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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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新年あけましておめでとうございます。おかげさま

で会長をさせていただいてから4回目の正月を無事に

迎えることができました。今思えば、会長として初め

て迎えた正月には想像すらしていなかった感染症のパ

ンデミックが、令和2年度からの会務運営に多大な影

響を及ぼす事になりました。

まずは、感染症を防ぐため、参集型での会議開催か

らリモートによる会議の開催等への変更と対応が求め

られました。コロナ禍になる前から様々なウェブ会議

システムは存在しており、これまでも会務への利用に

ついて検討した事はありましたが、やはり対面での会

議に勝るものはないという事で積極的な導入には至り

ませんでした。しかし、選択肢がリモートによる会議

しかない状態となった時には、いつしかウェブ会議が

当たり前の社会になっており、役員一同が対応するこ

とができるようになっていました。

こういった、新たな生活様式に対応した会務への切

り替えに多くの時間と労力を費やした結果、本来の会

長職ができているのかどうか等自問自答し悩み続ける

日々が続いておりました。

また時には、たびたび押し寄せる感染症の波に対し

て、これまでに経験したことのない判断を求められ、

胃が痛くなるような決断をしてきました。

しかし、これまでに経験をした事がない、またこれ

からも何が起こるか分からない状況の中で、今までの

会務について見直す時間もできたと、今では考えられ

るようになりました。

感染症によるパンデミックもいつまで続くのか、い

つになったら収束するのか分かりませんが、これまで

の経験から知識として身に着けた感染症対策を行いな

がらも、できる限りこれまで通りの会務が行えるよう

検討を続けてまいりたいと思います。

ところで、会則の改正に伴い、司法書士法及び土地

家屋調査士法の一部を改正する法律の施行の日（令和

2年8月1日）からは、電子証明書の取得が義務化さ

れております。今後のデジタル社会へ対応するために

は、少なくとも電子証明書が必要なものであることは

間違いありません。まだ、未取得の方は、早急に取得

をしてください。

ちなみに、取得をするには日調連ホームページの

「利用申込書配付希望」から必要な情報を入力し、申

込みを行うことで、書類が送付されます。その後の手

続きについても、詳細に記載されておりますので、同

ホームページをご参照ください。

また、同改正においては年次研修を5年に1回受講

することが義務化となっております。今年度は2回目

の実施をさせていただきました。本会ではあと2回の

研修を計画しておりますので、まだ未受講の方は、業

務多忙とは思いますが、該当年度にできる限り都合を

つけて参加をしてください。

特に、令和8年4月1日からは年次研修の未受講者

は「職務上請求書」の購入ができなくなりますので、

令和7年度までには全会員が受講していただきますよ

うご留意ください。

今年度の事業計画の基本方針には「情報等の共有」

について掲げさせていただきました。日調連の基本方

針でも「新たな制度環境の共有」が基本方針となって

おります。コロナ禍で顔を合わすことが少なくなった

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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greeting

こともあり、ますます情報等の共有をしていく事の重

要さが増してきているように感じます。と同時に情報

を共有することの難しさも感じております。近年デジ

タル社会により伝達する情報量が増えてきたため、と

てもFAXでは伝えきれないような状況となっておりま

す。本会ではできる限りホームページ等も活用して情

報の共有ができるようにしておりますが、即時に伝達

できる手段としては、いつでもどこでも情報が取得で

きる、電子メールが現時点では最善の方法のように思

います。全会員がメール配信へ承諾していただく事に

より、「情報共有」が大幅に前進すると思いますので、

未承諾の方には是非ご協力をお願いします。私たちは

これまでも困難があるごとに進化をしてきました。こ

れからもますます進化していけると信じています。

今年は兎年です。コロナ禍を飛び越えて、土地家屋

調査士制度がさらなる発展をしていくことを祈念いた

しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。微力

ながら会長として引き続き尽力し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。
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ごあいさつ

新年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

のことと，心からお慶び申し上げます。

平素は，当局の円滑な業務運営について格別の御支

援と御協力を賜り，厚く御礼申し上げます。

昨年は，北京2022冬季オリンピック・パラリンピッ

クが開催され，熱戦が繰り広げられた中，日本代表選

手団は，金メダル7個を含む計25個のメダルを獲得す

るという明るい話題もありましたが，その一方で，依

然として新型コロナウイルス感染症による感染が終息

せず，予断を許さない状況が続いた1年でした。当局

においても，新型コロナウイルス感染症の感染対策の

徹底を図りつつ，社会経済の要請に応じた円滑な業務

遂行を継続しているところですが，今後も職員の感染

を予防しつつ，事務の効率的かつ迅速な処理を維持す

るためには，オンラインによる登記申請が最も有効と

考えていますので，皆様には，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，御協力

をお願いいたします。

さて，当局では，貴会との協議を重ねた上，不動産

表示登記事務取扱規程を改正し，昨年9月30日から

施行しています。本改正は，昨年4月14日に法務省民

事局により定められた「表示に関する登記における筆

界確認情報の取扱いに関する指針」に沿った筆界確認

情報の取扱い等を定めるとともに，法定外添付情報の

原本提示の省略，いわゆる「調査士報告方式」に関す

る取扱いなどについて追加したものです。この改正に

当たっては，貴会の御協力を賜りましたことにつきま

して改めて御礼を申し上げます。

また，今後，所有者不明土地等問題に対する総合的

な対策として，本年4月から相続土地国庫帰属制度が

開始され，さらに，令和6年4月からは相続登記の申

請義務化が始まるなど，新制度がいよいよ実施の段階

に入ることになります。

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の解消作業を積極的に推進して

いるところ，これらの取組を円滑に実施していくため

には，表示に関する登記や筆界の専門家である会員の

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。

最後に，三重県土地家屋調査士会の益々の御発展

と，会員の皆様の御健勝，御活躍を祈念申し上げまし

て，年頭の御挨拶とさせていただきます。

澤　田　竜　彦津地方法務局　局長
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慶びのことば
令和3年秋、法務局から突然の電話連絡を頂き、何

のことかと受話器に手を伸ばすと、「黄綬褒章を受章
されました。おめでとうございます。正式発表まで、
暫くの間お待ちください。」との一報でした。その瞬
間何とも理解しがたい感情が込み上げてきました。

凡人であるが故、その責任の重さから私がこのよう
な褒章を頂いて本当に良いのだろうかと考え込んでし
まいました。しかしながら、国からこのようなお褒め
を頂くことは、私の人生において初めての経験であり、
本当に有り難いことだと思い直しました。

ただ、例年と違うことも多くあります。コロナ禍と
いうこともあり、法務省での褒章の記及び褒章の伝達
がなく、天皇陛下との拝謁もありませんでした。かわ
りに津地方法務局長からの褒章の記及び褒章の伝達が
ありました。そして、皇居見学会があると伺っており
ますが、コロナ終息の時まで順延ということになって
おります。異例ずくめで先輩受章者の教えが全く通用
しませんでした。

ところが、このようなコロナ禍でも、三重県土地家
屋調査士会の役員の皆さんのご厚情により黄綬褒章受
章記念祝賀会を盛大に開催して頂きました。心より感
謝申し上げます。また、三重県土地家屋調査士会の多

秋
の
褒
章
で
黄
綬
褒
章
受
賞

四
日
市
支
部
　
池
　
畑
　
信
　
也



7 BORDER  vol. 91  2023 冬号

くの会員の皆様に出席をして頂き本当に有り難うござ
いました。重ねて御礼申し上げます。

さて、今私の土地家屋調査士人生を振り返るとき、
このような褒章を頂くことができたのも、会員の皆様
と共に歩むことができたからだと思っております。開
業当初から理事を仰せつかり、若手会員であることを
忘れ先輩会員と議論をさせて頂き、ある時は浅はかな
議論をして叱咤激励を受けたり、様々な経験をさせて
頂きました。そのことが後の土地家屋調査士人生の道
標になったことは間違いありません。本当に有り難
かったです。

しかしながら、喜んでばかりいられません。何故な
ら、この先どのようなことをして会に恩返しをしたら
よいのかということも考えなければなりません。私の
持論である法律に強い土地家屋調査士を目指して現在
も奮闘中ですが、いつかその集大成を披露できたらな
と思っております。最近の事例では、長年の努力と経
験だけでは判断が難しくなってきているものも多くあ
り、その解決のために研修会には積極的に参加し研鑽
を積もうと思っております。土地家屋調査士に関係す
る部分だけを取りあげても、これだけ多くの法律が改
正されると、相当の勉強時間が必要になってくるもの
と思われますが、立ち止まっていることはできません。
何はともあれ退会届を出すまでは他の会員の足手纏い
にならないように頑張ろうと思っております。そんな
ことを考えながら、一日一日を過ごしています。

最後に私の願望ですが、この先土地家屋調査士制度
が100年、200年と続く資格になることを祈って、結
びとさせて頂きます。

これからも宜しくお願い致します。

【経　　歴】

昭和62年 3 月
　　土地家屋調査士・司法書士・行政書士
　　登録

土地家屋調査士会における役職

平成元年 5 月
　　三重県土地家屋調査士会　理事
 （ 1 期 2 年）
平成 5 年 5 月
　　三重県土地家屋調査士会　理事再任
 （ 2 期 4 年）
平成 9 年 5 月
　　三重県土地家屋調査士会　副会長
 （ 1 期 2 年）
平成29年 5 月
　　三重県土地家屋調査士会　会長
 （ 1 期 2 年）
令和元年 5 月
　　三重県土地家屋調査士会　名誉会長
 （現在）

表彰受章歴

平成10年 5 月22日
　　津地方法務局長表彰 （土地家屋調査士）
平成18年 5 月27日
　　津地方法務局長表彰 （司法書士）
平成22年 7 月 9 日
　　名古屋法務局長表彰 （土地家屋調査士）
平成27年 5 月23日
　　日本土地家屋調査士会連合会長表彰
平成29年 6 月 3 日
　　名古屋法務局長表彰 （司法書士）
令和元年 5 月25日
　　日本司法書士会連合会長表彰
令和 2 年 6 月16日
　　法務大臣表彰 （土地家屋調査士）

i n t e r v i e wi n t e r v i e w
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総務財務部　　川口　浩司

あけましておめでとうございます。
会員の皆様には、日頃より会務の運営にご理解ご協

力いただき誠にありがとうございます。
11月に、調査士会館1階の奥にある会長室を応接室

に模様替えさせて頂きました。利用状況の変化により、
物置のようになっていた会長室に六人掛けテーブルを
配置し、気持ちよく来客者と対応できるようになりま
した。

また文書管理規程及び各種資料の電子化がうまく
機能しており、調査士会館の書庫の軽量化が進んでい
ます。

令和4年度も総会の準備をしましたが、表彰式・懇
親会の無い総会となりました。総務財務部の立場です
と懇親会は経費がすごくかかりますが、全会員の皆様
が一年に一度、一つの会場に集まり、様々な意見を交
換し、人と人とのつながりを深める場作りは、とても
大事なことだと思っています。今年は通常通りの行動
がとれる世の中になって欲しいものです。

会員数が減少し続ける中で、安定した会を継続して
運営していくことは最重要課題であり、さまざまな協
議・検討をおこなっています。

最後に、このボーダーが配布されるころ、年計表等
の提出のお知らせも届くと思いますので、期限内の提
出のご協力をお願いします。

企画社会事業部　企画副部長　　西尾　　光

新年あけましておめでとうございます。
企画社会事業部の伊勢支部西尾です。
会員の皆様におかれましては健やかに新年を迎えら

れたことをお慶び申し上げます。旧年中は本会の運
営・活動に多大なご理解とご協力を賜り厚く御礼申し
上げます。また、本会主催の無料相談会および空き家
ネットワークみえ主催の無料相談会へ各支部より相談
員を派遣していただき、この場をお借りして御礼申し
上げます。

昨年の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。

まず、去年は参加できなかった、愛知県土地家屋調
査士会主催のシンポジウムに部員全員参加することが
できました。また、「土地家屋調査士業務取扱要領」
の制定にともなう中部ブロック協議会主催の説明会、
空き家ネットワークみえの無料相談会、ならびに「住
家の被害認定業務に係る研修会」への参加をしてまい
りました。

そして、津地方法務局との連携を深めるべく法調実
務打ち合わせ会の実施、本会ホームページの通達・先
例関係の表示方法、分類を再検討し、掲載準備をしま
した。引き続き、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。

毎年恒例の、法務局と合同で実施しております「全
国一斉不動産表示登記無料相談会」を7月30日（土）
に本会にて開催し、20件の相談に対応いたしました。

境界問題相談センターみえの活用を広めるため、引
き続き研修会開催・広報活動をしてまいります。

最後になりますが、一日も早い新型コロナウイルス
感染症の終息と皆様のご健康をお祈り申し上げますと
ともに、本年も会員の皆様の引き続きのご理解とご協
力をよろしくお願い申し上げます。

部会だより
sectional meeting
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研修部　　稲本　　大

新年あけましておめでとうございます。
研修部の稲本と申します。
平素は研修部の活動にご理解、ご協力を賜りありが

とうございます。
私は研修部に配属されて2年目になりましたが、こ

れまで一会員として本会の行事に参加してきただけで
したので、主に年4回の定例研修会を企画する立場に
なって大変さを実感し、まだまだわからないことばか
りで先輩部員の方々に教えていただきながらなんとか
活動している次第です。

さて、昨年度より年次研修の制度が始まりました。
日本土地家屋調査士会連合会会則第67条第2項に規
定する「連合会が指定する研修」（義務研修）に指定
され、会員は5年間を一期とする期間中に1回、受講
する義務が課せられています。三重会では全会員を4
年で受講していただけるように振り分けさせていただ
きました。

年次研修の内容は
・職務上請求の取扱いについて
・土地家屋調査士の懲戒制度と懲戒処分事例
・グループ討論
となっています。私は令和3年度に受講し、懲戒処分
事例を聞いて心を引き締め、またグループ討論では年
代も経験も違う会員間での意見交換ができるよい機会
になりました。既に受講年度はご案内させていただき
ましたが、再度ご自身の該当年度をご確認いただき出
席できるようご準備をお願いします。

また、昨年の第3回定例研修会は約2年振りに集合
形式にて行いました。コロナ流行の様子を見ながらで
すが、今後も配信形式と集合形式を織り交ぜての開催
を考えております。今後も会員の皆様の役に立つ研修
会を開催できるように努めてまいりますので、研修し
てほしい題材がございましたら研修部まで御一報いた
だけると幸いです。

お願いばかりで申し訳ありませんが、皆様のご健康
とマスクを外せる生活が戻ることを願いましてご挨拶
とさせていただきます。

広報厚生部　部長　　岡本　博人

明けましておめでとうございます。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。

ボーダーの部会だよりを寄稿させていただくのも8
回目となります。おそらくこれが私の最後の「部会だ
より」となりますが、今までご拝読いただきまして有
難うございました。そしてこれからも「ボーダー」を
宜しくお願いいたします。

さて、広報厚生部の活動でございますが、親睦事業
として10月23日に会長杯ゴルフコンペをフォレスト
芸濃ゴルフクラブにて開催いたしました。次に11月
19日に親睦旅行として二見浦駅から海岸沿いを歩く
約6.0キロのウォーキングを開催し、ウォーキング後
は懇親会を行いました。対外的な広報活動としての出
前授業、東海工業専門学校のブース出展につきまして
は、新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、今年度は
行わないことに決定いたしました。

新型コロナウイルスが第8波目に突入しそうな雰囲
気ですが、コロナ禍でも出来る広報活動を部員と共に
考えていきたいと思います。

会員の皆様におきましては、こんな広報活動してみ
たらという案がございましたら広報厚生部までご一報
いただけますと幸いです。また、広報グッズも測っ虎
のぬいぐるみ等多数在庫がございますのでご利用いた
だければと思います。
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桑員支部　支部長　　柴田　良彦

桑名市の無料相談会
桑員支部では、毎月第3火曜日の13時から16時ま

で、桑名市役所において、「土地の境界・測量に関す
ること」等として、表示登記関連の無料相談会を開催
しています。桑名市主催という形をとり、事前の予約
制で、毎月、1名の支部会員が相談を担当しています。

土地家屋調査士という資格・業務内容を広く一般の
方に知っていただくことと無料の相談ということで社
会に貢献を果たすことを目的としています。

限られた時間、限られた資料（情報）の中での相談
ですので、相談者の方は、何らかの答えを求められる
ことも多いですが、基本的にその場で確定的な回答を
することは難しく、実際には、どこに行けば、あるい
は、どのような手続きを選択すれば、相談者の方が抱
えていらっしゃる問題が解決するのか、相談者の方の
希望が叶うか（あるいは叶わないか）について、土地
家屋調査士という資格に基づく知識の範囲内で、相談
者を道案内できれば良いのではないかと考えています。

ときには、膨大な資料等を持参される方もいらっ
しゃいますが、無料相談会の中ですべて読み解くのは
不可能で、それだけの資料があれば、相談会でなく、
実際に土地家屋調査士に業務として依頼されれば良い
ですし、ときには、登記申請書や何らかの合意書と
いった具体的な作成文書等を持参され、これで良いか
見てくれといった依頼をされる方もいらっしゃいます
が、その依頼は、まさに土地家屋調査士業務そのもの
で、無料相談会の範疇を越えていますので、業務とし
ての依頼なら、無料相談会外で対応すべきことですの
で、そのような依頼は、無料相談会では、お断りする
対応をしています。無料相談会なので、何にでも対応
しなければならないというわけでは、当然ありません。

また費用がいくらかと尋ねられる相談者の方もい
らっしゃいますが、費用は各資格者、各事務所が独自

の根拠により算出するものですので、ある程度の目安
的な範囲を示すのならまだしも、いくら（くらい）と
答えるべき事柄ではありません。

それと会員に対する苦情に近い内容のお話をされる
方も少なからず、いらっしゃいます。この場合は、当
該会員にもう一度、説明を求めるようにお話し、既に
その段階を過ぎているようなら、支部（会員）が対応
すべきことではありませんので、本会に問い合わせを
していただくようにお話する対応で良いのかと思いま
す。

このようなことを心がけながら、相談をお受けして
いますが、最近は、予約がない場合も年に1、2回あ
るのが現状です。しかし、それはひとえに会員の皆さ
んの日々の業務の成果であると考え、無料相談会とし
ては、相談件数を増やさなければならないということ
ではなく、現状維持で構わないのではないかと考えて
います。

四日市支部　支部長　　市川　　誉

四日市支部長の市川です。
「ボーダー90号」以降の支部活動をご報告させてい

ただきます。
まず、令和4年7月12日に四日市支局との実務打合

せ会を対面形式で行いました。
支局長・統括登記官・表示専門登記官・総務登記

官の4名に出席いただきました。数年ぶりの開催で、
登記官の顔ぶれも変わり、支部会員からの質問・要望
への回答、四日市支局からの要望等、有意義な時間に
なったと思います。

次に令和4年9月9日に支部研修を開催。
森智広四日市市長にお越しいただき基調講演をして

頂きました。
タイトルが「元気都市四日市の展望」。
パッとしない話題ばかりのこのご時世、今後の四日

市市がますます発展するかも！明るい・楽しみな未来
が期待できる基調講演でした。

もちろん研修終了後の懇親会も開催し、森智広四日
市市長も参加頂き、楽しい時間を過ごすことが出来ま

支部だより
branch office
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した。
今後の支部活動の予定ですが、令和4年12月17日

空き家相談会への参加、令和4年12月23日の支部忘
年会、令和5年1月20日の法友会新年会を開催する予
定です。

この原稿が「ボーダー91号」として読まれている時
には、無事に開催できているはずです！

支部長として私の最後の役目（2期4年目です）の
話をしたいと思います。

我が四日市支部の中世古光久会員が令和4年6月
に、法務大臣表彰を受章されました！

またまた明るい・嬉しい話題が四日市支部にはある
んです！

令和5年2月4日に中世古光久先生の法務大臣表彰
を祝う会を開催します！

支部長として私の最後の役目です（支部総会もあり
ますが笑）。

中世古光久会員の法務大臣表彰受章は、中世古会
員が長年にわたり土地家屋調査士業務に真剣に取り組
み、会務にも貢献した証です。

本当におめでとうございます。
四日市支部には個性的で立派な土地家屋調査士が

沢山いるな～と改めて感じる今日この頃。

鈴鹿支部　支部長　　豊田　将司

鈴鹿支部では以前より、かなり古くなって見栄えも
悪くなってきました、津地方法務局鈴鹿出張所の鈴鹿
支部の土地家屋調査士会、司法書士会の表札の改修
を合同で取り組んできました。本年8月25日津地方法
務局鈴鹿出張所の登記官と相談して設置場所やレイア
ウト等を協議いたしました。現在は天井からの簡易な
吊り下げ方式表札ですので、地震等の災害の安全を配
慮して吊り下げ式を止めて逆T字型で下から支える形
での設置を検討して、津地方法務局鈴鹿出張所の登記
官と相談し了承を頂けました。あとは注文製品の完成
と設置を心待ちにしております。

津支部　支部長　　佐波　　彰

今回は、津支部の広報活動についてご紹介させてい
ただきます。

津支部では、これまで広報活動の一環として毎年10
月に開催される津市の「津まつり」にブースを出展し、
“土地家屋調査士” の広報に取り組んできました。令
和2年度と3年度は新型コロナウイルス感染症の影響
から開催されませんでしたが、今年度は3年ぶりに開
催され、私たちも満を持して参加させていただきまし
た。

しかしながら、コロナ禍での開催ということで、最
大の見どころの一つである「和船山車 安濃津丸」の
参加が見送られたり、飲食に関する制限が設けられた
りと色々と制約がある中で、また、直前の天気予報で
は、ブース出展日が “雨” の予報で「人出」が心配さ
れるところでもありました。

私たちの出展内容（広報活動）は、「啓発グッズの
配布」と「無料登記相談」です。啓発グッズは、広報

啓発グッズ

出展ブース
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キャラクター「測っ虎」のイラストが描かれた袋に、
うちわとポケットティッシュ、啓発冊子・パンフレッ
トをセットにしたもので、ヘリウムガス風船を子ども
さんたちに貰ってもらい、それを見守る親御さんやご
家族にすかさず手渡すという作戦で、用意した300
セットを全てお持ち帰りいただくことができました。
無料登記相談も4件の相談がありました。

当日は、あいにく雨模様の天気でしたが、雨が降り
出す前の午前中は、たいへんな人の賑わいで、津まつ
りを楽しみにしている子どもさんを連れたご家族も多
く、おかげさまで私たちのブースは行列ができるほど
の盛況ぶりでした。

ブースの運営は、支部役員で行っておりましたが、
歴代支部長などが激励に訪問してくれたり、前支部長
の稲本大さんにおいては、行列を見かねて揃いの法被
に身を包みお手伝いに大活躍してくれたりと、私たち
にとっても楽しく有意義な津まつりとなりました。

スタッフ一同、「津まつり」の一部として関わり参
加できたことを嬉しく思うと同時に、来年もより盛大
に開催されることを期待し、楽しみにしています。

伊賀支部　副支部長　　川合　映水

今日は。伊賀支部副支部長の川合映水です。
この度、原稿依頼がありましたが、支部活動はコロ

ナ禍のおり、定時支部総会・支部役員会のみの開催で
支部会員が集まっての研修等を今年度は行えませんで
した。

それで、支部活動についての投稿は難しいので、名
張市で行っている地籍調査事業について少しお話をさ
せて頂きます。

名張市の地籍調査事業は名張市の旧町から始まり、
先の10か年計画は終了し、投稿原稿作成の現在は新
たな10か年計画が始まっています。今年度の名張市
の地籍調査事業は私も社員である公益社団法人三重
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会が受託し、社員6
名で3名の2班体制で現地立会を行っております。

事前に区域でかかると思われるおおよその日程を計
算、区域割をして、6名の担当区域を決め、調査素図

に各担当者が必要と思われる事項を記入し、皆でその
調査素図を共有し、住宅地図・登記情報等、現地立会
に持参し立会・調査します。

先の旧町の地籍調査は平たんな地形、又、市街地の
為、境界付近は比較的入りやすかったです。11月3日
現在行っている調査地区は名張市下小波田地区で、村
落・山林地域で地形が急傾斜地の箇所が沢山あります。
事前に隣接地との境界付近の草刈りをお願いしました
が、高齢者世帯も多く草刈が未了で境界付近に立ち入
るのにも困難を極める箇所も多々あります。又、民家
の裏山も調査範囲で、先日現地立会を行っている時、
測量コンサルの補助をしている方がスズメバチに刺さ
れるというアクシデントも起こりました。（次の立会
には元気に来られました。）

調査後には、変更事項等の擦り合わせを行います。
5時半を過ぎるとあたりも暗くなり、又、受付会場は
ドアを開放している為、寒く、お腹もすき始めます。

秋に入り良い気候となり、また好天にも恵まれ、立
会を行い易い季節になりましたが、現地の地形・公図
と現地の相違等、困難な日々が続いておりますが、地
籍図作成の為、全員頑張っております。

松阪支部　支部長　　薗部　和宏

新年あけましておめでとうございます。
そろそろコロナもあけてくれそうな感じになってき

ました。
昨年の支部活動ですが、連合会理事である当松阪支

部の濵田会員が作成に携われた土地家屋調査士白書
2022を支部会員に配布しました。

10月1日商工会議所主催の無料なんでも相談会に
参加しました 。

弁護士、税理士、司法書士、行政書士、不動産鑑
定士、社会保険労務士、他20数団体と共に開催して
入場者はコロナ前の令和元年の66名を上回る103名
の入場者数でありました。弁護士、税理士、司法書士
のブースは大盛況でした。市民の方は税金、相続に関
心がある事が伺える状況です。

12月18日はみえ松阪マラソン2022が開催され松阪
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支部の会員の補助者の方がエントリーされました。当
日Tシャツをきてもらう為に川北副支部長がTシャツ
のデザインをしたリアル測っ虎のコンセプトにて、と
ても恰好のいい仕上がりとなっております。皆様には
次回の支部報告にて写真でお披露目いたします。

司法書士との新年会は数年ぶりに開催するつもりで
いましたが、少し感染者が増えてきており1月中旬の
開催を2月の旧正月にでも引き延ばして行うか検討中
です。

皆様にとって良き1年となる事を祈念して支部だよ
りとさせていただきます。

伊勢支部　支部長　　小川　儀剛

新年明けましておめでとうございます。皆様方に
とって本年が良いお年でありますよう、お祈り申し上
げます。

本年度は、1月にコロナウイルスの感染状況を踏ま
え延期した支部研修会を9月に開催する予定でしたが、
再度延期し、本年1月に開催する予定です。

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したが、中止としまし
た。

飲食を伴う親睦会については、令和2年度から今ま
で支部会員が集まる機会を設けることなく過ぎてしま
いました。

支部会員への連絡方法につき、総会時に伊勢支部連
絡表を作成し、役員が分担し会員の皆さんへFAXで
送信していたのですが、基本的にメールで送信するよ
うに変更しました。

伊勢支部連絡表には、事務所の電話番号、FAX番
号、携帯番号を記載しているので、緊急時には役立つ
ことから、継続して作成する予定です。

紀北支部　支部長　　松場　豊和

令和4年10月23日（日）に尾鷲三田火力発電所跡
地をメイン会場に行われた、令和4年度三重県・尾鷲
市・紀北町・大紀町・南伊勢町総合防災訓練に参加し
ました。会場では南海トラフ地震を想定した消防、警
察、自衛隊等の救助機関による救出訓練が行われ、ま
た、他会場では、地元住民による避難訓練、避難所運
営訓練等も行われました。

本会と紀北支部は、啓発展示ブースにおいて、鈴木
崇企画社会事業部長、三重会の広報キャラクター

「測っ虎」、支部会員にて、家屋被害調査作業、官民境
界査定等の災害時における土地家屋調査士活動の啓
発と「測っ虎」グッズの配布を行いました。

会場には、子供たち向けの警察、消防、自衛隊の車
両展示ブースが設けられており、そこに集まった子供
たちに「測っ虎」を大いにアピールすることが出来ま
した。

令和4年10月1日（土）には尾鷲市中央公民館にて
紀北地域の4士業（土地家屋調査士、司法書士、行政
書士、税理士）合同無料相談会を実施しました。

この合同相談会
は毎年おこなって
おり、4士業が相談
会運営を通して会
員間の交流が出来
たことは、今後の業
務において大変有
意義なものとなり
ました。
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熊野支部　支部長　　畑中　伸章

日頃の気温も下がり、冬へと向かい外業もつらく
なってくる季節となってきました。

人数の少ない熊野支部としては、なんとか研修会を
開くことができました。

11月5日に御浜中央公民館におきまして、令和5年
より始まるインボイス制度について研修を行いました。

参加者は3名と少なかったものの、事務所の経理担
当の方が2名参加をして計5名での開催となりました。

講師は地元の税理士 垣内貴先生をお迎えし、約3時
間の研修となりました。

私たちの業務に関わる詳しい内容と、税金申告内容、
経費等企業との契約内容の注意点など講義終了後も
身近な質問なども多数出て大変内容の濃い研修となり
ました。

残念なことに年次研修と重なってしまったことが、
研修計画の反省材料です。

来年は参加者が多くなるよう、開催日と研修内容の
計画を立てたいと思います。
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三重県土地家屋調査士政治連盟
幹事長　　中野　久生

新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、健やかに新年を迎え

られましたことお慶び申し上げます。
旧年中は当政治連盟の活動に対し、御指導、御協力

を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年は、政治が大いに揺れた年でありました。7月

10日が投票日の参議院議員選挙運動期間中、7月8日
午前奈良市で街頭演説中であった安倍晋三元首相が
銃撃され亡くなったことは記憶に新しいところであり
ます。白昼堂々と演説者の背後に近づき、至近距離か
ら銃弾を浴びせると云う衝撃的事件に、日本国内のみ
ならず世界各国からも驚きの報道がされました。事件
の動機には、旧統一教会の度を越した献金による家庭
問題が取りざたされ、以降、政治家と当該宗教団体と
のつながりが、炙り出される事となりました。その後、
世論を2分する国葬儀が9月27日に執り行われました。
菅元首相の弔辞が評価を受け、10月25日衆議院本会
議での野田元首相の追悼演説は与野党の垣根を越え
て、多くの人に感動を与えました。政治家の本懐が語
られたからでありましょう。

一方、新型コロナ感染症は、オミクロン株による爆
発的な感染が起こり、8月には、連日30万人近くの新
規感染者数が報じられておりました。秋口からは、緩
やかに新規感染者は減少していきましたが、未だ警戒
を緩めることはできません。ワクチン接種も4回目、5
回目と継続の必要があり、更に、インフルエンザの同
時流行も危惧され、健康に留意する生活が暫らく続い
ていきそうです。

そうした中、政治連盟の活動としては、参議院議員
選挙に際し、動員の声掛け、決起大会、街頭演説への
参加を行いました。会員の皆様にも多数御協力頂き、

この場をお借りして厚く御礼申し上げます。また、8
月31日（水）には自由民主党三重県連、9月9日（金）
には、新政みえの議員団の要望聴き取り会が、対面に
て実施され、それぞれに要望書を提出してきました。

要望事項は、①14条地図作成事業の予算・人員確
保、②相続登記義務化の中で、所有者不明土地での
調査円滑化、③地籍調査事業の推進と予算・人員確
保、④空き家対策事業における土地家屋調査士活用、
⑤狭あい道路解消事業の理解と推進、⑥未登記道路
解消の為の登記手続費用助成、⑦近年多発している大
雨や大型台風による災害に対して、災害協定に基く土
地家屋調査士の動員等、例年と同様に継続して要望し
ているところであります。いずれの要望も土地家屋調
査士の職域を拡大し、制度を維持発展して行く為には
必要な事項と思っています。

さりとて、数年前から土地家屋調査士資格試験の受
験者が減少しているのも大問題であります。一昨年、
昨年と受験者数が4,000人を下回ったと云う衝撃的な
状態でした。

土地家屋調査士が魅力的な職業であり、大いに国家
社会に貢献し、また、それなりに報酬を維持できるよ
うな職業でなければなりません。その為には、国会議
員、県会議員、市会議員の方々に絶えず、土地家屋調
査士が抱える要望を訴え続け、土地家屋調査士そのも
のを理解してもらえるよう活動していく所存です。

議員立法で成立した土地家屋調査士制度も早70年
以上、三重県土地家屋調査士政治連盟が発足して20
年以上が経過しました。先輩諸士が築いて来られた議
員諸士との連携も脈々と引き継いで行かなければなり
ません。また、更に若い方々の意見や要望も聞かせて
頂きつつ、次の世代へ制度の継承を図って行かなけれ
ばなりません。世の中の流れがSDGsに組み込まれて
行く中で、土地家屋調査士制度が先細りして行く訳に
はいかないのです。

我々土地家屋調査士資格制度の発展のためには、政
治の力が必要です。政治連盟の会員である方にも未加
入の会員の方にも、恩恵は、あまねく行き渡ります。
政治は、何といっても数の力が必要です。未加入の会
員の方には是非とも政治連盟に加入いただき、大きな

政連だより
political
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力となって頂けますようお願いする次第です。
本年は、統一地方選挙が各地で繰り広げられる年で

あります。その際には会員の皆様に御協力頂きます様、
よろしくお願いいたします。

新型コロナ感染の1日でも早い収束を願い、今年一
年が皆様にとって輝かしい一年となりますことを願っ
て新年のご挨拶とさせていただきます。
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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

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、新春を清々しい気持

ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年
中は当協会の活動、運営に多大なご協力とご理解を賜
り、心より御礼申し上げます。

昨年8月の定時社員総会において役員改選が行わ
れ、引き続き代表理事をさせていただくことになりま
した。理事18名、監事2名の役員並びに事務局職員
一丸となり、皆様のご協力を得まして、当協会がさら
に良い公益法人となるよう一生懸命務めさせていただ
きますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、当協会の業務拡大のための活動の代表的な例
として、官公署を対象にした意見交換会の実施があり
ます。

この意見交換会は官公署との繋がりを密にし、官公
署のニーズをできる限り取り入れることを目的として
取り組んでいます。少しずつではありますが、官公署
からの業務の相談や業務依頼といった、効果が出始め
ています。

我々は官公署に対し最小限の成果で最大限の報酬
を求めてはいないだろうか。その報酬は一般市民から
の税金で賄われている事を忘れていないだろうか。こ
のような不安に駆られることがあります。

官公署への最大限の成果は常に求められているはず
です。

これまでの惰性で業務依頼を待っているのでは、官
公署の気持ちも段々離れていきます。ここ数年、コロ
ナ禍の影響もあり、官公署に出向くことも難しい日々
が続きました。しかし、漫然と業務依頼を待つ姿勢で
は、業務の件数自体も減少していくことは明らかであ
る。

官民査定補助業務や国土調査法第19条第5項指定
制度等、官公署側にとって業務がスムーズに進む制度
が沢山あるので、その制度を市民生活向上のために上
手く活用してもらいたい。意見交換会を通して、その
ような想いも届けたいと考えています。官公署の気持
ちをしっかり掴むためにも、今後も各市町に対し意見
交換会実施の提案を続けていきます。

昨年11月4日に公益目的事業として社員、官公署、
一般等を対象とした講演会を開催しました。令和3年
2月と令和4年2月と2回続けて新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から、講演会をDVD録画し、配
布という形になりましたが、ようやく、今回は参集型
の講演会を開催することができました。

今回の講演会のテーマとして取り上げた、所有者不
明土地問題に関しては様々な制度が新たに作られてい
ますが、隅々まで周知され、実際に地域における課題
解決に繋がるよう、国、官公署、地域や民間が連携し
て取り組んでいくことも重要だと思います。

最後になりましたが、土地家屋調査士は体が資本で
す。体調管理をしっかり行っていただき、本年が素晴
らしい一年になりますよう祈念いたしまして、ご挨拶
とさせていただきます。

公嘱だより
public
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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。

日調連は東京会所有の土地家屋調査士会館に入居
しており、八角形の不定形敷地に地上7階建のビルが
建っています。

1階から3階は東京会、4階から6階が日調連、7階
は公嘱協会が使用しています。4階は変形可能な会議
室、5階は事務職員事務室、6階は役員室・会議室

（ロッカーあり）・日調連100％出資の有限会社桐栄
サービスがあります。理事会の際は3階の大会議室を
借用しての会議となります。

敷地にはコンクリート杭1基・プラスチック杭1

基・アルミ金属板6基の「境界標らしき」境界標が
設置されています。プラスチック杭には「千代田区」
の刻印があるものの、「境界」・「境界標」・「筆界点」
等の表記はなく矢印や十字であり、劣化具合から設
置時期が異なるように感じました。経験から会員の
中にはアルミ金属板をいわゆる引照点やトラバー点
としているのを見かけており、境界標として利用す
るならば一目瞭然にしておくべきと思います。三重
会館ロビーで販売の「境界確認済プレート」は必要
でしょう。

また、測地成果2011を利用した認定登記基準点が
埋設されています。世界測地系の利用は日常の社会貢
献であり、土地家屋調査士の責務です。

報告
report

　日調連のご報告
� 日調連広報部　理事　濵　田　眞　行　

5階事務職員事務室

案内板

土地家屋調査士会館

㈲桐栄サービス職員

認定基準点

広報部会
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　令和4年10月23日（日）
　フォレスト芸濃ゴルフクラブ 天気　快晴

　参  加  者　　16名
　優　　勝　　林義人会員
　団体戦優勝　四日市
　　　　　　　（岡本博人会員、中村行彦会員、
　　　　　　　  田中孝治会員、林誠治会員）
　会  長  賞　　濵田眞行会員

幹事させていただきました広報厚生部の林です。
フォレスト芸濃はインターからも近く、池は多いも

のの楽しめるコースだったのではないでしょうか。

今回は三重会だけの4組16人でした。
浮き沈みの激しい私（Wペリア向き）が優勝させて

いただきました。
団体戦は4人×4チームによる上位3名のグロス合

計勝負でした。
結果は四日市チームの勝利でした。
会長賞はくじ引きの結果濵田眞行会員がロースト

ビーフを引き当てました。絶対おいしいやつです。家
族で楽しんだことでしょう。

古尾会長には表彰式にかけつけていただいてありが
とうございました。

今年参加できなかったみなさん、次回は是非ご参加
くださいませ。

報告
report

　会長杯親睦ゴルフ大会
� 広報厚生部　林　　　義　人　

集合写真

優勝　林義人会員 四日市チーム 会長賞　濱田眞行会員
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二見浦駅発「潮風の道ショートコース」ウォーキング

令和4年11月19日（土）に親睦事業として二見浦
駅発「潮風の道ショートコース」ウォーキングを開催
しました。

当日は晴天に恵まれ、11月中頃にもかかわらず汗ば
む程でした。

午前10時に二見浦駅に集合いただき、古尾会長の
挨拶の後、約6.0㎞の道のりを13名の方でのんびりと
ウォーキングをご堪能いただきました。

二見浦駅から田舎道を抜け、伊勢湾を眺望出来る海
岸沿いを夫婦岩まで歩いていただきました。日頃から
測量で歩いている皆さんにとっては丁度いい運動に
なったのではないかと思います。

次に二見浦駅から伊勢市駅まで電車で移動し、「満
船屋」で懇親会を行いました。本来は二見浦駅の最寄
りの会場のはずでしたが、急遽変更となり、参加者の
皆様にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し
上げます。懇親会は古尾会長の乾杯のご発声をいただ

きました。参加者の皆様には海の幸を十分に楽しんで
いただいたかと思います。最後に濵田副会長に締めの
ご挨拶いただきお開きとなりました。

今回の親睦事業にご参加いただいた皆様お疲れさま
でした。これからもこれに懲りずに親睦事業を企画い
たしますので、ご参加いただきますよう宜しくお願い
いたします。

報告
report

　親 睦 旅 行
� 広報厚生部　部長　岡　本　博　人　
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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

10月6日付けで三重県土地家屋調査士会に入会さ
せていただきました、四日市支部の田島浩二と申しま
す。

これまでは競輪選手として活動をしておりましたが、
自身のセカンドキャリアを考えていく中で、直感的に

「土地家屋調査士の業務は自分に合っているのでは」
と思い、一念発起し資格を取得、土地家屋調査士の仕
事に携わらせていただくことになりました。

土地家屋調査士の仕事は専門性が高く、自分が考え
ているよりもかなり難しい内容だと知り不安な気持ち
もありますが、少しでも早く実務を覚えていきたいと
考えています。

実務を通してお会いする調査士の先輩方はとても優
しい方ばかりで、経験のない自分に丁寧に指導をして
いただくことにも大変感謝しております。

これから少しでも早く実務を覚え、皆様と共に仕事
ができることを楽しみに、日々の研鑽に努めていきた
いと思います。

四日市支部
 田島　浩二　

① 競輪選手（仕事で全国の競輪場へ行っていました）
② 天職かも！？という思い込み（勘違いだったか

も・・・）
③ 試験に合格しただけでは、実務が全くできない

ことを再確認して落ち込んでいます。
④ 旅行が好きです。
⑤ 競輪場のある土地のおすすめの食べ物、紹介で

きます。
⑥ 相談者や調査士の皆様にとって、少しでも役立

てるような調査士になりたいです。

アンケート回答
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キャンプ場では不思議と日々の仕事のことも
忘れ、料理を作ったり、お酒を飲んだり、ゆっ
たりした時間が過ぎていくのがいいですよね。
キャンプ場での飯ってなんであんなうまいんで
しょうか。星空を見上げるなんて何十年もして
いなかった気がします。

さて、そこで厄介なのはSNS上で人より目
立つためには道具への課金が必要であるとい
うこと。テントはひと夏で二つ買いましたし、
ブランド品のキャンプ用品は結構いい値がしま
す。最近は寒くなってきたので薪ストーブも購
入です・・・。

・・というわけで、まだまだ課金しますよぉ。

大学生の頃は、持て余した時間を埋めるた
めテレビゲームにのめり込み、寝ている時間以
外はずっと画面にむかっているような生活をし
ていた気がします。働き出してからもインドア
の趣味は変わらず、オフラインからオンライン
へとゲームの世界は広がり、ゲーム世界の中
のアバターの自分は、人より強い装備を身に着
けてその世界の中ではヒーローでした。厄介な
のは、人より目立つためには課金が必要である
ということ。お金を払えば人より強い、豪華な
武器や防具が手に入るという仕組みです。一
体いくらつぎ込んだのか・・。

そのような生活も子供が成長して二人きりに
なった最近では、夫婦共通の趣味を持とうと
キャンプに出かけるようになりました。

この夏も滋賀県や福井県、淡路島など車に
キャンプ用品を積み込んでせっせと出かけては、
その様子をSNSに投稿したりして楽しんでお
ります。

◆松阪支部◆　　　　　
川　北　健　司

キャンプを楽しむ
広　場
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広　場
◆紀北支部◆　　　　　

倉　本　和　之

ドローン体験のおすすめ

空から土地・建物を見てみたい。ドローンの
有効活用について５年程前から趣味としてド
ローンを購入しました。最初は飛ばすための練
習をするため、迷惑をかけることがないよう海
上や河川などで練習をしていました。

ある程度の飛行ができるようになると、なに
か有効活用する方法はないかと考えました。ま
ずは土地家屋調査士の業務の活用としては調
査図面として利用をしようと公図との重ね図、

測量成果との重ね図を作成し境界立会資料と
して所有者や隣接所有者に説明資料として配
りました。結果とてもわかりやすくリアルタイ
ムの資料なので、遠方に住んでいる人には田
舎の土地状況を把握できると喜んでいただき
ました。

あと法務局の申請添付書類では地目変更の
調査素図として利用したり、建物表題登記で
は屋根材状況や全体の状況を空中写真で見る

紀北町　空撮
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そんな感じで業務をしていました。そんな時
に地元の商工会の企画でYouTubeを活用して
の事業展開をするため動画撮影をすることにな
り空撮動画部門を担当することになりました。

と大変わかりやすいと登記官にも好評です。建
物調査画像を利用して依頼者に空からみた我
が家の新築記念として登記成果品と一緒にA3
の額に入れてプレゼントしています。

広　場

公図と空中写真
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空撮動画は「紀北町　かざりプロジェクト」で
検索してみてください。もしよければ、チャン
ネル登録もお願いいたします。

ドローンを飛行するにあたっては規制があり、
2022年6月20日より登録されていない100g以
上のドローンを飛行させることができません。

登録せずに飛行させた場合は50万円以下の
罰金か1年以下の懲役となりますので注意して
ください。あと飛行禁止区域があります。①空
港等の周辺②緊急用務区域③150m以上の高
さの区域④人口集中地区（DID）の上空で①
～④の区域で飛行させたい場合は国土交通省
大阪航空局の許可が必要となります。

私の地域ではほぼ規制はなく飛行できます。
田舎ならではの良さです。

飛行するのに重要なのは飛行前の点検、気

象状況（風速5m/s以上では飛行させない）、周
囲の状況確認（電線等）、地権者等へ説明・承
諾を受けるなどの配慮が必要です。もし事故
があった場合に備えて損害賠償責任保険に加
入することをお勧めします。保険に加入してい
ないと業務として使用する場合は信頼してもら
えません。

やはりドローンを飛ばすには色々な規制があ
りますが、基本的なルールを守ればだれでも
フライトすることができます。

空から俯瞰でみた景色は素晴らしいです。
色々な人とのつながりもでき仕事の幅も広くな
ります。ぜひドローンの体験をしてみませんか。

広　場

機材
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美咲が再婚することになった。測っ虎の亡き親友
の妻だ。たまに面倒をみていたその息子のジョーと
も、今後はほとんど会うことはないだろう。これか
らはあまり会うことはないから元気でな、と伝える
とジョーは泣いた。無理もない。彼にとって測っ虎
は、レンタル父さんみたいな存在だったに違いない。
新しい父親は彼とキャッチボールをしてくれるのだ
ろうか。彼の心の隙間を埋められるような骨のある
ヤツならいいが。多分無理だろう。一方、測っ虎の
近況といえば、この春、妻も娘も居なくなり、独り
で暮らすことになった。そしてこの夏には、兄貴の
ように慕っていた地元の先輩が急逝した。未だにそ
の事実を受け入れられない。心に刻まれている大
切なものを立て続けに失った。不在感、いや喪失
感と虚無感。極めて単純で乾いた感情だけが測っ
虎の心に根を下ろした。冷たい雨が、しとしと降る
12月の夜。遠い人と話したい。そんな気分になっ
た。ガランとした自分の部屋から、測っ虎は久し振
りに或る女性に電話した。学生時代からの知人であ
り東京の外国語大学に通っていた才女。帰国子女
だ。数年前に彼女が離婚した時に連絡を取って以
来だった。今は、故郷の福岡で独身生活を送って
いる。「久しぶり。なんしよーと？」。彼女の魅力の
一つである高音と低音の入り混じった独特の聴き心
地よいボイスが懐かしかった。測っ虎は、自分が昔
の女に電話していることを一瞬恥じたが、暫くして
どうでもよくなった。開き直って、電話の冒頭から
自分が独り身になったことを彼女に打ち明けた。ふ
うん、と言ったきり、彼女は何も訊いてこなかった。
どうせ心の中で、That is none of my business.とか
言っているんだろう。その直後、優しさからか、彼
女は矢継ぎ早に自分のことをしゃべり始めた。あの
ね、私ね、天神のビルの一室で小さな会社を立ち
上げたの、美容関係のね。大して面白くもない局面
でケラケラ笑う様は昔のままだったが、彼女の顔は、
くっきりとは脳裏に浮かんでこなかった。何かモヤ
モヤした気分になった。君らしい、きっとうまくい
くよ。と、有り体に測っ虎がエールを送ると、そげ
ん自信ないっちゃけど、と言ってまた勝手にケラケ
ラ笑いだした。悔しいことに久々の博多弁を聴いて
も、彼女の顔を明確に思い出すことは出来ない。で
も今も昔と変わらず前向きに生きている彼女を胸に

感じた。携帯電話の向こうから聴こえるジャニス・
ジョプリンのMove Overが若き日の二人を、一瞬、
脳裏に描く。音楽の趣味も変わっていないのが嬉し
かった。でもその余韻はやはり長くは続かない。彼
女がまた切り出した。私ね、会社が軌道にのって、
誰か信用できるスタッフに任せられるようになった
ら、いずれ海外に行こうと思っているの。虎ちゃん
も一緒に行かない？と唐突に誘われた。東京にいた
時に身につけた女子アナのようなきれいな標準語も
色褪せていなかった。なんだよ、いきなり。と測っ
虎は透かさず浴びせたが、彼女の提案にキナ臭さ
は微塵も感じなかったし、何だか近くにいるような
気になった。「観光ビザじゃないわよ、就労ビザや
リタイアメントビザ。永住権欲しかー」。「どこ行き
たいの」。「やっぱアメリカかな。ロスとか。日本人
に人気なのは、アメリカ以外なら中国やオーストラ
リアね」。「君はいいよな、英語、スペイン語、中国
語が話せる。世界三大言語コンプリートじゃないか。
何処へでも行ける」。「虎ちゃんは個人事業主だか
らオランダとかいいかも。オランダはフリーランス
のビザが発行可能なのよ。60万円ほどの預金が
あって、開業許可申請が下りたら、まずは2年間の
起業ビザが取れるから」。俺と一緒に行くんじゃな
いのかよ。思わず突っ込んだ。携帯電話の向こうで
彼女は相変わらずケラケラ笑っている。なんだか頭
が痛くなってきた。自分で苦笑しているのが分かっ
た。オランダで測量？勘弁してくれよ。いや。何も
かも投げ出したくなった今だからこそ、考えたこと
もないような新しいことに挑戦するのもいいかもし
れない。心の中で呟き、自分に言い聞かせた。今
年、人生観は180度変わった。最近、沁みた言葉が
浮かんだ。それは、命を大切にすることは時間を大
切にすること。行きつけのおでん屋の大将が言って
いた言葉だ。命というのは時間だ。限られたものだ
から。だから同じなんだよ。大将の言葉を反芻した。
そう考えると、今の仕事を辞めて別の仕事をする生
き方もありだな。全てを投げ出して。どうせ残すも
のは何もないし。「ねえ、虎ちゃん、訊いてる？」
と言う彼女の声で、物思いに耽っていたことに気づ
かされた。耳を澄ませた。まだ雨音は止んでいない。

「その話、もっと訊かせてくれよ」と測っ虎が言う
と、かぶせ気味に彼女はケラケラ笑った。

有限
 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

田　島　浩　二
四日市市城東町17番10-405号
ライオンズマンション四日市城東町

令和４年10月３日

● 退　　会

氏　　　名 支  部  名 退会年月日 理　由
乾　　　守　見 伊勢 令和４年８月16日 業務廃止
植　木　貞　博 伊勢 令和４年10月21日 業務廃止

会 員 の 動 き会 員 の 動 き
令和4年11月8日現在　会員数256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

日頃から、広報活動にご協力いただ
きありがとうございます。

会報発刊にあたり寄稿などのご協力
に感謝いたします。

「今年は…」「今年こそは…」という
時期ですが、年始派？
「来年こそは…」の年末派？　
『今年は…』と思うのですが、その

時だけで達成感が無く、年が変わると

『今年こそは…』と昨年の思いがその
ままに繰り返されています。

皆さまの思いが達成することを願っ
ております。

広報厚生部　谷水　一光
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