にて積極的に広報活動を
進めてもらっている一例をご紹介します。
　熊野支部では、会員の高齢化と減少からの危機感
から会員の増加を目指した広報活動を独自に進めて
います。他士業との連携も強く無料登記相談会を継
続的に実施されていますが、今回は支部にて地元高
校への出前授業を実施することになり、進めていた
だいているところです。
　みなさんの支部でも出前授業に限らず、地域密着
ならではの広報活動を積極的に進めていただきます
よう、お願いいたします。
　今年も、引続き広報活動にご協力賜りますようお
願い申し上げます。

広報厚生部　部長 山本　幸司
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戦略？の切り替えを余儀なくされました。と言いま
しても出来るのは幸運を祈ることくらいですが。
　ボーリングの後は、宴会場に移動しての懇親会と
なります。ボーリングをなされない方も参加しての
懇親会です。ボーリングの結果発表、表彰式も執り
行われます。
　さて、気になる大会の結果、優勝スコアは２ゲー
ムトータルで353点（ハンデ含む）でした。私の結
果は、期待した“とび賞”にも入らず、残念な結果
に終わりました。毎年、大会が終わると、来年に向
けて練習しておこうと思うものですが、なかなか実
行出来ず、そのまま大会を迎えることになっており
ます。
　来年は今年の結果からハンデも増えることですし、
優勝を目指して、しっかり練習して大会に臨みたい
と思います。

　新年あけましておめでとうございます。
　前号からの四日市支部の活動をご報告させていた
だきます。
　９月８日（金）に支部研修と懇親会を行いました。
支部研修テーマは「法定相続情報証明制度」につい
てです。内容は本会研修と同じですが、本会研修に
行けなかった方も見えたこともあり実施させていた
だきました。制度自体は既にスタートしており、実
際に申出された会員から感想をお聞きできたり、ま
た研修後懇親会を行いみなさんとの意見交換ができ
ました。

　桑員支部では毎年、三重県司法書士会桑員支部と
合同で、秋にボーリング大会を共催しております。
　今年は９月22日（金）に開催されました。ボーリ
ング大会は、事務所のスタッフ、家族も参加して毎
年多数の参加者で楽しんでおります。私がまだ学生
だったころにも、家族として参加させていただいた
記憶があり、もう何十年と続いている伝統行事とな
っております。本年度の幹事は土地家屋調査士会の
担当年になっており、私と高柳 昇さんの２名で大
会の運営をさせていただきました。
　準備は７月の役員会で日程を決めるところから、
始まりました。日程を決めた後は早速、会場の確保、
懇親会の会場の手配等をしました。数年前からボー
リング場がボーリング後の宴会を含めたパックを出
しており、幹事にとっては以前と比べてかなり手続
きが簡単になったようです。その後は、開催通知の
送信、参加人数の取りまとめ等があり、入賞賞品の
準備もします。賞品の準備は、雑誌やネット等で最
近話題の賞品をいくつかピックアップして、その中
から選びました。今年度の賞品は、ＪＢＬのワイヤ
レススピーカーやパナソニックのスチームアイロン
等を用意しました。
　大会当日は開会の挨拶、そして前年優勝者の始球
式からスタートしました。順位は２ゲームのトータ
ルスコアで争われます。出だしからストライクを連
発される方、思うようにボールのコントロールがき
かない方から、皆さん、それぞれのボーリングに悪
戦苦闘？しながら、２ゲームを楽しんでいただけた
ようです。私のボーリングは、今回、１ゲーム目は
まずまずのスコアでしたが、体力的な問題からなの
か、２ゲーム目には失速してしまい、なかなか思う
ようなコースにボールを運ぶことが出来ませんでし
た。途中からは上位入賞は諦めて“とび賞”狙いに

支部だより

桑員支部

四日市支部

伊藤　智広

伊藤　佑樹
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　９月23日（土）には空き家ネットワーク協議会主
催の空き家無料相談会に支部として参加させていた
だきました。空き家問題についてはさまざまなニュ
ースを目にしますが、実際土地家屋調査士としてど
のような対応が求められるのか、どのような問題が
実際起きているのか、相談者の方は来ていただける
のかと心配しておりましたが、予想を超えるご相談
件数がありまして、実際に困って見える方の生の声
をお聞きすることができ、大変考えさせられました。
　10月１日（日）全国一斉！法務局休日相談所をじ
ばさん三重にて行いました。予約制ではありました
がたくさんの方にお越しいただきました。法務局の
相談会ということもあり、土地家屋調査士の相談ブ
ースには表示登記・境界問題といった内容が多くあ
りました。

　10月11日（水）司法書士会四日市支部と合同で法
務局四日市支局との打合せ会を行いました。内容と
しましては普段の業務の話から、新しい電子申請の
V30のシステムについての案内や、できたばかりと
いうこともあり法定相続情報証明制度についての意
見・質問がございました。他支部からの参加もして
いただき大変有意義な打合せ会になったと思います。
　11月４日（日）三重県青年司法書士会主催のソフ
トボール大会に参加させていただきました。前年不
参加で約一年ぶりの参加のせいか結果は５チーム中
４位ではありましたが、ケガもなく無事行うことが
できまた他支部及び他士業の方との交流ができよい
機会となりました。ぜひ来年度も四日市支部として
出場したいと思います。
　以上昨年は様々な活動をさせていただきました。
来年度は数年ぶりとなりますが、支部旅行を企画し
たいと考えております。

　

　ボーダー執筆の依頼を受けて期限は２週間。今年
度の司法書士さんとの支部忘年会も期限後、鈴鹿支
部研修会も年が変わって２月。なかなか普段の業務
についての出来事・ネタも思いつかず、このような
機会があると普段何も意識して生活・業務をしてい
ないと恥ずかしくも思います。地元紹介等の内容で
も、とあるので・・。
　鈴鹿市は西は山脈・滋賀県、東は海に面していま
す。鈴鹿市の会員で言うと、鈴鹿市内の土地家屋調
査士は22名。勝手な調査として、事務所の分布は、
神戸（かんべ）・白子・平田間周辺の中心部で10名
（46％）、その周囲を囲む形で９名（41％）、私を
含め鈴鹿川（国道１号線）以西の山側で３名（13
％）となっています
　大体どこの地域でも中心部、その周囲、さらにそ
の外とこれくらいの割合でしょうか？
　私が開業した頃（10年前）に登記簿・公図・地積
測量図の登記情報提供サービスが始まり、初期の資
料調査が随分楽になり、法務局や市役所周辺から事
務所が遠くても楽になりました。つい10年前は、公
図や地積測量図を他県の法務局へ郵送請求したこと
もありました。

鈴鹿支部　副支部長 橋本　栄一
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　空白を埋めるために鈴鹿の紹介をしますと、やは
り鈴鹿は「鈴鹿サーキット」となります。
　Ｆ１は1990年台初期に隆盛を誇り、25年程前はセ
ナ・プロスト・マンセル・中嶋悟をテレビで見てい
た方も多いと思います。中学生の頃は友達とチケッ
ト抽選にハガキ50枚を送り１枚も当たらなかった記
憶があります。その後、自然と自分も興味が無くな
って行きました。大人に成り、行ったのは他県の知
り合いがＦ１を見たいと言う宿提供・付添と、トヨ
タのＦ１参戦で日本グランプリ開催地が富士スピー
ドウェイに移る、「鈴鹿での最後のＦ１」と言われ
た時の２回でした。

　近年、また遠方の友人が行きたいと言うので、
「小林可夢偉（カムイ）３位！」の年を挟んで３回
程行きました。
　現在も鈴鹿でＦ１日本グランプリは行われていま
すが、人気低迷（世界的に低迷）により来場者も少
ないです。現在はホンダだけがエンジンで参戦（遅
いです）、日本人ドライバー不在、ＴＶでも放送し
ていませんので、Ｆ１人気復活・鈴鹿の来場者増は
厳しいのではと思います。（最高2006年には決勝日
だけで16万1000人、2017年過去最低を更新する決勝
日6万8000人来場とあります）
　それでも遠方からの根強いファンは毎年、交通
費・ホテル・食事・チケット代等で10万円以上かけ
て来ていると思います。
　一番安い観戦チケットで9,000円程（金土日曜日、
３日間）金曜のみ（フリー走行）4,000円程で、金
曜は高価な席も自由席となり座れます。
　京都の人で金閣寺に行った事が無い人がいる以上
に、鈴鹿サーキットでＦ１やレースを見ていない三
重県人はかなり多いと思います
　鈴鹿でＦ１を開催しなくなる可能性もあるので、
皆さん一度どうでしょうか？

　新年明けましておめでとうございます。津支部長
の大呑です。
　去年の支部活動としましては、７月14日（金）に
は、津リージョンプラザにて津市一日合同相談が行
われ、稲本副支部長にて無料登記相談の対応をしま
した。
　９月16日（土）には、津リージョンプラザにて、
津市空き家無料相談会が行われ支部長、岡田副支部
長の２名にて無料相談の対応をしました。
　10月１日（日）には、津地方法務局にて、全国一
斉！法務局休日相談所が行われ、中山幹事、前橋監
事の２名にて無料登記相談の対応をしました。
　一週間後の10月８日（日）には、津まつりにて無
料登記相談及び広報活動を行いました。今回はテン
トに掲げる「三重県土地家屋調査士会」の横断幕も
老朽化していましたので、新規に広報キャラクター
「測っ虎」のついた横断幕を作成し、少しでも調査
士会のブースが目立つようにしました。

　無料登記相談には７名程の相談がありましたが、
直接登記には関係ない相談もあり、土地家屋調査士
の知名度、認知度がまだまだ低いと実感します。
　津まつりでの広報活動は、いつも土地家屋調査士
会のパンフレットを配布していますが、今回は新た
な試みとして「宝（基準点）さがしゲーム」として、
調査士ブース来場者参加型のゲームを開催しました。
　基準点を探して写真を撮ってくると粗品が貰える
だけの簡単な子供向けのゲームを通して、土地家屋
調査士の知名度や認知度が高まれば良いなぁと思っ

津支部　支部長 大呑　邦彦
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ています。
　親睦活動は14条地図作成、地積調査業務対応と、
多忙な会員が多く、親睦活動を行う事ができません
でしたが、来年度は何とか行いたいと思います。

　生きた心地がしませんでした。流石に恐怖です、
震度７は。
　三重県・伊賀市・尾鷲市・紀北町総合防災訓練が
さる11月５日（日）に実施されました。

　この日は『世界津波の日』『津波防災の日』でも
あり、伊賀市内で最大震度７の直下型地震が発生、
２日後に南海トラフ地震が発生したと想定して、県
下で大規模に行われた訓練であります。冒頭感想は
起震車体験してのものです。
　訓練種別の内の啓発展示部門に当支部と公嘱協会
の協同で参加してまいりました。
　主会場である伊賀市立霊峰中学校・西柘植小学校

へ早朝６時30分に集合し準備をしました。訓練日
和？空澄み渡り秋晴れのもと、９時00分に開始とな
りました。
　空にはヘリコプターが、地上ではサイレンが鳴り
響き何台もの消防車が、緊急物資輸送車が、分刻み
で次々と訓練が進みます。『いざという時に有効な
訓練』ということで、事前に３度の全体会議を経て
綿密に計画されたものであります。
　災害時に最も重要な正確迅速な情報収集・分析・
提供・伝達のため、会場内各ブースには所狭しとハ
イテク機器が並び、科学技術の進歩に驚かされると
同時に安堵感を覚えました。

　我々の展示ブースでは地籍調査のビデオを放映し、
災害復興に際し地籍調査の有用性と大切さを訴えま
した。鈴木英敬知事も我がブースを訪ねてくださり、
地籍調査事業への積極的理解をいただきました。
　もちろん、ちゃっかり『土地家屋調査士』の広報
活動もしてきました。土地家屋調査士の仕事内容の
説明はもとより、訓練会場とミスマッチ？ヘリウム
ガス風船の配布、ポケットティッシュ・調査士マン
ガ等の広報グッズを広く配布しました。
　会場内、あちらこちらカラフル風船・『測っ虎』
手提げ袋が歩くさまに　(^_-)-☆
　しばし、中井洸一先生が助っ人してくれ、よりパ
ワフルに有効な広報活動ができました。
　訓練を通じ意識の向上と連帯感を感じた一日でし
た。参加いただきました皆様、たいへんお疲れ様で
した。

　松阪支部で副支部長をさせていただいている𠮷田

伊賀支部　支部長 牛田　隆義

松阪支部　副支部長 𠮷田　穣次
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穣次と申します。早いもので今年の８月で開業して
３年が経ちました。今まで自宅の４畳半の子ども部
屋を本拠地として業務を行ってきましたが、先日つ
いに事務所を借りて４畳半を飛び出すことに成功い
たしました。感謝です。狭いところから広々した空
間に出ることができ、気持ちにも余裕が出て、やっ
ぱり広いのは良いなあと思っていたのですが、それ
も一時のこと。あっという間に慣れてしまい最近は
バタバタとよくわからない毎日を過ごしております。
さて、先日11月25日に松阪支部研修会を開催いたし
ました。２部構成にさせていただき、第１部は「オ
ンライン申請について」というテーマで津地方法務
局システム管理官の前田氏と、松阪支局の中村氏に
お越しいただき講演をしていただきました。オンラ
イン申請の現状については、松阪支局では今年度何
と10％程度の伸び率ということで、松阪支局の方々
も一安心されているようでした。オンライン申請の
今後については、具体的ではなかったのですが、来
年大きな動きがあるかもということで、楽しみにし
ていてくださいということでした。さて、どうなる
のでしょうか？
　第２部はGNSSの実務利用についてというテーマ
で、㈲東海エンジニアサービスの杉原氏を筆頭に４
名の方々にお越しいただき、講演及びGNSSの実体
験をさせていただきました。
　現在は衛星の数も随分増えて、ほぼ捕まらないこ
とはないような状況ということ。また、価格もだい
ぶ手が出やすい価格になってきているという話を聞
かせていただき、中々の盛り上がりでした。一台購
入すれば深夜でも一人で歩いて基準点の測量ができ
るということで、「夜中一人で測量行く！」とおっ
しゃる方もみえましたが、不審者で捕まらないよう
に気を付けてくださいね。ご参加いただきました皆
様もありがとうございました。今後ともよろしくお
願いいたします。
　

　当支部は、役員の経験も無き者が船頭であるため、
副支部長を始めとする役員の活躍により運営してお

ります。
　まずは９月に開催されました『日本土地家屋調査
士会連合会親睦ゴルフ大会』です。これは支部活動
ではありませんが、伊勢支部管内である志摩市にて
開催されました。運営委員会のご活躍により全国よ
りの参加者に伊勢志摩のほんの一部ですが、楽しん
でいただけたことでしょう。これをきっかけに再訪
いただけると嬉しいですね。
　支部活動は、11月に『司法書士と土地家屋調査士
による無料登記相談会』と銘打ち、伊勢市・鳥羽
市・志摩市・玉城町・度会町・南伊勢町計６市町に
て三重県司法書士会伊勢支部にご協力いただき登記
相談会を開催しました。総相談件数は20件に満たな
いものでしたが、市町にチラシを配布したり、広報
に告知文を載せていただいたりと、広報活動をしま
した。

　12月には支部研修会を開催しました。内容は支部
会員が講師を務め「法定相続情報証明制度につい
て」と、津地方法務局表示登記専門官大橋由佳様に
講師を務めていただき「筆界特定についての事例解
説」の二項目を多くの支部会員と共に勉強しました。
本会定例研修会のみならず、支部においても研鑚を
重ねるよう努めていきたいです。
　ところで、台風21号では伊勢支部会員の数名が浸
水被害に遭ってしまいました。報告等により確認が
取れただけでも事務所や自宅の床上浸水１件、床下

伊勢支部　支部長 鈴木　勝吉
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浸水３件の被害が有りました。更には水に浸かりな
がら事務所や自宅に、やっとの思いでたどり着いた
会員もおりました。こういった天災は避けようにも
避けられない代物ですが、皆さんお気を付け下さい。
いろいろなことが起こりながらも、年末年始伊勢神
宮は変わらず多くの参拝客で溢れかえりました。
　我々もこの元気を頂戴し、土地家屋調査士として
の道を突き進みたいと思います。そうそう、皆さん
是非伊勢神宮にお参りに来てくださいね。見たこと
ある人（会員？）に案内いただけるかもしれません
よ。

　日調連のゴルフ大会に、スタッフとして参加させ
ていただきました。各県よりお越しの調査士の方々
とお話しする機会があり、調査士の数が増えていな
い。地方の田舎で活躍されている調査士の方々が同
じことをおっしゃっておられました。
　やはり田舎に行くほど調査士の高齢化が進み、調
査士の後継者不足が進んでいるようでわが熊野にお
いても調査士の高齢化とともに後継者不足が目立っ
てきました。

　何とかして後継者をと思い、司法書士会、税理士
会、社会保険労務士会、行政書士会、調査士会、五
士会で合同の無料相談会をここ数年行っています。
今年も11月５日（日）に御浜みかん祭りで無料相談
会を行いました。少しずつではありますが、いろん
な相談者にお越しいただき、調査士の認知度が上が
ってきている状況です。

　しかしながら、他の士業と比べて認知度が低いの
が現状です。無料相談会だけではなく、熊野も調査
士の認知度を上げていこうと地元の高校での出前授
業を、計画いたしました。技術系の高校はないので、
高校での授業内容はこれから熊野支部で考えていく
こととなりました。現在、地元の高校と打合せを行
ない、授業内容と日程調整をしております。
　どのような授業になるにしてもこれから、調査士
を目指す生徒が一人でも出てくるよう五士会の無料
相談と合わせて長く継続していこうと熊野支部では
広報活動に力を入れて行きます。
　会員の皆様、良いアイデアがありましたら、助言
していただきたいと思いますので、宜しくお願いい
たします。熊野支部 畑中　伸章
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れている自民・旧民進の要望聴き取り会で、全国ワ
ースト２位の地籍調査、14条地図作成、狭あい道路
事業促進、空家対策協議会設置を継続して要望し続
けていることを報告しました。今後とも本会や公嘱
協会との連携を図りつつ、副幹事長（本会支部長）
のご協力を賜ることはもとより、会員皆様方のお力
添えをお願いする機会も増して来ようかと思います
ので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
　トランプ大統領が来日し、北朝鮮の脅威は相変わ
らずです。土地家屋調査士制度を守り、発展させて
いくためには政治活動は不可欠です。政治には数が
必要です！
　三重県土地家屋調査士政治連盟に未入会の方、ぜ
ひともご入会を！！
　当政治連盟会員の方、本年も政連活動へのご協力
よろしくお願いします。
　今年一年が皆様にとって最高の一年となりますこ
とを願って新年のご挨拶とさせていただきます。

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、健やかに新年を迎
えられましたことお喜び申し上げます。
　旧年中は当連盟の活動に対し、いろいろとご指導、
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年10月の衆議院議員選挙の際には、各党候補者
への選挙応援にご協力いただきありがとうございま
した。突然の解散総選挙だったため、各政党も対応
に苦慮したようで、何とも慌ただしい短期決戦でし
た。三重県は選挙区が1つ減少した影響で区割が変
更になり１区や２区は激戦でした。
　結果、三調政連の顧問議員にも一部変動がありま
したが、今年の総会までは現在の体制で進める予定
です。また、野党では、立憲民主党、希望の党、無
所属会派が結成され、我々土地家屋調査士を取り巻
く制度、環境が直ちに向上していくものとも限りま
せんが、地道に要望を訴え続けていき、聞く耳を持
ってくれる政党や議員との良好な関係構築は必要不
可欠なことと信じて活動いたしております。
　さて、さる10月13日に中部ブロック連絡協議会
「会長・幹事長会議」が、三重県松阪市の松阪市市
民活動センター（松阪カリヨンプラザ３階）で開催
されました。全調政連から横山会長、早川副会長、
椎名幹事長が参加し、中部6県政連の会長・幹事長
および開催県として池畑本会会長、豊田政連副会長、
浦川顧問が参加して、平成29年度の活動報告をそれ
ぞれに行いました。
　全調政連は規則29条改正、入札区分問題に注力し
ているとのことでした。愛知調政連は、自民・公
明・旧民進議連との勉強会開催等議員との交流を深
めているとのことであり、また、議会で質問し達成
可能な案件を資料を添えて情報提供すると議員も動
きやすくなり、議員の力を活かす場面でも何かと協
力してもらい易いとの報告でした。
　三調政連からは、自民・公明・旧民主の国会議員
及び県会議員が顧問になっている状況と毎年開催さ

政連だより
幹事長

三重県土地家屋調査士政治連盟

中野　久生



BORDER 16

臨機応変に作業を進め、想定外の事態やトラブルも
なく予定通りに進めることができました。
　また、子供達もトータルステーションを覗いたり、
テープを張ったり、ポールを持ったりと体を動かす
ことで緊張が解け、楽しそうに作業をしていました。
　天気も良く、順調に測量体験が進み時間内にグラ
ウンドいっぱいの星が６個描けました。作業後に教
室（３階）から見ると綺麗な星が上手に描けていま
した。保護者の方々が見たり、記念に写真を撮った
りと夢中になっていて、子供達が見る時間がなかっ
た…なんて声も。

　測量体験担当の内山理事の企画が、内容・段取
り・時間配分など全てにおいて緻密に計算されたも
ので、「時間がない！」と慌てることもなく、順調
に進みました。
　数々の期待とプレッシャーを上手くかわしながら
準備を進めましたが、教訓としてはとても当たり前
のことかもしれませんが、下準備をどれだけ細かく
やっておくか、準備作業をどれだけ完全に近づける
か、が重要ということを再認識しました。

　最後にこの出前授業が成功裡に終われたのも、ひ
とえに協力していただいた社員、理事・事務局の
方々のおかげです。この場をお借りして感謝の気持
ちを表したいと思います。皆様どうも有難うござい
ました。

〈津市立一身田小学校での出前授業〉
　当協会での出前授業は過去に区域単位で区域長や
区域の社員のご努力により何回か行われていました
が、社会貢献広報委員長として私が出前授業の内容
の企画から実施まで行うのは初めての事で、さらに
は生徒の保護者の参加（今回は学級活動の一環とし
て行われた）もあって、仰せつかった大役に数日前
からガチガチに緊張していました。

　平成29年11月７日に行われた今回の出前授業は、
６年生を対象とし、５限目に座学と測量体験に関す
る説明、６限目はグラウンドでトータルステーショ
ンを使い「☆」を描く測量体験を行いました。
　座学では土地家屋調査士の仕事や「境界」のこと
を説明しましたが、いかに難解な業界用語・法律用
語を簡単な言葉に置き換えるかが悩みどころでした。
　今回はパワーポイントを使い、イラストや写真を
多用することで視覚的に説明するように心掛けまし
た。偶然にも一身田小学校の敷地には電子基準点が
あり、生徒にとっての身近なものとして話題に加え
ることができ、初めて聞くことにとても関心が持て
たようです。

　校庭での子供達はトータルステーションを初めて
使うため、少し緊張した様子（この器械はとても高
価なもので、転倒させると簡単に壊れてしまい、修
理に相当なお金が…などと説明したからであろう
か？）でしたが、協力社員の方々が上手く、しかも

公嘱だより
社会貢献広報委員会　委員長

公益社団法人　三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

小林　邦光
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　個人戦の優勝は四日市支部の岡本博人さん、準優
勝は松阪支部の喜畑六百年さんで、それぞれに豪華
賞品をお持ち帰りいただきました。
　団体優勝は奈良会・熊野支部の合同チームで、会
長特別賞は津支部の豊田一哉さんが選ばれました。
志摩市のチャリティーコンペとも重なり、それぞれ
に賞品をもらわれた方もみえたようです。
　賢島ということもあり、参加者の方には遠方のと
ころ来ていただきましたが、いつもの山の中のゴル
フ場とは雰囲気も違いリゾート感覚で、女子プロの
大会が行われていた名門コースを堪能してもらった
と思います。
　来年度も親睦ゴルフ大会は実施の予定ですので、
腕をみがきたくさんの方にご参加していただくこと
をお待ちしております。

　８月27日（日）、近鉄賢島カンツリークラブにお
いて開催いたしました。
 今年は２週間後に迫った「第32回日調連親睦ゴル
フ三重大会」が開催される同コースでの開催という
こともあり、気合の入った方が多かったように思い
ました。

　参加者は23名で、奈良会から２名のご参加をいた
だきました。
　日調連ゴルフ大会に参加する方は練習ラウンドに
なり、参加されない方は開催されるコースの雰囲気
を味わっていただいたのではないでしょうか。
　真夏の開催となりましたが、コンディションも良
く、皆さん楽しんでいただけたことと思います。

個人優勝

団体優勝

スタート前集合

報告
Report

広報厚生部 山本　幸司

会長杯親睦ゴルフ大会2017
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尚史さん、林誠治さん、太田道秀さんのご協力をい
ただきました。お疲れ様でした。ありがとうござい
ました。

　平成29年11月４日、昨年に引き続き、四日市中央
工業高等学校にて三重県土地家屋調査士会広報厚生
部による出前授業を行わせていただきました。
　当日は晴天に恵まれ、座学を15分、測量実習と計
算を２限、以上を滞りなく終えることが出来ました。
　座学につきましては、山本部長による土地家屋調
査士とはどのような職種であるかを限られた時間で
分かり易く丁寧に講義していただきました。
　１限目の測量実習につきましては、４チーム各10
名に分れての測量を取り入れた陣取り合戦を行いま
した。生徒さんたちは普段から測量実習の経験があ
り、巻尺による測量、光波による測量をテキパキと
こなしていきました。

　２限目の測量結果の計算につきましては、巻尺に
よる測量はヘロンの公式と直角三角形の面積計算、
光波測量については座標計算による面積計算をそれ
ぞれ行いました。
　私も生徒さん達と同じように計算してみようと思
いましたが、普段から測量CADに慣れきっている
せいか全く追い付いていけません。普段から手計算
で学習している生徒さん達は、こちらが殆どアドバ
イスすることなく時間内に計算を終えて計算結果を
提出することが出来ました。
　最後に陣取り合戦の表彰を行い、濵田副会長より
最後の挨拶をしていただき無事終了となりました。
　尚、この度は、公嘱協会様より川村浩司さん、小
松哲也さん、四日市支部より北原健太郎さん、小林

報告
Report

広報厚生部 岡本　博人

県立四日市中央工業高校出前授業

測量実習

測量実習

スタッフのみなさん

教室に戻って計算
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　平成29年12月３日(土曜日) 東海工業専門学校金山
校で行われた学校祭に三重県土地家屋調査士会とし
て広報厚生部山本部長と参加させていただきました。
 学校祭が行われる校舎の一部をお借りしパンフレ
ットなどの広報グッズを展示して、学校の生徒や学
校見学も兼ねて来ている若者とその親御さんに土地
家屋調査士とはどのような職業かを説明しながら広
報グッズをプレゼントする等をして土地家屋調査士
のPRをして参りました。
　東海工業専門学校は私の母校で約20年ぶりに懐か
しく思うところもあり、また当時の担任の先生にも
お会いすることができて、今もなおご活躍されてい
る事に大変嬉しく思いました。そこで他の先生方に
も色々とお話を伺うことも出来まして、当時と比べ
生徒数はというと測量・土木を目指す生徒が激減し
て学生の約８割が建築関係であることに大変驚きま
した。
　当日は、当会と提携しております東京法経学院と
合同活動で、東京法経学院の立石社長からも土地家
屋調査士の受験者数が本年から増加しているなど先
の明るいお話も伺うことができました。
　今日一日で色々な人とお話ができ、また多くの人
に広報グッズを手渡す事ができたのは、土地家屋調
査士として宣伝した効果が期待できると実感してお
ります。

展示ブース （左）立石社長（右）成田先生

広報活動の様子

報告
Report

広報厚生部 竹内　　寛

東海工業専門学校金山校でのPR活動
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　あけましておめでとうございます。
　今年は戌年ということで、開業以来２回目の年男
の原稿依頼がきました。タイトルだけ見ると24歳と
勘違いされるおそれもありますが、通算すると４回
目の年男です。
　平成11年末に登録・開業してから早いもので丸18
年が経ちました。産まれたての赤ちゃんでも18年経
てば成人となる（民法が改正されれば）訳ですが、
調査士として成人になるにはまだまだ修行の身であ
り、自分を律することの必要性を感じながら日々の
業務に追われています。
　おかげさまで四日市支部には同世代の調査士仲間
が多く、仕事上の疑問や悩み、プライベートの悩み
などを聞いてもらい、公私にわたって大変お世話に
なっています。気の置けない仲間が身近にたくさん
いるということは、すごくありがたいことでこの場
をお借りして感謝申し上げます。
　さて、年男ということですが、みなさまに自慢で
きるような趣味は持ち合わせておらず、こちらも毎
日お世話になっているタバコについての雑感を書き
たいと思います。社会的には完全な禁煙ムードにあ
る昨今ですが、調査士という職業はストレスが多い
せいか喫煙率が高いように思います。
　私の周りの調査士も結構な割合で愛煙家が多いで
す。もちろん私もヘビースモーカーで現場移動中の
車内や現場作業終了後には一服するのが習慣になっ
ています。事務所で内業しているときは、室内禁煙

のため、仕事の区切りがついたときや携帯に電話が
かかってきたときに事務所の入り口で頻繁に一服し
ています。（この模様は過去のストリートビューで
ご覧いただけます。）
　先日、近くの役場で待ち時間に一服しようと喫煙
室に行ったら「加熱式タバコ専用喫煙室・紙巻タバ
コの喫煙所は屋外です」との衝撃的な張り紙があり
ました。とうとう喫煙者の中でも社会的な差別化が
はじまったのか・・と鈴鹿おろしが吹きすさぶ屋外
での一服は、初めて味わう少しセンチメンタルな一
服でした。果たして加熱式タバコが健康にいい
（？）のかどうかはよく分かりませんが、周りに迷
惑をかける度合いは低くなるようなので一度試して
みようかと考えています。
　毎年、健康診断の結果を見ると体だけは立派に成
人病に近づいていますが、調査士としても立派な成
人になれるよう心機一転、日々の精進を忘れずにこ
れからも業務に励んでいこうと思います。

　皆様あけましておめでとうございます。私は今年
４回目の「年男」となるわけですが、前回３回目の
「年男」の時に抱負（目標等）を会報に掲載してい
ただいて、12年が経過、最近よく考えることは、プ
ライベートの時間をどのように確保し、どのように
過ごすかです。趣味というわけではありませんが、
たくさんやりたい事はあります。
　例えば「陶芸、活花、絵画、書道、登山、ウォー
キング」等、今年どれかひとつでも達成できるとい
いですね。家族サービスも兼ねて家族でいっしょに
出来るともっといいでしょうね。
　また、子供が望めばですが、子供の学校行事にも
少しは参加したいと思っています。とにかく、仕事
もプライベートも充実した日々を過ごしたいと思っ
ています。その為に健康を考え、日々努力していき
ます。ちなみに、戌年の人は、「勤勉で正義感があ
り、努力家で真面目である」と言われているそうで

年 男 年 女

四日市支部 林　　誠治

四日市支部 大橋　秀之



BORDER21

す。他人から見て私がどのように思われているかは
わかりませんが、自分では納得しているのですが？
　こんな私ですが、皆様、今年もよろしくお願いい
たします。

　新年明けましておめでとうございます。
　平成12年３月に入会し、調査士として何とか２回
目の年男を迎えることが出来ました。
　今年度より本会理事の仕事をさせていただいてお
ります。会長をはじめ他の理事の方の足を引っ張ら
ないように任期まで頑張りたいと思います。
　私は開業して約18年になりますが、土地の境界立
会を行うにあたりまして隣接地の空家率が開業当初
と比べて明らかに増加している実感があります。昨
年は境界立会に出席していただく隣接所有者の所在
が掴めずに途方に暮れることが幾度となくありまし
た。調査士業務の難しいところは依頼者以外の方と
の接触、折衝に尽きると思います。今後そのような
隣接土地所有者の所在不明者については国や自治体
主導で依頼主や調査士に負担の掛からないような解
決策を講じてほしいと願います。
　年男としての抱負につきましては、次回の年男の
原稿依頼を無事に寄稿できるように初心と周囲の方
に感謝の心を忘れずに日々精進したいと思います。

　「後輩から先輩へ」
　あと一回りで還暦を迎えることになり、人生のラ
ストスパートに入りました。決して還暦が人生の最
後というわけではありませんが、これから、還暦ま
でをどのように過ごすかが、年金もあてにできない

伊勢支部

四日市支部

古尾　圭一

岡本　博人

私には、とても大事な事だと考えます。
　そこで、年男として今年の抱負は「還暦までの私
自身のグランドデザインを完成させる。」ことにし
たいと思います。
　現在、日調連では土地家屋調査士制度の更なる充
実発展を目指してグランドデザインを検討している
ところのようですが、地域の事情も事務所形態も違
う約17,000人のそれぞれの土地家屋調査士業務のあ
り方をまとめるのはとても難しいことだと思います。
　土地家屋調査士のあり方というのは、本来国民が
決めるものであり、こちらが決めるものではないと
思いますが、国民のニーズを知るという意味では検
討は有意義な事であると思います。
　しかし、私は自分の人生を人にまかせたくはない
し、流されていくのは嫌いなので、私の人生は自分
で考えたいと思います。
　開業したころは、某公務員の定年が55歳であった
ことから、それよりも５年前倒しにして、50歳にな
ったら引退して余生を楽しめるようにしようと考え
ていましたが、商売がへたな私は、ただひたすらと
他人（国民）のために尽くしてきたために、とても
50歳で引退できるような状態ではなくなりました。
でも今までの苦労は、自分自身が後輩から先輩へな
るための試練をあたえられていたのだと思います。
　これまでは、目の前の事（生活）に精一杯でまわ
りがあまり見えていませんでしたが、二人の子供た
ちも独り立ちしたこれからは、視野を広げて、冷静
に判断をしていかなければと思います。
　これまでの頼りない後輩から、頼られる先輩へ成
長したい。先輩として、後輩へ残せるように、今年
完成させる予定の私のグランドデザインが「土地家
屋調査士」の未来につながる事を祈って・・・
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　わが町、熊野市の一大イベントである熊野大
花火大会について筆を執ることとします。
　熊野大花火大会といえば、三重県内の方であ
れば知らない人はいないぐらい有名であると自
負しています。見に来られたことがある方も多
いのではないでしょうか。

　その歴史は古く、300年を超え、お盆の初精
霊供養が起源とされています。現在でも初精霊
供養の要素は花火大会のプログラムの中に組み
込まれ、本来の目的は消えることなく続けられ
ています。花火大会の一番の見どころはやはり
「三尺玉海上自爆」でしょうか。これは250kg
程ある三尺玉を、海上で爆発させる大迫力の花
火です。花火の直径は約600ｍ広がり美しい半
円を誇るものです。また、フィナーレを飾る
「鬼ヶ城大仕掛」は、名勝鬼ヶ城に花火玉を置
き、そのまま爆発させるため、その轟音は観客
全員を揺さぶります。よく鬼ヶ城の上部では山
火事が発生することもあります。

　花火大会は毎年８月17日に開催されます。こ
の日は、一年で一番熊野がにぎわう日だと思い
ます。人口２万人たらずの市に、15万人以上の
観衆が来るとか来ないとか。会場付近では、お

◆熊野支部◆

下岡　常也

熊
野
大
花
火
大
会

リ
レ
ー
寄
稿

リレー寄稿

広場
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昼から人でいっぱいになります。

　熊野の人は、この日に合わせて帰省し、親戚
が集まる家庭が多いのではないでしょうか。私
には息子が二人います。二人とも市外で就職を
しているので、あまり帰ってくることはありま
せん。ですので、普段は私と妻と雄猫の三人で
暮らしています。その二人の息子も花火のため
帰省してきました。私事ではございますが、最
近では初孫もでき、ついにおじいちゃんです。
数年前まで、私の甥や姪が、私の父のところに
集まってきたものが、今では私のもとに息子や
孫が集まります。花火大会を通して年月の流れ
を感じさせられます。この日は家庭がとてもバ
タバタしますが、過ぎてしまえばとても寂しい
ものです。

　熊野の花火はとてもド迫力で綺麗ですが、み
んなが集まる機会であることを嬉しく思います。
私はこの熊野に生まれ育ち、当たり前のように
夏には熊野大花火大会があり、家族、親戚みん
なが集まる。このことが、私にとってとてもあ
りがたく、熊野の誇りであると感じています。
　花火が終われば、なにかもう夏が終わってし
まったような気分になります。

不便なところではございますが、みなさまも見
に来てはいかがでしょうか。

（次号、リレー寄稿のバトンは、桑員支部へ渡ります。よろしくお願いします。）
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　みなさん、こんにちは。桑員支部の村木です。
　みなさんは、大晦日の夜はどのように過ごさ
れていますでしょうか。大晦日はテレビを見て
のんびりと過ごされている方が多いと思います。
テレビ番組としては、ダウンタウンの番組を見
ている方も増えてきましたが、大晦日の定番と
してＮＨＫ紅白歌合戦を見ている方がまだ多い
のではないでしょうか。
　私は、昨年末の紅白歌合戦を東京の渋谷にあ
るＮＨＫホールにて観覧してきました。数年前
に、テレビで紅白歌合戦を見ていた時に、最後
に観客が赤白のボードを掲げて、野鳥の会の方
に数えられるというのを見て、自分もあの場に
行って赤白ボードを掲げてみたいと思ったこと
がきっかけです。紅白歌合戦の観覧の方法は、
毎年10月に往復葉書で申し込む方法で行い、抽
選で当たれば１枚で２名が無料で観覧できます。
但し、倍率が約1000倍前後あります。私は、２
年前の平成27年に往復葉書100枚を購入し初め
て申し込みをしました。結果は、すべて落選で
100枚すべて落選の通知をもらいました。昨年
も、周囲の方には1000枚申し込めと言われまし
たが、1000枚申し込んで全部落選した場合あま
りにも運が無いと落ち込むと思い、前年と同じ
100枚申し込みました。そして、12月上旬にめ
でたくＮＨＫから封書で当選の通知をいただき、
嫁と２人で行くこととなりました。
　平成28年12月31日に、渋谷に行きました。席
は、当日抽選で決まるのですが、ここでは運悪
く２階の奥のほうになってしまいました。ステ

大
晦
日

◆桑員支部◆

村木　大真

広場

NHKホール
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ージで歌う歌手の皆さんは人形ぐらいの大きさ
でしか見えませんでしたが、双眼鏡で見るとは
っきりと見えました。ただ、今回は２階にサブ
ステージというものが設けられたので、何組か
サブステージで歌われた方もいたので近くで見
ることができました。
　紅白歌合戦を観覧した感想ですが、ものすご
く良かったです。約４時間半の間に、46組の歌
を聞くことが出来ますし、昨年大人気のピコ太
郎など、その年流行したものを生で見ることが
出来ました。演歌歌手は、本当に歌が上手です
し、１組ごとにセットが変わるのを見ているの
も面白かったです。
　ただ、私が１番感動したのは、ゲスト審査員
をされていた新垣結衣さんの可愛さです。他に
も、高畑充希さんや、司会の有村架純さん、土
屋太鳳さんなど、本当に綺麗でしたが、私はド
ラマ「逃げるは恥だが役に立つ」にはまってい
たので、ガッキー（新垣結衣さん）が一番でし
た。嫁は、嵐をはじめとしたジャニーズの格好
良さに感動していましたので、お互い様です。
　みなさん、少しでも興味おありでしたら、是
非申し込んでみてください。東京への旅費はか
かりますが、行って損は絶対に無いと思います。
私は今年も、往復葉書100枚を送りました。こ
のボーダーがみなさんのお手元に届く頃には当
否が判明していると思います。２年連続はさす
がに難しいと思いますが、また、大晦日に紅白

歌合戦を観覧しているかもしれませんので、是
非テレビで探してみてください。

当日座席指定券
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◆津支部◆

太田　哲也

グーグルマップ活用術

広場
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　Googleマップを利用されている方は多いと思います。本当に便利ですよね(^.^)このGoogleマップを
「仕事のツールに使えないかな」と考えたことがある人も多いのでは？と思います。　そこで！
Googleマイマップというサービスを使用して日々の現場を管理してみてはどうでしょうか!?今回はそ
んな「Googleマイマップ」を紹介したいと思います。
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まとめ
・「マイマップ」はグーグルマップの一部の機能であり、グーグルマップ自体がカスタマイズされる
わけではない。個人でまとめた情報はすべてマイマップの「マイプレイス」に集約されていると覚え
ておくとグーグルマップをより便利に活用していけると思います。
・図面と同じくレイヤ分けを工夫すればかなりの人数（班・グループ）で共同しての情報共有が可能
と思います。
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　平成29年９月11日に「第32回日調連親睦ゴルフ三
重大会」をこの三重の地伊勢志摩にて開催しました。
大会開催日の前日10日は、「ホテル志摩スペイン
村」で前夜祭を行い、11日はゴルフ大会、観光コー
スにわかれそれぞれ楽しんでいただきました。
　平成28年９月から準備委員会が立ち上げられ、ま
だまだ１年先だなと思っていたら、あっという間に
開催日を迎えることになりました。
【前夜祭】
　実行委員はお揃いの三重会広報キャラクターの
「測っ虎」入りのポロシャツに身をつつみ全国から
来ていただいた方々をお出迎えしました。
　全国（北は北海道から南は九州鹿児島まで）から
183名という、たくさんの皆様にお越し頂き、盛大
に行うことができました。

　岡田日調連会長の挨拶、大会実行委員長の神戸照
男三重会名誉会長の挨拶の後、ご来賓の志摩市竹内
千尋市長のご挨拶、桐栄サービスの三神社長のご挨

拶を頂戴しました。
　実行委員の畑中競技委員長からゴルフのルール説
明と注意事項を、前田観光委員長から観光の連絡事
項を説明し、日調連加賀谷副会長の乾杯により宴が
始まりました。
　歓談中、全国から参加頂いた方々をブロックごと
に紹介させていただき、大変盛り上がりました。
　余興はスペイン村ならではの本場スペイン人によ
るフラメンコショーが行われ、情熱的なパフォーマ
ンスに圧倒されました。
　また、飛び入りで宮崎会の会員による「ひょっと
こ踊り」が披露され、会場が沸きました。
　あっという間に、時間が過ぎ、中締めを日調連菅
原副会長にしていただき、盛会裏に前夜祭は終了し
ました。
　私ごとですが、全国の舞台で司会をするなんてと
思っていましたが、ネタの「振分親方」でつかみは
ＯＫ。本当に似てますねと声をかけられたり（嬉し
い様な嬉しくないような）、親方の地元なんですよ
と言ってもらえたりと反響はあったようです。何と
か大役を果たすことができて、安心しました。（山
本）

【ゴルフ大会】
　ゴルフ大会は128名の方々に近鉄賢島カンツリー
クラブでラウンドして頂きました。
　ホテル志摩スペイン村のロビーに午前５時30分集
合、午前６時から賢島カンツリークラブでゴルフの
受付、午前７時から第１組のラウンドスタート、全
32組のスタート前の写真撮影、写真現像、表彰式の
賞品の準備と皆で手分けして時間を気にしながら大

三重大会実行委員会

ゴル フ

第32回

日調連親睦

三重大会
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忙しで午後３時からの表彰式を迎えました。

　このゴルフ場は女子プロの大会が行われる等名門
コースで、ロングホールではドラコンの標識もあり
視覚的にも楽しませてくれます。
　当日の天候は朝方雲行きが怪しい時もありました
が、雨に降られることもなく、良いコンディション
の中、プレーして頂けました。
　皆様が帰りの電車や飛行機などを予約されている
都合上、表彰式の終了時間が午後３時30分と決まっ
ており、最終組のラウンド終了が２時55分だったた
め、成績表の処理と平行しながら午後３時から表彰
式を開始しました。
　賞品は、日調連岡田会長、全国の単位会、賢島カ
ンツリークラブ、ホテル志摩スペイン村の皆様方よ
りご協賛頂いた賞品が山のようにあり、80を超える
各賞をご用意し、参加者の皆様も大盛り上がりで大
変喜んで頂きました。
　巻いて巻いて表彰式の司会進行役をしていた私は、
午後３時30分ぴったりに表彰式が終了できた瞬間、
１年前から準備してきた親睦ゴルフ三重大会が無事
に終わりホッとし、肩の荷がおりました。（西出）

【観光コース】
　ゴルフの受付を済ませて、辻井さんとホテル志摩
スペイン村へ８時に到着。受付まで15分あるので十
分トイレにも行けるかな、と思いつつ車を降りると、
古尾副委員長から電話が。「岐阜会のＨさんが、２
日酔いのためキャンセルらしいです。」急いでロビ
ーに向かうと、もう既に何人かの方がチラホラおみ
えです。先ず駐車券をフロントで交換して、慌てて
Ｈさんに確認。とりあえず午前中は見合わせるとの
事で、変更事項を三重交通の鈴木さん（以下三交）
と添乗の田畑さんを交えて打合せを済ませました。
すると、ホテル志摩スペイン村の鈴木さんが、「前
田様ともうお一人様分のボックスサンドが残ってい
ます。」との事。そういえばそんなことを言ってい
たような？宿泊しないので、朝食は要らないと伝え
てあったつもりでしたが、そのままにしても何だし、
そのうち腹も減ってくるかな？と自家用車へ置きに
行きました。戻ってくると、三交の鈴木さんが、
「時間になりましたので、そろそろ、乗車のご案内
をしましょうか。」と。ありゃー、余裕なんて何も
ない。あと15分早く出るべきだった。と即席の一人
反省会。すぐに運転手とガイドさんに挨拶済ませて
乗車開始。１号車は、賢島駅とクインテッサホテル
伊勢志摩に寄ってからのルートで辻井さんが、２号
車には志摩観光ホテル経由で私が乗ることにしまし
た。
　８時30分、予定通りホテル志摩スペイン村を出発。
１号車を先頭に２号車、後を私が自家用車で追走。
その後を自家用車で参加の方々が続く隊列で移動で
す。幸いにもホテルから賢島までは、国道167号線
を１か所左折するだけなので、問題なく着きました。
そこからバスに乗換えて横山へ。賢島カンツリーを
左手に、ガイドさんの、どこから見ても横からに見
えるので“横山”という説明。地元ですが、恥ずか
しながら、初めて名前の由来を聞きました。そうこ
うしているうちに横山の駐車場へ到着。現在は、横
山ビジターセンターまで観光道路が整備されていま
すが、それまでは細いセンターラインが無い別の道
で、大型車両は通れません。横山は団体の観光コー
スには入っていませんでした。
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　１号車は先に着いており、一行は既に上り始めて
いました。辻井さんが２号車を待ち構えて降車風景
を撮影していました。「ありがとうございます」と
心の中でお礼を。そうだ、先に行った１号車の方達
のスナップ写真を撮らないといけない。辻井さんに
は先に行っていただき、私は後を追うことにしまし
た。しかし、上りかけて間もなく、足元がよろけて、
汗がにじんできました。前夜祭でアナウンスはした
ものの、参加の皆さん大丈夫かな、と考えていると、
あれ？下りてきたのは、昨日同席だった方ではない
ですか。なんと、気分が悪いのでバスで待機すると
の事。他に体調不良の方が出ませんようにと、咄嗟
にお祈り。汗を拭きながら途中何枚かデジカメで撮
り、最初の横山展望台に到着。一服中の皆さんに、
まだ上にいくつか展望台がある事を伝えて先を目指
します。富士見台、パノラマ展望台、そして最上の
英虞湾展望台で撮影。写真には納まらないパノラマ
ビュー。皆さん目に焼付けていただけましたでしょ
うか？私の一押ポイントです。英虞湾展望台を後に
して、道順の都合で飛ばした見晴展望台へ向かいま
す。すると、石川会の皆さまの他に見慣れない方が
一人います。察するに横山へ頻繁に来ている地元の
方が、即席のガイドになっているではありませんか。
土地家屋調査士の団体と知ってか知らずか、伊能忠
敬がこの地を測量した事や生い立ち。忠敬の目的は
緯度を測りたかった等々を喋っていました。最後に
御木本の記念碑がそばに建っている事を伝えると満
足そうに去っていきました。初めてお目にかかりま
したが、地元には、まだまだ知らない、いろんな方
がいるんだな、と思いながら一路下山しました。下
りてくると行けなかったトイレに行き、バスに戻る
と出発までわずか数分。間もなくバスは、賢島港へ
出発！次は賢島クルーズです。
　横山から賢島までは約６km。30分あれば十分だ
と思っていましたが、バスの乗り降り、船への乗り
継ぎ時間を加えるとギリギリでした。エスペランサ
へ乗り込んでデッキへ向かいます。私達の他にも結
構お客さんが乗船されており、客室のエアコンが効
き過ぎていたためか、デッキは大賑わいでした。横
山で聞いたのですが、志摩の風景は長崎とよく似て
いるそうです。「小一時間、遊覧中何も考えずに、

ぼ～っと景色を観て過ごすのは良いですね。」との
声を頂きましたが、山からと海からの違いとはいえ、
景色ばかりで退屈されてなかったかな？正直、賢島
クルーズと志摩マリンランドとで、どちらにするか
相当悩みましたが、結局どちらの方が喜んで貰えた
のかな？と２回目の反省会。そうこうしているうち、
残りもわずか、出口真珠工場へ到着。
　見学に10分程度停泊した後、港へ帰航。いざ、志
摩観光ホテルへ。

　賢島港からホテルまでは、目と鼻の先で、あっと
言う間に到着。直ぐにレストランのラ・メールへご
案内。そうだ、Ｈさん。スタッフに聞くと、お越し
でないとの事。電話を掛けるとまだホテルで、12時
30分にチェックアウトするとのご返事。なんと当日
キャンセルが出てしまいまいました。まさか、実際
に起ってしまうとは。しかし前夜祭で、キャンセル
が出た場合には私が頂戴するとは言ったものの、私
には「ボックスサンドが２個もあるじゃないです
か。」辻井さんは、朝にそれを食べておられます。
辻井さん！どうぞ志摩観のランチを召し上がってく
ださい。私は、自宅で本日２度目の朝食をいただき
ました。でも、さすがにお腹一杯で、残りは家族が
いただきました。
　１時間強の昼休みもあっと言う間に過ぎて、古尾
さんから、11時頃の内宮前駐車場が60分待ちと聞い
ていましたので、駐車はどこにしようか考えながら
シャワーを浴びてホテルへ戻ります。すると、慌て
た様子で辻井さんが来られて、スーツとネクタイを
持って着替えに行かれました。そういえば自家用車
の方が４組あるのに、駐車場には、三重会の２台し
か無い事に気づきました。ガイドさんと名簿で確認



BORDER33

すると間違いなく４台で、全て２号車の方でした。
２台は他の場所に止めてあったようで、一安心。し
かし内宮まで、５台が途切れることなく行けるだろ
うか？何度かシュミレーションして、注意ポイント
を３か所に絞りました。早目に出たいが、なかなか
集まらない。ホテルの玄関先は渋滞で、スタッフが
今にも飛び出してきそうな雰囲気です。できるだけ
敷地の端に誘導して、しばらく待機。ようやく全員
揃ったところで、逃げるように出発。なぜか私を除
き、白系のボディーです。途中１台に割り込まれま
したが、信号では止められることなく内宮前まで来
られました。しかし、これからが問題です。内宮前
駐車場は諦めて、浦田駐車場へ。それが宇治浦田東
交差点の駐車場案内表示を見てびっくり。なんと全
てが赤色、満車ではないか！落ち着け。とりあえず
右折してからだと、曲がって左手のＢ１とＢ２駐車
場案内板を見ると、まさかの緑色、空きだ。左に寄
せ、みんなに説明していると、あらごめんなさい。
ちょっとした渋滞に。１か所に入れたかったのです
が、バラバラに散ってしまいました。すぐに集合で
きると思っていましたが、結構時間が掛かりました。
ふと携帯を見ると、辻井さんからの着信がありまし
た。折り返すと、既に内宮前に駐車して、先に神楽
殿に行くので急いで来てくださいとの事。そう言わ
れたものの、ほかの皆さんは私より人生の先輩で、
そんなに早くは行けないとも言えず。とにかく、た
だひたすら誘導して歩くだけでした。宇治橋を過ぎ、
ようやく神楽殿前まで来たところで、携帯を見ると、
辻井さんから立て続けに何回かの着信が。朝からマ
ナーモードにしてあったので、それまで着信には全
く気付いていませんでした。「Oh my God!」電話
すると、「正宮に行くので急いでください。」とに
かく時間が無いので急いでくれと言われました。ま
だ、私には余力はありましたが、皆さんは朝から歩
き詰めで、疲労の色が見えます。正直急いでくださ
いとは言えず、ひたすら歩くのみ。正宮前に来てよ
うやく辻井さんと合流。正宮での祈祷を済ませて神
楽殿へ。因みに正宮での祈祷はあっという間に終わ
りでした。正宮と神楽殿で祈祷するのが本来の御垣
内参拝との事で、辻井さんは時間的な問題があり慌
てて居られたようです。もしも私が辻井さんの立場

だったらと考えると、ぞっとしました。祈祷も無事
終わり、ようやく自由時間に。私は、伊勢駅へ見送
りのため先に向かいました。途中ガソリンを給油し
てから行きましたが、グッドタイミングで１号車が
バス停へ停車。長崎会の皆さんは市内でもう一泊さ
れるようで、タクシーでホテルへ。時間差で２号車
も到着。中にはゴルフのご主人と鳥羽で待ち合わせ
て、もう一泊される方もいらっしゃいました。三重
会の方ともお別れし、解散となりました。ふと携帯
の万歩計を見ると、12,000超え。思わず自分にお疲
れ様！と労いました。
　ご参加の皆さま、色々不手際がありましたが、喜
んでいただけたでしょうか？また、お別れの際には、
お礼のお言葉をたくさんいただきまして、ありがと
うございました。（前田）

【最後に】
　ご協力して頂いた、正副会長をはじめ、三重会事
務局の方々、ホテル志摩スペイン村・賢島カンツリ
ークラブ・三重交通㈱の皆様方、本当にありがとう
ございました。
　お陰様で、日調連親睦ゴルフ三重大会を成功裏に
終わることができました。
　次回平成30年の第33回日調連親睦ゴルフ大会は、
広島会・岡山会の合同開催大会です。なんだか楽し
みな気がしてきました。
　ご参加いただきました皆様、本当にありがとうご
ざいました。
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オンライン申請の基本

建物表題登記編
広報厚生部　竹内　寛

広報キャラクター
「測っ虎」
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今日から始めよう！オンライン申請！
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構え、
「別にいいじゃん。適当に付き合おうよ。適当適
当」
と言って持ち球を突いた。走り出す白球。絶妙な
クッションを駆使した幾何学的な軌跡が周囲を唸
らせた。芳本はコンサル出身の調査士だった。才
能溢れる指導者タイプの逸材。そんな芳本に出版
社から数々の『How To本』の執筆依頼も舞い込
んだ。『効率の良い基準点測量のやり方』、『ラ
イバルに差をつける引照点概略図の書き方』とい
う本の執筆依頼を全て断り、本人たっての希望で
『泥棒の捕まえ方』という本を出版し一躍ベスト
セラー作家となっていた。
　また文才に加えて博才もあり、32倍の馬連を1
点１万円で仕留めたり、ＷＩＮ５を２度的中させ
るなど逸話も豊富で、こちらは『Ｍ支部の博徒』
と呼ばれていた。
　３人はその後、男がいることを忘れるほどビリ
ヤードに明け暮れた。帰り支度を始めても男はカ
ウンターに顔の右半分を突っ伏したまま寝息を立
てていた。
「このおじさんどうするよ」
と山村が呟いた。
「子供じゃあるまいし。起きたらタクシー呼んで
帰るでしょ。適当適当」
と芳本は笑顔で言い放った。ふと測っ虎の頭を幼
少期の想い出が過ぎった。キャンプ場、海水浴場、
祭り。常に一緒にいた今は亡き幼馴染み。と、
『その父親』。まさか。再び男の顔を見た。さら
に記憶の跡を辿った。間違いない。俺としたこと
が。山村と芳本が談笑しながらカウンターを離れ
た。測っ虎は男の肩にそっと手を当てた。
「おじさん。これからいつでも、たかりに来て
よ」と言おうとして言葉を呑み込んだ。
　男は相変わらず眠ったままだったが、また少し
笑ったように見えた。

「先生！測っ虎先生じゃねーか！」
という声に測っ虎は足を止めた。振り返ると同時
に肩を掴まれた。
「やっぱり測っ虎先生だ。１杯おごってよ。な、
１杯だけ」
　浅黒い肌をした初老の男。既に酒臭かった。憶
えのない顔。ただの酔っ払いか。
「ご無沙汰しています」
測っ虎は軽妙に切り返して立ち去ろうとした。
「おい！」とまた肩を掴まれた。
「１杯だけだよ、先生」。低い声。鋭い眼光。目
尻の深い皺。糊のきいた白いシャツ。よく見ると
男の左手の小指が無かった。測っ虎は少し怯んだ。
「仲間と待ち合わせで、今からビリヤードなんで
すよ」
「いいよ、そこで。１杯で帰るから」。「じゃあ
どうぞ」。男が笑ったように見えた。
　男を引き連れ地下への階段を下り、店のドアを
開けると、調査士仲間の山村と芳本がマッセの練
習をしていた。Ａ町に唯一残る四つ球専門の店。
週末の夜はいつも若者で賑わっていた。測っ虎は
山村たちに事情を説明するとバーテンにカクテル
を注文し、男に振る舞った。男は何度か喉仏を動
かすと直ぐにカウンターで舟を漕ぎ始めた。芋の
煮っ転がしのような体をした男だが、なぜか憎め
なかった。
「全く。知らない人を連れて来ないでよ」
　山村が測っ虎を一瞥し、キューにチョークをつ
けて音を鳴らした。山村は団地開発等の仕事で儲
け、高級車や豪邸を手に入れた調査士で、今やＭ
支部の絶対的エースと呼ばれていた。彼はその財
力と風貌から『Ｍ支部のＧＡＣＫＴ』と呼ばれて
おり、決して踏み外すことがなく品格の宿った調
査士だった。測っ虎は煙草に火を点け、隣にいる
芳本を見て頷いた。芳本は重心を落としキューを

【軌跡】
●松阪支部　市野 浩

太郎

つぶ やき
TSU-BU-YA-KI
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会員の動き
平成２9年11月24日現在 会員数266名　3法人

●法人登録

氏  名

木　下　明　尚 松　阪 平成29年９月15日

退会年月日支部名

業務廃止

潮　谷　信　行 松　阪 平成29年９月28日 業務廃止

加　藤　尚　已 四日市 平成29年９月29日 業務廃止

岡　本　暁　光 津 平成29年９月30日 業務廃止

小　森　康　史 四日市 平成29年11月20日 所属会変更

理 由

●退   会

いなべ市大安町石榑東1233番地1

住     所 社　員法人名

土地家屋調査士法人
三重登記測量サポート
（法人番号）19-0003

成立年月日

平成29年8月1日
小 林 義 夫

小 林 弘 仁

●事務所住所変更

伊勢市御薗町高向1919番地11

住     所 変更年月日氏  名

西　尾　　　光 平成29年９月１日

松阪市宮町141番地1　田　穣　次 平成29年９月29日
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寄稿のお願い

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

 

●送付先

〒514－0065

津市河辺町3547番地2

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

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

広報厚生部　岡本　博人

会報

第81号

■発行日■
平成30年1月1日
■発行所■

三重県土地家屋調査士会
三重県津市河辺町3547番地２

TEL  ０５９－２２７－３６１６／FAX ０５９－２２５－２９３０
URL http://www.mie-chosashi.or.jp
E-mail   honkai@mie-chosashi.or.jp

■編集■
広報厚生部
■印刷■

株式会社 伊勢出版

編集後記

　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。

　平成の年号も30年を迎えました。年号が変わる

と色々面倒なことが多くなりますので、書類関係

は全て西暦に変わらないかなと思います。このボ

ーダーの表紙は西暦でしたね。

　今回のボーダー81号で久々に年男の方の寄稿依

頼をさせていただきましたが、ご寄稿いただける

方が少なかったです。

　来年年男の方、83号となりますがご寄稿宜しく

お願いします。















日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

数々の危険からあなたをお守りしたい
桐栄サービスの願いです

職 業 賠 償 責 任 保 険

団 体 所 得 補 償 保 険

団体総合生活補償保険

測 量 機 器 総 合 保 険

集 団 扱 自 動 車 保 険

会員または補助者が業務遂行にあたり法
律上の賠償責任を負い、損害賠償金を支
払わなくてはならないときに役立ちます。

保険期間中に病気・ケガによって就業不
能となった場合、1か月につき補償額をお
支払いする制度です。（最長1年間）

会員が所有し管理する測量機器について
業務使用中、携行中、保管中等の偶然の
事故を補償します。

会員皆様の自動車はもとより補助者の方
のマイカーも加入できます。

保険期間中、国内外を問わず
日常の生活におけるさまざまな事故
によるケガを補償します。
病気による入院を日帰り入院より補
償します。

１）

２）

損害保険代理店

TEL ： 03－5282－5166　　FAX ： 03－5282－5167

上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。

有限会社 桐栄サービス
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