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【表紙の説明　八千代座３次元点群データ画像】

　土地家屋調査士制度制定７０周年記念事業である、八千代座３次元測

量データ贈呈式で披露した、成果品データの一つです。

　まるで荒い写真か絵画のようですが、これは点の集合体（点群）の

データで、その１つ１つが、位置（ｘ,ｙ,ｚ）、温度、色の情報を

持っています。

　昨年８月、文化財に指定されている山鹿市の芝居小屋「八千代座」の

周辺、屋内の舞台、小屋裏、奈落など２０６か所に３Dレーザースキャ

ナーを設置し、２日間で約５８億点の点群データを取得しました。使用

したLeicaBLK360は、１秒間に３６０万点のデータを取得することが

できます。

　解析した点群データは、３D点群編集ソフト（Wing Earth アイサンテ

クノロジー社製）で解析し、モバイルハードディスク（SSD  容量１TB

　80ｍｍ×80ｍｍ×15ｍｍ 15g）に入れて熊本県、山鹿市、八千代座

に寄贈しました。
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　新年明けましておめでとうございます。

　昨年を振り返りますと、コロナウイルスの猛威で社会全体のほとんどの行事が中止や延期となってしまい

ました。さらにこの熊本県内では7月に人吉・芦北地方を中心として豪雨災害が発生しました。被災された

方々にお見舞い申し上げます。

　コロナウイルスの影響は、我が熊本県土地家屋調査士会にも及んでおります。

　５月の総会では、感染リスクを避けるため会員の皆様に委任状での参加を呼びかけ、役員のみで開催しま

した。年に一度の総会ですので、出席の上意見を述べたいと思っていた方も多いと思いますが、予想できな

かった事態でしたのでご了承ください。

　またCPD研修会につきましても、会員を一堂に集めることが困難であったため、Web配信となりました。

その他には、業務研修部、広報部の委員会や各部会、常任理事会等にもWeb会議を採用したりしました。ただ

このWeb会議や研修会のネット配信につきましては、今後の会務の運営上非常に有効なものであると気づき

ました。今後は集合しての会議とWeb会議を併用していきたいと思います。

　それから令和2年は土地家屋調査士法制定70周年でした。我が会でもこの70周年を祝う記念事業をいくつか

企画していたのですが、全てを実行することはできませんでした。実施できたものは、熊本市内を中心として

走る路線バスの後部ラッピングです。令和2年の1月から12月末までの1年間走っていましたので見られた方

も多いと思います。それともう一つは、山鹿市にあります「八千代座」の3D測量です。この3D測量は、

土地家屋調査士の業務に直接結びつくものではありませんが、地域の文化財を守るため、あるいは将来の

復元・再築の際に非常に有効な資料となります。調査士会としましては、この重要なデータを作成し、山鹿市

及び熊本県に提供することで社会貢献ができ、さらには広報活動にもなることから実施しました。実際、

新聞・テレビ報道等で取り上げていただきました。

　また毎年の継続事業では、「地上絵プロジェクト」を令和2年10月6日に宇土市走潟小学校で実施しました。

コロナの影響で実施が危ぶまれましたが、広報部長及び若手会員の熱意で実施し、子供たち、先生方にも

好評で終了することができました。参加された方御苦労さまでした。

　本年4月からは、これまでの調査・測量要領に替わり業務取扱要領が新たに制定され新年度からの施行

となります。これは会則に位置づけられますのでこれまで以上に順守する必要があります。

　令和3年はどんな年となるのでしょうか。コロナが終息し、平穏な時が戻るのを祈るばかりですが、会員の

皆様におかれましても、健康に留意され健やかに過ごされることを祈念し、新年のご挨拶の結びとします。

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。

　また，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。

　さらに，昨年からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，世界規模で社会経済活動に深刻な影響

が生じ，日本国内においても，依然として，緊張感をもって対応すべき状況が続いています。このような

状況下にあっても，法務局の業務である不動産登記は，国民の社会経済活動の基盤であることから，当局と

しましても，感染防止に万全を尽くしつつ業務を適切に継続してその責務を果たしていく所存ですので，

引き続き，御理解・御協力を賜りますようお願いします。

　さて，令和２年７月豪雨の発災から半年が経過しました。一連の豪雨は，人吉・球磨地方をはじめ，県内

の広範囲において多くの人命や家屋への被害のほか，ライフライン，地域の産業等にも甚大な被害をもたら

しました。法務局におきましては，令和２年７月豪雨による被災地域の復興に資するため，被災者支援の

一環として，倒壊，流出等した建物について，登記官の職権による建物の滅失の登記を早期に行うことを

予定しています。

　また，発生から４年９か月が経過した平成２８年熊本地震の復興への取組として，本年度から，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実施することとしています。本作業

においては，土地家屋調査士の方々の協力が不可欠となります。

　これからも，令和２年７月豪雨及び平成２８年熊本地震からの復興・復旧に向けて貢献していく所存で

ありますので，皆様方の御支援をよろしくお願いいたします。

　他方，所有者不明土地問題の解消が政府の重要施策として位置付けられている中で，法務省及び法務局に

おいては，日本土地家屋調査士会連合会，日本司法書士会連合会，関係省庁・地方自治体等とも連携し，

様々な施策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，

本年度からは法務局における自筆証書遺言書保管制度を開始しました。また，そのほかにも，相続登記手続

の簡素化や相続登記に係る登録免許税の特例の創設など，相続登記の促進のための方策が図られています。

　さらには，令和元年５月１７日に成立した「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」（令和元年法律第１５号）が同年１１月２２日に施行されたことに伴い，本年度からは，表題部所有者

熊本地方法務局長

久 保  朝 則
新年のご挨拶

ご挨拶
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不明土地解消作業を本格的に開始したところです。表題部所有者不明土地は，所有者不明土地の中でも取り

分け所有者の探索に時間，労力及び費用を要する類型の土地といわれています。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の方々におかれましては，表題部所有者不明土地又はその周辺の地域

に所在する土地の実地調査や近隣の住民への聴取など，精力的に作業を進めていただいていることに対しま

して深く感謝申し上げます。

　法務局においては，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。

　また，筆界特定制度について，昨年３月２７日に成立した「土地基本法等の一部を改正する法律」（令和

２年法律第１２号）に伴い，不動産登記法の一部が改正され，同年９月２９日から地方公共団体による筆界

特定の申請が可能となりました。今後は，地籍調査に関わる筆界特定制度の活用が増加することが予想され

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御尽力いただいた結果，本制度は

国民に広く認知され，定着してきていると考えております。本制度の更なる推進に向けて，引き続き，御協力

をお願いします。

　昨年８月１日施行された「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」（令和元年法律

第２９号）による改正後の土地家屋調査士法第１条では，土地家屋調査士の専門家としての使命が明確化

されました。これは，土地家屋調査士の皆様方が，表示登記業務だけでなく，筆界特定やＡＤＲ手続，登記

所備付地図作成作業のほか，所有者不明土地問題への対応や自然災害における復興支援等における専門家と

して社会に貢献する姿が評価され，国民からの期待がますます高まっていることを示すものと考えます。

今後とも，その職責と社会的使命を果たされ，土地家屋調査士制度の更なる発展に努めていただきますよう

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。新春を迎え、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。

　平素より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お礼を申し上げます。

　現在の国の現状においては、コロナウイルス禍の中、安倍政権の後継者　菅新首相が「炭素０宣言・再生

可能エネルギー問題」、「社会生活様式のデジタル化」、「少子高齢化」、「所得格差・地域格差」、

「行政改革・地方創生（当会顧問の坂本哲志先生大臣就任）」等、多くの問題を抱えた多様化の社会に組閣

されました。

　法務省は、「所有者不明土地問題」の解決策の一環として令和元年６月１２日に「司法書士法・土地家屋

調査士法」の法改正を公布し、改正土地家屋調査士法も令和2年8月１日に施行されました。さらにパブリック

コメントを経て、民法や不動産登記法の改正が進められています。

　また国土交通省においては、昨年２月４日に閣議決定された土地基本法の改正案において、土地所有者に

適切な利用管理の確保を求めています。特に所有者は登記を適宜行い、境界確定に努力、協力することなど

が明記されています。

　総務省では昨年２月初め、国の入札業種区分に「登記関連業務等」の項目が設けられ、土地家屋調査士は

公共調達事業の受け皿の一つとして認められました。

　これ等の国策を踏まえ、熊本県土地家屋士政治連盟では、全国土地家屋調査士政治連盟との連携及び情報

を共有して土地家屋調査士制度の充実・発展を図る政治活動を計画しています。

　①土地家屋調査士法施行規則第29条2号に筆界を明らかにする業務を明文化する改正。

　②土地家屋調査士法第64条の公嘱協会の行える業務を社会の要請、時代の変化に対応したものとする改正。

　③改正予定民法の相隣関係等について適切な対応活動。

　④固定資産課税台帳の土地家屋調査士への限定的閲覧を可能にする活動。

また、熊本県内における、本会・公嘱・政連三者連携による活動。

（１）土地家屋調査士業務環境、生活基盤安定への要望・陳情活動。　　　　　　　

①専門調停委員，司法委員の推薦。　

②官民境界確定事務の民間委託啓蒙。　

③入札区分に「登記関連業務」の新設。　

④狭隘道路解消の啓蒙。　

⑤不在者財産管理人制度参画への研究と啓蒙。　　　

　　　

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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(２)市県民に貢献できる土地家屋調査士関連業種の検討と啓蒙。　　　　　　　　　　　　　　　　

　①社会福祉協議会等の無料相談への参画。

　②各地方自治体との政策協定。

（３）政治連盟制度対策委員会の充実と調査・研究参加者の募集。

（４）政治連盟の活動における組織・職責倫理の構築。

　※権力の圧は恣意的であり、自信は過ぎれば傲慢に、異論の排除は独裁につながります。会の歴史や人と

　　しての資質の原理原則を知りプロセスを大事にして、「会員は今なにを望んでいるか。」・「会員に知

　　らせることはないか。」・「それは果たして会員の為になるだろうか。」を標榜する組織でありたい。

　　　　

　以上が令和３年２月19日開催予定の第３９回定時大会の事業計画（案）の抜粋となります。

　本年も会員皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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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。

 　昨年８月の社員総会において理事に選出され、後の理事会の互選において代表理事となりました近藤です。

 これまでも役員として活動させていただいておりましたが、代表理事となったことでさらなる責任の

重さを痛感しております。

　土地家屋調査士としては若輩ではありますが今後ともよろしくお願いいたします。

　さて、熊本地震より今年の４月で５年経過となり、熊本の復興・復旧も多少落ち着いてきたところであろ

うかと思います。

　昨年においては新型コロナウィルスの発生により、日本全国において様々な影響があり、活動の自粛が求

められました。中でも経済活動の自粛は土地家屋調査士業界への負担もかなり見られたことと思われます。

　更に熊本は７月の豪雨水害において人吉、芦北、水俣の県南地区及び天草地区で被害に遭われた方も多く、

当協会社員においても例外ではありませんでした。

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

ならないと思います。

　次に最近の当協会の活動報告ですが、従来型法１４条地図作成作業（八代市松江地区）の２年目作業

（立会・測量・成果納品）も８割が完了し、２月の縦覧、３月の納品に向けて作業中です。

　また、復興型法１４条地図作成作業（益城町）を昨年４月に落札し、１年目作業及び２年目作業の一部に

着手しております。

　この復興型法14条地図作成作業（益城町）は従来型とは違い作業範囲が２倍近くなりますが、熊本県の

県道４車線化事業や区画整理事業と様々な調整や問題解決をしなければなりません。

　益城町の復興のためにこの事業はあと数年は継続して行われる予定とされています。

　この事業を無事完遂させることで、熊本地震の復興に土地家屋調査士が大きく寄与できることになり、

全社員皆様の協力があってこそ完了できることです。

　熊本の復興については今後も熊本地方法務局・熊本県土地家屋調査士会と共に災害復興に携わっていく

所存です。

　令和元号も３年目となり、新型コロナウィルスに対応する新生活様式を取り入れながらではありますが未

来に向けて熊本の為に頑張っていきましょう。

　最後に社員・会員の皆様方の益々のご健勝・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

近 藤   　聡

ご挨拶
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　明けましておめでとうございます。皆様すこやかに新春を迎えられた事と存じます。

　旧年中は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。

　また、昨年７月の豪雨災害により被害を受けた会員の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

　私も災害復旧ボランティアに参加させて頂き現地の状況を見ることが出来ましたが、あまりにも酷く正直

言葉が出ませんでした。しかし被害に遭われた皆さんはその状況を受け入れ、前向きな言葉、行動をとられて

いる事に人間の強さを感じました。と同時に災害等が起きた場合の復旧作業には多くのボランティアが必要

不可欠だという事を改めて痛感しました。

　同じく昨年世界中に暗い影を落としたコロナウィルス感染症ですが、残念ながら今年も同じ状況が続いて

行きそうです。熊本でもほぼ毎日感染者が出ておりクラスターも発生しています。感染症対策の基本である

手洗いうがい・マスク着用・密を避けるを徹底した生活をして、うまく付き合っていく他無いのかなと思い

ます。

　さて、本年の青年会活動としましては昨年一度も出来なかった研修会やレクリエーションを、状況を見な

がらではありますが行っていこうと思います。研修会に関しましてはオンライン会議ツールを使用しての

研修、若しくは動画配信等を考えています。その後、オンライン懇親会まで出来れば最高かなと思って

います。コロナ渦で以前の様に街中で懇親会を開催する機会が無くなった為、会員同士の交流や情報交換の

場を設ける意味でもオンライン懇親会はやる価値があるのかなと思います。レクリエーションに関しまして

は状況を見ながら、換気の良い屋外でかつ、密にならない様な事が何か出来ればと思っています。

　その他にも何か出来る活動は無いかと模索しながら、そして新しい生活様式を励行しながら青年会も前に

進んでいこうと思います。会員の皆様も感染対策を万全に行い素晴らしい一年になる事を願っております。

　最後になりますが本年も青年会を宜しくお願い致します。

熊本県青年土地家屋調査士会　会長

金 子  敏男

ご挨拶
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土地家屋調査士制度制定 70周年記念事業報告

７０周年記念事業

１．ラッピングバス広告

　土地家屋調査士制度制定７０周年をデザインしたラッピング広告を制作。

　令和2年1月から12月までの１年間、４台の路線バスが熊本市内を走行しました。

２．「八千代座」３次元測量と成果品スキャナデータ寄贈

□測　量 令和2年  8月12日（水） 9時から16時まで

使用機器　　Leica RTC360・Leica BLK360

□贈呈式

□技術協力　　　

令和2年11月26日（木）15時から16時まで

於：八千代座舞台

ライカジオシステムズ株式会社

アイサンテクノロジー株式会社

　国指定重要文化財である八千代座（熊本県山鹿市山鹿 1499）の３次元測量を行い、そのデータを山鹿市、

熊本県、八千代座に寄贈しました。

　八千代座舞台で行った贈呈式では、測量データの目録を贈るほか、３ D 点群編集ソフト Wing Earth を

使った解説を交えながら、VR 体験も実施しています。新しい「３ D」という技術で、歴史的に価値の

ある文化財の今を記録し、７０周年の節目の事業とすることができました。残念ながら、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、ごく少人数での開催となりましたが、式の模様を動画サイトにアップ

しておりますので、是非ご覧ください。

https://youtu.be/CvxlWSaDj0c
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　新年、明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては、つつがなく新しい年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。

　昨年は新型コロナウィルスが猛威を振るい、今まで経験したことのない厳しい年となってしまいました。

　そのような中ではありますが、昨年は土地家屋調査士制度制定70周年の記念の年であり、熊本会では

70周年記念事業として3Ｄスキャナーを使った3次元測量を行いました。測量の舞台は山鹿市にある芝居

小屋「八千代座」です。八千代座は、国の指定重要文化財であり、歴史ある建造物です。今も現役の芝居

小屋としてさまざまな公演が行われています。

　今回の事業は、指定重要文化財である八千代座の姿を、内外部を問わず細部までデータ化することが

狙いです。それによって、災害等万一の事態が発生した際に正確に復元することが可能となります。

　令和2年8月12日に観測を行いました。当日はアイサンテクノロジー株式会社とライカジオシステムズ

株式会社から技術支援を受けながら、16名の会員で執り行いました。3Ｄスキャナーなるものは見るのも

初めてという状況でしたので、いったいどうなることかと心配していましたが、機械操作はものすごく

簡単でびっくりしました。観測したい場所に3Ｄスキャナーを置いてスタートボタンを押すだけ。後は自分

が撮影されないように隠れて4～5分待つだけです。これを約１０ｍ間隔で繰り返し行っていきます。観測

はなんとこれだけなのです。最終的には、3Ｄスキャナーで撮影された映像は無数の点群に処理され、

　それが座標化されていきます。まさに驚きです。

　猛暑の中の作業でしたが、初めて目にする最新の技術力に感動しながら、楽しく行うことが出来ました。

土地家屋調査士制度制定７０周年記念事業

「八千代座」３次元測量報告

山鹿支部　広報委員　中島英司
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左から　
ライカジオシステムズ株式会社 LHI事業推進部部長 大八木正広様
　　　　　　　同　　　　　　 代表取締役社長 日比孝典様　
熊本会会長 吉田末春
山鹿市長 中嶋憲正様　
熊本県文化課長 中村誠希様
八千代座理事長 池田永実様　
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▲令和２年８月１４日熊本日日新聞朝刊より転載
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令和２年１１月２８日熊本日日新聞朝刊より転載
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令和２年７月豪雨 被災地レポート

　2020年7月8日

　この日私は人吉の法務局に抵当権設定の登記の添付書類を持ち込んだあと、人吉の街をひとり歩きました。

7月3から４日にかけて起きた豪雨の4日後です。

　被災された方々が災害の後片付けに大忙しのときに登記の添付書類を持ち込まねばならなかった理由は、

それ以前に私が表題登記でドジを踏んだせいなのですが、そのいきさつは同年9月号の司法書士会の会報に

詳しく書きましたので、ここでは触れません。

　法務局を出た私は、球磨川に架かる大橋を左岸から右岸へ渡りました。

　作業着を着てヘルメットを被り、何故か公嘱協会のオレンジ色のメッシュベストを着て身分証明書を

首にぶら下げ、熊本地震後の滅失家屋調査のときの出で立ちにゴム長靴という格好で、被災された方々の

物心ともに邪魔にならないように気をつけながら、歩きました。

熊本支部
私が歩いた人吉の街

増水したままの球磨川。

あの大洪水から4日経っていても、

普段は見ることのない異様な流れです。

九日町入り口。

球磨川から流れ込んだゴミが集まっています。

一
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令和２年７月豪雨 被災地レポート

九日町西側の繁華街。

一般車両は通行止めになっています。

コンサルの人たちが、レベルのスタッフ

のようなものを持って家を測っていました。

浸水の高さの調査でしょうか。

車道の脇は泥が貯まっています。

この泥はまだたっぷり水を含んでいて、

まるでぬかるみを歩いているようです。

重機を使って流れ込んだゴミを取り除いている

ようです。

九日町東側、ホテル清流山水花 あゆの里の前。

紺屋町の駐車場付近。

熊日の朝刊にも写真が載っていた光景です。
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昔、支部役員の旅行で泊まった旅館も

被災しています。その日の宴会で大酒を

飲み、翌日二日酔いで焼酎藏を見学でき

なかったことが、まるで昨日のことの

ように思い出されます。

青井阿蘇神社の本殿。

玄関のすぐ横に、ボランティアの女子中学生

の姿が見えます。頭が下がります。

青井阿蘇神社の桜門。

こちらは、被害は少ないようです。

お堀には車が数台水没しています。

青井阿蘇神社の鳥居の前の禊橋（みそぎばし）。

欄干が球磨川の上流から下流の方向に向かって

なぎ倒されています。

令和２年７月豪雨 被災地レポート
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法務局は、１階の階段下まで水が来たようです。

球磨川を挟んで中心街の対岸、法務局や裁判所がある

寺町や、調査士・司法書士の事務所がある新町も被害

に遭いました。

お堀の傍には、災害ゴミが山のように積まれています。

裁判所の駐車場も、まだ泥が堆積しています。

　道路を挟んだ裁判所の向かい側に佐無田さんの事務所があります。立ち寄ってみたら、やはり被災され

ていました。ご夫婦は後片付けの最中でしたが、それでも手を止めて私に挨拶をしてくださいました。

　ありがとうございました。

　２日後の７月10日、私は再び人吉の法務局を訪れ、抵当権設定の登記の完了書類を受け取りました。

そして、そのまま人吉市の東の方――球磨川上流の方――にある錦町の金融機関の本店へ書類を届けました。

融資を担当した人吉市内にある支店が被災して、機能していなかったからです。

　私のドジで所有者更正登記をしなければならなくなったために（おかげで？）、今までは2～3ヶ月に

一度しか訪れていなかった人吉・球磨地方へ、大洪水の日を挟んで前後二週間の間に計４回も往復する

ことになった御縁を不思議に思う気持ちと、じじいの身で体力以上の行動をしたために生じた心身の疲れ

を癒やすために、その後の一週間をボーッとすごしてしまいました。

令和２年７月豪雨 被災地レポート
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　人吉・球磨地方に大洪水が発生し、多くの

犠牲者を出して初めて迎えたお盆の初日。

　例年のとおり、人吉・球磨地方にある家内の

ふるさとにお墓参りに行きました。コロナ過を

避けるために、極力人とは会わず、サッと行って

サッと帰る――を合い言葉にして・・・。

　高速道路は先月の10日に走って以来一ヶ月

ぶりです。沿岸道路（国道219号線）は多くの個所

で道路が決壊して不通となり、球磨村の方や

ボランティアの方が思うように村へ行き来する

ことができないので、高速道路の坂本パーキングエリア（以下、「ＰＡ」）から一般道路に出るように

なっていると、いつかの新聞に載っていました。

　私はその記事を見て、坂本ＰＡからどうやって一般道路に出ているのだろうと前から疑問に思って

いました。坂本ＰＡは自動販売機とトイレしかなく、ほとんどここを利用する人がいませんので、私たち

は南に移動するときはなるべくこのＰＡを利用するようにしています。

　ですから、歳を取っても好奇心だけは旺盛な私は、坂本ＰＡに着くと、早速その様子を見に行きました。

　警備員のお兄さんに声をかけ、話しを聞いたところ、昨日から沿岸道路が仮開通（坂本町では沿岸道路

の対岸の坂本町の集落を通ります。細い道が続き、許可された車両だけが通ることができるそうです）

したので、車の量は減ったし、今日はお盆なので工事の車両が通らないので、いつもよりは少ないとの

ことでした。それでも、この出口ができたのでずいぶん皆さんが助かっているようでした。

　警備員のお兄さんはもっと話しをしたさそうでしたが、遅くなるといけませんので、「お疲れさまです」

と挨拶して坂本ＰＡを後にしました。

2020年8月13日

　人吉インターで高速を降り、人吉の中心街

を通ってみました。先月の8日に、徒歩で

見て回ったとき以来です。

　九日町を東西に走るメインストリートを

ゆっくり行くと、左手にホテルあゆの里が

見えます。このホテルは今後被災者の為の施設

を兼ねてお役に立つよう、国の援助を受けて

復旧されると聞いています。

　九日町の交差点の西側の繁華街もきれいに

なっています。広告用のディスプレイには

コロナ対策のメッセージが流れていました。

ここ被災地でもコロナ対策は重要な課題です。

商店街もすっかり片づいています。

　墓参りを済ませ昼食を取った後、私たちは「サッと帰る」の合い言葉のとおり、帰路につきました。

令和２年７月豪雨 被災地レポート
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　人吉・球磨から熊本市に帰るには、高速道路の

ほかに沿岸道路があります。またこれらのほかにも、

五木の子守唄で有名な五木村を通るコースがあり

ます。洪水の直前に何年ぶりかで通った沿岸道路

は被災して一般車両は通ることができませんので、

今回は五木村を通って帰ることにしました。

　今回は、決して高速料金を浮かすためではなく、

純粋に五木村の自然を久しぶりに味わうためです。

そういえば、子どもが小さい頃は、よくここを

通っていました。

　五木村へ入る道は、ダム建設が中止となった

ことで有名になった川辺川に沿って続いています。ダム建設の付帯工事として、今は広い立派な道路が

できていますので、とても快適なドライブをすることができます。

　「ダム建設が中止にならんかったら、今度の球磨川の大氾濫はなかったかもしれんね」

　ダムに反対する方が聞いたら目を剥いて怒りそうな会話をしながら、最後の清流の一つと言われた

川辺川を遡っていきます。ところどころで流木が見られます。この川でも、先月の豪雨で氾濫した個所

も出たのでしょう。

　五木村の中心地に高々と架かる頭地大橋を渡ると、道路は川辺川の支流五木小川の岸を遡っていき

ます。暫く走ると川幅が狭くなり、水量も少なくなって、岩と岩とに囲まれた浅瀬では子ども連れの

家族が水浴びをしている風景も見られます。のんびりとした、山里の風景です。

　快適にドライブをしていると、突然片側通行の信号に出くわします。

　大通峠のトンネルを通るまでの登りの道路の途中で、５～６個所、この信号に出会いました。片側を

通行しながら窓からちらっと横を見ると、道路の一部が崩落していたり、道路に亀裂が入ったりして

おり、このあたりでも豪雨の被害が大きかったことを物語っています。今回の想定外の豪雨は、私たち

の知らないところでも、あちこちで被害をもたらしているのでしょう。

　被災された球磨川周辺の地域の方々の復興、話題に上がってきた川辺川ダム建設の再考（その後穴

あきダムが建設されることになりました）、それに伴う五木村の村民の方々の葛藤。

　熊本地震では余り被害が大きくなかった県南にも、新たに多くの問題が突きつけられています。

　こうやって、私たち熊本県民は、ますます強くなっていくのでしょう。

　さぁ、新たな年が始まりました。　負けんばい、熊本‼

　　　　　（この文章は、私のホームページ「オンライン申請入門」(https://rsmay.com/）

　　　　　　に載せた記事を加筆修正したものです）

令和２年７月豪雨 被災地レポート
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人吉支部　広報委員

松 本　健一郎

早期の災害復興を祈る

　近年梅雨時期は、大雨の回数が増えてきたように思える。

　令和２年７月３日の夕ご飯の時、「夜中は、また大雨になるって予報しとるな。」「百太郎は、大丈夫

じゃろか？」　家の北側に隣接する農業用用水路の百太郎溝のことである。

「今まで、上がってきた（氾濫）こたなかけん大丈夫じゃろう。」　安易な気持ちでいた。

　７月４日の日が変わるころから雨音は酷く

なり、夜中２時頃雨音で目が覚める。２階の

寝室から、懐中電灯で百太郎溝を照らして

みると、まだ半分位までの水量でひと安心

する。しかし、止まない大雨の音で寝れな

かった。そして、大雨は人吉・球磨地方を覆う

ように６時間以上降り続いた。

　気象庁は４日４時５０分に熊本県・鹿児島

県に対し大雨特別警報を発表した。このとき

天草・芦北地方・球磨地方付近には、幅約70㎞，

長さ280㎞の大規模な線状降水帯が発生して

いたのである。

　夜が明け６時過ぎに外を見てみると百太郎溝の

水かさは、かさ上げ前の擁壁を超え敷地のぎりぎりまで

増え、道は川となっていた。

　その頃、球磨川沿岸の地域である人吉・球磨地方、

八代市（坂本）・芦北地方、天草地方で災害が

起こっていたのである。

　広範囲で降った雨は、支流から球磨川本流へと

流れ込み、満杯になった本流から支流へ逆流し氾濫。

氾濫により護岸の決壊を起こしながら大災害を起こ

したものとみられる。

　朝から、知人に安否確認。応援の要請があり、

翌日３人で人吉市内に向かう。

　道中、国道２１９号線で向かいながら飲料水・

おにぎり等の食糧をできるかぎり買い込む。現地まで

残り１０㎞程で渋滞。そこで、空いていそうな道を

遠回りしながらも人吉市内に入ると、渋滞。そこで、

逃げ道を行くも現地まで100ⅿというところでまた

渋滞。なんとか現地に到着。

　なんと声をかければよいかわからず、「大変でしたね。」

▲洪水により流されたＪＲ肥薩線鉄橋及び相良橋

 （球磨村渡地区）

▲球磨川の氾濫により３階建の２階までが浸水

令和２年７月豪雨報告
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▲球磨川の氾濫により曲がったＪＲ肥薩線線路

とお悔やみを言うと、「来てくれてありがと

う。こうなったもんは仕方なかもんね。」と

笑顔で応えてくれた。

　気丈にも応えてくれた知人に思わず、胸が

熱くなる。

　被災した知人の話だと、６時過ぎから球磨川

の側の道に水が溢れ出し道から300ⅿの距離

に位置する敷地まで水が到達するのに30分

もかからなかったという。結果、知人宅は

平家建の屋根まで浸水していた。

　散乱した家財道具全部及び泥を搬出、庭の

流木・ごみの片づけに３日かかった。その後、近隣の被災者が搬出した災害ごみを災害ごみ集積所へ搬出

するのに２日かかった。

　その後、知人や知人の知人宅を４か所程ボランティアとして手伝った。

　知人は、私等の外にも友人たちの応援によって、早期にかたづけられたが年配の方や老人の方は手付かず

の状態であった。

　今回の被災者に対し、お悔やみを申し上げると共に早期の復興を心より祈るものであります。

　又、災害から半年程経過したが、まだ手つかずの部分もあり国や県の支援を切にお願いする次第であり

ます。

令和２年７月豪雨報告
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令和２年７月豪雨報告

　令和2年7月豪雨により天草市では下記のような被害が発生しました。これだけの被害が発生しているにも

関わらず死者がいなかったことが幸いです。死者が出ていないためか天草の被害状況がメディアで報道

されることは多くありませんでしたが、これだけの被害があったことに驚いています。早期復興を切に願

うばかりです。

天草支部　広報委員

平 林  陽 兵

天草の被害状況

　天草市被害状況

■床上浸水145件

（牛深地域134件、御所浦地域６件、河浦地域５件）

■床下浸水283件

（本渡地域３件、牛深地域209件、御所浦地域58件、新和地域４件、河浦地域９件）

■全壊０件

■大規模半壊２件

（牛深地域２件）

■半壊22件

（牛深地域20件、御所浦地域１件、河浦地域１件）
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玉名の被害状況

令和２年７月豪雨報告

準半壊66件

（牛深地域60件、御所浦地域１件、天草地域１件、河浦地域４件）

一部損壊166件

（本渡地域3件、牛深地域138件、有明地域１件、御所浦地域17件、新和地域4、河浦地域3件）

　　　　　　　▲旧魚貫小学校の土砂災害　　　　　　　　　▲河浦町市道女岳線崩落

＊本ページ記載の情報は、天草市役所の情報提供に基づき承諾の上、掲載しています。

菊池川の様子

▲避難勧告翌日の菊池川 ▲菊池川普通の日
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第１回 CPD研修会報告

講義１　「土地家屋調査士懲戒処分事例」　CPDポイント　2.0P

業務研修部

研修会報告

　今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の研修会を実施することは難しい状況です。検討

の結果、動画配信をするかたちで研修会を実施することとなりました。配信した動画を視聴後、アンケート

を事務局に送ることでCPDポイントが付与されます。

講師　日本土地家屋調査士会連合会　常任理事　　日野智幸先生

　  動画視聴期間    　　令和２年１０月５日～令和２年１１月５日

アンケート受付期間　　令和２年１０月５日～１１月６日迄

講義２　　「裁判事例からみた境界鑑定」　CPDポイント　2.0P

講師　鹿児島会　　谷口正美先生

　  動画視聴期間    　　令和２年１１月６日～令和２年１２月６日

アンケート受付期間　　令和２年１１月６日～１２月７日迄

※谷口先生による新人会員向けQGIS研修会の様子を動画サイトにアップしました。

https://youtu.be/aUbZagp4eck
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　熊本支部による官民境界に関する無料相談会です。熊本市

役所１階ロビーにおいて、毎月第１、３木曜日１３時３０分

から１６時３０分まで実施しています。新型コロナウイルス

感染防止のため、パーテーションの設置、検温、マスク着用、

手指や筆記用具等備品の消毒、密をさける等、対策を徹底し

ています。

　昨年より、ADR運営委員会による無料相談を受け付けています。事前予約制で、毎月第３水曜日の午後、本

会会議室において実施しています。

無料相談会報告

熊本支部による無料相談会

ADR無料相談　

　くまもと県民交流館パレアにおいて、毎月第４水曜日、１３時３０分から１６時に実施している、総務省

熊本行政評価事務所の無料相談会に、相談員を派遣しています。

　土地境界のトラブル、土地・建物表示に関する登記に対する疑問を受け付けています。新型コロナウイルス

感染防止のため、令和２年４月、５月、１１月は中止となりました。　

行政相談　暮らしの総合相談所（熊本総合行政相談所）※相談員を派遣

広報部

無料相談会報告

　令和２年は２月２７日～５月２８日、８月１３日～９月２４日は中止となり、令和３年１月２８日からは、

熊本県独自の緊急事態宣言を受け、再び中止となりました。今後の状況をみながら再開する予定です。
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無料相談会報告

　１０月１日の「法の日」に合わせて、熊本県司法書士

会・熊本県土地家屋調査士会の合同による無料相談

会を県下１２か所にて、実施いたしました。

　新型コロナウイルス感染防止対策として混雑を避け

るため、熊本市の会場については、事前予約制としました。

「法の日」無料相談会

▲天草支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲玉名支部（荒尾市）

▲玉名支部（玉名市）
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□日　時　令和２年１１月２３日（祝・月）１０時から６時まで

□場　所　熊本県民交流会館パレア　９階　

　　　　※完全Web予約制

　熊本県専門士業団体連絡協議会（熊本県内の弁護士・司法書士・税理士・行政書士・社会保険労務士・

土地家屋調査士・不動産鑑定士・公認会計士でつくる団体）による毎年恒例の無料相談会です。

　多業種に携わる相談案件がほとんどで、他士業の相談員と合同で対応する場面が多くあり、貴重な相談員

同志の情報交換の機会となっています。

　特に今年度は完全予約制であったため、事前に相談内容を把握でき、質の良い対応ができたように思います。

　時間的な余裕もあり、相談案件に対する他士業の考え方を聞くことができ（相談員にとっては）いつになく

実りの多い相談会となりました。

熊本の 8士業合同無料相談会

相談員の皆さん
お疲れ様でした！

無料相談会報告

※「土地家屋調査士の日無料相談会（７月３１日）」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。

　熊本県司法書士会・熊本県土地家屋調査士会とその青年会が

共催で例年実施している無料相談会です。

　今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、面接相談

は事前予約制としました。

□日　時　令和２年１０月２４日（土曜日）１０時から１６時まで

□場　所　１、熊本県司法書士会館（面談）　熊本市中央区大江４丁目４－３４

　　　　　２、玉名市文化センター（面談）　玉名市繁根木８８番地１

　　　　　３、電話相談

不動産トラブル 110 番
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原点清掃

新人研修

　会員親睦のためのボーリング大会やゴルフ大会が中止となる中、例年参加者を募って実施していた原点

清掃も、規模を縮小して行いました。作業時間を少なくするため、剪定は業者に外注し、阿蘇・大津支部会員

と本会役員有志による清掃作業のみとしました。（令和２年１０月１１日実施）

　来年は多くの会員が参加できるよう、新型コロナウイルスの終息を願います。

　連合会による令和２年度土地家屋調査士新人研修が、会議室でのオンライン講義というかたちで実施

され、熊本会では３名が受講しました。

 １日目（１２月２１日）

会員心得、職務上請求書の取扱い

土地家屋調査士の職責と倫理

土地家屋調査士業務取扱要領①（通則）

土地家屋調査士業務取扱要領②

（土地の調査・測量実務、技術）

 ２日目（１２月２２日）

土地家屋調査士業務取扱要領③（建物の調査・実務）

報酬の運用

筆界と所有権界

筆界確認の実務

筆界特定制度、ＡＤＲ

( 境界紛争解決における土地家屋調査士の関わり )

広報部

広報部

行事レポート

講義の内容

 ３日目（１２月２３日）

土地・建物の所有及び利用上の規制関連法①（土地・建物）

土地・建物の所有及び利用上の規制関連法②（戸籍・相続）

土地家屋調査士の民事責任・事故
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熊本大学法学部　後期特別講義（法律実務の諸相）
　熊本県内の８つの専門士業（熊本県専門士業連絡協議会）が行っている熊本大学法学部２～３年生後期特

別講義。今、学んでいる法学が社会でどのように活かされているかを、各々の士業の業務と関連付けながら

講義しています。リレー形式で各士業が９０分２コマずつ担当し、今年度が４年目となります。

　今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等を鑑み、遠隔対応にて講義を行って頂きたいという

熊本大学からの要請があり、zoomを使った動画配信によるかたちの講義を行いました。

　第１回目（９月３０日）は、機器の不具合というアクシデントで、急遽、音声のみ録音する講義となりま

した。予定してした動画視聴やパワーポイントは使えず、学生には録音した音声データが後日配布され

ました。第２回（１０月７日）は、リアルタイム動画配信を行うことができました。

社会事業部

行事レポート

教室で画面（ノートパソコンのカメラ）に向かって講義する武田真佳会員

本当にお疲れ様でした

　授業内容

　第１回　土地家屋調査士　　土地家屋調査士業務と土地家屋調査士試験について

　第２回　土地家屋調査士　　登記記録の見方と筆界特定制度について

　第３回　司法書士　　　　　司法書士の業務Ⅰ

　第４回　司法書士　　　　　司法書士の業務Ⅱ

　第５回　税理士　　　　　　税理士の氏名と役割　来たれ！税理士業界へ

　第６回　税理士　　　　　　これからの税理士像

　第７回　行政書士　　　　　日本における外国人と行政書士の係わりについて

　第８回　行政書士　　　　　行政書士と市民の係わり

　第９回　社会保険労務士　　社労士って？？聞いたことない？？

第１０回　社会保険労務士　　仮想社労士になって労使トラブル事例の対応をしてみよう

第１１回　弁護士　　　　　　司法試験・弁護士業務の概略（民事・刑事・その他）について

第１２回　弁護士　　　　　　弁護士業務と他士業連携

第１３回　公認会計士　　　　公認会計士の仕事と決算書の見方

第１４回　公認会計士　　　　会計と法律（会社法）の接点

第１５回　不動産鑑定士　　　実務家が語る！不動産鑑定士の魅力

第１６回　不動産鑑定士　　　希少性が魅力！不動産鑑定士の業務・不動産鑑定士試験

※講義後の学生からのアンケート結果を本会ホームページに掲載しております。是非ごらんください。
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 令和２年１０月６日、宇土市立走潟小学校（宇土市走潟町７４３番地　生徒数１０５人　佐伯尚文校長）

の６年生１６人を対象とし、ＴＳやＧＮＳＳを体験して貰う出前授業を実施しました。

 当事業は前回の熊本市立中島小学校に続き通算４回目となりますが、今回は新型コロナウイルスの影響

により、事業の開催自体も危ぶまれました。そのため、感染予防対策としてスタッフ人員を約半数とし、

アルコール消毒、フェイスマスク着用、検温を行ったうえでの実施となりました。

 文部科学省の学習指導要領によると、小学６年では図形の縮図や拡大図について理解することになって

います。授業で習った内容の応用としてＴＳを用いてグラウンドに星を描き、ＧＮＳＳを用いて“宝探し”

を行いました。

 測量体験に先立ち、座学を行いました。①「土地家屋調査士の仕事」では、社会での役割や不動産

登記の制度などについて、②「緯度と経度」では地球儀を用い、緯度と経度とＧＮＳＳとの関連性に

ついて説明し、③「机上での星形作図」では生徒に定規と分度器を用いて、半径10cmの星を作図

して貰いました。

地上絵プロジェクト 2020
宇土市立走潟小学校 宇城支部／広報委員

岡 山  悌 幸

行事レポート

▲座学の様子（講師　松田佳央理会員）

　グラウンドに場所を移し、前半はＴＳを用いた測量体験です。手順としてはＴＳを中心に半径５ｍ（座学で

作図した50倍）のポイントを72度ずつ５点の鋲を設置します。その５点で対角の点をテープで結び星の形と

します。

　児童は１班４人の４班に分かれ、各班でＴＳ係、ミラー係、ハンマー係を担当し、各児童が交代で作業を

行いました。ＴＳ係の児童は初めて扱うＴＳのため、接眼レンズを覗きピントを合わせるのが難しそうで、

ハンマー係は自分の手を打たないかを心配しました。
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▲ハンマー係の様子

▲完成した北斗七星

▲ＴＳ係の様子

▲ミラー係の様子

▲記念品の贈呈

　各班でグラウンドに描いた７個の星（児童４個＋調査士３個）の中心をテープで結ぶと、北斗七星の完成です。

児童は３階教室からグラウンドを確認し、見たことのある形である事が分かり喜んでいました。

行事レポート
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年間行事行事レポート

▲宝探しの様子

▲宝探しの様子

　後半はＧＮＳＳ機を用いた測量体験です。この作業は宝探しと題し、松村充晃会員作成の“宝の地図”を

基に宝を探します。なお、宝とはグラウンドに設置した金属鋲の事です。作業は各班の児童がコントローラ係、

ポール係、地図係、ハケ係を交代で担当します。

　予めＧＮＳＳ機に入力された座標値（宝）の位置を、コントローラ係の児童が「北に○○ｍ、東に○○ｍ」

とポール係に指示を出します。近年ではＧＰＳやスマートフォンなど普及している事もあり、児童の飲み込み

も早く、直ぐに宝を探し当てていました。

　授業の最後に熊本県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の近藤聡理事長より挨拶と、記念品の三角スケールが

贈られました。

　児童の感想として「ＴＳの操作が難しかったけど、きれいな図形が出来て良かった」など笑顔で答えて

くれた事が印象的でした。また後日、児童が書いた感想文が熊本日日新聞に掲載されました。感想文では当日

の心境をうかがい知る事が出来、児童たちにとっても貴重な体験になった事と思います。更に土地家屋調査士

という仕事があるという事を知り、将来の仕事の選択肢となれば幸いです。

　なお当日の様子は、数社のテレビ局より取材があり地元ニュースとして放送され、翌日の新聞記事にも掲載

された事で、土地家屋調査士の名前や仕事内容を知って頂く啓発活動になったと思います。

　最後にご協力頂きました関係者の皆様に、紙面を借りて御礼申し上げます。

▲走潟小学校６年生一同より頂いた

　感想文の表紙

感想文は本会ホームページに掲載しております。
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年間行事行事レポート

▲「広報うと　令和２年１２月号」を転載（宇土市役所提供）

▲令和2年10月8日　熊日新聞朝刊を転載
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当日の座学の動画を、You Tube にアップしております。
下記リンクより見ることができます。

「土地家屋調査士」の仕事について、小学生にもたいへん
分かりやすく解説されています。
是非、ご覧ください。https://youtu.be/X_YWbdidqM4

行事レポート

吉田光宏会員がドローンで測量された３D 画像が
YouTube で紹介されております。
是非ご覧ください。　　https://youtu.be/Db-ETTxYY8I
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行事レポート

　このイベントは、地域の子どもたちが、職業体験を通して地元熊本

のいろんな「しごと」を学び、地域産業への理解や参加企業の魅力

を伝えるもので、熊本市東区の錦ケ丘公園において尾ノ上校区が

実施しました。

　広報部では、子ども達に測量機械に触れて興味をもってもらい、

土地家屋調査士の仕事を知ってもらうことを目的として出展し、

広報活動を行いました。

　具体的には、出展する団体・企業ごとに、テントブース（屋外）

で１０クールに分け、３０分ごと３名ずつのワークショップ体験を

行いました。参加者は事前に予約申込が必要となります。熊本県

土地家屋調査士会では「光で長さを測ろう」というタイトルで、

①クイズ形式の座学　②歩測した距離をTSで測る　③投げたボール

「くまもと未来のしごとフェスタ in 錦ケ丘公園」　
出展報告     

広報部
主催　くまもと未来のしごとフェスタ実行委員会
共催　尾ノ上校区防災クラブ・尾ノ上校区体育協会　

□日時　令和２年１１月１日（日曜日）１０時～１６時２０分

□会場　錦が丘公園　（熊本市東区錦ケ丘８）

□対象　小学生・中学生（６～１５歳）

の飛距離をTSで測る　④ノンプリで遠くのビルを測る　等のワークショップを実施しました。

　地元企業等２２団体が参加しており、ほかのブースでも、土木会社のショベルカー操作や、モデル事務所の

ウォーキングレッスンなど、子供たちの興味をひきつつ、楽しめるプログラムが行われていました。

　出展にあたっては、スタッフ内での打ち合わせの時間もあまりなく、はじめのうちはまごつく場面もありま

したが、徐々にコツもつかめ、子ども達に楽しく体験してもらえたと思います。特に、おみやげのお菓子は大

好評でした。一緒に参加されたご家族から、「土地家屋調査士というのをはじめて知りました。」という声も

きかれました。

　広報活動としてこのような職業体験のイベントに参加したのは初めてでしたが、今後も積極的に土地家屋調

査士をPRしていきたいと思います。

　お忙しい中ご参加いただいた青年会会員有志の皆さん、ご協力ありがとうございました。
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Ｑ.好きな音楽のジャンル、歌手は？

　ZARDとその後継者のSARD　UNDERGROUND

Ｑ．好きな食べ物は？

　うなぎ、焼き肉、チョコレート

Ｑ．これまで見た映画やドラマで感
動した作品は？

　白い巨塔、きのう何食べた、白夜行

Ｑ．過去の趣味または熱くはまった
こと（物）は？

　プロ野球（ジャイアンツ）

Ｑ．マイブーム

　筋トレとジョギング。アニメを見ること。

Ｑ．将来のビジョン

　法人からの独立。仲間を増やして福岡に支店を

　作ること。

Ｑ．本会への要望等

　新人調査士の交流会を増やしてほしい。

新入会員紹介

Ｑ.家族構成を教えて下さい。

　父親と弟一人。現在は婚活中です。

Ｑ.調査士を選んだきっかけは？（理由、契機など）

　将来性を感じたのと手に職をつけたかったから。

Ｑ.調査士業務の中で一番印象に残っていることは？

　境界確定業務。すべてが初めてだったので、知ら

　ないことも多く、苦労したため。

熊本支部　熊本第３分会

山口高広事務所
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Ｑ.好きな食べ物は？

　麺類

Ｑ.過去の趣味または熱くはまったこと（物）は？

　学生時代にラグビーをしていました。

Ｑ.マイブーム

　たまにゴルフ打ちっぱなし

Ｑ.将来のビジョン

　まだまだ未熟ではありますが、信頼される

　調査士になれるように努力していきたいです。

Ｑ.家族構成を教えて下さい。

　妻と２人

　

Ｑ.調査士を選んだきっかけは？（理由、契機など）

　測量だけではなく、法律の勉強にも興味が

　あり、知識や技術を深めながら、仕事が出来

　ると思ったからです。

Ｑ.調査士業務の中で一番印象に残っていることは？

　以前、福岡の調査士事務所で勤務していた時に、

　相当な件数の確定測量を経験させて頂き、なんとか

　こなすことが出来たことで、自信がつきました。

新入会員紹介

熊本支部　熊本第４分会

生島賢次郎事務所
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広報委員レポート

　「川ちゃん、一緒にバレーボール部に入ろう」隣のクラスから前坂君が目を活き活きさせながら誘いに

来てくれた。中学生になって、坊主頭になったばかりの相手をじっと見ていると、何やら可笑しかったが、

自分も同じなのだった。

　「自分な（君は）、野球部に入るんじゃなかったと？」私の憧れを「柔道一直線」の一条直也としたら、

彼の憧れは「巨人の星」の星飛雄馬だった。当時はスポーツ根性もの漫画が全盛期で、いろんなスポーツが

そのつど入れ替わりで人気が出ていたが、何と言っても野球が一番人気だった。

　「野球ん練習ばしてみたばってん（けれど）、やっぱバレーボールが面白かごたる（みたいだ）。漫画ん

ごつは無かばい」と前坂君は、野球部に入るのをやめて来たと言った。

　「君んとこ（所）のお兄さんも確か、バレーボール部だったたいね」彼のお兄さんは二人いて、両方とも

三年生の時はキャプテンとして中学を卒業していた。

　「兄ちゃんたちと一緒だけん、違うこつばしようてしたばってん、バレーボールが、やっぱり良か」と

言う前坂君は、私には楽しそうに映る。「バレーボールは、前坂家ん伝統たいね」私が言うと彼は、「さあ、

どがんだろうか」と、ニコッと人のいい顔を見せたので、「野球ばせんと（しない）なら、自分の“消える

魔球”は見られんたいね」と、からかってやった。

　「何ば言いよるね。それよりか、ごっちゃんも、バレーボール部に入るて言うとるよ」と前坂君が言った

ので、私は「へえ」と声を上げた。ごっちゃんこそ、野球部だと思っていたのである。

　ごっちゃんは小学生の時はソフトボールのエースで、学年でも有名なスポーツ選手だった。当時、小学生の

スポーツに野球はなくて、野球が好きな子はみんな、ソフトボールを練習していた。そうした子は、中学生

になると野球部に入って行くが、ごっちゃんはそれとは違うようだ。

　「ソフトボールばしゅう（したい）ごたるらしかばってんが、女子ん（の）部は有ってん（も）、男子ん

ソフトボール部は無かもんね、野球は、そがん（そんなに）しゅうごたるは、無かつじゃろ（だろう）」

と、前坂君が言った。

　授業が終わって、課外の時間になっていた。同じクラスのごっちゃんが、外から戻って来たので、「ごっ

ちゃんは、バレーボール部に入っと？野球部じゃなかった？」私が聞くと彼は「野球は好かん」と言ったの

で驚いたが、前坂君は笑っていた。「下から投ぐっか、上から投ぐっかくらいの違いで、ソフトボールも野

球も、そがんな違わんとじゃ？」私が首を傾げていると、ごっちゃんは「球が違うとたい」と言った。

　柔道も相撲も、区別がつかない私と比べると、ソフトボールと野球の違いが分かるごっちゃんは偉い。　

　“ばってん、どこん違うとだろ？良うと分からん…”そんなことを考えていると前坂君がごっちゃんに、

「川ちゃんも一緒にバレーボール部に入るよ」と言ったので、私は「まだ決めとらん」と言った。

　私は、柔道部に入ろうとしていたこと、柔道着を買うお金がないので、卓球部に入ろうとしていること、

ラケットを買おうとしていることなどを説明した。すると前坂君は、にやっと笑った。

　「だったら川ちゃん、なおさらバレーボールが絶対に良か」自信たっぷりに言うので、「何で？」と私は

いぶかった。前坂君は近寄って、「バレーボールだったら、ラケットも何も要らん、ユニフォームも無かけん、

ジャージとか、短パンで良かもん。お金は一銭もかからん」と畳み掛けた。

　お金がかからないと言うのには心が動いた。部活でのユニフォームは当時、バスケットボール部だけが

揃えていたが、他のクラブにも、バレーボール部にも、ユニフォームは無かったので、入部がしやすかった。

ユニフォームが格好いいと言う前に“お金がかかるな”と思うのが先であった。

　私に、バレーボールも卓球も、区別は無かった。どちらの競技にも関心が無かったので、知識も無かった。

特にバレーボールについては、競技の存在すら知らなかったのである。どちらでも良かったが、お金がかか

らないのなら、バレーボールがいいかなと考えた。

　どのクラブにも部室はなかったので、大半の子は教室で着替えてから、それぞれのクラブに行っていた。

今日からバレーボールの練習を始めるという、ごっちゃんが着替え始めた。着替え終わった彼の服装を見る

と、体育授業そのままの格好で、これならば確かに、お金はかからないのである。私は前坂君と一緒に、バ

レーボール部のキャプテンのところまで行って、入部を申し込んだ。　　

《次回は、コンプレックス》

バレーボール部
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３
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　今年は「鬼滅の刃」が全国的にヒットして、娘にも保育園での話を聞くと、「きめつ！たんじろう！ねずこ！！」

のフレーズをよく聞くようになりました。

　保育園ではまさに鬼滅の刃ごっこが流行って、娘の保育園カバンには毎日、広告で作った日輪刀もどきが

お持ち帰りされています。

　女の子には禰豆子という、主人公の妹がとても人気のようです。禰豆子は鬼にされてしまい、人間を襲わな

いよう竹筒を咥えているのですが、保育園へ迎えにいくと、ストローからラップの芯のようなものまで、い

ろんなものを咥えた女の子たちがいます。

　私もなぜそんなに人気なのだろうかと、原作の漫画を一気読みしたのですが、なるほど、大人が読んでも

とても面白く、自分でもちょっと引くぐらいボロ泣きでした。

　娘は、まだ当時２歳で鬼滅の刃の内容自体はあまりわかっていないようでしたが、例にもれず家で禰豆子を

やっています。

　ある日、おじいちゃんが、「禰豆子はちくわを咥えているんだよ」と言った冗談を真に受けてからは、うちの

禰豆子は主にちくわを咥えるようになり、保育園で好きな食べ物は何ですかと聞かれて「ちくわ！」と答える

くらいにちくわが大好物になりました。

　なので、今年の年賀状はうちの補助者の息子

さん宛てのみですが鬼滅の刃バージョンで

ちくわ禰豆子の娘を描かせてもらいました。

　娘が、できた絵を「ちくわおいしそうだね、

たべたいね」と喜んでくれてよかったです。（笑）

八代支部／広報委員

豊 崎  有 梨

ねずこ？？？

サロン
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　年を跨いで急に冷え込んできましたが、皆様はどのような暖を取られていますか？

　私は、自宅に薪ストーブで暖を取っています。ほのかに暖かくふんわりとした感じでしょうか。しかも、

水分が煙突から出ていくため、結露がないです。

薪ストーブの燃料として木を燃やします。この木は、近所の方から伐採した木をもらいます。その木を４０

センチ前後にカットし、さらに割って、家の軒下等濡れないところに積んで、次の冬まで1年程乾燥させます。

　そのときの写真をご紹介します。

　薪作りをはじめて１０年程経ちます。最初は、もの珍しく斧で薪割をしてましたが、だんだんとダレてきて、

今では、ほとんど薪割機（エンジン式）でしています。

　来年の冬に向けて、今年の冬に薪つくりをしておかないといけません。そのため、週末、又は平日の隙間

時間に薪割作業をしています。

　かなりの時間と労力を要しますから、本当に好きでないと続かないと思います。

　ただ、薪ストーブのほのかな温もりと炎を体験したならば、とても癒されるのは間違いないでしょう。

　興味のある方は、体力維持も兼ねて薪ストーブライフはどうでしょうか？

阿蘇大津支部／広報委員

上 田  敏 雄

薪つくり

サロン
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サロン
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サロン

　ここ３～４年の間，松茸採りにハマっています。

　時期は１０月下旬から１２月末まで，２～３日に一回の割合で天草のとあるアカマツ林をさまよっており

ます。

 　　

　　　　　　 

　３年前までは坊主（収穫ゼロ）が続いておりましたが，令和元年は６本（約４００ｇ）の収穫がありました。

 

　　　

　　　　　 

　本来であれば，松茸の発生状況や発生場所など，松茸採りのコツをここで詳しく述べたいところではあり

ますが，なにしろ，親からも教えてもらえない程の秘伝中の秘伝ということもあり，ご容赦いただきたいと

存じます。

　なお，収穫した松茸については市場に出すことなく，所属する松茸同好会において，おいしく頂戴して

おります。

　また，松茸同好会においては，毎年，松茸採りの技量審査会（昇段試験）を行っており，私は，令和元年

の実績により晴れて白帯から黒帯（初段）に昇段することができました（笑）。

天草支部／理事

原 田  明 秀

マイブーム

▲ツワの花の満開時期がベスト ▲夜明けと同時に松茸採りのスタート

▲令和元年一番の大物 ▲大が１２０ｇ，小が４０ｇずつ
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サロン

　さて，令和２年度は１０月２３日（金）を皮切りに松茸採りをスタートさせました。

　１１月初旬までは小２本程度の収穫に収まっておりましたが，１１月１４日（土）に人生初の大収穫を

経験することができました。

　それは，約２ｍ程度の同心円状に何と９本の松茸が群生していたのです。

　辺りには松茸特有の香りが充満しており，ただならぬ気配に心臓がバクバクしたことが昨日のことのよう

に思い出されます。

 　　

　　　　　　 

　この日は，同好会の仲間で山の恵みに感謝して大宴会を行い，贅沢な松茸料理に舌鼓を打ちました。

 　　　　

　この後，１２月２６日（土）までに４本を追加して今シーズンは終了といたしました。

　ところで，天草の松茸は秋よりも春が有名であり，初物が市場に出た際はキロ１１０万円の値がつくこと

もあります。

　先日，山林の測量を依頼された際，ある部分のアカマツ林が気になり所有者に尋ねたところ，まさにその

場所が春松茸のシロ（発生場所）であることが判明しました。

　所有者の了解も快くいただきましたので，次回，ご縁がありましたら春松茸のレポートをさせていただき

たく，今回はこれにて終了いたします。

▲合計９本６００ｇアリ ▲興奮気味の同好会の先輩

▲定番の茶わん蒸し ▲具だくさんの松茸飯



－ 46－

サロン

　まず、猫は関係ありません。猫伏（ねこぼく）という農作物の収納などに用いるわら縄で編んだ約 3 メー

トル四方の敷物に例え、それぐらい大きいという意味で猫伏石というそうです。現地に行くと道の真ん中に

鎮座しており、ロータリー交差点のような状況です。

　益城町ホームページより

　「猫伏石には次のような民話がある。加藤清正が熊本城築城の際、横手五郎という怪力の人夫に城の土台

となる大きな石を探し持ってくることを命じた。木山川上流の河原（西原村）で見つけた大きな石を３つ猫伏

に包み、背中に背負って熊本に帰る途中、猫伏がその重さに耐えられず府内古閑のところで破けてしまった。

五郎は 3 つのうち小さな 2 つを両手に抱え、もう 1 つをその場に残して帰った。その残された巨石は、

誰も動かすことができず今でも道の真ん中に横たわっている。」

　猫伏石を一言でいえば“熊本城の石垣とならなかった巨石”といえますが、その石が撤去されず今日まで

地元に親しまれているのには他にも訳があるのでしょう。

　民話に出てくる横手五郎という人物、力持ちという特徴の他に注目する点で、父は益城の木山城主であった

木山弾正と伝えられており、天草で清正公との合戦で敗れ殺されています。いわば五郎にとって清正公は

父の敵でありますが、その後は上記のとおり熊本城築城時の人夫となり、清正公は主君となったわけです。

でも最終的に五郎は清正公の手の者に殺されたそうです。

　横手五郎のまつわる話は猫伏石のほかにも「五郎の首掛石」という逸話があり、単に悲劇の人ではない

実は伝説の人物だったようです。あくまでも想像ですが、猫伏石はかつて横手五郎、または木山一族が存在

したという石碑のようなものとも受け取れます。

　今回の益城町の１４条地図作業に参加される方は猫伏石を是非ご覧ください。

熊本支部／広報委員

河 野  哲 行

14 条地図作業の名所から

2021 年益城町広崎　猫伏石

かたき
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猫伏石

サロン
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令和2年12月に赤星広報部長から連絡が来る。

「広報委員の皆さん。2021年新春号の準備、お疲れ様です。何の記事を書くのかをお知らせください。」

焦った。

「ヤバい、何も準備していない。このままでは赤星広報部長に怒られる。多分2時間くらい正座させられる

かもしれない。運動不足の俺が2時間正座したら血管が詰まりまくって血栓ができて最悪の場合死ぬ。まぁ

死ぬことはないけど、死ぬわけにはいかない。いまから準備したらギリギリ間に合う。何かネタを探さなけ

れば・・・・・・。」

そうしてネタ探しに入る。

「・・・・今年、何か面白い出来事ありましたっけぇ～？平林さん？（自問自答）・・・・・・。」

「無い（俺の中のリトル平林が囁く。）」

「コロナでほぼほぼイベント中止だし、外出も控えていたし、面白いことって何もねぇ～なぁ～。最近野菜

作りに興味があって、寒い冬に向けて鍋で美味しく食べられる「春菊」の栽培を始めたけど、毎朝水をかけて

2週間から3週間に１回のペースで収穫して鍋で美味しくいただいていることなんて、広報記事には向かない

しなぁ～。」

「そういえば、野菜つながりの出来事で、以前からお世話になっているお客様からコンテナケースに入り

きれないくらいの新鮮なレタスを大量にもらったなぁ。30個くらいあったかなぁ。両親に分けても手元に

大量に余るから新鮮なうちに御近所さんや知り合いに配ったけど、これ以上話が膨らまないから記事ネタ

としては没だなぁ～、レタス美味かったけど・・・・」

「大量と言ったら、世界遺産登録された天草市河浦町崎津の崎津天主堂近くのお客様の自宅に伺った際、

手土産として大量の崎津名物「杉ようかん」をもらったなぁ。元祖杉ようかんを開発した老舗で、モチモチ

した触感で赤いドラゴンフルーツで色付けと香り付けをした美味なる一品だったなぁ。それも両親とご近所

さんに配って喜んでもらったなぁ～。でも、これで記事を書くには文量がたりないかなぁ」

「そうだ。赤いドラゴンフルーツで思いだした。鹿児島県沖伊良部島出身で大学時代の同級生が言うには、赤い

ドラゴンフルーツは、あまり数が少なくて貴重なんだとか。沖伊良部島でも白いドラゴンフルーツしかないらしく、

赤は見ることがほとんどないのだという。それと、沖伊良部島って、西郷隆盛のＮＨＫドラマでロケ地に

なったとか、鍾乳洞が素敵だとか、テレビで言ってたなぁ。これをネタにするなら時間かけて調べる必要がある

から、無理やなぁ。でも、ＧＯＴＯトラベルで沖伊良部島に旅行とか行けたら楽しそう。」

天草支部／広報委員

平 林  陽 兵

広報記事のネタ探し。
「ホントは旅行に行きたいけど、今はコロナ警戒レベル上がってるし（執筆時点で）ＧＯＴＯトラベル停止

しちゃったから、やめとこうかなぁ。昨年の9月10月のうちに近場でもいいから旅行行っておけばよかった

なぁ。まぁ、ＧＷまで延長するみたいだから、コロナが落ち着きを見せてからでもいいか。しかし、旅行

行ってないのに記事書けないから、これも没だなぁ。個人的に烏賊のお刺身が美味しそうだから佐賀の呼子

に行きたいなぁ。妻が烏賊の刺身に興味ないみたいだから、無理だなぁ。天草からだと大分・宮崎方面は

遠いなぁ。長崎は最近いったしなぁ。」

「長崎は時々行くけど、十数年前、諫早干拓地に行ったときは泣きそうになったなぁ。現地での家屋調査の

約束の時間に1時間くらい遅刻したなぁ。干拓地の道路がサイの目状態だったし当時カーナビ持ってなかっ

たし、干拓地を90分程彷徨ったなぁ。あの時は、依頼者が温厚な方で笑って出迎えてくださったから良かっ

たけど、もう少しルート検索しとくべきだったな、しかし、こんな記事見て喜ぶ人いないよねぇ。これも

却下だなぁ。」

・・・こんな感じで広報記事のネタ探しをやっておりました。

・・・で、結局ネタが見つからず、「ネタを探したが見つからなかったこと」を記事にする邪道の選択を

することに決めました（笑）

コロナ終息を心よりお待ちいたしております。
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令和2年12月に赤星広報部長から連絡が来る。

「広報委員の皆さん。2021年新春号の準備、お疲れ様です。何の記事を書くのかをお知らせください。」

焦った。

「ヤバい、何も準備していない。このままでは赤星広報部長に怒られる。多分2時間くらい正座させられる

かもしれない。運動不足の俺が2時間正座したら血管が詰まりまくって血栓ができて最悪の場合死ぬ。まぁ

死ぬことはないけど、死ぬわけにはいかない。いまから準備したらギリギリ間に合う。何かネタを探さなけ

れば・・・・・・。」

そうしてネタ探しに入る。

「・・・・今年、何か面白い出来事ありましたっけぇ～？平林さん？（自問自答）・・・・・・。」

「無い（俺の中のリトル平林が囁く。）」

「コロナでほぼほぼイベント中止だし、外出も控えていたし、面白いことって何もねぇ～なぁ～。最近野菜

作りに興味があって、寒い冬に向けて鍋で美味しく食べられる「春菊」の栽培を始めたけど、毎朝水をかけて

2週間から3週間に１回のペースで収穫して鍋で美味しくいただいていることなんて、広報記事には向かない

しなぁ～。」

「そういえば、野菜つながりの出来事で、以前からお世話になっているお客様からコンテナケースに入り

きれないくらいの新鮮なレタスを大量にもらったなぁ。30個くらいあったかなぁ。両親に分けても手元に

大量に余るから新鮮なうちに御近所さんや知り合いに配ったけど、これ以上話が膨らまないから記事ネタ

としては没だなぁ～、レタス美味かったけど・・・・」

「大量と言ったら、世界遺産登録された天草市河浦町崎津の崎津天主堂近くのお客様の自宅に伺った際、

手土産として大量の崎津名物「杉ようかん」をもらったなぁ。元祖杉ようかんを開発した老舗で、モチモチ

した触感で赤いドラゴンフルーツで色付けと香り付けをした美味なる一品だったなぁ。それも両親とご近所

さんに配って喜んでもらったなぁ～。でも、これで記事を書くには文量がたりないかなぁ」

「そうだ。赤いドラゴンフルーツで思いだした。鹿児島県沖伊良部島出身で大学時代の同級生が言うには、赤い

ドラゴンフルーツは、あまり数が少なくて貴重なんだとか。沖伊良部島でも白いドラゴンフルーツしかないらしく、

赤は見ることがほとんどないのだという。それと、沖伊良部島って、西郷隆盛のＮＨＫドラマでロケ地に

なったとか、鍾乳洞が素敵だとか、テレビで言ってたなぁ。これをネタにするなら時間かけて調べる必要がある

から、無理やなぁ。でも、ＧＯＴＯトラベルで沖伊良部島に旅行とか行けたら楽しそう。」

「ホントは旅行に行きたいけど、今はコロナ警戒レベル上がってるし（執筆時点で）ＧＯＴＯトラベル停止

しちゃったから、やめとこうかなぁ。昨年の9月10月のうちに近場でもいいから旅行行っておけばよかった

なぁ。まぁ、ＧＷまで延長するみたいだから、コロナが落ち着きを見せてからでもいいか。しかし、旅行

行ってないのに記事書けないから、これも没だなぁ。個人的に烏賊のお刺身が美味しそうだから佐賀の呼子

に行きたいなぁ。妻が烏賊の刺身に興味ないみたいだから、無理だなぁ。天草からだと大分・宮崎方面は

遠いなぁ。長崎は最近いったしなぁ。」

「長崎は時々行くけど、十数年前、諫早干拓地に行ったときは泣きそうになったなぁ。現地での家屋調査の

約束の時間に1時間くらい遅刻したなぁ。干拓地の道路がサイの目状態だったし当時カーナビ持ってなかっ

たし、干拓地を90分程彷徨ったなぁ。あの時は、依頼者が温厚な方で笑って出迎えてくださったから良かっ

たけど、もう少しルート検索しとくべきだったな、しかし、こんな記事見て喜ぶ人いないよねぇ。これも

却下だなぁ。」

・・・こんな感じで広報記事のネタ探しをやっておりました。

・・・で、結局ネタが見つからず、「ネタを探したが見つからなかったこと」を記事にする邪道の選択を

することに決めました（笑）

コロナ終息を心よりお待ちいたしております。



－ 50－

ADR特別研修 お問い合わせ・申し込みは事務局までお願いします。
申込締め切り　令和３年２月末日
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ADR特別研修
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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

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。

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。

※調査士会事務局で取り扱っております
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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）　

□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）

複写すると
COPY の文字が
浮き出ます。
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役員選考委員会名簿

会の動き

綱紀委員・同予備委員名簿
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令和2年度　第6回常任理事会
令和2年9月18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

４．九州ブロック協議会会長会議出席報告

５．熊本市空き家対策委員の推薦報告

６．日調連年次研修について打合せ報告

７．八千代座３Ｄ測量結果報告

８．第１回ＣＰＤ研修会（ウェブ研修）撮影報告

９．各部事業中間報告について

１０．令和２年７月豪雨被災会員への見舞金に
　　　ついて

１１．九州ブロック協議会より義援金受入れ及
　　　び被災会員への見舞金について

１２．原点記念碑周辺の清掃について 

１３．情報公開に関する細則について

１４．諸規定の削除について

１５．会員名簿の発行について

１６．日調連７０周年シンポジウムの参加について

１７．会費免除申出書について

１８．火災保険・地震保険の更新について

１９．事務局エアコンの入れ替えについて

２０．防犯カメラの入れ替えについて

２１．ユーチューブ配信用ノートパソコンの
　　　購入について

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３次元測量について

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

令和2年度　第5回常任理事会
令和2年8月12日

議題

１．会費納入状況報告

２．ＡＤＲセンター処理状況

３．土地家屋調査士の日無料相談会中止報告

４．会員の異動報告

５．書類ウェブ決裁について

６．法務局・司・調三者検討会出席結果報告

７．令和２年７月豪雨災害対策本部について及び
　　被災会員への見舞金について

８．情報公開に関する規則及び細則について

９．新型コロナウイルス感染の報告要請について

１０．土地家屋調査士登録事務規程の一部改正
　　　について

１１．パソコンルーター交換について

１２．ボウリング大会の中止について

１３．第１回ＣＰＤ研修会の開催方法について

１４．原点清掃について

１５．年次研修について

１６．第３回理事会及び中間監査会開催日に
　　　ついて

１７．部会の開催について

１８．次回常任理事会の開催日について

会の動き

常任理事会
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２２．プロジェクターの購入について

２３．広報部プロジェクター購入について

２４．『お仕事フェスタ』参加について

２５．会員向け八千代座３Ｄデータ寄贈披露に
　　　ついて

２６．会則の施行日について

２７．調査士法人の会費について

２８．苦情相談の対応について

２９．ビデオデータの取扱いについて

３０．ウェブ会議の報告書について

３１．地上絵プロジェクトについて

３２．『くまもとオシゴト探検』

３３．熊本大学講義状況報告

３４．熊本県住家被害認定調査協定の事前打合せ

３５．第３回理事会の会場について

３６．次回常任理事会の開催日確認について

令和2年度　第8回常任理事会
令和2年11月13日

議題

１．会費納入状況

２．ＡＤＲセンター処理状況

３．会員の異動 

４．第１回全国会長会議出席結果

５．第１回ＣＰＤ研修会動画配信結果報告

６．おしごとフェスタ開催結果

７．会館使用細則（改正案）について

８．防犯カメラと警備の見積もりについて

９．土地家屋調査士業務の入札において的確な
　　取扱いがされていないと思われる事案の
　　情報提供

１０．備品の管理について

１１．東京法経学院の年賀広告について

１２．熊日新聞年賀広告について

１３．エアコンの入れ替えについて

令和2年度　第7回常任理事会
令和2年10月12日

議題

１．会費納入状況

２．ＡＤＲセンター処理状況

３．会員の異動

４．全国ブロック協議会会長会議出席結果

５．第２回法・司・調三者検討会結果

６．原点記念碑周辺の清掃について 

７．法務局と令和２年７月豪雨災害について
　　打合せ結果

８．地上絵プロジェクト結果

９．お仕事探検フェア代替企画冊子掲載

１０．プロジェクター購入

１１．法の日無料相談会の広告掲載

１２．熊大講義結果

１３．各部事業中間報告（修正分）及び報告書
　　　の編集について

１４．第６９回定時総会における被表彰候補者
　　　の推薦について

１５．旧プロジェクターの廃棄について（固定
　　　資産）

１６．境界情報センター室スキャナ保証期間の
　　　更新について

１７．廃業後の調査士看板について

１８．事業報告様式の統一について再確認

１９．支部長協議会の参加について

２０．職員の賞与支給について

２１．議題に添付する書類について

２２．日調連大規模災害基金対策基金の募金に
　　　ついて

２３．防犯カメラと警備の見積もりについて

２４．事務局のエアコンについて

２５．日調連新人研修の実施方法の変更について

２６．第３回理事会議題について

２７．第６９回定時総会日程及び開催場所に
　　　ついて

２８．第８回常任理事会開催日について

会の動き
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令和2年度　第10回常任理事会
令和3年1月8日

議題

１．会費納入状況

２．ＡＤＲセンター処理状況

３．会員の異動 

４．復興事業等に関する打合せウェブ会議結果

５．日調連新人研修会結果

６．年次研修に関する規則について

７．会費の減額、免除の申請について

８．熊本会での調査士カルテMap登録について

９．FMKラジオ防災情報番組への広告について

１０．令和２年７月豪雨倒壊建物職権滅失登記
　　　調査委員の募集について

１１．第４回理事会時の宿泊について

１２．新入会員の事務所訪問について

１３．会長杯ゴルフ大会の開催について

１４．法務局への要望について

１５．次回常任理事会の開催日の確認について 

会の動き

令和2年度　第9回常任理事会
令和2年12月4日

議題

１．会費納入状況

２．ＡＤＲセンター処理状況

３．会員の異動 

４．日調連７０周年記念シンポジウム結果

５．日調連出前授業ウェブ会議結果

６．日調連住家被害認定ウェブ会議結果

７．専門士業連絡協議会無料相談会結果

８．国民年金基金ウェブ会議結果

９．八千代座３Ｄ測量データ贈呈式結果 

１０．日調連新人研修会について

１１．法務局へ新年の挨拶について

１２．部会の開催日について

１３．次回常任理事会の開催日について

１４．八代座３Ｄ測量お披露目会について

１５．専門士業団体連絡協議会無料相談会の開催

１６．第４回理事会の開催日と場所について

１９．次回常任理事会開催日の確認について
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会の動き

理事会、支部長会

令和2年度　第1回支部長会
令和2年7月18日

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

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3回理事会
令和2年10月17日

議題

１．会費納入状況

２．ＡＤＲセンター処理状況

３．ＣＰＤ研修会について

４．原点記念碑周辺の清掃について

５．令和２年７月豪雨の被災会員への見舞金に  
　　ついて

６．八千代座３Ｄ測量結果

７．地上絵プロジェクト結果

８．令和２年度各部事業中間報告

９．情報公開に関する細則について

１０．諸規則の修正及び削除について
　　  ＩＴ委員会・ＧＰＳ規定・会館使用細則の修正

１１．第６９回定時総会表彰受章者について

１２．プロジェクターの廃棄について（固定資産）

１３．第６９回定時総会の開催日及び会場の連絡

１４．職員の賞与支給について
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会の動き

会務報告
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会の動き

行事予定
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�分　　　　　支部 熊本 玉名 宇城 山� 阿蘇・大津 八代 �� �� �

��� 122 14 19 12 22 18 5 16 228

��� 16 2 6 1 4 4 5 5 43

� 138 16 25 13 26 22 10 21 271

��　　　������司���会員����� 　　　　　　　　�����　　7��

令和2年　12月　31日��

事 務 所

登録番号

兼 業

〒862-0963   
熊本市南区出仲間五丁目 4 番 8 号
ハイツふかだ 102 号　

測補

第 1225 号

登 録 日 令和 2 年 7 月 20 日

登録番号 第 1223 号

登 録 日 令和 2 年 12 月 21 日

新人会員紹介

退会会員

わた       なべ　                 かつ         し

渡辺　勝志

いく　   しま                 　けん         じ        ろう

生島　賢次郎

事 務 所

兼 業

〒862-0924   
熊本市中央区帯山 9 丁目 4 番 27 号

行

支部別会員数

慶弔関係
祝米寿　玉名支部　坂本　孝門　会員　令和2年11月30日

会員家族（御尊父様）御逝去　 熊本支部　　　　　白石　健司会員　 　令和2年8月13日

会員御逝去　　　　　　　　　　　　阿蘇・大津支部　佐藤　今朝輝会員　令和2年8月14日

会員家族（御母堂様）御逝去　 阿蘇・大津支部　川上　一洋会員　 　令和2年9月22日

会員家族（御母堂様）御逝去　 八代支部　　　　　正林　浩幸会員　 　令和2年10月9日

　

弔慰関係

祝賀関係

会の動き

熊本支部　　　　　　熊本第１分会　　枦元　義一　　  会員　令和2年4月13日退会

阿蘇大津支部　　　菊池分会　　　 　岡本　　孝　　　 会員　令和2年5月27日退会

熊本支部　　　　　　熊本第２分会  　友川　末濱　　　会員　令和2年7月31日退会

阿蘇大津支部　　　阿蘇分会　　 　　佐藤　今朝輝　 会員　令和2年8月14日死亡退会

熊本支部　　　　　　熊本第２分会　　渡邉　信郎　　　会員　令和2年10月30日退会

熊本支部　　　　　　熊本第２分会　　溝上　健二　　　会員　令和2年11月30日退会

熊本支部　　　　　　熊本第４分会　　本田　武弘　　　会員　令和2年12月10日退会

宇城支部　　　　　　宇城分会　　　　 山本　祐　 　　　会員　令和2年12月19日退会

熊本支部　　　　　　熊本第１分会　　河喜多　正和　 会員　令和2年12月31日退会
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あとがき

　（遅ればせながら）新年あけましておめでとうございます。

　まずは、発刊が遅くなり申し訳ありませんでした。中止となる事業が多く、予定していた記事がなく

なったコロナ禍のなか、無事に「会報くまもと新春号」をお手元にお届けすることができましたこと、

携わっていただいたすべての皆様に、感謝申し上げます。

　今年度の広報部事業は、当初の計画通りにいかないこともありましたが、「地上絵プロジェクト２０２０」は、

天候にも恵まれ、無事実施することができました。マスコミ各社、自治体広報誌にも取り上げられ、

有意義な広報活動ができました。

　また初の試みとして、子供たちを対象とした職業紹介のイベントに出展いたしました。イベントの開催

自体が微妙であったため、準備期間もなく急ごしらえだったのですが、参加した子供たちやご家族に

好評で、土地家屋調査士の知名度アップに貢献できたように思います。今後もこのような機会があれば、

積極的に参加していこうと考えております。

　青年会、公嘱協会、社会事業部、ご参加いただきました会員各位、いつも広報部事業へのご理解、

ご協力ありがとうございます。令和３年度もどうぞよろしくお願いいたします。

　まだまだ、ますます、新型コロナウイルスの猛威が続くと思われます。感染しないことが一番ですが、

コロナ疲れでストレスを溜めないよう、心身共にお健やかにお過ごしください。

担当　赤星和枝

＜広報部より＞

＜あとがき＞

　公益財団法人 熊本県雇用環境整備協会（インフォワークくまもと）の事業で、高校１・２年生、中学生、

その保護者を対象に、職業理解、自己理解に役立つ充実した情報が提供されています。

　昨年１２月から、キャリア形成のための冊子や動画が公開されています。冊子『くまもとオシゴト

探検book』には、熊本県土地家屋調査士会も掲載され、熊本県内の高校1・2年生、中学生、教諭、

保護者等に 約４０００部が配布されました。

　下記専用サイトから、冊子のPDFがダウンロードできます。

『くまもとオシゴト探検』ホームページ　https://lets.kumanichi.com/oshigoto/

『くまもとオシゴト探検book』のご紹介

お疲れ様でした　野立看板

▲荒尾市宮内出目字下西田３８５番１ 　 ▲葦北郡芦北町字的場尻２７６５番１　        ▲人吉市西間下町字永溝７番２

　県内6か所で土地家屋調査士PR活動を担ってきた野立看板を平成30年度から令和2年度にかけて撤去して

います。近年の台風・大雨をしのいできたものの、経年劣化によるメンテナンス費用や管理面から、維持

することが難しく、すでにその役目を終えていると判断し、先日、すべての撤去作業を終えました。

　看板設置に際し快くご協力いただいておりました地権者の皆様、長い間ありがとうございました。
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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



測量機器総合保険
（動産総合保険）

のご案内

お 問 い 合 わ せ 先

日本土地家屋調査士会連合会共済会　測量機器総合保険の特徴

会員が所有・管理する測量機器（製品№のある機器に限る）について

業務使用中、携行中、保管中等の

偶然な事故による損害に対し、

保険金をお支払いします。

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

日本土地家屋調査士会連合会共済会

取扱代理店 引受保険会社

有限会社桐栄サービス
東京都千代田区神田三崎町１丁目２－１０

土地家屋調査士会館６Ｆ

TEL　０３（５２８２）５１６６

三井住友海上火災保険株式会社
広域法人部営業第一課

東京都千代田区神田駿河台３－１１－１

TEL　０３（３２５９）６６９２

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

等

保管中の測量機器が

火災にあい焼失した。

測量中誤って

測量機器を倒し壊れた。
測量機器を事務所、

自宅等に保管中に

盗難にあった。

21 3
例えば

特徴１

特徴２

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

測量機器総合保険（本制度） ： 4 2 , 9 4 0 円　

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

約34%
割安

B18-102103 　2020年4月1日

「土地家屋調査士賠償責任保険」とは異なりますのでご注意ください。
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◎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。

八千代座３次元データ贈呈式にて
VR 体験中の熊本県庁文化課長 中村誠希氏


