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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

　新年あけましておめでとうございます。会員の

皆様方には, ご家族お揃いで輝かしい初春をお迎

えになられたことと, お慶び申し上げます。

　さて, 昨年の７月４日,　三重県土地家屋調査士

会「境界問題相談センターみえ」の設立記念式典

を開催しましたところたくさんのご来賓のご臨席

をいただき無事式典を終えることが出来ました。

　三重弁護士会様をはじめといたしまして関係各

位の絶大なるご支援ご協力の賜物でありますとと

もに, 関係いただきました三重会の委員会委員の

ご努力および会員各位のご協力により設立出来た

ものであります。一朝一夕にして完成したもので

はないということに改めて関係各位へ感謝と敬意

を表します。

　「境界問題相談センターみえ」は, 全国土地家

屋調査士会５０会の最後の設立ということで,　全

国から大変注目をいただき激励の言葉もたくさん

頂戴いたしました。

　「センターみえ」が設立されたことにより他の

資格者団体にはない全国の土地家屋調査士会すべ

てにＡＤＲセンターが出来たことを一つの好機と

お考えいただき, もう一度土地家屋調査士ＡＤＲ

を考える機会となれば幸いと考えています。

　せっかく勝ち取ったＡＤＲ認定調査士の資格に

ついても活躍の場を考えなければいけません。

　会員の皆さんが「センターみえ」に関わること

は認定調査士として働ける場でありますし, 現実

的に利用することを, お考えいただき有意義な機

関として, 皆様とともに育てていければと思って

います。どうか宜しくお願いいたします。

　また, 平成２２年度の新会館建設にあたりまして, 

経済状況の良くない時期にも係わらずほぼ全会員

の皆様から拠出借入金をお預かりいたしました。

お陰様で平成２３年３月末日に新会館は完成し, ４

月中に引っ越しを終わらせました。連休中ではあ

りましたが, 平成２３年５月２日の月曜日から新会

館に於きまして業務の開始を行ない大きな問題も

なく現在に至っております。

　新会館建設にあたっては建築工事とともに予算

執行も計画どおり終わりました。無利息というこ

とで少しでも早くお返し出来ればと思っていまし

たが, 昨年９月末日をもちましてお預かりした拠

出借入金につきまして全額をお返しすることがで

きました。無事完了することが出来ましたことに

お礼を申し上げます。

　東日本大震災から今年で３年目を迎える年とな

ります。いっこうに進まない復旧復興に災害の大

きさを実感するところでありますが, 三重県に於

きましても何時こういった災害に見舞われるかも

しれません。こうした災害発生時に, 土地や建物

の調査・登記などに関する専門的な技術と知識を

もつ土地家屋調査士が応援協力すれば, 非常に大

きな力となり, 迅速で的確な災害対策業務と被災

者支援に役立てるものだと考えています。三重県

のご理解をいただき災害時の応援協力を締結し, 

その後, 三重県と市町も応援協力の協定を結んで

おりますので災害発生時には市町へ応援協力する

ことになります。

　昨年, 南海トラフ巨大地震の予想が, あまりにも

大きな被害想定に恐ろしく感じられたのは私だけ

ではないと思います。あってはならない自然災害

ですが, もし災害が起こった時に少しでも早く対

応出来るような対策を考えておかなければと思っ

ていますのと, そうした心構えをお願いしたく思

います。

　結びになりますが, 「新会館建設」, 「センター

みえ」の設立と大きな事業が完成できましたこと

は会員の皆様のご理解とご協力の賜物以外の何物

でもありません。本当にありがとうございまし

た。

　今年, 日調連林会長が提唱されます「境界紛争

ゼロ宣言」を三重会でもキーワードにし, みんな

で考えみんなで決めるとの考えで会務に当たりた

く思っています。

　会員の皆様のご多幸をお祈りして新年のごあい

さつとさせていただきます。今年もよろしくお願

い申し上げます。
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ごあいさつ

津地方法務局

局長　

梅本　泰宏

　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。

　さて，昨年は貴会におかれましてＡＤＲ機関の

「境界問題相談センターみえ」が設立されまし

た。御存知のとおり，法務局におきましても，平

成１８年１月２０日から筆界に関する紛争解決の制

度として，筆界特定制度が施行されております。

既に運用開始から約８年となり，当局において

は，昨年１０月末までに合計で８８件２０５手続の申

請があり，国民のこの制度に対する期待の大きさ

がうかがえるところであります。今後は，「境界

問題相談センターみえ」と法務局の「筆界特定制

度」が連携して，境界に関する紛争の解決が図ら

れることを期待しております。

　また，「東日本大震災」から二年が過ぎ，一昨

年に引き続き，昨年も被災地においては，本格的

な復旧・復興に向けた取組の年でした。その中

で，被災地から法務局に寄せられる期待や果たす

べき役割は，極めて大きいものがあります。法務

局では，被災者・被災自治体等からの各種相談に

対応しているほか，筆界の復元，地図の修正等の

各事業にも取り組んでおり，当局におきまして

も，被災地の法務局の事務応援のために，職員を

派遣したところです。

　また，平成２３年２月から運用が開始された登

記・供託オンライン申請システムの利用につきま

しては，会員の皆様方の御協力により利用率が向

上しているところですが，いまだ全国平均を少し

g r e e t i n g

上回る程度の利用率でしかありません。今後と

も，オンライン利用率向上のために特段の御支

援，御協力をお願い申し上げます。

　さらに，登記所備付地図作成作業につきまして

は，当分の間，１年目作業の地域及び２年目作業

の地域の２か所で作業を行う予定です。会員の皆

様方には，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，皆様方には法務局の登記

情報及び地図情報を有効に活用して，これからも

国民の意識や社会の変化に迅速に対応し，社会的

使命をしっかりと果たされることを御期待申し上

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。
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部　会

だより

総務財務部

財務副部長　中野　久生　　

　新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様方には益々御健勝の事とお慶び申上げ

ます。日頃は会務に一方ならぬ御協力を賜り厚く

御礼申上げます。

　津支部より理事に拝命を受けて以来、総務財務

部在籍５年目を迎えております。これからの１年

余り、至らぬ点・不行届きな点も多々あろうかと

存じますが、同じ土地家屋調査士の仲間として御

理解賜り、御指導・御鞭撻頂きますよう何卒よろ

しくお願い申上げます。

　さて、平成２５年度は、７月に大きな行事が２つ

重なりました。境界問題相談センターみえの開所

式と中部ブロック協議会総会の開催であります。

センターみえの開所式は、準備委員会・企画社会

事業部の方々が中心となって進行して頂き、津支

部会員有志と共に当部も当日の案内を手伝いまし

た。連日の開催となりました中部ブロック協議会

総会は、四日市支部会員有志の昼夜を分たぬ御協

力のもと無事盛会となりました。中部ブロックの

行事に関しましては、２６年１０月に中六ゴルフ大会

開催県に当っていますので、会員の皆様には奮っ

て御参加頂きたく、改めてご案内申し上げますの

で、その節は御協力の程よろしくお願い致します。

　９月２０日には会館ピロティ－屋上に、センタ

ーみえを含めた看板を設置致しました。今後とも、

センターみえにつきましては、運営委員会からの

要請に基き支援体制を組んで参ります。

　会則・諸規程・規則の見直しにつきましては前

年度より検討してきましたが、必要な項目の大臣

認可を取得し条文差替えできるよう準備中であり

ます。今後とも条文の見直しを継続し、将来的に

は全ての会則・規程・規則をホームページに掲載

して、全会員が閲覧可能となるよう検討してまい

ります。

　財務関係では、昨年９月末日をもって会館建設

借入金を全員の方に返済できました。会員皆様方

の御協力のもと新会館建設、業務開始出来ました

事を重ねがさね厚く御礼申し上げます。今後は会

館の維持管理・運営に注力してまいります。

　昨年８月２１日の理事会で全理事・役員のイン

ターネットバンキング手続を行い、従来現金支給

であった旅費弁償費を全て銀行振込に切替えまし

た。現金持ち運びに伴う危険性を排除し、各別の

封筒詰めに係る事務を大幅に省略できました。次

年度も継続致します。さらに、旅費弁償費の時間

での区別（半日・全日）を検討し、経費節減での

有効性を確認していきます。

　また、理事会、部会にノートパソコン・タブレ

ット持参で参加してもらい情報端末を見ながらペ

ーパーレスの会議に切替え実行しております。運

用上の改善点を模索しながら、紙面による保管か

ら、データへの保管への転換を検討してまいりま

す。併せて、事務局体制の見直し、事務効率化・

省力化の検討を含め総務財務部部員一同尽力して

まいります。

　今までにも増して、これからの三重県土地家屋

調査士会の更なる団結と、御理解・御協力賜わり

ますことをお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせ

ていただきます。

企画社会事業部

副部長　松場　豊和

　平成２５年７月に設立しました境界問題相談セン

ターみえの状況ですが、平成２５年１１月７日時点、

電話問い合わせ　７件、相談　１件、調停申立　

１件となっております。

　センターみえは、仮申出書を利用した事前仮申

出制により、運営委員会において相談内容の論点

整理を行い、センターみえで取り扱えるかどうか

を判断した上で、土地家屋調査士と弁護士による

有料相談を行っております。これにより、相談者

の負担軽減と円滑なセンター運営を行っておりま

す。また、筆界特定制度との連携のため、法務局

との協議を進めております。

　センターみえと筆界特定制度の発展は、境界紛

争ゼロを目指す私たち土地家屋調査士にとって、

国民の信頼と期待に応えるべく、新たなステージ

への大きなステップとなります。

　会員の皆様には、センターみえの設立目的をご

理解頂き、積極的な活用と広報をお願い申し上げ

ます。

研修部　　

副部長　市野　浩太郎

　会員の皆様には、平素から、当会主催の研修会

にご出席、ご協力いただき、厚く御礼を申し上げ

ます。

　今期の研修部は、島副会長の監督のもと、西脇

春治部長を筆頭に、前田寛治副部長、仲田智哉部

員、鈴木康之部員と私で構成されております。

　前期の吉川清丈部長（津支部）の熱い思いを、

今期は西脇部長が引き継ぎました。

　吉川部長時代に実施された「定例研修会のビデ
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オ研修の複数会場開催」を、今期も実施し、他支

部からも好評をいただいております。ビデオ研修

の複数会場開催を行うことにより、定例研修会の

全体の参加者が、少しではありますが、増加傾向

にあります。このビデオ研修の複数会場開催につ

きましては、本会の研修部員だけで行うには、人

数的に限界があり、開催支部の役員さん達のご協

力とご理解も賜ったうえで、開催出来ているのが

実情であります。開催に協力をしていただいてお

ります支部の役員さん、運営スタッフの方には、

あらためて御礼を申し上げます。

　また、前部長時代から、構想を温めておりまし

た三重会新人研修会での「模擬立会」も、今回の

新人研修会で行うこととなりました。当会の新人

研修会は、今まで、座学のみの研修でしたが、前

部長が企画されていた、この現場実習が、まさに

機を熟し、実施される運びとなりました。この会

報が皆様のもとに届く頃には、新人研修会も終わ

り、模擬立会実施の結果についての議論を研修部

内で、交わしていることかと思います。今回、そ

れが成功いたしましたら、次回以降も継続の方向

で検討していきたいと思っております。

　また、三重会では、「境界問題相談センターみ

え」の運営も開始されました。ＡＤＲ特別研修を

未受講の方は、是非とも受講をしていただき、研

鑽を重ねられ、認定調査士としても、広くご活躍

をされることをお祈り申し上げます。

　今後の研修といたしましては、実務一辺倒の研

修に偏ることなく、コミュニケーション関連研修

を取り入れるなど、部員全員で意見を出し合って、

より充実した、また趣きのある研修会を開催でき

るよう、部員一同、励んで参りたいと思っており

ます。

　会員の皆様におかれましても、研修会は「自己

研鑽の場」、「普段あまり会えない会員と出会え

る社交の場」というような柔軟な考え方をしてい

ただき、より一人でも多くの方に、研修会に出席

していただいて、情報交換をされ、業務に活かし

ていただければ幸いです。

　最後になりましたが、西脇部長のもと、研修部

員一同、帰属意識を強く持ち、会務に励む所存で

おりますので、今後とも皆様のご協力のほど、よ

ろしくお願いいたします。　

広報厚生部

太田　哲也　　　

　新年あけましておめでとうございます。会員の

皆様には、日頃会務の運営につきましてご協力頂

き厚く感謝申し上げます。

　広報厚生部員となり、あっという間の７ヵ月が

過ぎました。自身初めての事であり、いまだ要領

を得ず、先輩同僚部員の皆さんには迷惑を掛けっ

放しで頭の下がる思いです。

　現在こうして土地家屋調査士としてメシが食え

ているのも土地家屋調査士制度のおかげ、制度に

恩返しする気持ちで、広報活動に取り組んでいき

たいと思っています。また、会員の皆様への親睦

事業の提供にも一生懸命汗をかいて取り組んでい

く所存ですので、皆様ご支援ご協力のほどよろし

くお願い申し上げます。

　昨年度（後半）に行いました主な活動を簡単に

ご紹介します。

○７月　第4回全国一斉表示登記無料相談会

・津市内の一部416自治会に対し、広告ポスタ

ーの掲示板掲載をお願いし、多数の掲示を行

って頂きました。

・ＦＭ三重、朝日新聞、伊勢新聞、夕刊三重、

津CATVにて告知して頂きました。

　（結果１０人の相談者にお越し頂きました）

○７月　鈴鹿８時間耐久レース

・２６日予選、２８日決勝の２日間でピットウォ

ーク内にて広報グッズ配りを行いました。

（小島一晃ライダーとマスコットガールの女

の子達にも手伝って頂きました）

右　小島一晃ライダー（愛知県土地家屋調査士会）

○９月　会長杯親睦ゴルフ大会

○１１月　相可高校出前授業

○１１月　中部ブロック広報担当者会議

○ボーダー７３号の発行

　その他、「じめんのボタンのナゾ」の絵本を県

内各地の図書館他に寄贈しました。

　最後に、広報厚生部では今年度新たな広報グッ

ズとして、三重会独自キャラクターを誕生させる

べく考案中です。近々お披露目できるよう、広報

厚生部一同、デザイン制作に取り組んでいきます。

皆様、お楽しみに！
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支　部

だより

無料登記相談会

桑員支部　支部長　森下　雄介　　

　１０月２０日　日曜日、開催日当日はこの季節に

は珍しい大雨となり、早朝家の前の道路をたたく

雨の音を聞いて目を覚ましました。開催会場とな

ったいなべ市の大安公民館は宇賀川河川沿いにあ

ります。周辺は樹木があふれ、紅葉が進むこの頃

に開催する市民感謝際には、模擬店も多数出店す

ることから、例年ならたくさんの人でにぎわいま

す。ここに今年初参加の当支部では、会員計６名

がスタッフとして準備して臨みました。しかし夜

明け前より降り続いた雨は開催時間中やむことな

く強く降り続けました。会場は閑散とし、相談に

こられた方はわずか２組でした。冷たい秋雨の中

ご協力いただいた会員のみなさん、本当におつか

れさまでした。

　次回は２月１５日員弁郡東員町商工会館にて開催

いたします。当日好天に恵まれることを期待して、

多くの方のご相談をお待ちしております。

御浜町みかん祭り

熊野支部　支部長　畑中　伸章　　

　１１月４日、昨年と同様、御浜町のみかん祭り

会場におきまして、無料相談会を実施いたしまし

た。

　今年は税理士会も加わり、土地家屋調査士会 

司法書士会 行政書士会 社会保険労務士会 の５士

会の合同無料相談会の開催となりました。

　相談の件数も昨年より多くなり、少しずつでは

ありますが、相談会の開催が有意義になってきた

のではと思われます。

　今年から参加の税理士の方々からも、他の業種

の方々との情報交換ができ、大変 有意義な時間で

あったと好評でした。あまり、普段会話すること

もなかった人たちが、お互いの仕事への思い、悩

み、これからの希望、要望などについて情報交換

をおこなっておりました。

　来年は、これら業種の人たちが、どのような相

談にのってくれるのかを、具体的にあげて、宣伝

をしたほうが良いと言う意見がでて、いわれてみ

れば、一般にはそれぞれの業種が、はっきりと区

別できていない人々が、まだまだ多いと感じるこ

とが、実感としてありました。

　特に、我々の土地家屋調査士の仕事の内容がわ

かっておられない人が、まだまだ多いようです。

これからも、お互いの仕事を通じて、世間に知ら

れるよう活動の場を、広げていかなくてはならな

いと感じました。

　他の業種の方々との連携は、必要であり、また

強力な宣伝効果もあると思われます。 色々な情報

収集の場として、来年もまたその翌年もと継続し

て、相談会を続けて、地域の皆さんの良き相談者

として、活動の場を広げていけたらと参加者全員

の感想でした。
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政　連

だより
公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　理事　

地図づくり委員会委員長　　中西　輝男

新

ご
あ
い
さ
つ

公　嘱

だより
三重県土地家屋調査士政治連盟

副会長　　長谷川　吉久

ご
あ
い
さ
つ

　「大会宣言」

　現在、我が国は内外共に極めて厳しい情勢下にあ

ります。私達土地家屋調査士をとりまく情勢も例外

ではありません。

　土地家屋調査士制度創設以来５０年に亘る歴史の

中で、法務省の監督と庇護の下に過ごし、発展を遂

げてきたとはいえ、政治的な組織を持たなかったた

め、活動には自ずから限界があり、その折衝、準備に

対応しきれず、我々の意思の反映が充分になされな

かったことが多々ありました。この反省に立って、

今私達の制度を巡る法律改正が進められようとし

ている中で、土地家屋調査士制度を今後更に確固た

る体制で存続させる必要があります。

　規制緩和、司法制度改革が激しく議論されている

中で、これまでのような対応では私達の業務が隣接

諸業種との相互参入などによって、いつしか制度そ

のものが埋没してしまうおそれさえ危惧される時

代であります。

　いまや、私達土地家屋調査士は小異を捨てて大同

につき、団結の力によってこれらの諸問題に敢然と

立ち向かわなければなりません。そのためには全国

土地家屋調査士政治連盟の旗のもとに結集するこ

とが急務であります。

　ここに、我が三重県土地家屋調査士政治連盟を結

成し、全国の同志と手をたずさえ直面する重大問題

を解決するために行動するものであります。

　三重県土地家屋調査士政治連盟の結成にあたり、

ここに宣言致します。

平成１３年５月２６日

　当時と比較して、情勢が好転しているとは思えま

せんが、政治連盟の活動が無ければもっと苦しい状

況に落ちいっていたと考えられます。

　調査士制度発展のため、土地家屋調査士を守るた

めに、我々の意見を継続して発信していきますの

で、会員の皆様には一層のご理解、ご協力をお願い

申しあげます。

　　年明けましておめでとうございます。

　昨年は、伊勢神宮式年遷宮の年にあたり伊勢神

宮では、遠くからの参拝客で大変な賑わいと、聞

いています。私の住む大紀町には、伊勢神宮別宮

の瀧原宮、瀧原竝宮があり、あわせて瀧原宮と呼

んでいます。ともに皇大神宮（内宮）の別宮で、

昔から「大神の遙宮」と言われています。御祭神

はいずれも、天照坐皇大御神御魂で、両宮とも同

じところに御殿をならべて鎮座されています。ご

鎮座の由来は第１１代垂仁天皇の皇女,倭姫命が御

杖代（お使い）として天照坐皇大御神を奉戴し

て、ご鎮座の地をもとめて宮川下流の磯宮をお立

ちになり上流へとご鎮座の地をもとめてお進みに

なると「大河の滝原の国」という美わしい土地が

あったので、この地に草木を刈りはらって新宮を

建てられたのが瀧原宮の起源であるといわれてい

ます。そののち皇大御神の御神意により再び伊勢

に向かわれたので、滝原に御滞留の期間はさほど

長くはなかったと伝えられています。この御由緒

によって御遷幸後も変わることなく、皇大御神を

奉斎して、今日に至っています。

　さて、当協会はその遷宮の年に公益法人とな

り、その公益目的事業の柱のひとつに地籍調査、

１４条地図作成業務、１９条５項指定等の地図整備

の促進等に係る受託事業があります。それら地図

づくりに関わる業務を研鑽するべく発足した地図

づくり委員会は二期目になりましたが、業務を取

り巻く環境は、年々厳しさを増し、契約内容も随

意契約から競争入札へと、変わっていくことが多

くなってきました。

　最近では、地籍調査、１４条地図作成業務、１９

　　年あけましておめでとうございます。

　会員の皆様には晴れやかに新年を迎えられたこと

をお慶び申しあげます。

　平成２５年夏の参議院議員選挙をはじめ、政治連盟

の活動に対して、ご理解、ご協力を賜りましたことに

お礼申しあげます。

　平成１３年、設立当時の状況をふり返り、今後の活

動に活用するため「三重県土地家屋調査士政治連盟

綱領」と｢大会宣言」（抜粋）を掲載致します。

　｢綱領」

　わが国が自由諸国国家の一員として幾多の困難に

耐え、なお限りない発展を遂げつつあるとき、これを

支える諸制度の一環として、土地家屋調査士の果た

した役割は極めて大きい。そして与えられた職責は

ますます重要さを加えつつある。

　特に予防司法の分野において土地家屋調査士法

第一条も、国民の権利保全に寄与すべきことを強く

要請するに至った。

　三重県土地家屋調査士政治連盟はこの職責を果

たすにあたり、土地家屋調査士がますます研鑽を重

ね、数あるスペシャリストの指標的存在として広く

国民の信頼を集めることを願いつつ、全土地家屋調

査士が物心両面に亘って繁栄する道をひらき、もっ

て制度発展のため最大の力を尽くすものである。

新
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連合会

だより
日本土地家屋調査士会連合会

理事　　上杉　和子

場を理解したいと思う心が、どこかで少し足りない

ときです。

　世知辛い世の中です。私たちの業界も事件数は

減少し、事務所経営は厳しい時代です。また、連合

会においては倫理規定が会則として制定され、資格

者としての責任は益々重くなりました。そして、他

業界との業際問題、登記行政の地方移譲まで検討

される時代に、昨今の受験者数の激減、加えて境界

に関する唯一の専門家である『土地家屋調査士』の

社会の認知度の低さとあらば、土地家屋調査士制

度の先行きさえも危ぶまれます。

　これほどの難題が山積みの中を、今を生きる私た

ちは進まなければなりません。連合会は本気で土地

家屋調査士の未来を考え取り組んでいます。対内広

報が不十分では、対外広報の成果は思うようには望

めないと私は思います。本会と連合会を繋ぐ努力は

私の役目の一つと受け止めています。本会には、よ

り一層の支部との連携に心を砕いて会員との繋が

りをはかり、政治連盟、公嘱協会との関係を密接に

し、中部ブロックに三重会ありき、中部ブロックか

ら全国に発信する気概をもって、柔軟に積極的に対

応していかれることを期待しています。

　会員の幸せ、明るい土地家屋調査士の未来は、会

員一人一人の覚悟にかかっているといっても過言

ではありません。本当の組織力を持つためには、構

成する個々にかかっているのです。『意識は胸の桐

の花、我ら調査士結びはかたし』。どうか、会員一人

一人が、仲間と情報を共有する思いを持って、目と

心の耳を本会に向けてくださいますように。今の自

分のために、将来の土地家屋調査士のために、自分

らしいその一歩を踏み出してください。個々の力を

大きな力と変えていきましょう。

　　合会の会務に理事として携わり半年が過ぎよ

うとしています。未熟であるがゆえに学ばせていた

だくことは多く、また、未熟であるがゆえに見えるこ

ともあり、私らしく働かせていただいております。

　私が所属する広報部の活動の中に対内広報があ

ります。組織内へ向けた広報のあり方、その必要性、

何を持ってすれば目的が叶うのかを私の思いの中

で綴らせていただきます。

　連合会は、単位会のため、つまり会員のための組

織です。連合会の方針を単位会に発信し、単位会の

協力を得て、その目的を達成していきます。

　そもそも連合会という組織が存在するのは、一単

位会だけではできない仕事や目的を達成するため

の仕組みですから、連合会が目的を達成すべく動く

とき、単位会の協力なくして十分な成果は望めるは

ずもありません。

　協力体制を整えるには、情報をその意味を共有す

ることから始まります。単位会に、連合会の考え方・

目的を的確に伝えなければなりません。連合会の言

わんとすること、気持ちを理解してもらうための工

夫と努力が必要です。そしてその努力は一方的では

成り立たず、お互いがお互いの立場を理解したいと

願う思いの上に叶うことであり、また、それぞれの役

割の上に立つということが大事なことです。

　実は、各単位会と会員との関係も同じことです。

本会の考え方・目的を、すべての会員に理解してい

ただきづらいこともありますが、会員の方々が本会

に心を向ける姿勢を持っていただいているとき、そ

の協力のもとに、事業が目的達成に向かって歩き始

めます。それは、三重会が新会館を持てた時の皆様

の力添えが実証しています。

　会運営において、連合会、単位会、会員、意思疎通

が取れてないとしたら、それはお互いがお互いの立

連条５項指定の中でも地籍調査が、複数の市町での

受注につながり始めてきました。また業務に関す

る相談も増えてきたところであります。各地区の

担当社員の方々の地道な努力のおかげで、地籍調

査には土地家屋調査士が当然かかわるべき事業で

あることが、少しずつ認識され始めてきました。

　昨年５月３１日三重県総合文化センターにおい

て、地籍調査事業の研修機会として、県内各市町

地籍調査業務担当職員の方々に出席を依頼し、第

一回意見交換会を開催させていただきました。三

重県の地籍調査の進捗状況は全国でも著しく低い

状況でありますが、１６市町２６名の担当者の方に

参加いただきました。現在の状況、課題を発表い

ただき、意見交換を行いました。第一回でありま

したが先行している市町、またこれから始めよう

という計画段階の市町、状況は色々でしたが、関

心の高さがうかがえました。

　現在地籍調査が行われている市町における大き

な問題点として、事業に多くの時間を要しながら

Ｅ工程の不具合から、成果が登記所において、受

理されないケースが出てきています。やはりＥ工

程については土地家屋調査士により行うべきであ

るとの認識をさらに持たれたとの意見もありまし

た。

　発注形態としては一括での一般競争入札、指名

競争入札がほとんどであり、Ｅ工程随意契約は限

られた数市町でした。随意契約で発注すること

は、公共事業の透明性を問われる昨今では、多く

の場合困難であるとの意見も出されました。さら

に現在随意契約を行っている市町においても、契

約を継続させていく事が不確かな状況であるよう

です。しかし、公嘱協会への業務発注を望む声も

あり、すでに十数年の実績がある志摩市をはじ

め、公嘱協会との契約実績のある市町において

は、協会への高い評価をいただきました。公嘱協

会への業務発注が当然である状況になるよう実績

を積み上げていくことで、地籍調査E工程は公嘱

協会へ発注するのが当然との認識をさらに高めて

いかなければなりません。

　今回の意見交換会では、初めての企画にもかか

わらず、地図づくり委員の努力により成功を収め

ることが出来ました。市町からも次回開催の要望

が多数寄せられ、第二回開催に向けて準備をして

おります。

　今後地図づくり委員会は、今までの多地区にお

ける事業実施成果によって得られた専門的技術を

蓄積し、その技術を共有することにより業務効率

の改善改良をすすめ、地籍調査、１４条地図作成

業務、１９条５項指定等、地図作成に寄与できる

よう、そして更なる公嘱協会への高い評価、実績

づくりへと貢献できるよう研鑽を続けていきたい

と考えております。
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会長杯親睦ゴルフ大会２０１３

広報厚生部　部長　　杉本　敦司

報
　 告

　日が沈むと、秋の気配がいっそう濃くなってき

た９月２８日（土）に、少し汗ばむくらいの、絶好のコ

ンディションのなか、三重フェニックスゴルフコ

ースにおきまして、２５名の参加者により開催され

ました。

　奈良県土地家屋調査士会より、丸田元明名誉会

長をはじめ、４名の方が参加してくださり、まさに

親睦を深めるゴルフ大会となりました。

　優勝は、山本幸司さん（松阪）、準優勝は川野辰志

さん（奈良会）で、伊賀モクモクファームの詰め合

わせが贈られ、団体優勝は松阪支部、準優勝は伊賀

支部・熊野支部合併チームで、伊賀の白鳳梨詰め

合わせが贈られました。

　会長特別賞は、抽選で有竹良行さん（伊勢）が選

ばれ、神戸会長より豪華キャディーバッグが贈呈

されました。

　平成２６年度は、１０月に中部ブロック協議会親睦

ゴルフ大会を、三重県で開催することが決定して

おります。会員皆様の親睦並びに、中部ブロック協

議会の親睦を一層深めるためにも、多数のご参加

をお待ちしております。

県立相可高校出前授業

広報厚生部　副部長　　牛田　隆義

報
　 告

　平成２５年１１月１３日（水）三重県立相可高等学校

環境創造科１年生４０名を対象に出前授業を実施

いたしました。

　校庭で会う生徒は皆「こんにちは～」と明るく

挨拶してくれます。何とも気持ちがいいものでこ

れから授業に向かう私に元気をくれます。

　同校への出前授業は４回目となります。今回は

『おもしろい授業』を目指し、いろいろな仕掛け

とクイズ等を取り入れた参加型授業を企画しまし

た。

　前半は『ものの見方をひろげよう』をテーマに

８つの実例をあげて講義しました。最初は様子見

であった生徒もだんだんと問いかけに積極的に手

を上げてくれ一体感を感じてきました。８０の瞳

はきらきらと輝いていました。

　後半は『土地家屋調査士の仕事を紹介』とし

て、同校敷地の公図等を用い模擬調査をしまし

た。視覚的にわかりやすいようにと、航空写真・

公図・旧公図の重ね図等を用意し判りやすい授業

を目指しました。

　柔軟な見方により、ものの見方を広げて、見え

てなかったものを見つけ出し、発見・工夫し、

『創造』へ向かって、決めつけないでチャレンジ

することが大事だというメッセージを受け取って

もらえたと実感し手応えを感じました。

　皆んなの熱心さに当初予定の５０分授業は３０分

延長となってしまいました。

　仕事のおもしろさを伝えることもでき、土地家

屋調査士ができる地域への社会貢献として継続し

て取り組むべき事業であると確認でき、出前授業

を積極的に推し進めていくことにより展望が開け

ると確信しました。

　帰り際、校舎前で３年生が卒業写真を撮影して

おり、そこにはいっぱいの笑い声・弾んだ声、校

内駐車場では自動車教習所の送迎バスが待機し

次々と乗り込む生徒たち、希望に輝く明るい未来

を実感して我々は学校をあとにしました。

会長特別賞／伊勢支部・有竹良行会員

個人優勝／松阪支部・山本幸司会員

集合写真
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中部ブロック協議会広報担当者会同

広報厚生部　部長　　杉本　敦司

報
　 告

　平成２５年１１月２２日（金）午後２時より『福井市地

域交流プラザAOSSA』において、第２回中部ブロ

ック協議会広報担当者会同が開催されました。

　各単位会ごとに今年度の活動報告の発表が行わ

れ、興味のある活動、ポスター、新聞等の広告に対

しては、活発に質疑応答しながら意見交換が行わ

れました。

　続いて、上杉和子日調連理事より連合会の活動

について、年々減少する受験者数、受験者の土地家

屋調査士に対するイメージ等を、アンケート結果

をもとに報告をいただき、あらためて「土地家屋調

査士の制度・存続を、会員一人一人が真摯に受け

止め、やれることを各会から中部ブロックへ、そし

て中部ブロックから全国へ発信していこう」と皆

さん思われたことと思います。

　次に、今年度の中部ブロック広報グッズ作成に

ついて、事前に考えていた案および、新たなマスメ

ディアを利用した案について、活発な協議が行な

われ、今年度担当会である福井会が、広報グッズの

たたき台を作成することとなり、会議は終了しま

した。活発な質疑応答・意

見交換のため、３時間の会

議でしたが、ちょっと足り

ないくらいでした。

　その後、場所を移しての

懇親会。ここでも中心は制

度広報の話題？大いに盛

り上がり、親睦を深め有意

義な意見交換の場となり

ました。

新人研修会

研修部　部長　　西脇　春治

報
　 告

　今や冬の恒例行事になっている三重会新人研修

会が平成２５年１２月７日（土）に開催されました。

　今年度の新人研修の参加者は松井金也会員（鈴

鹿支部）、廣森貫氏会員（津支部）、宮本斉会員

（鈴鹿支部）、藤定忠弘会員（四日市支部）の４

名でありました。

　今回の新人研修では初めての試みとして、境界

立会実習（模擬立会）を実施しました。研修部で

は５通りの立会シナリオを試行錯誤して作成しま

したが、果たしてこれでいいのか、これで立会実

習になるのか自問自答しながらの実施となりまし

た。

（１限目）

『資料の読み取り方』講義とディスカッション

講師　研修副部長　市野浩太郎

　コンピューター化閉鎖登記簿、旧台帳、旧図、

市町保管土地台帳、市町保管和紙図面、分筆申告

書の読み取り方法および地図訂正申出・分筆申請

の事例について分かりやすく説明をしていただき

ました。新人の心得についても講義をしていただ

きました。

　（２限目）

『境界立会実習』模擬立会

講師　研修部理事全員と島副会長

シナリオNo１

　補助者経験１９年の松井会員が他新人の模範と

なる立会をしています。島副会長が扮する申請地

立会人と鈴木理事が扮する隣地立会人に説明をし

ています。

シナリオNo２

　鈴木理事が扮する隣地立会人は地積測量図の存

在に「じぇじぇじぇ。そんなこと寝耳に水。」と
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驚いたが最終的には境界確認合意した。調査士役

は宮本会員。

シナリオNo３

　申請地と隣接地で互いの主張が異なる立会。調

査士役の藤定会員は地積測量図を基にした現地復

元点を説明しています。

　最終的には納得していただきました。調査士に

も「おもてなしの心」が大切です。

シナリオNo４

　申請地立会人と隣地立会人が不仲のケース。必

死に説明する調査士役の廣森会員。

　仲田理事が扮する隣地立会人は納得できない。

　仲直りするなら「今でしょ！」と言って和解さ

せた。そして境界確認合意に至った。

シナリオNo５

　境界紛争がある場合の立会。調査士役４名が束

になって説明するが、島副会長が扮する申請地立

会人も仲田理事が扮する隣地立会人も納得できな

い。

　隣地立会人は「倍返しだ！」と言って怒り、立

会は不調に終わった。

　このようなケースでは筆界特定制度や境界問題

相談センターみえの活用も検討するよう説明しま

した。

（３限目）

『９３条調査報告書の作成方法・懲戒処分事例』

講師　研修部長　西脇春治

　２限目の境界立会実習で境界確認合意に至った

ものとして、地図訂正申出書と分筆登記申請書の

作成と９３条調査報告書の作成方法について説明し

ました。

　後半は懲戒処分事例について説明して、業務は

慎重にかつ誠実に行うことの重要性を理解してい

ただきました。

（４限目）

『報酬額について』

講師　公益社団法人三重県公共嘱託

　　登記土地家屋調査士協会業務部長　小菅祥宏

　１限、２限、３限目で行った業務を公嘱協会業

務に当てはめて報酬額の説明をしていただきまし

た。報酬額の計算も行いました。小菅部長の分か

り易い説明をありがとうございました。

　以上で三重会新人研修は午後５時に終了しまし

た。このあと場所を津駅前に移し『先輩調査士と

語り合う懇親会』を行いました。

　新人の皆さん、研修部の皆さん、公嘱協会小菅

部長お疲れ様でした。
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リレー寄稿

「ＪＲ名松線」

●津支部●

野田　秀敏

HIROBA

　津支部の野田秀敏です。

　津支部のエリア内の出来事で会報に掲載する適

当な話題を色々考えましたが、今回は、個人的趣味

で「ＪＲ名松線」を取り上げる事にいたしました。

　こんな話題しか思い付かないのかという突っ込

みが入りそうですが、どうかお許しください。

　白山に法務局が存在していた頃には、名松線を

利用して家城駅から徒歩で法務局へ通われた会員

の方もいらっしゃるかもしれませんが、法務局が

無くなってしまった現在では、仕事で利用する会

員の方は、恐らくいないと思います。

　名松線は松阪駅～伊勢奥津駅間４３．５kmを結ぶ

路線ですが、平成２１年１０月８日の台風１８号によ

る土砂崩れの影響で現在、家城～伊勢奥津間１７．

７kmが不通となっております。

　しかしながら各方面の合意により平成２７年度

中に復旧する事が決定し、不通から３年以上経過

した平成２５年５月より復旧へ向けた工事が開始

いたしました。

　今回は、名松線を応援する意味合いも込めて、

急遽、息子の典敬調査員（小４）と共に名松線

「実地調査」を行う事にいたしました。

　現在の暫定的な終点駅である家城駅へは、自宅

から車で移動すれば大して時間は掛からずに到達

できるのですが、今回は「乗り鉄」に徹する為、

わざわざ津駅よりディーゼル列車に乗り、名松線

へ乗り継ぎました。

　私自身、ディーゼル列車で通勤、通学した経験

がないので、「ディーゼル列車」＝「旅」という

イメージですが、今回の場合は、乗り物は旅行気

分満載のものの、窓から見る景色は見慣れた風景

という不思議な気分を味わいました。

　そんな気分に浸りつつ松阪駅に到着したとこ

ろ、同じホームには家城行きのディーゼル列車

「キハ１１」が待機しておりました。

　列車に乗って出発を待っていたところ、典敬調

査員（小４）が「駅員が運転手に輪っぱを渡して

いる」と報告してきました。

最初は言っている意味が良く分かりませんでした

が、よくよく考えてみたら、この路線は票券閉塞

区間でありました。

　典敬調査員（小４）は票券の事を知らないの

で、形を見て「輪っぱ」と表現したのでしょう。

票券を使用する路線といえば、本数の少ない単線

ローカル線ですが、ご多分にもれず名松線のダイ

ヤも約２時間に一本という極端に少ない便数であ

ります。

　従って、終点で列車を降りた後、次の列車まで

２時間待つというわけにもいかず、我々調査員と

ともに乗り合わせた「乗り鉄」、「撮り鉄」御一

行様は終点の家城駅で一旦降りた後、約８分の折

り返しの発車時刻迄に急いで撮影した後、折り返

しの同じ列車で松阪方面へと去ってゆきました。

　一方、我々調査員は家城駅にて現在不通になっ

ている伊勢奥津方面の線路の状態を目視にて確認

いたしました。

　伊勢奥津方面の線路は使われていない為、錆付

いており、しかも雑草、灌木に覆われていて、自

然に帰る寸前の状態でした。

　さらに、伊勢奥津方面の出発用信号機にはバツ

印が貼り付けてあり、「現在使われておりませ

ん」と我々にアピールしておりました。

　この箇所だけを見ると、正直なところ、復旧に

向けた作業の調査というよりも廃線跡の調査のよ

うでした。

　どうやら甚大な被害を受けた箇所から優先的に

復旧作業をしているようです。

　以上、「実地調査」の報告を終了いたします。

　（次回は松阪支部へリレーいたします。)
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HIROBA

　桑員フェニックス、副主将の安田です。

　我がチームは、桑員支部の土地家屋調査士、司

法書士、補助者をメンバーとするソフトボールチ

ームです。

　昨年までは「桑員連合」として四日市支部の会

員にも助っ人に入っていただき、三青司（三重県

青年司法書士協議会）主催のソフトボール大会に

出場していました。

　２０１１年大会はなんと準優勝！Ｂｏｒｄｅｒ第６９号

をご覧ください！

　しかし昨年は初戦敗退、順位無しという悔しい

結果。

　そこで、大会２週間後には有志が集まり早速練

習を開始。

　チーム名も「桑員フェニックス」と決定し、以

降、桑員支部のホープ、近藤マネージャーのリー

ダーシップと、鷲野監督のヤジ…いやご指導のも

と、毎月練習を重ねてきました。

　当初は少人数が集まってキャッチボールをする

程度でしたが、回を重ねるごとに参加者も増え、

徐々にチームらしくなり、練習メニューも充実し

ていきました。皆まだまだ決して上手いとは言え

ませんが、和気あいあいとがんばっている、それ

もまた楽しいのかもしれません。

　そしてそしてついに、ユニフォームまで作っち

ゃいました！！

　はっきりいってかっこイイです。（笑）

　２０１３年１１月９日（土）ついに三青司ソフトボー

ル大会の日がやってきました。メンバー一同届い

たばかりの鮮やかなユニフォームを身にまとい、

颯爽と出場いたしました。自分で言うのも何です

が、見た目は優勝チームです。（笑）

　そして臨んだ初戦は、みごと勝利！！練習の賜

物でしょうか。

　が、２回戦は惨敗という結果になってしまいま

した。

　引き続いての３位決定戦でも惜しくも負けを喫

してしまい、結果４位となりました。

桑員フェニックス結成！
三青司ソフトボール大会に参加

●桑員支部●

安田　典生 津支部のチーム、パラダイスは準優勝という見事

な結果を残されました。

　我がフェニックスは悔しい結果にはなりました

が、絶好のソフトボール日和の中、楽しい一日を

過ごしました。

　夜の打ち上げ会では、メンバー一同、来年こそ

は優勝だと決意を新たにするのでありました！！

大会結果

優　勝　　名古屋税理士会チーム

準優勝　　パラダイス（三重県土地家屋調査士会津支部）

３　位　　三青司チーム

出場チーム（順不同）

三青司チーム、三重社労士会チーム、奈良司法書士

会チーム、岐阜青年司法書士チーム、名古屋税理士

会チーム、パラダイス、桑員フェニックス

▼パラダイスと一緒に記念撮影

爽やかな青空のもと
元気はつらつプレー
（上）
大会終了後　笑顔の
４位（下）
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三重会会員　馬瀬里
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※「特集」のカラー版は本会ホームページに掲載しています。



3938

つぶやきつぶやきつぶやきつぶやき

　ついこの間、『お・も・て・な・し』を世

界発信したとこなのに、毎日のように報道さ

れている『誤表示問題』。（ローコストの方

ばっかりに誤っていると感じるのは気のせ

い？）

　まぁ次から次へと我れも我れもといさぎよ

く（？）名乗りを上げてくるわ、くるわで、

「この旬に乗り遅れてはお家の一大事」と電

光石火の取り調べに各社涙ぐましい努力(？)で

ある。

　それにしても、この乱で一番迷惑したの

が、『バナメイエビ』である。

　何の苦労もなしに上流社交界入り、食材ヒ

ルズ族の仲間入りを果たし、平穏無事これま

で優雅な気分を味わっていたことは容易に想

像できる。

　しかしながら、これは別に本人自身が望ん

で背伸びしたわけではないのだ。なのに、欺

いてたのがまるでこの一族であるかのように

悪者に仕立てあげられている。「私は、メニ

ュー表示にある華麗なる一族ではありませ

ん」と云えずに沈黙していたのは事実だが、

『バナメイエビ』は全くの無実なのだ。

バナメ
イエビ

の決意

　　●
 広報厚

生部　
重酊名

士 　いつまでも落胆ばかりしてはいられない。

　そこで、この騒動で一躍有名になったので

『今でしょう』と一計を案じるのだ。選挙が

近ければ風が吹くこと間違いなし。

　新党『エビリバディの党』を立ち上げ、

「やめられない止まらない偽装をなくしま

す！」を公約。

　得意技逆エビ固めの元プロレスラー、エビ

ぞり得意のメダリストスケーター、犠牲フラ

イ得意の元野球選手など集めて…

　しかし残念、被選挙権を持ち合わせないど

こまで行ってもエビなのだ。

気を取り直し、語呂合わせ便乗商品を見習

い、甲殻(合格)類ということで「エビを食べた

ら合格必勝」商戦を企画。

　しかしイヤな予感がする。

　そう、甲殻類となると間違いなく、伊勢エ

ビ・カニがしゃしゃり出てくる。

　そして辿り着いたのが、今回の経験を活か

し、「病気怪我のときはエビで健康回復」作

戦。エビ業界広しといえど、苦汁をなめた彼

ら一族にしか成せない術なのだ。その際、慣

れ親しんだ本名でなく、襲名『身代わり海老

蔵』としてデビューするのだ。

　「どこまでいっても我らは身代わりの身

か？」と嘆きが聞こえてきそうだ。

　バナメイエビに幸あれ。

会員の動き
平成２５年１１月６日現在　会員数２８４名

四日市市城西町１３番２８号　第二大誠ビル２０Ａ

事　　　　務　　　　所 入会年月日

●入　　　会

氏　　名

諸　岡　勝　彦 三重郡菰野町大字菰野１３９１番地１

住　　　　　所 変更年月日

●事務所住所変更

氏　　名

堀　田　貞　明 伊　賀 平成２５年１０月３１日

退会年月日支部名

業務廃止

理　由

●退　　　会

氏　　名

藤　定　忠　弘 平成２５年８月１日

平成２５年１０月１６日

　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。
氏　　名

小　山　俊　三 熊　野 平成２５年１０月３日

退会年月日支部名

●訃　　　報
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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

　〒５１４－００６５

　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７３号

■発行日■

平成２６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■

伊和新聞社

　Ｂｏｒｄｅｒ第７３号の発行にあたり、ご多忙の中、

原稿をお寄せ下さいました皆様には、心より感謝

申し上げます。ありがとうございました。

　平成２５年は夏の気候が長く、秋っぽさを感じな

いうちに、冬になってしまったように思います。

私は、寒くなると何となく箱根駅伝を思い出しま

す。そして1月２～３日には必ずテレビで見てい

ます。

　格好よく走っている選手を見ていると、今年こ

そはスポーツマン体型になるぞと燃えるだけ燃え

て、何もせずに翌年の箱根駅伝を迎えることを繰

り返しています。

　ということで、平成２６年の消費税の増ゼイと共

に、私の贅肉は増ゼイの予定ですが、皆様におか

れましては、ご健康にはくれぐれもお気を付けく

ださい。

広報厚生部　　高柳　昇

編集後記
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