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40周年記念「標しるべ」の表紙です。本書は平成2年12月1日に
法制定40年を記念して本会が発刊しました。日調連が発刊している
土地家屋調査士白書に対し、三重会白書 1990 に相当します。
30年前、編集委員は2020年の土地家屋調査士像を予測しています。
巻末には会員番号1番から676番までの全会員名がありました。
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こ
れ
の

特
集
だ
よ



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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新年あけましておめでとうございます。新型コロナ
ウイルス感染症もワクチンの接種が進んだこともあり、
脅威は少なくなってきましたが、まだまだ安心できな
い状況のため、通常の会務運営ができない状況が続い
ています。今年中には収束をして以前のような生活様
式ができることを祈念しながら、今年も家族で集まれ
ず静かな正月でありますが、無事に過ごせていること
に感謝し、新年参拝をさせていただきました。

私たちを取り巻く環境も、コロナ禍にもかかわらず、
急速に変化をしてきております。

土地家屋調査士法制定70周年を迎えた令和2年8
月1日に改正土地家屋調査士法が施行されましたが、
法改正の背景には、私たち専門資格者に対する大きな
期待が込められていました。そこで、この期待に応え
るために、会則改正を実施し、年次研修等の義務化と
ともに、全会員が遵守する職務規程が制定されました。
また、令和3年6月1日からは、業務取扱要領の運用
がされております。

これらの変化は、私たちに多かれ少なかれ負担を課
すものですが、その背景には国民の期待があるという
ことを自覚し、全会員が一致して「土地家屋調査士70
年宣言」に取り組むという気概で前向きにとらえてい
ただきたいと思います。

会則の改正に伴い、年次研修も今年度から実施をし
ておりますが、日調連では5年に1回の受講を全会員
に義務付けをしております。本会では、余裕をもたせ
て4年で全会員が受講できるように、年度ごとの受講
者を決定しております。みなさまにおかれましては、
業務多忙と思いますが、令和7年度までの間には必ず
受講をいただく必要がありますので、できる限り該当
年度にご都合をつけていただき受講をして下さい。

また、専門資格者としての社会貢献ということで、
本会では、三重県と「災害発生時における応援協力に
関する協定」を平成24年8月3日に締結しており、災
害時に住家の被害認定業務に応援協力することとなっ
ております。三重県において本協定で想定しているの

は南海トラフ大地震のような災害ではありません。お
そらくそのような大災害の際には、地元の土地家屋調
査士が協力できる状況ではないと思います。会員のみ
なさまにおかれましては、自分の身がどうなっているか
分からないのに応援できないと考えている方も見える
かもしれませんが、昨今の温暖化等によりゲリラ豪雨
のような局地的な水害はいつでも発生する可能性があ
ります。その様なときに、一刻も早い復興のために罹
災証明書の発行が急がれます。その際に必要となる被
害認定業務ですが、建物の全壊・半壊の判定は、私た
ちが通常業務で行っている建物滅失登記の判断とは違
う部分もあるでしょう。しかし、普段から調査・測量を
実施している専門家として、行政からの期待も大きい
部分もあり、この期待に応えなければ専門資格者とし
ての存在意義がなくなってしまうのではないでしょうか。

土地家屋調査士は、他業種に比べて危機意識が弱
いと感じています。既存の業務だけでは、必ず先細り
をしていくという危機感を持ち、国民の負託に応える
よう新たな業務を見つけていくという気概が必要です。

住家の被害認定業務につきましては、実際に他会で
は行政から要請が行われ応援協力を実施しております
が、これまで備えとして事前の研修等をしていなかっ
たこと等により、参加された会員はとても苦労をされ
たという話も聞いております。

幸い三重県では毎年研修を実施していただいており
ます。目先の利益にはつながらないかもしれません。
しかし、専門資格者の必要性をアピールする絶好の機
会ではないかと考えていますので、是非とも多くの会
員に参加いただき、被害認定業務に関する見識を高め
ていただきたいと思います。

今年こそはコロナ禍が収束するとともに、土地家屋
調査士制度がさらなる発展をしていくことを祈念いた
しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。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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新年明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。

昨年は，東京2020オリンピック・パラリンピック

が開催され，日本代表選手団は，金メダル40個を含

む計109個のメダルを獲得するという明るい話題もあ

りましたが，依然として新型コロナウイルス感染症が

猛威を振るい，世界中が困難に見舞われた一年でした。

当局においても，政府による緊急事態宣言や，まん延

防止等重点措置が適用されている期間については，在

宅勤務等の実施により，平時に比べて事務処理に時間

を要するなど，皆様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。

今後も感染拡大を予防しつつ，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，

御協力をお願いいたします。

さて，現在，人口減少・高齢化が進む我が国におい

ては，いわゆる「所有者不明土地問題」への対応は，

政府における喫緊の課題となっているところ，昨年4

月21日に成立した「民法等の一部を改正する法律」に

より，相続登記の申請が義務化されるなどの改正が行

われました。

法務局では，所有者不明土地問題の解決に向けた取

組として，長期相続登記等未了土地の解消作業及び表

題部所有者不明土地の解消作業を積極的に推進して

いるところ，これらの取組を円滑に実施していくため

には，表示に関する登記や筆界の専門家である皆様の

御協力が不可欠であると考えておりますので，より一

層の御支援を賜りますようお願いいたします。

また，筆界特定制度についても，皆様が筆界調査委

員，あるいは申請人代理人として御尽力いただいた結

果，国民に広く認識され定着した制度となっておりま

すので，引き続き御協力をお願いいたします。

最後に，三重県土地家屋調査士会の益々の御発展

と，会員の皆様の御健勝，御活躍を祈念申し上げまし

て，年頭の御挨拶と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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本会では法制定40周年を記念して平成2年に「標」
という記念誌が発行されました。あれから31年が経
過し、今となってはこの記念誌の存在を知らない会員、
また忘れてしまった会員が大多数になったのではない
かと思われます。当時編集に携わらせて頂いた私自身
もこの事は記憶から薄れつつあり、月日の経過の速さ
を感じずにはいられない処です。

さて、今回の依頼はその記念誌の中に「2020年の
土地家屋調査士」と題して我々を取り巻く環境を5つ
のシーンに分けて予想した内容の掲載があり、その内
容と実際に昨年2020年を迎えた現状とを比較し、当
時の編集者としての思いを綴って欲しいとの事です。

依頼を受け当時の内容と記憶を呼び起こすべく、書
庫より「標」を取り出し当時を懐かしく思い返しなが
らページを捲っていきます。「標」をお持ちの会員の
方は是非とももう一度、お持ちでない会員の方は…
うーん、事務局からメールで送ってもらってご一読下
さい。

この内容については当時、編集委員長の松阪支部の
庄司佳伸委員長が原案を作成され、これに対して会議
で委員が意見を出し合いながら編集作業を進めていっ
たと記憶しております。現状と対比しながら記念誌を
読み返してみると、その殆どが見事に一致してきてお
り、改めて原案を作成された庄司委員長の先見の明に
は感服する次第です。

具体的には先ずは社会全体の通信情報機器の発達
として、携帯電話の一般的普及、そして現在は一歩進
んでPCと同様の機能も備えたスマートフォンの普及
まで進んでいます。

業務で使用する機器としても当時は光波測距儀と一
体となったトータルステーションの出始めで、その後
電子野帳（接続型からその後内蔵型）、自動視準、自
動追尾と発達しGPS測量機器も登場して現在では導
入する会員も徐々に増えてきていると聞いています。

測量ソフト・CAD機器も進歩し始めてきた時期で
あり、当時は図面をインクで作図しており、インクが
詰まった時には大変苦労していたことを憶えています。

また、言わずと知れたインターネット等の普及によ

り業務方法も変化を遂げています。
法務局の登記記録等のコンピュータ化、登記情報提

供サービスによる調査、登記申請のオンライン化等目
まぐるしく進歩し、法務局へ出向く回数も格段に減り
ました。

どうでしょうか。以上のことはほぼ100％予想が的
中しているのではないでしょうか。

とここまでは良いのですが、残念ながら一つだけ大
きく外れてしまった事があります。

私的には一番的中して欲しかった部分なのですが、
それは土地家屋調査士の社会的地位、認知度、事務
所形態といった処です。平成2年といえばバブル経済
の中で我々も意気揚々でぬるま湯に浸かっている感も
あり、少し風呂敷を広げすぎた希望的観測ではあった
のですが大変残念です。

当時は土地家屋調査士「何て読むの？何する仕
事？」とよく聞かれました。

これは今でも同じで知る人ぞ知る資格者です。
また、事務所形態にしても法人化が認められたとは

言え、果たしてどれだけの調査士法人が純粋に一般的
企業と同様な運営・経営形態を行っているのでしょう
か。おそらくその様な事務所は全国でもごく僅かでは
ないでしょうか。調査士自身の社会的立ち位置や環
境、これらの状況は30年経った今でもあの頃と一向
に変わっていないのです。逆に隣接職種や同様士業と
比べると後れを取った感があり、厳しい見方をすれば
衰退しているという感じさえしてしまいます。これは
受験者数の減少にも顕著に表れており、私が調べた処
では平成2年当時の試験出願者数は13,459人、その後
年々減少し続け、今年令和3年は4,733人でなんと当
時の約35％にまで減少しています。これではなかなか
変革、発展というところが覚束ない訳です。経済では
よくバブル後失われた10年と言われますが、調査士
制度にとってこの30年は失われた30年となってしまっ
たのではないでしょうか。

なぜこのような状況になってしまったのか。一人一
人の調査士の日常業務に対する姿勢や立ち振る舞い、
制度の改革や発展を牽引する連合会、単位会、政治連

法制定40周年記念誌「標」発行より31年
� 編　集　委　員　

特集
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盟の方向性や活動。それらのどこかに原因や誤りがな
かったのか。今回の投稿依頼は改めてこの様なことを
自分自身考えさせられる機会となりました。

機械や技術は周りが自然と進歩発展をさせてくれる。
しかし人（資格者）は自ら考え、努力し、変革や発展
していく必要がある。常々私はそのように考えます。

現在、私自身は実年齢も調査士年齢もそれなり重ね、
そろそろどの様にフェードアウトしていこうかなと考
える年齢に差し掛かっています。そんな私がこの様な

ことを申し上げるのは大変おこがましい事なのですが、
これから活躍をされる会員の方々には技術研鑽ももち
ろん大切なところではありますが、今一度資格者とし
ての在り様と目指すべき方向ということも考えて頂け
ればなと思います。

そして、更にこれから30年後、記念誌「標」を見
た会員から「いやー、時間はかかっとるがまさに書い
てある通りになっとるやん」という言葉が発せられる
ことを切に願って今回の筆をおくこととします。

Special  FeatureSpecial  Feature

「標」目次
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総務財務部　総務副部長　　萩原　　巧

新年あけましておめでとうございます。平素は本会
の運営・活動にご理解、ご協力いただき誠にありがと
うございます。

６年ぶりに本会理事に、それも古巣の総務財務部に
再雇用となりました。過去を思い出しながら新たな気
持ちで職務に当たっております。

さて、昨年もコロナ禍の1年でした。参集型で実施
していた各種会議・研修等が、ZOOM等を利用した
Web会議・研修会に様変わりしました。当然すべてが
無駄であったわけではありませんが、コロナ禍のおか
げ？で、非効率なこと、無駄なことに気づかされ見直
しをするよい契機になったように思います。

このような変化に関連して、理事会の開催方法や、
決議に関して書面によるほか電磁的記録によっても可
能とするなど、会則の見直しが必要となってきていま
す。また今後、具体的には綱紀委員会規則、職務上請
求書取扱管理規程、職印に関する規程等さまざまな改
正を予定しています。

会則、全ての規則について、一語一句確認したこと
などありませんが、良い機会であると捉え、見落とし
や矛盾のないよう改正の準備をしているところです。　

次に予算です。職印台紙制度の廃止、会員数の減少
により収入減は間違いありません。さらにコロナ禍が
終息してくれば、各種活動が再開され予算が必要と
なってきます。会の運営方法、経費削減等しっかり検
討していかなければなりません。その一方で、コロナ
終息が大前提ですが、年に一度の総会、会員皆様が会
場に集まって様々な意見交換また親睦を深めていただ
けるよう盛大に開催したいとの思いもあります。まず
は部内でしっかり知恵を絞りたいと考えております。

本年も引き続き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。また何かご意見がございまし
たら是非本会までお寄せください。

最後になりますが、この会報がお手元に届くころ、
感染が終息に向かい、会員皆様が穏やかな新年をお迎
えになられておられますことを切に願っております。

企画社会事業部　副部長　　西口　勝弘

新年あけましておめでとうございます。
企画社会事業部の桑員支部西口です。
会員の皆様におかれましては健やかに新年を迎えら

れたことをお慶び申し上げます。旧年中は本会の運
営・活動に多大なご理解とご協力を賜り厚く御礼申し
上げます。また、本会主催の無料相談会および空き家
ネットワークみえ主催の無料相談会へ各支部より相談
員を派遣していただき、この場をお借りして御礼申し
上げます。

昨年の企画社会事業部の事業を簡単にご紹介させ
ていただきます。

まず、「土地家屋調査士業務取扱要領」の制定にと
もなう中部ブロック協議会主催の説明会(WEB会議)
に参加し、説明会内容の一部を三重会の定例研修の内
容とする企画を提案いたしました。また、本会ホーム
ページの区画整理事業・地籍調査事業の情報を整理
し、適宜更新をしていますのでご参照いただければ幸
いです。

シンポジウムへの参加につきましてはコロナ禍であ
るため開催はなく、参加に至っておりません。月2回
の無料登記相談会開催についても、9月度はやむを得
ず休止いたしました。

法務局と合同で実施しております「全国一斉無料相
談会」を7月31日（土）に本会にて開催し、18件の
相談に対応いたしました。

社会貢献事業といたしまして「住家の被害認定業
務」にかかる研修会に参加しました。空き家ネット
ワークみえの合同会議に出席し構成団体と意見交換し
情報の共有を図っております。

境界問題相談センターみえの活用を広めるため、引
き続き研修会開催・広報活動をしてまいります。

最後になりますが、一日も早い新型コロナウイルス
感染症の終息と皆様のご健康をお祈り申し上げますと

部会だより
sectional meeting
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ともに、本年も会員の皆様の引き続きのご理解とご協
力をよろしくお願い申し上げます。

研修部　副部長　　森寺　奉仁

研修部副部長の森寺奉仁と申します。平素は研修
部の活動に対し、ご理解ご協力を賜り誠にありがとう
ございます。

さて、私は本会理事として2期目を迎え、日々様々
な勉強をさせていただいております。今まで何の気な
しに参加していた定例研修会も、運営側設営側の立場
から見ると全く違う感覚があります。

年4回の研修では全会員が土地家屋調査士として研
鑽しなければならない内容が必須となるのは当然であ
ります。案内文によっては、自分が知っている内容な
のでわざわざ定例研修会として開催する必要があるの
か、理事をする前は疑問に感じることがありました。
しかし、研修内容を網羅すると必須項目であることが
多々あり、案内文だけでは判断しかねることがあると
言うことが分かりました。

今年度の予定としては、令和4年1月29日に司法書
士会との合同研修会として民法・不動産登記法の改正
点について研修を行い、令和4年3月12日にADRに
関連した研修を計画しております。いずれも土地家屋
調査士としてリアルタイムで知っておくべき知識の内
容となっておりますので、一人でも多くの皆さまのご
参加をお待ちしておりますと共に、是非やってほしい
内容があれば研修部までご連絡いただければ幸甚です。

今後も定例研修会の内容は研修部が知恵を絞り、全
会員にとって有意義な内容を伝えていきたいと思って
おります。今後はコロナ禍にて自粛していました集合
型研修やzoomと併用したハイブリッド型の研修も計
画していますので、会員の皆様のご参加ご協力よろし
くお願い申し上げます。

広報厚生部　部長　岡本　博人

明けましておめでとうございます。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月の定時総会より再度広報厚生部の部長として会
務を務めさせていただき、あっという間に新年を迎え
ましたが、相変わらず、会長をはじめ、副会長、理事、
事務局の方々に色々とご心配とご迷惑をお掛けしてお
ります。２年前もそう言っておりましたが、私自身は
全然進歩しておりません。

さて、広報厚生部の活動でございますが、9月11日
に会長杯ゴルフコンペを予定しておりましたが、新型
コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が発令さ
れたため、中止となりました。出前授業、東海工業専
門学校のブース出展につきましても、今年度は行わな
いことに決定いたしました。また、各支部の広報活動
におきましても支部からの活動報告はいただいており
ません。

今後は、コロナ禍がいつまで続くのか分からない状
況の中で広報厚生部として何が出来るのかということ
を部員と協議し、コロナ禍ならではの広報活動を見出
していきたいと思います。

会員の皆様におきましては、こんな広報活動してみ
たらという案がございましたら広報厚生部までご一報
いただけますと幸いです。



8BORDER  vol. 89  2022 冬号

桑員支部　支部長　　柴田　良彦

桑員支部長の柴田です。
支部の活動報告等についての会報の貴重なスペース

を頂戴していますが、報告できるような支部活動を計
画することさえも難しい1年でしたので、今回は、豊
富な測量機器の外、現場作業で活躍する機材も多数、
所有されています、支部会員の水谷公孝さんから、お
持ちの興味ある機材を紹介していただこうと思います。
それでは水谷公孝さん、よろしくお願いいたします。

（水谷公孝会員）
はい、水谷公孝です。では早速、紹介させていただ

きます。
まずは、パワーショベル、所謂、（ミニ）ユンボで

す。世界最小クラスのものになります。杭入れ、樹木
等障害物の除去など、使い道は豊富です。

ユンボの実演風景です。
ドライバーも世界最小（年
少）クラスです。

　

次は、クローラー運搬車です。自走しますので、ま
とまった杭などの運搬に利用できます。

これがハスクバーナー・チェインソーです。雑木な
どの伐採、伐採樹木の解体などに使います。

次は、自走式草刈り機を2点。まずは、ハンマーナ
イフ・ローター、平らな場所での草刈りに、もうひと
つは、畔草用スパイダーモア、多少の斜面でも使用可
能です。

支部だより
branch office
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どんどん行きましょう。これは、サイドオーニング、
雨の日の境界立会いの受付等に便利です。

次は、ポータブル冷蔵・冷凍庫とポータブルバッテ
リーです。炎天下の境界立会いも、これがあれば、み
んながなごみます。

そしてクライマックスの大物は、牽引トレーラーで
す。自走式草刈り機なども軽々載せられます。ただし、
トレーラーも単独で車検を受ける必要があって、しか
も毎年車検が玉にきずですが…。

そして最後に、新規投入の機材、竹粉砕機を紹介し
ます。言い換えれば、樹木用のシュレッダーです。早
速、使ってみましょう。粉砕中の様子です。チップが
どんどん吹き出されてきます。竹粉砕機ですが、太さ
10センチくらいまでの樹木なら竹以外も裁断可能です。

桜の木を裁断すれば、スモーク料理に使えるチップ
が簡単に生成されます。ちょうど、先日、伐採した桜
の木があるので、今度、チップにして、スモークチー
ズやスモークハムを作ってみますね。

以上です。

（柴田）
スモーク料理、ごっつあんです。クラフトビールな

んかもあるとうれしいですね。
後、フィールドワーク用の機器ではありませんが、

大判プリンタもお持ちなのですね。

（水谷会員）
A1サイズの大判プリンターです。スキャナ機能付

きです。

（柴田）
水谷さん、ありがとうございました。

ということで、支部会員の機材紹介、「第1回　水
谷公孝会員編」を終わります。
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四日市支部　副支部長　　中村　行彦

マスク生活がはじまり、もうすぐ２年がたちます。
すっかり慣れてしまい、今ではマスクを着けていない
のが、何か恥ずかしい部分をさらしているような感じ
もしたりします。

そんなコロナ禍の生活ですが、悪いことばかりでも
ありません。夜遅くまで飲みに出かけることが少なく
なり、毎日早起きできるようになりました。外に出る
機会も減り運動不足の解消にと、毎朝のウォーキング
を始めました。すると体調も良くなり、体重も少しで
すが減って身軽になりました。

これを機に、以前から悪かった腰が少しでも良くな
らないかと通い始めた接骨院ですが、先生の勧めで、
筋肉にも水分が行き渡るように、毎日水分を多く摂る
ようになりました。また、風呂も長く入るようになっ
て、体をほぐし、風呂上りのストレッチも続けていま
す。これの効果はまだまだですが、続けていこうと
思っています。

家にいる高１の娘は、今までは食べる専門で、結構
な量を食べていましたが、時間を持て余しているのを
見かねた母親から料理を教わり、食生活も一変して、
規則正しい食生活を送るようになりました。今では早
起きして、家族の朝食と弁当作りもするようになり、
私は娘の作った朝食を食べてから仕事へ行く毎日です。

本当にいろいろな面で変化のあった２年ですが、特
にオンライン化は一気に加速したように思います。少
しでも活用できるようにとは思うばかりで、そこには

全くついていけてないですが…。
ステイホームのおうち時間も大事なことですが、や

はり会員同士が意見交換できる場として、支部の研修
や懇親会等での集まりは大事な機会になってきます。
今年は支部活動を徐々に進めていきたいと思いますの
で、会員の皆様どうかよろしくお願いいたします。

鈴鹿支部　支部長　　豊田　将司

随分寒くなりましたね、外業に厳しい季節になって
きました。コロナワクチン2回目接種の副反応で38.5
度まで熱が上がったので3回目の接種が怖い鈴鹿支部
長の豊田です。

鈴鹿支部活動報告　鈴鹿支部の令和3年度事業計
画は

1．業務､関連業務､測量に関する研修会の開催 
2．境界立会業務改善の市へ働きかけ 
3．法務局打合せ会の継続実施

と前年度鈴鹿支部会で承認されている事業計画を遂
行するにあたりまず、2．境界立会業務改善の市へ働
きかけとして8月18日に鈴鹿市長　末松則子様に空き
家対策同様に土地の所有者不明問題について話してか
ら登記簿等から現在所有者が判明しない場合には資産
税課の固定資産税で納税者開示のご協力をお願いしま
したが、検討するにとどまり、発展の見込みは無さそ
うなので、今度は市議会議員様にお願いして条例等で
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開示出来る様にならないか相談してみようと思ってお
ります。

10月5日 火 曜 日18時30分 にWeb会 議 シ ス テ ム 
Googleハングアウトを利用して鈴鹿支部役員会を開催
しました。議題は令和3年度事業計画についてですが、
支部役員様の意見の中で特に目立ったのが2．境界立
会業務改善の市へ働きかけで、鈴鹿市の未登記処理に
皆様の熱い思いが込められているように感じました。

たしかに鈴鹿市の未登記は酷いと業務を行っている
と感じます。

1街区の全路線道路工事のみ行い登記処理を全く行
わず、固定資産税はもとの地積に応じて取り続ける悪
行で市が行う行為とはとても思えません。土木総務課
に尋ねてもやりたい人が勝手にやったらええやん、み
たいな返答です。この辺りも改善出来たらと思います。
いかに改善するか支部役員様と考えながら進めていき
たいと思います。あと鈴鹿の特徴として立会で側溝線
上から離れる気が無いとか水路等の路線上は過去査定
記録にならい一律側溝から何センチとか不利な場合は
自治会長等の地元証言と記録します。こちらの立場が
弱すぎてとても公平誠実な業務とは言えない様な気が
します。困ったものですね。これらも含め改善策を考
えていきたいと思います。

3．法務局打合せ会の継続実施については11月24
日17時30分に打ち合わせ予定です。1．業務､関連
業務､測量に関する研修会の開催はかなり思案してお
りますが執筆日11月17日現在、批判はあるかと思い
ますがZOOM等を利用してWeb会議システムで行い
たいと思います。無料のGoogle ハングアウトは制限
時間1時間でいったん接続が解除されますので本会の
ZOOMアドレスなど借りる事ができたらいいなって
勝手に思っています。

津支部　支部長　　佐波　　彰

今回の「支部だより」では、人物をご紹介させてい
ただきたいと思います。土地家屋調査士界の “ナベサ
ダ（渡辺貞夫）” こと星野一夫先生です。星野先生は、
サックスをこよなく愛し趣味とされていますが、その
腕前はプライベートコンサートを開かれるほどです。

星野先生は、支部や本会の役職を歴任され土地家屋
調査士会の運営・発展にもご尽力され、もちろん本来
業務である土地家屋調査士の仕事も正確で丁寧な仕
事ぶりで、皆から尊敬される存在です。また、行事な
どの集りには、オシャレにキメてこられ、かっこいい
先生でもあります。何よりも、先生の目は、いつも優
しく充実感に満ちているように思われます。

そんな星野先生の “サックス愛” についてお聞きし
たいと思います。

☆�サックスを始められたきっかけはどのようなもので
すか？

中学生の頃、グループサウンズのブルーコメッツ
の井上忠夫が吹くサックスに憧れ高校でブラスバン
ド部に入り、初めてサックスを手にしました。

☆サックスの練習など普段どのようにされていますか？
サックスアンサンブルバンド、フルバンド等3つ

のバンドに所属し練習を重ねております。
☆今後の取り組みなど、お考えを教えてください。

これまでは、四日市ジャズフェスティバル、地域
イベントや福祉施設への訪問演奏などに参加してい
ましたが、コロナウイルスの関係ですべてが中止に

SaxCollageメンバー5人
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なり、今は再開を楽しみに練習のみの日が続いてお
ります。

私は、ちょうど3年前に星野先生のグループのコ
ンサートを拝聴する機会がありました。そのコン
サートは、結婚式場とのコラボ企画で、ランチディ
ナーをいただきながら演奏会を聴くというもので、
演出も素晴らしく聴いて楽しい、見て楽しいコン
サートでした。星野先生とお仲間が、楽しそうに和
気あいあいと企画を練っている様子が思い浮かび、
聴いている我々も幸せな気持ちになることができま
した。今後も、このようなコンサートなどの機会が
あれば、是非、アナウンスいただきたいと思います。

星野先生談：
支部長のコメントは、少し上げすぎです。コンサー

トでは、ミスを減らそうと努力はしているものの、な
かなか思うような演奏はできません。

練習を楽しみながら、余生を過ごしたいと思ってお
ります。

伊賀支部　支部長　　高山　秀峰

琵琶湖の故郷　伊賀市
前号で紀北支部の松場支部長からNHKの「サラメ

シ」のバトンを渡されたので、それについて少しだけ
お答えいたします。

私の「サラメシ」は事務所でとることが多く、蕎麦が
好きなので(夏はざる、冬はかけ)と決めていましたが、
最近ではほっともっとの弁当が主流になっています。

簡単ですが、松場支部長様これくらいでご勘弁下さい。

さて、伊賀支部の活動報告をさせて頂きますと行き
たい所ですが、支部としての活動は今のところまだ何
も行えておりません。このままコロナが収束すれば支
部活動もまたご報告できると思います。

そこで前回につづき伊賀地区に関する事をご紹介し
ます。

昨年「ブラタモリ」で伊賀地区が特集されました。
伊賀といえば伊賀忍者が有名なのですが、忍者の話で
はなく、琵琶湖についての以外な事実をご紹介します。

ご存じの方も多いと思いますが、この番組は土地の
地形や歴史についても詳しく紹介されるのですが、そ
の中で琵琶湖は元々三重県伊賀市（旧大山田村）に
あったことを知りました。およそ400万年前現在の伊
賀市にあった浅くて狭い大山田湖が断層活動によって
地盤の陥没と土砂の堆積が繰り返され、形状を変えな
がら移動し少なくとも40万年前に現在の琵琶湖の場
所に定まったそうです。つまり、伊賀は琵琶湖の生ま
れ故郷ということになります。

伊賀市を流れる服部川は津市との境である長野峠辺
りを源流とし伊賀市街地の北西で木津川に合流します。
河床には古琵琶湖の堆積した粘土でできた巨大な岩盤
があり、数多くのゾウやワニの足跡の化石が出土して
います。「ブラタモリ」の中でも服部川の川岸でタモ
リさんがタニシの化石を見つけていました。

服部川の河川敷にあるせせらぎ運動公園にはおよそ
350万年前のゾウやワニの足跡化石が再現されていま
す。機会があればあまり知られていない伊賀市の意外
な一面を観る事ができると思いますので一度訪れてみ
てください。

松阪支部　副支部長　　吉田　穣次

松阪支部副支部長の吉田穣次です。
皆様あけましておめでとうございます。
昨年の支部活動ですが、一昨年に続きコロナの影響

により支部で集まっての活動はなく、10月に地元新聞
で松阪防災の日に広告を調査士会松阪支部として載
せたり、松阪市役所の固定資産税通知書に広告を載せ
る入札に参加するのみでした。結果落札できませんで
した。

来年こそは支部役員と相談をして、支部で集まって
の行事をしたいと考えています。

私ごとですが、いまこの原稿を書いているのは11
月末で、2021年を迎えたのはついこの間と思いつつ
既に目の前に年末を迎え、今年もあっという間に過ぎ
ていったなと感じています。

今年一年は何があったかなと考えてみると、人生で
初めて約1か月の禁煙に成功したり、事務所の移転な
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どもあり、改めて振り返ると色々あったなとも思います。
この原稿を書きながら今年一番うれしかったこと、

腹が立ったことなど考えてみたりしていますが何も出
てこない…。これで良いのかなと思うくらい特に際
立ったことが出てこないですが、小学生の我が子3人
が楽しそうに遊んでいたり、喧嘩したりしているとこ
ろがふと頭をよぎり、良い一年を過ごすことができた
かなと、何か納得する感覚もあります。

2022年も力を入れすぎることなく、かといってだらけ
すぎず、自然体で目の前のことに着 と々取り組んでいこう
と思いますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

伊勢支部　支部長　　小川　儀剛

新年明けましておめでとうございます。皆様方に
とって本年が良いお年でありますように。

昨年の支部活動についてですが、相変わらず、コロ
ナウイルスの感染状況、本会の動向を伺いつつ、様子
を見ておりました。

本年度役員会は、従来通り全役員が一同に会する形
で、3回行いましたが、やはり会員、一般の方々を集
めるのは難しいと判断し、研修会、親睦会はいまだ
行っておらず、司法書士会との合同で開催する無料登
記相談会は中止しました。

ただ、会員の方々には、集まる機会を望む声もあり
ます。

新年1月には、志摩市で開催される空き家ネット
ワークみえ無料相談会に参加予定しております。

また、同1月に研修会の開催を計画しております。
コロナの状況を見ながらになりますが、中止がしやす
い形で、進めております。

紀北支部　支部長　　松場　豊和

4士業（土地家屋調査士、司法書士、行政書士、税
理士）合同無料相談会を、令和3年10月23日（土）
に尾鷲市福祉保健センターにて行いました。

土地家屋調査士への相談は境界に関する相談が1件
あり、なるべく費用かけずに当事者間で解決していき
たいとのご希望でしたので、資料収集方法、見方等を
説明させて頂きました。当事者間で解決しない場合に
は、境界問題相談センターみえの利用も提案させて頂
きました。

同じ会場では、尾鷲市福祉保健課による「くらしと
こころの相談会」が開かれており、休憩時間を使って、
保健師の方より、尾鷲市と紀北町における自殺の状況、
自殺防止の取り組みを説明頂きました。

相談会終了後には、今後、zoom等を利用した相談
会実施も検討しました。4士業が相談会運営を通して、
会員間の交流が出来たことは大変有意義なものとなり
ました。



14BORDER  vol. 89  2022 冬号

熊野支部　支部長　　畑中　伸章

現在コロナ禍の中、この地方の各自治体のイベント
も中止となり土地家屋調査士としての広報活動がなか
なか難しい状態が続いております。

支部研修会もいろいろと考えてはみたのですが、会
場の貸し出しも制限がかかっており、研修実施ができ
ないのが現状です。

幸いなことにコロナによる現状も、少しずつ以前の
ように回復傾向にあり遠方の所有者との立ち会いもで
きるようになってきています。

我々の仕事の状態も回復傾向に向かっているのでは
ないでしょうか。

現在、熊野支部の悩みは、高齢化による会員数の減
少です。

やはり土地家屋調査士という職業の認識不足で、こ
の地域における土地家屋調査士の受験者数の少なさが
あるのではと思います。

仕事を受諾する場合、もっとも多いのが司法書士か
ら紹介により依頼されるという形が多いのです。

司法書士を通じての依頼、お互いに仕事の連携を必
要としているので、それは仕方のないことなのですが、
昔から代書といえば司法書士という事は常識的になっ
ているのが現状です。

土地家屋調査士って聞くと、土地の評価をする不動
産鑑定士と間違える方が多く、今あの土地、家屋の値
段はどれくらいですか？という質問をされることも
多々あります。

土地家屋調査士の認識をもっと高めていけば、この
地域の受験者も多くなり、この仕事は司法書士ではな
く、土地家屋調査士の仕事なのだから、まず調査士に
相談しようと思われるようになっていきたいと思いま
す。

地元高校、中学校への出前授業も今はコロナにより
できない状態です。

測量や調査現場では、何をされているのですか？と
聞かれることも多く少しでも宣伝効果が上がることを
期待し、土地家屋調査士アピールのため熊野支部のロ
ゴの入った作業着はどうかと支部会員に相談し、賛同
を得て作成をいたしました。
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三重県土地家屋調査士政治連盟
幹事長　　中野　久生

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

られましたことお慶び申し上げます。
旧年中は当政治連盟の活動に対し、御指導、御協力

を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、昨年5月22日の定時大会において、神戸会長

をはじめとする役員が改選され、新体制での活動がス
タートしました。前年に引き続き新型コロナウイルス
感染症拡大による脅威は全国に波及し、医療機関に入
院することもかなわず在宅医療の中で命を落とされる
事例も度々報道され、深刻さが増す状況が続きました。
一方、秋口からは、ワクチン接種の効果が浸透したの
か、ウイルス変異が退化したのか、原因が曖昧なまま
急速に感染が収まった状況になりました。

その間、7月14日（水）、新政みえ団体懇談会に参
加し、対面で令和4年度の政策・予算要望を行い、自
民党三重県連には、8月19日（木）発出の文書で、同
様に政策・予算要望を行いました。この時期はコロナ
禍での開催の有無が物議を醸していた2020東京オリ
ンピック・パラリンピックが、無観客の中で実行され
たところでありました。アスリートの活躍や布袋さん
のデコトラ演奏には感動しました。

9月には三重県知事選挙が行われ、一見勝之新知事
が就任いたしました。国政では、菅総理が退陣を表明
し、4人の候補による自民党総裁選挙を経て、岸田文
雄首相が選出されました。間を置かずに、10月31日
衆議院議員選挙が行われ、事前の予想を覆し、自民党
が261議席の絶対安定多数を確保するという結果にな
りました。当該選挙では、いわゆる大物と言われる議
員でも選挙区選挙で落選するケースが散見されました。
時代や地域の要望には厳しいものがあることの証であ
りましょう。また、当選挙では会員の皆様方に何かと

御協力頂きましたこと、この場を借りて御礼申し上げ
ます。

年間を通して話題となっていたことは、大リーグで
の大谷翔平選手の大活躍でした。投げて良し、打って
良し、走って良しで、とうとう満票で年間MVPに選
出されました。日本国民としては、大変誇りとすると
ころであります。

政治連盟の活動は、「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」た
め、土地家屋調査士制度の充実・発展及び業務の円滑
な推進、土地家屋調査士の地位向上を実現するための
政治活動であります。大谷選手のようなMVP級の活
躍が出来る訳ではありませんが、本会や公嘱協会の
方々と連携を取りながら土地家屋調査士が抱える要望
を、国会議員、県会議員、市町議員の先生方に伝えて
いく所存です。

三重県土地家屋調査士政治連盟が発足して20年が
経過しました。その間土地家屋調査士法、準則、施行
規則等その他法律も順次改正され現在に至っておりま
す。議員立法に基づく資格制度であるため、諸先輩方
が築いてこられた関係や議員の方々との連携を保ち、
たとえマンネリに陥りがちな要望であろうとも、若手
の会員諸氏の御意見も汲み取りながら、愚直に訴え続
けていく覚悟であります。

我々土地家屋調査士資格制度の発展のためには、政
治の力が必要です。政治連盟の会員である方にも未加
入の会員の方にも、恩恵は、あまねく行き渡ります。
政治は、何といっても数の力が必要です。未加入の会
員の方には是非とも政治連盟に加入いただき、大きな
力となって頂けますようお願いする次第です。

本年7月には、参議院議員選挙が挙行されますので、
その際には会員の皆様に御協力頂きますよう、よろし
くお願いいたします。

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。

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
常任理事　　吉村　　工

旧年中は当協会の活動、運営に一方ならぬご理解と
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

令和3年11月1日に松阪市市民活動センターの大会
議室において、松阪市と公嘱協会がお互いの要望や課
題など、問題を共有することにより、スムーズな嘱託
業務の効率化を図り、より一層の信頼関係を築くこと
を目的とした「嘱託業務に関する意見交換会」を開催
致しました。

出席したメンバーは、松阪市から建設部建設保全課
中山主幹、宇田監理係長。建設部建設土木課拝田係
長、谷川主任。財務課渡辺主任の計5名。公嘱協会か
らは、小林理事長、市野副理事長、西出理事、堀江運
営委員、私を合わせた5名。合計10名で行いました。

感染者数が急速に減っていた時期とはいえ、コロナ
禍での開催でしたので、ソーシャルディスタンスを確
保し、マスクを着用しながらの開催となりました。

冒頭、小林理事長と中山主幹の挨拶から始まり、自
己紹介で各自の趣味、特技など披露して場を和ませて
から意見交換に入りました。

まず、日頃からお世話になっている業務のお礼、受
託業務の状況、今後、発注が予想される業務について
の情報を確認し、公嘱協会から下記の提案をさせてい
ただきました。

１、地籍調査業務
２、国土調査法第19条第5項業務
３、里道・水路の土地表題登記業務
４ 、その他として、未登記処理業務、狭隘道路解消

事業に係る分筆登記業務、筆界確認の専門家とし
ての公共用物境界と土地筆界を合致させるための

「官民境界補助業務」

今回の提案では、従来からアピールしている地籍調
査業務と国土調査法第19条第5項業務や官民境界補
助業務に加え、昨今、全国的な問題となっている「所
有者不明土地」に関連し、土地基本法が改正され、土
地の管理者である国及び地方公共団体は、土地に関す
る施策を総合的に策定する責務が課せられたことを説
明しました。

また、これに伴い、里道・水路の表題登記をするこ
とにより、官民境界が明確になり、万一の災害時にお
ける迅速な復旧・復興に役立つことをアピールしまし
た。

松阪市からは、予算の確保、マンパワー不足、優先
事項等の課題があり、大型業務の発注までにはまだま
だ課題が多いことを説明していただきました。また、未
登記案件では所有者不明土地が多く、相続登記に困っ
ているとの意見があり、この件に関して互いに大きな
問題であるという認識で一致しました。　

そして、総括をしていただいた市野副理事長から、来
年度も開催することを確認し、意見交換会を閉会致し
ました。

今回の意見交換会では、直接受託に結び付くような
結果は得られませんでしたが、お互いが抱えている問
題等を共有することにより、信頼関係を築き、当初の
目的は達することが出来たと思います。

この意見交換会に参加していただいた松阪市職員の
皆様に感謝を申し上げ、今後も積極的に活動をしてい
きたいと考えております。

最後になりましたが、新しい年が皆様にとって有意
義で素晴らしい年になりますことを心よりお祈り申し上
げます。

公嘱だより
public
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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。

さて，ご承知のとおり日調連
会館は東京会の会館ビル（土地
家屋調査士会館）の4階から6

階を借用しています。岡田会長以下34名で理事会を
構成しています。ちなみに三重会は20名です。また，
事務職員は20名程です。

当会と同様な仕組みであり，日調連は全国から参集
となり，三重会は県内から集まります。大きな違いは
協議・審議するボリュームがやたらに多い事です。例
えば10月分のメールは120件送付されており，第4回
理事会資料を印刷してみたところ45ミリ程の厚さで
あり，紙での管理は到底無理な状況です。

以下が令和3年6月から12月までの理事としての会
議日程です。
6/30・7/1  第3回理事会（当職に執り初回）・第

1回広報部会
7/1  中部ブロック定時総会
7/12・7/13 第2回広報部会
8/19  第3回広報部会
9/15・9/16 第4回理事会
10/6  第1回白書2022編集会議
  （編集長です）
10/8  中部ブロック会議
10/13・10/14 第4回広報部会
10/18・10/19 第1回全国会長会議
10/25  第5回理事会
10/28  第1回連合会長と話そう（傍聴）
10/28  臨時広報部会
11/10・11/11 第5回広報部会
11/25  第2回連合会長と話そう（傍聴）
12/8・12/9 第6回理事会

報告
report

　日調連のご報告
� 日調連広報部　理事　濵　田　眞　行　
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令和3年10月28日午後4時より「連合会長とリモー
トで話そう！」という企画（Web会議）に参加しまし
た。

連合会より、岡田連合会長・山本広報部長、東京、
神奈川、埼玉、三重、鳥取、長崎、岩手、香川の8単
位会からそれぞれ1名、計10名にて会議の始まりです。

テーマは「未来、これから」簡単なようで難しい
テーマです。

連合会長挨拶から始まり、自己紹介を経て、いよい
よ本題です。

主だった内容としては次の2点でした。
1�、リアルタイムで会議が行える通信環境の進歩の有
難さ
全国に散らばった会員が同じ画面をほぼタイムラグ

なしで共有出来得る技術革新は素晴らしいとの意見が
一致しました。

単位会参加者8名の内、女性2名、男性6名だった
のですが、その男性6名の顔が見事に日焼けしている
事をはっきり確認できました。画面の動きもスムーズ
です。きっと未来はもう始まっているのでしょう。凄
いですね…。

ただ、とある通信会社のトラブルで回線が非常に混
乱する事態が発生した折、私には全く電話が通じない
被害が出ました。大変困った半面、連絡をしなくてよ
い事に何故か安堵しました。この思いは何だったので
しょうか。

2、コロナ禍での業務の難しさに関する内容
地方においては、感染者数の多い地区から来ていた

だく関係者を敬遠する傾向があるとの事で、時間をず
らして欲しいとか、日付を変えてもらいたいとか…。
その関係者に対して直接そのような発言をするのは論
外ですが、そうでなければそのような感情を持ってし
まいがちです。コロナ禍だけではなく、その辺りの
フォローをしていく事も調査士として求められるので
しょう。

また、境界立会も前項（1、）に付随し、ウエブ立会
を実施した会員の方もみえました。遠方にお住まいの
高齢者地主のご子息より求められたとの事で事前に資
料を送付して、現地画像を映して立会を行ったそうで
す。

今後はこのような方式にて業務を行う事も選択肢の
1つになると考えます。

しかし、我が三重会においては厳しい現実もありそ
うです。

そう、地図の精度です。泣きたくなることを通り越
して失笑するような公図を眺めてウエブでの立会とな
ると…。

これはちょっとしたコントです。
でも、何かしらの突破口はあるはず。
きっと、おもしろいコントになりますよ。

以上、私が会議に参加した感想です。
約1時間の短いものでしたが、楽しいひと時を過ご

す事ができました。

最後に
岡田連合会長はとても気さくな方でした。
雲の上の方とお話をする機会を作っていただいた役

員の皆様ありがとうございました。
尚、この企画は続けていくそうです。
そこのあなた、次回は参加してはいかがでしょうか。

報告
report

「連合会長とリモートで話そう！」に参加しました。
� 境界鑑定・管理委員会　委員長　佐　藤　浩　之　
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報告
report

　令和3年度　年次研修報告
� 研修担当　副会長　林　　　誠　治　

令和3年度土地家屋調査士年次研修が令和3年11
月6日（土）、津市の三重県教育文化会館にて行われ
ました。今年度から新しく始まった研修で、5年に1
度、全会員が受講する義務研修となっています。コロ
ナ禍によりWeb配信による研修が主流となっています
が、研修内容にグループ討論があることから参集型に
て開催しました。準備の段階では、緊急事態宣言が発
令されるなど参集型を心配する声もありましたが、10
月に入ってからは県内の感染者数も落ち着き、これま
でのように神経質に感染リスクを心配することなく無
事に開催することができました。とはいえ、万一のこ
とも想定し、受講対象者を会場収容人数の約3分の1
に絞り、検温・マスク着用・手指消毒等の感染対策を
徹底したうえでの開催となりました。

今年の受講対象者は50名でしたが、病気や弔事な
どによる受講猶予者が8名と最終的な受講者は42名
で、参加者全員が無事修了となりました。

研修内容は、前半が日調連作成の映像教材の視聴で
す。第1部「職務上請求書の取扱いについて」、第2部

「土地家屋調査士の懲戒制度と懲戒処分事例」の2本
立てで、それぞれ神奈川会の大竹正晃氏と岐阜会顧問
弁護士の秋保賢一氏の講義映像を視聴しました。後
半は5～6名の班に分かれてのグループ討論でした。グ
ループリーダーによる進行で、あらかじめ配布したい
くつかの事例に基づき、60分間討論をしていただきま
した。この事例がいかにもありがちな、また日常やっ
てしまいそうな設定で上手く作られていたこともあり、

各グループとも白熱した討論が行われていたように感
じました。久しぶりに顔を合わせての研修という効果
もあったのでしょうか、他支部の会員や異なる世代の
会員と討論し、新しい情報や刺激を得る良い機会に
なったと思います。運営側の自己満足かもしれません
が、聴くだけ、観るだけの研修とは異なり、自分も参
加したという充実感で帰途につく受講者の姿を見れた
ような気がします。

年次研修は次年度以降も毎年11月第1週の土曜日
を目途に開催します。既に各年度の受講対象者はご案
内しておりますので、ご自分の該当年度はお忘れなく
頭の片隅に置いておいていただきたいと思います。

初めての開催で何かと不手際があったかもしれませ
んが、無事に終えられて安堵しています。今年受講さ
れた方々は、次回以降の参考にさせていただきますの
で、年次研修を受講した感想、ご意見をいただければ
幸いです。
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リレー寄稿 広　場

しているようです。空き家率が低い要因として
は、住宅取引のうち90％近くが中古住宅となっ
ています。中古といえど超寿命で質も高く、建
物の歴史的価値を重んじメンテナンスにも熱
心です

一方で、日本の空き家率が高い理由は、高
度成長期における新築の大量供給に端を発し
ます。

高度成長期から平成初期は多くの人が地方
から東京・大阪・名古屋に移動しました。

マンションの建設ラッシュや狭小住宅が一
気に増加し、都心で新たな住生活を始めたが、
地方に残してきた両親が亡くなり家が残る。

地方から人口流出 → 地方・ニュータウンの
過疎化。空き家増加の流れが止まることはあり
ませんでした。そして今も新築住宅の過剰供
給が続いています。

最近では、空き家の有効活用がテレビやネッ
トなどでも紹介されています。

しかし、現在の「空き家有効活用」は根本
対策とはなっておらず、そもそもの空き家増加
を抑制することはできていません。

空き家対策特別措置法もありますが、朽ち
果て寸前の建物に対する対処療法でしかなく、
すでに10年も20年も放置された空き家の対策
でしかありません。

一口に空き家と言っても、まだまだ住める空

測量や現場調査に出かけて思うことが、空
き家問題の深刻さです。

日々の仕事を通じて、空き家の増加をまざま
ざと感じてしまいます。

少子高齢化の中でも住宅総数は伸び続け、
空き家の伸びが住宅総数の伸びを上回ってい
るようです。

空き家率の上昇ランキングでは、1位が三重
県（上昇率22.9％）で、2位は愛知県（上昇率
22.8％）となっております。

現在の空き家の数は全国で約80万戸、空き
家率にすると約13.5％とのことで、2040年に
は空き家率が40％超え、お隣が空き家は当た
り前の時代がやってきます。

2軒に1軒、3軒に1軒が空き家となると、下
水管のような社会インフラ設備の老朽化などの
問題が多く生じてきますし、想定外の様々な不
都合が生じてくる事でしょう。

具体的な空き家率のデッドラインは「30％」
と言われており、空き家率が30％を超えると
財政破綻が起こります。

2007年の北海道夕張市財政破綻時、空き家
率は33％でしたし、2013年のデトロイト市財
政破綻時、空き家率は30％でした。

海外に目を向けると、イギリスの空き家率は
3％程度、ドイツの空き家率は1％程度で推移

◆桑員支部◆
瀬　古　貴　文

空き家問題について
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広　場

き家、人が住むのが困難な空き家、朽ち果て
寸前の空き家、など実際にはいろいろな空き家
あります。

現状は、まだまだ住める空き家が蓄えられ
ていっている状態ですが、これらが放置され続
け、朽ち果て寸前の空き家が爆発的に増えて
くると予想されます。

空き家の所有者の立場になって考えてみる
と、様々な問題が見えてきます。

空き家を解体して更地にしたからといって、
すぐ売れる好立地の土地ではない場合に解体
工事費用をどう捻出するのか、という問題に直
面します。

空き家を解体して更地にすると住宅用地特
例が受けられなくなり、固定資産税が6倍に
なってしまいます。空き家のまま放置しておい
た方が「得策」となってしまうのです。

土地が価値を生めば空き家問題は解決する
のでしょうが、今はその見込みも少ないです。

資産を産まない、売れない、貸せない土地・
建物にも税金と維持管理費はついて回ります。
建築基準法や景観法などの法律で空き家を取
り壊していくのは困難です。

以上、私見となってしまいましたが空き家を
増やさない根本的対策としては、広がりすぎた
街を縮小し、新築を減らし中古市場を拡充し
ていくしかないのではないかと考える次第です。

相続手続きの義務化や、空き家バンクの有
効活用も空き家対策には有効であると思われ
ます。

不動産に関わる専門家として、日本が抱え
る「空き家」という大きな社会問題解決に一
役買えるような仕事を心がけたいと思う次第で
す。
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ます。四日市市内北部にあり伊勢湾に近い海
辺の地区でもあります。

また元々漁場ということもあり言葉遣いが荒
かったり、気性も強い人が多い？ですが笑、表
裏がなく本音で話し合える人ばかりのいい地区
です。

この富田地区内には祭り行事としてユネスコ
にも登録された鯨船があり4艘の山車が各地区
毎年ではないですが、町内を練り歩きます。

どちらかというとこの鯨船のほうが有名かも
しれませんが、僕が生まれ育った地区には昔
からなぜか石取祭りがあります（四日市市なの
に）。今でこそ四日市市ですが江戸時代は桑名
藩であったからでしょうか？

富田地区には現在3つの自治会がそれぞれ石
取の祭車を保有しており、各地区自治会に保
存会、中老会、青年会、子供会といった団体
があり、毎年石取の祭車を巡行しております。

私が生まれ育った西町地区は富田でも高地
区に属するため7月の山の神という行事の際に
西町地区内を祭車が巡行し鉦と太鼓を叩き練
り歩きます。8月には盆祭礼ということで先述
した鯨船と合わせ富田の夏祭りとして3町の石
取の祭車がそれぞれ町練りを行い、最終日の
15日に3つの自治会合同で富田地区内の旧東
海道を中心に練り歩きます。8月15日に行う近
鉄富田駅前で3町の山車を並べて叩き出しを行

四日市支部　伊藤佑樹と申します。
登録して初めての寄稿ということで緊張して

おります。笑

土地家屋調査士として三重会に登録したの
が26歳で、今年で38歳になります。

調べてみると登録した平成22年は寅年だっ
たみたいでちょうど干支が一周したようです。

12年もありますと日々の業務で壁にぶち当
たることもしばしば、その都度先輩方や仲のい
い同年代の会員に相談に乗っていただいたり、
アドバイスをもらったり、飲みに行ったりしな
がら乗り越え頑張ってまいりました。笑

そしてプライベートでは結婚したり子供が生
まれたりと、まぁなんだかんだバタバタしなが
らも土地家屋調査士業にやりがいを感じ充実
した日々を過ごさせていただいております。

本当に周りの方々に支えていただいてやって
これた12年間であったと思います。

しかしながら残念なことに最近はコロナ禍と
いうこともあり、会員同士の交流も減り、様々
な行事が中止や延期になっております。

僕もこのコロナ禍で仕事以外でも2年程参加
できていないものがあります。それは地元の祭
りです。私は四日市市の中でも富田地区という
ところで生まれ育ち、事務所も同地区内にあり

◆四日市支部◆
伊　藤　佑　樹

新年あけまして
おめでとうございます。

広　場
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う場面、旧東海道にてそれぞれの町に曳き分
かれをする場面は本当に見どころです。

私は自治会の各種団体の中でも青年会とい
う団体に所属しております。

38歳で青年会？おっさんじゃないかと思わ
れそうなんですが、規約で15歳から満38歳ま
でと書いてありますので、ギリ青年ということ
でやらしてもらってます。笑

38歳なので本来は今年度で規約上脱退にな
るのですが、コロナ禍で祭りができておらず

「留年」しております。笑

青年会は祭りの中でもメインである太鼓と鉦
を叩き、本番2週間前から練習と準備を行い当

日に備えます。鉦は非常に重たく、さらに太鼓
を叩いておりますと祭りが終わるころには手が
豆だらけ血だらけになってます。夏の時期です
ので体力は消耗しますし、準備から行いますと
本当に大変です。しかしやはり太鼓と鉦を叩く
のは気持ちいいですし、何より地区の方々が一
致団結してできることが何よりも楽しいです。

高校生から高齢の方まで普段接しない世代
とも交流ができるのは本当に祭りのおかげだと
思っております。

祭りへの参加も大事ですが、ここ数年は青
年会の役員もさせていただいていることもあり、
祭りを次の世代に伝承していくということも少

広　場

（次のページに続く）
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受けているようです。

遡っていくと1回目は明治～大正時代に桑名
の本町より譲り受けたそうです。

本町も上本町、中本町、北本町とあります
が中本町から中本町の祭車が明治30年ごろに
新造された時に譲り受けたと考えられているそ
うです。

その祭車はその後大安町へ譲り渡し、現在
は員弁町大泉松之木祭車が該当するそうです。

し考えるようになってきました。
先輩から資料を借り少しばかりですが勉強

もさせていただきましたし、本場である桑名の
石取祭りにも毎年某地区にお邪魔させていた
だき勉強させていただいたり交流を持っており
ます。

勉強していく中で、いろいろと調べてみると
うちの町内にある祭車はもともと桑名で使用さ
れていたものということで聞いていたのですが、
文献を見てみると2回ほど桑名から祭車を譲り

広　場
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2回目は大正9年に桑名の東舩馬町、北本町
の祭車新造に伴い譲り受けたと言われておりま
す。当時の事を覚えている方が昔見えて町屋
河原で引き渡され、そのまま富田まで賑やかに
囃して帰ったと伝えられております。

とまぁよくよく調べるとかなり古くからこの
地区にあるようで、作られたのは嘉永～安政年
間（1847～59）ごろのものだそうです。自治
会の公会所には大正時代の青年会と祭車の白

黒写真もあり、西町地区の方々に愛され大事
にされてきたんだなぁと思いました。

僕は子供会のころから参加しやっております
ので、今後もこの祭りが続けばいいなと思って
おります。

なかなかすぐにこのコロナが収束するとは思
えませんが、本来と違う形でも良いので今年
はこの石取祭が開催できるといいなと思ってお
ります。

広　場
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◆津支部◆
長谷川　吉　久

土地カヤ調査士
ただいま71歳

昭和59年開業より30余年が経過しましたが、一向に成長できないまま今日に至りました。職業を尋
ねられて土地家屋調査士ですと答えると相手は「探偵ですか？」となり、「いいえ、登記を生業として
います。どんぶりや茶碗の陶器と違います」というやり取りを幾度となく繰り返し、社会的認知度の
低さを痛感したのは私だけですか？

測量会社、建設の施工管理を経て、補助者経験のないまま開業したため、申請書の綴じ方も分から
ず、補正、取り下げのたびに、亡先輩調査士に電話。

相手の都合も考えずに事務所へ押しかけ指導を受けたことを、今に思えばなんと迷惑な後輩であっ
たことかと後悔しております。そのご子息とは現在もお付き合いをさせていただいております。

生来、アバウトな性格のため周りの人たちに今までも、これからも面倒な調査士ですがよろしくお
願いします。
「生涯現役」とは思いませんがもう少し調査士を続けたいと思う今日このごろ。
「土地カヤ調査士」　バンザイ！

広　場
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◆紀北支部◆　　　　　
松　場　豊　和

～年次研修に参加して～

令和3年11月6日（土）三重県教育文化会館にて行われました
第1期年次研修に参加させて頂きました。
コロナで定例研修がオンラインで行われており、久々の集合研修だったこともあり、かなり早く会

場に着いてしまったので、会館の食堂にて昼食を済ませ、研修に参加させて頂きました。
研修は、職務上請求書と倫理・懲戒処分事例のビデオ研修とグループ討論が行われました。
グループ討論では、グループリーダーさんの進行により課題について討論しました。超難解？？？

な課題でしたが、各参加者の方の業務への真摯な対応や貴重な意見を聞かせて頂き、たいへん有意義
な研修となりました。

研修会を準備、運営して頂きました研修部の皆さん、有難うございました。

教育文化会館1階さくら情緒食堂の野菜たっぷりなランチと元気に対応してくれる店員さん、お薦め
ですよ。

次回担当は熊野支部さんです。
宜しくお願いします。

広　場
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研修部の板井です。本年より研修部に配属され、私
が日々業務活動をしながら、本会の役員の皆様の多大
な尽力があってのことだと配属され気付かされました。

昨年度より、Web会議ツール「ZOOM」を研修部
として採用して定例研修会を実施していますが、何分
にも素人の編集などで会員の皆様にご迷惑を掛けてい
ると思います。限られた予算の中、より良い環境づく
りに精進して参りたいと思います。今回は、会員の皆
様にもWeb会議ツール「ZOOM」を是非とも利用し
ていただきたく、Web会議ツール「ZOOM」につい
て寄稿させていただきます。

まず、zoomミーティングとweb検索して頂き、イ
ンストールします。ノートパソコンやタブレットでし
たら内蔵されているカメラ及びマイクで直ぐに利用で
きますが、デスクトップ型のパソコンには内蔵されて
いない場合もあります。私も、事務所のデスクトップ
パソコンには内蔵されていませんでしたので、付属品
としてwebカメラを購入させていただきました。イン
ターネットで検索させていただくと、ピンからキリま
での値段でwebカメラが販売されていますのでどれを
購入すればいいのか悩むものです。貧乏な私は、3000
円ぐらいのwebカメラを購入して現在利用しています
が、とても便利に利用しています。次に、zoomミー
ティングをインストール後、デスクトップ上に表示さ
れるzoomのショートカットアイコンをクリックし、起
動させます。次に、画面に表示されます参加のボタン
を押すとIDやパスワードなどが要求されますので、土
地家屋調査士会事務局より定例研修会前に必ず送ら
れますメールのIDやパスワードを入力していただけ
ればミーティングに参加できます。その後、ビデオに
参加しますにチェックマークを入れ、起動しますと、
画面左下のミュートボタンを押し（皆様の音声がzoom
参加者に聞こえるため下記の所をクリックします。） 

 

次に、ホストである研修部に画面で皆様のお顔を拝
見することができますが、名前がわかりませんので、
皆様の名前が反映されているかを確認していただき、
不明な方は、起動したzoom画面にカーソルを持って
いき右クリックすると名前の変更のボタンがあります
のでそこで名前の変更もできます。名前は必ず会員名
でお願いします。会員名で無く判断できない場合は欠
席扱いになります。
 

※ミュートボタンを押すと下記の様になります。

　ZOOMについて
� 研修部　板　井　孝　雄　

特集
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文章での設定の仕方の説明には限界がありますので、
zoomミーティングに関して不明な方は、研修部にご
連絡ください。私達も不慣れながら、ご説明させてい
ただきます。

研修部は今後、遠方より足を運んで研修会の講師に
事前に撮影した動画や、講師から送られている動画を
zoomで流す方向で今後も考えておりますので、是非
ともこの機会にご利用の方よろしくお願いします。最
後に、年に数回は会場での定例研修会も考えて動いて
おりますので、会員の皆様のご理解ご協力の程、これ
からもよろしくお願い致します。

Special  FeatureSpecial  Feature
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街にキンモクセイが香り、着実に秋が深まりを
見せていた。事務所の机を照らす真横からの夕陽
が冬の始まりをも感じさせた。この時期の測っ虎
は、一年の中で最も体調がよく、この日も牛一頭
ぐらいは食べられそうだった。補助者のキョンちゃ
んと清水も頗る元気でよくやってくれてはいたが、
ここのところミスの連続だった。所長の測っ虎も運
に見放されていた。幸い事務所の売上だけは好調
だったが、それとは裏腹に測っ虎自身の運気はま
さに底だった。新しい補助者を雇えばツキが変わ
るかもと思い、20代後半の女性を面接した。鼻筋
が通った、顔立ちの綺麗なコだった。ヘアースタ
イルは丸刈り。五厘刈りくらいだろうか。頭の形が
綺麗でそれに魅了された。そこはかとなく漂うアブ
ノーマル感。胸元の開いた白いシャツ。露わとなっ
た鎖骨に目をやった。一瞬、小さなタトゥーが見
えた。透き通るような白い肌に刻まれた墨の色彩
が官能的で、胸が躍った。口数は少なく、聞かれ
たことしか答えない。冷たい表情や手の甲の黒子
まで何もかも美しかった。美しい。ただそれだけ
の理由でこのコを採用しようと考えたが、オネエ補
助者のキョンちゃんに「虎ちゃん、あなた馬鹿じゃ
ないのぉ～？」と止められた。事務所に新しい血
を入れたかった。というのは表向きの理由で、本
当は五厘刈りのあのコを手に入れたかった。なぜ
魅かれる？。自分の気持ちが分からなくなった。今
日はもう仕事を終えよう。測っ虎は最後の1本の煙
草に火を点けて、事件簿を閉じた。ほぼ同時に目
も閉じた。コロナ前の町内会の慰安旅行に思いを
巡らせた。オーシャンビューで有名な南知多の民
宿。連日、分譲地の杭入で体の芯から疲れきって
いた測っ虎は、夜の付き合いもほどほどにし、早
めに独りで床についた。眠りに落ちるまでに時間
を要しなかった。泥のように眠った。どれくらいの
時間が経ったであろう。顔に何かを浴びせられ目
が覚めた。目を擦りながらよく見ると、酔っぱらっ
て帰って来た町内会長が測っ虎の顔面に放尿をし
ていた。不本意なものを浴びせられた測っ虎は断
末魔の叫び声を上げた。なぜ厠と間違える。放出
物は、狙いすましたかのように美しい放物線を描
いていた。その円弧の美しさに、居合わせた皆が
魅了され、後々、町内会長は「モニュメント」と
呼ばれ町内で称賛されるようになった。測っ虎は、

大海原で釣り人と壮絶な格闘を繰り広げるカジキ
のように、横たわった状態で大きく飛び跳ね、の
た打ち回り、警察に通報されパトカー出陣の事態
となり事情聴取をされた。ツイていない。測っ虎
はパトカーのテールランプを見ながら、思わず独
り言ちた。なんて日だ。その翌週の日曜日。散歩
の途中、美術館前のベンチで休憩をしていたら、近
所の婆さんが現れた。白髪だが、典雅な顔立ちで
色めきのある美しい人だ。婆さんがベンチに座り
たいと言うので、「どうぞ」と言って横にずれた。婆
さんはそれを見て首を横に振り、「違う」と言った。
測っ虎の膝の上がベンチだと思っているらしい。予
め妻から、この婆さんが痴呆気味だと聞いていた
測っ虎は「ここに座っていいですよ」と言って、膝
の上に座らせてあげた。婆さんは小さく一礼して
から無言で下を向いて座り、身動きしなくなった。
幸せに浸っているようにみえた。周りから見れば滑
稽なシーンだが、何だか徳を積んだような気分に
なって、測っ虎も心があたたかくなった。束の間、
自分の下半身もあたたかくなった。湯気がもうもう
と立ち昇り始めた。あっ。測っ虎は我に返った。な
んと婆さんにもかまされたのだ。座して死を待つ
とはこのことか。測っ虎は咄嗟に婆さんを突き飛ば
し、胸を反らしてシャウトした。全盛期のムロフシ
顔負けの叫び。天を仰いで首に青筋を立て、喉が
切れるほどシャウトして、むせた。なんて日だ。

その後も、この夏以降に起きた不吉な出来事を
思い出した。ラーメン屋のカウンター席で隣に
座った爺さんが測っ虎のラーメンに入れ歯を落と
したり、買ったばかりのレクサスに居眠りカブが
突っ込んできたり、就寝時に布団の中で潜んでい
た大ムカデに背中を刺されたり、と散々な目に
あった。極めつきは、事務所の外壁に大きな字で

「ねこ」、とスプレーで落書きされた。もう溜息し
か出ない。でもこれも生きている証だと思った。
こうなったら、何もかも受け入れてやる。矢でも
鉄砲でも持ってこい。思わず声に出た。五厘刈り
のあのコの顔が浮かんだ。その顔が薄れてはまた
濃く刻まれる。決めた。やっぱりあのコを雇おう。
ヤケクソの決断が逆転の嚆矢となることもあるだ
ろう。キョンちゃん怒るだろうな。なんて日だ。
まあいいか。寅年だし。関係ねえか。測っ虎は窓
辺に立ち、山の端に沈む夕陽を見つめ、むせた。

What a day！
� 松阪支部　市野浩太郎　
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● 事務所住所変更

氏　　　名 住　　　　所 変更年月日
宮　本　　　斉 鈴鹿市高岡台二丁目5番12号 令和３年８月９日

● 法人登録

氏　　　名 事　　務　　所 社　員 成立年月日
土地家屋調査士法人

山本事務所
（法人番号）19-0006

松阪市南虹が丘町3番地9 山　本　幸　司 令和３年10月１日

● 退　　会

氏　　　名 支  部  名 退会年月日 理　由
箕　浦　　　弘 津 令和３年８月27日 業務廃止
諸　岡　　　太 四日市 令和３年９月10日 業務廃止
朝日奈　　　晰 四日市 令和３年９月30日 業務廃止

会 員 の 動 き会 員 の 動 き
令和3年11月19日現在　会員数263名　6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

「猛威を振るった新型コロナウイル

スも感染者数の減少とともに終息した

ように思えるが、第6波は来るので

しょうか」本会報に目を通されている

今は、どのような状況でしょうか。

「マスク着用、密を避ける、アルコー

ル消毒」などが何気ない日常になって

しまいましたが、収束が進むにつれ以

前の生活習慣（業務態勢の方も）に戻

ることを望み、皆様のご健康・ご活躍

と良き一年になることを願っておりま

す。

広報厚生部　谷水　一光











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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40周年記念「標しるべ」の表紙です。本書は平成2年12月1日に
法制定40年を記念して本会が発刊しました。日調連が発刊している
土地家屋調査士白書に対し、三重会白書 1990 に相当します。
30年前、編集委員は2020年の土地家屋調査士像を予測しています。
巻末には会員番号1番から676番までの全会員名がありました。

広報キャラクター「測っ虎」

こ
れ
の

特
集
だ
よ


