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【表紙説明　ライオンの赤ちゃん】

　平成２８年熊本地震で甚大な被害を受け休園していた、熊本市動植物園

（熊本市東区健軍）が平成３０年１２月に全面開園しました。

　地震発生直後には「動物園のライオンが逃げた」というデマが、合成

された写真と一緒にSNSで拡散され、被災者の不安を煽りました。

　動植物園の中でも特に被害の大きかった猛獣舎の動物たちは、復旧

するまでの間、九州各地の施設に保護されました。

　大分のアフリカンサファリに保護されたライオンのサンは、平成３０年

１０月にお嫁さんのクリアをつれて熊本市動植物園にもどってきました。

　今年５月、三つ子の赤ちゃん（♂１匹　♀２匹）が生まれ、元気に動き

回る姿を見ることができます。

　飼育舎のスペースがないため、３匹は近いうちにアフリカンサファリに

移されることになるようです。
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　蒸暑い梅雨の時期ですが（７月にこの原稿を書いています）元気に業務に励んでおられますでしょうか。

５月に当会の定時総会が終わり、私が会長として再選され、３期目の会長職を務めることとなりました。

また、６月に開催されました日本土地家屋調査士会連合会九州ブロック協議会定時総会で、九州ブロック

協議会の会長に選任され、九州ブロック会長職も兼任することとなりましたことも報告いたします。

　これまでの２期・４年間を振り返ると、平成２８年４月に発生しました熊本地震への対応が全てだったよう

に感じられます。しかしそれも、この１月に全国の土地家屋調査士１６,０００名全員に、平成２８年熊本

地震記録誌２０１６熊本地震「それぞれの未来へ」を配布したことを持って、一区切りついたと思っています。

この記録誌の編集にあたっては多くの会員の方々に御協力いただきました。ありがとうございました。

会 長

吉 田  末 春

会長ご挨拶

　我々土地家屋調査士を取り巻く環境も変化しており

ます。

　土地家屋調査士法も改正され、第１条の目的が使命

に変わり、土地境界の専門家として位置づけられました。

また「所有者不明土地問題」・「空家対策」について

も動きがあるものと思います。情報が入り次第、皆様

に提供していきます。

　今後の会の動きについてですが、総会の席でも申し

ましたように「地上絵プロジェクト」は継続事業と

位置づけております。

また災害が発生した際に必要となる「被災家屋認定資格

者養成のための研修」を実施していきます。この研修に

つきまして若干説明をします。災害が発生した時、

各種の手続きをする際、「り災証明書」が必要となり

ます。この「り災証明書」を発行するために、自治体は、

被災家屋認定のための現地調査が必要となります。この

現地調査に参加するための研修を調査士会独自で行う

ものです。これは利益を伴う業務にはなりませんが、

社会・地域貢献であり、土地家屋調査士という資格者

を社会に認知していただくためには必要なことと考えて

おりますので、皆様の御協力・参加をお願いいたします。

あした

https://www.kumamoto-archive.jp/

熊本県の熊本地震デジタルアーカイブサイトに熊本会発行
の記録誌のデジタルデータが公開されています。



－ 3－

　本日ここに，第６７回，そして，令和になりまして最初の，熊本県土地家屋調査士会定時総会が盛大に

開催されましたことを，心からお喜び申し上げます。

　熊本県土地家屋調査士会及び会員の皆様には，平素から，法務行政の適正・円滑な遂行に格別の御理解と

御協力を賜っておりますことに，厚く御礼を申し上げます。

　また，先ほど，永年，土地家屋調査士業務に精励され，御功績のあった方々に対して，表彰状をお渡しし

ましたが，受章者の皆様には，改めて心からお喜び申し上げますとともに，その御功績に対し，深く敬意を

表する次第であります。

　さて，本日はせっかくの機会でありますので，法務行政を取り巻く諸情勢について若干申し述べ，参考に

供したいと存じます。

　まず，第一は，平成２８年熊本地震による被災地域への復興支援事業についてであります。

　甚大な被害をもたらした熊本地震から３年が経過しましたが，被災地域はいまだ復興の途上にあります。

法務局といたしましても，被災地域の一日も早い復興のために，各種事業を進めているところであります。

　建物の職権滅失登記作業については，昨年１２月をもって終了しましたが，４万３,０００件を超える

倒壊建物の調査を行い，約１万８,０００件の滅失登記を完了させることができました。

　また，地図の修正作業については，平成２９年１０月から街区単位修正作業を開始し，昨年度までに２地区

を完了しており，本年度も２地区での実施を予定しています。

　なお，熊本地震の発生により休止していた熊本市東区江津・下江津地区の１４条地図作成作業も昨年度から

再開し，本年度は同地区の２年目作業と，八代市松江地区の１年目作業を実施することとしています。

　近年，復興の進展に伴って増大する登記申請事件については，登記所間の相互支援を積極的に実施する

などして，迅速な事件処理に努めています。

　今後も，復興関連事業のための登記事務処理体制を強化するとともに，法務局として取り組むべき最優先

課題ととらえ，職員一丸となって，被災地域の復興を支援することとしています。

　第二は，筆界特定制度についてであります。

　熊本地震の影響によって大きく減少していた事件数も，平成２９年は８７件，平成３０年は８９件と熊本

地震前の水準に戻りつつあります。また，平成３０年の筆界特定に関する相談のうち，来庁による相談は

７０９件，電話による相談は２１０件となっており，この制度に対する国民の期待と信頼の大きさを物語っ

ております。

　法務局といたしましても，この期待に応えるため，また，被災地域の復興のためにも適正かつ迅速な筆界

特定事件処理に取り組んでいく所存です。

　また，筆界調査委員として委嘱を受けられました会員の皆様には，筆界特定事務の円滑な運用に御尽力い

ただいているところであり，この場をお借りして御礼を申し上げますとともに，引き続き御支援，御協力を

よろしくお願い申し上げます。

　第三は，登記申請のオンライン利用の促進についてであります。

　オンライン登記申請については，これまでも利用者の利便性の向上に努めてきたところですが，本年度から

熊本地方法務局長

森　 一 朋

祝　辞

（令和元年度熊本県土地家屋調査士総会）
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段階的に導入が予定されている新たな登記情報システムにおいては，利用者の利便性のみならず，法務局に

おいても，大幅な事務処理の効率化が期待されるところです。

　今後も,オンライン申請の利用促進によって，適正・迅速な事務処理を図っていきたいと考えております

ので，皆様方には，引き続き，積極的な御利用をお願い申し上げます。

　第四は，表題部所有者不明土地解消作業についてであります。

　法務局では，平成２９年５月から民事行政における新たな施策である法定相続情報証明制度を開始し，また，

平成３０年度には，長期相続登記等未了土地解消作業を開始しました。

　本年度は，表題部所有者不明土地の解消作業が予定されており，現在，「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（案）」が今国会に提出されていたところ，本日，参議院本会議において，

可決・成立しました。同法律は，公布の日から６か月以内に施行されることとなりますので，現在，作業開始

に向けて準備を進めているところであります。

　全国の土地約５０万筆をサンプル調査した結果，約１％が「字持地」，「記名共有地」及び「所有者の住所

が記載されていない土地」となっていました。この法律の趣旨は，これらの土地について，登記官が，皆様

方土地家屋調査士等の有識者の中から選任された所有者等探索委員と協力し，職権により所有者を探索する

とともに，必要な登記を行うことで，権利関係の明確化及びその適正な利用を促進し，もって国民経済の

健全な発展及び国民生活の向上に寄与するというものです。

　法務局は，これらの重要施策を通じて社会貢献に取り組んでおりますが，いずれも皆様方との連携なくし

ては成り立たないものばかりであります。

　熊本地震復興関連事業と併せ，改めて，土地家屋調査士会及び会員の皆様の御協力を賜りますようお願い

申し上げます。

　終わりに，熊本県土地家屋調査士会の今後ますますの御発展と，会員の皆様の御健勝を御祈念申し上げま

して，私の祝辞といたします。
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　盛夏の候、会員の皆様にはご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より政治連盟の活動へのご理解・ご支援に感謝しますと共に、統一地方選挙へのご協力にお礼を申し上

げます。

　さて、今国会（６月）において、業務範囲の拡大や活動範囲の広域化に伴い、司法書士・土地家屋調査士

の制度について、「１、使命の明確化」「２、懲戒手続きの適正・合理化」「３、一人法人の可能化」に

ついて所要の改正が行われました。

　空家・所有者不明土地・災害復興支援等に、専門家としての使命を明確にする必要性から、「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に資することを使命とする。」と規定されました。

　この法改正により土地家屋調査士は、国民の負託に応えられる中立的立場の境界の専門家として、「裁判

への関与」、「筆界特定・ADRへの関与」、「筆界（境界）の認証への関与」、「地方自治体と協働による

相談・問い合わせ窓口の充実への関与」等、熊本県土地家屋調査士会本会の社会的飛躍が期待されます。

　熊本県公共嘱託登記土地家屋調査士協会においても今回の法改正は、公共事業の円滑な運営に大きく関与

されると共に、新規業務拡大の好機と期待されます。

我々土地家屋調査士会員の昨今の現状は、ITを駆使した登記申請・測量機器に囲まれています。しかし、

土地家屋調査士には、「現場が在り、現地おいて相隣関係者間で納得のいく、紛争のない人間関係を構築

することが仕事。」を大事にすべきと思っています。

土地家屋調査士の社会的・経済的地位向上の為、熊本政治連盟では国、県、市の各顧問議員の先生方との

勉強会・相談会を開催し、土地家屋調査士業務の環境整備に努めてまいります。会員の皆様のご理解とご協力

をお願い申し上げます。

熊本県土地家屋調査士政治連盟　会長

西　龍一郎

ご挨拶

　２月末日、山田文博先生は力尽きた。彼とは役員

仲間であり死と闘う戦友であった。

山田文博先生は、人間味溢れる好人物でIT関連の先駆

者として「不動産実地調査書」、「報酬額計算書」

等のソフトを整備され殆どの会員がその恩恵を受けた。

　山田先生は各種役員・委員を歴任され、最終的に

は政治連盟幹事長、余命を宣告後の２月２日に、政治

連盟総会出席者全員の拍手により副幹事長に就任。

私にとって山田先生は永世幹事長であり、政治連盟

の活動を彼に捧げる。　　合掌

追　悼

▲中央が山田文博会員
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　会員の皆様には、日頃から当協会の活動及び運営に関しまして多大なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。

　熊本地震より３年が過ぎ、当協会におきましても熊本の復興・復旧にがんばっているところでございます。

　今年、熊本は地球温暖化の影響か気候の変動により梅雨入りが遅く、農作物に影響をもたらしたかと思え

ば、梅雨入り後は一転豪雨となり、益城町では河川が氾濫し、山都町では土砂災害が発生したとの報道が、

新聞やニュースで流れている状況です。

　また、新潟では地震が発生し、家屋の被害が出ていると聞いております。

　まだまだ今後も自然との闘いは続いていくものと考え、その時の対応として備えや避難等を準備していか

なくてはならないと思います。

　さて、最近の当協会の活動報告ですが、従来型法第１４条地図作成作業（江津・下江津地区）の２年目作

業に入り、１次及び２次立会い作業中です。

　また、薄場・島町地区の街区単位地図修正作業も４月初めに受注することが出来、現地測量等は完了して

おり、７月中の納品に向けて成果品の作成に入っております。

　５月中旬には、鯰地区の街区単位地図修正作業の入札がありましたが、残念ながら落札することが出来ま

せんでした。

　この結果につきましては私どもの力不足であり、深く反省し今後に生かせるようにしていきたいと考え

ております。

　報告の最後に、自主事業として、熊本県内７地区（１地区２００点以上）２３市町の基準点等をＧＮＳＳ

において観測し、地震前の座標と実測値の差、パラメーター変換後の座標と実測値との差を表すベクトル図

を作成すると共に、各座標と測点の写真を記載した調査書を作成し、成果品として６月には対象各市町と

法務局に納品させていただきました。

　私も理事長として、法務局及び上天草市への納品の際は、同行させていただき感謝の言葉を聞くことが出

来ました。これも従事していただいた方々のおかげでありこの紙面をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

　当協会におきましては地震後多忙な作業が続いており、ご担当いただく社員・会員の皆様方には大変な苦

労と労力をおかけしております。

　今後、八代地区の法第１４条地図作成作業や、復興型の法第１４条地図作成作業が発注されていくものと

思われ、復興型の地図におきましては、作業範囲が１．０㎢を超える広さとなり従来型の約３倍になります。

　この作業を従来型と同じ期間で終わらせないといけない状況になってくると考えられ、さらなる会員・社

員の皆様方のご理解・ご協力が必要となってまいります。今後共よろしくお願いいたします。

　熊本は復興道半ばであり、今後も法務局・熊本県土地家屋調査士会と共に災害復興に携わっていく所存です。

　熊本県の土地家屋調査士ができる復興の必要性を重く受け止めて、誰かがやるだろうということではな

く、各調査士が一丸となって邁進していくことが重要だと考えます。

　元号も新しく変わり、我々も新しい未来に向けて熊本の為に頑張っていきましょう。

　最後に社員、会員の皆様方の益々のご健とご活躍を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

公益社団法人熊本県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　理事長

田 中  秀 和

ご挨拶
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　今年も厳しい暑さが続いておりますが、皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか。

　日頃より青年会活動にご理解ご協力頂き誠にありがとうございます。

　近年、豪雨災害が多発しておりますが、元号が「令和」に変わった今年の梅雨もやはり、益城町を含む多く

の自治体で被害が出てしまいました。こればかりは自然現象ですので人間の力では防ぎようが有りませんが、

「自分は大丈夫」という考えを捨て空振りでもいいから早いうちに避難するという行動を徹底する事が、人

的被害を最小限に抑える手段かと思います。

　まだまだこれから台風もやってきます。何も起こらない事が一番ではございますが、地震で身をもって

知った、自分もある日突然被災者になってしまう事があるという危機感を持って、皆様もこの時期をお過ご

し頂ければと思います。

　さて、今期の青年会活動につきましては、例年通り司調合同無料相談会・合同研修会をはじめ社労士の先生

など外部講師を迎えた研修会・内部講師による測量研修会・その他本会や支部の活動への協力など様々な

活動を行って参りました。

　その中で、昨年度の総会にて決定した青年会会員の懇親を深める為のレクリエーションを５月の１０連休

明けに開催しました。内容としましては七城温泉ドームに併設の宿泊施設にて、夕方よりバーベキューや

ビンゴ大会を行いそのまま宿泊し、翌日は近くのゴルフ場にてコンペを行いました。研修会後などの繁華街

で行う懇親会とは一味違い、開放感溢れたとても心地よく楽しい時間となりました。今年合格された新人の

方を含め参加された方が、また来年もしましょうと口を揃えて言って頂いた事が何より嬉しかったです。

これを機に毎年の恒例行事になっていければと思っています。

　最後になりますが、改めて青年会の存在意義や在り方を良く考え、あまり背伸びをせず、本会や支部とは

また違った角度から青年会会員（特に新人の方）へのサポートをしていければと思っておりますので、今後

とも青年会活動へのご支援ご協力の程宜しくお願い致します。

熊本県青年土地家屋調査士会　会長

金 子  敏男

ご挨拶

▶
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　第６７回定時総会に於きまして副会長に選任頂

きました。大役に身の引き締まる思いで心なしか，

内臓脂肪が少し減ったような気がします。一精一杯

努めさせていただきます。

　副会長は自らが先頭に立って行う事業はありま

せん。あくまでも会長の補佐役，そして各部長の

応援団，時にはアドバイザー的存在であろうかと

思います。そこで，担当する総務部と広報部に関

しての思いを記して，挨拶に代えさせて頂きます。

　まずは調査士法５０周年を記念して設置した，

「原点記念碑」の清掃活動が，遠隔地の支部会員

を含む多くの会員の協力を頂きながら，円滑に遂

行できていることに，前総務部長として深く感謝

申し上げます。

　総務部は他の部が所掌しない全ての事象に対し，

臨機応変に対応することが必要とされます。そし

て会員と会を繋ぐ総括的な部署であることが必要

です。その為には，事務局の普段の円滑な事務処理

は基より不慮の事態が発生した場合でも，会員へ

迷惑を掛けない事務局体制が要求されます。その

ことを普段から心に留めておくことが必要です。

　広報部は，会報の発行は然ることながら，対外

的に調査士の知名度を上げる活動が最重要課題で

あると思います。限られた予算の中で知恵を絞り

ながら，手を変え品を変えマスコミが飛び付きそ

うな広報活動を，これからも継続していくことが

必要であると思います。

　♪目立たぬように，はしゃがぬように，似合わ

ぬ事は無理をせず，人の心を見つめ続ける，時代

遅れの男になりたい♪河島英五の「時代おくれ」

という歌詞の一節でありますが，決して前に出す

ぎないように黒子に徹することを本分とし努めて

いきたいと思います。どうぞよろしくお願い致し

ます。

　この度、当会の広報部長から総務部長に就任致

しました。再びこのような大役を仰せつかるに

は、まことに微力でございますが、先輩各位なら

びに会員の皆様のご助言、ご協力をあおぎ、会務

に邁進してゆく決意でございます。どうぞよろし

くお願い申し上げます。

　総務部が担当する本会事業は多岐にわたって

行われますが、例年にはない事業もあり本年度は

８年に一度まわってくる日本土地家屋調査士会

連合会九州ブロック協議会の担当会を当会が担い

ます。６月には多くのご来賓の皆様をお迎えし、

九州ブロック定時総会が熊本で開催されました。

また１０月には各単位会各部担当者が集まり、

担当部での意見交換を行う担当者会同とゴルフ大

会が予定されております。ゴルフ大会につきまし

ては、九州ブロックの大会となりますが当会で

毎年行っている会長杯との共催となりますので、

多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。

　最後に来年度は土地家屋調査士制度制定７０周

年となり周年事業の準備を各事業部の協力のもと

開始します。関係なさる役員の皆様どうぞよろし

くお願いいたします。

副会長

鶴 田　　稔
総務部長

平 田  孝次

役員ご挨拶
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　先の総会における役員改選に伴い、引き続き財

務部長を担当する事となりました小松祐介でござ

います。私の信条ですが、会運営についてオープン

且つ如何に分かり易く説明出来るかという事に

重きを置いています。　　　

　さて、財務部長としての年間業務内容は以下の

通りです。

①常任理事会（年12回）本会全体に関わる議事運営

②理事会（年4回）常任理事会での協議事項の報告

　及び承認

③財務部会（年3回）財務部に関わる年間事業計画  

　（総会での承認事項）の策定や総会での質疑事項

　に対する対応及び中間報告会並びに次年度への準備

④財産管理委員会（年3回）本会財産（主に会館）

　に関わる報告及び承認事項

⑤監査会（年2回）会計監査及び業務監査への参加

⑥その他　親睦事業（ボウリング大会及びゴルフ

　大会）の準備及び他部委員会への参加

⑦帳簿確認（年6回）出費に伴う領収書のチェック等

　（適正な出費確認）

⑧総会（基本年1回）

　月会費14,000円（本会費13,000円特別会費

1,000円）の総額は年間約4,800万となりますが、

近年は毎年1名ずつ会員が減少していく流れの中で

の財務運営です。私ども役員は、上記の様な会務

に年中携わっておりますので、言い方悪くすれば

多少の慣れ（分かりきった事としての理解）が生

じてしまいます。詳細は総会でのご報告となりま

すので、疑問や不明な点がございましたらお気軽

にご質問下さい。質問がない総会は、役員として

寂しいものです。今後も適切な会運営及び出費に

目を光らせ、年間通して勉強していきますのでど

うぞよろしくお願いします。

　業務研修部を担当させていただきます、松村です。

　業務研修部を担当させていただくのは、今回

３期目となり集大成としての２年間にしたいと

考えています。業務担当理事は、嶋崎恵一さん、

田中正三さん、正林浩幸さんの３名に担当して

頂き、昨年より１名増えたことで、業務分担を

行い、細かい対応が出来るようになりました。

　業務研修部は、土地家屋調査士業務に向き合い、

業務に対する効率化、サポートを考える事と、

ＣＰＤ研修会等の研修を担当するという２面が

あります。

　業務では、オンライン申請のサポート、新入会員

へのサポート、調査士カルテマップの周知等、

法務局との業務打ち合わせ、九州測量専門学校で

の講義等を行います。

　研修では、ＣＰＤ研修会を今年は３回予定を

しています。昨年より１回研修会を減らしたのは、

１つの研修会の質を向上させる為と、被災認定講習

会を予定している為です。熊本地震の際に会員の皆

様にご協力を頂き、被災家屋に対し、全壊、半壊、

一部損壊等の判定を行う業務の補助をしましたが、

熊本県と協議の上で行う、被災認定調査の研修を受

けることによって、受講者が判定を行うことが出

来るようになります。災害は起こってはならない

事ですが、もし、起こった場合には、社会貢献で

きるよう備える必要があると考えます。研修会

開催の際には是非受講していただき、有事の際に

はご協力をお願いいたします。

　また、ＣＰＤポイントの意義についても考えな

ければなりません。ＣＰＤ制度は技術研鑽に要した

時間を単位としたものですが、ポイントの多くは

研修会の出席時に加算される為、会員の皆様に

とって質の高い研修会とした上で、ポイントの

公開方法、運用方法を再度検討したいと考えてい

ます。

　業務研修部として、やらなければならない事、

やりたい事は沢山あるのですが、日々自己の業務

に追われ、業務研修部長の役割を全う出来てはい

ません。

　微力ですが、土地家屋調査士の社会的認知が

広がり、会員の皆様の業務をサポート出来るよう

に、頑張っていきます。

　業務研修部の理事、委員の皆さんの力を借りな

がら、より良い２年後を作っていきます。

財務部長

小 松  祐 介
業務研修部長

松 村  充 晃

役員ご挨拶
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　この度、広報部長に就任いたしました熊本支部

の赤星でございます。

　本号発行にあたり、図々しくもさっそくご寄稿

をお願いし、快く書いてくださった方々に、心より

感謝申し上げます。

　広報部の大きな役割として、年２回の「会報

くまもと」の編集、発行があります。各支部には

広報委員さんが配されており、支部の動きや地域

のニュースを記事にしていただいています。

また、田口一法広報委員の秀逸なエッセイをつづる

「一法の部屋」など、今後も会員の皆様に楽しんで

いただける会報誌を発行していきたいと思います。

　本号から、全ページカラーとなりましたので、

特に写真付き記事のご投稿・情報をお待ちして

おります。気軽にお近くの支部広報委員さんに

お声がけください。

　また、広報部事業の大きなイベントとして、

小学６年生を対象とした出前授業を行う「地上絵

プロジェクト」があります。

　“土地家屋調査士”という職業を知ってもらう

と同時に、最新の測量機器に直接触れながら、

算数や図形に対する興味や理解を深めてもらうと

いうものです。本年度で３回目の実施となります。  

　児童、先生方にも好評をいただいており、大変

有意義な広報活動となっています。

　昨年、一昨年と、県下の４０名を超える会員の

皆様にご参加をいただきました。本年度も１１月

実施を予定しておりますので、皆様のご協力を

どうぞよろしくお願いいたします。

　今後とも、皆様の温かいご理解とお力添えを

お願いし、就任のご挨拶といたします。

　社会事業部を担当することになりました濵﨑

顕爾です。

　担当理事は坂本慎也理事、武田真佳理事、山下

高幸理事の精鋭部隊です。

　また、相談会に相談員として業務多忙な中、

毎回出席して頂いている若手の会員の皆様を忘れ

てはいけません。この場をお借りして心より感謝

申し上げます。

　「本当に有り難うございます。」

　社会事業部の主な業務は無料相談会です。来て

頂く相談者の困りごとに耳を傾け、聞かせて頂く

という姿勢で臨みたいと思っています。どうぞ

よろしくお願い致します。

広報部長

赤 星  和 枝
社会事業部長

濵 﨑  顯 爾

▲九B定時総合受付

▲平成３０年度　土地家屋調査士の日　無料相談会

役員ご挨拶
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第６７回定時総会 報告

１．日　時　　令和元年５月１７日（金）１３時３０分～１６時３０分

１．場　所　　ホテル日航熊本

１．出席者　　会員総数　　　　　　　２８０名

　　　　　　　出席会員数　　　　　　１１０名

　　　　　　　委任状による出席会員数　９８名

　　　　　　　出席会員合計　　　　　２０８名

・定刻になり、北岡忠勇総務理事が司会者となり、

　中島孝副会長が開会のことばを述べて第６７回

　定時総会の開会を宣言した。出席者全員による

　国歌斉唱、調査士の歌斉唱に続き物故者への

　黙祷を捧げた後、吉田末春会長が挨拶を述べた。

・司会者は仮議長に選任された後、会則に基づき

　議長及び副議長の選任を議場に諮ったところ、

　全会一致で次のとおり選任された。

　議　長　　　　　熊本支部　　宮　本　智

　副議長　　　　　熊本支部　　吉　田　健太郎

・議長は、議事録署名者の選任を行いたい旨を

　議場に諮ったところ、全会一致で次のとおり

　選任された。

　議事録署名者　　熊本支部　　吉　村　秀　一

　議事録署名者　　宇城支部　　瀧　下　慎　也

・議長は、綱紀委員会の報告を上田啓次綱紀委員長

　に要請した。上田委員長より、「平成30年度は

　懲戒事案について会長からの付託はなかった。

　様々な事案が日調連　ホームページに公開され

　ており、改めて緊張感を持って業務にあたる必要

　があると感じる。各自参考にしていただきたい。」

　との報告があった。

・中島孝副会長から４名の新入会員の紹介があり、

　出席していた白石健司会員及び大津山彰二会員

　が各々自己紹介を行った。
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◎第１号議案　平成３０年度一般会計及び特別会計決算報告並びに承認の件

　小松祐介財務部長から、平成３０年度一般会計収支決算報告書、同貸借対照表等、役職員退職

金積立金決算書、印刷製本積立金決算書、固定資産積立金決算書、用紙特別会計収支決算書、

同貸借対照表等について報告があった。また、平成３０年度財産管理特別会計収支決算書、

同貸借対照表、会館営繕積立金決算書及び財産管理の報告もあった。

　続いて、菅村正歩監事代表から「平成３０年１０月４日中間監査及び平成３１年４月１６日

期末監査において精査したが、異常は認められなかった。」旨の監査報告があった。

　議長は、質疑の有無を議場に確認した後、第１号議案について議場に諮ったところ、全会一致

で承認可決された。

◎第２号議案　２０１９年度事業計画（案）に関する件

◎第３号議案　２０１９年度一般会計・特別会計収支予算（案）に関する件

　議長は、執行部から提案された相互に関連のある第２号議案及び第３号議案の一括審議に

ついて議場に諮り賛同を得て、執行部から各議案の説明があった。

　議長は、第２号議案及び第３号議案について、質疑の有無を議場に確認したところ、以下の

質疑応答があった。

髙田俊宗会員（熊本支部）

　①総会資料によると、「運営雑費」に顧問弁護士料を含むものとして、平成３０年度と同額の

１３５万円が予算計上されているが、「摘要」には「弁護士顧問料」の記載がないため、選任

されているのか伺いたい。②平成３０年度は、年度途中まで顧問弁護士料が計上されているが、

今年度も同額が予算計上されているので、その理由をお聞きしたい。

吉田末春会長

　①について、顧問弁護士は現在不在であり、後任者は正式には決まっていないが、その選任

等については検討中である。

小松祐介財務部長

　②について、平成３０年度は、顧問弁護士が急逝されたことにより予算全額を執行すること

なく決算となった。今年度、新たに顧問弁護士が選任された場合でも、年度途中からとなる

ため、昨年度と同額（半年分）とした。

遠山令二会員（人吉支部）

　ドローン測量の研修の実施予定について伺いたい。また、支部研修をＣＰＤ研修として取扱

うことができるか伺いたい。

松村充晃業務研修部長

　ドローン測量の重要性は認識しているが、事故等が生じると資格者としての信用性まで

失うため、その危険性等を十分に考慮しながら、実施を検討する。支部研修は、本会に連絡を

いただき、業務との関係性を確認の上で、ＣＰＤポイントを付与している。

　議長は、第２号議案及び第３号議案について、各別に議場に諮ったところ、いずれも全会一致

で承認可決された。
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◎第４号議案　役員及び綱紀委員・同予備委員選任の件

　議長は、選考委員会委員長に報告を求め、猿渡羊二役員等選考委員会委員長は、令和元年

５月１０日に開催された役員等選考委員会における選考結果について役員等選任規則第２条

の規定に基づき報告を行い、議長はこれを議場に諮ったところ、全会一致で承認可決された。

　次に議長は、役員等選任規則第５条による県下・理事の推薦を執行部に求めたところ、吉田

会長から候補者が推薦され、議長はその選任につき議場に諮ったところ、全会一致で承認可決

された。

　よって、議長は、別紙のとおり、役員、監事、予備監事、綱紀委員及び綱紀予備委員の選任

が可決確定したことを宣言した。なお、選任された役員は、全員就任を承諾した。

◎第５号議案　その他の件

　次の質疑応答がなされた。

　

前田千秋会員（阿蘇・大津支部）

　監査報告があったが、今後は議案書の中にその結果を記載してはどうか。また、会費の減免

が認められているが、理事会に諮るときは後追いになるので、減免の規定を見直してはどうか。

吉田末春会長

　要望として承りたい。

井手美智雄会員（熊本支部）

　政治連盟の会議で東京へ行ったが、当会で作成した地震記録誌は大変参考になったと複数

の会から好評価をいただいたので、この場を借りてご紹介する。

高木昭次会員（熊本支部）

　今年も名誉会長の推薦をお願いしたい。

吉田末春会長

　例年の慣習により前会長を名誉会長に推薦したい。

　

以上で議事は全て終了した。

正副議長は出席者に対し礼を述べ、終了挨拶の上、議長席を降壇した。

引き続いて、渡邉博之副会長が閉会の挨拶を述べ閉会した。
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第６７回定時総会表彰受賞者

１．福岡法務局長表彰

（１）役員１２年以上　（２名）

熊本支部　田中 秀和　平成１５年６月２日登録

天草支部　福本 正人　平成１１年１月２０日登録

（２）４０年以上業務に従事　（９名）

熊本支部　　　　濱本 英男  　 昭和５３年５月４日登録

熊本支部　　　　宮崎 俊紀  　 昭和５３年７月６日登録

熊本支部　　　　吉村 祥夫  　 昭和５３年１２月１２日登録

熊本支部　　　　松江 　範  　 昭和５３年１２月１２日登録

熊本支部　　　　渡邉 裕一   　昭和５３年１２月１８日登録

阿蘇・大津支部　佐藤 今朝輝   昭和５４年１月２４日登録

阿蘇・大津支部　島田 宗雄  　 昭和５４年２月１５日登録

山鹿支部　　　　髙木 惠伸  　 昭和５４年３月１４日登録

熊本支部　　　　友川 末廣  　 昭和５４年３月２２日登録

２．熊本地方法務局長表彰

（１）役員１０年以上　（１名）

熊本支部　松村 充晃　 平成１９年２月１日登録

（２）３０年以上業務に従事　（５名）

阿蘇・大津支部　　山村 修司　　　平成元年１月２０日登録

玉名支部　　　　　東海林 修一　　平成元年１月２０日登録

熊本支部　　　　　松岡　 悟　　　平成元年１月２５日登録

山鹿支部　　　　　山下 高幸　　　平成元年２月１日登録

天草支部　　　　　岩下 義文　　　平成元年４月２０日登録

３．日本土地家屋調査士会九州ブロック協議会長表彰

（１）　調査士会役員１０年以上（４条３号）　（２名）

熊本支部　　松村 充晃　　平成１９年２月１日登録

人吉支部　　菅野 隆治　　昭和５３年３月２９日登録

（２）　調査士４０年以上（４条５号）　（９名）

熊本支部　　　　濱本 英男  　 昭和５３年５月４日登録

熊本支部　　　　宮崎 俊紀  　 昭和５３年７月６日登録

熊本支部　　　　吉村 祥夫  　 昭和５３年１２月１２日登録

熊本支部　　　　松江 　範      昭和５３年１２月１２日登録

熊本支部　　　　渡邉 裕一      昭和５３年１２月１８日登録

阿蘇・大津支部　佐藤 今朝輝    昭和５４年１月２４日登録

阿蘇・大津支部　島田 宗雄 　  昭和５４年２月１５日登録

山鹿支部　　　　髙木 惠伸  　 昭和５４年３月１４日登録

熊本支部　　　　友川 末廣  　 昭和５４年３月２２日登録

４．熊本県土地家屋調査士会会長表彰

（１）感謝状　（１名）

熊本支部　　田中 秀和　　平成１５年６月２日登録
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日本土地家屋調査士会連合会九州ブロック協議会

　第１日目

【会長会議】（３階　祥雲）１２時

【セレモニー】（３階　鳳凰）１４時　　司会　平田孝次（熊本会）　

　１、開会の言葉　久高兼一 九Ｂ副会長　

　２、九Ｂ会長挨拶　野中和香成 会長

　３、来賓紹介

　４、来賓祝辞　福岡法務局管区局長代理　民亊行政部長　齋藤惠子　様

　　　　　　　　熊本県副知事　田嶋　徹　様

　　　　　　　　熊本市副市長　多野春光　様

　　　　　　　　衆議院議員　　野田　毅　様

　５、九Ｂ協議会会長表彰者等の報告

　６、祝電披露

　７、来賓者退場

休憩

集合写真撮影

【報告事項】

　１．各ブロック協議会会長挨拶

　２．損害保険の説明

　３．日調連会務報告

　４．その他　日調連役員立候補者所信表明

【懇 親 会】（２階　せきれい）１８時３０分　　司会　平田孝次（熊本会）　

　第２日目

【議　　事】（３階　鳳凰）９時　　司会　平田孝次（熊本会）　

福岡会より順に総会構成員自己紹介

　１．議長選出　当番会である熊本会吉田会長が議長就任（九Ｂ協議会規約第９条３項）

　２、就任挨拶・発言要領説明後議事進行。

　　　出席者報告（佐藤周作事務局長）　九Ｂ役員４名、会長６名、代議員１６名

　３、議事録署名者　中島孝 代議員（熊本会）、鶴田稔 代議員（熊本会）

　４、会務報告　（佐藤周作事務局長）

〈質疑なし〉　

　５、議　　事　

　◎第１号議案　平成３０年度決算報告（監査報告）並びに余剰金処分案承認の件

　〈質疑なし　全員承認〉

　◎第２号議案　令和元年度事業計画案審議の件

　　質疑　・来年度総会の進行時間についての要望（大分会）

　　　　　・九Ｂ執行部と検討（長崎会）　　　　

〈全員承認〉

　　　　　　　　　

令和元年度　定時総会
日　時：令和元年６月８日(土)～９日(日)

場　所：ザ・ニューホテル熊本
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　◎第３号議案　令和元年度予算審議の件

　　質疑　・会長会議費が嵩み当番会にしわ寄せがくる。会議費の質素化を要望（沖縄会）

　　　　　　検討する（佐藤周作事務局長）

　　　　　・予算案の３０年度決算額と決算報告の決算額の違いを指摘（熊本会　鶴田副会長）

　　　　　　指摘に感謝、修正する（佐藤事務局長）

〈全員承認〉

　　　　　　　　

　◎第４号議案　連合会役員候補推薦の件　

　　・推薦及び推薦者の説明（久高副会長）

　　　　理事　日野智幸（福岡会）、城戸崎修（大分会）

　　　　監事　久高兼一（沖縄会） 

〈質疑なし　全員承認〉

　◎第５号議案　次期当番会決定の件

　　・規則１４条に基づき長崎会にお願い（野中和香成会長） 

〈質疑なし　全員承認〉

　◎第６号議案　九州ブロック協議会役員選任の件

　　・野中会長より役員選任の提案

　　　　会　長　吉田末春（熊本会）

　　　　副会長　佐藤周作（福岡会）

　　　　監　事　早田博信（長崎会）船津長崎会長より推薦

　　　　事務局長　渡邉博之（熊本会）吉田会長指名

〈質疑なし　全員承認〉

　◎第７号議案　その他の件　

　　・日調連理事候補者の意気込み

　　　　日野智幸（福岡会）　　地元の意見を発信、地元へ情報を発信。

　　　　城戸崎修（大分会）　　九州の声を届ける。社会に役立つ資格を目指す。

　　　　鳥越健　（鹿児島会）　｢所有者不明土地問題｣研修会の広報。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６．その他

質疑要望

　①調査士法制定７０周年記念事業につき、各単位会ランドマークの登記を行い記念誌発行

　　との方針の状況を知りたい。吉田（熊本会）

　　年末までに議案を作り要望をまとめ、来年度予算で承認を得たい。札幌でサンプル等作成

　　予定。

　　岡田（日調連会長）

　②沖縄の｢所有者不明問題協議会｣に幹事で参加しているが、日調連から発信情報はないか？

　　比嘉（沖縄会）　　　　　　　　　　　　　　　　

　　｢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｣が本国会で成立した。探索員

　　として、法務局が指定する人、役所のＯＢ、土地家屋調査士が置かれている。裁判所への
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　　ＰＲも考える。表には出ない情報を持つ土地家屋調査士がたくさんいることを発信して

　　頂きたい。

　　岡田（日調連会長）　

　　那覇地方法務局と試験的に補助員として調査を進めているが、首席登記官より司法書士で

　　はないかと話があったのが気になる。調査士の事案であれば、押して頂きたい。比嘉（沖縄会）

　　表題部なので調査士の事案であるが、相続となると司法書士の力を借りる必要がある。

　　日司連と協力し合う必要がある。岡田（日調連会長）

　

　③調査士法64条の改正案が立ち消え理由を。久高（沖縄会）　

　　全公連よりデータを得、時間をかけ議論し、次の法改正案に提出を目指す。岡田（日調連

　　会長）

　

閉会の言葉　　船津学 会長（長崎会）　

１１時１０分閉会

（敬称略）

ご来賓の皆様、お忙しいところ、ありがとうございました。

　日本土地家屋調査士会連合会、関東・中部・近畿・中国・四国ブロック協議会、全国土地家屋調査士政

治連盟の各役員の皆様、遠いところありがとうございました。

　そして、九州ブロック協議会の皆様お疲れ様でした。10月の担当者会同で、また、お会いしましょう。

　最後に、熊本会の皆様、ご苦労様でした。10月の会同も盛り上げて行きましょう。　　　　　　　　　
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平成３０年度　第４回ＣＰＤ研修会

内　容　　「個人情報保護法と土地家屋調査士」２.０Ｐ

　　　　　「境界の基礎の再確認」３.５Ｐ

講　師　　　弁護士　寶金敏明先生

令和元年度　第１回ＣＰＤ研修会

研修会報告

日　時　平成３１年２月２２日（金曜日）

　　　　１０時～１６時３０分　

場　所　熊本県立劇場　地下大会議室

ＣＰＤポイント　５.５Ｐ

※寶金先生からご提供いただいた、個人情報保護指針（プライバシーポリシー）のひな形を次ページに掲載して

おります。参考にしていただきご活用ください。

ワード形式のデータは本会ホームページから　

会員の広場⇒　研修資料⇒平成３０年度第４回ＣＰＤ研修会

内　容　　「時効（取得時効）について」２.０Ｐ

　　　　　「境界確定訴訟について」

講　師　　　熊本県弁護士会　益田陽介先生

日　時　令和元年６月２８日（金曜日）

　　　　１０時～１６時３０分　

場　所　熊本県立劇場　地下大会議室

ＣＰＤポイント　５.５Ｐ

内　容　　「公証制度と土地家屋調査士業務」３.５Ｐ

　　　　

講　師　　　新井克美先生
宮崎県土地家屋調査士会顧問　、都城市監査委員

一般社団法人テミス総合支援センター理事
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青年会測量研修会

内　容　　「最小二乗法による誤差の処理」

講　師　　　業務研修部　島田宗雄会員

ＡＤＲ研修会

研修会報告

日　時　平成３１年４月２６日（金）

場　所　くまもと交流会館パレア　９階

座学形式　参加者２８名

島田講師曰く、『本会（研修）でもやったことがない難しいお題』

でした。前半は“最小二乗法の原理”という超ハイレベルな内容

でしたが、その基本を理解してこそ、測量誤差、変換誤差の処理を

理論立てて考えることができるのだと実感しました。

内　容　　「時効（消滅時効）について」２.０Ｐ

　　　　

講　師　　　熊本県弁護士会　益田陽介 先生

日　時　令和元年５月２５日(土曜日)　

　　　　９時３０分～１１時３０分　

場　所　熊本県総合福祉センター　第３会議室

ＣＰＤポイント　２.０Ｐ
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個人情報保護指針

　〇〇土地家屋調査士事務所（以下「当事務所」という。）は、個人情報保護の重要性を深く

認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

１．個人情報の取得について

当事務所は土地家屋調査士業務の適正円滑な遂行のため、個人情報保護関係法令並びに土地家屋調

査士法及び不動産登記法等各関連法令の範囲内で、個人情報を適法かつ公正な手段によって取得

します。

２．個人情報の利活用について

当事務所の保有する氏名，住所，電話番号その他の個人情報は、土地家屋調査士業務としての調査・

測量・登記申請・利害関係人等との折衝、関係行政機関との連絡その他法令の予定する範囲内

で、かつ、法令上一部制限措置が必要な場合にはその措置を施したうえで、利活用します。

なお、当事務所は、ウエッブ地図等により調査物件の位置情報等を共有するなど個人情報を第三者

との間で共同利用し、又は，個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき

厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行います。

３．個人情報の第三者への開示・提供について

当事務所は、保有する個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報

を第三者に提供いたしません。　

①法令に基づく隣接地等の調査・測量・登記申請等に関し、行政機関、利害関係人又は当事務所

　が業務を委託する業者から適法な提供依頼があった場合（土地家屋調査士業務としての調査・

　測量・行政機関との連絡等その他法令の予定　する範囲内で、かつ、法令上一部制限措置が

　必要とされる場合には、その措置を施したうえで）提供します。

②本人の事前の同意がある場合

③法令により、提供することが必要とされている場合

４．個人情報の管理について

当事務所は、個人情報の正確性を保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩

などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制を整備し、所員教育の徹底を

図る等の必要な措置を講じるなど、個人情報の厳重な管理を行います。

５．個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について

当事務所は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を

有していることを確認し、これらの要求がある場合には、速やかに対応します。

６．法令遵守と指針の維持改善について

当事務所は、保有する個人情報に関して適用される個人情報法保護法その他の法令を遵守すると

ともに、本個人情報保護方針の内容を適宜見直し、その改善に努めます。

７．お問い合せ

当事務所の個人情報の取扱に関するお問合せは下記までご連絡ください。

　○○土地家屋調査士事務所（担当：◯◯）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○年〇月〇日 制定

　代表者の肩書・氏名
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広報委員レポート

こりゃぁよかバイ！
天草支部／広報部理事

原 田  朋 秀

牛 深 節

　牛深節です。（ハイヤ節ではありません）

　読者のみなさまはあまりご存知ないと思いますが，牛深地区は，江戸時代からカツオ節以外の削り節

（雑節）の生産が盛んで，その生産量は日本一です。

 ただ，残念なことに削り節といえばカツオ節が有名で，牛深節の存在は世間からもあまり知られており

ません。

　今回の内容は土地家屋調査士の業務とは何ら関係がありませんが，私の同級生が牛深節の製造・販売を行っ

ており，また，私の別の商売（林業）でお世話になっている関係から，少しだけ牛深節の紹介をさせていた

だきたく，ペンをとった次第です。

　牛深節の原料は，主に天草近海で獲れたサバ，ムロアジ，ウルメイワシなどが中心ですが，まれにインド洋

で獲れたソウダカツオなども使用するそうです。

　生産工程として，生の魚を水洗い・頭を落とす等選別処理し，海水を用いた大釜で煮沸して冷風乾燥

させた後，こかし納屋（燻製室）で２日程度薪（まき）を燃やして燻製します。

▲牛深後浜港の水揚げ風景 ▲水揚げされたウルメイワシ

▲従業員総出の選別作業 ▲こかし納屋で薪を燃焼　　　※当社の薪（主に椎の木）を使用
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　その後，こかし納屋（燻製室）から魚を取り出し，さらに天日で乾燥させた後完成となります。

　主な販路は，関西方面へうどん，ラーメンの「だし」用に，また，全国のコンビニのおでんなどの

「だし」用に，更には，大手食品メーカーの調味料（麺つゆ等）の原料として出荷するそうです。

　平成２５年に「和食；日本人の伝統的な食文化 」がユネスコ 無形文化遺産に登録され ，和食の基本

である「だし」が全世界から注目されています。

　また，熊本大学・熊本県立大学と地元の加工業者がプロジェクトチームを立ち上げ，牛深節のＰＲを

行った取組が，今年に入り水産庁長官賞を受賞するなど，徐々にですが牛深節が脚光を浴びるように

なってきました。

　最初に紹介した通り生産量は日本一の牛深節ですが，今後は知名度を上げ高付加価値の商品として

世界遺産である和食の「だし」に貢献できるような取組を行えば，熊本県ひいては日本を代表する産業

に発展していくのではないでしょうか。

▲燻製後の節 ▲天日乾燥後の節

▲箱詰めされるサバ節 ▲箱詰め後トラックにて全国に出荷
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広報委員レポート

合志市（旧西合志町）の施設紹介

阿蘇・大津支部／広報委員

上 田  敏 雄

弁天山公園

　合志市には弁天山公園があります。標高145ｍと低い山ですが、周りは平坦な農地が広がっているため、

一際目立ちます。この日は平日で天気が良くて気温も高かったのですが、６０代か７０代の年配の方がちらほら

ウォーキングされていました。

　公園内に入って、まず目にするのが正面の急勾配の階段です。この階段は帰り

に通るとして、右側に進んでいくと大きさが８センチはあろうナメクジくんを

発見しました。

　さらに、右へ行くとアスレチック施設があります。

ここから上に登っていくとさほど広くはないが芝生

の広場があります。さらに登っていくと頂上です。

　ここには、展望台があり３６０度見渡せて開放感がすごいです。

西側には最近できた北熊本スマートインターチェンジも見えます。

　そして、我々調査士にとってとても大事な基準点である二等三角点があります。

ただ、周りが石で囲んでありその石と区別がつきにくいです。

　ここから下っていくと、弁財天の祠があったのでお参りして下山しました。

　この弁天山公園は外周約１.１５㎞とちょっと気軽に楽しめるウォーキングコースとして足を運んで

みてはいかがでしょうか？

場　　所／熊本県合志市野々島１９８３番地

営業時間／８時３０分から２２時まで
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広報委員レポート

九州国際スリーデーマーチ！！
八代支部／広報部員

豊 崎  有 梨

　５月１１日、八代で開催された九州国際スリーデーマーチに、

熊本県土地家屋調査士会八代支部として参加してきました。 

　九州国際スリーデーマーチはその名の通り、今年は５月１０,

１１,１２日の３日間、様々な八代の名所を八代市の球磨川河川敷

から出発して歩いて回るイベントです。 

　今回参加した「妙見コース」は、九州三大祭りの一つでも

あり、ユネスコ無形文化遺産に登録された「八代妙見祭」の

祭礼が行われ「蛇亀（がめ）」などの展示が見られる「八代神社

（妙見宮）」を廻り、八代独自の文化に触れることのできる

コースでした。 

　スタート地点の球磨川河川敷は、屋台が並び、県外だけでなく、

海外からも多くの人が集まりとても賑わっていました。 

 

　歩けるようになってきた娘も楽しめるかなと思い主人と３人で

エントリーさせてもらいましたが、スタートして５分で娘は夢の

世界に行ってしまい、ゴールまでほぼ爆睡でした。 

　途中歩道橋があり、ベビーカーであたふたしていたところ、八代支部の大堀会員が颯爽とベビーカーを抱

えて下さり、無事完歩することができました。 

 ５月初旬とはいえ暑い中ですが、色々な景色や人に触れ、完歩できると達成感があり、とても清々しい

気分になれました。皆さんもよかったら、八代の観光がてら参加してみてください。 
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広報委員レポート

支部総会・支部旅行
人吉支部／広報委員

松 本  健 一 郎

　人吉支部は、役員改選の年は支部総会のみで支部旅行は実施していませんでしたが、４・５年程前から司法

書士会人吉支部様からのお誘いで毎年総会を兼ねた支部一泊旅行を実施しています。 

　下記のとおり人吉支部総会を執り行いました。 

【開催日時】４月１３日（土）　１５：３０～１６：３０ 

【会　　場】福岡県糸島市志摩茶屋８９０　茶屋倶楽部　筑前海

【議　　題】

平成３０年度事業・会務報告、決算報告、監査報告

平成３１年事業計画（案）に関する件

平成３１年事業予算（案）に関する件

政治連盟代議員、役員選考委員選任の件  

支部規約一部改正の件

その他  

支部総会

総会は、質問等もありましたが、

スムーズな進行により役員改選についても

恙なく終える事が出来ました。
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【支部旅行】
■４月１３日（１日目）    

　前原宿旧西原家の古民家を復活させた「古材の森」で昼食。

　糸島産の食材や野菜などが使われた、身体に優しい料理を

　いただきました。お腹いっぱいになりました。

海岸線の小さなイタリアン食堂「トラットリア　ジロ」で昼食。

各自日替わりパスタ・ドリアで舌つづみ。    

こじんまりとしていましたが、満席で駐車場には高級外車が駐車していました。

    

その後、市内観光（パン屋さん、市場等）を経て帰路につきました。

グルメ旅行のようでたのしい支部旅行でした。　幹事さんお疲れ様でした。

■４月１４日（２日目）

　「桜井二見ケ浦」  

　桜井神社によって、白い鳥居が建てられたそうです。

　道路横の駐車場には、バイクが多く駐車していました。

　有名な観光スポットのようです。    

　にしても、海を眺めるおじさんの後ろ姿に哀愁が

　漂っているのは、気のせいでしょうか？ 

■４月１４日（２日目）

　「桜井二見ケ浦」  

　桜井神社によって、白い鳥居が建てられたそうです。

　道路横の駐車場には、バイクが多く駐車していました。

　有名な観光スポットのようです。    

　にしても、海を眺めるおじさんの後ろ姿に哀愁が

　漂っているのは、気のせいでしょうか？ 

司調合同の懇親会では、海鮮ＢＢＱで盛り上がりました。サザエが美味しかった。司調合同の懇親会では、海鮮ＢＢＱで盛り上がりました。サザエが美味しかった。
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Ｑ.好きな食べ物は？

　ハンバーグなど、洋食が好みです。

Ｑ.これまで見た映画やドラマで感動した作品は？

　日本土地家屋調査士会連合会の「境界を探せ！」

という動画です。

　各地の先生方の業務を見ることができ、勉強に

なります。

Ｑ.将来のビジョン

　土地家屋調査士の業務全般を適正に行えるよう

になることが課題です。

　ご指導のほど、宜しくお願い致します。

新入会員紹介

熊本支部／広報部理事

後藤俊二事務所
熊本市北区楠１丁目１７番２６号

Ｑ.調査士を選んだきっかけは？

　平成１５年より司法書士をしており、境界に

関する訴訟等において調査を進める中で、先生方

が作成された図面等の内容に興味を持ち、資格

取得を目指すようになりました。

Ｑ.業務の中で印象に残っていることは？

　土地に関するものとしまして、時効取得による

所有権関係の訴訟を支援させて頂いた際、当事

者間の境界に関する認識に相違がある中、先生

方が作成された筆界推定図を基に裁判官の検証

（現地立会）が行われ、早期に紛争解決に至った

事案があり、先生方の業務の重要性と専門性を

実感しました。

　建物に関するものとしまして、「鉄骨造」

「軽量鉄骨造」の選別、三方壁のある入口ポーチ

部分の床面積算入の可否など、現地及び資料調査

に基づく判断が悩ましい事案があり、また、

そこに面白さを感じています。 ご　とう　 しゅん じ

後藤 俊二
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新入会員紹介

人吉支部

　田英敏事務所
球磨郡多良木大字多良木１４１９-１０

　　田先生の事務所は、国道沿いの交差点の角地

に開業されており、その建物の外装は誰もが目を

引くようなデザインがされている。

　事務所の玄関を入ると正面の棚に郵便ポストの

貯金箱が陳列されている。色々な話が聞けそうで

ある。

Ｑ.調査士を選んだきっかけは？（理由、契機など）

　今まで司法書士として業務をおこなってきま

したが、依頼者は登記といっても司法書士の

業務か？調査士の業務か？わからないので調査士

事務所を紹介するのが今まで心苦しかった。そこ

で、調査士を兼業すればＯＮＥ ＳＴＯＰで依頼を

受けられるというのがきっかけです。

Ｑ.調査士業務について測量等の業務の経験は？

　以前、合同で業務をご一緒

させて頂いた調査士の先生に

測量等の業務をご教示頂きま

した。

Ｑ.趣味はありますか？

　ＤＶＤ鑑賞（ホラー以外）とか・・・

　インターネットオークションですね。

　特に貯金箱収集です。

Ｑ.なぜ貯金箱の収集を？

　事務所に対して金色の郵便ポストの貯金箱を

貰ったのがきっかけですが、お客さんの話のネタ

になるものはないかと思案しててこれだと思い始

めました。最初は、ネットで１０個から始めました。

Ｑ.将来のビジョン

　地道に仕事に打ち込んで引退したい。

　お休みのところ事務所訪問をさせていただき

有難うございました。

　　田先生は、私と同級生でもあり私なんかは、

最近惰性的であるにも関わらずバイタリティに

溢れていました。

まえ　 だ    ひで  とし



－ 29－

　平素から青年土地家屋調査士会の活動にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。

今回、青年会では、日常業務に忙しく、日頃なかなか顔を合わせることのない会員皆様相互の親睦をはかる

ことを目的に、レクリエーションを企画しました。

レクリエーションとして何をやるか・・・・。青年会会員皆様へのアンケートの結果、バーベキュー・登山・

川下り・ゴルフ又はグランドゴルフ・ボーリング・花見・ミニバレー・旅行など、色々な案を頂きました。

そこで青年会幹事会では、第１回という事で取りあえず、

１日目・・・「バーベキュー」で食を満たし、

２日目・・・「ゴルフ」で体を動かし健康的になる

ゴルフ以外の参加者は「自然散策」でマイナスイオンを浴び

リフレッシュというコンセプトで企画しました。

　

　令和元年５月１１日（土）

バーベキューの会場は、菊池市七城町　七城温泉ドームに

併設されたリバーサイドパーク、熊本市内より車で約４０分

の道のりです。酒豪揃いの会員のため、途中のスーパーで

飲み物を爆買いし、到着です。

青年会通信

第 1回レクリエーション

▲県道沿いのリバーサイドパーク

リバーサイドパークは、菊池川沿いで県道から少し入って

おり、緑豊かな木立に囲まれた場所にあり、静かな場所で

した。宿泊用としてコテージが８棟あり、コテージには冷

暖房・エアコン・テレビ・風呂（温泉）も完備され、併設

された温泉ドームで温泉に入ることも出来ます。本格的な

キャンプとはいきませんが、気軽にキャンプを楽しむには

最適だと思います。

　夕食に備えお腹を空かせるため、小一時間

ほど周辺の散策をしていたらＢＢＱの時間と

なりました。当施設にはＢＢＱハウスがあり、

一人２,１６０円で食材や木炭までのセットで

飲み物だけ持ち込むプランになります。

　金子青年会会長の乾杯のもと、美味しい

お肉やお酒で会員同士の会話も弾み、合計

２０名の参加を頂いた事もあり、賑やかで

楽しい時間となりました。

盛り上がって
います♪

宇城支部／広報委員

岡 山  悌 幸
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夜も更け、ＢＢＱハウスでの宴会はお開きとなりました。その後は各自コテージで部屋飲み・温泉・明日

のゴルフに備え休息を取るなど様々でした。

盛り上がりが最高潮となったところで、ＢＢＱでのメインイベントのビンゴゲームです。商品は豪華賞品が

漏れなく用意され、賞品を受け取った会員の皆さんに喜んで頂きました。

豪華賞品をゲ
ット！

何が当たった
のでしょうか

？　

うれしそうで
す (´艸｀)

　令和元年５月１２日（日）

昨日に続き今日も晴天に恵まれ、清々しい朝となりましたが、

頭がすごく重い・・・。何故だ・・・。

本日はゴルフ組と自然散策組に別れ、行動することに。

《ゴルフ組》

ＫＡＯゴルフ倶楽部にて開催されました。参加者は８名で結果は以下の通りです。

優勝　　金子敏男 会員　　GR 123　　NET 75.0

２位　　杉島龍市 会員　　GR  96 　　NET 75.6

３位　　大窪栄一 会員　　GR 101　　NET 77.0

ＫＡＯゴルフ倶楽部にて開催されました。参加者は８名で結果は以下の通りです。

優勝　　金子敏男 会員　　GR 123　　NET 75.0

２位　　杉島龍市 会員　　GR  96 　　NET 75.6

３位　　大窪栄一 会員　　GR 101　　NET 77.0

ナイスショッ
ト！
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《自然散策組》

菊池渓谷へは車で40分、私が車の運転をしたかったのですが、頭痛のため、他の会員にお願いしました。

何年ぶりかな～。多分、小学校以来だから30数年ぶり。ご存じの通り、熊本地震により被災したため、長らく

立入規制となっておりましたが、前年に規制が解除されたようです。渓谷を見て歩くと、あちらこちらに

復旧の痕がありました。無事に復旧して何よりです。

最後に、青年会では毎月第一水曜日に、事例検討会を開催しております。事例検討会とは、事前に事例を決

めずに参加者各々が今抱えている問題や、日頃疑問に思うことを気軽に問題を持ち寄り、意見交換をしてい

ます。こちらへのご参加もお待ちしております。

青年会では今後も様々な研修会・レクリエーションなどを計画していきたいと思いますので、青年会会員皆

様のご参加・ご協力を宜しくお願い致します。なお、青年会に未入会の先生がいらっしゃれば是非ご入会も

お待ちしております。

　周辺を1時間ほど散策し、マイナスイオンを吸収しました。すると先程までの頭痛が完治とまではなりま

せんが回復し、今回のレクリエーションのコンセプト通りとなりました。

七城温泉　噂
のソフトクリ

ーム
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第６７会定時総会において、熊本法務局長永年勤続表彰（３０年以上業務に従事）を受けられた

平成元年登録の会員に、平成の出来事とともに調査士生活３０年を振り返っていただきました。令和元年企画

　平成元年といえばバブルの最盛期でもあり乗り遅れてはいけないと

思い、私も仕事にゴルフに株式投資にと大忙しであり、東京(兜町トラ

イアングル)からの余剰資金や株式投資の個人利益の資金がゴルフ場

開発や山林別荘分譲開発で阿蘇へ阿蘇へと草木も靡く時代でした。

■その遠因を考えてみました。

　１.東京バブルにより金余り現象があった。

　２.土地神話により株式投資利益が不動産投資に向かった。

　３.農家資産の山林の価値が値下がりして別荘地としての売却利益の方が大きくなった。

　４.南阿蘇地域は、自然公園法の普通地域内なので建築規制が緩やかだった。

　５.阿蘇地域の広域農道や俵山トンネルの開通で都市部からのアクセスが容易になった。

　６.都市部の夏場の気温と比べて５度低く涼しく過ごせる。

■近因として

　１.自然に囲まれて都市の喧騒から逃れられる。

　２.別荘建物の排水が合併処理設備により排水し易くなった。

　３.友人に連れられて別荘地に遊び行ったら快適で、つい自分も別荘が欲しくなったので隣を買う。

　４.土地の地価が安く、１区画高級車一台の値段程度で土地が買える。

　５.俵山トンネルの開通で観光客の流れが変わり、その客目当てにレストランやパン屋等の店舗が増えて

　　いった。

　そして別荘購入者の中には[金帰月来]と言う風に金曜日の夜に南阿蘇に来て宿泊し、月曜日の朝に福岡へ

と帰っていました。

　又別荘の販売を開始するとすぐに1か月で完売し、東京からの不動産業者は現金２,０００万で土地購入・

造成し総額３,０００万で売り出して、１,０００万の利益となって東京へ帰って行きました。中には、東京

の有名な仕手株トレーダーが来てサッカートヨタカップ大会開催の為、南阿蘇の土地を買い集めたのには、

びっくりしました。

　以上の時代背景によりゴルフ場開発測量登記を１件、南阿蘇別荘開発の半分以上は私が仕事を行いました。

皆さんも南阿蘇別荘地の測量図を取ると私の名前が出てくると思います。

そして、居宅・事務所を新築しゴルフ会員権やゴルフバックや株や高級車を買い、図化機等を揃えました。

　そのころの私は、住宅ローンは７ないし８年で一括返済し、株式売却益で月あたり１０万の給料と別収入

があり、ゴルフバックも付き合いで３セット買い、図化機器等も現金で買っていました。

　今思えば時代の流れはすごいものでまさしく夢物語でした。そして周りの人もそれをやっていたのでそれ

が普通と思っていました。その後リーマンショックにより各種の開発が止まり会員権や株券がパーになり夢

から覚めました。

　そして私の良い勉強になったのは、バブルがはじけてから思うに社会情勢の変化が掴める調査士になろう

と思っています。

平成バブル始末記 阿蘇・大津支部

山 村  修 司
平成元年１月２０日登録
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　私がこの業界に足を踏み入れたのは昭和51年でした。これまで経験

はなく、全くの畑違いから、当時山鹿支部の古閑光夫先生の事務所に

お世話になりました。

　腰掛のつもりが、徐々に「土地家屋調査士」の魅力に惹きつけられ、

興味が湧き、仕事が面白くなり、記念すべき平成元年に開業すること

が出来ました。

　早いものであれから30年の月日が経ち、私が土地家屋調査士として

走り続けてきた「平成」という一時代が今年終わりを迎えました。

　30年間日々の仕事をしていますが、まだまだ分からない事ばかりで周りの先生方に教わりながら頑張って

います。

　一般に、仕事は「正確・迅速・丁寧」をモットーに！といわれますが、私はそこに「わかりやすく」も

加えて、日々取り組んでいます。

　若い頃からスポーツは大好きで、特に「球」遊びに関しては、小さい球（パチンコ、ゴルフ）から大きい球

（ボーリング、バレーボール）まで全てやります。本会のゴルフ、ボーリング大会は毎年進んで参加し、

楽しんでいます。

　家庭では、子供達も巣立ち孫も出来、妻と二人で孫の成長を楽しみにしています。最近では、お互い健康

面の話になることも多く、血圧を測ったり、サプリメントを飲んだりして旅行の計画をしています。

　御歳62歳！まだまだこれからです。「平成」の時代の良き思い出を胸に、「令和」の時代もますます走り

続けます。

令和元年企画

「平成」から「令和」へ 山鹿支部

山 下  高 幸
平成元年２月１日登録

バブル真っ只中、消費税（3％）導入
熊本会、調査士会館完成　現在地に引っ越し

平成2年（1990） バブル崩壊
湾岸戦争勃発
長崎普賢岳の噴火、台風19号
ウインドウズ3.0発売
・境界点の記載について（不登法施行細則改正）

平成７年（1995） 阪神大震災発生
平成9年（1997） 消費税（５％）引き上げ
平成10年（1998） ・報酬額運用基準発行

2000年問題
台風１８号（9月24日）
熊本会、土地家屋調査士制度50周年事業として
日本測地系２系原点「地図の源」記念碑建立

平成13年（2001） アメリカ同時多発テロ（9.11）
・測量の基準が日本測地系から世界測地系に改正される
・土地家屋調査士の法人化

平成15年（2003） ・報酬額の自由化
熊本会、GPS機（12台）の導入
・登記識別情報制度導入
・不動産のオンライン申請制度開始
・全筆測量の義務化（不動産登記事務取扱手続準則第72条）
・筆界特定制度はじまる
・民間紛争解決手続き代理関係に関する特別研修開始
リーマンショック
・登記情報システムによる業務はじまる

平成21年（2009） 境界紛争解決センターくまもと設立
東日本大震災発生
地上アナログ放送終了

平成26年（2014） 消費税（8%）引き上げ
熊本地震発生
・不動産登記法９３条調査報告書改定される

令和元年（2019） ・土地家屋調査士法改正（第１条）

平成元年（1989）

平成3年（1991）

平成5年（1993）

平成18年（2006）

平成11年（1999）

平成16年（2004）

平成17年（2005）

平成20年（2008）

平成14年（2002）

平成12年（2000）

平成23年（2011）

平成28年（2016）
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　私は、平成元年４月２０日に調査士の登録をし、今年の総会において

調査士業務に３０年間従事したとのことで熊本地方法務局長の表彰を

受けました。登録が平成元年で表彰が令和元年という節目のいい時で、

とても光栄に思っております。

　さて、広報部長より調査士の３０年を振り返る記事を寄稿して

もらいたいとの連絡をいただきましたので、当時のことを思い出し

ながら書きたいと思います。

　開業するにあたって、まず光波測量機をリース。ただ、この器械は斜距離しか測ることができず、水平角

と高度角も野帳に記録しなければなりません。現場で杭打ちするときは片手に計算機を持って、測距するた

びに高度角と斜距離を使って水平距離に換算し、大変面倒だったことを覚えております。

　次は申請書作成の件です。当時主流だったタイプライターの中古品を買いました。調査士会より土地・建

物の申請用和紙を購入し申請用、申請書副本、通知用及び控え用の４枚をタイプライターに取付け、それぞ

れの間にカーボン紙を挟みタイプを打っていました。

　打ち間違えたら修正はできませんので、訂正印を押印するか打ち直すしかありません。

　以前、補助者だった頃、タイプライターは「繊細かつ大胆に打つこと」と教えられた記憶があります。

　パソコンは、リースする余裕もなく卓上の計算機を使用していました。世間ではバブルが平成２年頃崩壊

したということですが、天草には景気が遅めにやってきます。平成４年にバブルの恩恵をわずかに受け、念

願のパソコンを購入することができました。

　それから、パソコンや測量機器もどんどん進化し、機械オンチの私にはなかなか対応ができませんが「こ

ぎゃんとも分からんと」と補助者である息子にはっぱをかけられながら仕事に励む昨今です。

令和元年企画

平成の土地家屋調査史 天草支部

岩 下  義 文
平成元年４月２０日登録
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　本荘にある十一階のビルの屋上から、白山通りを眺め、南熊本をのぞいた。大甲橋が見えればそれが一番

良かったが、途中に新しいビルが建っていた。測量の基準をどこから持ってこようと、地図を片手に、測量

の基準点のある所を確認していた。

　ビルが多い市街地では、見通しの良いビルに測量の基準となる点を置いてある。置いてあるのは有り難いが、

地上からその点が見えなければ意味がないので、高所恐怖症の私にとっては、ちょっと限界を超える

かなあ、と思うようなところにあるのが常である。ビルの屋上ならまだ嬉しいが、通常屋上からもう一つは

しごを登って行く。大体、ビルの真下が見えるような角にそれはある（これは怖いですよー）。ここに機械

を据えて、下の道路などに点を落としていく。このビルから一番近い所は、五〇〇メートル程先のＮビル。

それを後視点にして、道路や駐車場に何点か落として、それを地上で結ぶような骨格の測量をするのだが、

今行っているのは、その前の計画段階での作業である。見晴らしが良すぎて身震いするが、壮観な眺めで

ある。今回の仕事は、私単独ではない。私を含めた土地家屋調査士三名の、共同作業であった。

　うさんくさい中年（初老？）男が三名、ビルの屋上で、「白山通りのあそこから…、南熊本のあのビル

（の点）は使えるかなあ…，大甲橋は、見えないなあ…、」などと話していたが、この会話を、誰か知らない

人が物陰で聞いていたら、“不審者が三人”と思われかねない。テレビで聞いた話だが、ゴジラという映画

を一番初めに作ったとき、やはり東京の、当時一番高いビルの屋上から、ゴジラという怪獣に、どこを通っ

てもらうかということを、検討したそうである。東京湾の沖に現れたゴジラが上陸して、途中ビルを破壊し

ながら国会議事堂へ向かうと、それこそ映画のスタッフが数人、ビルの屋上で指さしながら話していたら、

すぐに警察が来たそうだ。そんなことを一瞬思い浮かべ、だれかこのビルの屋上の片隅で、この話を聞いて

いやしないかと思ったが、屋上の鍵をもらって上がっているので、誰もいるはずはなかった。

　私たち土地家屋調査士が通ったあとに、器物の損壊はない（はずである）。ただ、“測量をしました”と

いう印に、杭がポツンポツンと残ることになる。そうした姿をイメージしながら地上に降りた。

　ビルの屋上にいたときは、ゴジラにでもなったつもりでいたが、下に降りた途端、アリさんになった。私

はアリさんの役目でいい。下の方をポールを持って走り回ろう。チームを組んでいる同業の他の二人を、ど

のようにおだててゴジラになってもらおうかと、そんなことを考えていた。

（*今はＧＰＳがありますので、昔の話になってしまいました。）

一法の部屋

ゴジラ 熊本支部／広報委員

田 口  一 法
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あれは、いつだったか？

鶴田副会長より

｢今年の九州ブロック協議会の総会では、演奏をお願いします｣
との打診。

｢ギャラは高っかですよ｣
と言いながらも、あっさり受けてしまった。

それからが、大変！

広報部での盟友、天草支部の福本会員と結成したばかりのバンド【The Registers】で曲目選考作業です。

何しろ、県内でも天草と人吉・・・果てと果てです。人吉から見れば海外です（天草から見れば山奥）。

度々会って練習出来るわけでもなく、会議後の時間とメール等で打ち合わせ。

音合わせについては、会議後の車の中で練習。

色が黒く、むさ苦しい男が二人で車の中。外から見たらかなり危ない関係でしたね！

さて、田口一法会員作詞の｢土地家屋調査士賛歌｣は即決定。後は、何を・・・。

得意なのは、【チューリップ】の｢銀の指環｣だけど、ただ、やっても面白くないなあ。

【チューリップ】は九州出身だから、合ってて良かばってんなあ。

そうだ、九州各県ゆかりの曲をするのはどうだろう？

早速、広報部会議後に福本会員に提案し承認。

「福岡は【チューリップ】で良かとして、長崎は【さだまさし】で良かろうか？」

「いやいや、長崎はやっぱり【クール・ファイブ】やろ」と福本会員。

なるほど。フォークソング世代の私と違って発想が幅広い。

じゃ後は、その２曲を踏まえ考えてメールします。

さてさて、福岡から順にしたら、最後は沖縄。これじゃ、当たり前すぎて面白くない。

当番会だから最後はおもてなしの熊本だなあ。

来年の当番会が長崎だから、長崎から時計回りに熊本に戻そう。

　　　①長崎→②佐賀→③福岡→④大分→⑤宮崎→⑥鹿児島→⑦沖縄→⑧熊本

よし、順序は完璧！

後は曲だなあ・・・。

時間を１５分もらってるけど、普通にやったら長すぎてオーバーしてしまう。

オーバーしたら、鶴田副会長の厳しいチェックを受けイエローカードが出てしまう。

あっ、そうだ。各曲を短く１番のみにして、全曲をつないで１曲にしてしまおう。

最初が歌謡曲だから最後も歌謡曲で締めよう。

サロン

九 B 報告番外編 人吉支部／広報部理事

佐無田　学
「Registers おもてなし」



－ 37－

最後まで、悩んだのが佐賀県。ネットで探しても探しても曲が見つからない。

もう、あれで行くしかないな。そう、あの曲だ！

そして、完成したラインナップ。

以上　ご静聴ありがとうございました m(_ _)m

※【The Registers】（ザ・レジスターズ）
演奏依頼が舞い込み、先ずはバンド名をと言うことで、調査士業務が登記関係に因むことから福本が英語で

名付けた。（register：登録、登記、記録）

結成の経緯は、会議後の２次会カラオケで福本が歌った尾崎豊の「I Love You」を、後日懇親会の席で

佐無田がウクレレで伴奏し二人で披露。現在に至る（笑）

　　　　　　　　　　　メンバー：福本正人（ボーカル、タンバリン）天草支部

　　　　　　　　　　　　　　　　佐無田学（ウクレレ、コーラス）　人吉支部

【The Registers　Debut Live】
１．「九州ブロック・スペシャル・メドレー」

２．「土地家屋調査士賛歌」  　　　　   【田口一法】

アンコール
　　１．「I Love You」  　　　　　    【尾崎　豊】

①長　崎　「長崎は今日も雨だった」 　【内山田洋とクール・ファイブ】

　②佐　賀　「佐賀県」　　　　　　　　 【はなわ】

　　③福　岡　「銀の指輪」　　　　　　 　【チューリップ】

　　　④大　分　「なごり雪」　　　　　　 　【かぐや姫】

　　　　⑤宮　崎　「プライド」　　　　　　 　【今井美樹】

　　　　　⑥鹿児島　「乾杯」　　　　　　　　 　【長渕　剛】

　　　　　　⑦沖　縄　「涙そうそう」　　　　 　　【ビギン、夏川りみ】

　　　　　　　⑧熊　本　「３６５歩のマーチ」    　　 【水前寺清子】
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 現在、私には３人の子供がいます。長男１０歳、次男７歳、長女４歳です。まだまだ手もかかり、運動会

でもやっているかのような毎日を過ごしています。そんな慌ただしい日常のなか「子育て頑張っている

アピール」をするため、甘えん坊の長女とのママゴトについて書き記したいと思います。

　５月上旬から2週間ほど続いた長女とのママゴト。一見微笑ましいように感じる方もいらっしゃると思い

ますが、実は結構大変なときがあります。

 測量や日々の業務で疲れて自宅に帰ると真っ先に「お帰り」と声をかけてくれて抱きついてくる長女ですが

（ここまでは微笑ましい、、、（笑）。）、その後は私にベッタリくっついています。手を洗いに行くにも、

トイレに行くにも、どこに行くにもついてきます。携帯が鳴ると「誰と話してるのぉぉぉ！」と大きい声で

ひたすら連呼、携帯に連絡をくれた相手と落ち着いて話ができないため渋々外で話していると、「パパが

いなくなったぁぁぁ！！」と大騒ぎ。家の中をウロウロしては、妻に泣きついて私を探すよう懇願しています。

また、ご飯を食べるときは私の膝の上に座り動かないため、私はなかなかご飯が食べることができません。

そして食後の遊びの時間でやることがママゴトです。

　ママゴトをする際、妻・長男・次男を誘うこと全くありません（むしろ、３人とはママゴトをしない方針

のようです。）。私と二人でママゴトすることが楽しいようで、３人がママゴトに参加しようものなら断固

拒否します（断られた長男と次男は以外と平然としていますが、妻は落ち込んいでる時がありました。）。

そして不思議なことに、私は何故かいつもお母さんの役で、しっかり演じないとすごい勢いでダメ出しされ

ます。特に言葉使いへのダメ出しが多く、「お母さんなんだから、優しい言葉を使わないとダメなんだよ」

と言っておこられます。「公園にお出かけするわよ」とか「お買い物にいくわよ」とか、語尾に「わよ」と

いう言葉がないとお母さんらしくないとのことで、しばしば注意を受けます（そもそも、「わよ」が優しい

言葉なんだろうか、、、）。私感としては「どう考えてもお父さん役だろ！」と反論しますが、お母さん

言葉を使う私の様子が面白いようで、常にお母さん役です（涙）。

以下、ほんの一部ではありますが、ある日のママゴトでの出来事（ノンフィクション）をご紹介します。

　娘とお母さん役の私がママゴトで最初にやることは、ママゴトで使う某メーカーのおもちゃの家の建築と

家具の配置、それから公園の設置です。娘なりにいろいろと考えがあるようで、家具の配置にはこだわりが

あり、なかなか先に進みません。

娘　「台所は外に置きましょう！」

私　「えっ？台所は料理するところだから家の中がいいよ。」

娘　「ちがうよ。お外で料理したほうがご飯おいしいよ。」

私　「それなら台所は家の中に置いて、テーブルを外に置いてご飯食べればいいよね。」

娘　「ダメダメ、外にテーブル置いたら、ベッドが置けないじゃん。」

私　「はっ？ベッドは家の中に置かなきゃだめだよ。寝ているときにイノシシ（天草では頻出）が近づいて  

　　　くるよ。」

娘　「そうだねぇ、でもママゴトだからイノシシ来ないから、外にベッドを置きましょう！」

私　「（(# ﾟДﾟ)）」

　私の意見をほぼ却下しつつ、何とか先に進み本格的なママゴトの始まりです。

娘　「おやつも食べたし、散歩にいきたいなぁ～。」

私　「そうね、おやつを食べたから太らないようにお散歩に行きましょう。」

娘　「パパ、太ってるからお散歩に行きましょう。」

私　「（余計なことを、、、）そうね、パパは太ってるからお散歩に行きましょう。」

娘　「パパじゃなくてお母さん役だからママでしょ！」

サロン

娘と私の子育て奮闘記 天草支部／広報委員

平 林  陽 兵
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私　「（自分でパパって言ったじゃん、、、）はい、すみません。」

娘　「じゃあ、猫になって。」

私　「猫？（すごい無茶ぶり）」

娘　「私、猫が好きなんだぁ～。猫の背中に乗ってお散歩するの。」

　私は四つん這いになり、猫というよりは馬になり、娘を背中に乗せて家の中をウロウロすること

に、、、。

娘　「猫なのにニャーって言わないの？」

私　「ニャー！」

娘　「鳴き声が可愛くないね～、がはははは‼」

私　「（(# ﾟДﾟ)）」

娘　「そうだ、私、今日から猫のことを「ニャンコ先生」って呼ぶことにする！」

私　「？？？、どうしてニャンコ先生なの？」

娘　「がはははは、知らな～い‼」

私　「はぁ～（ため息）」

　散歩も終わっておもちゃの家に帰ると、家を設置していた場所におもちゃの線路が敷かれています。その

傍らで次男がＴ社製の新幹線のおもちゃで遊んでいました。これに娘は激怒。

娘　「どうしてお家を壊すの‼（怒）」

次男「（娘の話を全く聞かず、、、）新幹線が間もなく到着しま～す。黄色い線の内側でお待ちくださ～い。」

私　「（笑）」

娘　「ちゃんと聞いてるの？もう～パパに言いつけてやる‼‼（怒）」

次男「はいは～い、パパに言ってねぇ～、間もなく列車が発車しま～す。黄色い線の内側でお待ちくださ～い。」

私　「（列車じゃなくて新幹線なんだけど。黄色い線の内側までお下がりくださいの間違い？）」

娘　「パパ～、Ｈ（次男）がお家壊して、新幹線走らせてるよ～。お家壊したから、怒ってよぅ‼」

私　「まぁまぁ、お家は別の場所に作ろうよ。近くに新幹線の駅があるからカッコいいよね。」

娘　「新幹線はうるさいから嫌い。だから、Ｈ（次男）はあっちで遊んで！」

次男「（娘を完全に無視して、、、）三両編成の列車が通りま～す。」

私　「（列車じゃなくて新幹線、、、）」

娘　「Ｈ（次男）、うるさい！（怒）」

私　「仲良くみんなで遊ぼうよ（焦）」

次男「（１００万ドルの笑顔で、、、）列車がホームを通過しま～す。」

私　「（新幹線と列車の区別がつかないのかなぁ？）

娘　「もう、パパも嫌い。もうパパとは遊ばない。パパはニセモノパパだ。」

私　「（ニセモノパパ、、、最近よく言われるなぁ（涙））」

娘　「パパもあっちに行って！」

（ママゴト開始からここまで要した時間約３０分）

　私は早くお風呂に入りたいので、あっち行くふりをして風呂場に向かいます。ようやくここでママゴトが

終わります。ママゴトが終わるタイミングは8割方「風呂場へ逃げる」方法です。

　お風呂の後は長男次男の宿題の時間。その時間は遊べないことを知っている娘は、ママゴトの催促はしま

せん。その後、子供たちを寝せつけて妻とビールを飲みながらその日の出来事の話をします。当然ママゴト

の話も。

　まだまだ私に甘えてくれる娘ですが、あと数年後には甘えてくれないようになることでしょう。そんな

日々が何時か来ることを覚悟し、今般、娘と戯れることができることに幸せを感じています（でも、稀に辛

いです。）。

　子供を育てる「育児」は、自分自身を育てる「育自」。子育てをこのように表現する方もいます。子供の

成長とともに私自身も成長できることを願って、子育てを頑張っています。
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こら、よかばい！

ド根性ぴょん吉号

バック・オーライッ・・・

ガチャッ！

あ～っ、やっちまった！　

なんでこぎゃんとこに

柵があっと

そうだ、

シールば貼ろう！

こんなになりました～♪
　可愛いでしょう !? 
ど根性ぴょん吉号です。「こら、よかばい！」
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こら、よかばい！

熊本市動植物園
熊本市東区健軍５丁目１４番２号

　【動物サポーター制度】

中学生以下：1口   1,000円以上

高校生以上：1口   2,000円以上

企業 ·団体：1口 10,000円以上

1969年　
水前寺成趣園の東側から現在地に移転し

「水辺動物園」として開園

1986年 
植物園ゾーンを一体化し「熊本市動植物園」

に名称を変更

今年は現在地移転50周年を迎えます。

市内中心部からほど近い、江津湖ほとりの熊本市動植物園。

熊本の癒しスポットとして親しまれています。

あ
ぢ
い…

あ
ぢ
い…

あ
ぢ
い…
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会の動き

役員名簿
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会の動き

支部役員名簿

理事・分会長（分会）
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会の動き

平成３０年度　第１１回常任理事会
平成３１年２月１９日　

議題

常任理事会

1.会費納入状況報告

2.ＡＤＲセンター処理状況

3.平成３０年度各部事業実施報告

4.平成３０年度各部仮収支決算について

5.平成３１年度各部事業計画(案)について

6.平成３１年度各部仮予算(案)について

7.平成３０年度一般会計及び特別会計仮収  

　支決算書について

8.平成３１年度一般会計及び特別会計仮予

　算(案)について

9.事務局パソコンの更新について

10.調査士会館トイレ他補修工事について

1 1 . 小冊子「知って得する、境界標の知識」 

　  の増刷について

12.第1２回常任理事会開催日(３/５)

平成３０年度　第１２回常任理事会
平成３１年３月５日　

議題

1.会費納入状況報告

2.ＡＤＲセンター処理状況

3.２月２２日CPD研修会結果報告

4 . 平 成 ３ ０ 年 度 各 部 仮 収 支 決 算 に つ い て        

　(修正後)

5.平成３１年度各部事業計画(案)について

　(修正後)

6.平 成 ３ １ 年 度 各 部 予 算 ( 案 ) に つ い て

　(修正後)

7 .平成３０年度一般会計及び特別会計仮収

　支決算書について(修正後)

8 .平成３１年度一般会計及び特別会計予算

　(案)について(修正後)

9.会費免除申請について

10.第４回理事会議題について

11.大規模災害等対策規則(案)について

12.役員選考委員会開催日について

13.九 州 ブ ロ ッ ク 協 議 会 総 会 後 の 懇 親 会 　  

　　余興について

14.地震記録誌の追加配布について

15.第67回定時総会会次第等について

16.次回常任理事会開催日について
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会の動き

常任理事会

令和元年度　第２回常任理事会
令和元年５月１０日

議題

1.期末監査結果報告

2.日調連定時総会出席者について

3.熊本支部規則変更承認願いについて

4.団体所得補償保険について

5.司法書士会ほか各種団体の定時総会出席  

　者について

6.第67回定時総会の準備等について

7.九州ブロック協議会定時総会について

8.会館補修工事について

9.部会の開催について

1 0 . 第 1 回 支 部 長 会 及 び 第 ２ 回 理 事 会 開 催 日

　  について

11.次回常任理事会の開催日について

平成３１年度　第１回常任理事会
平成３１年４月４日

議題

1.会費納入状況報告

2.ＡＤＲセンター処理状況について

3.平成３０年度収支決算について

4.平成３１年度収支予算案について

5.普通傷害保険について

6.コンクリート杭の販売について

7.第１回理事会の議題について

8.「土地家屋調査士　調査・測量実施要領」  

　の 全 面 改 定 に 伴 う 会 則 へ の 位 置 付 け に

　 ついて

9.定時総会における懇親会費について

10.定時総会の議長・副議長の選任について

11.総会次第及び役割について

12.九州ブロック総会の打合せ日程について

13.次 回 常 任 理 事 会 及 び 議 長 打 合 せ 会 に

　  ついて



－ 46－

会の動き

令和元年度　第３回常任理事会
令和元年６月９日

議題

令和元年度　第４回常任理事会
令和元年７月９日

議題

常任理事会

1.第67回定時総会結果報告

2.会費納入状況報告

3.ADRセンター処理状況について

4.阿 蘇 ・ 大 津 支 部 主 催 に よ る 出 前 授 業 に

　ついて

5.令和元年度地域支え合いセンターアドバ

　イザー派遣事業の実施に伴う会員の派遣

　依頼について

6.第3回理事会の議題について

7.土 地 家 屋 調 査 士 法 違 反 等 事 件 の 概 要 に

　ついて

8.次回常任理事会の開催日(7月9日・火)

1.会費納入状況報告

2.ＡＤＲセンター処理状況

3.日調連定時総会出席報告

4.熊本会総会の報告について

5.九Ｂ総会収支報告について

6.第１回ＣＰＤ研修会出席状況報告

7.賠償責任保険・動産保険加入状況について

8.各部事業計画及び事業実施中間報告について

9.制度制定７０周年記念事業について

10.会員必携作成について

11.会費免除の取扱いについて

1 2 . 法 務 局 と の 協 議 会 に つ い て ( 質 問 ・ 要 望 

　  について)

13.地上絵プロジェクト実施校選定について

14.ＡＤＲ運営委員選出について

15.総会時に提供するコーヒーについて

16.同好会の組織・規約・担当部について

17.支部長会への提言、支部のあり方について

18.髙田名誉会長黄綬褒章祝賀会について

19.第３回理事会の開催について

20.ＣＰＤ研修会時に各部の報告会を行う事

　　について

21.土地家屋調査士の日無料相談会メディア

　　広告について

22.調査士会ホームページについて

23.会報編集会議について

24.ＡＤＲセンターの電話受付について

25.指定店の更新について

26.地震保険の更新について

27.事務局の夏期休暇について

28.次回常任理事会の開催日について
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会の動き

平成３０年度　第２回支部長会
平成31年 3月 16日 (土 )10：00～

　　　　　　　　リバーサイドホテルにて

令和元年度　第２回理事会　
令和元年5月17日(金)16：30～

　　　　　　　　　　ホテル日航熊本にて

議題

理事会・支部長会

平成３０年度　第４回理事会
平成31年3月16日(土)13：00～

　　　　　　　　3月17日(日)～12：00

　　　　　　　　リバーサイドホテルにて

議題

1.会費納入状況報告 

2.ＡＤＲセンター処理状況報告 

3.平成30年度会務報告 

4.平成30年度各部事業実施報告 

5.平成30年度仮決算 

6.平成31年度各部事業実施計画(案)

7.平成31年度予算(案)について 

8.大規模災害等対策規則の制定について

9.財産管理運営委員会規則改正について

10.第６７回定時総会について 

11.熊本地震に伴う義援金収支途中報告

12.九州ブロック協議会総会について

13.次回理事会及び期末監査会の日程について 

14.顧問弁護士選任について 

1.理事の職務分担について

　(１)総務部　

　　　平田(部長)・田中秀和・北岡

　(２)財務部　

　　　小松(部長)・髙宗

　(３)業務研修部　

　　　松村(部長)・嶋崎・田中正三・正林

　(４)広報部　

　　　赤星(部長)・佐無田・後藤・原田

　(５)社会事業部　

　　　濵﨑(部長)・坂本・山下・武田

2.副会長の職務分担について

　(１)業務研修・社会事業

　(２)財務・九州ブロック協議会事務局長

　(３)総務・広報

3.紛議の調停委員会委員の選出について

　各支部長へ依頼

4.日調連定時総会及び九州ブロック協議会 

　定時総会代議員

　並びにオブザーバー選出について

　◎６月８日～

　九州ブロック協議会定時総会

　　吉田会長・中島副会長・鶴田副会長

　◎６月１８日～日調連定時総会

　　吉田会長・渡邉副会長・鶴田副会長

　　(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

5.法務局への役員就任挨拶について

6.九州ブロック協議会総会について

7.第３回理事会の開催について

　７月２７日(土)13：00

　ユースピア(水前寺青年会館)

平成３０年　第１回理事会
平成31年4月12日(金)13：00～

　　　　　　　　リバーサイドホテルにて

議題

1.支部別会費納入状況

2.九州ブロック会長会議出席報告

3.平成３０年度収支決算について

4.平成３１年度収支予算案について

5.九州ブロック総会について

6.コンクリート杭の販売について
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会務報告

　　月　日 曜 項　　　目 場　　　所

2月2日 土 九州ブロック協議会会長会議 沖縄 会長

2月3日 日 九州ブロック協議会会長会議 沖縄 会長

2月4日 月 九州ブロック協議会会長会議 沖縄 会長

2月6日 水 支え合いセンター会議 KKRホテル熊本 10:00 濵﨑会員

2月8日 金 業務研修部会 調査士会館 13:00 会長、常任理事、業務研修部員

2月8日 金 総務部会 調査士会館 14:30 会長、常任理事、理事

2月8日 金 広報部会 調査士会館 15:00 会長、常任理事、理事

2月8日 金 社会事業部会 調査士会館 15:00 会長、常任理事、理事

2月8日 金 財務部会 調査士会館 15:30 会長、常任理事、理事

2月15日 金 第３回財産管理運営委員会 調査士会館 14:00 会長、副会長、財務部長他

2月15日 金 行政書士会との合同研修会 メルパルク熊本 17:00 15名

2月16日 土 会長杯　ゴルフ大会 熊本空港カントリー 26名

2月19日 火 第１１回常任理事会 調査士会館 13:00 会長、常任理事

2月22日 金 第４回CPD研修会 熊本県立劇場 10:00 66名

2月27日 水 暮らしの総合相談所 パレア 13:30 吉田健太郎会員

3月1日 金
九州ブロック協議会ゴルフ大
会打合せ

調査士会館 14:30 会長、総務部長他

3月5日 火 第１２回常任理事会 調査士会館 13:00 会長、常任理事

3月9日 土 新人研修会 調査士会館 10:00 7名参加

3月16日 土 第２回支部長会議 リバーサイドホテル 10:00 会長、各支部長

3月16日 土 第４回理事会 リバーサイドホテル 13:00 会長、常任理事、理事、監事、各支部長

3月17日 日 第４回理事会 リバーサイドホテル 9:00 会長、常任理事、理事、監事、各支部長

3月27日 水 暮らしの総合相談所 パレア 13:30 河野哲行会員

3月27日 水
専門士業連絡協議会引継ぎ
会

城見櫓 18:00 会長他

4月4日 木 第１回常任理事会 調査士会館 14:00 会長、常任理事

概　　　要

4月7日 日 九州ブロック協議会会長会議 沖縄 会長

4月8日 月 法務局長着任挨拶 調査士会館 14:00 会長、副会長

4月12日 金 第１回理事会 リバーサイドホテル 13:00 会長、副会長、常任理事、理事、監事

4月16日 火 期末監査会 調査士会館 9:30 会長、副会長、財務部長、監事

5月10日 金 役員選考委員会 パレア 13:30 選考委員
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5月10日 金 第２回常任役員会 調査士会館 14:00 会長、常任理事

5月16日 木 第１回ＡＤＲ運営委員会 調査士会館 15:00 ADR運営委員

5月17日 金 第６７回定時総会 ホテル日航熊本 13:30 114名出席　98名委任状

5月25日 土 ＡＤＲ研修会 福祉センター 17名出席

5月29日 水 暮らしの総合相談所 パレア 13:30 末次盛一会員

6月1日 土 全国新人研修会 東京 5名出席

6月2日 日 全国新人研修会 東京 5名出席

6月3日 月 全国新人研修会 東京 5名出席

6月7日 金 筆界調査員説明会 熊本地方法務局 14:00 筆界調査委員

6月8日 土
九州ブロック協議会会長会議
及び定時総会

ザ・ニューホテル 会長、副会長、常任理事、理事

6月9日 日
九州ブロック協議会会長会議
及び定時総会

ザ・ニューホテル 会長、副会長、常任理事、理事

6月9日 日 第３回常任理事会 調査士会館 14:00 会長、副会長、常任理事

6月18日 火 日調連定時総会 東京 13:00 会長他

6月19日 水 日調連定時総会 東京 会長他

6月22日 土 第１回財務部会 調査士会館 11:00 会長、常任理事、理事

6月22日 土 第１回業務研修部委員会 調査士会館 13:00 会長、常任理事、業務研修部員

6月22日 土 第１回広報部委員会 調査士会館 15:00 会長、常任理事、広報部員

6月22日 土 第１回社会事業部会 調査士会館 16:00 会長、常任理事、理事

6月22日 土 第１回総務部会 調査士会館 16:00 会長、常任理事、理事

6月28日 金 第１回ＣＰＤ研修会 熊本県立劇場 10:00 92名出席

7月8日 月 法務局との打合せ 熊本地方法務局 会長他

7月9日 火 第４回常任理事会 調査士会館 14:00 会長、副会長、常任理事

7月19日 金
所有者不明土地連携協議会
基調講演

テルサ 松村会員、濵﨑会員

7月23日 火 第１回財産管理特別委員会 調査士会館 16:00 会長、副会長、財務部長他

7月24日 水 暮らしの総合相談所 パレア 13:30 吉田健太郎会員

7月26日 金
境界資料管理センター委員会
議

調査士会館 17:00 副会長他

7月27日 土 第１回支部長会 ユースピア 10:00 会長、各支部長

7月27日 土 第３回理事会 ユースピア 13:00 会長、常任理事、理事、監事、各支部長

7月31日 水 第１０回土地家屋調査士の日
無料相談会

鶴屋百貨店本館7
階レストラン街

10:00 濵﨑会員

九州ブロック協議会会長会議 福岡 会長

8月3日 土 九州ブロック協議会会長会議 福岡 会長

　　月　日 曜 項　　　目 場　　　所 概　　　要

8月2日 金

8月1日 木
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支部別会員数

まえ　　　だ　　   　  ひで　　  とし 事 務 所

登録番号

兼 業

〒868-0501
球磨郡多良木町大字多良木 1419 番地 10
TEL 0966-42-1711 　FAX 0966-42-1712

司・行

第１２１５号

登 録 日 平成３１年３月１１日

登録番号 第１２１６号

登 録 日 平成３１年４月１日

登録番号 第１２１７号

登 録 日 令和元年５月７日

登録番号 第１２１８号

登 録 日 令和元年５月７日

慶弔関係

新人会員紹介

黄綬褒章受章　　髙田俊宗 名誉会長    令和元年５月２１日
法務大臣表彰　　吉田末春 会長　　　     令和元年６月１８日

ご逝去　　山田 文博　会員　　本   人　　平成３１年２月２８日
ご逝去　　手島 章子　会員　　御尊父　　平成３１年３月１６日
ご逝去　　松田 克明　会員　　本   人　　平成３１年３月１９日

 きよ          さき                たか          ゆき

清 崎   貴 之
事 務 所

兼 業

〒861-4106
熊本市南区南高江七丁目 6 番 14 号
TEL 096-357-1234　 FAX 096-357-1571

測

 げん　   　だ　　          まさ            き

源 田   正 樹
事 務 所

兼 業

〒866-0073
八代市本野町 917 番地 1
TEL 0965-34-7836 　FAX 0965-35-7976

測補

いし           はら                けん             じ

石 原   賢 治
事 務 所

兼 業

〒869-1235
菊池郡大津町大字室 2000 番地
TEL 096-284-1630　 FAX 096-284-1630

測補・嘱

区分　　　　　支部 熊本 玉名 宇城 山鹿 阿蘇・大津 八代 人吉 天草 計

専業者 122 14 22 12 25 18 5 16 234

兼業者 17 2 5 1 5 4 5 5 44

計 139 16 27 13 30 22 10 21 278

備考：兼業者欄は、司法書士会員数を示す。

　調査士法人　　５法人

　令和元年７月１６日現在

弔慰関係

祝賀関係

人吉支部

熊本支部第４分会

八代支部

阿蘇・大津支部　大津分会
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行事予定

　　月　日 曜 項　　　目 場　　　所

8月9日 金 第２回専門士業連絡協議会実行委員会 パレア

8月20日 火 第５回常任理事会 調査士会館

8月24日 土 会長杯ボウリング大会 パスカワールド

8月24日 土 青年調査士会研修会 国際交流会館　第２会議室

8月28日 水 暮らしの総合相談所 パレア

8月29日 木 専門士業連絡協議会本会議

8月31日 土 公嘱協会第３４回通常総会 ホテル日航熊本

9月11日 水 全国ブロック長会議 東京

9月12日 木 全国ブロック長会議 東京

9月13日 金 髙田俊宗先生黄綬褒章受章祝賀会 ホテル日航熊本

9月13日 金 第2回広報部会・委員会 中央公民館

不動産トラブル110番司調合同相談会

9月21日 土 原点清掃（予備日9月28日）

9月25日 水 暮らしの総合相談所 パレア

9月30日 月 阿蘇・大津支部出前授業 大津北小学校

9月30日 月 第３回専門士業連絡協議会実行委員会

10月2日 水 熊本大学法学部特別講義 熊大黒髪キャンパス

10月6日 日 法務局休日相談会

10月9日 水 熊本大学法学部特別講義 熊大黒髪キャンパス

10月9日 水 専門士業連絡協議会本会議

10月19日 土 九州ブロック会長会議及び担当者会同 ザ・ニューホテル熊本

10月20日

10月20日

日

日

九州ブロック会長会議及び担当者会同 ザ・ニューホテル熊本

10月21日 月 九州ブロックゴルフ大会 熊本空港カントリークラブ

11月15日 金 第２回CPD研修会 ホテル日航熊本

11月23日 土 専門士業連絡協議会合同無料相談会 パレア
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担当　赤星和枝

▲福本正人会員　福岡法務局長表彰の様子

▲広報部の面々

　広報部理事として、役員を１２年務められた福本正人会員が、６月の定時

総会において福岡法務局長表彰を受けられました。長きにわたり「会報くま

もと」編集の中心として、広報部を引っ張っていただき、本当にありがとう

ございました。これからの益々のご活躍をお祈りしています。

　また、「会報くまもと」の編集・印刷に長年携わっていただいた池松印刷

さんが、昨年度をもって会社を閉じられました。いつも助けていただきあり

がとうございました。そしてお疲れ様でした。

誌面をもちまして、心より感謝申し上げます。

　さて、新たな広報部メンバーで「会報くまもと夏号」を会員の皆様のお手

元にお届けすることができました。今までとは少し雰囲気の違う会報誌に

なったかと思います。皆様からの甘口のご意見をお聞かせいただければ幸い

です。よろしくお願いします。

　暑さはまだまだ続きそうですが、体調管理に気をつけられ、どうぞお健や

かにお過ごしください。

　　　　   広報部メンバー

理事　佐無 田学　（人吉支部）　

理事　原田 朋秀　（天草支部）

理事　後藤 俊二　（熊本支部）　

委員　田口 一法　（熊本支部）

委員　赤星 和枝　（熊本支部）

委員　河野 哲行　（熊本支部）

委員　廣瀬 公則　（玉名支部）

委員　岡山 悌幸　（宇城支部）　

委員　中島 英司　（山鹿支部）

委員　上田 敏雄　（阿蘇・大津支部）　

委員　豊崎 有梨　（八代支部）　

委員　松本 健一郎（人吉支部）　

委員　平林 陽兵　（天草支部）　
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熊本県土地家屋調査士会指定店

令和元年度 契約１４社 

指定店名 〒 所 在 地 ＴＥＬ 
ＦＡＸ   

株式会社 オオバ 862-0967 熊本市南区流通団地 1丁目 5番地 
096-377-2882 

096-377-2879 
 

株式会社コンゴー測器 862-0968 熊本市南区馬渡 1丁目 5番 10号 
096-378-0020 

096-379-9110 
 

ｱｲｻﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 

西日本営業所 
862-0954 

熊本市中央区神水 2-10-23 

      第 2北野ビル 401号室 

092-482-6123 

092-482-9377 
 

福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ株式会社 

熊本営業所 
861-2101 

熊本市東区桜木 3丁目 1-24 

エランドール 2番館 
0570-550-291  

株式会社友和会  862-0950 熊本市中央区水前寺 4丁目 8番 28号 
096-383-6660 

096-383-6692 
 

 

ﾗｲｶｼﾞｵｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 

  

533-0033 
大阪市東淀川区東中島 1-18-22 

    新大阪丸ビル別館 9階 
06-6324-7600  

株式会社 水上洋行 

 熊本営業所 
862-0912 熊本市東区錦ヶ丘 32番 21号 

096-365-7277 

096-365-7328 
 

日本加除出版株式会社 171-8516 東京都豊島区南長崎 3丁目 16番 6号 
03-3953-5757 

03-3953-6601 
 

ドノウエ商会 862-0952 熊本市東区京塚本町 32番 1号 
096-381-3007 

096-381-3009 
 

株式会社ビービーシー 163-1306 
東京都新宿区西新宿 6‐5‐1 

新宿アイランドタワー6階 

03-5909-5772 

03-5909-5774 
 

株式会社
ひラおか Ｓure

 861-4101 熊本市南区近見 6丁目 22番 8号 

096-324-5774 

096-324-5774 

090-4998-6621 

 

 

株式会社久永 

   熊本営業所 
861-8046 熊本市東区石原町 1丁目 3番 53号 

096-228-8222 

096-228-8223 
 

有限会社 アイエス 818-0132 
福岡県太宰府市国分 1丁目 

13番 25号 

092-918-6939 

096-918-6938 
 

ＴＩアサヒ株式会社 

  福岡出張所 
819-0166 福岡市西区横浜 1丁目 25番 27号 202 

092-806-7685 

092-806-7775 
 

 



強固なネットワークセキュリティ

安心のおまかせ設定

複合機を活用し

ペーパレス化の実現

自社のサービスマンによる

アフターフォロー

『 取扱商品 』

フリーアドレスでの

スペースの有効活用

印刷機器

プロジェクター

PC関連機器

電話機

防犯対策





https://www.aisantec.co.jp/
測地ソリューション事業本部

平日 AM 9:00 ～ PM 17:30

大規模３D点群高速編集ツール
対応

WingEarthとINFINITYの平面図作成コマンドが通信!!  点群で詳細を確認しながらINFINITYの
平面図を作成したり、INFINITYの結線を点群上に3次元作図可能に ！  

WingEarth の活用事例を
業務インスピレーションに

https://tengun.jp/

Hybrid Controller,  Pocket Series

トラバース計算後の区画登録 水準 点検計算スケッチや音声メモを持ち帰り

TS
コントローラ

縦横断
観  測 多角観測

現地点検

断
測 多角観測

現地点検

収  集
写真・現況

縦横断
観 測

収 収
写真写

水準観測
3/4級

作業計画

平均図 観 測

選 点

公共測量作業規程に沿った
「選点」・「路線作成」が国土地理院 地図タイル上で可能に !

作業

平均公公公共共共測測量量量量作作作業業業規規規程程程程ににに沿沿沿沿ったた
「選点」「路線作成」が国土地理院 地図タイ 上で可能に !「選点」「路線作成」が国土地理院 地図タイ 上で可能に !」・「路線作成」が国土地理院 地図タイル上で可能に !

基準点測量観測支援 登場!







 









～各支店・営業所～
宮崎支店・関東支店
熊本営業所・八代営業所・延岡営業所

～鹿児島県本社・各営業所～
鹿児島本社・鹿屋営業所・川内営業所・
大島営業所・国分営業所

https://www.kk-hisanaga.com

★営業品目★
測量機販売・レンタル・修理/測量システム/計測システム/
IT・OAソリューション提案/オフィスファニチャートータル提案
★取扱メーカー★
福井コンピュータ・ソキアブランド・オカムラ・リコー・グラフテッ
ク・東芝・その他各メーカー

株式会社久永

測量機の御相談は株式会社トプコン・ソキアブランド正規代理店の久永まで！！
メーカー認定の技術スタッフ、メーカー指定の校正機器・専用工具を使用し
万全の体制でお客様の測量機を1台1台丁寧に点検・調整を承っております。
トータルステーションのレンタルに関しましてもお気軽にお問い合わせ下さい。

・全ての衛星に対応
・超コンパクト強靭ボディ
・ハイブリッド・サーベイ・システム対応
・第2世代POST2 GNSSアンテナ搭載
・LongRangeデータコミュニケーション
・10時間駆動バッテリ内蔵

マルチGNSSが作業効率を上げる！

測量用品も豊富に取り扱っております！！

次世代トータルステーションとシステム間連動で業務効率化！

測量作業を軽快に！手のひらサイズのGNSS受信機！

日本測量機器工業会 JSIMA認定事業者

株式会社久永
熊 本 営 業 所 ： 熊 本 市 東区 石 原 1 - 3 - 5 3
T E L : 0 9 6 - 2 2 8 - 8 2 2 2
八 代 営 業 所 ： 八 代 市 田中 西 町 5 - 1 3 - 2
T E L : 0 9 6 5 - 3 4 - 6 7 3 0

本社：鹿児島県鹿児島市東開町5-11

ハイブリッド観測で作業効率Up！
ワンマン観測効果的！

・世界最速！超音波モーターでダイレクトドライブ！
・世界最小！超コンパクトボディー！
・世界最軽量！モーター内蔵ながら5.7kgを実現！
・世界発！トータルステーションもIoTの時代へ！

・軽快なフィールドワークを担う現場端末システム！
・TREND-ONEやMercury-ONEとの連携効果大！
・現場仕様の操作性！晴天化でも高い視認性！
・現地平面図や敷地調査などリアルタイムに図化！

ホームページ☟



Trimble GNSS QZSS

Trimble 

Trimble 

株式会社 ニコン・トリンブル 正規販売店

S5 Robotic / AutoLockS7 Robotic / AutoLock

818-0132 1-13-25

TEL 092-918-6939 FAX 092-918-6938 e-mail info@iscom.jp

2

R10 GNSS
Trimble

R8s GNSS

SKY Controller

C5 AF2 / AF5

R4s GNSS

QZSS

SX10 
SX10

3D



測量機器総合保険
（動産総合保険）

のご案内

お 問 い 合 わ せ 先

日本土地家屋調査士会連合会共済会　測量機器総合保険の特徴

会員が所有・管理する測量機器（製品№のある機器に限る）について

業務使用中、携行中、保管中等の

偶然な事故による損害に対し、

保険金をお支払いします。

このチラシは動産総合保険の概要をご説明したものです。
ご加入ご検討の方、パンフレットをご希望の方は桐栄サービスまたは三井住友海上までご連絡ください。

日本土地家屋調査士会連合会共済会

取扱代理店 引受保険会社

有限会社桐栄サービス
東京都千代田区神田三崎町１丁目２－１０

土地家屋調査士会館６Ｆ

TEL　０３（５２８２）５１６６

三井住友海上火災保険株式会社
広域法人部営業第一課

東京都千代田区神田駿河台３－１１－１

TEL　０３（３２５９）６６９２

保険期間
２０１９年４月１日午後４時から２０２０年４月１日午後４時まで
※保険期間の中途での加入もできますので、ご希望の場合には桐栄サービスまでご連絡ください。

等

保管中の測量機器が

火災にあい焼失した。

測量中誤って

測量機器を倒し壊れた。
測量機器を事務所、

自宅等に保管中に

盗難にあった。

21 3
例えば

特徴１

特徴２

　　　　　　個別にご加入されるよりも保険料が割安です。
保険金額 2 0 0 万円の保険料　　　 　 　 　 　 　 　

測量機器総合保険（本制度） ： 4 2 , 9 4 0 円　

動産総合保険（個別加入） ： 6 4 , 8 0 0 円     
※ 縮 小 支 払 割 合 9 0 % 、 免 責 1 5 万 円 適 用 　 　 　 　 　 　  

約34%
割安

B18-102103 　2020年4月1日

「土地家屋調査士賠償責任保険」とは異なりますのでご注意ください。
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熊本県土地家屋調査士会
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http://kuma-cho.com

〒862-0970

熊本市中央区渡鹿３丁目１４番２１号 
TEL.096-372-5031　
FAX.096-372-5057

熊本県土地家屋調査士会

写真提供：熊本市動植物園
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