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を知ることの大切さを学びました。ただ，今の私が
その域に達しているのかどうかはわかりません。
　これは懐古趣味として語っているのではなく，立
派な先人の業績として語っているのです。現在，竹
内孝豊元会長は鬼籍に入られ，田中宏幸元会長は，
悠々自適の生活を送られています。このお二人は，
名誉会長を退かれてから程なく本会を去られ，後進
に道を譲り，趣味の世界にいきておられました。
　ただ，お二人を知る後輩会員の私にとって，この
ような不確実な時代を生き抜くことの難しさを知れ
ば知るほど，お二人ならその時々に何と回答下さる
のだろうかと考えてしまいます。しかしながら，今
となってはお聞きすることはできません。お二人と
の会話のなかで一番印象に残っているのは，異口同
音に，「道がなければ道は造ったらよい。」という
言葉で，ネガティブな気持ちで，グズグズ言ってい
るのなら，ポジティブに一歩踏み出せばいい。つま
り，何はともあれ一生懸命努力すればよい。そうす
ることで，正しい道は開かれるのではないかと教え
ていただきました。
　三つ子の魂百までではありませんが，若かりし頃
優しくお声かけいただいた言葉のその奥に何がある
のか興味はつきません。
　今，会長になりいつも考えていることがあります。
それは，会の為に何ができるか，将来の土地家屋調
査士に何を残すことができるかということです。
　これが私の思いの全てです。
　最後になりましたが，これから２年間微力ではご
ざいますが一生懸命頑張りますので，会員の皆様の
応援をよろしくお願い申し上げます。

　平素から会務の運営につきまして，会員の皆様の
大変なご支援ご協力を頂き本当にありがとうござい
ます。会報の紙面をお借りし感謝申し上げます。
　さて，私ごとではありますが，先の定時総会で，
会長に就任し，早２ヶ月が経過致しました。20年ぶ
りの役員復帰であります。当時の役員体制には常任
理事制はなく，会長の指示のもと，副会長がすべて
の采配をする体制でした。その時，私は企画担当と
いうことで，研修の手配・原稿書き・筆界等の研究
ではその理論構成を担当していました。その当時は，
昔ながらのＩＴを駆使しない，アナログの世界でし
た。今とは隔世の感もありますが，ただ，しなけれ
ばならないことは今と何一つ変わっておらずその点
においては安堵いたしております。
　私は今会長という要職につき，二人の会長のもと，
多くの薫陶を受けたことが思い出されます。この二
人に共通するのは，心の温かさでした。
　開業３年目で初めての理事になった時，竹内孝豊
元会長から多くの指示が出され対応に困っていた時，
その表情が似ていたのかわかりませんが，「息子に
よく似とる。頑張ってくれ。」と言われ，何が何だ
かわからなかったのですが，妙に力が湧いてきたこ
とを記憶しています。人を動かすということに抜群
の力を発揮される方だなと思いました。もう一人は，
田中宏幸元会長です。私が副会長をしていた当時の
会長です。知力，財力，先見性すべてにおいて，私
の百歩先をいっている人だなと思っております。も
し，私が会長に推されることがあったとしても，こ
のお二人のようにできる人間でなければ，絶対会長
にはなれないと痛感しました。その時，初めて自分

三重県土地家屋調査士会　会長

池畑　信也

ごあいさつ
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り，登記官に実質的審査権限が付与されています。
　しかし，全ての申請事件について，登記官が実地
調査や実地測量を行うことは困難であります。専門
家である皆様には，引き続き高度な専門知識と技術
に裏打ちされた調査を適正かつ確実に実施していた
だき，真に国民の信頼に応えることができる表示登
記制度の運営のため，御協力をお願いいたします。
　さて，当局では，昨年度から，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を行っ
ております。
　その一環としまして，本年５月29日から，法定相
続情報証明制度の運用を開始しました。
　この制度は，各種の相続手続きの際に戸籍関係書
類一式を提出する手間を省力化して手続的な負担を
軽減するとともに，証明書の発行の際に，相続登記
の必要性について説明し，相続登記の促進を図るも
のであります。この制度の円滑な運営のためには，
資格者代理人である土地家屋調査士の皆様方の御協
力が不可欠であると考えておりますので，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。

　本年，４月１日付けの異動により，民事局総務課
から津地方法務局へ参りました。どうぞよろしくお
願いいたします。
　会員の皆様方には，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，適正かつ真
摯な業務遂行を通じて，国民に信頼と安心を提供し
ていただいていることに対しまして深く敬意を表し
ますとともに，平素から登記行政を始めとする法務
行政の円滑な運営に格別の御理解と御協力をいただ
いておりますことに厚く御礼申し上げます。
　表示に関する登記につきましては，御承知のとお

津地方法務局　局長

杉浦　直紀

ごあいさつ
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　本年４月１日付けで，津地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）に着任しました山照です。どう
ぞよろしくお願いいたします。
　会員の皆様には，日頃から登記業務の円滑な運営
に御理解と御協力を賜り，厚く御礼申し上げます。
　また，昨年度は，貴会と共同開催となりました
「登記行政と地籍調査シンポジウム」に多数の会員
の皆様に御参加いただくとともに，積極的な取組を
行っていただきましたことに，改めて御礼を申し上
げます。
　さて，本年６月９日に閣議決定された「経済財政
運営と改革の基本方針2017」，いわゆる「骨太の方
針2017」において，相続登記の促進とともに「地籍
整備や登記所備付地図の整備等により不動産情報基
盤の充実を図る」ことが明記されるなど，表示登記
制度の重要性が広く認識されるところとなっていま
す。
　当局の本年度の登記所備付地図作成作業（２年目
作業）は，従来の約２倍の0.7平方キロメートルに
ついて実施しておりますが，登記所備付地図作成作
業や筆界特定制度など，表示登記事件に関連する諸
施策を円滑に進めていくためには，専門的知見と技
術をお持ちの会員の皆様と法務局との連携及び協力
関係が不可欠と考えております。
　今後とも，表示登記制度の円滑な運用に御支援・
御協力のほど，よろしくお願い申し上げます。
　最後になりましたが，貴会のますますの発展と会
員の皆様の御健勝を祈念申し上げ，御挨拶とさせて
いただきます。

　境界問題相談センターみえの運営委員長の渡邉功
です。センターも設立以来５年目を迎えました。こ
の間、調停が成立した案件もありましたし、いくつ
かの案件に関しても調停を行ってきました。
　成果という面では、調停が成立した案件にスポッ
トライトがあたります。しかし、調停成立には至ら
ないまでも、センターに案件として持ち込まれ、話
し合いが行われたということだけでも、十分に意味
があるのではないでしょうか。センターに案件とし
て持ち込まれたものは、当事者間では解決がつかな
くなってしまったものばかりです。
　しかし、センターが入って両当事者の間を取り持
つことで、当事者が冷静になって相手と話し合う気
持ちが持てるようになることもあるのではないでし
ょうか。たとえセンターでの話し合いでは合意が得
られなくとも、センターで話し合いをしたこと自体
が、将来への合意へ向けた第一歩になっていること
もあるのではないでしょうか。
　たとえ解決に至らなくとも、両当事者の合意への
きっかけとなる第一歩をセンターが担ったのであれ
ば、それはセンターとし十分に存在意義を示したと
言えると私は思います。その意味では、センターは
４年の間に十分に存在意義を示してきたと言えまし
ょう。
　今後も、少しでも境界問題の解決のきっかけにな
っていけるよう、みなさん、頑張っていきましょう。

津地方法務局首席登記官（不動産登記担当） 境界問題相談センターみえ センター長 三重弁護士会

山照　多賀世 渡邉　功

ごあいさつ
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　去る５月20日に開催されました定時総会に於いて、副
会長に選任されました四日市支部の廣瀬良平と申しま
す。また、５月31日開催されました理事会で、総務財務
部を担当することになりました。これから２年間、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
　以前本会理事、部長を３期させていただいてから早
12年が過ぎ、昨年還暦の60歳をむかえました。今回、
最後の恩返しの機会だと思い副会長という大役をさせ
ていただきます。重圧に負けてしまいそうですが、理事
の皆様に助けていただき、ご迷惑を掛けないよう自分
なりに頑張っていこうと思っています。幸い、すばらしい
才能ある部長をはじめとして部員の皆さんに恵まれて
本当にありがたく思っています。
　12年前理事をしていた時は、企画・社会事業部を担
当して、おりしも不動産登記法改正の時にあたり大変
苦労したという記憶が蘇ってきます。今思うと、その時
にいろいろ勉強させてもらえたことは、自分にとって本
当に良い経験をさせていただいたと感謝しています。今
回初めての総務財務部ということですので、判らない点
が多 あ々ると思いますが、私自身の新たな勉強の場とし
て、部の皆さんと一生懸命頑張って誠意をもって会務
を行っていく所存です。まずは本年度の事業計画にあ
る会則、各種規則等の見直し、組織体制の整備等、事
務効率化による支出の見直し検討をして、チエック機能
の徹底、経費削減に努めていきます。また、土地家屋調
査士政治連盟、公嘱協会、他の士業との情報等の共有
化を積極的に行い、互いの理解を深めて明るく業務を
行いやすい環境をつくれるよう取り組んでいきたいと
考えています。
　先輩方が築いてくださった、この三重県土地家屋調
査士会があるからこそ私たち会員は、仕事をさせてい
ただき生活が出来ています。この会の発展を支えて次
の世代にも引き継いでいくには、会員一人一人の意識改
革、協力が必要です。会への思いご意見、ご要望等の
発信をお願いします、より良い会をみんなで創っていき
ましょう、その環境をつくるのが私の役目だと思ってい
ます。
　最後に、これから２年間池畑新会長のもと、我々理事
一同さらなる三重県土地家屋調査士会の発展に努め
させていただきます。会員の皆様の温かいご支援とご
協力をお願いしまして、私の挨拶とさせていただきます。

総務財務部担当　副会長

廣瀬　良平

　先の定時総会に於きまして、３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。これまでの２期
４年間は企画社会事業部を担当させていただいており
ましたが、今期は会長をはじめ私以外の執行部が全員
新しいメンバーになったこともあり、新たに研修部も担
当させていただくこととなりました。
　これまで、理事として４年間、副会長として４年間の
計８年間役員をさせていただきましたが、その間、「土
地家屋調査士」制度の充実と発展を願ってひたすら会
務に取り組んできたつもりです。
　今期からは、担当部門が増えたことにより責任は重く
なりましたが、より柔軟に部の垣根を越えた会務がで
きるのではないかという気持ちで、重責をこなしていき
たいと考えております。
　従来型業務は、オンライン等情報化社会によりこれ
から間違いなく縮小していくと思います。厳しい時代に
競争力をつけるためにも我々土地家屋調査士は筆界に
関する専門能力保持者であると国民に認識されるよう
な武器を身に着ける必要があります。
　全ての「土地家屋調査士」が筆界に関する高い専門
能力を身に着けるためにも、会としては質の高い研修を
企画していくつもりですが、これには会員の皆様が参
加されなければ意味がありません。
　また、長年役員をさせていただいて感じることが、会
員と役員との温度差です。
　連合会をはじめ、全国の役員は「土地家屋調査士」
の地位向上のために、日々会務に取り組んでおります。
しかし、地位向上のためには、会員個々の意識改革も
必要だと感じています。それには、まず身だしなみも重
要なのではないでしょうか。
　例えば、会則第87条には品位保持等の規程がありま
すが、現場作業をするわけでもないのに、作業服でお
客さんや役所との打合せを行っている会員も少なくあり
ません。会則第102条には業務を行う際には徽章の着
用が義務付けられておりますので、少なくとも現場作業
以外はジャケットの着用が必要なのではないでしょう
か。任期中には何とかこの温度差が少なくなるよう、し
っかりと潤滑油として、みなさまに熱い思いを伝達して
いくよう努めたいと考えています。
　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。

企画社会事業部・研修部担当　副会長

古尾　圭一
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　松阪支部長１期，本会理事３期の折会員皆様には
大変お世話になり，ありがとうございました。今後
とも宜しくお願い申し上げます。
　かけだしの昭和51年補助者の頃，師匠先生は「濵
田君よ何事も先人よりほんの少し上を目指せ，公図
作成者と話をした事があるとか，子供は親より少し
上になれ」と話されたのを思い出しています。
　当時の例えば分筆登記は単に新たな登記簿用紙を
備え付ける感覚が主流であり，現在のように筆界点
の測地成果2011利用などまったく想像することすら
できませんでした。支局の公図に至っては数値デー
タに拠るものを見かけたことはありませんでした。
　ＧＰＳ主流からからＧＮＳＳに変わり，本年は
「みちびき２号機」が打ち上げに成功し年内に４号
機まで飛ばすと新聞が報じています。初号機打ち上
げが平成22年であり２号機まで７年も要しています。
七機体制になれば必ず激変すると思っています。
　インターネットが世界を変革させたように，誰も
が境界標にスマホを置けば誤差10ミリの位置情報が
入手できると妄想しています。長時間スタティック
と同精度が瞬時です。そうなると，測地成果を記載
した公図は全てやり直しまたは14条４への格下げも
止むを得ないと思っています。
　そもそも測地成果記載の公図の中には当時の平板
測量成果を始め日本測地系から変換パラメーターを
利用したものとか，14条地図と言っても玉石混交状
態と理解しています。
　誰もが安易にどこでも同一高精度で衛星情報の取
得が目前であり，これを千載一遇商機のチャンスと
して捉えるか，皆様いかがでしょうか。

広報厚生部担当　副会長

濵田　眞行

ごあいさつ
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　先の定時総会でご要望頂きました職印台紙の販売
単位の変更及び退会時の職印台紙の買取請求につき
ましては、検討・協議を行っております。
　同じく総会時にご要望頂きました「法定相続情報
証明制度」の研修につきましては、研修部主催によ
り桑員支部の協力のもと、６月17日に臨時ビデオ研
修会を迅速に行うことができましたことをご報告さ
せて頂きます。
　また、定時総会時には、多数の貴重なご意見・ご
要望を頂戴致しましたことをこの場をお借りしてお
礼申し上げます。
　これからも、是非、より良いご意見・ご要望等、
会員の皆様には、ご協力を賜り、本会運営推進に活
かしてまいりたいと考えております。
　以上をもちまして、総務財務部から皆様へのご報
告とご挨拶とさせて頂きます。

　残暑の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し
上げます。
　平成29年度より、企画社会事業部長を務めさせて
いただくことになりました、松阪支部の吉村と申し
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
　昨年度までは、伊藤友洋企画社会事業部長の下、
社会事業副部長をさせていただきましたが、１期目
で分からない事ばかりでした。今期からは部長の役
職につき、より一層責任ある立場となり緊張してお
りますが、担当の古尾圭一副会長の下、一所懸命部
長職を務めさせて頂きたいと思います。
　まず、企画社会事業部の事業計画で毎月２回の無
料登記相談会を実施しておりますが、津支部、鈴鹿
支部、松阪支部の会員の皆様のご協力を頂き開催し
ていますことをお礼申し上げます。また、各種資料
の情報収集につきましても、各支部のご協力を頂き
誠にありがとうございます。引き続き今年度もご協
力を賜りますようお願い申し上げます。
　ではここで、企画社会事業部のメンバーを御紹介
させて頂きます。まず、企画副部長には四日市支部

　平成29年度より、２期目の総務財務部の配属とな
り、今期より総務財務部長を務めさせて頂くことに
なりました、松阪支部の西出郷志と申します。
　どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。
　今年度から総務財務部は、担当副会長に廣瀬良平
さん（四日市支部）、総務財務部長に私（松阪支
部）、総務副部長に藤波徹さん（伊勢支部）、財務
副部長に村木大真さん（桑員支部）、部員に野田秀
敏さん（津支部）の５名で会務を執り行ってまいり
ます。
　総務財務部一丸となって、会務に励んでまいりた
いと考えておりますので、皆様のご支援・ご協力・
ご理解の程、どうぞよろしくお願い致します。
　さて、総務財務部の今年度の事業計画は先の定時
総会にて、ご承認頂いておりますので、ご承知のこ
ととは存じますが、いくつか少しご紹介させて頂き
ます。
　各種規則等の見直しとして、まず職務上請求取扱
管理規程の一部を改正したいと考えており、現在、
部会で慎重に協議を重ねているところでございます。
　会則（会費）第82条第１項の別紙「入会金及び会
費に関する規程」の改正を視野に置いており、今後
検討・協議予定としております。
　毎年１月末日が提出期限の「年計表」「職印台紙
在庫枚数報告書」「戸籍謄本等職務上請求書使用
簿」の提出・管理等の強化につきましては、現在検
討・協議中でございます。
　引き続き、電子化事業の推進により、各種文書の
メール配信での一本化等による経費削減にも、努め
てまいりたいと考えております。
　他にも電子化による経費削減や会員の利便性向上
に寄与できる事項の検討・協議も行っているところ
です。

総務財務部　部長

西 出 　 郷 志

部会だより
sectional meeting

企画社会事業部　部長

吉 村 　 工
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の林誠治さん、社会事業副部長には伊賀支部の川合
映水さん、新部員としまして津支部の廣森貫氏さん
と伊勢支部の中島万琴さん。引き続き当部に残り活
動してくださる部員１名と、新風を巻き起こすであ
ろう頼もしい部員３名のメンバー構成となりました。
一致団結して活動してまいりたいと思いますので、
ご支援ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
　さて、今年度の企画社会事業部の事業計画として
下記項目を予定しております。

【企画部門】
１、津地方法務局との連携
２、数値資料センターの運営及び境界鑑定につい

ての研究並びに中部地籍研究会との連携
３、各種資料の情報収集及び活用についての研究
４、土地家屋調査士を取り巻く環境変化への対応

【社会事業部門】
１、境界問題相談センターみえの活用
２、社会貢献（災害対策・空家問題等）への取り

組み
３、無料登記相談会の継続実施
４、公共嘱託登記土地家屋調査士協会との連携
５、14条地図作成に関する啓発
６、他会のシンポジウム等への参加

　以上、事業計画は目白押しですが、土地家屋調査
士を取り巻く環境が急速に変化していく中、その対
応をしていかなくてはなりません。特に『ＡＤＲと
筆界特定』や『空き家問題』等中部ブロック協議会
の業務担当者会議での重要事項となっている課題も
あります。
　部員の協力の下、一つ一つ着実に取り組んでいき
たいと思いますので、会員の皆様のご協力を賜りた
くよろしくお願いいたします。

　残暑お見舞い申し上げます。
今年度から２年間研修部長を務めます、津支部の
五百野（イホノ）正樹と申します。どうぞよろしく

お願いします。
　研修部は、担当副会長の古尾圭一さん、副部長の
前田佳昭さん（鈴鹿支部）、福田幸之助さん（伊賀
支部）、太田道秀さん（四日市支部）、浅田洋人さ
ん（桑員支部）というメンバーで構成されています。
私は、平成27年、28年と研修部員として努めており
ました。その経験もあり少しは上手くこなせるだろ
うとの思いを持っておりましたが、この数カ月間の
会務の中で、淡い期待ははかなく消え、予想以上に
疲れております。立場が違うとこんなに見る世界が
違うのか、と痛感しておりますが、引き受けた以上
あとには引けません。研修部メンバーと共に、この
２年間三重会の発展に貢献できるよう一歩ずつ進め
て参る所存ですので皆様のご支援とご協力のほどお
願い致します。
　さて、研修部の今年度の事業計画について、抜粋
して紹介したいと思います。
○定例研修会、ビデオ研修会の開催
　　年４回の定例研修会を計画します。「研修会の

テーマをどうするか。」毎回頭を悩ませており
ます。既にご存知だと思いますが連合会ホーム
ページ土地家屋調査士検索においてCPDポイン
トの情報公開が行われ、これは研修会に直結し
ております。少しでも会員の皆様が興味を持つ
内容で出席しやすい環境づくりに努められるよ
う、部員一同闊達な意見を出し合い研修会を開
催いたします。

○新人研修会の開催
　　中部ブロック新人研修にも関与致しますが、や

はり三重会の新人研修をどのように開催するか。
限られた時間内で効果的なものは何なのか、をし
っかり検討し新人の方の将来の一助になれるよう
なカリキュラム構成（座学・立会い・基準点を含
む測量）を考えます。

○他会の研修会への参加と研鑽
　　他会にて開かれる研修会等へ積極的に参加し、

他会との情報の共有や、部員との交流を図ってい
きたいと思います。

　最後に、土地家屋調査士法等による研修や研鑽義
務もございますが、土地家屋調査士として学びたい
法令や覚えたい技術があることは同じだと考えてい

研修部　部長

五百野　正樹
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ます。ただその内容や時期については各自個人差も
あり、習得したいものが一致するわけではございま
せん。少しでもこれらのギャップを埋めることので
きる研修会を開催できるよう研修部のテーマとして
努めたいと思います。会員の皆様、今後どのような
研修を受けてみたいか等のご意見・ご提案がありま
したら、些細なことでも結構ですので遠慮なくお聞
かせ頂ければと思います。今後ともご理解とご協力
をよろしくお願いいたします。

　今年度から２年間広報厚生部長を務めさせて頂き
ます、松阪支部の山本幸司と申します。よろしくお
願いいたします。
　前２年間は同部員として働いてきましたが、とに
かく忙しい部であると思っていたのと同時にやりが
いのある部であると感じていました。
　当部は、担当の濵田眞行副会長、私、広報副部長
に境幸一理事（伊勢支部）、厚生副部長に岡本博人
理事（四日市支部）、部員に竹内寛理事（鈴鹿支
部）、北村綾子理事（紀北支部）というメンバーで
活動していきます。
　今年度スタートの広報活動として７月31日「土地
家屋調査士の日」イベントである「第８回全国一斉
不動産表示登記無料相談会」（７月29日開催）の広
報活動を各メディアと津市内の自治会回覧板でのチ
ラシ回覧にて行いました。同時に来場促進のイベン
トも行いました。
　出前授業については、今年度も引き続き精力的に
行っていきたいと思います。また、既存の手法だけ
ではなく、新たな方法（例えば普通課高校へのアプ
ローチ等）も視野にいれ、考えていきたいと思って
います。
　会報「ボーダー」については、従来通りお盆とお
正月に会員のみなさんに届くよう作成していきます。
みなさんの身近で起こった些細な出来事や特別な事
でなくても楽しんでいる趣味等なんでも結構ですの
で、寄稿お願いいたします。自薦・他薦を問いませ
ん、こんな面白い人がいるよとか教えて頂けると大

変ありがたいです。
　広報グッズについても、「測っ虎（はかっと
ら）」を使ったティッシュやうちわが好評で松阪支
局では度々補充しています。他にも制度広報に有効
なものを検討していきます。
　厚生事業として恒例の会長杯親睦ゴルフ大会を８
月27日に開催いたします。会場は日調連ゴルフ大会
開催コース（９月11日）である名門「近鉄賢島カン
ツリークラブ」で行います。たくさんの会員の参加
が見込まれています。
　色々と申しましたが、みんなの思いはひとつ「土
地家屋調査士」という名を少しでも世の中に認知し
てもらうことです。そのために一生懸命努力してい
きますので、ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願いい
たします。

広報厚生部　部長

山 本 　 幸 司
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きることは楽しみの一つです。が、支部の事業には
着手できていない状況です。なので特に問題もない
のですが、目下一番の懸念材料は行事のたびに挨拶
しなければならない事でしょうか。
　平成17年に開業し、早いもので13年目に突入致し
ました。何も特筆すべきことのないような自分です
が、ありがたいことに支部長に選出された際にも反
対はなく（表面的にかもしれませんが）、また事あ
るごとに諸先輩方から「好きな様にやれば良い」と
のお言葉を頂いたりします。支部の活動として会員
研修もしなければならないとは思いますが、本会研
修会が年に4回あり、その合間に公嘱の研修会があ
ったりしますので、支部の研修会を実施するハード
ルが結構高めかなと思います。
　四日市支部は、現在総勢57名と県内１の会員数で
す。年齢・業務年数も本当に幅広い為、事業の企画
をするにしても会員全員に満足して頂くことは難し
いことだと思いますが、まずは継続の事業として、
法務局四日市支局との打合せ会・忘年会・司法書士
会との合同新年会を軸として、近年、忘年会・新年
会以外の親睦事業が開催されなくなってしまいまし
たので、先に書きました「お墨付き（？）」もある
ことですし、親睦事業メインでなるべくたくさんの
会員に参加頂けるような企画をしていきたいと思い
ます。
　至らぬ私ですが、優秀な支部役員の方々の協力を
頂き、任期を全うしたいと思いますので、今後とも
宜しくお願い致します。
　

　本年度より鈴鹿支部長をすることになりました北
嶋紀和です。よろしくお願いいたします。
　現在鈴鹿支部は４月に新入会員が加わり総勢22名
となります。支部の活動としましては鈴鹿市主催の
市民無料相談に土地家屋調査士部門として毎月１名、
当支部会員が担当して実施しています。又、本年度
より本会の無料登記相談会にも相談担当役員の負担
軽減のため鈴鹿支部から５名、協力をさせていただ
きます。現時点ではこのくらいの活動です。引き続

　桑員支部長をさせていただきます伊藤巧です。よ
ろしくお願いします。
　６月２日に支部研修会を「法定相続情報証明制度
新設」について行いました。講師は水谷公孝さんに
していただき、制度創設から施行まで詳細に解説し
ていただきました。
　多くの支部会員が出席されたなか、本会研修のビ
デオ撮影のため、かなり狭い思いをさせましたが、
研修内容はとても充実しており、今後この制度を積
極的に利用し発展していくことを期待します。後日
開催された本会ビデオ研修も好評で、事務局からＤ
ＶＤの貸し出しなども行われていますので、受講さ
れなかった方は是非ともご覧ください。
　次に桑員フェニックス・ソフトボールの活動です
が、数年前に四日市支部の林投手に完封負けをくら
って以来、超打撃不振・集団スランプが続き、今春
の桑名市民大会もいいところなく初戦敗退しました。
秋の青年司法書士会主催の大会までに、鷲野監督の
もとチーム再建し、再び本会事務所に表彰状を掲げ
たいです。
　今後の予定としまして、ボーリング大会、法務局
との打合せ会、恒例の新年会などを、司法書士会桑
員支部と合同で活動していく計画です。

　平成29年度より四日市支部長という身に余る大役
を仰せつかりました、佐治武志です。
　支部長に就任して４ヵ月が経過致しました。支部
長としての仕事としては支部長会や合同役員会があ
りました。本会に出かける機会が増えることで、今
まで接する機会がなかった他支部の先生方と交流で

桑員支部　支部長

伊 藤  　 巧

四日市支部　支部長

佐 治 　 武 志

支部だより
branch office

鈴鹿支部　支部長

北 嶋 　 紀 和
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き支部活動を有意義なものにしてきたいと思います。
さて、どんな仕事でもストレスは付き物ですが、こ
の仕事は特にストレスを感じる仕事であると思って
いるのは私だけではないと思います。個人の財産に
係わる責任、隣接者等からの無理難題のご意見、仕
事の期限等々。
　私は、この仕事のストレスを解消するため、週末
はよく鈴鹿山脈の渓流へ釣りに向かいます。そこに
は日常の空間とは全く違う世界があり、大袈裟なこ
とを言いますと無になれる空間が存在しています。
渓流魚を釣りたいという意もさることながら、そこ
には広大なスケールの神秘的な世界が待ち構えてお
り、そこで吸収する新しい感覚は私にすばらしい感
性やエネルギーを与えてくれます。そのため、日々
の業務に疲れると自然と渓流の方へ足がむかいます。
　人里離れた谷の源流で大自然や様々な野生動植物
と触れながら清らかな渓を歩き、たったひとり静か
に釣り糸を見つめ、ただひたすら渓魚との出逢いを
待つ。そして釣りあがった渓魚をその場で食すると
いう現実離れした世界に今は夢中になっています。
　渓流釣りは歩く釣りです。ひたすら歩きながら渓
流釣りは人生そのものだなぁと考えることがありま
す。

　一本の谷がいくつにも枝分かれして進む道も様々
であり、大岩が軋み歩きづらい場所もあれば平坦な
場所もある。足下を見つめて歩かねば己の体を傷つ
ける事となる。そして苦労して滝を巻けば素晴らし
い風景が待ち構えている。それを加味しながら源流
という最終点を目指して歩き続ける。人が生きる中
で山があり、谷があり、常に自分の足下を見直しな
がら歩いてゆく。おおきな山場を越えたときに感じ
る素晴らしい喜びがある。それが渓歩きに重ねて見
え、人生そのものだと感じています。
　ストレス解消法は人それぞれあると思います。私

は、鈴鹿の川でそれを洗い流し、また溜まってきた
ら渓へ向かうことにしています。

　本年度より、津支部長を務めさせていただく事と
なりました大呑です。
　私に支部長が務まるか疑問ですが、会員の皆様に
は迷惑をかけないように精一杯頑張りたいと思いま
す。
　今回、広報部より会報誌BORDERへの執筆依頼
が届きましたが、文才のない私には何をどう書いた
ら良いか悩んでいたところ、前橋久和会員が法務大
臣表彰を受賞されたと報告を受けました。
　前橋会員が永年にわたり土地家屋調査士として努
力・活躍された結果ではありますが、津支部会員か
ら12年ぶりの受賞者で、嬉しい話題となりました。
　支部活動としては６月15日、津リージョンプラザ
第２会議室に於きまして津地方法務局より、お二人
の登記官にご臨席いただき、表示の登記に関する実
務検討会を行いました。他支部の会員も参加され、
充実した研修会を開催する事が出来ました。
　他にも14条地図作成、地籍調査業務と、津支部会
員だけでは対処し切れていないため、他支部からも
協力・応援をいただきながら作業を行っています。
　このような状況に、大変さを感じていますが、ど
うにか支部長職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。

　長きにわたり本会会長を務められ、在任中いかん
なく指導力を発揮され、若しくは発揮なされ、本会
の発展にご尽力いただきました神戸名誉会長、お疲
れ様でした。心より感謝申し上げます。
　また、副会長職を長きにわたり務めていただき、
名補佐役として惜しみなくご尽力いただきました永
井相談役、川井相談役のお二方にも心より感謝申し
上げます。長いことお疲れ様でした。

津支部　支部長

大 呑 　 邦 彦

伊賀支部　支部長

牛 田 　 隆 義
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　連合会理事として、縦横無尽に活躍してください
ました上杉女史にも感謝感謝であります。
　連合会報の編集後記は楽しみでありました。毎号
すてきな『季節』を届けていただき、いつもいつも
こころをゆたかにさせてくれました。たいへんお疲
れ様でした。
　退任された他の理事の皆様もお疲れ様でした。
　どなたも私が本会理事のとき、ともに汗した仲間
であり感慨ひとしおであります。
　というわけで、本年度は本会の役員改選の年で、
新役員のもと新しい船出となりました。
　新役員の皆様にはお世話かけますが、この多様な
時代、柔軟な思考で進路を拓いていただくことを期
待しております。
　先日、支部長会・合同役員会が開催され懇親会を
終えての帰路、津駅での待ち時間も短く電車がホー
ムに、ラッキーついでに座席もしっかりゲット。機
嫌よく某Ｋ理事とほろ酔い談義。電車に揺られなが
らほろ談続行中、突然酔いも醒めるまさかの『伊勢
神宮へは……　』と、親切丁寧ながら、さりげなく
冷酷な車掌アナウンスが。全身の機能がフリーズ。
予想だにしない緊急事態の発生していることがよう
やく理解できました。まいりました。伊勢中川駅で
の乗換に気づかず、松阪駅を通り越し伊勢市駅に。
事態をこれ以上悪化させてはならじと、打開策を打
つためすぐさま向かいのホームへ行ったんですが、
上り電車の連絡が悪く、『乗り過ごした奴のための
連絡は普通考えてないやろ～』と一人突っ込みなど
入れながら、待つこと30分。
　結果、津からまさかまさかの３時間の長旅となり
帰還。斯くして支部長デビュー戦、波乱の幕開けと
なりました。
　申し遅れましたが、本年度から伊賀支部長を務め
ます牛田隆義です。微力ながら、与えられた任期、
精一杯気張りたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

　本年度より松阪支部長を引受けることとなりまし

た薗部和宏です。平成10年開業以来、早いもので20
年目となり25才で開業して44才となりました。
　諸先輩、仲間にいろいろお世話になり何だかんだ
楽しい調査士人生を送らせていただいてます。まず、
支部長になっての感想ですがいろいろやる事があっ
て大変だなと、如何に今まで好き勝手してきたか痛
感している次第です、、、。
　そろそろ何かお役に立たねばという年齢にもなっ
てきたかと思います。開業した頃を思い出しますと、
支部会員は50名近くいて諸先輩方はとても貫禄があ
り、景気もよく勢いがあったように思います。中卒
で職人など多数の職を経てから開業した自分にとっ
てはエライ世界に入ってしまったとビビっていた事
を懐かしく思い出します。現在の支部会員は36名と
人数も減り寂しい感じが否めませんし、20年たった
現在でも自分より年下は５人しかおらず、同級生１
人､年上が29人とこの現実に愕然としている次第で
す。若手が土地家屋調査士になりたいと思わない職
業になっていることが原因なのか、若者が少ないの
か第２次ベビーブームで生まれた私にはよく分かり
ませんが寂しい感じは否めません。と支部長になっ
た早々愚痴ばっかり話していても仕方ありませんの
で今後の支部活動について､個人的にしていきたい
なと思う事を伝えたいと思います。
　まず､支部会員の交流の一環としてソフトボール
チームを作りたいと考えます。毎年、祇園祭りに協
賛していますが、他の協賛していない氏郷まつりや
初午さん等、色々と協賛し、出来れば祇園まつりで
はブース等を作って他士業と合同とかにして土地家
屋調査士をアピール出来たらいいなと思います。そ
れと夜の勉強会も増やしたいと思います。支部長に
なったばかりで、特にまだ支部についてご報告でき
る事はございませんし、個人的な感想文となってし
まいましたが､皆さん１期２年間協力のほどよろし
くお願い致します。

　
　今年度より伊勢支部長を務めさせていただく鈴木
勝吉（すずきまさよし）と申します。

松阪支部　支部長

薗 部 　 和 宏

伊勢支部　支部長

鈴 木 　 勝 吉
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　はからずも栁原真吾前支部長から続貂の栄にあず
かりまして、正直未だに戸惑っておりますが、支部
長として頑張る所存でございますので、支部会員の
みならず皆様のご協力を賜りたくお願い申し上げま
す。
　堅い挨拶はこれくらいで、私の地元名物について
少しお話をさせていただきます。皆さんは“伊勢う
どん”なるものを食されたことは有りますか。全国
各地よりお伊勢さんにお参りに来られた旅人の疲労
を考慮し、消化が良くなるように麺が柔らかいとい
う特徴を持つと言われてます。（諸説有）
　さてこの“伊勢うどん”ですが、我々伊勢っ子に
とっては離乳食でもあった代物です。また、昔から
“伊勢うどん”という呼称があった訳ではなく、い
わゆる“素うどん”もしくは“並うどん”が“伊勢
うどん”、讃岐うどんのように出汁に満たされてい
るものを“かけうどん”と呼んでおりました。それ
が、いつの頃からか“伊勢うどん”という呼称が一
般的になり、うどん店等に“伊勢うどん”と書かれ
た幟旗が立つようになってます。一説によれば永六
輔氏がメディアにおいて紹介したことがきっかけだ
ったとか…。
　この伊勢っ子のソウルフード“伊勢うどん”を食
しに伊勢に来てくださいね。

　友人に誘われて何気なく始めた西国三十三所巡り
も、いよいよ佳境に入って来ました。
　５月中旬、小雨が降る中、早朝、紀伊長島を友人
夫妻と出発しました。先ずは京都府舞鶴市にある
二十九番札所松尾寺へと向かい次に天橋立が一望で
きる京都府宮津市にある二十八番札所成相寺へ、そ
れから一気に兵庫県へ向かい加東市にある二十五番
札所播州清水寺、加西市の二十六番札所一乗寺から
姫路市のホテルで1泊しました。ここまで紀伊長島
から約500㎞の走行距離、友人一人の運転！
　翌朝、雨は上がり姫路城見物に行こうとしたもの
の、イベントと重なり渋滞の為に断念し車中から、
お色直しした姫路城をながめただけでした。

姫路市を一望しながらロープウェイに４分間程乗る
と、二十七番札所書写山圓教寺に着きました。西国
三十三所のうち最大規模の寺院で「西の比叡山」と
呼ばれています。因みにハリウッド映画『ラストサ
ムライ』のロケ地だったそうです。そして姫路市か
ら宝塚市に向かい阪急の駅から程近い二十四番札所
中山寺を訪れました。「安産の寺」として名高く安
産を祈る人々が全国から腹帯を戴きに来るだけあっ
て、大盛況でした。
　一番驚いたのは、境内の中にエスカレーターやエ
レベーターがあった事です。これまで訪れた寺の中
で、一番繁盛している印象が残っています。
　西国三十三所観音霊場のおまつりしてある場所は、
３分の１が山の頂上付近にあり、３分の１は谷間に
あり、あとの３分の１は里や町中にあります。
　各霊場で般若心経、観音経等をおとなえすると、
「何もくよくよ悩むことはないですよ」と観音様は
応えてくださるようですが、まだまだ未熟者の私は
その境地に至っておりません。これからも観音様の
三十三所巡りで願いを聞き入れて頂き救われる事が
出来ればと思います。
　今回は１泊２日880kmの走行距離の旅でした。

　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・社会福祉労務士会の５士会合同による無料法律
相談会に、今年も参加させていただく予定をしてい
ます。
　毎年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
ただいています。
　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、去年行った似顔絵コーナー等の催しもの
を考え、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。

紀北支部　副支部長

伊 藤 　 智 夫

熊野支部　支部長

下 岡 　 常 也
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り巻く今後の環境の変化を考えるとき、土地家屋調
査士制度を守れるのは我々土地家屋調査士であり、
一人ひとりが参加・結集することこそが、政治を動
かす源であることをご理解いただき、三重県土地家
屋調査士会で政治連盟に未入会の会員におかれまし
ては、ぜひとも入会をお願いするものであります。
　また、当政治連盟会員の皆様には、今後とも政治
連盟活動へのより一層のご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。

　残暑お見舞い申し上げます。
　会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこと
とお慶び申し上げます。
　また、日頃から政治連盟の活動にご理解とご協力
を賜り、紙面上ではございますが、厚く御礼を申し
上げます。
　「残暑お見舞い」と冒頭に書きましたが、この原
稿は７月２日の東京都都議選の推移をテレビで見な
がら書いております。途中経過ですが、自民党が大
敗の模様です。国政には直接の影響はないでしょう
が、安倍政権批判の動きが活発になり、政治が、ひ
いては経済が不安定になるのではないかと懸念しま
す。
　このような中、政治連盟は何時、何処に向かって
発信し、活動すべきなのでしょうか。我々政治連盟
は、我々の身に直にかかわる土地家屋調査士制度の
充実と発展に向けた政策と予算の実現のため、いわ
ば「土地家屋調査士党」の立場からその目的を実現
しようとする団体であって、特定の政党や政治家を
応援するための政治団体ではありません。
　現在、自由民主党土地家屋調査士制度改革推進議
員連盟、民進党土地家屋調査士制度改革推進議員連
盟、公明党土地家屋調査士制度の改革・振興議員懇
話会と、３つの国会議員連盟が組織され、約270名
の議員に土地家屋調査士制度の充実と発展・地位向
上のためご尽力をいただいており、土地家屋調査士
政治連盟は、これらの組織に向けて全調政連や他の
単調政連と共に、働きかける活動をしております。
また、県政・市町政に対しても、我々の力となって
くれる組織・議員等を見極め、この目的の実現のた
め、より積極的な活動を継続していく必要があると
考えております。
　ただ、政治連盟の活動は結果がすぐに形として表
われにくい面はありますが、活動の結果得られた成
果は、等しく会員である土地家屋調査士個人に還元
されます。今の少子高齢化や都市と地方の格差など
根本的な問題を抱えている日本において、我々を取

三重県土地家屋調査士政治連盟

会長　　島 　 庄 平
政連だより

political
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駐車スペースがない為、来所される社員の方には御
不便をおかけすることになるかと思いますが、何と
ぞ御容赦をくださいますようお願い申し上げます。

　最後に中部ブロック公共嘱託登記土地家屋調査士
協会連絡協議会（中嘱連）定時総会について御連絡
をさせていただきたいと思います。
　総会の会場は、中部ブロック６県での持ち回りと
なっており、本年は富山県にて開催され、来年は三
重県が当番県となっております。サミットが行われ
た『 伊勢 志摩 』で開催をと言う声も多くあったの
で、伊勢区域理事の尽力により、平成30年６月15日
（金）・16日（土）にホテル志摩スペイン村で開催
する運びとなっております。
　例年、２日目に研修として基調講演が行われてお
りますので、研修会の詳細が決まり次第、ご案内さ
せていただきます。

　会員ならびに社員の皆様には、常日頃から協会の
活動に対し多大な御協力と御指導をいただき、心よ
り御礼申し上げます。

　昨年８月の定時総会において、門脇康博理事長の
新体制となり、１年が過ぎようとしております。常
日頃より、社員の皆様に少しでもお役にたっている
と感じていただける協会であるべく、理事長をはじ
めとした19名の理事・２名の監事・３名の事務局職
員の力を一丸にし、務めさせていただいております
ので、これからもどうぞ宜しくお願いします。
　昨年度は、思いがけずボリュームのある14条地図
作成作業・地籍調査事業の業務委託がいただけた為、
津区域の社員ならびに他区域より応援に入っていた
だいた社員の方々には多大な御苦労をおかけしたこ
とと思いますが、無事に業務を完了していただいた
皆様の御厚意に協会一同深謝しております。
　本年度も引き続いての業務委託が見込まれており
ますので、皆様の貴重なお力を御貸しくださいます
よう、宜しくお願いします。

　本年度は、協会事務所が定期借地権の期間満了に
より、津市鳥居町19番地８から津市西丸之内21番19
号丸の内ジャスティス２階へ事務所移転することが、
専らの事案となっております。
　理事会においては、文書保存管理規程の制定や会
館管理規程の改定等の事務的な手続きをはじめ、新
事務所の内装工事、現事務所の建物等取壊し工事等
の準備などについて、随時決議を行い、一歩一歩進
めていっている次第です。
　引越し時期につきましては、お盆すぎから少しず
つ荷物の運び出しを始め、８月21日より正式に新事
務所にて始動する予定です。津市役所や津地方法務
局にお越しの際、お手隙の御時間がございましたら、
是非新事務所の方へお立ち寄りください。
　駐車場につきましては、近隣の駐車場を５台分借
りることになっておりますが、今までのような広い

公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

副理事長  田 中 　 孝 治
公嘱だより

public



BORDER 16

　平成29年６月20日（火）・21日（水）東京ドーム
ホテルに於いて定時総会が開催され，三重会からは
正副会長と法務大臣表彰状授与者の前橋久和会員が
出席しました。
　任期満了に伴う役員改選の選挙に於いて，愛媛会
の岡田さんが東京会の國吉さんを13票差で破り当選
されています。
　本年度も単位会の財政面における自立機能の確保
として，13単位会に対して助成金が支払われます。
当会は該当しませんが，当会より低い会費の単位会
もあります。

　懇親会に於いては，金田勝年法務大臣からお言葉
を頂戴しています。国会答弁とは異なる話に感激し
てしまいました。
　帰りの新幹線は大雨の影響により全く動きません。
３時間遅れの発車しそうな，のぞみに立席覚悟で乗
り込んだところ，「調査士さん」と呼び止められま
した。なんと，和歌山会会長ご一行でした。背広の
会標とゼロ宣言ピンバッジを見てのことでした。運
良く動き出した列車はミニ懇親会に変貌しました。

　広報用うちわを持参して多数のカメラに写り込む
様にしました。

副会長 濵 田 　 眞 行

連合会第74回定時総会のご報告報
告

林前日調連会長挨拶

歓談中の金田法務大臣と池畑会長

金田法務大臣と池畑会長

前橋会員

連合会デビューの測っ虎
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　休憩をはさんで、来賓の名古屋法務局長の小栗健
一様からご祝辞をいただき、表彰式がありました。
　三重会からは檮原久生会員（伊勢支部）、古池一
陽会員（桑員支部）、渡邉泉会員（四日市支部）、
乾守見会員（伊勢支部）が名古屋法務局長表彰を受
賞されました。
　おめでとうございました。
　最後に懇親会があり、和やかに宴が執り行われま
した。他会の理事の方々と親睦を図ることができま
した。
　以上、中部ブロック協議会平成29年度定時総会の
ご報告とさせて頂きます。

　７月７日（金）午後２時から東京第一ホテル錦
（名古屋市中区錦）において開催された中部ブロッ
ク協議会平成29年度定時総会に出席してきました。
冒頭、担当会の愛知会の近藤副会長から開会案内が
あり、中部ブロック協議会茶谷和裕会長の挨拶に始
まり、議事に移りました。
　三重会からは、神戸照男名誉会長から継続事業と
して測量・受験専門学校との連携及び、重点活動と
して開業ガイダンスについて、上杉和子前連合会広
報部次長からは制度広報活動について、其々の事業
活動報告をして頂きました。

　続いて、審議事項においては、神戸照男名誉会長
から日調連親睦ゴルフ三重大会の開催について、山
本幸司広報厚生部長から測量・受験専門学校との連
携について、五百野正樹研修部長から測量実務研修
の実施についての説明があり、全て可決承認されま
した。

企画社会事業部 吉 村 　 　 工

中部ブロック協議会　平成29年度定時総会報
告
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　７月８日総会の翌日、平成29年度第１回中部ブロ
ック研修担当者会議に三重会研修部長として参加致
しました。
　昨年は複数で出席しましたが、今回は私一人での
会議出席で立場も違うため少々不安な気持ちもあり
ました。が、愛知会の研修担当副会長の服部さんが
三重の津市出身で同郷のよしみで打ち解けることが
でき心強く助かりました。
　会議のテーマは、今年度の新人研修の講義、人員、
スケジュールの調整、新人実務研修について話し合
い担当会と役割を決めました。
　最後に研修会への取り組みについて他会の現状、
問題点を聞きましたが、やはりどの担当者も、研修
内容をどうするかに頭を悩ませていたようです。そ
の中において、岐阜会のしくみと取り組みが中部ブ
ロック６県の中で抜きんでているのを感じました。
継続した方針とそこに予算と時間をかけ、地道に研
修してきたことが今実を結んでいるのではないかと
思います。（ちなみに研修会出席率は８～９割程と
の報告です。我々の三重会の研修出席率は４割程で
す。）

研修部 五 百 野 　 正 樹

中部ブロック協議会　研修部担当者会議報
告

　今年６月から連合会のホームページ上でCPDポ
イントも公開されています。
　出来ることは限られていますがこれを機に「もう
少し出席率をあげられるような研修を企画し、また
研修のしくみを創っていかなければならないな！」
と考える機会となりました。
　あわせて会員の皆様のご協力もお願いいたします。

担当者会議風景
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　平成29年７月27日木曜日プラトンホテル四日市で
行われました平成29年度第61回東日本高等学校土木
教育研究会総会に三重県土地家屋調査士会として広
報厚生部山本部長と参加させていただきました。
　三重会としては初めての参加であり、測器販売会
社、測量CADの会社等の方々と同フロアーで展示
をさせていただきました。
　今回の総会につきましては、工業高校の教員の方
が対象であり、北は北海道から西は三重までの教員
の方が多数参加されておりました。
　展示物にパンフレット、うちわ、ティッシュ、ボ
ールペンをご用意させていただきましたが、教員の
方々はあまり興味を示されませんでした。もっと目
を惹く展示をさせていただく事が今後の課題と思わ
れます。

広報厚生部 岡 本 　 博 人

東日本高等学校土木教育研究会総会に参加して報
告

　その後、懇談会となり、山本部長と四日市中央工
業高校と津工業高校の教員の方々にご挨拶させてい
ただき、昨年させていただいた出前授業の件でお礼
の言葉をいただき、今後も是非お願いしますとのお
言葉をいただきました。

　私は四日市中央工業高校の教員の方とじっくりお
話が出来まして、現役高校生に対する建設会社の求
人が生徒数の４倍程度あり、建設会社は人材確保に
必死であるとの情報をいただきました。建設会社は
少子化による人口減少を危惧し、先ずは人員の確保
が急務であるとの事でした。
　今後、土地家屋調査士業界におきましても、土地
家屋調査士並びに補助者の減少に対して、土地家屋
調査士の積極的な広報活動、補助者の労働条件向上
等色々な課題があると考えさせられた第61回東日本
高等学校土木教育研究会総会でした。

総会の模様 懇談会

展示ブース

高等学校先生との交流

展示ブース

総会の模様
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　平成29年７月29日（土）、「土地家屋調査士の日
イベント」として三重県土地家屋調査士会館にて、
法務局職員の方にもご協力頂き、「第８回全国一斉
不動産表示登記無料登記相談会」を開催いたしまし
た。今年も昨年に引続き「夏休み企画」としまして
親子で楽しめるイベントも同時開催しました。
　本相談会の広報としましては、津市内自治会回覧
板でのチラシ回覧、広報「つ」への掲載、新聞折込
み広告、FM三重での広告等行いました。
　その効果もあり相談会には事前予約16組と当日５
組の来場、合わせて21組の相談がありました。
　イベントはお子様向けの企画で、境界標を的にし

「土地家屋調査士の日」のイベント開催報
告 広報厚生部 山 本 　 幸 司

登記相談の様子 似顔絵コーナー

た輪投げ・土地家屋調査士に関するクイズラリー・
「地面のボタンのなぞ」の掲示を行いましたが、残
念ながらお子様連れの来場者はありませんでした。
似顔絵師による似顔絵プレゼントは来場者の方々に
大変喜んで頂きました。
　ご協力頂きました津地方法務局、片岡則之総括表
示登記専門官、前田雅也表示登記専門官におかれま
しては、休日のところイベントにご協力頂きまして
誠にありがとうございました。企画社会事業部の
方々も１日登記相談お疲れ様でした。
　本年の土地家屋調査士の日イベントも大盛況にて
終了しました。
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～間もなく開催～

第32回日調連親睦ゴルフ三重大会

◆前夜祭 平成29年9月10日（日）　18：30～20：30
会場 ホテル志摩スペイン村（三重県志摩市磯部町坂崎）

◆ゴルフ大会 平成29年9月11日（月）
会場 近鉄賢島カンツリークラブ

　　　　　（三重県志摩市阿児町鵜方3620-5）
伊勢志摩国立公園の美しい海と横山の緑に囲まれ、
リアス式の海岸線を巧みに取り入れたリゾートコース。
「ミズノクラシック」の開催コースにもなっていました。

◆観光コース 平成29年9月11日（月）
方面 サミット会場（志摩観光ホテル）でのランチと

風光明媚な英虞湾クルーズと伊勢神宮内宮

『おいないさ美し国、伊勢志摩へ』
うま くに
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①調査士になる前は何をしていましたか？
②何故調査士になろうと思いましたか？
③調査士になってみてどうですか？
④趣味は何ですか？
⑤自慢できることがあれば教えてください。
⑥調査士としての今後の抱負を聞かせてください。

新新 入入 会会 員員
紹紹 介介

　
　はじめまして、今年１月に三重県土地家屋調査士
会に入会させて頂きました西口勝弘と申します。地
区は桑員支部となります。
　平成24年度の土地家屋調査士試験に合格し、少な
いですが４年間の実務を経験し、スタートラインに
立つことが出来ました。この場をお借りしまして、
援助して頂いた方々に深くお礼申し上げます。
　さて、私が土地家屋調査士と言う職業を知ったの
は、かれこれ７年位前になります。当時建築士試験
を受験した折、関連雑誌に土地家屋調査士試験のガ
イダンスが掲載されており、建築士、測量士補有資
格者は午前中の試験免除となっていたので、飛びつ
きました。慣れない勉強にもめげず、なんとか頑張
って見ようと思いました。また、この時期を大切に
したく、26年間勤めた製造関係の会社を選択定年し、
自由業の世界に足を一歩入れました。
　調査士の諸先輩方の築かれた信頼・実績を汚すこ
となく日々専門家としての知識と技術の研鑚を図っ
てまいります。今後ともご指導いただきますようお
願い申し上げます。

　
　本年２月に大阪会より伊賀支部に転入いたしまし
た竹尾恵児でございます。
　大阪に本拠を置きます土地家屋調査士法人コクド
に在籍しております。当社に営業所を開設すること
となり、赴任することとなりました。
　三重県は、私どもにとって縁のある地でございま
す。法人の役員のひとりに三重県の出身者がおりま
す。伊賀の上野高校の出身と聞いております。また、
私も前職の若いころに伊勢志摩地方の度会町で宮川
の支流の橋梁工事のため、３ヶ月ほどの期間、近く
の民宿でお世話になった経験がございます。
　現場近くの住民の方々に塩茹でにしたモクズガニ
や季節の野菜、山菜などをいつも差し入れていただ
いたことが思い出されます。
　そんな思い出の地でまた仕事ができることをうれ
しく思いますとともに親切にしていただいたご恩に
微力ながら報いることができればしあわせなことだ
と思っております。
　どうぞよろしくお願いいたします。

①主に公共工事の施工管理に従事していました。

②前職で測量経験があったことと、残りの人生

を鑑みて一個人として少しでも社会に恩返し

ができればいいという思いからです。

③技術的にも奥が深く、非常に難しい仕事であ

ることを痛感しています。

④妻と小旅行。

⑤これといってございませんが、学生時代から

の友人が多くいることぐらいです。

⑥出会いをたいせつにして、ひとりでも多くの

人を笑顔にしたいと思っています。

桑員支部

西 口 　 勝 弘
伊賀支部

竹 尾 　 恵 児

アンケートの回答

①建設コンサルタント業、一般機械器具製造業、

配電盤製造業

②個人・自由業であり、全ての責任が自分自身

にあるため。

③②の通り、厳しいですがやりがい100％です。

④街歩き、散策。

⑤歳のせいかもしれませんが、粘り強く、打た

れ強くなったこと？

⑥細く、長く調査士業務を続け、すこしでもお

客様の笑顔が見られたら良いかと思います。

アンケートの回答
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　平成29年入会させていただきました、伊勢支部の
井村斉吉と申します。
　以前、５年くらい昔と去年一年間合わせて４年く
らい測量の仕事をしていました。調査士の経験はあ
りません。
　不安しかありませんが、先輩方に非常に親切に教
えていただき他の仕事の先輩との違いを感じていま
す。
　調査士という素晴らしい仕事を一生懸命に勉強し
一生の仕事として頑張りたいと思います。
　今後ご迷惑をかける事と思いますが、ご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願いいたします。

　
　今年の４月20日に土地家屋調査士の登録をいたし
ました、三杉美仁と申します。
　４月20日の登録後、５月15日に実家にて土地家屋
調査士事務所を開業させていただきました。
　元は、別の地域で会社員として働いていましたが、
実家の都合でUターンで三重県に戻ることとなり、
名古屋にある東海工業専門学校の測量科にて測量実
務を学びながら測量士補の資格を取り、東京法経学
院にて土地家屋調査士受験の勉強をして、去年、無
事に試験に合格を致しました。
　何分未熟者のため、至らない点が多々ございます
が、日々精進をしてまいります。日頃、ご指導をい
ただいている先生方には深く感謝を致しております。
　今後とも、たくさんの先生方よりご指導ご鞭撻の
程頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。①測量の仕事をしていました。

②測量の仕事の中で調査士という仕事が頭にあ

った為です。

③やりがいのある難しい仕事だと思います。

④バイクに乗ってツーリングに行くことです。

⑤特にありません。

⑥他の調査士から認められた仕事をすることで

す。

①東京で、「やる気スイッチ」のCMをしている企

業の本社で、人材開発部の課長をしていました。

②実家の都合で三重県に戻ることになり、就職先

を決める中で色々と考え、以前父（司法書士）

に薦められた事があった土地家屋調査士になろ

うと思いました。

③まだ日が浅いため、己の未熟さを知る毎日です。

④カフェ巡りと温泉に行くことです。

　温泉ソムリエの認定を持っています。

⑤今、仕事を覚える情熱にかけては、誰にも負け

ません！

⑥まずは、生活の安定を目指して頑張ります。

　そのために、正確な成果物の提出、良い口コミ

が発生する技術、態度、知識の向上に努め、高

い実力と良い評判の習得を目指して頑張ります。

伊勢支部

井 村 　 斉 吉
鈴鹿支部

三 杉 　 美 仁

アンケートの回答

アンケートの回答
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　近海カツオの時期になり、刺身好きの私とし
てはうれしい限りです。
　このところカツオが不漁とのことで、数年前
には、ほとんど食べることができず、たまに手
に入っても身が締まってなくておいしくないな、
という年もありました。

　我が家のカツオの食べ方は、刺身、てこね寿
司といったところで、高知のようにカツオのた
たきをすることはありません。カツオのたたき
は、志摩地方では一般的ではないのではと思っ
ていますが、我が家（私、亡父）のように胡椒
をカツオの刺身の薬味として使うのは一般的で
はないということに、先日の支部役員会での会
話で気付かされましたので、ひょっとすると他
家ではカツオのたたきが日常的に食べられてい
るかも知れません。なお、薬味の胡椒は、テー
ブルコショーと言われるものではなく、粒の黒
胡椒を手動の胡椒挽き（ミル）で挽いたもので
す。また私は、たまり醤油をつけるのですが、
他の家族はうす口醤油ですし、どうもこれも一
般的ではないのかも知れません。

◆伊勢支部◆

中山　文博

我
が
家
の「
て
こ
ね
」寿
司

リ
レ
ー
寄
稿

リレー寄稿

広場
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　さて、タイトルの「てこね」ですが、カツオ
の時期になると母がよく作ってくれます。冷凍
カツオを解凍して使ったり、アジなど他の魚を
使うこともあります。一度だけ、アワビのてこ
ねをいただき食べたことがありますが、なんと
贅沢な食べ方をするんだと驚きました。

　てこね（寿司）は、漁師が船上で獲れた魚を
すぐに調理しまとめて醤油に浸け、それを日持
ちがするように酢を打ったご飯と手でこねて食
べたのが始まりとされる志摩の郷土料理です。
　母は、カツオのてこねの作り方を祖母（嫁ぎ
先の姑）から教わりましたが、私が子供の頃は、
祖母のてこねが食べたいと言ったものです。各
家にはその家のてこねの味というものがあるよ
うで、今から思うと、祖母のてこねは、すし飯

がずい分甘かったように思いますが、おいしか
ったです。今では、私の子供たちが、おばあち
ゃんのてこねが食べたいと言い、子供の友人た
ちが他所から遊びに来た際、母がてこねを食べ
させると、またてこねを食べに行きたいと言っ
てくれるものですから、母もてこねの時は自分
の出番と頑張ってくれますが、そのせいか女房
が一向にてこねを作ろうとしないので、我が家
の「てこね」の味が継承されるのか少々心配し
ております。（池畑会長、おまえが自分で作れ
るようになったらええやないか、とは言わない
で下さいね。）

（次号、リレー寄稿のバトンは、熊野支部へ渡ります。よろしくお願いします。）
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　最近話題の将棋の世界ではAIソフトに人間は勝
てなくなってきました。車もIoT（アイオーテ
ィ）により自動運転化が進んでいます。測量の世
界では、ドローンが地形測量をこなし、空では準
天頂衛星が順次打ち上げられGPSからGNSSへと
移行しています。我々の周りでは加速度的にIT化
が進んできています。
　皆さんは如何でしょう？ITに興味のある方は積
極的に取り入れ、業務の効率化を図られているこ
とだと思います。特に、調査業務においてはかな
り役立つツールをインターネット上で利用するこ
とが出来るようになってきました。　私も日頃お
世話になっているツールを今回少し紹介させて頂
きます。

⑴M' zRoom（http://www.n-survey.com）
（釧路の土地家屋調査士さんによる調査士業務支
援ソフトの公開ホームページ）
①Google Map上で世界測地系での座標取得や、

世界測地系での面積確認
・M' zRoomホームページのオンライン地図の

ところの平面直角座標 ⇔ 緯度・経度変換の
下にある「Google Map」をクリックしてく
ださい。

・画面が立ち上がったら上段に県名と住所を打
ち込んで「移動」させ、「航空写真」に切り
替えて、面積を確認したい位置を順次クリッ
クし「面積計算」のボタンを押せば、世界測
地系で求積出来ます。概測面積の確認には十

使
っ
て
ま
す
？ 

Ｉ
Ｔ
ツ
ー
ル

広場

◆四日市支部◆

（詳しい操作方法はHPの画面の一番下の操作説明をご覧ください）
伊藤　義弘
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分実用に耐え得る精度です。
②Street Viewで街区基準点の位置や現地の杭の

事前探索
・同じくオンライン地図のGoogle Mapの文字

の下にあります。
・住所を打ち込み移動させた後、左欄のXY座

標のところに街区基準点の座標を打ち込んで
「計算」ボタンを押し、地図の下欄の「リセ
ット」ボタンを押すとその座標近辺の スト
リートビューの画像が出てきます。後はマウ
スホイールの移動と拡大縮小を使って街区基
準点や周辺に杭が写ってないか確認します。
画像左上の「Googleマップで見る」を押せば
Googleマップにシームレスに入っていけます。

③改訂版93条不動産調査報告書
（登記申請時に添付する調査書のexcel版です。）

・ダウンロード可能でホームページのプログラ
ム欄に詳細なマニュアルがあります。

・印刷される状態をイメージしながら入力出来
て使いやすく、私はずっとお世話になってお
りこの場を借りてお礼を申し上げます。

⑵地図空中写真閲覧サービス
（http://mapps.gsi.go.jp）
（国土地理院提供のサービス）
　終戦直後から直近までの空中写真をWEB上で
閲覧、ダウンロード出来るホームページです。　
以前は日本地図センターで古い空中写真を取り寄
せていましたが、現在はリアルタイムに確認が可
能で非常に助かっています。年代の違う空中写真

を同時に２画面比較することも出来ます。操作方
法に慣れるまでは画面を閉じるつもりが間違って
ホームページから出てしまうことがあるので画面
を閉じる方法には注意が必要です。

・ホームページに入ったら空中写真を表示した
い場所を地図で拡大し、左欄に表示された年
代部分をクリックすると写真が開きます。高
解像度表示のボタンを押してマウスのホイー
ル操作で移動拡大をし、見たいところを表示
させます。印刷はPrintScreenで画像として
取込み、ペイントに貼り付けて出力する方法
が簡単です。

⑶地理院地図（http://maps.gsi.go.jp）
※（先のURLとはmapps→mapsが違います。）
（国土地理院提供のサービス）
  ２番の地図空中写真閲覧サービスとほぼ同じで
すが、各年代の空中写真を重ねあわせて透過させ
て見たりすることが出来ます。
　各ツールとも最初は思うように操作できないか
も分かりませんが、慣れれば自由に動いてくれま
す。
　ぜひ、調査業務等に役立ててください。

（画面右上に使い方のボタンがあります。）

（２つの年代を同時に比較表示出来ます。）

（街区基準点がくっきり写っている画像です）
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　気がつけば、調査士業務に携わって30年が過
ぎました。
　今年、総会後の懇親会に参加して周りの風景
が一変・・いない・・
　・・今まで当然のように、居た人達の姿
が・・・。　
　ハッと気がつく　そうか、もう若くないんだ。
　
　そう還暦を過ぎたことを、今更ながらに理解
させられた。

　
　仕事一筋に30年過ごしてきて、何が楽しみだ
ったんだ？
　そうか　ゴルフ・・運動することは割に好き
だった。
　ソフトボール、野球、水泳、エアロビなど、
いろいろやった。
　でも、体力の衰えとともに運動することが、
辛くなった。
　子供も育ち、手がかからなくなって、調査士
としての生活も安定してきた頃、ゴルフと出会
った。
　「ゴルフは、楽しいぞ、一度練習場に行かな
いか」と友人に誘われるまま、練習場に。
　止まってるボールなんだから、簡単　簡単と
自信満々で。
　打席に、思いっきり球を打つ　曲がる　飛ば
ない　当たらない・・ゴルフ初体験。
　しかし、最悪の経験がゴルフにハマるきっか
けとなった。
　練習場に行くと、多くの教え魔の方々が寄っ
てきて、無理やり教えてくれる。

◆熊野支部◆

畑中　伸章

ま
だ
ま
だ
捨
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い

　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
か
ら
・・・

広場
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　思い返すと、あの頃から人とのコミュニケー
ションをはかる練習になっていたのかなと思う。
　ゴルフ歴20年、若い頃は飛んだ　とにかく飛
ばした。
　当然、年齢を重ねるごとに、飛距離はおちる、
若い人達に置いていかれることも多くなった。
　　
　だが、カップに寄せる技術、パッティング技
術は上手くなった。
　技術が向上してきた今、自分のレベルはどれ
くらいだろう？　試したい
　そんな気持ちが芽生える。
　今まで、ゴルフの会員権を持たずハンデキャ
ップもない状態できたのだが、４年前、娘が近
くのゴルフ場の会員権をプレゼントしてくれた。
　これを機会に、シングルを目指す　そしてパ
ブリッククラブの選手権シニアに出場すること
を決め、昨年三重県予選に出る。
　運もあり、予選通過　中部の決勝まで行くこ
とができた。
　「おっ　俺ってまだまだ頑張れるやん」と感
じた。

　ゴルフは、色んな楽しみ方がある。
　競技に出て楽しむ　友人たちと和気藹々と楽
しむ　家族で楽しむ。
　仕事のストレス解消のためなど・・・。
　ゴルフ場に行かなくても練習場や家でもTV
（特に女子プロ）でも楽しめる。
　昔、ゴルフは金持ちのスポーツ・道楽といっ
たイメージが強かった。
　現在、高額なプレー費を支払う事なく、安く

プレーが出来る良い時代となった。
　地元役場の健康づくり対策の一環としてゴル
フ教室のお手伝いをしている。
　現在、男性より女性の生徒さんが多くいる。
　生徒さんたちがプレーされた時に聞くことは、
スコアでなく技術的なことでもなく、「楽しか
ったですか？」　楽しくプレーこれが一番！　

　調査士の皆さん
　ゴルフはじめませんか？
　間違いなく、仕事のプラスになります。
　沢山の方々と知り合う事が多い。上手くなら
なくても大丈夫
（上手くならない方がいいかも）　
　良くも悪くも自己責任　仕事の上で注意深く
なるのでミスが見つけやすくなる。
　自然との戦い　立ち会いの時の我慢強さが身
につきます。
　色々な方々とプレイする　人見知りがなくな
ります。
　飲みに行ったりするより健康的で安上がり。
　まさに　調査士にピッタリのスポーツです。
　さぁ　今日から貴方もゴルファー　エンジョ
イゴルフ

　私も若い者たちに負けず、これからの人生ゴ
ルフをしながら、人生エンジョイ　エンジョイ
　当然　山ノ神が第一なんですけどね・・・・
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オンライン申請の基本

地目変更登記編
広報厚生部　竹内　寛

広報キャラクター
「地識くん」

広報キャラクター
「測っ虎」

ステップ１　まずはオンライン申請用総合ソフトを起動します

ステップ2　登記申請書を作成します

まずはオンライン申請用総合ソフトをたちあげます

ここから申請書作成に入るのじゃ。

この画面で申請状況の確認ができて、登記完了証の打ち出しもできるから

法務局へ取りに行く手間も省けるぞ。
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ここで申請情報の入力をするのじゃ！

もし入力漏れがあってもチェック機能があるので安心じゃ。

意外と簡単じゃな！もし補正があってもパソコンから補正ができるから

楽チン。結局 申請→補正→完了まで法務局へ出向くことがないので

経費節約と時間の短縮につながるのじゃ！

ステップ３　電子署名します。

ステップ４　データ送信して完了。

今日から始めよう！オンライン申請！
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つぶやき
がない計量カップのような入れ物に、中身は少し
色のついた見た目はおしゃれなカクテルのような
物が入っていました。たしか皆さんは「ウメ」と
呼んでいたような記憶があります。これかと思い、
まずは１杯グラスでいただきました。少し梅味の
する、少し強い酒でした。お酒の味もまったくわ
からず、まったく強くない私ですが、少し飲みや
すいような、そんなお酒でした。
　そんなお酒を皆さんが調子よく飲んでいるのに
つられ、わたしも飲んでしまい、最後にはその入
れ物ごと飲んでいたような記憶があります。それ
からのことはここで書けるようなことはございま
せんし、なんせ私自身、後に人から聞かないとわ
からないような状況でしたので割愛させていただ
きます。
　ただ、「大銀杏ができとったぞ」と聞いたとき
は嬉しかったです。ご迷惑をおかけした皆様、本
当に申し訳ありませんでした。そして段取りをし
ていただいている松阪支部の皆様、本当にありが
とうございます。
　翌年はきちんと案内のメ
ールをもらい、おいしいお
酒と焼肉で、楽しく参加さ
せていただきました。
　毎年、夏ごろにはこんな
楽しい会が開催されていま
す。皆さんも一度参加され
てみては！

　２年前の夏、先輩調査士の方々から盆明けくら
いの土曜日やったと思いますが、「予定空けとい
て～、珍しい飲み物が飲めるでー」とお誘いを受
けました。何かの飲み会かなと思い、飲み会のお
誘いはほとんどオッケイで、あまり詮索もしない
私は、言われるがまま当日四日市駅に集合しまし
た。

　６、７人の四日市支部の方々と電車に乗って松
阪駅まで着くと、松阪支部の方が車で迎えに来て
くれていました。それから車で数分のところにあ
る、焼肉の一升びん（元祖）に到着しました。そ
こは、なかなか他地区からは行かないであろうと
ころで、少し古いですが最高の雰囲気でした。そ
こには松阪支部の方々をはじめ、その他の支部の
方数十人が集まって、いわば支部間交流会なるも
のが開かれていました。
　まずはビールで乾杯！他支部の方との面識もそ
んなにない私ですので、最初は少し緊張気味で、
味噌ダレでいただくおいしい焼肉を楽しんでいま
した。そしてビールを２杯ほど飲み終えたくらい
のところで、誰かの「あれいこか」の掛け声を合
図にあれが登場してきました。
　いままでそれでお酒が出てきたことは見たこと

「ウメ」と「大銀杏」
●四日市支部　中村 行彦

こんな入れ物でした。
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たまゆらの風、仮初めの光
●松阪支部　市野 浩太郎

　月明かりの下、露店に立て掛けてある葭簀に吊
るされた数多の赤い風車が、緩やかに回り続けて
いた。その脇で着慣れない浴衣を纏った測っ虎は、
額に汗を浮かべ、藪蚊の羽音が聴こえる度に五月
蝿そうに手で追い払うことを繰り返していた。
　残暑漂うこの宵闇、自分の隣にいる女性が妻で
ないことに、測っ虎は一抹の罪悪感を抱いていた。
白を基調にした涼しげな浴衣は、黄色いハイビス
カス柄が施されおり、華奢な彩には似合っていた。
真珠のシャンデリアピアスが揺れる小さな耳たぶ。
アップスタイルの髪型によって曝け出された瑞々
しい項と栗色に光る産毛。純白の厚底サンダルを
引っ提げたくびれのある足首。そんな彩の愛くる
しい姿を目にする度に、測っ虎は浮かれながらも
狼狽し、思わず目を逸らしたりもした。辺りには
浴衣を着た若いカップル、林檎飴を手にした家族
連れ、スーパーボールを地面に叩きつけてはしゃ
ぐ騒がしい小学生の集団。それらを傍らに見なが
ら、測っ虎と彩は、両側に露店が立ち並ぶ石畳の
道をしばらく歩いた。一瞬、手と手が触れ合い、
彩は顔を赤らめた。さらに歩くと、焼きそばやビ
ールの匂いがやがて消え、神社の端のほうの、い
かにもＧＮＳＳ測量機器を据えられそうな、上空
の視界が開けた場所へ出た。人もまばらな場所だ
った。来た道を振り返ると赤い提灯の群が小さく
見えた。
「わあ、すごい。ここなら花火がよく見えるね」
そう言って彩が測っ虎との距離をつめた。数セン
チ。風が吹き浴衣の袖が触れ合った。その瞬間。
「見て！」
彩が空を指した。見上げると広大無辺な夜空に、
笛のような音とともに一条の黄色い光が垂直に上
昇し始めた。その光は闇を切り裂き高く昇りつめ、
一瞬姿を隠した後、爆発音を奏でながら複数に枝
分かれして、赤や青の閃光を放った。それらは金

魚すくいの金魚のように随所に広がって、それぞ
れ稲穂が頭を垂れるがごとく落下し、途中で儚げ
に消えた。彩が艶めかしい吐息をもらした。直ぐ
に慣れた上目遣いで測っ虎を見た。
「私、花火がドーンとなって落ち始めてから消え
るまでが好きなの」
呑んだビールのせいなのか、彩の瞳が充血してい
るように見えた。彼女の体躯が少しばかり震えて
いるような気がした。その時、彼女の鼓動が確か
に測っ虎に伝わった。
「流れ星みたいでいいよな」
と言って測っ虎は、たどたどしく空を見上げた。
稲妻のような百花繚乱の花火の合間に現れる闇と
静寂。花火の儚い光。遠くに見える高層マンショ
ンの窓の小さい恒常的な灯り。その灯りが闇夜の
中で自己顕示する瞬間の優美さ。あらゆる欲がご
うごうと渦巻く日常の時間を離れ、こうして花火
がもつ純然たる美しさに浸った測っ虎は、日頃か
ら抱いている厭世的な気分から解き放たれ、一気
に箍が外れた。
　生あたたかい風が測っ虎の頬を撫でた。と同時
に彩の髪からシャンプーの甘美な香りを運んでき
た。手と手が触れ合った。目と目が合った。二人
のつま先が向かい合った。足元で砂利の音がつつ
ましく鳴った。空では雷鳴のような轟音を弾かせ
ながら、花火が勇ましく咲き乱れている。
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会員の動き
平成２9年7月14日現在 会員数271名

●入   会

●事務所住所変更

氏  名

北　村　一　成 松　阪 平成29年３月27日

退会年月日支部名

業務廃止

加　藤　康　之 松　阪 平成29年５月19日 業務廃止

坂　井　哲　雄 四日市 平成29年５月29日 業務廃止

理 由

●退   会

氏  名

安　田　敏　弘 松　阪 平成29年５月４日

退会年月日支部名

中　西　二　朗 熊　野 平成29年６月10日

●訃   報

四日市市河原田町1404番地44 フロル22河原田B

住     所 変更年月日氏  名

前　川　賢　直

氏  名

西　口　勝　弘 桑名市矢田磧46番地

事    務    所 入会年月日

平成29年１月10日

竹　尾　恵　児 伊賀市槙山3440番地453 平成29年２月１日

井　村　斉　吉 伊勢市朝熊町2602番地23 平成29年４月３日

三　杉　美　仁 鈴鹿市神戸五丁目3番18号 平成29年４月20日

平成29年２月22日

南牟婁郡御浜町大字阿田和5191番地2下　岡　常　也 平成29年４月１日

四日市市桜町274番地4中　村　行　彦 平成29年６月１日

津市殿村989番地1山　門　康　男 平成29年７月13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。
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寄稿のお願い

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

 

●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

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

広報厚生部   竹内　寛

会報

第80号

■発行日■
平成２9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■

株式会社 伊勢出版

編集後記

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。

　この度、初めて本会の仕事に携わり手探り状態

のところ、前年度からの引継ぎ先輩部員のご指導

もありながら、なんとか無事発行することができ

ました。

　このチームでこれからのBORDERによって土地

家屋調査士の名を世に広め、会員の皆様に役に立

つ会報として提供できるよう努めたいと思ってお

ります。

　また次号からのBORDER表紙写真を募集したい

と思います。会員のみなさまのご応募お待ちして

おります。
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事務所所在地 電話・FAX番号郵便番号氏  名役職名

☎（059）391－2388
 FAX（059）391－0755会　　長

☎（059）353－5958
 FAX（059）353－5959

☎（0598）26－1377
FAX（0598）23－0977

☎（0596）20－5014
 FAX（0596）20－5024

☎（0598）23－2700
FAX（0598）23－2701

☎（0598）26－2578
FAX（0598）26－2578

☎（059）253－4411
FAX（059）253－4401

☎（0598）20－2611
FAX（0598）20－2621

☎（0596）22－2741
FAX（0596）22－2744

☎（0594）22－0207
FAX（0594）23－9430

☎（059）351－1121
FAX（059）351－5337

☎（0595）65－7165
FAX（0595）65－7168

☎（059）367－7580
FAX（059）367－7576

☎（0596）22－2426
FAX（0596）22－2426

☎（059）354－8588
FAX（059）354－8585

☎（059）268－2319
FAX（059）268－3399

☎（0595）84－2000
FAX（0595）84－2006

☎（0596）39－6001
FAX（0596）39－6002

☎（0594）84－6533
FAX（0594）84－6534

☎（059）350－2665
FAX（059）350－2911〃

〃

☎（0595）68－8475
FAX（0595）68－8477〃

☎（059）382－5847
FAX（059）382－5736

副会長
総務財務

副会長
広報厚生

副会長
企画社会事業・研修

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
研　修

☎（0597）22－6478
FAX（0597）25－2222〃

三重郡菰野町大字菰野1359番地1

四日市市三栄町4番17号

松阪市立野町472番地

伊勢市一之木一丁目7番3号

松阪市田村町485番地1

松阪市駅部田町1888番地9

津市丸之内17番8号　丸之内オフィスビル2階

松阪市南虹が丘町3番地9

伊勢市一色町1317番地4

桑名市中央町二丁目56番地3

四日市市三栄町1番14号

名張市桔梗が丘1番町4街区94番地

鈴鹿市神戸一丁目19番25号　北栄ビル306

伊勢市船江二丁目5番8号

四日市市久保田一丁目6番47号

津市安濃町川西1300番地1

亀山市西町437番地

伊勢市円座町1055番地7

桑名市多度町小山1804番地1

四日市市久保田二丁目11番18号

名張市つつじが丘北3番町73番地

鈴鹿市西条七丁目69番地

尾鷲市上野町1番43号

510－1233

510－0068

515－0054

516－0071

515－0055

515－0045

514－0033

515－0046

516－0011

511－0068

510－0068

518－0621

513－0801

516－0008

510－0821

514－2308

519－0153

516－1108

511－0105

510－0821

518－0433

513－0809

519－3653

池 畑 信 也

廣 瀬 良 平

濵 田 眞 行

古 尾 圭 一

西 出 郷 志

吉 村 　 工

五百野 正 樹

山 本 幸 司

藤 波 　 徹

村 木 大 真

林 　 誠 治

川 合 映 水

前 田 佳 昭

境 　 幸 一

岡 本 博 人

野 田 秀 敏

　 森 貫 氏

中 島 万 琴

浅 田 洋 人

太 田 道 秀

福 田 幸之助

竹 内 　 寛

北 村 綾 子

理　事
広報厚生

三重県土地家屋調査士会
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事務所所在地 電話・FAX番号郵便番号氏  名

役員等名簿（29・30年度）
役職名

☎（059）350－7788
FAX（059）350－7789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

〃

☎（059）271－6901
FAX（059）271－6902

☎（0596）27－1363
FAX（0596）27－1363

☎（0595）23－3512
 FAX（0595）23－3512

☎（0594）32－5102
FAX（0594）32－5086

☎（059）355－5320
FAX（059）355－5327

☎（059）388－7213
FAX（059）358－5661

☎（059）272－0364
FAX（059）272－0364

☎（0596）55－6155
FAX（0596）55－6156

☎（0596）37－5550
FAX（0596）37－5553

☎（059）351－5330
FAX（059）351－5065

☎（059）232－8668
FAX（059）232－7658

☎（0596）44－1144
 FAX（0596）44－2244

☎（0595）23－8880
FAX（0595）21－1731

☎（059）226－4477
FAX（059）226－4478

☎（059）382－6501
FAX（059）383－5658

☎（0598）42－3736
FAX（0598）42－1446

☎（059）321－6249
FAX（059）322－4926

☎（059）222－5566
FAX（059）224－1888

参　　与 ☎（059）347－9330
FAX（059）346－3038

〃 ☎(0598）26－5340
 FAX（0598）26－8285

四日市市久保田一丁目2番21号

津市殿村989番地1

伊勢市通町209番地1

伊賀市佐那具町652番地

桑名市筒尾一丁目10番地15

四日市市城北町1番12号 ル・グランビル202

鈴鹿市稲生町7407番地3

津市美杉町八知8141番地

多気郡明和町大字養川甲377番地

伊勢市村松町1933番地1

四日市市三栄町5番15号

津市一身田町100番地1

伊勢市二見町山田原69番地10

伊賀市緑ヶ丘本町4193番地

津市西丸之内21番17号

鈴鹿市矢橋一丁目2番18号

松阪市嬉野権現前町847番地1

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

四日市市小古曽六丁目1番19号

松阪市光町5番地6

510－0821

514－0073

516－0012

518－0001

511－0901

510－0823

510－0201

515－3421

515－0344

515－0507

510－0068

514－0114

519－0604

518－0836

514－0035

513－0036

515－2323

510－0945

514－0036

510－0958

515－0051

中世古 光 久

山 門 康 男

藤 本 幸 也

山 本 孝 行

後 藤 一 未

伊 藤 義 弘

板 井 孝 雄

中 村 　 崇

早 水 隆 人

森 下 健 二

青 木 信 行

小 菅 祥 宏

小 山 孝 司

神 戸 照 男

岡　本　曉　光

浦 川 久加壽

松 下 　 剛

永 井 哲 也

川 井 一 浩

朝日奈 　 晰

島 　 庄 平

（最新情報はホームページをご確認ください。）
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神戸　照男

岡本　暁光
浦川久加壽
松下　剛

永井　哲也
川井　一浩

朝日奈　晰
島　庄平

名誉会長

顧 問

相談役

参 与

後藤　一未
伊藤　義弘
板井　孝雄
中村　崇
　  
山本　孝行
早水　隆人
森下　健二
　  
青木　信行
小菅　祥宏
小山　孝司

副委員長

委員長

予備委員

神戸　照男
　  
古尾　圭一
　  
西出　郷志 ・ 山本　幸司 
辻井　真也 ・ 栁原　真吾 
境　幸一  ・ 前田　寛治 
畑中　伸章

委員長

副委員長

委員

池畑　信也
会 長

中世古光久 
山門　康男 
藤本　幸也 

監 事

廣瀬　良平
総務財務部 担当

副会長
西出　郷志
総務財務部長

常任理事
藤波　　徹

村木　大真

総務副部長

財務副部長
野田　秀敏

部 員

濵田　眞行
広報厚生部 担当

副会長

古尾　圭一
企画社会事業部
研修部 担当

副会長

伊藤　　巧
佐治　武志
北嶋　紀和
大呑　邦彦
牛田　隆義
薗部　和宏
鈴木　勝吉
吉澤　信興
下岡　常也

○

◎

支部長会
桑　員
四日市
鈴　鹿
津
伊　賀
松　阪
伊　勢
紀　北
熊　野

◎支部長会議議長
○支部長会議副議長

境
界
問
題
相
談
セ
ン
タ
ー
み
え

山本　幸司
広報厚生部長

常任理事

吉村　　工
企画社会事業部長

常任理事

五百野正樹
研修部長

常任理事

境　　幸一

岡本　博人

広報副部長

厚生副部長
竹内　寛
北村　綾子

部 員

林　　誠治

川合　映水

企画副部長

社会事業副部長
　森　貫氏
中島　万琴

部 員

前田　佳昭
研修副部長

廣瀬 　良平
担当副会長

浅田　洋人 
太田　道秀 
福田幸之助

部 員

渡邉　　功（弁護士）
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）
中嶋　　豊（弁護士）
堀江　秀弥
諸岡　伸亮
野田　秀敏
吉村　　工

運営委員会

日
調
連
親
睦
ゴ
ル
フ
三
重
大
会

準備委員会

委員長【センター長】
副委員長【副センター長】

綱紀委員会
佐藤　浩之

森下　雄介

北原健太郎 ・ 佐治　武志 ・ 豊田　将司
前橋　克典 ・ 薗部　和宏 ・ 上田美也子
鈴木　勝吉

古尾　圭一

委員長

副委員長

担当副会長

境界鑑定・管理委員会

廣瀬　良平 ・ 濵田　眞行
古尾　圭一 ・ 西出　郷志
吉村　　工 ・ 五百野正樹
山本　幸司

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、副会長及び会長が指名する会員
又は職員

法 調 会

古尾　圭一
担当副会長
会長が指名する者

法調実務打合会

会長が任命する者
事故処理委員会

中山　　修

八幡　清隆 ・ 田中　義克 ・ 杉本　敦司

廣瀬　良平

委員長

副委員長

担当副会長

苦情処理委員会

会 組 織 図
平成29年7月28日現在

















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




