
contents
ごあいさつ

お 慶 び

部会だより

支部だより

公嘱だより

政連だより

特　　集

新入会員の紹介

お知らせ

会員の動き

編集後記

・三重県土地家屋調査士会  会長　　　　　　神戸　照男 ………………………  ２

・津地方法務局  局長　　　　　　　　　　　志賀浦　実 ………………………  ３

・津地方法務局　地図整備・筆界特定室長　  谷端　博己 ………………………  ４

・三重県土地家屋調査士会　副会長　　　　  中山　　修 ………………………  ５

・三重県土地家屋調査士会　副会長　　　　  諸岡　勝彦 ………………………  ５

・旭日双光章受章　　　　　　　　　　　　  岡本　暁光 ………………………  ６

・法務大臣表彰受賞　　　　　　　　　　　  西脇　正孝 ………………………  ８

・総務財務部　　　部長　　　　　　　　　  永井　哲也 ………………………  １０

・企画社会事業部　部長　　　　　　　　　  安田　典生 ………………………  １０

・研修部　　　　　部長　　　　　　　　　  樋口　亮治 ………………………  １０

・広報厚生部　　　部長　　　　　　　　　  川井　一浩 ………………………  １１

・鈴鹿支部　支部長　　　　　　　　　　　  中島　健志 ………………………  １２

・社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

　　　　　　副理事長　　　　　　　　  　　北川　　進 ………………………  １３

・三重県土地家屋調査士政治連盟  会長　　　浦川久加壽 ………………………  １４

「７年目の地籍調査」　伊勢支部　　　　　  中村　　豪 ………………………  １５

……………………………………………………………………………………………  １６

松阪支部・市野浩太郎／鈴鹿支部・竹内　寛／津支部・稲本　大

松阪支部・小倉永義／鈴鹿支部・前田佳昭／桑員支部・林　義人／松阪支部・佐久間隆之

……………………………………………………………………………………………  ２０

……………………………………………………………………………………………  ２１

……………………………………………………………………………………………  ２２



2 3

　皆さんこんにちは。私は本年５月２３日の定時

総会におきまして、会長に選任いただきました伊

賀支部の神戸照男でございます。

　会長という職をいただき、あらためて責任の重

さを実感するところでございます。

　土地家屋調査士制度も来年で６０周年という節

目を迎えることになります。その間には土地家屋

制度の制定から始まり、いろいろな時代背景、制

度の変遷、測量技術の向上、そして現在のＩＴ化

への道のりと諸先輩方々のご苦労のうえに我々今

の土地家屋調査士があるのだと思っております。

　三重会に於きましても本年春の叙勲で旭日双光

章を受けられました津支部の岡本暁光先生、また

６月１５日に開催されました日本土地家屋調査士会

連合会第６６回定時総会に於きまして、法務大臣

表彰を受けられました四日市支部の西脇正孝先生

等々沢山の先輩が半世紀以上に渡りまして土地家

屋調査士制度と共に歩まれ、制度の保持また改革

にと奮闘いただいたお蔭だと感謝申し上げるとこ

ろで御座います。

　さて、我々土地家屋調査士を取り巻く環境は、

相変わらず厳しく、特に最近は個人情報の保護と

共に自己の権利主張が非常に強くなったと実感し

ております。日常の立会業務に於きましてもチョ

ットした言葉の端々をとらまえて色々主張される

方、また時にはまったく喧嘩の様相で境界立会を

行うといったケースもあり、最悪立会に応じてく

れない等で日常業務に支障をきたすことも多々あ

ります。いったい何故こうなって来たのか嘆いて

みても始まりませんが、何とか社会情勢が好転し

てくれればかなりの部分が良い方に変わって行く

と思います。

　今を不安視するばかりではなく、今までに培っ

てきた業務の形態・知識・経験を基にして、これ

からの土地家屋調査士像を模索し、構築していく

べき時期だと受け止め、魅力ある土地家屋調査士

制度が７０年８０年また、１００年と続いて行くものと

信じて頑張って行きたいと思います。

　このたびの役員改選により若い理事の方も増え

ました。会員皆様方のご協力のもと活気ある理事

会を開催し、会の運営をおこなって行きたいと思

っておりますので、どうか一期２年間宜しくお願

い致します。

ごあいさつ

三重県土地家屋調査士会

会長　

神戸　照男

　本年４月１日付けで津地方法務局長を命じら

れ，金沢地方法務局から着任しました。津地方法

務局には，平成１０年度と１１年度にお世話になっ

ておりましたので，１０年ぶりの勤務となります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

　さて，法務局の代表的な所掌業務は「登記事

務」であり，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す。この

登記事務を円滑に運用し国民各位の信頼をより高

めるには，「適正・迅速な事務処理」が大変重要

です。当局では，適正で迅速な事務処理を，各職

場であるいは全局的に様々な方法で具体化させて

おり，会員各位あるいは国民各位の信頼に応える

努力を傾注しております。会員各位の御理解と御

協力を得ながら，適正で迅速な事務処理を行い円

滑な登記行政を進めたいと考えております。

　ところで，土地家屋調査士に寄せる信頼感は，

例えば，「新居を建てたから登記をしなければ」

との市民感覚に代表されると感じています。この

信頼は「土地家屋調査士制度」を入口として登記

所に届けられています。会員各位は，①依頼者と

直接に接して，②物的状況に法的評価を加え，③

表示登記という制度に登録する，という極めて原

則的なしかし極めて重要な作業に，真摯に取り組

んでいらっしゃると思っております。どうぞ引き

続き御尽力をいただき，登記制度の一翼を担いつ

つ，円滑な登記行政の推進に御協力をいただきま

すよう御願い申し上げます。

ごあいさつ

津地方法務局

局長　

志賀浦　実

g r e e t i n g
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　本年４月１日付けをもって地図整備・筆界特定

室長を拝命されました。よろしくお願いします。

地図整備・筆界特定室は，地図情報システムと筆

界特定制度の導入に伴う地図整備事務と筆界特定

事務のより円滑な処理に資するため，本局登記部

門に置かれています。

　さて，地図情報システムは，平成２２年度まで

に全国の登記所に導入される予定となっておりま

す。津局においては本局ほか４庁において既に導

入され，本年度は，尾鷲出張所・松阪支局が導入

予定となっています。

　また，地図情報システムの導入庁においては，

地積測量図・建物図面・地役権図面等の各種図面

を電子化し，地図情報システムに一括登録する作

業を順次実施しており，これにより，インターネ

ットを利用した地図情報の提供が可能となります。

　次に，筆界特定ですが，同制度は，平成１７年の

不動産登記法の改正により，平成１８年１月２０日

に導入されてから３年半が経過しました。

　最近の傾向として，官公庁からの相談が増えて

います。現時点においては測量費用の保管金を予

納するための予算化の手法が確立されていないた

め申請に至っていませんが，今後，これが確立さ

れれば官公庁からの申請が予想され，筆界調査委

員である会員各位の筆界に関する経験・知識に頼

るところが，ますます大きくなると考えておりま

すので，引き続きよろしくお願いします。

　最後に，貴会のますますの発展と会員の皆様の

ご健勝を祈念申し上げますとともに，今後とも，

法務局の表示登記業務の運営につきましてご理解

とご支援を賜りますようお願いします。

ごあいさつ

津地方法務局

地図整備・筆界特定室長

谷端　博己

g r e e t i n g

　去る５月の定時総会において副会長という大役

に選任され責任の重さを痛感しております。

　私のようなものがこのような大役にふさわしく

ないのは私自身が一番解っておりますが、私を育

てていただいた師匠をはじめ多くの先輩方への恩

返しと考え２年間一生懸命頑張りたいと思ってお

ります。

　低迷する経済情勢のなか、私たち土地家屋調査

士を取り巻く環境は、街区基準点を使用しての測

量、地図のコンピュータ化、オンライン申請等々

めまぐるしく変化しています。法務局においては

法１４条１項地図作成業務も計画されており、市町

においては地籍調査が進んでいる状況です。この

ような状況のなか、私たち土地家屋調査士は誰の

ために業務をしているのか、何のために業務をし

ているのか再度考えることも必要ではないでしょ

うか。権利の客体を明示するとは、プロだけが解

るものではなく、一般人が容易に理解できるもの

でなければならないし、一時的なものであっては

ならないはずです。現地に永続性のある境界標を

埋設すること、公図をできうる限り解りやすいも

のに訂正することが必要であります。これをすべ

て申請人に要求するのではなく、法務局、関係官

庁にも協力をお願いし、よりよいものにしていく

方法を検討していきたいと考えております。

　ＡＤＲ機関の開設については、新会館建設後に

開設できるよう他会の状況、問題点等参考にしな

がら、筆界特定制度の研究・分析を踏まえ、準備

を進めていきたいと考えております。

　今後も私たち土地家屋調査士を取り巻く環境は

動きを緩めることはないと思われます。その変化

に対応しながら、今私たちに何が求められている

のかを皆様と一緒に考えていきたいと思っており

ます。

　皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。　

　会員の皆様、今般、副会長を拝命いたしました

津支部の中山でございます。

　本来、昨年度において、本会役員を卒業するつ

もりでおりましたところ、今回の副会長の職につ

いて、思いもよらないことであり、また、総務財

務・広報担当であり、これまた私の得意分野では

ありません。こんな私ですが、どうぞよろしくお

願い致します。

　就任から２ヶ月が過ぎようとしていますが、６

月中旬には日調連の総会に出席することになり、

全国から１８０名を超える会員が参加、役員の改選

の年であり、会長選につき、初日の投票、２日目

の開票となり、松岡会長が再任されました。その

後、７月には中部ブロックの総会への出席と慌た

だしい日々が過ぎ去っただけであり、改めて、副

会長としてやらなければならないことを考える事

としたい。そして、理事の皆様の協力を得て、会

長を手助けできる事を願うばかりです。

　この原稿を書き終えた後において、臨時総会が

開催され、会館取得・会費の値上げが審議され、

会報を読まれている頃は、結論も出ていることで

しょう。

　今般の景気の悪化により、事件数の減少と共に

報酬額の減少と会員の皆様（当方も含めて）には、

辛い内容だったと思いますが、私たちも過去に先

輩方の残された色々な財産の上に成り立っている

と思えば、これから先の若い調査士へのプレゼン

トになると思います。

（可決されることを確信して）

　私は、昭和４９年に調査士事務所の補助者とな

り、訳もわからないままこの職につき、今まで、

継続してこれましたのも、先輩諸氏や周囲の方々

に支えられて今日の私があります。

　土地家屋調査士の仕事は、一匹狼であり、組織

に入りたくない思いがあったことによる選択であ

ったかも知れませんが、実際には、やはり組織の

大切さが必要であることを、役員になって痛感し

ているところであります。本会・支部が行なう研

修、親睦会等の行事には、臆することなく参加を

し、会員相互の交流を深めて頂きたいと思います。

　最後にこれから２年間よろしくお願いたします。

総務財務部・広報厚生部担当

副会長　中山　　修

企画社会事業部・研修部担当

副会長　諸岡　勝彦
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　平成２１年春の叙勲により、岡本暁光先生が旭日

双光章を受章されました。この栄誉はご本人、ご

家族、ご親族にとりまして誠に名誉なことでありま

すとともに、三重県土地家屋調査士会初の勲章受

章であり、我われ土地家屋調査士にとりましても

たいへん名誉なことであります。長年のご功労を

称え旭日双光章受章を心からお祝い申し上げます。

　勲章伝達式を終えられ、お慶び覚めやらぬ日に

岡本先生の事務所でお話を伺いました。そのとき

の様子をご紹介します。

――旭日双光章受章おめでとうございます。まず

は受章されたお気持ちをお聞かせください

　法務省から受章内定の通知を受けたときは実感

が湧かなかったが、伝達式の後、民事局主催の茶

話会に出席してみて全国で調査士２名、司法書士

１名だけと聞かされた時あらためて今まで一生懸

命やってきたことが認められたんだなぁと素直に

嬉しく思いました。

――今回の受章は土地家屋調査士としての功績が

讃えられたわけですが土地家屋調査士になったき

っかけを教えてください

　法務局職員だったこともあり、国家試験になっ

て間もない頃、なんとなく受験したらたまたま合

格してしまったんです。

――ゴルフでもホールインワンを達成されたそう

でお慶びが続いていますが日常生活での楽しみま

たは気をつけていることはありますか

　健康が資本なので妻の協力により食事制限をし

て健康管理には充分注意しています。何にでも興

味を示すのが私の特徴ですが、最近はカメラが好

きで旅行しながら写真を撮ることですね。また毎

晩夫婦で晩酌しながらゆっくりした人生を楽しん

でますよ。

それと健康のためにもゴルフはかかせません。

――突然奥様！苦労話・想い出話を聞かせてくだ

さい

　何でも一途な人で、何かを始めると一生懸命に

突っ走ってしまいますね。会の役員生活が長かっ

たこともあり、自分の仕事は後回しにしてでも会

の仕事優先でやってきたので、その頃は事務所の

仕事をこなすのが大変でした。また、病気をして

４０日間入院したことがあって、昼間は病院で看

病して夜は事務所の仕事が進むように頑張ったこ

とが想い出です。ただ、自分が支えたわけではな

く本人が頑張り屋さんだったからここまで来れた

のですよ。

――これからの目標を聞かせてください

　昔から長年付き合いのある依頼者もいまだに事

務所を訪ねてきてくれるし、元気のあいだはこの

仕事を続けてその人たちの役に立ちたいと思って

います。

――若い会員へのアドバイスをお願いします

　様々な法規制等により、大変な時代が到来して

いるが、逆に調査士しかできない仕事も増えてき

ている。求められるものは多くなるがこれらがあ

るから自分の生活が成り立つ。また責任も重いが

自分に自信と誇りを持って日々勉強を重ねてもら

いたいですね。不景気だから仕事が少ないなどと

めげている場合ではないんです。

―――――――― ◇ ――――――――

　岡本先生の座右の銘は『至誠一貫　努力実行』

だそうです。まさにその言葉通り励んでこられた

その成果が今回の受章につながったのだと思いま

す。会長職３期をはじめ副会長、理事を含めると

３０年にも及ぶ役員暦は一言では表現しつくせな

い大変なご苦労がおありだったことと思います。

これからも我々の大先輩としてご指導を賜ります

ようお願い申し上げるとともにご健康に留意され

一層のご活躍を祈念申し上げます。

　また広報誌のためにお忙しい貴重な時間をいた

だきまして誠にありがとうございました。

　（取材：広報部）

勲章について

★大勲位菊花大綬章・大勲位菊花章頸飾

　我が国最高位の勲章である。

★桐花大綬章

　明治２１年「勲一等旭日大綬章｣の上位として

加えられた「勲一等旭日桐花大綬章」が元とな

っている。現在では「桐花大綬章」と名称が改

められ旭日大綬章または瑞宝大綬章を授与され

るべき功労より優れた功労のある者に授与され

る。

★旭日章

　明治８年に制定された我

が国最初の勲章である。功

績の内容に着目し、顕著な

功績を挙げた者に授与され

る。図様は、国旗「日の

丸」を象徴する日章を中心

に光線を配した旭日のデザインで“旭日昇天”

の意味を示すものといわれる。また、鈕には桐

の花葉が付してある。

★瑞宝章

　明治２１年に制定された。公務等に長年にわた

り従事し、成績を挙げた者に授与される。

★文化勲章

　昭和１２年に制定された。単一級の勲章で科

学・文化の発達に関し勲績卓絶な者に授与される。

★宝冠章

　明治２１年瑞宝章と同時に制定された。特別な

場合に授与される。

i n t e r v i e w

旭
日
双
光
章
受
章

　
岡
本 

暁
光
　
会
員
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　三重県の北部、鹿の湯伝説で知られる湯ノ山温

泉、その御在所岳の麓、菰野町に、先生の事務所

はあります。受賞の２日後に、話を聞かせていた

だきました。

――法務大臣表彰を受賞おめでとうございます

　「私は、昭和２年１１月生まれの８１歳です。調

査士会会員の方々、役員の方々、お客様のおかげ

で、昭和２６年開業より５８年間調査士業務を続け

ることが出来ました。この度、法務大臣表彰戴き

まして、誠に有難うございます」

――先生が調査士になられたきっかけは

　「昔は、地区の測量委員が、平板で測量して、

役場が分筆していました。測量委員をしていた父

から、測量を教えてもらい、父が農協組合長にな

ったので、私が受け継ぎました。３～４年してい

て、ある日偶然、土地家屋調査士試験があるとい

う広告を見て、自分がしたい仕事はこれだと、受

験しましたら、受かりました。法務局職員に、司

法書士も認可を受けなければいかんと言われ、勉

強して、司法書士も認可を受けました。行政書士

も資格を取りました」

――開業当初の思い出は

　「機械科の学校出身で、測るなら正確に測らな

いといけないという信条でやっていました。平板

測量は個人差があり、器用な人、そうでない人で

は、すごく精度が違います。方向線を出し、距離

は巻尺で測って、事務所に持ち帰り、すべて手計

算。紙は縦横で伸縮率が違うので、上質なケント

紙を使い、図面のスケールアップと、現地点間距

離を誤差５cmまでにおさめたいという信念でや

っていました。難しかったです。普通は、１０cmで

も難しい。昔の測量は、個人の技術が必要でし

た」

――測量機器の発展に思うこと

　「昭和３３年より、トランシット測量を始めま

した。算盤と回転式計算機で方向角、三角関数表

でサイン、コサインを読み取り、座標値計算、誤

差の修正、交点計算、面積計算等全部手計算、非

常に大変でした。また、測量図作成は、製図盤、

Ｔ定規、大型三角定規、スケールによって座標点

を図面に落として作成。一連の作業には時間がか

かり、夜遅くまで仕事をしたものです。最近の測

量機器は、コンピューターが計算し、製図機が作

図。誤差が非常に小さくなったせいか、現在は、

測量に対する気持ちの持ち方が、違ってきている

ように思います。私は、最小限の誤差の範囲でで

きるように、一生懸命やっています」

――先生の一日は

「朝は６時に起きて、家の前の畑（８ａ）で農作

業を１時間～１時間半して、９時に事務所出勤。

仕事して、夕方５時に帰り、まだ明るいので、ま

た畑仕事。夜は９時か１０時には寝ます。体使っ

て、頭使って、よく寝る。これが健康の秘訣と思

っています。仕事やめたら、ボケちゃう気がしま

すので、体が続く限り仕事を続けたいと思ってい

ます」

――若々しい服装、おしゃれですね

　「服は自分で買いに行きます。髪は黒く染めて

ます。しょぼくれた格好してたら、お客さんが、

この老いぼれ爺さんに、仕事頼んで大丈夫だろう

かって心配するでしょう。そんなふうには思われ

たくないから。世間の７０過ぎの方が、もう人生

お仕舞やなんて言いますが、私はそんな考え全然

持っていません。『まだ、これからたい』と思っ

ています」

――日々の生活の中で楽しみといえば

　「畑仕事、いろんな野菜や芋を作って楽しんで

ます。それと、年に一度の海外旅行、一人でもツ

アーに入って行きます。写真を撮って、ブックを

作るのも楽しい。それから、習字。週一度、教室

に通って、夜も練習します。６７歳から始めまし

た。入賞はしてませんが、入選は何度かしてま

す」

――書道で、好きな文字を書くとしたら

　「『いろは歌』の内容が好き。仏教的なもので

す。『人生は派手にやってても、いずれは散って

しまう、たどり着くところは、皆同じ』味わっ

て、残りの人生うまく過ごしたいです」

――最後に、若さの秘訣、極意を是非

　「笑われると思いますが、色気なんです。あの

人いいなぁ、きれいな女の人だなぁって、思うだ

けでも、ホルモンの分泌がよくなる。恋するこ

と、片思いです。色気なくなったら、人生終わり

です」（笑）

―――――――― ◇ ――――――――

　西脇正孝先生は、『いろは歌』の無常感を　持

つことによって、逆に輝きを増し、いくつになっ

ても自己研鑽に努め、積極的な生き方をされてい

らっしゃる。これが肝心ということですね。あり

がとうございました。

　　　　　　　　　　（取材：広報部）

昭和３３年　トランシット測量

法
務
大
臣
表
彰
受
賞

　
西
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正
孝
　
会
員

i n t e r v i e w

８１歳の今も現場に立つ、生涯現役
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部　会

だより

総務財務部

部長　永井　哲也　　

　残暑お見舞い申し上げます。
　このたび総務財務部部長を仰せつかりました四日
市支部の永井と申します。これから２年間、よろし
くお願い致します。
　まず、７月２５日に開催致しました臨時総会につき
まして一言御礼を申し上げます。当日は特別決議案
件であり、会員の過半数の会場出席が必要でありま
したが１７４名というたくさんの会員の方に出席いた
だき本当にありがとうございました。
　議事につきましても、皆様の会を思えばこその前
向きで貴重なご意見をいただき、執行部としまして
も、大変感謝致しております。
　新会館につきましては、皆様の貴重なご意見を尊
重しながら、河辺町土地取得、養正町土地売却、新
会館建築につきまして、進めてまいります。
　会費につきましては、値上げを承認いただきまし
たが、今一度支出について見直しをして、今以上の
経費削減を図る努力をしてまいります。
　他にも会則の見直し等やるべき事は多々あります
が総務財務部一丸となって取り組んでいく所存であ
り、皆様のご理解、ご協力をお願い致します。
　三重会は「新会館丸」という船を出航します。こ
の船の乗員・乗客は決まっております。会長という
船長、理事という船員そして乗客は三重会会員全員
です。残念ながら、この船は最新のエンジンを搭載
し何もしなくても前進する船でなく、昔ながらの手
漕ぎの船です。船長・船員だけがオールを漕いでも
なかなか前に進みません。申し訳ございませんが、
乗客の皆様も一致団結してオールを漕いで下さい。
一人も欠けずにオールを漕いで下さい。
　現在、大海原（世の中）は、１００年に一度といわ
れる大嵐（大不況）となっております。会員全員で
この大嵐を前に進んで行きましょう。一人も欠けず
に前に進んで行きましょう。我々理事一同会員の皆
様のために会務に邁進する所存であります。会員の
皆様におかれましても会が何かをしてくれるのを待
つのでなく、会のために何が出来るのか、今一度考

えていただければと思います。今こそ、三重会の結
束力を示す時だと考えております。
　三重県土地家屋調査士会の今以上の一致結束を
お願い致しまして就任のご挨拶とさせていただきま
す。

企画社会事業部

部長　安田　典生

　このたび企画社会事業部の部長を仰せ付かりまし
た安田です。会長より部長就任の要請を頂いた際に
他の部長のお名前をお聞きし、頼もしい仲間がいる
のならということであまり深く考えずにお受けした
のですが、前副会長や前部長からの引継ぎ文書を読
み、改めて事業内容を見てみると、これは大変なこ
とをお引き受けしたぞと思いました。
　先ずはＡＤＲセンター立ち上げという大きな課題
があります。三重会は中部ブロック協議会の中で唯
一つＡＤＲセンターを開設していない会となり、全
国でもかなり後半での立ち上げとなることは必至で
す。ならば、他会に負けないようなより良いものを
作ることが命題となってきます。新会館建設が決定
した暁には、そのオープンと合わせたＡＤＲセンタ
ー開設を目指し、今後、境界鑑定管理委員会との連
携のもと弁護士会との協議を重ね、万全の準備を整
えていかなければなりません。
　オンライン申請の推進も重要な課題となっていま
す。現在、表示に関する登記に関してオンライン申
請のメリットを見出せない状況ではあるものの、保
存登記をオンラインで行う際、表題登記がオンライ
ンで行われている場合のみ登録免許税の１０％控除
（５千円を上限とする）が適用されるとする規定の
適用が平成２２年１月１日に決まり、土地家屋調査士
にもオンラインによる申請が迫られます。既に会と
してもオンライン申請の導入から実施までの研修会
は行い、会員の皆様への周知は図っておりますが、
今後とも新たな情報提供等サポートをさせていただ
く必要があると考えます。
　その他にも、数値資料センターの運営、土地家屋
調査士法第２５条第２項に規定される事項の調査・研

究等々、重要な課題が山積みですが、理事の皆さん
の協力のもと、着実に進めていきたいと思いますの
で、会員の皆様におかれましても何卒ご理解ご協力
いただきますよう、よろしくお願いいたします。

研修部

部長　樋口　亮治

　この度、研修部長を仰せつかりました、鈴鹿支部
の樋口亮治と申します。
　前期は中山研修部長、藤本企画社会事業部長の
下、理事を務めて参りました。
　その前期は、申請書への９３条報告書添付、街区基
準点測量の開始、オンライン申請への対応準備と、
従来の業務が一変する事柄が目白押しでした。
　土地家屋調査士を取り巻く環境が、かなりの速度
で変化していることを私自身体感し、またその対応
に四苦八苦している状態でした。
　会員の皆様も同じ思いを感じられたことと思いま
す。そのような変化の中で、これで良いのだろうか
と不安になったり、また、誤った認識を持たれたり
することもあるかと思います。その様な会員の皆様
の不安や誤解を極力無くすように、研修等を進める
ことが出来たらと思っております。
　定例研修に関しましては、年４回の開催を予定し
ております。１回目は４月にオンライン申請の研修
を、三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会と合同
開催いたしました。これにより、オンライン申請に関
してはＰＣの環境設定から申請まで、一連の流れを
お伝えできたと思っております。また、中部ブロッ
ク協議会で作成されたマニュアル「誰でもできるは
じめてのオンライン申請」を活用して頂きたいと思
います。平成２２年には、建物保存登記の登録免許税
減税の為には、表題登記のオンライン申請が必須と
なってきます。研修部としましても、企画社会事業
部等と協力しながらオンライン申請に関する情報を
発信していきたいと思います。
　（尚、オンライン申請に必要なＩＣカードを未だ
取得されていない会員の方は早めに取得して頂きま
すよう、宜しくお願いします。）

　今後の研修テーマとしては、筆界特定制度に関し
ての講義、実務に関する民法等の研修、伝達研修、
間に合えば、土地家屋調査士倫理規定の研修等を予
定しております。
　今年度から三重会で新人研修を実施する予定で
す。新しく本会に入会された方の研修ですが、特に
補助者経験の無い方に対しての実務体験を検討中で
す。
　これから２年間、至らない点もあろうかと思いま
すが、会員の皆様のご協力と、御指導御鞭撻をよろ
しくお願い致します。

広報厚生部

部長　川井　一浩　　

　この度、広報厚生部長の大役を仰せつかりました
津支部の川井です。神戸新会長のもと２１年度事業計
画に沿ってスタートしたばかりですが、頼もしい部
員と共にこれから２年間、土地家屋調査士制度およ
び資格者としての土地家屋調査士の発展充実のため
広く世間にＰＲ活動を行っていきたいと考えており
ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　土地家屋調査士制度は制度制定以来６０周年を迎
えようとしている現在においてもその知名度の低さ
は言うに及ばず、受験者数の減少に歯止めがかから
ない昨今においては日調連および各単位会の広報活
動を活発に推進していただいているところです。
　では我々広報厚生部で何ができるか。部だけでな
く土地家屋調査士個人の行動全てが広報活動であり
我々の使命は“小さなことからコツコツと…”と位
置づけ、今一度、部会をはじめ理事会、執行部会で
充分検討し、少しでも広く“コツコツと”広報活動
が実施できるよう尽力していきたいと思っておりま
す。また、厚生活動は例年の親睦旅行と会長杯ゴル
フコンペ以外にも予算の許す限り新しい活動を展開
していきたいと考えておりますとともに会員の皆様
のご意見を多く取り入れたいと思っております。ご
意見ご要望をお寄せいただきますようようお願いい
たします。
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支　部

だより
鈴鹿支部

支部長　　中島　健志

昭　　和１７年、戦争遂行の為海軍省の要望により鈴
鹿海軍工廠建設、２町１２村の合併で鈴鹿市が誕生

した。翌１８年鈴鹿海軍工廠稼動開始、戦闘機の機

銃及び銃弾を生産した。その時鈴鹿市のメインロ

ードとも言える中央道路も作られた。

　インターネットで亀山藩の所領を調べると現在

鈴鹿市になっている村々石高の合計が亀山藩５万

石のうち半分の２万５千石余り、中でも国府村は

３千石と一番の石高を誇っている。さすがに奈良

時代伊勢の国府が置かれていただけあって古くか

ら穀倉地帯であったのだろう。鈴鹿郡の村々は亀

山藩の財政の半分を支えていただけに、亀山市の

昔を知る人々にとっては、市の合併にしても法務

局の統合にしても鈴鹿市に吸収合併されるような

形は心情的に認め難いものがあったに違いない。

　戦後軍事目的の合併であった為に、白子町、石

薬師村などで分離独立の動きが出たらしい。しか

しその後杉本龍造市長のご尽力により本田技研、

カネボウ、旭ダウ等の企業誘致が成功し本日の発

展の基礎が築かれた。本田宗一郎氏の弁による

と、新工場設置に伴い全国各地からの誘致合戦が

あった時ほとんどの人が芸者をあげての宴会であ

ったのに杉本市長は伊勢茶の手土産だけであった

と言うことが、鈴鹿に決める原因になったらし

い。本田宗一郎氏らしい良い逸話だと思う。以上

鈴鹿市についての私の一考察でした。

鈴
鹿
市
考

公　嘱

だより
社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

副理事長　　北川　　進

連　　日厳しい暑さが続いておりますが、いかがお
過ごしでしょうか。

　平成２０年度は社員の皆様の協力により、協会発

足以来、過去最高の決算を見ることが出来まし

た。

　しかしながら、公嘱協会を取り巻く状況も非常

に厳しいものがあります。平成１９年度より国や機

構等において随意契約から一般競争入札に移行さ

れ、公嘱協会と調査士法人での入札が実施されて

おります。ご承知のとおり一般競争入札とは、

「入札参加を希望する全ての者に競争を行わせ、

最も低い価格の入札者を落札者とする」という規

定上、入札金額の総額や人的配置等を考慮されて

いないように思われます。

　近年入札の弊害に対する研究もされ、平成１７年

度より一部の入札において総合評価方式が導入さ

れるようになりました。総合評価方式とは、従来

の「価格」による競争に「品質」が加えられ、２

つの基準により総合的に業者の選定ができるとい

う特長があります。今後はそれにより価格競争か

ら品質を重視した入札方式に変わると思われま

す。

　今後、公嘱協会が生き残る為には、調査士法第

２５条２項のとおり慣習、業務についての知識を深

め、地域と密着することによる資料調査等の優位

性を訴えながら、立会業務の分離発注のお願いを

していかなければなりません。そして、共同受託

における工程管理、品質管理を行うこと、より良

い成果品を工期内に納めることが公嘱協会の信用

となり、今後につながると思います。

公
嘱
協
会
の
現
状
に
つ
い
て
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政　連

だより
三重県土地家屋調査士政治連盟　

会長　　浦川久加壽

　　暑お見舞い申し上げます。会員の皆様にはお

元気でご活躍のこととお慶び申し上げます。今年

の定時大会において、会長に就任しました浦川で

す。

　私が本会の会長のとき（８年前）に政治連盟が

発足し、今年で９年目に入りました。土地家屋調

査士の資格制度、不動産登記法第１４条第１項の地

図作成、登記のオンライン申請、地図混乱地域の

解消（基準点設置作業など）、筆界特定制度等で

国民の代弁者である国会議員の先生方に、不動産

登記法の改善と土地家屋調査士制度発展のための

立法を具体的に提言するための政治連盟でありま

す。

　さて、今年も「自民党県議団」「新政みえ」を

通じて要望事項を提出し、私たち土地家屋調査士

が考える政策を県政に反映させ、県民に社会貢献

をしつつ、公嘱協会の業務拡大を図るべく提言を

します。そして、来年、新会館が出来たら、弁護

士会様と合同で念願の「境界問題相談センター」

が立ち上がる予定です。

　８月３０日には、衆議院の総選挙が行われる予定

です。日本の２大政党には明確な対立はありませ

ん。政策の違いだけであります。私たち政治連盟

の幹部会は会員の皆様に投票行動をどのようにお

願いするか検討しました。所属政党に関係なく調

査士制度を理解されている方で推薦依頼があれ

ば、推薦します。会員の皆様の選挙区でどの先生

を推薦したかわからない場合は事務局まで問い合

わせをして下さい。ご家族の方にもご協力してい

ただき、これまでにない態勢で行動していただき

たいと思いますので、どうか会員の皆様にもよろ

しくお願いします。

残

７年目の地籍調査
伊勢支部　　中村　　豪

特
　 集

　縁あって阿児町（現志摩市）の地籍調査のお手伝

いをさせていただくようになり、早いもので今年７年

目を迎えました。初めはなにがなんだか分からず無我

夢中で取り組んできたこの事業も、行政にも地権者に

もより喜んでもらえるような業務内容を提供できるよ

うになってきました。それはこの事業に取り組んでい

ただいている現在１４名の調査士の地図作りへの熱意

のおかげでもありますが、行政側の調査士への理解

と地権者の協力があってこその力も大きいと痛感し

ております。このように志摩市での調査士と行政、地

元地権者が一体で地籍調査に取り組んできたこの数

年は、それにより地域行政に調査士がなくてはならな

い存在としての地位を確立できつつある数年であっ

たとも感じ始めています。

　現在全国で行われている地籍調査の主な発注形態

は

１：全工程コンサル発注

２：全工程調査士発注

３：Ｅ工程調査士＋測量工程コンサル発注

４：Ｅ工程行政直営＋測量工程コンサル発注

といったところでしょうか。志摩市では３番目のＥ工

程（調査・立会い業務工程）を調査士が請負し、測

量工程は専門測量大手コンサルに発注する形態をと

っております。１と２の形態は志摩市も我々も経験が

ないので、あれこれ比べることはあまり出来ません

が、Ｅ工程行政直営の４番目と比べると行政にとって

は数々の利点があると実感しています。

Ａ：専門知識をもった調査士が立ち会う安心感

Ｂ：専門分野だからこそ出来る臨機応変な判断

Ｃ：地元ならではの細やかでスピーディーな対応

Ｄ：地権者の抱く行政不信を和らげる効果

など、志摩市においても行政側から好評価を頂いて

おります。逆に測量工程では我々では到底出来ない

組織力とシステムを確立している大手コンサルが、す

ばらしい地図とその運用ソフトを提供しています。

　このように志摩市においては調査士とコンサルの

得意分野をうまく

生かして、現行で

はかなり理想に近

い地図作りに対す

る体制が出来てい

るのではないかと

思っております。し

かしながらこの形

態でもいいところば

かりではありません。調査士とコンサルに分離発注す

るということは、それだけ行政側の事務的負担も多く

なります。また、単純に積算すれば分離発注の方が

諸経費は高くなります。この点は今後新規に地籍調

査を始める市町においては大きなネックとなること

で、調査士に発注できない原因のひとつです。

　さらに我々が毎年大きなジレンマを感じながら業

務をしている部分は、その積算基準金額の低さで

す。国土交通省による地籍調査の積算基準は、到底

そんな日程で立会いや準備ができるわけがないと怒

りにも似た感情を抱かざるを得ない積算基準であり

ます。実質的には積算基準の倍近い出勤日数が必要

で、よりよい調査・立会い業務を年々やりたいと願っ

ている調査士にとって、仕事として請け負うには非常

に厳しいものがあります。調査士が思っている理想と

現実にはかなりの隔たりがあるのです。

　三重県では７年たった現在でも調査士が地籍調査

を請け負っているのは志摩市のみであります。全国的

に見ても調査士が地籍調査に関与している市町は少

数派となります。随意契約のすべてが悪と映り、入札

への移行が世の常識といわれる中、すでに志摩市に

おいても調査士に発注している形態も近い将来危機

的状況を迎えることは必至でしょう。私個人の考えで

申し訳ないのですが、用地測量も含め調査士による

調査立会いおよび登記業務の随意契約、コンサルに

よる測量業務の入札という形態が主流となる時代は

もうやってこないのでしょうか。

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ
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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？

　はじめまして、平成２０年１２月に登録いたしまし

た松阪支部の市野浩太郎と申します。よろしくお願

いいたします。

　補助者をしている一昨年に資格を取得しまし

た。いざ、開業して自分で仕事をしてみると、迷う

ことばかりで、先輩方にご指導をあおぎながら、必

死で目の前の仕事をこなしている状態です。

　そんな中、ご多忙にもかかわらず、長時間、事務

所で相談にのってくださった先輩、電話で丁寧に

測量について教えてくださった先輩、焼肉とカレー

を食べながら人生観を語ってくださった先輩、翌日

の立会で必要なプラスチック杭を大至急で調達し

てくださった先輩…。この場をお借りしてあらため

て御礼を申し上げます。

　また、お会いするたびにわざわざ私ごときに声を

かけて、激励をしてくださる大先輩方にも、感謝を

しております。

　そして、何よりも、私を補助者として雇い、ここ

まで育ててくださった先生。今の自分があるのは、

先生のおかげです。

　このように、諸先輩方のご厚情によって、土地家

屋調査士として歩き出すことができました。

　今後も、私の愚問にお付き合いをいただくのは、

「非常に疲れる」とは思いますが、ご指導ご鞭撻の

ほど、よろしくお願いいたします。

　平成２１年１月に入会させて頂きました鈴鹿支部

の竹内寛と申します。

　私は学校を卒業後、測量設計会社へ就職し約１０

年ほど公共測量に従事して参りました。そこで不

動産登記というものを知り、また土地家屋調査士と

いう仕事に興味を持ちました。資格取得後、転職

し補助者として実務の勉強をさせて頂きまして、土

地家屋調査士という仕事の難しさを痛感する毎日

です。

　そしてこれからも勉強、経験を重ね現場ごとに

適切な判断ができる様、日々研鑽に勤めて参りた

いと思います。

　まだまだ未熟者の為、緒先輩方のご指導を仰ぎ

ながら業務に従事して参りたいと思いますので、宜

しくお願い致します。

アンケートの回答

①　補助者です。
②　以前に勤めていた事務所の先生の姿を見て。
③　毎日グロッキーです。
④　野球（最近は専ら観戦）。
⑤　探したけれども見つかりません。仕事の出来
が自慢と言えるように頑張ります。

⑥　バランス感覚のある調査士になりたいです。

アンケートの回答

①　測量設計会社→補助者
②　調査士の仕事に興味をもったから。
③　責任の重さを感じてます。
④　テニス
⑤　特にありません。
⑥　依頼者に信頼される調査士になりたいと思い
ます。

アンケートの回答

①　調査士事務所で補助者をしていました。
②　補助者をしていて、この仕事を自分でやって
みたいと思ったからです。

③　思っていたよりも大変でした。
④　テニス
⑤　体力には自信があります。
⑥　確実に業務を行い、信頼される調査士になり
たいと思います。

松阪支部

市野浩太郎

鈴鹿支部

竹内　　寛

津支部

稲本　　大

　平成２１年１月２０日に入会させていただきました

津支部の稲本大（ゆたか）と申します。

　昨年まで調査士事務所に補助者として十数年間

勤めてまいりましたが、いざ開業して半年余りが過

ぎ、調査士として業務を行うことの責任の重さ、判

断の難しさを実感している毎日であります。

　まだまだ未熟でありますので、諸先輩方の御指

導を仰ぎながら、日々勉強し経験を重ねて「この人

に依頼したい」と思われる調査士になれるよう努力

したいと思います。

　今後ともよろしくお願いいたします。
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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

　初めまして、新入会員の小倉永義と申します。

登録をさせていただいてから数ヶ月が経過し、調

査士業務の厳しさを改めて感じているところです

が、一歩ずつ前進してまいりたいと思います。ど

うぞ今後とも宜しくお願いいたします。

　平成２１年３月に入会させていただきました前田佳
昭と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
　私が土地家屋調査士という職業を知ったのは、学
校での測量学の講義でした。講義の余談で、当時先
生の推薦された職業が２、３あり、その中の１つが
土地家屋調査士でした。その時は特に深く考えるこ
ともなく、学生生活を終えました。
　学校卒業後、地方公務員となり数年を経たとき、
公共工事の用地取得に大変な苦労があることを思い
知らされました。その時に先輩方である土地家屋調
査士の方々のご活躍を知り、調査士になりたい気持
ちが芽生えました。
　転職にあたって冷静に考えたのですが、この職業
の社会貢献度が高いことや、自己研鑽次第では生涯
に渡り、続けられることに大変魅力を感じました。学
生時代に先生が推薦して下さったのはそういう理由
であったのかと実感し、調査士を目指すことに致し
ました。他所にて９年間補助者の経験をさせていた
だき、今春鈴鹿にて開業の運びとあい成りました。
　登録後にまず感じたことは、支部の先輩の親切さ
です。補助者としてやってはいたものの、実際自ら
やっていくとなると不明な点など多々出てくるもの
で、登録から現在に至るまで、支部の先輩方には親
切に、丁寧に、的確にご指導いただいており、大変
感謝いたしております。
　未熟者ではございますが、今後とも皆様にご指導
いただきながら努力してまいる所存でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

　５月より三重会に入会しました林義人です。辺境の桑

名市長島町の自宅を事務所とし細々とやっていきますの

で、先輩の皆様方どうかよろしくお願いします。

　父親が愛知会所属であるものの、育ってきた地域は桑

名・四日市であり愛知のことはさっぱりですので、地元で

やりたいという思いで三重会にしました。

　昭和５５年生まれの２８歳ですのでこれから３０年はお世

話になります。若輩者で何もかも足りておりませんゆえに

よろしくご指導賜りたく存じます。三重会に将来恩返しが

できるよう精進します。

　メッセを活用しておられる方、是非登録お願いします。

メッセンジャー：ujahhh@hotmail.com

メアド：hige-cho@m6.cty-net.ne.jp

　さらに、ＩＲＣ（ライムチャット等チャット支援ソフト）

を利用してチャットルーム作りませんか？皆さんＰＣの前

に座っていることが多いと思いますので、導入方法、質問

等ください。

アンケートの回答

①　補助者をしていました。
②　補助者を務める中で、やってみようと思いま
した。

③　大変な仕事だと改めて感じました。
④　
⑤　
⑥　依頼者に満足していただける仕事に努めてい
きたい。 アンケートの回答

①　会社員
②　社会貢献度の高い職業であり、自身の知識・
技術・判断・責任で生涯続けられると思った
からです。

③　事務所経営に不安はありますが、好きな仕事
を自分の判断でできることに大変喜びを感じ
ております。

④　旅行、ドライブ
⑤　体が小さいので、狭い場所でも調査・測量作
業ができます。

⑥　誰からも信頼される土地家屋調査士を目指し
ます。

アンケートの回答

①　フリーターでした。バイトシーズンと公務員受験
シーズンを半年ずつというのを２年。調査士受
験シーズンに替わって３年。計５年耐えました。

②　親父が名古屋で測量業・調査士でどうみても未
来の明るい仕事ではないなと（単価減少、仕事
量減少）、公務員を目指したものの時期が最悪
で、募集人数が最低な時期でした。公務員は断
念し、資格もなくなりたい職業もないので、親父
とは別個実家地元の長島で調査士をする決意を
しました。

③　時期が悪いせいか暇です（笑）。まだ入会して日
も浅く滅失１件のみで親父の手伝いしかしてい
ないのでなんとも言えないですね。

④　卓球：もう長いですが弱いです（苦笑）。ゴル
フ：いわゆる週１ゴルファーです。100台をさま
よっています。麻雀：競技麻雀（賭けない）の定
例会へ月１、２ってところです。学生時代と違
い、腕が落ちる一方です（泣）

⑤　何もありません（きっぱりはっきり）。
⑥　親父は調査士として土地のプロフェッショナル
で建物には弱いが、腕・経験・知識等すばらしい
ものをもっているので、良いところは見習い悪い
面は反面教師として、親父を超えることを目標
に、地道に知識と経験を積み上げ堅実に仕事を
こなしていく所存です。

アンケートの回答

①　補助者
②　補助者になる前から不動産関係の仕事をして
おり、不動産について興味を持っていたので

③　喜びと不安の化学反応がおきています
④　写真、ドライブ
⑤　特になし
⑥　正確、迅速、丁寧に地域の人たちに信頼され
るような調査士になれるよう頑張ります

松阪支部

小倉　永義

鈴鹿支部

前田　佳昭

桑員支部

林　　義人

松阪支部

佐久間隆之

　平成２１年７月１日付けをもちまして、登録いたし

ました松阪支部の佐久間隆之と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

　私は資格を取得したのが昨年ですが、実は補助者

を１３年もしておりました。当初から土地家屋調査士

の資格取得を目指し、独立開業を夢見ていました

が、いつの間にか、明確な目標を失いかけておりま

した。周囲の皆からもこいつはダメだなと思いかけ

られていたんだと思います。このままではいかん、

一回きりの人生、悔いのないように頑張ってみよう

と思い返し、また、家族や事務所の先生方の励まし

もあり、ここ３年、真剣に受験勉強に取り掛かり、

何とか昨年、無事合格することができました。合格

後の感動は今でも忘れることはありません。

　合格してから、開業までの期間は、補助者の仕事

をしながら、土地家屋調査士の資格の職責の重さを

痛感する日々ですが、自分が積み重ねてきたわずか

ながらの経験と知識を生かせていけたらなと考えて

おります。まだまだ未熟者ではございますが、諸先

輩方にご指導をいただき、日々の勉強と研鑽を怠る

ことなく、地域の皆様に信頼されるような専門家を

目指し、頑張っていく所存でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。
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会員の動き
平成２１年７月２２日現在　会員数３００名

おしらせ

　平成21年度税制改正大綱において、登録免許税の

インセンティブ措置につき、建物の所有権保存登記

の申請にあっては、当該建物の表題登記の申請をオ

ンラインにより行われたものに限って適用することと

され、この措置は平成22年１月１日から施行される

ことになっています。

　オンライン申請に必要なＩＣカードの発行には日

数を要しているところ、これから年末にかけては発行

事務手続きが混み合い、更に日数を要することが考

えられます。

　オンライン申請の準備はまずＩＣカードを取得す

日調連ＩＣカード早期取得のお願い

ることからです。年末になってから慌てることの無い

よう早めに準備しましょう。

■ＩＣカード取得について詳しくは

日調連ホームページ

　　　↓　

会員向けのページ

　　　↓　

日調連認証局

をご覧下さい。

　日調連、会長、事務局等からの諸連絡について、承

諾をいただいた207名の会員の方に、メール配信さ

せていただいております。（メール配信未承諾の方へ

は郵送、ＦＡＸでお知らせしています）

　調査士を取り巻く状況が、急速に変化する昨今、会

員の皆様への諸連絡も比例して増えております。メー

ル配信は、情報をスピーディ－にお届けできるだけ

メール配信承諾のお願い

でなく、何よりも、会運営においての経費節減に、大き

く繋がっていきます。　　

　何となく承諾せずにいらしてきた方、やり方が、今

一つわからない方、事務局またはお近くの役員にお

声かけ下さい。全会員メール配信を目指して、皆様の

ご理解とご協力を、切にお願い致します。

　本年も10月頃に特別研修の受講者募集が行なわ

れる予定です。

　日調連ホームページおよび本会事務局からお知ら

『第５回土地家屋調査士特別研修』について

せする予定ですので、積極的に受講していただきま

すようお願いいたします。

松阪市愛宕町三丁目１７番地

鈴鹿市西条七丁目６９番地

津市芸濃町椋本３１４８番地１１

松阪市高町２７７番地１７

鈴鹿市神戸一丁目１９番２５号 北栄ビル４０４号

桑名市長島町福吉８７１番地５８

松阪市桜町２番地２５

事　　　　務　　　　所

平成２０年１２月２２日

平成２１年１月２０日

平成２１年１月２０日

平成２１年２月１０日

平成２１年３月２０日

平成２１年５月１日

平成２１年７月１日

入会年月日

●入　　　会

氏　　名

橋　本　栄　一

川　北　健　司

西　出　郷　志

萩　原　　　巧

久　保　堅　司

有　竹　良　行

中　林　昭　治

市　川　　　誉

長谷川　吉　久

鈴鹿市自由ヶ丘四丁目９番１４号

津市丸之内１７番１１号　丸之内セントラルオフィス２階

松阪市田村町４８５番地１

津市丸之内１７番１１号　丸之内セントラルオフィス２階

名張市緑が丘西３０２番地

志摩市阿児町鵜方３１２１番地４

伊賀市上野丸之内１５６番地の1　サクラウイングスB棟２階

四日市市三重一丁目２番地

津市香良洲町５５４２番地

住　　　　　所

平成２０年１１月１日

平成２０年１２月２２日

平成２０年１２月２６日

平成２１年１月１日

平成２１年２月２８日

平成２１年３月２４日

平成２１年５月１日

平成２１年５月１１日

平成２１年７月１０日

入会年月日

●事務所住所変更

氏　　名

前　川　貞　夫

浦　田　源　生

杉　野　壽　茂

杉　村　　　晃

見　並　正　生

田　中　宏　幸

山　口　順　弘

野　田　周　道

津

伊勢

鈴鹿

四日市

四日市

四日市

津

津

平成２１年１月２０日

平成２１年２月２日

平成２１年２月２０日

平成２１年４月１０日

平成２１年４月２０日

平成２１年５月２０日

平成２１年６月１０日

平成２１年６月１０日

退会年月日支部名

業務廃止

死　　亡

業務廃止

死　　亡

業務廃止

業務廃止

死　　亡

死　　亡

（平成２０年１２月２１日他界）

（平成２１年３月１６日他界）

（平成２１年４月１１日他界）

（平成２１年５月１８日他界）

理　　　　　由

●退　　　会

氏　　名

市　野　浩太郎

竹　内　　　寛

稲　本　　　大

小　倉　永　義

前　田　佳　昭

林　　　義　人

佐久間　隆　之



22

寄稿のお願い

　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

Border
第６４号

■発行日■

平成２１年８月１５日

■発行所■

三重県土地家屋調査士会

三重県津市上浜町６－１５５－１

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■

伊和新聞社

編集後記

誰かが行かねば道はできない。
「雪を背負って登り、雪を背負って降りよ」
北アルプス立山連峰にある標高２９９９ｍの
山。剱岳。古来よりその厳しさから「針の
山」、「死の山」として恐れられてきた前人未
到の山・剱岳に日本地図最後の空白地点を埋め
るため三角点測量に臨む陸軍参謀本部陸地測量
部。決して名誉のためでもなく利のためでもな
い。仕事に誇りをもって挑む男たちの映画であ
る。映画「剱岳　点の記」より

　平成１７年・１８年に法務局の不動産登記法第１４条
地図作成事業に携わり、成果として地図を作成し
納品し終えたときの仲間と味わった達成感を思い
起こした。まさに名誉のためでもなく利のためで
もない。法務局職員と土地家屋調査士ひとりひと
りが仕事に誇りをもって一丸となって挑んだ日々
であった。
　先日の臨時総会において賛成多数で可決してい
ただいたことにより、われわれ三重会会員の長年
の夢である新会館建設に向けての一歩を踏み出し
た。厳しい時代であるからこそ全会員が一丸とな
って先輩の育て上げてこられた夢を現実にし、良
き調査士制度とともに後輩に受け継いでゆくため
にもシンボルである会館建設に向けて邁進してい
きたいものである。







トータルオフィスサポート

有限会社　不二ビジネス
〒５１５－０２１７　松阪市早馬瀬町２８２－１　  ＴＥＬ ０５９８－２８－６４４７　ＦＡＸ ０５９８－２８－６４４８
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