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三重県土地家屋調査士会会報

賢 島
（志摩市）

　2016年5月に伊勢志摩サミットが行われ、世界的にも有名になっ
た賢島には、たくさんの観光客が訪れています。
　2017年9月には第32回日調連親睦ゴルフ三重大会が開催され、
日本中から土地家屋調査士が集結する場所になります。
ゴルフだけでなく、観光も魅力いっぱい。
　今年も賢島は賑やかになりそうです。

広報キャラクター「測っ虎」



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。

専門分野の知識と技術の向上を図る。

３．研 鑚
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会員の動き

事務局の動き

・三重県土地家屋調査士会 会長
・津地方法務局 局長

・総務財務部   副部長
・企画社会事業部 
・研修部     副部長
・広報厚生部　　　副部長   

・桑員支部    支部長
・四日市支部   支部長
・鈴鹿支部    支部長
・津支部    　支部長
・伊賀支部
・松阪支部    支部長

・三重県土地家屋調査士政治連盟 幹事長 中野　久生

・公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
理事長 　門脇　康博

・四日市中央工業高校出前授業を終えて
　　　　　　広報厚生部  太田　道秀

・津工業高校出前授業を終えて　　　　　　津支部　　松林　秀典

・会長杯親睦ゴルフ大会2016 広報厚生部　　山本　幸司

・リレー寄稿「調査士17年を振り返って」  

・オンライン申請のすすめ  広報厚生部  

・ゴルフの薦め２
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考えられていることや, 不動産登記法第14条で備え
付けるものとされている建物所在図の作成について
も, 初めて第14条地図作成作業実施地区を対象とし
て, 本年度は愛媛県の松山市内で試行的な作業が行
われ, 作業上の課題や問題点を検証していくことと
されています。これは未登記建物解消にもつながる
など, 大きな可能性を秘めている事業であり, 日調
連では全国土地家屋調査士政治連盟とも協調して本
格的に実施できるよう, 政策要望の一つとして掲げ
進められているとのことです。
　三重会では, 平成28年度事業計画の重点活動の一
つに, 津地方法務局との連携を掲げています。相続
登記の促進に関する説明会への参加や, 空家等対策
として市町村への情報提供などは, 法務局と土地家
屋調査士会が実施主体となる事業でもあり, 直接的
に土地家屋調査士業務につながらなくとも, 地域に
密着した専門資格者としての社会貢献をPRしてい
ます。
　さらに連携に関しては, 法務局及び法務局業務を
外形的に見た外部講師として, 土地家屋調査士会か
ら講師を派遣し法務局職員への講演を実施したこと
や筆界特定制度制定10年を記念した事業では, 「登
記行政と地籍調査シンポジウム」,「地図と都市計
画・まちづくり」をテーマに津地方法務局と共催と
いう形で開催いたしました。
　このように私たち土地家屋調査士を取り巻く環境
は徐々にではありますが, 良い方向に進んでいると
いえます。 土地家屋調査士が認知され, また法務局
との連携も強くなり, 信頼関係もできています。し
かしながら綱紀案件や苦情が増える傾向にあるのが
事実です。
　今一度会員の皆様には, 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って業務を適正に
行い, 不動産に係る国民の権利の明確化に寄与する
ことを使命とした土地家屋調査士であること。そし
て国民に愛され続ける土地家屋調査士としての自覚
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。
　最後になりますが, 今年は「酉（とり）」年, 会
員の皆様には, 光かがやき眩しい未来へ羽ばたける
最高の一年となりますことを記念して, ご挨拶とさ
せて頂きます。
　どうか今年も宜しくお願い致します。

　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。
　また, 平素は本会の会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。
　さて, 不動産登記規則第93条ただし書に規定する
不動産調査報告書の様式の改定につきましては, 旧
様式との併用期間が昨年９月16日に終了しました。
　この不動産調査報告書の改定についての解説が法
務省民事局民事二課の元担当主任の執筆により, ８
月の月刊「登記情報」657号に掲載されています。
　その内容は, 改訂の概要と改定様式の内容が詳細
に書かれていますが, 土地家屋調査士の名称が何度
も使用され, 最後には, 「専門的知識・経験を有す
る土地家屋調査士が作成した調査報告書」, 「高度
な専門的能力を有した土地家屋調査士が行った調査
の結果」という言葉が書かれています。また, 「調
査報告書を最大限に活用して, 真に実地調査を行う
べき事件と, 省略すべきことができる事件とを適格
に峻別すべきである」とも書かれています。
　これは, 決して, 土地家屋調査士を持ち上げてい
るわけではなく, 裏を返せば, 専門家としての土地
家屋調査士が適正に作成したものでなければ, 実地
調査の省略や実効的な実地調査を担保できないとい
うことを示唆されていると感じ, ようやく土地家屋
調査士という制度と業務が, 認知されて来ているの
だと大変嬉しく思っています。
　また, 所有者不明土地を隣接地とする分筆登記等
を可能とするための新たな筆界特定制度の活用につ
いて, 法務省は既に各会から提供された案件につい
て施行運用を開始し, 平成29年度からの本格運営を

三重県土地家屋調査士会　会長

神戸　照男

ごあいさつ
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ります。皆様には，筆界調査委員，あるいは，筆界
特定手続の代理人として，引き続き御支援，御協力
を賜りますよう，お願い申し上げます。
　また，登記所備付地図作成作業につきましては，
表示に関する登記における最重要課題として取り組
んでいるところであり，本年は本局管内の津市長岡
町，渋見町及び一身田上津部田の一部（面積約0.7
平方キロメートル）において２年目作業を実施する
こととしております。当該作業を円滑・着実に進め
ていきたいと考えておりますので，会員の皆様の御
協力をお願いいたします。
　最後になりましたが，国民に信頼される法務局を
目指し，職員一丸となって各種業務に取り組んでい
く所存でありますので，引き続き会員の皆様方の御
理解と御協力をお願い申し上げますとともに，貴会
のますますの御発展と，会員の皆様の御健勝・御活
躍を祈念申し上げまして，年頭の御挨拶といたしま
す。

　新年あけましておめでとうございます。三重県土
地家屋調査士会会員の皆様には，清々しい新春をお
迎えのことと，心からお慶び申し上げます。
　平素は，当局の円滑な業務運営について格別の御
支援と御協力を賜り，厚く御礼申し上げます。
　特に，昨年６月29日に行いました当局の職員研修
会に，講師を派遣いただき，土地家屋調査士の日々
の業務を通して見た，実際の取引における登記制度
の評価や重要性を再認識できる貴重な機会となるほ
か，７月24日には，貴会と共催で実施しました「登
記行政と地籍調査のシンポジウム」につきましても，
おかげさまで，無事開催することができ，多くの地
域住民の理解を得られました。改めて御礼申し上げ
ます。
　このように，多様化する国民の要望に応えるため
には，貴会の協力を賜り，各種施策に積極的に取り
組むことが重要と考えます。
　現在，当局では，相続登記を促進するため，「未
来につなぐ相続登記」として相続登記の必要性や重
要性を広く国民に広報する取組に加え，相続登記の
促進とも関連する空家対策についても取組を行って
おり，これらについては，貴会の御協力が不可欠と
考えていますので，よろしくお願いいたします。
　次に，筆界特定制度につきましては，運用開始か
ら11年を迎え，昨年10月末までに119申請，250手続
の筆界特定申請があり，現在，24名の会員の皆様に
筆界調査委員として御活躍いただいております。
　これまでの筆界特定申請事件数から見ましても，
筆界特定制度に対する国民の期待は高く，今後も事
件の増加が見込まれますが，この制度を適正かつ円
滑に運営していくためには，専門的知見をお持ちの
会員の皆様と法務局の担当者との連携が不可欠であ

津地方法務局　局長

加藤　武志

ごあいさつ
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副会長の個人的持ち出し出費が多いことなど諸々の
ことを考慮して、役員報酬を増額する「役員諸手当
支給規程」を来年度から施行できるように検討に検
討を重ね慎重に審議を行っているところです。
　本会を運営する上で、会員の年会費の納付は、最
重要事項であるところでございます。会員皆様の期
限内の年会費の納付が行われることにより本会の良
好な財務状態が維持され、本会の健全な運営ができ
るものであります。
　会員の皆様には、期限内の納付のご協力誠にあり
がとうございます、お礼申し上げます。
　しかし、ごく一部に毎年、年会費を期限内に納付
しない常習的な会員あるいは、催告をしても会費を
納付しない会員が見受けられます。
　このような状態を改善するため期限内に納付しな
い常習的な会員、会費未納が継続している会員に対
する取り扱いを現在検討しております。
　皆様へお願いです。年会費は期限内に納付を忘れ
ずに。口座引落しの残高不足にもご注意を願います。
　現在、法令集はファイルに綴じるペーパーにて発
行しておりますが、これを廃止して会員の利便性の
向上、財務的経費削減の観点から電子化、ホームペ
ージにアップする等の方法に変更する検討を致して
おります。
　他の今後の検討・協議事項と致しましては、①
「組織体制の整備・研究」については、部割りの見
直し、人数の見直し、部の名称変更などの会組織の
見直し、②文書の保管期間や保管方法などを定めた
文書規程の制定、③職印台紙制度の継続審議等があ
ります。
　以上、現在の総務財務部の業務進捗状況をご報告
致しました。
　来年度も総務財務部と致しましては、現在の検
討・協議事項を引き続き審議し、新たな協議事項も
予定しておりますので、粛々と職務を行ってまいる
所存でございます。
　会員の皆様のご理解・ご協力を賜りますよう、ど
うぞ本年もよろしくお願い申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。総務財務
部の松阪支部西出郷志です。
　会員の皆様には、平素から本会の運営・活動にご
理解、ご協力を頂き、誠にありがとうございます。
この場をお借りして、お礼申し上げます。
　総務財務部に配属されてから、早いもので１年８
カ月余りが過ぎようとしています。
　次々と検討・協議・審議事項が出てまいりますが、
総務財務部一丸となって会務に邁進しているところ
でございます。
　さて、現在の総務財務部の業務進捗状況について、
皆様にご報告申し上げます。
　まず、「事務局関係規程」についてですが、全面
改正するため検討・協議を何度も重ねてまいり、最
終段階となり、恐らく今年の３月末頃には、全面改
正の事務局関係規程が施行される運びになると思わ
れます。最優先で取り組んでまいりました事務局関
係規程がこれで労働関係法令に適した規程となりま
す。
　次に、役員報酬の増額に関する「役員諸手当支給
規程」の改正についてですが、現行の役員報酬は年
額で会長20万円（１期２年に対し退職慰労金５万円
の支給あり）、副会長10万円、常任理事８万円、理
事４万円、監事２万円が支給されております。
　2016.8.15発行のボーダーVOL.78に山下総務財務
部長が「本会運営は、役員にかかっていることであ
り、継続的・安定的に本会事業を推進するためには、
その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」と発言されています。
　各役員の拘束日数の調査を致しましたが、拘束日
数に見合うだけの役員報酬になっていないことや全
国的にも三重会の役員報酬が低いこと、特に会長、

総務財務部

副部長　　西 出 　 郷 志

部会だより
sectional meeting



BORDER5

　

　伊賀支部の川合映水と申します。企画社会事業部
に配属され手探り状態で参加して早や２年目も終わ
りに近づきました。
　私、本会理事は初めてで、他の部員の皆さんは私
より年下の方で、非常に熱心に活動され、当方なん
とか、ついて行っておる状態です（足を引っ張って
いるかも知れませんが）。 
　さて、企画社会事業部では事業計画に基づき様々
な活動に参加しておりますが、その中で「空家問
題」、「ＡＤＲと筆界特定」については、中部ブロ
ック協議会の業務・社会事業部門でも検討課題とな
っており、去る11月18日に平成28年度第２回中部ブ
ロック業務・社会事業担当者会議が松阪市の市民活
動センターで開かれ、三重会の企画社会事業部全員
参加ということで私も参加してまいりましたので、
少しそちらのご報告をしたいと思います。 
　１. 空家問題について 法務局・司法書士会と合同
で相続登記・空き家等対策に関するプロジェクトチ
ームを設置し、県下首長にプレゼンしているとのこ
とで、徐々に協議会への参加・要請も増えてきてい
るとのことでしたが、具体的に施策を取っていると
ころはまだ少ないというのが各会の現状のようです。
　今後、各自治体の対策が進んでいく中で、協議会
に参加して土地家屋調査士として適材適所の業務活
用をアピールしていく必要があり、各会の取組みの
情報提供を互いに行っていくこととしました。
　２. ＡＤＲ・筆界問題について ＡＤＲについては
境界問題相談センターの委員が各支部で研修会を開
催、センター設立経緯・利用方法についての説明を
している、筆特後の境界標設置に向けての連携の検
討をしている等の報告がありました。
　各会とも申し立て件数は少ないようで、無料相談
会を開いたり、料金を値下げしたりと対策に苦慮し
ているようです。
　筆界特定については、法務局からの筆界特定事件
の迅速処理のための取組みの協力依頼もあり、各会、
会員や筆界特定調査員向けに事例をもとにした勉強
会や研修会を行うようにしているとのことです。 

企画社会事業部

川 合 　 映 水

　その他 調査士法３条業務の取組みとして、公証
人に講師依頼し、越境物の合意書を公正証書で作成
する研修を行ったことや、93条調査報告書について、
ソフトの不具合に関する質問や苦情をホームページ
で専用掲示板を設けて、そこに情報を寄せてもらい、
取りまとめた後に連合会に送っている等の報告があ
りました。
　会議の後、懇親会が行われ、会議の場とは異なり
和やかに情報・意見交換し親睦を深めました。次回、
第３回中部ブロック業務・社会事業担当者会議は愛
知会担当で２月から３月に開かれる予定です。

　明けましておめでとうございます。謹んで新年の
お慶びを申し上げます。
　また、平素は当会主催の定例研修会にご出席いた
だき、研修会に対する多くのご意見、ご感想を頂戴
し、厚く御礼申し上げます。
　当会研修会にできる限り反映させて、より良い研
修会にしていきたいと考えております。
　今後とも些細な事でも構いませんので、研修会の
回収アンケートにお寄せいただきます様お願いしま
す。また、このほかにご希望の研修テーマ、講師等
がございましたら、併せてお書き添えの程よろしく
お願いします。
　「部会だより」としましては、以前より当会のＣ
ＰＤポイントのホームページ上での公開に向けて研
修部内でも協議しておりましたが、昨年６月21日、
22日に東京で開催されました連合会の定時総会にお
いて、研修部事業計画の質問・要望での回答が、Ｃ
ＰＤポイントの付与については、全国の単位会が同
一作業を行うよりも連合会で一括して登録される方
が効率的であることから、一括入力および管理を連
合会が行うことを検討するとしており、また、今年
度、ＣＰＤ研修情報の公開についても連合会で行う

研修部

副部長　　鈴 木 　 康 之
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ことを検討されるとしています。
　個人はもとより全国の単位会での研修情報の比較
などができることとなります。
　とはいえ当会の研修部としましては、冒頭に挙げ
ましたアンケートなどをもとに会員の皆様にできる
だけ興味の湧くような研修テーマを提案し、皆様に
出席していただけるような工夫を取り入れていきた
いと考えておりますので、ご理解、ご協力いただき
ます様よろしくお願い致します。

　広報部に入り、早２回目の正月を迎えております。
　ボーダーの年２回の発行は、会員皆様の原稿投稿
の協力のおかげで、素晴らしいボーダーが発行する
ことができました。ありがとうございました。
　出前授業では、四日市中央工業高校、津工業高校
にて、座学、測量実習を行い座標計算、ゲーム感覚
での実習が好評でありました。
　相可高校では、太田部長による座学を１時間行う
ことができました。３月には伊勢工業高校での、出
前授業も控えております。
　各校とも近年真面目な生徒さんが多く、土地家屋
調査士の仕事にも少しずつではありますが、理解が
深まってきているように感じられました。
　広報グッズについて、団扇、ティッシュやボール
ペンを作成し、各支部のイベントや出前授業、法務
局に配布させていただきました。
　以上のように広報活動をさせていただきましたが、
まだまだ土地家屋調査士という知名度は低く、もっ
と違った方法もあるのかなと感じております。
　太田部長をはじめ部員の方々の熱意が溢れる広報
活動は、これからの三重県土地家屋調査士会の発展
を感じさせる２年間となりました。
　しかし、会員皆様の協力がなくては広報活動は成
り立ちません。

広報厚生部

副部長　　畑 中 　 伸 章

　新聞などのメディアへの広告もいいのでしょうが、
会員一人一人が宣伝マンとなり、口頭での宣伝活動、
口コミでの宣伝効果は大きいと思われます。
　これからも、会員皆様方のご協力をお願いいたし
ます。
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　地元赤須賀漁港のそばに、ハマグリ専門店があり
ます。行って地物ハマグリの写真を撮ってきました。
店番のおばさんに話を聞くと、一番おいしい時期は、
産卵前の５、６月頃だそうです。せっかくなので少
し家に買って帰り、焼きハマグリにしていただきま
した。旨みが凝縮してとてもおいしかったです。家
族にも感想を聞いたところ「今度は松阪牛にして」
と勘違いな答えが返ってきました。

　新年あけましておめでとうございます。
　今年度の四日市支部の事業について報告します。
まず、支部研修ですが、９月に測量機器メーカーの
協力のもと、ＧＮＳＳ測量の研修を開催しました。
ＤＩＤ地区における基準点測量が義務化されてから
10年が経過しました。日常業務においても、街区基

　「その手は桑名の焼きハマグリ」
　ご存知のとおり、相手に「…その手は食わない
よ。」という古典的ダジャレです。
　地理的に木曽三川（木曽、長良、揖斐）が伊勢湾
に流れ込む河口付近は淡水と海水が混じり合う「汽
水域」と呼ばれ、ハマグリの成長に適しています。
そのため桑名産のハマグリは古く江戸時代より名物
として全国に知られました。これはその当時からす
でに使われていた洒落言葉だとか。
　漁が最盛期であった昭和40年代には年間3,000ト
ンあった漁獲量は、昭和50年頃から急に減少してい
き、平成７年には0.7トンまで激減しました。その
原因は、ハマグリが生息する干潟の減少や環境の悪
化によるものとされています。近年、関係者の努力
により、桑名での漁獲量は100トンを超すまでに回
復しましたが、平成24年に国産ハマグリは絶滅危惧
種に指定されました。
　桑名産の天然地物ハマグリは、地元スーパーでは
ほとんど売っていません。全国はおろか、桑名市民
でも１度も食べたことがないという人の方が断然多
いでしょう。それでも「ハマグリ→桑名」と連想さ
せるのはこのダシャレおかげです。
「ゆめはまちゃん」
ゆるキャラブームの中、2008年に誕生した桑名市公
認キャラクターです。桑名市内ではいろんなイベン
トに結構登場します。やはりイメージはハマグリで、
頭に巨大な貝をのせています。色白でかわいいので
すが、下の写真のポーズなど、貝殻が重く頭を手で
支えているようにも見えます。ちなみに、今年の全
国ゆるキャラグランプリの会場は桑名の長島リゾー
トだそうです。

桑員支部　支部長

森 下 　 雄 介

四日市支部　支部長

林 　 誠 治

支部だより
branch office

桑名市赤須賀　貝増商店。
生簀には大中小の貝があふれています。
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準点から測量する方法か、ＧＰＳを使用して電子基
準点から測量する方法のどちらかで基準点測量を実
施していることと思いますが、今回は、ＧＰＳ測量
の進化版としてＧＮＳＳ測量をテーマとしました。
野外で最新の機器を使用した測量実習と、室内でＧ
ＮＳＳ測量についての講義を内容とする研修内容で
した。思いの外参加者は少なかったですが、隣接の
桑員支部からも参加いただき、最新の測量技術を学
ぶことができたと思います。測量に使用できる衛星
の数も10年前から格段に増え、その衛星からの情報
を取得できる最新機器は、その精度も驚くべきもの
であり、また、測量時間も、ほんの数秒で世界測地
座標を取得できるというもので、使い方によっては、
これまでの測量よりも格段に効率よく正確な測量が
できるのではないかと感じました。
　次に、10月には、法務局四日市支局と３年ぶりに
実務打合せ会を開催しました。支局からは、支局長
はじめ、統括登記官、表示専門登記官に出席いただ
き、事前に提出した会員からの要望に対して回答し
ていただきました。登記官の顔ぶれもすっかり変わ
り、顔合わせの意味も含めて、意義のある打合せ会
であったと思います。今後も定期的な開催をしてい
きたいと思います。
　唯一の心残りは、ソフトボールチームの活動がで
きなかったことです。例年参加している大会にも出
場できず、ユニフォームを着る機会が一度もなかっ
たことが残念でした。
　今年度もあと少しとなりましたが、残りの事業を
着実にこなしていきたいと思います。

鈴鹿支部　支部長

中 村 　 亨
　今年は、何年かぶりに研修を兼ねて支部の親睦旅
行を行いました。行き先は信州、主なところとして
松本城と今年ＮＨＫの大河ドラマ「真田丸」で話題
になっています上田城です。バスに乗車早々、宴会
となり、ガイドさんとの掛合いで盛り上がり賑やか
に進行しました。松本市では今回の研修の目的の一
つとして「土地家屋調査士発祥の地」の記念碑を見
学し、土地家屋調査士制度の成り立ちについて学び
ました。

　土地家屋調査士法は昭和25年７月31日に制定され
ましたが、諸先輩のたいへんなご苦労があったよう
です。昭和３年、松本税務署長植木庚子郎さんによ
る「業務の重要性と資格制度の重要性を見据えた」
示唆により松本土地調査員が県下土地調査員に団結
を呼びかけたのが始まりで、昭和13年に長野県土地
調査委員会連合会が結成されました。当時は土地家
屋は国税で、収税のため土地台帳、家屋台帳は税務
署で管理され、土地調査員は税務署に従属する形で
調査測量、登記に携わっていました。昭和16年から
３回にわたり松本市の赤羽多知雄さん、中島実さん、
岡谷市の林義成さんらが中心となって国会へ請願、
建議が行われました。昭和22年以降、地元の代議士
降旗徳弥さんを紹介議員として請願運動を展開。昭
和24年以降、降旗徳弥代議士が中心となって議員立
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法として発案。昭和25年７月31日、第８臨時国会で
可決成立し「土地家屋調査士法」が制定されました。

　平成６年10月３日、土地家屋調査士法制定運動に
尽くされた諸先輩の歴史的精華を後世に語り継ぎ、
未来への発展を期するため、制定運動が産声を上げ
た松本の地に記念碑が建立されたそうです。設置場
所は当初から２回移動しているそうです。現在は松
本市総合体育館の敷地内にあります。
　記念碑を実際に見て、調査士制度の成り立ちに触
れ、先輩方のご苦労があったからこそ、今私たちは
調査士として仕事をしていられることを実感いたし
ました。
　今回の主な見学は２つの城です。完成した時代背
景が違いますし、保存状態も違います。
　現在の松本城天守は戦国の動乱期後半の1593〜94
年ごろ完成した近世のお城だそうです。天守からは

戦う城である部分と権威を象徴する部分が感じられ
ます。外観は均整の取れたたいへん綺麗な城です。
内部は、当時のまま残っていることから、柱、梁、
屋根組などむき出しの荒々しい造りや急勾配の階段、
石落し、狭間など戦う為の建物であることを感じま
す。国宝でもありたくさんの見学の方、外国の方も
多くみえました。
　上田城はＮＨＫの大河ドラマ「真田丸」の舞台に
もなっています。真田幸村の父昌幸が1583〜85年に
築城したそうです。昌幸が築城した当時の城は第２
次上田合戦、関ヶ原の戦いの後、徳川方により取り
壊され、堀も埋められたそうです。その後上田の城
主となった仙石氏によって埋め立てられていた堀を
再び掘り起こし、石垣を積み、櫓を再建し、明治維
新まで続く上田城の姿が復興されたそうです。しか
し明治維新の廃城により、西櫓以外は払い下げられ、
現在の本丸にある櫓は平成６年に復元されたそうで
す。今は駐車場公園となっているところも築城当時
は石垣の下まで千曲川の分流が流れており天然の水
堀になっていたようです。堀も深く急勾配で、攻め
るのはたいへんだったことが窺われます。
　今回の旅行は研修も兼ねて行いましたので、旅館
でも研修を行いました。旅館に着くなり、境界確認
に関しての意見交換を行いました。温泉に入る時間
がなくなるほど熱心に意見交換をしていただきまし
た。
　参加していただいたみなさんお疲れ様でした。仕
事などの都合で参加できなかったみなさんも次回は
是非参加していただきたいと思います。ありがとう
ございました。
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　津支部長の野田です。
　さて、前回のBORDER第78号の支部だよりに掲
載された平成28年６月以降の支部活動について報告
します。
　去る平成28年７月５日に津リージョンプラザにて
第1回津市合同相談会が行われ、10月２日には全国
一斉!法務局休日相談所が津地方法務局にて実施さ
れ、さらに11月２日には津センターパレスにて三重
行政評価事務所による一日合同相談所が行われまし
た。

　10月９日には津まつりにて登記無料相談及び広報
活動を行いました。近年のヘリウムガスの価格高騰
に伴い、今年から広報用の風船の配布を取りやめた
影響で、家族連れの来訪者は減りましたが、登記無
料相談を目的として来訪された方々も一定数確認さ
れたので、毎年出展し続けた効果はあったと思われ
ます。

　11月５日には垂坂ソフトボール場にて三重県青年
司法書士協議会主催のソフトボール大会が開催され
ました。津支部は当日に参加する人数が少なかった
為、松阪支部の辻会員他数名の助けを借りて参加し
ました。 今後は練習も含めて積極的な参加をお願
いします。
　11月13日には南が丘小学校にて三重県・津市総合
防災訓練が行われ、津支部は公嘱と共に体育館の一
角に設置された区画で被災者支援の広報活動を行い
ました。

　防災訓練に呼応したかどうかは不明ですが、約一
週間後に和歌山県南部を震源とするM5.4の地震が
ありました。
　最悪の事態を想定した防災訓練は大切ですが、想
定された事態が現実とならないよう願います。
最後に三重会の発展と支部会員の皆様のご健勝を心
より祈念いたします。

　

　毎回恒例となっている支部だよりですが、今号は
わが伊賀支部の全国初から入らせていただきます。
　さる８月30日に、三重県土地家屋調査士会をはじ
め、三重県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会
三重県本部、三重県建築士事務所協会、三重県不動
産鑑定士協会、三重県司法書士会、三重県建設業協
会の７団体と伊賀市との間において、伊賀市空家等
対策推進包括連携協定の調印式が開催され、中日新
聞でも大きく報道されました。この協定は、「伊賀
市空家等対策計画」の基本目標として、「空き家化

伊賀支部

井 内 　 孝 徳

津支部　支部長

野 田 　 秀 敏
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松阪支部　支部長

濵 田 　 眞 行

の予防」、「空き家の適正管理の推進」、「空き家
の活用と跡地の利用」、「地域の活力増進」、「移
住・定住の促進」、「特定空家等への措置」が掲げ
られている中、行政と専門知識、資格、技能を持っ
た団体等が連携し、情報の共有と協力体制の構築を
図るために締結されたものです。こうした８者によ
る包括連携協定は全国初ということで、土地家屋調
査士会からは、神戸会長と松岡支部長が出席され、
わが伊賀支部会員にも大きな期待が寄せられている
ところです。

　支部行事としては、11月19日に、津地方法務局不
動産登記部門より、片岡則之総括表示登記専門官様
と溝口和孝表示登記専門官様をお招きし、筆界特定
申請の研修会を開催しました。研修会の会員出席率
は、なんと80％を超え、伊賀支部の結束の固さを実
感しました。筆界調査委員の職責と役割についての
講義を受けた後、質疑応答となりました。質疑応答
の中では、「不在地主」や「隣接所有者の立会拒
否」の取扱いをはじめ、業務に密着する具体的な事
例を交え、活発に意見交換ができ、非常に有意義な
研修会となりました。

　研修会終了後は、サンピア伊賀にて、司法書士会
伊賀支部と合同で懇親会を開催しました。和気あい
あいの伊賀支部ですので、業務について、趣味につ
いて、家族について、はたまた恋愛相談に至るまで、
話が尽きることなく、あっという間に中締めとなっ
てしまいました。
　来年度には、支部役員改選となりますので、私も
微力ながらも伊賀支部に貢献できるよう再認識させ
られた研修会と懇親会でした。

　松阪には，天正年間近江国日野城から転封された
蒲生氏郷公築城の「松坂城跡」があります。今も年
一度「氏郷まつり」として武者行列等があり，築城
主として市民に知られています。江戸初期までは城
主がいましたが，後に紀州藩の領地となり城代が置
かれ明治維新を迎えています。云うなれば紀州藩松
坂領民センターでしょうか，商都として栄え「豪商
の町松阪」として地元新聞をにぎわせています。
　また，松阪を東西に走る国道166号線は，別名和
歌山街道と呼ばれています。紀州藩主の参勤交代に
利用された時期もあり，飯高町波瀬（はぜ）田中家
本陣から松坂城までおよそ14里を早朝出立の夕刻到
着と聞き及んでいます。波瀬からの10里は櫛田川左
岸沿いでした。現国道は櫛田川の跨ぎ放題で距離を
縮めています。
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　さて，当支部は本年度に新調しましたのぼり旗
「境界標を守ろう・三重県土地家屋調査士会松阪支
部」も用い，土地家屋調査士の日に協賛し７月26日
と28日の両日，ＪＲ松阪駅前で啓発活動を行いまし
た。所轄署の許可を取るにあたり配布用品の現物を
添付していますが，何故かあの「杭を残して悔いを
残さずティッシュ」がうけてしまい，多い目に添付
しました。この活動状況の新聞掲載があり，支部経
費を超える紙面量でした。
　また，10月１日の松阪商工会議所主催の相談会に
ブースを設け相談に応じました。会議所は新聞チラ
シや新聞掲載広告で何度も「土地家屋調査士会松阪
支部」をＰＲしていただいています。もちろん無料
です。およそ２時間半で11件の相談があり，会員２
人で対応しました。支部経費１万円を計上していま
す。
　本年度の研修会としては「ドローンの活用性」と
題し，業者を招いて現状と今後を講義していただき
ました。ＧＮＳＳの利用は当然ですが，地上に対空
標識を設けたドローン空撮で位置誤差１〜２センチ
程度の測量図がＣＡＤ作図されることです。これも
新聞掲載していただいています。経費は会場使用料
のわずかです。

　本年度の伊勢支部研修会は３回を予定していまし
た。
　１回目は、９月に法調会を93条調査報告書の勉強
会という形で実施しました。参加者は48人中28人で
した。
　２回目は11月に司法書士会伊勢支部と合同開催と
いう形で、内容は第１部「下流老人に陥らないため
に」、第２部「漂流老人にならないために」、第３
部「地籍調査中区域の業務への影響」でした。参加
者は13人でした。
　３回目は、親睦会と兼ねて１月にする予定ですが、
当初はバス旅行をして車中でビデオ研修が出来ない
か等、役員会でも意見がたくさん出ていろいろ考え
ましたが、事前アンケートで参加者が少ないことが
判明し、バス旅行は残念ながら断念しましたが、本
会からは飲酒前なら車中のビデオ研修でも良いとの
返事をもらったので、この方法はまたいつか使える
と思いました。親睦会の方は結局「絵手紙教室」と
「宴会」に落ち着きました。当日は、親睦会の前に
研修をする予定ですので多くの会員に参加してもら
いたいと思います。
　支部では、あの手この手で研修の時間を取って会
員の単位取得の助けになればいいと思っているので
すが、支部のほうで研修が多いと本会の研修の方に
参加者が少なくなって、研修部の方に迷惑を掛けた
部分もあるのではと思っています。

　本誌78号で、記しましたように西国三十三所巡り
を続行中です。11月26日紅葉真っ盛りの京都府亀岡
市にある西国21番菩提山　穴太寺を訪ねた際にある
文章が目に飛び込んできました。『「我慢」してい
ますか？』確かに土地家屋調査士という職業柄　何
某かに我慢出来ずに怒っている方に遭遇する機会が
多くあります。最近は、注意された人に逆切れする
という、「ガマン」出来ない人が増えているのでは

伊勢支部　支部長

栁 原 　 真 吾

紀北支部　支部長

伊 藤 　 智 夫
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ないかと思います。部下にでも。叱り方を誤ると大
変な事態を招くことになりかねません。辞書で引い
てみると①「我慢」という言葉は、感情や欲望のま
まに行動するのを抑え耐え忍ぶことと書かれていま
す。②仏教でいう７つの慢心の一つで、実際には存
在しない我（が）が自己の中心にあると考え、それ
を根拠として行動する思い上がった心、おごり高ぶ
り。仏教教義においては、心のおごりを「慢」と称
して煩悩の一つに数えられていて、他に対して自ら
を誇ったり、過大評価したり、徳や悟りも得ていな
いのにそうであると思い込んだりすると散々な意味
にあてているそうです。
　現在は「我慢に我慢を重ねる」「空腹を我慢す
る」という様に自己主張を抑えることに意義が逆転
している事を知って驚きました。「俺が俺が」と自
己主張してやまない自我を大事にするあまりに、逆
に執着してしまい、他人と比べ、卑下したり思い上
がってみたりと感情的に忙しい、本来の語義である
「我慢」にとらわれている人が現代にはなんと多い
のでしょうか！タクシー運転手が突然に切れた乗客
に謂れのない暴力を振るわれた事例は、枚挙にいと
まがありません。先日、当選した次期米国の大統領
のトランプ氏は、今まで我慢してきた人々に過去に
類を見ない歯に衣着せぬ批判を武器に彼らの怒りに
火をつけて当選を果たしたのではないかと言われて
いますが、彼の主張に意見が真っ二つに分かれた
人々が、争っている映像をニュースでよく目にしま
した。ここで、自分自身の胸に改めて手を当て、自
分に執着せず、慢心を戒め、耐え忍ぶ姿が「我慢」
であるとなるように努めていきたいものです。
仕事は、「我慢」

　熊野支部では、毎年恒例の道の駅パーク七里御浜
駐車場で開催される御浜みかん祭りにおいて、土地
家屋調査士会・司法書士会・行政書士会・税理士
会・社会保険労務士会の５士会合同による、無料法
律相談会を11月６日に行いました。
　５士会合同で行うため、多種多彩な相談に対して

も対応することができ相談者にも納得していただい
たと感じています。
　また今回は、土地家屋調査士熊野支部主催による、
似顔絵書きの先生２人を招き無料相談会横スペース
にて似顔絵コーナーを設置し、大反響（常に20人程
度の順番待ち）のもと行われました。
　５士会の中でも土地家屋調査士の知名度が低く感
じたので、もっと土地家屋調査士を知っていただく
ために、熊野支部全員で頑張っていきます。

熊野支部　支部長

下 岡 　 常 也
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　今年度、愛知会製作のラジオＣＭを活用した制度広
報を予定しております。
　29年度の日調連親睦ゴルフ大会は、中部ブロックが
担当し９月11日（月）三重で開催されます。神戸会長を
委員長に日調連親睦ゴルフ三重大会準備委員会を立ち
上げ、『おいないさ美

うま

し国
くに

、伊勢志摩へ』をキャッチフ
レーズに、前夜祭、ゴルフ大会、観光と準備を進められ
ています。是非、三重会の皆様も奮ってご参加いただき
盛り上げて下さいませ。
　以下に、今年度の連合会会報誌掲載の三重会関連
記事を紹介いたします。編集長としての任期も残すとこ
ろ半年余りとなりました。
　引き続き、連合会会務へのご理解ご協力をよろしく
お願い申し上げます。

NO.711　４月号　
国土政策フォーラムin三重「森と水の循環を考える」
NO.712　５月号  
講演会「日本の土地制度の課題」（公社）三重公嘱協会
NO.712　５月号  
ネットワーク50　三重会「公嘱だより」
NO.713　６月号　
名古屋法務局・日調連中部ブロック協議会共催シンポ
ジウム「公共事業と筆界」
NO.716　９月号　
特別研修受験者の声　前田寛治会員
NO.717　10月号　
津地方法務局・三重会共催「登記行政と地籍シンポジ
ウム」　
NO.717　10月号　
第７回全国一斉無料相談会開催報告　中部ブロック
協議会（三重会）
NO.718　12月号　
中部地籍研究会研究発表会　藤本幸也会員
NO.719　１月号　
愛しき我が会、我が地元　「おいないさ！第32回日調
連親睦ゴルフ三重大会」西出郷志会員・古尾圭一会員

　会員の皆様が、健やかに新年を迎えられましたこと、
祝着に存じます。
　日頃から、連合会の会務運営に対しまして、ご理解と
ご協力を頂いておりますことに感謝とお礼を申し上げま
す。担当の広報部事業の一部をご報告申し上げます。
　土地家屋調査士の日（７月31日）に関する啓発活動
では、前年度同様、無料相談会を全国の土地家屋調査
士会にご協力いただき一斉開催いたしました。
　三重会では津地方法務局職員お二方と企画社会事
業部が対応され、広報厚生部はこの無料相談会を制度
広報の機会として、開催周知広報はもとより、当日の
「親子で楽しむ夏休み企画」イベント等、積極的に制
度広報活動をされました。所属会の並々ならぬ取組姿
勢には、たいへん勇気づけられました。また、日調連ｗ
ｅｂサイトの特設ページにて「土地家屋調査士クイズ」
iPad mini４、ＪＴＢ旅行券、クオカード等のプレゼント
企画を実施しました。来年も継続予定ですので、多くの
方へのお知らせをお願いし、挑戦いただきたく思います。
　法務省の筆界特定制度創設10周年記念行事として、
「子ども霞が関見学デー（７月27日、28日開催）」、「法
の日フェスタ（10月１日開催）」に、法務省民事局民事
第二課と協力して参加しました。「子ども霞が関見学デ
ー」では、測量体験や地面のボタン（境界標）を使った
スタンプラリーなどを実施しました。来場者は、２日間
で過去最高の1,017名にのぼり、そのうち400名程度の
子どもたちや付き添いの親御さんたちに歩測やトータ
ルステーションの操作体験をしてもらいました。また、
「法の日フェスタ」では、筆界特定制度や土地家屋調
査士制度への理解を深めてもらうことを目的に、測量
体験やパネル・写真・伊能小図（複製）展示、登記所地
図と航空写真の重ね図の作成デモやその利用方法の
説明などを実施しました。このイベントには、昨年の３
倍以上の1,400名超の来場者があり、法務省と日調連の
連系協力の賜物ではないかと思っております。今後も、
表示登記制度、筆界特定制度が円滑に進むことを目指
して、広報活動においても目に見える連系協力を継続し
ていきたいと考えております。

日本土地家屋調査士会連合会

広報部次長　上 杉  和 子
連合会だより

federation
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しましても市町の議会へのアプローチを早急に検討
して参ります。本会や公嘱協会との連携を図りつつ、
副幹事長（本会支部長）のご協力を賜ることはもと
より、会員皆様方のお力添えをお願いする機会も増
して来ようかと思いますので、なにとぞよろしくお
願い申し上げます。
　アメリカではトランプ大統領が就任します。隣国
の韓国は政治スキャンダルで揺れています。日本も
衆議院解散・総選挙が噂されています。土地家屋調
査士制度を守り、発展させていくためには政治活動
は不可欠です。政治には数が必要です！
　三重県土地家屋調査士政治連盟に未入会の方、ぜ
ひともご入会を！！
　当政治連盟会員の方、本年も政連活動へのご協力
よろしくお願いします。
　今年一年が皆様にとって最高の一年となりますこ
とを願って新年のご挨拶とさせていただきます。

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、健やかに新年を迎
えられましたことお喜び申し上げます。
　旧年中は当連盟の活動に対し、いろいろとご指導、
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年７月の参議院議員選挙の際には、各党候補者
への選挙応援にご協力いただきありがとうございま
した。我々土地家屋調査士を取り巻く制度、環境が
直ちに向上していくものとも限りませんが、地道に
要望を訴え続けていき、聞く耳を持ってくれる政党
や議員との良好な関係構築は必要不可欠なことと信
じて活動いたしております。
　さて、さる10月26日・27日に全調政連第１回幹事
長会議が、東京の調査士会館で開催されました。平
成13年に政治連盟が設立されて以来15年のときを経
て初めて開かれた幹事長会議でした。１日目は、全
調政連各委員会活動報告、千葉景子元法務大臣の講
演、豊田俊郎参議院議員（千葉調査士会会員）の挨
拶があり、２日目は４グループに分かれて幹事長の
役割・会員増強と会との連携・地方の議連の有無・
議連との勉強会について討議しました。全調政連は、
平成29年度予算要望として、14条地図作成に係る予
算と人員確保・空き家対策に係る予算の確保、政策
要望として官公署入札区分に調査士業務の設定・建
物所在図の作成を掲げています。
　豊田議員からは「所有者不明土地問題に関する議
員懇談会」設立の話がありました。いずれもわれわ
れ土地家屋調査士にとっては大切な事項であります。
グループ討議では、幹事長がもっと動け、金と人が
足りなければ知恵を出せと檄を飛ばされました。会
員増強につきましては他会も苦労してみえますが、
鹿児島会は全公嘱社員が政連に加入しているとのこ
とで特筆ものでありました。
　また、議連につきましては９会設置しているそう
ですが、政令都市のある県が多いです。今後、県議
会のみならず市町の議会へも積極的に働きかけるよ
うにとの全調政連からの要望もあり、当三調政連と

三重県土地家屋調査士政治連盟

幹事長　　中 野 　 久 生
政連だより

political
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　また、１４地図作成業務、地籍調査業務等には特化した知識
の習得が不可欠であり、土地家屋調査士としての通常の知識の
みでは不十分なところがあります。更には共同作業であることか
ら、携わる人員間での協調性が求められるところは言うまでもあり
ません。
　地図づくり業務に携わっていただける社員の方を養成するた
めの研修や応援体制の検討が必要であると考えています。土地
家屋調査士である以上、「地図」から離れることはあり得ません。
地図整備に関与する使命が課された資格であると思います。
　「安心を未来に残す地図づくり」に向かって、皆様のご理解と
ご協力を是非ともよろしくお願いいたします。景気が上向き傾向と
の報道も一部には有るようですが、庶民には実感が湧かないよう
な気がします。そのような経済状況の中にあって、一部のプロジェ
クト事業を除き、公共事業に充てられる予算が我々の思いとは大
きく隔たりがあるように思います。公益目的事業の遂行は協会の
使命ではあります。しかし、業務処理を担当していただく社員の
皆様も霞を食べて生きているわけではありません。発注官公庁と
交渉し、契約単価を上げてもらっても、予算に応じて発注件数が
少なくなれば何にもなりません。予算付けの優先順位はあると思
いますが、景気浮揚の政策としては公共投資、インフラ整備も必
要であると考えます。今後も要望し続けたいと思います。
　また、我 も々要望ばかりするのではなく、自分の足元をよく見直
して、委託者が専門家である私たちに託した業務依頼に誠実に
応える努力と研鑽を怠らないようにしたいものです。国民、市民の
皆様からの血税で費用が支払われる公嘱業務であることを忘
れてはならないところです。であれば請求額に見合った成果と、
その根拠となる資料を併せて納品することは当然の事であると
の考えに至るはずです。今一度見つめなおしてみましょう。
　さて、今年の夏には協会事務所を現在の地から、津市西丸之
内（津地方法務局から南西へ約１００メートルの場所）に移転す
る予定です。今年度の残り期間は、この引っ越し準備の対応にも
追われることになりそうです。
　年度末や次回社員総会の時期とも重なることもあり、出来る限
り社員の皆様には、ご不便をお掛けしないように対応をさせてい
ただきますが、何卒ご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。
　最後になりましたが、新しい年が皆様にとって有意義で素晴ら
しい年になりますことを心よりお祈り申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、輝かしい新年を健やかにお迎
えになられましたこととお喜び申し上げます。昨年８月の定時社員
総会におきまして、理事長に就任いたしました鈴亀区域の門脇
康博でございます。
　旧年中は当協会の活動、運営に一方ならぬご理解とご協力を
賜り誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。
　昨年の役員改選で、新任としては理事１１名、監事２名の方々
に就任していただきました。公益法人に移行後としては初めて役
員になられた訳ですが、旧法人当時に協会役員の経験がある方
も、全く初めて役員になられた方も公益法人移行後の役員として
の職責の変貌に戸惑いを感じておられるのではないでしょうか。
私自身も、社員の皆様から協会運営を負託された理事会の責務
は、旧法人の時とは比べ物にならないほどの重責であると痛感し
ております。皆様のご協力を得まして、役員並びに事務局職員の
全員で、当協会がより良い公益法人に成長できるよう一生懸命
務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　今、悩みの種としましては
①ルールが未成熟のままに実施されている公共調達（入札）制
度に伴う見境のない低廉化
②地図作成に係る業務・地籍調査業務等のように多数の人員を
要する業務が多所で一時期に集中した時の対応
③我々の使命であり、本来の公益事業である受託事業の受注
増を目指した対応　等々の大きな課題があります。
　また毎年度必ず実施しなければならない自主事業である講演
会、研修会への講師派遣、学校への出前授業、基準点の点検
管理支援、災害時支援協定の締結推進などがあります。公共調
達（入札）制度の課題については、一協会で対処できる問題で
はありません。全公連でも情報収集し、各方面へ働きかけをして
いますが、政治連盟、全調政連のご支援をお願いして、今後も改
善の発声を続けていきます。
　次に、地図作成に係る業務・地籍調査業務等については、先
駆者である社員の方々のおかげで、土地家屋調査士が地図づく
りに関与することの必要性が徐 に々理解され、浸透しつつあると
感じています。特に三重県内の地籍調査進捗率を考えれば、今
後もこの流れは増加こそすれ、減少することはないと思っていま
す。

公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

理事長　　門 脇 　 康 博
公嘱だより

public
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広報厚生部 太 田 　 道 秀

四日市中央工業高校出前授業を終えて報
告

れます。何とか身近な実体験に基き、法規を絡めた
楽しい授業を考えたいと思います。
　そして、前記の質問に対し、土地家屋調査士を知
っているとして手を挙げてくれる生徒を少なくとも
教室で１名、出てくるように３年〜４年内にします。

　新年あけましておめでとうございます。
　毎年土地家屋調査士制度広報の一環として、県内
の高校生を対象に出前授業を行っております。例年
は中勢地域の高校において行って参りましたが、今
回初めて高校サッカーの強豪校四日市中央工業高校
（以下「四中工」という。）にて行いました。
　現在の四中工の生徒達は昔と違い、大変おとなし
くまじめな様子でした。よって、雨天の中ではあり
ましたが、授業も円滑に進み、生徒も少しは息抜き
になったのではないかと考えております。

 
　さて、私が広報厚生部として携わらせて頂いてか
らの工業高校での出前授業は、ゲーム感覚で行う測
量体験実習がメインであります。これは生徒達も意
外に楽しそうに取り組んでくれます。しかしながら、
どの工業高校においても座学の時間の確保に消極的
です。そこで「土地家屋調査士」の広報活動として
はどうなんだろうという疑問が湧いてきます。測量
コンサルタント会社が行うような授業との差別化や、
法規を含めた座学の聴講に耐え得る生徒並びに学校
の選別等が今後の課題になってきそうです。
　どの学校でも出前授業の最初の質問は、「土地家
屋調査士を知っていますか？」です。そして毎度、
教室に静寂が訪れます。授業のアンケートなどを確
認しても、ほぼすべての生徒が土地家屋調査士とい
う資格を知りません。まだ社会人になる自覚が生徒
達に少ないとしても、知名度のないことに気付かさ

受講の様子

測量体験の様子

測量体験の様子

みんなで測量計算
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の作成・・・ココが一番の難所となり時間を取られ
つつ完成。
　かなりの緊張感の中、迎えた本番当日、始業のチ
ャイムが鳴っても生徒達が集まる気配が全くな
い・・・５分程過ぎた頃にようやく生徒達が集まり、
講義開始。開始直後に『こんなオッサンの講義なん
てつまらんと思ったら寝てても構わないから』なん
て言っておいたのが、彼らの心を掴んだのか、なか
なか聞く姿勢ができている。『建築士と調査士どち
らが儲かる？』という質問を出した途端、ものすご
く食いついてくるのが分かる。こうなればこっちの
もの。一番食いつきのいい生徒に質問をしてみるな
どしていくうちに、あっという間に持ち時間の40分
が近づき無事私の講義は終了。講義中寝る生徒もお
らず、まじめな態度に感心、そして安心。講義後の
実習においては、声が小さいという点は気になるも
のの、真面目に取り組む姿を見て、彼等のような若
者が一人でも多く、この世界に飛び込んできてくれ
ると調査士の業界がより活性化できていくのではな
いかと感じつつ、彼等の真っ直ぐに吸収しようとい
う姿勢は私自身も忘れてはいけないと思い、長い一
日の終わりを迎えた。
　最後に、講義を聞いてくれた高校生のみなさんへ
一言、こんなオッサンの話を思い出し、「儲けてや
ろう」という思いを持って君達が未来へと羽ばたい
てくれることを望みます。

　９月のある日、私の所へ本会広報部長の太田氏か
ら不在着信が３度も入っていました。「珍しいな、
僕の所に何の要件だろう？」と不思議に思い、折り
返したことが今回の講師という重大な役割を担うは
じめの一歩だった。
　電話口でいきなり、『松林さんすみませんが、津
工業の出前授業で講師をしてもらうことはできませ
んか？』と単刀直入に依頼をぶつけてくる太田氏。
大先輩からの依頼に断る理由もなく、『はい。私で
よければ』と答える自分。

　それから数日後、太田氏の事務所にて細かい内容
について打ち合わせをさせていただき、「ヤバイ！
安請け合いしてしまったかも・・・。」と感じた時
は時すでに遅し、講義の目的は調査士の制度につい
ての広報と若い世代の志望者増加を目指すものであ
り、相手は一筋縄ではいかないから視覚的に攻めて
いかないと聞いてもらえないかもしれない等と説明
を受け終了。
　資格学校での講師経験はあるものの、そういった
場では目的意識がはっきりした相手に話をするので、
相手は確実にこちらの言葉に耳を傾けてくれますが、
高校生にはそんな意識はない・・・ましてや調査士
としてはド新人の私が何を彼らに伝えることができ
るのか・・・悩む日々の中、建築士としての自分の
経験をベースに、仕事にしたらどちらが儲かるかと
いった話であれば食いつくのではないかと考え構成
を組み立てることに。そして不慣れなpowerpoint

津支部 松 林 　 秀 典

津工業高校出前授業を終えて報
告
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いきなり２番PAR３（170ヤード）で打ったティー
ショットは完璧なドローボールで170ヤード先のピ
ン右横３ｍに。 「ナイスボール」でなんと「ニア
ピン賞」ゲットォォォーーー。   
２番ホールで「天下捕ったぞ〜〜〜！」 
　その後のホールは、２番ホールで燃えすぎて跡形
もなくなってしまいした。２番ホールで天下を捕っ
たので、今年の親睦ゴルフ大会の私の満足度は200
％でした。
　実は重大発表がございます。「祝、開催決定！」
平成29年９月11日、第32回日調連親睦ゴルフ大会が
三重県で開催されることが決定致しました。
　開催場所は、９月10日の前夜祭が「ホテル志摩ス
ペイン村」、９月11日の競技場所は「近鉄賢島カン
ツリークラブ」前夜祭と競技の表彰式では、『おい
ないさ美し国、伊勢志摩へ』のキャッチプレーズで
第32回日調連親睦ゴルフ三重大会を我が三重会の神
戸会長から熱烈なPRをして頂き、参加者の皆様か
らの前評判も好評でした。日調連親睦ゴルフ大会が
三重県で開催されるなんて、凄い事です。来年の開
催日までにゴルフをされる方は、腕を磨いておいて
下さい。ゴルフをされない方でも、今からゴルフを
はじめても充分間に合いますよ。「日調連親睦ゴル
フ三重大会」への大勢の方々のご参加をお待ちして
おります。
　是非、是非参加して下さいね！ 
　最後にこの場をお借りして、岐阜会の皆様、前夜
祭から親睦ゴルフ大会で大変お世話になり御礼申し
上げます。ありがとうございました。

　平成28年10月17日開催の中部ブロック協議会の親
睦ゴルフ岐阜大会に16日の前夜祭から参加して参り
ました。今年で中ブロの親睦ゴルフ大会に３年連続
３回目の参加となりました。前夜祭は宿泊先の「ロ
ジワールホテル大垣」で行われ、競技は「関ケ原カ
ントリークラブ」で開催されました。   
　前夜祭参加者は46名（内、三重会９名）、競技は
73名（内、三重会11名）の参加でした。前夜祭では、
終始和やかに他会の皆様と歓談させて頂きました。
参加するたびに他会の方々と交流できるのは、本当
に貴重な交流の場だなと思います。
　いつものことですが、ホームコースの「月例杯」
や「親睦ゴルフ大会」などになると気合が入ります。
メラメラと燃えて来る物があります。燃えすぎて跡
形もなくなるときもありますが・・・今回は場所が
特別です。競技場所が「関ケ原カントリークラブ」
です。そう「関ケ原」です。「関ケ原」と言えば、
石田三成ら率いる西軍と徳川家康らの東軍の「天下
分け目の関ケ原の合戦」です。    
　両軍が濃霧の中で対峙していましたが、霧が晴れ
てきた頃に東軍の福島正則の部隊が西軍の宇喜多秀
家隊に鉄砲を撃ち掛けたことで「関ケ原の合戦」の
火蓋が切られたと言われています。まさに同じ状況
でした。「関ケ原カントリークラブ」に着くと小雨
が振り霧がかかっていましたが、私のスタート時間
OUTコース最終組９：０３頃には雨もやみ霧も少
しずつ晴れてきました。
　いざ「合戦」です。「プオォォー、プオォォー」
←ほら貝の音のつもり 

  

報
告 松阪支部 西 出 　 郷 志

第33回日本土地家屋調査士連合会中部ブロック協議会
親睦ゴルフ岐阜大会2016に参加して
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広報厚生部　副部長

津支部

山 本 　 幸 司

五 百 野 　 正 樹

会長杯親睦ゴルフ大会2016報

報

告

告

　９月17日（土）、心配していた雨に降られること
もなく、絶好のコンディションの中、会長杯親睦ゴ
ルフ大会2016が三重白山ゴルフコースにおいて開催
されました。
　たくさんの方に参加いただき、腕に自信の強者も
エンジョイゴルフの方もゴルフを通して親睦を深め、
楽しんでいただいたようです。

　参加者は22名で、奈良会から３名のご参加をいた
だきました。個人戦の優勝は松阪支部の堀江秀弥さ
ん、準優勝は津支部の真柄知久さんで、それぞれに
松阪牛のステーキ肉や、すきやき肉が贈られました。

　12月３日（土）、天気にも恵まれたこの日、愛知
県名古屋市金山にある東海工業専門学校にお邪魔さ
せて頂きました。副校長先生よりお招きいただき訪
れた学校は、私が通っていた頃とは場所も校舎も様
変わりしており、とても都会的で近代的な素晴らし
い物になっておりました。
　私を含め３名のメンバーで出席し、「土地家屋調

　団体優勝は昨年に引き続き津支部、準優勝は四日
市・伊勢・熊野の合同チームでした。ベスグロは見
事79の畑中伸章さんでした。会長特別賞は松阪支部
の西出郷志さんが選ばれ、神戸会長より豪華バック
が贈呈されました。
　ゴルフに表彰式のパーティーにみなさん非常に楽
しんでいただき、盛り上がったゴルフ大会になりま
した。来年の日調連親睦ゴルフ大会がこの三重の地、
伊勢志摩で開催されます。ゴルフをされる方はもち
ろん、されない方にも観光コースを用意しておりま
す。たくさんの会員のみなさんのご参加をお待ちし
ております。
　これから、練習に励み来年こそは人並みのスコア
でまわりたいと思う今日この頃です。

査士とはどんな仕事なのだろうか」、「実際に話を
聞いてみたい」、などという現役の学生さん達がい
れば、ぜひ相談に乗らせていただこう、との思いで
した。
　キャンパスにはたくさんの学生さんたちが文化祭
を楽しんでおり、私たちのブースもさぞかし忙しく
なることだろうと、と思っておりましたが・・・。

東海工業専門学校金山校　
平成28年度学校祭
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　平成28年度９月１日付で調査士会に入会させて頂
きました中村方信（なかむらまさのぶ）と申します。
50代になって転職してしまい、自分自身でも「中々
の挑戦者だな」と思っています。父親が大工をして
いたので、小さい頃より手伝いをして「将来は跡を
継いで大工になれ」と言われるのかと思っていたら、
「好きな道に進め」と言われたので、それなら「山
を切り開いて宅地を造り、家が建てれば！」と、父
親の仕事に繋がれば良いなと思い土木建設業を選び
ました。
　最初に20年務めた会社が倒産して、次の会社で
「宅建や土地家屋調査士」等の他業種の資格に挑戦
して、自分自身で最初の確定測量から宅地開発・造
成工事・土地や建物の登記まで全て出来るようにな
りたいと思うようになり、在職中に資格を取得しま

①土木建設業の施工管理（現場監督）

②宅地開発等で造成から登記まで出来るように

なりたかった。

③まだまだ実務経験不足です。

④釣り（バス釣り）

⑤なし

⑥一日も早く仕事を覚えて一人前になる事です。

四日市支部

中 村 　 方 信

アンケートの回答

新新 入入 会会 員員
紹紹 介介

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。

した。
　今のところ、土地家屋調査士らしい仕事は何ほど
も遣っていませんが、地図に残る仕事から、登記に
残る仕事！富田総合事務所の諸先輩方々の良き助言
を頂き、実務経験を重ねていきたいと思います。
　最後になりましたが、三重調査士会の先生方の御
指導・御鞭撻の程宜しくお願い致します。

　予想通り？いや期待外れなほどにブースを訪れて
くれる学生さんはおらず・・・。このままではマズ
いと、自分たちから声をかけてみるも、「あー、土
地家屋調査士？何する人？」「難しい試験があるん
でしょう？勉強はもういいや。」など案の定な反応
でした。それでも半ば強引に？調査士のアピールグ
ッズを手渡し、仕事はこなそうと努めました。
　やはり土地家屋調査士という資格、仕事の認知度
の低さを感じました。心が折れそうになる中、ひと
り自らブースに声をかけに来てくれた青年がいまし
た。在学中に試験にも合格し、卒業後にはその道に
進む予定だそうです。聞けば彼ご家族が土地家屋調
査士だそうで、明るい顔で将来を語ってくれる彼に
とても嬉しい気持ちにさせてもらいました。（やは
り身内を　を引込む　のが一番の手っ取り早くアピ
ールになるのかも・・・）

　まだまだ私たちの資格、仕事自体の認知度が低い
ことを再確認しましたが、それは裏を返せばこの土
地家屋調査士という業界にたくさんの可能性がある
ことだと思い、将来、この中で、一人でも多くの若
者が土地家屋調査士を目指して勉強してくれること
を願いながら帰路につきました。
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　今年で登録17年目となり、若手から中堅になりつつ
ありますが、未だ業務に関しては、暗中模索、時代の流
れに着いて行くのが精一杯であります。そんな私のくだ
らない調査士の17年間を振り返ってみたいと思います。
今から遡ること17年前に父親の威光のもと開業いたし
ました。世間知らずのボンボンで何の取り柄も無い私で
したが、周囲の方に支えられ今までやってこれました。
　最初に来てもらった補助者は、中国生まれの中国育
ちの女性でした。彼女は、現場の測量業務、申請書作
成等全ての業務を直ぐに身に着けました。補助者登録
１年で日常業務、残業、休日出勤をこなしながら測量士
補試験、調査士試験を同時に合格したことにもただ驚
くばかりでした。補助者が合格するというのは自分が
合格した時よりも嬉しいものだと実感しました。それ以
来、私の事務所ではもう一人合格させていただきました。
開業７年目ぐらいに、新名神高速道のお仕事をさせて
いただく事になり、同世代の調査士仲間を中心に合同
で仕事をさせていただいたことも私の貴重な財産となっ
ております。街区測量に伴い、ＧＰＳもその仲間の６人で
購入して共同で使用しております。半年に１回ＧＰＳの
リースの精算をお酒を飲みながらしますが、もう20回近
くしておりますが、とにかく毎回楽しいです。気を許せる
仲間がいて心が休まります。
　あと、伊勢に私の調査士仲間が居るのですが、調査
士の予備校時代からのお付き合いで、最近はお互いが
忙しいのであまり会う機会がないのですが、正月前に
一緒に仕事をするのが二人の毎年の恒例の行事になっ
ています。一度ゆっくりお酒を飲んで釣りでもしたいで
す。その伊勢の調査士の方から紹介していただいた某
建設会社の方が、一昨年の夏から半年程私のところで、
土日に調査士業務の勉強に来ていただいて、昨春晴れ
て稲沢市で開業され、今では寝る間もないくらい忙しく
業務をされています。自分の事のように嬉しく思います。
　私の事務所は３年前に打田調査士と合同になりまし
た。打田調査士をはじめ補助者の方も私の至らないと
ころを補っていただき何時も私をサポートしてくれてい
ます。
　開業して17年間、多くの方に出会い、多くの方に助け
ていただき、ただ、ただ感謝するばかりです。これから
も感謝の気持ちを忘れず、精進していきたいと思います。◆四日市支部◆

岡本　博人

リレー寄稿

（次号は伊勢支部さんへリレー寄稿のバトンを渡します。
よろしくお願いします。）
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　小学校４年生くらいの頃は、学校が終わると近所の
池にフナ釣りによく行ってました。
　小麦粉を水で溶かし固めたものを餌に、俺は釣りキ
チ三平やと思いながらフナを釣りまっくっていました。
　あれから三十数年、その間二、三回釣りに行く機会
はありましたが、今回友人の誘いで鳥羽湾沖のウタセ
真鯛釣りにチャレンジしてきました。大物釣りは、今は
無き賢島スポーツランドの釣堀で鯉を釣ったとき以来。
よくテレビで見かける竿を持ち上げ下すときにリールを
巻くという大物にあこがれ、まるでゴルフ前夜のような
ワクワク感がありました。船酔いだけは絶対避けたい
と思い酔い止め薬に酔い止めバンドを用意しいざ乗船。
　なにせ初めての経験で、まず乗合の人達が荷物運び
を手伝ってくれたりしてここにもいろんなマナーやルー
ルがあるんだなあと思いながら、誰が船長だか、とりあ
えず皆さんと挨拶を交わし出航。天気は快晴で、日頃
地面ばかり見ている生活から解放され空や海を眺める
ことができ、それだけで来て良かったという思いと充
実感を感じることができました。
　「ウタセ真鯛釣り」とはこの辺り特有の釣りらしくま
さに海老で鯛を釣るという釣り。生きたエビをいかに
生かして針につけ海中で泳がすことができるかが勝負
の釣りでした。ボウズだけは家族の手前避けなければ
と最初は焦りましたが、二度ほどポイント移動し何とか
真鯛をゲット。この時期は大きくても30センチくらいま
でらしいのですが、そのあとハマチ、ワラサなど、これ
同じ魚らしい出世魚。なんだかんだで20匹程釣ること
ができました。一緒に行った友達は最後50センチ位の
ヒラメを釣っていました。そして無事帰港、他の人は大
阪、名古屋からわざわざここまで釣りに来ていることを
車のナンバーで知りました。
　問題はこの魚達をどうしようかという事。とりあえず
実家に持ち帰ったのですが魚をさばけずなんとか伝手
を探して知り合いの元魚屋さんにさばいて頂き親戚、
近所に配り自分でも鯛をさばいてみましたが台所が鱗
だらけ。釣れたのはよかったのですが、その後の魚達
の処理のことを想定しておらずとんだ親孝行になって
しまいました。
　ともあれ本格的な船釣り初体験、気分転換には最
高でしたが、また行こうの誘いには、今度はキス釣りで
お願いします。と答えておきました。暖かくなった頃ま
たキス釣りに行く機会はあるのでしょうか。

広場

◆伊勢支部◆

西尾　光

ウ
タ
セ
真
鯛
釣
り
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六
十
の
手
習
い

◆伊賀支部◆

牛田　隆義

広場

　三角スケールの目盛りも見づらいのに、１
mmの間に数本もの溝を刻む作業をする『バー
ドカービング』を楽しんでおります。
　『バードカービング』は、木片からいろいろ
な鳥を彫り、彩色して完成させるものです。

　1800年代のアメリカで、水鳥をおびき寄せて
狩猟するときの囮用の水鳥『デコイ』が発祥で
ありますが、日本に紹介されたのは今から40年
ぐらい前であり、趣味、装飾品として親しまれ
ています。平成７年にＮＨＫの『趣味悠々』で
放送されてから愛好家は徐々に増えており、教
室も全国各地で開催されています。
　私も５年前から始め、先生の工房へ週1ぐら
いのペースでレッスンに通っております。『バ
ードカービング』には色々な形態がありますが、
私が習っているのは『リアルバードカービン
グ』というもので、現在これが主流になってお
ります。
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　最近では剥製の代わりに展示されることも多
くなり野鳥保護にも貢献しています。
　解剖学的見地からの骨格はもちろんのこと、
羽毛の膨らみ、色あい等、細部にわたって精密
に仕上げます。鳥の生活環境である樹々、花、
果実、水辺、石、砂、魚や虫等も全てハンドメ
イドで仕上げ、本物は一切用いません。
カービングに使用するのは北米南部の湿地帯に
生育するチュペロ材です。希少材ゆえ高価であ
りますが、軽くて材質が均一で、きめ細かく、
木目も強くないため、美しく仕上がりますので、
このチュペロ材が最も多く使用されています。
　これを専用の電動工具で彫っていき、アクリ
ル絵の具で彩色しますが、これまたたいへんな
作業で、羽毛１本１本を何度も何度も塗り重ね
ます。ひとつの作品を完成させるのに約１年か
かりますが、作りあげていく楽しさは格別であ
り、命がふきこまれ完成したときの愛おしさは
特別であります。

　年に一度、東京でコンクールが開催されます。
一昨年の第18回全日本バードカービングコンク
ールのビギナークラス・ライフサイズに３作目
にして初めて『ハマシギ』を出展したところ、
Aグループ（チドリ目等水辺の鳥類）で１位
（ブルーリボン）をいただきました。
　先生から受賞の電話をいただいたときは嬉し
くて嬉しくて・・・直ぐに夜行バスで東京都美
術館へ馳せ参じました。
　会場には力作ぞろいたくさんの野鳥たちがお
り、素晴らしい作品をいっぱい見ることができ

感激しました。上級クラスともなりますと、飛
び立とうとしている一瞬、採ってきた餌を雛へ
あげている愛らしい一瞬等、鳥の一瞬の動き・
姿をとらえた作品も多く、羽毛はふっくらとし
温かみがあり、まるで生きているような迫力で
見応えがあります。
　昨今、ネット上にもいろいろな作品がアップ
されていますが、写真では伝わってこない細や
かな息づかいや躍動感を実物では感じていただ
けると思います。また、写真でしかみたことの
ない野鳥を目の真ん前で細部まで観察すること
ができます。
　展覧会は各地で開催されていますので、機会
がありましたらぜひ一度お出かけください。
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　昨年５月にＧ７伊勢志摩サミット（主要国首脳会
議）が志摩市賢島で開催されましたが、2016年は伊
勢志摩が戦後初の国立公園に指定されて70周年の節
目の年でもありました。

　ところで、鳥羽志摩では既にサミットが開催され
ていたことを皆さんご存知でしょうか？『海女サミ
ット2016in志摩』が11月に開催（昨年で７回目）さ
れ、鳥羽志摩地域では３年連続での開催でした。実
は安倍首相夫人の昭恵さんが2014年から連続で参加
しておられます。ことのほか志摩の地をお気に入ら
れたのでしょうか？もしかすると、伊勢志摩サミッ
トの決定は、昭恵さんの後押しが大きかったのかも
分からないですね。

　さて、三重県の中でも志摩は広く海に面しており、
外海岸は太平洋と熊野灘から大きな波が打ち寄せて
断崖絶壁の海岸を形成しています。阿児町国府の白
浜は、関西圏ではサーフィンのメッカとしてはあま
りにも有名で、全国大会も行われる程の有名なビー
チです。私も波の魅力にはまった一人で、30歳代ま
では足繁く通ったものでした。また内海は、英虞湾
に的矢湾、そして五ケ所湾があります。湾内にはい
くつもの島が点在し、本当に静かで風光明媚なとこ
ろです。志摩は、贅沢にも外と内と異なった顔をし
た海を持ちあわせた場所なのです。

　このように志摩は、海の幸に大変恵まれ、その種
類も豊富であるため、古代には「御食つ国｣、すな
わち天皇の食料を献上する国として知られており、
万葉集には、「御食つ国」が志摩の枕詞として使わ
れるほどでした。明治後期からは真珠養殖が盛んに
なり、志摩といえば真珠養殖で名を馳せましたが、
最近では牡蠣や海苔の養殖へと転換しています。ま

さしく海の国といえるでしょう。

　伊勢志摩国立公園指定17年前の1929年（昭和４
年）に、志摩電気鉄道（後の近畿日本鉄道株式会
社）が賢島に開通していますが、誰が世界各国の首
脳が賢島に集うと考えていたでしょうか。

　９月に日調連親睦ゴルフ三重大会が賢島で開催さ
れます。みなさん、『百聞は一見にしかず』この魅
力ある「御食つ国｣志摩を、是非ご自身の目で確か
めてみてください。

準備委員 前 田 　 寛 治

伊勢志摩の観光コースを　　　　　　体験しました！
日調連ゴルフ大会が
　　伊勢志摩で開催

決定！！
おいないさ！

ひとあし先に
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　ゴルフをしない方も大変喜んでいただける観光コ
ースを紹介します。
　朝は横山展望台からスタートです。標高203ｍか
らリアス式海岸が美しい英虞湾の絶景を一望してい
ただきます。次は賢島に移動し実際の英虞湾をクル
ージングして間近で体感してもらいます（真珠工場
で核入れ作業の見学もあります）。
　英虞湾を堪能してもらった後は、サミットの開催
会場であった志摩観光ホテルで豪華ランチです。こ
こでは食を堪能していただきます。お腹を満たした
後は、厳かな伊勢神宮の内宮にてなかなか体験でき
ない「御垣内参拝（みかきうちさんぱい）」です。
必ず正装でお願いします。（男性はネクタイ必須）
その後はおかげ横丁のあるおはらい町を散策してい
ただきます。そんな、魅力たっぷりの観光コースに
なっています。

　この観光コースの一部（午前の部）を下見を兼ね
て体験してきました。（一般人には志摩観光ホテル
も内宮の御垣内参拝も敷居が高すぎます。）
　阿児町鵜方にあり、10数年前何度か行ったことの
あった横山展望台ですが、こんなに素晴らしい景色
だったかとあらためて感動しました。あそこが、賢

島とか何島だとかこんなに近くでこんなに英虞湾を
一望できるのかと思いました。（歩くのが結構大変
かも）
　その後は、賢島に移動し、初めての英虞湾クルー
ジングです。スペイン風の帆船「エスペランサ」に
乗ろうと行くも駐車場は満車、何とか駐車はできた
ものの、昔のイメージだとこの手の観光地はガラガ
ラかと思いきや、たくさんの観光客で船はごったが
えしていました。今の伊勢志摩の人気ぶりを肌で感
じました。50分のコースで英虞湾を遊覧し、リアス
式海岸を優雅にクルージングしました。真珠のモデ
ル工場にも立ち寄り真珠の核入れ作業の見学もして
きました。（ここでお土産を買うのも一つの手か
も）波も穏やかで船酔いの心配もなく、快適なクル
ージングでした。一緒に行った家族も大満足です。
こんな近くにこんなに良い観光地があるのかと言う
感じでした。
　これに志摩観光ホテルのランチ、伊勢神宮内宮の
御垣内参拝、おかげ横丁とくれば最高の観光に間違
いなしです。
　三重県の方もきっと大満足間違いなしです。
　是非ともご参加ください。お待ちしております。

準備委員 山 本 　 幸 司

伊勢志摩の観光コースを　　　　　　体験しました！
日調連ゴルフ大会が
　　伊勢志摩で開催

決定！！
おいないさ！

ひとあし先に

横山展望台からみた英虞湾

英虞湾クルージング「エスペランサ」
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つぶやき
を持っているのです。
真似て良い点（大雑把に）
１.スイング全体をあわてず自分の気持ちの余裕
が感じられるように
（力んで飛ばそうとしないため）
２.球を見ずに頭の位置を動かさないよう心がけ
る
（球をじっと見ると球に当てにいくためスイング
にならないから）
３.しっかり肩をまわした時、背筋を感じること
（自分の肩が動く許容範囲までにしないとリズム
が崩れるため）
　女子プロのスイングを真似てもファッションは
真似しないで・・おっさんにミニスカは似合いま
せん・・・
　さぁ　今日から練習場にレッツゴー〜〜

　前回の掲載が大人気？であったとのことで、パ
ート２を無理やり書かせていただきます。
　紳士淑女のゴルフといわれておりますが、昨今
若いゴルファー（男女とも）の活躍で、最近のス
ポーツでは脚光を浴びてまいりましたゴルフ。練
習場におきましても、若い男女が増えてまいりま
した。
　そこで、練習に最適だと思うのが、前回も申し
上げた女子プロの大会の観戦の奨めです。では、
何故女子ツアーの観戦がお奨めなのか・・
　男子プロの大会に行きますと、体格のよさ・打
球の強さ・飛距離の凄さに、ただただ感嘆してし
まって真似しようにも無理、真似すればどこか故
障しかねません。
　それに比べて女子プロの大会は、若い女子プロ
が多く、見た目にも昔のような体系のプロは、殆
ど見られません。若い、綺麗、ファッションも素
晴らしいなど外見にとらわれがちになります・・
が・・
　見るところはそこ・・じゃなく、理にかなった
スイングが見られるということです。我々男子で
も男子プロのスイングの速さは無理、参考にすべ
きは女子プロのスイングが最適なのです。
　女子プロの体力から言えば、我々の体力でも真
似して打てそうなスイングなのです。
　では、何故同じような体力であんなにも飛ぶの
か？　球のコントロールが上手いのか？それは、
決して力に頼ったスイングではないからです。
　調査士の仕事では、公図からのしっかり読み取
り、現実の地形との相違をいろんな角度から見つ
める目と地道な探究心が備わっていることでしょ
う。
　調査士なら女子プロのゴルフスイングなんてき
っと解ってしまうに違いありません。そう調査士
イコール最強のアマチュアゴルファーになる資質

　これ以上冷たい風に吹かれたくはなかった。
底冷えのする事務所内に置かれた洒落た加湿器。
そこから放たれるアロマの香りと、朝からつけっ
ぱなしの暖房の温風だけが、測っ虎の心に暖を捧
げていた。

時は刻まれて

ゴルフの薦め Part2

●松阪支部　市野 浩太郎

●通りすがりのおっさんゴルファ
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「先生、早いもので、明日は仕事納めですね」
と言って、補助者の清木場が測っ虎の机にホット
珈琲を運んで来た。
「ああ、本当だな。仕事納めでもあり・・・」
「命日ですよね。先生の師匠の」
　清木場が真っ直ぐな目で測っ虎を見つめた後、
どや顔を浮かべた。測っ虎はそれを見て微笑し、
軽く頷いた。背凭れに大きく反り返り、欠伸をし
た測っ虎は珈琲を口にしてゆっくりと目を閉じた。
何の変哲もないブラック珈琲だったが、そのシン
プルな味が測っ虎に淡い寂寥感をもたらした。

　測っ虎の師匠にあたる宇部先生は、豪快で闊達
な調査士だった。その巨体からは想像すらつかな
い個性的で甲高い声。人一倍せっかちな気質。そ
んな宇部先生は、対人関係において口を滑らせて
取り返しのつかない大惨事を招くことも少なくな
かった。
　ある境界立会の際は、隣接地所有者である50代
の女性に対し、
「おーい！おばちゃん！今度はこっちの境界見て
んかー」
と言って、その女性を烈火のごとく怒らせたこと
もあった。
　また別の立会では、ひょんなことから自治会長
と口論になり、
「おっさん、黙っといてんかー」
と誰もが予想だにしない不遜な雄叫びをあげ、赤
鬼のような形相で激昂した自治会長に、胸座を掴
まれたりもした。
　宇部先生は、とにかくエネルギッシュで勃々た
るヤル気を備えた調査士だった。

　５年前のこの時期。測っ虎が開業して２年目の
年だった。血液の病気の疑いがあった宇部先生は
年明けから検査入院をする予定だった。
　宇部先生は、クリスマスイブに立会を終えた菰
野町の現場の測量を年内に終わらせようと意気込

んで、官庁御用納めの日に朝から現場に出掛けた。
補助者が風邪で休んだため、購入したばかりの自
動追尾のＴＳを担いで、雪華の舞い散る過酷な現
場で孤軍奮闘した。その結末。心臓発作。61歳。
殉職だった。
　宇部先生の奥さんからの電話で訃報を知った測
っ虎は、気が付いたら泣いていた。愚直で武骨な
測っ虎は、津の法務局のロビーで人目を憚らずに
泣いた。こらえきれず、やりきれず、直視に堪え
ない現実に抗うことができず、ただただ泣いた。
どうしてここまで泣くのか自分でも分からなかっ
た。

　間もなく夕陽が沈もうとしていた。測っ虎の事
務所の窓に真横から射し込むオレンジ色の光が、
過去を彩っているようで測っ虎は胸が熱くなった。
「先生。その腕時計・・・。毎年１回、仕事納め
の日にだけ、していますよね」
「ああ。深い意味はないよ」
「そうですか。松阪市白粉町の角島さんとこの地
積測量図を作成したので、今日はこれで帰りま
す」
と、清木場が踵を返した。お疲れ、と言った測っ
虎は俯いて、自分の腕時計に目をやった。何の変
哲もない腕時計だったが、その秒針のシンプルな
動きがあまりに静かすぎて厳かで、つくづく、あ
の人には合わない時計だったのだと思った。
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会員の動き
平成２8年12月８日現在 会員数272名

●入   会

●事務所住所変更

氏  名

赤　塚　　　孝 四日市 平成28年９月30日

退会年月日支部名

業務廃止

理 由

●退   会

伊勢市勢田町103番地68

住     所 変更年月日氏  名

出　口　　　晃

氏  名

中　村　方　信 四日市市東富田町19番16号

事    務    所 入会年月日

平成28年９月１日

平成28年８月25日

松阪市嬉野権現前町847番地1川　北　健　司 平成28年９月１日

度会郡度会町大野木2115番地1杉　本　敦　司 平成28年12月８日

事務局の動き

昨年12月3日に次男を出産し、今年12月5日から事務局に復帰いたしました。
1年間お休みをいただき、誠にありがとうございました。
色 と々ご迷惑をおかけする事もあるかもしれませんが、
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

職員　　藤浦　陽子さん
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寄稿のお願い
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BORDER

　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。

　広報厚生部に入り２年があっという間に過ぎようやく
お役御免の時期となりました。
　無事、４回のボーダーを発行できましたことは、会員
の皆様のご協力のおかげだと感謝しております。
　広報厚生部の宣伝活動をして感じたことは、土地家
屋調査士という職業が社会において、あまり知られて
いないという現実でした。
　これから支部によっては高齢化が進み、調査士の数
も減っていく中、なんとしても土地家屋調査士という
職業をメジャーにしていかなくてはいけないという思
いを強く持つようになりました。
　ただ、本会だけでは広報活動の幅が、限られてしまう
ため、会員一人一人が宣伝マンとなり、活動に取り組ん
でいただくことにより、土地家屋調査士の認知度もあ
がり、土地家屋調査士の受験者数も多くなると思うの
です。
　土地家屋調査士のこれからの発展を期待して、会員
の皆様の益々のご協力をお願いいたします。
　２年間ありがとうございました。







測量機器のトータルサポート

品質：ISO 9001認証取得

有限会社 トプラス
MSYS 001









日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

数々の危険からあなたをお守りしたい
桐栄サービスの願いです

損害保険ご紹介

職 業 賠 償 責 任 保 険

団 体 所 得 補 償 保 険

団体総合生活補償保険

測 量 機 器 総 合 保 険

集 団 扱 自 動 車 保 険

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

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

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

会員皆様の自動車はもとより補助者の方
のマイカーも加入できます。

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

１）

２）

損害保険代理店
〒101−0061 東京都千代田区三崎町1-2-10 土地家屋調査士会館6階

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

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

有限会社 桐栄サービス
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