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藤堂高虎公

甲良（滋賀県）に生まれた高虎は、戦いのない時代を創るべく東奔西走し、慶
長13年（1608）に伊賀･伊勢安濃津32万3千石の大大名となりました。
高虎は、 津に入ると荒廃した町の再興に努めました。城を改築し、政治の要と
しての丸之内や 武家屋敷・町屋・商屋・寺町等を配し、町の発展を図るなど津の
まちづくりを行い、 現在の津の町の礎をつくりました。また全国各地のまちづく
りも手がけ、 まちづくりの名手として有名になりました。

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。

３．研

鑚

専門分野の知識と技術の向上を図る。
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は保管がされないため、会員事務所で適正に保管を
しておかないと、後々のトラブルにつながる可能性
が高いと思われます。
今年度の事業計画の重点課題として、会則・規則
等の遵守を掲げております。日調連の会則も変更さ
れ、新たに職務規程も制定されましたので、このこ
とも含め、定例研修会等で皆様にしっかりとお伝え
をしたいと考えております。しかし、今後の感染症
の拡大状況により、集合した研修が実施できない可
三重県土地家屋調査士会

古尾

圭一

会長

能性もあります。
現在の会務においては、少人数（10名程度）であ
れば、会館２階の大会議室で会議を行う事が可能で
すが、それ以上の人数が集まることは、密集した状

平素から会務の運営につきまして、多大なるご協

態となってしまうため不可能な状態です。

力を賜り本当にありがとうございます。

そこで、現在理事会においては、電子会議を活用

新型コロナウイルス感染症の影響により、業務に

しているところですが、このシステムを使用するこ

おいてもさまざまな影響が出てきている中、会とし

とにより、研修会のあり方にも応用できるかもしれ

ての舵取りを任されているという責任感に押しつぶ

ません。

されそうになりながらも、役員の皆様に支えられて、
何とか頑張っております。

今年は制度制定70周年を迎える年となりますが、

特に今年度の定時総会におきましては、土地家屋

日調連で予定をしていた70周年記念親睦ゴルフ大会

調査士法の一部改正に対応するために会則の改正が

も、残念ながら中止が決定しました。

必要となり、本来であればもっと丁寧にご説明をさ

日調連では「登記制度創造プロジェクト」として、

せていただかなければならない事は承知しておりま

全国の単位会で、今後の登記制度について検討をし

すが、皆様のご理解のもと無事にすべての議案にお

ていこう、という取組を考えています。三重会とし

いてご承認いただくことができました。

ては、今年度は特に70周年事業は行いませんが、次

会員の皆様にはあらためて感謝申し上げます。今

年度に向けて、全国の単位会とつながりながら、前

年度も気を引き締めて会務に取り組んでまいります。

向きに検討をしていきたいと考えています。

改正土地家屋調査士法に関しましては、日調連を

微力ながら会長として引き続き尽力したいと思い

はじめ、全国の土地家屋調査士会が対応できたこと

ますので、会員の皆様におかれましても何卒ご理解

から、今年の８月１日に施行されることが決定しま

ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたしま

した。このことにより、実際の私たちの業務に一番

す。

影響のあるものは除斥期間が７年と決められた事で
はないかと思います。これにより、懲戒の事由があ
ったときから７年が経過すれば懲戒手続を開始する
ことができなくなります。逆に言えば、７年間は会
員自身の保身が必要という事になります。すべての
会員が法律等を遵守して適正に業務をされていると
は思いますが、近年は資格者を狙ったクレーマーが
増えてきているという事実もあります。トラブルに
巻き込まれないためにも、最低７年間は資料等の保
管をされた方がよいと思います。特に調査士報告方
WEB会議用に自作したバックボード

式で使用した委任状等の原本については、法務局に
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するためには，オンライン登記申請が最も効果的で
ありますので，引き続き，オンライン登記申請を積
極的に活用していただきますようお願いいたします。
さて，本年８月１日には，土地家屋調査士法の一
部を改正する法律（令和元年法律第29号）が施行さ
れます。今回の改正は，土地家屋調査士の専門家と
しての使命を明らかにする規定（第１条）が設けら
れたり，社員が一人の土地家屋調査士法人の設立が
津地方法務局

中井

局長

可能になる（第39条等）など，近年の土地家屋調査

幸雄

士制度を取り巻く状況の変化に対応したものとなっ
ております。

本年４月１日付けの異動により，金沢地方法務局

会員の皆様方には，これまでと同様に，不動産の

から津地方法務局へ参りました。どうぞよろしくお

表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業

願いいたします。

務の専門家として，適正な表示登記制度の運営に御
協力いただくとともに，昨年度から取組を開始した

会員の皆様方には，日頃から，不動産の表示に関

表題部所有者不明土地の解消作業等におきましても，

する登記制度の中心的な担い手として，適正かつ真

より一層の御支援を賜りますようお願い申し上げま

摯な業務遂行を通じて，国民に信頼と安心を提供し

す。

ていただいていることに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

終わりに，三重県土地家屋調査士会の一層の充

滑な運営に格別の御理解と御協力をいただいており

実・発展と会員の皆様方のますますの御健勝，御活

ますことに厚く御礼申し上げます。

躍を祈念申し上げまして，御挨拶とさせていただき
ます。

本年度は，４月７日に政府による新型コロナウイ
ルス感染症緊急事態宣言が発出され，同月10日には
三重県独自の「感染拡大阻止緊急宣言」が出される
という，これまでに経験したことのない幕開けとな
りました。当局においても，在宅勤務の実施により
職員数を縮小して業務を行ったため，平時に比べて
事務処理に時間を要するなど，会員の皆様方に御迷
惑をお掛けしましたことを改めてお詫びしますとと
もに，御理解と御協力をいただいたことに深く感謝
申し上げます。
緊急事態宣言解除後は，その後の感染拡大状況等
を注視しつつ，必要な感染防止対策を講じた上で通
常の事務処理体制に復したところですが，今後，感
染拡大の第２波・第３波の到来も懸念される中で，
その時々の状況に応じて，法務局の業務継続を確保
していく必要があります。このような状況の中，新
型コロナウイルス感染症の感染を予防しつつ，当局
において事務の効率的かつ迅速な処理を今後も維持
3
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探索委員制度が創設され，所有者の探索の結果を登
記に反映させるための不動産登記法の特例が設けら
れました。
また，筆界特定手続につきましては，平成29年以
降，申請事件数が高水準で推移しており，この制度
に対する国民の期待の高さを示しています。さらに，
本年９月29日からは，地籍調査を行う地方公共団体
に一定の要件の下に，筆界特定の申請権限が付与さ
津地方法務局首席登記官（不動産登記担当）

伊藤

れ，更なる筆界特定事件の増加が見込まれます。

登志也

これらの新規・重要施策を円滑に推進していくた
めには，筆界調査委員あるいは所有者等探索委員と

本年４月１日付けの異動により，津地方法務局首

して，専門的知見と技術をお持ちの会員の皆様と法

席登記官（不動産登記担当）に着任しました伊藤で

務局の担当者との連携が不可欠と考えておりますの

す。どうぞよろしくお願いいたします。

で，引き続き御支援と御協力を賜りますようお願い
申し上げます。

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

最後になりましたが，貴会のますますの御発展と

げます。

会員の皆様の御健勝を祈念申し上げ，挨拶とさせて
いただきます。

今年は，新型コロナウイルス感染症の影響で，例
年とは違う対応を求められています。当局において
も，緊急事態宣言下に一時期，登記事件処理が遅延
しましたが，会員の皆様の御理解・御協力もあり，
宣言解除後早期に通常処理に戻すことができました。
とはいえ，これまで経験したことのない状況が続い
ていることから，新しい生活様式を心がけた感染の
防止と適切な業務運営のバランスを取って乗り切る
必要があると思っています。
昨年度は，「未来につなぐ相続登記シンポジウム
2019」にパネリストとして御参加いただくとともに，
多くの会員の皆様の御協力を賜りましたことに，改
めて御礼申し上げます。
残念ながら本年度は開催見送りとなりましたが，
次年度以降，復活開催される際には，御支援と御協
力をお願いします。
さて，昨年11月22日，表題部所有者不明土地の登
記及び管理の適正化に関する法律（令和元年法律第
15号）が施行され，登記官に所有者の探索のために
必要となる調査権限を付与するとともに，所有者等
B OR D ER vol.86 2020.8.15
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境界問題相談センターみえ センター長 三重弁護士会

渡邉

功

境界問題相談センターみえの運営委員長の渡邉で
す。
今年はコロナウイルスの関係で予定されていた
様々な研修が中止になり、センターで行う調停手続
きにもいくつかの影響がでました。
裁判所で行う調停手続きでも三密にならないよう
通常よりも広い部屋を使ったり換気に気をつけたり
とコロナ対策が行われております。
緊急事態宣言こそ解除されましたが今回のコロナ
ウイルスの問題は状況が落ち着くまでかなりの期間
がかかることが予測されており、今後の展開も予断
を許さない状況にあります。
センターとしても今後もクラスターを発生させる
ことなく、また事務を担う方々にも感染リスクを生
じさせないようにすべく種々の措置を講じていく必
要がありますが、一方でセンターの機能を止めるわ
けにもいきません。
今後はコロナウイルスとの対応を考慮しつつセン
ターを運営していくことになりますが、皆様のご協
力をお願いします。

5
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お慶び
四日市支部

た。ところが後に先輩方に事情をお伝えしお聞きし
ましたところ、そんなものでは補正にも却下にもな
らないと教えていただきました。やはり、無謀な開
業には試練があるものなんだなあと感じました。そ

池畑

の時初めて世の中というものを少しだけ知ったよう
な気がします。

信也

法務大臣表彰

平身低頭で謝罪をし、事なきを得たと思っていまし

しかしながら、良かったこともあります。それは、
その当時の菰野出張所の登記官の沢田さん、村上さ
んは、ベテランと新人の区別なく、相談に応じて頂
くことができました。そして、人の心も併せて教え
て頂くことができました。本当に有り難かったと記
憶しています。今になって思うことは、多くの方々

慶びのことば

に助けられ支えられてここまで来れたんだなあと。

開業34年目の今年、それは突然の連絡でした。予

そんなこんなで34年が経ちました。

期せぬ国からの贈り物に戸惑うばかりでした。その

私は開業当初にささやかな二つの目標を立てまし

時、私の脳裏に浮かんだのは、私が大臣表彰を頂い

た。一つ目は、依頼者に喜んで頂ける仕事をしよう。

てよいのだろうかという思いでした。

もう一つは、自分なりの努力と研鑽だけは何があっ
ても続けようと心に決めました。実際のところ、今

私の理想とする法律に強い土地家屋調査士の育成

まで続けてこれたかどうかはわかりませんが、自分

を目指して頑張ってきたことが評価されてのことな

なりに研鑽に励み努力をすれば、身についた知識が

のかどうなのか私には知る由もありません。ただ、

成長を支えてくれる原動力になると信じております。

順番だからといわれれば、少し肩の荷も下り楽に表
彰を頂くことができるのかも知れません。

これから後何年土地家屋調査士の第一線でやって
いけるのかわかりませんが、頑張っていきたいと思

何はともあれ、受賞理由を考えるより、会員各位

います。

の御尽力と御協力があればこそ頂くことができたも

これからも、どうかよろしくお願いします。

のと感謝する事のほうが先ではないかと考えており
ます。本当に有り難うございます。
私は昭和62年に実務を経験することもなく開業致
しました。試験に出題される程度のことは理解して
いましたが、実務上の特別な取扱いは全く知りませ
んでした。申請書を提出して何日経っても登記がで
きあがらず聞いてみると税通が添付されていないと
いうことで補正箱に鎮座していました。どうしてな
のかという思いとは裏腹に、その女性登記官の方に
B OR D ER vol.86 2020.8.15
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部会だより
sectional meeting

見学できるとあって、非常に楽しみにしていました。
原料を蒸煮し、種麹の植え付けした後、製麹して醪
となる工程までは日本酒と醤油との違いはあるもの
の、技術的には通じるものがあるように感じられま
した。

総務財務部

部長

野田

醤油の原料の大豆は分解して、旨味成分となり、

秀敏

小麦は分解してアルコール成分を含む芳醇な香りの
元となります。

総務財務部長の野田です。

醸造所の敷地内には、発生したアルコール成分が

さて、前回のBORDER 2020年１月号以降の内容

拡散して浮遊している為、建物の外壁は、アルコー

について、ご報告いたします。

ル成分を好むカビが付着して黒く変色することが

今年２月下旬から４箇月の期間は新型コロナによ

多々あります。建物に限らず、敷地内に常時駐車し

る感染拡大防止の観点から、予定していた会議や行

ている自動車も、頻繁に洗車しないと、カビが付着

事の中止が相次ぎ、土地家屋調査士法改正に伴う会

して、塗装面がザラザラとなり、黒く変色します。

則改正についての説明を行う筈であった３月14日の

昔の記憶が蘇り、気持ちも若返りました。（多分）

研修会も中止となり、５月の定時総会も少人数によ

ちなみに、河武醸造様は、見学されることを前提

る開催となった為、会務報告や議案についての直接

としているため、清掃が行き届いているように感じ

的な説明をご希望された会員の方々や表彰式出席予

られました。

定であった会員の方々対して、出席の機会が奪われ

話が脱線いたしましたので、本題に戻ります。原

てしまったことに対して、大変心苦しく思っていま

稿提出時の６月下旬の近況をご報告します。６月24

す。

日の理事会はWEB会議にて行われました。部会に

また、BORDERの原稿の依頼はあったものの、

ついては、総務財務部は、今のところ、会館に集合

コロナの話題ばかりでは、気持ちが暗くなるので、

して行っています。

コロナ以外の明るい話題でBORDERに載せるのに

尚、７月３日に行われる予定の中部ブロック定時

ふさわしい内容を考えるのに苦労しました。

総会についてはWEB会議にて行われることが決ま

今から思えば広報厚生部のご尽力により２月８日

っている為、事前の通信テストが６月26日に行われ

に開催された、河武醸造様の酒蔵見学の親睦旅行が、

ました。

コロナの影響を受けずに行われた最後の行事であっ

担当の福井会は、前例がない事態に対して大変ご

たような気がいたします。

苦労されていることと思いますが、この機会に他会

勤め人時代は、東三河の某醤油メーカーの工場勤

と連携して、問題解決に取り組んで参りたいと思い

務であった為、個人的には日本酒の醸造設備を直に

ます。

企画社会事業部 部長

葊森

貫氏

会員の皆様には、日頃より三重会の運営にご理解、
ご協力いただき御礼申し上げます。
企画社会事業部部長の津支部廣森貫氏です。どう
ぞよろしくお願い致します。
部長に就任いたしまして約１年が過ぎました。継
続事業、新たな事業等に対して、私なりに対応して
7
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会員の皆様の引き続きのご理解とご協力をよろし

まいりましたが、まだまだ至らない点があると思い

くお願いいたします。

ますので、残りの任期は、今まで以上に調査士の代
名詞「日々研鑽」で、頑張っていきたいと思います。
さて、皆様もご存じのように令和２年年明けから、
新型コロナによって社会生活が、大きく様変わりし
ました。今後、令和２年後半も、新型コロナ感染の
第２波に備えて細心の注意が必要となります。
新型コロナの影響を受け、企画社会事業部の事業
計画の進捗が大きく遅れ、様々な会議、シンポジウ
ム等の中止または延期となかなか活動ができません
でした。
そんな中、世間では在宅勤務テレワークが推奨さ
れ、新たな働き方改革が始まりました。
私どもも、試験的にWEB会議で対応いたしまし
た。

研修部

副部長

今後、様々な場面でSkypeやZoom等のアプリを

浅田

洋人

残暑お見舞い申し上げます。会員の皆様には、平

使用したWEB会議がより一層主流になっていくと

素から本会の運営・活動にご理解、ご協力いただき、

思います。

厚く御礼申し上げます。研修部に配属され、４年目

企画社会事業部でもメリット、デメリットを考え

を迎えることになりました桑員支部の浅田洋人です。

積極的に採用していきたいです。

新型コロナウィルス感染症の流行という過去にな

また、企画社会事業部の事業計画企画部門１「津
地方法務局の連携」として法調実務打合会を実施し、

い事態に陥り、令和元年度第４回定例研修会も中止

令和元年11月から始まりましたオンライン申請「調

となってしまいました。研修部では、新しい生活ス

査士報告方式」について、新たに就任された総括表

タイルということでＷＥＢでの研修であったり、Ｄ

示登記専門官

ＶＤの配布であったりといろいろ意見を出し合って

萩尾主和氏と協議いたしました。

いる所です。

「調査士報告方式」は、調査士にとって利点がか

ただ、やはり研修ということであれば、講師の方

なり大きいと思いますので、会員の皆様に活用をお

の顔を直接見ながら、お話を聞きたいなと思います。

勧めいたします。

一刻も早く新型コロナウィルスが終息することを願

企画社会事業部としても最適に活用できるよう津

います。

法務局と協議していきたいと考えております。

さて、今後の研修部の活動についてご報告させて

社会事業部門３「無料登記相談会の継続実施」に
ついては、無料相談会の予約状況を踏まえ、一時中

いただきます。

止していました月２回の相談会を、新型コロナ感染

○定例研修会の開催

対策をし再開いたしました。
相談員として参加していただいている会員の方々
には、厚く御礼申し上げます。

第２回

９月12日（土）

第３回

11月28日（土）

第４回

２月13日（土）

毎年恒例の、全国一斉不動産表示登記無料相談会

集合研修が実施できるかどうかもわかりませんが、

を津地方法務局から２名の登記官をお招きして実施

会員の皆様に興味深く有意義な研修となるように考

予定です。

えています。こんな先生の話を聞きたいとか、こん
な研修の内容がいいとか意見がありましたら、よろ

このように厳しい社会情勢の中、少しずつ事業計

しくお願いします。

画を進めていく所存でございます。
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前授業は、各学校のご意見を伺いながらとなります

○新人研修会の実施

が、行う予定です。会長杯ゴルフコンペは10月頃に

連合会の新人研修会、中部ブロックの新人研修会、

開催予定です。

三重会の新人研修会とありますが、三重会としては

また親睦事業は紅葉の時期に計画をしております。

新人の方（特に補助者等未経験の方）の将来の一助
になれるような研修をと考えています。

いずれも、コロナウイルスの感染の様子を見ながら

○他会の研修会への参加

となります。何とか収束して欲しいものです。
最後になりますが、測っ虎のぬいぐるみを作製し

積極的に他会で行われている研修会等に参加し、

ましたのでご希望の方はご購入ください。

さまざまな内容の研修を企画できるようにしていき

また、今後も会報「ボーダー」の寄稿、各支部、

たいと思います。

会員の方の広報活動へのご協力を宜しくお願いいた

今後、コロナと共存する生活の中、いろいろ大変

します。

だと思いますが、できることを進めていきたいと思
います。会員の皆様には、より一層のご協力を賜り
たくよろしくお願いします。

広報厚生部

部長

岡本

博人

広報厚生部長の岡本です。平素は広報活動に会員
の皆様のご協力をいただきまして有難うございます。
約１年間部長として会務を務めさせていただきまし
た。
コロナウイルス感染拡大により、執行部並びに部
の活動もかなり様変わりしております。これからは
広報活動WITHコロナで頑張りたいと思います。
さて、広報厚生部の活動でございますが、今年の
1月27日に津工業高校で出前授業を行いました。雨
天のため初の屋内実習となりました。２月８日には
親睦事業として酒蔵見学を行いました。おいしい地
酒で酔われた方も大勢見えました。多数のご参加有
難うございました。
今後の予定でございますが、例年行われている出
9
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支部だより
branch office

四日市支部 副支部長

中村

行彦

副支部長２年目の中村です。年末の忘年会、年が
開け新年会と毎年恒例の行事が終わり、これから新
桑員支部

支部長

伊藤

しい年の支部活動をやって行こうとしていた矢先の、

巧

新型コロナウイルス直撃！
四日市支部は４月初旬に支部総会を予定していた

桑員支部の活動報告です。

ため、一度は延期、状況はよくならず、再度支部会

２月１日司法書士会桑名支部と合同新年会を開催

員への確認を行い、最終的には委任状出席にて、支

しました。

部役員で支部総会を行いました。この間、今まで全

３月６日支部研修会を桑名法務局から講師を招き

く未経験のことで、どうなっていくのかも全く分か

「調査士報告方式」について行い、他支部も含め多

らない中で、支部長を中心にして、支部総会をはじ

くの会員に参加していただきました。会員からの要

め支部活動を決定していくのは大変難しいものがあ

望で「地図訂正申出を調査士報告方式で使用できる

りました。この原稿は７月初旬に書いており、現在

様」という件については、本局から法務省に照会し

新型コロナウイルスの終息は見えず、コロナウイル

ていただくことになりました。研修会終了後は「国

スと上手に付き合っていくしかないような状況にあ

家公務員との接触について」を厳守のうえ懇親会も

ります。社会やこの業界、また当事務所へどれだけ

開催し、親睦を深めました。

影響が出てくるか全く分からず、これを機に生活習

４月17日に支部定時総会を開催する予定で準備し

慣が大きく変わり、仕事のやり方も大きく変化して

ていましたが、新型コロナウイルス感染症緊急事態

行くのにも付いていけるのかな？と不安は尽きませ

宣言（三重県は感染拡大阻止緊急宣言）の発令があ

んが、そんなことばかりも言っておれません。

り、会場の使用も困難になり急遽「書面議決」に変

今年もさまざまな支部活動があり、状況を見なが

更しました。

らにはなりますが、前を向いて支部活動を進めて行

新型コロナウイルスの影響でいなべ市、桑名市に

きたいと思います。こういう時だからこそ支部会員

て開催の無料相談会などは中止になりました。ソフ

の皆様の協力が不可欠であり、支部会員の皆様とと

トボールも多度町、桑名市の大会中止、グランドの

もに取り組んでいければと思っています。また、四

利用も禁止されたため月１回の練習もできません。

日市市で本格的になってきます地籍調査事業は、私

何かにつけて辛抱です。

個人的には調査士が協力して行きたいと考えますが、
それを踏まえた研修や広報活動も考えております。

６月に全国的に活動自粛解除があったあと、支部
B OR D ER vol.86 2020.8.15
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会員数名での懇親会が四日市の居酒屋であり、参加

５月より３年ぶりに体を酷使したため、腰肩肘に

させていただきました。私自身は自粛期間中、学生

支障をきたし、特に右肘はテニスエルボになり激痛

時代の友人とリモート飲み会はありましたが、店に

が走っているため毎週整体通いです。６月は毎週コ

出向いてお酒を飲む機会は久しぶりでした。やっぱ

ースに出て、７月は本格的な梅雨のシーズン、コー

り、気の知れた調査士仲間と顔を突き合わせ、いろ

スに出ることは控えておりますが、早く梅雨が明け

んな話をして飲むお酒は格別でした。これも自粛期

ないかな？と子供みたいな気持ちで心待ちにしてお

間があったからこそ一段と楽しかったもので、こん

ります。

な時期にでも小さな喜びを見つけられた瞬間でした。

もちろん、この状況が長く続くと経営的にも困り

とりあえず笑顔を忘れずに前向きにと考えており

ますが、コロナが収束していきなり仕事が忙しくな

ますので、会員の皆様でがんばっていきましょう！

ることも気と体が困るため、ほどほどの回復を願い
ゴルフで久しぶりに80台を出せるように精を出して

鈴鹿支部

支部長

野呂

練習を続けます。

幸伸

〈トカラ馬〉体が小さく体高は約120㌢程の非常に
おとなしい、木曽駒と違う生体のようです。指宿カ

昨年12月頃から中国で騒がれていたコロナ騒動は、

ントリーの入り口で撮影。3月に妻に内緒でゴルフ

年初めに日本に飛来し、いまだ渦を巻いております。

仲間と行きました。家に帰ったらこっぴどく叱られ

厄介なご時世、会員の皆様はお仕事の受託対策はど

ました。コロナ禍の最中に当然のことですが・・・。

のようにされておりますでしょうか？
当支部では昨年度に延期しておりました研修会を
７月に開くことを計画しましたが、鈴鹿市内の公共
施設では15人以上の集会については自粛していただ
いているとの事で、会場を借りる事が出来ない為、
再度延期とさせていただきました。開催できるよう
になりましたら近隣支部へのお声がけを行いますの
で暫くお待ちください。
今年度の計画は、７月末の支部執行部会で再度練
り直しますが、研修会、旅行等の人が密集する事は
避けるべきなのでしょうか？自粛、不景気、借入と
暗い話が続いている時期になっておりますが、私と
しては逆に暇を吉として考えております。昨年まで

津支部

は、従業員が帰った事務所で午前様は当たり前、土、

稲葉

慎祐

津支部で登録させていただいております稲葉慎祐

日曜日は当然仕事の仕事人間でした。３年前には不

と申します。

摂生のおかげで脳卒中になり４週間ほど入院しまし
た。そんな経験から、コロナ禍を吉として心と体を

私が土地家屋調査士の業界で仕事を始めて、補助

休めるため、大好きなゴルフを真剣に打ち込めるこ

者の時代も含めると８年目となりました。この業界

とが出来ております。妻からは、毎週練習に行く、

に入るまでは殆ど目にすることのなかった和紙図や

週末はゴルフ場、当然家には帰らない生活を送って

建物図面に触れる事となり、その様な図面を見るこ

いるため、毎月曜日の朝は嫌味ばかり言われており

とも日常の一部となった様な気がします。だからな

ます。（内容：ゴルフ行くならその分の金をよこせ。

のかは判りませんが、以前は気にも留めなかった古

ちなみに妻の職業は公務員、庁内ではおとなしい係

い建物や史跡などに興味を持つようになりました。
そういったものを目にすると、いつ頃建築された

長で通っているようです。）
11
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建物なのか？構造は何だろうか？この建物にはどん

くれる明合古墳に一度来ていただければと思います。

な歴史があるのだろうかと考えて、想像が膨らみま

これからも地元安濃町で土地家屋調査士として頑
張っていきますので何卒宜しくお願い致します。

す。

ところで、私の事務所がある津市安濃町の田端上
野には、全国的にも珍しい古墳があります。

伊賀支部

明合古墳といいます。古墳時代中期の５世紀前半

支部長

中井

洸一

令和２年１月22日（水）津地方法務局伊賀支局に

頃の築造と推定され、築造当時としては安濃川流域

おいて令和元年度の支部研修会を開催しました。

で最大級の首長墓だったらしく、規模・墳形の点で

今年度の研修内容は、まず第１部として電子（オ

当時の政治的背景を考察するうえで重要視される古

ンライン）申請における「調査士方式」について、

墳だそうです。

第２部では、伊賀地域における官民境界査定業務の
現状と課題を、約２時間30分にわたり研鑽しました。
講師に伊賀支局統括登記官

河村朋幸氏、第２部

の講師に三重県伊賀建設事務所管理課 山口和睦 伊
賀市農村整備課 山本浩二の両氏にお願いしました。
河村登記官からは昨年10月31日に伊賀支局で開催
された説明会に関しての周知が不足していて、参加
会員が非常に少なく、再度伊賀支部研修会として取
り上げることで、法務局・支部双方の思いが一致し
たこと。内容に関してはこの度の「調査士方式」の
導入により、さらなるオンライン化の進捗を図る要

フェンスで囲まれた中には桜の木が何本も植えら

請などを中心に説明されました。

れていて、春には美しい花を咲かせて見事な景色を
見せてくれます。夏になると葉桜の緑が目に優しく、

その後の第２部では、三重県伊賀建設事務所から

とても風情を感じさせてくれますが、秋には葉が散

２名、伊賀市役所から企画管理課、農村整備課合わ

って少し寂しくなります。そして冬に入り少し雪が

せて６名、名張市役所から用地対策室、維持管理室、

積もったときなどは、また息をのむような白一色の

農林資源室合わせて８名、支部会員18名の総勢33名

姿が目を惹き付けます。私が子供の頃は、よくこの

と多くの参加者で、２階会議室に入りきれないほど

古墳に行って遊んでいました。近くには大きい公園

のにぎやかな研修会となりました。

や運動施設もあり、休日には家族で賑わう光景を目

伊賀市、名張市とも三重県が作成した立会いマニ

にします。歴史の重みと自然の美しさを感じさせて

ュアルを基本にして日常業務を行っていますが、土
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地の性格上様々な事例があり、特殊な例を会員から

は終わりを迎えたような気がします。（※個人の意

事前に提出された案件を、担当者から説明を受け、

見です。）
そして今回は美杉の方へバイクキャンプに行って

会員からはそれぞれ質問・意見など、お互いに意見

きました。

交換を行いました。
日頃お世話になっている県や市の担当者の皆さん
と和やかな中にも、中身の濃い研修となりました。
伊賀地域で立会い時における役所との考え方の相
違など、この研修会を通じて情報共有できたことに
非常に意義があったと確信しています。
そして、研修終了後は登記官、市役所担当者、会
員相互の親睦も兼ねての懇親会を、ヒルホテルサン
ピア伊賀にて、新年懇親会と題して開催しました。
終始和やかかつ盛況で、時の経つのを忘れて、伊
賀の美酒に酔いしれた１日となりました。
法務局登記官や市役所職員と酒杯を交わす懇親会
は、私の記憶からは遠く過去の思い出になりつつあ

しかし自然の中はやっぱり気持ちよく開放的です

りましたが、今回の企画を通してこれからもぜひ続

ね。自然の中では小さいことは気にならなくなりま

けていくことが、我々の業務の円滑化に大きく寄与

す。人間の器が大きくなった気がします。男飯はフ

することを確信した研修会になりました。

ライパンにカマンベールの丸焼きとベーコンの塊で
す。少々チーズにビニールがついていてもお構いな
しに豪快にそのまま焼きます。焚き火に集ってくる
カメムシのにおいにさえ寛容な気持ちになれるのは
なぜでしょう。

松阪支部

副支部長

川北

健司

松阪副支部長の川北です。まだまだ若いと思いつ
あいにくこの日は夜から雨が降り出し、満天の星

つ年齢も50を越えてしまいました。
最近はどうも健康を気にするようになり、30年吸

空をみることはできませんでしたが、朝方寝袋の中

っていたタバコも２ヶ月まえにぷっつりとやめまし

からテントを見上げると、天井からつたって流れる

た。そして夜のインドアの遊びを昼のアウトドアの

雨がまるで流れ星のようでした。自然はまた人をロ

遊びに変え、健康的に過ごしております。

マンチストにもさせるようです。

まあ、健全な遊びをするようになったら人として

今、テントの中の私は健全で心の広い「NEO

はスタートラインに立った気がしますが、男として

私」に生まれ変わったのです。
13
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役員のみ（支部長含め４名）の出席（欠席者全員委

このような大きな心で仕事もこなしていければス

任状）にて支部総会を開催しました。しかし、この

トレスも感じないでしょう。

ような状況は２度と起こらないことを願ってやみま

自然の力って凄いなぁとテントの中でぼおーっと

せん。

考えながら、ジーパンに飛び跳ねた小さな油のシミ

広報誌において、明るい話題が踊り辛い状況でし

が落ちるのかすごく気になっていたのでした。

ょうが、更なる感染防止に細心の注意を払いながら、
伊勢支部

支部長

鈴木

頑張らなくてもいいですから、公私に関わらず皆さ

勝吉

ん笑顔で過ごしていきましょう。ちなみに、私は３
月に孫が生まれニヤニヤが止まりません。
最後に、６月の初旬に家内と伊勢神宮外宮内宮を

【 新型コロナウイルス COVID−19 】
このタイトルに翻弄されている令和２年度のスタ

お参りしてきました。参拝者はほぼ居ませんから、

ートですが、会員の皆様はいかがお過ごしでしょう

順番待ちなどすること無くお参りできました。おか

か。幸い会員並びに関係者の方々からは陽性の報は

げで何十年ぶりにそれぞれの正宮別宮全てにお参り

届いていないと存じ、胸をなでおろしております。

させていただきました。

伊勢支部の６市町は、三重会唯一他県と接してい

機会が有れば皆さんもお参りください。ただし、

ないという特異な地域ですが、観光により成り立つ

半日以上を要しますし、参拝者も増えてきましたか

この地域では、施設の営業自粛等の影響により来訪

ら、全宮１日でのお参りはチョッと難しいかもしれ

者はほぼなく、近鉄もJRも全列車回送かと見紛う

ませんね。でも、お昼は伊勢うどんを食していただ

ほど乗客の姿は確認出来ない有り様でした。あの観

くよう行程を調整し、体調を整えてお参りいただき、

光特急【しまかぜ】でさえ回送？と感じるくらいで

笑顔になっていただけたら嬉しいです。

したからね。観光バスにいたっては１台たりとも見
かけません。
こうした要因から、伊勢神宮周辺も閑散どころか
ゴーストタウンと見紛うほどで、ほぼ全店営業しま
せんから『シャッター商店街』ならぬ『木戸横丁』
とでも形容されそうな雰囲気でした。
余談ではありますが、そうした光景をバックに
「父の敵！」と刃物を振り上げる仇討の母娘や、背
中合わせから３歩進み振り向きざまに銃を打ち合う
ガンマンの決闘も無かったようです。（そんな奴は、
おらんやろ！）

伊勢神宮内宮

正宮

伊勢神宮外宮

正宮

伊勢支部においては、例年通りリゾートホテルで
の支部総会を予定しておりましたが、３月中旬に新
型コロナウイルス感染防止の気運の高まりにより、
ホテルでの開催は如何なものか？との指摘からキャ
ンセル！代替会場として官公署管理施設を確保する
も、４月中旬に伊勢支部管内官公署管理施設使用不
可の通知により、こちらもキャンセル！これを受け
支部役員において非常事態との認識を共有し、書面
決裁による支部総会を計画するも、規則に無い形式
での開催はNGとの指摘から挫折！最終的に、支部
B OR D ER vol.86 2020.8.15
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紀北支部

１.

支部長

倉本

和之

調査に至る経過

令和２年６月１日現地調査測量において、当該水
準点を撤去するにあたり文化財としての取り扱いに
ついて、当該水準点が国、県指定文化財でないこと
を確認し、近代以降に設置された水準点であると思
われたことから各機関確認の上、当該水準点の撤去
後の標石について保存管理し、その記録を作成した。

２.

調査の結果

名称

図１

水準点

所在地

（国土地理院（１：25000）に加筆作成）

三重県北牟婁郡紀北町長島

法量

縦14cm、横14cm、確認高19cm

材質

花崗岩

水準点設置位置図

概要
紀伊長島の町内、県道516号長島港線の東側に設
置されている近代の石造物である。方形の柱石の上
部に直径７cm、高さ２cmの半円形の突起部（球分
体）が立ち上がる。方形柱石の側面道路側には「水
準

港」、家屋側には「三重」の文字が見える。
これらの特徴から、当該石柱は水準点であると判

断される。球分体の上部は扁平で、平坦である。こ
の球分体の上部は設置後の摩耗によって平坦となっ
たのか、設置当初から平坦であったのかは不明であ
図２

るが、上部が欠損したようには見受けられない。石

水準点設置状況（南東から）

▲ここ

材は花崗岩と思われる。紀年銘は認められず、設置
の年代は不明である。

３.

評価

我が国における近代測量は、明治政府の工部省、
内務省、参謀本部陸軍部測量局による測量に始まり、
戦後は現在の国土地理院へ引き継がれる。また、府
県による測量も実施され、その際、基準点や水準点
が設置されたとされる。また、紀北町長島は一等水
準網が国道42号線沿いに敷設されており、長島卜ン
ネル部分はこれを迂回する形で長島町内長楽寺前に
図３

一等水準点が設置されている。
15
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本水準点は、 現在の測量法施行規則が定める永
久標識の二等・三等水準点標石（15cm真角）の柱
石よりも一回り小さい。また、後背に「三璽」の文
字が見えることから三重県が独自に設置したものと
考えられる。一方、石材は花樹岩を使用しており、
これは明治29年以降に国が設置した水準点標石が小
豆島産の花岡岩を使用したことに倣ったものである
可能性がある。
また、 設置の年代と目的は不明であるものの
「港」の文字が判読できることから、県道長島港線
もしくは長島港の修築にかかる水準点である可能性
がある。三重県においては、長島港は近世以来の重
要港であり、近代においても鉄道開通までは定期船
の就航港であったことなどを踏まえれば、三重県が
その重要性から独自に測量を行い設置したものであ
図４

る可能性が見出せる。

長島町地図

（大日本帝国陸地測量部明治44年測図）

明治44年測図の大日本帝国陸地測量図をみると、
長嶋トンネル施工以前の現地の状況が観察される。
これによると、長島町を通過する熊野街道は集落
内を通過しており、その経路は近世の経路を踏襲し
ている状況が看取される。
また、この時点ですでに１等水準点の標示が現在
と同位置に見られる。一方、現在の県道長島港線は
末だ敷設されておらず、砂浜の状況が見て取れる。
明治32年出版の田山花袋の旅行記『南船北馬』には、
長島の沖に蒸気船が停泊し、そこまで孵で渡る描写
があり、これと一致する。
以上から、本水準点は大正年間以降に設置された
ものとみて良いだろう。
ただ、いずれにしても、こうした近代における測
量事業、とりわけ、地方自治体が実施した測量事業
については、士木史からの研究は必ずしも進んでお
らず、現段階において、本水準点の文化財としての
価値を評価することは困難とせざるを得ない。

図５
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水準点実測図（１：４）

熊野支部

支部長

畑中

そして、土地家屋調査士の知識の向上を目指し、

伸章

昨年度同様、ビデオ研修会を進めていきます。どこ
までできるかは分かりませんが、できることをコツ

熊野支部は県内でも最南端の支部であり、県内の

コツやるしかないですね。会員の皆様、何か良きア

何処よりも辺鄙な場所ではありますが、支部会員全

ドバイスがあれば、お知らせください。お待ちして

員が紳士であり、お互いの意思疎通がなされており、

おります。

会員同士の結束が高い支部だと自負しております。
会員一丸となって励んだ結果、昨年度の行事計画
については、ほとんど実行できました。しかしなが
ら、支部会員の減少が進んでおります。
地域では、土地家屋調査士という職業の認知度が、
ほかの士業より低いと感じます。田舎である故、職
業の選択が少ないのは当然あり、だからこそ土地家
屋調査士という資格を職業の選択肢の一つとして若
者に挑戦していただけるよう、土地家屋調査士の認
知度を上げる宣伝を行っていきたいと考えておりま
す。
その一つとして、二年前に行った地元高校への出
前授業をもう一度行いたいと考えております。加え
て、毎年恒例となっている五士会による無料相談会
も予定しております。
出前授業につきましては、現在コロナの影響で高
校も大変な時期を迎えています。時期を見ながら、
高校への接触を試みたいと考えております。
また、一般向けに転職希望される方を対象に、地
元役場で会場や説明会を行えないか、働きかけも考
えております。

17
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政連だより

三重県土地家屋調査士政治連盟

political

会

長

神戸

照男

暑中お見舞い申し上げます。

連盟として土地家屋調査士制度の充実発展に、どれ

会員の皆様には、日々お忙しく活躍されているこ

だけ寄与できるかわかりませんが、７月から自民党

ととお慶び申し上げます。

国会議員、県議会議員への要望聞き取り会が開催さ
れています。

昨年の定時大会に於いて、三調政連会長をさせて
いただくことになり、早くも一年が経ちました。

少しずつではありますが、生活も回復の兆しがあ

今年は、新型コロナウイルスの影響で、現時点で

るように思います。これからも、今まで継続して来

もまだなお、感染の終結がみえないところです。三

た、国会議員、地方議会議員の方々と連携をとり、

重県に於いても、緊急事態宣言が５月に解除された

土地家屋調査士を取り巻く様々な課題や要望を推進

とは言うものの、まだまだ日常には、ほど遠い生活

できるよう、積極的な活動を展開する所存ですので、

となっています。もちろん業務に於いても、人と会

引き続き宜しくお願い致します。

うことが多い仕事ですから、なおさら影響は深刻で
す。

最後に今年は、志摩市、伊賀市、四日市市の市長
選挙があるようですから、その節に動員があった場

こんな中、５月23日には、令和２年度三重県土地

合は、会員の皆様方のご協力を宜しくお願い致しま

家屋調査士政治連盟定時大会を開催いたしました。

す。

会員の皆様には、委任状による出席をいただき会員
の皆様方のお顔が見えず残念な定時大会でしたが、

新型コロナウイルスの第２波、第３波が来ないこ

提案致しました議案のすべてをご承認いただきまし

とをお祈りするとともに、今後とも政治連盟への入

た。

会はもとより、政治連盟の活動により一層のご理解

この定時大会に参加いただきました本会役員及び

とご協力をお願い致します。

政連役員並びに議長の皆様には、異例の定時大会に
もかかわらず、ご参加いただき誠に有難うございま
した。
さて、昨年は、土地家屋調査士法の一部改正によ
り「目的」を改めて「使命」と明確化されました。
それにより「土地の筆界を明らかにする業務の専門
家」という文言が入りました。
このことにより土地家屋調査士という職業が、ま
すます専門性を持ち責任の重さも増していく訳では
ありますが、土地家屋調査士でなければ出来ない仕
事であることを、社会に認知していただける法改正
であり喜ばしい事だと思っています。
今年は、このような大変な状況下ですので、政治
B OR D ER vol.86 2020.8.15

18

公嘱だより

公益社団法人

public

三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
副理事長

堀江

秀弥

残暑お見舞い申し上げます。

することもあろうかと思いますが、ご理解、ご協力

会員の皆様ならびに社員の皆様には、平素から当

の程、宜しくお願い致します。

協会の活動、運営にご理解、ご協力をいただきまし

例年ですと、このボーダー夏号では、中嘱連総会

て、感謝申し上げます。

の模様を寄稿させていただいていますが、今年は前
述のとおり縮小開催となり、特にお伝えすることは

さて、まずはこの話題を避けては通れないという

ありませんので、現在の全公連の取り組みについて、

ことで、昨今、世界的大流行となっている新型コロ

少しだけご紹介させていただきたいと思います。

ナウイルスについてですが、現在（執筆時７月初

現在の全公連会長は、岐阜協会の榊原典夫先生が

頭）、三重県内においては２ヶ月以上新たな感染者

務められており、中嘱連の会合等では会長の生の声

が報告されておらず、４月、５月頃と比べると、少

をお聞きできる機会もある等、中嘱連所属の協会に

し落ち着きを取り戻した雰囲気に感じられるものの、

とっては、非常に恵まれた環境であると感じていま

東京では１日の感染者数が100人を超えたとの報道

す。

を耳にするなど、第２波、第３波の到来も囁かれて

全公連の令和２年度の事業計画に目を通しますと、

おり、全く予断を許さない状況にあると言えます。

重点的事業の一つとして、「地図整備事業の推進と

会員の皆様におかれましても、少なからず日常業務

啓発」が掲げられており、

に影響が出ていることかと思いますが、当協会にお

①不動産登記法第14条第１項地図作成作業、国土調

きましても、４月、５月の理事会が中止となり、ま

査法第19条第２項・第19条第５項による地図整備

た、８月28日に開催予定の定時社員総会につきまし

事業の分析・研究と発注官公署に対する改善提案

ては、理事会において、第一部のみの開催（第二部

及び事業への参画の推進

と懇親会は中止）と決定させていただきました。

②法第14条第１項地図作成作業及び地籍調査事業

さらに、毎年６月に開催される中部ブロック公共

（調査士型）における効率的業務処理方法と受託

嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会（中嘱連）

体制の整備と研究

の通常総会は当初岐阜での開催予定でありましたが、

③地図整備事業に係る作業歩掛及び積算等の検討

急遽愛知での開催変更となり、各協会の代表者と中

の３項目が示されています。

嘱連役員の９名で執り行われ（懇親会等は中止）、

この地図整備事業に関しては、各県協会の情報収

全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会

集・分析、研修会の開催、タブレット端末を使用す

（全公連）の定時総会においては、WEB会議で開

る業務処理ソフトの開発等々、ここ数年に渡り積極

催され、中嘱連からは愛知協会理事長（中嘱連会

的に活動されており、沢山の情報を発信していただ

長）が各協会からの委任を受け参加されるなど、異

きました。

例の事態が続いています。
私自身、この新型コロナウイルスの流行前の生活

当協会としましても、地図整備事業は主要業務と

が当たり前のように暮らしてきたわけですが、これ

なっており、多数の社員の方に携わっていただいて

からは、国民一人一人に新しい生活様式を意識した

いるところでありますので、全公連からの情報に注

生活が求められています。

視しつつ、特に業務処理の効率化を図っていきたい

当協会も、当面はこれらを意識した運営を行って

と考えていますので、引き続きご協力の程、宜しく

いくことになりますので、皆様にはご不便をお掛け

お願い致します。
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報告

中部ブロック協議会 令和２年度定時総会

Report

広報厚生部

令和２年７月３日（金）午後１時30分から中部ブ

部長

岡本

博人

事は退任されました。お疲れさまでした。

ロック協議会 令和２年度定時総会が開催されまし

その後、各部に分かれて分科会が行われ、各会、

た。

各部の交流となりました。

今回は福井会が当番会であり、福井の会場にて定

今年度は三重会が中部ブロックゴルフ大会の当番

時総会、その後懇親会、翌日に分科会という予定で

会になっており、日調連の京都で行われるゴルフ大

したが、昨今のコロナウイルスの感染拡大により、

会で中部ブロックの枠を設けて中部ブロックのゴル

初のZOOMを使用しての総会となりました。

フ大会を行う予定でしたが、京都のゴルフ大会が中

定時総会は、当番会である福井会の岩坂昭宏会長、

止のため、中部ブロックゴルフ大会も中止となりま

中部ブロック大保木正博会長の挨拶に始まり、令和

した。ゴルフを楽しみにされていた会員の方には残

元年度の活動報告、令和２年度の活動方針の発表が

念な報告となりました。

行われました。

以上、ZOOMによる中部ブロック協議会令和２
年度定時総会の報告とさせていただきます。

続いて審議事項に移り、監事の三重会の廣瀬良平
会員の監査報告を経て審議事項は全て可決承認され
ました。廣瀬良平会員は任期満了により今年度で監

B OR D ER vol.86 2020.8.15

20

報告

三重県立津工業高等学校

Report

広報厚生部

令和２年１月27日津工業高校にて、三重県土地家

出前授業
大呑

邦彦

の雨天のため、グランドからトレーニングルームへ

屋調査士会広報厚生部による出前授業を行いました。
最初に「土地家屋調査士という資格を知っています

と急遽変更となり、屋内での実習となりました。
例年通り２チームに分かれての陣取り合戦を行い、

か？」と岡本部長より生徒に問いかけをしたところ

光波による測量、エスロンテープを使用した直接測

一名だけ「知っている。」という回答得ましたが、

量を行いましたが、屋内のためグランドの様に鋲を

まだまだ知名度が低いなと感じました。

打つことができないので、マスキングテープを貼っ
た上に、ペンでマーキングするという方法をとりま
した。
実習室へ戻ってから測量結果に基づき、光波測量
による座標計算、テープ測量ではヘロンの公式と直
角三角形の面積計算の三種類の方法で計算を行いま
した。
生徒の皆さんはアドバイスを行う必要もなく、チ
ームメンバーで色々と試行錯誤しながら時間内に計
算を終えていました。
計算結果に基づき陣取り合戦の結果発表、表彰と
記念品の贈呈を行い最後に濱田副会長より終了の挨

１時限目は松阪支部の山本幸司会員により、実習

拶を戴き、無事に出前授業を終えることができまし

室において土地家屋調査士とはどんな資格か、また

た。

何をする資格なのかを解説の後、具体的に東京ディ

今回の出前授業の座学・測量実習、また生徒から

ズニーランドのシンデレラ城、スプラッシュマウン

のアンケートから土地家屋調査士という業界に興味

テンの登記事項証明書、建物図面を使用して解説を

を持って戴けたと感じました。

行っていただきました。

最後になりましたが、今回の出前事業に協力戴き

後半は日本土地家屋調査士会連合会の動画を上映

ました津支部、公共嘱託登記土地家屋調査士協会の

し、具体的な業務内容を解説して戴きました。

会員の皆さんに厚くお礼申し上げます。

講義風景
実習風景

２時限目、３時限目は測量実習でしたがあいにく
21
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お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止ガイドライン
令和２年７月１５日

日本土地家屋調査士会連合会

この度の新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言発令は、令和２年５月２５日の政府発表をもって全国において当該宣言が全面解除となりました。日

本土地家屋調査士会連合会（以下「日調連」という。）としては、社会の安定維持の観点から、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もっ
て不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とし、国民の生活や活動を維持するために不可欠なサービスを提供する者として、今後も新型
コロナウイルスの感染拡大防止対策のために「新しい生活様式」を取り入れながら、できる限り通常業務を継続するため、新型コロナウイルス感染防止
対策ガイドラインを定め、引き続き各地域・各事務所の実情に応じて、次のような方策を講じることといたしました。

⓵基本的指針

土地家屋調査士及び補助者（以下「土地家屋調査士等」という。）は、不動産の表示に関する登記につき、必要な土地又は家屋に関する調査及び測量

を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行う。そのため、土地家屋調査士等は、感染予
防を常に心掛け、自らが新型コロナウイルスに感染するリスクを避けることはもとより、感染拡大防止につながる行動に対応する必要がある。

⓶「新しい生活様式」を取り入れた感染予防の考え方

⑴緊急事態宣言等の解除あるいは緩和がされてもしばらくの間は、新型コロナウイルス感染拡大の第二波、第三波が来る可能性がある。したがって、政

府又は都道府県から感染拡大が収束したとの公式見解が発表されるまでは、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触
を８割減らす、１０のポイント」や「『新しい生活様式』の実践例」を活用しながら、感染対策を続けていくこと。

⑵当分の間は、消毒・マスク着用の励行等、通常のインフルエンザ対策としても有効な対策について、状況に応じて維持すること。

⑶過去１４日以内に政府から入国制限・入国後の観察期間を必要とされる国・地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合については出
勤を控えるようにし、医療機関への相談を促すこと。

⑷登記申請手続等については、積極的にオンライン申請を活用し、できる限り外出の機会を減らすこと。

⑸夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるため、屋外で人と十分な距離（少なくとも２メートル以上）
を確保することができる場合には、熱中症のリスクを考慮し、
マスクをはずすこと。

⓷感染防止の具体的対応

⑴毎日検温を実施し、土地家屋調査士等のうち、発熱、咳、倦怠感、頭痛などの症状がある者については出勤を控えるようにし、医療機関への相談を促
すこと。

⑵厚生労働省が推奨している新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を活用し、毎日、
「陽性者との接触の確認」を行うこと。
⑶密閉・密集・密接の三つの「密」を避け、地域の感染状況に応じてできる限り不要不急の外出をしないことを徹底すること。

⑷時差出勤やマイカー通勤を活用することにより、通勤時の感染拡大防止に努めること。また、各地域・各事務所の実情に応じ、土地家屋調査士等の出
勤時間や出勤日を別にすることにより、事務所内が密にならないような措置を講じること。

⑸手洗い、うがいの励行等による健康管理、不特定多数が触れる箇所及びその周辺の消毒、
マスクの着用や手指の消毒を励行すること。また、依頼者等
に対してもその励行を促し、場合によっては依頼者等に対しても予備のマスクを提供する等の感染防止策を徹底すること。

⑹パソコンや測量機器、工具等の土地家屋調査士等が共用する器具、ドアノブ、ゴミ箱、電話、コピー機、テーブル、椅子などの共用設備については、定
期的に洗浄・消毒を行うこと。

⑺打合せや相談業務は、可能な限り、メール・電話・テレビ電話を利用して行うこととし、関係書類の受領等も可能な限り、事前に電話やメール等で連絡

をとり、対面での手続は最小限かつ短時間とする。対面の打合せを行う場合には、２メートル（最低でも１メートル）以上の距離を置き必ずマスクを着
用すること。

⑻現地立会い等のため対面でのやりとりをする必要があるときは、関係者への了解を求めることとし、時間調整を行うことにより一度に多人数での立会
いは避け、向かい合わず、２メートル以上の距離を空けて風通しのよい場所で、できるだけ短時間で行うように工夫すること。

⑼止むを得なく長時間の対面にてのやりとりを行う場合は、
マスクやフェイスシールドを着用するなど、感染防止対策に努めること。

⓸土地家屋調査士等が出入りした場所及び事務所で感染が判明した時の対応

⑴すみやかに立ち寄り先及び所属する土地家屋調査士会へ報告するとともに，医療機関及び保健所からの指示に従って適切な対応を行うこと。必要に
応じて事務所内で感染者が使用していた机やいす、ロッカーなどの消毒を行うこと。

⑵必要に応じて、事務所の業務を一時中断し、外部の者の立入禁止措置を講じるとともに、継続している業務については、依頼者の承諾のもと、所属支
部長等に協力を求め、対応を行う等の措置を講じること。

⓹長期化に備えた対応

新型コロナウイルス感染症の影響が長期にわたると、緊張感を欠いた対応により、感染の危険性が増す恐れがあるため、日調連及び各調査士会等よ

り、定期的に本ガイドラインの遵守を促すこと。

⓺本ガイドラインにおける広報対応

日調連及び単位会のウェブページ等においてお知らせとして掲載する等、各会員へ周知を徹底する。
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新 入 会 員
紹 介

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。

四日市支部

伊賀支部

高山

佐藤

将志

久平

四日市支部でお世話になることになりました、佐

三重県土地家屋調査士会に入会しました、伊賀支

藤久平と申します。

部の高山将志と申します。令和元年２月から調査士

小生昨年まで神奈川県で調査士業務を20年程行っ

の先輩であり、父でもある秀峰の事務所に補助者と

ておりましたが、諸事情により 19歳で故郷四日市

して勤めていました。

を出て以来47年ぶりに帰郷し再度調査士登録致しま

初めての経験ばかりで、あっという間に月日が経

した。

ち、業務に取り組んで行くなかで、「自分の名前で

さて、開業早々、コロナウイルスが世界に蔓延し、

責任感をもって、業務に取り組んでいきたい。」と

日本も大変な状況に陥っておりますが、世の中なる

いう思いが強くなり、同年12月に入会しました。

ようにしかならないようで日々やれることをやるし

現場に出て汗を流す日もあれば、一日パソコンの

かないと思う今日この頃ではあります。

画面や資料と向き合う日もあり、試行錯誤を繰り返

業務については、神奈川との違いがいろいろあり

す毎日ですが、たくさんの知識・経験を積み、土地
家屋調査士として成長していきたいと思っています。

ますが、早く三重会に馴染むべくいろいろ吸収して

先輩方にはご迷惑をおかけすることもたくさんあ

まいりますので、皆様にはご指導方よろしくお願い
致します。

ると思いますが、ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上
げます。

アンケートの回答

アンケートの回答

①アルバイトをして予備校の学費を稼いでいま

①メーカーで事務職（労政担当）

した。

②独立するため。

②父の仕事を詳しく知って、引き継いでいこう

③相変わらずの知名度の低さに悩まされていま

と思ったからです。

したが、法改正により“筆界を明らかにする

③大変なこともありますが、責任感とやりがい

専門家”云々と明文化されたことに期待して

を感じています。

います。

④サッカー、ゴルフ、スノーボードです。

④ＤＩＹ、旅行。

⑤真面目に取り組む姿勢です。

⑤特にありません。

⑥地域の人々に寄り添い、信頼される調査士を

⑥後、何年やれるかわかりませんが、体力のあ

目指して、日々精進していければと思ってい

るうちは続けようと思っています。

ます。
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リレー寄稿

突然、
「リレー寄稿」の原稿依頼が舞い込んできた。
今回の「リレー寄稿」がボーダー８回目の原稿依頼。原
稿依頼を受けたはいいけど、さて何を書こうかな～、と
「ボー」っと考えていたら、なぜか頭に浮かんできたの
が、
「インド式計算」。てなわけで、素直に頭に浮かん
できた「インド式計算」のことを「リレー寄稿」の題材
にすることにしました。
「インド式計算って何？」って興
味がわいたら、ちょっと覗いて読んでみて下さいね。
カラー印刷ではなく、白黒印刷なので、視覚的にわ
かりにくいですが、ご了承を。では、インド式計算の掛
け算の解き方を少しご紹介します。

恐るべき

広場

超ビックリ！
【線を書くだけ視覚的にどんな掛け算もできる】
＜例題＞
12×23＝276

となります。

では、線を書いて検証をしてみましょう。
⑴12は、1本と2本の線を左上から右下に向けて離して
書く。
⑵23は、2本と3本の線を右上から左下に向けて離して
書く。

インド式計算！

⑶点線で囲んだ範囲の交点の数が左から各グループ
で②個、⑦個、⑥個となる。
⑷答えは、
「276」となります。

もう、お分かりのように、
「たすき掛け」を線で表し
ただけです。この解き方なら九九をまだ習っていない
小学生でも、どんな桁数の掛け算も解けますね。小学
生も超ビックリ！魔法のような素晴らしい解き方です。
あら不思議！
【11から19までの数字どうしの掛け算】
＜筆算＞

リレー寄稿
◆松阪支部◆

西出
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郷志
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図のように、まず１の位の数字どうしを掛けてくださ

８×７＝56となり、この数字が1000の位と100の位

い。７×３＝21になります。この数字が10の位と１の位

の数となるため、左に２個ずらして書くことになり

の数になります。次に、どちらかの2桁の数字と、もうひ

ます。つまり5600です。
これを先程の数に足して16＋5600＝5616が答

とつの数の１の位の数字を足しましょう。

えになります。

17＋３（または13＋７）で20になります。

＜暗算＞

この数字が100の位と10の位の数になるため、左に１
個ずらして書くことになります。つまり、200です。これ
を先程の数に足して21＋200＝221が答えになります。
＜暗算＞

＜仕組み＞
2つの数字は、
10a+b,10a+c（b+c=10）として表すことができる。
そうすると次の式が成り立つ。
（10a+b）
（10a+c）
＜仕組み＞

=100a²+10ac+10ab+bc =100a²+10a（b+c）+bc

11から19までの数は、

b+c=10だから=100a²+100a+bc =100a（a+1）

10＋a,10+b（１≦a,b≦９）として表すことができる。

+bc

そうすると次の式が成り立つ。

→100×７（７+１）+（８×２）=5616

（10＋a）
（10+b）=10×10+10b+10a+ab

共通因数100でくくったので７（７+１）=56の「56」

=10（10+a+b）+ab 代入してみましょう。

は左に２個ずらして書く。

a=７,b=３

「凄いやん！」5616になった。

ab＝７×３で21（10+a+b）=10+７+３=20

a=７,b=８,c=２

このように簡単に解ける方法にも、理論の裏付

共通因数10でくくったので「20」は左に１個ずらす。つま

けがあるわけですね。

り200です。

他にもたくさんの「インド式計算」の解き方があ

合計すると「あら不思議！」21+200=221になる。
以上の仕組みがこの解き方の証明理論になります。

りますので、調べてみると解き方の仕組がわかっ

凄いやん！

て面白いですよ。

【10の位が同じで、１の位の和が10の場合の掛け算】

【おまけ】
18×22を秒速計算してみましょう。皆さんは「ど

＜筆算＞

んな方法で」「何秒で」計算できますか？パットと
計算式を見た瞬間、変形してみたらどうでしょう。
18×22＝９×44＝396どうですか？
簡単な式になりましたよね。このように式を変
形すると、簡単な掛け算と足し算で計算できるの
で、秒速で計算できるようになります。計算だけじ
ゃなく、他の事でも、ちょっとした閃きや工夫で簡
単にできることって、意外とありますよね。ちょっと
図のように、まず１の位の数字どうしを掛けてくださ

した頭の体操になりましたでしょうか？ここまで読

い。８×２＝16になります。この数字が10の位と１の位

み切ったあなたは、きっと頭の柔軟性のある方な

の数になります。次に、片方の数字の10の位の数の７に

んでしょうね。上手くない説明文を最後まで読ん

１を足します。７＋１＝８になります。。

で頂き、ありがとうございました。
『恐るべき

その８にもう片方の数字の10の位の７を掛けます。

インド式計算！』

（次号、リレー寄稿のバトンは、伊賀支部へ渡ります。よろしくお願いします。）
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思い起こせば1974年、20年振りのセ・リーグ
優勝時からの中日贔屓。当時よく遊んでいたク
ラスメイトが中日ファンで、板東英二の燃えよ
ドラゴンズのレコードを持っているのを自慢し
ていた。遊びに行くと何度もかけられ聴いてい
くうちにじわじわと洗脳されていく自分をしっ

コロナ禍で

かりと憶えている。それは巨人の10連覇を阻止

広場

し、ミスターＧ長嶋茂雄が引退した年だ。因み
に翌年、長嶋が監督に就任した巨人は初めての
最下位の屈辱を味わっている。今思うに、強い
チームを倒し弱いチームを何とかしたいという
ロマンを追い、打倒巨人の精神が根付いたのは
この頃からであろう。
それにしても気が付けば７年連続Ｂクラスで、
球団の最長記録更新中。あの強かった中日は何
処へ行ってしまったのだろうか。開幕前の評論
家達による順位予想では、殆どがお決まりの優
勝が巨人で、中日はというと、下位（５位、６
位）で４位すら無い。近年では夏休み前、下手
すれば梅雨入り前にも優勝の目がない。それこ
そＡクラスの可能性も怪しい。実際に予想を覆
す結果は残せていないのである。ああ情けない。
ガックシ。
巷では弱小イメージが浸透し、セ・リーグの
お荷物的存在になっているが、2013年にＢクラ
スへ転落するまでは11年連続Ａクラスを堅持。
クライマックスシリーズが導入されてからは欠
かさず進出していたことになる。その内リーグ
優勝４回と日本一を１回奪っている。因みに
2000年以前の５年間を見ても、ナゴヤドーム元
年の97年こそ最下位に屈するものの、96年長嶋
監督による「メークドラマ」を含め２位が３度、
優勝１回の成績を残している。中日ファンから
は称賛の嵐間違いなし。何？興味ない。そうで
しょうね。私がそうですが、他球団については
大半が知らないことばかり。ましてや野球に全
く興味ない方にとってはどうでもいい話でしょ

掃除３点セット

う。
毎年ナゴヤドーム観戦ツアーを慣行して同志

◆伊勢支部◆

前田
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達と現地へ足を運んでおりますが、ついていな

寛治

いのか不甲斐ない試合が多いのは気のせいか？
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３回を過ぎた辺りで飲み過ぎで居眠りしている
私には何も言える立場にはないのだが、二度と
金払ってまで観に行くかと一度は意を決するも
のの、球春到来の頃には性懲りもなく、公式戦
の日程を確認している。しかし、ＴＶ中継を観
ていてシーズン終盤にも関わらず、スタンドで
メガホンを振り必死に応援している観客の様子
が映ると自己嫌悪に陥ります。本当のファンと
言えるのはこのような方達であろう。同じファ
ンとしては頭が下がる思いである。今年もまだ
某大手リース品、とても綺麗に集まります

優勝の目があるうちにと、５月の大型連休に決
めて３月末のチケット発売日を心待ちにしてい
たのだが、ご存知のとおりのコロナ禍で消滅し

年末の大掃除で忘れていた照明器具のふき掃除

てしまった。まさかこんな事になろうとは誰も

もできました。特に土日は時間の余裕がありま

思いもつかなかっただろう。ようやく６月19日

したので、午前中は掃除をして汗をかいていま

には開幕したものの、もう流石に今年は現地ま

した。参考までに愛用している掃除道具を紹介

で行って応援する勇気は出ないのである。

しておきます。洗濯は如何に干す時間を短縮す

このようにコロナは、私達の日常や楽しみを

ることができるか考えて干します。ズボン類は

奪った挙句に長い自粛生活を強いらせたのです

裏返してポケット部分を乾かしやすく、シャツ

が、プラスになった事もありました。私は自宅

類をハンガーに掛ける時は薄いものを中央に厚

兼事務所なので、掃除と洗濯に精を出しました。

手のものは端にしています。因みに晴れていれ

掃除機を使わない掃き掃除が中心で、現場の日

ば、薄手の物でしたら30分もあれば十分乾きま

と雨の日以外は欠かさずやっております。約一

す。

時間弱の作業になりますが、それなりにカロリ

最後になりますが、このように主夫業に励む

ーを消費するようでこの時期には相当な汗をか

ことができたのは良かったのですが、以前の日

きます。なにより、ごみの量が意外と溜まるの

常に戻れることを切に願いお祈り申し上げます。

には驚きます。吸わずに掃き集めるので、その

ワンパターン予想しかできない節穴評論家達に

量を見て確認できるため、充実感もあります。

赤っ恥をかかせるよう頑張れドラゴンズ。

ホームセンターで購入した手編座敷ホーキ短柄隼、

塵取り、最後はこれでポイ

掃き心地良くお気に入り
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昨年６月に北海道十勝に移住し早や１年が過
ぎました。何もかもが手探りで、聞くもの見る
もの皆新鮮でその違いに驚いたり、戸惑ったり、
また感動したりとそれなりに充実していたかな
と思います。
今回広報部から投稿の御依頼がありましたの
で、こちらの様子や調査士業務の違い等をお話
しします。

広場
十勝の国から

冬の十勝平野と日高連峰

◆釧路会 十勝支部◆

福田
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幸之助

全面結氷の湖、足寄町オンネトーで遊ぶ。
背後は雌阿寒岳

28

（その１）道は勝手に高速道路。

まず北海道には函館、札幌、旭川、釧路の４

真っすぐで信号も少ないので自然にスピード

つの単位会があります。私が所属する釧路会は
北海道の道東エリアにあり、釧路、オホーツク、

が増す。往復２～300キロという現場に行く時

十勝の３つの支部に分かれております。７月現

はなおさら。時速80キロで走っていてもどんど

在で会員数78人、うち十勝支部は35人です。

ん抜かれる。

（少ないですね。こちらも会員減少に悩んでい

（その２）ジンギスカンが大好き。

るようです。因みに私の登録番号は353号！）

街の公園でよく見かける。今年はコロナの影

十勝支部は西に日高連峰、北に東大雪連峰、東

響で自宅の庭でジンギスカンをする人が多い。

に白糠山地、南は太平洋に囲まれ、南北約150

道民はあまり牛肉を食べない。ジンギスカン以

キロ東西約80キロの、帯広市を中心とした１市

外は豚（帯広は豚丼が名物）「やきとり」と売

16町２村の広大な平野にあります。

っているものも豚。居酒屋で鶏のやきとりが食
べたい時は「やきとり、鶏で」と注文するらし
い。
（その３）北海道のものは大体何でも大きい。
草木の葉が大きい。野菜も大きい。食材は量
が多い。（ダンボールで売っている）スーパー
やホームセンターの駐車場がデカイ。食堂の料
理は大体大盛り。
（その４）赤飯は小豆ではなく甘納豆が入って
いる。
節分の豆まきは落花生をまく。

雪解け間近の現場。正面の山は東ヌプカウシヌプリ

等々です。

面積は10,831㎢、三重県が5,774㎢なので約２
倍の広さ。酪農と畑作が基幹産業の食料自給率
1,100%を誇る農業大国であります。
私の事務所は十勝平野のほぼ真ん中の音更
（おとふけ）町の北緯42度57分46秒東経143度
12分02秒にあります。
名張とは約８度の差があります。冬至の頃の
太陽は低く、午後３時過ぎはもう夕方。逆に夏
至の頃は午前３時には明るくなり、北東方向か
ら陽が昇り北西方向に沈みます。
気温は北海道の中でも寒い方で真冬の最低気
温はマイナス20度前後（昔はマイナス30度にも
なったとか）ですが、夏は猛暑日になることも
あり寒暖差の激しい所です。
北海道には「北海道ルール」というものがあ
ってその中の驚いたものをいくつかご紹介しま
伊能忠敬第１次測量最終地点に建つ碑（別海町）

す。

（次ページに続く）
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さて、北海道の筆界について少しお話します。
北海道は明治初期の開拓時代から土地処分図、
殖民区画図、開拓地確定実測図、土地連絡図
（土地整理図）等の実測図があり、明治29年か
ら調製された土地連絡図は当初から平面直角座
標を用いていることに驚きます。
精度の差はあるものの「実測図」なので筆界
はすでに「確定」しているもの、従って調査士
はそれを「復元」することが仕事になります。
いろいろな資料を解析し、既設の境界標等を測
量して調整を行い、確定座標を計算（全て世界
測地系、任意座標はあり得ません。）します。

黒毛和牛が遊ぶ牧場内の測量

その後現地に明示（基本的に木杭、要望があ
ればコンクリート杭に入替え）し所有者に立会
を求めますが、ほとんどは現地を確認せずに確
定書に捺印して完了します。
官民境界も確定に至った経緯を説明する書面
と資料を提示して書類審査で完了します。内地
（本州）のように役所と地権者一同が現場に会
して協議し、区長まで来て記念撮影というよう
な光景はこちらでは皆無であります。（市街地
では杭の確認をすることが多いですが一人ずつ
の個別立会です。）
こちらの地図で代表的なものを紹介します
（公図参照）。東西南北300間毎に直角に道路
を設け、その中に100間×150間（１筆約５ヘク

公図
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タール）の大きさで６筆に区画したものです。
この広大な土地をどう復元するか？地籍調査が
完了して精度の高い区域ならその座標成果をＧ
ＰＳで基準点を設置し逆打ちするだけですが、
古い地籍図や地図に準ずる図面の場合は、例え
ば道路中心線の座標や境界の座標があるならそ
れを基準として「間のび」や「地域性」等考慮
しつつ計算し、現地の既存杭があればそれとの
誤差を比較調整するなどして確定座標を求めて
いきます。あれこれと悩み、常に公差とにらめ
っこしながらの作業はなかなか骨が折れるし、
常に不安が付きまといます。
ただ、前述したように「筆界はすでに決まっ
ているもの」なので、様々な資料を精査し導き

ネットワーク型ＲＴＫ測量（VRS）による

出した筆界点は立会で動かすようなものではな

基準点測量

いという、やりがいのある作業でもあります。
農業王国十勝は圧倒的に農地が多いので、農村

以前から人生最後は北海道と決めていたとはい

地区は農地転用を伴う分筆、市街地は境界復元

え、果たして生きていけるのか不安もありまし

の仕事が多いです。とにかく広い、隣の農家と

たが、その心配も杞憂だったようです。
十勝支部の会員皆さんはとても親切でフレン

の境が霞んで見えない位広いので、現場内は車

ドリーで働き者。大分変わり者と思われている

で移動します。
熊が棲むかもしれない山沿いの土地は熊除け

かもしれませんが、突然三重県からフラっと来

の鈴を腰にぶら下げて作業します。（過去にハ

た人間を普通に受け入れてもらえたことに、と

ンターを雇って測量したこともあるとか。）実

ても感謝しています。それは僕が土地家屋調査

際に昨年、熊が荒らした跡と思われるデントコ

士だったことも理由でしょうね。
昨年の北海道ブロック協議会の懇親会で神戸

ーン（飼料用のトウモロコシ）畑を測量したこ

元会長や高山元理事長の話題が出た時は三重と

ともあります。（笑）

北海道の距離が一気に縮まり、調査士は全国で
繋がっていると実感しました。
十勝は「十勝ばれ」と言われるように北海道
の中でも晴天率が高く、透き通った青空と白く
輝く日高連峰のコントラストは息をのむ美しさ
です。
十勝は所謂観光地ではないけれど、厳しい寒
さの冬でも何故か三重より暖かく感じ、人も暖
かい。食べ物は旨いし、いたるところ源泉かけ
流しの温泉があって、本当に住みよいいい所で
す。北海道に来られる時は是非十勝にお越しく
牧草地と熊の棲む山

ださい。新型コロナウィルスや自然災害等で本
当に大変な世の中ですが、皆さんどうぞお元気
で、また何処かでお会いしましょう。

この一年振り返ると本当にあっという間で、
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特
集

～測量あれこれ～
カリ」な結果になる場合があります。
しかし、GNSSを使用すると新点を設置するため、
比較的容易に基準点を設けることができます。
GNSS使用の測量には①スタティック法②短縮ス
タティック法③キネマテック法④RTK法⑤ネット
ワーク型RTK法の５種類がありますが、土地家屋
調査士がGNSS測量で使用するのは主に①のスタテ
ィック法なので、この方法について解説していきた

第3回

いと思います。

ＧＮＳＳ測 量

ペンネーム ワンマン調査士

スタティック法は複数の観測点にGNSS測量機を
据え、同時に４機以上の同じGNSS衛星の電波を受
会員の皆さん、土地を測量するとき任意座標です

信し、各観測点間の基線ベクトルを求める方法です。

か？それとも世界測地系ですか？DID地区は街区基

この方法は、マルチパス（反射・屈折）や大気中の

準点を使用した世界測地系で測量する事は当たり前

雑音電波等の影響を受ける観測データの長時間観測

としても、DID地区以外はどうしていますか？

を行うことで平均化され、高精度な観測結果が得ら
れる。

世界測地系で測量しようとすると、基準点の調
査・選点、路線計画等の事前準備、観測は二対回の

【メリット】

観測を行わなければならず結構手間がかかり面倒で

・選点・路線計画が容易。

すね。

・精度が高い。

また基準点の位置により、上手く路線が組めない

・引照点が不要で、現地再現性が高い。

ことが原因で、精度が悪く路線を組み直してから再
測や、基準点そのものがズレていて良い精度が出な

【デメリット】

い場合もあり得ます。これは観測結果が出ないこと

・時間がかかる（２時間）

には判断できないので、せっかく測量しても「ガッ

・電波が受信できないと観測できないため、GNSS

観測状況

HiPerV
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Special feature article
アンテナ付近に障害物があると観測できない。
・市街地のビル街など高層物があったり、電波の反
射しやすい地区は精度が悪くなる。
・午前９時（日本時間）をまたぐ観測を行ってはな
らない。
など色々と書きましたが、上空に障害物のない場
所へ新点を設置して、GNSS測量機を設置、午前９
時にかからないように注意して２時間放置するだけ
です。
現地での観測が終わったら、国土地理院のＨＰよ
り電子基準点データをダウンロードし、観測データ
を取り込んで解析を行うことで一連の作業は完了で
す。
トランシットのように技術的な難しさはなく、基
準点に正確に水平に高く据えれば良いだけです。
昔なら衛星の飛来経路と日時を検討して、測量日
時を決定していましたが、現在はGNSSで利用でき
る衛星が増えてきており、いつでもGNSS測量がで
きる状況になってきました。
またGNSS測量機も安価となってきましたので、
今後を見据え導入を検討してみては如何でしょう
か？

コントローラー
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【盛夏の候】部
●松阪支

女は、聡明で、飾り気がなく、気丈な女性だった。私の信

市野 浩太郎

念はね。
「群れない、媚びない、なびかない」。この３つな
の。そう言って肩を竦める彼女の姿は、いまだに瞼に焼き

焼けつくような暑さの中、使い古しのブラシが発する摩

付いている。顔をほころばせ、綺麗に揃った小さい歯を見

擦音が、あたりに明快に響いていた。誰もいない夕暮れ

せ、細いウエストを揺らして笑う彼女に、夢でもいいから

前の墓地。西に傾いた太陽光線が、これでもかと執拗に

もう一度会いたい。

大地を焦がしている。
測っ虎は、墓石に彫刻された戒名の刻印を、ブラシで

彼女が急性白血病であることがわかってからは、坂を

入念に磨いては水をかけ、磨いては水をかけ、という単調

転がり始めたボールのように、若い命は先を急いだ。無菌

な動きを、いつもルーティーンのように繰り返す。経年変

室に入る直前の彼女からもらった言葉。「人を大事にして

化した墓石には、ある種の侘び寂びがあり、それは決して

ね。あなたならきっと成功するから」。この世で一番の贈

悪いものではなかった。不思議だ。単純な作業をしてい

り物は、言葉だ。それから、１ヶ月して彼女は星になった。

る時ほど、思いは直ぐ過去に戻れる。測っ虎は、額に光る

変わり果てた彼女の姿を目にした測っ虎は、独りで江ノ島

大粒の汗を無造作に拭い、瞼を閉じた。真夏の海の光景

の海岸へ足を運んだ。人影が疎らになった夕刻の砂浜を、

が頭を過ぎった。波の音を感じた。淋しさが胸に広がった。

靴を脱ぎ、喪服のまま全力で疾走した。素足で、ヒリヒリ

目を開いた。花立てには、楚々とした桃色の百合。彼女は

した砂を蹴り上げ、まるでダート馬のように力強く駆けた。

ダイヤモンドリリーが好きだった。人の嗜好というものは

波打ち際を何度も何度も、全力で駆け、最後は、踏み切っ

仏になっても変わらないものだろうか。考えたがよく分か

てジャンプっ！、して海に飛び込んだ。塩っぱかった。海

らなかった。何だかそんな自分がおかしくなってニヤけた。

水。それとも心の汗。どうでもよかった。その後も、嗚咽

所詮、自己満足だ。仕方がない。あの頃から時は止まって

を誰かに見られるのが嫌で、意味もなく、何度も潜った。

いるのだ。蟻の群れが、香炉に沿って簡素な隊列をなし

やがて落ち着きを取り戻した時、何かが測っ虎の心を打

ている。墓石の天辺に水をかけた。線香の火が消える前

った。よし。「彼女の信念を俺が受け継ごう」。測っ虎は

に手を合わせよう。そう思って、測っ虎は屈んで心を無に

湘南の海の中で、そんな幼い誓いを立てた。

し、合掌した。羽音が気になった。耳の穴に飛び込もうと
する根性のある藪蚊を手で追い払った。もう一度、ちゃん

あれから何度も夏が過ぎた。俺も無駄に歳をとったな、

と手を合わせた。２羽のカラスが、乾いた啼き声をあげな

と思うようになった。夏に始まり、夏に終わった純な想い

がら、本堂の上を周遊して、夕映えが残る山のほうへ飛び

出。測っ虎にとって、それが精神的浄化になったのは紛れ

立った。加えて、絶え間なく続く蝉しぐれ。測っ虎からす

もない。彼女のおかげだ。人の尊厳を踏みにじるような暴

れば、それらは全て、亡き彼女への鎮魂歌にしか聞こえ

力的な言葉を他人に浴びせそうになる時、彼女の顔を思

なかった。

い出して、それを踏みとどまる。欲まみれ煩悩まみれにな
って恥も外聞もない守銭奴と化してしまいそうな時、彼女

学生時代の彼女だった。妻も知らない女。あの頃は夏

の言葉を噛みしめ、本当に大切なものは何かを悟る。人

になると、クラスメイトでもあったその彼女と、鵠沼海岸

を許せる大らかな心を持ちたい。そして彼女のようなブレ

や片瀬江ノ島へ出掛けた。二人して、キラキラ光る水面を

ない信念も。測っ虎は天を仰いだ。いつの間にか、空の

眺めながら、肩を寄せ合い、日焼けを楽しんだ。渋滞の激

色は、紅碧に変わっていた。既に、蝉しぐれも止み、白檀

しい国道134号の車の中でハンバーガーを食べながら痴

の香りは消えている。ひっそりと静まり返った寺に優しい

話喧嘩もした。浴衣に袖を通し、江ノ電に乗って鎌倉の

風が吹いた。かすかに砂が舞った。気のせいか、潮の香

花火も見に行った。胸に刻まれた湘南の豊穣な記憶。彼

りがした。
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会員の動き

令和２年７月１日現在

●入

会員数260名

４法人

会
氏

名

事

務

所

入会年月日

高

山

将

志

名張市桔梗が丘5番町8街区74番地2

令和元年12月10日

佐

藤

久

平

四日市市天カ須賀一丁目8番28号

令和２年 ２月 ３日

●事務所住所変更
氏

名

住

所

変更年月日

德

村

真

貴

伊賀市服部町三丁目117番地の5

令和元年12月25日

井

村

斉

吉

津市藤方2534番地 中川邸 1号室

令和２年 ５月20日

●退

会
氏

名

支部名

退会年月日

理

由

南

部

昌

彦

津

令和元年12月31日

業務廃止

藤

井

由

香

四日市

令和２年 １月27日

業務廃止

前

川

豪

伊賀

令和２年 １月31日

所属会変更

俊

次

伊賀

令和２年 ２月19日

業務廃止

奥
中

山

文

博

伊勢

令和２年 ２月28日

業務廃止

渡

邉

義

郎

桑員

令和２年 ３月11日

業務廃止

小

田

哲

也

桑員

令和２年 ６月30日

所属会変更
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編集後記
蒸し暑い日が続いております。また最近では雨が

寄稿のお願い

多く予測が難しい積乱雲の発生により九州地方では
甚大な水害が起きております。
私たちの業務においても天候は非常に影響がある
ので測量機械などの雨対策が必要になってきます。

ＢＯＲＤＥＲでは皆様からの原稿を募集して

まだまだ新型コロナウイルスが落ち着かない今日

います。
最近感じた事、事件、趣味、調査士会への要

この頃ですが、一刻も早く終息することを願ってお

望、旅行等どんな事でも結構ですので、どしど

ります。

し応募してください。お待ちしております。

広報厚生部
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●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
TEL 059－227－3616

事務局

FAX 059－225－2930

URL http://www.mie-chosashi.or.jp
E-mail honkai@mie-chosashi.or.jp
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