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日本土地家屋調査士会連合会公式HP に
なぎら健壱さん出演のYouTube がアップされました。

皆
様
も
一
度

ご
視
聴
あ
れ



土地家屋調査士倫理綱領

１．使 命

不動産に係る権利の明確化を期し、
国民の信頼に応える。

２．公 正

品位を保持し、公正な立場で
誠実に業務を行う。

専門分野の知識と技術の向上を図る。

３．研 鑚
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平素から会務の運営につきまして、多大なるご協力

を賜り本当にありがとうございます。

令和4年度の定時総会におきましては、令和2年度、

3年度に引き続き規模を縮小して議事のみの開催をさ

せていただきましたが、皆様のご理解のもと会則改正

（案）等を含むすべての議案について、無事にご承認

をいただきましたこと、会員の皆様にはあらためて感

謝申し上げます。

本年度の事業計画の重点課題として、①「各種法

（制度）改正への対応」、②「会則・規則等の遵守」、③

「義務研修への対応」、④「境界鑑定・管理委員会の充

実」の4項目を掲げさせていただきました。

まず、①「各種法（制度）改正」への対応につきま

しては、筆界確認情報の取り扱いに関する指針への対

応として津地方法務局との協議をはじめ、今後予定さ

れている所有者不明土地問題に関連した各種法律や

制度改正への対応をしっかりとしていきたいと考えて

います。

次に、②「会則・規則等の遵守」につきましては、

特に義務化となりました「電子証明書の取得」につい

て、未取得者への早期取得を促すとともに、昨年度に

引き続き、会則をはじめとする各種規則・要領につい

ても遵守をしていただけるよう啓発・周知方法につい

て検討させていただきたいと思います。

③義務研修への対応については、特に会員みなさま

に必ず受講していただく必要がある年次研修について、

登録年度ごとに受講年度を決めて5年の間に必ず1回

受講をしていただこうと計画しています。今年度は2

年目となりますが、全会員が受講していただく必要が

ありますので、今年度該当される会員の方は必ず受講

されるようお願いします。専門資格者として、社会か

ら求められる必要な研鑽・研修の機会となっておりま

すので、ご理解ください。

④境界鑑定・管理委員会の充実については、「三重

県の地籍」を筆界特定の際に使用できるような研究を

すすめていただくと同時に、筆界調査委員の選任と能

力担保についても昨年度に引き続き継続して検討して

まいります。

今後私たちの業務は、特に不動産登記規則第93条

ただし書の調査報告書において、調査した経過につい

ての詳細な記載が求められていくなど業務処理として

は煩雑になっていく方向にあります。ですが、これま

で私たちが公正かつ誠実に行っていた業務を可視化す

るために必要な過程であると考えます。私たちへの国

民の期待は「筆界を明らかにする業務の専門家」であ

り、最終的には土地家屋調査士が筆界特定をすること

ができるまで、信頼を向上してきたいと思います。

昨年度に引き続き土地家屋調査士制度の発展・充実

のために、更に気を引き締めて会務に取り組んでまい

りたいと思いますので、会員の皆様におかれましても

何卒ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願い

いたします。

ごあいさつ

古　尾　圭　一三重県土地家屋調査士会　会長
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本年4月1日付けの異動により，広島法務局から津

地方法務局に参りました。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。

新型コロナウイルス感染症については，現在も依然

として感染拡大が続いているところですが，三重県で

は，感染防止対策を行いながら，社会経済活動を行う

必要があるとして，県が独自に設けた「再拡大阻止重

点期間」を4月3日に終了した上で，現在の感染状況

に合わせた感染防止対策に取り組むため「三重県指

針」が改定されたところです。

現在，当局では，同指針に基づく必要な感染防止対

策を講じた上で通常の事務処理を行っているところで

すが，職員の感染を予防しつつ，社会経済活動の基礎

となる不動産登記を円滑に進めるためには，オンライ

ン登記申請が最も有効と考えていますので，皆様方に

は，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します。

さて，当局における今後の施策等ですが，所有者不

明土地対策等のための筆界認定に関する表示登記の運

用の見直しとして，本年4月14日に法務省民事局長通

達が発出され，筆界が明確と認められる場合には，筆

界確認情報の提供等を求めないこととすることなどが

示されたため，現在，その取扱いについて改訂を予定

しています。

また，所有者不明土地問題への総合的な対策とし

て，昨年4月に民事基本法制の見直しが行われ，令和

5年4月から相続土地国庫帰属制度などの新たな制度

が順次施行される予定です。

一方，既に所有者不明となった土地の問題を解決す

るため，長期相続登記等未了土地や表題部所有者不

明土地の解消作業を着実に実行することも必要である

ところ，特に表題部所有者不明土地の解消につきまし

ては，専門的知見と技術を有する会員の皆様方からの

引き続きの協力が必要となりますので，よろしくお願

いします。

会員の皆様方には，これまでと同様に，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，適正な表示登記制度の運営に御協力い

ただくとともに，法務局の各種施策等への，より一層

の御支援と御協力を賜りますよう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。

greeting

澤　田　竜　彦津地方法務局　局長
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「筆界認定に関する表示登記の運用の見直しについて」
三重県土地家屋調査士会及び会員の皆様方には、

平素から表示に関する登記業務を始めとする当局の所

掌事務の適正・円滑な運営につきまして、多大なる御

理解と御協力を賜り、本誌面をお借りしまして厚く御

礼申し上げます。

令和3年4月に首席登記官として着任して1年余り

が経過しました。その間、新型コロナウイルス感染症

の感染防止対策によりお目にかかる機会が少ない状況

ではありましたが、あらゆる手段を講じ、今後も皆様

方と対話させていただき共に歩んでいきますのでよろ

しくお願いいたします。

さて、既に御承知のとおり、筆界認定に関する表示

登記の運用が見直されましたが、その経緯等について

若干述べさせていただきます。土地の表示に関する登

記の申請において、筆界を調査・確認する際には、原

則として、筆界を接する各土地の所有者の当該各筆界

に係る認識が合致していることを証するものとして、

当該各土地の所有者の全員が立ち会い、当該筆界を確

認したことを証する情報（以下「筆界確認情報」とい

う。）の提供を求め、登記官が筆界を認定する際の有

力な資料として実務が行われてきました。

一方、近年、相続人が不明な場合やその所在を把握

することが困難な場合など筆界確認情報を得るための

労力等が過大となるケースや、隣地所有者が不明であ

るケースでは、筆界確認情報を得ることに多大な困難

が伴い円滑な不動産取引を阻害する要因の一つになっ

ているとの指摘がなされていました。また、平成16年

の不動産登記法等の改正に伴い、地積測量図には必ず

筆界点の座標値を記録するものとされ、不動産登記法

第14条第1項の地図も含めて、現地復元性のある資

料が登記所に保管されるようになってきていることか

ら、一律に筆界確認情報の提供を求める必要はないの

ではないかとの指摘もあり、登記実務の観点から、主

として筆界確認情報を得ることが困難な場合を念頭に

置きつつ筆界認定の在り方等を整理することを目的と

して、関係省庁も参加した一般社団法人金融財政事情

研究会が主催する検討会が開催され、その取りまとめ

結果である「筆界の調査・認定の在り方に関する検討

報告書」が、令和3年6月に公表されました。

民事局では、この報告書も参考としつつ、日本土地

家屋調査士会連合会との協議を行い、その結果も踏ま

えて、法務局及び地方法務局における統一的な筆界認

定の在り方について、本年4月14日付け民事局長通達

「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに

ついて」及び同日付け民事局民事第二課長依命通知が

発出され、筆界認定に関する表示登記の運用の見直し

が行われました。見直された点については、既に実務

上運用されている部分もありましたが、今回の見直し

で指針が示されたことにより明確にされたところです。

言うまでもありませんが、土地家屋調査士法第1条

に規定されているように、皆様方は、「筆界を明らか

にする業務」の専門家であり、その使命として、国民

生活の安定と向上に資することとされています。筆界

を明らかにする業務とは、土地家屋調査士として筆界

に関する知見を駆使していただき、理論的に筆界の位

置を明らかにしていただくことです。今回の見直しに

ついて、不動産登記規則第93条に規定されています

ごあいさつ

河　合　伸　浩
津地方法務局不動産登記部門

首席登記官
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不動産の調査に関する報告書（以下「調査報告書」と

いう。）の果たす役割は非常に重要なものと位置付け

されます。調査報告書により、筆界に関する客観的な

判断を明確にすることは、筆界を明らかにすることで

あり、皆様方の使命であるといえます。

調査報告書の記載について、今回、日本土地家屋調

査士会連合会と協議済みの調査報告書のモデル記載

例についても示されていますので、これらを踏まえて

運用していただきますようお願いいたします。

現在（本原稿を執筆中の本年6月現在）、同通達及

び依命通知に基づき、津地方法務局不動産表示登記

事務取扱規程を整理して改訂作業を行っているところ

です。その改訂等につきましては、貴会と協議を進め

ながら本年9月末までに運用を開始する予定ですので、

御理解と御協力をお願いいたします。

また、所有者不明土地の発生予防と、既に発生して

いる所有者不明土地の利用の円滑化の両面から民事

基本法制の見直しが行われ、令和3年4月28日民法等

の一部改正法及び相続土地国庫帰属法が公布され、令

和5年4月から順次施行されます。なお、これまでど

おり当局では、所有者不明土地解消作業にも順次取り

組んでいるところです。このうち令和元年度から開始

された表題部所有者不明土地解消作業については、困

難な事案が多く処理に苦慮しているものが多数ありま

すので、所有者等探索委員として土地家屋調査士の知

識と経験を発揮していただき一筆でも解消作業が円滑

に進みますようさらなる御理解と御協力をお願いいた

します。

greeting
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境界問題相談センターみえのセンター長の渡邉です。

皆様におかれましては日ごろのご研鑽お疲れ様です。

ここ数年はコロナウイルスの影響で研修にも調停に

も様々な影響が出ておりましたが、最近は換気や消毒

に配慮しつつも調停等は行えるようになってきました。

リモートなどの技術を用いた研修も多く行われるよ

うになってきています。

裁判でもリモートによる手続きを取り入れる裁判所

も出てきており、コロナ時代に合わせた環境も整いつ

つあるようです。

しかしながら皆様のお仕事は屋外での業務も多く、

リモート等で代替できない部分も多いことから相当の

ご苦労があることと思います。そのような皆様の献身

のおかげで境界問題の調停ができることを思うと感謝

の念に堪えません。

これからは暑くなることもあり、マスクをしながら

の屋外の作業は大変になることと思いますが、どうか

体に気を付けていただきながら、皆さまの今後の活躍

を祈念いたします。

渡　邉　　　功
境界問題相談センターみえ
センター長　三重弁護士会

ごあいさつ
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総務財務部　財務副部長　　松井　金也

平素は、総務財務部の運営活動にご理解、ご協力を
賜り誠に有難うございます。
理事職も2年目となり、これまで一会員として本会

活動がどのように行われているのか全く知る由もなく、
改めて「なるほど」と考えさせられる事ばかりで、あっ
という間に1年が経過いたしました。今年度も微力な
がらお力になれれば、と思っております。
さて、令和4年度定時総会も、ここ近年の社会情勢

から少人数会員での開催となりましたが、上程議案も
慎重なご審議の結果、可決頂き無事終了する事が出来
ました。
本年度の活動としましては前年同様に会則、各種規

則等の見直し及び電子化の促進。予算、決算の内容の
精査と経費削減。財政の健全化と管理体制の充実等
を活動の中心として会務に努めて参ります。
会則、規則及び予算、決算等々の内容については、

今後もより良い方向性となるよう部内において十分な
検討を行いご案内させて頂きますので、会員皆様にお
かれましてはご理解とご協力をお願い申し上げます。

企画社会事業部　　小林　尚史

残暑お見舞い申し上げます。
企画社会事業部の四日市支部小林です。
会員の皆様におかれましては平素から本会の運営、

活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうござい
ます。また、本会主催の無料相談会、空き家ネット
ワークみえ主催の無料相談会へ各支部より相談員を派
遣して頂きありがとうございます。この場をお借りし
て厚く御礼申し上げます。
企画社会事業部の事業を簡単にご紹介させていただ

きます。現在の活動については、コロナ禍により一部

思うように活動できていない部分があります。参加予
定だった愛知県土地家屋調査士会主催のシンポジウム
は中止になり、空き家ネットワークみえの無料相談会
も一部では中止、電話相談に変更されるなどしていま
す。我々の活動も一定の制約の中での活動となってい
ましたが、今年度に入りそのコロナ禍の緊張感も若干
緩み始めましたので細心の注意を払いながら活動して
いきたいと思っております。
7月13日には去年参加できなかった愛知会主催のあ

いち境界シンポジウムに参加します。
7月30日には「全国一斉不動産表示登記無料相談

会」開催致します。
また、本会で保管している津市の異動通知書を精査

し、整理整頓致しました。本会のホームページの通
達・先例関係もその表示方法、分類を再検討し、掲載
準備をしました。引続き、区画整理事業・地籍調査事
業の情報を整理し、適宜更新すべく準備しております。
会員の皆様にとってより利用しやすい情報を提示でき
ますよう進めてまいります。
社会貢献の一環として、三重県との災害対策協定に

基づく協力を推進していきます。「住家の被害認定業
務に係る研修会」に参加しました。空き家ネットワー
クみえを通じた空き家問題対策への取組も推進してい
きます。この活動に積極的に参加し、異業種間の情報
交換しながら、土地家屋調査士として空き家問題対策
に貢献していきたいと思います。
最後に、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終

息を祈念しますとともに、今後とも、本会の運営、活
動に、会員の皆様の引き続きのご理解とご協力をお願
い申し上げます。

研修部　部長　　神山　　武

会員の皆様、お世話になっております。
研修部長の神山と申します。
今年度で4年目になりますが、ようやく研修部全体

の活動内容が解るようになりました。
林副会長、森寺副部長、板井部員、稲本部員、自分

と個性派・精鋭のゴレンジャーで部活動をしております。

部会だより
sectional meeting



8BORDER  vol. 90  2022 夏号

研修部の一大柱はやはり定例研修会の企画となりま
す。毎回、研修テーマについては皆で頭を悩ませます
が、ゴレンジャーそれぞれ能力を発揮して頂きなんと
か運営しております。
年4回の定例研修会の研修テーマはバランス良くい

ろいろな研修を行いたいですが、同じ様な研修テーマ
でも1回行えばよいものではありません。時には視点
を変えて何度も同じ研修をする事も大切であると考え
ております。
今後も会員の皆様へ有意義な研修会を開催できるよ

う一同がんばります。

今後の研修部の活動報告をさせて頂きます。
●定例研修会
第2回定例研修会　令和4年  9月10日（土）
第3回定例研修会　令和4年11月26日（土）
第4回定例研修会　令和5年  2月18日（土）
第3回定例研修会は三重県教育文化会館で久しぶ

りの参集型で行う予定です。より多くの会員の参加を
お願い致します。

●年次研修（対象会員のみ）令和4年11月5日（土）
2回目の開催です。
対象となる74名の会員の皆様には10月初旬頃に研

修資料を送らせていただきます。
グループ討論もあまり堅苦しくなく、楽しく研修出

来るよう運営に努めさせて頂きます。

●新人研修
新人会員の皆様には三重会主催の新人研修を来年4

月頃開催予定としておりますので宜しくお願い致しま
す。
座学や立会実習と1日ぎっしり研修になりますが実

のなる研修になると思います。

広報厚生部　部長　　岡本　博人

不肖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。
広報厚生部長として2期目の最後の年となりました。

今年度は部長最後の年となりますので、次期部長の手
本となるような行動をしていきたい所存です。
昨年度も新型コロナウイルス感染症に伴い広報活動

も通常通りという訳にはいきませんでした。感染状況
が収束し、拡大するという事を繰り返し、現在も拡大
している状況で、遂に私の事務所からも感染者が出て
しまいました。幸い私を含め、他の所員も感染には至
りませんでした。しばらくは厳しい状況が続きそうで
す。マスク、ワクチン接種の効果もあまり期待できな
いようですので、日頃の自己の免疫力を高めることに
努めたいと思います。
さて、今年度の広報活動ですが、新型コロナウイル

ス感染症の状況を見ながらになりますが、出前授業を
2校程度実施の予定です。また、東海工業専門学校の
学校祭でのブース出展も予定しています。厚生事業と
しましては会長杯ゴルフコンペを10月に開催予定で
す。また、親睦旅行につきましても晩秋以降で検討し
ております。
会員の皆様方におきましても広報活動にご協力いた

だきますよう宜しくお願いいたします。皆様の個々の
広報活動が土地家屋調査士の知名度、地位向上に繋
がると思います。広報グッズの提供もございますので
大いにご利用下さい。また、こんな広報活動を実施し
てみてはどうか、こんな広報グッズを作って欲しい、
厚生事業として、旅行の企画等がございましたら広報
厚生部までご提案いただきますよう宜しくお願い致し
ます。
最後になりますが、日調連の広報動画がYoutubeに

UPされております。コメディアン（歌手？）のなぎ
ら健壱氏が出演されており、ユーモア溢れる内容と
なっておりますので、未だご覧いただいてない方につ
きましては、是非ともご覧いただいて、周囲の方に広
めていただきますよう宜しくお願い致します。
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桑員支部　支部長　　柴田　良彦

桑名市との意見交換会
桑員支部柴田です。6月23日（木）に桑名市と調査

士会桑員支部及び公嘱協会桑員区域との間で意見交
換会を開催しましたので、報告します。私は、調査士
登録して云十年が経ちますが、桑名市との間で、この
ような意見交換の場が設けられたことは、今までに記
憶になく、貴重な機会となりました。また意見交換会
を継続して開催していくということにもなりました。
本年3月末から桑名市の境界確認事務取扱要綱が

改正され、市側からの変更点の説明、それへの質疑を
行ってはどうかということから始まって、それにとど
まらず、境界確認事務全般、更に担当部署の区別なく、
調査士業務全般に関連する事項についての質疑応答
及び意見交換をということで、開催されたものです。
要綱の改正につきましては、本会にも案内をさせて

いただきましたので、すでに会員の皆様にも周知され
ていることと思いますし、要綱自体は、桑名市のWEB
で確認することができますので、今回は、主な改正点
である自治会の境界立ち会いへの参加についてのみ、
報告させていただきます。それ以外の意見交換の内容
につきましては、紙面の関係もあり、今回は省略させ
ていただきます。
自治会の境界立会への参加につきましては、桑名市

でも、以前から議論はされてきました。桑名市として
は、自治会の立ち会い参加は不要ということで、要綱
の改正を行いましたが、各自治会への意向確認の段階
で、連合自治会から、境界確認に自治会が参加するの
は、当然といった意見が出され、結局、桑名市として
は、末端の各自治会に立ち会い参加、不参加の意向を
確認するアンケートさえ、実施することができなかっ
たようです。1年の任期で自治会長の持ち回りを行う、
末端の自治会では、何故、立ち会いに呼ばれるのか、
参加の必要はないのではといった意見も多数あると推

測されますが、結果、境界立会に参加する自治会、あ
るいは参加しない自治会をリスト化することもできな
かったようです。
私も昨年度の1年間、桑名市内の自治会長をしてい

ましたが、特に境界関連のことが引き継がれることも
なく、立ち会いにも参加しましたが、自治会長として
は、特にそこにいる必要性は何ら感じなったところで
す。結局、昔から地域に根ざして生活をされている連
合自治会長と末端の自治会長との意識の間には、大き
な乖離があるというのが現実です。
ですので、結果的には、今までどおり、自治会長に

境界確認のお声掛けをしていただいて、参加不要とい
うことであれば、自治会は立ち会わず、境界立ち会い
を行い、その後の自治会への報告及び確認書への押印
依頼も不要というのが、桑名市の説明でした。不明な
事項等につきましては、桑名市の担当及び自治会と連
絡を取り合っていただければと思います。

四日市支部　支部長　　市川　　誉

我が四日市支部、池畑信也先生が昨年秋に黄綬褒
章を受章されました。池畑信也先生が土地家屋調査
士業務に精通し、業務に真剣に取り組み、会務にも貢
献し、長年にわたる功績が認められた証です。
時節を待ち、令和4年6月25日（土）都ホテル四日

市にて（総勢110名）黄綬褒章受章祝賀会を開催。
ご家族、ご親族、来賓の方々、関係者の方々、古尾

会長をはじめ各士業の多くの方と共に、盛大に最高の
雰囲気で執り行うことができました。池畑先生、黄綬
褒章受章、本当におめでとうございます。

支部だより
branch office

開場前の様子
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私は支部長として2期目。4年目に突入。
今年度は3年ぶりに、通常の支部総会を開催するこ

とが出来ました。懇親会も行い、会員同士が笑顔で談
笑している姿は格別でした。
今後の予定としては、法務局との打合せ会、支部研

修、忘年会、新年会の開催を予定しております。
そろそろ、支部長として着陸態勢に入ります。
力不足の私ですが、四日市支部会員の協力、我慢

（笑）のおかげで、支部長退任の日まで無事務める事
を目標に日々過ごしていこうと思います。

鈴鹿支部　副支部長　　水谷潤一郎

長引くコロナ禍により、以前と同様の支部活動が困
難な中、何か出来ないだろうかと模索していたところ、
津地方法務局鈴鹿出張所内の土地家屋調査士会員簿
が、経年劣化により崩れ落ちる事態が生じました。
比較的、司法書士会員簿はきれいですが、なぜか土

地家屋調査士会員簿だけ・・・
その際、テープで応急処置するも、再度壊れ、現在

は養生テープで貼りつけています。
あまりにも情けない状況になっているため、支部役

員会で作成し直すことを提案し、去年の臨時総会、今
年の支部総会で協議を行い、承認を頂き、進めている
ところです。
また司法書士も一体の会員簿となる為、連携し進め

ています。
良いものを作成しようとなり、他支部の会員簿を参考

にしましたが、色調、横書きまたは縦書き等多種多様
であり、鈴鹿支部はどのようにするか非常に悩みました。
その際、津支部の佐波支部長をはじめ、ご協力頂き

ました皆様にはお礼を申し上げます。
実際に目で見て確認した物を購入するのではなく、

イメージしながら進めている為、思い通りのものが出
来上がるか非常に緊張しています。
目標としましては、夏に発注し、今年中に完成出来

たらと考えています。
支部役員で協議を重ね、より良いものをと考えて活

動していますので、お褒め頂くと非常に嬉しく思います。

津支部　支部長　　佐波　　彰

津支部は令和4年4月16日（土）に令和4年度の支
部定時総会を開催しました。コロナ対策として、大き
めの会場でスペースを充分にし、入場前の検温と手指
の消毒を徹底して実施しましたが、支部役員としては、
本来の支部活動である研修会や親睦行事などができな
かった一年を報告しなければならない辛い思いで開催
する総会でもありました。
津支部では、昨年度中に4名の退会と1名の入会、

本年4月1日入会1名で、支部会員数40名となってい
ます。うち16名が会場出席で委任状出席者の数がこ
れを上回る結果となりましたが、コロナ禍にあっては
致し方ない状況かと思われます。また、委任状出席の
方でも、返信はがきにメッセージを添えてくれたり事
前に電話連絡をくれたりと支部に対する思いを寄せて
くださり、「有難さ」も感じました。
例年ですと総会終了後に懇親会を設け情報交換や

楽しい時間を過ごしますが、残念ながら、今年も昨年
同様、仕出し弁当をお持ち帰りいただくというスタイ
ルで、時間を許す方は、会場で食事を取って、短い時
間ではありますが “仕出し弁当会食” を楽しんでいた
だきました。
このような形で行われた支部総会ですが、この4月に

新入会員の中野地真佑会員は積極的に出席会員の一人
一人に挨拶をして回っていました。感心もしましたし、
支部活動の意味の一端を垣間見た気もしました。出席
会員の皆さんからも他の会員の方からも「皆が集まって
する行事」がしたいとの声をいただきます。今年度は、
コロナの状況も見極めつつ、工夫しながら、会員相互の
交流が土地家屋調査士の仕事や資質の向上の一助とな
るよう支部活動の運営に努めていきたいと思う次第です。
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伊賀支部　会計　　中林　昭治

伊賀支部　会計の中林です。
昨年の伊賀支部の活動ですが、一昨年同様、伊賀市

の空き家無料相談会への参加、名張市封筒への広告掲
載を致しました。コロナウイルスの影響により行動が
制限され、支部研修会等の支部活動が実施できない状
況が続いており、支部会員とも、顔を合わす機会が非
常に少なく寂しく思っておりました。今年の4月に入
り、行動制限が緩和されたこともあり、4月22日に令
和4年度の伊賀支部定時総会及び懇親会を開催し、支
部会員とも久しぶり顔を合わせることができました。
普段一人で悩んでいる業務のことや、情報交換など各
会員と交流することができ、有意義な時間を過ごすこ
とが出来ました。令和4年度は支部会員の交流を含
め、支部研修会等の支部活動を進めていけることを
願っております。

松阪支部　支部長　　薗部　和宏

松阪支部長の薗部です。3期6年目となり支部長最
後の1年となりました。
振り返れば、コロナの影響で5年の半分はほぼ活動

出来ずあっという間に時間だけが過ぎた感じがありま
す。最終年は対面での親睦、研修会等まわりの様子を
見ながら少しでも企画できればと考えております。
さて支部活動ですが、さみしい話ですが少人数によ

る総会を懇親会は開かず事務的におこなったのみです。
今後は2020年開催予定であった、みえ松阪マラソン 
2020は延期、延期でしたが、今年は開催出来る事を
期待しております。
応援はどなたかに測っ虎の着ぐるみを来て頂き応援

にかけつける事が出来たらと個人的に考えております
ので皆様、どうかその節は宜しくお願いいたします。
自分もマラソンに参加といきたいところですが、とて
も走る事などできません…
いつから、こんなに気力が失せてきたのかとふと考

えますと45歳を過ぎてからか若い時の様に無理をす
るとすぐに怪我をしたり怪我まではいきませんが足が

つったり、熱中症になりかけたりと…
又、コロナ禍で体重も3キロ増えてすべてお腹周り

につくという悲劇まで起こっております。3月頃から
下半身を鍛える筋トレをはじめた矢先に捻挫したり、
復帰して張り切った矢先ジムは7月末で閉店しますと
か…お腹の悲劇は続いております。
私の愚談はさておき残り任期もあと約10ヶ月となり

ました。
最後の支部総会は久しぶりに対面での懇親会に皆で

集まれる事を切に願い支部報告とさせていただきます。

伊勢支部　支部長　　小川　儀剛

昨年度、今年1月に研修会を予定しておりましたが、
コロナ感染状況悪化のため、当日の2日前に急遽延期
に変更しました。
本年度は、支部総会、第1回役員会を済ませ、8月

には津地方法務局伊勢支局との意見交換会、9月には
延期にした研修会、11月には司法書士会伊勢支部と
の共催で、伊勢・志摩・鳥羽・度会・玉城・南伊勢の
6市町において、無料登記相談会を予定しております。
飲食を伴う親睦会については、忘年会、新年会シー

ズンに間に合うように判断していく予定です。
令和2年度、3年度と支部会員が集まる機会がなく

過ぎてしまいました。会員の方々から、集まっても良
いのでは、との声も聞こえております。コロナ感染を
心配する声もあろうかと推測していますが、役員会と
しては、通常業務に戻れるよう前向きに計画をしてお
ります。

紀北支部　支部長　　松場　豊和

紀北支部は会員数7名、平均年齢が50歳以上のベ
テラン揃いの支部です。
令和4年4月6日に紀北支部総会を開き、昨年10月、

尾鷲市内での四士合同無料相談会の支部活動報告等
を行いました。
登記申請のオンライン利用等もあり、以前より法務
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局に行く事が減った為、久々に顔を合わせて話すこと
が出来ました。
新築住宅着工件数、用地買収を伴う公共工事等の

減少により、年々、受託件数が落ち込んでおり、今後、
新規業務開拓の取り組みとして、支部としても地域貢
献活動に積極的に取り組んでいくことが重要ではない
かとの提案がありました。
支部活動として、本年10月に行われる県防災訓練

には、これまでの広報活動に加え、住家被害認定及び
官民境界査定の模擬訓練を提案していきたいと考えて
おります。
夏の紀北のごはん紹介です。

～くき漬けと生節～
くき漬けは里芋の一種ヤツガシラの茎を漬けたもの

で、細かく刻んで、ほぐした鰹の生節と和え、生姜醤
油をかけて食べます。
シャキシャキした歯ごたえとシソの風味でご飯のお

かわりがとまりません。

熊野支部　支部長　　畑中　伸章

コロナ渦の中、感染状況も減少状態になり、仕事の
効率も少しずつ上向きになってまいりました。
今年度熊野支部の事業計画について、やはり会員数

の増加につながる広告宣伝を継続していきたいと思っ
ております。
高校への出前授業については、コロナの問題もあり、

学校側の了承が得られていないため、今年度も実施で
きない状況です。
広告宣伝に少しでも力を入れるため、新聞広告を2

社にいたしました。
又、熊野支部会員の名前の入ったクリアファイルの

作成を計画しております。
支部研修については、本会でも研修がありましたイ

ンボイス制度について、再度の研修を地元税理士にお
願いしているところです。
研修開催は9月か10月に予定をしており、紀北支部

にも声掛けをする予定です。
話は変わって、農作業の合間に仕事をしている私で

すが、今年はスイカ、落花生に挑戦しています。
サツマイモ（紅あずま）、インゲン、ナス、キュウ

リ、トマト（二種類）頑張って栽培しております。
これからの目標は、自給自足生活です。
年々、気温が上昇しているようで、皆さんも健康に

注意しましょう。
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三重県土地家屋調査士政治連盟
会　長　　神戸　照男

暑中お見舞い申し上げます。
会員の皆様には、日々お忙しく活躍されていること

とお慶び申し上げます。
さて、新型コロナウイルスの感染が始まって、すで

に今年で3年目となりました。3月には、三重県に於
いても、まん延防止等重点措置が解除されたとは言え
感染が高止まりの状況が続いております。まだまだ日
常の生活に戻るには時間がかかるようです。引き続き
感染予防には、十分気を付けていただきたいと思いま
す。
一方、ロシア軍によるウクライナへの武力行使、市

民をも巻き込んだ見境のない攻撃に心が痛む思いです。
一日も早く終結を迎えることを祈るばかりです。
こんな中、5月21日に開催いたしました、令和4年

度三重県土地家屋調査士政治連盟定時大会に、ご参
加いただきました会員の皆様、大変ありがとうござい
ました。お陰様で無事、定時大会を終えることができ
ました。ここに御礼申し上げます。
定時大会のあいさつの中でも触れましたが、一昨年

に引き続き昨年の土地家屋調査士試験の受験者数は、
2年連続4,000人を切って3,859人と減少しています。
少子高齢化が進む中、ある程度は仕方がない事だと思
いますが、このまま減少が進むようであれば、日常業
務や会の運営に大きくかかわってくることだと危惧す
るところです。ご子息や補助者の方々に土地家屋調査
士試験に挑戦するよう、お誘いいただけましたら幸い
です。どうかよろしくお願いいたします。
全国の土地家屋調査士は、年154人の減少（過去5

年間平均）にともない、政治連盟の会員数も減少の一
途をたどっています。この傾向は今後も続くと予想さ
れることから、会員9,047人と未入会者6,950人に、政
連がどのような活動をしているのか、調政連と全調政

連の役割も含めて、説明する必要があるということ、
また退会防止効果もあるとして「全調政連活動報告」
を作成し送付しようとする「会員増強プロジェクト」
がスタートする運びとなっています。
政治連盟の活動は、直ちに目に見えて結果がわかる

ものではありませんので、せめて活動内容は、会員の
皆様へ届けるべきだと思っています。お手元に「全調
政連活動報告」が届きました折には、ご熟読いただき
ますようお願いいたします。
少しずつではありますが、生活も回復の兆しがある

ように思います。これからも、今まで継続して来た、
国会議員、地方議会議員の方々と連携をとり、土地家
屋調査士を取り巻く様々な課題や要望を推進できるよ
う、積極的な活動を展開する所存ですので、宜しくお
願い致します。
最後に、今年は、7月に参議院選挙がありましたが、

動員等でご協力いただきました会員各位には、御礼申
し上げます。
今後とも政治連盟への入会はもとより、政治連盟の

活動に、より一層のご理解とご協力をお願いするとと
もに、新型コロナウイルス感染症の終息を祈念してご
挨拶とさせていただきます。

政連だより
political
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公益社団法人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

皆様こんにちは。
日頃は当協会の活動、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。
日中の気温や湿度は大変高く、熱中症の危険度が非

常に増しています。土地家屋調査士は体が資本の職種
です。こまめな水分補給と適度な休息をとって、体調
管理をしっかり取り組んでいただきたいと思います。
さて、今回は公嘱の役員でないと中々知る機会がな

いこともあり、簡単ではありますが、全公連や中嘱連
の事をお伝えしたいと思います。

【全公連（全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡
協議会）について】
各県の公嘱協会を取りまとめる組織で岐阜協会出身

の榊原会長が先頭に立って指揮を執っています。榊原
会長にはやっぱり全国組織のトップだけあって、行動
力、牽引力や人を引き付ける「熱い想い」は人並み以
上のものを感じます。また、中嘱連からは愛知協会出
身の伊藤副会長も選出されています。伊藤副会長も公
嘱業務に対する想いは榊原会長に負けず劣らずで、私
個人的にも見習うべき点が多く、尊敬する方でもあり
ます。
全公連の今年度も継続して行われる重点事業項目と

しては
　・ 地図整備事業（不動産登記法第14条第1項地図

作成作業、国土調査法第19条第5項による地図
整備事業並びに地籍調査事業）の推進

　・狭隘道路解消のための整備に係る嘱託登記業務
　・官民境界確認補助業務
　・地方分権譲与後の里道水路等の表題登記業務
が挙げられます。
特に推進しているものは里道水路等の表題登記業務

です。
令和2年3月の土地基本法の一部改正により「土地

所有者の責務」として適正な管理が明記され、一層官
公署の土地の境界の管理責任の責務が明確化しまし
た。
里道水路等の表題登記をすることにより座標等の資

料管理は法務局（つまり国家機関）が行ってくれるこ
とや官民境界立会が省略可能となること等だけでなく、
官民境界が不明による工事が進まないといったトラブ
ル防止につながるのではと思います。確かに初期投資
はかなり必要ですが、未来の市民町民のためと考えれ
ば決して無駄なことではないと思います。

【中嘱連（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）について】
中部6県（愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山）

の公嘱協会がまとまった団体です。
会長は愛知協会の堀嵜理事長が務めています。
毎年6月には中嘱連総会が中部6県持ち回りで行わ

れます。今年は石川県金沢市で開催されました。ここ
数年、コロナ禍で参集型の総会を開催できなかったの
ですが、今年は石川協会の方々のご尽力により参集型
で開催されました。無事に開催でき、実のある時間を
過ごすことができたことにこの場をお借りして感謝申
し上げたいと思います。
当日の総会前に「組織運営について」と題した、各

協会が抱える問題についての意見交換会が開催されま
したが、どの協会でも似たような悩みを抱えているよ
うです。この場をお借りして議論の一部をお伝えした
いと思います。
契約関係として入札の問題や業際問題が話し合われ

ました。ある県では、国関係だけでなく、市町さえも
入札によって受注者が決定される事態になっていると
ころもあります。当然のことながら低価格による受注
が蔓延るため、公嘱協会自体の運営に支障がでていま
す。これに対して、発注者側とのコミュニケーション
を十分とり、品質の確保についてひたすらに説明し、
パイプを作ることより官公署をこちら側の味方につけ
るといったアドバイスもありました。
また、人事関係においては新入会社員の減少、役員

公嘱だより
public
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の不足等が顕在化していることや、役員－役員間や役
員－社員間において温度差が顕著になっていることの
報告もありました。この議論はモチベーションが上が
るような楽しい雰囲気を役員が作っているか？との意
見にこちらとしても考えさせられるものでもありまし
た。
中嘱連総会、意見交換会においては久しぶりに顔を

合わせることで他県の方と意見交換ができ、様々な情
報を仕入れてくることができ、大変有意義なもので
あったと思います。

最後になりますが、三重協会としましても全公連の
掲げる重点事業を三重県の実情に合わせ推進していく
所存です。また、業務啓発のために官公署等の職員と
良好な関係を築き、公嘱協会の必要性を理解してもら
う活動や人材育成はこれからも重要な課題を考えます。
社員である土地家屋調査士が常にレベルアップを行

い、一人一人が官公署と良好な関係を築ければ必ず頼
りにされます。これこそが全公連の榊原会長が標榜す
る「選ばれる協会」だと思います。
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皆様には常日頃大変お世話になり誠にありがとうご
ざいます。誌上からではございますが厚くお礼申し上
げますと共に今後とも宜しくお願いします。
参集が3年ぶりとなる第79回定時総会が，去る令和

4年6月21日から22日にかけて，東京ドームホテル地
下1階「天空」で，開催されました。
今回は日調連理事として参加しています。市川理事

の司会進行により，黙祷・倫理綱領唱和・調査士の歌
斉唱（声を出していません）に始まり，来賓入場と続
きました。ちなみにご来賓は，津島法務副大臣・金子
民事局長・藤田民事第二課長・山本所有者不明土地
等対策推進室長・副大臣秘書官・新居民事局付・田中
地図企画官・横山補佐官の皆様でした。心証として，
キャリア官僚は若いと感じました。開会の言葉・会長
挨拶に始まり，本年度の法務大臣表彰が20名に授与
されました。当会からは中世古光久会員が授与されて
います。
セレモニー終了後議事に入り，池谷京都会長と船津

長崎会長のダブル議長の下，事前質問・要望等を含め

て全て滞りなく終了しています。
我々は法務省所管であり，その事務方は民事二課で

す。基本二課の仰せのとおりであるものの，政治力を
つけなければと感じています。また，「筆界保全標」
なる聞きなれない言葉が聞こえており，「境界標」を
指すようで，「境界標の種類」から「筆界保全標の種
類」へ表記変更になるのかなと。
帰路は，正副会長4名で衆議院第一議員会館事務

室・参議院議員会館事務室の郷土を代表する議員事
務室へ挨拶訪問を済ませ，東京駅で解散しています。

報告
report

日本土地家屋調査士会連合会第79回定時総会
� 日調連広報部　理事　濵　田　眞　行　
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令和4年7月1日（金）午後1時30分から令和4年
度中部ブロック協議会定時総会が開催されました。
今回は金沢会が当番会であり、金沢市内の金沢東急

ホテルにて執り行われました。当番会である金沢会の
石野会長の挨拶に始まり、令和3年度の活動報告、令
和4年度の活動方針の発表が行われました。続いて審
議事項に移り、岐阜会の大野監事の監査報告を経て審
議事項は全て可決承認されました。続いて名古屋法務
局長表彰授与式が行われ、三重会からは8名の会員の
方が受賞され、会場には３名の三重会会員の方にお越
しいただきました。
その後親睦会が行われ、他会の皆様との交流を深め

ました。

翌日は、午前9時半より各部に分かれて分科会が行
われ、各会、各部の意見交換となりました。私が出席
した広報分科会につきましては、各会の広報グッズの
紹介、令和3年度に行った広報活動、これから実施予
定の広報活動の意見交換が行われました。
片道４時間以上の道のりと土曜日には某電話会社の

携帯電話の不具合のため非常に疲れましたが、3年ぶ
りの会場参集型の総会で充実した2日間を過ごすこと
が出来ました。古尾会長はじめ、執行部の皆様、表彰
式に参加されました会員の方、皆様お疲れ様でした。

以上、令和4年度中部ブロック協議会定時総会の報
告とさせていただきます。

報告
report

　　　 令和4年度中部ブロック協議会定時総会
� 広報厚生部　部長　岡　本　博　人　

親睦会

石川会石野会長の挨拶
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令和4年5月21日（土）午後2時30分から、令和4
年度三重県土地家屋調査士会定時総会が津市羽所町
700番地　ホテルグリーンパーク津において開催され
ました。
新型コロナウイルス感染症の影響で参集型の総会で

は欠席者も多数ありますが、会員数259名のうち出席
者50名・委任状出席148名・計198名の出席により次
第どおり進行し、各議案はすべて可決され無事に総会
が終えられたことをご報告させていただきます。

表彰状・感謝状の授賞式及び懇親会は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため昨年同様中止になりまし
た。
来年度の定時総会は、コロナ禍の影響なく開催され

ることを期待しております。

報告
report

三重県土地家屋調査士会令和4年度定時総会
� 広報厚生部　谷　水　一　光　

定 時 総 会 次 第

1．黙祷
2．開会の辞（有竹副会長）
3．会長挨拶（古尾会長）
4． 議長・副議長選出（議長高山会員・副議長市野会員）
5．議事録署名者指名（前橋会員・佐波会員）
6．議事
  　会務報告　古尾会長　総務財務部太田部長
  　　　　　　企画社会事業部鈴木部長
  　　　　　　研修部神山部長　広報厚生部岡本部長　　による報告
  　第1号議案　 令和3年度一般会計収入・支出決算書の承認について
  　第2号議案　 令和3年度特別会計収入・支出決算書の承認について
  　第3号議案　 令和4年度事業計画（案）について
  　第4号議案　 令和4年度一般会計収入・支出予算（案）について
  　第5号議案　 令和4年度特別会計収入・支出予算（案）について
  　第6号議案　 三重県土地家屋調査士会会則改正（案）について
  　第7号議案　 三重県土地家屋調査士会綱紀委員会規則改正（案）について
7．閉会の辞（濵田副会長）
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三重会広報厚生部長の岡本でございます。令和4年
7月30日（土）午前10時から第13回調査士の日の不
動産表示登記無料相談会を三重県土地家屋調査士会
館にて開催いたしました。
広報厚生部としましては無料相談会の周知につきま

して、新聞折込チラシ12,000部、地元自治会へのチ
ラシ回覧を6,000部、津市広報への掲載、県内の法務
局でポスターの掲示を行いました。
当日は、法務局から表示登記官の中野様、鎌田様の

両名、三重会からは企画社会事業部員が相談員として
対応しました。
相談ブース2箇所を大会議室に設け、新型コロナウ

イルス感染拡大を考慮して、相談前の検温、消毒、相
談者との間にはアクリル板の設置、窓を開放し換気に
留意いたしました。
今年度の相談件数は新型コロナウイルス感染拡大の

中ではありましたが、予約18件、当日の飛込みの相
談が2件の計20件の相談がありました。
当日の相談内容は、土地の境界紛争、建物表題・滅

失登記、合筆登記、空家問題、相続問題等の相談が
ありました。各相談についてトラブルもなく無事に終
了しました。
最後に法務局から相談員としてお越し頂いた表示登

記官の中野様、鎌田様並びに企画社会事業部の皆様
お疲れ様でした。

報告
report

第13回全国一斉不動産表示登記無料相談会
� 広報厚生部　部長　岡　本　博　人　

相談の様子

法務局登記官様と企画社会事業部の皆様



20BORDER  vol. 90  2022 夏号

令和4年7月13日、名古屋市公会堂にて開催された
第22回あいち境界シンポジウムに企画社会事業部員
全員で参加しました。本来、2月に開催される予定で
したが、コロナの影響により延期開催となったもので
す。
「住まい　みち　みらい」と題して、市・県・国の
それぞれの立場から防災、街づくりについての考え方
や取り組みについて3部構成で講演がなされました。
愛知会は、ほぼ毎年このようなシンポジウムを開催

しており、近年は主に防災・減災の観点から狭あい道
路解消に向けた取り組みに力を注いでいます。三重会
とは人員、予算に格段の差があるとはいえ、このよう
な大規模なシンポジウムを開催し、行政や一般市民に
向けて社会貢献活動を実践していることをアピールし
ていることは、大変素晴らしいことであると感じまし
た。各講演についての報告は、以下のとおりです。

講演1
　「市民のために為すべきこと
　　　　　　　 ～世界に誇る碧南市を目指して」
 碧南市長　禰宜田 政信 氏　
講演1は、碧南市市長、禰冝田政信氏による講演で

した。まず碧南市の紹介とアピールがあり、印象に
残ったのは、碧南ビーチコートや碧南スケートボード
パークなど他にはないものを、先行して作り、マーケ
ティング視点をもって土地の有効活用をされており、
成功している点でした。
これらの事業が成功し、費用対効果を生み、財政が

潤い、街がきれいになり市民満足度が上がる。そして
土地家屋調査士の仕事にもつながる。素晴らしい成功
事例を聞くことができました。

講演2
　「Heart of JAPAN を目指して」
 愛知県知事　大村 秀章 氏　
講演2は愛知県知事、大村秀章氏による講演でした。

まず、冒頭に愛知県の新型コロナウイルス感染症新規

報告
report

第 22 回あいち境界シンポジウム　参加報告
� 企画社会事業部　部長　鈴　木　　　崇　

愛知会会長　梅村　守 氏
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陽性者数の最新情報報告がありました。次に、愛知県
の地場産業について説明があり、最近の話題ジブリ
パーク・リニア中央新幹線の整備状況を報告されまし
た。また、愛知県住生活基本計画2030の8つの目標
についても説明をされました。最後に聴講者へのメッ
セージとして「安全・安心・インフラ整備・避難・災
害情報に耳を傾け、行政・地域住民・企業が一体と
なって災害に強いまちづくりを進めていただきたい」
と申されておりました。

講演3
　「新たな住生活基本計画（全体計画）」
 国土交通省住宅局住宅政策課  　　　　
　　　 住宅産業適正化調整官　堀江 直宏 氏　
講演3としまして、国道交通省　住宅局　堀江調整

官から新たな住生活基本計画と題し、現代の住宅政策
について聞かせて頂きました。戦後の復興からの住宅
政策の歴史、変遷から現在の住宅政策制度の概要とそ
の新たな視点・目標を解りやすく説明していただきま
した。

そこには、コロナ禍や働き方改革によるライフスタ
イルの変化や働き方・住み方・生き方の多様化等に対
応すべく多くの目標が掲げられております。空き家問
題への対応や密集住宅市街地整備事業、狭あい道路
整備事業等が挙げられ、津市の狭あい道路整備促進
事業が具体的事例として紹介されました。
社会環境の変化や働き方・生き方の多様化が進もう

と、それによって住宅政策や住生活の考え方が変わろ
うとも、多様な世代が安全・安心して暮らせる住環境
が求められていることは変わることがありません。そ
の中において私たち土地家屋調査士の役割と責任は大
きいのだと感じさせられました。

愛知県知事　大村　秀章 氏
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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。

新入新入
会員紹介会員紹介

Freshers ア
ン
ケ
ー
ト
内
容

① 調査士事務所補助者として勉強させて頂いてお
りました。

② 不動産取引における重要な位置に立つお仕事と
いう認識からの憧れにより。

③ 補助者時代と全く異なり、職務における社会的
責任の重大さ。という重圧を感じております。

④ 海で疑似餌を使った釣り。
⑤小学生時代よりほぼ皆勤。
⑥ これから諸先輩方に御伴させて頂きながら、研

鑽させて戴く気持ちを持ち続けて努めていきた
いと思っています。よろしくお願いいたします。

アンケート回答

① 製造業をしておりました。
② 何かを成し遂げる人生を送りたいと思ったため。
③ 理想と現実の違いを見せつけられておりますが、

充実した毎日を送っています。
④ ゴルフ、カラオケ。
⑤環境にすぐになじむことです。
⑥ あの人に任せておけば大丈夫だと思われる調査

士になりたいと思っております。

アンケート回答

この度、津支部にて令和4年4月1日に登録させて
いただきました、中野地真佑（なかのじしんすけ）と
申します。
これまでに多少の補助者経験は積ませていただき、

幸いにもおかげさまでこの度、登録し開業に至りまし
たが、いざ自分が調査士一年生として登録させていた
だきました今、当然でありますが補助者でありました
頃以上に、自分の名前で行う職務における社会的責任
の重大さを肌に感じております。
自分に未熟な部分が多々あることを自覚した上で、

会員諸先輩方をはじめとしまして、これから関わる全
ての方々から学び得る姿勢を常に持ち続け、知識や経
験を積み、信頼される業務を遂行できますよう怠らず
努めてまいります。 
そして今後共たくさんの御縁を頂戴出来ましたら幸

いにございます。
何とぞ、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し

上げます。

津支部
 中野地真佑　

この度、三重県土地家屋調査士会に入会させていた
だきました。四日市支部の柊﨑友洋と申します。
私が土地家屋調査士という職業を知ったのはほんの

数年前で、そのころ私は製造業に従事しておりました。
このまま何も成し遂げることなくただの一介のサラ

リーマンとして生きていくのはつまらなく感じ、何か
社会に貢献できる職業はないかと探していたところ、
この資格にたどり着きました。
現在、土地家屋調査士として先輩先生方のご指導を

いただきながら日々充実した毎日を送っております。
この先、先輩先生方にはご迷惑をお掛けすることと

思いますが少しでも会に貢献できるよう頑張りたいと
思います。
そして調査士として、驕ることなく臆することなく

丁寧な仕事を心掛けて参りたいと思っておりますので、
これからも何卒宜しくお願い致します。

四日市支部
 柊﨑　友洋　
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① 父の事務所に籍を置いていました（今も置いて
います）。

② 父が土地家屋調査士であったためです。
③ 依頼内容を法律的に解釈する楽しさと難しさを

実感しています。
④ 漫画
⑤ 車を運転中に青信号に恵まれることが少しだけ

多いかも。
⑥ 最初は「当たり前のこと」を当たり前にできる

土地家屋調査士を目指します。

アンケート回答

三重県土地家屋調査士会に入会させて頂きました、
四日市支部の池畑政志と申します。父が土地家屋調
査士であり、私はその仕事ぶりを近くで見ることので
きる環境に居り、そのような経緯からこの仕事に興味
を持つようになりました。そして、昨年の土地家屋調
査士試験が終わってから実務がどの様に行われている
かを本格的に学ぶことになりましたが、試験の範囲内
のことは言うまでもなく試験の範囲外にも理解しなけ
ればならないことがこれ程あるのかと圧倒される日々
を過ごしています。そんな私に対して、この業界の諸
先輩方は出し惜しみせず様々な知恵を授けて下さいま
す。深く感謝しております。まだまだ迷惑をお掛けし
ますが、広く地域の方々の助けとなる一人前の土地家
屋調査士になりたいと心に思っておりますので、ご指
導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

四日市支部
 池畑　政志　
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◆四日市支部◆　　　　　
伊　藤　友　洋

コンビナートは
　　　お嫌いですか？

私の事務所がある場所は四日市市楠町というところです。
四日市市といっても結構広く、山間部から沿岸部まであり、端から端まで行くのに車で小一時間

ほどかかります。
そんな四日市市の中で楠町は沿岸部で南東の端っこに位置し、鈴鹿川が伊勢湾に流れ込む河口付

近の小さな町で、幼少の頃から今現在までこの町で暮らしてきました。
もっとも、四日市市楠町となったのは平成17年の市町村合併からで、それまでは三重郡楠町でした

ので、四日市市民になってまだ15年ほどですから「四日市愛」はまだまだ薄いかもしれませんが、そ
んな私が四日市で皆さんにおすすめしたいものは、「夜の飲み屋街」と「四日市コンビナート」です。
コロナ禍ということもあり、最近はとんと飲みに出ることも減りまして「夜の飲み屋街」のご紹

介をできるほどではございませんので、その件はまたの機会にということで…、今回は私が生まれ
育った楠町のとなりにある「四日市コンビナート」のご紹介をしたいと思います。
「四日市コンビナート」は南部の塩浜地区から北部の霞ヶ浦地区まで、四日市市沿岸部に広がる工
業地帯で、かつては大気汚染等の公害問題も発生しましたが、現在は環境も改善されております。
「四日市コンビナート」の紹介と申しましても工場見学の話ではなく、私が紹介したいのは「四日市コ
ンビナートの風景」のことで、特に夜景は工場観賞愛好家から「聖地」と呼ばれるほどらしい…です。
そこで皆さんに行ってみてほしい「四日市コンビナートの風景スポット」をご紹介したいと思い

ます。すでに皆さんもご存知のスポットかもしれませんが、時間があったら何回でもゆっくりと眺
めてみてほしいものと思いまして、あえてご紹介したいと思います。

1　鈴鹿川河口付近の堤防からの眺め
塩浜地区のコンビナートで私の事務所から車で3分の場所です。

広　場リレー寄稿
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広　場

2　四日市港ポートビルうみてらす14の展望台からの眺め
縦横無尽に走るパイプラインは人が造りだしたものとは思えないほど複雑につながっており、煙

突や貯蔵タンクは綺麗に左右対称で、まさに職人技だと思います。

 

 

3　四日市コンビナート夜景クルーズ
船に乗って海からのコンビナート夜景を楽しめます。お金はかかりますが一見の価値ありです。
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◆伊勢支部長◆
小　川　儀　剛

iPhoneの「計測」アプリを
使ってみました

広　場

精度を検証するほど使いこなせないのでお遊びです。

「計測」アプリを立ち上げると、カメラのような画面が起動しました。
画面上に現れた丸の中の白い点を、長さを測りたいものの先端へ持っていき、画面上に表示されて

いる「＋」マークをタップすると、始点が固定されるようです。

少し離れてみます。始点からの距離が白い楕円の中に表示されるようです。
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広　場

ためしにテープの20ｍのところまで歩いてみます。

19.68ｍと測定されました。正確ではないものの私の歩測よりは信用できそうです。
試しに6ｍ、8ｍ、10ｍの三角形を作り、計測してみました。

わりと近い値で計測されました。どういった仕組みで距離が計測されているのかさっぱりわかりま
せんが、ざっくりとした数値で許される用途であれば、手間がかからず計測できそうです。
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・名古屋法務局長表彰

　　冨　田　満　子（四日市支部）  上　田　美也子（伊勢支部）

　　岡　田　盛　暉（熊野支部）  恒　松　功　男（松阪支部）

　　西　村　文　代（伊勢支部）  佐　藤　浩　之（四日市支部）

　　薗　部　和　宏（松阪支部）  松　場　豊　和（紀北支部）

・津地方法務局長表彰

　　東　原　達　也（伊勢支部）  濱　口　慎　弥（松阪支部）

　　谷　水　一　光（伊勢支部）  太　田　道　秀（四日市支部）

　　中　林　昭　治（伊賀支部）  境　　　幸　一（伊勢支部）

　　杉　本　敦　司（伊勢支部）

・日本土地家屋調査士会連合会長表彰

　　有　竹　良　行（伊勢支部）  中　井　洸　一（伊賀支部）

　　廣　瀬　良　平（四日市支部）  諸　岡　勝　彦（四日市支部）

　　古　尾　圭　一（伊勢支部）

・日本土地家屋調査士会連合会長感謝状

　　上　杉　和　子（四日市支部）

・三重県土地家屋調査士会長表彰

　　矢　野　哲　也（四日市支部）  細　江　克　茂（桑員支部）

　　川　口　浩　司（伊賀支部）  水　谷　潤一郎（鈴鹿支部）

　　市　野　浩太郎（松阪支部）  竹　内　　　寛（鈴鹿支部）

　　稲　本　　　大（津支部）  前　田　佳　昭（鈴鹿支部）

令和４年度　表彰受賞者（敬称略）特集
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測っ虎が大学生の時の出来事だった。
梅の花が咲き始めた頃。愛車に彼女を乗せ、I県H

市へ1泊2日の旅行に出かけた。海沿いの街。当時の
彼女の祖父が生前に住んでいた築50年ほどの平屋の
家。1年間、空家となっていたその家に泊まって、近
くの海でのんびりしようという企み。ワインセラーがあ
ることを除いては何の変哲もない家だったが、ロケー
ションは抜群だ。玄関を出たら、緩やかな坂を下るこ
と海まで徒歩3分。そんな場所で、まどろみと目覚め
を繰り返す時間もたまには悪くないと思った。海は遊
泳禁止区域になっている。人は少なかった。ゆえに、こ
この浜辺で聴く波音は特別だ。鎌倉の七里ヶ浜に匹敵
するほど気持ちがやわらぐ海だった（あの頃はこの街
も平穏だった。まさかこの街全体が、その後の東日本
大震災で津波に飲み込まれることになるとは、当時は
思いもよらなかった）。
荷物を家に置いた測っ虎達は、海に出た。低くなっ

た太陽が二人の影を長くしていた。砂浜で暫く散歩を
楽しんだ。感傷的な時間が流れた。波音を聴きながら
彼女が神妙な面持ちで呟いた。「ねえ。実はあの爺ちゃ
んの家さあ。妹は絶対行きたがらなかったんだよね。な
んか嫌だって言って・・・」。都内のアンナミラーズで
バイトをしていた彼女の妹は、容姿端麗で霊感の強い
コだった。それを耳にした測っ虎は少し動揺したが、気
にも留めない素振りで彼女の手を引き「帰ろう」と言っ
て家に帰った。ん？荷物を置きに入った時に感じなかっ
たが、カビ臭さが少し鼻についた。妙な気配を感じた。
いや、気のせいだ。自分に言い聞かせた。二人は手を
取り、軋む廊下を歩き、つきあたりの寝室に入った。ま
だ外は明るかったが、雨戸が閉まっているため部屋の
中は暗かった。電気を点けた。点けても変わらないよ
うな暗い蛍光灯だった。日焼けした黄色いカーテンを
開けると、ガラス戸に張り紙。何か文字が書いてある。
「雨戸は決して開けるな」。新聞のチラシの裏にマジッ
クで書かれた文字は色褪せていた。「おじいちゃんが
張ったのね多分」「何で開けたらダメなんだ？」「わか
んない」。二人とも口数が多くなっていた。「この部屋
の外は何だ？」「庭よ」「気味が悪いな」。不穏な気配
を消したかった。見つめ合った。彼女を抱き寄せた。
接吻。また見つめ合う。測っ虎は不安げな表情を強
張った笑みで隠した。横になろうぜ。測っ虎は、畳の
上に布団を敷いた。気持ちは彼女に向いていた。閉
まったままの雨戸や張り紙の凶々しさは、もうどうで
もよくなっていた。手をつないで仰向けに寝そべった。

ピロートーク。それが始まるや否や、部屋の灯りがチ
カチカし始めた。やだ～、と言って彼女が測っ虎の胸
に顔を埋めた。耳を澄ました。微かな風の音が聴こえ
るだけだ。測っ虎は彼女の頭を撫でた。彼女は小刻み
に震えていた。そのうち、バチっという気味の悪い音
がした。一番聴きたくない音だった。この音はヤバい
だろ。電気が消えた。真っ暗だ。二人に言葉はない。
彼女の吐息が聴こえる。入口の襖を開けたかった。そ
れで少しは明るくなるはずだ。測っ虎は上半身を起こ
し布団から出ようとした。その刹那。「ドっドっドっ
ドっ・・・」という凄まじい爆音が廊下から塊となっ
て聴こえてきた。測っ虎は背筋が凍った。一気に額に
汗が滲んだ。その音は途切れることなく次第に大きく
なってきた。これは？時代劇の討ち入りのシーンで聴
いたことのあるような音だ！明らかに大勢の人が廊下
を全力で走ってくる音だ！この部屋に向かってくる！和
太鼓のような凄まじい音量だ！血の気が引いて動けな
くなった。まだ暗闇に目は慣れない。横から「きゃー！」
という声。彼女が金切り声を上げている。泣き声が入
り混じっていた。さらに大勢の足音が向かって来る。一
瞬、肌寒さを感じた。その束の間。今度は庭のほうか
ら「ドン！ドン！ドン！」という雨戸を叩く音が鳴った。
開けてくれ、という誰かの心の叫びに聴こえた。動か
ないと駄目な気がした。どんな時もそうだ。動くこと
によって嫌なことは大抵忘れることが出来る。測っ虎
は意を決し、放屁した。測っ虎にしがみつきながら何
か念仏のようなものを唱えていた彼女が目を見開いて
動かなくなった。不思議なことに乱暴な轟音は徐々に
小さくなった。やがて消えた。部屋にはニンニクの匂
いだけが残った。測っ虎は彼女を寝室に残し、廊下に
出た。廊下には窓があるため明るかった。見渡した。
誰もいない。他の部屋から風呂場まで隈なく開けて確
認したが誰もいなかった。玄関も勝手口も施錠がされ
たままだった。外に出て庭を見た。少し暗くなってい
た。ここにも人の立ち入った形跡はない。測っ虎は玄
関に戻った。靴箱の上に置かれた写真に目をやった。
彼女の爺ちゃんが庭の縁側で座ってこちらを見ている
写真。その写真の端のほうに写っている植木のあたり
に異変を感じた。よく見ると、そこには夥しい数の男
性の首が写り込んでいた。測っ虎はキッチンへ向かっ
た。電気を点けた。悪いな、ワインは買ってこなかっ
たよ、という言葉を飲み込んだ。見渡した。目に飛び
込んだワイングラス。測っ虎は水で洗い流して日本酒
を注ぎ、庭に運んだ。

不祥
 松阪支部　市野浩太郎　
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● 入　　会

氏　　　名 事　　務　　所 入会年月日
中野地　真　佑 津市大里窪田町2716番地1 令和４年４月１日
柊　﨑　友　洋 四日市市大字茂福字丸ノ内214番地1 令和４年４月１日
池　畑　政　志 三重郡菰野町大字菰野1359番地1 令和４年４月１日

● 事務所住所変更

氏　　　名 事　　務　　所 変更年月日
五百野　正　樹 津市丸之内25番3号 令和４年１月31日
小　川　儀　剛 伊勢市馬瀬町452番地20 令和４年７月15日

● 法人登録

法　人　名 事　務　所 社　員 成 立 年 月 日
土地家屋調査士法人

伊賀中央
（法人番号）19-0007

伊賀市服部町三丁目117番地の5 德村　真貴 令和４年４月５日

● 退　　会

氏　　　名 支  部  名 退会年月日 理　由
泰　道　淳　介 伊　勢 令和３年12月28日 業務廃止
波多野　健　一 津 令和４年１月28日 業務廃止

井　村　斉　吉 津 令和４年１月31日 業務休業

佐　藤　久　平 四日市 令和４年２月28日 業務廃止

出　口　　　晃 伊　勢 令和４年２月28日 業務廃止

篠　原　　　馨 津 令和４年３月22日 業務廃止

畑　中　義　孝 熊　野 令和４年５月27日 業務廃止

● 訃　　報

氏　　　名 支  部  名 退 会 年 月 日
千　種　　　堅 桑　員 令和４年５月６日
堀　江　秀　弥 松　阪 令和４年６月30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。

会 員 の 動 き会 員 の 動 き
令和4年7月19日現在　会員数257名　7法人
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寄稿のお願い
BORDERでは皆様からの原稿を募集して

います。

最近感じた事、事件、趣味、調査士会へ

の要望、旅行等どんな事でも結構ですので、

どしどし応募してください。お待ちしてお

ります。

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

編集
後記

夏の日差しを浴びながら、時折木陰
に入っては大人の夏休み（サボリ？）
をしております。
子供のころは、自宅前の海で朝から

日没まで遊んでいた夏休み！
近年はイベント活動や過ごし方もず

いぶん変わってきています、プライ
ベートビーチにはキャンパーも増え、
どちらが地元住民かわからない。夏休
みを満喫したいと思いますが、年々の

気温の上昇と体力体調の低下…。
皆さまにおかれましては、ご自愛の

ほど夏を楽しんでいただきたいと存じ
ます。

広報厚生部　谷水　一光
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