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三重県土地家屋調査士会会報

夫 婦 岩
（伊勢市）

　夫婦岩は古来より日の出遙拝所として知られてきました。沖合約
700ｍ先には猿田彦大神縁りの興玉神石（霊石）が鎮まり、そこは降
臨する神の依り代であり、常世の国から神が寄りつく聖なる処と言
われてきました。
　夫婦岩はこの興玉神石と日の出を遙拝する鳥居とみなされてい
ます。男岩は高さ9ｍ、女岩は高さ4mで、夫婦岩を結ぶ大注連縄（お
おしめなわ）は１本の長さ35ｍで男岩に16ｍ、女岩に10m張られて
いて、その間は9ｍあります。 広報キャラクター「測っ虎」



土地家屋調査士倫理綱領

１．使 命

不動産に係る権利の明確化を期し、
国民の信頼に応える。

２．公 正

品位を保持し、公正な立場で
誠実に業務を行う。

専門分野の知識と技術の向上を図る。

３．研 鑚



ごあいさつ

部会だより

支部だより

政連だより

公嘱だより

報  告

広  場

特  集

つぶやき

会員の動き

事務局の動き

編集後記

・三重県土地家屋調査士会 会長
・津地方法務局 局長

・総務財務部   部長
・企画社会事業部 
・研修部     副部長
・広報厚生部   

・桑員支部    支部長
・四日市支部   支部長
・津支部     支部長
・松阪支部    支部長
・伊勢支部    支部長
・紀北支部    支部長
・熊野支部    支部長

・三重県土地家屋調査士政治連盟 幹事長 中野　久生

・公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
業務処理理事 　市野浩太郎

・中部ブロック協議会 親睦ゴルフ福井大会に参加して
　　　　　　松阪支部  西出 郷志

・会長杯親睦ゴルフ大会2015
　　　　　　広報厚生部　副部長　　山本 幸司

・地籍調査事業と土地家屋調査士制度
伊勢支部　　中村　　豪

・リレー寄稿「昭和のホンダ車は楽しい♬」  
桑員支部

オンライン申請のすすめ   広報厚生部  

調査バカ日誌         松阪支部

……………………………
……………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

２
３

４
４
５
５

６
７
７
８
８
９
１０

１１

連合会だより ・日本土地家屋調査士会連合会 理事（三重会相談役）
上杉　和子 ……………………………１４

１２

１５

１６

１７
・三重会広報厚生部in東工専学校祭

広報厚生部　部長　　太田　哲也 ……………………………１８

２０

２６

２８

３０

３０

３１

神戸 照男 
加藤 武志

山下  淳
吉村 　工
鈴木 康之
太田 道秀

森下 雄介
林  誠治
野田 秀敏
濵田 眞行
栁原 真吾
伊藤 智夫
下岡 常也

安田 典生

・「私と伊勢湾」  
四日市支部 ……………………………１９小松 哲也

・「『趣味とボケ予防と健康』のアルトサックス 」 
鈴鹿支部 ……………………………２２伊藤 哲彦

・「DIY材でこんなの作りました 」 
津支部 ……………………………２４篠原　　馨

振分精彦似   

ヒマちゃん
投稿 調査士補助者Aより ……………………………２９

c on t e n t s



BORDER 2

g r e e t i n g

は，協議会立上げの情報や依頼があれば，協議会へ
の参加など積極的な活動をお願い致します。
　また，一昨年11月14日に，よみうりホールにおい
て，2014日調連公開シンポジウム「土地境界紛争が
起きない社会」と題して開催されました。そのシン
ポジウムにおいて「境界紛争ゼロ宣言‼」が発表さ
れました。この宣言に関連して，第１回全国会長会
議での連合会林千年会長のご挨拶の中で，『今期は，
「境界紛争ゼロ宣言‼」の更なる発信と「地図作り
への参画強化」を継続しつつ，「土地家屋調査士の
調査権限の強化」と「業務処理環境の改善」に取組
んでいます。
　また，調査士業務の拡充，発展に向けてのキーワ
ードは，少子高齢化，人口の都市一極集中，空き家
問題，そして境界の専門家であると考えています。
「境界紛争ゼロ宣言‼」に，これらすべて凝縮して
います。この宣言が社会に根付けば，社会にとって
も私たちにとっても有益な果実の収穫ができると確
信しています。より一層の制度広報を，会員，土地
家屋調査士会，ブロック協議会，そして連合会が総
力を挙げて，進めなければいけないと考えていま
す。』と言ったお話しを頂きました。
　三重会としても，より一層有効な制度広報や会務
運営を考え進めなければいけないと思っています。
会員の皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致しま
す。
　最後になりますが，不動産登記規則第93条不動産
調査報告書の様式の見直しにつきまして法務省と連
合会で進めるスケジュールの中で連合会理事会にお
いて，様式改定の審議，承認が行われ本年３月14日
から新様式による不動産調査報告書の運用が開始す
ることとなりました。厳しい日程での研修会等の開
催になろうかと思いますが，ご理解の上ご参加を宜
しくお願致します。
　今後，益々日本の土地制度の課題が突出してくる
と言われています。そのためにも，依頼者の信頼に
応え得る高度な専門職業家として誇りを持って業務
を適正に行い，不動産に係る国民の権利の明確化に
寄与することを使命とした土地家屋調査士であり，
国民に愛され続ける土地家屋調査士として会員の自
覚のもと，豊かな土地家屋調査士をみんなで目指し
ましょう。今年は「申年」苦労もさる年となること
を祈念して，どうか今年も宜しくお願い致します。

　新年あけましておめでとうございます。会員の皆
様方には，ご家族お揃いで輝かしい初春をお迎えに
なられたことと，お慶び申し上げます。
　また，平素は本会の業務運営に対し格別のご協力
を賜わり深く感謝致しますとともに厚く御礼を申し
上げます。
　さて，昨年５月26日に完全施行されました「空家
等対策の推進に関する特別措置法」に関して市町の
動きは少ないですが，空き家等対策協議会立上げに
向けての検討は，各市町で進められています。私の
住んでいる伊賀市に於いては「空き家等対策計画策
定協議会」が設置されました。これは昨年５月11日
に市長・副市長による協議が行われ，特別措置法施
行日前の５月25日と６月26日に市役所庁内会議が開
催されました。７月３日から住民自治協議会に対し
て，第１次空き家等実態調査を依頼し８月27日には，
第１次の空き家等実態調査の結果報告が提出されて
います。９月１日から10月31日を第２次実態調査期
間とし，第１次及び第２次空き家等実態調査の結果
に基づき，引続き所有者特定調査（固定資産税課税
情報取得）により特定作業が進められています。
　さらに，市庁内専門部会が，判定基準・移住定
住・福祉分野・予防施策についての検討会議が開催
されました。伊賀市における第１回空き家等対策計
画策定協議会は12月２日に14名の委員により開催さ
れるはこびとなっていますが，この原稿は，協議会
開催日までに作成していますため協議会の結果につ
いては，後日の機会にお伝えしたいと思います。
　私たちは，土地境界の専門家である土地家屋調査
士として，空き家問題を好機ととらえ会員の皆様に

三重県土地家屋調査士会　会長

神戸　照男

ごあいさつ
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筆界特定制度に対する国民の期待は高く，今後も事
件の増加が見込まれますが，この制度を適正かつ円
滑に運営していくためには，専門的知見をお持ちの
会員の皆様と法務局の担当者との連携が不可欠であ
ります。皆様には，筆界調査委員，あるいは，筆界
特定手続の代理人として，引き続き御支援，御協力
を賜りますよう，お願い申し上げます。
　また，登記所備付地図作成作業につきましては，
表示に関する登記における最重要課題として取り組
んでいるところであり，本年は本局管内の津市久居
相川町，同市久居新町及び同市久居野村町の一部
（面積約0.37平方キロメートル）において２年目作
業を実施することとしております。当該作業を円
滑・着実に進めていきたいと考えておりますので，
会員の皆様の御協力をお願いいたします。
　最後になりましたが，国民に信頼され親しまれる
法務局を目指し，職員一丸となって各種業務に取り
組んでいく所存でありますので，引き続き会員の皆
様方の御理解と御協力をお願い申し上げますととも
に，貴会のますますの御発展と，会員の皆様の御健
勝・御活躍を祈念申し上げまして，年頭の御挨拶と
いたします。

　新年あけましておめでとうございます。三重県土
地家屋調査士会会員の皆様には，清々しい新春をお
迎えのことと，心からお慶び申し上げます。
　平素は，当局の円滑な業務運営について格別の御
支援と御協力を賜り，厚く御礼申し上げます。
　さて，オンライン申請の利用促進につきましては，
平成25年６月に「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」が
閣議決定され，これに基づき，「法務省改善取組計
画」が平成26年10月に策定され，登記関係５手続で
ある不動産登記の申請，不動産登記に係る登記事項
証明書等の交付請求等が改善促進手続として掲げら
れ，引き続き，利便性の向上とオンライン利用の拡
充・定着に重点的に取り組むものとされています。
　当局においては，これまでも会員の皆様の御理解
と御協力をいただき，オンライン登記申請の利用拡
大に取り組んでいるところ，昨年の当局の不動産オ
ンライン利用率は40％を越え，着実に向上しており，
これは資格者代理人である皆様の御協力の賜と思っ
ております。
　しかし，全国的に見ると当局のオンライン利用率
は依然として低い水準にあります。既にオンライン
申請を御利用いただいている会員の皆様方には，よ
り一層の御利用をお願い申し上げますとともに，こ
れまで御利用いただいていない会員の皆様にも，是
非とも御利用をお願い申し上げます。
　次に，筆界特定制度につきましては，運用開始か
ら10年を迎え，昨年10月末までに112申請，242手続
の筆界特定申請があり，現在，25名の会員の皆様に
筆界調査委員として御活躍いただいております。
　これまでの筆界特定申請事件数から見ましても，

津地方法務局　局長

加藤　武志

ごあいさつ
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　マイナンバー制度に伴う規程は、現在情報収集をし
ている段階であり、顧問税理士とも相談を行いながら
新設していきたいと思います。
　以上が現在の重点業務であり、紙面の都合で重点業
務についてのみご紹介をさせていただきました。
　何分にも任期に限りがありますので、優先順位を付
けて推進して参ります。
　どうぞ本年もよろしくお願いを申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
　今年度より、企画社会事業部に配属されました、松
阪支部の吉村です。早いもので、企画社会事業部のお
仕事を手伝わせていただいて、半年が過ぎようとして
います。本会理事は経験したことがなく、分からない
ことばかりですが、部員の皆さんに、ご迷惑のかから
ぬように、精一杯努めていきたいと思います。
　さて、本年度の企画社会事業部の事業進捗ですが、
この半年間で、係らせて頂いたことを少しご報告いた
します。
　まず、空家問題等への取り組みですが、三重県内の
各市町の空家対策について動向調査を行い、協議会へ
の参加・土地家屋調査士の活用のアピールを行ったと
ころです。今のところ、協議会設置予定が１市あり、
当会へ協議会委員の推薦依頼がありました。他の市町
につきましても、協議会設置を検討している所もあり
ますので、ますます今後依頼要請があるものと思われ
ますので、その際には会員の皆様のご協力をお願い申
し上げます。
　次に、各種資料の情報収集及び活用の研究について
ですが、各支部の皆様のご協力をいただきながら、部
員が手分けして、各市町の資料情報の収集を行ってい
ます。まとまり次第会員の皆様にご報告したいと思っ
ています。
　最後に、93条調査報告書改定への対応についてです
が、日調連からの情報をもとに、改定後の運用につい
て津地方法務局と打合せをしておくべき事項を企画社
会事業部内で検討し、登記官と事前協議を行っており、
今後、予定している改定についての研修に備えている

　新年おめでとうございます。
　総務財務部長の山下淳です。
任期の約３割程度が経過しましたが、業務に慣れた実
感はなく、次々と出てくる新たな業務に不安を感じな
がら職務に当たっています。
　さて、少し総務財務部の業務進捗についてご報告を
申し上げます。
　現在、総務財務部では、主に文書規程の新設・旅費
規程の改正・職員関係規程の全面改正・職印台紙制度
の確立・マイナンバー制度による規程新設について検
討しています。
　次回定時総会では、書類保管倉庫の容量を一定に保
つために文書規程新設の提案を考えています。
　また、旅費規程は、役員の会議及出張弁償費を、現
行の「一日につき5,000円」とあるのを「一会議5,000
円」をベースに変更すべく検討協議をしています。
　これは、理事が本会へ会議出席をする際に、効率的
に時間を使うため、例えば午前に部会を開催し、午後
から理事会に出席をする等の事情に対応するためです。
ただし、上記は共に理事会に諮っていないので、理事
会での承認を条件として総会へ上程する予定でありま
す。
　職員関係規程は、間に合えば今年度に理事会決議に
よる変更をし、総会で報告させていただきたいと考え
ています。この規程は長年見直しがなされていないた
め、労働法関係法規に適合した規程に変更することが
急務であるからです。
　しかしながら変更というより大幅改定となるためボ
リュームが膨大となり、間に合うかが懸念されます。
もし間に合わない場合でも、私の任期中には改定した
いと思います。
　職印台紙制度については、制度担保を重点的に検討
しています。

総務財務部

部　長　　山 下 　 淳

企画社会事業部

　　　　　吉 村 　 工

部会だより
sectional meeting
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段階です。
　この他にも、企画社会事業部の事業はたくさんあり、
一つ一つ取り組み、着実に進めて行きたいと思ってお
りますので、会員の皆様のご理解とご協力を賜ります
ようよろしくお願い致します。

　明けましておめでとうございます。謹んで新年のお
慶びを申し上げます。
　研修部に配属され、２期目となります桑員支部の鈴
木康之と申します。
　研修部は川井一浩副会長監督のもと、前田寛治部長、
福田幸之助部員、五百野正樹部員、水谷潤一郎部員、
私の５名で構成されています。未だに不慣れで部員の
皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、今後ともよ
ろしくお願い致します。
　というのも今期の研修部は、年間実施する定例研修
会については研修テーマ、講師を部会で検討し、担当
部員を決め、講師との交渉、会場の予約および準備、
当日の司会まで担当する方針となりました。前期部長
の西脇春治先生のもとでは、全ておまかせだったため、
いざ担当になると初めてのことばかりで、研修会の段
取りの大変さを改めて実感しました。これも今後を含
め、研修部にとって良い経験になると思い頑張ってい
きたいと思います。
　昨年７月に行われた中部ブロック協議会研修担当者
会議に出席させていただきました。他会との意見交換
では、より良い研修会となるように講師等の情報を得
るため、各会で実施する研修会案内は事務局を通じて
他会にも送付するようにし、興味ある研修会には極力
参加して講師等の情報を共有していこうとのことでし
た。
　また、出席率を上げるための工夫として、多数会で
はＣＰＤポイントの公開、出席率の多い会員には、研
修会修了証の授与を実施していることを挙げておられ
ました。
　研修部としては、会員の皆様にできるだけ興味が湧
くような研修テーマを提案し、他会でも取り組んでい
るＣＰＤポイントの公開等、会員の皆様の出席してい

研修部

副部長　　鈴 木 　 康 之

ただけるような工夫を取り入れていきたいと考えます
ので、ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願
い致します。

　新年あけましておめでとうございます。
　平素は広報活動等にご協力いただきありがとうございます。
　さて、まったく新たな広報厚生部でスタートを切ってから
７ヶ月が経ちました。全部員が不慣れながらも積極的に広報
活動等に取り組んでおります。
　会報「ボーダー」におきましては、当初冬号は、経費節減
の観点から、電子発行の予定にしておりました。しかしなが
ら、電子発行も冊子での発行と費用の面では大差がつきませ
んでした。この結果により、当初の計画とは違った形になり
ますが、今号も例年どおり冊子で発行するということで部会
の協議がまとまりました。これから電子配信するという構想
は、継続的に議論していくつもりでおりますので、ご容赦く
ださい。また、寄稿いただきました皆様におかれましては、
本当にありがとうございました。
　そして、今まさに、出前授業について議論が行われており
ます。２月及び３月にそれぞれ津工業高校、伊勢工業高校に
出向く予定です。土地家屋調査士という職業の広報という側
面から見れば、座学を中心に授業を進めたいところです。し
かし、出前先の学校の要望や生徒が長時間の講義に耐え得る
かなどの問題点があり、測量体験実習の意味合いの強い授業
になりそうです。いずれにしても生徒にとって印象深い授業
になるよう思案しております。
　その他にも、ポケットティッシュ、うちわ及びポスター等
の法務局への配布や、書籍「じめんのボタンのナゾ」の県下
小学校図書館等への寄贈活動も行っております。また、ホー
ムページの小幅改良やWeb会議システムを用いた小ミーテ
ィングも試験的に行い、ネット環境を利用した行為について
も挑戦しております。
　このように、広報活動とは地道な作業の繰り返しでありま
すが、継続していくことが大切なのかなと今は考えておりま
す。ほんの少しでも知名度が上がるような成果が見えたとき
は、この部で良かったと思えることでしょう。会員の皆様に
おかれましては、広報グッズともども広報厚生部員の利活用
をお願いいたします。

広報厚生部

　　　　　太 田 　 道 秀
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琶湖や、御在所岳、藤原岳など鈴鹿の山々が見渡せ
ます。
　それとは逆に、峠から１㎞ほど旧国道421号を大
安町側に下ると、先ほどの巨大コンクリートブロッ
クが現れます。そのすぐそばに、渓谷を宇賀渓キャ
ンプ場まで下るコースの入り口があります。（立札
あり）ここも登山道と同様、赤テープやペンキを目
印に進めば良いので安心です。途中、大きな滝が３
か所あり、そのうち長尾滝は最大で水量も豊富です。
滝壺はブルー水晶のようで、光の屈折により明るく
輝きます。その先の五階滝を見てから折り返せば、
峠から約２時間程度で往復できます。
　いずれのコースもよく晴れた日なら景色、気分と
も最高です。ただ滅多なことは無いと思いますが、
一応クマには気を付けてください。
（注）石榑峠に向かう旧国道421号は、現在、三重
県側の入り口付近にて封鎖されています。そのため
車で向かうには、石榑トンネルを滋賀県側に抜けて
からすぐの旧道を右折して、大安町側に戻ることに
なります。

竜ケ岳山頂（北側から見たところ）
頂上周辺は広大な笹原。奥に見えるのは藤原岳です。

　昨年、いなべ市北勢町で捕獲されたツキノワグマ
を県担当者が滋賀県側の山中に放したところ、その
10日後、放獣場所より６キロの滋賀県側で、不運に
も住民がクマに襲われる事件がありました。結果的
には放獣したクマと襲ったクマとは別個体でしたが。
意外に思ったのは（知らなかったのは）このあたり
の山にもクマが出るということでした。
　国道421号は桑名市を起点として、いなべ市大安
町と滋賀県との県境にある石榑トンネルを通過して、
滋賀県東近江市へ抜ける国道です。国道とは言うも
のの、平成24年に長さ約4.1㎞のこのトンネルが開
通するまでは、急坂の峠を越える大変危険なルート
であり、過去には転落死亡事故も起きました。峠に
近いところでは道幅が３mにも満たず、車同士対向
ができません。そのため途中大安町側には巨大なコ
ンクリートブロックが置かれ、通過車両は幅2m以
下のものに制限されていました。トンネル開通によ
り、滋賀県側と安全で早く行き来ができるようにな
り、この危険な石槫峠を越して通ることは無くなり
ました。
　その石榑峠に、鈴鹿山脈の竜ヶ岳山頂への登山口
があります。この山の標高は約1,100メートルです
が、峠の標高が約700メートルあるため、麓の宇賀
渓キャンプ場からの登山道を登ると、頂上まで３時
間近くかかるところ、ここからなら最短ルートとし
て１時間半程度で登れます。登山道には要所に現在
位置を記す案内板があり、またいたるところの木に
も、目印として赤テープが巻かれていますので、道
迷いの心配はありません。ただ、途中滑りやすいと
ころもあり、雨降り後の登山は避けた方が無難です
し、足には登山シューズが必要です。頂上付近は一
面笹原となっており、山容はやわらかな曲線が特徴
的です。眺めは素晴らしく、山頂からは伊勢湾、琵

桑員支部　支部長

森 下 　 雄 介

支部だより
branch office
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　新年あけましておめでとうございます。四日市支
部長の林です。
　前回の支部だよりで、今年は盛りだくさんの支部
活動を・・・とお約束したのですが、振り返ってみ
れば、その痕跡を残すことなく平成27年も過ぎ去っ
ていきました。
　よって、今回も盛りだくさんの内容という訳には
いかず、恒例のソフトボールチームの結果報告から。
今年も10月31日に開催された青年司法書士会主催の
大会にエントリーしました。
　当日は、愛知・岐阜・三重の各種士業で構成され
た７チームがトーナメント方式で優勝を争いました。
調査士会からは、桑員フェニックス、津パラダイス
チームも昨年に引き続いての参加でした。
　四日市調査士チームは、１回戦で愛知県の社労士
チームと対戦。社労士チームは、女性も何名か参加
しており、おそらくソフトボール部員と思わしき女
子高校生がピッチャーだったのですが、容赦なく打
ち込み大勝。続く２回戦に弾みをつけました。
　２回戦は、宿敵・桑員フェニックス。過去、試合
では勝った記憶がないのですが、緊迫の投手戦を１
－０のスコアで制し、奇跡の決勝進出。大会直前の
厳しい練習の成果が十分に発揮されたいい試合でし
た。
　決勝は優勝候補の名古屋青年税理士連盟との対戦
でしたが、３試合目の疲れと根本的な力量の差から
惨敗しました。しかし、メンバー一同、準優勝とい
う結果に大満足の大会でした。今シーズンもこの大
会をもって終了しましたので、シーズンオフはゆっ
くり体を休めて、来年の大会に備えたいと思います。
　さて、肝心の支部事業ですが、忘年会、新年会の
親睦事業の他、２月には業務に関する支部研修を企
画しています。なかなか支部会員の皆様に満足いた
だける事業が出来ていませんが、次回の支部だより
では、今度こそソフトボール以外の話題で盛りだく
さんの内容をお届けします、とお約束いたしまして、
支部だよりとさせていただきます。

四日市支部　支部長

林 　 誠 治
　津支部長の野田です。
　さて、前回のBorder第76号の支部だよりに掲載
された平成27年６月以降の支部活動について報告し
ます。
　平成27年７月31日（金）（土地家屋調査士の日）
にサン・ワーク津に於いてオンライン申請の支部研
修会を行いました。
　既にオンライン申請をされている会員も多いなか、
他支部の会員も併せて19名の参加がありました。
　10月４日（日）には、津地方法務局にて、全国一
斉！法務局休日相談所が行われ、支部長と萩原会計
監事の２名にて無料登記相談の対応をいたしました。
　一週間後の10月11日（日）には、津まつりにおい
て支部役員４名にて無料登記相談及び広報活動を行
いました。無料登記相談には一日で５名の相談があ
りましたが、登記相談自体が目的の人は、午前中の
早い時間帯に来訪される傾向があるようです。また、
他士業の出展ブースも含めて、ワンストップサービ
スの出展形態である為、他士業の相談を受けてから
調査士の相談を受ける方も見受けられました。
　最後に、親睦活動として、継続してボウリング大
会やゴルフコンペを行っていましたが、近年、参加
者が極端に少ない為、今年度は見送る事にいたしま
した。楽しみにしておられた会員の方々には、残念
な事ですが、来年度は状況をみて判断したいと思い
ます。
　追伸、スポーツを通じた親睦活動をお望みの会員
の方々は、是非ソフトボールに参加していただくよ
うお願い申し上げます。

津支部　支部長

野 田 　 秀 敏
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　その昔、「松阪」は「松坂」であり城址は今も
「松坂城跡」です。寛政の改革の頃，本居宣長（も
とおりのりなが）は『古事記伝』（古事記の注釈
書）研究の真っ最中でした。35歳から開始し完成が
69歳でした。現在も古事記を学ばれる際には必ずこ
れを勉学されるそうです。宣長は稀代のメモ魔であ
り，誕生の日に始まり死の直前まで書きしるした日
記は「国重文」に指定されています。

　

　

　延享三年（1746年）若干17歳の宣長は『大日本天
下四海画圖』（だいにほんてんかしかいがず）と云
う地図（幅２メートル×縦１.２メートル・国重
文）を作成しています。これは当時の地図に，邸宅

前の伊勢本街道を歩く旅人からの情報や自身が旅を
した知識を加味集合したものです。地図には、宿
駅・船着間の距離が記載されています。縮尺表記で
はありませんから、同じ「二リ」と記載の点間距離
が倍ほど違う箇所があるものの現地では「二リ」な
のでしょう。
　

　我々土地家屋調査士は筆界に特化した地図を扱う
のが日々の業務かと存じます。いわゆる公図です。
地形地物を描画した現況図に公図を重ね合わせる能
力は必要不可欠です。高価な古地図の収集は無理で
すが印刷物は可能です。現在の公図は線と数字で構
成されていますが、その奥にはマイラー図・和紙図
があり、特に和紙図を習熟してこそ調査士、と思っ
ています。
　当支部は、支部研修の一環として古地図解釈を図
るために、本居宣長記念館の学芸員を招き『大日本
天下四海画圖』のレプリカで解説・原本を展示室で
説明していただきました。残念だったのは支部会員
参加率が本会研修会とほぼ同じ４割で、隣接支部会
員を含めて、やっと５割の状況でした。改めて統計
学は正しいと思った次第です。参加者全員に市価
1,500円相当の『大日本天下四海画圖』のレプリカ
地図図書を配布してあります。

　今年、伊勢工業高校での出前授業に参加すること

松阪支部　支部長

濵 田 　 眞 行

伊勢支部　支部長

栁 原 　 真 吾
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に支部も大きく係わることとなった。広報活動とし
て大いに意義のあることとの本会の考えから三重県
全域にこのような出前事業を広げて行きたいと動き
始めたようで。
　しかしながら、教壇での先生役は誰でも出来るも
のではありません。
　幸いにも伊勢支部には一人その役を引き受けても
らえる人材がいましたので、何とかできそうと思っ
ていたところへ、本会からの伝言が。人については、
本会からの応援なしの方向へ、活動費については広
報活動助成金３万円の範囲内で、とのこと。そりゃ
無いでしょうと、早速研修時に神戸会長、永井、川
井副会長と交渉、「柔軟に考えますので相談してく
ださい」と良い回答（そう思っている）を得た。支
部としては、出始めなんだから、人員もお金も都合
してね～～～
　私の個人的なことですが、ＮＨＫのブラタモリが
大好き、あんなふうにうまく出来たらいいなと思っ
てます。
　11月14日支部管内６市町一斉無料登記相談会を司
法書士会と合同にて開催しました。参加者は司法書
士14名土地家屋調査士12名で、相談者は、３市18名、
３町７名でした。
　広報周知の面では課題も多く、相談者の内訳は、
広報誌で９名、新聞３名、マイク放送２名、知人か
ら紹介２名、チラシ１名、地籍調査で１名、以下不
明というものでしたが、相談者が１人もいなかった
市町は無く、それなりに役目を果たせたのではと思
いました。
　活動の面では、ひとつ増えたら、ひとつ減らさな
いと、どんどん負担が増えていきますので、その点
は十分気をつけ考えていきたいです。

　紀北支部の伊藤です。
　さる、10月４日司法書士、土地家屋調査士、行政
書士による無料登記相談会を開催いたしました。
　例年の事業ですが、本年は５名の方が来場し、相

続、農地転用、土地の境界等についての相談があり
ました。まだ、この相談会は一般の方には、残念な
がら浸透していない様です。
　写真のとおり簡単ではありますが、事前に町の広
報誌に掲載させて頂きました。これからも、身近な
相談役として三士会と共に連携して頑張っていきた
いと思っております。

　私事ですが、コンクリート杭設置の掘削中に水道
管をよく破裂させてしまうことがあります。先日あ
る現場で、30cm位穴を掘ったところで、黄色のビ
ニールシートの帯が現れました。確認しますと「危
険・注意　この下に低圧電力ケーブルあり」と印刷
されており、直ぐに中止しました。
　水道管を破裂させてしまった場合は、町役場へ連
絡しますが、地中の電線は初めての経験でびっくり
仰天しました。電気工事屋に来てもらいました。皆
さんも穴掘りは充分に注意して下さい。

紀北支部　支部長

伊 藤 　 智 夫
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　熊野支部では、毎年恒例の道の駅パーク七里御浜
駐車場で開催される御浜みかん祭りにおいて土地家
屋調査士会・司法書士会・行政書士会・税理士会・
社会保険労務士会の５士会合同による無料法律相談
会を11月１日に行いました。
　５士会合同で行うため、多種多彩な相談に対して
も対応することができ相談者にも納得していただい
たと感じています。
　また後日、参加５士会による反省会も含めた少し
早い忘年会を行い大いに盛り上がり「是非来年も行
いましょう。」と賛同し連携を深めました。
　５士会の中でも土地家屋調査士の知名度が低く感
じたので、もっと土地家屋調査士を知っていただく
ために、熊野支部全員で頑張っていきます。

熊野支部　支部長

下 岡 　 常 也



BORDER11

ように自分が体験しないと分からないことかも知れ
ません。それでも関心をもって更に考察してみます
と、政治連盟の必要性が必然的に見えてくるような
気がします。
　三重県土地家屋調査士政治連盟に未入会の方、ぜ
ひともご入会を‼
　当政治連盟会員の方、本年も政連活動へのご協力
よろしくお願いします。
　今年一年が皆様にとって最高の一年となりますこ
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
られましたことお喜び申し上げます。
　旧年中は当連盟の活動に対し、いろいろとご指導、
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　政治連盟幹事長の大役をいただいてから早や半年
あまりが過ぎました。何も分からないまま引き受け
てしまった事にこの上ない不安を感じつつ、例年行
われてきた政連活動をこなしていくのに一生懸命だ
った半年間であったように思います。また、衆議院
議員選挙や地方議会選挙も春先までに終了しており、
直接選挙にかかわる活動のない穏やかな半年でした。
　今年は、夏に参議院議員の改選が控えているため、
会員の皆様方には何かと御力添えいただく場面も
多々あろうかと思いますので、その折は御協力賜り
ますよう、よろしくお願いいたします。
　巷ではアベノミクスの効用論が議論され、ＴＰＰ
の結論はどうなっていくのか、消費税率10％時代の
到来にどう対処していくのか、マイナンバー制度導
入による諸手続への対応や我々の業務への影響はど
うなっていくのかなど、日々刻々と変化していく政
治動向や経済情勢から目が離せなくなってきていま
す。　
　政治の力、政権活動の向いている方向というもの
が、これほど我々の日常生活に影響を及ぼしている
ものなのだということを、この役について改めて痛
感させられる今日この頃であります。我々個人の生
活の安定、先には我々土地家屋調査士が目指す目標
達成のためにも、政治連盟というものの存在かつ積
極的活動の必要性というものを思い知らされるよう
な気がします。
　省みますと政治連盟の必要性を考えたのは、自分
がこのように組織の一員として直接携わってみて初
めて気がついたことであります。三重会の会員であ
れば、政治連盟の会員であれ、非会員であれ政治連
盟の活動結果は皆が平等に受けます。それを当然の
ことと思わず、今一度考えていただけますと、私の

三重県土地家屋調査士政治連盟

幹事長　　中 野 　 久 生
政連だより

political
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　廊下が軋む音が響いた後、扉が開いた。そこには
「バラードの帝王」の異名を持つ山本幸司調査士の
姿があった。山本調査士は、生徒全員の顔をゆっく
り見つめた。『Ｉam KOJI・・・』。その美声が
講義の口火を切った。少年たちに対して、丁寧に説
明するその様は、14条地図作成業務の境界立会の際
の進行シーンを想起させた。山本調査士の相手に寄
り添う温もりのある姿勢を見ると、誰もが思わず
『あったかいんだからぁー』と両手を顎の下で動か
したくなる。調査士の仕事の説明。光の速度の説明。
算数の問題と解説。山本調査士の口から紡がれる流
暢な講義に少年たちは興奮し、何度も息を呑んだ。
決して言い淀むことのないスムーズなその進行に対
し、少年たちは瞬きをすることも忘れ、山本調査士
に向けて羨望の眼差しを投げた。
　その時。ふいに、プレッシャーが山本調査士を襲
った。一瞬、山本調査士の目が曇ったように見えた。
座学の終了予定時刻が山本調査士の頭を過ぎる。つ
きまとう制限時間との闘い。山本調査士は、天を見
上げて荒々しい息を吐いた。山本調査士は、目を見
開き、振分親方の現役時代を彷彿させるような気合
の入った表情を浮かべた後、少しペースを上げて、
何とか座学の講義を成し遂げた。少年たちの心を、
ガッツリ掴んだ山本調査士の熱い講義は、まさに
『結果にコミット』していた。

「おじちゃん、あの飛行機、見えるかなー？」
　首を傾げた少年がさした指の先。そこには、紅葉
に彩られた飯高の山の稜線の上に広がりをみせる青
い空に浮かぶ飛行機の姿があった。
「ああ。見えると思うよ。このレンズを飛行機のほ
うへ向けて、覗いてごらん」
　指導役の土地家屋調査士の優しい言葉に、少年は
軽く頷き、小学校の中庭の端に設置されたトータル
ステーション（ＴＳ）の頭を、腫れ物に触るかのよ
うに、恐々と動かした。そして、少年は、フリーキ
ックを蹴る前の『五郎丸ポーズ』のように動きを止
めて集中し、レンズを覗き込んだ。一瞬の静寂。５
秒。
「おっ！見えた！凄い！飛行機が見えた！」
「あー。僕も見たい。どれ？どれ？」
　周りにいた他の少年たちが瞬く間に、ＴＳの傍に
駆け寄ったため、その周りにスクラムのような人の
輪が出来た。
「こらぁ。順番だよ、順番。はい、並んで！」
　担任の熱血男性教師の張りのある声が、中庭に轟
き、少年たちを窘めた。小学校５、６年生の複式ク
ラスの６名の少年が、無邪気に、はしゃぐ姿とその
屈託のない笑顔に、その場に居た調査士たちは皆、
心が和んだ。
　11月19日に、三重県公共嘱託登記土地家屋調査士
協会が主催した松阪市立香肌小学校への出前授業。
松阪区域の社員の調査士５名が参加した「区域にお
いて初の試み」だった。渦巻く不安を胸に抱いて臨
んだ社会貢献事業。しかし、そんな心配とは裏腹に、
少年たちのＴＳに対する食いつきの良さを目のあた
りにすると、調査士たちは安堵の表情を浮かべ、胸
を撫で下ろすのだった。

　チャイムが鳴った。
　教室に戻り、自分の席についた少年たちは、先ほ
どまでのＴＳ体験とは打って変わって、粛然と、座
学の講師が登場するのを待った。

公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

業務処理理事　　市野　浩太郎
公嘱だより

public
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　心を鷲掴みにされた少年たちは、その後、再度中
庭に移動した。そこで彼らは輪をかけて、或る調査
士の虜になった。少年たちの目の前には、ＴＳを
飄々と操る男の後ろ姿。男が振り返った。吉村工調
査士だった。かつて、泥棒を捕まえたことで三重県
警から表彰され、一躍、名を馳せたスター調査士の
彼は、そのサラサラヘアを風に靡かせて漣のように
揺らしながら、少年たちに変幻自在の測量テクニッ
クを披露し始めた。吉村調査士のその凄みは、一瞬
にして少年たちの全身を貫き、彼らの好奇心に衝撃
を与え、その心の奥底に『火花』を散らした。吉村
調査士のいなせな姿とＴＳの多彩な機能に心を踊ら
された少年たちは、一心不乱にＴＳの周りを駆け巡
り、ＴＳに振動を与えた。それを心配した或る男性
教師が、吉村調査士の傍に近づき、尋ねた。
「このＴＳという測量機器は、精密機器というから
には倒してしまって壊れたりしたら、修理代が大変
でしょう。保険に入っているのですか？」
　その刹那。吉村調査士は挑むような目つきで教師
を見つめた後、うっすらと微笑みを浮かべて、言い
放った。
『安心して下さい。入（っ）てますよ』

　少年たちはその後、「歩測ゲーム」と「ＴＳを駆
使した手裏剣の地上絵の作成」に嬉々として取り掛
かり、ピンポールを持って少年たちにアドバイスを
おくる中西輝男調査士と小倉永義調査士の『切れ目
のない対応』に自尊心を擽られ、このうえない至福
の時間を満喫したのだった。
　こうして、公嘱協会主催の香肌小学校への出前授

業は幕を下した。

　この日、少年たちはその純粋な瞳で、ＴＳのレン
ズの先に一体、何を見ていたのだろうか？
　未来？希望？夢？・・・。土地家屋調査士には見
えない、いや、決して大人には見えない何かだろう
か？
　一方、この出前授業に参加した調査士の目には、
何が見えていたのだろうか？・・・。

　時は正午を過ぎていた。
あたたかい陽の光が、中庭の芝生を照らしていた。
少年たちが見せた真剣な姿が余韻となって、出前授
業を終えて佇む調査士たちの心を穏やかに揺らして
いた。そのはるか奥に聳える飯高の静謐な森の中で
は、風に吹かれた紅葉が、いつまでも悠然と揺れ続
けていた。



BORDER 14

を図り運用となります。
　さて、閣議決定された「経済財政運営と改革の基
本方針2015」、いわゆる「骨太の方針」には、空き
家対策への取り組みと登記所備付地図の整備が明記
されました。法務省は各法務局に対し「市町村への
登記情報・地図情報の提供」、「市町村からの相談
対応窓口の設置」、「市町村の設置する空家対策協
議会への協力」を指示されたとのことです。三重会
においても、市町村の設置する空き家対策の協議会
への参画の働きかけを積極的にお願いいたします。
また、平成28年度予算の概算要求によると、登記所
備付地図作成については、本年度を初年度とする
「従来型」「大都市型」「震災復興型」の新たな３
つの作業計画が進められており、大幅な増額要求と
なっております。
　連合会広報部では、毎月お手元に届く会報「土地
家屋調査士」と、ホームページ「Ｅメールマンスリ
ー」にて、連合会の動きをリアルタイムに発信して
おります。公開場所は、「連合会ホームページ」→
「会員の広場」→「Ｅメールマンスリー」。
　なお、会報への皆様のご感想ご要望を、編集の参
考のためにお聞かせいただければ有難く存じます。
年頭にあたって、会員の皆様にとって幸い多き年と
なりますよう祈念いたします。

　新年をお健やかにお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。
　日頃から、連合会の会務運営に、ご理解とご協力
をいただいておりますことに、改めてお礼を申し上
げます。
　本年度の連合会は、「境界紛争ゼロ宣言‼」のさ
らなる発信と「地図作りへの参画強化」を継続しつ
つ、特に「土地家屋調査士の調査権限の強化」と
「業務処理環境の改善」に取り組んでおります。
　制度広報については、連合会、各ブロック協議会、
各土地家屋調査士会において、様々に創意工夫を重
ね取り組まれております。会員一人一人におかれま
しては、制度広報の意識を持って業務にあたり、専
門家であるための資質の向上に研鑚を積んでいかれ
ることが、土地家屋調査士制度の未来に繋がってい
くものと考えます。定例研修会への参加はもちろん
のこと、連合会ホームページ「ｅラーニング」では、
倫理・法令、業務、境界関連等、テーマ別に教材が
アップされ、随時拡充されており、いつでも視聴す
ることができます。より一層の知識習得のためご活
用下さい。公開場所は、「連合会ホームページ」→
「会員の広場」→「ｅラーニング」。2015年10月の
アクセス数は818でした。
　昨年の土地家屋調査士民間紛争解決手続代理能力
認定では、受講者232名のうち206名が法務大臣の認
定を受けました（認定率88.8%）。10回を終え、累
計の認定者数は5,836名となり、平成27年４月１日
現在の会員数17,017名に対する認定率は34.3%とな
っております。特別研修の受講は、時代に即応した
土地家屋調査士へのアップグレードの絶好のチャン
スです。積極的な受講をお願いいたします。
　また、この度の不動産登記規則第93条不動産調査
報告書の様式の改定については、事務量の軽減、記
載のしやすさ、確認のしやすさに配慮しております。
運用開始日は、平成28年３月14日を予定しており、
現行の不動産報告書との併用期間は、６か月を予定
しております。新様式については、研修会等で周知

日本土地家屋調査士会連合会

理事（三重会相談役）　上 杉  和 子
連合会だより

federation
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がびっくりするくらい多いコースでした。同伴のキ
ャディーさんがあの有名な政治家の「麻生太郎」氏
のキャディーをされたそうで、スタートホールで
「バンカー」にボールを入れてしまい３回打っても
ボールがでず、「バンカーの位置を移動しておいて
下さい」と言って、帰られたそうです。  
　もちろん私もその「バンカー」と「松の木」にや
られました。  
　コースは難しかったですが、同伴の福井会、愛知
会、富山会の方ともプレイを通じいろんな話もでき、
楽しいラウンドができました。    
　日本海が見えるホールなどもあり、とても景色が
よくコースも整備された素晴らしいコースでした。 
　表彰式も盛大に行われ、景品も山のように福井会
でご用意して頂きました。 
　福井会の方々には、前夜祭から親睦ゴルフ大会ま
で大変良くして頂き、ありがとうございました。 
　他にハプニングなどもありましたが、こんなにと
っても楽しい有意義な親睦ゴルフ大会なら、もっと
前から参加していれば良かったな、と思いました。 
　今年は三重会から11名の参加でしたが、来年は三
重会からもっとたくさんの参加者の申し込みがあれ
ば良いなと思います。     
　来年は岐阜県で中ブロの親睦ゴルフ大会が開催さ
れるということなので、もちろん来年も参加予定に
しています。      
　来年の中ブロの親睦ゴルフ岐阜大会！
　皆様も参加されませんか？

　10月19日（月）に福井県で中部ブロック協議会
（以下、「中ブロ」）の親睦ゴルフ大会が開催され、
18日の前夜祭から参加して参りました。  
　松阪支部の３名で車に乗り合わせ、楽しい話や有
意義な話を聞いたりとあっという間に３時間半がた
ち、福井県あわら市の宿泊先「芦原温泉　まつや
千千（せんせん）」に到着しました。   
　宿泊の部屋は最上階８階の見晴らしの素晴らしい
露天風呂付きの部屋で、前泊した三重会の11名が全
員宿泊できる「特別室」でした。   
　前夜祭はと言うと、これもまたすごく広い大広間
で食事は美味しいし、生バンドの演奏はあるし、２
次会も福井会の方々が手配していただき、他会の
方々と楽しく交流させて頂きました。   
　翌日のゴルフに備えて午後11時半には、寝床に入
ったのですがいつものことで、ゴルフの前日はあま
りよく寝られませんでした。    
　結局睡眠時間は２時間半程度で朝を迎えてしまい
ました。   
　朝の食事も美味しく頂き、７時には宿泊先を出発
し、20分程でゴルフ場に到着しました。

　ゴルフ場は、福井県で名門の「芦原ゴルフクラ
ブ」で、コースが狭く、「バンカー」と「松の木」

松阪支部 西 出 　 郷 志

中部ブロック協議会
親睦ゴルフ福井大会に参加して報

告

前夜祭　前回優勝の三重会が優勝カップの返還
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神戸会長より豪華キャディーバックが贈呈されまし
た。

　ゴルフにパーティーにみなさん非常に楽しんでい
ただき、盛り上がったゴルフ大会になりました。
　来年のゴルフ大会はよりたくさんの会員のみなさ
んのご参加をお待ちしております。

　９月23日（祝）、秋の絶好のゴルフ日和（スコア
を天候のせいにできない状況）の中、会長杯親睦ゴ
ルフ大会２０１５が三重フェニックスゴルフコース
において開催されました。
　今年は例年にも増して、たくさんのご参加をいた
だき、日頃の鍛錬を披露頂いた方、思ったより苦戦
された方様々おみえでしたが、楽しくゴルフにまた
親睦に興じていただきました。
　個人戦の優勝は伊勢支部の太田茂樹さん、準優勝
は伊賀支部の高山秀峰さんで、それぞれに松阪牛の
すきやき肉が贈られました。
　団体優勝は津支部、準優勝は伊賀支部でした。
会長特別賞は鈴鹿支部の浦川久加壽さんが選ばれ、

広報厚生部　副部長 山 本 　 幸 司

会長杯親睦ゴルフ大会2015報
告

個人優勝　伊勢支部・太田 茂樹さん 会長特別賞　鈴鹿支部・浦川 久加壽さん
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っている場合が多いので、１～２事務所で事業をこな
していく方が効率は良いが、都市部では地権者も多く、
同一所有者が多くの地番を所有している可能性は少な
いので、現地調査は複数の班を構成して同時進行する
方が効率は良い。。

　全体を把握しておかなければならないまとめ役の責
任者が必ずひとり必要だが、そのひとりに多くの業務
負担や責任を求めればパニックになる。かかわる調査
士が各々の業務負担に責任を持って対応してクウォリ
ティーの高い成果を作っていけば、まとめ役も構成員
も各々の負担はさほど大きくなくなり、気も楽になる。
弁術が得意で立会がスピーディーな人、ＣＡＤの業務
が得意な人、エクセル等でのデータ処理や事務的な作
業が得意な人、それぞれで地籍調査の各業務を理解し
分担して、それぞれがそのエキスパートとして地籍調
査事業にかかわるようになれれば、対価と業務量の格
差も縮まっていく。そして各市町で多くの調査士が上
手に地籍調査にかかわっていけば、調査士の知名度も
グッとアップし、土地家屋調査士制度が社会的に立派
に貢献できていると認知されてくるのではないだろう
か。

　私が志摩市の地籍調査事業のお手伝いをするように
なって、もう13年目になる。昨年度からは伊勢市の地
籍調査にも関わらせていただいている。それぞれの地
区の調査士の献身的な協力を得て、紆余曲折しながら
も、いろんな経験を積んで、少しずつその業務内容と
成果は進化していると感じている。しかし、その対価
と業務量の格差は、縮まるどころかクウォリティーの
高いものを求めていくほど広がっていく。
　とはいえ地籍調査事業こそ土地家屋調査士（以下調
査士）がかかわらずして誰がするのだという強い気持
はずっと持ち続けている。地籍調査が終わってしまっ
た地域では調査士の仕事が減ってしまうのではないか
と感じている方もいると思うが、否が応でも調査がど
んどん進捗してくることは避けられない。地図が見や
すく正確になって、同じ業務の依頼を受けても調査士
の報酬も低くなるというものだが、国民としては喜ば
しいことで、それを僻むのは調査士としてはいかがな
ものだろう。
　弁護士や行政書士など士業の中でも調査士の知名度
は悲しいほど低いことは皆さんも痛切していると思う。
調査士制度そのものの存続も危うく感じているのに子
供にそれを継がせてよいものかとも悩むほどだ。しか
し、この事業にかかわることにおける調査士の貢献度
と言うか、利用価値は極めて大きい。そして、調査士
にとっても、その知名度を上げる効果も甚だ大きい。
調査士が地籍調査業務を市から委託された立場で、地
元説明会では多くの地権者の前で分かりやすく事業内
容を説明し、ロゴの入ったおそろいのジャンパーを着
て多くの地権者と現場立会の中で、豊かな経験から境
界や地目、分筆や合筆処理のアドバイスを提供する。
まさに広報活動そのもので、調査士の知名度アップの
効果は計り知れない。市役所職員に対する調査士の知
名度・信用度もアップすることによって、登記につな
がる用地測量の発注や各種資料調査、問い合わせが、
志摩市・伊勢市では地籍調査事業に携わって以降、事
実急激に増加している。
　そんなことからこの事業には、とにかく多くの調査
士がかかわってほしいと感じている。林野地域や農耕
地域では地権者も少なく同一所有者が多くの地番を持

伊勢支部 中 村 　 　 豪

地籍調査事業と土地家屋調査士制度報
告

現地調査受付の様子

現地調査の様子
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ば、ま、それでオーライかと、三重会オリジナルキ
ャラクターの入ったティッシュ配りを敢行すること
にした。メイン会場から、模擬店会場への学生たち
の流れに割り込み、ひたすら配る配る。声張り上げ
ながら手元めがけて差し出せば、結構取るもんで。
テンション高い学校祭なんだから、こっちもイケイ
ケでいかないとね（？）。中には恥ずかしげに手を
だし、立ち止まり眺める学生もいたりして。やがて
ビンゴゲームが始まると、人の流れは止まり、気が
付けば400程度は配布しただろうか。
　少ないながらも土地家屋調査士志望者とも出会え
ることができた。ティッシュ配りでヒートアップし
たおかげで、気が付けば昨夜の酒も抜けていた。ま
た、かったるい気分を増長させていたことも、もう
どうでもよくなっていた。
　父の事務所を司法書士の兄と一緒に盛り立ててい
きたいと言った彼。
　祖父の土地家屋調査士事務所を継ぐため試験にチ
ャレンジしている20歳の彼女。
　差し出したティッシュを見て「受験します！」と
声高らかに答えてくれた彼。
　大丈夫、叶わぬことなどない。大事なことは「叶
うまでやり続けること」。
　貴方たちが土地家屋調査士となって、いつの日か
再び会えることを祈っている。

　対峙したその瞳は、不安げながらとても澄んでい
て真っ直ぐで、話すほどその瞳に引き込まれていっ
た。視線を外させまいと、必死で話す自分がいた。
また、そんな彼女の瞳と対峙しながら、ふと、思い
出していたことがあった。
　もう15年も前のことになるだろうか、調査士とは
全く別の世界に生き、測量機など触れたことすらな
かったサラリーマンであった頃のこと。そう、地元
で「独立開業」できるからと信じ、土日となれば図
書館で学生達に紛れ、開館から閉館まで作図の練習
をしていた頃の自分のことを。
　平成27年11月28日、土曜の朝。セットした目覚ま
しを消したみたいだ、今日の事もあるのでやめとき
ゃいいのに悪いクセ。昨夜の酒のせいだ。このまま
では遅刻。慌ただしくスーツを着込む。かったるい
…今日はシンドイ日になりそうだ。二日酔いと相ま
って、憂鬱な気分で自宅を出た。
　名古屋の金山へと向かう。目的は、今夏、中部ブ
ロック協議会と連携協定した東海工業専門学校の学
校祭にブース出展するためだ。資格専門学校との連
携については、そもそも、中ブロ総務関係の事業で
あり、広報しに行くとしても、「なんで三重会広報
部なの？」という思いがあった。そんな思いが朝か
らのかったるい気分を増長させていた。
　学園祭会場へ到着。我々のために設けて頂いたブ
ースには、既に受験生啓発ポスターが貼られ、応援
人員まで配置していただけるとの事。学校側の配慮
に感謝感激。
　早速グッズを配置し、急遽作成した三重会横断幕
を張り、持ち込んだPCにて連合会作成「境界をさ
がせ！～３人の土地家屋調査士たち～」の動画をエ
ンドレスで流れるよう設定。覗きにきた学生達には
講釈でもカマしてやるかって感じでスタンバイ。
　昼前ともなると、結構な人だかり。東工専の生徒
以外もたくさん一般客として、学校祭へ来ている様
子。また、学校見学を兼ねて来ている親子連れさん
もチラホラ。されども我らのブースには来客はない
…このままではグッズは大量の売れ残り…でも、
「あ、こんな人達も来てたんだ」と思ってもらえれ

広報厚生部　部長 太 田 　 哲 也

三重会広報厚生部in東工専学校祭報
告
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　私、四日市支部に在籍しております登録４年目
の小松哲也でございます。
　今回、私の趣味の釣りについて、寄稿させてい
ただきます。初めて釣竿を握ったのは、小学３年
生の春に、鈴鹿川へ、フナを釣りに行った時のこ
とでした。本格的に釣りを始めたのはサラリーマ
ン時代からです。当時の上司に誘われて鳥羽・尾
鷲方面へ投げ釣りに通いました。現在は開業した
当初に四日市支部の大先輩に筏釣りを教えてもら
ったことをきっかけに、時間を見つけては鳥羽の
海を目指し、車を走らせています。馴染みの渡船
屋の船頭さんに海に浮かぶ筏まで渡してもらい、
日がな一日釣り糸を垂らし、心身ともにリフレッ
シュしております。
　釣りの魅力は海の素晴らしい風景を眺めながら、
ゆったりとした時間の中で、魚との出会いを待つ
ことです。大物を釣ることの喜びも大きいもので
すが、自然の中に自分の身をおいてゆったりと過
ごせることこそ、最大の魅力です。夜明けととも
に、先ほどまで真っ暗だった海と空が太陽の光を
浴びて美しい色合いに変化する様、竿先に出る魚
のアタリと魚の引きが竿を握った手に伝わる感覚、
魚を釣り上げるまでの緊張感は、たまらないもの
です。
　これまでの一番の釣果は、57センチの黒鯛（チ
ヌ）を頭に、年無しを４匹、同じ日に釣り上げた
ことです。ちなみに「年無し」とは、50センチ以
上の黒鯛を指す言葉で、何年生きているものか解
からないところから、「年無し」と呼ばれていま
す。釣りに親しみのない方にも、この表現を覚え
ていただければと紹介させていただきました。手
前味噌ではございますが、50センチ以上の黒鯛＝
年無しは、熟練の釣り人でも、なかなか釣り上げ
るのが難しい幻のサイズなのです。
　三重県には、このような素晴らしい自然がある
ことに感謝の気持ちを忘れず、釣り人としてこれ
からも海に親しんでいきたいと思います。
　最後に、本業の土地家屋調査士としても、公有
水面埋立地の測量などの業務に携わる機会に恵ま
れましたら是非、請け負いたいと考えております。
（誰よりも先に、大海原へ釣り糸を垂らしたいも
のです。）

広場

◆四日市支部◆

小松　哲也

私
と
伊
勢
湾
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　みなさんクルマはお好きですか？
　クルマが趣味、という会員の方も多いと思い
ます。
　今回は私の最愛の「昭和のホンダ車」をご紹
介しましょう。

　昭和60年型、初代todayです。
　乗ってたよという方もいらっしゃるのではな
いでしょうか。
　この低くスラントしたショートノーズから広
大なフロントウィンドウ、そしてロングルーフ
へとつながる流麗なライン、低くおさえられた
全高と四隅配置のタイヤが生み出すフォルムに
一目惚れ。以来30年を超えて乗り続けています。
　最大の特徴は何と言ってもこのエクステリア
デザインでしょう。フランス車、ルノーの初代
トゥインゴのデザイナーは、このtodayの写真
を傍らに置いてトゥインゴをデザインしたと言
われています。
　走りも軽快。発売当時でも非力と言われたエ
ンジンですが、軽量なボディのおかげで、今で
も街中では周りの流れを乱すことなくキビキビ
と走ってくれます。この軽快感と、スポーティ
と言っても過言ではないハンドリングは知る人
ぞ知るtodayの魅力です。
　todayのエクステリアデザインと広い室内空
間を実現するために極限までコンパクトに収め
られたエンジンは、バイクのエンジンがご先祖
様の550cc２気筒。独特のビート感があって、
その音も相まって、とても味わいがあります。
　また、軽規格の変更で660ccにマイナーモデ
ルチェンジされたモデルはその低重心と四隅配
置のタイヤによる安定性とハンドリングの良さ
で、軽自動車レースでは大活躍していたようで
す。

広場

◆桑員支部◆
リレー寄稿

安田　典生

昭
和
の
ホ
ン
ダ
車
は
楽
し
い
♬
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レ
ー
寄
稿
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　そんな私のtoday、さすがに塗装がボロボロ
になってきましたが、30年間たいした故障もな
く、特にエンジンに関しては全く故障がなく、
素晴らしく良くできていると思います。先ごろ
車検も取り、まだまだ現役、ガソリン車が走れ
る限り乗り続けていきたいと思っています。
　そのtodayが“最新型車”扱いされるイベン
トが「昭和のホンダ車ミーティング」です。
毎年６月の第一日曜日に浜松で開催され、昨年
で第９回を数えるイベントです。
　そこに私はtodayと共に第４回から参加させ
ていただいております。毎年130台前後の「昭
和のホンダ車」が集まり、昨年は139台の参加
でした。もう街中ではほとんど見かけない懐か
しい車ばかり。それぞれにこだわりを持って乗
られているオーナーさんばかりで、かなりのチ
ューニングがされている車から、新車かと見ま

ごうばかりに綺麗にオリジナルを再現している
車まで、ほんとに皆さん楽しんでいらっしゃい
ます。
　イベントは、のんびり和気あいあい、情報交
換したり、気になる車のオーナーさんのお話を
聞いたり、同一車種を並べてのフォトセッショ
ンや景品の抽選会があります。
　毎年お天気にも恵まれています。小雨がパラ
ついたときが一度あった程度で、ほとんどが好
天。一日のんびりと大好きな車たちを眺めなが
ら、仲間たちと談笑しながら過ごす楽しいイベ
ントです。
　見学だけでもできますので、ご興味のある方
は是非一度行ってみてください。ネットで「昭
和のホンダ車ミーティング」と検索すればすぐ
に見つかります。
（次号は紀北支部さんへリレー寄稿のバトンを渡します。
よろしくお願いします。）
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＊アルトサックスと私の出会い
私の趣味はスポーツ色々、釣り、ちまちま

した庭の手入れや家庭菜園、旅行等アウトド
アーが多いのですが、室内で楽しめるギター
などの趣味を持つ人を常日頃から羨ましく思
っていました。

その原因の一つが昔ギターに挑戦した事が
あり、指の短い私にはギターが不向きの身体
的不適正があるからです。

ある日、名古屋のコメ兵店で中古のアルト
サックスを見たとき、これであれば指の長さ
に支障はなく、又すごく値打ちなのがありこ
の値段であれば捨ててももったいなくはない
と考えました。

＊実際に習い始める決断
しかし楽器を買っただけでは、先は粗大ゴ

ミにしかなりません。幸い鈴鹿のベルシティ
内の島村楽器でアルトサックス音楽教室が開
講されているのを知り、テスト講習の門を叩
いてみました。

「心配事は70才を過ぎてはたして、覚えら
れるものかと」

先生から一度吹いてみてくださいと言われ
吹いてみると、何とか音が出てハイ大丈夫で
すよと明快な回答。

気をよくしてその場で入会を決めると同時
にサックスを購入してしまいました。

＊失敗か？
週一度30分の練習に通い始めると、なかな

か音も出ないし、長い息が続きません。
後から考えると商売になるものをあなた年

だから、と断らないのは当たり前、講師に苦
情を言っても後の祭り、サックスも購入して
おりこうなったら毒食わば皿までです。

＊大きな利点を発見
ほぼ毎日小一時間の練習を積み重ねている

内に趣味の他に大きな２つの利点に気付きま
した。

一つ目はボケ予防に最適

広場

◆鈴鹿支部◆

伊藤　哲彦

「
趣
味
と
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よく解らない苦手な譜面を見ながら、脳で
解析し、指へ伝えて、指の運動をする。これ
は素晴らしい頭の体操でボケ予防方法と感じ
ました。

二つ目は腹式呼吸強化運動
最近の健康診断で肺気腫の領域に入ったと

告げられました。
原因は10年程前に止めましたが、40年間約

20本のタバコを吸い続けたのが原因と医師に
断言されました。このままタバコを絶縁すれ
ば生涯かろうじて大丈夫と告げられましたが、
今後老化と共に死滅して行く細胞を考えると
やはり心配です。ネットで色々調べると、腹
式呼吸は肺を補助するとの事です。サックス
は腹、横隔膜、肺で吹きますからこれは最適
な腹式呼吸強化運動になると考えました。

＊一石三鳥、やる気を出したら発表会へ
モチベーションも高まり熱心に練習して行

くと、先生に褒められ、おだてられ、これま
でさんざん断り続けて来た10月鈴鹿文化会館
で催された発表会に、習い始めて１年４ヶ月
で出る羽目になってしまいました。

＊結果と将来
出るからにはと今まで以上に頑張った結果、

きれいな音色が響いていました。ピアノとの
コラボもバッチリで素敵な演奏でした。と持
ち上げられつい今年の発表会にも出る約束を
してしまいました。70才からの手習いでどこ
まで出来るか、今年は中六のゴルフコンペと
重ならないことを願って、三鳥を追い求めま
だまだ頑張る事にしました。
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1　カートの改造
　昨年度14,000平米の原野の分筆を受託した際
に、大急ぎで改造したものです。
　事前調査に行ったところ、車が通行できる道
路に接しているのは僅か120mだけで、他の部
分は車が進入出来ない山道と原野でしたが、草
刈等の管理がきちっとされていたのが幸いでし
た。
　少人数で立会いや杭の埋設をするには、カー
トを山道で使えるようにするしかない。と思い
立ち、コメリで直径20cmのゴムタイヤ４個と
板、角材等を購入し、改造に取り掛かった。
　先ずは、小さなコロを外し、ゴムタイヤを取
り付けるが、ボルト穴の位置が合わないのでヤ
スリで調整しどうにか取り付けに成功した。な
お、ボルト穴4本の内２本しか利用出来ないの
で、強度を増すためにステンレス製ボルトに変
更した。また、ゴムタイヤの前輪は、方向転換
が容易な可動式にした。
　そして、荷台の幅は、普段使っている45cm
のコンクリート杭を積めるよう、内寸を45セン
チとし、ハンドル部分には小物入れのカゴを、
回転できるように結束バンドで取り付け、ポー
ル、スコップ、ハンマーを立てておく枠を取り
付けて出来上がり。この枠は畳む時には取り外
しが出来るようになっています。
　また、カートは押すより引いたほうが楽に進
むので、前にロープを掛けるフックも取り付け
てあります。また、積荷を固定するためのフッ
クも横に付いています。
　いよいよ立会いの前日、必要機材を積み込み
最後にカートを積もうとしたが、ゴツイ車輪の
せいでものすごく重くなってしまいましたが、
辛うじて一人で積む事が出来ました。　
　さて、当日の立会い、後日の杭の埋設、根巻
作業は、想像以上に上手くいき、対面地でブロ
ックを積んでいた隣地所有者のカートは、タイ
ヤは大きいものの４輪固定のため、ブロックを
積んでの方向転換が大変そうで、「あんたのカ
ートはええなあ」のお言葉を頂き鼻高々。どう
だ、まいったか。と心の奥でつぶやいたのでし
た。

広場

◆津支部◆

篠　原　　馨

Ｄ
Ｉ
Ｙ
材
で
こ
ん
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Part 1
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2　ままごと調理台
　孫が３歳になったので何かおもちゃを作ろう
と、パソコンで子供用木工家具を検索していた
ら、手頃な調理台を見つけたので、これをアレ
ンジして作ってみました。
　水栓、流し、ＩＨ、電子レンジ完備の最新式
です。特に水栓とツマミに苦労しましたが、完
成品をしみじみと眺め、これは素人が作ったと
思えんわ。と自己満足しております。
　これを、姪っ子２人が見て「ワースゴイ家に
も作って」、とのたまわく。挙句の果てこれを
３個も作る羽目になったとさ

次号に続きます。
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　３か月ほど前、趣味で歴史資料を調べていた。
その言われる地名のあたりの住宅地図を眺めてい
たから、答えられた。
　ボクの仕事上、土地探しは苦ではない。趣味に
もなっている。なかなか見つけられないこともあ
る。仕事はピンポイントで人物を探すのだけれど、
大まかなことが許される今回のような場合は趣味
の範囲だ。
　図書館でわからなかったら、ボクのほうでわか
るかもしれないので、帰りにお寄りくださいと名
刺を渡して、図書館の前で別れた。
　一時間くらいあと、電話がかかり事務所に見え
ると云う。私の事務所にタクシーで到着した。
　図書館では何の手がかりも得られなかったと彼
女はさみしそうに言った。
　もって見えた資料は松阪の住所番地を記載した
ものと、古い戸籍のコピーだけ。そこに記載され
た明治４年生まれの女性が彼女のおばあさんだと
いう。
　そして話を聞きながら、ボクは事務所に持って
いる埋もれた資料にアンテナを向けた。
　昭和26年の松阪大火は松阪第二小学校から出火
している。小津安二郎の母校で、今ある場所とは
違う。以前の町名地番は焼け野原になった平生町
あたりから変わっている。
　あるある。十樂という歴史勉強会で手に入れた
明治の松阪町時代の地番図が役に立ちそうだ。和
紙図をコピーした旧松阪町管内のものが丸めてお
いてある。
　これで解決ができないか。と狭い事務所で拡げ、
地番を探し見つける。
「ここにありました」
住宅地図と並べると、地番と区割りは違うが、そ
の場所は特定できた。
　これで松阪の場所はわかった。
　そして、明治４年生まれの戸籍は、昔の一志郡
白山町。番地が記載されていない。
「大字稲垣、〇〇（氏名）に嫁す」

　ある日、聞き覚えのない女性から酒、お菓子、
お茶と書かれた豪華なセットが届いた。あて先は
ボクだが女房の友達だと思い、そのまま女房に渡
した。けどその女性を知っているのはボクのほう
だった。女房がその包みを開くと、中からギフト
カードが出てきた。女房はそれを読み、その内容
から、ボクに宛てられたものであるのは間違いが
ないと、私のところに小包ごと持ってきて、机に
置いた。なにごとかと少し心配したが、女房に角
が生えていなかったから、ヘンな女性からのプレ
ゼントで無いことに安心した。
　ひと月ほど前のことを思い出した。高齢の身だ
しなみの美しいご婦人に声をかけられた。
「図書館に行きたいんですけど、タクシーは通り
ますか？」
　松阪市役所の通り、魚町の本居宣長旧宅あとへ
の曲がり角でした。
「いや、この道はタクシーが通ることはありませ
ん」
　そしてコガラな体格を確認して、こう付け加え
た。
「歩いて行くには、20分以上かかりますよ」
　そんな言葉を返して、考えた。・・・近いとこ
ろだから、送ってあげればいいんだ。ヒマなんだ
し・・・。
　こんなやりとりから、軽のワゴンの助手席に乗
ってもらって松阪図書館までの５分ほどの乗車時
間に、思いがけない話が出てきた。お歳は80過ぎ、
北九州から一人で来ている。ルーツ探しに来てい
るのだ。昔松阪に住んでいた父母の所在番地はわ
かるのだけれども、そんな場所はないといわれる
し、もっとさかのぼって調べたい、明治の頃の場
所は津の方らしいんだけれども、とその地名を言
われた。
「それは津でも田舎のほうです。」

調査バカ日誌
●ヒマちゃん

つぶやき
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　二十代を工場勤務で過ごした私にとって、法務事務所
に転職するのは、まったくの未知の世界への転職でした。
実際の所、土地家屋調査士の業務については転職するま
でよく知りませんでした。勤務初日に驚いたことは、作
業服を着て林の中へ入って行ったことです。『こんな所
でいったい何をするのかな』と。
　測量の補助をさせていただいている私ですが、作業は
本当に難しいです。測量の機器を見たことはありました
が、何をする機械なのかも知りませんでしたし、触れた
こともありませんでした。作業を効率よく正確に進める
ために機械を設置する場所などに気を使い、細かい作業
の連続で神経も使います。現場作業なのでもちろん体力
も使います。先輩方の測量技術に日々驚かされています。
毎日くたくたになりますが、その日の作業を無事終えた
ときは、とても嬉しく達成感があります。
　まだまだ新人補助者の私ですので、すべての業務を把
握している訳ではありませんが、そんな新人補助者の目
線から見て、土地家屋調査士の業務は奥が深く、魅力的
な所がいっぱいです。例えば、現場で測量をするだけで
はなく、測量をしてきたデータを基に図面を描き、その
図面を登記所へ提出したり、役所の方と協議をする。そ
の図面には、土地家屋調査士の先生の名前が書かれてい
ますが、もし自分が土地家屋調査士として図面を描く事
ができるようになれば、自分の名前を登記所に残すこと
ができます。
　また、土地の境界を確定する作業は人様の大切な財産
を扱うことになります。明治時代から現在までの地図を
調査して、正確な測量を行い、現地にて土地の所有者や
隣接土地の所有者との立会いを経て、境界を確定します。
その中で様々な方とのコミュニケーションも必要となっ
てきます。　専門性が高く責任感も重大でとてもやりが
いがある仕事ですが、その反面くじけそうになることも
しばしばです。これからも日々の業務に一生懸命取り組
み、仕事を覚えていつの日かお客様に満足していただけ
るような土地家屋調査士になることが私の目標です。

　市町村の合併の経過。白山町の住宅地図。古い
もので十分だ。そこに彼女のご先祖と同じ苗字の
家が数軒。小さな集落だ。
　コピーをしたものをお渡しした。来年にでも松
阪に来たいという。そのときは、と、あとを濁し
て、送り出した。
　そのお礼だった。晩酌がすすんだ。
　そして半年後、電話があった。住宅地図に出て
くる土地を訪ねるという。乗りかかった舟。私は
時間を空けて、その場所に案内することにした。
「あうんの呼吸」ではないが、その返事にまた酒
が届いた。云わないが酒の酔いはまだ尾を引いて
いるかのようだ。
　目的地ちかくに到着すると運のいいことに農家
の方が道に置かれた耕運機に乗るところだった。
　数軒の同姓の家には親戚関係はないという。思
いつく手がかりを聞くが、70前の年齢ではもっと
昔の人に聞いてみないと・・・。と決定打はない。
　近くの寺は無住。・・・。その寺には近くから
の住職がくるのだが、学校の先生をしている、と
いうことで調査は中断。
　村内を一回りして、感慨深い印象を刻みながら、
帰ることにした。
　村の入り口の小さな橋の前にある灯篭を見つけ
たので、停車。
　写真を撮って、豊富な水の音を聞き、ボクまで
もがこの地が名残惜しくなり、あとにした。

投 稿
●調査士補助者Aより
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会員の動き
平成２７年12月10日現在 会員数274名

氏  名

植　田　理　志

MKS登記事務所

中　山　晴　文

谷　口　忠　幸

伊賀

伊賀

伊勢

松阪

平成27年８月11日

平成27年８月11日

平成27年８月21日

平成27年10月６日

退会年月日支部名

所属会変更

所属会変更

業務廃止

業務廃止

理 由

●退   会

事務局の動き

こんにちは。
９月より勤務しております鹿島典子と申します。
この会報が皆様のお手元に届く頃には、結婚して和田と名前が変わっていると思います。
藤浦さんの産休の間、メール配信、ホームページを担当いたします。
皆様に、ご迷惑をお掛けしないよう頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

皆様こんにちは。
11月26日から勤務しております、パート職員の喜田直子と申します。
趣味はテニスとジョギングで、年1回はフルマラソンに挑戦しています。
鳥取から津に越して10年になりますが、地理地名など馴染みの薄いところもあり、
勉強させて頂きながらお役に立てるよう頑張りたいと思います。
どうぞご指導の程、よろしくお願いいたします。

事務局　パート職員　和田典子（旧姓：鹿島）

事務局　パート職員　喜田直子
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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

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

広報厚生部   S

会報

第77号

■発行日■
平成２７年12月25日
■発行所■

三重県土地家屋調査士会
三重県津市河辺町3547番地２

TEL  ０５９－２２７－３６１６／FAX ０５９－２２５－２９３０
URL http://www.mie-chosashi.or.jp
E-mail   honkai@mie-chosashi.or.jp

■編集■
広報厚生部
■印刷■

株式会社 伊勢出版

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。

　早いもので広報厚生部新体制になって２号目の

BORDERです。まだまだ慣れず戸惑うばかりで

す。この冬号の執筆中はまだ12月で、結構あわた

だしい中書いております。

　今冬号から｢ボーダーの年一回電子版発行｣に

向けて動いてまいりましたが、クリアしなくてはい

けない点がいくつかあり、今号での発行は見送り

ました。費用対効果等も考え現在検討中でありま

す。もう少し時間をいただき、熟考に熟考を重ね、

よりよい方法を考えたいと思っています。結果は

もうしばらくお待ちください。

　今回も多くの方のご支援をいただき、発行まで

漕ぎ着けることができました。ありがとうござい

ました。

　また、今号から印刷会社を(株)伊勢出版に変更

しております。
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http://www.bbcinc.co.jp

新宿アイランドタワー６階 
本   社：東京都新宿区西新宿6-5-1
TEL.03-5909-5772

ビービーシー 検索

申請システム
Windows10・8 ・7・ Vista 対応表示登記2in1

ツーインワン

表示登記システム表示登記システム

建物図面(CAD)建物図面(CAD)

土地図面 (CAD)土地図面 (CAD)

オプション※オプション※

オプション※オプション※

土地家屋調査士事務所 専用支援ソフト

\218,000-\218,000-
　[5年リース月額　\4,360-（税別）]

 \289,800-

（税別）

（税別）

表 示
システム
表 示
システム

XML
署 名
XML
署 名

システム本体システム本体 標準装備標準装備

キャンペーン
価格!!
キャンペーン
価格!!

※2in1表示登記申請システムのオプションです。単体販売は行っておりません。

・物件や所有者情報だけで
　なく、乙区の情報も取込み

・放射、放射（3D）、開放、結合、閉合、
2点結合、逆放射、逆放射（表入力）、
逆開放、ST に対応

・新旧の土地形状の重ね図作成可能
・ペイントやハッチングの機能による、
申請地部分等の明確化
・さまざまな形式のデータ取込に対応
測量計算（SIMA、DXF、APA、CSV、
TXT）／CAD（DXF、JWW、JWC、SXF）
・作成した図面に画像ファイルを追加添付
・測量計算時のDXF取り込み、書き出し機能
・引照点の表に夾角の出力も可能
・法面連続作図機能
・観測手簿作成機能

長期の現場でも立会や調査の度に入力でき、
調査報告書作成時に物件を追加する必要なし

ト
ラ
バ
ー
ス
計
算

各
種
計
算
に
対
応

作
図
・
出
力

基
本
情
報

求

　積

・抹消された情報は自動で
認識し、情報から削除
　
・パスワード自動切替機能
が期限切れを防止

・登記情報を利用して所在や申請人等の
基本情報を簡単に作成

・基本情報に入力したデータから物件や
当事者を申請書に反映させることも可

・建物をクリックするだけで求積表を
瞬時に生成（複数形状の一括求積可）

・縦分割、横分割に対応

建
物
配
置

・敷地配置は3点スナップに対応
・トレースした敷地との距離線と接する
辺を選択するだけで敷地を自動配置し、
方位も自動回転
・建物図面の配置は真北基準、建物基準
から設定可

申請書や登記情報、立会記録・筆界確認の
データから簡単に調査報告書を作成

・各トラバース計算の方向点を方向角で
入力も可能

・各トラバース計算の投影・縮尺補正も可

Ａ．交点計算 [2直線、4点1方向角指定、3点1方向角指定、
　  2点2方向角指定、2円、隅切り、平行移動]
Ｂ．直線計算[直線（内外分）、線分等分割、線分平行移動]
Ｃ．垂線計算[直線への垂線、直線からの垂線、円ヘの垂線]
Ｄ．接線計算[点から円ヘの接線、2円の共通接線、折線に
内接する円]

Ｅ．三角形[3点指定、3辺指定、2辺夾角、1辺2角]
Ｆ．面積計算[画地面積、定面積分割、定面積分割（水平）、
定面積分割（垂直）、　定面積分割（平行・垂直・1点
固定）、N点固定面積調整]

Ｇ．座標変換[座標変換（2点）、ヘルマート・アフィン変換、
BL・XY変換、一括変換]

Ｈ．世界測地系の補正計算　　Ｉ．残地計算

建物図面

地積測量
図

+4
オプション

がセットで

万円期間
限定

と

充実の画像
編集機能

測量機械か
ら

データを受
信・手簿

作成・トラ
バース

計算し座標
化！

登記情報一括取込 立会記録・筆界確認

株式会社ビービーシー

調査報告書・画像編集

表示
登記

表示
登記

建物
図面

土地
図面

取得した登
記情報

から、様々
な

書類に連動

2in1
ひとつ

でOK
！

ツーイ
ンワン

土地
図面も

建物
図面も

表
示
登
記

も

これ
からは



測量機器のトータルサポート
品質：ISO 9001認証取得

有限会社 トプラス
MSYS 001

直感的な操作性の
イメージワンマン観測！

イメージ観測をもっと便利に！
新しいオンボードアプリケーション
MAGNETTM Field 搭載！• デジタル画像の融合による新しい観測と計測

• イメージワンマン観測

1人で手軽に簡単測量。
小型・軽量 オールインワン受信機

2周波GNSS受信機
HiPer V

2周波GNSS受信機
HiPer SR

• 過酷な現場にも強い堅牢なボディ
• ネットワーク型RTK観測に対応（オプション）

• 自動追尾とイメージングをコンパクトに凝縮
• 5Mピクセルのデジタルカメラ搭載

• GPS+GLONASS+QZSSハイブリッド測位！
• ボイスメッセージ機能搭載

デジタル無線搭載！
マルチGNSS受信機！

Imaging Robotic Total Station
DS-200i

QZSS
対応

QZSS
対応





日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

数々の危険からあなたをお守りしたい
桐栄サービスの願いです

損害保険ご紹介

職 業 賠 償 責 任 保 険

団 体 所 得 補 償 保 険

団体総合生活補償保険

測 量 機 器 総 合 保 険

集 団 扱 自 動 車 保 険

会員または補助者が業務遂行にあたり法
律上の賠償責任を負い、損害賠償金を支
払わなくてはならないときに役立ちます。

保険期間中に病気・ケガによって就業不
能となった場合、1か月につき補償額をお
支払いする制度です。（最長1年間）

会員が所有し管理する測量機器について
業務使用中、携行中、保管中等の偶然の
事故を補償します。

会員皆様の自動車はもとより補助者の方
のマイカーも加入できます。

保険期間中、国内外を問わず
日常の生活におけるさまざまな事故
によるケガを補償します。
病気による入院を日帰り入院より補
償します。

１）

２）

損害保険代理店
〒101−0061 東京都千代田区三崎町1-2-10 土地家屋調査士会館6階

TEL ： 03－5282－5166　　FAX ： 03－5282－5167

上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。

有限会社 桐栄サービス
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