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ごあいさつ
三重県土地家屋調査士会
会長

神戸
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照男

会員の皆様方には，平素から本会の会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２５年度定時総会には，沢山の会員の皆様のご参加をい
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。頂戴しましたご意
見ご要望につきましては今後の会務運営に十分役立てていき
たいと思っておりますのでどうか宜しくお願い致します。
さて，三重会においてついにＡＤＲの設立を実現すること
が出来ました。
この「境界問題相談センターみえ」の立ち上げに
際しましては，ご協力を頂きました多くの先輩諸氏の先生方
とご協力頂きました団体の皆様方の力強いご支援ご協力の賜
物だと感謝を申し上げるところです。
また設立準備に携わって
頂きました三重会会員の努力が実を結んだものであり敬意を
表するところです。
「センターみえ」設立は全国の会に遅れをと
りましたが，全国５０会のトリということで三重会らしい設立
であると思います。このように全国のすべての会がＡＤＲセン
ターを設けたということは，他の資格者団体にはないことです
から土地家屋調査士という国家資格をあらためて国民に向け
て制度広報の一環として発信できるものだと思います。以前，
他会のＡＤＲセンター長とお話をする機会がありました。その
センター長は，運営にお金が掛かるため会員に理解をして貰
えないのが，残念だと言われておりました。また別の会のセン
ター長は，どこかの会がＡＤＲセンターを辞めるようなことに
なれば，私のところもＡＤＲの運営を辞めるかもしれないと言
われていました。
最後に設立した三重会ですから偉そうなことは言えません
が，せっかく勝ち取った代理権ですので，全国の土地家屋調
査士会でＡＤＲに対する考えを，三重会が設立したことで，一
つのスイッチとして受け止めて頂き，前進ある土地家屋調査
士制度として是非，考えて頂けたらと思っています。
また，ＡＤＲセンターが揃ったことを記念することと中部ブ
ロックの６会すべてが，地籍の研究成果として専門書を発刊
した記念として７月３１日の「土地家屋調査士の日」に名古屋に
於いて「境界紛争ゼロ宣言 !!２０１３地籍シンポジウム IN 中部・
すべてのはじまりは境界」を開催する運びとなっております。
ボーダーが発行される時期にはシンポジウムは盛会裏に終
わっていることを祈るものです。
今年の日調連総会は役員改選の年であり選挙となりました。
中部ブロックから推薦致しました岐阜会の林千年氏が見事大
差で会長に選任されました。このような機会は，そうあるもの
ではありません。三重会から，または中部ブロックから制度発
展のために発信するチャンスが与えられたものと思っており
ますので日調連会長を排出する中部ブロックとして是非，発信
していかなければならない責任があると思います。
最後になりますが，昨年末の衆議院選挙により政権が代わ
りました。景気も底を打った感があります。このまま景気が好
転し減少していた業務が増加することを祈ります。そして依頼
者の信頼に応え得る高度な専門職業家として業務を適正に行
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，国民に愛され続ける土地家屋調査士であり続け会員の
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。
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会員の皆様には，日頃から，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，登記の専門資格者として国民に信頼
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，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，御協力を
賜っておりますことに対し，誌面をお借りして厚
く御礼申し上げます。
また，貴会におかれましては，ＡＤＲ機関が「境
界問題相談センターみえ」として本年７月に設立
され，会員の皆様には，ＡＤＲの認定代理人として
専門性を発揮していただくとともに，ＡＤＲと筆
界特定制度とを連携機能させ登記の専門資格者と
しての知見と経験を生かし，土地の境界に関する
紛争解決のため御活躍いただき，この制度が発展
していくことを期待しております。

ごあいさつ

さて，法務局の代表的な所掌業務は「登記事務」で
あり，国民の財産あるいは経済取引を支える極め

津地方法務局

て重要な制度です。この登記事務を円滑に運用し，

局長

国民からの信頼を高めるには，
「適正・迅速な事務

梅本

泰宏

処理」が重要です。当局では，適正・迅速な事務処
理を，各職場で様々な方法で具体化させており，会
員の皆様及び国民の信頼に応えられるよう日々努
力しております。会員の皆様の御理解と御協力を
得ながら，適正・迅速な事務処理を行い，本年度当
局の局務運営基本方針である信頼され親しまれる
法務局を目指していきたいと考えております。
ところで，「東日本大震災」が発生してから２年
が過ぎました。被災地においては復旧・復興に向
けて様々な取組がなされております。被災者の
方々の一日も早い復興を願うばかりです。
土地家屋調査士である皆様の業務は土地や建物
の現状を把握し，登記に反映させる仕事であり，復
旧・復興支援には欠かせない業務であります。被
災地の復旧・復興の支援に引き続き一層の御理解，
御協力を賜りますよう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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本年４月１日付けでの異動により津地方法務局
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が、ついに発足

いたしました。ここに至るには、土地家屋調査士

た所でございます。どうぞよろしくお願いします。

会の方々の並々ならぬご努力がありました。まこ

貴会及び会員の皆様には，表示登記制度の充

とに感謝いたします。境界問題のＡＤＲとしては

実・発展のため，御尽力いただいていることに敬

全国で最後発となりましたが、産みの苦しみがあ

意を表しますとともに，日頃より，円滑な登記業

ったからこそ、すばらしい組織ができあがりまし

務運営に御理解と御協力をいただき，厚く御礼申

た。
平成２５年６月２２日には、愛知県弁護士会から

ところで，私ども法務局では，登記制度が社会

齋藤文司郎先生を迎え、境界問題相談センターに

経済システムを支える重要な社会基盤として国民

携わる運営委員や相談員、調停員だけでなく、広

生活の安定のためには欠くことができない重要な

く弁護士や土地家屋調査士を対象として研修会を

制度であることを念頭に置きながら，登記事件の

行うことができました。

適正・迅速処理はもとより，社会の変化や多様な

みえ

ニーズに的確に対応するため，様々な施策や事業

義がありません。三重県人は争い事を好まないと

に取り組んでいるところです。

言われることもありますが、争いがあるような場

ごあいさつ

ービス」や「登記情報交換サービス」を順次拡大

津地方法務局首席登記官

年２月１日から松阪支局での運用が開始したこと

満

e

首席登記官（不動産登記担当）として着任しまし

御承知のとおり法務局では，「登記情報提供サ

所

e

境界問題相談センターみえ

し上げます。

（不動産登記担当）

r

してきたところです。当局においても，平成２５
によって，当局管内全庁においてこれらのサービ
スが利用できることとなり，会員の皆様の利便性
に資するものと考えております。

境界問題相談センター

は、事件が申し立てられなければ、存在意

合だけではなく、土地を売買するときにどこが境

ごあいさつ
「境界問題相談センターみえ」運営委員長
三重弁護士会

渡邉

功

界かはっきりわからなくなってしまっているよう
な場合など、土地の境界を定める必要というもの
はまだまだあると思われます。今後、弁護士会と
土地家屋調査士会全体で、需要を掘り起こし、
境界問題相談センターみえ

が活躍できるよう

ご助力をお願いします。また、センターの運営委

また，オンラインによる登記申請については，

員、調停員、相談員も、それらの需要に応えるべ

会員の皆様の御協力をいただいているところです

く努力が求められます。これは、すぐにできるこ

が，これまで以上に積極的にオンライン申請を利

とではないことかもしれませんが、１０年後、２０

用いただきますようお願いします。

年後に「

筆界特定事件については，おおむね標準処理期
間（６か月）以内に処理できております。これも

境界問題相談センターみえ

があって

よかった」と皆さんに感じていただけるよう、頑
張りましょう。

土地家屋調査士を始めとする筆界調査委員の皆様
の豊富な知見に基づく適正，迅速な処理によるも
のであり，改めて感謝申し上げます。
終わりに，貴会並びに会員の皆様の益々の御活
躍を祈念申し上げ，御挨拶とさせていただきます。
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において、中部ブロック協議会の推薦を受け、理

して、引き続き副会長に再任されました松阪支部

事に選任いただきました四日市支部所属の上杉和

の島でございます。
前年度の２年間は企画社会事業部を担当させて
いただきましたが、今年度からは広報厚生部と研

本会役員としての経験は、理事、常任理事とし

修部を担当させていただく事になりましたので、

ての２期４年、うち日調連広報員の兼務２年とわ

これからの２年間どうぞよろしくお願い申し上げ

ずかなものですが、皆さまに支えていただきなが

ます。

ら、実に多くのことを学ばせていただきました。

平成２３年の新会館での業務開始をまって、設

連合会と単位会の役員の働きは自ずと異なるもの

立に向けて取り組んでまいりました「境界問題相

ですが、目指すものは、土地家屋調査士制度の充

談センターみえ」もこの７月４日に設立式典を開

実、発展です。この役員としての４年間の反省と

催することができました。これも皆様のご協力の

経験は、日調連理事としても活かしていけるもの

賜物と感謝いたしております。

と思っております。

広報厚生部も研修部も担当としては初めての事

連合会新会長として、同ブロック協議会の林千

であり、具体的な業務の内容は何もわからない状

年前連合会副会長（岐阜会）が就任され、４名の

態で、引き続き残っておられる理事さんに教えを

ごあいさつ

副会長は、それぞれにタイプの違う熱い思いをお

日本土地家屋調査士会連合会理事

して働けることは、実に恵まれていることと思っ

和子

e

残暑お見舞い申し上げます。先の総会におきま

させていただきました。

上杉

e

日本土地家屋調査士会連合会第７０回定時総会

子でございます。併せて、三重会顧問として就任

三重県土地家屋調査士会顧問

r

持ちの方々です。そんな正副会長のもとで理事と
ております。
三重会から初めて日調連に送り出される理事で
あり、日調連においては、初めての女性理事であ

ごあいさつ
研修部・広報厚生部担当
副会長

島

庄平

乞いながらなんとか職責を果たせるようになって
いきたいと考えております。
広報部門では、今までの担当者が色々知恵を出
して積み重ねてこられた実績を継承して、広報活
動の継続実施とさらなる拡大も図ってゆきたいと
思います。

ることに、私に課せられた使命があると思ってい

厚生部門では、出来るだけ多くの会員が参加し

ます。私らしい存在感を見失うことなく、謙虚さ

やすい親睦事業を、部員に限らない多くの方の意

を忘れずに、未だ知らぬ世界のなかで、精一杯生

見を聞いて模索していきたいと考えています。

きてみよう、生かされていこうと覚悟を決めまし

研修部門でも、出来るだけ多くの会員が参加し

た。土地家屋調査士の明るい確かな未来のため

やすい研修内容や研修の進め方研修の在り方等を

に、知恵と勇気と笑顔を持って、チームの一員と

研究・検討して、会員の実力向上・資質向上の一

して働かせていただきます。

助になるような研修会を目指していきたいと思っ

三重会の皆さまには、今までと変わらぬ叱咤激
励によるお力添えを、心よりお願い致しまして、
就任のご挨拶とさせていただきます。

ております。
副会長としては、まだまだ勉強していかなけれ
ばならない事が多々ある状態ですが、広報厚生
部・研修部共に意欲に満ちた心強い部員がおりま
す。
彼らとともに頑張りたいと思いますので、皆様
のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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ごあいさつ
総務財務部担当
副会長

永井

8

哲也

残暑お見舞い申し上げます。
前期に引き続きまして、総務財務部担当副会長
を務めさせていただきます四日市支部の永井と申
します。よろしくお願い申し上げます。
役員をさせていただいてこれで４期７年目とな
りますが、今年度は「境界問題相談センターみ
え」の設立も終え、この間三重会も大きく変わっ
てまいりました。最初に理事をさせていただいた
平成１９年の会館はまだ上浜町でした。平成２３年
５月より現会館で業務を開始しましたが、大きな
問題も無く本日まで無事運営できているのも皆様
のご協力のおかげであると感謝致しております。
本当にありがとうございます。
今年度はお借りしておりました拠出借入金を返
済させていただくべく予算化しておりますのでも
う少しお待ちいただければと思います。
７月４日 ( 木 ) 津におきまして「境界問題相談セ
ンターみえ」設立記念式典・祝賀会、７月５日 ( 金 )
四日市におきまして中部ブロック協議会平成２５
年度定時総会、翌６日会長会議・各担当者会議を
無事に開催することが出来ました。５月定時総会
で選出された新理事の皆様は会務にまだ不慣れな
中で大変よくがんばっていただいたと感謝してお
ります。また４日は津支部会員、５日は四日市支部
会員の皆様にもご協力いただき、大変感謝してお
ります。この場をお借りして御礼申し上げます。あ
りがとうございました。
６月１８日(火 )、
１９日 (水 ) 開催されました日調連
総会におきまして、会長に中部ブロック協議会岐
阜会所属の林千年前副会長が就任されましたので、
対外的にも三重会は大きく変わりつつあります。
日調連総会におきまして、中部ブロック協議会選
出で上杉和子 ( 四日市支部 ) 理事が誕生致しました。
また、７月５日中部ブロック協議会平成２５年度定
時総会におきまして、神戸会長が中部ブロック協
議会会長、古尾副会長が同監事、私永井が同庶務を
拝命することになりました。
これからは今まで以上に三重会から中部ブロッ
ク協議会・日調連に対して意見等を発信していく、
また逆に情報等を受信していく環境が整ったと考
えています。会員の皆様一人一人が中部ブロック
協議会、日調連を支えていくものであります。
一人一人がその意識を持っていただき、会が何
かをしてくれるのを待つのでなく、会のために何
が出来るのか、今一度考えていただき、発信いただ
くことがあれば私たちはその橋渡しをさせていた
だきますのでどうかご意見・ご要望等あればお聞
かせ願えればと思います。
これから２年間神戸会長のもと、我々理事一同
会務に邁進する所存であります。三重県土地家屋
調査士会の今以上の一致結束をお願い致しまして
ご挨拶とさせていただきます。
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先の定時総会に於きまして、副会長に選任され
ました伊勢支部の古尾でございます。
昨年度までは企画社会事業部長をさせていただ
いておりましたが、これから２年間企画社会事業
部の担当として会務に携わる事になりましたので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
社会事業副部長、企画社会事業部長をさせてい
ただいていた時も、「土地家屋調査士」制度を
守ってこられた先輩方に恥じないように、ひたす
ら頑張ってきたつもりです。年ごとに「土地家屋
調査士」制度を守る責任の重みが増してきており、
私の体では押しつぶされてしまいそうに思う事も
ありますが、皆様に支えていただきながら、重圧
に負けないよう、さらに頑張って進めていきたい
と思います。
「境界問題相談センターみえ」も無事に誕生す
ることができました。これからどのように育てて

ごあいさつ
企画社会事業部担当
副会長

古尾

いくのかを、さまざまなご意見をいただきながら、
よりよい運営ができるよう検討を続けていきたい
と思います。
また、数値資料の活用や公的鑑定へのアプロー

圭一

チなど、三重会にはまだまだ発掘していく財産が
存在していると思います。
三重県の地籍研究委員会さんの協力も得て順調
に資料収集も進んでおりますが、これからこの資
料をどのように活用していくのかも、重要なこと
であると考えます。
これから直面していく課題はたくさんあります
が、「土地家屋調査士」がいかに専門知識を有し
ている集団であるのかということを多くの方に
知っていただき、境界＝「土地家屋調査士」と言
われるようになることをめざして、どこまで形と
して残せるのか自信はありませんが、「土地家屋
調査士」の明るい未来を拓くために、会員の皆様
と一致協力して事業を進めて参りたいと思います。
なにぶん若輩者のため、至らないことも多々ある
と思いますが、昨年度より一層出来る限りの努力
はさせていただきますので、会員の皆様におかれ
ましても何卒ご理解ご協力いただきますよう、よ
ろしくお願いいたします。
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三重県土地家屋調査士会名誉会長の松下剛先生が、
平成２５年春の褒章で、黄綬褒章を受章されました。黄

この度、図らずも春の褒章に際し、黄綬褒章の
栄に浴しました。お陰をもちまして５月１６日に法
務省におい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

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』と規定があり、松下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。
心よりお慶び申し上げます。

経

たしました妻とともに身に余る光栄と喜びと生涯
忘れ得ぬ感慨を深く胸に刻んでまいりました。こ

昭和５０年 ４月

歴

土地家屋調査士登録

れもひとえに会員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。
私が登録した昭和５０年頃は、権利登記前提の

【土地家屋調査士会における役職】
自平成元年５月 三重県土地家屋調査士会理事

松阪支部

松下
剛

春の褒章で黄綬褒章受章

表示登記専門家として土地家屋調査士の存在があ

至平成３年５月

りましたが、数回に亘る不動産登記法等の改正に

自平成３年５月 三重県土地家屋調査士会副会長

より土地境界の専門家として活躍できる環境が整

至平成５年５月

いました。不動産登記規則第９３条調査報告書な

自平成７年５月 三重県土地家屋調査士会理事

どは、専門知識に基づき専門家が作成して表示登

至平成１３年５月

記事務の適正化に寄与しており、法務局の筆界特

自平成１３年５月 三重県土地家屋調査士会副会長

定制度の筆界調査員や先月三重会で開設した境界

至平成１５年５月

問題解決のためのＡＤＲなどと専門知識を活用で
きる場所が増えてきておりこのような変化に対応
できる土地家屋調査士として研鑽を重ねてまいり
ます。
今後はこの度の栄誉に恥じることのないよう、
土地家屋調査士制度の充実発展に一層精進を重ね、
御芳情に報いたいと考えておりますので、何卒倍
旧のご厚誼ご鞭撻を賜りますようお願いいたしま
す。

（２年）

（２年）

（６年）

（２年）

自平成１５年５月 三重県土地家屋調査士会会長
至平成１９年５月

（４年）

自平成１７年７月 日本土地家屋調査士会連合会中部ブロック協議会会長
至平成１９年７月

（２年）

自平成１９年７月 日本土地家屋調査士会連合会中部ブロック協議会参与
至平成２１年７月

（２年）

自平成２１年５月 三重県土地家屋調査士会名誉会長
現在に至る
【 表 彰 】
平成２年５月１５日 三重県土地家屋調査士会長表彰
平成５年５月２０日 津地方法務局長表彰
平成６年５月２７日 三重県土地家屋調査士会長感謝状
平成１２年７月１４日 名古屋法務局長表彰
平成１４年５月１８日 日本土地家屋調査士会連合会長表彰
平成２０年５月２４日 日本土地家屋調査士会連合会長感謝状
平成２４年６月１９日 法務大臣表彰
平成２５年４月２９日 黄綬褒章受章
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部

会

だより
総務財務部
部長

萩原

ります拠出借入金の返済に目処がつきました。残

巧

この度、総務財務部長を拝命いたしました津支
部の萩原と申します。
部長に就任してからまだ１ヶ月程ですが、昨年

さて、企画社会事業部は、古尾担当副会長の下、

すと、昨年１２月の弁護士会との協定締結以来、部

念ながら利息なしでの拠出借入金の返済です。利

新年度のスタートをきりました。引き続き当部で

会の議題は、「境界問題相談センターみえ」一色

息なしでも充分と言っていただけるような会館ま

活動くださる２名の頼もしい部員の方々に、新た

となり、設立記念式典に向けて、手続きマニュア

た事務局となっているでしょうか？より良い会館

な風を吹き込む２名の部員の方々が加わるといっ

ルの作成・説明会の実施・各候補者の選任・指定

また事務局を目指して努力して参ります。ご意見、

たメンバー構成となりました。一貫性・継続性の

申請等々、慌ただしく日々が過ぎ去っていったと

ご要望等是非お聞かせ下さい。

確保をしつつ、時代の流れに対応した新たな創造

いうのが、実感するところであります。

財務副部長を務めていた時の１年分くらいのMail

本来であればもう少し詳細に事業計画をご報告

がすでに届いており、何だか大変なことを引き受

すべきところですが、実は部内においてまだ充分

いりたいと思いますので、ご支援、ご協力のほど、

よ７月４日の設立記念式典を迎えることとなり、

けたのではないかと焦りを感じているところです。

な議論が出来ておりません。六年に一度という三

よろしくお願いいたします。

「境界問題相談センターみえ」の基幹となる、規

このような大役を務めるにはまだまだ非力ではあ

重会が開催担当となる中部ブロック協議会総会、

企画社会事業部におきましては、今年度の事業計

則等の作成にご尽力いただいた設立準備委員会の

りますが、同部員には前部長そして大先輩である

そして「境界問題相談センターみえ」の設立式典

画として下記項目を予定しております。

皆様、ご意見ご協力いただいた理事の皆様、そし

お二方とサポート体制は完璧です。私自身いろい

が間近に迫っており、この大イベントへの対応が

【企画部門】

て、ご支援ご協力いただいた会員の皆様の想いが、

ろ勉強させていただきながら、本会の運営及び改

最優先となっております。あれもこれもとやるべ

１

境界問題相談センターみえの運営

善に精一杯取り組んで参りたいと思います。

き事業はありますが、しっかり協議し、又の機会

２

無料登記相談会の継続実施

にご報告させていただきたいと思います。

３

法調事務打合会の実施及び筆界特定制度と

式典も終わり、「境界問題相談センターみえ」の

境界問題相談センターみえの連携

運営が開始されております。運営に関しては、セ

さて、本年度は「境界問題相談センターみえ」

力をもって、部員一同一致団結して、活動してま

無事、６月２８日に法務省の指定を受け、いよい

一つの形として実を結ぶ時を迎えました。
この会報が会員の皆様に届く頃には、設立記念

の設立、運営開始となります。総務財務部としま

これから２年間、至らぬ点多々あろうかと思い

しては、会則や各種規則等の見直し、予算措置の

ますが、会員の皆様のご理解、ご協力どうぞよろ

４

数値資料センターの運営

ンターみえの運営委員会によって執り行われるこ

検討はもちろんのこと、運営についても事務局体

しくお願い致します。

５

土地家屋調査士を取り巻く環境変化への対

とになります。部としましては、運営委員会のサ

応

ポートと、法務局との連絡協議会（筆界特定制度

制の改善を始め様々な支援を実施していきたいと
考えております。完成してから２年が経ちますが、

【社会事業部門】

会館についても今までのような我々会員のためだ

企画社会事業部

けの会館ではなく、今後は一般の方が利用しやす

部長

堀江

１

地家屋調査士の知名度向上の機会でもあります。
土地家屋調査士としての姿勢というか顔つきをい
い意味で社会に伝えていければなと思っておりま
す。
次に、本年度ようやく皆様からお預かりしてお

12

災害協定及び防災に関する取り組み並びに

開催に向けて準備をしていきたいと思います。ま

災害復興への支援

た、次号Ｂｏｒｄｅｒにおいて、運営状況のご報告が

２

県政懇談会・県・市町への協議と提言

できればと考えております。

３

公共嘱託登記土地家屋調査士協会との連携

秀弥

い会館へと改善していかなければなりません。土
残暑の候、会員の皆様におかれましては、益々
ご壮健のこととお慶び申し上げます。

との連携）の設置が予定されていますので、設置、

今後は、「境界問題相談センターみえ」が一つ

４ １４条地図作成業務への協力・支援

の節目を迎えたことにより、ようやく他の事業計

平成２５年度より、企画社会事業部長を務めさせ

５

他会のシンポジウム等への参加

画の検討に取り組めると思いますので、こちらも

ていただくこととなりました、松阪支部の堀江と

６

中部地籍研究会との連携

次号Ｂｏｒｄｅｒにおいて、ご報告できるよう頑張り

申します。

ここ最近の企画社会事業部の活動を振り返りま

たいと思います。

13

研修部
部長

西脇

春治

で開催され、翌日に分科会会議が行われました。

域ではこのシステムが役に立っていて、出席率が

その中の一つとして、各調査士会の研修部長と研

高いという担当者の説明がありました。

さて、広報活動としましては、連合会、中部ブロ
ックと連携・協力して、制度広報活動を行ってま

修担当副会長が集って研修担当者会議が開催され

費用が導入後３年間で約１，
０００万円もかかるの

いります。三重会としては、年２回の会報の発行、

この度、研修部長を務めることになりました四

ました。初めてこの会議に出席させていただいて

で、三重会でもすぐに導入できるというものでは

広報ツール（うちわ・ポケットティッシュ）の作製・

日市支部の西脇です。研修部のメンバーは私と副

分かったことは、法令改正が一段落しているため

ありませんが、他にもう少し安価なシステムはな

新規開拓、出前授業（Border 第 71 号参照）の継続実

部長の市野浩太郎理事（松阪支部）、同副部長の

か、各調査士会とも研修テーマを決めるのに大変

いのか、簡易なシステムはないのか等検討する価

施と拡大推進、地域イベント等の協賛、各支部と協

前田寛治理事（伊勢支部）、部員の仲田智哉理事

苦労していることであります。しかし、各調査士

値はあると思います。

力しての無料相談会等の広報活動を行ってまいり

（鈴鹿支部）、同部員の鈴木康之理事（桑員支

会では苦しみながらもなんとか当面の研修テーマ

他会に比べて三重会の研修会出席率はそれほど

ます。また、今年は「境界問題相談センターみえ」の

部）及び監督役の島庄平副会長（松阪支部）の合

は決められているようであります。そんな中で三

悪くはありませんが、決してよい方ではありませ

設立となりましたので、ホームページの内容につ

計６名であり、今後２年間皆で力を合わせて業務

重会の当面の研修計画を説明したところ、そのよ

んので、もう少し高めたいと考えております。そ

いても協議していきたいと考えております。

を遂行して参ります。

うな考え方もあるのかと言われてしまいました。

のために会員の皆様が出席しやすい環境づくりに

厚生活動としましては、恒例の親睦ゴルフ大

研修部の役割は研修計画を立てて、会員のため

私の考えが新鮮に捉えられたのか、あるいは少し

努めてまいります。会員の皆様のご協力をお願い

会、福利厚生施設の斡旋を行い、限られた予算の

の研修を実施することであります。本会で実施し

違和感があったのか、どちらなのかはよく解りま

申し上げます。

中で、できるだけ多くの皆様が参加できる親睦事

ている研修は主として、全会員を対象とする定例

せん。おそらく後者で私の考えにずれがあるので

研修会と新入会員を対象とする新人研修会があり

はないかと反省しています。今後、研修部会を開

ます。定例研修会については早い段階に、任期で

いてよく話し合い、修正していきたいと思います。

ある２年分の研修計画を作成したいと考えていま

あと研修担当者会議で議題になったことは、研

す。そして研修会開催のかなり前から具体的内容

修会での会員出席率の問題であります。出席率は

の検討に入り、また講師と十分打合せを行うこと

各調査士会によってまちまちでありかなり幅があ

この度、広報厚生部長を仰せつかりました、伊

一人一人が「土地家屋調査士」としての広告塔で

により、会員の皆様に質のよい研修会を提供した

りますが、三重会はほぼ中間に位置しています。

勢支部の杉本敦司と申します。昨年度までは、総

あり、その姿が一番の広報活動に繋がることだと

いと考えています。新人研修会については過去に

他会の話を聞いて分かったことは、出席率の高い

務財務部の理事を務めさせていただきましたが、

思っております。何気なく感じたことや、「あっ

は座学のみでありましたが、今後は現場研修とし

調査士会ではそれなりの工夫をされているという

どういうわけか、私のような若輩者が、この広報

たらいいな」「こんなの欲しいな」「こんな活動

て立会実習を組入れる方向で検討をしています。

ことであります。例えば、岐阜会ではライブオン

厚生部部長となってしまいました。「大丈夫？」

したいな」と思ったことなど、どんな些細なこと

ただ、立会実習を行うには研修部メンバーだけで

というシステムを導入して、本研修会場からイン

と心配して下さる方、「大丈夫！」と応援して下

でも結構ですので、お聞かせいただきたく存じま

は力不足のため、諸先輩方のご協力をお願いする

ターネット回線を通じて県内各地の会場に向けて

さる方、いろいろと声をかけていただきました。

す。最後になりますが、心強い広報厚生部員と共

こともあるかと思いますが、そのときはよろしく

ライブで配信しているということです。ちなみに

責任も重く、重圧も大きいですが、引き受けた以

に、一生懸命頑張りますので、何卒、ご理解とご

お願い申し上げます。

初期導入費用が約８００万円、メンテナンス費用が

上は責任を持って２年間務めたいと思っておりま

協力をよろしくお願いいたします。

年間約７０万円かかるということですが、雪深い地

すので、よろしくお願いいたします。

７月初旬に中部ブロック協議会の総会が四日市
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業を計画していきたいと考えております。
以上のことが、広報厚生部としての主な事業と
広報厚生部
部長

杉本 敦司

なりますが、部員５名での考えと広報活動だけで
は、乏しいものです。日頃、各市町の職員、一般
の方々に耳を傾け業務を行っている、会員の皆様
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支

部

だより
酷暑に思う
桑員支部 支部長

森下 雄介

は幕府の命令は絶対で、断れば攻撃を受け国を滅ぼ

何かお役に立てればとの思いで引き受けた…と言

を図り、様々な情報を共有し、馴れ合いではなく、い

されてしまうため、
これに従わざるを得なかった。

えば格好いいかも知れませんが、前支部長の「次の

い意味で仲良くなることも大切だと考えます。
支部

支部長は、 せいちゃん やでな。
」
とのささやきに洗

としての活動が、少しでもその一助になればと、今

脳されたというのが本当のところです。

後の支部事業を企画し、実行していきたいと思いま

工事は困難を極め、
途中何度も水害に見舞われた。
７月に入り、例年より早めの梅雨が明けるととも

海岸の波打ち際で砂山を造るように、堤防を流され
てはやり直した。
それでも薩摩藩士の必死の働きに

現在、支部長に就任して３ヶ月足らずですが、や

す。
幸い四日市支部の会員は、総じてお酒好きが多

より、工事は完了した。
しかし、過酷な環境と重労働

ることが多いなぁというのが実感です。
会議に打合

く、夜の勉強会を数多く開催することで、その目的

から３３名が病死したほか、
５１人の藩士は、幕府への

せ、ボーダーの原稿依頼、特に今年は７月に参議院

はすんなりと達成できるのではないかと思います。

抗議とともに、予算超過（当初予算は１４万両程度の

選挙があり、
決起集会、
励ます会、
出陣式などなど…。

この土地が、沖縄や鹿児島よりも暑いとは今でも納

見込みであったが、結局その約２．
５倍の４０万両かか

また、ことある毎に挨拶を考えるのも一苦労です。

得がいかない。

った）の責任をとり切腹し、故郷へ帰ることは無か

と、
早くも愚痴ってしまいましたが、
引き受けた以上

った。
まさに悲哀の歴史である。

は、
より良い支部にするため、
張り切って、
そして、
楽

に、酷暑がやってきた。
桑名市では連日気温が３５℃
を超し、昨日は３８．
４℃と全国で４番目の暑さを記録
した。
開業した前の年に桑名に転入し、早いもので１９
年が過ぎた。
川も海も近く、三重県の北に位置する

近鉄桑名駅の東口より九華公園へ向かう、通称八

それでは、
皆さん、
２年間よろしくお願いいたします！
！

鈴鹿支部 支部長

樋口 亮治

当時の工事跡は、２６０年経った現在も木曽三川公

しんで支部長職を務めていきたいと思っています。

という、そう大きくないお寺がある。
ここには宝暦

園の油島堤防千本松原に残っている。
あらためて往

四日市支部は、総勢５９名という大所帯です。
年齢

住居表示実施前は稲生
（いのう）
町と呼ばれ、その

治水工事における薩摩義士の自害者５１人の内、約半

時の藩士の功績を偉大に思う。
そしてつくづく、現

層の幅もあり、支部会員が揃って参加するような事

中の古里地区という、如何にも田舎然とした名称の

数２４人の墓がある。

代に生かしてもらえた幸せと、今日も暑い暑いと一

業を計画するのは難しいと思いますが、少しでも多

集落に住んでいる私が考えるに、こんなところにあ

人呪文のように文句を唱える我慢のなさを思う。

くの会員が興味を持って参加してもらうよう支部

っと驚くような話なんて無いだろうとずっと思っ

３つの川が合流することから、大雨になると土地が

役員一同、できる限り多くの事業を企画していきた

ていた。
若い頃は歴史に関心が無く、この頃やっと

低い揖斐川側に水が流れ込み、頻繁に川が氾濫して

いと考えています。

過去、木曽三川
（木曽、長良、揖斐）
では、地形的に

自害した島津藩勘定方家老
平田靭負︵ゆきえ︶供養塔

間通り
（道幅が八間もある、と思う。
）
沿いに、海蔵寺

水害が起きた。
その対策として、１７５４年
（宝暦４年）
から約１年４カ月かけ、この地で行われた治水工事
（堤防を高くし三川を分流させる、川ざらえをして
水深を深くする、など）のことを宝暦治水工事とい
う。
その工事を当時の徳川幕府は、薩摩藩に
「お手伝
普請」
（＝幕府が設計、監督をして、金と人夫は藩に負

「人に歴史あり」と感心すること頻りになったのは、

さて、今年度の支部事業ですが、去る６月７日、第

娘が学校で借りてくる歴史上の人物伝（まんが）を

１弾として、調査士界随一の経済通であるＹ会員を

読んでいるせいか、はたまた年をとったせいで涙も

講師に、
『日本経済の現状と個人資産の管理』
と題し

ろくなるのと同じ事、
と思っていたくらいである。

て勉強会を開催しました。
政権交代後の日本経済に

しかし、あったのである、こんな片田舎に歴史が

ついての解説と、資産管理から運用に至るまで２時
間にわたり講義してもらいました。
調査士業務とは

動いたかもしれない事実が。
時は遡って西暦１５８２年、年号では天正１０年、明智

担させる）として命じた。
当時薩摩から美濃までの

直接関係ありませんが、
多数の会員に参加いただき、

光秀の謀反により織田信長の命が絶たれたと同時

移動には、途中小倉から大阪まで船を使っても、２０

スキルアップに繋がるよい勉強会になったと自負

に、天下布武の夢は潰えた。
本能寺の変を聞いた徳

しております。

川家康は、京の都から三河への帰還を試みた。
最短

日かかった。
幕府が、わざわざ遠方の薩摩藩に工事

新支部長のあいさつも兼ねて

を命じた理由は、外様大名を経済的に苦しめ、勢力

四日市支部 支部長

また、情報提供と研修事業の一環として、平成２５

期間で戻るために選んだのは、危険を覚悟で挑んだ

を弱めるためだった。
これにより藩では、工事費４０

年度税制改正に伴う土地建物に関する税金の書籍

「伊賀越え」を経て鈴鹿の白子港から船で海へ出る

万両（１両を２万円として換算すると現在の約８０

を購入し、
会員に配布しました。

億円に相当する）を大阪商人等から借金することと
なった。
以降その返済のため、藩の税金は何倍にも
上がり、薩摩藩の藩士、領民の生活をひどく苦しめ
た。
また、１０００人近い薩摩藩士は、この地でなれな
い労働を強いられた。全く横暴である。しかし当時
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林

誠治

平成２５年度より四日市支部長という大役を引き
受けることになりました林誠治です。
平成１２年に開業して以来、諸先輩方に公私とも、

さらに、今後は、法務局との打合会、市役所との勉
強会などの事業を開催する予定です。

ルートだった。
そのルート上に我が田舎があったの
である。
家康は伊賀越えの後、この（昔の）古里地区
に差し掛かった時に敵の急襲に遭った。
馬上でバラ

いろいろと助けていただき、ようやく調査士として

思うに調査士という職業は、地元からの依頼が多

ンスを崩した家康は田に落ちた。
その時、危険を顧

「干支一回り」
が過ぎました。
また、
年齢的にも前厄・

いのが一般的であり、
いわば地元密着型の職業です。

みず落馬した家康を助けたのがこの集落に住む青

日常業務を円滑に進めるためには、支部会員が親睦

年だった。
その青年は後に家康から 疋田（ひきた）

本厄・後厄と大過なく終えることができ、そろそろ
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政

連
三重県土地家屋調査士政治連盟

だより
の姓を賜った。
（今でも、字は違うが ひきた 姓の家

津地方法務局の表示担当の方々、支部会員の方々に

がある）

多数のご参加を賜り、
厚く御礼申し上げます。

家康没後に村民は、幕府制定による太平の世を感

会報出版時には、既に終了している事と思います

謝し落馬地蔵を祀った。
今も落馬地蔵は古里地区内

が、７月４日
（木）
の
「境界問題相談センターみえ」
の

の福楽寺に鎮座している。

設立式典には津支部も微力ながら案内係として、協

こんな歴史がこんな近くにあったなんて。
小さい
頃、福楽寺ではよく遊んだのに、蝉取りによく行っ
たのに、
最近まで知らなかったなんて。

会長

浦川久加壽

残暑お見舞い申し上げます。
会員の皆様方にはお元気でご活躍のこととお喜
び申し上げます。
平成２５年度の定時大会において３期目の会長に
選任いただきました鈴鹿支部の浦川です。改めて

力させていただきます。

その責任の重さを実感しております。

最後に日頃より支部活動を支えてくださる各会

７月５日の日本土地家屋調査士会連合会中部ブ

員の方々、
事務局の方々に心より感謝申し上げます。

ロック連絡協議会の総会の日に、今年も土地家屋

昨年から落馬したと言われる６月４日に「家康レスキ

調査士政治連盟中部ブロック連絡協議会の会長会

ごあいさつ

この史実を基に、村おこしをしようと、地元有志が
ューフェスティバル」
と銘打って催しを開いている。
あなたの街にも歴史の足跡が眠っているかも…
２年間鈴鹿支部長を務めます、樋口亮治です。
よ
ろしくお願いします。

議が三重県四日市市で開催されました。
三重会の会費は年間１万円に値上げしていただ
きましたが、愛知会も来年より年間１万円に値上
げされ、岐阜会は平成２０年度より年間１万２千円
に値上げされております。

津支部 支部長

野田 秀敏

全調政連の会費も年間１,５００円値上げされ年間３,
５００円になります。

津支部長の野田秀敏です。
平成２３年４月２３日の支部総会にて支部長に選任

松阪支部 支部長

辻

泰行

されて、１期２年支部活動に携わりましたが、さら

今年、富士山と一緒に世界遺産となった三保松
原はロビー活動より勝ち得た成果です。全調政連
もロビー活動を活発にしていく為の会費の値上げ

に１期２年支部長を務めさせていただく事となり

この度、松阪支部長をさせていただくことになり

ました。
出来の悪い支部長なので支部の会員の方々

ました辻泰行です。今年で３３歳となる若輩者の私

にはご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い

にこの役が務まるかどうか不安もありましたが「さ

いたします。

せていただきます」と引き受けた以上、期待に応え

策、予算関係の要望に会長、副会長、幹事長の４

られるように頑張りたいと思います。
それと新しい

名で行ってきました。その内のひとつですが、法

松阪支部の何かが見出せたらと願いを込めて活動

務局が担う登記事務、権限等の地方への移管反対

したいと思います。

を要望してきました。新政みえへも今年も要望に

さて、本題の支部の活動状況を報告させていただ
きます。
去る６月７日
（金）
に津支部有志によるソフトボー
ルチーム
「パラダイス」
が、安濃グラウンドにて三青

まずは支部長としての役目を理解し、研修内容に

司さんとの練習試合を行いました。
結果は惜敗でし

ついては副支部長にも助言していただき今年の方

たが、
私が足を引っ張らなければ勝てたと思います。

針
（目標）
を定めたいと思います。

毎度、
毎度で大変申し訳ございません。
次に支部研修会として６月１４日
（金）
、津リージョ
ンプラザ会議室にて、津地方法務局との「表示の登
記に関する実務検討会」を行いました。
ご多忙の中、
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会員間の親睦を深める手段にはスポーツを通じ
てやれたらいいかなぁと私は思っており、個人的に
はフットサルチームができる事を望んでいます。

ですので、宜しくお願いします。
今年も自由民主党へ７月３日に平成２６年度の対

行く予定ですが日程は未定です。
７月２１日の参議院の選挙には、皆様のご協力を
得ましたことを厚く御礼申し上げます。
どうか、最後の１期２年間宜しくお願いいたし
ます。

こんな私ではありますがよろしくお願い致します。
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報
公

嘱

境界問題相談センターみえ設立記念式典・祝賀会

公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

だより

理事長

高山

秀峰

山下

淳

境界問題相談センターみえ設立記念式典が、平

なお、その後、翌日に予定されている連合会中

行為があるわけではありません。したがって、法

成２５年７月４日に津のアストホールで開催されま

部ブロック総会にご出席される林連合会会長他ご

人は移行の登記の前後において、名称変更されま

した。

来賓の皆様には、四日市港ナイトクルージングを

すが、「特例民法法人の成立年月日」・特例民法

記念式典に先立ち、関西学院大学法学部教授の

法人の名称並びに名称を変更した旨及びその年月

守屋明先生による基調講演が満席の中、行われま

日」が記載され、設立した法人が同一であること

した。
基調講演の内容は、紙面の都合上省略しますが、

四日市へお送りをさせていただきました。
記念式典にはるばる遠方からお越しくださいま
したご来賓の皆様と三重会執行部他準備に奔走さ
れた役員・事務局の皆様、お手伝いいただきまし

囚われて、今までと何がどう違うのか？何をすれ

待に応えるべき職責を負っているということを再

た津支部の皆様、長い一日でしたがお疲れ様でし

ば良いのか？等、疑問もあろうかと思いますが、

認識させられました。

た。

ごあいさつ

第一には今までと同じ様に「公共嘱託登記に係る

続いて記念式典へと移り、永井副会長が開会宣

受託事業」であると考えます。官公署より依頼の

言しました。神戸会長の主催者挨拶に始まり、セ

あった業務を、きちんと行って頂くという事です。

ンター長の三重弁護士会渡邉功様の設立挨拶の後、

ただし、今後は、検査員の方に検収をして頂く

緊張感のある雰囲気の中で、津地方法務局長の梅

ことになり、いままで、成果品の検収ということ

本泰宏様・日本土地家屋調査士会連合会会長の林

は行っていませんでしたが、依頼をされる官公署

千年様、他多数のご来賓の皆様から暖かい祝辞を

は公嘱協会に依頼を行っています。ですから成果

賜り、古尾副センター長による閉会の辞をもって

品としては、個人個人にばらつきの無い、統一し

無事式典は閉幕されました。

たものにしていく必要があるからです。これにつ

これにより、ついに三重県で境界問題相談セン

いては、公益法人という事ではなく、当然そうあ

ターが始動すると共に、調査士会全国５０会全てに

るべきだと、思います。

境界ＡＤＲセンターが設置されたことになりまし

成２５年７月１日をもって「公益社団法人三重県

そして、
「登記事務等に関する相談事業」、
「地図

公共嘱託登記土地家屋調査士協会」へと移行し、

整備の促進等に係る事業」、「官公署等が行う防災

新たな出発をいたしました。

対策支援事業」、「土地の境界や公共嘱託登記に関

た。
記念式典の後、会場をグリーンパーク津へ移し
て祝賀会が開催されました。

ところで、旧特例民法法人である当協会が公益

する知識の普及啓発事業」等、国民の権利の明確化

記念式典の緊張した空気から一変、終始和やか

法人に移行するにあたり、手続き上、解散と設立

に寄与する公益事業に一層取り組まなければなり

な雰囲気の中で進められ、三重県司法書士会会長

の登記申請手続きをすることで、法人として同一

ません。

笠原様が桑員支部の熱血調査士を率いて結成した

性に疑義があるかのように思われる方も、お見え

今後は、これまで以上に国民の信頼に応え、品位

『ハンドベルクワイア with K』（本誌広場欄に掲

になると思いますが、登記制度において、解散登

を保持し、公正な立場で業務を行い、研鑽に努める

載）の演奏ではアンコールが飛び出すほど盛り上

記と設立登記とありますが、旧法人登記簿から新

所存でありますので、皆様のご指導、ご鞭撻を賜り

がり、「境界問題相談センターみえ設立記念式

法人登記簿に転記する際に「解散・設立」という

ますようお願い申し上げます。

典・祝賀会」のプログラムは終了しました。
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お楽しみいただき、宿泊先であるプラトンホテル

ＡＤＲが裁判外での紛争解決制度として国民の期

それから、業務については、公益という響きに、

理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。平

広報厚生部

手続きを踏むものであり、実際に解散行為、設立

が確認できます。

平 素は、当協会の運営に関しまして、格別なご

告
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報

告
中部ブロック協議会
平成２５年度定時総会
牛田

広報厚生部副部長

隆義

平成２５年７月５日

先の日調連総会において、中部ブロック協議会

（金）午後２時より

の推薦を受け日本土地家屋調査士会連合会会長に

『プラトンホテル四日

立候補され、見事大差で当選されました林千年会

会場内割れんばかりの拍手喝さいでお喜びいた

市』において、中部ブ

長は岐阜会所属でいらっしゃいます。中部ブロッ

だき、三重会らしく（？）格調高いおもてなしを

ロック協議会平成２５

ク６会がより強固に結束して林会長を盛りたてて

することができました。ありがとうございまし

年度定時総会が開催さ

いくことを出席者全員で確認しました。林会長の

た。

れました。

強いリーダーシップでご指導いただけば閉塞感漂

前日の『境界問題相談センターみえ』の設立式

う現状を打破できると、明るい展望を予感した実

典に続いての総会開催となり、また、連日の猛暑

り多い総会でありました。

により皆さまたいへんお疲れでありましたが、す

三重会が当番会にあ
たっており、綿密に練
られた分刻みのスケジュールのもと会議出席の皆

続いて、審議に入り上程された下記の件、慎重
審議を経て全て承認されました。

さまをスタッフ一同、心よりお迎えいたしまし

１．平成２４年度一般会計及び特別会計決算承認

た。

の件
２．平成２５年度活動方針審議の件
３．平成２５年度一般会計予算審議の件
４．任期満了による役員改選の件
今年度中部ブロック協議会会長に当会の神戸照
男会長が満場一致で選任されましたこと、ご報告
申し上げます。
次回当番会の福井会戸田会長の閉会挨拶で無事
終了いたしました。
この後、富山会の島田会長から親睦ゴルフ大会

定刻２時、永井副会長の開会宣言に続き、物故

の案内がありましたので、お知らせいたします。

会員への黙祷をささげました。そして、神戸会長
の「三重へようこそ」と歓迎の挨拶の後、各報告

平成２５年度・第３０回
日本土地家屋調査士会連合会中部ブロック協議

１．継続事業報告

会

２．平成２４年度重点活動報告

■前夜祭

４．平成２４年度政治連盟活動報告

親睦ゴルフ富山大会
平成２５年１０月２０日（日） 砺波ロイヤルホテル

■競

技

平成２５年１０月２１日（月） 小杉カントリークラブ
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われました。

ばらしい狂言をご覧になり、翌日に続く中部ブロ
休憩をはさんで、ご来賓の皆さまのご臨席を賜
り、名古屋法務局長（管区内）表彰の授与式がお
こなわれ、３０名の方が表彰を受けられました。

ック協議会担当者会同へさらなるパワーを蓄積さ
れたことと思います。
最後になりましたが、当番会ということで事前

三重会からは中世古光久会員（四日市支部）、

の準備・手配とご苦労いただきましたご担当の皆

平見泰史会員（松阪支部）、稲垣充裕会員（四日

さま、事務局の皆さまに心から感謝申し上げま

市支部）、大橋憲夫会員（鈴鹿支部）、三宅敏見

す。

会員（松阪支部）が表彰を受けられました。
受賞者を代表して中世古光久会員が謝辞を述べ
られました。
長年のご尽力、ご努力とその成果に基づく賜物
であることに敬意を表します。受賞された皆さ
ま、まことにおめでとうございました。心よりお

また、開催地元ということで四日市支部の皆さ
まには暑い中いろいろとお世話いただきありがと
うございました。
皆さまのご協力・支えがあっての成功であった
と心から厚くお礼申しあげます。
関係者皆さま、たいへんお疲れさまでした。

喜び申し上げます。
式典終了後、５階ヴェネチアホールに会場を移

者から下記報告がされました。

３．平成２４年度連合会報告

内の空気は透き通り２０分の間、幽玄の世界へと誘

し、懇親会が催されました。
リラックスモード全開、あちらこちらで話に花
が咲き宴たけなわ盛り上がったところで、和泉流
狂言方・野村派十四世当主 野村又三郎先生、和泉
流狂言方・野村派 藤波徹先生（伊勢支部会員）に
より狂言『寝音曲（ねおんぎょく）』を上演して
いただきました。それまでとは打って変わって場
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報

告
中部ブロック協議会広報担当者会同
広報厚生部副部長

牛田

隆義

鈴鹿支部

松井
平成２５年７月６日（土）午前９時より『プラト

昨日の林千年日調連会長の挨拶の中で、「何か

ンホテル四日市』において、平成２５年度第１回中

やれるんやないかと思っている」とのお言葉があ

部ブロック協議会広報担当者会同が開催されまし

りましたが、広報部においても「６会一致団結す

た。

ればもっともっとやれる」の思いは一緒。刺激と

金也

この度、平成２５年２月に入会させて頂きまし
た。
私は、学校卒業後補助者として勤務させて頂き
ました。

各単位会ごとに昨年度の活動報告と今年度の活

パワーをいっぱいもらった今年度１回目の広報担

その間、実務の勉強や沢山の経験を積ませて頂

動実施計画の発表が行われ、質疑応答しながら活

当者会同は名残を惜しみながら閉会となりまし

き今日があるのも、勤務先でありました先生のお

発な意見交換が行われました。各会とも新聞への

た。

かげであると感謝致しております。

広告掲示に力を入れておられ、かなりの広報効果
が出ているとの報告でありました。
また、『できることはなんでもやってみよう』
精神で試行錯誤しながら各会独自の広報活動をさ
れております。
本会も参考にさせていただき、さらなる広報に
つながるよう工夫し、一同力をあわせ取り組みた
いと思います。
前日の中ブロ総会に引き続いての開催と連日の
暑さで皆さん大変お疲れだったと思いますが、広
報にかける皆さんの思いは熱く、あっという間の

次回（本年１１月頃予定）は福井会にお世話をお

知識・経験ともにまだまだ未熟なため、ご迷惑

願いし、共通広報グッズの開発等、具体的に協議

等おかけすることも多々あるかと思いますが、諸

することとしました。

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

先生方には今後ともご指導ご鞭撻賜ります様お願
い申し上げます。
簡単ではございますが、入会のご挨拶とさせて
頂きます。

３時間でありました。
アンケートの回答
①
②
③
④
⑤
⑥
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補助者をしておりました。
業務に興味をもったため。
業務に対する責任の重さを実感しておりま
す。
特にありません。
特にありません。
知識・技術を身につけ、業務に対して柔軟な
判断ができる調査士を目指したいと考えてお
ります。
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津支部

廣森

伊賀支部

貫氏

はじめまして、平成２５年４月に三重会に入会さ
せていただきました津支部の廣森貫氏と申しま
す。

植田

鈴鹿支部

理志

宮本

桑員支部

斉

今般、三重県土地家屋調査士会に入会いたしま

瀬古

貴文

この度、平成２５年４月１７日付けで入会させてい

した伊賀支部の植田理志と申します。

ただきました桑員支部の瀬古貴文と申します。

調査士の先輩方が築いてこられた歴史と伝統に

これまでは会社員として、製造工場や社宅など

大学を卒業後、他県のほうで働いていました

恥じぬよう、また、自分らしさを忘れない志を持

自社の建物管理に１８年間携わらせていただいてお

が、父が急遽亡くなり祖父の事務所を手伝う事に

って、今まで以上に調査士業務を精一杯頑張って

りました。

なり、補助者として約２年程働きましたが、その

いきたいと思っております。

祖父も亡くなり、その後市役所のほうに勤める事

まだまだ未熟者の私ですので、皆様のご指導ご鞭

したが、私個人を成長させるため脱サラを選択し

となりました。

撻の程お願い申し上げます。

ました。

恵まれた環境で仕事をさせていただいておりま

そして去年、土地家屋調査士試験に合格する事

実務経験も補助者経験もない開業で、先輩方が

が出来、開業をする運びになりました。

これまで積み上げてこられた信頼と実績を一部お

日々、実務の大変さ、難しさを痛感しておりま

借りして、仕事をスタートさせていただくことと

す。

なります。

まだまだ未熟者ではありますが、諸先輩皆様の

先輩方のこれまでの功績を踏みにじるようなこ

ご指導頂きます様よろしくお願いいたします。

とがないよう肝に銘じ、自分なりに精一杯努力し
ていく覚悟ですので、ご指導ご鞭撻の程どうぞよ
ろしくお願いいたします。

アンケートの回答
① 市役所に勤めていました。
② 仕事上、土地家屋調査士の業務を目にする機
会があり、大変、やりがいを感じる職業であ
ると認識したからです。
③ 日々の研鑽が大変重要であると実感していま
す。
④ 野球観戦
⑤ ヘコタレない所。
⑥ 常に研鑽し、相手の立場に立って物事を考
え、第三者的に公平かつ冷静な判断が出来る
よう頑張っていきたいです。
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アンケートの回答

アンケートの回答
①
②
③
④
⑤
⑥

測量会社に勤務していました。
幼い頃から調査士の先生方に接する機会が多
く、自然と目指していました。
調査士になった時は嬉しかったですが、今は
不安で一杯です。
パソコン、測量、ボウリング、マラソン
まだ年齢が20代であること。若さだけが取り
柄です。
調査士制度が危ぶまれる昨今ですので、調査
士の未来を少しでも明るく出来るよう、微力
ながら広報等出来ることは行っていきたいと
思います。

①
②

③

④
⑤
⑥

測量士として仕事をしていました。
個人で独立して仕事をやっていく上で、今ま
での測量経験を活かせる資格であると思いま
した。
まだ調査士業として一事件も完了していない
ですが、色々な事を勉強しながらの実務にな
ると思います。
映画鑑賞・ボクシング観戦。
特にありません。
迅速でお客様から信頼される仕事が出来るよ
う、周りの先輩調査士の貴重なアドバイスを
聞きながら、日々努力していこうと思います。
皆様、今後ともご指導よろしくお願い致しま
す。

アンケートの回答
①
②
③

④
⑤
⑥

調査士とは関係のない会社で、自社の建物管
理業務をしていました。
人間的に憧れる方の職業が「土地家屋調査
士」と知ったことがきっかけでした。
自分の未熟さを感じるとともに、先輩方のお
力を借りながら少しずつ成長させていただき、
感謝の毎日です。
調査士になってから趣味がなくなってしまい
ました。
明るく、楽しく、粘り強く、あきらめの悪い
ところでしょうか。
目の前の業務を精一杯頑張らせていただきま
す。
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信じられない展開になっております。
まさかまさ

いよいよ結婚披露宴当日は、朝から集まり最終

か、
自分がハンドベル * の演奏をすることになるな

練習。
みんなで会場へ移動し近くで昼食後カラオ

んて、これまでの人生で１秒たりとも考えたことは

ケボックスに入り最終の最終練習。

ありませんでした
（笑）
それが今、ハンドベルクワイア with K の一員と
して、数々の公演で大活躍！
（すみません大活躍は

そしてついに本番の時がやってきました。余興
のトリを務める重責、それまで全く余裕だった私
も一気に緊張、
もうドキドキです。

行い、
いざ本番。

会の新会長、笠原さんを桑員支部のみんなで盛り

１曲目の
「川の流れのように」
、出だしでいきなり

上げようということで結成されました。
「with K」の

ミス。
笠原三重県司法書士会会長がすかさず止め

「K」
は笠原さんの K です。

ていただいたおかげで大事故にならずに済みまし

桑員支部では司法書士と土地家屋調査士の有志
で勉強会を作っていて、笠原さんもメンバーなの

演奏は途中危ないところもありましたがなんと

ですが、その今年の新年会でのこと、ハンドベルを

か乗り切り、１曲やりきりました。
暖かい拍手もい

やろうと盛り上がったのです。
私としてはなぜハン

ただきほっと一安心。
メンバーも皆なんとかやり遂

ドベルなのだろう？それにまぁ飲み会での話だな

げた充実感でいっぱいだったでしょう。
その後の

ぁっと思っていたら、ハンドベル買った！という知

打ち上げ会は大盛り上がりでした。

の桑員支部新年会に決まりました。私は会務のた
め欠席でしたが、曲は
「千の風になって」
で、２回だ
けの練習にも関わらず上出来だったようです。

ハンドベル
●桑員支部●

安田

典生

会。
選曲が難しいところですが、笠原新会長の意向

「調査士の歌」では柴田さんの歌唱で会場が大盛
り上がりに。
会場からも歌声が！！演奏は実はリズ
ムがずれまくってしまいましたがノリで演奏！
（笑）
最高に楽しかったですね。

メンバーの演奏の慣れもあってか１曲通して演
はりなかなか満足のいく演奏はできません。難し
いです、
ひたすら練習です。

に読めない状態。
ベルの割り振りも手探り状態。
練

えって良かったかも。

ード」
の３曲。

けての練習が始まりました。
当面の最大の目標、ク

しかし、私はじめメンバーの半分は楽譜もろく

これで会場の雰囲気も一気に緩んだ様子で、か

「 君をのせて」
「
、となりのトトロ」
「
、カントリーロ

ワイアのメンバーでもある女性司法書士の結婚披
村カエラさんの
「Butterfly」
に決定。

た
（汗）

もありジブリシリーズになりました。

奏できるまでの時間が短くなりました。
それでもや

習の仕方も、とりあえず鳴らしてみよう、から。
私自

そして本番は宴たけなわの中、会場のみなさん
の反応がどうなのか不安もありましたが、そこは
にぎやかな席なので楽しくやろうと臨みました。
演奏はかなりうまくいき、
アンコールの声や拍手
もいただき、
うれしい限りです。

声援もいただき、アンコールの声もいただき、最
後に水戸黄門の曲「ああ人生に涙あり」をさせてい
ただきました。
こちらも手拍子までいただき、実は
演奏はしどろもどろになってしまいましたが、
会場

身、中学のリコーダー以来の楽器演奏、頭の中真っ

その勢いで臨んだ２週間後の司法書士の方の結

白でした。
（笑）しかもベルの難しいのは自分の担

婚披露宴は DREAMS COME TRUE の「Love Love

は大変盛り上がり、結果オーライ、楽しいステージ

当の音だけを鳴らすというところや全員の音が揃

Love」
をさせていただきましたが、申し訳ないこと

になりました。
会場のチカラは大きいですね。
おか

って１曲になるというところ。

にちょっと残念な演奏になってしまいました。
曲の

げさまで余興としては大成功だったと思います。

とにかく練習あるのみ。週１回集まって練習を
重ね、
なんとか出来上がっていきました。
結婚披露宴の１週間ほど前が桑員支部総会で、
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続いての目標は三重県司法書士会定時総会懇親

その１週間後からいよいよ本格的に大舞台に向

露宴での演奏です。
選曲にかなり悩みましたが木

今回特にみんなの息をあわせるのが難しかった

当日は、出番の前に宴席を抜け出し最終リハを

ハンドベルクワイア with K は、三重県司法書士

初演奏の場は、司法書士と土地家屋調査士合同

奏できるようになりました。

問題を解決。
どんなシステムかは企業秘密。
（笑）

ックベルといいます。
）

というのが始まりです。

「調査士の歌」は、メンバーのお子さんがベル用
に音を加えて楽譜を作り直してくれたおかげで演

っかり取ろうということで、あるシステムを開発し

（* 私たちが使っているのは、正しくはミュージ

HIROBA

に涙あり」
に決定。

のは「川の流れのように」
。
とにかくリズムだけはし

言い過ぎです）

らせが！！ ほ、
本気なんだぁ。

ことということで「川の流れのように」
と
「ああ人生

後半はなんとか持ち直し音を揃えてまとめること

クワイア結成以来約半年。練習量はまだまだな

ができましたが。
この日の打ち上げ会は大反省会

中、聴いていただく方々に暖かい目で見守ってい

でした。

ただけたこともあり、
なんとかやってこれました。

その懇親会で演奏を披露させていただくことにな

そして、
ほんとにここで演奏していいのか？と思

これからはさらにもっともっと練習を重ね、ゆく

りました。
演奏は特にミスもなくできましたが、座

った、センターみえの設立祝賀会。
選曲は先ず「調

ゆくは会の広報活動にも役立たせていただけたら

っての演奏になってしまった都合もあり、
大好評と

査士の歌」は必須でしょう。
他の曲はかなり迷いま

との思いもあります。

いうわけにはいかなかったですが、まずは経験が

したが、
おそらくほとんどの人が知っているであろ

大事。

うということと、
当日参加できる７人で演奏できる

また私たちをどこかで見かけられましたら、
どう
か温かい目で見守ってください。
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伊勢神宮では今年の１０月に第６２回式年遷宮の
クライマックスともいえる、御神体を旧殿から新
殿へ遷す儀式である「遷御の儀」が行われます。
神宮式年遷宮は２０００年の歴史を持つ伊勢神宮
を、常に清々しく尊厳な姿を保つため、又、伝
統技術を次の世代に継承するために考えられた
とされ、衰えることなく常に若々しいエネルギ
ーに満ちている状態を保つ「常若（とこわ
か）」の思想のもと、古代の様式を保ちながら
も常に新しい神殿を現存させるために、２０年に
一度正殿をはじめ諸殿舎、御装束、神宝に至る
まで全てのものを造り替えるという、１３００年前
から延々と続く行事です。伊勢神宮は式年遷宮
によって、日本国が始まったおよそ２０００年前の
姿を現在まで伝えているのです。

②北御門までいっきに曳きこむ

式年遷宮に関する、行事の多くは神宮の神事
HIROBA

としてとりおこなわれています。ただ、この遷

ち二見興玉神社にて浜参宮（写真③）をしま

宮で使用する「お木」を曳く行事（写真①②）

す。

神宮が世界遺産でない理由は、これらの行事
により現在も昔の姿のまま生き続けているから

と新たな神域に敷き詰める「お白石」を奉献す

宮川で拾い集めた「石英系」のお白石を奉献

だと思います。伊勢神宮では、神話の時代より

る行事は民族行事として、市民の手で行われて

車（写真④⑤）につんで、内宮と外宮に奉献し

現在に至るまで、神話のとおりのまつりごとを

います。

ます。この行事は、７月２６日から９月１日まで

欠かさず行っております。外宮では日別朝夕大

の間、神領民によって行われます。

御饌祭（ひごとあさゆうおおみけさい）といっ
て毎日朝夕、神様の食事を昔のやりかたで火か

①町中を練り歩く

遷宮と伊勢について
●伊勢支部●

古尾

らおこして用意したものをお供えしています。
神宮ではこのようなお祭りを国民の平和を願っ
て、毎日していただいています。
神宮では、お願い事をしない。と言われてい
ますが、それは先のとおり、神宮は国民の平和

圭一

を願う場であるからだと思います。

平成２５年伊勢のまちは２０年に一度、その「お

とはいえ、どうしてもお願い事をしたいとき

白石」を奉献する民俗行事一色になります。

は、お神楽を奉納されることをおすすめしま

まず、市民は身を清めるために、行事に先立

す。
神宮に参拝するときは、是非お願い事をする
③浜参宮︵二見︶

30

のではなく、日頃の感謝を伝える気持ちで、二
拝二拍手のあと心のなかで「ありがとうござい
ます。」と言いながら最後に一拝をすると、何
ともすがすがしい気持ちになりますので、皆様
④⑤お白石奉献車

もおためしあれ。
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つぶやき

坊
停？
の調 局 瓜二
目
報
１番 ● 某情

らっしゃいますが、きっとどこにでもあるよ
うな顔なんでしょうね」

今年５月の本会定時総会であのお方をお見

き

嘆
達の

数字

部

生
報厚

●広

見殿

悟発

軟想

我々が日頃たいへんお世話になっている『数
字』について、しばし想いを巡らせてみる。
寡黙な数字達には気の毒だが、好かれる数字、
敬遠される数字がある。
それで、超多忙な売れっ子もおれば暇をもて
あますお方もおるようだ。
奇数は比較的好かれ、４と９は嫌われている
ようだ。
「何であいつばっかり大モテで俺はモテへん
のやろ〜？」
いつかどこかで聞いたような嘆きが聞こえて
くる。
本人には全く何の落ち度もないのだが、ヒト
の身勝手さに振り回される。
このままおとなしくしていれば、出番はます

かけして以来、ずーと気になっておりまし

応できるようトレーニング（？）し守備範囲

た。すてきな女性かとお思いの方もおられる

を広げている。

のではないかと思いますが、違います。

中には、無理をおして出場する輩もおり、
読解くのがしんどいものもあり、他のメンバ
ーに迷惑をかけている事象も見受けられる。
が、そこはチームワークで何とかニュアンス
を伝え、ひとつの

作品

Ｋ井さん「なんで、えらいさんの席に○○
さん座ってんの？？」
すでに気づかれている方もおいでではと思
いますが、続けます。

に仕上がっている。

時は流れ、平成２５年７月４日午後７時２５

「実におもしろい」（と、ここで某科学者

分。そのときが刻々と近づいております。

の口癖）
車のナンバープレートの希望番号制が導入

Ｆ尾さん「○○さんにぜひ紹介したい人が

カード・フォーカードが増殖中で街中ポーカ

いる」と発するや否や、そのお方のテーブル

ーだらけだ。じぇじぇじぇ！

席へと連行されました。

一日何台もお目にかかる。
『私たち、いい夫婦なんですぅ〜』と無手勝流
に広報活動。

気がつけば気になっていたあのお方までの
距離約４０㎝。
ツーショット撮影までに要した時間３分。
周りにいたＨ原さん笑い過ぎ。
当方、情報機関に席を置く身ゆえ、素性を

そこで、奴らは新たな作戦を考えたのだ。

思えてしまうものの、白昼堂々と自己申告さ

明らかにすることはＮＧとなっていますの

他の数字にくっついていって、自らの登板機

れているので、きっと素敵なご夫婦なんだと

で、写真掲載はご容赦願います。

会を増やすのだ。

思いますが、心無い人に『ひと（ど）い夫

いわゆる『語呂合わせ』という奥の手だ。

婦』と読まれないよう、ナンバープレートに

実に巧妙な策を考えたものだ。

ふりがなをうたれることをお奨めいたします。

『金魚の糞』作戦ながら、数字達も何とか需

小さな親切大きなお世話でした。

の『影武者』に仕立てあげられ、ハラハラド
キドキの文字通り『士業』を務めることにな
るのでしょう。くわばら、くわばら。
気になっていたもやもやがＦ尾さんの『調
停』により一件落着となったその日でありま
した。
最後に、写真のそのお方は最高の（*^̲^*）
であったことを申し添えます。

会場でのことです。

されて以来、ツーペア・ストレート・スリー

中でもげっぷが出るぐらい多いのが『１１２２』、

これが戦国時代ならきっと小生はそのお方

『境界問題相談センターみえ』の設立祝賀会

自分にひたすら言い聞かせているようにも

ます減るばかりだ。
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要を増やそうといろんな読み方・当て方に対

しかしながら、よく似た方がおられるもの
です。

呟
tsubuyaki

そのお方曰く「あちこちの会を訪問する
と、必ず一人くらい同じような風貌の方がい
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業務に役立つExcel･Wordの利活用
三重会会員

34

馬瀬里
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会員の動き
平成２５年７月２０日現在

●入

会員数２８５名

会
氏

名

事

務

所

入会年月日

松

井

金

也

鈴鹿市東旭が丘一丁目１０番１７−２号

平成２５年２月２０日

廣

森

貫

氏

亀山市西町４３７番地

平成２５年４月１日

植

田

理

志

名張市赤目町丈六４００番地

宮

本

斉

鈴鹿市高岡町２６６８番地ロイヤル ラ ファミーユB棟２０２号

平成２５年４月１７日

瀬

古

文

桑名市大字桑部１５００番地３２

平成２５年４月１７日

貴

コーポ福井１０１

平成２５年４月９日

●事務所住所変更
氏

所

変更年月日
平成２５年２月１日

潤一郎

鈴鹿市江島町３０２番地の１

平成２５年２月２０日

野

浩太郎

松阪市川井町８４５番地２０

平成２５年３月４日

濱

口

慎

弥

松阪市平尾町８７５番地１

平成２５年４月８日

前

川

幸

久

伊勢市岡本一丁目１番３６号

平成２５年６月２４日

加

藤

康

之

松阪市宝塚町８６０番地

平成２５年７月５日

北

健

水

谷

市

司

会
氏
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住
津市幸町１番９号

川

●退

※「特集」のカラー版は本会ホームページに掲載しています。

名

支部名

名

退会年月日

理

由

久

保

堅

司

伊

賀

平成２４年８月３１日

他会への異動

村

木

禧

夫

四日市

平成２４年１０月２４日

業務廃止

小

暮

清

行

伊

平成２４年１
１月１
３日

業務廃止

笠

井

信

雄

津

平成２５年３月３１日

業務廃止

山

岸

正

幸

津

平成２５年６月１日

業務廃止

小

西

嗣

郎

平成２５年６月２１日

死亡退会

紀

勢

北
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編集後記
新しい広報厚生部となって、初めてのBorder
の発行となりました。
前年度からの広報厚生部員１名という、わかば

寄稿のお願い

マークの集まりでしたが、無事発行することがで
きました。このチームで、これからのBorderを

事務局だより

より楽しく、より役に立つ会報として、皆様に提
供できるように努めたいと思っております。

Ｂｏｒｄｅｒでは皆様からの原稿を募集していま
す。

新体制となった三重県土地家屋調査士会におい
て、「境界問題相談センターみえ」設立記念式

最近感じた事、事件、趣味、調査士会への要

典、「中部ブロック協議会定時総会」の開催とお

望、旅行等どんな事でも結構ですので、どしど

忙しい中、原稿をお寄せ下さいました多くの皆

し応募してください。お待ちしております。

様、ご協賛いただきました各社に、心より御礼申
し上げます。ありがとうございました。また、発

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

行にあたっては、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

事務局
職 員

し添えます。

若林希久代

最後までお読みいただき、ありがとうございま

●送付先

した。

〒５１４−００６５
津市河辺町３５４７番地２

皆様、こんにちは。

三重県土地家屋調査士会

７月より勤務しております若林と申します。

TEL 059-227-3616

子供達はすでに成人しておりますので、気の合う友達

URL

敦司

FAX 059-225-2930

http://www.mie-chosashi.or.jp
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

会報

人生経験はそれなりに積んできましたが、事務局では

Border
第７２号

新人ですので、まだまだ慣れないことが多く、ご迷惑を
お掛けすると思います。皆様方にご指導いただきなが

■発行日■
平成２５年８月１５日

ら、お役に立てるように頑張りますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

杉本

E-mail honkai@mie-chosashi.or.jp

と国内旅行をするのが趣味です。また、家で猫と、まっ
たり過ごすのも幸せを感じるひとときです。

広報厚生部

事務局

■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
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