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　明けましておめでとうございます。

皆様方におかれましては、健やかな新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。

　昨年を振り返りますと、昨年もまた自然災害が猛威を振るいました。被災された方々には改めまし

てお見舞い申し上げます。

　我々土地家屋調査士を取りまく環境につきましては、登記申請方法に新たに「調査士報告方式」と命名

された完全オンライン方式が加わりました。この方式は全国の土地家屋調査士が待望していたもので

あります。導入に当たっては連合会役員及び関係各位の御努力により実現したものと感謝申し上げます。

また、この方式は土地家屋調査士と法務局との信頼関係を基礎として成立つものであることは言うまでも

ありません。これまで以上に誠実な業務遂行に心がけましょう。

　熊本会の動きにつきましては、熊本市の中島小学校に於きまして今回で３回目となる「地上絵プロジェクト」

を実施しました。当日はマスコミ各社の取材もあり、社会・市民への認知度向上に有効な事業であると自信

を深めておりますので新年度も実施します。また、昨年からは熊本大学での特別講義に加え、九州測量専門

学校での講義も実施しました。今後は他の大学や高校でも実施できればと考えております。

　今年は土地家屋調査士制度が７０周年を迎えます。全国の各調査士会それぞれにいろいろな企画を考えて

いるようですが、熊本会も土地家屋調査の知名度向上のための企画を実施していきます。

　最後になりましたが、本年が皆様にとってより良い１年となりますように祈念し新年のご挨拶とします。

会 長

吉 田  末 春

ご挨拶

新年のご挨拶
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　　新年明けましておめでとうございます。

　熊本県土地家屋調査士会の会員の皆様におかれましては，お健やかに新年をお迎えのこととお慶び

申し上げます。

　貴会及び貴会会員の皆様には，日頃から当局の法務行政の円滑な運営につきまして，格別の御支援

と御協力を賜り，厚く御礼申し上げます。

　土地家屋調査士制度は，昭和２５年７月３１日の創設から間もなく７０年を迎えようとしています。

この間，皆様方の不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資することをもって国民の権利擁護に寄与

し，そのたゆまぬ御努力により，国民からの高い評価と信頼を得てこられたことについて，改めて深く敬意

を表する次第であります。　

　さて，熊本地震から３年９か月が経過しました。この間，法務局におきましては，４万３千件を超える

倒壊建物の調査，約１万８千件の倒壊等建物の職権滅失登記を行ったほか，土地については，街区単位修正

作業を４地区で実施しました。また，地図作成作業に関しても，熊本地震により中断していた熊本市東区江

津地区・下江津地区の作業を昨年度から再開するとともに，本年度から，八代市松江地区の地図作成作業を

行っているところです。さらには，来年度からは，復興型地図作成作業に取り組むことを予定しています。

  今後も引き続き，熊本地震からの復興に貢献していく所存でありますので，会員の皆様方の御支援を

よろしくお願いいたします。

　ところで，法務省及び法務局では，現在，所有者不明土地問題の解消に向けた取組を重要施策とし，

日本土地家屋調査士会連合会及び日本司法書士会連合会とも連携して，相続登記の促進に取り組んでいます。

　平成２９年度から法定相続情報証明制度を，平成３０年度からは長期相続登記等未了土地解消作業を開始し，

また，令和２年７月１０日からは，高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み，相続をめぐる紛争を防止

するという観点から，法務局において自筆証書遺言による遺言書を保管する制度が開始する予定です。

　さらには，令和元年５月１７日成立した「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」

が同年１１月２２日施行されたことに伴い，当局においても，現在，表題部所有者不明土地解消作業を開始

したところです。本作業については，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。

法務局では，皆様方と連携を図りながら，これらの重要施策を積極的に進めていくこととしていますので，

引き続き，御協力をお願いします。

熊本地方法務局長

森　 一 朋
新年のご挨拶

ご挨拶
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ご挨拶

　また，筆界特定制度について，平成１８年１月の制度運用開始から１５年目を迎えます。皆様方が，筆界

調査委員あるいは筆界特定申請手続の代理人として，尽力していただいた結果，本制度は，国民に広く認識

され，定着したものと実感しています。本制度の更なる推進についても，引き続き，御協力をお願い

します。

　なお，表示に関する登記のオンライン申請について，令和元年１１月１１日から，添付情報の原本提示の

省略に係る取扱い，いわゆる調査士報告方式の運用が開始されました。法務局としましても，本年度から段

階的に導入が予定されている新登記情報システムＶ３０の機能を活用して，適正・迅速な処理に一層努めて

まいりますので，皆様方にも，オンライン申請の更なる利用促進に向けて御協力いただきますよう，重ねて

よろしくお願いします。

　結びに，熊本県土地家屋調査士会のますますの御発展と，会員の皆様方の御健勝，御多幸を祈念して，新

年の挨拶とさせていただきます。
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　　新年おめでとうございます。

　「令和」最初の正月を迎え、会員の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　平素から熊本県土地家屋調査士政治連盟の活動にご理解とご協力を頂き厚くお礼を申し上げます。

　昨今の社会情勢は、「少子高齢化」、「消費税増税・キャッシュレス決済」、「所得・地域格差」、

「都市部への人口集中・地方創生」等多くの問題を抱え「多様化の社会」となっています。

土地家屋調査士制度においては、昨年６月の法改正によって「・・・・および土地の筆界を明らかにする業

務の専門家・・・」と言う使命規定が明確になり今年の8月には施行される予定です。また、「所有者不明

土地・管理放棄土地問題」、「所有者不明土地を増加させない仕組み」と「すべての土地について真の所有

者が分かる仕組み」等「財産法」の大改正をも内容とする新民法の施行も予定されています。

　この施行日までの間に、土地家屋調査士法施行規則第２９条改正に全力で対応すると共に来るべき民法改正

において「土地境界確認の法的概念」が示されれば、円満な相隣関係はもとより、土地家屋調査士の社会的

地位の飛躍的向上も期待されることから、日調連を中心に必要な政治活動が展開されます。

　国が推進する「公共調達業務」はもとより、地方自治体の技術職職員減少傾向の中「官民境界立会申請・

実務等」の先にある「官民境界確定事務の民間委託」についても、不動産登記制度を通じて、法務省の活動

並びに関係する各省庁の諸問題の解決に積極的に取り組むことが、土地家屋調査士業務の環境整備・円滑化

が図られると共に、土地家屋調査士業務のパイの拡充と安定した事務所経営基盤が構築出来るものと思われ

ます。

　実現可能な報酬改善をも含め日本土地家屋調査士会連合会、公共嘱託土地家屋調査士協会連合会、と連携

して政治活動を行ってまいります。また本年は、知事選挙の年でもあり、会員皆様のご支援とご協力を

お願い申し上げ新年の挨拶とさせて頂きます。

熊本県土地家屋調査士政治連盟　会長

西　龍一郎

ご挨拶
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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。

　熊本地震よりもうすぐ４年が過ぎようとしています、令和元年におきましては台風１９号の被害も出ており、

いまだに災害が続いている状況です。

　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。

　まずもって、８月の公嘱協会の通常総会の式典の部におきまして、甲斐義一副理事長に対しまして、１０年

以上役員に従事されてきた功績に全公連より表彰がありました。

　長年役員として公嘱協会へ貢献されておりますことに厚く御礼申し上げます。

　さて、最近の当協会の活動報告ですが、薄場・島町地区の街区単位地図修正作業も無事７月には納品を

完了することが出来ました。

　また、従来型法１４条地図作成作業（江津・下江津地区）も作業を担当していただいている社員の皆様方

のおかげで３月の納品に向けて頑張っております。

　もう１つの従来型法１４条地図作成作業（八代松江地区）も現在、１年目作業の基準点測量に着手しており、

本年２月より２年目作業の一筆地立会業務に着手予定であります。

　今後は復興型の法１４条地図作成作業（益城地区）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０．９㎢程度の広さとなり従来型の約３倍になります。

　今後共、社員・会員の皆様方のご協力が無ければ成り立たない事業でありますので、ご理解とご協力を

重ねてお願いいたします。

　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厚く御礼申し上げます。

　熊本県の土地家屋調査士ができる復興の必要性を考え、誰かがやるだろうということではなく、熊本の

地図、熊本の復興は我々がやっていくんだという強い意志の元、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。

　最後に社員・会員の皆様方の益々のご健勝・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

▶
８
月
定
時
総
会
表
彰
　
甲
斐
義
一
会
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今年もよろしくお願いします
　　　　　　　　　まきの
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　新年あけましておめでとうございます。

　会員の皆様方におかれましては、つつがなく新年をお迎えの事とお慶び申し上げます。また、日頃より

青年会の活動に際しご理解ご協力を賜りまして心より御礼申し上げます。

　昨年もやはり自然災害の多い一年となってしまいました。次から次に起こってしまう災害によりマスコミ

報道等も新しく起こった方へ移ってしまう為、ちょっと前に起こった所の事が忘れ去られてしまうという

状況になっています。災害ボランティアの方々も先に何処に行ったが良いのか判断が難しいとの話も聞きま

した。そんな中、先日行われた被害認定調査の研修に業務研修委員として参加させて頂きましたが、多くの

会員の方々が参加されており災害への意識の高さが伺えました。今後もこの様な研修を継続して行く事が

重要なのかなと思っております。

　さて今期の青年会活動としましては例年通り研修会・無料相談会・レクリエーション等様々な計画を

立て、青年会会員の皆様に少しでも身となり骨となるよう活動して行こうと思っております。特に研修会に

つきましては内容をどのようにするか毎回頭を悩ませている所ですが、新人の方で補助者経験等全くない

方と、実務を何年もされている方が同じ内容の研修は求めていないと思いますのでその辺りも工夫しながら

行おうと考えています。

　新しい年号になって初めての年越しとなり、新たな気持ちで様々な事に取り組み、また本会をはじめ、

各支部・公嘱協会・政治連盟と活動を共にさせていただきながら熊本県土地家屋調査士会の発展に少しでも

貢献できればと思っております。本年も皆様方の更なるご支援・ご協力を賜りますよう宜しくお願い

致します。

　最後になりましたが、本年が皆様方にとりまして実り多き年となります事を祈念致しまして新年のご挨拶

とさせて頂きます。

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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　謹んで新年のお慶びを申し上げます。

　昨年は元号が「平成」から「令和」と変わりましたが、広報部が携わる“会報くまもと”も内容を

リニューアルし、オールカラーやページ増量をすることができました。これからは記事の内容もより充実に

記載出来るように勤めて参ります。

　さて新元号の「令和」という文字に関して、ふと思ったのですが、“人の名前にありそうだな”と。

つまりは元号が変わる平成（昭和、大正等）以前から、“令和”という人名がいるのだろうかと思ったの

です。元号が発表されたときに、自分と同じ名前だとか、知人の名前と同じだという人達がいたりするわけで、

その人達にとってはサプライズであり、または喜ばしいことでしょう。ネット検索してみたら、やはりいる

そうです。ただ漢字は「令和」でも、読み仮名は“のりかず”というそうです。

　それでは、今年の新年会の記事です。

新春特別企画

令和二年　
熊本支部司法書士・土地家屋調査士合同新年会

熊本支部／広報委員

河 野  哲 行
□日時　令和 2 年 1 月 10 日（金）１８：００
□場所　ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ　

▲司会は井村奈津子さん

　（有限会社パーティープロ　ＭＣリーダー）

▲司法書士山本琢馬支部長の挨拶
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新春特別企画

衣装チェンジ後は大道芸の王道である、傘回し、皿回し等の多彩な芸

後半は恒例のお年玉抽選会が行われました。

中盤は大道芸人春ちゃんによる大道芸がおこなわれました。

まずは中国伝統芸能「変面」ショーで顔のお面が一瞬に替わります。

杉島龍一支部長による

閉会の挨拶で新年会は終了しました。
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　日頃からお世話になっている松田佳央理先生の事務所に伺って、調査士になったきっかけ、仕事への思い

などを聞かせていただきました。

調査士となる以前、不動産関係の営業マンをしていました。

当時、父（松田樹一郎先生）の土地家屋調査士という仕事については具体的にはよく知らなかった

のですが、ちょうどその頃、わたしのお客さんが抱えている、土地に関する悩みを父に相談した

時に、的確にお客さんの悩みを解決する助言をくれました。

お客さんからはとても感謝され「私の父はなんと素晴らしい仕事をしているんだ！」と尊敬と

憧れを抱くようになったのが、調査士という仕事を具体的に知るきっかけだったと思います。

それからしばらくして、父の病気が癌であることが分かり、父の築き上げたものを引き継ぎたい

と思うようになり、父の事務所で一緒に働くことになりました。

新春特別企画

女性調査士対談 八代支部／広報委員

豊 崎  有 梨

松田 佳央理
（宇城支部　松田佳央理事務所）

松田 佳央理
（宇城支部　松田佳央理事務所） × 豊崎 有梨

（八代支部広報委員　豊崎事務所）
豊崎 有梨

（八代支部広報委員　豊崎事務所）

⁂土地家屋調査士になろうと思ったきっかけ

＜松田＞
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新春特別企画

私の場合は、父が不動産業をやっていて、“土地家屋調査士”という職業があるのを知りました。

それが最初のきっかけで、資格を取得しました。

実務は松田事務所に全部教えてもらいました。

“土地家屋調査士”はいい仕事ですか？

はい（即答）

土地や建物、そしてそれに付随する登記を含む法律関係は、一生に一度出会うか出会わないような

ことだけど、自分では解決できない。それを解決する専門家というのが必要で、それが私たちの

存在ですかね・・・。

土地を買いたい。境界のもめ事を解決したい。問題はいろいろあるけど、うちの事務所にきて解決

することができる。それはとても社会的に意味のある、いい仕事だと思います。

⁂女性の調査士として

⁂「土地家屋調査士」という仕事

＜豊崎＞

調査士の仕事で大きなウエイトを占める立会と測量について、女性であるという事のメリット、

デメリットあると思いますか？

まず立会に関しては、調査士が女性だとあたりがやわらかくなる。「よし。今日は今まで溜まった

分を一言いってやろう！」と気合を入れてくる地権者の方も多く、そのような時、気合を入れて

きてみたが、調査士が女性だったので出鼻をくじかれるという感じで。

逆もありますが、全体的には、立会は女性の方がやりやすいかもしれないですね

そうですよね。

わたしは父の立会を見てきたのが大きいと思います。父は、上手にお互いの気持ちを出して、

丸く収めて、最終的には父の思うとおりに決めていくのがとても上手だったです。それを見られ

たのがホントに良かったと思います。

あと、体力。負ける気はしなかったけど、やっぱ男性には負けるんだなということがあります。

例えば、わたしが一生懸命に打ち込んでも入っていかない杭を、やさ男が簡単に打ち込んで

しまったりとか・・・そういう時は悔しいけれど、やはり基本的なパワーは男性の方があるのか

なと感じます。

＜松田＞

＜松田＞

＜松田＞

＜松田＞

＜豊崎＞

＜豊崎＞

＜豊崎＞
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■■対談後記■■

今回、他にも色々な話をしましたが、佳央理さんは御自身の信念があり、それを貫き、実現させ

ることのできる方だと改めて感じました。

お話をする中で、同じ女性調査士として共感することも多く、改めて土地家屋調査士としての職

業について考えるいい機会になりました。

新春特別企画

依頼者さんが暗い顔をして事務所に相談に来られたときと、問題が解決して事務所から帰られる

ときでは表情が違いますよね。とてもすっきりした顔で、「悩みが解決しました。」とお礼を言っ

て頂ける瞬間が、本当にやってよかったなと感じます。

あと、官公庁に打ち合わせに行ったときに、「土地家屋調査士」という資格者ということで、

きちんと対応してもらえます。

この仕事は、男性女性関係なく、熱意を持って誠意を持って携わっていれば、認めてもらえる

し、依頼者その人の一生に１度か2度しかない問題を、解決するお手伝いをできるところが、やり

がいだと思います。

私もそう思います。

今日はお忙しいところ、ありがとうございました。

＜松田＞

＜豊崎＞

＜豊崎＞

松田 佳央理（宇城支部）

父松田樹一郎氏の後を継ぎ、土地家屋調査士の道へ

平成29年土地家屋調査士登録

豊崎 有梨（八代支部　広報委員）

現在1児の母として、子育てと土地家屋調査士業に

奮闘する日々

平成25年土地家屋調査士登録

とよさき　　ゆ　り

まつ　だ　　か　お　り
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　第１日目は会長、総務・財務部、業務部、研修部、

広報部、社会事業部がそれぞれの部会に分かれ、

各部が所管する会務等の運営状況について情報

交換、協議を行いました。

▲会長会議　ザ・ニューホテル２階桜の間 ▲総務・財務部会　ザ・ニューホテル２階梅の間 ▲業務部会　ザ・ニューホテル地下桂の間

▲研修部会　ザ・ニューホテル３階祥雲の間 ▲広報部会　森都心プラザＤ会議室 ▲社会事業部会　ルートイン１１階会議室

日本土地家屋調査士会連合会九州ブロック協議会

会長会議、各部担当者会同

　令和元年１０月１９日（土）２０日（日）の２日間、熊本市のザ・ニューホテル熊本・外２会場に

おいて、九州各県の土地家屋調査士会会長及び各部担当理事が集合し、業務及び会務における情報共有等を

目的として、標記会議が開催されました。

　また、夕方から、ザ・ニューホテル２階おしどりの間において、約１００名が出席し、盛大に懇親

会が開催されました。オープニングに山鹿灯篭演舞がありました。

広報部

九B連絡協議会
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　第２日目は全体会として、ザ・ニューホテル２階せきれいの間において、参加者全員が集合し、第１日目

に各部において議論された内容についての報告等が行われました。

【全体会】

　開会の言葉　　九州ブロック協議会副会長　　　　　佐藤周作

　会長挨拶　　　九州ブロック協議会会長　　　　　　吉田末春

　連合会挨拶　　日本土地家屋調査士会連合会会長　　國吉正和

　各部の報告　　総務・財務部会座長　　　　　　　　植木美佐夫（佐賀会）

　　　　　　　　業務部会座長　　　　　　　　　　　魚澄清　　（福岡会）

　　　　　　　　研修部会座長　　　　　　　　　　　池田成人　（鹿児島会）

　　　　　　　　広報部会座長　　　　　　　　　　　近藤哲司　（沖縄会）

　　　　　　　　社会事業部会座長　　　　　　　　　髙比良航　（長崎会）

　日調連報告　　日本土地家屋調査士会連合会副会長　野中和香成

　　　　　　　　日本土地家屋調査士会連合会理事　　日野智幸

　　　　　　　　日本土地家屋調査士会連合会理事　　城戸崎修

　閉会の言葉　　長崎会会長　　　　　　　　　　　　船津学

【報告事項の要旨】

■日調連会長、副会長、理事

　不動産登記申請における調査士報告方式、研修の義務化の方向性、土地家屋調査士法改正に伴う同法施行

規則の案、全国の各単位会の会則と調査・測量実施要領の関係の整理、不動産登記法第１４条第１項地図作

成作業規程の改正、民法の相隣関係の改正の方向性等

■総務・財務部会

　非調査士の調査の内容及び範囲・告発、職務上請求書の取扱い、各単位会の運営に関する会員数の動向と

事務局運営費・役員旅費等の調整、災害対策等

■業務部会

　不動産登記オンライン申請の推進、図面のXMLデータ化の指導、隣接地所有者等に関する個人情報の取扱

い及びそれを踏まえた委任契約書の作成、全国カルテマップの利用推進、一部の地方公共団体における立会

記録の非開示への対応等

■研修部会

　各会が実施した研修内容（業務、倫理、法務、税務、労務、救急救命、メンタルヘルス、アンガーマネジ

メント等）、参加者を増やすための施策（長期不参加者に対する通知、アンケートの実施等）、新人研修、

CPDポイントの活用、補助者研修、測量研修、小学校等での出前授業の開催等

■広報部会

　土地家屋調査士制度７０周年事業への取り組み、会報の内容・寄稿依頼、ホームページ及び会員専用サイ

トの利用、地域イベント・小学校・大学における測量体験の実施、広報ポスターの作成、テレビ及びラジオ

への出演、マラソン・登山会への参加を通じた広報等

■社会事業部会

　空き家対策への土地家屋調査士の活用、所有者所在不明土地の所有者探索委員の協力、地方自治体との災

害協定の締結、台風等の被害を受けての会員個人事務所及び単位会事務局の災害対策、筆界調査委員の選

定、狭あい道路の解消に関する取組み等

九B連絡協議会
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▲毎年恒例ひょっとこ踊り

▲会長あいさつ ▲田崎先生（福岡会）の始球式

▲団体の部三位の熊本会、よくがんばった！ ▲団体の部優勝の鹿児島会おめでとうございます！

▲個人の部優勝の新留先生（鹿児島会）

九州ブロック連絡協議会
ゴルフ大会

　　記念すべき令和初の新年を迎え、皆様お元気でお過ごしのことと存じます。寒い季節ですので、どうか

体調管理には十分ご注意ください。

　さて、昨年１０月に行われた「九州ブロックゴルフ大会」の模様をご紹介したいと思います。九州ブロック

ゴルフ大会は毎年１回行われており、九州各県会がそれぞれホスト会となり、毎年持ち回りで行われて

います。いよいよ今年は熊本会の当番で、例年以上に気合が入ります。

　１０月２０日に前夜祭が行われ、九州各県から総勢６８名の先生方が参加されました。毎年のことです

が、今年も前夜祭は大盛況でした。他県の先生方と交流する機会はほとんどないので、九Bゴルフのすばら

しさを改めて感じました。そして、親交も深まったところで次は二次会です。昨年団体優勝を飾った福岡会

の足を少しでも引っ張るべく、福岡会の先生を道連れに夜の街を楽しんで参りました。

翌２１日がゴルフ大会という例年通りのスケジュールで、ゴルフ大会には、熊本会から総勢２９名の先生方

が参加されました。当日は天候もよく、最高のゴルフ日和でした。こんなにすばらしい天候の中、熊本一の

名門コース、熊本空港カントリークラブで気持ちよくプレーができて、とても楽しかったです。まぁ、スコア

は別にして…

　さて結果ですが、個人優勝は鹿児島会の新留先生、団体優勝も鹿児島会と、今年は鹿児島会の完全優勝と

なりました。熊本会では、個人の最高位が杉島先生の４位、団体は３位という結果で、昨年より好成績を

納めることができました。

　今年は開催会として迎えた九Bゴルフ大会でしたが、熊本会からは多数の先生方が参加され、たいへん

充実した２日間だったと思います。執行部の皆さん、本当にお疲れ様でした。そして、今年は長崎です。

１０月が来るのを今から心待ちにしています！

山鹿支部／広報委員

中 島  英 司

九B連絡協議会
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　■ 団体

優　勝　鹿児島会　NET 213.0

準優勝　宮崎会　　NET 215.2

３　位　熊本会　　NET 218.2

　■ 個人

１位　新留　惠　　会員（鹿児島会）GR 95　NET 69.8

２位　四位　慎吾　会員（宮崎会）　GR 94　NET 70.0

３位　上小鶴　一善会員（鹿児島会）GR 82　NET 70.0

　■ 熊本会

１位　杉島　龍市　会員　GR 87　NET 71.4

２位　平松　大輔　会員　GR 85　NET 73.0

３位　山下　高幸　会員　GR 87　NET 73.8

成績

九B連絡協議会
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九B連絡協議会
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九B連絡協議会
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熊本市土木管理課の協力のもと、定期的に相談会を行っています。本年度で5年目となり、認知度も上がって

いるようで、主に、官民境界についての相談を受け付けています。

入会間もない会員が相談員として参加し、先輩調査士の受け答えを観察しながら、より実践的な業務を

学ぶ”場”にもなっています。

□日　時　毎月第1、第3木曜日　1：30～4：00

□場　所　熊本市役所1階　ロビー

無料相談会報告

熊本支部による無料相談会

（熊本総合行政相談所）　　　　　※相談員を派遣

□日　時　　＜土地境界相談＞　第4水曜日　13時30分～16時

□場　所　　くまもと県民交流館パレア10階

行政相談　暮らしの総合相談所

□日　時　令和元年7月31日、8月1日　　午前10時～午後4時

□会　場　鶴屋7階　レストラン街

「土地家屋調査士の日」無料相談会

広報部

年間行事
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▲菊陽町会場

▲天草支部会場

毎年１０月１日の「法の日」にあわせ、熊本県司法書士会と合同で開催しています。

今年度は県下15か所で実施しました。

「法の日」無料相談会

 

熊本市 熊本県司法書士会館 2階（電話相談及び面談） 10月5日（土） 10：00～16：00 

玉名市 玉名市文化センター 第1研修室  10月5日（土） 10：00～15：00 

荒尾市 荒尾市役所 11号会議室 10月12日（土） 10：00～15：00 

山鹿市 山鹿市民交流センター 10月5日（土） 10：00～15：00 

宇城市 ウイングまつばせ 10月5日（土） 10：00～15：00 

御船町 御船町カルチャーセンター 10月5日（土） 10：00～15：00 

菊陽町 光の森町民センターキャロッピア 会議室 10月6日（日） 10：00～16：00 

阿蘇市 阿蘇市農村環境改善センター 10月5日（土） 10：00～15：00 

菊池市 菊池市中央公民館 10月8日（火） 10：00～15：00 

芦北町 芦北町役場2階 研修室 10月2日（水） 10：00～15：00 

水俣市 もやい館3階 音楽室 10月1日（火） 10：00～15：00 

八代市 やつしろハーモニーホール 中会議室 10月6日（日） 10：00～15：00 

氷川町 竜北福祉（竜翔）センター 研修室 10月5日（土） 10：00～15：00 

人吉市 人吉市社会福祉協議会 2階 第一会議室 
（人吉市総合福祉センター） 10月5日（土） 10：00～15：00 

天草市 天草宝島国際交流会館ポルト 10月5日（土） 10：00～15：00 

年間行事
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□主　催　熊本地方法務局

□日　時　令和元年10月6日（日）10：00～15：00

□会　場　熊本地方法務局　4階会議室

（予約制）　

  ※相談員を派遣全国一斉！法務局休日相談所

□主　催　総務省　熊本行政評価委事務所

□日　時　令和元年10月16日（水）10：00～15：00

□会　場　くまもと県民交流館パレア　10階「パレアホール」

　　　登記、税金、年金、労働問題、DVなど、多業種の専門家が一同に介する無料相談会です。

  ※相談員を派遣行政と困りごと相談所

□主　催　熊本県司法書士会・熊本県土地家屋調査士会

　　　　　熊本県青年司法書士会・熊本県青年土地家屋調査士会

□日　時　令和元年10月20日（日）

□会　場　１、くまもと県民交流館パレア10階　会議室７

　　　　　２、熊本県司法書士会館（面談及び電話相談）

　　　　　３、やつしろハーモニーホール

「不動産トラブル 110 番」合同無料相談会

□主　催　熊本県専門士業団体連絡協議会

□日　時　令和元年11月23日（土・祝）午前10時～午後4時

□会　場　くまもと県民交流館パレア9階

熊本県下の8つの専門士業が合同で行う、年に1度の無料相談会です。

日常生活で抱える問題は、１つの専門分野では解決できない複雑なものも多いです。

「どこに」「だれに」相談したらいいのかわからない多岐にわたる問題でも、ワンストップで問題解決を

サポートできる相談会となっています。

熊本の 8士業合同無料相談会

担当相談員の皆さん　
お疲れ様でした！

年間行事
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日時　11月1日（金）１３：００～１６：３０

場所　くまもと県民交流館パレア　会議室７

日時　11月7日（木）　１３：００～１６：３０

場所　上益城郡益城町宮園（実地）

　　　益城町総合体育館視聴覚室（座学）

講師　熊本市財政局財務部固定資産税課　非木造班　主査　　　村田絢也氏

　　　熊本市財政局財務部固定資産税課　非木造班　主任主事　上田将人氏

　平成28年熊本地震で被災した益城町の家屋に立ち入り、「住家被害認定調査票」に記入し

ながら、各部位ごとに損害割合を算出しました。1回の研修で、実際に被災建物を調査できる

レベルになることは難しいですが、有事の際に行動できるよう、研鑽を重ねることが大切だ

と感じました。

研修会報告

住家被災家屋認定調査員研修会　（CPD特別研修）　7.0 ポイント

広報部
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日時　11月15日（金）10：30～16：30

場所　ホテル日航熊本　5階　天草

各部の事業報告《40分》

講義1 「キャッシュレス決裁と土地家屋調査士業務」《30分》　

講師　 松村充晃　業務研修部長

現状、土地家屋調査士業務では、現金決済、振込等が主流で

あり、特に困ることはありませんが、国策として行われて

いるキャッシュレス決裁について考える講義でした。

                                

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

講義2 「オンライン申請　調査士報告方式のやり方」《90分》  

講師　 坂本隆一　業務研修部委員

11月11日から、添付書類を全く提出しないオンライン申請

です。この機会に、半ライン申請をしている方も、オンラ

イン申請をしていない方も、調査士報告方式でオンライン

申請をしてみませんか。　　　

　               

講義3「改正相続法の基礎知識」《120分》

講師　　司法書士　木村円香先生

本年１月１３日から段階的に改正相続法が施行され、

およそ40年ぶりに改正された相続に関する概要を、わかり

やすく解説していただきました。

第 2回 CPD研修会　5.0 ポイント

年間行事
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　毎年恒例のボウリング大会ですが、今年も去る令和１年８月２４日、宇土パスカワールドにて行われ

ました。新元号に変わり記念すべき第１回目の今大会は、奇しくも第３０回の節目の大会でもあり大盛況で

した。その模様をご報告したいと思います。

　わが山鹿支部は、毎年優勝争いに絡む強豪です。実は、昨年の大会で団体の部の優勝を勝ち取ったのも

山鹿支部で、私の事務所の補助者チームだったので、今年はディフェンディングチャンピオンとして臨む

大会です。

　開会式の後、高木名誉会長の始球式で競技が開始されました。競技は、支部ごとに３人でチームを

編成して、３ゲームのトータルスコアで争います。今年は総勢６６名（男性５６名、女性１０名）の

参加でした。山鹿支部からは１２名の参加で、４チームを編成して二連覇に挑みました。やはり３ゲーム

投げるとなると皆さんやや疲れ気味でしたが、一球投げるごとに歓声が沸き、和気藹々とした雰囲気の

中で、楽しくプレーすることができたと思います。

　さて、今年の結果は以下の通りとなりました。

　男子個人の部　

　優　勝　原田朋秀先生（天草支部）

　準優勝　増田久男先生（宇城支部）

　三　位　杉島龍市先生（熊本支部）

　女子個人の部

　優　勝　柏山あかねさん（山鹿支部、私の事務所の優秀な補助者です！）

　準優勝　緒方幸子さん（宇城支部）

　三　位　岩下せつ子さん（天草支部）

　団体の部

　優　勝　天草Aチーム

　準優勝　宇城Bチーム

　三　位　玉名Aチーム

　

　惜しくも山鹿支部の団体優勝はなりませんでしたが、今年も楽しいボウリング大会となりました。それに

しても、柏山さんが個人優勝したことで、昨年に続き、今年もわが事務所の補助者が優勝カップを持ち帰る

こととなりました。すばらしい！柏山さんおめでとう！また来年の大会が楽しみです。

▲男子個人の部優勝、天草支部　原田先生 ▲女子個人の部優勝、柏山さん

ボウリング大会 山鹿支部／広報委員

中 島  英 司

▲よくがんばりました

▲開会式 ▲閉会の言葉

▲閉会の言葉

▲高木名誉会長の始球式

年間行事
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原点清掃
■日　　時　　令和元年9月28日（土曜）11：00～

■参加人数　　21名

　毎年、会員有志により行われている原点清掃。今年は台風の影響で実施日が延期となりました。そのため、

恒例のバーベキュー、親睦キャンプも中止となり、例年に比べると参加人数が少なかったのですが、阿蘇の

秋空の下、参加者全員で汗を流しました。

　入会間もない会員の皆さんには、あまりなじみがないかもしれませんが、2000年に土地家屋調査士制度

50周年を記念して、熊本県土地家屋調査士会が平面直角座標系（日本測地系）Ⅱ系原点に、記念碑「地図の源」

を設置しました。明治時代から、2000年に世界測地系となるまでの100年以上の間、測量の理論上の基点と

して使用されてきた場所です。日本の原点のほとんどが海の中や山奥にあり、この記念碑のように通常人の

目に触れるような場所にはありません。

　現在の世界測地系Ⅱ系原点の位置は、記念碑のある位置から南東に約420ｍずれたところです。

　本会ホームページに、20年前の若々しい（？）中島孝副会長の解説動画がアップされています。

広報部
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熊本大学法学部　後期特別講義ⅠA（法律実務の諸相）
　平成29年度から始まった熊本大学法学部の特別講義ですが、本年度から熊本県下の専門8士業からなる

熊本県専門士業連絡協議会※で受け持つことになりました。16週にわたって、各士業が2週ずつ講義を担当

します。

　学生が学んでいる法学が現場実務でどのように活かされているか、士業の重要性や将来性、目指したいと

思ってもらえるような内容を盛り込み、講義を行いました。土地家屋調査士会は第1回と第2回を担当しました。

※熊本県専門士業連絡協議会　

熊本県下の専門8士業（土地家屋調査士、弁護士、税理士、行政書士、司法書士、不動産鑑定士、社会保険

労務士、公認会計士）でつくる団体　

■日　程　令和元年１０月～令和２年３月（令和元年度後期科目　２～４年次 300名）

　　　　　毎週水曜日４限 （午後２時４０分から４時１０分　90分）

■講　師　社会事業部理事　武田真佳会員

■場　所　熊本大学黒髪キャンパス　文法学部棟B1教室　　

　　　　　（熊本市中央区黒髪2丁目40番1号）

■講義内容　【第1回】10月2日　

　　　　　　　・土地家屋調査士の業務

　　　　　　　・「地面のボタンのなぞ」　動画視聴

　　　　　　　・土地家屋調査士試験について

　　　　　　【第2回】10月9日

　　　　　　　・第1回講義の質問に対する回答

　　　　　　　・「境界を探せ！3人の土地家屋調査士」　動画視聴

　　　　　　　・「公図」について

広報部
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九州測量専門学校　出前授業
■日　時　　令和元年9月25日（水曜日）14：00～15：30

■講　師　　業務研修部長　松村充晃会員　　業務研修部　河原一隆会員

■場　所　　九州測量専門学校　（熊本市北区龍田7丁目36番80号）

　本会会員を多く輩出している九州測量専門学校で、生徒70名を対象とした講話（90分）を行いました。

当学校にはミャンマーやインドネシアからの留学生も多く在校しており、一緒に受講しました。

　前半は、松村充晃業務研修部長が担当し、国家資格である土地家屋調査士の紹介をしました。

　①世界的にも優れている日本の「登記制度」と、土地家屋調査士の重要性や高い専門性。

　②測量の技術が必要であることや知名度の低さから、受験生が減少していること。

　③測量を学んでいる学生にはとても有利な資格であること

　を伝えました。

　後半は、卒業生である河原一隆会員が担当しました。土地家屋調査士を目指したきっかけ、試験勉強の

苦労など、実体験談だけでなく、社会的な責任や、やりがいについて語り、学生たちの心に響いた様でした。

質疑応答では、河原会員の年収に教室中がどよめきました。

広報部
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阿蘇大津支部　出前授業 阿蘇・大津支部／広報委員

上 田  敏 雄
Let‘s Try Treasure Hunting 2019 in 大津北小学校

　令和元年9月30日（月）9時40分から11時30分まで出前授業が

行われました。当日は秋らしくなく汗ばむ程の陽気に恵まれました。

　最初に、山村支部長のあいさつ、佐賀校長先生のあいさつ、続いて

川上副支部長が授業の内容を分かりやすく説明されました。

　当初、5,6年生26名は緊張した面持ちでしたが、一緒に活動していく

うちに徐々に打ち解け、時折笑顔も見られるようになり、楽しい

雰囲気でした。

授業の内容（※別紙出前授業説明図参照。）

①自分の歩幅を確認してもらい歩測エリアにて歩いて距離を測りました。

②各点GPS1,GPS2においてGPS観測を行いました。

③トランシットをGPS1,GPS2に据えて、任意点を基準に30度で13ｍの

　点1、点4と60度で25ｍの点2、点5と90度で23ｍの点3、点6の位置

　を出してもらい、三角形123と三角形456をそれぞれ作りました。

④点1と点3の中点Ｃ1、同じく点4と点6の中点Ｃ2を歩測にて測ってもらい、それぞれ点Ｃ1と点2の

　中点を、点Ｃ2から点5の中点を測ってもらい宝物（宝物と書いたメモ紙）を探してもらいました。

　また、ソフトボールの遠投をして、飛距離測定も行いました。
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　今回の目的は、算数の授業で習う角度や距離等を通じて、測量を身近なものに感じてもらい、少しでも

算数の授業に興味を抱かせ、角度や距離が社会に出ても大いに役に立つものだと認識してもらうことです。

　児童たちに、土地家屋調査士がどのような仕事を行っているのかを少しでも知ってもらえたのではな

いのでしょうか。

　最後に、無事に今出前授業が大成功で終わりましたのは、1年前から準備をされてきた発起人である

川上副支部長をはじめ阿蘇大津支部会員の先生方、本会の会員の先生方のお力添えのおかげです。

皆様、本当にありがとうございました。また、お疲れ様でした。

　今後も、このような啓蒙活動を通じて世の中の人に少しでも土地家屋調査士を知っていただけたらと

切に願います。

年間行事
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　令和元年11月6日、熊本市立中島小学校（熊本市西区中島町538番地　生徒数235名　奥田洋一校長）

の６年生36名を対象として、ＴＳやＧＮＳＳ測量機を体験する出前授業を実施しました。

　文部科学省の学習指導要領によれば、「縮図や拡大図の意味や特徴について、作図することを通して

理解できるようにする」ことが６年生の学習目標として定められており、それを学習する時期に合わせて

グラウンドで体験授業を行う機会をいただき、縮図をもとに、ＴＳを使って素描するほか、ＧＮＳＳを

使って宝探しを行いました。

　私たち土地家屋調査士が日頃どのような仕事をしているかを伝え、将来の職業選択の参考にしてもらう

ことも目的として開催しており、今年で３回目になります。当日は会員42名にご協力をいただきました。

　グラウンドでの体験学習に先立って、教室において武田真佳会員が座学による授業を行い、①土地・

建物の権利の保全を図るための登記制度、②「土地家屋調査士」という国家資格者の社会的な役割や

業務内容、③地球の経度や緯度とＧＮＳＳの仕組み、④グラウンドでの体験学習の内容等について、

画像や地球儀のモデルを用いて分かりやすく解説を行いました。

地上絵プロジェクト 2019
熊本市立中島小学校 熊本支部／広報部理事

後 藤  俊 二

▲授業の様子（講師　武田真佳会員）

年間行事
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▲ＴＳによる素描の様子

▲宝探しの様子　 ▲宝の地図（作　松村充晃会員）

　その後、グラウンドにおいて、児童６名毎に６班に分かれ、体験学習を行いました。校長先生より今回の

体験授業の趣旨等の説明が行わた後、前半は、星形の縮図をもとに半径５ｍの星を描くため、ＴＳ係・

ミラー係・ハンマー係など役割を交代しながら体験をしてもらいました。ＴＳには必ず１人１回は触れて

もらうようにして、始点から３６度ずつ振って、交互に長辺５ｍ、短辺２ｍ程を視準し、鋲を打ち、最後に

鋲をテープで結ぶと星形が完成しました。

　後半は、各班の班長が世界地図や九州地図を使って、緯度や経度について、身近なスマホやカーナビの

ＧＰＳ機能を通して説明した後、松村充晃会員の力作である“宝の地図”を見て座標値を確認しながら

ＧＮＳＳ機を使ってグラウンドに隠された“宝”（金属鋲）を探しました。

　コントローラを持って指示する係、ポール係、地図係など役割を交代しながらの作業でしたが、児童たち

は機器の操作に慣れることも早く、素早く宝を探し当てていました。

　最後に、吉田末春会長から、土地家屋調査士という仕事を将来の職業の選択肢としてもらいたいことを

挨拶として述べられ、記念品の三角スケールが贈られました。また、熊本県公共嘱託登記土地家屋調査士

協会の近藤聡副理事長からも挨拶をいただき、閉会となりました。

年間行事
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▲閉会の様子

　児童からは、「機械の操作や測量することが面白そうだと思った」「難しかったけどきれいな星形に

なって良かった」などの感想をいただきました。児童の皆さんが興味を持って機器を操作している様子に、

私たちも元気をもらうことができました。また、先生方からも好評をいただきました。

　当日の様子は、夕方の地元ニュースとして数社のテレビ局で放送され、翌日の新聞朝刊にも掲載をいただき、

土地家屋調査士の知名度の向上に効果のある事業となったものと思います。また、現在の義務教育のなかで

測量等の体験をすることは無く、このような活動を通じて土地家屋調査士に興味を持ってもらい、資格取得

を目指す方を増やすことが、制度の維持・発展に繋がって行くものと思います。

　

　ご協力をいただきました学校関係者の皆様、行政書士の佐藤竜也先生、アイサンテクノロジー株式会社の

茂見謙一営業所長、会員の皆様には、紙面を借りて御礼申し上げます。

年間行事
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▲熊本日日新聞令和元年10月1日朝刊より抜粋　

▲熊本日日新聞令和元年11月13日朝刊より抜粋　

新聞記事（転載）

年間行事
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　平成３１年１月に県会から平成２８年熊本地震記録誌が発行されたことを受け、阿蘇・大津支部で

は、記録誌作成に深く携わった土地家屋調査士を講師にお招きして、下記の要領により熊本県司法書士

会阿蘇大津支部との合同による支部研修会を開催しました。土地家屋調査士、司法書士合わせて２９名

が出席されました。

　阿蘇・大津支部管内は熊本地震の被害が集中している地域であり、なお復興の途上にあります。そこで、

地震の教訓を忘れないために、また、震災後の土地家屋調査士の活動内容を司法書士の方々に知っていただく

またとない機会でもあると考え、合同での研修会を開催する運びとなりました。なお、支部長を通じて県会

にもご協力をいただいて、当日は司法書士のために記録誌の貸し出しを行いました。

 阿蘇・大津支部ではおそらく初めての調司合同での研修会であり、また、インターネット環境にない研修

会場でYouTube動画を配信するために私自身初めてWi－Fiのモバイルルーターを借りて準備するなど、初めて

尽くしの試みが多く、思った以上に準備が大変でした。途中、島田先生の講義の際にケーブルの接触不良で

一時プロジェクターが映らなくなるなどのトラブルがありましたが、抜群の講師陣のおかげで無事に研修会

を終了することができました。

 業務多忙の中、快くお引き受けいただいた講師の皆様、本当にありがとうございました。　

記

１．日　時：令和元年８月１７日（土）１３時００分～１６時３０分

１．場　所：光の森町民センター（キャロッピア）

１．内　容：『土地家屋調査士から学ぶ熊本地震のこと』

司調合同支部研修会
阿蘇・大津支部

後 藤  隆 一

支部レポート

（熊本県司法書士会阿蘇・大津支部、
         熊本県土地家屋調査士会阿蘇・大津支部）

①「平成２８年熊本地震記録誌について」

　　講師　土地家屋調査士　坂本隆一　会員
　　　　　　　　　　　　 （熊本支部）

②「地表の移動について」

　　講師　土地家屋調査士　山村修司　会員
　　　　　　　　　　　　 （阿蘇・大津支部）

③「断層と筆界」

　　講師　土地家屋調査士　島田宗雄　会員
　　　　　　　　　　　　 （阿蘇・大津支部）
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支部レポート

YouTubeにアップされた地震関係の動画の紹介や記録誌作成の苦労話など、

たっぷりと、しかもわかりやすい講義をしていただきました。

地表の移動についての観測成果のほか、

ご自身のボランティア活動についての

体験談も紹介されました。

右端にちっちゃく

映っているのが一番目

の講師の坂本隆一会員

立ち上がってマイクを

握っているのが、

二番目の講師の

山村修司会員

ホワイトボードの前で

解説しているのが、

三番目の講師の

島田宗雄会員

層の分布やズレた境界についての登記の取り扱いなど、　　

相変わらず密度の濃い内容の説明をしていただきました。
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▲忘年会②▲忘年会①

▲司法書士森裕樹会員 ▲研修会全景

▲岩﨑支部長 

▲岩﨑支部長

支部レポート

　令和元年１２月７日（土）、天草市太田町のホテルアネックス

において、司法書士会天草支部会員及び土地家屋調査士会天草

支部会員を対象に、合同研修会が開催されました。

　研修講師は、司法書士会天草支部の森裕樹会員が務められ

ました。令和２年に施行される民法の総則編・債権編に関する

改正点並びに不動産登記実務に直結する売買における債務不履

行による解除・損害賠償・瑕疵担保責任等のポイントに絞って

ご講義くださいました。

　普段の実務の中で民法の債権法について考えることは多く

ないですが、司法書士とは業務連携の面から見ても有意義な

研修だと感じました。

　研修後は忘年会も行われ、司法書士との親睦を深める良い

機会となりました。

司調合同天草支部
研修会・忘年会 天草支部／広報委員

平 林  陽 兵
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Ｑ.好きな食べ物、嫌いな食べ物？

　肉食系だったのが草食系に変わりつつあります。

居酒屋に行くと必ずサラダを注文します。祖父が

玄関の前で鳥を屠殺していたのがトラウマとなり

とうとう食べなくなりました。現在は食卓にも

出なくなりました。

Ｑ.趣味は何ですか。

　真面目に答えるとバイク弄り、剪定、草取り、芝

刈り、オークション出店等です。最後まで自分でし

ないと気が済まない性格と思います。

Ｑ.将来のビジョン

　残された人生長くはないので早く人並みになり

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。

玉名支部

廣瀬公則事務所
玉名市安楽寺660-1　　　　　平成29年9月入会

Ｑ.調査士を選んだきっかけは？

　30年間務めた半導体会社から肩を叩かれ途方

に暮れていた頃、中途半端に生きていた自分を

試してみようと思ったのが始まりです。24時間

温室育ちの私にとって現場での体力消耗の勢い

が身に染みて感じておりますが日々努力と唱え

ながら四苦八苦しながらやっています。

Ｑ.業務の中で印象に残っていることは？

　毎日、出くわす事件が新鮮そのもので印象だら

けです。色んな人と出会えて人間模様を直に体験

できワクワクしながら現場に出向いています。

廣 瀬  公 則
ひろ　   せ          きみ      のり

新入会員紹介
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Ｑ.好きな日本プロ野球の球団

　福岡ソフトバンクホークスです。個人的には埼玉

西武ライオンズの源田壮亮選手も応援しています。

八代支部

源田正樹事務所
熊本県八代市本野町９１７番地１

Ｑ.好きなスポーツ

　野球です。小学校から野球を始め、埼玉西武ライ

オンズの源田壮亮選手と同じ遊撃手を守り、肩の弱

い遊撃手として守備に定評がありました。

源 田  正 樹
げん      だ          まさ       き

新入会員紹介
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Ｑ.趣味。又は過去に熱くはまったことは？

　若い頃はバイクで北海道へツーリング行ったり、

エレキでベンチャーズのコピーなどやっていま

した。

　今では、妻の趣味である園芸とDIYの補助者と

して、棟梁（妻）の指示でせっせと庭づくりに励ん

でます。

Ｑ.将来のビジョン

　登記申請や測量に限らず、資格を生かした新た

なニーズを求めてビジネスチャンスとし、そして

楽しみたい。

 

P.S  宇城支部の皆さん、早速の忘年会へのお誘い

ありがとうございました。

宇城支部

溝上健二事務所
宇土市松原町216番地11

Ｑ.調査士を選んだきっかけは？

　自己啓発で宅建に挑み合格。個人開業をやっ

てみたかったのと次なるステップとして調査士

が直感でおもしろそうと思ったから。

 

Ｑ.好きなことは？

　売地や中古物件を見て勝手に独自の査定をする

こと。

　港や海峡で大型船舶を眺めてロマンを感じること。

　クラシックとコーヒー、ジャズとお酒の組み合

わせで浸ること。

　ランニングしている人を見て、自分も頑張らな

ければと思うこと。

　疲れた後の風呂上がりの最初の一口目のビール

で生き返ること。

  ルービックキューブを最速で６面完成させること

　その他、夏の早朝読書や、温泉で無心になる

ことなどたくさんあります。

溝 上  健 二
みぞ     がみ     　けん      じ

新入会員紹介
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青年会通信

　青年会では事例検討会を開催しております。事例検討会とは、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。

　事例検討会の会場は、熊本県土地家屋調査士会会館にて開催しているため、熊本市以外の会員の皆様

より『参加したいけど遠くて行けない！』とのご意見を多数頂いておりました。そこで出張 事例検討会

として、宇城市松橋町にて開催しました。

 

令和元年７月２７日（土）　ホテル華月園にて

検討会では多数の会員が参加し活発な意見が集まり、有意義な内容となりました。

ここで、事例検討会で議題に上がった事例の一部を紹介します。

　・官民境界確定時の旧字図（和紙）の重要性

　・地積測量図の縮尺について、1/1000で入らない場合は1/2000か1/2500か

　・測量での縮尺係数の必要性

　・宅地を農地に地目変更出来るか

　・農地を地目変更する場合、農業委員会の農地台帳に登録が無い時の添付書類

　・建物表題登記を申請する時期について、工事進捗はどの程度であれば申請可能か

　・ビルトインガレージがある場合の建物種類について。「居宅」又は「居宅・車庫」とする場合の要件

　・納屋（古い未登記の農業用倉庫）の２階（高さ1.5m以上）は床面積に算入するか。参入する場合はその要件

　・コンクリート製堀車庫の構造・屋根の種類

　・1番1の土地に家屋番号「1番1の1」と「1番1の2」の建物があり、「1番1の1」を滅失し、新たに

　　新築した場合の家屋番号

　・家屋番号「1番」（物置）と家屋番号「1番の2」（居宅）を合併した場合の家屋番号

以上、青年会らしく初歩的なことばかりですが、出席会員で議論しています。

最後に青年会では今後も事例検討会・出張事例検討会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。

研修会・事例検討会
宇城支部／広報委員

岡 山  悌 幸
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熊本県専門士業連絡協議会研修会・大懇親会 広報部

　熊本県専門士業連絡協議会とは、熊本県下の専門8士業で構成する協議会で、熊本大学法学部特別講義、

研修会、無料相談会を実施しています。

　参加する専門士業団体　　

　熊本県弁護士会

　熊本県司法書士会

　南九州税理士会熊本県連合会

　熊本県行政書士会

　熊本県社会保険労務士会

　熊本県土地家屋調査士会

　公益社団法人熊本県不動産鑑定士協会

　日本公認会計士協会南九州会熊本県部会

　　

　研修会　　

　■日　時　　令和元年10月25日（土）午後2時～4時30分

　■場　所　　熊本市国際交流会館5階

　■内　容　　新たな在留資格「特定技能について」

　■講　師　　福岡出入国在留管理局　熊本出張所　所長　塩原健緒 氏

今年度の幹事会は行政書士会でした。

行政書士兼業の土地家屋調査士会員も多数参加

されました。

　懇親会　　

　■日　時　令和元年10月25日（土）午後6時～

　■場　所　ホテル日航熊本　5階

令和2年2月14日（金）には、専門士業若手懇親会が行われます。

士業ごとに業務の内容をプレゼンする企画なども計画されており、他士業への理解と交流を深める機会です。

▲研修会終了後、ホテル日航に場所を移して懇親会が行われました。

そのほかの行事
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▲ジャズの生演奏でお出迎え

高田俊宗先生　黄綬褒章受章祝賀会 広報部

■日　時　令和元年９月13日（金）１８：００～

■場　所　ホテル日航熊本「阿蘇」

他士業の会長をはじめ、日調連の役員方、九州各県の調査士会会長たくさんのご来賓がお祝いにかけつけら

れました。高田先生のご挨拶では、奥様への感謝の言葉が贈られました。お人柄を感じる温かい祝賀会でし

た。

▲二次会でプレゼントされたテディベア　　

吉田末春先生　法務大臣表彰祝賀会 広報部

■日　時　令和元年11月15日（金）１８：００～

■場　所　ホテル日航熊本「阿蘇」

そのほかの行事
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世界かんがい施設遺産

　私は、調査士業務の傍ら農業（稲作）を営んでいます。

　世界的に見れば、日本は緑豊かで蛇口を開けると安心して水を飲める国でもあります。　それも、先人達

の苦労・労力によって成り立っているものと考え、今回利水事業に携わった先人達の偉業についてレポート

しました。

　九州山地に四方を囲まれた人吉球磨地方。清流球磨川とその水系疎水水路＝幸野溝と百太郎溝は、

湯前町・多良木町・あさぎり町・錦町を潤し、豊かな自然を育んでいます。

人吉支部／広報委員

松 本  健一郎

①市房ダム①市房ダム

②幸野ダム②幸野ダム

②② ①①

所在地の概況・・・

　かんがいの歴史・発展を明らかにし、理解醸成を図るとともに、かんがい施設の適切な保全に資すること

を目的として設立された国際かんがい排水委員会（ＩＣＩＤ）により２０１６年（平成２８年）に遺産登録

されました。

 江戸時代中期、当時は相良藩にとって財政のたて

直しのため新田開発が極めて重要な問題でした。

そこで元禄９年（１６９６年）相良藩主の命をうけた

相良藩士高橋政重（当時４７才）は、幸野溝開削に

世界かんがい施設遺産とは・・・

幸野溝・百太郎溝

幸野溝

こ う  　  の        み ぞ ひゃく      た       ろ う      み ぞ

遺産の概要と特徴・・・

▲高橋政重翁　大堰築造の図

広報委員レポート
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広報委員レポート

　着手し、幾度の困難に直面しましたが、１０年を経た宝永２年（１７０５年）政重と村人たちの血のにじむ

ような努力によりついに『幸野溝』は完成したのです。

　現在は、昭和３３年の市房ダム建設により取水樋門及び水路の改修が行われ、延長１５,４１２ｍ暗渠

（隧道）の総延長２,５２４ｍ、かんがい面積１,３８７ｈａで組合員数１,５９２名、湯前町、多良木町、

あさぎり町の３町を潤しています。　又、水田はもとより、防火用水など住民生活の一部として活用されて

います。（新幸野溝除く）

 古城台地を貫くトンネル総長２,５２４ｍは、江戸時代を通じ、日本最長のかんがい用トンネルとして高い

評価を受けています。　急流球磨川を手造りのダムで堰とめ、台地の底を堀り抜いて水を走らせる一大プロ

ジェクトが、すでに球磨では３００余年昔に実現し、しかもその維持・管理が３００余年間続いている点は

歴史的価値も周囲の注目するところです。

▲③新・旧貫分岐地点 ▲④新・旧貫合流地点

③③

④④

旧貫隧道内部旧貫隧道内部
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広報委員レポート

　江戸時代中期、かつてこの地域は陸稲やサツマイモ

などしか取れない畑地帯でしたが、１７０５年に水田

開発を目的として、堰・隧道・水路群からなるこのか

んがいシステムが建設されました。

　幸野溝大堰の建設は、水源となる川が日本三大急流

のひとつであるため、完成までに２回大洪水によって

流出する難工事でした。

そこで、堰を「横堰」「竪堰」と呼ばれる２つの部分

を組み合わせたＬ字型のものにしたのです。（右の見取図を参照）このような形の堰は、他では見られない

大変珍しいものです。　又、堰の前には大岩を置いて激流や流木などの直接的な衝突を防ぐ工夫が施され

ました。　完成後にが大洪水による破損で部分的な修理は繰り返されましたが、土台から堰が押し流される

事はありませんでした。　他にも上流域で伐採した材木を流下させるための筏通しと排砂のための排砂溝が

開けられているといった特色がみられます。

　最後に、今回のレポートに際し、地元に居ながら知らない事の多さに不勉強である事を痛感しました。　

又、土地改良区の関係者の皆様のご協力・資料のご提供に感謝いたします。

　尚、本紙面の関係上、心苦しいのですが幸野溝についてのレポートとなりますことをご了承下さい。

申し訳ありません。

頑強な石トンネルと先進的環境思想・・・

貫き堀銭伝説
ぬ　　　　　　　ほり　　ぜに

　人吉球磨地方を治めていた相良氏第２２代目頼喬公は大変お金に困っていました。参勤交代での

多額の費用や江戸幕府から命じられる道路や川の工事のための高額のお金を必要としたためです。

　１６９６年（元禄９年）政重は、幸野溝の工事を始めました。　近くの村々から多くの人たちが

集められました。　球磨川を堰き止めそこから水を取り入れ溝を掘って用地や荒れ地に流す工事が

連日続けられました。

　大きな工事が三つありました。

　ひとつ目は、球磨川に堰を造る工事です。　川を掘り大きな木を組み、その中に大小の岩と石を

積めて川の流れを堰き止めます。

　二つ目は、球磨川と平坦地に横たわる古城台地にトンネルを掘る工事です。

　三つ目は、長い水路を切り開いて新しい田んぼを造る工事です。

　工事の中でも古城のトンネルを掘る工事は困難を極めました。　真っ暗な中でトンネルを

掘っていく大変苦しい作業です。　誰も嫌がってトン

ネルの中に入ろうとはしません。　政重はトンネルの

出口に壺を置き、その中にお金を入れ作業をする人が

出てくる度に壺の中のお金を一回ずつ掴み取りするこ

とを許しました。　作業をする人たちはお金欲しさに

何回も何回もトンネルに入り作業を繰り返しました。

　このことを「貫き堀銭」と言う名で現在まで語り継

がれています。
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　小学校の卒業式が近づいたので、床屋に行こうとしていた。熊本県全部のことは知らないが、昭和四十年

代当初、玉名市の伊倉に限って言えば、男の子はみんな中学生になると、坊主にならなければならないの

だった。

　学校では、坊主頭が日を追うごとに増え続けていて、決心を迫られていた。学校から帰って家の中を覗く

と、父と母とが話をしていた。父が帰って来ているとは思っておらず、「今から床屋に行くけん」と、どちら

に向かってでもなく、声を掛けた。

　母からの返事がなかったので、「坊主になって来る」と重ねて言った。声を聞いた父は、しばらく間を

置くと私に顔を向けて「明日バリカンば持って来るけん、行くとは、待っとくたい」と言った。父には期待

しておらず、母から散髪代を貰おうとしたのだが、父が頭を刈ってくれるらしい。

　私は坊主になるのを決心したばかりなので、さっさと床屋に行って、早くに終わらせたかったが、川田瑛一、

人生最初の坊主頭に、父が、自分でバリカンを入れたかったのだろう。私には怖い父なので、文句が言えな

かった。父は長患いで入院中だった。いくらか体調の良いときには一旦帰宅して、夕方には病院へ戻るという

パターンが多かった。病院から、外出や外泊がどのように認められていたのかは分からないが、無断という

ことではなかったようだ。

　次の日学校から帰ると、家の中に父がいて、横にバリカンがセットで置いてあった。持っているはずは

ないので、どこからか借りて来たのだ。同じバリカンでも、床屋で見るのと家で見るのとで、感じが違って

いて、どうしたものか立ち止まっていると、父から、軒先に用意してある椅子に座るよう言われた。

　首にタオルを巻かれたが、体をすっぽり覆う衣はなかったので、髪を落とすのに風呂敷を両手で持って

前に広げ、髪の毛が拾いやすいように、頭を前に倒して、用意が出来た。

　床屋とは勝手が違い、不安な気持ちになって、諦めにも似た気持ちでじっとしていると、頭の中心をバリ

カンが、シャキシャキ音を立てながら動いて行った。こんな場面は、テレビのコントか何かに出て来そうと

思いながら、バリカン幅で、一直線に刈り取られて行く自分の頭を思った。

　弟二人がもの珍しそうに家の中から出て来て、父の後ろから私の頭に目をやっていた。

　「お前たちも刈ってやろうか？」父が振り向いて言うと、五歳の弟は「嫌だ」と言って、家の中に逃げ込

んだ。小学校三年生の弟は「坊主にはならん」と言って、笑いながら末弟のあとを追った。

　これまでに、親から体を触られた記憶はなくて、頭を父の手が触れていたり、横からじっと見られていた

りすると、気恥ずかしいが、父はバリカンを手にしていて、私の気持ちに関係なく、右から左から容赦の

ない視線を、私の頭に浴びせかけるのだった。

　刈り終わって父は、服のあこちちに付いた髪の毛を払ってくれたが、充分ではない。襟元がチクチク

する。坊主になった頭に手をやって、首筋に付いた髪を払った。

　父は、坊主になったばかりの私の頭を、何か言いたそうにじっと見ていて、「俺の髪も伸びて来たけん、

頭ば刈ってくれ」と、全くの不意で、私にバリカンをよこした。

　「バリカンはした事（こつ）ん無か」戸惑っていると、父は、私にバリカンを握らせて、手の上から押さ

えて、「こぎゃん（こう）握って、手ば動かすと良かつたい」と、意に介する様子はなかった。

　「父ちゃんも坊主になると？」聞くと父は「そうたい」と言い、家の中から、新しいタオルを持ってくる

熊本支部／広報委員

田 口  一 法

父のバリカンと小学生のバリカン
『小説　阿蘇のやまかげ』より抜粋　（その１）

いっぽうの部屋
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よう言った。

　手渡すと父は、自分で首にタオルを巻いて、さっきまで私がしていたのと同じ姿勢で、風呂敷を体の前に

広げた。父は何も言わないが“さっさとやれ”とでも言いたげで、その無言の声に、応えるも応えぬも

私次第。訳が分からずに親子の立場が逆転していて、私は自分が、父よりは偉くなった気がした。

　私は、バリカンの扱いには慣れていないので、長く動かしていると手が疲れて、動かすのが面倒になるの

だった。億劫と思った瞬間、バリカンがガチッと噛んで、父が何度か「痛い！」と、顔をしかめた。

　右手でバリカンを動かしていると、左手は自然と、父の頭を押さえていた。親の頭を押さえつけるのも

どうかと、最初躊躇したが、手の置き場所はおのずと、バリカンを使っている動きの中に納まっていった。

　不慣れなバリカンの扱いを終わらせて、父の頭に一箇所か二箇所、赤いものが見えていたら面白いと、

良からぬ考えを巡らせて、刈り残しがないかどうか、頭をぐるりと見回した。幸い、父の頭に赤いものは

なくて、いい具合に仕上がっていたので、二人坊主頭を並べて、家の中へ入った。父を見た母は、最初驚い

た顔をして、その次には大きく笑った。弟二人が代わる代わる、父と私の頭を撫でに来た。

《続く》次回、柔道部

いっぽうの部屋
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サロン

広報委員レポート

　サイレンが鳴り響く。

　消防団の出初め式が終わったようだ。

　後援会の私は、先輩の軽トラックに炊き出し用に使った釜や鍋・茶碗等を乗せ、町内会館に戻る途中だ。

　「お疲れさん！」とつぶやき、西の空を見る。

　真っ赤な夕焼けが心に染みる。

　さあ、道具を片付けたら、団員の慰労会準備だ。

　カー・ラジオから懐かしい歌が流れている。

　軽やかなスリー・フィンガーのイントロが聞こえる。

　【加藤和彦と北山修】の『あの素晴らしい愛をもう一度』だ。

　『帰って来たヨッパライ』で一斉を風靡した【ザ・フォーク・クルセダーズ】メンバーのうちの二人の曲

である。

　ラジオに合わせて口ずさむ。

　「いの～ち～かけてと～♪」

　そう言えば・・・

　　　　　　　　　　　　　　いのちかける

　はあっ、立会も無事済んで測量もこれで終わり。

　機械をケースに納め、三脚を片付ける。

　知らず知らずのうちに、鼻唄が飛び出す。

　「いの～ち～かけてと～♪」

　そこへ学校帰りの小学生たちが通り過ぎる。

　ひとりの男の子が

　「おじちゃん、僕もいのちかけるばい。」

　「えっ？」

　「ふふふ、今日ね、先生が【命】っていう漢字ば教えてやんなったもん！」

　「・・・」

　はあっ、今夜も焼酎がうまかっ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サムタクロウス

人吉支部／広報部理事

佐無田  学

あの素晴らしい愛をもう一度
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益田法律事務所

益田 陽介先生　

熊本県弁護士会　熊本市中央区水前寺公園１５番１８号

本会顧問弁護士を委嘱いたしました。

会の動き

会顧問弁護士

常任理事会

令和元年度　第５回常任理事会
令和元年8月20日

議題

１．会費納入状況報告

２．ＡＤＲセンター処理状況

３．九州ブロック協議会会長会議出席報告

４．専門士業連絡協議会出席報告

５．九州地区所有者不明土地協議会基調講演出席報告

６．土地家屋調査士の日無料相談会結果報告

７．法務局及び司・調三者検討会及び

　　第１回法務局との協議会について

８．日調連親睦ゴルフ千葉大会への協賛について

９．益田陽介弁護士との顧問契約について

１０．全国弁護士会ADRセンター協議会出席について

１１．九州ブロック協議会担当者会同について

１２．髙田名誉会長黄綬褒章祝賀会について

１３．原点清掃について

１４．部会開催日について

１５．第４回理事会開催日及び場所について

１６．中間監査会開催日について

１７．各部補助簿収支について

１８．次回常任理事会の開催日について

令和元年度　第６回常任理事会
令和元年9月20日

議題

１．会費納入状況報告
２．ＡＤＲセンター処理状況
３．事務局体制について
４．第2回三者検討会報告
５．原点清掃参加状況について
６．会報くまもと夏号№294　発刊報告
７．不動産トラブル110番・「法の日」無料相
　　談広告掲載報告
８．地上絵プロジェクト準備報告 
９．各部事業実施中間報告
１０．制度制定70周年記念事業について
１１．阿蘇大津支部事業補助金について
１２．法務局乙号事務に係る一般競争入札に
　　　おける評価委員の候補者の推薦について
１３．託麻原校区もちつき大会の場所提供について
１４．郵便局電光掲示板広告について
１５．吉田会長法務大臣表彰祝賀会について
１６．暴力追放運動推進センター責任者講習会について
１７．九Ｂ熊本ゴルフ大会の準備状況報告及び
　　　協力員について
１８．オンライン申請マニュアル作成について
１９．測量専門学校の講義について
２０．ＣＰＤ研修会での事業部報告について
２１．法務局との協議会について
２２．野立看板について
２３．専門士業連絡協議会　熊大講義について
２４．ホームページ更新作業について
２５．次回常任理事会開催日連絡
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会の動き

常任理事会

令和元年度　第８回常任理事会
令和元年11月13日

議題

１．会費納入状況報告

２．ＡＤＲセンター処理状況

３．九州ブロック協議会会長会議出席結果報告 

４．九州ブロック協議会担当者会同出席結果報告

５．九州ブロック協議会担当者会同・

　　ゴルフ大会収支報告

６．三者検討会出席結果報告

７．オンライン申請について

８．被害認定研修会結果報告

９．地上絵プロジェクト結果報告

１０．事務局長手当について

１１．パソコン入れ替え（購入）について

１２．パンフレット「境界確認のお願い」の

　　　増刷について

１３．７０周年事業について

１４．城下県議関係の忘年会出席について

１５．熊本大学講義について

１６．お仕事探検フェアの下見について

１７．理事会時の質問内容について

１８．第５回理事会開催場所及び開催日について

１９．次回常任理事会開催日確認について

令和元年度　第７回常任理事会
平成元年10月7日

議題

１．会費納入状況報告

２．ＡＤＲセンター処理状況

３．原点清掃実施報告 

４．髙田名誉会長黄綬褒章祝賀会結果報告

５．法務局との協議会結果報告

６．綱紀委員会結果報告

７．各部会事業実施経過報告（修正分）

８．第６８回定時総会における

　　被表彰候補者の推薦について

９．職務上請求書取扱いの注意喚起について

１０．九州地区所有者不明土地連絡協議会　　

　　　熊本地区講習会について

１１．専門士業研修会及び大懇親会について

１２．九州ブロック協議会担当者会同及び　　

　　　ゴルフ大会について

１３．第４回理事会議題について

１４．第６８回定時総会日程及び開催場所　　

　　　について

１５．第８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４回理事会
令和元年10月11日

議題

１．全国会長会議出席結果報告

２．会費納入状況報告

３．ＡＤＲセンター処理状況報告

４．「地図の源」原点記念碑清掃実施報告

５．事務局体制について

６．令和元年度各部事業中間報告

７．苦情処理委員の選出について

８．第６８回定時総会表彰受章者について

９．阿蘇市役所外部受援マニュアルについて

１０．九州ブロック協議会担当者会同及び

　　　ゴルフ大会について

１１．職務上請求書注意喚起について

１２．日調連大規模災害基金について

１３．第６８回定時総会の開催日及び会場の連絡

１４．被災認定研修会について

１５．オンライン申請調査士報告方式について

１６．地上絵プロジェクトについて

１７．専門士業研修会及び大懇親会について

令和元年度　第９回常任理事会
平成元年12月6日

議題

 １．会費納入状況報告

２．ＡＤＲセンター処理状況

３．専門士業無料相談会結果報告 

４．第２回CPD研修会結果報告

５．国民年金基金への加入説明会について

６．三者検討会について

７．事務局職員の雇用について

８．日本加除出版legal gardenについて

９．被災認定調査冊子の作成について 

１０．オンライン申請用紙のデザインについて

１１．７０周年記念事業の予算について

１２．７０周年記念事業について

１３．第５階理事会の開催場所について

１４．九B事務手当てについて

１５．事務局パソコンの購入について

１６．熊本大学工学部授業相談について

１７．無料相談会について

１８．第１０回常任理事会の開催日について

１９．各部部会の開催日について 

理事会
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会の動き

会務報告

　　月　日 曜 項　　　目 場　　　所

8月5日 月 第１回法務局・司法書士会との三者検討会 熊本地方法務局本局 総務部長、業務研修部長、業務研修部理事

8月9日 金 専門士業実行委員会

8月24日 土 ボウリング大会 宇土パスカワールド 66名参加

8月28日 水 暮らしの総合相談所 パレア 赤星会員

8月29日 木 第2回専門士業連絡協議会 アークホテル 会長他

9月2日 月 第２回法務局・司法書士会との三者検討会 熊本地方法務局 総務部長、業務研修部長、業務研修部理事

9月2日 月 第１回綱紀委員会 調査士会館 会長、綱紀委員

9月6日 金 九州測量専門学校出前授業 九州測量専門学校

9月12日 木 法務局とのＡＤＲ打合せ 熊本地方法務局

9月13日 金 総務部会 調査士会館

9月13日 金 社会事業部会 調査士会館

9月13日 金 業務研修部会 調査士会館

9月13日 金 財務部会 熊本中央公民館

9月13日 金 広報部会 熊本中央公民館

9月13日 金 全国弁護士会ＡＤＲセンター連絡協議会 ホテル日航熊本 会長他

9月18日 水 第２回綱紀委員会 調査士会館 会長、綱紀委員

9月20日 金 第６回常任理事会 調査士会館 会長、常任理事

9月21日 土 原点清掃 21名参加

9月24日 火 専門士業連絡協議会実行委員会 パレア 平田会員、赤星会員、武田会員

9月25日 水 暮らしの総合相談所 パレア 宮本会員

10月2日 水 第３回綱紀委員会 調査士会館 綱紀委員

10月2日 水 第３回法務局・司法書士会との三者検討会 熊本地方法務局 会長他６名

10月2日 水 熊大講座 熊本大学 武田会員

10月3日 木 ＡＤＲ運営委員会 調査士会館 会長、ＡＤＲ運営委員、益田弁護士

10月6日 日 法務局休日無料相談会 熊本地方法務局本局 髙戸会員

10月7日 月 中間監査会 調査士会館 会長、副会長、財務部長、監事

10月7日 月 第７回常任理事会 調査士会館 会長、常任理事

10月8日 火 第４回法務局・司法書士会との三者検討会 熊本地方法務局 総務部長、業務研修部長

10月9日 水 熊大講座 熊本大学 武田会員
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会務報告

10月11日 金 第４回理事会 森都心プラザＣ会議室 会長、副会長、常任理事、理事、監事

10月16日 水 一日合同無料相談会 パレアホール

10月17日 木 第3回専門士業連絡協議会 アークホテル 会長他

10月19日 土 第4回九州ブロック協議会会長会議 ザ・ニューホテル 会長他

10月19日 土 九州ブロック協議会担当者会同 ザ・ニューホテル 常任理事他

10月20日 日 九州ブロック協議会担当者会同合同研修会 ザ・ニューホテル 会長他

10月20日 日 不動産トラブル110番 パレア他

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 熊本会28名

10月23日 水 暮らしの総合相談所 パレア 河野会員

10月25日 金 専門士業研修会 国際交流会館 会長他

11月1日 金 被災認定研修会 パレア 23名参加

11月7日 木 被災認定研修会 益城町 23名参加

11月9日 土 九州ブロック協議会合同研修会 鹿児島マリンパレス 会長、社会事業部長

11月11日 月 第４回法務局・司法書士会との三者検討会 熊本地方法務局 総務部長、業務研修部長

11月12日 火 地上絵プロジェクト 中島小学校 42名参加

11月13日 水 第８回常任理事会 調査士会館 会長、常任理事

11月14日 木 第４回綱紀委員会 調査士会館 綱紀委員

11月15日 金 第２回ＣＰＤ研修会 ホテル日航熊本 114名参加

11月23日 土 専門士業無料相談会 パレア 5名参加

11月26日 火 ＡＤＲ運営委員会 調査士会館 ＡＤＲ運営委員

11月27日 水 暮らしの総合相談所 パレア 末次会員

12月4日 水 第５回法務局・司法書士会との三者検討会 熊本地方法務局 会長他

12月6日 金 第９回常任理事会 調査士会館 会長、常任理事

12月25日 水 暮らしの総合相談所 パレア 赤星会員
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事 務 所

登録番号

兼 業

〒869-0407  
宇土市松原町 216 番地 11   
TEL 090-8403-7111

測補

第１２１９号

登 録 日 令和元年 11 月 1 日

登録番号 第１２２０号

登 録 日 令和元年 11 月 1 日

登録番号 第１２２１号

登 録 日 令和元年 12 月 10 日

新人会員紹介

 ほ り         か わ           　た か         お み  

堀 川   貴 臣

み ぞ         が み　　       け ん           じ  

溝 上   健 二

事 務 所

兼 業

〒862-0945   
熊本市東区画図町大字下無田 1568 番地 3   
TEL 090-9567-8861

測補

 ま え          だ　          　と も          の り  

前 田   智 德
事 務 所

兼 業

〒860-0088   
熊本市北区津浦町 5 番 20 号   
TEL 090-9474-9991

測補

宇城支部

熊本支部

熊本支部

支部別会員数

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 124 14 21 12 25 18 5 15 234

兼業者 17 2 6 1 4 4 5 5 44

計 141 16 27 13 29 22 10 20 278

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12月10日現在

慶弔関係
喜寿祝　八代支部　　齊田　 稔　　　会員　　　令和元年10月15日　　　　
喜寿祝　熊本支部　　久保田健洋　 会員　　　令和元年10月26日　　

御逝去　山鹿支部　髙木惠伸会員　御母堂　 令和元年11月7日　弔慰関係

祝賀関係
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行事予定

　　月　日 曜 項　　　目 場　　　所

1月16日 木 第６回法務局・司法書士会との三者検討会熊本地方法務局

1月21日 火 第10回常任理事会 調査士会館

1月29日 水 暮らしの総合相談所 パレア

2月1日 土 業務研修部会 調査士会館

2月1日 土 社会事業部会 調査士会館

2月7日 金 第３回ＣＰＤ研修会 熊本城ホール

2月8日 土 総務部会 調査士会館

2月8日 土 財務部会 調査士会館

2月8日 土 広報部会 調査士会館

2月14日 金 専門士業若手懇親会

2月20日 木 第11回常任理事会 調査士会館

2月26日 水 暮らしの総合相談所 パレア

3月6日 金 第12回常任理事会 調査士会館

3月14日 土 支部長会議 パレア

3月14日 土 理事会 パレア

3月15日 日 理事会 パレア

3月25日 水 暮らしの総合相談所 パレア

3月27日 金 専門士業引継会

令和2年5月29日 金 第68回定時総会 ホテル日航熊本
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あとがき

　新年　あけましておめでとうございます。

　令和となって初めてのお正月を迎え、「会報くまもと新春号」を皆様の

お手元にお届けすることができました。年末、年始の超多忙な中にもかか

わらず、ご寄稿いただいた方々と編集に携わっていただいた皆様に感謝申し

上げます。

　前号よりカラーとなり、会員の皆様にもたいへん好評でした。今後も

ご意見、ご感想など、どしどしよろしくお願いいたします。また、記事や写真

のご寄稿もお待ちしております。

　表紙に掲載しておりますラッピングバスは、昨年12月下旬より随時走行を

始めました。電車通りや産業道路など、車量の多い道路でバスに遭遇して

写真を撮る際は、事故のない様くれぐれもお気をつけ下さい。

　今年は暖冬のようですが、少し寒いと、寒暖の差に体がついていきません。

手洗いうがいを徹底して、病原菌を持ち込まないようにしましょう。

　本年もどうぞよろしくお願いします。

　　　　   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）　

担当　赤星和枝

産交バス熊本営業所　

ラッピングバス（熊本200か1505）

の運転手さん

1年間、安全運転でよろしくお願いします。
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熊本県土地家屋調査士会指定店

令和２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
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