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三重県の重要な鉄道であり、国内豪華列車の先駆けとなった近畿
日本鉄道の特急列車。大阪万博をきっかけとして大増発された、馴染
みのある車輌です。過去に伊勢神宮に参拝する皇族もご利用なら
れたほか、1975年に来日したエリザベス女王の「お召し列車」とし
ても使用されましたが、老朽化のため廃車が決定、今年8月7日に
ラストランが行われます。



土地家屋調査士倫理綱領

１．使 命

不動産に係る権利の明確化を期し、
国民の信頼に応える。

２．公 正

品位を保持し、公正な立場で
誠実に業務を行う。

専門分野の知識と技術の向上を図る。

３．研 鑚
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平素から会務の運営につきまして、多大なるご協力
を賜り本当にありがとうございます。
令和3年度の定時総会におきましては、昨年に引き

続き規模を縮小して議事のみの開催をさせていただき
ましたが、皆様のご理解のもと役員改選や職印台紙規
則廃止（案）等を含むすべての議案について、無事に
ご承認をいただきましたこと、会員の皆様にはあらた
めて感謝申し上げます。
2期目の会長として、引き続き土地家屋調査士制度

の発展・充実のために、更に気を引き締めて会務に取
り組んでまいりたいと思います。
昨年度は、多くの会務が、新型コロナウイルス感染

症の影響により、新たな形へと変化し、対応をしてい
く事が求められましたが、感染症については、未だ収
束する気配をみせることがないことから、以前の生活
には戻れないことも覚悟をして、新たな生活様式とし
て、前向きに検討をしていく必要もあると思います。
本年度の事業計画の重点活動項目として、「会則・

規則等の遵守」、「義務研修への対応」とさせていただ
きました。どちらも土地家屋調査士としての地位向上
のためには必要な項目であると考えています。
まずは、業務取扱要領についてですが、昨年の第1

回定例研修会でもお知らせをしましたように、日本土
地家屋調査士会連合会（日調連）の会則が改正され職
務規程の遵守義務が追加されました。その職務規程に
おいて位置づけられる業務取扱要領が皆様のお手元に
日調連から送付されていることと思います。この要領
については、施行日が6月1日からとなっております。
内容は土地家屋調査士であれば、当然遵守して然る

べき内容であると思いますが、今一度ご確認をいただ

きたいと思います。
次に、年次研修の実施についてですが、こちらも会

則の改正等にあわせて、会員のみなさまには必ず出席
をしていただくことになります。具体的な実施方法は
現在まだ検討中ですが、登録年度ごとに受講年度を決
めて5年の間に必ず1回受講をしていただこうと考え
ております。専門資格者として、社会から求められる
必要な研鑽・研修の機会となっておりますので、ご理
解ください。
また、オンラインの活用については、日調連をはじ

めとする各種会議においても、オンラインの利用が進
んでおります。登記に関してもオンライン申請の推進
への協力がなされておりますが、諸般の事情によりま
だ書面で申請をされている会員もおられることかと思
います。しかし、専門資格者として、時代の流れに乗
り遅れをしないためにも、いつでもオンライン申請が
できるように対応する必要があると考えます。特に、
電子証明書の取得については、会則で義務となってお
りますので、まだ未取得の方は早急に手続きをしてく
ださい。
昨年、制度制定70周年を迎えましたが、これから

ますます「筆界を明らかにする業務の専門家」として
私たちは進化をしていく必要があります。その過程に
おいて、義務研修等乗り越えなければいけないハード
ルはありますが、必ずその先には明るい未来が待って
いると信じています。
微力ながら会長として引き続き尽力したいと思いま

すので、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。

ごあいさつ

古　尾　圭　一三重県土地家屋調査士会　会長
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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。

本年度は，4月以降，新型コロナウイルス感染症の

感染者の急増に伴い，三重県では5月9日にまん延防

止等重点措置が７市５町に適用されるなど，昨年度に

引き続き大変な幕開けとなりました。

当局においても，重点措置を講じる区域とされた支

局・出張所（四日市支局，桑名支局，伊賀支局及び鈴

鹿出張所）については，出勤回避の取組として在宅勤

務を実施し，職員数を縮小して業務を行ったため，平

時に比べて事務処理に時間を要するなど，会員の皆様

方に御迷惑をお掛けしましたことを改めてお詫びしま

すとともに，御理解と御協力をいただいたことに深く

感謝申し上げます。

現在は，重点措置が段階的に全面解除されたことか

ら，必要な感染防止対策を講じた上で通常の事務処理

体制に復したところですが，新たな変異株による感染

の再拡大が懸念されており，このような状況下で，感

染を予防しつつ，事務の効率的かつ迅速な処理を維持

するためには，オンライン登記申請が最も効果的であ

りますので，皆様方には，引き続き，オンライン登記

申請を積極的に活用していただきますようお願いいた

します。

さて，本年4月21日に「民法等の一部を改正する法

律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫へ

の帰属に関する法律」が成立し，同月28日に公布さ

れました。これらが施行されますと，所有者不明土地

の「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から総合的

かつ本格的な対策が行われることになります。

また，既に所有者不明となった土地の問題を解決す

るため，長期相続登記等未了土地や表題部所有者不

明土地の解消作業を着実に実行することが求められて

いるところ，特に表題部所有者不明土地の解消につき

ましては，専門的知見と技術を有する皆様方からの積

極的な協力が必要となります。

会員の皆様方には，これまでと同様に，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，適正な表示登記制度の運営に御協力い

ただくとともに，表題部所有者不明土地の解消作業等

におきましても，より一層の御支援を賜りますようお

願い申し上げます。

終わりに，三重県土地家屋調査士会の一層の充実・

発展と会員の皆様方のますますの御健勝，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。

greeting

中　井　幸　雄津地方法務局　局長
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本年4月1日付けの人事異動により，首席登記官を
拝命しました河合と申します。どうぞよろしくお願い
いたします。
三重県土地家屋調査士会並びに会員の皆様方には，

平素から登記業務を始めとする当局の所掌事務の適
正・円滑な運営につきまして，多大な御理解と御協力
を賜り，本誌面をお借りしまして厚く御礼申し上げま
す。
まずは，せっかくの機会でありますので，簡単に自

己紹介をさせていただきます。出身地は大阪市で，昭
和58年，大阪法務局に採用されました。その後，奈
良地方法務局，名古屋法務局で勤務後，大阪法務局
に戻り，この度，津地方法務局に勤務することとなり
ました。両親が愛知県の渥美半島出身で，幼少の頃か
ら鳥羽市から年に数回伊勢湾フェリーに乗船して帰省
するなど懐かしい思い出があり，三重は初めての勤務
となりますが親近感があります。
本来であれば総会等に出席させていただき直接お話

をさせていただくところ，新型コロナウイルス感染症
の影響により断念せざるを得ない状況にありますが，
皆様方に御協力をいただきながら，様々な課題に取り
組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。
さて，現在法務局では，政府が最重要課題の一つと

して位置付ける「所有者不明土地等対策の推進に関す
る基本方針」で揚げられている表題部所有者不明土地
や長期相続登記等未了土地を始めとした所有者不明
土地問題の解消，地方自治体による筆界特定申請，登
記所備付地図の整備，法定相続情報証明制度の活用
や遺言書保管制度の円滑な導入による相続登記の促
進等について積極的に取り組んでいるところでありま

す。皆様方には，筆界特定制度においては，筆界調査
委員又は申請代理人として，表題部所有者不明土地解
消作業においては，所有者等探索委員として，これま
での知識と経験を発揮し積極的に携わっていただいて
おりますが，皆様方との連携を更に強化してまいりた
いと考えています。
また，政府が進めるIT化施策によるオンライン登

記申請につきましては，皆様方の積極的な御協力によ
り，当局における利用率は，全国平均を上回っている
状況にあります。しかし，現行の登記情報システム
（V30システム）は，オンライン申請を前提として構
築されており，その利便性の享受，事務処理の効率化
及び迅速化のためにも更なる利用拡大が必要となりま
すので，皆様方におかれましては，引き続きオンライ
ン申請の推進に御協力いただきますようお願いいたし
ます。
既に御承知のとおり，土地家屋調査士法の一部が改

正され，同法第1条においては，目的規定から使命規
定に改正され，皆様方が「土地の筆界を明らかにする
業務の専門家」であり，「不動産に関する権利の明確
化に寄与し，もって国民生活の安定と向上に資するこ
とを使命とする」ことが明記されました。これは，土
地家屋調査士制度の制定以来，皆様方が業務を通じて
社会に貢献していることが評価されたものであります。
今後も「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」と
して活躍していただくようお願いします。
終わりに，三重県土地家屋調査士会のますますの御

発展と会員の皆様方の御健勝，御活躍を祈念いたしま
して，御挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ

河　合　伸　浩
津地方法務局不動産登記部門

首席登記官
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本年も境界問題相談センターみえの運営にご協力い

ただき、ありがとうございます。

新型コロナウイルスの影響でセンターの調停・あっ

せんの方法にも影響が生じ、県外の代理人がついた案

件では代理人の出席が困難になるなどの問題が生じた

りしております。

これらの問題が生じるたびに皆さまのご協力を要請

することになってきております。このことについては

まことに感謝しております。

新型コロナウイルスは大きな災害ではありますが、

来県が困難な地域の人との調停・あっせんの方法など

についての課題を気づかせてもらうことにもなりまし

た。ワクチンが普及し新型コロナウイルスが沈静化し

た後も今回得た様々な教訓は決して無駄にならないと

考えております。

来年は、かっての世界を取り戻すと同時に今回の経

験を得てより充実したセンターの運営が行えることを

願っております。

greeting

渡　邉　　　功
境界問題相談センターみえ
センター長　三重弁護士会
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松阪支部よりご推薦をいただきました濵田眞行です。

今般で副会長三期目となります。皆様には常日頃大変

お世話になり誠にありがとうございます。誌上からで

はございますが厚くお礼申し上げますと共に今後とも

宜しくお願いします。

本会会務役員につきましては、通算15年目に入り

ました。また、中部ブロック協議会のご推薦により、

日本土地家屋調査士会連合会理事（広報部担当）を

兼任させていただいております。担当副会長と部員4

名で本年度広報部予定予算56,081,000円の事業を遂

行していく事になります。

さて、当職は過日の本会総会の閉会時に、「143年

前の明治11年、松阪市一円でコレラが大流行しまし

た。直ちに検疫所設置・交通遮断・避病所（隔離施設

の病院）を新築したと松阪市の歴史書（松阪市史）に

記載されています。8年間流行し、その致死率はなん

と78％でした。今般のコロナ、過去を教訓としていな

いと感じています。先生方に於かれましては、十分に

ご自愛下さい」とご挨拶しました。

予定表を見返して見れば、当部の厚生事業・令和2

年2月8日（土）開催の酒蔵見学は、コロナと全く無

縁で、それは新聞・テレビの世界でした。ところが翌

月の3月は、ことごとく「中止」と赤ボールペンで加

筆してあります。特に予約していた山崎蒸留所見学

（実質は有料飲み放題・ちなみに山崎25年が15ccで

2,900円）が中止とあり、現場作業中、サントリーか

ら電話が入ったのを思い出しました。それからは皆様

ご承知のコロナ騒動です。

孫とスカイプで話していたものの、Web会議・研修

のZoom等のソフト（アプリと言うそうです）が、さっ

ぱり分からん分からんの状態で始発。ミュートにして

しゃべり、その逆をしたり。取説なしの使って覚えろ

の時代だから、致し方ないのでしょうか。

当職が法務局へ出向くのは、広報用ポケットティッ

シュを持参しただけでした。申請は事故簿・申出を除

き全て調査士報告方式で、行く必要もありません。法

務省、先見の明あり。まさに法務省はコロナを見越し

たのでしょうか。未利用の皆様ぜひともご利用下さい。

ただ、法定相続情報証明の申出と受取、これもオンラ

インにして欲しいと事務所でしゃべるなり、それをす

るのが役員の仕事でしょう、と切り返されています。

撃沈だ。

ごあいさつ

濵　田　眞　行
広報厚生部担当　副会長
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先の定時総会に於きまして、2期目の副会長に選任

されました伊勢支部の有竹でございます。引き続き総

務・財務の担当をさせていただきます。

先の総会では、職印台紙制度の廃止を上程し承認を

頂きました。

廃止に伴う収入減と、会員数の減少と合わせてのダ

ブルパンチとなりますが、運営方法の見直しを行い、

経費削減に努めてまいりますので、会員皆様方のご協

力をお願い致します。

昨年8月1日から施行された、調査士法の改正によ

り目的規定から使命規定と明記されました。土地の筆

界を明らかにする専門家という文字には、調査士の将

来が示唆されています。

今までは…あの登記官は…　では前に進めません。

昨年の改正で懲戒権者が法務局長から法務大臣に

変更となりました。

調査士が覚醒出来る良い機会と捉えたいと思います。

会員皆様への情報をより早く！より正確に！発信し

ていきます。

これからの2年間を全力で努めて参ります。

最後になりますが、会員皆様方のご理解・ご協力を

お願いして就任のご挨拶とさせていただきます。

greeting

有　竹　良　行
総務財務部担当　副会長
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昨期に引き続き副会長を務めさせていただきます四

日市支部の林誠治です。今年度も研修部と企画社会

事業部の2つの部を担当させていただきます。正副会

長に異動はありませんが、理事の顔ぶれは随分と変わ

りましたので、新しいメンバーで心機一転、会務に取

り組んでいきたいと思います。

各部の事業内容は、総会資料の事業計画に記載があ

りますので、お目通しいただければと思いますが、そ

の中でも、今年度から開始される年次研修について少

し補足します。

この研修は定例研修会とは異なり、全会員が必ず受

講しなければならない義務研修と位置付けられました。

5年に1度、全会員に順番が回ってきます。自動車の

運転免許証の更新と同じようにイメージしていただけ

ればよいかと思います。受講しないと資格が失効する

訳ではありませんが、それなりのペナルティがありま

すので、該当する会員の方は該当年度で必ず受講する

ようにして下さい。

さて、コロナ禍によって会務の形も大きく変わりま

した。会議はWEB会議が主流となり、県外はもとよ

り、津へ行く回数も少なくなりました。定例研修会も

WEB配信で行うことが普通になりました。会場まで

の移動時間を考えると、特に遠方の会員の方々にとっ

ては、効率的に参加できることは大きなメリットに

なったと思います。ですがその一方で、効率だけの問

題ではない部分も多々あるように感じました。研修会

についていえば、会場に集まって休憩時間などに会員

同士が雑談をすることも大切なコミュニケーションで

すし、会議についても、画面越しではうまく伝えられ

ないことが集合会議であればかみ合った議論になるこ

ともあるように感じます。いつまでコロナ禍が続くの

かは分かりませんが、これからは、それぞれのメリッ

トを生かし、上手くバランスの取れた会務運営をする

ことが大切だと考えています。

私事ですが、昨年、齢50を超えました。最近では、

老眼が進み眼鏡をはずす回数も増えましたし、血圧の

薬を常用するようになりました。血圧を下げるには、

「減量」と「減塩」ですと医者からの指導がありまし

たので、大好きなスナック菓子を封印し、自宅トレー

ニング用のルームランナーも購入しました。効果が現

れるのはまだまだこれからですが、来たるべきアフ

ターコロナに美味しいお酒が飲めるよう自己管理に努

めたいと思います。

最後になりますが、これからの2年間、古尾会長の

下、部員一丸となり精一杯頑張ってまいりますので、

引き続き会員の皆様のご理解・ご協力をお願いいたし

ます。

ごあいさつ

林　　　誠　治

企画社会事業部
研修部　　　　　担当　副会長
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総務財務部　部長　　太田　茂輝

今年度から2年間総務財務部部長を務めさせて頂く
ことになりました。伊勢支部の太田です。皆様、よろ
しくお願いします。
今期からの総務財務部は役員改選により大幅に構成

員が代わり、有竹副会長、太田総務財務部長、萩原総
務部副部長、松井財務副部長、川口部員の計5名とな
りました。
昨年度は長年の懸案事項であった職印台紙制度に

ついて、廃止に至る運びとなりました。これについて
は賛否両論がありました。いまひとつ不公平感が拭え
なかった職印台紙制度がなくなり、支払う会費が減少
したからよかったと思われる一方、主に会館取得、運
営にあてていた職印台紙売上収入が全くなくなってし
まい、これからその費用をどう捻出したらいいのかと
いう不安も大きいです。土地家屋調査士業界全体の高
齢化により会費収入の減少は避けられることではなく、
会館の老朽化等も始まり、土地家屋調査士制度のあり
方を含め、今後いろいろな議論がなされなければなら
ないと推測されます。
さて、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2日に中部ブロック協議会の総務財務
分科会がweb会議にて行われました。岐阜会が担当と
なり、事前に与えられた議題を検討し、当日それぞれ
の会が会としての意見を発表しました。いつ終息する
かわからないコロナ禍の中で、どこの会も方向性がみ
えず、動きがとれないような状況でした。
はやく終息して、落ち着きを取り戻してほしいです。
さて、総務財務部における本年の事業計画について

少し説明させていただきます。
まず、総務部門として、
1．会則、各種規則等の見直し及び電子化の促進
2�．土地家屋調査士政治連盟、他の士業等との連
携・協調

3．組織体制の整備・研究
　一方、財務部門では
1．予算、決算の内容の精査と経費削減
2．事務の効率化による支出の見直し

を行う予定です。
部員全体で一丸となって、種々の問題に取り組んで

いく所存でございます。会員の皆様のご理解、ご協力
をよろしくお願いいたします。

企画社会事業部　部長　　鈴木　　崇

残暑お見舞い申し上げます。
令和3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、松阪支部の鈴木です。林誠
治担当副会長はじめ西口勝弘さん、西尾光さん、小林
尚史さん、そして私で運営してまいります。どうぞ皆
様よろしくお願い申し上げます。
今年度の企画社会事業部の事業計画を紹介させて

いただきます。
１．津地方法務局との連携

法調実務打ち合わせ会を必要に応じて行い、お互
いの意見・要望等を協議し、連携を図ってまいりま
す。また法改正等があれば研修会を実施するため、
法務局に協力を要請してまいります。

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への参加を行ってまいり
ます。

３�．各種資料の情報収集及び活用について、部会にて
会員の皆様に役立つ資料等を収集し、活用方法を検
討して情報提供していきます。

４�．日調連や法務省・三重県・自治体・他士業等から
の通知・通達・協力要請などに気を配り三重会とし
ての対応を検討してまいります。業務取扱要領に関
して、研修部と連携し伝達研修を実施いたします。

５�．境界問題相談センターみえの運営・研修会の実
施・広報活動をセンターみえ運営委員会でおこなっ
ていただきます。

６�．災害対策の一環として三重県と締結している協定
に基づいて、支援活動をおこなっていきます。空き

部会だより
sectional meeting
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家対策については空き家ネットワークみえの会議に参
加してまいります。無料相談会等が予定されており
ますので、各支部のご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。

７�．本会主催の無料登記相談会および法務局との合
同にて全国一斉不動産表示登記無料相談会を実施
してまいります。本会主催の相談員の派遣に、津支
部、鈴鹿支部、松阪支部の会員の皆様のご協力よろ
しくお願い申し上げます。

８�．公共嘱託登記土地家屋調査士協会と必要に応じ
打ち合わせ会を実施し、情報共有・連携強化を図っ
てまいります。
本原稿執筆時はいまだコロナ禍中です。状況次第に

より、様々な会議等が中止または延期となる可能性も
ございますが、可能な限り部員一同、協力のもと取り
組んでまいりたいと思いますので、会員の皆様のご理
解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

研修部　部長　　神山　　武

この度、研修部長を務めさせて頂きます、松阪支部
の神山武と申します。
会員の皆様宜しくお願い致します。
研修部としてのメイン業務は、以下となります。

【定例研修会】
昨年度からコロナの影響で人が集まることがタブー

となり、研修会の概念も大きくかわりました。情勢に
ついていきながらの開催は大変な部分もありました。
開催方法の変更を余儀なくされましたが、良い変化も
ありました。結果的にオンラインの研修が会場参集型
より出席率が上がりました。会場で講師の熱を感じた
り、皆様とお会いするのも参集型の大切な要素でした
が、オンラインでの研修は会員皆様の貴重な時間を有
効活用出来るものとなりました。
【新人研修会】

期待と不安を胸に膨らませて入会して頂いた会員へ
の新人研修です。
丁稚奉公から修行しての時代は昔の話となりました。

受験者数も減少傾向では業界の発展も望めません。登

録間もなくても、新人会員が自信をもって業務をして
頂く為に、新人研修をとおして調査士会・先輩調査士
のバックアップが必要な時代になっています。
特に若い新人会員さんは金の卵ですので、実になる

研修を開催していきたいです。
以上のほかに今年度から日本土地家屋調査士会が

実施する【年次研修】がスタートします。
令和３年度～令和７年の５年間にかけて、全会員が

義務研修を受講して頂く事になります。
車の運転免許更新とよく似ております。免許更新

しないと運転出来ない、義務研修受けないと業務出
来ない。
年度別の割振りや会場等、今後研修部で調整してい

きますのでよろしくお願いいたします。

以上が主な業務となりますが、文章にすると短い
です…
自分ではかなりの重圧を感じております。
トラブル、失敗は多々あると思いますが温かい目で

見て頂けると幸いです。
2年間、宜しくお願い致します。

広報厚生部　部長　　岡本　博人

広報厚生部長の岡本です。平素は広報活動に会員
の皆様のご協力をいただきまして有難うございます。
5月の総会で理事に選任され、広報厚生部長として

2期目を迎えることになりました。1期目は至らない点
ばかりで会長、副会長をはじめ、事務局、他の理事の
方々にご迷惑をお掛けしましたが、あと2年、自分な
りに頑張りますので、宜しくお願いいたします。
さて、昨年度はコロナウイルス感染に伴い広報活動

も通常通りという訳にはいきませんでした。今年度も
しばらくは厳しい状況が続きそうですが、オリンピッ
クが無事に開催され、ワクチン接種も進んでおります
ので悲観することなく前向きに行事を進めていきたい
かと思います。
現在決定していますのは、厚生事業として会長杯ゴ

ルフコンペを9月11日に西日本セブンスリーゴルフク
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ラブで開催いたします。親睦旅行につきましても晩秋
以降で検討しております。
広報活動につきましては、出前授業、東海工業専門

学校でのブース出展を予定しております。会員の皆様
方におきましても広報活動にご協力いただきますよう
宜しくお願いいたします。皆様の個々の広報活動が土
地家屋調査士の知名度、地位向上に繋がると思います。

広報グッズの提供もございますので多いにご利用下さい。
また、広報グッズも新しいものを検討しております。
最後になりますが、測っ虎のぬいぐるみの在庫がま

だございますので、ご希望の方はご購入ください。ま
た、好評のラインスタンプもご利用いただければと思
います。
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桑員支部　支部長　　柴田　良彦

司法書士会桑員支部と共催によるいなべ市での無料相
談会の報告
コロナ禍で、計画どおりの事業ができず、また事業

の計画さえ立てられない状況の中、歯がゆい思いをし
ながらも会の運営に携わっていただいている役員の皆
様には頭がさがる思いです。思い通りに行かないのは、
支部についても同様で、昨年度は、名ばかりではあり
ますが、副支部長として支部の運営に関わらせていた
だきましたが、恒例の親睦事業である、ボウリング大
会、新年会、そして研修会も、すべて新型コロナ対策
のため中止せざるを得ませんでした。

そのような状況の中、少し前の事業の報告にはなり
ますが、司法書士会桑員支部と共催で毎年2月に開催
しています、いなべ市での無料相談会は、直近1か月
内にいなべ市内の新型コロナ感染者がなかったため、
本年2月27日（土）の午前10時から午後4時まで、消
毒、検温等の感染対策を講じたうえ、開催にこぎつけ
ることができました。本年から、会場をいなべ市役所
の新庁舎にあるシビックコア棟に移しました。事前の
広報としては、中日新聞北勢版、中日新聞の桑員ホー
ムニュース、いなべFM及び東員町の広報に掲載、放
送の依頼を行いました。また各家庭に情報が行き届く
ように、いなべ市内の回覧板も活用しました。
相談会当日は、64組、79名の相談者にお越しいた

だきました。開始時間前から長い行列ができ、お越し
いただいた方には連絡先をお聞きして、順番が来る頃
にお呼びするようにして、密とならない工夫もしなが
ら、何とか、終了時間までに64組の相談を終えるこ
とができました。これもひとえに、相談員を担ってい
ただいた支部会員、司法書士会会員の皆さんのご尽力
の賜物です。またほとんどすべての開催準備をしてい
ただいた、伊藤巧前支部長、小林聖仁司法書士会桑員
支部長もお疲れさまでした。相談内容としては、調査
士業務、司法書士業務が半々位であったかと思います。
さまざまな広報を通して、いなべ市民の方々に相談

会の情報が行き届いたこと、また会場は駐車スペース
も潤沢で、地理的利便性も高く、それも、沢山の方に
お越しいただいた要因だったかと思います。そして、
土地の境界等に関する相談も多数あり、われわれに求
められる役割は、コロナ禍においても変わることはな
いのだと、身の引き締まる思いを新たにした相談会で
した。
コロナ禍は、支部の役割とは何かを見直していく貴

重な機会にもなりましたが、このような相談事業は、
今後も定期的に実施していければと思います。

支部だより
branch office
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四日市支部　支部長　　市川　　誉

四日市支部長の市川です。2期目になります。
本日は令和3年7月2日、原稿の締切日でして…

焦って文章を考えております。
1期2年の支部長、あっという間に時間が過ぎました。
県議会議員選挙・参議院選挙から始まり、「コロ

ナ」…で終わった。そんな感じです。
本来の支部活動を通常通り開催できませんでした

が、最低限、研修・祝宴は出来たのではと思っており
ます。
先ず、今年度は研修・懇親会・忘年会等、支部活

動を順調に行い、調査士会員同士の懇親の場を設け、
会員同士の情報共有に努めていきたいと考えておりま
す。
コロナ禍ではありますが、支部会員同士の懇親を深

めることから、学ぶことも多くあるかと思います。
近未来に向けてこの経験を支部長として、土地家屋

調査士として活かせれたらと思います。
会員の皆様、1期2年間どうぞよろしくお願いいた

します。

鈴鹿支部　支部長　　豊田　将司

マスクをしながらの立会や杭入れが苦しい季節に
なってきましたね。昨年の辛い思いがよみがえってき
そうです｡
このたび、野呂幸伸支部長の後任として拝命致しま

した豊田将司でございます。支部長という重責を担う
ことになり、身の引き締まる思いです。皆様のご指導
とご協力をいただきながら支部長の職責を誠実に果た
していく所存です。
現在、未だ新型コロナウイルス感染症（変異株）や

ワクチンすら効かなくなる様な強い感染力、重症化、
抗体依存性感染増強（ADE）等さらに厄介な変異も
心配なところではありますが、コロナ禍に対応しなが
ら支部の事業計画を誠心誠意努力してまいる所存でご
ざいます。
昨年度は研修会の開催も懇親会も自粛せざるを得ま

せんでした。今年度もいまだ収束が見通せない状態と
なっておりますが、密集、密接、密閉を避けてZOOM
等を利用しながら、オンライン研修が出来ればと考え
ております。研修内容で御希望があればぜひ教えて下
さい。
皆様の力強いご支援とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

 

津支部　支部長　　佐波　　彰

本年4月より津支部長を務めさせていただくことに
なりました佐波彰と申します。どうぞよろしくお願い
いたします。
昨年来のコロナ禍で支部活動も少なからず影響を受

け、行事の運営もままならない状況が続いていますが、
これに追い打ちをかけるように本年3月、山本嘉雄先
生ご逝去の訃報が届けられました。山本先生は、三重
県を代表する優れた土地家屋調査士の一人であり、ま
た、津支部を牽引してくださる重鎮の一人でありまし
た。大変残念ではありますが、支部会員一同、ご功労
に敬意を表し、心よりご冥福をお祈りいたします。
山本先生のご逝去は、支部会員に大きなショックを

与えましたが、津支部も他支部に負けず劣らず代々優
秀な土地家屋調査士を輩出しています。近年では平成
29年に前橋久和先生が法務大臣表彰を受賞され、令
和元年には篠原馨先生が黄綬褒章を受章されるなど、
誇らしいニュースも続いています。
これは私の個人的感想ですが、津支部の会員は（土
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地家屋調査士という職業柄なのか？）個性豊かなタレ
ント揃いで、一見、“支部” という小さなコミュニティ
が馴染むのかな？と思ってしまいますが、何が！何
が！一旦行事などで集まると、年齢層の分け隔てなく
和気あいあいとした雰囲気で一体感が生まれます。ま
た、普段の仕事でも、難しい案件に遭遇した時など相
談すると親身になって考え、教えてもらえます。
これは今年の支部総会の数日後のことですが、後藤

昭久先生の事務所を訪問する機会があり、重鎮の一人
として今後の支部運営へのご協力をお願いしたところ、
「津支部は昔からなぁ～」から始まり優に30分「津支
部は伝統的に皆が仲良く助け合いができる環境にあ
る」旨をご教示くださいました。私は直立不動で拝聴
しながら、この津支部の伝統を守り、次へ繋げていき
たいと切に感じた次第です。

伊賀支部　支部長　　高山　秀峰

伊賀地方は忍者の里として知られている様に、古い
町並みや歴史ある旧跡が残されています。その中でも
今回は名張市の「ひやわい」と呼ばれる細い路地を紹
介させていただきます。
古くから藤堂家の城下町として作られた名張市の旧

町内には、人ひとりが何とか通れるほどの細い路地が
迷路のように張り巡らされていたようです。今もその
一部が町の中に残り、現在も町の人々の営みに使われ
ています。「ひやわい」の語源は定かではありません
が、「道の両側の家の庇と庇が重なり合うほど細い路

地」という説もあります。
ミステリー作家の江戸川乱歩の生誕の地でもあり、

確かに生誕碑の近くにも「ひやわい」は残されていま
す。わずか2歳でこの地を離れた乱歩が「ひやわい」
で遊ぶことはなかったようですが、薄暗く細い路地に
名前を付けて親しんだこの土地の人々の気質は受け継
がれていたのではないでしょうか。そしてそんなミス
テリアスな路地に親しみを感じる気質が江戸川乱歩の
作品を生み出したのかもしれません。
名張市ではこの風情ある路地「ひやわい」を歩くこ

とを観光コースとして紹介しています。
歴史ある街並みを歩いてそんな空想に浸ってみるの

も興味深いものです。

名張市ホームページより
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近年名張市では地籍調査事業が実施され、「ひやわ
い」の一つ一つでも各所有者との立会が行われ、境界
が確定されました。数年後に法務局に備え付けられる
地図にも細い路地が記されます。
名張市の地図に細い路地を見つけた時は、この細い

道に人々に親しまれた呼び名があることを思い出して
みてください。

松阪支部　　吉村　　工

いきなりではあるが、今回は地元の「局ヶ岳（つぼ
ねがたけ）」に登った時の話をしたいと思う。
局ヶ岳は堀坂山や白猪山とともに「伊勢三山」とし

て地元では親しまれている山で、山容が鋭く尖ってい
ることから「伊勢の槍ヶ岳」の異名をもっている。
4月上旬にネットでカタクリが咲いているとの情報

を得ていた私は、4月11日には、いちはやく局ヶ岳に
向かった。
松阪駅から車で1時間ほど走ると登山口である松阪

市飯高町宮前の局ヶ岳神社に着く。この周辺ではヤマ
ザクラがとてもきれいだが、今年は桜の開花が例年よ
り早く、当日は、そのピークを過ぎていた。
山頂までの道のりは、幅の広い登山道を折り返しな

がら高度を上げていくのだが、比較的歩きやすい。展
望こそよくないが、ところどころにヤマルリソウやヒ
トリシズカなどの花が咲いており、見ていて飽きない。
1時間半ほど歩くと、山頂直下の岩稜帯にさしかか

り傾斜が急になった。息があがりはじめ、いつものよ
うにハアーハアーしていると目の前にカタクリが登場。
「おぉー」と思った瞬間、あちこちで咲いているのが
目に入った。
嫁さんに内緒で買った高性能コンデジカメラを取り

出し、夢中で写真を撮った。最近はひたすら山頂を目
指すより、寄り道しながら珍しい花を見つけることに
心を惹かれ、思わずテンションが上がってしまう。こ
れも歳をとったせいか。かつては、このカタクリの球
根からデンプンを取り出して粉にして、片栗粉が作ら
れていた。近年はジャガイモを使用しているらしい。
あらためてカタクリの花びらを見つめてみると、そ

の花びらは淡い紫色で6片あり、くるりと反転させて
いる。中には3片を交互に反転させて、風車のような
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ものもあった。正面からもじっくり見たが、不思議な
模様があり、これにハチやチョウなどの昆虫が誘われ
るのかと思うと、夜の街のネオンに引き寄せられてい
く自分と重なり、昆虫も人間も同じなのだとつくづく
感慨に耽ってしまった。
カタクリを堪能した後、15分ほど歩き山頂に到着。い

つもどおりカップラーメンをすすり、早々に下山した。
今回の局ヶ岳は自宅から気軽に行ける山で、コース

タイムは3時間半程度。来年はヤマザクラも見に行こ
うと思いながら、ネオン街に向かおうとする自分の感
情と体をひたすら押さえつけ、帰宅の途についた。

伊勢支部　支部長　　小川　儀剛

本年度より、伊勢支部長を務めさせていただきます、
小川儀剛と申します。よろしくお願いいたします。
伊勢支部においては、支部研修会、親睦会、司法書

士会との無料登記相談会が主な活動になるのですが、
コロナウイルスの感染状況、本会の動向を伺いつつ、
様子を見ている状況です。
以前は法務局での滞在時間が長く、調査していると、

先輩たちからアドバイスをいただいたり、愚痴を言い
合ったりできたのですが、今はそういう機会がほとん
どないように思います。
昨年度の支部総会は、できるだけ委任状出席をお願

いし、役員のみ出席の総会でした。
支部研修会も中止、もちろん懇親会も行いませんで

した。
そんな中、本年度の支部総会では、会員総数47名

中、19名が出席してくれました。
集う機会を待っている会員も多数いるような気がし

ております。一方、まだ集うのは危険と考える会員も
いると思います。
その中で、どう活動していくのかが、これからの課

題です。

紀北支部　支部長　　松場　豊和

「サラメシ」
「サラメシ」というNHKのテレビ番組をご存じで
しょうか？
サラリーマンから、社長さん、憧れのスポーツ選手

まで多彩な職業の人々の様々なランチの様子を取り上
げ、俳優の中井貴一さんのナレーションで働く人びと
の喜怒哀楽を紹介する番組で、私は、毎週欠かさず
チェックしています。
私の「サラメシ」は、スーパーやお弁当屋さんで買

う「おにぎり弁当」が定番となっています。仕事の日
はおひとり様なので、事務所で仕事しながら、車を運
転しながら、おにぎりをほおばっています。おにぎり
だけでは少しもの足りないので、から揚げや卵焼きが
入っているおにぎり弁当にしています。赤いウイン
ナーが入っていると良いですね。
眺めの良い場所での「サラメシ」は、現場仕事の楽

しみですよね。
みなさんの「サラメシ」はどんな感じでしょうか？
土地家屋調査士の「サラメシ」を番組で取り上げて

もらえたら良いかもですね。

追伸
「サラメシ」紹介のバトンを、いつもダンディな伊
賀の高山支部長にお渡しします。（笑）
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熊野支部　支部長　　畑中　伸章

コロナ禍の中、支部活動も制限が多く、各支部も苦
労されていることと思います。
熊野支部も例にもれず近隣のイベントも中止となり、

予定していた無料相談会も今のところ開催のめどが
たっておりません。
何か支部でできる研修はないかと模索している状況

です。現状ではなかなか難しいとは思いますが、何と
か行動を起こしたいと思っております。なので、今回
は熊野地域の歴史の一部を紹介したいと思います。
熊野市には日本最古の神社があることはご存じで

しょうか？
その名称は花の窟神社というところです。
お祭りしている神様は、伊邪那岐（イザナミノミコ

ト）、加具土命（カグツチノミコト）という神様です。
皆さんもご存知とおり、伊邪那岐・伊邪那美という

二柱の神様は日本の国土を創造し、天照大神をはじめ
沢山の神様を御生みになられました。
伊邪那美が加具土命（火の神様）を御生みになられ

た時、火傷を負いお亡くなりになったので、この熊野
市有馬の地にその二柱の神様を埋葬されたと日本書紀
には書かれております。

恥ずかしい話ですが、地元の私たちは日本最古の神
社があるなんて知らなくて、熊野本宮大社や那智大社、
速玉大社（総じて熊野三山）には参拝していた訳です。
ある時、本宮大社の宮司さんより、日本の元の神社が
あるのにわざわざこちらに参拝するのですか？と問い
かけられ、花の窟屋神社の由来と存在を知ったわけで
す。
各地域には沢山の神社があると思いますが、是非一

度日本最古の神社を尋ねられてはいかがでしょうか？
詳しい情報は、関連のホームページをご覧ください。
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三重県土地家屋調査士政治連盟
会　長　　神戸　照男

暑中お見舞い申し上げます。
会員の皆様には、日々お忙しく活躍されていること

とお慶び申し上げます。
今年に入って3度目の緊急事態宣言が発令され、現

時点でもまだなお、感染の終結がみえないところです。
三重県に於いても独自のまん延防止等重点措置が要請
され、まだまだ日常には、ほど遠い生活となっていま
す。もちろん業務に於いても、人と会うことが多い仕
事ですから、なおさら注意が必要です。
こんな中、5月22日には、令和3年度三重県土地家

屋調査士政治連盟定時大会を開催いたしました。
会員の皆様には、今年も委任状による出席をいただ

き会員の皆様方のお顔が見えず残念な定時大会でした
が、提案致しました議案のすべてをご承認いただきま
した。
この定時大会に参加いただきました本会役員及び政

連役員並びに議長の皆様には、異例の定時大会にもか
かわらず、ご参加いただき誠に有難うございました。
今年の定時大会は任期満了に伴う役員改選の年と

なり、新たな役員が選任されましたのでこの場をお借
りしてご紹介させていただきます。

会　長　神戸　照男（伊賀支部）
副会長　濵田　眞行（松阪支部）
副会長　前田　寛治（伊勢支部）
幹事長　中野　久生（津支部）
副幹事長
　柴田　良彦（桑員支部）、市川　　誉（四日市支部）
　豊田　将司（鈴鹿支部）、佐波　　彰（津支部）
　高山　秀峰（伊賀支部）、薗部　和宏（松阪支部）
　小川　儀剛（伊勢支部）、松場　豊和（紀北支部）

会計責任者　吉川　清丈（津支部）
会計責任者職務代行者　伊藤　洋子（事務局長）
監　事　永井　哲也（四日市支部）
監　事　萩原　　巧（津支部）

以上のとおりの役員となりました。今年も、このよ
うな大変な状況下ですので、政治連盟として土地家屋
調査士制度の充実発展に、どれだけ寄与できるかわか
りませんが、このメンバーでこれからの2年間、令和
3年度の運動方針にかかげました政治活動を行いたい
と思います。
また、すでに7月から、県議会議員への要望聞き取

り会が開催され要望して参りました。
少しずつではありますが、生活も回復の兆しがある

ように思います。これからも、今まで継続して来た、
国会議員、地方議会議員の方々と連携をとり、土地家
屋調査士を取り巻く様々な課題や要望を推進できるよ
う、積極的な活動を展開する所存ですので、引き続き
宜しくお願い致します。
最後に、今年は、衆議院議員選挙があるようですか

ら、その節に動員があった場合は、会員の皆様方のご
協力を宜しくお願い致します。
今後とも政治連盟への入会はもとより、政治連盟の

活動により一層のご理解とご協力をお願いするととも
に、新型コロナウイルス感染症の終息を祈念してご挨
拶とさせていただきます。

政連だより
political
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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　　内山　憲一

会員の皆様ならびに社員の皆様には、日頃より当協
会の運営にご理解、ご協力いただきまして誠にありが
とうございます。
令和2年度当協会は、新型コロナウイルス感染症の

影響による官公署からの業務受託減となり、当初予算
の受託事業収入も減少する結果となりました。
6月20日にまん延防止等重点措置が解除されたもの

の、引き続き新規感染者が出ており予断を許さない状
況にあると言えます。
当協会におきましても、理事会を状況に応じてWeb

会議及び別会場で開催を行ってまいりました。また8
月27日開催予定の第36回定時社員総会につきまして
は、理事会において第一部のみの開催と決定させてい
ただきました。
中部ブロック公共嘱託登記土地家屋調査士協会連

絡協議会の通常総会につきましては、新型コロナウイ
ルス感染症の影響もあり人数を縮小して、6月18日に
Web会議により開催され、令和3年度の事業計画とし
て、
①�　公嘱業務の充実と業務啓発活動を推進するために
必要な情報交換

②�　不動産登記法第14条第1項地図作成業務、地籍
調査事業、国土調査法第19条第5項制度の活用等、
地図づくりに必要な情報の交換

③�　地方自治体との災害時における復旧等支援協定に
基づき、具体的な支援についての情報交換

④　新規業務受託に向けた委員会活動
が示されております。
当協会としても他協会と協力し様々な情報を共有した

上で、業務拡大を目指していきたいと思っております。
話は変わりますが、先日当協会より皆様へご案内さ

せていただきましたが、今年度よりホームページをリ

ニューアルいたしました。
既に閲覧されている方も見えると思いますが、新

ホームページでは大型業務（14条地図作成業務、地
籍調査業務並びに国土調査法第19条第5項業務）の
実績一覧を掲載しております。また社員専用ページで
は、それらの地図も閲覧できるようにしておりますの
で、まだ閲覧されていない方は、一度ご覧いただけれ
ば幸いです。
なお大型業務については、他協会に引けを取らない

実績となっており現在当協会の大きな割合を占めてお
ります。
あとリンク集を充実した内容にさせていただき、様々

な情報を共有できるようにいたしました。併せて一度
閲覧してみて下さい。

今後新型コロナウイルス感染症が収束するであろう
ことを願いますが、当協会としましては、小学校を対
象とした出前授業についても、委員会を立ち上げ、よ
り良い講義内容にしていくため、様々な社員の意見も
取り入れて行っていけるよう準備しております。出前
授業を行う際には、皆さまのご協力が必要となります
ので、その際はよろしくお願いいたします。
最後に当協会の活動として、三重県をはじめ県内各

市町に対し、災害発生時に土地家屋調査士の職能を活
かした迅速な支援ができる内容として、災害時の応援
業務に関する基本協定の締結を行っておりますが、現
在（令和3年7月1日時点）三重県をはじめ28市町と
締結しております。未締結はあと1市町となりました。
全市町締結できるよう、引き続き取り組んでまいります。

公嘱だより
public
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新型コロナウイルス感染症は、昨年と本年度の総会
を激変させてしまいました。昨年はソーシャルディス
タンスに配慮して、古尾会長の出席で終えています。
本年度は感染拡大による緊急事態宣言下に配慮し

た総会となり、正副会長が会館2階会議室で電子会議
にて参加しました。
本年4月27日時点では東京へ参集するようメール案

内がありましたが、最終的に6月14日付メールで会館
に決定した次第です。以下が概要となります。

日　時　令和3年6月15日（火）
　　　　13時30分から16時00分

場　所　東京ドームホテル
参集と電子会議を併用する変則総会となり

ました。（参集29会、電子会議21会）
総会事前説明会（6月11日電子会議）が開

催されていましたので、役員選挙と選任が主
要議題でした。

選挙結果（敬称略）
会　長　岡田潤一郎（愛媛会）� 当選
副会長　柳澤　尚幸（群馬会）� 会長指名
副会長　野中和香成（福岡会）� 当選
副会長　鈴木　泰介（千葉会）� 当選
副会長　鈴木　貴志（神奈川会）� 当選

報告
report

日本土地家屋調査士会連合会第78回定時総会
� 広報厚生部　副会長　濵　田　眞　行　
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三重会広報厚生部の岡本でございます。令和３年７
月31日（土）午前10時から第12回調査士の日の不動
産表示登記無料相談会を三重県土地家屋調査士会館
にて開催いたしました。
昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で自治会

回覧の事前周知が出来ず、相談件数が3組という淋し
い結果になりましたが、今回は自治会回覧を行うこと
が出来、当日は猛暑の中18組の相談者の方にお越し
いただけました。
相談員として、津地方法務局から表示登記専門官の

森田様、登記官の藤田様、三重会からは林副会長、企
画社会事業部員が対応しました。
コロナウイルス感染の対策として相談ブース２箇所

を大会議室と中会議室に設け、相談者の方にはアル
コール消毒と検温のご協力をいただき、相談者と相談
員の間にはアクリル板を設置し窓を開放しました。
当日の相談内容は、隣接地との土地の境界線、建物

登記、合筆登記、農地の売却、相続に関すること等
様々な相談をいただきました。相談者の方には広報
グッズをお渡ししました。
最後に法務局から相談員としてお越し頂いた表示登

記専門官の森田様、登記官の藤田様、林副会長並びに
企画社会事業部の皆様お疲れ様でした。

報告
report

「土地家屋調査士の日」
第12回全国一斉不動産表示登記無料相談会

� 広報厚生部　部長　岡　本　博　人　
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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。

新入新入
会員紹介会員紹介

Freshers ア
ン
ケ
ー
ト
内
容

①�メーカーで設計、開発、品証、製造をしていま
した。

②�会社という小さな範囲で他人に評価されること
なく、自分の価値を試したかったため。

③�未だ実感が湧きませんが、「土地家屋調査士」と
いう肩書を持つまでの努力を周囲の方々が凄く
褒めて頂けるので責任を感じると共に目指して
良かったと思います。

④�フットサル、スノーボードです。傍から見たら
勉強が趣味と言われました。

⑤家族です。
⑥�調査士として使命、職責を全うできるよう日々
研鑽していきます。

アンケート回答

4月20日付で入会させて頂きました、伊勢支部の米
田道裕と申します。
これまで製造メーカーに勤めていましたが、会社の中

の一人ではなく自分の力で責任のある仕事に取り組んで
いきたいと思い土地家屋調査士の資格を取得しました。
家族にも迷惑をかけ、他業種の仕事と調査士の勉強

の両立に協力してもらってきたことをこれから感謝の気
持ちを持って返していけるようにしたいと思っています。
不安が尽きませんが、先輩方に非常に親切に教えて

いただき指導頂いていることに深く感謝申し上げます。
これからもたくさんの先生方にご迷惑をお掛けする

事と思いますが、調査士であることに驕ることなく誇り
を持ち、丁寧な仕事を心掛け、努力を怠ることのない
ようにしていきますので、何卒宜しくお願い致します。

伊勢支部
� 米田　道裕　

アンケート回答

①�自動車部品メーカーに勤務してました
②�義理の父親が土地家屋調査士でした
③�難しい仕事ですがやりがいはあります
④�ゴルフ
⑤特にありません。
⑥�信頼して仕事を任せてもらえるような調査士に
なりたいです

三重県土地家屋調査士会に入会しました、松阪支部
の柴山真一と申します。私自身全く土地家屋調査士と
しての業務経験のない中で仕事をスタートすることと
なり、覚えなければならないことが多くある中で日々
苦戦しているところです。実際仕事をしていると、そ
の取り扱う内容からも非常に責任の重い業務であるこ
とを痛感しており、一日緊張感が抜けず毎日時間の経
つのが早いと感じています。この先少しずつ仕事に慣
れていくことになったとしても、仕事に対して緊張感
をもって臨んでいきたいと考えています。
何もかも未熟な状態ですので先輩方にご迷惑おかけ

することもあるかと思いますが、ご指導のほどよろし
くお願いいたします。

松阪支部
� 柴山　真一　
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アンケート回答

①�司法書士
②�叔父が調査士をしていたため
③�補助者の経験も無くまだ全く分かりません。
　良かったと思えるように頑張りたいと思います。
④�ゴルフと麻雀
⑤どこでもすぐに寝れること
⑥�少しでも相談者の役に立てるように、微力なが
ら頑張りたいと思います。

三重県土地家屋調査士会に入会させていただきます
津支部の中川雄介と申します。今までは司法書士とし
て仕事をしておりましたが、叔父の荒井豊が調査士を
引退することになり、仕事を引き継げるよう資格の勉
強をしておりました。資格は取得できたものの恥ずか
しながら実務経験が全くありませんので、登録をして
も出来ることはほとんど無いかもしれません。少しず
つ実務を覚えながら少しでも相談者の役に立てるよう
努力していきたいと思います。また先日は沢山の先輩
方のもと貴重な新人研修を受けさせていただきました。
本当にありがとうございました。先輩方にはご迷惑を
お掛けすることが多いとは思いますが、少しでも会に
貢献できるように頑張りたいと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。

津支部
� 中川　雄介　
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②　営業活動・自己研さん
我々士業は国家資格については学びました。

ところが仕事をするためには営業が必要です。
サラリーマン経験の無い私にはさらに社会人経
験についても学ぶことが必要でした。世の中に
はさまざまな理念の団体があり、所属・卒業・
退会をしてきました。
現在所属の団体としては、1つは桑名三川商

工会青年部。こちらはコロナの影響を受け、イ
ベントがほとんど行えず、大打撃を受けており
ます。多度山トレイルラン実行委員として毎年
開催にかかわっています。

①　マイペース業務
私はマイペースで、たくさんの仕事を抱える

能力もございませんので、ここ数年の年間登記
申請数は40～60程度です。
おかげさまで一通りレアケースの経験も積ま

せていただきました。例えば、区分建物（横2
専有部分）の表題部変更登記や1専有部分を壊
して非区分建物への変更登記。三重県内では
日常茶飯事な地図訂正は何度もありますね。
珍しい種類の建物としてはポンプ室・病院。土
地の境界確定では隣接者が特定できず断念す
ることになることもありました。

◆桑員支部◆　　　　　　
林　　　義　人

暑いです。
みなさん元気に
　　お過ごしでしょうか？

リレー寄稿

桑名市長島町の実家で開業して11年、もうすぐ41歳の暑さに弱い中年調査士でございます。
以前リレー寄稿書かせていただきました。
今回も①業務、②営業・自己研さん、③趣味について書きます。

広　場
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2つめはBNI。こちらも所属して7年。長期
的で有意義なプロフェッショナルの人脈構築に
より「信頼できる人脈を提供できる」スキルを
付加価値としています。こちらは早くからコロ
ナの影響に対応したZOOM活用により成長中
の団体です。
使い方は人それぞれですが、自営業者として

はありがたい団体です。おすすめです。

③　趣味
卓球・ゴルフ・麻雀を趣味としております。

卓球に関してはやはりコロナの影響で試合が激
減。施設が使えなくて練習もできないような有
様です（泣）
麻雀については一人で雀荘へ遊びにいきま

す。今のところクラスターは発生しておりませ
んが…。

となるとゴルフに力を入れようかと思うわけ
です。冬以外は90台くらいで回れます。
用具の進化によって年々飛距離も伸びてい

ます。3月にアイアンを買いました！がんばっ
て週1くらいは練習に行きます！今年はベスト
更新「79」が目標です！

今年は日本のゴルフ界にとって特別な年で
す。マスターズ優勝、全米女子オープン優勝
という快挙。
会長杯ゴルフコンペへの参加をお待ちして

おります。

我々の仕事は人と会わないわけにはいきませ
んし、さまざまな活動もあります。
早くワクチンが普及して「日常」に戻りたい

ものです。前向きな行動・態度で頑張ります！

広　場
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そして、現在、私は土地家屋調査士の業務
をしながら、自治会役員をしている。
私は思った。
廃れていく街と続いていく街は何が違うのだ

ろう？
街に活気が無くなり、住民が減少すれば空

き家・空き地が増加する。
空き家・空き地が増加すれば街に活気が無

くなり、住民は更に団地から流出して空き家・
空き地が更に増加し、現在社会問題になって
いる所有者不明土地・建物の問題も更に発生
する。
これを繰り返せば街は廃れていく。
では続いていく街とは？

私の事務所と自宅は四日市市の西南部に位
置する「高花平団地」にある。
高花平団地は県下初の住宅団地であり、昭

和37年の団地創設以来、昭和・平成・令和と
時代は過ぎ、来年度創設60周年を迎えること
となる。
これだけ年月が経つと、少子高齢化の波は

当然押し寄せ、毎朝夕、介護施設の送迎車が
頻繁に行き交っている。
団地内にある小学校の児童数は最大約800

名だったものが現在は約200名、団地人口も最
大約5,000名だったものが現在は約2,000名で
ある。また65才以上の高齢化率は40％を超え
ている。

◆四日市支部◆
永　井　哲　也

街づくりと土地家屋調査士
広　場
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私は、ずばり世代交代・地域の活性化であ
ると考える。
空き家・空き地に若い世代に住んでもらい、

その若い世代の力で街を活性化させる。
この世代交代を繰り返すことにより街は続い

ていく。
さてそのためには土地家屋調査士として何

が出来るのだろう？
それが「街づくり」である。

1番目に高花平団地全体の約半数を占める団
地創設当時建設された市営住宅の問題である。
当然半世紀以上経過しており、老朽化が激

しく、空き家も多い。
四日市市としては初めての試みであったが、

前年度市営住宅跡地を民間売却・宅地分譲
（12区画）して若い世代に住んでもらうことに
成功した。
今後も市営住宅跡地の民間売却・宅地分譲

を進めていく予定であるが、そのためにはある
程度大規模な土地が必要となる。
しかし、入居している住民は点在しており、

中々まとまった土地を確保するのが難しい。
今後は自治会として住民に引越しをお願い

して、空き家の集約を図り、大規模な土地を

早急に確保する。
または空き家となった区画から、一部土地を

民間売却・宅地分譲していく等スピード感を
持って進めていく必要がある。

2番目として民間の空き家・空き地の問題で
ある。
適切な管理が行われていない空き家・空き

地は防災、衛生、景観等の生活環境の面でも
問題であり、対策としては空き家・空き地の早
期発見、早期処分・利活用が重要であると考
える。
今年度自治会として空き家・空き地の実態

調査を行い、現状を把握する予定である。
その後は如何に素早く空き家・空き地を減

少させていくかである。
最初に頭に浮かんだのが空き家バンクであ

る。
四日市市には「空き家・空き地バンク」の制

度がある。
ただし調べてみると2016年開設後、現在ま

でに登録約30件・成約約20件とあまり利用さ
れていないのが現状である。
私としては、空き家・空き地の現状を一番

把握しているのは自治会であり、今後バンクと

広　場

（次のページに続く）
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らい、若返りを図るというものであり、現在市
内の別団地で事業が執り行われている。
高花平団地でも出来ないかと考え、まず昨

年度住民へのアンケートを行った。
その結果、利用者が少なくとも災害時には公

園等公共施設が必要であり存続すべき、高齢化
により清掃等管理が出来なくなっている、また
遊具等も老朽化により危険であり廃止すべき等
意見は様々であった。
今後は公園再編事業も考えるべきである。
以上のとおり、街づくりの考えを述べさせて

いただいた。

最後になるが、平成24年度に50周年記念事
業を行った。
「過去から未来につなげよう・住民みんなで
輪になって手をつなごう」のスローガンのもと
『ハンドインハンド』という、今日までの礎を
築いてくれた高齢者から未来を託す子供たち
まで約1,000人が団地内の道路で手をつなぐと
いうイベントを開催した。
それから約10年…。
悲しいかな、やはり現実は厳しく、少子高齢

自治会の連携は不可欠であると考えている。
そこで全国的な取り組みを調べてみた。
自治会からの紹介制度等連携している市町

村も多数あり、また間接型（仲介業者の介入
あり）だけでなく直接型（仲介業者介入なし）
を併用している市町村もあった。
間接型の場合当事者間の交渉で契約に至る

場合でも仲介手数料が発生するという問題が
ある。
今後は地域のため、住民のため何がベスト

であるかを考えて検討していきたい。
（ちなみに、直接型は土地家屋調査士・司法
書士の活躍の場が増えることになる。）

3番目が団地内にある公園の問題がある。
公園も団地創設当時から存在しており、施

設の老朽化が激しい。
四日市市では住宅団地再生事業として公園

再編事業を行っている。
住民の高齢化等により維持管理が難しく

なってきた点在する老朽化した公園を新たに
大規模な公園に集約し、点在する公園につい
て宅地等として売却して若い世代に住んでも

広　場
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化の波は加速し、街の空洞化は進んでいる。
人生100年時代と言われている。
小学校も次の50年に向けて来年度以降建て

替えが決定している。
団地創設100周年を無事に迎えられるかは

街づくりにかかっているといっても過言ではな
い。
団地再生は待ったなしである。

街づくりに土地家屋調査士の力は不可欠で
ある。
今後も、土地家屋調査士として街づくりに

関わっていきたい。
どうか会員の皆様も、地域のため社会のた

め、このつたない文章が街づくりに興味を持っ
ていただく一助になれば幸いである。

以上

広　場



30BORDER  vol. 88  2021 夏号

◆津支部◆
井　村　斉　吉

  カヤック

ただ、カヌーという言葉の中での広義の意味
ではカヤックを含める、ともされています。
（ごめんなさい、よく分かりません）
カヤックの遊びは色々とあり、島から島への

ロングツーリング、川を下るリバーツーリング、
魚釣り、シュノーケリングやダイビングのエン
トリーなどが楽しめます。
私のカヤックでの遊び方は、あまり海には行

かず、川や池沼、湖に行くことが多いです。
三重県は自然が豊かな為、色々な場所があり、

近くでは、三瀬谷ダムで魚釣りや宮川を下るリ
バーツーリングをしたりするのが面白いです。

令和2年1月から流行し始めた、新型コロナ
ウイルスの影響の為、密にならないアウトドア
が流行っているそうです。
自分の趣味でアウトドアといえばカヤックが

あります。カヤックといってもピンとこなくて
カヌーといった方がピンとくる人も多いと思い
ますが、カヌー・カヤックの言葉の使い分けは
難しく、調べてみると・・
カヌーが基本的にオープンデッキ型
カヤックが基本的にクローズドデッキ型とさ

れていて、私が乗っているのは、シットオン
トップカヤックらしいです。

広　場
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川面、湖面に浮かんで景色を楽しみ、ブラッ
クバスを狙って竿を振り疑似餌を操作する。

お腹がすけば岸に上がって焚火をし、イン
スタントラーメン、コーヒーを作る、空気のい
い自然の中で食べると、どんな質素な食事で
も美味しく感じられます。
そして満腹になれば、小鳥の囀りに耳を傾

け、寝転がり、雲を見ながら昼寝をする、最高
です。日々の嫌な事を忘れることができます・・
などと良いことだけを書きましたが、実際は、

夏は暑く、冬は寒い、蚊にさされる、パドル
（オール・櫂）を漕いでいると腰が痛くなる、現
地に行くまでの準備が面倒・・家で酒でも飲
んでゆっくりしている方が良いように思えてき
ます。
気力・体力も衰え、何をするのも億劫になっ

ている私ですが、同じような趣味の方が声を掛
けてくれるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。

広　場
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方言と標準語を使い分けられる人がいるみ
たいだが、自分は伊勢弁、妻は大阪弁、夫婦
ともにこれが標準語のように喋っているが、今
までほとんど意識しなかったが、一体この夫婦
の方言は、ほかの地域から見れば、標準語と
は程遠い夫婦の会話には間違いない。
確かに大きなくくりで2つは、関西弁ポイか

もしれないが、大阪、京都、兵庫でも、確か
に異なるし、大阪から距離があれば、大きく異
なる。
自分も、伊勢弁は自分勝手に関西系の方言

に近いと思っているが、妻からすればやはり異
なるものである。

他の地域から見れば、イントネーション、ア
クセントの置き方がほぼ同じに聞こえるのは、
分からなくもない。
例えば、手は『手ぇ～』、歯は『歯ぁ～』、プ

ラスチックを読む際は『ぷらっちっく』、洗濯
機は『せんたくき』ではなく『せんたっき』、微
妙に『らりるれろ』の発音の際、若干、舌を巻
くなど、同一の事も多いのも確かである。
『ほったら』の『ほり投げる』と『穴を掘る』
ぐらい、イントネーションで理解できる。
名詞では、『かしわ』の事は、鶏肉である事

も理解できる。

数年前に夫婦で東京に行き、店員さんに関
西からですか？と問われたことがある。
その際にすかさず、何で分かりますか？と聞

き直しところ、イントネーションが違うので、
関西の方かなと思ってと言われた。
確かに日本の様々な地域で方言があり、

ちょっとした旅行でも、耳に残る独特なイント
ネーションなどがあり、はっと思うことが多い
が、反対にほかの地域からみたら、こんな感じ
で取られているのかと考えさせられた。

◆伊勢支部◆
澤　原　克　仁

我が家の方言問題
広　場
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しかし、大きく異ならなくても、夫婦間で会
話をすると、何かと引っかかる事も多いのが事
実。
例えば、自分が、道路が『つんでいるわー』

と言うと、妻は、自動車が積み上がっている事
故を想像する事になってしまう。
机を『つってー』と言うと、クレーンで机を

吊り上げる事に…たいそう大きな机を思い描く
らしい。
『かんぴんたんになっている』と言っても、乾
燥してパリパリ状況が妻には、呪文でも言って
いるかのように聞こえるらしく、全く通じない
状況。
あと、自分では全く気付かなかったが、語尾

に『やに～』が付く事を指摘された。

初めのころは、『ひやかい』（つめたい）、『て
ここしい』（ことこまかに）、『はさかる』（はさ
まる）、『ごうばる』（大きな様）など全く状態
が伝わらない。
今では、手袋を『はく』というと、すかさず

『はめるや～』と帰ってくる。
水を『まけた』というと、『こぼす』やろ～。

一方、妻の大阪弁は、擬音語が非常に多く、
物の名前を使うより、状況を表す擬態語が多
い。シャーと行くやつとか、それを自分には状
況が想像できず、何回か聞き直した覚えがあ
る。

大阪は、擬態語、〝こそあど言葉〟などを多
用し、感性的に喋る風潮がある。

有名な話だが、大阪人に道案内をしてもら
うと、
『この道をブワーッと行って、どんつきを右
にグワーッって…そこに、それがあんねん。』
擬音語パラダイスである。
万能な言葉で、『シュッとした』があるが、細

いは勿論、カッコイイ、スタイリッシュ、最高
の誉め言葉であり、どんな人、どんな状況にお
いても、使用する事ができる。

ほかにも便利な言葉が多くある、例えば「ほ
んまそれ」で会話が成り立っている。
相手の話の相槌をする際に使用するが、そ

広　場

（次のページに続く）
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けられているのである。
一番戸惑ったのが、頻繁に使う言葉で、こ

れを『なおす』という言葉がある。『なおして
欲しい』と、初めて聞いたときは、どこか『破
れている』のか聞き直したが、もとの位置に、
戻すことだった。
因みに向こうからしたら、この際の破れたと

は、伊勢の方言で、壊れたが標準語らしい。
つまり方言を聞きなおし、方言で返している

ので、話が進まない。

もう一つ、夫婦間の会話で、一番気を付け
なければならない点があり、日の数え方である。
標準語では、明日、明後日、明々後日。　
ところが、自分は、あした、あさって、さ

さって、しあさってが当たり前。
つまり3日目から一日ずれているのである。

これは一番気を付けないといけない。
『しあさって』で一日ずれが生じて、痛い目
にあっているのである。
『ささって』ってなんやねん、紛らわしい言

の語尾に『知らんけど』で打ち消している。
肯定しておき、その語尾で否定する。その

感覚が初めは分かりえなかった。
究極は〝こそあど言葉〟で会話が成立して

いるのである。
主語がほとんどなく「それがアレをアレして

ん」でもだいたい伝わる。

細かいことを上げたらきりがないが、初めの
ころ大阪弁を不思議に思った事は、自分では、
自転車の『コマ』と聞き、なぜ自転車から駒を
外すのか？自転車で駒回しをすることに意味が
わからなかったが、よくよく聞くと自転車の補
助輪の事である。
『てんぷら』は食べる物には違いないが、2
種類ある事に気づく。一般的な天ぷらと、もう
一つが自分的には、はんぺんとか、さつま揚げ
と言われるものも、『てんぷら』となる。
普通の会話内容の際は『おっちゃん』『おば

ちゃん』、これが悪口になると『おっさん』『お
ばはん』に変化するが、これがしっかり使い分

広　場
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葉使うなと言わんばかり。
こちらの常識が、向こうでは非常識になるの

である。
今更ながら2人とも、意識してなおすことも

なく、当時も今も、お互い標準語がこの方言で
あるかのように会話しているのは疑いない。
ただ、微妙にお互いの方言を、自分の会話

の中に取り込んでいるみたいで、他人から指摘
されることも、ちょくちょくある。

以前は、いちいち、会話の途中に聞き直し
て、本題が進まなかったが、さすがに現在は
全くお互いにさらっと流してしまうほど耳慣れ
たが、ふと思うと、いまだに色んな方言の発見
を知る毎日です。
伊勢弁といえども、その中の地域で異なるし、

大阪弁もしかり。北、南で異なるが、自分は方
言の研究家ではないので、今回の内容はあく
まで我が家の中の方言であるので、
自分勝手に日頃思った事をつづっています。

誤ったことも有るかもしれませんが、ご容赦く
ださい。

広　場
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梅雨の晴れ間の日曜日だった。ふ頭近くの港の
見える公園。測っ虎は少年と、そこに居た。青い
芝。遠くに架かる白い橋。風をはらんだヨットの
帆を模したホテル。広い公園の中央には昔のCM
にあったような名前も知らない気になる木。その
木陰でマスク姿の若者がスタバの珈琲を片手に鎮
座して話に花を咲かせている。公園全体を見渡す
と人は疎らだった。測っ虎は、三点立ち姿勢で少
年を見ていた。白いTシャツに半ズボン姿の少年
が、振りかぶって球を投げた。子供らしい緩い円
弧を描いた球が、正妻役の測っ虎のミットに収
まった。「ボール。ロー」のコールを聞き、少年
はやや不満げに、エッー？と言って歯を見せた。
「球を置きにいってはダメだ。思い切り腕を振れ」。
測っ虎からの山なりの返球を、少年は両手で丁寧
に受けた。中腰になり膝に両手を当て、測っ虎の
サインを覗き込む。一度首を横に振った後、自信
を持って頷いた少年は再度振りかぶって投げた。
きれいな縦回転の球がパーンっと測っ虎のミット
に吸い込まれた。「ナイスボールだ。ジョー。今
のは誰も打てない火の玉ストレートだ」。測っ虎
は目尻に皺を寄せて微笑んだ。ジョーも「ヨシっ」
と叫び、和んだ表情を見せた。
小学4年生のジョーの体は細く、鹿のような手

足をしていた。ベンチに腰掛けて水筒の茶を飲む
ジョーの姿を見て、測っ虎は懐かしい気分になり
過去に思いを馳せた。あいつとそっくりだな。今
は亡き親友。ジョーはその息子だった。ジョーが
3歳の頃、父親は事故で逝った。ジョーの母の美
咲は測っ虎の高校時代の級友でマドンナ的存在
だった。今尚その面影を残している。色白で尻ま
である長い髪。小顔で華奢な女性だ。今では妻や
娘とも懇意にしている。その後、追い討ちをかけ
るように美咲の両親も病気により他界した。美咲
とジョーが頼れるのは測っ虎だけになった。金の

苦労が絶えなかった美咲は、ジョーを育てるため
夜の店で働いたこともあった。メンタルをやられ
て長続きしなかった。他人に言えない仕事もした。
虚しさに苛まれて辞めた。その後、美咲はドラッ
グストアの店員など複数の昼間の仕事を掛け持ち
し、狭いアパートの一室で懸命にジョーを育てて
いる。昨年、この公園でジョーが膝を抱えて泣い
ている時があった。友人から「この貧乏人が！、
ボロ家住まいが！」と散々言われた挙句、牛乳を
顔にかけられたらしい。測っ虎も同じ境遇だった
ため、似たようなイジメ方をされた経験があり、
ジョーの悔しさが誰よりも分かった。その時は
ジョーの肩に腕を回し、ずっと頭を撫でてあげた。
泣くな、と言った自分が一番泣いていた。父親の
いないハンデ。金銭的ハンデ。そのせいで経験や
教養は他人より劣ってしまうかもしれない。ある
いは躾の仕方が偏ってしまったり、人生の岐路に
おける選択肢は他人よりも減るかもしれない。で
もジョー。そんなことは関係ない。何より君には
君を一番愛している美咲がいる。そして俺も、俺
の妻も娘もみんな君の味方だ。泣くなと言ったが、
辛い時はいつでも俺の胸で泣けばいい。
測っ虎はジョーを目で追った。妻と娘と一緒に、

ジョーはスイカを頬張っていた。スイカの食べ方
まであいつそっくりだった。仕事中の美咲にもこ
の光景を見せてあげたい。海原に佇む巨大な白い
橋が視界に入った。その迫力に威厳を感じた。ど
ことなく淋しさも感じた。隣にあいつも居るよう
な気がした。

あいつ
� 松阪支部　市野浩太郎　
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● 入　　会

氏　　　名 事　　務　　所 入会年月日
米　田　道　裕 伊勢市野村町5620番地6 令和３年４月20日
柴　山　真　一 松阪市射和町694番地7 令和３年５月６日
中　川　雄　介 津市丸之内25番12号 令和３年７月１日

● 事務所住所変更

氏　　　名 住　　　　所 変更年月日
藤　定　忠　弘 四日市市北町8番6号 令和３年３月31日
𠮷　田　穣　次 松阪市鎌田町989番地3 令和３年６月１日

● 退　　会

氏　　　名 支  部  名 退会年月日 理　由
芝　山　裕　之 鈴　鹿 令和３年５月31日 所属会変更

● 訃　　報

氏　　　名 支  部  名 退 会 年 月 日
山　本　嘉　雄 津 令和３年３月６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。

会 員 の 動 き会 員 の 動 き
令和3年7月1日現在　会員数266名　5法人
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寄稿のお願い
BORDERでは皆様からの原稿を募集して

います。

最近感じた事、事件、趣味、調査士会へ

の要望、旅行等どんな事でも結構ですので、

どしどし応募してください。お待ちしてお

ります。

送付先
〒514－0065
津市河辺町3547番地2
三重県土地家屋調査士会�事務局
TEL�059－227－3616�FAX�059－225－2930
URL�http://www.mie-chosashi.or.jp
E-mail�honkai@mie-chosashi.or.jp

編集
後記

暑い日が続きます。
会員の皆様におかれましては、昨年

からの新型コロナウイルス感染症によ
り私生活はもとより通常業務にも影響
を受け、気苦労が絶えないのではない
かと思います。何よりも外出する機会
が減り、私たちの業務主体である現地
調査・立会など加減されていることで
しょう。
そのためか外に出ると暑さに耐えき

れず屋内に引きこもりがちになります

が、涼しくなった頃には厚生事業とし
て昨年は実施できなかった親睦旅行も
本年は予定しております。
1日も早く新型コロナウイルス感染

症の終息を願っております、暑さもあ
としばらく、どうかご自愛のほどを。

広報厚生部　谷水　一光
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三重県土地家屋調査士会役員等名簿（令和３年・４年度）

役　職　名 氏　　名 郵便番号 事務所所在地 電話・FAX番号

会 　 長 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　田　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 太　田　茂　輝 519-0506 伊勢市小俣町湯田238番地 ���☎（0596）27-8737

FAX（0596）22-2654
常 任 理 事
企画社会事業部長 鈴　木　　　崇 519-2181 多気郡多気町相可1066番地8 ���☎（0598）38-3834

FAX（0598）38-3859
常 任 理 事
研 修 部 長 神　山　　　武 515-0015 松阪市宮町73番地1 ���☎（0598）31-2370

FAX（0598）31-2371
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 萩　原　　　巧 514-0033 津市丸之内17番5号 ���☎（059）226-6789

FAX（059）226-6788
理 事
財 務 副 部 長 松　井　金　也 510-0213 鈴鹿市南旭が丘二丁目15番26号 ���☎（059）395-6226

FAX（059）395-6227
理 事
企 画 副 部 長 西　尾　　　光 516-0805 伊勢市御薗町高向1919番地11 ���☎（0596）22-3116

FAX（0596）63-8066
理 事
社会事業副部長 西　口　勝　弘 511-0051 桑名市矢田磧48番地 ���☎（0594）21-1270

FAX（0594）23-4816
理 事
研 修 副 部 長 森　寺　奉　仁 510-0082 四日市市中部12番12号 ���☎（059）359-7770

FAX（059）359-7771
理 事
広 報 副 部 長 大　呑　邦　彦 514-0035 津市西丸之内24番19号 ���☎（059）221-5180

FAX（059）221-5181
理 事
厚 生 副 部 長 谷　水　一　光 517-0404 志摩市浜島町浜島893番地 ���☎（0599）53-0657

FAX（0599）53-1924
理 事
総 務 財 務 川　口　浩　司 518-0622 名張市桔梗が丘2番町5街区76番地 ���☎（0595）65-5061

FAX（0595）65-5061
理 事
企画社会事業 小　林　尚　史 510-8035 四日市市東垂坂町18番地 ���☎（059）333-4563

FAX（059）358-0852
理 事
研 修 板　井　孝　雄 510-0201 鈴鹿市稲生町7407番地3 ���☎（059）388-7213

FAX（059）358-5661

〃 稲　本　　　大 514-2211 津市芸濃町椋本3148番地11 ���☎（059）265-3338
FAX（059）261-1791

理 事
広 報 厚 生 林　　　義　人 511-1137 桑名市長島町福吉871番地58 ���☎（0594）37-2209

FAX（0594）37-2015

監 事 諸　岡　勝　彦 510-1233 三重郡菰野町大字菰野1391番地1 ���☎（059）394-5770

〃 川　井　一　浩 514-0036 津市丸之内養正町18番16号 ���☎（059）222-5566

〃 上　田　美也子 519-0503 伊勢市小俣町元町622番地2 ���☎（0596）28-2835
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役　職　名 氏　　名 郵便番号 事務所所在地 電話・FAX番号

綱 紀
委 員 長 中　井　洸　一 518-0873 伊賀市上野丸之内53番地24 ���☎（0595）21-4542

綱 紀
副 委 員 長 山　下　　　淳 510-0826 四日市市赤堀一丁目3番23号 ���☎（059）353-1518

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

〃 前　出　隆　司 514-0003 津市桜橋三丁目32番地14 ���☎（059）225-9866

〃 北　川　　　進 515-2343 松阪市小阿坂町2560番地 ���☎（0598）58-0776

〃 藤　本　幸　也 516-0012 伊勢市通町209番地1 ���☎（0596）27-1363

予 備
綱 紀 委 員 太　田　道　秀 510-0821 四日市市久保田二丁目11番18号 ���☎（059）350-2665

〃 五百野　正　樹 514-0033 津市丸之内17番8号丸之内オフィスビル2階 ���☎（059）253-4411

〃 西　村　文　代 516-0008 伊勢市船江一丁目8番40号 ���☎（0596）23-9311

名 誉 会 長 池　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

参 与 神　戸　照　男 518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町4193番地 ���☎（0595）23-8880

�
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会  組  織  図
令和3年8月1日現在

名誉会長
　池畑　信也
顧　問
　小貫　陽介弁護士
　滝澤多佳子税理士
参　与
　神戸　照男

監　事
　諸岡　勝彦
　川井　一浩
　上田美也子

副会長
　有竹　良行
　総務財務部�担当

副会長
　濵田　眞行
　広報厚生部�担当

副会長
　林　　誠治
　企画社会事業部
　研修部�担当

常任理事
　太田　茂輝
　総務財務部長

常任理事
　鈴木　　崇
　企画社会事業部長

常任理事
　神山　　武
　研修部長

総務副部長
　萩原　　巧
財務副部長
　松井　金也

部員
　川口　浩司

広報副部長
　大呑　邦彦
厚生副部長
　谷水　一光

部員
　林　　義人

企画副部長
　西尾　　光
社会事業副部長
　西口　勝弘

部員
　小林　尚史

研修副部長
　森寺　奉仁

部員
　板井　孝雄
　稲本　　大

会　長
　古尾　圭一

常任理事
　岡本　博人
　広報厚生部長

支 部 長 会
桑員 柴田　良彦
四日市 市川　　誉
鈴鹿 豊田　将司
津 佐波　　彰
伊賀 高山　秀峰
松阪 薗部　和宏
伊勢 小川　儀剛
紀北 松場　豊和
熊野 畑中　伸章

境
界
問
題
相
談
セ
ン
タ
ー
み
え

運  営  委  員  会
委員長【センター長】渡邉　　功（弁護士）
副委員長【副センター長】古尾　圭一
　　中嶋　　豊（弁護士）
　　向山　富雄（弁護士）
　　村瀬　勝彦（弁護士）
　　川端　康成（弁護士）
　　諸岡　伸亮
　　堀江　秀弥
　　吉村　　工
　　廣森　貫氏

綱 紀 委 員
委員長� 中井　洸一
副委員長� 山下　　淳
� 佐藤　隆廣
� 内山　憲一
� 前出　隆司
� 北川　　進
� 藤本　幸也
予備委員� 太田　道秀
� 五百野正樹
� 西村　文代

境界鑑定・管理委員会
委員長� 佐藤　浩之
副委員長� 森下　雄介
� 門脇　康博
� 前橋　克典
� 森下　健二
担当副会長� 林　　誠治

注意勧告理事会
濵田　眞行・太田　茂輝
有竹　良行・鈴木　　崇
林　　誠治・神山　　武
　　　　　　岡本　博人

紛議調停委員会
濵田　眞行・太田　茂輝
有竹　良行・鈴木　　崇
林　　誠治・神山　　武
　　　　　　岡本　博人

事故処理委員会
　会長が任命する者

法   調   会
　�会長、副会長及び会長が指名する
会員又は職員

担当副会長
　有竹　良行

法調実務打合せ会
　会長が指名する者
担当副会長
　林　　誠治

苦情処理委員会
委員長 　有竹　良行
副委員長� 萩原　　巧
� 太田　茂輝
� 松井　金也
� 川口　浩司













土地家屋調査士倫理綱領

１．使 命

不動産に係る権利の明確化を期し、
国民の信頼に応える。

２．公 正

品位を保持し、公正な立場で
誠実に業務を行う。

専門分野の知識と技術の向上を図る。

３．研 鑚



広報キャラクター「測っ虎」

今
年
で
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で
ご
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る

三重県土地家屋調査士会会報
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近鉄特急
12200系

三重県の重要な鉄道であり、国内豪華列車の先駆けとなった近畿
日本鉄道の特急列車。大阪万博をきっかけとして大増発された、馴染
みのある車輌です。過去に伊勢神宮に参拝する皇族もご利用なら
れたほか、1975年に来日したエリザベス女王の「お召し列車」とし
ても使用されましたが、老朽化のため廃車が決定、今年8月7日に
ラストランが行われます。


