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平成２６年新年のご挨拶 

                   会長  針 本 久 則 

皆様、新年明けまして おめでとうございます。 

新しい年を迎え、会員の皆様には新たな目標を掲げられ、お進みのことと存じます。 

本年も役員一同会務に励む所存でおりますので、よろしくお願い申し上げます。 

法務局と共催の各種相談会では、相談員の皆様にたいへんお世話になっております。今後

とも、調査士制度の充実発展のために行事等への参加ご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、この紙面をお借りして、最新の情報をお知らせいたします。 

 

１ 本会の現状報告 

   会員の皆様のご協力をいだだき、役員一同、本年度の事業計画に基づいて会務及び事業を

執行しております。この詳細につきましては、５月２３日（金）にホテルオークラＪＲハウ

ステンボスで開催予定の定時総会でご報告いたしますので多数のご出席をお願いいたしま

す。 

 

（１）平成２６年１月１日現在の会員数は１９９名で、会員の平均年齢は５７歳です。 

さて、法務省がホームページで公開している土地家屋調査士試験についてみてみますと 

２３年度は、出願者数 ６３１０名 受験者数 ５０５６名 合格者数 ３９０名 

２４年度は、出願者数 ６１３６名 受験者数 ４９８８名 合格者数 ４１８名 

２５年度は、出願者数 ６０１７名 受験者数 ４７００名 合格者数 ４１２名 

このうち長崎会の合格者は、２３年度４名、２４年度３名、２５年度２名となっておりま

す。連合会では受験者の減少に歯止めをかけるべく「役立つ国家資格、未来へ前進、めざせ

土地家屋調査士」のポスターを、各市町村、高等学校、大学などへ配布しておりますので、

会員の皆様の母校などへの配布にご協力をお願いいたします。また、土地家屋調査士試験の

受験者を増やすためには、まず、現役調査士の私たちが魅力ある資格者であることが第一だ

と思います。 

 

（２）戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書 

旧様式は平成２５年７月９日以降使用できなくなっているので、旧様式をお使いの方は、

新様式を購入して使用してください。また、使用するだけの職務上請求書を携帯して、役所

で交付を受けるとなっておりますので戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書管理規定の遵

守をお願いいたします。 

 

２ 全国会長会議報告 

（１）９３条調査報告書 

９３条の調査報告書の改訂作業は、民事２課との協議をすすめている途中であり、調査報

告書作成ソフトの開発などの関係で、改訂の時期は来年度に限らないとのことです。 

（２）調査・測量実施要領 

調査・測量実施要領の改訂は、内容の全面的な改訂は行わず、筆界特定、ADR に関する調

測要領の追録を３月に配布する予定です。 

 



 

（３）日調連特定認証局移行スケジュール 

   現在の連合会が運営している認証局の運営費用を削減するために民間認証局への移行が

平成２５年度の連合会総会で承認されたのを受けて、セコムトラストシステムズと契約しま

した。 

  ①電子証明書の切替期間 平成 26年 10月中旬から平成 27年 2月末日 

  ②現在の ICカードからファイルダウンロード方式になります。 

  ③発行手数料 10,000円（現行の未使用期間を考慮して減額があります） 

   次回会員研修会で詳細について説明いたします。また、ご自分の IC カードの有効期限を

ご確認ください。 

 

（４）土地家屋調査士特別研修 

   九州ブロックの受講者数は１９名（鹿児島会１名、福岡会５名、佐賀会１名、長崎会１名、

宮崎会９名、熊本会沖縄会０名）と、受講者数が少なく、基礎研修も福岡と宮崎での開催と

なりました。 

   ２月７日から基礎研修会が開催され、４月５日が考査の予定です。 

 

（５）不在地主の調査について 

連合会では、リーフレットを作成し、民事２課を通じて総務省固定資産税課に納税者情報

の提供を交渉しております。 

    

おわりに、第２回の研修会より、離島支部に対しｗｅｂ研修を実施しております。離島支

部の出席率が上がった割には、全体の出席率は今までと同じ５０％前後であります。特に島

原支部、長崎支部、諫早支部の出席率が悪いようです。私たちの資格制度がどういうものか

を、もう一度考えて頂き、是非研修会に出席するようお願いいたしまして、新年のご挨拶と

いたします。 



平成２６年を迎えて 

 

副会長（境界問題相談センター 

ながさきセンター長兼務） 大久保 昌 幸 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

 会員の皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 また、日頃より本会の事業につきご理解とご協力をいただき心中より感謝申し上げます。 

 日調連主催の「全国一斉不動産表示登記無料相談会」や長崎地方法務局主催の「『境界ト

ラブル』法務局休日相談所」を初めその他の相談会の相談員として参加された会員の皆様

には本当にお疲れ様でございました。 

 平成２５年度も残り僅かとなりましたが、私担当の業務部、研修部、社会事業部および

境界問題相談センターながさきも事業計画に対しほぼ順調に達成しているところでありま

す。 

 さて各部の状況ですが、まず、業務部は事業計画を「調査・測量実施要領の研究」「境界

鑑定委員会の事業の推進」「オンライン登記申請制度の対応」「地域慣習の資料収集の研究」

の４項目ですが「「調査・測量実施要領の研究」については日調連より筆界特定および ADR

に関し追録が作成されたとのことですので発刊され次第皆様にお知らせしたいと思います。

「オンライン登記申請制度の対応」については、認証局移転に伴う IC カードの取り扱いに

ついて第２回研修会においてお知らせいたしました。「地域慣習の資料収集の研究」につい

ては、古い資料の収集方法とその保管について検討しているところであります。「境界鑑定

委員会の事業の推進」については、委員会のあり方について検討中であります。 

 次に、研修部ですが、全体研修会を年４回とし離島支部の皆さんの利便性を考慮しウェ

ブ配信により実施いたしました。第３回研修会では、配信を受ける側として皆さんには体

験していただきました。また、学校等における出前授業の支援の一環として講義のマニュ

アル化を検討しております。日調連の ADR 特別研修への参加者の募集や他会での研修会

のお知らせなども実施しております。 

 社会事業部につきましては、地図作成事業（１４条・地籍）に関する各地区の地図整備

事業の現状として長崎市地籍調査（Ｅ工程）約１.４ｋ㎡、約５,０００筆・佐世保市地籍調

査（Ｅ工程）約０.３８ｋ㎡、約１,２００筆・島原市地籍調査（Ｅ、Ｆ工程）約０.８３ｋ

㎡、約２.６００筆・佐世保市１４条地図作成事業（基準点作業、立会、細部測量）約０.

３５ｋ㎡、約１.８００筆が実施されております。公嘱協会の社員として携わっておられる

会員の皆さんにとって魅力ある業務となるよう公嘱協会と連携を図りながら支援していき

たいと思います。 

 境界問題相談センターながさきについては、会員の皆様および弁護士会を初め関係団体

のご協力に支えられ運営されているところであり感謝申し上げます。今後もなお一層、よ

りよい運営方法について検討していきたいと考えております。法務局の筆界特定制度との

連携についても、随時、法務局筆界特定室との協議を進めて参りたいと思います。いずれ

も、会員皆様の日常の業務に深く関わる部門ですので、各部の皆さんと連携し円滑な会務

が行えるよう努力していきたいと考えております。 

 最後に、平成２６年が会員皆様にとって良き年となりますようお祈り申し上げますと共

に、本会事業につき、ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。 



平成２６年新年のご挨拶 

副会長(財務部長兼務) 前 田 利 孝 

 

 

西暦 2014 年、平成 26 年を迎えました。長崎県土地家屋調査士会会員の皆様、関係 

各位の皆様、あけましておめでとうございます。 

昨年の定時総会におきまして副会長に選任いただき、総務部・財務部・広報部を担当

させていただいております。 

昨年はしばらく実施されなかった親睦旅行を企画し、募集を行ったところ、15 名の

会員・ご家族様にご参加いただきました。誠にありがとうございました。今年において

も引き続き何らかの形で実施したいと考えています。 

さて、世の中はアベノミクス効果でしょうか？また増税前の追い込みでしょうか？例

年より若干景気が良いような感じがしております。まだ集計は出ておりませんが、長崎

県の、また土地家屋調査士業界全体の受託件数・金額ともに伸びてきているのではない

でしょうか。 

このような状況下、総務・財務・広報担当として気になるのは、忙しさのあまり業務

への注意が損なわれないか、決められた調査事項を怠ったりしてはいないかということ

です。 

我々は専門家であり、それ故に様々な恩恵がある反面、専門家としての責任や倫理が

問われます。うっかりした、知らなかったでは済まされません。いつもであれば当然行

うべき注意点・調査事項を、つい忙しさにかまけて見落としたり疎かにならぬ様、いま

一度注意し、業務を行なっていただきたいと思います。 

今年も長崎県土地家屋調査士会会員の皆様、関係各位の皆様のご健康、ご多幸、各事 

務所のご繁栄を祈念いたします。 



相沢治典名誉会長の黄綬褒章受賞記念祝賀会報告 

 

                         広 報 部 

 

 

平成２５年５月に本会名誉会長の相沢治典氏が黄綬褒章を受章されました。この

受賞祝賀会が１１月３０日、長崎平安閣サンプリエールにおいて、日本土地家屋調

査士会連合会の林 千年会長、田上富久長崎市長のほか多数の来賓をお迎えして、

１００余名の出席者のもと盛大に開催されました。 

 祝賀会は、発起人の一人である大久保昌幸副会長の開会の言葉で始まり、発起人

代表 針本久則会長の挨拶のあと日調連 林 千年会長、田上富久長崎市長、全調

政連 八瀬渉一副会長の来賓祝辞に続き、来賓の紹介がされました。 

 その後、祝電披露、相沢治典氏の経歴紹介、花束贈呈、お祝い品並びに記念品の

贈呈に続き、受賞者の相沢治典氏が謝辞を述べられました。 

 続いて日調連 竹内八十二顧問の乾杯の発声により祝宴に移りました。余興では、

長崎吼獅会メンバーによる中国獅子舞、平戸支部会員の川尻修治氏による恒例のバ

ナナの叩き売りでおおいに盛り上がり、日調連 今村喜蔵元副会長の万歳三唱によ

り、盛会のうちに閉会しました。 

 相沢治典名誉会長本当におめでとうございます。 

 







黄綬褒章を受章して 

平成 26 年 2 月 18 日 

相 沢  治 典 

 

 平成 25 年 4 月 29 日、春の表彰において私が「黄綬褒章」を受賞する旨の発

表があり、その伝達式は同年 5 月 16 日であるとのことでした。 

 私は、昭和 6２年長崎支部の幹事に推薦されたことをきっかけとし、平成 5

年の本会役員から平成 23 年に退任するまで、24 年間の長きにわたって長崎県

土地家屋調査士会の会務に携わってまいりました。その間支部幹事を 2 期 4 年、

支部長を 1 期 2 年、経理部長を 2 期 4 年、企画部長(現在の名称は業務部長)を 1

期 2 年、総務部長を 1 期 2 年、副会長を 2 期 4 年、会長を 3 期 6 年とほぼ全域

の役職に関わってきましたことは、私にとって未知の経験をさせていただいた

ことと共に、多くの会員さんと身近な懇親ができたことが、なによりも大きな

財産として私の中に残ることとなりました。 

 中でも、会長在任中は規制緩和に伴う制度改革によって、土地家屋調査士制

度が大きく変革する時期に当たり「筆界特定制度」や「ADR」を現場に密着さ

せる作業は、全会員の協力なくしてできるものではありませんでしたが、無事

に完了できたことは一重に会員皆様のおかげでありました。 

 さて、「黄綬褒章」の伝達式は平成 25 年 5 月 16 日法務省内において、谷垣法

務大臣より伝達された後、受賞者と付添人合わせて役 300 人は手配されたバス

で皇居におもむきました。 

 私も本来なら家内が付添うところ、丁度の時期に娘のお産の入院と重なり一

人での参加でしたが、天皇陛下のお言葉をいただき感激であるとともに幸せな

一日を過ごさせていただきましたことは、関係者皆様ご一同のおかげであり、

重ねて厚く御礼申し上げます。 

 今後は「黄綬褒章」をいただいた立場に恥じない行動と共に、長崎県土地家

屋調査士会の明るい未来の為に、微力を尽くすつもりでありますので、なお一

層のご指導をお願い申し上げまして、お礼の言葉とさせていただきます。 



日本土地家屋調査士会連合会 九州ブロック協議会 

平成 25年度 土地家屋調査士新人研修会報告書 

 

研修会場：ホテルニューオータニ佐賀 

平成 26年 2月 1日～平成 26年 2月 3日 

報告者：研修部長 船津学 

 上記の通り九州ブロック新人研修会が開催されました。 

３日間に渡る研修会にもかかわらず受講生たちは真剣に講義に聞き入っていました。 

また、今年の受講者は平均年齢が高めで最高齢者は７２歳でお二方いらっしゃいました。 

長崎会からは２人の新人が受講されてうち１人は登録を視野に入れておられます。 

私船津も講師として２日目の講義６ 調査測量実施要領 第１編 通則 と 講義７ 調査測量実

施要領 第２編 土地の調査測量実務（納品書のサンプルと調測要領を関連させて） の２コマを

担当しました。 

近年の合格者、登録者の傾向として未経験者の割合が約半分であり、他業種からの受験者割合

が増加している傾向にあります。 

実務未経験者の登録に関しては会としても研修等での何かしらの対応を検討する必要があると思 

われました。 



報告者               

長崎県土地家屋調査士会佐世保支部 

 支部長 山口賢一 

支部だより 

 

事業名：県立鹿町工業高等学校出前授業 

日 時：平成２６年２月１３日（水）１０：５５～１４：２０ 

参加者：支  部 山口賢一 竹永智彦 小川寛 

    本  会 松本忠寿 船津学 大島雅幸 

    公嘱協会 宮脇成芳 

 

鹿町工業高等学校での出前授業を、土木部技術科２年（３６名）を対象に行いました。従

来通り、３校時の出前授業です。今回の出前授業には、次年度に地元高等学校での出前授業

を計画されている山口県土地家屋調査士会より、井上哲也副会長、清水浩二業務部長、豊川

奎植広報部長をはじめ７名で、出前授業の視察にお越しになられました。 

 

出前授業の内容は下記の通りです。 

 

総合司会 松本業務部長 

     挨拶の後、社会人の立場から学問を「学ぶ（学ぶ姿勢）」という事について、説

明がありました。 

      

１校時・・・座学 

      日調連作成の「土地家屋調査士 THE movie」放映後、船津研修部長より、「土

地家屋調査士の業務」、「試験内容」、そして「土地家屋調査士の魅力」につい

ての講義です。特に、「土地家屋調査士の魅力」については、経験に基づく講

義で、生徒達がより土地家屋調査士について知りたいと思わせる内容でした。 

      バトンタッチして山口より、「測量の起源」、「伊能忠敬の佐世保測量」、「全国

の丌動産の地価」についての説明です。「全国の丌動産の地価」については、1

㎡の土地の価格をまず高校近くの江迎バスセンターで考えてもらい、少しずつ

範囲を広げながら、全国各地の土地の価格を思い思いに発表してもらいました。 

 

２校時・・・野外測量実習 

      校内２カ所に設置している金属鋲（各６ポイント）を測量します。 

      生徒を器械班、メジャー班、歩測班のそれぞれ２班の計６班に分け、観測を行

います。器械点は決まっていて、器械点１点から全ての金属鋲は見えません。 

      山口会の皆様にも実習を体験して頂きたかったので、サプライズで平板観測を



行って頂きました。平板観測を行った事がない先生方もいらっしゃいましたが、

観測を始めると土地家屋調査士の血が騒ぐのか、皆様真剣に取り組んで頂いき

ました。 

３校時・・・図面作成・辺長、面積計算 

      ２校時に観測したデータを基に、図面（S=1/100）を作成します。器械班は、

CADを使わず、観測手簿を基に関数電卓での座標計算を行いました。 

      そして、それぞれの辺長、面積の結果を比較しました。誤差はあるものの、私

は、歩測班が測った観測値が佐世保支部で測った結果（TS使用）と過大な誤

差が無く、図面を書き上げた事が印象的でした。 

      実習の最後は、１校時で話した土地の価格に戻ります。「測った土地の面積が、

もし江迎バスセンターにあるとしたら、その土地の価格は？佐世保四ケ町で

は？長崎浜町？福岡天神？渋谷？銀座？」銀座での価格は 70億円になり、生

徒達は声に出して驚いていました。 

      土地家屋調査士は、国民の大切な権利（財産）に関わる仕事である事、その仕

事の重要性を分かって頂けたと思います。そして、もう一年経つと就職が決ま

り故郷を離れていく生徒達もいるので、「故郷を懐かしく想う時がやってくる。

故郷とは大切な思い出の場所で、丌動産とは心の財産でもある。その財産に携

わる仕事が土地家屋調査士です。」との話で締めくくりました。 

       

       最後に、松本業務部長より総括して頂き、全国の土地家屋調査士の活動につ

いてお話頂きました。そして、今回生徒達から書いてもらう感想文が、日本の

取り組みとして、今年６月にマレーシアで開催される測量技術者の国際会議

FIG（International Federation de Geometres）で発表されることをお伝えされ

ました。 

 

       佐世保支部では、今後も出前授業を通じ、多くの方々に土地家屋調査士につ

いて知ってもらい、特に土地家屋調査士を目指したいと思う若者が生まれてく

れるよう、活動を続けていきたいと考えています。 

       

       鹿町工業高等学校、そして土木技術科の先生方には、長時間に渡る出前授業

を快く受け入れて頂き、心から感謝申し上げます。 

 

       最後に、山口県土地家屋調査士会の出前授業の成功を祈念しまして、佐世保

支部からの寄稿と致します。 

 

以 上   



出前授業の視察の感想 

  

この度、鹿町工業高等学校・土木技術科への出前授業に山口会・広報部を 

参加させていただきありがとうございました。 

山口会・広報部においては、来年度より『土地家屋調査士の知名度アップ』

の一環として、出前授業を事業計画の重要項目と考えており、佐世保支部が取

り組んでおられる出前授業を真剣に見学させていただきました。 

 

２年生対象ということで、生徒さん達がどういう反応をするか注目していま

したが、佐世保支部の方々がこれまで蓄積された経験・ノウハウを随所で感じ

ることが出来ました。 

特に座学時に「地価」の話をされてから、生徒さん達が目を輝かせ活発に発

言しはじめ、一気に一体感が生まれ、その後の外業（測量実習）・内業（測量図

作成・求積等）へとすばらしい流れの出前授業でした。 

やはり生徒さん達とのコミュニケーションが重要なのだと、痛感しましたし、 

何より生徒さん達に『土地家屋調査士』という職種があることが伝わっただけ 

でも将来を見据えたとき、非常に価値のある試みと思いました。 

 

 これから我々山口会において、出前授業を実現していく中で、貴重な体験を 

させていただいたと思います。 

 

 佐世保支部・山口支部長さんはじめ関係スタッフの皆様の温かいおもてなし 

に感謝いたしますと共に、山口会での出前授業に活かして参りたいと思います。 

 

 

 

（追伸） 

    懇親会においても、お疲れのところ我々のために、夜遅くまで 

   お付き合いいただき、おかげさまで楽しい～、楽しい～懇親の席に 

   なりました。 



出前授業風景





























































平成２５年度 九州ブロック協議会 

佐賀ゴルフ大会報告書 

長崎支部 立野彰弘 

平成２５年１０月２８日（月曜日）佐賀ロイヤルゴルフクラブにて、日本土地家屋調査

士会連合会九州ブロック協議会佐賀ゴルフ大会が開催されました。 

私自身は、九州ブロック協議会ゴルフ大会に参加するは、平成２１年の鹿児島会、去年

の長崎会、そして今回の３回目になります。 

まずは１０月本番に先立ち、前年度開催長崎会と今年度開催佐賀会の親睦コンペが平成

２５年８月４日（日曜日）に開催されました。 

私は年間を通じてコンペに参加する機会などそれほどなく、自分の腕を試すチャンス。

打ちっぱなしで練習、ネットでコースチェック、睡眠前にイメージトレーニング・・・準

備完了し当日にのぞみました。 

そして、当日スタートホール、緊張のティーグラウンド、空は雷ゴロゴロ・・・いよい

よ自分の順番、ティーショットを打ち終えた直後、キャディさんがやってきて雷が近づい

ているとの事で一時中断。再開後、１番ホールを終え、２番ホールティーショットを打ち

終えた直後、またしてもキャディさんがやってきて一時中断。その後、まさかのゲリラ豪

雨・・・中止になりました。 

中止は残念ですが自分自身初めての経験。その日コース料金はかからず、９月２１日（土

曜日）に延期になりました。 

さて、９月２１日を迎える準備、打ちっぱなしで練習、ネットでコースチェック、睡眠

前にイメージトレーニング・・・準備完了し当日にのぞみました。 

結果はというと最近の自分の平均より少し良いスコアで上がれ、１０月本番の練習ラウ

ンドと考えれば上出来。 

さて、１０月２８日本番迎える準備、打ちっぱなしで練習、ネットでコースチェック、

睡眠前にイメージトレーニング・・・イメージトレーニングをしすぎたか前日の布団の中

では、パーとバーディしか出てこない・・・ちょっと危険かも。 

いよいよ１０月２８日本番、アウトスタート１２組、インスタート１２組、総勢９２名

で盛大に開催されました。 

私はアウトスタート９組目。同伴者は福岡会の庄籠さん、熊本会の平松さん、大分会の

志賀さんで８時５９分スタート。 

まずは、スタートホールで記念撮影、前日イメージトレーニングによる睡眠不足のせい

か、太陽が眩しい・・・。 

緊張のスタートホール、トリ。２番ホール、トリ、３番ホール、ダボ・・・前日のイメ



ージと違いすぎる・・・ 

ハーフが終わり緊張はとけましたが、今日のゴルフは終わったな・・・ 

同伴者も調子が上がらない様子。 

さて、昼食で気持ちをリセット。他会の人との交流は、このコンペの醍醐味のひとつ。

平松さんはベテランの先生、庄籠さん、志賀さんは同世代のようで、最近の仕事など意見

交換（雑談）。 

後半に入り、終始リラックスムード。４人とも前半よりショットも雑談も硬さがとれ、

調子が上がり和やかな雰囲気のままホールアウト。 

その後、表彰式が始まり団体優勝は長崎会連覇ならず、自分も５７位で商品なし。 

同伴者からニアピン賞が出て嬉しい気持ちになれるのは、ゴルフを通じ時間を共有出来

たためでしょうか。 

また来年、他会の人との交流や以前の同伴者との雑談を楽しみにして、少し腕を上げ、

出場したいと思います。 

 


