


〒171̶8516  東京都豊島区南長崎３丁目16番６号
TEL（03）3953̶5642  FAX（03）3953̶2061  （営業部）  

http://www.kajo.co.jp/
ツイッターID：@nihonkajo

【好評図書のご案内】

内野篤 著
2017年6月刊 B5判 296頁 本体2,900円＋税

建物表示登記の実務
資料調査・建物認定・構造判定・床面積算定

●土地家屋調査士の業務の柱である資料調査・建物認定・構造判定・床面積算定などを解説。
●建物の構造、床面積の算定などについて、具体的に解説。また、新築、分割、合体などの目的ごとに26事例（登記申請書、建物
図面・各階平面図、調査報告情報）を収録、解説。

大阪法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 編著
2017年9月刊 B5判 244頁 本体2,600円＋税

筆界特定事例集3

●大阪の事例を収録した第３巻では、長期未済事件を解消するための「筆界特定書のコンパクト化」「処理の迅速化」に重点を置い
た事例を紹介。筆界特定登記官が作成する理由の要旨には、原則として、結論（特定した筆界）の根拠とした主要な事情だけを
記載。また、申請者が筆界特定登記官の判断した筆界の正当性を示す事実を理解できる程度に簡潔に記載。

後藤浩平・宇山聡 著
2017年12月刊 A5判 800頁 本体6,700円＋税

先例から読み解く！
土地の表示に関する登記の実務

●事務処理上有益な「主要97先例」を全文掲載し、解説も付与。
●関連する「関係83先例」も収録し、全文を掲載。
●具体的事案を「関連質疑」とし、詳細を『Q&A 表示に関する登記の実務シリーズ』にて確認できるよう工夫。

●嘱託登記の意義・特質を解説した上で、官公署の登記嘱託事務担当者が自ら嘱託書を作成できるよう、登記嘱託書の書式を掲げ、
表示すべき事項のすべてに注解を付与。
●旧版以降10年の間に発出された重要先例や最新の実務に合わせた新規書式、法定相続情報証明制度の概要等の説明を追加した大
幅改定版。

藤谷定勝 著　後藤浩平 補訂
2018年1月刊 A5判 560頁 本体4,800円＋税

全訂第2版 
一目でわかる 登記嘱託書の作り方

●手続のフローチャート、裁判所への申請書類、申立書、公告の記載方法、不動産の清算、登記を網羅。１冊で相続財産管理人、
不在者財産管理人実務についてフォローする初任者からベテランまで必携の書。裁判所への「権限外許可審判申立書」等、関係
書式を多数収録。財産を処分する際の登記実務についても解説。

相続財産管理人、
不在者財産管理人に関する実務
正影秀明 著　2018年3月刊 A5判 560頁（予定） 本体5,000円＋税

財産管理、相続人の探索、選任の申立て、相続放棄の対応、権限外の許可行為、
相続財産の清算、登記、不在者への対応、失踪宣告
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　平成29年度　新会員研修会　

　土地家屋調査士業務を中心に!!　受講者31名

新会員研修会　受講者の感想文「プロ意識を高くもって自己の研さんを」

平成29年度　近畿ブロック新人研修「土地家屋調査士制度と土地家屋調査士会の将来」

新会員研修会受講修了者名簿

「伝える! 伝わる! プレゼンテーション技術」　今年は社会事業部が外部講師養成講座を開催

大阪工業大学で初めての寄付講座開講!!

平成29年度　調査士試験合格証書交付式　

　大阪管内では61名が難関を突破

第13回専門家による合同市民無料相談会開催　境界問題に関する相談など６件に対応

今年も無事に終了、恒例の十日戎に参加!!　本会社会事業部もお手伝い　南支部外部広報活動

今年で４年目、小学生に測量実習　北河内支部外部広報活動

堺・南河内支部合同親睦ボウリング大会開催!!　支部の枠を越え、親睦を深める

支部改編に伴う諸規程・規則等が一部改正されました

大阪公嘱協会だより　理事を対象とした研修会、新年互礼会を開催　　　　　　　　　　　

大阪青年土地家屋調査士会だより　全国青年土地家屋調査士大会 in 岩手

協同組合だより　桐マーク入り夏用作業着の斡旋

政治連盟だより　政治連盟の活動は調査士制度の将来を担う

会員異動　　　　　　　　　　　　　　　　法人会員名簿

常任理事会・理事会　　　　　　　　　　　業務日誌　　　　　　　　　　　　　　　　

公嘱協会の動き／行事予定　　　　　　　　訃報／おくやみ／訃報の対応／支部別会員数

編集後記
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【表紙写真解説】　撮影者：堺支部　川口良仁　　コメント：南河内支部　杉田育香
2008年に「世界を代表する20の建造物」として、シドニーのオペラハウスなどとともに選ばれた梅田スカイビル。
高さ173ｍの連結高層ビルで「未来の凱旋門」と注目され、円形の空中庭園展望台を設置した構造が特徴で外国
人観光客にも人気のスポットです。ご存じでしょうか？ ビルの南側にはたくさんの樹木が育ち、滝の流れる「中自
然の森」があることを。毎年６月にはホタルが放流され、都会にいながら幻想的な風景を楽しむことができるん
ですよ。日本の夕陽・夜景100選にも選ばれた展望台から風を感じながら見る景色も格別です。遠くから眺める
機会は多い梅田スカイビルですが、近いのに実際足を運んだことのない方も多いのでは？ ぜひ一度、大切な人と
一緒に散策してみてください。

第329号　目次
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　平成29年12月２日（土）と３日（日）の２日間
にわたり、大阪土地家屋調査士会館４階会議室で平
成29年度新会員研修会が開催されました。
　初日は、業務研修部の橋本徹也理事の司会のも
と、髙山恒夫業務研修部長が開会の辞・研修の趣旨
を説明された後、金子正俊会長の講話に続き、髙山
部長、藤野充業務研修部副部長が「土地家屋調査士
の業務について　～大阪における調査・測量～」と
題して、土地の登記・測量に関する取扱いの変遷、
調査資料の収集、測量について講義。昼食をはさみ、
午後からは黒田成

しげのぶ

宣業務研修部理事が「不動産登記
規則第93条調査報告書について」と題して、ソフ
トの使い方を解説されました。

　休憩の後、社会事業部の講義となり、中島幸広社
会事業部長が「社会事業部の業務には広報と公共事
業がある」と全体像を説明されると、続いて相澤褜

いな

雄
お

社会事業部理事が広報関係の事業を説明されまし
た。そして、明示の手続きについて川口良仁社会事

業部理事が説明されると休憩時間を取りながら公共
事業と密接な関係にあり、基準点管理システムや区
画整理図面をネットからダウンロードできる資料
バックアップシステムの使い方について、十川耕大
資料センター運営委員から詳細に説明されました。
　再度５分間の休憩を取り、社会事業部副部長でも
あり、オンライン申請促進委員会の正井利明委員長
が「オンライン申請のススメ」と題して、平成30
年度から新たに始まる「資格者代理人方式（仮）」
が申請方式に加わり、完全オンライン申請が容易に
できるように、土地家屋調査士はより高いプロ意識
をもって100％のオンライン申請を目指すことが重
要だと熱弁されました。
　初日の講義はここで終了し、その後、皆が楽しみ
にしていた懇親会が会館の近くにある中華レストラ
ン ｢湖陽樹 谷町店」で行われ、三島支部の加藤眞
一支部長会議議長が乾杯の発声をされた後、新会員
からの自己紹介が行われました。新会員同士、役員
等と和やかに歓談され、講義とは違った交流の場で
あったことでしょう。

土地家屋調査士業務を中心に！！
平成29年度新会員研修会　受講者３１名

金子会長

髙山業務研修部長

黒田業務研修部理事

中島社会事業部長
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　２日目の最初の講義は大阪法務局民事行政部不動
産登記部門の徳永貞幸次席登記官から「筆界特定制
度について（表示登記を含む）」と題して基調講演が
ありました。
　徳永次席登記官は、まず筆界特定制度を説明され
る前に「法務局の沿革」や「表示に関する登記の変
遷」について、説明されました。  
　昼食休憩後、午後からは昨日に引き続いて業務研
修部の森次裕一理事が「不動産表示登記事務取扱基
準について」から、大阪法務局からの依命通知、筆
界確認書の添付についてなど講義されました。
　しばしの休憩を取りつつ、久保加奈子総務部長が

「大阪土地家屋調査士会会則について」、髙島康弘綱
紀委員長が「綱紀事案とならないために」、佐野紀
夫財務部長が会費の納入を怠るとみなし退会になる
旨や、会員章証紙を貼付しないと３倍の追徴金があ
ることなどを説明されました。 

　最後の休憩をはさみ、大阪土地家屋調査士協同組
合の江川秀樹情報事業部長、公益社団法人大阪公共
嘱託登記土地家屋調査士協会の井之上貢副理事長、
大阪土地家屋調査士政治連盟から加藤幸男会長が各
団体の取り組みについて説明されました。
　特に加藤会長が「土地家屋調査士制度存続のため
には政治連盟への加入は不可欠であり、まだ加入さ
れていない会員はぜひ加入を」とお願いされました。
　最後に松尾賢

まさる

副会長の閉会の辞で２日間の研修会
は無事に終了しました。

　この新会員研修会は平成11年までは３～４日間
大阪会で開催していましたが、平成12年度から大
阪会では２日間、近畿ブロック協議会で２日間行う
ことに変更されました。

　受講生の方々が一日も早く立派な土地家屋調査士
になられ、活躍されることを期待するとともに、休
日にもかかわらずご講義いただきました講師陣や、
業務研修部をはじめとする事前準備等にご尽力いた
だきました皆さま、事務局職員の方に、この誌面を
借りてお礼申し上げます。

　社会事業部では、新会員研修会を終えた受講生か
ら、毎年恒例となっている感想文を寄稿いただいて
おります。社会事業部に届きました感想文（後掲）
を紹介させていただきますので、ご一読ください。

（社会事業部）

十川資料センター運営委員

大阪法務局民事行政部　徳永次席登記官 髙島綱紀委員長

正井社会事業部副部長 藤野業務研修部副部長 佐野財務部長
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大阪土地家屋調査士会　新会員研修会日程表

・第1日目（12月2日・土）
司会：業務研修部・橋本徹也理事

10:00～10:05　 開会の辞・研修の趣旨
　　　　　　　  髙山恒夫業務研修部長

10:05～10:20　講話　　　　　　　金子正俊会長
10:20～12:05　土地家屋調査士の業務について
　　　　　　　　～大阪における調査・測量～

　　　　　　　　　　　　髙山恒夫業務研修部長
藤野充業務研修部副部長

12:05～12:55　昼食
12:55～13:45　 不動産登記規則第93条調査報告書

について
　　　　　　　　　　　黒田成

しげのぶ

宣業務研修部理事
13:45～13:50　休憩
13:50～14:40　社会事業部の役割　

　　　　　　　　　　　中島幸広社会事業部長
　　　　　　　　　　相澤褜

いな

雄
お

社会事業部理事
　　　　　　　　　　川口良仁社会事業部理事

14:40～14:50　休憩
14:50～15:40　資料センターシステムについて

　　　　　　　　十川耕大資料センター運営委員
15:40～15:45　休憩
15:45～17:30　オンライン申請のススメ

　　　　　　正井利明オンライン申請促進委員長
18:00～20:00　懇親会（湖陽樹　谷町店）

　　　　　　　　司会：森次裕一業務研修部理事

於：大阪土地家屋調査士会館 

・第2日目（12月3日・日）
司会：業務研修部・藤野充副部長

10:00～11:45　筆界特定制度について
　　　　　　　  （表示登記を含む）

大阪法務局民事行政部　　　　　　　
不動産登記部門・徳永貞幸次席登記官

11:45～12:35　昼食
12:35～13:25　不動産表示登記事務取扱基準に
　　　　　　　  ついて

　　　　　　　　  　　森次裕一業務研修部理事
13:25～13:30　休憩
13:30～14:15　大阪土地家屋調査士会会則に
　　　　　　　  ついて

久保加奈子総務部長
14:15～14:20　休憩
14:20～15:05　綱紀事案とならないために

　　　　　　　　　　　  　髙島康弘綱紀委員長
15:05～15:25　 会費納入、会員章証紙貼付等注意

事項について
佐野紀夫財務部長

15:25～15:30　休憩
15:30～15:40　協同組合について

大阪土地家屋調査士協同組合
江川秀樹情報事業部長

15:40～16:00　公嘱協会について
（公社）大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会

　　　　　　　　　　　　　　井之上貢副理事長
16:00～16:20　政治連盟について

　　大阪土地家屋調査士政治連盟
加藤幸男会長

16:20～16:25　閉会の辞　　　　    松尾賢
まさる

副会長
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登録番号 支部 会員名 登録番号 支部 会員名 登録番号 支部 会員名

3237 大阪城 藤木　敏次 3300 大阪城 谷　　直樹 3313 大阪城 石元　幸二

3270 三　島 三谷　俊介 3301 堺 下地　経三 3315 三　島 藤谷　博昭

3276 中河内 合田　慶三 3302 南 松本章太郎 3316 北 大石　一平

3283 大阪城 髙草　　明 3303 泉   州 日根　啓助 3318 大阪城 早川　弘員

3285 中河内 武本　隆志 3304 大阪城 中川由起子 3319 大阪城 島田　泰幸

3286 中河内 梅田　正人 3306 豊   能 辻　　大介 3320 北 押村　征治

3295 阪　南 北山　　穣 3307 北河内 水野　貴由 3322 北 中西　茂浩

3296 大阪城 宮﨑　　慶 3308 大阪城 上原　栄二 3323 南 飯野　耕治

3297 中河内 竹田　年男 3309 大阪城 朝倉　　努 3324 豊　能 牧野　晃一

3298 大阪城 成田　　豊 3310 北 神﨑　健介 3325 南 金 光　　 豊

3299 北河内 佐藤　昌枝

平成 29年度　大阪会新会員研修会受講者名簿� （敬称略・登録番号順）
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　　北　支　部　　大石　一平
　今回の新会員研修会では２日間朝から夕方まで
みっちり先輩調査士の先生方の実務についての講習
を受講し、正直疲れましたが、生かせることが多々あ
りましたので、今後の仕事に役立てたいと思います。
　特にオンライン申請の講義が印象的でした。大阪
はオンライン申請の割合が全国の法務局の中でかな
り低いとのこと。資格者代理人であるプロは当然オ
ンラインで申請すべき、との内容には納得いたしま
した。近い将来、完全にオンラインで申請ができる
よう頑張っていきたいと思います。
　また、同じ新人の調査士の方と話す機会もあり、
大変刺激を受けました。
　オンライン申請に限らず、測量や関連法規等の勉
強に励んでいこうと、あらためて決意をする良い
きっかけになりました。
　まずは来年、測量士の試験を受験しようと考えて
います。

　　北　支　部　　押村　征治
　このたびの研修会で講話していただいた先生方に
お礼申し上げます。
　日ごろの業務に役立つ内容ばかりでした。悩んで
いた調査報告書の書き方についても分かりやすく説
明していただき、早くも研修の内容が業務に生かさ
れております。
　研修会後に催していただいた懇親会では、相談で
きそうな仲間もでき、本当に有意義な２日間を過ご
すことができました。
　今後も研修会等に参加し、自己研さんに努めよう
と思います。

　　北　支　部　　中西　茂浩
　私は、平成29年９月に入会させていただきまし
た。十数年前に調査士事務所で短期間ではありまし
たが、勉強・経験を積ませていただき、その後入会
させていただくまで調査士業務から遠ざかっており
ました。
　12月２日（土）と３日（日）の２日間の新会員
研修会講義を受講させていただき、あらためて本
会・支部で行われている研修会に参加し、多くの先
輩調査士の先生方から学ばせていただくことの重要

性を再認識いたしました。
　初日の講義では、業務研修部副部長の藤野充先生
に大阪における調査・測量についてお話しいただき
ました。調査・測量について先輩調査士先生のこれ
までに体験してこられた経験をお話しいただき、本
来は私自身が直接体験しながら時間と経験を積んで
いくものなのでしょうが、先輩調査士先生から直接
講義いただき、大変参考になりました。
　調査報告書については、業務研修部理事の黒田成

しげ

宣
のぶ

先生に講義いただき、先生が実際に行われている
調査報告書について詳しくお話しいただきました。
登記官に詳細かつ明確な調査報告書を提出すること
で互いの時間単縮等につながり、良好な関係の大切
さ、また、本人確認方法でも黒田先生が実際に行わ
れている方法をお話しいただき、大変参考になりま
した。
　オンライン申請では、オンライン申請促進委員会
委員長の正井利明先生に自己が抱える業務の軽減を
含め、オンライン申請の重要性、今後のオンライン
申請について講義いただき、オンラインはもとより
パソコンについてのスキルも今後、自分自身努力が
必要と再認識いたしました。
　社会事業部・資料センター運営委員会・業務研修
部・総務部・綱紀委員会・財務部・協同組合情報事
業部など先輩調査士先生の講義を受講させていただ
き、私自身これからの業務に役立てていきたいと
思っております。

　　南　支　部　　松本　章太郎
　さまざまな講義があり、どれも私にとって大事な
内容であり、これから土地家屋調査士として活動し
ていく上で、糧となり、かつ、戒めとなるものでした。
　研修会を企画いただいた諸先生方ならびに関係者
の方々は、なみなみならぬご尽力をいただいたもの
であると痛感するとともに、厚くお礼申し上げます。
　講義の中で私自身が印象に残ったものとして、髙
島康弘先生の「綱紀事案とならないために」で、ほ
んの少しの気の緩みが身を滅ぼすこととなるという
ことをあらためて認識させられました。
　また、正井利明先生の「オンライン申請のススメ」
では、私の苦手なところではありましたが、仕事を
効率よく、かつ、スピーディーに進める上で、オン

プロ意識を高くもって自己の研さんを
新会員研修会　受講者の感想文
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ライン申請の便利さ、速さ、無理無駄のない作業な
ど、多岐にわたって活用することの重要性を認識さ
せられ、苦手意識を少し緩和することができました。
とにかく失敗を恐れず、チャレンジしていきたいと思
います。
　講義内容もさることながら、２日間共に学んだ参
加者の方々と多くの交流をもてたことは、今後の励
みになりました。
　今回受講したことで多くの経験談や知識、スキル
を学び、さらに多くの方々との交流が私の血となり
肉となり、貴重なものになるよう切磋琢磨し、プロ
意識を高めていきたいと思います。
　あらためまして、研修会を企画いただいた諸先生
方ならびに関係者の方々、そして共に研修を受講さ
れた方々に心から感謝とお礼を申し上げます。あり
がとうございました。

　　南　支　部　　飯野　耕治
　今般の新会員研修会は大変有意義なものとなりま
した。各講師の話は補助者として実務を15年ほど
していた私にとっても、新鮮で勉強になることが多
いものでした。最初に髙山恒夫先生のお話は建物
についてでしたが、ほのぼのとして面白かったで
す。黒田成

しげのぶ

宣先生のお話は特に引き込まれ、ここま
で93条調査報告書について細かく仕上げているの
だなと感心いたしました。できれば見習いたいとこ
ろです。次に特に印象に残ったものは正井利明先生
の「オンライン申請のススメ」です。書面申請をす
るのは素人だから、オンライン申請をしないことは
恥ずかしいことだと知らされました。早急にオンラ
イン申請にしようと身につまされた思いでした。ま
た、自分自身もオンライン申請をはじめ、測量・登
記のプロフェッショナルとして日々最新の情報を入
手し、登記実務の技術を研さんして自分を高めてい
かなければならないと身の引き締まる思いでした。
加藤幸男先生の「政治連盟について」も非常に熱く
語られており、調査士会の裏で非常に熱心に政治に
対して調査士の知名度向上を目指し頑張っていただ
いていることがわかりました。今後も調査士の知名
度向上が期待できると思いました。私たちもそれに
続けるよう努力したいと思いました。また法務局の
立場からは徳永貞幸様が「筆界特定制度について」
をお話しされていましたが、今まで筆界特定制度を
利用したことがなく、文献を読んでもいまひとつピ
ンとこなかったのが、お話しを聴いて具体的にイ
メージがわいてきて、このような案件があればぜひ

提案してみたいと思いました。最後に２日にわたる
新会員研修会ですが、これらの膨大な資料を事前に
ご用意いただく手間や会場での発表など、ものすご
く時間と労力をかけていただき、私たち新人のため
に研修をしていただき、ありがとうございました。
また、１日目の懇親会でも食事をしながらさまざま
な人と親しくなれたのも良かったです。

　　南　支　部　　金光　豊
　私は３年間土地家屋調査士事務所で補助者を経験
した後に調査士登録をしたので、おおよその業務に
ついては理解しているつもりでしたが、やはり土地
家屋調査士の業務は調査にかかる部分が大きく、自
分の中で調査し尽くしているつもりでも、諸先輩方
の調査報告書や、昔の資料の集め方などをお聴き
し、まだまだ足りていない部分があると実感いたし
ました。
　実務以外の部分でも補助者時代にはあまり考えな
かった綱紀事案、公嘱協会、政治連盟の活動等、知
らない分野のお話を聴かせていただき、参考になり
ました。ありがとうございました。

　　阪 南 支 部　　北山　穣
　２日間にわたって有意義な研修会を行ってくだ
さった講師の先生方、役員の皆さま方、職員の皆さ
ま方、大変ありがとうございました。
　私は平成21年度に調査士試験合格後、数年間補
助者として業務に携わってきたので、今更新会員研
修会で何を学べるものかと思っていたのですが、実
際に受講すると、経験豊かな講師の先生から実務的
なことはもちろん、土地家屋調査士本職としての心
構えや倫理観など新たに多くを学ぶことができ、と
ても感謝しています。
　特に93条調査報告書の書き方については自己流
になっており、何が正解か分からないままにやって
いたので、講師の先生の作成方法や考え方を解説い
ただいた講義はとても参考になりました。
　本研修会で学んだことを生かし、土地家屋調査士
としての職責を重んじながら、一つ一つの仕事にこ
れまで以上に真剣に取り組んでいこうと思いました。

　　大阪城支部　　藤木　敏次
　私は平成27年２月の調査士登録ですので、平成
27年・ 28年の新会員研修会を受講できずに平成
29年の受講となりました。
　まず、会場に入り、皆さまスーツにネクタイの方
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し提示しなくても、PDFファイルに電子署名を付与す
るだけでそれが原本として使えるというのです。
　完全オンラインが実現することで時間の短縮と保
存資料のスペース確保ができるようになるので「行
う以外の選択肢はない！」と思いました。
　さらには、この方式が認められるのは土地家屋調
査士、司法書士、弁護士だけというので、これぞま
さにプロ意識の高い資格者のための申請といえるの
ではないでしょうか。
　今までかたくななアナログ思想だったことから、
柔軟な発想でいこうと改心させられた講義でした。
ありがとうございます。

　　大阪城支部　　中川　由起子
　業務時間や休日を割いて研修資料の作成・講習を
していただき、ありがとうございました。 
　頂いた資料や講義の内容等とても興味深く大変勉
強になりました。調査素図や分筆時の税金等につい
ての注意点など、今後の業務の参考にしていきたい
と思います。

　　大阪城支部　　上原　栄二
　このたび、新会員研修会を受講させていただき、
ありがとうございました。日々いろいろな実務に携
わっている中で、諸先輩方や役員の方々の講義を聴
かせていただいて、日々の実務の勉強と自分の苦手
とする分野、そして足りない部分について探求して
いかなければならないと思いました。
　諸先輩方の講義の中でかなり実務に精通されてお
り、一言一言の言葉に感銘を受けた先輩方がおられ
ました。時間的な制約もあり、あまり質問すること
ができませんでしたが、大変充実した講義時間だっ
たと感謝しております。新会員の研修会のみならず
いろいろな分野で実務研修が催されるのをぜひとも
希望いたします。調査士業務はソフト面、ハード面
とも奥深い業務であると日々痛感しているので、知
識と技術の向上のためにもぜひいろいろなテーマで
の研修もよろしくお願いいたします。役員の方々も
日々の業務を抱えながらの講義なのでお疲れだとは
思いますが、その分後輩である私たちは期待に応え
ていきたいと思います。

　　大阪城支部　　朝倉　努
　まずは、２日間にわたり新会員研修会で講義いた
だきました諸先生ならびに関係者の皆さまには感謝
申し上げます。研修内容は興味深いものもあり、大

が多いのにびっくりし、身の引き締まる思いでした。
　講義が始まり、まず調査士の業務ということで三
斜から座標、日本測地系から世界測地系へ、公共基
準点測量の実施を時系列で確認できて良かったです。
　次に調査報告書について、記入例の資料もたくさ
んいただき、非常に参考になりました。特に本人確
認方法での隣接者からの情報で確認するなど、生の
情報を多数いただきありがたいです。
　社会事業部の役割の講義では道路境界確定図の貴
重な資料を添付いただき、今後の業務の参考とさせ
ていただきます。
　その後、オンライン申請・筆界特定・会則・綱紀
粛正とならないために等、熱のこもった講義で刺激
を受けて、今後業務を実践していければと思います。

　　大阪城支部　　成田　豊
　当職は、調査士登録から約１年後に受講となりま
した。それは、有意義なものでした。少しずつなじ
み始めた土地家屋調査士について、講義で業務や環
境を幾分と把握することができました。
　懇親会でも同僚や先輩の素性も分かり、これから
数十年、頑張っていける思いになりました。
　多くの時間を割いていただきました事業担当の先
生方には感謝の思いです。
　末永くどうぞよろしくお願いいたします。

　　大阪城支部　　谷　直樹
　本新会員研修会のオンライン申請促進委員長、正
井利明先生の講義を受講させていただき、オンライ
ン申請の実情と真意をあらためて認識いたしました。
　まず、書面申請は一般の国民が申請をするために
残してある手段であるということ。私たちは不動産登
記のプロである以上、このまま素人と同然の書面申
請でいいのか、と痛感させられることになりました。
　私の申請する登記は、補助者で働いていた当時か
ら建物にかかる登記申請はほぼ皆無で、土地の登記
ばかり申請していました。正直なところ、土地はオ
ンライン、書面で申請してもさして変わりないだろ
うと思っておりました。「地積測量図等の図面保存
の鮮明さぐらいの違いでしょう」くらいの感覚でい
ました。
　しかし、私のその間違った感覚を覆してくれたの
が、平成30年度から始まる「資格者代理人方式（仮）」
でした。運用されると完全オンライン申請が可能に
なります。従って、オンライン申請でも今まで提出
していた委任状、境界確認書類の原本を登記官に対
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たと思います。また、２日目の綱紀事案に関しては
禁止事項・懲戒処分の説明ではなく、調査士として
の心構えを説き、そのようにならないような説明は
前向きであり、納得できるものでありました。私は
今回このように所属会が変わり、研修を受けるのは
久々でありますが、研修を受けることで新たなメン
バー、情報が得られることは、とても有意義なこと
だとあらためて実感しました。

　　大阪城支部　　島田　泰幸
　このたびは新会員研修会に参加させていただき、
ありがとうございました。土地家屋調査士制度の成
り立ち、そして制度の変遷、現状を知ることができ、
大変勉強になりました。筆界特定制度については登
記官のお話を聴くことができ、われわれの資料や測
量の成果が筆界を復元するに足るものである責任と
誇りをもって業務を行っていきたいと思います。ま
た地域それぞれの役所の慣習に違いがあること、先
輩の失敗談が聞けることで、事前に用心することが
できるよう、参考とさせていただきます。オンライ
ン申請でTIF等図面も完全オンラインで申請するこ
とが世の流れであることを聴き、私の事務所も完全
オンラインを行えるよう情報収集し、行動するよう
話を進めることができ、大変ありがたく思っており
ます。お忙しい中、新会員研修会に各先生方のお時
間をいただき、ありがとうございました。今後とも
よろしくお願いいたします。

　　中河内支部　　武本　隆志
　私は土地家屋調査士事務所に補助者として20年
以上勤務しており、また資格を取得したのも20年
前であったため研修会に行くまでの思いというのは
実際のところ、少し面倒くさいなと思っておりまし
た。今更新人でもなければ、業務について特に分か
らないこともなく、聴いていてもただ退屈なだけか
と思っておりました。そのような気持ちの中、この
新会員研修会は始まりました。
　まず最初に驚いたのは、この新会員研修会のため
に12月という忙しい最中、講師の方や調査士の各
役員の方々の数の多さです。私も既に調査士業務を
開始しており、師走の中、土曜日・日曜日と丸２日
間の研修につらさを感じておりましたが、役員の
方々は新会員の研修のために毎年されているのだと
思うと、感謝の気持ちと申し訳ないという気持ちが
同時にわき起こりました。
　それからは気持ちも変わり、せっかくの研修会で

変ためになるものであったと思います。
　その中でも、資料センターの基準点管理システム
は非常に便利で、これからの私たちの業務には必要
不可欠なものと感じました。現在まで利用すること
はなかったのですが、これからは積極的に活用した
いと思います。また、オンライン申請も今後どんど
ん便利に進化していくようで、私たちも柔軟に対応
していかなければ生き残っていけないと考えさせら
れました。
　今回の研修会に参加し、得たこと・感じたことを
これからの業務に生かしていけるよう頑張っていき
たいと思います。

　　大阪城支部　　石元　幸二
　今回、このような新会員研修会という場で、準備
や講師等として携わっていただいた方々に対して、貴
重な時間を割いていただき、またいろいろなお話し
を聴かせていただき、誠にありがとうございました。
　私自身、言い訳とも取れるようなことですが、日
常に追われてしまうような状況で、なかなか業務に
まつわる知識の習得に到底及ばないといった現実に
あります。
　そのような中で、今回の研修に参加させていただ
き、２日間という時間を費やして率直な感想を言う
と、とても意味のあるものとは思えませんでした。
貴重な時間と費用を使い、習得したものは自分自身
には見当たらず、また、誰かのためになったのであれ
ばと思いますが、そういうものとも理解できません。
　会費の行く末がこのような状況かということを考
えると気が重くなり、新会員研修会という名目だけ
が際立っていたような気がします。
　今後、どのような変化を伴ってこの業界が進んで
いくのかよく分かりませんが、その方向性に理解が
もてることを望みます。

　　大阪城支部　　早川　弘員
　大阪土地家屋調査士会新会員研修会への出席につ
いて、私は以前にも愛知県土地家屋調査士会で研修
を受けており、新会員研修会は２回目となります。
２日間の研修は、１日目は主に仕事を進めていく上
での技術面で必要な内容、２日目はこれからの調査
士の在り方、方向性、運営の内容でした。１日目の
内容では、特に（１）大阪における調査・測量（２）
社会事業部の役割（３）オンライン申請のススメ等
で、先生方の失敗談、経験談および必要性を説明し
ていただき、とても興味深く丁寧で分かりやすかっ
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あるならば、少しでも何か自分にとって役に立つこ
とは吸収しようと講義を真剣に聴くようになりまし
た。おかげさまで、分かっているつもりでも少し異
なることや、そう思っていたけれど、違っていた等
の新たな発見をさせていただき、すごくためになり
ました。そうはいっても途中、少し眠たくなるよう
な場面もありましたけれど、先に述べたように今回
の研修のために先輩調査士の先生方が同じ時間を費
やして講義してくれていることを思えば苦もありま
せんでした。
　そういう気持ちであらためて見直してみると、土
地家屋調査士会が何のために存在して、どういうこ
とのために運営されているのかが理解できるように
なりました。夜の懇親会では思い切り食べて飲ん
で、楽しく過ごさせていただきました。次の日の午
前中は二日酔いで地獄でしたが。
　今回の新会員研修会のためにいろいろと尽力して
いただいた役員ならびに先輩調査士の先生方にあら
ためて感謝の気持ちを込めて、ありがとうございま
した。

　　中河内支部　　梅田　正人　
　最初は面倒くさいなあ！という思いしかありませ
んでした。しかし、研修が進むにつれ、自分がやっ
てきた20年の補助者生活では気付かなかったことが
いろいろあり、おのずと耳を傾けるようになりました。
　先輩会員の失敗談やこれから調査士としてやって
いくための心構え等、なるほど！というためになる
話もたくさんありました。そして一番心に残ったの
は、この研修が先輩会員の方々の手づくりであると
いう点でした。資料作りから運営まですべての関係
者様に感謝いたします。
　本当にありがとうございました。

　　中河内支部　　竹田　年男
　初めに、本研修会にご尽力をいただいた諸先生
方、ありがとうございました。
　そして、本研修会の感想としてはなまじ補助者歴
が長いこともあり、複雑な心境でありましたが、諸
先輩方の経験談・失敗談などをお聴きすることがで
きたのはやはりありがたかったです。
　また、調査報告書の例等も見せていただき、今ま
で自分では丁寧に作成しているつもりでしたが、い
ろいろ気付くことがありましたので、良い収穫とな
りました。通常、自分以外の先生の調査報告書など
見ることができないですから、やはりこの研修会

あってのことだと思いました。
　その他は、オンライン申請促進委員会委員長の正
井利明先生の情熱と労力には敬服いたしました。
　大阪はオンライン率が最下位ということですが、
やはり全会員が積極的に取り組んでいくべき課題だ
なと思いました。

　　堺　支　部　　下地　経三
　今回の研修に出席することで、業務研修部の方々
をはじめ、さまざまな部や委員会の方が役割を担っ
て調査士会の組織が構築され、その調査士会の会員
として組織に身を置くことの意義をあらためて感じ
ました。
　２日間の研修を受講して、調査士として業務をし
ていく上で、調査士法第２条の職責についてもっと
深く追求する必要があると思いました。実務上のこ
とはもちろん多くを学ぶことができましたが、講師
の皆さまが話される内容の根本には、この職責につ
いての考え方や意識・知識が前提であるということ
を知りました。
　また、新会員研修会で知り合った方とも休憩時間
や懇親会で多くの話をすることで仲良くなれる、と
いうことも喜びでした。日ごろからこのような研修
等の行事を運営していただき、調査士会には感謝
し、今後も土地家屋調査士としての品位・職責を深
める努力をしたいと思います。

　　泉 州 支 部　　日根　啓助
　まず、ご多忙のところ、２日間にわたり、新会員
研修会の講義をしてくださいました諸先生方に深く
感謝申し上げます。
　また、資料作成等、当日に至るまでの事前準備を
していただきましたこと、重ねてお礼申し上げます。
　私は、今回の新会員研修会を受講させていただい
た中で一番感じたことは、本職としてのプロ意識の
高さでした。不動産の取引の安全と円滑に資するこ
とを目的としている以上、プロとして法令はもちろ
んのこと、実務上での不動産表示登記事務取扱基準
等をうまく使いこなすことの重要性をあらためて感
じた所存です。登記手続等いろいろな分野について
の講義を受講させていただき、今まで消極に解して
いた部分を積極に解することに何ら問題ないように
感じた部分も多々あり、大変有意義な２日間を過ご
させていただきました。
　登記制度について、現在は電子申請が主流となっ
ており、今の時代の土地家屋調査士として、法務省
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が考えている方針に対し、しっかりと向き合ってい
く必要性をあらためて感じた所存です。その他、筆
界特定制度について、測量方法について、境界立会
等の際に行う本人確認方法についての社会通念上の
考え方、会則遵守、政治連盟があることの重要性等、
さまざまなお話を聴かせていただき、身の引き締ま
る思いです。
　私は、まだまだ年齢も若く、何事も未熟者であり、
諸先生方のように立派な土地家屋調査士になれるの
かという懸念は、当然のことながらあります。
　しかし、日々法令および実務の学習を怠らずに何
事も日々精進して、一歩ずつ一歩ずつ近付いていき
たいと思っておりますので、今後とも何とぞよろし
くお願いいたします。

　　三 島 支 部　　三谷　俊介
　新会員研修会は、自分と同じ土地家屋調査士の仲
間と会え、横のつながりを作ることができ、講義で
は先輩土地家屋調査士の方々からいろいろなお話し
が聴け、勉強になる貴重な会であると感じました。
　私は司法書士も兼業、勤務経験もあり、司法書士
の同期の仲間や、前の職場の仲間も出席していまし
たので、昔話なども楽しみの一つでした。
　１日目の講義で印象に残ったのは「オンライン申
請のススメ」という講義でした。私はオンライン申
請を積極的に使用しているので、この講義でオンラ
イン申請の方法を学ぶということはなかったのです
が、印象としてはまだまだ紙申請をしている土地家
屋調査士は多いのだと思いました。講義中に紙申請
は「素人申請」といっておりましたが、まさにそのと
おりだと思いました。昔のやり方である紙申請ばか
りを行い、現在のシステムであるオンライン申請を
学ぼうとしないというのは、土地家屋調査士として
業務を行う気がないのではないかと感じました。

　２日目の印象は「綱紀事案とならないために」と
いう講義でした。土地家屋調査士は名板貸しが多い
ということに衝撃を受けました。また、測量士との
業務の境目がいまだに不明確であり、補助者が行っ
て良い業務と本職が行って良い業務が司法書士ほど
はっきり分かれておらず、綱紀委員長のお話しを聴
くかぎり、土地家屋調査士の補助者制度は廃止して
しまった方がいいのではないかと思いました。
　最後に、私は業務も行っているのですごく勉強に
なりましたが、本当の新人には用語の説明からして
あげないと分からないことだらけだったと思いま
す。新会員研修会はなかなか出席できなかったので
すが、研修に参加してとても勉強になり、親睦も深
まりました。
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土地家屋調査士制度と土地家屋調査士会の将来
平成29年度　近畿ブロック新人研修

　平成30年１月20日（土）、21日（日）の２日間
にわたり、平成29年度近畿ブロック新人研修が大
阪市住之江区の「ホテルコスモスクエア国際交流セ
ンター」で開催されました。
　初日は、沢弘幸近畿ブロック協議会会長の開会の
挨拶の後、午前中は岡田潤一郎日本土地家屋調査士
会連合会会長が「土地家屋調査士制度と土地家屋調
査士会の将来」と題して講義されました。
　昼食休憩をはさみ、午後からは髙島康弘大阪土地
家屋調査士会元総務部理事が「戸籍謄本等職務上請
求書の取扱いについて」、大阪土地家屋調査士会の
会員でもある山脇優子日本土地家屋調査士会連合会
筆界特定制度推進委員が「境界紛争における土地家
屋調査士の役割」、鈴木修宮城県土地家屋調査士会
名誉会長が「調査士の事務所経営と報酬の考え方に
ついて」、それぞれ講義された後、土地家屋調査士
国民年金基金からは中林邦友代議員（大阪土地家
屋調査士会副会長）が国民年金基金の説明をされ
ました。
　初日の最後の講義は加藤幸男大阪土地家屋調査士
政治連盟会長が政治連盟について説明されると、初
日のスケジュールは終了しました。

　その後、ほとんどの受講生が疲労困ぱいの中、お
楽しみの懇親会へと続きました。懇親会会場では名
刺交換等をする中で、熱く将来の調査士像を語られ
る方、疲れをいやすためにひらすら食べて飲んでい
る方、展望が良い会場だったので夜景を楽しんでい
る方等十人十色でしたが、楽しいひとときを過ごし
ました。受講生の方とお話しする中で、登録した
25年前を少し思い出しました。調査士には希望があ

り、未来があり、そんなことは当然のことだと思って
おりました。2日間を振り返り、当時には戻れません
が、気持ちだけは初心に返ろうと思った次第です。
　懇親会終了後は、近畿ブロック各会長からのカン
パで別室で二次会。本音で話し合い、質問し、質問
に答える場面があちらこちらでありました。時間を
忘れ、日付が変わるころまで語り合い、２日目の講
義もあるので、各自部屋に戻り、就寝となりました。
　２日目の午前中前半は土地家屋調査士会員必携等
について、DVDによる講義。皆、遅刻することな
く会場に集合し、受講されました。昨日の疲れもな
いようで、居眠りする人もなく、DVD講義は終了
しました。午前の後半および午後からは吉崎英司日
本土地家屋調査士会連合会調測要領委員から「調
査・測量実施要領」の講義が行われました。
　途中休憩をはさむものの、合計４時間40分の講
義でしたが、皆が真剣に受講されているのが印象的
でした。そのような姿を拝見していますと、調査士
の未来も安泰だと確信しました。
　長い長い２日間がいよいよ終了となりました。
　最後に金子正俊近畿ブロック協議会副会長（大阪
土地家屋調査士会会長）から受講生に修了証書が交
付され、皆すがすがしい顔をされて帰路につきまし
た。
　新人研修受講生の皆さま、お疲れさまでした。今
後のご活躍をお祈り申し上げます。　
　担当役員・講師の先生方、大変ありがとうござい
ました。

（業務研修部長・髙山恒夫）

沢近ブロ会長

岡田日調連会長



第329号 15平成30年４月

第１日目（１月20日・土）
総合司会：滋賀会・西村和洋研究部長

10:00～10:10 　開会挨拶　　  沢弘幸近ブロ会長
10:10～12:10 　 土地家屋調査士制度と土地家屋

調査士会の将来
日調連・岡田潤一郎会長

12:10～13:00 　昼食
13:00～14:00 　 戸籍謄本等職務上請求書の取扱

いについて
大阪会・髙島康弘元総務部理事

14:00～14:10 　休憩
14:10～16:10 　 境界紛争における土地家屋調査

士の役割
日調連・山脇優子筆界特定制度推進委員

16:10～16:20 　休憩
16:20～18:20 　 調査士の事務所経営と報酬の考

え方について
宮城会・鈴木修名誉会長

18:20～18:30 　休憩
18:30～18:45 　調査士国民年金基金について

国民年金基金・中林邦友代議員
18:45～19:00　 政治連盟について

大調政連・加藤幸男会長
19:00～ 　　　　懇親会

司会：和歌山会・嶌村拓滋研修部長

山脇日調連筆特推進委員

中林代議員

修了証書を金子会長から受け取る大阪会の辻会員

第２日目（１月21日・日）
総合司会：京都会・中島昌行研修部長

  8:30～  8:40　 案内
 8:40～10:10 　 土地家屋調査士会員必携・会員心得

ＤＶＤ
10:10～10:20 　休憩
10:20～11:10 　不動産登記法及び関係法令

　　　　　　　　ＤＶＤ
11:10～11:20 　休憩
11:20～12:20 　調査・測量実施要領（通則）

日調連・吉崎英司調測要領委員
12:20～13:20 　休憩
13:20～16:10 　 調査・測量実施要領（通則）（実務・

技術編）
日調連・吉崎英司調測要領委員

16:10～16:30 　休憩・アンケート記入・回収
16:30～16:40 　終了セレモニー（修了証書授与）

金子正俊近ブロ副会長

近畿ブロック新人研修　２日間の日程
於：ホテルコスモスクエア国際交流センター

懇親会で親睦を深めて
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　平成29年度新会員研修会は、平成29年12月２日
（土）、３日（日）の両日にわたり、大阪会新会員研
修会、平成30年１月20日（土）、21日（日）の２
日間、大阪市住之江区南港の「ホテルコスモスクエ
ア国際交流センター」で近畿ブロック新人研修が開
催され、大阪会研修会には31名が、近ブロの研修
には大阪会から22名が受講しました。
　以下は、両研修会を受講・修了された皆さまの名
簿です。双方の修了者の中には、平成28年度に片
方だけの研修を修了された方も含みます。

（カッコ内は支部、敬称略）

◇大阪会・近ブロとも修了者　（24名）
大石　一平（　北　）　　押村　征治（　北　）　
中西　茂浩（　北　）　　松本章太郎（　南　）　
飯野　耕治（　南　）　　金光　　豊（　南　）　
北山　　穣（阪　南）　　藤木　敏次（大阪城）
成田　　豊（大阪城）　　谷　　直樹（大阪城）　
中川由起子（大阪城）　　上原　栄二（大阪城）　
朝倉　　努（大阪城）　　石元　幸二（大阪城）　
武本　隆志（中河内）　　梅田　正人（中河内）　
佐藤　昌枝（北河内）　　水野　貴由（北河内）　
辻　　大介（豊　能）　　牧野　晃一（豊　能）　
下地　経三（　堺　）　　日根　啓助（泉　州）　
三谷　俊介（三　島）　　藤谷　博昭（三　島）

◇大阪会のみの修了者（７名）
髙草　　明（　北　）　　神﨑　健介（　北　）　　
宮﨑　　慶（大阪城）　　早川　弘員（大阪城）
島田　泰幸（大阪城）　　合田　慶三（中河内）
竹田　年男（中河内）　　　　

◇近ブロのみの修了者（６名）
田中　正二（　北　）　　轟　　博晶（大阪城）　　
品川　雅裕（北河内）　　前田　雅久（北河内）　　
杉本　勇次（三　島）　　佐々木年郎（三　島）　

　以上の会員のうち、藤木敏次会員は平成26年度、
武本隆志会員、梅田正人会員、成田豊会員、佐藤昌
枝会員、谷直樹会員、下地経三会員、松本章太郎会
員は平成28年度に近ブロ研修会を修了しています。
　早川弘員会員、島田泰幸会員、柏野研三会員、中
原俊二会員は近ブロ研修会を免除、中村厚志会員、
柴田了会員、藤田英二会員は大阪会研修会・近ブロ
研修会とも免除されています。

新会員研修会受講修了者名簿

平成30年度 第80回定時総会のお知らせ平成30年度 第80回定時総会のお知らせ
日　時：平成30年５月25日（金）午後１時開催予定　　　　　　
場　所：太閤園（大阪市都島区網島町９－１０）　　　　　　　　

　　　　・ＪＲ東西線「大阪城北詰」駅３号出口から徒歩約１分

　　　　　　・地下鉄長堀鶴見緑地線「京橋」駅２番出口から徒歩約５分

　・京阪電鉄「京橋」駅（片町口）から徒歩約７分

　　 ＴＥＬ：０６－６３５６－１１１０（代）　　　　　
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　平成29年11月18日（土）午後１時30分から５
時まで大阪土地家屋調査士会館４階会議室で、産学
交流学術研究委員会が本役員任期中に立ち上げない
ことが決定されたことで社会事業部が担当し、外部
講師養成講座を開講しました。まず、金子正俊会長
から寄付講座の必要性等を含めた挨拶があり、その
後『伝える！伝わる！プレゼンテーション技術』の題
で社会事業部正井利明副部長が講義されました。
　講義の合間には質問タイムがあり「講義を持ち時
間で終了させるには？」という質問に対しては「リ
ハーサルを３回以上行っている」と、また「緊張し
ないためにはどうしているのか？」という質問に対
しては「まず受講者が会場に入る前に会場に入り、
入ってきた受講者と話をして知らない人でも知って
いる人という感覚をもつことで緊張感をほぐしてい
る」と答えていました。
　本会が行っている寄付講座は各大学の評価が高い
ことから、講師増員等で今回のような講座が必要と
なります。寄付講座は土地家屋調査士の認知度を高
めるとともに土地家屋調査士試験を受験される大学
生が一人でも多く増えればと思いながら、本会の広
報活動の一環として行っています。

　今後社会事業部といたしましては、今回の講座の
ビデオ研修や第２回の外部講師養成講座も検討して
おります。若い会員の皆さまは自分を磨くために、
古参会員の皆さまは土地家屋調査士業務を伝承する
ために、寄付講座の講師を考えてみてはいかがで
しょうか？ そのためにも一度本講座に参加いただ
ければ幸いです。
　なお、当日の出席者は大阪会19名、京都会４名、
滋賀会１名、兵庫会１名でした。

（社会事業部理事・相澤褜
いな

雄
お

）

平成29年度第1回外部講師養成講座の続報
　諸事情により平成29年11月18日（土）実施の外
部講師養成講座に参加できなかったという複数の会
員の方から同講座の録画ビデオを視聴したいとの要
望が社会事業部に寄せられました。
　社会事業部会で検討した結果、録画ビデオデー
夕、講座で使用のテキス卜およびスライド資料等を
期間限定（平成29年12月30日から翌30年１月31
日まで）で公開するとともに澪標ネットの掲示板上
で視聴希望者を募り、クラウドストレージサービス
から録画ビデオデータ等をダウンロードしていただ

今年は社会事業部が外部講師養成講座を開催
伝える！伝わる！プレゼンテーション技術
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く方式で、時間と場所を選ばずに自主的に学習して
いただくという実験的な取り組みを実施しました。
　この自主学習プログラムの呼び掛けに対して、
40名の会員から視聴の申し込みがあり、13名の会
員から視聴後の報告書を提出していただきました。
　社会事業部では、会員の皆さまからのご要望がご
ざいましたら、今後も同様の方法で一人でも多くの
会員の皆さまに研修会受講の機会を提供していきた
いと考えています。

　この実験的な取り組みに対して、多くの会員が積
極的に参加されましたこと、非常にうれしく思いま
す。ありがとうございました。

（社会事業部副部長・正井利明）

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。
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　大阪土地家屋調査士会は、大阪市旭区にある大阪
工業大学で初めての寄付講座を開講しました。当
初、社会事業部内では次年度以降に寄付講座を開講
できるように準備していこうとの思惑をもっていた
ところ、大学側の好意（実は同大学では本会会員が
非常勤講師として測量学について講座をもってお
り、あらかじめ土地家屋調査士について理解を得
ていたことも一因となって）で第１回を平成29年
12月22日（金）、第２回を平成30年１月19日（金）
の２回にわたり、講義を行う機会を得ました。

第１回
　今回の寄付講座は、社会事業部から推薦を受け、
金子正俊会長から講師委嘱を受けた正井利明社会事
業部副部長が「都市デザインと境界確定～都市デザ
インを生かすも殺すも境界次第～」をテーマに①不
動産の概要を理解する②境界の概要を理解する③
筆界の重要性を理解する④土地家屋調査士の仕事
について理解するという講義到達目標で第１回目の
講義を行いました。
　立命館大学や和歌山大学でも寄付講座講師を務
め、本会の外部講師養成講座やオンライン申請研修
会でも講師を引き受ける正井講師のこと、さぞかし
慣れたものかと思いきや、少し緊張の面持ち（それ
は最初の５分ほどで、その後は落ち着いた表情で講
義する様子はやはり慣れたものでしたが）で午前
11時から10名の受講生を前に90分間の講義を務め
ました。
　講義後に受講生から回収したアンケートの結果で
すが、土地家屋調査士について10名中６名が「全
く知らない」、残りの４名も「聞いたことがある」
もしくは「ぼんやりと知っていた」というものでし
た。このような若者の皆さんに土地家屋調査士とい
う国家資格者とその仕事の一端を紹介する機会を得
たことは、この寄付講座の目的である広報活動につ
いて、成果を挙げたと思います。

（社会事業部理事・川口良仁）

第２回
　今回も前回同様、正井講師が「見えない権利の見
える化～学校では教えてくれない不動産登記制度の
仕組みと役割～」というテーマで、前回講義のアン
ケート内の質問に関する説明を行い、引き続き①物
権の概要②所有権の公示方法（動産・不動産の違い）
③筆界の重要性④表示に関する登記の重要性、これ
らについて90分の講義を行いました。
　講義の後、別室で担当の山口行一准教授とお話
をさせていただき、次年度の講座について「学生
への周知期間・学内試験の時期等を考慮し、10月
ごろから３講義程度開講していただきたい」とおっ
しゃっていただき、インターンシップの受入れにつ
いてもお話をさせていただき、大阪工業大学での初
めての寄付講座は無事終了いたしました。

　社会事業部では次年度の大阪工業大学の寄付講座
の講師を募集する予定としております。
　我こそはとお思いの会員の皆さまからのご応募を
お待ちしております。

（社会事業部長・中島幸広）

大阪工業大学で初めての寄付講座開講！！
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　平成29年12月22日（金）午前10時から大阪法
務局で平成29年度土地家屋調査士試験合格証書交
付式が大阪法務局管内合格者総数61名のうち33名
の出席で開催されました。
　大阪法務局からは堀内龍也民事行政部長、中谷勝
彦同部民事行政調査官、脇本佳昭同部総務課長が出
席され、大阪土地家屋調査士会からは金子正俊会
長、久保加奈子総務部長、柳井原学事務局次長と当
職が出席しました。

　開会互礼、出席者の紹介に続き、中谷部長から出
席者代表に合格証書を交付された後、ご挨拶があ
り、金子会長挨拶で閉会互礼となり、合格証書交付
式は終了しました。

　その後、出席者全員に合格証書が交付され、柳井
原次長が調査士会への入会案内の説明をし、午前
11時過ぎに散会しました。

大阪管内では61名が難関を突破
平成２９年度　調査士試験合格証書交付式

大阪法務局　堀内民事行政部長

金子会長
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　平成29年度土地家屋調査士試験は筆記試験が８
月20日（日）、口述試験が11月16日（木）に行わ
れました。出願者数は5,837名、うち4,600名が受
験、合格者は400名（男374名・93.5%、女26名・
6.5%）でした。合格者の平均年齢は40.23歳、最
低年齢20歳、最高年齢71歳でした。

（社会事業部長・中島幸広）

大阪管内の調査士試験合格者
（敬称略・受験番号順）

　久保　克之　　　太田　有亮　　　 島　泰之
　金本　美鈴　　　中村　文彦　　　玉田　春信
　藤本　一郎　　　武内　　航　　　岡田　　篤
　谷渕　大輔　　　長谷部　優　　　金　　哲二
　髙田　昌生　　　和多田　修　　　加 　悠希

　大城　安弘　　　井上　彰仁　　　原田　敬司
　杉本　勇次　　　黑川　義敬　　　吉岡　秀幸
　一幡　貴司　　　金　　允基　　　田中　正二
　林　　秀穂　　　宮地　昭典　　　金山　攝郎
　大西　博司　　　角　　紀章　　　坂口裕一朗
　穴水　英孝　　　前田　雅久　　　久下　俊行
　佐々木年郎　　　有川　貴宏　　　戸野谷伸夫
　村上　大介　　　岡崎　靖雄　　　真見　一樹
　山下　政彦　　　坪井　宏敏　　　中島　雪絵
　新海　圭太　　　藤本　貴之　　　田淵　雄太
　橋本　広宣　　　井原　　徹　　　森知　哲也
　漆原　一登　　　田路　一太　　　岡田　　啓
　新橋美佐子　　　藤尾　　学　　　平山　征二
　矢野　敬典　　　王子谷純平　　　佐藤　太郎
　松下　晃己　　　逢坂　敏裕　　　遠藤　修弘
　髙橋　広樹

第13回専門家による
合同市民無料相談会開催

境界問題に関する相談など６件に対応

　平成29年12月８日（金）正午から午後４時まで、
大阪市中央区の「大阪市立中央区民センター」で「第
13回専門家による合同市民無料相談会」が開催さ
れました。
　この相談会は、大阪自由業団体連絡協議会が大阪
府の後援を得て大阪市との共催で開催されるもの
で、大阪府下で活動する９つの専門家団体が一堂に
会してあらゆる相談事案にワンストップで応じると
いう、利用者にとっては極めて利便性の高い企画と
して毎年開催されています。参加者は午前11時20
分に会場に集合でしたが、私が会場に到着したとこ

ろ、既に当番会の弁護士会の方たちで会場の設営は
ほぼ終わっており、土地家屋調査士会の相談員たち
にはＧブースが割り当てられ、その場所に案内され
ました。
　そして午前11時40分ごろに橋口玲座長（大阪弁
護士会副会長）からの挨拶等があり、いよいよ相談
準備も大詰めです。正午前には相談者が三々五々会
場にやってきて相談票への記入を始めていました。
　定刻の時間が近づくと一部の相談がフライング気
味で始まり、相談者は次々と相談ブースへと案内さ
れていきました。それまで静かだったホール全体に
相談者とそれに応じる専門家のやり取りがざわめき
となって広がっていきました。相談を終えた方々
が、皆さんとても満足そうな様子で会場を後にして
いたのが印象的でした。土地家屋調査士に関する相
談を受けた方々には複数のパンフレットとノベルティ
グッズの豪華詰め合わせがもれなく配布されました。
　相談会は午後４時に終了し、参加者全員で会場の
後片付けと撤収作業を行いました。終始和気あいあ
いとした雰囲気の中で作業が行われていました。
　午後５時からは会場を移し、懇親会が盛大に開催
されました。懇親会の挨拶の中では、本日の相談者
が34組であった旨が報告されました。その中で私
たち土地家屋調査士に関係した相談は６件あり、非
常に高い比率であったと思います。それから約２時
間半、濃密な懇親が行われ、次回当番会の近畿税理
士会佐藤裕之氏（大阪府第２支部連合会会長）の一調査士会のブース
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　ここ数日に比べ気温が下がり、曇り空で寒い中、
平成30年１月10日（水）本戎の午後３時から４時
ごろまで南支部恒例の今宮戎外部広報活動を行いま
した。平日の夕方だったこともあり、例年に比べる
と人出が少なかったように思いました。
　場所は昨年と同じ、南海電鉄「今宮戎」駅と大阪
市営地下鉄「大国町」駅とを結ぶ国道25号線の中
間地点にある関西電力難波営業所前の歩道で行いま
した。
　本会から松尾賢

まさる

副会長、中島幸広社会事業部長、
正井利明社会事業部副部長にお越しいただき、当支
部からは平日にもかかわらず会員11名および会員
家族にご参加いただき、黄色い法被を着て、皆でノ
ベルティグッズを配りました。
　今年のノベルティグッズは一昨年も配った調査士
会名入り黒一色のサラサラ書けるボ－ルペンと三色
ボールペンです。
　ボールペンを配り始めると、会員も配り慣れてい
るのと会員家族の協力もあり、毎年配布している数
と同数のボールペンがあっという間になくなりまし
た。今回は少々物足りなく感じましたので、来年度
はもっと配る数を増やしてはどうかと思いました。

　「あっ、これええやつや」「なんでこんなんもらえ
るの？」と毎年受け取った方から言われます。
　今回はそのようなお声をいつも以上に多く頂きま
した。そのたびに「これは土地家屋調査士のＰＲで
行っています」と答えました。無言で受け取っても
らうより、このように少しでもお話ができるとやは
りうれしいものです。充実感の中、広報活動を終
え、今宮戎を後にし、今回は場所を移動して難波の
居酒屋で新年会を開催しました。そこでしばし食事
と歓談を楽しみ、今年も無事に過ごせるよう、また
来年も外部広報活動を行えるよう祈念して散会しま
した。おかげさまで今年も滞りなく終了しました。
　ご協力いただいた会員の皆さま、誠にありがとう
ございました。

（社会事業担当副支部長・眞砂誠司）

今年も無事に終了、恒例の十日戎に参加！！
本会社会事業部もお手伝い　南支部外部広報活動

本締めで、懇親会はお開きとなりました。
　今回の合同相談会に参加して、不動産の表示に関
する相談（特に土地境界問題が関係する相談）のニー
ズの高さをあらためて実感するとともに、広報活動

の難しさも実感させていただきました。一人でも多
くの方に相談に来ていただけるように、今後も知恵
を絞りながら取り組んでいきたいと思いました。

（社会事業部副部長・正井利明）



第329号 23平成30年４月

　平成30年２月３日（土）節分です。今日も快晴。
　宝探しをメインとした測量体験では、グラウンド
での開催が必須です。屋外でできなくては楽しさも
半減してしまいます。体験指導員（土地家屋調査士）
の日ごろの行い？が良いのか、本当に今まで一度も
雨が降りませんでした。今回も子どもたちの良い笑
顔が見られそうです。本会から社会事業部の正井利
明副部長と川口良仁理事にお越しいただき、私の同
期で豊能支部の吉田孝信先生、阪南支部の吉沢淳之
介先生にも見学に来ていただきました。他支部の方
にも興味をもってもらえてうれしいかぎりです。少
しでも調査士の広報につながれば幸いです。
　午前８時30分、小学校に到着。今から１時間も
すれば子どもたちが学校にやってきてしまいます。
指導員担当の支部会員たちは５つの班に分かれて急
いで宝箱を埋め始めます。この事業に携わってきた
私からすれば、指導員一人ひとりで埋める場所が十
人十色で面白いです。目印（例えば、木や鉄棒な
ど）の近くに埋める人もいれば、全く何もないとこ
ろに埋める人もいます。それぞれ自分なりのこだわ
りがあるのでしょう。測量体験は今年度で４年目に
なりますが、回数は10回を超えています。指導員
たちも熟練の手際の良さであっという間に宝箱を埋
め、手づくり器械で測量していきます。そして、そ
の測量結果を白紙の紙に記載していきます。宝の地
図の完成です。A点からB点をバックにスタートし、
C点を探し出す。次にC点に移動し、A点をバック
に埋めた宝箱を探し出すといったものです。宝箱は
亡失した境界杭、宝の地図が地積測量図といったと
ころでしょうか。実務の測設作業と同じ方式です。
これまたさまざまな味のある５枚の宝の地図が完成
し、準備万端です。

　午前９時30分、子どもたちが集まってきました。
まずは教室で紙芝居ですが、子どもたちの人数が少
ない！ 20名ほど･･･。どうやらインフルエンザが
猛威をふるっているとのことで非常に残念ですが、
一班減らすことにしました。私の班が埋めた宝箱は
永久に掘り起こされないことに･･･（後でちゃんと
回収しましたが）。
　気を取り直して紙芝居を行います。紙芝居はオリ
ジナルキャラクター『とちのこぞう』と一緒に境界
紛争を解決する土地家屋調査士の活躍を見学し、境
界杭の大切さ（じめんのボタン）を知っていくとい
う内容になっています。われわれの業務内容を知っ
てもらい、その技術で宝箱を探そうという企画で
す。今回は一人の指導員から「北河内支部のキャラ
クター『とちねこ』が宝の地図を見つける設定はど
うか」との提案がありましたので、急きょ採用しやっ
てみることにしました。紙芝居が終わったころドン
ドンと扉をたたく音がしたら『とちねこ』が宝の地
図を掲げながら入ってきます。子どもたちのテン
ションは一気に最高潮に達しました。見事大ウケ。
今後も使っていくと思います（笑）
　さて、いよいよグラウンドでの宝探しです。各班
それぞれ地図を頼りに、手づくり器械とエスロン
テープを駆使しながら探していきます。各自スコッ
プで掘り出し、カツンと何かに当たると一気にクラ
イマックスです。『あったー』と大きな声が響きわ
たります。見つけた宝箱の中には『くいのすけ』ス
トラップ（支部会員手づくり）が入っており、子ど
もたちにそのままプレゼントします。このときの子
どもたちの笑顔はいつ見ても最高です。
　最後に、保護者向けの業務内容リーフレットと本
会のノベルティグッズ『アニメジャー』『ボールペ

今年で４年目、小学生に測量実習
北河内支部外部広報活動
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ン』をプレゼントし、この日の体験も事故もなく無
事に実施できました。いつの日か、大人になった彼
らと業務で出会い『くいのすけ知ってる。昔、測量

体験したよ』なんて言葉が聞けたら良いなと思いま
す。それまで頑張って現役でいよう（笑）

（社会事業担当副支部長・今村健太郎）
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支部の枠を越え、親睦を深める
堺・南河内支部合同親睦ボウリング大会開催！！

　堺・南河内支部合同親睦ボウリング大会が平成
30年２月17日（土）午後６時から堺市堺区戎島町
の「ラウンドワンスタジアム堺駅前店」で開催され、
両支部から合計34名（参加資格は本職・補助者・
従業員およびその家族）の方が参加しました。
　両支部では、２年前の平成28年２月にも合同の
ボウリング大会を開催していますが、平成31年４
月の支部合併を前に、さらに親睦を深めることを目
的として企画されました。
　開始前、堺支部の深井邦仁支部長と南河内支部の
桧山一

ひと

志
し

支部長の挨拶、始球式の後、参加者は２ゲー
ムのトータルスコアにハンディを加えた点数を成績
として豪華賞品獲得を目指し、白熱したゲームが展
開されましたが、堺支部の中島純一会員がハンディ
など全く不要、スクラッチトータル437点という好
成績を収め、優勝しました。

 

　競技終了後は、場所を「魚太郎三国ケ丘店」内に
移して表彰式兼懇親会が行われ、厚生部からは多く
の参加者に当たるよう、特別賞、飛び賞等が多数用
意され、普段の実力を発揮できなかった方も笑顔で
賞品を受け取り、支部の枠を越えて交流の場を設け
ることができました。
　ご参加いただいた皆さま、お疲れさまでした。ご
準備いただいた厚生部の皆さん、ありがとうござい
ました。

（社会事業部理事・川口良仁）

桧山支部長（左）と深井支部長（右）

優勝の中島会員
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支部改編に伴う諸規程・規則等が一部改正されました

　平成29年11月29日（水）の第６回理事会で産学交流学術研究委員会規則と筆界調査委員推薦規程の一部、
平成30年１月23日（火）の第７回理事会で役員等選任規程、総会運営規則、会長表彰候補者の推薦内規および
澪標ネット運営委員会規則の一部の改正が提案され、それぞれの期日から施行されます。

産学交流学術研究委員会規則　新旧対照表

第16条
（新設）

第16条�　産学委員会が設置されないときは、産学
委員会の役割は社会事業部が担い、本規則
の条文は必要に応じて「産学委員会」を「社
会事業部」等に適宜読み替えるものとする。

附則
（施行期日）
　この規則の改正は、平成29年11月29日から施行
する。

改　　正　　前 改　　正　　後

筆界調査委員推薦規程　新旧対照表

（趣旨）
第１条 　この規程は、不動産登記法（平成16年法

律第123号）第127条の筆界調査委員につい
て、大阪法務局長から大阪土地家屋調査士会

（以下、本会という。）へ推薦依頼があった場
合、その推薦に関して必要な事項を定める。

（推薦委員会）
第２条 　本会会長は、前条事務に当たらせるため、

筆界調査委員推薦委員会（以下、「委員会」
という。）を、速やかに設置する。

　２．委員会は前条に関する一切の事務を行い、本
　　会会員の中から筆界調査委員候補者を選考のう
　　え会長に報告し、会長は速やかに大阪法務局長
　　に被推薦者名簿を提出する。
　３．委員会は、前項被推薦者名簿を理事会に報告
　　する。
　４．委員会は、第２項及び第３項の手続の終了を
　　もって解散する。

（趣旨）
第１条 　この規程は、不動産登記法（平成16年法

律第123号）第127条の筆界調査委員につい
て、その推薦に関して必要な事項を定める。

（推薦委員会）
第２条 　本会会長は、前条事務に当たらせるため、

筆界調査委員推薦委員会（以下、「委員会」
という。）を、設置する。

　２．（同左）

　３．（同左）

　４．（削除）

改　　正　　前 改　　正　　後
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（構成員）
第３条　委員会は、次の各号の者で構成する。
　　（１）会長が指名した副会長
　　（２）常任理事
　　（３）綱紀委員長
　　（４）筆界特定制度推進委員長
　２ ．会長が指名した副会長１名が委員会の長を務

め、委員会を代表する。

附則
（施行期日）
　本規程は平成19年10月11日から施行する。

（施行期日）
　本規程第３条の変更は、平成21年10月21日から
施行する。

（施行期日）
　本規程第３条第１項、第５条第２項の変更は、平
成23年10月３日から施行する。

（施行期日）
　本規程第５条第３項の変更は、平成23年11月28
日から施行する。

（施行期日）
　本規程第３条第１項、第５条第２項、第３項の改
正は、平成25年11月５日から施行する。

（施行期日）
　本規程第３条第１項、第５条第４項の改正は、平
成26年９月３日から施行する。

（構成員）
第３条　委員会は、次の各号の者で構成する。
　　（１）会長が指名した副会長
　　（２）会長が指名した常任理事
　　（３）綱紀委員長
　　（４）筆界特定制度推進委員会委員長
　２．（同左）

　３．委員の任期は会則第32条の規定を準用する。

附　則
（施行期日）
　本規程第１条の変更、第２条第１項の変更、同条
第４項の削除、第３条第１項第２号及び第４号の変
更、同条第３項の新設は、平成29年12月１日から
施行する。
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役員等選任規程　新旧対照表

第１章　　総則

（選任する役員等の数）
第３条�　規則第２条により選任する役員等の数は次

による。
　　　 　但し、基準とする会員数は４月１日現在と

する。
　１.　副会長の数　　 　　　　　　　　　３人
　２.　理事の数　  ４月１日現在の支部定数
　　　　　　　　　による数

　　　　 支部会員120人以上の支部　３人　　
　　　60人以上、119人以内の支部　２人　　
　　　　　　　　　59人以内の支部　１人　　

　　　　但し、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、選任できる理事の数は、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.　監事の数　　　　　　　　　　　　３人
　４.　綱紀委員の数　　　　　　　各支部１人

第２章　　選挙管理委員会

（委員会の組成）
第４条�　規則第７条による選挙管理委員会（以下「委

員会」という。）は、本会役委員以外の会員
から各支部１名、100名を超える支部にあっ
ては、２名をもって組織する。

　　　　なお、補助委員数名を置くことができる。

第１章　　総則

（選任する役員等の数）
第３条　�（同左）
　

　１.　�（同左）
　２.　理事の数　  ４月１日現在の支部定数
　　　　　　　　　による数

　　　　支部会員150人以上の支部　４人　　
　　100人以上、149人以内の支部　３人　　
　　　　　　　　  99人以内の支部　２人　　

　　　　但し、支部状況により３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、選任できる理事の数は、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.　�（同左）
　４.　綱紀委員の数　　　　　　

100人以上の支部　２人　　
99人以内の支部　１人　　

第２章　　選挙管理委員会

（委員会の組成）
第４条�　規則第７条による選挙管理委員会（以下「委

員会」という。）は、本会役委員以外の会員
から各支部２人をもって組織する。

　　　　なお、補助委員数名を置くことができる。

附　則
（施行期日）
　この規程の第３条第２項、同第４項、また、第
４条第１項の改正は平成31年４月１日から施行
する。

改　　正　　前 改　　正　　後
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総会運営規則　新旧対照表

第３章　　議事運営委員会

（議事運営委員会の組織）
第56条�　運営委員会は会員のなかから各支部毎に

１人宛選出された者をもって組織する。　
　なお、選出された委員が欠けたときは、各
支部はその補充をすることができる。

第３章　　議事運営委員会

（議事運営委員会の組織）
第56条�　運営委員会は会員のなかから各支部２人
　　　 宛選出された者をもって組織する。
　　　 　なお、選出された委員が欠けたときは、各

支部はその補充をすることができる。

附　則
（施行期日）
　この規則の第56条の改正は平成31年４月１日
から施行する。

改　　正　　前 改　　正　　後

会長表彰候補者の推薦内規　新旧対照表

（被表彰者）
第１
　１．会員として次の各号の１に該当する者で、誠
　　実に業務を行い、他の模範となる者。
　　（１）本会会員として10年以上在籍の者
　　（２） 本会役委員又は支部役員として、次にか

かげる期間在任したる者
　　　　イ.本会役委員  ４年以上
　　　　ロ.正・副・支部長 ６年以上
　　　　ハ.その他の支部役員 ６年以上
　２．選考にあたっては、当該候補者の本・支部研
　　修会等への出席、会に対する協力度、適正業務
　　の遂行などを参考とする。
　３．被推薦者の数は、原則として支部会員の数が
　　４月１日現在において、100名以下の支部に
　　あっては１人とし、100名を超える支部にあっ
　　ては２名とする。
　　　ただし、記念表彰及び特別表彰については、
　　別途協議するものとする。

（被表彰者）
第１　
　１．（同左）

　２．（同左）

　３．被推薦者の数は、各支部２人までとする。
　　　ただし、記念表彰及び特別表彰については、
　　別途協議するものとする。

附　則
（施行期日）
　この内規の第１の第３項の改正は平成31年４月
１日から施行する。

改　　正　　前 改　　正　　後
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澪標ネット運営委員会規則　新旧対照表

（委員の選任）
第３条�　委員は総務担当副会長（１名）、理事会構

成員から２名以上、会員の中から選任される
委員若干名によって構成し、会長が理事会の
承認を得て委嘱する。

（委員会の構成）
第�５条　委員の数は15名以内とする。
　２．委員会に委員長１名、副委員長２名以内を置
　　く。
　３．委員長は総務担当副会長が就任し、副委員長
　　は委員長の指名による。
　４．委員長は委員の中からシステムの管理者を数
　　名選任する。
　５．委員長は副委員長を長とする小委員会を設置
　　することができる。

（委員の選任）
第３条�　委員は理事会構成員から２名以上、会員の

中から選任される委員若干名によって構成
し、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

（委員会の構成）
第５条　委員の数は７名以内とする。
　２．（同左）
　３．委員長は委員が互選し、副委員長は委員長の
　　指名による。
　４．（同左）

　５．（同左）

附　則
（施行期日）
　この規則は平成30年１月23日から施行する。

改　　正　　前 改　　正　　後
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理事を対象とした研修会を開催
　平成29年11月16日（木）大阪市中央区の大阪府
立労働センター ｢エル・おおさか｣ で、午後６時か
らの理事会に引き続き、当協会横山幸一郎理事長を
講師として、研修会を開催いたしました。
　公嘱協会の沿革から始まり、公益法人の要件、ガ
バナンス、コンプライアンスと多岐にわたり、研修
させていただきました。横山理事長の得意とする
分野ですが、一番の目的は理事の義務と責任ではな
かったでしょうか。力の入った研修会でありました。

新年互礼会を開催
　平成30年１月12日（金）午後６時から大阪市中
央区の大阪キャッスルホテル ｢錦城閣｣ で新年互礼
会を開催いたしました。
　来賓として、大阪土地家屋調査士会会長金子正俊
様、大阪土地家屋調査士政治連盟副会長中島宗德
様、大阪土地家屋調査士協同組合副理事長辰巳好数
様にご臨席賜りました。 

　来賓の方々から新年のご挨拶をいただき、また出
席者の方々との歓談で終始にぎやかな雰囲気の中、
盛会のうちに閉会となりました。

＊  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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＜全国青年土地家屋調査士大会�in�岩手＞
　毎年恒例となっている全国青年土地家屋調査士大
会。第14回大会は平成29年11月18日（土）に岩
手で開催されました。

　大会は基調講演を２部構成とし、まずは前日に行
われた震災復興をテーマとしたバスツアーの概要報
告から始まり、その後、震災以降の活動が報告され
ました。続いて、寶金敏明先生のケース研究として、
境界紛争の実例をテーマに筆界の認定および境界紛
争の実務対応の仕方について皆で議論しました。
　その後、お楽しみの懇親会が開催され、さんさ踊
りの実演やわんこそば大会などが行われ、大いに盛
り上がりました。懇親会では恒例の各単位会からの
自己紹介があり、大阪会からは10名参加しました。
大会には全国から約200名の調査士が参集し、今年
度も盛会裏に終了しました。次年度は、岐阜での開
催が決定しています。

＜今年度、青調会で進めている二つの事業＞
①大阪府下各行政資料（情報）収集のまとめ
②測量支援システムの研究・構築
　①につきましては、ほとんどの収集作業が完了
し、まとめの作業に入っており、完成次第公表して
いく予定です。②につきましては、来年度の実施を

大阪青年土地家屋調査士会だより
目指し、ただ今システム構築のテスト段階に入りま
した。会員にとって有益なものとなるよう試行錯誤
しております。

≪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/

　年明けには新年会を行い、仲間との親交を深めま
した。また、同好会の中では、ゴルフ同好会が初め
てのラウンドを行いました。調査士の未来について
共に考える、支部を越えた仲間づくりができると思
います。ぜひ会員になって、みんなで調査士を盛り
上げていきましょう。

（広報部・奥田祐次）
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■ブルゾン（1554）　　組合員価格4,483円（税別）

サイズ S M L LL ３L ４L ５L ６L
胸廻 108 112 116 120 124 128 134 142
肩巾 44 46 48 50 52 54 56 60

  

 
カラー：コン、ディープネイビー、サックス
　　　　ミストグリーン、シルバーグレイ

■スラックス（1556）  組合員価格3,233円（税別）
■レディーススラックス（1557）

  組合員価格2,904円（税別）

 

カラー：コン、ディープネイビー、サックス
　　　　ミストグリーン、シルバーグレイ

大阪土地家屋調査士協同組合だより

■ブルゾン（A-4451）　組合員価格3,432円（税別）
■スラックス（A-4455）組合員価格2,575円（税別）

サイズ SS S M L LL EL 4L 5L
胸廻 108 112 116 120 124 128 134 142
肩巾 44 46 48 50 52 54 56 60
袖丈 51 53 55 57 59 60 60 61
着丈 60 62 64 66 68 70 70 72

サイズ 70 ～ 120
股下 80 （スラックス）

カラー：ライトベージュ、フレスコグリーン、
　　　　シルバースパーダ

■制電半袖ポロシャツ（AZ50005）
組合員価格3,091円（税別）

サイズ SS S M L LL EL 4L 5L
胸囲 82 88 98 106 112 120 128 136
袖丈 37 39 45 47 48 50 50 51
着丈 58 60 68 73 74 75 75 75

カラー：ホワイト、グレー、ブルー
　　　　サックス、ネイビー

桐マーク入り夏用作業着の斡旋
　組合では夏用の作業着として、桐マーク入りブル
ゾン・スラックス・制電半袖ポロシャツ・Tシャツ
を斡旋しています。
　ブルゾン、ポロシャツ・Tシャツには、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円税別）。

1556
サイズ S M L LL ３L ４L ５L ６L

ウエスト 66-
74

72-
80

78-
88

86-
96

94-
104

102-
112

110-
120

118-
128

1557
サイズ S M L LL ３L ４L ５L ６L

ウエスト 57-
62

62-
67

67-
72

72-
80

80-
88

88-
96

96-
104

104-
112

ヒップ 95 100 105 110 118 126 134 142
股下 72
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■ドライポロシャツ（MS3114）
組合員価格1,600円（税別）

カラー：ホワイト、ブラック、ロイヤルブルー
　　　　（その他の色はお問合せください）

■デオドラントTシャツ（MS1140）
組合員価格1,500円（税別）

 カラー：ホワイト、ブラック、ロイヤルブルー
　　　　（その他の色はお問合せください）

■ウインドブレイカー（AZ-2202）
組合員価格２,280円（税別）

 カラー：ホワイト、ブラック、ネイビー

・申込方法　　 申込書（協同組合にあります）に必
要事項記入の上、FAX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　　　

（送料は購入者負担です）
・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　　① 厚手の生地（秋・冬用）も用意で

きます（夏物と若干色が異なりま
す）。

　　　　　　　② 裾上げ作業も可能です（＋300円
税別）。一番上（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別合計額に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
合までお問合せください。
　また、色やサイズなどは協同組合のホームページ
でご確認いただけます。
http://www.chosashi-coop.net/sagyounatsu.html
申込書のダウンロード
http://www.chosashi-coop.net/mousikomi-sagyougi

　　 総　務　部  からのお知らせ

　平成29年８月１日から平成30年１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
豊　能 牧野　晃一 06 － 6398 － 9853

南 金光　　豊 06 － 4963 － 3812
大阪城 北川　　務 06 － 4790 － 4750

北 押村　征治 06 － 6446 － 1601

　　平成30年１月31日現在
　　　　　　　組合員総数　　　 ８４７名
　　　　　　　本会会員数　　１,０２２名

サイズ GS GM GL S M L LL ３L ４L ５L
身丈 59 62 64 65 68 71 74 77 80 83
身幅 41 44 47 47 50 53 56 60 64 68
肩幅 34 35 37 41 42 43 45 49 51 54
袖丈 18 19 19 19 20 21 22 23 24 25

サイズ XS S M L LL ３L
身丈 65 67 68 71 72 73
身幅 46 48 50 52 54 56
肩幅 38 39 41 42 44 46
袖丈 20 21 21 21 22 23

サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L 6L
着丈 63 66 69 72 75 78 78 80 80
桁丈 80 83 86 88 90 92 92 94 96
胸廻 102 106 112 118 124 130 136 142 148
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　現在、三島支部管内茨木市で大都市型地図整備作
業が進行しています。対象地域は長年問題となって
いた「耕地整理地域」を含み、この作業で将来のこ
の地域特有の「地図と現地との不整合」を解決する
非常に公益性の高い成果が期待されています。
　この作業は公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家
屋調査士協会が受託し、三島支部内の若い調査士を
中心に多数の会員が関与し、それぞれの糧ともなっ
ております。
　実はこの作業は、大阪土地家屋調査士政治連盟の
法務省への働き掛けで、特にこの茨木地区を選んだ
経緯があることをご存じの会員は少ないと思います。
　政治連盟といっても、特定の政治家と蜜月な付き
合いをしているわけではありません。制度について
理解のある政治家・政党を公平に選定し、土地家屋
調査士の制度を後援いただく土地家屋調査士議員連
盟を組織いただき、これらの議員連盟に定期的な調
査士制度の勉強会の開催や、調査士制度の問題の共
有をお願いし、調査士制度の保護や拡大をお願いし
ています。
　政治連盟はこういった地道な活動とともに、政治
家との関係を保つための各種パーティーへの出席、
選挙時への応援などを行っています。
　政治家は選挙でその立場を固めます。ここで重要
なのがその活動を支援する各種政治連盟への加入率
です。政治家は土地家屋調査士制度に支援いただく
前提として、選挙への影響力を計るために政治連盟
への加入率を強く意識します。この加入率を上げる
ことが政治家に「土地家屋調査士を応援すれば自分
へもメリットがある」というモチベーションにつな
がります。加入率は非常に重要なバロメーターなの
です。

　大阪土地家屋調査士会会員の政治連盟への加入率
は残念ながら50％に足りていません。この数字で
すと議員連盟の政治家の皆さんも土地家屋調査士制
度の保護や拡大に通じる政治活動の意欲につながら
ないのです。
　政治連盟に未加入の会員の皆さまには、この点を
よく考えて入会をご検討いただけないでしょうか。
政治連盟に入会したとしても即、選挙の応援や政治
家のパーティーへの出席をお願いするわけではありま
せん。まずは加入率の向上と政治連盟活動の礎とな
る会費収入の分担をお願いするだけです。１年に１万
円が高いかどうか？ ご自身にご自問いただきたい。
　土地家屋調査士制度の将来とご自身の未来に対
する投資であることをご理解いただきたいと考え
ます。

（広報部）

大阪土地家屋調査士政治連盟だより

政治連盟の活動は調査士制度の将来を担う
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事務所変更（ 19 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

道　川　俊　輔 ３１２１ 阪南 阪南 29・12・ ５
〒558-0011　大阪市住吉区苅田二丁目16番10号
　　　☎06－6692－4066　 06－6693－6637

辰　巳　好　数 ２５２０ 大阪城 大阪城 29・12・14
〒541-0053　大阪市中央区本町一丁目７番１号　
　　　　　　　　三星本町ビル４Ｆ
　　　☎06－6266－3766　 06－6266－3785

伊　藤　善　昭 ２８８７ 大阪城 大阪城 29・12・14
〒541-0053　大阪市中央区本町一丁目７番１号　
　　　　　　　　三星本町ビル４Ｆ
　　　☎06－6266－3766　 06－6266－3785

会　員　異　動　（Ｈ30・3・1現在）

入　会　者（ 10 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

杉　本　勇　次 ３３２６ 三島 30・２・ １ 〒565-0851　吹田市千里山西６丁目29番115号
　　　☎06－7182－5378　 050－3488－3786

中　原　俊　二 ３３２７ 北 30・２・ １
〒532-0003　大阪市淀川区宮原５丁目１番28号　
　　　　　　　　新大阪八千代ビル別館４階
　　　☎06－6391－5821　 06－6391－5822

佐々木　年　郎 ３３２８ 三島 30・２・ １ 〒567-0802　茨木市総持寺駅前町５-35
　　　☎072－645－5060　 072－645－5060

前　田　雅　久 ３３２９ 北河内 30・２・ １
〒572-0836　寝屋川市木田町３番26-105号　
　　　　　　　　土地家屋調査士法人コクド
　　　☎072－381－8630　 072－381－8631

田　中　正　二 ３３３０ 北 30・２・ １ 
〒533-0014　大阪市東淀川区豊新３丁目25番18号　
　　　　　　　　（株）淀川アクテス内
　　　☎090－7102－4104　 06－6328－0808

漆　原　一　登 ３３３１ 堺 30・２・13 〒599-8103　堺市東区菩提町４丁174番地６
　　　☎072－287－5118　 072－287－5280

土　肥　伸　之 ３３３２ 北河内 30・３・ １ 〒573-0065　枚方市出口２丁目19番５-412号
　　　☎090－6973－0314

住　友　孝　臣 ３３３３ 堺 30・３・ １
〒599-8237　堺市中区深井水池町3227番地８
　　　　　　　（旭総合事務所内）
　　　☎072－270－3861　 072－270－3862

山　田　貴　志 ３３３４ 堺 30・３・ １
〒599-8237　堺市中区深井水池町3227番地８
　　　　　　　　旭総合事務所内
　　　☎072－270－3861　 072－270－3862

武　内　恒　行 ３３３５ 北河内 30・３・ １
〒570-0028　守口市本町一丁目６番13号
　　　　　　　　守口駅前ビル603号室
　　　☎06－6993－1180　 06－6993－1181



37第329号平成30年４月

黒　岡　純　二 ２８５４ 大阪城 大阪城 29・12・21
〒540-0012　大阪市中央区谷町一丁目４番３号　
　　　　　　　　ＡＣＮ天満橋ビル６Ｆ
　　　☎06－6941－7345　 06－6941－2292

金　子　友　紀 ３２７１ 大阪城 大阪城 29・12・21
〒540-0012　大阪市中央区谷町一丁目４番３号　
　　　　　　　　ＡＣＮ天満橋ビル６Ｆ
　　　☎06－6941－7345　 06－6941－2292

山　田　直　樹 ２６００ 三島 三島 29・12・25
〒569-0823　高槻市芝生町一丁目64番３号
　　　☎072－679－2075　 072－679－2076

乾　　　聖　司 ３１０９ 大阪城 大阪城 29・12・25
〒540-0037　大阪市中央区内平野町一丁目２番９-
　　　　　　　　203号
　　　☎090－1966－4086　 06－7162－2642

赤　松　　　隆 ３２５６ 北 北 30・１・ ５
〒552-0003　大阪市港区磯路２丁目15番２号　
　　　　　　　　三和事務所
　　　☎06－6574－0106　 06－6571－3446

中　西　　　統 １８０５ 大阪城 大阪城 30・１・1１
〒536-0006　大阪市城東区野江三丁目６番７号
　　　☎06－6933－6839　 06－6933－9115

灘　本　純　弥 ３２８４ 北 北 30・１・1１
〒530-0001　大阪市北区梅田一丁目１番3-1500号
　　　　　　　　大阪駅前第３ビル15階
　　　☎06－6455－7717　 06－6455－8666

髙　草　　　明 ３２８３ 大阪城 北 30・１・1１
〒553-0003　大阪市福島区福島五丁目１番７号　
　　　　　　　　西梅田ビル10階
　　　☎06－4707－1400　 06－4707－1401

兵　頭　聖　貴 ３１９２ 大阪城 大阪城 30・１・15
〒540-0038　大阪市中央区内淡路町一丁目３番13号
　　　☎06－6941－3396　 06－6947－0890

盛　岡　　　寛 ２８８９ 中河内 中河内 30・１・23
〒577-0831　東大阪市俊徳町四丁目１番20-305号
　　　☎06－6723－6645　 06－6723－6646

金　子　友　紀 ３２７１ 大阪城 大阪城 30・１・24 葵法人に加入

江　川　秀　樹 ３０１８ 中河内 中河内 30・２・ ８
〒581-0817　八尾市久宝園３-７-201
　　　☎072－992－6668　 072－951－0085

井　上　直　次 １８４２ 阪南 阪南 30・２・13
〒546-0044　大阪市東住吉区北田辺６丁目16番２号　
　　　　　　　　ユニオンビル601号
　　　☎06－6623－2166　 06－6628－3670

川　島　政　樹 ３２７３ 泉州 泉州 30・２・13
〒596-0053　岸和田市沼町30番８号　
　　　　　　　　エビスビル402号
　　　☎072－493－3537　 072－493－3538

前　田　雅　久 ３３２９ 北河内 北河内 30・２・27 法人コクドに加入

北　川　貞　司 ２６３２ 北河内 北河内 30・３・ １
〒572-0836　寝屋川市木田町３番26-105号　
　　　☎072－381－8630　 072－381－8631
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退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ ９名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

舞　弓　直　樹 ３２３５ 天王寺 29・12・20 長　期　休　業

菱　井　　　豊 ２０６２ 中河内 29・12・22 業　務　廃　止

阿　部　宏　造 ２５６０ 中河内 29・12・22 業　務　廃　止

関　　　健　三 ２２５５ 南河内 30・１・  ２          死　亡

吉　田　佳　司 ２１１５ 南 30・１・１0 京　都　会　へ

奥須賀　昭　剛 １５９８ 天王寺 30・１・１0 死　亡

佐　藤　福　素 ２８５９ 大阪城 30・１・１5 業　務　廃　止

中　山　敬一郎 １６５７ 北 30・２・27 業　務　廃　止

浦　田　　　修 １８８５ 南河内 30・２・27 業　務　廃　止

常駐する社員の変更及び社員の脱退　　（１法人）

名　　　称 法人登録番号 支　部 社員・会員登録番号

土地家屋調査士法人
エスアールパートナーズ

12－0013
C018

大阪城

佐藤　福素　２８５９
（社員の脱退）

兵頭　聖貴　３１９２
（社員の脱退）

解　　散　　等　　（１法人）

名　　　称 法人登録番号 支　部 社員・会員登録番号

土地家屋調査士法人
林事務所

12－0014－
12－0021

C052
北 灘本　純弥　３２８４

（法人の退会）

法　人　事　務　所　会　員　関　係

登　録　事　務　所　変　更　　（ ２ 法人）

名　　　称 法　　人
登録番号 支　部 社　　員・

会員登録番号

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）

土地家屋調査士法人
ＡＳＵＫＡ

12-0028
C041

大阪城
辰巳　好数２５２０
伊藤　善昭２８８７

主　〒541-0053
大阪市中央区本町一丁目７番１号
☎06－6266－3766　 06－6266－3785

土地家屋調査士法人
林事務所

12-0014
C019

北 髙草　　明３２８３

主　〒553-0003
大阪市福島区福島五丁目１番７号　
西梅田ビル10階
☎06－4707－1400　 06－4707－1401
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第１３回常任理事会

　平成29年11月29日（水）午後３時から本会３階役
員室で第13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６回理事会の運営について
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第６回理事会の運営について
②制度対策委員会について

①平成30年年賀状送付先について

第１４回常任理事会

　平成29年12月15日（金）午後３時から本会３階役
員室で第14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、寄付講座講師など次の各事項
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平成30年新年のご挨拶について
②平成30年年賀状送付先について
③横断幕作成について

①各種行事への出席者の確認について
②寄付講座講師について
③ 境界問題相談センターおおさか弁護士運営委員に

ついて
④大阪工業大学寄付講座講師について
⑤会則一部変更について
⑥支部改編に伴う諸規則等の整備について

①資料センター内のパソコンの管理について
②境界問題相談センターおおさかの担当について
③共済規則の改正について

④理事の補充選任について
⑤高齢会員に対する会費減額措置について

第１５回常任理事会

　平成30年を迎えて最初となる第15回常任理事会
が１月11日（木）午後４時から本会３階役員室で開
催され、各部などからの報告事項に続き、第７回理
事会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重点施策について
②期末監査会、名誉役員会の開催について

①各種行事への出席者の確認について
②第７回理事会について
③ 境界問題相談センターおおさか弁護士相談員候補

者、調停員候補者の推薦について
④澪標ネット掲示板の名称変更について

①大阪土地家屋調査士会の組織について
②澪標ネット運営委員会規則の変更について
③ＵＴＭの導入について
④支部長会議との意見交換会の開催について
⑤資料センターＰＣの持ち出しについて

第１６回常任理事会

　平成30年１月23日（火）午後３時から本会３階役
員室で第16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、平成31年度(第81回)の定時
総会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澪標ネット掲示板の設定について
②本会第80回定時総会懇親会へのご協力について
③各単位会の会報誌および会員への事務連絡について
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①各種行事への出席者の確認について
②第７回理事会の運営について

①平成31年度（第81回）の定時総会について

第5回理事会

　平成29年９月27日（水）午後４時から本会４階会
議室で第５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、次の各事項が協議された。

①第１号議案　支部改編について
　［提案理由］　 平成28年度第６回理事会の第１号

議案として、支部の改編が審議さ
れ、７支部に改編することが承認さ
れたところであるが、８月31日付
けをもって支部長会議から建議書が
提出されたため、常任理事会で協議
した結果、あらためて８支部案を提
案する。

　　　［結果］　次回理事会での審議事項とする。
②第２号議案　 支部改編に伴う諸規則・諸規程の整

備について
　［提案理由］　 支部改編を進めるにあたって、会則

および諸規則・諸規程の整備が必要
なことから、これらの改定を提案する。

　　　［結果］　 次回理事会での審議事項とする。
③第３号議案　 支部規則モデルの改定について
　［提案理由］　 平成28年度第６回理事会の第１号

議案として、支部の改編が審議さ
れ、７支部に改編することが承認さ
れたところであるが、それに伴い大
阪土地家屋調査士会支部規則モデル
について検討し成案を得たので改定
を提案する。

　　　［結果］　 協議事項から審議事項とすることに
ついて全会一致で承認された。軽微
な字句修正については会長一任とす
ることを含めて、全会一致で承認さ
れた。

④第４号議案　 ４階会議室ワイヤレスマイク設備新
規購入について

　［提案理由］　 ４階会議室のワイヤレスマイク設備
について、既設のアンプ、ワイヤレ
スマイクが経年劣化による故障、破
損しており、総務部で検討した結
果、ユニペックス株式会社製のワイ
ヤレスマイク設備の新規購入費用
648,700円（ 税 込700,596円 ） を
会館基金特別会計の会館修繕費予算
100万円からの支出を提案する。

　　　　　　　※ 見積額：金700,596円＜予算額：
金1,000,000円（ 会 館 修 繕 費 ＜
会館基金特別会計）

　　　［結果］　 協議事項から審議事項とすることに
ついて全会一致で承認され、全会一
致で承認された。

　　　　　　　 今後、対応が必要な修繕が発生した
場合、予算内で行うものについては
総務部で十分な審議をした上、理事
会で報告するようにさせていただく。

⑤第５号議案　 ＡＤＲ規則規程取扱マニュアル増刷
について

　［提案理由］　 本件マニュアルは新入会員に配布し
ているところであるが、在庫がない
ため一部会員には配布未了であり、
今後も新入会員に配布ができないた
め、増刷を提案する。なお、予算に
ついては、広報・広告費から支出す
る予定である。

　　　　　　　※ 見積額：金324,000円＜予算額：
金700,000円（ 広 報・ 広 告 費 ＜
境界問題相談センターおおさか特
別会計）

　　　［結果］　 協議事項から審議事項とすることに
ついて全会一致で承認され、全会一
致で承認された。

⑥第６号議案　 外部広報について
　［提案理由］　 広報活動は即効性を求めるものでは

なく、長期的な視野に立ち実施して
いくべきものであるため、谷町四丁
目駅看板広告および毎日新聞月極広
告につき、契約を更新して継続する
ことを提案する。

　　　　　　　※ 見 積 額： 金812,160円 ＋ 金500,
　　　　　　　　 000円＜予算額：金2,824,560円
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（対外ＰＲ費＜広報活動費＜事業費）
　　　［結果］　 協議事項から審議事項とすることに

ついて全会一致で承認され、全会一
致で承認された。

⑦第７号議案　 ノベルティグッズについて
　［提案理由］　 各支部において、積極的に外部広報

に協力していただいており、支部
長会議に確認したところ、アニメ
ジャーが人気であるとの意見があ
る。アニメジャーについては、アニ
メジャー本体が現在製造されておら
ず在庫限りであるため、ノベルティ
グッズ作製の予算の範囲内で1,800
個を発注することを提案する。な
お、予算については対外ＰＲ費から
支出する予定である。

　　　　　　　※ 見 積 額： 金300,000円 ＜ 予 算 残
額： 金2,824,560円（ 対 外 Ｐ Ｒ
費＜広報活動費＜事業費）

　　　［結果］　 協議事項から審議事項とすることに
ついて全会一致で承認され、全会一
致で承認された。

⑧第８号議案　 制度対策委員会の設置について
　［提案理由］　 綱紀事案、非調事案が関連する調査

士会として対応すべき大きな事案が
発生しており、その対応について制
度対策委員会を設置して対応したい
と考えている。緊急な対応が必要な
ので、審議事項として取り上げ、委
員会の設置を審議いただきたい。

　　　［結果］　 審議事項として協議することについ
て全会一致で承認され、委員会の設
置、委員について常任理事会に一任
することが、全会一致で承認された。

　この後、監事からの意見等があり、閉会した。

◇　　　12　　　月　　　◇

１日 ・  制度対策委員会打ち合わせ（会館）
　　 ・  オンライン申請研修会③（堺市産業振興セ

ンター）正井オンライン申請促進委員長、
垣花同副委員長

　　 ・  大阪地方裁判所裁判（弁論期日）傍聴（大
阪地方裁判所）松本副会長、芳多制度対策
委員長、雨宮（敏）同委員

２日 ・  新会員研修会（３日も、会館）
　　 ・  社会事業部会（会館）
４日 ・  大阪工業大学逢坂氏と面談（大阪工業大学）

正井社会事業部副部長
５日 ・  賠償損害補償制度紛争処理委員会（会館）
　　 ・  制度対策委員会（会館）
　　 ・  土地法制について日調連来会（会館）佐古

会員
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙

山（恒）相談員
　　 ・  三会会長懇談会（東京会会館）金子会長、

松尾副会長
６日 ・  業務研修部会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森

次相談員
　　 ・  長崎会平成29年度第３回研修会（アルカディ

ア大村コンベンションホール）正井講師
７日 ・財務部会（会館）
　　 ・  日本弁理士会近畿支部との意見交換会（会館）

金子会長、中島社会事業部長、正井副部長、
井手下・川口各同部理事

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）與
倉相談員

　　 ・  大阪工業大学山口准教授との打ち合わせ（大
阪工業大学）中島部長、正井副部長

８日 ・  第13回専門家による合同市民無料相談会（大
阪市立中央区民センター）中林副会長、中
島部長、正井副部長、井手下・川口各理事

11日 ・  日本マンション学会公開シンポジウム（大
阪市立大学文化交流センター）正井副部長

12日 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西
田（修）相談員

　　 ・  制度対策委員事案調査（寝屋川市）
13日 ・  綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）黒
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田（成）相談員
14日 ・  筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安

岐相談員
　　 ・  近ブロ総務部会・支部長会議議長等交流会（滋

賀会会館）久保総務部長、加藤（眞）支部
長会議議長

15日 ・  常任理事会（会館）
　　 ・  紛議調停委員会期日（会館）
　　 ・  正副総会議（会館）
　　 ・  大阪市マンション管理支援機構第２回協議

会・第８回常任委員会（大阪市立住まい情
報センター）藤野業務研修部副部長、正井
副部長

16日 ・  京都会第５回研修会（京都会会館）正井委員長
18日 ・  入会面談（会館）
　　 ・  総務部会（会館）
19日 ・ 制度対策委員会（会館）
　　 ・  協同組合部長会（会館）佐野財務部長
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆

相談員
　　 ・  民間総合調停センター広報・研修部会（大

阪弁護士会）
　　 ・  支部改編による堺・南河内支部合同会議（堺

市・夕和）
20日 ・ 大阪法務局無料登記相談（法務局本局）橋

本（徹）相談員
21日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原相談員
　　 ・  土地家屋調査士調査情報保全管理システム

「調査士カルテＭＡＰ」の説明会（京都会会

館）髙山（恒）業務研修部長
22日 ・ 近ブロ正副会長会議（会館）金子会長
　　 ・  大阪工業大学寄付講座第１講（大阪工業大学）

正井副部長、川口理事
　　 ・  平成29年度土地家屋調査士試験合格証書交

付式（法務局本局）金子会長、久保・中島
各部長

　　 ・  支部長会議（大阪市北区・ゆめふく）
25日 ・ 制度対策委員会打ち合わせ（会館）松本副

会長、芳多委員長
　　 ・  （近ブロ）立命館大学寄付講座準備会議（立

命館大学大阪いばらきキャンパス）正井・
加藤（充）各講師

26日 ・ 資料センター運営委員会（会館）
　　 ・  境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）守

屋相談員
　　 ・  近ブロ新人研修会場打ち合わせ（ホテルコス

モスクエア国際交流センター）松尾副会長
　　 ・  大規模災害に備えた「基準点・境界の管理

と情報共有について学習・講演会」（大阪府
庁咲洲庁舎）神前・森資料センター運営委
員会各委員、山田（貴）社会事業部副部長

27日 ・ 近畿大学寄付講座講師会議（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）奥

田（祐）相談員
　　 ・  財務省近畿財務局との打ち合わせ（近畿財

務局）山田（貴）副部長
28日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

脇相談員
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◇　　　１　　　月　　　◇

４日 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池
原相談員

５日 ・  大阪司法書士会挨拶（会館）
　　 ・  新年挨拶（法務局本局他）
９日 ・  制度対策委員会打ち合わせ（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）吉

田（正）相談員
　　 ・  近畿税理士会新年賀詞交歓会（帝国ホテル

大阪）中林副会長
10日 ・ 大阪法務局無料登記相談（法務局本局）眞

砂相談員
　　 ・  日本公認会計士協会近畿会新年賀詞交歓会

（ザ・リッツカールトン大阪）中林副会長
　　 ・  大阪府社会保険労務士会新年賀詞交歓会

（シェラトン都ホテル大阪）松本副会長
　　 ・ 大毎広告 （株）訪問（大阪市北区・大毎広

告（株））中島部長
　　 ・  南支部外部広報活動今宮戎まつり（大阪市

浪速区敷津東３丁目付近）中島部長、山田
（貴）・正井各副部長

11日 ・ 常任理事会（会館）
　　 ・ 大毎広告 （株）来会（会館）中島部長
　　 ・  正副総会議（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧

本相談員
12日 ・ 天王寺支部奥須賀昭剛会員通夜（ベルコシ

ティホール今里）
　　 ・  日本弁理士会近畿支部新年賀詞交歓会（イ

ンターコンチネンタルホテル大阪）松尾副
会長

　　 ・  民間総合調停センター研修会（大阪弁護士会）
　　 ・  （公社）大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協

会新年賀詞交歓会（錦城閣）金子会長
　　 ・  たくっちビジネス交流会出展説明会（（一社）

大阪府宅地建物取引業協会）正井副部長
　　 ・  大阪府行政書士会新年賀詞交歓会（ハイアッ

トリージェンシー大阪）中林副会長
　　 ・  会報誌表紙写真掲載許可のお礼と報告（平

和不動産大阪支店）正井副部長
　　 ・  オージス総研データセンター見学（オージ

ス総研）瀧本資料センター運営委員長、山
岡・米山各同副委員長、中居・野邊・相澤・
神前各同委員

13日 ・ 天王寺支部奥須賀昭剛会員告別式（ベルコ

シティホール今里）松尾副会長
15日 ・ 財務部会（会館）
16日 ・ 社会事業部会（会館）
　　 ・  入会面談（会館）久保部長、濵口総務部副部長、

塚田・森脇・雨宮（敏）各同部理事
　　 ・  総務部会（会館）
　　 ・  制度対策委員会打ち合わせ（会館）
　　 ・  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）中

山（髙）相談員
　　 ・  平成29年度会員研修会のための打ち合わせ

（大阪高等裁判所）松尾副会長、髙山（恒）
部長、井畑・西田（寛）各会員

17日 ・ 近ブロ業務部会（会館）藤野副部長
　　 ・  近ブロ研修部会（会館）松尾副会長、髙山（恒）

部長
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）阿

部相談員
　　 ・  全国会長会議（18日も、東京ドームホテル）

金子会長
　　 ・  関西Ｇ空間フォーラムin京都（京都テルサ）

正井副部長
18日 ・  近畿大学寄付講座講師会議（会館）
　　 ・  大阪市マンション管理支援機構平成29年度

第９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

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪
口（太）相談員

　　 ・  表示登記実務研究会打ち合わせ（法務局本局）
髙山（恒）部長、藤野副部長

　　 ・  （公社）全日本不動産協会大阪府本部新年賀
詞交歓会（ホテルニューオータニ大阪）中林
副会長

19日 ・  オンライン申請研修会④（池田市民文化会館）
正井委員長、黒田（成）オンライン申請促
進委員、髙山（恒）部長、藤野副部長

　　 ・  大阪工業大学寄付講座第２講（大阪工業大学）
中島部長、正井副部長、井手下理事

　　 ・  第13回花園ラグビー場みらい魅力活性化委
員会（クリエイションコア南館）山田（貴）
副部長

20日 ・  近ブロ新人研修（21日も、コスモスクエア
国際交流センター）

22日 ・  空家等対策協議会に関する意見交換会（会館）
　　 ・  大阪司法書士会新年賀詞交歓会（リーガロ

イヤルホテル大阪）金子会長
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　　 ・  （一社）大阪宅地建物取引業協会記念式典・
祝賀会（ヒルトン大阪）松尾副会長

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

23日 ・常任理事会（会館）
　　 ・  理事会（会館）
　　 ・  支部長会議（会館）
　　 ・  綱紀委員会第３班会議（会館）
　　 ・  大毎広告（株）、（株）一心社来会（会館）

正井副部長、川口理事
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤

田（重）相談員
　　 ・  新年互礼会（プリムローズ大阪）
24日 ・業務研修部会（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）柳

原相談員
25日 ・ 筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・  制度対策委員会（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田（直）相談員
　　 ・  筆界調査委員研修会（エル・おおさか）
　　 ・  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広報・研修部会（大

阪弁護士会）
　　 ・  民間総合調停センター理事会（大阪弁護士会）
　　 ・  民間総合調停センター支援連絡委員会（白神）
26日 ・ 近ブロ各会正副会長会議（ＫＫＲホテル大阪）

金子会長、中林・松尾各副会長、久保部長
29日 ・ 資料センター運営委員会（会館）
　　 ・  大阪市活性化フォーラム第３回住まいの相

談、評価、災害派遣部会（独立行政法人住宅
金融支援機構近畿支店）山田（貴）副部長

　　 ・  平成29年度の会員研修会の資料収集（法務
局筆界特定室）髙山（恒）部長、西田（寛）
会員

　　 ・  入会面談（会館）
　　 ・  総務部会（会館）
30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）
　　 ・  紛議調停委員会期日（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）米

山相談員
　　 ・  （公社）日本測量協会関西支部新年賀詞交歓

会（大阪キャッスルホテル）中島部長
　　 ・  会員研修会打ち合わせ（大阪高等裁判所）

西田（寛）会員
31日 ・ 社会事業部打ち合わせ（会館）中島部長、

正井副部長、井手下・川口各理事
　　 ・  大阪万博誘致室来会（会館）
　　 ・  デイリースポーツ広告社来会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）津

本相談員
　　 ・  支部合併に向けての協議（調査士法人グロー

バル事務所）

◇　　　２　　　月　　　◇

１日 ・  綱紀委員会第１班会議（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙

山（恒）相談員
　　 ・  北河内支部三者協議会（枚方市民会館）相

澤理事
２日 ・ （公社）大阪府不動産鑑定士協会新年賀詞交

歓会（大阪新阪急ホテル）金子会長
３日 ・ 北河内支部小学校測量体験会（枚方市立小

倉小学校）正井副部長、川口理事
５日 ・ オンライン申請促進委員会（会館）
　　 ・  制度対策委員会打ち合わせ（会館）
　　 ・  制度対策委員会、大阪法務局との打ち合わ

せ（法務局本局）
６日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）羽

倉（昌）相談員
７日 ・ 社会事業部会（会館）
　　 ・  （株）B５ノートとホームページについて打

ち合わせ（会館）
　　 ・  各種講座①（会館）髙山（恒）部長、藤野

副部長、森次・黒田（成）・橋本各理事
　　 ・  筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）山

田（貴）相談員
８日 ・ 予算案折衝会議（会館）中林副会長、久保・

佐野・髙山（恒）・中島各部長
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西

田（修）相談員
９日 ・ 土地家屋調査士特別研修＜基礎研修＞（10・

11日も、会館）
　　 ・  会務処理（会館）金子会長
13日 ・  常任理事会（会館）
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　　 ・  聴聞（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安

岐相談員
14日 ・  各種講座②（ビデオ研修）（会館）藤野副部長、

黒田（成）理事
　　 ・  制度対策委員会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）川

口相談員
　　 ・ 兵庫会平成29年度第２回業務研修会（兵庫

会会館）正井講師
15日 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆

相談員
　　 ・  大阪市マンション管理支援機構第10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

　　 ・  財務省近畿財務局との意見交換会（大阪合
同庁舎第４号館）中林副会長、中島部長、
山田（貴）副部長、相澤理事

16日 ・  財務部会（会館）
　　 ・  協同組合部長会（会館）中居財務部理事
　　 ・  日本ＡＤＲ協会　実務情報交換会（淀屋橋

サンスカイルーム）山脇境界問題相談セン
ターおおさか推進副委員長

19日 ・  筆界特定制度五者連絡協議会（会館）
　　 ・  境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・  会員章証紙頒布所表敬訪問（山中・長谷川

各事務所）佐野部長
20日 ・  筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・筆界調査委員研修会（会館）
　　 ・入会面談（会館）久保部長、濵口副部長
　　 ・綱紀委員会第２班会議（会館）
　　 ・ 支部長会議・常任理事会会議（会館）
　　 ・ 支部長会議（会館）
　　 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹

本（貞）相談員
　　 ・ 大阪自由業団体連絡協議会（大阪弁護士会）

中林副会長、中島部長、正井副部長
　　 ・堺支部明示協議会（堺市役所）川口理事
　　 ・ 民間総合調停センター広報・研修合同部会（大

阪弁護士会）
21日 ・  協同組合との打ち合わせ（会館）金子会長、

松本・中林・松尾各副会長、久保・佐野各
部長

　　 ・正副総会議（会館）
　　 ・常任理事会（会館）

　　 ・ 大阪法務局無料登記相談（法務局本局）中
島（幸）相談員

22日 ・  各種講座③（ビデオ研修）（会館）森次、橋
本各理事

　　 ・ 予算案検討会議（会館）中林・松尾各副会長、
久保・佐野・髙山（恒）・中島各部長

　　 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
脇相談員

23日 ・  総務部業務連絡会（会館）
　　 ・制度対策委員会打ち合わせ（会館）
　　 ・ たくっちビジネス交流会（グランキューブ

大阪）中島部長、正井副部長、井手下・川
口各理事

　　 ・ 明示に関する意見交換会の議事録内容につ
いて打ち合わせ（近畿財務局）山田（貴）
副部長

24日 ・  三重会第四回定例研修会（三重県人権セン
ター）瀧本講師

26日 ・  資料センター運営委員会（会館）
　　 ・入会面談（会館）
　　 ・総務部会（会館）
　　 ・  会員章証紙頒布所表敬訪問（竹本（貞）事務所）

佐野部長
　　 ・  中谷大知会員御尊父告別式（豊中市・加納

会館）佐野部長
27日 ・  大東市都市政策課来会（会館）中島部長、

正井副部長、川口理事
　　 ・綱紀委員会第２班会議（会館）
　　 ・綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・紛議調停部会（会館）
　　 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）矢

原相談員
　　 ・  会員章証紙頒布所表敬訪問（溝畑・松島・

落合各事務所）中居理事
28日 ・  ＧＩＳ大縮尺空間データ官民共有化推進協

議会（会館）
　　 ・ 大阪法務局無料登記相談（大阪法務局）井

手下相談員
　　 ・ 表示登記実務研究会（会館）
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14日 ・  第８回理事会（エル・おおさか）
　　 ・ 大阪市内区域打ち合わせ（エル・おおさか）
15日 ・  全国理事長会議（16日も、東京）横山理事長
27日 ・  監査会（協会）
　　 ・ 第４回業務報酬額運用基準小冊子作成会議

（協会）

◇　　　　４　　　月　　　　◇

４日（水）正副総会議
　　　　　会長表彰選考委員会
　　　　　常任理事会
10日（火）財務部会
12日（木）期末監査
19日（木）筆界特定制度推進委員会
23日（月）正副総会議
　　　　　常任理事会
　　　　　理事会
27日（金）南支部総会 
　　　　　阪南支部総会 
　　　　　天王寺支部総会 
　　　　　北河内支部総会 
　　　　　堺支部総会 
　　　　　泉州支部総会 
　　　　　三島支部総会 

◇　　　５　　　月　　　◇

８日（火）財務部会
９日（水）正副総会議
　　　　　常任理事会
　　　　　南河内支部総会
11日（金）中河内支部総会 
　　　　　豊能支部総会 
16日（水）大阪城支部総会 
17日（木）北支部総会 
18日（金） 大阪土地家屋調査士協同組合第25回通

常総代会
22日（火）正副総会議
　　　　　常任理事会
25日（金）大阪土地家屋調査士会第80回定時総会

◇　　　６　　　月　　　◇

７日（木）「測量の日」記念フェア2018
19日（火） 日本土地家屋調査士会連合会第75回定

時総会（20日も）

◇　　　12　　　月　　　◇

２日 ・  大阪土地家屋調査士会新会員研修会懇親会
（湖陽樹　谷町店）與倉総務部長

３日 ・  大阪土地家屋調査士会新会員研修会（調査
士会館）井之上副理事長

５日 ・  第６回常任理事会（協会）
　　 ・  第２回業務報酬額運用基準小冊子作成会議

（協会）
13日 ・  大阪広域水道企業団職員を対象とした研修

会（庭窪浄水場）
14日 ・  第６回理事会（エル・おおさか）

◇　　　１　　　月　　　◇

５日 ・  大阪法務局へ新年挨拶（大阪法務局）横山
理事長

12日 ・  第７回常任理事会（エル・おおさか）
　　 ・  第７回理事会（エル・おおさか）
　　 ・  新年互礼会（錦城閣）
17日 ・  大東市職員を対象とした研修会（大東市立

市民会館）
19日 ・  大阪広域水道企業団職員を対象とした研修

会（北部水道事業所）
22日 ・  大阪司法書士会賀詞交歓会（リーガロイヤ

ルホテル大阪）横山理事長
23日 ・  大阪土地家屋調査士会新年役員互礼会（プ

リムローズ大阪）横山理事長
26日 ・  近公連理事長会議（ＫＫＲホテル大阪）横

山理事長
　　 ・  近ブロ調査士会・公嘱協会・政治連盟意見

交換会（ＫＫＲホテル大阪）横山理事長

◇　　　２　　　月　　　◇

１日 ・  第３回業務報酬額運用基準小冊子作成会議
（協会）

２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、三好事務局長、
古巣職員

６日 ・  入会希望者面接（協会）與倉総務部長、三
好事務局長

　　 ・ 大阪法務局との打ち合わせ（協会）降籏首
席登記官、戸井総括表示登記専門官、横山
理事長

　　 ・ 第８回常任理事会（協会）
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▽橘　義昭氏（泉州支部　橘泰弘・尊父、平成29
年11月５日没、79歳）▽岸江　かず子さん（北支
部　岸江信行・母堂、平成29年11月28日没、87歳）
▽三好　進男氏（北支部　三好雄二郎・尊父、平成
29年12月７日没、93歳）▽坂田　光夫氏（中河内
支部　坂田幸一・尊父、平成29年12月９日没）▽
竹村　知映子さん（豊能支部　竹村豊・母堂、平成
30年１月８日没、81歳）▽山田　保子さん（阪南
支部　山田保・母堂、平成30年２月９日没、80歳）
▽中谷　利夫氏（豊能支部　中谷大知・尊父、平成
30年２月23日没、89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

訃　　　報

南河内支部
関　健三会員
平成30年１月２日ご逝去

（享年66歳）

▽平成２年３月10日　入会

天王寺支部
奥須賀　昭剛会員
平成30年１月10日ご逝去　

（享年74歳）

▽昭和49年８月19日　入会
▽平成 ６年５月　 大阪土地家屋調査士会会長

表彰
▽平成25年５月　非調査士活動排除委員

＊謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます

会報誌の表紙をあなたの写真で
飾ってみませんか!!

　社会事業部では、大阪会会報誌を年４回（４月、
７月、10月、１月）発行しており、表紙を会員各
位からご応募いただいた写真の中から厳選して採用
させていただいております。腕自慢の皆さん、ぜひ
ご応募してください。

記
① テーマ
　 　基本的には自由ですが、なるべく大阪に関係の

ある場所、もの等で、簡単な写真の説明を添えて
ください。

② 条　件
　 ・サイズは、2,500×1,600ピクセル程度以上
　・容量は、３ＭＢ以上
　・形式は、ＪＰＥＧ、ＢＭＰ、ＲＡＷデータ
　　※ 表紙のデザイン上、トリミング、色補正があ

ることをご了承願います。
　
③ 応募方法
　 　撮影データを１ＭＢ以下に圧縮（リサイズ）し、

写真の説明を添えて社会事業部宛澪内メールまた
はｅメール（syakaijigyo@chosashi-osaka.jp）
までお送りください。採用された会員には、元デー
タをご提供いただきますのであらためて社会事業
部からご連絡させていただきます。

④ 締切期限
　 ４月号＝１月末　 ７月号＝ ４月末　　
　10月号＝７月末　 １月号＝10月末
　 　　

支　部　別　会　員　数（Ｈ30・３・１現在）
○内数字は法人会員数

支　部 会員数 増減 支　部 会員数 増減
北 160⑪ ２ 北河内 82② ３
南 36① －１ 豊　能 65　 ０

阪　南 70③ ０ 堺 113① ３
天王寺 37① －２ 泉　州 83　 ０
大阪城 135⑪ －２ 三　島 95② ２
中河内 113① －２ 南河内 41　 －２

合　計 1,030� １

○数字は法人会員　　33法人（－１）
（※増減は前回・Ｈ29年12月１日比）
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◆ 年齢を重ねるにつれ、時の流れが早く、右も左も
分からず会報誌の編集に携わって、はや１年が経
ちました。つたない文章で記事を書かせていただ
いたり、訳も分からず写真を撮りまくったり、い
ろいろな経験をいたしましたが、いまだに手探り
状態で編集にかかわっております。残り１年皆さ
ま方にご満足いただけるよう努力いたしますの
で、よろしくお願いします。  　（中島）

◆ 社会事業部で２期目となり、公共担当として１年
が過ぎようとしています。前期は広報担当理事と
して部長、副部長の指示を受けて動きましたが、
今期は立場が変わってこちらから能動的に動くこ
とになり、日々の業務の合間をぬって何とかして
いるつもりですが、自分に不足しているものがあ
ると痛感しており、同じ部署内で助けていただい
ているのが実情です。こんな私ですが、日々精進
する所存ですので、引き続きよろしくお願いいた
します。    　（山田）

◆ 昨年度はいろいろな「初めて」を経験させていた
だきました。社会事業部への配属も初めてでした
し、大阪工業大学での寄付講座も初めてでした。
また、飛行機にも初搭乗しました。いくつになっ
ても「初めて」はあるものだとつくづく感じました。 
     　（正井）

◆ 社会事業部の広報担当としてはや１年が経とうと
しています。会報誌の編集は他の部員の方や、事
務局の方のおかげで成り立っています。この誌面
をお借りしてお礼申し上げます。来年は、マスメ
ディアを使った外部広報に力を入れていきたいと
思います。    （井手下）

◆ 社会事業部でやるべき姿を見いだせないまま、１
年が過ぎようとしています。やるぞ、やるぞと思
いながら、心も体もついていけない。でも、任期
をまっとうしようと思っています。ほうけてはい
られません。叱咤激励をお願いします。　（相澤）

◆ 理事になり、はや１年が過ぎようとし、広報担当
の年間行事についてひととおり経験させていただ
きました。残り１年。社会事業部メンバーと一緒に
今期の社会事業部だからこそといわれるような仕
事ができたらいいな、と思っております。　（川口）

◆ 若草の萌え立つ季節になりました。この冬は特に
寒く、春なんて永遠に来ないのでは？と思ってい
ましたが、季節は巡り、花も咲く季節になりまし
た。人生も同じだなと思う今日このごろです。禍

福は糾える縄の如し。苦しいときやつらいときが
永遠に続くわけではありません。そのようなとき
があっても、きっと未来には何か希望をもてるも
のがあるはずです・・・はずでしょう・・・こん
な私でも！ そう思って日々前を向き、一歩ずつ
歩んでいきたいと固く決心した春です。１月には 
公共担当として第１回の空家等対策協議会に関す
る意見交換会を開催しました。各自治体の協議会
での様子をお聞かせいただき、勉強にもなりまし
たが、本会として今後どのように空家問題に携
わっていくか、大きな課題もいただきました。こ
ちらについても一歩ずつ進めていきたいと思って
おります。皆さまはどんな春を迎えられ、どんな
決心をされた春でしょうか？  　（杉田）

　■ 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　0 6 ( 6 9 4 2 ) 3330（代）
　■ ＦＡＸ　0 6 ( 6 9 4 1 ) 8070
　■  E － mail：otkc-3330@chosashi-osaka.jp
　■ ホームページ：http://www.chosashi-osaka.jp

　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
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内野篤 著
2017年6月刊 B5判 296頁 本体2,900円＋税

建物表示登記の実務
資料調査・建物認定・構造判定・床面積算定

●土地家屋調査士の業務の柱である資料調査・建物認定・構造判定・床面積算定などを解説。
●建物の構造、床面積の算定などについて、具体的に解説。また、新築、分割、合体などの目的ごとに26事例（登記申請書、建物
図面・各階平面図、調査報告情報）を収録、解説。

大阪法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 編著
2017年9月刊 B5判 244頁 本体2,600円＋税

筆界特定事例集3

●大阪の事例を収録した第３巻では、長期未済事件を解消するための「筆界特定書のコンパクト化」「処理の迅速化」に重点を置い
た事例を紹介。筆界特定登記官が作成する理由の要旨には、原則として、結論（特定した筆界）の根拠とした主要な事情だけを
記載。また、申請者が筆界特定登記官の判断した筆界の正当性を示す事実を理解できる程度に簡潔に記載。

後藤浩平・宇山聡 著
2017年12月刊 A5判 800頁 本体6,700円＋税

先例から読み解く！
土地の表示に関する登記の実務

●事務処理上有益な「主要97先例」を全文掲載し、解説も付与。
●関連する「関係83先例」も収録し、全文を掲載。
●具体的事案を「関連質疑」とし、詳細を『Q&A 表示に関する登記の実務シリーズ』にて確認できるよう工夫。

●嘱託登記の意義・特質を解説した上で、官公署の登記嘱託事務担当者が自ら嘱託書を作成できるよう、登記嘱託書の書式を掲げ、
表示すべき事項のすべてに注解を付与。

●旧版以降10年の間に発出された重要先例や最新の実務に合わせた新規書式、法定相続情報証明制度の概要等の説明を追加した大
幅改定版。

藤谷定勝 著　後藤浩平 補訂
2018年1月刊 A5判 560頁 本体4,800円＋税

全訂第2版 
一目でわかる 登記嘱託書の作り方

●手続のフローチャート、裁判所への申請書類、申立書、公告の記載方法、不動産の清算、登記を網羅。１冊で相続財産管理人、
不在者財産管理人実務についてフォローする初任者からベテランまで必携の書。裁判所への「権限外許可審判申立書」等、関係
書式を多数収録。財産を処分する際の登記実務についても解説。

相続財産管理人、
不在者財産管理人に関する実務
正影秀明 著　2018年3月刊 A5判 560頁（予定） 本体5,000円＋税

財産管理、相続人の探索、選任の申立て、相続放棄の対応、権限外の許可行為、
相続財産の清算、登記、不在者への対応、失踪宣告
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