
contents
ごあいさつ

お 慶 び

部会だより

支部だより

政連だより

公嘱だより

報　　告

新入会員の紹介

広　　場

お知らせ

つぶやき

会員の動き

事務局だより

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　　　　　　　　　　  梅本　泰宏 ………………………  ３

・法務大臣表彰を受賞して　　　　　　　　  松下　　剛 ………………………  ４

・総務財務部　　　財務副部長　　　　　  　萩原　　巧 ………………………  ６

・企画社会事業部　社会事業副部長　　　  　堀江　秀弥 ………………………  ６

・企画社会事業部　企画副部長　　　　　  　諸岡　伸亮 ………………………  ７

・研修部　　　　　　　　　　　　　　　  　豊田　将司 ………………………  ８

・広報厚生部　　　　　　　　　　　　　  　前田　寛治 ………………………  １０

・津支部　　　支部長　　　　　　　　　  　野田　秀敏 ………………………  １１

・松阪支部　　支部長　　　　　　　　　  　田中　義克 ………………………  １２

・熊野支部　　支部長　　　　　　　　　  　畑中　伸章 ………………………  １４

・三重県土地家屋調査士政治連盟　会長　  　浦川久加壽 ………………………  １５

・社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　　

　　　　　　　　　　理事・伊勢支所長　　  中島　万琴 ………………………  １６

・１４条地図作成作業

　　　　　地図業務研究委員会　委員長　 　 前出　隆司 ………………………… １７

・中部ブロック協議会定時総会　副会長　  　永井　哲也 ………………………  １８

・中部ブロック広報担当者会同

　　　広報厚生部　部長　　　　　　　　　  上杉　和子 ………………………  １９

・中部地籍研究会　研究報告会

　　　三重県の地籍研究委員会　委員長　  　安田　典生 ………………………  ２０

四日市支部・小松哲也／四日市支部・𠮷田　穣次 …………………………………  ２１

・Ｒｅｍｅｍｂｅｒ切手少年　　　四日市支部  　伊藤秀郎 …………………………  ２２

・ペットボトルで太陽温水器　伊勢支部　　  東原達也 …………………………  ２４

ホームページの会員専用ページをリニューアル ……………………………………  ２６

心配無用　　　　　　　　　　広報厚生部  　迷想滞浮迂３号 …………………  ２８

……………………………………………………………………………………………  ２９

事務局長・伊藤　洋子／事務局臨時職員・佐脇　ゆみ …………………………… ３０

……………………………………………………………………………………………  ３１



2 3

ごあいさつ

三重県土地家屋調査士会

会長　

神戸　照男

ごあいさつ

津地方法務局

局長　

梅本　泰宏　

g r e e t i n g

　会員の皆様方には, いつまでも続く厳しい経済状

況の中, 本会の業務運営に対し格別のご協力を賜わ

り深く感謝致しますと共に厚く御礼を申し上げます。

　平成2４年度定時総会には, 沢山の会員の皆様の

ご参加をいただき貴重なご意見を賜りながら, 上程

致しました議案すべてをご承認いただき誠に有難う

御座いました。戴きましたご意見, ご要望につきま

して, 今後の会務運営に十分役立てていきたいと思

いますので，どうか宜しくお願い致します。

　今年で, 土地家屋調査士制度も制定から６２年目の

年を迎える事となりました。

　また, 昨年には７月３１日が「土地家屋調査士の日」

として定められました。今年は, まだ一年目でありま

すため, この日に集中して制度広報というわけには

いきませんが, 永く制度広報の日として活用し色々

な行事を企画実行したいと思います。本会からの広

報活動だけでなく, 各支部からのご協力を戴きなが

ら立体的な制度広報を進めていけたらかなりの効果

が期待できるのではと思いますので, その時は宜し

くお願い致します。

　さて, 裁判外で紛争を解決するための法律（ＡＤ

Ｒ法）が施行され７年,  ３月末には大分会が全国５０

会の４９番目として大臣指定を受けられました。土

地家屋調査士会が運営主体となって実施している

「境界問題相談センター」設立も, 三重会が最後の

会となりました。三重会としましても会館も完成し，

ＡＤＲセンターの立ち上げのため，本年度は,ＡＤＲ

センター設立準備委員会および役員が一丸となって

規則その他運営規定等の検討・仕上げを行ない, 弁

護士会と協定を結び，さらには, 他会の視察や運営

状況の情報を戴きながら三重会式のＡＤＲセンター

実現に向け邁進致しております。

　全国５０会が,ＡＤＲセンターを設立することは, 他

資格者団体には無いことですし,境界問題の専門資

格者として土地家屋調査士が, 国民にアピールでき, 

活躍する事に大きな期待を持っております。

　景気の低迷により業務が減少していますが, 依頼

者の信頼に応え得る高度な専門職業家として，これ

からも業務を適正に行い, 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, 国民に愛され

続ける土地家屋調査士であることはもちろん, 会員

の自覚のもと豊かな土地家屋調査士をみんなで目指

しましょう。

　この度の異動により津地方法務局へまいりまし

た。津局には平成１３年４月から２年間お世話になっ

ておりましたので，９年ぶりの勤務となります。ど

うかよろしくお願いいたします。

　会員の皆様には，日頃から，不動産の表示に関す

る登記制度の中心的担い手として大いに御活躍され

ておられることに深く敬意を表しますとともに，登

記行政を始めとする法務局の業務運営につきまし

て，格別の御理解，御協力を賜っておりますことに

対し，誌面をお借りして厚く御礼申し上げます。

  さて，法務局の代表的な所掌業務は「登記事務」

であり，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，

国民からの信頼を高めるには，「適正・迅速な事務

処理」が重要です。当局では，適正・迅速な事務処

理を，各職場で様々な方法で具体化させており，会

員の皆様及び国民の信頼に応えられるよう日々努力

しております。会員の皆様の御理解と御協力を得な

がら，適正・迅速な事務処理を行い，本年度当局の

局務運営基本方針である信頼され親しまれる法務

局を目指していきたいと考えております。

　ところで，「東日本大震災」が発生してから１年

３か月が過ぎました。被災地においては復旧・復興

に向けて様々な取組がなされております。被災者の

方々の一日も早い復興を願うばかりです。

　土地家屋調査士の業務は土地や建物の現状を把

握し，登記に反映させる仕事であり，これからの復

旧・復興支援には欠かせない業務であります。法務

省においても，被災地の復旧・復興を支援するため

に，被災した建物の建替え等に係る登録免許税を免

除する措置及び地殻変動によって移動した土地の境

界の復元等の復旧・復興支援事業を行っております

が，これらの事業は，土地家屋調査士の皆様の御協

力がなければ円滑な実施が困難な事業ですので，引

き続き一層の御理解，御協力を賜りますようお願い

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

の皆様のますますの御健勝と御活躍をお祈り申し上

げ，御挨拶とさせていただきます。
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　私は、今年度の日本土地家屋調査士会連合会定

時総会におきまして法務大臣表彰を受賞致しまし

たことを会員の皆様にご報告申し上げるととも

に、今日まで土地家屋調査士として業務を継続で

きたのも皆様のご協力の御陰であると感謝申し上

げます。

　私は、昭和５０年4月に土地家屋調査士の登録を

行いましたが、振り返ると専門知識不足と経験不

足での業務開始でありました。２１歳という若さ

から世間の厳しさ、取り分け不動産関係世界のル

ールを知らないままのスタートでした。

　土地家屋調査士業務は、補助者をしていた事務

所の先生が業務について非常に厳しい方でしたの

で、土地家屋調査士の精神論的なことを特に厳し

く指導していただきました。この時の教えが、そ

の後長く業務を行うことができた基礎になってい

ると感じております。

　平成１７年の不動産登記法改正により、土地分

筆登記は全地求積となり、残地も求積するように

なりましたが、私の先生は、昭和５０年以前から

基本的には、全地を境界確認を行い分筆登記申請

をしてまいりました。先生の教えは、分筆する土

地は全体の土地の範囲を特定してからでないと分

筆する範囲を確定できないものだとのことであり

ました。若い私から、そのような基本的な説明を

受けた依頼者は、某土地家屋調査士に以前分筆し

てもらったが、そんな測量はしておらず単に費用

を高額にするために余分な作業を行うのではない

のかと疑問を投げられ説明に苦慮したことを覚え

ております。また、立会い業務においても、昭和

５０年から数年は官民立会も市町村が行うのでは

なく、地元自治会長がおこなっておりました。行

政の窓口で現在のような対応を行うようになった

のも昭和５５年頃以降だと記憶しております。

　立会い業務が簡略化？されていた時代ですから

土地家屋調査士に求められていたものは、依頼者

の指示通りに登記を完了すれば、良い土地家屋調

査士であると評価されたことでした。従って、私

は不動産関連の業者からは都合が悪い土地家屋調

査士として評価されておりましたので、決して順

風満帆な業務を行なってきたとは考えておりませ

ん。

　私は、元来非常に攻撃的な思考の持ち主であり

ますので、平成元年に三重県土地家屋調査士会の

理事に就任しましたが、理事会の運営方法に疑問

をもち、当時の執行部には、不快な思いも多くさ

せてきたのではないかと自信？を持っておりま

す。

　最近の理事会のことを聞いておりますと、全く

発言しない理事も多くいるとのことを聞きます

が、土地家屋調査士は当然に個人に与えられた資

格であり、組織を構成して組織人として資格者と

しての権利義務を受けていかなければなりません

ので、会員は、土地家屋調査士会は自分自身の組

織であるとの認識に立ち、組織と深く関わってい

ただきたいと考えております。

　最後になりましたが、３８年目の土地家屋調査

士として若い会員の方へお伝えしたいことがあり

ます。土地家屋調査士は表示登記の専門家である

だけではなく、国民の財産である不動産につい

て、境界標の管理も業務の一部であることも認識

し、紛争防止のための資料管理も業務の一部であ

ると認識していただきたいと考えます。また、法

務局などで一部始終を相談している会員を見かけ

ることがありますが、不動産登記行政を法務局と

共に支えている専門職としての意識を強く持って

業務に当たられることを期待しております。
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部　会

だより

総務財務部

財務副部長　萩原　　巧　　

　早いもので私が総務財務部の部員となって１年が

過ぎ、平成２４年度も本格的に活動する時期となりま

した。昨年は、何も分からないまま担当副会長、部

長の後について部の仕事をしてきましたが、取り組

むべきこと改善すべきことがたくさんあることを感

じました。今年度は、昨年１年間の活動を通じて感

じたことを部会の中で提案し、会の運営、改善に取

り組んでいきたいと思います。

　さて、本年度の総務財務部の活動について、ご報

告をさせていただきます。

　念願の新会館完成から１年以上が経過しました。

広告塔を設置し、新会館並びに土地家屋調査士の更

なる周知を図る予定であります。そして箱物だけと

ならないよう、組織体制の確立といった運営につい

ての改善にも着手していかなければなりません。

　事務局のデータ一元管理、既存文書を含めた文書

の管理、会員管理システムの導入等々、事務局の業

務の効率化とともに会員の皆様への情報提供等の整

備を検討しております。今年度は、事務局長の交代、

事務職員の産休により臨時職員の採用といったこと

もあり、事務局運営のサポートと同時に早急な事務

局運営の整備改善の必要性を感じているところです。

　また、当部として常に取り組んでいかなければな

らない経費削減についての検討。支部研修助成金の

取扱いについての検討、時間区分による会議費日当

削減の検討、各種文書の電子化に伴うペーパーレス

化等事務の効率化による支出の見直し等知恵を絞っ

ております。

　次に、大きな課題でありますＡＤＲセンターの設

立。いよいよ来春予定の設立に向け、ご尽力いただ

いております設立準備委員会及び企画部門を支援す

べく、当部としましても、予算措置についての検討、

会則、各種規則との整合性についてしっかり検討し

て参ります。

　そして、来年度は中部ブロック協議会の定時総会

が三重会担当となっており準備に取り掛からなけれ

ばなりません。

　以上大まかに報告いたしましたが、総務財務部一

同、縁の下の力持ちとして、しっかり協議し実行し

ていきたいと思いますので、皆様のご支援、ご協力

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

企画社会事業部

社会事業副部長　堀江　秀弥

　残暑の候、会員の皆様におかれましては、益々ご

壮健のこととお慶び申し上げます。

　企画社会事業部・社会事業部門副部長を務めさせ

ていただいております、松阪支部の堀江と申します。

　私事ではありますが、昨年６月より、理事を務め

させていただき、企画社会事業部に配属され、はや

１年余が経過いたしました。この間、十数回の部会

を経験させていただき、ようやく、当部の担ってい

る責務について理解できてきたかなというのが正直

なところであります。まだまだ日々勉強の私ではあ

りますが、部長を筆頭に、部員一同一致団結し、土

地家屋調査士にとっての、よりよい環境作りに寄与

したいと考えております。それには、会員皆様方の

ご理解、ご協力が必要なのはもちろんですが、忌憚

のないご意見、ご要望も是非お聞かせいただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

　それでは、社会事業部門の柱であります、下記３

事業についての活動報告をさせていただきます。

①災害協定及び防災に関する取り組みについて

　三重県と｢災害発生時における応援協力に関す

る協定書｣の締結を目指し、活動しております。当

協定については、三重県・三重県土地家屋調査士

会・（社）三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協

会との３者での協定締結という方向で進んでおり、

現在（執筆時６月末）の状況は、三重県の担当部

署であります災害対策課と、協定書の内容につい

ての最終調整の段階に至っております。

　三重県との協定締結後は、県下全市町との協定

締結を目指し活動いたします。

②１４条地図作成作業への協力・支援について

　平成２２年度より始まりました１４条地図作成業

務は、今年で３年目を迎えております。

　昨年度で四日市地区の作業が完了し、筆界未定

０という、すばらしい結果を残されました。大変

困難な作業であったと聞き及んでおります。本当

にご苦労様でした。

　また、津地区においては、２年目作業の実施中

です。経験豊富な津の皆様のことですから、確実

に成果をあげられていることと思います。

　そして、いよいよ私の所属いたします、松阪地

区の作業開始の年でもあります。

　会としましては、昨年度までと同様、対象支部

への研修費の交付を予定しており、また、１４条地

図連絡調整委員会を有効活用し、関係支部間の情

報共有の場を提供していきたいと考えています。

③中部地籍研究会との連携について

　中部ブロックの事業である｢中部地籍研究会｣は、

永年継続事業と位置付けられており、現在、第１

期事業計画（１０年計画）の中期計画（平成２３年

度～平成２６年度）にさしかかっております。中期

計画においては、明治２３年から昭和２２年（土地

台帳法施行年）までの、歴史的資料類並びに慣習

等の調査が研究課題となっています。

　三重会におきましても、今年の１月２８日に｢三

重県の地籍研究委員会｣が正式に立ち上がりまし

た。土地家屋調査士法第２５条第２項にも規定され

ているように、地域ごとの慣習等の研究は非常に

有意義であり、日常業務を遂行するうえで、強固

な基礎となることと思います。

　中期計画の成果は、前期計画の成果をまとめた

｢三重県の地籍Ⅰ｣に引き続き、書籍発行というか

たちで発表されることになります。また、｢三重県

の地籍Ⅰ｣を読み解くための難読難解用語集｢索引

式別編（仮称）｣の発行も予定されています。乞う

ご期待ください。

企画社会事業部

企画副部長　諸岡　伸亮

　残暑お見舞い申し上げます。会員の皆様方には、

お元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。

　平成２３年度より、企画社会事業部企画部門の副

部長を担当させていただいております、四日市支部

の諸岡伸亮と申します。理事に就任し、早いもので

任期の半分が経過しました。昨年度は、経験するこ

とが初めてのことばかりで、先輩方のご指導のもと

必死に務めてきたつもりですが、至らない点も多く

他の理事の方々に、ご迷惑をかけっぱなしだったと
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改めて反省しております。残り１年となりましたが、

今年度は昨年の反省を活かして少しでも会のために

役に立ちたいと考えております。

　さて、企画部門では、今年度は、下記の事業計画

を予定しております。

１　ＡＤＲセンターの設立

２　無料登記相談会の継続実施

３　法調事務打合会の実施

４　数値資料センターの運営

５　土地家屋調査士を取り巻く環境変化への対応

　これらの中で今年度の最重要項目として『ＡＤＲ

センターの設立』が挙げられます。現在、全国単位

会５０会の内４９会は、土地家屋調査士法に基づく指

定をうけたADRセンターを設立しその活動を行って

おります。

　三重会も最後のトリを務めるべく昨年度からセン

ター設立に向けＡＤＲセンター設立準備委員会のも

と準備を着々とすすめてきました。現在、弁護士会

との打合せも順調にすすんでおり、センター規則等

の細部検討など具体的な作業が進んでおります。こ

れに合わせて企画部門でも設立申請の手続き、相談

員・調停員候補者の研修、開設式典の準備、事務局

体制の検討等の準備を行っている状況です。

　今年度、ＡＤＲセンターが現実に設立されること

になれば、今まで我々がおこなってきた登記業務に

新たな分野（紛争解決業務）が加わることになりま

す。弁護士とともに紛争を解決すべく行動するには、

この紛争解決業務のレベルを登記業務と同程度にま

で高めていくことが必要であり、また、社会が土地

家屋調査士という専門職に、それを求めているとい

う現実・風潮を否定することはできません。

　会員の皆様のご多忙は十分理解しておりますが、

何卒、ＡＤＲセンター設立に向けた、ご理解・ご協

力を重ねてお願い申し上げます。

研修部

豊田　将司　　　

　残暑お見舞い申し上げます。

　自分が研修部員を担当させて頂いてから、早いも

ので約１年が経過しました。

　入部当初は要領も掴めず、日々苦労と困難の連続

でしたが、この暑さにも負けない、熱い志しを持っ

た先輩方にご指導頂き、ヤケドしながら精進してお

ります、鈴鹿支部の豊田将司と申します。

　さて、６月末日現在の研修部活動状況と今後の予

定について報告します。

　この記事が掲載される頃には、既に講義は終了し

ているとは思いますが、７月２８日に開催予定の第１

回定例研修会では「コミュニケーション・スキルア

ップ」

～信頼関係構築・交渉力を高める～

　土地家屋調査士は日常業務において、依頼者や隣

接所有者等への説明・説得など様々な場面で対話、

交渉の能力が求められます。そういった場面に役立

つ講義で、この研修は昨年度より研修部が構想して

いた期待の一策で、大変興味深く業務に役立つ講義

内容になっていると思います。又、講師の方には土

地家屋調査士の業務内容や特殊性・困難性を、より

理解して頂ける様に、具体的に事例を示しながら、

出来るだけ業務で実戦的に使え、効果が反映される

様にお願いしました。

　第２回目の定例研修会では、まだ検討中ではあり

ますが、本年度定時総会事業計画重点課題に、会員

の業務の適正さの確保と事務所経営基盤の確立に関

する取組みの項目に関して、事務所経営と報酬額、

場合により震災関係のテーマも取り入れた研修を、

宮城県土地家屋調査士会 会長 鈴木修先生に講師依

頼の予定をしております。

　鈴木修先生は長年、土地家屋調査士の報酬につい

て考えてみえて、各所で研修して来た内容を、共同著

書「ガイダンス土地家屋調査士報酬」として日本加除

出版から発刊されております。また、ご自身のブログ

「http://fermatadiary.blogspot.jp/2012/04/blog-post_26.h

tml」の中で、（今回の書籍の目的は、資格業者にコ

スト感覚が無さ過ぎるという思いから、原価の意識

だけは持って欲しいと考えて書きました。「お客様

から見ても、資格者から見ても、納得できる「適正

な報酬」とは何か」これからも考えて行きたいと思

います。）と述べられているほど熱心に研究されて

いますので、今一度、報酬額について考える機会を

与えてくれる講習になると期待しています。

　第３回目以降の定例研修会につきましても、構想

中、検討中ではありますが、ＡＤＲセンター設立に

伴う研修、筆界特定に関する研修、調査士業務に関

する会員意見発表会、県・市町村や法務局に対して

行われる不服申立て手続きである、審査請求の活用

方法、９３条調査報告書改定に伴う研修、民法に関す

る研修、税務に関する研修、

【調査士に必要な経営学】（仮案）

～税金対策・資産運用・雇用問題・経営知識～

等を検討しています。

　中でも自分が企画させて頂きました審査請求は、

その手続きが明記されている一般法である行政不服

審査法第１条に法律の趣旨として『この法律は、行

政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当

たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する

不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な

手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、

行政の適正な運営を確保することを目的とする。』

と記載され、土地家屋調査士法の第３条には『不動

産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する

審査請求の手続についての代理』と明記されており

ますが、依頼人の権利利益の救済を図るために、実

際の活用場面や活用方法を研修したいと思い提案さ

せて頂きました。

　又、会員の皆様の希望する企画を研修内容に反映

させたいと思いますので、気軽にこんな研修をして

みてはどうか等、声を掛けて頂ければ幸いに思いま

す。

　新たな取組み、試作としては会員の皆様に、より

アクセスしやすく、身近な定例研修会にするために、

まず 試験的に研修部会においてインターネットを介

してオンライン上で行うWeb会議を行い、問題点等

を検討しながら改良し、最終的には定例研修会のリ

アルタイムオンライン配信やビデオ研修会を各会員

の地元でも受講できる様な体制を目指して試行錯誤

しています。

　連合会ＨＰでも土地家屋調査士研修ライブラリで、

今後eラーニングのコンテンツが充実してくると思い

ますので、今後の展開に注目しています。

　個人的に思うのですが、土地家屋調査士法に記載

されている様に専門家として日々変化していく時代

に対応するために業務に関する法令、実務に精通し

たい、という思いは、皆同じだと思いますし、その

学びたい事、研修したい内容、研修したい時期は人

により個人差も有り、それぞれだと思います。自分

は取り扱いが変化していく日常業務、あるいは、進

化し続けるIT関連で、もっとこの関係に詳しくなれ



10 11

支　部

だより

支
部
活
動
報
告

津支部

支部長　野田　秀敏　　

　津支部長の野田秀敏です。

まず最初に６月末迄の津支部の活動報告をさせてい

ただきます。

　去る６月２日（土）に津グランドボウルにてボウリ

ング大会を開催いたしました。土曜日の夜という時

間帯にも拘らず会員、補助者、家族合わせて計１８名

の方が出席いただき７レーン貸切で行いました。

その中で、今年は川井一浩会員が見事一位となり、

津グランドボウルより金メダルが授与されました。

　また、６月２２日（金）には、津支部有志によるソフ

トボールチーム「パラダイス」、桑員支部安田典生会

員、松阪支部市野浩太郎会員との合同チームで三青

司さんとのソフトボールの練習試合を行いました。

　試合の結果は、私が大ブレーキとなりまして惨敗

いたしました。

　荒井監督申し訳ございません、次回までに滝に打

たれて修行いたします。

　(ドーピングしても運動音痴は治りませんので無理

かもしれません。)

次に今後の活動予定を報告させていただきます。

７月７日（土）午後１時半よりサン・ワーク津に於い

て東海工業専門学校の講師を招いて「公共座標を用

いた測量に関する研修会 」を行う予定です。

　研修内容が測量に関する内容の為、他支部の会員

の方々からも7名の参加申し込みがありました。

　１０月７日（日）には「津まつり」にて無料登記相談

会、広報活動を行う予定です。

　さらに１０月から１１月にはゴルフコンペを行う予定

であります。

　最後に日頃より支部活動を支えてくださる各会員

の方々、事務局の方々に心より感謝申し上げます。

たらいいのに、と思うことが多々あります。そういっ

た機会に勉強する事が本当の研修であり、依頼人の

為、業務の為、ひいては自分の為になることだと考

えています。

　単に制度体制だけに囚われるのではなく、専門家

である会員を信じ、本来あるべきすがたで、学びた

い時に学びたい内容を自由に学べる時代に変わって

いく事を期待しています。

広報厚生部

前田　寛治　　

　広報厚生部２年目になります、伊勢支部の前田で

す。よろしくお願いします。

　あっと言う間の１年で、振り返ってみますと、仕

事らしいことはできませんでした。言うなら、おん

ぶにだっこ状態で、部長をはじめ部の皆さんにひん

しゅくをかっていないかと心配しています。

　我が広報厚生部長は、情熱の人！上杉和子常任理

事です。役員の紅一点でありますが、かなりの敏腕

です。誰しも新しい物事へのチャレンジは大変です

が、昨年度は会員専用ホームページのリニューアル

に着手し、無事成し遂げました。十人十色と言いま

すが、会員２８０名を超える会の意見をまとめあげる

のは容易いことではありません。紆余曲折でしたが、

初志貫徹、ぶれることなく、一意専心取り組んでお

られました。本当に頭が下がる思いです。もちろん、

部長だけでなく、川井副会長、安田副部長、牛田理

事、皆バイタリティーに富み、凄い方ばかりで尊敬

いたします。こういったメンバーに引っ張っていた

だいて活動しています。

　さて、現在部では、制度広報活動の具体的手段を

検討しており、影響力の大きいマスメディアを活用

するため、積極的にボランティア活動をしたり、各

行事やイベントの取材依頼を要請する、という案が

出ています。また、連合会でも検討されています車

用マグネットシートの作成。全国一斉無料登記相談

会に向けたポスターやチラシ、新聞広告等の検討。

昨年から始めた出前授業は、座学や実技を多数考え、

内容を充実させて継続していく計画です。また、相

可高校以外の対象校も検討に入っております。

　他方で、先行き不透明な経済状況で景気が低迷す

る中、土地家屋調査士は受験者数の激減により合格

者も減少しています。この状況を考えますと、一般

市民へのＰＲ活動は大切であり、広報厚生部の役割

は大変重要になってきます。

　このように、色々山積状態であり、全てが年度内

に実現できるか心配しておりますが、なんとしても

実行するといった強い意志で取り組んでいく所存で

す。どうぞ会員皆様のご理解とご協力をお願いいた

します。

　１１月には、熊野古道親睦旅行を計画しております。

実は、私はまだ熊野古道へ行ったことがありません。

私以外にも行ったことのない方が多いのではないか

と思ったりしています。大袈裟ですが、もしかする

と、一生に一度の機会（紀北支部の皆様すいませ

ん）かも分かりませんので、是非とも参加していた

だいて、日常での近隣の仕事仲間や趣味の域を超え

た、交流の場にしていただけたらと思います。

　最後になりましたが、広報厚生部へご意見があり

ましたら、事務局でも部員にでも結構ですのでお気

軽におっしゃってください。また、会員専用ホーム

ページの「ほっと一息」にもどしどし投稿して更新

させて下さい。よろしくお願いします。
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松阪支部

支部長　田中　義克　　

　皆さんは｢松浦 武四郎｣という人物をご存じでしょ

うか。江戸時代、現在の北海道を踏査し内陸部の詳

細な地図を作成した探検家であり地理学者・民族学

者でもある三重県の偉人のひとりです。また、｢北海

道の名付け親｣としても知られています。

　我々土地家屋調査士の行う地図作成とはまったく

違う地図の作成ですが、支部研修会として、松浦武

四郎記念館の学芸員山本氏を講師にお招きし、松浦

武四郎の地図作りと業績について講演いただきまし

た。この講演資料から松浦武四郎を紹介させていた

だきます。

　松浦武四郎は江戸後期の１８１８年現在の松阪市小

野江町で紀州徳川家の郷士の家に生まれました。な

お、この年伊能忠敬が亡くなっています。

　武四郎の家は伊勢神宮に向かう伊勢街道沿いにあ

り、おかげ参りの旅人から聞く日本各地の人々の話

から見知らぬ土地への憧れがあったようで、１７才の

とき全国を巡る旅に出ます。

　九州を旅した２５才の武四郎は、中国からインドへ

向かおうと対馬へ渡り、朝鮮半島へ行く船を探しま

すが当時の鎖国令のため渡れる船が無く断念してい

ます。

　長崎滞在中に知識人と交流した武四郎は、大国ロ

シアの勢力拡大の危機を知ることになり蝦夷地（北

海道）の調査を思い立ちます、２６才の時です。

蝦夷に渡るにも旅人に対する取締りが厳しかったた

め大変苦労したようで、商人の手代に変装し海を渡

りました。

　武四郎の調査は、２８才から調査を始め４１才で終え

るまで６度に及び、地図作りの測量だけでなくアイ

ヌの暮らしや文化などの民族的な調査も詳細に行っ

ています。

　第１回調査 １８４５年（２８才） 太平洋沿岸～知床岬を調査

　第２回調査 １８４６年（２９才） 樺太を調査

　第３回調査 １８４９年（３２才） 国後島・択捉島を調査

　第４回調査 １８５６年（３９才） 北海道の海岸線と樺太を調査

　第５回調査 １８５７年（４０才） 石狩川・天塩川周辺を調査

　第６回調査 １８５８年（４１才） 十勝・釧路・日高地方を調査

　１回目から３回目までは商人からの資金援助を受

け調査を行っていたようです。

　３回までの調査記録から地図を作り、紀行文を執

筆します。これらを幕府に献上すると業績が認めら

れ、｢蝦夷地御用御雇人｣となり４回目からは幕府の

役人として調査にあたりました。

　６回目の調査を終え報告書を提出すると幕府に辞

表を提出し、以後は執筆活動に力を注ぐことにな

り、紀行文の出版や６回の調査記録から北海道全体

の地図も作成し出版されました。

　当時、伊能忠敬、間宮林蔵らにより北海道の沿岸

部が測量され地図は完成していました。しかし内陸

部はほとんど空白のままで、その地図は幕府が所有

し公開されていませんでしたので、内陸部を詳しく

表した武四郎の地図は北海道を知るうえで貴重な資

料となりました。

　武四郎が出版した北海道の地図｢東西蝦夷山川地

理取調図｣は、緯度１度・経度１度を１枚として２６枚

をつなげるもので、国後島、択捉島も含む縦２．４m、

横３．６mの大きな地図です。この地図の特徴は、山の

起伏をドイツ式の「ケバ図」で表しており立体的に

表現されています。また、約９８００箇所のアイヌの地

名がカタカナで表されています。

（この地図の複製が松阪市小野江町にある松浦武四

郎記念館のロビーの床に展示されています）

　時代が明治に変わると、大久保利通の推薦もあり

北海道開拓を進める明治政府に登用され、５１才で

「箱館府判官事」に、５２才で｢開拓判官｣に任命され

ます。

　開拓政策を進める政府は、蝦夷地と言われていた

地名から新しい地名を考えることになり武四郎は政

府への上申書に日高見道・北加伊道・海北道・海島

道・東北道・千島道の名称を提案しています。

　アイヌ語のカイ＝｢この土地で生まれた者｣である

ことから、北のアイヌ民族が暮らす大地の意味を込

めた北加伊道が採用され、後に北海道に字が改めら

れました。

　また、現在の支庁名などの地名もアイヌ語の地名

をもとに武四郎が提案したものであり、支庁・郡の

行政界もアイヌ民族の生活圏を考えながら決められ

たようです。

　アイヌ文化のすばらしさを紀行文を出版すること

で伝えていた武四郎は、江戸時代からアイヌの人々

が松前藩の役人や商人に過酷な労働を強いられ差別

されている窮状も幕府に報告していました。武四郎

がいることで利益を失うことになる商人や役人から

命を狙われることもあり明治3年、５３才で開拓使を

辞任します。

　政府を辞めた後の武四郎は、日本各地を旅し古物

収集、大台ヶ原の探査などを行い明治２１年東京の自

宅で亡くなりました。７１才でした。

　松阪に来られることがありましたら、松浦武四

郎記念館を見学していただくことをお勧めしま

す。
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熊野支部

支部長　畑中　伸章　　

　昨今、地籍調査の施行地域が、増えてまいりました。

　熊野地域は、地図の混乱地区が多く、個人や官公

署の登記事務について非常に困難を極めていました。

しかし、地籍調査を行うことで登記事務が捗り、個

人の利益も守られ公共事業の用地買収も、スムーズ

に行われるようになってきています。

　最初は、測量業界が、Ｅ工程を含め全ての地籍調

査業務を、行っておりましたが２，３年前より、Ｅ工

程については、調査士も含めての入札となり地域の

調査士が、地籍調査に携わることとなり、その成果

を挙げております。

　これも志摩地区の調査士の皆様の努力が、仕事の

拡大に繋がっていると感謝しております。官公署の

方々からは、地籍調査　Ｅ工程はやっぱり調査士さ

んに限る…と評判も上々…。これも地域に根ざして

仕事を行ってきた経験が大きく、立会いを行った時、

所有者の方々からの信頼と顔見知りであるという、

大きな利点があるからだと思います。

　この状況が、近隣の市町も地籍調査が、実施され

ることとなってきています。調査士の皆様　地籍調

査をドンドン推進し、地域に貢献する調査士として

の立場を、確立していきましょう。

　熊野支部は、会員人数が少ないのですが、その少

ない人数ゆえ、仕事での繋がりも大きく、お互い

の仕事の情報のやり取りも、かなり行われていま

す。年に一度の懇親会での飲ミニケーションは、

大盛り上がりでいつもヘベレケ状態です。

　最後に、仕事も大事ですが、健康が一番です。

調査士の皆様、年に一度は検診を受け、楽しい人

生を送りましょう。

三重県土地家屋調査士政治連盟

会長　　浦川久加壽

残

ご
あ
い
さ
つ

　　暑お見舞い申し上げます。

　会員の皆様方にはお元気でご活躍のこととお喜

び申し上げます。

　今年も６月２９日に日本土地家屋調査士会連合会

中部ブロック協議会の総会の日に土地家屋調査士

政治連盟中部ブロック連絡協議会の会長会議が開

催されました。その席で、全調政連会長の横山一

夫様、同副会長の岐阜会森様より国交省の入札に

土地家屋の調査を入れてほしいと申出をしたので

すが、少し難しいとのことです。

　それともう一点、全調政連の組織強化の為、１

名当たり１，５００円の増額負担金を平成２５年度より

お願いしたいと申出がありました。三重会の決算

はここ数年毎年赤字続きの為、来年度の会費を年

間９，０００円位に値上げをお願いしたいと思ってい

るのに、その上１，５００円も全調政連への負担が多

くなるとのことですから反対しておきました。

　そして、今年中に衆議院の選挙があるかもしれ

ませんので、その節には御協力を頂きたくよろし

くお願いします。

　地域主権会議については現在、沈静化状態であ

ると理解しておりますが県会議員さんを通じて三

重県議会として法務局の出先機関の地方移管に反

対の意見書を国へ提出していただくようお願いし

ます。どうか会員の皆様のご協力をよろしくお願

い致します。

政　連

だより
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公　嘱

だより

　平成２３年８月津地方法務局と公嘱協会で地図作

成業務の随意契約を交わし、作業を進めておりま

す。

　津は江戸橋一丁目、桜橋三丁目、上浜町二～五

丁目のエリアで旧伊勢街道沿いの古い街並みと昭

和３０年代に開発した団地を含む０．３３ｋ㎡でおよそ

１２６０筆が対象地となっています。

　平成１７、１８年度に行った津市広明・大谷町ほど

高低差はないものの、国道２３号線や二級河川志登

茂川、近鉄、北立誠小学校、ＵＲ都市機構の集合

住宅といったバラエティにとんだ地区で事前に調

整の必要な関係官公署が多い地域です。対象地区

をＡ～Ｅの５つのブロックに分け各班長の下、調

査士作業員８名＋アルバイト１名で作業にあたっ

ております。

　平成２３年度の１年目は、素図作成や既存の街区

基準点を使用し４級基準点を設置・観測してその

成果を納めるまでの作業を完了しています。基準

点作業用の班を別に編成し、主に５名の調査士で

業務処理しました。普段の業務ではこれほど大き

いエリアの業務を受託することはないので、皆が

公共作業規程に準じて許容精度を確保出来るよう

選点計画を練るのに苦労をしました。管理者であ

る国・県・市の設置承諾を取り付け、平成２４年１

月より現場設置、同年２月にかけて測量を実施し

ました。いかに最初にたてる平均計画が大事か理

解することができました。

　現在、２年目作業として３月に朝昼晩と全５回

の住民説明会をし、民間の地権者との立会を週４

日のペースでこなしている最中です。作業に携わ

っている社員の方は梅雨による悪天候か暑い日の

１４条地図作成作業

地図業務研究委員会　委員長　　前出　隆司

報
　 告

中、大変な思いをして推し進めて頂いております。

ここに感謝をするとともに残り作業も事故や怪我

のないよう宜しくお願い致します。

　結びに今回作業をするにあたり周辺住民への広

報も兼ねて統一作業着を用意させて頂きました。

山本表示専門官を囲んで記念撮影をしましたので

御覧下さい。

　けっして数年前に賑わした○○ウェーブの研究

員ではございませんので見かけた際には『ご苦労

さん！』とでもお気軽に声を掛けていただければ

幸いです。

社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　

理事・伊勢支所長　　中島　万琴

ご
あ
い
さ
つ

　　が当協会の伊勢支所長をしてはや２年が経とう
としております。その間に東日本大震災で未曾有の
大災害があり、被災された方々や関係者をはじめた
くさんの方々が懸命の復興作業をしていらっしゃい
ます。当協会も三重県下の１０市町と防災協定を締結
し、災害復旧のための筆界点情報の収集及び復元業
務等を応援する協定をしていますが、この応援業務
で一番有効な情報と考えるのは国家基準点や地籍調
査の情報です。
　当協会は志摩市の地籍調査事業に携わって旧阿児
町から考えると１０年以上が経っていますが、そもそ
も“地籍調査”とは何か？とふと考え、調べてみまし
た。
　国土調査法によると３つに分類され、そのうち地籍
調査関係の１つに地籍調査があります。ちなみに地
籍調査関係の他には土地分類調査関係（土地の利用
状況、土壌の性質等の主要な自然的要素及び生産力
に関する調査）、水調査関係（陸水の流量、水質等
及び水利に関する調査）があります。ちなみに国土交
通省のホームページでは、地籍調査とは主に市町が
実施主体となって１筆ごとに所有者、地番及び地目
の調査を行うとともに、境界及び地積に関する測量を
実施して、その結果を地籍図及び地籍簿にとりまとめ
た後、成果は登記所に送られ、登記簿の記載が修正
され、地図が更新されると紹介されています。
　確かに地籍調査は国土調査法に基づき行われる事

業ではありますが、“登記簿の記載を修正し、地図
が更新される”とあるように私たち土地家屋調査士
と深く関連する事業であり、地籍調査Ｅ工程（一筆
地調査）への参加は登記所備付地図作成業務と同様、
土地家屋調査士が地図作りに関わらなければという
強い思いがあります。
　地籍調査を実施している市町の中には、境界確定
率を高くしたいという声を良く耳にします。筆界と
所有権界の違いが分からない土地所有者を相手に
“境界を決める”というのは苦労が絶えません。な
にせ、境界紛争のない所も地籍調査区域に入れば立
会、測量を行うわけですから、寝た子を起こすよう
な作業と言っても過言ではありません。地籍調査の
メリットが浸透しつつある地区では、伐採や草刈り
までも土地所有者が積極的に協力して頂けますが、
経験のない土地所有者ばかりでは立会も円滑に進ま
ないこともあります。こういった時、境界のエキス
パートである土地家屋調査士が資料に基づき第三者
の立場として助言することにより、円滑な立会が可
能になり、境界未定が減少していくと確信しており
ます。
　また、平成１７年の不動産登記法の改正により国土
調査法との違いによる問題点が発生し、大変苦慮し
ている市町もあります。現地の状況で立会を行って
から、古い資料に基づきむやみに境界を変更するこ
とは、土地所有者からの信頼が薄らぐ可能性があり
ます。実際Ｅ工程分離発注の場合、Ｅ工程（一筆地
調査）とＦ工程（一筆地測量）・Ｇ工程（地積測
定）が違う為、面積の増減等により立会により決め
た境界から変更する場合もあるのですが、資料に基
づきしっかりとした一筆地調査をしていれば、Ｈ工
程（地籍図及び地籍簿の作成）の地籍簿案及び一筆
地測量にて作成された原図の閲覧確認して貰うこと
により問題は解決するはずであります。
　公益法人を目指す当協会の地図づくりという社会
貢献の一環として、不動産登記法を熟知している私
達が国土調査法を理解し、地籍調査に関わることに
より、両法律の間で彷徨って困っている市町の担当
者や土地所有者の相談役になれればと考えています。

私
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中部ブロック協議会　平成２４年度定時総会

副会長　　永井　哲也

報
　 告

　６月２９日（金）午後２時から名鉄トヤマホテル（富

山県）に於いて中部ブロック協議会平成２４年度定時

総会が開催されました。

　当番会である富山会島田会長より歓迎の挨拶をい

ただき、議長に島田会長、副議長に次期当番会であ

る三重会神戸会長を選出して、下記のとおり審議致

しました。

Ⅰ．報告事項

　①平成２３年度活動経過報告

１．継続事業

２．平成２３年度重点活動

　三重会の古尾常任理事より「災害時の

対応について」の報告を行いました。

３．単位会事業経過報告

　②平成２３年度連合会報告

　③平成２３年度政治連盟活動報告

Ⅱ．審議事項

　①平成２３年度一般会計及び特別会計決算承認の件

　②平成２４年度活動方針（案）審議の件

　③平成２４年度一般会計収入支出予算（案）審議の件

　以上滞りなく審議も終了し、次期当番会という事

で私永井より来年度三重へお越しいただくことのお

願いも含めて閉会の挨拶を行いました。

　平成２４年６月３０日（土）午後１時３０分より名鉄

トヤマホテルにおいて、平成２４年度第１回広報担

当者会同が開催されました。

　各単位会ごとに、昨年度の広報活動の実施成果

と、今年度の広報活動の企画内容を発表し、意見

交換が行われました。

　続いて、中部ブロック全体広報活動として作成

した「広報シール」の配布についてと、日調連会

報４月号で紹介された「じめんのボタンのナゾ」

の絵本作成について協議いたしました。広報シー

ルの三重会配布枚数は２４７０シート。東日本大震

災復興支援の一環で作成されており、定例研修会

会場や、会館に募金箱を設置し、募金いただいた

会員に、お渡ししていきたいと考えております。

また、絵本の詳細は未定ですが、発行の方向で進

んでおります。

　広報活動における各単位会との情報交換は、

「発見、刺激、連携」と非常に有意義な場です。

第２回広報担当者会同は、三重会が世話人となり

ます。広報厚生部一同、心して務めたいと思って

おります。

報
　 告

中部ブロック協議会
広報担当者会同
広報厚生部長　　　上杉　和子

報
　 告

　続いて表彰式となり、名古屋法務局長（管区内）

表彰を三重会からは田中義克会員（松阪支部）、伊

藤智夫会員（紀北支部）畑中伸章会員（熊野支

部）、喜畑六百年会員（松阪支部）、中井洸一会員

（伊賀支部）が受賞され、田中義克会員、畑中伸章

会員が出席されて表彰状を授与されました。

　おめでとうございました。

　

　この後、本吉凛菜さんという富山県在住の小学３

年生のかわいい女の子が愛知会イメージキャラクタ

ー「きょうかい君・あいちゃん」と共に入場、名古屋

法務局長感謝状、日本土地家屋調査士会連合会会長

感謝状及び情報の周知にご尽力いただいた鹿児島会

谷口会長から御礼の寄せ書きが授与されました。

 名前を聞いても誰かあまりよくわからないという方

もお見えになるかもしれませんが、凛菜さんは去年

の夏休みの自由研究「じめんのボタンのナゾ・いち

ばんえらいボタンをさがせ」で筆界点・トラバー

点・街区基準点として設置した金属鋲をとりあげ

て、見事文部科学大臣奨励賞を受賞されました。

（詳しくは日調連会報４月号をご覧下さい。）

　中部ブロック協議会として絵本にすることも決定

しております。

　楽しみにしておいて下さい。

　最後は懇親会です。

　ここでも各来賓の挨拶、各テーブルの話題は凛菜

さんが中心で大変盛り上がっていました。

　また愛知会からイメージキャラクター「きょうか

い君・あいちゃん」のお披露目もあり、大変楽しい

時間を過ごしました。

　

　来年は当三重会が当番会となっております。

　会員の皆様にご協力をお願いすることがあるかも

しれません。

　その節はどうかよろしくお願い致します。

古尾常任理事 永井副会長

田中会員 畑中会員
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中部地籍研究会　研究報告会

三重県の地籍研究委員会　委員長　　安田　典生

　中部ブロック協議会定時総会の翌日である平成

２４年６月３０日（土）午前９時３０分より午後０時３０

分まで，名鉄トヤマホテル３階「薫風の間」にお

いて，同総会出席者にご参加いただき，中部地籍

研究会の研究報告会が開催されました。

　報告会に先立ち，中部ブロック協議会，滝口孝

会長の挨拶，そして中部地籍研究会担当の日調連

常任理事，小野伸秋氏により事業の内容・意味・

必要性を伝えるためのお話が，スライドを用いて

なされました。

　報告会は次の内容で行なわれました。

愛知会：「愛知の地籍」について

　　　　福永正光 研究員

三重会：「三重県の地籍I

　　　　 　　　索引式別編（仮称）」について

　　　　安田典生 研究員

岐阜会：岐阜県の検地丈量について

　　　　飯沼健吾 研究員

福井会：福井県の測量について

　　　　青山 勉 研究員

石川会：石川県の地籍に関する資料について

　　　　石野芳治 研究員

富山会：田地割制度と地租改正

　　　　砂道 章 研究員

　各会における昨年度までの資料収集及び研究に

基づく発表がなされました。

　愛知会は検縄の実物を展示し，参加者の多くが

興味深く観ていました。

　富山会が発表された田地割制度（地割慣行）は，

東海３県においては明治以降の資料が見当たら

ず，中部地籍研究会の中でも興味深い内容でした。

　三重会につきましては，私が発表を担当させて

いただきましたが，今年度発行を予定しておりま

す用語集「三重県の地籍I 索引式別編（仮称）」

について，用語の例を挙げながら紹介させていた

だきました。

　中部地籍研究会は中部ブロック協議会の継続事

業でありますが，その行なっております資料収集

及び研究は土地家屋調査士にとって必須のもので

す。この動きが全国に広まりますように，小野日

調連常任理事を中心に活動しております。

　三重会におきましても，三重県の地籍研究委員

会が中心となり，より深い研究が進められればと

の思いを新たにした一日でありました。

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

　はじめまして。平成２４年６月に三重県土地家屋

調査士会に入会しました、𠮷田穣次と申します。

　これまで、四日市の「土地家屋調査士法人

TOMITA総合事務所」で補助者業務を行ってお

り、今後は事務所に在籍したまま、土地家屋調査

士として業務に携わることとなりました。

　知識・経験ともに非常に未熟な私ですので、よ

く考え行動し、様々な経験を積んでいきたいと考

えております。諸先輩方にはご迷惑をおかけする

こともあるかとは思いますが、どうぞよろしくお

願いいたします。

アンケートの回答

①　土地家屋調査士補助者業務、司法書士補助者
業務。

②　自分の経験を活かしたうえで独立・開業した
いと考えているから。

③　補助者の時と比較すると、依頼者または関係
者に対する発言の責任が増した。

④　漫画、ドラム。
⑤　ドラムたたけます。
⑥　時代や環境の変化に対応できる頑固な調査士。

アンケートの回答

①　補助者をしていました。
②　法律の専門家として、仕事をしたいと思った
から。

③　登録したばかりなので実感はまだ無いです。
④　釣り
⑤　体力には自信があります。
⑥　誰からも信頼される調査になりたいと思います。

四日市支部

𠮷田　穣次

四日市支部

小松　哲也

　はじめまして、平成24年6月1日付けで、入会さ

せていただきました四日市支部の小松哲也です。

よろしくお願いします。

　私は、補助者として8年間、実務の勉強をさせ

ていただきました。今回、土地家屋調査士として

登録させていただくこととなったのも私に色々な

経験を積ませてくれた勤務先の先生のおかげだと

感謝しております。

　また、私が補助者時代に、私に声をかけていた

だいた諸先生方にも感謝しております。

　今後は土地家屋調査士の責任ある仕事を自覚

し、日々、研鑽に努め、誠心誠意、業務に精励す

る所存です。

　今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い

します。簡単ではありますが、入会のご挨拶とさ

せていただきます。

報
　 告
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Ｒｅｍｅｍｂｅｒ
切手少年

●四日市支部●

伊藤　秀郎

HIROBA

　最近年齢のせいか同窓会、クラス会、ОＢ会

などお誘いの声がかかり幹事を担当させて頂く

ことが多くなりました。

　数年前、高校の学年クラス会を開催すること

となり卒業アルバムや名簿を探していたら偶然

切手ストックブック３冊とシートファイル１冊

が見つかり、懐かしくてめくっていくうちに過

ぎし日の切手少年時代が蘇ってきました。

　私の小学校・中学校の頃は、空前の切手ブー

ムで記念切手発行日には朝から友達と郵便局前

に並び始業前母親に代わって貰いなんとか買い

求めることができた記憶があります。

　何十年ぶりに切手少年に戻り、切手カタログ

を片手に整理にかかりました。少しのシミや汚

れはありましたが、保存状態もまあまあで久し

ぶりのご対面でした。

　切手趣味週間、国際文通週間、年賀シート、

国体、花、国立・国定公園等など懐かしい顔ぶ

れで頭の中は、その頃の切手少年そのもので

す。

　そして幸いにして１シートで購入できたもの

は、シートブックに収め数枚のものは、種類シ

リーズ別年代別に整理してみました。しかしま

だ不足分でほしいのもあり現在進行形でありま

す。

　１９７５年（昭和５０年）以前のもの中心ですが、

小さな額縁に入った絵を飾っている様で嬉しく

なってきました。

　残念ながら現在は、あの当時の様な切手ブー

ムも去り記念切手の価値もなくなりそのまま貼

って使用した方がいいものさえあります。

　でも切手少年の私には、価値どうこうより少

年時代の小さな宝物でありこれからも大切にし

ていきたい気持ちです。

　最近の記念切手を見て感じることは、印刷技

術向上により確かにシールの様で奇麗ですが、

切手少年の私にはどうも馴染めません。

　また発行枚数増加と高額化により郵便局でも

記念切手は、発行日以降も暫く売れ残っている

状態です。

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ

　
な
つ
か
し
の
少
年
時
代
へ
…

！！

　少しずつ余暇を利用して纏めておりますが、

まだお会いしていない切手が沢山ありますので

楽しみに気長に収集を続けたいと思います。

　切手ブーム同世代の皆さんも家の何処か片隅

に眠っているストックブックに再会してみては

どうでしょうか。
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ペットボトルで
太陽温水器

●伊勢支部●

東原　達也

HIROBA

 我が家の手作りペットボトル温水器も、３年目を
迎えます。震災直後の猛暑のあの夏に、息子の自
由研究で作ったもので、昨年は最高５６℃で給湯し
てくれました。
　今春も無事に再稼動し、４月９日の晴天日に４６
℃で給湯を開始、太陽の恵みを日々味わっていま
す。今回の寄稿は、当時の自由研究の簡略版です。
中学生の工作が、何かのお役に立てれば幸いです。

ペットボトル温水器　ecohouse-project 2010/08
 東海中学校３年（当時）　東原大地

はじめに
　今年の夏は、例年以上の猛暑日が続きました。
鉄筋コンクリートの我が家は、日中に建物自体
が温まり、とても寝苦しい日が続きました。
　志摩には、鉄筋コンクリートの家がたくさん
あります。「伊勢湾台風でたくさん壊れてから、
丈夫で燃えたり腐ったりしないように作った」
からだそうです。
　一方ゴミステーションには空のペットボトル
が山のようにたまり、回収されてもすぐに山盛
りになっています。
　また、この暑さでシ
ャワーやお風呂に入る
機会も増え、水はもち
ろんエネルギーの消費
も増え、その結果、二
酸化炭素の排出量も増
えています。
　今回の実験ではこれ
らのキーワード「猛
暑」「鉄筋コンクリー
ト住宅」「ペットボト
ル」「お風呂」を組み
合わせ、丈夫で平らな
コンクリートの陸屋根
を活かして、「エコロ
ジーでエコノミーな手
作りペットボトル温水
器作り」に挑戦しまし
た。

基礎実験
　まず空きペットボトルで、太陽熱でどれだけ
の温水ができるか実験しました。比較実験とし
て「そのままのペットボトル」と熱を集めやす
いように「黒く塗ったペットボトル」の２つを用
いました。晴天の日に７時間半太陽にあて、時
間ごとの温度上昇をみました。

実験結果
　両方とも、なだらかに温度上昇し、午後3時に
最高温度を記録。「透明　最高温度　４８℃ 、
黒色　最高温度　５７℃」
　一方で、３時の最高温度を境に水温はなだら
かに下がり、計測終了時の午後5時の段階で、
「透明　39℃、黒色　42.5℃」　この後もさら
に冷め、夕方以降の利用には保温が大切だと分
かりました。

温水ユニットの基礎構造
　一般的なお風呂が２００㍑なので、入浴時の温
度調整のための給水
を考え、２㍑のペット
ボトルを１４本×６列
の計８４個（１６８㍑）を、
ペットボトルの排水具
合と太陽の照射角度を
考え４５度で立て並べ、
保温用に２㎝厚の発泡
スチロールで側面と底
面を囲み、上面はビニ
ールトタンで覆います。
　給水量の管理は、
お風呂用節約バルブ
を利用。毎回１７０㍑を温水ユニットに注水し、
ホースをはずすことで給湯が出来る単純な仕組
みとしました。

製作過程
①２㍑のペットボトルを８４個用意、キャップと
ラベルを取り、黒のスプレーで塗る。（スプ
レーはつや無しを使用）
②ペットボトルの底にハンダゴテで４mmぐらい
の空気穴を開ける。
③接続用に内径２２mmのホースを用意し長さ５
cmが８４個に切っていく。
④ペットボトルに③で作ったホースと内径１８
mmのＴ型接合部品を接続する。
⑤そのペットボトルを２本ずつ接着剤で接着する。
⑥接続したホースの部分を針金で固定する。
⑦１列１４本が６列になるようにパイプをつなぎ
温水ユニットは完成。
⑧木材で骨組みを作り、保温のために２cm厚の
発泡スチロールで側面と底面を囲み外壁材で

包む、上面はビニールトタンで覆う。これで
保温ユニットは完成。
⑨浴室の節水バルブと屋上に置いた温水ユニッ
トをホースでつなぎ、システムの完成。

実験結果
○保温ユニット無しの場合
　３日間で最高３８℃までしか上がらず、特に雨
の日では３４℃で入浴には適さない状態でした。
○保温ユニット有りの場合
　初日、２日目とも午後3時の給湯時、基礎実験
と同様の５８℃まで温度が上昇しました。
　３日目以降、実用的な入浴時間に近づけるた
め、少しずつ給湯時間を遅らせました。
　８日目から午後６時に半分ほど給湯し家族の
入浴時間に合わせ残り半分を8時以降に給湯し
ました、前半５０℃以上、後半４０℃以上となり、
十分実用的に使える結果となりました。

まとめ
　我が家のガス給湯器で４０℃のお湯を１７０㍑を
沸すと、プロパンガスは０．２１２㎥必要でした、
燃料費約２８０円/㎥、CO2換算３．００kg/㎥とする
と、一回あたり約６０円、CO2換算０．６３６kg/㎥に
なります。
　今回のペットボトル温水器を半年利用で、年
間約１１０００円の節約と、約１６６kg/㎥のCO2削減
になります。これは約８本分の杉の木が吸収で
きるCO2の量に相当します。
　この温水器は、水道圧で揚水し自然落下で給
湯します。目標のエ
コロジーでエコノミ
ーな手作りペットボ
トル温水器作りは、
とってもうまく出来
ました。
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ホームページの会員専用ページをリニューアル！！
　より見やすく、知りたい情報にすぐにアクセスできる、会員の皆様への迅速な情報伝達を

目指して、今年３月に会員専用ページをリニューアルしました。

　さらに、皆様に親しみを持っていただけるページとしたく、広場的なコーナー『ほっと一

息』を新設しました。日々の業務の中、覗いてほっと一息ついてくださいませ。そして、

「受け手」にとどまらず、是非、仲間にほっと一息ついてもらうための「投げ手」へと。ご

寄稿は事務局まで、お待ちしております。

　今までご覧になっていない会員の方々も是非アクセスしてみてください。

 

Step１
　検索サイトで「三重県土地家屋調査士会」と入力して検索 

　またはURL欄に「http://www.mie-chosashi.or.jp/」と直接入力してホームページにアクセス。

Step2
　「会員専用ページ」のところをクリック！ 

Step3
　会員専用ページが表示されました！ 

見たいボタンをクリック！　いろいろ押してみてください。

お知らせ等の最近掲載された事項には「new」が付いています。

　これからも、広報厚生部では事務局とともに、役立つ会員専用ページ「見やすく、迅速な

情報提供」に取り組んでまいります。是非、ご活用ください。

この窓が現れるのでユーザ名と

パスワードを入力し「ＯＫ」をクリック！ 

　※ユーザ名とパスワードは本会事務局に

　　お問い合わせください。



2928

つぶやきつぶやきつぶやきつぶやき

　２１０日のご無沙汰です。

　しぶとくめげずに『わっかるわ～』第３段

いきます。

　近年、健康のため気分転換のためと、近場

へハイキング等ぶらり散歩に出かけている。

道中、出交わす何気ない光景が純真な小生を

しばしば悩ませる。

　郊外で住宅地の中に燦然と残ってる１００坪

ぐらいの農地。

　畑でもかなりの『つわもの』と感じるが、

これが現役の田ときたらさらに手強そうであ

る。

　で、隣接更地の地積更正して欲しいと言・

わ・れ・た・ら　…

　土地家屋調査士は『正当な事由がある場合

でなければ依頼を拒んではならない』とある

しなぁーなんて、依頼も何もされてないのに

もう悩みかけてる？？？

　地下街を歩いてるとき、またまた『？』が

頭をもたげる。

　大都市地下街の建物表題登記の敷地の特定

はどうするんやろーか？

『心配
無用』

　　●
 広報厚

生部　
迷想滞

浮迂３
号

　地上でこのあたりやと思うところの関係土

地所有者に懇切丁寧に説明したら、１筆ずつ

敷地測量させてもらうことを理解してもらえ

るんやろうか？

　まっ、これも依頼されたわけでもなく、こ

の先も当方へ来る話ではない。

　ということで、一件落着。

　さて、なかなか知名度があがらない『土地

家屋調査士』であるが、かなり田舎にいって

も、○○土地家屋調査士事務所の看板はあ

り、ついつい目が行ってしまう。

　このあたりでは測量・登記と言えば○○土

地家屋調査士事務所（これまでの真摯な積み

重ねが信頼を築きその安心感からだと思う

が）という風に、田舎の方が『土地家屋調査

士』というのはよく知られているように思

う。

　これまで地域の登記測量業務の大半をこな

してきているこの事務所には、法務局出張所

並の資料が蓄積されていると想像するが、そ

の保管・整理はさぞかし大変やろうな～など

と、歩きながらついつい余計な思いを巡らせ

てしまう小生であります。

会員の動き
平成２４年６月１８日現在　会員数２８６名

四日市市三重一丁目98番地

四日市市東富田町19番16号

事　　　　務　　　　所 入会年月日

●入　　　会

氏　　名

喜　畑　六百年

平　見　泰　史

北　原　健太郎

多気郡大台町弥起井510番地2

多気郡大台町弥起井510番地2

三重郡川越町大字豊田913番地2

住　　　　　所 変更年月日

●事務所住所変更

氏　　名

吉　原　　　太

橋　本　茂　夫

打　田　善　幸

津

伊賀

鈴鹿

平成２４年３月３０日

平成２４年３月３０日

平成２４年４月３０日

退会年月日支部名

業務廃止

業務廃止

業務廃止

理　由

●退　　　会

氏　　名

小　松　哲　也

𠮷　田　穣　次

平成２４年６月１日

平成２４年６月１１日

平成２４年３月２９日

平成２４年３月２９日

平成２４年５月１日
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寄稿のお願い事務局だより

　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

　〒５１４－００６５

　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

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

　

会報

Border
第７０号

■発行日■

平成２４年８月１５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■

伊和新聞社

編集後記

　会報の発行にあたり，ご多忙中にもかかわらず
原稿をお寄せいただきました皆様には，心より感
謝申し上げます。ありがとうございました。
　私が会報Borderの編集に関わらせていただ
き，はや３号目となりました。原稿の取りまとめ
をさせていただいておりますが，皆様からの多彩
な原稿を読みながら，大変ではありますが楽しい
時間を過ごさせていただいております。
　部員一同，心をこめまして編集作業に努めてお
ります。この会報を通じまして，会員の皆様につ
ながりを感じていただけたり，何かしら発見して
いただけたら嬉しいです。
　最後になりましたが，まだまだ暑い日が続くと
思います。会員の皆様におかれましては，くれぐ
れもお体にお気をつけの上，益々のご活躍をお祈
りいたしております。

広報厚生部　安田典生

事務局

局長　伊藤　洋子　　

　会員各位の皆様こんにちは。

　この度、事務局長に就任いたしました伊藤で

す。

　不安な気持ちを抱えたままの出発となってしま

いましたが、実践しながら行動していくしかない

と思っております。先生方にはご迷惑やご心配を

お掛けすることも多々有るかも知れませんがご指

導、ご鞭撻を頂戴して業務に励む所存です。

　幸い、優れた事務局職員に恵まれておりますの

で、不甲斐ない私をフォローしてくれるものと思

っています。　

　気づいたこと等、何でも言っていただきたいと

思っておりますので、宜しくお願い致します。

事務局

臨時職員　佐脇　ゆみ

　皆様、こんにちは。

　今年の６月２７日より事務局で臨時職員として勤

務しております佐脇と申します。

　４人の息子がおり、下の双子の息子が高校生に

なっておりますので、そうとうトウがたっており

ますが、気持ちだけはフレッシュな新人でがんば

ります。

　藤浦さんの産休の期間、会員の皆様にご迷惑を

おかけしないように心がけて勤めさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。
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