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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　

檜山　達雄

g r e e t i n g

　会員の皆様方には，平素から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。
　平成２６年度定時総会には，多くの会員の皆様にご
参加をいただき貴重なご意見を賜りながら上程致しま
した議案すべてをご承認いただき誠に有難う御座い
ました。頂きましたご意見，ご要望につきまして今後
の会務運営に十分役立てていきたいと思いますので
どうか宜しくお願い致します。
　さて，平成２５年度も景気回復を実感することは出
来ませんでしたが日調連から発行されました土地家屋
調査士白書によりますと登記事件数の減少は平成２２
年度で底を打ち，その後わずかですが事件数が増え
ているとの集計結果が報告されています。円高が進み
株価も値上がりしアベノミクスの効果が徐々に表れ，
今年こそ景気の回復が実感出来ますことを期待して
業務を頑張って頂きたいと思っています。
　今年で，土地家屋調査士制度も制定から６４年を迎
えました。７月３１日を「土地家屋調査士の日」として
定められ，昨年は名古屋市に於いて「地籍シンポジウ
ムＩＮ中部」が中部ブロック協議会主催で開催されま
した。これは，明治から昭和前半までの地籍に関する
研究の成果が中部ブロックの６会で揃い書物を出版し
たこと，そして全国の土地家屋調査士会にＡＤＲが開
設されたことを記念して開催されたものです。
　三重会としましては，他会に遅れをとりましたが，
「境界問題相談センターみえ」を開設したことで全国
５０会全てにＡＤＲセンターが開設されました。このよ
うな全国の会がＡＤＲセンターを設けていることは他
の資格者団体にはないことです。土地家屋調査士と
いう国家資格を制度広報の一環としてあらためて国民
に発信出来るものだと考えています。
　センターみえ設立にあたりましては，ご協力を頂き
ました土地家屋調査士会，さらには，関係団体の皆様
方に，厚く御礼を申し上げます。 
　最後になりますが，今年は過去に開催されていたも
のの近年は開催されていなかった仮称境界鑑定講座
が行われます。林連合会長が掲げる「境界紛争ゼロ
宣言!!」のもと，会員向けに土地家屋調査士の将来ビ
ジョンと『土地境界紛争が起きない社会』をテーマと
する公開シンポジウムが東京で開催される運びとなっ
ています。是非，会員の皆様にはこういった機会に積
極的なご参加を頂けたらと思っています。
　依頼者の信頼に応え得る高度な専門職業家として
誇りを持っ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であることはもち
ろん，会員の自覚のもと，豊かな土地家屋調査士をみ
んなで目指しましょう。

　本年，４月１日付けの異動により，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。

　会員の皆様には，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大いに御活躍されてお

り，国民に信頼と安心を提供して土地家屋調査士

制度の基盤を確固たるものとして築かれているこ

とに深く敬意を表しますとともに，筆界特定制度

における筆界調査委員として，筆界をめぐる問題

の解決について御支援，御協力をいただき，感謝

申し上げます。

　また，日頃より，登記行政を始めとする法務局

の業務運営につきまして，格別の御理解，御協力

いただいているところ，昨年１０月に実施した

「全国一斉！法務局休日相談所」の開設に当たっ

ては，御多忙にもかかわらず，会員の皆様に御参

加いただき，多くの県民の方の御相談にお応えす

ることができました。改めて厚く御礼申し上げま

す。

　さて，オンラインによる登記申請については，

会員の皆様の御協力をいただいているところです

が，現在のオンライン申請システムは，利用者の

利便性を向上させ，これまで以上に使いやすいシ

ステムとなっていますので，今後とも，オンライ

ン申請の利用促進に特段の御支援と御協力をお願

い申し上げます。

  終わりに，貴会の一層の充実・発展と併せて会

員の皆様のますますの御健勝と御活躍をお祈り申

し上げ，御挨拶とさせていただきます。
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慶びのことば

　本年６月１７日，日本土地家屋調査士会連合会定

時総会に於きまして，法務大臣表彰をいただき身

に余る光栄でございます。

　受賞者には，業界の指導者として活躍された先

輩の先生方が多数いらっしゃいましたが，私を含

め現役の単位会の会長も数名おられ，今回受賞さ

れた方々の特色かと思いながらも，未熟な私が受

賞させていただいたということに，只々感謝の気

持ちでいっぱいです。

　これもひとえに，役員並びに会員の皆様方から

いただいた温かいご支援の賜物だと深く感謝を申

し上げる次第です。

　私は，昭和５６年土地家屋調査士試験に合格致

しました。祖父が始めたこの仕事の手伝いをして

いたことで，登録は昭和６１年までしませんでし

た。いわゆるバブルの好景気時代を迎え，仕事量

が飛躍的に多くなる中で登録，そして資格者とし

て仕事を始め，平成２年には事務所を独立開業す

ることが出来，現在に至っているものです。

　祖父，父親，兄と，この仕事を生業としてまい

りましたが，父親が早く亡くなったことにより，

祖父と母親には大変頑張っていただいたことで，

今この仕事を続けられているのだと何時も感謝を

して仕事をしております。

　思い起こしますと，昭和４０年代の後半，この

仕事についた頃すでに近郊の山林を大規模開発し

ようという壮大な計画がありました。１日に４か

所，５か所と測量をこなし夜中の２時，３時まで

測量図面を作成していたことを今では懐かしく思

i n t e r v i e w
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います。

　そのころは，平板に巻尺で測量し手書きでの図

面作成でした。今や光波測距儀は当たり前ですで

にプロッター製図機は使われなくなっています。

測量技術の進歩と時代の移り変わりを痛切に感じ

ております。

　平成９年三重会の理事として４年，平成１３年

から副会長として２年会務にあたらせていただき

ました。これで会役員を終わりだと思っていた

頃，当時の会長から直々に三重会の会長を引き受

けてもらえないかとお言葉をいただきました。私

は，会長の器ではないしリーダーシップを発揮で

きるような素質も有りませんとお断りをしていま

したが，それでも三重会のためになんとかやって

くれないかと熱いお話しをいただき，会長を受け

させていただきました。

　会費の値上げ，所有していた丸之内養正町の土

地の売却，新会館建設，さらに「境界問題相談セ

ンターみえ」の設立と色々な事業を完成すること

が出来ました。これは，永年こうした事業を企画

いただき充分な協議検討を重ねていただいた歴代

会長，副会長，執行部，理事，担当委員会委員の

皆様方，事務局職員の皆様方のご努力の成果であ

りますとともに，三重会会員の皆様からの力強い

ご支援とご協力があればこそ出来たことであると

思っています。

　今後は，この表彰に恥じぬよう精進し，残され

た任期の会務運営に邁進して参りますので宜しく

お願い致します。

　結びに，未熟な私をここまで指導下さり引き立

てていただきました歴代会長、副会長はじめ役員

並びに会員の皆様方にあらためて心より御礼申し

上げます。本当にありがとうございました。
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i n t e r v i e w

慶びのことば

　この度　はからずも平成２６年春の褒章に際し

まして，藍綬褒章授章の栄に浴しました。お蔭を

もちまして，５月１６日に最高裁判所長官から褒

章の記並びに褒章の伝達を受け，引き続き夫婦

共々皇居に参内し，宮殿春秋の間において天皇陛

下に拝謁の栄誉と共にお言葉まで賜り，感激の極

みでございました。

　今回の受賞は、平成４年４月に任命され満２２

年間の民事・家事調停委員の功績に対して戴いた

ものでありまして，調査士会の会報にご掲載頂け

ることは，甚だ恐縮の極みであります。

　さて，調停制度は，大正１１年借地借家調停法

に基づく借地借家調停から始まり，今では民事調

停及び家事調停制度となり，その歴史は９１年を越

えていますが、条理に基づき実情に即した解決の

ため、重要な役割を果たす身近な制度として，世

界各国からも注目を集めています。

　現在，調査士会が取り組んでいる土地境界の紛

争解決手段であるＡＤＲの調停成立率が気になる
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ところですが，その期間，費用面，またこれから

派生する諸問題などＡＤＲでの解決の困難さは，

いずれの制度であっても，これらに携わる者とし

て悩ましいところです。

　ところで，私の経歴の中でも，唯一自慢できる

ことは，現在では未成年者は欠格事由ですが，若

干１９歳で土地家屋調査士登録を行ったことで

す。当時，親権者の同意書を付けて法務局に登録

申請したことが，また昨日のように鮮明に記憶し

ています。土地家屋調査士，司法書士を家業とし

て，祖父，父と三代にわたり、仕事を続けさせて

頂いておりますが，会員皆様の長年にわたりご指

導ご鞭撻の賜と感謝申し上げます。

　今後は，この栄誉に恥じることのないよう，一

層精進し，いささかなりともご芳情に報いるべく

微力を尽くす所存でございますので，変わらぬご

厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

（支部だよりから紹介しました）
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第１回

第２回

第３回

第４回

7月12日

9月6日

11月22日

1月～3月

定例
研修会 日  程 内　　容 講　　師

調査士の民事責任

業務委託契約書作成の勧め

境界立会をめぐる法律問題

調査士のためのコミュニ

ケーション＆マナー研修

検討中

三重県土地家屋調査
士会顧問弁護士
渡辺伸二先生

駿河大学大学院教授、
弁護士、元東京法務局長
寶金敏明先生

日本ホスピタリティ
マナー研究所代表
松澤萬紀先生

検討中

平成26年度定例研修会計画表

部　会

だより

総務財務部

総務副部長　濵田　眞行　　

　土地家屋調査士歴３２年目の老人ライダーです。

　補助者の頃，浜田君よ，今日から１／２５０で作

図するように，境界標の表記もするように，と言

われたのが昨日のことのようです。

　戦後政府は事実上の二人っ子政策を推進してき

ました。父母の兄弟はそれぞれ５人程ですが，自

分自身・子供は二人です。戦前の生めよ増やせよ

から大きく方向転換しています。その時点で，現

在の少子高齢化の状況は想定範囲かと思います。

　農地改革は意欲的な農家戸数の増大となり，全

量を政府が買い上げ続けた結果の破綻が減反政策

であり，戦後２５年目のことでした。浜田少年１３

歳の時です。手植えから田植機に変わった頃です。

それより小さかった頃は，今で言うところの黒毛

和牛（雌）が農作業（代掻き・運搬）の主役であ

り，我家では二頭常備していました。（トラクタ

ー兼軽トラの役目）田んぼへの行き帰りは背中に

またがってと言うより乗っかっていました。たま

に，農作業が終わり田んぼで放すと先に家に帰っ

て牛舎で待っていました。この牛がお役御免とな

ると松阪牛として肥育農家へ渡ったそうです。父

は，良く働き従順な血統の良い牛を博労から買い

求め飼っていました。一声命令で前後左右自在に

操っていました。一俵６０キロの米俵から３０キロ

の米袋に代わったのもその頃でした。

　愛知会主催の研修会では，４０年後に調査士数・

１３年後に受験者数０との予測を講義されており，

我々の制度そのものが危険領域に陥っていると指

摘されています。

　我々の資格は，平成２２年に制度制定６０年を迎

えています。次は７０年です。過去を振り返り，

現在を的確に捉え，激変するであろう将来，常に

影響力を見ながら費用対効果を考える眼力を養わ

なければならないと思います。

　さて，当部会は平均年齢５３歳，調査士歴２３年

の５名です。理事会と同様にペーパーレスでの部

会となります。クラウド上に資料データを入れた

案内ＰＣメールが入り，事前に確認して部会に臨

んでいますが，その量が増えています。司法書

士・行政書士等の他資格の動向も視野に入れてい

ます。

　本年度の事業計画は，５月の総会で申し上げた

とおりです。特に職印台紙制度のあり方は今後の

重点項目です。

　また，５年毎に発刊の会員名簿の資料まとめを

準備しています。

　会館２階に在る書庫の書籍（宝庫です）は閲

覧・貸出可能であり，会員皆様ご利用下さい。

企画社会事業部

副部長　辻　　碩哉

　平成２４年８月３日に災害協定が三重県との間

に締結されて以後、早３回目となる三重県主催の

「被災者生活再建支援法及び住宅の被害認定業務

にかかる説明会」が本年６月１９日に開催されま

した。

　また、本年６月１１日には「三重県において、南

海トラフを震源とした海溝型地震が発生したと想

定した県・志摩市総合防災訓練の第１回全体会

議」が県庁講堂にて開催されております。このよ

うな防災に関する説明会に参加して、阪神淡路大

震災や東日本大震災のような災害が発生しても即

座に調査士会として対応できるようにすること、

また被災地の復興活動への支援をどのようにして

いけるのかが今後の課題であると考えています。

　もし、災害が発生した場合は会員の安否や、現

況伝達の電話回線が混雑いたしますので、会員の

皆様にはインターネットの活用の推進にもご協力

をお願い申し上げます。

研修部

部長　西脇　春治

　研修部長２年目の西脇です。研修部のメンバー

は副部長の市野浩太郎理事（松阪支部）及び前田

寛治理事（伊勢支部）、部員の鈴木康之理事（桑

員支部）及び仲田智哉理事（鈴鹿支部），島庄平

副会長（松阪支部）の合計６名です。２年目も研

修部は皆で力を合わせて頑張ります。

　さて今年も例年どおり、４回の定例研修会と新

人研修会を実施するよう計画しています。また連

合会主催のＡＤＲ特別研修、センターみえ主催の

研修会への協力支援を行います。定例研修会は下

記のとおり計画しています。第１回、第２回、第

３回とも、研修部が昨年度から検討に検討を重ね

ている企画で、着々と準備を進めています。会員

の皆様には、万障お繰り合わせのうえ出席されま

すようお願いします。

　新人研修会については昨年から始めた境界立会

実習をコアとして、中味の濃い研修を行います。

ただ、対象者の新人が７月現在で２名のみと例年

に比べて少なく、今後新入会員が１名でも多く入

会されることを期待しています。

　７月４日に中部ブロック協議会の総会が福井に

おいて開催され、翌５日に研修担当者会議が行わ

れました。各調査士会研修部長の話を聞いて分か

ったことは、各調査士会とも研修テーマを決める

のに大変苦慮していることであります。それでも

他会で実施される研修会は、三重会にとって参考

になるものがたくさんあります。今後は他会の研

修会に参加して情報収集を進めます。

それと26年度の中部ブロック主催の新人研修会に

おいて、三重会がバズセッションの当番となって
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います。課題と模範解答を考えて、研修会当日は

進行役や講評を担当します。このバズセッション

の課題を考えるのはかなり難儀らしく、昨年度担

当した富山会では課題の完成に半年間要したとの

ことです。難しそうな業務ですが、比較的若い部

員と共にがんばります。

今年度も多くの研修会をこなしていかなければな

りませんが、あと１年間楽しみながら進めたいと

思います。

広報厚生部

山下　　淳

「
はか

測っ
とら

虎」正面　　　　「
はか

測っ
とら

虎」左側面

「
はか

測っ
とら

虎」背面　　　「
は　か

測っ
とら

虎」右側面

　皆様、これが「
はか

測っ
とら

虎」です。

　ユニークで可愛いでしょう？

　申し遅れましたが、私は広報厚生部担当理事の

山下淳と申します。

　この「測っ虎」は三重会の広報キャラクターと

して作成をした完全オリジナルキャラクターで

す。

　広報手段として、昨今の『ゆるキャラ』ブーム

に乗らない手はないと、企画・基本デザインは全

て部内でして、できるだけ費用をかけず作製した

ものです。

　名前の由来ですが、津の藩祖　藤堂高虎は築城

の名手でありました。土地家屋調査士は土地建物

の測量登記を生業とするので、三重会広報キャラ

クターは、高虎公にあやかり「測っ虎」と名付け

ました。

　広報厚生部会で約１年間の議論を経て誕生した

自信作であります。

　もちろん人それぞれ感性は違いますから賛否両

論あると思います。

　しかしながら大多数の方に愛らしいという感情

を想起していただけると考えていますしそう願っ

ています。

　広報厚生部では、「測っ虎」を使用したポケッ

トティッシュや手提げ袋等の広報グッズに加えて

ぬいぐるみの制作を検討しています。「測っ虎」

のぬいぐるみを事務局カウンターや無料相談を行

う机に並べることで、市民の皆様が少しでも心を

癒されて「測っ虎」に共感していただき、結果と

して土地家屋調査士に対して好意をお持ちいただ

けたら幸いです。

　会員の皆様も、是非「測っ虎」をご愛顧くださ

いますようお願い申し上げます。

　ところで、私は、年々当部員の事業に取り組む

姿勢が、土地家屋調査士制度に対する危機意識か

ら変化しているのではないかと感じます。

　バブル経済が崩壊した西暦1990年頃までは、ど

の会員も受託事件数に恵まれていたと聞きます。

高度経済成長時と、社会が成熟した後の経済成長

時では多様な変化があるので調査士業界に限った

ことではありませんが、特に西暦２０００年代の約

１５年で我々の業界を取り巻く環境が相当大きく

変化したように感じます。

　例えば司法制度改革審議会での議論や規制緩和

や高度情報化社会への移行による変化です。

　調査士会が急いで政治連盟を立ち上げたのはま

だ記憶に新しいものです。また不動産登記法改

正・法人化の解禁・報酬自由化・オンライ申請な

ど大きく環境が変化しています。これからも想像

すらしていない変化があるかもしれません。

　人類はより良い生活を求めて革新的技術開発や

偉大な発明を行い加速度的に生活や環境を多様化

してきました。

　それに伴い各分野での業務も多様化していま

す。例えば医療分野における再生医療やエネルギ

ー分野における再生可能エネルギー、シェールガ

ス革命などです。身近な例では銀行の窓口業務が

多様化したり、司法書士業務に簡易裁判所代理業

務や成年後見業務が追加されたことなどが挙げら

れます。

　対して我々土地家屋調査士業務は大きな変化が

ありません。確かに業務環境は大きく変わりまし

たが、業務内容には大きな変化がありません。

　様々な魅力的新分野が開拓される中で、土地家

屋調査士業務に対する職業としての魅力が相対的

に低下しているような感じを受けます。

　事実、土地家屋調査士試験受験者の減少がその

証明ではないでしょうか。

　企業であれば社会的ニーズに応じて敏感に業務

内容を改善し、新分野を開拓することで存続し発

展するための努力や研究を行います。

　しかしながら資格業の宿命として土地家屋調査

士の業務は調査士法に規定され限定されていま

す。

　そして土地家屋調査士業務は、肉体労働を伴う

現場作業を必要としたり、時代と共に権利意識が

向上した近隣地権者との協議を成立させたり、公

図の精度に悩んだりしながら肉体的にも精神的に

も疲弊する困難な業務であります。

　調査士試験受験者数の減少傾向は、もちろん制

度広報に責任の一端があることに疑いの余地はあ

りませんが、調査士業務そのものに根本的な原因

があるのではないでしょうか。

　広報厚生部は、このような状況で特に制度広報

に力を入れて、ホームページリニューアル他事業

計画を推進して「土地家屋調査士」を広く認知し

ていただくと共に「土地家屋調査士」の魅力を伝

えたいと考えています。

　また、「測っ虎」の愛らしさに象徴されるよう

な楽しくユニークな新規事業が開拓できたらと望

んでいます。

　是非会員の皆様には、「測っ虎」共々広報厚生

部へのご支援をお願い申し上げます。
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支　部

だより

四日市支部　支部長　林　　誠治　　

　支部長として２年目がスタートして、早３か月

が経ちました。今年度も着実に事業の執行をして

いきたいと考えております。

　さて、今回の支部だよりは、親睦事業のソフト

ボールの報告をさせていただきます。

　昨年より、桑員支部様より熱烈なお誘いを受

け、四日市支部もソフトボールチームを結成する

ことになりました。月１回ほど桑員チームと合同

で練習をさせていただき、ようやく試合ができる

ようになってきました。今回は、６月１４日に行わ

れた津支部主催の親善試合の報告をさせていただ

きます。

　親善試合は今回で２回目となりますが、結果か

ら言いますと、四日市支部は、過去２回とも１勝

１敗という成績です。練習の成果も出て、守備も

堅くなり、ようやく締まった試合ができるように

なってきました。

　各支部の印象ですが、やはり支部長さんの人柄

がチームにも反映されているのかなという印象で

す。桑員フェニックスは、熱心で、真面目に取り

組む姿が印象的です。試合の時には、スコアブッ

クを記録したり、連携プレイ等も声を掛けあった

りと、とにかく真面目さが際立っています。

　津パラダイスは、とにかく支部長さんのキャラ

が際立った、楽しさ、面白さを追求したチームと

いう印象です。ベテランの先生方も多数参加さ

れ、勝負よりも楽しければいい、面白ければいい

といった印象です。特に試合中の野田支部長の独

り言には感銘を受けました。

　さて、わが四日市チームは…と言いますと、未

だにチーム名も決まらず、当然ユニフォームもな

し…。要因は、ひとえに怠惰な支部長の人柄によ

るものかと、猛省しております。チームは、若手

を中心にそれなりにまとまった、自由なカラーで

楽しんでいます。

　普段、現場で体は動かしているつもりなのです

が、練習や試合の翌日（翌々日？）には必ず筋肉

痛に見舞われます…。今後も怪我なく、楽しく続

けていければと思います。

　今度は、四日市主催の親善試合を予定していま

す。過去２回は、昼間の時間でしたが、ナイター

で試合をして、そのまま夜の街にというのもいい

かもしれません。

　いずれは他の支部にもソフトボールチームがで

き、支部対抗の大会ができれば、交流も深まり、

体も動かすこともでき、さらにお酒もおいしい…

と良いことづくめのような気もします。ぜひとも

実現できるように、他支部の皆様、よろしくお願

いします。

最近知ったこと

鈴鹿支部　支部長　樋口　亮治　　

　世の中、知っていることより知らないことの方

が多い。

そんな知らないことで、最近知って、なおかつ、

身近な人に話してみて知らなかったことを書いて

みます。

★地球に最初に降った雨は１０００年間続いた

　地球誕生から４６億年が経つと言われていま

す。地球に初めての雨が降るのは地球誕生から

１～２億年、月ができたと言われている原始惑

星との巨大衝突（ジャイアントインパクト）の

後の、まだ地表がマグマに覆われていた頃のこ

とだそうです。大気には大量の水蒸気が含まれ

ていて、雨が降っては地表で蒸発し、また雨が

降る、その繰り返しで地球は除々に冷やされ、

１０００年後に水で覆われた地球が現れたとのこ

とです。その当時ほとんど陸地は無かったそう

です。映画「ウォーターワールド」のような世

界が広がっていたのでしょうか。
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★私たちの食するウナギはほとんど雄

　今年６月に、ニホンウナギが絶滅危惧種ⅠＢ

類に指定されました。ⅠＢ類のカテゴリーに

は、トキが入っています。それほどニホンウナ

ギの置かれた状況は深刻なのだそうです。ウナ

ギの産卵場所は、日本から数千キロメートル離

れたマリアナ諸島の西方海域であることが長年

の調査研究で特定されました。そこで生まれた

赤ちゃんは海流に乗りやすいように木の葉型に

変形して旅をして、日本近海で円筒形になり、

ウナギの稚魚、シラスウナギと呼ばれるように

なります。その約０．２グラム、体長約３センチ

メートルのシラスウナギを捕獲して養鰻場（地

目は何でしたっけ）で、半年から１年半で２００

グラム程度に育てて出荷するそうです。さて本

題ですが、養殖をすると、ウナギはほとんどオ

ス化するそうです。市場に流通するのは養殖物

ですから、結果私達の食べているウナギは雄ば

かりということになります。自然界では雌のほ

うが多いとのことです。

★ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神は同じ

　この３つの宗教の神は呼び名が違うだけで同

一だそうです。ユダヤ教の聖典が書かれていた

ヘブライ語でヤハウェ、英語でゴッド、アラビ

ア語でアッラー、すべて神を示します。

　ユダヤ教の聖典は律法（トゥーラー）と呼び

ます。キリスト教徒はこの律法を旧約聖書と呼

びました。そして、新約聖書を加えて、この２

つをキリスト教の聖書にしました。イスラム教

はこの旧約聖書、新約聖書にさらにコーランを

加えて３つを経典としました。その中でもコー

ランが最も大切な存在だと考えているそうで

す。

　この３大宗教の神が同じとは、私にとっては

青天の霹靂、イスラム教の経典もコーランだけ

と思っていました。そして驚きと同時にいろい

ろな疑問も生じてきたのですが、それはただい

ま勉強中です。

　この３大宗教の件に関しては、今何かと話題

の論文問題、コピペ疑惑ではありませんが、出

典を明らかにした方が良いと思い、読んでびっ

くりした本を紹介しておきます。文春文庫、池

上彰著「世界を変えた１０冊の本」

以上、私の無知を暴露してしまいました。

津支部  支部長　野田秀敏　　

　まず最初に，原稿締切の６月末迄の津支部の活

動報告をさせていただきます。

　去る４月１１日（金）に「はし家」にて津支部総会

を行いました。その際、平成２６年度の事業計画

　①研修会の実施　②会員間の親睦　③本会事業

への協力についての支部会員の承認をいただきま

した。

　その承認に基づき５月２３日（金）に支部研修会

「表示の登記に関する実務検討会」を行いまし

た。

　今回の支部研修会は、本会総会の前日及び他業

種の総会当日という悪条件となってしまい心苦し

く思っていましたが他支部の会員も含めて２３名の

参加者がありました。

　会員間の親睦行事として７月下旬にボウリング

大会を予定していますが、親睦といえばソフトボ

ールの話題は外せません。

　桑員支部および四日市支部との交流試合は４月

１９日（土）及び６月１４日（土）に行われました。

　特に６月１４日（土）、炎天下での交流試合は地

元津市内で行われましたが、津支部の参加者は８

名という微妙な人数でした。

今後はソフトボール参加者の少子化対策を真剣に

考えねばなりません。

　最後に支部活動の一環として、１０月１２日（日）の

津まつり会場での「登記無料相談会」及び広報活

動を予定しています。

　地元及び近隣にお住まいの会員の方は是非出展

ブースにお越しください。
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政　連

だより
公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

常任理事　　川北　健司

津

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

ご
あ
い
さ
つ

ります。

　当然のことでありますが、その政治力はその組

織の力に比例します。力とは数であり、資金力で

あり、一枚岩の団結力であります。その実現の

為、昨年は会費を１万円に値上げさせていただき

ました。

　そのおかげで、３月１２日の全調政連の大会が

東京であり、大会後の懇親会に国会議員の先生方

が過去最大の９３名出席されました。これは、土

地家屋調査士が法務行政においても社会的役割に

ついても、非常に重要であるとの理解をいただい

ているからであります。

　「登記の事務・権限等を地方への移譲対象とせ

ず、引き続き国の責任において行うよう求める請

願書」を三重県議会へ６月３日に本会会長と連名

で提出し、６月２７日に国会及び関係行政機関

（衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務

大臣、法務大臣及び行政改革担当大臣宛）へ提出

することが採択されました。尚、現在２２の都道

府県と横浜市、名古屋市が採択済みです。

　今年も新政みえへ７月１５日に、自由民主党へ

７月２９日に「平成２７年度予算政策要望」に行っ

て参りました。

　政治連盟は本会、公嘱協会と三位一体の組織と

して制度の維持・充実・発展をこれまでにも増し

て活動を進めていく所存です。

　皆様の一層のご理解とご協力をよろしくお願い

いたします。

　　区域で区域長をしております、川北です。

　早いもので当協会も公益社団法人として新たな

出発をしてから１年が経とうとしています。

　それに伴い日々の公嘱業務の処理にも細かい変

化があり、私自身が慣れない中で津区域社員の皆

様にはご迷惑をおかけしたところも多々あったか

と、この場をお借りしましてお詫びさせて頂きた

いと思います。

　津の区域長を任されるようになってから２年が

経ちやっと仕事に慣れてきたかなと感じている中

（日々、わからない事だらけですが…）今後、津

区域においては市の沿岸部の地籍調査事業や法務

局の１４条地図作成事業が計画されており、区域

長として社員の皆様と共にそれら業務に責任をも

って携わっていきたいと思っております。地籍調

査については長いスパンで行われるため、それに

携わる社員の研修等も今後計画していきたいと考

えております。

　加えて、公益社団法人になったことにより社会

貢献事業が増え、津区域でも市の街区基準点の無

料点検の実施や小、中学校等への出前授業、防災

協定による市民への啓発活動などを行うことにな

りました。社員の皆様や他の理事の方々、また事

務局の職員様方のご協力のもとそれら公益事業に

も力を入れていきたいと思います。

　今後も社員の方々のお力になれるよう努力して

いく所存でありますので宜しくお願いいたしま

す。

　　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。

　政治連盟の目的は、政治活動の出来ない本会に

代わって制度の維持・充実・発展と、私たちの職

責を通した国、地方自治体への発言により、社会

の発展と利益の実現を目指して活動することであ

残
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日本土地家屋調査士会連合会からの報告

日本土地家屋調査士会連合会　広報部理事　　上杉　和子

報
　 告

　８月８日は立秋。「初めて秋の気立つがゆえな

れば也」とその由来が説かれますが、これは旧暦

のことで未だ残暑が続きます。お見舞い申し上げ

ます。

　林千年連合会会長体制となって２年目に突入

し、役員一同、結果に繋げていく年と決意を新た

に事業に取り組んでおります。会員の皆様には、

連合会の動きについてリアルタイムに連合会ホー

ムページの会員の広場「Ｅメールマンスリー」に

おいてお知らせをしております。また、広報部で

編集および発行に当たっている月刊「土地家屋調

査士」では、業務に直結する情報を中心に、私た

ちの制度を取り巻く社会的変容に対応した事業

等、会員に必要な情報を掲載しております。どう

ぞご覧ください。

　では、平成２６年度連合会事業計画のうち広報部

関係の取り組み事業の一部を紹介いたします。

●土地家屋調査士の日に関する啓発活動について

　昨年同様インターネット広告掲載および連合

会ホームページ特設ページにおいて「土地家屋

調査士クイズ」を企画、実施。７月３１日を中心

として全国の単位会の協力を得て「全国一斉表

示登記無料相談会」を開催。

●メディア等を利用した広報活動について

　『境界紛争ゼロ宣言！！』の発信をメインとし

て、ロゴ、ポスター、看板設置等を企画、作

成。

●Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１４に参画。講演、シンポジ

ウムを開催。

●土地家屋調査士試験受験者アンケートの実施。

●土地家屋調査士制度に関する情報、国際的な視

野での土地家屋調査士業務環境に関する情報、

災害復興に関する情報等の収集。

　制度広報活動は、会員一人一人がその意識を持

って協力していただくことに成功のカギがありま

す。土地家屋調査士制度は、会員の利益を保護す

るためにではなく、国民の利益になるものである

と考えられ制定された制度にほかなりません。今

一度自己の業務の重要性を認識され、制度の発

展、受験者拡大に向けて、三重会が取り組む広報

活動にご協力くださいますようお願いいたしま

す。

　きびしい暑さでしたが、しのぎ易い季節がそこ

までやってきているようです。皆様、どうぞご機

嫌よくお過ごしください。

境界問題相談センターみえ　現状報告

副センター長　　古尾　圭一

報
　 告

　昨年６月２８日付で土地家屋調査士法第７条第１

項第７号の団体として法務大臣の指定を受け産声

をあげました「境界問題相談センターみえ」ですが、

ようやく１歳の誕生日を迎えることとなりました。

　まだまだよちよち歩きの状態ではございます

が、これまでの現状報告をさせていただきたいと

思います。

　設立にあたり、これまでの準備委員会等のご尽

力により規則等は出来上がっておりましたが、実

際の運営方法についてはマニュアルを作成したと

はいえ、実際に一般の方を相手にした対応の仕方

については、想定外の事が多々ありました。運営委

員一同が一丸となり、その都度手探りの状態で、対

応をしてまいりましたが、ほぼすべてが想定外と

いっても過言ではありませんでした。

　これまで２件の申し立てがあり、相談業務につ

いては、相談員（弁護士、調査士各１名）に丁寧な対

応をしていただいたおかげで、２件とも調停手続

きへと進めることとなりました。

　ところが、相手方を呼び出すことに法的な拘束

力がないためか、２件とも相手方の不応諾により

手続きを終了しております。

　運営委員としても、話し合いに応じてさえもら

えば、解決することもできるのではないか、という

判断のもと調停手続きに進めさせてはいただきま

したが、話し合いにまでならないということに非

常にもどかしさを感じております。

　今後は、自分が相談担当者になった場合や、調停

担当者になった場合に、適切な対応ができるかど

うかという不安を解消し、会員にもっとセンター

の事を知っていただくことが必要と考えておりま

す。

　そのために、三重弁護士会とも連携をして、セン

ターの現状報告、筆界特定手続きとの関係、調停技

法についての研修を予定しております。

　開催日時は未定ですが、決定次第案内をさせて

いただきますので、是非ご参加ください。

　相手方に出席していただくには、土地家屋調査

士の積極的な関与も必要であると思います。

　これについては、やはり『「筆界」の専門家は「土

地家屋調査士」である』という認識を広めることが

重要であると思います。

　認知度が高まれば、「境界問題相談センター」で

相手方となった方からの相談がおのずと「土地家

屋調査士」になされることとなり、相手方の出席へ

の理解も高まるのではないかと考えています。

　これまでの現状では、申立人は困っているが、相

手方は困っていないという現実があります。

　そのため、相手方は文句があるなら勝手に裁判

すればよいと考えられるようです。しかし、申立人

は穏便な解決をしたいと強く望んでおられますの

で、そのあたりの気持ちがうまく相手方に伝われ

ば、よりよい解決法につながると思います。

　まだまだ、問題は山積しておりますが、運営委員

一同精一杯頑張って検討を重ねていきたいと考え

ており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。

▼『境界紛争ゼロ宣言！！』のロゴ、ポスター
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中部ブロック協議会　平成２６年度定時総会

副会長　　島　　庄平

報
　 告

　７月４日、福井市のユアーズホテルフクイにて

日本土地家屋調査士連合会中部ブロック協議会の

平成２６年度定時総会が開催されました。

　会場前の受付ロビーには、４月８日に５１歳の

若さで急逝された戸田昌浩福井会会長の遺影が置

かれ、改めて大事な人を我々土地家屋調査士は亡

くしたのだと思いました。

　開会前の物故者への黙祷をささげた後、当番会

である福井会の新会長となられた加藤栄一会長の

挨拶と中部ブロック協議会会長の神戸照男会長の

挨拶で総会は始まりました。

　平成２５年度の活動経過報告に続いて第１号議

案の一般会計と特別会計の決算報告があり、審議

の結果承認されました。また、第２・３号議案で

平成２６年度の活動方針（案）と予算（案）が一括審

議され、質疑を経て原案のとおり承認可決されま

した。

　平成２６年度の活動方針では、継続事業である

①新人研修は、来年２月２７日（金）、２８日（土）に

開催　②親睦ゴルフ大会は、三重会が当番会とな

り１０月１９日（日）に前夜祭、２０日（月）に四日市の

里ゴルフクラブで開催　③中部地籍研究会は、平

成２０年より始まった１０ヶ年計画に基づく当期事

業計画が継続推進されることとなりました。

　また重点活動として、制度広報活動では『境界

紛争ゼロ宣言!!』のスローガンのもと、中部ブロ

ックの６会合同で広報キャラバン隊を組織し、各

県のテレビ・新聞など複数のメディアに制度広報

のキャンペーンをすることになりました。

　そして、制度対策への対応については　①３条

業務についてのより詳細な検討　②１９条５項業

務についての調査・研究　③認定登記基準点の活

中部地籍研究会 研究報告会

三重県の地籍研究委員会　委員長　　安田　典生

報
　 告

　平成２６年７月５日（土）午前９時から，福井市の

ユアーズホテルフクイにて，前日の中部ブロック

協議会定時総会の出席者にお集まりいただき，中

部地籍研究会の研究報告会が開催されました。

中部地籍研究会の研究は現在中期計画（明治２３年

～昭和２２年土地台帳法施行まで）に入っており，今

回の研究報告会では耕地整理事業に関する研究を

中心に各会下記の報告が行われました。

愛知会

「愛知県の耕地整理事業について」

　森　公志（あいち地籍研究委員）

三重会

「三重県の耕地整理について」

　庄司佳伸（三重県の地籍研究委員）

岐阜会

「岐阜県の耕地整理事業が行われた背景

　岐阜県ではどのように耕地整理が行われたの

か？」

　飯沼健悟（境界鑑定委員長）

福井会

「改租『再調』」

　南部義信（公図研究委員長）

石川会

「耕地整理の発祥 ～石川式田区改正～」

　保科知彦（石川地籍研究委員長）

富山会

「富山県の耕地整理」

　追田昌一（業務副部長）

※発表者敬称略

　三重会は庄司佳伸研究員が発表いたしました。

笑いどころも交えつつ，たいへん興味深い内容で

した。笑い声が起こったのは三重会のときだけだ

ったように思います。三重は関西に近いこともあ

り , どうやら私も含め，話の中で何かしら笑いをと

らないとという気質があるのかもしれません（？）

　次に，三重会の発表資料のいくつかを紹介いた

します。

　発表の中心は「大正７年　松阪町作耕地整理組

合」の耕地整理事業についてでした。

　はじめに，松阪では耕地整理以前の条里制によ

る区画整理の状態が残っているところがあること

が紹介されました。

　図の右側の様子は今でもそのままで，これを見

ながら街を歩けるそうです。

用についての調査・研究をより一層進めることと

しました。

　各単位会での研修会情報の提供と研修ライブラ

リーの相互活用ができるように検討・研究してい

くことと、単位会事務局の情報交換や交流を図っ

ていくことも決められました。

　他に、「じめんのボタンのナゾ」の出版に関す

る収支報告がされ、残高の２８０万円余は寄付をす

ることとし、寄付先の選定等は執行部に一任する

ことが決定されました。

　なお、協議会会則に基づき、次期当番会である

岐阜会の松田貴司副会長が平成２６年度の監事に

選出され、三重会の古尾圭一副会長と２名で監事

をすることとなりました。

　その後表彰式に移り、三重会からは八幡清隆会

員、濱地幸昌会員、荒井豊会員、中山修会員の４

名が名古屋法務局長表彰を授与され、荒井会員と

中山会員が出席されました。

　以上、簡単な報告となりましたが、中部ブロッ

ク協議会の活動への皆さまのご理解とご協力を今

後もよろしくお願いいたします。
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中部ブロック協議会広報担当者会同

広報厚生部　部長　　杉本　敦司

報
　 告

　平成２６年７月５日（土）午後１時より『福井県繊

協ビル』において、第１回中部ブロック協議会広

報担当者会同が開催されました。

　各単位会より昨年度の活動報告及び継続事業の

発表を行い、質疑応答しながら意見交換を行いま

した。

　次に、今回の会議の目玉である『中部ブロック

広報キャラバン隊』について協議を行いました。

　『キャラバン隊』の効果とはどういったものな

のか簡単に説明しますと、中ブロ広報担当者が、

各県のテレビ・新聞といった複数のメディアに同

時期集中的に露出することにより、大規模な活動

に見せ、記事として取り上げてもらうことで広告

費用を抑えることができ、各会単独では予算的に

なかなかしづらい制度広報活動ですが、中部６会

のパワーを結集することでより強力な制度広報が

展開できると考えます。

　前日の中ブロ総会、午前中の中部地籍研究会発

表会に引き続いての開催となり、皆さん疲れてい

たことと思いますが、中ブロ広報活動初の試みで

ある『キャラバン隊』実施に向け熱い協議となり

ました。

　このメンバーでの会議も、昨年度を含めて４回

目となります。各会、制度広報に対する取り組み

方は様々ですが、目指すべきところ、思いは同じ

であり、この会議に参加するたびに熱い気持ちに

させられます。

　図の左下側が「町作」です。

　（江戸時代の町割図）

　江戸時代，重い役務に耐え切れず逃げ出した農

民（富士の裾野へ逃げたと言われております。）の

代わりに町人たちがその土地の耕作を命ぜられ地

租を納めたとされており，それが町作という地名

の由来です。上の図の左側で「魚町」，「中町」等とい

うようにそれぞれ割り当てられているのが見られ

ます。

　耕地整理資料の中の書類を見ますと，土地の所

有者の署名欄には何人も松阪商人の家系とわかる

名前が見られることからも，その事実が確認でき

ます。署名者の中には，かの小津安二郎氏の本家筋

の方のお名前もあるとか。

　（耕地整理資料の中にあった川井町周辺の図面）

　これを現在の空中写真と重ねると形状が一致し

ているのが見て取れます。

　（設計書の一部）

　畦畔についての記載や，田区として６０間×１０間

の６００坪，４５間×１０間の４５０坪というものが設計

されていたことが読み取れます。

　この中で「股毛」という字名が目をひきます。地

元の人以外はまず正しい読み方ができないと思い

ます。さて何と読むのでしょう？正解は「ももげ」

です。

　「もも」は「百」のことで「多い」という意味，「毛」

は「稲穂」のことで，稲がたくさん生る様子から「も

もげ」と名づけられたとか。

　（現在の股毛周辺）

　（川井町周辺の空中写真）

　空中写真を観ると，６００坪，４５０坪，３００坪それぞ

れの田区を観ることができます。

　今回の研究報告会を通して，その地域地域の地

籍の研究というものが重要であるということを改

めて感じることになりました。



24 17

県立伊勢工業高等学校出前授業

広報厚生部　副部長　　牛田　隆義

報
　 告

　平成２６年３月２７日（木）三重県立伊勢工業高等学

校建築科１、２年生を対象に同校では３回目とな

る出前授業を実施しました。

　春休みの期間中にもかかわらず２８名もの受講

者がありました。

　天皇皇后両陛下が前日に伊勢神宮をご参拝され

（平成１３年１１月以来で即位後４回目）、この日は明

和町の斎宮記念館へ御出でになられるということ

で何台ものパトカーと遭遇する伊勢工業高校への

道で緊張をより感じ到着しましたが、クラブ活動

に励む生徒達は皆、我々を見つけるや「おはようご

ざいます」と明るく挨拶してくれ、すがすがしい気

分にさせてくれました。

　さて、今回の授業内容ですが、事前にプレゼンし

たものに『なぜ測量が必要なのか？』を加えて講義

してほしいとの要望がありました。

　前半４０分で『ものの見方を広げよう』をテーマ

に 8 つの実例を示し柔軟な思考法を体験してもら

いました。

　休憩を挟み後半５０分では『測量の必要性』から

『土地家屋調査士』について講義しました。仕事内

容を紹介するのに、同校敷地の航空写真に和紙公

図を重ねたものを準備し、パラパラ漫画風にして

講義しました。

　より興味をもってもらえるよう工夫した甲斐が

あり（素直に熱心に授業をうけていただいたことが

第一ですが）『土地家屋調査士になるにはどんな風

に勉強したらいいか？』との質問もあり、出前授業

のもつ伝播力にことさら魅力を感じた次第です。

　帰りがけに先生から、前回（Ｈ２４．１２．２６）実施し

た測量実習受講者の感想文を頂戴しました。忘れ

もしません、当日は最も寒い日で屋外での実習は

かなり厳しいものでした。感想文は寒さに震えな

がらかじかむ手で書いていただいており字は乱れ

ておりますが、心のこもったお礼と各人なりの『目

ざめ』が綴られており、たいへん嬉しく拝見しまし

た。

　このような出前授業をさらに広げていこうと、

今年度もう１校増やすべく授業スタイルの検討も

含め新規開拓を目指しております。

　会員各位のご出身校、お知り合いの学校等、情報

がありましたらご提供をお願い申し上げます。
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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

　私は、平成１７年度の土地家屋調査士試験に合格

し、平成２６年５月に調査士会伊勢支部に入会し

ました西尾光と申します。

　試験合格から９年弱のブランクがある開業とな

ってしまいました。開業までの間には他の仕事に

就いていたこともあり法的な物事の考え方、何よ

りもその間の法律改正により手続き面でも大きく

変わってしまったことが、悔いの残るところで

す。

　しかし、長い人生のなかで、いろんな経験を

し、人と出会い、気力や環境がまさに今開業でし

ょ！と思えた今、開業までたどりつけたことが嬉

しいです。今後もそういった意味で新たな人たち

との出会いがあり、経験ができると思うと不安で

はありますが、楽しみでもあります。

　ただ今までとは違い“ 不動産に係わる権利の明

確化を期し、国民の信頼に応える”“品位を保持し、

公正な立場で誠実に業務を行う ”といった、より

責任ある専門家としての人生が始まるのだと思う

と身が引き締まる思いでいっぱいになります。

　今後は、初心を忘れず、日々、“専門分野の知

識と技術の向上を図る”ことを怠ることなく、目

の前の業務を確実にこなしていきながら、依頼人

はもちろん、諸先輩方の信頼も得られるよう一歩

ずつ頑張っていきたいと思っております。よろし

くお願い致します。

アンケートの回答

①　測量士です。
②　近所の測量・登記事務所に就職し、当時調査士
を目指していた人に刺激を受け、自分も一度受
験してみようかとの軽い気持ちがきっかけと
なりました。

③　正論を説明しても、なかなか理解を得られない
人も数多く、本当に難しい職業であることを今
更ながらに実感致します。

④　ＤＩＹを少しばかり。
⑤　以前「手打ちそば」に凝り、近所の人に食べても
らえるようにまでなりましたが、家族には失敗
作を死ぬほど食べさせたので、不評極まりな
く、見向きもされなくなってしまいました。

⑥　先般、境界立ち会いに出向いて頂いた方より礼状
を頂き、大変ありがたく思いました。また頂ける
ように努めたいと思っております。

アンケートの回答

①　住宅営業
②　住宅営業をしている際に見た、調査士という
仕事の専門性にあこがれました。

③　思ったより土方作業でした。
④　ゴルフ・スキー
⑤　特にありません。
⑥　早く一人前になるよう精進してまいります

伊勢支部

西尾　　光

四日市支部

打田　重美

　平成２６年４月に本会へ入会させて頂きました打

田でございます。

　近所の測量・登記事務所にお世話になったこと

が調査士という職業を知るきっかけとなりまし

た。当初は光波距離計等が出始めた頃で、図面は

手書き、和文タイプライター全盛期であります。

求積図は方眼紙に座標点を書き込んで作図するの

ですから、今日のトータルステーション、ＧＰＳ、

オンライン申請等、当時数日かかっていた作業が

瞬時にして出来上がる状況など想像も出来なかっ

た事であります。

　今後もめまぐるしい変化を伴うことでしょう

が、慎重さと地道な調査、高度な技術力が要求さ

れる大変な職業であることは何時の時も変わるこ

とはありません。一朝一夕に出来る業務ではあり

ませんが、多くの方々に貴重な経験をさせて頂け

たことが今日の礎となっているものと感謝の念を

忘れることなく、今後に反映できるよう心掛けた

い思いであります。

　どうぞよろしくお願い申し上げます。
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リレー寄稿

「ちびっ子調査士」

●松阪支部●

辻　　泰行

HIROBA

　今回、このリレー投稿の話を津支部よりいただ

いて心構えはしていたものの何も用意できず…た

いした話はできませんが、うちのちびっ子調査士

さんについて書かせていただきます。

　我が家には５才の息子と３才の娘がいます。

　家で仕事の話をしたり、休日出勤の際に連れて

行ったりしているので「事務所」の存在は知って

います。時には「一緒に事務所行きたーい」なん

て言ってくれることも。子供たちにとって、事務

所は一つの遊び場なんでしょうね…。

　一年半ほど前に自宅近くで測量、境界標の復元

の仕事があり、休日に子供たちを連れて境界・基

準点写真を撮りに出かけました。普段見たことの

ない道具を運んでくれたり、次の境界標を探して

くれたり、ポールを手に振り回してみたり…なか

なか面白い絵が撮れました。

　その日以降、子供たちは道路の鋲や杭を探すよ

うになりました。旅行で他県に行った時にも探し

ていました（笑）。

　月日は流れ…先日、子供たちと図書館へ行った

時のこと。

　調査士会から紹介のあった本を思い出し借りて

みることにしました。『地面のボタンのナゾ　い

ちばんえらいボタンをさがせ』。私も初めて読み

ました。

　「なるほど、小学生でありながらそんなことま

で考えてるんだなぁ」と目からウロコの部分もあ

り、作者（小２の女の子）の着眼点に感心してし

まいました。

　ふと、うちの子供たちはこの本をどういうふう

に捉えるか…そんな事が頭をよぎりました。

　よし！読んであげよう！

　さすがに５歳と３歳には難しかったようです。

途中から興味なさそうになり…ダラダラで終了。

　数日たったある日、仕事から帰ると息子が嬉し

そうに

息子： ボタン７つあったよ～

私： 何の？？？

息子： あれさ、あれ！

私： ？？？

息子： だから！本に出てきたボタン！

　すっかり忘れていた私は息子に怒られました。

なんと、家から保育所までボタンを数えたらし

い。

　本の内容はちゃんと理解出来てなくても、「地

面のボタン」という言葉だけは覚えていたようで

す。正式には境界標なんですけどね（笑）。興味な

いのかと思ってたのに、しっかり覚えててくれて

少し感動いたしました。

　子供の感性というのは本当に素晴らしい。小さ

い頃は私にも興味があることや、疑問に思う事が

今よりずっと多くあったように思います。

　大人になるにつれて色々な経験をし、無意識に

自分自身に制限をかけてしまっているんでしょ

う。子供のように幅広い視野や考えを持ち続けて

いきたいものです。

　そして…我が家のちびっ子調査士さん！これか

らもこの仕事に興味を持ち続けて下さいね。

（次回は鈴鹿支部へリレーいたします。）

子は父の背中を見、父は子の成長を垣間見…

共に楽しんで調査士…まずは境界標から！！
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HIROBA

　１９９８年の夏、バイト先の先輩がサーフボード

とウェットスーツをくれた。「いいんですか？」

と尋ねると、「サーフボードは回っていくもの。

もし挫折したり新しいのが欲しくなったら、その

時は誰かにあげればいい。」と。　

　数日後の深夜、突然電話が鳴った。相手は先輩

だ。電話にでると、「行くぞ！」の一言。時計を

確認すると午前３時。寝ぼけながら準備し、湘南

の海に到着した。既に何十人ものサーファーが波

に乗っている。

　ウェットスーツに着替え、砂浜でルールを教わ

った。一つの波には一人しか乗ってはいけないら

しい。海に入ると、上手なサーファーが次々と波

に乗り、私はじっと眺めているだけ。先輩も気持

ちよさそうに乗っている。

　しばらく波を待っていると先輩の大きな声がし

た。「Go!Go!Go!!」　無我夢中で手をバタバタさ

せていると、突然ふわっと体を持ち上げられ、今

度は真っ逆さまに落下。その瞬間！とてつもない

スピードで進みはじめた。

　波に乗っている！イヤッホーイ♪　

　振り返ると、遠くに見える先輩が両手をあげて

喜んでいた。今でもその情景は鮮明に覚えてい

る。それからというもの、波がありそうな早朝に

は必ず電話が鳴った。

　いつしか混雑した日本の海より、のびのびと波

乗りできる外国の海に興味を持つようになった。

選んだ先はタイのプーケット島。片道の飛行機だ

け予約した。帰りたくなればすぐ帰れるように。

　不安でいっぱいだったが、行ってみると充分な

波があり、おまけに人も少ない。言葉が通じなく

てもサーファーとはすぐに仲間になれた。なかで

もタイで暮らすオーストラリア人と仲良くなり、

滞在期間の半分を泊めてもらうことになる。地元

のタイ人の家にも泊めてもらった。　

サーフィン

●伊賀支部●

川口　浩司

　滞在中にサーフィン大会があり、折角なので出

場した。この大会は夕方のニュースでも取り上げ

られた。選手は食べ物・飲み物（ビールも！）全

て無料。閉会式はプール付きのレストランで、タ

イ舞踊・ファッションショー・ライブ演奏など、

それは盛大なものだった。結果は友人が優勝（と

いっても、この頃には大半が友人か知り合い）。

私は半端な１３位。ホームシックになってすぐ帰

るつもりがタイの波と国民性に惚れ、気付けば２

ヶ月間も滞在していた。

　帰国後も、国内をはじめグアム・マレーシア・

カリフォルニア・オーストラリア・ハワイなど、

時間を見つけては出かけた。　　

　現在は家族ができ、海に出かける回数も減った

が、毎朝の波情報のチェックは欠かせない。
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三重会会員　馬瀬里
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※カラー版は本会ホームページに掲載しています。
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つぶやきつぶやきつぶやきつぶやき

　『私は嘘は申しません』これは『政界遺産』に

登録されそうなほど遠い昔に耳にした懐かし

のフレーズだ。

　『嘘は泥棒の始まり』子供の頃よく言われた

ものだが、昨今は、振り込め詐欺、食材偽装表

示、ゴーストライター、ＰＣ遠隔操作、論文不正

…　嘘の花盛り？やりたい放題である。

　このままではやがて世界中から相手にされ

なくなる日のくることが危惧される。

　そして２０ＸＸ年、突然お上から『嘘御法度

令』が発せられるのである。

　嘘を撲滅すればクリーンな世の中になると

いう、至って安直なアイデアだ。

　ジャッジは携帯電話だ。嘘かどうかを判定す

る機能を備えていて、即座に判定が下される。

イエローカードの枚数に応じて罰金が科され

るので消費税は廃止され、その代替財源ともな

る一石二鳥の香ばしい仕上がりとなっている。

　「携帯を持たずにいるときは嘘つき放題とな

るのでは？」もっともな疑問である。が、しか

し、この頃になると人は皆 1秒たりともスマホ

を肌身から放して生活することはできなくな

っているほど孤独恐怖症・スマホ依存症が蔓

延しているので、携帯電話の監視から誰も逃れ

ることはできないのだ。何とも恐ろしい話にな

ってきた。

　『嘘』を辞書でひくと『ほんとうでないこと』

とある。これに従えば、『おとぎ話』や『サンタク

ロース』も容赦なく対象となってしまう。むろ

ん『おべんちゃら』も取り締まりの対象だ。ガイ

ドラインを設け厳正な運用をすることはもち

ろんだが、これでは世の中、ギスギスしてしま

う。ポイントが一定数貯まると『おとぎ話』など

の『認定良性嘘』行使権と交換できるポイント

制を導入する。喋れば喋るほどポイントが貯ま

るマイレージ制度とし、日本人の大好物『得し

た感』を刺激する。

　Ｗポイントデーや５倍ポイントデーを設け、

国民の会話促進を一層図る対策を講じること

も忘れない。

　かくして各家庭、各職場では『嘘ゼロ宣言 !!』

をスローガンに、涙ぐましい取り組みが展開さ

れるのである。

　しかしながら、この法案は日の目をみること

はないのだ。

　何故なら、○○○と嘘は切り離せないから

だ。

　以上、乱世を憂う一人の戯れ言でした。

嘘八百
四方山

話

　　●
 広報厚

生部　
法螺放

士
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※カラー版は本会ホームページに掲載しています。

「測っ
虎デー

タ」の
利用方

法

　　　
● 広報

キャラ
クター

　測っ
虎
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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７４号

■発行日■

平成２６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

　会員の皆様、「測っ虎」のデビューはいかがでした

か？

　実は、「もう一体の測っ虎」が存在していました。

すてきでチャーミングな出来映え、『決まり!! 』とし

た矢先、突然「（現）測っ虎」が現れました。別のデ

ザイン業者には見積もりをお願いしていただけなの

に、見積書と一緒に「（現）測っ虎」見参、我々部員

の心を鷲掴みにしました。泣く泣く「もう一体の測っ

虎」はお蔵入りとなってしまいましたが（担当してく

れましたデザイナーさんゴメンナサイ）、紆余曲折の

うえ誕生した「測っ虎」、どうか末永く可愛がって頂

けるよう、広報厚生部一同祈っています。

　最後となりましたが、ご多忙にもかかわらず原稿を

お寄せいただきました会員の皆様には、心より感謝申

し上げます。また、ご協賛いただきました各社様に御

礼申し上げます。ありがとうございました。

広報厚生部　太田哲也

編集後記

会員の動き
平成２６年７月１７日現在　会員数２７８名

四日市市久保田一丁目６番４７号

伊勢市曽祢二丁目１１-８

事　　　　務　　　　所 入会年月日

●入　　　会

氏　　名

中　川　　　明

前　田　佳　昭

四日市市三栄町4番5号

鈴鹿市矢橋一丁目2番18号

住　　　　　所 変更年月日

●事務所住所変更

氏　　名

大　木　勇　夫

田　中　康　正

上　村　　　実

佐　藤　繁　雄

浜　口　昌　俊

伊　藤　　　篤

鈴　鹿

四日市

松　阪

鈴　鹿

伊　勢

桑　員

平成２５年１２月２４日

平成２５年１２月２７日

平成２６年１月３１日

平成２６年２月２７日

平成２６年３月１２日

平成２６年４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

理　由

●退　　　会

氏　　名

打　田　重　美

西　尾　　　光

平成２６年４月１０日

平成２６年５月１日

平成２６年４月１日

平成２６年６月１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。
氏　　名

中　村　一　雄

中　川　　　宏

松　阪

四日市

平成２６年３月９日

平成２６年７月１日

退会年月日支部名

●訃　　　報
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