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土地家屋調査士倫理綱領

　　　　１. 使　　命
　　　　　 不動産に係る権利の明確化を期し、
　　　　　　　　　　　　　　 国民の信頼に応える。

　　　　２. 公　　正
　　　　　 品位を保持し、公正な立場で
　　　　　　　　　　　　　　 誠実に業務を行う。

　　　　３. 研　　鑚
　　　　　 専門分野の知識と技術の向上を図る。

（職　　責）
　法第２条　　土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し

て、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

（会則等の遵守義務）
　会則第88条　会員は、本会の会則、規則、支部規則及び総会の決議並びに連合会会則を

守り、本会の秩序の維持に努めなければならない。

（研修の受講）
　会則第86条　調査士会員は、本会及び支部並びに連合会及び連合会会則第27条で定める

ブロック協議会が実施する研修を受け、その資質の向上に務めなければなら
ない。

　　　　　　２ 調査士会員は、業務を行う地域における土地の境界に関する慣習及びその他
の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。

　　　　　　３ 調査士法人は、社員である調査士が第１項の研修会に出席できるよう配慮しな
ければならない。





日本土地家屋調査士会連合会 

 

境界紛争ゼロ宣言!! 

 

 

私たち土地家屋調査士は、未来を担う子供たちが安心で豊かな暮

らしをおくることができる街づくりのため、広く社会の声に耳を傾

けて土地所有及び利用の実態を把握することにより、国民の信頼に

応えるべく行動します。 

 

１ 不動産の登記と地図の重要性を広く各層に発信し、その整備

の充実に貢献します。 

 

 

２ 土地境界をめぐる紛争を未然に防止するために、境界管理の

必要性を社会に周知します。  

 

 

３ 国民の利便性向上のため、各種専門分野と連携し、土地制度

の改善に努めます。 

 

私たちは、土地境界紛争をなくすため、ここに境界紛争ゼロに向

かって進むことを宣言します。 

 

 

平成 26年 11月 14日 

２０１４日調連公開シンポジウム 

「土地境界紛争が起きない社会」 
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　まだまだ残暑が続いています。体調には充分にお気をつけ下さい。新型コロナウイルス感染症もま
だまだ終息の気配が無く、今後の心配も大きいのではないかとお察しいたします。また、豪雨による
崖崩れ等の災害もあり、大変な状況となっています。県会としましても被害の状況を調査し、適切な
対応を取っていきます。情報提供をお願いいたします。
　本年５月28日の定時総会におきまして、３期目の会長を務めさせていただく事になりました。新
理事の業務分担も決定しまして新たな役員で県会を支えてまいりますので、ご協力の程宜しくお願い
いたします。本年度は役員改選の年であり、また土地家屋調査士法の一部改正に伴う会則変更もあり、
是非とも通常の総会を開催したかったのですが、残念ながら昨年に引き続き、出席を自粛していただ
きまして、委任状対応の総会となりました。
　総会でもご報告いたしました通り、現在、鹿児島県土地家屋調査士会事務局があります司調セン
ターが昭和53年築であり現在の耐震基準を満たしておりません。現時点でも補修工事が発生してい
る事、事務局職員への安全義務が果たせていない事、耐震工事を行う場合にも相当の費用が見込まれ
る事からも、司調センターの売却、事務局の移転を検討しています。現在、株式会社司調センター、
司法書士会、公共嘱託登記土地家屋調査士協会と協議を行っています。プロジェクトチームを立上げ
まして検討を行っているところです。非常に大きな問題ですので、こまめに会員の皆様のご意向を伺
いながら、検討を進めてまいります。
　今後の県会の取り組みとしまして、道路内民有地（未登記道路）の問題や狭隘道路を始めとします
防災問題、官民境界査定問題を官公署と連携し、協議を行ってまいります。各市町村と個別に具体的
な協議会、研修会を開催いたします。本年10月に霧島市で開催を予定していましたが、残念ながら
新型コロナウイルスの感染者数が増加傾向の為、延期としました。
　また、民法や土地基本法も改正されます。土地の所有権や境界に対する認識が大きく変わります。
唯一の筆界の専門家であります土地家屋調査士がどう対応すべきかを研究し、関連団体とも協議を
行っていく予定です。
　新型コロナウイルスが落ち着き次第できるだけ早く、各支部へ直接お伺いして、ご報告、協議をさ
せていただく予定です。どうぞ宜しくお願いいたします。

鹿児島県土地家屋調査士会
会　長　　宮　脇　謙　舟　　

会　長　挨　拶
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　秋の気配が忍びよる今日この頃、鹿児島県土地家屋調査士会会員の皆様におかれましては、ますま
す御清栄のこととお喜び申し上げます。
　また、平素より表示登記及び筆界特定手続等の適正・円滑な処理に格別の御理解と御協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
��さて、本年６月18日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2021、いわゆる「骨太の方
針2021」においては、所有者不明土地の円滑な利活用・管理を図るための仕組みの充実等を行うこ
とが明記され、所有者不明土地等対策については、現在の法務局における喫緊の課題となっています。
　また、同月７日に閣議決定された「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」（以下「基本
方針」という。）においては、表題部所有者不明土地の解消作業や登記所備付地図の整備を着実に進
めることとされているほか、長期相続登記等未了土地の解消作業を民間を含めた更なる土地の利活用
につながるよう、対象とする土地の運用の見直し等を行うことや土地売却に伴う分筆登記や地積更正
登記等を円滑化し、土地利用を促進するため、隣接所有者が不明の場合などに対応する観点から、一
定の要件の下で隣接所有者の立会いがなくとも法務局の調査に基づき筆界認定を行い、分筆登記等を
可能とする仕組みを検討し、令和４年度中に導入することなどが明記されています。
　さらに、基本方針においては、所有者不明土地等問題は、関連分野の専門家等と地方公共団体、地
域コミュニティ等と関係行政機関が連携しつつ、これらの意見等を十分踏まえながら対応することと
されているところです。
　これまでも、会員の皆様には、登記所備付地図作成作業や筆界特定制度等に御協力をいただいてい
るところではありますが、これら法務局における各種課題を実現し、実効性のあるものにしていくた
めには、表示登記の分野の専門家である会員の皆様の専門的な知識及び経験が、これまで以上に不可
欠なものとなりますので、今後とも、なお一層の御支援、御協力をお願いいたします。
　最後に、鹿児島県土地家屋調査士会のますますの御発展と会員の皆様の御活躍、御健闘を祈念いた
しまして、御挨拶とさせていただきます。

鹿児島地方法務局
局　長　　新　宮　高　明

御　挨　拶
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　鹿児島県司法書士会の2期目の会長を務めております、日髙千博と申します。
　平素より、当会の会務に関し、多大なるご理解とご支援を賜り、この紙面をお借りしまして厚く御
礼申し上げます。

　令和３年５月29日にホテルウェルビュー鹿児島にて定時総会を開催し、役員等変更を含む提出議
案全てが承認可決されました。しかしながら本年度の定時総会も、新型コロナウィルス感染拡大防止
の観点から式典及び懇親会を執り行わない形での開催とさせていただきました。
　今般、鹿児島県土地家屋調査士会より会報への寄稿依頼がございましたので、この紙面をお借りし
て当会の組織・事業計画等の一端をご紹介したいと思います。
　当会の会員数は、令和３年４月１日現在において、個人会員320名・法人会員５事務所となってお
り、昨年より７名の減少となっております。
　次に、令和３年度の事業計画のうち次の３つの重点項目をご紹介申し上げます。
　①　「デジタル社会への対応」
　②　「研修事業の拡充」
　③　「司法書士が果たすべき社会的責務の遂行」となっております。
　本年度の定時総会においては特に、司調センタービルの老朽化に起因します会館等問題解消方針大
綱案を上程いたしました。事務局機能等の移転と司調センターの処分に関する方向性を、定時総会に
て承認可決していただきました。
　また、研修の単位取得の義務化につきましては昨年４月より開始しており、１年間に12単位以上
の取得が義務づけられております。
　直近でも民法をはじめ多岐にわたる法改正が行われており、コロナ禍ではあるものの安全面に気を
配りつつ、これに対応した研修会の開催を予定しております。
　以上が鹿児島県司法書士会の組織並びに事業計画等になります。

　土地家屋調査士と司法書士は、日々の業務においては互いに連携し登記制度に貢献しております。
今後、両会が連携してできることを模索し、両会の発展のため鹿児島県司法書士会会長として、会務
執行に精励したいと思います。

　最後に、貴会並びに貴会会員の益々のご発展を祈念いたしまして、鹿児島県司法書士会会長の挨拶
とさせていただきます。

鹿児島県司法書士会
会　長　　日　髙　千　博

鹿児島県司法書士会会長の挨拶
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謹啓
　皆様には、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、私こと令和２年秋の褒賞に際しまして、図らずも黄綬褒章を受章致しました。これもひとえ
に、家族の支えと皆様の長年に亘る心温かいご指導ご鞭撻の賜と深く感謝申し上げます。
　私が、栄えある受賞の対象者とは思いもせず、お断りしようかと存じましたが、私個人の受賞では
なく　土地家屋調査士という資格に対しての受賞と考え頂くことにいたしました。
　この受賞に対し、法務省・法務大臣・国会議員・日本土地家屋調査士会連合会・鹿児島県土地家屋
調査士会・全国の土地屋調査士会・鹿児島県行政書士会・鹿児島県知事・鹿児島市長・また多くの友
人・知人様から心暖まる祝金・お花・祝電等を沢山頂きましたことに対し、大変ありがたく恐縮に存
じております。
　私の調査士人生は、昭和49年１月に開業以来、業務に励んで参りました。
　思い返しますと平板測量・コンパス測量・トランシット測量・タイプライター・手書きの図面や申
請書・パソコン・電子申請等アナログ世代からデジタル化に必死で頑張っています。
　新型コロナウイルスの影響により、皇居に参内し天皇陛下に拝謁することは叶いませんでした。
　今後とも感謝の心を忘れずに、いささかなりともご芳情に報いたいと存じますので、相変わらずの
ご厚誼、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
　末筆ではございますが、皆様のご健勝、ご多幸を心から祈念申し上げ　お礼のご挨拶とさせていた
だきます。誠にありがとうございました。

� 謹白

鹿児島県土地家屋調査士会
鹿児島支部会員　　岩　下　晴　夫

黄綬褒章受章について
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　本年度の定時総会における福岡法務局長表彰功績の被表彰者に決定した旨の通知を受けましてびっ
くりし、何で自分なのか、何かの間違いではと思ってしまいました。
　表彰といえば、平成28年に永年40周年以上の受賞者の一人としていただいたことは記憶にありま
すが、今回の受賞は私にはもったいない気がします。
　調査士業は昭和50年の開業以来、法務局のご指導のもと、調査士会役員、事務局の皆様と会員の
方々からのご指導をいただきながら精いっぱい取組んでやってこれただけであります。こんなに永年
続けられて感謝するばかりであります。
　受賞について辞退も考えましたが、残りの人生で表彰を受ける様なことはもうないでしょうし、ま
だ仕事に励めとのメッセージと思って僭越ながら有難く頂くことにしました。
　先般、本局局長室にて宮脇会長同席の上、局長様より励ましのお言葉と表彰を受けることができま
した。
　これからの調査士業を取巻く環境は、高度な測量技術、法整備、土地基本法、民法の改正等にも順応
しながらにはなりますが、それ以上に総合的な人間力が求められているのではと常々考えております。
　これからも国民の不動産の安定のため、又、筆界の唯一の専門家としても益々活躍の場が広がるも
のと確信します。
　私も体力、気力の衰えは隠しようもありませんが、これを機会にもう暫くは頑張りたいと思ってお
りますので、これからも宜しくお願いする次第です。

鹿児島県土地家屋調査士会
鹿児島支部　　川　村　幸　男

福岡法務局長表彰 受賞の御礼
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新入会員紹介

　今年の４月に鹿児島県土地家屋調査士会に入会させて頂きました森山勝美と申します。
　私は鹿児島市出身・甑島育ちです。建設業を経験し、現在は建設コンサル業に携わっております。

　コンサル業務の用地測量を行う中で土地家屋調査士という仕事を知り、興味を持ち、目指そうと思
い勉強を始めました。
　一緒に受験をする方もおらず一人での勉強だったため、模擬試験も自分が出来ている方なのか出来
ていない方なのかすら分からないままの勉強で不安だらけでしたが、幸いにもなんとか合格すること
ができました。

　開業をするにあたり補助者としての経験も無いため、本来であれば総会や研修会などの交流の場で
先輩方にご挨拶をさせていただき、色々とご教授ご教示頂こうと思っておりましたが、コロナ禍によ
る各会の中止やWebによる開催のためお会いすることができず、正直不安な気持ちでおります。
　一日も早くコロナが落ち着き、先輩方とお会いできる日を心より祈り、またその際はご指導、ご鞭
撻のほどよろしくお願いいたします。
　鹿児島県土地家屋調査士会の会員として皆様方の足を引っ張ることなく、土地家屋調査士としての
自覚をもって日々精進していこうと思います。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

鹿児島支部　　森　山　勝　美

入会のご挨拶
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　 年ひとむかし

　私は、昭和41年に鹿児島工業高校を卒業し関西電力（建設部）に８年間勤務後帰省し鹿児島の建
設会社に30歳ぐらいまで勤務しましたが、退社後自営で測量、設計を営んでいました。
　当時土地家屋調査士には何の知識もありませんでしたが、ある日専門学校の営業マンが自宅を訪れ
土地家屋調査士についての説明をして下さいました。
　説明のなかで一番心に残った話が、土地家屋調査士の業務は難しいことは一切なく三角形の面積が
計算できれば十分で、測量、設計のような複雑なことは一切なく簡単に金を稼げるとの説明を受け、
これに飛びついて専門学校への入学手続きを取ったことを覚えています。
　ところが、入学して本を購入するとそこには三角形の面積計算ではなく訳の分からない法律の文面
が網羅されておりびっくりした事を覚えています。
　また、授業はテレビで一週間ごとに行われましたが、さっぱり分からず模擬試験はいつも０点だっ
たと覚えていますが、非常に残念でしたので帰ってから勉強したものです。
　そのかいあってか半年後ぐらいの国家試験に合格でき現在に至っているところです。
　土地家屋調査士の業務は昭和56年から始めましたが、従前の仕事が測量、設計であったため図面
作成等はほとんど支障なく処理できたと思っています。申請書類等の作製が他の土地家屋調査士事務
所にお世話になっていない私には大変な作業で、法務局、他の土地家屋調査士の先生方にはお世話に
なったことを覚えています。心からお礼申し上げます。
　なお、自分の仕事に精一杯でお世話になっている土地家屋調査士会に協力できなかったことを残念
に思っています。
　まだ数年間は頑張りたいと思っていますので今後ともよろしくお願いいたします。

令和３年8月11日

10
土地家屋調査士　　中　森　　　仁

調査士業４０年をかえりみて
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10年ひとむかし

　平成23年４月、52才で開業してから10年、原稿依頼が来て改めて10年もの年月が流れたことに
びっくりしています。
　開業した年の３月、東日本大震災があり、あれから10年。現在、世界中がコロナウイルスによる
大変な状況の中ではありますが、土地家屋調査士業務を行うなかでの体験談をお話ししたいと思います。
　山間部の山頂部分の分筆測量依頼に伴う調査測量を実施したときのことです。季節は猛暑明けの９
月だったと思います。
　１日目、はじめに取りかかったのが、現場が国土調査地区につき基準点座標及び一筆座標を実施機
関である市町村から取り寄せ、現場踏査を行う作業でした。補助者２名と一緒に現場の近くまで車で
到着。ところが、前方の山の山頂部分を見上げると、目の前に岩の絶壁。参ったなあ、不動産登記に
おける分割測量の特別な事情に該当しそうな急傾斜地、どこから行けば山頂部分にたどり着くのだろ
うと思いながら山頂に着いたものの、基準点「図根点」を探すも見つからないまま１時間。やっとの
思いで１点を探し出したものの２点目が見つからず、又、探すこと1時間、遂に２点目の図根点を探
すことができました。これでなんとか復元測量ができると思ったときには、既に５時過ぎであったこ
とから、取りあえずその日は下山することとなりました。
　２日目、現場の近くまで車で到着。山頂まで登ること10分過ぎ、目の前に現れたのは猛毒のマム
シ。こんな山頂付近にもマムシがいるのかと目を疑いましたが、マムシそのものでした。幸い嚙まれ
ることもなかったのですが、これこそ不動産登記における分割測量の特別な事情に該当しそうな危険
を伴う測量かなと思いました。まだまだ残暑の厳しい９月、それから嶮しい山路を歩くこと20分。
山頂に着いたときは汗でびっしょり。休む間もなく復元測量を実施。午前中に引き続き昼からも復元
測量をおこないました。当該地の国土調査は昭和50年代。境界確認はほとんどが木杭であったと考
えられることから、境界標は亡失している状況であったが、三方境界点には物証（プラスチック杭）
が既存として残っていました。復元の結果、既存杭については誤差の範囲内でありました。「調査報
告書の内容みたいですね ?」
　３日目は、２日目のマムシに続き不幸なことに危難が待っていました。測量箇所である背の高さほ
どに茂る藪で伐採していた最中のことです。突然ブーン、ブーンとアシナガバチの群れが襲いかかっ
てきました。瞼の上の部分を1カ所刺されてしまいました。幸いなことに山間部測量の時は必ず防災
キットを持ち歩いているため吸引器（ポイズンリムーバー）を使って処置した結果、翌日大きく腫れ
上がることもなく大丈夫でしたが、こともあろうにこの時は刺された場所を吸引器により対処したた
め、瞼部分だけが丸く膨らみ赤くなっていました。車のルームミラーを見てびっくり、痛みはないも
のの吸引部分の瞼が赤く膨れ上がって、まさにお岩さん状態でした。
　今回紹介しました当時の測量作業について、１日目、２日目と災難続きの日でしたが、これから先、
マムシはもちろん、スズメバチ・ムカデなど調査測量に伴う危険がいっぱいあります。また、異常気
象による熱中症、自然災害等、同じ土地家屋調査士の皆様も経験があると思いますが、改めて、今後
も災害キット等安全対策をしたうえでの調査測量に心がけていただきたいと思うところです。

鹿児島支部　　有　馬　勝　郎

10年ひとむかし
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　私は高校時代、あるクルマに一目惚れしました。MAZDAの RX-7というスポーツカーです。（資
料1)『いつか RX-7に乗りたい、いつかRX-7に乗りたい』と何年も思い続けていたところ、勤めて
いた会社の先輩から「RX-7を乗り換えるから買わないかい？」と話をもらいました。25歳で独身
だった私は、若気の至りで120万円もする先輩のクルマを即購入してしまいました。クルマを手に入
れて16年経過しましたが、今も大切に乗り続けています。燃費は悪い、キーレスは付いていない、
エアーバックも付いていない、乗り降りも大変、と不便なところを挙げればきりがありません。それ
でもこのクルマが大好きで手放すことができず、今日に至ってしまいました。何がそんなに魅力的な
のか？この誌面では語り尽くせそうにありませんので、もし知りたい方がいれば、ぜひ口頭で説明さ
せてください。
　現在の中古車市場では、90年代の国産スポーツカーがびっくりするような高値で取引されていま
す。日産シルビア、日産スカイラインGT-R、マツダ RX-7、ホンダシビック、ホンダ S2000、ト
ヨタスープラ等々の高騰が特に顕著です。状態にもよりますが、新車価格よりも高値を付けているク
ルマも珍しくありません。では何故、国産スポーツカーの値段が高騰しているのでしょうか。ここか
らは私見のため、見当違いが含まれることをご容赦ください。１点目、アメリカには、通称｢25年ルー
ル ｣と呼ばれるクラシックカー登録制度が存在します。アメリカでは右ハンドル車の輸入を認めてお
りません。ただし、製造から25年が経過していれば、クラシックカーとして認められるため、右ハ
ンドル車であっても輸入できるようになります。またカナダでは10年早く「15年ルール」が適用さ
れます。海外での需要が高いため、安価で程度の良い国産スポーツカーが国外に流失しているのです。
２点目、エネルギー価格の上昇や財政出動による景気回復観測、新型コロナウイルスのワクチン普及
期待などを背景に、海外ではインフレが加速しています。しかしながら日本は、インフレとは程遠い
状況が続いています。日本は物価変動が小さく、大卒初任給20万円、ジュース130円、コピー10円
という状況が長く続いています。ある仮想国で、大卒初任給40万円、ジュース260円、コピー20円
という、賃金も物価も日本の2倍という状況があったとします。日本も仮想国も内需依存の国であれ
ば、国民の生活のしやすさは同じです。しかしながら仮想国は日本から1/2の物価でモノを輸入する
ことが可能となります。つまり物価上昇が継続している海外のクルマ好きにとって、インフレとは程
遠い日本国内のクルマは、大変安価で魅力的な商品と捉えられるため、中古車の海外流失に歯止めが
かからない状況となっているのです。
　カナダもアメリカもその他の国々も、インフレ基調の国が多いです。また、日本銀行は2013年1
月に、「物価安定の目標」を消費者物価の前年比上昇率２％と定め、これをできるだけ早期に実現す
るとしています。時を同じくして、公共工事の平均労務単価も2013年（平成25年）以降上昇して
います。（資料２）繰り返しますが、日本銀行は物価上昇率２％を目標値として定めているのです。
これは、土地家屋調査士も司法書士も補助者も事務員も、どの業界の社員も皆、毎年報酬（物価）を
２％ずつ上昇させていきましょうと、日本銀行が目標を定めているのだと私は捉えています。開業し
て日も浅く、お得意様の少ない有資格者に対して、毎年2％ずつ報酬を上げていくことは、なかなか

鹿児島支部　　萩　原　功一郎

私の趣味と物価のはなし



10会報かごしま　2021 秋 │

勇気のいる取組みです。しかしながら業界全体、また有資格者全体で報酬額を上昇させていく流れを
つくっていかなければならないと考えています。お得意様が多く仕事も多い有資格者の方々は、ぜひ
日本銀行が掲げている目標値に近づけるよう、少しでもサービスと報酬を上昇させていただけると幸
いです。そして毎年少しずつ業界全体の報酬がインフレ方向に向かい、現役の有資格者にとっても、
そしてこれから資格取得を目指す未来の有資格者にとっても、より素晴らしい、より魅力的な業界に
なればと考えています。
　少々身勝手な机上の空論が過ぎました。申し訳ありません。普段から考えていることを、趣味を通
して記載してみました。ひと段落したので、いまからドライブに出かけてリフレッシュしてきます。

資料１

資料２
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会員のひろば

　平成28年に試験合格、平成29年３月に鹿屋市で登録しました内別府健と申します。
　新型コロナウイルスの影響で色々なことが様変わりし、生活の仕方が日々変化していき対応に追わ
れる毎日です。
　外出時にはマスク着用が普通の光景になり夏でも違和感なくなってきました。むしろマスク着用し
てない方をみるとびっくりする今日この頃。車とバッグには予備で１つ入れるようにしています。や
はり洗えるマスクの使用頻度が高いです。
　僕の住んでいる鹿屋市は山と海に囲まれ自然が多いので、コロナ禍以前の週末休みには何も考えず
に家族で公園や山ないし海へ遊びに行くことが多かったのですが、最近はどこに行くのにも少し考え
て外出するようになったので、コロナ禍以後は何をするにも制限があるなと感じています。遠出や家
族旅行なども中々実行できずなので、たまに近くのキャンプ場（バンガロー）でプチ旅行を味わって
います。
　買い物などは以前からネットショッピングで購入することが少なくなかったのですが、最近はより
多くなった気がします。500ml の炭酸水をケース買いしたときなどは宅配業者さんが玄関まで持っ
てきてくださるので、スーパー買いの場合より運ぶ手間や労力が省けてかなり便利です。また、お酒
を飲むのが好き（週に３、４回と決めて飲んでいます）で特にワインが好きなのですが、ネットショッ
プ楽天で安売り送料無料６本入りワインをちょいちょい購入しています。買い物頻度が多いのはコロ
ナ禍のストレスのせいにしています。おかげさまで楽天のダイヤモンド会員を絶賛キープ中です。
　家で過ごす時間が増えているので買い物は今以上に通販やネットショッピングの割合が増え、今以
上に便利になっていくのだろうと思います。山岳地帯などへのドローン配送も試験的に始まっている
とTVニュースやラジオで聞きました。近い将来自宅のベランダやポストへのドローン配送も現実に
なるかもですね。
　家族での外食も中々行けないので、色々なお店へ寄っておかずテイクアウトをより利用するように
なりました。家での食事も少しでも外食気分をと。ウーバーイーツはもとより、ピザ宅配さえも僕の
住むところまでは来てくれませんので…。
　以前は総会や研修会などのあとに気の合うメンバーで集まり、日頃の実務のことや悩み、失敗談な
どを語り合う研修会という名の飲み会「28会（にっぱちかい）」を定期的に開催していましたが、コ
ロナ禍以後は中々開催できずもっぱらスマートフォンの LINEアプリのグループで日頃の実務のこと
など割と真面目に語り合っています。
　そして青調会は現会長の岡さんが、開業したばかりの方々へのサポートとして日頃の実務のことな

鹿屋支部　　内別府　　　健

リレー　或る調査士の呟き　第20回

コロナ禍での日常
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会員のひろば

　時は高度成長時代。私は昭和42年にゼネコンに入社し、東京本店→名古屋支店→九州支店に配属
され多くの現場を経験しました。
　その頃の日本経済は池田勇人首相による所得倍増計画時代でした。
　初任給は1.6万円でした。昭和45年頃ワン・オオッオーと宣伝していたトヨタ車のパブリカが千ド
ルカーで36万円でした。
　一年経つと給料も倍増され、マイカーを購入するつもりで貯金しましたが、車の値段も倍の72万
円になってしまい、一年間貯金して車も中々手が届かない時代でした。
　ゼネコン時代の最後は、九州自動車道の鹿児島空港前から溝辺パーキングまでの約４kmの建設に
携わりました。
　地球を切ったり盛ったりしながら独立し建設業を開業しようかと一念発起。ゼネコンを退社するも
バブルが弾けて世の中不況時代に突入し、当時は会社を辞めて運が悪いな、ついてないなと後悔した
り、それでも頑張ろうとしましたが、仕事は少なく取り合いでした。
　バブル崩壊後は人間関係のすさんだ時代になってしまったようでした。
　巡り巡って私は吉松の近藤先生の先代義父様が経営されていた建設会社にお世話になっていました。
　そこで土地家屋調査士という職業があることを知り退社。昭和62年に初めて調査士試験を受けま
したが、独学では難しく試験に中々受からないことを痛感しました。
　そこで再度の一念発起です。家庭を顧みず千葉県市川の事務所で１年修行し、世田谷の調査士事務
所に２年師事して勉強させていただきました。
　妻子を鹿児島に残して単身赴任、と言えば聞こえはいいが、東京へ行ったものの試験に受からなけ
れば路頭に迷っていたかもしれません。
　また、トンネルエ事も経験していたので、受験に失敗すれば夕張炭鉱で一生を終える算段も考えた
ことがありました。
　幸いに平成元年度試験に合格しました。そして、近藤先生も同時に合格されて数倍の喜びを味わい
ました。
　調査士の業態は大工・左官などと同じ徒弟関係であると思います。
　師匠の事務所で、師匠のやり方を叩き込まれて、いつまで経っても師匠には追い付けない。試験に

霧島支部　　藤　田　勝　一

六度目の年男

どなんでも聞けるシステムとして LINEアプリ質問掲示板のグループを導入しています。ご興味ある
方は年会費無料（今のところ）の青調会へぜひご参加ください。

　次は、南薩支部の亀之園拓朗さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

　３月に配布いたしました「会報かごしま99号」の記載内容において、意図され
ていない文章に変更された箇所がありました。つきましては、下記の通り原文で
再掲載いたします。ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
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受かって独立しても師匠のやり方で仕事をこなしている。書証も師匠のものをコピーして貰っていく。
独立してから10年経つと自分のやり方で仕事ができるようになるようです。
　今年は年男。人生短いなーと思える年になったようです。
　幸い大勢の弟子が事務所を卒業し活躍してくれています。
　これからは藤田学校を構えて更に良い調査士を輩出していこうかなと燃えています。
　死ぬまで土地家屋調査士で有ることを目指します。

　島に戻り開業して、おかげさまで丸５年となりました。このコロナ禍でも営業できる土地家屋調査
士という職業に、とても感謝しています。
　とはいっても、人口七千人弱の過疎が進む小さな島です。毎日、現場でバリバリ体を動かせるほど、
お仕事が大量にあるわけではなく、事務所で座っていることが多いです。そうなると、50歳を過ぎて
「健康」を意識するお年頃になりました。
　「自営業は体が資本」と、ジョギングが趣味の私ですが、膝を悪くして以来思うように走れなくなり
ました。大の甘いもの好きと毎日の晩酌があだとなり、３年前から健康診断で、精密検査をお勧めさ
れる数値がチラホラ。これではいけないと、１年前から「自転車」を始めました。
　外回りのお仕事を、「車から自転車」に乗り換え、その自転車で週末の島巡りを楽しんでいたのです
が、だんだん物足りなくなり、ロードバイクを手に入れました。
　事故リスクを考えて、交通量の少ない日曜日午前中が、私のロードバイクデーです。気持ちよく乗
りたいので、土曜日の晩酌を控えるようになったのは良い傾向かも。
　朝５時過ぎにスタートし
て、１回100㎞と獲得高度
上昇1000ｍ以上を目標に
走ります。喜界島は県道一
周32km・最高標高211ｍ
の平坦で小さな島なので、
目標をこなすため、坂を
上って下ってぐるぐると走
りまわり、メンテと洗車し
てお昼前には終了。
　残念ながら、期待してい
たダイエット効果は、目に
見えるものはありませんが、

大島支部　　乾　　　　　悟

信号機が一つしかない喜界島の風と健康
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体力維持とストレス解消には役立っています。自転車は膝への
負担も少なく、この先続けられたら、いつか自転車で各地観光
巡りをしたいな、と夢が広がります。
　奄美十景である、隆起珊瑚礁高台地の百之台国立公園から見
下ろす、藍い海と緑のコントラスト。走るたびに喜界島のいい
景色が見つかります。
　みなさまもぜひ、喜界島の素敵な景色をさがしにお越しくだ
さい。
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会務報告
日　　付 行　　事

令和３年４月１日（木）表示登記の日

２日（金）第１回九州ブロック協議会会長会議

５日（月）法務局長着任挨拶

６日（火）事務局業務打合せ

７日（水）税理士事務所会計チェック

８日（木）登録証交付式（森山勝美会員）

９日（金）第１回財務委員会

12日（月）第１回総務委員会

13日（火）決算監査

16日（金）第１回常任理事会

16日（金）大隅支部総会（書面による決議）

19日（月）第２回選挙管理委員会

22日（木）定時総会打合せ

22日（木）第１回研修委員会

22日（木）霧島市長面談事前打合せ

23日（金）出水支部総会

23日（金）大島支部総会

27日（火）社会保険特別講座受講（事務
局）

27日（火）鹿屋支部総会

28日（水）霧島支部総会

28日（水）南薩支部総会

５月11日（火）霧島市長面談

12日（水）第１回会員研修会（会場・Web）

14日（金）定時総会事前打合せ

14日（金）鹿児島支部総会（書面による決議）

14日（金）川内支部総会

14日（金）熊毛支部総会（書面による決議）

21日（金）第３回選挙管理委員会

28日（金）定時総会（縮小開催）

28日（金）第１回理事会

６月３日（木）日調連定時総会開催方法の説明会
（Web会議）

８日（火）福岡法務局長表彰授与
（川村幸男会員）

日　　付 行　　事

11日（金）日調連定時総会事前説明会
（Web会議）

11日（金）第２回研修委員会

12日（土）九B協議会定時総会
（Web会議）

15日（火）日調連定時総会（Web会議）

19日（土）事務局業務引継

24日（火）第１回業務委員会（Web会議）

25日（金）第２回常任理事会

25日（金）第１回支部長会

25日（金）第２回理事会

25日（金）司調センター協議会

28日（月）司調センター株主総会

７月１日（木）税理士事務所会計チェック

1日（木）法務大臣表彰授与（眞砂公一郎会員）

1日（木）～3日（土）資料センター未公開資料仕分け作業

７日（水）資料センター未公開資料仕分け
作業会議（Web会議）

９日（金）第１回社会事業委員会

９日（金）～11日（日）第16回特別研修　基礎研修（1名）

12日（月）第２回財務委員会

14日（水）｢法の日｣担当者協議会
（Web会議）

15日（木）第１回広報委員会

17日（土）合同研修会打合せ

20日（火）正副会長、総務・財務部長協議

20日（火）専門士業団体協議会総会

20日（火）司調センターPT協議会

26日（月）税理士事務所会計チェック

30日（金）第3回九B協議会会長会議

７月28日（水）～8月2日（月）｢ 土地家屋調査士の日｣
全国一斉無料相談会

８月12日（木）第１回登記困難防災委員会

19日（木）第２回業務委員会

8月20日（金）～22日（日）第16回特別研修
集合研修・総合講義（1名）

24日（火）第２回広報委員会

24日（火）税理士事務所会計チェック

27日（金）3支部合同会員Web研修会講師派遣
（鹿児島・霧島・熊毛）

業　務　経　過
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鹿児島県土地家屋調査士会令和３年度定時総会議事録（抜粋）

　日　時　令和３年５月28日（金）午後１時　開会
　場　所　城山ホテル鹿児島　鹿児島市新照院町４１番１号
　会員数　　　　　　　　　　305名
　出席会員　　　　　　　　　��28名
　委任状による代理人出席　　198名
　議決権会員数　　　　　　　226名

　司　会　総務部委員　

　議　　　　長　桐原茂太会員（霧島支部）
　議事録署名者　郡山天志会員（鹿児島支部）
　議事録署名者　迫田圭介会員（鹿児島支部）
　（議場）異議なし。

　コロナ禍での議事進行に関して

　今回はコロナの影響で委任状多数の特例的な状態であり、円滑な議事進行に関して議長への裁量権
の付与、質問については、原則として事後に事務局を通して実施するよう求め了承された。

　第１号議案　令和２年度収支決算報告に関する件及び監査報告

　賛成多数により、可決された。

　第２号議案　理事会・綱紀委員会に関する会則一部改正（案）承認の件
　　（１）提案理由
　　　　　１番目に理事会の開催方法に関する事項の改正です。
　　　　　土地家屋調査士会における理事会の開催方法については、感染症の拡大や災害等により通

常の方法による開催が困難になった場合でも、他の方法による開催が可能となるよう改正し
たいと考えています。また、理事会の決議を招集に代えて行う場合、書面によるほか電磁的
記録によっても決議できるよう、議事録については押印不要の流れを受け、会社法に合わせ
た改正をしたいと考えています。

　　　　　改正しようとする会則は会則一部改正案新旧対照表のとおり、第34条、第35条、第37条、
第47条です。

　　　　　２番目に綱紀委員会の開催方法に関する事項の改正です。
　　　　　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）が令和

２年８月１日に施行されたことに伴い、土地家屋調査士の懲戒処分に対する処分権者が法務
局又は地方法務局の長から法務大臣に代わり、懲戒処分においては、全国において統一され
た取扱いがされることとなりましたが、綱紀事件に係る調査等の取扱いが多い土地家屋調査
士会においては、同時期に複数の事件を並行して、時間的猶予がない状況で対応しなければ
ならない場合があり、綱紀委員会開催における日程調整や委員の旅費等に係る費用面などの
負担が大きくなっていることから、綱紀事件対応の迅速化と綱紀委員会の負担軽減を目的と
して、綱紀委員会の組織内に部会を設け、少人数による調査及び審議ができるような体制を
整えるため、会則を改正したいと考えています。

　　　　　改正しようとする会則は会則一部改正案新旧対照表のとおり、会則第48条です。
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　　（２）質問等
　　　　　無し。

　　（３）採決
　　　　　第２号議案は特別決議となります。調査士会員の過半数が出席し、その議決権の３分の２

以上で決議されます。賛成の方は挙手をお願いします。
　　　　　賛成が委任状を含め219名です。第２号議案は承認可決されました。

　第３号議案　綱紀委員会規則一部改正（案）承認の件
　　（１）提案理由
　　　　　綱紀委員会に関する会則４８条の改正に伴い、綱紀委員会規則一部改正案新旧対照表のと

おり改正するものです。

　　（２）質問等
　　　　　無し。

　　（３）採決
　　　　　賛成多数と認め、第３号議案は承認可決されました。

　第４号議案　総会決議要件に関する会則一部改正（案）承認の件（会員）
　　（１）提案理由
　　　　　１番目に総会の決議要件に関する事項の改正です。
　　　　　現行の会則第43条第３項では、「前項の代理人は、調査士会員に限るものとし、２人以上

の代理人になることはできない。」とあります。全国の単位会を調査した結果、２会のみが
採用する条文であること、また、代理人に条件を付すことは調査士会員の権利行使の障害と
なると考えられることから第３項を削除したいと考えています。

　　　　　２番目に総会の特別決議の要件に関する事項の改正です。
　　　　　会則第46条の特別決議の要件を、３分の２以上から過半数に改正と考えています。
　　　　　説明しました２件の改正案は日本土地家屋調査士会連合会の定める土地家屋調査士会則モ

デルに則したものです。

　　（２）質問等
　　　　　無し。

　　（３）採決
　　　　　特別決議となります。賛成の方は挙手をお願いします。
　　　　　賛成の方が委任状を含め２２１名です。第４号議案は承認可決されました。
　　　　　法務大臣認可の日から施行となります。

14:05�～�14:15�[ 休憩 ]

　第５号議案　令和３年度事業計画（案）承認の件
　　（１）提案理由
【事業方針】
　　　１財政基盤の確立のための調査検討
　　　　　会費使用の透明性は重要だと思っています。堂々と会計報告できるよう進めてまいりたい

と思っています。
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　　　　　会長就任以来、毎年日当等の金額の見直しを行っておりますが、少し値下げしすぎたかな
と思う部分もでてきています。ただ、全てを皆さんに対応してもらえるよう進めていきます。
ただし今年は司調センター対応の関係もあり、会費使用については特に重要となりますの
で、引き続き検討してまいります。

　　　２土地家屋調査士関連法律の研究と対応
　　　　　土地家屋調査士法、所有者不明関係、土地基本法についても変更がありましたので、引き

続き研究し対応していきます。

　　　３防災問題をはじめとした社会事業活動への積極的介入
　　　　　未登記や筆界未定の問題など具体的な提案を官民で協議し進めていきたいと計画しており

ます。

　　　４倫理、懲戒事案、登記実務技術の研修と啓発
　　　　　今年度からの定期研修の内容は倫理が占める割合が多いようです。倫理違反で処分される

ケースが多くなっている状況があるようです。
　　　　　登記実務に関しては、不動産関係や建設関係等の方々とも話をして我々のやっているこ

と、やらないといけないことを研修して行きたいと思います。３年前からお互いの研修会に
出向いている状況ですが、最近は新型コロナの影響で実施停止している状況です。

　　　５センターかごしまと筆界特定との連携、研究
　　　　　境界明示について、筆界特定がかなり興味深く変わってくると認識しているので、引き続

き対応を行っていきます。

　　（２）質問等
　　　　　無し

　　（３）採決
　　　　　賛成多数により可決。

第６号議案　令和３年度収支予算（案）承認の件

　　（１）提案理由
[収支予算の説明 ]

　　（２）質問等
　　　　　無し

　　（３）採決

第７号議案　役員・綱紀委員選任に関する件

　　（１）提案理由

（会長）役員・綱紀委員選任に関する件の説明をいたします。
　役員等選任規則第５条及び第22条に基づきまして、選考委員を選んでいただきます。選考委員は
総会に出席している会員の中から総会の承認を得て議長が指名するとなっています。
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　同規則施行細則第８条で、選考委員は原則として鹿児島支部から５名その他の支部から各１名と
なっています。
　今回はコロナの影響で出席を自粛してもらっていますので、熊毛支部と鹿屋支部からの出席があり
ませんが、本日の理事会の審議の結果、熊毛・鹿屋支部の欠席があっても、選考委員は有効に機能す
ると判断をいただきました。議長は熊毛・鹿屋支部以外から選考委員を選んでいただき、選挙管理委
員長に進行をお願いしたいと思います。
　今期選任数は、会長１名、副会長２名、理事10人～15人、監事２名・予備監事１名、綱紀委員は、
鹿児島支部３人・他支部３人、外部１名計７人・予備綱紀委員２名となっています。

（議長）役員等選任規則第２２条第３項により、選考委員を指名します。
　鹿児島支部　礒　端　强　志　会員
　鹿児島支部　岩　下　晴　夫　会員
　鹿児島支部　小　川　兼　義　会員　
　鹿児島支部　小山田　誠一郎　会員
　鹿児島支部　桑　元　広　海　会員
　霧島支部　　福　永　新　作　会員
　南薩支部　　弥　栄　大　作　会員
　川内支部　　出　石　靖　之　会員
　出水支部　　鳥　越　　　健　会員
　大隅支部　　又　木　秀　幸　会員
　大島支部　　町　田　重　孝　会員
　以上11名です。
　選考委員の方は、今期選任数の選考をお願いいたします。

（議長）この後の進行につきましては吉本健二選挙管理委員長に委任いたします。
吉本健二選挙管理委員長よろしくおねがいします。

（吉本健二�選挙管理委員長）　　選挙管理委員を紹介します。
　委員長　　鹿児島支部　吉　本　健　二
　副委員長　鹿児島支部　勝　目　　　浩
　委　員　　鹿児島支部　原　田　昭　文
　委　員　　鹿児島支部　中　野　　　篤
　委　員　　鹿児島支部　小山田　誠一郎
　以上の５名です。

　選考経緯を説明します。鹿児島県土地家屋調査士会役員等選任規則及び同規則施行細則により、令
和３年４月１日に調査士会事務局に告示するとともに、会員に選挙の告知をいたしました。選任期日
の１ヶ月前に告示、会員に告知するようになっています。
　会員への告知は会に届けてあるメール又はファックスで行いました。
　役員等選任規則施行細則第３条第１項第３号により、立候補届出の期間を４月7日からとし、又同
役員等選任規則施行細則第４条による締め切りを４月16日としました。
　これも同細則により選任期日の15日前までとなっています。
　その間の候補者は、会長職候補１名及び副会長職候補１名でありました。
　同役員等選任規則第２条に、会長・副会長候補者は選挙による方法で選任とありますが、届出の
あった候補者がその選挙における役職の定数を超えないということで、選挙管理委員会としては、無
投票当選とすることにしました。
　会長候補者１名及び副会長候補者１名については役員等選任規則第４条第１号の自ら候補者として
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立候補した者に該当します。
　選挙管理委員会は当選人の決定をしたので報告いたします。
　会長職として鹿児島支部宮脇謙舟会員、副会長職として霧島支部前杉竜志会員であります。
　以上会長・副会長職として議場に報告いたします。
　副会長候補者は予定２名で告知しましたが、後の１名につきましては候補者の届出がありませんで
した。１名の取扱いにつきましては、役員等選任規則第５条により、選考による方法で選任します。
以上が現在までの経過です。
　選考委員の方は別室で選考をお願いいたします。

（議長）選考委員は別室にお集まりください。
　選考委員以外の皆様におかれましては、休憩となります。

[選考委員による役員選考 ]

14:53～15:41　休憩　　　

（議長）選考が終了したため議事を進めます。選挙管理委員長、発表をよろしくお願いします。

（吉本健二�選挙管理委員長）
　岩下晴夫選考委員長より報告がありました。
　会長、副会長は先程申し上げたとおり決定いたしました。それ以外の役員・理事については発表い
たします。

　副会長　　川内支部　　上小鶴　一　善　会員
　理　事　　川内支部　　小　原　　　翔　会員
　　　　　　大隅支部　　又　木　秀　幸　会員
　　　　　　霧島支部　　池　田　成　人　会員
　　　　　　霧島支部　　浜　田　一　平　会員
　　　　　　鹿児島支部　下　野　耕　司　会員
　　　　　　出水支部　　鳥　越　　　健　会員
　　　　　　大島支部　　町　田　重　孝　会員
　　　　　　霧島支部　　福　永　新　作　会員
　　　　　　鹿児島支部　中　森　祐一郎　会員
　　　　　　鹿児島支部　鶴　野　俊　昭　会員
　　　　　　鹿児島支部　大　重　吉　輝　会員
　　　　　　霧島支部　　中　西　　　崇　会員
　　　　　　鹿児島支部　郡　山　天　志　会員
　　　　　　鹿児島支部　迫　田　圭　介　会員
　　　　　　南薩支部　　亀之園　拓　朗　会員
　以上、理事15名です

　監事　　　鹿児島支部　馬　場　幸　二　会員
　　　　　　鹿児島支部　小　川　兼　義　会員
　予備監事　鹿児島支部　桑　元　広　海　会員

　綱紀委員　鹿児島支部　岩　下　晴　夫　会員
　　　　　　鹿児島支部　有　馬　純　哉　会員
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　　　　　　鹿児島支部　小山田　誠一郎　会員
　　　　　　南薩支部　　長　楽　和　彦　会員
　　　　　　川内支部　　田　中　亮　一　会員
　　　　　　鹿屋支部　　領　木　眞　人　会員

　外部から弁護士として上山幸正弁護士が選考されています。

　予備綱紀委員　霧島支部　桐　原　茂　太　会員
　　　　　　　　出水支部　竹　添　裕　二　会員

　以上です。

（議長）これを持ちまして選任が終了しました。
就任承諾書につきましては議長の裁量におきまして、口頭にて就任承諾を得て、後日書面をいただく
という方針でよろしいでしょうか？

（会場）異議なし。

（議長）ではその通り対処いたします。

（宮脇謙舟�会長）　名誉会長について推薦させていただきたいと思います。
　　　　　　霧島支部　　狹　山　靖　裕　会員
　　　　　　鹿児島支部　永　田　優　治　会員
　　　　　　鹿児島支部　坂　元　　　圴　会員
　　　　　　鹿児島支部　馬　場　幸　二　会員
　　　　　　鹿児島支部　谷　口　正　美　会員
　　　　　　霧島支部　　桐　原　茂　太　会員

（議長）名誉会長の推挙がありましたが、承認でよろしいでしょうか？

（会場）はい。

（議長）それでは、名誉会員は推挙の通り評決いたします。

（議長）今回は会長と副会長のみ今後の抱負を述べさせていただくということでお願いします。

（宮脇）本総会の冒頭でお話しましたとおり、私達を取り巻く状況・法律が変わってきております。
これをもって未登記・狭あい道路関係を官公署と協議し、境界明示問題については宅建協会をはじめ
関係する他業種の方とも協力して進めていきたいと思います。
早くコロナが収束することを願っております。

（前杉）しっかり会長をサポートして会務にまい進して行きたいと思います。
　会館整備の問題など課題が残っているものがあります。少しでも前に進めるよう頑張ります。

（上小鶴）会務の運営に対して少しでも協力できるよう頑張っていきたいと思います。

（議長）新役員になられた方はご自分の仕事も忙しいでしょうけどなんとか頑張ってもらいたいと思
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います。期待しています、よろしくお願いします。
　質問に関しては、事務局に届けてください。後日回答いたします。
　議事は以上です。どうもありがとうございました。

（司会）桐原議長におかれましては、正確かつ適切な議事進行を有難うございました。
　この後、宜しければ、座長としてその他の事項の進行を引き続きお願い申し上げたいのですが、宜
しいでしょうか。

（会場）はい。

６　その他の事項

（座長）その他の事項として何かご意見等ありますか？執行部ありますか？

[意見・質問なし ]

（座長）意見が無いようでしたら、これで終了します。ありがとうございました。

（司会）桐原議長におかれましては、長時間の議事進行、また座長として、大変お世話様になりました。
厚く御礼申し上げます。有難うございました。

[座長降壇 ]

７　閉会の辞

（鳥越健�副会長）[閉会の挨拶 ]
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各部報告

各部報告

今年度の総務部の事業計画は以下のとおりです。
　１．関係各法令への対応
　２．会員に対する情報整理と情報公開

　総務部のメンバーを紹介します。理事は霧島支部の福永新作会員と鹿児島支部の中森祐一郎会員。
委員は鹿児島支部の中山真太郎会員、岡泰之会員、里之園健会員となります。
　会員の皆様の業務がスムーズに進みますよう裏方として取り組んで行きたいと考えていますので、
宜しくお願いいたします。

　日頃より本会の財務運営にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
　令和3年度の事業計画は、下記の３項目となります。

１　財政基盤の整備
　適正な支出に取り組んでまいります。
　会費納入についてK-net での振替をご利用でない方は、今一度のご検討をお願いいたします。
　　用紙販売については、送料の見直しを行いましたので、本誌後方に掲載の「用紙 FAX注文書」
をご確認ください。

２　全国国民年金基金（土地家屋調査士支部）及び土地家屋調査士職業賠償責任保険制度の認知向上
活動と加入促進活動

総務部長　　上小鶴　一　善

財務部長　　小　原　　　翔

総務部

財務部
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各部報告

　２期目の業務部長を務めることになりました大隅支部の又木です。２期目を迎え、新たに大重吉輝
理事、小山田誠一郎委員、濱田修一委員、内別府健委員の協力を頂きながら業務を進めていきます。
　昨年からのコロナ禍で、皆様の日常業務にも様々な影響があるかと思います。一般の方からの問い合わ
せでも、クレームであったり、誤解から生じたような質問もありました。何かと対話がしづらい状況では
ありますが、依頼者や隣接者の方々には丁寧な説明を心がけて頂きますよう、よろしくお願いします。
　さて、今年度の業務部関連の事業計画は　業務処理の合理化及び業務適正化の研究、登記基準点の
設置支援、所有者不明土地関連法案への対応、認定土地家屋調査士�の活用、となっています。　総
会でも申し上げましたが、下記内容を予定しています。

１　業務処理の合理化及び業務適正化の研究
　　・資料センターで管理する資料の公開
　　　未公開資料の整理・公開　鹿児島市区画整理図等の確定図発行について閲覧・発行方式の変更

を進めてまいります（来年度の変更を予定しています）　分筆申告書の仕分け作業についても
引き続き進めてまいります。

　　・表示登記実務連絡会の開催について、第1回を9月に行う予定です
　　・オンライン申請利用促進についても、電話対応・事務所派遣などを引き続き行ってまいります。　
２　登記基準点の設置支援
　　昨年度報告のとおり不足書類収集・解析チェック・製本の上今年中に申請予定です
３　所有者不明土地関連法案への対応
　　5月12日での研修でもありました民法改正含め、空家等対策の推進から所有者不明関連法案への

対応と名称を変え引き続き対処してまいります
４　認定土地家屋調査士の活用
　　昨年同様、ADRセンター関連事業への人的・財政的協力等、取り組んでまいります

業務部長　　又　木　秀　幸

業務部

　　全国国民年金基金及び職業賠償責任保険制度につきましては、主に新入会員向けに認知向上活動
および加入促進活動を行ってまいります。また、年金基金に関してはアンケートの実施も予定して
おりますので、ご回答の程お願いいたします。

３　鹿児島県交通被災者たすけあい協会への寄付活動
　　（鹿児島県土地家屋調査士会主催チャリティーゴルフ大会の開催）
　　今年度も、例年通りの寄附ができるように活動してまいります。ご協力の程、よろしくお願いい
たします。



│ 会報かごしま　2021 秋25

　日頃より本会研修活動にご協力いただきありがとうございます。本年度も引き続きご協力いただき
ますよう宜しくお願いいたします。本年度の活動計画をお伝えします。

１. 会員研修会、公開講演会の実施及び支部研修会等の支援

　去る５月12日に第1回会員研修会をウェブ形式と会場受講の併用型で開催しました。第２回以降は
その開催時期の状況により開催方法を検討して参ります。
　また各支部から要請を受けて支部研修会への講師の派遣、教材の提供等の支援をして参ります。

２. 産官学連携による研修会や出前講座等の実施及び支援

　今年度も鹿児島刑務所測量士補講座に３名の講師を派遣しています。また新しい講師予定者の育成
にも取り組みます。

３. 特別研修の受講推進

　本年７月９日より第16回特別研修が開催中で当会からは1名受講中です。第17回以降も、より多
くの方が受講頂く様積極的な推進活動に努めます。

４. 年次研修及び新人研修の受講義務の周知及び徹底

　日調連研修規程の改正により年次研修と新人研修が「義務研修」と位置付けられたことを受けて、
受講の義務化と必要性、未受講者は処分の対象になること等を周知していきます。そのためにも総会、
会員研修会、広報誌等で随時アナウンスして周知徹底を図ります。

５. インターネットを利用した研修活動に係る環境整備の推進

　コロナ対策としてインターネットを利用した配信型研修を取り入れて参ります。それに係る環境整
備を進めることと併せて、会員各位にも受講のための環境整備を各自進めて頂くよう呼び掛けます。
また整備が困難な会員には研修部が支援できるように体制を整えます。

６. 土地家屋調査士専門技能持続学習（CPD）制度の運用
　CPDを集計、公開し一般の方々にも本制度の周知を図っていきたいと思います。

研修部長　　池　田　成　人

研修部
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　本年度より広報部長に就任いたしました。
　会員の皆様方には常日頃より本会広報活動にご協力いただきまして、心より感謝しております。
　本年度も引き続きのご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
　あらためまして、今年度の広報部の事業計画を掲載してみます。

１　広報誌「会報かごしま」の発行
　　・今年度は2021秋号、2022新春号を発行予定。

２　「７月31日調査士の日」「法の日」等各種無料相談会の啓発、広報を実施
　　・「７月31日調査士の日」について、のぼり旗を各支部長の事務所に掲げて相談会を実施。
　　・10月１日の「法の日」の無料相談会については、本年も司法書士会、税理士会と合同で周知

のためのメディア廻りを実施。

３　広報媒体等の作製配布（SNS利用による告知の頻度アップ）
　　・各部と協力してよりよい広告媒体の作成を考えている。

４　支部広報活動への協力と既存設置看板の維持管理
　　・今後看板の新設は予定なし。

５　筆界特定室，センターかごしまと本会との連携における広報に協力
　　・従来どおり協力の予定。新たなパンフレットの作成等があれば対応予定。

６　ホームページの維持管理
　　・業者に委託して維持管理を行っている。

広報部長　　下　野　耕　司

広報部

　以上、今年度の研修部活動計画ですが、研修内容については皆様の実務に役立つものを企画してい
きたいと思いますので、皆様のご意見・ご要望を是非お聞かせください。
　最後になりますが研修部委員のメンバーは、理事の中西崇さん（推しラーメン店：「峠ラーメン」
霧島市溝辺町）、福元浩二さん（推しラーメン店：「らぁめん柿の木」鹿児島市上福元町）、上野英樹
さん（推しラーメン店「麺食堂Tara（タラ）」鹿児島市高麗町）、池田成人（推しラーメン店：「ラー
メン鎭」姶良市加治木町）です。
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　日頃より本会社会事業部活動にご理解いただきありがとうございます。本年度も引き続きご協力い
ただきますよう宜しくお願いいたします。本年度の社会事業部の活動計画をご報告します。

１. 災害基本協定締結の推進支援

　昨年は既に協定を締結している鹿児島市の危機管理課及び資産税課との意見交換を令和３年２月
22日にリモートにて実施し、本年度も令和４年２月に意見交換を予定しております。また、本年度
も引き続き未締結市町村との協定締結の支援を行ってまいります。

2. 地図の作成及び整備に関する支援

　次年度に計画をしている地域の協議を行い、基準点設置支援として宇宿二丁目、東開町の一部で
0.60㎢の配点を行います。

３. 筆界特定制度及び調査士会ADRに関する事項への支援

　連携を協議し、境界トラブル休日無料相談への参加支援を行う予定です。

４. 社会貢献活動の推進及び支援

　『暮らしのなんでも行政相談所』について、５月に開催予定であった相談会はコロナの影響で中止
となりましたが、10月の相談会は開催予定です。また、『合同士業無料相談会』は令和４年２月に開
催を予定しており、各相談会には相談員の派遣を予定しております。

５. 登記困難防災委員会、表題部所有者不明土地問題への支援

　登記困難防災委員会への協力と活動予算の支援を行い、本年度開催予定のシンポジウムとの連携を

社会事業部長　　浜　田　一　平

社会事業部

　最近になってようやくコロナも落ち着いてきていますが、まだまだ予断を許さないところです。
　諸般の状況を鑑みながら、広報活動を行っていこうと考えています。
　会員の皆様のご要望、ご意見等をいただけましたら幸甚に存じます。
　どうぞよろしくお願いいたします。
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図っていきます。また、表題部所有者不明土地問題の相談事例についても情報収集し、行政との関わ
りに繋げていく予定です。

　以上が本年度の社会事業部の活動計画となっております。また、本年度から田原春一幸さん（霧島
支部）を委員長とした『登記困難防災委員会』が社会事業部の下に配置され、主に狭あい道路問題の
解消に向けて活動を行ってまいります。
　私ごとでありますが、初の常任理事を担い不慣れな為、至らない点もあると思いますが、社会事業
部として土地家屋調査士会が地域貢献に寄与するために尽力していきますので、皆様のご意見・ご要
望を是非お聞かせください。
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　コロナで騒がしくなって１年半、８月の長雨に、その後の残暑、さまざまな対策を講じながらの業
務で例年になく皆様お疲れのことと思いますが、体調管理にお気を付けください。
　令和３年５月14日の支部総会を開催いたしました。昨年に引き続きコロナ禍の総会となり、事前
に書面表決にて実施することについて賛成をいただいた上で、最少人数による開催となりました。ま
た役員改選の年でもあり、事前に選考委員会を開くことで対応いたしました。支部会員の皆様、ご協
力ありがとうございました。

　今年度も昨年同様、他士業とのビアガーデンやレクリエーション等も中止が決定し、秋頃実施する
支部レクリエーションも中止となりました。また、鹿児島市役所各支所での無料登記相談会も８月と
９月については中止となっております。

　今年度第一回目の支部研修会を令和３年８月27日に開催いたしました。県会研修部にご協力をい
ただき、支部として初めてZOOMウェビナーを利用したオンライン研修会となりました。オンライ
ンであることの利点を生かし、霧島支部と熊毛支部との合同研修という今までにない形となりまし
た。事前に配信テストを行い当日トラブルの無いように努めましたが、参加された方が満足いくクオ
リティだったのか今後検証していきたいと思います。県会研修部の方々、講師をされた又木業務部長、
鳥越センター長、誠にありがとうございました。

　上記研修のように、コロナによって時代が一気に進んでいる印象を受けております。調査士業はあ
まり影響を受けていない業種でありますが、働き方を見つめ直さないと取り残されていくのではない
かと漠然とした不安を抱いております。何から取り残されるのか？は同業者だけではないのかもしれ
ません。スペシャリストであり続けることだけが、存続する唯一の道であるのならば、研鑽し続ける
しかないと感じております。

　会員の皆様にはご負担・ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解・ご協力の程よ
ろしくお願い申し上げます。また、研修会の内容や要望、実施方法などのご意見等ございましたら是
非、ご提案ください。

　令和３年５月14日の当支部定時総会において、下記の者が役員に選任され、同日理事会にて職務

副支部長　　迫　田　圭　介　

鹿児島支部

支部だより
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　本年４月23日の支部総会において、大島支部長に選任されました。
　令和３年度の役員を報告します。
　　支部長・・・岩　勝也
　　副支部長・・沖　健誠
　　会計・・・・前山健司

　支部総会において決定した事項として、役員の任期は１期（２年）とし、支部長・副支部長につい
ては、大島本島会員と離島会員で交互に選任する順番制をとることになりました。
　現在、支部会員数は前年より３名減少し、13名となっています。

　８月２日に『土地家屋調査士の日』の啓発活動の一環である「無料相談会」を当事務所で実施致し
ました。相談者はいませんでしたが、のぼり旗を事務所前に立てることで、なぜか気が引き締まる思
いでした。

　皆様もご存じのとおり、奄美大島・徳之島・沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録されました。
　平成15年に国の世界自然遺産候補地として選定され、今年やっと念願が叶ったという思いです。

大島支部長　　岩　　　勝　也

大島支部だより

分掌が決まりましたのでご報告いたします。

　支�部�長　　　　　　　鶴　野　俊　昭
　副支部長　　　　　　　迫　田　圭　介
　総�務�部　　部長理事　郡　山　天　志
　　　　　　　理　　事　勝　目　　　浩
　経�理�部　　部長理事　中　野　　　篤
　　　　　　　理　　事　田之上　義　樹
　企�画�部　　部長理事　上　山　秀　寿
　　　　　　　理　　事　中　森　祐一郎
　監　　事　　　　　　　上　野　敏　満
　監　　事　　　　　　　小山田　誠一郎
　予備監事　　　　　　　有　馬　純　哉

　２年間上記執行部にて支部運営をしてまいりますのでご協力の程よろしくお願い申し上げます。

支部だより
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　お盆を過ぎたこの時期まで台風の直撃を受けることなく安堵しておりますが、先日来の大雨により
各地で多くの豪雨災害が発生しております。被災された方々に心よりお見舞い申しあげます。
　残暑の厳しい日々が続いており実務による現場作業等も体に堪える年齢となってきました。種子島
においてもコロナ禍に見舞われ、飲食店等に対する時短要請も出ております。
　島内におけるワクチン接種状況もだいぶ進んでいるようですが、このところ陽性者数が急激に増加
傾向にあります。ウィズコロナ時代においては、ワクチンの接種率を上げ不要不急の外出を避けると
ともに、その対応を早急に確立してほしいものです。
皆さまも体調管理には充分お気を付けください。
　熊毛支部総会は昨年に引き続き書面決議による総会となりました。役員改選については慣例により
持ち回り制となっていることから、例年同様の議案ではありましたがすべて滞りなく決議を得る事が
できました。
　支部会員数は昨年１名の新規会員があり５名となりました。種子島と屋久島に跨っての支部である
ことから研修会については支部総会に合わせての研修会を計画しているところでありますが、今年度
は鹿児島支部のご配慮のもとに合同での研修会に参加させていただくこととなりました。
　次回のロケット打ち上げは10月頃に予定されているようです。

熊毛支部長　　名　越　重　廣

熊毛支部だより

これにより、観光による島への経済効果は計り知れないものになるでしょう。
　しかし、一島民として感じることは、世界自然遺産登録がゴールではなく、この島の自然をどう
やって守っていくのか、島民みんなで考えていかないといけないと思っています。



32会報かごしま　2021 秋 │

　降り続く雨と猛暑の夏も終わり、秋らしくなる今日この頃、会員のみなさまにおかれましては、ま
すますご健勝のことと存じます。
　また、日頃より公嘱協会の業務執行にあたり、社員のみなさまにはご理解、
　ご協力を頂いていることに心より感謝いたします。
　令和２年度も、新型コロナウイルス感染症の猛威は変わることなく、計画していた多くの事業を行
うことができませんでした。その中で、事業総量は前年に比べて0.97倍の約４億５千万円となりま
した。自主事業に関しては、京都大学桜島GPS観測への協力、県内５市町村のDID 地区における街
区基準点の状況調査、測量した土地全点に境界標識を設置する事業を行うことができました。一堂に
会しての事業はできませんでしたが、オンラインによる会議の開催、事務局の業務分掌・テレワーク
体制の構築、過去の帳簿・書類の整理等これまで懸案となっていた協会内部の課題・効率化を進める
ことができました。また、継続的に安定した運営を続けていくために必要とされる財政基盤の強化に
ついても、ある程度は進めることができ、改革の１年となりました。
　さて、当公嘱協会が平成25年４月１日に公益法人に移行してから８年が経ち、当初の張り詰めた
緊張感はすっかり過去の事となり、業務に追われて漫然と日々を過ごしているように思われます。“公
益に資する活動をする、多くの人々のためになる事業を行う”として公益法人となりました。この点
について改めて、執行部・社員全てがしっかりと意識したうえで行動することが重要だと感じていま
す。もちろん、今後、必要な研修も行っていかねばなりません。
　さらに、今年は役員改選の年でありましたが、役員候補者の推薦に苦慮いたしました。会務運営に
もっと多くの方が関心をもち、積極的に参加して公嘱協会の必要性を共有し、これからの組織を作
り・支えていただきたいと感じました。そしてこれは公嘱協会のことに限らず、県土地家屋調査士会・
政治連盟についても同じです。みんなで盛り立てていきましょう。
　まだまだ新型コロナウイルス感染症は収束する様子もなく、大変な状況は続きますが、土地家屋調
査士法・民法等の一部改正を含め、我々土地家屋調査士を取り巻く環境は変わってきております。こ
の変化に遅れることなく対応できるようアンテナを張り、県土地家屋調査士会・政治連盟とも連携し
協力体制を深め、公益法人としてさらなる社会貢献と、官公署からの厚い信頼をいただけるよう、役
員も新しい体制となり会務運営・啓発活動に努めてまいりますので、これまで同様、ご理解ご協力を
いただきますようよろしくお願いいたします。
　体調には十分気を付けていただき、みんなで頑張ってまいりましょう。

理事長　　西　　　英　孝

公嘱協会だより
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　皆様、日頃より鹿児島県土地家屋調査士政治連盟の活動にご協力をいただきまして大変感謝申し上げ
ます。
　今回は、馬場会長より執筆依頼があり、当方が政治連盟だよりを執筆作成する事になりました。
　末尾にとんでもない事を書いていますが、調査士としての寛大な気持ちで勘弁していただき、宜し
くお願いします。
　世の中は、新型コロナウイルスで総会・役員会・研修会等中止せざるを得ない案件で上手く行きま
せん。
　現在では我が鹿児島県に於いても感染者が245人／日となり『まん延防止等重点措置』が発令され
ています。当方は運良くワクチンは６月中に２回接種できました。
　土地家屋調査士政治連盟の活動内容について、政治連盟が我々会員にとってどの様に生かされて役
立っているのか、色々な事を書かせていただきたいと思います。
　先ず、我が政治連盟には『鹿児島県議会議員顧問団』というものがあり、これは党派を問わず主要
地方出身の県議会議員で構成されている議会の方々です。
　会議の内容は「友好団体要望に係る個別意見交換会」として県連役員、政調専門部会正副部会長等
を中心に県議団及び国会議員秘書等を交えて要望・陳情等、調査士会からの意見を取り上げていただ
けます。
　また、霧島支部では関係市町の議員さんを２名選考して支部の顧問になっていただき、各々市町に
おいても、市町が購入したり、贈与を受けたが、相続・担保権或いは分筆未了により発生した未登記
道路・未登記土地が有ること、狭あい道路等についても都市計画法・建築基準法では法律として中心
線後退が有ることの勉強会を開き十分理解をしていただきます。
　そこで、各々市町の実態を調査していただきます。調査したその事を、各々の議会での質問の場に
上程していただきます。そのことで市報などに依り、行政・議会・一般市民が理解する事になりまし
た。ここのところはコロナの関係で集まれません。
　本会ではできないことを政治連盟はできるのです。
　何事も成立する過程では、法律上の問題を解決していかなければならない事は判った上での事です
が、政治連盟を理解していない会員は少ないと思うのですが聞いて下さい。
　皆様ご存じですか不動産政治連盟の凄さを？昔、謄本が1,000円になりました。しかし、直ちに不
動産政治連盟が動き現在は600円になっています。
　この事は、組織の会員数では無く、会員の熱心さの違いではないかとの事でした。
　会員５千人の協会で５千人が入会、会員１万人で５千人が入会している協会ではどちらが熱心な協
会でしょうか？どちらのことをお上は取り上げてくれるでしょうか。
　宅地建物取引業では、会員の呼称を宅地建物取引主任者と言っていました。
　土地・家屋の売買をする事で売買に関わる職員は、宅地建物取引主任者から現在では宅地建物取引
士と改称されました。何故、紛らわしい士業名称に変えたのでしょう？

副幹事長　　藤　田　勝　一

政治連盟だより



34会報かごしま　2021 秋 │

　当方が聴いた上での推測に過ぎませんが、数種の士業では職務上請求書を取り扱います。
　不動産の取引で所有者不明の物件が多いことも、不動産業者にとっては不便でなりません。
　そこで、将来世の中の変遷で法律状況が変わり宅地建物取引士が社会に認められ不動産政治連盟の
働きかけで職務上請求書が扱えるようになったらどうなるでしょうか？
　全日本不動産協会熊本県本部では強制に見えますが、以前から全会員進んで政治連盟に入会し熊本
地震の復興に向けて取り組んでおられます。
　特に災害復興では政治連盟で動くと家屋の解体・修理等については行政との連携が上手くしやすい
そうです。
　最後に、我々政治連盟は選挙活動をするのではなく、会の発展に尽くす為の政治活動をし土地家屋
調査士を世の中に認知して頂くことを活動の目的にしており全員の入会が欲しいのです。
　また当政治連盟では毎年「公共嘱託事件の受託推進に寄与する。」事も運動方針にあげており、せ
めて公嘱の仕事をされてる会員のご理解と全員のご協力を。と考える次第です。
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会　長　　岡　　　泰之

青調会だより

「整理」と「整備」やってみました

【整理】資料、活動情報、課題の整理

会費無料キャンペーン継続中！(令和2年度)

新⼊会員⼤幅増加中！
賛助⼊会、復活⼊会も歓迎です！！
若⼿の皆さん、分からないこと、知りたい
ことを教えて下さい。
先輩⽅、歴史や経緯について教えて下さい。

リモート研修あれこれやってます！

測量器やCADの最新動向、価格情報など、教えてもらいました。
先輩会員による基本業務のレクチャーなど、若⼿からのリクエストネタも。
リアルタイムだけでなく、動画にしていつでも参照可能にしました。

【状況報告】やってみてわかったこと
今年度のかごしま⻘年調査⼠会では、システム整備とリモートワーク推進をしてみました。
リモートのおかげで遠隔地の会員の活動参加が急増しました。LINEグループ「質問掲⽰板」では、⽇常的に

質問が⾶び交っています。私も度々質問して、会員のみなさんに助けてもらっています。質問できる仲間がい
ることのありがたさをひしひしと感じています。
リモート会議には少しずつ慣れてきました。リモート会議独特のルールやマナーの周知が重要ですね。
研修会について、実験的に研修動画をYoutube(⻘調会限定配信)にしてみました。閲覧数が意外と多く、これ

は集合研修よりも多くの会員が参加できてメリットがあると感じました。
懇親会(リモート飲み会)は、開催回数も参加率もまだまだ⼯夫が必要だと思っています。先⽇、ZOOMの個室

機能を使ってみたら会話が盛り上がっていました。リモート居酒屋とかあればいいのに、と思います。
多くのみなさんの⽀えのおかげで会務を楽しむ事ができました。１年間の任期もあと僅かとなりました。今

後は引き継ぎ業務に奔⾛することにします。
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【⼊会⽅法】積極的なご参加お待ちしてます

パソコンやスマホで簡単に⼊会できるようになりました！
ご意⾒、情報提供なども 気軽にご利⽤ください。

【整備】システム、活動体制の整備

⻘調会システムを構築しました！

既存システムにリモートワーク、
ファイル共有機能を追加しました。
勉強会、寺⼦屋復活、リモート飲み会など
遠隔地でも参加可能になりました。

教育係制度を好評実施中！

若⼿会員向けに教育係を割当て、
質問しやすい環境を実現しました。
質問情報を蓄積し、会員間で共有
しています。過去ログも参照可能。
※希望者に対しての制度です。
※令和2年度の実験的活動です。

お問合せ：かごしま⻘年⼟地家屋調査⼠会 ka-seicho-staff@googlegroups.com 

http://kagoshimaseityou.livedoor.blog/

会員以外の⽅も 未⼊会の⽅も

既存会員の⽅も
活動記録も載ってます
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令和　　年　　月　　日

価格(円) 注文数

1 地 積 測 量 図 (Ｂ版) (在) 50 枚 1,000 770 （ 770 ）

2 建 物 図 面 (Ｂ版) (在) 50 枚 1,000 770 （ 770 ）

3 戸 籍 請 求 書 (Ａ版) ( 申 込 書 必 要 ) 30 枚 500 550 （ 550 ）

4 領 収 書 ・ 請 求 書 (Ａ版) ( 内 税 ) 50 枚 650 550 （ 550 ）

5 領 収 書 ・ 請 求 書 (Ａ版) ( 外 税 ) 50 枚 650 550 （ 550 ）

6 閲 覧 申 請 書 (Ｂ版) (コンピュータ用) (在) 100 枚 500 550 （ 550 ）

7 登 記 完 了 証 用 紙 (Ａ版) 100 枚 2,500 550 （ 550 ）

8 表示登記済証書表紙 (Ａ版) 50 枚 800 770 （ 770 ）

9 事 件 簿 (Ａ版) 50 枚 400 550 （ 550 ）

10 登記識別情報シール 10 枚 200 550 （ 550 ）

11 8 枚 350 550 （ 550 ）

12 バ ッ ジ 1 個 1,300 550 （ 550 ）

〒

住　　所　：

Ｔ Ｅ Ｌ　：

氏　　名　：

登録番号　：

用紙販売振込口座

用用紙紙ＦＦＡＡＸＸ注注文文書書（（009999--225566--44333377））

送料(離島送料)(円)

鹿児島県土地家屋調査士会

登記識別情報プロテクトシート（折込方式用）

※オリジナルグッズは業者へ直接ご注文ください。県会では取扱っておりません。

（県会ホームページ、「グッズの紹介」にリンクがございます。）

※※送送料料はは、、離離島島ででああるるかか否否かかにに関関わわららずず、、一一律律料料金金ととななりりままししたた。。

※品名欄右の(在)表記の品目は、在庫限りの販売となります(取下書の販売は終了いたしました）。

（会    員）

令和３年９月１日以降

品　　　　　　　　　名

※振込・発送を伴う注⽂販売について
①注⽂（原則ＦＡＸにて、１６時まで）
②振込（⽤紙代⾦＋送料）
③振込⽤紙を事務局へ送付（原則ＦＡＸ）
④事務局より発送（注⽂翌⽇以降）

※※戸戸籍籍請請求求書書ににつついいてて、、事事務務局局ででのの対対面面販販売売のの際際はは会会員員証証のの提提示示ををおお願願いいししまますす。。

　鹿児島銀行　県庁支店　普通預金

　口座番号　１１２２７７２２２２４４４４

振込先

　鹿児島市鴨池新町１－３

　TEL ０９９－２５７－２８３３

　鹿児島県土地家屋調査士会

〇お振込み時に「登録番号とお名前」を

ご記入・ご入力ください。

　また、お振込次第、銀行振込用紙等を

原則ＦＡＸで送付下さい。
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編集後記

かごしまPRキャラクター
ぐりぶー

さつま川内市キャラクター
つん

鹿児島市食育推進キャラクター
でこん丸

志布志市公認キャラクター
志武士ししまる

2018（平成30）年、明治維新150周
年に向けて、明治維新の原動力となっ
た薩摩の歴史や、それを育んだ鹿児島
市の多彩な魅力を広く発信していくた
めのロゴマークです。

　巷を賑わせている FIRE に
興味津々です。まだまだリ
タイアは無理ですが、自営
業で生計を立てられていれ
ば FI なのでしょう。
　問題は労働収入かつフ
ロー型ビジネスであること
です。
　早く不労所得で生計を立
てられる FI へ、そしてリタ
イアへ。当然その頃はアー
リーではないでしょう。
　結果、体力（年齢）との
勝負ですが準備するに越し
たことはないと思っており
ます。
　いつもご寄稿いただき誠
にありがとうございます。
� 鹿児島市　迫田圭介

鹿児島市　西郷隆盛

　本年度より広報委員
として引き続き広報部
の活動に参加すること
になりました。
　会報への原稿写真等
の投稿をお待ちしてお
ります。
　引き続き２年間よろ
しくお願いいたします。
� 鹿児島市　小川兼義

　「子どもの好き嫌い
が多くて困っていま
す。魚嫌い、貝嫌い、
えび嫌い、キノコ嫌い
･･･。
　どなたか知恵をお貸
しください。そんな私
は野菜大嫌いです。」
� 志布志市��山﨑郁弥

　本年度より広報委員
として活動いたします
川内支部の村上です。
「西郷つん」は薩摩川
内観光物産キャラク
ターです。
　私の住む薩摩川内市
東郷町出身です。藤川
天神にはつんの銅像も
ありますので、ぜひお
越しください。
� 薩摩川内市��村上猛

　コロナの影響でまだまだ大変ですが、会員の
皆様のご健康とご多幸を祈念しております。
皆様からの原稿、写真は一年を通じて募集して
おります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
� 鹿児島市　下野耕司

hou
テキストボックス
『©pref kagoshima greboo』



土地家屋調査士を
取り巻く

さまざまなリスク
その時

お役に立ちます！

【お問合わせ先】
代理店・扱者 有限会社 桐栄サービス
〒 東京都千代田区神田三崎町 丁目 番 号 土地家屋調査士会館 階
引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社
〒 東京都千代田区神田駿河台 広域法人部営業第一課

※このチラシは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧ください。

登記誤りを起こして
しまい、顧客から
損害賠償請求を
受けてしまった。

測量中にうっか
り測量機器を破
損 してしまった。

ケガや病気で入院。
その間の収入を
どうしよう。。。

ケガや病気による
入院・通院に
備えておきたいな。

 　　　　　　　　　B20-102557 　使用期限︓2022年4月1日







ポジショニング ソフトウェア オフィスツール

久永は、業務に関する幅広いソリューションで、業務改善をサポートいたします。





主な仕様
・最高精度(1mm＋1.5ppm)
（表示は0.1mmまで可能）
・ノンプリズム1000m(測距精度2ｍｍ)
・マニュアル TS16M
・自動追尾(LOCK) TS16A
・パワーサーチ TS16P
・イメージング TS16I

Leica TS16ｼﾘｰｽﾞ 高精度測量機ソリューションをご提案いたします

【【取取りり扱扱いい品品目目】】

エムタス
担当 丸田 康盛

〒891-0108 鹿児島市中山2丁目13-5-3

TEL/FAX:099-293-5330 Email:mtas@net.wak2.jp

連絡先：090-4351-6257

・測量CADソフト
・パソコン（周辺機器含む）
・オンライン申請ソフト
（環境設定及び指導可）

・電子納品ソフト（請負可）
・測量用品

・施工管理CADソフト
・司法書士システム
・トータルステーション
（光波測距儀含む）

・中古機材（光波含む）
・ネットワーク構築

Leica GNSSｼﾘｰｽﾞ

主な機種
・GNSS RTK ローバー Leica GS18 T
特徴
・GNSS と IMU （慣性計測装置）を融合した最新

テクノロジーであるチルト（傾き）補正機能
・IP68(防塵&水深1mの耐水性)
・キャリブレーション不要,電磁障害を排除
・シンプル操作,電源ON即観測

すすべべててのの製製品品、、デデモモかからら導導入入指指導導、、メメンンテテナナンンススままでで全全てて行行いいまますす！！









┃ 福岡法務局長表彰　川村幸男氏

┃ 法務大臣表彰　真砂公一郎氏



鹿児島県土地家屋調査士会
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町1番 3号 司調センタービル1階
TEL: 099-257-2833 FAX: 099-256-4337
http://www.kagoshima-chosashi.com/

┃　上記写真について　　『江口浜から望む東シナ海と薄っすら見える甑島』




