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 第75回日調連定時総会 

　　法務大臣表彰 大阪会から岸田眞美会員が受賞

 近畿ブロック第62回定例協議会が神戸で開催

　　大阪会から１６名が表彰　来年は京都で開催

第９回 全国一斉不動産表示登記無料相談会が開催‼  支部定時総会報告

 大阪大学で初の寄付講座開講‼ 

　　中島幸広社会事業部長、 司法試験を目指す院生を前に調査実務を熱弁　

 毎年恒例大好評‼ 近畿大学寄付講座

　　今年は５名の新講師が登壇 　

 阪南支部の広報活動　駒川まつりは今年も大盛況

　　恒例ダーツゲームに長蛇の列

平成30年度 事業計画実施細目

 連載　誰でもできるよ！オンライン申請‼（Vol.２）

「使ってみよう！センターおおさか」　　　　　　　　　　　

　　～ベテラン調査士と若手調査士の会話から～

 北河内支部の外部広報活動　枚方ライトアップフェスティバル 

政治連盟だより　調査士制度発祥の地　探訪ツアーを企画しました

大阪青年土地家屋調査士会だより

公嘱協会だより　公嘱協会社員研修会を開催 　

協同組合だより　第25回通常総代会開催

会員異動　　　　　　　　　　　　　　　　法人会員名簿　　　　　　　　　　　　　　　　

常任理事会・理事会報告　　　　　　　　　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　　　　　　　編集後記

支部別会員数
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【表紙写真解説】　撮影者：北河内支部　北川　貞司
元大阪法務局四條畷出張所（四條畷市教育委員会 所有・国登録有形文化財）
　前四條畷出張所は東大阪支局に統合後に取り壊されて、現在は宅地となっています。しかし、元四條畷出張所
が残っていました。この建物は、1907年枚方区裁判所甲可出張所として建てられました。その後法務局として使
われていました。蔵は書庫として利用されました。利用された会員さんはいらっしゃるのでしょうか？
　現在は、歴史民俗資料館として活用されています。年号の入ったキリシタン墓標（全国から見に来られるそうで
す）、雁屋遺跡など貴重な文化財が収められています。
　四條畷市内の建造物では府立四條畷高等学校本館とともに文化庁の登録有形文化財に指定されています。
今年は建物が建てられて111年、入場無料です。
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　日本土地家屋調査士会連合会の第75回定時総会
が、平成30年６月19日（火）・20日（水）の両日
にわたり、東京都文京区の東京ドームホテル「天空」
で全国各会の会長・代議員、連合会役員180名の出
席のもと開催されました。

　大阪会からは、前日に発生した大阪府北部地震の
関係で、金子正俊会長、松本充

あつひろ

弘・松尾賢
まさる

各副会長、
久保加奈子総務部長、髙山恒夫業務研修部長、私中
島の６名のみ出席となりました。

　総会初日は、冒頭で物故者に黙とう後、参加者全
員で土地家屋調査士倫理綱領を読み上げ、「調査士
の歌」を唱和しました。
　定刻、日調連 ･菅原唯夫副会長の開会の言葉に続
き、岡田潤一郎会長が挨拶、続いて20名の法務大
臣表彰が行われ、大阪会からは岸田眞美会員（阪南
支部）が受賞され、連合会顕彰表彰規程第５条表彰
状受賞者には、加藤眞一会員（三島支部）、吉田龍
太郎会員（北支部）、佐久間史泰会員（堺支部）、木
下孝司会員（北河内支部）、松原正彦会員（大阪城
支部）、安川隆男会員（中河内支部）の６名の皆様と、
私中島も受賞し、他の顕彰者も含め各総会において

第75回 日調連 定時総会
法務大臣表彰　大阪会から岸田眞美会員が受賞

法務大臣表彰受賞の岸田眞美会員

左から、松本副会長、中島部長、金子会長、松尾副会長、久保部長、髙山部長
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伝達済みである旨の説明がありました。
　来賓祝辞・来賓紹介と続き、休憩をはさみ、その
後、議長に岐阜会 ･大保木正博会長、福島会 ･橋本
豊彦会長が選任され、議事に入りました。
　執行部より詳細に会務報告があり、議案として、
▽第１号議案　（イ）平成29年度一般会計収入支出
決算報告承認の件、（ロ）平成29年度特別会計収入
支出決算報告承認の件が上程され、質疑応答と続
き、挙手多数により承認可決されました。続いて、
▽第２号議案　土地家屋調査士倫理規程の一部改
正（案）審議の件、
▽第３号議案　日本土地家屋調査士会連合会会則
の一部改正（案）審議の件、
▽第４号議案　退職金特別会計の廃止及び日本土
地家屋調査士会連合会特別会計規程の一部改正

（案）審議の件が上程され、執行部から詳細に提案
理由が説明され、質疑応答の後、それぞれ承認可決
されました。
　第１日目はここで休会となりました。
 
　終了後は立食形式で懇親会が開催され、ブロック
ごとにテーブルがつくられ、来賓祝辞・乾杯の後、
各会の参加者との談笑や情報交換等で交流を深め、
有意義な時間を過ごしました。
 

 
　２日目は午前８時45分に議事が再開。
▽第５号議案　平成30年度事業計画（案）審議の件、
▽第６号議案　（イ）平成30年度一般会計収入支出
予算（案）審議の件、（ロ）平成30年度特別会計収
入支出予算（案）審議の件に関して、一括上程の提
案・承認が行われ、審議に入りました。

　事業計画（案）・予算（案）について、各部より
詳細な説明がなされ、質疑応答に入りました。神奈
川会から、予算（案）変更に関する動議が提出され、
賛否の討論が行われ、その結果、動議は否決され、
執行部提出の事業計画（案）・予算（案）が承認可
決されました。
 
　本年度は、全体で78件の質問・要望事項が事前
に書面で提出され、大阪会からは以下の質問を提出
しました。
１．土地家屋調査士の登録（提出者 久保部長）
２．空き家問題、所有者不明土地に関する対応
　　（提出者 中林副会長）
３． 調査士業務に対する連合会の指導
　　（提出者 松本副会長）
４． 土地家屋調査士国民年金基金
　　（提出者 中林副会長）
５．中央実施型新人研修（提出者 松尾副会長）

　以上で審議事項が終了し、満場拍手の中、議長が
降壇されました。その後、「大阪府北部地震」に関
して、金子会長より各単位会の代議員の皆様方に、
今後の協力要請とご心配いただいたことへの謝意が
述べられ、第75回日調連定時総会は２日間の日程
を終了しました。

（社会事業部長・中島幸広）
 

大阪府北部地震について語る金子会長
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近畿ブロック第62回定例協議会が神戸で開催
大阪会から16名が表彰  来年は京都で開催

　平成30年７月13日（金）午後１時から、神戸市
中央区の「ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸」で、
日本土地家屋調査士会連合会近畿ブロック第62回
定例協議会が開催されました。
　大阪会からは、金子正俊会長、中林邦友・松尾賢

まさる

各副会長、久保加奈子総務部長、佐野紀夫財務部長、
髙山恒夫業務研修部長、私中島の７名が出席しま
した。
　協議会は、当番会である兵庫会の瓜

うりゅう

生哲也総務部
長の司会で始まり、まずは「国歌」「調査士の歌」
を斉唱し、倫理綱領を唱和、物故者に黙とうを捧げ
た後、兵庫会 ･橋詰繁美会長が開会の辞を述べられ、
近畿ブロック協議会 ･沢弘幸会長の挨拶があり、議
長に京都会 ･山田一博会長、副議長に橋詰会長を選
出し、議事に入りました。
 

（１）平成29年度　会務報告の件
　　近畿災害対策まちづくり支援機構活動報告

（２）平成29年度　収支決算報告及び監査報告の件
（３）平成30年度　活動計画（案）の件
（４）平成30年度　予算（案）の件
（５）次期開催地について
　以上、報告事項並びに各議案は、満場一致をもっ
て承認可決されました。

　引き続き、
１．連合会報告
２．全調政連報告
３．桐栄サービスの扱う保険について
４．国民年金基金について
以上の報告・説明が行われました。
 
　休憩の後、式典が開催され、
１．来賓紹介
２．近畿ブロック協議会会長挨拶
３．表彰式
　　・管区法務局長表彰
　　・近畿ブロック協議会会長表彰
　　・近畿ブロック協議会会長感謝状
４．来賓祝辞
５．祝電披露
 
　最後に、兵庫会 ･三嶋裕之副会長の閉会の辞を
もって、本定例協議会はつつがなく終了いたしまし
た。
　その後、懇親会が催され、各会の取り組み等の情
報交換を行い、親睦を深め、盛会裏に散会の運びと
なりました。
　なお、次年度は京都で開催される予定です。
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・表彰を受けられた皆さま（大阪会のみ・敬称略）

◇大阪法務局管区局長表彰
佐々木志展（　北　） 眞鍋　　健（　北　）
中島　芳樹（中河内） 山田　勝彦（南河内）
松本　充司（三　島） 大西　幸三（　堺　）

◇近畿ブロック協議会会長表彰
中尾　哲夫（　堺　） 村富　　隆（北河内）
永野　美重（天王寺） 藤田　重信（大阪城）
衛藤　政宣（大阪城） 和田　久司（中河内）
米山太一郎（中河内） 荻田　明男（三　島）

眞鍋　健 会員 佐々木志展 会員 

山田勝彦 会員 中島芳樹 会員 

中尾哲夫 会員 
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◇近畿ブロック協議会会長感謝状
加藤　幸男（三　島） 井上　直次（阪　南）

永野美重 会員村富　隆 会員

衛藤政宣 会員藤田重信 会員

井上直次 会員加藤幸男 会員

（社会事業部長・中島幸広）
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７月31日は「土地家屋調査士の日」です。

　昭和25年（1950年）７月31日、第８回臨時国会
において、土地家屋調査士法が可決・成立し、同日
付で施行されました。日本土地家屋調査士会連合会
は、平成23年６月の第68回定時総会における決議
により、７月31日を「土地家屋調査士の日」とし
て制定しています（土地家屋調査士手帳に掲載され
ています）。

　また、これに合わせて、「全国一斉不動産表示登
記無料相談会」が開催され、土地家屋調査士制度・
不動産表示登記制度の重要性を広く世間に知ってい
ただくために、全国各地の調査士会の努力で毎年継
続され今日に至っております。
　大阪土地家屋調査士会においても、去る８月４日

（土）午前10時から午後４時まで、大阪土地家屋調
査士会館で無料相談会を開催しました。
　本年度も、毎日新聞への広告掲載、大阪法務局本
局・支局・出張所へのポスター掲示、さらにＮＨＫラ
ジオでの告知等、積極的な広報活動を行いました。

第９回 全国一斉不動産表示登記無料相談会が開催‼
　結果、８名の相談者が来場されました。相談内容
の内訳は、境界に関するものが５件、その他相続等
に関するものが３件でした。相談者の居住地を見ま
すと、大阪市内が５件、豊中市・枚方市が各１件、
また、大阪府外からも１件ありました。
　今回は例年の反省点を踏まえ、30分の制限時間
を多少オーバーしても各相談者に十分納得していた
だくことに重きを置きました。相談者の方々にも、
十分に満足してお帰りいただけたのではと思ってお
ります。

　７月31日が「土地家屋調査士の日」として国民
に広く定着するまで、無料相談会を継続することが
大切であると感じながら、日々の相談活動をより良
いものにする努力をしていきたいと思います。

（社会事業部理事・相澤褜
いなお

雄）

大阪土地家屋調査士会館 
〒540-0023 

大阪市中央区北新町３番５号 

８月４日 

06-6942-3330 大阪土地家屋調査士会 

（土曜日）午前 10時〜午後 4時 

土地家屋調査士 無料相談会 
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　平成30年７月５日（木）、大阪土地家屋調査士会
は、大阪大学での初の寄付講座を開催しました。
　今回の講座開講の発端は、我らが金子正俊･大阪
土地家屋調査士会会長が、藤本利一･大阪大学大学
院高等司法研究科教授の知己を得たところから始ま
りました。
　そんな金子会長の肝煎で、中島幸広･社会事業部
長が藤本教授と面談した結果、法科大学院で学ぶ大
学院生を対象に、「土地家屋調査士とその実務」を
テーマに大阪会が講座を提供することになりました。
　さて、中島部長の前に立ちはだかる次の難題は講
師の選任です。「寄付講座といえば正井利明」とい
うくらいの御仁を擁する社会事業部です。「しゃー
ないな、俺、やろか？」と端を発すれば必ずや、「い
やいや、部長、ここは私が」と、正井氏がこの大役
を引き受けるとの思惑でしたが、意外にもあっさり

「それでは部長、よろしくお願いします」と正井氏
……。
　こうして当てが外れた中島部長が自ら、大阪大学
構内敷地の登記情報などの資料を取り揃え、「所有
権界と筆界、公物管理界の違い」を主題とした講義
を行う運びとなりました。
　当日は台風７号とその後の梅雨前線の停滞が引き
起こす集中豪雨に見舞われ、蒸し暑い中を汗にまみ
れ、ビショビショになりながら、ようよう大阪大学
にたどり着いた中島部長とアシスタントの川口は、
さっそく藤本教授のもとに挨拶に伺いました。
　ところがなんと？！前日にメールで送信したはず
の講義用資料が未到達だと判明。急遽、ＵＳＢメモ
リーに保存されている資料の印刷を事務課の職員さ
んにお願いする事態に。アクシデントに見舞われな

がら、司法試験合格を目指し勉強する法科大学院生
33名の待ち構える教室に移動し、急ぎパソコンの
接続や使用するアプリケーションソフトの準備に取
りかかり、どうにか講義開始。
　すると次に襲い掛かるは、「パワーポイントの呪
い」。教室のプロジェクタスクリーンとパソコン台
との位置関係が悪く、ページ送り操作の度に中島講
師はスクリーンの背後に回る始末。「カチッ」とか

「カチカチッ」とか、マウスのクリック音だけが教
室内に響きわたる中、ページを送りすぎたり戻しす
ぎたり、中島講師のイライラがＭＡＸ状態に。「あ
れっ？」とか「もうっ」とか「くそっ！」とか、漏
れる言葉をマイクは忠実に拾い上げ、教室内には緊
迫が走ります。狼狽する役立たずのアシスタント（川
口）が救援に駆けつけるより一足先に、なんとっ！
藤本教授自らがスクリーン裏に急行して事態は収
束。以後、中島講師の「ハイ」の合図でスクリーン
裏からリズミカルに「カチッ」と音が鳴り、めでた
くパワポの呪いは解けたのでした。
　折しも、事務課の職員さんが急ぎ印刷してくだ
さった資料一式が、大きな紙袋に入れられ到着。先
ほど出遅れた役立たずのアシスタントとしては、面
目躍如、活躍の時とばかりに袋をかっさらい、中を
確認。すると、「どんだけ？」。驚愕するほどの大量
の紙・紙・紙……。「さて、いったい、これをどう
配るか？」と戸惑っていると、すっかり落ち着きを
取り戻した中島講師が後ろから、「あれが先や」だ
の「まだか？」「はよしろ」と矢の催促。
　半ば心配そうに、半ばクールに状況を見守る学生
諸君を尻目に、縦横無尽、所狭しと駆け回る川口に
とって、適温28℃の教室も灼熱の地。

大阪大学で初の寄付講座開講！！
中島幸広社会事業部長、司法試験を目指す院生を前に調査実務を熱弁

大阪大学で初の寄付講座開講！！
中島幸広社会事業部長、司法試験を目指す院生を前に調査実務を熱弁
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　そんなこんなで、大阪大学での初めての寄付講座
は、これまでアシスタントとして参加した大阪工業
大学や近畿大学の寄付講座では体験したことのな
い、緊迫に満ちたあっという間の90分となりました。
　締めくくりに藤本教授が、「本来当たり前に存在
し、管轄する登記所で調べるとすぐに判明するもの

だと考えがちな土地の境界、筆界というものが、実
はその成り立ちと背景により、場合によってはこの
ように迷宮（ダンジョン）となってしまうという現
実を、今日、土地家屋調査士の中島講師のお話で理
解してもらえましたか？」と学生に語りかけ、講義
は無事終了しました。
　講義後、藤本教授から「学生たちが司法試験合格
後、いきなり難解複雑な土地の境界問題に遭遇した
場合にも慌てず対処できるよう、実務に即した内容
の講義を希望しておりましたが、それに十分応える
内容でした」との有難い講評を頂戴し、さらに「今
後も寄付講座を継続していきたい。できれば、法科
大学院生のみならず学部生向けにも」とのご所見も
いただきました。
　｢暑かったですね。お疲れ様でした」。受講した学
生から差し出された汗拭きシートでベタつく肌を
拭って、ようやく一息ついた汗っかき調査士の二
人。大阪大学での初の寄付講座はこうして無事終了
し、再び大雨でずぶ濡れになりながら帰路についた
のでした。

（社会事業部理事・ 川口良仁）

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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　各講師には、独自の工夫が随所に散りばめられた
教材をご用意いただき、熱のこもった講義を披露し
ていただきました。
　今年の寄付講座につきましては、社会事業部が講
師陣の全面バックアップを行い、各回にアシスタン
トとして理事を派遣し、授業に臨む講師陣をサポー
トしました。アシスタントとして出向した理事から
は、澪標ネットを通じ、各回の講義の模様を皆さま
にご報告してまいりました。

　また、講座修了者には、学生にとって大切な成績
となる単位も付与されるため、８月１日（水）には
担当講師らによってレポート採点会議が開催され、
厳正に審査されました。
　この寄付講座をきっかけに土地家屋調査士を目指
される学生さんもおられます。今後も多くの学生諸
君が受講されることを願っております。
　それでは、今年初めて講師を担当していただいた
５名の会員に感想文を寄稿していただきましたの
で、皆さま是非ご一読ください。

（社会事業部理事・川口良仁）

近畿大学寄付講座
毎年恒例　大好評！！

今年は５名の新講師が登壇

講師一同

寄付講座 講師を担当して 　～新任講師感想文 ～

　今回、近畿大学寄付講座の講師をさせていただ
き、非常に良い経験となりました。
　当然の事ながら、大学の講師など初めての経験で
したので、第１回目の講師会議では、先輩の先生方
が何の話をしているのかも理解できない状況でした。
　私は、講義に関する資料は、マニュアル化された
ものが用意されていると思い込んでいたため、全て
自分で作成する必要があることを知った時には「こ

れはえらい事になった」と後悔しました。
　ただ、実際に資料の作成を進めて行くと、当初の
資料では、とても１時間半の講義に対応できないこ
とがよく分かりました。
　初めて使うパワーポイントに苦戦しながら資料を
作成し、実際に話してみる。資料のボリューム不足
に泣きそうになりながら、さらに作成する。そんな
繰り返しで自分の話したい内容が頭に入り、整理さ

　大阪土地家屋調査士会が毎年実施している近畿大学での寄付講座が、今年も４月11日から７月18日までの約
３か月間、毎週水曜日に計15回開講されました。毎回300名を超える受講生が会場に集い、活気あふれる講座
となりました。

業界の繁栄を願って 
大阪城支部　黒岡　純二 
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れていくのを感じました。結局90枚を超える資料
を作成しました。
　カラオケボックスに行き、家族や知人に講義を聞
いてもらい、練習しました。自分の声を録音して、
話すスピードの確認もしました。
　この時期になると、だんだんと話すことが楽しく
感じられるようになっていました。
　そうした準備と練習を経て、いよいよ担当の日が
来ました。どのくらい緊張するのだろうと不安に
思っていましたが、講師の皆さん初め、たくさんの
知っている顔が教室にあったため、緊張することな

く講義に入れました。
　実際に教壇に立つと、教室の広さを感じました
し、何より受講生の気持ちを強く感じました。気持
ちと言うのをどう表現したらよいのか難しいのです
が、「今、学生が集中している」とか「今、話に飽
きている」というのを常に感じるのです。そんな学
生の気持ちを感じながら講義を進めるのは、なかな
か難しいものでした。
　そんな事を考えながら、あっという間に１時間半
が経ちました。
　土地家屋調査士の業界が人手不足、若手不足なの
は明らかだと思います。この状況は、今後いっそう
厳しくなると思います。
　男女を問わず、少しでも若い人に興味を持っても
らい、業界に入ってもらうことは、非常に大切だと
考えています。
　もし来年も講師をする機会がありましたら、もっ
と興味を持ってもらえる内容にしたいと思います。
 
　今回は貴重な経験をさせていただきありがとうご
ざいました。

　本年度、近畿大学寄付講座の第５講を担当させて
いただきました中河内支部の森留禎雄と申します。
大学での講義どころか、大勢の人の前で話す経験な
どほとんどありませんでしたので、できるかな～？
という気持ちで不安一杯でした。学生時代、塾でア
ルバイトをしたときも、個人指導が精一杯で、集団
の授業は任せてもらえませんでした。また、友人の
結婚式でスピーチを頼まれたときも、緊張と準備不
足でうまくいきませんでした。たしか、別の結婚式
で歌を唄ったときも、うまくいかなかった記憶があ
ります。
　その様な経験から、できるだけ人前に立つのはや
めようと誓っておりましたが、昨年の秋ごろ、社会
事業部長の中島先生から電話でお誘いを頂き、いつ
も支部でお世話になっておりますので､ 二つ返事で
引き受けてしまいました。電話を切った後すぐに上
記の経験を思い出し、背筋が凍りついたのを今でも
鮮明に覚えております。
　そして、年末から講師会議が始まり、私の講師と
しての生活がスタートしたのです。

　まず、正井先生の寄付講座講師養成研修のビデオ
を観るところから始めました。そこで話されていた
内容に、「授業の形ができたら練習を繰り返す」と
いうのがありました。「最初から上手な人などいな
い、練習や準備をすることで上手になる」といった
ものでした。これによって、私にも若干光が見えて
きました。とにかく早めに授業の形を作り上げ、練
習を重ねれば何とかできるのでは、と思いました。
私の担当する講義は『区分建物の登記』に決まりま
したが、正直なところ実務での経験がなく、現場に

近畿大学の講師を経験して 
中河内支部　森留　禎雄 
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関する雑談や話のネタがありません。そこで、現在
のマンションの登記記録ができあがるまでの時代の
変遷や、賃貸マンションと分譲マンションの違いな
どの内容で、だいたい春ごろまでかけて資料作成を
しました。
　時が流れるのは早いもので、４月に第１回目の近
畿大学の講義が始まりました。
　吉田龍太郎先生の講義でしたが、終了後に講師全
員で本会に集まり、講師会議が行われました。私を
含め本年度初めての講師の講義練習を、ベテランの
先生方に見ていただき、指導を受けました。
　私は第５講ですので、４週間後に本番という時点
でこの完成度では相当ヤバイ、というのが実感でし
た。年が明けて丸３ヶ月も準備期間があるのだから
十分ではないか？という声もあるかと思いますが、
私の場合、かなり準備が浅く、話の内容も伝わりに
くい、また声も小さいといった具合で、このまま本
番を迎えたら大変なことになると感じました。
　そこで、他の講師の先生方にお願いして、個別に
練習に付き合っていただくことになりました。多く
のアドバイスをいただき、それを反映・消化するこ
とで、何とか自分の講義の形ができあがりました。

ご多忙の中時間を割いてくださった先生方、本当に
ありがとうございました。
　その甲斐もあって内容的にはかなり充実し、５月
９日の本番では、大勢の学生を前にしても舞い上が
ることなく、原稿どおりに進行することができまし
た。練習当初は話の趣旨がわからない講義でした
が、本番では伝えたい内容について順序立てて話す
ことができ、私なりには満足をしております。
　しかし、早口だったのか、時間配分が甘かったの
か、大幅に時間を残してしまいました。１時間30
分という枠でペースを考えながら内容を伝えるのは
かなり難しく、今後の課題となりました。
 
　最後に、大学で講義をするなど考えたこともあり
ませんでしたので、非常に良い経験をすることがで
きました。準備に大変な苦労があったのですが、ど
うにか大役をこなした今となっては、お声を掛けて
くださったことに感謝しています。慣れない講師に
対するサポート体制も充実しており、また、寄付講
座を支える先生方の団結力も素晴らしく、そのよう
な中に加えていただき、とても楽しかったです。
ありがとうございました。

　自分の母校で講義をしていると知り、久しぶりに
母校を訪れたい気持ちと、大学生にどういった講義
をされているのか興味があり、１回行ってみようと
いう軽い気持ちで見学に行かせていただいたのが２
年前でした。いずれはやってみたいという気持ちは
ありましたが、まさかこんなに早く講義をさせてい
ただけるとは思っていませんでした。昨年１年間、
サポートという形で講師の方々のお手伝いをさせ
ていただいたご縁もあって、「今度講師をしません
か？」と昨年の11月にお誘いいただきました。登
録して２年と経っていないし、経験も知識もまだま
だ未熟で不安もありましたが、せっかくお声掛けい
ただいたし、こういうタイミングでもないと実現す
ることもないと思い、担当させていただきました。
　振り返って一番大変だったことは、やはり資料作
成でした。直前まで準備をしていなかった自分自身
が悪いのですが、担当講義前の２週間は、ここ数年
で一番忙しい時期だったかもしれません。もっと早
くに準備すればよかったと、２週間毎日思いました。

　昨年までの講義資料等も多数頂きましたが、やは
り他人が作った資料で喋れる程甘くはなく、結局、
一から資料を作りました。法学部向けということ
は、やはり法律に関係することを話さないといけな
いのか？等々、かなり悩みましたが、寄付講座の目
的（＝調査士に興味を持ってもらう）を考え、法律
云々を伝えるよりも、いかに興味を持ってもらうか
を重視した方がよいと思い、そういった講義作りを
心がけました。担当した講義は『土地に関する表示

寄付講座講師を担当して 
大阪城支部　玉置　直矢
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の登記Ⅱ』で、主な内容は土地登記の種類を紹介す
ることでした。学生に、地積更正や土地滅失登記等
を条文通りに説明しても興味を持ってもらえないだ
ろうと思い、先にイメージしやすい具体例をイラス
トや写真等で紹介し、その後に、具体的な実務例を
登記記録も交えて紹介するという形で進めました。
考えれば考えるほど、いろいろと紹介したいことが
出てきて、気が付けばスライド資料は100枚を超え
ていました。
　前職でシステム販売をしていたため、数人の前で
のプレゼンには慣れていたので大丈夫かな、と思っ
ていましたが、300人を超える人の前となるとやは
り緊張し、昼食は喉を通りませんでした。
　ただ冒頭の10分程を過ぎると緊張も解け、サポー
トして下さっていた他の講師の先生方の顔は見られ
ませんでしたが、学生の顔や雰囲気も見れるように

なりました。90分もあっという間に過ぎました。
　講義を終え、緊張しながら学生の感想を見ました
が、「見やすかった」や「分かりやすかった」とい
う感想もたくさん書いてくれていたので、正直に嬉
しかったです。また、「田」と「畑」との違いを初
めて知った！等の、学生ならではの感覚や視点も知
れて面白かったです。
　講義を担当させていただく中で、もちろん嘘は教
えられませんし、先人の諸先輩方が築き上げてこら
れた信頼を壊すことがあってはならないと思い、普
段見ない書物等で勉強したり、本当に良い経験をさ
せていただきました。
　最後になりますが、こういった機会を設けてくだ
さった近畿大学、いろいろとご指導やサポートをし
てくださった社会事業部の皆さまと他の講師の先生
方に、心より感謝申し上げます。

　１年前には自分が大学で講義を行っているとは夢
にも思っていませんでした。
　私が講師を担当するきっかけは、昨年10月ごろ
に澪標ネットで寄付講座の講師募集の案内を見かけ
たことでした。最初は応募する気は全くなく、自分
とはかけ離れた世界の話だと思って眺めていまし
た。しかし人前で話をすることに苦手意識を持って
いた私の頭の中で何か引っかかる感じがあり、締め
切り間際に度胸試しのつもりで応募しました。
　ほどなくして講師を担当することが決まり、昨年
末に第１回の講師会議が開催されました。寄付講座
について何の知識もない私は軽い気持ちで会議に
参加したのですが、自分の想像していたこととの
ギャップに驚きました。
・数十人の学生の前で講義を行うのだろう……

　⇒履修する学生は最大約450人。
・講義は決められた内容を話すのだろう……
　⇒レジュメの作成と授業の構成は担当講師が行う。
　会議中に自分が場違いな所にいることに気付き、
逃げ出したい気持ちで一杯でしたが、そうすること
もできず、６月６日に行われる第９講『測量の実習』
を担当させていただくことが決まりました。
　講義の約半年前にもかかわらず何をどうしていい
のか分からず、不安で一杯な私でしたが、先輩講師
の先生方が手を差し伸べてくださり、たくさんのア
ドバイスを頂きました。特に前年の『測量の実習』
を担当された泉州支部の中山武彦先生には、授業の
流れやレジュメの作り方など手取り足取り教えてい
ただき、少しずつ授業を行える手応えをつかめるよ
うになってきました。
　近畿大学の寄付講座は法学部の学生が対象です。
レジュメ作成の際には、学生が土地家屋調査士の仕
事や測量に興味がないことを前提に考え、少しでも
私達の仕事に興味を持ってもらえる内容にすること
を心掛けました。
　最初のうちは授業時間90分をどう持たせようか
と考えていたのですが、何度も作り直しているうち
に、学生さんに伝えたいこと、知っておいて欲しい
ことが次から次へと出てきて、気が付いたら時間が
足りないくらいのボリュームになっていました。

充実の半年間 
豊能支部　吉田　孝信
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　例年、『測量の実習』ではＴＰホールディングス
株式会社さまに機材をお借りして授業を行っていま
す。今年は、教室内での「３Ｄスキャナの実演」と
学生全員に「トータルステーションを体験」しても
らうことを実習の内容とすることにしました。
　日常業務の間に少しずつ準備を進めて行き、気が
付けば授業当日、マイクを持ち講壇に立っている自
分がいました。
　半年間の準備の成果を出し切ることと、４月の第
１回目の授業から講師の先生方が繋いできたバトン
を次に繋ぐことだけに集中して授業を行ったのです
が、自分でも驚くくらい緊張することなく授業を終
えることができました。
　授業後には、学生に授業の感想と質問を書いても
らうのですが、嬉しい言葉をたくさんもらい、ホッ

と安堵し、やってよ
かったなという充実
感がありました。
　軽い気持ちから講
師をさせていただい
た私ですが、貴重な
経験とたくさんの気
付きを得ることがで
き、非常に有意義な
時間を過ごせたと感じています。
　最後に、この半年間、講師、社会事業部及び関係
者の皆さまには本当にお世話になりました。この場
をお借りしてお礼申し上げます。
　会員の皆さまには、少しでも寄付講座に興味を
持っていただければ嬉しいなと思っております。

　私は６月13日、20日の第10 ·11講『土地制度の
歴史的沿革Ⅰ・Ⅱ』の２講を担当しました。
　私は高校卒業後、すぐに東京に本社がある某コン
サルタント会社の大阪支店に就職したため、大学へ
は行っていません。しかし、以前から大学とはどの
ようなものか、機会があれば雰囲気だけでも味わい
たいものだと長年思っていました。また、歴史につ
いては学生時代から興味があり、いろんな史跡や神
社仏閣を散策していました。さらに、三島支部の自
主勉強会「寺子屋」にも時間があれば参加させてい
ただいておりました。その中で、「寺子屋」の竹本
貞夫会員や垣内俊一会員から寄付講座の講師のお話
を伺い、他の会員からも背中を押していただきまし
た。その後、社会事業部の正井利明副部長に相談し、
寄付講座の講師にトライしました。
　初回の講師会議で講義項目の希望を聞いていただ

き、第10講『土地制度の歴史的沿革Ⅰ』を担当す
ることになりました。内容は、太古から江戸時代の
間の土地制度についてです。進め方や内容等は三島
支部の「寺子屋」で教わっていましたので、あまり
負担には感じませんでした。ところが、第二回の講
師会議で講義内容の再編成が行われ、急遽、第10・
11講の２講を担当することになりました。
　明治時代以降の知識はほとんどなく、どのように
したらよいのかわからず、困惑していました。そこ
で「寺子屋」の会員に相談したところ、竹本貞夫会
員からは「地券」を、垣内俊一会員からは「滋賀県
米原市の資料」、梅本篤志会員からは「ＰＤＦデー
タ」等の情報提供を頂き、無事、第11講の講義資
料を作ることができました。さらに、講義前には「寺
子屋」で事前発表会を開いていただき、辻田次人会
員や中村幸子会員から講義内容の修正や文言の訂正
等の手厳しいご指摘と愛情こもったご指導を頂きま
した。
　講義前日はプレッシャーで逃げたくなり、正井利
明副部長にメールしたところ、「私も初めての講義
前日はプレッシャーだらけでしたよ。安心してゆっ
くりと講義してください」との返信がありました。

「えっ！あの正井氏でもそのようなことがあるのだ
な」と、ほっと一安心し、熟睡できました。
　第10講の講義当日は少し早めに大学に行って、講
義室を見渡し、お茶を飲んで開始時間を待ちました。

新たな挑戦 
三島支部　小澤　貞之
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　最初の10分は緊張しましたが、あとは流れに乗っ
て講義できました。90分は長いようで短く感じま
した。
　講義後のアンケートには、「言葉が分からなかっ
た」「原稿を読んでいるようにしか聞こえない」な
どの厳しい指摘とともに、「久しぶりに歴史を聞け
てよかった」などの意見もありました。
　第11講の講義ではいろんなアンケートを読んで
いるため、それが反対にプレッシャーになりました
が、皆さまの応援で何とか講義を終えることができ
ました。自分の説明不足もあり少々不満も残りまし
たが、心地よい疲労感と達成感を感じることができ
ました。
　今回の寄付講座の講師をおこなって、私の大学に
対する思いが少し変わってきました。大学は遠いも
のと考えていましたが身近に感じられるようにな

り、今までは夢であった大学への道にトライしてみ
たいと思うようになりました。仕事と勉学のバラン
スをうまく取れるような時期が来たら、大学の門を
叩き、多種多様な勉強をし、知識を増やしたいと思
うようになったのです。６０＋？の手習いです。「か
わる。かわる。歴史はかわる」の言葉のように歴史
は学者や文献等で変わると言われています。今回の
寄付講座では、勉強不足を実感しましたが、まだま
だ、老いる歳ではないとも実感しました。
　最後になりましたが、今回の寄付講座の講師担当
にあたり、先輩講師方はもとより、社会事業部の中
島幸広部長様を筆頭に、部員様、三島支部の会員
様、「寺子屋」の諸先輩会員様、その他各方面から
応援してくださった各諸氏に御礼と感謝を申し上げ
ます。
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平成30年度　大学寄付講座授業スケジュール
近畿大学（毎週水曜日３時限目　13：15～14：45）
教室：20号館１階（20－１）

回数 日　程 内　容 担当講師
1 ４／11 ガイダンス／表示の登記（総論） 吉田　龍太郎 
2 ４／18 表示の登記に関する調査 吉田　龍太郎 
3 ４／25 建物に関する表示の登記Ⅰ 阪本　征仁 
4 ５／２ 建物に関する表示の登記Ⅱ 黒岡　純二 
5 ５／９ 建物に関する表示の登記Ⅲ 森留　禎雄 
6 ５／16 土地に関する表示の登記Ⅰ 藤野　充
7 ５／23 土地に関する表示の登記Ⅱ 玉置　直矢
8 ５／30 測量の基礎 中山　武彦 
9 ６／６ 測量の実習 吉田　孝信 
10 ６／13 土地制度の歴史的沿革Ⅰ 小澤　貞之 
11 ６／20 土地制度の歴史的沿革Ⅱ 小澤　貞之 
12 ６／27 境界に関する理論と実務 松内　正樹 
13 ７／４ 境界紛争発生のメカニズム 京谷　智弘 
14 ７／11 境界紛争の解決手段 山脇　優子 
15 ７／18 表示登記制度と土地家屋調査士（まとめ） 安部　眞三 

立命館大学（毎週金曜日２時限目 10：40～12：10） 
教室：ＡＳ257 

回数 日　程 内　容 担当講師 所属会
1 ４／６ ガイダンス ～マンガでわかる土地家屋調査士のしごと～ 正井　利明 大阪会 

2 ４／13 国家基盤たる「表示の登記」の調査実務 
～法務局へ行ってみよう！登記簿の編成、登記情報の見方～ 中山　敬一 兵庫会

3 ４／20 日本の土地制度と歴史的沿革① 
～境界はいつからどのようにできたのか～ 小野寺　秀史 滋賀会

4 ４／27 日本の土地制度と歴史的沿革② ～土地とは一体なんだろう？～ 江本　敏彦 兵庫会 
5 ５／11 土地に関する表示の登記～その実務と実際～ 岩田　勝範 滋賀会 
6 ５／18 境界論 ～公法上・私法上の境界、占有境界、登記との関係～ 平塚　泉 京都会 

7 ５／25 地籍整備、不動産登記法14条の地図 
～災害後復興から事前復興を目指して～ 藤原　光榮 兵庫会 

8 ６／１ 地籍整備に必要な測量に関する理論と実務 
～これでバッチリ、登記所に備える図面の見方～ 片岡　聖佳 和歌山会 

9 ６／８ 建物に関する表示の登記（普通建物） 
～登記できる建物の認定 これ建物なのですか？～ 井本　秀典 兵庫会

10 ６／15 建物に関する表示の登記（区分建物） 
～今住んでいるマンションは一体だれのもの～ 正井　利明 大阪会  

11 ６／22 まちづくりにかかせない不動産に関連する各種の法律 
～各種法律からみる不動産取引の実務～ 嶌村　拓滋 和歌山会 

12 ６／29 立命館大学の不動産 ～私たちの大学の不動産を考えてみよう～ 加藤　充晴 大阪会
13 ７／６ 境界紛争発生のメカニズム ～境界紛争を未然に防げ～ 平塚　泉 京都会

14 ７／13 境界紛争の解決手段 
～境界紛争解決における土地家屋調査士の役割～ 長村　護 奈良会

15 ７／20 不動産における諸問題と土地家屋調査士 
～現代社会と登記制度～ 信吉　秀起 京都会

※近畿ブロック協議会にて実施
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　阪南支部では毎年７月の第４火曜日に開催される
「駒川まつり」に参加しております。今年も例年通
り７月24日（火）に「第39回駒川まつり」に参加
しました。
　場所は地下鉄谷町線駒川中野駅前にある駒川商店
街です。
　駒川まつりは毎年たくさんの子供たちや家族づれ
で大賑わいです。
　午後２時半ごろより本会で用意していただいた広
報用グッズ（ボールペン、アニメジャー、大阪土地
家屋調査士会のリーフレット）を300セット道行く
人に配布しました。午後３時過ぎに配り終えると、
今年は去年と同じ場所ということもあり、すでに子
供たちが並び始めておりました。ゲームが始まる頃
には長蛇の列となりました。催し物は毎年恒例の
ダーツゲームです。上田支部長の始射式の後ゲーム
開始！

　今年の賞品は、１等に花火と水鉄砲、２等にキャ
ラクターの風船、３等にキャラクター扇子、うちわ
を用意しました。今年は猛暑で？水鉄砲が大人気、
場所がないのか花火の人気のなさに驚きです。毎年、
各賞品の数の配分は一番頭を悩ますところです。
　午後５時ごろには、去年より多く250個用意して
いた賞品が無くなりゲームは終了しました。たくさ
んのお客さんに喜んでいただき、また土地家屋調査
士を少しでもアピールできたと思います。
　支部会員の皆様のご協力により、今年も無事に終
えることができました。又、お忙しい中、本会の役
員の方や、他支部の方がたくさん応援に来ていただ
き、誠にありがとうございました。

（社会事業担当副支部長・阿部孝信）
 

駒川まつりは今年も大盛況
阪南支部の広報活動 恒例

ダーツゲームに
長蛇の列
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平成30年度　事業計画実施細目
　平成30年５月25日（金）の第80回定時総会で承認
可決された平成30年度の各事業計画に基づき、各
業務部では実施細目を次のとおり決め、６月26日

（火）に開催された第２回理事会に諮られ、原案どお
り承認された。

 総　務　部 
１．会員への指導及び連絡に関する事項
　 （１）入会者の面談時に助言及び指導を行う。
　 （２ ）調査士及び調査士法人に関する登録事務を

適正に行う。
　 （３ ）戸籍謄本等職務上請求用紙の適正な利用と

管理を指導する。
　 （４）年計報告書の提出について指導する。
２．�会則、諸規則等の整備に関する事項
　　 　会則、諸規則、諸規程について検討し、整備

する。
３．�文書、資料及び備品の管理に関する事項
　 （１）会務資料等の管理・保管・廃棄を適切に行う。
　 （２）文書決裁の効率化について検討する。
４．�事務局に関する事項
　 （１ ）事務局職員に対する指導、適正な人事配置

について検討する。
　 （２ ）事務局組織のあり方について検討し、事務

処理の効率化を図る。
　 （３ ）事務局職員の研修会等の参加について検討

する。
５．会館の維持及び管理に関する事項
　 （１）会館設備の補修や改良を随時行う。
　 （２）館内清掃を充実させ、清潔な会館を保つ。
６．渉外に関する事項
　　 　行政機関、関係諸団体との連絡協調を図る。
７．�所掌する委員会に関する事項
　 （１）非調査士活動排除委員会
　 （２）苦情処理委員会
　 （３）澪標ネット運営委員会
　 （４）紛議調停委員会
　 （５）会員紹介センター運営委員会
　 （６）制度対策委員会
　 （７）民間総合調停センター支援連絡委員会
８．その他
　　 　写真付き会員名簿を作成する。

 財　務　部 

１． 予算の適正かつ効率的な執行、中長期的な財政
基盤の確立及び各部への予算執行に関する助言

　 （１ ） 予算の執行に当たり、支出目的の把握に努
め、疑義がある場合は担当部門と協議して目
的外支出の防止を図る。

　 （２ ）予備費の執行に当たり、支出目的を担当部
門に確認し、理事会の承認を得て、これを執
行する。

　 （３ ）毎月の予算執行状況を各担当部門に報告
し、相互にチェックを実施し、より正確な予
算執行及び統一勘定科目を実施する。

　 （４ ）支部改編に伴う本会から支部への各種交付
金の見直しを検討する。

２．�協同組合及び支部厚生事業・財務事業担当部門
との連絡調整

　　 　協同組合部長会との連絡調整を行い、円滑な
事業の推進を図る。

　　　また、各支部担当者と連絡をとり、支部から
　　の要望について連絡調整を行い、円滑な事業の
　　推進を図る。
３．�日調連や近畿ブロック協議会等の親睦行事の参

加者への支援
　　　日調連及び近畿ブロック協議会等主催の親睦
　　行事等の運営・実施に際し、適切な対応に努め
　　る。
４．�土地家屋調査士国民年金基金への加入促進
　　 　支部と連携し、土地家屋調査士国民年金基金

への加入促進を図る。
５．会計規則等の見直し
　　　会計規則等につき、現状との整合性等につい
　　て検討し、見直しを検討する。
６．会員章証紙頒布状況の調査及び貼付の徹底、ま
　　た、今後の会員章証紙制度のあり方についての
　　研究
　　 　申請に際し、会員章証紙を必ず貼付するよう、

証紙制度の理解と協力を会員へ呼びかける。
　　　また、会員ごとの会員章証紙の購入枚数を把
　　握し、他の資料等も参考に調査し、貼付の徹底
　　を図る。
　　　会員章証紙制度の廃止を検討する。
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７．所掌する委員会に関する事項
　 （１）共済事業審査委員会
　 （２）賠償損害補償制度紛争処理委員会
８．その他

 業務研修部 
１．業務に関する研修、連絡、指導
　 （１ ）会員の資質の向上及び土地家屋調査士制度

の充実発展を図るための体系的かつ効果的な
研修の実施

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

委員を対象とした研修会の開催
　 （４）支部研修会への支援
　　　ア　支部研修会への講師派遣
　　　イ　業務連絡会の実施と各支部との情報交換
２．業務の改善に関する企画及び立案
　 （１ ）筆界特定と境界ＡＤＲの連携及び認定土地

家屋調査士の活用に関すること
　　　ア　 五者連絡会に参画し、両制度の連携につ

いての研究
　　　イ　 認定土地家屋調査士の活用に関する情報

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

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

計資料を分析・活用
３．�業務関連法規その他業務に関する調査、統計及

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

手続への協力

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

続への協力
５．その他
　　 　日調連、近畿ブロック協議会、各部・各委員

会・他士業団体・関係機関との協力と連携に努
める。

　 （１ ）日調連、近畿ブロック協議会が主催する研
修への講師派遣・参加・情報収集

　 （２ ）各部・各委員会が主催する研修会への講師
派遣・参加・情報収集

　 （３ ）他士業・団体等が実施する研修への講師派
遣・参加・情報収集

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

発行し、充実した内容になるように編集会議
等を行う。

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

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

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

広報活動事業への参加・協力を行い、情
報収集に努める。

　　　　（ア） 国土地理院近畿地方測量部・（一社）
大阪府測量設計業協会との主催・共
催事業「測量の日」記念フェア2018
を実施する。

　　　　（イ） 大阪市マンション管理支援機構常任
委員会等への会議に出席し、情報交
換を行う。

　　　　（ウ） 大阪市立住まい情報センターが主催
するタイアップ事業に参画する。

　　　　（エ） 支部が参加する地域のイベント等に
制度ＰＲの協力を行う。

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

備研究会」に継続して参加し、地図混乱地域の
調査に継続して協力する。

３．公共基準点及び認定登記基準点に関する事項
　 （１ ）街区基準点使用包括承認の締結更新と各市
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　　　エ　 近畿管区行政評価局主催の「一日合同行
政相談所」に相談員を派遣する。

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

　 （３）空家等問題対策の検討
　　　ア　 各市町村が立ち上げる対策協議会へ委員

を推薦する。
　　　イ　 各市町村の対策協議会に支援・協力す

る。
　　　ウ　出向委員の情報交換会を開催する。
　 （４ ）地籍整備事業への対応
　　　　大阪府が行う地籍整備事業について研究・
　　　対応を行う。
７．所掌する委員会に関する事項
　　　資料センター運営委員会
　 （１）委員を派遣し、事務処理等を支援する。
　 （２ ）大阪会が保管する資料地図の未公開分を公

開できるように協力する。
　 （３）新システムの利用推進に協力する。
８．その他
　　 　日調連、近畿ブロック協議会、各部・各委員会、

他士業団体及び政治連盟等との連携に努める。
　 （１ ）日調連提唱の“境界紛争ゼロ宣言！！”の

広報活動に協力する。
　 （２ ）近畿ブロック協議会広報部会が行う立命館

大学寄付講座に講師を派遣し、またインター
ンシップ受け入れに協力をする。

町村への使用報告書提出の周知徹底を図る。
　 （２）認定登記基準点の申請への対応を行う。
４．�公共用地境界確認に関する調査及び研究に関す

る事項
　 （１ ）公共用地境界確定業務に関する情報収集及

び各支部が行う関係機関との協議会の開催を
助成する。

　 （２）関係官公庁との意見交換会を開催する。
　 （３ ）支部が行う明示協議会等に出向し、情報収

集を行う。
　 （４ ）各市町村の明示要綱を整理し、会員へ公開

する。
５．公嘱協会に対する助言に関する事項
　　　各公嘱協会に対する助言・連絡を行う。
６．�その他公共、公益に関わる事業の推進に関する

事項
　 （１）寄付講座とインターンシップ
　　　ア　 近畿大学・大阪工業大学への寄付講座を

継続開催する。
　　　イ　 大阪大学への寄付講座を新規開催する。
　　　ウ　 関西大学・近畿大学・摂南大学のインター

ンシップの受け入れを継続実施する。
　　　エ　外部講師養成講座を開催する。
　 （２）登記相談の実施
　　　ア　 大阪法務局で開催している毎週水曜日の

無料登記相談会に相談員を派遣する。
　　　イ　 日調連主催の７月31日「土地家屋調査

士の日」の無料登記相談を実施する。
　　　ウ　 大阪府自由業団体連絡協議会相談会に参

画する。
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オンライン申請！！

ホンキで取り組むキ・ホ・ン
～何事も基本が大事～

Vol.2誰でも
できるよ！

オンライン申請促進委員会　委員長　正井利明

　３か月も前に読んだ記事のことを今でも覚えてお
られる方は少ないかと思いますので、冒頭で前回の
お話を少し振り返ってみたいと思います。
　前回は、オンライン申請の「三種の神器」につい
て説明をしました。パソコン操作というのは、何か
しら「ゲーム的な」ものであり、オンライン申請も
例外ではありません。そして、オンライン申請には
欠かすことのできない３つの道具があったという話
です。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、これらを手に入れてオン

ライン申請の世界のまさに入り口までご案内したと
いうところで紙面が尽きてしまったのでした。思い
出されたでしょうか？

　今回は、いよいよオンライン申請世界に少しだけ
足を踏み入れてみたいと思います。その上で、オン
ラインで登記の申請をするために必要な準備をさら
に進めていきたいと思います。何事も基本が大切で
す。今回もどうか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

前回記事の振り返り

　よくある質問のひとつに「パソコンが苦手なんだ
けど、上手になるコツってあるの？」というのがあ
ります。実は私も時々聞かれることがある質問なの
です。そんなときには一つのコツとして、「マウスポイ
ンタの（形状の）変化に注目してください」と答えて
います。そんなことでパソコンが上手になるの？と思っ
た方、だまされたと思ってこれからはマウスポインタ
の形状変化に十分注意してみてください。
　アプリケーションソフトを設計する際に気を付け
なければならない点のひとつに、マニュアルを読ま
なくてもできるだけ利用者が困らないようにする、
というのがあります。これについては適切な場所で
適切な形状のマウスポインタが表示される（自動的
に切り替わる）ようにするということで、実現して
いるといっても過言ではありません。
　アプリケーションソフトを操作しているときによ
～く気を付けて画面を見ていてください。マウスポ
インタは場所によって様々な形に変化します。テキ
ストが入力できる場所や文字の選択ができる場所で
は縦の線（Ｉ型）になりますし、リンクが設定され

ているところやワンクリックでアプリが起動できる
ような場合には指の形になります。他にも画像の上
でしたら十字型になりますし、パーツなどの移動が
できる状態では十字矢印型になったりもします。
　マウスポインタの形状に注目していれば、今は何
ができるのか、何を求められているのか、というこ
とが分かるようになります。これらが分かればアプ
リケーションソフトはより簡単確実に操作できるよ
うになるのです。
　またトラブル対処能力も強化されます。例えば、
本来であればＩ型にならなければならない場所で通
常の矢印ポインタが表示されている場合には、アプ
リケーションソフトがフリーズしているという可能
性もありますし、別のウィンドウにフォーカスが
移ってしまっているということもあるでしょうし、
何か別のトラブルが発生しているのでは？というこ
とも予想できます。ホームページであればトラップ
が仕掛けられていることを見破ることもできる場合
があります。このように状況がより正確に把握でき
れば、むやみに慌てることもなく、そのまましばら

まずはよくある質問から



24 第331号平成30年10月

誰
で
も
で
き
る
よ
！　
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
‼　
第
２
回

連 

載
く様子を見ながら待ったりクリックするのを我慢し
たりするということで、トラブルが深刻さを増すの
を未然に防ぐこともできるようになります。
　このように、パソコンをうまく扱うためにはアプ
リケーションソフトとのいわゆる「対話」が必要で
あり、それはベースとなっているＯＳ（Windows
など）でも例外ではありません。マウスポインタの
形状の変化はソフトウェア作者からの「愛のメッ
セージ」なのです。

　パソコンが苦手という方は、是非ともこれからパ
ソコンを操作するときには、マウスポインタの変化
に敏感になっていただきたいと思います。そうすれ
ば、ソフトと「対話」ができるようになり、パソコ
ンを使うのが少しでも楽しくなるのではないかと思
いますよ！
　さて、前置きはこの程度にして、本題に入りましょ
う。

　オンライン申請の「三種の神器」のうち、「パソコン」と「申請者ＩＤ」
があれば、ウェブブラウザ（Internet Explorer（IE）を推奨。IE以外のブラ
ウザでは、メニューボタン類の反応が非常に悪いのでお薦めしません。以下
同じ）を使って登記・供託オンライン申請のホームページから、オンライン
申請システムにログインすることができます。そして、ログインができれば、
不動産に関する証明書類の請求をすることができます。まずは小手調べ。こ
の「かんたん証明書請求」にチャレンジしてみましょう。

１
かんたん証明書請求を

利用してみる

２．アプリを準備してみるアプリのインストールはワンクリック！
ワンクリックで連続技を可能にする

３．申請用総合ソフトで　　　　　　　　証明書を請求してみる
請求情報の作成と送信様式を選択するオンライン物件検索で物件特定送信する

手数料を納付する後は交付を受けるだけ

１．かんた
ん証明書請

求を利用し
てみる

ログインできることの重要性

ログインしてみる

トップページの上部にあるボタン群に注目！

かんたん証明書請求をしてみる

請求通数が抜けている

郵送にするか取りに行くか

エラーが表示された！

手数料を納付する

後は待つ（取りに行く）だけ！

ログアウトをお忘れなく！

ホ
ン
キ
で
取
り
組
む
ア
ナ
タ
の
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
正
井
が
本
気
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
指
南
い
た
し
ま
す
。

今回のロードマップ
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　これまで複数の会員に「申請用総合ソフトを使っ
て申請者ＩＤのパスワードを変更する方法」につい
て、質問を受けたことがあります。しかし、残念な
ことに、申請者ＩＤに関する操作（設定の変更やパ
スワード変更など）は、申請用総合ソフトではでき
ないのです。これをするためには、ウェブブラウザ
を使ってオンライン申請システムにログインして行
う必要がありますので、オンライン申請システムに
ログインする方法を熟知しているのは、ある意味非

常に重要であるといえます。そして、「かんたん証
明書請求」は、システムにログインして行うもので
すので、ログインの練習にはもってこいといえま
しょう。
　ただし、システムへのログインは、システム稼働
中しかできません。システムが稼働していない夜間
や休日にはログインできませんので、その点だけは
ご注意ください。

ログインできることの重要性

　ウェブブラウザを起動し、「登記・供託オンライ
ン」をキーワードにしてホームページ検索を行う
と、必ずと言っていいほど「登記・供託オンライン
申請システム�登記ねっと�供託ねっと」が最上位に
ヒットします。ちなみにURLは以下の通りです。
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
　無事にホームページが表示されたら、左側に縦に

並んでいるメニューから「かんたん証明書請求」と
書いてある青いボタンをクリックしてください。ロ
グイン画面が表示されますので、申請者ＩＤとパス
ワードを入力してログインボタンをクリックしてく
ださい。システムへのログインが行われ、無事にロ
グインが完了すると、「かんたん証明書請求」のトッ
プページが表示されます。

ログインしてみる

　トップページで注目すべきは、画面上の方にある
ボタン群です。ホームページの切り替えボタンと
まったく同じデザインになっているために目立つこ
ともなく見落とされがちなのですが、非常に重要で
すので、よ～く見て覚えておいてください。試しに
ここに配置されているいくつかのボタン（「申請者
情報抹消」以外）をクリックしてみてください。そ
れぞれの設定・変更画面が表示されるはずです。表
示されることが確認できましたら、キャンセルボタ

ンでトップページに戻ってください。
※実際に設定を変更する必要はありません。
　時としてゲームの世界では、次のステージへ進む
ために「経験値」を上げておくということが必要に
なる場合もあります。オンライン申請の世界ではど
こにどういうボタンがあって、どうすればどうなる
のかを疑似体験しておくということがトラブルに対
処できる「経験値」を上げることに繋がると考えて
いただければよいのではないかと思います。

トップページの上部にあるボタン群に注目！

　さて、随分と回り道をしましたが、ここからが「か
んたん証明書請求」の本番です。その名の通り「か
んたん」です。物件の入力だって、オンライン物件
検索機能を使えば、キーボードを打つ必要もほとん
どありません。マウスで数回クリックして数字キー
を数回打つだけで請求の準備が完了します。このオ
ンライン物件検索機能ですが、いまだにショボいま
まで、登記情報提供サービスのように住宅地図から

地番を特定することはできません。もしも地番が分
からないという場合には、登記情報提供サービスの
地番検索機能を使って、事前に地番を特定しておく
ことをお薦めします。
　物件情報入力画面では、オンライン物件検索を使
う以外に「直接入力」というオプションも選択可能
ですが、これはごく単純なブービートラップ（わな）
だと思ってください。物件情報を直接入力した場合

かんたん証明書請求をしてみる
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　物件が特定できたら、「次へ」と進むわけですが、
次の確認画面では請求通数の部分は自動的には入力
されない仕様になっていますので、半角数字で通数
を指定してください。これを忘れますと、エラーが
必ず表示されますのでご注意ください。
　また、請求物件を複写する機能がありますが、複
写したものを「土地」から「建物」に変更すること
はできません。この機能は同じ土地に関する「登記

事項証明書」と「地図」、「地積測量図」などを請求
したい場合に用いるために用意されています。地上
建物の証明書を請求するような場合には、最下部に
ある「請求追加メニュー」の「オンライン物件検索」
ボタンをクリックしてくださいませ。かんたん証明
書請求では１請求で10物件まで（１物件当り99通
まで）の請求をすることができます。

請求通数が抜けている

　オンラインで請求した証明書類は郵送してもらう
だけでなく、近くの法務局の窓口まで取りに行くこ
とも可能です。しかも、オンラインで証明書を請求
した場合、窓口請求よりも手数料が百円安く設定さ
れていますが、さらに窓口に取りに行けば窓口請求
よりも百二十円安く設定されていますので、法務局

が近くという方や法務局に行くついでのある方は、
受け取り方法として「窓口で受け取る」を選択して
ください。ちなみに「裏口で受け取る」という選択
肢はございません。
　こうして情報の入力ができれば、「次へ」ボタン
をクリック！

郵送にするか取りに行くか

　入力に不備がある場合には、エラー画面が表示さ
れることもありますが、どこにどのような不備があ
るのかを画面上で丁寧に教えてくれますので、心配
は要りません。送信実行ボタンをクリックするまで
は何度でもやり直しが可能です。また、最悪のケー
スとして誤った請求をした場合でも、気にすること
はありません。証明書の交付手数料を納付しなけれ

ば、３日後には自動的に申請は却下となりますか
ら、痛くも痒くもないのです！失敗を恐れずにどん
どん請求してみましょう！！
　エラーが表示されなくなれば、様式的には問題が
ない状態ですので、送信実行ボタンをクリックして
ください！たったこれだけで証明書の請求は終わり
です！！

エラーが表示された！

　オンライン申請の場合の手数料の納付はネットバ
ンキングを用いるか、ペイジー対応のＡＴＭで行う
ことになっています。ネットバンキングを利用した
ほうが圧倒的に便利ですので、これを機にネットバ
ンキング口座を開設してみてはいかがでしょうか？
ネットバンキングで支払うときに注意していただき
たいのは、ウェブブラウザに「ポップアップブロッ

ク機能」が働いていると納付画面が表示されず、ネッ
トバンキングへのアクセスがスムーズにできないこ
とがあるという点です。ホームページなどでリンク
をクリックしてブラウザの別画面を表示させる際に
コードを送り込むのがポップアップ機能ですが、悪
用されることが非常に多く、今では標準的にブロッ
クされる設定になっています。

手数料を納付する

には、所在に含まれる外字などが原因で、請求が却
下されるケースも少なくありません。物件入力方法
を選択する最初の画面には「所在の表示に外字が含
まれる場合には，オンライン物件検索を御利用くだ

さい。」との注意書きがありますが、そもそも所在
の表示に外字が含まれているか否かを調べる方法は
用意されていないのです。是非ともここではオンラ
イン物件検索を利用していただきたいところです。
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　しかし、電子納付ではこのポップアップ機能を利
用して、納付情報の入力を最小限にする配慮がなさ
れています。ですので、納付画面に対してはブロッ
クしないように、あらかじめウェブブラウザの設定
を変更しておく必要があります。

URL：https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/kankyo/popup.html

　この設定変更の方法については「登記・供託オン
ライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」ホー
ムページの「オンライン申請ご利用上の注意」タブ
の中に詳細な情報がありますので、それを参考にし
て事前に設定変更をしておいてくださいませ。

　手数料の納付が終われば、後は待つだけです。窓
口受取の場合には、法務局の窓口で証明書を受け
取ってください。窓口で受取の際には、電子納付画
面を印刷したものを持参することが推奨されていま
すが、実際は次の３情報を提供すればよいことに
なっています。
１．登記事項証明書等を受け取る方の氏名及び住所

２．申請番号
３．登記事項証明書等の合計の請求通数
スマホで請求した場合など、納付画面の印刷ができ
ない場合でも、任意の紙に上記の３情報を書き写し
て窓口に提出すれば、証明書を受け取ることができ
ます。逆にスマホの画面だけを見せても交付されま
せんので、注意してください。

後は待つ（取りに行く）だけ！

　思っていたよりも簡単だったのではないでしょう
か？
　オンライン申請は一部の人にとって敷居が高いと
思われがちですが、実際のところあまり身構える必
要はないのです。何回か練習すれば、必ずスムーズ
に請求ができるようになります。登記情報提供サー
ビスとの併用で、地番が分からなくても住宅地図か

ら地番が探せて証明書の請求ができるなんて、昔か
ら考えたら夢のようですが、これもオンライン申請
のおかげであるといえるでしょう。

　より詳しい情報をご覧になりたい方は、詳細な操
作手引書が用意されていますので、そちらをご覧く
ださい。

いかがでしたか？

URL：http://t-k-download.moj.go.jp/application/manual/fudousan_kantan.pdf

　かんたん証明書請求は「どこからでも」「どのパ
ソコンからでも」できるのが大きなメリットなので
すが、それは裏を返せばリスクにもなり得るという
ことです。すなわち、ログイン情報がパソコンに残っ
てしまう場合があるのです。ログイン情報が残った
ままになっていますと、後からパソコンを使った人
が簡単になりすましでログインすることも可能に
なってしまいます。ＩＥはじめ、最近のウェブブラ
ウザにはＩＤやパスワードを記憶する機能が備わっ

ているものが多いのですが、そういった機能を事務
所や自宅で使うのはまだいいとして、インターネッ
トカフェのパソコンや本会会館の会議室に置いてあ
るパソコンのように、「誰でも使える」パソコンを
使ってこういったサービスを利用する場合には、Ｉ
Ｄやパスワードは保存せず、必ずログアウト操作を
してからウェブブラウザを閉じる習慣を身に着けて
おいてください。

ログアウトをお忘れなく！
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　次はいよいよ申請用総合ソフトを使う準備です。申請用総合ソフトを使え
ば、証明書の請求はもちろんのこと、登記の申請もできるようになります。
　申請用総合ソフトも度重なるアップデートを重ねて随分と便利になりまし
た（より不親切になってしまったところがないわけでもありませんが…）。
早速インストールに挑戦してみましょう。
　なお、申請用総合ソフトのインストールは、登記・供託オンライン申請シ
ステムホームページがメンテナンスで停止していなければ、いつでも実施す
ることができます。週末や夜間など、時間に余裕があるときにチャレンジし
ていただければと思います。

2
アプリを準備してみる

　申請用総合ソフトのインストールは本当に簡単
です。ウェブブラウザとしてIEを使った場合には、
ワンクリックでインストールが始まり、あと数回の
マウスクリックでインストールが完了してしまいま

す。本当に「これ以上簡単にするのは無理でしょう」
というくらいに簡単です。
 
　以下で詳しく見ていきましょう。

アプリのインストールはワンクリック！（ＩＥの場合）

１ 最初に「登記・供託オンライン申請」ホームページをウェブブラウザで表示させます。

2 次に、上部にあるタブから「ダウンロード（ソフトウェア）（操作手引書）」を選びます。

3 ダウンロードページが表示されたら、「＞申請用総合ソフト」と書いてある部分をクリックします。

4 リンク先に飛びますので、「ダウンロード」と書いてあるボタンをクリック！
（ＩＥの場合は、これだけで申請用総合ソフトのインストールが始まります！！　⇒７へ。）

5 ファイル保存画面が表示されたら、適当な場所に「ShinseiyoSogoSoft.application」を保存します。

6 ウェブブラウザを閉じてから、保存したファイルをダブルクリックします。

7 インストーラーが起動したら、後は「はい」や「OK」ボタンをクリックしていくだけ！！

8
インストールが完了したら、申請用総合ソフトが自動的に起動します。
申請者ＩＤとパスワードの入力画面が表示されますが、これはキャンセルで構いません。
ソフトがオフラインで起動されますが、何ら問題はありません。

9

申請用総合ソフトの起動と同時に、ガイド画面が表示されるはずですが、一旦これは閉じてください。
このガイドは、メニューの「ヘルプ」＞「ガイド」と選択することによって、いつでも表示させること
ができます。初めてオンラインで登記の申請を行うというような場合には、このガイド画面も結構役に
立ちますので、表示させる方法を覚えておいて損はないでしょう。

　申請用総合ソフトが起動し、初期画面が表示され
たら、ワンクリックで連続技（？）が繰り出せるよ
うに少しだけ設定を変更しておきましょう。これを

しておくと、常に入力する必要があるような情報に
ついては、ワンクリック（またはノークリック）で
自動入力ができるようになります。

さぁ、これで準備は完了です！！

ワンクリックで連続技を可能にする

１ メニューの「ツール」＞「オプション」と選択します。

2 オプション画面が表示されたら、「入力支援情報」タブをクリックして選択します。

3 画面に各情報を入力します。（全角文字、半角文字の指定があるものはそれに従ってください。）

4 入力が完了したら、「設定」ボタンをクリックしてオプション画面を閉じてください。
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　証明書の請求は
ウ ェブ ブ ラ ウ ザ
を 使った「かんた
ん証明書請求」で
も可能ですが、申
請用総合ソフトで
もできます。証明

書の請求に申請用総合ソフトを使うことにはメリット
とデメリットがありますので、それを十分考慮して、
使い分ける必要があります。
　メリットとしましては、過去の請求情報が再利用
できますので、同じ物件について証明書を請求する
場合にとても便利です。また、１請求で99物件まで
請求できるというのもメリットであるといえましょう。
　一方で、かんたん証明書請求の場合には、パソコ

ンに依存せず手続きを進めることができるという点
がメリットになります。事務所で請求して、帰りの電
車の中からスマホで処理状況を確認し、自宅のパソ
コンで手数料納付というようなことが簡単にできま
す。最初から最後までスマホだけで請求ができると
いうのも、かんたん証明書請求のメリットに挙げて
よいでしょう。
　このように、同じ証明書を請求するにしても、２
つの方法があり、それらには明確な違いがあるとい
うことを自覚しておいてください。ゲームの世界では
ケースバイケースで武器を使い分けるというのも非
常に重要であり、初級者から中級者になるには必須
のスキルであるといえます。これと同じことがオンラ
インでの証明書請求についてもいえるということに
なります。

３
申請用総合ソフトで
証明書を請求してみる

　請求情報や申請情報を作成する第一歩は「様式を
選択する」ことです。メニューボタンの「申請書作
成」ボタンをクリックしてください。様式一覧画面
が表示されますので、様式を選択します。様式はツ
リー構造になっており、先頭の（＋）マークをクリッ
クすることで、下の階層が表示される仕組みです。
ボタンが異常に小さくて、年配者には優しくない作
りですが、ここは少しの辛抱です。目的の様式を選

択（反転）したら、画面右下の「選択」ボタンをクリッ
クしましょう。そうすれば、選択した様式が編集画
面として表示されます。表示された段階で、請求者
氏名と受取人情報は入力されているはずです。これ
は先に設定した「入力支援情報」が自動的に転記さ
れているのです。ちょっとした手間をかけておくこ
とで、以後は余計な手間を一切かける必要がないと
いうことは実に素晴らしいことです。

様式を選択する

　申請用総合ソフトを使ったことがないという方
は、練習として証明書類の請求情報を作成するとこ
ろから始めるとよいと思います。何事も「経験」の
積み重ねです。面倒くさがらずに「経験値」を徐々
に上げていきましょう。

　申請用総合ソフトには、簡単なものから詳細なも
のまで「操作手引書」が複数用意されています。「操
作手引書」も利用目的に応じて使い分けるようにし
てください。

請求情報の作成と送信

標準版URL：https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_manual.html
簡易版URL：https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_kani.html　

　

　証明書を請求する場合に限らず、オンライン申請
ではできるだけ「オンライン物件検索」を利用する
ようにしてください。特に証明書を請求するという
場合には、よほど特別な事情でもない限り、オンラ
イン物件検索を使ってください。その方がより確実
で無駄がありません。

　また、申請用総合ソフトでは物件情報を読み込ん
だ後の編集機能も充実しており、土地の情報を複写
して建物の請求を行ったりすることも可能です。「同
一物件情報追加」という同じ名称のボタンでも、か
んたん証明書請求と申請用総合ソフトでは仕様が
まったく異なりますので、その点は注意が必要で

オンライン物件検索で物件特定
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　請求情報が保存できたら、初期画面（処理状況表
示画面）に戻りますので、先ほど保存した請求情報
を選択（反転）させて、上部にある「申請データ送
信」と書かれたコマンドボタンをクリックしましょ

う。最終確認画面が表示され、「送信対象」の部分
にチェックを入れて「送信」ボタンをクリックする
と、請求情報の送信は完了です！！

送信する

　請求情報を送信してしばらく待つと、メールが送
られてきます。これもオンライン申請の大きなメ
リットの一つです。申請用総合ソフトの初期画面
の「更新」と書かれたコマンドボタンをクリックし
てください。「到達」やら「お知らせ」やら「納付」
の部分に青いボタンが表示されるでしょう。それぞ
れのボタンをクリックすると、その詳細が表示され
ます。

　ところで、申請用総合ソフトを使った証明書の請
求では、請求情報を送信したパソコンでしか、原則
として手数料納付ができません。この点はかんたん
証明書請求よりも自由度が低くなっています。例え
ば、事務所のパソコンで請求した証明書の手数料を
自宅のパソコンから納付するといった芸当は、原則
としてできないのです。その点は十分に気を付けて
ください。

手数料を納付する

　納付が終われば、証明書の交付を受けるだけで
す。ここから先はかんたん証明書請求とまったく同

じですので、忘れちゃった！という方は、前の部分
を読み返してくださいませ。　

後は交付を受けるだけ

しょう。さらに、請求通数も最初から「１」が入力
されていますので、請求通数を増やす必要がない場
合には、入力する手間が省けます。

　準備ができたら「保存」しましょう。入力に誤り
があれば、この時点でエラーが表示されます。エラー
がなくなるまで修正をしてください。

■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

　さてさて、新連載「誰でもできるよ！
オンライン申請！！」の第２回目。オ
ンライン申請の初歩の初歩についての
ご案内でしたが、いかがでしたか？ 

　なになに？三種の神器のうち電子証明書の出番が
なかったではないか！前回の記事を読んでせっかく
取ったのに！！とお怒りの方もいらっしゃるかと…。 
　大変申し訳ございません。残念ながら今回のお話
は紙面の関係もあって、ここまでとさせていただき
ます。 
　次回（１月号）では、「着実にレベルアップ！～
地道な努力が実を結ぶ～」と題して、いよいよオン
ラインによる登記申請の世界へと駒を進めていく予
定です。次回は最後の神器である電子証明書もばっ
ちり登場します。

 　是非ご期待くださいませ！！

(≧∇≦)�
ｵﾂｶﾚｻﾏー♪

次
回
も
お
楽
し
み
に
！
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Ａ：　ベテラン調査士
Ｂ：　若手調査士
 
〈ある日の会話から〉
Ａ　Ｂ君、なんか元気ないなぁ。心配事でもあんの？
Ｂ　 たいした事じゃないですけど、筆界確認書の印

鑑が取れなくて……。
Ａ　ちょっと聞こか。相談料無料やから（笑）
Ｂ　 ありがとうございます（笑）
　　 筆界自体は特に問題ないと思っているんです

が、ブロックが50㎝ほどズレて建てられてい
て、それが問題となっているんです。

Ａ　 普通で考えたら分筆して所有権移転登記で問題
ないん違う？

Ｂ　 そうですよね。ただ、他人の土地を勝手に取り
込んでいることになるから、分筆して所有権移
転登記することについては、嫌だと言っている
んです。何回も境界線は変えることができない
と言ってるんですが、納得してもらえなくて。

Ａ　当事者同士は仲悪いの？
Ｂ　 この事があってから、あまりうまくいってない

ですね。
Ａ　話し合いについてはできる人なの？
Ｂ　 話し合いはある程度できますよ。逃げたり、会っ

てくれないということはないですね。
Ａ　 この内容やったら、筆界特定制度よりセンター

おおさかのＡＤＲの方が、最終的な解決に向い
ているかもしれないなぁ。

Ｂ　 そのセンターおおさかのＡＤＲというのはお金
かかるんですか？

Ａ　裁判するよりかは安いと思うケド。
Ｂ　時間とかはどうなんですか？
Ａ　 ６回程度の期日開催を目途とするから、月１回

としたら６ヶ月くらいかな？
Ｂ　 私、それ、やったことないんですけど、簡単に

できますか？
Ａ　 そもそもが紛争やからね……、簡単やとは言い

にくいなぁ……。
Ｂ　 弁護士さんとベテランの調査士さんの前で説明

とか、やりにくそうですね。
Ａ　そんなことないよ。普段どおりの会話で十分！

Ｂ　 いろいろ知らないことばかりで申し訳ないんで
すが、筆界特定制度とセンターおおさかのＡＤ
Ｒの長所と短所、それに向いている案件とか教
えてもらえませんか？

Ａ　 それなら、ちょうどいいものがあるよ。（次ペー
ジの図参照）

Ｂ　 うーん。ある程度理解したんですが、結局やっ
てみないと分からないですね。

Ａ　 何でもそうやろ。考えるより先ずは行動してみ
たら？所有者に相談したらどうや？

Ｂ　 そうですね。アポイント取ってみます。少し前
に進みそうです（笑）ありがとうございました。

Ａ　 いやいや、頑張ってや！また、いつでも相談待っ
てるで！！

 
〈相談申出〉
Ａ　Ｂ君、あれから相談のほうは進んでるんか？
Ｂ　 進めてますよ。相談手数料８,400円払いまし

たし。先日相談期日の通知があって、相談した
とこです。いろいろ検討してくださるようで
す。資料や図面なんか持っていって、担当相談
員の先生にすべてお話したら、調停を勧められ
たんで、調停を申し立てることにしました。

 
〈調停申立〉
Ａ　 今から調停が進んでいくから、次は第１回調停

期日の通知が来ると思うで。
Ｂ　 はい、楽しみです！！でも、思ってたよりいろ

んな手続きが必要なんですね。
Ａ　 ＡＤＲってそんなもんやろ。裁判手続きを経な

いで簡単な手続きで、できるだけ迅速・公正に
解決することになってるからな。普通の土地家
屋調査士の進め方と比べると、弁護士さんも
入ってくるから仕方ないやろ。

Ｂ　そうですね。頑張りま～す！
Ａ　 場合にもよるけど、今回は資料も図面もあるか

ら早く終わるんちゃう。
Ｂ　 相手方に、分筆して所有権移転登記することを

納得してもらうのが大変ですけど、なんとかな
るでしょう！

「使ってみよう！ センターおおさか」「使ってみよう！ センターおおさか」
～ベテラン調査士と若手調査士の会話から～

境界問題相談センターおおさか推進委員会
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〈後日〉
Ｂ　 Ａ先生、何とかうまくいきましたよ。分筆して

所有権移転登記をする方向で進められそうで
す。あと、筆界特定後の境界標設置の件でも、
センターおおさかは使えそうですね。

Ａ　 そうやで。簡易調停という制度があるんやで。
いろいろとセンターおおさかを使ってみたらい
いよ。センターは国民のためだけではなく、土
地家屋調査士のためでもあるんやで。

Ｂ　 センターおおさかを知って、認定土地家屋調査
士のことも理解できたし、私も調停員になろう
かな。

Ａ　いろいろ条件があるから、確認してや。
 
　簡易調停（杭入れ調停）については、１月号に掲
載します。乞うご期待！

境界の問題に困ったときの二つの制度

筆界特定制度 土地家屋調査士会ＡＤＲ
概要 大阪法務局で実施

　土地の筆界について、筆界特定登記官が、
所有権登記名義人等の申請により、申請人・
関係人等に手続への参加の機会を保障しつ
つ、専門家である筆界調査委員の意見を踏
まえて、その判断を示す制度です。

境界問題相談センターおおさか
（弁護士会との共同運営）で実施
　裁判外紛争解決手段の１つであり、筆界が明らかで
ないことに起因する所有権界等に関する紛争につい
て、土地家屋調査士・弁護士が協働して、相談・調停
等を行い、当事者間の話合いによる解決を進めるもの
です。

対象 筆界 境界問題全般
特長 ［効果］

　筆界の位置について、行政レベルでの判
断を示すものであり、裁判によるまでもな
く、迅速に適正な筆界についての判断を得
ることができます。

［効果］
　調停が成立した場合には、合意内容を記載した和解
契約書を作成（契約により当事者を拘束）します。
　ＡＤＲ法の認証を受けているセンターにおいては、
時効中断効等の法的効果が付与されます。

［期間］
・標準処理期間は９か月です。
（事件の内容等によっては、更に長くなるこ
ともあります。）

［期間］
　相談の受付から調停成立までに要する平均的な期間
は６か月です。
　調停期日の設定などにおいて弾力的な運営が可能です。

［費用］
・申請手数料と手続費用が必要です。
　申請手数料は、特定を求める筆界に係る
対象土地の価格によって算定します。
　手続費用は、測量、鑑定等に要する費用
です。
・代理人によって申請する場合には、代理
人費用が発生します。

［費用］
・手続費用が必要です。
　手続費用は、センターが定める費用規程によって算
定します。
　相談費用、調停申立費用、期日費用、調査費用、成
立費用、鑑定費用などが必要になる場合があります。
・代理人によって申し立てる場合には、代理人費用が
発生します。

［資料収集］
・当事者の提出した資料のほか、法務局が
職権で必要な資料を収集します。

［資料収集］
・当事者による資料収集が原則です。
・ＡＤＲ認定土地家屋調査士又はセンターに相談する
ことができます。

［注意点］
　土地の明渡しや工作物の撤去などの問題
を取り扱うことはできません。

［注意点］
　相手方がセンターの話合いの出席のお願いに応じて
いただけない場合は、手続を進めることができません。

専門的知識の
活用

筆界調査委員（土地家屋調査士・弁護士・
司法書士）

弁護士・土地家屋調査士

和解、調停 できません。 できます。

備考 筆　　界：過去に一筆の土地が登記された際にその境を構成するとされた線（公法上の地番界）。
所有権界：私法上の境界とも言われ、当事者の合意等により移動するため、筆界と異なる場合があります。
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北河内支部の外部広報活動

枚方 ライトアップフェスティバル
　北河内支部の社会事業部で外部広報活動の一環と
支部の課題でもある支部会員同士が少しでも交流で
きる場があればと考えて、今年も９月２日（日）「ラ
イトアップフェスティバル」での花火大会に協賛す
るというＦＡＸ・澪標ネットでのお知らせがあり、
昨年は支部旅行の後での花火大会のみの見物でした
が、今年は、当日の午後３時頃、枚方地方で大雨が
降り出したので中止になるのではと頭をよぎりまし
たが、自宅から午後４時頃自転車で会場の淀川河川
公園に向かいました。
　会場には協賛各社・団体様を掲示するボードにひ
ときわ大きく「大阪土地家屋調査士会北河内支部」
と張り出され、また協賛各社の旗が並んでいる所に
は「大阪土地家屋調査士会北河内支部」の旗も３本
立っていて、広報活動の一役を担っていたと思いま
した。

　 会 場 で は、 地 域 の Ｐ Ｒ
ブース、地域の飲食店、フ
リーマーケット等があり、
ふわふわ遊具では、子ども
達が長蛇の列で順番待ちし
ていました。また、水都音

楽祭を開催している会場では、エレキギター・ドラ
ム・キーボードを使って、タイガースやテンプターズ
のごとく演奏していて一瞬でも若い時代を思い出させ
てもらい楽しく演奏を聴かせていただきました。
　花火打ち上げ時刻（午後７時30分）の前には、枚
方市長から、この花火大会には公費を使っていない
旨の挨拶があり、大会委員長からは「観覧シートが
整然としているのは、一般の人ではこのように整然と
することはできないと思います。実は専門家の大阪
土地家屋調査士会北河内支部の方々に前日の大雨
の中測量して観覧シートを設けていただいたおかげ
です」と大会委員長からの感謝の気持ちを挨拶の中

で話されたのだと思いました。
それにしても、１万5000人の
観衆の前でアナウンスしてい
ただいたことは最高の広報活
動になったと思いました。
　大会委員長のカウントダウ

ンから始まり、午後７時30分になった途端に一気に
花火が打ち上げられ、近くで凄く大きな花火と凄く大
きな音で、1200発を約15分という短い打上時間でし
たが、手作りの花火大会であ
ることを感じながら、大規模
花火大会とは違った良さを感
じた花火大会ではなかったか
と思いました。
　協賛するための予算は今年
度から支部長会からも補助していただいていると聞
いており、感謝のみです。深井堺支部長、中島北支
部長、永野天王寺支部長、中島中河内支部長、竹内
豊能支部長、橘泉州支部長はじめ、他支部からも多
数の会員ご家族がご参加いただきありがとうござい

ました。本花火大会を計画の
段階から参加していただきま
した、木下北河内支部長、今
村社会事業部副支部長はじ
め、観覧シートの測量をして
いただきました辰巳会員・武

下淳会員ありがとうございました。
　最後に観覧シートもゆったりして、最前で花火を
見ることができ、すごい迫力であったと参加された
会員とご家族の皆様（80名程）に喜んでいただけ
たことは本当に良かったと思いました。
　来年も楽しみにしているを合い言葉に報告させて
いただきます。

（社会事業部理事・北河内支部会員：相澤褜雄）
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大阪土地家屋調査士政治連盟だより
調査士制度発祥の地　探訪ツアー を企画しました

　平素は、大阪土地家屋調査士政治連盟の活動にご
支援・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　さて皆さん、長野県松本市に「土地家屋調査士制
度発祥の地碑」が存在するのをご存じでしょうか。
　戦後、税制改革が実施されるまで、土地台帳、家
屋台帳は税務署が管理し、その調査 測量、登記に
携わる「調査員」は税務署に従属する形で活動して
いました。
　その調査員が、調査士制度の起源とされています。
　当初は法的な資格もなく、何の保障もない不安定
な状態に置かれていた調査員に対して当時の松本税
務署長を務めた植木庚子郎さん（元法務大臣・大蔵
大臣）より、地位の向上を求めて起ちあがるよう示
唆されたのを端緒に、土地家屋調査士法制定を求め
る運動が始まりました。
　始まった運動の道のりは決して平坦なものではな
く、戦前、戦後を経て、昭和24年以降、降旗代議

士が中心となって議員立法という形の中で土地家屋
調査士法の制定という日の目を見ることとなりまし
た。これ程までに民意を反映し、事の重要性を察知
した政治家の的確な判断による法の制定は極めて特
異なものとされています。
　
　この調査士制度の起源とされる長野県松本市を訪
れ、清掃活動等で「土地家屋調査士制度発祥の地碑」
を保全されている長野会の皆様と親睦を図り、土地
家屋調査士制度への熱い思いを共有し、また、資格
制度そのものを改めて見つめ直すべく、９月８日・９
日、松本への一泊バスツアーを企画いたしました。
　この原稿が皆様のお目に触れる頃には、訪問後と
なりますが、訪問の詳細につきましては改めてご報
告申し上げます。

 （広報委員会）

　限りなき未来に向けた「時を内包した形」
をテーマに、法制定45周年を記念して
建立された土地家屋調査士制度発祥の地碑
　所在地　松本市美須々５番
　　　　　松本市総合体育館　南隣
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　前回ご報告したように、進めていた大阪府下の境
界明示業務に対する事務取扱調査は、その成果を青
調会ＨＰにアップしておりますが、見ていただけま
したでしょうか？まだ見たことがないという方は一
度覗いてみて下さい。青調会ＨＰのアドレスは末尾
に記載しております。

　また、もう一つ進めていた測量作業支援システム
ですが、とりあえず最初の形としては完成し、運用
を開始していくところです。会員がお互いの測量業
務を補助しあえるようなシステムとして、事務所経
営に少しでも力になれるのではないか、仲間意識を
強め、厳しくなる情勢にも対抗していける組織作り
が出来ればと考えました。
　その名も大阪青調会「ソケットくん」
　これは、助っ人の「ス」を測量の「ソ」に代え、ソ
ケットの本来の意味「接続（つなげる）」をイメージ
したものです。
　当面は、青調会会員間での運用になりますが、成
果が見込めるようでしたら、もっと広い範囲での活
用も可能かもしれません。上手くいくよう頑張って
いきたいと思います。

　昨年より取り組んできましたものが、とりあえず
形となりました。今後の青調会としては、地籍調査
に関することをはじめ、いろいろな研修を検討して
おり、実施していく予定です。
　また、近畿青年税理士連盟や青年司法書士会と意
見交換会を設け、今後の共同での研修会や懇親を深
める催しの開催について話し合いました。お互いに
協力できるような関係を築いていければと考えてお
ります。
　青調会有志での、釣り同好会やゴルフ同好会も活
発に行われています。ぜひ仲間となりともに活動し
ていける会員になっていただきたいと思います。

≪新人会員募集≫
　我々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（ただし、今期にかぎり年額2,000円となっ
ております）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/

大阪青年土地家屋調査士会だより
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公嘱協会社員研修会を開催
　平成30年６月４日（月）「エル・おおさか」にお
いて、午後６時半から研修会を開催いたしました。
　本年は指導研修部の竹中愼二部長から業務報酬運
用基準の総論について、引き続き金田真一理事、太
田保樹理事、延山奎柄理事が講師となり、事前に例
題を作り運用基準小冊子事例集をもとに研修を行い
ました。
　手前味噌となりますが、当日参加した社員から
は、内訳の作成が具体的かつ詳細で非常に分かりや
すかったと好評でありました。
　項目の拾い出しについても、数量の重複は許され
ないが、紛らわしい項目であっても発注者に充分に
説明して理解を得られれば認めて貰えるという有難
い内容もありました。

公嘱協会主催の講演会を開催
　平成30年６月13日（水）午後２時から午後５時
まで「エル・おおさか」本館２階のエル・シアターで、
当協会自主事業として講演会を開催いたしました。
　第１部では、東京財団政策研究所の吉原祥子先
生に「人口減少時代の土地問題～『所有者不明化』
と制度の課題～」と題して講演をしていただきま
した。

　第２部では、経済ジャーナリスト・阪南大学常任
理事の堀浩司先生に、「これで安心！相続と相続税
のこと」をテーマに講演をしていただきました。
　堀先生は、多くのマスメディア出演でお茶の間に
もお馴染みであり、事前の PR活動も功を奏し、多
くの市民の方々にご来場いただきました。また、平
日開催ということもあり、官公署職員の方にもたく
さんお越しいただきました。

＊  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。

（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） 

竹中愼二部長
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大阪土地家屋調査士協同組合だより

第25回通常総代会開催

　平成30年５月18日（金）大阪土地家屋調査士会
館４階会議室で、第25回通常総代会を開催いたし
ました。
　当日は総代総数105名の内、出席総代22名、組
合理事全員の出席のもと午後４時に開場しました。
　議案審議に入る前に、物故者に対する黙とう、傘
寿２名、古稀19名の方々の健康をお祝いした後、
総務部髙橋次長の司会のもと、次第に従い総代会が
スタートしました。
　議長には南河内地域代表の峯　多良様にお願いし
て、７つの各議案の審議をしていただき、各議案と
も別段の異議もなく採択の結果、すべての議案が満
場一致で承認され無事終了いたしました。
　ご多忙にもかかわらず、出席いただいたご来賓の
大阪土地家屋調査士会副会長　中林邦友様、大阪司
法書士協同組合理事長　尾田正已様、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
阪土地家屋調査士政治連盟会長　加藤幸男様より丁
重なるご祝辞を賜り、誠にありがとうございまし
た。この紙面をお借りして御礼申し上げます。
　理事長に就任後５回目を迎える総代会でありまし
たが、出席総代の方々や理事その他関係各位の皆様
のご協力のもと、滞りなく無事総代会が終了したこ
とを心より感謝申し上げます。
　また、役職員一丸となり、組合を盛り上げるよう
努力いたしますので、何卒、組合員の皆様のご支援、
ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

健診のご案内
　例年、組合員・会員・ご家族・補助者の方々を対
象としております健康診断の実施機関のご案内を申
し上げます。できるだけ多くの方々がご希望の所で
受診できますよう、受診希望日は早めにご指定をお
願い申し上げます。

①竹村医院
②（一財）大阪府結核予防会
③（一財）岸和田農友協会　岸和田平成病院
　　総合健診センター
④社会医療法人愛仁会　愛仁会総合健康センター
⑤大嶋クリニック
⑥（一財）近畿健康管理センター
　　KKCウエルネス新大阪健診クリニック
⑦大阪府医師会保健医療センター
⑧（一財）日本健康増進財団大阪支部
⑨コーナンメディカル鳳総合健診センター
⑩医療法人錦秀会　阪和第二泉北病院
　　阪和インテリジェント医療センター
⑪医療法人城見会
　　アムスニューオータニクリニック
⑫（一財）大阪市環境保健協会 総合健診センター
⑬ 医療法人東和会　第一東和会病院
　　健診センター
※ 受診機関の詳細・申込書等は澪ネットの【組合か

らのお知らせ】をご覧下さい。

　　 総　務　部  からのお知らせ

　平成30年５月１日から平成30年７月31日まで、
組合に新規加入が承認されたのは次の皆さんです。

（敬称略）

地　　域 氏　　名 事務所電話番号
三　島 吉田　憲治 06 － 6386 － 8888
大阪城 森　　武士 06 － 4790 － 8277

　　平成30年７月31日現在
　　　　　　　組合員総数　　　 ８４０名
　　　　　　　本会会員数　　１,０２２名

甲斐理事長
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会　員　異　動　（H30・9・1 現在）

入　会　者（ ５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

荻　野　　　薫 3342 堺 30・７・２
〒591-8025　 堺市北区長曽根町3029番地14 
　　　　　　　　プルミエールコート1Ｆ
　　　☎072－251－1594　 072－251－0660

奥　野　尚　彦 3343 南 30・７・２
〒542-0081　 大阪市中央区南船場三丁目12番9号 
　　　　　　　　心斎橋プラザビル東館3階
　　　☎06－6121－8300　 06－6121－8277　

太　田　有　亮 3344 天王寺 30・８・１
〒544-0011　大阪市生野区田島5丁目20番17号
　　　☎070－4819－4341　 06－6757－3881

南　野　佳　奈 3345 北 30・８・10
〒530-0001　大阪市北区梅田１丁目11番４-800号
　　　　　　　　大阪駅前第4ビル８階
　　　☎06－4797－0903　 06－4797－0901

久次米　健太郎 3346 南河内 30・８・10
〒584-0001　富田林市梅の里三丁目７番17号
　　　☎0721－26－7673　 0721－26－7679

事務所変更（ 12 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

中　西　茂　浩 ３３２２ 北 北河内 30・６・12
〒570-0046　守口市南寺方北通２丁目25番７
　　　☎080－6175－8762

原　野　敦　士 ３３１４ 堺 阪　南 30・６・20
〒547-0011　大阪市平野区長吉出戸３丁目１番44号
　　　　　　　　 竹村ビル３階
　　　☎06－6777－3240　 06－6777－3280

橋　本　英　尚 ２９７５ 北 大阪城 30・６・22
〒540-0012　大阪市中央区谷町一丁目
　　　　　　　　３番19-303号
　　　☎06－6809－1120　 06－6809－1220

西　川　和　宏 ２８３５ 中河内 中河内 30・７・4
〒577-0809　東大阪市永和２丁目２番28号
　　　　　　　　司ハイツ305号室
　　　☎06－4309－8560　 050－3737－0016

吉　岡　一　也 ２１９１ 北 北 30・７・18
〒530-0047　大阪市北区西天満四丁目７番13号
　　　　　　　　新老松ビル
　　　☎06－6361－1210　 06－6361－2845
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伊　藤　喜　彦 ３０５２ 泉　州 泉　州 30・７・25
〒598-0001　泉佐野市上瓦屋853番地の６
　　　☎072－424－3310　 072－424－3311

竹　田　年　男 ３２９７ 中河内 中河内 30・７・26
〒577-0054　東大阪市高井田元町２-９-21 
　　　　　　　　ファーストアベニール204号
　　　☎06－7650－9929　 06－7635－4847

大　畑　勝　稔 ２６９６ 阪　南 北 30・７・31
〒530-0046　大阪市北区菅原町11番14号
　　　　　　　　菅原ビル５階
　　　☎06－6690－0319　 06－6690－0329

十　川　耕　大 ３２２６ 堺 堺 30・８・８
〒580-0026　松原市天美我堂6丁目5-12-102
　　　☎090－9311－3485

張　野　俊　宏 ３１０５ 泉　州 泉　州 30・８・９
〒598-0021　泉佐野市日根野7001番地の2-1002号
　　　☎072－425－7277　 072－424－2981

辰　巳　誠　二 ２５５３ 北河内 北河内 30・８・９
〒573-0027　枚方市大垣内町二丁目17番1号
　　　☎072－860－7580　 072－860－7586

藤　原　盛　雄 ３２７８ 大阪城 大阪城 30・８・17

〒540-0012　大阪市中央区谷町２丁目４番５号
　　　　　　　　谷町センタービル10階
　　　　　　　　（大手前建築基準法事務所内）
　　　☎06－6567－9567　 06－6567－9567

退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ 13 名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

中　　　　　稔 １３４０ 泉　州 30・６・５ 死　亡

髙　草　　　明 ３２８３ 北 30・６・12 長　期　休　業

谷　澤　啓　男 １４４０ 大阪城 30・６・25 業　務　廃　止

上　田　勝　紀 ２０１４ 豊　能 30・６・28 長　期　休　業

井　垣　哲　男 ２３４４ 阪　南 30・６・29 業　務　廃　止

山　㟢　　　滋 ２７２３ 南 30・６・30 東　京　会　へ

小　川　健　一 １２２５ 南河内 30・７・16 死　亡

中　村　和　生 ２０３４ 中河内 30・７・28 死　亡
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田　中　幸　造 １１２６ 大阪城 30・７・31 業　務　廃　止

郡　元　親　男 ２１２２ 泉　州 30・８・12 死　亡

篠　木　　　力 ３００８ 北 30・８・17 業　務　廃　止

西　谷　隆　志 ３１９７ 北 30・８・29 業　務　廃　止

村　野　勝　茂 ２６４８ 堺 30・８・31 会則第87条による退会

常駐する社員の変更及び社員の脱退　　（１法人）

名　　　称 支　部 社員・会員登録番号

土地家屋調査士法人
東西合同事務所

南

山﨑　　滋・２７２３
社員の異動（大阪会→東京会）

奥野　尚彦・３３４３
社員の異動（東京会→大阪会）

法　人　事　務　所　会　員　関　係

登　録　事　務　所　変　更　　（ １ 法人）

名　　　称 支　部 社員・会員登録番号
新　事　務　所　所　在　地

主主たる事務所　従従たる事務所
（電話番号・ＦＡＸ番号）

土地家屋調査士法人
東西合同事務所

南 奥野　尚彦・３３４３
従　〒542-0081
大阪市中央区南船場三丁目12番9号　
☎06－6121－8300　 06－6121－8277



第331号 41平成30年10月

第５回常任理事会

　平成30年６月８日（金）午後４時から本会３階役
員室で第５回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、理事の業務部指定についてなど
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平成30年度事業計画実施細目について
③理事の業務部指定について
④ ＡＤＲ法に基づく事業報告書及び変更の届出の確

認について
⑤第75回日調連定時総会について
⑥第２回理事会について

①各役員の報酬額について
②火曜会について
③会員訃報の際のｉＦＡＸでの全会員通知について

第６回常任理事会

　平成30年６月26日（火）午後３時から本会３階役
員室で第６回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、平成30年度事業計画実施細目
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高槻市空家等対策審議会出向者について
③平成30年度事業計画実施細目について
④第２回理事会について

①大阪府北部地震現地対策本部について

第７回常任理事会

　平成30年７月27日（金）午後４時から本会３階役
員室で第７回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、会費未納者への対応についてな
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

①新年互礼会について
②臨時総会の開催について
③日調連ゴルフ大会の参加者について
④会費未納者への対応について
⑤中間監査の日程について
⑥大東市空家対策協議会委員の推薦について
⑦東京、愛知、大阪三会会長会議について

第８回常任理事会

　平成30年８月24日（金）午後４時から本会３階役
員室で第８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、次年度任命予定の民事調停委員
候補者の推薦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理事会の席順について
②災害発生時における支援協力に関する協定について
③平成30年度　各支部の登記事務等連絡会について
④東京、愛知、大阪三会会長懇談会について
⑤綱紀案件に係る刑事告発について

①各種行事への出席者の確認について

① 会則第61条の規定に基づく必要な事項を定める
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ことの可否について
②八尾市空家対策連携に関する協定書について
③貝塚市における空家等対策に関する協定書について
④大阪府北部地震への対応に関する経理処理について
⑤ 平成31年４月１日付け任命予定の民事調停委員

候補者の推薦について

第８回理事会

　平成30年３月28日（水）午後４時から本会４階会
議室で第８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・審議
された。

協　議　事　項

①第１号議案　平成29年度事業経過報告案について
②第２号議案　平成30年度事業計画案について
③第３号議案　平成30年度予算案について

①第１号議案　 ｢境界問題相談センターおおさか」
推進委員会委員の増員について

　［提案理由］　 現在推進委員会委員は７名であり、
３班体制（１班２名）で前裁きをし
ている状態である。本来２名での前
裁きでは、意見が分かれた時には、
前裁きをすることができず、現在に
おいては委員長も含めて実施してい
る状態であり、また、現在の推進委
員の大部分がセンター設立当時のメ
ンバーで、若手調査士の関与がほと
んどない状態であり、今後のセン
ター運営に支障が出る可能性がある
ため、推進委員３名増員とすること
を求めるものである。　

　　　［結果］　全会一致で承認された。
②第２号議案　 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
　［提案理由］　 大阪土地家屋調査士会が、公益社団

法人民間総合調停センターの運営委
員会及び財務委員会に推薦している
委員の後任及び欠員補充の選出のた
め、大阪土地家屋調査士会民間総合
調停センター支援連絡委員会委員に

ついて変更が必要になるため、承認
を求め提案するものである。

　　　［結果］　  全会一致で承認された。
③第３号議案　会員研修実施要領の変更について
　［提案理由］　  CPDポイントの葉書郵送を廃止し、

実施要領を変更し証明書の交付に変
えたい。

　　　［結果］　 軽微な字句修正については会長一任
とすることも含めて全会一致で承認
された。

④第４号議案　育児・介護休業規定の改正について
　［提案理由］　 育児・介護休業法の改正による対応

と整備（表現の見直し）のため一部
変更することを求め提案するもので
ある。

　　　［結果］　 軽微な字句修正については会長一任
とすること、施行日を平成30年３
月28日からとすることを含めて全
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。

平成３０年度
第１回理事会 

　平成30年４月23日（月）午後４時から本会４階会
議室で平成30年度第１回理事会が開催され、会長
の挨拶に続き、各部長、支部長会議議長、各種委員
会などからの報告・連絡事項があり、次の各事項が
審議された。

①第１号議案　平成29年度事業経過報告について
　　　［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　平成29年度決算報告について
　　　［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。
③第３号議案　平成30年度事業計画案について
　　　［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。
④第４号議案　平成30年度予算案について
　　　［結果］　 支部改編用備品の予算を、100万円

に修正し、総務部会議費の支部改
編会議の予算を117万２千円に修正
し、金額の修正を除いて内容、字句
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◇　　　6　　　月　　　◇

１日 ・ 非調査士活動排除委員会、法務局との打ち
合わせ（法務局本局）岡本非調査士活動排
除委員長、竹中同副委員長

　　 ・ 京都会平成30年度研究部調査報告会（クロ
スピアくみやま） 橋本業務研修部理事、山
田（貴）社会事業部副部長

２日 ・ 筆界調査委員養成講座（会館）
４日 ・ 筆界特定制度五者連絡協議会（会館）
　　 ・ 不動産鑑定士協会通常総会懇親会（新阪急 

ホテル）松本副会長
５日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安

岐相談員
６日 ・近畿大学寄付講座講師会議（会館）  
　　 ・ 「測量の日」記念フェア2018打ち合わせ（会

館）中島社会事業部長、山田・正井各同副
部長、井手下・相澤・川口・杉田各同部理事

　　 ・ 大阪法務局無料登記相談 （法務局本局）黒
田相談員  

　　 ・ 近畿大学寄付講座第９講（近畿大学）吉田
（孝）・山脇・京谷・中山・小澤・安部各講師、
井手下理事  

　　 ・ 大阪市マンション管理支援機構幹事会（大
阪市立住まい情報センター）金子会長

等の修正を会長に一任することを含
めて、全会一致で承認された。

⑤第５号議案　会長表彰者について
　　　［結果］　 全会一致で承認された。
⑥第６号議案　 日調連第75回定時総会における代

議員の選出について
　［提案理由］　 平成30年６月19日、20日開催予定

の日本土地家屋調査士会連合会第
75回定時総会の代議員の選出及び
傍聴者の出席につき、下記のとおり
提案する。

　　　［結果］　 提案理由の修正も含めて、全会一致
で承認された。

⑦第７号議案　 日調連第75回定時総会における陪
席者の出席について

　［提案理由］　 当会から法務大臣表彰の候補者とし
て推薦している会員が同表彰を受賞
することが決定し、平成30年６月
19日、20日開催予定の日本土地家
屋調査士会連合会第75回定時総会
内で行われる表彰式に出席すること
を希望した場合、交通費等の費用を
本会が負担し、同表彰式に陪席者と
して出席させることを提案する。

　　　［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。
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７日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆
相談員  

　　 ・ 「測量の日」記念フェア2018（大阪合同庁舎
第４号館）金子会長、中島部長、山田・正
井各副部長、井手下・相澤・川口・杉田各
理事  

８日 ・ 正副総会議（会館）
　　 ・  常任理事会（会館）
　　 ・  （株）大阪朝日広告社来会（会館）中島部長 
　　 ・  大阪府活性化フォーラム総会（大阪ガスハ

グミュージアム）相澤理事 
12日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田（直）相談員 
　　 ・  社会保険労務士会通常総会懇親会（シェラ

トン都ホテル大阪）中林副会長  
1３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
　　 ・  （株）現代広告社来会（会館）中島部長、正

井副部長、井手下・川口各理事 
　　・ 境界問題相談センターおおさか無料事前相談

（会館）吉田（栄）境界問題相談センターお
おさか推進委員長、辻田委員  

　　・ 大阪法務局無料登記相談（法務局本局）橋本
相談員  

　　・ 近畿大学寄付講座第10講（近畿大学）小澤・
森留各講師、相澤理事 

1４日 ・ 財務部会（会館）  
　　 ・  業務研修部会（会館）  
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

脇相談員  
1５日 ・ 労働組合団体交渉（会館）松尾副会長、久

保総務部長・佐野財務部長
　　 ・  近ブロ立命館大学寄付講座（茨木キャンパス）

正井講師 
1８日 ・ 大阪北部地震　会館確認　金子会長、濵口

総務部副部長  
1９日 ・ 協同組合部長会（会館） 中居理事 
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）矢

原相談員  
　　 ・  日調連定時総会（東京ドームホテル）
　　 ・  民間総合調停センター広報・研修部会（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、山脇委員  

2０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） 
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）奥

田相談員  
　　 ・  近畿大学寄付講座第11講（近畿大学）小澤・

松内各講師、正井副部長  
　　 ・  日調連定時総会（東京ドームホテル） 
21日 ・ 社会事業部会（会館）   
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹

本相談員  
　　 ・  大阪市マンション管理支援機構第３回常任

委員会（大阪市立住まい情報センター）正
井副部長  

22日 ・ 日本公認会計士協会近畿会総会（ザ・リッツ・
カールトン大阪）松尾副会長  

　　 ・  近畿税理士会総会（帝国ホテル大阪）中林
副会長  

2５日 ・ 筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・  表示登記実務研究会（会館）  
　　 ・  入会面談（会館）濵口副部長、塚田・森脇・

雨宮各総務部理事  
　　 ・  事務局職員との打ち合わせ（会館）久保部長
　　 ・  総務部会（会館）  
2６日 ・ 正副総会議（会館）  
　　 ・  常任理事会（会館）   
　　 ・  理事会（会館）   
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）吉

田（正）相談員  
　　 ・  非調査士活動実態調査打ち合わせ（法務局

本局）金谷（在）非調査士活動排除委員　
　　 ・  非調査士活動実態調査打ち合わせ（法務局

北大阪支局）中川（繁）非調査士活動排除
委員 

　　 ・  大阪法務局へ全国一斉不動産表示登記無料
相談会ポスター持参並びに会報御礼お伺い

（法務局本局）相澤・川口各理事  
2７日 ・ 門真市打ち合わせ（会館）髙山業務研修部長
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）眞

砂相談員  
　　 ・  近畿大学寄付講座第12講（近畿大学）松内・

京谷各講師、山田副部長  
　　 ・  全国一斉不動産表示登記無料相談会　支局・

出張所へポスター持参（法務局北出張所）
井手下理事（法務局池田出張所）正井副部
長（法務局枚方出張所）相澤理事（法務局
天王寺出張所）山田副部長（法務局東大阪
支局）中島部長（法務局富田林支局）杉田
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理事（法務局堺支局）川口理事（法務局岸
和田支局）黒田業務研修部理事 

2８日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧
本相談員  

　　 ・  全国一斉不動産表示登記無料相談会　支局・
出張所へポスター持参（法務局守口出張所）
相澤理事  

2９日 ・ 日本写真測量学会関西支部平成30年度支部
総会、特別講演会（I-site なんば）正井副部長

　　 ・  近ブロ立命館大学寄付講座（茨木キャンパス）
加藤（充）講師

◇　　　７　　　月　　　◇

２日 ・ 支部長会議（会館）
　　 ・  資料センター資料整理小委員会（会館）
　　 ・  日調連岡田会長来会（会館）金子会長、松

尾副会長、久保総務部長
　　 ・  高槻市における罹災建物調査の同行記録 

（高槻市） 山田（貴）社会事業部副部長
３日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）八

幡相談員
４日 ・ 各種講座①（会館）松尾副会長、髙山部長、

森次・黒田・橋本各理事
　　 ・  会員名簿写真撮影（会館）塚田・森脇各総

務部理事
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）阿

部相談員
　　 ・  近畿大学寄付講座第13講（近畿大学）京谷・

山脇講師、杉田理事
　　 ・  平成30年度大阪工業大学寄付講座打ち合わ

せ（大阪工業大学大宮キャンパス）中島部長、
正井副部長、川口理事

５日 ・ 財務担当者引継（会館）佐野部長
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）中

山（髙）相談員
　　 ・  大阪大学寄付講座（大阪大学）中島講師、

川口理事
　　 ・  近ブロセンター長会議（兵庫会）吉田委員長
　　 ・  高槻市訪問（高槻市）金子会長、久保部長
９日 ・ 大阪府北部地震現地対策本部会議（会館）

金子会長、松本・中林・松尾各副会長、久保・
髙山、中島（幸）各部長、加藤（眞）支部
長会議議長、中島（公）北支部長、小川南
支部長、上田阪南支部長、永野天王寺支部長、
木下北河内支部長、山田（直）会員

1０日 ・ 会務処理（地震関連対応）（会館）金子会長

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）田
中相談員

11日 ・ 各種講座②（会館）髙山部長、森次・安部・
黒田・橋本各理事

　　 ・  境界問題相談センターおおさか無料事前相
談（会館）西田推進委員、京谷会員

　　 ・  会務処理（地震関連対応）（会館）金子会長
　　 ・  会員名簿写真撮影（会館）塚田・雨宮各理事
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）眞

砂相談員
　　 ・  近畿大学寄付講座第14講（近畿大学）山脇・

安部各講師、中島部長
12日 ・ 会務処理（地震関連対応）（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）米

山相談員
　　 ・  大阪自由業団体連絡協議会（近畿税理士会）

中林副会長、正井副部長、川口理事
　　 ・  GIS大縮尺空間データ官民共有化推進協議

会総会（大阪府新別館）山田（貴）副部長
1３日 ・ オンライン申請促進委員会（会館）
　　 ・  第62回近畿ブロック定例協議会（ANAクラ

ウンプラザホテル神戸）
1７日 ・ 協同組合部長会（会館）光井財務副部長
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）今

西相談員
　　 ・  火曜会（法務局本局）
1８日 ・ 各種講座③（会館）松尾副会長、髙山部長、

藤野副部長、森次・橋本各理事
　　 ・  入会面談（会館）濵口副部長、塚田理事
　　 ・  社会事業部会（会館）
　　 ・  会員名簿写真撮影（会館）濵口副部長、塚

田理事
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）津

本相談員
　　 ・  近畿大学寄付講座第15講（近畿大学）安部・

山脇講師、川口理事
1９日 ・ 財務部会（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤

田相談員
　　 ・  住まい情報センタータイアップ事業企画事

前打ち合わせ（大阪市立住まい情報セン
ター）正井副部長、相澤理事

21日 ・ 筆界特定制度推進委員会 （会館）
　　 ・  地籍問題研究会第22回定例研究会（ひめぎ

んホール）山田（貴）副部長
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22日 ・ マンション管理支援機構管理組合交流サロ
ン（大阪市立住まい情報センター）正井副
部長

2３日 ・ 大阪市来会（大阪府北部地震関係）（会館）
金子会長、松尾副会長

　　 ・  マンション管理支援機構第４回常任委員会
（大阪市立住まい情報センター）正井副部長、
藤野副部長

2４日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪
口相談員

　　 ・  駒川まつり（駒川商店街）中島部長、正井
副部長、川口理事

2５日 ・ 社会事業部第１回業務連絡会（会館）
　　 ・  臨時社会事業部会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）山

田（貴）相談員
　　 ・  民間総合調停センター研修会（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、山脇同委員

2６日 ・ 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）谷
山相談員

　　 ・  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）

　　 ・   14条１項地図に関する実務担当者協議会（法
務局東大阪支局）髙山部長、伊藤（友）副
支部長

2７日 ・ 常任理事会（会館）
　　 ・  執務状況調査（会館）金子会長、松尾副会長、

久保・髙山各部長
2８日 ・ 筆界調査委員養成講座（会館）
３０日 ・ 総務部会（会館）
　　 ・  高圧ケーブル工事打ち合わせ（会館）雨宮

理事
　　 ・  入会面談（会館）濵口副部長、塚田・森脇

各理事
３1日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙

山相談員

◇　　　８　　　月　　　◇

１日 ・ 筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・  近畿大学寄付講座採点会議（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）濵

口相談員
２日 ・ 業務研修部会（会館）
　　 ・  年次制研修（会館）髙山部長、森次・安部・

黒田・橋本各理事
　　 ・  会員名簿写真撮影（会館）濵口副部長、塚

田理事
　　 ・  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）濵

口相談員
３日 ・ 支部長会議（会館）
　　 ・  表示登記実務研究会（会館）
４日 ・ 第９回全国一斉不動産表示登記無料相談会 

（会館）
６日 ・ 聴聞（会館）松尾副会長、久保・佐野各部長
　　 ・  総務部業務連絡会（会館）
　　 ・  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
進委員長

７日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）羽
倉相談員

８日 ・ 境界問題相談センターおおさか無料事前相
談（会館）中居・中島（幸）各境界問題相
談センターおおさか推進委員

　　 ・  年次制研修（会館）藤野副部長、安部理事
　　 ・  打ち合わせ［大阪府北部地震の財務処理］（会

館）中林副会長、佐野部長
　　 ・  会員名簿写真撮影（会館）濵口副部長、塚田・

森脇各理事
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）塚

田相談員
　　 ・  非調査士活動実態調査（北大阪支局）竹中

非調査士活動排除副委員長、髙杉・中川（仁）・
北川・馬野・中川（繁）各同委員

　　 ・  近ブロ立命館大学期末レポート採点会議（立
命館大学）正井・加藤（充）各講師

９日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西
田相談員

1４日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池
原相談員

1５日 ・ 大阪法務局無料登記相談（法務局本局）中
島（幸）相談員
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1６日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安
岐相談員

2０日 ・ インターンシップ開講式（会館）
　　 ・  総務部会（会館）
　　 ・  社会事業部会（会館）
21日 ・ 大縮尺官民協議会ワーキンググループ（会

館）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・
西村各同委員

　　 ・  資料センター運営委員会（会館）
　　 ・  協同組合部長会・理事会及び地域代表会（会

館）中居理事
　　 ・  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）
22日 ・ 職員との個人面談（会館）久保部長
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森

脇相談員
　　 ・  非調査士活動実態調査（法務局本局）岡本

非調査士活動排除委員長、久保田同副委員
長、藤原・金谷（在）・金谷（充）・酒井各
同委員

2３日 ・ 財務部会（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

口相談員
　　 ・  大阪自由業団体連絡協議会第１回事業委員

会（近畿税理士会）正井副部長、川口理事
2４日 ・ 正副総会議（会館）
　　 ・  常任理事会（会館）
　　 ・  年次制研修（会館）橋本・黒田理事
　　 ・  境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・  会員名簿写真撮影（会館）塚田・雨宮各理事
　　 ・  東京会視察　松尾副会長、髙山部長、藤野

副部長、森次・安部・黒田・橋本各理事
2７日 ・ インターンシップ中間報告会（会館）中島

部長、正井副部長、井手下・川口・杉田理事
　　 ・  境界問題相談センターおおさか研修打ち合

わせ（会館）、山脇境界問題相談センターお
おさか推進副委員長、浅井・西田同委員

　　 ・  インターンシップ裁判所見学会（大阪地方
裁判所）中島部長、正井副部長、井手下・
川口・杉田同理事

2８日 ・ 筆界調査委員養成講座（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）佐

古相談員
2９日 ・ 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）雨

宮相談員
３０日 ・ 財務部会（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田（直）相談員
　　 ・  筆界特定室、境界問題相談センターおおさ

か意見交換会（法務局本局）吉田委員長、
山脇副委員長、西田・浅井各委員

３1日 ・ インターンシップ閉講式（会館）
　　 ・  政策要望懇談会（関西公明会館）金子会長、

松尾副会長
　　 ・  公認会計士制度七十周年記念祝宴（ホテル

日航奈良）金子会長
　　 ・  会員研修会講師打ち合わせ（大阪府警察本部）

藤野副部長、森次理事

◇　　　６　　　月　　　◇

４日 ・  社員研修会［報酬額運用基準小冊子事例集］
（エル・おおさか）竹中指導研修部長、金田・
太田・延山理事

５日 ・  入会希望者面接（協会）與倉総務部長、三
好事務局長

　　 ・  第12回常任理事会（協会）
８日 ・  滋賀協会市民講座（ライズヴィル都賀山）

横山理事長、井之上副理事長
1３日 ・2018講演会（エル・シアター）吉原祥子講師、
　　　 堀浩司講師
1４日 ・  第12回理事会（エル・おおさか）
　　 ・  第１回業務部会（エル・おおさか）
1５日 ・  大阪公共嘱託登記司法書士協会総会（司法

書士会館）横山理事長
2０日 ・  阪南区域全体会議（東住吉会館）與倉総務

部長
2８日 ・  全公連定時総会・研修会（29日も、東京）

横山理事長、井之上・舩原副理事長
　　 ・  豊能区域全体会議（池田市民会館）竹中指

導研修部長
　　 ・  泉州区域全体会議（岸和田市立浪切ホール）

笹本経理部長
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◇　　　７　　　月　　　◇

２日 ・  勝山公認会計士による実査（協会）
６日 ・  北区域全体会議（北区民センター）横山理

事長
11日 ・  天王寺区域全体会議（東成区民センター）

横山理事長
1３日 ・  日調連近畿ブロック定例協議会（ＡＮＡク

ラウンプラザホテル神戸）横山理事長
1８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

　　 ・  北河内区域全体会議（枚方市民会館）横山
理事長

2０日 ・  外部監査（協会）勝山公認会計士、三好事
務局長、古巣職員

　　 ・  中河内区域全体会議（布施駅前市民プラザ）
井之上副理事長

2６日 ・  第１回常任理事会（協会）

◇　　　８　　　月　　　◇

３日 ・ 監査会（協会）
　　 ・  境界標カウント（協会）横山理事長、井之上・

舩原副理事長、與倉・笹本・竹中・流王常
任理事、三好事務局長

８日 ・ 東区域全体会議（協会）横山理事長
９日 ・ 三島区域全体会議（茨木市福祉文化会館）流

王業務部長
1７日 ・ 第１回理事会（エル・おおさか）
22日 ・ 堺・南河内区域全体会議（堺市産業振興セン

ター）舩原副理事長
2８日 ・ 近公連と近畿地方整備局との協議会（近畿地

方整備局）横山理事長
　　 ・  第１回近公連理事長会議（協会）横山理事長

◇　　　10　　　月　　　◇

２日（火） 澪標ネット運営委員会
６日（土） 外部講師養成講座
1０日（水） 財務部会
11日（木） 平成30年度中間監査会
1５日（月） 近ブロ業務部会
1７日（水） 近ブロ綱紀・紛議委員会

1８日（木）  正副総会議
　　　　 常任理事会
1９日（金） 近ブロ社会事業部
22日（月） 近ブロ総務部会
2４日（水）  表示登記実務研究会
　　　　 近ブロ広報部会
2７日（土） 住まい情報センタータイアップ事業
2８日（日）  日調連ゴルフ大会（前夜祭）
2９日（月）  日調連ゴルフ大会

◇　　　11　　　月　　　◇

１日（木） 近ブロ財務部会
８日（木）  正副総会議
　　　　 常任理事会
1４日（水）  筆界特定制度五者連絡協議会
  　　　　  支部長会ゴルフ大会
1６日（金）  筆界調査委員養成研修会（予定）
1７日（土） 平成30年度大阪工業大学寄付講座
21日（水） 表示登記実務研究会
22日（木）  近ブロ事務局長等懇談会
2６日（月）  三会会長懇談会
2９日（木）  正副総会議
 　　　　 常任理事会
 　　　　 理事会
３０日（金） 司法書士会との懇談会

◇　　　12　　　月　　　◇

１日（土）  新会員研修会（２日も）
６日（木）  正副総会議
 　　　　 常任理事会
1９日（水）  表示登記実務研究会
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▽兒山賢三氏（堺支部 兒山成司・尊父、平成30年６月８日没、95歳）
▽山中アヤ子さん（大阪城支部 山中延和・母堂、平成30年７月５日没、92歳）
▽田中愛子さん（南支部 田中久也・母堂、平成30年７月26日没）
▽桧山正夫氏（南河内支部 桧山一志・尊父、平成30年７月29日没、81歳）
▽南口 幸夫氏（中河内支部 南口浩・尊父、平成30年８月６日没、82歳）
▽早川カメ子さん（北河内支部 米村純子・母堂、平成30年８月27日、89歳）

訃　　　報

＊謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます

泉州支部
中　　稔 会員
平成30年６月５日ご逝去　

（享年70歳）

▽昭和44年２月５日　入会

中河内支部
中村　和生 会員
平成30年７月28日ご逝去　

（享年65歳）

▽昭和58年６月17日　入会

南河内支部
小川　健一 会員
平成30年７月16日ご逝去　

（享年88歳）

▽昭和42年３月16日　入会 

泉州支部
郡元　親男 会員
平成30年８月12日ご逝去　

（享年71歳）

▽昭和61年４月１日　入会

　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
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◆ 外部広報の一環としての近畿大学寄付講座が終了
いたしました。講師の皆様お疲れ様でした。大阪
大学での講座も終了し、11月には大阪工業大学
で３コマ連続の講座が開催されます。また、北河
内支部でも小学生対象の測量体験を実施されると
聞いております。

　 　外部広報については、10月に「住まいの情報
センタータイアップ事業」を予定し、支部では地
域のイベント等に参加し、調査士の知名度を上げ
ようとしております。

　 　短期間では知名度は上がらないことは自明であ
り、焦らずに一歩一歩進んでいきたいと思いま
す。     　（中島）

◆ この度の大阪府北部地震、豪雨や台風の水災で被
災された皆様方にお見舞いを申し上げます。

　 　社会事業部で２期目の２年目の折り返し地点ま
で来ました。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）

◆ 今年の夏は地震、大雨、台風、猛暑…。いずれも
過去に前例がない異常なものの連続でした。被害
に遭われた皆さまには、心からお見舞い申し上げ
ます。「備えあれば憂いなし」とはよく言われま
すが、よくよく考えてみると、これは「杭を残し
て悔いを残さず」に通じるものがあるなぁと思っ
たり。「今できることはなるべくやっておけ！」っ
てことですね。   　（正井）

◆ 今号から編集校正の担当者が変わるそうです。こ
の編集後記を執筆している時点では内容を見てい
ませんが、良くなると思います。楽しみです。

（井手下）

◆ コンプライアンス（法令順守）の原点として「公
正・適切な業務活動を通じて社会貢献を行う」と
いう考えがあると言われている中で、何が出来る
かを考えながら社会事業部の理事として、残り僅
かですが精一杯活動していきたいと思います。

（相澤）

◆ 連日体温を上回るような気温が続いた酷暑の夏も
通り過ぎ、日増しに秋の深まりを感じる季節とな
りましたが、いかがお過ごしでしょうか？なんて
季節のあいさつを８月４日（土）の第９回全国一
斉不動産表示登記無料相談会の開催される本会３
階会議室にて、半信半疑で書いております。

　　今号から、新しく編集作業者・事務局担当者を
　 お迎えし、趣き新たな会報誌をお手元にお届けす

ることができました。会員のみなさまのご感想や
いかに？    　（川口）

◆ ふだんは事務所近隣の仕事が大半を占める私です
が、遠く茨木市での確定測量が舞い込みました。
道路は持ち出し。分筆をし道路部分は市へ寄附す
るまでが仕事でしたが、なんと隣接する土地（道
路部分）が一部私有地で残ったままとなってい
て、市役所でも所有者の行方はわからない状態。
本当にこまったこまったでしたが、たまたま立会
時、隣接者の方が自分の土地を測量してもらった
からと土地家屋調査士の先生にお願いをしてご同
席くださっており、その先生とお話しさせていた
だいたところ、私有地所有者と関わる別の土地
を、過去に分筆された先生を知っているので、何
か資料が残っていて連絡先の手がかりがつかめな
いか尋ねてみてくださるとのこと！な・なんとい
うことでしょう！「大変ですね、お気持ちわかる
ので協力させてもらいます。」優しいお言葉に胸
が熱くなりました！同業者同士の繋がりを心強く
とても嬉しく思いました。編集後記をお借りし、
三島支部の先生に心からお礼をお伝えさせていた
だくとともに、改めて所有者不明土地問題の難し
さを考えさせられ、空家問題と併せなんとか公共
担当として解決の糸口をさがしていけたらと思っ
た次第です。任期終了のゴールテープは迫ります
が課題は山積みです。一歩一歩進んで行きます。

（杉田）
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　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　　髙橋　正和　
　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）山口　知晃

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
　 　　

　■ 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

支　部　別　会　員　数（Ｈ30・９・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 159⑫ -3 北河内 82② 1
南 35① 0 豊　能 65　 -1

阪   南 69③ -1 堺 111① -1
天王寺 38① 1 泉　州 80　 -2
大阪城 134⑪ -1 三　島 95② 0
中河内 112① -1 南河内 41　 0

合　計 1,021◦ -8

法人会員数　34法人（0）
※増減は前回Ｈ30年６月１日比

34
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〒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）  

www.kajo.co.jp
ツイッターID：@nihonkajo

【好評図書のご案内】

●表題登記から滅失登記までの手続をわかりやすく解説。
●「建築物の耐震改修の促進に関する法律」、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」、「都市再開発
法」、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」の各法改正を網羅した改訂版。

五十嵐徹 著　
2018年3月刊 A5判 564頁 本体4,500円＋税

第5版 マンション登記法
登記・規約・公正証書

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

●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訂版。

●取得時効について、様々な類型に分類し、判例・先例・実例を踏まえ解説。 登記手続や訴状作成における請
求の趣旨についても解説。不動産売買における物理的・法的瑕疵から心理的瑕疵までを、多数の判例を踏ま
え解説。民法＜債権法＞改正についても、新旧条文比較表を用いながらポイントを解説。

末光祐一 著
2018年8月刊 A5判 704頁（予定） 本体6,700円＋税

Q&A 不動産の時効取得・
瑕疵担保責任に関する法律と実務
占有・援用・登記・売買・契約不適合・現況有姿

●法務、税務、金融、保険、ジェンダーなど個別の論点ごとに、どこがどう変わったのか？どのような影響を受
けるのか？を、図表や具体例を用いて解説。2018年3月13日民法〈相続関係〉法案に対応。改正の背景や経
緯、具体的事例を掲げた丁寧な解説で、実務への影響がよくわかる。

相続法改正のポイントと
実務への影響
山川一陽・松嶋隆弘 編著
2018年5月刊 A5判 440頁 本体4,300円＋税
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