
三重県土地家屋調査士会会報

　「しまかぜ」は平成２５年に伊勢神宮式年遷宮にあわせて、大阪難波駅・名古屋駅か
ら賢島駅へ開通したプレミアム観光特急です。（後に京都駅にも開通）
　伊勢志摩地方を通り、国内屈指の景勝地、英虞湾へ到着するまで四季折々の風景
が楽しめると思います。
　最近では、天皇陛下が伊勢神宮参拝のため「しまかぜ」がお召列車として使われま
した。
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は震度３」だとか、体が震度を覚えるぐらいになり
ました。平成23年には東日本大震災、平成28年には
熊本地震と震度７を記録する地震がおきました。こ
のように平成といえば大きな地震があったように感
じますが、これこそ人間の記憶力によってつくられ
たイメージではないでしょうか。昔から日本は災害
大国であり、これからも毎年大規模災害がどこかで
おきてもおかしくないように思います。異常気象と
なってきている昨今では、ゲリラ豪雨のように、こ
れまでは大規模災害といえば地震をイメージしてい
ましたが、水害による被害の大きさと復旧の困難さ
が問題になってきています。広範囲に被害をもたら
した台風19号の被害への対応として、千葉会では災
害協定に基づき各市町へ住家の被害認定のために延
べ200名を超える会員を派遣されました。
　三重会においても三重県と災害協定を締結してお
り毎年説明会が開催されております。会員のみなさ
まにおかれましても、是非一度参加をしていただき、
住家の被害認定の難しさを理解していただきたいと
思います。
　さて、昭和25年７月31日に土地家屋調査士法が成
立され、本年は土地家屋調査士制度制定70周年を迎
えることになります。この70年で土地家屋調査士の
業務は時代と共に大きく変化してきました。
　不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明ら
かにする業務の専門家として、これからの社会の要
請に柔軟に応えていくことが、専門資格者に求めら
れる条件ではないでしょうか。
　また、災害時にどれだけ役に立つのかを社会にア
ピールしていくことも、専門資格者として必要な事
だと考えています。
　業務の減少とそれに伴う報酬額の低廉化、また土
地家屋調査士の資格受験者の減少等新年早々あまり
明るい話はありませんが、所有者不明土地問題や空
き家問題等、国土が抱えるさまざまな問題に立ち向
かっていくことにより、私たちの明るい未来が開け
るものと確信しております。
　十二支が子年ということで、はじまりの年です。
土地家屋調査士という資格が30年後の100周年に向
けて素晴らしい資格へと変革していくことを祈念い
たしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
微力ながら会長として引き続き尽力したいと思いま
すので、会員の皆様におかれましても何卒ご理解ご
協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

　新年あけましておめでとうございます。令和最初
の新年をみなさまはいかが迎えられたでしょうか。
私は会長として迎えるはじめての正月ということも
あり、身の引き締まる思いで新年参拝を行いこれま
での感謝をさせていただきました。
　また私が「土地家屋調査士」という仕事に出会っ
たのは、ちょうど平成元年だったので、改めて平成
の時代を顧みながら、これから令和の時代を「土地
家屋調査士」がどのようになってゆけばよいのか、
考えてみました。
　さまざまなメディアで「平成」をキーワードに総
括をされたりしますが、私たちの記憶が新しいもの
ほど、また印象が強いものほど残りやすいことから、
偏ったイメージで総括されがちです。しかし、現代
日本においては、時代が変わっても社会と言うのは
徐々に移ろいでゆくものであり、元号という時代に
よって、政治や法律が変わる等区切られているとい
うわけではありません。
　例えば、「平成」というキーワードでまず代表さ
れる言葉は「バブル時代」のように派手な時代では
ないでしょうか、昭和の終わりからはじまったバブ
ル景気は平成前半の派手なイメージを作りました。
後半になるとリーマンショックの影響もあり、低金
利や消費の落ち込みなど、質素な時代のイメージが
あります。
　イメージといえば、大きな地震が多かったように
思います。昔だったら災異改元をしていたかもしれ
ません。平成７年の阪神・淡路大震災は私が京都府
南部の城陽市に住んでいるときに発生しました。直
下型であったため、下から突き上げるような激しい
揺れを経験し、その後数度と続く余震の中で「これ

三重県土地家屋調査士会　会長

古尾　圭一
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んでいるところです。併せて，所有者確認の大きな
問題となっている表題部所有者欄の氏名・住所が正
常に記録されていない変則的な登記の解消を図るた
めの表題部所有者不明土地の解消作業についても本
格的に作業を実施しているところです。

　これらの取組を円滑に実施していくためには，70
年にわたり専門分野の知識と技術を高めてこられた
皆様の御支援が不可欠であると考えておりますので，
これまで以上の積極的な御協力をお願いいたします。

　また，オンライン申請に係る登記申請手続きの利
便性をより高めるために，オンライン申請時の添付
情報について，原本提示省略等の取扱いを昨年11月
11日から開始しました。加えて，本年早々には次期
登記情報システムが導入される等，オンライン申請
における登記申請の処理速度は更に向上いたします。

　当局におけるオンライン申請率は，皆様の御理解
と御協力を賜り，安定した伸び率となっているとこ
ろでありますが，オンライン申請の利便性について，
改めて着目していただき，その活用と添付情報の電
子化につきましても，引き続き御協力をよろしくお
願いいたします。

　最後に，三重県土地家屋調査士会の益々の御発展
と，会員の皆様の御健勝，御活躍を祈念申し上げま
して，年頭の御挨拶とさせていただきます。

　明けましておめでとうございます。三重県土地家
屋調査士会会員の皆様には，清々しい新春をお迎え
のことと，心からお慶び申し上げます。

　平素は，当局の円滑な業務運営について格別の御
支援と御協力を賜り，厚く御礼申し上げます。
　さらに，昨年９月21日開催の「未来につなぐ相続
登記シンポジウム2019 in 津」及び10月６日開催の
「全国一斉！法務局休日相談所」におきましては，
多数の会員の皆様の御協力を賜り，大きな成果をあ
げることができましたことに，改めて御礼申し上げ
ます。

　さて，本年は土地家屋調査士制度が制定されてか
ら70周年を迎えます。土地家屋調査士倫理綱領には，
「使命」，「公正」，「研鑽」の３つの理念が示さ
れていますが，中でもその使命について「不動産に
係る権利の明確化を期し，国民の期待に応える。」
と記されており，これまで国民の財産と権利の保全
を支え続けてこられた会員の皆様に，改めて敬意を
表します。

　近年，大規模な自然災害が多発する我が国におい
て，その備えや災害時の復興に登記行政が果たす役
割が重要なものとなっています。

　特に正確な地図の備え付けは，経済の活性化やイ
ンフラ整備といった観点のみならず，自然災害への
備えという観点からも，その推進が強く求められて
いるところであり，法務局としても実施面積を拡大
する等，積極的に登記所備付地図作成作業に取り組

津地方法務局　局長

大手　昭宏
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　新年あけましておめでとうございます。企画社会
事業部の津支部の廣森貫氏です。
　会員の皆様におかれましては、平素から、本会の
運営・活動へのご理解、ご協力を心から感謝いたし
ます。
　企画社会事業部の部長という役職を仰せつかり約
８ケ月が経ちましたがまだまだ右往左往しており、
先輩の方々の凄さを痛感しております。
　さて、昨年の企画社会事業部の主な事業進捗を、
ご紹介させていただきます。
　まずは、津地方法務局主催の「未来につなぐ相続
登記」シンポジウムにパネリストとして参加させて
いただきました。基調講演、寸劇もあり、かなり盛
況であったと報告を受けました。法務局としても毎
年開催していきたいとの事であります。パネリスト
としての参加は、土地家屋調査士の知名度アップに
繋がると思いますので企画社会事業部としても参加
協力していきたいと思います。
　続きまして、昨年11月より運用されたオンライン
申請の「調査士報告方式」に関して、津法務局と法
調実務打ち合わせ会を開催し、協議、意見交換をい
たしました。実務者レベルの話をさせていただき、
なるべく調査士寄りの運用を目指します。今後も、
会員の皆様の利便性の向上のため、津法務局と協議
してまいります。
　次に、所有者不明土地、ADRと筆界特定につい
ての研究、に関しましては、所有者不明土地法ガイ
ドライン説明会、中部ブロック業務・社会事業担当
者会議、東海四県会議、静岡境界問題連絡協議会に
出席しました。
　また、滋賀県研修会（所有者不明土地に関する研
修）、所有者不明土地問題シンポジウムに出席しま
した。様々な会議、シンポジウムに参加し、情報収
集、情報交換をしてまいりました。会議への出席お
よび報告を受けた感想としましては、国交省、法務
省も所有者不明土地問題に本腰を上げたと感じまし
た。
　昨今、マスメディアでも所有者不明土地の問題を

　総務財務部長の野田です。新しい元号での最初の
新年を迎えるにあたり、三重会の発展及び会員の皆
様、ご家族の皆様のご多幸とご健勝を祈念いたしま
す。
　昨年を振り返りますと、５月の定時総会後に改選
後の新メンバーでの体制がスタートしましたが、不
慣れな部長の為、いろいろとご迷惑をおかけいたし
ました。
　いろいろ反省しつつ、６月の法調会、７月の中部
ブロック定時総会、８月の本会・支部長意見交換会
等、怒涛のごとく過ぎ去り,短い秋も終わりを告げ
る頃、会員名簿の会員情報登録事項変更届書の発送
時期となっていました。会員名簿は今年度中には、
お手元に届く予定で準備を進めています。
　また、お届けものと言えば、BORDER85号もそ
うですが、同じような時期に、年計表の提出等のお
願い文書も届くかと思います。
　既に職印台紙の適正な運用についての、ご案内の
文書が発信されているかと思いますが、併せてお願
いいたします。
　最後に、土地家屋調査士制度70周年を迎えるにあ
たり、三重会の発展の為に、ご尽力された諸先輩
方々に心から感謝申し上げます。

総務財務部　部長 野 田 　 秀 敏

sectional meeting
部会だより

企画社会事業部　部長 葊 森 　 貫 氏
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取り上げられておりますので、迅速に情報収集し、
今後とも会員の皆様に正確な情報を発信できるよう
頑張っていきたいと思います。
　最後となりますが、毎年恒例の全国一斉無料相談
会に津地方法務局より２名の職員に来ていただき無
料相談会を開催いたしました。
　今回は、15件の相談があり土地の問題で困ってい
る方々が多いと感じました。土地境界の事、土地の
登記記録の事、出来る限りお話をお伺いし、説明さ
せていただきました。帰るときに「ありがとう。よ
くわかったわ。」と言っていただき大変嬉しかった
事を記憶しています。
　今後も、毎年開催されると思いますので、相談者
に少しでも親身になり、より良い無料相談会を開催
出来るよう努めてまいりたいと思います。
　今後とも、会員の皆様のご理解、ご協力をよろし
くお願いいたします。

　新年明けましておめでとうございます。会員の皆
様には、研修会への出席、またご協力をいただきま
して、厚くお礼申し上げます。
　今回の部会だよりは、新人研修会と今後の研修会
への考えについて、現状をお知らせしたいと存じま
す。
　まずは、新人研修についてです。近年登録をされ
た会員の方々には、中部ブロック協議会主催の新人
研修会、そして当会主催の新人研修会を受講してい
ただいております。
　これまで、中部ブロック協議会主催の新人研修会
は、理論的なことが中心に行われ、当会主催のもの
は、立会実習など、より実務的な内容で行ってまい
りました。中部ブロック協議会主催の新人研修は、
もともとは、連合会が各ブロックに委託をしていた
ものです。
　ところが、今年度からは、様々な事情によって委
託を終え、連合会が主体となって全国一括で開催す

る方向にシフトしました。
　初めて開催された連合会の新人研修の内容は、こ
れまでの中部ブロック協議会主催のものとほぼ同じ
でした。なので、中部ブロック協議会は新人研修の
機会をもう提供しないのかと言われれば、そうでは
なく、令和２年１月31日より２月２日まで３日間で
行うことが決定されております。
　中部ブロック協議会では、従来の研修内容の変更
が求められ、11月12日に行われた担当者会議におい
ては、立会実習を含む測量作業が体験できるカリキ
ュラムで行う打合せをしました。こうなると、当会
主催の新人研修と内容が重なってしまう部分が発生
します。場合によっては、これまでの当会の内容を
変えなければならないことがあるかもしれません。
　自画自賛のようで恥ずかしいのですが、当会の新
人研修のメニューは実に上手く作られていて、資料
調査、現地立会、測量、報酬計算と一連の流れで業
務を理解できるものです。
　受講者のアンケート結果も好評で、継続していく
価値があります。これは、諸先輩方が何年もかけ、
改良に改良を重ね今日に至ったと聞いております。
そのような素晴らしい内容ですので、今すぐ大きく
変えることは考えにくい状況です。現時点では、１
月31日から行われる中部ブロック協議会研修会に参
加して現状を把握し、部内で協議を行っていくこと
を予定しています。
　部内協議のため、近年新人研修を受講された会員
の方々にはアンケートも考えていますので、ご協力
をお願いいたします。それらの結果を踏まえ、４月
上旬に計画しています当会主催新人研修会に向け、
進んでまいります。
　次に、今後の定例研修会についてです。前号ボー
ダーでもお知らせしましたが、定例研修会の出席率
が約４割と低迷しています。
　会員の皆様にとって大変興味深いテーマの研修会
を毎回開催できれば、出席率の低迷はなくなるかも
しれません。しかし、中には次回の研修会のように
倫理を中心とした気持ちを引き締めるものも大切に
しなければならない事情もあり、苦しい状況にあり
ます。
　他にハード面で増加を期待できないか考えたとき、

研修部　部長 前 田 　 佳 昭
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他会で導入済であるインターネット回線を利用した
複数会場同時ライブ研修も検討しましたが、初期に
数百万円を要するなどなかなかハードルは高いです。
私は昨年９月に他会の研修会に参加し、同時ライブ
配信の様子を見学しましたところ、講義の途中で一
時的に通信が途絶えるなど、軽いトラブルも目の当
たりにし、積極的に導入する考えには至りませんで
した。
　これまでどおり、当日撮影をして、後日ビデオ研
修を実施していくことがベターと感じました。とこ
ろで、当会保有の録画機材が古くなってきました。
より品質の高いビデオ研修を行っていくため、機材
の更新も必要でありますので、ご理解をお願いいた
します。
　今後も研修会充実のため、皆様よりご指導、ご意
見をいただけると幸いでございます。どうかよろし
くお願いいたします。

　広報厚生部長の岡本です。平素は広報活動に会員
の皆様のご協力をいただきまして有難うございます。
　５月の定時総会より約半年間部長として会務を務
めさせていただき、あっという間に新年を迎えまし
たが、不慣れと怠惰な性格ゆえ、会長をはじめ、副
会長、理事、事務局の方々に色々とご心配とご迷惑
をお掛けしております。
　さて、広報厚生部の活動でございますが、昨年の
８月31日に会長杯ゴルフコンペを開催し、奈良会か
ら３名の方にもご参加いいただきまして、７組28名
の方のご参加をいただきました。
　また、富山で行われました中部ブロックのゴルフ
大会には三重会から９名の参加をいただきました。
中部ブロックのゴルフ大会ですが、来年度は三重会
担当の予定でしたが、調査士制度70周年事業と重な
るため、残念ですが、ゴルフ大会を開催しない予定
となっております。
　11月19日には四日市中央工業高校への出前授業を

行わせていただきました。１月には津工業高校にて
出前授業を行う予定です。12月１日には中部ブロッ
ク協議会の行事としまして愛知会さんと合同で東海
工業専門学校の学校祭のブース出展をさせていただ
きました。
　新年を迎え、今年度としては酒藏見学の親睦旅行
を予定しております。令和２年度は調査士制度70周
年となり、中部ブロック協議会で70周年記念事業も
検討しおります。三重会からは濵田副会長と私が、
70周年記念事業について中々これといった案も未だ
出ておりませんが、他会の方々と協議しております。
　最後になりますが、今後も会報「ボーダー」の寄
稿、各支部、会員の方の広報活動へのご協力を宜し
くお願いいたします。

広報厚生部　部長 岡 本 　 博 人
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舗内やテイクアウトで食事が利用出来るところもあ
り、市役所に行った際に私が時折利用するのは
FUCHITEIと言うお店。そこで食べられるホット
ドッグは、ソーセージが肉汁たっぷりで、気を付け
ないと噛んだ瞬間に肉汁が飛び出しますので、食べ
るときには周りに要注意。
　また、いなべ市役所のシビックコア棟内には食堂
があり、350円！のカレーライスから日替わりラン
チ等、リーズナブルに食事が出来ますので、業務等
でいなべ市役所を訪れた際には是非ご利用下さい。

　11月17日　桑名市多度町民ソフトボール大会にて、
桑員フェニックスは２度目の優勝を果たしました。
　出場メンバー
　　１番　中堅　近藤　真史
　　２番　三塁　浜島　収志
　　３番　捕手　森下　雄介
　　４番　左翼　鈴木　康之
　　５番　二塁　水谷　公孝
　　６番　一塁　伊藤　　巧
　　７番　指名　小田　哲也
　　８番　遊撃　溝端　　寛
　　９番　右翼　千種　　誠
　　　　　投手　射和　　孝
　　監　督　　　鷲野　賢治

　2019年３月に東海環状自動車道の大安ICが開通
して、津方面や名古屋方面へのアクセスが良くなっ
た県内最北部のまち、“いなべ市”ですが、2019年
５月７日、いなべ市役所の新庁舎が、いなべ市北勢
町内に新築移転し、業務を開始いたしました。ユニ
バーサルデザインを取り入れた新庁舎は行政棟、議
場棟、保健センター棟、シビックコア棟の４棟から
なっています。
　2003年12月に、平成の大合併により員弁郡だった
藤原町、北勢町、大安町、員弁町の４町が合併して
“いなべ市”となって以来、市の業務はそれぞれの
部署のある旧庁舎、例えば、資産税課は旧員弁町役
場、管理課、農業委員会は旧藤原町役場と、それぞ
れ分散して設置されておりましたが、ようやく一つ
の庁舎に集約されて、利便性がとても良くなりまし
た。まだ微かに微かに新築の匂いがする新庁舎は天
井も高く、何度訪れても気持ちが良いものです。
　また、市役所に隣接する形で、「にぎわいの森 
Inabe Hutte（イナベ ヒュッテ）」と言う商業施設
も５月18日にオープンしております。森の中にそれ
ぞれの店舗が独立して配置されており、店舗はブー
ランジェリー「魔法のぱん」、パティ・テリーヌ・
ソーセージ専門店「食肉加工屋 FUCHITEI」、カ
フェ「ロブ いなべヒュッテ」、スイーツショップ
「r26（エールヴァンシス）」、フードブティック
と言うコンセプトの「キッチュ エ ビオ いなべ ヒ
ュッテ」の５店舗が営業を開始しています。その他
には敷地内に「ブルーチップファーム」と言うぶど
う園が作られ、いずれ、いなべ産のぶどうを使って
ワインを醸造する予定だそうです。オープンしたて
の頃は、どの店も長蛇の列が出来、市役所と兼用の
駐車場には誘導員が配置されたりと文字通り大変な
賑わいでした。にぎわいの森の中には、いくつか店

branch office
支部だより

桑員支部　支部長 伊 藤 　 　 巧
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　新年明けましておめでとうございます。
　本年も宜しくお願い致します。
と、言いつつもこの原稿を書いているのは・・・・。
４月の総会にて支部長に任命され、８カ月目になり
ました。
　春の県議会議員選挙・市議会議員選挙、夏の参議
院議員選挙でかなりのバタバタ、選挙後も国政報告
会、異業種交流会への参加などバタバタ、仕事も今
のご時世なのかバタバタ・・・・
　あっという間に時間だけが過ぎていきます。
　会員の皆様もバタバタ・・・そんな感じではない
でしょうか？
　そんな中、11月15日（金）17：30～に外部講師を
招き、支部研修を開催しました。
「金融時事放談」～会社の変化、社会の変化～
について講演をして頂きました。

　土地家屋調査士は概ね個人事業主ですので、社会
の変化等は個人個人が感じる事はありますが、違っ
た目線からの変化については、なかなか感じれない
職業環境かと思います。
　技術→これが時代に変化をあたえてきた。
　一言では伝えにくいですが、土地家屋調査士とし
て、これからどうしていくべきかを考える良い時間
になったかと思います。
　今後大きな可能性のある四日市市という土地で、
土地家屋調査士として変化をもたらす為にどうすべ
きか・・・・支部役員６名にて準備・段取りし、無
事開催できたことにホッとしております。

　今後の予定として、まず支部忘年会・新年会と進
めていきます。
　来年も選挙あるのかな？来年もバタバタ・・・？
　支部旅行できるかな？良き支部役員と共に対応し
ていこうと思います。

　令和元年９月28日（土曜日）に開催された「空き
家無料相談会」について報告します。
　宅建協会が中心となり、地元鈴鹿市、建設業協会、
建築士事務所協会、不動産鑑定士協会、行政書士会、
司法書士会、土地調査士会の８団体が参加しました。
　当日、朝９時前に集まった時には顔見知りばかり
で新鮮な気持ちが吹き飛びましたが、会場準備、相
談業務開始の途端、他団体の椅子は足りない程の大
盛況でした。
　わが調査士会、行政書士会だけが人一人も腰を掛
けない状態が続きました。当然、午前中の相談は１
件のみでした。その為、近くの中華料理屋まで出か
け余裕のランチをして帰り午後からは、暇になった
建築士や鑑定士の先生と談話、他団体にはどのよう
な相談があったのか尋ねてきました。一番多かった
のは、遠方に居住している相続人が現建物を解体す
るにはどのような補助金が出るのか、いつまでに壊
せば良いのか等、固定資産税にかかわる話でした。
続いては、相続に関する相談、放置された土地建物
の仲介等と続きます。
　要するに建物表題に関する相談はほとんど無く調
査士がその場所に居る必要がないという結果でした。
終わりごろに相談が回ってきた内容は、市役所から
建築士を通じ接道なしの建築不適格建物に関する相
談でした。概略を説明し、平日に市役所担当者まで
訪ね一緒に担当部署に伺い確認をして頂くようにと、
終わってしまいました。
　11月22日には、鈴鹿市河川敷でアドバルンフェス
ティバルが開催され朝早くから色とりどりの32体の
機体が優雅に浮かんでおりました。さぞかし楽しい
乗り物なのでしょう。ちょっと寒そうですが・・・。

四日市支部　支部長

鈴鹿支部　支部長

市 川 　 　 誉

野 呂 　 幸 伸
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津支部　副支部長 五 百 野  正 樹

　年末になり北勢地区では中堅住宅メーカーM社２
社が倒産しました。早くから情報が入っていたので
事なきを得ておりますが、年末近くになり従業員の
方々はどのように暮らしてゆくのでしょうか？心配
してしまいます。
　昨年は当事務所にとっては歴代２番目に忙しい年
でしたが、今年はどのような年になるのでしょう？
アドバルンの様に火が灯っていれば上昇気流に乗っ
て浮かんでいられますが、一気に仕事が無くなれば、
あのバブル崩壊の時みたいに売上３分の１へ激減し
税金も払えない状態に陥るのか、今から戦線恐々で
す。年明けに落ち込むような話はやめにして、年明
けより事務所で忙しく仕事に励む姿を想像しながら、
昨年に感謝し今年もよい年であるよう、初日の出を
迎えられるように精進して進んで行きましょう。

　新年あけましておめでとうございます。
　今年度から津支部で副支部長をしております五百
野です。昨年度は本会の理事をさせていただいてお
りました。立場は異なりますが連続での役付きとな
ります。稲本支部長を助け、また次を担ってくれる
活きの良い若い方が、我々の支部に入っていただけ
ることを願いながら支部業務を担っていきたいと思
います。
〈津支部の年間行事について〉
・５月下旬　
津市境界確認申請事務規定が変わったため、その事

務手続き変更に関する説明の研修を行いました。境
界立会の申請手続きが煩雑かつドラスティックに変
わったため、申請する側や受ける側も混乱が生じて
いたので、急遽、研修を行わせていただきました。
→その後半年以上経っておりますが、小さな混乱や
不備が続いているようです。理念はソコソコでよい
のですが・・・・・・上手くいきません。私も行く
たびに要望（愚痴？）を伝える日々が続きます。
（他支部の方で初めて申請する際は、津支部の調査
士に事前に聞くことをお勧めします。）
・９月下旬　親睦として夏恒例のビアガーデンでの
バーベキュー。９月といえどもまだ残暑が厳しい中、
支部の皆様とコミュニケーションの機会を得ながら、
美味しく頂くことができました。
・10月上旬　津支部恒例の津まつり出店。広報活動
と相談業務を柱に、風船、パンフレット、うちわを
配ります。場所が良いのか、真面目にしすぎるのか、
出席した支部役員もついつい配りすぎるきらいがあ
り、部数を調整しないと昼には開店休業状態になる
ところでした。また合間には登記等の相談も数件あ
り、私も初めて参加しましたが、なかなか好評であ
ったのではないかと思います。

　あとは１月の新年会、４月の支部総会が残ってお
ります。
　「飲み会ばっかりやな」と家族にツッコまれなが
らも、市民相談、行政相談、法務局打合わせ、市役
所との協議等々　支部役員で分担し、職務にまじめ
に取り組んでおります。
　以上　津支部の報告まで。
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　｢測っ虎　２０１９忍者の里　伊賀上野シティマ
ラソンに応援参上！！｣　

　去る11月24日快晴の下、忍者の里伊賀上野シティ
マラソンが開催されました。
　総勢2,784名の参加者は、北は北海道、南は九州
宮崎県からで、最高年齢はなんと98歳の男性で５キ
ロ㍍へエントリー、一方女性ランナーは84歳で10キ
ロ㍍へ参加されたという。私たちの年齢からは考え
られないことで感服以外の何ものでもない。
　当日は、ゲストランナーに「森脇健児さん」と
「伊賀之忍者衆　羅威堂」がレースに花を添えてく
れました。
　ところで、我が三重県土地家屋調査士会の広報キ
ャラクターも土地家屋調査士会の宣伝に一役買って
いただきました。
　マラソンの冊子の広告欄A４面１/２の伊賀支部
の広告を掲載しました。
　私も昨年伊賀支部において作成しました、測っ虎
T-シャツを着用してレースの運営に当りましたが、
シャツの上部を見た人からは、「境界紛争ゼロ宣
言！」？って何・・・・・？？
　この言葉はすぐに理解してもらえなかった感が否
めませんでしたが、シャツ下部の土地家屋調査士の
方をしっかりと説明しておきました。
　それからお知らせがあります。
　令和２年１月22日（水）に法務局伊賀支局２階会
議室において法務局と伊賀市、名張市の官民境界査
定業務に携わっている両市役所職員さんとの合同研

修会を開催します。
　ボーダーが発行される頃には研修会は終了してい
るかもわかりませんが、今年は研修後参加者でお楽
しみ会（新年会？）をやる予定です。もちろん法務
局、両市役所担当者の方も参加してくれます！！
このような企画は長らくしていなかったので、非常
に楽しみにしています。
　われわれの日常業務が少しでも円滑に進むことを
期待して・　・　・
　次回にその内容とお楽しみ会の報告も紙面に支障
のない範囲でお知らせしたいと思います。

　新年明けましておめでとうございます。松阪支部
長の薗部です。
　昨年後期の支部活動としましては、７月13日、７
月14日開催の松阪祇園まつりの三社みこしに例年同
様、司法書士会松阪支部、行政書士会松阪支部と共
に協賛をしました。

松阪支部　支部長 薗 部 　 和 宏

伊賀支部　支部長 中 井 　 洸 一
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　10月５日（土）に松阪商工会議所主催の無料なん
でも相談会に支部役員３名で参加させていただきま
した。今回は相談に来られた方が例年より少なく、
なんでも相談会の周知方法について今後考えようと
部会長が話をされておりました。
　私事ですが11月19日開催されました松阪商工会議
所の常議員会におきまして、参与に委嘱して頂く事
になりました。役員名簿には、司法書士、税理士の
方は監事、常議員、議員、参与に何名かみえました
が土地家屋調査士として参加させて頂く事で微力な
がら土地家屋調査士業を周知していきたいと考えま
す。
　11月14日、第２回目の支部研修会兼懇親会を開催
しました。１週間前に急に案内をだしたにも関わら
ず、18名も出席をして頂きました。支部の皆様には
有りがたい気持ちと申し訳ない気持ちで反省してお
ります。

　場所はだるまという、松阪で有名なイタリアンの
店をオーナーの好意で貸し切りにさせていただきま
した。研修というよりは、親睦目的がメインで研修
内容は10月31日に11月11日からの調査士報告方式の
説明会が各法務局で開催されましたが、松阪支部は
９名しか出席していませんでしたので、伝達講習的
な研修でした。
　その後の親睦会では松阪支部待望の新人さんが出
席してくれた為、非常に楽しく、嬉しい親睦会とな
りました。私が支部長となってから、たくさんの会
員の先輩が退会されて寂しく感じていましたが支部
長となり初めての入会者でしたので研修会のみの出
席予定でしたが無理矢理親睦会に残っていただきま
した（笑）

　親睦会がメインの研修会ばかりでしたので、今年
度中に身になる研修会を行いたいと考えております。

　初春のみぎり、新春のお喜びを申し上げます。
　平成の最後、４月の支部総会の承認を経て２期目
を務めさせていただいております伊勢支部長の鈴木
です。上皇陛下の天皇退位により新元号令和と改ま
りました2019年の伊勢支部活動を報告させていただ
きます。
　まずは支部研修です。10月11日（金）に報酬額に
ついての研修会を開催しました。７月に開催された
公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協
会社員研修会において、ご挨拶いただいた田中孝治
理事長のお言葉が胸に刺さり、我々土地家屋調査士
の報酬を見直すべく開催いたしました。支部会員48
名の３分の２ほどの出席が有り、出席が叶わなかっ
た会員の多くから研修資料を所望いただくという状
況でありました。
　１月末にはもう一度支部研修会を開催します。津
地方法務局伊勢支局にご協力いただき『オンライン
申請時の調査士特例方式の解説と運用状況』、『民
法（相続法）の改正の要点』等を学ばせていただく
予定です。

　続いて広報活動です。11月９日（土）に三重県司
法書士会伊勢支部との共催にて合同無料登記相談会
を開催しました。伊勢支部管内６市町（伊勢市・鳥

伊勢支部　支部長 鈴 木 　 勝 吉
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羽市・志摩市・玉城町・度会町・南伊勢町）に相談
会場を設け同日に開催しております。
　この相談会は、有竹良行副会長が伊勢支部長を務
めておられた際から継続開催しております。例年６
会場合せても10件程度の相談件数という状況でした
が、今回は倍増！しかも南伊勢町会場へは県外転居
者も相談に訪れていただきました。
　裾野の広がりを感じさせる結果に安堵すると共に、
この合同無料登記相談会を文字通り“定例”とした
いと思いを強くした今日この頃です。
　最後に、現上皇・上皇后両陛下が伊勢神宮に退位
報告、後には新天皇・皇后両陛下が即位報告にお越
しになられた伊勢市です。
　会員の皆様も是非伊勢志摩地域に（仕事以外）お
越しください。その際は、気軽に伊勢支部会員にお
声掛けくださいね。

　登記資料調査をする上で時々古地図の調査もして
います。
　町役場や合併前の村役場や郷土資料館などで調査
することがあります。その時に古地図や証文など出
てくる時があり、わたしにとっては、これが大好物
なんです。
　探しているうちに色々な古い資料が出てきます。
本来の調査からだんだんと遠ざかっていきます。以
前、調査で赤羽村の旧村役場で当時の赤羽村全図を
発見、作成時期は明治26年１月１日で所在を見ると
三重縣紀伊國北牟婁郡赤羽村と記載されており時代
を感じさせます。
　全図の寸法は幅が3.30ｍで畳４畳ほどあり図面と
しては大きく、着色、字名の記載があり、その古地
図で字ツヅラ谷の表示がこれは、世界遺産の熊野古
道ツヅラト峠の場所でかつて「伊勢国」と「紀伊
国」の国境であった峠で「聖地・熊野」への玄関の
場所です。
　そんな感じで本来の業務からますます遠ざかりま
す。

　結局、調査士業務は温故知新であり古い資料など
を収集して、分析解析していくことが大切だと思い
ます。

　
　熊野支部では、支部総会で話し合い、今年度の予
定をたてました。オンライン申請について普及率を
あげることを目標に、熊野支局や現在オンライン申
請を行なっている支部会員と協力して、研修を実施
します。研修においては、業者の協力も得たいと考
えております。
　次に、熊野支部は年々会員数の減少があり、この
問題に取り組むため４年ほど前より地元の県立高校
に出前授業開催をお願いしてまいりました。なんと
か３年前には県立紀南高校において、出前授業を開
催することができました。今年は県立木本高校に出
前授業の開催をお願いしようと考えております。

紀北支部　支部長 倉 本 　 和 之

熊野支部　支部長 畑 中 　 伸 章
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　土地家屋調査士の認知度を上げるため、熊野支部
では毎年５士会（税理士会、司法書士会行政書士会、
社会保険労務士会、土地家屋調査士会）で協力し無
料相談会を開催しております。
　熊野支部は人数が少ない分、お互いの意思の疎通
ができており、お互いに情報の交換がスムーズに行
なわれ、効果もあり仕事がスムーズに行くことも
多々あります。
　これから熊野支部会員、一致団結して土地家屋調
査士の認知向上と支部活動に取り込んでいけるよう
頑張り続けていきますで、本会のご協力をお願いい
たします。
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幹事長（本会支部長）の御協力を賜ることはもとよ
り、会員皆様方のお力添えをお願いする機会も増し
て来ようかと思いますので、なにとぞよろしくお願
い申し上げます。
　また、昨年は、台風15号・19号の被害、佐賀や長
野・関東・東北での豪雨による河川氾濫など自然災
害が多発した年でもありました。国土・国民の安全
を守るのは政治であり、また同じ様に土地家屋調査
士制度を守り、発展させていくためには政治活動は
不可欠です。どうぞ政治連盟に参加し皆様の御力で
調査士制度を向上させてください。
　昨年は、ラグビーワールドカップで日本中が盛り
上がり、今年は東京オリンピック・パラリンピック
で更に日本国民の一体感が増すと思われます。
　我々土地家屋調査士も一致団結し、また、今年一
年が皆様にとって輝かしい一年となりますことを願
って新年のご挨拶とさせていただきます。

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、健やかに新年を迎
えられましたことお慶び申し上げます。
　旧年中は当政治連盟の活動に対し、御指導、御協
力を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年は、５月１日に平成から令和に元号が改めら
れ、新天皇陛下が即位されました。そんな中、春に
は統一地方選挙、７月には参議院議員選挙が挙行さ
れ、会員の皆様には多大なる御協力を頂きましたこ
とをこの場を借りて重ねて御礼申し上げます。
　また、当政治連盟の５月の定時大会で役員改選が
あり、神戸照男会長のもと新役員体制で活動を行っ
ています。全調政連も役員改選により椎名会長ほか
新役員で活動しています。当政治連盟では例年通り
開催されました各政党パーティー、国会議員および
三重県県議会議員による国政報告会並びに県政報告
会への参加、自民党三重県連および新政みえへの要
望懇談会参加等政治活動を行いました。
　さて、さる８月23日（金）に中部ブロック連絡協
議会「会長・幹事長会議」が、岐阜県岐阜市のホテ
ルリソル岐阜（２階　会議室）で開催されました。
全調政連から椎名会長、早川副会長、髙山副会長、
馬場副会長、佐々木幹事長、村谷副幹事長が参加し、
中部6県政連の会長・幹事長も参加して、令和元年
度の活動報告をそれぞれに行ないました。
　全調政連は今年10月に日調連、全公連と連携し調
査士制度70周年記念イベントの共同開催への取り組
み、狭あい道路解消に向けての取り組み、街区先行
型地籍調査の推進、民法改正に関する取り組み等注
力しているとのことでした。三調政連からは、毎年
開催されている自民・新政みえの要望聴き取り会で、
全国ワースト２位の地籍調査、14条地図作成、狭あ
い道路事業促進、空き家対策協議会設置、未登記道
路等の解消における助成措置を継続して要望し続け
ていることを報告しました。
　今後とも本会や公嘱協会との連携を図りつつ、副

political
政連だより

幹事長

三重県土地家屋調査士政治連盟

中 野 　 久 生
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も大半が世界測地系の成果となってきているかと思
います。それでも各地を網羅するにはまだまだ何十
年もかかる事でしょう。
　「災害には間に合うのか？」　　そんなことを考
えていると、明治時代に作られた地図（公図）は制
度や精度のどうこうはありますが、あの短期間でよ
く日本中に備えられたなと。これはものすごいパワ
ーだったのだなと改めて感動してしまいます。
　余計な事を書いてしまいました。最後に今回の展
示啓発グッズの注目人気ランキング（紙面の都合上
３位まで）を残しておきますので、またご参考くだ
さいませ。

１位・・・公嘱ネーム入り蛍光反射ベルト（腕にパ
チッと巻きつく）（夜間の散歩に役立つ事とカラフ
ルなのが特徴で全年齢の方に受けが良い）

２位・・・測っ虎の袋入りグッズ（調査士会に提供
してもらいました）（これは他のブースでもらう物
が手で持ちきれない時にすごく重宝されます。測っ
虎を持った人がウロウロしていて結構ウケます。宣
伝効果有りです）

３位・・・伊能地図入りクリアファイル
（皆さん立ち止まって見ています。やっぱり凄い人
だね。伊能忠敬）

　津区域長をしております、真柄吉秀と申します。
　会員の皆様には常日頃から公嘱協会の運営にご理
解、ご尽力いただき誠にありがとうございます。特
にここ数年は津市域にて地籍調査、14条業務等の地
図作成関連事業が集中しており、皆様にはいつもご
無理ばかりお願いして申し訳ありません。引き続き
何卒ご協力のほど宜しくお願い致します。
　ところで昨年11月10日（日）に津市総合防災訓練
があり、防災協定の関係でここ数年公嘱協会も啓発
展示ブースを出しております。今回は私の地元であ
ります津市白山町にある白山総合文化センター周辺
にて行われました。毎年なかなか本格的な訓練で、
地元の自治会の方をはじめ近隣住民、小中学生など
が被災者役となり、自衛隊や消防、医師、看護師を
はじめ様々な職の方が実際の地震（今回は内陸地
震）を想定し救助活動や避難所での訓練を行ってお
ります。
　かくいう私たち土地家屋調査士は？というと・・
これがかなり難しいです。
　展示ブースは今回もかなりの盛況で用意した啓発
広報グッズはすぐに完売となりました。（無料で
す）ただその際によくお声掛け頂くのが「君たちは
地震の時、一体何が出来るの？」とか「これはなん
の啓発なの？」があります。
　この答えには色々あるかと思いますが、「僕たち
は地震発生すぐや避難所では役に立ちません。災害
が起きた後、世間が少し落ち着いてからが出番です、
また万一の災害を想定して常日頃仕事をしています。
災害で滅茶苦茶になった境界を復元します。」と
堂々と言ってしまっています。
　本当にそんなこと可能なのか？こんなに日本は広
いのに。と疑問に思うことがあります。
　津市沿岸ではものすごいペースで地籍調査を実施
しています。法務局14条地図作成事業もまだまだ続
くことでしょう。山林についても航空測量を利用し
地籍調査がはじまりました。また普段の調査士業務

public
公嘱だより

津区域長

公益社団法人　三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

真 柄 　 吉 秀



16BORDER vol.85 2020.1.1

　表彰式には古尾会長にもお越し頂き、クラブハウ
スで表彰式を行いました。
　個人戦の優勝は伊勢支部の有竹良行さん、団体戦
優勝は伊勢支部、ベストグロスは伊勢支部の太田茂
輝さんでした。会長特別賞は抽選の結果、伊勢支部
の小山孝司さんとなりました。
　ブービー賞は四日市支部の林誠治さんでした。
　令和初の会長杯ゴルフコンペは、伊勢支部の大健
闘に終わりました。
　2020年も会長杯親睦ゴルフコンペを開催する予定
でございますので、未だ参加されたことのない方も
含めまして、大勢のご参加をお願いいたします。
　また、三重のゴルフコースでコンペのご紹介いた
だける方も募集しております。

　令和元年８月31日（土）、会長杯親睦ゴルフ大会
を鈴鹿市の名門コースである中日カントリーにおい
て開催いたしました。
　当日は、晴天でしたが、残暑（酷暑）の中のプレ
ーとなりました。
　参加者は28名で、昨年より９名の増加となり、四
日市支部３名、鈴鹿支部３名、津支部７名、伊賀支
部２名、松阪支部４名、伊勢
支部５名、熊野支部１名と奈
良会から３名のご参加をいた
だき、団体戦は混合チームで
６チームの参加となりました。

 団体優勝　伊勢支部

個人優勝　有竹良行さん

スタート前集合

報告
Report

広報厚生部　部長 岡本　博人
会長杯親睦ゴルフ大会2019
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ムが時間内に計算を終えて集計となりました。
　陣取りの面積の大きさと巻尺による面積計算と光
波による面積計算の誤差をポイントにして順位を決
定し、表彰を行いました。優勝チームには調査士グ
ッズの記念品を授与し、各生徒さんには漫画でわか
る土地家屋調査士と粗品をお渡ししました。
　最後に、濱田副会長より挨拶をしていただき無事
終了となりました。

　後日、生徒さんからこの度の出前授業についての
アンケートをいただきました。土地家屋調査士に聞
いてみたいことについては、「もっと土地家屋調査
士の業務内容を詳しく知りたい」、「年収はどれく
らいですか」等の意見があり、こんな実習をしてほ
しいについては「ドローン測量が見たい」という意
見が多数ありました。講義、測量実習の内容につい
ては「難しかった。」、「とても面白かった。」等
の意見をいただきました。今回の出前授業で土地家
屋調査士の名前を憶えていただいたのではないかと
思います。
　この度は、公嘱協会より小林邦光さん、宮本斉さ
ん、四日市支部より市川誉さん、中村行彦さんのご
協力をいただきました。ご多忙の中、本当にありが
とうございました。
　今後も出前授業を継続するにあたりまして、生徒
さんから多数の要望がありました「ドローン測量」
について詳しい方、実際に測量されている方がお見
えでしたら、広報厚生部にお力をお貸しいただけま
すと幸いです。

　令和元年11月19日（火）午後１時15分から四日市
中央工業高等学校さんの出前授業を広報厚生部員一
同で行いました。
　公嘱協会さんと四日市支部さんも応援に駆け付け
てくださいました。

　初めに、竹内副部長より生徒の皆さんへ10分程の
座学をさせていただき、土地家屋調査士がどのよう
な職業であるか、どうすれば土地家屋調査士になれ
るかを簡単に説明させていただきました。
　次に校内駐車場におきまして、４チーム各９～10
名に分かれての測量を取入れた陣取り合戦を行いま
した。巻尺による測量、光波による測量を各チーム
の生徒さんたちが分担して行いました。

　続いて、校舎内に戻り、電卓を用いて測量の結果
の計算をしました。巻尺による測量はヘロンの公式
と直角三角形の面積計算、光波測量については座標
計算による面積計算をそれぞれ行いました。各チー

報告
Report

広報厚生部 岡本　博人
四日市中央工業高等学校の出前授業

測量実習風景

講義の様子
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報告
Report

鈴鹿支部長 野呂　幸伸
中部ブロック協議会親睦ゴルフ富山大会

いませんでした。
　大会のゴルフ場は、太閤山カントリークラブで同
伴の富山会谷道先生に聞いたところ、富山県内では
フラットでセパレートされている人気のある場所だ
そうです。それでは、今日のスコア―もいいかもと
思いましたが、急に２日酔いが出だして51・51と何
時もの調子のスコア―で終わりました。飛びますが、
三重会の結果は畑中先生の頑張りがありましたが、
孤軍奮闘に終わり個人６位、団体５位に終わりまし
た。この原因は、三重会にいるセミプロの参加がな
いことが敗因にあると結論付けさせて頂きます。残
念です。
　来年度は三重会の当番に当たるのですが、京都府
で全国大会が開かれるので、そちらに中部から30名
ほど参加するため、三重での開催は無い可能性があ
るようです。これまた残念です。
　最後に中部ブロックでは、ゴルフ大会の参加者が
著しく減少している為、別の方法で親睦を図る催し
を計画するようです。そのような催しへの参加は、
他会会員との交流、情報交換等がスムーズに出来る
手段です。是非参加して、将来、自分が執行部入り
する時や公嘱理事などで活躍する足がかりとして活
用して頂ければ良いと思います。
　助成金を頂き、参加された皆様と非常に楽しい時
間を過ごすことが出来、ありがとうございました。

　令和元年10月21日開催の親睦ゴルフ大会には鈴鹿、
亀山のゴルフ仲間４人で参加しました。
　前日の20日、お昼に浦川先生の事務所を車で出発
して約５時間の道中を私一人で運転して行きました。
いつもであれば、すぐ疲れて睡魔に襲われますが、
今回は体調十分。
　その理由は、前日の土曜日にもゴルフがあり、そ
の流れで四日市の行きつけの寿司屋に行きましたが、
次の日の重要任務を考慮し、お酒は断り、久しぶり
に寿司に舌鼓を打ち、ハンドルキーパーに徹したこ
と。意思の強さには自信があります。
　道中は、少し進んだらトイレ休憩をして、各駅停
車で車中から見える秋口の紅葉も少しは拝めること
が出来て、最高でした。

　宿泊は、ANAクラウンプラザホテルで、富山市
内では最高級の宿でした。５年程前までは、仕事の
関係で２年に１度都合３回、10月末に訪ねておりま
したが、市内はますます近代化され綺麗になってお
ります。街の中を走るちんちん電車も中には近代的
なライトレールに変わっておりました。電車好きな
先生たちは一度見に行ってみてもいいと思います。
　前夜祭では、中部ブロック連絡協議会大保木会長、
執行部の皆様の挨拶から始まり、富山会会員のおも
てなしもあり非常に盛り上がりました。２次会、３
次会もあり私は参加したようですが、あまり記憶に
残っておりません。朝起きた時、ちゃんと部屋のベ
ッドから起き、ちゃんと朝食をとり、ちゃんと皆を
ゴルフ場に送って行けました。その時、酒は残って

前夜祭の様子

表彰式の様子

第35回日本土地家屋調査士会連合会
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に広報グッズを手渡す事ができたのは、土地家屋調
査士として宣伝した効果が期待できると実感してお
ります。

　令和元年12月1日(日曜日) 東海工業専門学校金山
校で行われた学校祭に三重県土地家屋調査士会とし
て広報厚生部岡本部長と参加させていただきました。
　学校祭が行われる校舎の土木展示コーナー入口に
ブースを設けて頂きパンフレットなどの広報グッズ
を展示して、学校の生徒や学校見学も兼ねて来てい
る若者とその親御さんに土地家屋調査士とはどのよ
うな職業かを説明しながら広報グッズをプレゼント
する等をして土地家屋調査士のPRをして参りまし
た。

　学校祭では各教室をブース分けされており、測量
ブースではトランシットを展示しての測量実習があ
り、また土木ブースでは現場で使用する検査機械を
用いての非破壊検査の講習があるなど大変見応えが
ありました。他の階では、生徒達で作る屋台やペー
パークラフトで作った家やロボットの模型の展示な
どがあり誰でも楽しめる学校祭になっていました。
　当日は、当会と提携しております東京法経学院と
合同活動で、東京法経学院の土地家屋調査士資格受
験用のパンフレットもあわせて配布しました。
　最近の入学事情等を東海工業専門学校の先生方か
らお話を伺ったところ、近年は測量・土木を目指す
生徒が激減しており学生の80％が建築関係であるこ
とに大変驚きました。
　今日1日で色々な人とお話ができ、また多くの人

報告
Report

広報厚生部 竹内　　寛
東海工業専門学校金山校でのPR活動

【左】野村校長先生【右】成田先生

広報活動の様子

展示ブース
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　あけましておめでとうございます。
　平成18年に開業して早や13年。昔から体力には少
し自信があったつもりですが、40半ばを過ぎますと、
急激な体力の衰えを感じております。特に現場作業
は、頭をあまり使わず一旦馬力でこなしてきたもの
ですから、きつくなってきました。
　しかし、この仕事は現場作業なくしては進んで行
きません。事務仕事を後回しにして、とりあえず天
気のいい日は現場に出かけ、現場作業を進めている
ところであります。
　そんな中で、調査士仲間の苦労話を聞くことは非
常に励みになります。そして何より皆さんがそんな
苦労話を気さくに話してくれる、そんな明るい仲間
がいることに大変ありがたく思っています。
　年男ということで、新たな決意表明はありません
が、学生時代からサッカーを少しずつ続けており、
近頃は同世代が多く続けていることで、40や50オー
バーといったリーグも増えているようです。
　私より上の世代が続けている中で、辞める時期も
分からず、とりあえずやれるまでやろうかなと思っ
ています。
　次の年男までの見通しはまったくありませんが、
もう一息頑張っていこうと考えています。こんな私
ですが、これからもどうぞよろしくお願いします。

　新年あけましておめでとうございます。
　年男という事ですので、今年の誕生日が来れば48
歳、一般的には中年と呼ばれる年齢になり、体力の
衰えや老眼等も始まり、いつの間にかそんな年齢に
なってしまったというのが実感です。歳を取るにつ
れ40歳を過ぎたころから、物欲よりも経験欲みたい
なのが増えてきたように感じています。今までやり
たかったけれど、やれていないことがたくさんある
気がして、自分の「死ぬまでにやりたい100のリス
ト」みたいなことを考えるようになり、興味のある
ことを実際にもっとやってみよう、と思うようにな
りました。
　自分のやりたいことリストで、実現できたものと
しては、例えば「ワインディングロードを爽快にバ
イクで走りたい」と思っていましたので、普通二輪
（中型）免許を取得し、バイクでのツーリングを叶
えました。また学生の時に半分義務感でやっていた
英語も再度勉強したいと思っていましたので、子供
の受験をきっかけに、英語と英会話を勉強して、英
検とTOEICを受験しました。
　リストの中で｢○○に行って、△△したい｣という
のが多いため、この５・６年は旅行に行く機会も増
えました。きれいな海で自由に泳ぎ回りたいと思っ
ていたので、子供を連れパラオで一日中スノーケリ
ングをしたり、昨年は石垣島で妻とスキューバーダ
イビングに初挑戦しました。海外リゾートの開放的
な所でゴルフをしてみたい、カジノで遊んでみたい
という事も、既に経験のある調査士の方にご一緒い
ただき、実現しました。国内では中国・山陰地方に
観光に行きたいと思っていたところ、広島と出雲に
調査士の方と一緒に旅行させていただき、原爆資料
館や出雲大社に行くことができました。
　旅行は、｢○○に行きたい｣というリストが叶うだ
けではなく、特に海外まで行けば、日々の仕事から
も解放されますし、日常と異なる刺激を感じること
で、すごく気分転換になるため、特別な楽しみとな
っています。
　これからやりたいことは、「乗馬」「富士山に登

年
男

年
女

四日市支部

津支部

中 村 　 行 彦

吉 川 　 清 丈
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る」「エジプトでピラミッドを見る」「祇園でお座
敷遊び」等、未経験の事が他にもいっぱいあります
が、いつかは実現させねばと目論んでいます。
　旅行やツーリングにご一緒していただける調査士
の方々の存在は非常に有難く、仕事のつながりだけ
ではなくプライベートでもお付き合いしていただけ
ることに、本当に感謝しております。これまで調査
士をやってきて調査士仲間･友人の存在が一番の財
産です。また私のわがままなやりたい事リストの実
現に協力･理解してくれる家族にも感謝しています。
　やりたい事リストの何を今年は達成できるか、ワ
クワクしているのと同時に、そのためにも一年間健
康で、いい仕事ができるよう精進しなければと、年
始にあたり改めて思っております。

①調査士になる前は何をしていましたか？
②何故調査士になろうと思いましたか？
③調査士になってみてどうですか？
④趣味は何ですか？
⑤自慢できることがあれば教えてください。
⑥調査士としての今後の抱負を聞かせてください。

新新 入入 会会 員員
紹紹 介介

　
　皆様はじめまして。令和元年の11月に三重県土地
家屋調査士会に入会させていただきました吉村卓と
申します。私は約３年間、補助者として経験を積ん
だ後の登録となりますが、調査士業務は自分が想像
していたよりも奥が深く、まだまだ自分が経験した
ことのない業務ばかりです。それが故、不安もあり
ます。しかし、不安があるからこそそれを克服する
ために努力し、成長できると思っていますので、不
安だらけの今がむしろ成長できる好機と前向きに捉
え、さまざまなことに挑戦し、経験を重ねていきた
いと思っています。はじめてのことばかりで先輩方
には何かとご迷惑をお掛けしてしまうことがあるか
と思いますが、何卒、ご指導賜りますようよろしく
お願いいたします。

松阪支部

吉 村 　 　 卓

①現在所属している三宅事務所で補助者として

勤務していました。

②過去に親の所有する土地で境界トラブルがあり、

それがきっかけで調査士を目指しました。

③自分の発言、行動に責任が増したと感じてい

ます。

④よく散歩をしています。

⑤特にありません。

⑥業務に関し、妥協することなく全力で取り組

んでいきたいです。

アンケートの回答
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◆津支部◆

中西　健斗

測
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リレー寄稿

　この原稿依頼をお受けいたしましたが、正直
なところ何を書いたら非常に悩んでしまいまし
た。私が調査士として何かを書こうにも、先輩
方のご活躍に比べると積み重ねが全然ないので、
お伝えできることが思いつきません。
　測量会社に勤務していた時期もあり、いまだ
に業務を手伝いに行くことも多いため、測量に
ついて経験してきたことを書いてみようと思い
ました。

　測量の仕事では、県外に出向くことも多く、
様々な場所の測量をさせていただきました。
　特に北は青森まで行った事もあり、訪れた恐
山は非常に思い出深く、無数の風車がある風景
の異様さに圧倒されました。遠いのでなかなか
再訪する事はないだろうと思いますが、機会が
あればまた足を運んでみたいです。
　広島では厳島神社を参拝し、高知ではカツオ
を食べたりと、遠方に行く場合にはついでにそ
の地域の名所を観光したり名物を食べたりと観
光気分が抜けないまま仕事をする事もよくあり、
結構楽しみも多いです。
　ただ、観光地ばかりでなく、山を５時間登っ
た先にある境界杭の測量をする現場や、硫化水
素が滞留するため、ガスマスクと計測器をつけ、
警報が鳴れば走って逃げるといった危険な現場
もありました。
　元々行ったことがない場所に行く事は好きな

広場
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（次号、リレー寄稿のバトンは、松阪支部へ渡ります。よろしくお願いします。）

ので、調査士としての業務とは関係がないよう
な現場でもどこでもついて行き、なかなか体験
できない事をさせていただいたと思います。今
では地方に行く事もずいぶんと減ってしまいま
した。

　測量方法も現場に応じて色々あり、水準測量
をしたり、船の上で深浅測量をしたりと、調査
士としては今後する事はないであろう測量も経
験させていただきました。
　現場が様々なので、測量機器もTSだけでは
なく、様々な種類のものがありました。
　GPSの観測は主に基準点の観測に利用されて
きましたが、年々技術が向上し、地籍調査等の
一部の業務ではRTK法での境界点観測が認め
られる等、調査士の業務にも直接関わってくる
ものに変化してきました。

　また、現況を測る機器の進化は非常に速く、
新しいものが次々と出てきました。
　特に最近見るのはドローンによる上空からの
写真測量ですが、元々飛行機による航空測量し
か無かった事から比べると、非常に一般的なも
のとなり、手軽に広範囲を観測する事ができる
ようになりました。
　更には３次元レーザーによる観測により、
TSのノンプリズムに相当する観測を１秒間に
100万点以上も観測するものや、更にはレーザ

ー観測機をドローンに搭載し上空から観測する
もの等、TSでは考えられないほどのデータ量
を扱うものに変化をしてきています。
　これらは人の立ち入ることの難しい災害現場
等で利用されることが多く、調査士としても同
様の場所で作業を行う事もあり、全く無関係で
はいられないのかなと思います。ほかにも段々
と利用されるケースも広がってくる事が考えら
れ、将来はそのデータから境界を考える時が来
るかもしれません。

　調査士として考えると、やはり立会や調査が
業務のメインとなり、立会が終われば業務のほ
ぼ全てが終わったような感覚になることもあり
ます。しかし、それを数値として残すために測
量が必要不可欠であり、おろそかにすることは
できません。

　日頃、登記については講習や業務から学びな
おす機会も多いですが、測量については改めて
勉強する機会は少なかったように感じます。
日々進化していく測量にもアンテナを広げて技
術を吸収する事ができればと思います。
　結局何を書きたかったのか自分でもよくわか
らなくなってしまいましたが、まだまだ調査士
として一人前とは程遠いので、先輩方の力もお
借りしながら精進していきたいと思います。
よろしくお願いします。
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　過日、忙しい家事のなか、寄稿の電話をいた
だき、何を題材にしようかと悩みましたが、
そうだ、と日々の思いのままを綴る事にしまし
た。

　土地家屋調査士業に携わって50数年間半世紀
以上を過ごしてきて、75歳になりました。この
間の、体験してきたことを題材に寄稿文としま
す。
　今日の会合後の懇親会の場では、いろいろと
当時あった登記所の職員の方々とのふれ合いが
懐かしく、楽しかった思い出のお話をすること
があります。測量も平板測量がもっぱらで、山
岳では、コンパス測量と鋼巻尺で山を登り下り
して、測ったこともありました。

　その後、トランシット測量になり、角度の測
定は仕易くなりましたが、距離測定は、鋼巻尺
の使用でした。池沼地の測量にこちら岸から対
岸まで、テープで測定が容易に出来ませんでし
た。それが、光波測距儀になりレーザー観測で
出来るようになり、一筆地測量も以前と比べ断
然仕易く、正確になりました。
　測量機器の新調に金額も高額になり、併せて
パソコンの導入と経費が一段と嵩むようになり
ました。パソコンの型式の変化が速くて、すぐ
に旧式になり、光波測距儀もトータルステーシ
ョンになり、更に、GPS測量機が市街地測量す

徒
然
な
る
ま
ま
に

◆四日市支部◆

森澤　　寛

広場
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るのに必要となって来ました。それも導入しま
したが、データー配信を受けるのに配信事業者
の方で、配信方法がコロコロと変わり、それに
対応する機器を装備をしないと受け取れなくな
りました。こんなにも測量するのに経費が、高
額になり追いついて行くことが、大変になりま
した。昔は、山岳では、山を登り下りして測量
していましたが、今では、ドローンで、いとも
簡単に概算で測量出来るらしく、私も興味が湧
いています。

　ただ変わってないのは、過去20年以上日記を
毎日、朝起床から、寝る直前までの一日中の時
間の経過とともに自分の有り様を率直に書いて
いる事です。日記は、自分を助けてくれるもの
だと確信しています。今迄に何度か助けられた
ことが有りました。仕事上のことは、もちろん、
自分の真実性、今日した事、忘れていた事、忘
れ物をした場所さえも、ことごとく経過を呼び
起こしてくれます。自分の高齢のせいにしたく
ないのです。
　最近と言っても三年間位になりますが、日記
帳にことごとく、毎日書く時間がなく、日々の
事柄、行動、諸々のことは、日記帳の１ページ
を、やや細く短冊にして、何枚か併せ持ってメ
モ書きの様にして書いています。日記帳に、１
ページ分書ける範囲書いて、残りの部分は別冊
のノートに短冊を貼り付け簡略しています。

　この様なことで、何かまとまりがない寄稿文
となりましたが、この辺で失礼を致します。
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　次々と「こんにちは」と元気よく挨拶が聞こ
えてくる。下は６、７歳から老若男女問わず。
そう、ここはつい最近通い始めたボクシングジ
ムです。40歳くらいから気になり始めた体力低
下、測量で山に入ってもすぐに息が上がりイラ
イラしながらの現場になってしまう。またお腹
周りの脂肪もつき、嫁からも引っ込めろと言わ
れ続けてきました。運動をしなければと思い続
けて10年、特に趣味もない私にとってボーダー
の原稿依頼がそのきっかけになったようです。
　ジムでは柔軟体操（ストレッチ）から始まり
ロープスキッピング（縄跳び）→シャドウボク
シング→サンドバック打ち→ミット打ち→シャ
ドウボクシング→トレーニングマシン等での筋
力トレーニング→柔軟体操という順番で動いて
いきます。これを３分動いては１分休憩といっ
た具合で、柔軟体操と筋トレを除き各３～10ラ
ウンドをすべての会員が自分のレベルに合わせ
て汗を流していきます。やはりスポーツの汗と
仕事の汗とでは爽快感が違います。
　また、動かす筋肉も違い、運動の必要性を身
体が教えてくれます。皆さん運動はされていま
すか？健康維持や体力づくり、体に脂肪がつい
てる方、またなかなか落としにくいと言われて
いる心に脂肪のついている方にもボクシングは
お勧めです。
　知っているでしょうか、BOXには殴るとい
う意味があります。だからBOXINGなのです。
レフェリーの掛け声もよく聞くとファイトでは
なくボックスと言っています。昔はファイトと

四
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◆鈴鹿支部◆

宮本　　斉
リング内、40代も女子もボクササイズ

広場
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言っていたような気もしますが。また、土地家
屋調査士にも色々なタイプの方がいるようにボ
クサーにも色々なタイプがいます。大きく分け
るとインファイター、アウトボクサー、ボクサ
ーファイターの３つのタイプがあると思います。
　まずはインファイター、頭や上体を左右前後
に振りながら前に出て、相手の懐に入りショー
トレンジでの打ち合いを得意とするタイプで豊
富なスタミナが武器といえ、フリオ・セサー
ル・チャベスやマイク・タイソンなどがその代
表でしょう。調査士で例えるなら幅広い知識で
相手に隙を与えず、どんどん攻め込んでいくタ
イプとでも言えましょうか。次にアウトボクサ
ー、ヒットアンドアウェイと言って、相手との
距離を保ちフットワークを使い、打っては離れ
るといったボクサーでは一番理想的なタイプと
言え、モハメド・アリやフロイド・メイウェザ
ー・ジュニアがその代表でしょう。
　私が思うにはパワーをつける練習よりもスピ
ードをつける練習の方がハードで、打たれずに
打つ完璧なアウトボクサーはなかなかいないよ
うな気がします。調査士で例えるなら、一定の
距離を置きながら相手の話を聞き、隙を見つけ
た瞬間にこちら側の話をする、会話の出入りを
繰り返しながら上手にまとめていくタイプでし
ょうか。最後にボクサーファイターです。イン
ファイターとアウトボクサーの中間でパンチ力
のある人が多いような気がします。また、中間
距離で戦うため高度な技術力も必要とします。
　井上尚弥やマニー・パッキャオがこの代表と
言えるでしょう。調査士で例えるなら、ある分
野で突出した技術や知識があり、相手の言い分
を聞きながら自分の得意とする方向に持って行
きカウンターを決めるタイプでしょうか。また
比較的インファイターはアウトボクサーに、ア
ウトボクサーはボクサーファイターに、ボクサ
ーファイターはインファイターに有利に進めて
いくことが多いような気もしますが、勝敗は自
分の距離でいいパンチを当てた方が勝ちます。
　最後まで距離（相性）が合わず噛み合わない
まま終わってしまう事もあり、立会で不調にな

ってしまうようなケースがそれにあたるのでは
ないでしょうか。そして全てのタイプに言える
ことが攻撃は最大の防御という事です。ボクシ
ングでは初めの１，２ラウンドで全ラウンドの
７割くらいの力を使ってでもペースを奪おうと
する事もあります。
　また、相手から先に攻撃させるように仕向け
るのも攻撃のうちと言えるでしょう。調査士で
言うなら、初っ端の第一印象が大事になってく
るかと思います。作業前の挨拶時に少し会話を
してほぐしておいたり、立会までに根拠ポイン
トを出しておくといった事も先手と言えるでし
ょう。皆さんはどのタイプに当たりますか。た
だ、これらすべては私の自分勝手な思い付きの
見解で、引っかかっても気にせずにさらっと流
してください。
　ジムには、仕事終わりというか合間に行って
いますが、週３回くらいは通いたいと思います。
体が慣れて体力がついたらスパーリングをして、
出られる試合があれば出場したいとさえ思って
おります（50歳ですけど）。
　初めに書くのを忘れていましたが、私20代の
頃ボクシングをやっていまして一応プロでした。
４戦ほど後楽園ホールで試合をしました。日本
チャンピオンにでもなっていれば自慢できるの
ですが…。
　ただあのBOXする（殴り合う）直前のリン
グ上での緊張感はもの凄いものがあり、あの緊
張を上回る緊張はあれ以来なく、おそらく今後
もないと思われ、過酷な練習と試合経験は私の
宝物と言えるでしょう（後悔も少しあります
が）。
　人にはそれぞれ貴重な経験があり、これから
も色々な事を経験し、身につけて記憶として残
っていくのでしょう。それを頭の片隅に置き少
しずつでも前に進めたらと思っております。
　文章が苦手で何を書いているのか分からなく
なってきましたので、この辺で失礼したいと思
います。皆さんも、仕事との距離を測りながら
運動、特にボクササイズで心身ともにリフレッ
シュしてみてはいかがでしょうか。
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　会員の皆さん、土地を測量するときに何を使って
測っていますか？もちろん今の時代はトータルステ
ーションを使って測量していると思います。トプコ
ン、ソキア、ニコン・トリンブル、ライカ等、色々
メーカーがありますが、どこのメーカーの器械を使
っていますか？自動視準、自動対回観測、自動追尾
と機能満載となってますね。

　トータルステーション以前は、平板又はトランシ
ットを使っての測量ですが、昭和50年代頃からトラ
ンシットが使われていたと聞いています。
 トランシットと聞いて、「セオドライドって呼ん
でいたけど、トランシットと何が違うの？」と思わ
れる方がみえるかもしれません。
　当時（今も？）トランシット・セオドライド２種
類の器械がありますが違いは何でしょうか？
　セオドライドとトランシットの違いは一言で言え

ば、ヨーロッパでセオドライド、アメリカではトラ
ンシットという「名称」の違いだけで性能に大差な
く、水平角と鉛直角を測る器械に変わりありません
でした。

特 ～測量あれこれ～

トランシット測量
ペンネーム  ワンマン調査士

集

第2回

マイクロメーター式トランシット

マイクロメーター式トランシット

デジタルセオドライド

デジタルセオドライド
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　古い器械は角度を読取るにはバーニヤ式、もう少
し新しくなるとマイクロメーター式、更に新しくな
るとデジタル式と変化してきました。

　バーニヤ式、マイクロメーター式は角度を読取る
には慣れが必要でしたが、デジタル式は水平角・鉛
直角がそのまま表示されるので読取りが簡単になり
ました。

　しかしどのタイプの器械も測距ができないので、
エスロンテープやスチールテープを使用して距離を
測っていました。

　今のトータルステーションは、カラー液晶ディス
プレイ搭載、アイコンからプログラム起動が標準で
すが、初期のトータルステーションは、液晶モニタ
ーに３行表示（１鉛直角 ２水平角 ３斜距離）でし
た。当時は光波測距ができるようになったので、人
によってはトータルステーションではなく「光波」
と呼ぶ人もみえたようです。

　当時のトランシットは取扱い、操作方法にも慣れ
が必要で、今のトータルステーションにはない「上
部締付けねじ」「下部締付けねじ」の操作方法を間
違えると測角ミスを起こしたりしました。（分かる
人いるかな･･･）
　電子気泡管はなく、棒状気泡管にて水平にするた
め、反対方向に気泡管を持ってくるとズレが大きか
ったり･･･。とにかく慣れることが必要でした。

　また観測手簿は当然手書きでした。データコレク
タも後には出来てきましたが、USBメモリ、SDカ
ードどころか、まだまだ内部メモリの記憶媒体がな
く、手書きであったため観測手簿への書き間違い、
テープの弛みによる距離の不正確さ、パソコン導入
前であれば手作業による計算ミス、パソコンへの入
力ミス等があった時代です。
　地積測量図も座標法によって作成できたにも係わ
らず、わざわざ三斜法求積に変換していた時期もあ
るようです。

　今はトータルスーションで①現地を測量②パソコ
ンに観測データ取込み③座標計算④測量図面作成が
一般的な作業手順となり、入力作業が簡略化されて
います。

　プログラムや器械の進歩によって簡単に測量でき
るようになりましたが、作業するのは「人間」です
のでミスのないように、慎重に操作することは変わ
りませんね。

S p e c i a l  f e a t u r e  a r t i c l e

マイクロメーター
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　三重会の封筒のデザインが、今回新しくなりました。現在使用している
封筒がなくなり次第、順次新しい封筒に変わります。
　写真では分かりにくいですが色は薄い水色です。

　　会員の皆さん、現場作業するときに帽子を被っていますか？「鬱陶しいからイヤだ」「夏だけ被ってる」「汗止め
には帽子よりタオルの方が良い」と色々あると思います。
　過去に他会から帽子の斡旋があって、調査士キャップを何種類か持ってる会員もみえると思います。
　私は帽子に特に思い入れはなかったのですが、「土地家屋調査士」の知名度を少しでも上げれるかな？と広報活動の
一環と思い、思いつきでオリジナルの調査士キャップを作ってみました。
　既製品の黒のアポロキャップに調査士の徽章を銀糸で刺繍したものです。中の「測」の文字は金糸にしてあります。
　徽章の上に土地家屋調査士の英語表記「Land and House Investigator」と刺繍してありますが、あんまり目立って
いません。
　なぜ徽章にしたのかと言うと、立会に行ったときに「その帽子のマークって何？」と少しでも興味を引いてもらえる
かなと思ったからですが、結果は誰も訊いてくれませんでした。
　同業の調査士からは「警察？」「自衛官みたい」となんか散々な言われ方をしていますが、広報活動は「目立ってナ
ンボ」ですから、懲りずに他の方法を考えながら広報活動をしていきたいと思います。

お知らせ！
INFORMATION！

広報活動？
PR ACTIVITIES？

拡大すると
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と一緒に測量をしている夢、嶋と一緒に会議に出席する

夢など、ありとあらゆる嶋の夢を見た。旅先で飛び乗った

タクシーの運転手が嶋だったり、デパートのエレベーター

に乗ったら、そのエレベーターガールが嶋だったり、朝

「行ってきます」と言って玄関を出ると、２階のベランダか

ら両手を広げた嶋がプランチャを仕掛けてくるという、そ

れはそれは、おぞましい、身の毛のよだつような夢まで見

るようになった。それほど、嶋は測っ虎にとって、特別な

存在だった。　

　この先輩には何をやっても敵わない、と思った。そんな

嶋に、酒場で言われたことがあった。「いい歳をして、すぐ

怒るのは安っぽいぞ、虎。たくさん稼いで良い物を身に着

けていても、感情に任せて人を怒鳴りつけるのは、人とし

て貧しいし、みっともない。みんな君のことを見透かして

いるよ。我々の世界は狭くて閉鎖的な世界だ。裸の王様

になるなよ」。「人は徹底的に大事にしろよ。いいか。徹

底的に、だ。人こそ財産だぞ」。それらの言葉に、測っ虎

は胸を衝かれた。自分のアイデンティティーに、切っ先を

突き付けられたような気がして、心が軋んだ。

　夜８時。名古屋での打ち合わせから戻った測っ虎は、

事務所の灯りがまだ点いているのを見て、なにかほっこり

した気分になった。脱いだコートを片手に、事務所に入り、

「お疲れ」と言おうとした瞬間に、キョンちゃんが、「静か

に」という手真似をした。視線の先に、机に突っ伏した清

木場の姿があった。寝息をたてていた。その寝顔は、壁

際に寝返りを打ったジュリーのような顔だった。

　いつの間にか、こいつは蚊のように痩せた体になった

な、と思った。見れば見るほど、まるでダルシムを思わせる

ような体だった。はじめて清木場のことが健気に思えた。

追憶にふけっていた測っ虎は、キョンちゃんから、ふいに

ハグをされた。時間が止まったように感じた。キョンちゃ

んの眼差しに力がこもっていた。「清木場君を大事にしな

さいよぉ」。キョンちゃんから女性用の香水の匂いが、ほ

んのり漂ってくる。

　その耳元で小さく揺れるピンクゴールドのピアス。測っ

虎は優しい気持ちになった。こみ上げて来るものがあっ

た。視界が歪んだ。キョンちゃんの肩越しに窓の外を見た。

いじらしいほど美しい月の冴え返る夜だった。

　測っ虎土地家屋調査士事務所の補助者の清木場は、

元来、ネクラでネガティブな男で、この日の朝も独りきりの

事務所で、「上を向いて歩こう」の歌を、下を向いて歌って

いた。清木場は、真面目で、自分のペースで黙 と々処理を

するような仕事は得意であり、その面では補助者としての

実務的な能力は及第点に達していたが、コミュニケーショ

ン能力には、いささか問題があり、そのことについて所長

の測っ虎からは、毎日のように、こっぴどく怒られていた。

　測っ虎は基本的に良い人だったが、こと仕事に関して

は滅法、厳しかった。仕事に心血を注ぐ調査士だった。常

に、死力を尽くしていた。よって、仕事をしている時は、と

ても良い人とは言えなかった。気に入らないことがあると、

清木場に、信じられないほど、きつくあたった。

　田圃の現場の境界立会の際、道路沿いの側溝の肩に

金属プレートを貼ろうとしてボンドを練っていた清木場に

対し、測っ虎は物音も立てずにその背後に忍び寄り、いき

なり、プロレスラー蝶野正洋ばりの喧嘩キックを背中へ浴

びせ、顔面から真っ逆さまに水田へ突き落したりした。事

務所の中で、清木場がミスをすると、その度に毒々しい口

をきいたり、怒鳴ったり、登記六法を投げつけたりした。

清木場の人格を否定するようなことも平気で言った。それ

を目にしたニューハーフ補助者のキョンちゃんは、測っ虎

を強く叱責した。「やめなよ。虎ちゃん、今はそんな時代

じゃないのよぉ。あなたのしていることは、全部パワハラ、

モラハラよぉ～」。

　それでも測っ虎は、不貞腐れて忍び笑いを見せるだけ

で、暖簾に腕押しだった。完全に病気だ。自分で分かっ

ていた。その精神性の乏しさを誰よりも分かっていた。だ

からこそ測っ虎は、温厚な人間に対する憧憬を日頃から

抱いていた。その憧れの筆頭が、Ｍ支部のベテラン調査

士の嶋だった。嶋の持つ「人を徹底的に大事にする鷹揚

さ」や「優れた対人的想像力」、「徳の高さ」など、その満

ち溢れた魅力と才能に、測っ虎は薫陶を受けていた。俺

もいずれは嶋さんのようになりたい、と毎日考えていた。

憧れだった。やがて毎晩、嶋の夢を見るようになった。嶋

【ディスられて】
●松阪支部　市野 浩太郎

つぶ やき
TSU-BU-YA-KI
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会員の動き
令和元年12月５日現在 会員数265名　4法人

氏  名

荒　井　　　豊 津 令和元年９月30日

退会年月日支部名

業務廃止

柴　原　善　昭 伊勢 令和元年12月５日 業務廃止

理 由

●退   会

●入   会

氏  名

吉　村　　　卓 松阪市清生町495番地2

事    務    所 入会年月日

令和元年11月１日

●事務所住所変更

鈴鹿市竹野一丁目7番17-1号

住     所 変更年月日氏  名

中　村　方　信 令和元年10月７日

度会郡度会町大野木1365番地1福　井　義　久 令和元年11月11日
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寄稿のお願い

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

 

●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

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
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編集後記

BORDER

　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。

　今年は年号が変わり、また消費税率も変わるな

ど変化の多い年だったと思います。

　最近では11月末まで暖かい日が続いておりまし

たが、12月になると急に寒くなるなど気温も急激

に変化しますので、体調管理に気を付けて頂き良

い年をお迎え下さい。
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