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豪雨災害から１年「佐無田会員・奥様、頑張っています。」
「業歴５０年の表彰を受けて」
公共嘱託　益城町１４条地図作成作業

豪雨災害から１年「佐無田会員・奥様、頑張っています。」
「業歴５０年の表彰を受けて」
公共嘱託　益城町１４条地図作成作業



【表紙の説明 ＨＡＳＳＥＮＢＡ】

　日 本 三 大 急 流 の 一 つ 球 磨 川 を 木 造 船 で 下 る １ ０ ０ 年 以 上 の 歴 史 を 持 つ 球 磨 川 下 り。そ の 出 船 場 所 で あ
り「はっせんば」という呼び名で市民に馴染みの施設であり、人吉球磨の観光のシンボル的存在だった発
船 場。令 和 ２ 年 ７ 月 ４ 日 の 豪 雨 に よ る 球 磨 川 の 氾 濫 に よ り、壊 滅 的 な 被 害 を 受 け、運 航 に 必 要 な 川 下 り
用の船もことごとく流され破壊されてしまいました。
　あれから１年、被災した地域復興のシンボルとして、賑わい創出や観光誘客の一助となることを掲げ、
人吉 球 磨 の 新 た な ラ ン ド マ ー ク 的 存 在 と し て、建 物 の 内 外 部 共 に リ ノ ベ ー シ ョ ン が な さ れ、ち ょ う ど 豪
雨水害から１年後の７月４日にリニューアルオープンされました。

球磨川側の建物全景

建物２階には、水戸岡鋭治氏監修の会議室、人吉城跡と球磨川を一望できるスカイテラスや、
景色も楽しめるＢＡＲも設置されております。

九州パンケーキ Cafe

水戸岡氏デザイン会議室 スカイテラス ＢＡＲ

HITO×KUMA STORE

球磨川下り、ラフティング、サイクリングなどのツアーデスクとしての利用はもちろん、
パンケーキのカフェ、地場産品のショップなども楽しめます。

https://hassenba.jp/
HASSENBAHITOYOSHIKUMAGAWA
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　この度、第６９回定時総会において、会長としてご承認いただきました熊本支部所属の田中秀和です。

　会員の皆様方には日頃より調査士会の会務運営につきまして、ご理解とご協力を頂き心より厚く御礼

申し上げます。

　まずもって、３期６年間を務められた吉田末春名誉会長におかれましては、１期２年目には熊本地震が

発生し調査士会としての対応や所有者不明土地問題に関する法改正、九州豪雨災害、土地家屋調査士制度制定

７０周年事業、新型コロナウイルス等いろいろな事があり大変だったと思います。お疲れ様でした。

　今後とも名誉会長、相談役としてよろしくお願いいたします。

　さて、調査士を取り巻く環境は日々変化しています、本年４月には所有者不明土地問題の解消に向けた民法

や不動産登記法の改正法などが参議院で可決、成立しました。

　３年以内の相続登記を義務化し、怠れば過料を科す。また、一定の要件を満たせば相続した土地の所有権

を手放せる制度も新設されました。

　調査士にとっては、引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから２年以内の変更登記も義務化して

あり、関係性があることだと思っております。

　今後も土地所有者の探索に納税義務者の情報の活用等考えられていくものと感じております。

　会員の皆様方には確実な情報が入りましたら、情報の発信と迅速な伝達をしていこうと考えています。

調査士会の会務としましては、本年度より年次研修が始まります。５年をかけてすべての調査士が必ず受け

なければならない研修ですので、対象年度が来ましたら随時受講していただきますようお願い申し上げます。

　また、コロナ禍における会務運営の対応、研修体制の確立を目指します。

　会の活性化としては、総会において承認されました会則の変更、それに伴い前年度より諸規則、諸様式の

精査、見直しをおこなってまいりましたので新たに会員必携を発行する予定です。

　その他原点に返って、各部の担当範囲や内容の見直しを行い、体制の強化と各部の連携が取れるように

していきたいと思っております。

　それと公嘱協会についてですが、５年をかけての益城町の復興型法１４条地図作成作業が始まっております、

２年目の入札も公嘱協会において落札したと聞いております面積も広いですが長期の年月で人員の確保が

重要であると思います、調査士会としましても公嘱協会と連携し協力していく所存ですので、是非会員皆様方

のご協力とご参加をお願いいたします。

　近年役員にも若い方々が増えており、みんな新しい発想や視線で次の土地家屋調査士会を目指しております、

私も会長の抱負として次世代を担っていくような若者を育てていきたいと考えておりますので、今後共調査

士会の会務運営に対しましては、ご理解とご協力そしてご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

　年々気温も高くなってきております、コロナ・熱中症には十分気をつけていただき業務を行ってください。

　最後になりますが、会員の皆様方のご健勝ご多幸を祈念して、新任の挨拶とさせていただきます。

会 長

田 中  秀 和

ご挨拶

新任のご挨拶
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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。

　さて，平成２８年熊本地震から５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たほか，令和２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，震災復興型地図作成作業を実施しています。また，令和２年７月の豪雨災害で

被害を受けた地域において，倒壊等建物の職権滅失登記の作業を行っています。

  当局では，今後も引き続き，平成２８年熊本地震，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。

　また，現在，人口減少・高齢化が進む我が国においては，いわゆる「所有者不明土地問題」への対策は，

政府における喫緊の課題となっているところです。令和元年には，「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」が施行され，この法律に基づく登記の適正化作業が進められておりますが，会員の

皆様には，その担い手として大いに御活躍いただいているところであります。

　さらに，本年４月２１日に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国

庫への帰属に関する法律」が成立し，同月２８日に公布されました。両法律により，所有者不明土地の「発

生予防」と「利用の円滑化」の両面から総合的かつ本格的な対策が行われることになります。所有者不明

土地問題等に関する諸施策を幅広く推進していくためには，表示に関する登記や筆界の専門家である会員の

皆様の御尽力が不可欠でありますので，引き続き，御協力をお願いします。

　このほか，平成１８年１月から運用開始された筆界特定制度については，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，国民に広く認識され，定着したものと実感して

います。さらに，昨年９月２９日からは，一定の要件の下，地方公共団体が筆界特定の申請をすることが

可能となっていますので，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。

　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

局長 川 野  達 哉

ご挨拶

ご挨拶
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ご挨拶

　盛夏の候、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。外業時には体調にご留意ください。

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

　土地家屋調査士制度においては、令和２年８月１日の法改正によって「土地家屋調査士法第１条が目的規

定から使命規定に」、「法第４２条は懲戒権者が法務大臣に」変更されました。これは、先人たちの業務処

理に対する依頼人との信頼関係構築と共に土地家屋調査士の将来像への期待と、資格者としての位置付け

とその責任がより明確にされたものと思われます。　　　　

　平成２９年に策定された土地家屋調査士のグランドデザインの「土地家屋調査士の使命と自覚」、「国民

が安心して暮らせる社会の実現」、「土地家屋調査士の社会的地位の向上」を目指し、昨年制度制定７０周年

のシンポジュウムが開催されました。

　全国土地家屋調査士政治連盟においては「防災減災国土強靭化のためのインフラ整備」、「狭隘道路整備

の必要性」を発信しています。

　我々土地家屋調査士は法第１条「使命規定」により相隣関係や業務環境整備等に自立して責任を負う資格者

となりました。「土地家屋調査士倫理綱領」はもとより、国家資格者組織としての「ガバナンスの強化」、

「各単位会におけるコンプライアンスの周知」を連合会　岡田会長は｛独善からは「不信」と「諦め」しか

生まれない｝、｛協調からは「信頼」と「参加」を生む｝、「会や会員に歓迎されない内容の情報でも発信

提供する、これは自分たちの立ち位置を確認することや、制度の在り方を考える端緒となる」と表明されて

います。

　これを受けて我々は、隣接法律専門職として制度発展のため自浄能力のある会運営を標榜することが大事

と思っています。

　土地家屋調査士業務のパイの拡充と安定した事務所経営基盤構築の為、日本土地家屋調査士会連合会、

公共嘱託土地家屋調査士協会連合会、と連携して政治活動を行ってまいります。また本年は、オリンピック、

パラリンピック終了後の衆議院議員選挙が予想されています、会員皆様のご支援とご協力をお願い申し上げ

挨拶とさせて頂きます。

熊本県土地家屋調査士政治連盟　

会長 西　龍一郎

ご挨拶
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　会員の皆様には、日頃から当協会の活動及び運営に関しまして多大なご理解とご協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。

　昨年来、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進化蔓延しており、東京においては４度目

の緊急事態宣言等も発令され、皆様方におかれましてもまだまだ自粛や感染対策をされていくことと思います。

　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と、日本各地で起きた災害によって

被害を受けられた方々に、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。

　国内においても昨年の東京オリンピックの延期に始まり、今年は無観客での開催となり、まだまだコロナ禍

における国内経済がどの方向へ向かうのか予断を許さない状況となっております。

　当協会におきましても熊本地震からの復興・復旧と少しでも経済が上向くよう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１４条地図作成作業（八代市松江地区）におきましては、

コロナ禍の作業中断や納期変更等のアクシデントがありましたが、社員及び会員の皆様の協力により八代

地区法１４条地図作成作業を３月末に納品することができました。

　また昨年より着手しております復興型法１４条地図作成作業（益城町Ⅰ期広崎地区）も基準点測量（１年

目作業）の納品が完了しました。

　現在、４月から始まった一筆地立会業務を完了し、立会困難地を除き一筆地測量もほぼ完了していると

ころです。従来型とは違い２倍以上の面積ですが、熊本地区のみならず各地区からの協力もあって計画通り

に進んでおります。

　ご担当いただいている社員・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。

　今後も新型コロナウィルスによる影響が作業工程に及ぼす可能性もありますが状況を注視し、進めて

参ります。

　さらに本年５月１４日には復興型法１４条地図作成作業（益城町Ⅱ期）の入札があり、当協会において

落札しました。

　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。

　益城町復興型１４条地図作成は熊本県の土地家屋調査士だからこそできる復興であり、県内でも違う場所

において震災、災害が起きる可能性を考えれば全ての社員、会員に復興型１４条地図作成の知識、工程を

見て知っていただきたいと考えております。

　益城町の復興はまだ途中であり、１４条地図作成の現地でなければ聞こえてこない意見、見えてこない

復旧への現実があります。

　是非、参加していただきたくお願い申し上げます。

　また今後におかれましても新型コロナウイルスの感染を予防した上で、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 近 藤   　聡

ご挨拶

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。

　今年で熊本地震発生から５年が経過しました。各地で復興が進み特に甚大な被害を受けた益城町に於いて

は昨年夏に体育館が再建し、今年５月には役場新庁舎の建設も着工されました。公嘱協会で受注されている

益城町の１４条地図作成業務におきましても、復興に一役買っているのだという意思を持って業務をされて

いるかと思います。炎天下の中作業されている担当の先生方、本当にお疲れ様です。熊本市に於いては熊本

のシンボルである熊本城の天守閣が完全復旧し、新型コロナ感染症の影響により一旦は公開が延期されまし

たが６月末に一般公開が開始されました。案外地元にある名所には行かない傾向があるのか、知り合いにも

熊本城の中に入った事が無いという人が結構います。中々外出がしにくい状況ではありますが皆さんも感染

対策をしっかり行い、気晴らしに行かれてみてはどうでしょうか。また、熊本南部豪雨災害から１年が経過

しました。先日もニュースでサッカーチームがボランティア活動されている様子が流れていましたが、１年

経ってもなお瓦礫や汚泥が堆積している状況を見て愕然としました。まだまだ時間が掛かると思いますが一

歩ずつ復旧復興を進めて頂ければと願います。

　さて青年会の活動としましては、ZOOMを使った初のオンライン研修会を開催しました。今回は新人の方

に特に参考になるオンライン申請について講義頂きました。多くの方に参加頂き好評でしたので、今後もオ

ンライン研修会を開催できればと思っています。また今年度は青年会創立１５周年という事で、会員全員に

記念品をお送りさせて頂きました。本来であれば式典等行う所ですが昨今の状況を鑑みて記念品の送付のみ

とさせて頂きました。記念品はというと、幹事会であれこれ検討を行い業務に役立つ物が良いだろうと、測

量用のストラップ付ミニプリズムにしました。業務にご活用頂ければ幸いです。

　まだまだ暑い日が続きますが、会員の皆様には熱中症や新型コロナに注意しながら業務に邁進して頂けれ

ばと思います。今後とも青年土地家屋調査士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

ご挨拶
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　第６９回定時総会に於いて，副会長に再任されました

鶴田稔でございます。

財務部と社会事業部を担当させていただきます。身に

余る役職ではありますが、精一杯務めさせて頂きたい

と思います。

 「入るを量りて出を為す」と「入るを計りて出を

制す」は似たような言葉でありますが、意味は相当違

うようです。財務部では入るを「量る」が良いか、

「計る」が良いか又、出を「為す」が良いか「制す」

が良いか、会員の為により良い方向性を検討していき

たいと思います。社会事業部では、社会貢献はもとよ

り政治連盟と強調しながら、新たな業務開拓に繋がる

ような活動を提案できたらと考えます。

　熊本市の藤崎八幡宮秋例大祭の神幸行列は、新型

コロナウイルスの感染拡大防止の観点から昨年に続き

中止されるとの報道がありました。非常に残念に思わ

れる会員も多数おいでのことと拝察いたします。

　八代市にも約３８０年前、細川三斎（忠興）公が

神幸行列の原型を作りユネスコ無形文化遺産に登録

された、九州三大祭りの1つに数えられる八代妙見祭が

あります。神幸行列は神輿や笠鉾など４０の出し物が

あり、約１７００人が参列し塩屋八幡宮から八代神社

（妙見宮）迄の約６㎞の道のりを、１.５㎞にも及ぶ行列

で歴史絵巻さながらに練り歩きます。その祭りの花形

は亀蛇の演舞であり、何といっても砥崎の河原に於い

て披露される勇壮な馬追の迫力にあります。

　時として、馬は暴走することもあります。その暴走

を制する勇猛果敢でスリル満点な勢子の姿に、観客は

酔いしれ歓声を上げ、馬追の醍醐味を味わうことが

出来ます。疾走する馬を、口取りと尾引が連携し方向

を修正し、疾走を抑止します。そして無事故で楽しい

祭りが出来るよう、主催者は細心の準備を行い統制し

ます。

　調査士会の運営を馬追に例えるなら、会員は主催者

であり、会長は馬、常任理事並びに理事は口取り、

副会長は尾引に例えられるかもしれません。充実した

楽しい祭りであったと主催者に満足感を味わってもら

えるよう、尾引として時には活を入れ時には制し、

馬の能力が充分に発揮できるようサポートしたいと

思います。

　どうぞ宜しくお願い致します。

副会長 鶴 田　稔
　第６９回定時総会におきまして副会長に選任いただ

きました。宇城支部の平田孝次と申します。私はこれ

まで広報部長を４期、総務部長を１期務めさせていた

だきました。理事会において総務担当副会長となりま

したので、今年度はその経験を活かし、当会規則等見

直しに着手していきたいと考えています。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　土地家屋調査士を取り巻く環境も少しずつ変化し、

昨年８月１日には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が施行となり、資格者として使命

の明確化、懲戒手続きの適正・合理化、懲戒権者が

法務局長から法務大臣に変更、一人法人が可能となり

ました。それに伴い当会会則も改正し、昨年８月２５日

に法務大臣の認可があり施行されているところです。

調査・測量実施要領については会則への位置づけが

全国統一ではなかったことから連合会が土地家屋調査

士業務取扱要領や土地家屋調査士職務規程を新設した

ところですので、会員のみなさまも今一度、連合会が

定めた土地家屋調査士業務取扱要領と土地家屋調査士

職務規程、当会戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求

書取扱要領をご確認いただき業務に精励されて下さい。

　会員のみなさまにおかれましても未曾有の災禍の中、

大変なご苦労をされておられることと拝察致します。

何かと不便の多い今日ですが、この状況が一日も早く

解消され、平穏な日々が取り戻せるよう心から願って

おります。

副会長 平 田  孝 次

役員ご挨拶
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役員ご挨拶

　盛夏の候、会員の先生方にはますますご清栄のこと

とお喜び申し上げます。今期副会長に就任いたしまし

た松村充晃（みつてる）と申します。日頃から当会の

運営につきまして格別のご理解、ご協力を賜り誠にあ

りがとうございます。前年まで業務研修部部長として

会の運営に携わらせて頂きました。今期は広報部と

業務研修部担当の副会長という重責に身の引き締まる

思いがいたします。

　広報部には前期から引き続き赤星和枝部長、業務研

修部には、前期担当理事の田中正三部長と実績と誠実

さと行動力を備えたお二人と共に、実りのある発展の

２年間としなければならないと考えています。広報活動

を通じて、土地家屋調査士制度の重要さを伝える

こと、将来の土地家屋調査士となる人財に土地家屋調

査士を知ってもらうこと。会員の皆様には、実務に

直結した研修会と、人間力向上の為の研修会の開催、

最新情報の提供と業務サポートが出来る様に考えて

います。昨年よりのコロナ渦の状況では、大人数での

集会等が制限されており、会務を全うできていない

状況につきましては大変申し訳なく思っております。

　特に最近入会された新入会員の皆様には、新人研修会、

懇親会等仲間を作る場所を提供できずにおり、業務に

対して不安を抱えてられる方も多いかと思います。

そんな方は、私にでも、会にでもご連絡下さい。出来る

だけのサポートは致します。

　また、前期部長職を経験して、委員の方、会員の皆様の

協力なくして部は成り立たないと言うことを痛感しま

した。赤星部長、田中部長はお二人とも努力家で、

人の痛みを知ってる方です。きっと辛い業務ほど自分

でされるのではないかと思っています。

　両部長が業務、問題を一人で抱えすぎない様に、

皆で協力しあえる部会にしたいと考えています。そし

て、田中会長の掲げる熊本県土地家屋調査士会の素晴

らしい未来を次の時代に繋げていく執行部となる様に

精一杯務めさせて頂きます。

　皆様方のご理解とご協力、ご支援を賜ります様に

切にお願い申し上げ、就任のあいさつと致します。

　

副会長 松 村  充 晃
　総務部長を仰せつかりました、どうぞよろしくお願い

いたします。

　さて、昨年度までは総務担当理事として、本会

会長、副会長及び各部部長のもとで、会務に携わらせ

ていただきましたが、今度は総務部長としての責任の

重さを感じています。例えば昨年度までは総務部会や

理事会で意見を述べ、会の役に立っていたつもりで

いましたが、実際に部長に就き、こんなに多くのこと

をきちんと協議し、進めていたのかと、恥ずかしなが

ら知りませんでした。今も事務局から届く連絡事項を

整理しながら、不慣れを言い訳には出来ない、責任の

重さをじわじわと体感しているところです。

　話は変わりますが、先だっての定時総会において、

会長役員の選任議案では、今まで会長候補者が立候補

するという形態を経験したことがなかったために、

会規則に沿って行うにも色々な疑問が生じたのでは

ないでしょうか。それを踏まえて、今年度の成果目標

は、役員等選考規則を中心に諸規則を整理すること

と、他の部が所掌しない事象を臨機応変に対応し、

より良い会運営に努め、会員の皆様に還元享受できる

ように努めて参ることです。

　つきましては、熊本会の発展・進歩のために、熊本

会会員の皆様に信頼を得られるよう役員一致団結して

取り組んで参りますので、どうぞ皆様のご支援ご協力

のほどお願い申し上げます。

総務部長 北 岡  忠 勇
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　先の総会における役員改選に伴い、引き続き財務

部長を担当する事となりました小松祐介です。

　この総会では、規定によるもので役員歴１０年とい

う事に対して表彰状をいただきました。

　振り返りますと、あっという間の１０年でしたが、

理事という役職の経験は、色々と勉強になりとても

有意義であったと感じております。私の場合、役員を

仰せつかる前の青年調査士会という有志団体での経験

が人生の宝となり、また誇りともなり、活力の源として

沸々としております。熊本会の強みは、風土的な慣習

も関係あるかもしれませんが、何と言っても結束力の

強さだと思います。まあ、私自身は県外からの流れ者

であるという落ちは付いてきますが、個人的に火の国

熊本が大好きですのでご容赦下さい。役員として、

今後、土地家屋調査士という職種がどの様な方向に流

れていくのか等々注視しながら、且つその中で熊本会

はどの様に動いていくべきかを模索していく必要が

あると思います。ただ目の前だけを見据えるのでは

なく、未来に向かっての舵取りが執行部の責任でも

あります。新体制となる執行部の下、中長期的な視点

で会務に携わっていき、熊本会一丸となり誇り高き会

として成長していければ本望です。

財務部長 小 松  祐 介
　会員の皆様におかれましては、ますますご清栄の

こととお喜び申し上げます。この度、本会の業務研修

部長職を仰せつかりました、熊本支部第５分会の田中

正三です。

　先任の部長であった、松村充晃現副会長の後を引き

継ぎ、今回業務研修部長に就任しましたことは、只々

身の引き締まる思いです。

　土地家屋調査士会とその会員の皆様が、より良くなり

ますよう努力を惜しまず、また、迅速に活動していき

たいと思っておりますので、ご協力のほどよろしく

お願い致します。

　業務研修部としての事業について少し触れさせて頂

きます。今年度より、連合会が指定する研修として、

年次研修が始まります。これは５年に一度、必ず受講

しなければならない、いわゆる義務研修です。

　内容は専門家としての責任と倫理についてです。

受講対象となる方には、通知文をお送り致しますので、

ご参加いただきますようお願い致します。また、新入

会員に向けた研修や実務体験制度の利用を促進し、

新入会員へのサポートを進めていきたいと思います。

　コロナウイルスの影響もあり、やれることが限られる

場面も多くありますが、会員の皆様が専門家・経営者

として培ってこられた知識と負けん気をお借りしながら、

前進していきたいと思いますので、重ねてご指導と

ご鞭撻の程、どうかよろしくお願い致します。

業務研修部長 田 中  正 三

役員ご挨拶
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役員ご挨拶

　広報部を担当することになりました赤星和枝です。

　会員の皆様には、日頃より広報部事業へのご理解、

感謝申し上げます。

　「土地家屋調査士試験」は年々、受験者数が減少

しており、令和２年度の受験者３７８５名のうち合格

者は３９２名。合格率が１０％を超えました。

　「土地家屋調査士」は、社会における職責や、その

職域の重要さの割に、世の中に知られていない職業です。

　熊本大学法学部で、専門８士業の講義を受講している

学生にアンケートをしたところ、８士業中の認知度は、

土地家屋調査士がワースト１位でした。ちなみに、

職業選択理由の優先順位は、１位「自分でコントロール

する時間が多いこと」２位「収入が高いこと」となっ

ています。

　昨年、広報部は小学生に職業体験をしてもらうイベ

ントに参加しましたが、参加者の保護者の方から「土地

家屋調査士というものをはじめて知りました。」「ど

ういう仕事ですか？」「公務員ですか？」などご質問を

いただき、認知度の低さを痛感しました。

　広報には、若者に「土地家屋調査士になりたい」と

思わせるような魅力や情報を発信し、大人や社会全体

に対しては、「とちかおくちょうさし」という言葉が

広く認知されるような活動が求められていると思います。

　広報部では、今年度も小学６年生を対象とした

「地上絵プロジェクト」を実施いたします。熊本市

北区植木町の山本小学校で実施予定ですので、近郊の

会員各位のご参加をお待ちしております。ほかにも、

高校生を対象とした「出前授業」や、職業を紹介する

事業にも積極的に参加し、活動していきたいと考えて

います。

　今後共、会員の皆様のご支援、ご協力をよろしく

お願い申し上げます。

広報部長 赤 星  和 枝
　社会事業部を担当することになりました天草支部の濵

﨑と申します。社会事業部の主な事業は無料相談会の開

催とＡＤＲセンターの運営です。昨年度は、新型コロナ

の感染拡大により多くの相談会が中止になりました。

そんな中、開催された相談会に忙しい中、快く引き受

けて頂いた会員の方には心より感謝申し上げます。もう

一つはＡＤＲセンターの運営です。「ＡＤＲで解決し

たい。」との電話は有るのですがＡＤＲ案件として処理

した事件はありません。しかし、ＡＤＲの火を消すこと

はできませんのでこれからも皆様のご協力とお知恵を頂

きながら頑張っていきたいと思います。どうか宜しくお

願いいたします。

　常任理事の中で最年長となりますが他の役員の足を

引っ張らないよう精一杯頑張りますので宜しくお願いい

たします。

　

社会事業部担当の山下理事（左）と山村理事（右）です。

宜しくお願いいたします。

社会事業部長 濵 﨑  顯 爾

と ち か お く ち ょ う さ し
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　４月２４日に執り行われた支部総会にて、支部長と

なりました宮本です。今回の支部総会としましては、

前回同様コロナウイルスの感染が拡大しつつある状態で

の開催で、日に日に変わり続けている感染状況を確認

しながら、対策をその都度変えていき、会場も急遽当

初予定していた会場より、人と人との間隔を開ける事

が出来る、広い会場に変更する事になりました。仕方

なかったとはいえ混乱もあったかと思います。重ねて

お詫び申し上げます。

　今回の支部総会では本会役員改選、支部役員改選と

大変重要な議案があり、予定していた時間を大きく過

ぎてしまい、参加して頂いた支部会員の皆様、会場に

も多大なるご迷惑をお掛けしました事をお詫びさせて頂

きます。また、頂いた意見については今後の支部運営に

活かせていけたらと思います。

　今後の熊本支部としては、引き続き熊本市役所と

の無料相談会等を継続していき、かつ、道路境界立会

等で熊本市、土地家屋調査士双方が上手く仕事が出来

る様、その架け橋になっていければと思います。また、

今期は支部活動及びその予算編成をもう一度見直し、

土地家屋調査士として、熊本支部として、必要と思わ

れるところはより一層良くなる様に、削れるところは

削っていき、業務がスムーズにいく様、尽力していき

たいと思います。

　土地家屋調査士は、法務省の数少ない国家資格にも

かかわらず、受験者数がかなり少なくなってきており

ますが、その国家資格者として、全ての支部会員が誇

りと自信をもてる土地家屋調査士会となる様、支部の

ひとりとして、支部活動・支部研修等を行っていきた

いと思います。

　拙い文章で読みにくいところもあったと思いますが、

今後もより一層、次の世代のためにも道をつくれる様精

進してまいりますので、どうぞ宜しくお願いします。

　最後に、前任の杉島支部長は任期８年と長い間支部長

として尽力されました。大変な事も多々あったかと

思います。長い期間本当にお疲れ様でしたという言葉

とともに、感謝の意を表したいと思います。有難うご

ざいました。

支部長 宮 本　智

支部長ご挨拶

熊本支部☞

熊本支部総会

〇令和３年４月２３日

〇ホテル日航熊本

〇出席者１２５人　うち委任状出席７８人

　今年の支部総会で支部長に就任した瀧下です。宇城

支部が発足してから初めての支部長交代となり、これ

から何期務めることになるのか少々気が重くなってい

ますが、よろしくお願いします。

　さて、昨年に引き続き今年の支部総会も新型コロナウ

イルスの影響により総会後の懇親会を中止とし、支部

会員の事務所を提供してもらい開催した結果、支部

会員２３名中出席者２１名（委任状１１名を含む）で

した。今年は役員改選の年なので、例年よりも審議に

時間を要しましたが、無事に全議案可決成立しました。

　通常ならば、役員改選の年は司法書士会宇城支部と

日程を調整し、同一会場で時間をずらして支部総会を

行ったあとに合同懇親会で親睦を深め、また役員改選

がない年は、調査士会宇城支部単独で支部旅行を兼ねて

支部総会を開催していました。しかし昨年の支部旅行

はコロナの影響により中止となった結果、２０１８年

の長崎旅行が最初で最後の支部旅行となっています。

　現在もコロナの感染拡大が続いており、ワクチン

接種が進んでいるとはいえ先が見えない状況です

が、一刻も早く収束して、本会や支部の事業を安心

して行うことができるよう願っています。

支部長 瀧 下  慎 也
宇城支部☞

宇城支部総会

〇令和３年４月２３日開催

〇宇城市松橋町　山田事務所

〇出席者２１人　うち委任状出席１１人
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支部長ご挨拶

　本年の山鹿支部の定時総会の様子につき報告したい

と思います。

　昨年同様に新型コロナが衰える気配のない中ではあ

りましたが、私を含めてオンライン会議ができるよう

にカメラ付きパソコン等の準備ができていな事から

対面による会議となった次第です。

　支部会員数１３名中、１１名出席、委任状出席２名

の全会員出席により、総会は適法に成立しました。

　令和３年度の予算案、事業計画案について、執行部

より説明し承認されましたが、ここ数年研修会が開催

できない状況にあることからオンラインによる研修が

できるよう努力したいと思っています。

　支部役員及び支部選出県役員については全員が留任

することとなり、支部長の私を含めてほぼ全役員が

４期目となっております。

　来年の支部総会は、ワクチン接種がほぼ終わり、新型

コロナも終息に近づき支部以外の地で開催できること

を願ってやみません。

支部長 猿 渡  羊 二
山鹿支部☞

山鹿支部総会

〇令和３年４月１６日開催

〇山鹿市桜町公民館

〇出席者１３名　うち委任状出席２人

　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。

　今年度は支部の役員改選や新型コロナウイルスの

影響のため八代市内での開催となりました。

　もうすでに生活の一部となったマスク着用を出席者

全員にお願いし、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、１０名出席、

委任状出席１２名の全員出席により、総会は適法に

成立しました。

　議事に沿って、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。

　支部の役員改選では少しだけ若返りができ、今後

の支部行事が活発に行えることを期待します。

　令和３年度の事業計画案について、毎年恒例の

九州国際スリーデーマーチが今年度も中止となり先行

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。

　今年度の支部総会で一番白熱したのが会長立候補者

推薦についての議案審議でした。今まで私が経験した

ことのない複数の方が立候補されたため、色々な意見

がでて、推薦者を決定するのに大変苦慮いたしました。

他支部の皆さんも苦労されたのではないかと思います。

　八代支部では２年に１回総会旅行に行くのが恒例と

なっています。新型コロナウイルスの影響のためしば

らく総会旅行に行っていませんので、来年度こそは

ちょっと遠方にちょっと贅沢な旅行にできたらいいな

あと執行部では計画していますので楽しみにしていた

だけたらと思います。

　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。

支部長 野村 慎太郎
八代支部☞

八代支部総会

〇令和３年４月２４日開催

〇八代ホワイトパレス

〇出席者２２人　うち委任状出席１２人
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　去る令和３年４月１０日に阿蘇・大津支部総会にて、

支部長に承認されました「川上　宏」と申します。

併せて副支部長に「上田敏雄」の承認も報告いたします。

　昨年度迄「山村　修司」前支部長の下、副支部長を

勤めさせていただいておりましたが、支部長職という

重要な役職に就かせていただきましたので、これ迄以

上に阿蘇・大津支部会員の皆様に貢献していこうとの

所存でございます。

　また他支部との意見交換を主とした交流の場を設け

たいとの考えもあり、これについては支部総会にて

発表させていただいており、コロナの影響が少なく

なった時期に開催したいとも考えております。

　阿蘇大津支部には、多くの先生が在籍されてお

りますので、困った事があったら直ぐに相談に乗って

もらえる事も頼もしい状況であると認識しております。

　先日熊本会総会において会長に「田中秀和」先生

が就任され、現在私が参加しております「益城町法

１４条地図作成業務」でも、担当班の班長として

お世話になっておりますので、支部として会長をしっ

かり支えていこうとも考えております。

　昨年の調査士試験においては、県内合格者６人の内、

当支部より３名の合格者（内１名登録済・士野　鋼浩氏）

を輩出しました。この事を踏まえ「新人調査士の為の

測量研修会」を本会と連携・実施という構想もござい

ますので業務研修部の「田中正三」先生よろしくお願

いいたします。

　以上簡単ではございますが、支部長就任のご挨拶と

させていただきます。

支部長 川 上　宏
阿蘇大津支部☞

阿蘇大津支部総会

〇令和３年４月１０日開催

〇菊池中央公民館KICROSS‐キクロス‐

〇出席者２５人　うち委任状出席１３人

支部長ご挨拶

　　会員の皆様におかれましてはコロナ渦そして猛暑

の中、毎日ご苦労されていることと思います。体には、

気を付けて励んで頂ければと存じます。

　人吉支部においては、コロナ情勢のため書面決議

による総会となりました。

　コロナ情勢の中、書面決議により私が支部長となりま

したが、力不足により、支部会員の協力無くしては、

事業計画すら難しいものでしたが、前支部長の遠山

先生のご厚意により支部研修の担当者を快諾頂き嬉し

く思っております。

　そこで、一同に集まっての会議・研修するのは時期

尚早と判断し、下記要領で書面研修を計画しています。

　研修内容をメールにて支部会員へ送信し、会員から

の質問、意見体験等をメールでやりとりしていく方法

をとりながら、お互いの意見を深めたいと思っており

ます。

支部長 松本  健一郎
人吉支部☞

人吉支部総会

〇書面による決議

〇令和３年４月２３日書面決議成立

〇支部長より支部会員全員に、事前に、総会議案書
　・資料・書面評決用紙を送付。各支部会員は各議案
　ごとに承認・不承認を評決用紙に記入後、返信。

〇議案承認については、4月23日までに全支部会員
　より評決用紙を受領。結果、令和3年度支部総会
　議案は　全て承認。
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　今年より新たに天草支部長を務める事となりました

松本です。

どうぞよろしくお願いいたします。

　昨年の支部総会は、コロナの影響で、書面決議となり

ましたが、今年は支部役員会で皆様と協議し、コロナ感

染対策を十分に行った上で開催する事となりました。

　会場は、昨年４月天草市本渡にオープンした複合施設

「ここらす」で、会員数２１人（出席者１７人、委任

状４）の参加者を迎え無事開催する事が出来た事は、

この状況下で何よりだったと思います。

　コロナ以前は、午前中２時間ほど総会開催した後、

昼食を兼ねた懇親会の流れだったのですが、（実は懇

親会が盛り上がる）今年は、PM3:00～PM6:00まで、

懇親会無しでした。（残念）

　他の支部も同じと思いますが、天草支部でも昨年は

研修会、懇親会等が全く開催できず、会員同士の親睦

や情報交換の機会が、ほぼありませんでした。

　今年は、ワクチン接種に期待しつつ、何とか開催で

きるようしたいものです。

　今やオンライン会議やオンライン飲み会、最近は

普通のように耳にしますが、会員からもZoomなどを

利用したweb会議や研修を検討してみては、との意見も

出ています。

　私も興味はあるものの未だに経験がありません。

　今年は是非やってみたいと思います。

　最後に、私の事務所は牛深なのですが、ハイヤ

祭り、あかね市などの行事が中止や規模を縮小など、

地元人としてはとても残念な思いでいます。

　落ち着いたら是非牛深にも足を運んでください。

支部長 松 本  直 人
天草支部☞

天草支部総会

〇令和３年４月２８日開催

〇天草市複合施設ここらす

〇出席者２１人　うち委任状出席４人

〇特別決議　支部規則変更の件（原案とおり可決承認）

支部長ご挨拶
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　毎日のニュースが新型コロナウイルスの最新

情報から伝えられるようになって久しい。一体

いつまで続くのだろうと辟易する。来月は東京

オリンピックも開催されるがまったく盛り上がら

ない。誘致に成功した際は滝川クリステルさんの

「お・も・て・な・し」という言葉で日本中が

熱狂し，経済的波及効果に期待を膨らませたが，

今はどうか？「オリンピックやめろ」という人

まで出てきた。こんなことなら誘致はブラジルに

負けた方が良かったと思うのも私一人ではある

まい。モスクワオリンピックのボイコットを思い

出す。ソ連のアフガニスタン侵攻に反発した西側

諸国がオリンピックの参加をボイコットした。

柔道界の無敵の王者だった山下泰裕氏も出場を

断念した選手の一人である。今回の東京オリン

ピックの誘致と開催準備には中心になって動かれ

てきたであろうし，今の状況はさぞ無念であ

ろう。それでも開催せざるを得ない状況におかれ

ている関係者やオリンピックを目指して鍛錬を

重ねてきた選手の胸中はいかばかりだろうか。

　そのアフガニスタンからはアメリカ軍が撤退する

ことになり，タリバンやＩＳなどの反政府勢力

が勢いを盛り返しているそうで，歴史を振り返

ると未来予測が難しいことが分かる。世界のあち

こちで戦争が続いている。戦後の日本が平和な状

態を続けていることに感謝したいが，中国や北朝

鮮，中東のニュースを見ると微妙なバランスでか

ろうじて保たれていると思わざるを得ない。

　　　　　　（この原稿は６月３０日現在です）

支部長 津 崎  伸 宏

玉名支部☞
玉名支部の活動報告と雑感

いつまで続くのか

　さて，土地家屋調査士会の活動も会議，研修会

の開催が新型コロナウィルスの影響を受けて

いる。仕事で顔を合わせる飲食店，宿泊，交通関

係の方々に言わせれば，なんだそんなことかと

叱られそうであるが・・・。ニュースで伝わって

くる情報以上に彼らの事態は深刻だ。何とか凌い

で欲しいという気持ちでいっぱいである。

昨年の緊急事態宣言を受けて支部の活動は例年

どおりには行えなかった。

　令和２年

　●４月　・支部総会を書面決議で行う

　●５月　・第1回役員会をWeb会議で行う

　●６月　・Web会議に習熟するため2週にわたり

　　　　　　リモート 研修会の開催

　●その他の事業は中止し，役員会は専らWeb

      会議で行う

　令和３年

　●３月　・部総会をWeb会議に対応できるよう

　　　　　　　規則改正のための臨時総会（書面決

　　　　　　 議）と会長の許可

　●４月　・支部総会をWeb会議で行う

コロナ禍の中の支部活動

支部長ご挨拶
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　Web会議方式は会場確保が不要であり，会場へ

の移動も不要である。極めて時短効果が高い。

限られた人生も時間の集積であることを考えれ

ば時短は有益である。しかし，人生は経験の

積み重ねでもある。会議でリアルに人と会うこと

ができないというのは物足りなさと寂しさが

ある。あの人と雑談したかったな一，お酒を酌み

交わしたかったな一，という気持ちになってしまう。

Web会議には一長一短があることは否定でき

ない。会議後の懇親会を楽しみにしている人は

Web会議はクソだと思っているだろう。

 人には外向型と内向型がある。外向型は人と

会わなければエネルギーの充電ができず，一人

でいるとストレスが蓄積するそうだ。一方，

内向型は人と会うことでストレスが蓄積するが，

一人で考える時間を持つことでエネルギーの充電

ができる。外出自粛でDVが増え，最近では緊急事

態宣言を出しても人流が収まらないと聞くが外向

型人間のストレスが原因かもしれない。新型コロ

ナウイルスに対して，従来型コロナウイルスは

６種類あるそうだ。その内２種類はSARSとMERS

であり重症化を引き起こすが，日本での感染例

はないはずだ。残りの４種は皆さんもかかった

であろう，いわゆる風邪だ。症状は軽く薬を飲ま

ないで治ったということもあるだろう。しか

し，最近読んだ本では風邪の薬はあくまでも，咳

や鼻水の症状を緩和するという効果であり，病原

に直接効くという薬はないのだそうだ。新型コロ

ナウイルスはインフルエンザウイルスと比較する

と感染者数は少なく無症状率も６０％だそうだが，

発症した場合の致死率は２.５～３０倍もあるそうだ。

やがて症状を緩和する薬は開発されるだろうが，

日本人の性格からしてワクチン接種が終わっても

３密をなるべく避けたりマスクをつける習慣は

これからも続くだろう。人の識別ができなくて

困りますがね・・・。支部や本会の活動も当分

影響が続きそうだ。

　「ピンチをチャンスに」とよく言われるが，

感染対策としてWeb会議方式が一気に加速した。

特に恩恵を感じた出来事が土地家屋調査士制度

７０周年記念シンポジウムだ。前最高裁長官の

寺田逸郎氏の基調講演，元最高裁長官倉吉敬氏

と日調連会長國吉正和氏の法改正を踏まえての

ディスカッション。従来なら一部の有志または

役員が東京まで出かけて拝聴するということで

あったろう。新型コロナウィルスの流行で会員向

けにYouTube配信が行われた。感激である。土地

家屋調査士法が改正され，目的規定から使命

規定に変更され，我々の社会的使命が向上した

こと，業務の成果の公証力が上がるように一層の

努力が必要であることなどが語られた。今後

もこのような配信があったらうれしい限りだ。

連合会の取り組みに期待したい。

良かったこと

　ペイペイという決済方法があるが，飲食店，

コンビニ，スーパーなど使える店舗が多くなっ

た。これを使うとクレジットカード以上に“お金

を使う＂という感覚から遠くなる。小銭を扱う

面倒がなくなる。また利用状況でポイントが付与

されお金と同様に買い物で使える。先日，娘が

住民票を市役所で取ってきて「ペイペイが使えた」

と言った。驚きである。これもポイントの対象

だろうか？ペイペイはビットコインのような

ブロックチェーンのシステムではないから厳密に

は違うのだろうが，仮想通貨のように感じる。

娘に仕事の帰りに魚屋さんから刺身を買ってくる

よう頼む。ペイペイで娘のスマホに送金する。

小銭を数える必要もなく振込手数料がかかるわけ

でもなく精算がたちどころに完了する。考えて

みれば銀行の融資にしても現金を渡すのではなく

通帳の数字が書き換わるだけだ。昔の人から見

れば，それも仮想なのか？

　アフリカには電話回線網が整っていない国がある。

変化への対応

支部長ご挨拶
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　登記制度に目を向けるとオンライン申請が

始まって久しい。そして令和元年には調査士報告

方式が始まった。添付書類の画像へ調査士が電子

署名をすればすべての書類がオンラインで送信で

きる。これも先達が築き上げてきた調査士への

信頼がなければ実現しなかった特例措置だ。法務局

では申請事項の入力が不要となり，登記の処理時

間の短縮に大きく貢献するそうである。しかし，

このような制度改革が行われてもオンライン申請

は１００％にはほど遠い状況だ。登記の処理が

遅いという前に，会を上げてオンライン申請率を

上げる必要があるだろう。間違いなく登記処理は

早くなるはずだ。

　今年，マイナンバーカードを取得した。一つは

マイナポイント。もう一つは青色申告特別控除。

オマケに弱い性格だ。しかし将来を見据えると

取得は必然の気がした。技術進歩の加速度が増し

ている。新しいことを習得するには困難や苦痛が

伴うことがあるかもしれないが，挑戦すること

も「使命」の一つだろう。

　「土地家屋調査士はオワコン」と言われない

ような対応と覚悟が必要だ。

オンライン申請

しかしスマホで一気に通話可能となったそうであ

る。同じく銀行がほとんどない国もある。広大な

草原の広がる大地を考えれば容易に想像できる。

しかし，それもスマホの普及で一気に解決した

そうだ。

　中国では電子決済が主流だそうだ。屋台にも

支払い用の２次元バーコードが掲げてありスマホ

で読んで決済する。２次元バーコードはプリン

ターで印刷するだけなので屋台の親父さんも経費

いらずである。支払者には信用クレジットが

つくので支払いでトラブることはほとんどないそ

うだ。いたるところにカメラがあり日常的に顔認

証を受けているらしい。また音声認証技術がまも

なく完成するそうで，声から個人が特定できる

そうである。例えば反国家的なことを電話で話した

だけで逮捕されるのだ。恐ろしい監視社会である。

変化に対応できなければ生き残れないと言われる

が，どうであろうか。

　日本は印刷技術が高度なため偽札を作ることが

困難である。よって現金主義なところがある。

技術開発が優れているため携帯のｉモードを開発

する，お財布ケータイを開発する。その結果，

世界には受け入れらないガラパゴス携帯の利用が

広がり，スマホの普及に後れを取った。

　様々なことが日本にとって裏目に出ていない

だろうか。

 一歩ずつのはずの変化が一足飛びだ。今や世界に

は中間を飛び越して最新の技術を享受している

国が沢山ある。

　ワクチン開発でも後れを取った。ワクチン接種

でも後れを取った。

　日本はアジア，アフリカで唯一植民地とならな

かった国だそうである。明治維新を成し遂げ一気

に西欧列強に肩を並べた国である。原爆が二つも

落とされ焦土と化したにもかかわらず，戦後復興

を驚異的なスピードで成し遂げ，先進国のトップ

を走ってきた国である。それが慢心や油断となっ

ていないだろうか。いまや日本は労働時間が長い

のに生産力が低い国と報じられている。

玉名支部総会

〇令和３年４月２１日　webにて開催

〇参加者１１人　委任状参加４人

支部長ご挨拶
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人吉支部

「佐無田会員・奥様　頑張ってます。」

特別寄稿

山 口  雄 一

豪雨災害から１年

（佐無田事務所の現在）

　土地家屋調査士として昭和６０年に開業、約３５年に渡り業務に励んで来られた人吉支部のベテラン調査士。

そして熊本会では広報委員、理事、広報理事としてご尽力されてきた佐無田学会員。仕事の傍らバンドなど

の音楽活動も楽しまれる芸術家でもあります。

　そして、パートナーとして事務所でも現場でもいつも佐無田会員を支えられている奥様。

　お二人は、昨年７月４日の豪雨水害により自宅は全壊し事務所も浸水被害を受け、本当に大変な思いを

されました。その後３か月を経て業務を再開されましたが、被災から１年を過ぎた現在の状況はどうのよう

なものなのか。お二人にお話を聞くことができましたので、皆さんにお伝えしたいと思います。

 ＊（ ）内は広報委員による補足説明となります。

　その夜は前日までの疲れもあり二人とも熟睡しており、大雨により球磨川が氾濫しそうになっているとは

全く気づいていませんでした。いつものウォーキングの時間である朝５時に目が覚めて外を見たときに球磨川

の水位が堤防スレスレまで異常に上昇しているのに初めて気付きました。少し下流の堤防の切れ目から流れ

込んでくる水で、自宅周辺は早くも浸水しかけており、既に車のタイヤ半分まで浸かっていたため、家族全員

を急いで起こし、とりあえず着の身着のまま車に乗り、近くの公民館へ避難。その後は一気に水かさが

上昇、公民館でも危険かもしれないと考えたため近くの小学校の体育館へ避難しました。

事務所については球磨川の対岸側にあるため、川にかかる橋も渡ることができず、全く近づくこともでき

ませんでした。

（自宅は球磨川より北側の七日町地区、事務所は南側の新町地区）

（住民が殆ど皆、「水の出る（川が増水し氾濫する）のが本当早かった。たった一晩も降っとらんとに。」

と口をそろえて言われます。）

１階が約半分浸水する被害を受けた

事務所の建物

業務多忙な中、快く取材に応じて

いただいた佐無田会員と奥様

【被災された時の状況を教えてください。】
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特別寄稿

この棚の下の部分１５０ｃｍまで浸水したとの

ことです。

（収納、パソコン、事務所設備は全て浸水。）

「このあたりまで浸水したごたる。

　　　　　　　よう見れば跡が残っとるよ。」

（通常業務を行うのに必要な物は

　　　　　　　　　全て水没する水位です。）

　自宅は２階の床上３０ｃｍまで浸水。すぐ近くの球磨川下りの発船場から川下り用の船が全て突き刺さる

形で住居を破壊。また、氾濫した川の泥水と一緒に大量の流木やゴミが流れ込んでいました。何もかも流出

してしまい、結局、使えるようなものは何一つ残りませんでした。本当に靴の一つも残っていませんでした。

　事務所は３日後にやっと様子を見に行けましたが、約１５０ｃｍの高さまで浸水しており、床には２０ｃｍ

ぐらい流れ込んだ泥が溜まっていました。収納が木製だったため全て倒れており水を吸って膨張し、開ける

こともできませんでした。業務用の設備やパソコン等、書類、書籍もほとんど一式水没していました。

　ただ、測量の道具、機械、特にトータルステーションは買い替えたばかりでしたが、現場が終わった後、

避難した時の車にそのまま積んでいたために結果的に無事でした。

　また、命の次に大切な楽器ですが、ウクレレなどの軽いものは２階に保管していたので大丈夫でしたけど、

アンプ等の音響機械で重たいものはダメになりました。助かった楽器は友人の石藏と事務所で保管しています。

　自宅は全壊判定を受けたため、６月中旬に全て取壊してしまいました。住まいはみなし仮設として知り

合いの空き家を借りて生活しています。事務所は３か月かけて設備やデータを復旧させて１０月から業務を

再開しました。しかし、被災後すぐは、現実を受け止めるのに必死で、最初は何から手を付けていいか判ら

ず、また後で考えると記憶がいろいろと噛み合わないことが有ったり、気持ちがとても不安定でした。様々

な心配事や不安、悩み事が日を追っていろいろと変化していくため、夜は最近になるまでゆっくり眠れる

ことは無かったです。

　体にも被災後いろいろと支障が出てきました。心理的なストレスから血圧がかなり上昇し、その結果、

左目がほとんど見えなくなり、眼科で「網膜中心静脈閉塞症」と診断されました。効き目の右目は大丈夫

だったので、かろうじて測量機械を覗くことはできますが、文書を作ったり、パソコンを使っての作業が

かなりつらいです。車も妻に運転してもらっています。また、体重が１０ｋｇ減りました。「だんだん

戻ってはきてますけど・・ハハハ。」

【被害はどのような状況だったでしょうか？】

【現在の状況はいかがでしょうか？】
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特別寄稿

　一番に感じたことは人の優しさです。いろんなところから片付けなど手伝いにきていただいたことです。

身内や友人はもちろん、全く知らない方も片付け手伝わせてくださいと言って来られたり、ボランティアの

方々も手伝いにきていただき、涙が出るぐらい嬉しかったです。いろんな方から勇気や元気をいただいて、

皆様の力添えのみで今があるような思いがします。そして何事についても、夫婦二人で相談し合ってきた

から少しずつでも前に進むことができたのだと思いますし、パートナーがいることは本当にありがたいこと

だと感じています。もし１人だったらここまで来ることはできなかったと思います。

（広報助手は、お互いに支え合いとても明るく仲の良いご夫婦だなあと感動に涙しておりました。）

　とにかく住まいを無くしたこと、安息の場所が無いことが一番つらいです。自宅を再建するにも元の場所

ならばかなりかさ上げをする必要があり、それだけでもかなりの費用が掛かり、また人件費や資材の価格が

かなり高騰しているので、資金面で不安があるためこの先どうなっていくのか見通しや予測が立たず、不安

で行き当たりばったりの気持ちがいつもしています。

　業務上の困った点としては、測量した後の立会で、立会人に該当する方も被災されて避難されていたり、

仮設住宅に住んでいたりで、仮設住宅もいろんな地域からの方がいるので、実際どこにいるのか把握するの

に時間がかかり、仕事が進まないことがあります。また、急ぎの復元の仕事が多かったり、お客さんに依頼

されて急いで測量し、本杭を打ったら既に行政の方で進めてたところだったとか、被災地ならではの苦労が

あると思います。

（仮設住宅にはいろんな地域の方がすまれており、表札もなく、見取り図の掲示はありますが各世帯の名前

は全く分かりません。）

　最初の３か月は肉体的な苦痛がとても大きかったです。その後は精神的な苦痛や不安が大きくなっていき

ました。

　生活面では、靴や着替えなどすべてを失い、本当に困りました。住まいを無くしたことの喪失感もかなり

大きいです。

　仕事面では、データの復元に手間とお金をかなり費やしました。また事務所は洗い流しただけなので、

ドアが穴開き状態だったりしています。また、洗っても泥のにおいがしばらくは鼻に付いていました。

　また、いろんな補助金があるようですが、例えばリース機器の復旧やデータの復元については補助の適用

は無く、老後のためにと蓄えていた資金をこういうことに使わなければならなくなったことがとてもきつ

かったです。

【嬉しかったエピソードなどあれば教えてください？】

【現在の状況で何かお困りの点がありませんか？】

【業務上でお困りの点はありますか？】

【ここまで来られるのに苦労された点が数えきれないほどあるかと考えますが、いくつか

　教えていただけますか？】
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特別寄稿

　調査士会の方々にも、たくさんいろんな形でお世話になりました。思いもかけないところから手伝いに

来ていただいたり、本当うれしかったですし感謝しかありません。皆様にしていただいたことは一生忘れる

ことはありません。そして、自分が受けた分の恩返しがいつかできたらと思っております。

　まだまだこの先不安はありますがプラス思考で頑張って行きます。

　そして最後に、熊本県土地家屋調査士会に所属していて本当に良かったと感謝しております。

　水害から１年、「１年経ったから正直かなり元の状態に戻っておられるのでは。」ということで広報記事

へのご協力をお願いしたところでしたが、佐無田会員と奥様は、まだまだこれから解決するべき問題をたく

さん抱えられており、「水害を乗り越えて、のところまでは行ってない。」と心中を語られました。まだ

ほんの１年しか経っていないのであり、お二人の中ではこれからがスタートであると、考えを改めさせられ

るところが多々ありました。

　ただ、この取材についても、急なお願いにもかかわらず本当に快く対応していただき、元気に笑顔でお話を

される奥様と静かに相槌を打たれる佐無田会員。お二人のそういう人柄があったからこそ、たくさんの方々

のご協力へとつながり、今後も佐無田事務所は前進していかれるのであると強く感じるものがありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご協力、ありがとうございました。

　やはり人の優しさを感じたことが自分たちの力になっています。とにかく少しでも早く元の状態に

戻して、その方達に恩を返したいという思いが大きく、諦めるという気持ちにはなりませんでした。投げ出す

ことなどできないと考えました。

【会員の方に何かお伝えしたいことがありましたらお話し下さい。】

【最後に広報委員より】

【ここまで大変な被害に遭われ、ひょっとしたら業務再開も諦めているかもしれないよう

　な状況下でも、このように今現在頑張っておられますが、その一番の原動力は何だった

　のでしょうか？】

とにかく前向きに頑張って行こうと思う。

お互いに助け合いながら。

感謝の気持ちを忘れずに。

奥様とウクレレとニッコリ！

（ウクレレを手に持った際の先生の笑顔が

　　　　　　　　とても印象的でした。広報助手）
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「令和２年７月豪雨から１年後 人吉の街」

特別寄稿

　球磨川、私たちが子供の頃から釣りをしたり泳いだり、当たり前のように接してきた清流。昔からの名物であ

る球磨川下りやスリル満点のラフティング、鮎の香りと味を追い求めて太公望が集う鮎釣り。人吉球磨の観光に

も無くてはならない存在。大水が年に数回はあれど５５年前（昭和４０年７月３日水害、俗に「七・三水害」）

のような大きな水害は、最近はありませんでした。

　令和２年７月４日、この日は私たち人吉市民にとって、最も忘れられない日となりました。

１００年に一度といわれる豪雨により、球磨川及びその支流の数々が氾濫。私たちの地域はすさまじい被害

をうけ、周辺地域を合わせても６５名（関連死まで含めると６７名）という尊い命が犠牲となり、いまだに

行方不明の方も。また、建物は約７４００戸浸水し、今もなお約３７００名の方々が仮設住宅などで不便な

生活を強いられています。

　あれから１年が過ぎ、現在、徐々に復興の兆しが見えつつあるとは言いますが、実際、人吉の街がどうな

のか報告させていただきます。

　市内を歩いてみると、本当に水害があったのか？と復旧

された箇所、全く手が付けられていな箇所、解体に着手さ

れて工事が進む建物、解体が完了し更地化した土地などが

混在しているのが現状です。

人吉市中心部九日町札の辻交差点。

水害時は4.7ｍまで水没しましたが、ぱっと見た感じは

水害前と変わりません。

今は静かに流れし、私たちの球磨川

【街並みの現状】

人吉支部 山 口  雄 一
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特別寄稿

　このように、ほぼ水害前の状態に回復している所が、たくさん見られるようになりました。

新たに設置された実績浸水深の表示板。

矢印の部分が実際の水位です。

恐ろしい水量だったことがわかります。 

（５５年前のおよそ２倍の水位）

「Ｒｅｂｏｒｎ」や「がんばろう人吉！」「負けんばい人吉」などの

表示をいたる所で見ることができ、復興へ向かおうという気持ちが

表現されております。

市民の憩いの場であった球磨川の中川原公園。

トイレは破壊されたまま。街灯も折れ曲がり、

土砂が堆積し、コンクリートも捲れたまま。

国宝青井神社の鳥居前の蓮池に架かる禊橋。

欄干は破壊されたままになっております。

蓮池は水抜き清掃がなされ、蓮の葉が徐々

に戻ってきましたが、、、

　被災後、そのままの状態のものは、最近少なくなってきました。

【水害発生時の面影】

ココ
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水害時の立木やごみを屋根の上に乗せたままの

家屋。手を付けていないということは取壊し予定

なのでしょう。

球磨川沿いの解体前の建物。

内部には泥やごみがたまり危険な状態。

最近は解体工事が進み、このような建物は

少なくなってきました。

支流胸川に散らばったままのテトラポット。

もとは川底に敷き詰められていましたが、

豪雨時の水の力により捲られ流され、数百

メートル下流まで運ばれているのも。

４階建ビルの取壊し現場。空きビルでしたが、

昔は雑貨屋などが入っていました。

市内中心部の建物取壊し現場。

美味しいラーメン屋さんがありました。

　市内のいたるところで被災した建物の取壊し工事が進められ、解体後は更地となっております。

【取壊されていく建物、更地化する土地】
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　様々な状態の取壊しの現場があり、一日一日工事が

進んで行きます。市内の街並みはどうなっていくのだ

ろうとの声が市民からは聴かれます。

　また、この日は人吉球磨川のランドマーク的な存在である球磨川下りの発船場が、新たに「ＨＡＳＳＥＮ

ＢＡ」と名付けられリニューアルオープンしました。（本誌表紙裏に追加説明）

おそらく隣の４階の高さまでのブロック壁

を支える鉄骨のみ残さざるを得なかったと

思われる現場。

久しく無かったお祭りの雰囲気。

賑わいといろんな味わいを楽しむ人たち。

この日はかなり蒸し暑かったですが、久々の

人出で賑わっておりました。

既に建物が解体され、更地化している土地。

飲食店、靴屋、旅館などがありました。

こういう土地が至る所にみられます。

路上での太鼓演奏のパフォーマンス。

迫力ある演奏に拍手！!

　水害被害を受けた各地で犠牲者の追悼式が執り行われ、人吉市でも追悼式、献花式がしめやかに執り行わ

れました。また、午前１０時のサイレンに合わせて亡くなられた方々への追悼の気持ちを込め、市民全員で

黙とうを捧げました。

　一方、この日は市内中心部で「復興を祈念して」ということで、熊本県各地の太鼓演奏団体の演奏、地元

の中学生高校生による吹奏楽部の演奏、出店コーナーの設置などのイベントがあり、少雨の中、久々に市内

も賑わっておりました。夕方には花火も打ち上げられました。

【１年目を迎えた７月４日その日】
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飲食もできますし、買い物もできますよ。

「どこで何食べようかなぁ。」（広報助手）

キクラゲコロッケをテイクアウトしました。

７月４日は昼食時ともあって

賑わっておりました。

モゾカタウン人吉駅前

被災した２３事業所が出店。飲食店、歯科医院

建築事務所、洋服店、シルバ人材センター出店

の「いこいのお店」などあります。

緑色の人工芝が敷き詰められ目を引きます。

昔からの馴染みの味を楽しめるのが嬉しい。

誰もがリラッックスして楽しめます。

　「モゾカタウン人吉駅前・モゾカタウンくまりば」「コンテナマルシェ」被災事業者の復興を後押しし、

人吉に何とか賑わいをといろいろな取り組みがなされています。

　「モゾカタウン」は人吉市が中小企業基盤整備機構の補助を受け、人吉駅前駐車場と近郊の相良町にある

人吉市まち・ひと・しごと総合交流館「くまりば」の２箇所に設置された仮設の商店街です。

　「コンテナマルシェ」は人吉商工会議所によりオープンされた文字通りコンテナを利用した仮設の飲食店

街です。被災した飲食店７事業所が出店。

　新型コロナの影響が弱まり、地元のお客さんだけではなく観光客も訪れるようになれば、もっともっと

賑わってくるのではないでしょうか。

　この他にも、様々な事業所の方々が少しずつ時間をかけて復活されています。被災当初は再開をあきらめ

かけていた方も、「もう一度地元で店を続けたい」「やはり地元にこの味を残したい」「街に明かりを灯し

たい」「助けてただいた方々へ恩返しがしたい」など様々な思いで少しずつ頑張って再開されております。

【復興へむけて賑わいを取り戻そう】



－ 27－

特別寄稿

　さて、水害から１年。人吉市は少しずつ復興への道のりを歩んでおりますが、まだまだその道のりは険しい

ものであると考えられます。なぜか？それは「治水」と「住まいの確保」の面の問題があるからです。治水

については流水型のダム建設、遊水池の整備、田んぼダム設置など様々な方法により豪雨時の雨水を流域で

受け止める流域治水の計画がまだまだ打ち出されたばかりであり、特に遊水池整備については仮にもそれを

実現できるとしても、多くの人々がこれまで住み慣れた地を離れる必要があるということ。流域住民の理解

が得られるのか。そして、住むべき場所が決まらない以上、住まいの再建に着手することもできないという

こともあります。

　しかし、こういう話をよく聞きます。「やっぱり住み慣れた土地をできることなら離れたくない」と。

すさまじい被害を受け命からがら助かったとか、大切な家族を失われた方からも同じような話を聞きます。

　元の場所を離れたくない気持ち。なぜ同じ目にあうかもれない危険な場所にまた戻るのか、また住み続け

るのか。命が助かるだけなら安全な場所に移動すればいい。しかし、住み慣れたところ、生業を続けてきた

ところ、そこに居続けることで人と人とのつながりや地域との連帯感、それを感じてこそ初めて「生きている」

と思える気持ちの問題があるからではないでしょうか。

　あとは資金面での問題。新たに別の地に建築し直すとしても現在のローンとの二重ローンとなり、それを

背負うぐらいならばまた被害に遭うかもしれない元の建物をリフォームするしかないという方や、人件費や

資材も高騰し、全く資金的に足らないなどそういう方もいらっしゃいます。

　他にも様々な理由で、住まいの再建の見通しの立たない方々がまだまだたくさんです。

　どこに住むのか。元通りの生活や仕事ができるのか。そして生きがいを感じられるのか。そういう課題を

乗り越えて、初めて本当の意味の「復興」と言えるような気がします。

　今回、豪雨から１年後ということで、この記事を書かせていただきましたが、人吉市以外の被災された

球磨郡内の地域の事はほとんど触れておりません。ですが、各地域少しずついろんな試みで、「復興」へ向

けて、行政と地域住民が一緒に頑張ろうとしているのはどこも同じであります。

　確かに洪水の水の力は全てを破壊するほど強いです。しかし、人と人との繋がりの力はもっと強い。

まだまだ様々な問題はありますが、これからも負けずに前を向いて頑張っていこうとする気持ちがあれば

少しずつでも「復興」に結びついていくことだろうと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上、報告いたします。

　人吉市内のある仮設住宅の集会所（みんなの家）に飾られていた七夕の飾りに結ばれていた短冊です。

【復興を願う短冊】

ご自身も被災されていながら地域の復興を

願われるところに、この地域の方々の

優しさと強さが表れているようでした。
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１．日　時　　令和３年５月２８日（金）１３：００

２．場　所　　ホテル日航熊本　５階「天草」

３．出席者　　会員総数　　　　　２７０名

　　　　　　　会場出席会員数　　　７６名

　　　　　　　委任状出席会員数　１５０名　

　　　　　　　出席会員合計　　　２２６名

４．総会の経過

　北岡忠勇総務理事が司会を担当、中島孝副会長が開会の宣言をした。国歌斉唱、調査士の歌と続き、

物故者と令和２年７月豪雨による犠牲者への黙とうをささげた後、吉田末春会長が挨拶を述べた。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため出席できなかった各来賓の挨拶代読の後、福岡法務局

長伝達表彰、熊本地方法務局長伝達表彰、九州ブロック協議会長表彰が授与され、祝電が披露された。

５．議事

　議長に前田千秋会員（阿蘇・大津支部）、副議長に三角健太会員（熊本支部）、議事録署名者に平山

智治会員（熊本支部）、吉田健太郎会員（熊本支部）を選任して議事が行われた。

（１）綱紀委員会報告

　綱紀副委員長の山村修二会員（阿蘇・大津支部）から報告があった。熊本市の会員が６か月業務停止

の懲戒処分を受けた。違反行為の内容やこれまでの経緯等から、会としても弁解の余地はなかった。

会員の皆様も総会や研修会に参加して社会のニーズに合った公正な業務をするよう心掛けてくださいと

注意された。

（２）新入会員紹介

　鶴田稔副会長より次の３人の新入会員が紹介され、各人挨拶をした。

　　令和１年度入会　　　熊本支部　　　　　前田智徳会員

　　令和２年度入会　　　阿蘇・大津支部　　士野鋼浩会員

　　令和３年度４月入会　熊本支部　　　　　石山明子会員

第６９回定時総会 報告
広報部

総会報告
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（３）会務報告、事業報告

　平田孝次総務部長から総会資料に基づき令和２年度会務報告がなされた。また各担当部長から令和２年度

事業報告がなされた。いずれも質疑はなかった。

（４）第１号議案　令和２年度一般会計及び特別会計決算報告並びに承認の件

　小松祐介財務部長から令和２年度財産特別会計、用紙特別一般会計収支決算報告書、一般会計貸借対照表

等の順に詳細な説明がなされた。

　続けて、吉村秀一幹事代表から監査結果について適正に処理されている旨の報告があった。

　質疑の後、議長は第１号議案について採決を行ったところ挙手多数により承認された。

（５）第２号議案　令和３年度事業計画（案）に関する件及び第３号議案　令和３年度一般会計・特別会計

収支予算（案）に関する件【一括上程】

　第２号議案の令和３年度事業計画（案）については総務部と広報部を鶴田稔副会長が、財務部と社会事業

部を渡邉博之副会長がそれぞれ説明した。

　第３号議案の令和３年度一般会計・特別会計収支予算（案）については小松祐介財務部長が説明した。

　質疑の後、議長は第２号議案について採決を行ったところ挙手多数により承認された。続けて議長は第３

号議案について採決を行ったところ挙手多数により承認された。

（６）第４号議案　会則変更の件

　議長より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し、その議決権の過半数で決議する

との説明があり、副議長より出席者数が全会員の過半数を満たしていることが報告された。

　続いて平田孝次総務部長から、総会資料に基づき会則変更の趣旨、具体的な変更箇所等の説明がなされた。

　質疑後、議長は第４号議案について採決を行い挙手多数により承認された。

（７）第５号議案　役員及び綱紀委員・同予備委員選任の件

　議長は、中村英太朗役員選考委員長に、まず役員等選考規則の第６条支部選出理事と綱紀委員・綱紀予備

委員の選考結果の発表を求め、中村委員長が発表した。

　議長は上記発表に対して議場に諮ったところ、過半数を超える挙手により承認された。

　続いて議長は、役員等選任規則第４条の幹事の選任および会則第２９条の予備監事の選考結果の発表を求め、

中村委員長が発表した。

　議長は上記発表に対して議場に諮ったところ、過半数を超える挙手により承認された。

　続いて議長は役員等選考規則第３条の会長・副会長の選任について、まず副会長の選考結果の発表を求め、

中村委員長が発表した。

　議長は上記発表に対して議場に諮ったところ、過半数を超える挙手により承認された。

　続いて議長は会長の選考結果発表を求め、中村委員長が発表した。

総会報告
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　質疑の後、議長は、新執行部は今回のように複数の会長立候補者がでても疑義がでないような明瞭

な選考・選任ができる役員等選任規則の改正をするという付帯決議とともに、会長選任について会場に諮っ

たところ、３分の２を超える挙手により承認された。

　次に議長は、役員等選任規則第５条による全県下選出理事の推薦を執行部に求めたところ、田中秀和新会長

から５名の会員が推薦された。

　議長は上記の理事候補者を議場に諮ったところ、過半数を超える挙手により承認された。（※議長は各々

の承認時にその選任を宣し、選任者全員が就任を承諾したことを確認している）

　続いて新役員がその場で起立し、田中秀和新会長が挨拶を述べた。

　　　　　　※新役員の名簿は５４ページに掲載

　（８）第６号議案　その他の件

　田中秀和新会長より、吉田末春現会長を名誉会長に

推薦したいとの動議が提出された。

議長がこの動議を議場に諮ったところ、挙手多数により

承認された。

　以上で議事は全て終了した。

（１）役員１２年以上　（１名）

熊本支部　　松　村　充　晃　平成19年2月1日登録

（２）４０年以上業務に従事　（６名）

熊本支部　　　　　　小　山　修　二　　昭和５５年　８月　２日登録

玉名支部　　　　　　宮　本　伸　一　　昭和５６年　２月　２日登録

人吉支部　　　　　　宮　本　伸　一　　昭和５６年　４月　２日登録

八代支部　　　　　　鶴　田　　　稔　　昭和５６年　４月１０日登録

熊本支部　　　　　　西　村　邦　之　　昭和５６年　４月１７日登録

阿蘇・大津支部　　　谷　田　俊　明　　昭和５６年　４月２１日登録

２．熊本地方法務局長表彰

（１）役員１０年以上　（５名）

熊本支部　　　　　　小　松　祐　介　　平成１７年　２月２１日登録

熊本支部　　　　　　武　田　真　佳　　平成１５年　４月１０日登録

　正副議長は出席者に対して礼を述べ、終了挨拶のうえ議長席を降壇した。その後退任する役員がその場で

起立し代表して吉田末春会長が挨拶を述べ、渡邉博之副会長の閉会の辞により午後５時３分閉会した。

第６９回定時総会表彰受賞者第６９回定時総会表彰受賞者

総会報告
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玉名支部　　　　　　坂　本　慎　也　　平成１５年　３月２０日登録

宇城支部　　　　　　平　田　孝　次　　平成１５年　９月２２日登録

人吉支部　　　　　　佐無田　　　学　　昭和６０年　１月２２日登録

（２）３０年以上業務に従事　（１名）

熊本支部　　　      　北　野　雅　夫　　平成　３年　３月１１日登録

３．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）役員（４条３号）　（５名）

熊本支部　　　　　　小　松　祐　介　　平成１７年　２月２１日登録

熊本支部　　　　　　武　田　真　佳　　平成１５年　４月１０日登録

玉名支部　　　　　　坂　本　慎　也　　平成１５年　３月２０日登録

宇城支部　　　　　　平　田　孝　次　　平成１５年　９月２２日登録

人吉支部　　　　　　佐無田　　　学　　昭和６０年　１月２２日登録

（２）調査士４０年以上（４条５号）　（６名）

熊本支部　　　　　　小　山　修　二　　昭和５５年　８月　２日登録

玉名支部　　　　　　宮　本　伸　一　　昭和５６年　２月　２日登録

人吉支部　　　　　　宮　本　伸　一　　昭和５６年　４月　２日登録

八代支部　　　　　　鶴　田　　　稔　　昭和５６年　４月１０日登録

熊本支部　　　　　　西　村　邦　之　　昭和５６年　４月１７日登録

阿蘇・大津支部　　　谷　田　俊　明　　昭和５６年　４月２１日登録

（３）調査士業務歴５０年以上の功労者　（１０名）

玉名支部　　　　　　坂　本　孝　門　　昭和３２年１２月１１日登録

熊本支部　　　　　　入　江　精　三　　昭和３８年１２月１３日登録

天草支部　　　　　　森　　　  　 健　　昭和４３年　２月１６日登録

熊本支部　　　　　　櫻　井　      博　　昭和４３年　３月１８日登録

八代支部　　　　　　白　浜　邦　彦　　昭和４３年　５月２１日登録

熊本支部　　　　　　高　木　昭　次　　昭和４４年　１月３０日登録

山鹿支部　　　　　　豊　永　章　子　　昭和４４年１２月２２日登録

八代支部　　　　　　澤　　　憲　二　　昭和４５年　９月　７日登録

熊本支部　　　　　　西　　　熊　雄　　昭和４５年１２月２５日登録

阿蘇・大津支部　　　川　上　一　洋　　昭和４６年　２月　８日登録

４．熊本県土地家屋調査士会会長表彰

（１）感謝状　（２名）

熊本支部　　　　　　松　村　充　晃　　平成１９年　２月　１日登録

宇城支部　　　　　　平　田　孝　次　　平成１９年　９月２２日登録

総会報告
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　“継続は力なり”を信じ５０年になりました。

　長い様で短かった５０年。一件一件の事案から夫々の問題の提起を受け、学んだり、悩んだりと、

山あり、谷ありを沢山経験しました。

　開業当時の測量器具と言えば平板とアリダード、いわゆる平板測量です。

　その内トランシットが普及し始めると測量も正確さをより求められるようになりましたが、そのころ

の話です。

　特別な方の紹介で断れなく、分筆登記の依頼を受けました。熊本市から道中約３時間掛かる漁業の

町が現場でした。地籍調査が始まった頃の平板測量の成果図が１７条地図として君臨した地域で、小生

のトランシットによる測量成果と地図が相違する結果となり、法務局、地元土木事務所等との折衝など

に時間を要し、結局３，４回は１１０㌔の道のりを往復する羽目となりました。

　しかし、そこはのどかな町で、上空にはトンビが舞い、夕方には素晴らしい夕日を望むことが出来ま

した。今度は家内とプライベートで、あの壮大な夕日観賞に是非もう一度行きたいものです。

調査士業界もコンピュータがすっかり定着し、変化のスピードもめまぐるしく、これからは若い世代に

大いに期待したいものです。

　写真は平成１４年沖縄県で開催された九Ｂゴルフ大会前夜祭の一齣ですが、次年度の開場が熊本と

言うこともあって、宣伝を兼ね、美人歌者をパートナーとして「火の国旅情」を歌いました。

　奇しくも、伊能図完成２００年の記念の年に５０年を迎えたことに偶然の喜びを噛み締めたいと思う

次第です。

業歴５０年の表彰を受けて

５０年表彰

熊本支部
西　熊 雄
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　今回は、令和３年３月に行われました研修会の模様をお伝えします。新型コロナウイルスの影響

で、ほとんどの催し事は中止となり、この研修会もリモートでの開催となりました。まったく、一刻も

早く終息して欲しいものです。ゴルフにも行けません。あんまり…

　さて、今回の研修会はライカジオシステム株式会社の大八木正弘氏を講師に迎え、『トータルステー

ションについて　驚きの使い方で効率ＵＰ』との演題でご講義をいただきました。講師の大八木氏に

は、昨年８月に土地家屋調査士制度７０周年記念事業として行った八千代座３Ｄ測量の際にも技術協力

をいただいております。

　講義の中では、ノンプリズム機能、自動追尾機能の精度検証とスマートステーション（ＧＮＳＳと

トータルステーションが一体となったもの）の紹介が行われました。みなさん、実務の参考になった

のではないでしょうか。多少、ライカのコマーシャル的要素が多かったように感じましたが、そこは

ご愛嬌で（笑笑）

　昨今の技術革新は凄まじいので、最新の機材を上手に活用し、業務の効率化と質の向上を追及してい

かなくてはならないなと感じました。

第 3回 CPD研修会報告 山鹿支部
中 島  英 司

CPD研修会　撮影の様子（中島副会長）

研修会報告

令和２年度
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　まだまだコロナウイルス感染症の完全な終息が見えないなか、やっと全国でワクチン接種が始まり、これ

で少しはコロナウイルス感染症が終息してくれればと思っております。早く家族みんなで遠出でもしてゆっ

くり温泉旅行を満喫したいものだと思っている今日この頃です。

　さてコロナウイルス感染症の影響もあり今年１月３０日（土）10：00より支部研修会がWebにて行われまし

た。今回の研修課題は建物の合体についての登記です。高森に事務所を構えておられる山村修司先生が実体

験を踏まえて講義をして下さいました。内容的には所有権の登記がある既登記建物と未登記の建物が合体

した場合の登記申請でした。（うん、うん試験で勉強した所有権保存の登記も併せて申請するちょっとテク

ニカルなやつ←（私的には）・・・・でも実際どのように申請書を書けば良かったか？課税価格？登録免許

税？ここで考えこんで頭がパンク）やはり実際に申請された登記ということで解り易く説明をしていただき

思い出す事ができました。

　しかし登記は一つとして同じものがないと言われる通り持分に関わってきたり、抵当権に関わってきたり、

住宅ローンに関わってきたりと考えておかないといけない多種多様なパターンが存在し、その都度依頼者の

要望に合うような登記の申請を提案をする事ができるようになりたいと思っておりますがこればっかりは

経験を積んでいく他ないように感じます。まだまだ経験の浅い私としましては研修会というものは非常に

ありがたいものだと感じており、そして実体験を基に講義して頂ける事で理解しやすく納得のできるものと

なりとても参考になりました。こういった研修での知識は後々役立つ時が必ずくると思いますので私自身で

きる限り研修に参加し先輩方の貴重な体験談や今まで自分の経験したことのない実務での知識を勉強し、

役立て、土地家屋調査士の先輩方に少しでも近づけるよう努力していきたいと思っております。

阿蘇・大津支部研修会

研修会報告

（Webによる CPD研修会）
阿蘇・大津支部
石 原  賢 治広報委員



－ 35－

<目的>

土地家屋調査士が、土地家屋調査士法第３条第２

項第２号による法務大臣の認可を受けて、同条第

１項第７号及び第８号に規定する業務（民間紛争

解決手続関係業務）をおこなうために必要な能力

を取得すること

土地家屋調査士法施行規則第９条第１項から第３項までに定める基準（民事紛争解決手続きにおける

「①主張立証活動」「②代理人としての倫理」「③同代理関係業務を行うのに必要な事項」に基づき

実施されるもので、本年度の募集において、九州より１０名の参加応募があり、熊本で３日かけて１

７時間の基礎研修が行われました。

<今後の日程>

１，グループ研修（１５時間以上）　

　　　少人数のグループで討論した上で課題を作成する。（７月１２日～８月１９日）

２，集合研修（１０時間）　

　　　グループ研修で作成した課題に対する弁護士の解説等の講義（８月２０日、２１日）

３，総合講義　（３時間）

　　　　弁護士による倫理を主体とした講義　　　　　　　（８月２２日）

４，考　　査　

　　　代理人として必要な法律知識の習得を確認　　　　（９月１１日）

ＡＤＲ特別研修
社会事業部

□日　時  令和３年７月９・１０・１１日（金～日）

□場　所  国際交流会館　第４会議室

□内　容　憲法（２時間）　　　　  ADR代理と専門家責任（２時間）

　　　　　民法（３時間）　　　　  所有権紛争と民事訴訟（４時間）

　　　　　民事訴訟法（４時間）　 筆界確定訴訟の実務（２時間）

□研修生　熊本会５名、福岡会２名、鹿児島、宮﨑、大分各１名

皆さん真剣に受講しています 国際交流会館１階のカフェでカレーランチ

研修会報告
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日時　令和３年２月２６日

場所　熊本県土地家屋調査士会館　会議室

　例年は法務局において合格証伝達式が行われておりますが、

今年度は新型コロナの影響を受け、調査士会館において吉田会長

より合格者へ合格証が交付されました。

　近年、土地家屋調査士試験の受験生が減少傾向にありますが、

今年度は熊本県内では６名の合格者が出ました。

　説明会では、吉田会長からの開業に向けての注意点などが説明され、

続いて公嘱協会、青年会員からの入会勧誘がありました。

　合格者のキヤリアは様々ですが、新しい力で、熊本会を盛り上げ

ていただきたいと思います。

令和２年度　土地家屋調査士試験合格者説明会
広報部

　現在、新型コロナウイルス感染防止の観点から、１つの場所に集まって行う研修会が実施できない

状況にあります。熊本会でも、講義を撮影し、動画サイトで閲覧という方法をとっています。

　今年３月、ＣＰＤ研修会のため、愛媛会の役員３名が熊本を訪問され、２日にわたって島田宗雄先生

の講義を撮影されました。

　講義の内容は、測量業務に関する座学講義で、タイトル（仮）は「地震後の調査士業務　―熊本会

とネットワーク型RTK測量―」。島田先生によれば、熊本会でも今までやったことがないような高度な

内容だったそうです。

　愛媛会では動画制作のための特殊なソフトを導入し、研修会の教材を作成しているそうで、撮影機

材もすべて持参され、こだわりの動画づくりをされていました。

愛媛会より  ‐CPD 研修会講義を撮影‐

その他報告

広報部
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土地家屋調査試験の最終結果

※法務局ホームページより
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青年会レポート

　発足１５周年記念品として青年会員に頒布されたミニプリ

ズムを、より使いやすくするグッズを紹介します。

　まずは、クリップ付き伸縮自在ロングリールキー。宇城支

部の髙田会員より情報を得ましたが（アタックス城南店にて

税込み￥１０８で購入）、髙田会員はミラーごとクリップを

紛失してしまったとのこと。

１５th 記念品ミニプリズム＋使い勝手ましましグッズ

◎クリップ付き伸縮自在ロングリールキー
クリップでポケットなどに固定したまま、

任意の場所にプリズムを置くことができます。

リールは最大９０ｃｍ

◎伸縮リール付きネックストラップの場合

ネックストラップだとストラップを首にかけた

まま使用ででき、紛失の心配もナシ。

リールは最長約７０cm。

そのほか、カラビナ付き、キーホルダー付きなどもありますが、要は“伸縮リールがついた何か”というもの。是非お試し下さい。

　例年は秋に開催している無料相談会です。

　司法書士会、調査士会いずれも各青年会員が相談員を担当して

います。昨年より、面談での相談は予約制となっており、新型コ

ロナ感染拡大防止の対策をして相談にあたりました。

日時　令和３年６月１９日（土）１０：００から１６：００まで

場所　①熊本県司法書士会館　　　
　　　　面談/電話相談

　　　②桜十字ホールやつしろ（旧やつしろハーモニーホール）
　　　　面談のみ

不動産トラブル１１０番

相談員を担当された皆さん、お疲れ様でした！

【応用編】

記念ストラップに

クリップ付きを連結
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八代 14条地図作成作業を
振り返って

公嘱レポート

　皆さん初めまして今年新たに広報委員のメンバーとなりました阿蘇・大津支部の石原　賢治と申します。

広報委員になったものの今から何をどうしていくのか把握しきれていませんが先輩方にご教示頂きながら

頑張っていきたいと思います。

　さて今回初めてとなります投稿の題材は、私が去年初めて参加させて頂いた14条地図作成作業（八代）

について書かせて頂きたいと思います。

　大まかな現場での作業の流れとして、まずは水路、里道、道路などの官有地の確認から始まり地積測量図

が備えてある復元可能な土地の復元測量を民有地立会いの前に終わらせ、それから民有地の土地の立会に

入ります（去年はコロナ感染症対策として２ヶ月ほど期間が空きました。色々なところでコロナの影響

を受けていた時期です。）それが終わると確認された境界点を実際に測量していきます。（測量の作業規定

があるのでそれを基に測量作業をしていきます。）この測量をしていた時期が一番暑くてかき氷を昼食の

後に食べていた記憶があります。（ファミレスのかき氷は結構量が多く午後からの作業に間に合うように

頭をキンキンさせながら急いで食べていました。）

　それから縦覧（地権者に一筆地の測量図が送られるのでそれに疑問？をもっている方の相談）がありそれ

が終われば納品という事になります。

　初めて１４条地図作業（八代）に参加させて頂いて最初は業務を学べる期待より、不安の方が大きかった

のですが一緒の班で作業させていただいた先生方は良い人ばかりで個人の仕事の相談事もさせて頂いたりと

何かと助けて頂きました。こういう人と人との繋がりもでき参加させて頂いて良かったなあと思います。

　そもそもこの１４条地図作成作業（八代）に参加したきっかけは参加者募集のメールで、私は大津町に

住んでおり八代まで車で1時間50分ほど時間を要します。（毎回、八代まで遠いな～、早起きしないといけ

ないな～、そもそも何も知らない自分が参加して迷惑にならないだろうか？）などと考え正直不安でした。

　最初は参加する事をためらっていたのですが、経験が浅いからこそ参加して土地家屋調査士の先輩の仕事

ぶりを間近で見て勉強し経験を積んでいくのも良いのではないかと色々な方の助言もあり、そして私自身周

りの土地家屋調査士の方がどのような立会の仕方をするのか興味もあり参加させて頂くことにしました。

　たぶん土地家屋調査士の試験を合格された方には既に土地家屋調査士事務所で補助者をされている方だけ

ではなく測量の経験が無い人や実務に関わったことが無い人などもおられると思います。（実際私も試験に

は合格したが三脚の立て方も知りませんでした。）だから１４条地図作成作業に参加するのは不安だなと

思っている人もいるかもしれませんが、私の経験上《R３年７月時点でまだ２回しか参加してませんが(；一

_一)》心配する必要はないと思います。もし１４条地図作業でわからない事や疑問な点などがあれば先輩方

にお訊ねすると現場でわかりやすく説明して頂けますし、色々な方法で境界点を推定する事も覚える事がで

き、民有地との境界確認の際など先輩たちの立会時の言い回しや、対応などとても勉強になるものばかりで

経験の浅い自分としてはとてもよい機会であったと思います。

　そしてベテランの先生方も参加されているので実務での貴重な話、おもしろ話？も聞けるチャンスもある

かと思います。

　ですので最近試験に合格された方や１４条地図作成作業への参加を迷っている方などはぜひとも参加され

てみてはいかがでしょうか？きっと個人の仕事の方でもこの経験を活かすことができると思います。

阿蘇・大津支部
石 原  賢 治広報委員
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公嘱レポート

　地区長直々に「玉名から一班要請が来たけど廣瀬君、どぎゃんね」と連絡があった時には、前の江津地区

の地図作成で痛い目に会った思い出が過ったが、御意に沿って参加の意思を伝えた。

　まだまだ経験も浅い当職にとっては危険予知行動もままならず脚長蜂からグローブのような手にされ茶毒

蛾には右下半身に発疹を帯びされ、都会に来てまで虫刺さされかよと愚痴を溢しながら江津に通っていた。

玉名から益城まで遠いイメージがあるが高速を使えば法定速度で走っても４０分で着き現場通いは苦になっ

ていない。

　チームの進捗は立会測量が一段落して検測に入る段階だが、ゴルフコンペの表彰式コメントに於いて

タブーとされている「パーティーが良かったから○○でした」の文言を借りてでも言いたくなるようなチーム

ワークのすばらしさを体験した。時には組織や立会に際し「はぁ～」ということもあったが人間模様を見る

事が好きな私は受け入れる事が出来たのではないか思う。

　何はともあれ１４条地図の復元しか知らない者にとっては、作業のやり方・進め方のノウハウが蓄積

された。一番の収穫は百戦錬磨の集団の中ということもあって、タイミングを見つけては分からない事を

聞きまくり理解を深めて行ったことでしょう。Ｆ班の皆様、この場をお借りして御礼申し上げます。

益城町 14条地図作成作業
玉名支部
廣 瀬  公 則広報委員

　今回の益城14条地図作成作業は阿蘇大津支部、熊本支部、天草支部の土地家屋調査士の先生方との混合

チームにより班が作成され総勢９名の班員となりました。

　今現在記事を書いている時期は７月で民地の立会も終わりトータルステーションを使っての測量も一段落

し検測をしているところです。

　この検測をしていても色々な土地の所有者の反応が見られます。検測ですので既に一回目は民有地立会

い、二回目は機械を使っての測量で民有地におじゃまさせて頂いているので、検測の時は三回目ということ

になり（暑い中、何度もご苦労様です）と言ってくださる所有者の方もおられれば、（また来たのと）

ちょっと嫌な顔をされたりと様々です。ちょっと嫌な顔をされると気分が落ちます、人間ですから、しかし

ここは仏の心です、そうそう何度も自分の敷地に入られると良い気にはなりませんよね～。わかります、わ

かります。ですが測量の正確性を担保するには仕方の無いことなのです。そんなこんなで検測の作業をやら

させて頂いております。

阿蘇・大津支部
石 原  賢 治広報委員
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ますが・・・・すみません自分の知識不足です、もっと勉強します。)こういった知らないことを知れて経

験を積める良い機会ではないかと思います。

そして一日の作業が終わるとこんな感じです　➡　➡　➡　➡　

　今回もとても良い先生方と一緒に仕事をすることができ

感謝しております。暑い中での作業ですので、まずは体調

には十分に注意しながら残りの作業をがんばっていきましょう。

公嘱レポート

　【Ａ班について】

　Ａ班メンバーは、班長の中村英太朗先生をはじめとして、上田啓次先生・甲斐義一先生・北野雅夫先生・

高松浩司先生・水野慎太郎先生・江崎貴文先生・藤本真浩先生・石山の９名で活動しています。

　班長のビシバシとした指揮のもとメンバー全員で連携して作業を進めています。

　新人かつ途中からの参加にもかかわらず、私をＡ班に入れていただき、分からないことばかりでしたが

丁寧に指導していただきとても感謝しています。

写真①②：上田先生・北野先生の機械を覗くお姿、さすがカッコいいです。

写真③：班長を囲んでの作戦会議。作業にかける情熱がヒシヒシと感じられます。

写真④：休憩中。甲斐先生をはじめとして先生方のお話はとても楽しいです。

　　　　連日の暑さの中で、このひと時は癒しの光景です。

１４条業務に初めて参加していますが、立会いから測量までたくさんの

ことを学ぶことができています。それも先輩の先生方に私が新人で女性ということで色々とご配慮いただい

ているおかげです。まだまだ教えていただきたいことがたくさんありますので今後ともどうぞよろしくお願

いします。

熊本支部
石 山  明 子

右の写真のような感じ　➡　➡　➡　➡　➡
とても勉強になります。

　また測量用の器具を自分で工夫し自作して

持ってこられる先生もおられたりしてすごく感

心させられます。（なかには測量についての話

が詳しすぎて私の理解が追いつかない時もあり

写真① 写真② 写真③

写真④

　検測をしていると境界線上は平坦な土地ばかりというわけではなく高低差があったり障害物があったりと

すんなり測れない所もでてきます。ですがベテランの先生方になるとその測り方を熟知しておられます。
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　令和３年度より広報委員を務めさせていただくことになりました天草支部の岡本秀和と申します。

 今回、初めて支部レポートを担当する事になりましたが、周りの優しい諸先輩の方々より「調査士業務の

助けになるお役立ち情報：くまトク」というテーマを与えていただきましたので、知っているといつか必

ず業務で役に立つ、逆に知らないと損をするその様な情報をお届け出来ればと思います。

 記念すべき第１回目の「くまトク」は、既にご存知の先生方もいらっしゃるかと思いますが、調査士業

務を行ううえでお役に立つ事があるかもしれない「全国農地ナビ」というサイトをご紹介したいと思いま

す。

　この、「全国農地ナビ」にある検索機能を利用することで農地であれば日本全国の農地の地番・場所を

航空写真から確認する事が出来ます。しかも、無料です。

 また、操作もとても簡単で、検索機能を利用した航空写真からの土地の地番確認、土地の地番から航空

写真で場所の確認の両方が出来るので、とても便利で、使いやすいサイトです。

全国農地ナビ 天草支部
岡 本  秀 和広報委員

くまトク

●全国農地ナビ（農地情報公開システム）

は、市町村および農業委員会（以下、「農業

委員会等」という。）が整備している農地台

帳および農地に関する地図について、運営・

管理団体である全国農業会議所が、農業委員

会等と公表事務にかかる委託契約を結んだ上

で、農地法に基づき農地情報をインターネッ

ト上で公表するサイトです。
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くまトク

　これで、地図と住宅地図だけでは近くに目印となる住宅等が無い場合に現地特定が困難な時も航空写真

から確認出来るので迷わず現地に到着できる可能性が高いです。

 例えば、非農地通知書が発行されている土地の農地から山林への土地地目変更登記でどこが対象土地なの

か、どこの写真を撮ればいいのか分からないって事も無くなります。

他にも、サイト内にモバイル端末を利用したナビゲーション機能もあります。

　以上、今回は「全国農地ナビ」の検索機能を応用利用した調査士業務へのお役立ち情報でした。

なお、この「全国農地ナビ」の農地情報については、以下の点に注意も必要ですので、正式にはご自身で

登記所の登記記録をご確認下さい。

当システムは、農業委員会（農業委員会が設置されていない市町村にあっては市町村。以下、「農業
委員会等」という。）が作成した農地台帳及び農地に関する地図について、情報提供（公表）を行っ
ています（農地法第５２条の３、農地法施行規則第１０４条）。なお、一部の農業委員会等では、当
システムを活用せずに独自に情報提供を行っている場合があります。
表示される農地情報は、各農業委員会等において一定の時点において作成されたものを提供してお
り、必ずしも最新の情報ではありません。
表示される農地情報に、法的な証明力はありません。
表示される農地の位置情報（農地の点情報又は区画情報）はおおまかなものであり、実際の農地の位
置や境界を特定するものではありません。
表示される「面積」は、登記簿における面積を基にしており、農業委員会等が計測した面積ではあり
ません。
表示される「耕作者整理番号」は、各耕作者ごとに番号を付けたもので、各農業委員会が市町村ごと
に作成しています。この番号は、個人を特定するものではありません。また、市町村の事務所（農業
委員会等の窓口）で公表する番号と異なる場合があります。
本システムで表示する農地および地図情報は市町村自治体から収集した情報を基にしていますので、
必ずしも最新の情報ではないことに注意してください。
表示される「農地中間管理権の状況」の詳細については、農地の所在地の農地中間管理機構にお問い
合わせください。
農地の詳細な情報や最新の情報、「調査中」と表示される項目などについては、農地の所在地の農業
委員会等にお問い合わせください。
都市計画法に基づく市街化区域にある農地の情報については、情報提供の対象外となっているため、
表示されません。（農地法第５２条の３、農地法施行規則第１０４条）

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

当システムにより表示される農地情報について

（とても丁寧に説明してありますので、分かり易いです。）

https://www.alis-ac.jp/

※全国農地ナビホームページより転用
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熊本市出身。年齢は察してください(笑)

主人(大阪出身の個性的な人です…)

長女(高１・華のJKライフをここぞとばかりに楽しんでいる模様)

長男(中２・柔道部。先輩引退後、主将に抜擢！)

次女(小６・塩対応が得意。毒舌すぎてたまに私もタジタジです)

土地家屋調査士　石山事務所 熊本支部　第２分会

石 山  明 子

新人紹介

熊本市中央区帯山４丁目２４番９号

初めましてQ

子供たちの成長とともに、私も自分で何かやってみたい！と思い資格受験にチャレンジしました。

たくさんの資格の中で調査士を選んだ理由は、主人が不動産鑑定業をしており、私も建築の知識を

少し持っていたため、調査士の業務に興味があったというのがきっかけです。

調査士を目指したきっかけQ

・食べることが好きです。お洒落なカフェ飯から定食屋までどんなジャンルでも美味しいと聞けば

　よく出かけていましたが、最近はこのご時世もありなかなか行くことができていません(泣)

・最近、息子の強烈な勧めもあり“進撃の巨人”の漫画を読み始めました。内容が難しく読破には

　まだまだ時間がかかりそうです。

好きなもの…などなどQ

まだまだ学ぶことがたくさんの超ど新人ではありますが、コツコツと日々邁進していこうと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

最後にQ

看板息子 事務所内

いし     やま         あき        こ 



－ 45－

新人紹介

土地家屋調査士を知ったのは、父が土地家屋調査士であるから。しかしながら幼

少期からずっとどのような仕事をしているかはよく分からず（家ではお酒を飲ん

でいる父の姿しか見たことがなかったので笑）。そのような中で大人になるに連

土地家屋調査士　士野鋼浩事務所 阿蘇大津支部

士 野  鋼 浩菊池郡大津町大字大津1440番地

土地家屋調査士を選んだきっかけQ

野球・車
野球はプロアマ問わずとにかく野球というスポーツが好き

です。車は素晴らしい大人の嗜好品です。（笑）あと最近

は疎くなりましたが本気でパイロットを目指していたこと

もあり飛行機も好きです。

趣味Q

GLAY
GLAYは私の人生の全部です。一部ではなく全部です。（笑）世代ではないのですが、兄の影響で

小学校6年生頃から聞き始め、それからかれこれもう18年程ずっとGLAYばかり聞いています。

ボーカルのTERUさんは熊本地震の時、足繁く熊本へ来て下さり炊き出し等の支援をして頂いたの

ですが、その時に直接お会いできてお話出来たことは一生の宝物になりました。

好きな音楽Q

父が長年築き上げた素晴らしい功績をしっかりと引き継ぎながら、変わり行く土地家屋調査士としての

立場を日々の業務の中で学び、しっかりと研鑚出来るよう努めたいと思います。（父もずっと補助者を

してきた母も高齢になってきているので、なるべく早く世代交代が出来るようにとも思います。笑）

将来のビジョンQ

私は調査士としてもまた人生におきましても大変な若輩者でありますので、何かと皆様にお知恵を拝借す

ることもあるかと思いますが、その折には先生方のご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い致します。

最後にQ

し         の           てつ      ひろ

れて、土地家屋調査士は公共性も高く極めて地位のある資格だと知り、それまで両親には多大な親不

孝をし、迷惑をかけてきたので（笑）、私も土地家屋調査士になることで親孝行になればと思ったの

がきっかけ。ただ測量専門学校に行ったわけでもなく、登記業務に携わっていたわけでもなく、全く

の素人だった私にとっては大変な道のりでした。しかしながら時間こそ掛かったものの、この様にし

て土地家屋調査士の一員になれたことを大変誇りに思っている次第であります。



－ 46－

　熊本県でも新型コロナウイルスのワクチン接種が始まり、

このままコロナ収束へ向かってくれたらいいなと願うばかり

です。

　しかし、まだまだ元通りの生活へは程遠く、買い物にはマスク

が必須で、子供を遊びに連れて行きたくても「人多いかな～、

密になってないかな～、子供にマスクさせたくないな～」など

考えてしまい、二の足を踏んでしまいます。

　ですが、子供は元気が有り余っており、お出かけや遊びに

行きたくてうずうずしていて、何かないかな～と考えていた

ところ、このご時世にありがたいことに、午前午後に分けて

１組ずつ貸切で陶芸体験ができるステキなところを発見し

ました。

　球磨郡錦町の陶祥窯というところで、粘土は一人1キロ作り

放題でした。

　陶芸に行く前の週に、娘と「来週のお休みは粘土でお皿を

作りに行くから100均の粘土で練習しとこうね」と事前練習と

いう名のただの粘土遊びをしていっていたのですが、陶祥窯の

福岡さんはとても教え方が上手で丁寧だったので、３歳の娘も

家での事前練習では蛇や恐竜の卵のようなものしか出来ず、

はたして何かできるのだろうかとドキドキしていましたが、杞憂

におわり、最終的には中々味のあるお皿を作っていました。

　今回私たちが申し込んだのは手びねり陶芸というものでした。

　手びねり陶芸には粘土を板状にした後、ふちを立てて形成

するお皿などを作るのに適したたたら作りと、粘土で底を作り

その周りに紐状の粘土を巻き上げて積み重ねるコップや壺など

を作るのに適した紐作りという技法があるそうです。そして、

この紐作りは縄文時代にはすでにこの技法で土器などが作られ

ていたそうです。

　陶芸初心者の私には、初めて知ることばかりで、こんな風に

食器や花器は作っているのかと、とても勉強になり、親子とも

ども充実した時間を過ごすことができました。

コロナ禍のレジャー～陶芸体験～ 八代支部
豊 崎  有 梨広報委員

サロン
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サロン

　暑さと日焼けと虫刺されとの闘いに日々挑み続けておりますが、歳も５０を目前にしますと、日焼けの

痕、虫刺されの痕がなかなか消えず、大変悩んでいるところです。

　先生方はいかがお過ごしでしょうか？

　さて今回は、前述のように平日８時から１７時までしっかり土地家屋調査士の業務をこなしながら、長年

の夢を実現させたことをご報告いたします。

　この度「カフェとカルチャースクールを融合させたお店をオープンさせました！」

　「え？この時期に？」そんな声が聞こえてきそうですが、はい。まさかのこの時期にです。私もまさか

コロナの影響がこんなにも大きなものとなるとは思ってもいませんでした。

　しかし、進めてしまったからには一歩ずつでも前に進むしかありません。何とかこの事業を軌道に乗せる

為に試行錯誤しながら頑張っているところです。

　そして先日、サタココ（KKT）とゲツキン（RKK）から取材をされました。サタココの取材では、スザンヌ

さんとのりをさん。ゲツキンでは糸永有希さんが来てくださいました。

　スザンヌさんは顔が小さくて、本当に可愛かったです。のりをさんは場を作るのが上手で、おもしろい方

でした。そして糸永さんは、場面場面でこちらの言いたいことを素早く的確に分かりやすく言い換えてくだ

さったり、流石アナウンサーという感じでした。

　放送後の反響でお客様は随分増えていますが、もっと沢山の方々に

知っていただいて、喜んでいただけるようなお店を目指して頑張って

いこうと思っています。

　お店の名前は「café&school樹（いつき）」です。土地家屋調査士だった父の名前の一文字を使いました。

夢 宇城支部
松田 佳央理広報委員

https://itsuki.cafe/



－ 48－

サロン

　卓球のことは私と母とだけの話なので、誰に迷惑を掛けると言うものではないが、ほんのわずかな期間、

私の気持ちの一角に、ずしんと居座っていたことは間違いがなかった。卓球を望んだのではない。柔道を諦

めなければならなくなったとき、卓球ならば出来るというのが唯一、気持ちの空白を埋めてくれていた。

変なコンプレックスを持って、クラブ活動に参加したが、いざ毎日の厳しい練習が始まると、余計なことを

考えてはいられない。練習でオーバーハンドパス、アンダーハンドパスなどの基本パスを教わった。

　基本練習が始まって、何日も経たないうちに、回転レシーブを教えてもらった。昭和三十九年の東京オリ

ンピックで、鬼の大松監督という言葉と一緒に、東洋の魔女が回転レシーブを駆使して、金メダルを取って

いたことは知っていた。世界的な技を、中学生くらいで、自分がやっていいのだろうかと、変な引け目を

感じながら技を教わったことが、本格的なバレーボール練習開始の合図となった。

　回転レシーブの練習を、“そんなところをレシーブ出来る訳がない”と、来たボールを諦めながら、右に

左に転がっていたら、いつの間にか私だけ、他の同級生のレベルから大きく遅れていた。私は、みんなと同

じようには、成長出来ていなかった。回転レシーブに限らず、ほかの技も一歩引いて、斜めから見ているので、

一向に上達しない。三年生のときに人数が足りず、温情でレギュラーにしてもらっていたので、私のバレー

ボールは、コンプレックスの塊であった。

　土曜日の午後に、練習習試合で行った中学校では、体育館の設備が使えた。いつもの野外とは違うステージ

が用意されていて、試合前に前坂君が一人、離れた所で、他のチームメイトとは全く違うフォームで、サーブ

の練習を始めていた。

　九人制のルールでサーブは二本打つことが出来て、最初を思い切り強く打ち、一本目が外れたときの二本

目は、ミスしないことだけを考えて、確実に相手コートにボールを入れる。セカンドサーブを練習すること

は殆んどないのだが、このとき前坂君が練習していたのは、確実に入れるセカンドサーブだった。

　通常のセカンドサーブは、アンダーサーブといって、下から打ち上げる簡単な仕組み。試合前の練習で

前坂君が見せていたのは、足を大きく開いてゆっくりトスを上げて、確実にボールが相手コートに届く、

私たちが安全サーブと呼んでいたものだった。

　同じようなサーブを、他の人がしているのを見たことがある。あまり格好いいフォームではないけれども、

前坂君がやっているのを見ると、様になっている。私にもこれだったら出来る。真似をしようと考えて、

彼のサーブを観察した。

　ゆったりとしたフォームで、周りを気にせずに伸び伸びと練習していて、羨ましいが、バレーボールが

下手な私には、彼がしたように、みんなと同じ練習時間と場所の中で、一人だけかけ離れた練習をする勇気

はない。みんなの視線は、とても気になるのだった。

　昭和四十年代当初のバレーボールなので、今のバレーボールとは違う。ここで取り上げているサーブを、

現在見ることはない。当時のサーブはステップを踏んで、移動しながらトスを上げるので、サーブを打つ

ポイントもタイミングも、なかなか定まらなかった。移動のリズムに乗って、上手く決まった時は気持ちも

良くて、威力もあるのだが、確実性の乏しいフォームだった。

　習得しようとしているフォームにまず必要なのは、真っ直ぐ上にボールを上げて、真っ直ぐに落ちて来る

サーブのトス。最初のトスの一定しないことが、サーブが決まらない一番の問題と捉えていた。

　サーブの練習は一日の最後に、コートの両端に分かれて、双方から打ち合い、数多くのボールが飛び交う、

あわただしい練習である。ゆっくりと自分のフォームを確かめるような場ではないところで、単にトスを

上げて、感触を確かめるだけのものを、バレーボール部全員が、力いっぱい、真剣にサーブを打っている

横で、練習と言いながらやっていたら、私はみんなから浮き上がってしまう。

　一人で、こっそり練習を始めようとしたが、バレーコート以外で、決まった時間、決まった場所となると、

早朝の時間しかない。早朝は新聞配達をしていたので、夜が明けた後の十分間を、配達途中で工面して、

練習するのは、サーブのトスだけとした。

　ボールを真っ直ぐに上げて、真っ直ぐに落ちて来るのを確かめるだけなので、ボールはどんな物でも

良かった。パンクしかかったボールは、いつも後片付けをするときの邪魔になっていたので、迷惑にはなら

ないだろうと二個、了解を得て分けてもらった。頼りないボールだが、これで充分なのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次回は、《阿蘇のやまかげ》

熊本支部
田 口  一 法広報委員

コンプレックス
小説「阿蘇のやまかげ」
　　　　　　　より抜粋その４
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調査士カルテマップのご紹介
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調査士カルテマップのご紹介
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調査士カルテマップのご紹介
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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。

〇年次研修を受講されていない方は、新たに購入することができなくなります。

※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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役員名簿

会の動き

綱紀委員・同予備委員名簿

- 3 -
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支部役員名簿

会の動き

1

2

3

4

5
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令和３年度　第１回常任理事会
令和３年４月５日

議題

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．

１０．
１１．
１２．
１３．
１４．
１５．

会費納入状況
ＡＤＲセンター処理状況
会員の異動
マンガ小冊子制作に関する説明会
令和２年度収支決算について
令和３年度収支予算案について
会則変更一部改正（案）について
綱紀委員会規則一部改正（案）について
戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書
取扱管理規定一部改正案
第１回理事会議題について
コンクリート杭の販売価格について
ホームページ管理者について
定時総会の議長・副議長の選任について
役員等選考委員会日程について
次回常任理事会及び議長打合せ会について

令和３年度　第２回常任理事会
令和３年５月１４日

議題

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．
１０．

１１．

１２．
１３．

期末監査結果
会費納入状況
ＡＤＲセンター処理状況
会員の異動
日調連定時総会出席者について
九州ブロック協議会定時総会出席者について
支部規則変更について（熊本支部）
支部規則変更について（宇城支部）
土地家屋調査士の日無料相談会について
第１６回土地家屋調査士特別研修の責任
者及び協力員の候補者の推薦について
司法書士会の敷地に関する境界確定にか
かる業務受託者の推薦について
第６９回定時総会の準備等について
第１回支部長会及び第３回理事会開催日
について

令和３年度　第３回常任理事会
令和３年６月２９日

議題

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．
１０．
１１．
１２．
１３．
１４．

１５．
１６.
１７.
１８.
１９.
２０.

２１.
２２.
２３.
２４.
２５.
２６.
２７.
２８.
２９.
３０.
３１.

第６９回定時総会結果
九州ブロック協議会定時総会結果
日調連総会出席結果
会費納入状況
ＡＤＲセンター処理状況 
会員の異動
地上絵プロジェクト小学校選定
各部事業中間報告について
事務局長代行について
会館及び事務局の鍵の役員保有について
休日の訃報連絡について
支部規則変更承認願い（天草支部）
ホームページ制作管理会社の選定について
紛議の調停委員選任について（委員長・
副委員長）
注意勧告理事会構成員について（確認）
騎乗相談委員会委員の選任について
境界鑑定委員の選任について
相談役の委嘱について
境界資料管理センター運営委員について
賠 償 責 任 保 険 事 故 処 理 委 員 会 委 員 に
ついて（確認）
ＡＤＲ運営委員の選出について
負担金（支部交付金と支部補助金）について
これからの理事定数について
組織の在り方について
会費免除申請について
土地家屋調査士の日の無料相談会について
司法書士会館新築落成祝い金について
１階倉庫の整理について
支部長会議の出席について
規則等変更について
役員選考委員会内部調査について

１４．
１５．

部会の開催について
次回常任理事会の開催日について

常任理事会

会の動き
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令和３年度　第４回常任理事会
令和３年７月２０日 

議題

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．
１０．
１１．
１２．
１３．

１４．
１５．
１６.
１７.
１８.
１９.
２０.
２１.
２２.

会費納入状況
ＡＤＲセンター処理状況
会員の異動 
九州ブロック協議会事務局引継会
三者検討会
賠償責任保険・動産保険加入状況
指定店更新
年次研修
特別研修基礎研修
各部事業中間報告（修正分）
会費免除申出の件
選考委員会規則に関する件
会則第２９条第２項 会長の副会長代理
順位の件
会則第２９条第３項 会長の理事代理の件
負担金（支部交付金及び補助金）に関する件
ホームページ制作会社選定の件
法務局との協議会の件（９月１日）
事務局の夏季休暇
事務局鍵の保管に関する件
第１回支部長会議題（案）
第３回理事会議題（案）
次回常任理事会の開催日

３２.
３３.
３４.
３５.
３６.
３７.
３８.
３９.

会費の引落しについて
旅費日当支払いについて
野田たけし政治セミナーの御案内
くまもと経済掲載について
電柱の配線修理工事について
ポスター制作について
第３回理事会議題について
次回常任理事会の開催日について

理事会、支部長会

令和３年度　第１回理事会
令和３年４月９日

議題

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

８．
９．

支部別会費納入状況
ＡＤＲ運営状況
令和２年度収支決算について
令和３年度収支予算案について
会則の一部改正（案）について
綱紀委員会規則の一部改正（案）について
戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書
取扱管理規程一部改正（案）について
総会について
年次研修について

令和３年度　第２回理事会
令和３年５月２８日

議題

１．
２．
３．
４．

５．
６．
７．

８．

理事の職務分担について（案） 
副会長の職務分担について（案）
紛議の調停委員会委員の選出について
日調連定時総会及び九州ブロック協議会
定時総会代議員並びにオブザーバー選出
について
法務局への役員就任挨拶について
部会について
法務局・司法書士会・調査士会三者検討会
担当について
第３回理事会の開催について

令和３年度　第３回理事会
令和３年７月３１日

議題

１．
２．
３．
４．
５．

会費納入状況
第６９回定時総会結果
令和３年度九州ブロック協議会定時総会結果
日調連第７９回定時総会結果
賠償責任保険等加入状況

会の動き



－ 58－

６．
７．
８．
９．
１０．
１１．
１２．

１３．
１４．
１５．
１６.
１７.
１８.
１９.
２０.
２１.
２２.

ＡＤＲセンター処理状況
令和３年度各部事業中間報告
相談役の委嘱の件
苦情相談委員の選任の件
ＡＤＲセンター運営委員選任の件
事務局長代行の件
会則第２９条第２項　会長の副会長代理
順位の件
会則第２９条第３項　会長の理事代理の件
休日の訃報連絡の件
原点清掃の件
支部長会議付議の件
負担金（支部交付金・補助金）の件
会費の引落しの件
地上絵プロジェクトの件
調査士の日無料相談会について
年次研修の件
事務局の夏季休暇の件

令和３年度　第１回支部長会議
令和３年７月３１日

議題

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．

支部長会議長選任の件
議事録作成の件
本会への要望
会費の引落しについて
休日の訃報連絡について
災害時等の緊急連絡網について
非調査士調査について各支局との打合せ
負担金（支部交付金・補助金）の件
その他

会の動き

慶弔関係
喜寿祝　山鹿支部　永野　克郎会員　令和３年７月２４日

会員家族（御尊父様）御逝去　津崎　伸宏会員　令和３年１月１０日

会員家族（御母堂様）御逝去　木下　裕郎会員　令和３年２月　８日

会員御逝去　　　　　　　　　　　 宮原　昭元会員　令和３年２月１１日

会員家族（御母堂様）御逝去　鶴田　稔会員　　 令和３年２月１３日

会員家族（御母堂様）御逝去　山田　龍一会員　令和３年３月３１日

会員家族（御母堂様）御逝去　杉内　博会員　　 令和３年４月　１日

会員家族（御母堂様）御逝去　村井　誠会員　 　令和３年６月　１日

弔慰関係

祝賀関係
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会務報告

会の動き
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行事予定

122 14 18 12 23 18 5 16 228

15 2 5 1 4 3 5 5 40

137 16 23 13 27 21 10 21 268

支部別会員数

会の動き

事 務 所

登録番号

兼 業

〒８６２-０９２４  
熊本市中央区帯山四丁目２４番９号

健

第１２２８号

登 録 日 令和３年４月１２日

新人会員紹介

いし　　 やま                       あき            こ

石 山　明 子

事 務 所

登録番号

兼 業

〒８６９-１２３３  
菊池郡大津町大字大津 1440 番地

測補

第１１２７号

登 録 日 令和３年３月１０日

  し              の                        てつ            ひろ

士 野　鋼 浩
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事務局より あとがき広報部より

　今期から宇城支部・吉田英二郎先生と共に広報部理事を務めさせ

ていただきます。初めて執行部の一員として活動することになりま

したが、折角の機会なので楽しんで務めさせていただこうと考えて

おります。よろしくお願いいたします。

　まずは、令和３年「会報くまもと夏号」の発刊にあたり、多く

の皆様の多大なる御支援・御協力のもとに発刊することができま

した。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

　今年度の広報部事業ですが、各部会との連携をはかり、例年行っ

てきた事業に加え新たな事業展開ができないか模索しております。

同時に、高いとは言えない「土地家屋調査士」の知名度向上、インター

ネット・メディア等を駆使した積極的なアプローチを検討して参り

ます。

　昨年度は、コロナ禍のため事業展開できないことも多々あり

ました。熊本県内においてデルタ株が発生している現時点において、

正直どこまで事業展開できるか分からず不安な面もありますが、

できる限り多くの事業を展開し多面にわたり広報活動が行える

ことを願っております。

　

広報部委員会メンバー
部　長　　　  　 赤星 和枝

理　事　　  　　 吉田 英二郎

　　　　　　　　平林 陽兵

広報委員（熊本） 田口 一法　　　

　　　　　　　　河野 哲行

同　　  （玉名） 廣瀬 公則

同　　  （宇城） 松田 佳央理

同　　  （山鹿） 中島 英司

同（阿蘇・大津）石原 賢治

同　　  （八代） 豊崎 有梨

同　　  （人吉） 山口 雄一

同　　  （天草） 岡本 秀和

<あとがき >

広報部理事   平林陽兵

広報部より

　今回、広報部ではＡ１サイズのポスター

を作成しました。会員の皆様の事務所に

張っていただき、広報の一手段として利用

していただければと考えております。

　また、各会員の皆様におかれましては、

当該ポスターを各行政機関へ配布していた

だきますようご協力をお願いいたします。

事務局より案内する会議等において、参加人数によっては会場の変更が

必要になることがあり、準備が煩雑になっているコロナ禍の現状です。

出欠の有無については必ず期限内にメール、FAX、電話のいずれかで、

ご連絡していただく様お願いいたします。

事務局からお願い
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TEL:070-1382-4859  

Mail:shigematsu@kajo.co.jp 

重松 伸郎
しげ ま つ  の ぶ お

 

営業部 

加除式書籍、法律関係書籍 

営業時間 月～金（祝日は除く） 

9：00～17：00 

よろしくお願いします！ 

指定店名刺交換
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サイズ 縦 5.4cm
横 8.6cm

プリントアウトしたのを測ると、指定されたサイズ
縦 5.5cm
横 9.0cm
で印刷されます。

サイズ 縦 5.5cm
横 9.0cm

プリントアウトしたのを測ると、指定されたサイズ
縦 5.5cm
横 9.0cm
より大きく印刷されてしまいます。

福岡の会社ですが、よろしくお願いします。

です。

〒818-0132 福岡県太宰府市国分1丁目13番25号
TEL ︓ 092-918-6939 / FAX ︓ 092-918-6938

担当 藤村 努

e-mail ︓ fujimura@iscom.jp

ニコン・トリンブル製品を取り扱っております。

福岡の会社ですが、よろしくお願いします。

です。

〒818-0132 福岡県太宰府市国分1丁目13番25号
TEL ︓ 092-918-6939 / FAX ︓ 092-918-6938

担当 藤村 努

e-mail ︓ fujimura@iscom.jp

ニコン・トリンブル製品を取り扱っております。

アイサンテクノロジー ( 株 ) 熊本エリア担当の
茂見です。
弊社では、主に測量 CAD システム及び測量機器
の販売及びメンテナンスを行っております。
また、新技術への取組みにも積極的に支援致します。
いつもでお気軽にご相談下さい。 担当　茂見

https://www.aisantec.co.jp/

〒862-0954
熊本県熊本市中央区神水二丁目 10-23 第 2 北野ビル 401 号室
総合受付窓口　0570-064457

指定店名刺交換
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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





TS観測と、3次元点群計測のイイとこ獲り！

〒460-0003　名古屋市中区錦三丁目 7 番 14 号 ＡＴビル

アイサンテクノロジー株式会社

TEL　052-950-7500（代表）

最寄りの営業所に繋がります。掲載情報に関するお問い合わせ

TEL 0570-064-457

測地ソリューション事業本部

https://www.aisantec.co.jp/弊社営業担当までお気軽にご相談ください !
https://www.aisantec-geo.jp/service/wingearth/

お使いの CAD と連携

で検索WingEarth

登記測量向け 小エリア点群  有効活用術
土地家屋調査士様向け 点群を用いた図面作成

デモ依頼 カタログ請求体験版

基準点・引照点・境界点はTS観測、平面図・道路横断図には３Dスキャナを活用。
現場全体を事務所でも把握できる「３次元点群」から PC作業での座標登録、結線作成が簡単に！

ある高さ帯の点群のみを簡単に
表示できるため、建物外周線も
簡単にトレース！

必要な位置のみクリックで座標
化。仕上げをお使いの測量シス
テムでも可能！

点群上でのレイヤー分けできる
結線で、３次元から平面図を簡
単作成。

３次元で現場を測れば帰社後の
PC作業で断面切り出し。LHデ
ータ出力にも対応！

〒460-0003　名古屋市中区錦三丁目 7 番 14 号 ＡＴビル

アイサンテクノロジー株式会社

検索

デモ依頼 カタログ請求ググ

お使いの登記測量CADによる計算・図面編集と連動した、点群活用による省力化を実現します！

基準点も土地形状も
測量データの重ね表示

作成しながら
いつでも平面ビューイング

●

● 

次元点群計測の

図面・地図の重ねビューイング

観測と、

帰ってからも
安心の現場ビューイング

● ● 

●

●

●● 

●
必要なところだけ
点群から座標登録

レイヤー対応の
結線作成・編集

手動・自動対応の
断面切り出し

必要なところだけ
いつでも復元可能
必要なところだけ
いつでも復元可能いつでも復元可能

点群削除は

レイヤー対応の
結線作成・編集

建物外周形状
簡単切り出し

点群のみを簡単にある高さ帯の点
め、建物外周線も表示できるため
！簡単にトレース

平面感覚で構造線作成

必要な位置のみクリックで座
化。仕上げをお使いの測量シ
テムでも可能！

に
も

必
化
テ

点群から測量座標登録

点群上でのレイヤー分けできる
結線で、３次元から平面図を簡
単作成。

座標
シス

点
結
単

平面図用の観測を高速化

次元で現場を測れば帰社後の
C作業で断面切り出し。LHデ
タ出力にも対応！

る
簡

３次
PC
ータ

断面観測も点群から

「削除」と「一部復元」機能が強力！
そのとき不要な点群をいつでも「削除」できます。
削除した点群は、「全部復元」「一部復元」によっていつでも復元
できるため、そのとき必要な点群のみを表示した3次元作業環境が
実現します！

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

● ●  ●●●●● ● ● ● ●●●●●●●●●●● ● ● ●●● ● ● ● ●●●●●●●●●●●● ● ● ●●● ● ● ● ●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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株株式式会会社社 水水上上洋洋行行 本本社社
福福岡岡県県福福岡岡市市東東区区箱箱崎崎埠埠頭頭3丁丁目目1番番22
TEL092-641-2561 FAX092-641-2487

株株式式会会社社 水水上上洋洋行行 熊熊本本営営業業所所
熊熊本本県県熊熊本本市市東東区区錦錦ヶヶ丘丘３３２２番番２２１１号号
TEL 096-365-7277 FAX 096-365-7328

https://www.mizukami-abroad.co.jp
北北九九州州・・久久留留米米・・佐佐賀賀・・長長崎崎・・佐佐世世保保

最最適適なな測測量量機機器器のの提提案案・・万万全全ののアアフフタターーササーービビススををごご
提提供供

おお客客様様ののニニーーズズににああっったた最最適適なな商商品品ををごご提提供供すするるとと共共にに、、アアフフタターーササーービビススととメメンンテテンン
ナナンンススササーービビススままでで、、ワワンンスストトッッププササーービビススををごご提提供供ししてていいききまますす。。室室内内基基線線上上をを完完備備
しし、、天天候候にに影影響響すするるここととななくく、、点点検検がが可可能能でですす。。GNSS室室内内のの受受信信環環境境もも整整備備しし、、全全天天
候候型型点点検検ササーービビススをを実実現現ししてておおりりまますす。。

（株）水上洋行本社社屋 3Ｄレーザースキャナ計測により断面を自動抽
出

ﾓﾓｰーﾀﾀｰーﾄﾄﾞ゙ﾗﾗｲｲﾌﾌﾞ゙ﾄﾄｰーﾀﾀﾙﾙｽｽﾃﾃｰーｼｼｮｮﾝﾝ GNSS QZSS対対応応 VRSｼｼｽｽﾃﾃﾑﾑ

デデモモスストトレレーーシショョ
ンン受受付付中中



〒171̶8516  東京都豊島区南長崎３丁目16番６号
TEL（03）3953̶5642  FAX（03）3953̶2061 （営業部）

www.kajo.co.jp
ツイッターID：@nihonkajo

実務家にとって「備えておきたい情報」が満載

【新刊図書のご案内】 

筆界特定のための
地籍編製地籍地図の
読み方と知識
前・鳴門公証役場公証人、元・松山地方法務局長 大唐正秀 著
2021年5月刊 B5判 276頁 定価3,850円（本体3,500円）

●役所保管地籍地図、法務局和
紙公図等を研究材料とし、調
査分析を行った著者の知見を
取りまとめた書。

●裁判での利活用や地籍地図評
価など、様々な実務において
活用できる、画期的な一冊。

地籍地図をマスターすれば、公図の理解がより深まる！

第１編　地籍地図編製とその読み方
第１　公図作成の概要とその経緯
第２　その後における公図の歴史
第３　地籍地図の作成について
第４　徳島県における地籍編製
第５　地籍地図の読み方

第２編　下山家の「一村全図・各字図（検本図）」の概要
Ｑ　字図の通し番号はどのような順番で付番しているのであろうか
Ｑ　和紙による正副本は、どのようにして作成したのであろうか
Ｑ　原本に存在する位置形状のすべてを正確性を確保しつつ写し

取っていくために、先人の工夫はどうであったのであろうか
Ｑ　字図における地番の配列は、どのような順番で付番している

のであろうか

第３編　下山家の「一村全図、各字図（検本図）」の分析
Ｑ　取水構（落水構）という構築区域が、字図抽出上どのように

取り扱われたのであろうか
Ｑ　平行線引き罫線間に何らかの規則性が存在するのか否か

Ｑ　地籍地図における正副本は、どのようにして作成したのであ
ろうか

Ｑ　畦畔の描画はどのような技術力を駆使して描いたのであろうか
Ｑ　和紙に測点（与点ではない。）を針でブロットする場合のブ

ロットの誤差については、どうであろうか
Ｑ　いずれの字図が、その鋳型（元図）となっているのであろうか
Ｑ　地籍地図の元図となり得る資格は、どのような要件が備わっ

ていればいいのであろうか

第４編　下山家の検本字図（地籍地図の元図）の実証的分析
Ｑ　相互間に生じてくる位置のずれ発生のメカニズムとその原因

について、一体どのようにすれば合理性を見いだすことがで
きるのであろうか

Ｑ　両空中写真中に写っている本件赤道の「形状」が一致するか
どうか

Ｑ　米軍写真及び地理院写真に写った長狭物（ここでは赤道）を
重ね合わせていくと、相互間に生じてくるずれ具合について、
一体どのようにすれば合理性を見いだすことができるのであ
ろうか

明治期の地籍編製事業
と

公
図

の
関

係
性

が
わ

か

る！

目次（本文内に34問のQ＆Aを併用しています）

先例から読み解く!

土地の表示に関する
登記の実務
後藤浩平・宇山聡 著

先例から読み解く!

建物の表示に関する
登記の実務
後藤浩平 著

2018年10月刊 A5判 488頁 定価4,730円（本体4,300円） 2017年12月刊 A5判 800頁 定価7,370円（本体6,700円）





～各支店・営業所～
宮崎支店・関東支店
熊本営業所・八代営業所・延岡営業所

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

https://www.kk-hisanaga.com

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

株式会社久永

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

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

マルチGNSSが作業効率を上げる！

測量用品も豊富に取り扱っております！！

次世代トータルステーションとシステム間連動で業務効率化！

測量作業を軽快に！手のひらサイズのGNSS受信機！

日本測量機器工業会 JSIMA認定事業者

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

本社：鹿児島県鹿児島市東開町5-11

ハイブリッド観測で作業効率Up！
ワンマン観測効果的！

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

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

ホームページ☟



Trimble S5 Robotic / AutoLock
ワンマン観測モデル『Robotic』と、ツーマン観測『AutoLock』の2タイプをご用意。圧倒的な旋回
スピードと素早い捕捉、ミラーが外れた際のリカバリーなどリズミカルに観測をサポートします。S7シ
リーズでは、正しくミラーを捕捉しているかをビデオスコープ越しの画像にて測点側から確認が行え
るため、安心したワンマン観測を手助けします。

Trimble R12i GNSS / Trimble R12 GNSS

Trimbleが誇る最高機種のGNSS受信機。障害物等により観測環境が不
安定な場所でも、独自の処理技術で高精度の解を求めることができます。ま
た、R12i では独自のIMU（慣性計測装置）テクノロジーにて受信機本体
の傾きを自動検知し、傾いたままでのスピーディーな観測が行えます。

Trimble Alloy GNSS
エントリーモデルの受信機。予算や用途に合わせたアップグレー
ドが可能。ネットワーク型RTK観測やスタティック観測など幅広
く利用できます。

Trimble SX10 / SX12 
トータルステーションとレーザースキャナ一体型のハイブリッドモデル。専用
タブレット『GUIDER 3D』でスキャンエリアを指定してスキャンニングが可
能。無駄のない作業をサポートします。

Trimble X7 
軽量のレーザースキャナ。専用タブレット『Perspective』により現地で各
ステーションの観測データを自動合成。現地で進捗状況を把握できるた
め、未然に観測漏れを防ぎ、効率的に作業が行えます。

〒818-0132 福岡県太宰府市国分1丁目13番25号

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

Trimble R8s GNSS

受信機・アンテナ分離型モデルで、多くの電子基準点に採用
されている受信機。スタティック観測や動態観測などの長時間
観測に最適です。

◆ スキャニング （レーザースキャナ）

◆ トータルステーション （ワンマン・自動追尾・マニュアル）

◆ GNSS受信機 （QZSS衛星対応）

Trimble S7 Robotic / AutoLock

スキャンニングができない箇所は、TSモードに切り替えワンマン観測自動合成機能により、現地で進捗状況を把握

トリンブルパートナー九州北



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
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「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。

人吉駅前広場の名物からくり時計


