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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。

●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。

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

●筆界特定登記官の実務に関するプロセス・留意点がわかる。
●「申請人及び関係人の主張及び根拠～筆界の検討～結論」に至る実務の流れを紹介。第１巻では、制度運用開始から
５年間に蓄積された厳選24事例を、第２巻では、複雑な事案に対応するための新たな15事例収録。

東京法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 編著
（1） 2010年11月刊 B5判 284頁 本体2,800円＋税
（2） 2014年2月刊 B5判 340頁 本体3,400円＋税

筆界特定事例集１・２

●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 656頁 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、権限外行為許可、
相続財産の清算、登記、不在者への対応、失踪宣告

●約40名の現役法務局職員による、押さえておくべき事例を厳選した一冊。
●所有者不明土地問題、長期相続登記未了問題など、最新トピックスに関する事例も収録。

山中正登・渡邉敬治 監修
2018年5月刊 A5判 288頁（予定） 本体2,800円＋税

不動産・商業・法人
登記実務事例集
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 平成30年度　第80回定時総会　　

　安定した財政基盤の確立

表彰を受けた人たち

ご来賓・招待ご出席者

祝辞　大阪法務局長　杉浦　徳宏様ほか

 支部定時総会報告

平成29年度　第１回会員研修会　完全オンライン申請について説明

 新連載　誰でもできるよ！オンライン申請！！（全４回）　

「境界問題相談センターおおさか」頑張ってまっせ！

加藤幸男先生黄綬褒章受章記念祝賀会開催！！

「測量の日」記念フェア2018を開催

初出展！！ たくっちビジネス交流会　仕事につなげよう　～縁～

大阪法務局　着任のごあいさつ

　杉浦　徳宏局長・林　淳史民事行政部長

会則・会員研修実施要領等の一部が改正されました　　　　　　　　　　　

懲戒処分事例

政治連盟だより

大阪青年土地家屋調査士だより　　　第７回定時総会のご報告

公嘱協会だより　

協同組合だより　新しいロゴマーク付き作業着の斡旋

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・コメント：井手下武史
1989年（平成元年）から「平成淀川花火大会運営委員会」が企業などからの寄付によって「平成淀川花火大会」
を毎年開催、地元の市民ボランティアによる手づくりの花火大会としてスタート。2006年第１８回から「なにわ淀
川花火大会」に改められ、大阪市淀川区の新御堂筋淀川鉄橋から下流、国道２号線までの淀川河川敷において開
催。今や大阪の夏の風物詩として、最大級の規模と人気を誇る花火大会となったといわれています。
（難波橋付近から撮影）

第330号　目次



4 第330号平成30年７月

　大阪土地家屋調査士会の平成30年度第80回定時
総会が、５月25日（金）午後１時から大阪市都島
区の「太閤園」で開催されました。
　当日は、本会会員数1,031名のうち148名が出席、
委任状提出者は486名でした。
　定刻、濵口泰隆総務部副部長の司会で開会宣言が
された後、物故者への黙とうが行われ、松尾賢

まさる

副会
長の開会の辞で始まりました。

　初めに金子正俊会長が「ちょうど１年が経過し、
この１年間何をやってきたか、今から１年間何を
やっていくのか大切な議論をいただくことになると
思うので、会員の皆さんには最後まで会議の中でど
ういう意見が出たのかちゃんと耳に残して帰ってい
ただきたい」と力強く挨拶されました。その後、南
支部の小川和德・大阪城支部の松島稔の両支部長が
議長に選出され、議事進行がなされました。
　平成29年度会務ならびに事業経過報告は、松本
充
あつひろ

弘副会長から①統括的な会務運営を行うために、
組織の充実強化と整備を図る②財政の健全化を図る
③表示登記制度と調査士制度充実と発展に向けて積

極的な広報活動を行い、業務拡大を図る④適正でな
い報酬の是正に努めるという統括的な報告がなさ
れ、各部の詳細説明は、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
会事業部長がそれぞれ報告した後、事前にあった質
問事項として会費滞納者についての対策や、また、
会場でもその他質問事項が受け付けられ、各部長が
答弁され、拍手多数で承認されました。
　続いて、議案審議の第１号議案として「平成29
年度決算報告に関する件（各特別会計を含む）」が
上程され、佐野部長から説明が行われた後、芳多正
行監事の監査報告がありました。そして、会場で質
問事項が受け付けられ、答弁が行われた後、挙手多
数で承認されました。
　第２号議案では、支部合併に伴う会則変更の件に
ついて、久保部長から説明があり、挙手多数で承認
された後、第３号議案で共済規則一部変更の件とし
て古稀・傘寿の祝金の金額を変更することについて
佐野部長から説明があり、会場からの質問に答弁が
行われた後、過半数を超え、可決・承認されました。

安定した財政基盤の確立
平成30年度 第80回定時総会を開催

松尾副会長

金子会長

松島議長（大阪城支部）と小川議長（南支部）

松本副会長
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　次に第４号議案として理事補充の選任の件とし
て、執行部から１名の理事補充選任が提案されまし
た。選挙管理委員会に事前の支部推薦がなかったこ
とから選考委員会が設置され、加藤眞一選考委員長
から慎重かつ公正な判断で先行した結果が議長に手
渡され、泉州支部の安部眞三会員が選任され、会場
で挙手多数で承認されました。
　続いて、第５号議案で平成30年度の各部事業計
画案と、第６号議案の平成30年度歳入・歳出予算
案に関する件が一括上程され、重点施策として、
①�法律専門家（リーガルプロフェッション）集団と
しての組織強化

②安定した財政基盤の確立
③広報活動の充実・強化

④業務の拡充
⑤各種関係機関、団体等との連携強化
の５項目について、金子会長が説明された後、各部
長から事業計画の説明がなされました。その後議長
から書面の質問として証紙特別会計の取扱いについ

髙山業務研修部長

中島社会事業部長久保総務部長

Ⅰ．開　　会　　　
　　１．物故者に黙とう
　　１．開　会　の　辞
　　１．会　長　挨　拶

Ⅱ．議　　事
　　１．議長選出・挨拶
　　１．議事録署名者選出
　　１．報　告　事　項
　　　　　平成29年度　会務ならびに事業経過報告
　　１．議　案　審　議
　　　　　第１号議案　平成29年度決算報告に

関する件（各特別会計を
　　　　　　　　　　　含む）
　　　　　第２号議案　会則一部変更の件
　　　　　第３号議案　共済規則一部変更の件
　　　　　第４号議案　理事補充選任の件

　　　　　第５号議案　平成30年度事業計画案
に関する件

　　　　　第６号議案　平成30年度歳入歳出予
算案に関する件

Ⅲ．式　　　典
　　１．来　賓　紹　介
　　１．表　彰式
　　　　　大阪法務局長表彰
　　　　　連合会長表彰
　　　　　連合会長感謝状
　　　　　会長表彰
　　　　　長寿祝金贈呈
　　１．来　賓　祝　辞
　　１．祝　電　披　露
　　１．閉　会　の　辞

第 80 回定時総会　式次第
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て、会場からは綱紀事案に対する要望、その他質問
事項などが取り上げられ、それぞれ答弁の後、挙手
多数で可決・承認されました。すべての審議事項が
無事終了し、満場の拍手で両議長は降壇されました。
　休憩をはさみ、引き続いて式典が執り行われまし
た。拍手で来賓を迎え、来賓紹介が行われ、杉浦徳
宏大阪法務局長から大阪法務局長表彰、加賀谷朋彦
日本土地家屋調査士会連合会副会長から連合会長表
彰および感謝状、金子会長から会長表彰の授与、ま
た長寿祝金の贈呈（表彰者名簿は別掲）があり、そ
して本年度黄綬褒章を受章された三島支部加藤幸男
会員と阪南支部井上直次会員にお祝いの贈呈があ
り、会場からは当該会員に惜しみない拍手が送られ
ました。
　続いて来賓の杉浦法務局長、西野しげる大阪府議
会副議長、加賀谷副会長、長田弘子大阪司法書士会
長からご祝辞を賜り、祝電披露の後、中林邦友副会
長の閉会の辞で終了しました。
　この後、迎賓館３階のダイヤモンドホールに移動
して開かれた懇親会では、各来賓の方々の祝辞後、
会食が始まり、佐藤ゆかり衆議院議員や太田房江参
議院議員など、国会当日にもかかわらず、お忙しい
合間を縫って駆け付けてくださり、加藤幸男大阪土
地家屋調査士政治連盟会長、金子会長と熱い握手を
交わされました。

　また、会員相互の親睦を深め、にぎやかな宴となっ
た午後８時過ぎ、盛会のうちに懇親会は閉宴しました。

　　　　（社会事業部理事・杉田育香）

佐野財務部長

中林副会長
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　＊大阪法務局長表彰
阪 南 支 部・山本　功二　天王寺支部・延山　奎柄
大阪城支部・辰巳　好数　中河内支部・髙山　恒夫
豊 能 支 部・佐野　紀夫　豊 能 支 部・竹内　秀治

　＊連合会長表彰
【顕彰規程第 5 条表彰】
北　支　部・吉田龍太郎　大阪城支部・松原　正彦
中河内支部・安川　隆男　中河内支部・中島　幸広
北河内支部・木下　孝司　堺　支　部・佐久間史泰
三 島 支 部・加藤　眞一

【顕彰規程第 6 条表彰】
事　務　局・山中　　紫

　＊連合会長感謝状
【顕彰規程第 7 条第 1 項第 1 号】
〈日本土地家屋調査士会連合会の役員〉
大阪城支部・金子　正俊
〈土地家屋調査士会の会長〉
三 島 支 部・加藤　幸男
〈日本土地家屋調査士会連合会の委員会委員等〉
大阪城支部・西田　　寛　北　支　部・眞鍋　　健
泉 州 支 部・西村　右文　北　支　部・一守　博正

【顕彰規程第 7 条第 1 項第 2 号】
北　支　部・谷野　勝美

　＊会　長　表　彰
大阪城支部・河﨑　　尊　大阪城支部・吉川　　聰
中河内支部・辺見　　実　中河内支部・森山　泰久
北河内支部・ 　　雄二　堺　支　部・安倍　徹夫
泉 州 支 部・久保加奈子　三 島 支 部・塩賀　崇史
南河内支部・古田　哲久

　＊長寿祝金贈呈
　　＜傘　寿＞
北　支　部・山口　明義

　　＜古　稀＞
北　支　部・中井　和夫　北　支　部・林　　俊彦
北　支　部・寺西　良次　北　支　部・田坂　善璋
北　支　部・冨島　正人　北　支　部・池田　庄作
阪 南 支 部・西村　憲夫　阪 南 支 部・西田　博雄
阪 南 支 部・道林　　猛　阪 南 支 部・井垣　哲男
阪 南 支 部・大塚　哲雄　天王寺支部・太村　孝江
大阪城支部・高津　光雄　大阪城支部・舛谷　孝之
中河内支部・笹峯　澄三　中河内支部・下農　惣司
中河内支部・東　　年幸　中河内支部・守屋　晴之
北河内支部・雨森　貫一　北河内支部・樋上　子朗
北河内支部・上田　美子　豊 能 支 部・佐野　紀夫
堺　支　部・太田　淸一　泉 州 支 部・中　　　稔
泉 州 支 部・友田　和雄　泉 州 支 部・上野　賢二
泉 州 支 部・大向　茂昭　三 島 支 部・森　　建一
三 島 支 部・岡部　仁司　三 島 支 部・森本　恒夫
南河内支部・阪倉　義明　南河内支部・堀口　良彦

表彰を受けた人たち
（敬称略）

会長表彰を受ける辺見会員法務局長表彰受賞者
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連合会長表彰受賞者 黄綬褒章受章の加藤会員

＜来　　　　賓＞
大阪法務局
　　　局　　　長　　　　　　　　杉浦　徳宏様○
　　　民事行政部部長　　　　　　林　　淳史様○
　　　同部総務課長　　　　　　　脇本　佳昭様○
　　　同部不動産登記部門　
　　　　首席登記官　　　　　　　降籏　　元様○
国土交通省国土地理院
　近畿地方測量部部長　　　　　　中村　孝之様
大阪府議会副議長　　　　　　　　西野しげる様
日本土地家屋調査士会連合会
　　　　副　会　長　　　　　　　加賀谷朋彦様○
大阪弁護士会副会長　　　　　　　大橋さゆり様
大阪司法書士会会長　　　　　　　長田　弘子様○
大阪公証人会副会長　　　　　　　白石　研二様
近畿税理士会副会長　　　　　　　北田　全基様
大阪府行政書士会副会長　　　　　菅谷　　修様
大阪府社会保険労務士会　
　　　副　会　長　　　　　　　　澤田　敏仁様
日本弁理士会近畿支部�
　　　支　部　長　　　　　　　　吉田　　稔様

（順不同・○印は総会式典・懇親会ともご出席）

第 80 回定時総会ご来賓・招待ご出席者

公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部
　　　本　部　長　　　　　　　　堀田　健二様　
　　　副 本 部 長　　　　　　　　小山　相一様
公益社団法人大阪府不動産鑑定士協会
　　　副　会　長　　　　　　　　善本かほり様
一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会
　　　副　会　長　　　　　　　　橋本　嘉夫様
公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
　　　理　事　長　　　　　　　　横山幸一郎様○
大阪土地家屋調査士協同組合
　　　理　事　長　　　　　　　　甲斐　健児様○
大阪土地家屋調査士政治連盟
　　　会　　　長　　　　　　　　加藤　幸男様○
公益社団法人民間総合調停センター
　　　理　事　長　　　　　　　　比嘉　廉丈様　
境界問題相談センターおおさか運営委員会
　　　委員長・弁護士　　　　　　近藤　行弘様
　　　委　員・弁護士　　　　　　平澤　威海様
顧問弁護士　　　　　　　　　　　満村　和宏様○
顧問弁護士　　　　　　　　　　　中村　好春様○

連合会長感謝状受贈者 黄綬褒章受章の井上会員
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< 政　治　関　係＞
大阪土地家屋調査士政治連盟顧問
　衆議院議員伊佐進一議員秘書　　成瀬　　謙様
　同・大隈和英議員秘書　　　　　森田　弘之様
　同・大塚高司議員秘書　　　　　榎本　誉士様
　同・大西宏幸議員秘書　　　　　吉田　　剛様
　同・岡下昌平議員秘書　　　　　竪　　純司様
　同・北側一雄議員秘書　　　　　橋本　勝之様
　同・北川知克議員秘書　　　　　田村　敏一様
　同　　　　　　　　　　　　　　左藤　　章様
　同　　　　　　　　　　　　　　佐藤ゆかり様
　同・竹本直一議員秘書　　　　　青木　一紘様　
　同・とかしきなおみ事務局長　　藤木　祐輔様
　同・長尾敬議員秘書　　　　　　阪本　　圭様
　同・中山泰秀議員秘書　　　　　茂原　英仁様
　同　　　　　　　　　　　　　　宗清　皇一様
　参議院議員　　　　　　　　　　石川　博崇様
　同　　　　　　　　　　　　　　太田　房江様
　同・松川るい議員秘書　　　　　岡本　喜好様
　同　　　　　　　　　　　　　　山本　香苗様

　大阪府議会議員　　　　　　　　釜中　優次様
　同　　　　　　　　　　　　　　中村哲之助様
　同　　　　　　　　　　　　　　林　　啓二様
　同　　　　　　　　　　　　　　松本　直高様
　同　　　　　　　　　　　　　　三浦　寿子様
　同　　　　　　　　　　　　　　三宅　史明様
　大阪市会議員　　　　　　　　　明石　直樹様
　同　　　　　　　　　　　　　　小笹　正博様
　同　　　　　　　　　　　　　　髙山　　仁様
　同　　　　　　　　　　　　　　床田　正勝様
　同　　　　　　　　　　　　　　八尾　　進様
　東大阪市議会議員　　　　　　　山﨑　毅海様
　元大阪府議会議員　　　　　　　鈴木　和夫様
　前大阪市会議員　　　　　　　　柳本　　顕様
　

＜招　　　　待＞
大毎広告株式会社
　営業局第 2営業部
　ゼネラルマネージャー　　　　　岡本俊一郎様　
三井住友海上火災保険株式会社
　関西企業営業第三部
　公務開発室長　　　　　　　　　大矢　邦雄様　
株式会社島本保険事務所
　代表取締役　　　　　　　　　　牛込　良雄様
阪奈測機株式会社
　代表取締役　　　　　　　　　　前田　公俊様
太平建設工業株式会社
　営業第四部課長代理　　　　　　清水　哲也様　
福井コンピュータ株式会社
　所　長　　　　　　　　　　　　神馬　　弘様
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大阪法務局長　　杉浦　徳
とく

宏
ひろ

　本日、ここに大阪土地家屋調査士会第80回定時
総会が開催されますことを、心からお喜び申し上げ
ます。
　大阪土地家屋調査士会ならびに会員の皆さま方に
は、平素から表示に関する登記事務手続だけでな
く、当局の所掌事務の適正・円滑な運営のために、
格別のご理解とご協力をいただいているところであ
り、この場をお借りして、深く感謝申し上げます。
　また、先ほど表彰を受けられました皆さま方は、
多年にわたり土地家屋調査士として業務に精励さ
れ、土地家屋調査士制度の充実・発展に大いに貢献
されるとともに、登記事務の適正な処理および法務
行政の運営に寄与され、そのご功績は誠に顕著であ
ります。あらためて敬意を表するとともに、心から
お祝いを申し上げます。今後とも一層のご活躍を祈
念いたします。
　それでは、せっかくの機会ですので、最近の法務
局における若干の事項についてお話しさせていただ
きます。
　まず、オンライン申請の利用促進についてです。
本年１月、政府は「デジタル・ガバメント実行計画」
を決定し、すべての行政手続をインターネット経由
で可能にすることに着手しました。登記のオンライ
ン申請もこの政府方針の一環です。
　大阪局における不動産登記のオンライン申請率に
ついては、本年１月には、今までの最高値である
40%以上を達成しています。この成果は、会員の
皆さま方のご協力によるものと考えております。し
かしながら、向上の兆しが見えつつあるものの、大
阪局の不動産登記のオンライン申請率は、依然とし
て全国最下位にとどまっております。全国トップの
法務局においては、70%を超える申請率となって

おり、全国平均でも50%を超えていることと比較す
ると、低調な現状にあることに変わりはありません。
　また、平成32年度に導入予定の次期登記情報シ
ステムは、受付登録の自動化、調査事務における自
動突合および記入事務の完全自動化など、オンライ
ン申請の事件処理を一層効率的に行い、迅速処理に
資するものとなっております。
　今後、いわゆる「資格者代理人制度」など利用者
の利便性を向上させる方策等も検討されております
ので、会員の皆さまには、積極的にオンライン申請
をご利用いただきますようお願いいたします。
　次に所有者不明土地問題についてお話しします。
不動産登記を所管する法務局といたしましても、問
題の解消を図るため、相続登記の重要性・必要性に
ついて、国民の理解を深めていきたいと考えており
「未来につなぐ相続登記」の広報を行っているとこ
ろです。
　また、現在、通常国会においては、長期相続登記
未了の土地について、法務局において相続登記の名
義人となり得る者の調査をし、相続登記を促すとと
もに、その結果を登記所に備え付ける制度の創設が
検討されています。
　加えて、本年４月１日から３年間、土地の相続登記
にかかる登録免許税の免税措置も始まっております。
　今後も、所有者不明土地問題の解消のため、引き
続き、皆さま方とも連携した効果的な取組を進めて
まいりたいと考えております。
　最後になりますが、筆界特定制度の運用、登記所
備付け地図作成作業など、法務局の重要施策を推進
していくためには、表示登記制度の専門家である土
地家屋調査士会の会員の皆さま方のお力をお借りす
ることが不可欠です。皆さま方とともに、表示登記
制度をさらに適正・円滑に運用してまいりたいと考
えておりますので、引き続きのご協力をお願い申し
上げます。
　終わりに、本日のご盛会を祝し、大阪土地家屋調
査士会のますますのご発展と会員の皆さま方のご健
勝、ご活躍を祈念いたしまして、私の祝辞といたし
ます。
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（代読・日本土地家屋調査士会連合会
副会長　加賀谷朋彦）

　本日ここに、大阪法務局長杉浦様をはじめ、多く
のご来賓をお迎えし、大阪土地家屋調査士会平成
30年度第80回定時総会が盛会に開催されましたこ
とに、まずもってお慶びとお祝いを申し上げます。
　また、日ごろから金子会長をはじめとして、役員
の皆さま、そして、会員の皆さまには、日本土地家
屋調査士会連合会の会務運営につきまして、ご理
解・ご協力をいただいておりますこと誠に心強く感
謝申し上げます。
　早いもので、現在の執行部となって一年が経過し
ようとしていますが、平成29年度の連合会の事業
方針大綱を基に活動を重ね、土地家屋調査士が一段
と飛躍するための土台固めを行い、明るい未来への
道筋がつきつつあると考えております。
　連合会においては、本年度も継続して「境界紛争
ゼロ宣言 !!」の旗標の下、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」を引き続
き推し進めるとともに、これまでの取組等を踏ま
え、現状の業務環境の整備はもちろんのこと、将来
の職域拡充や関連法規の改正も視野に入れて活動し
ております。
　政府は、平成30年３月９日に「所有者不明土地
の利用の円滑化等に関する特別措置法案」を閣議決
定し「所有者不明土地問題」への対策をめぐる動き
は、社会的にもさらに加速することが確実な情勢で
あります。
　そして、国土交通省が平成29年３月に取りまと
めた「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探
索・利活用のためのガイドライン（第二版）」では
「所有者不明土地」の問題を解決するための依頼先
の一つとして土地家屋調査士の業務が紹介されるな

ど、土地家屋調査士には、表示の登記に携わる専門
家としてだけでなく、この問題に先鞭をつけた存在
として、大きな期待が寄せられております。連合会
は、この風を捉え、全力で対応する必要があると認
識し、プロジェクトチームを立ち上げ、登記制度、
不動産所有権の在り方そのものの議論に参画、提言
を行う体制を整えております。これらについては、
全国土地家屋調査士政治連盟の理解と協力を得なが
ら、最重点施策と位置付けております。
　「所有者不明土地問題」への対応としては、既に「土
地家屋調査士の代理人による申立てにかぎり」隣地
の所有者が不明であるときの筆界特定を短縮化・効
率化して実施する運用（筆特活用スキーム）をより
一層推し進め、定着化を目指してまいります。会員
の皆さまにおかれましては、隣接土地所有者不明に
より登記申請を断念してきた方を一人でも多く救済
し、依頼者の期待に応えるためにも、積極的に活用
いただきますようお願いいたします。
　また、政府が本年６月にも取りまとめるものと予
想される「経済財政運営と改革の基本方針2018」
いわゆる骨太の方針に、土地家屋調査士の活用につ
ながる政策を提言するため、積極的に取り組んでお
りますが、特に表示登記制度の在り方への対応を中
心として、土地家屋調査士の専門分野である「筆界」
に関連する政策が盛り込まれるよう鋭意活動してい
るところであります。
　「登記所備付地図作成作業第二次十カ年計画」を
強力に推し進めるためには、公共調達、競争入札の
促進方策について、効率のよい多様な受託体制をと
り、適正な業務を適切な報酬で応札できるよう、健
全な受託体制を整え、土地家屋調査士が地図づくり
に積極的に参画するよう推進し、経済効果の論点か
らも社会発信と提言を行ってまいります。
　加えて「事前復興には地図づくり事業が欠かせな
い」ということを広く発信し、事前復興を主たる行
動指針の一つとし、安心できる国民生活を提供する
という職責を全うするためにも、今後起こり得る自
然災害等に迅速・的確・適正に対応できるよう「防
災・早期の災害復興」に貢献する活動を継続してま
いります。
　二年後の、土地家屋調査士制度制定70周年を迎
えるに当たり、私たち土地家屋調査士が多くの国民
の皆さまに、より近い存在になり、土地家屋調査士
が社会から必要とされ続ける資格者として、次の世
代、そのまた次の世代にたすきをつなぐためにも、
全国の会員と地域住民の皆さんが融合できるような

日本土地家屋調査士会連合会

会　長　　岡田　潤一郎
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企画の可能性を探し、会員皆さまの声にも耳を傾け
ながら、土地家屋調査士の組織力を結集し、推し進
めたいと考えておりますので、皆さまのご理解とご
協力をよろしくお願い申し上げます。
　社会的諸問題解決の一翼を担う土地家屋調査士制
度に吹く風を追い風と捉え、環境の変化に適切に対
応してまいります。そして、今後も、連合会は土地
家屋調査士政治連盟とも連携して、土地家屋調査士
制度の充実・発展に向けて全力で取り組み、役員一
丸となってまい進する覚悟でおります。
　今後とも大阪土地家屋調査士会および会員諸兄の一
層のご理解とご提言を賜りたくお願い申し上げます。
　結びに当たり、本日ご列席の皆さまのご健勝と大
阪土地家屋調査士会のますますのご発展を祈念し、
お祝いの言葉といたします。

　大阪土地家屋調査士会第80回定時総会式典の開
催に当たり、大阪府議会を代表いたしまして、ひと
言お祝い申し上げます。
　皆さま方におかれましては、日ごろから不動産の
表示に関する登記制度の適正かつ円滑な運営に多大
のご貢献を賜り、厚くお礼申し上げます。
　また、先ほど表彰ならびに感謝状をお受けになら
れた皆さま方、誠におめでとうございます。このた
びのご栄誉を心からお祝い申し上げます。

　さて、近年、人口減少や少子高齢化の進展に伴う
土地利用ニーズの低下や、地方から都市への人口移
動などを背景として、所有者不明の土地や空き家が
増加し、大きな社会問題となっております。
　こうした中、皆さま方におかれましては、専門的
な知識と豊かな経験を有する地域に根付いた表示の
登記に携わる専門家として「所有者不明土地問題」
や「空き家問題」の解決に多大なご尽力を賜ってお
りますことに、あらためて感謝申し上げます。
　どうか皆さま方におかれましては、府民の皆さま
の大切な財産である土地や建物の権利の保全ととも
に「所有者不明土地問題」や「空き家問題」の早期
解決に向けて、ますますのご活躍をご期待申し上げ
ます。
　私ども大阪府議会といたしましても、府民の皆さ
まが安心して、快適に暮らせる大阪の街づくりに全
力で取り組んでまいりますので、さらなるご支援、
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　また、大阪府議会では、来年、大阪での開催が決
定いたしました G20サミットや、2025年日本万国
博覧会の大阪・関西への誘致を通じて、大阪の魅力
とポテンシャルを世界に発信し、さらなる成長・発
展につなげてまいりたいと考えておりますので、皆
さま方にも格別のご理解とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
　結びに、大阪土地家屋調査士会のますますのご発
展と、本日ご参会の皆さまのご健勝とご活躍をご祈
念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただき
ます。

大阪府議会副議長　　西野　しげる
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会員相互のつながりを充実したものに
北　支　部

　平成30年度北支部定時総会は、５月17日（木）
午後４時から大阪市北区の「大阪マルビル・大阪第
一ホテル」で開催されました。
　当日の出席会員は97名（委任状提出者55名を含
む）、来賓として大阪法務局北出張所から阿部栄一
所長（統括登記官）、同沼真佐人統括登記官、橋本
清文表示登記専門官、大阪土地家屋調査士会から中
林邦友副会長、大阪司法書士会北支部赤松更支部
長、同西支部松岡泉支部長、大阪土地家屋調査士政
治連盟中島宗德副会長、大阪土地家屋調査士協同組
合甲斐健児理事長、大阪青年土地家屋調査士会加藤
充晴会長、大阪城支部松島稔支部長、豊能支部竹内
秀治支部長、三島支部加藤眞一支部長を迎えました。
　大久保綱之総務部幹事司会のもと、内山善雄副支
部長の開会の辞、物故者への黙とう、中島公司支部
長の挨拶、支部長表彰と続き、髙山英樹会員が議長
に選出されて議事に入りました。
　まず、中島支部長が平成29年度の支部事業報告
と会務報告を行いました。その後、担当副支部長が
各部の平成29年度事業報告を行い、拍手多数で承
認されました。続く平成29年度決算ならびに監査
報告も、挙手多数で承認されました。
　平成30年度事業計画案、同予算案については、い
ずれも原案どおり挙手多数で可決承認されました。
　この後、大阪法務局からオンライン登記申請利用
促進に関する感謝状が６名の会員に授与されました。
　以上で議事が終了し、来賓の祝辞、吉田龍太郎副
支部長の閉会の辞で総会は終了しました。
　この後、同ホテル内で懇親会が催され、会員間の
親睦を深めました。昨年、西支部と合併を行い、会
員数が150名を超える支部となり、支部の活動エリ
アも広がりました。活性化された反面、課題となっ
た部分もありました。それを踏まえ、執行部を中心
として、会員相互のつながりを充実したものとする
こと、そしてさらなる北支部の発展を誓って、盛会
のうちに終了しました。

　　（広報担当副支部長・奥田祐次）

副支部長１名を新たに選任
南　支　部

　平成30年４月27日（金）午後５時から大阪市天
王寺区の「たかつガーデン」で南支部定時総会が開
催されました。
　当日の出席会員は会員総数36名中32名（委任状
提出者10名を含む）で、来賓として、大阪法務局
民事行政部不動産登記部門次席登記官雑

ざ

喉
こ

谷
たに

哲夫様
をはじめ、大阪土地家屋調査士会から松尾賢

まさる

副会
長、大阪司法書士会南支部から和泉本正人支部長、
大阪城支部から津本浩昭副支部長、中河内支部から
笠原伸司副支部長、大阪土地家屋調査士協同組合か
ら楓定晴経理部次長、公益社団法人大阪公共嘱託登
記土地家屋調査士協会から岡田真一天王寺区域理事
をお迎えしました。松本章太郎会員の司会のもと、
小川和德支部長の開会の辞ならびに挨拶、雑喉谷次
席登記官にご祝辞を頂戴し、松尾副会長の本会から
の報告、その他理事等経過報告・特別参考報告が行
われた後、議長に網元誠一会員が選出され、議事に
入りました。
　平成29年度会務ならびに事業報告、収支決算報
告および同監査報告が行われ、挙手多数で可決承認
されました。続いて平成30年度事業計画案および
予算案の一括審議が行われ、第８号議案で髙橋正和
会員を新たに副支部長とする議案があり、いずれも
原案どおり可決承認されました。全議案の審議終了
後、来賓の祝辞、祝電披露が行われ、総会は終了し
ました。
　総会終了後、隣室に懇親会会場を設置し、懇親会
が催されました。髙橋新副支部長の司会進行のも

支 部 総 会 報 告支 部 総 会 報 告支 部 総 会 報 告
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と、終始和やかな雰囲気の中、ご来賓の方々や支部
会員相互の親睦も深まり、恒例のビンゴゲームで盛
会のうちに幕は閉じました。

（広報担当副支部長・眞砂誠司）

オンライン申請貢献者に感謝状贈呈
阪 南 支 部

　平成30年度の阪南支部総会は４月27日（金）午後
４時から大阪市阿倍野区の「天王寺都ホテル」で開
催しました。司会は平野和昭会員に務めていただき、
物故者への黙とう、岡本吉雄総務担当副支部長の開
会の辞の後、上田大人支部長が挨拶を行いました。
　来賓として、大阪法務局天王寺出張所塩見勝博所
長、大阪土地家屋調査士会髙山恒夫業務研修部長、
大阪城支部牧村章利副支部長、中河内支部伊藤友輔
副支部長、大阪土地家屋調査士協同組合内海比斡旋
事業部次長、大阪土地家屋調査士政治連盟大塚哲雄
監事、公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査
士協会井上直次阪南区域長の臨席を賜り、塩見所長、
髙山部長からそれぞれご祝辞をいただきました。
　オンライン登記申請の普及高揚に多大な貢献をさ
れました河尻伸作・利川良一両会員に大阪法務局塩
見所長から感謝状が贈呈されました。
　議長には、奥村典裕会員、議事録記録者に白石裕
美会員、議事録署名者に藤原秀浩・山田保両会員が
それぞれ指名され、議事に入りました。　
　平成29年度の会務ならびに事業報告がなされ、
第１号議案の平成29年度収支決算報告ならびに同
監査報告、第２号議案の平成30年度事業計画案、
第３号議案の平成30年度予算案、第４号議案の支
部合併に関する件が、それぞれ承認可決されまし
た。全議案の審議終了後、冨岡隆財務担当副支部長
の閉会の辞で総会は終了しました。
　総会終了後は、別席を設けて懇親会を開催しまし
た。懇親会では、道川俊輔厚生担当副支部長の司会
のもと、上田支部長の挨拶、内海斡旋事業部次長、

大阪司法書士会石田頼義阪南支部長からご祝辞をい
ただき、井上区域長の乾杯の発声で始まりました。
参加者は楽しいひとときを過ごしながら親睦を深
め、意義のある懇親会となりました。
　最後は岸田眞美会員の一本締め、岡本副支部長の
閉会の辞で終わりました。

（社会事業担当副支部長・阿部孝信）

出席会員全員で写真撮影を
天王寺支部

　平成30年度の天王寺支部総会は、４月27日（金）
午後４時から大阪市天王寺区の「シェラトン都ホテ
ル大阪」で開催されました。
　来賓として、大阪法務局天王寺出張所所長塩見勝
博様、大阪司法書士会天王寺支部支部長山本英樹様
をはじめ大阪土地家屋調査士会から副会長松本充

あつひろ

弘
様、大阪城支部支部長松島稔様、中河内支部副支部
長大貫宗克様、大阪土地家屋調査士協同組合理事谷
山泰吉様、大阪土地家屋調査士政治連盟監事玉置広
和様、公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査
士協会天王寺区域長安田省道様の計８名をお迎えし
ました。
　渡邉英伸会員司会のもと、この１月にご逝去され
た奥須賀昭剛会員のご冥福をお祈りし、黙とうを捧
げた後、中西基文総務担当副支部長の開会の辞、永
野美重支部長の挨拶、来賓紹介、祝電披露、記念品
贈呈（支部慶弔・見舞規定第4条該当者への祝い金
として結婚祝い金：荒木進会員、見舞規定第６条該
当者への祝い金として古稀：綿谷茂則会員、還暦：
永野美重会員、証紙売りさばき手数料寄付について
の記念品を浅井敬会員（欠席）に贈呈）の後、延山
奎
こうへい

柄会員が議長に選出され、議事に入りました。
　まず初めに、支部長と各担当副支部長が平成29
年度会務ならびに事業経過報告を行いました。次に
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審議に入り、第１号議案の平成29年度収支決算報告
ならびに監査報告は挙手多数で承認されました。第
２号議案の平成30年度事業計画案および第３号議
案の平成30年度収支予算案に関する件は一括審議
とし、いずれも挙手多数で承認されました。
　第４号から第７号議案の支部合併に関する件も、
挙手多数で承認されました。以上で審議が終了し、
来賓からの祝辞、当職の閉会の辞で総会は終了し、
出席者全員で写真撮影を行いました。この後、懇親
会を同部屋で催し、おいしい料理を堪能し、ビンゴ
ゲーム等で楽しい時間を過ごしました。　

（社会事業担当副支部長・柳原　薫）

�

懇親会では恒例の景品抽選会
大阪城支部

　平成30年５月16日（水）平成30年度大阪城支部
定時総会が「大阪マルビル・大阪第一ホテル」で開
催されました。
　ご来賓は、友好支部ご代表の皆さま、そして関連
団体ご代表の皆さまに多数ご臨席賜り、定刻の午後
４時、沖津実郎会員が司会を務め、次第に従い、物
故者に対しての黙とう、開会の辞、支部長挨拶、慶
祝金贈呈と続き、議長には、吉川聰・朝倉努両会員
が選出され、平成29年度会務、事業経過報告およ
び監査報告がなされ、承認を得た後、議事に入りま
した。
　ここで当日の出席会員数の確認が行われ、支部会
員145名に対し、出席会員数41名、委任状提出者
69名、合計110名で支部規定で定足数を満たし総
会が有効に成立することが確認されました。
　第１号議案平成29年度収支決算承認の件および
第２号議案平成29年度支部財政調整資金特別会計
決算承認の件は一括審議となり、挙手多数で承認さ
れました。
　続いて、第３号議案平成30年度事業計画案審議
の件および第４号議案平成30年度収支予算案審議
の件についても一括審議となり、同じく挙手多数で

可決承認されました。
　ここで、大阪法務局民事行政部不動産登記部門首
席登記官降籏元様、同総括表示登記専門官戸井琢也
様がご到着され、早速降籏首席登記官からご祝辞を
いただきました。
　その後、大阪土地家屋調査士会会長金子正俊様、
大阪司法書士会東支部支部長黒河貴司様、大阪土地
家屋調査士政治連盟副会長中林邦友様、公益社団法
人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長横山
幸一郎様からご祝辞を頂戴し、最後に大阪法務局か
らオンライン登記申請利用促進に係る感謝状を、西
田寬・金子正俊・正井利明・高橋政博各会員に授与
され、牧村章利業務研修担当副支部長の挨拶で閉会
となりました。
　総会閉会後は、隣接会場で野邊直紀厚生担当副支
部長、中居克彦幹事の進行のもと、懇親会が開催さ
れ、恒例の景品抽選会などでご来賓の皆さま、支部
会員の皆さまが親睦を深め、楽しいひとときを過ご
しました。

（ご来賓の方々）
大阪法務局民事行政部不動産登記部門

　首席登記官　降籏　　元様
大阪法務局民事行政部不動産登記部門

総括表示登記専門官　戸井　琢也様
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会北支部　

支部長　中島　公司様
大阪土地家屋調査士会中河内支部　

支部長　中島　芳樹様
大阪土地家屋調査士会北河内支部　

支部長　木下　孝司様
大阪土地家屋調査士会南支部　　

副支部長　髙橋　正和様
大阪土地家屋調査士会阪南支部　

副支部長　冨岡　　隆様
大阪土地家屋調査士会天王寺支部

副支部長　窪田　将人様
大阪司法書士会東支部　　　　　　

支部長　黒河　貴司様
大阪土地家屋調査士政治連盟　　　

副会長　中林　邦友様
公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会

　理事長　横山幸一郎様
大阪土地家屋調査士協同組合　

　斡旋事業部部長　藤田　重信様



16 第330号平成30年７月

大阪青年土地家屋調査士会　　　
副会長　羽倉　昌冶様

　（社会事業担当副支部長・津本浩昭）

�

議案審議も円満に終了
中河内支部

　平成30年度中河内支部定時総会は５月11日（金）
午後４時30分から大阪市天王寺区の「シェラトン
都ホテル大阪」で、会員96名（委任状提出者29名
を含む）の出席を得て開催されました。森留禎雄幹
事の司会のもと、物故者に対して黙とうを行い、伊
藤友輔副支部長から開会の辞がなされました。
　来賓として、大阪司法書士会河内支部干場源太支
部長、大阪土地家屋調査士会金子正俊会長、大阪
土地家屋調査士協同組合江川秀樹情報事業部長、
大阪土地家屋調査士政治連盟吉田栄江副会長、公
益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
横山幸一郎理事長、阪南支部上田大人支部長、北
河内支部木下孝司支部長、南支部岡田真一副支部
長、天王寺支部松本博樹副支部長、大阪城支部野
邊直紀副支部長の紹介がなされました。
　中島芳樹支部長の挨拶の後、来賓を代表して金子
会長、横山理事長から祝辞を頂戴しました。
　続いて、森山泰久・西川和宏両議長のもと議事に
入り、各部から事業報告がなされたのち、議案審議
に移り、第１号議案（平成29年度収支、決算報告に
関する件、同監査報告）、第2号議案（平成30年度
支部会費に関する件）、第3号議案（平成30年度事
業計画案に関する件）、第4号議案（平成30年度事
業予算案に関する件）と議事が進められ、執行部か
ら詳細な議案説明および議長の明確な議事進行で
各議案とも挙手多数の賛成で承認・可決されました。
　今年度は、役員改選もなく、また議案審議も円満
に終了しました。

　以上で議案審議はすべて終了し、慶祝記念品贈呈
がなされ、干場支部長、吉田副会長から祝辞をいた
だきました。そして、森留幹事から祝電披露の後、
大貫宗�克副支部長の閉会の辞で無事に総会が終了し
ました。　
　その後、会場を移し、懇親会が催され、懇親会か
ら出席の小宮山秀史公証人、大阪法務局東大阪支局
有年由加里支局長、船井芳治統括登記官、森口謙和
総務登記官、小西和生表示登記専門官、流久生登記
官、堀辺里佳登記官を含む来賓各位をはじめ出席者
が親睦を深め、ビンゴゲ－ムで盛り上がり、終始に
ぎやかなうちに閉会となりました。

（社会事業担当副支部長・辺見　実）

おなじみの「とちねこ」登場
北河内支部

　第67回北河内支部通常総会は、４月27日（金）
午後4時から守口市の「ホテル・アゴーラ大阪守口」
で開会しました。
　来賓として、大阪司法書士会北大阪支部支部長家
高健志様・一般社団法人大阪府建築士事務所協会第
３支部支部長上田寛様・大阪土地家屋調査士会社会
事業部長中島幸広様、大阪土地家屋調査士政治連盟
幹事長雨森貫一様・大阪土地家屋調査士協同組合情
報事業部長菅雄二様・大阪土地家屋調査士会中河内
支部長中島芳樹様・同大阪城支部副支部長平井泰善
様・同豊能支部副支部長石田貴子様のご臨席を賜り
ました。
　緊張した空気の中、議場から議長が選任され、執
行部から事業報告、決算報告に続き、事業計画、事
業予算案が提案されました。特に質問、意見等はな
くスムーズに議事が進行していき、すべての議案は
無事可決となり、また、本年からオンライン表彰が
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　司会の濵田真輝会員のもと、物故者に対し黙と
う、竹内秀治支部長の挨拶、支部慶弔規定に基づく
古稀の記念品が佐野紀夫・平良明徳両会員に贈呈、
祝電の披露の後、中林副会長から祝辞をいただきま
した。
　続いて、議場から服部泰徳会員が議長に選出さ
れ、挨拶の後、出席者38名、委任状提出者が12名
であることを確認、各部から事業報告がなされた
後、議事に入りました。上程された議案は下記の６
議案で、すべて慎重に審議の上、可決承認しました。
審議終了後に来賓の方々から祝辞をいただき、総会
は無事閉会しました。
第１号議案　平成29年度収支決算報告同監査報告
第２号議案　豊能支部解散の件
第３号議案　平成30年度事業計画案審議の件
第４号議案　平成30年度収支予算案審議の件
第５号議案　�支部事業積立金を一般会計に算入する

件および支部特別会費を廃止する件
第６号議案　�平成31年度３月31日の豊能支部解散

後の繰越金の引継ぎおよび暫定支部事
業執行の件

　その後、同ホテル会場で懇親会を開催、懇親会か
らの来賓として、大阪法務局池田出張所所長横沢肇
様、登記官鍛治由樹様、登記官寒川裕治様、顧問弁
護士松原信幸様のご臨席を賜りました。
　会場で横沢所長から祝辞をいただき、そして、大
阪法務局からオンライン推進の感謝状が加瀬部隆・
中島宗德両会員に授与されました。懇親会は、安田
弘会員の司会で和やかな雰囲気の中、盛会のうちに
散会となりました。

（社会事業担当副支部長・渡辺秀和）

法務局から行われることで、より一層のオンライン
化が促進され、第67回通常総会はすべて予定が滞
りなく行われ、支部規定に則り無事閉会しました。
　その後、同会場の懇親会では、懇親会からの来賓
として大阪法務局枚方出張所所長徳永貞幸様・同守
口出張所所長竹林和明様に公務終了後にご臨席を賜
り宴が開かれ、一緒に食事をしながら有意義な意見
交換ができました。
　宴の途中ではおなじみ北河内支部のキャラクター
「とちねこ」が登場し、会場を沸かせました。「とち
ねこ」は毎年登場しており、認知度が上がってきた
とともに少々の飽きがあるかと危惧しておりました
が、会員からも『きたー！』と人気があり、各テー
ブルを周りながら出席者と一緒に記念撮影をしてい
ました。ホテルの料理とお酒を楽しみながら懇親会
は盛大に行われ、宴会を楽しみながら会員同士もま
すます交流が深まったことでしょう。
　すべての会が終わるころには皆とても良い笑顔で
帰っていきました。

（社会事業担当筆頭幹事・大津拓馬）

すべての議案が可決・承認

豊 能 支 部

　平成30年度豊能支部定時総会は、５月11日（金）
午後３時から豊中市の「ホテルアイボリー」で開催
されました。
　来賓として、大阪土地家屋調査士会副会長中林邦
友様、大阪司法書士会豊能支部支部長尾西秀人様、
公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
常任理事流王英樹様、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総
務部次長髙橋稔様、三島支部支部長加藤眞一様、北
支部副支部長中川正雄様、北河内支部副支部長辰巳
誠二様のご臨席を賜りました。
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支部規則等が可決・承認

堺　支　部

　平成30年４月27日（金）午後４時30分から午後
５時55分まで、堺市堺区の「ホテル・アゴーラ　リー
ジェンシー堺」で平成30年度堺支部定時総会が開
催されました。支部会員数112名のうち、出席者数
は88名（委任状含む）でした。司会は昨年に引き
続き田中秀典総務担当幹事が務めました。最初に開
会の辞を大山龍一総務担当副支部長が述べました。
　続いて、物故者に向け出席者全員で黙とうを捧げ
ました。深井邦仁支部長が挨拶を行い、ご来賓の方々
を紹介した後、ご来賓の大阪法務局堺支局支局長鳥
山隆様からご祝辞を頂戴しました。そして、今年の
議長には貞方澄夫会員が選出され、議事を進行しま
した。
　初めに報告事項として、平成29年度会務ならび
に事業経過を報告し、承認されました。続いて議案
審議に入りました。
　結果は以下の通りです。
【第１号議案】平成29年度収支決算報告、同監査報告
【第２号議案】平成30年度事業計画に関する件
【第３号議案】平成30年度収支予算に関する件
【第４号議案】平成31年度以降の支部規則に関する件
【第５号議案】�平成31年４月１日以降最初の大阪土

地家屋調査士会堺支部役員選任およ
び理事・綱紀委員推薦規程に関する
件

【第６号議案】暫定支部役員に関する件
　すべての議案は賛成多数で可決・承認されまし
た。貞方議長が、以上で本日の議事はすべて終了し
た旨を述べ、議長を退任、議長席から降壇しました。
出席者は満場の拍手で議長を労いました。
　ご来賓の大阪土地家屋調査士会会長金子正俊様、
大阪司法書士会堺支部支部長梅川浩様からご祝辞を
頂き、続いて大阪土地家屋調査士協同組合中山髙良
地域代表が協同組合の事業報告と堺地域総代会につ
いての報告・説明を行いました。
　最後に、羽倉昌治経理担当副支部長が閉会の辞を
述べ、定時総会は無事終了しました。

（広報担当副支部長・小林俊彦）

黄綬褒章受章者へ祝い金贈呈

泉 州 支 部

　平成30年度泉州支部定時総会が４月27日（金）
午後４時から泉大津市の「ホテルレイクアルスター
アルザ泉大津」で開催されました。総会の進行は
花田修総務担当副支部長が務め、伊與部浩人研修
担当副支部長の挨拶で開会し、来賓として、大阪法
務局岸和田支局・畑村伸子支局長、片桐克典第四統
括登記官、奥野厚表示登記専門官、大阪土地家屋調
査士会久保加奈子総務部長、大阪司法書士会岸和
田支部池内政勝支部長、同樋口聡副支部長、一般社
団法人大阪府建築士事務所協会第四支部藤江雅文
様、顧問弁護士兵頭厚子様、公益社団法人大阪公共
嘱託登記土地家屋調査士協会笹本一雄常任理事、
大阪土地家屋調査士協同組合藤田嘉宣購買事業部
長、大阪土地家屋調査士政治連盟向井彰一会計責
任者、大阪青年土地家屋調査士会塩田征司様の方々
をお迎えしました。
　橘泰弘支部長の挨拶の後、来賓を代表し畑村支局
長からご祝辞を頂戴し、その後転出・転入会員の紹
介がありました。続いて司会者から祝電披露があ
り、黄綬褒章受章者の神前泰

ひろゆき

幸会員へのお祝い金の
贈呈の後、会員章証紙頒布の労を執っていただいて
いる辻林一郎会員へのお礼が手渡されました。　
　この後、本会出向者から昨年度の活動報告がなさ
れました。その後公嘱協会・協同組合・政治連盟・
大阪青年会から経過報告をいただきました。
　議事進行に当たり、議長は司会者一任の声が上が
り、角野憲一会員が選出され、暫時休憩後、議長
から定足数の確認がなされました。会員総数82名中、
出席者49名、委任状提出者18名、支部規定により
議決権を有することを確認しました。議事録署名者
には向井彰一・石野光俊両会員が選出されました。
「平成29年度会務ならびに事業経過報告」が各部か
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らあり、出席会員に了承され、議案審議に移りました。
　第１号議案の決算報告では、庄司和彦監事から正
確かつ適正であることが報告されました。第２号、
第３号議案は一括審議となり、平成30年度事業計
画案、予算案は全会一致で承認可決され、以上で審
議は無事終了しました。審議終了後、久保総務部長
から来賓祝辞をいただきました。
　そして、雪本栄業務担当副支部長の閉会の辞で支
部総会は閉会となりました。引き続き、同ホテル別
室で懇親会を開催、渡口優厚生担当副支部長の司会
進行で和やかに親睦を深め、盛会のうちに、懇親会
は終了しました。　

（広報担当副支部長・向井常能）

　　�

支部会費徴収規程の変更

三 島 支 部

　新緑も鮮やかな４月27日（金）午後４時から、
平成30年度第48回三島支部定時総会が吹田市の
「ホテル阪急エキスポパーク・銀河」で開催されま
した。
　総会の司会は塩賀崇史会員が務め、中広文業務研
修担当副支部長、加藤眞一支部長の挨拶で開会しま
した。次に来賓を代表して大阪土地家屋調査士会副
会長中林邦友様からご祝辞を頂戴しました。
　議事進行に当たり、議長には河村康弘会員が指名
され、当日の出席会員数の確認が行われ、支部会員
95名のうち、出席者45名、委任状提出者28名、計
73名であり、支部規定で総会が有効に成立するこ
とが確認されました。
　まず、平成29年度会務ならびに事業経過報告が
各担当副支部長から行われました。次に第１号の議
案審議があり、平成29年度収支決算報告ならびに
同監査報告承認に関する件が承認されました。第２
号議案支部会費徴収規程変更承認に関する件につい
ても挙手多数で承認されました。第３号議案、第４
号議案は一括審議となり、平成30年度事業計画案

および予算案についても賛成多数で可決承認されま
した。第５号議案平成31年３月31日の三島支部解
散後の繰越金の引継ぎおよび暫定支部事業執行の件
も賛成多数で可決し、承認され、全議案の審議が無
事終了しました。
　再びご来賓の方々からのご挨拶の後、大阪法務局
北大阪支局から萩山浩一支局長、川本秀文統括登記
官にお越しいただき、萩山支局長からご挨拶を頂戴
しました。平成30年度オンライン登記申請利用促
進に係る感謝状が萩山支局長から黒田聡・三村雄一
両会員ならびに梅本篤志会員に授与されました。こ
の後、支部長表彰者として山上博隆・西谷俊治両会
員が紹介され、加藤支部長から賞状と記念品の贈呈
が行われました。
　最後に、流王英樹公共事業担当副支部長の挨拶で
閉会となりました。
　集合写真撮影の後、同会場内別室で四宮淳一会員
の司会で懇親会が催されました。途中、高槻市長濱
田剛史様にお越しいただき、ご挨拶を頂戴しまし
た。食事と和やかな雰囲気の中、毎年恒例のビンゴ
ゲーム大会で盛り上がり、ご来賓ならびに会員同士
が親睦を深めて、閉会となりました。

（広報担当副支部長・辻田智博）
〈ご来賓の方々〉
高槻市 市　長　　　濱田　剛史様

大阪法務局　北大阪支局 支局長　　　萩山　浩一様

大阪法務局　北大阪支局 統括登記官　川本　秀文様

大阪司法書士会　北摂支部 支部長　　　徳永　正尚様

大阪土地家屋調査士会 副会長　　　中林　邦友様

公益社団法人�大阪公共嘱託登記
土地家屋調査士協会 理事長　　　横山幸一郎様

大阪土地家屋調査士協同組合 副理事長　　梶谷　　信様

大阪土地家屋調査士政治連盟 会　長　　　加藤　幸男様

大阪土地家屋調査士会　北支部 支部長　　　中島　公司様

大阪土地家屋調査士会　
豊能支部 支部長　　　竹内　秀治様
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温泉付き会場での最後の総会
南河内支部

　平成30年度南河内支部定時総会は、５月９日（水）
午後４時から、日本三大不動の一つ瀧谷不動尊のた
もとにある「グランドホテル二葉」で開催されました。
　ご来賓には、大阪法務局富田林支局支局長中川直
子様、統括登記官大仲秀美様、大阪土地家屋調査士
会会長金子正俊様、堺支部支部長深井邦仁様、大阪
土地家屋調査士協同組合副理事長井上広様、大阪土
地家屋調査士政治連盟幹事長雨森貫一様、公益社団
法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会副理事長
舩原大弘様、大阪司法書士会堺支部筆頭副支部長赤
嶺和弘様、一般社団法人大阪府建築士事務所協会常
任幹事五嶋常二様の方々をお迎えしての盛大な総会
となりました。
　今西眞佐美総務担当副支部長の司会のもと、古田
哲久業務研修担当副支部長の開会の辞で開会し、物
故者に黙とうをささげ、桧山一志支部長の挨拶があ
り、中川支局長からご祝辞を頂戴し、また、大阪法
務局からオンライン登記申請の普及高揚に貢献した
土地家屋調査士に対し、感謝状が贈られ当支部では
久保田宣生会員が選ばれました。　
　議事進行に当たり、議長に山田勝彦会員が選出さ
れ、会員総数41名のうち、26名の出席、委任状提
出者12名で議事に入りました。

　平成29年度の会務報告、事業経過報告があり、
続いて、平成29年度収支決算報告、同監査報告、
平成30年度の事業計画案、事業予算案が審議され、
原案どおり承認可決されました。
　当支部は、来年度に堺支部と合併することをひかえ
ており、桧山支部長から支部合併に至るまでの経緯
等が報告され、新支部の規則等が原案どおり承認可
決され、来年度からは、（新）堺支部として総勢150名
余りの支部として活動することになりました。
　議案審議終了後、金子会長のご祝辞を頂戴し、山
本哲也厚生担当副支部長の閉会の辞で支部総会は無
事終了しました。
　懇親会に先立ちホテル自慢の展望浴場で汗を流
し、来賓の方々にもご出席いただき、南河内支部と
しては最後の懇親会でもあり、会員各位の親睦を深
め、盛況のうちに終了しました。

（社会事業担当副支部長・屋納　隆）
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　平成30年３月７日（水）午後１時から大阪市中
央区の大阪府立労働センター「エル・おおさか」で
平成29年度第１回会員研修会が開催されました。
　定刻に業務研修部の藤野充副部長の司会のもと、
松尾賢

まさる

副会長の開会の辞・研修趣旨の説明、金子正
俊会長挨拶の後、研修会が開始されました。
　初めに、社会事業部の副部長でもある正井利明オ
ンライン申請促進委員長から「資格者代理人方式
（仮）について」と題して、平成30年度から開始され
る完全オンライン申請に関する講演が行われました。
　事前準備から始まり、必要なソフト、補正の手順、
オンライン申請のメリット・デメリット等丁寧な説明
がなされ、完全オンラインへの移行が秋以降になる
のではないか、との情報を提供されました。

　引き続き「政治連盟からのお知らせ」として、加
藤幸男大阪土地家屋調査士政治連盟会長から、現在
の政治連盟の状況、活動内容、成果、今後の活動方
針について詳細に説明されました。

　休憩後、大阪高等裁判所判事の田中敦様から「他
の専門職能からみた土地家屋調査士」と題して、講
演いただきました。
　不動産調査のプロであるわれわれに求められてい
ること、何を大切にして職務を遂行していくべきな
のかなどいろいろな言葉・小話等を引用され、丁寧
に説明していただきました。
　以上で本年度第１回会員研修会は終了しました。

　（社会事業部長・中島幸広）

大阪会会員の支部別出席者数
支部 会員数 出席者数 出席率
北支部 160 72 45.00%

南支部 36 21 58.33%

阪南支部 70 34 48.57%

天王寺支部 37 18 48.65%

大阪城支部 135 64 47.41%

中河内支部 113 56 49.56%

北河内支部 82 45 54.88%

豊能支部 65 29 44.62%

堺支部 113 41 36.28%

泉州支部 83 37 44.58%

三島支部 95 35 36.84%

南河内支部 41 20 48.78%

計 1,030 472 45.83%

完全オンライン申請について説明
平成29年度　第１回会員研修会

完全オンライン申請について説明
平成29年度　第１回会員研修会

正井オンライン申請促進委員長

田中大阪高裁判事
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物語の始まり…
部長：�実をいうとわしもな、オンラインちょっと苦

手やねん。そこでやなぁ、これから１年間か
けて、大阪会の会報誌向けに「パソコンは
ちょっと苦手」という人でも分かるようなオ
ンライン申請の連載記事をなぁ、委員長（オ
ンライン申請促進委員会）でもあり、社会事
業部の広報担当副部長でもある君にちょろっ
と書いてほしいんやけど…。

私　：�また、無茶なご注文を。部長もご存じやと思
いますけど、もう既に「する人」と「せえへ
ん人」にはっきりと分かれてしもてますや
ん。しかも、その溝が埋まる気配は一向にな
いんですけど…。

部長：�まぁ、ぶっちゃけそのとおりなんやけどな。
うわさによると、近々完全オンラインも始ま
るらしいやん。こういう時代やからこそ、こ
の２つの世界の溝をやな、できるだけ浅う
してもろてな、オンラインしてへん人にも
「まぁ、しゃあないな。そこまで言うんやっ
たら取りあえずやってみよか～」ちゅうふう
に、その気にさせるような、連載記事をちょ
ちょいと書いてほしいんや。君やったらでき
るやろ。これはなぁ、わし（社会事業部長）
からの「お・ね・が・い」なんやけど‼

私　：�（ノーという返事はあり得ない雰囲気）
　　　はぁ…。（これってもしかして○○ハラ？）
部長：ほな、よろしく頼むわ～。
　　
　※部長：社会事業部長

というやり取りが、社会事業部会後のとある居酒屋
であったとかなかったとか…。
だとしても、やるからにはせっかくの誌面を無駄に
せんように頑張らんといかんなぁ！ということで、
この連載記事は始まるのです！
お読みになる会員の皆さまは、いきなり「脱落」し
ないように、最後までお付き合いのほど、よろしく
お願いいたします。m(_�_)m

連載第１回目：まず「三種の神器」をそろえよう！
　これは「ゲーム」なのでは？

　パソコン操作というのは、必ず何かしら「ゲーム
的な」要素を含んでいます。オンライン申請も決し
て例外ではありません。最初の慣れないうちは、誰
しも悪戦苦闘するものです。要領がよく分かりませ
んし、簡単なわなにもすぐに引っ掛かってしまいま
す。押してはいけないボタンをポチってしまうこと
は、実によくあることです。だからといって最初か
ら拒絶していては、一歩も先に進むことができませ
ん。ここはひとつ勇気を出して「第一歩を踏みだ
す」ということが非常に重要なのではないかと思い
ます。そして、オンライン申請世界という迷宮（ダ
ンジョン）を１つずつクリアしていくことによっ
て、徐々にレベルアップができ、だんだんと苦では
なくなる（＝楽しくなってくる）というものだと考
えてみてはいかがでしょうか？　ということで、こ
こはひとつゲームの中の冒険者にでもなったつもり
で、この連載記事を読み進めていただければと思い
ます。

オンライン申請の「三種の神器」
　ゲームの中の冒険者に「武器やアイテム」はつき
ものですが、オンライン申請でもそれは同じです。
既にオンライン申請をしている人は十分に理解して
いると思いますが、オンライン申請には、必要不可
欠な３つの「道具」があります。それらは（１）パ
ソコン（２）申請者ID、そして（３）電子証明書
の３つです。それ以外は何もなくても良いのかとい
うと、そんなことはないのですけど、少なくともこ
の３つの道具が１つでも欠けると、オンラインでの
登記申請は100％できません。そこでまず、連載初
回である今回は、オンライン申請世界を冒険するた
めに必要なこの「オンライン申請三種の神器」につ
いてのお話をしたいと思います。

（１）神器その１＝パソコン
　冒頭にも書きましたが、ことオンライン申請に関
していうならば、この世界は2つに分かれています。
すなわち「オンライン申請世界」と「書面申請世界」
の２つです。書面申請世界の住人の皆さんが、どう
して（何が原因・障害となっていて）オンライン申
請世界にお越しにならないのか、実はよく分かって
いません。アンケートをお願いしたり、パブリック

誰でもできるよ！オンライン申請！！（全4回）新連載

オンライン申請促進委員会　委員長　正井利明



第330号 23平成30年７月

コメントに対する意見の募集を行ったり、さまざま
な機会をとらえてその原因を探ろうと努力はいたし
ましたが、結局よく分からなかったというのが私の
偽らざる本音です。しかし、よくよく考えてみると
それは当然のこと。なぜかというと、オンライン申
請をしていない会員の方がオンライン申請のアン
ケートやパブリックコメントに意見を寄せるはずも
ないからです。オンライン申請の研修会にしても、
来られるのはやはりオンライン申請に興味がある会
員、言い換えるならばオンライン申請世界の住人の
皆さんが大半であり、書面申請世界の住人の皆さん
は研修会にもお越しになられません。これはとても
悲しいことです。
　ですが、この連載記事の一番の目的は、オンラ
イン申請に現時点では全く興味がない皆さんでも
「ちょっと読んでみようかな～」という気持ちに
なっていただくことにあります。たとえ、オンライ
ン申請をしていない会員の皆さまでも、こなしてい
る仕事の内容は同じなわけですから、業務をこなす
上では共通に利用しているであろう事務機器である
パソコンの、しかもごくごく一般的なお話から始め
たいと思います。

昨今のパソコン事情
　その昔、といってもたかだか20年ほど前のこと
ですが、パソコンは非常に高価なものでした。デス
クトップ型で50万円以上は当たり前のこと、当時
ノート型のものはほとんど存在しませんでしたが、
買うとなると確か100万円ぐらいしたと記憶してい
ます。それからパソコンの値段はどんどん下がり、
性能もぐんぐん上がっていきました。かつてのパソ
コン業界を知る者にとって、近年のパソコン業界は
まさに「夢のような世界」であるといえるでしょう。
　ところが、近ごろパソコンの値段がなかなか思っ
たようには下がらなくなりました。思い返せば今か
ら５年ほど前（2013年ごろ）がパソコンの底値だっ
たのではないでしょうか。その当時、比較的高性能
とされるCore�i5、15.6インチ液晶モニター搭載の
新品ノートパソコン（Office製品は含まず）が３万
円台後半（税別）で買えました。その後はじわじわ
と高くなる一方という印象です。現在、同じような
仕様のノートパソコンは大体８万円～10万円（税
別）くらいします。特にWindows�XPのサポート
が終了して世間が一斉にパソコンの買い換えをした
前後から、パソコンの値段は高止まりを示すように
なった感じがしています。恐らく複合的な事情によ

るのでしょうが、最も大きいのがスマートフォン（ス
マホ）の爆発的な普及であると考えられます。ご存
じないかもしれませんが、実はスマホは電話機では
ありません。最低で粗悪な電話機能がオマケで付い
た超小型のパソコンです。電話としての使い勝手は
かつての携帯電話専用機（いわゆるガラケー）の足
元にも及びません。しかし、携帯電話会社としては、
利用者に高速で大量のデータ通信をガンガンしても
らうと爆発的に（それはもう笑いが止まらないくら
いに！）利益が上がるので、なんだかんだと理由を
つけては無理やりにでもガラケーをスマホにシフト
している（させている）というのが実情なのではな
いかと疑ってしまいます。
　このスマホという名の超小型パソコンが世界中で
大量に生産されるようになりますと、当然IC関連
部品が不足します。需給関係で価格は決まりますの
で、部品価格が高止まりし、そのあおりでパソコン
も高値が続いているという状況であると私は見てい
ます。これからまだしばらくの間、スマホのブーム
が去るとは到底思えませんので、その影響を受けて
パソコンの価格も高止まりすると考えられます。
　その一方でパソコンの性能自体は過去に比べて伸
びしろがだんだんとなくなってきました。かつて
はムーアの法則（約２年間で大規模集積回路〔LSI〕
の集積密度がほぼ２倍になる）というのが業界の常
識であったのですが、その法則も今では非常識（実
現が困難な状況）になってきています。つまり、新
しいパソコンが発売されたからといって「劇的に速
くなる」という時代は過去のものとなり、買ったパ
ソコンが一定レベルまで陳腐化（=あまりの遅さに
イライラするようになる）するのにこれまでよりも
年数がかかるようになってきた、言い換えるなら
ば、パソコンそのものの寿命が延びたということで
もあるといえます。パソコンは道具ですので、時代
に合ったものをできるだけ長く使うのが望ましいと
個人的には思います。その点では搭載されている
OS（Windowsなど）のバージョンには、特に注
意が必要でしょう。ご存じかもしれませんが、今で
も多くの方が使っているWindows�７の延長サポー
トが2020年の１月で終了します。それ以降は、た
とえ、致命的な不具合が見つかっても修正プログラ
ムは提供されません。非常に危険な状況になるとい
えます。延長サポートの期限切れまでには、パソコ
ンの乗り換えまたは買い換えが必要となってきます
ので、その準備をしていただきたいと思います。今
から準備を始めても決して早過ぎるということはあ
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りません。日常業務に明け暮れていますと、１年や
２年はあっという間に過ぎてしまいます。それと、
あまりぎりぎりになって買い換えようとしますと、
Windows�XPのサポートが終了したときと同じよ
うに、足元を見られて「割高な買い物」を強いられ
る可能性が濃厚ですので、ここはひとつ計画的かつ
早めの移行をお薦めします。
　パソコンを新しく買い換えるのであれば、この際
ですから現在の最新OSであるWindows�10を搭載
したパソコンを購入することをご検討ください（間
違っても今さらWindows�７搭載のものなど買わな
いように！）。Windows�10は年に２回程度の大き
な「機能アップデート」がある（おおむね３月と９
月に実施される）ものの、バージョンアップのサポー
トの終了は予定されていない（Windows�11は出さ
ない）といわれています。また、Windows�10に
はセキュリティソフトであるWindows�Defender
（ウインドウズ・ディフェンダー、Defender）が標
準搭載されていて、これまでのようにお金を出して
までわざわざセキュリティソフトを購入し続ける必
要がないのではないか？ともいわれています。余談
ながら、かつてこの「Defender」は「オマケ機能」
とやゆされてきましたが、現実問題として60万台
のパソコンが稼働し、米国内で国防総省に続き２番
目に激しいサイバー攻撃に日々さらされていると
いわれる開発元のMicrosoft社内では「Defender」
シリーズ以外のセキュリティ対策ソフトは一切使っ
ていないそうです。それ以外にもWindows�10に
は、ウィルスの活動を抑止する仕組みがOSレベル
で複数取り入れられているので、Windows�７や8.1
とは比較にならないほどセキュリティ的には強固な
のだそうです。ですから「パソコン買ったらセキュ
リティ対策ソフトも買って入れる」というのは、お
おむね過去の神話となりつつあるのが現状だといえ
るでしょう。
　さて、皆さんの事務所的には恐らくWindows
のバージョンを変えると「今使っている登記測量
CADソフトが動作しないかもしれない」という点
がWindows�10のパソコン導入の最大の障壁なの
でしょうが、Windows�10は、これからも相当長
い期間にわたって「バージョンアップはしない」と
明言していますので、登記測量CADソフトのバー
ジョンアップも「これで最後」と思っていただい
てほぼ間違いがないのではないかと思います。ま
た、Windowsのバージョンが変わることによって
パソコンの基本的な操作方法も変わり、覚えるのが

面倒くさいというのもまた事実ではありますが、こ
ういった環境の変化を受け入れるということは脳の
柔軟性を育て、老化防止にも大いに役立つようです
ので、ここは前向きに挑戦していただきたいところ
です。いずれにせよ、オンライン申請をするには道
具としてのパソコンが必要です。そして、オンライ
ン（インターネット経由）で情報をやり取りする必
要があるという性質上、インターネットへの接続お
よびセキュリティ対策は必須であると考えていただ
きたいと思います。であるならば、ここはひとつ
セキュリティ対策の底上げが大幅に行われている
Windows�10搭載のパソコンを新しく買うところ
からオンライン申請への取り組みを始めてみてはい
かがでしょうか？

パソコンを準備してみる
　パソコンはあくまでも道具です。新品でも中古で
も構いません。価格的には中古の方が多少有利では
ありますし、中古であっても意外と性能が高い、い
わゆる「掘り出し物」も多く存在します。ですが、
当たりはずれが少なく、できるだけ長期間にわたっ
て（具体的にいうならばこれから7年～10年程度）
使い続けたいというのであれば、新品のパソコンを
買う方が結果として後悔しないと思います。
　そして、これは意外と重要なのですが、パソコン
を買ったら、これからオンライン申請世界を旅する
パートナーとなるパソコンにぜひとも「名前」を付け
てあげてください。名前を付けると不思議と愛着が
生まれ、無機質なパソコンがより身近なものに感じ
られるようになると思いますので、お薦めですよ。

推奨されるパソコンの基本性能
CPU：�（できれば第６世代以降の）Core�i３、Core�

i５など
メモリ：８GB以上
ドライブ：SSD（240GB以上）を推奨（モーター
などの回転する機械部品を使っていないので振動に
強く耐久性も高い。高価だが何よりもデータの読み
書きがHDDとは比較にならないほど高速。パソコ
ンが30秒程度で起動する。）
OS：�Windows�10（64bit版を推奨。32bit版では

４GB以上のメモリが無駄になる。）
モニター：HD以上（フルHD推奨）
名前：愛機にふさわしい名前も準備！

　新品にしても中古にしても、パソコンを購入して
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から実際に使えるようになるまでには、セットアッ
プという作業が避けられません。また、データの移
行やアプリの準備などもあるでしょう。恐らくこれ
をするには数日かかるはずです。いやはや面倒くさ
い。その気持ちは非常によく理解できます。これは
実社会に例えると、まさに「お引っ越し」ですね。
住居の引っ越しは実に面倒くさいものですが、一
方でこれを機に思い切った「断捨離」が可能になる
というメリットもあります。これとほぼ同じで、古い
パソコンから新しいパソコンに乗り換えるときには、
無駄なアプリやデータを思い切って整理するいい機
会になるはずです。人生の再出発といえば大げさで
すが、新しいパソコンで気持ちも新たにオンライン
申請に取り組んでいただければ幸いに思います。

（２）神器その２＝申請者ID
　オンライン申請世界を旅するために必須の道具の
２つ目は「申請者ID」です。オンライン申請では
オンライン申請システムにログインをしなくてはな
りません。その際に必要になるのが、この「申請
者ID」です。いうなれば、オンライン申請世界を
旅するときの別名（ペンネーム）みたいなものと考
えてください。これがないと始まらないわけですか
ら、何はさておき「申請者ID」を取得しましょう。
パソコンを買うにはそれなりの予算が必要ですが、
この「申請者ID」は、ありがたいことに無料で取
得することができます。また、複数の「申請者ID」
を取得して用途ごとに使い分けることも可能です。
パソコンの準備ができたら、早速この「申請者ID」
を取得しておきましょう。この「申請者ID」の取
得には以下のようなものの準備が必要です。
１）パソコン（ウェブブラウザ）
２）インターネット接続環境
３）メールアドレス
４）申請者操作手引書（導入編）
　通常、Windows�OSにはウェブブラウザとし
てInternet�Explorer（インターネット・エクスプ
ローラー、IE）が標準搭載されています。ただし、
Windows�10の場合には、通常使うウェブブラウ
ザとしてMicrosoft�Edge（マイクロソフト・エッジ、
MS�Edge）が標準で設定されていますが、この「MS�
Edge」はまだ発展途上であり、法務省が推奨する
ウェブブラウザにも指定されていませんので、通常
使うウェブブラウザを「IE」に設定し直しておく方
が無難です。
　さて、「申請者ID」を取得するには「登記・供託

オンライン申請システムホームページ（以下、オン
ラインHPと表記。）」を表示させる必要があります。
このホームページはウェブブラウザで「登記・供託
オンライン」をキーワードとしてインターネットを
検索すれば、必ず上位にヒットします。
　オンライン申請システムの稼働時間内（平日の８
時30分から21時までの間）に、このホームページ
の左側にある「申請者情報登録」と書かれている青
色のボタンをクリックして、利用者情報登録を行え
ば「申請者ID」を取得することができます。登録
すべき内容には制限（約束事）がありますので、そ
れを守って登録を行う必要がありますが、操作自体
はそれほど難しいものではありません。申請者操作
手引書（導入編）を読みながら進めていただければ、
ほぼ迷うこともないでしょう。この申請者操作手引
書（導入編）はオンラインＨＰの「ダウンロードペー
ジ」で最新のものが公開されています。手引書をダ
ウンロードするのにお金はかかりません。ただし、
この操作手引書はPDFファイルになっていますの
で、パソコンでPDFファイルを表示するためのア
プリ（Adobe�Acrobat�Reader�DCなど）を事前に
導入するなどして、準備をしておきましょう。
　「申請者ID」を取得する際の注意点としましては、
IDは重複が許されず、早い者勝ちですので、氏名な
どのローマ字（例えば「Yamada」など）では、既
に登録されていることが往々にしてあり得ます。この
ような場合には、取得したいIDの前後に数字を付け
足したり、ランダムに大文字⇔小文字を入れ替えたり
（例えば「YaMaDa555」など）するとよいでしょう。
　なお、参考までに申し上げますと、この「申請者
ID」は別に氏名に限定されているわけではありま
せん。半角英数字11文字以内という制限があるだ
けです。ですので、外国人にありがちな（日本人か
らすれば格好良く思える）名前や自動車の車種名、
電話番号などでも、全く構いません。自分が気に
入っているものがあれば「何でもござれ」ですので、
むしろあまり堅苦しく考えない方がよいと思いま
す。私個人的にはその方がより楽しくオンライン申
請世界を歩き回れるのではないかと考えているから
です。
　その他にも、オンライン申請世界へ入場するため
の合言葉となるパスワードは「半角英字・半角数字・
半角記号」の混在が必須で「８文字以上20文字以
下」となっていること、それ以外の項目で入力文字
に全角／半角の指定がある場合にはそれに従うこ
と、などに気を付けてください。後々のことも考え
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ますと、IDとパスワードはあらかじめ決めておき、
手元にメモを残しておいた方がよいでしょう。
　「申請者ID」の取得以外にも、パスワードの変更
や登録者情報の変更は「登記・供託オンライン申請
システムホームページ」から行うことになりますの
で、できたらこのオンラインＨＰをウェブブラウザ
の「お気に入り」に登録しておきましょう。
　こうして「申請者ID」が取得できれば、オンラ
イン申請世界に入場できるようになります。入場で
きるといっても登記の申請はできません。証明書類
の請求ができるだけです。とはいえ、かんたん証明
書請求を利用して証明書類を請求していただけれ
ば、きっとこれまで想像していたよりもずっと簡単
であるということが身をもって理解いただけるで
しょう。しかも直接窓口で請求するよりも手数料が
安く設定されていますし、オンラインで請求して法
務局等の窓口で証明書類の交付を受ければ、さらに
手数料が安くなりますので、断然お得です。このか
んたん証明書請求については、次回に詳しく説明を
したいと思います。

（３）神器その３＝電子証明書
　三種の神器の最後は「電子証明書」です。
　オンラインで登記申請をするにはパソコン、「申
請者ID」のほかに電子証明書が必要になります。
これがないとオンラインでの登記申請はできませ
ん。従って、電子証明書は、パソコンや「申請者
ID」と並ぶオンライン申請に必須な「三種の神器」
の１つなのです。この電子証明書を発行するには、
高度に管理された証明書発行機関が必要であり、そ
の維持には莫大なお金がかかります。ですので、大
抵の場合で電子証明書の交付を受けるにはそれなり
の手数料を支払う必要が生じます。
　ところで、わざわざお金を出してまで電子証明書
を取得して何かメリットはあるのか？と問われます
と、正直困ります。ここはひとつ認識を変えていた
だき電子証明書はオンライン申請世界でのパスポー
ト（旅券）だと思ってください。本物のパスポート
だって、取得するには結構お金も時間もかかります
（オマケに有効期限もあります）が、例えば海外へ
行く予定のない人から、これを取得して何のメリッ
トがあるのかと真顔で尋ねられたら、あなたはどう
答えますか？　パスポートは外国へ行くために必須
の小道具であるのと同じで、電子証明書はオンライ
ン申請の世界を大手を振って歩くために必須の小道
具（=アイテム）だということです。これからオン

ライン申請にチャレンジしようとしているあなたに
は、オンライン申請世界でのパスポートたる電子証
明書が必要になるのです。これは「小道具」なので
すから「使い倒してナンボ」なのです。そういうも
のとご理解くださいませ。
　さて、オンライン申請で利用できる土地家屋調査
士の電子証明書には個人向けと法人向けがあり、個
人向けのものは日本土地家屋調査士会連合会（以
下、「連合会」という。）認証局の委託先であるセコ
ムトラストシステムズ社から発行され、法人向けの
ものは法務省から発行されます。法人の会員は、特
別な理由がないかぎり法人向けの証明書を使うよう
にしてください。個人向けの電子証明書の取得方法
については、連合会認証局のホームページ（「調査
士会連合会」「電子証明書」でキーワード検索）に
詳しい情報が掲載されていますので、実際に取得し
ようという場合には、それらを参照していただきた
いのですが、概要は以下のような流れになります。
1.　�利用申込書を請求する（ホームページからの申

し込み）。
2.　利用申込書に（個人の）実印を押印する。
3.　�印鑑証明書と住民票の写し（共に3カ月以内の

もの）を用意する。
4.　�電子証明書の利用手数料（1万円）を納付する
（振込、ネットバンキング利用可）。

5.　�利用申込書、印鑑証明書、住民票の写し、振り
込みを証明するものを認証局に送付する。

6.　�電子証明書発行通知書の受領（本人限定受取郵
便）。

7.　�電子証明書のダウンロード（バックアップの作
成）。

8.　受領書への実印押印と返送。
　この場合には、全行程で1カ月ほどかかるかと思
いますので、電子証明書の取得がもしもまだお済み
でないのでしたら、速やかに着手していただきたい
と思います。
　蛇足ながら、過去にICカードで難儀したり挫折
したりしたという方もいらっしゃるかと思いますの
で、その点について少々書いておきますと、現在、
個人向けのものも法人向けのものも、電子証明書は
すべて電子ファイル形式になっています。これを例
えるならば、かつては個人向けの電子証明書がIC
カードという強固な貝殻の中に厳重に保管されてい
たものが、今はむき身のカキのように本体が「むき
出し」の状態になっていると思ってください。使う
たびにいちいち強固な貝殻をこじ開ける必要がない
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ので、することといえばポン酢をちょいと垂らして
食べるだけ。専用の調理器具（ツール）も一切要り
ません。　
　すなわち、今の電子証明書は特殊な機器（カード
リーダライタ）やアプリ（ドライバソフト）を必要
とせず、環境設定が不要で、信じられないくらい簡
単に、そして素早く電子証明書を使った電子署名の
付与ができるように改善されていますから、安心し
て取得していただきたいと思います。
　法人向けの電子証明書の取得方法についても、専
用のホームページ（「商業登記」「電子認証」でキー
ワード検索）が開設されていますので、それを参考
に手続きを行ってください。こちらも同じように、
実際に取得しようという場合にはこのホームページ
をじっくりと読んでいただきたいのですが、概要を
示すと以下のようになります。
1.　�ホームページから電子証明書専用ソフトをダウ

ンロードしてインストールする。
2.　�専用ソフトを使って鍵ペアおよび申請ファイ

ル、申請書を作成する。
3.　申請ファイルをCD-Rに記録する。
4.　申請書を印刷して必要事項を記入し、押印する。
5.　�利用期間に応じた手数料を払う（収入印紙を購

入）。
6.　�申請書、CD-Rと印鑑カードを法人管轄法務局

に持ち込む。
7.　電子証明書発行確認証を受領する。
8.　�鍵ペアと電子証明書発行確認証を使って証明書

をダウンロードする。
　こちらは個人向けの電子証明書と比べると少々割
高ですが、スピーディーに電子証明書が取得できま
すし、有効期間中であれば、何度でもダウンロード
ができます（個人向けのものは短期間しかダウン
ロードできません）。
　また、法人向けの電子証明書は「法人の実印＋資
格証明書」と同じ重みをもつものであり、個人向け
の電子証明書とは違って、オンラインの登記申請以
外にもさまざまな用途（例えば、e-Tax（国税電子
申告・納税システム）、eLTAX（地方税電子申告）、
社会保険・労働保険関係手続（e-Gov電子申請シス
テム）、特許のインターネット出願、自動車保有関
係手続のワンストップサービス、総務省電波利用電
子申請・届出システム、防衛装備庁電子入札・開
札システム、オンラインでの支払督促手続（督促
手続オンラインシステム）、政府電子調達システム
（GEPS）、電子自治体の各種の申請・届出システム
や企業間の電子契約など）で利用することが可能と

なっています。これらの中でも特に注目すべきは企
業間の電子契約で、電子的に契約書を作成した場合
には契約金額に応じて納付する義務があるとされる
印紙税を納付する必要がありません。大きな金額の
契約書を電子契約書に変更すれば、非常に大きな節
税効果が見込めるのです。
　ちょっぴり面倒くさい手続きを経て電子証明書が
入手できれば、これでオンライン申請三種の神器が
すべてそろい、あなたも晴れてオンライン申請世界
の住人の仲間入りです。おめでとうございます！
＼(^o^)／　＼(^o^)／　＼(^o^)／
　これからバリバリ…とまではいかなくても、ぼち
ぼちとオンライン申請世界に旅立とうではありませ
んか！

　さてさて、新連載「誰でもできるよ！オンライン
申請‼」の第１回目。オンライン申請ワールドへの
ほんの入り口までのご案内でしたが、いかがでした
か？　今回のお話は誌面の関係もあって、ここまで
とさせていただきます。
　次回（10月号）では「ホンキで取り組むキ・ホ・
ン」と題して、かんたん証明書請求の利用と、オン
ライン申請の環境設定を中心に説明をしたいと思い
ます。ご一緒にオンライン申請の世界を自由に大手
を振って歩くための「装備」を用意していきましょ
う。ご期待くださいませ！

今後の連載予定
（都合により変更されることがあります。）
■連載第２回目（予定）
　ホンキで取り組むキ・ホ・ン
　～何事も基本が大事～
　かんたん証明書請求を利用してみる。
　アプリを準備してみる。
　申請用総合ソフトで証明書を請求してみる。
■連載第３回目（予定）
　着実にレベルアップ！
　～地道な努力が実を結ぶ～
　申請情報を作ってみる。
　電子署名をしてみる。
　送信してみる。
■連載第４回目（予定）
　ラスボスを倒せ！
　～完全オンライン申請の世界へジャンプ～
　図面の電子化に挑戦してみる。
　その他の添付情報の電子化に挑戦してみる。
　完全オンライン申請を体験してみる。
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<あらためてご紹介>
　境界問題相談センターおおさかは、平成15年３
月１日全国に先駆けてオープンしました。その後、
えらい苦労をして手続全体を見直し、ADR法の認
証（信頼できる機関やで、との国のお墨付き）をも
らいました。
　もちろん認定土地家屋調査士が働ける場所として
の法務大臣の指定機関ともなりました。これからは
外向き体裁だけと違うて、ほんまに市民のお役に立
ちたい思うて、土地家屋調査士がここのところも
ちゃんとできるということを示したくて、やってき
ました。
　皆さん、ご存じのこととは思いますが、センター
は弁護士さんと協働でやっておりますので筆界だけ
やなく、所有権の問題も併せていっぺんに解決でき
るというところが売りでございます。
　境界問題の解決については「筆界特定」「裁判所」
「民間総合調停センター」といろいろな選択肢が用
意されているところではありますが、専門家による
境界紛争専門店はセンターおおさかだけでございま
すので、今後ともごひいきによろしゅうお頼み申し
上げます。

<筆特との連携考えています>
　オープン以来センターによる紛争解決は調停成立
（18件）のみならず、相談段階（474件のうち調停
回付122件）での自主解決も含めると相当数ありま
んねん。けど、大流行の筆界特定に比べれば利用件
数は微々たるものと言わざるを得ません。ご存じの
ように筆界特定では筆界しか特定されませんので、
土地の所有権その他の問題が積み残され、本来の紛
争解決に至らない場合が想定されます。そのため筆
界特定の制度ができるときにADRとの連携が付帯
決議されたんやからね・・・。
　大阪では従来から筆界特定室に設置された筆界特
定相談室に相談員を派遣し、入り口での振り分け連
携をやってきました。センターでの取り扱い領域に
も筆界特定で特定された土地を含むと規定してまん
ので、筆界特定後の出口の案件をとらまえ、利用者
の望む全面解決へと導くよう取り組んでいるところ
ではありますが「筆界特定連携という意味でのセン

ター利用」はなかなか思うように進まないのが悔し
いけど今までの実情ということになりまんなあ。

<簡易調停で境界標設置>
　さて、筆界特定の制度制定時点からの懸案事項や
けど、特定された境界線に境界標が当然には設置で
きないということがあり、市民にとっては全く訳の
分からんことになっとります。そこでこの問題をセ
ンターで「早い」「うまい」「安い」の３拍子そろった現
地安定ができないかと検討し、双方当事者の合意形
成が容易である場合には、即決和解的な手続として
簡易調停制度をスタートさせとります。筆界特定後に
境界標設置でお困りの折は、かなり安価で境界標設
置（和解契約書付き）ができまんのんで、簡易調停の
制度のご利用をぜひご検討願いとう存じます。
　なお、簡易調停は、筆界特定後の境界標設置業務
として、土地家屋調査士の誰でも利用できるもんで
ございます。詳しい内容については「まんがで納得！
簡易調停」・「簡易調停リーフレット」を大阪土地家
屋調査士会館５階境界問題相談センターおおさかに
備え付けとりますので、どちらさんも、いつでもお
気軽にお問い合わせください。

「境界問題相談センターおおさか」頑張ってまっせ！「境界問題相談センターおおさか」頑張ってまっせ！

境界問題相談センターおおさか推進委員会
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＜無料相談会試行開始＞
　境界問題相談センターおおさかは、境界紛争のみ
取り扱う専門店の機関です。当事者間の調停に進む
前に原則「相談」手続きを経ることになってんのは、
問題の交通整理ということのほか、その案件がセン
ターの調停になじむものかどうかの判断も併せてや
らせていただいてるからでんねん。
　前述のとおりセンターでの問題解決としての実績
は大した数ではあらへんけど、実は市民からの問い
合わせ電話は一日２～３件ほどのペースで架かって
きてます。事務局さんがこれに対応して作ってくれ
てる問い合わせ記録を見ると「金かかるのんか？　
考えるわ」という内容がとても多くなっとります。
　そこで、一丁奮発して６月から無料相談デーを試
行することと相成りました（日程はあらためてお知
らせします）。委員の負担増は我慢して、民間ＡＤ
Ｒの利用促進につながればとの思いでやってみます
ので、会員各位にも利用者への働き掛けをぜひにお
願い申し上げます。

　ご利用待ってまっせー 毎度おおきに！

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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　平成30年４月14日（土）正午から、春らんまん
の大阪市北区西天満で大阪土地家屋調査士政治連盟
会長でもある加藤幸男先生の黄綬褒章受章記念祝賀
会が開催されました。主催は大阪土地家屋調査士会
三島支部の執行部を中心とした発起人です。
　会場は「中之島LOVE　CENTRAL」という堂島川
沿いのレストランで執り行われました。小職が発起人
を代表して開会の挨拶をさせていただいたのち、日
本土地家屋調査士会連合会会長の岡田潤一郎様か
らのご祝辞に続き、全国土地家屋調査士政治連盟会
長の横山一夫様のご祝辞、日本土地家屋調査士会連
合会顧問の西本孔

よし

昭
あき

様のご祝辞を頂戴しました。
　記念品贈呈に続き、花束の贈呈（受章者本人から
奥さまへ）、そして乾杯のご発声は日本土地家屋調
査士会連合会名誉会長林千

ち

年
とし

様にお願いしました。
　祝いのセレモニーとしてイル・チェーロ合奏団
（※）の演奏、さらに梅花女子大学のチアダンス部
のチアダンスを披露いただきました。同部は日本を
代表するレベルです。会場前のテラスで演技しても
らいましたが、圧巻でした。参加者も驚かれたと思
います。
　最後に受章者から感謝の言葉を述べていただき、
三島支部顧問の森本恒夫様からの閉会の挨拶で宴を
終えました。
　今回の祝賀会は受章者ご本人のいろいろなこだわ
りを演出しました。会場は通常はホテルで執り行わ
れることが多いのですが、今回はカジュアルレスト
ランです。その分会場も小さいので招待者の人選を
相当調整しました。また、オープンテラスの会場で
のチアダンス披露という企画もあり、天気がすごく
気になりましたが、幸い好天に恵まれました。

　三島支部からは昨年の竹本貞夫先生に続き、２年
連続の受章者輩出となり、誇らしいかぎりでありま
す。このような祝賀会を主催させていただき、ご参
加いただいた皆さまにはこの場をお借りしてお礼申
し上げます。

（三島支部長・加藤眞一）

加藤幸男先生黄綬褒章受章記念祝賀会開催!!加藤幸男先生黄綬褒章受章記念祝賀会開催!!

岡田日調連会長

加藤大調政連会長から奥さまへ花束贈呈

※）�イル・チェーロとは、イタリア語で「空」のこと。大阪府内
の市民オーケストラや吹奏楽団で活動している音楽家が集
まって結成された楽団。
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　平成30年度の「測量の日」記念フェア2018は、
６月７日（木）の正午から午後５時まで大阪市中央区
の「大阪合同庁舎第4号館」2階で開催されました。
　「測量の日」は「測量法」が昭和24年６月３日に公
布され、平成元年の制定40周年を機に、一人でも
多くの人が地図に親しみ、測量の重要性について理
解してもらえるように、毎年６月３日を「測量の日」
と定めたものです。
　国民生活に必要不可欠である測量の意義・重要性
について、国民の理解と関心を一層高めることを目
的に、国の機関や関係団体が関係機関の協力を得
て、平成元年から毎年「測量の日」を中心に、全国
各地で各種行事等の活動を行っています。
　大阪土地家屋調査士会も、国土交通省国土地理院
近畿地方測量部、一般社団法人大阪府測量設計業協
会と共催で、毎年、記念事業を開催しています。
　今年は第22回近畿地方測量技術発表会が次の内
容で開催されました。（発表内容・発表機関の順）
�
高精度測位社会に向けた国土地理院の取組み
　発表者：国土地理院�測地部

地理空間情報の新しい活用をめざす道路占用協議・
申請システムについて
　発表者：ＧＩＳ大縮尺空間データ官民共有化
　　　　　推進協議会支援グループ

土地家屋調査士としてのデータ共有化の検討と取り
組み
　発表者：大阪土地家屋調査士会

ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マ
ニュアル（案）等について
　発表者：国土地理院�企画部�

環境調査への無人航空機の活用
　発表者：株式会社環境総合テクノス
　　　　　環境部�環境統括グループ

ＵＡＶ活用による土砂災害調査報告
　発表者：中央復建コンサルタンツ株式会社
　　　　　環境・防災系部門　測量・補償グループ

　大阪土地家屋調査士会は一昨年に続き、神前泰
ひろゆき

幸
会員から「土地家屋調査士としてのデータ共有化の
検討と取り組み」について発表がありました。
　神前会員からは、土地家屋調査士として地積測量
図で管理しているのは基本的に筆界を求めるもので
あり、その精度がこれまでの地積測量図作成の歴史
の中で向上してきたことを最初に説明されました。
　そして、地積測量図に求められるものとして基本
三角点に基づく測量で得られた座標値が必要である
が、一筆地測量として考えると公共基準点だけでは
到底足りず、それ以外の登記のために使える基準点
情報が必要で、その登記基準点の設置について具体
的事例としてまず、認定登記基準点情報について日
本土地家屋調査士会連合会の日調連データセンター
システムの説明がなされました。
　続いて、大阪土地家屋調査士会の取り組みとし
て、街区基準点（公的基準点）と登記基準点（私的
基準点）について資料センターシステムの紹介があ
り、基準点管理システムの説明をされました。
　加えて、調査士個人で設置した登記基準点も精度
のチェックは必要であるが、まとまれば大きなデー
タベースになり得るとも話されました。
　そのほか、地積測量図は新しいほど良いかという
ことについて、作成年度により精度の問題はあるが
分筆行為は筆界の創設であり、一定の手続きを経て
できるものであるから古くても一定の存在意義があ
るとする一方、一筆地測量で作成された地積測量図
同士が相いれないものであったときに広範囲にわた
る訂正を行うには困難さが伴う問題があると締めら
れて講演は終わりました。

「測量の日」記念フェア2018を開催「測量の日」記念フェア2018を開催

神前会員
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　その後３講義あり、金子正俊会長の閉会の挨拶で
第22回近畿地方測量技術発表会が無事に終了しま
した。
　また、大阪土地家屋調査士会は地図展として、主
に吹田市の地図混乱地域の地図訂正の流れをパネル
展示で行いました。
　他の出展者の展示物は主としてMMSやUAVな
どの最新技術や機器の展示で去年のそれよりも力が
入ったものでした。大阪土地家屋調査士会の展示し
た資料に来場者の皆さんも興味深く見入っていまし
た。

金子会長

　また、調査士制度の広報として付箋セットと昨年
度作成した３色ボールペンと土地家屋調査士を紹介
したパンフレットをノベルティグッズとして見学者
に配布し、好評を得ました。
　ノベルティグッズもおおむね配布し、盛況のうち
に定刻の午後５時に記念事業を終了しました。

（社会事業部副部長・山田貴弘）
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　平成30年２月23日（金）正午から午後４時まで
大阪市北区中之島の大阪国際会議場「グランキュー
ブ大阪」の10階で、一般社団法人大阪府宅地建物
取引業協会青鳩会が主催する「たくっちビジネス交
流会�仕事につなげよう�～縁～�」に大阪土地家屋調
査士会社会事業部が初めて出展しました。
　このイベントは、一般社団法人大阪府宅地建物取
引業協会が「大阪宅建ビジョン」という10年間の
目標を掲げ、不動産業界に対する信頼を高め、社会
的地位の向上につなげようと始めたもので、そのビ
ジョンの一つとして、他業界との交流を深め、ビジ
ネスチャンスを生み出す取り組みとして、士業団体
（土地家屋調査士、行政書士、不動産鑑定士、建築
士等）をはじめＩＴ業、金融業、保険業等のさまざ
まな業種の企業51社（もしくは団体）がブースを
出展しました。
　このイベントに来場する対象者は、宅建業者や宅
建業の開業を検討している人であるため、社会事業
部では、土地家屋調査士業を正しく理解していただ
くために業務内容、特に土地地目変更登記や建物滅
失登記が土地家屋調査士の独占業務であることを
アピールするためにパネル展示、パンフレット配布
などを行いました。土地家屋調査士ブースは、他の
ブースと比較しても非常に目立っており、土地家屋
調査士の業務について一定のアピールができたと思
います。
　しかし、その一方でまだまだ土地家屋調査士の認
知度が高くないということを実感しました。

　会場ではその他、セミナースペースで交流会と並
行して複数のショートセミナーが開催され、孤独死
やゴミ屋敷、過密住宅地域の防災といった、今トレ
ンドの話題について、その現場担当者からレポート
を中心に報告や情報提供、意見交換が活発に行われ
ました。

　社会事業部では、今後も引き続き土地家屋調査士
制度の広報活動を積極的に展開したいと考えていま
すので、ご理解とご協力をお願いいたします。

　　（社会事業部理事・井手下武史）

初出展!! たくっちビジネス交流会
仕事につなげよう　～縁～

土地家屋調査士ブース

会場風景
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オンライン申請の利用促進

大阪法務局長　　
　　杉浦　徳宏

　平成30年４月１日付けで大阪法務局長に任命さ
れ、大阪地方裁判所（建築・調停部）から異動して
きました。よろしくお願い申し上げます。調停部で
は、金子正俊会長をはじめ、西田寛先生、柏木義彦
先生、山脇優子先生が調停委員として活躍されてお
り、一緒に調停委員会を構成して、複雑困難な不動
産事件を解決していただきました。この場を借り
て、厚く御礼申し上げます。
　さて、大阪法務局の課題としましては、①不動産
登記のオンライン申請率の向上、②筆界特定制度の
運用、③地図整備の充実が挙げられます。
　まず、不動産登記のオンライン申請率ですが、
残念ながら全国平均を大きく下回り、毎月、最下
位争いをしています。政府は、この１月「digital-
government�実行計画」を決定し、全ての行政手
続をインターネット経由で可能にすることに着手し
ました。ある地方法務局では不動産のオンライン申
請率は約70％ですし、全国平均も50％を超えてい
ます。大阪法務局管内は30％台に低迷しています。
このままで推移すると大阪は�digital�途上国になっ
てしまいますので、そうならないためにも、一層の
オンライン申請の御利用をお願い申し上げます。
　次に、筆界特定制度ですが、この制度は平成18
年に創設され、今年で13年目に入りました。この
間、申請は全国で年間2,500件前後と高水準で推移
していますが、これは国民から信頼され有用な制度
として認識され定着していることを示すものである
といえます。大阪法務局では、筆界特定の申請が毎
年300件前後で推移しており、申請数、終了数とも
全国でトップの状況にあります。不動産登記のオン
ライン申請率が最下位争いをしていることと対照的
ですが、これは土地家屋調査士の皆様方が筆界調査

委員として、又は申請代理人として、筆界特定制度
の適正かつ円滑な運用を積極的に支えていただいて
いることの成果と考えます。改めて、感謝申し上げ
ます。
　最後に、地図整備につきまして、大都市の枢要部
や地方の拠点都市において、鋭意、地図の整備を進
めています。法務省では、地図の重要性・必要性が
ますます高まっていることを踏まえ、従来の地図作
成作業計画を見直し、平成27年度を初年度として、
登記所備付け地図作成作業第２次10か年計画を策
定し地図作成作業を拡充するとともに、新たに大都
市型登記所備付け地図作成作業10か年計画、東日
本大震災の拠点都市などを対象とする震災復興型登
記所備付け地図作成作業３か年計画を策定し、作業
面積を拡大して実施しています。大阪法務局におい
ても、土地家屋調査士の皆様方の御支援をいただき
ながら、推進してまいります。引き続き、御支援と
御協力を賜りますようお願い申し上げます。

登記所備付地図整備の重要性

大阪法務局民事行政部長
　　　　林　淳史

　本年４月１日付けの人事異動により、大阪法務局
民事行政部長を拝命しました林でございます。どう
ぞよろしくお願いいたします。
　大阪土地家屋調査士会並びに会員の皆様方には、
平素から登記業務を始めとする当局の所掌業務の円
滑な運営につきまして、多大な御理解と御協力を賜
り厚く御礼申し上げます。
　まず、簡単に自己紹介をさせていただきます。出
身地は大阪市で、大阪法務局に採用され、その後、
大阪法務局勤務を中心としながら、神戸地方法務
局、京都地方法務局、長野地方法務局、大津地方法
務局、甲府地方法務局、大分地方法務局での勤務を
経て、この度２年ぶりに大阪法務局に戻ってまいり
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ました。皆様の御協力をいただきながら、円滑な業
務運営に努めてまいりたいと思います。
　さて、近時、｢不動産登記｣ に対する国民のニー
ズが高まっています。法務大臣は、今年の年頭の記
者会見において、法務省が取り組むべき５つの喫緊
課題の一つとして、「所有者不明土地問題」を取り
上げました。長期間相続登記が未了のまま放置され
ていることが同問題の要因の一つとして指摘されて
いることを踏まえ、法務局においては、法定相続情
報証明制度の導入を始めとした相続登記の促進に取
り組んでいます。同問題の解消に向け、土地家屋調
査士の皆様におかれましても、一層の御協力をお願
いいたします。
　一方、不動産取引の活性化等を図るため、登記所
備付地図整備の重要性がますます高まっており、
｢経済財政運営と改革の基本方針2017｣及び「『未来
投資戦略』2017」においても、「登記所備付地図の
整備」が明記されているところです。これまで全国
の法務局において、民活と各省連携による地籍整備
の推進、平成15年の都市再生本部決定の方針を踏
まえ、登記所備付地図作成作業を計画的かつ着実に
実施してきたところですが、更に推し進めるべく、
平成27年度以降は、従前から行っている登記所備
付地図作成作業を拡充するとともに、大都市や地方
の拠点都市、そして被災地においても積極的に実施
しているところです。大阪法務局においても、枚方
市で従来型登記所備付地図作成作業を、茨木市で大
都市型登記所備付地図作成作業を実施しているとこ
ろですが、会員の皆様の御支援をいただきながら今
後とも確実に進めてまいりたいと考えています。
　さらに、筆界特定制度につきましては、平成18
年に制度が発足し、今年で13年目に入りました。
全国で毎年約2,500件前後申請されており、このこ
とは、同制度が国民に広く認識され定着しているこ
とを示すものであるといえます。また、土地家屋調
査士の皆様が筆界調査委員あるいは申請代理人とし
て御尽力いただいていることが、同制度に対する国
民からの信頼につながっていることの現れでもある
と考えます。今後とも、この制度の周知及び利用促
進を図るとともに、適正かつ円滑な運用にお力添え
いただけますようお願い申し上げます。
　また、オンライン登記申請の利用促進につきまして
は、御理解と御協力をいただいているところでありま
すが、残念ながら当局管内のオンライン登記申請利
用率は、全国でも最下位のレベルにあります。次期登
記情報システム「Ｖ30システム」の導入に伴う大幅な

業務の効率化による事務処理期間の短縮を実現する
ためには、オンライン登記申請が必須となります。引
き続きオンライン登記申請の利用促進について御協
力いただきますようお願い申し上げます。
　最後になりますが、大阪土地家屋調査士会のます
ますの御発展と会員の皆様方の御健勝、御活躍を祈
念いたしまして、着任の挨拶とさせていただきます。

　大阪土地家屋調査士会会員に対するオンライン登
記申請の普及高揚に多大な貢献をした土地家屋調査
士に対して、下記の会員に大阪法務局長から感謝状
が贈呈されました。

（敬称略）
北 支 部・三好雄二郎� 　北 支 部・小林　弘己
北 支 部・森口　　稔� 北 支 部・佐々木直美
北 支 部・一守　博正� 北 支 部・戸川　勝寛
南 支 部・田中　久也� 南 支 部・山﨑　　滋
南 支 部・岡田　真一　� 阪南支部・河尻　伸作
阪南支部・利川　良一� 天王寺支部・谷内田良行
大阪城支部・西田　　寛� 大阪城支部・高橋　政博
大阪城支部・金子　正俊� 大阪城支部・正井　利明
中河内支部・北川　俊一� 中河内支部・和田　康邦
中河内支部・和田　久司� 中河内支部・米山太一郎
北河内支部・富澤　祐二� 豊能支部・加瀬部　隆
豊能支部・中島　宗德� 堺 支 部・垣花　久嗣
泉州支部・神前　泰幸� 三島支部・黒田　　聡
三島支部・三村　雄一� 三島支部・梅本　篤志
南河内支部・久保田宣生
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会則・会員研修実施要領等の一部が改正されました

　平成30年３月28日（水）、第８回理事会で会員研修実施要領・単位付与に関する運用基準・単位付与に関する
運用基準の様式の一部、平成30年５月25日（金）の第80回定時総会で会則と共済規則が一部改正されました。
新しい会則は、法務大臣認可を得て、平成31年４月１日から施行されます。その他については、それぞれの期
日から施行されました。

会員研修実施要領　新旧対照表

第４．研修記録等
２�．本会は、調整した研修記録に基づき、単位制研
修を履修した会員及び年次制研修を終えた会員の
研修記録情報を公表することができるものとす
る。なお、公表の方法等については、別途定める。

３�．本会は、調整した研修記録に基づき、単位制研
修を履修した会員及び年次制研修を終えた会員に
対し、それぞれその旨を通知するものとする。た
だし、前項の規定により研修記録情報を公表した
会員には通知することを要しないものとする。

４�．会員研修記録の保存期間は、会員の登録が取り
消された後５年間とする。

第４．研修記録等
２�．本会は、調整した研修記録に基づき、単位制研
修を履修した会員及び年次制研修を終えた会員の
研修記録情報を公開するものとする。なお、公開
の方法等については、別途定める。

３�．本会は、会員からの申し出により土地家屋調査
士ＣＰＤ研修履歴証明書（以下「証明書」という。）
を発行することができる。

４�．証明書及びその申請書の様式については、運用
基準による。

５�．証明書の発行に要する費用は、１通につき1,000
円とする。

６�．本会は、証明書を発行したときは、その申請書
及び証明書の写しを各１部保管する。

７�．申請書、証明書の写し及び会員研修記録の保存
期間は、研修会の実施年度から５年度が経過する
までとする。

第５．実施要領の改廃
　　この要領の改廃は、理事会の決議による。

附　則
（施行期日）
５�．この要領の第４の第２項ないし第４項の改正、
同第５項ないし第７項及び第５の新設及び運用基
準第３の新設は、平成30年４月１日から施行する。

改　　正　　前 改　　正　　後
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単位付与に関する運用基準　新旧対照表

単位付与に関する運用基準の様式　新旧対照表

　「単位付与に関する運用基準」に定める各手続様式
の取扱い上の説明と様式を以下に示します。様式につ
いては、適宜コピーして使用して下さい。

第３　証明書の発行
１．�会員は本会に対し証明書の発行を希望する場合、
その申請者に必要事項を記入し、所定の費用を添
えて提出する。（様式４／土地家屋調査士ＣＰＤ
学習履歴証明申請書）

２．�本会は会員から１の提出があった場合、当該会員
に証明書を発行する。（様式５／土地家屋調査士
ＣＰＤ研修履歴証明書）　

　「単位付与に関する運用基準」に定める各手続様式
の取扱い上の説明と様式を以下に示します。様式１か
ら４については、適宜コピーして使用して下さい。

様式４　土地家屋調査士ＣＰＤ学習履歴証明申請書
　大阪土地家屋調査士会に対し証明書の発行を申請
する会員が使用する。

様式５　土地家屋調査士ＣＰＤ研修履歴証明書
　様式４により申請のあった会員に対し、本会が証明
書を発行する際に使用する。

改　　正　　前 改　　正　　後

改　　正　　前 改　　正　　後

様式４  

大阪土地家屋調査士会   御中  

  

  

土地家屋調査士ＣＰＤ学習履歴証明申請書  

  

下記申請についての学習履歴証明書の発行を申請します。  

  

申    請    日   平成            年            月            日  

申   請   者   情   報  

  

土地家屋調査士登録番号：第                     号  

  

  

氏   名：                                                                                 印  

  

事務所  

  

      〒   ：  

  

  

  

  

   ＴＥＬ：  

証 明 の 希 望 期 間   平成            年度      ～      平成               年度  

提    出    先  

  

必    要    通    数  

  

  

  

  

  

  

  

様式５  

土地家屋調査士ＣＰＤ研修履歴証明書  

所属土地家屋調査士会名      大阪土地家屋調査士会  

土地家屋調査士登録番号      大阪第○○○○号  

氏   名   ○ ○   ○ ○  

生 年 月 日   昭和・平成   ○○   年   ○○   月   ○○   日   生  

事 務 所   ○○○○  

証 明 期 間   平成   ○○   年度   ～   平成   ○○   年度  

上記の者に関する学習履歴を下記のとおり証明します。  

平成   年   月      日  

大阪土地家屋調査士会長   印  

土地家屋調査士ＣＰＤの形態   種   別   ポイント数   備   考  

１   参加学習型  

２   情報提供型  

３   自己学習型  

４   その他  

ａ   特別研修  

ｂ   講習会等  

ｃ   見学会  

ｄ   ｅラーニング  

ｈ   講師  

ｉ   執筆  

ｋ   社会貢献  

ｒ   専門誌等購読  

ｓ   DVD 等の視聴  

ｚ  

計  



38 第330号平成30年７月

会則　新旧対照表

共済規則　新旧対照表

第６章　支部及び支部長会議
第２節　支部長会議

（支部長会議の招集請求）
第 78条　会長は、７人以上の支部長から、会議の
目的である事項及び招集の理由を記載した書面を
提出して支部長会議の招集の請求があったとき
は、２週間以内に支部長会議を招集しなければな
らない。

（長寿祝金）
第９条　
３　長寿祝金の別及び額は別表による。

　別表
３　規則第９条第３項に定める長寿祝金
（1）�満70歳古稀の長寿祝金　金３万円
（2）�満80歳傘寿の長寿祝金　金３万円

第６章　支部及び支部長会議
第２節　支部長会議

（支部長会議の招集請求）
第 78条　会長は、過半数の支部長から、会議の目的で
ある事項及び招集の理由を記載した書面を提出し
て支部長会議の招集の請求があったときは、2週間
以内に支部長会議を招集しなければならない。

附　則
（施行期日）
　この会則の第78条第１項の改正は、法務大臣の認
可後、平成31年４月１日から施行する。

　別表
３　規則第９条第３項に定める長寿祝金
（1）�満70歳古稀の長寿祝金　金２万円
（2）�満80歳傘寿の長寿祝金　金２万円

附則
（施行期日）
　この規則の別表３．の改正は、平成30年５月26日
から施行する。

改　　正　　前 改　　正　　後

改　　正　　前 改　　正　　後
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懲 戒 処 分 事 例
処　分　土地家屋調査士法第42条第３号
　　　　業務の禁止

事務所　大阪府堺市堺区楠町三丁１番８号
　　　　土地家屋調査士　　藤　井　　洋

上記の者に対し、次のとおり処分する。

主　　　文

　土地家屋調査士法第42条第３号の規定により、被
処分者を平成30年３月27日から業務禁止に処する。

処分の事実及び理由

第１　処分の事実
　　�　当局の調査、大阪土地家屋調査士会（以下「調

査士会」という。）の報告及び土地家屋調査士
藤井洋（以下「被処分者」という。）の供述に
よれば、以下の事実が認められる。

　１��　被処分者は、土地家屋調査士の資格を取得後、
調査士会に土地家屋調査士の登録（平成○年○
月○日大阪第○号）をし、上記肩書事務所におい
て土地家屋調査士業務を行っている者である。

　２�　被処分者は、過去に別件で取得した境界確定
通知書におけるＡ市長印の印影をスキャナで読
み取った上、当該Ａ市長印の画像データを貼り
付けるなど画像処理を施す方法により、Ａ市Ｂ
町1107番１、1108番を協議地とする道路境
界確定通知書を偽造し、開発業者に渡した。

　　�　また、被処分者は、同地を協議地とする公共
用地境界確定通知書について、上記の方法に加
えて、相隣地所有者、対側地所有者及び利害関
係者の署名押印を自ら行うことにより、同通知
書に添付された境界確定図をも偽造し、開発業
者に渡した。

　　�　なお、平成29年５月９日、上記各境界確定
通知書が、開発業者によって、開発許可申請の
添付書類としてＡ市に提出された。

　３�　被処分者は、上記２と同様の方法により、Ａ
市Ｃ町2248番11を協議地とする道路境界確定
通知書を偽造し、イ法務局ロ支局に対し、当該
道路境界確定通知書を添付して、地積更正登記

申請（平成29年４月12日受付第○号）を行う
とともに、当該道路境界確定通知書を上記土地
の所有者に渡した。

　　�　なお、同年８月３日、上記道路境界確定通知
書が、上記土地所有者によって、開発許可申請
の添付書類としてＡ市に提出された。

　４�　被処分者は、上記２と同様の方法により、①
Ａ市Ｄ町626番５、②Ａ市Ｅ町194番１、③Ａ
市Ｆ町417番、④Ａ市Ｇ町14番１、⑤Ａ市Ｈ
町2012番１、2012番６、2014番４の各協議
地について、道路境界確定通知書又は道路境界
明示通知書を偽造し、イ法務局ロ支局に対し、
当該道路境界確定通知書又は道路境界明示通知
書を添付して、地積更正登記又は地積更正・分
筆登記申請（それぞれ①平成27年６月22日受
付第○号、②平成26年12月15日受付第○号、
③平成26年11月25日受付第○号、④平成22
年12月24日受付第○号、⑤平成22年１月28
日受付第○号）を行った。

第２　処分の理由
　１�　被処分者の上記第１の２ないし４の各行為
（以下「本件行為」という。）は、土地家屋調査
士法第２条（職責）、同第23条（虚偽の調査、
測量の禁止）、同第24条（会則の遵守義務）、
調査士会会則第90条（品位保持等）、同第91条
（会則等の遵守義務）の各規定に違反すること
は明らかである。

　２�　被処分者の本件行為は、常に品位を保持し、業
務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ
誠実にその業務を行うべき土地家屋調査士の職
責をないがしろにし、土地家屋調査士の社会的
信用を著しく失墜させるものであり、その責任
は、極めて重大である。また、被処分者は、筆界確
認書を偽造したことを懲戒事由として、平成27
年８月18日付けで７か月の業務停止処分を受け
たにもかかわらず、業務停止期間満了後、再度、
上記第１の２及び３の各行為に及んだものであ
ることからも、厳しい処分が相当である。

　３�　よって、土地家屋調査士法第42条第3号によ
り、被処分者を主文のとおり処分する。

平成30年３月27日　　大阪法務局長
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大阪土地家屋調査士政治連盟だより
　大阪土地家屋調査士政治連盟では、平成30年３
月９日（金）午後４時から大阪市北区西天満の「中之
島LOVE�CENTRAL」で第19回定時大会を開催しま
した。政治連盟の会員総数490名のうち292名が出
席（内訳：当日出席者35名、委任状出席者257名）
でした。
　定時大会は定刻に開会され、森山泰久副幹事長の
司会で進行し、物故者への黙とう、中林邦友副会長
の開会の辞、加藤幸男会長の挨拶で始まりました。
　そしてご来賓として、大阪土地家屋調査士会金子
正俊会長、公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋
調査士協会横山幸一郎理事長、大阪土地家屋調査士
協同組合梶谷信副理事長、全国土地家屋調査士政治
連盟神寶敏夫副会長にご出席いただき、心のこもっ
たご祝辞を皆さまから賜りました。その後は議長に
指名された中島公司会員が登壇して、予定されてい
た議案審議に入りました。

○報告事項第１号　平成29年度活動報告の件
（雨森貫一幹事長他報告）

　平成29年度の活動報告として主なものは、29年
２月に本会と大阪市との災害協定締結に尽力しまし
た。災害発生による建物滅失登記、境界の復元、罹
災証明書の交付支援を主とするものです。今後も府
下の他市町村との災害協定の締結に向けて政治連盟
としても積極的に行動していきます。　
　また、29年９月に行われた堺市長選挙では日ご
ろから土地家屋調査士制度にご理解・ご協力してい
ただいている現職の竹山修身市長に対して、政治連
盟と地元の会員が一体となり、積極的に応援活動を
行った結果、竹山氏の再選に結び付けました。
　さらに10月の衆議院議員総選挙でも政治連盟の

顧問となっていただいている各候補者について全面
的な応援活動を実施して多数の候補が当選し、選挙
期間に各所で政治連盟の存在を十分にアピールする
ことができました。
○議案第１号　 平成29年度決算報告および同監査

報告承認の件
（松本充司会計責任者・玉置広和監事報告）

　会計責任者から平成29年度の決算報告が詳細に
行われ、監事が会務および会計の適正かつ正確であ
る旨の監査報告をされ、承認されました。
○議案第２号　平成30年度運動方針決定の件

（加藤幸男会長提案）
○議案第３号　平成30年度予算決定の件

（松本充司会計責任者提案）
　平成30年度の重点方針、土地家屋調査士制度は
国民の皆さまのためにある制度であり、その土地家
屋調査士法第１条で「不動産の表示に関する登記手
続きの円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民
の権利の明確化に寄与することを目的とする」と規
定されており、私たち、土地家屋調査士はその業務
を通じて非常に大きな使命を担っています。その土
地家屋調査士制度の充実と発展を図るのは私たち、
土地家屋調査士一人ひとりの責任でもあります。
　当政治連盟はそれらをなすため会員の皆さまとと
もに、土地家屋調査士の社会的地位の向上を目指
し、国・地方議員各位へ政策懇談会および勉強会は
じめ日常的なロビー活動を通して政治活動を行う。
　その具体的な重点運動方針は次のとおりです。
1.土地家屋調査士制度の充実と発展を図る。
2.土地家屋調査士業務の拡充と推進を図る。
3.土地家屋調査士の地位向上を図る。
4.組織強化を行い、制度発展につなげる。
　また前記の活動方針を実行するための平成30年
度収支予算についても併せて提案され、一括して承
認されました。
○第４号議案　 大阪土地家屋調査士政治連盟規約等

一部変更の件
（吉田栄江副会長提案）

　これまで大阪土地家屋調査士会会員にかぎってい
た政治連盟会員について、新たに賛助会員を新設し
て、土地家屋調査士でない方にも参加可能にするこ
とで参加の間口を拡大して会員増につなげることと
する規約等の一部変更を提案して、承認されました。
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○第５号議案　大会宣言採択の件
（雨森貴一幹事長提案）

　土地家屋調査士法が制定されてから、今年で68
年となり、来年には昭和、平成を経て新たな時代を
迎えることになります。
　私たち土地家屋調査士が「不動産に係る国民の権
利の明確化」により一層寄与できるよう、政治連盟
は大阪土地家屋調査士会と共に働き、国民の利益の
ためにわれわれの役割を充分に果たせるよう、制度
の活用と法的環境の改善を国会議員、地方議員に働
き掛け、継続して「土地家屋調査士」の「地位の向
上」と「制度の充実発展」のため活動することを宣言
する、という旨の大会宣言が提案され、承認されま
した。
　以上で定時大会は滞りなく終了し、引き続き同じ
会場で懇親会を開催しました。懇親会には大阪司法
書士政治連盟会長西村昭一様はじめ、名誉顧問の鈴

木和夫様、大阪府議会議員の林啓二様、三宅史明様、
三浦寿子様、垣見大志朗様、内海久子様、肥後洋一
朗様、また大阪市会議員の髙山仁様、明石直樹様、
小笹正博様、八尾進様、山田正和様といった多数の
ご来賓にお越しいただき、非常に有意義な懇親会と
なりました。

（広報部）

≪第７回定時総会のご報告≫
　平成30年４月13日（金）大阪青年土地家屋調査士
会第７回定時総会が、大阪土地家屋調査士会館４階
会議室で実施されました。
　平成29年度の３つのメインテーマ、①役員の事
業負担軽減②やりたいことのできる雰囲気づくり③
団結力のある仲間づくりを掲げて行ってきた事業の
報告を行いました。今期は特に①大阪府下の境界明
示業務に対する事務取扱調査②測量作業支援システ
ムの研究という２つのプロジェクトチームを立ち上
げて、１年間取り組んできました。
　プロジェクトチーム①については、一通りの調査
を終え、成果にまとめることができました（行政都
合等により調査継続中のところもあり）ので、青調
会ＨＰで公開しております。一度ご覧いただきたい
と思います。内容も引き続きブラッシュアップして
いく予定です（ＨＰアドレスは、末尾に記載してあ
ります）。
　プロジェクトチーム②につきましては、試験運用
を行っている段階で、引き続き検討を重ね、平成30
年度中には形にして運用開始していけるようにと考え
ております。
　今年度も、実施している事業での成果をしっかり
と上げていくことを目標に、引き続き継続して行っ
ていきたいと考えております。

　青調会に入って良かったと思える事業計画、役員
をやってみたいと思えるような会務運営を目指して
いきたいと思っております。
　今年度も青調会へのご支援・ご協力をよろしくお
願いいたします。また、ぜひ仲間となり共に活動し
ていける会員になっていただきたいと思います。
　このたびの総会で、前年度繰越金を処理するこ
とを目的として、会則に定められている年額6,000
円の会費を、１年間の期間限定で年額2,000円と
する会則変更が承認されましたことをご報告いた
します。

≪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。

大阪青年土地家屋調査士会だより
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　現在当協会では、茨木市および枚方市で、大阪法
務局から受託した法務局備付地図作成作業（14条
地図作成作業）を行っています。
　この14条地図作成では、基準点測量、地区内の
公図・既測量図・既明示等を精査して現地に地番配
置を当てはめた調査図素図の作成、数千件の土地所
有者との立会と測量・地積測量図の作成など、通常
業務では体験できない貴重な経験をさせていただい
ております。
　範囲が広いので、作業メンバー全員苦労して作業
を行っておりますが、きつい作業の中、近隣の住民
から温かい声を掛けられることが多く、心が折れそ
うな作業メンバーの支えになっています。

　14条地図作成では、今まで表面化しなかった土
地境界問題が浮き彫りになることから、土地所有者
にしてみれば、あまりありがたくないのではないか
と思われる方がいるかもしれません。しかし「今ま
で境界について気になっていたが、隣との関係を悪

化させたくないのでそのままほっておいた。この機
会に境界をはっきりさせたい」という土地所有者も
かなりいるということを、作業を行っている中で体
感しています。
　会員の皆さま、今後も、14条地図作成作業にご
理解とご協力をお願い申し上げます。

＊��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。

（広報部）

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） 

　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（前述のように、今期にかぎり年額2,000
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。（賛助会員も会費は同額です。）

　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/
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大阪土地家屋調査士協同組合だより

新しいロゴマーク付き作業着の斡旋
　当組合では、新しいロゴマークをプリントした作
業着の斡旋を始めました。
　協同組合オリジナル作業服すべての右肩に付きま
した。カラーバリエーションから上着・ズボンを選
び、目立つ作業服を提案します！

（ロゴの色は赤一色です）

　ロゴマークは、作業着の右肩にプリントされます。
　また、当面は、従来の桐マークと併用して販売し
ます。

斡旋価格
■新しいロゴマーク付きブルゾン（A-4451）

　組合員価格3,921円（税別）
■従来の桐マーク付きブルゾン（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）
��
�

� � � 　（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　

■新しいロゴマーク付きブルゾン（1554）　
組合員価格4,912円（税別）

■従来の桐マーク付きブルゾン（1554）
組合員価格4,483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

サイズ 70～ 120
股下 80

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 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
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・申込方法　　�申込書（組合にあります）に必要事
項記入の上、FAXでお申込みくだ
さい。

・納 品 日　　申込後約３週間～４週間
・頒布方法　　�組合で受取、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）。股下から裾（一番下）まで
の長さをお知らせください。

　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）

　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、色やサイズなどは協同組合のホームページ
でご確認ください。

http://www.chosashi-coop.net/sagyounatsu.html

申込書のダウンロード
http://www.chosashi-coop.net/mousikomi-sagyougi.pdf

斡旋提携先旅行会社のご案内
　以前にもチラシ配布でお知らせしておりました、
当組合と斡旋業務提携を結んでおります、旅行会社
ニューワールドツーリストの担当者をお知らせしま
す。
　支部のご旅行や、ご家族、ご友人などとのご旅行
にぜひご用命ください。

　　　�

　　　　担当者：中山・村上
　　　　ＴＥL：06-6353-4141
　　　　ホームページ
　　　　http://www.nw-tourist.co.jp/

　　 総　務　部  からのお知らせ

　平成30年２月１日から平成30年４月30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
堺 漆原　一登 072－ 287－ 5118

北河内 武内　恒行 06－ 6993－ 1180
堺 住友　孝臣 072－ 270－ 3861
南 岡田　　篤 06－ 6633－ 3403

　　平成30年４月30日現在
　　　　　　　組合員総数　　　�８４８名
　　　　　　　本会会員数　　１,０２８名
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会　員　異　動　（Ｈ30・６・１現在）

入　会　者（ ６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

岡　田　　　篤 3336 南 30・３・12

〒556-0011　�大阪市浪速区難波中３丁目６番８号　　　　
　難波シーサータワービル４階　　　　　　
　吉森登記測量事務所内

　　　☎06－6633－3403　 06－6633－2779

平　山　征　二 3337 北 30・３・12
〒550-0011　�大阪市西区阿波座一丁目７番12号　　　　　

　楓総合事務所
　　　☎06－6532－1890　 06－6532－1892　

吉　田　憲　治 3338 三島 30・５・１
〒564-0045　吹田市金田町28-19　
　　　　　　　　株式会社池畑測量事務所内
　　　☎06－6386－8888　 06－6386－8062

森　　　武　士 3339 大阪城 30・５・１
〒540-0013　�大阪市中央区内久宝寺町４丁目４番３号
　　　　　　　　日宝パークビル４階
　　　☎06－4790－8277　 06－4790－8278

三　輪　卓　也 3340 北 30・５・10
〒530-0001　�大阪市北区梅田一丁目11番４号
　　　　　　　　大阪駅前第４ビル８階
　　　☎06－4797－0903　 06－4797－0901

穴　水　英　孝 3341 大阪城 30・６・１
〒540-0026　�大阪市中央区内本町２丁目４番10-110号
　　　☎090－3986－9105　
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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

森　口　　　稔 ２９１５ 北 北 30・３・７
〒532-0011　大阪市淀川区西中島４丁目
　　　　　　　　７番20号103
　　　☎06－6829－7589　 06－6829－7590

藤　野　義　弘 ２０９６ 泉州 泉州 30・３・７
〒597-0082　貝塚市石才183番地　株式会社仲昌内
　　　☎072－433－2920　 072－433－2930

樽　谷　賢　雄 ２６７４ 大阪城 北 30・３・９
〒532-0011　大阪市淀川区西中島三丁目11番24号
　　　　　　　　新大阪11山よしビル２階
　　　☎06－6309－5355　 06－6309－5356

半　野　雅　章 ２９０２ 泉州 泉州 30・３・19
〒594-0073　和泉市和気町一丁目20番6号
　　　☎0725－90－7565　 �0725－90－7571

田　中　久　也 ２６６４ 南 南 30・４・２
〒556-0011　大阪市浪速区難波中1丁目10番４号
　　　　　　　　南海野村ビル６階　加納合同事務所内
　　　☎06－6645－0045　 06－6645－0035

前　田　信　明 ３０７４ 大阪城 豊能 30・４・２
〒561-0802　豊中市曽根東町六丁目５番８-902号
　　　☎06-6866-9222　 06-6866-9222

土　肥　伸　之 ３３３２ 北河内 北 30・４・11
〒553-0003　大阪市福島区福島５丁目１番７号
　　　　　　　　西梅田ビル10階
　　　☎06－4707－1400　 06－4707－1401

土　肥　伸　之 ３３３２ 北河内 北 30・４・11 土地家屋調査士法人林事務所へ加入

灘　本　純　弥 ３２８４ 北 北 30・５・７ 土地家屋調査士法人中尾パートナーズへ加入

林　　　利　幸 ２５２２ 北 北 30・５・８
〒530-0047　大阪市北区西天満１丁目
　　　　　　　　８番９-1701号
　　　☎06－6314－2266　 06－6314－2277

雨　堤　信　介 ３０３２ 北 北 30・５・９
〒530-0047　大阪市北区西天満４-７-12
　　　　　　　　昭和ビル別館２階
　　　☎06－6755－4203　 06－6755－4204

松　山　千恵子 ２３８３ 天王寺 天王寺 30・５・11
〒543-0031　大阪市天王寺区石ケ辻町16番
　　　　　　　　18-1304号
　　　☎06－4305－7922　 06－4305－7923

藤　井　隆　雄 ２６１９ 北 大阪城 30・５・21
〒535-0003　大阪市旭区中宮五丁目６番23号
　　　☎06－6180－7679　 06－6180－7679
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改氏名　　（ １名）

旧　氏　名 新　氏　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日

杉　本　勇　次 湖　﨑　勇　次 ３３２６ 三　島 30・５・２

退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ ７名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

栢　原　祐　二 ２３０３ 泉州 30・３・22 長　期　休　業

藤　井　　　洋 ２５７２ 堺 30・３・27 土地家屋調査士法第15条第１項第４号による業務の廃止

相　賀　鋭　雄 ２１７３ 南 30・３・29 業　務　廃　止

藤　川　靖　夫 ３１２０ 北 30・４・25 業　務　廃　止

石　井　康　信 ２２６７ 大阪城 30・５・22 死　亡

津　和　章　雅 ２６９４ 南 30・５・28 業　務　廃　止

船　津　　　靖 １７３９ 三島 30・５・31 業　務　廃　止

法　人　事　務　所　会　員　関　係

新　規　登　録　事　務　所　　（ 1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）

PGM
土地家屋調査法人

01-0072
12-0022

北
中原　俊二
３３２７

従　〒532-0003
大阪市淀川区宮原五丁目１番28号
☎06－6393－0590　 06－6393－0520

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林事務所 12-0014 北 髙草　　明　３２８３
（社員の脱退）
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第17回常任理事会

　平成30年２月13日（火）午後１時30分から本会
３階役員室で第17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、支部長会議・常任理事
会合同会議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�民間総合調停センター理事の推薦および委員の留
任・退任の確認について

②近ブロ事務運営について
③平成30年度予算案中間報告について

①支部長会議・常任理事会合同会議について
②各種行事への出席者の確認について

①平成31年度（第81回）の定時総会について
②�相談センターおおさか推進委員会委員の増員につ
いて

③�完全オンライン申請時の会員証紙の貼付方法につ
いて

第18回常任理事会

　平成30年2月21日（水）午後４時から本会３階役
員室で第18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、各種表彰被推薦者についてな
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�民間総合調停センター理事の推薦および委員の留
任・退任の確認について

①各種行事への出席者の確認について
②�相談センターおおさか推進委員会委員の増員につ

いて
③�相談センターおおさか新規相談員・調停員等の任
命・選任について

④会費減額措置の更新の申し出について
⑤各種表彰被推薦者について

①平成31年度（第81回）の定時総会について
②�オンライン登記申請利用促進に係る感謝状の贈呈
について

③司法書士法人の業務広告について
④非調査士活動の疑いのある法人への対応について
⑤制度対策委員会の答申書について

第19回常任理事会

　平成30年３月14日（水）午後4時から本会３階役
員室で第19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8回理事会についてなど次
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

①民間総合調停センター委員の確認について
②大阪弁護士会新役員（副会長）就任御挨拶について
③センターおおさか推進委員増員の要望について
④平成30年定時総会来賓名簿について
⑤�消費税の軽減税率制度の広報・周知等への協力方
について

①各種行事への出席者の確認について
②会費減額措置の更新の申し出について
③�オンライン登記申請利用促進に係る感謝状の贈呈
について

④�民間総合調停センター支援連絡委員会委員の変更
について

⑤支部長会議の開催について
⑥第８回理事会について
⑦会員研修実施要領の変更について
⑧各種表彰被推薦者について

①�平成29年度事業経過報告案、平成30年度事業計
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画案、平成30年度予算案について
②育児・介護休業規程の改正について
③制度対策委員会からの答申について
④三支部合同会議からの要望事項について
⑤新規顧問弁護士について
⑥非調委員会の調査報告について
⑦証紙貼付規則変更について

第20回常任理事会

　平成30年３月28日（水）午後３時から本会３階役
員室で第20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、日本土地家屋調査士会連合会
感謝状、表彰（事務局）についてなど次の各事項が審
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�堺市における地図整備研究会への協力要請文書に
ついて

①各種行事への出席者の確認について
②�「測量の日」近畿地区連絡協議会委員会出席者に
ついて

③�オンライン登記申請利用促進に係る感謝状の贈呈
について

④尼崎市への名簿提出について
⑤�支部青年会が外部広報を実施するに際してのノベ
ルティーグッズ支給について

⑥�日本土地家屋調査士会連合会感謝状、表彰（事務
局）について

⑦第８回理事会の運営について

第1回常任理事会

　平成30年４月４日（水）午後４時から本会３階役
員室で第１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80回定時総会議案書につい
てなど次の各事項が審議された。
＜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80回定時総会について
②民事調停委員の任命について
③各支部総会について
④講演会のリーフレットについて

①各種行事への出席者の確認について
②豊能町空家等対策計画協力について
③東大阪市空家等対策協議会委員について
④第80回定時総会議案書について
⑤各種表彰被表彰者について
⑥第１回理事会の運営について

第２回常任理事会

　平成30年４月23日（月）午後３時から本会３階役
員室で第２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80回定時総会についてなど
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各種行事への出席者の確認について
②第1回理事会について

①第80回定時総会について
②筆界特定室の振分相談員増員について

第３回常任理事会

　平成30年５月９日（水）午後２時から本会３階役
員室で第３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80回定時総会についてなど
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岬町空家等対策協議会委員の推薦について
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　　　［結果］　��協議事項を審議事項に切り替えるこ
とが全会一致で承認され、全会一致
で承認された。

②第２号議案　�基準点管理システムのバージョン
アップについて

　［提案理由］　��区画表示切替ができるようにするた
め、基準点管理システムの別添の
バージョンアップを提案する。

　　　［結果］　��協議事項を審議事項に切り替えるこ
とが全会一致で承認され、全会一致
で承認された。

③第３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当たって、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。

　　　　　　　�なお、会則第78条第１項の変更に
ついては、法第49条第１項の規定
により、法務大臣の認可を受ける必
要があるため、施行期日は、法務大
臣認可の日（平成○年○月○日）と
し、役員選任規程、総会運営規則、
会長表彰候補者の推薦内規について
は、平成31年４月１日とする。

　　　［結果］　��次回理事会での審議事項とする。
④第４号議案　共済規則の改正について
　［提案理由］　�同規則第９条（長寿祝金）につい

て、平成29年度から４～５年古稀
の該当者が相当増加することが明確
になっている。事業計画および財政
政策の観点からも、別表に定める古
稀の祝金の金額を現行の３万円から
２万円に変更することを提案する。

　　　［結果］　��次回理事会での審議事項とする。
⑤第５号議案　�平成31年度以降の定時総会後の懇

親会の可否について
　［提案理由］　�総会後の懇親会については今年開催

の第79回定時総会において、会員
より総会後の懇親会の可否について
検討いただきたいと要望があった。
総務部としても引き続き協議をして
いるところであるが、理事会におい
て各理事の意見を求めたく提案す
る。

　　　［結果］　��継続して検討する。

①各種行事への出席者の確認について
②定時総会議案書について

①第80回定時総会について

第４回常任理事会

　平成30年５月22日（火）午後４時から本会３階役
員室で第４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62回近畿ブロック定例協議
会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各種行事への出席者の確認について
②第62回近畿ブロック定例協議会について
③北河内支部規則改正の承認依頼について
④会費減額措置の更新の申出について

①第80回定時総会について
②FAXによる一般からの質問について
③�平成30年度のオンライン登記申請の普及高揚に
多大な貢献をした司法書士および土地家屋調査士
に対する感謝状の選考について

④第75回日調連定時総会について

第６回理事会

　平成29年11月29日（水）午後４時から本会４階会
議室で第６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
の報告事項があり、次の各事項が協議・審議された。

協　議　事　項

①第１号議案　�テレビ大阪での外部広報について
　［提案理由］　�視聴者に直接的に広報活動を行い、

知名度アップを図るため、テレビ大
阪でのカード提供による広報を提案
する。
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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］　賛成多数により承認された。
②第２号議案　�産学交流学術研究委員会規則の改正

について
　［提案理由］　�今期、産学交流学術研究委員会が立

ち上がっていないため、現行の規定
では次年度の寄付講座の講師の推薦
等が不可能となるので、同委員会規
則の改正を提案する。

　　　［結果］　��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。

第７回理事会

　平成30年１月23日（火）午後４時から本会４階会
議室で第７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
の報告事項があり、次の各事項が協議・審議された。

協　議　事　項

①第１号議案　�澪標ネット運営委員会規則の変更に
ついて

　［提案理由］　�澪標ネットが本会に導入されて、
20年の歳月を経た。運用開始当初
は、予期せぬトラブルも想定された
が、今や日常の保守管理が主な役割
となっている。従って、総務担当副
会長が委員長に就任するという意義
はもはや小さくなっている。同様に
運用当初は委員の員数も各支部より
１名の選任を意図したが、現在運用
が周知されて、その必要も小さく
なっているため別紙のように改正案
を提案する。

　　　［結果］　��全会一致で協議事項から審議事項に
切り替える。意見のあった部分を含
めて軽微な字句修正は会長に一任す
ること、施行期日は本日をもってす
ることを含めて全会一致で承認され
た。

②第２号議案　UTMの導入について
　［提案理由］　�調査士会館内のインターネット接続

に関連するセキュリティ強化を図る
ためにUTMを導入すること、導入
費用392,000円（税別）を会館基
金特別会計PC・ソフト購入費から
支出すること、および次年度以降の
保守料129,000円（税別）を同じ
くＰＣ保守料から支出することを提
案する。

　　　［結果］　��賛成多数で審議事項に切り替え、審
議事項に切り替えることについて、
正井副部長、相澤理事が反対した。
賛成多数で承認された。正井副部
長、相澤理事が反対した。

①第１号議案　会則一部変更について
　［提案理由］　�支部改編に当たり会則第78条第１

項について、別紙のとおりの変更お
よび変更については法第49条第１
項により、法務大臣の認可を受ける
必要があるため、第80回定時総会
に「会則一部変更の件」として上程
することを提案する。

　　　［結果］　���軽微な字句修正は会長に一任するこ
とを含めて、全会一致で承認され
た。

②第２号議案　�支部改編に伴う諸規則等の整備につ
いて

　［提案理由］　�支部改編に当たり役員選任規程、総
会運営規則、会長表彰候補者の推薦
内規について、別紙のとおりの変更
を提案する。

　　　［結果］　���全会一致で承認された。
③第３号議案　共済規則の変更について
　［提案理由］　��共済規則第９条（長寿祝金）につい

て、平成29年度から４～５年にわ
たり、古稀の該当者が相当増加する
ことが明確になっている。第６回理
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事会での協議内容も踏まえて、同規
則別表に定める古稀、傘寿の祝金の
金額を別紙のとおり、それぞれ現行
の３万円から２万円に変更すること
について、第80回定時総会に「共
済規則の変更の件」として上程する
ことを提案する。

　　　［結果］　全会一致で承認された。
④第４号議案　理事の補充選任について
　［提案理由］　�平成28年度第5回理事会で第79回

定時総会において選任する理事の
数を21名とされた。しかしながら、
８月25日付で業務研修副部長が会
則第33条第1項第1号の規定に基づ
き退任したため、理事補充選任およ
び第80回定時総会に「理事補充選
任の件」として上程することを提案
する。�

　　　［結果］　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。

◇　　　3　　　月　　　◇

１日 ・��名誉役員会（会館）
　　 ・��制度対策委員会答申（会館）芳多制度対策

委員長、井畑・相澤各委員
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）吉

田（正）相談員　　　　　　　　　　　　
　　 ・��会員章証紙頒布所表敬訪問（竹内秀治事務所）

佐野財務部長
　　 ・��会員章証紙頒布所表敬訪問（梅原功事務所）

中居財務部理事
２日 ・��近畿大学寄付講座講師会議（会館）　　　
　　 ・��非調査士活動排除委員会（会館）
　　 ・��支部合同合併準備委員会（堺市堺区・夕和）
　　 ・��明示に関する意見交換会の議事録内容につ

いて再打ち合わせ（財務省近畿財務局）山
田社会事業部副部長

３日 ・��地籍問題研究会第21回定例研究会（東京都・
��日比谷コンベンションホール）山田副部長

　　 ・��大阪市マンション管理支援機構管理組合交
流会（大阪市立住まい情報センター）藤野
業務研修部副部長

５日 ・��民間総合調停センター研修会打ち合わせ（会
館）浅井民間総合調停センター支援連絡委
員会委員長、西田（寛）・山脇同各委員
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　　 ・��社会保険労務士との打ち合わせ（社会保険
労務士法人オフィス人事労務）松尾副会長、
久保総務部長

６日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧
本相談員

　　 ・��会員章証紙頒布所表敬訪問（山田保事務所）
光井財務部副部長

７日 ・��社会事業部会（会館）
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）相

澤相談員
　　 ・��会員研修会（大阪府立労働センター　エル・

おおさか）
８日 ・��業務研修部業務連絡会(会館)
　　 ・��ＵＴＭ導入打ち合わせ（会館）濵口総務部

理事
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）中

山（髙）相談員
　　 ・��平成30年度「測量の日」記念フェア2018に

関する打ち合わせ（（一社）大阪府測量設計
業協会）正井社会事業部副部長

９日 ・��近ブロ財務部会（会館）佐野部長
　　 ・��大阪土地家屋調査士政治連盟第19回定時大

会（中之島LOVE�CENTRAL）金子会長
１２日 ・��近ブロ正副会長会議（会館）金子会長
１３日 ・��財務部会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）米

山相談員
　　 ・��日本マンション学会2018年度定期総会お

よび記念講演（大阪市立大学文化交流セン
ター）正井副部長

１４日 ・��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）正

井相談員
１５日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤

田（重）相談員
　　 ・��大阪市マンション管理支援機構第11回常任

委員会（大阪市立住まい情報センター）正
井副部長

１６日 ・��第13回土地家屋調査士特別研修〈集合研修〉
（17日も、会館）松尾副会長、髙山業務研修
部長

１８日 ・��第13回土地家屋調査士特別研修〈総合講義〉
（会館）松尾副会長、髙山部長

１９日 ・��会務処理（会館）金子会長
　　 ・��紛議調停委員会第３部会（会館）

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）
　　 ・��総務部会（会館）
　　 ・��協同組合部長会（会館）佐野部長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪

口（太）相談員
　　 ・��（学）近畿測量専門学校卒業式（帝国ホテル

大阪）中林副会長
２１日 ・��土地家屋調査士特別研修考査対策勉強会Ⅰ

（会館）正井・森次各会員
２２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）
　　 ・��業務研修部会（会館）
　　 ・��事務局との打ち合わせ（会館）久保部長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田（直）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）
　　 ・��民間総合調停センター運営委員会（大阪弁

護士会）
　　 ・��民間総合調停センター財務委員会（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）
２３日 ・��土地家屋調査士特別研修考査対策勉強会Ⅱ

（会館）正井・森次各会員
２４日 ・��土地家屋調査士特別研修考査対策勉強会Ⅲ

（会館）正井・森次各会員
　　 ・��京都会平成29年度倫理研修会（京都会）金

子会長、久保部長、雨宮総務部理事
２５日 ・��土地家屋調査士特別研修考査対策勉強会Ⅳ

（会館）正井・森次各会員
２６日 ・��資料センター運営委員会（会館）
　　 ・��労働組合団体交渉（会館）松尾副会長、久保・

佐野各部長
　　 ・��綱紀委員会第２班会議（会館）
　　 ・��近ブロ広報部会（会館）中島社会事業部長
２７日 ・��表示登記実務研究会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙

山（恒）相談員
　　 ・��処分書交付式（法務局本局）金子会長、松

尾副会長、久保部長
　　 ・��弁護士との打ち合わせ（大阪市中央区谷町

１丁目）金子会長、松尾副会長、久保部長
２８日 ・��正副総会議（会館）
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　　 ・��常任理事会（会館）
　　 ・��理事会（会館）
　　 ・��大阪法務局離任挨拶（会館）
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）杉

田（育）相談員
　　 ・��民間総合調停センター研修会（大阪弁護士会）
　　 ・��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
支援連絡委員会副委員長

２９日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）羽
倉（昌）相談員

３１日 ・��第13回土地家屋調査士特別研修〈考査〉（新
大阪マルビル別館）松尾副会長、髙山部長

　　 ・��近ブロ研修部会（新大阪ワシントンホテル
プラザ）金子会長、松尾副会長、髙山部長

◇　　　４　　　月　　　◇

２日 ・��（公社）全日本不動産協会咲洲事務所オープ
ニングセレモニー（咲洲事務所）金子会長

３日 ・��大阪弁護士会就任挨拶来会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西

田（修）相談員
　　 ・��会報誌第329号表紙写真御礼（積水ハウス

梅田オペレーション（株））川口社会事業部
理事

４日 ・��正副総会議（会館）
　　 ・��会長表彰選考委員会（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）濵

口相談員
５日 ・��大阪法務局長・民事行政部長就任挨拶来会（会

館）
　　 ・��賠償損害補償制度紛争処理委員会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安

岐相談員
　　 ・��平成30年度本会研修会打ち合わせ（大阪府

警察本部）藤野副部長、橋本業務研修部理事
　　 ・��筆界特定制度推進委員会研修打ち合わせ（み

ずほ綜合法律事務所）瀧本筆界特定制度推
進委員会委員長

６日 ・��近ブロ立命館大学寄付講座第1講（立命館大
学茨木キャンパス）正井講師

９日 ・��（学）近畿測量専門学校入学式（大阪市中央
区民センター）中林副会長

１０日 ・��財務部会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆

相談員　　　　　　　　　　　　　　　
１１日 ・��第１回近畿大学寄付講座講師会議（会館）
　　 ・��大阪法務局長・民事行政部長へ会報誌原稿

依頼（法務局本局）中島部長
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）塚

田相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第１講（近畿大学）金子

会長、中島部長、正井副部長、川口理事、
吉田（龍）・阪本・黒岡・森留・藤野（充）・
玉置（直）・中山（武）・吉田（孝）・小澤・
松内・京谷・山脇・安部（眞）各講師

１２日 ・��期末監査（会館）
　　 ・��紛議調停委員会第３部会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原相談員
１３日 ・��大阪青年土地家屋調査士会第7回定時総会

（会館）金子会長
１６日 ・��推薦理事受付（会館）田中（久）・谷内田各

選挙管理委員
１７日 ・��協同組合部長会（会館）光井副部長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

脇相談員　　
　　 ・��資料センターサーバー移転現地調査（（株）

オージス総研ICCビル）瀧本資料センター
運営委員会委員長　

　　 ・��会報誌第331号表紙写真使用依頼（四條畷
市歴史民俗資料館）川口理事

１８日 ・��社会事業部会（会館）
　　 ・��（株）現代広告社来会（会館）中島部長、正

井副部長
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森

脇相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第２講（近畿大学）吉田

（龍）・阪本各講師、山田副部長、井手下・川口・
杉田社会事業部各理事

１９日 ・��入会面談（会館）
　　 ・��総務部会（会館）
　　 ・��筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・��筆界調査委員研修会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）矢

原相談員
　　 ・��表示登記実務研究会打ち合わせ（法務局本局）

髙山部長、藤野副部長
　　 ・��総会会場下見（太閤園）
　　 ・��大阪弁護士会役員就任披露会（大阪弁護士会）

金子会長
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２０日 ・��「測量の日」近畿地区連絡協議会委員会（大
阪合同庁舎４号館）杉田理事

２３日 ・��正副総会議（会館）
　　 ・��常任理事会（会館）
　　 ・��理事会・支部長会議（会館）
　　 ・��支部長会議（会館）
　　 ・��大阪法務局へ「土地家屋調査士白書2018」

持参（法務局本局）川口理事
　　 ・��民間総合調停センター広報・研修部会（大

阪弁護士会）
２４日 ・��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）竹

本（貞）相談員
２５日 ・��境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・��近畿大学寄付講座リハーサル（会館）
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）雨

宮（敏）相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第3講（近畿大学）阪本・

黒岡各講師、山田副部長
　　 ・��表示登記実務研究会（会館）
２６日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）吉

田（正）相談員
２７日 ・��南支部総会（たかつガーデン）松尾副会長
　　 ・��阪南支部総会（天王寺都ホテル）髙山部長
　　 ・��天王寺支部総会（シェラトン都ホテル）松

本副会長
　　 ・��北河内支部総会（ホテルアゴーラ大阪守口）

中島部長
　　 ・��堺支部総会（ホテルアゴーラ�リージェンシー

堺）金子会長
　　 ・��泉州支部総会（ホテルレイクアルスター�ア

ルザ泉大津）久保部長
　　 ・��三島支部総会（ホテル阪急エキスポパーク）

中林副会長

◇　　　５　　　月　　　◇

１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）中

山（髙）相談員
２日 ・��社会事業部打ち合わせ（会館）山田・正井

各副部長、井手下・相澤・川口各理事
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）光

井相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第４講（近畿大学）黒岡・

森留各講師、正井副部長

　　 ・��寄付講座リハーサル（会館）
８日 ・��財務部会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）田

中（久）相談員
　　 ・��資料センター・サーバー移設（（株）オージ

ス総研・ICCビル）
９日 ・��常任理事会（会館）
　　・��聴聞（会館）松尾副会長、久保・佐野各部長
　　 ・��打ち合わせ（会館）松尾副会長、久保部長
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）中

居相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第５講（近畿大学）森留・

藤野・山脇・吉田（龍）・黒岡・中山（武）・
吉田（孝）各講師、相澤理事

　　 ・��「測量の日」記念フェア2018打ち合わせ（大
阪合同庁舎第４号館）正井副部長

　　 ・��南河内支部総会（グランドホテル二葉）金
子会長

１０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）米

山相談員　　　　　　
１１日 ・��中河内支部総会（シェラトン都ホテル大阪）

金子会長
　　 ・��豊能支部総会（ホテルアイボリー）中林副会長
　　 ・��大阪大学寄付講座打ち合わせ（大阪大学大

学院高等司法研究科）中島部長
１４日 ・��八尾市恩智地区14条地図に関する打ち合わ

せ（八尾市）髙山部長
１５日 ・��近ブロ正副会長会議（会館）金子会長
　　 ・��近ブロ正副・部会長会議（会館）金子会長、

松尾副会長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤

田（重）相談員
　　 ・��協同組合部長会（会館）中居理事
１６日 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森

次相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第６講（近畿大学）藤野・

玉置（直）・中山（武）・森留・吉田（孝）
各講師、中島部長、杉田理事

　　 ・��大阪城支部総会（大阪マルビル�大阪第一ホ
テル）金子会長

１７日 ・��非調査士活動排除委員会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原相談員
　　 ・��（公社）全日本不動産協会大阪府本部総会（ホ

テルニューオオタニ大阪）金子会長
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　　 ・��北支部総会（大阪マルビル�大阪第一ホテル）
中林副会長

　　 ・��大阪市マンション管理支援機構第2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

１８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）
　　 ・��大阪土地家屋調査士協同組合第25回通常総

代会（会館）中林副会長
　　 ・��（一社）大阪府宅地建物取引業協会総会（ヒ

ルトン大阪）金子会長
　　 ・��法務局打ち合わせ（法務局本局）金子会長
　　 ・��平成30年度各種講座打ち合わせ（大阪市危

機管理室）髙山部長
１９日 ・��大阪司法書士会総会（ホテル日航大阪）金

子会長
２１日 ・��綱紀委員会（会館）
２２日 ・��正副総会議（会館）
　　 ・��常任理事会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪

口（太）相談員
２３日 ・��式典・懇親会司会者・政連との打ち合わせ（会

館）
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）正

井相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第7講（近畿大学）玉置

（直）・中山（武）・山脇・小澤・藤野・森留・
吉田（孝）各講師、中島部長

　　 ・��大阪府宅地防災技術研修会（大阪府立労働
センター　エル・おおさか）杉田理事

２４日 ・��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（白神）
　　 ・��民間総合調停センター理事会（大阪弁護士会）
２５日 ・��大阪土地家屋調査士会第80回定時総会（太

閤園）
２６日 ・��筆界特定制度推進委員会（会館）
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）

　　 ・����八尾市恩智地区14条地図に関する打ち合わ
せ（八尾市）髙山部長

２９日 ・��法務局打ち合わせ（法務局本局）金子会長、
松尾副会長、久保部長

　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）羽
倉相談員

　　 ・��大阪府行政書士会総会（ハイアットリージェ
ンシー大阪）松本副会長

　　 ・��（一社）大阪府建築士事務所協会総会（シェ
ラトン都ホテル大阪）金子会長

　　 ・��大阪府活性化フォーラム平成30年度第１回
住まいの相談・評価・災害派遣部会（（公社）
大阪府建築士会）相澤理事

３０日 ・��社会事業部会（会館）
　　 ・��大阪市建設局来会（会館）
　　 ・��（株）現代広告社来会（会館）
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）藤

野相談員
　　・��近畿大学寄付講座第８講（近畿大学）中山

（武）・吉田（孝）・小澤・森留各講師、川口理事
　　 ・��平成30年度本会研修会打ち合わせ（大阪府

警察本部）藤野副部長、橋本理事
３１日 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西

田（修）相談員
　　 ・��民間総合調停センター研修会（大阪弁護士会）
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◇　　　３　　　月　　　◇

６日 ・��第９回常任理事会（協会）
　　 ・��第２回大阪市内区域統合検討委員会（協会）
９日 ・�大阪土地家屋調査士政治連盟第19回定時大

会（中之島LOVE�CENTRAL）横山理事長
１５日 ・��第９回理事会（大阪府立労働センター　エル・

おおさか）
３１日 ・��奈良協会講演会（やまと郡山城ホール）横

山理事長、井之上副理事長、與倉総務部長、
谷内田広報委員

◇　　　４　　　月　　　◇

２日 ・ ��2018講演会実行委員会（協会）
３日 ・��第10回常任理事会（協会）
５日 ・��第５回業務報酬額運用基準小冊子作成会議

（協会）
１２日 ・��第10回理事会（大阪府立労働センター　エ

ル・おおさか）
１３日 ・��大阪青年土地家屋調査士会定時総会懇親会

（旬鮮・鉄板厨房　花や）横山理事長
１６日 ・��大阪市内区域統合事前打ち合わせ（協会）
２０日 ・��第３回大阪市内区域統合検討委員会（協会）
２７日 ・��三島支部総会（ホテル阪急エキスポパーク）

横山理事長
　　 ・��堺支部総会（ホテルアゴーラ　リージェン

シー堺）舩原副理事長
　　 ・��泉州支部総会（ホテルレイクアルスター　

アルザ泉大津）笹本経理部長

◇　　　５　　　月　　　◇

８日 ・��入会希望者面接（協会）與倉総務部長、三
好事務局長

　　 ・��第11回常任理事会（協会）
９日 ・��南河内支部総会（グランドホテル二葉）舩

原副理事長
１１日 ・��豊能支部総会（ホテルアイボリー）流王業務

部長
　　 ・��中河内支部総会（シェラトン都ホテル大阪）
　　　�横山理事長
１６日 ・��大阪城支部総会（大阪マルビル�大阪第一ホテ

ル）横山理事長
１７日 ・��第11回理事会（大阪府立労働センター　エ

ル・おおさか）

１８日 ・��大阪土地家屋調査士協同組合第25回通常総
代会（大阪土地家屋調査士会館）横山理事長

２５日 ・��大阪土地家屋調査士会第80回定時総会（太閤
園）横山理事長

２８日 ・ ��2018講演会実行委員会（協会）

◇　　　７　　　月　　　◇

２日（月） 支部長会議
４日（水） 近畿大学寄付講座第13講
　　　　 各種講座（1）
５日（木） 大阪大学寄付講座
１１日（水） 近畿大学寄付講座第14講
　　　　 各種講座（2）
１３日（金） 近畿ブロック協議会
　　　　 第62回定例協議会　
１８日（水）��近畿大学寄付講座第15講
　　　　 各種講座（3）
２７日（金）��正副総会議
　　　　 常任理事会

◇　　　８　　　月　　　◇

４日（土） 第９回全国一斉不動産表示登記　　　　
　　　　 無料相談会
２０日（月） インターンシップ開講式
２４日（金） 正副総会議
　　　　 常任理事会　　
２７日（月） インターンシップ中間報告会
３１日（金） インターンシップ閉講式

◇　　　９　　　月　　　◇

５日（水） 会員研修会
１１日（火） 正副総会議
　　　　 常任理事会
２８日（金） 正副総会議
　　　　 常任理事会
　　　　 理事会
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▽安倍　利治氏（堺支部　安倍徹夫・尊父、平成
30年３月21日没）　▽中島　利子さん（中河内支
部　中島幸広・母堂、平成30年４月18日没）　

　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

大阪城支部
石井　康信会員
平成30年５月22日ご逝去　

（享年55歳）

▽平成２年５月21日　入会

＊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・６・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 162⑫ 2 北河内 81② -1
南 35① -1 豊　能 66　 1
阪���南 70③ 0 堺 112① -1
天王寺 37① 0 泉　州 82　 -1
大阪城 135⑪ 0 三　島 95② 0
中河内 113① 0 南河内 41　 0

合　計 1,029◦ -1

○数字は法人会員　　34法人（+1）
（※増減は前回・Ｈ30年３月１日比）

34
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◆�今年度中に「資格者代理人方式」によるオンライ
ン申請が実施されようとしております。これから
は、法務局に行く回数が今より減っていくのかと
考えますと少し寂しい気持ちです。以前は調査・
申請・受領等は法務局に行く必要があり、その際、
同じ支部の諸先輩等にお会いして、いろいろとお
話をさせていただいたことを懐かしく思っており
ます。

　�　しかし、これも時代の動向であり、逆行するこ
とはできません。本号から4回連載でオンライン
申請に関する記事を掲載いたしますので、オンラ
イン申請をされていない会員各位には、一度記事
を読んでいただき、オンライン申請をしていただ
ければと思っております。� （中島）

◆�社会事業部で２期目の折り返し地点まできまし
た。残りの期間でやらなければならないことを次
期につなげられるよう意識して、会務運営に寄与
していければと考えています。� （山田）

◆�理事となって社会事業部に配属されてはや１年が
経過しました。分からないことだらけの１年でし
たが、やることがいっぱいあって充実した１年で
もありました。いろいろな経験をさせていただい
たことに感謝したいと思います。そしてもう１
年、新連載も始まりましたし、頑張りたいと思い
ます。� （正井）

◆�会報誌の編集に携わって１年。発行の仕組みがよ
うやく分かりかけてきました。記事等でご協力い
ただいた皆さまにお礼申し上げます。会報誌の在
り方についてご意見等ございましたら、ぜひお聞
かせください。� （井手下）

◆�社会事業部理事として残す１年、他の理事の足を
引っ張ることなく、職責を果たすよう努めます。
会員皆さまの応援をお願いいたします。�（相澤）

◆�季節の挨拶としては「じっとりと汗ばむ蒸し暑さ
に木陰の恋しい季節になりました」となるので
しょうか。ゴールデンウィークの合間の過ごしや
すい季節の中、この稿を書いております。

　�　しかしながら、会報誌の編集や近畿大学の寄付
講座など、２年目を迎えた広報理事職に忙殺され
る日々、もう既に汗まみれなのは、単に自分の体
質の問題なのか？　この夏を乗り切れるよう、今
から体を鍛えねば…と思う今日この頃です。

� （川口）

◆�第80回定時総会が終了しました。来年４月には
支部改編で現在の12支部が８支部となり、私が
属す南河内支部も堺支部と合併することが決まっ
ています。寂しい思いもありますが、支部が拡大
するとともに、さらなる業務拡大に向け野望をお
持ちの方も多々いらっしゃるのではないでしょう
か？！　公共では各市町村への明示申請や基準点
の報告について、より分かりやすく会員の皆さま
と情報を共有できるようなシステムを確立し、初
めて業務を請け負う市町村への対応に少しでもお
役に立つことができたらと考えております。本年
度も頑張ります。� （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





〒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】

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。

●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。

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

●筆界特定登記官の実務に関するプロセス・留意点がわかる。
●「申請人及び関係人の主張及び根拠～筆界の検討～結論」に至る実務の流れを紹介。第１巻では、制度運用開始から
５年間に蓄積された厳選24事例を、第２巻では、複雑な事案に対応するための新たな15事例収録。

東京法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 編著
（1） 2010年11月刊 B5判 284頁 本体2,800円＋税
（2） 2014年2月刊 B5判 340頁 本体3,400円＋税

筆界特定事例集１・２

●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 656頁 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、権限外行為許可、
相続財産の清算、登記、不在者への対応、失踪宣告

●約40名の現役法務局職員による、押さえておくべき事例を厳選した一冊。
●所有者不明土地問題、長期相続登記未了問題など、最新トピックスに関する事例も収録。

山中正登・渡邉敬治 監修
2018年5月刊 A5判 288頁（予定） 本体2,800円＋税

不動産・商業・法人
登記実務事例集
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