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賢  島（志摩市）

　賢島（中央左）は、リアス式海岸として有名な英虞湾内にある有人島。
２０１６年５月に第４２回先進国首脳会議、通称・伊勢志摩サミットが開催さ
れることで一躍人気スポットに…。
　賢島の歴史は古く、讃岐岩製の矢じりが発見されたことから、縄文時代に
は人が住んでいたといわれている。後に無人島となり、今の形になったのは
近鉄が乗り入れた昭和初期頃から。昔は潮が引くと歩いて渡れたことから
〝徒（かち）〟で渡れる「かちこえ山」といわれ、それが変化して「かしこ山」
になり、昭和になって「賢島」と漢字が当てられたという。
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土地家屋調査士倫理綱領

１．使　命

不動産に係る権利の明確化を期し、

　　　国民の信頼に応える。

２．公　正

品位を保持し、公正な立場で

　　　誠実に業務を行う。

３．研　鑚

　　専門分野の知識と技術の向上を図る。
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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

ごあいさつ

津地方法務局

局長　

加藤　武志

　本年，４月１日付けの異動により，福島地方法務局か
ら津地方法務局に参りました。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
記制度の中心的な担い手として御活躍されておられる
ことに対し，深く敬意を表しますとともに，平素から法
務行政の円滑な運営に格別の御理解と御協力を賜って
おりますことに厚く御礼申し上げます。
　さて，現在，当局においては，多様化する国民の要望に
応えるために各種施策に積極的に取り組んでおります。
　オンラインによる登記申請については，平成２５年６
月１４日に「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」が閣議決定さ
れ，これに基づき，「法務省改善取組計画」が昨年１０月３
日付けで策定され，登記関係５手続である不動産登記
の申請，不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請
求等が改善促進手続として掲げられたところであり，法
務局としても全国的にオンラインによる登記申請の利
用拡大を図っているところです。
　現在，会員の皆様の御協力の下，着実に利用率を上げ
ておりますが，全体に占める割合としては，十分に普及
しているとは言い難い状況です。オンライン申請の利用
率の向上には，皆様の御理解と御協力が不可欠であり，
環境設定や操作方法等で御不明な点があれば，遠慮な
く御連絡いただければできる限りの協力をしていきた
いと考えておりますので，今後とも，オンライン申請の
利用促進に尚一層の御支援を賜りますようお願いいた
します。
　次に，当局では，平成１８年１月の筆界特定制度発足
後，本年７月１日まで，１１０申請，２３８手続の筆界特定事
件が申請されており，現在，２５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・協力関係が不可欠であります。
　会員の皆様には，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。
　表示登記における諸施策を円滑・着実に進めていく
ためには，皆様のお力添えが必要不可欠であると考えて
おります。今後とも御協力のほどよろしくお願い申し上
げます。
　終わりに，貴会の一層の充実・発展と併せて会員の皆
様のますますの御健勝と御活躍を祈念申し上げまして，
御挨拶とさせていただきます。

　会員の皆様方には，平素から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ともに厚く御礼を
申し上げます。 
　平成２７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
案すべてご承認頂き誠に有難う御座いました。 頂きました
ご意見ご要望につきましては，今後の会務運営に十分役立
てて行きたいと思いますのでどうか宜しくお願い致します。 
　さて，伊賀上野で生まれ俳聖と称された松尾芭蕉翁は，
俳句上達の秘訣を聞かれ「過去の自分に飽きることだ」と
答えたそうです。絶えず努力して新しい境地を開いていく
からこそ進歩があり，そうすることによって物事の本質に
より一層近づけると考えたのではないでしょうか。また，芭
蕉翁は，奥の細道の旅の間に『不易流行』という概念を体得
し，それを弟子達に伝承しました。不易流行とは，いつまで
も変化しない本質的なものを忘れない中にも，新しく変化
を重ねているものをも , 取りいれていくことです。新味を
求めて変化していく流行性こそが不易の本質であること
で，両者の根源はひとつであるとしています。 
　この概念を土地家屋調査士制度に照らし合わせて考え
ると，『不易』とは土地家屋調査士制度の目的である 「土地
家屋調査士の制度を定め，その業務の適正を図ることによ
り，不動産の表示に関する登記手続きの円滑な実施に資し，
もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与すること
を目的とする」 これは制度制定以来の不変の志であり，そ
して『流行』とは「筆界特定制度の創設・筆界特定手続及び
民間型紛争解決手続に関する代理業務の創設」など将来を
見据え時代のニーズに答えた手法を駆使して，不変の目的
である「不動産に係る国民の権利の明確化に寄与するこ
と」に近づくための行動であると考えています。 
　本年７月３１日をもって制度制定６５年を迎えます。改め
て制度制定以来今日まで制度充実への夢を実現するため，
役員・会員として常に時代を見据えた会務運営や，日常業
務を通じて社会に大きな貢献をされた多くの先人の英知
と流された汗に，深甚なる敬意と感謝をする次第です。 
　また，三重会としましては，他会に遅れをとりましたが，
「境界問題相談センターみえ」を開設し，三重弁護士会運営
委員，調査士会運営委員会による積極的なセンターみえの
運営により，一つの成果が出つつあるとの報告を頂き，改
めて土地境界紛争の解決の目的と，制度広報の一環として 
もセンターみえに期待をよせているところです。 
　結びに，平成２６年度に開催された「２０１４日調連公開シン
ポジウム」において発信された「境界紛争ゼロ宣言!!」を我
が会としても更に推し進め，社会に発信し続けることで今
以上に社会に存在感を持って頂けるようになりたいと思
います。 
　そして，依頼者の信頼に応え得る高度な専門職業家とし
て誇りを持ち，不動産に関する国民の権利を守り，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。 
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ごあいさつ

津地方法務局

首席登記官　

林　　康雄

ごあいさつ

「境界問題相談センターみえ」

センター長  三重弁護士会　

渡邉　　功

　境界問題相談センターみえが発足して、２年た

ちました。センターの立ち上げに際しては、土地

家屋調査士会の並々ならぬ努力がありました。無

事にセンターが発足し、運営できているのは、ひ

とえに土地家屋調査士会の皆様のおかげです。

　センターの運営を始めるまでは、正直なところ

不安なところもありました。裁判所の調停手続き

があるのに、わざわざ費用をかけてセンターを利

用してくれる人がどれぐらいいるだろうか、利用

していただいた方に満足してもらえるだろうか。

幸い、案件も持ち込まれており、順調に行われて

いるかと思われます。

　境界問題相談センターみえのようなＡＤＲは、

申立人も相手方も、どちらも大切なお客様です。

そういう意味では、当事者の一方だけの代理人を

務めることが多い弁護士の業務とはかなり違う業

務です。センターの運営では、当事者どちらか一

方だけが満足するような解決であってはなりませ

ん。その意味では、弁護士側の委員は、土地家屋

調査士会の方々に今後も運営にあたって迷惑をか

けていくことがあるかもしれませんが、今後もセ

ンターの運営に協力し合い、一つでも多くの紛争

の解決ができればと思っております。

　今後とも、センターへのご協力をお願いしま

す。

　本年４月１日付けの異動により，津地方法務局

首席登記官（不動産登記担当）として着任しまし

た林でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。

　貴会及び会員の皆様には，表示登記制度の充

実・発展のため，御尽力いただいていることに敬

意を表しますとともに，日頃より，円滑な登記業

務運営に御理解と御協力をいただき，厚く御礼申

し上げます。

　また，筆界特定事件については，おおむね標準

処理期間（６か月）以内に処理できておりますと

ころ，これも筆界調査委員としての土地家屋調査

士の皆様の豊富な知見に基づく，適正，迅速な処

理によるものであり，深く感謝申し上げます。

　ところで，法務局では，不動産登記の申請にお

ける添付情報の取扱いについて２点ほど，検討を

進めてきたところです。１点目は，資格者代理人

がするオンラインによる表示に関する登記の申請

における法定外添付情報の原本提示の省略であ

り，本年６月１日から実施されています。２点目

は，不動産登記の申請における添付情報の省略で

あり，不動産登記令第７条１項１号が改正され，

申請人が法人であるとき，資格証明情報に代え，

会社法人番号を提供することになります。不動産

登記令の改正は，本年７月１日に成立し，本年１１

月２日から施行されます。会員の皆様の負担軽減

が図れるものと考えます。

　さて，オンラインによる登記申請については，

会員の皆様の御協力をいただいているところです

が，今後とも，オンライン申請の利用促進に特段

の御支援と御協力をお願いします。

　終わりに，貴会並びに会員の皆様の益々の御活

躍を祈念申し上げ，挨拶とさせていただきます。
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ごあいさつ

日本土地家屋調査士会連合会

理事（三重会相談役）　

上杉　和子

ごあいさつ

総務財務部担当

副会長　

永井　哲也

　残暑お見舞い申し上げます。
　総務財務部担当副会長を務めさせていただきます
四日市支部の永井と申します。
　役員が５期９年目、副会長としても３期５年目とな
りますが、初心を忘れずがんばりますので、よろしく
お願い申し上げます。
　役員をさせていただいていると、会務にも色々な種
類があることを感じています。
　会が会員のため行う会務、会と会員が協力して行う
会務、会員が会のため行う会務等があると思います。
　役員を長くさせていただいてはおりますが、私の考
えは、役員になった１年目から変わらず、自分がこのよ
うなことがしたいと考えることを形にしていけばそれ
がおのずと会のため、会員のためになると信じて会務
に当たっています。
　幸いなことに、過去２年間は中部ブロック協議会の
役員をさせていただいていたこともあり、三重会から
２つの事業について提案させていただきました。
　一つ目は中部ブロック協議会管内各会事務局職員
の会議を開催致しました。
　各会事務局職員はあまり交流がないというのが現
状であり、問題点について情報交換をしていただき、
また親睦を図ることで中部ブロック協議会管内各会
事務局がより良いものになっていく、ひいては三重会
事務局がより良いものになっていくと信じています。
　二つ目として中部ブロック協議会と東海工業専門
学校金山校（測量専門学校）、東京法経学院（受験専門
学校）と連携協力に関する協定を締結し、７月３日中
部ブロック協議会平成２７年度定時総会において調印
式を開催致しました。
　これは土地家屋調査士の受験者が減少している現
在、我々の業界を目指す若者も減少しているというこ
とへの危機感、会としても調査士試験に合格した皆様
の受け入れ体制を整える、また補助者等で土地家屋調
査士を目指す方々をサポートしていきたいという気
持ちで連携をさせていただきました。
　連携することによって中部ブロック協議会管内各
会、ひいては三重会がより良いものになっていくと信
じています。
　中部ブロック協議会からは日調連林千年会長（岐阜
会）・同上杉和子理事（三重会）も再任され、日調連に
対して意見等を発信していく、また逆に情報等を受信
していく環境は整っているものと考えています。
　役員一同会員皆様のため会務に精進してまいりま
すが、皆様も会が何かをしてくれるのを待つだけでな
く、会のために何が出来るのか、何をすべきか今一度
考えていただければと思います。
　これから２年間神戸会長以下「チーム三重」として
役員・会員一丸となって三重会の発展のため、いっし
ょにがんばっていきましょう。
　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、ご挨拶とさせていただきます。

　日本土地家屋調査士会連合会第７２回定時総会

において、中部ブロック協議会のご推薦により、

再度、理事に就任し、広報部次長を拝命致しまし

た四日市支部所属の上杉和子でございます。ま

た、神戸会長より三重会相談役を仰せつかりまし

た。皆様、よろしくお願い申し上げます。

　連合会の広報部会務に携わるのは、前々期の広

報員から数えますと３期目となります。継続して

携わるということは、この４年間の経験と反省の

上に、さらに広い視野を持って広報活動に臨むこ

とを期待されていると受け止め、決意を新たにし

ております。

　また、今期は会報「土地家屋調査士」の編集長

も仰せつかりました。昭和３１年１１月に第１号が

発行され、今年５月に７００号を迎えた私たちの大

切な会報です。５８年余り脈々と受け継がれ、発

行にご尽力くださった歴代広報部の方々の深く熱

い魂を次期に繋いでいくお役目は、押しつぶされ

そうな重責ではありますが、何より会員の皆様が

必要な情報をタイムリーに掲載する紙面を目指

し、広報部理事・広報員の方々と共に、愛情を持

って会報の編集発行に取り組ませていただきま

す。

　土地家屋調査士の業務環境が大きく変わってい

くなか、広報活動の必要性は高まっております。

外部に対する制度広報、会員に向けての広報活

動、人材育成事業の広報活動、これらを効率的・

効果的に行うためには、連合会と各単位会が連携

して取り組める体制を構築していくことが中長期

的な観点からも重要なことだと思っております。

　これからの２年間、林千年連合会会長のもと

『境界紛争ゼロ宣言！！』を継続的に発信し、土地

家屋調査士制度の未来のため、皆様と心を合わせ

連合会の会務に携わって参ります。ご協力をお願

い致しまして就任のご挨拶とさせていただきま

す。
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g r e e t i n g

ごあいさつ

研修部・広報厚生部担当

副会長　

川井　一浩

ごあいさつ

企画社会事業部担当

副会長　

古尾　圭一

 先の定時総会で副会長に選任されました津支部

の川井一浩でございます。平成２３、２４年度に続き

二度目の副会長就任となりました。 

 昨今は、登記申請のオンライン化や登記情報提

供サービスなど、事務所に居ながらにして多くの

事が処理できるようになりました。たいへん便利

な世の中になったものですが、その反面、今まで

は法務局に調査に行くと必ず誰かと出会い、雑談

をしながらも様々な知識や知恵を得たことが懐か

しく思い出されます。ｎｅｔから得られる情報量

は、それらとは比較にならない膨大なものです

が、ｎｅｔとコミュニケーションをとることは難し

く、双方の気持ちを理解し合うことはなかなかで

きないでしょう。最近では予測変換や検索履歴な

ど、いらぬお節介をやいてくれることはあります

が、私たちの業務は決してパソコンの前だけでは

完結できず、現場と隣地所有者という難しい問題

が常につきまといます。 

 折しも、広報厚生部と研修部を担当することに

なりました。広報厚生部では多くのひとの目に焼

付け、耳に響かせる積極的な広報活動を展開させ

ることを第一の目標としつつも、会員相互の親睦

をはかる厚生活動を充実させることは、懲戒案件

の減少にもつながることと思いますし、また研修

部では参加してよかったと思われる時流にのった

研修会を企画し、会場では研修内容以外にも話題

の最新情報を提供できるようにしていきたいと考

えておりますので、多くのご参加をお願い致しま

す。 

 おかげさまで両部とも気迫あふれる優秀な部長

と部員に恵まれましたので、これから二年間精一

杯務めさせていただくことをお約束してご挨拶と

させていただきます。 

　先の定時総会に於きまして、２期目の副会長に選

任されました伊勢支部の古尾でございます。

　これまで、２年間副会長をさせていただいて、全国

の土地家屋調査士と意見を交わす機会がありました

が、全員に共通していることは、土地家屋調査士制度

発展に関する熱い思いがあることです。

　私も、この全国の仲間とともに、「境界＝土地家屋

調査士」と言われるようになることをめざして２年間

頑張りたいと思います。

　さて、「境界問題相談センター」については設立か

ら２年が経過し、これまで相談員、調停員、調査・測

量実施委員等の形で数名の会員にお手伝いをいただ

きながら、副センター長として運営をしてきて感じた

事があります。

　それは、境界問題に関与する土地家屋調査士に必

要なのは、日常業務でも大事な「筆界」の調査・判断

能力であるということです。「境界問題」を解決できる

のは、我 「々土地家屋調査士」だけであり、だからこ

そ、社会貢献の意味からももっと会員が積極的に関

与していく必要があると考えています。

　特別研修の内容が時効取得等民事訴訟の知識に力

を入れているために、誤解をされている部分が多い

ようにも思います。当初は土地家屋調査士の単独代

理権を目指していたようですが、境界問題に関する

調停では、第三者の代理は不可能に近いと感じます。

なぜなら、センターを利用するメリットは、裁判や筆

界特定のような手続きではなく、話し合いという重要

なプロセスを経て当事者どうしの円満な解決ができ

ることであり、この重要な交渉の部分は代理人がす

べきではないと思います。「土地家屋調査士」には、本

人の申し出や相手方の回答を代理ではなく、サポー

トするという形での関わり合いが今後求められてく

るのではないでしょうか。

　また、境界問題以外にも空き家問題や耕作放棄地

等の問題もあり、今後は間違いなく社会から筆界の

専門家が求められてくるはずです。その時に胸の桐

の華に負けないよう、専門家としてニーズに応えられ

るよう日々研鑽をしていくことが大事だと思います。

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。
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部　会

だより

総務財務部

部長　山下　　淳 　　

　 今年度から２年間総務財務部長を務めます、四日

市支部の山下淳と申します。

　今回の総務財務部は、永井副会長が継続して担当

されるものの、私は初めて総務財務業務を取り扱い、

他部員３名の西出さん（総務副部長）・辻井さん（財

務副部長）・野田さん（理事兼津支部長）は、初めて理

事となられた方々という５名で構成されています。

　初めての総務財務業務に困惑しながらも、少しず

つでも前へ進めようと日夜業務に勤しんでいます

が、就任約１カ月で既に疲れてきました。

　総務財務部長は、担当業務を一所懸命こなしてい

き、年に１回定時総会という裁判所で被告人席に座

り、会員の皆様からの審判を仰ぐ役職。これが私のイ

メージです。

　今回は、前部員の全員が退任されたことで、図ら

ずも私が務めることになりましたが、就任した以上、

一年後の審判日へ向けて一歩ずつ事業を推進して

参ります。

　さて、当部における事業計画については、先の定時

総会で承認を受けご承知のことと思いますが、抜粋

して少し具体的に紹介をしたいと思います。

　まずは、職印台紙制度問題を決着させたいと考え

ています。私の同制度に対する意見は紙面の関係上

割愛しますが、この議論は既に議論が開始されてか

ら１年以上経過しています。理事会でも何度も議論

がされてきました。制度廃止派と、維持派（ただし金

額を減額する）で割れています。同制度の結論如何

では、会費の値上げを伴うことになるので特に慎重

に検討されてきました。両議論は拮抗していますが、

とにかく私が部長を務める間に決着をしたいと考

えています。

　また、同制度の運用が会員の皆様において適切に

なされているのかの調査も徹底的に行って参りま

すので、これからも同制度を遵守くださいますよう

お願いします。

　文書規程は、速やかに新設をする必要がありま

す。現在、会館の書庫がパンク寸前となっており、書

類の重要度に応じた適切な保存期間や保管方法な

どを規程として作成します。

　長年見直しがされていない規程を再確認する必

要があります。特に、事務局規程関係は、労働法との

対比調査を行い、法令遵守を念頭にした見直しが必

要となります。

　役員の報酬に関する規程である旅費規程及び役

員諸手当支給規程も、どうしても見直しをさせてい

ただきたいものの一つです。役員は、規程に従った

支給を受けていますが、非常に安価であり、役員は

ボランティアでするものだという風潮が一部であり

ます。継続的・安定的に会務事業を推進するために

は、役員に最低限の支給をし、もって少なからず安

心感を与え、かつ、責任感を更に高めることが重要

であると考えます。私は、今年度に私が役員として

拘束される時間的負担（精神的負担は除く）の計測

調査を行いつつ、理事会でも意見を収集し、改正案

を次年度でまとめたいと考えています。

　また、これと平行して会組織の研究を行い、必要

に応じて部割り・人数等の見直しを考えて参ります。

　各種意見交換会や事務局研修会等、各種会議運

営も総務財務部の担当であります。一番の大仕事

は、やはり定時総会でしょう。総会を裁判所になぞ

らえ揶揄しましたが、しっかりと準備して参ります。

　前総会で事業報告の字が小さい旨ご指摘を受け

ましたが、既に６月１９日の総務財務部会でフォント

を１．５倍にする旨協議が成立しました。この会報が

発行される時点では、執行部会協議も通過している

ことでしょう。

　その他、総会に関する多数のご意見を頂戴しまし

たが、次回の総会運営に生かして参ります。これか

らもより良い総会運営のみならず本会運営推進の

ために、ご意見を頂戴したいと思います。

　他にも事業がありますが、紙面の都合で最後に電

子化事業のご紹介を申し上げます。

　電子化事業の推進により、各種文章のメール配信

での一本化等経費削減に努めたいと考えています。

完全メール配信が可能になりますと、経費と事務局

の会員発送作業負担が軽減でき、省エネに寄与する

ことにもなります。是非、会員の皆様にご協力を賜り

たいと思います。

　他にも電子化により、経費削減や会員の利便性向

上に寄与するものを模索検討していきたいと思い

ます。

　以上、総務財務部のご報告を申し上げ、ご挨拶と

させていただきます。

企画社会事業部

部長　伊藤　友洋

　残暑お見舞い申し上げます。

　平成２７年度より、企画社会事業部長を拝命いた

しました四日市支部の伊藤友洋と申します。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

　企画社会事業部は担当副会長の古尾圭一さん、私、

企画副部長に橋本栄一さん（鈴鹿支部）、社会事業副

部長に吉村工さん（松阪支部）、部員として伊藤巧さ

ん（桑員支部）、川合映水さん（伊賀支部）というメン

バーで会務を執り行ってまいります。

　部員一同、闊達な意見を出し合い、会員の皆様の

お役に立てるよう努力してまいりますので、ご支援・

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

　さて、企画社会事業部の今年度の事業計画としま

しては、下記のとおりです。

（企画部門）

１．法調実務打合せ会の実施及び筆界特定制度と

境界問題相談センターみえの連携

　今年度も秋頃に法務局との実務打合せ会を予

定しております。追って、会員の皆様に法務局へ

の要望等を募集いたします。また、法務局の筆界

特定制度と境界問題相談センターみえとの連携

を図るため、連絡協議を行っていきます。

２．数値資料センターの運営及び境界鑑定業務に

ついての研究並びに中部地籍研究会との連携

　数値資料の管理、境界鑑定業務についての研究、

中部地籍研究会との連携を、境界鑑定・管理委員

会で実施していただきます。

３．各種資料の情報収集及び活用についての研究

　昨年度、各市町保管資料の有無をホームページ

に掲載させていただきましたが、引き続き業務に

役立つ情報収集及び活用方法についての検討を

行いたいと思いますので、各支部単位での情報収

集に会員の皆様のご協力をお願いいたします。

４．土地家屋調査士を取り巻く環境変化への対応

　規則９３条不動産調査報告書改定への対応、調

査士法第３条業務についての検討等を中部ブロ

ック協議会業務担当者会議にて協議することとし
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ており、皆様に情報発信できればと思っています。

（社会事業部門）

１．境界問題相談センターみえの運営

運営面の研究、研修会の開催、広報活動等をセ

ンターみえ運営委員会で行っていただきます。

２．社会貢献（災害対策・空家問題等）への取り組み

三重県との防災協定に基づき、災害発生時にお

ける応援協力のための説明会等に参加しており

ます。

空家問題については、中部ブロック協議会業務

担当者会議でも調査・研究がされるため、各県

の状況を情報収集していく。三重県内の各市町

で土地家屋調査士の活用がなされるよう、各支

部単位での情報収集、啓発活動等に皆様のご協

力をお願いいたします。

３．無料登記相談会の継続実施

法務局と合同の全国一斉不動産表示登記無料

相談会及び調査士会館での月２回の無料登記

相談会を継続実施いたします。相談員の派遣に

皆様のご協力をお願いいたします。

４．公共嘱託登記土地家屋調査士協会との連携

公嘱協会との協議会を行い、互いの連携強化を

図っていきたいと思います。

５．１４条地図作成に関する啓発・支援

１４条地図作成作業について、対象支部への支援

等を実施いたします。

６．他会のシンポジウム等への参加

適宜開催されるシンポジウム等に積極的に参加

し、他会との交流を図りたいと思います。

　自分でもこの原稿を書きながら、「やること多いな

…」と思ってしまったのですが、理事の皆様や会員の

皆様のご協力を仰ぎながら、１つ１つこなしていき

たいと思っております。どうか温かい目で見守って

くださいますよう、お願い申し上げます。

研修部

部長　前田　寛治

　この度、研修部長を務めることになりました、と言

うよりも、なってしまいました伊勢支部の前田と申

します。二か月前には、まさかこの原稿を書くことに

なるとは、思いもよりませんでした。それはようやく

理事の任期を終えようとしていた４月中旬に、古尾

副会長からもう１期理事を、との打診をされ、軽い気

持ちで承諾してしまったのが運の尽き。あれよあれ

よと言う間の話しの運びでした。本当に自分でいい

のであろうかと自問自答をくり返しましたが、最後

は現執行部や事務局からお墨付きをいただきまし

たので、就任の決意をした次第です。

　さて、新しい部の面々は、２期目で副部長の鈴木

康之理事（桑員支部）、福田幸之助理事（伊賀支部）、

五百野正樹理事（津支部）、水谷潤一郎理事（鈴鹿支

部）と、頼りになるカムバックされた川井一浩副会長

（津支部）です。この顔ぶれを見ても、経験の浅い私

がなぜ部長なのか、まだ不思議な思いであります

が、このメンバーで２年間頑張ってまいりますので

よろしくお願いします。

　研修部は、主に年４回の定例研修会をはじめ、中

部ブロック新人研修、三重会新人研修、土地家屋調

査士特別研修等に携わっております。定例研修会で

すが、２年前に西脇前部長もBorderで言っておられ

た、出席率の向上が課題です。ビデオ研修を含めて

４０％を切っていることは、多少なりとも研修部に

責任があるのではないかと受け止め、創意工夫して

いきたいと思います。昨年度の中部ブロック新人研

修は、バズセッションの担当会という事で、前西脇

部長が講師として登壇されました。新人研修では、

２年前から立会実習を実施しておりますが、昨年度

は６名の会員が受講し、補助者経験のない方がおら

れたこともあり、概ね好評でありました。特別研修は

本年度で１１回目になりますが、高額な受講料や、実

務に直結しないこともあり受講者数が少なくなって

います。研修部長の私が、ようやく昨年度の第１０回

の研修会を受講したばかりですので、偉そうな事は

言えませんが、まだ受講されていない会員の方は、

是非とも考慮をお願いします。裁判や調停は無縁で

したので、弁護士の先生の講義を聞けたことはすご

く良かったと思っています。また、引き継ぎ事項で、

ＣＰＤポイントの情報公開があります。公開には

色々問題があり簡単ではありませんが、部で慎重に

協議し、理事会で審議させていただく所存です。

　最後に、会員全ての方に喜んでいただける研修会

は難しいことですが、部員一丸となり、より良い研修

会を考えてまいりますので、皆様のご理解とご協力

をお願いいたします。

広報厚生部

部長　太田　哲也

　新広報厚生部の部長を仰せつかりました、津支部

の太田哲也と申します。 

　平成２５・２６年度と同部員として努めましたが、前

部員５名のうち３名が卒業し、１名は総務財務部長

となってしまい、突然、「お気楽部員」から部長となっ

てしまいました。 

　新部員４名を連れての船出でありますが、三重会

の発展に貢献できるよう、また、三重会会員の繋が

りをもっと深められるよう、これからの２年間を一

生懸命努めさせて頂きます。宜しくお願いをいたし

ます。 

　広報事業としましては、７月３１日の「土地家屋調

査士の日」、８月１日の全国一斉表示登記無料相談

会を皮切りに、マスメディア等を積極的に活用し、土

地家屋調査士制度についてＰＲを行っていきます。 

　出前授業につきましては、公嘱協会、各支部とも

連携し、土地家屋調査士の制度広報および地元地域

への社会貢献活動を掲げ、実施校数を増加させてい

きたいと考えています。 

　会報「ボーダー」については、例年お盆とお正月の

年２回の冊子発行を行ってきましたが、総会で承認

頂いた「冊子１回、電子１回発行」のとおり、冬号は電

子発行とさせて頂きます。経費等勘案し、どの様な

形で皆様にお届けしていくのか現在検討中です。 

　今後の会報誌のあり方についてですが、経費の削

減はもちろん、「時流に合ったもの、会員のニーズに

合うもの」へとアレンジしていく必要もあるのでは

と考えております。会員の皆様には、決してお叱りを

受け無いよう取り組んでいきますので、今後の「ボ

ーダー」を見守りください。 

　厚生活動としましては、恒例の親睦ゴルフに加

え、各支部対抗イベント、日帰り小旅行等企画し、実

現していきたいと考えています。 

　最後となりますが、広報厚生部へご意見、ご提案

がございましたら、所属支部長、事務局でも結構で

す、お気軽にどしどし、ご意見を頂ければと思いま

す。
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支　部

だより

桑員支部　副支部長　小林　弘仁　　

　この度、桑員副支部長を務めさせていただく事

となりました小林弘仁と申します。

　今年で３４歳となる支部で一番の若輩者ですの

で、会員の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、

支部長のサポートや支部行事の貢献に誠心誠意務

めて参りますので、何卒宜しくお願い申し上げま

す。

　さて、７月に入り、今後の支部活動と致しまして

は、無料登記相談会（定期）や司調親睦ボーリング

大会（９月）、「法の日」司調無料登記相談会（１０

月）、司調親睦旅行（１月）などがあります。

　支部有志による活動としても、桑員フェニック

ス（司調合同ソフトボールチーム）や桑員ハンド

ベルクワイアwithＫ（司調合同ハンドベルサーク

ル）、桐志会（司調合同勉強会）などが定期的に

行われており、その活動内容も多種多様です。

　今後も一人でも多くの会員さんに興味を持って

頂けるような、また気軽に参加が出来るような、

行事を企画して親睦を深めていきたいと考えてお

りますので、会員皆様のご協力の程、宜しくお願

い申し上げます。

　最後に、来月８月２３日は土地家屋調査士筆記

試験日です。

　自身も合格と開業してから、まだ日も浅い人間

ですので、筆記試験日の記憶は昨日のことのよう

に鮮明に覚えています。（笑）

　近年は受験生減少が深刻な問題（平成２６年度

の受験者数は４６１７名）となっており、我々土地

家屋調査士の今後の資格制度に大きく影響を及ぼ

す問題とも報じられています。連合会及び単位会

そして各支部を通して、会員の一人一人が自身の

土地家屋調査士という資格の魅力を広く世間に伝

えていけたら受験生の増加にも繋がるのではない

か…と切に願っております。些細なことかもしれ

ませんが、支部行事やポスター掲示などもその一

環かもしれませんね。

　…ともあれ、明日の土地家屋調査士となるべく

受験生の皆さんは合格を目指して試験日は精一杯

に頑張って来て頂きたいですね！

四日市支部　支部長　林　　誠治　　

　四日市支部長の林です。２期目に突入しまし

た。支部役員も１期目とほぼ同じメンバーで２年

間の支部事業に取り組んでいきたいと思っていま

す。よろしくお願いいたします。

　さて、支部活動の報告ですが、まずは、恒例の

ソフトボールチームの現状から。

　念願のユニフォームも完成し、桑員フェニック

スさんとお披露目試合をさせていただきました。

結果は、まるでラグビーの試合のようなスコアで

大敗しましたが、ユニフォームを着たという喜び

で満足感いっぱいの１日でした。なかなか人数が

集まらず、練習もままならない現状ですが、秋の

大会に向けてもう少し締まった試合になるよう頑

張っていきたいと思います。

　ところで、四日市では、現在、他県の業者によ

る１４条地図作成作業が行われています。

　あくまでも法務局の発注による業務なので、法

務局の意向に沿った成果をあげていただければそ

れで良いのかも知れませんが、やはり調査士の業

務は、地元の調査士がやるのが本来のスタイルな

のではないかと改めて考えさせられました。

　今年度は、昨年お休みさせていただいた分、研

修や親睦事業等、事業計画に則り着実に執行して

いく所存でありますので、次回「支部だより」

は、盛りだくさんの内容でお届けしたいと思いま

す。それでは１期２年間、皆様よろしくお願いい

たします。

鈴鹿支部　支部長　中村　　亨　　

　先日、境界問題相談センターの相談員を初めて

やらせて頂きました。相談時間は９０分ですが、

短く感じました。

　相談前に相談申出書と登記簿、地積測量図、公

図など調査資料を事前にいただいていましたの

で、自分なりに相談内容を想像してみて、登記さ

れた沿革を把握して相談に望みました。

　相談には、弁護士先生と私の二人で応じまし

た。普段の業務では、現地で話を聞くことが多い

ので相談者の言いたいことが理解しやすいのです

が、相談室での相談では写真、資料を見せて頂き

ながら説明していただきますので、何を不満に思

ってみえるのか、なかなか理解できませんでし

た。質問とそれに対する回答を繰り返しながら、

何が不満でどこに原因があるのか聞き出そうとし

ましたが、質問に対する答えがなかなか返ってこ

ず、話がわき道にそれたりで、おおよそ理解出来

たか？と思えるのに1時間以上かかりました。

　不満な点とその原因と思われることが解ってき

たところで、私は調査士なりに境界や登記に原因

があるかな？と思えることについて説明させてい

ただき、弁護士先生は弁護士の立場で説明してい

ただきました。弁護士先生の説明内容は、相手と

争うことになったとして、勝てる見込みがあるか

ということでした。今回の相談内容からの見立て

によると、「相手が主張する境界線を相談者が以

前に了解したことがあるということ、相手に時効

が成立していると思われること、この２点からす

ると、相談者の主張は通りにくいでしょう。」と

のことでした。
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　結局、相談者は、今回の主張は諦めることで快

く納得され、調停には至りませんでした。普段の

業務では、現地で現況を見ながら時間を気にする

ことなく、双方からの主張、そう主張される理由

を伺っていますと、双方の主張が食い違う原因が

解ってくることもあると思うのですが、今回の相

談のように限られた時間で現地を見ずに、一方か

らの説明だけですのでそれは難しいです。

　相談者は納得して帰られましたが、私は相談を

終えてしばらくして、はたして適切な回答が出来

たのか？不安に思えてきました。それは、相談し

ているときには気づかなかったのですが、相談者

の説明が登記原因の時期から考えると矛盾するの

ではないかな、と思えてきたからです。正しく聞

き取りが出来ていないと、適切な回答が出来ない

と思うからです。

　今回改めて感じたことは、現地を見ずに短い時

間で相談者から相談内容を充分に正確に聞き取

り、相談者の気持ちを汲み取ったうえで、適切な

回答をするのは難しいことです。場合によっては

複数回の相談、現地での相談も必要なのかなと思

いました。相談によって今後進める方向付けをす

ることになりますので、相談は慎重に進めるべき

だと感じました。

　２年間鈴鹿支部長を務めます、中村亨です。よ

ろしくお願いします。

津支部　支部長　野田　秀敏　　

　津支部長の野田です。

　さて、前回のBorder第７５号の支部だよりに掲載

した平成２６年１０月以降の支部活動について報告

します。

　平成２６年１１月９日に調査士会津支部会員と司

法書士会津支部会員の有志によるゴルフコンペが

亀山ゴルフクラブにて行われましたが、参加人数

が極端に少なかった為、写真の掲載は見合わせま

す。

　平成２７年１月９日には「瀬里香」にて新年会が

行われ、多数の支部会員に参加いただきました。

　２月４日には第二回津市合同相談会が、津市役

所本庁にて行われ支部会計の大呑会員に参加して

いただきました。

　４月１０日には「はし家」にて支部総会が行わ

れ、副会長推薦、理事推薦、支部役員改選等の議

案の承認を受け現在に至っています。

　今後の支部活動としては、７月３１日にサン・ワ

ーク津にてオンライン申請研修会を行う予定で

す。

　また、１０月１１日（日）に行われる「津まつり」

に今年も出展予定ですので、津支部会員及び隣接

支部会員の皆様の来訪をお待ちしています。

伊賀支部　支部長　松岡　久義　　

　本年度より伊賀支部長を引受けることになりま

した松岡久義です。

　還暦を越えた私が支部長として務まるかどうか

心配ですが、支部会員の皆様のご協力を得て努め

てまいりたいと思います。

　支部長を引受けて間もなく、津地方法務局長と

伊賀支局長のお二人が我が事務所にこられ、伊賀

支部会員の法務局伊賀支局への登記オンライン申

請利用促進の申入れをされましたので、早速、支

部会員に伝達するという初職務をさせていただき

ました。

　続いて本会広報部より会報Ｂｏｒｄｅｒへの原稿依

頼が届き、文才のない私には、大変な作業で、な

かなか書こうという気持ちになれません。

　このような状況に、大変さを感じていますが、

どうにか２年間任務を全うしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

　さて、支部活動ですが、会員相互の親睦をはか

るために行う親睦ゴルフ大会（６月１日実施）と

親睦会、広報活動として司法書士会と合同で行う

無料相談会（年２回）、法務局主催の無料相談会

への協力等、例年同様に行っていきたいと思いま

す。

松阪支部　支部長　濱田　眞行　　

　松阪牛（うし）は確かに安定した味で美味しい

のは間違いありません。家では嫁さんが老舗和田

金でキロ買い，小分けして冷凍保存しています。

ところが，案外知られていないのが，松阪（まっ

つぁか，と地元民は発します）は鳥焼肉（赤味噌

あじの串なし）を提供する店舗が，松阪肉メニュ

ーの店舗より絶対多いと確信しています。日曜の

昼食時，行列ができ駐車場を４０台を超えるバタ

（子供の頃からバイクのことをバタと呼んでいま

す）が占拠していた焼肉食堂を見ています。バタ

１０台・２０台位はいつもの

光景です。

　さて本題，支部長新任後

直ちに支部会員全員の事務

所・法務局松阪支局・地元

選出代議士事務所・地元新

聞社等を表敬訪問しまし

た。また，新任を新聞社に

記事掲載して頂きました。

支局との打ち合わせを支部

会員は基より県下支部長に

配信しています。そして、

本会広報部苦心ののぼり旗

をそっくり頂いて，『松阪

支部』を追記した支部会仕様のぼり旗を調整しま

した。今後大いに利用したいと思っています。

　また，当職撮影の写真が新聞掲載された際に，

職業として『土地家屋調査士』を入れて頂いた記

事が，一面にカラー掲載され，『土地家屋調査

士』の広報活動の一環となったと思っています。

多々意見があると存じますが，読者の反響を多く

感じました。

　メール非配信も会員残り一人までに漕ぎ着けま

した。自分の事務所としては，全てオンライン申

請（半ライン）です。提供座標は自身で全てチェ

ック（スタティック）か観測した数値を使用して

います。法務局はオンラインを日々切望されてい

ます。これに答えてかつ測地系の使用が責務と思

っています。
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伊勢支部　支部長　栁原　真吾　　

　今年、人がいないということなのでＰＴＡ役員

の乗りで支部長になってしまった。

　名簿を見てみると支部人数４９人であり、役員数

はというと今までは支部役員に９人、本会に７人

合計１６人必要であるので、普通に考えて全員で３

回に１回は役員をしなければ公平に回せない計算

になる。

　入会者数はというと過去１０年は、年平均０．８人

それ以前は１．５人であった。これは大変な状況で

ある。３回に１回の役員でも多いと思われるのに

それ以上に多くなるということである。幸いにも

前支部長が支部役員を２人減らし、７人にしてお

いてくれたが、それでも多そうで、役員を出来る人

が偏ってしまうのも仕方がないことと思われる。

あとは、支部役員を誰でも出来るように支部の内

容を簡単にすべきと考えるが、これは土地家屋調

査士という職業を盛り上げＰＲしなければならな

いことと反することが多いと思われる。

　以上、今から心配している。さて名案はないものか。

紀北支部　支部長　伊藤　智夫　　

　会員の皆様

　今期、紀北支部長の任に着きました伊藤智夫です。

　私の住んでいる紀北町は、東紀州の玄関口に当

り三重県南部に位置する海と山に囲まれた自然豊

かな町です。なかでも「紀伊山地の霊場と参詣道」

として世界遺産に登録されている「熊野古道」は平

成２５年皇太子さまが散策を楽しまれた美しい石畳

が残る馬越峠（まごせとうげ）をはじめとして６つ

の峠があり、癒しの空間の中にいにしえの人の心

が息づいています。私自身も、歩くたび清々しい気

分になります。皆様も是非一度歩いて静寂の中で

癒されて下さい。

　また紀北町は農林水産業にめぐまれており、カ

ツオ漁が盛んでその他にはカキ、ウニ等、常に新鮮

な魚介類が豊富です。

　紀勢自動車道が勢和多気ＪＣＴから尾鷲市の尾

鷲北ＩＣまで開通され、今や 1 時間程で津ＩＣま

で行くことが可能になり大変便利になりました。

　夏には海水浴に清流（魚飛渓）でのキャンプも楽

しめますので、是非一度お越しください。

熊野支部　支部長　下岡　常也　　

　熊野支部長の下岡常也です。

　熊野支部の活動としまして、毎年１１月に道の駅

パーク七里御浜で開催される御浜町みかん祭りに

て恒例の土地家屋調査士・司法書士・行政書士・

税理士・社会保険労務士の５士合同による無料法

律相談会を行う予定をしています。

　また熊野市には、平成１６年に世界遺産に登録さ

れた熊野古道をはじめ、毎年８月１７日に七里御浜

海岸を舞台におこなわれる熊野大花火大会などた

くさんの見どころがあり、紀勢自動車道路、熊野尾

鷲道路の開通によりアクセスも非常に便利になり

ましたので、ぜひ１度お越しください。
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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　

常任理事　　濱地　幸昌

公　嘱

だより
三重県土地家屋調査士政治連盟

会　長　　島　　庄平

ご
あ
い
さ
つ

ご
あ
い
さ
つ

す。

　現在、全調政連では、自民党、民主党、公明党

と３党それぞれの国会議員連盟が組織され、２００

名の加入をいただいております。

　また、三調政連におきましても、３党の衆参国

会議員１０名と県会議員１３名の顧問議員の加入を

いただいております。

　このように、我々の政治連盟は、政治活動を通

じて土地家屋調査士制度の充実・発展と土地家屋

調査士の社会的・経済的地位の向上等に尽力して

いただける政治家であれば、政党・党派に関係な

く平等に支援し、協力関係を築いていきたいと考

えている政治団体であり、特定の政党や政治家の

応援はしないという姿勢で活動してきておりま

す。

　政治連盟の活動の成果は見えにくい面はありま

すが、平成１７年の大幅な不動産登記法及び土地

家屋調査士法の改正などにより、少しずつではあ

りますが我々土地家屋調査士の業務拡大・地位向

上に繋がってきているところであり、今般の「空

家等対策の推進に関する特別措置法」とその付帯

決議も、政治連盟活動の一つの成果であると考え

ております。

　私も新米会長ではありますが、土地家屋調査士

会のために少しでも尽力できればと思っておりま

すので、三調政連に未加入の三重県土地家屋調査

士会会員の方には、政治連盟の趣旨・目的をご理

解いただき、ぜひともご加入をお願いするととも

に、三重県土地家屋調査士会会員の皆様の政治連

盟へのより一層のご理解とご協力をお願いする次

第であります。

去

　　暑お見舞い申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、暑さをものとも

せずご活躍のことと存じます。

　本年５月の定時大会におきまして、会長に選任

いただきました松阪支部の島でございます。

　政治に疎く何も分からないまま引き受けてしま

い、政治連盟の活動について勉強する日々の中

で、平成１３年の設立以来この連盟を支えてこら

れた歴代役員諸先輩の方々のご尽力を思います

と、改めて責任の重さを実感するところでありま

残

　　る６月１９日・２０日、金沢に於いて中嘱連総会

が、行われました。私は、毎年この総会で他の協

会の方々と交流を深めることを楽しみに参加して

います。

　伊賀は、元々三重県内に於いても他の支部の

方々との交流が少ない地域でした。昔は、伊賀地

域特有なのか他の調査士先生との交流が少なく一

国一城の主という風情でした。が、公嘱協会に入

会してからは、同業者と同じ仕事に携わることに

よって関係が深まり仕事上の問題点等も話せるよ

うになりました。

　また本会で理事をすることで土地家屋調査士と

いうものをどのように考え活動するかという話を

もできるようになり刺激になったことを覚えてい

ます。

　役員をすることを損だと思って嫌がる人もいま

すが交流が広がることは、仕事にもプラスに働き

ますから是非嫌がらずに就任してほしいです。

　中嘱連の総会では、愛知・岐阜・石川・富山・

福井の方との交流で思うことは、土地家屋調査士

としてのスキルアップ・業務拡大等興味の湧くア

イデアを持っておられる方々がおられ、活動もア

グレッシブで意識が高いです。

　ここで一つ提案があるのですが本会の理事の

方々も他県の調査士会と定期的に交流の場を設け

情報交換をして頂けないでしょうか。そしてそこ

で得たものを私たち一般会員にも情報を共有でき

るようにして、活力のある三重会にしていただき

たいと思います。
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中部ブロック協議会　平成２７年度定時総会

広報厚生部　部長　　太田　哲也

報
　 告

中部ブロック協議会　業務担当者会議

企画社会事業部　企画副部長　　橋本　栄一

報
　 告

　７月３日（金）午後２時、岐阜グランドホテル（岐

阜県）に於いて、中部ブロック協議会平成２７年度定

時総会が開催されました。

　当番会である岐阜会大保木会長の歓迎の挨拶に

始まり、神戸中部ブロック協議会会長より挨拶が

なされました。

　各単位会からの継続事業報告、重点活動報告に

続き、政治連盟、連合会からの報告がなさました。

続いて審議に入り、決算書の件、活動方針の件、予

算案の件、任期満了による役員改選の件、全て承認

されました。

　議事終了後には、中部ブロック協議会と、測量・

受験専門学校である東海工業専門学校及び東京法

経学院との間で、「連携協力に関する協定」が締結

され、調印式が執り行われました。受験者数の減少

の流れが止まらない中、受験生増加に向けてとて

も意義のある連携ではないかと思いました。

　平成２７年７月４日（土）、岐阜駅前・じゅうろく

プラザ（岐阜市産業交流センター）において、平

成２７年度第１回ブロック担当者会議が開催され、

当会企画社会事業部としては、業務担当者会議に

伊藤部長と私、筆特・ＡＤＲ担当者会議には古尾

副会長と吉村社会事業副部長とで参加して来まし

た。

　業務担当者会議では各単位会ごとに、昨年度の

活動報告と今年度の活動計画の発表が行われ、他

業界との関わり、登記基準点、９３条報告書、街区

基準点、越境問題、隣地不明時の問題、空家問題

等、質疑応答をしながら意見交換が行われまし

た。

　将来の是非に関わらず、新しい事に積極的に取

り組んでいる会の意見は刺激にもなり、日々の業

務に関する会議内容のため、三重会の担当者とい

う立場だけでなく、一人の土地家屋調査士として

も参考となる内容でした。

　次回は１１月に福井会のお世話で開催される事

となり閉会しました。

　今後、私たちの業務拡大や円滑な業務運営につ

ながるよう、この会議内容を三重会でも検討し、

また三重会としても他会の参考となるような意見

が言えるよう次回の会議に参加したいと思いま

す。

　各来賓の入場後、名古屋法務局長表彰を、三重

会から永井哲也会員（四日市支部）、島庄平会員

（松阪支部）が受賞されました。多年にわたり尽

力されての功績。おめでとうございました。

　式典終了後、懇親会会場へと移動しました。

と、そこで、三重会事務局特製の「測っ虎入り三

重会オリジナル名刺」を忘れてきたことに気付

き、冷や汗…(ﾟ_ﾟ;)…

　しかたなく広報担当者関係のテーブルに着き、

開き直って自己紹介にて勝負しました。作製して

下さった事務局の皆さんゴメンナサイ<(_ _)>

　話がそれてしまいましたが、各来賓の挨拶から

はじまり、懇親会も最高潮に盛り上がったところ

で、岐阜会日置研修部長が所属されている高鷲太

鼓保存会により、演奏が披露されました。曲は

「リバー」。四季を通じ風光明媚な郡上の情景を

表現した保存会の代表曲だそうです。今宵の演奏

は、懇親会のため特別にアレンジされた「中部ブ

ロック協議会Ver.」での演奏。アグレッシブな鉢

捌きとその演出に、会場内も圧倒され引き込まれ

ている様子でした。

　その後も和やかに宴は続きました。

　初めての中ブロ総会への参加。分からない事ば

かりで緊張しましたが、楽しく親睦を深められた

と感じました。（名刺を忘れてしまいましたが…）

以上報告いたします。
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出前授業を振り返って

広報厚生部ＯＢ　伊賀支部　牛田　隆義・伊勢支部　杉本　敦司

報
　 告

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

四日市支部

小森　康史

伊賀支部

河邑　和摩

　昨今、行政機関・大学・企業・団体等によりさ

まざまな出前授業が実施されており、将来を担う

子供たちにとっては豊かな環境となり羨ましく思

っています。本会も出前授業をさせていただいて

４年になります。

　毎年、相可高校・伊勢工業高校で開催させてい

ただいておりますが、両校のご担当の先生方には

お忙しい中、打合せ・調整・準備・終了後のホー

ムルームとお骨折りいただき、毎回実りある授業

にしていただいており感謝いたしております。

　開催の都度、ホームページ・会報等でご報告さ

せていただいているところですが、限られた授業

時間の中で伝えたいことを絞るのが難しいといつ

も感じております。興味をひくような内容を盛り

込み、仕事の大切さ・誇り・ロマン・喜び・やり

がいを感じとってもらえるよう、授業を組み立て

ています。

　『ものの見方』から枠が広がるというメッセージを

送り続けました。「”土地家屋調査士”知っています

か？」「今まで聞いたことありますか？」と尋ねます

が、残念ながら予想どおりの返答であります。

　年々、受験者数が減少している「土地家屋調査

士」にとって、受験者数拡大のためにも、まず名前

を知ってもらうことが第一歩であり、そのために

も出前授業は必要不可欠な活動だと言えます。進

路決定に際しても、存在を知らずオミットするよ

り選択肢を増やして枠を広げ取捨選択して決める

方が、より自分の適性を見つけることができると

思います。

　両校は教科で測量を学び将来の職種も近いこと

から、広報にことさら力が入りました。あのときの

出前授業で興味を覚え、自分で詳しく調べ、土地家

屋調査士になったという方が将来において現れた

ら嬉しいかぎりであります。

　最後に、他会での

特色ある出前授業

の取り組み状況を

紹介します。

　中部ブロック協

議会でも石川会、岐

阜会は小学校を対

象に『地上絵プロジ

ェクト』と題して、

測量機器を用いて

校庭に星を描いた

り、歩測による距離

当てゲーム、三角定

規と分度器を用い

た高さ当てゲーム等を実施しております。その模

様を、ＴＶ局や新聞社に記事として取り上げても

らうことで、広く広報活動を行っております。

　両会での出前授業は各支部が主となり地元の学

校で行い、広報部は取材依頼等、各メディアに対し

て積極的な広報活動を行うスタイルをとっており

ます。自分たちと同じ地域の人に授業を行っても

らうことで、学校側にも、生徒にとっても「土地家

屋調査士」という存在をより身近に感じてもらえ

ることと思います。各支部のご協力無しでは難し

いことですが、社会貢献活動を拡大し、「土地家屋

調査士」の知名度を上げ、広くアピールするために

も１校でも多くの学校で開催させていただくこと

が望まれます。

　会員皆様の出身校や縁のある学校で開催してい

くことができますよう、ご協力よろしくお願いい

たしますとともに、現在の三重会出前授業のスタ

イルに、さらに工夫を加えられより充実したもの

にしていただき、継続していっていただきたいと

願います。

　三重県土地家屋調査士会の会員の皆様、私は今

年３月１０日付で入会致しました小森康史と申し

ます。調査士の仕事自体、初めてたずさわること

となりますので、何も分かっていない新参者で

す。初めのうちは失敗の連続と思いますが、どう

か末長くお願い申し上げます。 

　四日市支部の土地家屋調査士法人ＴＯＭＩＴＡ

総合事務所に所属します。法人社員の会員様は、

三重会には、ほぼいない現状ですが、この立場で

できることをとことん追求していきたいと思って

おります。 

　いづれ何かの折にか、気に止めて頂けたら光栄

に思います。

アンケートの回答

①　水道行政を担当する地方公務員でした。

②　東北大震災をきっかけに、土地家屋調査士に

なろうと思いました。

③　大変な毎日です。

④　バス釣り、サッカー、フットサル

⑤　よく食べることです。

⑥　毎日経験を重ね、頼りがいのある調査士にな

っていきたいです。

アンケートの回答

①　工場に勤務し、部品の製造をしていました。 

その前は不動産会社で営業マンをしていまし

た。 

②　何か資格を取ろうと思いまして、不動産時代

になじみのあった調査士を選びました。

③　難しい事がいっぱいあります。教えてもらえ

る環境が有る事に感謝してます。 

④　現在探し中です。

⑤　特にないので、技術的にこれは負けないと思

える事を、身につけていきたい。 

⑥　今現在や未来に向かって、調査士のニーズや

可能性を広げていける努力をしていきたいと

思っています。 

　皆様初めまして、平成２７年２月に三重県土地家

屋調査士会に登録しました河邑和摩です。

　以前は、地方公務員として主に水道行政に携わ

っておりました。土地家屋調査士を目指したきっ

かけが、平成２３年３月１１日に発生した、東北大震

災に３月２４日付で救援として岩手県陸前高田市に

配属されたことにあります。

　滋賀県から給水車を走らせ磐越道から東北道を

走り、１２時間かけて救援に向かいました。現地で

は、自衛隊員や警察官は目に涙を浮かべながら、生

存者を探している状態で、当時２５歳の私には、そ

こで見た全てが衝撃的なものとなりました。

　しばらくして、日常の業務に戻る中で、震災の

復興に興味を持っていたところ、土地家屋調査士

という専門家が、建物が流され、境界もはっきり

しない、被災地を復興するのに貢献できることを

知り、土地家屋調査士になろうと思いました。

　経験も浅い私ですが、諸先輩方が築いてこられ

た土地家屋調査士の歴史と地位を汚すことの無い

よう誠実に業務に邁進し、新たな風を少しでも吹

かせることができたらと切に願っています。

　皆様どうか宜しくお願いいたします。
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津支部

佐波　　彰

四日市支部

大喜　靖一

伊勢支部

西原　辰也　

伊勢支部

中山　晴文

　この度、平成２７年４月に入会させていただきま

した津支部の佐波彰と申します。

　自身の知識と技術をもって、個人の財産を守

り、登記所の書類に名を残す土地家屋調査士の仕

事に強い関心と憧れを抱きました。知人である調

査士先生の事務所で補助者をさせてもらいながら

調査士を目指すことになりましたが、当時、先生

と先輩補助者の方の高度で専門的な会話に大変な

刺激を受けたことを覚えています。

　念願の資格試験には合格したものの、自分の能

力で調査士の責任を果たせるのか不安で、開業す

るにあたっては相当の期間悩みました。お世話に

なった先生の後押しもあり、この度、開業させて

いただきましたが、まだまだ不安はあります。

今後は、“不安”と誠実に向き合いながら信頼さ

れる調査士を目指したいと考えていますので、諸

先輩皆様のご指導のほどよろしくお願いいたしま

す。

アンケートの回答

①　補助者をしていました。

②　補助者をしていて、調査士の仕事が面白いと

感じたのがきっかけです。

③　責任の重さと楽しさ、両方を感じています。

④　家庭菜園を始めました。

⑤　特にありません。

⑥　依頼して良かった。と思って頂けるような調査

士になりたいと思います。

アンケートの回答

①　県職員をしておりました。

②　調査士が果たす社会的役割に憧れとやりがい

を感じたからです。

③　専門家として求められるニーズに応えられる

よう、日々努力が必要であると感じています。

④　特にありません。

⑤　現場で埋もれた杭を探すことが得意であると

自負しております。

⑥　研鑽に努め、判断力と決断力をもって仕事が

できる調査士になりたいと思います。

　平成２７年４月より本会へ入会させて頂きまし

た、四日市支部の大喜靖一と申します。

　私は平成２０年から補助者として勉強させて頂

き、昨年の土地家屋調査士試験に合格することが

出来ました。

　当初は土地家屋調査士という仕事自体どういう

ものなのかさえ分かっておりませんでしたが、こ

の仕事の楽しさなどを感じ魅力ある資格であると

思い勉強を始めたのがきっかけでした。

　日々過ごす中で感じていることは試験勉強だけ

の知識ではなく、調査士業務から広がる様々な仕

事への知識習得の必要性やこの業務に対する責任

を重く感じております。

　しかし、これらの事は自身を成長させる事であ

ると考え、これからも日々精進して参ります。

　最後になりましたが、今までご指導頂いた先生

方や支えて下さった方々への感謝申し上げると共

に、諸先輩方へは何卒ご指導賜りますようお願い

申し上げます。

アンケートの回答

①　飲食店に勤務しながら行政書士も開業してい

ました。

②　更に仕事の幅を広げるため土地家屋調査士に

なってみたいと思うようになりました。

③　実務経験が全くない新人なので、どこまでで

きるかわかりませんが少しずつ積み上げて学

んでいきたいと思います。

④　映画鑑賞、家族旅行

⑤　特にありません

⑥　皆様から信頼される調査士を目指して日々努

力していきたいと思います。

アンケートの回答

①　不動産営業

②　不動産業と密接な関係にある調査士業務に興

味を持ちました。

③　学ぶことも多く、これからどんどん深く学ん

でいきたいと思います。

④　スポーツクラブで汗を流すことです。

⑤　特にございません。

⑥　ご依頼頂いた案件を一つ一つ丁寧に仕事をさ

せて頂くことをモットーとし、誠心誠意業務

に邁進致したいと思います。

　はじめまして、平成２７年６月付で入会させてい

ただきました。中山晴文と申します。よろしくお

願い申し上げます。

　これまでは全く調査士とは関係のない飲食店で

働きながら、６年ほど前に行政書士を開業してお

りました。更に自分の成長のため、知識と技術を

高めるために調査士の勉強を始め、この度、調査

士に登録させていただきました。

　実務経験も補助者経験もない開業で、諸先輩方

が長年積み上げてこられた信頼と実績を汚さない

ように、一歩一歩仕事をスタートしていきたいと

思っています。

　今後周りの諸先輩方のアドバイスを頂きながら

自分のできることを一生懸命やっていこうと思い

ますので、皆様のご指導ご鞭撻の程よろしくお願

い申し上げます。

　この度、平成２７年４月に入会させて頂きました

伊勢支部の西原辰也と申します。

　これまでは、不動産仲介業を主とする営業職に

２６年間携わって参りました。

　調査士業務は、実務経験も補助者経験もない未

熟者でございます。

　先輩方にご指導を頂きながらご迷惑をお掛けす

ることのない様日々精進致したいと思っておりま

すので、どうぞ宜しくお願い致します。簡単では

ございますが入会のご挨拶とさせて頂きます。
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HIROBA

　家庭菜園に興味を抱き、本格的に栽培し始めて

から１５年程が過ぎた。

　始めの頃は、量販店にて野菜の苗を買い、それを

立派に育てて満足していたが、途中で種を購入し

苗を育てる事にした。

　しかし、種から育てる事は、大変な注意と根気が

必要であり、知識だけでは不十分で経験が物を言

うことを実感した。

　育苗・栽培作業は、科学的根拠に基づいた技術

体系が確立されているが、分譲住宅団地での家庭

菜園で、しかも農家と同じレベルを追求するのは

暴挙に等しい。

　だからこそ価値があり、満足感が得られるはず

である。

　春夏秋冬を通し沢山の野菜を栽培することが出

来るが、取り分け、夏の栽培が最も苦労をする季節

で、大敵は雨・風・高温・害虫達と多面的に対処

する必要がある。何れも一時の不注意で苗が全滅

する時期でもある。

　害虫達はナメクジ・夜盗虫・尺取虫・カメムシ・

イラクサギンウワバ・カブラハバチ・等であるが、

特に我家では、ナメクジ（コウライナメクジ）が凶

悪である。

　我家の東西南北の利用可能な空地を利用し、菜

園マニアらしく、そして少し自慢気に珍しい野菜

も植えている。

　自然現象には対抗策が無いが、害虫達には、なん

としても勝利しなければ、最後の収穫の喜びに到

達することが出来ない。さらに、育苗期間中の夜勤

は、溜息と感動と謝罪の連続である。ここでナメク

ジの撲滅闘争の実際を報告したい。

　わずか６０坪位の敷地の外周部の栽培地に、どれ

程のナメクジが生息しているか把握することすら

難しい。敷地が全面コンクリート打ちにも関わら

ずである。

　捕獲の装備品は、コーヒーの空瓶・ピンセット・

懐中電灯で、空瓶の中は酢酸と水の等量が半分程

いれてある。これを２か所に常設している。当初

は、毎夜１回の巡回であったが、捕獲数の減少は認

められず、現在は２１時と２４時の２回行っている。

見つけたナメクジの大中小及び極小の全てを一匹

と雖も労を惜しまず確実に捕獲を繰り返してき

た。あれから３カ月、１日に５０～６０匹の捕獲数で

あったが、現在では２０～３０匹に減少している。こ

のような状況の中で、自問自答した事は、①昼間は

何処にいるのか？（日光が当たらない湿った物陰・

空間のある土の中）、②食餌は一日一回か？（不明、

一日一回ならば実数匹の存在、二日に１回なら２

倍の数、３日に１回なら３倍の数）、③移動範囲は

どれ位か？（移動範囲は意外と広い、５ｍの道幅で

も雨の日は横断可能）、④移動速度は如何ほどか？

（光を当てれば５ｃｍ位の大きさで分速２０ｃｍ、摘

まんで落とせば分速３０ｃｍ位）、⑤ナメクジは雌雄

同体であるが、自己受精が可能か？（ネット検索で

は自己受精可能の意見がある）、⑥誘因物質を感知

するが、気体か液体か？（ナメクジは触角を盛んに

動かして移動しているので、気体は感知出来、雨水

や灌水で上流の餌を感知する）。

　上記の結論を勝手に解釈し、ゴキブリと同じく

隣地の生息密度が薄くなると、周囲から移入する

と考える。雨が止んだ日の真夜中に、隣接境界線上

にあるコンクリートブロックを越境してくるナメ

クジの数に溜息がでる。戦車のようにヌメリの轍

を描きながら侵入してくるのです。

　捕獲１匹につき１０円の貯金を続けている。現在、

猫の貯金箱は随分と重くなった。

　世間では、私が足元にも及ばないナメクジハン

ターが存在し、その記録がネットで公開されてい

家庭菜園と１０円貯金

●津支部●

高田　公隆
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た。何という変わり者だ。

　極度に磨かれたナメクジ判別眼、暗闇で懐中電

灯での探索、これは不審者その者である。近所には

ナメクジ駆除の説明をしているが、真夜中のサー

チライトは異様な光景であろう。

　稀に巨大なナメクジを捕獲することがあるが、

その姿に畏敬の念が湧いてくることがある。人格

ならぬ「虫格」を感じる。

　この者はどれ程生きてきたのであろうか。今ま

で私の捕獲を免れてきたのに、遂にこの世から消

えさろうとしている。私は、心の中で“許せ”と唱え

てきた。

　フランス人は“エスカルゴ”を珍味として食する

が、“ナメクジ”に殻をつければ“エスカルゴ”その

ものの気がする。

　私は不必要な“殺生”をしているのだろうか。

か
た
つ
む
り
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リレー寄稿

「神様からの授かりもの」

●伊賀支部●

松岡　久義

HIROBA

　　私には、二人の娘がおりまして、姉は３

年前に、妹は去年結婚しました。姉には２年

前に長男が授かっております。今回二人目の

子供が授かったとの連絡を昨年受けたのです

が、数日後妹からも子供が授かったとの連絡

です。びっくりしました。姉妹そろって同じ

ように神様から子供を授けていただくとは、

ありがたいことだと家内と喜んでいました

が、それぞれの出産予定日を聞いて２度びっ

くり、姉妹そろって同じ日であるとのことで

す。

　さあ大変、同時に二人が出産することにな

って、それもどちらも里帰り出産ですので、

爺と婆は大変になります。同時期に出来るな

ら病院は同じ病院のほうがいいとか、退院し

たらベビーベッドは２台必要とか、長男も世

話しなければいけないとか、考えるとだんだ

ん大変に思えてきます。

　６月、臨月に入り、二人とも出産のため我

家に帰ってきました。二人とも同じようなお

腹をして、話をしています。

　いよいよ、忙しい日々の始まりですが、神

様から授かった二つの命、大切に育てて立派

に社会に貢献できるような人間に成長してほ

しいと思います。土地家屋調査士になってく

れる孫がいたらなと、爺は一人つぶやきまし

た。

次回は桑員支部へリレー寄稿のバトンを回します。
よろしくお願いします。

広報厚生部　振分精彦似
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つぶやきつぶやきつぶやきつぶやき

　昨年の秋から土地家屋調査士事務所で、事務

員としてお世話になっています。

　約１０年前、自宅を建てた時に土地家屋調査

士の先生にはお世話になったことはあるのです

が、住宅メーカーの営業さんに全て任せっきり

で何をしていただいたかもよく分かっていませ

んでした。

　事務所にお世話になるまでは、全く異なる業

種、異なる職種でした。何も分からない、ゼロ

からのスタート。専門用語も多く、正直難しい

です。最初は、先生の指示もよく分かっていま

せんでした。かなり不安が大きかったです。

　でも、好奇心旺盛な性格をしている私にとっ

て、新しいことを覚えるというのは楽しくて仕

方がありません。先生の丁寧な指導があっての

ことですが、新しいことを教えてもらい、それ

が出来るようになると、とてもうれしいので

す。

　私ごとですが、趣味で水泳をしています。私

達マスターズスイマーの憧れは、１００歳の現

役スイマーの方です。マスコミでも多く取り上

げられているので、ご存知の方もいらっしゃる

かと思いますが、インタビュー記事などを読ん

でみると、向上心と意欲がすごいのです。８０

歳で水泳を始め、世界マスターズの銀メダルが

悔しくて９０歳から本格的にコーチから個人指

導を受けているということで、現在も多くの日

投　　
稿

　　●
 女性事

務員A
より

本記録、世界記録をお持ちです。１０５歳まで

泳ぎたいと練習を続け、努力する姿は本当に尊

敬できます。

　話が逸れてしまいましたが、ワープロや表計

算のソフトは、ある程度使えますが、ＣＡＤは

触ったこともありませんでした。こっそり取得

しようとしましたが、インターネットで検索し

ても一般的でないため、使いたい機能の使い方

が調べられません。使いこなせるのか心配でし

たが、今ではそのＣＡＤを使って毎日仕事をし

ています。興味がなければ、早々に覚えるこ

と、慣れることをやめていたと思います。そし

て何より、根気強く教えて下さる先生のおかげ

でしょう。

　今の私に出来ることは少ないです。それで

も、人生の先輩のように向上心と意欲を持って

努力していきますので、今後ともよろしくお願

いします。

　岐阜県の大垣市と岐阜市の間、西に揖斐川、

東に長良川が流れている区域を本巣（もとす）

と言います。特産物としては、富有柿が有名で

す。国道２１号線を西から岐阜市へ向かった場

合は、瑞穂市の中原交差点を左折、南の墨俣町

（現大垣市）から行った場合は朝日大学の校門

前を通過して中原交差点を横切ってそのまま北

上し、北方町、モレラ岐阜、岐阜第一高校グラ

ンドを右手に見て三橋南交差点を左折、岐阜高

専を通過してしばらく行くと左手にサークルＫ

があります。そこに車を入れ、道路対面にある

土貴野（ときの）神社にある明治２９年生まれ

の方の銅像と石碑を見て来ました。男性の名前

は、中島武市氏、岐阜商業学校を卒業後、大阪

の呉服屋や名古屋の株屋で奉公したが長続きせ

ず、当時政財界で力を持っていた親類の郷達之

助を頼って上京しますが、「お前の母親は私の

小母さんであることは知っているが、お前のこ

とは知らない。来るならもっと名を成してから

来るのがよかろう。」と門前払いされてしまい

ます。当時２０才くらいであった武市青年は、

覚悟を決め北海道に渡り、最初は旭川で古書店

に勤め、後に帯広に移って古着屋さんを始め、

成功し、昭和１７年故郷に錦を飾る形でこの神

社に多額の寄付をし、その功績を讃えて銅像と

石碑が建立されたとのことです。またその足で

従兄弟の郷達之助に面会を求めて行くと「よく

やった。でかした。」と言って涙を流して喜ん

だとのことです。武市氏の長男眞一郎氏は、医

者に、そしてその長女美雪さんは、シンガーソ

ングライターとして有名になりました。コンビ

ニの店内に戻ると不思議なことに中島みゆきさ

んの『糸』が流れていました。

ある銅
像

　　　
● 鈴鹿

支部　
中島健

志

呟tsubuyaki
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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７６号

■発行日■

平成２７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

　本年度、理事に就任し、広報厚生部員を拝命

してから瞬く間に数ケ月が過ぎました。いきな

り“ＢＯＲＤＥＲ”の発行に携わらせていただき、

原稿の依頼や文面の内容の点検・調査・確認な

ど大変細かな作業を黙々とこなし、さらに、私

自身も寄稿するという立場に少なからず戸惑い

ました。しかし、創造性豊かな広報厚生部員が

集結したおかげで、円滑に発行できた気がしま

す。

　理事就任当時は、プレッシャーからかパソコ

ンモニターの文字がゆがんで見え、慌てて眼科

医へ直行したものです。中心性漿液性脈絡網膜

症と診断されました。原因は不明ですが、スト

レスが悪い影響を与えるとも言われているとの

事でした。皆様にも日頃から、心と身体のリフ

レッシュをお願いしたいと思います。この第７６

号がその手助けになれば幸いです。

　このたびも寄稿いただきました会員の皆様に

は心より御礼申し上げます。また、発行にあた

り協賛いただきました企業様におかれまして

は、役員一同、感謝致しております。

　誠にありがとうございました。

広報厚生部　　　太田　道秀

編集後記

会員の動き
平成２７年７月２３日現在　会員数２７７名

伊賀市服部町３７１番地３

四日市市東富田町１９番１６号

四日市市羽津町１５番２８号第八日和ハイツＣ

津市丸之内養正町１８番１６号

伊勢市二見町今一色８７４番地３５９

志摩市磯部町桧山３４７番地２

事　　　　務　　　　所 入会年月日

●入　　　会

氏　　名

樋　口　金　樹

藤　定　忠　弘

市　川　　　誉

古　池　一　陽

四日市市富田一色町１８番３４号

四日市市山之一色町１９２４番地

四日市市大宮町２６番２７号

桑名市参宮通２１番地５

住　　　　　所 変更年月日

●事務所住所変更

氏　　名

根　本　信　男

岡　崎　　　勇

見　並　正　生

栗　田　和　幸

河　村　邦　夫

津

伊賀

四日市

伊勢

四日市

平成２６年１２月１６日

平成２７年３月１０日

平成２７年３月２０日

平成２７年４月３０日

平成２７年６月３０日

退会年月日支部名

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

理　由

●退　　　会

氏　　名

河　邑　和　摩

小　森　康　史

大　喜　靖　一

佐　波　　　彰

西　原　辰　也

中　山　晴　文

平成２７年２月１０日

平成２７年３月１０日

平成２７年４月１日

平成２７年４月１日

平成２７年４月１日

平成２７年６月１日

平成２７年２月２２日

平成２７年４月１日

平成２７年５月２０日

平成２７年７月２３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

吉　川　昌　秀 津 平成２７年６月２８日

退会年月日支部名

●訃　　　報
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三重県土地家屋調査士会　　　　　   役 員 等 名 簿（２７・２８年 度 ）
役　職　名 氏　　名 郵便番号 事務所所在地 電話・FAX番号

会　　長 神　戸　照　男

永　井　哲　也

川　井　一　浩

古　尾　圭　一

山　下　　　淳

伊　藤　友　洋

前　田　寛　治

太　田　哲　也

辻　井　真　也

西　出　郷　志

橋　本　栄　一

吉　村　　　工

鈴　木　康　之

畑　中　伸　章

山　本　幸　司

野　田　秀　敏

伊　藤　　　巧

川　合　映　水

水　谷　潤一郎

五百野　正　樹

福　田　幸之助

太　田　道　秀

境　　　幸　一

副 会 長
総務財務

副 会 長
研　　修
広報厚生

副 会 長
企画社会事業

常任理事
総務財務部長

常任理事
企画社会事業部長

常任理事
研修部長

常任理事
広報厚生部長

理　　事
総務副部長

理　　事
財務副部長

理　　事
企画副部長

理　　事
社会事業副部長

理　　事
研修副部長

理　　事
広報副部長

理　　事
厚生副部長

理　　事
総務財務

理　　事
企画社会事業

理　　事
企画社会事業

理　　事
研　　修

〃

〃

理　　事
広報厚生

〃

518-0836

510-0945

514-0036

516-0071

510-0826

510-0103

517-0501

514-0027

519-0413

515-0055

513-1124

515-0045

511-0264

519-5204

515-0046

514-2308

511-0425

518-0621

510-0237

514-0033

518-0433

510-0821

516-0008

伊賀市緑ヶ丘本町4193番地

四日市市高花平三丁目17番地4

津市丸之内養正町18番16号

伊勢市一之木一丁目7番3号

四日市市赤堀一丁目3番23号

四日市市楠町北五味塚917番地

志摩市阿児町鵜方3146番地5

津市大門34番10号　角間ビル

度会郡玉城町妙法寺406番地17

松阪市田村町485番地1

鈴鹿市自由ヶ丘四丁目9番14号

松阪市駅部田町1888番地9

いなべ市大安町石榑東1227番地1

南牟婁郡御浜町大字阿田和5114番地2

松阪市南虹が丘町3番地9

津市安濃町川西1300番地1

いなべ市北勢町大辻新田243番地

名張市桔梗が丘1番町4街区94番地

鈴鹿市江島町302番地の1

津市丸之内17番8号  丸之内オフィスビル2階

名張市つつじが丘北3番町73番地

四日市市久保田二丁目11番18号

伊勢市船江二丁目5番8号

☎(0595)23-8880
FAX(0595)21-1731

☎(059)321-6249
FAX(059)322-4926

☎(059)222-5566
FAX(059)224-1888

☎(0596)20-5014
FAX(0596)20-5024

☎(059)353-1518
FAX(059)352-1580

☎(059)397-5247
FAX(059)397-5348

☎(0599)43-0707
FAX(0599)43-0707

☎(059)246-6107
FAX(059)246-6108

☎(0596)58-5324
FAX(0596)58-6587

☎(0598)23-2700
FAX(0598)23-2701

☎(059)374-5498
FAX(059)374-5499

☎(0598)26-2578
FAX(0598)26-2578

☎(0594)78-2705
FAX(0594)78-3735

☎(05979)2-0085
FAX(05979)2-4522

☎(0598)20-2611
FAX(0598)20-2621

☎(059)268-2319
FAX(059)268-3399

☎(0594)82-0120
FAX(0594)82-0121

☎(0595)65-7165
FAX(0595)65-7168

☎(059)358-8580
FAX(059)358-0580

☎(059)253-4411
FAX(059)253-4401

☎(0595)68-8475
FAX(0595)68-8477

☎(059)350-2665
FAX(059)350-2911

☎(0596)22-2426
FAX(0596)22-2426

役　職　名 氏　　名 郵便番号 事務所所在地 電話・FAX番号

監　　事

 〃

〃

綱紀委員長

綱紀副委員長

綱紀委員

〃

〃

〃

〃

予備綱紀委員

〃

〃

名誉会長

〃

顧　　問

〃

相 談 役

参　　与

服　部　悦　夫

山　門　康　男

藤　本　幸　也

山　本　孝　行

高　田　公　隆

後　藤　一　未

諸　岡　勝　彦

竹　内　　　寛

早　水　隆　人

中　村　文　昭

青　木　信　行

中　村　　　崇

小　山　孝　司

松　下　　　剛

朝日奈　　　晰

岡　本　曉　光

浦　川　久加壽

上　杉　和　子

島　　　庄　平

510-8034

514-1255

516-0012

518-0001

514-0064

511-0901

510-1233

513-0809

515-0344

517-0501

510-0068

515-3421

519-0604

515-2323

510-0958

514-0035

513-0036

512-0934

515-0051

四日市市大矢知町1072番地6

津市庄田町2424番地

伊勢市通町209番地1

伊賀市佐那具町652番地

津市長岡町800番地467

桑名市筒尾一丁目10番地15

三重郡菰野町大字菰野1391番地1

鈴鹿市西条七丁目69番地

多気郡明和町大字養川甲377番地

志摩市阿児町鵜方2682番地472

四日市市三栄町5番15号

津市美杉町八知8141番地

伊勢市二見町山田原69番地10

松阪市嬉野権現前町847番地1

四日市市小古曽六丁目1番19号

津市西丸之内21番17号

鈴鹿市矢橋一丁目2番18号

四日市市川島町6000番地164

松阪市光町5番地6

☎(059)365-0873
FAX(059)364-8356

☎(059)259-1638
FAX(059)259-1639

☎(0596)27-1363
FAX(0596)27-1363

☎(0595)23-3512
FAX(0595)23-3512

☎(059)225-5725
FAX(059)225-4960

☎(0594)32-5102
FAX(0594)32-5086

☎(059)394-5770
FAX(059)394-5771

☎(059)382-5847
FAX(059)382-5736

☎(0596)55-6155
FAX(0596)55-6156

☎(0599)43-1155
FAX(0599)43-8297

☎(059)351-5330
FAX(059)351-5065

☎(059)272-0364
FAX(059)272-0364

☎(0596)44-1144
FAX(0596)44-2244

☎(0598)42-3736
FAX(0598)42-1446

☎(059)347-9330
FAX(059)346-3038

☎(059)226-4477
FAX(059)226-4478

☎(059)382-6501
FAX(059)383-5658

☎(059)320-2258
FAX(059)320-2259

☎(0598)26-5340
FAX(0598)26-8285

（最新情報はホームページをご確認ください。）
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会　組　織　図
平成２７年６月２６日現在 

名誉会長 
　松下　　剛 
　朝日奈　晰
顧  問 
　岡本　暁光 
　浦川久加壽  
相談役 
　上杉　和子 
参   与 
　島　　庄平

企画副部長 
　橋本　栄一 
社会事業副部長
　吉村　　工 

総務副部長 
　辻井　真也
財務副部長
　西出　郷志

部員 
　野田　秀敏 

常任理事
　山下　　淳
　総務財務部長

副会長
　永井　哲也
　総務財務部 担当

部員 
　伊藤　　巧
　川合　映水 

常任理事
　伊藤　友洋
　企画社会事業部長

副会長
　古尾　圭一 
　企画社会事業部 担当

監  事 
　服部　悦夫 
　山門　康男
　藤本　幸也 

常任理事
　前田　寛治 
　研修部長

常任理事
　太田　哲也
　広報厚生部長

研修副部長 
　鈴木　康之

部員 
　水谷潤一郎 
　五百野正樹 
　福田幸之助 

広報副部長 
　畑中　伸章 
厚生副部長 
　山本　幸司

部員 
　太田　道秀 
　境　　幸一 

副会長 
　川井　一浩 
　研修部 
　広報厚生部 担当

会  長
　神戸　照男

桑　員  　森下　雄介 
四日市  〇林　　誠治
鈴　鹿  　中村　　亨
　津　  　野田　秀敏
伊　賀  　松岡　久義 
松　阪  ◎濵田　眞行 
伊　勢  　栁原　真吾
紀　北  　伊藤　智夫
熊　野  　下岡　常也

◎支部長会議議長
〇支部長会議副議長

支部長会

委員長
　山本　孝行
副委員長
　高田　公隆
委　員
　後藤　一未
　諸岡　勝彦
　竹内　　寛
　早水　隆人
　中村　文昭
予備委員
　青木　信行
　中村　　崇 
　小山　孝司

綱紀委員会

委員長　【センター長】　　渡邉　　功（弁護士） 
副委員長【副センター長】　古尾　圭一 

　向山　富雄（弁護士） 
　川端　康成（弁護士） 
　村瀬　勝彦（弁護士）
　伊藤　方一（弁護士） 
　堀江　秀弥 
　柴田　良彦 
　諸岡　伸亮
　野田　秀敏

境
界
問
題
相
談
セ
ン
タ
ー
み
え

運営委員会

委員長
　星野　一夫
副委員長
　安田　典生
委　員
　鷲野　賢治 ・ 中世古光久 ・ 八幡　清隆 ・
　庄司　佳伸 ・ 藤本　幸也 ・ 森下　健二
担当副会長
　古尾　圭一

境界鑑定・管理委員会

委員長
　中山　　修
副委員長
　八幡　清隆
委　員
　田中　義克 ・ 杉本　敦司
担当副会長
　永井　哲也

苦 情 処 理 委 員 会

永井　哲也
川井　一浩
古尾　圭一
山下　　淳
伊藤　友洋
前田　寛治
太田　哲也

注意勧告理事会

理事会の決議を経て会長が委嘱 
する者

紛議調停委員会

会長が任命する者 

事故処理委員会

会長、副会長及び会長が指名する 
会員又は職員
担当副会長
　永井　哲也 

法　調　会

会長が指名する者
担当副会長
　古尾　圭一

法調実務打合会
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