
三重県土地家屋調査士会会報

　熊野古道（くまのこどう）は、熊野三山（熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社）
へと通じる参詣道の総称。熊野参詣道ともよばれる。
　紀伊半島に位置し、道は三重県、奈良県、和歌山県、大阪府に跨る。2004年に世界文
化遺産に登録。
　馬越峠（まごせとうげ）は、三重県北牟婁郡紀北町と尾鷲市の境をなす峠で杉・桧が
林立する森の中を幅1間半の古道が続く。
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ごあいさつ greeting

測量士にとって影響を及ぼしやすい土地家屋調査士
に変えていったのではないでしょうか。現状におい
ては，地積測量図にも国家座標を取り入れることに
なっており，その変化たるもの凄まじいものであり
ます。
　やはり，土地家屋調査士は，他の業種から影響を
受けやすい職業なのだなあと感じております。土地
家屋調査士にとっても，測量士にとっても両方にメ
リットがある話であればよいのですが。何はともあ
れ，先生の先見の明は，今現在の様子を的確に見抜
いており敬服致します。
　またここにきて新しい波が起きていると感じてい
ます。その答えを導くのは簡単です。土地家屋調査
士仲間に，貴方は今何の資格と兼業ですかと問えば
答えはすぐわかります。
　それは宅地建物取引士（不動産業）による土地家
屋調査士への影響です。その理由は敢えてここでは
書きません。何故かと言えば，優秀な会員の皆さん
なら，すぐにおわかりになると思うからです。私た
ち土地家屋調査士が当然のことと思っていることも，
他の業種からみれば，羨ましく思える現実があるの
かもわかりません。
　このように土地家屋調査士は，常に他の業種から
の影響を受けるような状態で，もうすぐ制度制定か
ら70年を迎えようとしています。この後私も何年土
地家屋調査士業を続けることができるかわかりませ
んが，土地家屋調査士業への情熱は人一倍あるもの
と思っております。今の私の立場からは，このまま
独自性を保ちながら未来へと突き進み，百年・弐百
年と続く資格になれたらなあと願うことだけです。
　最後になりますが，私の会長としての任期も残す
ところ後半年となりました。皆さんの御協力により
１年半を無事に務めることができ，本当に有り難う
ございました。これからも一生懸命頑張りますので，
会員諸氏の御協力をよろ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
さんにおかれましては，平成最後のお正月は如何お
過ごしですか。きっと，いろんな事に思いをはせな
がら平成を振り返っておられるのではないでしょう
か。
　私の場合も，他の会員の例に漏れず，平成年間は，
土地家屋調査士人生の真っ直中にあり，創成期から
成熟期までの全てであったように思います。ここで，
昭和の時代，平成の時代を，土地家屋調査士がいか
に生き抜いたかを仕事内容の変化とともに振り返っ
てみたいと思います。昭和25年議員立法により，土
地家屋調査士法が成立しました。成立直後の土地家
屋調査士は司法書士との兼業者が多く，土地家屋調
査士の独自性というものは，保たれていたように思
います。表示の登記と権利の登記の差こそあれ，登
記をする仕事であることに変わりがないからです。
お互いの資格に影響を及ぼすことは，なかったよう
な気がします。少し潮目が変わってきたのは，測量
士（コンサルタント業）が，土地家屋調査士の中に
進出しはじめた頃です。今でも思い出しますが，そ
の当時の中部ブロック（愛知会）会長で調査測量実
施要領を日本で最初に手掛けた成沢千勝先生が，30
年程前に三重会に講義にこられて，「国家座標を中
心とするテリトリーに入り込めば，土地家屋調査士
の独自性は失われます。土地家屋調査士は一筆地測
量が中心で，大規模測量を中心とする測量士とは違
います。」と，仰いました。つまり同一の土俵で相
撲をとるのではなく，棲み分けを説いてみえました。
「そのために登記基準点の設置を急がなければなら
ない。」と。先生の言葉を前提に振り返ってみると，

三重県土地家屋調査士会　会長

池畑　信也
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ごあいさつ greeting

の会員の皆様と法務局の担当者が連携し，事件処理
能力を向上させていくことが不可欠であります。
　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，御協力をお願
いいたします。
　二つ目は，オンライン申請における添付情報の電
子化の促進であります。
　平成17年３月から本格的に開始したオンライン申
請は，皆様の御協力により，平成30年のオンライン
申請率が過去最高を記録するなど，オンライン申請
は皆様の業務に定着しているところであります。
　ところが，オンライン申請における添付情報の電
子化率につきましては，法定外添付情報が約半分，
地積測量図等の法定添付情報に至っては更に低い実
情にあります。
　添付情報を電子化することで得られる最大のメリ 
ットは，登記申請の更なる早期完了です。法務局に
おける登記事務処理速度の向上はもとより，仮に添
付情報に補正が必要となった場合でも，オンライン
での補正が可能となることから，これに要する時間
や経費（人件費，交通費及び郵送費等）を縮減する
ことができます。また，地積測量図等は，皆様が作
成されたデータそのものが登録されるため，業務の
集大成である図面がきれいな状態で法務局に備え付
けられることになります。
　平成31年度中には，次期登記情報システムの導入
が予定されているところ，本システムでは，オンラ
インによる登記申請の処理を更に向上させる仕様と
なっております。
　本年が，ＩＴ社会にふさわしい登記制度元年にな
りますよう，今一度，オンライン申請の活用に着目
いただき，添付情報の電子化に向けて，皆様の御協
力をよろしくお願いいたします。
　最後に，本年が三重県土地家屋調査士会及び津地
方法務局にとって飛躍の年となること，また，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。
　さらに，昨年９月22日開催の「未来につなぐ相続
登記シンポジウム２０１８in津」及び10月７日開催
の「全国一斉！法務局休日相談所」におきましては，
多数の会員の皆様の御協力を賜り，大きな成果をあ
げることができましたことに，改めて御礼申し上げ
ます。
　さて，昭和25年に土地家屋調査士制度が制定され
てから69年目を迎える本年は，平成最後の年になる
とともに，新しい時代の始まりの年となります。そ
こで，新しい時代を迎えるに当たり，会員の皆様に
ぜひお願いしたいことが二つございます。
　一つ目は，筆界特定制度についてであります。
筆界特定制度は，運用開始から13年を迎え，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
いています。
　筆界特定手続は，平成29年に40手続を超える申請
があり，平成30年にはやや減少したものの，依然高
い水準で推移しています。
　近年，筆界特定制度に対する国民の期待が，ます
ます高まっている中，現在，国土交通省において地
籍調査における筆界未定の解消に活用することにつ
いて検討されているなど，今後も大幅な事件の増加
が見込まれています。
　筆界特定制度を適正かつ円滑に運営し，早期に事
件処理を進めていくためには，専門的知見をお持ち

津地方法務局　局長

菅原　武志
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あります。
　昨年のボーダーにおきましても、お伝え致しました
が、会員数の減少がこのまま続けば、必ず定額会費に
影響が出てくる時期がやって参ります。
　会費の納入につきましては、本会を運営する上で、
最重要事項のひとつであり、会員の皆様の会費の納入
で本会の運営が支えられております。
　つきましては、未来の三重会のために今年から新た
な委員会の設置を致します。委員会の名称は、「会費
制度検討委員会（仮称）」。委員は５名で構成し、今
後の三重会の会費の在り方を検討して参ります。
　また、会員の皆様には、毎期ごとの期限内の納付に
ご協力頂き、誠にありがとうございます、お礼申し上
げます。
　全会員皆様の期限内の年会費の納付により、本会の
良好な財務状態が維持され、本会の健全な運営が行わ
れますので、ご理解の上、今後とも適切な会費の納付
のご協力をお願い申し上げます。
　他にも、継続協議事項等も多数ございますが、適切
な時期にご報告できればと思います。
　以上が、現在の総務財務部の業務進捗状況の報告で
ございます。
　今年も総務財務部は、現在の検討・協議事項を引き
続き審議・実行し、粛々と職務を行ってまいる所存で
ございます。
　本会運営に関しまして、引き続き会員の皆様方のご
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。

　企画社会事業部　副部長の川合です。
　早いもので理事に選任され今年で２期目の最期の年
となりました。
　先日、吉村部長から最期の部会だよりの投稿原稿を
お願いしますと依頼がありました。
　私が配属されてから、１期目は伊藤　巧部員、橋本
栄一部員が各市町の土地区画整理事業一覧を作成、本
会ホームページにアップ。２期目の今年は私が狭あい
道路整備事業実施市町一覧表を作成、現在、中島部員

　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２期目の最後の年となり、残
る常任理事の任期もあと５ヶ月程となりました。
　引き続き、残りの任期の５ヶ月間全力で会務に励む
所存でございます。
　さて、「部会だより」ということで、現在の総務財
務部の業務進捗状況について、例年同様皆様にご報告
申し上げます。
　現時点でご報告できる主だった事項をご報告致しま
す。
　まず、「特定個人情報取扱規程」についてですが、
前々年度から協議・審議をしており、本年度内の施行
に向け準備しております。
　次に、「文書保存管理規程」の制定についてですが、
前々年度から引き継いで検討しておりましたが、検
討・協議も最終段階になっております。
　また、長年三重会に貢献して頂いた退会者に対する
感謝状等の贈呈を現在検討協議しております。
　近年、会務も多義に渡り、協議・検討・実施事項も
多くなってきており、本会役員の負担も大変大きくな
ってきております。会員数は、他会も同じではありま
すが、三重会も会員数の減少が止まらない状態が続い
ております。会員数の減少の結果、来年度の役員改選
時には、理事の定数が１名減少する可能性が非常に高
くなってきております。
　三重会としましては、各支部に対しまして、今まで
以上に積極的な姿勢を持った会員を理事候補者にご推
薦して頂くようにお願いしているところでございます。
　近年の会員数の減少は、重大な懸案事項のひとつで

総務財務部　部長 西 出 　 郷 志

sectional
meeting

部会だより

企画社会事業部　副部長 川 合 　 映 水
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が地籍調査実施地区一覧表をホームページにアップす
るため奮闘してくれております。
　先のVOL82ボーダーに記載のように現在、土地家屋
調査士が地図作りに参画し、筆界特定制度・土地家屋
調査士会ＡＤＲをPRする為、14条地図作成・地籍調
査の現地説明会に頒布するリーフレットの作成を廣森
部員が担当してくれています。
　また、筆界特定制度と土地家屋調査士会ＡＤＲの今
後の連携方策についてもリーフレットを作成し、法務
局の窓口にも置いて頂くように法務局へ要望・相談と
リーフレットスタンドの選定等を行っています。
　三重県土地家屋調査士会の会員の利便の為、古尾担
当副会長・吉村部長のもと、各部員頑張っております
ので、資料収集の為の情報提供等のご協力依頼させて
頂いた際には宜しくお願いいたします。

　新年あけましておめでとうございます。
理事として研修部に配属されて、あと数か月で早や２
期４年が過ぎようとしています。
　これまで、年４回の定例研修会と年１回の新人研修
会を企画してきました。
　会員の皆さんに興味深く有意義な研修となるように
と皆で知恵を出し合い、毎回テーマを決め講師の先生
方を探すのはなかなか大変な作業です。
　調査士として誇れる仕事をしていくには日々の研鑽
が欠かせません。
　その研鑽の場の一つとして研修会があれば幸いです。
　調査士法にあるとおり、研修を受けることは調査士
の義務ですが、同時に権利でもあります。
　企画する側にいると全会員に出席して欲しいと思い
ますし、講義を聴けば何か得るものは必ずあると考え
ています。
　さて今年度の研修会も残り１回となりました。
　第４回研修会は、平成31年２月23日（土）三重県総
合文化センターにて、「（仮）境界問題相談センター
みえの活用について～土地家屋調査士の未来のために
～」というテーマで行う予定です。
　多くの会員の方々のご参加をお待ちしております。

   

　新年明けましておめでとうございます。平素は、広
報活動にご協力いただき、ありがとうございます。
　現在の広報厚生部がスタートして１年半年以上が経
過し、月日の流れの早さを改めて実感しております。
残りの任期をやり残したことが無いよう会務に努めて
まいります。
　会報「ボーダー」につきましては、従来通りお盆と
お正月に会員のみなさんに届くよう年２回の発行を継
続してきました。この83号が現在の部の最後のボーダ
ーとなります。少しでも身近で楽しい誌面をと取り組
んでまいりましたが、楽しんでいただけましたでしょ
うか？今後とも身の回りの情報など、みなさんの積極
的な寄稿をお願いいたします。
　出前授業については、今年度は四日市中央工業、津
工業、伊勢工業の3校を予定しており、四日市中央工
業は11月６日に実施しました。１月に津工業、２月に
伊勢工業を予定しています。土地家屋調査士という資
格・仕事を知らない生徒さん達に認知してもらう機会
だと捉え地道に行ってまいります。
　広報のツールとしましては、念願の測っ虎ラインス
タンプのデザインが何とか完成しました。今年度中に
登録を済ませ、皆さんに使っていただけるようにした
いと思っております。使用開始になりましたらご報告
しますので、みなさん使ってくださいね。また、ご家
族や知人に紹介お願いします。土地家屋調査士のみな
らず、一般の人々に浸透し、三重県土地家屋調査士会
の広報キャラクターが世に羽ばたくことを期待してお
ります。
　親睦事業としましては、親睦旅行を６年ぶりに企画
しました。熊野古道の馬越峠（まごせとうげ）を散策
いただき、自分の体力を直に感じていただけたのでは
ないでしょうか。参加者の方は親睦で他の会員と時間
を共有いただくことができ、喜んでいただけたのでは
と思っておりますが、今後はより多くの会員が参加で
きるような親睦会を企画できればと思います。
　部のメンバーでは、出来ることが限られますので、
各支部・各会員のより一層積極的な広報活動をしてい
ただくようお願いいたします。

研修部 福 田  幸 之 助

広報厚生部　部長 山 本 　 幸 司
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頃、大きな仕事をしている訳ではないのですが、
細々とした雑務に追われ慌ただしく、気が急く日々
を過ごしております。そんな中、支部活動において
取り立てて変わった動きもないのですが、幾つか行
った活動のご報告を致します。
　８月17日　支部研修会を開催致しました。外部か
ら講師をお招きして、年金についての講義をして頂
きました。今後も、業務に関する事に拘らず、色々
な方面の研修を実施していければと思います。
　10月13日　空き家ネットワークみえによる、四日
市市空き家無料相談会に相談員を派遣致しました。
　10月26日　法務局四日市支局との打合せ会を開催
致しました。
　11月３日　大規模津波防災総合訓練が四日市港霞
ふ頭にて実施されました。三重県では初の開催とな
り、国土交通大臣もお見えでした。土地家屋調査士
会は公嘱協会と共同で展示ブースを出展し、パンフ
レット等の配布を行いました。
　今後の活動ですが、年末年始の忙しい時期ではあ
りますが、だからこそ、私の大好きな懇親事業、忘
年会や新年会で、支部会員の皆様の慰労になるよう
な行事を企画したいと思います。
　さらに、毎号書いているような気がしますが、支
部長在任中の命題として親睦旅行の開催！あきらめ
ません。次号が刊行されるまでには、実施されてい
ますように・・・
　最後に私事になりますが、先日、現場車の荷台の
棚が壊れました。完全に自分の不注意なのですが、
横着をしたが為にリヤゲートから落下して棚の足が
折れ、道具箱が粉々になりました。
　測量の世界だけの事ではないと思いますが「突貫
工事はコスト増大の原因になる」身に沁みました。
会員の皆様、お気を付けください。

　桑員フェニックス初優勝！！
　７月８日梅雨明けの日曜日、桑名市多度町民ソフ
トボール春季大会に参加しました。
　毎年参加していますが、念願の初優勝を成し遂げ
ることができました。過去には、優勝目前の最終回
ツーアウトまでリードしていましたが、勝利の女神
にソッポを向かれ、逆転サヨナラ負けし、手の中に
あった優勝がスルリと逃げ、勝ちきる難しさを、そ
っと掴めば勝ち取れた後悔とかが入りまじり、わが
フェニックスでは、勝利の美酒は味わえないのかと
感じていました。
　今度こそと挑んだ今大会も、敗色濃厚になった準
決勝最終回、皆で粘って繋いで逆転勝利を収め、い
よいよ決勝戦を迎えました。序盤のシーソーゲーム
からの終盤に、めったにない集中打でリードし、最
後は危なげなく優勝を手にすることができました。
『みんな嬉しいネ、今まで続けてきてよかったネ』
　今年は三青司主催のソフトボール大会が開催され
ませんでした。来年は調査士会で各支部対抗戦を開
催してほしいですね。

　支部長として２年目が終わろうかという今日この

BRANCH
OFFICE

支部だより

桑員支部　支部長

四日市支部　支部長

伊 藤 　 　 巧

佐 治 　 武 志
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　津支部で副支部長を務めさせていただいておりま
す岡田です。
　10月7日（日）津まつりに支部長、副支部長、会
計の４人が、紫色の土地家屋調査士会の法被を着て
参加させていただきました。
　会場にテントを用意し、「三重県土地家屋調査士
会」の横断幕を張り、土地家屋調査士の業務の内容
が分かる冊子、団扇、風船を用意し、広報活動と無
料相談を行いました。この日は晴天に恵まれ、気温
も高かったため団扇を欲しがる方が非常に多く、ま
た、ヘリウムガス入りの風船（空中に浮く風船）は
他のブースには少ないのか子供に人気があり、用意
した広報活動の配布グッズを次々に手にされていき
ました。
　無料相談についてもこの日のために多くの資料を
用意し、相談に来られた方などがいらっしゃるなど、
全体的に盛況に終了することができました。
　今後もこのようなイベントに参加し、土地家屋調
査士の認知度が上がるよう努めることが必要と感じ
ました。

　『風になって忍者の里をかけぬけよう』と謳い、
11月25日（日）『２０１８忍者の里伊賀上野シティ
マラソン　』が小春日和の中、花火の打ち上げとと
もにスタートしました。
『忍者市宣言のまち　伊賀市』等が主催する恒例の
マラソンで、今年で29回目になりエントリーは伊賀

地域のみならず北海道から沖縄まで2,722人あり、
老若男女問わず晩秋の城下町を走りました。
　忍者衣装のランナーもおり、伊賀ならではの特色
ある楽しいマラソンでありました。

　当支部からは、Ｆ田調、Ｙ幡調、Ｋ元調の３名が
三重県土地家屋調査士会名でエントリーしました。
本会事務局からマラソン経験豊富なＫ田女史が助っ
人参加してくれました。
　本年度支部総会で提案のあった『測っ虎』Ｔシャ
ツをこの日のためにオリジナルデザインで作りまし
た。各自購入いただいて着用して走ってもらい、広
報活動にも努めました。

　また、エントリーランナーに配布されるパンフレ
ットに協賛広告（A４ 1/2サイズ）を掲載し、広く
『土地家屋調査士』を広報しております。
　結果、日頃現場で培った体力を存分に発揮され全
員無事完走されました。
　『あっぱれ』をあげたいと思います。
　参加されました皆様、たいへんお疲れさまでした。

津支部　副支部長 岡 田 　 裕 次

伊賀支部　支部長 牛 田 　 隆 義
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　新年、明けましておめでとうございます。松阪支
部長の薗部です。
　昨年後期の支部活動としましては、７月14日、７
月15日開催の松阪祇園まつりの三社みこしに司法書
士会松阪支部、行政書士会松阪支部と共に協賛をし
ました。
　10月６日(土)に松阪商工会議所主催の無料なんで
も相談会に支部役員３名で参加させていただきまし
た。今年で第31回目となり入場者数は約100名、相
談件数約150件、相談項目は弁護士の法律相談他約
22項目となっております。今回の相談数は土地家屋
調査士ブースでは約10件、10名ほどの件数でした。
　昨年から参加させて頂いておりますが、昨年も同
様の数であったと思います。まわりを見渡してみる
と、税理士ブースがとても人気があった様に感じま
した。12月８日には支部研修会と懇親会を予定して
おります。
　支部研修のテーマは（法定相続情報証明制度）に
ついて法務局松阪支局から支局長と統括登記官に来
て頂く予定となっております。尚その後はVRSに
よる現地測量を実地する予定です。支部長となって
知名度を上げる為に色々な活動をしたいと思いまし
たが、日々の業務に追われてなにも出来ていない状
況に申し分けないような気持ちです．．．。
　但し年も変わった事ですので、心機一転少しでも
行動に移していければと考えておりますので、皆様
よろ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。
　平成最後の年、更には新年号となる2019年が始ま
りました。それでは、伊勢支部の昨年の活動報告を
させていただきます。
　まずは広報活動です。11月10日（土）に三重県司
法書士会伊勢支部と共催の合同無料登記相談会です。
この相談会は伊勢支部管内６市町（伊勢市、鳥羽市、

志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町）各会場にて同
日に開催しております。
　私の記憶が確かならば（どこかで聞いたこと
が・・）、当時の支部長（実写版ちょうさし博士）
の発案からスタートし、今年第10回となる相談会で
す。ここ数年は相談件数が６会場トータルで10件余
りと芳しくない状況ですが、各市町において少しず
つではありますが根付いてきていると自負しており
ます。
　続いては研修です。日にちが相前後しますが、こ
ちらは９月28日（金）に津地方法務局伊勢支局の全
面協力にて開催しました。
　研修内容は、『オンライン申請の現状と今後につ
いて』、『オンライン申請システムの操作方法につ
いて』（デモンストレーション）、『法定相続情報
証明制度について』、『相続関連の40年ぶりの民法
改正について』（法務局への遺言保管申請など）、
『調査報告書の記載について』、『表示登記に関す
る意見交換会』と６項目のご講義をいただきました。
特筆すべきは、研修への出席者数です。支部会員47
名中なんと35名の出席でした。当初20名程度を想定
しておりましたがキャパシティーを遥かに超える申
し込みがあり、急きょ会場を変更するほどでした。
ご協力をいただきました津地方法務局伊勢支局各位
には本当に感謝しております。
　後日談ではありますが、この研修の後にオンライ
ン申請を利用する支部会員が10名程度増加したよう
です。めでたし、めでたし。
　今年も諸先輩方の教えを胸に、新しいものを取り
入れつつ、支部会員と共に頑張ってまいります。

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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　11月末日に、友人と京都の紅葉を見学しに行きま
した。その場所は、北区鷹峯北鷹峯町内に在する、
源光庵・洛北常照寺・光悦寺の三寺を訪れた。
　その中でも源光庵について印象が残りました。
　源光庵本堂は元禄７年の創建で、金沢の富商中田
静家居士の寄進により建立されたものである。本尊
は華厳の釈迦牟尼仏、脇立に阿難尊者、迦葉尊者を
祀る。
　本堂内の天井は、血痕の足跡が多数ありこれは伏
見桃山城の遺構で、徳川家康の家来・鳥居彦右衛門
元忠と石田三成の軍勢と交戦したが討死した痕跡で
ある。
　他に本堂には悟りの窓といわれる丸い窓と迷いの
窓といわれる四角い窓がある。ここから眺める紅葉
は一幅の掛け軸を見ているようで実に素晴らしいの
です。また、本堂裏の庭園は枯山水で造られており、
四季を通じて趣があるが、紅葉のときに縁側隅にて
もみじの葉が流れていく様を感じながら佇むのも素
晴らしいものです。皆様も一度訪れては如何でしょ
うか。

　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
律相談会を11月４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。
　また参加した他の士業には、若い新規の先生が何
人か入会しているようですが、土地家屋調査士の熊
野支部では、平成13年に自分が入会してからいまだ
一人の入会もなく、超高齢化に危惧しているところ
です。

　このようなことから去年は、支部単独で県立紀南
高校で出前授業も行いました。
　まだまだ、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。

紀北支部　副支部長 伊 藤 　 智 夫

熊野支部　支部長 下 岡 　 常 也



BORDER 10

酷暑等自然災害が多発した年でもありました。国
土・国民の安全を守るのは政治であり、また同じ様
に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。
　今年は、春に統一地方選挙、夏に参議院議員選挙
が行われます。当政治連盟会員の皆様には動員等お
願いする機会が増えると思いますが、本年も政治連
盟活動へのご理解とご協力よろしくお願いいたしま
す。
　新たな元号を迎える今年一年が皆様にとって輝か
しい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。
　旧年中は当政治連盟の活動に対し、ご指導、ご協
力を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年は、特に大きな選挙はなく例年通り開催され
ました各政党パーティー、国会議員による国政報告
会、自民党三重県連および新政みえへの要望懇談会
参加、四日市市自民党市議団、鈴鹿市自民党市議団
との懇談会参加等政治活動を行いました。
　さて、さる８月31日に中部ブロック連絡協議会
「会長・幹事長会議」が、石川県金沢市の金沢セン
トラルホテル（２階　会議室）で開催されました。
全調政連から横山会長、早川副会長、神寳副会長、
椎名幹事長、関堂副幹事長が参加し、中部６県政連
の会長・幹事長も参加して、平成30年度の活動報告
をそれぞれに行ないました。全調政連は規則29条改
正、入札参加資格問題、報酬額基準の設定に注力し
ているとのことでした。愛知調政連は、自民・公
明・旧民進議連との勉強会開催等議員との交流を深
めているとのことであり、また、狭あい道路対策、
空き家等問題対策、隣接土地所有者不明等対策に取
り組んでいるとのことでした。三調政連からは、は
じめて市議団（四日市市・鈴鹿市）との懇談会を行
ったこと、毎年開催されている自民・新政みえの要
望聴き取り会で、全国ワースト２位の地籍調査、14
条地図作成、狭あい道路事業促進、空き家対策協議
会設置を継続して要望し続けていることを報告しま
した。今後とも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。
　また、昨年は、年初の豪雪被害、大阪北部や北海
道南部を襲った震度７の地震、西日本豪雨災害、相
次いで上陸した台風被害、７月から９月にかけての

POLITICAL

政連だより
幹事長

三重県土地家屋調査士政治連盟

中 野 　 久 生
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まない性質の業務であることを官公庁に強く訴えてい
くことも必要だと考えます。なかなか結果が出にくいと
ころですが、士業として土地家屋調査士がこれからも
発展していけるよう協会としては地道に活動を行ってい
きたいと思います。
　活動報告の１つといたしまして、年に２回 「三会合
同意見交換会」と称し、 調査士会・政治連盟・公嘱
協会の各執行部が集まり、各方面からそれぞれの観点
で意見交換を忌憚なく行わせていただいております。
もとより、三会の個性は違うものだと思いますが、毛利
元就の『三本の矢の教え』のように力を合わせ、今後
における土地家屋調査士のより良き姿を模索して進ん
で行く事はとても大事であると考えます。
　それについて公嘱協会として気になっていることの
一つに政治連盟への未入会についての問題があります。
行政への要望事項を、政治連盟を通じてお願いをして
いる立場からするとこの問題には心が痛みます。政治
連盟の活動を支えているのは、皆様からの年会費なの
です。人が動けばお金も掛かります。誰かがあなたの
代わりに動いてくれているのです。
　政治連盟には各会員の任意で入退会が出来ること
になってはいますが、要望事項が受けいれられたり、
法整備等が行われるという事は、調査士会の全会員の
方に還元がされることでもありますので、全会員が入
会をしていただき、一つのチームとして同じ方向に足並
みを揃え向かっていきたいと考えます。
　現在、未入会の方や不満をもって退会された方で政
治連盟の活動に御賛同をいただける方がおられました
ら、是非 入会（再入会）のお手続きをしていただきた
いと切に願います。
　最後になりましたが、本年が皆様にとって病気や怪
我の無い 素晴らしい１年になる事を祈念し、新年の御
挨拶とさせていただきます。

　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お慶び申し上げます。
　また、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、理事長に就任しまし
た田中孝治（四日市区域）です。
　当協会が公益社団法人へ移行をし、すでに５年半あ
まり経過したのですが、皆様方には常に強力なサポー
トをいただき、心強く感謝の気持ちで一杯です。
　５期10年にわたり協会の理事を務めさせていただき、
理事の中では在職年数もそれなりに長くなっておりま
したので、そろそろ御役御免だろうと思っていたのです
が、意に反し要職に就くことになってしまいました。も
とを正せば、近所の先輩調査士さんから『月イチぐらい
で理事会に出るだけや』 『順番にあたるもんなんや
から、早く終わらしとき』という誘いにホイホイと乗った
のが、運の尽きだったのかもしれません。（ゴキブリも
ホイホイと入り込むと、出られなくなりますもんね。）
　私自身 もとより甚だ微力ではございますが、18名の
理事・２名の監事・２名の事務局職員の力を併せ、皆様
に少しでも役にたっていると感じていただけるような協
会であるよう、一生懸命勤めさせていただきたいと思
っておりますので、どうぞ宜しくお願いします。
　協会にて役員をするようになり、中央の意見を耳にす
る機会が増え、今までは考えもしなかった色々な事を
考える機会が増えました。
　特に、以前より問題となっている 土地家屋調査士法 
第３条（調査士の業務）と 同法 第64条（協会の業務）
については、早急な法改正が必要になっております。た
だし、法改正にあたっては、土地家屋調査士の声だけ
でなく政治家の先生のお力や有識者の意見等が必要
不可欠な事は言うまでもありません。
　また、入札においても価格競争入札から脱している
他の士業に倣い、土地家屋調査士業務が入札に馴染

PUBLIC

公嘱だより
理事長

公益社団法人　三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

田 中 　 孝 治

追伸：本年は、天皇陛下が御退任されることで元号も改められ
ます。あと、消費税も遂に10％に上がりそうです。時期毎に書
類関係を大幅に修正する箇所も多くなるかと思いますので、事
務書類においてミスがないようご注意ください。
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　会長特別賞は四日市支部の林誠治さんが選ばれま
した。おめでとうございました。
　ゴルフをされる方で、会長杯に参加したこの無い
方は是非ご参加ください。
　仕事とは違う、きっと良い親睦ができると思いま
す。

　９月15日（土）、会長杯親睦ゴルフ大会を三重フ
ェニックスゴルフコースにおいて開催いたしました。
　当日は雨の予報もありましたが、少し降られた程
度で何とか良いコンディションの中、参加者の皆さ
んそれぞれ初秋のゴルフを楽しんでいただきました。
　参加者は19名で、四日市市４名、鈴鹿支部３名、
津支部５名、伊賀支部３名、松阪支部２名と奈良会
から２名のご参加をいただきました。

　個人戦の優勝は伊賀支部の高山秀峰さん、ベスグ
ロでの完全優勝でした。準優勝は四日市支部の田中
孝治さん、３位は鈴鹿支部の伊藤哲彦さんでした。
　それぞれ豪華賞品をお持ち帰りいただきました。
　団体優勝は伊賀支部、２位は四日市支部でした。

個人優勝

会長特別賞

団体優勝

スタート前集合

報告
Report

広報厚生部　部長 山本　幸司

会長杯親睦ゴルフ大会2018
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　続いて、校舎内に戻り、電卓を用いて測量の結果
の計算をしました。巻尺による測量はヘロンの公式
と直角三角形の面積計算、光波測量については座標
計算による面積計算をそれぞれ行いました。各チー
ムが時間内に計算を終えて集計となりました。
　陣取りの面積の大きさと巻尺による面積計算と光
波による面積計算の誤差をポイントにして順位を決
定し、表彰を行いました。優勝チームには調査士グ
ッズの記念品を授与し、各生徒さんには漫画でわか
る土地家屋調査士と粗品をお渡ししました。
　最後に、濱田副部長より挨拶をしていただき無事
終了となりました。
　後日、生徒さんからこの度の出前授業についての
アンケートをいただきました。かなりの好評であり、
土地家屋調査士の名前を憶えていただいたのではな
いかと思います。改めて出前授業を実施させていた
だいて良かったなと感じました。
　尚、この度は、公嘱協会より山下淳さん、宮本斉
さん、四日市支部より林誠治さんのご協力をいただ
きました。お疲れ様でした。本当にありがとうござ
いました。

　平成30年11月６日、恒例となりました四日市中央
工業高等学校さんの出前授業を広報厚生部員一同で
行いました。公嘱協会さんと四日市支部さんも応援
に駆け付けてくださいました。

　初めに、山本部長より生徒の皆さんへの挨拶と座
学を15分ほどさせていただき、土地家屋調査士がど
のような職業であるかを説明させていただきました。
　次に校内駐車場におきまして、４チーム各９名に
別れての測量を取入れた陣取り合戦を行いました。
巻尺による測量、光波による測量を各チームの生徒
さんたちが分担して行いました。途中光波のバッテ
リー切れというハプニングもありながら時間内に測
量を終えました。

報告
Report

広報厚生部 岡本　博人

四日市中央工業高等学校の出前授業

面積計算

測量実習

測量実習
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個人優勝

報告
Report

広報厚生部 岡本　博人

中部ブロック親睦ゴルフ愛知大会

　鈴鹿市支部の野呂さんに送迎をいただきました。
ありがとうございました。

　平成30年10月１日、愛知県豊田市の京和カントリ
ー倶楽部にて行われました中部ブロック親睦ゴルフ
愛知大会に参加させていただきました。
　前日の前夜祭は生憎の台風直撃となり中止となり
ましたが、神戸前会長をはじめ浦川さん、中野さん、
野呂さんと台風直撃の中、豊田市内のホテルに前泊
しました。
　台風の影響で、食事するお店は軒並み閉店となっ
ており、一つだけ開いていた中華料理屋で食事をし
て、午後７時過ぎには解散となりました。
　当日は打って変わっての晴天に恵まれ、絶好のゴ
ルフ日和となりました。三重会の方も高速道路が通
行止めの中、何とか当日駆け付けた方もおられまし
た。

　

愛知のゴルフ場の中でも屈指の接待コースというこ
とで、大変手入れが行き届いており、台風の影響も
殆どありませんでした。特にグリーンは素晴らしく
綺麗でした。
　結果の方ですが、三重会は団体戦で準優勝となり
ました。優勝は地元の愛知会さんでした。個人戦は
ラッキーが重なり私が優勝という結果になりました。
　台風直撃という大変な中での開催で愛知会さんの
ご苦労は計り知れませんでしたが、無事に大会は終
了しました。愛知会さんご苦労様でした。
　来年は富山会さんの開催となっており、再来年度
が三重会となります。台風が来ないことを祈ります。

京和カントリー倶楽部
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　当日は、当会と提携しております東京法経学院と
合同活動で、東京法経学院の立石社長ともお会いす
る事が出来、また東海工業専門学校の先生方からお
話を伺ったところ、近年は測量・土木を目指す生徒
が減ってきている中で、今年は昨年よりも生徒が増
えたなど明るいお話が聞けて１人でも多くの生徒が
土地家屋調査士という職業に興味を持ち、目指して
くれればと思いました。
　今日1日で色々な人とお話ができ、また多くの人
に広報グッズを手渡す事ができたのは、土地家屋調
査士として宣伝した効果が期待できると実感してお
ります。

　平成30年12月2日（日曜日） 東海工業専門学校金
山校で行われた学校祭に三重県土地家屋調査士会と
して広報厚生部岡本副部長と参加させていただきま
した。中部ブロックの広報事業として参加している
もので、前日は愛知会が担当しました。

　学校祭が行われる校舎の土木展示コーナー入口に
ブースを設けて頂きパンフレットなどの広報グッズ
を展示して、学校の生徒や学校見学も兼ねて来てい
る若者とその親御さんに土地家屋調査士とはどのよ
うな職業かを説明しながら広報グッズをプレゼント
する等をして土地家屋調査士のPRをして参りまし
た。
　学校祭では各教室をブース分けされており、測量
ブースではトランシットを展示しての測量実習があ
り、また土木ブースでは現場で使用する検査機械を
用いての非破壊検査の講習があるなど大変見応えが
ありました。
　他の階では、生徒達で作る屋台やペーパークラフ
トで作った家の模型の展示などがあり誰でも楽しめ
る学校祭になっていました。

報告
Report

広報厚生部 竹内　　寛

東海工業専門学校金山校でのPR活動
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　あけましておめでとうございます。
この度年男の原稿依頼を受けて、６回目になるのか
と改めて気づかされました。
　私は1947（昭和22）年生まれですので、戦後のベ
ビーブームの800万人を超える、いわゆる“団塊の
世代”と言われる世代になります。
　子供の頃は日本全体が貧しく、物心が付いた頃で
も砂利道を馬が荷車を引いて通っていたのを記憶し
ています。学校では、学年クラス数は二桁、クラス
毎の生徒数も50人超、給食は米国産の脱脂粉乳にコ
ッペパンという中で過してきました。何につけ競争
の世代と世には言われていますが、そういう意識は
あまり持ったこともなく、何事にも適当でボーッと
流されて馬齢を重ねた思いの方が強く、年齢を聞か
れる度になんとも恥ずかしい思いをしております。
　土地家屋調査士業は、ずっと続けていくつもりで
いた建築の仕事も42歳の本厄を過ぎて体力的にきつ
い会社の勤めが辛くて、10年以上もほこりをかぶっ
ていた資格を引っ張り出してきて建築設計と兼業で
始めたものです。
　開業当初は、法令・解説書等を開いても分からな
い事が多々あり戸惑うことの連続でしたが、先輩に
聞き、法務局の職員に聞き、どうにかやってきまし
た。細々とながらも今日までこれたのは親切に導い
てくれた方々のお陰と感謝しております。昔の紙ベ
ースの閲覧調査の頃は、閲覧席で色々教えて貰うこ
とも多く、種々の情報交換の場でもあったのですが、

最近開業された方はそのあたりをどのようにされて
いるのでしょうか。少し心配しております。
　業務形態の変化も著しく、世界測地系に対応した
GNSS測量、またドローンによる測量やワンマンで
の測量が可能になったり、事務所に居ながらオンラ
インでの登記申請や登記情報の取得が出来る時代が
来るとは想像も出来ませんでした。
　業務以外でも世の中の移り変わりは増々速くなっ
ていて、老化一途の頭ではこの先のことが分かる筈
もなく、これからも流されていくのかなとも思って
います。
　ただ少し想像できるのは、団塊の世代が当事者と
なってこれから迎える“2025年問題”と言われる少
子高齢化社会が、日本の社会構造を変えていくので
はないかということです。それに伴い土地家屋調査
士の制度・業態がどうなっていくのか分かりません
が、近い将来引退を迎えるにしても、それまでは何
とか変化についていきたいと思っております。
　新年早々面白くもない話になってしまいましたが、
今年も皆様には良き年となることを祈念しまして、
年寄りの繰り言の終わり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。
　今年は「亥年」ですが、平成最後の年と新しい元
号の年に替わる年でもあり、そんな年に「年男」を
迎えることができ、光栄に思います。平成11年に開
業して20年目の年でもあり、なんとなくキリが良い
ように感じております。
　さて、年男である「亥年」生まれということに関
しましては、子供のころから今まで、自分自身、正
直あまり良い印象がないのです。私は２月生まれな
ので同学年の友達の多くは戌（いぬ）年で、「いの
しし」って格好悪ってちょっと小バカにされてきま
したし、本当のところ「虎」とか「龍」がカッコよ
くてよかったのに、なんで「いのしし」やねん、し
かも十二支でも12番目の最後（ドベ）やしって思っ
てきました。

年 男 年 女

2019

松阪支部 島 　 　 庄 平

四日市支部 伊 藤 　 友 洋
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　そんな私に今回の年男の原稿依頼がまいりまして、
「亥年」生まれの性格について検索してみましたと
ころ、「亥年生まれの性格は、独立心が旺盛で、義
理人情に厚く、人に頼まれると自分のことのように
親身になって世話をします。また、困った人や気の
毒な人を見るとほっておけない性格。この干支の人
は、非常に正直で、嘘をつけません。また、日常生
活は質素で、お金があっても贅沢はしません。」と
出てきました（諸説あり）。皆さん、どうですか？
なかなかのイイやつじゃないですか。まさにこの性
格は「土地家屋調査士」そのものじゃありません
か？！
　そんなことで、年男でもあり新元号にもなるこの
年、心機一転、私も「土地家屋調査士として、なか
なかイイやつ」になりたいと思う今日この頃です。
ただ、お金があったら、ちょっとは贅沢したい気も
します…。

鈴鹿支部 三 杉 　 美 仁

今年は亥年。あけましておめでとうございます。
年男という事で、ご挨拶させていただきます。
もう早いもので、開業して1年半が経ちました。
よくここまで継続できたもので、本当に今までい
ろいろな事がありました。
しかし、その分得た事も沢山あり、人としても強
く成長できた気がします。
お世話になりました諸先輩の方々には、今後もお
願いを沢山すると思いますが、何卒よろしくお願
い申し上げます。
いまの時期の学びは重要で、必ず、今後の自分の
ためになると信じています。依頼主様のためにも
しっかりと日々様々な学習を続けていこうと思い
ます。土地家屋調査士として、少しでも前進しま
す。今年も皆様にとって亥亥年になりますように
  。

三杉事務所では、最近「運動」も意識しています。
杉花粉が来ても、アレルギーになり難い様に。
美味しいものが、いつまでも食べられるように。
仁の心（思いやり）で、今後も経営していきます。

※全ての行の1文字目のみを縦に読むと、メッセー
ジが現れます。
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◆四日市支部◆

朝日奈　晰

調
査
士
業
務
あ
れ
こ
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リレー寄稿

　平成最後の年に、原稿依頼が舞込んできまし
た。私は、平成が幕開けして数年たった平成８
年の登録ですから、諸先輩に比べれば、まだま
だ「ひよっ子」に過ぎないですが、年齢だけは
「それなりに」（「樹木希林さん」好きやった
なあ。）加齢してます。恐らく、加齢臭（家で
は「インド臭」と言われたり）を撒き散らして
迷惑をおかけしているのではないかと思います
し、今流行りの、「なんとかハラスメント」に
あてはめれば、さしずめ「クサハラ」とでも名
前が付くのでしょうね。
　余談はさておき、わずか20年少々の調査士経
験の中で、日頃自分なりに気をつけているよう
な事を書いてみたいと思います。あくまで個人
的な考えですから、会員の皆さんのお考えと相
違する部分もあれば、「何をアホなことを」と
思われるところも多々あるかと思います。少し
でもご参考になれば幸いですが、「それなり
に」お読みいただければ、嬉しい限りです。

境界立会の現場で
　11月の第３回研修会で、佐藤講師がお話しし
ておられましたが、「話がまとまらない場合、
どうするか」って、難しいことですね。この場
合、まとまるかまとまらないかは別として、私

広場
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（次号、リレー寄稿のバトンは、鈴鹿支部へ渡ります。よろしくお願いします。）

は「ゴネている人」には、いろんな世間話をし
ながら、相手が食いついてきそうな話題を探っ
ていきます。時間はかかりますが、話に食いつ
いてきたら、しばらくは相手の話に「同調しつ
つ」（これ大事。聞き上手）、「ところで、境
界はお互いさんのことやから、どこかで手をう
ちませんか？」ってな具合にやってます。その
ためには話題が豊富でないといけないので、毎
朝、新聞（一般紙の朝日と日経）とネットサー
フィンで話題を拾っています。

調査報告書について
　改訂前の調査書には、備考欄があって、そこ
にこまごましたことを記載していましたね。で
も、改訂版からは備考欄がなくなりましたので、
どこかの欄へいろんな情報を書くことになりま
す。つまり、登記官が、それを読んで、「そう
いうことで、この申請になったのか」と納得し
てくれればいいわけです。調査士は、文章を書
くことが苦手とされる方が多いですが、それほ
ど気にすることではありません。
　先日の第３回研修会で、大阪の西田講師が話
しておられたように、「筆特の意見書は、恋人
にラブレターを書くつもりで書け」ということ
につきるのではないかと。意見書が調査報告書

に変わるだけですよね。どなたでも、この人と
一緒になりたいと思ったら、あらゆる知恵を絞
り、言葉を考えてプロポーズされた経験がお有
りかと思います。プロポーズの相手が登記官に
変わるだけですから、その情熱をぶつければい
いのです。
　誌面の関係で、具体的なことは割愛しますが、
一度立場を入替え、「現場を見ていない登記官
が現場を想定できるか、あるいは、内容が理解
できるか」などを考えて、「これなら、わか
る」ようであればいいわけで、西田講師が言わ
れたように、「誰かに読んで貰って、意見を聞
いてみる」ことも大事になってきますね。（な
によりもコワイ、けど自分のことを一番解って
くれている？）嫁さんに読んで貰っても「これ
って何のこと、何が言いたいの？」ではＮＧで
す。自分は現場を熟知してますから、どうして
も、言葉足らずの部分があります。初見の人が
理解できない表現では思いが伝わらないですか
らね。でも、あまりごちゃごちゃ書いても、そ
れはそれで、読む方も嫌になります。まずは
「結論」から書いて、続けてどうしてそうなっ
たかの「プロセス」（三段論法、Ａ=Ｂ，Ｂ＝
Ｃ，故にＡ＝Ｃ）を書くのも一方法です。
　もっと素晴らしい書き方のコツは、西田講師
が講義で話していただいた事が、事務局の皆さ
んがアップしてくれている、三重会ホームペー
ジ（会員専用）に掲載されていますので、「会
員参加行事」の「過去の研修会資料」をご一読
ください。西田講師ならではの、エキスがたっ
ぷり詰まっていますよ。
　まずは、書いてみましょう。「習うより慣れ
ろ」です。「悩む前に一歩前へ」。悩んでいて
も、解決はしませんよ。
　最後になりますが、「ありがとう！」という
感謝の気持ちと「寛容の心」を持ち続けて、老
い先短い人生を過ごしていけたらと思っていま
す。今年も、どうぞよろしゅうに。
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　「ハア、ハア、ハアぁ、ハアぁ！やったー！
ついたー！」
　私にとって、初めての百名山である鹿島槍ヶ
岳に登頂した瞬間、思わず声が出てしまいまし
た。あいにく、山頂は雲に覆われ、360度真っ
白で全く景色は見えませんが、ここまでたどり
着いた安堵感と達成感があり、残念な気持ちは
ありません。

　思い起こせば一昨年の秋、ひょんなことから
竹田城に登り、ご来光を見て「ああきれいだ
な」と年甲斐もなく感動してしまったのがきっ
かけで始めた登山。思い立ったが吉日と、登山
雑誌で必要な物を調べ、すぐに登山用品を買い
集めました。
　ウエア、登山靴、レインウエア、ヘッドライ
ト、ザック・・・。すぐに狭い我が家の縁側は
登山用品で溢れかえってしまいました。
　それを見たうちの嫁さんが
嫁：「それ全部でいくらしたの？」
私：「うーんと、４、５万円くらいかな」
嫁：「ふーん、あっそう」
私：「・・・（汗）」
　実はこの時、大きな字では書けませんが、す
でに10万円以上出費していたのです。
　道具一式が揃ったので、初登山を計画。ちょ
うど１月だったこともあり、まずは、奈良県と
の県境にある高見山へ「樹氷」を見に行くこと
にしました。
　いきなりの冬山で、コースタイムも調べずに、

山
に
魅
了
さ
れ

◆松阪支部◆

吉村　　工
高見山樹氷

広場
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やみくもに頂上を目指したため、燃料切れでバ
テバテになってしまいました。幸いなことに登
山者が多かったので、道に迷うことはなかった
のですが、今考えると、非常に無謀な計画でし
た。
　登山を始めた最初の２、３か月は、詳細な地
図や磁石を持たず、行き当たりばったりだった
ので、目的の山とは全く反対方向に行き、違う
山に到着してしまったり、散々な目に遭いまし
た。それでも回数を重ねるうちに、だんだんと
慣れ、要領も分かるようになり、計画通りの山
行が出来るようになってきました。
　そして、どうせ登るなら北アルプスでも行く
か、ということで１泊２日の日程で計画し、鹿
島槍ヶ岳に登ることになったわけです。
　山頂近くのテント場で泊まることになるので、
テント、寝袋、エアマット等を買い揃え、さら
なる出費が・・・。
　このころになると、嫁さんもあきれ果てて何
も言わなくなりました。というかしばらく口を
きいてくれませんでした。
　気を取り直して、北アルプスです。出発前の
天気予報では晴れ時々曇りだったのに、いざ登
り始めると、曇り空が段々と怪しくなり、テン
ト場につく頃には雨が降ってきました。あくる
朝も雨こそ降らなかったものの、天候は怪しく、
やっぱり太陽を拝むことはありませんでした。
　これも登山です。
　秋になるころには、紅葉を見に再び北アルプ

スの白馬岳にチャレンジ。今度は快晴でした。
ここでは、雲海から登るご来光も拝むことが出
来ました。遠くには、前回登った鹿島槍ヶ岳が
見え、更にその向こうには、槍ヶ岳。南西の方
向には剱岳も見えました。

　山頂からのいい景色を見たいがために始めた
登山ですが、楽しいことがたくさんあることが
わかりました。登頂した時の達成感や雷鳥、猿、
鹿との遭遇（幸いにも未だ熊さんには遭ってい
ません）、木漏れ日を浴びながらのトレッキン
グ。などなど。今では、天候が悪かったらこれ
も登山と諦め、良かったらご褒美だと思うよう
になりました。
　もう若くないので、決して無理な計画は立て
ず、家族に迷惑をかけず、ゆとりをもって、登
山を続けていきたいと思います。

曽爾高原

白馬岳山頂から
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　平成30年10月20日（土）、熊野古道の馬越峠道に
て日帰りの親睦旅行を行いました。本会主催の会員
相互の親睦・親交を図るため、前回平成24年11月の
松本峠道に続き、池畑会長以下24名と熊野古道語り
部友の会・川口有三さんのガイドでの散策です。
　一口に熊野古道と言われていますが、蟻の熊野詣
との言葉があるように，これは熊野三山（熊野本宮
大社・熊野速玉大社・熊野那智大社）を参詣する参
詣道のことです。

　伊勢へ七度、熊野へ三度と言われように、京の都
からの度重なる熊野御幸で、全国からの大勢の人々
が訪れ一大ブームだったそうです。鎌倉時代の亀山
上皇の御幸で終わったものの、江戸時代紀州藩の庇
護の下、再ブームの最盛期となったようです。
　この頃の伊勢路は「くまのみち」であり、東国の

人々が神宮を参拝後度会町田丸（現在の玉城町）で
白装束に着替え、西国三十三所第一番札所青岸渡寺
を巡拝する道でもありました。近畿地方一円を右回
りに巡拝し結願寺谷汲山で白装束を納めて関東に帰
って行ったそうです。

　今回は非常に良い天候に恵まれ、秋の絶好のハイ
キング日和となりました。参加者は車の方は道の駅
海山に11時集合、鉄道の方は尾鷲駅集合とし鷲毛登
山口で合流。みんなで集合写真をパチリ（この時点
ではみんな元気でした）。いよいよ馬越峠道散策の
始まりです。一同は鷲毛（海山）から馬越峠をとお
り、最終目的地である尾鷲を目指します。果たして
無事たどりつけるのか心配です。

広報厚生部

世界遺産紀伊山地の霊場と
参詣道お伊勢さんから熊野三山へ
熊野古道伊勢路（くまのみち）・
馬越（まごせ）峠道を歩く

親 睦 旅
特 集

行

語り部の川口さん
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馬越峠道は古道の石畳で最高とされる石が敷設され、
両側には尾鷲桧が植栽された峠道で、熊野古道でも
人気の高い峠道です。季節も天候も申し分ない日で
したので登山客で賑わっており、個人的に下見をし
た8月の真夏とは大違いの心地良さでした。
　

　熊野古道のシンボルと言ってもいい石畳を秋の行
楽日和に散策するという最高のシチュエーションの
中、途中夜泣き地蔵や石橋をながめ一同は峠を目指
します。初中級コースといっても山登りなので、楽
ではありません。普段の運動不足を直で痛感した方
もおられたようでペースダウン、予定時刻を大幅に
オーバーです。語り部さんも時間を大変気にしてい
る様子。これには理由があり、本日最大の楽しみで
もある散策終了後の食事の予約が14時なのです。14
時までの営業時間のところを無理行って開けてもら
ったという内情があり、何としても14時にはたどり
着きたいとスタッフ一同実はだいぶ焦っていたので
す。
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　何はともあれ一人の脱落者もなく頂上の馬越峠に
到着。小腹がすいた方は事前に配ったおにぎりをほ
おばっていただきました。時間の関係で峠での休憩
もそこそこで、尾鷲の町（下山）を目指します。

　馬越峠道のうりでもある石畳が実は結構くせもの
で、今回は滑ることは無く安全でしたが、非常に歩
きにくく足への負担も大きく参加者の体力を奪って
いったのです。下りは足がガクガクになりましたね。
馬越公園・尾鷲神社を見学のあと、参加者全員、尾
鷲駅近くの昼食会場にたどりつくことができました。
尾鷲ならではの美味しい魚料理を堪能していただき、
会員の親睦を深めていただきました。



BORDER25

　参加者の声「万歩計は14,000歩を数えました」
「当時は１日に15里程歩いたとのこと、実際歩いて
みて（今回は１里程度）当時の大変さが想像をはる
かに超えていた」「休日の農林作業や真夏の現場と
比べ、心地よい汗をかくことができました。」「秋
の行楽日和にみなさんと和気あいあいとでき、楽し
かった。」

　約３時間の散策のなか、普段は仕事の話しかした
ことが無い方々も山登りを通じて交流をしていただ
けたようです。奥様と参加の会員、お子様（大人で
したが）と参加の会員、みなさん楽しんでいただき
ました。
　スタッフ一同みなさんの笑顔にホットしました。
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オンライン申請の基本

土地合筆登記編
広報厚生部　竹内　寛

広報キャラクター
「測っ虎」

広報キャラクター
「地識くん」

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

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るぞよ！
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ステップ３　登記識別情報を入力します。

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。
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今日から始めよう！オンライン申請！

登記識別情報を入力が完了・設定すると

添付ファイル一覧に記載されます。 

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。

ステップ４　電子署名・データ送信して完了。
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ョンちゃんが物憂げな眼で訴えた。松澤が「誰で
すか？この方？」と、所長の山村に訊ねた。山村
は溜息をついて言った。
「俺と虎の行きつけのオカマバーの男だ」
「やだぁ、女よ～、私は～。絶賛工事中だけどね
～。ところで山ちゃん、私を案内してくれたこの
子かわいくな～い？彼女いるのかしらぁ」
と、大坂なおみのような愛くるしい口調で、キョ
ンちゃんが松澤にロックオンした。山村は言葉に
詰まった。
　松澤は、見た目は石仏のような男だったが、な
ぜか女性にモテた。沢尻エリカに似た綺麗なハー
フの彼女がいるという噂があった。それが山村に
は心底、羨ましかった。
　この夏、山村家のBBQパーティーに松澤を招
待し、山村は初めてその彼女に会った。ナブラチ
ロワのような女性だった。暫くすると「俺、彼女
いるとです」と松澤が呟いた。「あ～ら、なぁん
で～？。残念だわぁ～」とキョンちゃんが沈んだ
声で返した。その背後から、測っ虎がキョンちゃ
んの体めがけて消臭スプレーを鮮やかに吹きかけ
た。キョンちゃんは徳俵に足が掛かった土俵際の
力士のように体をのけ反らせた後、「ちょっと何
するのよぉ～、虎ちゃん。ひどくな～い？」と唇
を結んで突き出した。
「キョンちゃんお前、汗臭いからもう帰れ！」と
測っ虎が冷たく言って入口のほうを指した。
「何言ってるのぉ。虎ちゃん、あなただって相当、
獣（けもの）臭いわよぉ～。わかってるぅ～？」
と、負けずにキョンちゃんがうっちゃりで切り返
した。
「で、どうなの、私を採用してくれるのぉ～？」。
その横で松澤が腹を抱えて笑っていた。
　繰り返される淫らで低俗な終わりなきやりとり
に、山村はずっと頭を抱えて唸っていた。

　ついこないだまで漂っていたキンモクセイの匂
いは何時の間にか消え、胸を締め付けるような寂
しさを伴った冬の匂いと凍てつく風が、夕暮れの
街を駆け抜けていた。
　測っ虎は、M支部の山村土地家屋調査士事務所
で地籍調査E２工程の打ち合わせをしていた。外
には山村事務所の看板をじっと眺めて佇むぽっち
ゃり体型で金髪ショートボブの女の姿、いや男の
姿があった。丁度、外回りから帰ってきた山村の
補助者の松澤が男に声をかけた。
「こんにちは。うちの山村に何か御用ですか？」
「あっ、はい～」。
柔和な声。丁寧な会釈。口元をシルクのハンカチ
で押さえる所作などは女性そのものだった。
「それではご案内します。どうぞこちらへ」
「ありがとうございますぅ～」。男は自分の唇を
舐めた後、松澤に卑猥な視線を送った。松澤は本
能で目を逸らせた。上品な化粧に真っ向から背反
する無精ヒゲが、半端ない違和感を醸し出してい
る。ゴージャスなファー付きの胡散臭い黒のコー
トが男の暑苦しさを一層助長していた。男は両手
の拳を顎のあたりで固定して、やや内股の歩様で
松澤の後に続いた。男が事務所に入った瞬間、測
っ虎と山村は会話を止め、目を見合わせ驚愕の表
情を見せた。
「あ～ら～、虎ちゃん、やっぱりここにいたのね
～」
男の甲高い声が、平和に満ち溢れた山村事務所を
震撼させた。
「補助者の清木場君に聞いたら、ここだって言う
から。山ちゃんも元気～？」
「キョンちゃん、勘弁してくれよ、仕事中だぞ！
何しに来た？」と、測っ虎が立ち上がって眉間に
皺を寄せた。
「ねぇ虎ちゃん、私を雇ってくれな～い？」とキ

【冬の匂い】
●松阪支部　市野 浩太郎

つぶ やき
TSU-BU-YA-KI
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会員の動き
平成30年11月7日現在 会員数266名　4法人

氏  名

水　上　　　洋 四日市 平成30年10月31日

退会年月日支部名

業務廃止

理 由

●退   会

●入   会

氏  名

村　上　眞　吾 名張市さつき台二番町48番地

事    務    所 入会年月日

平成30年８月１日
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会員の動き
平成30年11月7日現在 会員数266名　4法人

氏  名

水　上　　　洋 四日市 平成30年10月31日

退会年月日支部名

業務廃止

理 由

●退   会

●入   会

氏  名

村　上　眞　吾 名張市さつき台二番町48番地

事    務    所 入会年月日

平成30年８月１日

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
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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。

　もう12月というのに日中は暖かく20℃を超え

ています。

　私は寒さに弱いので、このBORDERが皆様のお

手元に届く頃も暖かい日が続いている事を願って

おります。

　来年は年号が変わり、また消費税率も変わる変

化の多い年だと思います。

　急激な気温の変化も予想されますので、体調管

理に気を付けて頂き良い年をお迎え下さい。















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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