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ごあいさつ

三重県土地家屋調査士会

会長　

神戸　照男

ごあいさつ

津地方法務局

局長　

中垣　治夫　

g r e e t i n g

　皆さんこんにちは。会員の皆様方には厳しい経済
状況の中，本会の業務運営に対し格別のご協力を賜
わり深く感謝致しますとともに厚く御礼を申し上げ
ます。このたびの東日本大震災により亡くなられた
多くの方々のご冥福をお祈りするとともに被災され
ました皆様方の一日も早い復興をお祈り致します。
　さて，平成２３年度定時総会には，沢山のご参加
をいただき貴重なご意見を賜り，誠にありがとう御
座いました。上程致しました議案すべてのご承認を
戴き，また会長として再選を戴きあらためて責任の
重さに気の引き締まる思いで御座います。
　そして，昨年度は，土地家屋調査士制度制定６０
周年，表示登記制度創設５０年の節目の年という事
で，色々な行事に，ご参加，ご協力を戴きました。
三重県土地家屋調査士会に於きましては新会館の
完成という大事業を成し得た記念すべき年となりま
した。新会館建設に当たりましては，計画から５年
と言う歳月がかかりましたが，着実に先輩方々から
の計画を引き継ぎ，さらに会員の皆さんの一致団結
した連帯感と心意気により，何にも代えがたい力強
いご協力に支えられ無事完成することが出来まし
た。大変厳しい時期にもかかわりませず一時拠出金
のお願いに対しましても快くご協力を戴き物心両面
に亘りますご協力に，ただただ感謝を申し上げる次
第です。本当にありがとう御座いました。
　本年度は，裁判外で紛争を解決するための法律
（ＡＤＲ法）が施行されて６年が経過し，土地家屋
調査士会が運営主体となっている「境界問題相談
センター」も全国のほとんどの会で運営されていま
す。三重会としましても会館の完成に伴い，ＡＤＲ
センターの立ち上げ実現のため，ＡＤＲセンター設
立準備委員会が主体となって，規則その他運営規
定等々の検討と法務局および弁護士会ならびに，他
会の協力を戴きながら実施に向けて邁進する所存で
御座います。ただ急ぐのではなく，確実に三重県方
式のＡＤＲセンター設立に向けて進めて行けたら良
いと思っております。
　ＡＤＲセンターの設立により境界問題の専門家と
して土地家屋調査士が，活躍出来る場がＡＤＲセン
ターでありますが，決してＡＤＲ特別認定を受けて
いる土地家屋調査士だけのものであってはいけな
い。つまり土地家屋調査士が日常的に業務として境
界問題に日々接している，その専門性をアピールす
る場で有るべきだと考えます。
　先日の平成２３年度，第６８回日調連定時総会に於
きまして７月３１日を「土地家屋調査士の日」として
制定されました事をご報告致しますと共に，景気の
低迷により業務が減少していますが，依頼者の信頼
に応え得る高度な専門職業家として，これからも業
務を適正に行い，不動産に係る国民の権利の明確化
に寄与することを使命とし，国民に愛され続ける土
地家屋調査士をみんなで目指して行きましょう。

　この度の異動により，津地方法務局へまいりま

した。どうかよろしくお願いいたします。

　さて，今般の東日本大震災は，東北及び関東地

方に甚大な被害をもたらしました。多くの人命が

失われ，行方不明者もいまだ相当数に及んでいま

す。お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り

するとともに，被災された方々に心から御見舞を

申し上げます。一日も早い復旧及び復興が図られ

ることを切に願っております。

　ところで，特に影響の大きかった仙台法務局気

仙沼支局，盛岡地方法務局一関支局，同大船渡出

張所及び福島地方法務局富岡出張所においては登

記事務を一時停止する措置が取られたものの，１

週間後には最寄りの登記所において事務が再開さ

れました。また，事務の停止には至らなかったも

のの，停電，回線障害等により，登記申請書又は

証明書等の交付請求書を受領することしかできな

かった被災登記所においては，電力・回線の復旧

により，順次，業務を再開しました。なお，この

間もオンライン申請システムは，通常どおり稼動

しておりました。また，一関市役所，大船渡市役

所及び気仙沼市役所においては，新たに証明書発

行請求機による業務を開始しました。これらは，

旧システムであれば到底困難であったものを新シ

ステムにより可能としたものということができま

す。

　既に実施している登記特設相談所の開設や汚損

した閉鎖登記簿等の復元のほか，今後，建物の滅

失登記，土地の境界の復元，地図の位置情報の修

正等が進められることになりますが，これらは被

災住民に寄り添い，支援する施策となることで

しょう。

　他方，東海・東南海・南海連動型地震が想定さ

れています。三重県では，地震による被害のほか

津波により熊野灘沿岸を中心として相当程度の被

害が見込まれます。東日本大震災の検証を踏ま

え，最小限の被害とすることができるように，ま

た業務継続，早期復旧ができるように，登記所の

所在地域に応じた対策を講じてまいりたい。
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ごあいさつ

津地方法務局

地図整備・筆界特定室長

堀部章比己

ごあいさつ

津地方法務局

首席登記官（不動産登記担当）

大堀　仁士

g r e e t i n g

　本年４月１日付けで津地方法務局首席登記官

（不動産登記担当）を拝命しました大堀でござい

ます。どうぞよろしくお願いします。

　　日頃より，貴会及び会員の皆様には，表示登

記制度の円滑な運用に御理解と御協力をいただ

き，厚く御礼申しあげます。

　ところで，改めて申し上げるまでもありません

が，登記制度は，社会経済システムを支える重要

な社会基盤として国民生活の安定のためには欠く

ことができない制度です。私ども法務局では，こ

のような制度の重要性を念頭に置きながら，登記

事件の適正・迅速処理はもとより，社会の変化や

多様なニーズに的確に対応するため，様々な施策

や事業に取り組んでいるところです。

　オンライン申請の利用促進もその一つですが，

平成２０年９月に政府のＩＴ戦略本部において公

表された「オンライン利用拡大行動計画」におい

ては，不動産登記等を含む登記手続全体の利用率

について，平成２５年度末の目標値を７１％とされ

ています。しかし，津局の不動産登記申請におけ

るオンライン申請利用率は約２５％と全国平均を

下回っており，この利用率を高めることが喫緊の

課題となっております。会員の皆様には，これま

で以上に積極的にオンライン申請を利用いただき

ますようお願いします。

　次に，登記所備付地図作成作業については，本

年度，四日市市羽津山町及び城山町において，登

記所備付地図作成作業（２年目作業）を，また，

津市上浜町二丁目ほかにおいて同作業（１年目作

業）を実施することとしております。この作業に

当たっては，地積の測量と筆界の専門家である土

地家屋調査士の皆様の御支援と御協力が不可欠で

ありますので，どうかよろしくお願いします。

　終わりに，貴会並びに会員の皆様には，これま

で以上に御活躍くださいますとともに，引き続き

法務行政に対する御支援・御協力をお願い申し上

げ，ご挨拶とさせていただきます。

　４月１日付けの異動により，岐阜局から参りま

した堀部章比己（ほりべあきひこ）と申します。

どうかよろしくお願いいたします。

　さて，御承知のとおり当局では，地図情報シス

テムが全庁において導入され，円滑な運用がなさ

れているところであります。今年度におきまして

は，各庁において，提出済の地積測量図・建物図

面・地役権図面等の各種図面について順次電子化

し，地図情報システムに一括登録することによ

り，地図等及び各種図面について情報交換サービ

ス及びオンラインによる情報の提供サービスが可

能となるよう鋭意作業を進めているところであり

ます。去る５月２日から桑名支局，７月１日から

は本局において当該サービスの運用がなされてい

るところであり，今後とも会員の皆様の利便性に

資するためにも更に推進して参りたいと考えてお

ります。

　また，筆界特定ですが，全ての事件について標

準処理期間（６ヶ月）以内に処理ができているこ

とは，筆界調査委員である会員の皆様の筆界に関

する知識・経験に依るところが大であり，改めて

感謝申し上げます。

　最後に，貴会のますますの発展と会員の皆様の

御健勝を祈念申し上げますとともに，今後とも法

務局の表示登記の運営につきまして御理解と御協

力を賜りますようお願いいたします。
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g r e e t i n g

企画社会事業部担当

副会長　島　　庄平　　

　残暑お見舞い申し上げます。去る５月の定時総

会において副会長に選任されました松阪支部の島

でございます。２年前、本会理事に選ばれて理事

会に出席するうち、いつの間にか会館建設委員会

委員長を務めることになりましたが、皆様のご支

援とご協力を持ちまして、本年３月に会館の完成

を迎え、５月から業務が開始できましたことを感

謝申し上げます。

　私としましては、これで本会役員から無事退任

できると思い込んでおりましたが、“もう少し働

け”との周りの声に押され、図らずも副会長とい

う大任を拝命することになり、日にちが経つとと

もに想像していた以上の責任の重さを感じており

ます。６月中旬に日調連定時総会に出席し、全国

から１８０名を超える出席者のもと、総会議事や役

員選挙が行われ、震災被災地への支援ばかりでは

なく、全国には熱い思いを持って沢山の方が調査

士業に取り組んでおられる事を知り、今まで会報

をおざなりに読むだけで余り身近に感じなかった

日調連の活動を、もっと心して受けとめなければ

との印象を持って帰ってきました。

　さて、企画社会事業部での事業計画は、総会決

議のとおり多岐に亘り、どれも継続的に取り組ん

で行かなければならないものですが、現在の重要

な柱は１４条地図作成業務とＡＤＲセンターの開設

準備と考えております。１４条地図作成業務は法務

局の入札が近々行われる予定であり、受託に向け

て参画して行くものでありますが、実施地区に対

してできる限りの側面支援を考えて行きたいと

思っております。ＡＤＲセンター開設に関する弁

護士会との協議は一歩前進し、ＡＤＲセンター設

立準備委員会はさらに具体的な作業段階に入り、

２３年度の準備を経て２４年度の開設を目指してお

ります。

　企画社会事業部の他の事業計画についても色々

な課題があって２年間でどれだけのことができる

のか分かりませんが、精一杯やって行きたいと

思っておりますので、皆様のご支援ご協力をよろ

しくお願い申し上げます。

総務財務部担当

副会長　永井　哲也　　

　残暑お見舞い申し上げます。

　５月２１日開催されました平成２３年度定時総会

におきまして副会長に選任いただきました四日市

支部の永井と申します。また、６月１日開催され

ました理事会におきまして総務財務部担当に決定

致しました。これから２年間、よろしくお願い致

します。

　前年度までの２年間は、総務財務部部長をさせ

ていただき、会費の値上げ・会則の改正・新会館

建設等皆様にはご迷惑をお掛けすることが多々あ

りましたが、皆様の絶大なるご理解ご協力により

無事すべての事業を完了することが出来ました。

特に三重会の結束力の賜物である新会館につきま

しては、５月２日より業務を開始しており、明る

い希望を胸に抱き新しい未来へ新たな一歩を踏み

出しました。本当にありがとうございました。

　また、平成２３年度定時総会の資料につきまし

ては、不手際により皆様に大変ご迷惑をお掛けし

ましたことをこの場をお借りしてお詫び申し上げ

ます。本当に申し訳ございませんでした。

　事務局と総務財務部をはじめとする理事との連

携が出来ていないことによるミス・事務局内での

職員の連携がとれていないことによるミス等が原

因であると考えています。これらの原因の人為的

なミスの軽減、また全ての面においてチェック体

制の強化等、事務局の組織体制についての改革を

進めていきたいと考えております。進めていく中

でご迷惑をお掛けすることがあるかもしれません

が、皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

　また、この２年間の一番大きな課題はＡＤＲセン

ター設立であります。全国５０会のうち三重会が最

後の設立になるかもしれません。最後だからやらざ

るをえないのでなく、県民のため、会員のためのセ

ンター設立を目指して努力してまいりますので、皆

様のご理解、ご協力をお願い致します。

　１００年に一度の大不況と世間で言われ始めてか

らもう数年が経っていますが、あまり改善の兆しが

見えてきません。我々の事務所経営も大変厳しい

ものがあると思っております。しかし、土地家屋調

査士を続けていく以上、前に進むしかないと考えて

おります。「気（もち）は見えないけれど（やる）

気は誰にでも見える」と思います。それが会員の皆

様に伝わるようこれから２年間神戸会長の基、我々

理事一同会務に邁進する所存であります。会員の

皆様におかれましても、会が何かをしてくれるのを

待つのでなく、会のために何が出来るのか、今一度

考えていただければと思います。

　新会館が完成し、新しい未来へ新たな一歩を踏

み出したと前述しましたが、これから二歩・三歩

と三重会全員で前進していきましょう。

　三重県土地家屋調査士会の今以上の一致結束を

お願い致しましてご挨拶とさせていただきます。

研修部・広報厚生部担当

副会長　川井　一浩　　

　先の定時総会に於きまして、副会長に選任され

ました津支部の川井でございます。これから２年

間、研修部と広報厚生部の担当として会務に携わ

る事になりましたので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。

　春先の新会館完成記念イベントの準備から、会

館引越し、定時総会、日調連総会、中部ブロック

総会、中部ブロック担当者会議などなど、どこま

でが前期までの広報部長の仕事で、どこから副会

長の仕事なのか、自分でも区別がつかないまま気

がつけばもう真夏です。この調子で２年間が過ぎ

去るのかと思うだけで冷や汗が出て、少しは涼し

くなりそうです。

　さて、前期から引き続いて担当することになり

ました広報活動は、地道な継続が大切であること

を肝に命じつつ、積極的な広報活動を展開してい

きたいと思っております。６月の日調連総会で、

７月３１日は「土地家屋調査士の日」に制定されま

した。タイミングよく公嘱協会から、広報ツール

として「うちわ」を作成して配布したらどうか、

というご提案と、ご協力をいただきましたので、

「機を見るに敏」早速、製作にとりかかったとこ

ろです。官公署や、各所の建物内は節電により冷

房温度が高く設定されており、執務にも少なから

ず影響がでていることと思われますので、この会

報が読まれる頃、「うちわ」も各地で活躍してく

れることを期待しています。

　また、新たに担当することになりました研修部

門におきましては、独自の研修体制の確率や、効

率的に研修会ができるようなシステムの構築を検

討しながら、実のある研修会を開催できるよう部

会等でじゅうぶん吟味したいと思っています。研

修部も広報厚生部も素晴らしい才能のある部長と

理事に恵まれましたので、みんなで力を合わせ

て、土地家屋調査士制度の発展充実のためにも、

精一杯努力させていただきたいと思います。日々

勉強の身でありますので、皆様のあたたかいご支

援とご協力をお願いしまして、ご挨拶とさせてい

ただきます。
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部　会

だより

総務財務部

部　長　中野　久生　　

　残暑なお厳しき折、会員の皆様方には益々御健

勝の事とお慶び申し上げます。日頃は会務に一方

ならぬ御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　このたび総務財務部部長を仰せ付かりました津

支部の中野久生と申します。これから２年間、至

らぬ点・不行届きな点も多々あり、会員の皆様方

には御迷惑や御心配をお掛けするやもしれません

が、同じ土地家屋調査士の仲間として御理解賜

り、御指導・御鞭撻頂きますよう何卒よろしくお

願い申し上げます。

　さて、会員皆様方の御協力を得て新会館が無事

竣工し、５月２日から河辺町にて業務を開始致し

ました。改めまして皆様方の御厚情に深く感謝申

し上げる次第です。相前後しますが、４月９日に

は広報厚生部による完成記念イベントと合同で新

会館の開所式を開催致しました。東日本大震災か

ら日も浅かったこともあり、自粛気味の開所式で

したが近隣自治会の方も含め新会館をお披露目す

る事ができました。今年度からは皆様方からお預

り致しました拠出借入金の返済に取り組んで参り

ます。なかなか一括返済とはいきませんが、本年

度予算の執行状況を考慮しながら可能な限り返済

していける様努力致します。

　次に、新会館完成に伴いＡＤＲセンター設立の

物理的受け皿が整いました。今後は、ＡＤＲセン

ター設立準備委員会、企画社会事業部でＡＤＲセ

ンター諸規則を取りまとめていかれます。

総務部としましても会則や各種規則との整合性を

とるための見直しを支援して参ります。

併せて現行会則や各種規則の見直しも推し進め、

見直しが完了致しましたら早急に会員の皆様に周

知して頂けます様、差替え条文の発行に努めま

す。また財務部としましても、ＡＤＲセンター設

立準備に伴う予算措置について企画社会事業部と

協力して検討して参ります。

　さらに、土地家屋調査士政治連盟、三重県公共

嘱託登記土地家屋調査士協会をはじめ他の士業・

団体とは従来通り連携を深め協調して参ります。

今年度は、ＡＤＲセンター設立準備委員会・企画

社会事業部に協力しながら弁護士会との連携・協

調にも力を傾注して参ります。

　事務局を含め業務体制・経費節減につきまして

も大いに見直しを検討して参ります。図らずも５

月２１日開催の平成２３年度定時総会で総会資料に不

手際があり、会員の皆様には甚だご迷惑をお掛け

致しました事、改めてお詫び申し上げます。重要

文書のチェックや各種行事の連絡・締切りのあり

方など個別に検討して参ります。

　その他あれもこれもと遣らねばならない事業が

ありますが、絵に描いた餅に終わらぬ様出来る事

から片付けて参ります。フレッシュで心強い総務

財務部員４名と共に額に汗して頑張ります。今一

度会員皆様方の御理解・御協力・御意見をお願い

致しまして就任のご挨拶とさせて頂きます。

企画社会事業部

部長　社会事業部門長　古尾　圭一

　このたび常任理事として企画社会事業部の中で

社会事業部門を担当させていただくことになりま

した、伊勢支部の古尾圭一と申します。

　昨年度までは、安田企画社会事業部長のもと、

社会事業副部長をさせていただきましたが、一期

目で分からないことも多々ある中で、「土地家屋

調査士」制度を守ってこられた先輩方に恥じない

ように、ひたすら頑張ってきたつもりです。

　今年度は、昨年度以上に責任の重さを感じてお

りますが、重圧に負けないよう、さらに頑張って

進めていきたいと思います。

　社会事業部門としては、３月１１日に発生しまし

た東日本大震災への復興への協力や、万一三重県

で災害が発生した場合に備えての協定締結をめざ

していきます。このことは、資格者としての社会

貢献のほかに「土地家屋調査士」の知名度アップ

にもつながると考えております。

　昨年度に引き続き実施される１４条地図作成作業

への参画についても、出来る限りの支援を検討し

ておりますが、法務局及び「土地家屋調査士」の

政治力のなさを実感しているところでもありま

す。これまでより一層、政治連盟や公嘱協会と連

携をとり「土地家屋調査士」に力をつけていきた

いと考えております。

　中部地籍研究会との連携では、昨年度発刊し

た、「三重県の地籍Ⅰ」は永年継続事業のうち第

１期事業計画（１０年計画）の前期計画（平成２０年

度～平成２２年度）の成果としてまとめていただい

たものです。今後、中期・後期計画をすすめてい

くにあたり、各支部にご協力をお願いすることに

なることがあると思いますが、不動産表示登記制

度（登記簿・地図等）の歴史的資料類並びに慣習

等の調査は、「土地家屋調査士」にとって有意義

なものであると思います。

　以上の事業計画の中で、どこまで形として残せ

るのか自信はありませんが、企画部門長の松場常

任理事と連携をとりつつ、「土地家屋調査士」の

明るい未来を拓くために、部員一致協力して事業

を進めて参りたいと思います。なにぶん若輩者の

ため、至らないことも多々あると思いますが、出

来る限りの努力はさせていただきますので、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。

企画社会事業部

企画部門長　松場　豊和

　残暑お見舞い申し上げます。

　今年度の企画部門の事業計画を説明します。

　１．ＡＤＲセンターの設立準備

　２．無料登記相談会の継続実施

　３．法調事務打合会の継続実施

　４．数値資料センターの運営

　５．土地家屋調査士を取り巻く環境変化への対応

　ＡＤＲセンターの設立準備については、ＡＤＲ

センター設立準備委員会が主体となって、センタ

ーの骨格となる諸規則の立案、センターの組織体

制及び三重弁護士会との協働体制の検討を進めて

いきます。企画部門としては来年度のセンター開

設に向け、本会の各部門と協働し、相談員・調停

員候補者の養成プログラムの計画と実施、センタ

ー運営経費等の研究、広報用リーフレットの作成

準備、筆界特定制度との連携の研究を進めていき

ます。

　土地の境界に関しての専門家である私達土地家

屋調査士は、境界に関する紛争解決の場での活躍
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という新しいチャンスを得ました。６０年という長

きにわたり不動産の表示に関する登記に携わって

きた豊富な知識と経験を活かし、国民の信頼に応

えるべく、不動産の権利保全と取引の安全のため

に、積極的に行動していくべきであると考えま

す。

　部員一致協力し、センター設立準備と各事業を

着実に進めていきますので、会員の皆様のご理解

とご協力をお願いします。

研修部

部　長　　川　清丈　　

　津支部の　川清丈と申します。

　前期は樋口研修部長のもと、研修部担当の理事

を務めさせていただきました。研修部を含め、今

回の各部長は事業・会務の継続性等を踏まえ、前

期の担当部理事がスライドして、その部長に就任

することとなり、私も二期目ということで、この

たび研修部長を仰せつかりました。

　不動産登記法の改正以後の昨年までの４、５年

は、９３条報告書､オンライン申請､街区基準点､筆

界特定とめまぐるしく業務環境が変化してきまし

た。現在は大きな改正から数年がたち、法改正後

の問題点に対応するための見直しや修正が出てき

ている段階だと思います。それら変化の原因は時

代の流れ、社会のニーズ、国の施策等さまざまだ

と思いますが、今まで以上に我々の日常の業務

で、より専門的な知識、技術が求められてきたた

めだと思います。また、より専門性を必要とする

筆界特定の調査委員、来年度の開設予定の境界問

題相談センターにて協力いただく相談員､調停員

も、専門的で高度なスキルが求められます。

　翻って、「新たな知識･専門的な知識･技術･設

備を得ても、それに見合う報酬が得られない」と

いう、各事務所の経営･報酬等の問題、同様に

ADRセンターでも採算の問題があります。業務処

理をするための事務量は増え、複雑化したにも関

わらず、それに見合う報酬を貰うことが難しいと

いうジレンマを抱えています。

　５年、１０年先の見通しが立たない現在の状況

で、土地家屋調査士として生き残るためのノウハ

ウを個人で身につけるのは、労力も資金も必要で

す。変化に対応するためにも何かしなければいけ

ないという焦りや不安を抱えている会員の方もみ

えると思います。そこで、会員の皆様の悩み･不

安を解決する糸口､ヒントを提供し、それを組織

的に効率良くやるのが調査士会の研修会だと思い

ます。

　本会主催の定例研修会では、今土地家屋調査士

として何が必要か、これから土地家屋調査士とし

て何が必要となるのかを、大きなテーマとして考

えていきたいと思います。また研修会の企画に際

しては「どうすれば効果的な研修会になるか」

「講師から何を学びたいか」をしっかりと部内で

協議し、知識･技術の向上を目的とした研修会、

さまざまな問題点を会員の皆様に考えていただけ

るような研修会を主催できればと思っておりま

す。

　また定例研修会以外にも今年度は、ＡＤＲセン

ターの相談員･調停員育成のための特別研修を企

画部と設立準備委員会と検討の上、実施させてい

ただきたいと思っております。昨年度開催しまし

た三重会の新人研修も実施予定でおります。

　研修部員並びに理事の方の協力をいただき、研

修を受けて「よかった」「役立った」「楽しかっ

た」と言っていただけるよう２年間努めたいと思

っております。

　会員の皆様には、研修日程､開催場所等ご無理

をお願いすることもあるかと存じますが、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。

広報厚生部

部　長　上杉　和子　　

　広報厚生部長の任をいただきました四日市支部

の上杉和子と申します。平成２１・２２年度と同部員

として務め、未熟ながらも我が部の求められてい

る使命を理解し重圧を感じている反面、今期、同

部に携わさせていただけることに、格別の意義と

誇りを持って臨んでおります。今日に至るまで、

ご尽力いただいた歴代部長の姿勢をしっかりと受

け継ぎ、事業計画に基づき、三重会の発展に貢献

できる、三重会会員の絆を強める広報厚生活動

を、女性の気付きや細やかな感性を活かして、私

のできることを積極的に行なってまいる所存で

す。頼もしく楽しい部員に支えられ、また、他の

役員の方々や四日市支部会員の方々のご助言、お

力添えをいただき、就任早々より会員の皆様に支

えていただいていることを実感し、たいへん有り

難くうれしく思っております。どこまでも楽し

く、前を向いてぐんぐん歩ませていただきます。

　広報活動としましては、昨年度に引き続き連合

会と足並み揃えての制度制定の広報活動を行って

まいります。また、三重会として、会員に親しま

れる会報を年２回発行、津まつり・志摩市総合防

災訓練・伊勢まつりにブースを出展、行政書士会

四日市支部との開催日時場所を共にしての無料登

記相談会等を予定しております。そして、今年度

新たに、高校生に向けての魅力ある土地家屋調査

士業の紹介を、出前講座という形を持って実現し

たく思っております。特効薬のように目に見えて

効果ある広報活動ができれば良いのですが、なに

ぶんにも限られた予算では難しいというもの。で

すから、信じて良いと思える小さなことを、気付

いたささやかなことを、積み重ねてまいります。

　厚生活動としましては、恒例のゴルフ大会に加

え、支部対抗のイベントをと思案中です。他支部

との交流戦によって、支部内の繋がりがより強く

なる、そこには何かが生まれる予感があります。

ご多忙の中、時間を作るのもままならないでしょ

うが、皆様のご賛同を得て、実現したいと願って

います。

　なるようになる。なるようにしかならない。そ

んな楽天的な私ではありますが、２年間まごころ

を持って務めさせていただきます。今後とも、皆

様の厳しくも温かいエールでお支え下さいませ。

　きびしい暑さでしたが、しのぎやすい季節がそ

こまでやってきているようです。現場に出かけて

いくのも、心なしか軽やかにはなりますが、夏の

疲れが出る頃でもあります。どうか、御身おいと

い下さいますように。
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支　部

だより

四日市支部

支部長　伊藤　友洋　　

　本年度より四日市支部支部長をおおせつかりま

した伊藤友洋です。

　四日市支部は、個人会員数が５９名と他支部に比

べると多いのですが、会員の団結力には自信があ

ります。これも一重に歴代支部長を始め、先輩方

の多大な努力の賜物であると感謝しています。

　今年度の支部事業では、前年度に引き続き法１４

条地図作成作業の完了が最大のテーマであり、そ

の成功に向けて支部会員３０余名がそれこそ粉骨砕

身ご尽力いただいております。

　地図作成のメインである「境界確認現地立会い

作業」を、６月から９月にかけて行っている最中

ですが、「地図混乱地域であること」・「地権者

数と筆数の多さ」・「作業従事時間の調整」と、

そして何より「暑さ・雨」に苦しめられ、現実は

かなり厳しい作業となっております。

　そのような状況下にありながら、会員の皆様の

へこたれず前向きに頑張っておられる姿は、『土

地家屋調査士としての職責を果たすこと』、『自

分自身の職務への責任感』、『団結力・統率力』

等、プロフェッショナルそのものであり、まさ

に、本会のキャッチフレーズ『地図行政の主役た

れ！！』を実践するものです。

　四日市支部は、この地図作成を本会及び公嘱協

会の協力をいただきながら、支部会員の団結力で

完了させ、他支部に良い形でバトンタッチをして

いきたいと考えています。

　地図作成以外の支部事業としては、例年研修会

を１、２回行い、法友会（調査士及び司法書士の

四日市支部で構成した団体）による親睦事業と新

年会を行い、７月には法務局四日市支局及び調査

士四日市支部並びに司法書士四日市支部による合

同打合せ会を行っています。

　今年度の合同打合せ会では、オンライン申請で

象徴される昨今の登記行政に対して数々の要望を

行い、また、法務局の実地調査にも切り込んだ質

問を投げかけることを考えています。

　一地方からの発信ではありますが、当支部とし

てできるだけ登記行政が国民の信頼に耐えうるも

のになるように、有意義な打合せ会となることを

目指しているところであります。

　また、今年度は地図作成事業に私自身も多大な

時間を要しますので無理なのですが、来年には調

査士の広報にも力を入れ、また、防災にも関係し

ますが今年度の地図作成成果や志摩の地籍調査成

果を基に、官公庁へ広義の地図作成啓蒙活動を行

っていきたいと考えています。

　一支部の長に過ぎない私ではありますが、調査

士の必要性を広く訴え、業務拡大に尽力していく

所存でありますので、皆様のご協力を厚くお願い

して四日市支部報告と新支部長の挨拶にさせてい

ただきます。

津支部

支部長　野田　秀敏

　歴代の津支部 支部長の方々は、見聞も広く、人

格的にも大変立派な方々ばかりの中で、いかにも

私では力不足と感じております。 しかも、噂によ

ると、今回、東日本大震災で被災された地区で開

業されている地区の支部長の方の中には、各会員

の安否を個別に確認された支部長の方もいらっし

ゃると伺っております。 まったく頭の下がる思い

です。いざ、自分の支部の地区が被災した場合、

自分にそのような事ができるのか正直不安です

が、選ばれたからには、任務を全うしたいと思い

ます。

　さて、最後に今後の支部活動の予定を報告させ

ていただきます。支部の活動ではないかもしれま

せんが、有志によりソフトボールチーム「パラダ

イス」が６月に再結成されました。７月９日(土)

に津支部研修会とボーリング大会を行います。１０

月には本会役員と支部役員による「津まつり」出

展が予定されております。１１月にはゴルフコンペ

を予定しております。１月には新年会を予定して

おります。

伊賀支部

支部長　濱地　幸昌

　皆様こんにちは、本年度より伊賀支部長を拝命

いたしました。濱地幸昌と申します。

　本年度の伊賀支部の事業は、１０月と来年の２月

に司法書士会と合同で行う　無料法律相談会と名

張市が地籍調査事業のピーアールとして名張中央

体育館で行うイベントのお手伝いを本会の協力を

得て実施したいと考えています。

　また会員相互の親睦をはかるために毎年行って

いる親睦ゴルフや旅行なども震災の影響で世間全

体が自粛ムードになっていますが会員の参加を増

やすために違う形になるかもしれませんが必ず実

施したいとも考えております。

　社会では、毎日菅首相の退陣コールが叫ばれて

いますが（ボーダー発刊時では、退陣なさってる

かもしれませんが…）退陣コールが起きないよう

に精一杯務めさせていただきますのでよろしくお

願いいたします。

熊野支部

支部長　畑中　伸章

　真夏日が続く昨今、調査士の皆様暑い中、調査

に測量に励んでいることと思います。

　最近は三重県全体もそうなのでしょうが、ここ

南の地方にいたってはかなり景気の低迷が著しく

なってきております。調査士の仕事もかなり減っ

てきています。今年は１０月９日に、調査士、司法

書士、行政書士合同の無料相談会を計画してお

り、少しでも地域の皆さんに調査士の仕事が大事

かを宣伝したいと思っております。

　また、法務局の要請があったオンライン申請に

ついて、現在申請しておられる調査士の先生に講

師としてお願いして講習会を開こうと計画してお

ります。調査士の皆様　健康が第一です。しっか

り体調を整えお互い仕事に励んでいきましょう。
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政　連

だより
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　　山下　　淳

　　は、昨年の第２５回総会で常任理事に就任した

四日市支所の山下淳と申します。

　私にとって、公嘱役員は初めての経験でありま

すが、初年度から契約委員長の大役を仰せつかっ

て、契約形態のありかた等に関して悪戦苦闘をし

ています。

　１９８０年代から社会現象となったバブル景気が崩

壊してから早２０数年の歳月が経過しました。この

間、ＩＴバブル崩壊、リーマンショックと景気回

私

ご
あ
い
さ
つ

公　嘱

だより
三重県土地家屋調査士政治連盟

会　長　　浦川久加壽

残

ご
あ
い
さ
つ

　　暑お見舞い申し上げます。

　会員の皆様方にはお元気でご活躍のこととお喜

び申し上げます。

　平成２３年度の定時大会において、再度会長に選

任いただきました鈴鹿支部の浦川です。改めてそ

の責任の重さを実感しています。

　平成１３年の設立以来10年が過ぎました。その

間、調査士制度の充実発展の為、さまざまな活動

を行ってきました。

　昨年７月には参議院議員、今年4月に知事、県

会議員の選挙がございました。皆様方には大変御

協力いただき本当にありがとうございました。

　土地家屋調査士政治連盟は、土地家屋調査士会

員の地位向上をはかるために活動することを目的

としており、特定の政党や個人の政治目的のため

に活動するものではありません。土地家屋調査士

の全会員の力を結集して、国民から利用しやすい

不動産登記法や土地家屋調査士法の改正の実現に

向けた活動を行うことによって、法律専門職とし

ての土地家屋調査士の地位向上をはかることこそ

重要であります。

　また、土地家屋調査士制度にとって不利益とな

る法制定、法改正を阻止することも必要欠くこと

のできないものであります。現在、国会議員で

は、民主党土地家屋調査士制度推進議員連盟、自

由民主党土地家屋調査士制度改革推進議員連盟、

公明党土地家屋調査士制度の改革・振興議員懇話

会が組織されております。県会議員においても民

主党と自民党に運動方針にもありますとおり要望

をしています。そのためにも政治連盟が一丸とな

って、議員連盟の国会議員及び、県会議員が活動

しやすいように政治活動を活発化させて、自らの

手で土地家屋調査士の地位の向上をはかることこ

そが重要なことであります。そして、「地域主権

戦略大網」のなかでは、国の出先機関の原則廃止

の検討のなか、法務局及び地方法務局もその対象

となっています。東日本大震災で今は沈静化され

ていますが、いつまた復活し議論がされるかわか

りませんので強く反対していきます。

　どうか一期２年間宜しくお願いいたします。

復に幾度となく大きな壁が立塞がり、高度情報化

社会・超高齢化社会・個人主義的思想への移行

等、社会制度そのものも、便利になる一方で幾つ

もの問題が表面化してきたと思います。

　加速度的に変化し続ける中で、政局は相変わら

ず混迷し、国家財政も地方財政も厳しさを増して

いて、公共事業予算は減少の一途を辿っていま

す。また、官公庁の公共事業発注が入札制度へと

移行して、随意契約はもはや過去の遺物になろう

としています。

　このような時代背景を受け、公嘱協会は、協会

が行う契約を検討し、競争入札制度や総合評価方

式による入札等今後の入札動向を研究し、その対

策を戦略的に立案することで、協会運営が安定的

に行われることに寄与することを目的とした「契

約委員会」を設置しました。

　考えて見れば、競争入札において最も重要なポ

ジションは何といっても単純に入札価格でありま

すが、昨今の乱立する社団法人や調査士法人との

価格競争に打ち勝つ術はありません。これは協会

の所帯の大きさによるものであります。

　ですから競争入札に打ち勝つためには、逆にこ

の所帯の大きさと、過去の実績を加味した別のア

プローチが必要となるのは自明の理と言えましょ

う。

　くしくも平成２１年４月１０日の「経済危機対策」

や「平成２１年度中小企業者に関する国等の契約の

方針」に現れているとおり、ダンピング対策の充

実等適正価格での契約推進や最低制限価格の引き

上げによる地域経済・雇用の下支えこそが重要な

改善課題であると判断され、また、同年５月に
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登記所備付地図作成作業について

四日市支部　　諸岡　勝彦

報
　 告は、自民党の国土交通部会と品確議連が、入札の

最低制限価格の引き上げなどを公共事業発注機関

に求める緊急アピールを共同採択し、さらに、国

土交通省も、都道府県・政令市に対し、建設業が

地域雇用を確保し地域産業の中核として持続的に

発展できるようにする観点から、実質的に設定水

準を引き上げるよう求める要請を行っているわけ

ですが、その現実は、入札価格が毎年引き下げさ

れ、架空事務所所在地による他県の法人が落札す

るなどルールの無い低価格至上主義が横行してい

るのが現状であります。

　このような現状を踏まえて、協会の行うべき入

札制度対策は、政治力を駆使して関係官公署に制

度自体の改善を要求し、逆に調査士会員にとって

有利になるシステム構築をする提言を強く行うと

いう姿勢を持つべきであると考えています。その

中で、入札参加制限が大きなファクターとなり、

協会の組織力と実績がものを言うのではないかと

思案しています。

　私はこのような内容を盛り込んだ報告書を任期

中に仕上げるべく鋭意製作中なのですが、冒頭で

申し上げたとおり悪戦苦闘をしています。思えば

長谷川理事長が第一回理事会に言われた「人使い

の荒い会でありますが…」の言が思い浮かべられ

ます。

　次に、協会にはこの契約委員会を含めた五つの

委員会がありますが、各委員会の活動報告を簡潔

に報告させていただきます。

　しかしながら皆様の関心を最も集めるのは、何

といっても公益法人委員会が推進する事業ではな

いでしょうか。

　この委員会事業である「公益法人移行手続き」

は、私も個人的にドキドキしながら毎月の理事会

での報告を受けています。その現状については私

の文章よりも、８月２６日に開催予定の総会で報告

すべき事柄であると判断しますので、是非社員の

皆様には総会での報告を生で聞いていただきたい

と思います。

　品質・工程・安全委員会では、成果品について

の提案を各支所総会で資料の配布と合わせて報告

させていただきました。

　オンライン申請委員会は、その名前からも分か

るようにオンライン申請の啓蒙活動を行います。

６月２７日からオンライン申請時でも登記完了証が

書面発行可能となり、また、法務局がオンライン

申請率向上を至上命題と考えている動きもある中

で、今後重要な委員会となっていくと思われま

す。

　最後に防災協定委員会ですが、この委員会では

各市町と協定締結を進めています。これは調査士

としての職能を活かした社会貢献の側面がありま

す。

　また、３月１１日に歴史上最大級の震災である東

日本大震災が記憶に生々しく残る中で、この委員

会の役割は大きく役割を変える可能性があると思

います。

　皮肉にも静岡県会が、この震災前の著作である

「地震対策調査報告と提言」を発刊し、各会員に

も本会から送付されたわけですが、この著書の中

では様々な提言がなされています。

　その提言の中には法務局や市町村に対する提言

もあり、現在四日市支部が行う１４条地図作成業務

もその提言に適うものとなっています。

　協会が契約を勝ち取ることや、公益法人を目指

すことも勿論重要ではありますが、それと同時に

成熟した団体として、しっかりとした社会貢献を

提供する、提供できる団体であることも、今の社

会には重要なことだと思います。また、その気概

が社会から土地家屋調査士の存在意義を認知さ

せ、安定した地位確立の一助になるのではないで

しょうか。

　私も与えられた職務を誠実に全うし、個人的に

も成熟した土地家屋調査士を目指し、私の三人の

息子達が土地家屋調査士という資格を誇れるよう

に邁進したいと思います。

　最後に、私は、協会理事を長谷川理事長や執行

部・理事の方々との会合を含めて楽しんでいるこ

とを申し上げ、報告とさせていただきます。

　現在、四日市市羽津山町・城山町において不動

産登記法第１４条第１項地図作成業務を行っていま

す。平成２２年度・２３年度の２ケ年の計画で、２３

年度・２４年度は津市において、その後松阪市、伊

勢市、四日市市、津市で順次計画されています。

事業計画の条件は、ＤＩＤ地区内の地図混乱地域

であり、０．３平方キロメートルの範囲とのことで

あるため上記のような計画となっているようで

す。今回は約０．３１平方キロメートル（約１６００

筆）です。２２年度では資料調査・素図作成、基準

点設置・基準点測量を行ってきました。基準点配

点計画を立てたうえ、四日市市・三重県・国土交

通省等構造物管理者の調査・協議、計画区域自治

会及び住民への周知、道路使用許可等事業主体の

法務局で事前準備を数ヶ月かけて行っていただ

き、２２年１２月に基準点設置を開始しました。この

基準点についてはできうる限り恒久的地物に設置

し登記基準点として支局及び四日市市の協力を得

て公表し、法務局において管理をしていくことに

なっております。

　２３年度に入り、地権者への説明会を終え、資料

の解析、現地踏査、必要な部分の事前測量、画地

調整、立会調査を、この暑さの中毎日行っていま

す。９月下旬には立会調査を終え、その後一筆地

測量・面積計算・地図の作成、縦覧を経て職権登

記を行う予定となっております。地図混乱地域で

あり地権者の関心は強く、平日立会にもかかわら

ずほとんど出席いただいている状況です。

　地権者への説明会では、法務局より、地図を作

ることの重要性、確認できた土地については全筆

地積測量図を作成し備え付けること等の説明に加

えて、確認できた境界には永続性のあるコンクリ

ート杭又は金属プレートを埋設することが望まし

く、お勧めする旨のお話はしていただいたもの

の、費用については地権者の負担でお願いするし

かないのが現状です。地図ができた後、現地を安

定させられるのは、永続性のある境界標であり、

それを補助するのが基準点であると思います。法

務局作成の地図及び地積測量図が備え付けられた

後の分筆登記等を視野に入れた長期的な検討が必

要であるのではないでしょうか。登記所備付地図

作成事業は、地図を作ればいいのではなく、権利

の客体をプロだけがわかるものではなく、地権者

が容易に認識できるように明示し、地図作成後の

安定を考えなければならない事業であるはずで

す。最近はこの登記所備付地図作成事業の予算は

少し増えたようですが、土地の権利変動は１０年、

２０年のスパンで起こるものであり、その時のため

の地図・地積測量図でなければならないはずで

す。いいものを作るための事業計画・予算をお願

いしたいものです。
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中部地籍研究会　研究発表

伊勢支部　　森下　健二

報
　 告

　中部ブロック協議会定時総会の二日目、平成２３

年７月２日午前９時３０分より、名古屋市中村区の

安保ホ－ルで定時総会の出席者７８名の参加を得

て、中部地籍研究会の研究発表会が開催されまし

た。発表のテ－マは『各県における明治前期作成

の絵図面の検証』です。新会長の挨拶の後、１．

愛知会　福永正光研究員、２．三重会　森下健二

研究員、３．岐阜会　高田和明研究員、早川正城

研究員、４．福井会　青山勉研究員、５．石川会

　石野芳治研究員、６．富山会　砂道章研究員の

順で各会持ち時間２０分間で発表をおこないまし

た。締めくくりに日調連理事　小野伸秋氏（岐阜

会）が中部公図作成過程概略について話をされ、

閉会となりました。午後からは研究員にて、中部

地籍研究会が行われ、発表会の反省、各会の地籍

（明治前期）の発刊報告と進捗状況、中期事業の

内容検討、２３年度作業、研究における問題点、公

図（更正図）の定義など協議し、午後５時に散会

しました。

　さて、発表会では、三重の地籍の研究成果と三

重の特色と思われるところを話させて頂きまし

た。パワ－ポイントのスライドを３８枚まで縮めま

したがまだまだ多くて、一部省略しつつ話をさせ

て頂きました。

　前日の定時総会後の懇親会でお酒を飲んで疲れ

ているた方々がこんな話を聞いてくれるのかと疑

いつつ、視聴者の顔を伺う余裕もなく、早口でし

ゃべり続けました。人前で話すのがやはり苦手と

感じながら。ともあれ、他県の話を聞きますと、

北陸三県は改租図ばかりで更正地図がほとんどな

い。地租改正事業の時、精確な測量が行われたた

め、明治１８年からの地押し調査で地図をごっそり

作り直すことはなかったようです。

　岐阜県は筋骨図なるものが存在する。道路、水

路などの官地だけ測量し、民地はそのブロックの

中に落とし込んで作成されたとの事。愛知県は三

重県と同様、明治２１年町村地図調製式及更正手続

の新準則で作成された更正地図がある。その測量

原図が見つかったとのこと。それぞれ、中部六県

で違いがあるようです。

　この日、発表した一部を下記に記載させて頂き

ます。

・地券発行時の地引絵図について

旧三重県

明治５年１１月　正副戸長へ　田畑取調べにつき

布達

三重県参事岩村定高　三重県権参事鳥山重信

　田畑一筆限り番号を付け、当時の売買地価を

ありのまま取調て差出せば、相違のないかぎり

地券を交付する。このことを心得えて早々に取

調べ差出事

　但し、一村毎検地帳・名寄帳・小拾帳等、其

村々当時相用候現在之景況ニ随ひ、兼テ相達置

候通リ、地引絵図等、早々可差出事

　旧三重県では調査と地引絵図の作製が終わら

ないうちに地租改正条令の配布をみてしまった

ようである。

．旧度会県

　明治六年一月十七日戸長に対し「現地反別一

筆限り取調帳仕立ケ条書」を布達、取調帳の雛

形と図を統一するため地引絵図の雛形を併せて

交付した。この取調帳は検地帳名寄帳等を、據

りどころとして書き載せた。

　地引絵図と現地反別一筆限り取調帳とが完成

し、これを地券交付の基礎台帳とし明治６年１２

月地券が交付されました。（明治６年１２月１５日

付　地券の証　郷土資料室所蔵）

・地租改正作業における地引絵図 

・旧三重県の地租改正事業

「地租改正報告書」

明治８年３月始～明治１４年整頓。

　地図は一字限図、一村限図の二様を作製し、

一字限図は地目、各地の番号、反別を記載し、

一村限図は各字を記載して地種を着色しまし

た。

法令・布達

　明治７年８月「人民心得書」布達

　明治８年４月「地租改正人民心得書」再布達

第６条

　精密ニ取調字一筆限図ノ地図ヲ製シ、然ル後

一村ノ絵図面を製ス

（一筆字図１／６００・村図１／３０００の順で製図）

第７条

　改正反別取調は村がなれている方法でかまわ

ないが、慣れていない者が、心得違いないよ

う、丈量概法左ニ掲示（十字木、大曲尺(三斜）

を用いる方法を例示）

　明治８年３月村絵図、字限図の雛形を頒布

　雛形は千葉県が作ったものを参考にしたと思

われる

・旧度会県の地租改正事業

「地租改正報告書」

明治７年３月始～明治１２年整頓

（明治１１年３月２０日付   地券   複数地区で発見）

　地図は、大きい村は一字限図を調整し、これ

に各地の地形を措きましたが、その他の多数は

一村限図を作製し、各土地の地形・地目・地

番・反別を記載して、地種を着色しました。

法令・布達

　明治７年１１月８日「地租改正ニ付人民心得

書」布達（度会県布令書と同時配布）

旧度会県の改租図の特長２条、８条

第２条（尺度の変更について、明治７年租税寮

改正局　度会県伺　第５條）

　間竿について、従前、新中古と三様あるとこ

ろ旧法を廃止し新法を施行するにあたり…一般

６尺１分に改正…）

第８条（既成図の再利用について書かれてあり

ます　度会県伺　第２條）

　最前地券取調の時、仕立られた絵図面をその

まま用いたときも、地所番号（地番）、広狭等

（地積）が相違すれば、最前の記入と混ざらぬ
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よう、色をたがえ、此の墨を以て書き入れなさ

い。尤も混乱し、わずらわしい場合、反別等大

いに打ち狂うとき、並びに、図面の手直し、あ

るいは細字にて書き入れが難しい場合は更に書

き直し、便宜のこと。

　但し、書き直す前に、一応地租改正掛へ申し

出る事。

　「本文地番を改めるときは、帳簿上において

も地券取調の時、旧地番を朱書きに附した例に

依って、地券状面番号を朱書きし、更に墨書き

で新地番をふりなさい」と既成図の再利用を許

可した。

鳥羽市河内町の公図で

　黒色で書かれた地番と朱色で書かれた地番が

併記されている。

（朱色が現在の地番　前記第８条の文章と符合

します）

前記第八条について

旧度会県では地券発行時の地引絵図が完成して

いたこともあり、明治７年、租税寮改正局に伺

いを出しました。

租税寮改正局日報　明治７年６月２２日　度会県

伺第７１７号（第１條から第２０條まで）

第２條（既成図の再利用について）

　改正につき、地図編成のについて、明治六年

第４４号、千葉県より伺いが出ているが、右は土

地形勢にも依る。当県においては、かねて地券

調査の際、租改正の目的をもって多くは編成し

てきた。改めて地図を編成するには失費がかさ

むので再製せず、一村毎に最前の図面（地券発

行時の地引絵図）を使用してもよろしいですか

「右指令」

　縝密の調査が行き届いた分は申立のとおりで

よろしい、精度のよくないところは再測しなさ

いと指令がでた

第５條（旧間竿を用い丈量が済んだ後に尺度の

変更による反別の換算について）

　地券渡方調査ノ節ハ増減差引等モ之有儀ニ付

間竿ニ於テハ旧竿相用候得共以後差等之有候テ

ハ錯亂モ可有之儀ト存候間地方官心得書第四十

二條ノ趣キ有之候得共悉皆六尺一歩ニ為相改候

積リ（旧竿を用いていたが、間竿はすべて６尺

１分に改めたい）

「右指令」

　間竿ノ儀民心ニ関係無之候ハバ伺ノ通可取計

事（伺いの通り取り扱ってかまわない）

前記　地方官心得第四十二條とは

明治６年７月２８日　地方官心得　第四十二章

　一村中、古新検入交り竿長短アルモノハ合計

の内何反歩ハ何尺竿何町歩は何尺竿ト記載セシ

ムベシ （竿に長短がある場合はそれぞれ竿別に

記載しなさい）

前記　民心ニ関係無之候ハバ　について

明治８年６月１２日地租改正事務局別報　第3号

『丈量間竿ニツキ達』で

　土地丈量従来各種ノ間竿ヲ用ヒシモ、同称ニシ

テ其実歩ニ多少ヲ生シ将来支障アルニ由リ、今般

地租改正ノ際総テ六尺壱分ノ砂擢ヲ加スヲ以テ丈

量シ壱反三百坪ニ改ムヘシ。尤従来、六尺五寸、

六尺三寸ノ竿等用ヒシ地方、且九百坪及三百六十

坪ヲ以テ一反ト称セシ分、一時改メ難キ事情アラ

ハ、丈量済ノ後算面上ニテ厘位ニテ四捨五入シ改

正スヘシ。但尺度変更ノミノコトナレハ民心ニ関

セザルヘシト雖トモ、地方ニ依リ万一誤解紛議ヲ

醸シ却テ改正ヲ妨クル等ノコトアリテハ不都合ニ

付篤ト注意処分スヘシノ筈デアル

　（改正の際すべて６尺１分、１反３００坪に改め

る。尤も６尺５寸、６尺３寸竿を用い１反９００

坪、１反３６０坪とした地方一時改め難い事情があ

れば、丈量済の後算面上にて厘位にて４捨５入し

改正すべし。丈量が済んだ後改正（換算）しなさ

い、尺度の変更だけなら人民の心情に直接には関

係がないといえども、地方においては誤解され改

正の妨げとなるので注意しなさい）

換算について　尾鷲市史に

明治８年１月２５日付

　尾鷲浦、地租改正係の中山厚右衛門氏は尾鷲

中井浦・尾鷲南浦の両戸長に対し反別の検地施

行のため、その通算法と大小の畝杭を急いで用

意するよう伝えた。

６尺５寸竿を　６尺１分竿に直す法　１１７を掛

ける

６尺３寸竿を　６尺１分竿に直す法　　１１を掛

ける

　この事実をみれば、明治８年６月の「丈量間

竿ニツキ達」の以前に換算がすでに行われてい

た。（残念ながら他の地域については換算され

た書類は発見できていません）

　合併後の　明治九年９月１８日　三重県布達地

乙第六拾弐号　三重県令　岩村定高

　一志以南諸郡志摩全国牟婁半郡の区長、戸長

に対し

　地租改正に付き、地引絵図面について

　旧県では実地検査が済んだ旧絵図面（地券発

行時の地引絵図）をそのまま貸し出し、新製の

上もう一度差し出すはずであるが今以て差し出

されてない。（明治九年９月１８日現在）

　右は調査の都合もあるでしょう製図が出来上

がった分は本月二十日限り差し出すこと。未だ

製図が出来ていない分は、更に別紙雛形のとお

り美濃紙６枚に製し、字限り図、並びに総図共

来る１１月限り調製し差し出すこと。

　（新様式、多数の村が一村図で作成していた

が、字図と総図に分ける）

　明治九年九月二十日までに地図を差し出さな

いときは、別紙、新雛形の通り、総図、字限図

を差し出す様布達が出された。
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アンケートの内容

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趣味はなんですか？
⑤自慢できることがあれば教えて下
さい
⑥調査士としての今後の抱負を聞か
せてください

中部ブロック協議会定時総会報告

広報厚生部長　　上杉　和子

報
　 告

　平成２３年７月１日（金）午後２時より名古屋国際

ホテルにおいて、中部ブロック協議会の平成２３年

度定時総会が開催されました。

　今年の当番会の愛知会会長であり中部ブロック

協議会会長兼任の滝口会長の「名古屋市中区錦三

丁目にようこそ」の歓迎の挨拶に始まり、２２年度

の活動経過報告、および、審議事項等、滞りなく

運ばれました。２３年度の活動方針等一部を紹介し

ますと、

１．継続事業として、

・新人研修の開催

　【平成２４年２月２４日（金）・２５日（土）ＫＫＲホ

テル名古屋】

・親睦ゴルフ大会の開催

　【１０月１６日（日）前夜祭（山中温泉　河鹿荘ロ

イヤルホテル）・２５日（月）競技（加賀カント

リークラブ）】

２．重点活動として、

　・制度広報活動‥‥‥‥‥‥‥三重会・富山会

　・中部地積研究会‥‥‥‥‥‥‥‥‥各単位会

　・オンライン登記申請の充実‥‥‥‥各単位会

　・筆界特定制度とＡＤＲ関連等‥‥‥‥単位会

　・ライブオンシステムの運用について‥‥‥‥

　　　　　　　　　　　岐阜会・福井会・石川会

　・制度対策委員会について‥‥‥‥‥各単位会

　・政治連盟、公職協会との情報交換‥各単位会

　・災害時の対応について‥‥‥‥‥‥‥愛知会

３．定時総会の開催

　開催日時　平成２３年７月１日（金）・平成２３年

７月２日（土）

　　開催場所　名古屋国際ホテル

　続いて、名古屋法務局長（管区内）表彰状授与

がありました。三重会では、藤本幸也会員（伊勢

支部）、越山康一会員（伊賀支部）、後藤一未会

員（桑員支部）、花木和昭会員（紀北支部）が受

賞されました。長年の多大なる努力とその成果に

基づく賜物であることに敬意を表します。誠にお

めでとうございました。

　そして、懇親会。初めてお会いする方々ですが

話がはずみ楽しいひとときでした。中部ブロック

の広報部長はお若い方が多く、私は、某青年に真

正面から『‥ということは、年増ですね』と言わ

れ、瞬時にその青年の頭をちょこんと叩こうとし

ましたけど、パッとかわされてしまいました。若

いなとすばやい反応に感心しつつ、もはや私は中

年増いやいや大年増の域、実年齢よりは若く見ら

れてると、ちょっと喜んだりして。和やかなうち

に時間は過ぎ、親睦を深めることができました。

　平成２３年４月に入会させていただきました鈴鹿

支部の内山憲一と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。

　私は、１５年間補助者として勤務してきました。

その間いろいろな経験をさせていただき今の自分

があるのもここまで育てて下さった先生のおかげ

だと思います。

　勤務していた間、たくさんの先生方にも声をか

けていただき、本当に私みたいな者をかわいがっ

ていただいたことにとても感謝しています。

　私にとって土地家屋調査士という仕事は「難し

い」の一言です。現場一つ一つ同じものはなく、

その都度様々な状況から判断をしていかなければ

ならないので、知識だけではなく経験、いろいろ

な方向から物を見る力も必要です。長い間勤務し

てきましたが、その難しさに痛感しています。で

もその「難しさ」が自分にとってやる気を出させ

てくれるところなので、これからは自分の責任と

判断で業務を行うことに不安はありますが、一歩

ずつ前進していきたいと思います。

　どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

アンケートの回答

①　補助者
②　責任のある仕事だから
③　喜びより不安のが大きくなってきています
④　サッカー・バスケット
⑤　特にありません
⑥　信頼される調査士になりたいと思います。

鈴鹿支部

内山　憲一
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　はじめまして、平成２３年２月１日付けをもちま

して、三重会に入会をさせて頂きました松阪支部

の西川光一と申します。

　私は一時期、補助者として働かさせて頂き、実

務を勉強させて頂いていたこともありますが、ここ

数年は資格取得の為に実家にこもって勉強の日々

でした。

　かなり以前から土地家屋調査士の資格取得をめ

ざして勉強をしておりましたので、ここ数ヶ月は合

格、そして登録にたどり着いた喜びに浸っておりま

した。

　現在は、調査士として仕事の難しさ・社会的貢

献と責任の大きさを痛感し、身が引き締まることが

多い日々になってきております。

　これからも資格者として自己研鑽を続け、調査

士諸先輩方の築きあげて頂いた社会からの信頼を

継続できるように努力していきたいと考えておりま

す。

　まだまだ未熟者の為に、ご迷惑をおかけするこ

とも多々あると思いますが、諸先輩皆様方のご指

導・ご鞭撻の程をどうぞよろしくお願い致します。

アンケートの回答

①　アルバイト→補助者→無職（勉強の日々）で
した。

②　仕事の社会的信頼の大きさに興味をもったた
め。

③　社会的責任の大きさを感じています。
④　子供と遊ぶこと。
⑤　特に自慢できる様なことは思いつかないで
す。

⑥　皆さんに信頼して頂ける調査士になっていき
たいです。

アンケートの回答

①　測量設計業
②　仕事の範囲を広げようと思い
③　責任の重大さを感じています。
④　テニス、ジョギング
⑤　何かひとつ持ちたいです。
⑥　広く信頼される調査士を目指します。

松阪支部

西川　光一

松阪支部

北村　一成

　平成２３年１月に入会いたしました松阪支部の北

村一成と申します。どうぞよろしくお願い致しま

す。

　これまでは測量設計業を行っており、数々の境

界測量業務に携わってきましたが、測量コンサル

における境界測量は、図面作成まででどことなく

釈然としないものがあり、登記業務までトータル

で携われればと思い、今回資格取得を機に入会さ

せて頂きました。

　調査士として新たにスタートしたものの、補助

者経験がない事もあり戸惑う事ばかりで人一倍の

努力が必要だと痛感しているところです。一日も

早く皆様方に追いつけるよう日々研鑽に努めてお

りますので、ご指導頂きます様宜しくお願いしま

す。

　この度、桑名市で登録させて頂きました。

　皆さんのご指導を受けながら頑張りたいと思い

ますので、今後ともよろしくお願い致します。

　はじめまして、平成２３年６月に愛知会から転籍

してきました桑員支部の浅田洋人と申します。

　平成１７年４月に土地家屋調査士として愛知会に

登録しまして、６年経ちます。その前に１年半の

補助者経験がありますが、まだまだ未熟者です。

たったこの７年半のうちにも法改正などがあり調

査士業務はめまぐるしい変化があり、日々勉強の

毎日です。

　今後、みなさんにご迷惑等おかけすることもあ

るかもしれませんが、日々精進していきたいと思

いますので、よろしくお願い致します。

アンケートの回答

①　土木コンサルタント会社に勤務していまし
た。

②　前職の経験が生かせて、独立開業が可能な職
種と知ったので。

③　家族に協力してもらっているので、改めてあ
りがたく感じています。

④　テレビ鑑賞・ナンプレ
⑤　特にありません
⑥　経験を積んで、努力していきたいと思ってい
ます。

アンケートの回答

①　機械設計
②　興味をもったため
③　１つ１つの業務に責任を感じます 
④　スキー（最近はあまりやってませんが）
⑤　特にありません
⑥　いろいろな角度から物事を判断できる調査士
を目指したいと思います。

桑員支部

髙栁　　昇

桑員支部

浅田　洋人
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特
　 集

　会員の皆さん、新会館には、足を運ばれましたか？

　２０年余、会員の願いであった会館が完成し、５

月２日より業務を開始いたしました。

○遠くからでもひときわ目をひくアール屋根

　「法のもとに仕事をしている土地家屋調査士

会ということでまっすぐ直線的な外壁を。一

方、曲線を用いた柔らかい屋根に『土地を通し

て円満な社会に貢献する』という想いを込め

た」との設計事務所のコンセプト。

○特徴ある外観

　「土地が正形でないことは苦心したが、調査

士の仕事がいつも四角い土地ではないというこ

ともイメージして、あえて土地なりの非正形な

建物ということでプランニング。」

○明るい内部、機能的な構造

　とても明るく開放

的な吹抜けのエント

ランスホールがやさ

しく来館者を迎えて

いる。

　各部屋は限られた

スペースを最大限に

活用し、大会議室及

び中会議室は間仕切

りを収納し一部屋と

して利用可能。

４月９日（土）雨のち晴れ　気温１６℃　

　ご来賓の方々のご臨席を賜り、開所式が執り

行われました。

　式典後，ご来賓の皆様へ御呈茶。

　近隣住民の方々へのごあいさつとして、会員

の方々には内覧会として完成記念イベントが開

催されました。

・ご来場者の方に記念品プレゼント。

・無料登記相談コーナー

・測量機器の体験コーナー

・境界標設置例の写真展示

　一般の方々、とても興味深げでした。

　「遠くのものが、すぐそこに見えるんですね。」

　「１秒間にそんなに光が飛ぶの！」

　・似顔絵コーナー

　順番待ちができ

るほど好評でした。

　「おぉ似てる」

　「雰囲気ある～っ！」

　「あははは、

　　そっくりや」

○神戸会長、完成に寄せて今のお気持ちは？

　「会員が一丸となった証として完成した新会

館。この会館は、当然会員のものですから、近

くに来られた時は、用がなくてもふらっと立ち

寄ってくつろいで頂けるようになれば最高か

な。」

○島庄平会館建設委員長、特に苦労、苦心したことは？

　「拠出金が不足しないか、追加工事が多すぎ

て予算不足にならないか。予算面についてのこ

とが一番心配でした。全て順調でありがたかっ

た。残念なこととして、外壁の「土地家屋調査

士会館」の文字が、これほど見にくいとは思っ

ていなかった。」

日調連６月号会報に島委員長の『三重会新会館

の完成に寄せて』が掲載されています。

○事務局の皆さん、新会館の感想を一言

　大野局長「心機一転、会員の皆様から親しま

れご期待に添えることのできる円滑な会務処理

を心掛けていきたいです。」

　伊藤「明るく広々とし、作業場所も収納も余

裕があるので、とても助かり有り難いです。」

　熊澤「建物内は明るく開放的なので、気持ち

よく仕事ができております。有り難うございま

した。」

　谷口「書類を広げて仕事をすることが多いの

で、事務スペースが広くなって作業がしやすく

なりました。」

　明るく、きれい

な新会館において、

執行部会、理事会、

支部長会、各委員

会、各部会等々が

開かれ、役員の皆

さん活発に会務にあたられております。

　住宅団地の一角に建つ新会館。地域との連携を

高め、より親しまれる存在となることが望まれま

す。まずは、来訪の折り出会った近隣の方に「こ

んにちは」の挨拶から。来年度には、ＡＤＲセン

ターが開設され、ますます頼りにされる三重県土

地家屋調査士会でありたいと願います。

　最後になりましたが、この誌面を借り、これま

で新会館建設にご尽力賜ったすべての皆様に心よ

りお礼申し上げます。ありがとうございました。

当会館が、一層の会員交流の場になることを願っ

てやみません。

三重県土地家屋調査士会

新会館

広報部

三重県土地家屋調査士会

新会館

広報部

開所式・完成記念
イベント開催
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｢三重県土地家屋調査士会｣の

チーム名で自転車レースに出場

●松阪支部●

田中　義克

HIROBA

　５月２９日の日曜、鈴鹿市で開催された自転車

レースに出場しました。出場した大会は、「ス

ズカ８時間エンデューロ」。自動車のＦ１レー

スもおこなわれる鈴鹿サーキットを周回する自

転車レースで昨年に続き２回目の出場です。３

月に参加申込みをしたのですが、申込書にチー

ム名を記入する欄がありました。私はチームに

所属していないのですが、大会プログラムのエ

ントリーリストに載せてもらえるので、「土地

家屋調査士」のＰＲになればと思いチーム名を

「三重県土地家屋調査士会」と記入して参加申

込みしました。

　開催クラスは、２名以上のチームで走る「８

時間」、「６時間」、「４時間」、「３時間」

の耐久レースと、一人で走る「アタック１２０」、

「アタック２４０」のレースが土曜、日曜の２日

間で行われました。

　私が出場したクラスは「アタック１２０」。鈴

鹿サーキット２０周（約１２０キロ）を制限時間５

時間で走行タイムを競うレースです。ちなみに

「アタック２４０」は４０周（約２４０キロ）を制限

時間８時間で競います。

　大会の数日前から台風２号が発生し、日本に

近づきつつありました。三重県は前日から大

雨、大会ホームページで確認すると雨天決行と

あります。当日は九州付近に台風があり、雨、

風とも強くなってきました。「こんな日に走り

たくないな」「止めようかなー」と思いながらも

早朝５時に鈴鹿サーキットに向けて出発。サーキ

ットのパドックに到着すると台風接近にもかかわ

らず大勢のサイクリストでにぎわっています。

　ピットの選手受付でゼッケンとタイム計測用の

計測タグを受け取り出走の準備を行います。１２０

キロを休憩無しのノンストップで走るため、走行

中に補給するスポーツドリンクのボトル２本を自転

車に装着し、栄養補給のゼリー飲料を背中のポケ

ットに入れておきます。１２０キロの距離は、たと

えば国道を津から北に向かえば、名古屋、岡崎

を経て豊橋付近までの距離に。また、２４０キロ

の距離は静岡までの距離に相当します。

　大会プログラムでは、私が出場する「アタッ

ク１２０」には５１３名がエントリーしています。ス

タート前のウォーミングアップのためコースの

試走ができるのですが、雨のためスタートまで

クルマの中で待機しました。スタート時間が近

づいてきたためコースのスタート位置に向かう

とコース上は選手で埋め尽くされています。ざ

っと見回しても千人以上はいるような。

　開会式の後、８時ちょうどに「８時間」と「ア

タック２４０」がスタート、３分遅れて「４時

間」と「アタック１２０」のスタートとなった。

チーム名が「三重県土地家屋調査士会」のた

め、なぜか調査士会を代表しているような気分

になってきた。大雨の中、完走できるか心配に

なってくる。

　１周目で全身ずぶ濡れになってしまう。雨の

中、周回を重ねるがスリップして転倒する選手

もあり、下りのコースは慎重になる。自転車レ

ースでは、前車の後ろについていれば風除けと

なって長距離を楽に走れますが、ロードバイク

には泥よけが無いので前を走るタイヤの水しぶ

きがビシビシ顔に当たるし口の中にも入ってき

鈴
鹿
サ
ー
キ
ッ
ト
コ
ー
ス

20
周
（
約
1
2
0
km
）
、

4
時
間
20
分
で
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ます。

　台風接近により一層風雨が強くなり「８時

間」は「６時間」に、「アタック２４０」は「１８０

㌔」に短縮されました。走りながら水分補給と

栄養補給をしながら周回を重ねていくが、走行

距離が１００㌔を超えてくると、ずっと同じ前傾

姿勢でいるため腰も痛くなり体がきつくなって

きました。「チーム三重県土地家屋調査士会｣と

して完走しなければならないという（変な）使

命感で足が痙りそうになりながらもペダルを回

していました。

　ラスト１周は最後の力をペダルに込めて無事

完走しました。タイムは悪天候のため昨年の記

録より１０分以上遅くなり４時間２０分、完走３１３

名のうち１４２位でした。５０過ぎのおじさんが若

い人たちと一緒に一生懸命走りました。大雨の

なか長距離を走るのは初めての経験でしたが貴

重な体験ができたと思います。来年は４時間を

切りたいと思います。そのときのチーム名は何

にしようかな？
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（左上から）パノラマス

ーパー車内／快速みえ車

内／豊川駅

（下段左から）豊橋駅前

／路面電車車内／路面電

車フリー切符

親子で鉄道調査隊
～豊橋路面電車～

●津支部●

野田　秀敏

HIROBA

　三重県内には、内部線、北勢線、三岐鉄道、

養老鉄道、伊勢鉄道、名松線、伊賀鉄道等魅力

的な鉄道路線が多々ありますが、今回は、子供

に人気で高齢者に利用し易く、かつ環境に優し

いと云われる「路面電車」を取り上げたいと思

います。

　残念ながら、三重県内には「路面電車」なる

ものが存在しないので、息子の典敬（小２）と

共に調査隊を結成し、豊橋まで遠征して調査す

る事といたしました。

　三重会の会報で何故豊橋の宣伝をするのかと

いう追及の声が聞こえてきそうですが、津駅よ

り地域密着の鉄道を乗り継いで現地まで赴き、

地元の方と触れ合いながら「路面電車」を調査

する趣旨という事で何卒ご容赦願います。

　典敬隊員の希望により津から名古屋まではＪ

Ｒ快速みえに乗り、名古屋から豊橋までは名鉄

パノラマスーパーに乗る事にいたしました。

　列車は神宮前、知立、新安城、東岡崎…と通

過し、豊橋の手前の小坂井信号所から終点の豊

橋までは名鉄とＪＲ飯田線がレールを共有して

いる区間となっております。

　そして、レールを共有したまま終点の豊橋駅

に到着します。終点の豊橋駅はＪＲの駅に名鉄

が乗り入れている形となっているユニークな駅

です。また、鉄道少年が鉄道乗り継ぎ旅の入門

編として、長野県の辰野まで飯田線を乗り継ぐ

場合のスタートの駅でもあります。

　ＪＲ豊橋駅の改札は駅ビルの２Ｆに位置して

おり、駅ビルを出るとそのままペデストリアン

デッキと呼ばれるテラスと歩道橋が合体したよ

うな広場が広がっており、信号待ちのイライラ

や自動車に轢かれる心配もなく路面電車の電停

まで辿りつける構造となっております。

　電停で待っていると、全面低床式バリヤフリ

ー電車「Ｔ１０００系」がやってきました。バリヤ

フリーにより高齢者に利用しやすく、未来形の

デザインで３両連接車である為、地元の子供に

圧倒的な人気を誇っています。

　典敬隊員も相当気に入った様子でありまし

た。車内を観察すると、この車輛自体に乗る事

が目的と思われる家族連れが多数乗車しており

ました。

　総括して、豊橋の路面電車は料金支払いに関

しては今時の若者に合わせmanacaカードに対応

しており、高齢者に配慮した電停の構造となっ

ており、魅力的な車輛により子供のハートを見

事にキャッチしており、各世代の利用者に対し

利用していただく為の工夫が随所なされている

と感じました。

豊橋（パノラマスーパー）

新型路面電車

津駅（快速みえ）

地
元
の
方
と
触
れ
合
い
な
が
ら

「
路
面
電
車
」を
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地
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」を
調
査
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つぶやきつぶやきつぶやきつぶやき

　『身近で、わっかるわ～というような記事

を』ということで、思いつくまま書いてみま

した。

　近年、健康のため気分転換のためと、近場

へハイキング等ぶらり散歩に出かけている。

　道中、出交わす『鋲』が本文の主役であ

る。道路上には、測量トラバー点（業者の数

だけ何種類も）、測量基準点、建築設計時に

使用したと思われる測量点、引照点、境界

点、センター点、逃げ点、仮ベンチマーク

点、ガス・水道の位置を示すもの、意味不明

なもの等、ベテランから新人まで色んな鋲が

入っている。さながら鋲のＤＩＤ地区といっ

た様相を呈しているところもある。

　たいがいの人にとって特段気にはならない

ものであるが、なぜかついつい鋲に目が行っ

てしまう。

　「言える」と思わずつぶやいてしまったあ

なた、すでに職業鋲（病）にとりつかれてい

るかも…、以下のような症状が出てくるのも

時間の問題では？とご心配申し上げます。

　トラバー点らしき真新しい鋲を見つけたと

き、

『測量、最近してるな』

私だけ
‥っじ

ゃない
ですよ

ね？

　　　
● 広報

厚生部
　不思

探索鋲
人

『据えにくかったやろーけど、ここしかなか

ったんやろーな』

『自転車、通るたびヒヤヒヤもんやったやろ

ーな』瞬時におせっかいな輩が登場してく

る。

　すると『２点目のトラバー点はあの辺やな

～』と、もう次の点を探しにかかっている。

　『エっえ～！こんなとこ打ったら、次回杭

入れで来たとき、車止まってたらアウトやが

な！』

　それとは反対に『う～ん、絶妙の位置やな

ー』と感嘆しきりのことも。

　これら一連の所作を立ち止まらず淀みなく

こなさなければ、不審者と映ってしまうので

要注意である。

　予想どおりの位置に２点目を見つけたとき

は、なにか正解したような気分になりテンシ

ョンもあがる。

　この習性、哀しくもあるが他人の鋲で遊ぶ

ことを、もっぱら楽しんでる小生でありま

す。

　このお遊び、未体験の方は一度お試しあ

れ。が、ほどほどにしておかないと病み付き

になるのでくれぐれもご用心を。

会員の動き
平成２３年７月６日現在　会員数２８８名

松阪市飯高町粟野１７５番地１

松阪市阿形町４０８番地

鈴鹿市高岡台三丁目５番１号

桑名市大字稗田４２１番地1

桑名市多度町小山１８０４番地１

事　　　　務　　　　所 入会年月日

●入　　　会

氏　　名

川　村　浩　司

萩　原　　　巧

三　木　康　晴

四日市市曽井町３４６番地１

津市丸之内１７番５号

三重郡朝日町大字柿２５２８番地

住　　　　　所 変更年月日

●事務所住所変更

氏　　名

中　村　雍　弘

宮　本　貞　夫

酒　井　睦　泰

小　澤　　　強

水　野　郁　夫

岩　脇　恒　夫

村　田　守　人

坂　井　とも子

杉　谷　昇　一

津

伊勢

松阪

四日市

桑員

津

松阪

伊勢

鈴鹿

平成２３年１月３１日

平成２３年３月３０日

平成２３年４月１１日

平成２３年４月１５日

平成２３年４月２６日

平成２３年５月２日

平成２３年５月２３日

平成２３年６月１６日

平成２３年６月３０日

退会年月日支部名

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

業務廃止

理　由

●退　　　会

氏　　名

北　村　一　成

西　川　光　一

内　山　憲　一

髙　栁　　　昇

浅　田　洋　人

平成２３年１月１１日

平成２３年２月１日

平成２３年４月１１日

平成２３年５月２日

平成２３年６月１０日

平成２３年２月２１日

平成２３年５月１日

平成２３年５月２０日
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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

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

　

会報

Border
第６８号

■発行日■

平成２３年８月１５日

■発行所■

三重県土地家屋調査士会

三重県津市河辺町３５４７番地２

TEL  ０５９－２２７－３６１６／FAX ０５９－２２５－２９３０

URL　http://www.mie-chosashi.or.jp

E-mail　  honkai@mie-chosashi.or.jp

■編集■

広報厚生部

■印刷■

伊和新聞社

編集後記

　八月の異名は葉月、まだまだ猛暑の中ですが、
その語感にはどこか涼やかさを感じさせます。
　会報発行にあたりましては、ご多忙の中、原稿
をお寄せ下さいました多くの皆様に、心より感謝
申し上げます。ありがとうございました。
　私の愛すべく広報部の皆さんは、色とりどり素
敵な色をお持ちです。会員間の絆を強める会報を
目指し、『読んで役立ち、読んで楽しい』をモッ
トーに会報編集にあたっています。
　取材も喜んで伺わせていただきます。皆様の傍
にこの会報があることを願って、Border第68号
これにて完結。次号乞うご期待。

広報部　上杉和子
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