


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 鑽 

専門分野の知識と技術の向上を図る。 

 

 

 

 

 

表紙の説明 

九份（きゅうふん、ジュウフェン）は、台湾北部、台北県瑞芳鎮にある山あいの町です。 

2001年に公開された「千と千尋の神隠し」モデルと噂されて、日本人観光客が急増して

いるそうです。 

慰安旅行で訪れた際、夕暮れ前に行って日が暮れる時、とても幻想的でノスタルジック

な雰囲気でした。 

沢山のお店もあり、多くの人で賑わい、活気が凄く感じられた町でした。 
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役員挨拶 

 

会長 船津 学 

  平成２９年度定時総会におきまして、長崎県土地家屋調査士会会長に就任いたし  

まして、早くも１年が経とうとしています。 

会員の皆さまには、日ごろから本会の事業にご協力いただきまして誠にありがと

うございます。 

定時総会終了後に行われた常任理事会、理事会におきまして、役員の方々に私が

行いたい活動の内容を伝え、事業計画に加えて対応していただきました。そのひと

つに、外部へ向けた広報活動があります。土地家屋調査士というものをもっと広く

の人に知っていただくべきだと思っています。 

アップルの創設者であるスティーブ・ジョブズの言葉に「いくら素晴らしいもの

をつくっても、それを伝えなければ無いものと同じ。」とあります。これは、アウ

トプットの大事さを表しています。いろいろなものに当てはまる言葉だと思います

が、私達土地家屋調査士というカテゴリーで考えてみると、まず、国家 資格をク

リアして能力が担保されており、そして日々の研鑽、品位の保持、年に数回 以上

の研修会を受講している専門家集団である私達をもっと上手に世の中にアピールす

ることで、他の資格との差別化、依頼者からの業務に対する安心感やまた新しい分

野への参入等の機会が生まれるのではないかと思います。 

そして、新しい知識や技術は使うことによってブラッシュアップされ、それが経

験として蓄積されます。このインターネット環境が取りまく情報化社会の中で社会

に取り残されることなく、また軽視されることのないように私達の専門性を強く社

会にアピールしていきたいと思います。 

平成１７年の不動産登記法改正によって、筆界特定とＡＤＲの制度が誕生して１

３年です、これらの制度の成果、結果としては皆さまご承知のとおりです。 

これまで取組んできた境界紛争の解決という問題は、もちろん私達の業務における 

根底であり今後もたずさわっていくものです。それに加えて、これからは将来の境

界紛争の予防という観点からも広報活動に取組んでいきたいと思っています。 

セカンドオピニオンというわけではありませんが、気軽に境界の事を相談できる

環境というものも大事であると思います。そのようなアピールをしていく中で、私

達自身も意識を高く持たねばなりません。倫理綱領にございます品位保持です。会

員の皆さまが品位ある行動をされていらっしゃるのは承知しておりますが、広報活

動をする以上、他人から見られることもあるという事を一層意識していただけたら

と思います。 
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同じ土地家屋調査士として一致団結して、「我ら調査士結びはかたし、我ら調査

士結びはかたし」 土地家屋調査士会の魅力ある明るい未来のために、今後とも会

員の皆さまのご協力お願いいたします。 

 

 

副会長兼研修部長 松本 忠久 

時を重ねること50年。この業界での従事年数も既に20年を超えており、名実とも

に中堅の類となったのでしょう。 そして、その役割に徹しようと心に決めて本会

の理事職の３期目となりました。 

これまでの２期は、業務部と広報部に携わらせていただき、また周囲のご協力を

いただきながら「なんとかやってこられた感」でありましたが、３期目は副会長と

の兼務で研修部の責任者となり、個人的感覚且つ進数と単位は不明であるが、責任

が概ね３倍に増したと感じています。理事職３期目と責任３倍との関連性はありま

せんが、自身が近年掲げている三つの目標を以下に記してみたいと思います。 

１，地籍情報のオープンデータ化への関与（行政への関与） 

２，VRやAR等を利用した現地の表現方法の開発（技術への関与） 

  ３，社会的共通資本としての不動産登記関連職の確立（制度への関与） 

そして、これらの目標により近づくためには、「知行合一」の精神が必要である

と、 昨年から考えています。これからも会員同士の関連性や外部団体の関連性が

より良い方向へ影響しあえる組織環境の構築に努めて参りますので、今後とも読者

の皆様には変わらぬご支援とご協力、ご指導とご鞭撻を頂ますようお願いし、平成

２９年度末の「Ｗｅｂ会報ながさき８号」への寄稿とさせていただきます。 

 

 

副会長兼広報部長 嶋 隆信 

 時下、益々ご清栄のことと、お喜び申し上げます。平素より会務におけるご協力に

感謝申し上げます。 

さて、新役員となりまして、もう 1 年が過ぎようとしております。計画された事業

を何とかこなし、このＷＥＢ会報が今年度最後の事業となりました。ラジオ・テレビ

放送、会報、ラブフェスと続き 9Ｂ担当者会同が終わるともう年末、あっという間の

1 年でした。 

新会長におかれましては、自分なりのアイデアを次々と打ち出し、会長職の激務に

怯むことなく前進する姿に感心させられます。それを支える各理事の方々共々、残り

1 年の任期をしっかりと全うしていきたいと思っております。 
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副会長 山口 賢一 

会員の皆様におかれましては、日頃より本会の事業にご理解・ご協力いただき厚く

御礼申し上げます。 

副会長就任がつい最近のことのように感じていましたが、あっという間に平成 29

年度が過ぎ去ろうとしていることに少し驚いています。 

今年度を振り返りますと、5 月に運用が開始された「法定相続情報証明制度」、

連日報道された「所有者不明土地問題」。国民の皆様にとって、「登記」というキ

ーワードが例年になく注目される年であったように感じます。「管理放棄された土

地問題」、「空き家問題」等、ますます高まりを見せてくる社会問題に対し、その

問題解決の一翼を担うことができるよう、これからも土地家屋調査士の専門性を発

揮できる環境づくりが重要であろうと考えております。 

東京オリンピック開催中の2020年7月31日、土地家屋調査士制度は70周年を迎えま

す。日調連では記念事業が計画されているところですが、本会としましても、この

機会により効果的なＰＲ活動ができないか検討したいと思っています。 

平成30年度も、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

総務部長 川崎 勝 

  平成２９年５月に総務部長に就任してから１０ヶ月が経過しました。この間、会

務運営等に努めてまいりましたが、印象に残っているのは他県会の役員さんと情報

交換ができる九州ブロック協議会担当者会同です。平成２９年１０月に鹿児島で開

催されましたが、皆さん同じように情熱を持って会務に取り組まれておられ、貴重

なご意見を伺うことが出来ました。私自身大変刺激を受けました。会務運営におい

て迅速に対応していきたいと考えておりましたが、加えて丁寧さが必要であると改

めて感じています。今後ともよろしくお願い申し上げます 

 

 

財務部長 清水 寛之 

新役員となり一年が経ちました。財務部では収支管理をはじめ、財務や事務の改善と会

員親睦について、新たな３名の部員と共に日々議論を重ねています。部員には現状を把握

し、今後の課題を検討して貰っていますが難しい判断ばかりです。しかし、私達の議論が

本会の為になると思いながら、残り一年頑張ります。皆様のご協力を宜しくお願いします。 
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業務部長 前田 明俊 

昨年５月の定時総会で業務部長に選任され早くも１年が過ぎようとしていますが、今

でも本会役員の一人として先輩役員の方々に支えられて勉強させて頂いております。 

中でも業務部は、部会あるいは研修会にと研修部との合同にて協議することが多いため

松本研修部長には特にお世話になっております。 

年間の事業計画の実施に向けて業務部一同、検討を重ね会員の皆様により多くの報告

が出来る様に頑張っておりますので、今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

社会事業部長  前川 賢一 

早春の候、会員の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

本会の事業にご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。 

平成２９年度定時総会に社会事業部長を拝命させて頂き、１年が経とうとしており、こ

の紙面を借り、平成２９年度の社会事業部の事業報告をさせていただきたいと思います。 

社会事業部は平成２９年度、５回の部会を開催致しました。主たる事業として４項目を

挙げており、第一に地図作成事業に関する事業の促進であります。公嘱協会が参画した地

図作成事業に関する現状確認を公嘱協会に協力いただき行いました。今年度も多数の会

員の皆様のご尽力で無事、完了予定である旨の報告を受けております。 

第二に筆界特定制度に関する研究でありますが今年度よりＡＤＲセンターとの合同部会

を開催し連携を図り、筆界特定室と協議を行いました。 

第三に公嘱協会との連携ですが三団体協議会を平成２９年１１年７日に開催し、本会・

政治連盟・公嘱協会の各々の課題に意見交換を行い、それぞれの立場において協力してい

くことを確認致しました。 

第四に空家対策の促進に関する特別措置法対策ですが、社会事業部員３名の力を借 

り、各市町の現状の確認を行い、有識者会議への参画の打診を行いました。 

その他としまして登記促進につながるよう登記案内パンフレットの作成を行い、来年

度、各市町に配布予定です。また、完全オンライ化に向け、オンライン申請促進ステッカ

ーの作成を行い、これも来年度、法務局、オンライン申請をされている会員の皆様に配布

予定としております。 

平成３０年度で任期あと１年となりますが会員の皆様が活躍できるよう各方面に働き

かけていきたいと思います。 

会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、社会事業部の報告とさせていただき

ます。 
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ＡＤＲセンター長 髙比良 航 

春寒次第に緩み、一雨ごとに春の息吹が立ち込めてまいりました。皆様には、ま

すますご壮健のことと存じます。昨年の総会においてセンター長を拝命し、もうす

ぐ１年が経とうとしております。日頃よりセンターへの受付相談にご協力を頂いて

おります各支部の皆様に感謝申しあげます。 

センターながさきの運営方法は全国的にも珍しく、相談員を常駐させることなく

運営を維持する事により、センターの運営費を抑えております。今後もこの方針を

継続していく予定ですが、ご協力頂く各支部の皆様や相談者の方々にとって利用し

やすい仕組みや運営にする為、今後運営規約・マニュアル等の見直しを行っていこ

うと思います。 

また、法務省から筆界特定制度とADRセンターとの連携方策案が示された事か

ら、新年度では長崎地方法務局と協議を進め、共通の連絡票・リーフレット等の

作成を行ってまいります。 

全国のADRセンターの動向を見定めつつ、センターながさきに適した運営方法を模

索していこうと尽力致しますので、今後とも皆様のご協力の程宜しくお願い致し

ます。 

 

公益社団法人 長崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 理事長 宮脇成芳 

新公益法人へ移行し、公嘱協会の運営に関して理事会の責任が大きくなりました

が、役員だけでなく社員全員が協会の運営者であります。 

社員全員の英知を結集し、新たな可能性を創意工夫して、存在感のある公嘱協会を

創りあげる必要を感じております。 
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｢戸籍謄本等職務上請求書｣の適正管理のお願い 

総務部 

 

 戸籍謄本等職務上請求書による請求方法は、弁護士や司法書士など８団体に限られ、職

務の性質上、戸籍の謄抄本や住民票の写しなどを取り寄せることが認められていますが、

使用する際には目的外使用や不正使用をしないことは当然のことであります。 

その上で、長崎会「戸籍謄本及び住民票の写し等職務上請求書取扱管理規程」では、適

正管理を図り調査士の品位保持と職務上請求書制度の適正かつ円滑な運用を図るべきと明

記されています。 

具体的には、第 5 条において、調査士の職務を遂行するうえで必要と認められない請求

での使用や、必要事項の記載が無い請求書への調査士名の記載および職印押印の禁止、事

務所保管場所からの持ち出し禁止―などで使用が制限されているほか、第 12 条では鞄等

に入れたままの車中の放置の禁止など、適正かつ厳格な管理･使用が求められています。 

 これらを踏まえ、今後とも職務上請求書の使用に当たりましてはご注意下さるようよろ

しくお願い致します。 

 

 

戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書取扱管理規程 【抜粋】 

（使用の制限） 

第５条 会員は、調査士の職務を遂行するうえで必要な場合に限り職務上請求書を使用す

るものとし、身元調査を目的とする請求等、調査士の職務を遂行するうえで必要と認めら

れない請求のために、これを使用してはならない。 

２ 会員は、職務上請求書を使用する都度、職務上請求書に必要な事項を記載した上で、職

印を押印するものとし、必要事項が記載されていない職務上請求書に、調査士名の記載お

よび職印を押印してはならない。 

３ 会員は、職務上請求書を使用する都度、使用する職務上請求書綴込帳から切離し使用し、

職務上請求書綴込帳は事務所保管場所から持ち出してはならない。 

４ 会員は、職務上請求書の様式が変更された場合には、様式変更前の職務上請求書を使用

してはならない。 

 

（適正な管理） 

第 12 条 会員は、職務上請求書の盗難、紛失又は毀損を防止するため、自ら適正に管理し

なければならない。 

２ 会員は、職務上請求書を携行するときは、身体から離さず所持することとし、鞄等に入
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れたまま車中に放置するなどしてはならない。 

３ 会員は、補助者が当該会員の管理に属する職務上請求書を用いて行った行為について

は、その責任を負わなければならない。 

４ 会員は、使用中のものを含めて１冊を超えて職務上請求書綴込帳を保有することがで

きない。ただし、未使用の職務上請求書が少ない等の理由で業務に支障が生じるおそれが

あるときは、この限りでない。 

５ 職務上請求書のすべてを使用し、職務上請求書控のみとなった職務上請求書綴込帳（以

下｢職務上請求書控綴込帳｣という。）は、３年間保管しなければならない。 
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 佐世保市との「空家等対策の推進に関する協定」の締結 

                                                              平成 29年 7月 19日 

                                                                広報部 上戸 聡 

 

冒頭で、佐世保市長より、平成２７年５月「空家等対策の推進に関する特別措置法」が

全面施行され、治安や防災・衛星上問題があると懸念される空家等の所有者等に対し、市

町村が改善に向けた立入調査・指導・助言・命令ができるようになりましたが、その際、

各分野の専門家の助言・協力をお願いするための協定締結であるとの報告がありました。 

長崎県土地家屋調査士会より船津会長が出席し、朝長佐世保市長及び６つの関係団体（長

崎県弁護士会、長崎県司法書士会、公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会佐世保支部、

公益社団法人全日本不動産協会長崎県本部、一般社団法人長崎県中小建設業協会佐世保支

部協会、一般社団法人長崎県建築士会佐世保支部）と共に「空家等対策の推進に関する協

定」締結となりました。 

【締結式の模様】 

 

 船津会長より、同市が設置する協議会に加わり、５２００棟を超えるとされる同市内の

空家に対して、空家対策の計画策定や空家等の未然防止、流通、活用などの総合的な対策

推進に協力し、長崎県のより良い街並みの維持に貢献していきたいと考えていると、長崎

県土地家屋調査士会としての協定における抱負を述べられました。 
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平成２９年度こども霞が関見学デーの報告書 

 

平成 29 年 8 月 22 日 

報告者 立野彰弘 

 

日 時：平成 29 年 8 月 2 日（水）、平成 29 年 8 月 3 日（木） 

場 所：東京都千代田区霞が関１－１－１ 法務省 

 

こども霞が関見学デーとは、文部科学省をはじめとした府省庁等が連携して，業務説明や

省内見学などを行うことにより，子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とす

るととともに，府省庁等の施策に対する理解を深めてもらうことを目的とした取り組みで，

法務省も例年参加しています。 

今回、長崎県土地家屋調査士会が 10 月 14 日（土）、10 月 15 日（日）に行われる「ラ

ブフェス 2017」でブースにて広報活動を実施するにあたり、視察をしてきました。 

まず、法務省西門赤レンガ棟をくぐり、会場に向かいましたが、歴史を感じさせる建物に少

し感動。 

 

 

メイン会場前広場及びメイン会場内入口付近にて、「登記官と土地家屋調査士の業務体験」

を実施しておりました。（下記添付資料参照） 
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メイン会場前広場では、「はかってみよう！」、「じめんのボタンをさがそう！」及び「き

ょうかい君・あいちゃんとしゃしんをとろう！」が行われておりました。 

 

「はかってみよう！」はトータルステーションによる距離計測。来場のこどもが、野球ボー

ル、サッカーボール、バスッケットボール、シャトル及びサイコロを投げ、距離計測するも

のと、法務省赤レンガ屋根等の距離、高さを測るイベントで、日調連理事の方が説明や 

器械操作を行っておりました。長崎からも日調連山口理事が、汗をかきながらイベント運営

に精を出しておられました。 

 

 

「じめんのボタンをさがそう！」はスタンプラリーを完成させると記念グッズがもらえるイ

ベントで、案内図をもとに広場内のスタンプ場所を探すものです。スタンプはそれずれの場

所に一文字あり、完成するとひとつの文になります。 
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「きょうかい君・あいちゃんとしゃしんをとろう！」は、１１時、１３時、１５時にゆるキ

ャラと写真撮影するイベントでした。 

 

 

 メイン会場内は、さまざまなイベントが行われていて、「登記官・土地家屋調査士お仕事体

験コーナー」では、「いろいろなちずをかさねてみよう！」が行われていました。地図を重

ね合わせるコーナー、じめんのボタンコーナー等がありました。地図を重ね合わせるコーナ

ーは、子供たちよりも大人の方が関心があったと思われ、熱心に閲覧しておりました。 

会場内は多数親子が、来場しており盛況であったと思います。 
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今回のイベントは、子供が対象であったため、モノづくりや体験型が多く、ゆるキャラも

多かったと思います。内容も子供にわかりやすく、一角で行われた土地家屋調査士の広報活

動も有意義であったと思います。 

ただ、盛況であったとはいえ対象が子供限定であったため、混雑はなく、ラブフェスの来

場人数を予想すると、もう少し簡易的な方法を考える必要があると思います。 
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『ラブフェス 2017』出店報告 

広報部 

 

開催日時 平成 29 年 10 月 14 日(土)、平成 29 年 10 月 15 日(日) 

開催場所 長崎市・水辺の森公園一帯 

 

本会では土地家屋調査士の社会的認知度を図る目的としてラブフェス2017へ出店して参

りました。 

 

 

 

調査士会のタオルを一般市民の方へ頒布している様子です。 
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子供達にも興味を持ってもらうため、バルーンアートを作ったり、 

 

 

 

インスタ映えを狙ってみたり(笑) 
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測量機器のデモを行い、見て触って興味を持ってもらいました。 

 

 

2 日目は雨となり大変な一日となりました。 

17



 

今回、2 日間出店し、多くの方々に土地家屋調査士を知っていただけたと思います。 

今後もこのような活動を通じて認知度アップを図れたらと考えております。 
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ドローン実務に関する報告 

五島支部 山下賢一会員 

 

 近年急速に一般化してきたＵＡＶ（無人航空機）ですが、さまざまな業種で広く活用され

てきております。 

最近のＵＡＶは低価格でありながらＧＰＳセンサーが内蔵されているためコントローラ

で微調整を行わなくても自動でホバーリングする機能や、あらかじめ設定した飛行経路を

自動で飛行する機能などがあり非常に安定した飛行が可能であります。また、搭載されてい

るカメラも高解像であるため写真測量に非常に適しております。 

 

当 事 務 所 で も 、 Ｕ Ａ Ｖ

（phantom3 pro）を導入し、土地

家屋調査士業務に活用しています

ので活用事例を紹介したいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（使用機器：phantom3 pro、iPad mini4） 

 

太陽光発電所建設のための用地測量および施工管理業務のためＵＡＶの活用事例。 

 

本業務では着工前と工事進行状況に応じて合計３回撮影を行いました。 

撮影範囲は約 80,000㎡。Litchiによる自動飛行設定準備 30分、自動飛行の時間は約 35

分。（1フライトで 15～20分程度なので 3回に分けて撮影。） 

 自動飛行設定は一度設定登録しておくと、同一ルートの複数回自動飛行撮影することが

できるので、施工前と施工後の同じ場所の画像を比較検討でき、非常に便利であります。 
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 広範囲の空撮で精度を必要とす

る現場では自動飛行撮影を実施し

ます。  

ちなみに、建物表題登記や地目

変更登記等にはオルソ画像まで必

要としないので手動で飛行させて、

真上からの画像を調査素図用に、

斜め上空からの画像を画像情報用

として空撮を行い利用しておりま

す。 

 

（Litchiによる自動飛行設定） 

1 回目の撮影は、地形傾斜、樹木の伐採範囲、14 条地図における計画地の境界線の把握

のための撮影。 

グーグルアースや地理院地図を使用しても計画の打ち合わせに利用できるが、より詳細

な画像を利用することにより、設計を行うための地形を把握しやすくなり、関係者との協議

をスムーズに実施することができると思います。 

今回、傾斜地の高低差が約 100 メートルあるため、樹木伐採範囲の確認と、斜面地の造

成及び仮設道路の工事計画のため撮影を実施しました。 
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（空撮した写真をもとに Photo Scan(Agisoft)により３次元モデリング後にオルソ画像を作成）  

（１回目の空撮：地形図とオルソ画像の重ね図） 

 造成工事後の土地の形状と高さを把握するため、ＶＲＳ単点測量により地表面の標高と

地形の測量を実施し、実測した地形図とオルソ画像（空撮した写真を基に Photo Scanでオ

ルソ画像を作成）を合成し、重ね図を作成。 

 

ＱＧＩＳにより３次元ＰＤＦを作成。 地形図の dxf データと Photo Scan で作成したオ

ルソ画像と DEMデータを重ね合わせ、重ね図を立体的に表示させることで、パネル設置計

画や事業計画区域の確認等のプレゼンテーションに使用した事例。この DEM データから

断面図を出力することも可能であります。 

 

２回目の撮影は、太陽光パネルの設置工事の進捗状況の確認と、パネル設置の施工精度の検
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証及び事業区域杭の復元測量の点検。 

 

黒色の線が設計パネルの計画図面で赤色の線が事業区域であります。オルソ画像を拡大

するとプラスチック杭も判別ができるので復元した事業区域杭（白色の 75mm プラスチッ

ク杭）の復元測量の点検と、設計図とパネルの施工精度の検証を行うことができます。 

左の写真は

斜め上空から

の空撮であり

ます。オルソ

画像と組み合

わせることで

立体感が増し、

周囲の状況が

把握しやすく

なります。 

 確定測量の

遠景用の画像

としても利用

できます。 

 

３回目の撮影は、事業完成時の状況確認および、パネル位置の最終確認のための撮影。 
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２回目と３回目の空撮ではパネル位置の施工精度の検証と事業区域杭の復元測量の点検

を行うことが目的であるため、空撮の際に地上にＧＣＰポイント（対空標識）を設置しオル

ソ画像自体の精度を向上させました。 

上記の画像は確定測量図（ベクトルデータ）とオルソ画像（Geo TIFF）を重ねた画像で

あります。 

 

 

確定測量図（ベクトルデータ）とオルソ画像（Geo TIFF）を Google Earthに表示。 

  

23



 

 上記の画像は確定測量図（ベクトルデータ）とオルソ画像（Geo TIFF）を kmzファイル

形式に出力し、Google Earth で表示させた画像であり、Kmz 形式で出力することにより

Google Earthがインストールされているパソコンであれば特別なソフトがなくても、上記

の重ね図を任意の角度での拡大・縮小表示が可能となります。 

ＵＡＶを利用したオルソ画像重ね図を利用することにより、地形を詳細なところまで測

量しなくとも短時間で広範囲の地形の状況を把握することができ測量の簡略化と作業時間

の省力化を図ることができます。また、実測した測量の点検にも利用できます。 

今後、土地家屋調査士には測量技術や法律知識とともに空間データの処理能力が必須と

なってくると思いますので、ＵＡＶやＧＩＳの知識を深め、調査士業務の拡大に役立ててい

ただければと思います。 
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ラジオ収録の様子 

広報部 

 

 平成 29年 8月 21日(月曜)にＮＢＣラジオ放送局内の「ながたあいのギョーカイのネタ

帳」様の番組にて、長崎県土地家屋調査士会 船津学会長が土地家屋調査士の業務の内容及

び土地家屋調査士会の取り組み・活動などについて対談された内容が放送されました。 

 今回、各企業、各業界団体の活動や理念、考え方を学ぶ課外授業プログラムと題し、取

材をなさっている「ながたあいのギョーカイのネタ帳」様の協力を得て、土地家屋調査士

の活動等を広報させていただきました。 

 番組については、対談型収録番組で、7 月 27 日に船津会長の事務所にて対談型によるラ

ジオ収録が行われました。 

 
ラジオ収録の様子 

 

 
船津会長  ながたあい様 

 

なお、今回の放送内容をこちらにて 再度聴くことが出来ます。 

http://www.nagasaki-chosashi.net/blog/data/20170821_radio.mp3 
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第２回全体研修会報告書 

平成２９年１０月１９日 

研修部長 松本忠寿 

 以下の要領で第２回全体研修会を開催した。 

 

１．日 時  平成２９年１０月１７日（火曜日）午前１０時００分～午後４時００分 

２．場 所  長崎県大村市雄ケ原町１２９８番地２９ 

        アルカディア大村 コンベンションホール 

３．研修内容 

１）日調連 e ラーニングコンテンツ 

  平成 27 年度～28 年度研究所研究報告会基調講演（H29.3.16） 

「権利の客体としての土地」について 

  講師：明治大学法学部専任教授 新美育文 様 

  

－企画の趣旨－ 

皆さんは土地家屋調査士専門職能継続学習としてｅラーニングを利用してい

ますか？本年３月１６日に行われた「平成２７年度～２８年度研究所研究報告会」

の基調講演映像が日調連の「ｅラーニング」に登録されましたので、全体研修会で

ｗｅｂ聴講し、コンテンツが充実してきたｅラーニングの利用の促進を図ります。

また、権利の客体としての土地やその境界が、その地域の経済活動とどのように関

係しているかを諸外国で講師が経験した内容と共に話されています 

 

２）「コンピュータセキュリティにおける近年の動向と課題」について 

 講師：トレンドマイクロ株式会社 森岡忠男 様 

  

－企画の趣旨－ 

ランサムウェア対策等の近年のネットワークセキュリティにおける最新の動

向を学びつつ、本年５月に改正された「個人情報保護法」との関連等で、あな

たの個人情報取扱事業者としての対策や心構えを再認識しましょう。 
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森岡様による研修の様子 

 

３）「現況測量」「ネットワークＲＴＫ測量」について 

  講師：扇精光コンサルタンツ株式会社 平山正志様 

 

－企画の趣旨－ 

公共測量における「現況測量（作図）」や「ネットワークＲＴＫ測量」といっ

た作業や成果物の基礎的な部分を再度確認し、あなたにとっての「今さら聞け

ない部分」を無くす学習をしましょう。 

 

４）「オンライン登記申請の利用促進」について 

   「法定相続情報証明制度」について 

「筆界特定活用スキーム」（所有者不明土地）について 

  講師：長崎地方法務局   首席登記官 中野隆生様 

総括表示登記専門官 森田雅彦様 

 

－企画の趣旨－ 

不動産登記法の大改正から１０年が過ぎました。一つの柱であるオンライン

申請を含む登記情報の電子化によって利用者の利便性は高まっていますが、そ

の制度に専門家として寄与できていますか？法務省はさらなる利便性を図るた

めにオンライン申請のテコ入れを行い私たち専門家の協力を求めています。オ

ンライン申請にしっかりと向き合いましょう。 

所有者不明土地における筆界特定の手続きや法定相続情報証明制度といった

法務省における新制度が始まりました。あなたはこれらの新制度にどのように

対応していくべきかこれを機会に考えてみましょう。 
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中野首席による研修の様子 

 

出席者 メイン会場  １０３  

    下五島会場  ５ 

    上五島会場  ３ 

    対馬会場   ３ 

    壱岐会場   ２ 

    合 計    １１６ 

 

感想 新研修部となり始めての全体研修会であったが、会場でのトラブルが多発した。 

１、 ノートパソコンと出席管理アプリの不具合 

２、 WebEx のウェブカメラ接続の不具合 

３、 サテライト会場への配信用音声の不具合（午後の部） 

４、 会場駐車場利用時の問題 駐車スペースが分かりにくかった 

５、 途中退席者の記録が不十分であった 

 

 全体的には、これまでの会場と違ってインターネット回線が安定しており、また十分

な駐車スペースも確保できることから、アルカディア大村をメイン会場として今後の研

修会を企画していくことにした。なお、上記課題については、個別に対応していくよう

にする。 

 

 各研修の内容については、企画の趣旨にあった講義が行われた。会場後方に扇精光社

とテラドローン社に展示スペースを提供したが、会員の関心も高いように感じた。 

以上 
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第 3 回全体研修会報告書 

平成２９年１２月７日 

研修部長 松本忠寿 

 以下の要領で第 3 回全体研修会を開催した。 

 

１．日 時  平成２９年１２月６日（水曜日） 午後１時００分～午後４時４５分 

 

２．場 所  長崎県大村市雄ケ原町１２９８番地２９ 

        アルカディア大村 コンベンションホール 

３．研修内容 

 オンライン登記申請について 

  第１部 今さら聞けないオンライン申請の話 

  第２部 オンライン申請ステップアップ 

  第３部 完全オンライン申請を目指して 

 

  講師：連合会オンライン登記推進室委員  

大阪土地家屋調査士会 オンライン申請促進委員長  

大阪会 正井利明 様 

 

 －企画の趣旨－ 

オンライン登記申請の利便性について、なお一層の理解を深めることにより一

層のオンライン登記申請の利用者を増やすことを目的とします。併せて周辺環境

の整備促進や完全オンラインへのスムーズな移行について、今回は利用者の目線

から考えていきたいと思います。 

今年度の土地家屋調査士会報６月号、７月号、８月号に「事務所運営に必要な

知識」に連載された記事に目を通された方も多いと思いますが、その寄稿をされ

た大阪会の正井利明様に利用者目線から見たオンライン登記申請の中にある「多

くの利便性」をお話しいただき、より多くの会員がオンライン登記申請に向き合

える環境を構築したいとの趣旨で企画いたしました。 
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行政等の管理者目線ではなく、利用者目線から徹底的にオンライン登記申請の

現状とこれからの可能性を分析してみましょう。 

 

受講者 メイン会場  ８６（内法務局職員４名） 

    下五島会場   ６ 

    上五島会場   ２ 

    壱岐会場    ２ 

対馬会場    ５ 

    合計    １０１名 

 

 

研修会の様子 

 

感想  

 前回の研修会で問題点として挙げていたウェブカメラの問題については解決し、サテ

ライト会場での音声、画像の配信も概ね良好であった。又、会場の駐車場所の指定につ

いてもトラブルはなかった。 

 入退出管理について、再三の連絡したが受講者の周知が不足しているように感じた。

会場のスクリーンを利用した周知の方法を次回から行うこととする。 

 法務局からも中野首席他３名が受講されとても参考になったとの感想をいただいた。 

 

以上 
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平成２９年度 佐世保支部研修会 報告書 

                                                                                 広報部 

 

                        【日時】平成２９年１０月１３日（金）13:30 ～ 17:00 

                        【場所】佐世保市労働福祉センター３階 中会議室Ⅱ－Ｂ 

 

     稲田副支部長の開会の辞、池田支部長の挨拶により開始された佐世保支部研修会 

    多数の佐世保支部会員が出席された中、下記の内容の研修が行われました。 

 

 

    
    

 

    
    

 

    

研修内容 

 

１．個人情報保護法改正について 

 

  講師：佐世保市総務部総務課  

   谷口 進太郎 様 

研修内容 

 

２．佐世保市の道づくりについて 

 

講師：佐世保市土木部土木政策・ 

   管理課 三枝 裕司 様 

研修内容 

 

３．法定相続証明情報制度及び 

オンライン登記申請の推進 

について 
 

講師：佐世保支局登記官  

   寺﨑 秀也 様 
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鹿町工業高校の出前授業 報告書 

                             広報部 

 

   平成３０年 1月１８日（木）天候は晴天、絶好の測量日和の中、佐世保支部によります出前授業が 

      鹿町工業高校で行われました。 

    

      佐世保支部から池田新治支部長、稲田誠治副支部長、杉山和宏幹事、田口博之幹事、竹永智彦会員 

   調査士本会から松本忠寿副会長、前川賢一常任理事 

   公嘱協会から原口健吾地区長、中尾悟地区役員 

   調査士法人アドバンス補助者の佐々木遼一さん・山口蒼鳳さん、前川事務所補助者の金子邦樹さん 

 

   計１２名の指導員による座学、測量技術講習が行われました。 

 

 

         

 

 

 

「土地と境界線」・測量技術講習と題し、鹿町工業高校土木技術科２年生 ２８名が出席し、出前授業が 

行われました。 
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     田口幹事の司会進行のもと、池田支部長の挨拶に始まり、参加指導員の紹介がありました。 

 

       
            池田支部長の挨拶                 田口幹事の司会 

 

 

   【１校時目】 

  

      初めに日調連「土地家屋調査士 THE movie」の視聴 

      池田支部長による「土地家屋調査士の概要と試験内容並びに調査士の魅力について」の講習 

 

          

 

 

      公嘱協会の原口地区長による「公嘱協会の概要と業務内容について」の講習 
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    【２校時目】 

 

       調査士会の松本副会長による「測量の歴史・不動産について」の講習 

 

          

 

 

 

 

    【３校時目】 

 

       野外での測量実習 

 

       生徒を６班に分けて校内の各箇所に設置された境界鋲を復元測量にて境界点捜索する 

       実習が行われた。 

       

          

    測量機を準備し整列して待つ生徒の皆さん     池田支部長による測量実習の説明 
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   ①班：松本副会長、杉山幹事による測量技術講習 

 

       

 

 

   ②班：竹永会員、船津事務所補助者の佐々木さんによる測量技術講習 

 

        

 

 

 

   ③班：池田支部長、中尾地区役員による測量技術講習 
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   ④班：前川常任理事、前川事務所補助者の金子さんによる測量技術講習 

 

        

 

 

 

        

   ⑤班：稲田副支部長、船津事務所補助者の山口さんによる測量技術講習 

 

        

    

 

 

   ⑥班：原口地区長、田口幹事による測量技術講習 
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  【４校時目】 

 

     屋内実習： 測量実習室にて座標求積よる座標辺長計算、三斜求積によるスケール辺長読取の 

           二種類の作業に分けて図面作成及び面積計算までを６班に分かれて行われました。 

 

         
 

   指導員の指導のも生徒同士が話し合い、協力し合い、時には頭を抱えながらも計算し図面を作成 

 

         
 

   各班が求積、図面作成を終えた後、池田支部長より図面の成果の説明が行われ、今日一日の総括を 

   話され講習を終えました。 

 

   最後に鹿町工業高校の生徒代表による挨拶により本日の出前授業が無事終了致しました。 

 

       
 

    なお、詳しい授業の内容、報告はホームページの「支部だより」に掲載されていますので、そちらもご

覧下さい。 

37



平成２９年度九州ブロック協議会新人研修会報告書 

五島支部 清川勝一 

 

今年（平成 30 年 1 月 22 日）調査士登録を受け開業しました、五島支部の清川勝一で

す。本年 1 月 27 日から 29 日にかけて、鹿児島にて開催された新人研修会に参加させて

頂きましたので、その感想等を報告します。 

新人研修会の内容は、日調連岡田会長の挨拶にはじまり、会員心得、業務を行う上での心

構えと続き、開業したばかりで右も左も分からない私にとっては非常に身の引き締まる思

いのする内容からのスタートでした。中でも岡田会長の挨拶の中にあった土地家屋調査士

という職業は民間からの認知度が低く、もっと一人ひとりが誇りを持ってこの職業をアピ

ールしていかなければいけないという話に深く納得せられました。私自身も、友人と話す時

やタクシーに乗った時など、土地家屋調査士という職業の認知度の低さを日頃より感じて

おりましたので、今後、より強い意識をもって土地家屋調査士という仕事の存在意義を地域

に広めることができればと思っています。そうすることによって、法人を介してばかりでは

なく、もっと気軽に、そして個人的に土地家屋調査士事務所にたくさんの方が訪れてくれる

ようになるはずだと思っています。 

そして、Google Earthやドローンを使った重ね図の作成方法を解説して頂いたのですが、

開業して間もない、あるいは開業をいつにしようか迷っている、さらには開業すべきかどう

か迷っているような状況の我々にドローンの導入は資金的に少し無理がある場合が多いか

もしれません。しかしドローンに限らずとも、新しい技術や制度は今後勢いを増して、怒涛

のように押し寄せてくるはずです。講習会などに積極的に参加し、少しでも知識を蓄え、い

つでも導入することができるよう準備しておくことはできると思います。せっかく苦労し

て取得した土地家屋調査士の資格ですので、風化させないよう今後も努力を続けていくつ

もりです。 

そして、今回の新人研修を終えて残った私の最大の財産は長崎会に限らず知り合うこと

のできた土地家屋調査士のメンバーです。それぞれに境遇は違いましたが、皆が希望に満ち

溢れ、少しの不安を抱き、ポジティブな雰囲気が終始溢れていました。今回出会った長崎会

のメンバーとはそれぞれに切磋琢磨し合いながら今後も交流していけたらと思っています。 

最後に、研修会の引率、開業の相談に親身になって対応してくださった船津会長、九州ブ

ロック事務局、鹿児島会の皆様の細部に気配りされた研修会運営に感謝致します。ありがと

うございました。 
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平成 29 年度三重・名古屋親睦旅行 

 と日調連ゴルフ大会の報告書 

 

 日程 ： 平成 29 年 9 月 10 日（日）～9 月 12 日（火） 

 旅行先： 三重県・愛知県（伊勢志摩および名古屋市方面） 

 参加者： 針本久則、船津学、松本忠寿、川崎勝、清水寛之、 

      小川寛、後藤祐樹、松尾剛ほか 補助者 6 名      計 14 名 

 

 

9 月 10 日から 2 泊 3 日の旅程で親睦旅行を実施しました。 

今年度は、第 32 回日調連親睦ゴルフ・観光三重大会が 9 月 11 日に開催されることもあり、

同大会への参加も兼ねた旅行を企画しました。 

 長崎会は、前夜祭に 4 名、ゴルフ大会に 2 名、観光コースに 12 名がエントリーし、全国の

調査士の皆さんとも交流を深めました。さらに、12 日（3 日目）には、貸切りバスにて、三

重県から愛知県へ入り名古屋などの観光スポットを巡りました。 

 

1 日目（9 月 10 日） 

 朝 8 時 40 分、参加者が長崎空港に集合し、中部国際空港へ向け旅立ちました。昼前には無

事空港へ到着し、名鉄に乗り込み名古屋駅へ向かいました。名鉄名古屋駅に到着する頃には

ちょうどお昼ご飯時でしたので、各自駅周辺で名古屋飯を満喫したようです。まだ目的地の

志摩市までは 2 時間以上電車に揺られるため、飲み物と手羽先や焼売などのつまみを手に、

近鉄名古屋駅から三重県方面へ向かいました。特急で 2 時間余りの道のりでしたが、車窓か

らの景色を楽しみながら、軽い宴会気分であっという間に時間が過ぎました。志摩磯部駅か

ら初日の宿泊先である「伊勢志摩ロイヤルホテル」までバスで移動し、それぞれ部屋に入り

ました。 

 夜は、親睦ゴルフ大会の前夜祭に 4 名が出席しました。他の 10 名は伊勢志摩ロイヤルホテ

ルの一室に集合し、和食のコース料理を堪能しました。宴会終了後はそれぞれホテルの内外

での二次会など盛り上がったようです。 

  

2 日目（9 月 11 日） 

二日目、ゴルフ大会参加者は早朝よりゴルフ場に向かいました。 

その他観光コース参加者は 8 時 20 分に近くのホテル志摩スペイン村に集合し、まず横山展

望台に向かいました。朝の心地良い空気とともに見る景色は長崎の九十九島を思わせるよう

な景色でした。望む英虞（あご）湾には 60 もの小島が浮かび幾重にも折り重なるような半島

の景色が最高の展望台でした。標高は約 140ｍで、日本有数のリアス式海岸美を満喫しました。 
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次に向かったのは、展望台から見下ろしていた英虞湾の賢島クルーズです。エスペランサ

というスペインの大航海時代のカラック船と呼ばれる船をモチーフにした定員 250 名の船で

約 50 分をかけ英虞湾を遊覧しました。いくつもの小島や、真珠の養殖をしている様子を見た

り、途中で真珠モデル工場にも立ち寄り見学することが出来ました。また、少し強めの潮風

にあたりながらの遊覧は、残暑を忘れさせてくれるくらい涼しく気持ちのいいものでした。 

遊覧船の後は、昨年伊勢志摩サミットが行われた伊勢志摩観光ホテルでのランチです。海

の幸のフレンチコースを堪能しました。なかでも「鮑ステーキ」や「伊勢海老クリームソー

ス」など絶品で皆さん感動ものでした。 

ランチを終え、いよいよこの観光コースのメインイベントと言っても過言ではない、伊勢

神宮（内宮）に向かいました。伊勢神宮では御垣内参拝を控えているため、観光コースの参

加者はスーツにネクタイ姿です。伊勢神宮に実際行ってみるとスケールの大きさに驚かされ、

パワースポットと呼ばれるだけあり何か不思議な力を感じるようでした。皆さんガイドさん

の説明に熱心に聞き入っていました。伊勢神宮での参拝後には、赤福で有名な「おかげ横丁」

を散策しました。赤福を始め、伊勢うどんの店やお土産店など数多くの店舗が立ち並び、お

買い物を楽しみました。伊勢神宮の中もそうですが、おかげ横丁も平日にもかかわらず人の

多さに驚かされました。 

観光コースは、16 時 30 分頃に全旅程を終了し伊勢市駅で解散となりました。 

夜は、長崎会のゴルフ大会参加者と観光コース参加者全員が集合し楽しく宴会となりまし

た。針本名誉会長がゴルフ大会で全体の２位という好成績を収められ皆さんで祝杯を挙げま

した。 

 

3 日目（9 月 11 日） 

 初日と二日目は天候に恵まれたものの、三日目はあいにくの雨となりました。三日目は長

崎会全員での観光です。まずはホテルから貸切バスに乗込み鳥羽市にあるミキモト真珠島へ

向かいました。ミキモト真珠島は、世界で初めて真珠の養殖に成功した島と言われています。

真珠博物館を見学した後、海女さんの実演を見ることができました。降りしきる雨の中、若

い海女さん三人が昔ながらの白い磯着に身をまとい、作業の実演を見せてくれました。その

後パールショップにてお土産を買い、バスで三重県に別れを告げ、愛知県へと向かいました。 

 愛知県に入り名古屋市を通り抜け長久手市にある「トヨタ博物館」へ行きました。まずは

レストランで昼食を済ませ、各自博物館を見学しました。１９８９年に創立されたトヨタ博

物館は世界の車約１６０台を展示し、自動車誕生以来の歴史を見ることができます。車好き

にはたまらない場所と言えると思います。 

 再びバスで移動し最後に訪れたのは名古屋市にある徳川美術館です。この頃には雨も上が

り隣接する「徳川園」をいう風情のある庭園を散策することも可能でした。美術館を各自見

学しました。名古屋城の内部の一部を空間で復元したものがあったり、徳川家にまつわる武

具、刀剣、漆工、陶磁、絵画、彫刻など、とても見ごたえのある物ばかりでした。 

 

 時間の関係で三日目に予定していた名古屋城に行くことが出来なかったのは残念でしたが、
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訪れた三か所とも見応えがあり有意義な時間を過ごすことが出来ました。その後バスで中部

国際空港へ行き、各自残りのお土産を買い求めるなどして時間を過ごした後、ほぼ定刻どお

り長崎空港へと帰ってきました。 

 長崎空港では解散式を行い、船津会長より参加および無事旅程が終了したことへの感謝の

意が述べられました。また、次年度の日調連親睦ゴルフ大会が、岡山県で行われることに触

れ、今回と同様に皆さんに参加して欲しい旨のお話がありました。 

 

 日調連ゴルフ大会は針本名誉会長と船津会長の 2 名が参加しました。 

針本名誉会長はグロス 83 ネット 71.2 のなんと、準優勝でした。 

船津会長はグロス 89 ネット 74.6 の 26 位でしたが、295 ヤードでぶっちぎり（本人談）の 

ドラコン賞だったそうです。 

以 上 
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九州ブロック協議会鹿児島ゴルフ大会 

  開催日 平成 29 年 10 月 23 日 

  開催場所 鹿児島高牧カントリークラブ 

 

 

 前夜祭より親睦を深め、当日、台風が心配されるなか、運よく好天に恵まれ、無事開催されました。 

長崎会は今一つでしたが、来年沖縄での奮起を期待します。 

 

 【前夜祭】 

 

 

【会場】               【成績発表会】 
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針本名誉会長慰安旅行レポート 

 

長年、長崎県土地家屋調査士会のために尽力頂いた針本名誉会長の慰安旅行に、船津会

長の声掛けのもと賛同したメンバーで台湾へ行ってきました。 

 

日時：平成 29年 7月 13日～平成 29年 7月 15日 

参加メンバー（13名） 

針本久則名誉会長 

船津学氏（会長）、嶋隆信氏（副会長兼広報部長）、松本忠寿氏（副会長兼研修部長）、 

山口賢一氏（副会長）、清水寛之氏（財務部長）、川崎勝氏（総務部長）、 

前田明俊氏（業務部長）、早田博信氏（総務部次長）、大久保昌幸氏、田代彰氏、 

前田宏光氏、横田耕詞氏（広報部次長）、 

 

まずは、台湾旅行で訪問したところで一番印象に残ったのは、 

台湾の中でも多くの日本人観光客が訪れる、千と千尋の神隠しの舞台といわれている 

『九份』 

 

 

夕暮れ前に行って日が暮れる時、とても幻想的でノスタルジックな雰囲気でした。 
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沢山のお店もあり、多くの人で賑わっていました。 

『中正紀念堂』 

 

台湾の歴史を語る上で欠かせない人物が、中華民国初代総統の蒋介石（しょうかいせき）。

台北市の自由広場に立つメモリアルホール・中正紀念堂は、1980 年に蒋介石を記念して建

てられました。白亜の建物が特徴的で高さはなんと 70 メートル。目の前に広がる 25 万メ

ートルの自由広場は、台北の人々の憩いの場としても利用されているそうです。 

衛兵交代式も見ることができました。 

 

『国民革命忠烈祠』 

空気がぴんと張り詰め、カメラのシャッター音までもが気になる静けさ。ガシャン、ガシ 

ャンと、軍靴の音だけが響きます。衛兵交代式は緊張感が伝わります。ここ忠烈祠は主に 

争いで亡くなった英霊を祀る祠で、台湾政府の管理下にあるそうです。 
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台湾は屋台も有名で、台湾の中でも、有名なエリア「士林夜市」。規模もかなり大きいで

す。様々なお店が軒を連ね沢山の台湾グルメが格安で楽しめます。 

 

『国立故宮博物館』 

長い歴史を知ることができる貴重な文物などが沢山展示されていて、世界中でもかなり知 

名度の高い美術館みたいです。とにかく品揃えが凄かったです。 
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帰り際に、皆で食べた小籠包、最高でした。 

針本名誉会長を囲んで、いろいろな見物や体験ができた、とても楽しい慰安旅行でした。 
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≪編 集 後 記≫ 

 

 

 桃の花咲く季節となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

 日増しに春めいてまいり、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  

Ｗｅｂ会報長崎を公開するにあたり、会長を始め多数の役員や会員の皆様より寄稿のご協

力を頂きました。この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。 

広報部では各会員の皆様のみならず、一般の皆様に対しても土地家屋調査士の活動等を

お伝えすべく、広報部一丸となって、皆様が楽しんでいただける広報誌を作っていきたい

と思っております。今後ともご協力いただきますようお願い申し上げます。 
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