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三重県土地家屋調査士会会報

河内渓谷（津市）

　津市芸濃町にある河内渓谷は、
上流に安濃ダムが造る錫杖湖を
もつ安濃川の渓谷。春は桜、秋
は紅葉を楽しめるスポット。夕
方にかけてライトアップも行わ
れ、幻想的な光景も。
　また渓谷の前にある長徳寺。
竜王寺ともいわれ、門前の淵に棲む竜王が桜の種と竜の鱗を和
尚に贈り、干天に祈雨する法を教えたという伝説がある。竜王
桜は天然記念物。

広報キャラクター「測っ虎」
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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

g r e e t i n g

　新年あけましておめでとうございます。会員の

皆様方には, ご家族お揃いで輝かしい初春をお迎

えになられたことと, お慶び申し上げます。

　また, 平素は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。

　さて, 今年は土地家屋調査士制度の制定から６５

年目の節目の年になります。

　昭和２５年７月３１日土地家屋調査士制度が制定

され７月３１日を「土地家屋調査士の日」として

定められ, これに合わせて昨年７月２６日に全国一

斉表示登記無料相談会を開催致しましたところ例

年の倍に相当する２２件の相談がありました。こ

れには相談会実施告知の事前広報活動がうまく機

能していることもありますが, やはり近年の権利

意識の高揚にあるのではないかと考えています。

　特に境界問題に関する相談が多く, 今後もそう

いった傾向は益々進んでいくものと思われます。

　一昨年, 「境界問題相談センターみえ」の開設

により全国５０の土地家屋調査士会に境界ＡＤＲ

が開設されたことを機に, 土地境界紛争の解決へ

向けた取り組みを強化し, 「境界紛争ゼロ!」を目

指して進んでいく決意を新たにするため, 昨年１１

月１４日には, よみうりホールにおいて, 「土地境界

紛争が起きない社会」 と題して，２０１４日調連公

開シンポジウムが開催されました。

　講演では, 日本社会が抱える土地制度の課題, ま

ちづくりと土地境界問題, 土地境界紛争はなぜ起

きるのか? 土地境界は誰が守るのか? について講

演とディスカッションが行われました。

　また, 日本の土地制度の課題, それは「資産価値

の高い都市部や商業地の土地」や 「権利関係が明

確で一定面積のある土地」, 相反して「資産価格

が低く放置された土地」や「権利関係の調整がつ

かず利用できない土地」の二極化が進んでいま

す。

　相続した山林や別荘, 耕作放棄地を手放したい

相続人が売却先や遺贈先に困っても救いの手はほ

とんどない。いずれの自治体でも換金性の低い土

地や管理費を要する不動産の寄付は基本的に拒否

している。地価の低廉化がこうした傾向をさらに

強め, 引き取り手のない不動産の発生は都市部を

含め, 広域化していくと見込まれている。そのた

め空き家や耕作放棄はおろか相続登記自体もされ

ない「土地境界紛争が起こりやすい社会」になっ

ていると言われています。

　週刊誌などでは, 都会に出て, 地方に家や土地を

残している方に, 今やるべきことを三つ挙げて勧

めているようです。

　一つ目は, 現在の登記名義を調べること。

　二つ目は, 隣家, 隣地との境界の確認と測量。

　三つ目は, 現在の価格を調べること。

　このうちの二つはまさしく私たち土地家屋調査

士の業務に関係しています。

　こうしたことが業務拡大に結び付けばと思うと

ころであります。

　最後になりますが, 今後, 益々日本の土地制度の

課題が突出してくると言われています。

　そのためにも, 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

を使命とした土地家屋調査士であり, 国民に愛さ

れ続ける土地家屋調査士として会員の自覚のもと, 

豊かな土地家屋調査士をみんなで目指していきま

しょう。今年もどうか宜しくお願い致します。
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ごあいさつ

津地方法務局

局長　

檜山　達雄

　新年あ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。

　さて，昨年は，「境界紛争ゼロ」を目指す貴会

の活動が新聞各紙で取り上げられる等，「境界問

題相談センターみえ」に対する関心が一段と高く

なり，境界紛争に関する県民の皆さんの期待の大

きさがうかがえるところです。

　法務局におきましても，筆界特定制度の運用開

始から９年を迎え，昨年１０月末までに９９申請，

２２３手続の筆界特定申請があり，ここでも，境

界・筆界の問題解決に対する期待の大きさがうか

がえるところであります。

　ところで，当局に申請された筆界特定申請の内

容を見ますと，筆界ではなく所有権界の紛争の解

決を求めるものも散見されます。

　そこで，所有権界を含む土地の境界紛争を有効

に解決するためには，貴会の「境界問題相談セン

ターみえ」と法務局の「筆界特定制度」が連携し

ていくことが必要不可欠であります。

　昨年は，境界問題に関するパンフレットを共同

で作成し，「境界問題相談センターみえ」の研修

会に当局職員が講師をさせていただく等の連携を

してまいりましたが，今後も，この連携をさらに

強固なものとし，国民のニーズに応えていく必要

があると考えております。

　また，当局の重要課題として，登記所備付地図

作成作業，オンラインによる登記申請の利用率向

上等ありますが，国民に信頼され親しまれる法務

局を目指し，職員一丸となって各種業務に取り組

んでまいりますので，今後とも，会員の皆様方の

御理解と御協力をお願い申し上げます。

　最後になりましたが，貴会のますますの御発展

と，会員の皆様の御健勝・御活躍を祈念申し上げ

まして，年頭の御挨拶といたします。�

g r e e t i n g
部　会

だより

総務財務部

総務副部長　濵田　眞行　　

　皆様，新年明けましておめでとうございます。本

年も昨年と同様宜しくお願い申し上げます。

　この原稿は，１１月末に書いております。締切ぎ

りぎりの状況です。新聞は，２１日解散１２月２日公

示の１４日投開票・消費税１年半延期と活字が躍

っています。与党が議席を減らすかなと思ってい

ます。ＴＴＰ交渉が妥結すると一俵１１，０００円の

米価は４，０００円位に下がると私は想定しています。

消費者にとっては嬉しい限りですが，一層の農地

荒廃が進むでしょう。

　さて，年度も終り近くなりましたが，計画事業は

ほぼ順調に執行しています。しかしながら，唯一最

大の懸案事項，職印台紙制度の検討が今だ検討協

議中です。部会で検討し理事会に上げて再度部会

で検討の繰り返しの状況です。

　そもそも念願の単独所有新築会館を取得してお

り目的の一部を達成しています。総会の場に於い

てご進言をいただいており急務を承知しています。

　制度の廃止を含め，今後の方向性だけは何とか

結論を出したいと思います。

企画社会事業部

部長　堀江　秀弥

　新年、明けましておめでとうございます。

　会員の皆様には、日頃の会務運営につきまして、

ご理解、ご協力いただき、誠にありがとうございま

す。

　月日の流れははやいもので、平成２６年度も残り

わずかとなりましたが、企画社会事業部一同、事業

計画の実現に向け、引き続き活動してまいります

ので、よろしくお願いいたします。

　さて、｢境界問題相談センターみえ｣につきまし

ては、平成２５年７月の設立から約１年半が経過し

ました。

　今年度の運営実績（１１月末・執筆時現在）とし

ましては、電話問い合わせ７件、仮申出２件、相談

１件、調停１件となっています。

　設立からの累計実績は、電話問い合わせ２０件、

仮申出３件、相談２件、調停２件となりますが、調

停に進んだ２件とも、相手方不応諾で終了となっ

ているのが実状であり、相手方に調停のテーブル

に着いてもらうのがいかに難しいかという問題に

今、直面しているところであります。

　今後、運営委員会においては、相手方への対応方

法の研究と、ＡＤＲ認定調査士をいかに活用する

かについてが、重要な検討課題であると考えてお

りますが、これにつきましては、他会のセンターに

おきましても、悩みの種となっているのが現状の

ようであります。

　是非、皆様からもセンター運営につきまして、忌

憚ないご意見、ご提言をお寄せいただきますよう、

よろしくお願いいたします。

　｢境界問題相談センターみえ｣の広報活動につき
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ましては、昨年度から計画していました、法務局の

｢筆界特定制度｣との合同パンフレットがようやく

完成し、両制度のリーフレットとともに、各市町等

への配布を予定しています。

　会員の皆様におかれましても、｢境界問題相談セ

ンターみえ｣の広報活動と、積極的な活用にご協力

いただきますよう、よろしくお願いいたします。

研修部　　

鈴木　康之

　新年明けましておめでとうございます。

　会員の皆様には、日頃から会務に御協力を賜り

厚く御礼を申し上げます。

　研修部に配属され、はや１年半が過ぎました。未

だに不慣れで部員の皆様には御迷惑をお掛けして

おりますが、今後ともよろしくお願い致します。

　研修部は島庄平副会長の監督のもと、西脇春治

部長、市野浩太郎副部長、前田寛治副部長、仲田智

哉部員および私の５名で構成され、本会主催の定

例研修会、新人研修会の企画、連合会主催のＡＤＲ

特別研修及び中部ブロック新人研修会等の協力支

援の役割をしております。特に部会では研修部の

メインである定例研修会の内容を出来るだけ出席

率が上がるような講義にしようと努めております。

そして、今年度の定例研修会は第３回まで終了し、

３月に第４回定例研修会を開催する予定であります。

　さて近年、ＡＤＲ特別研修受講者数が低下して

いる傾向にあり、危惧しております。

　確かに受講費用が高いとか、認定されたとはい

え何か利益があるのか？との声があるのも確かで

す。私もそのような考えでしたので、なかなか踏ん

切りがつかずにおりましたが、昨年特別研修を受

講しましたのでその感想を書きます。

　受講するに際しては、研修部員であるという立

場や永井副会長のお誘いもあり、やっとの思いで

決心を致しました。当初は何を勉強してよいのか

さっぱりでしたが、「基礎研修（ビデオ研修）」の充

実（もう一度視聴してみたい）、「グループ研修」で

は受講者全員の協同作業、「集合研修、総合講義」で

は弁護士とのやりとりの緊張感など、「考査」では

最終的に独学になりますが、今思えば、学習内容や

課程などの充実さを実感し、特別研修を受講して

絶対に損はないと思いました。まだ受講されてい

ない方には、是非とも受講されることをお勧め致

します。また通常の実務にも大変参考になる内容

であったと思います。

　昨年、三重会研修部から岐阜会の定例研修会へ

参加させていただきました。最も勉強になった講

義は日本土地家屋調査士会連合会ＡＤＲセンター

委員である北村秀実滋賀会副会長の「調測要領追

録版の説明」の講義で、条文作成を一から携わられ

た作成者の思いを織り交ぜながらの条文解説をし

ていただきました。第４編、第５編を読めば全体の

流れが判るようになっており、紛争問題に関わる

全ての調査士会員に向けて発信された条文となっ

ているそうです。言い換えれば、全ての会員への特

別研修受講のお誘いではないかと思いました。

　最後になってしまい恐縮ですが、誘っていただ

きました永井副会長、御協力いただいた研修部の

皆様、グループ研修で御世話になりました四日市

支部の成田先生、グループ長を務めていただいた

伊藤義弘先生並びに受講者の皆様、この場をお借

りして御礼を申し上げます。　

広報厚生部

高柳　　昇　　　

　新年あけましておめでとうございます。

　広報厚生部では、前号の会報Ｂｏｒｄｅｒ７４号

の発行以降、下記について活動して参りました。

・ホームページのリニューアル

・会長杯親睦ゴルフ大会

・「測っ虎」の有効活用

・中部ブロック広報キャラバン隊

・会報Ｂｏｒｄｅｒの発行

　ホームページのリニューアルでは、現在のホー

ムページを基盤とした中で、会員の皆さんと共に

一般の方にもより検索しやすいトップページレイ

アウト作りに重点を置いて検討を進めています。

近日公開予定ですので、またご活用下さい。

　毎年恒例の会長杯親睦ゴルフ大会では、優勝賞

品には松阪牛（Ａ５ランク）、その他の賞品は開催

地の四日市市の名産品を主軸に選びました。ご参

加頂きました皆さん、いかがでしたでしょうか。お

疲れ様でした。

　三重会の広報キャラクター「測っ虎」の有効活用

では誕生以来、会員の皆さんにも「測っ虎」を様々

な場面で活用して頂けるよう、三重会のホームペ

ージから自由に画像をダウンロードできるように

させて頂きました。手始めに、手提げ袋を製作した

ところですが、現在はポケットティッシュやぬい

ぐるみを製作中であり、さらに活躍の場が広がろ

うとしています。

　（「測っ虎」データの活用法については、「つぶや

き」をご覧下さい）

　現在、着ぐるみの「測っ虎」がいない中で、１１月

６日の中部ブロック広報キャラバン隊において愛

知会の広報キャラクター「きょうかい君＆あいち

ゃん」とともに各メディアを訪問したのですが、そ

の時の「きょうかい君＆あいちゃん」の存在感がど

こでも絶大なものであることを目の当たりにし、

「測っ虎」の着ぐるみが今後の三重会の広報活動に

とって有益なものになると確信しましたので、「測

っ虎」の着ぐるみ製作に期待したいです。

　（中部ブロック広報キャラバン隊の詳細は、「報

告」をご覧下さい）

　会報Ｂｏｒｄｅｒ発行にあたっては、原稿をお

寄せ頂いた皆様や協賛頂いた各社様のご協力のも

と、この冬号は正月休み前に、また夏号はお盆休み

前にお届けして、お休み中にゆっくり見て頂きた

いと思っています。

　また機会がありましたら身の回りの出来事など

を、今後のＢｏｒｄｅｒにどしどし寄稿下さい。
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支　部

だより

無料登記相談会と「くわなメディアライブ」

桑員支部　支部長　森下　雄介　　

　桑員支部では今年度から、毎月第４土曜日の午

前中、「くわなメディアライブ」(＝施設名称)に

おいて無料登記相談会を開催しております。これ

は司法書士会桑員支部がこれまでこの会場で開催

してきた無料相談会に、境界に関する相談等、よ

り広範な内容に対応することと、土地家屋調査士

の知名度向上を目的として、新たに参加をさせて

もらったものです。相談員には支部会員が当番と

して協力していただき、来場される相談者に対し

適切なアドバイスをしてもらっております。

　今回は、この「くわなメディアライブ」内にあ

る桑名市立中央図書館を紹介いたします。場所は

桑名市中央町三丁目にあり、桑名市役所本庁舎ま

たは桑名駅からいずれも徒歩で１０分以内の距離

です。「くわなメディアライブ」の施設全体は４

階建で、１階に多目的ホール、託児室、カフェテ

ラス、２階に中央保健センターと勤労青少年ホー

ム（相談会はここ２階にて開催しています）があ

り、３階・４階がこの図書館です。この施設は民

間の経営力・資金力・技術力などを生かすＰＦＩ

（注）という事業手法によるものらしく、特にこの

手法を図書館に用いるのは日本で初ということで

す。館内は大変清潔で、非常に明るく、蔵書の数、

読書席も充分です。また３階にはオープンテラス

「天空の庭」があり、気候の良い晴れの日には、

屋外で読書をすることもできます。図書館スタッ

フは大変親切で、うっかり借りた本の返却期限を

超えて返しに行っても、決していやな顔などされ

ません。おすすめは冬の寒い日で、暖房の良く効

いた館内で読みたい本を好きなように読むことが

出来ます。また読むことに飽きたり、眠たくなっ

たら１階のカフェでコーヒーも飲めます。

　本が好きな方、ぜひ一度来てみてください。

四日市支部　支部長　林　　誠治　　

　新年あ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、良き新春をお迎え

のこととお喜び申し上げます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

　…と、当たり障りのない新年のあいさつで書き

始めましたが、この原稿を書いているのは、衆議院

議員総選挙の真っただ中・・。各陣営から出陣式

だの個人演説会だの決起集会だのと連日、事務所

に招かれざる客が訪れる毎日です。何もこんな年

の瀬に解散、総選挙などしなくても、と思われる方

も多いと思いますが、調査士制度の維持・発展に

は政治家の力も多分に必要と割り切り、できる限

り参加しております。

　この文章が皆様の目に届くころには、新しい政

権が始まっていますが、国民のための政治家がた

くさん選ばれることを強く望んでおります。

　さて、昨年の支部活動を振り返ってみます。

　まず、ソフトボールチームが結成され、ようやく

ユニフォームも完成間近となりました。他支部と

の親善試合や、大会への参加など、一年を通して活

動することができました。

　また、１０月には、中六のゴルフ大会が四日市で

開催され、前夜祭も含め、支部の皆様には平日にも

かかわらず多数参加していただくなど、開催支部

のメンツは何とか保つことができたと思います。

ご参加いただきました会員様には、この場をお借

りして感謝申し上げます。

　その他は…、うーん…思い浮かばないです。申し

訳ございません。

　１年目は、『疾きこと風の如く』スタートダッシ

ュも決まり、それなりの支部活動が展開できたと

思います。

　２年目は、『徐（しず）かなること林の如く』静か

な１年になってしまいました。戦国の名将・武田

信玄になぞらえてみましたが、残り３か月、『侵掠

すること火の如く』精一杯の支部事業を展開して

いきたいと考えておりますので、ご理解とご協力

を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

　それでは、今年も皆様にとって素晴らしい１年

となることを祈念して、支部だよりといたします。

新年を迎えて
鈴鹿支部　支部長　樋口　亮治　　

　新しい年が始まりました。私の支部長の任期が

あと数ヶ月となりました。

　鈴鹿支部長に着任しました頃は、これをやって

みようと考えていたこともあったのですが、業務

や他の行事を理由に後手に回り、年度末になると

追われるようにドタバタと走り回りました。二年

目は一年目を反省して、早めに準備をしていこう

としましたが、やはり同じ、今ドタバタしておりま

す。その慌ただしさが私だけで済めばよいのです

が、それが、執行部や事務局にご迷惑をおかけした

りし、反省しております。

　新年から反省会となってしまいましたが、それ

でも夢と希望を与えてくれる年の初め、性懲りも

なく、今年の目標など考えてしまいます。英会話を

始めてみようか、今年こそ禁煙、ダイエット、ウォ

ーキング…いろいろ目標はありますが、私の場合

は“整理整頓”。

　整理整頓ができません。机にどんどん積んでい

き、さて、あの資料はどこだっけとその書類の山か

ら引き抜いたり、積むのはだめだと、机の下に並べ

たり、そしてその書類にけつまずく。自分が悪いの

（注）PFI（Private Finance Initiative）

ＰＦＩは１９９２年にイギリスで生まれた行財政

改革の手法であり、公共サービスの提供に際し

て公共施設が必要な場合に、従来のように公共

が直接施設を整備せずに民間資金を利用して民

間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねる

手法である。（ウィキペディアより）
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に悪態をつく。断捨離という言葉が流行り、片付け

ると魔法のように幸せがくる、そんなベストセラ

ーが出現し、１００円ショップの品で片付けられる、

はたまた、トイレを綺麗にすればお金が入ってく

る。いろんな情報が入ってきて、私をやる気にさせ、

一時的に机は綺麗になるのですが、１～２週間で

元通り。整理整頓に疲れて、いやいや、片付けられ

なくてもいいじゃないか、テレビで見た、あの有名

な長寿医師の机は私の何十倍も雑然としているで

はないか。その医師もこの方が見つけやすいと仰

っている。でも私の資料はなかなか見つからない、

やはり〝頭〟の差か。いろんな葛藤を経て、未だに

机は山積み。今年こそはと決心したことが何度あ

ったか。

　しかし、その何度目かの決心を今年はやり抜き

たいと思います。一年後には素晴らしい幸せが訪

れることを信じて。

　今年も会員の皆様にとってよりよき年になりま

すように。

津支部　支部長　野田　秀敏　　

　津支部長の野田です。

　さて、前回のボーダー掲載以降に行った支部活

動を中心に報告します。

　去る７月２６日（土）に津グランドボウルにてボウ

リング大会を行いました。

　昨年は、夏休みの最終土曜日（８／３１）にボウリ

ング大会を開催した影響もあり会員の家族（子供）

の参加が皆無でした。

　その反省を生かして、今年は思い切って夏休み前

半に開催しましたが、家族旅行や学校の行事等と重

なり、思った程の人数の参加がありませんでした。

　ここ数年は支部主催のレクリエーションの参加

人数が低空飛行の状態が続いていますので何とか

しなければという思いはあったのですが、見事に

空回りしました。

　１０月５日（日）にはイオン津南ショッピングセン

ターにて全国一斉！法務局休日相談所の開設があ

り、支部からの人員派遣の要請があった為、支部長

と副支部長の２名で対応しました。

　一週間後の１０月１２日（日）にも津まつりにて支部

役員による登記無料相談がありましたので併せて

感想を述べますと、登記相談を頻繁に行っておら

れる会員の方々は、ご存知とは思いますが、表示に

関する調査、測量、登記に限定した相談はほぼ皆無

に等しいという印象です。

　主催者も、その点については相談者からのアン

ケート等で承知しているようで、関連する有資格

者を一堂に集めて相談を行う手法が採られている

ようです。

　津まつりに於いても関連する有資格者のブース

は互いに近い距離となっており、業種を跨いで相

談される方に優しい配置となっていました。

　台風接近のなか登記相談にお越しいただけるの

か心配しましたが、午前中は例年以上の来訪者が

ありました。

　台風の影響が顕著になる前に訪れようという心

理が働いたのかもしれません。

　１０月２７日には調査士法違反の調査がありました

ので支部役員及び支部会員計６名で対応しました。

　１１月３日には、垂坂ソフトボール場にて、三青司

主催のソフトボール大会が行われ、津支部からは

パラダイスが参加し健闘しました。

　１０月は行事が集中して支部役員の方々にはご負

担をお掛けしました。

　また支部会員の方々に対しては色々な点で至ら

ぬ処がありご迷惑をお掛けしたこともありました

が、今後ともよろしくお願いします。

松阪支部　支部長　辻　　泰行　　

　９月２６日（金）に行いました、支部の親睦行事を話

題とさせていただきます。

　もともとは支部長になってからスポーツを通じ

ての交流を目標にしていました。が、あっという間

に月日は流れ…二年目にしてようやくボウリング

大会開催となりました。

　今回は、色んな先生方ともっと交流をもっても

らえたら…と思い、補助者参加型にしました。

　しかし、参加したのはうちの補助者１名のみ。な

んとも予想外の展開…（笑）

　でも、８名の先生方に参加して頂き、和気あいあ

いとした楽しい時間を過ごせました。

　１ゲーム目は練習投球。と言いつつ、ハンディを

付けるためのスコアデータを収集。
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　２ゲーム目は、１ゲーム目で出たハンディを加

えて投球！そして、各ゲームのスコア差で順位を

決め…

☆結果発表☆���������

第一位　松下先生

第二位　島先生

第三位　鈴木先生

　おめでとうございました。

　やはりベテランの先生は違いますね～（笑）

　ターキーが出たりと凄かったです！！

　その後、食事会へ。仕事に雑談に、諸先生方の

様々なお話を伺うことが出来ました。

　ご参加いただいた皆様、本当にありがとうござ

いました。

　また、次回も開催したいと思います。

熊野支部　支部長　畑中　伸章　　

　昨年同様に、御浜町阿田和地区において御浜町

主催のみかん祭りに調査士会はじめ司法書士会、

行政書士会、社会保険労務士会、昨年より参加の税

理士会の５士会で無料相談会を開催いたしました。

　今年は昨年より、相談者も多くなり相談内容も

現実的なものが多くなりました。

　相続に関して、財産分与の方法、相続税の問題、

多額の相続を受けた場合、年金はどうなるのか等、

５士会にとって共通する事柄が何件かありました。

　この相談会は徐々ではありますが、住民の間に

周知されつつあるのではないかと期待しておりま

す。

　相談会終了後には、５士会の皆さんから「是非、

来年もやりましょう」という声があがり、５士会の

連携が少しずつあがってきたように感じます。

　”継続は力なり”、地道にＰＲを続けて、５士会の

仕事が関連していることを世間に広めてお互いの

協力のもと、頑張っていけたらと感じております。

　これから、調査士という仕事がどのような位置

にあるのか住民の方々に知っていただけるよう熊

野支部全員で頑張っていきます。

　各支部で、もっと良い方法がありましたら、是非

情報をください。調査士会の発展のため皆さん、頑

張っていきましょう。
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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　

副理事長　　田中　孝治

公　嘱

だより
三重県土地家屋調査士政治連盟

幹事長　　豊田　一哉

ご
あ
い
さ
つ

す。全国で２３番目の採択、意見書の提出ではあ

りますが、数年にわたり検討、準備してきた課題

がひとつの成果、形として表れたことは非常に喜

ばしいことであり、またほっと一息胸をなでおろ

せた瞬間でもありました。常日頃より政治連盟の

活動にいろいろと関わり、ご協力、ご尽力いただ

きました役員、会員の皆様、本当にありがとうご

ざいました。組織として活動していることが、半

年後、一年後に必ず形となって、結果として表れ

てくるということではありませんが、我々個人の

生活の安定、先には我々土地家屋調査士が目指す

目標達成のためにも、政治連盟の存在かつ積極的

な活動の継続というものは必要不可欠なものだと

いうことを、私自身つくづく思い知らされたよう

な気がします。

　今年は春に統一地方選挙が行われます。首長

選、県議選いろいろな面でまた皆様のご協力をお

願いすることになると思いますのでよろしくお願

いします。

　最後に、以前にも一度書かせていただいたこと

と同じになりますが、政治連盟幹事長からのお願

いとして今一度書かせていただきます。三重会の

会員であれば、政治連盟の会員であれ、非会員で

あれ政治連盟の活動結果は皆が平等に受けます。

それをあたりまえと思わず、今一度考えてみてく

ださい。私のように自分がその中で体験しないと

分からないことかも知れません。でも関心をもっ

て考えてみれば、必要性というものは必然的に見

えてくるような気がしてなりません。三重県土地

家屋調査士政治連盟に未入会の方、ぜひとも入会

をお願いします。当政治連盟会員の方、本年も政

治連盟活動へのご協力よろしくお願いします。

　この新しい一年が皆様にとって素晴らしい一年

となることを願って新年のご挨拶とさせていただ

きます。

　　年あけましておめでとうございます。
　社員の皆様には、常日頃から協会の活動に対し多大な御
協力と御指導をいただき、心より御礼申し上げます。
　昨年８月の定時総会において、副理事長に就任しました
田中孝治（四日市区域）です。
　理事としては既に４期目となるのですが、執行部として
協会の運営に携るのは初めてのことで、安易に引き受ける
べきではなかったと今更ながら責任の重さと自分の無力
さを痛感している次第です。私１人では甚だ微力ではござ
いますが、理事長をはじめとした１７名の理事・２名の監
事・３名の事務局職員の力を併せ、社員の皆様に少しでも
良くなっていると感じていただけるような協会になるよ
う、一生懸命勤めさせていただきたいと思っておりますの
で、どうぞ宜しくお願いします。
　当協会が公益社団法人へ移行しすでに１年半あまり経
過したのですが、今にして移行までの準備期間を振り返っ
てみると、認可を取ることなんて無理だろうという声が多
数を占めるなか、委員会を立ち上げ自分の仕事は二の次・
三の次として委員長としての重責を担っていただいた 森
下 雄介 社員（桑員区域）と 経理のプロの目でより複雑にな
った会計の処理全般に御指導をいただいた 村木 大真 社員

（桑員区域）の貢献によるところが非常に多大であり、御二
方とも公益社団法人への移行を置き土産として理事職か
ら退任されましたが、現在も協会の運営を常にサポートし
てくださっており、心強く感謝の気持ちで一杯です。
　公益社団法人へ移行したことによって色々と制約を受
ける部分もあるのですが、協会社員の皆様においては、基
本的に法定事業である「公共嘱託登記に係る受託事業」を
中心に行っていただくということについて特段変わりは
ありませんので、今までと同様に業務を行っていただけれ
ばよろしいかと思います。
　変わった点として目に付いた箇所は、「公共嘱託登記に
係る受託事業」において受託する業務担当者の複数選任の
推奨・成果品の検収の実施。「地図の整備の促進等に係る
受託事業」において １４条地図作成業務・地籍調査等への
積極的な関与。「街区基準点の管理支援事業」において 防災
に関する啓発活動・街区多角点等の目視等による点検報告。

「土地の境界や公共嘱託登記に関する知識の普及啓発事
業」において 小・中学校への出前授業・官公署職員や一般
の方をも対象とした研修会の実施等が挙げられます。
　まだまだ初めてのことばかりで、理事・監事・事務局職

　　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とお喜び申し上げます。

　旧年中は当連盟の活動に対し、いろいろとご指

導、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　政治連盟の幹事長をおおせつかってから早６年

近くが経とうとしています。毎年度継続してきま

した各党県議連への政策、予算要望をはじめ、各

派議員後援会等主催のセミナー、懇話会への出

席、そしてまた国、地方選挙年にはその運動支援

活動と、一年一年があっという間に過ぎて行った

思いです。そんな中昨年は、「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」を三重県土地家

屋調査士会との連名にて三重県議会に提出し、無

事全会一致で採択、平成２６年６月２７日付けにて

衆議院、参議院両議長ほか、各関係大臣あて意見

書を提出して頂きました。法務局が担う登記の事

務及び権限を地方に移管する問題については、移

管することにより国民及び地方の負担が増幅し、

登記行政の全国統一への懸念等から、日本土地家

屋調査士会連合会及び全国土地家屋調査士政治連

盟が一致団結して反対している問題でもありま

新

新 員とも試行錯誤をしており、至らぬ点も多々あるかとは思
いますが、力を併せて一生懸命対応させていただいており
ますので、どうか温かい目で見守っていただきますよう宜
しくお願いします。
　あと、事後の報告となり申し訳ありませんが、平成２６・
２７ 年度と四日市市において行われる１４条地図作成業務
の入札は、価格面にて折り合いが付かず契約が出来ません
でした。結局 他県の一般社団法人が随意契約にて業務を行
うこととなり、三重県下において初めて当協会以外の業者
が１４条地図作成業務を行うこととなりました。
　落札出来なかったことについて今更何を言っても仕方
がないのですが、建設関連の単価が軒並み上昇している現
在の状況下において、４年前に四日市市で実施した業務と
同規模の業務に対し、前回をさらに下回る金額が落札予定
価格に設定されていたという、安ければ良いという価格競
争入札の悪いところばかりが目立った入札で、法務局も地
図作りにおける土地家屋調査士の必要性を認識いただけ
ているのか理解し難い現象が起こっております。
　入札においては、価格競争入札から脱している他の士業

（不動産鑑定士等）に倣うべく、土地家屋調査士も調査士業
務が入札に馴染まない性質の業務であることを強く訴え
ていくことも必要かと考えます。
　今回の入札もそうなのですが、報酬額の基準が撤廃され
てからというもの一般業務においても価格競争するのが
当たり前になっております。客観的にみると土地家屋調査
士同士が足の引っ張り合いをしているだけの様に思いま
す。このままの状態が続けば、報酬額はどこまでも下がる
ばかりで、仕事をしても損をするという図式になっても全
く不思議はありません。いま一度、調査士の皆様において
は歩掛り等考慮に入れた積算をしていだくこ
とを心より願います。
　公益社団法人の協会としては社会に貢献していく活動
を行うということも、一見無駄なことのようにも思われま
すが、社会から土地家屋調査士の存在意義を認知していた
だくことの一助になり、社会的に安定した地位を確立する
ことに少しは繋がるのではないのでしょうか。なかなか結
果の出にくいところですが、成熟した資格者として土地家
屋調査士がこれからも発展していけるよう他の事業も含
め協会として地道に活動を行っていきたいと思います。
　最後になりましたが、本年が皆様にとって怪我や病気の
無い素晴らしい１ 年になりますことをお祈りします。
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連合会だより

日本土地家屋調査士会連合会　理事　　上杉　和子

報
　 告

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。

　連合会は『境界紛争ゼロ宣言‼』のもと、様々

な事業に取り組んでおります。

　１１／１４よみうりホール（東京・有楽町）で開催

の『２０１４日調連公開シンポジウム』は、全国の

土地家屋調査士会員と一般の方、合わせて７００名

近くのご来場をいただき『境界紛争ゼロ宣言‼』

を発信いたしました。「土地境界紛争が起きない

社会」と銘打ち、今までの日調連のシンポジウム

とは違う目線の内容で、週刊現代「林連合会会長

と八塩圭子さんの対談」を通し、土地家屋調査士

の紹介と公開シンポジウムの事前広告に加え、関

連する官庁、士業団体、学会、大学、専門学校、

不動産関連団体、測量関連団体等、広く声かけを

いたしました。

　また、１２／１４～１６『実務講座～土地境界実務

～』を開催、本講座は土地家屋調査士の全体的な

レベルアップを図ることを目的としたもので、今

後、受講会員の方には、各会において指導的な役

割を担っていただくことになります。

　このほか９３条調査報告書、完全オンライン申

請への取り組み、日調連認証局の民間移行、第１０

回土地家屋調査士特別研修、研修ライブラリのリ

ニューアル、会員必携の改訂等も進めているとこ

ろです。

　私の担当の広報関連では、「７／３１土地家屋調査

士の日」を記念して、７／１４～２７に Yahoo ！不動

産トップセンターボックスへ広告の掲載と７／１１

～３１特設ページを開設しプレゼント企画を行いま

した。６，６９４名の応募があり、iPad Air ５名、旅行券

３万円３名、Quo カード１００名、地識くんシール５０

２０１４　日調連公開シンポジウムご報告

総務財務部　総務副部長　　濵田　眞行

報
　 告

　妻と坂東をお参りして以来４年ぶりのお上りさ

んで，しかも８年ぶりの新幹線の利用でした。本

来は執行部の出張のはずが，会長から理事会に於

いて再三の参加を求められ，「じゃー行きます」

であり入場無料のパンフレットに導かれたもので

はありませんでした。おまけに，後からレポート

書いてねと会からの公式文書依頼，「聞いてない

よ」は後の祭りかなと。当日は神戸会長を初めと

して８名の現地集合でした。

　さて，会場は有楽町駅前のよみうりホールで

す。１階から６階までが電気屋さんでその７階。

間違いなく田舎モノにとりそれ自体が脅威です。

事前にいつもマップと併せてお世話になっている

ストリートビューでビルの周囲をキッチリと予習

しておいたお陰で難なくたどり着けました。

　講演①「日本社会が抱える土地制度の課題」と

して公益財団法人東京財団（民間のシンクタン

ク・モーターボートの収益金から資金提供）の吉

原祥子さん。内容自体はニュース・新聞・雑誌等

や直接収集された資料の総合的集大成と思いまし

た。

　外国人が日本の土地を所有しFOR SALEの看板

で売物件にしている，田舎の高齢化，人口減少，

地価の下落，農地だけの売買規制，地籍調査進捗

率（ちなみに三重県は全国第４６位），管理放

棄，権利放棄（登記放棄），土地の二極分化等を

報告されました。当に少ない資料から現在を的確

に捉えられており，自身の保有地や隣接地と重な

り合う箇所が多々ありました。ただ何故そのよう

に至ったかの分析即ち我々調査士は登記制度以前

の寺院等の過去帳まで遡りますがこの辺りからの

話も有ればと感じました。

　講演②「まちづくりと土地境界問題」として大

津市建築主事・滋賀県立大学非常勤講師戸川勝紀

さん。資格を持った市役所職員であり，建築確認

を下ろす際の苦悩とジレンマを直接生の声で聞け

ました。

　基準法自体の規制よりも職員として市民の住宅

建築許可を下ろすウエイトの方がはるかに重いら

しい，依って数日で許可済となるとのことです。

本来は境界確定とこれに伴う世界測地系の地積測

量図を求めたとしても，それの完成を待つ時間的

制約が大きいから結局下ろすそうです。隣接と敷

地がかぶっても同様とのことです。少なくとも

我々調査士には世界測地系で処理して欲しいと話

されました。

　主事は８億円の保険に入っています。何処の市

役所職員でも自腹での加入は当たり前ですが，つ

い最近５億から上げられました。

　道路台帳が有ってもそれ自体境界確定されてい

ません。我々調査士と共に働きたいご希望です。

実際大津市では時間１万２千円の報酬で優秀な調

査士に依頼しているとのことです。極論調査士に

予算を付けると明言されました。大津の調査士は

市役所にビジネスチャンスがごろごろ。うらやま

しい限りだ。また市では調査士の力量をランク付

けしているとの事です。これって確か法務局でも

聞いたような話しだ。却下されると管内の登記官

はそれを熟知される云々。

　寸劇「源さんと熊さん」共に親から相続した土

０名の当選者を決定しました。お知り合いの方は当

選されたでしょうか？

　広報ツールとして『境界紛争ゼロ宣言!!』のピ

ンバッジ、ポスター、バナータイプの横断幕を作

成しました。静岡県土地家屋調査士会の会館壁面

には看板を設置させていただきました。上り下り

の新幹線の車窓からも、在来線の東海道線の座席

からも確認できます。新幹線に乗る時は、静岡駅

あたりで南側(海側)に注目してください。そして

空では、日調連編「地面のボタンのなぞ」が、夏

の期間限定で、ＡＮＡ（全日空）の国内線飛行機

約４０機に搭載され、日本中を飛び回りました。

　１１／１３～１５日本科学未来館（東京・お台場）

において開催のＧ空間ＥＸＰＯ２０１４へ参画、

「地籍情報の共有化と一元化及び公開の有用性」

というテーマで１１／１５シンポジウムを実施し、２

００人を超える参加をいただきました。

　昨年度に引き続き、今年度もテレビ番組を制作

中です。土地家屋調査士の仕事や業務内容につい

てより深く理解してもらうとともに土地家屋調査

士を目指す人の増加を図ることを目的としていま

す。放映はＢＳジャパンにて３月下旬の予定、ご

期待ください。

　私は、連合会理事の会務を通し、様々な気づき

や成長する機会をいただいております。残る任期

も三重会の会員として、誠心誠意努める覚悟は揺

るぎないところです。

　景気の上向きは身近には感じられず、経済的な

余裕は難しいことですが、皆さまにおかれまして

も、健康で心は豊かに良い一年になることを祈念

いたします。
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『中部ブロック親睦ゴルフ三重大会』

広報厚生部　部長　　杉本　敦司

報
　 告

　平成２６年１０月１９日の前夜祭、２０日の競技と２

日間にわたり、「第３１回日本土地家屋調査士会連

合会中部ブロック協議会親睦ゴルフ三重大会」が

盛大に開催されました。

　前夜祭は「四日市シティホテル」で行い、余興に四

日市が誇るご当地アイドル「４－sails」（四日市のＰ

Ｒをするために結成されたユニットで、４（フォー）

は四日市の４（よん）、sailは船の帆で、四日市は古く

から港町として栄えていたことからついた名前）と

四日市のゆるきゃら「こにゅうどうくん」（身の丈４．

５メートルもあって、しかも首が伸びる日本最大の

からくり人形「大入道（おにゅうどう）」の子供として

平成９年誕生）に来てもらいました。

　「４－sails」の３人はまだ１０代の女の子で、自分の

お父さん、もしくはおじいちゃんといってもおかし

くない我々を前に、盛り上がるのか？楽しんでもら

えるのか？とかなり心配していたそうです。しか

し、そこはやっぱり三重会。三重会余興部が楽しむ

ことにより、会場全体が楽しくなり、大いに盛り上

がりました。なかでも、司会を務めた山下理事は、

巧みな話術により会場を１つにまとめ上げ、会場

のあちこちで、「あの司会はプロなの？」「来年は福

井会で開催だけど、司会として来てもらえるか？」

と、最終的に主役となっていました。

　競技は「四日市の里ＧＣ」で７６名の参加により

行われ、個人の部優勝は、福井会の田中幸應さん

で、副賞として「液晶テレビ」が贈られました。

　団体の部優勝は三重会、準優勝は愛知会でした。

そのほか多数の賞を用意していたので、皆さん楽

しんでもらえたと思います。

　競技は途中から雨が降り出すあいにくの天気で

したが、皆さん仕事のことも忘れ？　前夜祭から

笑顔の絶えない楽しい大会となりました。

地の境界をめぐり，たまたま通りがかりの調査士

が…。俳優二人と調査士役の岐阜会現役調査士が

演じられました。

　当職にとって一番気がかりなことは，なぜか鹿

児島会のユニホームでした。中六プラス他会の統

一があり，しかも連合会長は岐阜会で中六会長は

当会会長。遅きに失するが全国統一の現場用ユニ

ホームが必要と思う。以前はブレザー・ネクタイ

も有ったのだが，何処へ行ったのだろう。

　パネルディスカッション「土地境界紛争はなぜ

起きるのか？土地境界は誰が守るのか？」進行は

三重会員周知の中島美咲さん。その他は省略の検

索参照でお願いします。

　紛争自体は土地を動かすから発生するのであ

り，そーっと寝かしておけば有り得ないし，守る

のは基本的に本人です。経済的合理性が有るもの

や公共事業の発生で始めて動く，つまり此処で紛

争発生が一番起こりうるようです。人の目が土地

に入っていた時代から入らない時代になってきて

います。新たな価値を見い出す方策と抜本的な法

改正が必要です。しかしながら票にも金にもなら

ないから例の如く先送りです。世論を喚起し境界

を管理するシステムの構築が必要です。

　我々の使命は境界標を全てに入れるのが第一歩

です。資格は平等でもその能力差は大きいでしょ

う。

　『杭を残して，悔いを残さず』『境界に命を吹

き込め』
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中部ブロック広報キャラバン隊のご報告

広報厚生部　　山下　　淳

報
　 告

　ゆるキャラの「きょうかい君＆あいちゃん」を

ご存知でしょうか。

　ご存知の方は多数いらっしゃると思いますが、

愛知県土地家屋調査士会の広報キャラクターとし

て、その着ぐるみは大活躍をしています。

　広報部は、中部ブロック広報担当者会議で決定

した中部ブロック６単位会による広報キャラバン

を「きょうかい君＆あいちゃん」を連れて１１月６

日に行いましたのでご報告を申し上げます。

　当日は上杉日調連理事にもご参加をいただき、

朝８時半に三重会会館に集合して、一日かけてＦ

Ｍ三重と伊勢・中日・読売・朝日の各新聞社を訪

問し、広報活動を行いました。

　このキャラバン実施では、株式会社プラドに各

県でのマスコミ訪問アポイント等の準備をお願い

し、当日はプラド担当者もキャラバンに同行をし

ていただきました。

　各マスコミでは、掲載写真のように「きょうか

い君＆あいちゃん」を中心に写真を撮ってもら

い、担当者の方へ中六キャラバンの実施要領や

「境界紛争ゼロ宣言！！」の説明等を通して土地家

屋調査士の存在意義を大いにアピールをしまし

た。

　「きょうかい君＆あいちゃん」の効果は抜群で

あり、特に新聞記者の方々は、写真撮影後には、

恐らく写真が絵になるので記事に使えると思われ

たのか、取材をする雰囲気から豹変して我々の想

定以上に様々な話を聞き取られていました。

　その結果、伊勢・中日・読売・朝日各新聞の紙

面を写真付きで飾ることができました。

　私自身、このキャラバンの効果に懐疑的だった

のですが、これだけの広報活動結果を残すことが

できたことは嬉しい驚きであります。

　「きょうかい君＆あいちゃん」に感謝を申し上

げると共に、終日着ぐるみを担当された広報理事

お二方に慰労の念を申し上げます。

　また、今回のキャラバンで、広告代理店である

株式会社プラド担当の神山信夫さんには大変お世

話になりました。

　神山さんは、この道３０年のベテランであり、

人柄も良く、人との出会いを大切になさる方で

す。

　「仕事が辛いこともたくさんありますが、今回

も調査士の皆さんと出会えたことが嬉しく、その

出会いのために仕事をしているようなものです

よ。」とのお言葉が印象的でした

中日新聞朝刊掲載記事（平成２６年１１月７日）

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

　はじめまして、平成２６年１１月付けで入会させ

ていただきました。髙橋忠裕と申します。宜しく

お願い致します。

　大学卒業後、建設会社で現場管理をしており、

４年程前に行政書士を登録しました。調査士とい

う資格は３年前に興味を持ち始め、学習と並行し

て現在まで２年間補助者をさせて頂いておりまし

た。

　勤務先で様々な経験をさせて頂き、今日がある

のも家族の支え、勤務先の先生を始め先輩方、同

僚に支えられてのことであると感謝しておりま

す。今まで支えて頂いた方々のためにも、精一杯

努力して頑張りたいと思います。

アンケートの回答

①　補助者をしておりました。
②　業務に興味があり、やりがいのある仕事だと
感じたからです。

③　書類の様式から道具まで、何もかも一から準
備しなければならないので大変です。

④　魚釣りが好きです。息子と近くの山も登りま
す。

⑤　特に思いつきません。
⑥　不慣れなのでミスをしないよう、お客様にご
迷惑を掛けないよう心掛けます。お客様に感
謝される調査士を目指したいです。

桑員支部

髙橋　忠裕
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ソフトボール大会

●四日市支部●

山下　　淳

HIROBA

　平成２６年１１月３日の文化の日に、三重県青年

司法書士協議会（通称、三青司）主催のソフトボ

ール大会に参加しました。

　私は調査士会四日市支部チーム（チーム名は考

案中）として参加をしましたが、調査士会からは

他にも桑員支部のフェニックスと津支部のパラダ

イスが参戦しました。参加６チーム中、実に半数

が調査士会のチームであり、成績上位独占といき

たかったのですが…。結果は後述します。

　さて我が四日市チームは、ジェネラルマネージ

ャーである丸顔素敵な中村さんと、監督兼キャプ

テンであるスポーツ万能男前の廣瀬さん、そして

マウンドの独裁者エース林さんを中心とするまと

まったチームです。設団して僅か８か月と若いも

のの、既にチームの特色は確立されていて、一言

でいうならば打ち勝つチームと言えるでしょう。

とにかくランナーを溜めてボカンとホームランで

大量得点を狙っていきます。四日市チームのクリ

ーンアップは太田さん、市川さん、岡本さん。三

重を代表する飛ばし屋です。他にも田中さん、中

村さんと大砲揃いのメンバーです。

　本大会は６チームが３チームずつに分かれて総

当たりによるリーグ戦を行い、リーグ一位同士が

決勝戦を、二位以下がトーナメントで三位決定戦

を行うという形式でした。この形式だと各チーム

が最低３試合、最大４試合を行うということにな

ります。精々２試合だろうと考えていた四日市チ

ームのメンバーは、当日に知った試合形式に体力

的な不安を感じつつ、開催団体である三青司との

第１戦に臨みました。

　第一戦、太田さん市川さんのアベックホームラ

ンも飛び出し目論見どおり１１対５で打撃戦を制

しました。

　意気揚々と迎えた第二戦、３対５と相手エース

に抑え込まれて敗戦しましたが、この相手チーム

の岐阜県青年司法書士協議会は本大会優勝を果た

した強豪でありました。私はこの第二戦ですでに

両足がつりそうな状態でありました。

　満身創痍で迎えた三位決定トーナメント初戦、

別リーグの三位である三重県社労士会に対し、７

対３で快勝し、遂に最終戦である三位決定戦へと

駒を進めることになりました。

　最終戦の相手は、津パラダイスを７対６の接戦

で勝ち上がってきた三青司。勢いが有り、何より

メンバーが若いです。しかし年齢的ハンデが有る

とはいえ、初戦で勝ったチームに負ける訳にはい

きません。エース林さんの最終回１アウトまで相

手を完封する奇跡的な活躍もあり、６対２で勝利

をつかみ取りました。

　終わってみれば、全４試合をギリギリの人数で

戦い抜き、チームカラーどおりホームラン６本、

１試合約７点と参加チーム中最高得点を上げ、何

と３位入賞と思いがけない素晴らしい結果となっ

ていました。

　一方大会決勝戦は、岐阜青年会と桑員フェニッ

クスが壮絶なシーソーゲームを展開し、最後は岐

阜青年会のサヨナラ勝ちと何とも劇的な幕切れと

なりました。私から見た桑員フェニックスの特色

は、チームワークが良く、ソフトに熱心で真面目

に取り組み、規律を重んじ結果を求めるレベルの

高いチームというものですが、本大会も準優勝で

の喜びよりも悔しさが伺えました。そんなフェニ

ックッスですから、午前で帰られた高柳さんの影

響かどうかは私には分かりませんが、きっと勝て

た試合だったと帰りの居酒屋での反省会で熱く議

論をされたことだと思います。

　最も残念な結果に終わった津パラダイスです

が、私が勝手に考えているチームカラーどおり、

負けても残念そうでもなく、むしろ堂々とされて

いました。

　皆さん、最後に参加調査士全員で記念撮影をし

ましたのでご覧ください。左が準優勝をした赤い

ユニホームのフェニックスで、右が３位となった

ユニホーム無（作成中で近日公開！）の四日市チ

ームです。そして残念な結果に終わった白黒ユニ

ホームのパラダイスは、堂々と真ん中で映ってい

ますね。

　チーム名パラダイス。その名前、良く似合って

ますよ。

表彰式／準優勝　桑員フェニックス　森下キャプテン

表彰式／三位　調査士会四日市チーム　右：廣瀬監督兼キャプテン

参加調査士記念写真／左：桑員フェニックス　中央：津パラダイス　右：四日市　撮影者：私
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HIROBA

　地名は過去への道しるべ。先人達はいいかげん

に，付けてはいませんでした。「字里中」やっぱ

り集落にあります。

　私の住む田舎には，ふじみだい・ふじみがは

ら・せんげんさんと呼ばれる場所があります。耳

から入って来た知識でした。そこには苔むした道

標はありません。近年になり看板等で漢字を知っ

た次第です。富士見台・富士見ケ原・浅間山とな

ります。全て理論上２３０キロ・２３５キロ・２３３

キロ彼方の富士山が肉眼で見える場所です。

　２０年程前に近所の写真愛好家から富士見ケ原

で撮影の生パネル写真を頂いており，いつかは自

分も，と思っていました。それまでは見える噂は

聞いていましたが写真は初めてでした。その方は

かなりの回数を重ねたようで，しつこく聞いても

教えてくれません。

　２０１４年初頭，何とか楽して撮影をと思い，松

阪市役所・新聞社を回りましたが見えることすら

無知でした。ところが，３月１５日に配達された

夕刊に「頂上から富士山を撮影」と市役所職員が

撮影したカラー写真が記事として掲載されまし

た。持っているパネルと同じ富士見ケ原からのも

のでしたが，撮影内容はイマイチかな。新聞社に

はパネルがあると言ったのに忘れてしまったのだ

ろうか。

　これを契機に公募展に出せばガンガン入選する

もう一人の愛好家に電話だ。この人は平成１４年

にバッチリ撮影済。ピンポイントと望遠仕様を教

えて頂き，借物で撮影カメラを構成した。ちなみ

に，ニコンＤ７０・ＮＩＫＫＯＲ８０－４００・

TeleconverterＴＣ－２０１，これで最大１２００ｍｍ仕

様となります。６００ｍｍで十分可能だが念のた

め例の倍だ。

　最初のチャンスは５月２４日から２９日です。次

は７月１５日から７月２０日です。これは富士山の

背後から御来光を捉える，いわゆるダイヤモンド

富士となります。素人には狙いやすくかつ撮影し

多気町からの富士

●松阪支部●

濵田　眞行

易いからです。このポイントでは５月と７月の数

日間がダイヤモンドとなります。ちなみに此処で

はパール富士は望めません。

　自宅から１０分程走り，車を止めて徒歩数十

秒，教えてもらった超楽ちんなポイントに通いつ

めることわずか２回目でカメラに納めることがで

きました。２０１４年は運善く３回も拝めました。

上出来です。

　撮影は日の出４分が勝負となります。暗闇から

いきなりあの富士のシルエットが現れるため，事

前にカメラ・レンズ・三脚を家で固定し，足も伸

ばした状態で現場仕様の４ＷＤトランスポーター

に放り込みます。こいつとは５６万キロ走破だ。

現場ではカメラ三脚を例の三脚宜しく地面にグイ

ット食い込ませないとこけちゃいます。調査士た

るモノの基本中の基本です。山の形から見えない

富士の位置はわかっていますが，富士登山で使用

するヘッドランプは欠かせない。露出・シャッタ

ースピード等の設定確認は重要だからです。

　富士頂上からの御来光より遥か彼方の御来光

は，より一層感動的だ。今年も撮影・登山，行事

予定済。

富
士
見
ケ
原
山
頂
か
ら

富
士
山
を
撮
影
！
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「東大和、西三重」
～女人高野を旅する～

●伊賀支部●

井内　孝徳

HIROBA

　みなさん、「東大和、西三重」は、どのあたり

かわかりますか？

　現在、「名張市、伊賀市、美杉町、宇陀市、御

杖村、曽爾村」で観光キャンペーンをしていま

す。キャッチフレーズは、「一体どこやねん。東

大和・西三重」です。　

　今回は、東大和にある「室生寺」を紹介したい

と思います。

　女人高野として有名な室生寺は、宇陀市室生に

あります。演歌歌手の田川寿美さんが、「女人高

野」で紅白歌合戦に出場したことがありますが、

これは室生寺を舞台に歌われています。

　アクセスは、近鉄室生口大野駅から３０分に１

本程度（料金４００円）のバスで約２０分、また、

名張の中心地からも車で２５分もあれば十分行け

るので、電車＋バス、車のどちらでも便利です。

　まずは、室生寺の歴史からお伝えします。

　奈良時代の末期、室生の地で皇太子山部親王

（後の桓武天皇）のご病気平癒の祈願が行なわれ

たところ、見事に回復されたので、興福寺の高僧

賢璟が朝廷の命でここに寺院を造ることになった

のが始まりとされています。厳しく女人を禁制し

てきた高野山に対し、女人の済度もはかる真言道

場として参詣を許したことから、「女人高野」と

親しまれています。

　次に境内の案内をします。

　まず最初に赤橋を渡り、しばらく玉砂利の参道

を歩くと、左に青鬼、右に赤鬼がある仁王門が見

えてきます。門をくぐり、最初の急な石段（鎧

坂）を登ると早速に国宝の金堂に着きます。

　金堂は、正面側面ともに５間の寄棟造柿葺で

す。内陣には、１木造りの御本尊・釈迦如来立像

（平安初期・国宝）、薬師如来像（平安初期・重

文）、地蔵菩薩像（平安時代・重文）、文殊菩薩

像（平安初期・重文）、十一面観音菩薩像（平安

初期・国宝）の各像が並び、その前に運慶の作と

伝えられる十二神将像（鎌倉時代・重文）が一列

に並べられています。本尊の背後にある大きな板

壁には、帝釈天曼荼羅図（平安初期・国宝）が画

かれています。金堂は通常は閉められていて、特

別拝観中（年２回ほど、各約１ケ月の期間）のみ

仏像が拝めますので、事前にスケジュールを確認

してください。

　金堂を過ぎて、少し石段を登ると本堂（灌頂

堂）が見えてきます。

　本堂は、延慶元年（１３０８年）建立の五間四方

入母屋造りの大きな建築で、本尊如意輪観音菩薩

像（平安時代・重文）が安置されています。

　本堂からはすぐに、国宝五重塔が見えます。

　五重塔は、８００年頃の建立で、屋外にある木

造五重塔としては、法隆寺塔に次ぎわが国で２番

目に古いのですが、総高１６．１メートルと日本最

小サイズです。平成１０年の台風で屋根が大きく

壊れましたが、平成１２年に修復、落慶しまし

た。修復の際に、当初木材を年輪年代測定法で調

査したところ、７９４年頃に伐採されたものであ

ることが判明し、建立年代を８００年頃とする従

来の定説が裏付けされました。

　五重塔からは、さらに山上へと続く石段があり

ます。延々と急な石段を登ること３７０段余り、

やっと奥の院に到着します。奥の院の「御影堂」

室生寺の所在地
　奈良県宇陀市室生７８番地　
　北緯　３４度３２分１６．４秒
　東経１３６度　２分２６．２秒

は、厚板段葺で、頂上に石造の露盤が置かれてい

るのが特徴です。そして何より、頂上から見わた

せる山々の景色は最高です。

　数多くの国宝、重要文化財に触れられる室生寺

を一度散策してみませんか。きっと、日頃の疲れ

が取れ、癒されますよ。
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リレー寄稿

「航空祭今昔」
～航空祭に行ってみました～

●鈴鹿支部●

樋口　亮治

HIROBA

　単に飛行機好きな私が、その姿を身近に感じる

ことができる航空自衛隊の航空祭を見に行ったの

が約１６年前でした。それから結婚して飛行機を

見に行くことから遠のいてしまいました。

　昨年政府は集団的自衛権への憲法解釈の変更を

閣議決定しました。また、広島の土砂災害、御嶽

山の水蒸気爆発の際の救助活動、数年前には福島

第一原発への放水など災害派遣には無くてはなら

ない存在となった自衛隊の「今」を１６年前と比

較してみたいと思い（飛行機を見たいだけなので

すが）、航空自衛隊岐阜基地航空祭に行ってきま

した。

　１６年前は岐阜基地横の陸上自衛隊駐屯地の無

料駐車場がありました。今回駐車場はありません。

どうやら９．１１同時テロ以降無料駐車場は無くな

ったようです。入門時に金属探知機で調べられる

セキュリティーチェックもありました。基地内に

入ると飛行機が地上展示されており、午前８時３０

分からは飛行展示（飛行して演技する）が始まり

ます。自衛隊は平成２６年で発足６０年、岐阜基地

名物の異機種編隊飛行で６０の文字を表す飛行展

示も見られました。今回ブルーインパルスは飛ば

なかったのですが、それでもニュースによると１

０万人の人出だったそうです。皆さん行楽気分で

見に来ている方、家族連れ、カップル、写真を目

的に大きなレンズを構えている方、それぞれに楽

しんでみえるようで、それは以前と変わりはあり

ません。米軍機の展示がなかったり、モデル撮影

会が無かったり（飛行機の前で撮影、洋服とパイ

ロットスーツの衣装替えもあった）、以前と比べ

て物足りない点もありましたが、初めて来た息子

は大満足でした。

　こうしてみると、１６年前は今より平和な時代

だったと感じます。災害派遣にしろ、有事にしろ

自衛隊が活躍しないことが平穏な日々であり、そ

の分飛行機を楽しく見られる航空祭に力を入れて

もらい、それがいつまでも続くことを願います。

（次回は伊賀支部へリレーいたします）

“６０”の編隊飛行、心のきれいな方は６０に見えるとアナウンスしていました 退役展示機の翼の下でお弁当

当日は好天に恵まれました
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　拙者は土鍋である。肌一面の文様から花三島を

名乗っておる。生まれは四日市、萬古焼一族である。

縁あって当家に仕え、かれこれ１５年ほどになる。

　半年以上のお暇を頂戴し退屈な日々を送ってい

たが、寒くなり縦横無尽に活躍できる我らが季節

を、古傷も悪化することなく無事迎えることがで

き、張り切っているところである。

　じっくり十分に、材の旨みを引き出してやるの

が拙者の務めであるが、昨今はいろんなパック出

汁が出没横行、身軽さゆえ大いに活躍しており、拙

者のゆっくりと火をとおす古来伝来の手間暇かけ

る手法は衰退の一途であり、寂しく思うこの頃で

ある。

　しかしながら、落ち込んでばかりもいられない。

　気を取り直し、日ごろ懇意にしている『寄せ鍋』

の広報活動をするといたそう。

　我が自慢の『ほっこり湯』は混浴であり、全国

津々浦々からやってくる。

　一番乗りは、はるばる利尻からやってきた昆布

だ。寒さには慣れているのか、水風呂の状態から浸

かっておる。やがて火が通され、いい湯加減になっ

てくるが、昆ちゃんは鍋底からバブルが起こると

調子にのるたちなので、その前に退散いただくの

がよろしい。

　調味料一行が遠慮気味に入ってきた後、二番手

は拙者と同郷の鶏肉だ。

　ゆっくりとくつろいでもらいながら、旨みをじ

わじわ引き出すのが拙者の得意中の得意技である。

続いての野菜御一行が入ってくると俄かに賑やか

になる。

　耳を傾けてみると、どうやらそれぞれ自己紹介

の最中だ。

鍋始末
騒動季

　　●
 広報厚

生部　
花三島

土鍋ヱ
門

　にんじんは長崎県からで、可愛らしく花を装っ

ている。しいたけは群馬県からで名誉の負傷か、頭

に十文字の斬られ傷がある。白菜は長野県から、白

ネギは鳥取県からやってきたらしい。それぞれお

国自慢に花が咲いている。

　蛤、鱈と海洋族が続き、アルゼンチンから参加の

エビが入ってきてインターナショナルになり一段

と盛り上がってきたが、アメリカからやってきた

豚肉が入ってくると空気は一変した。

　ＴＰＰの話題を出してきたのだ。気まずい空気

がしばらく流れた。

　遅れて最後に、大阪弁バリバリの姫君、春菊が

入ってきた。

　すると、アメリカさんはそぉ～っと端へ追いや

られた。

　噂によれば、春菊姫がそばにくるとトンちゃん

は緊張するらしく、どうも苦手なようである。

　姫のおかげで、大事に至らずひと段落したとこ

ろだが、おっと～、春菊姫の長湯は禁物だ。

くれぐれも、姫を疲れさせてグタッとさせてはな

らない。

　道中、やたら灰汁ばかり取りたがる『あく代官』

と出くわすが、灰汁は一太刀で仕留めなければな

らぬ。こたびは特別に秘伝の退治法を指南いたそ

う。

　『灰汁』党一味は『旨み』にくっついて出てくるの

で、慌ててそのまま『アク』を取るのは御法度。火を

一度緩め、しばしそのままに油断させておいて、様

子見に賊が『旨み』から離れたところを掬い上げら

れよ。これぞ『旨み』だけ活かし賊だけを斬捨てる

独断流灰汁掬術。

　なんやかんやで、今宵も美味しく楽しい暖かな

ひとときとなった模様。

　重要案件の雑炊は先送りとし、わいわいガヤガ

ヤの『ナベノミックス』これにて解散。

※「特集」の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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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７５号

■発行日■

平成２７年１月１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

　Border は、夏号から冬号へは足早で、例年のごと

く慌ただしい12月であります。

『ふるさとや　へその緒に泣く　年の暮』

　芭蕉翁は「年の暮れ、久しぶりに故郷の生家に帰

り、自分のへその緒をふと手にとってみると、今は

亡き父母の面影が偲ばれ、懐旧の涙にくれるばかり

だ」と詠んでいます。

　節目を迎えると悲喜こもごも、いろんな思いがめ

ぐってきます。

　任期最後のBorder 編集、どさくさに紛れ、一句。

『杭 ( 悔い ) に泣く　思いめぐらす　年 (歳 ) の暮』

　感謝の涙を流してもらえれば喜びこの上なし、後

悔して泣くなかれ。

　今解決できることを先送りし、次の世代へ回すこ

とは避けたいものであります。

　先の広報キャラバン隊でも、メディアへのリリー

ス文で『次世代へ境界トラブルを送りますか？』と

訴え『土地家屋調査士』の広報をしたところであり

ます。

　多くの方のご協力・ご支援をいただき、今回も無

事正月に皆様のお手元に本誌をお届けすることが

できました。心よりお礼申し上げます。

　新しい年が実り多い豊かな一年となることを願

いながら、Border 第 75号校了。 　感謝

広報厚生部　是似更馬蛇

編集後記

会員の動き
平成２６年１２月１０日現在　会員数２７７名

桑名市大字能部１３２７番地１

事　　　　務　　　　所 入会年月日

●入　　　会

氏　　名

𠮷　田　穣　次

伊　藤　義　弘

松阪市鎌田町９８７－８

四日市市城北町１番１２号　ル･グランビル２０２

住　　　　　所 変更年月日

●事務所住所変更

氏　　名

阪　井　和　子

瀧　口　忠　雄

松　阪

津

平成２６年９月２５日

平成２６年１２月１０日

退会年月日支部名

業務廃止

業務廃止

理　由

●退　　　会

氏　　名

髙　橋　忠　裕 平成２６年１１月２０日

平成２６年８月２１日

平成２６年１２月１日
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