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　新年あけましておめでとうございます。会員の皆
様方には謹んで新年のお祝詞を申し上げます。
　新年となりましたが昨年から引き続き、土地家屋
調査士制度制定６０周年であり表示登記制度創設５０
年の節目の年度です。我が三重県土地家屋調査士会
におきましては、昨年９月７日に地鎮祭を終え新会
館建設という大きな事業に着手し、この「Ｂｏｒｄｅｒ」
が発刊される頃は、まだ建築工事の真っ最中、新会
館の全容が見えて来ている時期だと思います。新会
館建設に当たりましては、会員からご紹介を頂き設
計見積りにご参加下さいました沢山の設計事務所様
および建築工事業者様には、大変ご協力を頂きまし
た。この場をお借りして改めて御礼申し上げます。
　また、一時拠出金につきましても大変厳しい時期
にもかかわりませず、会員の皆様方にはご無理を申
しました。本当にご協力有難うございました。
　さて、本年で第６回となる土地家屋調査士特別研
修が２月から始まります。三重会といたしましても昨
年、境界管理鑑定委員会によりＡＤＲ準備委員会を
発足してこれから三重会としてのＡＤＲをどのよう
な形で立ち上げていくのかを具体的な検討に入って
行くこととなります。三重会では、現在８４名の特別
認定調査士として登録を受けた会員がおります。そ
の会員が、よりよい形で活躍出来る場になればと思
っております。裁判外で紛争を解決するための法律
（ＡＤＲ）が施行されて数年が経過し、土地家屋調
査士会が運営主体となっている「境界問題相談セン
ター」が全国で昨年末現在４５箇所が稼働していま
す。今年こそ、ＡＤＲセンターの立ち上げのため各
部で検討し、法務局様および弁護士会様のご協力と
ご指導を頂き、さらに他会の実情等を見ながら実現
したいと思います。
　また、最近言われております法務局における筆界
特定制度と土地家屋調査士会ＡＤＲとの連携につい
ても研究して行かなければいけないと思っていま
す。かなりの成果を上げられております筆界特定制
度については、今後益々利用率は上がって行くもの
と思われます。法務局によってなされている筆界特
定制度ですが、我々土地家屋調査士が筆界調査委員
としての手腕の見せどころでもありますので会員の
皆様方には、以前も申し上げましたが筆界調査委員
として名乗りを上げて頂く位の頑張りと勢いを持っ
て、ご協力をお願いしたいと思います。そして、ＡＤ
Ｒと筆界特定制度が、ともにうまく連携機能するこ
とによって境界紛争が少しでも無くすことが出来れ
ば、土地家屋調査士が社会的にも国民からも信頼を
得られることは間違いない事だと思っています。
　最後になりましたが、先の見えない厳しい経済状
況が続いておりますが、 お互い励ましあってこの１
年を頑張って行きましょう。そして会運営のため会
員お一人お一人の力をお貸し頂きますよう心からお
願いして、ご挨拶といたします。

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

津地方法務局長

大原　安雄

　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。

　また、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、お陰様で昨年もお

おむね円滑に業務を運営することができました。

ここに改めて厚く御礼申し上げます。

　さて、昨年は前年の政権交代から始まった事業

仕分けや公務員制度改革などが政治主導で続行さ

れ、法務局においてもこれまで以上に国民の視点

に立った行政を進めていくことが強く求められた

一年でしたが、今年も基本的にその状況は変わる

ものではないと思っています。

  津局におきましては、登記事務のコンピュータ

化の完成に続き、一昨年は新登記情報システムへ

の切替えを完了させ、昨年は地図情報システムの

全庁配備を終えましたが、本年３月に登記特別会

計の廃止を控え、現在進めている商業・法人登記

事務の集中化及び各種図面の地図情報システムへ

の登録事前作業を本年度内に終え、平成２３年度

からは乙号事務の包括的民間委託の全庁展開を予

定しています。このように、長年の課題とされて

いた高度情報化通信社会に適合した各種新規施策

もようやく最終局面を迎え、法務局はいよいよ

「新たな時代」を迎えることとなります。

  その「新たな時代」の法務局における表示に関

する登記の分野においては、実地調査の充実・強

化を始め、登記所備付地図の整備推進、筆界特定

事件の適正・迅速処理等の重要課題が山積してお

り、法務局としてはこれらの課題に今年も積極的

に取り組んで参りますので、皆様の引き続きの御

支援と御協力をよろしくお願いいたします。

　最後になりましたが、ＡＤＲ代理権の付与に加

えて、調査士会の相談センターの分野で担ってい

ただく役割など、土地家屋調査士業務に対する国

民の期待が益々高まる中、皆様がその社会的使命

をしっかりと果たしていただきますことを御期待

申し上げますとともに、貴会のますますの御発展

と併せて、会員の皆様の御健勝・御活躍を祈念申

し上げまして、年頭のごあいさつとさせていただ

きます。

g r e e t i n g
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　三重県土地家屋調査士会参与の浦川久加壽先生

が、平成２２年秋の褒章で、黄綬褒章を受章され

ました。黄綬褒章は業務に精励し、他の人の模範

となる者に授与される褒章であり、浦川先生の長

年にわたる土地家屋調査士としての業績が評価さ

れ今回の受章となりました。

慶びのことば
　この度、はからずも秋の褒章に際し黄綬褒章の

栄に浴しました。お陰をもちまして１１月１２日法

務省にて褒章の記並びに褒章の伝達を受けるとと

もに、引き続き皇居に参内し豊明殿において天皇

陛下の拝謁を賜り御言葉を頂戴いたしました。同

伴いたしました妻とともに身に余る光栄と共に喜

び、生涯忘れ得ぬ感慨を胸に深く刻みこんでまい

りました。これもひとえに皆様方の長年にわたる

心温かいご指導ご鞭撻の賜と深く感謝申し上げま

す。

　今こそ土地家屋調査士がその職業倫理の基、国

民の皆様の為に権利の明確化に寄与すべく重要な

時期であると確信しております。不動産登記規則

第９３条の不動産調査報告書、そしてＡＤＲが今

後の仕事に必要であると確信しております。

　今後はこの栄誉に恥じることのないよう、土地

家屋調査士制度の向上と充実発展のために一層精

進を重ね、ご芳情に報いたいと存じますので、何

卒倍旧のご厚誼ご鞭撻を賜りますようお願い致し

ます。

◇　経　　　歴　◇

　　　　　　昭和４３年　　　　　　　　　土地家屋調査士登録

土地家屋調査士会における役職

表　　彰

i n t e r v i e w

秋
の
褒
章
で
黄
綬
褒
章
受
章

　
　
　
浦
川
久
加
壽
　
会
員

お祝いの花に囲まれて（事務所にて）

褒章伝達式後（法務省にて）

自昭和６２年５月２３日

至平成元年５月１９日

自平成元年５月２０日

至平成３年５月１７日

自平成５年５月２０日

至平成１３年５月２５日

自平成１３年５月２６日

至平成１５年５月３０日

自平成１５年５月３１日

至平成２１年５月２４日

自平成２１年５月２５日

現在に至る

　　昭和５８年５月２１日

　　昭和６２年５月２３日

　　平成７年７月７日

　　平成８年６月１７日

　　平成１６年６月２５日

三重県土地家屋調査士会鈴亀支部長

　　　　　（２年）

三重県土地家屋調査士会理事

　　　　　（２年）

三重県土地家屋調査士会副会長

　　　　　（８年）

三重県土地家屋調査士会会長

　　　　　（２年）

三重県土地家屋調査士会名誉会長

　　　　　（６年）

三重県土地家屋調査士政治連盟会長

三重県土地家屋調査士会参与

三重県土地家屋調査士会長表彰

津地方法務局長表彰

名古屋法務局長表彰

日本土地家屋調査士会連合会長表彰

法務大臣表彰
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部　会

だより

総務財務部

部長　永井　哲也　　

　新年明けましておめでとうございます。

　平成２１年６月総務財務部部長に任命された時点

で新会館建設、会費の値上げ、会則の改正等様々

な課題が山積しており、どうなるものかと思って

おりました。

　平成２１年度臨時総会において会費の値上げ、平

成２２年度定時総会において会則の改正をご承認い

ただき、一番大きな課題でありました新会館建設

につきましては、平成２１年度臨時総会において河

辺町土地取得・養正町土地売却・拠出金借入のご

承認、平成２２年度定時総会において新会館建築の

ご承認をいただき、作業を進めてまいりましたが、

本年３月完成・４月業務開始というところまでこ

ぎつけることができました。

　幸いなことに建設費も当初の予測より減額とな

り、何とか２回目の拠出金を借り入れしなくても

よくなり、あとは来年度以降早急に皆様へ返済す

べく努力をしてまいります。

　平成２１年３月１３日付会館取得委員会報告書結論

部分に『当委員会が本件土地を視察した時に、視

察者全員が、本件土地の「明るさ」に驚嘆し、率

直に全員が「ここだ！」と直感ではあるが感想を

持った。三重会は、新しい会館を取得すると同時

に新しい未来へと踏み出す。当委員会は、その時

に三重会会員全員が、我々が本件土地視察時に感

じた様な「明るい希望」を胸に抱くことを切に希

望する。』という一文があります。

　平成２１年８月発行第６４号で「三重会は「新会館

丸」という船を出航します。」と書きました。

その船が今、到着（完成）しようとしています。

　三重会にとって明るい希望を胸に抱き新しい未

来へ新たな一歩を踏み出す元年であります。

　最後になりましたが、何とか無事に任期最後の

年を迎えることが出来ましたのもひとえに皆様の

ご理解ご協力の賜物だと感謝しております。本当

にありがとうございました。

　また、総務財務部部員・会館建設委員会委員・

会則等見直しプロジェクトチームメンバー等の皆

様にも大変ご苦労をお掛け致しました。この場を

お借りして御礼申し上げます。本当にありがとう

ございました。

　これからも今以上の三重県土地家屋調査士会の

一致結束をお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせ

ていただきます。

企画社会事業部

部長　安田　典生

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。

　さて、企画社会事業部が担っております事業に

関しまして、ご報告いたします。

　中部ブロック協議会の継続事業である中部地籍

研究会への参加が契機となり、本会におきまして

も地籍に関する資料集を発刊すべく編集作業を進

めてまいりました。それが「三重県の地籍I」であ

ります。この会報がお手元に届く頃には、既に皆

様も手にされていることと思います。

　「三重県の地籍I」を発刊できましたのは、資料

提供いただきました関係各所の多大なるご協力と、

編集委員の方々の並々ならぬご努力による編集作

業の賜物であり、ここに感謝を申し上げます。あ

りがとうございます。

　土地家屋調査士法第２５条第２項に「調査士は、

その業務を行う地域における土地の筆界を明らか

にするための方法に関する慣習その他の調査士の

業務についての知識を深めるよう努めなければな

らない」と規定され、我々土地家屋調査士は土地

の境界の専門家としてのさらなる研鑽が求められ

ます。本書がその一助となり、日常業務において

も有用なものとなることと信じております。

　次に、懸案となっております、ＡＤＲセンター

の開設でありますが、設立準備委員会を立ち上げ、

具体的な準備に入る運びとなりました。

　他会におきましては、続々とＡＤＲセンターが

開設される中、我が三重会はおそらく最後の開設

になると思います。であるならば、利用者にとっ

て真に有用な機関となるべく、準備を進めていき

たいと思います。つきましては、会員の皆様にお

かれましても、ご理解、ご協力をいただくことに

なると思います。なにとぞよろしくお願いいたし

ます。

　そのほかの事業につきましても、部員一致協力

いたしまして着実に進めて参りたいと思います。

研修部

部長　樋口　亮治

　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、佳き新年を迎えたこととお喜

び申しあげます。

　さて、その平成２３年は本会が大きな変化を見せ

る年となります。新会館の建設であります。3月

には建物が完成予定であり、新年度から新会館で

の業務開始を予定しております。新会館建設に伴

い、ＡＤＲセンターの設立を目指して検討、準備

を進めています。研修部としてはＡＤＲセンター

設立準備委員会と連携で、調停員、鑑定実施員等

の研修を行っていくことが新たな課題となってき

ます。

　顧みて、昨年、研修部は新たな試みを行いまし

た。三重会独自の新人研修です。毎年、中部ブロ

ック主催の新人研修会は開催されているのですが、

三重会独自の新人研修会は実施されておりません

でした。前執行部からの引き継ぎ事項ではあった

のですが、体制が整わずに昨年度は行えませんで

した。

　中部ブロックの新人研修会は２日間にわたり、

中部6県の講師はもちろん、他県からも講師を招

いて、盛りだくさんの内容です。私も昨年、役員

として参加しましたが勉強になった部分が多々あ

ります。ただ、盛りだくさんなだけに、時間の制

約があり、詳細まで説明しきれなかったのではな

いかと感じた部分もありました。総じて中部ブロ

ック新人研修会は調査士スピリットを伝える場で

はなかったかと思いました。その点で講師陣の思

いが伝わる講義でした。その中部ブロック新人研

修会の補足とまでいかないにしても、日常業務で

必要なものの習得を目的に本会の新人研修会を行

いました。今回は、三重県公共嘱託登記土地家屋

調査士協会の協力を得て、本会単独で行うよりも

充実した内容になったのではないかと思っており

ます。また、今回実施した内容を検討して、次回

に反映させたいと思います。

　定例研修会は、年４回のうち、２回の研修を終

えました。私が研修部長となって６回の定例研修

会を行ったことになりますが、その中で感じたこ

とを申し上げます。

　まずテーマに関して。定例研修会を開催する課

程としてまず、講義内容を決めるのですが、その

講義内容が果たして会員の皆様が要求しているテ

ーマなのかどうか、あるいはそれを定例研修とし

て進めるべきかを検討します。約３００名の会員全

員が同じ経験値であるはずが無く、求めるものも
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違って当然であります。その点で毎回のテーマが

最大公約数的なものになっていくことは否めませ

ん。また、講義をする時期（タイミング）も大事

かと思います。その両方の点でご迷惑をおかけし

たかも分かりません。今後の課題とさせていただ

きます。

　次に、理事、部員、会員の協力です。研修部は

企画社会事業部と合同で動いておりますが、諸岡

副会長はじめ、部員の協力があってはじめて事業

を行えたのは事実です。研修会の段取り、会場設

置等、部員、理事、時には三重県公共嘱託登記土

地家屋調査士協会にも手伝っていただきました。

特に人脈という点で、私には人脈がない分、助け

られました。日常の業務でも相手方を知っている

のと知らないのとでは、精神的にも随分違います。

会の行事にもやはりそのことは当てはまり、部員、

会員の人脈を使わせていただきました。

紙面上ではございますが、ここに研修部事業に携

わられた会員、部員、理事の皆様に感謝の意を表

します。ありがとうございました。

　末筆になりましたが、本年も皆様にとって良き

年になりますよう、お祈り申し上げます。

新人研修会の様子（三重会会議室）

広報厚生部

部員　上杉　和子　　

　一陽来復の春を迎え、会員の皆様が新鮮な気分

に満ち溢れ、お元気で、Bordar第６７号をご覧いた

だけることを祈念しつつ、昨年８月以降の広報厚

生部の活動を報告させていただきます。

　わが部は、穏やかなゆったりタイプの面々揃い、

だからという訳ではありませんが、当初より“小

さなことからコツコツと…“を座右に掲げ歩んで

おります。

①会報Bordarの発行〈８月１５日号・１月１日号〉

②土地家屋調査士制度制定６０周年の記念事業の一

環として、法務局登記官と調査士による全国一

斉表示登記無料相談会。津と四日市にて両支部

のご協力を得て開催〈１０月９日〉

　　相談会のPRに、神戸会長が、ZTV（津ケーブ

ルテレビ）に出演。９０秒間のPRタイムで約３０

回を放送。

③伊勢まつりにて、ブース初出展。広報グッズ配

布、境界標埋設写真の展示、無料登記相談会。

伊勢支部とともに広報活動〈９月２５日〉

④公嘱協会と協力して志摩市防災訓練にて、ブー

ス出展。広報グッズ配布〈９月２６日〉

⑤津まつりにて、ブース出展。RTK－GPSを持ち

こみ、広報グッズの配布、境界標埋設写真の展

示、無料登記相談会。津支部とともに広報活動

〈１０月１０日〉

⑤会長杯ゴルフコンペ〈１１月６日〉

⑥津駅西口の広報看板の継続

　支部活動にて、登記無料相談会を、鈴鹿・紀

北・熊野支部が１０月に、桑員支部が11月に開催。

ご協力に深く感謝いたします。

　もとより、単位会の広報活動は、決して十分と

はいえない予算での、効果的な活動を模索しなが

らであり、加えて、会員の皆様のご支援なくして

は成し得ない活動です。今後も、ご提案とご協力

をいただき、歩ませていただきますよう、心より

お願いいたします。

　残る任期においては、ホームページの充実と、

新会館完成記念行事に向けて取り組みます。また、

新たな広報グッズとして、６０周年のステッカーの

作成を予定しております。お手元に届いた折には、

土地家屋調査士の知名度UPの一助と、会員お一人

お一人（そう、今Bordarを手にしている貴方）の

お力を拝借したくお願いいたします。

❶ZTV津放送局にて収録

　６０周年記念事業

の一環である、全国

一斉表示登記無料相

談会のPRのため、

神戸会長に出演して

いただき収録をおこ

ないました。

　この模様は、

津、亀山、一志

地区のケーブル

テレビ（ZTV)の

「ZTV＋水曜日

号」という番組

で１０月６日～８

日までの間に約３０回放送されました。

❷全国一斉表示登記無料相談会

　１０月９日（土）　１０：００～１６：００

　土地家屋調査士制度制定６０周年記念事業の一

環として、津会場と四日市会場で、それぞれの

支部会員の皆様のご協力のもと全国一斉表示登

記無料相談会が開催されました。

　NHK津放送局、ZTV津放送局、中日新聞、ポ

スター、チラシ５００部などで広報活動を行いま

したが、当日は

豪雨のためか来

場者数は少なめ

でした。
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❸津まつり（津支部合同）

　１０月１０日（日）昨年に引き続き、２度目のブー

ス出展を行いました。

　●  ポケットティッシュ１０００個配布

　●  風船８００個配布

　●  クリアファイル及びリーフレット３００セット

　　配布

　●  コンベックス３０個配布

　●  GPS測量機の展示

　秋晴れのもと有意義な広報活動を行いました。

❹三重会親睦ゴルフコンペ

　１１月６日（土）トーシ

ンプリンスビル ゴルフ

コースにおきまして会

長杯親睦ゴルフコンペ

が開催されました。絶

好のゴルフ日和に恵ま

れ、楽しくプレーでき

たことと思います。

　優勝は畑中伸章会員

（熊野）、準優勝は太

田茂輝会員（伊勢）、３位は角谷徹会員（伊

勢）でした。 ❺三重県土地家屋調査士会

　新会館建設について

　平成２２年９月１日丸亀産業株式会社と請負契

約を締結

　平成２２年９月７日　地鎮祭

平成２２年１０月５日　建築確認がおりました

平成２２年１２月６日　基礎工事の様子
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支　部

だより

政　連

だより
伊勢支部

支部長　　有竹　良行

調　　査士制度が出来て６０年…。記念事業の一環と
して広報活動を…。

　支部として記念事業で終わらせるのではなく、

如何に継続した広報活動が出来るのか？支部の親

睦事業と言うのなら得意分野なんだが…。さすが

支部役員、直ぐに伊勢まつりでの無料登記相談の

提案が、私は知らなかったけど「行政書士会」

「社会保険労務士会」では随分前から業務に係る

無料相談会を開催しているとの事でした。今まで

如何に支部として広報活動をしてなかったのか。

早速、伊勢まつりへの参加を申し込み、テントの

手配等９月２５日（土）の開催に向けてスタートしま

した。前置きが長くなりましたので、初めて参加

した感想を…。

　本会からの広報活動費により、「杭を残して悔

いを残さず」を入れた風船やパンフレット、ポケ

ットテッシュを用意しました。朝８時より支部役

員で準備し、１０時からの開催に備えました。誰か

相談に来てくれるのか？心配する間もなく午前１０

時過ぎには広報誌を見たので一番に相談に来まし

たと年配の女性がみえました。相談は伊勢支部が

誇る女性役員が丁寧に対応し、満足して帰られま

した。その後も３件の相談があり、司法書士兼業

の役員も加わり無事に終える事ができました。相

談会場に足を運んでくれた会員の方に感謝すると

共にこれからも支部の広報活動として継続してい

きたいと思います。また、相談内容が調査士業務

から他業種に亘るため、兼業調査士の方や司法書

士会との連携を深めていきたいです。

　追伸……今回の広報活動で支部の親睦事業が疎

かになってしまいました。この場を借りてお詫び

申しあげます。新年会はしたいですね。

広
報
活
動

三重県土地家屋調査士政治連盟

幹事長　　豊田　一哉

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心よりお喜び申し上げます。

旧年中は政治連盟の活動に対し、いろいろとご指

導、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、昨年６月に閣議決定された「地域主権戦

略大網」の中では、国の出先機関の原則廃止の検

討の中、法務局および地方法務局もその対象とな

っているところです。日本土地家屋調査士会連合

会としては、「同大網の趣旨は十分に理解するも

新
年
ご
あ
い
さ
つ

のの、法務局等は、国の機関である「登記官」

が、独立して事務を行っている国の機関そのもの

であり、そこで行っている事務は、同大網にいう

「地方と国における依存と分配の構造」にあては

まるものではないと考える。法務局等の行う事務

が、中立・公正性の高い行政効果を産むことがで

きる仕組でなければ機能しないこと、同時に、登

記手続の信頼の上に国民生活の安心と安全が築か

れていることを再認識すべきであると考える。」

との意見を表明しているものであり、国の責任に

おいて、登記事務の更なる効率化と国民への利便

が図られるとともに、登記の信頼性が確保され、

不動産に係る権利の保全や経済活動が、安全で、

安心して行えるため、登記事務は従来どおり、法

務局・地方法務局が国の機関として事務する体制

を維持されるよう、強く要望しているものであり

ます。当政治連盟は、日本土地家屋調査士会連合

会、全国土地家屋調査士政治連盟等と協調して、

「登記事務は、国が主体で行うべき事務である」

との立場を掲げ、今後の活動、展開を行っていこ

うと考えているものであります。

　今年の春には統一地方選挙（県知事、県議会議

員）も予定されております。例年選挙同様、今回

の選挙でも必要な限り運動支援活動を展開してい

く予定でもあります。皆様にはまた多方面にわた

り、ご協力をお願いすることになるかと思います

が、惜しまぬご協力宜しくお願い申し上げます。

　なかなか厳しい情勢から抜け出せない昨今であ

りますが、新しい年が皆様にとって、すばらしく

実りある一年となります事を祈願しまして、新年

の挨拶とさせていただきます。



18 19

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　　服部　泰幸

平

志摩市防災訓練

伊勢支所長　　中島　万琴

寄
　 稿

　去年に引き続き参加をさせていただき広報活動

を行ってきました。

　８月２６日８時５５分、静岡西部・駿河湾、熊野

灘、室戸岬、足摺岬を震源とするマグニチュード

８．７と推定される大地震が発生し、震度６強の地

震が観測され、志摩半島から熊野灘沿岸に大津波

警報が発令されたという想定で、訓練が開始。当

日は志摩市職員、市民、海上保安部、警察、消

防、消防団、獣医師会、陸上自衛隊のほか、志摩

市と災害協定を締結した民間企業・団体の参加も

あり、会場内は人がごった返していました。

　昨年は浜島町の大矢浜での訓練はヘリコプター

も使うような大がかりなものでしたが、今年は訓

練会場も広くないこともあり、

住民参加型の訓練となりまし

た。そのため初期消火訓練、土

のう作成、救出訓練、炊き出し

訓練、援助物資搬入バケツリレ

ーなど災害にあった住民が実際

行動するであろうと想定される

訓練が中心でした。

初期消火訓練では、消火弾と呼ばれる水の入った

袋を作成し、火に投げつけ消化、火元方向にあた

る私たちが居るブース方面に向かって、うまく投

げられない人の袋が向かってくる場面もありまし

た。

　隣のブースでは応急救護講習があり止血法や骨

折に対する手当も教えていただき、最後は炊き出

しのご飯をお土産に頂いてきました。

　このような事態になった時、防災協定を締結し

ている私たちがどのような力になれるのか考える

良い機会となりました。

新
年
ご
あ
い
さ
つ

公　嘱

だより

　　素は公嘱協会の運営に、役員をはじめ会員の

皆様には格別のご指導とご協力をいただき、厚く

御礼申し上げます。

　リーマンショックに端を発した各種の業界の流

れを受け、私共の業界も大変厳しい状況であると

思われます。公嘱協会におきましても、官公庁の

公共予算の減少及び随意契約から一般競争入札へ

の契約形態の移行等により、公嘱協会を取り巻く

状況も非常に厳しいものがあります。

　しかし、公嘱協会では５つの委員会を設け協会

の発展に寄与するよう努めております。

①防災協定委員会

　地震等大規模災害に備え、土地家屋調査士の

職能を活かし社会貢献を推進しようとするもの

で、現在６市１町（四日市・鈴鹿・松阪・志

摩・伊勢・熊野・度会）と公嘱協会は防災協定

を締結しています。今後調査士会と連携を図

り、三重県を始め、県内全市町との防災協定締

結を目指します。

②オンライン申請委員会

調査士会・公嘱協会との共催で過去２回の研修

を行い、オンライン登記申請（オンライン嘱託

申請）が出来るようになりました。本年２月の

オンライン申請手続きの変更にも対応できるよ

う調査士会と連携を図り、会員及び社員の皆様

方の啓発活動を行っていきます。

③公益法人委員会

　昨年、第２５回総会にて「公益社団法人」移行

への御承認をいただきました。これまで積み重

ねてきた公嘱協会の実績を踏まえ、「公益社団

法人」移行に向けて準備を進めてまいりまし

た。「公益社団法人」移行完了期限を考慮した

うえで設定した本年２月の認定申請に向けて協

議を重ねております。

④品質・工程・安全委員会

　これからの公嘱協会は、調査士法第２５条のと

おり、専門的な知識と技能の向上に今まで以上

に努めなければなりません。また、共同受託に

おける工程管理・品質管理を行い、より良い成

果品を工期内に納めることが求められます。こ

のような観点から、公嘱協会の発展につながる

よう協議を重ねます。

⑤契約委員会

　この委員会は、官公庁と公嘱協会との間で締

結する登記及び測量業務委託契約に関して、そ

の業務の円滑な遂行と入札等契約形態の変更に

対応出来るよう新設しました。

　法務局発注による「１４条地図作成作業業務」に

ついては、昨年公嘱協会が入札の結果落札できま

した。現在、四日市支所にて業務を遂行しており

ます。四日市に続き、津・松阪・伊勢そして再び

四日市と「１４条地図作成作業業務」の発注が予定

されております。昨年の四日市に続き業務受託出

来るよう目指します。

　以上のように、公嘱協会のさらなる発展を目指

して活動してまいります。調査士会・政治連盟・

社員の皆様方の御支援、御協力を賜りますよう宜

しくお願い申し上げます。
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還
暦

調査士人生四半世紀
伊賀支部　越山　康一

　先日、広報担当の川井理事様からの原稿依頼

文書を受け取り、私の調査士開業当初から現在

に至るまでの出来事をいろいろと回顧してみま

した。

　昭和５９年２月の開業でしたので、いつの間に

か２６年を経過していました。自分ではまだまだ

新米調査士のつもりでいましたが、気が付いて

みれば、会員名簿の名張・青山地区で一番上に

掲載されていました。

　開業当初、幼かった私の子供二人も既に結婚

し、それぞれ家庭を持っています。

　「光陰矢の如し」とは本当によく言ったもの

です。子供達が小さかった頃は、まだ時間はゆ

ったりと経過していたようですが、二人が高

校・大学入学の頃から一気にその速度が増し、

同時に私の通帳から毎月雪崩のように預金が引

き落され、残高が消えていきました。毎月通帳

と“にらめっこ”。こんな生活がもう10年以上

続きました。

　「１０年ひと昔」と言いますが、この私の１０年

は文字通り「光陰矢の如し」であり、１０年前は

つい昨日のようです。そして昨年、今年と二人

の子供達も結婚し、やっとほっと一息の状態で

す。

　振り返ってみて、私の調査士人生はこれで良

かったのだろうか？この１０年余り、私達調査士

を取り巻く環境も大きく変化し、業務の内容も

日々変わりつつあります。私が開業以来今日ま

で行ってきた調査士の職務内容は、既にこの時

代のニーズに合わなくなってきたようです。

　しかし、ひとつ言えるのは、この私が日本の

高度成長期の末期からバブル経済状態に突入

し、一気にバブルがはじけ、極度のデフレ期を

迎えたという、本当に貴重な経験をしたひとり

であるということです。まさに私達は歴史の証

人だと思います。人間は失敗を繰り返します。

過去の歴史を見ても明らかです。世界中からい

ろいろな形の戦争の火が消えることはないでし

ょう。

　一調査士がこの四半世紀の間に、このような

貴重な経済体験をできたことは、たいへん喜ば

しいことだと、最近になって思うようになりま

した。

　だれしもわずか３０～４０年間の就業期間中に、

このように大きな世界の流れを直接に体験、実

感できる時代はそんなにないと思います。まさ

に我が国でいえば、幕末から明治への激動、激

変の時代のような気がします。そんな荒波に飲

み込まれ、もまれながら何とか26年間が過ぎま

した。

　今年はまたどこで山が動くのか。どんな風が

吹くのか。たいへん興味深く思います。少し距

離をおいて見ていきます。

還暦を迎えて
津支部　中山　　修

　あけましておめでとうございます。

　今年還暦を迎える一人として、何か書いてく

ださいとの広報部からの要請を受けましたが、

平々凡々な生活を送ってきた私にとって取り立

てて書くことはありません。

　私の送ってきた時代は、東京オリンピック、

大阪万国博、オイルショック、バブルの崩壊

等々高度経済成長期から安定・衰退？と変化に

跳んだ時代でありました。

この様な、出来事の中で、一番に思い出される

のが、東京オリンピックの開会式での入場行進

であります。当時NHKのアナウンサーであっ

た、鈴木文弥氏の実況放送が、今でも耳に残っ

ています。当時中学一年生の私が、感動したと

ころであります。

　なぜ、この様なことを書いたかと申します

と、最近、インターネットの動画サイトで全編

ではありませんが、当時のオリンピックの映像

を、配信していただく方々があり、当時を思い

出すことができました。また、音楽に至って

は、私の聞きたい曲についてはほとんどすべて

が、聞くことができます。仕事が終わった後

や、休みのときに聞くことがありますが、時間

が経つのも忘れ、何時間も聞き入ってしまうこ

とさえしばしばです。

　今までは、時間はあるものの何をするでもな

く夜はテレビの前に座っているだけ、もう少し

有意義なことが出来たのではないかと振返って

は見るもののそれは遅いと気づく、しかし、こ

れも自分自身の人生と諦める。還暦を迎える今

年は、目標を定めるわけではないが、幸い田舎

暮らしであり、まだまだ、地域社会のつながり

も強く、特に毎年恒例となっている地元神社へ

奉納するジャンボ干支作りへの参加等、積極的

に参加し、なるべく人との接触を図り、楽しく

過ごすことが出来るならば幸いと思います。そ

して、趣味である、音楽・ゴルフ等が長きにわ

たってできることを願うばかりです。

　昔の還暦とは違い、まだまだ若いと思ってお

りますので、これからも宜しくお願いしたしま

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

つぶやきつぶやきつぶやきつぶやき

【初心】
　開業当初、お客さんから初めて「先生」と呼ば

れ、一瞬誰のことかと思い、思わず後ろを振り返

りそうになった時。

【初夢①】
　とても締まった土を、手にマメを作りながら穴

を掘っていると、何かとても硬いものに触れ、周

りを掘りひろげると土中から千両箱が出てきてと

ても驚いたところで、目が覚めた。

【初夢②】
　木曜日の夕方、法務局へ向かう途中ショッピン

グセンターの前を通りかかった時、何か胸騒ぎが

して宝くじ売り場へ行き、たまたま持っていた申

請書の地番、申請人の住所、前を走っていた車の

プレートナンバーを参考にロト６を１枚買い求め

た。翌日、新聞を見て失神したところで、目が覚

めた。

【昔良く聞いた言葉】
　「このまま、お友達の関係でいましょう。」

【今、よく聞く言葉】
　「金、稼いでこい」

【不眠症】
　眠れない時には、羊の数を任意座標に、更には

国家座標に変換して数えるが、桁数が膨大にな

り、益々眠れなくなる。

【日夜勤行】
　立会いの前には、般若心経を任意座標に、更に

は国家座標に変換して読経すると桁数が膨大にな

るが、何故かとても落ち着く。

【弱者の戦略①】
　建物滅失登記と共に、昔土建屋にいた経歴をい

かして、自分で解体工事までしてしまった新人調

査士のA君。

【弱者の戦略②】
　耕作放棄地の売買の依頼と共に、草刈・伐採ま

でしてしまった新人調査士のB君。

【紺屋の白袴】
　自分の土地の公図が、プラス表示になったまま

何十年も放置されたままの調査士さんの事務所兼

居宅。

【法務局への道】
　交差点を曲がるとすぐの所に入り口があった為

に、何度も通り過ぎては、飯南町まで行ってしまっ

た懐かしのM法務局。

【おもいでの夏】
　余りの猛暑に早朝測量・杭入れを敢行。午前５

時に起床し、いくつかの現場をまわり、最後の現場

に。道路側溝にプレートを入れる必要があり、家か

らちょっと離れていたので、どうかとは思ったがド

リルで穴あけした時予想以上に家が震動してしま

い、東北生まれのその家のご主人が「ず、ずすん

だ～」と言ってあわてて家の中から飛び出してきた

こと。（注・フィクションですので決してマネしな

いで下さい。）

【はるか南の】
　昔、はるか南の法務局で急ぎの建物登記の仕事

があり、急遽はるか南の法務局まで行き、現場を計

測し、委任状にお客様の印鑑をもらい、書類を作

成し、翌日書留、速達にて送付した時、２、３日し

て法務局から電話があり、引渡し証明書の工事の

種別が書いてないとのことで、「新築」の弐文字を

書き加えるため、はるか南の法務局まで急ぎ向か

ったこと。

◆おことわり…本文は、皆様に笑って頂く為、過去の
経験をヒントにジョーク、ユーモア、想像力を駆使して
思いつくまま作成したものでありますので、土地家屋
調査士の品位にもとる表現があるかもしれませんが、
余り生真面目に読まれないことをお願いいたします。

初心忘
るべか

らず

　　　
　　　

　● 匿
名希望

　はじめまして、９月に登録をいたしました、四

日市支部の伊藤佑樹と申します。

　私が土地家屋調査士を志したのは、父親が土地

家屋調査士であり、その中で多くの人と出会い、

様々な経験をさせて頂いたからです。そして、今

みなさんと同じこの舞台に立てた事をうれしく思

います。

　電子申請・ADRといった新しい内容をもりこん

だ不動産登記法の大きな改正、街区基準点設置に

よる地積測量図の世界測地系への対応、

RTK‐GPS測量そして今やGPS測量からGNSS測量

へといった測量機器の目まぐるしい進歩など土地

家屋調査士をとりまく環境はここ数年急速に変化

しています。私は２６歳でいろいろな面でまだまだ

未熟ですが、「逆」に誰にも負けないこの若さ

で、今という時間を大切に少しでも多くの知識や

技術を習得し、新しい時代の土地家屋調査士とし

て、今後この業界を担っていく事ができればと思

っております。年齢的に経験も浅く、至らぬ点や

ご迷惑をおかけする事もあるかもわかりません

が、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、

今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたし

ます。

アンケートの回答

①　去年試験に合格した時は、まだ学生でした。
②　同上。
③　登録し2ヵ月しかたっていないので、正直ま
だ実感はないです。

④　音楽全般が好きです。
⑤　特になし。
⑥　まずは一人前になれるよう日々研鑽です。

アンケートの回答

①　司法書士
②　依頼者の要望により良く応えるためには、司
法書士、調査士両業務全般の知識、経験が不
可欠であると感じたため。

③　責任の重さが２倍になった反面、視野が広が
り業務に対する充実感は増したと思います。

④　週１テニス、JAZZ鑑賞、熱帯魚飼育等
⑤　平成８年司法書士開業以来今のところ取下、
却下のないこと

⑥　幅広い知識、技術を身につけて実績を積む事
によって、依頼者に信頼される調査士を目指
したいと思います。

四日市支部

伊藤　佑樹

伊勢支部

前川　幸久

　はじめまして、平成２２年１０月１日付で入会させ

ていただきました伊勢支部の前川幸久です。

　今回父が調査士を廃業するに際し、それと交代

するという形で私が入会させていただくことにな

りました。

　父に関しましては、５０年の長きにわたり、調査

士をさせていただき、無事退会できた事に本人に

成り代わり、心からお礼申し上げます。

　さて私は、幸か不幸か、祖父、父共司法書士、

調査士という物好きな？家系で育ちました。平成

８年からは司法書士を登録させていただいていま

すが、それまで司法書士、調査士の補助者として

の下積みの期間が長く色々経験させてもらいまし

た。その間にこの業界もずいぶん変わったように

思いますが、今あらためてこの激動の中で生き残

っていくには、常に新しい知識を吸収する柔軟さ

と、しかしある意味においては自分のスタンスを

変えない頑固さの両面が必要であると思います。

　私は、実務経験は長いのですが、事務所の性質

上、調査士業務に関しては建物登記に限定した活

動をしてきたため、土地登記についての知識、測

量技術についてはまだまだ未熟な点も多く諸先輩

方のご指導ご助言を仰ぐことも多いかと思います

が、どうぞ、今後ともよろしくお願い致します。
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三　重　会　の　　あ　ゆ　み
　昭和２５年７月３１日、土地家屋調査士法が施行された。同年、全国土地家屋調査士会連合会の設立と共に津土地　　　家屋調査士会（三重会旧称）が設立され、本年６０周年を迎える。三重会６０年の足取りを世相とともにたどる。

1980
(昭和55)

年

谷水成一

1950
（昭和25）

中尾多五郎

会長名 月日 三　　重　　会 月日 日本・世界

11.1
11.13

5.2

1.13

2.1

土地家屋調査士法制定(７月３１日施行)
第１回会議を開く
全国土地家屋調査士会連合会、設立総会

1.7
6.25

新東京国際空港開港

国公立大第１回共通一次試験実施

政府、モスクワ・オリンピック不参加を決定

千円札発行
朝鮮戦争勃発

7.29 津市において設立総会、名称、津土地家屋調査士会、事務所を津市丸之内泉町２０６４ー４・中尾会長事務所内とする
9.4
9.8
サンフランシスコ講和会議
講和条約・旧日米安保条約調印

1951
(昭和26)

1952
(昭和27)

7.1
8.1
羽田空港米軍より返還、東京国際空港として開港
法務省、自治省、保安庁、電電公社発足

1953
（昭和28）

2.1
2.27

7.1
9.27

1954
（昭和29）

ＮＨＫ、テレビ放送開始
韓国、竹島領有を宣言

防衛庁、自衛隊発足
毛沢東、中国国家主席に就任

1955
（昭和30）

 5.1
 8.24

一円アルミ硬貨発行
森永砒素ミルク事件表面化

1956
（昭和31） 3.21 土地家屋調査士法改正（調査士の調査士会強制加入制度）  4.16

12.18
日本道路公団設立
国連総会、日本の加盟を承認

1957
(昭和32)

10.4
12.11

ソ連、世界初の人工衛星打上成功
百円硬貨発行

1958
(昭和33)

3.9
12.1

関門国道トンネル開通
一万円札発行

1959
（昭和34）

ダライ・ラマ１４世、チベット独立を宣言
皇太子明仁親王と美智子様ご成婚

3.12
4.1

1960
(昭和35)

 2.23
6.4

 6.23

浩宮徳仁親王誕生
安保改定阻止第一次スト約５６０万人参加
新安保条約発効、岸首相退陣表明

1961
(昭和36) 6.25 松阪市において第１１回定時総会 1.20

4.12
ケネディ、米大統領就任
ソ連、有人宇宙飛行に成功

1962
(昭和37)

2.1
10.22

東京都、世界初の1,000万都市になる
キューバ危機勃発

11.22
11.23

ケネディ米大統領暗殺
初の日米テレビ宇宙中継

1963
(昭和38)

1964
(昭和39)

別所半五郎

10.1
10.10

東海道新幹線開業
東京オリンピック開催

1965
（昭和40）

1966
(昭和41)

山本嘉一郎

11.10
11.17

中国・文化大革命始まる
プロ野球第１回ドラフト会議

3.31 日本の人口が１億人を突破

 2.11
 4.15

初の建国記念の日
美濃部亮吉、東京都知事に当選、革新都政始まる

7.18

 7月

土地家屋調査士法改正により土地家屋調査士会、
土地家屋調査士会連合会を法人化
事務所を津市西丸之内に移転

1967
(昭和42)

1968
(昭和43)

 2.20
 4.15

金嬉老事件
三億円事件

1969
(昭和44)

6.12
7.20

原子力船「むつ」進水
アポロ１１号・月面着陸成功

1970
(昭和45)

 3.31
11.25

赤軍派、日航機・よど号をハイジャック
三島由紀夫、割腹自殺

1971
(昭和46) 6.17 沖縄返還協定調印

1972
(昭和47)

2.19
7.7
9.29

連合赤軍、あさま山荘事件
田中角栄首相、田中内閣発足、日本列島改造論
日中国交正常化共同声明

1973
(昭和48)

雲林院忠雄

会報みえ
創刊号表紙
（合同ビル）

2.14
10月

為替レート固定相場制から変動相場制に移行
第１次オイルショック、もの不足、大手商社の買占

 3.10
10.14

小野田寛郎元少尉、ルバング島で発見される
長嶋茂雄、巨人を引退

1974
(昭和49)

1975
(昭和50)

10.30
12.20

三重県土地家屋調査士・司法書士合同ビル竣工
「会報みえ｣創刊号発行

3.1
4.30

山陽新幹線 岡山・博多間開業
ベトナム戦争終結

1976
(昭和51)

2.4
 7.27

米上院公聴会でロッキード事件表面化
田中前首相逮捕

1977
(昭和52)

 4.1
52年度

表示登記の日制定
｢津白塚地区」が法17条地図作成モデル地区に
指定され、作業完了

9.3
 9.28

王貞治、本塁打世界記録達成、国民栄誉賞第１号
日本赤軍、日航機ハイジャック、政府、超法規的
措置で６人釈放（ダッカ事件）

1978
(昭和53)

1979
(昭和54)

年

1981
(昭和56)

2010
（平成22）

会長名 月日 三　　重　　会 月日 日本・世界

3.10

9.28

新会館建築工事、着工

11.4
12.10

8.6
8.30

裁判員制度による裁判員裁判スタート
衆院選で民主圧勝、自民歴史的大敗、政権交代

アメリカ第４４代大統領にオバマ氏、初の黒人大統領
ノーベル物理学賞、南部陽一郎、小林誠、益川敏英、
化学賞・下村脩の4氏受賞

｢会報みえ」30周年記念号発行 3.2 中国残留孤児が初来日

1982
(昭和57) 4.1 五百円硬貨発行

1983
(昭和58)

1.27
4.4

 4.15

青函トンネル貫通
ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おしん」放送開始
東京ディズニーランド開園

1984
(昭和59)

2.16
11.1

冒険家 植村直己遭難
新札登場、一万円札 福沢諭吉

1985
(昭和60) 8.31 ｢会報みえ」35周年記念号発行

4.1
 8.12
10.16

ＮＴＴ、ＪＴ発足
日航機、御巣鷹山中に墜落
阪神タイガース、12年ぶりのセ・リーグ優勝

1986
(昭和61) 1.6 社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会設立 4.1

4.26

4.1
4.26

男女雇用機会均等法施行
チェルノブイリ原発事故

1987
(昭和62)

合同ビルから司法書士会が移転、司調会館から
調査士会館となる10.1 3.13

 4.10

国鉄分割・民営化
ニューヨーク株式市場大暴落(ブラックマンデー)

1988
(昭和63)

青函トンネル開通
瀬戸大橋開通

1989
 (平成元)

1.7
4.1
昭和天皇崩御、皇太子明仁親王即位､年号は平成
消費税3％実施

1990
(平成2)

5.15
12.1

土地家屋調査士制度制定40周年記念式典開催
三重会40周年記念誌「標・しるべ」発行

10.3
11.12

東西ドイツ統一
天皇即位の礼

1991
(平成3)

1.17
 5.19

湾岸戦争勃発
雲仙普賢岳の噴火で大規模、土石流発生

1992
（平成4）

 5.20
 9.12

在日韓国・朝鮮人の指紋押捺制度廃止
宇宙飛行士、毛利 衛、スペースシャトルで宇宙へ

1993
(平成5)

7.12
8.9
北海道南西沖地震
細川護熙内閣発足、自民党初の野党に

1994
(平成6)

6.27
10.13

松本サリン事件
大江健三郎、ノーベル文学賞　受賞決定

1995
(平成7)

1.17
　3.20

阪神・淡路大震災、死者6,000人を超す
地下鉄サリン事件

1996
(平成8)

7.13
10.20

大阪堺市でO-１５７大量感染
第４１回総選挙、初の小選挙区比例代表並立制

1997
(平成9）

4.1
5.27

消費税5％に引き上げ
神戸で連続児童殺傷事件

1998
(平成10) 6.1 調査士会館、津市上浜町六丁目155-1へ移転 2.7

4.5
第１８回冬季オリンピック長野大会開催
明石海峡大橋開通

1999
(平成11)

3.25
10.25～11.18

3.25
10.25～11.18

旧調査士会館売却
伊能ウォーク三重大会参加 8.9 日の丸を国旗、君が代を国歌と定めた国旗国歌法が成立

2000
（平成12）

 5.24
10.13

9.16
11.28

高橋尚子、シドニー五輪金メダル、国民栄誉賞受賞
少年法改正案が成立、刑事罰対象年齢が１６歳から１４歳に

2001
（平成13） 5.26

土地家屋調査士制度制定50周年記念式典開催
「境界2000三重」記念講演会開催

三重県土地家屋調査士政治連盟設立 4.26
12.1

小泉純一郎首相、小泉内閣発足
皇太子妃・雅子さまが第一子ご出産

2002
（平成14） 8.5 住民基本台帳ネットワークが稼動

2003
（平成15） 8.15 「会報みえ」から「会報Border/250」に誌名変更 4.1 日本郵政公社が営業開始

2004
（平成16）

津地区､法14条地図作成（17年～18年）

1.19 自衛隊イラク派遣
市町村の合併進む、平成の大合併

2005
（平成17）

9.11

1.23
7.5

小泉郵政解散、衆院選で自民党が歴史的大勝、自民
公明で全議席の3分の2超獲得

2006
（平成18）

2007
（平成19）

2008
（平成20）

2009
（平成21）

1.1 「会報Border/２５０」から「会報Border」に誌名変更

新会館建設地購入

ライブドアグループ､ホリエモン､堀江貴文逮捕
北朝鮮、弾道ミサイル・テポドン日本海へ発射

8月 米株式市場暴落、サブプライム問題で世界の経済・
金融に混乱

谷水　成一

稲葉　利秋

竹内　孝豊

岡本　暁光

田中　宏幸

浦川久加壽

松下　　剛

神戸　照男

朝日奈　晰
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　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。

寄稿のお願い

会員の動き
平成２２年１１月２５日現在　会員数２９２名

　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

　〒５１４－０００８

　津市上浜町６丁目１５５番地１

　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６７号

■発行日■

平成２３年１月１日

■発行所■

三重県土地家屋調査士会

三重県津市上浜町６－１５５－１

TEL  ０５９－２２７－３６１６／FAX ０５９－２２５－２９３０

URL　http://www.mie-chosashi.or.jp

E-mail　  honkai@mie-chosashi.or.jp

■編集■

広報厚生部

■印刷■

伊和新聞社

編集後記

　神戸会長、中山担当副会長の下で活動をしてき
た私たち広報厚生部のメンバーは、今回のBorder
６７号が最後の発行となりました。当初は、随所に
新しい試みを、と意気込んでいたものの、いざ始め
てみるとなかなか思うように捗らず、アイデアが浮
かんでも実現するにはかなりのエネルギーが必要
になることがよくわかりました。お忙しい中、
Borderに原稿をお寄せいただいた皆様方に厚くお
礼申し上げます。また、発刊にあたっては、広報厚
生部だけでなく、事務局の多大な協力によって成り
立っていることも申し添えます。残された時間も広
報活動に専念したいと思いますが、まずは近々に放
映が予定されているテレビドラマに大きな期待を
したいと思います。

四日市市富田三丁目16番19号

伊勢市岡本一丁目2番41号

事　　　　務　　　　所 入会年月日

●入　　　会

四日市市東富田町19番16号

住　　　　　所 変更年月日

●事務所住所変更

氏　　名

早　川　芳　光

前　川　房　雄

田　中　幹　夫

桑員

伊勢

四日市

平成２２年８月１０日

平成２２年９月２９日

平成２２年１０月２６日

退会年月日支部名

他会に移動

業務廃止

業務廃止

理　由

●退　　　会

氏　　名

梅　林　啓　蔵 鈴鹿 平成２２年８月３０日

退会年月日支部名

●訃　　　報

氏　　名

伊　藤　佑　樹

前　川　幸　久

氏　　名

見　並　正　生

平成２２年９月１０日

平成２２年１０月１日

平成２２年１１月４日





トータルオフィスサポート

有限会社　不二ビジネス
〒５１５－０２１７　松阪市早馬瀬町２８２－１　  ＴＥＬ ０５９８－２８－６４４７　ＦＡＸ ０５９８－２８－６４４８
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