
三重県土地家屋調査士会会報

コンビナートの夜景
（四日市市）

　四日市といえば日本の工場夜景の中でも【聖地】と呼ばれるほど幻想的な光景として
有名です。
　因みに日本の5大工場夜景は、室蘭、川崎、四日市、北九州、山口の周南の5ヶ所と言
われていますが、四日市工場夜景は【工場萌え】ブームにより増加しつつある工場観賞
愛好家から、その中でもトップクラスの迫力があると言われています。 広報キャラクター「測っ虎」
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ごあいさつ greeting

と思っております。今の登記制度においても土地家
屋調査士の重要性が益々増大するものと考えられま
す。境界争いも土地家屋調査士の素晴らしい鑑定書
で決着できるようになれば，土地家屋調査士の地位
の向上とその必要性は間違いないものになると考え
ております。愛する土地家屋調査士の未来に光りあ
れと思っております。

　そんな時，隣にいた妻から突然に「お父さん心配
せんでもいいに，幾らでも立派な人はみえるか
ら。」と言われてしまいました。更に続けて曰く
「お父さん来年から年金満額貰えるよ。」と早くや
めた方がいいよと言わんばかりの口調でした。余程
怖い顔をして考えていたのだろうかと，家族にも迷
惑をかけているのだなあと反省をいたしました。
　それと似た話を聞いたことがありました。大先輩
の奥様も同じようなことをおっしゃられたそうです。
「会は貴方がいなくても続いていくから。」と，何
とも素晴らしい女性たちの考えです。
　私が知る夫婦の最高の会話は，かつて日本一の民
法学者と言われた元東京大学名誉教授の我妻栄先生
と奥様の会話です。先生の著書「民法大意」の前書
きのところで紹介されています。「妻は笑って言う。
一匹の魚を刺身にしたり，塩焼きにしたり，煮ざか
なにしたり，よくも飽きずにやれるものだ，と。」，
先生曰く「料理方法が違えば，味はまるで違う。栄
養価値さえ，子供，大人，老人のそれに向くように
なる。すべては料理人の腕次第，と。」日本一の民
法学者と奥様の機知にとんだ素晴らしい会話である。
このような会話は私ども夫婦には無理ですが，何気
ない夫婦の会話にこれ程のお互いを思いやる気持ち
を詰め込むことに，学ぶことが多いなあと思ってお
ります。そしてまた幾つになっても勉強だなあと思
っております。

　私の任期も残すところ後１年となりました。粉骨
砕身役員一同と一緒に頑張りたいと思っていますの
で，会員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。

　平成30年度の定時総会におきましては，全ての議
案をご承認頂き本当に有り難うございました。心よ
り感謝を申し上げます。１年目ということもあり執
行部全員が，当たって砕けよ，の精神でいたのです
が，会員の協力もあり要望事項を除けば質問もなく
平穏無事の総会だったのかなあと思っております。

　さて，現体制で初めての事業計画の作成には頭を
悩ませました。なぜなら，どういう方向に舵を切っ
たらよいのかという以前に，その舵そのものの取り
方が分からずそれを間違えれば，土地家屋調査士の
未来はどうなるのか分からないということでありま
す。簡単に去年そうだったから，今年はこうしよう
という考えでは，本会を預かっている者としては
少々心もとないように感じます。
　今年の事業計画の中心は，土地家屋調査士の未来
設計であると考えております。日調連の考える制度
設計による未来設計ではありません。私の考える未
来設計は，ＡＤＲ認定土地家屋調査士をいかにして
活用していくかということであります。多くのお金
と時間を費やしやっとのことで取得した認定を，現
状において使う術がないとは何とも残念な結果です。
しかしながら，きっと近い未来には，その知識を利
用し，境界鑑定書を，法律用語を駆使してすらすら
と書ける土地家屋調査士が三重会においても多く誕
生するものと思っております。そうなることこそが
今社会が望んでいる土地家屋調査士の未来像そのも
のなのかも知れません。
　今までの土地家屋調査士にこれまで以上の法律の
理解と素養が加味されれば，向かうところ敵なしだ

三重県土地家屋調査士会　会長

池畑　信也



BORDER3

ごあいさつ greeting

る取組を行っております。本年度におきましても，
引き続き，相続登記促進への取り組みを進めている
ところでございますが，同時に空き家対策に関する
取組も重要な課題となっております。特に未登記建
物や空き家等の敷地の筆界に関する問題解決には，
土地家屋調査士の皆様方の御支援と御協力が不可欠
でありますので，よろしくお願い申し上げます。

　終わりに，三重県土地家屋調査士会の一層の充
実・発展と会員の皆様方のますますの御健勝，御活
躍を祈念申し上げまして，御挨拶とさせていただき
ます。

　本年，４月１日付けの異動により，大津地方法務
局から津地方法務局へ参りました。どうぞよろしく
お願いいたします。

　会員の皆様方には，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，適正かつ真
摯な業務遂行を通じて，国民に信頼と安心を提供し
ていただいていることに対しまして深く敬意を表し
ますとともに，平素から登記行政を始めとする法務
行政の円滑な運営に格別の御理解と御協力をいただ
いておりますことに厚く御礼申し上げます。

 表示に関する登記につきましては，不動産登記法
において，登記官に実質的審査権限が付与されてい
るところですが，全ての申請事件について，登記官
が実地調査や実地測量を行うことは物理的に困難で
あります。表示に関する登記の専門家である皆様方
が国民の代理人となって正しい登記申請をしていた
だいていることが，適正かつ迅速に表示登記制度を
運営するための根幹となっております。

　皆様方には，これまでと同様に，高度の専門的知
識と技術に裏打ちされた調査を適正かつ確実に実施
していただき，真に国民の信頼に応えることができ
る表示登記制度の運営のため，引き続き御協力をお
願いいたします。

  さて，当局では，平成二十八年度から，相続登記
を促進するため，「未来につなぐ相続登記」と表し
て，相続登記の必要性や重要性を広く国民に広報す

津地方法務局　局長

菅原　武志
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　本年４月１日付けの異動により，津地方法務局首席登
記官（不動産登記担当）に着任しました大築です。どう
ぞよろしくお願いいたします。
　貴会及び会員の皆様には，日頃から登記行政の円滑な
運営に御理解と御協力を賜り，厚く御礼申し上げます。
　昨年度は，「未来につなぐ相続登記シンポジウム
2017」にパネリストとして御参加いただき，相続登記の
促進のための方策について，積極的な協議を行っていた
だいたことに，改めて御礼を申し上げます。本年度も
「未来につなぐ相続登記シンポジウム2018」の開催を予
定していますので，御協力のほど，よろしくお願いしま
す。
　さて，筆界特定手続につきましては，平成29年は，過
去最高であった平成27年の２倍を超え，40手続大きく超
える申請がありました。平成30年も既に20手続を超える
申請があることから，この制度に対する国民の期待が高
まっているものと考えています。
　現在25名の会員の皆様に筆界調査委員として御活躍い
ただいていますが，この制度を適正かつ円滑に運営して
いくためには，専門的知見と技術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ると考えていま
す。会員の皆様には，筆界調査委員，あるいは申請人代
理人として，引き続き御支援と御協力を賜りますようお
願いします。また，筆界特定制度と「境界問題相談セン
ターみえ」との連携につきましても，今後ともよろしく
お願いします。また，オンライン申請の利用拡大につき
ましては，これまでも貴会の御理解と御協力をいただき
ながら，局を挙げて取り組んでいるところですが，更な
るオンライン申請の利用促進に向けて，特段の御支援と
御協力をお願いいたします。
　最後になりましたが，貴会のますますの発展と会員の
皆様の御健勝を祈念申し上げ，御挨拶といたします。

　境界問題相談センターみえの活動にご協力いただ
きありがとうございます。
　最近は境界問題だけでなく，様々な分野へのＡＤ
Ｒの検討が行われており，隣接士業種間の協力は不
可欠になってきております。
　ＡＤＲだけでなく，弁護士業務でも土地家屋調査
士の方々をはじめ，様々な隣接士業種の協力がなけ
れば，業務を行うのが困難になってきているのが現
状です。
　このような傾向は，今後もますます進んでいくと
考えられますが，境界問題相談センターみえのよう
な協同のADRがあることが，今後の円滑な協力体
制のために役立っていくのではないかと考えており
ます。
　そのためにも，ぜひとも今後も境界問題相談セン
ターみえの活動にご協力ください。
　いつか，きっと皆さまのご協力いただいた分のお
返しができると信じております。

津地方法務局　首席登記官 境界問題相談センターみえ センター長 三重弁護士会

大築　誠 渡邉　功
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皆様にご報告できればと思います。
　以上、現在の総務財務部の業務進捗状況をご報告
しました。
　本会運営に関しまして、引き続き会員の皆様方の
ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いい
たします。

　昨年度より理事に選任され、企画社会事業部に配
属されました津支部の廣森です。
　早いもので、配属から一年余りが過ぎ皆様に支え
ていただき私なりに精一杯努めさせていただいてお
ります。
　さて、企画社会事業部の事業進捗ですが、昨今、
所有者不明土地問題が深刻な社会問題となっている
中、ご周知されていると思いますが、平成30年３月
９日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法案」６月15日「経済財政運営と改革の基
本方針2018」（いわゆる骨太の方針2018）が閣議決
定され、私たち土地家屋調査士の取り巻く環境が変
化していこうとしております。
　このような新しい動きに部内で真剣に協議し、各
種関係団体との情報共有及び連携等を模索しており、
その動きの中で会員の皆様に迅速かつ分かりやすく、
情報を伝達していく所存でございます。
　また、14条地図作成及び地籍調査での地元説明会
で配布していただくリーフレットを関係団体と協議
企画し、来年には印刷に入り配布予定であります。
　土地家屋調査士という職種を少しでも着実に地元
の皆様に、ご認識していただけるよう、このような
活動を続けて参りたいと思います。
　次に、各種資料の情報及び活用の研究に関しては、
引き続き、三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会、
各市町のご協力を得て、三重県内の地籍調査実施済
地区を三重会のホームページにて、会員の皆様によ
り活用していただけるよう公開していく予定であり
ます。
　最後に、企画社会事業部の事業は、多岐にわたり
ますが一つ一つ着実に進めて行きたいと思っており

　会員の皆様　こんにちは。総務財務部の桑員支部
村木大真です。
　会員の皆様には、平素から本会の運営・活動にご
理解、ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
　平成30年度定時総会も皆様方のご理解、ご協力に
より無事終わることができ、重ねて御礼申し上げま
す。総務財務部に配属され、早１年が過ぎ、時の経
つのが早く感じる今日この頃です。　
　さて、「部会だより」ということで、現在の総務
財務部の業務進捗状況について、皆様にご報告申し
上げます。まず、最初に、平成30年度定時総会の反
省を行い、次回の定時総会に向けて改善点等を話し
合って、より良い定時総会となるため協議しました。
　また、現在、総務財務部の研究・検討・協議・審
議事項として27項目あり、それを順次進めておりま
す。主だったところでは、昨年度からの継続協議し
ております「特定個人情報取扱規程」および「文書
保存管理規程」の制定のため、検討協議しておりま
す。「文書保存管理規程」については、その制定に
合わせて書庫の整理もする必要があるため整理の仕
方についても協議しております。
　次に、「本会組織の研究（部割・役員人数等）の
整備・研究」を協議しております。これは、三重会
は会員数の減少が続いていることから、次年度は役
員改選を控えており、役員の人数にも影響がでるた
め、どのようにしていくのが良いのか協議しており
ます。
　また、会員数の減少は三重会の収入の大半である
定額会費に直結するため、今後の収入の減少が予想
されます。会の運営を適切に行っていくため、少し
でも経費削減となるよう経費の見直しを行っており
ます。他にも、多数の協議事項がありますが、継続
協議事項等もございますので、適切な時期に会員の

総務財務部　副部長 村 木 　 大 真

sectional
meeting

部会だより

企画社会事業部 廣 森 　 貫 氏
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ます。微力ではありますが、無力ではないと信じ会
員の皆様の一助になればと思い邁進してまいります。
活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　会員の皆様には、当会の研修会にご協力いただき、
ありがとうございます。
　昨年度より新たな部員体制となり、ようやく半分
の任期を終えることができました。ただいま研修部
では、昨年度を振り返り、本年度の研修会がより良
いものとなるよう議論を重ねております。今回は、
その一部について３点ほどご紹介をさせていただき
ます。
　まず１点目は、出席率の向上についてです。会員
の皆様はご多忙で、直前の研修会開催案内であると、
すでに先約のあることが想像されます。したがいま
して、早い段階で開催日を決定し、お知らせするこ
とが重要であると考え、本年度の定時総会で発表を
いたしました。第１回はすでに終了しましたが、次
回以降の予定をあらためてご案内します。
・第２回　９月８日（土）
・第３回　11月17日（土）
・第４回　２月23日（土）
であります。皆様万障繰り合わせのうえ、ご出席を
お願いいたします。
　次２点目は、検討していることとして、ビデオ研
修会の参加機会の増加があります。毎回ビデオ研修
を１回は行っておりますが、会場、人員、予算の都
合上、複数回または複数会場での開催は容易にでき
るものではありません。そこで出た案が、ビデオ研
修のＤＶＤを貸し出す方法です。また、貸し出しと
ともにＣＰＤポイントの取得方法についても検討を
しています。ＤＶＤ貸し出しについては、まだ決定
事項ではありませんが、ぜひ実現できるよう努めて
まいります。
　３点目は、ビデオ研修会の画像・音声の品質向上
です。昨年度は残念ながら、録音機器の都合により
音質の良くない回がござまして、ご不便をおかけし
ました。申し訳ありませんでした。

　研修部会では、この事実を受け止め、検証をし、
改善を図ってまいりました。よって、本年度は良い
音質でお届けできることと存じます。ご期待くださ
い。昨年度の音質についてご指摘のあった際に、画
質についてもより良いものをというご要望をいただ
きました。ご要望を受け、限られた予算の中ででき
ることの意見を出し合った結果、カメラ録画からプ
ロジェクターまでをデジタル信号で流し、そしてス
クリーンへ映し出すことを試みようということとな
りました。まだ試行段階にありますので、確実に高
画質画像をお届けするお約束まではできかねますが、
良い結果となるよう取り組んでまいります。
　最後になりましたが、定例研修会は会員の皆様の
ご協力によって成り立っているものであります。今
後も皆様のご指導ご協力をお願いいたします。

　広報厚生部のご報告をさせていただきます。
　出前授業につきましては、今年度も昨年に引続き
継続して実施していきます。少し目線を変えたアプ
ローチも試みてみようかと思っていますので、ご報
告できるよう進めていきたいと思います。
また熊野支部が行っていただいた、出前授業（支部
だよりに掲載）も好評だったということで、今後他
の支部でも広がりをみせてくれればと期待しており
ます。
　広報グッズとして作成しましたクリアファイルも
会員のみなさんへ販売させていただくこととしまし
たので、ご活用ください。
　また、前の部からの継続事項として進めている、
ラインスタンプですが、ようやくデザインまで漕ぎ
つけました。これから手直し等行い、今年度中には
何とか形にして、皆様のもとに届けたいと思ってお
ります。
　厚生事業としましては、久しぶりに日帰り親睦旅
行の企画真っ最中です。決定次第、ご案内いたしま
すので、たくさんのご参加をお待ちしております。
　今後とも、土地家屋調査士の広報活動にご協力賜
りますようお願い申し上げます。

研修部　副部長 前 田 　 佳 昭

広報厚生部　部長 山 本 　 幸 司
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連絡先等を記載した案内板を設置していますが、そ
の案内板の空きに余裕がなくなってきており、増設
等の検討も支部の課題です。この案内板、広報、広
告的意味合いの外、非調査士排除の意味も有してい
ます。この地区では、調査士でないものが、分筆等
の登記作業を伴う土地の境界確認及び測量を行って
いる実態があり、それが法令等に違反する行為であ
るかは、本会、法務局の判断事項ですが、我々が自
己の職責を全うするとともに、調査士でないものが
登記申請等を行うことがないよう、非調査士を排除
できなければ、我々の資格の存在自体を脅かすこと
になり、延いては、国民の不動産に関する権利を害
することになって許されないものですので、支部と
しても、本会、法務局と協力して、非調査士排除に
取り組まなければならないと考えています。そのひ
とつが、法務局の案内板です。
　以上、桑員支部の事業等の一部を紹介させていた
だきました。皆様、引き続き、支部事業へのご支援、
ご協力をよろしくお願いいたします。

　支部長２年目に突入致しました。
　１年目は、支部長として何をして良いやら分から
ないような状況で支部の事業と言えば一度だけビデ
オ研修を実施したことと、毎年恒例の支部忘年会・
新年会を開催したことぐらいでした。
　支部長の役目として色々な会議などに出席した際、

　本年４月20日、ＮＴＮシティホールにおいて桑員
支部の総会が開催されました。昨年の支部総会で、
複数の立候補者から現支部長が選任され、１年が経
過した本総会において、昨年度の事業活動の報告と
平成30年度の事業計画が承認されました。
　桑員支部は、例年、複数の事業が司法書士会桑員
支部と合同で行われています。本年度の計画もそれ
を踏襲するもので、毎月１回、桑名市が主催する司
法書士会との合同無料相談会の開催、いなべ市で開
催する合同無料相談会と合同の市民公開講座の開催、
親睦事業としてボウリング大会及び新年会の開催、
これら親睦事業も司法書士会と毎年、担当を交替し
ながら合同で開催しており、本年度も支部会員の協
力のもと、既にこれら事業が執り行なわれていると
ころです。
　また桑員支部では、支部総会自体も毎年、前半、
後半を司法書士会と交替しながら、同一会場での入
替制で開催しており、総会後の懇親会についても、
司法書士会と合同の開催です。前半と後半の入替時
のハーフタイムには、毎年、津地方法務局桑名支局
長を来賓にお迎えし、ご祝辞を頂戴していますが、
本年は、空き家等対策協議会、防災協定の関係もあ
って、伊藤徳宇桑名市長にもお越しいただき、ご祝
辞を頂戴しました。
　ところで土地家屋調査士試験の受験者は減少し続
け、合格者数も基本的には減少傾向にあり、またそ
もそも調査士の登録者数も平成14年をピークに減少
しています。調査士を新規開業するには、外枠の事
務所だけではなく、決して安価とは言えない測量機
器やソフトウエアを準備しなければならず、経済的
にも開業のハードルは高いですが、そんな中、あり
がたいことに、桑員支部の会員数は増加傾向にあり
ます。桑員支部では法務局桑名支局に会員の氏名、

BRANCH
OFFICE

支部だより

桑員支部　副支部長

四日市支部　支部長

柴 田 　 良 彦

佐 治 　 武 志
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また、支部の事業の都度、挨拶しなければならない
のですが、こればかりは何度経験しても慣れること
は無く、いまだに手が震えます。
　現在、三重県内では14条地図作成作業、地籍調査
事業が行われている地区がありますが、いよいよ四
日市市においても地籍調査事業がスタート（再
開？）するようです。今はまだ地区選定の段階のよ
うですが、実際事業が動き出し、調査士が携わるこ
とになるならば（十中八九そうなると思っています
が）地籍調査関連の研修を実施しようと考えていま
す。また、宅建業界からのお誘いによって所有者不
明土地への対応を四日市市と協議する機会を得まし
た。「隣地の所有者が亡くなっていて、相続登記も
されていない」「空き家になっているが登記名義人
の住所は変わっていない」調査士の皆様であれば、
一度ならず直面する問題だと思います。業務上安全
への配慮が必要ですが、当該問題への対応策につい
て建設的な協議となっていくよう努めたいと思いま
す。
　そして、今年こそは親睦事業を充実させるべく、
恒例の支部忘年会・新年会は継続しつつ、近年行わ
れなくなってしまっていた親睦旅行を必ずや企画し
実施しますので、なるべくたくさんの会員に参加頂
きたいと思います。
　至らぬ私ですが、優秀な支部役員の方々の協力を
頂き、任期を全うしたいと思いますので、今後とも
宜しくお願い致します。

　鈴鹿支部の活動報告としましては、２月16日に鈴
鹿市文化会館で（株）トプコンソキアポジショニン
グジャパンから講師を招きＧＮＳＳ測量の講習及び
実技講習を行いました。
　又、鈴鹿市役所内にて毎年恒例の無料登記相談会
を月１回の順番制で実施しており継続しています。
　６月28日には鈴鹿法務局と打合せ会を行い日々の
業務改善につながる有意義な打合せとなりました。
やはり、調査士側で考えていること、法務局側で考

えていることに多少のずれが生じており、コミュニ
ケーションを深めることでそれらに気付き、改善し
ていくものだと感じました。今後は、少なくとも毎
年１回は少人数での打合せ会を開催し、日々の業務
について法務局と連絡を緊密に取り、業務が円滑に
進められる様取り組みたいと考えています。
　今後の活動は完全オンライン申請時代に向けてオ
ンライン申請の研修を計画しています。
　最近の世の中では【自動化】、【省人化】の流れ
が顕著に見えるようになってきました。我々の業界
でもワンマン測量やドローン測量、オンライン登記
申請など技術の進歩が目まぐるしく、仕事をする環
境が日々変化し続けていると感じています。
　その反対に、時代が進んでも変わらないもの、そ
れは仕事に対する姿勢であったり、人と人との信頼
関係であったり大切にしなければいけないものがあ
ります。
　ＡＩ時代に生き残れる仕事、なくなる仕事という
話もあちこちで耳にしますが、時代の流れに取り残
されＡＩに仕事を奪われるのではなく、いかにそれ
らの最新器械や最新技術をうまく活用して使いこな
し、また、時代の流れで変わるもの変わらぬものを
見極めていくことがこれからの時代を生き抜いてい
く大切なことであると考えています。

　津支部副支部長の稲本大と申します。今回、支部
長よりBorderへの執筆を頼まれ、「どんな風に書
いたらいいですか？」と支部長に聞くと、「副支部
長の書きたいようにお好きにどうぞ。後ヨロシク」
と言われ困ってしまいましたが、とりあえず津支部
での活動状況を報告させていただきます。
　公嘱業務では、長岡町を中心とした14条地図作成
業務の２年目作業、および香良洲町、河芸町での地
籍調査業務が行われています。
　業務が重なる時期もあり掛け持ちをしていただき
ながら対応していますが、人数不足は何ともし難く、
津支部会員だけでは対応できないので近隣の支部だ

鈴鹿支部　支部長 北 嶋 　 紀 和

津支部　副支部長 稲 本 　 　 大
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けでなく四日市支部、鈴鹿支部、松阪支部、伊勢支
部等、大勢の皆様の応援や協力を受けて業務を行っ
ています。
　私自身は14条地図作成業務に班長として携わり３
年目になりますが、自身が過去に通常業務で行った
立会より、この３年間で立会した数のほうが遥かに
多く、個性的な地権者とも多々出会いながら貴重な
経験をさせていただいたと思っています。
　今後も津市では14条地図作成業務、地籍調査業務
は継続していくそうですので、皆様のご協力をよろ
しくお願いします。

　盆と正月にBorderが届けられる。ありがたいこ
とであります。
　『ゆっくりとみてもらいたい』が詰まっており、
広報厚生部の並々ならぬご尽力に感謝申し上げます。
もちろん毎回の寄稿者にも感謝申し上げます。
お盆ということで、普段あまり気にかけないことに
思いを馳せたいと思います。
　『メメント・モリ』って耳にしたことないでしょ
うか？
　ラテン語でありますが、『memento』は『想
う』、『mori』は『死』です。古代ローマ時代、
『今日の戦勝に浮かれるな、明日は死んでいるかも
わからない。気を緩めるな‼』という意味の戒めの
ことばだったのが、中世ヨーロッパにおいて、教会
内で日常挨拶として使われるようになったようであ
ります。
　直訳すると『あなたは死ぬことを忘れていません
か？』ですが、この挨拶に込められたメッセージは、
人には必ずいつか死が訪れるので、『今日を大切に
生きましょう、どうぞお大事に‼』で、『悔いのな
いよう、楽しく生きましょうね』と云っているよう
です。
　2005年スタンフォード大学の卒業式で、巣立って
いく若者に贈ったスティーブ・ジョブズのスピーチ
はまさに『メメント・モリ』で、すてきなメッセー

ジであります。（YouTubeでUPされています）
　３度目の支部だより、おかげさまで役員任期も残
すところ僅かとなりました。
『 暮れてなお　命のかぎり　蝉しぐれ 』
中曽根康弘元内閣総理大臣の名句であります。
　生かされていることに感謝し、人生の任期も悔い
のないよう全うしたいと思う、65回目の盆でありま
す。合掌

　早いもので津支部から松阪支部へ移りもうすぐ２
年です。
　そして開業からは15年が経ちました。

　皆さんはどうされていますか？ストレス解消。ス
トレスは感じない方だと自分では思っていましたが、

松阪支部　副支部長 川 北 　 健 司

伊賀支部 津 靴 駆 法 師
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どうもそうではないようで、ある症状で病院にかか
ったところストレスが原因だと診断されました。
　ONとOFFの使い分けが出来ない私は、ふと立ち
止まると仕事以外に何もないつまらない人間になっ
ているようです。まわりからは趣味を持ったほうが
よい。とよく言われます。
　考えてみれば、この先不老不死薬が発明されない
限りもう人生の半分は終わっているのかもしれませ
ん。
　確かにこのまま仕事ばかりで人生終わってはつま
らない気がしますし、なによりこのままでは仕事の
ストレスで心身ともにやられてしまいそうで
す。・・・で

　趣味を持つために一昨年バイクの免許をとり、ワ
インディングロードを走り抜ける自分を想像しバイ
クも２台購入しました。
　人から「趣味は？」と聞かれれば「バイクでツー
リング」と自信を持って答えたい。
ですが・・なんでしょう・・
　なるべく人と違うバイクに乗りたい・・（目立ち
たい）ということで不動車（旧車）を２台・・
　これで走って知らないバイカーたちの注目を浴び
たい・・・
　そう思いながらレストアの為バイクの知識もない
まま１台目を全分解です。結果、ひとつの大きなゴ
ミが、いくつもの細かいゴミになりました・・
　組み立てることなく完了です。訳がわかりません。
そして２台目、またもや全分解・・今度はなんとか

組み上げました。
　でも動きません・・レストアの文字もストレスに
見えます。そしてそのまま１年間・・
　粗大ゴミが増えストレスも増大した・・という話
でした。
　人から「趣味は？」と聞かれれば「粗大ゴミ収
集」と伏し目がちに答えています。

　伊勢支部長の鈴木です。昨年より一段と暑さが増
しているように感じる今日この頃、会員の皆様は体
調を崩されておられませんか。
　さて、支部長という立場となり１年少々経過しま
したが、こういった役員をお務めいただいた諸先輩
方、更には現在役員を務めておられる会員各位に改
めて敬意を表する今日この頃です。私は、支部の行
事等を一生懸命務めさせていただき、支局長や統括
登記官が代わられた津地方法務局伊勢支局となるべ
く良好な関係であるようにと奔走させていただいて
おります。
　と、堅い話はここまでとさせていただきます。１
年前の初原稿でネタに詰まり『伊勢うどん』のうん
ちく（諸説有）を少々述べさせていただきましたが、
第２弾にお付き合いください。この『伊勢うどん』
ですが少量の濃い出汁をかけて提供されますが、な
ぜ出汁が少量なのか？決して料理人がセコいからと
かではありません。

伊勢支部　支部長 鈴 木 　 勝 吉
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　伊勢神宮にお参りされる人々は全盛期には国民の
10人に１人もの参拝者の時代もあったそうです。そ
れほどの参拝者が訪れる門前町のファストフード
『伊勢うどん』は、どれだけの数が提供されたこと
でしょう。その『伊勢うどん』になみなみと出汁を
注いでいたら・・・。今はやりのラーメン屋さんじ
ゃないですが、午前中ももたずにお店は営業終了と
なったことでしょう。でも、それでは全国からお参
りくださる方々に失礼な話です。
　そんな諸事情を打破すべく創意工夫により誕生し
たのが『伊勢うどん』そのものだと思っております。
一部では、溜醤油文化のある現在の伊勢地域で農作
業の合間に手軽に食せることから定着したという説
もありますが、「おもてなし」の心の表れとして参
拝者への心遣いが『伊勢うどん』という形で今に繋
がっているのでしょう。
　まあ今回も諸説あるうんちく披露ですが、この裏
付けともいうべきものが讃岐うどんにもあります。
その名は『ぶっかけうどん』！こちらも金刀比羅宮
への多くの参拝者への配慮から生まれたものかもし
れませんね。などと他所の地域のことまで巻き込み
持論を展開しております。
　暑さ増すこの天候にもかかわらず、伊勢神宮はに
ぎわっております。皆様も是非お参りください。

　　山・川・海と楽しめる！紀北町に遊びにきてね。
日本有数の透明度を誇る銚子川で新種のヨコエビ発
見！「チョウシガワメリタヨコエビ」と名付けられ
ました。

　銚子川は、紀伊半島の自然の中を流れ熊野灘に注
ぐ、長さ18kmの川です。生活用水がほとんど流れ
込まないので、水が清んでいます。
　河口の水は『ゆらゆら帯』と呼ばれる川と海の両
方とも美しいからこそ見ることが出来る全国的にも
珍しい現象で、河口の水は上が真水、下が海水と２
層に分かれている。河口のどこにでもある現象であ
るけれど、どこでも見られるわけじゃない。大台ケ
原のある大台山系から流れ出る清流と熊野灘の海水
が出会い、お互いが混じり合うことなく分離してい
るのが観察できます。銚子川の高い透明度があって
初めて見ることが出来る希少な水域。

　その河口付近で新種のヨコエビが発見されました。
場所は紀北町ホームページの「銚子川で遊ぼう銚子
川魅力発見マップ」で検索してね。
　さらに！30年秋「ＮＨＫスペシャル　奇跡の清流
銚子川～見えないものが見える川～（仮）」が放送
されます。是非この機会に紀北町を発見！遊びにき
てな～

紀北支部 倉 本 　 和 之
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　熊野支部長の下岡です。現在の熊野支部の状況は、
平均年齢は67才と超高齢化であり、その危機感より、
今回、平成29年12月15日に初めて支部単独で三重県
立紀南高校の２年の生徒45名、当高校の教師５名を
対象に熊野支部、畑中伸章、下岡常也の両土地家屋
調査士による、出前授業を行いました。
　地図（公図）及び登記簿とは何かの説明から入り
土地家屋調査士の業務内容をわかりやすく説明し、
時折り笑いをとりながら、楽しく授業を進めていき
ました。

　生徒はもちろん先生でさえも、ほぼ全員が、土地
家屋調査士という言葉さえも初めて耳にすることを
聞き、その中の一人の先生においては、最近建物を
新築した際、司法書士ともう一人の先生で登記を行
なったと言われ、改めて土地家屋調査士の知名度の
低さに驚きました。

　さらに授業後半には、トータルステーションによ
る簡単な距離の測定を行い、土地家屋調査士の仕事
内容を少しでもわかってもらえたかと思います。
　また今年も熊野支部全員で、紀南高校や他所でも
出前授業ができれば良いと思っています。

熊野支部　支部長 下 岡 　 常 也
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実と発展に向けた政策と予算の実現のため、政治連
盟は本会・公嘱協会と三位一体の組織として積極的
に活動を継続してまいります。

　政治に関心があるなしに関わらず、我々は政治に
よる影響を受けずにはいられません。土地家屋調査
士制度の中で仕事をしている我々の今後の制度環境
の変化を考えるとき、土地家屋調査士制度を守れる
のは我々土地家屋調査士であり、一人ひとりの力を
結集することが重要と考えます。三重県土地家屋調
査士会で政治連盟に未入会の会員の方には、ぜひと
も入会して頂きますようお願いいたします。また、
当政治連盟会員の皆様には、今後とも政治連盟活動
へのより一層のご理解とご協力をよろしくお願いい
たします。

　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慶
び申し上げます。
　また、日頃から政治連盟の活動にご理解とご協力
を賜り、紙面上ではございますが、厚く御礼を申し
上げます。

　報道の頻度の高さから、国会の与野党の攻防は
「森友学園」「加計学園」に終始してきたかのよう
に感じてしまうのですが、各種の法案の審議も行わ
れており、我々土地家屋調査士の業務に関連の深い
「所有者不明土地の利用等に関する特別措置法」が
６月６日の参院本会議で可決成立しました。官公署
等における所有者不明土地の有効利用促進や地籍調
査及び登記所備付地図整備作業の円滑化を骨子とし
た特措法ですが、2020年までに制度改正により所有
者不明土地発生の抑制と所有者情報把握のための権
限・連携の強化も検討してゆくようです。

　また、2020年度から始まる第７次国土調査事業十
箇年計画の策定とあわせて国土調査法等の見直しも
予定されており、６月15日に閣議決定された「経済
財政運営と改革の基本方針2018～少子高齢化の克服
による持続的な成長戦略経路の実現～」いわゆる
“骨太の方針2018”では上記の制度改正の実現を目
指すとともに、変則的な登記の解消を図るための法
案提出と必要となる体制整備等を記述しており、不
動産登記法等が改正されるかもしれません。

　今の日本の少子高齢化の影響は、我々の日常業務
にも確実に影を落としてきており、今後も業務関連
の制度改正等が行われるものと思われます。
　政治連盟は今年も自由民主党に７月９日、新政み
えには７月26日に「平成31年度の予算・政策要望」
を行っております。
　我々の身に直にかかわる土地家屋調査士制度の充

POLITICAL

政連だより
会　長

三重県土地家屋調査士政治連盟

島  　 庄 平
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ロ30年前までは」「お
肌のたるみ、どうしよ
うもなく悩む日もある
けど」などと自虐を込
めながら鳥羽水族館や
ミキモト真珠島といっ
た観光スポットを舞台
に地元の魅力を歌いあ
げています。企画当初の心配をよそに、サイン入り
ＣＤをめぐるじゃんけん大会もあり、おおいに盛り
上がりました。
　２日目は研修会があり講師として三重大学大学院
工学研究科建築学専攻、三重大学地域圏防災・減災
研究センター　浅野　聡様の「未来の都市計画を探
る」と題した講演がありました。日本において都市
が飛鳥・奈良時代から既に誕生していたということ
や徳川家康の描く未来都市として（800年以上の歴
史と繁栄を願って）平安京（京都・天皇が住む都）
がモデルとされた事などが紹介されました。また、
江戸時代の都市計画が「四神相応」の思想（風水の
考え方）にもとづいていることや江戸が「の」の字
型の都市計画をすることにより都市の将来の拡大に
対応しようと考えていたことなどが熱っぽく語られ
ました。また、先生自身が２年前にNHKの「ブラ
タモリ」に三重県伊勢市・志摩市でのロケに出演し
たときのことを映像で流しながら裏話も交え、面白
く解説してくれました。
　未来の都市計画を探るという意味では近代都市計
画が果たした功績は大きいが「接続可能な社会」へ
と方針転換が必要であり、都市の郊外化を抑制して
中心市街地・歴史的市街地を活性化すべきであると
力説されました。そうした意味でもまちの個性・原
風景を再発見する「ブラタモリ」から学ぶことは大
きい。
　要するに『過去を知らずして未来は語れない』と
いうことで講演は終了しました。

　平成30年度中部ブロック公共嘱託登記土地家屋調
査士協会連絡協議会いわゆる中嘱連通常総会の当番
県が三重協会で、６月15日、16日の両日、ホテル志
摩スペイン村にて開催されました。
　１日目は午後２時から会長会と別に情報交換会が
あり、情報交換会では各協会としての強みや社会貢
献、また、各協会が行っている研修会についての情
報交換があり、三重協会は杉村理事が代表して発表
しました。その後、３時から伊藤会長の挨拶で総会
が始まり、三重協会の門脇議長のもと無事に第１部
が終了。休憩をはさみ、来賓を迎えての第２部、最
後に次回開催県の浦井副会長（福井協会）より来年
度は2019年６月14日、15日福井県あわら温泉にて開
催予定の挨拶があり閉会となりました。

　午後５時半から懇親会が始まり志摩市長　竹内千
尋様が歓迎の挨拶、美味しい料理や三重県の地酒を
いただきながら本場スペイン人ダンサーによるフラ
メンコを鑑賞そして、ついに「とばぁば」の登場。
「とばぁば」とは伊勢エビ風の赤い衣装に身を包ん
だ「えびりん」アワビの飾りが目立つ青い衣装の
「あわびこ」による２人組ユニットであり、それぞ
れ鳥羽市安楽島町の現役海女、出間リカさん（51）
と鈴木みゆきさん（59）が扮している。プロデュー
スは同市出身の歌手、鳥羽一郎さん。プロモーショ
ンビデオでは悪の組織「アカシ－オ」の戦闘員「ぷ
かぷかプランクト～ン」と戦う２人の姿が描かれて
いる。アップテンポの明るい曲調で「誰でもメロメ

PUBLIC

公嘱だより
公益社団法人　三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

八 幡 　 清 隆常任理事
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から提出されており、その説明と回答がされ、結果
として全ての議案が「賛成多数」で承認されていま
す。
　当職は議事進行を傍聴の立場でしたが、議長の賛
成の方は挙手をして下さい、間が非常に短く、挙手
多数により決議されましたとのコール、手の本数が
少なく「あれっ！」と、思いました。
　また、質問数等の多さは全国会長会議の決議内容
を連合会執行部が汲み入れてないと感じました。
　懇親会に於いては、上川法務大臣を始めとして多
数の国会議員にお越しいただきましたが、当県選出
の皆様と会うことが叶いませんでした。

　平成30年６月19日（火）・20日（水）の両日に東
京ドームホテル（会場地下１階・天空）に於いて定
時総会が開催され、当会からは正副会長の４名が出
席しました。18日の大阪府北部地震に由る欠席を除
き関係者皆様参加されています。被害の皆様に、お
見舞い申し上げます。
　ご本人のご都合により法務大臣表彰状授与者・野
呂幸保会員に代わり、表彰状を会長が受け取りまし
た。
　本年度は事前に78件に上る質問・要望が各単位会

岡田連合会長

総会会場『東京ドームホテル・天空』

会長と岡田連合会長

会長と棚橋泰文代議士（自民党）

会長と棚橋泰文代議士（自民党）

会長と原口一博元総務大臣（国民党）

報告
Report

副会長 濵田　眞行

連合会第75回定時総会のご報告
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　式典の部では、名古屋法務局長表彰式が行われま
した。
　三重会からは廣瀬良平会員、高田公隆会員、有竹
良行会員、森下健二会員が受賞し、当日は廣瀬良平
会員と高田公隆会員が賞状を受けられました。
受賞された皆様、おめでとうございます。
　総会終了後、懇親会が行われ、中部ブロックの他
会の方々と親交を深めることができ、また意見交換
もはずみ、大変意義深い懇親会になったと思います。
場所や規模が違えば考え方や運営の仕方も様々です。
他会の色々な情報は参考にも刺激にもなります。今
後ともこういう機会は必要であると感じました。
　来年度の中部ブロック協議会総会は三重会で行う
ことになっております。
　中部6県の方々が集結しますので、準備をしっか
りしていきましょう。

　７月６日（金）午後２時から富山第一ホテル（富
山県富山市）において中部ブロック協議会平成30年
度定時総会が開催され、出席致しました。

　ただ、当日は西日本の豪雨の日と重なり、ありと
あらゆる交通機関が運休となり、唯一の方法である
名古屋から東京経由での富山の往復となりました。
無事に行って帰ってこれただけでも運が良かったの
でしょう。
　交通機関の影響か遅れてきた方（私も含め）はい
たものの、無事総会は開催され、富山会会長挨拶、
中部ブロック協議会会長挨拶ののち、議事に移りま
した。
　報告事項ののち、審議事項に入り29年度決算、30
年度予算も決議され、無事議事は承認可決されまし
た。三重会からは、古尾副会長が日調連ゴルフ大会
の報告を、濵田副会長が測量・受験専門学校との連
携についての報告を、また私が活動方針として測
量・受験専門学校との連携について発表いたしまし
た。

受賞された高田公隆会員

総会の様子

報告
Report

広報厚生部 山本　幸司

中部ブロック協議会 平成30年度定時総会
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調査士が関与している状況でした。三重県は他会と
比べると若干遅れている状況でした。ただ、所有者
不明土地問題・空き家問題ともに土地家屋調査士が
どう関わればよいのか明確になっていない部分もあ
り、今後も調査士の専門性を活かした関わり方を模
索していくことが課題として挙げられました。
　③ＡＤＲと筆界特定の調査・研究ついては、主に
法務局との連携についての報告がありました。この
問題は、両制度を連携させることにより境界紛争を
効率的に解消することを目的として法務局側から要
請があったことに端を発する問題でありますが、互
いに情報を共有するには個人情報等の縛りもあり、
規則を改正する等の措置が必要であることを確認し
ました。
　初めて担当者会議に参加させていただきましたが、
思わぬ悪天候の影響で会議時間にも制約があり、
少々消化不良な会議でした。次回参加する機会があ
れば、もう少し内容の濃い報告ができると思います。
（これまで他県での会議に２回参加しましたが、そ
の２回ともＪＲが止まったり、バスが運休になった
りと交通機関に影響がでていることに気付きました。
決して私の責任ではないと思うのですが・・・。善
行を心がけるようにしたいと思います。）

　平成30年７月７日（土）、富山県・富山第一ホテ
ルにて標記の担当者会議に出席してきましたので以
下、報告いたします。
　前日の中部ブロック総会に引き続き、分科会とし
て開催されましたが、西日本を中心とする記録的大
雨で、交通機関の乱れを考慮して会議時間は１時間
に短縮されました。そのため、会議は議題について
深い議論をする時間的な余裕は全くなく、各会の現
状報告に留まりました。
　なお、当日の議題は、①所有者不明土地問題につ
いての研究、②空き家問題、狭あい道路解消につい
ての研究、③ＡＤＲと筆界特定についての調査・研
究でした。
　まず、①所有者不明土地問題については、各会と
も公嘱協会が開催する講演会に参加する程度で、本
格的な研究はこれからという現状でした。平成28年
２月に三重県でも講演された吉原祥子氏を講師とし
て招く会が多数ありました。独自にシンポジウムや
研修会を企画している会もありましたが、まだまだ
これからといった印象でした。
　次に、②の空き家問題ですが、各市町の協議会設
置の状況とその協議会に土地家屋調査士が参加して
いるかどうかの報告がありました。各会とも全体の
３分の１は協議会が設置されており、その約半数に

会議模様

報告
Report

企画社会事業部 林　　誠治

中部ブロック協議会 業務・社会事業担当者会議
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　教室へ戻っての測量計算につきましては、巻尺に
よる測量はヘロンの公式と直角三角形の面積計算、
光波測量は座標計算による面積計算をそれぞれ行い
ました。
　普段から手計算で学習している生徒さん達は、こ
ちらが殆どアドバイスすることなく時間内に計算を
終える事が出来て、その計算結果を基に陣取り合戦
の表彰を行い、無事終了となりました。
　今回、授業・屋外での測量実習・計算実習を終え
て生徒さん達が楽しんで取り組んでいる様子が伺え
たところと、後日送られてきた生徒さんからのアン
ケートからみて、土地家屋調査士の仕事への興味を
持って頂いた手応えを充分に感じることができまし
た。

　平成30年１月15日、津工業高校にて三重県土地家
屋調査士会広報厚生部による出前授業を行わせてい
ただきました。
　当日は晴天に恵まれ、教室内での座学→グランド
での測量実習→教室へ戻っての測量計算を滞りなく
終える事が出来ました。
　座学につきましては、桑員支部の小林弘仁会員に
よる「土地家屋調査士とはどの様な職種であるか」
と「資格取得について」を自作のレジュメとモニタ
ーを使用した講義をしていただきました。
　グランドでの測量実習につきましては、２チーム
各９名に分かれての測量を取り入れた陣取り合戦を
行いました。今回広報厚生部員と津支部の会員の人
たちにも実習指導員として参加頂き生徒さんと一緒
に巻き尺による測量と光波による測量実習を行いま
した。

報告
Report

広報厚生部 竹内　　寛

県立津工業高校出前授業

巻き尺による測量

教室内での座学

光波測量

教室内での測量計算
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真剣に聞いてもらえました。
　松阪支部から支部長、副支部長が参加いただき、
支部での出前授業の推進を検討いただけるとの話を
いただき、支部単位での出前授業が実現することの
現実味を感じ嬉しく思いました。
　地道ではありますが、こういう活動が未来の土地
家屋調査士を作っていくのだと実感しました。
　地元の新聞社である夕刊三重新聞社が取材にきて
いただき、松阪地方のみではありますが、土地家屋
調査士という活字がでることは大きな意義があるも
のと感じました。

伊勢工業高校は建築科というこで測量授業をあまり
行わない（１年生の間には行わない）ことです。そ
のためお約束の、つかみ「土地家屋調査士って知っ
ていますか？」の 問いかけにも無反応、全員が知
らない状態です。正直ほとんどの生徒が建築会社、
設計事務所方面に進むということもあり、真剣に聴
いている生徒は数名の印象です。そのようなアウェ
イ感漂う中での出前授業に意味はあるのか？と考え
がちですが、逆にそういうところにこそ広報活動と
して行っている意味があると思います。数名が興味

　平成29年12月15日、相可高校環境創造科１年生40
名を対象に出前授業を行いました。
　同校同科は測量士の資格取得において全国的にも
有名で、今年度も多数の測量士の合格を達成し、ま
た２年生、３年生においては全員が測量士補の資格
合格を果たしているという実績があります。進路は
約７割が公務員（国・県・市町）、進学は２割程度、
その他が一般企業という公務員志望の生徒が圧倒的
に多い科であります。
　まずは、いつも通り生徒たちに「土地家屋調査士
って知ってますか？聞いたことありますか？」と投
げかけると一人も知っている生徒はいません。これ
はいつも通りの反応ですので、これから知ってもら
えば良いのだとプラス思考に転換し、土地家屋調査
士のアピールをしてもらうために桑員支部の小林弘
仁会員に講師をバトンタッチし、１時限の講義をし
ていただきました。
　土地家屋調査士とはどんな仕事なのか、士業とは
どんなものがあり、どんな魅力があるのかを生徒に
わかりやすく説明。測量士補、測量士の資格と土地
家屋調査士の関連性とメリットを話いただき、多少
は理解してもらえたのではないかと思います。
　座学だけの講義でしたが、寝ている生徒もおらず、

　平成29年2月13日 伊勢工業高校の出前授業に行っ
てきました。
　建築課１年生40名に座学１限（50分）の講議です。
講師は桑員支部の小林弘仁先生にお願いしました。
小林先生はご存じの方も多いと思いますが、東京法
経学院 名古屋校で講師をされていてしゃべりはプ
ロです。先に行われた相可高校での座学講議も大盛
況でした。ただ、伊勢工業高校とその他出前授業に
出向いている相可高校、津工業高校、四日市中央工
業高校との間には、大きな違いがあります。それは、

広報厚生部

広報厚生部

山本　幸司

境　　幸一

相可高校出前授業

伊勢工業高校出前授業報告
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がでて、相談会を中止せざるを得ないのかと心配し
ながらの相談会でしたが、中止することもなく、た
くさんの相談者の方に来てもらうことができ、無事
に終わることができました。
　ご協力頂きました津地方法務局、林智則表示登記
専門官、倉田涼子登記官におかれましては、休日の
ところイベントにご協力頂きまして誠にありがとう
ございました。企画社会事業部の方々も１日登記相
談お疲れ様でした。
　本年の土地家屋調査士の日イベントである全国一
斉不動産表示登記無料相談会も大盛況にて終了する
ことができました。

　平成30年７月28日（土）、「土地家屋調査士の日
イベント」として三重県土地家屋調士会館にて「第
９回全国一斉不動産表示登記無料相談会」を開催い
たしました。当日は法務局職員の方にもご協力いた
だき、相談会は順調に行われました。
　本相談会の広報としましては、津市内自治会回覧
板でのチラシ回覧、広報「つ」への掲載、新聞折込
み広告、FM三重での広告等行いました。
　その効果もあり相談会には事前予約15組と当日５
組の来場、合わせて20組の相談がありました。
　当日の夜は、当地域がかつて見たことがない経路
の台風12号の直撃を予想されており、いつ暴風警報

報告
Report

広報厚生部 山本　幸司

第9回 全国一斉不動産表示登記無料相談会開催

登記相談の様子

を持ってくれて、土地家屋調査士って単語を覚えて
くれたら‥、あるいは将来思いだしてくれたら‥。
広報活動の成果だと思います。とは言いましても、
現場は毎回試行錯誤の連続で行っています。
　ＯＢの方、そうでない方も含め、また座学講師を
お願いに上がりますのでそのときは、よろしくお願
いします。たしかに緊張は強いられますが生徒から
のアンケートの回答は楽しみの１つです。「興味を
持ちました」とか「将来試験を受けます」とか、
中々大人を喜ばすやんテキな わかってくれる生徒
も居ますので。
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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。

新入会員紹介
new member

　
　本年の３月に三重県土地家屋調査士会に入会し、
津支部で活動させていただいております稲葉慎祐と
申します。20代の頃、冬場になるとスノーボードの
選手として雪山に篭るという生活をして過ごしてい
ました。30代を目前に自分の進路を考えた時、何か
資格取って自分で仕事をしようと思い、行政書士の
資格を取得し法務事務所に入りました。その事務所
が調査士を兼業しておりましたので、その時に調査
士という業務に初めて出会いました。
　５年程補助者として経験を積みました。５年間の
感想は調査士の業務は難しく、現場仕事はきつい。
正直大変だと思うことが多かったです。しかし、調
査士として開業させていただき数カ月が経ち、今思
うことは、５年間補助者として調査士業務の経験を
積ませていただいた事務所の方々への感謝の気持ち
と、補助者時代では味わうことの出来なかった責任
感とプレッシャーです。これから大変なことや嬉し
いこと色々なことがあると思いますが、精一杯頑張
りますので皆さま宜しくお願い致します。

　
　皆様はじめまして。　
　この度、平成30年１月22日に三重県土地家屋調査
士会に入会をさせていただきました千種誠と申しま
す。調査士として独り立ちをしたばかりですが、少
なからず仕事のご依頼をいただき、経験不足ながら
も、業務に奔走する日々を送らせていただいており
ます。今後は微力ではございますが三重県土地家屋
調査士会の活動にも可能な限り参加させていただき
たく、先輩方にはご指導のほどよろしくお願いいた
します。地域の皆様とのつながりを大切にしながら
親しみやすい土地家屋調査士であり続けることを目
標にこれからも業務に励む所存ですので、何卒よろ
しくお願い申し上げます。

①土地家屋調査士事務所で補助者をしていま

した。

②津市の地図作りに参加してみたかったからです。

③全て自分自身の責任で仕事をこなさなければ

ならないので大変ですがやる気も起こります。

設備費用等お金がたくさん掛かるので大変

です。

④YouTubeをくつろぎながら見ること。

⑤高校生の時、空手の全日本大会で優勝したこと。

⑥専門性の高い職種なので日々学ぶことを心が

けます。

①司法書士事務所の補助者

②周りの環境から調査士を目指しました。

③独立開業ということでやりがいがあります。

④ありません。

⑤探しておきます。

⑥親しみやすい調査士を目指します。

桑員支部

千 種 　 誠
津支部

稲 葉 　 慎 祐

アンケートの回答

アンケートの回答
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　いなべ市北勢町南中津原の自宅に、樹齢1000
年とも言われる榧の木（大榧と呼ばれていま
す）があります。
　員弁史に「まるで龍が雲を呑むかの如く樹形
をし、周囲約６m弱・高さ約９m、全盛期には
６俵の実が生った」と紹介されていますが、私
は測ったことがありません。
　榧の実は貴重な食糧とされ、父の子供のころ
は米よりも高く売れたそうです。
　現在は「かきもち」に入れたり、炒って酒の
つまみにすると、毎年あてにしている人もいま
す。
 

◆桑員支部◆

伊藤　　巧

大
榧（
オ
オ
ガ
ヤ
）と
寝
榧（
ネ
ガ
ヤ
）

リ
レ
ー
寄
稿

リレー寄稿

広場
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 　同じ南中津原、自宅から徒歩２～３分の所
には寝榧の木があります。
（これは、うちのではありません）
　員弁史に「３畝歩に６本あり、周囲約２mの
立木でなく、丁度大蛇の這う如く枝が伸びて
26mにも及んでいる不思議な樹形だ、５俵余り
の実を収穫する」とあります。
　この寝榧には関ヶ原の戦いに敗れた落武者が
隠れ住んでいたと語り継がれており、今でもザ
ンバラ髪のお侍さんが出てきそうな気配です。
　寝榧の実はうちのより大きいです。

（次号、リレー寄稿のバトンは、四日市支部へ渡ります。よろしくお願いします。）
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　温泉ソムリエの三杉です。
（三重県土地家屋調査士会　鈴鹿支部の三杉で
す）
　皆様、温泉はお好きですか？
今回は、私の温泉ソムリエとしての知識を少々、
ご紹介させていただこうと思います。「温泉」
と言うと、よく「どのような効果があるのか
な？」とお考えになるかと思います。
　温泉に行くと、よくこんな表示を見かけませ
んか？

　この様な表は「温泉分析書」と言って、その
温泉のプロフィールのようなものです。
　そして実は、昔「効能」と言っていた温泉効
果の事は、「効能」と言ってはいけない事にな
っています。実は「効能」と言うと、温泉の
「利用者全員に同じ効果が出ないといけない」
のですが、実際にそんなことは無いため、数年
前から「効能」は「適応症」と言い換えられて
います。さらに、写真の表にもありますが「適
応症」はさらに２種類にわかれています。
　１つは「一般的適応症」（神経痛、筋肉痛、
関節痛・・・）、もう１つは「泉質別適応症」
です。先の写真の表では、「当温泉固有の適応
症」（痛風、動脈硬化症、高血圧症・・・）と
書かれていますね。この２つは、何が違うので
しょうか？実は、「一般的適応症」に書かれて
いる内容は、「家庭のお風呂の入浴でも効果が
期待できる内容」なのです！ご存知でしたか？
簡単にお伝えすると「一般的適応症」の内容は、
お湯の質で得るものではなくて、お湯の「熱」
によって期待ができるもの等です。
　簡単にお伝えすると、「温熱効果」で期待が
出来るもの等とも言えます。なので、「普通の

温
泉
ソ
ム
リ
エ

◆鈴鹿支部◆

三杉　美仁

広場
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お風呂の入浴」も、とても身体に良いものなん
ですよ♪今お伝えした内容は、温浴施設の方で
も知らない方が多いみたいなので、皆様が温泉
に行った時に「泉質別適応症（当温泉固有の適
応症）」が書かれていなくても、ガッカリしな
いでください。皆様の、プチ雑学としてお役に
立てたら、嬉しく思います。
　次は、温泉ソムリエが温泉入浴時にお勧めし
ている「入浴五か条」をご紹介いたします。

いかがでしょうか？
　これらの五つは、温泉に楽しく、安全に入る
ためにも、ぜひご活用下さい。
　最後に、私が今「行きたい温泉（及び温泉
郷）」のご紹介をさせていただきます。

第１位　乳頭温泉郷　鶴の湯

　私は、ぜひ冬にこの景色を見に行きたいと考
えています。

第２位　月のうさぎ
　ここは、全室離れ・露天風呂付きという温泉
です。
　日本テレビの「一度は行ってみたい憧れの湯

宿ベスト20」でも、全国第一位に選ばれていた
みたいですね。

第３位　城崎温泉郷

　この城崎温泉郷は、実は凄く歴史がある温泉
郷です。イベント・湯・食べ物の面で、ぜひ行
ってみたい温泉郷です。

　もし皆様が「温泉旅行」をお考えでしたら、
ぜひこの３つを候補に入れてみてください。
　もしかしたら、お気に召すかもしれません。
　この情報が、皆様の何かの手助けになれば幸
いです。

写真：乳頭温泉郷HPより（http://www.tsurunoyu.com/）

写真：月のうさぎHPより（https://www.tsuki-u.com/stayplan.html）

写真：城崎温泉郷HPより（http://www.kinosaki-spa.gr.jp/）

その一　
　「入浴前後に1杯ずつの水を飲む！」
そのニ　
　「入浴前には、足先など心臓の遠くから順に十
　　分なかけ湯を！」
その三　
　「頭には濡れたタオルをのせる！」
その四　
　「一気に長湯せず、分割湯！」
その五　
　「疲労回復には、膝下の温冷交互浴が有効！」
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　平成21年に土地家屋調査士登録させていただ
き、あっという間に９年の月日が経ちました。
ふと当時の自分と今の自分を比べましたところ、
成長したと感じるところは何一つ無く、むしろ
劣化している部分ばかりが頭に浮かびます．．．
　基本的に理想は高いが消極的、安全第一で面
倒なことは避けたがり、かつ優柔不断。
　今年で40歳になりますが、漠然と結婚しない
となぁ．．．子供ほしいなぁ．．．
　そうなると、お嫁さん一生大切にできるのか
なぁ．．．子供育てられるのかなぁ．．．．
（溜息）と頭の中で妄想して、行き詰まってお
しまい。幾度とこの繰り返し。でも時間的に正
直焦る。逆に、生涯単身を貫くのも悪くない。
自分には家族を持つ人生は向いていないと割り
切ってしまおうと考えたり。
　そんな中、僕の人生の転機は突然訪れました。
昨年結婚でき、元気な女の子を授かり全て現実
のものとなりました。
　そんな幸せいっぱいの僕が、独身時代に培っ
た時間があるときに作っている料理の一部をご
紹介します。モットーは、【下味をしっかり付
ける】です。
※カロリー高めにつき、メタボ、健康志向の方
にはお勧めしません。
　家族ができた今、妻と娘のご機嫌も料理でカ
バーしていく所存です。ただし、妻を満足させ
るには、買い出しからキッチンの後片付けまで
がワンセットとなることを忘れてはいけません。
食後に有名店のケーキのひとつでも提供すれば、
なおよろしいかと．．．（笑）

（前川’sポイント）
この餃子は、皮の薄いもの。（市販の餃子の皮

趣
味
だ
っ
た
料
理
が
、
家
族
の
笑
顔
に

◆四日市支部◆

前川　賢直

広場
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は厚いので、ワンタンの皮を使用）
　豚ひき肉と野菜（キャベツ、ニラ、にんにく、
しょうが）のバランスは３：７の野菜（超みじ
ん切り）多め。下味は中華調味料とごま油で揉
み込みます。
　焼きは、ごま油。水は少なめ。たれは酢を多
めに。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（前川’sポイント）
　この焼飯は、鶏油（チーユ）で煽っています。
（ネットで購入。最近発見しました。オススメ
です。）なければ、豚ラード（市販のもの）
（鶏油発見まで、コレでした。）
　重要なのは、動物系油での調理です。植物系
の油だと、お店の味にはなりません。以前は、
中華調味料なる便利なものを使っていましたが、
何か違うなと食べる度感じました。
　最後に到達したのは、塩、胡椒、味の素、醤
油少々。

　　

（前川’sポイント）
右）ローストビーフ
下味段階で塩、胡椒、ハーブ、おろしにんにく
をしっかりすり込みます。ソースは、ロースト
ビーフソース（市販）でなく、あえてステーキ
ソース少々とマスタードで。

左）ガーリックトースト
ローストビーフによく合います。バター多めに
塗ってトーストします。
　　　　　　　　

（前川’sポイント）
イカ墨パスタ
アンチョビをやや多めに。玉ねぎのみじん切り
を仕上げに和えると食感良いです。隠し味に、
イカわたでコクを出す。
（前川’sポイント）
カルボナーラ
コンソメは隠し味程度にして、黒胡椒とチーズ
を多めにし、卵黄は手早く絡めています。

（前川’sポイント）　
明太子と大葉のパスタ
和風だしをあえて使用せず、隠し味にポン酢と
マヨネーズを絡めています。
（前川’sポイント）
ナポリタン
ホールトマトとタバスコ、にんにくを煮詰めて、
懐かしの味を出すためトマトケチャップで酸味
と甘みを調節しています。
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　これといった特技も趣味もない自分に投稿依
頼が来て…思い悩みましたが、何も出てこず…
自分のことを書くしかないと…

　志摩に住んでいたのですが、試験合格を機に、
何の経験も無いまま、伊勢で一軒家を借りて開
業。
　当初、一人住まいし業務をしてたのですが、
志摩から学校に通っていた長男が合流。
　仕事してると、起こすことを忘れたり、起こ
した後、学校に行ってるつもりが、寝てたり…
で、担任の先生から、目覚まし時計を貰ってき
たこともありました。

　真ん中の娘も伊勢の高校に来ることになった
ので、家内も伊勢に呼び寄せ、ケンカしながら
の二人三脚の開始。翌年からは下の息子も伊勢
に合流。

　夫婦お互い、一人暮らしの母親を志摩におい
て伊勢で生活してたのですが、家内の母親の入
院を機に娘と交代。今は、娘とケンカしながら
の二人三脚してます。

　開業して10数年になりますが、自分がこれま
で調査士でいれたのは、ある人のおかげです。
　何にも知らない自分に、キャドの使い方、測
量、調査のやり方、調査士の心構え、等々、い
ろんな事を教えてくれました。申請書等の様式
も全部いただき、今でもそれらを基本に書類を

お
か
げ
さ
ま
で
…

◆伊勢支部◆

小川　儀剛

広場
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作ってます。

　最初のころは、心配して四日市から、伊勢、
松阪はもちろん紀伊長島の現場まで来てくれた
こともありました。
　自分に時間があると、勉強させてもらいに行
き、現場、内業を見せてもらったり、自分の案
件を見てもらったり、愚痴を聞いてもらったり
…
　この人がいなければ、開業さえできなかった
と、しみじみ思います。

　伊勢の先輩にもいろいろ教えてもらいました。
「自分は先輩達に教えてもらってきたから、新
しく入った人に、自分が教えるのは、当たり
前」と言ってくれた人も。
　
　調査士としては、まだまだ半人前ですが、こ
れまでやってこれたのは、周りの人達のおかげ。
感謝してます。

　これは内緒ですが、慣れない仕事に引っ張り
込み、ケンカしながら仕事させたけれど、未だ
に別れると言わない家内にも感謝です。
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オンライン申請の基本

土地分筆登記編
広報厚生部　竹内　寛

広報キャラクター
「測っ虎」

ステップ１　まずは地積測量図をTIFF又はXML形式で作成します。

図面のファイル名や解像度などに規則があるので注意が必要じゃ。

あとは署名ツールで図面に電子署名をするのじゃ。
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ステップ2　登記申請書を作成します

まずはオンライン申請用総合ソフトをたちあげます。

ここで申請情報の入力をするのじゃ！

もし入力漏れがあってもチェック機能があるので安心じゃ。
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今日から始めよう！オンライン申請！

ステップ３　ここで図面と９３条報告書をファイル添付

します。

登録免許税も電子納付出来るし、もし補正があっても法務局へ出向くことなく

パソコンから図面の補正ができるから作業時間の短縮につながるのじゃ！

ステップ４　電子署名・データ送信して完了。
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静けさ。「キキキ、マママ」という幻聴。救急車
のサイレンの音が近づいて来た。やがて小さくな
り消えた。何も起こらない。背中を一条の汗が走
った。唇が渇き唾液が干からびてきた。机付近に
違和感。意を決した。前へ踏み出した。机まで５
ｍ。徐々に目が慣れてきた。衣服が擦れるような
音がした。嫌な予感。ふと机上に銃口のようなも
のが見えた。その瞬間。パーンという破裂音と煙
の臭いが一瞬にして事務所を覆った。気が付くと
その場にしゃがみこんでいた。右の頬を何かがか
すめたようだ。胃がキリキリしてきた。胸が波打
った。膝が震え出した。恐怖で身体が動かない。
失禁寸前だった。ありったけの声を絞り出した。
「誰だ！」。束の間。机の下から微かな笑い声。
次第に大きくなった。ふいに灯りが点いた。無人
の椅子が後ろに下がり、机上に一輪の向日葵（ひ
まわり）が顔を出した。娘に買ってあげた向日葵
のカチューシャ。その下から美優の顔が現れた。
「パパ。お誕生日おめでとう」。忘れていた。怖
気は一掃された。クラッカーの紙テープが自分の
頭に掛かっていることに気付いた。それを指で摘
まみ唇を尖らせた。美優はみずみずしい目でこち
らを見た後、照明のリモコンとクラッカーの本体
を机上に置いて歯を見せた。「よし帰ろう」と測
っ虎が言うと、ご機嫌のフラワーロックと化した
向日葵が何度も縦に揺れた。

　風が心地よかった。目に青葉。新緑の香り。街
路樹の枝が奏でる柔らかい音。調査士仲間の芳本
と夕飯を中華屋で済ませた測っ虎は残業をするた
め独りで事務所に戻った。入ってすぐ入口付近で
異変に気付いた。真っ暗で誰もいないはずの事務
所に異変を感じた。測っ虎は警戒して立ち止まり
五感を働かせた。空気の違和感。間違いない。こ
の部屋に何かが潜んでいる。灯りを点けないこと
にした。自分の事務所。それが有利だ。暗闇の中。
忍び足で壁を背に３歩前進した。掛時計の秒針の
音が聴こえるほどの静寂。心臓の音が相手に聴こ
えてしまう気がして不安になった。静かに息を飲
む。いったん書棚の影に身を隠す。潜んでいるの
は物盗りか？それとも殺人鬼か？一体何の目的で
ここに。恨まれるようなことをしていないか記憶
の扉を開いた。昨日、法務局の満員のエレベータ
ーの中で若い女性が放屁をし、皆が鬼のような形
相で必死に笑いを堪えていた際、測っ虎が思わず
吹き出したため、皆も天を仰いで水門を切ったよ
うに爆笑し、その空間が恥辱の箱と化したことが
あった。その事件のＡ級戦犯に制裁を加えるべく、
辱しめを受けた女性が玉砕覚悟で俺の首を狩りに
来たのではないか。昨年、神田先生の勲章受章祝
賀会の際、調査士仲間の山村の前で迂闊にも頭髪
に関する話をしてしまったことがあり、復讐の鬼
と化した山村が俺を蹴り殺しに来たのではないか。
小学生の頃、校長に「お前の目は腐った魚の目を
している」と言われた腹いせで、校長が大事に飼
っていた錦鯉を便器に流してやったことがあり、
それに憤慨した校長の末裔が仇討ちの輩と化し、
俺の魂（タマ）を獲りに来たのではないか。思考
を重ねるほど悲観的な感情に支配された。窓から
差し込むレーザーの刀のような淡い光。窓外で街
灯が点滅しているのが凶々しい。「13日の金曜
日」のジェイソンが今にも現れそうな水を打った

【狙撃のあと】
●松阪支部　市野 浩太郎

つぶ やき
TSU-BU-YA-KI
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会員の動き
平成30年７月26日現在 会員数266名　4法人

●入   会

●事務所住所変更

氏  名

松　林　秀　典 津 平成30年３月30日

退会年月日支部名

業務廃止

山　田　　　孝 伊　勢 平成30年６月19日 業務廃止

理 由

●退   会

氏  名

千　種　　　誠
（旧姓：市川） 桑　員 平成30年３月４日

変更年月日支部名

●氏 名 変 更

法 人 名
土地家屋調査士法人オークス
（法人番号）19-0004

中世古 光久
杉 村 伸 哉 平成30年６月20日

成立年月日社員

●法 人 登 録

氏  名

中　川　　　明 四日市 平成30年５月８日

退会年月日支部名

●訃   報

鈴鹿市肥田町346番地1 メイプルK A105

住     所

四日市市三栄町2番18号

事務所

変更年月日氏  名

北　嶋　紀　和

氏  名

市　川　　　誠 桑名市中央町一丁目30番地1

事    務    所 入会年月日

平成30年１月22日

稲　葉　慎　祐 津市安濃町田端上野874番地121 平成30年３月１日

藤　井　由　香 四日市市大字羽津戊746番地2 平成30年４月２日

平成30年１月10日

津市白塚町4926井　村　斉　吉 平成30年３月７日

伊賀市平野城北町8番地中　林　昭　治 平成30年４月１日

四日市市尾平町3511番地1前　川　賢　直 平成30年３月22日

鈴鹿市自由ヶ丘一丁目6番10号橋　本　栄　一 平成30年２月14日

津市東丸之内1番11号　サンロイヤル東丸之内202号佐　波　　　彰 平成30年７月18日

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。
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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82号

■発行日■
平成30年８月15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。また、表紙の写真も募集

しておりますので、会員のみなさまのご応募お

まちしております。

　暑い日が続いています。この原稿を書いていま

す朝７時の時点で30度越えです。７月23日には

熊谷で、最高気温41.1度を記録。５年ぶりの更新

だとか。このBORDERがお手元に届く頃には、さ

らに最高気温が更新されているかも。

　我が三重県もここ数週間、30度・35度越えの

日が続いています。どんなに暑くとも現場は待っ

てくれませんが、ムリは禁物です。ＴＶでは災害

級の暑さだと言っております、体調管理にはくれ

ぐれも気をつけてください。

　毎度毎度、忙しい時期に執筆依頼等をお願いし

ています。この場をお借りしまして御礼申し上げ

ます。ありがとうございました。

















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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