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桑名市水郷花火大会は、昭和９年の伊勢大橋完成記念として始まり一時中断した時期
もありましたが、現在まで引き継がれている伝統のある花火大会です。
特徴は 水郷のまち・桑名 ならではの川の幅・深さを使った花火大会で、打ち上げ現場
は揖斐川の中州です。
毎年、およそ10000発の花火が約１時間半かけて大空に花を咲かせます。
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。

３．研

鑚

専門分野の知識と技術の向上を図る。
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greeting

ごあいさつ

いても、土地家屋調査士の知名度の向上とともに活
躍の場が増えてきているのだと思います。
折しも、土地家屋調査士法が一部改正され、これ
まで目的規定であった第一条が『土地家屋調査士は、
不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らか
にする業務の専門家として、不動産に関する権利の
三重県土地家屋調査士会

古尾

圭一

会長

明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資
することを使命とする。』というように私たちの使
命が条文にしっかりと規定された事の意義は大きい
と思います。
また、所有者不明土地問題の解消のために、さま
ざまな施策が検討・実行されており、今後は、より
一層「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」と

先の定時総会に於きまして、伊勢支部の推薦を受

しての研鑽が必要になりますので、本会としても、

けて会長として選任されました。

より質の高い研修を検討してまいりたいと思ってお

これまで理事として２期４年、副会長として３期

ります。

６年の10年間を三重県土地家屋調査士会の役員とし
て務めさせていただきました。

改正土地家屋調査士法の施行は公布の日（令和元

新たな元号として出発する年度から、大役を仰せ

年６月12日）から起算して１年６月を超えない範囲

つかることになり、気の引き締まる思いです。

内において政令で定める日となっておりますが、附

これまでの経験を生かし、「土地家屋調査士」制

帯決議として、所有者不明問題等の解決にあたり、

度の充実と発展のために、しっかりと会務に取り組

私たち専門資格者の活用や研修制度の充実について

んでいきたいと考えております。

も求められています。そこで、会員のみなさまにお
かれましても、積極的に研修会に参加していただき

さて、私が土地家屋調査士となったのは平成12年

たいと思います。

で、西暦2000年という区切りの年でした。

三重会に所属しているすべての会員が、新たな次

それまで世界中で大騒ぎをしていた2000年問題が

のステージに揃って進めるよう、微力ではあります

難なく回避できたのは、陰で名も無きエンジニアの

が、会長として尽力したいと思いますので、会員の

人たちの活躍があったからだと思います。不動産登

皆様におかれましても何卒ご理解ご協力いただきま

記制度に関しても、21世紀に入ってから、急速に登

すよう、よろしくお願いいたします。

記簿や地図のコンピュータ化や筆界特定制度の制定
など、不動産登記法の改正がすすみ、それにより土
地家屋調査士の業務が大幅に変化してきました。こ
のように、平成の中盤から後半にかけて、私たちを
取り巻く環境に大きな変化がありました。しかし、
「土地家屋調査士」はその都度柔軟な対応をしなが
ら陰で不動産登記制度を支えてきました。
倫理綱領の使命である「不動産に係る権利の明確
化を期し国民の信頼に応える。」ことが継続してで
きてきたからこそ、昭和25年７月31日に土地家屋調
査士制度が誕生してから約70年が経過した現在にお
B OR D ER
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家屋調査士制度が制定されてから70年近くにわたり，
国民生活の安定と向上のために真摯に活動されてき
た皆様への期待と信頼の大きさの現れであると感じ
ているところです。
今後，ますます複雑・困難化していくことが予想
津地方法務局

大手

局長

される土地の境界に関する問題の解消には，皆様が

昭宏

これまで培われた知識と経験が必ず必要となります。
登記申請はもとより，筆界特定制度や貴会のＡＤＲ
機関である「境界問題相談センタ ーみえ」との連
携においても，御協力をよろしくお願いいたします。
終わりに，三重県土地家屋調査士会の一層の充

本年，４月１日付けの異動により，法務総合研究

実・発展と会員の皆様方のますますの御健勝，御活

所から津地方法務局へ参りました。どうぞ よろし

躍を祈念申し上げまして，御挨拶とさせていただき

くお願いいたします。

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。
近年の法務行政を取り巻く情勢を見ますと，所有
者不明土地問題等を契機とする相続登記促進のため
の取組や遺言書保管制度の導入など，新規施策や新
規業務が次々と展開されています。とりわけ，本年
度から取組を開始する「表題部所有者不明土地の解
消作業」におきましては，高度の専門的知識を有す
る皆様方の御支援が不可欠でありますので，引き続
き，御協力をよろしくお願い申し上げます。
さて，本年５月に平成から令和へと新しい時代を
迎えるとともに，６月６日には司法書士法及び土地
家屋調査士法の一部を改正する法律が成立しました。
改正法では，第１条において，近時の土地家屋調査
士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ，土地家屋調
査士について，その専門家者としての使命を明らか
にする規定が新設されています。このことは，土地
3
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った以降，高水準で推移し，この制度に対する国民
の期待が高いことを示しています。また，国土交通
省では，地籍調査の筆界未定を減少させる方策とし
て，筆界特定制度との連携が検討されており，今後
も更なる事件の増加が見込まれます。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
津地方法務局首席登記官（不動産登記担当）

大築

ますが，この制度を適正かつ円滑に運営していくた

誠

めには，専門的知見と技術をお持ちの会員の皆様と
法務局の担当者との連携が不可欠であると考えてい
ます。
会員の皆様には，筆界調査委員，あるいは申請代
理人として，引き続き御支援と御協力を賜りますよ

昨年４月に着任し，２年目を迎えました。引き続

うお願いします。また，筆界特定制度と「境界問題

き，よろしくお願いいたします。

相談センターみえ」との連携につきましても，今後

貴会及び会員の皆様には，日頃から登記行政の円

ともよろしくお願いします。

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，オンライン申請の利用拡大につきましては，
昨年度，貴会の多大な御協力を賜り，一定の成果を

昨年度は，「未来につなぐ相続登記シンポジウム

あげることができました。本年度も局を挙げて取組

2018」にパネリストとして御参加いただくとともに，

を進めていますので，更なるオンライン申請の利用

多くの会員の皆様の御協力を賜りましたことに，改

促進に向けて，特段の御支援と御協力をお願いしま

めて御礼申し上げます。本年度も「未来につなぐ相

す。

続登記シンポジウム2019」の開催を予定しています

最後になりましたが，貴会のますますの発展と会

ので，引き続き御支援と御協力をお願いします。

員の皆様の御健勝を祈念申し上げ，御挨拶といたし
ます。

さて，本年５月17日，表題部所有者不明土地の登
記及び管理の適正化に関する法律（令和元年法律第
15号）が成立（同月24日公布）し，表題部所有者不
明土地の登記の適正化を図るための措置として，登
記官に所有者の探索のために必要となる調査権限を
付与するとともに，所有者等探索委員制度を創設す
るほか，所有者の探索の結果を登記に反映させるた
めの不動産登記法の特例が設けられました。
本法律に基づく所有者の探索には，専門的知見を
お持ちの会員の皆様が所有者探索委員として御活躍
いただくことが不可欠であると考えておりますので，
御協力を賜りますようお願いします。
次に，筆界特定手続につきましては，平成29年に，
例年の２倍を超えて40手続を大きく上回る申請があ
B OR D ER
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でも、相続や売買の場合などで境界の調査や測量が
欠かせない場合が多々あります。そのようなときに、
弁護士と土地家屋調査士が手を携えて問題を解決し
ていくことができるのであれば、それは素晴らしい
ことではないでしょうか。
境界問題相談センターみえ センター長 三重弁護士会

渡邉

そのような素晴らしい未来のためにも、今後とも

功

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

境界問題相談センターみえの渡邉です。土地家屋
調査士会の方々には日ごろからセンター運営にご協
力いただいており大いに感謝しています。
境界問題相談センターは、いわゆるADRといわ
れる紛争解決手続きであり、話し合いでの解決を目
指すものなのですが、実は、同じ話し合いでの解決
手続きである裁判所での調停手続きでは昨今は成立
する率が下がってきています。
理由については色々言われますが、当事者の権利
意識が強くなった上にネットなどで法律的な見解を
色々と集めてくることで、当事者がなかなか譲り合
いによる解決に応じなくなってきたのではないかと
思われます。
境界問題の解決において、当事者が自分の考える
境界に固執するとなかなか解決には結びつきません。
そのようなときにいかにして両当事者を説得しつつ
双方が納得できる境界を見つけ出すことができるか
が、調停委員にかかってきます。そして、納得でき
る境界を見つけ出すには、綿密な調査や測量が必要
になってきます。そのような調査や測量ということ
になりますと、どうしても弁護士には手の届かない
部分になってきてしまいます。
そのような調査や測量には土地家屋調査士の皆さ
まのご協力が欠かせません。紛争化していない場合
5
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広報厚生部担当

濵田

副会長

眞行

「測」の文字を重ねています。五つの花と三枚の葉
をあしらっています。桐は初夏に紫の花を咲かせま
す。我家も植栽してあり、その成長の早さには目を

二期目となります。皆様には常日頃大変お世話に

見張ります。

なり、誠にありがとうございます。ボーダーからで

そもそも着物の着用については、妻が当職用に多

はございますがお礼申し上げます。今後とも宜しく

少用意して嫁いできており、あるから着ないのはモ

お願いします。一期目の引き継ぎ事項の「ラインス

ッタイナイから始まり土蔵の箪笥にあった父やご先

タンプ」を昨年12月に単位会で最初に公開していま

祖様のを持ち出して着出したのが始まりでした。

す。前年度部員皆様のお陰であり、本当にありがと

２年前のボーダーには身だしなみについての記載

うございました。

がありました。そこで、表彰式のある総会で、年齢

さて、当職は先の総会に於いての服装が、いわゆ

と自身が日調連会長表彰を授与される点を踏まえ、

る民族服の「着物」で出席させていただきました。

妻と相談して羽織を三つ紋にしました。着物には格

お召しの着物に米澤の帯、絽（ろ）の羽織（三つ

式があるようで、着て行く場所と季節等に一応の目

紋）に本畳の雪駄でした。当日の気温を気にしなが

安があるそうです。特に茶会（たしなみませんが）

ら格式の高い会議であった点を踏まえたものの、そ

では相当気を配られるそうです。来賓がお越しにな

もそも着物の素人君で、大体適当に着ておりヒヤヒ

る訳ですから、来賓の服装と同等以上でないと大変

ヤものでした。会員先生のF君を捉まえて、どう？

失礼に当たるのではないかと思っています。女性の

彼曰くこの時期暑いか寒いかで難しいとのお世辞を

着物は全くわかりませんが、男性着物にご関心あれ

頂戴しましたので、まあ、いいか。

ば、当職へご一報下さい。

この服装について皆様から発せられた一部を紹介
します。
１．良い物、着てるね。
２．高そうですね。（羽織を指して）
３．格好いいですね。僕も着たい。
４．袴をはいて良かったのでは。
（確かにそう思います）
５．紬？
６．幾らですか。
７．高座を設けようか。
８．芸能人かと思いました。
９．（家紋を指して）それは何ですか。
10．梅鉢ですか。（正しくは、丸に梅鉢）
11．選挙に出るのですか。
（着物で当選の県議の話題が出て）
等など。
家紋を全く知らない会員には、びっくり仰天。ジ
ェネレーションギャップかな。当職の場合、着物・
武具・長持に家紋があしらってあり、子供の頃から
家の印として自然に身についていました。ヴィトン
のあの文様は日本の家紋を参考にしたのは有名な話
しですが。ちなみに土地家屋調査士会は五三桐に
B OR D ER
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総務財務部担当

有竹

副会長

良行

くお願いいたします。
さて、副会長として企画社会事業部と研修部の２
つの部を担当することになりましたので、各部の事

令和という時代が幕開けした初めての定時総会に

業について、私なりの抱負を述べさせていただきま

於いて、副会長に選任されました伊勢支部の有竹良

す。

行です。総務財務部を担当させていただきます。

まずは、企画社会事業部です。昨年あたりから急

これからの２年間、よろしくお願いします。		

速に調査士を取り巻く環境が変化しています。空き

原稿を寄稿している時には、就任から１ケ月が過

家問題、所有者不明土地問題、変則型登記の解消

ぎました。

等々、法整備も急速に進み、それらに関する特別措

５月21日の執行部会と挨拶回り、５月31日の合同

置法も成立しています。土地家屋調査士法の改正も

会議、６月４日の執行部会、６月18日、19日の連合

なされました。これまでよりも一層、土地家屋調査

会総会、７月５日、６日には中六総会（三重会担

士という職業に対しての期待が社会的にも高まって

当）と時間がこれまでより早く過ぎるのを感じてま

いることの表れだと感じます。直ちに会員の業務に

すが、これで就任からの行事が一段落となります。

直結し、利益になるようなことは無いのかもしれま

これからが、総務財務部担当副会長としての本格

せんが、地道に信頼を重ね、これらのことに取り組

的な業務となります。					

むことによって、土地家屋調査士の地位は自然に高

前副会長からの引継ぎ案件、常任理事からの引継

まっていくのだと思います。

ぎ案件を精査して、総務財務部担当理事と力を合わ

企画社会事業部としては、最新の情報を逃さない

せて進めていきます。事案によっては、各部の垣根

よう常にアンテナを張り、対応していきたいと考え

を越えて対処していきます。これには、会員の皆様

ております。

方のご理解、ご協力が必要となり、チーム『三重

次に、研修部についてです。新しいことに取り組

会』で対処します。

むにしても、当然、それに対応できる知識や情報が

これからの２年間古尾会長のもと、我々理事一同

なければ逆に信頼を損ね、社会の期待を裏切ること

力を合わせて会務に邁進します。会員皆様方のご理

にもなりかねません。

解ご協力をお願い申し上げ就任の挨拶とさせていた

研修部では、事業計画に基づき、会員のスキルア

だきます。

ップに繋がるテーマ、会員の皆様が参加したいと思
うテーマを部員一同で議論し、考えてまいりますの
で、定例研修会には、是非とも会員の皆様のご参加
をよろしくお願いいたします。
新執行部としてスタートして、まだ間もないです

企画社会事業部・研修部担当

林

誠治

副会長

が、対外的な場での振る舞いや、会務と仕事のバラ
ンス等、正直、戸惑う毎日です。しかしながら、優
秀な部長をはじめ、頼もしい部員の皆様に恵まれま
したので、理事一丸となって、事業計画を遂行して

過日開催の令和元年度定時総会におきまして副会

いきたいと考えております。

長に選任されました、四日市支部の林誠治です。こ

若輩者の新米副会長ですが、これからの２年間、

れまで支部長２期、理事１期を務めさせていただき

調査士制度の発展と地位向上に情熱を注ぐ古尾会長、

ましたが、今般、副会長という身に余る大役を仰せ

個性豊かな先輩副会長を陰ながら支えて、より良い

つかり、その重責に身の引き締まる思いです。です

調査士会となるよう会務に取り組んでまいりますの

が、選任された以上は、微力ながら頑張っていく所

で、会員の皆様のご理解・ご協力をお願いいたしま

存でございますので、会員の皆様のご協力をよろし

す。
7
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お慶び
慶びのことば
この度は、多数の皆様のお力添えにより黄綬褒章

春の褒章で黄綬褒章受章

を受章できましたことは身に余る光栄と、関係者の
皆様方に心より感謝し、厚くお礼申し上げます。
お陰様で、５月30日に法務省において褒章の記
と褒章の伝達を受け、その後バスで皇居に向かい、
豊明殿では最前列で天皇陛下の拝謁を賜り、お言葉
を頂戴しました。
生涯忘れ得ぬ光栄と感激を家内ともども深く胸に
刻んでまいりました。これも偏に、諸先輩、会員の
皆様方の温かいご指導ご鞭撻の賜と深く感謝申し上
げます。
私が法務局に登録したのは、昭和41年の20歳の誕
生日の６日前で、職印と入会手続き完了で20歳に開
業という見事なスケジュール管理でした。
この頃から分譲地、分譲住宅がブームになったと
記憶しております。測量は、平板が主流でしたが中
古のトランシット（４本ネジ）をかなり長期間使用
していました。作図は座標ではなく、角度と距離で
ケント紙にプロットし、それをトレースするという
原始的な方法でしたが、当時としてはこれが一番正

津支部

確でした。
土地家屋調査士の業務で特にこだわったのは、
「コンクリート杭を埋設する。」で、四角い杭を三

篠

角に削ったり、間知ブロックをカッターで切ってコ
ンクリート杭を埋設したりしました。

原

これは、自己満足ではありますが、依頼者の顔を
見れば納得してもらったことは容易に判断できます。
また、昭和62年から平成13年の間３期に亘る副会

馨

長在任中には、古河町会館の司法書士会持分取得が
否決され、臨時総会で可決されたこと。境界シンポ
ジウムIN三重2000をリージョンプラザで開催した
こと等思い出されますが、大過なく過ごさせていた
だいたのも役員の皆様のご努力と、会員の皆様方の

B OR D ER
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i n t e r v i e w

【経

歴】

昭和40年11月30日
土地家屋調査士試験合格
昭和41年２月７日

ご支援ご協力に支えられてのことと厚くお礼申し上

土地家屋調査士登録

げます。

【土地家屋調査士会における役職】

今後は、高齢につき大したことはできませんが、

自昭和56年５月23日

この栄誉に恥じぬよう、土地家屋調査士としての責

三重県土地家屋調査士会理事

任を全うし、微力を尽くす所存でございますので、

至昭和62年５月23日

変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

（６年）
自昭和62年５月23日
三重県土地家屋調査士会副会長
至平成３年５月18日
（４年）
自平成９年５月21日
三重県土地家屋調査士会監事
至平成11年５月21日
（２年）
自平成11年５月21日
三重県土地家屋調査士会副会長
至平成13年５月26日
（２年）
自平成15年５月31日
三重県土地家屋調査士会監事
至平成19年５月19日
（４年）

【表

彰】

昭和56年５月23日
三重県土地家屋調査士会長表彰
昭和59年５月19日
津地方法務局長表彰
平成２年６月26日
名古屋法務局長表彰
平成３年５月18日
日本土地家屋調査士会連合会長表彰
平成17年６月24日
法務大臣表彰
令和元年５月21日
黄綬褒章受章
以
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部会だより

度の問題があります。
会員数が減少の一途を辿る状況を鑑みて、今後の

sectional
meeting

会費制度について、長期的視点に立った検討が必要
であるとして、新たに会費検討委員会が設置されま
した。

総務財務部

部長

野田

総務財務部としては、会費検討委員会と連携をと

秀敏

り、何らかの方向性を提示する必要が有ると考えて
います。

今年度から２年間総務財務部長を務めさせていた

尚、会費制度の維持については、会員の皆様の会

だくことになりました、津支部の野田です。

則等遵守が前提となっておりますので、引き続きご

皆様、宜しくお願いします。

理解とご協力をお願いいたします。

今期からの総務財務部は、役員改選により大幅に

以上、短くて恐縮ですが、ご挨拶とご報告をさせ

構成員が変わり、有竹副会長、野田総務財務部長、

ていただきました。

佐治総務副部長、太田茂樹財務副部長、中林部員の
計５名となりました。
総務財務部長に就任して、右も左も分からないう
ちに、７月５日（金）の中部ブロック協議会の定時

企画社会事業部 部長

総会が迫ってまいりました。（注：原稿執筆時）
今回は、三重会が担当いたしますので、各部の理

葊森

貫氏

残暑お見舞い申し上げます。

事の皆様にも幅広くご協力をお願いする形となりま

令和元年度より、企画社会事業部長を務めさせて

した。ちなみに、会場はプラトンホテル四日市です。

いただく運びになりました、津支部の廣森貫氏です。
どうぞ皆様よろしくお願いいたします。

上記定時総会の翌日は、他会の担当者と顔合わせ

昨年度の二年間は、部員として古尾現会長、吉村

も兼ねた協議の場も設けられるようですので、直面

前部長の下おんぶにだっこ状態であったため、部長

する問題について情報交換を行い、良いアイデアが

職の大変さを痛感しております。より一層の責任感、

あったら参考にさせていただきたいと思っておりま

緊張感をもって職務を務めさせていただく所存であ

す。

ります。

さて、総務財務部における今年度の事業計画につ

今年度の企画社会事業部は、林誠治副会長（四日

いて少し説明させていただきます。

市支部）、私（津支部）、中島万琴副部長（伊勢支

まず、総務部門として、

部）鈴木崇副部長（松阪支部）、西口勝弘部員（桑

１．会則、各種規則等の見直し及び電子化の促進

員支部）の５名で構成されております。

２．土地家屋調査士政治連盟、他の士業等、各支部

昨年度より１名減でありますが、部員全員で会務

との連携・協調

に励んでまいりたいと考えておりますので、皆様の

３．組織体制の整備・研究

ご支援・ご理解を何卒よろしくお願いいたします。

一方、財部部門では

さて、今年度の企画社会事業部の事業計画を、紹

１．予算決算の内容の精査と経費削減

介させていただきます。

２．事務の効率化による支出の見直しを行う予定で

（企画部門１）

す。

津地方法務局との連携

一方、三重会の定時総会の資料や事業計画には明

法調実務打合会を通じて、お互いの意見・要望等

記されていませんでしたが、歴代の総務財務部長が

を協議してまいります。

引き継いで取り組んでいる課題の一つとして会費制
B OR D ER

法務局主催の「未来につなぐ相続登記」シンポジ
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ウムにパネリストとして参加させていただきます。

（社会事業部門４）

（企画部門２）

公共嘱託登記土地家屋調査士協会との連携
必要に応じて打ち合わせ会を開催し、情報共有・

数値資料センターの運営及び境界鑑定についての研

連携強化を図ってまいりたいと思います。

究並びに中部地籍研究会との連携数値資料センター

また、地籍調査の地元説明会等で、昨年度作成し

の管理・運営を充実させ、境界鑑定業務の研究、中
部地籍研究会への参加を境界鑑定・管理委員会で行

たリーフレットの配布をお願いいたします。

っていただきます。

（社会事業部門５）

（企画部門３）

他会のシンポジウム等への参加
他会で開催されるシンポジウム・研修会に参加し、

各種資料の情報収集及び活用についての研究前年度

情報収集・交流をしてまいります。

同様、部会にて会員の皆様に役立つ資料などを情報
収集し、活用方法を検討して情報提供していきます。

以上、事業計画です。

また、ホームページで各種事業のデータ更新も行っ

特に、所有者不明土地問題等の様々な各関係省庁

ていきます。

の動きに、注視し部員一同の協力のもと、取り組ん

（企画部門４）

でまいりたいと思いますので、会員の皆様のご理解、

土地家屋調査士を取り巻く環境変化への対応

ご協力をよろしくお願いいたします。

所有者不明土地についての研究、「変則型登記解
消」への対応。
中部ブロック協議会業務担当者会議にて協議して
いきます。

研修部

部長

（社会事業部門１）

前田

佳昭

残暑の候、会員の皆様におかれましては、ますま

境界問題相談センターみえの活用

すご清栄のこととお喜び申し上げます。

センターみえの運営・研修会の実施・広報活動を

今期、研修部長を務めさせていただきます前田佳

センターみえ運営委員会で行っていただきます。
（社会事業部門２）

昭と申します。林誠治担当副会長はじめ、浅田洋人

社会貢献（災害対策・空家問題等）への取り組み

さん、森寺奉仁さん、井内孝徳さん、神山武さん、
そして私で運営をして参ります。

災害対策について、三重県と締結している協定に

研修部の本年度の事業計画は

基づいて、支援・活動を行っていきます。
三重県主催の説明会等に参加いたします。

１．研修体制の確立

空家対策については、各支部単位での参画であり

２．新人研修会の実施

ますので、支部長、支部会員のご協力をよろしくお

３．ビデオ研修会の実施

願いいたします。

４．支部研修会への支援
５．他会研修会への参加

また、空家ネットワークみえでの無料相談会が、
予定されておりますので、こちらへのご協力も併せ

です。すでに無事に終わった事項もありますが、こ

てよろしくお願いいたします。

れらの計画を滞りなく達せられるよう、一丸となっ

（社会事業部門３）

て取り組んで参りたいと思います。
研修は、土地家屋調査士法第25条に定められてい

無料登記相談会の継続実施
法務局との合同で、全国一斉不動産表示登記無料

ますが、三重会定例研修の出席率は、約４割と低迷

相談会及び月２回の無料相談会を継続実施してまい

しています。隣の岐阜会は、出席率が約８割と聞き

ります。

ます。ライブオンというインターネットを利用した

相談員の派遣に、津支部、鈴鹿支部、松阪支部の

システムを導入していることもありますが、岐阜会

会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

に追い付け追い越せを目標に、会員にとって興味深
11
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く、役に立つ情報を発信できる研修会を開催するこ

エピソード等何でも構いません。寄稿と共に写真を

とで、出席率の向上が図れるものと確信しておりま

添付いただけると有難いです。

す。これまで同様、会員の皆様の積極的なご意見を

広報グッズについて、昨年度は三重会の広報キャ

お待ちしています。

ラクターの「測っ虎」のラインスタンプが完成し、

定例研修会は、綱領の「３．研鑚」にありますよ

好評を得ております。皆様にもご利用いただいてい

うに、知識と技術の向上を実践する場です。学問的

ることかと思います。今年度も新たなグッズを提案

な学習を行うことも大切ですし、実務に直結する知

して作成してまいります。

識の習得も必要です。ですが、純粋に「ああ今日の

厚生事業については、会長杯親睦ゴルフ大会を予

研修会は、わくわくして楽しかったなあ」と感じて

定しております。

いただけることも必要と考えております。“楽し
い”は、INTERESTでありまして、研修会に参加
された皆様が興味を感じられたことであれば、事務
所や自宅に戻ってから、さらに自分自身で考え、身
に付いていくものではないでしょうか。
そのような自己研鑽につながる研修会が開催でき
ますよう努力して参る所存であります。

広報厚生部

部長

岡本

博人

昨今、土地家屋調査士試験の受験者数の減少が問

今年度から広報厚生部部長を務めさせていただき

題になっておりますが、広報厚生部として「土地家

ます、四日市支部の岡本博人と申します。一昨年か

屋調査士」という名前を世間に認知していただくよ

ら広報厚生部で初めて理事に就かしていただき、２

う努めてまいりますので、ご指導ご鞭撻の程宜しく

年を迎え、部長という大役を仰せつかりました。

お願いいたします。

前、山本幸司部長と比べて頼りない部長ですが、
濵田副会長、境副部長、竹内副部長は、２年間広報
厚生部で一緒に活動してきましたので心強い限りで
す。新理事の大吞さんを加えて頑張っていきますの
で宜しくお願いいたします。
今年度の広報活動につきましては、７月27日開催
された「第10回全国一斉不動産表示登記無料相談
会」の広報活動を新聞折込み、FMラジオコマーシ
ャル、自治会回覧でおこないました。
出前授業は例年通り、四日市中央工業高校、津工
業高校を予定しております。また、他校へのアプロ
ーチも行っていきます。
会報「ボーダー」は、年２回の発行を予定してお
ります。会員の皆様方につきましては、広報厚生部
員より突然の寄稿のお願いがあると思いますが、ご
協力お願いいたします。寄稿の内容は趣味、業務の
B OR D ER
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支部だより
BRANCH
OFFICE

四日市支部

支部長

市川

誉

令和元年度より、四日市支部長を務めさせていた
だく事となりました市川誉と申します。皆様、どう
桑員支部

支部長

伊藤

ぞ宜しくお願い致します。

巧

開業当初は支部長の役に就くとは全く想像もして
おりませんでした。

桑員支部総会におきまして“無投票”にて二期目

四日市支部会員は総勢54名・２法人、個性豊かな

をさせていただくことになりました、よろしくお願

会員ばかりの支部ですが、背伸びせず落ち着いて支

いいたします。

部長を務めていけたらと自分に言い聞かせてる今日

支部の活動といたしましては、司法書士会桑員支

この頃。

部と合同新年会、支部総会後の合同懇親会を例年通

今年度は平成から令和に元号が変わり、世間も目

り開催いたしました。

まぐるしく変化する一年になるのかなぁと日々過ご

支部研修会は、３月16日桑名市消防本部にて「Ａ

しております。

ＥＤの正しい使用方法・緊急時の対応方法」の基礎

来年度より四日市市においても地籍調査が始まる

知識の講義及び心肺蘇生の実施講習を行いました。

と聞いております。

家族が急に不調を訴えたり、境界立会い中に突然倒

土地家屋調査士の今後の大きな業務の一つですの

れた場合、うろたえることなくテキパキ対応…でき

で、支部長として四日市支部会員と共に協力・協議

るかな？

し、継続的なしっかりした業務となるよう進めて参
りたいと思います。
支部活動としては、毎年恒例の忘年会、司法書士
会と合同新年会、支部研修を１回、法務局との合同
打合せ会を行い、今年はここ数年行われていない支
部親睦事業として、支部旅行を計画・実行したいと
考えております。
支部としての親睦が必要な事は、今も昔も変わり
ないと思っておりますので、親睦が深まる様な旅行
を企画したいと思います。
若輩者の私ですが、先ずは１期２年の任期、背伸
びせず落ち着いて支部長を務めていきたいと思いま
す。

最後にソフトボールです。今年も多度町春期大会
に出場、第一試合は若手中心の相手チームにラグビ
ーの様な点差で大敗、第二試合は相手チームが打ち
疲れたスキに粘っての逆転勝利で１勝１敗。
若手中心チームとは全く試合にならないのですが、
チームメイトをヤジリながら楽しく（？）やってい
ます。
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鈴鹿支部

支部長

野呂

西には陸軍道路を経て石薬師地区に陸軍気象大隊、

幸伸

陸軍航空学校の航空基地があった。そこから亀山に
抜ける道路も陸軍の手で作られ、昔は平田町を中心

鈴鹿支部の新支部長に就任しました野呂幸伸です。

とする軍需工場から東西南北へと道が延びていた。
しかし、戦後は四日市と津へと南北へ向かう道の

調査士になり17年になろうとしておりますが、初め
て支部での役を仰せつかりました。行政書士で８年、

整備へと変更になったようです。
そのような状況を替えようと、鈴亀区域が行政、

公嘱で６年役を務めてきました。

市民が一丸となって取りかかっております。そのよ

年齢を重ね、このまま調査士会での役は無いので
は、と思っていましたが公嘱から身を引いたとたん

うな集団の一員として鈴鹿支部が参加しております。

に理事をするか、支部長を受けるか、と前支部長か

三重県最後の高速道路、何年先に出来るか、登
記・測量業務が受託できるよう公嘱協会と一緒にな

ら打診を受けました。
本会役員は忙しそうなので迷わず支部長を選びま

って頑張っていきます。業務受託した暁には近隣支

したが、就任した途端、鈴鹿市内での会合に２回参

部、区域の協力を得て業務完遂しますので宜しくお

加、政治連盟関係で２回参加してきました。鈴鹿市

願いします。
前述の道路は、軍隊さんが突貫作業で作った道路

役所、鈴鹿建設事務所等の挨拶を終え、最後、鈴鹿

のため、その近辺で登記・測量業務を受けると未登

法務局へは６月に入り始めて行けたことでした。

記だけでは済まない作業が出てくることがあるので

５月末には商工会議所で「鈴鹿亀山道路シンポジ
ウム」（７月６日開催）への動員依頼。これ何？と。

気をつけてください。

簡単に説明すると、三重県で最後になる高速道路？

７月参議院選挙後に支部研修会を開催する予定で

新名神と東名阪から鈴鹿市中心部へ通じる高速道路

す。題目は未定ですが、参加を募りますので近隣支

です。三重県、鈴鹿市、亀山市が国にお願いしてい

部の方もご参集ください。

る高規格道路、自動車の街

鈴鹿市内に通じる道路

です。鈴鹿市内の道路は１号線、23号線、306号等
北から南へ降りる道路は充実してきているけど東名
阪から東（伊勢湾）に進む道路が無い。そのため、

津支部

支部長

物流効率が豊田市等の自動車産業集積地の他市と比

稲本

大

この度、津支部長を拝命いたしました稲本です。

べ、時間的ロスが大きく他市と比べると劣っている

まだ就任して２か月程ですが、会計、副支部長、と

そうです。
戦前の鈴鹿市は平田地区に現ホンダ鈴鹿工場、イ

今まで支部役員をさせていただいた時との違いに戸

オン鈴鹿、旭化成鈴鹿工場等に海軍工廠（約440万

惑いながらも周囲の方に助けていただきながらなん

㎡）があり、そこから東へ進む海軍道路を経て、白

とか務めさせていただいています。
さて、７月に入り、今後の支部活動としましては

子地区に海軍航空基地（約380万㎡）があった。

昨年も盛況でありましたビアガーデンでの懇親会、
登記相談会、津まつり（10月）での広報活動等を予
定しておりますので多数の皆さまのご参加、ご協力
をお願いいたします。
また、支部有志での活動にはなりますがソフトボ
ールチーム「パラダイス」が昨年は活動休止状態で
した。長年務めさせていただいたキャプテン（雑用
係？）も交代していただきましたので新生「パラダ
イス」として今年は少しでも多く活動し、他支部チ
B OR D ER

14

査士の宣伝に寄与していただいた。

ームとの交流試合などを行い親睦が深められればい

今年も、11月24日（日）にハイトピア伊賀を起点

いなと思います。

として盛大に開催されます。

末筆になりましたが、篠原馨会員が春の褒章にお

私も実行委員として携わっていることもあり、今

きまして黄綬褒章を受章されました。

年も広告掲載をする予定です。

長年の調査士としての功績が認められたものであ

風になって忍者の里をかけぬけよう！をキャッチ

り我々調査士にとって大変名誉なことであり、心よ

コピーに、皆さんもぜひエントリーされてはいかが

りお祝い申し上げます。

でしょうか。
Ｔシャツも少しなら残っています・・・・。

伊賀支部

｢測っ虎｣

支部長

中井

洸一

このキャラクターデザインを始めて知

った時の感想は、いったい誰が考案、考えたのだろ

松阪支部

う⁉

副支部長

𠮷田

穣次

松阪支部副支部長の吉田穣次です。松阪支部では

そしてどこからこのデザインが思い浮かんだの

去る６月14日に、令和元年度、令和初の松阪支部研

か？という驚きでした。

修会を開催いたしました。

当時の三重県土地家屋調査士会会長はじめとする

松阪市では今年の10月１日より「松阪市狭あい道

役員さんで考えたのか⁉
いや専門業者に委託したのか？

路整備促進及び助成金等交付に関する要綱」が施行

あとで分かったことだが、当時の広報部に所属し

されます（事前協議及び道路中心線の確認立会につ

ていた伊賀支部選出の理事であり、前伊賀支部長Ｕ

いては施行済み）。それに先立ち、「狭あい道路の

氏が中心となり出来上がったということであった。

対象となる道路」、「手続きはどうすればよいか」、

その後、Ｕ氏は自分の腕時計にまで「測っ虎」の

「道路中心の考え方」など、松阪市役所の職員の方

キャラクター時計を自分で製作し愛用している。

に来ていただき、講義及び質疑応答をしていただき

その彼が伊賀支部の広報活動に使用するため、下

ました。やっと松阪市でも始まったかというところ

記のような広告デザインを考案し、昨年11月25日に

ですが、気になった点を二つだけ紹介させていただ

開催された「伊賀上野シティマラソン」のプログラ

きます。
まず一つ目は助成金について。依頼主にとっても

ム冊子へ広告掲載しました。
さらには「測っ虎」のキャラクターＴシャツを支

大変気になる助成金だと思いますが、測量・分筆費

部会員に対して購入依頼をし、会員がマラソン当日

用として上限15万円。また、報償金として寄付面積

このＴシャツを着用して疾走？し大いに土地家屋調

×固定資産税路線価（上限50万円）が交付されると
15
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のことです。道路に２面接する場合は…などの条件

実並びに次の支部役員への引継等も考え務めてまい

もないそうで、また、構造物の有無や担保の抹消費

る所存です。

用などは報償金の算出には関係ないとのこと。依頼

さて堅い話はこのくらいにして、【伊勢うどん】

主に非常に説明しやすい点がありがたいなと感じま

の勝手なうんちくに続き、今回は【お伊勢焼き】な

した。

るものをご紹介させていただきます。

そして二つ目は道路中心鋲の設置について。松阪

皆さんは【お伊勢焼き】というものをご存知でし

市では、原則として立会時に中心鋲は設置しない考

ょうか？これは宿等の朝食に提供される焼き魚の料

えとのことでした。立会時には、道路中心の考え方

理法です。料理される方はお解りでしょうが、焼き

とおおよその位置を示すのみとし、中心鋲の設置は、

魚は意外と時間のかかる料理です。
ご家庭の朝食に出そうと数人分調理するにしても、

立会時の考え方に基づいて測量・計算を行った後、

焼き立てと作り置きでは差が出ますよね。これが宿

逆打ちで設置してほしいとのことでした。
先日の雰囲気では、現場で打つことは松阪市とし

となれば一時に数十人分を提供しなければなりませ

てあまり想定していないのかなと感じたのですが、

んが、今のような調理器具も無くかまどや七輪の時

現場で打ってしまったほうが良い場合も間違いなく

代です。

ありますし、そもそも誤差は必ず生じるものなので、

そこで考え出されたのが【お伊勢焼き】です。

臨機応変に対応していただくとありがたいなと私は

【お伊勢焼き】は一度に多くの焼き魚を提供すべく

思うのですが、これを読んでいただいた皆様はどの

発想を転換し、塩水を沸かしたお湯で鯵等を茹で、

ようにお考えでしょうか。

仕上げに金串等を焼いたものを押し付け、焦げ目を
施し焼き魚と称した代物だそうです。

今年度、当支部では研修会を多数行うと支部長が

見た目としてはともかく、茹でることにより魚の

申しておりましたので、また機会があれば報告させ

脂や旨味は抜けてしまいますので、味は論外だった

ていただきます。

そうですが、そうまでしても焼き魚を提供せねばな
らない時代だったのでしょうね。ちなみに味の面か
伊勢支部

支部長

鈴木

ら改良が加えられ、後には塩茹でだったのが出汁で

勝吉

炊かれるようにと変わってきたそうですが、味
は・・だったそうです。（でもヒョッとして煮魚の
原型？）

昨年度より引き続き支部長を務めさせていただき
ます鈴木勝吉です。伊勢支部より会長並びに副会長

現代であれば食品偽装とか罪に問われそうなやり

を輩出することとなり、支部長を重任させていただ

方ですが、先人たちの創意工夫はすごいですね。物

く私も身の引き締まる思いです。

の無い時代に何とかしようとする姿勢、我々も見習
っていかなければ。

昨年度の支部活動は、定例となった三重県司法書
士会伊勢支部協力のもと、伊勢支部管内の伊勢市、
鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町にて同
日開催している『６市町合同無料登記相談会』と、
津地方法務局伊勢支局全面協力により開催しました
支部研修会、空き家ネットワークみえによる伊勢市
及び志摩市空き家無料相談会への相談員派遣、三重
県立伊勢工業高等学校建築科での出前授業への出席
等々、前任の先輩方の後を受ける形で支部役員各位
の助力を受け一生懸命務めさせていただきました。
今年度は、先の経験をふまえ支部活動の一層の充
B OR D ER
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紀北支部

支部長

倉本

オンライン申請について普及率をあげることを目

和之

標に、熊野支局や現在オンライン申請を行っている
支部会員と協力して、研修を実施します。
研修においては、業者の協力も得たいと考えてお

三重県紀北SEA TO SUMMITの動画撮影スタ

ります。

ッフとして参加させていただきました。
毎年11月に紀北町でモンベルと紀北町と協賛で海

次に、熊野支部は年々会員数の減少があり、この

〜里〜山を舞台に島々の間をカヤックで漕ぎ、漁村

問題に取り組むため４年ほど前より地元の県立高校

の風景を楽しみながら自転車で走り抜け、絶景拡が

に出前授業の開催をお願いしてまいりました。
なんとか３年前には県立紀南高校において、出前

る便石山を目指す、海と山の距離を近く感じること

授業を開催することができました。

のできるイベントが行われています。

今年は県立木本高校に出前授業の開催をお願いし
ようと考えております。
土地家屋調査士の認知度を上げるため、熊野支部
では毎年５士会（税理士会、司法書士会、行政書士
会、社会保険労務士会、土地家屋調査士会）で協力
し無料相談会を開催しております。
熊野支部は人数が少ない分、お互いの意思の疎通
ができており、お互いに情報の交換がスムーズに行
われ、効果もあり仕事がスムーズに行くことも多々
あります。
その動画作成のドローン空撮スタッフとして参加

これから熊野支部会員、一致団結して土地家屋調

しました。三重紀北SEA TO SUMMITの撮影は２

査士の認知向上と支部活動に取り込んでいけるよう

回目ですが、撮影場所が海、町中、山と範囲が広く

頑張り続けていきますので、本会のご協力をお願い

７名の空撮部隊で各セクションに分かれて現地調査、

いたします。

飛行許可の申請等の打合せを行い撮影をしました。
飛行申請については年々厳しくなっており特にイ
ベント撮影についてはドローンの墜落等で撮影範囲、
高度の規制があり、良いアングルの映像が撮れなく
苦労しました。
イベント当日は天気もよく事故もなく無事撮影す
ることができました。
今年もまた11月10日に三重SEA TO SUMMITが
開催されますので紀北町の海・里・山を感じにきて
みてはどうですか。

熊野支部

支部長

畑中

伸章

熊野支部では、支部総会で話し合い、今年度の予
定をたてました。
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三重県土地家屋調査士政治連盟

政連だより

会

POLITICAL

長

神戸

照男

残暑お見舞い申し上げます。

せん。土地家屋調査士制度を守れるのは我々土地家

会員の皆様方には, お元気でお忙しく活躍されて

屋調査士であり, 一人ひとりの力を結集し, たとえ

いることとお慶び申し上げます。

小さな意見であっても政治連盟を通じて要望等の活
動をして参りたいと思います。

今年は元号が平成から令和にかわり, 令和初めて
開催されました定時大会に於きまして,

三調政連

今後とも政治連盟への入会はもとより, 政治連盟の

会長をさせて頂くこととなりました。

活動へより一層のご理解とご協力を宜しくお願い致

本会会長を在職中は, 会員の皆様方のご協力をい

します。

ただきながら, 会務を進めることが出来ましたこと
に, あらためて御礼申し上げます。
さて, 今年は,

春に統一地方選挙, ７月には参議

院議員選挙があり, このBORDERが皆様方の手元に
届くころには参議院選挙も終わり体制が判明し, あ
らたな活動が始まっていることだと思います。
また, 近年は我々土地家屋調査士の業務に関わり
の深い法案が審議され可決成立しています。
2014年の「空家等対策に関する特別措置法」に始
まり, 「所有者不明土地の利用等に関する特別措置
法」が昨年可決成立致しました。
さらに登記所備付地図整備作業の円滑化を骨子と
した特別措置法が2020年までに制度改正により所有
者不明土地発生の抑制と所有者情報把握のための権
限・連携の強化も検討されているようです。
そして本年は, 土地家屋調査士法の一部改正によ
り土地家屋調査士の使命に関する規定の新設がなさ
れ, 不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明
らかにする業務の専門家と規定されました。
こうした, 業務関連の制度改正には全調政連の活
動が大きく関わっており, 三調政連としても協力・
連携をより一層緊密にして行きたいと考えています。
結びになりますが, 政治に関心があるなしに関わ
らず, 我々は政治による影響を受けずにはいられま
B OR D ER
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公嘱だより

公益社団法人

三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
副理事長

PUBLIC

会員の皆様、日頃より公嘱協会の運営にご理解、

小林

邦光

展のためにはこのような意識を各人がしっかりと持

ご尽力をいただき誠にありがとうございます。

つことがとても重要と思いました。

今回、執筆させていただきます総務担当副理事長
の小林です。どうぞよろしくお願い致します。

最近の公嘱協会の活動としまして、各市町に対し
災害時における応援業務に関する協定書（いわゆる
防災協定）の提案をさせていただいています。

毎年、中嘱連の総会は中部六県で持ち回り開催さ
れています。昨年は三重協会が担当であり、ホテル

現在は（令和元年７月１日時点）三重県を除いて

志摩スペイン村において総会が開催されました。当

締結市町は20市町と締結させていただいています。

時は一理事としての役割を果たすべく右往左往して

まだ未締結が９市町ありますが、現在締結に向け

いた時からもう１年が過ぎました。時間の経過がと

て積極的に取り組んでいます。

ても速く感じられます。
今年は福井協会が当番であり、６月14日～15日の
二日間、福井県あわら市で開催された中嘱連総会に
役員として参加しました。
中嘱連の六協会による情報交換会も開催され、各
県での意見交換が活発に行われました。
総会２日目の15日には榊原全公連会長による「社
会から選択される協会」と題する講演会があり、土
地家屋調査士業界のあり方について２歩も３歩も先
を行く、岐阜協会出身の榊原会長の先進的な考えを
拝聴することができました。
例えば
・調査士は経済の動きに敏感でなければならない。
・安易なダンピングは信頼の欠如に繋がる。社会か
ら必要とされない業界になってしまう。
・随契＝「悪」ではない。競争の結果、随契を選択
したという考え方もある。
・役員（協会社員）の自覚や新しい発想のできる役
員（協会社員）の育成が求められている。
などなど…
公嘱協会だけでなく土地家屋調査士業界全体の発
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報告
Report
日時

日本土地家屋調査士会連合会第76回定時総会
広報厚生部担当

副会長

濵田

眞行

令和元年６月18日（火）13時から
19日（水）12時30分終了

場所

東京ドームホテル地下1階「天空」

総会構成員178名（連合会役員33名、会長49名代
議員96名）およびご来賓・傍聴者の出席で、次第の
順序どおり全て滞りなく終わりました。
議場演壇

特にご来賓祝辞として山下貴司法務大臣から頂戴
しました。
また、昨年住民票除票等の保存期間が５年から
150年に提言されていますが、本年の閣議決定もあ
り伸長されるそうです。
選挙により連合会長は國吉正和、副会長は伊藤直
樹・鈴木泰介・野中和香成・小野伸秋の各氏が当選
されました。

黒松の盆栽

会場全景

写真コンクール入賞作品

山下貴司法務大臣
B OR D ER
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議場

二人議長

右大村義之山梨会長

会長・副会長の投票用紙

左杉山浩志山口会長

会長決選投票用紙

右

会長・副会長の投票用紙

中川正春代議士を囲む

会長決選投票用紙

三重会古尾会長

國吉正和連合会長（中央マイク前）、伊藤直樹副会長（会長右）
鈴木泰介副会長（会長左）、小野伸秋副会長

佐々木健全調政連幹事長（三重出身）
21
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報告
Report

中部ブロック協議会令和元年度定時総会
広報厚生部

令和元年７月５日（金）午後２時からプラトンホ

岡本

博人

以上、中部ブロック協議会令和元年度定時総会の

テル四日市において中部ブロック協議会令和元年度

報告とさせていただきます。

定時総会が開催されました。
今回は三重会が当番会ということもあり、林副会
長の司会進行のもと古尾会長の歓迎の挨拶で総会が
始まりました。
定時総会の議長は古尾会長が務められ、各会から
報告事項の発表が行われました。続いて審議事項に
移り、監査報告を経て審議事項は全て可決承認され
ました。今年度は任期満了による役員選任があり、
中部ブロック会長は岐阜会の大保木会長が継続して
務められることになりました。
休憩を挟み、式典の部において、名古屋法務局長
古尾会長による歓迎の挨拶

表彰の授与式が行われ、三重会からは８名の方が受
賞され、上杉和子会員が代表で受領され謝辞を述べ
られました。続いて来賓の方のご挨拶をいただきま
した。
最後に野田総務財務部長の司会進行のもと連合会
名誉会長の林千年様の乾杯の音頭により懇親会が行
われ、他会の方々との交流を深めることができまし
た。
この度の定時総会開催にあたり、執行部、理事の
皆様、本会事務局の皆様並びに懇親会後の２次会の
段取りをしていただいた四日市支部の皆様につきま

名古屋法務局長表彰の授与式

しては大変お疲れさまでした。

懇親会の様子
B OR D ER

22

上杉和子会員

報告
Report

三重県立津工業高校 出前授業
広報厚生部

竹内

寛

平成31年1月21日、津工業高校にて三重県土地家

教室へ戻っての測量計算につきましては、巻尺によ

屋調査士会広報厚生部による出前授業を行わせてい

る測量はヘロンの公式と直角三角形の面積計算、光

ただきました。

波測量による面積計算をそれぞれ行いました。普段
から手計算で学習している生徒さん達は、こちらが
殆どアドバイスすることなく時間内に計算を終えて
いました。

教室内での座学

当日は晴天に恵まれ、教室内での座学→グランド
での測量実習→教室へ戻っての測量計算を滞りなく
教室内での測量計算

終える事が出来ました。
教室内では、まず初めに山本前部長より生徒の皆
さんへの挨拶があり、その後の座学につきましては、

最後にその計算結果や面積の大きさをもとに陣取

桑員支部の小林弘仁会員による土地家屋調査士とは

り合戦の表彰を行い、優勝チームには記念品を授与

どの様な職種であるかとその魅力と資格取得につい

して無事終了となりました。

て、自作のレジュメとモニターを使用した講義をし

今回、授業・計算実習・屋外での測量実習を終え

ていただきました。

て生徒さん達が楽しんでいる様子を伺えたところと
後日送られてきた生徒さんからのアンケートからみ
て土地家屋調査士の仕事への興味を持って頂いた手
応えを充分に感じました。

巻き尺による測量

グランドでの測量実習につきましては、２チーム
に分かれての測量を取り入れた陣取り合戦を行いま
した。今回広報厚生部員と津支部の会員にも実習指
導員として参加頂き生徒さんと一緒に巻き尺による
光波測量

測量と光波による測量実習を行いました。
23
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報告
Report

三重県立伊勢工業高校 出前授業
広報厚生部

平成31年２月12日伊勢工業高校出前授業に行って

境

幸 一

初めて聴くには難しい話なので興味を持たれにく

参りました。

い雰囲気になりがちですが、小林講師の工夫もあり
居眠りされずに生徒を引きつけることができました。
特に後半部の資格としての土地家屋調査士、資格を
取るための道のり的な話は、真剣に聞き入ってる様
子の生徒が数名いる印象を受けました。伊勢工業高
校の先生にも、「まずは一人、土地家屋調査士試験
の受験者が現れるまでは毎年行っていただきたい」
と言葉をいただいております。
なお、今年度は先方（伊勢工業）の都合で一回休
みとなりました。なんかオチがついてしまいました
が、以上報告とさせていただきます。

山本部長（当時）による挨拶

当方参加者は、講師に桑員支部の小林弘仁会員を
迎え、公嘱協会から小林副理事長。伊勢支部から、
鈴木支部長，岩本会員。本会広報厚生部から山本部
長（当時）、境と総勢６名です。

小林弘仁会員による授業

授業を受ける伊勢工業高校の生徒達

先方の生徒は、建築科１年生40名（男女比約 3：
1）。座学１限で、内容は大まかに「土地家屋調査
士とは」と「資格を取るためにはどうすればよい
か」でした。
B OR D ER
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報告
Report

「土地家屋調査士の日」
第10回全国一斉不動産表示登記無料相談会
広報厚生部

岡本

博人

令和元年７月27日（土）「土地家屋調査士の日」

相談の内容につきましては、現在話題となってお

に三重県土地家屋調査士会館において第10回不動産

ります空家問題、不動産登記等多種多様なご相談を

表示登記無料相談会が開催されました。

いただきました。内容についても具体的な内容が多
く、国民の方の不動産に対する権利意識の高さを感
じました。
休日、また台風の中にも関わらず、相談を受けて
いただいた津地方法務局の林智則表示登記専門官、
片岡由美登記官、企画社会事業部の部員の皆様、林
副会長、濵田副会長お疲れ様でした。

相談会の様子

開催にあたりまして、広報厚生部が、FM三重の
ラジオコマーシャル、新聞折込チラシ、津市内の自
治会の回覧にて無料表示登記相談会の広告をさせて
いただき、当日は台風６号が上陸したにも関わらず、
予約なしの相談者の方を含め、15組の相談者の方に
相談会後の記念撮影

お越しいただきました。
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新 入 会 員
紹 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。

桑員支部

桑員支部

溝端

小田

寛

哲也

どちら様もこんにちは。桑員支部、土地家屋調査

４月３日付で入会させていただきました、桑員支

士法人・三重登記測量サポートの小田哲也と申しま

部の溝端寛（みぞばたひろし）と申します。

す。

調査士業界に入る前は測量事務所に勤務していま
したが、独立開業を夢見て調査士を目指すようにな

今年１月に土地家屋調査士として登録させていた

り、その後調査士事務所の補助者として約13年間勤

だきました。土地家屋調査士法人の社員としての業

めました。

務に誇りをもつとともに、その職責の重さを日々痛
感しております。

実際に調査士として独立してみると、業務以外に
も自分でやらなければならないことも多く、慣れな

法人については、今後一人法人の設立が可能とな

い分日々色々と追われている状況ですが、大変だと

る動きがみられます。土地家屋調査士業界にも変革

思う反面非常にやりがいを感じています。

の波が押し寄せているのを感じます。

先日東京で開催された土地家屋調査士新人研修に

まずは一人の土地家屋調査士として、依頼者が自

おいて、全国の新人調査士の皆さんと交流し、大変

分自身に何を求めているのか、また何をどのような

刺激を受けました。自分は経験も勉強も全然足りて

方法で依頼者に提供することができるのかを自問自

いないなと痛感した次第です。

答しながら、「測量技術の向上」「業務知識の充
実」を常に胸に留めて活動していきたいと考えてい

今後は土地家屋調査士として社会に貢献していく

ます。

ため、日々研鑽を積み、調査士としてレベルアップ

どうぞよろしくご指導下さい。

を図っていこうと思っています。
諸先輩方におかれましては、今後も何卒ご指導ご
鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

アンケートの回答
①有資格者として、補助者をしていました。こ

アンケートの回答

の業種に就く以前は、小学校の教師をしてい

①測量事務所勤務

ました。

②独立開業を夢見て。

②前事務所が妻の実家であったため、当該事務

③まだ慣れない部分もあり大変ですが、やりが

所を継ぐために、この業界に入りました。

いを感じています。

③同支部の先輩の先生方と一緒に活動できるこ

④スポーツ観戦（ボクシング・野球）

とがとても楽しいです。

⑤地道に努力すること

④特にありません。

⑥社会に貢献していきたい。

⑤物事の粘り強く取り組めることでしょうか。
⑥「測量技術の向上」及び「知識の充実」を胸
に留め、活動していきたいです。

B OR D ER
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紀北支部

伊賀支部

前川

豪

𦚰

このたび入会いたしました前川豪と申します。ど

昭博

本年の４月１日に入会させていただきました。建

うぞよろしくお願いいたします。

築士事務所との兼業になりますが、土地家屋調査士

資格を習得してから今日まで経験を重ねてきまし

としては経験もなく役所時代の境界立会程度の実務

たが、調査士の奥の深さと難しさを日々身にしみて

経験です。測量技術や調査士としての業務について

感じております。顧客の要望に誠実に向き合い満足

は研修等に積極的に参加させていただき、技術の向

していただけるよう、自己の研鑽を続け、微力なが

上に努めていきたいと思いますので何卒宜しくお願

ら少しでも貢献できるよう日々努力をしていくつも

い致します。

りです。どうぞよろしくお願いします。

アンケートの回答

アンケートの回答

①紀北町役場で建築技師として、27年間公共

①測量機械に係る仕事です。

建築物の設計、監督業務をしていました。

②やりがいのある仕事かと思いました。

②定年退職を期に建築設計事務所を開設するに

③大変な仕事です。

あたり、関連のある業務なので、なっておく

④スキーでしたが、寒いのが苦手になってきま

べきだと思いました。

したので、温泉にシフトしています。

③現在は調査士としての仕事がすぐにあるわけ

⑤特にありません。

ではありませんので、わかりません。

⑥一生懸命に、依頼者の期待に応えられる様に

④マラソンと海外旅行です。

がんばります。

⑤仕事では、建築についての民間時代の設計及
び施工経験、役所での多様な建物の設計、監
督員経験等です。趣味のフルマラソンは72
回完走しており、体力には自信があります。
⑥北牟婁、尾鷲地域の健全な土地、建物の保全
に貢献できるように努めたいと思います。

伊勢支部

的場

進

はじめまして。平成31年３月に三重県土地家屋調
査士会に入会させていただきました伊勢支部の的場
進と申します。

アンケートの回答

私は、これまでは土地家屋調査士と縁のない仕事
をしてまいりましたが、身内が士業を営んでいたこ

①建設関係の自営業をしていました。

とから、興味を持ち資格を取りました。少しの補助

②妻と義父母が司法書士・土地家屋調査士をし

者期間しかありませんが、土地家屋調査士として登

ていますので、家業を継ごうと思ったのがき

録させていただきました。

っかけです。

一つ一つの仕事を丁寧に、責任の重さを常に感じ

③責任感、やりがいのある仕事だと思います。

ながら業務に励んでまいりたいと思います。

④料理・息子の野球観戦

経験も浅く至らない点も多々あるかと思いますが、
日々知識と技術の研鑽を重ねていきたいと思ってお

⑤一般主婦並みに料理が上手
⑥日々学び、皆様から信頼されるよう努力して

ります。どうぞ、ご指導ご鞭撻の程をお願い申し上

いきたいと思います。

げます。
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リレー寄稿

このリレー寄稿の依頼を頂いたのが、本会総
会の懇親会の時でした。
同じ支部の方々と席に着き、談笑している際
に「どんな内容でも良いのでお願いしますと」
言われ引き受けたものの、今更ながら、さて何
を書けば良いものやらと、思いを巡らせた結果、
お題の事を書く事にしました。
私は、兼ねてから日帰りで遠出や時間等に余
裕があれば旅行に出かけることが好きでして。
とはいうものの、そんなに色々とあちらこちら

もう一度訪れてみたい場所

広場

に出掛けているのかと問われると・・？
これまでに行ったことのある場所で、もう一
度訪れてみたい場所と、考えてみて出た答えは
東照宮（日光山内）です。
（他にもあるのですが・・・）
そう、皆様もよくご存じの栃木県にある日光
東照宮です。
正式な名称は、地名等を冠称しない東照宮と
言います。近くには、いろは坂を上ると華厳ノ
滝や中禅寺湖があり、少し足を延ばすと鬼怒川
温泉等があり、とても一日では全て回りきれな
い位、見どころが満載の場所でした。
（時間の関係上、鬼怒川温泉には行けませんで

リレー寄稿
◆鈴鹿支部◆

松井
B OR D ER
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あ～と思ってしまいます。）

したが・・・残念。）

そこからは、順路に沿って東照宮をじっくり
東照宮に話を戻させて頂きますと、学生時代

と満喫しました。

に教科書でしか見たことがない「三猿」「陽明
門」「唐門」「眠り猫」等の実物を見てみたい

日光山内を全て回り、無病息災の六瓢箪のお

というのが、動機でありました。

守りと破魔矢をお土産に購入し、現在も我が家
に飾っています。（有難い事に大きな病気もせ

いざ現地に到着して、圧倒されたのが「敷地

ずおりますので、ご利益があると思っていま

が広い」という事。それと東照宮以外にも輪王

す。）

寺、二荒山神社、輪王寺大猷院とあり、それは
敷地が広くて当然だと納得した事を覚えていま

やはり厳かな雰囲気に身を置いて、荘厳な社

す。

寺（世界遺産に登録されている）を巡ると心が
浄化される気がしました。

表参道を歩き、石鳥居を潜り五重塔をまじま

適度な休息と気分転換が大事だと思う今日こ

じと見やり、その先に神厩舎（三猿）のお出ま

の頃、皆様はどのようにリフレッシュなさって

しです。「見ざる」「言わざる」「聞かざる」

みえますでしょうか？

目、口、耳をそれぞれの手で隠している三匹の
猿と初対面。八枚の彫刻で構成されている二枚

つらつらと旅雑誌のような誌面になってしま

目にあたります。

いました。（すみませんでした。）

この八枚の彫刻から猿の一生を描くことで、
人間の生き方を説いていると云われています。
ちなみにこの三猿と正反対の三猿が存在します
ので、こちらも一度見てみたいものだと思って
おります。（でも、やはり東照宮へ行きたいな

（次号、リレー寄稿のバトンは、津支部へ渡ります。よろしくお願いします。）
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「あ、いいよ」と気軽に返事をしたのですが、
書くことに困り、何を書けば良いかを迷って、
締切ぎりぎりまで引っ張りました。
格好よく書こうと思うから迷うんだと思い、
今一番恥ずかしく思う事を書けば良いことに気
づき、書きました。
まず、畳のヘリでつまづく、こけかける。小
さな文字、数字が読めない、見えない。耳が聞
こえづらくなってきた。これって裏を返せば、
言ってもすぐに動かない、文章を読まない、人

広場

の意見に素直に従わない、老人特有の事ではな
いかと、はたと気が付き、いろんな場面に当て

たわごと

はめてみると、思い当る節があるある、いっぱ
い出てきます。
仕事をする時は自分の意見、思いを押し通し
ても責任は自分だけの事で、自分の財布に響く
だけですが、公の事、例えば会の仕事、役をさ
せてもらう時は全く別の話になり、人の意見を
聞かず自分の意見、思いのみを押し付ける老人
特有の身勝手さではないか？文章や図面、まし
てやパソコンの画面等、とんでもない、全く目
に入らない。だからトンチンカンな事を言う、
行う。これも老人性のものなのかな？そして最
後には名誉欲が出てきて、役職にしがみつき、
名誉ある地位に長く座っていたいとの思い、若
い能力ある方々の芽を摘んでしまう老人の習性
ではないかな？

◆四日市支部◆

中世古

B OR D ER

光久
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自分として人生50年と思い、生きてきました
が、この職に就いて早40年も経ってしまい、振
り返ってみて、先に書いた事が多々あったので
はないかと反省の日々です。
できうれば適当な時期を見定めて、円満無事
にこの職に幕を下ろしたいと思っております。
もちろん役なんて今でもしておりませんが、
早く若い方達が会をより良い方向へ引っ張って
行ってもらえる様願い、老人のたわごとを終わ
ります。

31
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土地家屋調査士と他の士業を兼業とする人は
多いと思うが、私の場合釣り師という師業がそ
れである。釣りが仕事？とお思いになられる方
も多いと思うが、株式会社T.K.Seaという会社
を起業して毎年決算を行っている。
収入源は釣具メーカーとの契約金、プロデュ
ースした釣具のロイヤリティーおよび販売収入、
イベントのギャラ、原稿料、出演料と言ったと
ころである。北海道から沖縄まで飛び回ってい
るから、如何にして調査士業を回せているのか
不思議に思う方も多いと思う。

コンビニが第２の事務所？

広場

もちろん現地調査、立会、お客さんとの協議
は人任せにできないので、現場も飛び回ってい
て事務所に居ることは極めて珍しい。
そんな私が船の上も含め常備しているものが
ノートパソコン、iPad、携帯、USBメモリー
である。これだけあると移動中や滞在先での仕
事が非常に効率よくはかどる。
ちなみに建物登記だと段取りがうまくいけば
事務所から遠かろうが近かろうが１日で申請ま
で行える可能性もある。測量したデータと写真
を事務所のスタッフに送り、委任状や図面をＰ
ＤＦで返信してもらう。
最近のコンビニはＵＳＢメモリーに入ったＰ
ＤＦデータを印刷できるから、現場から事務所
に帰らずともその日のうちに押印いただくこと
も可能だ。さらにオンライン（半ライン？）申
請を事務所からしてもらい、委任状等添付書類
は現場の管轄法務局に持参するかレターパック

２足の草鞋調査士
◆伊勢支部◆

中村

B OR D ER

豪

常備しているパソコン、iPad、携帯、USBメモリ
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で送ると申請完了だ。

りに興味のある方も無い方もぜひご覧ください。

閲覧もどこでもできる環境にあるから、現地

下記のYouTubeチャンネルでもちょくちょ

でお客さんと話をしながら閲覧調査を行い、そ

く私の動画がアップされるのでこちらもぜひ！

の場で見積書を作成し、コンビニで印刷してお

（かわいいお姉さんといつも一緒に釣りしてい

渡しするなんてことも可能だ。現地で図面に画

るのは役得です）

加えたメモも、コンビニでＰＤＦにスキャンし
て事務所に送ることもできる。いわばコンビニ

スミス公式チャンネル

が第２の事務所なのである。２～３遠方の現場

https://www.youtube.com/channel/

が重なるとコンビニを事務所として東奔西走す

UCLRKEDQRVOUS-jAiPTEqJIA

る。２足の草鞋調査士はこうして家や事務所に
帰れない日が増えていくのである。

サンライン公式チャンネル
https://www.youtube.com/channel/

最後に毎月第３土曜日午後10：30～三重TV

UCyrWdBKHLREEkE-p3T95zuw

放送「ルアー合衆国」は私の冠番組なので、釣

ちょくちょく表紙を飾る全国紙

私がパイオニアと言われている釣法のムック本
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特
集

～測量あれこれ～

第1回

は重要な資料となりますが、作成された年代によっ
て三斜法、座標法とあり、法改正後の地積測量図は
座標法による求積、街区基準点、引照点の記載があ
りますが、三斜法による測量図は杭の記載も少なく、
精度も高くないと言われています。

平板測量

ペンネーム ワンマン調査士

皆さんは登記申請をオンラインで行っています
か？それとも紙で行っていますか？
土地家屋調査士業界も登記申請一つ取ってみても
デジタル化、IT化が進んで久しくなりましたが、
写真２

まだまだアナログのところが多い業界ですね。
測量もトータルステーションで行い、パソコンに
観測結果をデジタルデータとして取込み、計算を行

昭和30年代から昭和50年代は平板測量により作成

う。このように数値化（デジタル化）されてきてい

された地積測量図が大半（ほぼ全部？）を占め、求

ます。

積は三斜法によるものでした。
平板測量と聞いて「懐かしいなぁ。昔はこれで測
量していた。」と言う方や「平板測量なんて使った
事もないし知らない。」と言う方、色々みえると思
います。
平板測量は写真のような道具を使って測量をして
いました。（長年登録されている事務所には、まだ
あるかもしれません）
（写真１

写真１

測量結果は数値化されてきていますが、測量行う
前の段階として、境界立会を行うための資料は役所
の立会記録、地籍調査の資料、法務局の公図、地積
測量図などを取り寄せ、現地との整合性、辺長チェ
ック等を行っていると思います。
その中の測量図面、特に法務局にある地積測量図
B OR D ER
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測量道具）（写真２

測量ロープ）

Special feature article
当時は木製の三脚に図板を設置、ケント紙をテー

現場作業時には、測点に設置するとき下げ振りを

プで止め、方位磁石で北方向を確認、アリダードを

使用しての求心、（写真３

据付け状況）使用する

使用して測量します。

測量ロープは５cm刻み（写真４

測量ロープ拡大

写真）であったり、巻尺の弛み、スケールによるプ
・メリット……その場で図化出来る。

ロットのため誤差を生じやすく、内業の図化時には、

・デメリット…観測者、ポール手個人の習熟度によ

トレースにて線にズレが生じる、スケールの読み間

って測量精度の差が激しい。

違い、数字の書き間違い、計算間違いなどから「精

高低差の激しい場所や、視通の出来ないところでは

度が低い」と言われます。

観測出来ない。
という特徴があります。

しかし、当時としては平板での測量が一般的であ
り、現在のような精度や条件を求められていなかっ
た事から、単純に「精度が低い」と決めつけるので
はなく、平板測量の方法、特徴、問題点などを知る
事によって、地積測量図の見方が変わってくるので
はないでしょうか？

写真３

写真４
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ぶ
き
つ
や
TSU - BU -YA-KI

頂き】
【さらされた部 市野 浩太郎

場とキョンちゃんだけでなく、リッジマンをも一

アスファルトに照りつける夏の始まりの陽射し

かねた測っ虎が「リッジマン、これじゃ駄目だ。

●松阪支

緒に現場へ連れて行った。或る基準点で、リッジ
マンが据えたＴＳの気泡が大きくズレていた。見

と、けたたましい蝉の鳴き声が意識の中で入り混

再度、据え直しだ」と優しく促した。それに対し、

じり、不快な鳴動となって、測っ虎の心と体を鉛

リッジマンは「気泡はズレるものっスよ！測っ虎

のように重くしていた。

先生がそこまで細かいことに時間を費やす意味が
分かんないっスよ！」と言い、測っ虎をじろりと

この日の測っ虎事務所では、山村事務所の補助

睨みつけた。「何？」と測っ虎は語気を強め、眉

者の松澤が、所長の山村にアッパーカットを喰ら

を寄せた。リッジマンが口元を引き締め、測っ虎

わせたという事件の噂で朝から持ち切りとなって

を見据えた。次の瞬間、リッジマンの右足が空

いた。松澤は「史上最大の下剋上やけーん！」と

（くう）を薙いだ。その足はＴＳを支える三脚に

いう謎の捨て科白を残し、忽然と姿を消したらし

メガヒットした。理不尽なまでのローキックを喰

い。真偽は定かでないが、松澤が起こしたこの前

らったＴＳが、ガッシャ―ンという音を立てて倒

代未聞の狼藉は、瞬く間に業界全体に広がり、調

れ、アスファルトの上に無残にも横たわった。リ

査士会事務局のスタッフをも慄然とさせた。

ッジマンが笑みを浮かべ奇声をあげた。

一方、測っ虎事務所はと言えば、毎年、売上は

測っ虎は言葉を失い、目を丸くした。一瞬、静

鰻登だった。古株補助者の清木場に加え、あろう

けさが現場を取り巻いた。やがてキョンちゃんと

ことか先月から知人であるニューハーフのキョン

清木場が、併せ馬のように並んで駆けて来た。ハ

ちゃんまでをも雇っていた。かたや清木場は、そ

ァハァ言いながらキョンちゃんは「何やってんだ

の類まれな実務能力を駆使し、抱えている仕事を

テメー！」と怒髪天を衝く勢いで凄んだ。男に戻

星が流れるように掃かせ、こなたキョンちゃんは、

った濁声だった。それに気圧されつつも、リッジ

夜の世界で体得した広い人脈を武器に、新規の仕

マンは「俺、辞めますわ、もう。やってられっか、

事を息つく暇もなく呼び込んだ。二人の優秀な補

こんな仕事！」と言って、被っていた帽子を地面

助者の存在は、測っ虎の信頼に絶大な灯をともし

に叩きつけた。踵を返し背中を向けて歩き出した

た。最早、放たれた矢のような勢いで頂きを狙う

リッジマンの頭は、夕陽を受けて見事に禿げ上が

測っ虎はさらにもう一人の補助者を雇い始めた。

っていた。

名前はリッジマン。42歳。日本人とベナン人のハ
ーフだった。185㎝の長身で端正な顔立ちをして
いたが、その目はどこか精彩を欠いており不気味
で、キョンちゃんをして「やだぁ、あの子、何か
腹に一物ぅ～みたいな。汚い目をしているわよね
ぇ～」と言わしめた。しかし測っ虎は、測量経験
があるという彼の経歴に賭けていた。
目が痛いほど鮮やかな青空が広がる日だった。
津駅付近でのＤＩＤ基準点測量。測っ虎は、清木

B OR D ER
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会員の動き

令和元年7月1日現在

●入

会員数266名

4法人

会
氏

名

務

所

入会年月日

也

いなべ市大安町石榑東1233番地1（土地家屋調査士法人三重登記測量サポート）

平成31年１ 月21日

場

進

伊勢市小俣町元町622番地2

平成31年３ 月１ 日

端

寛

桑名市大字小貝須447番地6

平成31年４ 月１ 日

博

北牟婁郡紀北町相賀1140番地44

平成31年４ 月１ 日

豪

伊賀市服部町371番地3

平成31年４ 月22日

小

田

的
溝

哲

昭
前

事

川

●事務所住所変更
氏

名

松

井

松

岡

牛

田

隆

水

谷

潤一郎

●退

金

住

所

変更年月日

也

鈴鹿市南旭が丘二丁目15番26号

平成31年１ 月17日

繁

度会郡南伊勢町東宮8番地5

平成31年１ 月17日

義

名張市桔梗が丘4番町3街区50番地2

令和元年５ 月13日

鈴鹿市江島町3930番地

令和元年６ 月１ 日

会
氏

名

支部名

退会年月日

理

由

小

林

義

夫

桑

員

平成31年２ 月12日

業務廃止

庄

司

佳

伸

松

阪

平成31年３ 月29日

業務廃止

河

野

登喜藏

松

阪

平成31年４ 月25日

業務廃止

福

田

幸之助

伊

賀

令和元年５ 月31日

所属会変更

越

山

康

伊

賀

令和元年６ 月28日

業務廃止

一

（最新情報は会員専用ホームページをご確認ください。）
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編集後記
年号が令和になり、初のBORDERとなります。
年号が変わり、また消費税率も変わるなど変化

寄稿のお願い

の多い年になりそうです。
今年５月には、39.5℃を記録する異例の暑さと
なり、これからどれだけ暑くなるのかが心配で
す。皆様、現場作業ではムリは禁物です。

ＢＯＲＤＥＲでは皆様からの原稿を募集して

急激な気温の変化も予想されますので、くれぐ

います。
最近感じた事、事件、趣味、調査士会への要

れも体調管理には気を付けて下さい。

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

●

●

●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
TEL 059－227－3616

事務局

FAX 059－225－2930

URL http://www.mie-chosashi.or.jp
E-mail honkai@mie-chosashi.or.jp
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

会報

BORDER

第84号
■発行日■

令和元年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
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honkai@mie-chosashi.or.jp
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竹内

寛

三 重 県 土 地 家 屋 調 査 士 会 役 員 等 名 簿 （令和元年・２年度）
役職名

氏

名

郵便番号

事務所所在地

電話・FAX番号

古 尾

圭

一

516－0071

伊勢市一之木一丁目7番3号

☎（0596）20－5014
FAX（0596）20－5024

副会長
広報厚生

濵

眞

行

515－0054

松阪市立野町472番地

☎（0598）26－1377
FAX（0598）23－0977

副会長
総務財務

有 竹 良

行

517－0501

志摩市阿児町鵜方3121番地4

☎（0599）43－9800
FAX（0599）43－9700

副会長
企画社会事業・研修

林

誠

治

510－0068

四日市市三栄町1番14号

☎（059）351－1121
FAX（059）351－5337

常任理事
総務財務部長

野

田

秀

敏

514－2308

津市安濃町川西1300番地1

☎（059）268－2319
FAX（059）268－3399

常任理事
企画社会事業部長

廣

森

貫

氏

519－0153

亀山市西町437番地

☎（0595）84－2000
FAX（0595）84－2006

常任理事
研修部長

前

田

佳

昭

513－0801

鈴鹿市神戸一丁目19番25号 北栄ビル306

☎（059）367－7580
FAX（059）367－7576

常任理事
広報厚生部長

岡

本

博 人

510－0821

四日市市久保田一丁目6番47号

☎（059）354－8588
FAX（059）354－8585

理 事
総務副部長

佐

治

武

志

510－0068

四日市市三栄町5番19号

☎（059）352－6732
FAX（059）354－5816

理 事
財務副部長

太

田

茂

輝

519－0506

伊勢市小俣町湯田238番地

☎（0596）27－8737
FAX（0596）22－2654

理 事
企画副部長

鈴

木

崇

519－2181

多気郡多気町相可1066番地8

☎（0598）38－3834
FAX（0598）38－3859

中 島

万 琴

516－1108

伊勢市円座町1055番地7

☎（0596）39－6001
FAX（0596）39－6002

理 事
研修副部長

浅

洋 人

511－0105

桑名市多度町小山1804番地1

☎（0594）84－6533
FAX（0594）84－6534

理 事
広報副部長

境

幸

一

516－0008

伊勢市船江二丁目5番8号

☎（0596）22－2426
FAX（0596）22－2426

理 事
厚生副部長

竹

内

寛

513－0809

鈴鹿市西条七丁目69番地

☎（059）382－5847
FAX（059）382－5736

理 事
総務財務

中

林

昭

治

518－0830

伊賀市平野城北町8番地

☎（090）5632－1422
FAX（0595）22－9334

理 事
企画社会事業

西

口

勝

弘

511－0051

桑名市矢田磧46番地

☎（0594）21－1270
FAX（0594）23－4816

森

寺

奉

仁

510－0082

四日市市中部12番12号

☎（059）359－7770
FAX（059）359－7771

〃

井

内

孝

徳

518－0712

名張市桜ヶ丘3088番地106キャッスル桜ヶ丘104号

☎（0595）61－0160
FAX（0595）61－0161

〃

神

山

武

515－0015

松阪市宮町73番地1

☎（0598）31－2370
FAX（0598）31－2371

理 事
広報厚生

大

呑

彦

514－0035

津市西丸之内24番19号

☎（059）221－5180
FAX（059）221－5181

会

長

理 事
社会事業副部長

理
研

事
修

田

田

邦
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役職名

氏

名

郵便番号

事務所所在地

電話・FAX番号

中世古 光

久

510－0068

四日市市三栄町2番18号

☎（059）350－7788

〃

山

門

康

男

514－0073

津市殿村989番地1

☎（059）271－6901

〃

西

村

文 代

516－0008

伊勢市船江一丁目8番40号

☎（0596）23－9311

綱紀委員長

伊

藤

義

弘

510－0823

四日市市城北町1番12号 ル・グランビル202

☎（059）355－5320

綱紀副委員長

中

村

崇

515－3421

津市美杉町八知8141番地

☎（059）272－0364

綱紀委員

佐

藤

隆

廣

511－0231

員弁郡東員町笹尾西二丁目22番11

☎（0594）76－8787

〃

内

山

憲

一

513－0019

鈴鹿市高岡台三丁目5番1号

☎（059）358－5860

〃

森

岡

善

成

518－0614

名張市美旗町池の台西19番地

☎（0595）65－6322

〃

北

川

進

515－2343

松阪市小阿坂町2560番地

☎（0598）58－0776

〃

森

下

健

二

515－0507

伊勢市村松町1933番地1

☎（0596）37－5550

予備綱紀委員

青

木

信

行

510－0068

四日市市三栄町5番15号

☎（059）351－5330

〃

小 菅

祥

宏

514－0114

津市一身田町100番地1

☎（059）232－8668

〃

道

淳 介

516－0079

伊勢市大世古一丁目4番4号

☎（0596）22－1895

畑

信

也

510－1233

三重郡菰野町大字菰野1359番地1

☎（059）391－2388

顧問弁護士

小 貫

陽

介

510－0068

四日市市三栄町4番9号 コーポタルトク1階

☎（059）351－8001

顧問税理士

滝

澤

多佳子

514－0034

津市南丸之内20番16号

☎（059）227－1290

相 談 役

廣

瀬

良

平

510－0068

四日市市三栄町4番17号

☎（059）353－5958

参

神

戸

照

男

518－0836

伊賀市緑ヶ丘本町4193番地

☎（0595）23－8880

監

事

名誉会長

B OR D ER

与

池
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会 組 織 図
令和元年7月31日現在

名誉会長

池畑

顧問

信也

小貫陽介弁護士
滝澤多佳子税理士

相談役

廣瀬

良平

神戸

照男

参与

副会長

有竹

常任理事

良行

野田

総務財務部 担当

廣森

古尾

林

圭一

常任理事

前田

監事

中世古光久
山門 康男
西村 文代
濵田

常任理事

眞行

岡本

広報厚生部 担当

境界問題相談センターみえ

巧
誉
幸伸
大
洸一
和宏
勝吉
和之
伸章

向山
川端
村瀬
中嶋
諸岡
堀江
吉村
廣森

委員長

綱紀委員会
伊藤

義弘

中村
佐藤
内山
森岡
北川
森下

崇
隆廣
憲一
善成
進
健二

青木
小菅
道

信行
祥宏
淳介

予備委員

博人

功（弁護士）
圭一

富雄（弁護士）
康成（弁護士）
勝彦（弁護士）
豊（弁護士）
伸亮
秀弥
工
貫氏

佐藤

浩之

森下
門脇
前橋
森下

雄介
康博
克典
健二

林

誠治

副委員長

崇

中島

万琴

中山

部員

広報副部長

部員

洋人

境

森寺
井内
神山

幸一

厚生副部長

竹内

大呑

勝弘

奉仁
孝徳
武

邦彦

寛

濵田
有竹
林

眞行
良行
誠治

野田
廣森
前田
岡本

秀敏
貫氏
佳昭
博人

眞行
良行
誠治

野田
廣森
前田
岡本

秀敏
貫氏
佳昭
博人

事故処理委員会
会長が任命する者
会費制度検討委員会
委員長

長谷川吉久
中世古光久

副委員長

市野浩太郎
佐治 武志

担当副会長

有竹

良行
法 調 会

会長、副会長及び会長が指名する会員
又は職員

修

担当副会長

有竹

八幡 清隆
長谷川吉久
高山 秀峰
島
庄平

良行
法調実務打合会

会長が指名する者

担当副会長

有竹

西口

研修副部長

濵田
有竹
林

苦情処理委員会

副委員長

部員

昭治

紛議調停委員会

担当副会長

委員長

中林

注意勧告理事会

境界鑑定・管理委員会

副委員長

鈴木

浅田

広報厚生部長

委員長【センター長】
渡邉
副委員長【副センター長】 古尾

◎支部長会議議長
○支部長会議副議長

委員長

茂輝

運営委員会

支部長会
桑 員
伊藤
四日市
市川
鈴 鹿
野呂
津
稲本
伊 賀 ◎ 中井
松 阪 ○ 薗部
伊 勢
鈴木
紀 北
倉本
熊 野
畑中

佳昭

研修部長

副会長

太田

部員

社会事業副部長

誠治

企画社会事業部
研修部 担当

武志

企画副部長

貫氏

企画社会事業部長

副会長

佐治

財務副部長

総務財務部長

常任理事

会長

総務副部長

秀敏

担当副会長

良行

林
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