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合意解決
》〕

---

商工会刷所• 

地下銭言語町四丁目a信凶口より縫合修拍5分

京園地下銭吏鴻樋駅より健会伝約8分

駐1II喝の殴鋤1:ありま也ん.

中央大過

本創造

隣人との話し合いによる解決を目指します。
お気軽にと相談ください。

|要予約 106-6942-8750
受付/月一金 9:00.......17:00(土・目・祝は除く)
※i'1'!絡でのと禍鍛はお受けいたしておりません。当日ご予約なしでお越しになられた場合

と相談を受げていただけない場合がございますのでご注意ください。

干540-0023 大阪市中央区北新町3醤5号

大阪土地家屋調査士会会館5F
電話 (06)6942-8750 (代表)FAX (06) 6942・8751
E-mail: soudan@chosashi-osaka.jp 
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60周年記念事業への協力呼びかけ
平戚~~隼鹿箆'P@固定民総舎を闘値

横山会長リスク管理の重要性を強調

第
70 
回
定
時
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で
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拶
を
す
る
4黄
山
4 
z 
長

が起こるか分からない小、リスクt1:型を行うこと

の重要性に|刻する話を披録した。また、今年l立が

土地家屋調査士制度制定60周年、表示登記i¥JIJ皮切

周年に当たることに触れ、事1<々な記念行事を行っ

ていくことを説明し、会只への協力をH乎びかけた。

平成20'1三のリーマンショック以降、w界景気は低

迷し、日本の住宅活工戸数も減少している中、各

事務所はコスト削減に取り組んでいるが、大阪会

としても会員のtJI務所経営にプラスになる卒業を

和極的に行っていくことを説明し、具体的には「大

阪会が保有している地図データを有効利用して収

大阪土地家屋調査士会の平成22年度「第70回定

|時総会」が去る 5月26日(水)午後 11時から、大阪

市北区の「大阪市中央公会堂大集会室」で附fli，さ
れた。111'年までの都島区の「太ImmlJからの会場

変更で、本会会員数l ω 138~誌のうち 392 1:'， (支部別

のHH市者数は日111[1のとおり)がw附、ほかに委任

状1}tiJ ¥者は429名であった。

定車IJ5 分過ぎに 、 力J l jr~~ !fJ一総務古l~lr\IJ部長の司会
進行、 rJJ令官政i専副会長のIJfJ会の畔で始まり、桃山

慶子会長から挨拶があった。

会長は宮崎県の牛の口蹄疫問題に触れ、いつ何

総会E曹長、就任あいさつをする富田・ 下角両会員 満員の総会会場
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第 70回定時総会 式次第

I.開 会

1.物故者に黙とう

1.開会の辞

1.会長 挨 拶

n. ~聾 事

1.議長選出・ 挨拶

1.議事録署名者選出

1.報 告 事 項

平成 21年度会務ならびに事業経過

報告

1. a革 案 審議

第 1号議案 平成 21年度決算報告に

関する件 (各特別会計を

含む)

第2号議案 理事補充選任の件

第3号誠実 綱紀委員補充選任の件

第4号議案 役員等選任規則一部変更

の件

法務局長表彰を受けお礼のあいさつをする伊勢会員

採に結び付けていく 」、「大阪会のコスト ijlj減に取

り組む」、また、「オンライン中前誠艇なと必要な

研修をね極的に笑施してい く」なとのJ丹があった。

最後に、大阪会の会員であることを認放し、今

後の土地家屋調査土:I;IIJ立のあり方を考えてもらい

たい、と会員を激励した。

そのあと 、北河内支部 ・2吉田泰治会只と大阪城

支部 ・下戸l訓司会只が議長に選出され、議事進行

が始まった。 第 1 号議案 ・ 平成2 1年度決t-)~報告に

関するf'1'. (各特 別会計を含む) 、 ~ 2 -~J 議案 llli 

'J~有Iì充選任の件、 第 3 -8-議案 ・綱紀委μ有Ii充選任

の1'1までを下角議長の進行で、首)4号;提案 ・役只

等選任規HlJ-部変更の科、 第5号議案 ・会[IIJ-部

変更の問、 第6号議案 ・共済規則一rm変更の件、

第5号議案会則一部変更の件

第6号議案共済規則一部変更の件

第7号議案平成 22年度事業計画案

に関する件

第8号議案平成 22年度歳入歳出予

算案に関する件

ill.式 典

1. 来 賓 紹介

1.表 彰 式

大阪法務局長表彰

連 合会長表 彰

連合会長感謝状贈呈

会 長 ヨ賢 彰

長 寿 祝金 贈 呈

健康 祝金 贈 呈

1.来 賓 祝辞

1.祝 電 披 露

1.閉会の辞

総会で祝辞を述べる松岡連合会長

第7号議案 平成22年度事業計回IT~長に |品jする向 、

第8号議案 ・平成22年度成入f加u予針案に|品lする

1'1までをf，';111議長の進行で進められ、担当者から

の説明1と会員からの質問に随時終える形で議kJ.が
3並行 した。

会員からはljqjIiに、{':=1mによる活発な質問が干寄

せられており 、|時世を反映して「収入が減少して

いる事務所が多い中、会i'(が負担になっているの

で減額の余地はないか つコストを削減して会費を

減節してほしいJ、「大阪会の予Zi苦言もl:Ji業仕分け

を行うべきではつ」、「政治述胞の対応について間

組がないのかつ」な との11[IUI 7ウずあった。活発な質

疑応答があったこともあり 、議案審談は先主IJを10

分オーバーした午後 411寺55分に、すべての議裁が
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第70固定時総会 ご来賓出席者

大阪法務局

長 石升 'i):IYJ本1，

民事行政部部長 小7g，J.1秀史検

同部総務課長 間的 計I列様

阿部不動産量f記剖)IIIJ

首席登記1~\' 松本 1首相片手

大阪Z?17与検察庁総務部長 中村 好1ト様

大阪!向者11市整備部技lht 村七 殺材i

大阪10者11市盟主11i!i部川地室長 川崎茶人株

大阪府議会議長 朝合秀災様

国土交通省国土地JJI!院

近畿地方i!刊誌古1¥部長 奥山 1イτ!枚

大阪ぅh、護士会副会長 三木秀夫様

コ王阪司法f!j士会会長 山内 iJdミ様

承認されて終了した。

引き続き 、石井究明大阪法務局長や松岡山武日

制迎会長らからの表彩状 ・感謝状授与、 長苅 .fili 
Jj!t会只に対する祝金m~ ~査などの記念式典が行わ
れ、該当会員に対して会場からは温かい祝初の拍

手が送られた。

引き討しき、来賓の方々による祝僻が後拘のとお

り被41された。

第70固 定時総会支部別出席者数

支部 会員数 委任状 出席者
出席率

合計
(%) 

|ヒ 132 41 48 36.36 89 

四 45 18 16 35.56 34 

lti 41 13 1 5 36.59 28 

阪商 8 J 28 33 40.74 61 

天王奇 46 1 4 20 '13.48 34 

大阪械 J 4 2 57 45 31.69 J 02 

，+， iITfI)、l 124 4 1 58 '16.77 99 

北河内 93 44 31 33.33 75 
J，kBft l 。ち 66 18 1 8 27.27 36 

tYI 1 30 55 31 23.85 86 

先t !+I 86 35 28 32.56 63 

。lゐ 1 06 43 34 32.08 77 

再1i可|人j 47 23 15 31. 91 38 

言十 1 1 38 429 392 34.45 822 

(11眠不 l百J)

大阪公~ìE人会日1I会長 脱退 ~II文様

日本土地家J.!ii調査士会辿合会

会長 松!司 直 武 株

(ltJ;I，阪公共嘱託登記土地家出調変士協会

理事長 松原王ili=様

大阪こu血家屋調査二1::協同組合

JJl! JJi 長 荒平義弘機

大阪こ|地家屋調査土政治述11l

!:~f ~F 長 森本恒夫線

顧問弁護士 松Jf，( 1rJ' ~f-線

7アーサイト公認会計二|共同事務所

公認会計:1 岩上 川械

約34.5%の会員が出版 した今回の第70回定H省総

会は、質疑応答が活発に行われたこ ともあって定

刻より 30分もオーノfーし、午後 61時30分に北川俊

~hllJ会長の閉会の静で終了した。

定時総会で補充選任された理事及び綱紀委只

は、次の皆さん。(敬称略)

。理事

阪 l+1支 fm 冨岡 |盗会員(fWf:iJ湖沼!司f)

北河内支部 吉田栄J工会員 (J財務部副部長)

三 品支部 松本充司会員(広報部週!ZjL)

キ 担当部署は 7月の理事会で承認される予定。

Hオ務部は、J1lロJHin:lGにより辰巳好数日1I部長

がfm長に就任。

く〉綱紀委員

ftilE支部 1111 i頼{';III盗会員

平成22年 7月 ・土地家屋調査士大阪第298号



表彰を受けた人たち
(敬称略)

*大阪法務局長表彰 "，河|人l支部 ・安岐正日"，河内支部本多宏布l

西支 部 伊 勢保信南支部彦坂浩子 北河内支部 .~~;i峯祐二 北河内支部米村純子

阪商 支 部 Wti 1iIlfl月"，河内支部 ・北川 俊一 ff能文部 ・1句者ft 稔堺支部 ・角 キリヲJ
"，河内支部 ・111附 持 "，河内支部 11111品俊子 堺支部 ・垣花久嗣泉州支部笹本 一MI

北河内支部阪fji; 融北河内支部 ・雨森 11一 三 μ支部 ・伊藤 路 三 1J;支部 ・村列 1i~ 

ilt能支部竹内 玄 徳 三 島支部|皿谷勝彦 南河内支部 ・山本 ti'幸
三 島支部 W，III We. 

j:長寿祝金贈呈

*連合会長表彰 〈傘 寿〉

北支部 ・ 締本宗三阪 f~i 支部 ・ ~I 上年男 lヒ支部旺l村 }先西支部 ・武村議二

阪商支部 ・ 判I'í~ 敏夫阪商支部河尻やl'作 阪神J支部 ・梶山幸ififJt能 支 部 ・1:11谷利夫

天王寺支部 ・1.11下 一普大阪城支部 ・竹tl!J どj車l (I+Z 稲〉

大阪城支部 ・"，林邦友 rl'河内支部助本発ー 北支部河本 fTf川北支部 ・木下ヒロ子

北河内支部 ・大野正造 三 μ支部荻11I好行 It 支部 ・仁子| 光i古 :It 支部;ー須膝 帯

|ヒ支部対知l正 敏 北 支 部 ・伊 藤 干111

*連合会長感謝状 阪商支部岡本八日天王寺支部 ・TliJJj( -~~~ 

:It 支部引畑11 J[敏天王寺支出)• i¥i JJ;( 勲 大阪城文部山本経之大阪城支部 ー浅野 nr1夫

大阪城支部 ・1m川 寛政能文部"，，~il IW之 大阪城支部商u 也、科 大阪JI&支部 ・凶u j上克

泉州支部 ー判Ijjij 泰幸 It河内支部 ・大野 j]日逃堺支部 ・雄日l辺秀

堺 支 部 掛 谷 fd!一 以 州 支 部 ・谷 ~;>j ll 

*会長表 彰 三 };~支部 ・ 寺向 正 三 品 支 部 ・長谷川純91

lヒ支部 ・松11 茂樹北支部佐藤娘雄治

四支出1・4首位太郎南支部阿川真一 {ζ 健康祝金噌呈

阪商支部 ・J-川大人天王寺文部飯川正l立 |ヒ支部 .J i':tlll JHik 大阪城支部 ・11101入 院 之

大阪城支部 ー品 川大介大阪城支部 ・j:iJ'i- !'ltJl |ヒ河内支部 ・大町 正J1!

-噌U陣 Z知

F・防

石"
~ '" <t‘ -J、 .1:!J] .. 

ヂ詐， 4-'1 ... 5可 ~* s: 金子 " 4品 ヲ号

"" 平， 三三 旦主 孟ヨEIJ長 h1陸 4理 帯型 本軍

平成22'1三7月 園土地家屋調査士大阪第四B号 7 
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大阪法務局長

石井宣明

大阪土地家屋調査士会首170illl定l時総会がIJflfigさ

れるに当たりまして、一言お祝いの言葉を 11'1し!日

げます。

まず初めに、土地家屋f品l査:1:の皆様方には、日

ごろから表示に関する笠記制度の適正円滑な運営

に多大なるご協力をいただいております。この坊

をお借りしてJ~: く御礼1[ 1 し上げます。 また、先ほ

と表彰を受けられました方々は、多年にわた り土

地家屋調査士業務に紡励し、土地家屋調査士制度

の発展と法務行政の門出な述営に貢献され、その

ごりI) k~' (はまことに~íi辛fであります 。 改めて感謝を

申し上げますとともに、今後の一階のご活路を祈

念いたします。

きて、皆様方もご承知|のとおり、電子政府の実

現という政府全体の政策のもと、登記事務につい

てもコンヒ.ユータ化の推進拡大を|到ってまいりま

したが、平成20年 7月14日をもって、全国すべて

の登記所がオンライン指定ITとなり、オンライン

申請を受ける体制が捻いました。また、登記手数

料を700円とするオンラインによる登記事項証明

日送付請求の導入や、いわゆる特例方式による笠

記申請を可能とするなど、制度についても強制ii充
実させてきたところです。

さらに、本ゴlo1月1日からは、オンラインを利

用して建物の表題主主記の申請を行った場合に、当

該建物の保存登記における笠録免許税を滅容iする

こととし、オンラインq;!fi;!iのより一層の利用促進

を図っているところであります。このような諸施

策のもと、皆械のご協力により 、オンライン r=!=rtWi

の利用率は増加|してきているところですが、政府

全体として、今年度，+，にオンライン利用率50%以

上を迷成する ことが求められておりますので、オ

ンライン申請の利用促進につきまして、なお-1M
のごllH鮮と ご協力をいただきますようお願いいた

します。

ところで、平成18年 1月初日に能界特定制度の

jlliJTIが開始されて 4年4か)1が経過しようとして

おります 。これまでの辺)T)状況を見てみますと 、

何年2.0001'1という当初Jの予測を大幅に上回る1:[1

ifiがされており、特に大阪法務局管内では、本:，f-
5月 1日までの!:I:liWiが泉市でI‘362手続と、全国

て寸i占もrμ、水準となっています。このように多数

の11-1~;tíがされていることから考えますと、この制

度は|主l民の1mに定活し、そのニーズに確実に応え

ていると言うことができます。これは、土地家屋

調査τl二の皆椋ブJが 、 tù;~宇;日B!t ~委貝あるいは申前代

理1¥人として、この制度の述川をfl't極的に支えてい

ただいているお陰であると考えております。また、

本制度の実施に当たりましては、皆t!R方のご支緩

ご租I併をいただき、総勢 1 01 名の ffr界訊iJ~t委只

のうち80名をfI会会員の rl~' から任命させていただ

いております。改めて深<f~X むを表しますととも

に、法務局といたしましでも 、tftJN調査委員の方

々と述携を密にして、適正迅速な処理Hに取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、引き続きご

支援 ご協力をJ!~りますようお願い申し上げま

4。
また、表示に|刻する登記制度の~HIjJ:とも言うべ

き法14条地図については、者I¥ili部の地図混乱地域

を対象として、登記所側i1'1地図の作成作業を積極

的に推進するという方針のもとに、大阪法務局管

内においても 、枚方市におけるまE記所刊1i1i地図作

成作業10か年計画を策定し、本年度から 1年自作

業と 2年自作業を並行して行うこととしておりま

すところ、この作業も土地家屋初恋士の皆様方の

ご1zh力なくしては推進することができないもので

あります。

近年、地図に対する図民の関心は非常に高く

なってきており 、まさに地図のH当代が到来したと

言っても過言ではありません。今後、愛記所制i沖l
地図の作成作業をー!同jff逃してまいりたいと考え

ておりますので、土地家屋別査土の皆様方のご協

力をよろしくお願いlドし」ニけーます。

終わりに、本年は土地家屋調査土:1;1/1立が誕生し

て60年目 、表示に関する主主記制度が誕生して50年
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日という記念すべき節目の年であります。本:11ーが

ゴ地家屋訓?f'J~ゴ制liのさらなる飛E訟の:11 となりま
すことを祈念いたしまして、また、'1'LIのご脱会

を祝し、大阪土地家屋;u，¥Jft士会のますますのご発

展と皆様方のご健勝、ご前限を祈念いたしま して、

在、の祝辞といたします。

仲
尾
検
事
長
の
祝
辞
を
代
読
さ
れ
た

中
村
好
春
総
務
部
長

大阪高等検察庁検事長

イ中尾 巧

本目 、大阪土地家屋高l査士会第701旦|定11;¥総会が

l!fJfiiiされるに当たり、お招きいただきお祝いの言

葉を中し上げる機会を得ましたこと、大変光栄に

存じます。会員の特徴が不動産ti記法に基づく不

動産の表示に|則する登記手続のプロフ ェア ショナ

ルとして、政部l化する社会に中で、先人の伝統を

受け継ぎ、たゆまぬ努力を続けられ、大阪こ|二地家

屋調査士会の今上|の発展に多大の貢献をされまし

たことに 、 J生*1なる (~X. fj を表するものでございま

す。

言 うまでもなく、土地家屋調査士の!lJllJi[は、不

動産の表示に|刻する笠記手続に際し、これが極め

て高度な調fE能力と法的禁誌を必要とするため、

法律仁、その1ft持と能力を認められた上地家康調

査士が所有者に代わ って業務を行うことによっ

て、不動産の状況をlリl雌にし、不動il?のl収引及ひ

その利用 、 管理の安全なと 、 不動産に附する恒Il~

の機利の明確化に街与することを LI1'1'，とした極め

て公共性のおい性佑を有するものであります。

ご承知のとおり、刑事司法の分間では、l昨年 5

月に司法制度改革の総仕上げともいうべき政判μ
政'I'IJが笑施され、|主l民が司法に参加する機会がj円

え、育Ii上i!JIjJJrが凶民にとって身近なものとなって

きております。

また 、 大阪土地家屋司~J :ft士会におかれては 、 -"ft

界問題の悩みを抱える市民の相談窓uとして、平

成15'1'-3 ) 1に、全医lに先駆けて不rruJili'i調査の専門

家である皆様方と法律の専門家である弁護士が共

同し、l..:lilllWAD R 機関lである「年:'~!Jffl-lJ題相談セ

ンデーおおさか」を設立され、数多くの裁判外紛

争において相談を受け、調停による解決を図られ

ていると聞き及んでおります。 111こ紛争の解決、

調停を行うといっても 、決して谷劫なことではな

いと思いますが、皆材i方のご尽力によって、私i事It
に絡み千?った-!fl;午IJ関係を一つ一つほぐし、相談者一

が納伴 li!.;，る!仰がとが図られることにより 、この分

出lにおける附民の信頼がrEまり、基本的経済活動

ともいうべき、不動産の先i:iや!日主主に1¥¥1する取引

が円滑に進められ、一層活性化するものと期待し

ております。検察におきましては、今後も不動産

をめぐり ff記iljlll:îtを !L~mするような犯罪に対し

て、厳正 illiiliかつ的防に対処し 、不動産に限lす

る法秋Icj-:*II持に努力したいと考えておりますの

で、大阪土地家屋調査士会の皆般におかれましで

も、引きあtきTIi民のWH寺と信頼にI:i'.;えて、そのl町並

立を十分に栄たしていただきますよう 、心から念

願しております。

最後になりましたが、大阪土地家屋調査士会の

今後のますますのご発展とtキ枚方のご活脱 ーご繁

栄をお祈り qlしあげまして、私のお祝いの言葉と

させていただきます。

(代:正 ・大阪高検総務tml，J: rj 1付 好春様)

大阪府知事

橋下 撤

コミ|坂土地家)長調査士会司1'i701i'I11E尚一総会のご盛会

を心かりお存びI!JLJ げますとともに、本日表彰

をお受けになら j1.ました十i汁エには、そのこやりJ市Uこ

対しまして、深〈敬意を表します。

大阪土地家1.!i1調査土会の皆様におかれては、土

地 ・建物の権利IMI係を公正な立.IJ)jから明確にする
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という使命のもと 、不動産のエキスパートとして、

幅広く活関されておられると ころでございます 。

本市におきましては、公共用地の取得をはじめ、

未利用地の先111、それから、財ilfJl確保策として、

平成20年度から道路予定地等の貸しゃlけを行って

おります。これら事業の円滑な推進のために必要

な登記や境界の確定等において、i't会の多大なこ

|自力をいただいており 、この坊をお行11りして!♀〈

御干しを1'1'1し上げます。

近年 、 iit気後退の);f;~iなどにより 、 穴阪府域に

おける住宅地や商業地の地価動|古lが述行しして下落

しておりますが、本年3月には第 2京阪道路が共

用するなど、|期間間の成長を支える者1¥市基盟主整備

が進みつつあります。

一方で、大阪l{iの地籍調査進捗率は全国の48%

に対し6%と、全国のワース 卜・ワンの状況にあ

り、地ill'[t刈資の新築なjft逃が'MI司ijlY.，loの青|匝iへの

活用や 、 適正な財産管理!なとに必~と考えており

ます。このため、地絡調査の進捗率向上を目指し、

地籍調査促進戦略に基っすいて、府内の市II/J村とと

もに地総訓査事業なとの取り乱lみをilliめていると

ころでごさいます。大阪府では、大阪を純かせる、

大阪の未来をつくるために、さらなる変革と挑戦

に取り組んでまいります。皆様には、引き続き大

阪府政のjll進にこ王rr解 ・ご協力をお願いいたしま

す。

結びに、大阪土地家屋調査士会のますますのご

発展と 、お集まりの皆様方のこー健勝、ご活路をお

祈 りいたしまして、お祝いの言葉といたします。

( 1tf"i・大阪府者l¥rl1挺術部技1iif.村上 毅)

大阪府議会議長

朝倉 ~実

皆線、本日は大変おめでとうございます。大阪

府議会を代表して、一言お祝いをrpし述べさせて

いただきます。

大阪土地家屋訓査士会の皆様におかれまして

は、平素より土地 ・建物の表示fi記に係る法務行

政の円滑な運営に多大のごnn立を賜っております

ことに、心より御礼を申し上げます。先ほと/Ii'iれ
の表彰 ・感謝状をお受けになりました皆枚、まこ

とにおめでと うございます。今後ますますご括協

いただきますようにJ切符いたしてお ります。

さて、今年は、!lij和25ij:.に土地家屋調査士法が

削11Eされてから60年、さらには表示に関する32記
制度が誕生して50年という 、大きな節目の年でご

さいます。この問、歴史を刻みながら、不動産登

記と土地:境界に|期する諸問題の専門家として、多

くの笑紅iを残していただきました。府民生活の安

{.'~ム全と 利便性のl向上，It ひ、に地域相 会の経済活動

のPl十けな推進に一方ならぬご尽力を賜ってまいり

ましたことに、心より感謝の芯rを表する次第でご

さずいます。

とりわけ近年は、土地家屋調査士の市11111'と業務

が、司法制度改革に伴う不動産筆記法等の改正に

よって、活動と領域の拡大勢が図られ、その役11リ
はきわめて大き なものとなっております。会以の

皆様におかれましては、土地家屋調査士へのl自民

の皆さんの信頼が~}I?l高まる " 1" にあって 、 今後と

も知I~故と技術を兼ね備えた専門家として、 1ft民の
皆さんの 1言~!fíと期待に応えていっていただきたい

と願っております。私ども大阪府議会といたしま

しでも 、iilEもが安心 して也、立かに暮らせる大阪の

術づくりに全力で取り組んでま いりますので、何

とぞ変わらぬお力添えを賜りますよ う、よろしく

お願い申し上げます。

終わりに、大阪土地家屋調査士会のますますの

ご発展と 、本日ご出席の皆様方のこ'活眼 ・ご1¥t勝

を祈念rj1し上げまして、お祝いの言葉とさせてい

ただきます。
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国土交通省国土地理院

近畿地方測量部測量部長

奥山祥司

本日は大阪土地家屋市/;Jfi:士会第70[ill定i時総会の

開催、 まことにおめでとうごさいます。また、'iil
日ごろは国土地理院のiJ町並行政、 i[!i[fJ:事業あるい

は品目立地図に[l¥[する普及啓発にご理解とこ:tbhIJを

いただいておりますことを御礼qlし上げます。

国土地理院はi!!I[立を所信する行政機関と Lて、

出1!i;W，によLづく~，~本間JJ illの災施、 公共社刊誌の Jfr i諒

等を行っております。土地家五f訓査士会さんとl刻
係の深いI[i業といいますと、基準Ai，il開設がありま

す。特にここ 6年間では、 ili区基本調査あるいは

土地所一用促進調査を実施してきました。大阪11-1に

おける笑施状況を整理IIいたしまサと 、平成165[ーか

ら 18'1ミまでéi~施した街区基本訓行では延べ40TITIIIJ

村、 351oですので、市ilfJ村数より11qえています。

街区三角点あるいは街区多fiJ.'主、有nJJ)l点を含めて、

合計約 2 万占iEj を大阪府に設lÙ~いたしました。 こ

れはな、の色給しております近畿地方iJlI[長部、近畿

61背ll11の11'では最多の数にな っており ます。また、

平成1951'-1立から昨年度まで災施した土地活用促進

調査では、延べ12市で布IiWl."!J!.J3万5.000山を設

iflし、こちらも近畿6府県の巾では最多となって

おります。 3万5ρ00点という数は、最多とごキ11

介したとおり最多なのですが、 2 番目に多いり1~が
兵庫県の2ρ00山、強ということですので、101fi以

上、文字通り 1HI追う数の日1を大阪府には設i丘さ
れているということになります。これらの 1，1ょにつ

きましては、皆様方土地家反訓ft士株が地有[iI時111:

図等作成する際に、匡l家庭.f;~i系に基づく図にして

いただくための基準点としてこ1引TJいただくこと

を、fl、ともとしてはJVJi司 1¥:1し上げておりまオ 。ま

た 、 それがひいては地J1H~ JI\川í~世話JfJ推進基本it

という法律が出来ていますが、そちらの目指すJ也

耳II空|日!情報相会を実現する-'U)lとなるということ

で考えております。

また、 今年度を含めて今後ですが、昨日25LIに

国土交通約で取りまとめておりました、第 6;7，[Ji[ 
土調査I[itAlOか年計画がIlH議決定されました。q，

身としては、 J也tff調査は災施地域の而積割合を'19

%から57%に引き上げる。大阪府の状況は先ほと

ご紹介したとおりでごさいますが、全体として引

き上げる。そのq，でも、国土地理院の関係 Lます

基準点i[!ili止は、人口:((，"1'地区以外の地域を対象に

約8.400/:¥で実施するという ことになってお りま

す。基準，占iJlI[':，;につきましては、従来どおり医Ij

地理![淀が担当することとなっており 、 今年!立司 i 5l~

としては、従来 '1等三角点という形で置いていま

したが、それよりも 点IIJJ距離のより短い、公共基

準点 3級相当というふうに聞いておりますが、 3

級相当の'lilillM，~i\~点を地tÎr調去に実施して先行し
て行うとIJHいております。尖施地区につきまして

は、まだ本企iでWM整中という段[1時でありまして、

残念ながら現時 1~(での具体的な情報は ご ざいませ

ん。近畿地}ji[!i[訟部から外注という形で今年度事

業を笑施する予定て、ございます。

最後になりますが、大阪土地家屋剥査士会及び

会長の持株のますますのご発展とご健勝を祈念い

たしまして、在、の挨拶とさせていただきます。

日本土地家屋調査士会

連合会会長

松 岡 直 武

本日は、この中之島の大阪市中央公会堂という

すばらしい会場で大阪土地家屋調査士会第70回定

時総会がliF大に開催され、また、石11大阪法務局

長初め、たくさんのご来貨をお迎え Lての総会で

あること 、本当におめでとうございます。心から

お祝いを 1¥1し上げます。また、先ほと大阪法務局

長表彰、jA合会長表彰並ひ百二感謝状、大阪会長表

彰をそれぞれお受けいただきま Lた皆様方、本当

におめでとうごさまいます。お祝いをqJし七げます 。

また、市l出、名将会長には旭日双光誌のご受卒、仁

升 ~îif.4jf は故綬y~昨ご受1~ 、 11 '1品l相談役は法務大臣

表彰ご受賞ということで、本当に'L、からお:fJIいを

"1]し上げる次第でございます。

大阪会の皆保ブJには、日 ;JM:iillの会務運営に大変

お世話にな っております。先ほと感謝状をお波し

させていただきましたが、お一人で 3役 も4役も

お願いしている方もいらっしゃいますけれども 、

たくさんの方々にお世話にな っております。心地、
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らf制l礼を巾し上げます。日調述の会j';ijも平成211jo

!止の事業をほぼ終えまして、総会筒ちという段附

でございますが、ほぽ順調にjft移しておりますこ

とも 、皆枚方のご尽力のおかげということで、横

山会長はじめ会員の皆様方にお山おになりまし

た。心から御礼をqlし上げます。

さて、先ほと来、こ司王3主の先生ブJからもお前が

ございましたが、私どもは今年、二u血*131 ~vl.Jj'f.士
ililJl.見制定60周年を迎えます。また、 表示に|品lする

fE記IlilJ)立、台帳制度から一元化されて表示に|制す

る登記制度に生まれ変わって、今年で5011:という 、

大変意義のある節目の年を迎えることになりま

す。ここにEEりますまでには、大変なつらいこと 、

若しいこと等々 、たくさんあったのではないかと

思いますが、多くの諸先輩方のご尽力に、改めて

敬意と感謝をIjlし上げると ころでごさいます。今

年は、先ほとの総会で大阪会でいろんな事業を計

画されていましたが、私ども述合会でも幾つかの

事業、記念式典、またシ ンポジウム、そのほかた

くさんの中tIとを行います。私どもは、この周年に

おける記念引業というのは、 とても大引なものだ

というように考えており ます。

振り返ってみますと 、今から2011叶liiの40I;'，J "1'.に

おきましては、ゴ地家屋調査士制度4ONd ij:.R己念~-IYt

i!;i[会で ‘ 当 lI~iW京地裁の I'IJ ~Fでいらっしゃった 、

それより前に法務省の民事局第三課長を務めてお

られたWIiJ:iE IVJ先生が、 今でいう ~n:lf~特定制度 、

こういったものの下地となるような土地家底調査

士と笠記T';のそれぞれの専門性、経験を稲川して、

境界紛争を何とか早く解決する方法はないだろう

か、適切に附決1るブ'jf1，はないだろうかと、こう

いうようなごft言をなさいました。それから20'-ド

を待たずして、f'u;;;~特定ilìlJI.立ができたわけでござ

います。また、10年前の50周年記念誹iiii会におき

ましては、当H司法務総括政務次官でいらっしゃっ

た山本有ご衆議院議只が基調講Wiされまして、そ

こで平成検地という緋iE!を発表されました。恐ら

くこれが平成j也前?控備を含め、 今日の地11f制度が

社会に大きなn~で位置づけられる 、 その一つのス

タートであったのではないかというように考えて

おります。また、 45周年の時には、;1'1、どもは土地

家l浸 ~I.jj't士制度発祥のi也である長野即、松本市に集

まって、そこで思いを新たにしたと ころでごさい

ます。そういったことを考えますと 、私どもが、

今この60周年を迎えて行おうとしている様々な記

念の事業、取り組み等々は、今に生きる私ども土

地家屋調査士だけではなく 、これからまた誕生す

る新しい土地家屋調査士の皆さんブJに、より良い

形でこの制度を引 き継いでいく 、 その一つの法fl~

になるであろう、そう考えますときに、私どもは

気合いを入れて、この記念事業に取 り組もう と考

えているところでごぢいます。

少し長くなりますが、ご谷赦いただきまして、

述合会の最近の動きにつきまして、お話をさせて

いただくことをお許しいただきたいと思います。

先ほど来、法務局長また近畿地ブiiJ!IJhlfij¥. ~山

首I¥j正のブiからもお話がございましたように、1血閃

の捻制iiあるいは地籍の盤制iiというのは、今、たく

さんの方々が注目していただいております。この

マイナスシー リングの中で、法14条地凶作成作業

の予Z}は漸増しつつあります。先ほどお話もあっ

たことでごさいますが、3)Jに1'''1土調査法の改正

法案、さらに、国土訓.Jj'f.促進的別JHiE法の改正案

の官If t~由主こ神さ いま した。 こitは、，f}'おら1カミこψ さい

ました第 6次国土調査10か年;njffij策定に向けて、

そのi\~ 1!'1iのための法律でもあったわけですけれど

も、新しい形として、 ïlï区 IIIJ 村が包ti~的に地:f:lV1i却

資の実施を民間の団体に委ねることができる、こ

ういうようなことが盛り込まれました。

また、官民境界基本司，¥I1f.とか、新しい卒業も雌

り込まれましたが、これらの立法までの過程では、

私ども 日本土地家屋調査士会迎合会も 、法務省ま

た国:1ニ交通省、医l土地耳目|淀等々のごJ:illlll干、ご支援

をいただきまして、その'ii'i議ill松から参画させて

いただきました。平成1911'から、当会、先ほと法

務)"j長から表彰状を受けられました11111品i愛子さん

が、 |主l土庁r議会の委員としてご参聞いただきまし

て、表示の主主記と地籍の日宝仙jとのl則係、あるいは、

土地家屋別査士の専門性等々について、いろんな

形でお話をいただき 、それがこの1/1]のl司会の審議、

私も衆議院、参議院の同法務委員会を傍聴してお

りましたけれども 、質問者である議員の先生方か

土地家屋調査士倫理綱領 (第 43四 日調連総会tIIlJ定)

1 .使命 不動産に係る権利の明確化 をJ別し、国民の信頼に!必える。

2.公正 品位 を保持 し、公正な立場で誠実 に業務を行う 。

3 .研鎖 専門分野の知識と技術の向上を図る。
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らも 、また、答弁者である国土交通大臣の方から

も、それぞれの口から、土地家屋調査士の活川が

力強く述べられたところです。

そういった、よい形で推移しつつある地結、地

図の整備ですけれども、私どもはこれからはその

受けJIIlとして、十分な役:;!irJを来たすことができる

よう 、その受けJlIlづくりを進めなければいけない

というように考えております。公i絹協会あるいは

調査立法人、また、新しい形でこれから出来てく

る公嘱協会等々も含めまして、この地籍調資、地

図止さ仙の受けJlIlとして十全の役制を来たしたいと

いうように考えております。

そのほか、，1M産業務の掘り起こしにも力を入れ

ています。先ほどの総会の中でも会員の皆さんか

ら質問等もあったようですが、この経済不況のrl'
で、民的!の事業というのは本当に務ち込んでいま

す。とても苦しい状況にある。そういった中で、

官公器から発注される公共嘱託登記業務の受託、

これを何とか拡大できないだろうかとい うこと

で、日網走IIといたしましでも 、様々な形で取り組

みを始めております。これまで業務区分であった

り、あるいは、業務発注の1:1:株主;等々が必ずしも

土地家屋澗資士を正的に言い表した形でなされて

いたものでなかったと ころなんですけれども 、大

阪法務局民事行政部長にご就任された小宮山部長

も、地図企岡官の時代に大変ご尽力し、ただいたわ

けですけれとも 、様々な省庁に改善方のお前1いを

いたしまして、今、国交省、法務省はもちろんで

すが、財務行、総務省等々で、そういった改持も

なされているところでございます。

そういったことプラス、先ほどのお話でもあっ

たように、報酬傾のi低廉傾向といいますか、コス

トダウンの努力をしてコストが下がっていくとい

うのは、これは一つの意味では良いことかも分か

りませんが、それがもし業務のt'fにとって、とて

も大きなJtlい彩響を与えているとしたら、これは

やはり看過できないということで、連合会として

も、去年からこれに精力的に取り組んでいるとこ

ろです。J2さん方のご協力もいただきたいという

ように考えています。

倫:I.mのj免税も 、 今年は総会で会~!I1 と して位世づ

けようと考えております。そのほかオンライン IJI

請につきましでも 、皆様方のお手を煩わしており

ましたが、今も煩わしておりま1が、今年の 2月

で表示登記の20%がオンラインを利用されている

ということになって、;il(rf自信iI古lにあります。また、

法務省のIJに、私どもは今の使い勝手の怒さの

つの~図でもある添付 i!Hffi を日Ij送しなければいけ

ないとか、そのほかの陸路も解決しなければいけ

ないのではないかということで、様々な提案等々

もさせていただいているところでごさいますが、

当会からも検討会の委員にたくさんの方にお出ま

しいただきまして、ご効力をいただいているとこ

ろでございます。

また、銃押特定申11/5[と ADRの述携につきまし

でも 、3月に、これも小富山部長がお求めになら

れたものですが、i法務省と日制:iiliの問で、プレー

ンストーミング等を通じて意見を重ねてまいりま

したが、取りまとめができ 、これから本格的な辿

携のありょうをめぐって、桃築していかなければ

いけないというように考えているとこ ろでござい

ます。

そのほか、たくさんのことカすございます古人

人で何十分もしゃべっているとひんしゅくを口い

ますので、このあたりでやめさせていただきます

が、一昨日 、地域主権専攻防会議の会談等も ごさい

ました。|主lの11¥先機関の見由し等もされていると

ころでごさいます。私どもは、また私ともの立場

から、利JTIする図民にとって、あるいは専門資給

者として、そのことをとう考えていくのか、そう

いったことを必要な限り訴えていきたいというよ

うに考えているところでございますが、まだまだ

~jIほときように 、 土地家屋訓査士の制度も 、 また

表示登記の制度も厳しい環境にあるところでござ

います。どうか皆様方のご助ブJをお願い L、私は

いつも巾し上げている ことですが、迎合会あるい

はフロアク協議会、単位会、支部、会員さん、役

員さん、みんながそれぞれの立場で、それぞれの

役割を分担しながら一つの日僚に向かつて進んで

いこうじ ゃないかと。そして、この60周年あるい

は50周年を、より意義のあるilーだったなと後|止に

そう思っていただけるような実りの多い年にした

いというように考えております。 皆様方のご支1~

を'L、から念じJげまして、また、大阪土地家屋調

査士会のますますのご発展、ご参会の皆様方のご

健勝を'L、から祈念申し上げ、さらに、ご来賓の皆

様方には、土地家屋調査士の制度に多大なご支援

とご理解をI!~っておりますことに 、 日調jili会長と

して、心から御礼を申し上げたいと思います。と

うもあ りがとうございます。

以上で私の日制迎会長としてのお祝いのご挨拶

にかえさせていただきます。本日はと うもおめで

とうごさいまサ 。

平成22年 7月 E土地家屋調査士大阪第298号
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大阪弁護士会会長

金子 武嗣
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夫長
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先ほど大|坂土地家!量制査士会の定|時総会におき

まして、 l作五1'. 1立i:J~tl: \ï日i昔 、 本11::jj[4fi'業 iì'l 画家の承

認等につき適切に議事が進められ、所!UIの目的を

遼せられましたことにつき、お喜びをIPし上げま

す。また、多くの先生が大阪法務局長、日本土地

家屋調査士会述合会会長並びに大阪土地家反調査

士会会長から栄えある表彩をお受けになられまし

た。これらの先生方の栄誉は、永年にわたり土地

家屋前l征士ili ll肢の発展に貢献されたごJjJ~j'1等によ

るものであり、心からお喜びを巾し仁げるもので

あります。

ところで、大阪土地家屋調査士会の先生方と、

私ども弁議士とは極めて深い関連位があることは

巾すまでもないところでありまして、私ともとと

もに、i:1，向上実務話どという共通の基mi'に立って日ご

ろの業務に郷わっているものであり、お五いの11，地

域の範聞を孤立しつつ、従来から個々の会民相互

!日j において、花、桜な ~JÊ1~~1品J1子、を保持 Lてまいりま

した。ADRの具体化として、両会の共同運営に

係る「境界問題相談センタ ーおおさかJ における

土地家屋調査士会の窓得、的な取り組みとともに、

公訴社団法人「総合紛争解決センター」の設立運

営にも多大な千年与をされましたこと 、大阪弁護士

会として (~xf!人 を表するものであります。 また 、 長

引く境界紛争を迅速に解決するため、平成17年に

tJl界特定i/，IJJ止も創設されました。この市IJJ.立におい
ては、土地家屋調査士の先生方と私たち告、後士は、

ますます私、桜なl品l係を築くことが京'ltになってく

ると思います。

さて、111一年 5) Jから裁I'IJ只裁判が尖飽きれ 1iF' 

となりました。11<.キIJ.Q放I'IJは一応Irli，'l.に:jlf飽きれ
ていますが、死刑求刑事案や会而否認事案なとの

本格的な司T1'1はこれからです。大阪弁護士会も被

疑者 被告人の怜，;fllを守る弁諮人の立品川、ら、弁

設技術の円昨iな実施に努力を主ねてまいりたいと

存じます。今後も 、こ れら私たちを取り巻く :m安

課題に四|分に対処できますよう 、よろしく ご協力

をl切りますようお願いする次第であります。

終わりに、大阪土地家屋調査士会のますますの

ご発展と会員皆椋方の今後ますますのご健勝を祈

念いたしまして、祝古'"とさせていただきます。本

日はおめでとうごさいました。

(イtfst

( 大阪弁護1会副会長 三木 秀夫)

大阪司法書士会会長

山内 鉄夫

本日ここに、第70回という大変記念すべき大阪

土地家屋調査士会様の定時総会がltF大に開催され

ましたこと 、心よ りお4見いをiJIしヒげます。平安

は私ども大阪司法書士会;1(，びに会員に格別のご，11¥
mとこ明協力をいただいておりますこと、このJJ)jを

flVりて厚く世11礼を申し上げます。また、多年のご

JjJ紅iにより 、先ほど表彰を受けられました先生方、

まことにおめでとうごさいました。

さて、今日、多くの専門戦能団体、いわゆる士

業団体は、そのあり方をrlJJわれております。'1'で

も報酬の自由化が規制緩和の討しれのrl'で進められ

て、そして、その'i'f給者の't('f'tあるいはモラル向

上がより ー!日求められている羽仁川にございます。

剥351士会械や、あるいは私とものような公共悩の

ある早川"1職能団体は、その]織IlE倫理をfi(U立し、そ

して徹底し、かつ会員の能力|向上を凶るための公

共的な団体でございます。そのことによって、業

務の公共性を市民の皆桜にお示しをし、そして、

お役に立てるということをお示しをする 、そして、

法律支援活動を行っていくという団体でもござい

ます。

ところで、プロフェアションとは、ご案内のと

おり、利主主追求のみを使命とするのではなく 、T打

王JZJi比22壬ド 7月 土地家屋調査土 大阪 第298号



民の公援のためにサービスすることをお不しを

し 、 そして 、 それを際務する JI~能というふうに定

義つ'けられております。 つまり 、 先~t :1Jと私とも

は、とのような状況にあっても 、あらゆる人に対

して、そのブJが必要とされる適切なサービスを適

切なときに提供すべき存在でごさいます。そして、

対日li を 1~;: て取り引きされる市場とは少し IR 日 IJ を

し、そLて、iれられる存在であるべきだと、この

ように考えております。

私どもは、そのような小で平成20年泣から 、主11

i哉と経験を市民のj，T械に巡元する一環として、公

括的f，fi[UJを義務化させていただきました。この公

括的活動とは、司法.I}:土倫理から導かれる司法占

士の使命、職了f、そこから導き，IJjされる公主主的活

動でございます。.H体的には、たとえは，dj役所で

itj~t相談を担当させていただくこと 、 あるいは 、

;r向白可5校生あるいはj拡Z主~J波並寺竿f

る公教育や1計消ì~向~í1針T者救f打T、あるいは法テラス、総合

紛争解決センターなどでの活E担等でごさいます。

これらすべて先生hとともに行っているものでご

ざいます。 当然でございますが、先生]J と述lj~ な

しでは成り立たない活動ばかりでごさいます。専

門職能、これが地域と述jj!jし、そして地『且に取り

組んでいくということが、市民から信頼される功

I"J職能団体をJf;成し、そして、制度の伝恕i!止び相

会からのWJ待に黙がっていくのではないか、この

ように考えております。今後とも私ども司法Jけ
に対してご比Ij力をH品りますようよろしくお願いい

たします。

終わりになりましたが、大阪土地家屋調'1と1:会

;ifi.びに会員の符線のますますのご発展とご他IJ幸を

祈念いたしまして、ご挨拶にかえさせていただき

ます。本日はまことにおめでとうごさいました。

今回の総会会場となった大阪市中央公会堂

大阪公証人会副会長

法違雅丈

大阪土地家出訓l査士会 平成22'1'.J立('1';70厄i定l時

総会が本U、hE大にIJfJ催されましたことを、心か

らお将びtilL 1:げます。

本年は、七地家屋調査士iJilJJJriJilJ7E60JI，J '1の記念

すべき年であり、また、表示登記制度50周年とい

う節目の年であります。 土地家屋Ñ~Jjfi士の従事し
ておられる不動産表示笠記のための調弦 ・iJ!lJ長 ・

登記手続は、.rq裂な財産である不動産w引の恨幹

をなすものでありまして、国民の財産制度の基礎

を支えるものであります。皆材;の限l与されます業

務は板めて公共七l がr~ < 、まことにw:~でありま

す。それだけに伴係方が日夜間鍛に励まれ、土地

のfPc界特定制度、オンライン主主記tiI r，I'iilIlJJ誌なとの

新制度についても研修等により精通され、正目(tな

業務の遂行に尽力されておられることに改めて敬

ff.ーを表する次第であります。

it会からは、昨年秋の叙勲でrli1);¥名作会長が旭
日双光î~i を'立!;'~され 、 また 、 このイトは仁 ~I 会只が

黄綬茨ZEを受却されましたのは、この会の活動が

評価11されてのことと存ずる次第で、まことにおめ

でとうございました。改めてお祝い巾し上げます。

公証人も、逃言、賃貸出なと、不動産を収り扱

う職務が多く 、規約設定などでは、土地家屋調査

土のブi-'とA挑して仕事をしておりますが、これ

からも討会との辿携を、より緊訟なものにしてま

いりたいと:(tじますので、こ協力、ご支援をお願

いする次第であります。

最後に、 ft会のますますのごl盗峰、ご発展を祈

念いたしまして、祝辞とさせていただきます。

平成22年 7月 目土地家屋調査士大阪第298号 15 



大阪土地家屋調査士会 役員等選任規則新旧対照条文

前 後変更

第 l章総則

(目的)

第 1条 この規則は、 会則第31条第 1m及び第50

条t04草iに規定する役貝及び綱紀委貝(以下「役

只等」という 。)の選任 に|品l し、必~な事項を
定め、その選任の公明 ・適正を図ることを目的

とする。

(選任する役員等の数)

第2条 この規則!を適用して選任する役員等の数

は、規程の定めるところによる。

(選任の方法)

第 3条 会長 ・高1)会長及びlUI引は、総会において

選挙による方法で選任する。

2.会長候補者は、前墳の規定に1M)わらずあらか

じめ副会長候補者 l名を指名することができ

る。指名された高1)会長候補者は会長候補者が会

長に選任されたときに選任されたものとみな

す。

3 理II事 綱紀委員については、自 ら支部に届出

た者を合め、支部役只会においてtllJぼされた者

を総会の承認を待て選任する。

(候補者の資格)

第 4条 土地家屋調査土法第42条第 1号、第2号
の処分を受けた日から 2年(立候補府出締切日

現在)を経過しない者は、候補者となることは

できない。

2 会民は第 3条に規定する 2以上のf3tJ能につい

て、m:絞して候補者となることはできない。

(多選の禁止)

第 5条 会長 ・副会長 .Wiz:tj]は述枕して 3!V)をj也

えて、その織につくことはできない。

(選挙権の行使)

第6条 選挙権は、総会の 2迎111)前までに会員と

なった本人が151則として総会に山町して行使す

るものとする。

2 会只がやむを得ない事l土iのため、選挙の当日

に投21することができないときは不在者投禁を

-9ること治、できる。

3.不柏市者投票については、JQ私aの定めるところ

による。

変更

第 1草総目Ij

第 1条 (/百l左)

第2条 (/ii)左)

(選任の方法)

第 3条 (/百l左)

2. j'jl)除

2 (1百l左)

第4条 (/百l左)

第5条 (/ii!左)

第6条 (1司左)
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変 吏

第 2掌選挙管J1U委員会

(選挙事務の管理)

I而

第 7条 役只等の選任に限lする事務をti-耳liするた

め、選挙管理委員会 (以下「委員会」という 。)

を置き 、選挙にl刻する事務を行う 。

2 委員会については、規程の定めるところによ

る。

第3主主 J辻井:及びHJl梨

(選挙の方法)

第 8条 選挙は直桜'W記無記名投票による。

(当選者の確定)

第 9条 各選挙における当選者は、各役職の定数

に達するまで、有効投票の多数を得た者の版lに

よる。

2 立候補者が各役l織の定数に達しないか、もし

くは同数であるときは、この役職については選

挙を行わず雄投禦当選とする。

3" j号車4数が同じで有るときは、抗11選をも って当

選者を決定する。

(繰り上げ当選等)

第10条 当選者が選挙後、3月以内に死亡、併任

もしくは資格を喪失したときは、次 t主者ーが川([玖;

当選者となる。

(補欠選挙)

第11条 会長、副会長、監半に会則第28条に定め

る欠員が，，'-じた場合、述やかに臨時総会をIJfIfii: 
し、選挙を行うものとする。

2 前項の選挙は、このJJH!I!による。

(選挙の倫理等)

第12条 この規f!lJにもとづく選挙運動は、公lijJJ]

大を旨と L、会以としての品位を汚すようなこ

とカミあってはならない。

2 選挙運動は立候補JiT-I1111 のときから投~i:: LIのがI

1:1までとし、総会当日の選挙運動は 切禁止す

る。

ただし、委員会が主f/i:して行う立会演説会で

の所信表明は、この|恨りではない。

第 4主主 選考委員会

(候補者の選考)

変 更

第 2掌 選 挙 管 型I!委員会

第 7条 (同友)

第3主主 投袈1止び11H禁

第 B条 (1百Jtに)

第 9条 (同左)

第10条 (I百l 左)

第11条 (問左)

第12条 (同友)

第 4章選考委員会

(候補者の選考)

平成22年 7月 目土地家屋調査士大阪第298号
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変 更 前

第13条 委只会の委只長は候補者の数が定数に満

たない役職が生じたときは、議長にこの旨を報

告し、議長は選考委只会を椛成すべき会員に選

考委員会のfttUを求め、選考によって選任すべ

き役職及びその数を桁示し、選考を付託しなけ

ればならない。

2 理事 綱紀委以についても前項に準じるもの

とする。

3 会長は、選考委只会においてな見を述べるこ

とができる 0

4 選考委員会については、規格!の定めるところ

による。

(総会の承認)

第14条 総会の議長は 、 第 3 条第 2 項の被jlU~j者

及び前条により選考した役職者があるときは、

総会に報告し、承認を1!}なければならない。

第 5主主 その他

(規程の改廃)

第15条 この規則の改廃は、総会の決議による。

(規程への委任)

第16条 役員等の選任に|射する細目は、特に定め

のある場合のほかは、規格'による。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成 6年5月24日から施行す

る。

(規則の廃止)

2 従前の大阪土地家屋調査士会役只等選任規

則は、こ れを廃止する。

附則

(施行期日)

この規則は、平成 6'1'-11月2日から施行する。

附則

(施行期日)

この規則は、平成16年 1月9日から施行する。

附則

(施行期日)

この規則の改正は、平成20年 5月28日から施行

する。

変 吏 後

第13条 選挙管JlI!委以会の委只長は候補者の数が

定数に油(iたない役職が生じたときは、会長にこ

の旨を報告し、会長は選考委員会を椛成すべき

会員に選考委只会の設世を求め、選考によって

選任すべき役職及びその数を指示し、選考を{.j

言tしなければならない。

2. l:lli事 ・綱紀委員についてもがl項に準じるもの

とする。

3 会長は、選考委只会において意見を述べるこ

とができる 0

4 選考委只会については、鋭校の定めるところ

によるo

第14条 (同左)

第 5主主 その他

第15条 (同左)

第四条 (同友)

平成22年 7月・ 土地家屋調査士大阪第298号



D:: 更 11'1 変 吏 後

附 則

(施行期日)

この規則lの変更は、平成22年 5月26Uから胞行

する。

iiij 

大阪土地家屋調査士会 役員等選任規程新旧対照条文

後変更

第 1主主総 則

(目 的)

第 1条 大阪土地家屋調査士会役.u等選任規則

(以下 r;tJLQIIJという 。)に定める選任手続きは、

この規殺に さだめると ころによ る。

(届出害等の犠式)

第 2条 周tlhl:等の様式は基準で定める。

(選任する役員等の数)

第 3条 規WIi;il 2条により選任する役.u等の数は

次による。

但し、恭司f(とする会員数は '1} 1 J U 現在とす

る。

1 副会長の数 4人

2 1111事の数 4月1LI現在の支l判定数に

よる数

支部会員 J20人以上の支部 3人

60人以上、Jl9人以内の支部 2人

59人以内の支部 1人

mし、支部状況により 2人以上選任

できる支部においては、I人を減ずる

ことができる。

3 ~~事の数

4 綱紀委員の数

3人

名支部 l人

第 2:1主 選挙告主li委員会

(委員会の組成)

第4条 規則首}7条による選挙管盟委只会 (以下

「委只会」という 。) は 、 本会i主 ~W以外の会

員から各支持1¥1名、 100名をll1iえる支部にあっ

ては、2名をも って組織するo

なお、制illJJ委只数名をi泣くことができる。

変!J.i:

第 12;主総 CIリ

第 1条 (1百l左)

第 2条 (Ifi)左)

(選任する役員等の数)

第 3条 ;税目Ij第 2条により選任する役只等の数は

次による。

f!lし、基準とする会員数は 4月1tI攻11:とす

る。

l 副会長の数

2 ~1事の数

4 ，、

4 H 1日現在の支部定数に

よる数

支部会μ 120人以上の支部 3人

60人以上、 1J9，、以内の支部 2人

59人以内の支部 I人

但L、支部状況により 2人以上選任

できる支部においては、 1人を減ずる

ことができる。

なお選任できるllli司王の数は、上記の

支部定数による数のほか予め理事会で

選任できる理事の数を定めることがで

きる。

3 l託事の数

4 綱紀委員の数

3人

各支部 1人

~l2 主主 選挙管理!委只会

第4条 (同左)
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変 白t 吏更

2.定時総会において役員等の選任を行うため、

会長は委員会11H1it日の 1ヶ月から 2ヶ月前に各

支部長に委n会委員 (以下「委只」という 。)

候補者の般的を求めなければならない。

3.支部長はがl項にもとづき 、3週1m以内に支部

所属会民の"1:1から選考し、会長にi:l:而をもって

JfEi与をしなければならない。

4.会長はliliJj1[のJfU!ll者を委貝に任命しなければ

ならない。

5.委員長は委員の互選による。

6 委員長は委民会を代表し統括する。

委員長は問委員長 2名を指名することができ

る。

7.副委只長は委良長を中iliII1:する。

8 委員が候補者になったときは、その資格を喪

失する。

9 委貝に欠只が生じても補充しないものとする。

(委員会の職務)

第 5条 委只会は次に渇げる事務を行う 。

1 選挙人名簿の作成

2 選挙に|刻する告示

3 役員等fiJdili者の届f品替の受付、調査、告示

4 投票所の設置、管理!

5 立会iiii説会の設営、省主rr
6 投梨、1m穿:の事務、管理rr
7 当選者のMi7E
8 その他、 役員等の選任に |射し必~な事項

(委員会の運営)

第 6条 委員会は委員長が招集する。

ただし、最初jの委員会は、総会iiiiの 2ヶ月か

ら3ヶ月の 111]に会長がJ日集しなければならな

し、。

2 委貝会の決議は、委員の 3分の 2以上が出席

し、その過半数でもって決するものとし、可否

同数の場合は委員長が決する。

(委員の任期)

第 7条 委只の任期は、就任のときから後任者が

就任するまでとする。

第 3 ~王 立候補者の届出

(立候繍者の届出)

第8条 立候補者は、委員会が定めたWJ日までに、

就任j}:c~f-i ~t :を添付して周/1¥なければならない。

府
<<- 後

第 5条 (同左)

第 6条 (同左)

第 7条 (同左)

第 3主主 立候補者の周 I'l~

第 8条 (同左)

ロ巧
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変 更 ii日

2 会長候補者(;J:、規則第 3条第 2mにより副会

長候補者を指名する場合は、同人の就任承諾裂

を添付しなければならない。

3.前項により指名される日IJ会長候補者は、自ら

立候補の岡山をする ことはできない。

4 受付f去の立候補辞退についても!耐IJ¥なければ

ならない。

5 支部長は、規則第 3条第 3立iの被JfU信者を委

員会が定めたJVJ日までに就任承諾fl?を添付して

届出なければならない。

(立候補者等の告示等)

変 吏 f長

2. j:jlJ除

3 削除

2. ([司左)

3 支部長は、鋭lllJ~~ 3条第 2項の被JfU問者ーを委

以会が定めたWJ日までに就任承諾告を添付して

!市山なければな らない。

第 9条 立候補者の}制j早川が終了したときは、 | 第 9条 (同 友)

委員会は、立候補者の氏名等をt11示しなければ

ならない。

2 規日IJ~~ 3条第 3項の被JfU行者も同線とする。

第 41手 投票i1えび開票

(投票用紙の交付)

第10条 委只会は、所定の投芽:川紙を投票の前に

規則第 6条第 1項に定める総会IBJHI'者全員に交

付しなければならない。

(投票の方法)

第11条 投非:は、投票用紙にあらかじめ記載して

ある候補者のうち 11'，について、その氏名の上

に1個の01:11を記載して、定められた役職別ご

との投架部]に投票するものとする。

2 投票者のTífI~li:!.は原則として会員百iEの呈示によ

るo

(投票所)

第12条 J文京所は委員会が設位するものとする。

(投票の開閉)

第13条 投紫の方法 ・投票の開始及び終了につい

ては、委只長がこれを告知lしなければならない。

(不在者役薬)

第14条 規則W6条第 2項の不在者投禁は、総会

の l週HiJi'iIjの 3日間J(ただし、休、祝日を除く 。)

大阪土地家屋調査士会館において行う 。投票l時

間は午前1011寺から午後零時、午後 3114から午後

711寺までと1する。

2 規則第 3条第 2mの被推薦者も同様とする。

第 4幸投票及び1m禁

第10条 ([司左)

第11条 (同左)

第12条 (同左)

第13条 (tITI1e) 

第14条 (同左)

平成2211二 7月 E土地家屋調査士大阪 第298号
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ρι 更
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IlrJ 更

(無効投票)

第15条 次の投票ヰは無効とする。

l 所定の投票用紙をmいていないもの

2 委民会において、得票者が確認できないも

の

3 第II条の規殺に反しているもの

4 その他、委員会がjllr効と認めたもの

(開票)

第16条 IlfJ裂は、総会の会場内で委員会において

行う。

この場合、候補者が周UJた会員 1名を立ち会

わせなければならない。

(開票結果の報告)

第17条 当選者が決定したときは、委只長は議長

にその旨を報告 し、 議長は総会会場で委員長に

その旨発表を させるものとする。

2 委員長は各役職ごとに有効投票及び艦効投票

の数と 、その当選者の氏名並びに得禁数、その

他必要事mを報告Lなければならない。

第 51j:o~ 選考委員会

(選考委員会の構成)

第18条 選考委員会の委只は、総会r!fJJili日に支部

長である会民とする。

なお、総会当日 、支部長に事故あるときは、

日IJ支部長の l人に代理Hさせることができる。

2 選考委.Rとなる会員は絞、長の嬰訪にもとづき

選考委只会を設i泣しなければならない。

3 この選考委員会は 、 会WJ首~56条の適用を受け

ない。

4 選考委只長は、委員の互選による。

選考委民長は、選考委只会を代表する。

5 選考委員長は、同l委民長 2名を指名すること

ができる。

副委員長は、委員長を補佐する。

6 選考委員会は選考委員長が総会の議長に選考

結果を報告、議長が総会に報告し承認を符たと

き、その任務を終え解散する。

(選考委員会の職務)

第19条 選考委良会は、議長より付託のあった役

職及びその数を慎重かつ公正な間断で選考し、

議長に選考結果をすみやかに報告しなければな

らない。

変 i長

第15条 (J百l左)

第四条 (同左)

第17条 (同左)

第 5主主 選考委員会

(選考委員会の構成)

第18条 選考委員会の委貝は、最初の選考委員会

招集日の支部長とする。

2 選考委只となる会員は会長の要請にもとづき

選考委員会を設iEしなければならない。

3 この選考委只会は、会ftiJ~~56条の適用を受け
ない。

4 選考委只長は、委員の互選による。

選考委員長は、選考委只会を代表する。

5 選考委員長は、別委員長 2名を指名すること

ができる。

副委員長は、委員長を'1i1i{!iする。

6 選考委只会は選考委員長が総会の議長に選考

結巣を報告、議長が総会に報告し承認を得たと

き、その任務を終え解散する。

(選考委員会の職務)

第19条 選考委只会は、会長より付託のあった役

l設及びその数を慎重かつ公正な I'IJ断で選考し、

議長に選考結巣をすみやかに報告しなければな

らない。
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~ 吏 前 変 更 後

第 6ZE 布Ii 員Ij at61詳報i 日Ij

(準用規定)

第20条 第11条から第J3条まで及び第15条の規程 第20条 (同左)
は、第J4条の不在者投禦に準mする。

(規程の改廃)

第21条 この規程の改院は、理事会の決議による。 第21条 (同左)

附則

この規枝l止、平成 6年 5月24日から施行する。

附則

この規程は、平成 6il'_ 9 )-J 14 EIから地行する。

附則

この規;fJ~は、平成 7 年 4 Ji2J日から施行する。

附則

この規私tは、"1乙!虎11ir'1月1日から施行する。

附則

この鋭校は、平成16年 J)J 9日から施行する。

附 則

この規;fAは、l:fL成2J年 1rJ J5日から施行する。

附則

この規程の変更は、平成22年 3月16[1から施行

する。

附則

この鋭校の変更は、平成22年 5月26日から施行

する。

大阪土地家屋調査士会 補助者規則運用規程新旧対照条文

変 史 11'1 変 吏 後

第 1掌 総 日IJ 首~ 1 ~: 治: 日Ij

(目 的) (目的)

第 1，条 大阪土地君主!ι品，J:rt士会補助者j北WJ(以下 第 1条 大阪土地家l.ii訓査士会補U)J者税WJ(以下

「規fIIJJという 。) 第 11条の規定に法づき 、規 rmnlJJという 。)節目条の規定に11Lづき、規

f!lJのjlli川について、この規程を定める。 fIIJのilli!TIについて、この1見程を定める。
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変更前

第 2î~ 補助者

(補助者の使用形態)

第 2条 2名以上の会員が、同ーの事務所(以下

「共同事務所」という 。)を設け、補助者を共

同して稲川し、使JlIする場合にあっては、これ

を共同{史川という

(補助者の欠格要件)

第3条 規則第 4条第z:rrIに規定する不相当と認

める場合とは、次の各号のーに該当する者をい

つ。
(J)規則f!":;9条に該当する者

(2) 補助者としての，Wrf.立ならびに資質がIlflらか

に不適当と認められる者

第 31主布IiJljJ者調:等の交付

(補助者名簿等)

第4条 規則第 3条第 1lJtの規定による周11¥を受

理nしたときは、補助者名簿(第 1号株式又は第

6号機式)を作成すると共に会只別補助者表に

登録しなければならない。

(補助者証等)

第 5条 規則第 7条第 4J1lの規定による補助者調

及び徽t;1の株式は迎合会の定める様式によるも

のとする。

(補助者証等の交付)

第6条 規日1I第7条第 1:守lの規定により補助者nil

・補助者徽竿を交付したときは第 4条に定める

補助者名簿にその旨を記iI世するものとする。

2 規則第 7条第 6項の規定による再交付の場合

にあっては前項の規定を準)fjする。

第 4主主 その他

(規則違反)

第7条 規WI第4条第 2項、第 7条、第 9糸、第

10条の規定に関するj)lUlIに当たっては、会長は

当該会只に対 L規則i主反の旨を通知 Lて是正を

求める。

この場合には会只に弁明の機会を与えなけれ

ばならない。

2 前項の弁明については弁明合の拠出を裂する。

後変更

第 21E 有Il助者

第 2条 (J百j 左)

第 3条 (1百l左)

第 3掌有IlI!JJ者証等の交わl

第4条 (同左)

(矯助者証等)

第5条 規則第 7条第 4墳の規定による補助者ftil
の械式は迎合会の定める様式によるものとす

る。

(補助者証等の交付)

第6条 規則j第7条第 l項の規定により補助者詰E

を交付したときは第4条に定める補助者名簿に

その旨を記il主するものとする。

2. '規HIj~~ 7条第 6Jiltの規定による再交付の場合

にあっては前墳の規定をi¥I;Jnする。

第4-ì-~j~ その他

第 7条 (1司左)
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相
ρι 更 前 変 更 後

(規程の改廃)

第11条 この規定の改I完は、会長が決する。 第11条 (同左)

附則

この規絞は、 H日和62iF12月19日から施行1る。

附則

(施行期 日)

この鋭校の第 3 条、自í1 4 条 、 第 5 条 、 首~6 条、

第 7 条 、 現~8 条、第 9 条、第10条の改正、 lえび第

JJ条は平成10年10月I日から施行する。

附則

(施行期日)

この規位第 8条の改正は、平成11年1)) J日か

ら施行する。

附則

(施行期日)

この鋭松宮¥8条の-i';ll変更については、平成13

年12))5 1:1から施行する。

的則

(施行期日)

この鋭程の変更は、平成22iF2 )-) 8 LIから施行

する。

会員紹介センター運営委員会規則の変更について
[提案理由]

会員紹介センターを迎'目するにあた っ て 、 その業務分担することとな っ ており、その分'字を:illi営~綱

自I}3条に規定している。

その J つに紹介部があり 、 紹介部では、部の業務を j1!~する委員の他に科{介部只を i泣くことになって

いる。

現在のところ 、規則 迎活要綱中には、そのili介部以の位世づけに|期して規定されておらず、立場が

不明確なため、立場をlij]f，'{liにするために本変更を挺笑する。

大阪土地家屋調査士会 会員紹介センター運営委員会規則新旧対照条文

変 吏 古1 変 更 i孟

第 1条~第 3条 1i 略 第 1:条~第 3条 1'i 田島

(委員会の構成) (委員会の精成)

第 4条 委μの数は 15名以内とする。 第 4条 委只の数は 25名以内とする。

2 委μ会に委員の内から委貝長 1人、IliJj委1..1長 2 委以会に委貝の1)，1から委員長 l人、日1)委員長

3人以内をi丘〈 。 3人以内を世く 。

3 委日以は委員が互選し、高Ij委只長は委員長の 3 委員長は委員がli.i'iliし、副委員長は委只長の
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変 更 ïì~ 抽5ιミ 吏 i去

4有名による。 指名による。

4 委員長が必要と認める時は、常任委只若干人 " .委員長が必要と認めるH寺は、常任委員若干人

を'iltくことができる。 をi泣くことができる。

5 . '，; i~'・任委只は委員の |λlか ら委只長の指名による 。 5 常任委員は委員の内から委員長の桁名による。

6 委只長は副委員長及び常任委日をもって小委 6 委只長は扇1)委只長及び常任委員をもって小委

員会をlIIi成することができる。 員会を構成することができる。

第 5条~第11条 省 i略 第 5条~第11条 省略

附 則

この規則の変更は、平成22'lo"J:J 1日から施行

する。

〈参 考資料〉

大阪土地家屋調査士会 会員紹介センター運営要綱新旧対照条文

変更日 平成 22年2月 12日

変 更 "' 
11'1 変 更 後

第 4条 各部の分卒業n':iiを執行するため、担当日1)

委員長が各部を統括 し、委員会委只及び科m山
により組織する。

2 綻i介古1¥については、担当面1)委只長及び委μが

これを担当 L、紹介部部員をi泣く 。又紹介苅¥;';1¥

.Qについては、会只の内から委員会にて選任し、

そのjfJU)は規則第 3条の委員を部民と読み称え

援JTJする。

3. 'ii'i査部については、担当副委員長及び委只が

これをm当する。

4 訓監部については、担当副委員長及び委員が

これをm当する。

第 4条 各音1¥の分卒業務を執行するため、担当日Ij

委員長が各部を統括し、常任委μ及び委ιiによ

り組織する。

2.紹介部については、担当初l委只長及び常任委

員並びに委員がこれを担当する。

3.審査部については、担当日j委μ長及び7i1・任委

只がこれを担当する。

4 調3査部については、担当副委員長及び'市任委

員がこれを担当する。

(各部の業務)

第5条 紹介音1¥のつかさとる業務は、次のとおり

とする。

(1)桁介案刊につき受任調資士を紹介する。

(2) 受任調査士を紹介するにつき、必要があれ

ぱ各支部長のTI見を1mくものとする。

審査部のつかさどる業務は、次のとおりとする。

(J) 紹介部において紹介する受任調査士の選任

が適切におこなわれるよう助言する。 <迫 力11>

(2) 受任調査士からの報告が適切におこなわれて

いるかを管型指導する。

制旋";¥1¥のつかさどる業務は、次のとおりとする。

(J) 受任訓査士の受ける紹介集刊につき、必袈 I (J) 受任調査士の'主ける紹介築制につき 、必袈が
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変 吏 変 克 後

があればその業務内容につき朝lP1を;)<:め、 itl あればその業務内作につき報告を求め、紹介安

介案('1の適切な指導、調整、色ー述Iを11'い、 7J" ('!:の適切な指導、調日程、ち・王nを行なう 。

一訂i介笑{斗において問題が起きた場合には、

本会と協力し、その解決にあたる。 <jj} )111) 

(2)紹介友利において問題が起きた場合には、本

会と|品))し、その解決にあたる。

附則

この強制の改正は、‘1'"1此22年 4月1日から施行

する。

大阪土地家屋調査士会 記念財団設立基金積立に関する規則新旧対照表

変 吏 11'1 ホx. 吏 佼

(目 的) (目 的)

第 1条 土地家屋調査士制度の進歩発JJ(ならびに 第 1条 (同左)

土地家I:;i調査上の社会的地位の確立に;jf']する

ため、本会に記念i吋|司を設立する日[りをも って

これがt，~会の設立を行うものとする 。

第2条~第 6条 省附f 第 2条~第6条 'ri 略

(積立金の流用禁止) (積立金の流用禁止)

第7条 この航立金は、日念1!オf~の設立に裂する 第7条 この積立金は、 L:J血家屋調査ゴ制伎のijJ;

経1'1以外の使途にあてることはできない。 ~ょ JGJJ(ならびに土地家131訓変士の相会的地位の

同立に寄与する卒業、及び記念財聞のl没立に~

する統計以外の使途にあてることはできない。

附則

この脱則の変更は、‘ドlι22il二 3月161ニlから施行

する。

|杓}成似仰…或幻陥山22別2il 27 



旅費規則の変更について(補足資料)

1.現行税目IJでは笑'l"i:Ii'iJIを裂する旅費の;組問はむ外出張と規定しているが、改正案では大阪管区外

(近畿 2，荷4県を越える)への出向の場合に限り、旅費運賃 (実質桁$:):) とw向手当 (1日3.000f[j)

のi白川をIWH'I先にした。

2. 本会が招集する会議の山市につき支給する交通針は現行通りで変更はない。

1tT.4.5001"Jもしくは金3.5001"J

3.本会が約集する会議以外の会務出向は交通貨として3.000Fgを支給すると規定するが、迷J'fの場合の

交通1'1笑itを別途支給する規定は必ずしも明確ではなかった。

そこで大阪管区内であっても大阪府を越える会務出向の場合は笑1りltziをしないことを前提に定制

の支給微を定めた。金3.0001"Jプラス金2ρ001工l

定都!の支給を定めた主な粗!出は、役委只の負担'1珪滅とZjiJE処理の軽減を君、図した。

4 尖資料t")を伴う旅1"iの粉t-i.は旅費等訪求f!iとともに会務出向報告fl?を拠出することは従来通りであ

るが、交通貨(定傾)の訂j;j(であっても会務山|旬報告書の拠出を厳絡に規定した。 これは交通貨の支

払い却となるものであり 、会務日誌記録の遺漏防止の観点からも 11"Il長である。ただし本会が招集する

会議 ，'I\rmは泣i属するおそれが小さいこと、 1生:委員の負担をIRやさないためにも会1011\ 向報告書の1f~LIJr

は嬰しないと規定した。

変 首I

大阪土地家屋調査士会旅費規則新旧対照表

後更

第 1条 本会の役員 ・委員にして会務のために出

張するときは、次条以|での規定に基づき旅1'(を

支訴する。

第 2条 旅費は鉄道運賃 .~1Ø質 ・ その他の乗物江

-街1正川4・手当の 5経とする。

第 3条 旅費支給のjμl巳は次のとおりとする。

1.旅費は目的地に最も経済的な通常の経路及び

方法により最寄駅もしくは自宅地、ら出発し旅行

した場合の旅引により計針する。

2 旅1t百1$):の日数は11_1，発の日より業務執行にw:

した日数に応じて言It)し半日に満たないときは

半日とする。

3 鉄道は片道100キロ以上の場合には特急料余

のf債を支給する。

ただし、特別の~r:: lj'iがある場合は、グリーン

llL又は桜台111を利用することができるものとす

る。

4 船舶は一等運賃の傾を支給する。

5 航空機は、利用可能な場合は利用するものと

する。

6 その他の場合は、その来物に要した旅'lNsU
を支給する。

変 更

(目的)

第 1条 本会の役員 ・委員にして会務のためにi_U

張するときは、次条以下の規定にi1.~づき旅費を

支給する。

(旅費)

第 2条 本規則に定める旅費は旅費運賃 ・ 街 il~1 '1'1 
食1JI. 11¥向手当・交通資の 5秘とする。

(旅費運賃)

第 3条 旅引運賃は大阪管区を越える会務出向に

適用する。

2 旅1JI述1:(は自宅 ・事務所から出発し目的地ま

でのに紋も経済的な通常の経路及び方法により

計算する。

(宿泊費)

第 4条 宿泊目は、出向中の拝iil~1数に応じ 1 人 I

I白金20.000円以内とする。

(食費)

第 5条 li'i iじlを伴う出向のt);)合には、回数に応じ

て、次の食'lJIを支給する。

制食金 2.000円 昼食金 2.5001"'1

タf主金 3.000円
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功ミ
5ι II'J f孟吏

7. 1MI料は、旅行中の宿泊数に応じ 1人 1iil;令

20.0001')以内とする。

8. IWJJi 11 n'~ に出発の日より会務執行に安した 11
数に応じ次の割合により手当を支給する。

¥V)j;主金 2.000II) 昼食金 2.5001')

夕食 '.I¥' 3.000IT) 

9. j'jlJl徐

1 0 . 住外IJ\ ijl~は旅費等JN 3j( i':: (第 l号様式)にも

とづき帰阪後 7日以内に柿S)し、}j主計等前二:J<:.I::
とともに会務出張報告111(第 2 号線式) を ~:lll¥ 
するものとする。ただし、1J;(f!I)として領収111を

i:s付しなければならなU、
第 4条 ~3 条の規定に該当しない本会招集の会

談にtI¥ I市したi党委員に対し交通貨として 1LI に

つき大阪市 内支部所以役委Hに対し金3.5001')

を支給し、大阪市外支部所以役委μに対し令

4.5001')を支給する。

会務のために出向した場合は、 l日につき全

3.0001'1を支給する。ただし支給は、半期ごと

に集計して支払うものとする。

第 5条 文部役員が支部長会議及び業務連絡会

談、または会務処理Rのため、IIHItJの場合につい

てもこの規定を準mする。

第6条 Ijíf条までの規定に該当しない~守殊な旅1'1

手当については財務担当副会長 ・財務部長が協

談しj直JJ:fこ支給することができる。

附 fllJ
l 規fII)の改liaは、理事会の議決及u'支部長会会

談の承認を要する。

変 吏

(出向手当)

第6条 1/1， [IIJ手当は大阪~'ì:区を越える会務出向に

迎JIjする。WI古l手当は I口につき金3.0001'''Jと

する。

(交通貨)

第 7条 本会が-I!Hl<する会議に日¥1出した役委以に

対し交通伐として 1I::lにつき大阪市内支部所kJ!'

役委μに対し金3.500)")を支給し、大阪市外支

部所以役委員に対し金4.50W)を支給する。

2 本会がJ{j集する会議以外の会10に出向した役

委只に;r.)し交通 1~ として l l::lにつき金3 . 000lI) を

支給する

3 会務IU1111の所在が大阪府を越えるときはiiIi2 

項の交通行にfltZ.OOOI'Iを加tlして支給する。

4. jjlj 1 J1'i 2耳[3mに規定する会議、会務が|日)LI

に赤飯した場合は、いずれか山首lな一つを支給

する。

5 本条に規定する交通貨を適JT)するときは第 3

条に規定する旅費i韮uと第 6条に規定する tUrit]

手当を取践して支給することはできない。

(支部役員の準用)

第 B 条 支 t~i~役員が支部長会議及び業務連絡会

談、または会務処理のため、 111
1向の場合につい

てもこの胤定を準用する。

(旅費の精算)

第9条 第3条から第 6条までに規定する旅YJ(の

精鋭は旅費等ftj!í ;}<:~~} Ctf:; 1号様式)にもとづき

帰阪後 7 日以内に粁'it): し、旅ït~j;~t'f求告ととも

に会務H'.向報告金 (首}2号株式)を提出するも

のとする。ただし、原則としてfrfiJI;( {!iを添付 し

なければならない。

2 第 7条に鋭定する交通費の支給は、会務11HItJ

報告Ilr(第 2号様式)の提1-Uをも って苅求があっ

たものとみなす。

ただし、本会が紹集する各秘会;誕のときの会

務山 IÎt州ifir-引はtJJ:~U を~しない。

(交通貨の支給)

第10条 第7条に規定する交通貨の支給は半lY)ご

とに集計して支払うものとする。

(特殊な旅費)

第11条 jjij条までの規定に該当しない納部kな旅1'1

手当については財務担当副会長 財務部長が協
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変 更 iIIj 神~ 更 f走

設し適1:1に支給する ことができる。

(規則の改廃)

第12条 規則の改廃は、理liIjl会の議決及び支部長

会会議の承認を裂する。

附則

(施行期日)

この規則は、平成22ilo4月1日から施行する。

日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

損害保険ご紹介
数々の危険からあなたをお守りしたい 一桐栄サービスの願いですー

回呂田信冒笹偲鴎

固体閉館包信偲鴎

固体旬自窮窃偲鴎

測昌的自&@合偲鴎

会員または補助者が業務遂行にあたり法律上の賠償貸任
を負い、損害賠償金を支払わなくてはならないときに役
立ちます。

保険J~Jl/iJ中に病気 ケガによ って就業不能となった場合、
1か月につき有lifu傾をお支払いするHilJ伎です。
(1詰長 1'Io IIrJ) 

保険JVJlliJ"1'、国内外を問わず
1)日常の生活におけるさまざまな事1&によるケガを補償します。
2)病気による入院を日町内入院より補償します。

会員が所有 し管理tする iJ!lJ品機器について業務使HJ"I" 、 :H~
{'r "1' 、 イ'~~t>~; 中等の偶然の~MiÍlを中ílì f1\ します。

自固mi自由自偲防 士号322?動車はもとよ I?*iIi腕の方のマイカーも加l

損害保険代理屈有限会社 桐栄サービス
干101-0061東京都千代田区三崎町1-2-10土地家屋調査士会館 611皆

TEL 03-5282-5166 FAX 03-5282-5167 

平成22年 7月 E土地家屋調査士 大阪第298号



第1号様式話2号様式

旅 費等請 求 書

役 院通 氏 名

計ィ求者
同1

出向先

出向目的

(往) '1' 月 日 (彼) 年 月 日
年 月 日

午前・後 時 分発 午前ー後 日寺 分m
到着地

宿泊地

h官 利用機関

費 区 E司

運 運 賃 ￥ ￥ 

賃 その他 ￥ ￥ 

計 ￥ ￥ 

宿泊費

朝食

Y2，OOO ￥ ￥ 

昼食

Y2，500 ￥ ￥ 

夕食

Y3，OOO ￥ ￥ 

合 百十 ￥ ￥ 

財務部長 担当部長 出納貝 支給年月日

JコE三KZ 務 出 向 幸日 よIコヒ 三匡ヨ主

役 職 氏 名

出 向者

出向先

出向目的

出向年月日 平成 年 月 日 ( ) 

報 告

報 告 年 月 日 平成 年 月 E 

ハ哨
詩
N
N
h明
吋

迫

ハ
け
桂
川
河
岡
割
剛
川
汁

〉十
頭

むコ
} 
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国
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総合研究室規則の一部改正について

[提案趣旨1
1時代の変化に伴い現行規HIJI'tlの総合研究箆での研究を必要とするテーマも変化してきており、今後幅

広 く多様な研究テーマに柔軟に対応する必袈があるため、規則の変更を提案する。

総合研究室規則一部改正新旧対照条文

変 前 吏吏

(目的)

第 2条 研究目的は次のとお りとする。

(1) 不動隊表示~?己制度等の研究

(2) 土地境界等に|弘，J-jる基礎研究

(3) ~:~I主的割i化IIHtに対応できるコンピュ ータ
技術の研究及びその応用!lf，びに技術的支援

(4) r地区|のコン ピュータイヒj にIMJするf土WiifIT
における研究と対応

(その他の委員会)

第56条 本会は、政事会のtJとするところにより 判

定の~FJJ[ をつかさとらせるため 、 必~な委μ会

をi丘くことができる。

2. ljÎjJj1の委只会につき必~な事項は型jl事会が定

める。

変 i長

(目的)

第 2条 研究目的は次のとおりとする。

(1 ) 不動産後記ililJl立"&び土地:l'1~料等に l見|するliIf

先

(2) 次世代il刊誌技術等についての研究

(3) コンピュータ技術をf'lj月1した業J完に|民lする

研究

(4) 土地家屋調査士業務及びそのlIilJ1.互に1l!Jする

研究

(施行期日)

この規則第2条(1)ー('1)の改正については、平成22
fド4月J6日から施行する。

SOKKÎ  光波距離計・GPS現IJ量機・自動追尾トータルステーション

電子トラン、ンット・自動レベル・福井コンビュータ附・アイサン

テクノロジー側・スチール製品 公害iRIJ定機・土質試験機

⑩耀糊機糊器販蹴売 修慨理 ω 

阪奈測機(側株樹) 
干57花5-0∞054 大阪府四{侮醸畷市中新町1ロ2一1日3号

(法務局北側)

SRX  

ロ可
n
M
u
 

n
u
u
 

n
t
 

第阪大士査調屋家地土

•••••••••••••• 
月ヮ，年

内
ノ
μ

ワ臼成u
r
 32 



部 宿局 総 会申告

厚生担当副支部長らを補充選任

-1111掴E司置話量・

平成22'1'.1止北支部定1f1j総会は、 5Jll1U(余)LI 

後 4 1時から北|旦締111の「大阪マルピル ・ ~; ホテ

ルJ でB日mlされた。

当日の川市会只は83名(委任状tJË ，IH 符39~引を合

む)、来貨として大阪法務局北出張所 ・神谷修統

括主主記官をはじめ、大阪司法書士会北支部 ・白石

俊夫支部長、本会 ・椴山慶子会長、政治述11l-利

1TI':UI開会長、協同組合 ・森崎勝経理II部長を迎えた。

rl" J 11正幸総務斡'lcの司会のもと 、民f/:，¥他総務担

当副支部長によるIJfl会の辞、物故者に黙とう、 111j

杉f!'l:秀支部長による挨拶、大阪法務局北山被所 ・

古川裕一所長(神谷統括筆記官が代読)の枕静の

あと 、 jß~i畢 !1j}J会只が議長に選出されて議官ji に入っ

た。

まず、支部長と手宇都担当高11支部長が平成21'下位

支iTHill業(会I)))報告を行い、挙手多数により ijk

認された。

続いて議案背r議に入り、第 1号議案 ・IL成21年

度決算並びに監査報告は挙手多数により瓜認され

た。第 2号議案平成22年度事業計画家J}.び第 3

号議集 ・ 平成22'1'度予 t)::~~1立、いずれも挙手多数
により糸認された。

首~ 4号議案役員選任は、任期満了iiIjに退任し

た役員の後任として 、 松口茂樹厚生担当日リ文~'j"l):l.f:. 

松本幸森獄事がil!itT:された。

以上で議.tJïが終了し、来貨の祝~'r. 、 ;.~}江(日行業

務担当高11支部長による閉会の辞をも って午後 611'1

J3分 、 総会は終了した。 このあと 、 ~H親会がflil さ

れ、会民 111]の親睦を深めた。

故後に 、 ご*'i~並びに支部会只のf刊語、ありが
とうございました。

(広報担当副支部長 ・住地 i[lI{j) 

公共事業担当副支部長に安原会員

-.~1・Eヨ置司四・・

平成22'1'皮肉支部デiJ時総会が4J130U(金) r大

阪市弁天町学押センター」で開催された。当IJの

WlfI:者は22?'，(委任状提出者13名を含む)だった。

来'i，i~として大阪法務局北出張所所長代理[ .森本泰

夫統.fli~記宮 、 大阪司法:!?士会内支部 ・ 尾田正己
支部長、本会から横山慶子会長、協同組合 ・甲斐

til! l'~除!j;E') ト業部長 、 政治述111 ・ I~; ll 111修会計責任者、

公腕協会 ・松原.iE彦主I.!事長、大阪城支部 ・下向訓

司支部長をお迎えした。

佐々木戸L美会只の司会により、まず物故者に以

とうを捧げ、佐々木志展研修担当日リ支部長から11r.J

会の防、小林弘己支部長の技wがあった。来'tiの

森本統JAff記官、尾田司法f!?士会rq支部長にご祝

辞をいただき訴事に入った。

JI!~!r j以前会μが議長に選任され 、 ，'H附;者数の町l

認後、本総会が有効に成立していることの報告が

なされ、議事録作成署名者の指名があった。

まず報告IJi.項として平成21'1ニJs2í r~業報告及び監

査報行があり 、続いて議従来議として平成21年度

収支iJと t) 靴作承認の件、 平成22"1'.1.立 JJ i.~~a.1 図書E及

び|日l収支 f'S)案が審議され、*認J}.び弁当さとも全

会一致でh目安どおり承認可決された。公共事業担

当悶l支部長の役只改選については、!fin;t殺虫、会.r:l
が執行fmから推]むされ承認された。

得議終了後、来3江ーの横山会長、ぬ山会計Ti任者、

下戸l支市長、 1['斐斡旋事業部長のご枕併を官!紋し、

計ll.主修身業務担当副支部長のWl会の鮮をもって総

会は]I[ι)r終了した。

このあと、会場を移し、恒例の拠[[1義一会員の

乾杯の発}1.で112親会が始まり、必h;l公i嘱協会理事

長にはご祝併をいただき 、支部会以|百l士の懇親を

深め、11F会のうちにi技会となった。

(広報担当日リ文i\l1 J，企 ・ ITI ~老 健児)

恒例のスピーチリレーも

-E調Eヨ魁掴.

平成22'1ニ伎の南支部定時総会は、 4月23日(金)

午後 4時から大阪市中央区の「辺r/!i'{腕ホテルJ で

Ilfl fIi，された。

当UのIUI出会只は33名(委任状tJl:I H者 9名を含

む)で、来1.:( として大阪法務ιH~~J i行政告11不動産

~t記部門 y'r 附登記官 ・ 松本桁樹線 、 統J折lfj月臼王表毛示登記

早専~~IドB“引l
会長長e 、政治:illi ~Hl . ~:i可主主主別会長 、 司法4!け司会商

支部 回起立精彦支部長、調査士会中河内支部 ・下
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され、いずれも原築どおり可決承認されました。

また、来WJは役只の改AJYJにあたるため、役員

選考委員、選挙ti'l:m委只も選ばれました。

このあと別府を設けて懇級会を開催、会只相IlL

の親睦を深めたTf:義のある懇親会になりました。

(広報担当副支部長 ・上111大人)

支部合併検討委員会発足へ

-・~~~;;:記長言封..  

天
王
寺
支
部
総
会
で
挨
拶
を
す
る
槻
山
会
長

祝 15JJ225乞定時総会

112惣ff]支部長、大阪城支部 ・下f:fJ訓司支部長、協

同組合 ・谷口迎jf:i総務部次長、公嘱協会 ・森ー虫、

天王寺支所長兼j:m~Jlをお迎えした。

吉松孝荊1会員の司会のもと、 g坂7告子支部長に

よる1m会の辞並びに挨拶、松本首席笠記官にご祝

辞を頂戴し、松尾賢本会理事 ・森一弘綱紀委員に

よる本会報告が行われた後、 議長に山田設立、会員

が選出され、議事に入った。

平成21年度会務並びに事業判官、収支決算報告

及び同盟iifE報告が行われ、挙手多数により可決承

認された。 i売いて平成22年度~FtI'f百|図案及び予針

案の一括務設が行われ、いずれも原案とおり可決

承認された。

全議案の号ti議終了後、来:tiの祝辞、新入 ・転入

会員の紹介を行い、総会は終了した。

総会終了後、会場を移し慾親会がfit された。 ~~

砂誠司同l支部長の司会進行のもと、来賓の祝辞、

恒例のビンゴゲーム 、ス ピーチリレーを行い、終

始和やかな雰凶気の中、来貨の方々や支部会只相

互の主主|陸も深まり、 EZ会のうちに終了した。

(広報担当日IJ支部長 岡田 21-)

平成22年度天王寺支部定時総会は、4月23日

(金)午後4時から、大阪市中央区の「ハートンホ

テル商船場」でIJfHIiiされた。

当日の出席者数は41名(委任状提出者10名を含

む)で、来賓として大阪法務局天王寺出張所所長

・木津俊夫;様、同登記官 ・ 谷川手n J)J~撃をはじめ 、

本会から横山鹿子会長、大阪司法書士会天ヨ寺支

部 ・林成祐支部長、本会三島支部 有元敦也t支部

長、;1ヒ河内支部 ・話回若手治支部長、西支部 ・小林

弘己支部長、大阪城支部 ・島田大介高IJ支部長、中

河内支部 ・米山太一(!日間支部長、政治迎110・岡田

修二副会長、公!版協会 ・松原正彦理事長、協同組

合 ・111下一普総務部長の言1"12名をお迎えした。

小田椅会只司会のもと 、柳原茶話Ij支部長による

JH.J会の辞、安江i省道支部長による挨拶、来ji{の縮

介、祝電披露、新入会員 今村幸夫会只の紹介、

記念品の贈呈(支部慶弔 ・見知:規定第 6条該当者

への祝い金として古希 :J}ffi出悟生会員、 Wi山隆主

会員、巡暦 ・ 谷山司;~f:r会員、川崎守lilï会民、会員
証紙完りさばき手数料笥付についての記念品を浅

引敬会員に贈呈)のあと、谷内田良行会只が議長

に選出され、議事録作成者に荒木進会只、議事録

者名者に樋口剛会員と松本1m樹会只を指名して談

事に入った。

まず、支部長と各部担当国l支部長が平成21年度

会務並びに事業報告を行った。次いで神バ議に入り、

来期に備え役員選考委員らを選出

-・~... 司昏福島哩・

平成22年度阪商支部総会は、 '1月23日(金)午後

から天王寺区寺11IIIITの「フェイセス ・ゲストハウ

スJ で開11iiし、 67名(委任状提出者20名を含む)

の会貝が出席しました。

阿部孝信会只司会のもと、まず物故者に黙とう

を捧げました。絞いて総務担当の大栃和夫国l支部

長が開会宣言をし、大塚哲郎支部長が挨拶をした

あと、新入会只の紹介がありました。

来貨として、大阪法務局東住吉山猿所長 ・松波

正様、同表示登記専門官 ・坂本秋夫様、本会から

北川俊一副会長、大阪城支部 ・金子正俊百IJ支部長、

中河内支部 ・中島幸広高Ij支部長、ぷ1[↑支部 ・加山

恵一支部長、政治述i10・!JUiii，i秀治名替会長、協同

組合 ・荒平殺虫、理事長、公l腕協会阪商支所 ・尾西

陸男支所長、行政告士会阿倍野支部 ・事11費敏夫支

部長の出問をJ!ltり、松浪所長、北川高IJ会長、 Jmisi
名誉会長、判i貸支部長のご祝辞をいただきました。

引き続き 、議長には建中厚夫会只が選出され、

議案官r殺に入りました。平成215[:1.立の会務、事業

経過報告及ひ"1)(支決Z~:報告並びに同lf査報告がな

され、 ~J~手多数により可決承認されました。 次に
平成22'[:)立事業計画及び予針案に|品lする件が審議

第298号大阪土地家屋調査士平成22年 7月
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約Jiり議案の平成2J'1'1主収支決J~ 割1. ; 1 ;- .W. び[こ !if~査
報告は挙手多数によりノ)，認された。第 2~)-l決案の

平Illt2Z'I'1空事業計画(;;¥，J及び第 3号J草案の-1"成22
11斗立収支予m案)に|品lする{'Iは一括fI'iI~~ とし、い

ずれも挙手多数により*認された。t.:t¥，1 ~)- i議案

役員i1tif:f鋭，fJ.改定に|品lする 1'1は、挙T多数により

承認された。第5議案の役u選任 (補充)の1'1ーも
挙手多数で承認された。その他として議iJ)jにおっ

たところ 、 安 111支部長から支部合 Ijl 検討委l~ 会発

起に|品lするjJtZ震があり、この{'Iも挙手多数により

ii(認された。

以上で辞"設が終了し、来賓の祝辞、飯lHiEI!1会

μによる I~)会の僻をも っ て総会は終了し、 'I，: J，'UM

彩を行った。

このあと 、惣組会を近くのレストランでlIiiし、

おいしい料理I!を堪能し、ビンゴゲームによる数々

の賞品を、米:t-rを含めた全l~が持って ~~ji り桝i放し
た。 (広報担当副支部長 ・谷|人'lIU 良行)

引き続き協同組合地域総代会

圃盟iWii週・
平成22年度の大阪城支部総会l止、 5)J1311(木)

午後 4 1時から 、 北区中之}~hの「大阪市中央公会'iI 」

でIJfJ11Uされた。

当日のlUJ市会員はJ271'，(委任状t!~山将 581円を
含む)、来貨として大阪法務局民事行政部不動産

登記部1"1 ・ tt~本裕樹首席登記官、同 ・ "q反勉統j，f;

表示笠記1)llllj布、本会 -fUil ll慶子会長 、 北支 i~~;

J!J杉f!i秀支部長、凶支部小林弘己支部長、 IH支
部 ・彦坂口『干支部長、天土手f支部 ・安III'ti道支部

長、北河内支部l・'ji';[[j泰治支部長、阪神l支部 山

悶[果日1)支部長、中河内支部 rl'ι;幸広f，il)支出11長、
協同組合 ・税却IItJf二副理事長、公嘱協会 松原正

~理事長、政ifìill! ~~~l ・ 4県本恒夫幹事長、大阪司法
占士会京支部植!日正i費支部長をお迎えした。

中!舌克彦幹事の司会のもと、物故者lこ対しての

蚊とう 、金子正i企業務 ・研修担当国l支部長による

閉会の辞、下刈司11司支部長による挨拶、訟本一jYII市

Et記官の祝続、規定による支部会員への度税金贈

呈があり、司会者から佐古1;{雄、川rj'1辰介1，1日会長

が議長に選出された。F町議長により各議案ともス

ムーズに審議が行われ、手守5草案ともH成多数で承

認され、 議事は畑、~F終了。 このあと来貨の枕辞、

柄本31利公共事業担当日l支部長による閉会の併で

総会は11任事に終了した。

総会終了後、捌査士協同組合 大阪城地域総代

会がれわれ、午後 611.¥過ぎから 、l百l公会-;:tでJゐ111
大介1'，UtJT!当副支部長の司会で、 ~ß親会がIJH!起き
れ、 4己資の祝鮮、乾杯、そのあとのどンゴ大会で

大いにliFり上がった。ご米;ぬの方々と支部会員が

ともに剥l気あいあいと税|胞を深め、楽しい11寺を過

ごし、盛会のうちに I~n込した。

(Jム胃i抱ユ1J';iIJ支部l{・仁日f!庄司)

19名の転入会員迎え大所帯に

E冒古関圃

ヂ1&:22年度'1"iITfI!.、l支部定時総会は 5J)71J(金)

午後"11.)'30分から、大阪市天王寺区上本IIIJの「ンエ

ラトン自11ホテル大阪」において、会W I2:}'，(委

任状4)[IH官16名を合む)の出席を緋てlif)!ii，された。

1~山 4持久幹事の司会により、物故者lこ対して凱

とうを行い、本多宏和MU支部長からHt-J会の辞の挨

拶がなされた。品い、て来l'lとして大阪法務局東大

阪支J，，)-Ti田裕言|支)，，)j正をはじめ、次のtキさんが

キJi介された。

マ大阪法務局東大阪支同 ・絞折登記'1"¥ 石川正

則株マIn)-統括登記告 "I!i J.点正体様マIF.)・総務量E

~Líf f.公|刀弥様マ同 ・衣示登記専門官 鮫山昇様

マ本会 |ヒ川俊一日Ij会長マ政治述i悶・;j"I;同pl(三副

会長マ公明4協会 ・松JJ;{TErJ;理事長マ!日)"'河内支所

-Vr.総従美夫支所長マ本会北河内支部 罰問泰治

支部長マ再]支部 氏砂誠司国l支部長マ阪商支部

大栃和夫日1)支部長マ大阪J).長支部 上l刀直司両1)支部

長マノ、1'.守支部永野l美jf(f，il)支部長

続いて、下段惣育!支部長の挨拶のあと、来j~ を

1t衣して、大阪法務局京大阪支局 石rn支局長か

ら枕併をいただいた。

このあと来貨の法務川の方々が退場され、中山

芳樹会員 岡本f自治会員の両議長のもと議事に入

り、作部から事業調i;ttがなされた。絞いて議案私

議に綴 り、第 I号議案 (平成21年度収支、決算報

告 ・[;iJI~な査報告) 、 ~ 2 号誕祭 (支部規日1)等改正

の1'1')、第 3号議案 (平成22年度事業計画家)、

俳1-¥山J品集(平成22'1:院事業予針案)と議事が進

められ、執行部から許制11な議案説明及び議長によ

るlリIftllな訴事進行によ って、各議案とも挙手多数

によるt't成で承認可決された。

以じにより 、議案溶ぷはすべて終了した。

次に、 I~祝記念品のIWI!I~jÉ ひFに、新入会員の紹

介と法務局の統廃合により:1ヒ河内支部から収入と

なった下記の 19:}'，の会uの方々の紹介がなされ

た。
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言己

内海 i白 勝111，"，，& 株本不1.-¥ 太Ifl光洋

守屋lIi'，'之 Ijij IIIIiI'i司 稿UlJ典夫 橋 本尚

林 元之 fi阿:f幸雄 大上幸雄 中野正和

IIllNil 針 UIIJ品俊子 町村英りj 渡辺克己

津村リ) ごて ~~l';C樹 iliE;iiii? (敬称略)

引き続き 、米:;'iを代表して:It川MIJ会長から祝仰

をいただき 、司会者から祝m:を被保、米山太一郎

副支部長の閉会のfi'fのもと 、支部総会は無事に終

了した。

その後、会場を移して懇親会がflii され、来l~各
1立をはじめlJlJ:{;釘が税|陸をikめ、ビンゴゲームに

より雌り lがり、終始にぎやかなうちにIUI裂と

なった。 (Jl、141担当面1I支部長 ・111回 和総)

事業計画案など多数で承認

-週・
第59111111:It河内支部通市総会は、今年も 昨年同

様r~f円 ロイヤ lレパインズホテ Jレ」で 4 H28日(水)

午後 311~i'30分から 、 支部会民94 才~， q ' 57名 (委任状

提出者20t，を含む)が出席してIJflfIIiされた。

総会の司会i並行に当たっては]14川消人会以が務

め、物古文者への以とうに始まり、'{，;rEl泰治支部長

によ る鋲拶へと続き 、こ:~~l'~の方々からご祝辞を

頂戴した。

続いて、武下恒雄会員 寺下尖阿会.Qが議長に

指名され議事のi並行となり、まず平成21年度の会

務及び事業経過報告が各担当日1)支部長から報告さ

れた。その後議案官設に入り 、平成21年度の決f)

報告、平成22年131:の事業計画並びに予針案が詐訴

され、弁淡災と も圧倒的多数をも って承認された。

その後、雨森lT-会.Qから「報酬に|則する研修

が支部でできないかとうか、検討Lていただける

よう:反日iいたします」との発言があり、それに対

しお131支部長から「本来なら、本会が進めるべき

であると思うので、今しばらく級チを見ますが、

どうしても本会がilliめないようでは、支部が[OJ< 
必要があると 思っています」との1"1科、阪口太業

務 ・研修担当日Ij支部長からも 「報酬に|則 しては、

業務 ・研修郊の部会において検討を進めていきた

いので、 しばらく納予をいただきたい」との回答

があった。

おしいて 、 jìíj役員への記念品J~判長及び平成21年度

新入 jl~入会μの紹介がなされ、 ほぼ予定通 り今

年度の総会も終わりを迎え、つつがなく終了する

ことができました。ありがとうございました。

引きがLき会場を移して懇親会がfliiされ、会WlIIJ
の来日i臨も深まり 、|時の経つのも;忘れるほと盛会の

うちにお聞きとなった。

(広判H旦当高1)支部長 ・i;;;i幸 村lアー)

中岡相談役の大臣表彰を祝福

ーヨ翠軍.
'1~1&:22年l立豊能支部定lI~f*，2:会が 4 月 26 U ( J J) ' ，"

後'11時から!と2寸'，Iiの「ホテルアイポリー」で11111/1<

されました。来:;:iとして、安川卯干(一大阪法務J，1) i也
!JI 11'， ';W9i所長、同十品政J!，li本会話1I会長、市JJ;t修大阪

司法，1~: -Jご会22HE支i'mli、平良l別 r.~~調査士協同組合

loilJJ31Pli!{、森本恒夫政治述盟l幹事長、1111杉i!I秀北
支部長、キ))1:泉主 ):，~支部日1I支部長、松H;l{J11~d~~:íi主

文 i;i ;~Iilnl弁護士のご臨!市を賜りました。

~Îlll ï(子会員の司会のもと 、 竹村fi会.QのI!fI会
の併で始まり 、物故者に対しての黙とう 、Ij l':J~t;

f.'t~文部長の挨拶 、 文部俊市規定による法府のお，HC

いが支部長から:JJ:J二良一会貝、旧rl"手会員に!日!?『

されました。続いて司会者ーから祝Hi:披露がなされ

ました。

引き続き 、古附HJI:tl!.会只が議長に選IJ-'，され、就

任のjJ:itのあと ，'HJ市者数を昨認し、本総会が:(1効

に成立していることを議場に報告され、議事録:日

名者としてl服部泰他会W'剖11川|盗弘会貝が指名さ

れました。ここ で、所川により 巡れて会場入りさ

れた安川出張所長からごf兄』すをいただきました。

，~t)rに入り 、各部担当日1I支部長が平成2 J 年jえの

事業報告並ひ‘に同収支決11-報告を説明し、次いで

小山li彦EtzjM、ら「適正である」旨の航空E朝ifHが

ありました。続いて、総務担当日1I支郎長から之1':'此
2211ニl立の事業計画家;1(;.びに財務担当日1I支部lくから

|百l収支予針案の説明lがあり 、審議の結果、各家と

も全会一致で承認可決いたしました。

和議終了後、来1irの21i怖副会長、iI1原司法，!?上

会支部長、平良問;I ~I!事長、森本政述幹事長 、 1111杉

北支部長、村井三 J~，j;;;11支;';11長、恰阪府1問弁:壁土の

ご祝併をmw~ し 、 勝引 1を開会wの IUI会の f，'~をもっ
て総会[ま !II~~F終了いたしました。

このあと 、会場を移し、宇l'llii"lu司会員の司会で

恕親会に入り 、"'1:&支部長の挨拶に続き 、法ljj大

l主表彩を受けられました'1'阿博之支部相談役の扶

拶 花束贈呈がありました。加l滞i部l盗支部相談役

の乾杯の発声で慰謝は会が始まり、 途'1"、安111弘新

入会wの挨拶をは さみ、竹内玄徳支部相談役の|羽
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会の肘「をも って脱会控のうちにII'x会となりまし

た。 (総務担当副支部長 ・111j紛 稔)

貞方澄夫会員を相談役に

-国E翠週・

平成22'1".1立堺支部定時総会は、") 1 23 U (金)午

後 51時から「ホテル第一堺」において、会員103

名の (うち委任状提出者42名)のUJrJ市をf!;，てIJllffi:
された。

来交として大阪法務局堺支J~) 嶋本光弘支局

長、神的刀』人 ffJ(~司王子記官 、 j品見通利統折ft記官 、
本会 .~}j七15政 11，1/;;-\IJ会長、 神I河内支部 ・ 辻隆司支部

長 、 ~J~州支部 ・ ↑í1本一雄日Jj支部長 、 協同組合 ・ 松

本和彦購i'i事業部長、政治述111・))11雌幸男相談役、

公嘱↑品会堺南河内支所 ・"1'村 背支所長、大阪

司法子i-士会堺支部 商井康弘支部長、大阪建築ゴ

事務所協会第114支部 三田耕 三 ~g~ JJ f，のJ)々をお迎

えした。

司会は竹111尚文会只が務め、千Illi:lt年|専用l支部長

による閉会の辞でrJiI会された。初めに物故者に以

とうをささげ、次に石曲者克佳支部長の挨拶、続い

て来賓のブJ々 の紹介へと進行した。的本支局長の

祝活字では、権部l特定ililJl立における士j也家l蚕剥査士

の重要位、規制緩和に伴い今後京説明を閉す登記

制肢を支える土地家屋調資士が、|五11"から信頼を

fZられるよう 、さらなる努力と |地家!単調査士の

活躍を願うと討された。

議事進行にあたり 、議長は坂11Ui(f!IJ会只が選出

され、議事録者名者には貞jii銃夫会μ及ひ'il.主辺謙

会員が選 11\ さ れた。 まず、 議長から有~J):L\席者数

の報告がなされたあと 、各部から平成21年度の会

j')5 ;j(;.びに卒業経過報告があり 、UJ1J庁2会只に了承さ

れ、議集移設へと移った。

第 1号議案 平成21年度収支決労相if日、|百l監査

報告

第 2.!/~ 議案 'ILI&:22年度IJI築計阿に|則する件

第 3 号~議案 王1" 1&:22年度収支，:y.. t' ) に I YoIする H

その他

o 
第 1号議案では阪口敏治経理担当i訓l支部長から

報告があり 、加納力EE事から正的かっ迎正である

ことが朝ifIされた。第2号議事長/f..び第 3号該当さは

一括梓訴し、各担当日リ支部長から;;nlljJのあと f1tI日l

を募ったところ 、 7~~稿!鈴雄会員 j位び ':j 護符一自1I会

員から質IHJがあり 、執行部からのE説明がなされ、

議案は賛成多数により承認 ・可決された。その他

では、執行部から相談役として貞JJi投夫会r:lの就
任の提案があり 、 承認された。 以上で1t'i~必は円満
に終了した。

このあと 、ご来災の日続高1I会長及び政巡 ・加藤

相対、役から祝討をいただいた、続いて"，J己211J夫会

uから協同組合のl)ï柴報告がされ 、 ll~後に阪口市IJ

支部長のIUJ会の併をも って支部定時総会はIUJ会し

た。 (支 ;~I~ /l~報担当幹事 河 |品l 孝治)

新体制 l年目の総括

-E副厄邑a・
平成22年度以州支部7ËII:，~総会が 4 月 28 1J (水)午

後引i在から例年i出り以佐~'r市りんくう「全日空ゲー
トタワ ホテル大阪Jで開催されました。

総会は定時に、辻林一i!l¥業務担当日IJ支部長の挨

Jyで閉会され、司会の笹本一段総務担当日リ支部長

から来貨の皆様の的介が行われ、木村WiI受大阪法

務同j辛手11岡支局長からオノライ ンq:liWJ、み1界ヰi一定
制度の現状を交えた祝辞をいただき 、 その f~、加1

山恵一支部長から調司、士業界の現状を交えての挨

診がなされました。

引き続き 、 会民 ~iE;ìjUï(î;ilïの労を執っていただい

ている宮本栄会μ、11TI文彦会員、久保rn骨一会

wの科会員へのお礼が手泌されました。来年度か

らは、出 ~f~所統合の都合もあり 、 ，m布場所が冨本

会qの事務所のみとなることが告げられました。

このあと 、本会tHrrl]者から昨年度の前動報告が

なされました。公共事業部担当の藤111拡笠会員か

ら 、 本会の現状 、 基準}~.i イ上枝報告の従 rlU徹底が呼

びかけられ、研修部担当の向jl利時i会μからは研

修ポイン ト の f!1 、 ゴ I' ~:.r委員の古谷1専会uからは最
近の非調事{!Iの概要について説明がなされまし

た。

議事に入るに当たり、司会者が議長選11-¥につき

会場に諮ったところ司会者一任の7i，がJがり 、司

会者の指名により脱μ久夫会員が議長l市に ~(i: き ま

した。次に議長から議事録;日名者の指名がなさ れ、

約時 休&l!のあと 、議長から定足数の限認がなされ

ました。会員総数85才"r! 1、出席者50名、委任状挺

II~ 苔 16名で 、 支部規定により総会成立の旨が議長

から立言され、議事に入りました。

τ1'1&:21年度中業について、笹本副支部長から 、

本文部行事、研修会等への会員山市状刷、辻林市11

支部長から登記事務述絡協議会、業務研修等 、li)f

修部担当 ・堀川経-1r¥高iI支部長から研修会全般の閃

fm状況、広報担当 丙村右文面1)支部長から支部広
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44i、fr記相談IJfJ1lilの状況、公共事業担当 向升彰

一日IJ支部長から基線J))j;fIJHJ会、厚生担当 佐藤均

別支部長から支部旅行、司法記士会との合同ソフ

トボール大会等来日|陵事業の開催について、それぞ

れ報告がなされました。

その後、 21年伎の決tHll告、22年度の卒業計画

及び予針に|県lする件が辞設にかけられ、執行部と

会只との1mで有11殺な宥「設のあと、全員賛成によ

り読書さが可決されました。

本会 ・ 棋 l li俊子会長から来J.~祝五千をmw& したあ

と、|古i'J1f，iIJ支部長のIUJ会の併をもって、支部総会

は伽JJf閉会となりました。

(広幸i担当日IJ支部長 ・jLlj村 右文)

最後は恒例ビンゴゲーム大会

-ヨ塞翠週・
首i40回三J斗支部定¥f，¥'総会が、平成22年 4月28日

(水)、吹田市糸川の「メイシアター (吹田市文化

会館)集会室」でIlfJ1itされました。支部会只105

名'1"80名(委任状提出者27名を含む)が出席して、

定安IJの守後 4JI寺 、 1)1 1 1底充IIÎ~i会員の司会により進行

しました。

まず、有元~fí.怨支局長の挨拶 、 法務局祝辞とし

て、大阪法務局北大阪支局 ・大平武男支局長から

米貨のご挨拶をいただきました。続いて支部長表

J~; として、村 |王I ~書道会員と 中川~~会員に表彰状と

記念品が授与されました。

次に司会者が議長選出について会場に諮ったと

ころ「司会者に一任」のFじがあり 、 議長にはf~ljji.j

EZ会Qが指名された。議長挨拶に続き出席会長の

議決椛が定足数に迷していることが砧認され、議

案審議に入った。

最初に 、 平成2 1 il~皮の事業報告が各担当副支部

長からあり、次いで第 I号議案である平成21年度

収支決n報告を寺田智美財務担当副支部長が行

い、敗事による監査報告では、適正である旨の宣

言がなされ挙手多数でiK認された。

続いて第 2号議案の平成22年度事業計画(案)承

認に|射する何及び第 3号議案の平成22年度予$):

(案)承認に|品lするイ'1が、IMJiiliir義案ということで一

括上程されて趣旨説明の上、挙手多数で承認され、

議案緋設は終了した。

このあと 、午後 61時30分から、メイシアターレ

セブンヨンホールで怒籾会が1iUされた。村井J武百'
占lo担当日IJ文部長の司会により 、和やかな雰聞気の

中、 恒例のビンゴゲーム大会で感り上がり 、閉会

となった。

(広報担当副支部長 ・二ノ宮 正明)

併設の温泉をゆっくり楽しむ

-E謂官開圃

三ド成22年度の南河内支音I¥A'I時総会は、 5月71:1

(金)午後 4J1!J'30分からn'，王l材、の「二葉グランドホ

テル」でl!fJ1iUされた。

1111111勝彦総務担当日IJ支部長の司会てサ並行、 今凶

rr佐美広報担当日IJ文部長の宣言に より|苅会、物故

者に黙とうが捧げられ、辻|を司支部長のお;拶、ご

来貨として大阪法務局;古田林支局、本会、大阪司

法判士会、政~Éìjili1Hl 、 協同組合の方々 、 1M!係業界
のご11J1市を!!弘り、ご祝併をいただきました。

議長に上出l孝雄会員が選出され、支部会只47名

のうち44名(委任状徒出者13名を含む)の出席で

議事進行に入った。

平成21i!o)立の会務報告、事業経過報告、収支決

$)報告がされた。 本年!立は堺支局に美原出リ1~所の

合 JjJ に伴う会μ~UdJi去 、 初めての少数会員による

支部運営、総会となり、変更後の差異についての

質問がされたが、辻支部長、111本武幸経理!担当日IJ

支部長から 、皆さんのご辺H拝とご協力により 、従

(IIiと変わらぬ会務連'自が日!なく行われたことの

報告と感謝が述べられた。

がしいて司'成22年l立の卒業計画案、収支予算案が

都議され、j点従とおり承認可決された。

総会がJiJr，~! f終了後、日i設の温泉でゆっくりと ir
を流し、懇親会で旧交を懐かしみ、会員相互の貌

|陸を深め、成会のうちに終了した。

また、本11:.は役員継続の年に当たり 、新たな気

持ちで会務に精進することを役員一向、祈念し

た。 (広報担当副支部長今西真佐美)
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ζの10年聞を振り返って

第 5代会長

加藤秀治

たとえ話として「十年一廿」と言われています。

ことわき続典によれば 円止の中の穆り変わりが激

しいため、 卜ifが縫っとまるで'以前の而55が失わ

れ、佐々と今ほどの逃いになる』の立l味から、そ

のように言われているとのことです。

その-fi-の10'10前は、土地家IfIi調'l'i:士iulJl立が市1)

7Eされて半世紀、50周年の年でした。その印刷年

の年、在、は大阪土地家j五調査士会会長として、 m)
il~記念式典之?を日1)会長をはじめ とした 、 多くの皆

様方のお力添えをいただき 、執り行いました。

当時、小泉改革で、それぞれの'ti給制度1mの庖

恨を低くし、相互乗り入れを行うとのことが従刑

されました。流言。ですが「土地家屋調査土」のl除

名を改め「ff記測定士J とし、il叶111τ1:を釆り入れ

させるとの考えがあったようです。

そこで当時、その真実を政治家の先生に431ねま

したが、的確な回答が待られませんでした。その

ような中、ある決只の先生から「調査士政治辿11{」

を結成し、;花nと一心同{本にならなけれli、対応

はできないとの助言をいただきま した。

そこで、平成12年の迎合会の総会で、近畿を代

表し、大阪会が提案者となり 、政治連盟結成準備

委民会の立ち仁げを提案しました。そして、 1 { I~ 

後の"1'成13'1三の迎合会総会で、土地家屋司自H'f士政

治連110が結成されました。一方、政界では、1'1I11 

民主党 ・土地家展調査ゴ制度改革推進議員辿i盟、

公明党土地家屋調査士制度~\話会、民主党にも j
j血家屋調査士制度改革推進議只述121等を創設して

いただきました。

その後、行l法制度改革の"1'で、裁判外紛争処理

解決iul)伎が7じめられ、われわれ調査士は境界!lrHm
の専門家として認知されました。これは、法務行

の大きな働きかけがあり、また、その法務竹、に、

議員の先生Jiの大きな働きかけがあった結栄であ

ります。

このように、調査士制度のために、ま た、不動

産表示登記ililJl立の安寧を版lい、土地家屋調査士政

治i!1111lは結成されたのであります。これは、 法務

'tiでも深〈 tt設されています。

調査士の"，には、今も 、政治には関心がない、

政治迎11lも嫌いだと、大きなjUで苅る会員がおら

れますが、その人達は、調査上政治連盟の誕生し

たJ'f:i'J:を熟知lしない、 l時勢11-1.蔚で、社会情勢を理

解できないl羽交士と郎総されても仕方ない人たち

であります。現に、すべての資絡団体には、その

組織の安時，を血1[い、裂[町に政~fì :ìili ~:Uが存在するこ

とを知lらない人たちでもあります。

過ぎしJO'loを回顧し、将米の10年、また次の10

if:に、;:，々 の気持ちを持ち、，調査士会の役員の方

に々、そして、政治辿11{の役員に熱いラブコール

を送り 、10'f.iitr、一般相会で調査土{牢は見えなか

ったが、 今は!VJ1~i'される 制3'f.-1::Iまになっているこ

とを 、 J)í~ を ijUって皆様とともに t'l歌しよ う ではあ

りませんか。

一家の大黒柱 もしあなたがf効けなくなったら… ・・・

|所得補 償保険|

会 いつどこで起きた病気やケガでも大丈夫!

会 万ーの場合でも長期間ご家族の生活は安心です!

合 分割払で家計に負担をかけません!
食 事訟がなければ保陵料をお返しします(契約時の20%)! 

所得補償保険についてのお問合せは「調査士会J担当の

三井 住友海上火災保険株式会社
大阪金融公務部第四諜

干541-0043大阪市中央区高麗橋4-4-9 TEl.6233ー 1536
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最近の10年間と

元副会長

やIIIjIj 泰幸

この10年]I¥Jを振り返ると、この10年は土地家屋

調査土にとって、技術的にも制度的にも、!Jlo'r，¥に

大きな変革のl時代であったと言えるであろう 。当

l時、発11liもしくは漠然とイメージしていたことが、

今や普通に笑親し、実践されているのを見ると、

10'1' という II~J:II¥Jの長さをJii'j感せずにはいられな

し、。

f9IJえば、最近は、地も'ii!!IJ企図も公共感楳系で作

成し、佼II'Jした基準点(及び網)を記il配すること

が当たり前にな って きている。 もちろん、不動産

登記規則の改正と都市再生街区基準 I~ì'網の整備が

その7字放にはあるのだが、10年lI，j、この状況は考

えられないものであった。i也布1i洲i止図を地図作り

にとう'tかしていくか、この問題は今でも完全に

解決されたとは言えないが、非常に大きな一歩を

踏み出したことは確かである。

その公共 Jir!: fJ~.~系にしても、 il時祉法の改正により、

世界iWJ地系が採川されるに至った。その大きな要

因は、世 界的な脱線系のがJeーが必嬰であったとい

う事実である。G1 Sの技術て内各都の情報を管理11
するためには、w界的に康椋系の統ーが採れてい

ることが必要だからである。

一方、情割iの也子的管理 (EーJapan戦略)の

ためには、それを実現するi臼J
た。登記{目附1η7朝報1、地図情報は、このJO:fpliiJに急ピッ
チでfE子データ化された。それが災現すると、今

度は!:I=l ftj'íデータそのものの氾子化が必~である 。

主主記のオンライン巾2131は、まさにこのプロセスに

他ならない。

CADから XMLフォーマットで地名'tiJ!lJlil区lを
作成し、~li:子辛i'~1 を施した上で、それを添付 Lて
オンラインで、例えば分Ur登記を rjl日iする。それ

は今や日消業務として普通に行われている光公で

あるが、10'1前、 それは多分想像すら|週四1，であっ

「すF

~。
オンライン E中iドI晴5訂訪lf古t5i には 、 ~[子署名l と 7E子百~，fiiEの技

術が欠かせないが、当H守はその基礎技術である公

W.J鍵略号技術についての研修会等が行われたのも

↑裂かしい思い出である。今では、述合会がGPK
Iとブリッジ接続された認fiiE局を運営している。

各調査土は鍵情報のJ.!Hめ込まれた 1Cカードを保

有しており 、それをITJいて簡単に屯子署名を行う

ことができる。アクロパットのプラグインとして

動作する。そのためのユーテイリテイプログラム

も迎合会から提供されている。(ただ、コンピュー

タの処理能力の向上も紫11;'1らしく 、現行の128ピッ

トの鍵長では、もはやZ丘全ではないらしし、。政府

では、すでに新しいIlfi:J，}1ヒf支術のNUTiiJ否決まって

いる 。 ~~， fìíl 局の運営も大変である。)
i止i去に、調査士lIilll!r制定50周年の記念事業の-

J:.Çl として行われた1~f能ウオークについては、 *j'f+lli

大変だったが、懐かしくもある。今年は、奈良大

131:が奈良県土地家屋剥査士会と協賛で、伊能大l'iil

を展示するそうである。実は最近、llit史G1 Sな

るものがスポ y トを浴びつつあるが、この'1'で研

究者のHHでは、調査士法第25条の 2、つま り、調

子守士が地域における似溜その他に精通しているこ

とが話姐となり 、調主吋ーが任目されているという 。

伊勢ウオ-?大阪城にて (H12.12)
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平成22"1'-1止 ril!lJ祉の日J ，氾念'Ji;nが、 6JJ 3 U 
(木)正午から 、'1'央区大手jjijの大阪合|百JJ-'(1(Ll -~) 

総 21析でI!fJliiiされた。

「胡l]il(の日」は、「{!聞社法」がl昭和24ilo6 JI 3 

日に制定されたことに基づき 、之1'.J，)l元年、建設約

(現|主!こl交地約)が担rJiH:辺、のili月定40K'ijil'.を記念し、

毎年 6J13Uを「i!却益の日」と7じめられた。

国民生前に必裂不可欠であるi川it;の立『義 ・民主:

性について、恒IJ乏の理解と|則心をーば『高めること

を目的に、1'1の機IMJや関係|す|体が関係機関の協力

を待て、 三ドl正元年から毎年 ril!ill/(のUJをrl'-L、に、

全国各地てー行艇行事等の活動を行っている。

大阪二u也家出調査士会も、 l'iLl交通省悶こ1:.J tI!~j!

|淀近後地方弘!I]i止古1¥、(相)大阪Ji.fiI!iJ';止設計業協会と

地図展

共iiEで、何年、記念卒業をIJfJIiUしている。

本'1三も 、U本土地家庭訓351士会述合会').;パHi!'Ji
の小問。1' 1:人氏と ~~1r!-，市土木部道路管理l'諜 ・1ioll'Jlk 
介氏の誹iiifと、 i!刊誌機器展示会 ・地1l!IJRがIJflIiUさ
れた。

わが調査 1;会は、地図!誌として、l吹田市山手IUJ
における位、14条地凶整備中業にWJする資料を展示

した。IIIJ'i山村の地組改正lI'jの資料から14条j也|火|

への変避を分かりやすくまとめた資料であり、 一

般の方のみならず、調査士としても興味深い資料

であった。そのほか、土地家出調査士に|到する D

VD も'品 W)iJj~lJ9i: した。

また、;JM?I"f!:会の PR として、 i川ヨj~土ゃ境科の

ことを分かりやすく lil'(.説した i~n町、パンフレアト

「測量の日」見学に訪れた中大江小学校の児童たち

平成22年 7月園 土地家屋調査士大阪第298号
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とともに、境界42' をかたとrったマグネット、 ~JAJtt 
士手拭いを PRグァズとして見学者に配布した。

会場には近畿地方ii!lliiJ:部の大きな近畿地方 3D 

地図をはじめ、各組地図、パソコンを使った日本

地図ー鋒作きコーナ一、最新iJ!iH止機器等が展示さ

れていた。

この日は、 一般来場者のほかに、モ|会見学の一

環として、近くの"1'大江小学校の児武461'，が訪れ、

3 D地図や日本地図 !Xfおき体験等に倣，liを土げ

ていた。

fJM査士会がJTI~むした PR グッズもすべて配布
し、盛況のうちに定車1Iの午後 41時30分、展示会を

終了した。 (広報部副部長藤井 洋)

日調連・小野業務

部長5が記念講演

一方、午後 111寺からのメインの記念講出会は、

前半で日日Millf常任理事 (業務部長 ・岐品会)の小

tlfi仲秋先生による「土地家屋調査士の新たな市場」

と題する稀泌が行われた。

自ら海外分派会に出席された研修談「地11riJ!lH止
とG1 S による土地の1~ì: Jlli J についてのお話があ

り、r.1ll界のi1!1Ji止:1ご」の現状が紹介され、海外で

のiJ!lIi.J:士悶家'ff給要件は rj首報工学、 il!l]i止学、地

政学、地主n~IIIJiW報」等の分llilに精通していなけ

ればならず、有資格者も僅小で、日本のiJ!llhl士と

比べると、一段上の地位にあることが述べられた。

また、rNS D 1 r:!'Jに|期する詳細な7説明があり、

その後、土地家屋市M::rt士の新たな市場として国民

のニースaは現状の登記情報のみでは満足せず、他

の法規:Iill (たとえば災地法など)とのコーディネ

ート。あるいは rJ也符情報、地理n空1m情報、自治

記
念
揃
演
を
す
る
小
野
伸
秋
脇
師

体のj血形情報、民間企業の地l主IW1?f.1lJ等、的報の

共有化の必~性を述べられた。

後半は、 ilt中市土木部道路t1:週!諜 ・石井E!t介氏
による「新技術MMSを月1いたii1f1'6台帳平而図更

新業務」が紹介された。この「新技術MMSJは

マスメディアに取り上げられ、ニュース放映によ

りl孟JJ更にも広く紹介された。

iiiYiiiiiでは、まずi丘中市の現在の概要が紹介され、

監"1'市の基準点の歴史、 NRTKGPS(FKP) 

のnm!，~~:'NlïG P S ~，~iW，.'.'.(~料、I" KP による

検証(CifniE笑験)、観iJ!i1方法、j抑制f、数{i!i図化方法、

J~i(; データの活用等、順次411介された。

JL体的には、 GPS/JMU/オドメトリの精

度。l旺ま11占と取り込み点の位位以差(ポイントと

ベクト Jレ)の精度検証、:!!!::r!Jr!iのMMS作業マニュ

アル (新設)の概要、観測方法では、オルソ画像

の活JTJにより机上計画、最終的には現地踏査で路

線決定しなければならない現状、上空視界の問題

や、経11:.変化による道路台帳修JE作業、地形図更

新作~となとが紹介された。

(総合研究車問先'長桧山 一志)

近鉄布施駅の北側商庖街で

E警軍司lJ'~mM圏直君!:院筏三ヨ

総務省近畿管区行政評価l局行政相談訟の官戦

で、大阪府下全域の地元有志 WJ200名)で構成

されている行政相談委只協議会があります。

大阪土地家屋調査士会の仁井光治監事(北支部)

は、多方而においてこ酬が[腕され、この協議会でも

活発に活動されておられますので、本年度は土地

家屋調査士にも相談担当者として参加させていた

だけることになりました。

今回は、近鉄布施駅北側にある附庖街(プラン

ドーリ ・耳1施)の「クレアホール ふせJ で、平

JiJt22ip 5月24日(月)午前101時から午後 3If~iーまで

"tJらしと行政なんでも相談・1が開放されました。

午前 91I~'4 0分に相談姐当者が集合し、日目所式も

行われ、合川地相協会長、世HDW大阪市長、そし

てlIill管区局長からそれぞれご挨拶がありました。

当日の相談担当者としては、土地家屋調貸士の

ほか、司法暫士、税理士、相会保険労務士、行政

51F士らが参加しました。

地味な活動ではありますが、このような機会を

活かし、土地家屋調査士の外部広報に微力ながら

貢献をさせていただき、また、地元東大阪市民の

ためにお役に立てたと自ねする、さわやかな気持

ちの一日でありました。 (副会長 ・北JlI俊一)
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P R JfJ ，'，'1， (トーキくんファイル、境界標マグネ y

卜、ポケットティァシュ)の配布といった内容で

参加lしました。

午前 911キ30分、テープカ y 卜により 、いよいよ

祭りの始まりです。まずは政大なパ レード。大引

バイク「ノ、ーレー」のクラブチームの行進、続い

て大阪11H'¥'粁楽1;手や地元近古屋大学生によ る吹奏楽

パレードと続き 、さらに支部μ全只がクギ付 けと

なった4，俗的 ・過激な衣装 (ワ)を身にまと った

「女性サンパダンサ の行進J ...... (応番そっち

のけです)と、様々なパレードが~~~き 、結後は地

元の r)E1"~だんじり」のパフォ -7 ンスと 、 会場

は大j仮わいとなりました。

5月9[1 (日)、このHは、何年京大阪市で行わ

れるrIi民参加型，)のまつり「京大阪市民ふれあい祭

り」が{iiaされました。私たち".，河内支部も外部広

報活動のーっとして、このfliiしものに参加させて

いただきました。

当日は、近鉄奈良線の布施駅から八戸ノ坐駅ま

での沿線道路を歩行者天国とし、パレー ドのi並行

や道路l協にはそれぞれの屋台やパザ一等の1'1¥1万が

ずらっとj怯んで、とても賑やかです。

この目、私たち中河内支部のm:しものは、 11百|
50円の 「スーパーボールすくい」のほか、参加[i'i
J託料しかもjit品付きの「距離当てゲ ム」、それ

から「都科登記相談」、さらにこl地家屋調査「土の

ラ
ジ
オ
番
組
「
F
M
ち
ゃ
お
」
の
生
放
送
の

イ
ン
ヲ
ビ
ュ

l
に
出
演
し
て
い
た
だ
い
た

横
山
会
長
と
笠
原
会
員
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これに負けじと 、私たち中河内支部もいよいよ

rm応です。まずは、スーパーポーlレすくいでお客

を呼び込みます。前回参加lしたときの欽司11により 、

今回はスーパーポール5000個をH1fiしての1m応。

各支部民さんは話、被姿に着替えて「いらっ しゃー

い、l岡501"1、安いよー、おまけするから寄って

ね-J っと 、なぜか妙に板に付いた口調で道行く

人々に戸J を掛けています。それのお|岱か、絶えIUJ

なく子fll:たちが来てくれて、中には 1回50円でカ

ァプ山践り 2杯をすくい取るプロ (つ)らしき子

供もいて、私たちも「もう堪忍してや-J の声で

した。

昼からは「スーパーポールすくい」と「距離当

てゲーム」の 2通りで織り上げます。神戸市光さ

んに機械(ノンプリTS)を持参していただき 、

応先で [10 を決めて ~II跳を測る笑泌です 。 チケッ ト

に予想距離をf!?いていただき 、11止ー10位までの

方々に対日1をお波ししました。午後 11時、 21時、

31時と昔131mの距縦当てゲームを行いましたが、

それぞれ、皆さんJT剣な表情で参加lしていただき、

結果発表に脱り上がりました。中には 31mとも参

加lし、すべて対IflIをもらった子供もいて、「将来、

ブρロゴルファーに ・. . J と、大l阪わいて。した。

距離当てゲームが一段落するころ、「ス ーパー

ボールすくい」のプJでは、あまりのお容さんの数

に、ポールより、すくい取る「ポイ」の方が足ら

協力していただいた支部役員の皆さん

激励に駆けつけていただいた、 楠山会長、北川副会長、
竹内総務部長、 山岡公共事業部長

なくなり 、予定H寺問 より少し早めの庖 じまいとな

ってしまいました。

また、11UしものをしているjlHには、手の空いて

いる支部只さんに、PR用品の配布もしていただ

きました。用意していた PRグッズも 、官tれた支

部長さんの手に掛かれば、要領も良く 、あっとい

う川にさばけていきます。たくさんの広告を紋せ

ているので、少 しでも訓H1i:士をま11っていただけた

らいいなぁと感じました。

この日は、皆さんの日ごろの行いがいいせいか、

天候にも恕まれ、 5月にしては若いくらいの 1LI 

でした。朝早くから 、夜巡く (つ) まで協力して

いただいた支部役員の皆様、また、忙しい'"1"、駆

けつけていただいた桃山皮ー子会長をはじめ、本会

役員の皆様、 ~f，ひ、に友好文~:I~の方々 、 皆さんの激

励により無事盛会のうちに終了することができま

した。本当にありがとうございました。

横山会長には、私たち中河内支部が提供してい

るラジオ番組 'FMちゃお」の生放送番組に，ljlli1It 

と、サプライズにも快く対応していただき 、改め

てお礼IHし仁げます。

tfさん、これからも文部司i業にご協力いただき

ますよう 、よろしくお願いします。

(広報担当副l支部長 ・山田 和維)

今9
99

ヲ吾
O ~9Q争
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オンライン申請に関するアンケー卜結果報告 I

(オンラインft;1Lllr前促進 PT委以会)

当会オンラインff記ql話促進 PT委員会では、オンライン 111111"の促進に向けて大阪会の現状を把握し、

より良いサポートを行うために会以の特級のご協力をいただき、平成20年度と21"fJ互の，;1'4 1"1 (20年 7

) J . 21年 1)-J . 21'1ミJO)J.22年 1) J)のアンケート調査を:;Uもすることができましたので、ここにその

集計結果をご制作いたします。

360' 

% 
400 

350 

1 .オンライン申請に関する

状況の推移

(1) アンケー卜の回答状況

一一二7，8附r 300 
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~ 11"1アンケー トの回収率の1止さ (20"1で ifJ、16.0%)を反省し、第 21"1以降は本会研修会の

坊をお11tりして、アンケー卜の災施 ・回収を行いました。研修会当日のIl!jl"ff;者数に も影響されま

すが、 多くの会只の方々にご協JJをいただき、おおむね集計 ・分析を行うのに |分なデータを似

ることができました。

% 

900 調査士 ICカード の

取得状，兄

(2) 
(!)81 9% 

79.5% 
800 

580% 

70.0 

一一・一一 ①祈ηしている

・晶@治を核"'"

-，ト 一号制込予定'.し

以 @関回答

')') Oqゐ

600 

500 

100 

300 

ー ーーーー ---・一ーー・ 雪~109%
ーー..:.1尽ーー_...③56%

M0) 1 7~も

j i i j j i i 
A2 占 A AE 占

20.0 

100 

オンラ インでIp号申請を行うには、まずは日 高，Ji1l特定認訊局の発行する ~OI~J1i士 1 Cカードを、

会貝の符秘に取得していただかなければなりません。そのため、 当委民会では本会研修会で汲IYJ

を行い、また、 TC カードJ~科にJY，Jするお願いの文11 1を発送するなどの促進出動を行いま した。

なお、日 別主liからのデータによ ると 、大阪会の 1Cカード取得率(有効力一ド保持率)は、平

成21'f5)J末で49%、同年 8)J*で53%、同 )))J3Iミで65%、平成 22 ilニ2) J末現在で73%となっ

ています。
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の状況事前準備 (パソコンの環境設定)(3) 

ー-・一ー ①完了

一一・一一団連中まで

企 @してい怠い

決 @照回目

6.7% 

9.5% 山 ツ / ①7 

どと
(- 45.0%.ど三
52.9% ー一~一z~二二j，h/『 F

JJ..- -- 、
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コ血 --.....c罰1

• • 
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オンライン q-1 tm を行うにあたり、使用するパソコンに 「法務省オンライン I:Þ ~i'f システム」及び 「市

前自作成支援ソフト」をインストールする等、事前に環境設定を行う必要があります。そのため、

当委員会では、環境設定についての資料収集 ・調査;¥f，ひFにフローチャート作成、オンライン巾訪

にIJ，Iする質問票の作成及び実施、協同組合から行った環境設定及びオンライン q"jfij'iソフトについ

ての業者斡旋のための協力等の促進活動を行いました。

オンライン申請の体験状況(4) 

% 
800 

69.1% (甲+己)
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当委貝会では、平成20'1三度は乙号を、平成21'1ミ伎は王に建物表題登記に|射する 1)-'号[1-1ni'iができ

るようになっていただくことを目標として、研修部主催のオンライン1:1:1fWI諸国ιへの協力及びDV
D 研修会の実施、 .IJJ前プチ研修会の企画及び災施、オンライン申fii!iQ& Aの作成と公側、オンラ

イン申515にI則述する様式及び参考資料の告hliへの絡納等の促進活動を行ってまいりました。

アンケートの集計高円l!:から、平成22年 1月現在において、約 7制の方が乙一号1:1'~j'í JよL上を経験さ

れたこと 、また、乙号まで経験された方の多くが、 '1"号まで経験されるようになったことが確認

できました。
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2 直近のアンケー卜項目別集計結果(平成22年1月実施分)

(1) 職種について (2) オンライン申請のため何を利用して環境設定を行いましたか

その他 7%l ¥"問団芭 0% 

行政白土lU業 5%ー¥ /バ

調E士リ!}X

67% 

その他 2%--， 
I ， 問団富 2% 

t封書局派遣の閥均 ¥ J-)

白羽週の「らくらく」

28% 

円っていない

23% 

，去輯出環境段定m
9% 

活務省ホムぺシ

24% 

(3) 測量関係メ ーカーのオンライン申請支援ソフ トについて (4) オンライン申請について

間入を横討中 2% I黒田吾 川

世間している 5% 

間っている

69% 

知らアぷい

23% 

(5) パ、ノコンのosは何を使っていますか

その他 1%， 
1，窯回菖 1弘

WINDOい57 1% 

XP 81% 

来体陪

31% 

乙号まで

24% 

甲号まで

45% 

(6) 事務所におけるインヲーネ y ト環境について

ない 3弛

ダイアルア ップ

1% 

「岡田苗 3% 

光 63叫
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(7) A dobe Acrobat 5.0以上について (8) I Cカード リーダーについて

所有している

54% 

照固苔 1% 岡田甚 4% 

所有している

75% 

(9) 調査士 ICカードについて (10) 法務省オンライン申請システムと申請害作

成支援ソフトのインストールについて

縮図芭 21ゐ rfffl田宮市

連中まで

3% 

していはい

げ%

所有している

81% 
完了 79% 

iJ!lJ泣機械 ・製図m~i\ ・ 事務器 ・ 自動図化機製図機 ・ 気象器
土木試験機 ・(附ソキア光波 ・セオドライト ・レベル ・レンタル

各種機械販売友び修理
干540-0004大阪市中央区玉造1丁目14番13号

株式会 社 大 阪 西 部
TEL大阪 06(6768) 3191 (代表)
FAX大阪 06(6762)9761
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3 アンケート集計表(計4回実施分)

ヲミ 施 日 08年 7!'J 09JI' 1 )~J 09年 II)~J 101ドIIJ
アノケ ト回数 2 3 
アンケ !の問符率 J6.0% 29.4話 28.0% 36.0% 
①J:.J也事P?I胡千日 専業 戸戸-ーーー一一一戸一ー一 6'1. 3% 63.2 67.0% 
②ffJ法，1::'1てとのJIC$ ---- !日。6% 13.3 12.5% 

111 職種について
③il!ljj ，( ，1 との ~ltÃ~ ---- 11.2% 9.6 8.0% 
@行政IIF.1との:llt業 ~ 3.5% 5.6 5.3詰
③その他 ~ 5.5出 7.4 7.0% 
⑥拒liilt干 ~ 0.9 0.2% 

①行ってL温ない ~ SO.O% 28.9 22.7% 
②法務~(ìt~J1l設定 CD ~ 12.2% 11.8 9.4% 

③法務1'i'1ミ ムベ ン ---- 28.8% 25.2 23.7% 
12) 環境設定に CDn，船'I(の「らくらく J ---- 9.0% 26.7 28.5% 

利用したもの ③「りくらく」 以外の製品 --------~ 8.7% 
⑥法務}，，}派遣の業者 ~ ~戸~ ----- 2.9% 
⑦その他 ~ ~戸 ---- 2.'1% 
③無問符 ~ ---- 7.5% 1.7% 
¢知らない ----- 3.5% 26.7% 23.'1% 

(3)メ 力 製
②知っている ~ 57.8% 65.8% 68.1% 

③使HJLている ---- 36.0拓 '1.0% 4.8% 
支援ソフト

@購入を般討中 --一一一一ー一ー一 2.6詰 2.5% 2.2% 

③その1也 ~ 

-----ーー

0.9% 1.2% 

叩百 +乙サ 42.9% 36.0% 65.2出 69.1克

14) オンライン申請 ①耳I号ま で 9.9% 10.4% 28.0百 44.7% 

の体験者 ②乙日ま で 33.0% 25.5% 37.3% 24.4 % 

③未11'験 57.1 % 611. 0% 34.8百 30.9% 

① 2 0 0 0 4.7% 11.5% 6.8% 7.0出

③XP 91.6% 81.1出 82.3% 80.7% 

(5) パソコンのos ③VISTA 2.6% 5.9% 6.5% 9.2% 

①WINDOWS7 ----~ ~ 1.0% 

⑤そのi也 0.5% 1.5% 1.2% 1.0% 

⑤J催問符 0.5% 0.0% 3.1 % 1.2% 

①光 57.1 % 57.6出 59.9% 63.0% 

16) インヲーネ ット
②ADSL 39.8% 35.9百 31.7% 30.0出

①ダイ 7ル7ツプ 1.0% 1.8% 1.6% 1.0% 
環境

@ない 1.6% 1.7% 9】 リ"〆οr 3.1% 

⑤I舵凹芥 0.5% 0.0% '1.3% 2.9% 

①ï~r抗し ている 55.0出 61¥.9% 59，6% 53.1 % 

17) アウロパ yト
②購入を小~!;吋Ij_l 2，1. 6 ~活 1，1. 6出 15.5出 25.4% 

③購入 F定なし 18.8% 20.6% 18.6% 17.1 % 

@J畦問答 1.6% 0.0% 6.2% ，1.3% 

①所前 Lている 35.1 % 35.9% 70.8% 7'1.2% 

(s) IC ②購入を検ij.Ji¥1 30.9% 38.1% 17.7% 15.5% 

力一ドリ -'f @購入 f-J包なし 33.0% 25.9% 8.1 % 8.9出

①1時四符 1.0% 0.0% 3.11% 1.4% 

①所市 している 55.0% 58.0% 79.5% 81.9% 

19) 日調連 ②中込を検;Hl¥l 24.6% 25.0% 12.7% 10.9% 

ICカード ③'1'込下定なし 18.8% 17.0% '1. 7% 5.6% 

④振回特 1.6% 0.0% 3.1% 1.7% 

①完 r 52.9% '15.0% 73.11% 79.5% 

州事 前 準 備 ②途中まで 10.5% 12.0出 5.6出 2.7% 

1，員境設定) ③ していない 36.6% 113.0% 17.6% 16.7% 

④無回特 0.0% 0.0% 3.11出 1.2拓
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0]局長信萄持昆喝烏
民事行政部長には小宮山秀史氏

平成22年度の大阪法務局人都民民ljJは4fJ 11:1 付

(j且]住者は 3)) 311二|付)で発令された。今年度の

主な~H)Jは、昨年就任された白石li)f土局長が大阪

家庭裁1'1)所lこ'1な/J¥され、後任には大阪地方裁判所

の石引 1:t1則氏が5，'(，:任された。

また、JlI良!;(i!l1総務部長が高松法務川長にil!E出

され、後任の総務日1>長に凹村隆平氏'Ji行政m~l止が

就任、新民事行政古1;]，えには小7~"'I IJ秀史iHJifìl'OIJi 
局民~J ト第一誠地1:< 1 :íÍ~plij 1rが新任された。

そのほか、河本医不動産登記百111")i"(}市笠記官の

ほか、3支局長 ・6山張所長らが辺職転1-Uされ

た。その他の主なwrruJは次のとおり 。(カッコ 1);)

は|日fiJikA・順不同 敬利訓告)

く〉総務部マ庶務政長長i~~11171子(布l歌山 会百|

謀長)マJ，i'jJi係長 締本一自1I (!I~W ・ 給与係長)

マ総合法律支援係長作下秀作 W!:~Ji) マ職員課

長補佐奥村イI[，'g(名古屋 ・法人総務登記官)

マ人:[J):係長 子ご.木秀樹 (職只 ・合間研修係長)マ

給与係長 11E符英倒 (京都 人'F係長)マ企画研

修係長 111 [1]相 I ~L (械浜 ・厚木 ff記相談官)マ

会計課長補佐 1'1'村和司(悶1.11'ti政 ・総務謀長)

マ施設係長 1I1代尚品 (不動産 ・表示後記専門官)

マ~~3!t専門官室統桁lltヨ!t専門'êr riJ'TJE己(さい

たま 川越 ・ 総務J~Hミ)マ~~if~J.!~ I IIJ宵 近藤秀鮒

(人権第二 ・調査救済第一係長)

o訟務部マ間ml長天明箔1子 (f，:良Jl!d&:)マ部

付検事松山太 (大阪地検)マ同力lIiii!友見([百D
マ問 ?ttbh1故(ネ111戸地裁)マ 同 大1"1宏一i!l1(大
津地裁)マ同 111 Ll 1~，'子(札腕地1&:) マ訟務管理n
宮 田 IjJ茂樹(奈良 ・ 会計課長)マ民事訟~Jil1l1門

上席5公務官 (総fA) J15村 H育夫(抱l税訟~Ji ・ 上W，:fìí~
務官 ・総括)マよ!市訟務官 私製光人 (広島 ・行

政訟JJi・上l市訟務H)マ同 大統一I¥!j:(京都 ・主

計係長)マ訟~Ji宮 市続泰夫 (租税訟JJi・訟JJi官)
マ同 芝正教(大i.jt・総務課)マ問本凹安姉 (持:

布11:1:1)マ同西村好Iy] (堺 ・ 戸ïiN) マ|可伊藤~I~
右 (L\;司ï. ~í~~'~) マ行政訟務部門上j市訟務官(総括)

阪田正己 (民IJ~訟JJi ' 上席訟~Ji'W マ上席訟務官
富田誠 (日本司法支援センタ一大阪地方事務所 ・

第一事業謀長)マ同 rl"村晃治(和歌山 戸総係

長) マ 訟 務 官平瀬直樹(供託法鋭係長)マ;fll

税訟~Ji l\ I SI"]上席訟J511(itfA) 日比鈴子(i'怜!日l ・

浜松 ・総務謀長)マ上lf百訟j'Jii':' iiiitlJ毅(引IIJi・

|ヒ所長)マ訟務官 岩|日研([主IUi 第三係長)マ

l百l小林拓之 (京大阪 ・戸.m係長)マfii) 氷河 f，~í

，'i¥; (奈良葛城 ・総務係長)

o民事行政部マt"Ijl行政訓;J3!f 1=¥付 析!毛利成

(供託 ，11、波係長)マ阿 久下l;，t，"Iz (干111戸 ・総統

iE) マ笠記情報システム ~'1:理ilTl 林淳史 (KllI)・

松本総務課長)マ|訂!?t型11日付 池|人以lー n日(JYI)
マ総務課長 岡野計 Iy)(干111戸 ・会iI'¥謀長)マjjX1f
課長 水町・二1)11(大津戸Vtv謀長) マ同筋係長

松本版Iy) (和歌山 ・ITI辺支JnJ長補佐)マ図r.N，探知

一係長 松井利IIs(['1<1符 ・第三係長)マ同第7て係

長 111本裕幸(人椴二課 ・訓'l'EJ幻背筋二係長)マ

]tij ~~ ?:係長 JI\本将~'~ ( 1到 r:\:Z~D マ戸籍回111相談

'I'f 附山符也(京都柿知111'総務係長)マ供託

謀総折係長稲田純一(日111-1*' ti~t官)マ法脱
係長不TJJi(正代 ({143E-受入係長)マ受入係長

脱出Hlif!lS (民~F訟j'Ji ・ 絵~Ji'P.')マ払波係長松川

ldJ子 (115t-確定、係長)マ確認係長妹背311子 (fJt
rr{諜)

マ不動産登記官ISI"J首!市ft記1'f fí~本裕樹 O;\ n!;

'i"IÎ市公記官)マ次JrW~-f:記官 i，:&ITI-iJl、(大iIt ' 
守山iJiK)マ統括公記l;" A{ ll!T'辰守 (ま~íi?-l ・ 人苛F
係長)マ総括表示笠記専門官 rl'坂勉(奈良 ・総

t，~表示登記専門官)マ総務:li記古 田口陣之 (jt(
者1I ・ 5E記官) マ同櫛i~t~ 才1 甘ïllfl '表示fft己11J
I"J1':')マ表示登記専門'i江 藤本相l久(大ィ;It・|叶)

マ|百l総本昌1m:(事11声 ・初 .Sï~記官) マ阿 111/1 
:mJ:~ (7;\ ~It.f ・ 表示~f~ìèJ.'l IIIJ官)マ 11;) 中尚一夫(年

u 銃記linマ同 117水jIJI (:It， 1百])マ向鈴木

英lI{l(北大阪 ・同)マ|叶 村 l毛布 1 ，1]止 (~玩査時 1"1 1':'
室) 'v Irrl 下之匝|秀秋(岸和田 .f;:記相談1~; ) マ

笠記i:' 稲嶋安(天王寺 ff記i¥)マ同 糸):，~述

雄(奈良 ，!1!務係長)マ阿 笠松久美子(堺 .~ô: 
記'FOマ阿 久旧正Iy) (行政訟務 ・訟務官)マ|行|

阿illi'，TEヨド (岸和田 -fft己相談'U)マ問 池法制|山

(堺 ・1n託係長)マ|口l永野tfi(東大阪 :rt: ~ê+n 
rJ~'[r) マ主主記相談官 尼崎陽子(岸和田)

マ第一法人登記m;IIII次l市ff記t:' 西fiI'光弘 (神

戸 ・ 尼崎統括登記1ゴ)マ統tï!i~記官 内海武(神
戸 ・不動産 ・同)マ総務f1:記行 坂本公徳(奈以
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ーむ城 .IJ:記官)マ登記1':' 他国正隆 (自17-ti;人
・|百J)マ|百i京林光弘 (第法人登記相談1'0
マ阿川附隆司 (守口 - E23己 í;() マ登記相談1~.

橋本新行(大分 施設係長)マ第二法人笠記;'ii~門

首rR;~J: ~è Î~\ 久賀嘉信 (第一世;人 ・ 統JIEff記'I~; )

マ統11~'r):記官 石上逸紀(千'1'戸 ・柏原 11;))マ1c;1
高野晃 (ノ.J(戸 ・人事係長)マ総務主主記官 制l川市

己(枚方 ・総務笠記官)マ|百l白井俊11，'; (判明

尼崎 !日))マ笠記官 笹森淑(東大阪 ・ 笠記相~j~

官)マ笠記相談官 任1I[J ~Sin IJ (和歌山 Ic;))マ同
島IfJ健治(京大|坂)

o人権擁護部マ第一課課長志賀正人(京郎 白

人称擁護謀長)マ企画係長 松田美香(民事行政

調査口付)マ第三課課長 反橋直美 (東大阪 ・統

括登記i':')マ調査救消第一係長 大前fE火 (第

法人 ・52記相談'er)マlfil第三係長松村t!'i二(北)

マ第三課淑長干!?田{吉郎(東京民~jT行政;UM昔、広

付)マ件発係長 西ひろみ (}i$if-・第三係長)マ

人権相談主任 務江il~1二(人材「二課)

く〉北出張所マ所長 有川得一(神戸 ・洲本支局

長)マ統折主主記官 森本泰夫(奈良葛城統J舌
32記官)マ1c;1 神谷修 (さいたま 人事係長)マ

表示登記~!lIJl Jr8' 大 ~I~:i古文 (不動産 表示登記専

門官)マ主主記官 坂本克則 (神戸 ・ 加古川 ・ 1.~況

官)マ[f;J 奥羽直美(堺 ー同)マ同 市松三出 (不

動産 .T~記相談官)マ!日l 締本孝子 (北 ・|百J)マ

登記相談T¥山本剛士 (国t11・戸符回総相談'i':')

マ同 m藤義|逢(大分 ・餓附 ・主主記官)

o天王寺出張所マ所長 木津俊夫(笠記約朝i竹

翌nシステム'1';'J]Jl官)マ総務笠記官 久保総/，)i{ドド

・伊勢支局長補佐)マ登記官 出来秀吏(神戸 ・

伊丹 .Xi:記官)マ同辻i官1荊l義(岸和1m
く〉東住吉出張所マ所長松iJ~JE {京都 ・統JMt
記官)マ統ti~登記官松岡迷5)J (不動産 ・総務笠

記官)マ登記官米合良光 (堺 ・登記Hlマ|百l
旅手環(池111・同)マ同 町克i'i¥:{東住吉 ・32記
相談官)マff記相談官 今i也秀樹(北 ・|百))

o池田出張所マ所長 安川 ~fl祥(大津 ・ 訟務

上m;~L~~:$官)マ統括登記1J' 大会鰐笑(芳、fill・統

括登記官)マ同 乾好春 (第二法人 ・|百J)マ総務

登記官 木原博子 (神戸 ・龍野 ・登記官)マ絞記

官阪下!l.;久(北大阪 ・同)マ向 山中行文 (東

住吉)マ32記相談官有旺|忠縦(第二法人)

o枚方出張所マ所長北問敏志、(;'It.訟10 上

席訟~0 'Cf . R&~t-首)マ統括登記rr 奥本i悦夫 o;r:者11

・宇治 ・統指登記官)マ総務登記官 山l協!lfl~と(i也

自社、10t，~記官) マ同和LO !J'ì'正 l切りヒ大阪同)

マ表示笠記却門官 l'日尾幸信 (京都 表示ffj己lF
I"J'@¥) 

く〉守口出張所マ所長 怯本幸男(神戸 ・表示登

記専I"J千oマ登記官 房本10{東住吉 ft記官)

マ阿児玉秀/lfJ{和歌山間)

o北大阪支局マ総務諜長 石田i;i1t(や1'0・人

権 ・食間係長)マfj日t係長 土川勇次(東大|仮)

マ統~'I~'rf記官 町|家幹造(和歌山 ・111i21統括登

記千'，)マ!日I益本山啓 {:Iヒ大阪 ・総務深長)マ総

務ff記!~~. 下地出盟干(神戸 洲本 ・53己宵)マ

登記'h' 木谷政美 (不動産 ・同)マ|日J illì川 2，~司

(ibμ ・|日))マ同市4需品 (堺 ・|百))マIc;J 背)1

務(第三法人 ・登記相談rnマ同 市水正恭 (:Iヒ

大阪 |百))マ問 w;本光記 (和歌山 ・湯浅 ・笠記

調査rn マ登記相談1~~' 安藤邦男(堺 ・1-F記H市:

官)マ同高原亘(布11戸人権 ・調査政i斉係長)

く〉東大阪支局マ総務課長 才本辰幸(京者11・表

示ff記事I"J官)マ戸f??係長幸浩司 (7i'.¥JIJ(.I .者1;城
・戸時係長)マ統折ff;百円 石川正則 (芳、首1;・法

人統的1~記官)マ同吉原正博(奈良総務登

記下nマ総務交記官 上凶宏志(広 )~j ・ 戸Iif謀長

補佐)マ表示登記専門!~\ 鮫島昇(奈良 .t~~成 ・

表示ff記専門官)マ登記i':' im "1'事~夫(同 同 -

ff記'F:，)マ同様作美1M己([言j・5t記相談'ie()マ

同 様由主謙次(行政百公務 ・訟務官)マ問 池上明i

1;1: (JYI)マ蛍記相談宮 内岡 jj~ (東ft，'i)マ同

今山茂(京都宇治資記相談官)

o堺支局マ支局長 嶋本光弘(統括!flif.1r:J.;IJ I "1官)

マ総務訴長 佐藤毅(こ].:1111"11>:.主言|係長)マ供託

係長氏削1:1・宏 (堺)マ人権擁護係長 下三!i.IVJ子

u討11111)マ統括登記'白 血見通杭1{大津総10
5f記10マ総務登記iq'杉本育也(京大阪 ・同)

マ同 iJl川島五|盗(J百J.登記'i当)マ登記'白 岩本裕二

(岸和1[[ . 1百J)マ間 金子!Lt幸(人椛 ~U~ .企画

係長)マ同 川嶋1(lt(j品柄11[1・登記官)マ同大

仲秀美 (会計 ・施設係長)マ岡 村閉純一 mEEl

林 ・登記官)マ主主記相談官 小松由幸(行政訟務

・1公務宵)マ同 祥l本手]哉(奈良)

く〉富田林支局マ支局長 奇問章(戸総謀長)マ

統括登記'i~'， 問中高Irr三(京都 ・宮津 .1l~記'白)マ

同 f"N:I:IIJ'r裕美 (;);'"[I林 ・総務登記官)マ総務主主

記1=¥ 多脱出t三(天王寺 ・登記官)マ主主記1二1 小

畑彩 (不長UJiI.問)マ同若針。1美 (池111.1百))
マ|百l附祐美子(奈良 ・葛城 ・同)

o岸和田支局マ支局長木村訓受(大津首席

主主記i;nマ総務課長 古屋政人(甲府 庶務係長)

マ民:[Hl.'lIIlJ官 北旧主主(閣総 ・第一係長)マ統括

登記官 木林隆司 (7江田林 ・統括登記官)マ総務

笠記宵 中西崇(日本司法支援センター ・三重地

方事務所事務局長)マ受記官 i~志孝子(和歌

I Li ・ 笠記í~; ) マ |百! 大野 1.11二(堺 .1;:記 'i~' ) マ登
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言記己中相I'lfo談1主n自主 ↑官仙11川11栄治 (岸午有利11川|江旧問[日111日1)マ同 上l垣主iJ品E

O主な転出者マ大阪E高:r，1放止 比主孫部一美 (訟J務B苦淵部|日l山仰制而耐副lリl 
音部|日¥Jj長量)マ大阪i地也検 山附』英1育司1(訟I務主剖部¥1付す)マ+稿日附

地検小合支剖部¥ 1後圭藤信宏(1同司耐)マ大阪地裁 t凱l田
皇麻 (lli同百司司lリ)マ大阪家裁 7跨母I藤事一美 (同)マ京者1¥地
抜 高折正典(1百J)マ法務総合研究所国際協力引

務部1"1.教'白 羽山直木(第一法人 ・ 主主記1~) マ

東京法務局 ・不動産 ・統括主主記宮 中野亨 (北 ・

統括王子記官)マ同 登記官 石塚昌樹 (民事訟j)j

訟務1nマ同民事訟務 ・上!市訟務官 鈴木和ザj

(不動産 ・統括登記官)マ同 ・城北 ・統括22記官

新宮町申1(職只 ・人事係長)マ千葉法務局 ・総務

謀長 加藤武志(枚方 ・所長)マ新潟地方法務局

次長木南敏:焼(堺支局長)マ津地方法務局

笠記間割iシステムti:理官 牧!fj'和浩 (北 ・総務

登記官)マ)l、防法務局 ・竹原 .:}i記官塚本間志

(不動産主f記官)マ同初111.統括登記官苅

l草創1) (堺 ・総務謀長)マ柿附法務局 ・11，隊員謀長補

佐持迷也 (第一法人 ・総務登記官)マ|百1.戸符

係長 竹下智之(不動産 ・登記官)マ同 ・法人登

記 首席笠記官 山下緑 (堺統括登記官)マ大

分地方法務局 ・庶務係長 矢野宰 (第一法人 ・登

記官)マIJ主児 )~:j地方法務局 ・ 総務謀長 藤，)JoJjFド
(首公務Y'1出'iil")マ同 人縦擁護課長大irli良二 (岸

和l主l・総務課長)マ松LI.i地方法務局 ・総務謀長

'1"本立 iま (的務課長)

く〉京都地方法務局マ不動産 ・首席登記官 木村

泰敏(人権一課長)マ同 ・統括主主記官 藤原勉(不

動産 ・表示笠記専門官)マ|百1.阿 山本好治 (堺

. ~\t務登記'白)マ同 ・ 総括表示登記専門1吉 今辻

義嗣 (WII林 ・統括登記官)マ同 ・表示笠記専1"1
宮蝋津波 (不動産 ・表示ff記専門官)マ|百1・5f
記官 桃川浩義 (ゴヒ大阪 ・登記官)マ同 ・|百l鈴

木f，!iii'i (同 ・登記相談官)マ法人 ・統括登記官

遠藤jYf..三J'!日 (北 ・統指登記官)マ5公務 ・訟j)j1': 
EH 1:1:1 =;;: ~l、 ({jb zt 総括係長)マ嵯峨 ・ 所長芳川

之(東大阪 ・統括登記官)マ|百1.総務登記官

阪日幸栄 (~ヒ大阪 ・ 総務325日官) マ宇治 Xf記-g'
平川英夫(北 ・登記官)マ京丹後 ・支局長 者名

ft英 (東大阪 ・総務謀長)

く〉神戸地方法務局マ訟務 ・上席訟務官 (itJ4)

上松tt(行政訟務 ・上郎総務官 ・総括)マ同 上

Wi~公務官 久井亮仁(枚方 ・表示登記専門官)マ

戸籍係長 俊成逸司(人権= ・啓発係長)マ|羽符

課長 木村i)';(J隊員謀長補佐)マ不動産 ・総括表

示登記専1''1'1自 祖開IIj'i行(行政訟務上席itit務官)

マ|百j・次郎筆記官 向31司f!ll(租税訟務 ・同)マ

閃統fA筆記官柿本弘IYI(第二法人 ・総務登記

官)マ問 ・表示登記専1"1官 111i水良太(不動産

表示主主記型C(1111官)マ同 ・|吉 T山海|盗宏(京大l坂-

jf，J)マ同 ・登記相談官 辻'点Hiej(総務課)マ法人

登記 ・統括登記官 平岡修 (第二法人 ・ 総務r~t記

官)マ須磨 ・所長 児島治労(不動産 ・総括表示

登記司t(1"]官)マ同 ・総務登記官 平木場辛子(1百l
総務主主記官)マ西宮 ・表示受記専門官 竹内1主

宰 (1百J. 表示登記専門官)マ尼崎 ・ 民事専門 l~r

手付|学 (北 ・ 筆記官)マYI:~ Im .総務課長 水谷伴

(租税訟J)j 訟務官)マ加古川 ・統括登記官 今

井英一(北大阪 ・統括登記官)マ能町 ・同 稿!日l
仰ー(第一法人 ・総務登記1;:-)マi:t岡 ・同 前111

秀信(東住吉 ・同)マ同 ・総務笠記官 正J豆辺Nft
(堺 ・|百J)マ洲本 ・支局長 ;iLU基(人権三謀長)

く〉奈良地方法務局マ会計課長 萩山法ー(人権

二謀長)マ主計係長 恨木逃 (岸和田 ・民司日Il-P1J 

宮)マ人事係長 河合(Ij'ii'i (I;i!務係長)マ登記情

報ンステム管理官 梶I:EI充彦(会計課長補佐)マ

人椛械設謀長 鈴木衣代(民~1T訟務 ・ 上席訟務官)

マ首!市登記'出 丸尾広人 (総務謀長)マ総1主主主記
宮尾崎美知子(天王寺 ・総務笠記官)マ表示ff
記専門'@; 木村孝 (不動産 表示笠記専門官)マ

登記官石元克司(池田 ~記相談宮)マ五係 ・

登記官 深山 ~t~治(堺 ・ 登記'呂)
く〉大津地方法務局マ総務王手記官 岡本邦夫(北

大阪 ・ 総務主主記官)マ EFI 1~ 統f岳登記官 '1' ，l:0.iE 
直 (枚方 ・ 同) マ東近江同水間!)~i古 (北 ・表

示資記専門官)

o和歌山地方法務局マ会計課長 波土是正子 (行

政訟務 ・」ニ!市訟務官)マ訟務 ・上m:訟務ir太日i
義弘(不動産 次席登記官)マ総括表示登記I，!iII!J 

'i~. 江川!j橋↑似f力(ln同吉司1. 表示王笠を記早専~(Iド"引i

松本尚之 (付1枚文幻ブ方J.統指登記1宮ヨ)マ期新「宮 .統指f笠f記
官 4機担回主幸F判判fや付仰'1中|ド， (束大阪 .総務登記官)

O主な退職者マ民4fi'訟J)j.仁!市訟J)j官 ・総指

丸谷淳一マ第一法人 ・ 次郎登記'i~1' 今期洋子マ第

二法人 ・首席登記官 !fj-本手11191マ|百'1. 統ti~jfi ~c Î~\' 

吉村主主美子マ北 ・所長 土木只次マ天王寺 ・同

米国jLLマ東住吉 ・同 東1;，'/辺マ同 統括主主記官

中嶋)i!UfIマ同 ・登記官 長型)'lIj'I'1止マ池田 ・所長

木下直彦マ同 ・統括登記官大井正則マ同 ・|百l
稲田実マ守口 ・所長 山間男雌マ北大阪 .j完結笠

記官 行谷却~斗 ?と、マ同 ・ 総務f~記官 j手口武*11マ
東大阪 .:rt記官 山下好杭lマ7.1聞林 ・支局長 |河

野良彦マj平和国 同稲本由美子マ同 ・統括:tt記
官 ):.1 111博うとて7伺 ・総務ff記官.r fiH垣勝己
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5年ぶりの大|坂勤務

大阪法務局長

石井寛明

4 n 1日付で大阪法務局長を伴命しました。よ

ろしくお願いいたします。

在、は、 11日午'1157'1以来、主に裁判官として大阪、

広山、札幌、 東京等の各地で勤務し、今回の ~11~.[î})

直前も、大阪高等裁判所と大阪地方裁判所に勤務

しておりました。7去lIj局には、平成12年から1'1年

までt~松局の、引 き絞き平成14'1コから 1 7年ま で大

阪同の言公務部長を務めておりましたので、今1，，1が

5年ぶりの勤務となります。

大阪土地家屋調査士会の皆様には、表示に|弘|す

る32記事務等を通じ、日頃から登記行政のi也JI日か

っf'1 1'，↑な運営に|刻して多大なご支援とご協力をい

ただいているところであり 、このj-)Jjをお佑りして

感謝を11'し上げます。

きて、法務局では、登記事務のコンピュータ化

が完了し、登記特別会計が今年伎を最後に廃止さ

れる 1'1'で、ギYr登記情報システムの噂入、地図的1H
yステムの展開 、 ff記所備付地I~I (14条地[gJ)の

作成作業、筆界特定制度、各位オンラインの利川

拡大、商業 法人:~~記事務の集中化など、次世代

の法務局の~fl:tとなるべき重要な泊i策が相次いで

本終的に実施されるに主っており 、大きな転換JUJ

を迎えているということができます。

とりわけ、長年の懸案であった笠記所倫小l地区l
の作成作業と 、不動産主主記法の改Rにより平成18

11から噂入された銃器l特定ililJJitは、わが国主l会経

消の恨幹を成す土地の 1筆ごとの純閥、fJ!界をIlfJ

らかにする作業であり 、これからの法務局にとっ

ての基幹業務となるものです。;f1，も 、放I'IJ所にお

いて多くの境界確定訴訟を担当してきましたが、

~rtlfrtに附する専門的な知l見を必要とし、ま た 、 当

~jT.脅から提出される限られた主張と証拠を基に判

断せざるを得ないという 1主で、この極の事1'1を放

判所で処理することについての限界と 、登記所や

土地家屋調査士といった早汀I[J*の主体的かつも11極

的な関与の必要性を!必じることが少なくありませ

んでした。

大阪府は、全図的にみて地r:~調査の進捗率が駆

めて低〈、他方で、大阪法務局ti:[人lにおける築界

特定JJi('1の11
'

r.~if'l 数は全国のトァプクラスを占め
るという現状にあり、 j也図整備作業の推進及び~Ù

界特定事件の的刊な処Jlllは、当局にとって現下の

品m安説題であるといわきるを伴ません。

当局においては、全力を傾注してこれらの課題

に取り組んでいるところですが、十千枚方のご協力

がなければ大きな成栄を上げることは到底かない

ません。 ff記行政、 J也凶行政に対する国民の信~n

とlYJ筒に適切に比、えるため、皆様方の一回のご支

援とご協力をお原f!いする次第です。

「次は地図」コ 「いよいよ

地図」二今 「今は地図」

民事行政部長

小宮山秀史

本'1'，4))の人事異動により、 コミ阪法務局民事行

政部長を持命しました小富山でございます。どう

ぞよろしくお願いします。

;f;iは、大阪生まれ、大阪育ち、採JlJは大阪法務

局でありますが、平成 2年に大阪法務局を後にし

て法務本省へ異動して以来、訟務局、民事局第三

謀、耳o~r法務局不動産ft記音[，門 、 民~F局民事第7プ

謀 、 奈良地方法務局 、 民事局民事第三~~!の勤務を

経て、 20年ぶりに大阪法務局に戻ってまいりまし

た。前任の民事第二課地図企画官|時代を含め、民

事第二課在任中は、表示室主記行政、地図行政を通

じ、特燥には大変お世話になりました。お礼を 11'

しょげますとともに、ふるさと大阪の表示登記行

政の迎正な運営のため、皆様方とブJを合わせて取

り組んでいけることに大きな喜びを感じていま

す。

久しぶりの大阪は、街olf'.みもすっかり変わって

いるところも多くみられ、この20年間のギャップ
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の大きさを感じているところですが、大阪府jにお

ける地図絵備を取り巻く環境も 一変しておりま

す。 夜、が、初めて民~Jj局第三訟に勤務した平成 8

年ころは、「次は地I~J のかけ戸の下、 法務局全
体が地図絵1illiゃ表示登記制伎の充実強化にー!荷積

極的に取り組み出したころであり 、特に、大阪の

法第17条地区lの1iH!付け枚数及び率は共に全国で松

下位であり 、それまでの地区|強制jへの取り組みが

お|止辞にも 一|分であったとは言えない状況でし

た。

ところで 、 法務局の地区|捻備を JI~ り巻く環境が
平成15'1'-の民活と各省連jjtによる地図絵備のjWiJii 

を契機に、大きく様変わりしたことは、あらため

て申すまでもないこと ですが、それまで、全国の

2-3か所で剤11々 と行ってきた位、負iiJ 4条地図作成

作業が、いきなり 10か年で100平方キロメートル

の地図を作成するとの「笠記所制，/1.J地図作成作業

10か年百|商」が策定され、また、地図情報システ

ム の ~q.入も 目前 となり 、 「いよいよ地図」の|埼代

となりました。また、平成21年度からは、問年か

ら10か11で130'['方キロ メー トルの地図を作成す

ることとした新JOか年計画を策定し、さらに、本

年度からは、同計画を 2年前倒しした改 新Bか

年計画として、地図撃備を続けているところです。

すなわち、当初Jの10か年計画から、而和を 3¥IIIJ 

増しした上、jリJJIりとして 2¥1[11短縮したことになり 、

各年の作業i止は、 6割増しになったことになりま

す。当局においても 、平成16年度から毎年度地図

作成作業を行っており、特に、 111'年度から「枚方

市における笠記所側i付地図作成作業10か年計画」

に策定し、鋭意地図整備をす1めることとしてお

り、まさに「今は地図」 を実感しております。そ

して、「今は地ISIJを真にわれわれのものとし、

日本の将来を附かなものとするために、これから

も、法務局職只はもちろん、土地家屋調査士の皆

様始めとする関係者の一人一人が使命l惑をも っ

て、その職rrを来たす必要があると考えます。

こ のような流れの中で、 主主記月i伽{.J 地図のlli:~

性は、政'自はもちろん、これまでになくあらゆる

方而から出目され、ま た、その成栄に対して、非

情に大きな詞印liをいただいております。これも‘

これまでの地図関係の各種事業に土地家屋調査士

会、そして会員の皆様のご恕向午、ご協力のI!!hと感

詩tq:lし上げます。

また、平成18年に導入された控訴l特定制度につ

いても、土地家屋割査士の皆様ブJにrCt界調査委只

としてご協力いただいているところですが、予惣

を大きく上回る巾諮件数に、この制度に対する国

民の期待とその責任の重さをひしひしと感じてい

るとこ ろです。

京会におかれましては、「境界問題相談セ ンター

おおさか」を設立され、境界に|刻する1&'I'IJ外紛争

解決に取り組んでおられるところでありますが、

今後は、国民がm:界問題の解決により満足が符ら

れるよう、能界特定i1i11良:と境界問題相談センター

との述携を深め、間制度の充実を区lっていく 必要

があると考えております。

地図作成も、能界にJJIIするこれらのiJilJ度の充実

も、さらには表示登記制度の充実も 、すべては、

社会的なトータルコストの削減につながることで

あり 、日本のよL継を支えるこれらの事業やiIillritが
適正かつ円t什に笑』もされるよう 、法務局職員が一

九となって取り組んでまいる所存ですが、土地家

展調査土の皆棟方のご協力も不可欠であり 、引き

続きご協力をお願い"1'1し上げます。

最後になりましたが、 ilt会が、土地家屋調査士

iJ日11立60周年、表示登記11/11皮切問年の記念となる節

目の年にふさわしい、将来につながる純かしい実

認iを残されますことをお祈りするとともに、fi会
のますますのご発展と会員の皆様お一人お一人の

ご健勝をお祈りしつつ、着任のごあいさつに代え

させていただきます。

「新しい表示の世-界」を

不動産登記部門

首席登記官

松本裕樹

本年4月 1¥:1付の興似Jにより、京都地方法務局

から転任してまいりました。 とうぞよろしくお願

いします。

かつて当局には、平成13年 4月からJ5'1'.3月ま

で聞出孫Trr(ここではi隊員ソフ トボール大会で頑

張りすぎ、足がパンパン状態であったにも かかわ

らず、us ]の建物の表題登記の実刑に同行し、

ヒーヒ一言いながら裏側ばかりを見て歩いた こと

を記憶しています)、平成17年 4月からJ8年 7月

までは北大阪支局で勤務し (ここでは現在使用さ

れている「受領I'IJjI日合表」を支局Jli¥¥;只とともに作

成し、!止に送り 出 しました)、当局はこれで 3度

目の勤務ということになり ます。

かつて当局に勤務していたころの表示の現場は

今ほど慌ただしくなく 、せいぜい地図整備か地図

管理システムへの移行作業ぐらいのことであった
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ように記憶していますが、北大阪支局を目1Iれた途

端 、 急激に環境が変わり、 ii1: lf~特定、地図情報ン

ステムへの移行、各種図Tiiiの地図i'i'i報システムへ

の登録、 J4条地図の作成に力11えてオンライン II!al'i 
の手IJJTJ促進等、表示の世界は今なお現在進行形で

目まぐるしく変貌を遂げつつあり 、H，とも職wは

もちろんのこと、会員の管制iブJにおかれましても

ここ数年は「走り続けている (走らされているつ )J 

といった感をお持ちなのではないでLょうか。

これらの事業は F新しい表示の世界」を作る従

となるものであり、どれもこれも皆様方のご協力

なくしては実fJ!できないものばかりではあります

が、とりわけ、オンライン q[ ~ì'í につきましては、

皆係方のオ J ライン申請のご利Jljによって促進さ

れるものであります。ご承知lのとおり、オンライ

ン申請は「世界一便利で効率的な屯子行政を Ij桁

す」という政的の方針によってJI~ り組んでいるも

のでありますが、「オンラインにはいろいろメリ ッ

トがあるよ」といった、ありがたいこ立見をいた

だく 方で、まだまだご不満の11目も多く、特にiは

近は「せ っかく建物表題笠記をオンラインでIjl前

したのに、保存+移転+設定がオンライン巾おき

れないから 、何のためにオンラインやってるのか

分からなし、」といった、布[税科目IJtl'ii丘it8'1条の 5

の J[j(り f挫し、に対1 るご f-j:J，~ をよく耳にするところ

です。

確かに、保存の登記がオンライン 巾請されて初

めて建物表題王子記のオンラインが生きてくるとい

う桃図になっていることから 、伴枚方のご135Lは
ごもっともなところであり、在、ともといたしまし

ては、皆機ブJのご苦労やご|窃ブJを挺にしないため

にも 、 後続の材Hljの登記のオンライン q~ îWí率をさ

らに高めるため、これがや1'びない!Tの原因の探求

と対策を講じていくこととしていますので、今し

ばら〈はこ

てお厚版願(!いi巾|ド1し上げます。

なお、来'1'.2月には、オンライン申請をされる

皆様方の利使性や信頼性をlijj上させた「新オンラ

イン巾訪ンステム」が導入されるjlliびとな ってい

ます。まだ、その全貌はIYJらかではありませんが、

少なく とも現行システムよりも 使い勝手のいいも

のになっていると確信しております。この新ンス

テムについての情報については、iI次皆様IJにも

お伝えさせていただくこととしていますが、 tキ係
方におかれましでも (おそらくは秋以降になると

思われますが)法務省のホームページにごaLlを

いただきますようお願いします。

若任早々からお願いばかりで拡だ恐縮しており

ますが、大阪土地家屋調査士会のますますのご発

展と会Qの背f，J<:lJのご健勝を祈念しつつ、「新し

い表示の世界」を作り上げるため、今後ともさら

なるこ支援、ご協力を賜りますようお願いをqJし

あげまして 、 il~Î:任のごあいさつとさせていただき

ます。

筆界特定を担当

同部門次席登記官

蔵田一弘

本年4月 1日付の人事異動により 、大阪法務局

民事行政fm不動産主主記部門次郎主主記官を拝命し、

大津地方 法、務)，，)からまい りました政l到と Iflしま

す。20界判定52記官として準品l特定を担当するこ

とになりました。とうぞよろしくお願いします。

大阪土地家屋市司査士会の会員の皆綴方には、平

素からfftE行政、とりわけ表示に|刻する登記の適

正円滑な:illi~込のためにご協力とご支援をいただき

感謝rjlし上げます。

さて、 +ltY，t判定ilillJ立も 411::' 5か月が過ぎ、当}"J

の申請何数が会凶のトップをばく進中である こと

は、大阪府民の皆様方にタ'11界特定制度が受け入れ

られ、大きなJUJ筒が寄せられている ことを物語っ

ております。

ところで 、 ~it!#特定制度は、卑く 、安< ，旨 く

のキャッチフレーズで出発をいたしました。現在、

安く 、旨くについては何とかクリアをしていると

思っていますが、早くて安定的な供給については、

いささか持労をしているのが現状であります。

そこで、"i1界判定主の担当者も全力を挙げて与l

!日l処理にJI)(り組んでいるところですが、さ在界湖査

委員あるいはIjl日J人代理人としての土地家屋割査

士の皆様方のお力なくしては、 31界特定の早くて

安定的な供給は不可能であります 。今後ともご支

援とご協力をよろしくお願いいたします。

また、::U血のち2界をめぐる紛争については、til
界特定lIilj伎をご利JTjいただくだけでは満足を科ら

れない場合もあり 、土地家屋調査士会ADRであ

る「境界IIIJ題相談センタ おおさか」との述携を

Jrxらせていただくことで、似本的な解決に、より

貢献できるものと雌信しております。そのために

も、「境界川粗相談センターおおさか」との辿tj!)

をさらに強化することが不可欠であり ますので、

今後とも協議を武ね、よりよい制度となるように、

ロ
宵

d

n
M
U
 

n
u
u
 

n
y
L
 

第阪大土査調屋由家
抽
出土EE---------

巧
/ワ臼ηム戎 55 



56 

ご協力方よろしくお願いします。

最後になりましたが、立会のますますのご発展

と会員の皆綴方のご健IJ幸を祈念いたしまして、 JI
任のごあいさつとさせていただきます。

備付地図作成など円滑に

同部門総括

表示登記専門宮

中坂 勉

本正1'-4月 1EI f.)の人事異動で奈良地方法務局か

ら大阪法務局民事行政iH¥不動産登記告1¥1")へ転任し
てまいりました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

大阪土地家屋訓査士会の会只の皆様方には、平

素から不動産の表示にl則する筆記lIiI)伎をはじめと

して、登記行政の適正 ・円滑な運営につきまして

文阪語務局か5目
白知5世

. 東住吉出張所が7月20日から

天王寺出張所に統合

i是正loごヰIJmいただきました大阪法務}市東住合出

張所は今年 7月20EI (火)をもって天王寺山政所に

統合されることになりました。

東住吉 111JI ~1~所での業務は 7 月 16 日 (金)で終了

し、 20日から天王寺山張所で大阪市内のうち天王

寺区 東成区 生野区 ・阿倍tl年区 ・住宵区 回東住

詐区 ・住之江区及び平明区の不動産登記事務をJlx
り扱うことになります。

格別のご支援とご協力をいただき、/!-/<御礼1'13し

上げます。

さて、 il~近の登記行政においては、 j也 151 in乱地

域の笠記所制il村地図作成作業のJff:進、都市再生街

区基本調査の成果の活用及びflt界判定制度の適正

迅述な処理n等、不動産の表示に則するまま記に係

る施策がm裂な課題とされているところであり ‘

これらの施策を円滑に推進し、突がU'自のあるもの

としていかなければなりません。

とりわけ、笠記所市iii付地図作成fttRについては、

従来からも，I(艇がJかっ前liI力的にJf{，逃しているところ

でありますが、本年度は枚方市i出船椴地区で作成

作業を笑施しているところであり、この作業を円

滑に笑施していくためには、法務局i戦只はもちろ

んのこと 、;凋査士会会員の皆様方のさらなるご支

援とご協力が必要となりますので、よろしくお願

いいたします。

故後に、 1't会のますますのご発展と会民の皆様

方のご n~íHYj~ 、こ納fd!:勝を祈念いたしまして、才I任の

あいさつとさせていただきます。

- 和歌山地方法務局管内の商業 ・法人

登記事務の取扱庁が変わります

和歌山地方法務局岩出出張所がti:引iしていた岩

出市、紀の川市の会初 ・法ノ¥に1M)する登記事務

は、今年 7月20日(シく)から和歌山地方法務局交記

部門でJ~ り扱うことになりました。

また、|司|王1:i21支局が管申告している IJ]辺市、 iLJi牟

Jb!:lN¥ (白浜川、上7;f凹IJ日、すさみ111]")、日日:JJ日み

なべl町の会制 ・法人に|均する登記事務も 9月 6EI 

(月)から同じく和歌山法務局主主記官III"Jで取り扱い

ます。

なお、不動産(土地 ・建物等)主主記事務につい

ては、いずれも従来通りで、変更はありません。

平成22年 7月 ・土地家屋調査土大阪第298号
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平成22年3月8日(月)午後2時から、本会役員

室で第16回常任理事会が開催され、第70固定時総

会へ向けて、次の各事項が審議 ・協議された。

〈出席者 ・敬称略〉横山井畑・中林・ 高橋・

北川・竹内 ・矢原・ 竹本 ・初日・山岡・ (事務局)

松本・柳井原

審議 ・協議事項

①平成22年度引業計画家について

②平成22年J![-rn突について

③会fliJ、規則、規程等の改正について

1 会員約介センタ 規則の変更について

2 共済規日IJの変更について

@平成21{ドJi[lH業経過報告について

③その他

平成22年4月5日(月)午後2時から、本会役員

室で22年度初めてとなる第 1回常任理事会が開催

され、各部の報告事項に引き続き、定隠総会での

対応など、次の各事項が審議・協議された。

〈出席者敬称略〉横山・井畑中林 ・高橋

北川・竹内・矢原・竹本 ・和田・山岡・ (事務局)

松本・柳井原

審議・協議事項 目

①平成22'1'-Jit予針案について

②平成21年度~F~経過報告 (劣) にって
③平成22年度各極表彰について

④会館セキュリティの見直しについて

⑤役μの補充選任について

⑥日制連総会の代;~~只について

¢本会iiJI寺総会について

③北河内支部支部規則の変更について

⑤総合紛争解決センターの理事並びに委只の選任

について

⑬総令研究祭鋭日IJの変更について

⑪その他

平成22年5月20日(木)午後3時から、本会会議

室で第3回常任理事会が開催され、次の各事項が

平成221:1ニ7月

審議 ・協議された。

〈出席者・敬称略〉績山 ・井畑・中林・高橋 ・

北川・竹内 矢原 ・竹本 ・和田 ・山岡 (事務局)

松本・柳井原

審議 ・協議 事 項 E 

①川市官会只の会計減免について

②総会巡営及びfll日l事項の対応について

③その他

平成22年6月?日(月)午後2時から、本会会議

室で、総会後初となる第 5回常任理事会が開催さ

れ、次の各事項が審議 ・協議された。

〈出席者敬称略〉横山・井畑・中林高橋 ・

北川 ・竹内・矢原・竹本・和田 ・山岡 ・(事務局)

総本・柳井原

審議 ・協 議事項 目

①財務部長選任について

②新王rr事配属について

③平成22年度H剥述総会について

④平成22年度名制i災施調11目(築)について

⑤平成23年度定時総会の会場について

⑥平成23年度近プロ定例協議会 (:!if存会)の会場

について

⑦火曜会について

③総会の質問について

③60周年記念事業について

⑬ 州立対策本部について

⑪政治迎1担のしおり配布方法について

⑫23齢会員の会針減免について

⑬みなし退会について

⑪会長指導について

⑬職務上ifj求件本人通知制度について

⑬'¥，河内支部規則の変更について

⑫全国仲放センターパネルデイスカ yションに

ついて

⑬今年度の正直IJ、常任、理事会のU.f.!について

⑬その他
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| 政治連盟だより I

~lli 
政治連盟の事業'1:1.立は後半に突入しました。自3

22厄l参議院議員通常選挙も間近に迫り、役μ一問、

EIまぐるしく会務運営に励んでおります。

7月は平成22年度の会22納入|時期lでもありま

す。土地家屋調査二|伽l伎のさらなる発展と安竿を

|亙るため、年会~'i6ρOO I"-J は大変!~重な資金とな
りますので、期限内のお支払いをお願いいたしま

す。

また、本年度は各支部で行われる研修会等でお

n'ill¥Jを取っていただき 、政治連盟の日々の活動に

ついて報告させていただきたいと考えておりま

す。政治連盟の必裂性をご理解いただき、さらな

る団結を持って取り組んでまいる所存です。まず

は、関心を持っていただくことが第一歩だと考え

ておりますので、ご不明な点等がありましたら、

ご1'[1:lJいただいても紡梢です。何卒よろしくお願

いqrし上げます。

平成22年 3月から 5月13日までに組合に新規加

入が承認されたのは次の皆さん。(ijk初、問a)

i也 域 氏 t， 事務所氾百円i痛:号
北河内地域 皆川| タl河'，'μ1!{:1 050-7579-3330 

[堺 地域 j古野 I1革政 072-278-3323 

|ヒ河内地域 itli:午型~ till 072-821 -3366 

l大阪城地域 iITi合室次j'ifJ 06-6252-5105 

1¥'河内地域 林 7じ之 072-877-4878 

泉 州 地 域 笹本 官、 072-463-3349 

全
諮
政
運
推
薦
の
前
回
武
士
山
参
議
院
務

員
(
民
主
党
土
地
家
屋
調
査
士
制
度
推

進
総
員
連
盟
会
長
)
を
図
ん
で

からのお知らせ

9 6 2名

1.138t， 

平成22年 5月131:1現在

組合只総数

本会会員数

第298号大阪土地家屋調査士

4月16日(金)午後3時から、本会4階会議室で

平成22年度の第 1固理事会及び第 1固支部長会が

併催され、会長挨拶・支部長会議長挨拶、各部報

告等に続き、次の各事項が審議された。

l 
平成21年!主i;Jf，;$):寸北告lこI則する1'1
平成22年度事業計画家及び歳入

蹴出予算(案)の件

}lIl~JI補充選任の1'1

定時総会の議題の1'1
総合研究室規則の変更のド|

総合研究室研究只の迫力日の何

ウイルスパスターの新規導入の1'1
日制連総会の代議員の選出に関す

る1'1

l 
平成22ij:i主事業百|画案について

大阪土地家屋調査士会役員選任規

f!lJ .規程の変更について

旅資規則lの変更について

会則の改正について

共済規i!IJの変更について

会只紹介センタ一運営委貝会規目IJ

の変更について

記念財団設立基金石見立に関する規

則lの変更について

会館の防犯体制の見直しについて

ウイルスパスターの導入について

平成22年 3 月 16日 (~)午後 4 時かち、本会 4 階
会議室で第 7回理事会及び第15回支部長会が併催

され、会長挨拶・支部長会議長挨拶、各部報告等

に続き、次の各事I頁が審議・凶i聾された。

平成22年 7月

項

I頁

I買

①平成22'1'-度予針案について

②その他

事

事

事

議

議

議

審

審

協

③第3号議案

④第4号議案

⑤第 5号議案

⑤第 6号議案

③第 3号議集

①第 4号百世話E
③第 5号議案

⑥第 6号談話さ

⑦第 7号議案

③第 8号議案

⑦第 7号議案

③第 8号議案

⑤第 9号議案

①第 1号議集

②第 2 号~~~従

①第 l号誠司E
②第 2号議案
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会員異 動 (H22・6・1現在)

入 4 2玄 者 ( 9名)

氏 名 登録番号
4222h E 

事務所所在地 ・電話 ・FAX番号
月 日

干540-0008 大阪市中火区大手前 .1rn 6番 5号
大 ii l珂 3095 大阪城 22・4・l リプマック Y、大手前 8附

fi06-4792-0012 @06-4792-1123 

〒530-0001 大阪市北区篠田 1丁目 2番 2-1 300号
古 ill 英樹 2964 ~t 22 . 4 . 1 ウイ Jレ合同司法件士事務所内

合 06-63村一3091 @06-634 4 -3092 

〒545-004.1 大阪市阿倍野区共立通 1丁目 2帯 2号
架谷 iE r主 3096 阪商 22・4・12 クリタニハイツ J0 1号

fi06-6659ー7922 @06-6659ー7923

符本 百，uI• 3097 泉州 22・5. 6 干598-0062 泉佐'I!J市下瓦屋 5丁目 13 -30 
fi072-463-3349 

〒550・001l 大阪市凶区阿波座 JTU6帯 13~} 
校 J11 ii'f - 3098 凶 22・6・l カーニープレイス本IlIT8階

包06-6535-7575 @06-6535-7576 

ノj、 1事 ょ4 之 3099 大阪城 22・6・l
〒535-003J 大阪r/i;/Ill/互応殿 2丁目 8帯 38-2 0 7サ

包06-6923-6J71 @06-6923-6J7J 

i~ 幸 iif. 3100 泉州 22・6・]
〒590-053J 京商，/il苅ITI3丁目 6帯 16号

fi072-482-69J6 I吉川72-482-6916

干532-00J1 大阪市淀川区西中島 4丁目 7番 30号

r'q 111 1可制E 3101 ~t 22・6・1 アネァクス新大阪ピル 2附

fi06-6304 -0646 @06-6304-0683 

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4丁目 7番 30サ
荻 l'i IR 3102 ~t 22・6・1 アネックス新大阪ピル 21措

fi06-6304 -0646 @06-6304-0683 

事務 所変 更 (2 1名)

氏 名 登録番号 旧支部 新支部
届 出

新事務所所在地・ 電話 ・FAX
年 月 日

干533・OOOJ 大阪市東淀川 IR~ I 市町3T1'12帯43号
金 ~I 一 美 2860 it :1ヒ 22 . 3・2 ステラ引河野105号

fi06 -6829 -7 J 23 @06-6827-38J2 

干544-OOOJ 大阪市生釘l豆新今皐凹丁目6骨20号
今村 幸 夫 2965 ~t 天王寺 22・3・3 (f拍キカク大阪支I~'f内

窓口6-4306-7088 @06-4306-7089 

〒567-089J 茨木市水尾-TII.13帯28号
松村 育l 3016 ι; J;:j 22. 3 . 4 '1'西ハイ /B械108号

fi072-601-3533 @072-60.l-3532 

凶 統 1805 大阪城 大阪以 22・3・10
干536-00日2 大阪市城東区今制京一丁 1:1J 01昨5号

fi06-6933-6839 @06-6933-9JJ5 
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〒540-0037 大阪市中央区内平野町2丁目2帯7号

綴 日l "幸 iti 1998 大阪城 大阪城 22・3・12 大阪文化会館 50 5号
fi06-6941-3288 @06-694J-6130 

干564-0004 p)， III市原町4丁目 15香川号

梅 本 m.，与、 3033 ぬ 三 Jゐ22・3・16 メゾングランデ }0 ]号

fi06-6386-0036 (⑤06 -6386 -0036 

9' 村 IE χ 2771 |ヒ河内 北河内 22・3・29
〒570-0025 守仁1111fi立lJ!i亜]-}-]-601

fi072-857-8550 @072-857-8551 

石 本修 2069 ~t 北河内 22・4・l
〒573-1176 枚方市m京IUJ20番 3号

fi072-848ー 7897 @072-848-7897 

キす 守"千' 三にF了' 2913 i!!i 大阪城 22・4・1
干540-0012 大阪市中央区谷1I1J2T1'15祢4-703

fi06-6809-1349 @06-6809-1359 

干546-0042 大阪市東住吉区凶今川l山丁目7番6号

西村 5'/3. 夫 1673 阪 r*i 阪 南 22・4・5 ハイツJIIJJ11 205号
fi06-6704-3991 @06-6797-321O 

石 111 i~t 子 2519 且JItJ 白色 f).: 官E22・4・8
干563-0024 池ITI市鉢塚2丁目5番6号

fi072-762-0911 @072ー 762-0450

小林 22 w， 2261 :1ヒi"f1λl :1ヒ河内 22・4・26
〒572-0083 山屋川r¥'i'/iI¥元町10幣19号

fi072-835-8200 @072-835-8260 

寺 下 尖 2530 :Iti可lλ1 ぬ 22・4・30
干567-0822 茨木市中村町15番2号

fi072-637-1133 @072-637-4777 

月日き ~1 2703 且}Ul 白色 ~ 自E22・5・6
干562-0004 m町r¥1牧務三丁目 101l'f5号

合 072-741-5158 @072-74J-5159 

白 石 YJ 2990 lJ'1 ザJ 22・5・10
干599-8273 堺市中IRi剥|消水IIIT3969-2-213

fi072-276-5J57 @072-269-4669 

T i'!t 克 /'t 2146 中河内 四 22・5・10
〒553-0003 大阪r¥1稲JJb区稲向7丁目12祢2号

怨 06-6442-3520 @06-6442-3521 

{ 呂 本 J孟 2419 ザJ tJ'1 22・5・JO
干589-0022 大阪狭山市西山台6丁目511'f8号

fi072-365-7177 @072-369-4862 

桧 111 τ~与r、 2656 rh河内 I千I河内 22. 5・1J
〒584-0033 ISITI林市12m林町I帯25号

fi0721-23-5051 ⑥ 0721 -23 -5260 

四 III ふι 1724 大阪城 大阪城 22・5・21
干535-0001 大阪市旭区太子情3-2-8-201

fi06-6953-5840 @06-6953-6736 

〒564-0063 I卯I:Iili江坂町三丁目 1711'f9号
中l ~;& lifl 3007 (.;; 22・5・24 山本ピル 302

fi06-6339-3265 @06-6339-3264 

〒532-0004 大阪市淀川区西;古原2丁 1'15*46
11軒 日号 ずじ 2931 :1ヒ :1ヒ 22・5・24 105号

fi06-6350-0048 @06-6350-0049 
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退会者 な ど (業務一時中止を含む) (1 4名)

氏 名 登録番号 支 部 届出年月日 退 会 理 由

l荏 111 体♂久 1559 qljllT内 22・2. 16， :/i ffj I托 JI

jf n'~，五兆剥l 2729 lヒ 22・3. 16 業務 lit 11，. 

脳:峨 :;!i. ifi 3026 Jヒ 22・3. 19 ;{i f'i) Ilt I1 

|川 111 s， 2275 Wiillfl人l22・3.25 業務 l苑iI

I11 本 !.~ Ji:. 3011 It河内 22・3.29 j!j dLι、、

藤 Ij;(~'~ Ij巨 1672 阪 lti 22. 3 . 30 j!j Azh lE 

111 自 J ず;'，~ jミ 3006 大阪城 22・3.31 i!j b」己、、

J('i 111 I.:-tリJ 171 I lJ'! 22・3.31 j!j ノ」己、、

ρ~; 9fj f!l; 1863 Jfl 22・3.31 Ä~ .f)j lit J卜

;);J Ii .lii が 1620 J)'I 22・3・31 ~t .f)j liii JJ 

今川 料、 2891 lJti 22・" . 19 E W 会へ

品〈本月ri .frl 2'11.1 貼〈 Ih 22・4・20 1i .f)j lit JJ 

lUi川 iI': IV) 229.1 rjl illJいl22・5・19 :/l .f)j lit JJ 

杉 ~!j 2816 12 能 22・5・28 1i .f)j II在 JI

業務日誌 J 
く〉 3 月 O 

l日 ・財務品業務連絡会 (会館)

-公共Ji業部会 (会館)

6 0 J，'i]"I:花念事業打ち合わせ(会館)布l

川広相{/il)長、加藤(辛)会μ
- 大阪 liJil~ : II~， 士会研究会 (司法占上会) JI 

'~II f，II]会長 、 矢原業務部長
先端iEJA技術セミナー JJ1大阪 (グラノ

キューブ大阪)矢ML部長

2日 ・公)1.;!作業部業J主連絡会(会館)

・ ~十l 排出品川íU会!"~ (会rIil
orDCサーバー彼川作業 (0J 0 C) 
佐々木委員

. l':~，\相談本山戸.J (法務}"J~ζJ"j)汗1':~1; (凶)

相談只

3日 -ft能支部登記事務述絡会 (池11IilitlO文化
会館) ~':j -lfé，副会長、思111業務部副部長

・iJ!lJ;，;'・j也閃の基礎論版 (LI 4， iJ!i1 ;;(協会、

" 11も)矢服部長

4日 ・常任1'1!・Ji会 (会館)

- 総.f)j;郁会(会品~)
・'ii宇|センター小委以会(会館)

境保川見当相談センタ-~Ff)jについて uNi ~1~1 

会 (会niil

-下4i相ui:与UUr古J(a，j'方川本J"j) 11上(iiI)

相談μ

5 LI ・ rl~}f主μ会 (会館)

・綱紀委μ会第 2班会議(会館¥)

.0IDCソフト入杯作業(0J 0 C)佐

々木委l~
京自1¥会境界鑑定説JJJiド ();(f;J¥会会館)辻1.11

• U IIJ 1・稲本各委貝

6日 ・兵I!]l会との合|古l支部長会 (会niil
7 IJ . iJ!illL講I.'Ii(会niil

8 LI . .iE副会長会議(会内11)

'品任J'I"jf.会 (会館)

9 LI . ILliiijプチliJf修 (会針。iI.:nMI]委以長

-会務処理I!(会F官)竹内総務部長

''ft特+日;主主出向(法務q本J"j)舵王1'.相談員

会lül 紙管1布所訪I~ij (各骨r(iイti所)

. 1 4条地図作成作業規程対1，;:'P T会議

(IJ訓述、 10日も)" "，司会以

10 IJ .研修川会 (会館)

-研修部業務述絡会(会nfiJ
・業務部;{d方述絡会 (会ftii)
ー聡IlfJ (会館)中林副会長、竹内部長、辰

巳I!Jj')j 111¥1.111部長、 rll':，j ~，~:能支部長

- 当Iì: W ~司;江市 111立:Lï.者述絡協;高会(会ríi )

. 1!11 iu Jil ~;:有lìf日 ilil] 皮紛争処理Il委品会(会

士査調屋寝
中

山
出土----E

・E・--

ゥ，
η'h 。，“
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館)

財務部会(会館)

1lEI オンライン PTリーダー会談(会館)

-近ブロ会長、近公述理事長との会合(京

都会会館)抵抗山会長

-会務処理(会館)竹内部長

・総合紛争解決センター運営委員会(大阪

弁護士会館)

総合紛争解決センター研修部会 (大阪弁

談士会館)谷川委員

・主(t特相談室1.1.1向(法務局本局)穴塚相談員

12日 ・築界訓11t委員予定者研修準備等(会館)

矢原部長

・会i0打ち合わせ (会館)横山会長、同級

副会長、竹内部長

- 政治連~Hl. 1EII~i一大会(プリムローズ大阪)

横山会長

-ほっかいとう地図境界シンポジウム(札

幌後楽|調ホテ lレ)戸川 ・iJ.I本 ・松本各研

究只

13日 ・築w*r7E委只研修(会館、 14日も)

15日 ・寄付講座講師会談(会館)

き'11:界誹l査委只Jft)筏委員会 (会目iil
・正高1I会長打ち合わせ(会館)

16日 ・常任理事会 (会針。

.;Iill司i会 ・支部長会(会館)

17日 ・境界鑑定委只会(会館)

-制度市117E6 0周年記念卒業PT (会館)

- 大阪公嘱協会理n~F会(会館) 1111lul公共事

業部長

18日 ・業務部会(会館)

・印刷業者との打ち合わせ(会館)矢服部長

・近プロ紛議調停委員長会議 (会館)佐古

委只長

.ff判相談室II:H向(法務局本局)河本(古ntfl 
.1.. ，耳

目人以

団体交渉 (会飢)"1"林副会長、竹内部長

19日 ・登記所統合説明(会自自)北川副会長、竹

内部長

.ADR特別研修(集合研修) (会館、20日

も)竹本研修部長

近議社!l1泣専門学校卒業式(リーガロイヤ

Jレホテル大阪) :1ヒ川副会長

21日 .ADR特別研修(総合講義) (会館)

23日 ・協同組合部長会 (会Rfl)辰巳副部長

-Z11特相談室/J¥[古J(法務局本局) 竹内 (秀)

相談只

24日 ・資料センター述営委員会(会Rili)

-相談センタ一正副委員長打ち合わせ(会日nl

. G 1 S官民協議会総会(大阪府庁新商別館)

25日 入会而談(会I!fil竹内部長、加藤総務部

間部長

26日 ・総合研究室(会館)

・表示ft記笑i0研究会(会館)升州国1I会長、

矢原告IU，毛、稲本 ・ 山本各業務部理n~F

-梅津所長来阪対応横山会長、引封11副会

長、西国委只

27日 ADR認定調査士活用支援のための研修

会(会館 、 28 日も ) ~HIII副会長 、 四 IJI委員
29日 ・相談センター述営委員会(会館)

- 澗1tiJ!lIi;l:~施要領杉討委員会(会館)
30 EI .法務局長、総務部長、民事行政部長離任

挨拶(会館)t&lll会長、中林 ・日伯 ・北

川各副会長

-近プロ業務部会(会館)

-近プロ業務研修会 (会館)

-奇1料相談室tU向(法務局本局)佐古相談員

・目1体交抄(会館) 中林副会長 ・竹内部長

く〉 4 月 O 

1日 ・総務部会(会館)

-T11特相談室w向 (法務局本日:j) 小川 (E!O
相談員

2日 ・近プロ境界鑑定委員会(会館)j百十H委員長

3日 第 51IT1ADR特別研修(新椀|日町f修セン

ター)竹本部長

5日 ・正日1I会長会議(会館)

・常任理事会(会館)

会長表彰選考委只会(会館)

-首川2登記官活任あいさつ (会館)械山会長、

~ I 知| ・ 中林 ・ 高橋 ・ 北川各高1I会長、竹 17'1

矢EZ-竹本 ・1'[1E日・山間各部長

6日 ・ 2在界訓査委員Jfut~委員会(会館)
紹介センタ一運営委員会全体会議(会lWil
入会而談(会館)術藤 金田各総務部lll!W

-近7ロオンライン登記中前促進会議(会

自治組日1P T委員長

祭特相談家出向 (法務局本局)木村(為)

相談員

.60周年記念タイアップ事業中]ち合わせ

(jj:俊川事務所)和!万部長、稲本事業部

松尾公共事業部各現司i、辻会只

7日 ・財務部会 (会IiH)
・会計キJ検討 PT会議 (会館)

大阪法務局長着任あいさつ(会館)桃山

会長 中林市橋北川各副会長、竹内

部i毛
・近畿iJ!!Jiil専門学校入学式 (中央区民セン

平成22年 7月 目土地家屋調査土大阪第298号



ター)北川副会長

-近機大学寄付講)!iH近畿大)吉田 (自t)訪日ili
8日 ・綱紀委員会全体会議 (会館)

資料セ/ター小委μ会 (会館)

<1);特相談室山向 (法務局本局)窪田相談以

9日 ・!りj末II;3fE(会言|及び業務院査1(会i1iil
・2在界特定 ・ADRPT事前打ち合わせ (会

自I()

・|刻凶大学寄付講座(1弘，11m大)加藤(充)講ftiji

12日 ・総合紛争解決センター研修部会 (大阪弁

護士会館)竹本部長、谷川委員

ー 団体交渉(会館) 小林副会長 、 竹 l人Jma.~
13日 ・政治述J21常任幹部会 (会F白)竹内部長

・ ~ft特相談室出荷J (法務局本局)和凹 (ifO
相談員

r"I);!N特定と境界ADRの連携」下1Jち

合わせ一(法務局本J~H在約一家)升両日刑会長、

矢J4L許1¥長、西田委員長

14 EI ^在界特定と境界ADRの述携PT会議(会

ftll) 
-公共事業部会 (会館)

-入会而談(会館)竹内部長、深引 総務部

型I!ヰL

近畿大学寄付講座 (近畿大)三谷講師

15日 ・相談センター推進委員会 (会館)

・<1);特相談室出向(法務局本局)高山中11談μ
16日 .Jl 副会長会議 (会ni'il

常任理n~Ji 会(会館)

空I!rJi会 ・支部長会(会nm
・|刻副大学寄付講座(1刻1m大)加藤(光)議自li

・定H寺総会会場下見 (大阪市中央公会1:U
17日 平成22年度第 I回定例研修会 (ウイ Jレあ

いち)竹内 ・矢原各部長

19日 ・会務処理(会館)桃山会長

・Ur界調査委員jlEii't委μ会 (会館)

-賠償m害補償制度紛争処理!委員会 (会館)

総合紛争解決センター研修会 (大阪弁護

ゴ会館)

20日 ・協同組合部長会(会ni:)辰巳副部長

却材相談室l:h向(法務局本局)永野相談員

21日 研修部会 (会館)

地図覧備投理作業等打ち合わせ (会館)

. 近t.i~大学寄付講座 (近畿大) 古凹 (栄) ;;，Yi. ftili 

穴阪弁謎土会役只就任披銭パーティ (大

阪弁護士会館)椴山会長、cJl引11副会長

22日 指特相談室出向(法務局本局)仁引相談以

・総合紛争解決センタ一巡営委員会 財務

委只会 (大阪弁護士会館)

23日 関西大学寄付講版(関西大)吉田(英)講師

. f+i支部定時総会 (ill'l!l[掠!ホテル) 1'1'林副

会長

阪商支部定l時総会 (フェイセス ・ゲスト

ハウス)北川市1I会長

・天王寺支部定時総会 (ハートンホテル大

阪)桃山会長、計元支部長会議長

-堺支部定時総会 (ホテル第一堺)高橋市l
会長

OIDC入館手続き(01DC)佐々木

委只

26日 . ~~能支部定時総会 (ホテルアイポリー)

同紙副会長

iIIi ITI武志議只との恕談会 (シェラトン郁

ホテル)横山会長、中林副会長

27日 ・相談センタ 運営委員会 (会館)

ー制度ililJ定 60周年記念事業 PT (会館)

・会員研修会講師依頼 (法務局本局)

・ii1特相談室出|古J(授、務局本局)三村相談Q

28日 ・近畿大学寄付議膝 (近畿大)古凹 (栄)講師

-北河内支部定H寺総会 (守口ロイヤ jレパイ

ンズホテル)北川副会長

品州支部定時総会 (全日空ゲー トタワ

ホテJレ)桃山会長

三 1，~，j支部定l時総会 (1吹田市メイシアター)

'1'林副会長

30日 開問大学寄付諸国1(開聞大)育圧1(;)U講師

jllj支部定l時総会 (大阪市弁天間学判セン

ター)桃山会長

。 5 月 。
l日 ・総合研究室グルー プ打ち合わせ (佐久1111

事務所)佐久間fiilJ集長、松本研究只

6日 完H寺総会会場下見(大阪市中央公会堂)

iil特相談室出向 (itd01司本局)司屋ill談員

7E1 ・ i回文古1~~íE紙，i!î布所引き継ぎ(会館)
近プロ境界鑑定委員会(会館)升却11副会長、

阿III委員長

・'1'河内支部定時総会 (シェラトン都ホテ

jレ)北川副会長

南河内支部定|時総会 (グランドホテル二

紫)高橋副会長

I~Jj山大学寄付講座(lMI ]Jlî大) 米村講師

-表示登記実務研究会事前協議 (大阪法務

局)矢原部長

8日 ー総合研究家グループナ]ち合わせ (仏久JlU

rJ~務所)

10日 ・60周年 PT・常任理事会合同会議 (会

fiiil 
. 'tt辛|セ ンタ 述I{~; 委民会 (会館)

平成22il三7}'J I土地家屋調査士大阪第298号
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11 日

12日

13日

14日

15日

16日

17 EI 

J8日

191:1 

20EI 

64 

， ~在界判定 ADRPT打ち合わせ(会fiiil
・相談センター訓{手フォロー(会iiiil柏木

委員

日程他IIrl氏来会(会館)竹内 ・和m各部長

総合研究室(会館)

・ ~n:特相談室w向 (法務局本局)金谷相談Q

-オンライン登記111計!HJt進PT (会館)

・調 ，i!問実施~符i検討委員会 (会館)

・総務部会(会館)

・入会而談(会館)1知事 ・金田各組事

-近畿大学寄付部座(近畿大)笹本講師

・大阪城支部定時総会(大阪rIlrl:r央公会堂)

横山会長

・ ~特 tll r. Jt:;主出向 (法務局本局)末僚折l fi~只
・2在界特定 AD R迎1J~ P T小会~~ (会館)

・会務処llIi(会館)高杭副会長、竹内部長

近プロ正日IJ会長会談(会館)横山会長

・;1ヒ支部定時総会(大阪第一ホテル)柿山

会長

， IMJ iLlj大学干存{.J講座 (j刻西大)古iiEE(瞭)講師

rT Sによる地形iJ!IJ詰 (Hi子平板)J実践

講習会(近畿出IJ:u(専門学校)矢原部長

-平成22'1三度第 1厄IiJ!iJJil:研修会(京都会館)

正列翌日平 ・11l紙芝H事
・ ;i~Î 雌二会員(北河内支昔日)部父通夜

林副会長

-総合研究室グループ打ち合わせ

事務所)I)l(室長、佐久間高Ij室長、

究貝

(佐久間1
松本研

， 1;¥'雄二会員

中林副会長

(北河内支部)時父告別式

・ 表示~{~己実務研究会(会館)
nち合わせ(会p.i'il升畑11' ~:r，桁各日IJ会長、

山阿部長

-協同組合部長会(会館)辰巳副部長

・研修部会 (会館)

ヨ1界特定 'ADR述jj!jP Tノl、委民会 (会

館)西III委只長

-全日不動産協会大阪府本音11総会懇親会

(リーガロイヤルホテル) 中林日IJ会長

・大阪総合行政相談(心斎紙大:JLl市総(政)

相談只

- Z11特相談窓 I~U1向(法務局本局)稲田中|民主j二i
-大阪公I腕協会理事会 (エル ・おおさか)

山阿部長

-近畿大学寄付誹I!iH近畿大)山l王1(良)講師

・回中irJ'官会員(rl:r河内文書10母堂通夜

iJljji，;研修郎副部長

-正副会長会議(会館)

21日

22日

24日

25日

26日

平成22年 7月 土地家屋調査土

-常任班.IJj会(会館)

-議長聞との干lち合わせ(会向()

資料センタ ー小委貝会(会自'()

入会ifij談(会館)加藤副部長、i!ii:J1型li];j}
・tlt特相談室出向(法務局本!日j) j族問 (重)

相談員

・ i~i占禁止法入門講座(ハートンホテル商

船場)原室長

-堺市路政課と干lち合わせ(堺市役所)高

柄引l会長、111阿部長、石附堺支部長

宅地防災技術研修会(火阪府庁新別館)

矢以部長

・総合研究室グループ杓ち合わせ(佐久|同

事務fM原室長、佐久間百IJ室長、松本研

究只

・協同組合総代会(会館)横山会長

-日1)日本i1!ljl"i{協会関西支部総会(築業年金

会内()両紙百IJ会長

-京都会総会祝賀会(京都全日空ホテル)

rt'**副会長、浅井委員長

-関西大学寄付講座(関西大)前回(出。講師

回総合研究室グループ打ち合わせ(桧山事

務所)JAL室長、桧山高IJ室長、戸川 山本

各研究員

-大阪司法主i士会総会 ・懇親会(司法411士

会館)横山会長

-常任理事会(会R{l)

白羽!談センタ ー推進委員会(会館)

-堺市の街区基準，占の研修会 (会館)

政治述j祝常任幹部会(会館)巾林副会長

北河内公嘱協会視察 (悶殺事務所)高橋

副会長、 111阿部長

・'1'央公脳協会視察(中村事務所)日約百IJ

会長、111阿部長

訴らしと行政なんでも相談会(クレアホー

ルふせ)北川高IJ会長

-オンライン登記申請促進 PTリーダー会

議(会館)

オンライン申請~ì :tn:設定テスト

正;)Hi)f修音l¥llH司王
-分ii¥Ijl告1;;(11品彩];)1前作業(会館)

(会館)

・ tll: ~W相談室出|白](法務局本局)船長It相談員

制大阪府建築士事務所協会総会(シェラ

トン古11ホテル)北川副会長

・第70 IITI定時総会 (大阪ilirl:r央公会堂)
.支部長会

分t([申告図lIr¥彩事前作業(会館)

G 1 S大縮尺空間jデータ官民共有化推進

協議会合|百jWG (大阪府新日lJiiii)

大阪 第四B号
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27日 ー相談センターjlli引委μ会 (会館)

・"IH.¥'. A D R 述Jj~ P T会議 (会館)

・ 分~ftq I flj' lall抗彩作業 (法務局本局)

~It特相談芸，， 1.1 \1，，) Wd:i5日本局)藤日1(好)

相談員

-総合紛争解決センター総会 (大阪弁護士

会館)正r，ts副会長

総合紛争解決セ/タ :illi営委員会 (弁護

士会館)

・定H干総会来rtf卸札 (大阪法務局ほか)桃

山会長、中林副会長

28日 広報部会 (会館)

.60周年記念事業打ち合わせ(会館) ~.~ 

紙・北川各副会長、和~.1部長

・境界鑑定委員会 (会館)

-関西大学寄付講座([則両大)後藤講師

31日 ・聴IlH(会館)小林f，il)会長、竹内部長、反

巳高1)部長、日圧l北河内支部長

. (川大阪府不動産鑑定二l協会総会 (新阪，E1

ホテル)日係副会長

公嘱協会の動き J 
く〉 3 月 O 

8日 ・入会希望者而接 (協会)11I回総務部長、

?ゴ'U子事務局長

第 9ITII常任理事会 (協会)

J 1日 ・近公述理事長会議(京都協会)松町、理事長

12 IJ .大阪土地家屋調査二|政任iiill限定時大会(プ

リムローズ大阪) 松)J;(l:Jl~ji長

J 6 IJ .大阪府新公主主法人制度にI'klする説明会(大

阪府庁)横山f，il)J]ll')i長、 111111部長

-近公述公訴移行認定問先委民会 m，会)

:fiYi山副理事長、 =H}"j長

171:1 . ~l 7匝l理事会 (エル ーおおさか)

・業務部会 (エル おおさか)

18IJ ・兵頭弁護士と業務ノfンフレアト rQ& AJ 

について打ち合わせ (兵頭事務所)1111村

W.fiH!ll事、村野業務部長

19 IJ .安全講腎打ち合わせ (協会)111脇指導部長、

森指導部次長

o 4 月 く〉

2日 ・浦規則検討委以会 (協会)

5日 第 10回常任理!ギ会 (協会)

7日 大阪法務局長新任あいさつ (大阪法務J"J)

fi~ 1.日;溜 ~F長 、 日11村 J，V.~主
12 LI ・2告税f;II)検討委員会(協会)

王1<j，立22王手 7月

1311 .近公述公議移行認定liJf究委員会(協会)

横山副理事長、=:HJ"j長

lHl 第 81副理事会 (エル ・おおさか)

15 LI 全公述地図作成総Jれ'1WI!:'1l.t成講座(束

京、16日も)村野;百I!-<:

17 LI 指導部研修会 (i!:まい十lV報センデー)

2311 調査ゴ会天王寺文部定時総会 (ハートン

ホテル商船IL;)松脂l理17111企
2611 諸規則検討委員会 (協会)

2811 ・調査士会北河内支部定時総会 (守口ロイ

ヤルパインズホテ jレ)松田1理事長

別査士会主j;』支部定時総会 (1り、111市文化

会館)横山高1)型事長

調査士会泉州支部定時総会 (全日空ゲー

トタワ ホテル大阪)'1リIIMI)理事長

30 LI ・調査士会西支部iEII寺総会 (弁天町市民学

TPlセンター)松山(J]lleji長

O 5 月 o 
7 11 ・大阪府総務部法務説、に公主主移行認定につ

いて相談(大阪府I'!') 航山間盟事長、三

好局長

・調資士会中河内支部定11.¥総会(シェラ ト

ン者1¥ホテル大阪)松原理事長

1011 '入会希望者I面接 (協会) 111111部長、 三釘

局長

・第11回'品任理II事会 (協会)

13 LI 入会希望者而按 (協会)山凶部長、三姉

局長

，諸規則検討委員会(協会)

-調査士会大阪城支部先11.¥総会(大阪市中

央公会堂)松山U]ll~jTk
1811 近公述公主主移行f&.7EliJf究委u会 (t品会)

ftIl山副理事長、 主好ι;J1"::: 

1911 第9悶理事会 (エJレ おおさか)

21日 大阪土地家屋調査τ|ご1t!，I")組合総代会 (訓

査士会館)松原理事長

24 LI ・近公述理事長会議(京都協会)松原理事長

25 LI ・諸規則検討委民会 (協会)

26 LI '大阪土地家屋調査士会定時総会 (大阪市

'1'央公会堂)松原J]Jl言)~1企

31 LI ・第 1lii:Jビデオ研修 (協会)

行事予定 J 
O O 7 月

2 LI (余) '1'河内支部伊1)会'&ひ'liJf修会

5L1(JJ)広報部業務述絡会
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9日(土)第 l回会員研修会

12日(月)正副会長会議 ・常任理事会

13日(火)公共tJl業部業務連絡会

.15日(木)業務部 ・研修部業務述絡会

16日(金) 第541TI1近畿フロアク定例協議会

20日(火)火脱会

21日(水)総務部業務迷絡会

28日(水)財務部(11，'生部門)業務述絡会

O 8 月 O 

lEl (日)稲問会112非シンポジウム

6 1:1 (金)年次i~ IJliJf修会①

9日(月)正副会長会議 ・常任理事会

10日(火)年次i¥il]!i)f修会②

18日(水)年次i¥iIJ研修会③

21日(ニiニ) j)!lJ公講座 (22日も)

23日(月)インターンシップ1m講式

26日(木)年次制研修会@

29 [1 (日) 1:1訓，jiili税|控ゴルフ大会前夜祭

301:1 (月) 1:1訓l辿税11.をコソレフ大会

く〉 9 月 o 
3E1 (金)インターンシップ開講式

4日(ニlニ) 近プロ境界鑑定統一講座

業月の会 (51:1も)

Ll日(土)近プロ境界鑑定統一講座

12日(日)大阪市住まい的調iセンター タイア γプ

事業

13日(月)正日IJ会長会議 ・'i信任理事会

15日(水)第 2回会只研修会

27日(月)理事会 ・支部長会

支 吉日 7)IJ 誠Z会玄‘ 貝 数 (H22'6・l現在)
01人l数，(:1立法人会n数

支 部 会只数 削減 支部 会只数 j円減

北 135② 。:1ヒ ~í1J内 92 -21 
凶' 46② + 1 品J川'< 川七じ 66 。
南 40② 2 Ja'1 130 -3 

阪 商 81② 泉州 87 +2 

天王寺 46① + 1 島 106② 。
大阪1成 143⑤ + 3 再q;可内 '17 
中河内 123② + 17 合計 U42⑬ 

O 法人会rl 18法人 (+2) 
(※ j円減はiiijlill. H 22年3月11-1 Jヒ)

※Ij.'・北河内支部のiW減は主主記所統合による拠出J

のため

66 
司王 1&22~1三 7 月

臼…[.;1:(1;1;"9 

マ竹悶 長正氏(大阪城支持1¥ 竹町英司 ・年父、 -

22年 1 月 1 2 日没、 78i& ) マ石~ I トク エさん (Ij' 

河内支部石引 ~ff文 . 1J1:t、 3月 7日没、82;');:)
マ背弘子さん(北河内支部枠制E二 'f:J.堂、

3月23日没、74i&)マ岡村 利子さん(三山支持1¥
岡村公一 ・母堂、 3月25日没、 77級)マ山本 I ~i 

浩氏 (南河内支部山本哲也 .J~~[父、 3 J'J 251:l 没、 : 

78歳)マ山上 ITi.次氏 (南河内支部山」二w美 . 

r~i.父 、 4 月 7 日没、 89歳)マ繁凹 ひろゑさん(堺 : 

支部繁田機 ・母堂、4月13日没、 95歳)マJjj p 

山 初枝さん (北支部品山修 ・母盆、 4JJ 22 

日没、 94歳) マ1~; 幸雄氏 (北河内支部行雄 : 

二 尊父、 5月13日没、 74成)マEBrlJミサヨさん

(中河内支部 III rlJイ111"7'7・母堂、 5 FJ 18日没、96 ・

歳)
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L 編一塁一堂 ae____ _ ---' 

.先 H の総会で連I~Fの有fiずじをご承認いただき、広

報部に強力な助っ人が力11わる ことになりまし

た。パワーアップした陣容で、土地家屋調査1
伽JIJtの作家に努めてまいります。ご期待くださ

い。 (布11m

.今|口|、<¥1"1日の編集後記ですo 11二4JTII3tllの大

阪会報ですので、早くも I11二が経過したという

ことです 『光陰矢のごとし』 と ~î. います

が、本当にあっという 111]の l年でした。広報部

として|分な活動ができたのかどうか、反省し

つつ調公土制度60周年の記念事業を広報担当と

しても~~:'tり上げていきたいと、思いを新たにし

ております。 (政引)

.雑談になりますが、先日「大阪で今一祢人気の

パンblさん (つ)Jとして有名な西区の「プラ

ンジュリ タケウチJ Iこ行ってきました。'1ニ後

は 311寺からということでしたが、何とかなりの

人がすでに扱んでおり 、寺市fIIiなi時!日l筒ちまし

た。ただ、パンの感想は「大阪で一千ff人気」と

言われるのが理解できるほと良かったです。前

売感覚で物事を考える夜、は「相当儲かっている

んじゃないか !Jと思いましたが、パン職人と

しての相当な努力と研鈴があると思います。大

阪に相当な数のパン屋さんがある'1'で、 illんか

らおる;さんに来てもらえることは素1I，'iらしいこ

とですが、われわれの仕事て酬も自分しかできな

い専門知治や技術を身につけて、お容さんの満

足肢を I~. げれば、うわさをI1Hいて遠方からお幸子

さんに~~てもらえることになると 、 ふと思った

次第です。 (柑[1[1)

+1主点liを昭'fiっておりました ー 理事に l年ぶりに

反り、広判i部の皆様が受け入れてくださいまし

た。カメラの使い方から勉強いたします。

iil (11 '、 皆線、 地凶位以降の法務局での品~J 1.f.に

不自I\ffは!盛じておられませんか。(担~4': )

平1&:2211二 7月

本会広報部員

有I III i?.f人
語(IJ] P!t f言
(広報担当副会長)

民
「話
、
宅
、
ム
ヤ

L
U

t
r
z
 

井

本

橋
充

政

洋

司

博

支部広報担当責任者

|ヒ 生地 I[lIr;，
rf.i 問問 U.一

天王苛 谷内田良行

rj' i可l人J ILIIII 布ItJt

14 能上田勝紀

泉州西村右文

jfiirrfr);i 今西真佐美

(lJï務局)椴~ I: t'rl美

jllj 

阪商

大阪城

北河内

堺

三 ，;占

rp斐健児

J~ 1.l 1 大人

上111rU育!
日深祐二

iJ.lIII 良和

二ノ宮正IYJ

.発行i9i 大阪土地家主:cl，J.lI'l'f.士会.干540-0023 大阪市中央区北新Ilr)"3番5号

.~li:話 0 6 (6942) 3330 (代)

. J7 A X 06 (694 J) 8070 

. C: -mail:otkc@chosashi-osaka.jp 

.ホームページ hllp://www.chosashi-osaka.jp 
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一目でわかる

登記嘱託書の作り方
E彊膏・

不

藤谷 定勝 善

.A5判 ・544頁 ・定価4，830円(本隊4，6口口円) ・ISBN978-4-8178-3782・0 ・平成1日年10月刊行

精解設例

産量記添付情報(上)
新井克美・後藤浩平編著

.A5判 ・784頁(予定) 圃定価7.9目白円{本体7，6口口円) 圃IS日N日78-4-8178-1331-2 ・平成19年11月刊行

| fQ&A 表示に関する登記の実務jシリーズ(全6巻)のうち「土地編」がついに完結! |目

Q
&
A
 

表示I~関する登記の実務E
.A5~J ・500頁 .定価4，725円(本体4，500円) ・IS8N978-4.8178-3787-5 ・平成19<手11月刊行

界特定制度と
調査士会ADR

日本土地家屋調査土会連合会名誉会長 西本孔昭 編著

.A5~J ・256頁 .定価2，50口円(本体2.3日口円) ・ISBN978.4-8178.1328-2 ・平成19年7月引Hラ

14条地図利活用マニュアル
-14条地図境界確認と復元一 福永 宗雄 著

.A5判 ・308頁圃定価2.835円(本体2.700円) 圃IS8N目78-4一日17日3768-4 圃平成1日年5月刊行

国 日本加除出版
〒1)1-8516東京都盟島区商長 崎 3丁目 16番 6号

営藁部 TEL (03)3953-5642 FAX (03)3953-2061 

http://www.kajo.co.jp/ 
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• G3 Tracking Technology 
GPS+GLONASS令GALlLEOの全ての街虫、
企ての E尽の受信に対応.

・ アンテナ受信機一体型最新設計

・ 通信モジュール&Bluetooth'.内蔵・iltコストで安定した高速通信

GR・3e

GPT，・9000Aシリーズ

GPT，・9000ACシリーズ

必測…克倍理…Jレ

株式会社クDーニ7 株式会社トフ。ヨシ販売 大阪営業所

干556-0029大阪府大阪市浪速区芦原1-4-9 干577-0012 東大阪市長田東1-3-1 2 

TEL (06)6562-9788 FAXの6)6562-9789 TEL(06)4308-8411FAX(06)4308-8418 

細聞に関するご剛ご棚 ・~~ULli t植田Jo:i招畳 間置号(フリーダイヤル) 0120・54・1199)主付時0131私自時(1


