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すので、コロナ禍が去った後でも、電子会議について
は、場合により活用をしていきたいと考えています。
ADRについても、現在連合会では各センター間を
オンラインで結んで相談・調停を行うODR「Online
Dispute Resolution（オンライン紛争解決）」へ向け
ての検討をしております。
本会の定例研修会もこれまで２回Webで開催をさ
せていただきました。当初は不具合等多少の問題も
ありましたが、各会員の事務所で視聴できることか
三重県土地家屋調査士会

古尾

圭一

会長

ら、参加しやすくなると思いますので、来年度から実
施をすることになる年次研修も視野に入れて、今後
も積極的に取り入れていきたいと考えています。
昨年土地家屋調査 士法が一部改 正されましたが、

新年あけましておめでとうございます。昨年の今頃

この背景には私たちに対する国民からの多くの期待

にはとても想像が出来なかったコロナ禍に見舞われ

が込められています。その期待からより一層私たち

ながらも、何とか無事に業務が出来ていることに感

は国民から厳しい目で見られることになると思います。

謝の気持ちで新年参拝をさせていただきました。

今 年度の重点課題で、「会則・規則等の遵守」を

これまでに、私たちは幾度も想定外と言われる自

掲げさせていただきましたが、昨年の会則改正によ

然災害を経験してまいりましたが、その度にその災害

り電子証明書の取得が義務化されておりますので、

を経験として、様々な対応がなされてきました。しか

まだ電子証明書を取得されていない会員におかれま

し、今回の想定外の感染症への対応については、ま

しては、すみやかに取得をしてください。

だまだ未知の部分が多く、一体どのように対応する

総理 大臣の所信表明でもマイナンバーカードの取

ことが適切な対応なのか本当に判断が難しい問題だ

得率向上が掲げられております。さらなるオンライン

と思います。

の推進に向けて、私たち資格者が率先していかなけ

現時点では、新しい生活様式として、できるだけ感

ればならないと思いますので、できる限りオンライン

染のリスクを減らして経済活動を続けていくしかあり

で 申 請をしてください。また、現 在 一 部 の 会員が

ません。

FAXでの情報配信を希望されておりますが、やはり

本会の会務運営におきましても、三密を避けるた

メールの方が迅速かつ大量に情報の伝達ができます

めに、様々な工夫をしているところです。例えば理事

ので、メール配信へも協力してください。

会での電子会議やWebによる研修会の実施です。

お願いばかりになり恐縮ですが、お願いついでに、

まず、この電子会議ですが、遠方まで会議出席の

今年度は土地家屋調査 士制度制定70周年というこ

ために出張をしなくてもよいという、移動時間の削減

とで、連合会では全国の単位会が一丸となって「登

による会議出席への負担軽減とそれに伴う交通費の

記制度創造プロジェクト」に取り組みたいと考えてお

削減や意思決定のスピードアップと会議時間の短縮

ります。本会においても、未来の登記制度が創造で

等メリットばかりのようですが、私はそれ以上にデメ

きるように、会員の皆様と考えていきたいと思ってい

リットが大きいと最近感じています。それは、これま

ます。つきましては、みなさまへアンケートを実施した

でに気が 付かなかった会議の隙間での意見交 換で

いと考えておりますので、その際にはご協力ください。

す。やはり顔を合わせることによって、自分では考え

土地家屋調査士という資格が70周年という節目を

つかなかった新たな発想が得られたことも多々あり

越えて次のステージに向けて素晴らしい資格へと変

ました。

革していくことを祈念いたしまして、新年のご挨拶と

私が出向させていただいている連合会研究所でも

させていただきます。微力ながら会長として引き続き

今年度は電子会議のみとなっているため、研究が思

尽力したいと思いますので、会員の皆様におかれまし

うように進まなくなっております。

ても何卒ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお

ただ、電子会議で行う方が効率的な場合もありま
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願いいたします。
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近年，法務局では，所有者不明土地問題の解決に
向けた取組として，長期相続登記等未了土地の解消
作業及び表題部所有者不明土地（所有者欄の氏名・
住所が正常に記録されていない変則的な登記）の解
消作業を重点的に推進しています。
また，登記所備付地図作成作業につきましても，
実施面積を拡大するなど積極的に取り組んでいると
ころです。
津地方法務局

中井

局長

これらの取組を円滑に実施していくためには，専

幸雄

門家としての高度な知識と技術をお持ちの皆様の御
協力が不可欠であると考えておりますので，より一
層の御支援を賜りますようお願いいたします。

明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

最後に，三重県土地家屋調査士会の益々の御発展

のことと，心からお慶び申し上げます。

と，会員の皆様の御健勝，御活躍を祈念申し上げま
して，年頭の御挨拶とさせていただきます。

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。
昨年は，新型コロナウイルス感染症の影響により，
世界中がこれまで経験したことのない困難に見舞わ
れた一年でした。当局においても，政府による緊急
事態宣言下では，平時に比べて事務処理に時間を要
するなど，皆様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。
当局におきましては，今後も感染拡大を予防しな
がら事務の効率的かつ迅速な処理を維持してまいり
ますので，皆様にも，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くなど，御協力をお願い
いたします。
さて，昨年は土地家屋調査士法の一部を改正する
法律が施行され，第１条が「土地家屋調査士は，不
動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかに
する業務の専門家として，不動産に関する権利の明
確化に寄与し，もって国民生活の安定と向上の資す
ることを使命とする。」と改められました。
これは，土地家屋調査士制度が制定されてから70
年以上の長きにわたり，専門家として国民の財産と
権利の保全を支え続けてこられた皆様の姿が法文に
反映されたものであります。
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部会だより
sectional meeting

企画社会事業部
企画副部長

鈴木

崇

新年あけましておめでとうございます。企画社会
事業部の松阪支部鈴木です。
総務財務部

部長

野田

会員の皆様には、平素から本会の運営・活動にご

秀敏

理解、ご協力をいただき、誠にありがとうございま
す。

総務財務部長の野田です。令和３年を迎え、気持

また本会主催無料相談会および空き家ネットワー

ちを新たにして会務に励みたいと思います。

クみえ主催の無料相談会へ各支部より相談員のご協

さて、前回のBORDER86号の発行以降の会務に

力をこの場をお借りして御礼申し上げます。

ついて、ご報告をさせていただきます。

昨年の企画社会事業部の事業をご紹介させていた

昨年の５月の定時総会は、コロナ禍の影響もあり、

だきます。

来賓者の招待を行わず懇親会も中止し、少人数の会

法調実務打合せ会へ出席しオンライン申請率の向

員による開催となりました。

上の要望を受けております。調査士報告方式による

また、定例研修会と同様に、部会や理事会も

申請では、原本提示不要等の完全にオンラインにて

Webによる開催が多くなり、８月21日の本会・支

完結できるメリット等もあることより、さらなる利

部長意見交換会についてもWebによる開催となり

用率向上をよろしくお願い申し上げます。

ました。

また本会ホームページの区画整理事業・地籍調査

９月から10月にかけて調査士法施行規則第39条の

事業の情報修正を行っております。

２の規定による調査補助（調査士法等違反に関する

今後も皆様にご利用いただけるよう更新して参り

調査）が６年ぶりに行われました。

ますので、ご参照いただけますようよろしくお願い

コロナ禍の関係もあり、法務局との事前協議も思

いたします。

うように進みませんでしたが、規模を縮小して、桑

コロナ禍収束に至っていない為、企画社会事業部

名、四日市、鈴鹿、伊賀、津の５か所の調査実施と

の事業にも影響が及んでいます。

なりました。

まず、月２回の無料相談会において計６回の相談

調査の日時の協議等については、調査担当地区の

会を中止いたしました。現在は対策を講じて再開い

支部長にお任せする形となりました。調査担当地区

たしております。

の支部長及び支部役員並びに会員の方々には、この

また、法務局との合同で８月１日に開催いたしま

場をお借りして御礼申し上げます。

した全国一斉不動産表示登記無料相談会は相談件数

10月21日には、会費制度検討委員会が行われ、比

３件と例年と比べ非常に少ない相談件数でした。ま

例会費及び定額会費についての議論、提言がなされ

た空き家ネットワークみえ相談会（伊勢）も中止と

ました。

なりました。今年は通常通りの相談対応が可能なよ

法調会は、残念ながら未実施ではありますが、本

う早期のコロナ禍収束を願っております。

会・公嘱協会・政治連盟の三会合同意見交換会は11

また各種会議の開催・参加については、ZOOM

月18日に実施されました。

会議を取り入れ行っております。面と向かっていな

このBORDER87号が届く頃には、年計表の提出

いため、多少違和感がありますが、これも時代の変

等のご案内文書も届くかと思いますが、適切な記入

革期と受け入れ対応していきたいと思います。

と期限内の提出へのご協力をお願いいたします。

本年も会員の皆様の引き続きのご理解とご協力を

最後に、三重会の益々の発展及び会員の皆様、ご

よろしくお願い申し上げます。

家族の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げます。
B OR D ER vol.87 2021.1.1
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研修部

部長

前田

今、研修部員は新しい開催方式への移行に胸を躍

佳昭

らせており、研修部は活気に溢れています。勢いに
乗って、この急激な変化に対応していきたいと存じ
ます。

新年明けましておめでとうございます。
本年度の第２回及び第３回定例研修会は、ともに

最後に、Web研修となってから、研修会の出席

Web方式でした。それまでは、会員どうしが直接

率が僅かではありますが向上しています。これは、

顔を合わせ、会話ができ、そして講師と対面して講

会員の皆様のご理解ご協力のおかげであります。厚

義を聞くことができる研修会で、なかには印象深い

く御礼申し上げます。これからもよろしくお願いい

ものも多くあったのではと思います。残念ではあり

たします。

ますが、感染症拡大防止のためには、非対面式のも
のに移行せざるを得ません。したがいまして、２月
13日（土）に予定しております第４回定例研修会も

広報厚生部

部長

Webでの開催となる見込みです。

岡本

博人

本部会だよりでは、Web方式研修の導入にいた

広報厚生部長の岡本です。会員の皆様あけまして

るまでのプロセスとこれまでにいただいた研修会に

おめでとうございます。平素は広報活動に皆様のご

対するご意見を発表します。まずは、第２回定例研

協力をいただきまして有難うございます。

修会では、前半に音声が一部途切れるなどのトラブ

新型コロナウイルス感染拡大により５月の定時総

ルがありましたこと、お詫び申し上げます。大変申

会をはじめ様々な行事に変化をもたらしました。毎

し訳ありませんでした。４月の非常事態宣言発令に

年12月初めに参加させていただいている東海工業専

ともなって、世間ではWeb会議ツール「ZOOM」

門学校の学校祭のブース出展も無くなり、支部の広

が大きくクローズアップされました。研修部でもぜ

報活動の助成も未だお話を伺っておりません。広報

ひこれを利用したいと考え、いったいどれくらいの

厚生部会も一部リモートで行ったりもしております。

方が利用できそうか令和２年８月５日配信のメール

そのようなコロナ禍の中で昨年の10月31日に会長杯

でアンケートを行わせていただきました。100名も

ゴルフコンペを開催いたしました。今回はコロナウ

の会員から回答をいただきまして感謝申し上げます。

イルスを考慮して４組16人の少数で行わせていただ
きました。

いただいたご意見の多くは、導入に積極的なもの
でした。２件ほど反対意見もありましたが、

11月13日には四日市中央工業高校への出前授業を

ZOOMを利用できるまたはできると思うの回答が

行わせていただきました。他校の出前授業につきま

４分の３以上ありましたので、ビデオ研修会という

しては学校さん側と相談して無理なく進めていきた

方法を残しつつ、ZOOM研修会の導入にいたって

いと思います。

います。第２回定例研修会では、前述のトラブルも

親睦旅行については部内で何度も検討いたしまし

あって、大変厳しい意見をいただくことになるだろ

たが、密にならない親睦旅行をどのように行えるか

うと予想をしておりましたところ、励ましのお言葉

苦慮しており、今年度の実施は難しいと思われます。
最後になりますが、今後も会報「ボーダー」の寄

をたくさんいただき、本当に有難く思っております。
当然ではありますが、良くなかった点の様々なご

稿、各支部、会員の方の広報活動へのご協力を宜し

指摘を踏まえ、トラブル回避への改善は重ねてまい

くお願いいたします。そして会員の皆様のご健康を

ります。会員のなかには、ZOOMに詳しい方もい

お祈りいたします。

らっしゃって、こういう機能を使ってこのように改
良してほしいなどの要望をいただいております。少
しずつではありますが、取り組んでいくよう努めま
す。
5
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支部だより
branch office

特に問題となった件につきましては、役所にて協
議を行いました。
今後も非調査士排除のため、見て見ぬふりをせず、
引き続き情報提供をお願いします。
調査士の資格もなく、倫理綱領もない者が、自ら

桑員支部

支部長

伊藤

の利益のために他人の境界確認に介入することを放

巧

置すると、当事者、隣地所有者の利益を損ね、相隣
関係の悪化につながるため、次年度以降も非調査士

昨年8月26日桑名法務局にて、非調査士調査が、

調査を、継続していただく様要望します。

実に平成26年以来行われました。
支部会員６名参加していただき、違反行為と思わ
れる案件を、複数報告させていただきました。
桑名管内に於いては、調査士でないもの（測量

四日市支部

士）が、表示に関する調査測量を、反復継続的に行
なっていると、強く疑われる案件があり、会員間に

支部長

市川

誉

支部長２年目はコロナウイルス感染症、この一言

て、その動向を注視、情報提供を支部に受けていま

につきます。

す。

感染拡大、緊急事態宣言、落ち着き始めたと思い

その内容の一部として、

きやまた感染拡大。メディアもコロナ、コロ

・分筆登記が目的であろう境界立会いに、測量士だ

ナ・・・・せっかくの日常が目に見えない得体のし

けが対応した。

れないウイルスに翻弄され、４月に行う予定の支部

・区画整理の換地図を無視、許容誤差を大きく越え

総会も通常開催できず・・・・

た確定測量をした。

そんな中、四日市支部には１つ明るいニュースが

・役所から近隣事例で受けた成果が、世界測地系に

あります。我が四日市支部会員の池畑信也先生が、

も関わらず、場所も方位も違う。

法務大臣表彰を受賞されました。この受賞は池畑信

・調査士が行うべき窓口対応を、測量士が行ってい

也先生が土地家屋調査士業務に精通し、業務に真剣

た。

に取り組み、会務にも貢献し、長年にわたる功績が
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か一杯楽しんでおります。しかし、10月頃から仕事

認められた証です。
私も土地家屋調査士の一人として、支部の先輩が

の話が増えてきており６時には自宅に帰っていたの

法務大臣表彰を受賞された事、大変嬉しく思います。

が８時、９時、10時さらには午前様に戻りつつある

コロナ渦ではありますが、法務大臣表彰受賞の祝

状況です。楽しかった時期も終わりに近づいている
のかもしれません。

宴をしたく、有志３名が発起人となり、時節を待ち、
令和２年11月７日（土）に都ホテル四日市にて開催

そんなに飲食、旅行をしてたらコロナに罹るので

いたしました。池畑信也先生の奥様、御令嬢にも出

は、と心配な先生方もお見えだと思いますが、そこ

席いただき、堅苦しくない、穏やかな祝宴となりま

は心配ご無用。鈴鹿市内や四日市市内で飲食する時

した。

はほとんどが貸切状態なんです。旅行先のホテル、

今後も四日市支部会員から、法務大臣表彰を受賞

旅館でも夕食は時間制、朝食はルームサービスで行

される会員がきっと出てくるかと思います。その際

っている所が殆どです。安心して旅行が楽しめてお

には、また穏やかな祝宴を開催できることを心待ち

ります。私の旅先の目的であるゴルフもフロントを

にして、１日でも早く、コロナウイルス感染症が治

通ってしまえば後は大自然の空間が広がっているた

まることを願いつつ、当たり前の日常の回復を願う

め安全です。
さあ皆さん、安心して友人と旅に出てください。

今日この頃です。

忙しくなる前に少しも心配しなくていいと思います。
３月には高知へ旅に出る計画です。黒潮カントリー
鈴鹿支部

支部長

野呂

でのプレーが楽しみです。

幸伸

鈴鹿支部は、コロナ禍が収束するまでは支部での
活動は行いません。研修会、ボランティア活動など
も一切参加しません。ご承知ください。

三重会及び鈴鹿支部の皆様、あけましておめでと
うございます。本年もよろしくお願いします。
さて、昨年度から引き続き続いておりますコロナ
禍ですが、今年はどうなってしまうのでしょうか。
ワクチンの効きが95％、70％とマスコミ報道で言わ
れておりますが、日本には回ってくるのでしょうか。
オリンピックは開催できるのでしょうか。三重国体
はどうなってしまうのでしょうか。考えていると酒
が進んで進んでしょうがありません。
鈴鹿支部は、昨年８月以降は支部役員も集まるこ
ともなく、支部旅行、忘年会、新年会、顔合わせも
行わないようにしております。もっぱらメールでの
やり取りで事を済ますこととしました。これでも何
かと済んでしまっております。以前は、何人かで集
まり嗚呼でもない、こうでもないと酒を飲みかわし
ながら時間をつぶしておりましたが、今年の私は様
変わりしております。３月鹿児島、８月長野、山梨、

津支部

９月滋賀、10月大阪、兵庫、京都へと旅に出かけま

支部長

稲本

大

支部長に就任し、２年の任期も残すところ３か月

した。要するに暇なんです。
６月に国から補助金をもらい、８月からはGo To

あまりとなりましたが、振り返ってみますと、一年

トラベルで35％割引、地域クーポン券を頂き、おな

目は就任早々に津市の境界確認事務取扱要領が施行
7
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され、それに伴う説明会（研修会）を５月に行い、

では8.6棟と比較してもおよそ26倍も高くなってい

９月には懇親会、10月には津まつりでの広報活動、

ます。
また、上野城下町には、歴史的建築物が多く残さ

１月には新年会と忙しいながらも支部行事が予定通
り行えたことがありがたいことだと実感しています。

れているが、活用されず放置されたままになってい

令和２年度は皆さまご存じのとおり、支部総会は

て、これらの歴史的建造物やその景観をどのように

なんとか開催できましたが、その後の活動はほとん

保存し、次代を担う世代に継承を図っていくか、ま

どゼロと言ってもいい程でした。この状況がいつま

た、地域資源・社会資源として、どのように観光や

で続くのかと不安な毎日ですが、安心して懇親会が

新たな産業の創出に繋げていくかも重要な課題とな

できるようになってほしいと切に願っています。

っています。

最後に私事ですが、長女は小学生からバレーボー
ルをはじめて、高校の部活でバレーボールをしてい
ますが、本年が高校最後の年で夏季インターハイ
（全国大会）は無しになり、三重県独自大会だけと
なり、目標を見失ってしまいそうになるなかでも、
春高予選で三重県３位になれたことは親バカですが
自慢の娘です。今は看護師を目指して進学も決まり
一安心しているところです。

KANMURI棟 エントランス付近

伊賀市の空き家対策の取り組みは、平成26年から
「伊賀流空き家バンク」など、公民連携した空き家
対策が進みその成果が着実に実を結んできました。
その取り組みの一例として、2020年11月１日に開業
した、「NIPPONIA HOTEL 伊賀上野城下町」を
紹介します。

伊賀支部

支部長

中井

洸一

伊賀市の空き家対策の取り組み例の紹介
『NIPPONIA HOTEL 伊賀上野城下町開業』
人口減少や少子高齢化に伴い、全国的に空き家の
増加が社会問題となっている。
伊賀市内においても空き家の増加が進み、特に伊
賀上野城下町（中心市街地）の密集した住宅は移住
者の希望には合わず、中心市街地の空洞化が進み、
KANMURI棟 玄関フロント

中心市街地の空き家密度も１㎢あたり220棟と郊外
B OR D ER vol.87 2021.1.1

8

このホテルは、伊賀市、㈱NOTE、JR西日本が
2019年３月に連携協定を結び、これまで伊賀の城下
町を中心にまちづくりを進めてきたが、その一環と
してこの度、三重県初のオープンとなります。
伊賀上野に点在する古民家３棟を改修したホテル
で、フロントとレストラン、客室３室の機能を持つ
「KANMURI棟」、組紐のテナントと客室３室の
「KOURAI棟」、客室４室の「MITAKE棟」
（2020年度内開業予定）からなり、それらが周辺に
分散している。
その内１軒は、「国登録有形文化財」にもなって
いる市所有の「栄楽館」という江戸後期の古民家で、
KOURAI棟 客室庭

生薬問屋、料理旅館として活用された歴史を持つ。
もう１軒は「栄楽館」から歩いて５分ほどの場所に
ある、明治初期に建てられた金物屋の建物です。

KOURAI棟 浴室
KANMURI棟 客室

これらのホテルの客室単価は、約５万円～10万と
かなり高額で強気の価格設定となっているようであ
るが、今のところGo Toキャンペーンの効果もあり、
満室状態との事である。
また、「KANMURI棟」に併設されているレス
トランであるが、伊賀牛、伊賀米、伊賀酒をはじめ、
伊賀の美食素材など、地産地消を基本に地元生産者
より伊賀産の食材を用いている。
夕食は、12,000円と8,000円のコースがあり、なか
KOURAI棟 寝室

なかの高級なメニューを楽しめるようになっている
が、我々には簡単に利用出来そうにもないが、海外
の富裕層などがターゲットらしい・・・・。

そうは言っても、会員諸兄も一度伊賀に訪れてい
9
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なりました。

ただき当ホテルを利用されてはいかがでしょうか？

司法書士会伊勢支部と開催している無料登記相談

これらの写真は、所管する伊賀市空き家対策室へ

会は中止となりました。

お願いし、内部の写真を撮らせていただいたものの
中から一部を紹介しましたが、かなりの高級感と古

支部研修会についても、開催してよいものか？の

民家の持つ風合いと落ち着きが感じられる客室とな

判断が難しく、本会の動向を伺いつつ、保留として

っています。

います。

伊賀へお越しの際は伊賀支部長まで声をかけても
らえば、案内をいたしますよ！！
費用はもちろん自己負担で・・・・・・。
紀北支部

松阪支部

支部長

薗部

松場

豊和

（火力発電所解体に想う）

和宏

私が小学生だった40年程前、おもちゃ屋、ケーキ
屋、洋食屋、映画館、ゲームセンター、ボーリング
場、屋外プールのあるレジャーホテル、ジャスコ、

新年あけましておめでとうございます。
昨年は、支部総会直前のコロナ騒動の為支部として

河合無線などがあった尾鷲は、隣町に住む私にとっ

の活動は全く出来ない状態でした。

ては、キラキラ輝く宝石箱のような街でした。
その尾鷲のシンボルが三田火力発電所の煙突でし

まさかの１年となってしまいました。
他業種との親睦会、支部研修会、会員相互の親睦会、

た。高さ230ｍの煙突は、尾鷲のどこからも目にす

商工会議所無料登記相談会、みえ松阪マラソン2020

ることができ、シンボルそのものでした。
発電所施設内には芝生公園が整備されており、パ

他全て中止又は延期となりました。
今年はコロナ収束を願いつつ、コロナ禍の中で少

イロットになることを夢みていた私は、飛行機型を

しでも支部会員様との交流を図るべく支部役員と相

した遊具でパイロットごっこをしたり、公園内の土

談をしていきたいと考えております。

俵で女の子に投げ飛ばされたのを今でも思い出して
しまいます。

本年が皆様にとって楽しい１年となることを祈念
して、支部だよりとさせて頂きます。

伊勢支部

副支部長

小川

儀剛

伊勢支部で副支部長を務めさせていただいており
ます小川です。
コロナウイルス感染拡大の中、役員出席、他の会
員は委任状出席の総会をすませた後、集うことの是
非が判断できないまま現在に至っております。
役員会は、６月に第１回を開催、後は支部長のこ
まめなメールでの連絡、意見交換により支部の運営
昭和39（1964）年に運転を開始した尾鷲三田火力

をしております。

発電所は、標高約59ｍのセギ山を切り崩した土砂で、

伊勢市、志摩市での参加を予定していた空き家無

砂浜と海を埋め立てて建設されたそうです。

料相談会は行政の意向もあり、志摩市のみの開催と
B OR D ER vol.87 2021.1.1
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建設工事を指揮した中部電力の副社長三田民雄氏

との情報もありました。我々の仕事にも多くの影響

にちなんで三田火力発電所を呼ばれ、昭和39年に１、

が出ていることと思われますが、今は耐えうる時期

２号機に運転開始、昭和62年に３号機が増設され、

かと思っております。悪いことばかりではなく熊野

高度経済成長期の旺盛な電力需要に応じるとともに

支部にも、会員が増えるという良いこともありまし

夏季の電力需要上昇時に威力を発揮してきましたが、

た。支部だよりとしてはあまり材料もなく、現状報

旧式設備の発電効率の悪さから、平成30年にその役

告ということになりました。

目を終え、今年、解体工事が始まり、尾鷲のシンボ

来年は良き年となりますよう願うばかりです。

ルはその姿を消すことになりました。

今は体力温存、情報、知識の蓄積をして支部活動

解体工事が進み、煙突が日に日に小さくなってい

を盛り上げていきたいと考えております。

くのを見ていると、少し寂しさを感じてしまいます。
火力発電所跡地には、バイオマス発電所や野球場
等の整備が検討されていますが、また、何か尾鷲の
シンボルができてほしいと願っています。

熊野支部

支部長

畑中

伸章

今年はコロナウィルスの発生に伴い様々なところ
で影響がでており、社会情勢もかなり不安な状態が
続いています。
熊野支部においても、市役所や役場主催の例年通
りのイベント中止に伴い、計画していた５士会での
無料相談会が中止となり、また熊野支部の研修会も
会場の都合がつかずやむを得ず中止となりました。
また予定していた地元高校への調査士の出前授業
のお願いもできませんでした。研修会については、
頃合いを見ながら年度内には開催ができないか検討
中です。

仕事においても、地域柄か遠方に住んでおられる
所有者の方が多く、立会業務に支障をきたしている
11

B O R D E R vol.87 2021.1.1

政連だより

三重県土地家屋調査士政治連盟

political

幹事長

中野

久生

新年明けましておめでとうございます。

制度制定70周年記念シンポジウム」が開催され、約

会員の皆様におかれましては、健やかに新年を迎

150名の国会議員、県会議員、市会議員に参加して

えられましたことお慶び申し上げます。

もらい、初めて日調連、全公連、全調政連３会合同

旧年中は当政治連盟の活動に対し、御指導、御協

主催の記念行事が無事に執り行われました。国内政

力を賜り厚く御礼申し上げます。

治では昨年８月に安倍前首相が体調不良により退陣
を表明し、９月に菅内閣が発足しました。アメリカ

さて、昨年１月中国の武漢に端を発した新型コロ

の大統領選挙では民主党のバイデン候補が勝利し、

ナウイルス感染症の拡大により、全世界を蹂躙する

共和党のトランプ大統領から交代します。本年は秋

パンデミックに襲われ社会生活が一変してしまいま

までには衆議院議員選挙が行われます。その折には

した。３密の回避、ソーシャルディスタンスの確保、

会員のみなさまの御協力を仰ぐことになりますので、

マスクの着用、手指のアルコール消毒、手洗いの励

よろしくお願いいたします。

行が基本的生活様式となってしまいました。その影
響で５月の定時大会も参加人数が制限された中での

近年は豪雨による災害が多発し、また、いつ何時

開催となり、委任状出席による決議を頂くこととな

大地震が発生するかも知れない状況が続いています。

った次第でした。それ以降の会議もウェブ会議が主

国土・国民の安全を守るのは政治の力であり、土地

体となり、顔を合わせての会議はめっきりと減少せ

家屋調査士制度を向上発展させて行く為にも政治の

ざるを得ませんでした。各政党のパーティーや国会

力が必要です。本年夏に延期された東京オリンピッ

議員の報告会、県会議員による県政報告会等も開催

ク・パラリンピックで日本中が盛り上がっていくも

案内はあるものの延期や中止になるケースが相次ぎ

のと期待します。それに合わせて、我々土地家屋調

ました。

査士も向上し、盛り上がっていけますように祈念し

その様な状況の中７月20日（月）に自民党三重県

コロナ禍の不安な気分を一新して参りましょう。

連による要望聴き取り会、８月26日（水）には新政

今年一年が皆様にとって輝かしい一年となります

みえによる要望聴き取り会が開催され、いずれも神

ことを願って新年のご挨拶とさせていただきます。

戸会長、古尾副会長、小林副会長と共に出席しまし
た。全国ワースト２位の地籍調査の推進、法務局14
条地図作成業務の推進、狭あい道路事業の促進、空
き家対策協議会の設置、未登記道路解消に向けての
助成措置等を例年どおりに継続して要望しました。
県からはいずれに対しても、各市町への要望・指導
を含め少しずつではありますが、改善できるよう努
力していくとの回答を得ています。また、相続登記
の義務化、相続未了土地の解消、所有者不明土地の
対応も要望しましたが、これに対しては国を絡めて
の協議を続けていくとのことでした。
昨年10月26日（月）には東京で「土地家屋調査士
B OR D ER vol.87 2021.1.1
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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
代表理事

小林

邦光

新年あけましておめでとうございます。

の努力、研鑽を続けることが必要です。市民の血税

会員の皆様におかれましては、輝かしい新年を健

で費用が支払われる公嘱業務であることを忘れては

やかにお迎えになられましたこととお喜び申し上げ

なりません。

ます。また、旧年中は当協会の活動、運営に多大な
ご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

防災訓練の参加や出前授業の企画である公益目的

昨年８月の定時社員総会におきまして、代表理事

事業のうちの自主事業も新型コロナウイルス感染症

に就任いたしました四日市区域の小林邦光です。理

の影響でなかなか参加、実施ができない状況です。

事18名、監事２名の役員並びに事務局職員一丸とな

以前のような型ができているのでその通りにすれば

り、皆様のご協力を得まして、私自身、甚だ微力で

良い、は通用しなくなっています。新型コロナウイ

はございますが、当協会がより良い公益法人となる

ルス感染症とこれからいかに付き合っていくか、公

よう一生懸命務めさせていただきますので、どうぞ

益性を保ち、どのような形で社会貢献活動ができる

よろしくお願い申し上げます。

かを公益社団法人である公嘱協会としても考えなけ
ればならないと思います。

現在、公嘱協会が受注している大型事業としては
津市、名張市、伊勢市、志摩市、玉城町の各市町で

最後になりましたが、本年が皆様にとりまして素

の地籍調査事業や津地方法務局より受託した津市垂

晴らしい一年になりますよう祈念いたしまして、ご

水ほか地区の14条地図作成作業などがあります。地

挨拶とさせていただきます。

籍調査については令和元年度末時点の地籍調査進捗
率は10％、大阪府と並んで後ろから２番目でなかな
か抜け出せない状況に依然としてあります。少ない
予算、業務における長時間の拘束時間、短期間で処
理しなければならないことも大量であり、複雑、多
様化しています。それでも土地家屋調査士の使命と
しての「地図づくり」に携わっている社員の皆様の
ご尽力に深く御礼申し上げます。
昨年より新型コロナウイルス感染症対策のために
市町の予算が優先的に使われ、公共事業に充てられ
る予算の確保が難しい状況で発注件数及び受注金額
が減少傾向にあります。しかしながら、景気抑揚策
としての公共投資や社会基盤の整備は必要であると
考えます。今後も事業の予算確保や受注件数の増加
のための要望を官公署に対し行っていきたいと思い
ます。
我々としても委託者が専門家である土地家屋調査
士に託した業務依頼に誠実に応える義務とそのため
13
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報告

会長杯親睦ゴルフ大会2020

Report

広報厚生部

部長

岡本

博人

令和２年10月31日（土）、会長杯親睦ゴルフ大会
を県内有数の名門コースである四日市カンツリー倶
楽部において開催いたしました。
今回は新型コロナウイルスの感染を考慮して４組
16人での少数の参加者にて行いました。従って、恒
例の団体戦は無くなり、個人戦のみとなりました。
当日は、雲一つない晴天の中で行われましたが、
スティンプメーター10.5フィートの高速グリーンに
皆さんグリーン上で苦労されたのではないでしょう
か。
会長特別賞

市川誉会員と古尾会長

表彰式は古尾会長にお越しいただき、密にならな
いように大コンペ室で行いました。
優勝は伊賀支部の高山秀峰さん、２位は松阪支部
の薗部和宏さん、３位は津支部の豊田一哉さんでし
た。会長特別賞は抽選の結果、四日市支部の市川誉
さんとなりました。
コロナ禍の中での開催となりましたが、ご参加い
ただいた会員の方有難うございました。2021年は新
型コロナウイルスが収束してもっと大勢の方で参加
いただけることを祈願しまして会長杯ゴルフコンペ
優勝

高山秀峰会員と古尾会長

の報告とさせていただきます。

会長杯ゴルフ大会スタート前
B OR D ER vol.87 2021.1.1
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報告

四日市中央工業高等学校の出前授業

Report

広報厚生部

令和２年11月13日（金）午後１時15分から四日市

部長

岡本

博人

ムが時間内に計算を終えて集計となりました。

中央工業高等学校さんの出前授業を広報厚生部員一

陣取りの面積の大きさと巻尺による面積計算と光

同で行いました。

波による面積計算の誤差をポイントにして順位を決
定し、表彰を行いました。優勝チームには調査士グ
ッズの記念品を授与し、各生徒さんには三重会の広
報グッズをお渡ししました。
最後に、濱田副会長より、『生徒さんたちが将来
マイホームを建築した際に必ず土地家屋調査士と関
わることになりますので、お一人でも土地家屋調査
士の名前を憶えていてください』と最後の挨拶で締
めくくり無事終了となりました。後日、生徒さん達
座

学

からこの度の出前授業についてのアンケートをいた

コロナ禍であり、先方の先生に『今年はどうされ

だきました。土地家屋調査士に聞いてみたいことに

ますか』との相談をしたところ、是非ともお願いし

ついては、「時代が進んでいるからこそ、便利にな

ますとのお声をいただき実施させていただく運びと

った測量方法の講義を聞きたい」、「資格を取得す

なりました。

るための勉強方法、資格取得後どのような仕事がで

当日は、竹内副部長より生徒の皆さんへ10分程の

きるのか」等の意見があり、こんな実習をしてほし

座学をさせていただき、土地家屋調査士がどのよう

いについては去年に引き続き「ドローン測量が見た

な職業であるか、土地家屋調査士の魅力、どうすれ

い」という意見が多数ありました。講義、測量実習

ば土地家屋調査士になれるかを簡単に説明させてい

の内容については「土地家屋調査士が八士業に入っ

ただきました。

ていると初め知った」、「分かり易くて実習も楽し
かった」等の意見をいただきました。今回の出前授
業でも土地家屋調査士の名前を憶えていただいたの
ではないかと思います。
今後は、普通科の高校にも出前授業をした方がい
いとのご意見を聞いておりますので、検討していき
たいかと思います。この度は、公嘱協会より前川賢
直さん、四日市支部より矢野哲也さん、小林尚史さ
ん、伊藤祐樹さんのご協力をいただきました。ご多
測量実習

忙の中、本当にありがとうございました。

次に校内駐車場におきまして、４チーム各９～10
名に分かれての測量を取入れた陣取り合戦を行いま
した。巻尺による測量、光波による測量を各チーム
の生徒さんたちが分担して行いました。生徒さんた
ちは終始楽しそうに実習をされていました。
続いて、校舎内に戻り、電卓を用いて測量の結果
の計算をしました。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、光波測量については座標
集合写真

計算による面積計算をそれぞれ行いました。各チー
15
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年

年

男

女

丑年

松阪支部

薗部

和宏

新年明けましておめでとうございます。
平成10年７月１日に入会をして開業23年目の年に
２回目の年男を迎える事が出来ました。
25歳で開業をして48歳を迎えるにあたり人生のほ
ぼ半分を土地家屋調査士として過ごしている事に少
し驚いております。
少し今までを振り返ってみますと、先輩、同期、
後輩全ての方に恵まれてここまでこれたと感謝・感

丑年

桑員支部

村木

謝であります。

大真

仕事も順調にさせて頂き感謝・感謝ですが、仕
事・仕事・遊び・仕事・仕事・遊びのルーティンを

明けましておめでとうございます。

ひたすら繰り返し、家庭を顧みず家族には大変申し

昨年はコロナで大変な一年になりましたが、今年

訳ないとおもっております。
早いもので後12年で還暦かと考えた時、このペー

はコロナも終息し素晴らしい一年になることを切に

スで時間が進めばあっという間に時間がすぎてしま

願います。
この「年男」の原稿依頼をいただいて「年男」っ

うと思うと仕事・遊び・家族か仕事・遊び・遊びに

て何と思いましたら、自分が「年男」であることに

シフトしないと後悔しそうなので色々と考えなけれ

気づき年を取ったと思わされました。

ばなりません。とは言いつつ日常業務に忙殺される
のでしょう。

年を取って思うことが、体にガタが来ています。
私は、運動をすることがストレス発散になるので好

勝手に75歳になったら引退しようと昨年あたりか

きなのですが、三十代後半でランニングに励んでお

ら考え始めました。なぜ、そのような考えをもった

りましたら左ひざを痛めて断念。代わりといっては

かはよくわかりませんが、先はまたまだ長いです。

何ですが、テニスは昔やっており、テニスは出来る

初心の気持ちを忘れず、これからも調査士を頑張
っていこうと考えております。

なと思いテニスに励んでおりましたら、最近右ひじ

皆様、これからもどうぞよろしくお願い致します。

を痛めてしまいました。また、テニスも断念しなけ
ればならないのかと落ち込んでいましたら、嫁から
のアドバイスが「右で出来なければ左でやれば」。
起死回生の一言です。さすがに右でやるようにはで
きませんが、左でどこまでできるのか今奮闘中であ
ります。
みなさま、諦めず工夫すれば何とかなるというの
を感じました。
コロナの影響で、みなさまにお会いすることも難
しくなりましたが、元気に楽しい日々を送るため常
に何かないか探すことに奮闘中です。また、お会い
するときには一つでも楽しいネタを仕入れておきま
すので、よろしくお願いいたします。
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丑年

伊勢支部

鈴木

新 入 会 員
紹 介

勝吉

新年あけましておめでとうございます。
（還暦）生まれたときと同じ暦に還るという年齢と
なりました。

①調査士になる前は何をしていましたか？

昭和36年岩手県水沢市：現奥州市生まれ（母親が

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？

岩手県江刺市：現奥州市出身）の伊勢っ子です。

④趣味は何ですか？

土地家屋調査士を生業とする祖父の元、この業界

⑤自慢できることがあれば教えてください。

に60年！物心ついた頃から家には、巻尺・平板・三

⑥調査士としての今後の抱負を聞かせてください。

脚等々の測量器具、更には製図台・複写機・Ｔ定
規・やたらデカい三角定規等々、もちろん普通の三
角定規に三角スケール・ガラスペン・カラスぐち
等々、一般家庭はもちろんベテランの会員でないと

松阪支部

知る由もないような機器や道具に囲まれて育った私

福島

です。
が、しかし、生来の怠け者である私は、真面目だ

史也

三重県土地家屋調査士会に入会しました、松阪支

とか一生懸命とかが苦手で、もちろん士業であるこ

部の福島史也と申します。

との意味も理解せず、祖父らの期待に応えることに

平成28年から土地家屋調査士事務所の補助者とし

も興味なく日々を過ごしておりましたが、幸運にも

て勤めており、平成29年度の土地家屋調査士試験に

皆さんの仲間入りをさせていただくことが出来まし

合格しました。合格した当時は、経験も少なかった

た。そんな性格であるが故、20歳になったら何をし

為引き続き補助者として勤めておりました。しかし、

よう、30歳になったら、40歳になったらなど何のビ

年々仕事をすることで、経験を積み自信を持つこと

ジョンもなく、歳月を無駄に過ごしてきたと反省ば

ができ、責任感をもって業務に取り組みたいという

かりの毎日ですが、そんな私も妻とめぐり逢い３人

思いが強くなったため、令和２年８月に入会しまし

の子供を授かり、昨年は孫にも恵まれました。

た。

自身が土地家屋調査士となるに当たっては、伊勢

先輩方にはいろいろとご迷惑をおかけすることも

支部の諸先輩方にお世話になり、また役員等を務め

あるかと思いますが、多くの知識や経験を積み、信

させていただく度に、他支部や他会の方々にも名前

頼される土地家屋調査士に成長できるよう精進して

を憶えていただけるようになり、まんざら無駄な事

いきますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

って無いのかなと、この原稿を通じ結果オーライの

申し上げます。

自分を振り返っております。
10年前、50歳になる折の会報において、『敦盛』

アンケートの回答

を引用するなどという身の丈を考えない不躾な輩で
ありましたが、ほんの数人とはいえ質問を投げかけ

①税理士事務所に勤めていました。
②行政書士の資格を活かせると考えたため。
③多くの方と接する機会があり、又、いろいろな場
所へ伺えるので、楽しく業務をしております。
④カメラ（予定）
⑤特にありません。
⑥お客様に信頼される調査士になるよう日々精進
し、頑張ります。

てくれる後輩が現れ、自身の立ち位置の変化みたい
なものを考えるようになりましたが、これも60歳に
なるが故でしょうか。
いろいろなことを経験し歳を重ね還暦となります
が、中身は何にも変わらないと思います。
皆さん今後もよろしくお願いします。
17
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くお願いします。

伊勢支部

有竹

良太

アンケートの回答

この度、三重県土地家屋調査士会に入会致しまし

①兵庫県でメーカー（鉄鋼）に勤務していました。
人事部に配属されて主に採用や研修等を担当してい
ました。
② 20 年ほど前に仕事をやめて故郷の和歌山に帰っ
たのですが、なかなか職が見つからず、30 歳を前
にして土地家屋調査士を目指そうと思いました。
③平成 14 年に和歌山県で登録しました。土地の仕
事は筆界について隣接の方に納得していただかない
といけませんので、手間ばかりかかって決して割の
いい仕事ではありませんね。
④趣味は魚釣り全般です。20 歳代の頃は船舶免許
を取得してダム湖等でブラックバスを、近所の海で
はアオリイカ等を釣っていました。現在は近所の川
でウナギを捕っています。
⑤何一つありません。
⑥あと 10 年は頑張りたいと思います。

た有竹良太と申します。私は、父の補助者として調
査士業務の経験を積み、試験に合格したため、登
録・入会致しました。調査士として業務を行ってい
く中で、責任の重さと調査士制度の重要性を日々感
じております。今後とも日々研鑽を重ね、調査士に
誇りをもって業務に励みたいと思います。
コロナ禍で何かと大変かと思いますが、既会員の
先輩方におかれましては、ご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願い致します。

アンケートの回答
①父の補助者をしていました。
②父の後を継いでいこう思ったからです。
③責任の重さを日々感じています。
④ボウリング
⑤特にありません。
⑥研修等により知識や技術の向上に努め、どのよう
な人からも信頼される調査士を目指していきたいで
す。

鈴鹿支部

芝山

裕之

三重県土地家屋調査士会に入会させて頂きました、
鈴鹿支部の芝山裕之と申します。５年程前に横浜市
から三重県鈴鹿市に移住をして参りました。30代後
半になって新たな地で生活するためには、何か資格
が必要だと考えて土地家屋調査士の資格を取得しま

熊野支部

久野

した。土地家屋調査士は一般にはあまり馴染みがな

俊樹

い資格ですが、取り扱う分野は専門性が高く、やり

令和２年８月に三重会に入会させていただきまし

がいもありとても面白い仕事だなと思います。

た。平成14年に故郷の和歌山県新宮市で開業し、県

これから沢山の経験を積み、社会に貢献できる土

境の熊野川を隔てた紀宝町の自宅から事務所に通っ

地家屋調査士になろうと思いますので、皆様方には

ていました。

ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

事務所が２度も水害に遭ったこともあり、高台に
ある紀宝町の自宅の横に事務所を構えることとなり
ました。地域柄、三重県と和歌山県の両方で業務を

アンケートの回答

行うことがあるのですが、中部ブロックと近畿ブロ

①現在の事務所で補助者として勤務していました。
②移住のための生活の手段として調査士の資格を取得しま
した。
③補助者の時とは異なり、自分の名前で登記がなされる
ことに怖さを感じるとともに、やりがいも感じています。
④読書とドライブです。
⑤特にありません。
⑥表示登記の専門家として社会の役に少しでも立てるよ
うに日々研鑽を積み業務にあたっていきたいと思いま
す。

ックの境ということもあり、開業当初は取り扱い等
で困惑することもありましたが、時間が経つにつれ
てやっと慣れてきました。30歳で開業し、はやいも
ので約20年が経過しようとしています。
あと何年土地家屋調査士を続けることができる
かわかりませんが、三重会の会員のみなさま、事
務局のみなさまには今後ともご指導のほどよろし
B OR D ER vol.87 2021.1.1
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桑員支部

四日市支部

久浦

山上

睦

真司

皆様初めまして。この度入会させていただきまし

この度、三重県土地家屋調査士会に入会させて頂

た久浦睦と申します。どうぞよろしくお願い致しま

きました。桑員支部の山上真司（やまかみ しん

す。平成15年に資格を取得してから相当の年月が経

じ）と申します。
桑名市で生まれ育った平成４年生まれの28歳です。

ってしまいましたが、一念発起し、土地家屋調査士
として登録させていただくことに致しました。私は

私は大学在学中に調査士の資格を知り、そして卒業

これまで、20年以上補助者として土地家屋調査士の

後に愛知県の調査士法人に補助者として雇って頂き

業務に携わってまいりましたが、それとは立場や責

ました。それから４年半ほど働かせて頂きました。

任がまったく違うものでありますので、もう一度最

私は特に身内に調査士や司法書士のような士業の方

初から業務を見つめ直し、新たな気持ちで勤めさせ

がいるわけではありませんがこの業界に身を置くこ

ていただこうと考えております。また、試験合格当

とになりました、変わり者だとよく言われます。上

時からすると、法改正等もありましたので、改めて

記の調査士法人に無事に調査士となるまで育てて頂

勉強し直さなければならないと思っております。

きました事を大変感謝しています。そして晴れて今
回、地元である桑名市にて独立開業させて頂くこと

まだまだ未熟者で知識や技術等々至らない点も
多々あるかと思いますので、諸先輩方におかれまし

になりました。まだまだ若輩の身で大変恐縮ですが、

ては、何卒ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致しま

先輩の先生方のようにこの三重県に全力で貢献して

す。

いきたいです。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。

アンケートの回答

アンケートの回答

①補助者として土地家屋調査士業務に携わっており
ました。
②実務経験の中で、とてもやりがいのある業務である
と思いました。
③責任の重さをひしひしと感じております。
④ジョギング等、体を動かすことです。
⑤特にありません。
⑥だれからも信用信頼されるような調査士になれる
様、努力したいと思います。

①愛知県の調査士法人で補助者として働いていました。
②学生時代に独立開業がしやすい資格を探していたと
ころ、調査士を知りそして自分に適しているのではな
いかと考えたからです。
③以前とは一挙一動および、一つの発言に対する責任
の重さが比にならないほど増したと感じています。そ
してそれが、自分を奮い立たせてくれます。
④ネットサーフィンと漫画を読むことです。中学２年
生の時から週刊少年ジャンプを購読しています。
⑤現在社会現象となっている「鬼滅の刃」に対して連
載開始当初から目をつけていました。
⑥地元に根を張り、地域密着した調査士を目標として
います。みなさまの近くに潜む境界問題に対して、１
つ１つ真摯に向き合っていきたいです。
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私は48才の年男です。業務歴は20年を超えま
した。
時間の経つのは早いものですね。
ところで皆さん、資産管理をされていますか。
私は、投資が趣味みたいなものですので、必
然的に資産管理についても考えます。
我々は自営業者であり、退職金はありません。
税制面・年金・健康保険等、向かい風の環境に

資産管理の考え方（私見）

さらされています。私の世代は年金も当てにで

広場

きません。
老後2,000万円問題が話題になりましたが、
今更ですよね。
そこで今回は、私の経験が、特に私より若い
会員の皆様の参考になればと思い、このテーマ
で寄稿ノルマを達成しようと思います。
参考になれば幸いですが、推奨するものでは
ありません。何をするにも自己責任でご判断く
ださい。
なお、専門用語の説明は割愛させていただき
ます事をご容赦ください。
私が投資を始めたきっかけは、1998年に知っ
た日本国債の発行残高です。
当時の国債残高は600兆円を超え、対GDP比
100％も超えていました。国民１人当たりで約
500万円の負担であり、５人家族の我が家の負
担が2,500万円となります。
当時の税収が50兆円に対し、歳出は80兆円で
あり、赤字国債発行は毎年の恒例行事であり、
残高は増えるばかり。
ちなみに現在の財政状況は、この当時のざっ
くりと倍程の悪化となっています。
数年前に日本でもMMT（現代貨幣理論）が
話題になりました。
この理論によれば問題ないのでしょうが、私
は信じていません。
身の丈に合わない超借金大国で、ハイパーイ
ンフレや国家破綻が起きるリスクがあるのでは
ないかと心配になりました。
少なくとも、蓄えたお金の価値が低下したり、

◆四日市支部◆

山下
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預金封鎖やデノミが起こる可能性もゼロではな

淳

いのではと危惧し、何かしなければと研究を始
めたわけです。
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心強いです。

この頃の考えは、円の価値が低下しても国際

日銀の資金循環統計でも分かる通り、大多数

優良企業の株式価格は比例して下がらないだろ

の日本人が資産を円で保有しています。

うと、また、インフレになれば株式価格はイン
フレ率以上に値上がりするのではないかという

ここでいう円を現金・預金・定期預金・日本

ものであり、丁度ネット証券が解禁された時期

国債・円建て保険商品等と定義すると、ようす

でもあったので株式投資から始めることにしま

るに、円の価値が低下するあらゆる現象が大き

した。

なリスクとなる資産管理はいかがなものかと思
うわけです。

ファンダメンタルズやテクニカル指標等を勉

さて、色々なやり方で、様々な金融商品を短

強し投資ルールを作って1999年に初取引をした

期売買していましたが、ここ数年は長期投資も

銘柄は今でも忘れません。

取り入れるようになりました。

2005年には三男が生まれ、各種保険に加入し

資産運用の考え方は、どんどん変わりますが、

ました。

今は長期投資７割で短期投資３割の比率で考え

三人の息子への積み立て型学資保険も含め、

ています。

全て米ドル建てにしました。

長期投資は将来の老後資金なので、数十年間

米ドル建ては、円リスクへのヘッジと、この

安定して増加させる必要があります。

頃の米ドル建ての利回りが、今では考えられな

インデックスファンドのETFは優秀ですが、

い程良かったためです。円建ては、当時ゼロ金

過去のチャートから判断すると（未来のことは

利政策中であり論外でした。

分かりません。）日経平均連動型がダメで、S

この20年間で金融商品もどんどん追加されて

＆P500連動型は良いという具合になります。

いきました。

また、保有商品の種類も分散させて、株式を

ETF、ワラント債、CFD、FX、外国株、海

６割、債券類や現金を２割、コモディティを２

外ETFなどです。

割などの比率でポートフォリオを組みます。

また、手数料や証拠金が引き下げられ、無料
で多数の有益な情報を得られるようになり、少

株式は、一つの業種に偏ることのないよう多

額資金から運用ができるようになり投資環境は

数のセクターで構成し、リスク管理します。長

大きく改善しました。

期投資なのでキャピタルゲインとインカムゲイ
ンの両方を狙います。日本株に偏らないように、

何といっても、有事の際に素早く円から他の

米ドル建て・ユーロ建て・香港ドル建て等の

資産に移すことが出来るスキルを持っていると

（次ページに続く）
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ETFも組み入れて為替リスク管理をします。
私がこのポートフォリオを組んでいるのでは
なく、このようなポートフォリオを目標に進め
ているということです。
金融商品の購入は、一度に買わない。無理に
買わない。積み立てのようにコツコツと買い、
安い所も少しずつ買います。
ポートフォリオを組み終わっても、メンテナ
ンスは必須です。
例えば、コロナ禍で株式が大幅に下落し、米
国債やコモディティが上昇しました。

広場

すると株式の保有比率が下がり、債券・コモ
ディティの保有比率が上がります。比率を戻す
ため、債権・コモディティを売り、株式を買い
ます。
その後、株式が大きく回復しましたので保有
比率を元に戻す売買をします。
メンテナンスやローテーションをしなければ、
投資効率が下がります。
本来、株式が下落すれば、国債やコモディテ
ィである金は上昇する逆相関なのでリスク管理
に利用するのですが、金融市場が暴落する時は
どうやっても長期投資資産が減少します。
しかしながら、これは一時的なものであり、
保有商品を厳選してコツコツ買っていった資産
は、長期的に増えていくのではないでしょうか。
今日より10年後の生活の方が便利な筈であり、
後進国はもとより日本以外の先進国でも緩やか
なインフレは各国共通の政策として実行されて
います。

B OR D ER vol.87 2021.1.1
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るA航空会社を買い、過大評価されているB航

日本は長らくデフレであり、先進諸国の中で

空会社を空売りするという具合です。

賃金が殆ど増えていないという極めて特殊な国

投資で１億以上稼いだ「億り人」や億トレー

であります。

ダーの投資法をいくつも見ましたが、信用取引

資産運用でも、特殊な日本株等に固執せずに
多様化しなければ、長期投資の目標が遠のく気

や高レバレッジ取引を利用するパターンが多く、

がします。

また、分析に多大の時間が必要となったり、板
に張り付いてスキャルピングしたりと、どうに

もし、長期投資の年率平均利回りが７％であ

も再現性が低いと感じます。

れば、約10年で２倍になります。

自分のペースでじっくり、慌てず、無理をせ

この数字であれば希望が持てますし、投資の

ず、実現可能な方法で長期投資を軸とした資産

勉強も楽しみながらできると思います。

管理が、自営業者である我々の安心に繋がると

次に、資産の３割を回す短期投資ですが、特

良いですね。

に暴落時に活躍します。

投資をするには、知識と情報が必須です。

短期投資は、金融商品の方向性を見つけてそ

欧米と違い、日本は教育のせいで金融リテラ

の波に乗り、短期に利益を上げようとします。
波が上昇なら買い、波が下降なら空売りします。

シーが低いと言われていますので、尚更知識と

暴落時はボラティリティが大きくなるので短期

情報を得るための努力が必要です。
たまに投資信託の相談を受けますが、日本の

でのリターンが望めます。

投資信託の販売手数料が平均約３％で信託報酬

短期投資の全てが成功する事はあり得ません

が年約1.5％であるのに対し、私が保有してい

ので、ルールや方法が重要となります。

る米国ETFだと販売手数料が0.55％で信託報酬

例えば、利益10％で利確し、損失５％で損切

は平均年0.3％を下回っています。

りするのであれば、損益比率が２対１となり、

ですから対面販売で購入する投資信託には注

勝率５割でも利益がでます。精神的に損切りが

意が必要です。

出来ない方は、１回の投資金額が大きすぎてい

なお、積立NISAで購入できるETFは、金融

る場合が多いので、平気で損切りができる金額
に下げた方が良いかもしれません。

庁が認めた商品のみなので、こちらの費用は随

投資は、買うのが簡単で売るのが難しいと言わ

分と抑えられています。
つまり、知識と情報がないと、特に金融リテ

れますからね。

ラシーの低い日本人は、せっかくの財産を増や

また、相関性の高い２つの株式で裁定取引を

し難いことになりかねません。

するとリスクが下がります。過小評価されてい

労働資本で得る収入と、金融資産で得る収入が
あれば、精神的にも楽になります。収入減を多
様化する一環としても、資産を運用し、より安
定した生活を目標にされると良いかもしれませ
ん。
最後に、思うがまま書きましたので、文章構
成も酷く分かりにくいものとなりましたことを
陳謝しつつ、何事も自己責任であることを申し
上げて終わります。
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会報の寄稿依頼があり、趣味の範囲でも問題
ないということで困ってしまったが、結局、将
棋のことについて寄稿することにする。
昨今、藤井聡太二冠（現在）のおかげで、将
棋界が注目を上げている。２年前、国民栄誉賞
を受賞した、羽生善治先生、もっとずっと前は、
今では考えられないが、TV界を賑わしている、
ひふみんこと、加藤一二三先生。
注目が当てられるときにはどの業界でも当然
のことながら、スター選手が現れる。

ＡＩと将棋

広場

（因みに将棋界では、四段昇格でプロとなり、
その時点で先生と呼ばれる。
したがって藤井聡太二冠もタイトルの保持が
なければ先生と呼ばれる。）
私の中では、やはり、羽生善治先生が一番の
将棋界のスターであると思う。
将棋のタイトルは現在、「名人」「竜王」
「王将」「王座」「王位」「棋聖」「棋王」の
七大タイトル、叡王というタイトルも現在ある
のだけど、歴史から見て、この七大タイトルは、
やはり、別格。その七大タイトルを独占してし
まったこの偉業は、例えることのできないほど
の将棋界の事件であるのだが、それ以上にすご
いのは、連続何期だとか何期か獲得すればの条
件はあるのだが、『永世』という称号を頂く。
その永世を全てのタイトルで羽生善治先生は獲
得したのである。最後の竜王の永世取得をもっ
て国民栄誉賞という流れであった。
政治色が高い国民栄誉賞よりも、この『永

◆鈴鹿支部◆

板井
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孝雄
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世』という称号七大タイトルで全て獲得は、将

で良いか悪いかを判断させることにより状況が

棋を少し知っている方ならば１つ取ることがど

一変とした。もう今では人間がAIの評価を気

れだけ凄いことなのかは言うまでもない。

にして指すようになっている。タイトル戦の実
況でも、一手により評価値が変わるとファンは、

将棋は、悪手の積み重ねが敗因になるため悪
手しない為に、将棋には研究というのがあって、

悪手だと騒ぎ立てる。人間がAIに踊らされて

この手を打つと悪手に繋がるからこの手を排除

いる典型だ。私は、間違わないことは大切だが、

し、最善手を探すことが勝利に繋がる。それを

人間はAIではない。間違えるからこそ人間な

求めるため、先生方は、たゆまぬ努力により

んで面白い。ただし、AIが間違ったらそれを

日々、最善手を導く。趣味程度の私には到底つ

信用していた人間はたまったもんじゃないんだ

いていけない世界である。

ろうから、人間は、楽でいい。

現在は、人間の脳で最善手を探すよりAIに

仕事においても、生活面においてもAIはも

より研究をしている先生方が多数派を占めてい

う人間になくてはならないものになってしまっ

る。その理由は、人間には変な邪念があり、今

た分、当然AIにより排除されるものも多数あ

まで培ったもの以外は認めない、認めようと思

る。最近では、AIにより将来の職種が無くな

っても実際は認めない疑り深い一面がある。し

るかもしれないという雑誌の記事が目に付く。

かしながら、AIは、そういったものを一切考

現在、その職種で働いている人は戦々恐々であ

慮しない為、今まで研究により悪手だったと思

り、学生の就職先にも影響を与えているのだろ

われていた手は実は、最善手になっているとい

うと容易に想像できる。

うケースもあるみたいで、現在は、再度光が当

土地家屋調査士はというと、AIは、デスク

たる一手もある様だ。そのAIを使い、実力・

ワークの多くの職種を排除しているようで、外

努力など様々な能力で磨き上げていく藤井聡太

の仕事があるものは、やはり人間の仕事らしい。

二冠は言うまでもなく将来の羽生善治先生を超

これでは、人間がAIの奴隷の様な社会になる

えるかもしれない。

気がする。

AIは、一昔前までは、将棋には向かないと
いわれていた。理由は、将棋のルールで、相手

最後に、「AIと将棋」という本題で原稿の

の陣地に入ると、駒の役割が変わったり、相手

案を書きながら、AIを『私の妻』、将棋を

の駒を取ると使えるという複雑なルールがある

『私』と変換するとまるで日常生活の「私の妻

為、数年前までは人間の方が強かった。ある技

と私」の様な話になるので、本題は、「私の妻

術者が、AIに評価値というプログラムを取り

と私」で良かった気がする。
以上

入れてAIが得意とする計算速度により、点数
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特
集

～測量あれこれ～
デジカメになってからフィルム切れ、撮影ミス、
現像待ち等がなくなり、SDカード等のいろいろな
メディアにも対応しています。また防水性、耐衝撃
性を備えた現場向きのカメラもあり今やデジカメは
土地家屋調査士の必須アイテムになっています。
土地家屋調査士がカメラを使う場面と言えば境界
立会は勿論のこと、調査書に添付する境界標写真や、
地目変更、建物登記（新築・変更係わらず）に活躍
しているのではないでしょうか。

写真測量

第4回

自分の目線以下の写真なら簡単に撮影することが

ペンネーム ワンマン調査士

できますが、太陽光発電に伴う大規模土地の地目変
更や、傾斜の少ない屋根などの撮影は困難ですね。
そんな時に活躍するのが最近流行のUAV（ドロー

皆さんは現場作業のときカメラを持って行くと思

ン）を使った空撮ですね。

いますが、どんなカメラを使っていますか？
今はデジタルカメラが当たり前となっていますが、

最近のドローンは画質が良く軽量コンパクト、更

昔はフィルムカメラかポラロイドカメラしかありま

に安価になってきて使用している方もみえるのでは

せんでした。

ないでしょうか？

フィルムカメラはその場で写真が確認できないの
で、現像が終わる迄上手く写っているかドキドキし
た経験がある方もみえるのではないでしょうか？
ポラロイドカメラは現像しなくて、その場で確認で
きるのがメリットの代わりにフィルム代が高価だっ
たと記憶しています。
出始めた当初のデジタルカメラは高価で画像が荒
くなかなか実用に耐えられるものではありませんで
した。
現在のデジカメは画質も良く、動画も撮れる優れ
ものですね。
展開状態

収納状態
B OR D ER vol.87 2021.1.1
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Special feature article
空撮のメリットは
・入って行きにくい場所の確認。
・地形・構造物など目線の高さで見ているときより
も形状がハッキリする。
・現況と公図・測量図との重図により境界の推測、
見当の付けやすさ。
・建物の屋根の種類や、建物と土地の位置関係の把
握。
一方デメリットとして
・ドローンの操作に慣れる必要がある。
・DID地区や高度など飛行禁止区域がある。
・墜落の危険があり賠償問題が生じる可能性がある。
色々メリット、デメリットがありますが活用方法
は広く、小規模写真測量やドローンに測量用GPSを
搭載し、RTK測量による三次元測量も実用化され
てきています。
土地家屋調査士には空撮した写真をオルソ化（正
斜補正）した後、公図、実測結果を重ねて境界鑑定
を行うことができると思います。
もう少しドローンやソフトが安価になれば、境界
鑑定に限らず山林など空撮による境界確定等、いろ
いろと業務範囲が広がるのではないでしょうか？
まずは安価なドローンを購入して、いろいろな現
場で使って慣れてみることから始めると良いかもし
れませんね。
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【獣】

に崩れ落ち仰向けになった。この時、机の上できれいに整

市野 浩太郎
●松阪支部

頓されていた事務用品や登記申請書類も、床に落ちた。こ
れにより、測っ虎事務所で保たれていた全ての秩序が音

曇天のクリスマスイブの昼下がり。訪問客もなく電話も

を立てて、木端微塵に崩れたことを確認した。箍が外れて

鳴らない静かな日だった。

何もかもが終わったような気がした。そのまま、「この野

「清木場。ちょっと、こっちへ来なさい」。測っ虎先生の

郎！」と言って、躊躇なく先生の上にダイブし、馬乗りの体

抑えのきいた声が事務所に響いた。過去の良からぬイメー

勢になった。マウントポジジョン。二人とも息が乱れている。

ジが補助者の清木場の頭を過ぎった。「この２筆。どうし

抵抗する先生の首を左手で掴み、抑え込む。うめき声がし

て合筆登記が出来るのかな。片方の土地には抵当権が設

た。すかさず右の掌底を先生の左コメカミに打ち込んだ。

定されているぞ」。測っ虎先生は目を合わせようともせず、

次に、全体重をかけて先生の右目に左拳を叩き落とした。

頭を抱えて俯いている。清木場は法律上の制限をうっかり

鈍い音をたてて赤いものが飛び散った。間をあけず続け

見落としていた。「相変わらずお前は鈍いな。バカか。ポン

た。右。左。右。必死で拳を振り下ろしていた。ガードの上

コツが！」と、測っ虎先生は捲し立てた。椅子に腰を掛け

から構わず連打した。自分は今、誰を殴っているのだろう

て両手を後頭部のあたりで組み、窓の外を眺めた測っ虎

か。何と戦っているのだろうか。向けられた怒りの矛先は、

先生の姿は何時になく暴力的な気配を孕んでいた。暫く沈

本当に測っ虎先生なのだろうか。たとえ相手が先輩でも、

黙が 続いた。「お前は同じことを何回も言わせる。バカ

馬鹿にされたら行くしかないだろう。自分に言い聞かせた。

か？それともクズか？」。「すみません」。そう言い返すのが

猛然と殴打を続けた。やがて、先生は床を背にしたたまま

清木場の精一杯だった。「ドンくさい奴だな、お前は。仕

動かなくなった。その顔面は、赤黒く腫れ上がっており、

事は出来ないわ、バカだわ、どうしようもないな」。すぐさ

正視に耐えなかった。師匠の躰が初めて小さく見えた。ふ

ま、清木場の目に怒りが醸成された。やがて、清木場の中

と我に返った時、横から突然、誰かにカウンターを喰った。

で何かが爆発した。「しつこいですよ、先生！」。堰は切ら

左頬に鈍い痛みが走った。その視線の先。そこにはサー

れた。普段なら膝が震えている局面だが思いのほか平常

ベルをくわえたオネエ補助者のキョンちゃんが仁王立ちし

心で居られた。「何だと、清木場。もう一回言ってみろ！」。

ていた。タイガー・ジェット・シンかと思った。キョンちゃん

「だから、しつこいんだよ」と、清木 場は食い下がった。

は緑と黒の市松模様の上着を羽織り、充血した目をして無

「貴様、誰に向かって口をきいているんだ。あ？」。測っ虎

言でこちらを睨みつけている。どういう状況か、分けがわ

先生が素早く立ち上がり、清木 場の胸座を掴んだ。清木

からなかった。尋常ならざる恐怖が頂点に達した。視界が

場は後ずさりをしたが、すぐ足に力を入れて踏ん張った。

霞んだ。気が遠くなった。その刹那、アラーム音が 鳴っ

顔の距離が近くなった。「先生は俺のことを馬鹿にするの

た・・・。

がそんなに楽しいですか」。自分でも驚くほど、嗄れた声

清木場は目を開けた。見慣れた自分の部屋の天井が見

だった。ずっと胸座を掴まれていたが、測っ虎先生への視

えた。ベッドの上で横たわっている自分がいた。慌てて枕

線は逸らさなかった。清木場は、「ざけんな」と吐き捨て

元のアラームを止めた。夢か。胸を撫でおろした。信じら

た。それを聞いた測っ虎先生の顔が紅潮した。清木場は

れないほど汗を吸った寝巻が夢の凄まじさを物語ってい

無意識に動いていた。一瞬自分を疑った。気が付いたら、

た。夢でよかった。しみじみそう思った。しかし。この先、

先生の左頬に右フックを叩きこんでいた。機先を制した。

自分の中に潜む獣を、己の意思で抑えられるのか不安に

先生は目が眩んだのか、ややふらついた。焦点が合ってい

なった。初めて、自分のことを社会不適合者ではないかと

ないようだ。効いている。一歩踏み出した。目で距離を測

疑った。サイコパス？シリアルキラー？いや、ただの変態だ

った。一メートル。思い切り右膝を出した。先生の鳩尾に炸

ろう。清木場は立ち上がって、窓を開けた。陽はまだ薄か

裂した。先生がウっと声をあげて背中を丸め、そのまま床

った。師走の朝の冷気が清木場の心を、つんと冷やした。
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会員の動き

令和２年12月3日現在

●入

会員数265名

5法人

会
氏

名

事

務

所

入会年月日

福

島

史

也

松阪市宮町73番地1

令和２年８月３日

有

竹

良

太

伊勢市御薗町長屋2868番地

令和２年８月３日

久

野

俊

樹

南牟婁郡紀宝町井田2251番地8

令和２年８月11日

芝

山

裕

之

鈴鹿市西条七丁目69番地

令和２年８月20日

久

浦

睦

四日市市三栄町1番14号（四日市駅前マンション2階205号）

令和２年11月２日

山

上

司

桑名市大字森忠672番地

令和２年12月１日

真

●事務所住所変更
氏

名

住

所

変更年月日

柴

田

良

彦

桑名市東方24番地1

令和２年９月18日

西

口

勝

弘

桑名市矢田磧48番地

令和２年10月１日

●法 人 登 録
法 人 名

事務所

土地家屋調査士法人
きしゅう
（法人番号）19-0005

南牟婁郡紀宝町井田2251番地8

●退

社員
久

野

俊

成立年月日
樹

令和２年10月２日

会
氏
菊

岡

名
芳

男

支部名

退会年月日

伊賀

令和２年８月25日
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理

由

業務廃止
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編集後記
今回も無事発行できましたことに、安堵してお

ります。

振り返ると今年は、新型コロナウイルスに振り

寄稿のお願い

回された一年だったように、思います。秋には厚
生事業としての親睦旅行も企画を行い、会員の皆
様に参加を募るところまで進んでいましたが、モ
ロモロのリスクを考え中止となりました。来年
は、実現できることを願います。

さて、今号ボーダーが現広報厚生部体制での最

後の発行です、二年間ありがとう御座いました。

ＢＯＲＤＥＲでは皆様からの原稿を募集して

ボーダーの発行はこれからも続きます、次号は新

います。

体制での発行第一号です。会員の皆様には執筆依

最近感じた事、事件、趣味、調査士会への要

頼等でお願いすると思いますが、これからもよろ
しくお願いします。

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。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

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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