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　今年は大阪会が当番会　新会長に沢弘幸滋賀会会長が選出

第74回日調連定時総会　岡田潤一郎会長（愛媛会）誕生

　 憲三会員が法務大臣表彰を受賞

　毎年恒例の近畿大学寄付講座が今年も開講

　寄付講座の講師を担当して
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大阪青年土地家屋調査士会だより　平成29年度施策方針について

協同組合だより　理事長就任挨拶

政治連盟だより　政策集団「志師会」夏期研修会に参加

大阪公嘱協会だより　「2017講演会」を開催
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【表紙写真解説】　天王寺支部　柳原　薫　　　　
みさき公園の跳ぶ猿
　みさき公園は、大阪府泉南郡岬町にある南海電気鉄道が運営する遊園地、動物園、水族館等を擁するレ
ジャー施設です。和歌山県と大阪府との境に近い大阪湾を臨む丘陵地に位置し、南海電鉄創業70周年記念
事業として1957年４月１日に開業され、2017年４月１日で開園60周年を迎えられました。
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　平成29年７月21日（金）午後１時から大阪市中
央区の「シティプラザ大阪」の会場で土地家屋調査
士会第61回近畿ブロック定例協議会（総会）が開
催されました。
　今年は大阪会が当番会となっており、大阪会から
は、金子正俊会長、松本充

あつひろ

弘・中林邦友・松尾賢
まさる

各
副会長、久保加奈子総務部長・佐野紀夫財務部長・
髙山恒夫業務研修部長・中島幸広社会事業部長・髙
島康弘綱紀委員長・加藤眞一支部長会議長の10名
が出席しました。
　協議会は久保部長の司会で始まり、まずは物故者
に黙とうを捧げ、倫理綱領を朗読、「調査士の歌」
を斉唱の後、金子会長が開会の辞を述べられ、近畿
ブロック協議会の加藤幸男会長（大阪会前会長）の
挨拶があり、続いて議長に兵庫会の岸本八太郎会
長、副議長に加藤会長を選出し、議事に入りました。

（１）平成28年度　会務報告の件
阪神・淡路まちづくり支援機構活動報告

（２）平成28年度　収支決算報告および監査報告の件
（３）平成29年度　活動計画（案）の件
（４）平成29年度　予算（案）の件
（５）�土地家屋調査士会近畿ブロック協議会会則一

部改正の件

（６）�土地家屋調査士会近畿ブロック協議会会則の
運用に関する細目一部改正の件

（７）�土地家屋調査士会近畿ブロック協議会顕彰規
程一部改正の件

（８）�土地家屋調査士会近畿ブロック協議会出張旅
費規程一部改正の件

（９）�土地家屋調査士会近畿ブロック協議会事務局
長等懇談会規約一部改正の件

（10）役員改選の件
（11）次期開催地について
　以上、報告事項ならびに各議案は満場一致で承認
可決され、役員改選では、大阪会から金子会長が副
会長に、松尾副会長が理事として研修部会長に、中
林副会長が予備監事に、市原一

かずのり

勲顧問・加藤前会長
が相談役に選任されました。

新会長に沢 弘幸滋賀会会長が選出！！
第61回近畿ブロック定例協議会　今年は大阪会が当番会

近ブロの沢新会長（滋賀会）と加藤会長（大阪会）
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引き続き
１．連合会報告
２．全調政連報告
３．桐栄サービスの扱う保険について
４．国民年金基金について
５．平成29年度厚生活動について（奈良会）
　以上の報告・説明が行われました。

その後会場を移し、式典を開催。
１．来賓紹介
２．近畿ブロック協議会会長からの挨拶
３．�管区法務局長表彰・近畿ブロック協議会会長表

彰・近畿ブロック協議会会長感謝状
４．来賓祝辞
５．祝電披露

　最後に、松本副会長の閉会の辞があり近畿ブロッ
ク協議会第61回定例協議会はつつがなく終了しま
した。
　再度会場を移動し、懇親会が開催され、各会の取
り組み等の情報交換を行い、親睦を深め、盛会裏に
終了しました。
　なお、次年度は兵庫で開催されます。

（社会事業部長・中島幸広）
・表彰を受けられた皆さま（大阪会のみ・敬称略）
◇大阪法務局管区局長表彰
　大塚　哲雄（阪　南）　吉田龍太郎（　北　）
　矢原　健聖（天王寺）　吉田　正紀（三　島）
　山岡　　昇（中河内）　小林　弘己（　北　）

◇近畿ブロック協議会会長表彰
　金子　正俊（大阪城）　織田　敏秀（北河内）
　藤原　秀浩（阪　南）　中林　孝寛（中河内）
　谷山　泰吉（天王寺）　竹本　公 （阪　南）
　米村　純子（北河内）　垣花　久嗣（　堺　）

◇近畿ブロック協議会会長感謝状
　松島　　稔（大阪城）　⻆　　利男（　堺　）

沢新会長から花束贈呈を受ける加藤会長

大阪管区法務局長表彰受賞者（左から大塚哲雄会員、
吉田龍太郎会員、山岡昇会員、小林弘己会員）

近畿ブロック会長表彰受賞者（左から金子正俊会長、
谷山泰吉会員、垣花久嗣会員）

近畿ブロック会長感謝状贈呈者
（左から松島稔会員、⻆利男会員）

大阪法務局長へ謝辞を述べる小林弘己会員
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　日本土地家屋調査士会連合会の第74回定時総会
が、平成29年６月20日（火）・21日（水）の２日
間にわたり、東京都文京区の東京ドームホテル「天
空」で全国各会の会長・代議員、日調連役員180名
の出席で開催されました。
　大阪会からは松本充

あつひろ

弘・中林邦友・松尾賢
まさる

各副会
長、久保加奈子総務部長・髙山恒夫業務研修部長・
中島幸広社会事業部長・正井利明代議員の総勢８名
が出席、金子正俊会長は日調連の総務部長として出
席されました。
　総会初日は、この１年間に亡くなられた方々に対
しての黙とうの後、参加者全員で土地家屋調査士倫
理綱領を読み上げ、「調査士の歌」を斉唱しました。
　定刻になり、岡田潤一郎副会長の開会の言葉に続
き、林千

ちとし

年会長が挨拶、続いて20名の法務大臣表
彰が行われました。大阪会からは 河憲三会員（中
河内支部）が受賞され、日調連顕彰規程第５条表彰
受賞者には、大阪会から松尾賢会員（南支部）・瀧
本泰明会員（北支部）・藤田嘉

よしのり

宣会員（泉州支部）・
山田勝彦会員（南河内支部）・松本充

あつし

司会員（三島
支部）・中島芳樹会員（中河内支部）・大西幸三会員（堺

支部）の７名の皆さまが受賞され、他の表彰者も含
め各総会で伝達済みであるとの説明がありました。
　来賓祝辞・来賓紹介と続き、休憩をはさみ、その
後、奈良会の貫

ぬく

渡
と

利行会長と、福岡会の野中和
わ か な

香成
会長が議長に選任され、議長から会務報告があり、
議案として
　▽第１号議案（イ）平成28年度一般会計収入支
出決算報告承認の件（ロ）平成28年度特別会計収
入支出決算報告承認の件が上程され、質疑応答と続
き、挙手多数で承認可決されました。
　▽第２号議案�役員等選任の件が上程され、会長
に２名の立候補者、副会長に５名の立候補者があり
ました。各々所信を述べられ、その後、投票に移り
ましたが、開票は翌日に行うということで休会とな
り、第１日目は終了しました。
　第１日目終了後、立食形式で同場所で懇親会が開
催され、各ブロックにテーブルが作られ、来賓祝辞・
乾杯の後、各会の参加者との談笑や情報交換等で交
流を深め、有意義な時間を過ごしました。
　２日目は午前９時から議事を再開。
　▽第３号議案�平成29年度事業計画（案）審議の

岡田潤一郎新会長（愛媛会）誕生！！

日調連の岡田会長を囲んで
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件�▽第４号議案��（イ）平成29年度一般会計収入支
出予算（案）審議の件（ロ）平成29年度特別会計
収入支出予算（案）審議の件に関して一括上程の提
案・承認が行われ、審議に入りました。
　まず、平成29年度事業方針大綱（案）として
①��土地家屋調査士の「調査権限の強化」と「業務
処理環境の改善」

②�「境界紛争ゼロ宣言！！」の継続的発信
③�表示登記制度への継続的な提言と運用
④�地図づくりへの貢献
⑤�公共・公益的な視点からの社会貢献
につき詳細な説明がなされ、各部から事業計画
（案）・予算（案）に関する説明がなされ、質疑応
答に入りました。事前に書面での質問および要望が
14件あり、大阪会からは以下の質問を提出いたし
ました。

１．調査士制度70周年に向けての対応
　　（中林副会長）
２．グループウェアの活用について（正井代議員）
３．�電子証明書特別会計収支予算書（案）について
（正井代議員）

　各担当者から詳細な答弁がなされた後、議場から
質問・要望があり、これに対しても同様に答弁がな
され、その後、挙手多数で承認可決されました。

�
　続いて、第２号議案の役員選任の結果が発表さ
れ、会長には岡田潤一郎会員（愛媛会）が新たに選
出され、副会長には加賀谷朋彦会員（栃木会）・菅
原唯

ただお

夫会員（岩手会）・戸倉茂雄会員（山口会）・小
野伸秋会員（岐阜会）が当選されました。また、近
畿ブロックから新任理事に山田一博会員（京都会）・
東
あずま

良憲会員（奈良会）・北村秀実会員（滋賀会）が、
監事には大阪会から加藤幸男会員が選任されまし
た。なお、山田会員は社会事業部次長として、東会
員は広報部、北村会員は社会事業部で活躍しておら
れます。
　以上で審議事項が終了し、満場の拍手の中、議長
が降壇されました。降壇後岡田新会長をはじめ新役
員が整列され、岡田新会長から挨拶、続いて加賀谷
副会長から閉会の言葉があり、第74回日調連定時
総会は２日間の予定を無事に終えました。

（社会事業部長・中島幸広）

金子日調連総務部長（大阪会会長）

岡田新会長（中央）と日調連新役員

質問をする中林副会長



8 第327号平成29年10月

寄付講座の講師を担当して

毎年恒例の近畿大学寄付講座が今年も開講 !!
　大阪土地家屋調査士会が毎年４月から実施してい
る近畿大学寄付講座が、今年も４月12日から７月
25日まで毎週水曜日（最終日は火曜日）と、近畿ブ
ロック協議会では立命館大学寄付講座が４月７日か
ら７月14日までの毎週金曜日に開講され、今年も
両校とも教室内は多くの受講生の活気でみなぎって
おり、各講師には今年も独自の工夫が随所にちりば
められた教材をご用意いただき、講義を担当してい
ただきました。
　この寄付講座は講義だけでなく、学生にとって大

切な成績となる�修了者への単位付与のため、８月初
旬に担当講師らによってレポート採点会議で厳正に
審査されました。
　また、この寄付講座を受けて土地家屋調査士を目
指された学生もおられます。
　今後も多くの学生が受講されることを願っています。

　今年初めて講師を担当していただいた２名の会員
に感想文を寄稿していただきました。皆さんご一読
ください。　　　　　　　　　　　　（社会事業部）

自分自身に新たな発見
　５月24日、31日の第６・７講「土地に関する表
示の登記Ⅰ、Ⅱ」の２講義を担当させていただきま
した。
　今まで寄付講座の講師をされていた先生は熱意に
あふれてとか、積極的にやってみようという方が多
かったかもしれません。実を言いますと、私の場合
はそんな気持ちでお引き受けしたわけではなく、単
に講師不足で仕方なくというのが本当のところで
す。昨年と一昨年は本会役員で社会事業部に属して
いました。その社会事業部から産学交流学術研究委
員会のメンバーとして講師を集める側の立場だった
のですが、講師を集めることができず自ら講師に
なってしまったのでした。
　今まで人前で話す機会などほとんどなく、プレゼ
ンもやったことがありません。まずは電気店でパ
ワーポイントを購入することから始めました。その
後、講師の先輩である松内正樹先生の事務所でノー
トパソコンにダウンロードをして使い方を教わり、
昨年までの資料を参考に頂きました。
　資料作成で意外に面白かったのは、パワーポイン

トを使うことでした。人にものを伝えるという点で
は筆界調査委員として意見書を書くことに近いよう
な気がしますが、意見書を書くより簡単でした。意
見書ですと文章で理解していただかないといけませ
んが、それを画像やマンガをペタペタと貼って説明
できるので、資料を作っているうちに講義で話す内
容もいろいろと浮かんできて楽しかったです。ただ
し、嘘は教えてはいけないと思っていましたので、
いろいろ調べて自分自身の勉強にもなりました。
　資料作成はご機嫌でやっていたはずが、講義前日
の夜になりますと不安が襲ってきて逃げ出したく
なったりもしましたが、当日になると不思議と覚
悟は決まりました。講義が始まって15分はけっこ
う緊張しましたが、残りの75分は緊張もなくなり、
楽しい時間を過ごせたように思います。途中で話す
ネタがなくなることが一番の不安でしたが、その心
配はなく、あっという間に90分が過ぎました。講
義の後の一服は最高においしかったです。
　講義をやって気付いたのが、今まで人前で話すこ
となど絶対に無理だと思っていたのが実はそうでも
なかったということです。この歳で自分自身に新た
な発見があるとは思いませんでした。当初は積極的
にお引き受けしたわけではありませんでしたが、今
ではやって良かったと思えます。何かよほどの事情
がないかぎり、来年度もチャレンジしようかな？　
と考えています。
　このような寄付講座の教壇に立つという機会を与
えてくださった近畿大学ならびに先人の先生方に感
謝いたします。ありがとうございました。

（北支部・藤野　充）
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今回の講義で私が得たこと
　気付けば、講壇に立って少し震えた声で講義を
行っていました。
　きっかけは、同じ泉州支部の安部眞三先生の講義
を見学に行ったことです。地元の高校生や小学生の
前で何度か授業を行ったことがあったので、大学の
授業に少し興味がありました。
　しかし、いざ見学すると400人以上が集まってい
る教室は、講義というより、まるでどこかのホール
で行う『講演会』みたいだなと思いました。
　講師の数が少ないということもあり、見学から一
年後に『講演会』を行う機会をいただきました。　
�

　私の担当講義は第８講「測量の実習」と第９講「測
量の基礎」に決まりました。
　「測量の実習」では、学生に測量機器（トータル
ステーション）に触れてもらい、何をする機械なの
か理解してもらうことを目的に行いました。学生は
測量の機械に触れること自体初めてだったと思いま
すが、とても興味深く触れていました。講義の感想
も「機械に触れられて楽しかった」「街で見かけた
この機械が何に使われているのか分かり、良かっ
た」など肯定的な意見が寄せられました。私も講義
の目的が達成でき、ホッと胸をなでおろしました。
なお、この講義は毎年ＴＰホールディングス株式会
社さまのご協力で行っています。
　「測量の基礎」では、測量の基礎を学ぶことを目
的に講義を行いました。測量を学ぶためには数学の
知識が必要で、特に三角関数の知識は必須です。当
初、私は大学生には三角関数の基礎知識はあるもの
だと思い、知識があることを前提とした内容を考え
ていました。しかし、講義の直前で文系の学生は三
角関数をほとんど覚えていないことを知り、急きょ
講義内容を変更しました。このときの作業が今から
思えば一番苦労しました。実際、授業の初めに学生
に数学の知識を確認した結果、三角関数の基礎知識
を理解している人は数人でした。

　目標を機械で測った距離と角度から教室の面積を
三斜法（※）で求めるという設定にし、当日の提出課
題も同じ内容にしました。結果、多くの生徒が正解
でしたが、感想では「授業のスピードが早い」「数
学は苦手」など、否定的な意見があり少しへこみま
したが、中には「分かりやすかった」「久しぶりに
数学ができて楽しかった」などの意見もありホッと
しました。このような経験から、講義をどのような
レベルから始めるか考える良い機会になりました。
　今回の講義を通して私が得たことは、教えるため
にどうすればよいか悩み考え、勉強したことで、私
自身が大きく成長できたことです。反省点は、講義
の時間配分がうまくできなかった点です。講義が始
まるとどうしても時間に追われてしまい、イメージ
通りに進めることができませんでした。また、周り
を見る余裕がなく、学生の顔をほとんど見ていな
い、覚えていないという点も反省すべき点でした。
これらは今後講義を行う機会があれば改善したいと
思います。
　さて、大学生のほとんどは土地家屋調査士の仕事
内容を知りません。それどころか土地家屋調査士と
いう資格の存在すら知りません。私はその現実を重
く受け止め、寄付講座を行うことで少しでも多くの
学生が土地家屋調査士の仕事を理解し、興味を持
ち、将来の仕事として選択してもらうための一助に
なりたいと思っています。成果が出るのはずいぶん
先になるでしょうが、諸先輩の努力で寄付講座を受
けた中から土地家屋調査士になった学生もいます。
継続的に寄付講座を行うことは、確実に成果を上げ
ていると感じます。
　最後になりますが、今回の講義に当たり、先輩講
師はもちろん、たくさんの人々に助けていただきま
した。関係者の皆さまに心から感謝しています。私
自身、決して完璧な講義ができたわけではないので
すが、約半年間とても楽しく、充実した時間を過ごせ
ました。また、学生にとって社会に出る直前に大学の
先生ではない、実際に社会で活躍している私たちの
話を聴ける機会はとても貴重だと思います。学生に
夢を与えたい人、大学の講義に興味がある人、今の
学生を見てみたい人は一度見学にお越しください。

（泉州支部・中山武彦）

※三斜法とは
測量用語で、土地面積の計算方法の一つ。多角形か
らなる土地を最小単位の多角形である三角形に分割
し、それぞれの三角形について面積を求め、それら
の合計によって土地全体の面積を求めるもの。
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平成29年度　大学寄付講座授業スケジュール

◆近畿大学　毎週水曜日３時限目（13：15～ 14：45）※第 15講は火曜日　
　教室：20－ 1（20号館１階）

回数 日　　程 内　　　　　　　　　　　容 担当講師
1 ４月１２日 ガイダンス／表示の登記（総論） 和田　淸人
2 ４月１９日 表示の登記に関する調査 和田　淸人
3 ４月２６日 建物に関する表示の登記Ⅰ 松内　正樹
4 ５月１０日 建物に関する表示の登記Ⅱ 安部　眞三
5 ５月１７日 建物に関する表示の登記Ⅲ 安部　眞三
6 ５月２４日 土地に関する表示の登記Ⅰ 藤野　　充
7 ５月３１日 土地に関する表示の登記Ⅱ 藤野　　充
8 ６月　７日 測量の実習 中山　武彦
9 ６月１４日 測量の基礎 中山　武彦
10 ６月２１日 土地制度の歴史的沿革Ⅰ 長村　護（奈良会）
11 ６月２８日 土地制度の歴史的沿革Ⅱ 長村　護（奈良会）
12 ７月　５日 境界に関する理論と実務 松内　正樹
13 ７月１２日 土地家屋調査士の司法参加 吉田龍太郎
14 ７月１９日 筆界特定制度と境界ＡＤＲ 吉田龍太郎
15 ７月２５日 表示登記制度と土地家屋調査士（まとめ） 和田　淸人

◆立命館大学　毎週金曜日２時限目（10：40～ 12：10）　
　教室：ＡＣ 230（大教室）

回数 日　　程 内　　　　　　　　　　　容 担当講師 所属会
１ ４月　７日 ガイダンス　～マンガでわかる土地家屋調査士のしごと～ 正井　利明 大阪会

２ ４月１４日 国家基盤たる「表示の登記」の調査実務
～法務局へ行ってみよう ! 登記簿の編成、登記情報の見方～ 中山　敬一 兵庫会

３ ４月２１日 日本の土地制度と歴史的沿革
～境界はいつからどのようにできたのか～ 小野寺秀史 滋賀会

４ ４月２８日 土地の登記　～土地とは一体なんだろう？～ 江本　敏彦 兵庫会
５ ５月１２日 土地に関する表示の登記　～その実務と実際～ 岩田　勝範 滋賀会
６ ５月１３日 境界論　～公法上・私法上の境界、占有境界、登記との関係～ 平塚　　泉 京都会

７ ５月１９日 地籍整備、不動産登記法14条の地図
～災害後復興から事前復興を目指して～ 藤原　光榮 兵庫会

８ ５月２６日 地籍整備に必要な測量に関する理論と実務　
～これでバッチリ、登記所に備える図面の見方～ 片岡　聖佳 和歌山会

９ ６月　２日 建物に関する表示の登記（普通建物）
～登記できる建物の認定　これ建物なのですか？～ 井本　秀典 兵庫会

10 ６月　９日 建物に関する表示の登記（区分建物）
～今住んでいるマンションは一体だれのもの～ 正井　利明 大阪会

11 ６月１６日 まちづくりにかかせない不動産に関連する各種の法律
～各種法律からみる不動産取引の実務～ 嶌村　拓滋 和歌山会

12 ６月２３日 立命館大学の不動産
～私たちの大学の不動産を考えてみよう～ 加藤　充晴 大阪会

13 ６月３０日 筆界特定制度と境界確定訴訟
～都市再開発事業を円滑に進めるために～ 小野寺秀史 滋賀会

14 ７月　７日 境界問題相談センター（ＡＤＲ）での取り組み
～まちづくりの弊害を防げ～ 平塚　　泉 京都会

15 ７月１４日 まとめ 信吉　秀起 京都会
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　平成29年７月４日（火）午後１時30分から５時
まで、季節外れの台風３号が急接近する状況の中、
大阪市中央区の「大阪産業創造館」４階イベント
ホールで118名の本・支部役委員が一同に会し、平
成29年度本・支部役委員研修会が開催されました。
　本年度は役員改選の時期に当たり、再任・新任を
含めて多くの本会役委員、支部役員が就任されまし
たが、本会および支部役委員としての心得を身に付
けていただくために、役員改選があった年にのみ実
施されるのが、この研修会です。
　研修会は業務研修部の森次裕一理事のなめらかな
司会で定刻に開始され、冒頭に髙山恒夫業務研修部
長から開会の辞、そして研修の趣旨についての説明
がありました。

　初めに、金子正俊会長が「これまで、これから」
と題して、金子会長のこれまでの役委員としての活
動の歴史を振り返りながら、何を学んだのかを明ら
かにした上で、これからの大阪土地家屋調査士会が
向かうべき方向について、そのビジョンを語られま
した。そして、参加した役委員に向けては「会務や
委員会活動を特別な義務や負担と受け取るのではな
く、日常業務の一つとして誠心誠意取り組むことの
重要性」を訴えられました。

　それから、第74回日本土地家屋調査士会連合会
総会で新しく会長に就任された「嵐を呼ぶ男」岡田
潤一郎会長が登壇し「本・支部役委員に向けて」と
題して、日調連の今年度の事業方針大綱についての

平成29年度　本・支部役委員研修会報告

金子会長

日調連の岡田会長
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説明がありました。その中で岡田会長は「連合会の
取り組みは一人ひとりの土地家屋調査士と密接に結
び付いており、目指すところは同じはず。各単位会・
各支部活動にもぜひ役立ててほしい」と熱く語られ
ました。

　10分間の休憩をはさんで、新しく大阪会の専務
理事に就任された能勢勝彦専務理事から「土地家屋
調査士と倫理」と題しての講演がありました。能勢
専務は、倫理と道徳の違い、説明責任の重要性につ
いて丁寧に説明をされました。そして、自身が大阪
法務局で４年間の民事行政部総務課長時代に体験し
た資格者に対する懲戒処分を担当した経験から、懲
戒処分を受ける者には①自己研さんの欠如②少しく
らいなら許してもらえるだろう③自分勝手な法解釈
というような自分に甘い考えがその根底にあるので
はないかと、鋭い指摘をされていました。
　続いて、全国土地家屋調査士政治連盟の神寳敏夫
副会長の「政治連盟の役割」と題した講演がありま
した。その中で神寳副会長は、私たちを取り巻く環
境、とりわけ情報化社会の急激な変化に伴って土地
家屋調査士の置かれている現状の危うさと、政治連
盟の役割、本会の役割について説明され、制度維持・
発展のために、より一層の力の結集が必要であると
いうことを熱く訴えかけられました。
　次に登壇されたのは大阪弁護士会の鳥山半

はんろく

六弁護
士です。鳥山弁護士は「本会・支部役委員の義務と
責任」と題して、特殊な法人である土地家屋調査士
会の役委員や支部の役委員が、法的にどのような義
務と責任を追うことになるのかについて丁寧に解説
をされました。税理士会や司法書士会で実際に起き
た具体的な事例も紹介しながら、本・支部役委員と
しての責任の重さ、そしてそれに耐え得る品位と資
質の向上、日々の研さんの重要性を訴えかけられま
した。

　こうして嵐の中、５時までの３時間半にわたる研
修会は松尾賢

まさる

副会長の閉会の辞で終了し、研修会後
の懇親会には、岡田会長も含め、96名の役委員が
参加されました。

　そこではめったに顔を合わせることのない役委員
の皆さんが、実に和気あいあいと、本・支部そして
役委員の垣根を超えて盛んな交流をされていまし
た。お店の人も驚くほど大いに食べ、大いに飲み、
大いに語り合う。元気いっぱいの大阪土地家屋調査
士会はまだまだ健在だと、懇親会に参加された役委
員の皆さんの姿を見て改めて確信した次第です。
　本・支部役委員に就任された皆さま、今期２年間、
何とぞよろしくお願いいたします。

（社会事業部副部長・正井利明）

能勢専務理事

全調政連の神寳副会長

鳥山弁護士

松尾副会長
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本会・各部長の就任ごあいさつ

支部改編に向けて

総務部長　 　　
久保　加奈子

　この２年間、総務部を担当いたします久保加奈子
でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
　理事は本年度で三期目になります。一期目は総務
部理事として、二期目は社会事業部長として、そして
三期目は総務部に戻り、総務部長を任命されました。
　本年度の総務部は副部長に大阪城支部の濵口泰隆
理事、部員に北支部の塚田徹理事、堺支部の森脇英
明理事、三島支部の雨宮敏之理事の総勢５名です。
　本年度の重点施策「支部改編に向けて組織の整備
を行う」については言うまでもなく、総務部が大き
くかかわるところであり、平成29年３月28日（火）
に開催された平成28年度第６回理事会で平成31年
４月１日から新しい区域ごとに支部を改編し置くも
のとすることが決議されました。それにより支部構
成会員数、支部の数が変更になることを要因とする
会則、規則、規程等の整備、支部規則モデルの策定
など支部改編に向けての準備を行っているところで
す。また、今年は大阪会が近畿ブロック協議会の当
番会に当たっております。近畿ブロック協議会はご
承知いただいておりますように近畿２府４県（大阪・
京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山）に所属する土地
家屋調査士会で組織されています。定例協議会は原
則として毎年１回開催することとされており、その
開催地は輪番制となっています。早速、７月21日
（金）に開催された近畿ブロック第61回定例協議会

の設営など会場となるホテルとの打ち合わせから当
日の進行までを大阪会の総務部が担当するなど、総
務部配属から慌ただしい日々を過ごしています。
　総務は目の前の雑務に追われがちですが、常に現
状を把握して今何が必要か課題を見つけ、会員の皆
さまに貢献できるよう、この２年間、５名の理事で
力を合わせてやっていきたいと思います。皆さまの
ご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し
上げます。

長年の経験を生かして

財務部長　　
佐野　紀夫

　私の所属する豊能支部の家庭事情で本会の理事を
受けることになりました。
　私事で誠に恐縮ですが、昭和44年５月に土地家
屋調査士の開業以来、今年で48年になります。古
希を迎える年まで、本会にお世話になりっ放しであ
り、少しは御礼奉公をとの思いから出てまいりまし
た。
　すると、本年度の役員の中に松本充

あつひろ

弘副会長がお
られました。彼とは数十年に至る知己であり、ゴル
フ敵であります。そして、いつの間にか財務部長の
役割を背負わされていました。
　そのようなわけで、本会の運営については全くの
初心者です。会員諸兄には何かとご迷惑をお掛けい
たしますが、長年の経験だけは何とかお伝えできた
ら良いなと思っています。
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　いきなり失礼な提案になりますが、会員諸兄、特
に20～40代の会員の方々はＡＤＲ認定調査士の資
格を得て、筆界調査委員になることをお薦めしま
す。自己のレベルアップだけでなく、業務内容の向
上ひいては報酬アップにつながるものと確信してい
ます。失礼ながら、この年で私は両方担っています。
調査士制度発展のためにもぜひともお願いいたしま
す。
　ところで、担当の財務部ですが、支部の改編問題・
証紙制度と会費との関係および福利厚生事業と難問
が山積みしています。何かと頑張るつもりですが、
何とぞ会員諸兄の多大なご協力をお願いし、就任の
挨拶とさせていただきます。

劇的変化にも対応

業務研修部長 
髙山　恒夫

　今期から業務研修部長を拝命しました、中河内支
部の髙山恒夫です。�業務研修部は松尾賢

まさる

担当副会
長をはじめ、藤野充副部長・森次裕一理事・黒田成

しげのぶ

宣
理事・橋本徹也理事と私の６名が担当いたします。
　私が土地家屋調査士を登録したのは平成３年にな
ります。その間、調査士の測量に使用する機器も平
板から光波へ、光波からトータルステーションへ、
今ではＧＰＳで測量するなど劇的に変化をしており
ます。法務局の透明の箱に登記申請書を投函してい
たこともオンライン申請が可能となり、はるか昔の
ように感じます。
　噂によりますと、来年度から資格者代理人がオン
ラインで登記申請する場合に、完全オンラインで登
記が完了するらしいです。申請したデータがそのま
ま登記事項に流れるようなイメージで、登記の完了
日も短縮されるようです。
　これから先も予想外の変化がきっと起こることと
思います。会員の皆さまがこのような変化に取り残
されないように、少しだけでもお手伝いができれば
と思っています。これから２年間どうぞよろしくお
願いいたします。

新たな広告方法を

社会事業部長 
中島　幸広

　このたび社会事業部長を拝命いたしました、中河
内支部の中島幸広です。
　支部で社会事業部の経験もなく、初めて理事をさ
せていただくにもかかわらず、部長職を拝命したこ
とについては不安ではありましたが、優秀な理事の
皆さまを配属いただき何とかやっていけるのではな
いかと思っております。ご承知のとおり社会事業部
は広報関係と公共事業関係が所掌となっておりま
す。まず、外部広報につきましては知名度アップの
ため新たな広告方法を考え実施していきたいと思っ
ており、また、各支部が実施されておられます広報
活動に関してバックアップしていきたいと思ってお
ります。内部広報につきましては、澪標ネットを通
じて社会事業部員が出向いたしました各種会議・セ
ミナー等の情報を提供していきたく、平成30年度
から完全オンライン申請が実施される予定でござい
ますのでその情報を、昨年度政治連盟のご尽力で大
阪市と災害協定が締結されており、これに必要な能
力を確保するための情報を可能であれば会報誌上に
掲載していければと思っております。公共事業関係
につきましては、現在八尾市で街区基準点の包括使
用承認契約がなされておらず、前期社会事業部で契
約の締結をお願いしていますが、現在のところ契約
締結にまで至っておりません。何とか契約を締結し
ていただく努力をしていくつもりでございますの
で、よろしくお願いいたします。
　今後、会員の皆さまにはいろいろとお願いやご迷
惑をお掛けするかもしれませんが、配属理事の皆さ
まのお力もお借りして、事業を行っていきたいと
思っております。どうぞよろしくお願いいたしま
す。
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平成29年度 事業計画実施細目
　平成29年５月26日（金）の第79回定時総会で承認
可決された平成29年度の各事業計画に基づき、各
業務部では実施細目を次のとおり決め、７月26日
（水）に開催された第４回理事会に諮られ、原案どお
り承認された。

 総　務　部 
１．会員への指導及び連絡を行う。
　 （１）入会者の面談時に助言及び指導を行う。
　　　�　会員間の親睦の重要性、研修会等行事への

積極的な参加、戸籍謄本等職務上請求用紙の
適正な利用と管理、補助者の届出義務等を説
明し、指導する。

　 （２）�登録事項の実態調査と変更届の促進
　　　�　事務所、雇用調査士や名板貸しの実態調査

を行う。
　 （３�）戸籍謄本等職務上請求用紙の適正な利用と

管理を指導する。
　 （４）補助者の品位、資質の向上に努める。
２．�効果的な会務運営を行うため、規則等の整備を

行う。
　　�　会則、諸規則、諸規程について検討し、整備

する。
３．�文書・資料・備品の管理及び事務局の管理体制

を強化する。
　 （１）文書・資料・備品の保管に関する事項
　　　�　会員台帳等の会員情報、会務資料等の管

理・保管・廃棄を適切に行う。
　 （２）事務局の管理体制に関する事項
　　　ア　�事務局職員に対する指導、適正な人事配

置について検討する。
　　　イ　�事務局組織のあり方について検討し、事

務処理の効率化を図る。
４．�渉外に関する事項
　　�　行政機関、関係諸団体との連絡協調を図る。
５．危機管理体制の整備を継続して行う。
　 （１）緊急時の会員への連絡網等を研究、整備す
　　　る。
　 （２）緊急時における公益団体としての対応方法
　　　を研究する。
６．支部改編に向けて規則等の整備を行う。
　　�　支部改編に伴う諸規則、諸規程の整備を行

う。

７．�報酬に関する会則変更についての研究を継続し
て行う。

８．所掌する委員会に関する事項
　 （１）非調査士活動排除委員会
　 （２）苦情処理委員会
　 （３）澪標ネット運営委員会
　 （４）紛議調停委員会
　 （５）会員紹介センター運営委員会
　 （６）制度対策委員会
　 （７）民間総合調停センター支援連絡委員会
９．その他
　　�　各部、各委員会、近畿ブロック協議会、政治

連盟等との協力と連携に努める。

 財　務　部 
１．�予算の適正かつ効率的な執行に努めると共に中

長期的な財政基盤の確立を目指し、各部への予
算執行に関する助言を行う。

　 （１）予算の執行に当たり、支出目的の把握に努
　　　め、疑義がある場合は担当部門と協議して、
　　　目的外支出の防止を図る。
　 （２）予備費の執行に当たり、支出目的を担当部
　　　門に確認し、理事会の承認を得て、これを執
　　　行する。
　 （３）�毎月の予算執行状況を各担当部門に報告
　　　し、相互にチェックを実施し、より正確
　　　な予算執行及び統一勘定科目を検討する。
２．�協同組合及び支部厚生事業・財務事業担当部門

との連絡調整を行う。
　　�　協同組合部長会との連絡調整を行い、円滑な

事業の推進を図る。
　　�　また、各支部担当者と連絡をとり、支部から

の要望について連絡調整を行い、円滑な事業の
推進を図る。

３．�日調連や近ブロ等の親睦行事の参加者への支援
を行う。

　　　日調連及び近ブロ主催の親睦行事等の運営・
　　実施に際し、適切な対応に努める。
４．�土地家屋調査士国民年金への加入促進に努め

る。
　　�　支部と連携し、土地家屋調査士国民年金基金

への加入促進を図る。
５．会計規則の見直しを行う。
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　　�　会計規則等につき、現状との整合性等につい
て検討し、見直しを行う。

６．�会員章証紙の頒布状況を調査し、貼付の徹底を
図る。また、今後の会員章証紙制度のあり方に
ついて研究する。

　　�　申請に際し、会員章証紙を必ず貼付するよ
う、証紙制度の理解と協力を会員へ呼びかけ
る。また、会員ごとの会員章証紙の購入枚数を
把握し、他の資料等も参考に調査し、貼付の徹
底を図る。

７．所掌する委員会に関する事項
　 （１）共済事業審査委員会
　 （２）賠償損害補償制度紛争処理委員会
８．その他

 業務研修部 
１．業務に関する研修、連絡、指導を行う。
　 （１）会員の資質の向上及び土地家屋調査士制度
　　　�の充実発展を図るため、体系的かつ効果的に

充実した研修の実施
　　　ア　会員研修の企画立案及び実施
　　　イ　新会員研修の企画立案及び実施
　　　ウ　年次研修（倫理）の企画立案及び実施
　 （２）登記申請に関する研究及び指導
　　　　オンラインによる申請の促進
　 （３）筆界特定制度の適正な運用に関すること
　　　�　筆界特定制度推進委員会を通じ、筆界調査

委員を対象とした研修会の開催
　 （４）支部研修会への支援
　　　ア　支部研修会への講師派遣
　　　イ　業務連絡会の実施と各支部との情報交換
２．業務の改善に関する企画及び立案を行う。
　 （１）筆界特定と境界ＡＤＲの連携及び認定土地
　　　家屋調査士の活用に関すること
　　　ア　�五者連絡会に参画し、両制度の連絡につ

いての研究
　　　イ　�認定土地家屋調査士の活用に関する情報

の収集
　 （２）新たな研修の実施方法に関すること
　　　�　インターネットを利用した研修の配信方法

の研究
　 （３）適正な報酬についての研究を行う。
　　　�　連合会が提供している報酬額実態調査の統

計資料を分析・活用
３．�業務関連法規その他業務に関する調査、統計及

び研究についての事項

　 （１）表示登記実務研究会
　　　　日常業務における課題点についての協議
　 （２）各支部登記事務等連絡会
　　　ア　各支部連絡会に参画、情報共有
　　　イ　各支部連絡会に関する事務手続支援
４．所掌する委員会に関する事項
　 （１）オンライン申請促進委員会
　　　ア　委員の派遣、情報共有
　　　イ　�オンライン申請促進委員会に関する事務

手続への協力
　 （２）筆界特定制度推進委員会
　　　ア　委員の派遣、情報共有
　　　イ　�筆界特定制度推進委員会に関する事務手

続への協力
　 （３）筆界調査委員推薦委員会
　　　ア　推薦する調査委員名簿の作成協力
　　　イ　筆界調査委員候補者に対する研修協力
　　　ウ　�筆界調査委員推薦委員会に関する事務手

続きへの協力
５．その他
　 （１）�連合会、近ブロ、各部・各委員会・他士業
　　　団体・関係機関との協力と連携に努める。
　　　ア　�連合会、近ブロ等が主催する研修への講

師派遣・参加・情報収集
　　　イ　�各部・各委員会が主催する研修会への講

師派遣・参加・情報収集
　　　ウ　�他士業・団体等が実施する研修への講師

派遣・参加・情報収集

 社会事業部 
１．広報に関する事項
　 （１）会報誌の編集及び発行
　　　�　会報誌「土地家屋調査士　大阪」を年４回

発行し、充実した内容になるように編集会議
等を行う。

　 （２）情報収集及び発信
　　　ア　�日調連等から収集した情報を澪標ネット

を通じて会員へタイムリーに告知する。
　　　イ　�ホームページの新着情報・会員情報等を

随時掲載し、充実したものにする。
　　　ウ　�行政機関や関連団体、支部等が実施する

広報活動事業への参加・協力を行い、情
報収集に努める。

　　　　（ア）�国土地理院近畿地方測量部・（一社）
大阪府測量設計業協会との主催・共
催事業「測量の日」記念フェア2017
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を実施する。
　　　　（イ）�大阪市マンション管理支援機構常任

委員会等への会議に出席し、情報交
換を行う。

　　　　（ウ）�支部が参加する地域のイベント等に
制度ＰＲの協力を行う。

２．地図に関する調査及び研究に関する事項
　　�　大阪法務局の「大阪府堺市内における地図整

備研究会」に継続して参加し、地図混乱地域の
調査に継続して協力する。

３．公共基準点及び認定登記基準点に関する事項
　 （１）街区基準点使用包括承認の締結更新と各市
　　　町村への使用報告書提出の周知徹底を図る。
　 （２）認定登記基準点の申請への対応を行う。
４．�公共用地境界確認に関する調査及び研究に関す

る事項
　 （１�）公共用地境界確定業務に関する情報収集及

び各支部が行う関係機関との協議会の開催を
助成する。

　 （２）関係官公庁との意見交換会を開催する。
　 （３）支部が行う明示協議会等に出向し、情報収
　　　集を行う。
５．公嘱協会に対する助言に関する事項
　　　各公嘱協会に対する助言・連絡を行う。
６．�その他公共、公益に係わる事業の推進に関する

事項
　 （１）寄付講座とインターンシップ
　　　ア　近畿大学への寄付講座を継続開催する。
　　　イ　�関西大学・近畿大学・摂南大学のインター

ンシップの受け入れを継続実施する。
　　　ウ　外部講師養成講座を開催する。

　 （２）登記相談の実施
　　　ア　�大阪法務局で開催している毎週水曜日の

無料登記相談会に相談員を派遣する。
　　　イ　�日本土地家屋調査士会連合会主催の７月

31日「土地家屋調査士の日」の無料登
記相談を実施する。

　　　ウ　�大阪自由業団体連絡協議会相談会に参画
する。

　　　エ　�近畿管区行政評価局主催の「一日合同行
政相談所」に相談員を派遣する。

　　　オ　�大阪法務局主催の「全国一斉！法務局休
日相談」に相談員を派遣する。

　 （３）空家等対策問題の検討
　　　ア　�各市町村が立ち上げる対策協議会へ委員

を推薦する。
　　　イ　�各市町村の対策協議会に支援・協力す

る。
７．所掌する委員会に関する事項
　 （１）資料センター運営委員会
　　　ア　委員を派遣し、事務処理等を支援する。
　　　イ　�大阪会が保管する資料地図の未公開分を

公開できるように協力する。
　　　ウ　新システムの利用推進に協力する。
８．その他
　 （１�）日調連、近ブロ、各部・各委員会・他士業

団体及び政治連盟等との連携に努める。
　　　ア　�日調連提唱の“境界紛争ゼロ宣言！！”

の広報活動に協力する。
　　　イ　�近ブロ広報部会が行う立命館大学寄付講

座に講師を派遣し、またインターンシッ
プ受け入れに協力をする。



18 第327号平成29年10月

　７月31日は「土地家屋調査士の日」です。昭和
25年（1950年）７月31日、土地家屋調査士法は
第81回臨時国会で可決成立し、同日付で施行され
ました。日本土地家屋調査士会連合会は、平成23
年６月の第68回定時総会の決議により、７月31日
を「土地家屋調査士の日」として制定しています（土
地家屋調査士手帳に掲載されています）。これに合
わせて「全国一斉不動産表示登記無料相談会」が毎
年開催され、土地家屋調査士制度・不動産表示登記
制度の重要性を広く知っていただくことを目的とし
ています。
　大阪土地家屋調査士会でも平成29年７月31日
（月）、大阪土地家屋調査士会館で午前10時から午
後４時まで無料相談会を開催しました。相談総件数

は６件で、内訳は境界に関すること５件、建物滅失
に関すること１件です。また、相談者の住所を見ま
すと大阪市内の方が４人、岸和田市の方が１人、大
阪府外の方が１人です。本年度も毎日新聞・ポスター
等で広報活動を行いましたが、相談者の相談内容に
十分に応じられたかは30分の相談制限時間と相談

第８回 全国一斉不動産表示登記無料相談会を開催！！
内容の資料不足等から心配する面はあります。いず
れにしましても、相談件数が少なくとも７月31日
が「土地家屋調査士の日」として国民に定着するま
で、無料相談会を継続することが大切であり、来年
の「土地家屋調査士の日」をより良いものにするた
めに日々社会事業部としての活動に努力したいと思
います。

（社会事業部理事・相澤褜
いなお

雄）

相談会告知ポスター

相談会告知広告（毎日新聞）
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　阪南支部の「駒川まつり」に参加させていただき
ました。例年であれば７月の第４週の火曜日に開催
されておりましたが、本年は「大駒川まつり」と銘
打って７月30日（日）から８月１日（火）の３日
間盛大に開催され、その最終日に駒川商店街の一角
に出店されました。
　午後２時ごろから支部の皆さま方で準備をされ、
その後、本会からお願いした広報グッズを配布して
いただきました。配布している途中にもかかわら

ず、子どもたちがダーツゲームに列を作り始め、配
布が終了した時点ではすでに長蛇の列ができていま
した。本来であれば午後３時30分にダーツゲーム
の開始が予定されていましたが、予定を繰り上げ、
上田大人支部長の始射式の後、午後３時に開始され
ました。その後も列が途切れることなく、午後４時
30分ごろに用意した商品がなくなり、終了いたし
ました。
　その後、場所を移動して懇親会が開催され、南支
部の小川和德支部長、天王寺支部の永野美重支部
長・松本博樹副支部長、中河内支部の中島芳樹支部
長、社会事業部から正井利明副部長そして私中島が
参加させていただきました。
　上田支部長をはじめとする阪南支部の皆さま方に
はお忙しい中ご準備いただきありがとうございまし
た。引き続き外部広報活動をよろしくお願いいたし
ます。

�（社会事業部長・中島幸広）

今年は3日間にわたって「大駒川まつり」
阪南支部の広報活動

上
田
支
部
長
の
始
射
式
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専務理事　  能勢　勝彦

　平成29年６月７日（水）開催の第３回理事会で、
川井忠雄前専務理事の後任として正式に専務理事
に就任しました能勢勝彦です。
　昨今、土地家屋調査士を取り巻く情勢は非常に
厳しいものがありますが、会員の皆さまと協力し
合って、微力ではありますが、お役に立てるよう
全力で業務を行っていきたいと思っています。
　前任者同様よろしくお願いします。

団体総合生活補償保険

： ：
上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。

　平成23年５月から平成28年10月まで、５年
６ヶ月事務局でお世話になりました川井忠雄専
務理事は平成28年10月20日をもって退職しまし
た。長い間ありがとうございました。
　後任として本年６月から、新しく能勢勝彦（の
せ�かつひこ）専務理事が着任されました。よろし
くお願いします。

能勢勝彦専務理事
よろしくお願いします
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≪平成29年度大阪青年土地家屋
　　　　　　　　　　調査士会施策方針について≫

　会長　　加藤　充晴

　大阪土地家屋調査士会会員の皆さま、日ごろは青
調会の会務執行へご理解、ご協力をいただき、誠に
ありがとうございます。
　私は、平成29年４月10日（月）の定時総会で会
長に就任させていただきました。青調会も今期で６
年目を迎えることとなりました。今まで５年間先輩
方が育ててこられた青調会をより充実した会に発展
させるために、今期２年は下記の事業を行いたいと
考えています。
①大阪府下各行政資料（情報）収集のまとめ
　・�各行政での明示申請書の様式・ひな形を収集し

データ化します。
　・�各行政での明示手法や法務局での申告図保管年

数などを一覧にまとめ、事務に役立つ参考資料
冊子を作成します。

　・平成29年度に成果をまとめます。
②測量支援システムの研究・構築
　・�システムに登録した会員がお互いの測量業務を

補助し合えるようなシステムの構築が目的で
す。

　・�平成29～30年度にかけて研究し、何らかの形
で会員に示せるようにしたいと思います。

　①については、比較的作成が容易なこと（内容次
第ですが、とりあえず１カ年で作成可能な内容とし
ておき、今後内容をアップグレードしていく予定）
から、会員の皆さまに早く役立つものを提供できる
ものとして考えています。使用は自己責任となりま
すが、公共用地明示申請の見積作成時などに、捺印
取得範囲や明示申請手数料などが分かれば見積作業
時間短縮にもなりますし、特に実務経験が少ない方
には実務をバックアップできるものと考えていま
す。
　②についてはまだ具体的なことはお示しできませ
んが、会員が直面している大きな問題に手を付け、
お互いに助け合うことができれば、会員の事務所経
営に少しでも力になれるのではないかということ
と、会員同士の仲間意識を強め、これからさらに厳
しくなるであろう業際問題に対抗していける仲間・
組織作りができればと考えています。どこまで成果

が出せるかはこれから次第ですが、少なくともその
入口まではたどり着きたいと考えています。
　以上の事業は、会員のためになる青調会を目指
し、役員だけではなく、会員全員で考えていける組
織を目指す第一歩と考えています。今後も青調会の
取り組みを発信させていただきますので、さらなる
ご指導とご協力をお願い申し上げます。

≪新人会員募集≫
　われわれは新人会員を随時募集しております。
　正会員としての入会参加資格は年齢50歳以下、
または登録10年未満の大阪会会員であることです。
　活動の主旨は「土地家屋調査士制度の維持発展
と会員の社会的・経済的地位の向上に寄与するこ
と」であり、そのために必要な知識および技術の向
上、職域および業務の拡大、ならびに友好団体との
親睦および意見交流等の事業を行います。会費は年
額6,000円ですが、登録３年未満の会員は登録から
12カ月間、会費免除となっております。
　賛助会員としてのご入会は年齢、登録年数に関係
なくどなたでもご入会いただけます。私たちの活動
にご賛同いただける先輩先生方のご入会をお待ちし
ております。（賛助会員も会費年額6,000円です。）
　入会ご希望の方は、下記ＨＰの入会案内フォーム
に必要事項を記入して送信してください。

大阪青年土地家屋調査士会ＨＰアドレス：
http://oskseicyou.hotcom-land.com/wordpress/

（広報部・奥田祐次）

大阪青年土地家屋調査士会だより

加藤会長
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大阪土地家屋調査士協同組合だより

理事長就任挨拶
大阪土地家屋調査士協同組合

　理事長　甲斐　健児

　平成29年５月19日（金）第24回通常総代会で理
事長に就任いたしました。２期４年務めさせていた
だいており、今期で３期目です。改めましてよろし
くお願いいたします。
　協同組合は３年連続の赤字で、当然責任を取って
辞職すべきでしたが、支部の合併に伴う組合定款変
更や組合員数減少に伴う総代数の変更等の作業を継
続していかなければなりません。
　また、長年にわたり頼りにしておりました坂口清
事務局長や他の事務局職員はすべてこの春で退職し
ており、現在事務局は新人２名で業務を行っており
ます。あまりに変化の多い時期となっております
が、この状況を乗り越えるための方法をなんとかひ
ねり出さなければなりません。経営状態を黒字へ転
換させるべく、いろいろなアイデアが必要です。
　以前には新規商品開発の一環として桐マーク入り
帽子や作業服、土地家屋調査士金バッジ（レプリカ）
の販売を行いましたが、それほど大きな利益にはつ
ながりませんでした。
　２年前に協同組合ホームページをリニューアルし
た際には販売促進のためのクーポンを発行しました
が、とりたてて挙げるほどの反響には至りませんで
した。いやいやほとんど無し！　これはひょっとし
たら組合員の皆さまは協同組合のホームページを見
ていただけていないのか、いやいやそれよりホーム
ページの存在すら知らないのかと思いましたが、こ
れもひとえに協同組合のＰＲ不足が原因でしょう。
もっともっと協同組合をＰＲし購買量を増やして増
益につなげなければなりません。ぜひホームページ
もご覧いただき、いま一度協同組合が何を販売して

いるのかご確認ください。ご意見なども歓迎いたし
ます。（http://www.chosashi-coop.net）※「調
査士協同」で検索の方が速いかもしれません。
　ホームページにも書いておりますが、協同組合は
平成８年に大阪土地家屋調査士会の営利部門を引き
継ぐ形で、組合員の福利厚生を図る目的で設立され
た組織です。しかし、以前からご説明していますよ
うに、オンライン申請に伴い、用紙販売の低迷や組
合員の減少による各種手数料収入の減少などの影響
でますます経営が圧迫してきております。設立当時
とは状況が変わりすぎたため、今までとは違う大き
な方向転換を迫られております。
　事態を好転させるためいろいろな経費削減をして
おりますが、残念なことに慶弔費や長寿のお祝い金
などもここに含まれており、これらも減額していか
なければなりません。
　協同組合の各理事はボランティアで成り立ってお
ります。給料は支払われておりませんが、組合員数
や各地域（支部）が減少していくのであれば、今期
を目標に理事も減らして経費削減を図ります。
　重たい話ばかりとなりましたが、幸い調査士手帳
については平成28年から兵庫県土地家屋調査士会
にご購入いただいております。長年にわたり改良を
重ねた良い手帳となっておりますが、今後も改良を
加え、販売数を増やせたらと考えております。
　最後に、昨年創立20周年記念行事をささやかな
がら行いましたが、30周年を迎えられるためには
組合員の皆さまのご協力が必要です。皆さまの協同
組合のさらなるご利用、ご支援を重ねてお願いいた
します。

　　 総　務　部  からのお知らせ

　平成29年６月１日から平成29年７月31日までの
組合に新規加入が承認されたのは次の皆さん。

（敬称略）

地　　域 氏　　名 事務所電話番号
三　島 藤谷　博昭 072－ 634－ 3083

　　平成29年７月31日現在
　　　　　　　組合員総数　　　�８６０名
　　　　　　　本会会員数　　１,０３５名
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桐マーク入り冬用作業着の斡旋
　組合では冬用の作業着として、桐マーク入り防寒
ブルゾン・防寒コート、桐マーク入りブルゾン、ス
ラックスを斡旋しています。
　ブルゾン、コートには腕の部分に桐のマークがプ
リントされています。また、オプションとして左胸
ポケットに事務所名などの刺繍を入れることもでき
ます。（刺繍料は310円税抜）

防寒ブルゾン　Ａ -2760　　ＡＺ8461
防寒コート　　ＡＺ8460　��Ａ -2766
ブ ル ゾ ン　　Ａ -1150　　1570
スラックス　　1572　　　��Ａ -1153　��

・サ イ ズ　　ブルゾン　コート���SS�～�５Ｌ
　　　　　　　スラックス　70cm�～�120cm

・カ ラ ー　　Ａ-2760　シルバーグレー
　　　　　　　ＡＺ8461�シルバーグレー
　　　　　　　ＡＺ8460��ネイビー
　　　　　　　Ａ -2766���ネイビー
　　　　　　　Ａ -1150��シルバースパーダ、　　
　　　　　　　　　　　　グリーン
　　　　　　　Ａ -1153��シルバースパーダ、　　
　　　　　　　　　　　　グリーン
������������　　　�1570・1572
　　　　　　　ミストグリーン、シルバーグレー
　　　　　　　ナイルグリーン、マスタード
　　　　　　　ディープネイビー、ワイン
　　　　　　　コバルトブルー

・頒布価格　　Ａ-2760　　�5,424円（税抜）
　　　　　　　ＡＺ8461　��4,356円（税抜）
　　　　　　　ＡＺ8460　��4,579円（税抜）
　　　　　　　Ａ -2766　　6,837円（税抜）
　　　　　　　Ａ -1150　　4,202円（税抜）
　　　　　　　　��1570　　4,483円（税抜）
　　　　　　　　��1572　　2,904円（税抜）
　　　　　　　Ａ -1153　　2,883円（税抜）
　　　　　　　
・申込方法　　�申込書（組合ホームページ「その他

の斡旋商品」からダウンロードでき
ます）に必要事項を記入の上、ＦＡ
Ｘでお申し込みください。

・納 品 日　　申込後約３週間～４週間
・頒布方法　　�組合で受け取り、または送付（送料

は購入者負担）
・支払方法　　�ご持参または郵便払込用紙（別途手

数料）でお支払いください。
・そ の 他　　裾上げ作業も可能です。
　　　　　　　（＋300円税抜）
　　　　　　　�ベルトの上のラインからの長さをお

知らせください。

　組合員以外の方は税抜合計額に10％上乗せした
価格になります。
　作業服は他にもございますので、詳しくは協同組
合までお問い合わせください。
　また、大阪会会員向けだけでなく、全国の会員さ
んもご購入いただけます。

大阪土地家屋調査士協同組合ＨＰアドレス
http://www.chosashi-coop.net/
メニュー「サービス・商品（消耗品）」

A-2760

A-2766

1572

AZ8461

A-1150

AZ8460

1570

A-1153
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大阪土地家屋調査士政治連盟だより

　平成29年７月25日（火）26日（水）の2日間に
わたって開催されました「志師会」主催の研修会に
出席してきました（「志師会」とは、自由民主党の
二階俊博幹事長が会長を務められている政策集団
で、45名もの国会議員が所属されています）。
　今回の勉強会は、所属する国会議員がどのような
研修をしているのか、支援者にも知ってもらおうと
の主旨で開催されましたので、私も出席させていた
だきました。
　ちょうどこの時期は政局がいろいろと報道をにぎ
わせているときでしたので、多くのマスコミ関係者
も集まり、さらには全国からの支援者も出席されて
おり、会場はほぼ満席でした。２日間で2,300人の
参加があったそうです。
　さて、勉強会の内容ですが、大手企業の代表者や
大学教授、元ミスインターナショナル日本代表の方
などが講師をされ、自身の活動を中心にしつつも、
政治との関係性をうまく講演されていました。
　そして、講演の間に所属議員の方が自民党の政策
を説明してくださったのですが、その中で繰り返し
言われたことが「国土強靭化」です。インフラ整備
をもっと活発に行い、公共事業を進めることで経済
効果を期待するとの内容でした。例えば、リニア新
幹線の早期開通です。既に東京～名古屋間は着工さ
れていますが、大阪への延伸はまだまだ計画段階で
す。他にも鉄道、高速道路の話もされていました
が、一つ大事なことを飛ばして話されているように
思いました。それは何か。正確な地図（法14条地図）
の作成です。

　ある程度の正確な地形図は完成されていますの
で、物理的な事業計画は可能でしょうが、用地買収
を行うためには、正確な地図は不可欠です。間違っ
た買収によるトラブルは、調査士の皆さまなら経験
されたことがあると思います。思わず手を挙げて意
見を言いそうになったのですが、小心者の私にはそ
の場で登壇する勇気はありませんでした。申し訳あ
りません。
　正確な地図を作成することは、ご承知のとおり不
動産登記法で決められていますし、国土調査法の中
にも地籍図（作成されれば法務局に送られ地図にな
ります。）を作成することが決められています。ど
ちらの法律も65年以上前に施行されているのです
が、まだまだ作成が進んでいません。これは正しい
ことなのでしょうか？　国が持っている国土という
資産の正確な状況も把握せずに有効な運用などでき
るはずもありません。進まない地図整備を進めるた
めには、どうすれば良いのでしょうか？
　法務局（法14条地図）や地方行政（国土調査）
に地図を作成することの必要性を訴えることも必要
ですが、国の予算が必要な事業ですので、その予算
を決める方々（国会議員）に地図を作成する必要性
を理解してもらうことが非常に重要です。
　政治連盟は、調査士会ができない政治活動を行
い、土地家屋調査士の要望を議員に伝えるための大
切なパイプ役を担っています。
　ただ、まだまだ力が足りません。皆さまの力が必
要です。多くの同志に加入いただくことが、一番の
力になります。
　一緒に日本の地図を完成させましょう！

（広報担当・坂田宏志）

政策集団「志師会」夏期研修会に参加
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「2017講演会」を開催
　平成29年５月27日（土）午後２時から午後５時
まで、大阪市中央区の大阪府立労働センター「エル・
おおさか」本館２階�エル・シアターで、当協会の
平成28年度の自主事業として、講演会を開催しま
した。
　今回の講演会の内容は、
第１部�「～空き家・空き地について学ぼう～　あな

たの空き家問題」
　　　　講師：上田真一氏
　　　　�（ＮＰＯ法人　空家・空地管理センター代

表理事）　
第２部「草の根からの防災対策」
　　　　講師：加治屋直喜氏
　　　　（大阪市内中学校教員）
以上２部構成により開催しました。
　第１部では、平成27年５月に「空家等対策の推
進に関する特別措置法」が施行されて以来、耳にす
る機会が多くなったいわゆる「空き家問題」に焦点
を当て、増え続ける空き家の現状や、空き家になっ
てしまう原因をもとに、空き家の適正な管理の必要
性および利活用方法について講演をしていただきま
した。

ＮＰＯ法人 空家・空地管理センター代表理事

上田真一氏

　第２部では、マンションの管理組合での防災への
取り組みをもとに、防災教育の現状や防災に関する
今後の課題等、役所任せではなく、自分の子・孫の
ためにも自ら防災対策を講じる必要性について講演
をしていただきました。

大阪市内中学校教員　加治屋直喜氏

当協会では、社員を募集してい
ます。協会に関心のある方は、
気軽にお声掛けください。

公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会だより
One For All,All For One（一人はみんなのために　みんなは一人のために） 
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会　員　異　動　（Ｈ29・9・1 現在）

入　会　者（ ３名）

氏　　名 登録番号 支　部 入　　　会
年　月　日 事務所所在地・電話・FAX 番号

押　村　征　治 ３３２０ 北 29・７・20
〒550-0003　大阪市西区京町堀１丁目12番10　
　　　　　　　　ＲＯ京町堀ビル
　　　☎06－6446－1601　 06－6446－1602

藤　田　英　二 ３３２１ 三島 29・７・20
〒569-0826　高槻市寿町２丁目26番13号－103
　　　☎090－3169－3181　 072－661－0257

中　西　茂　浩 ３３２２ 北 29・９・１�
〒533-0031　大阪市東淀川区西淡路一丁目13番3－201号
　　　☎080－6175－8762　

事務所変更（ 13 名）

氏　　名 登録番号 旧支部 新支部 届　　　出
年　月　日 新事務所所在地・電話・FAX

杉　本　成　彦 ３２１８ 中河内 中河内 29・６・５
〒579-8032　東大阪市東豊浦町４番２号　
　　　　　　　　メゾン寿203号
　　　☎072－951－3271　 072－951－5233

赤　塚　智恵子 ２３９１ 三島 三島 29・６・７
〒567-0883　茨木市大手町11番９号
　　　☎072－646－5377　 072－646－5378

和　田　康　邦 ２０８６ 中河内 中河内 29・６・14
〒577-0822　東大阪市源氏ケ丘２番１号
　　　☎06－6724－5566　 06－6724－6655

山　田　和　雄 ２３８７ 中河内 中河内 29・７・５
〒581-0075　八尾市渋川町６丁目３番33号
　　　☎072－923－8010　 072－923－8060

本　田　　　大 ２４４０ 中河内 中河内 29・７．５
〒581-0075　八尾市渋川町６丁目３番33号
　　　☎072－923－8010　 072－923－8060

利　川　良　一 ３０００ 中河内 阪南 29・７・６
〒546-0031　大阪市東住吉区田辺五丁目15番16号
　　　☎06－4309－5858　 06－4309－5866

岡　本　葊　行 １９５７ 中河内 中河内 29・７・31
〒577-0035　東大阪市御厨中一丁目18番34号
　　　☎06－6787－1035　 06－6921－6726

下　田　光　洋 ３０６５ 大阪城 堺 29．８．１
〒587-0012　堺市美原区多治井180番地３
　　　☎072－361－3190　 072－361－3191

三　谷　俊　介 ３２７０ 南 三島 29・８・21
〒569-0064　高槻市庄所町２番18号　
　　　　　　　　ゴードン登記測量事務所
　　　☎072－648－3735　 072－691－8488



27第327号平成29年10月

佐　藤　俊　輔 ３１８２ 大阪城 大阪城 29・８・28
〒540-0012　大阪市中央区谷町一丁目４番３号　
　　　　　　　　ＡＣＮ天満橋ビル６Ｆ
　　　☎06－6755－4471　 06－6755－4414

田　中　雅　仁 ２８７１ 大阪城 大阪城 29・８・29
〒541-0059　大阪市中央区博労町一丁目７番７号　
　　　　　　　　中央博労町ビル403
　　　☎06－6264－5761　 06－6264－5763

池　尻　　　剛 ２９６２ 大阪城 大阪城 29・８・29
〒541-0059　大阪市中央区博労町一丁目７番７号　
　　　　　　　　中央博労町ビル403
　　　☎06－6264－5761　 06－6264－5763

小　林　覺　成 ３２８２ 大阪城 豊能 29・８・29
〒562-0003　箕面市西小路３丁目１番９号
　　　☎072－723－2958　 072－753－6522

退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ ６名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

藤　田　昌　義 １６９５ 中河内 29・６・30 業　務　廃　止

猪　野　修　康 ３０６９ 堺 29・７・�１ 退　会　→　業　務　廃　止

伊　藤　康　一 ２２８９ 三島 29・７・11 業　務　廃　止

中　村　厚　志 ２４５０ 三島 29・７・21 長　期　休　業

髙　橋　成　季 ２８３６ 堺 29・８・25 業　務　廃　止

松　澤　重　彦 １４５９ 阪南 29・８・31 会則第87条による退会

法　人　事　務　所　会　員　関　係

登　録　事　務　所　変　更　　（ 2 法人）

名　　　称 支　部 届出年月日
新　事　務　所　所　在　地

主主たる事務所　従従たる事務所
（電話番号・ＦＡＸ番号）

葵土地家屋調査士法人 大阪城 29・８・28
主　〒540-0012
大阪市中央区谷町一丁目４番３号
☎06－6941－7345　 06－6941－2292

ミサカ土地家屋調査士法人 大阪城 29・８・29

従　〒541-0059
大阪市中央区博労町一丁目７番７号
中央博労町ビル403
☎06－6264－5761　 06－6264－5763
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第５回常任理事会

　平成29年６月28日（水）午後４時から本会３階役
員室で第５回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、副会長の担当・平成29年度事
業計画実施細目案など次の各事項が審議・協議され
た。
＜出席者・敬称略＞金子・松本・中林・松尾・久保・
佐野・髙山・中島（事務局）能勢・柳井原

①副会長の担当について
②平成29年度事業計画実施細目について
③本・支部役委員研修会について
④第４回理事会の運営について
⑤各委員会の委員の構成について
⑥火曜会について
⑦澪標ネットのグループ登録について
⑧支部改編について
⑨会員名簿について
⑩平成30年度の定時総会について
⑪近畿ブロック第61回定例協議会について
⑫各種行事の出席者の確認について
⑬�平成29年度大阪司法書士会との協議会の開催に
ついて

⑭�第８回全国一斉不動産表示登記無料相談会の新聞
広告について

⑮第84回大阪自由業団体連絡協議会の開催について
⑯�東大阪ラグビーワールドカップへの寄付の要請に
ついて

⑰その他

第６回常任理事会

　平成29年７月12日（水）午後４時から本会３階役
員室で第６回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、各委員会の委員の構成など次の
各事項が審議・協議された。
＜出席者・敬称略＞金子・松本・中林・松尾・久保・
佐野・髙山・中島（事務局）能勢・柳井原

①近畿ブロック第61回定例協議会について
②葉月の会の日程希望の回報について
③�オンライン申請に貢献した会員に対する表彰につ
いて

④土地家屋調査士法違反の告発事案について
⑤インターンシップ開催について

①�平成29年度事業計画実施細目について
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②各委員会の委員の構成について
③各種行事の出席者の確認について
④東大阪ラグビーワールドカップの寄付について
⑤�境界問題相談センターおおさか運営委員会運営委
員の承認について

⑥第４回理事会について

①支部改編について
②支部長会議・常任理事会会議について
③平成30年度の定時総会について
④制度対策委員会からの答申について

第７回常任理事会

　平成29年７月26日（水）午後３時から本会３階役
員室で第７回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、第４回理事会の運営など次の各
事項が審議・協議された。
＜出席者・敬称略＞金子・松本・中林・松尾・久保・
佐野・髙山・中島（事務局）能勢・柳井原

①各種行事の出席者の確認について

①第４回理事会の運営について

第１回理事会

　平成29年４月20日（木）午後４時から本会４階会
議室で第１回理事会が開催され、会長の挨拶に続
き、各部長、支部長会議長、各種委員会などからの
報告・連絡事項があり、次の各事項が審議された。

①第１号議案　平成28年度事業経過報告案について
　　　［結果］　��細かい字句修正については常任理事

会に一任することを含めて、挙手多
数で可決された。

②第２号議案　��平成28年度事業経過報告について
　　　［結果］　��挙手多数で可決された。
③第３号議案　��平成29年度事業計画案について
　　　［結果］　挙手多数で可決された。

④第４号議案　��平成29年度予算案について
　　　［結果］　挙手多数で可決された。
⑤第５号議案　��会長表彰者について
　　　［結果］　挙手多数で可決された

　この後、監事からの意見等があり、閉会した。

◇　　　６　　　月　　　◇

１日 ・��近畿大学寄付講座レポート会議（会館）和
田（淸）・吉田（龍）・藤野・松内・安部・中山・
長村（奈良会）各講師

　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）與倉
相談員

２日 ・��打ち合わせ（総務部引継ぎ）（会館）金子会長、
松本副会長、久保総務部長、髙橋前総務部長

　　 ・��打ち合わせ（社会事業部引継ぎ）（会館）金
子会長、中島社会事業部長、久保前社会事
業部長

　　 ・��総会議事録署名（会館）和田（淸）会員
３日 ・��「測量の日」打ち合わせ（会館）柳原前社会

事業部副部長、藤野・山田（貴）各前社会
事業部理事

　　 ・��九州ブロック総会（４日も、鹿児島城山観
光ホテル）加藤会長（近ブロ）

５日 ・��正副会長会議（会館）金子会長、松本・中林・
松尾各副会長、久保部長

６日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西田
（修）相談員

　　 ・��「測量の日」記念フェア2017（大阪合同庁舎
第４号館）金子会長、久保部長、冨岡・柳
原各前社会事業部副部長、藤野・山田（貴）・
中村（憲）各前同部理事

７日 ・��理事会（会館）
　　 ・��支部長会議（会館）
　　 ・��綱紀委員会（会館）
　　 ・��総会議事録署名（会館）坂田（宏）会員
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）奥田

相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第８講（近畿大学）和田

（淸）・吉田（龍）・藤野・松内・安部・中山（武）・
長村（奈良会）各講師

　　 ・��大阪市マンション管理支援機構幹事会（大
阪市立住まい情報センター）金子会長
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並びに制度ＰＲ（高槻市）山田（直）会員
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）柳原

相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第10講（近畿大学）長村（奈

良会）講師
22日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）矢原

相談員
26日 ・��非調査士活動排除委員会（会館）
27日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹本

（貞）相談員
28日 ・��常任理事会（会館）
　　 ・��正副総会議（会館）金子会長、松本・中林・

松尾各副会長、久保部長
　　 ・��厚生年金基金説明会（会館）佐野財務部長、

中居理事
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）中村

（憲）相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第11講（近畿大学）長村（奈

良会）講師
29日 ・��筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・��正副会長会議（会館）金子会長、中林・松尾

各副会長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧本

相談員
　　 ・��筆界調査委員養成講座（大阪産業創造館）
30日 ・��会務処理（会館）金子会長

◇　　　７　　　月　　　◇

１日 ・��京都会報告会（京都産業大学むすびわざ館）
髙橋副部長

３日 ・��議事録署名（会館）和田（淸）会員
　　 ・��会務処理（会館）松本副会長
　　 ・��日本測量協会関西支部業務報告会（大阪

キャッスルホテル）正井社会事業部副部長
４日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）吉田

（正）相談員
　　 ・��本支部役委員研修会（大阪産業創造館）
５日 ・��苦情処理委員会（会館）
　　 ・��境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・����境界問題相談センターおおさか推進委員会

（会館）
　　 ・��議事録署名（会館）前橋会員
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）久保

相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第12講（近畿大学）松内

　　 ・��役員退任式（シティプラザ大阪）
８日 ・��総務部打ち合わせ（会館）松本副会長、久保

部長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安岐

相談員
12日 ・��打ち合わせ（西野こういち来会応対）（会館）

金子会長、中林副会長
　　 ・��近畿ブロック第61回定例協議会総会会場下

見（シティプラザ大阪）金子会長、松本副
会長、久保部長、濵口総務部副部長

13日 ・��総務部打ち合わせ（会館）松本副会長、久保
部長

　　 ・��総務部会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆

相談員
14日 ・��総会議事録署名（会館）和田（淸）会員
　　 ・��近ブロ新旧正副会長会議（会館）金子会長、

加藤前会長
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）吉松

相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第９講（近畿大学）中山

（武）講師
15日 ・��社会事業部打ち合わせ（会館）中林副会長、

中島部長
　　 ・��社会事業部会（会館）
　　 ・��労働組合団体交渉（会館）松本副会長、久保

部長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）守屋

相談員
　　 ・��民間総合調停センター定時社員総会（大阪

弁護士会）金子会長
16日 ・��事務局との懇談会（会館）松本副会長
　　 ・��財務部会（会館）
　　 ・��業務研修部会（会館）
　　 ・��大阪法務局挨拶［業務研修部］（法務局本局）

松尾副会長、髙山業務研修部長、藤野・髙
橋各同部副部長

20日 ・��綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・��協同組合部長会（会館）中居財務部理事
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

脇相談員
　　 ・��民間総合調停センター広報・研修合同部会（大

阪弁護士会）谷川民間総合調停センター副
委員長、山脇同委員

　　 ・��日調連総会（21日も、東京ドームホテル）
21日 ・��相続登記・空家等問題に関するチラシ持参
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講師
　　 ・��中河内支部との支部改編に関する打ち合わ

せ（東大阪市）松本副会長、久保部長
６日 ・�入会面談（会館）松本副会長、久保部長、

濵口副部長、塚田・森脇・雨宮各総務部理事
　　 ・��総務部会（会館）
　　 ・��近畿税理士会役員就任挨拶（会館）松本・

中林各副会長、久保部長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙山

（恒）相談員
　　 ・��民間総合調停センター研修会（大阪弁護士会）

谷川副委員長
７日 ・��会員紹介センター運営委員会（会館）
　　 ・��紛議調停委員会（会館）
10日 ・��財務部会（会館）
　　 ・��社会事業部会（会館）
　　 ・��会務処理（会館）金子会長
11日 ・��綱紀委員会第１班・３班会議（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）米山

相談員
12日 ・��常任理事会（会館）
　　 ・��正副総会長会議（会館）金子会長、松本・中林・

松尾各副会長、久保部長
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）山田

（貴）相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第13講（近畿大学）吉田

（龍）講師
　　 ・��堺市内における地図整備研究会（法務局堺

支局）川口社会事業部理事
13日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤田

（重）相談員
　　 ・��非調査士活動排除委員会（法務局本局）
　　 ・��空間シンポジウム2017（毎日新聞オーバル

ホール）正井副部長
14日 ・��松川るい参議院議員来会（会館）松尾副会長
15日 ・��地籍問題研究会第19回定例研究会（横浜市

立大学金沢八景キャンパス）山田副部長
18日 ・��筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・��協同組合部長会（会館）中居理事
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪口

（太）相談員
　　 ・��火曜会（法務局本局）
19日 ・��賠償損害補償制度紛争処理委員会（会館）
　　 ・��表示登記実務研究会（会館）
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）冨岡

相談員

　　 ・��近畿大学寄付講座第14講（近畿大学）吉田
（龍）講師

　　 ・��民間総合調停センターハーグ条約検討ＰＴ
（大阪弁護士会）谷川副委員長

　　 ・��支部改編協議（堺、泉州、南河内）（堺市）
松本副会長、久保部長

20日 ・��支部改編協議（大阪城）（会館）松本・中林
各副会長

　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）垣内
相談員

　　 ・��民間総合調停センター広報・研修合同部会（大
阪弁護士会）

　　 ・��民間総合調停センター運営・財務委員会（大
阪弁護士会）

　　 ・��民間総合調停センター支援連絡委員会（大
阪弁護士会）

　　 ・��鳥取会第１回業務研修会（鳥取県立生涯学
習センター）正井講師

21日 ・��近ブロ綱紀委員会（会館）髙島（康）綱紀
委員長

　　 ・��近ブロ紛議調停委員会（会館）冨田（泰）
紛議調停委員長

　　 ・��近畿ブロック第61回定例協議会（シティプ
ラザ大阪）加藤前会長、井上前副会長、金
子会長、松本・中林・松尾各副会長、久保・
佐野・髙山・中島各部長、濵口副部長、雨宮・
塚田・森脇各理事、髙島（康）委員長、加藤（眞）
支部長会議長

25日 ・��支部長会議（会館）
　　 ・��支部長会議・常任理事会（会館）
　　 ・��会議（会館）
　　 ・��綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）中山

（髙）相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第15講（近畿大学）和田

（淸）講師
　　 ・��非調査士活動実態調査打ち合わせ（法務局

本局）竹中非調査士活動排除委員会副委員長
26日 ・��常任理事会（会館）
　　 ・��理事会（会館）
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）藤野

相談員
　　 ・��非調査士活動実態調査打ち合わせ（法務局

東大阪支局）岡本��非調査士活動排除委員
　　 ・��奈良会研修会「意見書の書き方と筆界特定

技法」（橿原文化会館小ホール）瀧本講師
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27日 ・��境界問題相談センターおおさか運営委員会
（会館）

　　 ・��資料センター運営委員会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）羽倉

（昌）相談員
　　 ・�豊能、三島支部と支部改編準備打ち合わせ

両支部長と面談（串の坊�阪急うめだ店）中
林副会長、竹内（秀）・加藤（眞）各支部長

28日 ・��筆界調査委員養成講座（大阪市立住まい情
報センター）

　　 ・��非調査士活動実態調査打ち合わせ（法務局
富田林支局）久保田非調査士活動排除委員

　　 ・��大阪市マンション管理支援機構平成29年度
第１回協議会及び第４回常任委員会（大阪
市立住まい情報センター）藤野・正井各副
部長

　　 ・��北河内支部との支部改編打ち合わせ（ラポー
ル枚方）松尾副会長

31日 ・��第８回全国一斉不動産表示登記無料相談会
（会館）

◇　　　８　　　月　　　◇

１日 ・��業務研修部会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）與倉

相談員
　　 ・��駒川まつり外部広報活動（東住吉区駒川商

店街）中島部長、正井副部長
２日 ・�近畿大学寄付講座レポート採点会議（会館）
　　 ・�近ブロ立命館大学寄付講座レポート採点会

議（立命館大学大阪いばらきキャンパス）
正井・加藤講師

　　 ・��年次制研修①（会館）松尾副会長、髙山部長、
橋本理事

　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）山田
（貴）相談員

　　 ・��民間総合調停センター挨拶（比嘉弁護士事
務所）金子会長

３日 ・��聴聞（会館）松本副会長、佐野部長
　　 ・��社会事業部会（会館）
　　 ・��社会事業部業務連絡会（会館）
　　 ・��紛議調停委員会打ち合わせ（会館）冨田委

員長、大向紛議調停副委員長、大栃・堀出・
前田各紛議調停委員

　　 ・��社会事業部打ち合わせ（会館）中林副会長、
中島部長

　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西田

（修）相談員
４日 ・��業務研修部会業務連絡会（会館）
　　 ・��綱紀委員会第１班会議（会館）
　　 ・��南・阪南・天王寺支部合同会議（会館）松本・

松尾各副会長、久保部長
７日 ・��綱紀委員会第３班会議（会館）
８日 ・��年次制研修②（会館）藤野・髙橋各副部長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安岐

相談員
９日 ・��オンライン申請促進委員会（会館）金子会長、

髙山部長、正井オンライン申請促進委員長、
野邊・笹部・垣花・黒田各同委員

　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）正井
相談員

10日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆相
談員

15日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）守屋
相談員

16日 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）中島
（幸）相談員

17日 ・��総務部打ち合わせ（会館）久保部長、濵口
副部長

　　 ・��総務部会（会館）
　　 ・��正副会長会議（会館）金子会長、松本・中林・

松尾各副会長
　　 ・��紛議調停委員会第一部会打ち合わせ（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山脇

相談員
21日 ・��財務部会（会館）
　　 ・��インターンシップ開講式（会館）
　　 ・��近ブロ正副・部会長会議（会館）金子会長、

松尾副会長
　　 ・��筆界調査委員養成講座（大阪市立住まい情

報センター）
　　 ・��支部改編合同準備会議（堺市総合福祉会館）

松本副会長、久保部長
22日 ・��筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・��紛議調停期日（会館）冨田委員長・大向副

委員長・大栃・堀出・前田各委員
　　 ・��協同組合部長会（会館）光井財務部副部長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原（昌）相談員
　　 ・��インターンシップ裁判所見学、傍聴（大阪

地方裁判所）中島部長、正井副部長、井手下・
川口・杉田各社会事業部理事

23日 ・��常任理事会（会館）
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　　 ・��資料センター運営委員会（会館）
　　 ・��正副総会議（会館）金子会長、中林・松尾

各副会長、久保部長
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）井

手下相談員
　　 ・��非調査士活動排除実態調査（法務局本局不

動産登記部門）竹中副委員長、髙杉・中川
（仁）・北川・馬野・中川（繁）各委員

24日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹
本（貞）相談員

25日 ・��年次制研修③④（会館）髙山部長、森次理事
26日 ・��「近未来の測量、地図、地籍を考える」勉強

会（滋賀会）正井副部長
　　 ・��空き地、空き家の活用セミナー（東阪急ビル）

杉田理事
28日 ・��境界問題相談センターおおさか推進委員会

（会館）
　　 ・��境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
29日 ・��財務部業務連絡会（会館）
　　 ・��綱紀委員会打ち合わせ（会館）髙島（康）

委員長・與倉・辻林各綱紀会委員
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）吉

田（正）相談員
　　 ・��大阪自由業団体連絡協議会「合同市民無料

相談会」準備委員会（大阪弁護士会）正井
副部長

30日 ・��紛議調停委員第一部会打ち合わせ（会館）
　　 ・��近ブロ研修部会（会館）松尾副会長、髙山

部長
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）相

澤相談員
31日 ・��年次制研修⑤（会館）髙山部長、黒田業務

研修部理事
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧

本相談員

◇　　　６　　　月　　　◇

２日 ・��滋賀協会主催講演会（ライズヴィル都賀山）
横山理事長、井之上副理事長、谷内田総務
部長

５日 ・��入会希望者面接（協会）谷内田総務部長、
三好事務局長

　　 ・��第11回常任理事会（協会）

６日 ・��全公連定時総会・研修会（７日も、東京）横
山理事長、井之上副理事長、笹本経理部長

15日 ・��第10回理事会（エル・おおさか）
　　 ・��第２回業務部会（エル・おおさか）
　　 ・��第１回指導研修部会（エル・おおさか）
16日 ・��大阪公共嘱託登記司法書士協会総会（司法

書士会館）横山理事長
21日 ・��阪南区域全体会議（東住吉会館）横山理事長
22日 ・��中河内区域全体会議（布施駅前市民プラザ）

井之上副理事長

◇　　　７　　　月　　　◇

３日 ・��勝山公認会計士による実査（協会）
４日 ・��北区域全体会議（北区民センター）横山理

事長
５日 ・��泉州区域全体会議（岸和田市立浪切ホール）

笹本経理部長
６日 ・��第１回常任理事会（協会）
７日 ・��14条地図地籍調査総合戦略ＰＴ（協会）
11日 ・��東区域全体会議（協会）横山理事長
　　 ・��北河内区域全体会議（ラポール枚方）井之

上副理事長
12日 ・��外部監査（協会）勝山公認会計士、井之上

副理事長、笹本経理部長、與倉経理部次長、
三好事務局長、古巣職員

14日 ・��外部監査（協会）勝山公認会計士、三好事
務局長、古巣職員

　　 ・��天王寺区域全体会議（天王寺区民センター）
横山理事長

18日 ・��第１回理事会（エル・おおさか）
25日 ・��第１回選考委員会（協会）
27日 ・��第２回常任理事会（協会）

◇　　　８　　　月　　　◇

２日 ・��堺・南河内区域全体会議（堺市産業振興セ
ンター）舩原業務部長

４日 ・��監査会（協会）
　　 ・��境界標カウント（協会）横山理事長、井之

上副理事長、谷内田・笹本・竹中・舩原各
常任理事、三好事務局長

10日 ・��三島区域全体会議（茨木市市民総合センター）
横山理事長

17日 ・��入会希望者面接（協会）井之上副理事長、
三好事務局長

　　 ・��第２回理事会（エル・おおさか）
23日 ・��近公連理事長会議（奈良協会）横山理事長
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◇　　　10　　　月　　　◇

11日（水） 社会事業部会
12日（木） 財務部会
15日（日） 近ブロゴルフ大会前夜祭
16日（月） 近ブロゴルフ大会
17日（火） 常任理事会
20日（金） 中間監査会
　　　　  筆界調査委員養成講座（考査）
24日（火） 全国会長会議（25日も）
25日（水） オンライン申請研修会
30日（月） �筆界特定室振分相談所受任受託について

の研修会

◇　　　11　　　月　　　◇

６日（月） 大阪司法書士会との研修会
８日（水） 社会事業部会
20日（月） 常任理事会
29日（水） 常任理事会
　　　　  理事会
30日（木） 民間総合調停センター運営委員会
　　　　  民間総合調停センター財務委員会
　　　　  民間総合調停センター理事会
　　　　  オンライン申請研修会②

◇　　　12　　　月　　　◇

１日（金） オンライン申請研修会③
２日（土） 大阪会新会員研修会（３日も）
13日（水） 常任理事会

▽奥村　忠雄氏（阪南支部　奥村典裕・尊父、平成
29年６月20日没）▽松本　光司氏（三島支部　松
本充司・尊父、平成29年７月10日没）▽辰巳　清
一氏（大阪城支部　辰巳好数・尊父、平成29年７
月23日没、85歳）▽藤原　房夫氏（大阪城支部　
藤原正三・尊父、平成29年８月13日没、98歳）▽
大野　カタさん（堺支部　大野準一・母堂、平成
29年８月22日没、99歳）

　①　電話で職員の在館を確認した上で、従来通
　　り会館にＦＡＸで連絡する。
　②　これを受けた職員は、所定の範囲の役員等
　　にＦＡＸで連絡する。

訃報の対応について
　事務局職員が在館する場合

支　部　別　会　員　数（Ｈ29・９・１現在）
○数字は法人会員

支　部 会員数 増減 支　部 会員数 増減
北 158⑪ ２ 北河内 79② ０
南 36② ―１ 豊　能 65 １
阪　南 70③ １ 堺 113① ０
天王寺 39① ０ 泉　州 83 ０
大阪城 138⑫ ―２ 三　島 93② ０
中河内 115① ―３ 南河内 45 ０

合　計 1,034○35 ―２
○�数字は法人会員　　　35法人（０）
（※増減は前回・Ｈ29年６月１日比）



35第327号平成29年10月

◆�社会事業部が交代して初めての会報誌をお届けい
たします。私自身、支部報の発行にも参加したこ
ともなく、記事を書いたり、校正をしたり、四苦
八苦しながらなんとか発行することができまし
た。これからの２年間会員の皆さまにはいろいろ
とご無理を申し上げることもあるかと存じます
が、よろしくお願いいたします。（中島）

◆�新体制になり、今期も社会事業部で務めさせてい
ただくことになりました。前回は広報担当でした
が今年度は公共事業担当になり、至らない点があ
るかと思いますが、また新規一転頑張っていきた
いと思います。（山田）

◆�今期は産学交流学術研究委員会を立ち上げません
でした。これまで同委員会でご尽力くださった皆
さまには心からお礼を申し上げます。本年度のイ
ンターンシップ事業からは社会事業部がその役割
を担います。全面的なご協力をよろしくお願いい
たします。（正井）

◆�今期から理事となり、社会事業部で広報を担当す
ることになりました。土地家屋調査士の認知度を
高めるため、任期いっぱい頑張りますのでよろし
くお願いいたします。（井手下）

◆�社会事業部の所掌する委員会のうち、二つの委員
会と空家問題対策推進ＰＴが立ち上げされない中
で、社会事業部の理事を担当することになりまし
た。どの委員会にしても、前期携わられた委員の
方々には敬意を表しますとともに、各委員会での
実績は今後の大阪土地家屋調査士会として礎にな
るものと個人的に思います。私としてもどこまで
やれるか分かりませんが、前期委員の皆さまのア
ドバイスをいただきながら業務に当たりたいと考
えております。よろしくお願いいたします。（相
澤）

◆�今期から社会事業部広報担当理事として、会報の
編集に携わることになりました。今回が初めての
編集後記です。任期いっぱい頑張りますので、よ
ろしくお願いいたします。（川口）

◆�今回初めて理事に就任し、社会事業部で公共事業
を担当させていただくことになりました。文章を
書くのが苦手で、理系だったはずの私が編集後記
なるものを書くことに！　浅学非才の身ですが精
いっぱい頑張らせていただきます！どうぞよろし
くお願いいたします。（杉田）

　本会社会事業部員　

　中　島　　幸　広　　　　山　田　　貴　弘
　正　井　　利　明　　　　井手下　　武　史
　相　澤　　褜　雄　　　　川　口　　良　仁
　杉　田　　育　香
　（社会事業部担当副会長）　中　林　　邦　友

　支部社会事業（広報）担当責任者　

　　北　　奥田　祐次　　　　南　　眞砂　誠�司　
　阪　南　阿部　孝信　　　天王寺　柳原　　薫
　大阪城　津本　浩昭　　　中河内　辺見　　実
　北河内　今村健太郎　　　豊　能　渡辺　秀和
　　堺　　小林　俊彦　　　泉　州　向井　常能
　三　島　辻田　智博　　　南河内　屋納　　隆　
　　　　（事務局）寺田　秀美

　■�発行所　大阪土地家屋調査士会
　■�〒 540-0023　大阪市中央区北新町３番５号
　■�電　話　06（6942)3330（代）
　■�ＦＡＸ　06（6941)8070
　■��E －mail：otkc-3330@chosashi-osaka.jp
　■�ホームページ：http://www.chosashi-osaka.jp
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