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【表紙説明　特別見学通路から見た熊本城大天守と二様の石垣】

新型コロナウイルス感染防止のため公開が延期されていた、熊本城

特別見学通路公開が、令和2年6月1日より始まりました。

　築城の名手と言われる“加藤清正”が築いた難攻不落の熊本城。

2016年熊本地震によって甚大な被害を受け、その後、熊本の復興の

シンボルとして復旧工事が進められてきました。

城内に設置された、地上約６メートルの高さの「特別見学通路」は、

重厚な鉄骨造でありながら、床には熊本県産のヒノキがふんだんに

使用されており、木の香りに癒されながら通路を歩くと、特別公開

期間中しか見ることのできない目線で、城内の天守閣や復旧工事の様子

を眺めることができます。

桜の馬場城彩苑内の熊本城ミュージアムでは、江戸時代の城内を再現

したVR映像や、西南戦争の資料などがあり、見ごたえ充分です。
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　蒸暑い日が続いておりますが、元気にお過ごしでしょうか。

　今年は年明け早々から、コロナウイルスが猛威を振るい社会活動のすべてに影響を及ぼしております。

熊本県土地家屋調査士会も例にもれず影響を受けております。

　４月に開催しました全体理事会は、熊本県土地家屋調査士会では初めての実質的な書面決議を行いました。

さらにこの理事会に続く５月の総会も、ほとんどの会員から委任状の提出を受けての開催となりました。

本年は役員改選等がなかったことは幸いであったと思います。

　研修会についてですが、２月に熊本城ホールで開催したのを最後に現在までできない状態となっております。

現在の落着いた状態が続けば９月には行う予定でおります。

　今回のコロナウイルスの蔓延という事態を考えますと、会務全てにおいて再検討し新様式による運営が

必要となってきました。Web会議の導入を急ぐ必要があるでしょう。また、研修会についてもDVD等を

利用し、少人数での開催方法を検討するべきでしょう。このほかにも具体的な方策はまだありませんが今後

検討していきます。

　今年は調査士法制定７０周年です。今年１月から調査士の啓蒙活動（７０周年記念事業）の一つとして

ラッピングバス（路線バス）が走っています。このほかにも７０周年記念事業のイベントを、広報部を中心

として計画中でありましたが、コロナの影響で実施困難となっております。

　今年度は会務全てがコロナの影響で、自粛・中止といった状況にありますが、今出来ることをみんなで

考えながらこの危機を乗り越えましょう。皆様の更なる御協力をお願いします。

会 長

吉 田  末 春

ご挨拶

ご挨拶

▶
第
68
回
定
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会
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 熊本県土地家屋調査士会及び会員の皆様方には，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。

　また，この度の令和２年７月豪雨で被災された会員及び御家族の方々に対しまして，謹んでお見舞い申し

上げます。

　さて，平成２８年熊本地震から４年が経過しました。この間，法務局におきましては，倒壊した建物の

職権滅失登記作業，街区単位修正作業等を行ってきました。本年度からは，熊本県内最大の被災地である

上益城郡益城町において，同町からの要望も踏まえ，震災復興型地図作成作業を５区間６年かけて実施する

こととしています。

  今後も引き続き，平成２８年熊本地震，また，令和２年７月豪雨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位置付け，

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の運用を開始し，平成３０年度からは長期相続登記等未了土地解

消作業を実施しています。また，本年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を保管する制度を開始しました。

　また，「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」が成立し，同法律の登記の適正化

に関する部分については，令和元年１１月２２日に施行され，令和元年度解消作業分について着手している

ところです。本作業については，登記官が，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。所有者

等探索委員として任命を受けられました委員の皆様には，同解消作業の円滑な実施に御尽力いただいている

ところであり，御礼申し上げるとともに，引き続き，御支援・御協力をお願いします。

　なお，筆界特定制度については，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。本年８月１日に施行される土地家屋調査士法の一部改正では，

土地家屋調査士の使命として，「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」と明文化され，土地家屋調査士

に対する国民の期待もますます高まっています。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。

　本年は，昭和２５年７月３１日に土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２２８号）が制定されてから７０

年を迎えます。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，私

からの挨拶とさせていただきます。

熊本地方法務局長

久 保  朝 則
ご挨拶

ご挨拶
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　コロナウイルス禍の中、暑さ厳しい日が続いていますが、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を頂きお礼を申し上げます。

　各資格者士業団体で構成されている「士業連絡協議会」に、土地家屋調査士会も参加していますが、我々

の資格は職責の割には地味でマイナーなイメージがありました。

　一昨年の土地家屋調査士法の改正により「登記に関する調査・測量業務」だけではなく「筆界を明らかに

する業務の専門家」としての職域が付与されました。

　この法改正に伴い、本会会則変更も予定されていますが「土地家屋調査士業務」を中心に「調査・測量の

関連業務」を含めた職域の範囲の広域化が自然に与えられるものではなく、「業務環境の研究・改善・整備」

への努力と制度啓蒙の為の情報の発信が求められます。

　新しい土地家屋調査士制度の充実・発展は、会からの情報の提供と会員の皆様との情報の共有（日常業務・

事務取り扱い・報酬額　等）が重要な要素になると思いますのでご意見・ご要望等をお寄せ頂ければ幸いです。

　今後、政治連盟が取り組む基本的な重要事項としましては、

１、「所有者不明土地問題」の研究。

　　①所有者不明土地増加抑制。②公益目的活用促進。③土地管理責任。

２、「公共調達事業における分離発注」の啓蒙活動。

３、「狭あい道路解消の条例化」の啓蒙活動。

４、入札区分に「登記業務」新設の要望。

　　以上を中心に顧問議員の先生方の指導・ご協力をお願いし、「土地家屋調査士会」・「公共嘱託土地家

　　屋調査士協会」・「各支部」それぞれの職責を連携して頂き、「土地家屋調査士制度」の社会的・経済

　　的地位の向上の啓蒙活動に御支援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
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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。

　今般、日本および世界各国におきまして、新型コロナウィルスが蔓延しており、緊急事態宣言等も発令

され、皆様方におかれましても自粛等、初めての体験を経験されてきたと思います。

　ここに、新型コロナウィルスにより入院やお亡くなりになられた方々にお見舞い申し上げますとともに

ご冥福をお祈りいたします。

　当協会におきましても八代地区法第１４条地図作成作業におきまして、４月中旬からの一筆地立会作業を

休止しておりましたが、非常事態宣言の解除に伴い、再開の目途が立ってきました。

　熊本地震より、初めての事が多発しており、リーマンショックを超える経済の悪化も懸念されます。

　そして、日本各地では地震発生の情報も耳にしている状況です。

　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。

　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）におきまし

ては、従事していただいた社員の皆様方のおかげで、本年１月末に納品を完了することが出来ました。

　また、もう１つの従来型法第１４条地図作成作業（八代松江地区）の基準点測量（１年目作業）も２月末

には納品が完了しました。

　現在、６月末には２年目作業の一筆地立会業務に着手予定であり、新型コロナウィルスによる影響が作業

工程に及ぼす問題に危惧しているところでございます。

　さらに本年６月１日には復興型の法第１４条地図作成作業（益城地区）の入札があり、当協会において落

札しました。

　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（八代松江地区）の約２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。

　益城地区におきましては、入札参加条件が厳しくなって今後５年に続く発注が予定されており、今後発注

される入札には当協会のみの参加となることが考えられます。

　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。

　どうぞ、新型コロナウイルスに感染しないよう、また夏の猛暑による熱中症予防等も十分に対策していた

だき、日常の業務を行ってください。

　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
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　会員の皆様におかれましては日頃より、青年会活動にご理解ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

　今年、新型コロナウィルスというとんでもない厄介者が現れ、世の中を大混乱に陥れました。今まで普通

に出来ていたことが出来なくなり、人と接触する事さえ制限されるこの様な状況を、誰も考えたことが

無かったでしょう。最初の頃は対岸の火事という意識で報道等を見ていましたが、熊本にも感染者が出たと

いう報道を見た瞬間、身近に脅威が迫っているのだと意識が変わりました。

　飲食業や旅行・旅客業ほどの影響は無いにせよ、業務としても境界立会など人との接触を必要とする作業

に関しては、会員の皆様も中々やりづらい状況であるかと思います。まだまだワクチンなどの開発・製造は

先の話みたいですので、この状況を受け止め、感染対策を万全に行い、業務を行っていくほか無いのかなと

思っています。

　さて青年会の活動としましては、相談会や研修会、レクリエーション等を予定しておりましたが、この状況

ですので、全て白紙となりほとんど何も出来ていないのが現状です。

　唯一出来たのが、現在はだいぶ解消されましたが、５月頃まで問題になっていたマスク不足の際、青年会

会員より、知り合いの業者からマスクの確保が出来そうとの連絡を受け、青年会会員全員に５０枚入りのマスク

を一箱ずつ配る事が出来た事です。その後は休止していました幹事会を７月より再開し、この状況下でどの

様な事がどの規模で出来るか、来期を見据えた活動計画を熟考している所であります。

　この先どれくらいこの状況が続くのか、誰にも分からない状態ですが、先ずは新型コロナウィルスに感染

しない、感染させないという意識をもって生活していく事が大事なのかなと思います。もちろんインフルエ

ンザや熱中症その他の病気や怪我にも十分注意しながら、ワクチンができ、普通の生活に戻れる日が早く

来るよう願いながら、日々の業務に邁進して頂ければと思っています。

　最後になりますが今後とも青年会を宜しくお願い申し上げます。

 

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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　熊本支部においては、４月17日にホテル日航

熊本で、熊本支部の令和2年定時総会を開催しま

した。今回は新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、委任状出席多数による総会でした。

総会開催時期に緊急事態宣言となり、執行部も

刻一刻と変わる情勢に合わせての開催となった事

から、至らぬ点、反省する点も色々とありました。

　ただ、このような状態で、総会をなんとか終える

事ができたのも、支部会員の皆様のご協力のあって

のものと思います。誠にご協力有難うございました。

　また、熊本支部では熊本市土木管理課のご協力

のもと、市役所1階ロビーで毎月第2、第4木曜日の

13時30分から無料相談会を開催しておりますが、

3月から5月までは新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から、相談会は中止となりました。

　毎回3、4件、多い時は10件近くの相談があって

おり、段々と「ここに来れば土地の境界について

の相談できる」というものが浸透しつつあった

ので、中止の期間中はどうなる事かと思っていま

したが、緊急事態宣言が解除されたことに伴い、

6月より再開しました。

　無料相談会では感染予防対策として、相談者との

距離を保ちながら、通常2席あった相談席を1つ

にし、パーテーションの設置、マスク着用、相談者

へのマスクの提供、アルコール消毒等、適切な

感染予防対策をとり、開催しています。

　この状態がいつまで続くか、今年までなのか、

来年なのかわかりませんが、この新型コロナウイ

ルス感染予防とともに生きていく生活スタイルに

なってきています。

　熊本市の各イベントも今年は軒並み中止となっ

ており、例年通りの事業を行うのは困難ではあり

熊本支部
支部長 杉 島  龍 市

☞
支部長報告

ますが、こういう時こそ新しいスタイルに合わせ

た事を考えていくべきではないかと思います。

　これから先の業務は、感染予防対策を考慮した

スタイルになると思います。いまから暑くなる

時期となります。境界立会はマスクを外す休憩時間

の確保や水分補給を十分に行える対策等、例年

以上に士業としての考慮や対応が必要になってくる

と思いますので、皆様、十分注意してこの国難を

乗り越えていきましょう。
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　今年の支部総会は、予定では支部旅行を兼ねて

開催するはずであった。

　昨年末から検討し、日程は4月11・12日、行き先

は鹿児島方面ということで調整に入っていた。

新型コロナに関する報道は増えていたとはいえ、

2月末から3月に入ったころはまだ支部役員間でも

楽観視する者が多く、実施の方向で進んでいたと

思う。

　3月中旬になると感染拡大防止の機運は高まり、

旅行実施が微妙な状況になった（ここではまだ総会

の開催方法をどうこうという議論まではなかっ

た）。そこで、支部会員に旅行実施について緊急

アンケートを行ったところ、回答者の半数以上が

旅行は実施しないほうが良いという意見だったため、

旅行の中止を決定した。

　旅行中止を決定したのはいいが、次の問題は

どういうやり方で総会を開催するかであった。

中止のお知らせをしたのが3月末であり、そのころ

は集まって会議なんかとんでもないというご時世

であったため、通常であれば総会出席を呼びかける

ところが、できるだけ出席を控えるようお願いする

ような状況であった。当然懇親会は中止である。

　いわゆる書面決議（みなし決議）も考えたが、

各議案につき支部会員全員の同意が必要である

らしく、もしものことを考え断念した。しかし、

例年のような委任状による代理人選任だけでは、

出席者が少ないため委任する人がいないなどの

事態に対応できない。最終的に、総会自体は開催

して、例年の委任状による代理人に加え書面に

よる議決権行使も併用することにした。これだと

出席は控えたいが議決権は自ら行使したいという

会員にも対応できる。

　会場は支部会員の事務所の一角を拝借し、できれば

参加を控えてほしいという趣旨の招集通知を送った

結果、支部会員26名中出席者22名であった。出席

者の内訳は委任状11名、議決権行使書6名、会場

出席は役員と会場を提供してもらった会員の5名で

あり、無事全議案可決成立した。

宇城支部
支部長 吉田　英二郎

☞
　令和２年度の支部総会は、６年ぶりに支部以外

の地での一泊二日による支部総会ということで

１月後半より準備を進めていたのですが、３月に

入ってから全国的な新型コロナの流行が報道される

ようになり、急遽地元での開催に切り替えました。 

　資料等の準備も終わった総会直前に自らが体調

不良となり(新型コロナがなければたいした体調不良

ではなかったのですが)支部会員の皆様には、

準備した資料等をメールにて送付し書面による

決議をお願いすることとなり、ご迷惑をおかけする

こととなりました。 

 支部会員各位からの書面による回答は、私を除く

会員12名中11名から提案事項に対する同意を頂く

ことができました。 

 来年の支部総会は、新型コロナも終息し支部以外

の地で開けることを願っております。 

山鹿支部
支部長 猿 渡  羊 二

☞
支部長報告
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　私は今年の支部総会で任期が1期2年の途中年な

ので役員の変更もないので、支部長を継続しました。

支部長歴8年目ぐらいです。

　令和2年4月11日(土)午後1時より菊南温泉ユウ

ベルホテルで、阿蘇・大津支部総会を開催しました。

　当日は総会のみ開催して懇親会は中止しました。

　新型コロナの影響を避けるため、参加出席会員

11名で、全員がマスクをして長机に1名のみ着席

して議事を進行しました。

　さて、新型コロナウイルス感染拡大により4月

24日現在、全世界の感染者は270万人超えました。

日本国内でも感染者は12,000人を超え、死亡者は

300人超えとなっています。東京都内においても

感染者が全体で3,733人、24日、一日の感染者も

161人と毎日100人台で感染者が増えています。

　この新型コロナウイルス感染によりお亡くなり

になりました皆様のご冥福をお祈りいたしますと

共に、早期にワクチンが開発され良い治療法が

確立される事を願っております。

　そして日本人の公衆衛生観念や民度の高さで乗

り切れるものと思います。

支部事業『宝探し』

　阿蘇大津支部事業として『宝探し』を支部会員

と本会会員26名とで行いました。その内容は令和

元年9月30日に大津北小学校で5・6年生対象として、

GPS機器、トランシット光波測距儀を使い三角形・

宝場所の復元、発見作業をしました。

　そして5・6年生のボ－ル投げにより測距作業を

行い、生徒達と大変盛り上がりました。事業予算

は70万程かかりましたので2年に一度の事業に

しようかなと思っています。

オンライン会議

　現在はオンライン会議用に、パソコンのカメラ

付きノートパソコンで副支部長とZOOMで打ち合

わせをしています。割と思っていたよりも簡単に

つながりました。

　やっぱり映像を見て話せるので打ち合わせが大

変楽です。今後支部会員に薦めていきたいと思い

ます。

　皆様のご指導とご協力を頂きながら支部長の

職責を誠実に果たしていく所存です。

阿蘇・大津支部
支部長 山 村  修 司

☞
　今年度の八代支部の定時総会の様子について

報告いたします。

　八代支部では、２年に１回総会旅行に行くのが

恒例となっていまして、今年度は、県外への総会

旅行を計画しており、支部会員の皆さんも楽しみ

にしていたのではないかと思います。

　ところが、新型コロナウイルスの影響のため、

急遽オンラインによる理事会等を開催し、今回は、

泣く泣く八代市内での開催を余儀なくされました。

　出席者全員にマスク着用をお願いし、ソーシャル

ディスタンスを確保しての総会が始まりました。

支部会員２２名中、１２名出席、委任状出席１０名

の全員出席により、総会は適法に成立しました。

　新入会員である源田会員の初々しいあいさつが

あり、続いて支部行事である会務報告、決算報告後、

監査報告がなされ、賛成多数で承認されました。

　令和２年度の予算案、事業計画案について、

執行部より新型コロナウイルスの影響で毎年恒例

の九州国際スリーデーマーチも中止となり先行き

が不透明であるため、様子をみながら研修会等の

事業を行う旨が説明され、執行部一任で承認され

ました。

　最後に、本会理事の正林会員から、本会の動向

についての報告、依頼事項があり、無事に閉会

いたしました。

　来年度こそは総会旅行をスライド開催できたら

いいなあと思います。

　一刻も早く新型コロナウイルスが収束すること

をお祈りいたします。

八代支部
支部長 野村　慎太郎

☞

▲副支部長とオンライン打ち合わせ

支部長報告
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　我が天草支部は、４月に新しく嶋田幸介会員を

迎え、２１名からのスタートとなり、４月２５日

に予定していた支部総会で各会員に紹介する予定

でした。

　しかしコロナ禍の影響は深刻で、事前の役員会で、

総会を書面決議で行うことといたしました。

　今年度は、２年に１度の宿泊を伴う総会の予定

だった為、楽しみにしていた会員もおりましたが、

止む無く書面決議となったのですが、ちなみに

私が初めて支部長を務めさせて頂いた年は、

熊本地震に見舞われ、予定していた人吉での総会

を地元開催に変更した経緯があり、違う意味で

「持ってる支部長」と揶揄されています。

　今、第２波を懸念しつつ、少しずつ日常を取り

戻している部分もありますが、まだ先の見えない

状況の中、私の事務所は小学校のすぐ近くにある

のですが、今まで校内放送やチャイムも当たり前

の日常でした。それがしばらく休校が続いた校舎は

静まり返り、時が止まった様な感覚でした。

　非常事態宣言が解除された今、制約もある

でしょうが、窓から見える子ども達の登校風景、

校舎から聞こえてくる元気な子ども達の声に、

改めて感じる日常のありがたさと、癒しをもらっ

ている今日この頃です。　

　一日も早いコロナ収束を祈る次第です。

天草支部
支部長 岩 﨑  睦 夫

☞
　AIにより消える職業と言われて数年、ついに、

新築表題、地目変更、滅失等は調査士の仕事から

消えるだろうと言われ始めました。

　結果、調査士の主な仕事は筆界確定に絞られて

くるのかも知れません。

　もし、そうだとした場合、確かにドロ－ン、天

頂ＧＰＳ、3Ｄ測量などの測量機器は、めざましい

進歩があり、図面の点の機械的な単純な復元や、

確定後の測量等はいとも簡単にできるようになる

と思います。これらの単純作業範囲は、優秀な

ツ－ルに任せるとしても、だれかが最後に責任を

もって、この地球に確定杭を打たなければなりま

せん。

　そこで、図面、誤差、現況、合意などを総合的

に分析判断し、筆界を確定するこの調査士のアナ

ログ思考こそが、今後ますます重要になってくる

のではないかと思います。

　ひょとしたら、このアナログ思考の先に、技術

者から調査士へ、更に筆界確定訴訟代理人が見え

てくるのかもしれません。

　とにもかくにも、調査士は消えるどころか、10

年後も、20年後も、今と変わらず、重いかけや、

重い責任で泥と汗にまみれて杭の打設をしている

ことと思います。

　こんな思いで、人吉支部では、毎月1回、勉強会

を開催していましたが、今年はコロナで会議室で

の勉強会をやめ、メ－ル等で文書やりとりの方法

で勉強会をしています。総会は、当初、野外開催

を計画しましたが、天候の関係で、やむなく文書

決議の方法をとりました。最後に、支部会員が

もっとも関心のある飲み方ができないのが、今日

現在の最重要課題でもあります。

人吉支部
支部長 遠 山  令 二

☞
支部長報告
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2020年は輝かしい年になるはずだった・・・
　2020年は土地家屋調査士制度制定７０周年。熊本地震の復興も着々と前進し，東京オリンピックの開催も

控え輝かしい年になるはずでした。まさか世界に新型コロナウィルスという未知の感染症が蔓延し，さらには

世界的にパンデミックを引き起こし，社会，経済，文化，スポーツ，その他あらゆる方面に激震が走る

とは・・・こんな混乱，誰が予想したでしょう。

　なぜＷＨＯはいつまでもパンデミック宣言をせず，コントロール下にあると言ったのでしょうか。1月25日

の春節で沢山の中国人が世界に飛び出すことに不安を感じた人は多かったと思います。日本の対応は世界と

比較しても後手後手の感がありましたが，幸いにして世界的には極端に感染者が少ない状態です。アメリカ

では1日の感染者が5万人を超えたという報道中，日本では100人を超える程度の状況。靴を脱ぐ文化，予防

接種のＢＣＧ，何が幸いしているかはまだ謎ですが，それでも日本中が大変な混乱の中にあります。

支部総会対策
　2月27日に政府は全国に向けて一斉休校を要請しました。この次点で私は今年の総会は通常どおりに開催

することは無理と判断しました。玉名支部規則をあらためて確認すると，議決に関する事項は会則を準用

しており書面決議は規定されていません。その時脳裏をよぎったのが，1977年ダッカ日航機ハイジャック

事件です。時の総理大臣福田武夫氏は「一人の生命は地球より重い」と述べて，人質と引き換えに身代金を

支払い，収監メンバーを引渡し，犯人の逃亡を許すという超法規的措置をとりました。当時法学部の学生

だった私にはその言葉が強烈に焼きついています。正当防衛とか緊急避難のように違法性が阻却されるという

解釈に驚きました。日本人は胸をなでおろしましたが，世界的にはテロに屈し交渉に応じたとして評価され

ませんでしたが・・・。

　話がそれましたが，超法規的措置で支部総会を書面決議で行うということを支部会員全員の同意を取付け

て決めました。私が最も恐れたのは，もし会議で感染者が出た場合，出席者全員が濃厚接触者として

扱われ，悪くするとクラスター発生も招くかもしれない。そのとき間違いなく私たちの今年の売り上げは

限りなくゼロに近づいてしまうということです。

リモート活動
　コロナ禍の中で様々な感染対策が取られています。テレワーク，リモート会議，オンラインミーティング，

正式な呼び方は分かりませんが，感染対策として人との接触を避けながらも業務を遂行しようとする試みが

なされています。

　それらの流れをスムースに問題なく取り入れる事ができた企業は，オリンピック開催時の交通規制を視野

に入れて，早くからテレワーク，リモート会議のシステムを試行していた企業だそうです。事後的な対応

しかできなかった企業とは大きな差がついたことは容易に想像できます。国や行政が不測の事態に備えて危

機管理体制をとるように，民間企業では未来を予測した事業展開ができなければ生き残れない時代となった

と言えるでしょう。

玉名支部 支部長

津 崎  伸 宏

緊急特別寄稿

　玉名支部では５月末にリモート会議方式での役員会を開催しました。コロナは終息する気配はなく，巷に

はウィズ・コロナという言葉まで飛び出し，コロナ禍の中で情報を共有し問題点を協議するには意思疎通手

段としてリモート方式は避けては通れないと考えたからです。やってみると以外に簡単で，物理的な距離は

消え去りリアル会議よりも発言が多かったように感じます。顔は見えているけどフィジカルな要素を感じない

からでしょうか。背が高い低い，太っている痩せている，威圧感の有無，年の差，それら肉体的特徴を感じ

にくいことや服装をあまり気にしなくて良いことがリラックス効果となり，発言のし易さにつながるのかな

と感じました。逆に，オンラインでは発言しない人が際立つ結果となるので要注意です。

　その役員会の中で，他の会員にも体験してもらおうということになり，急遽支部研修会を企画し，6月20日，

6月27日，２週にわたりリモート会議及びオンラインでの業務研修を行いました。体験して分かったこと

ですが，準備の負担が軽いです。資料の印刷も，開場の手配も，プロジェクターの設置も，会場設営も一切

不要です。資料は配布でも配信でもなく共有するというイメージです。講師役がパソコン上に開く資料が

受講者全員の各パソコンに同時に表示されるので手間いらずです。出欠の確認もクリック一つで簡単に済んで

しまいます。みんなが慣れれば各発言者の資料を参加者で共有しながら会議することも可能です。

　リアル会議を否定するわけではありませんが，往復の時間，駐車場探し，交通事故のリスク，様々なマイ

ナス面をクリアできます。リアルとリモートを併用すれば様々な業務がより効率的になると思われます。

これからは間違いなくファックスをやり取りするように，リモート会議やオンラインミーティングが日常的

なものになるはずです。

チーズはどこに消えた？
　「チーズはどこに消えた」はスペンサー・ジョンソンが書いた全世界で2500万部を売り上げた超ベスト

セラーです。大谷翔平選手の愛読書だそうです。読まれた方も多いと思います。100ページ弱の本で物語は

童話のような展開ですが，しっかり心に刺さる内容です。「変化を恐れてはいけない」「現状維持が最も

恐ろしい結果を招く」という趣旨のことが，慎重派の２人の小人と，行動派の２匹のネズミが迷路の中で

チーズを探すというストーリーをとおして述べられています。チーズは私たちが人生で求める，仕事，

お金，成功，円満な家庭などであり，迷路はそれが存在する場所です。ネズミは頭は良くないが行動派なので

細かい変化を敏感に嗅ぎつけます。小人は慎重派なのでチーズがなくなるということを容易に認めず，無く

なってもいずれまたもたらされると信じてじっと待ちます。

　私たちには「現状維持バイアス」が働きがちです。変化や未知なるものを避け現状を維持したくなり

ます。また「正常性バイアス」も働いてしまいます。自分だけは大丈夫だと思ってしまいがちです。そして

いざ不測の事態が生じたときに，どうして自分の身にこんなことが起こるんだ，こんなことがあって良い

わけがないと憤り，弱音を吐いてしまいます。この物語から教えられるのは，私たちは変化を敏感に察知し

常に行動を怠ってはならない，変化に対応することができれば明るい未来が開け成功を手にするということ

でしょうか。

　コロナ禍の中で，現状維持バイアスや正常性バイアスが働いた結果が，ＷＨＯのパンデミック宣言の遅れや，

政府の対応の遅れでしょう。そして実体経済は下降しているのに，株価は依然として高値圏にある（6月30日

時点）というのも恐ろしい気がします。

アフターコロナと変化への対応
　コロナが去った後，その前の状態に戻れるでしょうか？私はアフター・コロナはビフォー・コロナに戻る

ことはないと疑っています。好むと好まないにかかわらず様々な方面で非接触型に傾くのではないでしょうか。

今後様々な方面に経済的損失が出るでしょうが，非接触型を工夫すれば隆盛に転じる可能性もあります。

よくピンチはチャンスと言われます。変化に対応する姿勢はますます必要になると思われます。

　都心では家賃の高いオフィスビルから撤退する会社が多く出ているそうです。都心でなければならないと

いう価値観は変化しつつあります。そうなればサラリーマンは長時間の通勤から開放されます。高い家賃も

不要となります。都心の億ションよりも環境に優れた地方の戸建て住宅が選ばれるかもしれません。より低い

コストで高い成果が出せれば，そして地方からテレワークで組織がつながることができれば，一流企業が

地方大学の優秀な学生を地方勤務で採用するということになるかもしれません。そうなれば，地方からの

若者の流出も，若い女性の流出も防止でき，東京一極集中や少子化対策にもなるかもしれませんし，安い

空き家が選ばれれば空き家対策にもなります。生産コストも生活コストも下がり地方の競争力が上がるかも

しれませんし，南海トラフ地震のリスクも軽減できるかもしれません。そして地方移住なら暖かい九州が

選ばれ，しかも西側に位置する熊本は人気が出るのかもしれません。玉名にもスポットが当たるかもです。

玉名支部が忙しくなって所得倍増かもです。

　ＡＩ，Ｉｏｔ，ＲＰＡ・・・などこれから起こる第四次産業革命は，第一次産業革命とは比較にならない

ほどのスピードで進み，労働の仕組みも大きく変貌し，10年後は道路には運転手がいないトラックが走り，

人間は働けば働くほど非効率と言われるようになるそうです。オンライン会議はＶＲを装着したよりリアル

な会議システムになり，金融システムも大きく変わるでしょう。ブロックチェーンによって経済や登記など

の仕組みも大きく変貌するでしょう。

　私たちは，コロナ禍の中で新しい働き方，新しい日常，新しい組織づくりを模索する必要があります。

目の前にチーズがあっても安心せず，いつ無くなっても大丈夫なようにアンテナを張っておく必要があると

思います。

　郵政民営化を成し遂げた小泉純一郎元首相は所信表明演説で進化論のダーウィンの言葉を引用したそうです。

　　『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。
　　　　　　　　　　　　　唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。』

特別寄稿

　調査士の未来は
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2020年は輝かしい年になるはずだった・・・
　2020年は土地家屋調査士制度制定７０周年。熊本地震の復興も着々と前進し，東京オリンピックの開催も

控え輝かしい年になるはずでした。まさか世界に新型コロナウィルスという未知の感染症が蔓延し，さらには

世界的にパンデミックを引き起こし，社会，経済，文化，スポーツ，その他あらゆる方面に激震が走る

とは・・・こんな混乱，誰が予想したでしょう。

　なぜＷＨＯはいつまでもパンデミック宣言をせず，コントロール下にあると言ったのでしょうか。1月25日

の春節で沢山の中国人が世界に飛び出すことに不安を感じた人は多かったと思います。日本の対応は世界と

比較しても後手後手の感がありましたが，幸いにして世界的には極端に感染者が少ない状態です。アメリカ

では1日の感染者が5万人を超えたという報道中，日本では100人を超える程度の状況。靴を脱ぐ文化，予防

接種のＢＣＧ，何が幸いしているかはまだ謎ですが，それでも日本中が大変な混乱の中にあります。

支部総会対策
　2月27日に政府は全国に向けて一斉休校を要請しました。この次点で私は今年の総会は通常どおりに開催

することは無理と判断しました。玉名支部規則をあらためて確認すると，議決に関する事項は会則を準用

しており書面決議は規定されていません。その時脳裏をよぎったのが，1977年ダッカ日航機ハイジャック

事件です。時の総理大臣福田武夫氏は「一人の生命は地球より重い」と述べて，人質と引き換えに身代金を

支払い，収監メンバーを引渡し，犯人の逃亡を許すという超法規的措置をとりました。当時法学部の学生

だった私にはその言葉が強烈に焼きついています。正当防衛とか緊急避難のように違法性が阻却されるという

解釈に驚きました。日本人は胸をなでおろしましたが，世界的にはテロに屈し交渉に応じたとして評価され

ませんでしたが・・・。

　話がそれましたが，超法規的措置で支部総会を書面決議で行うということを支部会員全員の同意を取付け

て決めました。私が最も恐れたのは，もし会議で感染者が出た場合，出席者全員が濃厚接触者として

扱われ，悪くするとクラスター発生も招くかもしれない。そのとき間違いなく私たちの今年の売り上げは

限りなくゼロに近づいてしまうということです。

リモート活動
　コロナ禍の中で様々な感染対策が取られています。テレワーク，リモート会議，オンラインミーティング，

正式な呼び方は分かりませんが，感染対策として人との接触を避けながらも業務を遂行しようとする試みが

なされています。

　それらの流れをスムースに問題なく取り入れる事ができた企業は，オリンピック開催時の交通規制を視野

に入れて，早くからテレワーク，リモート会議のシステムを試行していた企業だそうです。事後的な対応

しかできなかった企業とは大きな差がついたことは容易に想像できます。国や行政が不測の事態に備えて危

機管理体制をとるように，民間企業では未来を予測した事業展開ができなければ生き残れない時代となった

と言えるでしょう。

特別寄稿

　玉名支部では５月末にリモート会議方式での役員会を開催しました。コロナは終息する気配はなく，巷に

はウィズ・コロナという言葉まで飛び出し，コロナ禍の中で情報を共有し問題点を協議するには意思疎通手

段としてリモート方式は避けては通れないと考えたからです。やってみると以外に簡単で，物理的な距離は

消え去りリアル会議よりも発言が多かったように感じます。顔は見えているけどフィジカルな要素を感じない

からでしょうか。背が高い低い，太っている痩せている，威圧感の有無，年の差，それら肉体的特徴を感じ

にくいことや服装をあまり気にしなくて良いことがリラックス効果となり，発言のし易さにつながるのかな

と感じました。逆に，オンラインでは発言しない人が際立つ結果となるので要注意です。

　その役員会の中で，他の会員にも体験してもらおうということになり，急遽支部研修会を企画し，6月20日，

6月27日，２週にわたりリモート会議及びオンラインでの業務研修を行いました。体験して分かったこと

ですが，準備の負担が軽いです。資料の印刷も，開場の手配も，プロジェクターの設置も，会場設営も一切

不要です。資料は配布でも配信でもなく共有するというイメージです。講師役がパソコン上に開く資料が

受講者全員の各パソコンに同時に表示されるので手間いらずです。出欠の確認もクリック一つで簡単に済んで

しまいます。みんなが慣れれば各発言者の資料を参加者で共有しながら会議することも可能です。

　リアル会議を否定するわけではありませんが，往復の時間，駐車場探し，交通事故のリスク，様々なマイ

ナス面をクリアできます。リアルとリモートを併用すれば様々な業務がより効率的になると思われます。

これからは間違いなくファックスをやり取りするように，リモート会議やオンラインミーティングが日常的

なものになるはずです。

チーズはどこに消えた？
　「チーズはどこに消えた」はスペンサー・ジョンソンが書いた全世界で2500万部を売り上げた超ベスト

セラーです。大谷翔平選手の愛読書だそうです。読まれた方も多いと思います。100ページ弱の本で物語は

童話のような展開ですが，しっかり心に刺さる内容です。「変化を恐れてはいけない」「現状維持が最も

恐ろしい結果を招く」という趣旨のことが，慎重派の２人の小人と，行動派の２匹のネズミが迷路の中で

チーズを探すというストーリーをとおして述べられています。チーズは私たちが人生で求める，仕事，

お金，成功，円満な家庭などであり，迷路はそれが存在する場所です。ネズミは頭は良くないが行動派なので

細かい変化を敏感に嗅ぎつけます。小人は慎重派なのでチーズがなくなるということを容易に認めず，無く

なってもいずれまたもたらされると信じてじっと待ちます。

　私たちには「現状維持バイアス」が働きがちです。変化や未知なるものを避け現状を維持したくなり

ます。また「正常性バイアス」も働いてしまいます。自分だけは大丈夫だと思ってしまいがちです。そして

いざ不測の事態が生じたときに，どうして自分の身にこんなことが起こるんだ，こんなことがあって良い

わけがないと憤り，弱音を吐いてしまいます。この物語から教えられるのは，私たちは変化を敏感に察知し

常に行動を怠ってはならない，変化に対応することができれば明るい未来が開け成功を手にするということ

でしょうか。

　コロナ禍の中で，現状維持バイアスや正常性バイアスが働いた結果が，ＷＨＯのパンデミック宣言の遅れや，

政府の対応の遅れでしょう。そして実体経済は下降しているのに，株価は依然として高値圏にある（6月30日

時点）というのも恐ろしい気がします。

アフターコロナと変化への対応
　コロナが去った後，その前の状態に戻れるでしょうか？私はアフター・コロナはビフォー・コロナに戻る

ことはないと疑っています。好むと好まないにかかわらず様々な方面で非接触型に傾くのではないでしょうか。

今後様々な方面に経済的損失が出るでしょうが，非接触型を工夫すれば隆盛に転じる可能性もあります。

よくピンチはチャンスと言われます。変化に対応する姿勢はますます必要になると思われます。

　都心では家賃の高いオフィスビルから撤退する会社が多く出ているそうです。都心でなければならないと

いう価値観は変化しつつあります。そうなればサラリーマンは長時間の通勤から開放されます。高い家賃も

不要となります。都心の億ションよりも環境に優れた地方の戸建て住宅が選ばれるかもしれません。より低い

コストで高い成果が出せれば，そして地方からテレワークで組織がつながることができれば，一流企業が

地方大学の優秀な学生を地方勤務で採用するということになるかもしれません。そうなれば，地方からの

若者の流出も，若い女性の流出も防止でき，東京一極集中や少子化対策にもなるかもしれませんし，安い

空き家が選ばれれば空き家対策にもなります。生産コストも生活コストも下がり地方の競争力が上がるかも

しれませんし，南海トラフ地震のリスクも軽減できるかもしれません。そして地方移住なら暖かい九州が

選ばれ，しかも西側に位置する熊本は人気が出るのかもしれません。玉名にもスポットが当たるかもです。

玉名支部が忙しくなって所得倍増かもです。

　ＡＩ，Ｉｏｔ，ＲＰＡ・・・などこれから起こる第四次産業革命は，第一次産業革命とは比較にならない

ほどのスピードで進み，労働の仕組みも大きく変貌し，10年後は道路には運転手がいないトラックが走り，

人間は働けば働くほど非効率と言われるようになるそうです。オンライン会議はＶＲを装着したよりリアル

な会議システムになり，金融システムも大きく変わるでしょう。ブロックチェーンによって経済や登記など

の仕組みも大きく変貌するでしょう。

　私たちは，コロナ禍の中で新しい働き方，新しい日常，新しい組織づくりを模索する必要があります。

目の前にチーズがあっても安心せず，いつ無くなっても大丈夫なようにアンテナを張っておく必要があると

思います。

　郵政民営化を成し遂げた小泉純一郎元首相は所信表明演説で進化論のダーウィンの言葉を引用したそうです。

　　『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。
　　　　　　　　　　　　　唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。』
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2020年は輝かしい年になるはずだった・・・
　2020年は土地家屋調査士制度制定７０周年。熊本地震の復興も着々と前進し，東京オリンピックの開催も

控え輝かしい年になるはずでした。まさか世界に新型コロナウィルスという未知の感染症が蔓延し，さらには

世界的にパンデミックを引き起こし，社会，経済，文化，スポーツ，その他あらゆる方面に激震が走る

とは・・・こんな混乱，誰が予想したでしょう。

　なぜＷＨＯはいつまでもパンデミック宣言をせず，コントロール下にあると言ったのでしょうか。1月25日

の春節で沢山の中国人が世界に飛び出すことに不安を感じた人は多かったと思います。日本の対応は世界と

比較しても後手後手の感がありましたが，幸いにして世界的には極端に感染者が少ない状態です。アメリカ

では1日の感染者が5万人を超えたという報道中，日本では100人を超える程度の状況。靴を脱ぐ文化，予防

接種のＢＣＧ，何が幸いしているかはまだ謎ですが，それでも日本中が大変な混乱の中にあります。

支部総会対策
　2月27日に政府は全国に向けて一斉休校を要請しました。この次点で私は今年の総会は通常どおりに開催

することは無理と判断しました。玉名支部規則をあらためて確認すると，議決に関する事項は会則を準用

しており書面決議は規定されていません。その時脳裏をよぎったのが，1977年ダッカ日航機ハイジャック

事件です。時の総理大臣福田武夫氏は「一人の生命は地球より重い」と述べて，人質と引き換えに身代金を

支払い，収監メンバーを引渡し，犯人の逃亡を許すという超法規的措置をとりました。当時法学部の学生

だった私にはその言葉が強烈に焼きついています。正当防衛とか緊急避難のように違法性が阻却されるという

解釈に驚きました。日本人は胸をなでおろしましたが，世界的にはテロに屈し交渉に応じたとして評価され

ませんでしたが・・・。

　話がそれましたが，超法規的措置で支部総会を書面決議で行うということを支部会員全員の同意を取付け

て決めました。私が最も恐れたのは，もし会議で感染者が出た場合，出席者全員が濃厚接触者として

扱われ，悪くするとクラスター発生も招くかもしれない。そのとき間違いなく私たちの今年の売り上げは

限りなくゼロに近づいてしまうということです。

リモート活動
　コロナ禍の中で様々な感染対策が取られています。テレワーク，リモート会議，オンラインミーティング，

正式な呼び方は分かりませんが，感染対策として人との接触を避けながらも業務を遂行しようとする試みが

なされています。

　それらの流れをスムースに問題なく取り入れる事ができた企業は，オリンピック開催時の交通規制を視野

に入れて，早くからテレワーク，リモート会議のシステムを試行していた企業だそうです。事後的な対応

しかできなかった企業とは大きな差がついたことは容易に想像できます。国や行政が不測の事態に備えて危

機管理体制をとるように，民間企業では未来を予測した事業展開ができなければ生き残れない時代となった

と言えるでしょう。

　玉名支部では５月末にリモート会議方式での役員会を開催しました。コロナは終息する気配はなく，巷に

はウィズ・コロナという言葉まで飛び出し，コロナ禍の中で情報を共有し問題点を協議するには意思疎通手

段としてリモート方式は避けては通れないと考えたからです。やってみると以外に簡単で，物理的な距離は

消え去りリアル会議よりも発言が多かったように感じます。顔は見えているけどフィジカルな要素を感じない

からでしょうか。背が高い低い，太っている痩せている，威圧感の有無，年の差，それら肉体的特徴を感じ

にくいことや服装をあまり気にしなくて良いことがリラックス効果となり，発言のし易さにつながるのかな

と感じました。逆に，オンラインでは発言しない人が際立つ結果となるので要注意です。

　その役員会の中で，他の会員にも体験してもらおうということになり，急遽支部研修会を企画し，6月20日，

6月27日，２週にわたりリモート会議及びオンラインでの業務研修を行いました。体験して分かったこと

ですが，準備の負担が軽いです。資料の印刷も，開場の手配も，プロジェクターの設置も，会場設営も一切

不要です。資料は配布でも配信でもなく共有するというイメージです。講師役がパソコン上に開く資料が

受講者全員の各パソコンに同時に表示されるので手間いらずです。出欠の確認もクリック一つで簡単に済んで

しまいます。みんなが慣れれば各発言者の資料を参加者で共有しながら会議することも可能です。

　リアル会議を否定するわけではありませんが，往復の時間，駐車場探し，交通事故のリスク，様々なマイ

ナス面をクリアできます。リアルとリモートを併用すれば様々な業務がより効率的になると思われます。

これからは間違いなくファックスをやり取りするように，リモート会議やオンラインミーティングが日常的

なものになるはずです。

チーズはどこに消えた？
　「チーズはどこに消えた」はスペンサー・ジョンソンが書いた全世界で2500万部を売り上げた超ベスト

セラーです。大谷翔平選手の愛読書だそうです。読まれた方も多いと思います。100ページ弱の本で物語は

童話のような展開ですが，しっかり心に刺さる内容です。「変化を恐れてはいけない」「現状維持が最も

恐ろしい結果を招く」という趣旨のことが，慎重派の２人の小人と，行動派の２匹のネズミが迷路の中で

チーズを探すというストーリーをとおして述べられています。チーズは私たちが人生で求める，仕事，

お金，成功，円満な家庭などであり，迷路はそれが存在する場所です。ネズミは頭は良くないが行動派なので

細かい変化を敏感に嗅ぎつけます。小人は慎重派なのでチーズがなくなるということを容易に認めず，無く

なってもいずれまたもたらされると信じてじっと待ちます。

　私たちには「現状維持バイアス」が働きがちです。変化や未知なるものを避け現状を維持したくなり

ます。また「正常性バイアス」も働いてしまいます。自分だけは大丈夫だと思ってしまいがちです。そして

いざ不測の事態が生じたときに，どうして自分の身にこんなことが起こるんだ，こんなことがあって良い

わけがないと憤り，弱音を吐いてしまいます。この物語から教えられるのは，私たちは変化を敏感に察知し

常に行動を怠ってはならない，変化に対応することができれば明るい未来が開け成功を手にするということ

でしょうか。

　コロナ禍の中で，現状維持バイアスや正常性バイアスが働いた結果が，ＷＨＯのパンデミック宣言の遅れや，

政府の対応の遅れでしょう。そして実体経済は下降しているのに，株価は依然として高値圏にある（6月30日

時点）というのも恐ろしい気がします。

アフターコロナと変化への対応
　コロナが去った後，その前の状態に戻れるでしょうか？私はアフター・コロナはビフォー・コロナに戻る

ことはないと疑っています。好むと好まないにかかわらず様々な方面で非接触型に傾くのではないでしょうか。

今後様々な方面に経済的損失が出るでしょうが，非接触型を工夫すれば隆盛に転じる可能性もあります。

よくピンチはチャンスと言われます。変化に対応する姿勢はますます必要になると思われます。

　都心では家賃の高いオフィスビルから撤退する会社が多く出ているそうです。都心でなければならないと

いう価値観は変化しつつあります。そうなればサラリーマンは長時間の通勤から開放されます。高い家賃も

不要となります。都心の億ションよりも環境に優れた地方の戸建て住宅が選ばれるかもしれません。より低い

コストで高い成果が出せれば，そして地方からテレワークで組織がつながることができれば，一流企業が

地方大学の優秀な学生を地方勤務で採用するということになるかもしれません。そうなれば，地方からの

若者の流出も，若い女性の流出も防止でき，東京一極集中や少子化対策にもなるかもしれませんし，安い

空き家が選ばれれば空き家対策にもなります。生産コストも生活コストも下がり地方の競争力が上がるかも

しれませんし，南海トラフ地震のリスクも軽減できるかもしれません。そして地方移住なら暖かい九州が

選ばれ，しかも西側に位置する熊本は人気が出るのかもしれません。玉名にもスポットが当たるかもです。

玉名支部が忙しくなって所得倍増かもです。

　ＡＩ，Ｉｏｔ，ＲＰＡ・・・などこれから起こる第四次産業革命は，第一次産業革命とは比較にならない

ほどのスピードで進み，労働の仕組みも大きく変貌し，10年後は道路には運転手がいないトラックが走り，

人間は働けば働くほど非効率と言われるようになるそうです。オンライン会議はＶＲを装着したよりリアル

な会議システムになり，金融システムも大きく変わるでしょう。ブロックチェーンによって経済や登記など

の仕組みも大きく変貌するでしょう。

　私たちは，コロナ禍の中で新しい働き方，新しい日常，新しい組織づくりを模索する必要があります。

目の前にチーズがあっても安心せず，いつ無くなっても大丈夫なようにアンテナを張っておく必要があると

思います。

　郵政民営化を成し遂げた小泉純一郎元首相は所信表明演説で進化論のダーウィンの言葉を引用したそうです。

　　『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。
　　　　　　　　　　　　　唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。』

緊急特別寄稿特別寄稿
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謄本等職務上請求書の取り扱いについて

※管轄法務局と日本土地家屋調査士会連合会への報告とは、謄本等職務上

　請求書を紛失した会員が　本会会長に対して紛失時の詳細を記載した

　始末書を提出し、始末書の内容を確認したうえ、本会会長名で作成

　した報告書を管轄法務局と日本土地家屋調査士会連合会へ提出することを

　いいます。

総務部

１　熊本県土地家屋調査士会　戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書
　　  取扱管理規則を遵守し使用してください。

２　新たに謄本等職務上請求書を購入する際は、使用済の謄本等職務上

　　  請求書（控）の確認が必要となります。

３　謄本等職務上請求書は１枚（正本・副本）でも紛失すると管轄法務局

　   と日本土地家屋調査士会連合会へ報告（※）することとなります。

　　  報告書作成期間中は新しい職務上請求書は購入できません。

【謄本等職務上請求書紛失の報告事例】

（事例1）業務完了後シュレッダーにて副本を補助者が廃棄（１枚）

（事例2）申請者欄の住所の記入を間違いシュレッダーにて正本と副本を

　　　　　補助者が廃棄（１枚）

（事例3）正本（複写頁）に誤って記入した為、正本を本職が廃棄（１枚）

（事例4）誤記により副本を本職が廃棄

謄本等職務上請求書取扱いの注意点
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１．日　時　　令和２年５月２９日（金）

　　　　　　　１３時３０分～１５時２０分

１．場　所　　熊本市中央区渡鹿３丁目１４番２１号　

　　　　　　　熊本県土地家屋調査士会館

１．出席者　　会員総数　　　　　　　　２７５名

　　　　　　　出席会員数　　　　　　　　１７名

　　　　　　　委任状による出席会員数　２１９名

　　　　　　　出席会員合計　　　　　　２３６名

・定刻になり、田中秀和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６８回定時総会

　の開会を宣言した。その中で、今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止に考慮し、儀式的なも

　のなどは可能な限り短縮して行いたい旨の説明があった。

　　続いて、吉田末春会長が挨拶を述べた。

　　次に、司会者より、表彰受賞者は総会資料に記載されているので

　参照して欲しいとの説明がなされ、祝電が披露された。

・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　吉　田　健太郎

　　副議長　熊本支部　三　角　健　太

・議長は、議事録署名者の選任を行うこと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　田　中　秀　和

　　議事録署名者　熊本支部　後　藤　俊　二

・議長は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に考慮し、今年度の綱紀委員会の報告は書面にて行わ

　れる旨の説明を行い、平田孝次総務部長から代読がなされた。

　　今年度は、登記申請における本人確認義務の不履行による綱紀案件が１件あり、改めて会員一人一人

　が土地家屋調査士としてすべきことを厳しく判断して業務にあたるべきである旨、報告がなされた。

・鶴田稔副会長から、新入会員７名の入会の報告があり、今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止

　に考慮し、本総会において自己紹介ができないため、是非、来年度の総会で行って頂きたいことを

　述べた。また、１法人の入会の報告も行われた。

・平田総務部長から、今年度の会務報告として、総会資料の「令和元年度会務報告」に沿って説明が

　あった。

　　引き続き、担当各部長から、今年度の事業報告として、総会資料の「令和元年度事業報告」に沿っ

　て説明があった。

　その中で、昨年の定時総会で質問のあった件について、次のように回答したことが報告された。

質問事項

　会費免除会員の日調連負担金を熊本会が立て替えるべきなのか。

小松祐介財務部長

　日調連の規定によると、日調連負担金は「単位会の負担金」となっているため、会費免除会員の負担

金は熊本会で負担するとします。

　議長は、「令和元年度会務報告」及び「令和元年度事業報告」について、質疑の有無を議場に確認し

たところ、質疑はなかった。

第６８回定時総会 報告

行事レポート

広報部
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◎第１号議案　令和元年度一般会計・特別会計決算報告並びに承認の件

　議長の指名により、小松祐介財務部長から令和元年度一般会計収支決算書、同貸借対照表等、用紙特

別会計収支決算書、同貸借対照表、財産管理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。

　続いて、菅村正歩監事代表から、令和元年１０月中間監査及び令和２年４月期末監査において監事　

３名で精査した結果、財務帳簿及び業務運営は適正であると認めた旨、監査報告があった。

　議長は、第１号議案について、質疑の有無を議場に確認した後、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　令和２年度事業計画（案）に関する件

◎第３号議案　令和２年度一般会計・特別会計収支予算（案）に関する件

　議長は、相互に関連のある第２号議案及び第３号議案を一括審議することを確認の上、第２号議案　

について、総務部・広報部関係は鶴田稔副会長、財務部は渡邉博之副会長、業務研修部・社会事業部　

関係は中島孝副会長の各担当副会長から、令和２年度事業計画（案）の説明を行った。

　次に、第３号議案について、小松祐介財務部長から、令和２年度一般会計予算（案）、用紙特別会　

計予算（案）、財産管理特別会計予算（案）の説明を行った。　

　この中で、会員より事前に次の質問があったことが述べられた。

質問事項

　会議費について、令和元年度の予算残が多いのに、令和２年度も同額で予算取りをされているのはど

うしてですか。

小松祐介財務部長

　令和元年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、各会議の規模縮小や参加者が減ったため、予算

残が増えました。これはイレギュラーな状況であるため、これを前提として令和２年度の予算を減らす

ことは出来ないと回答し、納得いただきました。

　ただ、会議自体のやり方を考えなければなりませんし、支部長会も絡んでくることですので、理事会

において協議したいと思います。

議長は、第２号議案と第３号議案について、質疑の有無を議場に確認した後、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。

　　

◎第４号議案　会則変更（案）の件

　　議長は、会則変更は特別決議が必要であり、会員総数の過半数の出席が要件であるとの説明があり、

　出席者数の確定のため議場を閉鎖すると宣言した。

　　続いて副議長より、現在の出席者は冒頭記載のとおりであり、出席者数が会員総数の過半数を満た

　していることが報告された。

　議長は、執行部に会則変更の提案理由の説明を求め、平田孝次総務部長より、司法書士法及び土地家

　屋調査士法の一部を改正する法律の施行に伴い会則変更を要すること、具体的には、使命の明確化、

　懲戒手続の変更、一人法人が可能になったこと等への対応であることについて条項の説明が行われた。

　続いて議長は、第４号議案について、質疑の有無を議場に確認した後、挙手による採決として議場に

　諮ったところ、出席者全員が賛成し、全会一致で承認可決された。

◎第５号議案　その他

　次の質疑応答がなされた。

西龍一郎会員（熊本支部）

　会則変更の施行期日が空白になっていますが、いつですか。

吉田末春会長

　改正土地家屋調査士法の施行日が会則変更の施行日となります。

まだ改正法の施行日が未定のため、空白となります。

行事レポート
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本会会則変更について

表彰受賞者

西龍一郎会員（熊本支部）

　法務局とのパイプ役として早急に事務局長を置いて欲しいと要望します。

吉田末春会長

　なかなか適した方がいらっしゃいません。事務局長にふさわしい方がいらっしゃれば推薦していただ

きたい。

　　

以上で議案審議は全て終了した。

議長・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。

　近年、司法書士と土地家屋調査士を取り巻く環境の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士法の

一部を改正する法律（以下『改正法』という。）が令和元年6月6日可決、同月12日公布されました。こ

の改正法においては、専門家としての使命の明確化、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣

に改め懲戒手続きを合理化し、一人法人が認められるといった措置が講じられています。

　この改正法を受け、第６８回定時総会第４号議案に本会会則一部改正案を上程させていただき、原案

のとおり決議されました。会員のみなさまにおかれましては、一部改正された会則を今一度ご確認くだ

さい。改正法は令和2年8月1日施行されますので、同日、本会会則も施行となりますので、よろしくお

願いいたします。

１．福岡法務局長表彰

（１）役員１２年以上　

熊本支部　　　　　渡　邉　博　之　　　昭和６３年　４月１１日登録

（２）４０年以上業務に従事　

八代支部　　　　　國　岡　貞　喜　　　昭和５４年１２月２１日登録

２．熊本地方法務局長表彰

（１）３０年以上業務に従事　（３名）

熊本支部　　　　　松　藤　政　博　　　昭和５５年　１月２５日登録

宇城支部　　　　　峯　﨑　龍　之　　　平成　２年　１月２０日登録

阿蘇・大津支部　　冨　岡　茂　幸　　　平成　２年　３月２０日登録

３. 日本土地家屋調査士会連合会表彰

（１）連合会顕彰規程第４条（役員）（２名）

八代支部　　　　　鶴　田　　　稔　　　昭和５６年　４月１０日登録

熊本支部　　　　　田　中　秀　和　　　平成１５年　６月　２日登録

４. 日本土地家屋調査士会連合会表彰

（１）連合会顕彰規程第８条（記念顕彰）

阿蘇・大津支部　　島　田　宗　雄　　　昭和５４年　２月１５日登録

５．日本土地家屋調査士会連合会九州ブロック協議会長表彰

（１）調査士４０年以上（４条５号）

八代支部　　　　　國　岡　貞　喜　　　昭和５４年１２月２１日登録

総務部長　

平 田  孝 次

行事レポート
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■日　　時　　令和２年２月７日（金）　10：00～16：30

■場　　所　  『熊本城ホール』３階　大会議室A1

　　　　　　　熊本市中央区桜町3番40号　

◎講義１「土地家屋調査士　今後の展望～報酬額との関連性～」《120分》

　講師　　船津　学先生

（長崎県土地家屋調査士会会長）

〇土地家屋調査士に必要なもの

〇我々の持つ特異な専門性

〇土地家屋調査士としてのプライド

〇売上を2倍にするには

〇土地家屋調査士の仕事を20文字で説明できるか。

〇道のど真ん中をどうどうと歩く、土地家屋調査士であれ。

◎講義２「立会が変容する会話術 ～人に寄り添う会話の方法～」《210分》

　講師　　愛知会　近藤正行先生

〇人間関係（コミュニケーション）が変われば人生がかわる。

〇研修を受ける前に

〇あなたのコミュニケ―ション能力は何点（10点満点）ですか？

〇優位感覚を探る「優先度テスト」

〇パズルゲーム（2人組）

〇土地家屋調査士自身が、調査士の仕事を小学生に説明する。

〇相手の反応が自分のコミュニケーション（能力）の結果である。

第３回 CPD研修会 ＣＰＤポイント　5.5Ｐ

行事レポート

広報部
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　令和２年２月２７日（木）、熊本地方法務局において、令和元年度土地家屋調査士試験の合格者

（熊本）を対象として、合格証伝達式が行われました。

　令和元年度の全国の受験者数は4,198名、合格者は406名で（資料後掲）、熊本県内に住所を有する

合格者2名が出席し、森一朋熊本地方法務局長より合格証書を伝達いただきました。

　その後、益田信博不動産登記部門次席登記官より、土地家屋調査士の業務に関連する情報として、

オンライン申請に関する調査士報告方式について、筆界特定手続に関する制度の開始から現在に至るまで

の事件数等の経過について、表題部所有者不明土地の解消作業について等、ご説明をいただきました。

　その後、場所を熊本県土地家屋調査士会館に移して、吉田末春本会会長、金子敏男熊本県青年土地家

屋調査士会会長、牧野泰幸熊本県公共嘱託登記土地家屋調査士会理事から、開業にあたっての心構え、

業務における留意点、連合会等の新人研修について、青年会及び公嘱協会の案内について等、説明が

行われました。

　合格者の方は、既に開業を予定されている方、以前から補助者として業務経験をお持ちの方など様々

でおられますが、土地家屋調査士のスタートラインに立たれた皆様の今後のご活躍を祈念いたします。

　会員の皆様の温かいご支援をお願いいたします。

令和元年度土地家屋調査士試験　
合格証伝達式

▲森一朋　熊本地方法務局長　　 ▲益田信博 不動産登記部門次席登記官

熊本支部／広報部理事

後 藤  俊 二

行事レポート
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※法務省ホームページより

行事レポート
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　去る令和2年2月14日に調査士を含む専門士業若手懇親会に参加しました。当時はコロナウイルスの影響

も全く無く、飲食目的8割・ちょっと勉強になれば良いが2割程度の、軽い気持ちで参加申込を行いました。

　実際に参加すると調査士の仕事内容をパワポにて紙芝居風の寸劇としてやるからと、その場で台本

を渡され、変な汗をかきながらの朗読を行う事になりました。（結構楽しかった）

　弁護士・社会保険労務士・不動産鑑定士・税理士・司法書士・公認会計士・行政書士（順不同）と

多くの先生方と知り合うことが出来、実際には勉強8割・飲食2割と逆転現象が起こりました。

　私の場合は行政書士・司法書士とお話する機会は仕事上多いのですが、他の業種の先生方とお話する

機会はあまりありませんので、自身のスキルアップに繋がる話からあまりためにならない下世話な話まで

笑顔を交えての大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。

　また、詳細に記載することは出来ませんが、売買案件において、私がお世話になっている司法書士の

先生が弁護士に任せた方が良いのでは･･･との内容になり、この交流会で知り合えた若手弁護士の先生を紹介

する事となり、依頼人及び司法書士の先生より感謝の言葉を頂く事が出来、非常に嬉しかった事を覚え

ています。

　私達土地家屋調査士は、土地や建物の測量・申請を行って、はい終了という訳にもいかない部分が

多々あるということが、今回の懇親会に参加し、実務を行ってみて改めて痛感しました。

　調査士登録をして、まだ日が浅い方々は自己の業務に直結します。とは言えませんが参加する価値は

充分にありますし、話を聞くだけでも多少のスキルアップには繋がるものと思いますので、次年度以降

にこのような機会があるならば、最初は緊張すると思いますが、お酒も入ると緊張感は次第にほぐれ

てきますので、是非とも参加への検討をしてみて下さい。

　今回この様な機会を与えて下さった調査士会の社会事業部の方々に感謝致します。

阿蘇大津支部

川上　宏
専門士業若手懇親会に
　　　参加してきました。

コンクリート杭

プラスチック杭

金属標

金属鋲

熊本県専門士業連絡協議会　若手懇親会報告

≪紙芝居≫　

息子家を建てる　～土地家屋調査士との関わり～　

https://www.youtube.com/watch?v=HTnBYXrtSFc

YouTube で動画を見ることができます。

長崎県土地家屋調査士会様　データの提供ありがとうございました

どのような手続きを
しなければいけま
せんか？

では、早速資料調査
を行い、測量いたし
ます。

ここに古い杭が
ありますが、
どなたか経緯を
ご存知ですか？

長崎県土地家屋調査士会　提供

行事レポート
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 令和元年５月１７日、「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」（令和元年法律第

１５号）が成立しました（同月２４日公布、同年11月22日一部施行）。　

　この法律は，不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されて

いない「表題部所有者不明土地」について，その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講ずる

ことにより、その権利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするものです。

　「表題部所有者不明土地」は、所有者氏名又の名称及び住所の全部または一部が正常に記録されていない

点で、不動産登記法第27条3項の定めに適合しないものであり、登記記録から所有者を特定することができ

ないものです。

　そのため登記官が表題部所有者不明土地の登記の適正化を図る必要があるときに職権でその所有者等の探索

を行うというものです。

  具体的には、表題部所有者不明土地の登記の適正化を図るための措置として、登記官に所有者の探索のた

めに必要となる調査権限を付与するとともに、「所有者等探索委員制度」を創設するほか、所有者の探索の

結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設けられました。

　従来の不動産登記法では、登記官には当該土地の実地調査権及び占有者その他官公庁に対して資料の提出

を求める権限しか与えられていなかったのですが、この法律によって、土地所有者探索のため、周辺地域の

土地の調査や、資料の請求ができるようになりました。

　また、所有者の探索を踏まえ、所有者を特定したときは、職権で表題部所有者の登記をすることとなり

ました。

　所有者を特定することができなかった表題部所有者不明土地については、適正な管理を図るための措置と

して、適切な管理を可能とする制度（裁判所の選任した管理者による管理）が創設されました（令和２年

１１月１日から施行）。

　所有者不明土地のなかには、当該土地の所有者等と考えられる者の戸除籍謄本や、当該土地及びその近隣

土地の閉鎖登記簿等の調査のほか、地域についての歴史的文献の調査や近隣住民の聴取などを行い、これ

らの事情を総合しなければ、所有者等の特定が困難な事案もあります。

　そこで必要な知識及び経験を有する者から任命された委員に、必要な調査を行わせ、登記官の調査を補充

する「所有者等探索委員制度」が創設されました。

　令和2年６月、熊本県内の土地家屋調査士15名が、熊本地方法務局長より所有者等探索委員に任命されまし

た。これは、筆界特定制度創設から14年間で、われわれ土地家屋調査士の、筆界調査委員として8割超の筆

界特定事件に携わってきた実績が、評価されたものだと思います。

　すでに任命を受けたうちの数名は現地に入り、調査を開始しています。

［参考URL：法務局／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について］

 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html

「所有者等探索委員制度」について　

所有者等探索委員制度

熊本支部／広報委員

赤 星  和 枝
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所有者等探索委員制度

不動産番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
地図番号
所　　在
　①　地　番 ②地　目

所　有　者

　表　題　部（土地の表示）
筆 界 特 定

調製

③ 地 積 ㎡ 原因及びその日付（登記の日付）
特別区南部町一丁目

特別区南部町一丁目１番１号　甲　野　太　郎

不詳１０１番 宅地 ３００ ００
〔平成２０年１０月１４日〕

余 白

余 白

余 白

余 白
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公嘱レポート

八代地区法第 14条地図作成作業　

　八代地区14 条地図作成事業スタート！

　新型コロナウイルスの影響で一時中断していた八代地区の14 条地図作成事業が6 月末から再開しました。

　梅雨時期の何とも言えない蒸し暑さの中、マスクを着用して立会に挑みました。

　10時に集合場所に集まり、「さぁ始めるぞ」と思っていたところ、地権者さんがなかなか現れず、連絡を

取ってみると、なんと、忘れていたと言われ、後日日程調整して立会をする事になりました。

　まさに出鼻をくじかれ、ちょっと意気消沈しながら午後からの立会に備えました。

　午後1 番の立会はスムーズに進み、次は15時から複数の土地を所有している地権者さんとの立会の予定に

なっていました。

　しかし、前の班から、地権者さんがそちらに向かわれましたと連絡をもらって30分ほどたっても中々

地権者さんが現れません。

　ご高齢だとお聞きしていたので「まさか、途中で倒れとらっさんどか、、、」「道に迷われたんじゃなか

ろうか、、」など不安になって、事務局に確認を取ってもらうといったん休憩にご自宅に帰られ、たまたま

来客があったからその対応をしていて遅くなっているとのことでした。

　1 時間程度遅れてしまいましたが、無事本日最後の立会がスタートしました。

　地権者さんはもう90歳を超えていらっしゃるそうですが、畦畔コンクリートの上をするする歩いて

行かれ、この蒸し暑い中の立会で私たちは汗だくでしたが、地権者さんは、汗一つかかずに立会をなさって

おり「ここが昔里道だったとか、ここが田んぼで馬を引いていた」など当時のことを鮮明に覚えていらっ

しゃって本当に凄いと思いました。

　14 条の作業に関わらせていただくと、いつも地元の昔の景色がわかり、とても面白いなと思います。

　まだまだ、これから暑くなり、さらに新型コロナウイルスの影響でマスク着用という暑さとマスクの二重苦

ですが、水分補給をこまめにして、熱中症に気を付けて、乗り切っていきたいと思います。

八代支部／広報委員

豊 崎  有 梨
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益城町の加藤神社とお地蔵様

　益城町の木山地区に香雲山道安寺という大規模寺院の跡地があります。

　その境内には熊本の偉人、加藤清正公を祀った「加藤神社」があり、またお地蔵様が合祀されています。

加藤神社は熊本城にあるのを連想しますが、益城町のお寺でも清正公を祀っている、ということです。地元

では「清正公（セイショコ）」サンと呼ばれ親しまれています。またお地蔵様は清正公を見立てたものでは

なく、単純にお寺のお地蔵様であります。

　実際の敷地内に行ってみると、熊本地震の影響により鳥居、参道等はなく、祠（ほこら）に入ったお地蔵様

がいるのみで、現在再建中だそうです。

熊本支部／広報委員

河 野  哲 行

広報委員レポート
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三角岳での御来光

 宇城市三角町にある三角岳（標高４０６ｍ）での登山をご

紹介します。新型コロナウイルスの影響で外出自粛してい

たことから体力が落ちていたため、体力づくりのために

登ってきました。また、せっかくなので早起きして、山頂

で日の出を見ることに。

 午前４時５０分、日の出前に山頂に到着しました。日の出

まで時間がありましたので、ホットケーキを焼き、コー

ヒーを入れ朝食です。当日（６月２４日）は熱帯夜で、登

山道中は無風で汗だくだったのですが、山頂では南風が吹

いたため寒く、凍える体をコーヒーで温めながら、その時

を待ちます。

午前５時１５分、御来光です。当日は雲が少なく、西原村

の俵山方面の山頂から、日の出が綺麗に見え、私のくすん

だ心が洗われるようで感動しました。

　登山コースは西港コース・高野山コースなどあるみた

いですが、今回は宇城市三角支所そばからのメインコー

スを登ります。

　午前２時に起床して、午前３時に宇城市三角支所に

到着。日の出に間に合うように、早速登山開始です。

三角岳の登山道には随所に明々とした街灯や“たいまつ”

が設置されている事は無く、ヘッドライトの明かりを

頼りに進みます。しかし、暗い中での山道は慣れないと

怖いです。小さい物音にも敏感になり、遠くでは獣？の

鳴き声が聞こえ、今にも出てきそうです。

宇城支部／広報委員

岡 山  悌 幸

▲天城橋（新１号橋）の後ろに左が三角岳、右が天翔台

▲①登山口、まだ暗いです　 ▲登山道中にあるイノシシのヌタ場。

　今にも出そうです・・・

広報委員レポート
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登山に要した時間は、ゆっくり登って往復３時間３０分く

らいでした（休憩時間は除く）。コースは各所に案内看板

や踏み跡が有りますので迷う事は無く、小学校低学年であ

れば体力的にも問題ないかと思います。

これから夏場の日中は暑くてお勧め出来ませんが、早朝や

涼しくなってから、体力づくり・リフレッシュにご家族で

の三角岳登山はいがかでしょうか？三角岳からの絶景を是

非ご自身の目で！

▲今回のコース

▲地籍多角点、なぜ３個も

　あるのか気になります

▲同じく、気になります ▲登山道中にある鯨？の

　モニュメント　

▲岩場もあります

　山頂で寒かったため、早速下山です。しかし、下山を開始したら暑くて、汗だく。登山はそんなものです。

下山途中に寄った天翔台・雲竜台からの眺めは絶景でした！

▲②天翔台から海のピラミッドや維和島方面 ▲③雲竜台から天城橋（新１号橋）と天門橋（１号橋）

おまけ

広報委員レポート
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世界かんがい施設遺産

　会報くまもとの令和２年新春号でレポートいたしました『幸野溝』に引き続き『百太郎溝』について

レポートいたします。　尚、前回レポートと重複する部分もあるかと思いますが、ご了承いただきますよう

御願いいたします。

　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。

 百太郎溝は、江戸時代中期の１６８０年、相良頼

喬公の頃、暴風雨や洪水が多発し、米価が騰貴する

などしたため、主食米増収のため開田の必要に迫ら

れていました。

世界かんがい施設遺産とは・・・

幸野溝・百太郎溝

百太郎溝

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

遺産の概要と特徴・・・

▲百太郎大堰想像図（多良木町役場壁画）

（後編）

広報委員レポート
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　百太郎大堰は、球磨川の水を取り入れ多良木町・あさぎり町を経て錦町まで、本流だけで約１９㎞、かんがい

面積１,４９０ha余りに及んでいます。この本流の工事は、鎌倉時代に始まり、何度も受け継がれ、子どもから

老人まで一丸となって協力し、人力の限りを尽くしたと言われてます。最初の一期の掘削工事は１６世紀末

ごろといわれていますが、余り記録が残っておらず、詳細は不明です。二期工事は延宝８年（１６８０年）に、

三期は元禄９年から１０年（１６９６年～１６９７年）、四期は宝永元年から２年（１７０４年～１７０５年）

に完成。五期は未完成の原田川以西の区間で年代も未詳です。

　百太郎溝の工事が始まった時代は定かではありません。一説には鎌倉時代ではないかといわれていますが、

開発は五期にわたって行われました。全長約１９㎞に及ぶ灌漑用水路で、藩からの援助や指導もなく、子ども

から老人までの農民総出の手掘りによって作られたものでした。口碑によると、第一期の頃には堰が何度

も流され、百太郎という人物を人柱として、やっと大堰の基礎ができたといわれる逸話もあるほど、工事は容易

なものではありませんでした。

　百太郎堰旧取水樋門は巨大な石材で作られており、水戸神社の側に保存されていますが、もともと旧取水樋門

は現在より１００ｍほど下流に設けられており、取水口の位置も異なりました。

▲百太郎公園に残る旧取水樋門 ▲現在の取水樋門

百太郎溝取入口旧樋門・・・

人 柱 伝 説
　何度造っても、洪水で流される堰に人々は失望していました。そんなある日、庄屋の夢枕に水神様が現れ、庄屋

にこう告げられたそうです。『袴（着物）に横縞のつぎをあてた、百太郎という男を人柱に立てよ』　そう告げら

れた翌日、庄屋の前に、まさにお告げの通りの男、百太郎が現れました。百太郎は実に優しい男で、病弱な母親の

ために一生懸命働き、近所の人からも慕われるような人間でした。庄屋は夢枕のお告げを百太郎に聞かせると、

百太郎は「水神様のお告げならば仕方がない」と人柱になることを承諾したのでした。人々は百太郎という優しい

男を失うことに嘆き悲しみましたが、水神様のお告げの前では無力でした。

　生き埋めにされる百太郎はその命尽きるまで念仏を唱え、周り

にはすすり泣きが響き、埋められる百太郎を誰一人として直視

することはできませんでした。

　百太郎が人柱となった後、何度も洪水が襲いましたが、お告げ

の通り堰が壊れることはなく、荒野は豊かな耕地となりました。

　農民達は洪水や大雨のごとに百太郎を思い起こして感謝し、

何時の頃かこの溝を「百太郎溝」と呼ぶようになったそうです。

広報委員レポート
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梅林天満宮流鏑馬

 大宰府天満宮の第一分社、馬場400ｍ、祭り

の一連の神事を現在まで継承しているのは

梅林天満宮だけであるというその貴重さを

知ったのは30年前に仲間(ちゅうげん)*1で

祭りに参加した時でした。

　鼻たれ坊主時代には境内を走り回り遊んで

いました。よく怒られなかったなと思い出し

ます。

　梅林天満宮はあの伊能忠敬も測量の時渡っ

たと記録がある菊池川と、木葉川に沿った

ところに位置します。文献によると太宰府天

満宮が創建された26年後承平6(936)年に建て

られた第一分社であり、菅原道真公の遺骨が

分祀されていると伝承されています。

　例年11月25日に行われる大祭に際し、下・

安楽寺・津留の三つの地区の輪番によって

神社南側の馬場において奉納される神事であり、

地元では「ヤクサンドン」と呼ばれ親しまれ

ています。

　寛永18(1641)年の社領目録に「流鏑馬田」

の記載がある、宝暦14(1764)年の「安楽寺村

天満宮流鏑馬御赦免分地引合改見図御帳」に

示されおり、このころから既に行われていた

ことがうかがえます。

　11月23日の夕刻から乗り手・節頭区(世話

役)の節頭屋・区長・矢持・弓持・仲間*1と呼

ばれる人々が精進小屋に入り、11月26日午前

に次の節頭区へ御神体の引き継ぎが一連の

行事ですが担当地区は祭りに付きっ切りにな

りますので、まぁ大変です。

玉名支部／広報委員

廣 瀬  公 則熊本県指定重要無形民俗文化財

ばいり ん て ん ま ん ぐ う 　 や ぶ さ め

　初めての支部レポートとして何を書こうか悩みましたが生まれも育ちも玉名なので地元で近所の

お祭りを紹介したいと思います。

広報委員レポート



－ 31－

　十数年に一度しか廻ってきませんので、

的・馬小屋・矢・精進料理作りの際、あーで

もないこうでもないと近所の人々の壮絶なド

ラマが生まれたりもします。

　熊本県下で流鏑馬の奉納を行っている神社

は複数ありますが、農村の中で精進小屋入り

から節頭くじまでの一連の神事を現在まで

継承しているのは梅林天満宮だけであり、

たいへん貴重なものだそうです。

　メインの馬上から矢を射る流鏑馬の奉納は、

乗り手は顔全体に濃くおしろいを塗り、笠に

胸当て、狩衣に襷がけといった装束に身を

固めます。鳥居の内側で弓に矢をつがえ、

天、地、東、西へと射放つ動作をした後、

鳥居前を一巡して所定の位置に行きます。

　その後、馬を全速力で疾駆させ、馬場に用意

された3ヶ所の的を次々に射ること3回、計9的

を射て流鏑馬を奉納します。

　参加した者の感想ですが、当時の馬が馬術用

でしたので走るのが早くて追いつけなくてき

つかったです。そのスピードで勢いがついた

馬も、止まり切れなくて腹這いで自分自身が

ブレーキとなって乗り手を守った光景を見た

ときは感動しました。腹と足は血だらけでした。

　今年は新型コロナウイルスにより中止が確定

しましが、令和3年には生の、行事を一度見に

来て下さい。

　15時頃奉納が始まりますが13時頃から山部

田熊野神社の神楽と、大宰府天満宮の巫女の

舞の奉納も見応えがあります。

　的を射た矢は持ち帰ることが出来き、これ

を拾うと大変縁起が良いそうです。

*1馬を引く人

※お断り

　本件記載には元玉名市博物館々長　牧野秀氏の教示を受けております。

 

 

 

↓馬小屋

巫女の舞

的は椎の生木

400ｍの馬場

広報委員レポート
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Ｑ.好きな音楽のジャンル、歌手は？

　ジョン・フルシアンテ

Ｑ.好きな食べ物は？

　大豆、枝豆、茶豆

Ｑ.これまで見た映画やドラマで感動した作品は？

　ベスト・キッド

Ｑ.過去の趣味または熱くはまったこと（物）は？

　バンド活動

Ｑ.マイブーム

　ガンプラ　ご当地マンホール撮り

Ｑ.将来のビジョン

　早く家内に認められたい

Ｑ.本会への要望等

　いつも有り難うございます。

Ｑ.広報部への要望、提言、苦言がありましたら
　  お聞かせ下さい。

　調査士業の楽しさ・厳しさ・素晴らしさを、

退屈している若者たちにもっと知ってほしいで

す。

Ｑ.家族構成を教えて下さい。

　　本人　妻　長女　長男の４名です

　

Ｑ.調査士を選んだきっかけは？（理由、契機など）

　20後半までは進学塾で熱血型の塾講師をして

おりました。３０を迎えるころから、専門家

として手に職をつけたいと思い、はじめは他の

法律系の事務所で指導を仰ぎながらその資格の

取得を目指していました。前職の経験もあって

受験には絶対の自信をもっていたところが、

ぜんぜん受からずドツボにはまりかけていました。

　そんなとき、事務所に出入りされていた調査士

の先生からお話を伺ったり、関係する業務から

知るなかで、次第に土地家屋調査士という仕事

の内容に魅力を感じるようになりました。そして

ためしに試験問題を解いてみたりするうちに、

いつのまにか作図問題ができたときの達成感を

得るのが楽しみになっていました。

　 日 々 仕 事 を し て い て も 、 他 業 種 に 比 べ て

フィールドワーク・デスクワーク・対人コミュ

ニケーションの業務バランスが最高だと感じて

おり、その選択が大正解だったと思っております。

なんでも実際やってみないとわからないもの

で、それが意外と身近にあったりするものなの

だなとつくづく感じました。

Ｑ.調査士業務の中で一番印象に残っていることは？

　長年の境界問題を拗らせて疑念を抱えてしまい、

とりつく島もなくなってしまった隣接関係者の

方と交渉する機会がありました。何度も足を

運んで、境界以外のことも含めいろんな不満を

傾聴した結果、幸い申請者側の言い分も受け入

れて頂くことが出来ました。その帰り際に「話

を聞いてもらえてよかった。またお茶でも飲み

に来てください」と言われたことはその付近を

通るたびに思い出します。

熊本支部

土地家屋調査士前田智德事務所
熊本市北区津浦町５番２０号

新入会員紹介

前 田  智 德
まえ       だ      　とも     のり

［令和元年 12 月 10 日登録］
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Ｑ.過去の趣味または熱くはまったこと（物）は？

　ビリヤード：かなり熱中しました。木の棒

（キュー）にいくら出してるのと言われる程に

ダイビング：天草の海最高です。やりたい方は

良いインストラクター紹介しますよ。一緒に潜

りましょう。

Ｑ.マイブーム

　ウォーキング、筋トレ、納豆ネギごはん

Ｑ.好きな事は？

　遊び。仕事も遊びにしてしまうので基本好きです。

Ｑ.好きな人は？

　妻です。あと、だいぶ離れて子ども

Ｑ.将来のビジョン

　6年前に自宅を新築した際には不動産登記の

事はほとんど知りませんでした。

　当時の自分がクライアントならどういった

説明であれば腑に落ちるのかを考え、喜んで頂

けるサービスが提供できればと思っています。

新入会員紹介

Ｑ.家族構成を教えて下さい。

　　妻の佳子（けいこ）、長女の稟（りん）８歳、

次女の暖（はる）５歳の４人家族です。

Ｑ.調査士を選んだきっかけは？（理由、契機など）

　前職は不動産屋向け業務アプリケーションの

開発をやってました。

退職前の3年間は単身赴任で週末のみ自宅へ帰る

という生活。そんなある日、次女から「お母さ

んの家には今度いつ来るの？」と・・・

おいおい、お父さんが6年前に頑張って建てた家

だし、「来る」じゃなくて「帰る」でしょ？と

言っても伝わりません。仕事の都合は言わば大

人の事情。妻や娘よ今までごめん、家族で一緒

に暮らそうって事で当時チャレンジ中の調査士

資格を取り開業しました。

Ｑ.調査士業務の中で一番印象に残っていることは？

　受験生時期に苦労して書きまくった図面がPCで

いとも簡単にできた時（笑）

天草支部

嶋田幸介土地家屋調査士事務所
天草市本渡町本戸馬場559番地2

嶋 田  幸 介
しま       だ         こう      すけ

▲天草ご当地ヒーローのオンノジョー

［令和 2年 3月 10 日登録］
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広報委員レポート

 中学生になって直ぐ、部活を始めようと柔道部を見学に行った。小さいときからの肥満体型で、近所の

おばさんから「瑛一君は太っとるけん、相撲取りになると良か」などと言われていた。そんなものかと考え、

相撲に近いものを探していたのである。私が通う中学校に相撲部はなかったので、柔道部に入ろうと、入部前

の見習い練習に参加した。柔道も相撲も区別はなかったが、柔道に魅力を感じていたのは、明らかにテレビ

の影響で、当時「柔道一直線」が大人気だった。

　柔道着はないのでジャージで参加して、受け身の練習をさせてもらった。上級生が見本で、立った位置から

そのまま倒れ、畳をバーンと叩いた。音の大きさにびっくりしたが、右に倒れて右腕一本での受け身、左に

倒れて左腕一本での受け身、最後に後ろに倒れて両腕での受け身を見せてくれた。

　こんな受け身は出来ないと怖じ気づいていると、三年生の一人が、私たち一年生を畳の一角に集め「いき

なりあがんか（あんな）受け身は出来んとだけん、心配せんで良か」とニコニコしながら指導を始めてくれた。

　まずは畳の上に寝転がって、右に左に、腕全体を使って、投げられたときの衝撃を和らげるように畳を

叩くのだった。次に起き上がって、前回りの要領で、起き上がるときに畳を叩くのだが、タイミングが遅い

と手のひらだけで受け身を取ることになる。タイミングがあって腕全体で畳を叩くことが出来ると、反動で

体は気持ち良く起き上がる。畳を叩くだけの練習は長いものではなかったが、とにかく緊張した。一区切り

つくと隅に正座して、先輩の練習を見るよう言われたので、ホッと胸をなでおろした。畳のスペースは狭い

ので、大勢での練習が出来ないのだった。

　畳の隅で一緒に練習していた同級生の横顔を見ると、みんな真面目な顔で、かしこまって正座していた。

試合形式の練習は寝技が多く、地味な練習には、テレビ番組のような「真空投げ」とか「二段投げ」とかの

必殺技は期待できそうにないが、受身を教えてくれた先輩は、私たち後輩にも優しい人で、柔道への魅力を

感じるのに十分な人だった。

　私は家に帰って直ぐ、入部しようと母に相談した。すると母は、顔を曇らせた。

　「柔道ばするとなら、柔道着ば買わんといかんたいね。家にそがんかお金は無かとに…、何で柔道ばせな

（しないと）いかんとね…」と言って、私をまじまじと見つめ、ぷいと視線をずらし「恨めしか…」と呟いた。

家の貧しいのが恨めしいのか、私が柔道をしたいと言っていることが恨めしいのか、私は何も言えない。

黙ったまま、じっとしている私と目が合うと母は、気を取り直したとばかりに、わざと明るくなって、

「卓球部に入ったらどがんね？」と私に勧めた。近所で仲良くしている上級生が卓球をしていることを、

母が知っていて、ラケットであれば、買うことは出来ると言うので、私は卓球部に入ることにした。

　次の日、柔道部の顧問の先生のところに行き「柔道部には入部しません」と言って、職員室を後にし

たが、そのまま卓球部に足を運ぶ気にはなれなかった。一日だけ柔道部の練習に参加して、日が変わると

直ぐ、退部を申し出たのだった。中学生になったら、クラブに入るのを楽しみにしていたので、部活動を

しないつもりはなかったが、授業が終わった後のクラブ活動の時間を、ぼんやり過ごすようになった。

《次回は、バレーボール部》

柔道部
熊本支部／広報委員

田 口  一 法

いっぽうの部屋

小説「阿蘇のやまかげ」より抜粋　その 2
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　皆さん、いかがお過ごしだったでしょうか？

　未曾有のウイルスの影響で、自粛自粛でかなりのストレスが

溜まっていたのではありませんか？私もストレスが溜まりっぱなし

でしたので、ファミリーで三角方面にドライブに出かけました。

　その時のフォトをご紹介いたします。

　まず、三角の三角ピラミッドに行きました。

　次に、三角西港の洒落たお店でソフトクリームを食べました。

めちゃくちゃうまかったです。

　最後に訪れたのが、宇土の手前にある御輿来海岸です。偶然にも、

この日（３月１４日）は、年に２回くらいしかない干潮と日の入の

時間がベストマッチングな日であったので、県外の方々も含め大勢

のカメラを持った人達がシャッターを切っていらっしゃいました。

　とても運が良かったですよ。何といっても気分転換になりました。

阿蘇・大津支部／広報委員

上 田  敏 雄

気分転換

サロン

三角周辺ドライブ
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サロン

テレビから音楽が聞こえる。

耳慣れた声とメロディーだ。

なんだったっけ？

あっ、あの番組・・・あれあれ、あれたい！

子供がはじめてのおつかいをすることをテーマにした番組。

そうそう「はじめてのおつかい」の主題歌。

B.B.クィーンズの「ドレミファだいじょーぶ」だ。

ハラハラ、ドキドキして観てたなぁ。

いろんな誘惑にも負けず、心細さを振り払ってのミッション成功。

「はじめてのおつかい」

涙、涙、涙！

そう言えば・・・

広報部専用ラインに着信。

赤星部長からだ・・・嫌な予感がする。

広報部会を開催したいが、コロナウィルス影響のもと、オンライン会議ではどうか？

ひゃ～っ、やっばりオンラインか。

デジタル・電気・機械・器械体操・水泳・・・に人一倍、いや、人百倍疎い私である。

おそらく私のパソコンにはオンライン通話出来るカメラとか道具は備わっていないはずだ！(それすら知ら

ない)

後日、事務機屋さんに尋ねたところ、最近はパソコン自体にカメラが組み込まれているそうだ。

う～む、まずかなぁ！

スマホラインは先輩がテレビ電話みたいなのをしているところを目撃したことがある。

あれなら出来るかもしれないなぁ。

「オンラインは装置が無かでしきらんと思いますが、スマホのラインででく出来っとですか？」

「スマホラインで大丈夫です。」

６月８日(月)

17時、小さな机を２台用意し、スマホをセッティング。そしてもう１台に会議資料を見るためパソコンを設置。

よし準備万端だ・・・大きく深呼吸！

18時、部長からライン通話の着信が入った。

ドキドキ。

ははぁ、このビデオマークを押せば良かとやろね。

この機能は初めて使う。

まさしく、「はじめてのおつかい」である。

赤星部長、原田理事、そして私、３人の顔が出た・・・おおっ感動！

次々に鶴田副会長、後藤理事２人の顔も出て５人全員揃った。

凄いなあ・・・しかし、これからが大変だった。

人吉支部／広報部理事

佐無田  学

ドレミファだいじょーぶ

はじめてのおつかい
(オンライン会議初体験記)
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サロン

声が聞こえない。

他の４人のしゃべってる画像が映るが声が全く聞こえない。

そして私の声だけが入らないらしい。

あれこれ触ってみるが、時間だけが刻々と過ぎてゆく。

それぞれの顔が映っているが、時々席を立たれ顔が消える。

うわ～っ、怒っとんなっとじゃなかろか？

ハラハラ。

部長よりライン・メッセージが入る。

「通話のオン・オフは大丈夫ですか？」

「えっ、それはどこにあっとですか？」

ドキドキ。

ギザギサ歯車マークの設定を見てみるが全部オンになっている。

タラタラ。

冷や汗が出る。

約１時間が過ぎた。

後藤理事からもアドバイス・メッセージが入る。

「部長の方法でダメなら、一旦ラインを終了してみては？」

ラインを終了し、再度お二人のアドバイスどおりに色々触ってみる。

最後に(多分)通話テスト？のところを触っていたら、突然、ピーとなり声が聞こえた。

「？？？？？」

パチパチ。

拍手の音が聞こえる。赤星部長から

「佐無田さん、今日の会議はそれだけで大成功です！」

「ホッ」

涙、涙、涙！

はたして、次回の会議で出来るか？・・・恐怖である！

頭の中にB.B.クィーンズの「ドレミファだいじょーぶ」が鳴り響いている。

はあっ、今夜も焼酎がうまかっ！

※スマホ本体の設定でなく、ラインの設定を見なければならなかったらしい。

　広報部役員の皆さん、本当にご迷惑おかけしました。

　そして、辛抱強く見守って頂きありがとうございました m(_ _)m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サムタクロウス

 (撮影：G) (撮影：S)

因みにスマホでやるとこんな画面になります。
おまけ
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サロン

　5月、第68回定時総会が調査士会会議室で、規模を縮小して開催された。出席者は司会者含めて17名。今

年は土地家屋調査士制度制定70周年という記念すべき年であるが、このような事態はおそらく初めてであろ

う。

　そのような中、業務研修部委員会で、zoomを体験させてもらった。

小学校のリモート授業でも使われているらしい。

「うおおぉ　つながったー！」　

余りにもあっけなく画面がつながった。

これってSF?　　否、これは現実である。

　気をよくし、さっそく広報部会をリモートで開催することを持ち掛けた（この場面は、佐無田理事のサロ

ン「はじめてのおつかい」参照）。

　ハプニングを乗り越え、また一つ成長した。

　新型コロナ感染が終息しても、このリモートの流れは止まらない。

早めの対策をしなければ、乗り遅れてしまう。かなりびびりのローテク人間であるが、これは何とかいけそ

うな・・・

　オンライン、恐るるに足りず。

　玉名支部がオンライン会議の研修を行うということを聞きつけ、参加させてもらうことにした。この研修

ではグーグルmeetを使うそうだ。

　さて、予定の時間になったが、つながらない。

　　じわじわとへんな汗が・・・

次の瞬間、「あ、つながった。」

よかったぁぁぁー

はしゃぎたい気持ちを抑え、冷静を装い、画面の向こうの面々にご挨拶する。

津崎玉名支部長「画がみえないけど。画面左下のムービーがオフになってない？」

　え？？(オロオロ)

　思った以上に画がクリアである。

画面越しでもマナーは大切。そうだ、マスクをはずして・・・

次回からきちんとメイクして臨もうと、心に誓う。

　オンライン、恐るべし。

熊本支部／広報委員

赤 星  和 枝

オンラインデビューつれづれ

▲玉名支部リモート研修会の模様

玉名支部様、

参加させていただき

ありがとうございました。
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　新型コロナウイルスにより、外出自粛等が続く中

　いつも八代支部で参加している九州国際スリーデーマーチは中止、くまモンポート八代の利用開始も延期

となり、八代のイベントはことごとくなくなってしまいました。

　外出自粛が始まってから、せっかく晴れて気持ちのいい日でも公園へも行けず、子供も保育園が自粛で

つまらなそうにしている、、、、どこかいい遊び場はないだろうかと考えていた時、一緒に事務所で働いて

いる両親から、「家の庭の改装が終ったよ、ちょっと張り切って作り替えたから遊ばせにおいで」と言われ

行ってみると、まさに公園と化した庭がありました。

巨峰の順にぷち収穫ができます。

父が何かしていると薄々感じてはいたのですが、ブランコまで作ってくれて、この新型コロナウイルスに

よる自粛期間も娘は大はしゃぎ、外でストレスなく遊ぶことができました。

孫のためとなると、おじいちゃんおばあちゃんは凄いと改めて感心しました。(笑) 

八代支部／広報委員

豊 崎  有 梨

おうち時間

サロン

父のこだわりで、季節ごとに実のなる植物を植えており、写真左から

▲ブルーベリー ▲ ジュンベリー ▲シャインマスカット
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　新型コロナウイルスの影響は絶大だった。リーマンショックを超える経済衰退、緊急事態宣言のため営業

自粛や学校休校など、いろいろな面で我慢の日々であったように感じる。私が住んでいる地域では感染者が

出たとの報告はなかったので、直接業務へ影響することはなかったことが幸いであった。しかし、平日だろう

が休日だろうが基本的に用事がないときは事務所か家の中。遊びに行きたくても行けず家の中でゴロゴロ

することも多く、「コロナ太り」という言葉を知人から多く聞いたし、私も４キロ近く太った。私は太った

ことを知られたくなかったので、顎のラインをすっきり見せるエクササイズを入念におこなったが、結果は

イマイチ。会う知人に「太りましたね。」と言われ心が傷つくも、ご飯食べてはゴロゴロしていたので自己

責任。私の子供はなが～い休校で、さすがに「学校に行って友達と遊びたい。」と言っていた（決して

「勉強したい」ではない（笑）。）。

　その影響の裏で在宅勤務、俗にいうテレワークが盛んに行われていた。私たちの業務には無縁のテレワーク

だが（個人的主観）、東京在住の親戚によると、その親戚はテレワークで業務を行っているという。話では、

「テレワーク、意外と悪くないけど出社しているときに比べると仕事がスムーズにいかない。休校休園のため

常に子供が近くにいるため子供との時間は増えたが、それが仕事に支障することがある。テレビ電話会議の

最中でも子供が隣の部屋で騒いでおり、仕事に集中できないこともシバシバ・・・あと、飲みに行く機会が

ないからお金が減らない。」らしい。３密を避けるためのテレワークだが、やはり一長一短があることは

否めない。

　そんなテレワークだが、テレビ電話による会議の方法はこれまであまり行われてこなかった手法ではない

だろうか。これを利用する形でオンライン飲み会なるものまで世に出始めた。今のご時世、ＳＮＳの普及に

よりテレビ電話会議はやろうと思えばいつでもできる環境にあったが、新型コロナウイルス感染拡大前の

時点では利用していた人は少ないように思う。しかし、在宅勤務が行われ始めてから多くの人が利用を開始し

始めたのではなかろうか。

　５月上旬、私が所属する某団体の友人達と「オンライン飲み会」なるものを行った。初めての試みで

あったが、難しいことは何一つなかった。ＳＮＳでグループを作ったあと参加者を募り、テレビ電話する

だけ。これだけ。メンバーは、福岡のＩさん、Ｏさん、Ｍさんの3人、埼玉のＫさん1人、佐賀のＴさん1人、

熊本市のＳさん1人、私（熊本Ｈさん）の計7名。開始時間を午後８時に決め、お酒とスマホ・ＰＣの充電器

を準備して、テレビ電話を使用した。７名の顔が画面に映しだされて、いざ開始。

　最初の一言、皆が一斉に言葉を発したため、訳の分からないことになった。

福岡Ｉさん　「お～、皆さんお元気でしたか～。熊本Ｈさん、太りましたねぇ～（余計なお世話や）」

福岡Ｏさん　「皆さんご無沙汰しております。お元気そうで何よりです。」

福岡Ｍさん　「福岡Ｉさん、既に飲んでるでしょ～？顔赤いっすよ！フライングっすか？」

埼玉Ｋさん　「みんな久しぶりだけど、感染しないように気をつけようね。」

佐賀Ｔさん　「・・・・・・・（無言で坊主頭のみＰＣ画面に映る）」

熊本Ｓさん　「久しぶりにみんなのウザい顔が見れて残念です（笑）。」

熊本Ｈさん　「みんな元気～？コロナの影響はどんな感じっすか？」

　こんな感じの発言を７名（１人無言）が一斉に話すので、一人一人の言葉が驚くほど伝わらない。みんな

の声がＰＣから一斉に放たれ、何を話しているのかサッパリわからないね～という話で爆笑する。

福岡Ｉさん　「皆さん、もう少し発言を控えながらやりましょう（笑）。」

福岡Ｏさん　「これ、誰が何を言っているのか全く分からない（笑）。」

福岡Ｍさん　「俺、我慢してたけど先に飲んでてもよかったんだね！」

埼玉Ｋさん　「バラバラ感、ハンパない。逆に面白い。」

佐賀Ｔさん　「フフフ・・・・・・・（坊主頭のみＰＣ画面に映る）」

熊本Ｓさん　「やっぱり、みんなウザいね（笑）。」

熊本Ｈさん　「全然まとまりがない（笑）これで何時間もつの？」

　始めたときは怖いほどグタグタだったが、徐々に慣れてきて楽しくなってきた。発言を控えつつ話は普通

に盛り上がる。

福岡Ｉさん　「福岡Oさんの後ろに映っているタンスを開けて中を見せてもらってもいいですか？

（笑）。」

福岡Ｏさん　「面倒だから拒否。」

福岡Ｍさん　「今度、福岡Oさん宅にお邪魔して確認しますね（笑）」

埼玉Ｋさん　「それにしても福岡Iさんの部屋、散らかってますね（笑）」

佐賀Ｔさん　「ホントだぁ・・・・・・・（まだ坊主頭のみＰＣ画面に映る）」

熊本Ｓさん　「ウザい人の部屋は散らかる（気が付いたら坊主頭のみPC画面に映っている）。」

熊本Ｈさん　「坊主頭の人は頭を映したがる習性があるの？」

　部屋の中が見えることはマイナス要因かも。散らかっていたら恥ずかしい。

　気が付くと午後１０時過ぎている。意外と長い時間盛り上がっている。

福岡Ｉさん　「皆さん、そろそろ２次会を始めましょう（笑）。」

福岡Ｏさん　「１次会と２次会の境目が全く分からない（爆）。」

福岡Ｍさん　「そんなこと、どうでもよくないっすか？（泥酔）」

埼玉Ｋさん　「九州はマスク売ってます？（会話がズレてる）」

佐賀Ｔさん　「ないなぁ・・・・・・・（いまだに坊主頭のみ。顔を映さない？）」

熊本Ｓさん　「俺、眠くなってきた。オヤスミ（ＺＺＺ）。」

熊本Ｈさん　「みんな、やりたい放題（笑）」

　このあと、眠くなった様子の坊主頭の佐賀Tさんと熊本Sさんが脱落（画面から消える）し、５人で会話が続く。

福岡Ｉさん　「熊本Hさん、何か面白いこと、やってください（この野郎！）。」

福岡Ｏさん　「でた！福岡Iさん得意のムチャ振り。」

福岡Ｍさん　「俺がやりましょうか・・・オェ・・・（オンラインなのに飲み過ぎ）」

埼玉Ｋさん　「・・・・・・・眠。」

熊本Ｈさん　「隣の部屋で家族が寝てるし、そもそも午後１１時過ぎてテンションさがっとるわ！」

　日付が変わる時間が迫ってきている。福岡Oさんと埼玉Kさんの二人が脱落するも、意味なくテンション

が高い福岡Iさんが喋り倒す。

福岡Ｉさん　「熊本Hさん、釣りやってますか？（話がいつも唐突）。」

福岡Ｍさん　「・・・・トイレ行ってきます・・・オェ・・・・（もう寝たら？）」

熊本Ｈさん　「天草に住んでいる住民全員釣りが上手いと思うなよ！俺はやらないよ（笑）」

　日付が変わり福岡Ｍさんが画面から消えた。

福岡Ｉさん　「二人になったので解散しましょう（笑）。」

熊本Ｈさん　「賛成。またやろう（笑）」

　以下、感想です。

　はじめてのオンライン飲み会、意外と面白かった。遠くにいる友人の顔を見ながら（佐賀Ｔさん以外）

話ができ、みんな元気にしていることが確認できた。会話のタイミング次第ではうまく話が伝わらないこと

が分かった。私以外は皆独身のためそこそこ飲んでいたが、家族が近くにいる私は気を使いながらの参加の

ため、意外と冷静を保とうとしていたため、あまり飲めなかったのが残念。・・・あと、坊主頭の人は画面

に頭を映したがる（笑）。

やっぱり、飲むなら会って飲むほうがいい・・・・・・家族に気を使うから。おわり。

天草支部／広報委員

平 林  陽 兵

オンライン飲み会雑感

サロン



－ 41－

　新型コロナウイルスの影響は絶大だった。リーマンショックを超える経済衰退、緊急事態宣言のため営業

自粛や学校休校など、いろいろな面で我慢の日々であったように感じる。私が住んでいる地域では感染者が

出たとの報告はなかったので、直接業務へ影響することはなかったことが幸いであった。しかし、平日だろう

が休日だろうが基本的に用事がないときは事務所か家の中。遊びに行きたくても行けず家の中でゴロゴロ

することも多く、「コロナ太り」という言葉を知人から多く聞いたし、私も４キロ近く太った。私は太った

ことを知られたくなかったので、顎のラインをすっきり見せるエクササイズを入念におこなったが、結果は

イマイチ。会う知人に「太りましたね。」と言われ心が傷つくも、ご飯食べてはゴロゴロしていたので自己

責任。私の子供はなが～い休校で、さすがに「学校に行って友達と遊びたい。」と言っていた（決して

「勉強したい」ではない（笑）。）。

　その影響の裏で在宅勤務、俗にいうテレワークが盛んに行われていた。私たちの業務には無縁のテレワーク

だが（個人的主観）、東京在住の親戚によると、その親戚はテレワークで業務を行っているという。話では、

「テレワーク、意外と悪くないけど出社しているときに比べると仕事がスムーズにいかない。休校休園のため

常に子供が近くにいるため子供との時間は増えたが、それが仕事に支障することがある。テレビ電話会議の

最中でも子供が隣の部屋で騒いでおり、仕事に集中できないこともシバシバ・・・あと、飲みに行く機会が

ないからお金が減らない。」らしい。３密を避けるためのテレワークだが、やはり一長一短があることは

否めない。

　そんなテレワークだが、テレビ電話による会議の方法はこれまであまり行われてこなかった手法ではない

だろうか。これを利用する形でオンライン飲み会なるものまで世に出始めた。今のご時世、ＳＮＳの普及に

よりテレビ電話会議はやろうと思えばいつでもできる環境にあったが、新型コロナウイルス感染拡大前の

時点では利用していた人は少ないように思う。しかし、在宅勤務が行われ始めてから多くの人が利用を開始し

始めたのではなかろうか。

　５月上旬、私が所属する某団体の友人達と「オンライン飲み会」なるものを行った。初めての試みで

あったが、難しいことは何一つなかった。ＳＮＳでグループを作ったあと参加者を募り、テレビ電話する

だけ。これだけ。メンバーは、福岡のＩさん、Ｏさん、Ｍさんの3人、埼玉のＫさん1人、佐賀のＴさん1人、

熊本市のＳさん1人、私（熊本Ｈさん）の計7名。開始時間を午後８時に決め、お酒とスマホ・ＰＣの充電器

を準備して、テレビ電話を使用した。７名の顔が画面に映しだされて、いざ開始。

　最初の一言、皆が一斉に言葉を発したため、訳の分からないことになった。

福岡Ｉさん　「お～、皆さんお元気でしたか～。熊本Ｈさん、太りましたねぇ～（余計なお世話や）」

福岡Ｏさん　「皆さんご無沙汰しております。お元気そうで何よりです。」

福岡Ｍさん　「福岡Ｉさん、既に飲んでるでしょ～？顔赤いっすよ！フライングっすか？」

埼玉Ｋさん　「みんな久しぶりだけど、感染しないように気をつけようね。」

佐賀Ｔさん　「・・・・・・・（無言で坊主頭のみＰＣ画面に映る）」

熊本Ｓさん　「久しぶりにみんなのウザい顔が見れて残念です（笑）。」

熊本Ｈさん　「みんな元気～？コロナの影響はどんな感じっすか？」

　こんな感じの発言を７名（１人無言）が一斉に話すので、一人一人の言葉が驚くほど伝わらない。みんな

の声がＰＣから一斉に放たれ、何を話しているのかサッパリわからないね～という話で爆笑する。

福岡Ｉさん　「皆さん、もう少し発言を控えながらやりましょう（笑）。」

福岡Ｏさん　「これ、誰が何を言っているのか全く分からない（笑）。」

福岡Ｍさん　「俺、我慢してたけど先に飲んでてもよかったんだね！」

埼玉Ｋさん　「バラバラ感、ハンパない。逆に面白い。」

佐賀Ｔさん　「フフフ・・・・・・・（坊主頭のみＰＣ画面に映る）」

熊本Ｓさん　「やっぱり、みんなウザいね（笑）。」

熊本Ｈさん　「全然まとまりがない（笑）これで何時間もつの？」

　始めたときは怖いほどグタグタだったが、徐々に慣れてきて楽しくなってきた。発言を控えつつ話は普通

に盛り上がる。

福岡Ｉさん　「福岡Oさんの後ろに映っているタンスを開けて中を見せてもらってもいいですか？

（笑）。」

福岡Ｏさん　「面倒だから拒否。」

福岡Ｍさん　「今度、福岡Oさん宅にお邪魔して確認しますね（笑）」

埼玉Ｋさん　「それにしても福岡Iさんの部屋、散らかってますね（笑）」

佐賀Ｔさん　「ホントだぁ・・・・・・・（まだ坊主頭のみＰＣ画面に映る）」

熊本Ｓさん　「ウザい人の部屋は散らかる（気が付いたら坊主頭のみPC画面に映っている）。」

熊本Ｈさん　「坊主頭の人は頭を映したがる習性があるの？」

　部屋の中が見えることはマイナス要因かも。散らかっていたら恥ずかしい。

　気が付くと午後１０時過ぎている。意外と長い時間盛り上がっている。

福岡Ｉさん　「皆さん、そろそろ２次会を始めましょう（笑）。」

福岡Ｏさん　「１次会と２次会の境目が全く分からない（爆）。」

福岡Ｍさん　「そんなこと、どうでもよくないっすか？（泥酔）」

埼玉Ｋさん　「九州はマスク売ってます？（会話がズレてる）」

佐賀Ｔさん　「ないなぁ・・・・・・・（いまだに坊主頭のみ。顔を映さない？）」

熊本Ｓさん　「俺、眠くなってきた。オヤスミ（ＺＺＺ）。」

熊本Ｈさん　「みんな、やりたい放題（笑）」

　このあと、眠くなった様子の坊主頭の佐賀Tさんと熊本Sさんが脱落（画面から消える）し、５人で会話が続く。

福岡Ｉさん　「熊本Hさん、何か面白いこと、やってください（この野郎！）。」

福岡Ｏさん　「でた！福岡Iさん得意のムチャ振り。」

福岡Ｍさん　「俺がやりましょうか・・・オェ・・・（オンラインなのに飲み過ぎ）」

埼玉Ｋさん　「・・・・・・・眠。」

熊本Ｈさん　「隣の部屋で家族が寝てるし、そもそも午後１１時過ぎてテンションさがっとるわ！」

　日付が変わる時間が迫ってきている。福岡Oさんと埼玉Kさんの二人が脱落するも、意味なくテンション

が高い福岡Iさんが喋り倒す。

福岡Ｉさん　「熊本Hさん、釣りやってますか？（話がいつも唐突）。」

福岡Ｍさん　「・・・・トイレ行ってきます・・・オェ・・・・（もう寝たら？）」

熊本Ｈさん　「天草に住んでいる住民全員釣りが上手いと思うなよ！俺はやらないよ（笑）」

　日付が変わり福岡Ｍさんが画面から消えた。

福岡Ｉさん　「二人になったので解散しましょう（笑）。」

熊本Ｈさん　「賛成。またやろう（笑）」

　以下、感想です。

　はじめてのオンライン飲み会、意外と面白かった。遠くにいる友人の顔を見ながら（佐賀Ｔさん以外）

話ができ、みんな元気にしていることが確認できた。会話のタイミング次第ではうまく話が伝わらないこと

が分かった。私以外は皆独身のためそこそこ飲んでいたが、家族が近くにいる私は気を使いながらの参加の

ため、意外と冷静を保とうとしていたため、あまり飲めなかったのが残念。・・・あと、坊主頭の人は画面

に頭を映したがる（笑）。

やっぱり、飲むなら会って飲むほうがいい・・・・・・家族に気を使うから。おわり。

サロン
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　新型コロナウイルスの影響は絶大だった。リーマンショックを超える経済衰退、緊急事態宣言のため営業

自粛や学校休校など、いろいろな面で我慢の日々であったように感じる。私が住んでいる地域では感染者が

出たとの報告はなかったので、直接業務へ影響することはなかったことが幸いであった。しかし、平日だろう

が休日だろうが基本的に用事がないときは事務所か家の中。遊びに行きたくても行けず家の中でゴロゴロ

することも多く、「コロナ太り」という言葉を知人から多く聞いたし、私も４キロ近く太った。私は太った

ことを知られたくなかったので、顎のラインをすっきり見せるエクササイズを入念におこなったが、結果は

イマイチ。会う知人に「太りましたね。」と言われ心が傷つくも、ご飯食べてはゴロゴロしていたので自己

責任。私の子供はなが～い休校で、さすがに「学校に行って友達と遊びたい。」と言っていた（決して

「勉強したい」ではない（笑）。）。

　その影響の裏で在宅勤務、俗にいうテレワークが盛んに行われていた。私たちの業務には無縁のテレワーク

だが（個人的主観）、東京在住の親戚によると、その親戚はテレワークで業務を行っているという。話では、

「テレワーク、意外と悪くないけど出社しているときに比べると仕事がスムーズにいかない。休校休園のため

常に子供が近くにいるため子供との時間は増えたが、それが仕事に支障することがある。テレビ電話会議の

最中でも子供が隣の部屋で騒いでおり、仕事に集中できないこともシバシバ・・・あと、飲みに行く機会が

ないからお金が減らない。」らしい。３密を避けるためのテレワークだが、やはり一長一短があることは

否めない。

　そんなテレワークだが、テレビ電話による会議の方法はこれまであまり行われてこなかった手法ではない

だろうか。これを利用する形でオンライン飲み会なるものまで世に出始めた。今のご時世、ＳＮＳの普及に

よりテレビ電話会議はやろうと思えばいつでもできる環境にあったが、新型コロナウイルス感染拡大前の

時点では利用していた人は少ないように思う。しかし、在宅勤務が行われ始めてから多くの人が利用を開始し

始めたのではなかろうか。

　５月上旬、私が所属する某団体の友人達と「オンライン飲み会」なるものを行った。初めての試みで

あったが、難しいことは何一つなかった。ＳＮＳでグループを作ったあと参加者を募り、テレビ電話する

だけ。これだけ。メンバーは、福岡のＩさん、Ｏさん、Ｍさんの3人、埼玉のＫさん1人、佐賀のＴさん1人、

熊本市のＳさん1人、私（熊本Ｈさん）の計7名。開始時間を午後８時に決め、お酒とスマホ・ＰＣの充電器

を準備して、テレビ電話を使用した。７名の顔が画面に映しだされて、いざ開始。

　最初の一言、皆が一斉に言葉を発したため、訳の分からないことになった。

福岡Ｉさん　「お～、皆さんお元気でしたか～。熊本Ｈさん、太りましたねぇ～（余計なお世話や）」

福岡Ｏさん　「皆さんご無沙汰しております。お元気そうで何よりです。」

福岡Ｍさん　「福岡Ｉさん、既に飲んでるでしょ～？顔赤いっすよ！フライングっすか？」

埼玉Ｋさん　「みんな久しぶりだけど、感染しないように気をつけようね。」

佐賀Ｔさん　「・・・・・・・（無言で坊主頭のみＰＣ画面に映る）」

熊本Ｓさん　「久しぶりにみんなのウザい顔が見れて残念です（笑）。」

熊本Ｈさん　「みんな元気～？コロナの影響はどんな感じっすか？」

　こんな感じの発言を７名（１人無言）が一斉に話すので、一人一人の言葉が驚くほど伝わらない。みんな

の声がＰＣから一斉に放たれ、何を話しているのかサッパリわからないね～という話で爆笑する。

福岡Ｉさん　「皆さん、もう少し発言を控えながらやりましょう（笑）。」

福岡Ｏさん　「これ、誰が何を言っているのか全く分からない（笑）。」

福岡Ｍさん　「俺、我慢してたけど先に飲んでてもよかったんだね！」

埼玉Ｋさん　「バラバラ感、ハンパない。逆に面白い。」

佐賀Ｔさん　「フフフ・・・・・・・（坊主頭のみＰＣ画面に映る）」

熊本Ｓさん　「やっぱり、みんなウザいね（笑）。」

熊本Ｈさん　「全然まとまりがない（笑）これで何時間もつの？」

　始めたときは怖いほどグタグタだったが、徐々に慣れてきて楽しくなってきた。発言を控えつつ話は普通

に盛り上がる。

福岡Ｉさん　「福岡Oさんの後ろに映っているタンスを開けて中を見せてもらってもいいですか？

（笑）。」

福岡Ｏさん　「面倒だから拒否。」

福岡Ｍさん　「今度、福岡Oさん宅にお邪魔して確認しますね（笑）」

埼玉Ｋさん　「それにしても福岡Iさんの部屋、散らかってますね（笑）」

佐賀Ｔさん　「ホントだぁ・・・・・・・（まだ坊主頭のみＰＣ画面に映る）」

熊本Ｓさん　「ウザい人の部屋は散らかる（気が付いたら坊主頭のみPC画面に映っている）。」

熊本Ｈさん　「坊主頭の人は頭を映したがる習性があるの？」

　部屋の中が見えることはマイナス要因かも。散らかっていたら恥ずかしい。

　気が付くと午後１０時過ぎている。意外と長い時間盛り上がっている。

福岡Ｉさん　「皆さん、そろそろ２次会を始めましょう（笑）。」

福岡Ｏさん　「１次会と２次会の境目が全く分からない（爆）。」

福岡Ｍさん　「そんなこと、どうでもよくないっすか？（泥酔）」

埼玉Ｋさん　「九州はマスク売ってます？（会話がズレてる）」

佐賀Ｔさん　「ないなぁ・・・・・・・（いまだに坊主頭のみ。顔を映さない？）」

熊本Ｓさん　「俺、眠くなってきた。オヤスミ（ＺＺＺ）。」

熊本Ｈさん　「みんな、やりたい放題（笑）」

　このあと、眠くなった様子の坊主頭の佐賀Tさんと熊本Sさんが脱落（画面から消える）し、５人で会話が続く。

福岡Ｉさん　「熊本Hさん、何か面白いこと、やってください（この野郎！）。」

福岡Ｏさん　「でた！福岡Iさん得意のムチャ振り。」

福岡Ｍさん　「俺がやりましょうか・・・オェ・・・（オンラインなのに飲み過ぎ）」

埼玉Ｋさん　「・・・・・・・眠。」

熊本Ｈさん　「隣の部屋で家族が寝てるし、そもそも午後１１時過ぎてテンションさがっとるわ！」

　日付が変わる時間が迫ってきている。福岡Oさんと埼玉Kさんの二人が脱落するも、意味なくテンション

が高い福岡Iさんが喋り倒す。

福岡Ｉさん　「熊本Hさん、釣りやってますか？（話がいつも唐突）。」

福岡Ｍさん　「・・・・トイレ行ってきます・・・オェ・・・・（もう寝たら？）」

熊本Ｈさん　「天草に住んでいる住民全員釣りが上手いと思うなよ！俺はやらないよ（笑）」

　日付が変わり福岡Ｍさんが画面から消えた。

福岡Ｉさん　「二人になったので解散しましょう（笑）。」

熊本Ｈさん　「賛成。またやろう（笑）」

　以下、感想です。

　はじめてのオンライン飲み会、意外と面白かった。遠くにいる友人の顔を見ながら（佐賀Ｔさん以外）

話ができ、みんな元気にしていることが確認できた。会話のタイミング次第ではうまく話が伝わらないこと

が分かった。私以外は皆独身のためそこそこ飲んでいたが、家族が近くにいる私は気を使いながらの参加の

ため、意外と冷静を保とうとしていたため、あまり飲めなかったのが残念。・・・あと、坊主頭の人は画面

に頭を映したがる（笑）。

やっぱり、飲むなら会って飲むほうがいい・・・・・・家族に気を使うから。おわり。

サロン
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◎事務局に御用の方は、マスク着用のうえアルコール消毒を行って入室ください。

◎発熱・咳・全身痛などの症状がある場合は、申し訳ございませんが、入室をご遠慮ください。

◎室内では、飛沫感染予防のためパーティション等を活用した対策を行い、定期的に換気します。

皆様と事務局職員の健康を守るため、
ご理解とご協力のほど

よろしくお願いいたします。

事務局より

事務局より

■□■　新型コロナウイルス感染予防のためのお願い　■□■

熊本県土地家屋調査士会

令和 2 年 3 月から新たに加わりました

國 元  一 恵です。
どうぞよろしくお願いします。

く に 　 も と 　　か ず 　  え

公益社団法人
公共嘱託登記熊本県土地家屋調査士協会

令和 2 年 4 月より 3 人体制になりました。
どうぞよろしくお願いします。

左から上田こずえさん、森本由美さん、緒方真里さん
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用紙等販売について

1 700   700       50 25    1,250    

1 700   700       50 20    1,000    

50 14    700       50 10    500       

50 14    700       × 1 850   850       

10 30    300       × 1 550   550       

1 500   500       . 25 90    2,250    

1 1,500 1,500     × 30 50    1,500    

) 50 8      400       10 50    500       

4 100 9      900       10 20    200       

10 30    300       1,000 15    15,000   

   

用紙等販売のご案内

□登記完了証

①桐・線有

□登記完了証表紙（A3）（10枚より）　

（50 枚より）
②桐

（50 枚より）
③複写文字
（50 枚より）

※調査士会事務局で取り扱っております

複写すると
COPY の文字が
浮き出ます。
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用紙等販売について

□「境界立会のお願い」A3（２つ折）両面カラー（10枚より）　

謄本等職務上請求書を購入される際の注意点

〇購入される際は、申込書・誓約書が必要です。用紙は、謄本等職務上請求書の
　最終ページ（両面）にあります。事務局に備え付けもございます。
　用紙に記入の上、忘れずに職印を押印してお申込み下さい。

〇必ず、使用後の謄本等職務上請求書（控）をお持ちください。書き損じ等、
　使用していない用紙も含みます。

〇（控）について、番号の確認をします。不備がある場合は、直ちに販売できない
　こともあります。（14 ぺージ参照）

〇会員に代わって補助者が購入にいらっしゃる場合は、補助者証の提示を
　お願いします。
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役員名簿

会の動き
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会の動き

支部役員名簿
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会の動き

 

所属支部 氏　　名

熊　本 綱紀委員 委 員 長 上 田 啓 次

阿蘇・大津 〃 副委員長 山 村 修 司

玉　名 〃 委 員 平 本 和 孝

宇　城 〃 委 員 増 田 久 男

山　鹿 〃 委 員 米 田 隆

八　代 〃 委 員 長 尾 秀 美

人　吉 〃 委 員 菅 野 隆 治

天　草 〃 委 員 岩 田 稔 正

熊　本 手 島 章 子

玉　名 武 田 拓 也

宇　城 富 田 浩 吉

山　鹿 一法師 生次

阿蘇・大津 鎗 水 一 美

八　代 端 田 俊 彦

人　吉 古 賀 晃

天　草 〃 山 﨑 元 徳

役職名

綱紀予備委員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

令和元年５月１７日改選

綱紀委員・同予備委員名簿
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令和元年度　第１０回常任理事会
令和2年1月21日

議題

１．会費納入状況報告

２．ＡＤＲセンター処理状況

３．第２回全国会長会議出席結果報告

４．第７回法務局との三者検討会出席結果報告

５．専門士業連絡協議会報告

６．義援金の決算書について

７．７０周年記念事業の特別会計について

８．調査士法の改正に伴う一般業務等への影響
　　について

９．講師団名簿の作成に係る登載者の推薦に
　　ついて

１０．７０周年事業　３Ｄ測量について

１１．専門士業　熊本大学協議会について

１２．熊本会新人研修会について

１３．連合会会報「土地家屋調査士」の電子化
　　　について

１４．マンガでわかる土地家屋調査士のしごと
　　　の有償頒布について

１５．前事務局長の賞与について

１６．土地家屋調査士会会則の一部改正について

１７．有給管理と給与支払いの流れについて

１８．第３回ＣＰＤ研修会について

１９．新人実務体験研修実施について

２０．パソコン（旧）処分について

２１．次回常任理事会開催日確認と事業報告等
　　　の提出日について　

令和元年度　第９回常任理事会
令和元年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回理事会の開催場所について

１４．九州ブロック協議会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 

会の動き

常任理事会
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令和元年度　第１２回常任理事会
令和2年3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．全国ブロック長会議出席報告 

４．法務局との三者検討会出席報告

５．令和２年度各部事業計画（案）について　
　  （修正後）

６．令和２年度各部予算（案）について（修正後）

７．令和２年度一般会計予算（案）について　   
　  （修正後）

８．第５回理事会議題について

９．７０周年記念事業について

１０．第６８回定時総会会次第等について

１１．第６８回定時総会表彰者について

１２．日調連７０周年記念事業担当者会同見送り
　　　について

１３．熊本会新人研修会について

１４．義援金収支途中報告について

１５．次回常任理事会開催日について

令和元年度　第１１回常任理事会
令和2年2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．専門士業無料相談会結果報告 

４．第３回ＣＰＤ研修会結果報告

５．法務局との協議会結果報告

６．令和元年度各部事業実施報告

７．令和元年度各部仮収支決算について

８．令和２年度各部事業計画（案）について

９．令和２年度各部仮予算（案）について 

１０．８０周年記念事業積立金について

１１．九州ブロック協議会次回当番会時の積立金
　　　について

１２．令和元年度一般会計及び特別会計仮収支
　　　決算書について

１３．令和２年度一般会計及び特別会計仮予算
　　　（案）について

１４．プロジェクターの購入について

１５．法務局の重要施策を周知するための重点
　　　取組に伴う協力方について

１６．事務処理への決済について

１７．規則の一部改正（案）について

１８．会則の一部改正（案）について

１９．調査・測量実施要領の運用及び第7版の
　　　廃棄について

２０．パソコンの入れ替えについて

２１．調査士白書２０２０への記事寄稿について

２２．用紙販売の価格改定について

２３．業務研修部の在り方について

２４．第５回理事会の議題について

２５．令和２年度第１回理事会開催日と期末監
　　　査会開催日について

２６．事務局職員採用報告

会の動き
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令和2年度　第３回常任理事会
令和2年6月25日

議題

１．第６８回定時総会結果報告

２．九州ブロック協議会定時総会結果報告

３．日調連総会前の電子会議結果報告

４．会費納入状況報告

５．ＡＤＲセンター処理状況について 

６．会員の異動報告

７．「地上絵プロジェクト２０２０」の現状報告
　　について

８．玉名支部のオンライン研修報告

９．各部事業中間報告について

１０．第２回理事会開催について

１１．今後の理事会の方針について

１２．ウェブ会議導入検討について

１３．事務局長４月分の手当について

１４．事務局長代行職務及び事務局長採用に
　　　ついて

１５．職員の外回りの手当について

１６．事務局の事務処理分担について

１７．筆界情報閲覧システムについて

１８．第１回ＣＰＤ研修会開催について
　　  （予定９月１１日）

１９．被災認定家屋調査について

２０．７０周年記念事業について

２１．プロジェクター購入について

２２．全国一斉不動産表示登記無料相談会に
　　　ついて

２３．支払請求書の承認について

２４．書類回覧について

２５．事務局からのメールについて

２６．職員給与昇給及び賞与について（規則確認）

２７．くまもと経済カンパニーの掲載について

２８．次回理事会の議題について

２９．次回常任理事会の開催日について

会の動き

令和2年度　第２回常任理事会
令和2年5月8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

３．九州ブロック協議会定時総会出席者について

４．第１回ＣＰＤ研修会の開催中止について

５．新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
　　延長に伴う事務局業務体制について

６．第６８回定時総会の準備等について

７．第１回支部長会及び第２回理事会開催日について

８．部会の開催について

９．次回常任理事会の開催日について

令和2年度　第１回常任理事会
令和2年4月7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．令和元年度収支決算について

４．令和２年度収支予算案について

５．第６８回定時総会について

６．第１回理事会の議題について　

７．コピー機とノートパソコン購入について

８．廃業後賠償責任保険について

９．会則変更（案）修正について

１０．定時総会の議長・副議長の選任について

１１．登記制度創造プロジェクト電子会議について

１２．日調連記念顕彰について

１３．職務上請求書の頒布について

１４．業務研修部の在り方、各部の業務内容の確認

１５．各支部への総会御樽について

１６．次回常任理事会及び議長打ち合わせ会について
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令和2年度　第4 回常任理事会
令和2年7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．会員の異動報告（異動者なし） 
４．賠償責任保険・動産保険加入状況について
５．７０周年記念事業計画案経過報告
６．各部事業中間報告（修正分）について
７．ウェブ会議システムについて
８．八千代座３D測量について
９．プロジェクターの見積書について
１０．日調連とライカジオシステムズとの業務   
　　　提携の締結について
１１．指定店の更新について
１２．第２回理事会の議題について
１３．次回常任理事会の開催日確認について

会の動き

理事会、支部長会

令和元年度　第５回理事会
令和2年3月14日　パレア会議室7　13:00～

議題

１．会費納入状況報告
２．ＡＤＲセンター処理状況報告
３．令和元年度会務報告
４．顧問弁護士の委嘱について
５．義援金収支途中報告について
６．７０周年記念事業について
７．令和元年度各部事業実施報告
８．令和元年度仮決算について
９．令和２年度各部事業実施計画（案）について
１０．令和２年度仮予算（案）について
１１．会則の一部改正（案）について
１２．規則の一部改正（案）について
１３．第６８回定時総会について
１４．第６８回定時総会表彰者候補者について
１５．所有者等探索委員について
１６．次回理事会及び期末監査会の日程について

令和2年度　第１回支部長会
令和2年7月18日　熊本中央公民館　10:00～

議題

１．「調査士もプラットフォーム
　　（行先案内人）になろう」について
２．分筆する部分の面積の割合について
３．筆界確定訴訟代理人付与の日調連への要望
　　について
４．Ｗｅｂ会議やオンライン研修会の検討について
５．Ｚ ｏ ｏ ｍ の 基 本 的 な 使 い 方 や Ｐ ｃ で の
　　ミーティングの開催方法について
６．その他

令和2年度　第２回理事会
令和2年7月18日　熊本中央公民館　13:00～　

議題

１．第６８回定時総会結果報告
２．九州ブロック協議会定時総会結果報告
３．日調連定時総会結果報告
４．会費納入状況報告
５．賠償責任保険等加入状況報告
６．ＡＤＲセンター処理状況
７．令和２年７月豪雨の会員被害状況報告
８．令和２年度各部事業実施計画
９．各支部活動報告
１０．義援金の清算について
１１．原点清掃について
１２．調査士の日無料相談会について
１３．７０周年記念事業について
１４．令和元年度決算の補足説明
１５・事務局夏期休暇について

令和2年度　第１回理事会
令和2年4月10日　調査士会館　13:30～

議題

１．支部別会費納入状況について
２．会則変更（案）の修正について
３．令和元年度収支決算について
４．令和２年度収支予算案について
５．ノートパソコンの廃棄について
６．第６８回定時総会について
７．日調連表彰　記念顕彰について
８．社会事業部の事業報告（修正）について
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　　月　日 曜 項　　　目 場　　　所

1月15日 水 無料相談会（ADR） 調査士会館 13:00 濵﨑顯爾会員

1月16日 木 法務局・司法書士会・調査士会 第６回三者検討会 熊本地方法務局 16:00

1月21日 火 第１０回常任理事会 調査士会館 14:00 会長、常任理事

1月29日 水 暮らしの総合相談所 パレア 13:30 嶋崎恵一会員

1月30日 木 苦情相談委員会 調査士会館 13:00

2月1日 土 業務研修部・委員会 調査士会館 13:00 業務研修部員

2月7日 金 第３回CPD研修会 熊本城ホール 10:00

2月8日 土 総務部会 調査士会館 10:00 常任理事、総務部員

2月8日 土 財務部会 調査士会館 11:00 常任理事、財務部員

2月8日 土 広報部会 調査士会館 13:00 常任理事、広報部員

2月8日 土 社会事業部会 調査士会館 13:00 常任理事、社会事業部員

2月14日 金 法務局との協議会 熊本地方法務局 15:00 会長他

2月14日 金 熊本県専門士業連絡協議会若手懇親会 ビアンコ 18:00

2月20日 木 第１１回常任理事会 調査士会館 13:00 会長、常任理事

2月20日 木 苦情相談委員会 調査士会館 10:30

2月26日 水 暮らしの総合相談所 パレア 13:30 吉田健太郎会員

2月28日 金 境界資料管理センター委員会 調査士会館 15:00 金子委員長他

3月3日 火 法務局・司法書士会・調査士会 第7回三者検討会 熊本地方法務局 16:00

3月6日 金 第１２回常任理事会 調査士会館 14:00 会長、常任理事

3月11日 水 財産管理運営委員会 調査士会館 15:30

3月14日 土 第２回支部長会議 パレア 10:00 会長、各支部長

3月14日 土 第５回理事会 パレア 13:00 会長、常任理事、理事、監事、各支部長

3月18日 水 無料相談会（ADR） 調査士会館 13:00 濵﨑顯爾会員

3月25日 水 暮らしの総合相談所 パレア 13:30 濵﨑顯爾会員

4月2日 木 第１回苦情相談委員会 調査士会館 16:00 鶴田副会長他

4月6日 月 法務局長着任挨拶 調査士会館 15:40 会長、副会長

4月7日 火 第１回常任理事会 調査士会館 14:00 会長、常任理事

4月10日 金 第１回理事会 調査士会館 13:30 会長、常任理事、理事、監事

4月27日 月 期末監査会 調査士会館 9:30 会長、財務部長、監事

5月8日 金 第２回常任理事会 調査士会館 14:00 会長、常任理事

5月29日 金 第６８回定時総会 調査士会館 13:30

6月3日 水 第１回総務部会 調査士会館 15:00

6月6日 土 九州ブロック協議会定時総会 長崎ハウステンボス 13:30 会長

6月6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8日 月 第１回広報部会 ウェブ会議 18:00

6月12日 金 第１回社会事業部会 調査士会館 15:00

6月20日 土 第１回財務部会 ウェブ会議

6月24日 水 暮らしの総合相談所 パレア 13:30 末次盛一会員

6月25日 木 第３回常任理事会 調査士会館 14:00 会長、常任理事

7月6日 月 第４回常任理事会 調査士会館 14:00 会長、常任理事

7月18日 土 第１回支部長会 熊本市中央公民館 10:00 会長、支部長

7月18日 土 第２回理事会 熊本市中央公民館 13:00 会長、常任理事、理事、監事、各支部長

7月22日 水 暮らしの総合相談所 パレア 13:30 赤星和枝会員

7月31日 金 第１１回土地家屋調査士の日無料相談会 鶴屋百貨店内 10:00 濵﨑顯爾会員

8月1日 土 第１１回土地家屋調査士の日無料相談会 鶴屋百貨店内 11:00 濵﨑顯爾会員

概　　　要

会の動き

会務報告
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　　月　日 曜 項　　　目 場　　　所

8月4日 火 法務局・司法書士会・調査士会 第１回三者検討会 熊本地方法務局

8月12日 水 第５回常任理事会 調査士会館

8月21日 金 九州ブロック協議会会長会議 福岡

8月22日 土 九州ブロック協議会会長会議 福岡

8月26日 水 暮らしの総合相談所 パレア

8月29日 土 公嘱協会第３５回通常総会 ホテル日航熊本

9月11日 金 第１回CPD研修会 市民会館シアーズホーム夢ホール

9月23日 水 暮らしの総合相談所 パレア

9月30日 水 熊本大学法学部特別講義 熊大黒髪キャンパス

10月7日 水 熊本大学法学部特別講義 熊大黒髪キャンパス

会の動き

行事予定
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事 務 所

登録番号

兼 業

〒863-0002   
天草市本渡町本戸馬場 559 番地 2   
TEL 0969-24-7033  FAX 0969-24-7033

測補

第 1222 号

登 録 日 令和 2 年 3 月 10 日

登録番号 第 1223 号

登 録 日 令和 2 年 5 月 20 日

登録番号 第 1224 号

登 録 日 令和 2 年 6 月 1 日

新人会員紹介

みや          もと                           　ひろし

宮 本   　広

しま            だ          　　こう           すけ

嶋 田   幸 介

事 務 所

兼 業

〒862-0912   
熊本市東区錦ケ丘 5 番 8 号 101   
TEL 090-8835-2936

測

やま          ぐち             　たか           ひろ

山 口   高 広
事 務 所

兼 業

〒862-0950   
熊本市中央区水前寺一丁目 20-22
水前寺センタービル 3F   
TEL 096-384-8885  FAX 096-384-8886

測補

支部別会員数

慶弔関係

御結婚　小松祐介　　　会員　　　令和2年2月22日　　　　

御逝去　布田　 俊　　御母堂　　　会員家族　　令和2年1月20日　

御逝去　士野清浩　　御母堂　　　会員家族　　令和2年1月20日　

弔慰関係

祝賀関係

会の動き

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 20 12 23 18 5 16 232

兼業者 17 2 6 1 4 4 5 5 44

計 141 16 26 13 27 22 10 21 276

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２年７月２日現在
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あとがき

　7月の熊本県豪雨災害に遭われた会員各位、ご家族様に、心よりお見舞い

申し上げます。

　まだまだ、後片付けなどご苦労が多いと存じますが、一日も早く元の生活

に戻れるようお祈り致します。

さて、8月13日から15日は、夏季休暇を取られる事務所が多いと思います。

　本日、「2020会報くまもと」夏号を皆様のお手元に届けることができま

した。夏休み中にゆっくりお読みいただければ幸いです。

　お忙しい中、記事を寄せて下さった方々、記事の推敲にあたってご協力いた

だいた熊本地方法務局の守田様、事務局様、いつも「会報くまもと」を盛り

上げて下さる広報委員各位、会報発行に携わっていただいたすべての皆様に、

誌面を借りまして感謝申し上げます。

　今夏の暑さは、いつにも増して厳しいです。屋外で作業をされる際は、

適切にマスクをはずし、水分と塩分を取りながら、時々休憩をとりましょう。

そして、うつらないように、うつさないように、お互い気をつけましょう。

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）　

担当　赤星和枝

広報部より

「マンガで分かる土地家屋調査士のしごと」

土地家屋調査士の山田ハカル君とモグラのモグが、業務

内容を解説しています。相談会や出前授業で配布して

いただき、土地家屋調査士のＰＲ活動にお役立て下さい。

必要部数を事務局にお伝え下さい。

日本土地家屋調査士会連合会

20020年2月リニューアル

ｗカズエもソーシャルディスタンスｗカズエもソーシャルディスタンス
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熊本県土地家屋調査士会指定店

熊本県土地家屋調査士会と指定店登録の契約を結んでいる一覧表です。
各社、有用なサービスを提供して下さいますので、業務上でご入用の際は是非ともお問い合わせ下さい。

指定店のご利用について



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☟
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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





2020年 8月 5日発行

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

No.296
会 報

熊本県土地家屋調査士会

特別見学通路
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