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【好評図書のご案内】

●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（１～３巻）』にて確認できるよう工夫。

先例から読み解く!
土地の表示に関する登記の実務
後藤浩平・宇山聡 著
2017年12月刊 A5判 800頁 本体6,700円＋税

●事務処理上有益な「主要79先例」を全文掲載し、解説も付与。
●主要先例に関連する「関係30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『新版 Q＆A 表示に関する登記の実務シリーズ（４、５巻）』にて確認できるよう工夫。

先例から読み解く!
建物の表示に関する登記の実務
後藤浩平 著
2018年10月刊 A5判 488頁 本体4,300円＋税

●改正に関する要綱仮案、中間試案、法制審議会部会の議事録、関連書籍や論文等から、相続法改正を徹底分析。
●変更点が一目で一覧できる「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」の条文、及び「法務局における遺言書の保管等に
関する法律」条文を、巻末付録として収録。

相続実務が変わる！
相続法改正ガイドブック
安達敏男・𠮷川樹士・須田啓介・安重洋介 著
2018年9月刊 A5判 280頁 本体2,400円＋税

●土地境界について体系的・網羅適に扱う唯一の理論書。新たな裁判や実務動向を踏まえた、待望の改訂版。
●境界の判定手法とその理論のみでなく、境界の生成過程、境界を紡いだ成果として作成される地図や図面などの精度、筆界特定
制度や境界に関する裁判や協議など多くの事項について、法律問題に立脚して言及。

寳金敏明 著
2018年12月刊 A5判上製 684頁 本体6,400円＋税

改訂版 境界の理論と実務

●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 712頁 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
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 平成30年度 新会員研修会   平成30年12月１日～２日　25名が受講　　　　 
新会員研修会　受講者の感想文
 平成30年度 第２回会員研修会
　具体的な事例で、プロとしての行為規範と評価規範を考える／半年後に迫る、消費税の軽減税率制度
第８回大阪マラソンのご報告　大阪城支部　What is 土地家屋調査士？
南支部　商売繁盛で笹持って来い　恒例の十日戎で広報活動
 第14回  専門家による合同無料相談会　「次世代に繋ぐ」無料セミナーも同時開催
堺市との「災害発生時における支援協力についての協定書」締結式
 連載　誰でもできるよ！オンライン申請‼（最終回）
「使ってみよう！センターおおさか」～想定事例より～
 支部の区域改編について（お知らせ）
政治連盟だより　「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」
大阪青年土地家屋調査士会だより
2019年度第81回定時総会のお知らせ
協同組合だより　桐マーク入り春夏用作業服の斡旋
大阪公嘱協会だより　近畿ブロック公嘱協会連絡協議会研修会を開催／新年互礼会を開催
会員異動
法人会員名簿
常任理事会
業務日誌
備付図書のお知らせ
公嘱協会の動き／行事予定
編集後記／職員の退職
おくやみ／訃報の対応／支部別会員数
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【表紙写真 撮影者】

A：正井利明　F：塚田徹

B：森次裕一　G：相澤褜雄

C：杉田育香　H：山田貴弘

D：杉田育香　I：井手下武史

E：中島幸広　J：川口良仁
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　平成30年12月１日（土）と２日（日）の２日間
にわたり、大阪土地家屋調査士会館４階会議室で平
成30年度新会員研修会が開催されました。

　初日は、森次裕一業務研修部理事司会のもと、髙
山恒夫業務研修部長が開会の辞・研修の趣旨を説明
され、金子正俊会長の講話に続き、藤野充業務研修
部副部長と安部眞三業務研修部理事が「土地家屋調
査士の業務について～大阪における調査・測量～」
と題して、土地の登記・測量について講義。昼食を
はさみ、午後からは黒田成

しげのぶ

宣業務研修部理事が「不
動産登記規則第93条調査報告書について」と題し

て、ソフトの使い方を詳しく解説されました。
　休憩の後、社会事業部の講義となり、社会事業部
の主な仕事は広報と公共事業の２つに分かれること
が説明され、井手下武史社会事業部理事が寄付講座
の実施や会報誌発行等広報関係の事業を、相澤褜

いな

雄
お

社会事業部理事が地籍整備事業の実施等公共事業に
ついて説明された後、わたくし社会事業部理事杉田
育香が空家等対策措置法の施行に伴い、全国で問題

金子会長 黒田業務研修部理事

藤野業務研修部副部長

髙山業務研修部長 井手下社会事業部理事

安部業務研修部理事

平成30年度　新会員研修会
平成30年12月１日～２日　　25名が受講
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視されている空家等問題に関する検討についても社
会事業部が携わる仕事の一部となってきているこ
と、また川口良仁社会事業部副部長が基準点を使用
した際の使用報告書提出の方法、またその重要性を
講義されました。

　休憩の後、資料センター運営委員会十川耕大委員
より資料センターシステムについて丁寧な説明があ
り、再度小休憩の後、社会事業部長でもあり、オン
ライン申請促進委員会委員長でもある正井利明委員
長が、「オンライン申請のススメ」と題して平成30
年度から新たに始まることが予定されていた「資格
者代理人方式（仮）」が申請方式に加わると、完全
オンライン申請が容易にできるようになること、積
極的にオンライン申請をしていくことの必要性を講
義されました。
　初日の講義はここで終了し、その後懇親会が場所
を移し会館近くにある中華レストラン「湖陽樹　谷
町店」で行われ、加藤眞一支部長会議議長の乾杯音
頭の後、新会員からの自己紹介が行われ、新会員同
士、また役員等と和やかに歓談され、有意義な交流
の場となった午後８時過ぎ、盛会のうちに閉宴しま
した。 
　２日目の最初の講義は大阪法務局民事行政部不動

産登記部門の雑喉谷哲夫次席登記官から「筆界特定
制度について（表示登記を含む）」と題して基調講
義がありました。

　昼食休憩後、午後からは森次裕一業務研修部理事
が「不動産表示登記事務取扱基準について」と題し、
その意義について講義されました。
　しばしの休憩を取りつつ、塚田徹総務部理事が「大
阪土地家屋調査士会会則について」、髙島康弘綱紀
委員長が「綱紀事案とならないために」、佐野紀夫
財務部長が自身の体験からや会務運営からも、会費
納入の大切さ・重要性について説明されました。
　最後の休憩をはさみ、大阪土地家屋調査士協同組
合の江川秀樹情報事業部長、公益社団法人大阪公共
嘱託登記土地家屋調査士協会の與倉郁朗総務部長、
大阪土地家屋調査士政治連盟から加藤幸男会長が各
団体の取り組みについて説明されました。
　特に加藤会長が「土地家屋調査士制度存続のため
には政治連盟への加入は不可欠であり、まだ加入さ
れていない会員はぜひ加入を」とお願いされました。
　最後に松尾賢

まさる

副会長の閉会の辞で２日間の研修会
は無事に終了しました。

　なお、平成12年度から大阪会で２日間、近畿ブ
ロック協議会で２日間行われてきたこの新会員研修
会は、今年度より大阪会で２日間行われた後、近畿
ブロック協議会がなくなり『中央実施型新会員研修
会』として、2019年６月１日（土）～３日（月）
東京都調布市入間町にある NTT中央研修センター
にて執り行われることが予定されております。

森次業務研修部理事

十川資料センター運営委員

大阪法務局民事行政部不動産登記部門
雑喉谷次席登記官

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

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

（業務研修部長・髙山恒夫　
社会事業部理事・杉田育香） 

髙島綱紀委員長 佐野財務部長

平成30年度　大阪会新会員研修会受講者のみなさん	 	 	 	 　　（敬称略）

登録番号 支部 会員氏名 登録番号 支部 会員氏名 登録番号 支部 会員氏名
3331 堺 漆原　一登 3345 北 南野　佳奈 3264 大阪城 野邊　光夫
3332 北 土肥　伸之 3346 南河内 久次米健太郎 3279 北河内 品川　雅裕
3334 堺 山田　貴志 3347 大阪城 加藤　和彦 3305 北 山根　光弘
3335 北河内 武内　恒行 3349 大阪城 大山　泰弘 3314 阪南 原野　敦士
3336 南 岡田　　篤 3350 北 渡邊　　勲 3317 三島 　柏野　研三＊
3337 北 平山　征二 3352 大阪城 谷渕　大輔 3326 三島 湖﨑　勇次
3339 大阪城 森　　武士 3353 北 橋本　孝一 3328 三島 佐々木年郎
3341 大阪城 穴水　英孝 3329 北河内 前田　雅久
3344 天王寺 太田　有亮 3330 北 田中　正二

懇親会 中華レストラン「湖陽樹 谷町店」にて

＊は第1 日目のみ参加
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10:00～10:05 ■開会の辞・研修の趣旨
業務研修部長　髙山恒夫

10:05～10:20 ■講話
会長　金子正俊

10:20～12:05 ■土地家屋調査士の業務について
～大阪における調査・測量～
業務研修部副部長　藤野　充

同理事　安部眞三
12:05～12:55 昼食
12:55～13:45 ■不動産登記規則第93条

調査報告書について
業務研修部理事　黒田成宣

13:45～13:50 休憩
13:50～14:40 ■社会事業部の役割

社会事業部理事　井手下武史
　同理事　相澤褜雄　

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

資料センター運営委員会委員
十川耕大

15:40～15:45 休憩
15:45～17:30 ■オンライン申請のススメ

オンライン申請促進委員会委員長
正井利明

18:00～20:00 懇親会（湖陽樹 谷町店）
司会：業務研修部副部長

藤野　充
 

10:00～11:45 ■筆界特定制度について
（表示登記を含む）　　

大阪法務局民事行政部不動産登記部門
次席登記官　雑喉谷哲夫様

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

について
業務研修部理事　森次裕一

13:25～13:30 休憩
13:30～14:15 ■ 大阪土地家屋調査士会会則

について
総務部理事　塚田　徹

14:15～14:20　休憩
14:20～15:05 ■綱紀事案とならないために

綱紀委員会委員長
髙島康弘

15:05～15:25 ■会費納入、会員証紙貼付等注意
事項について

財務部長　佐野紀夫
15:25～15:30 休憩
15:30～15:40 ■協同組合について

大阪土地家屋調査士協同組合
情報事業部長　江川秀樹様

15:40～16:00 ■公嘱協会について
公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会

総務部長　與倉郁朗様
16:00～16:20 ■政治連盟について

大阪土地家屋調査士政治連盟
会長　加藤幸男様

16:20～16:25 ■閉会の辞
副会長　松尾　賢

大阪土地家屋調査士会　平成30年度　新会員研修会　日程表

平成30年12月１日（土）
司会：業務研修部理事

森次裕一

第

1 日目

平成30年12月２日（日）
司会：業務研修部長

髙山恒夫

第

2	日目

於：調査士会館４階会議室
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新会員研修会　受講者の感想文
●品位を保ち、職責をはたさなければならないと強く感じた
●実務に直結する内容のものが多く、大変勉強になった

堺支部 	 漆原　一登
　この２日間を通して、土地家屋調査士の職責を改
めて学び、そして実務に関わる様々な講話を拝聴す
ることができ、今後の自身の業務遂行の上で有意義
な研修会でありました。また、諸先輩方や他の新会
員の方々との繋がりをもつことができ、とても心強
く感じております。この研修会開催に当たってご尽
力いただいた諸先生方、会の方々、並びに講師の方々
に厚く御礼申し上げます。
 
北支部  土肥　伸之
　今回、２日間にわたり新人研修の場を設けていた
だき有難うございました。
　改めて土地家屋調査士としての責任、役割を再認
識いたし、今後の業務に対する取り組み方に活か
し、品位を保持していきたく思います。
　大変有意義な２日間でした。
　役員の方々、ご苦労様でした。
 
堺支部  山田　貴志
　業務時間や休日を割いて２日間にわたり、新会員
研修会の講義をしていただき、誠にありがとうござ
いました。日頃の業務に役立つ内容で、大変勉強に
なりました。本研修会で学んだことを活かし、これ
からの業務で実践していければと思います。
 
北河内支部  武内　恒行
　私にとって、初めて聞く話も多くあり大変興味深
く受講いたしました。
　政治連盟にはすぐに入会し、オンライン申請の準
備も早急に進めて参ります。
　また、同時期に登録した他の調査士さんの置かれ
ている状況を懇親会等を通じて聞くことができ、有
意義な時間となりました。
　研修では新しい知識を得たことも大事ですが、な
により諸先輩方が伝えてくださった調査士としての
職責やプライドを肌で感じることができ、貴重な体
験となりました。

 
南支部  岡田　篤
　まず2日間にわたり研修で講演いただいたみなさ
まに御礼申し上げます。2日間の研修を受講して特
に感じたことは調査の重要性です。質の高い調査を
することでより正確に迅速に依頼された仕事を処理
することができるのだということです。忙しくなっ
てくるとどうしても不十分な調査のまま測量に入っ
てしまうことがあったので、今後はそのようなこと
がないよう十分な調査を行っていきます。２日間の
研修、本当にありがとうございました。
 
北支部  平山　征二
　この度の新会員研修では多くの貴重なお話をいた
だき、今後の活動に役立てたいと感じております。
　特にオンライン申請については、その利便性が理
解でき、それに付随したお話ではありますが、クラ
ウドを用いた資料の管理・活用は是非とも実行した
いと思います。また、基準点管理システムを使用し
た際の報告については、本来自発的に理解・実行す
べきところであり、今後は十分気を付ける所存です。
 
大阪城支部  森　武士
　２日間の新会員研修に参加し、会員としての業務
に関する制度、知識、会則、考え方を学びました。
　講師の先生方が、業務で提出されている資料や体
験談、これからの方向性についても教えていただ
き、今後業務する上で不足している知識の改善に役
立てていきたいと思います。
　最後に有意義な研修をしていただいた講師の先生
方、役員の皆様方、職員の皆様方ありがとうござい
ました。
 
大阪城支部  穴水　英孝
　受講して特に、プロフェッショナルとして期待に
応えるために質の高いものを提供しなければなら
ず、社会的責任の重さを自覚し法令遵守は勿論、品
位を保ち職責をはたさなければならないと強く感じ
ました。また、色々な事業部や会について知らない
ことも多かったので今後活用させていただきたいと
思います。
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　綱紀事案とならないための注意事項については特
に厳守し業務を進めます。貴重な研修を開催いただ
きありがとうございました。
 
天王寺支部  太田　有亮
　私は、登記の実務が未経験の状態で調査士会に入
会しました。今回の新会員研修会では、実務に直結
する内容のものが多く、大変勉強になりました。
　特に調査報告書の書き方や資料センターシステム
の使い方等は、実務の参考書にもほとんど載ってい
ることがないので、とても役に立ちます。
　また、オンライン申請もいつ申請の仕事がきても
いいように準備したいと思います。
 
北支部  南野　佳奈
　今回、再入会により新会員研修会への参加となり
ましたが、土地家屋調査士が期待されていることを
再認識することができ、また、実務においてすぐに
活用できる内容も多く、とてもよい機会となりまし
た。この２日間で感じた気持ちを忘れず日々精進し
ようと思います。
 
南河内支部  久次米　健太郎
　今回の研修会を受講して、93条調査報告書の記
載方法や調査素図の作成例といった具体例、本会や
政治連盟の運営、現在の土地家屋調査士を取り巻く
状況などを講義していただいて、今後は今回の研修
内容を活かしつつ、常に勉強をし、スキルアップし
ながら業務を行っていかなければならないと感じま
した。
　大変お忙しいなか本研修にて講師をしていただい
た先生方にお礼を申し上げます。

大阪城支部  加藤　和彦
　今回の研修を受講して改めて感じたことは、オン
ライン申請を積極的に進めることで、現在の業務で
の時間短縮をしていく重要性と同時に作業効率を上
げていくためのしなければならないことを再確認す
ることができました。また、古い建物を測量する上
で、その建物の１間が６尺５寸で作られているなど
考えたことのない貴重なお話を聞かせていただきま
した。どの話もこれからの業務に役立つ話ばかりで
勉強になりました。

 
大阪城支部  大山　泰弘
　私は平成28年度土地家屋調査士試験に合格させ
ていただきました。測量業を約20年間続けて参り
ましたが、未だ自身は未熟であると感じて居りま
す。この度研修会を受講して改めて知識経験は未熟
であり、だからこそ、より勉強を続けなければと強
く感じ入りました。一番の目指す所は、皆様の御依
頼に対し、相談に乗れるようになることです。この
ためには常に研鑽を心掛けながら業務に努めて参ろ
うと強く感じ入りました次第であります。
 
北支部  渡邊　勲
　各講師の皆様には、実務に直結する事案につい
て、分かりやすく、丁寧な講義をいただきましてあ
りがとうございました。実務においてぼんやりと感
じていた部分が、一部明確に理解できた所があり、
大変嬉しく思います。また、生の講義により各講師
の広く深い経験による余談や個人の考え等をお聞き
することで貴重な経験を得ることができました。経
験不足を補うため、この様な研修会に参加させてい
ただきたいと思います。
 
大阪城支部  谷渕　大輔
　二日にわたる研修でしたが、これから自分が一人
の調査士として日々の業務に携わっていく上で非常
に有意義なものになりました。自分は建築事務所に
14年勤務しており、今年の６月から調査士法人の
補助者を約４ヶ月やって参りました。まだまだ駆け
出しではございますが法人の調査士の先生や周りの
先生達に相談しながら、常に研鑽を怠たることなく
日々の業務を行っていきたいと思います。今回はあ
りがとうございました。
 
北支部  橋本　孝一
　私は、これまで公共事業用地の取得を通じて調査
士業務の必要性及び職務の大変さを理解していたつ
もりだった。しかしこれは外から調査士をみた、と
いうよりも眺めていたにすぎない。調査士になって
初めて職責の重さと連帯感の重要性を痛感した。本
研修で多くの講師が「ウソ」はダメという。依頼人
のリクエストに安易に応えんがため、書類の改ざ
ん、雑な業務、手抜きの業務をすべきではなく、職
能のプロ、質の向上を日々目指す努力が重要だと思
う。また、調査士は個人事業者であることから、調
査士会、支部の旗の下、共に研鑽に努め、共に励ま
し合い、共に歩んでいくことが重要だと思う。最後
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に、本研修を準備していただいたスタッフのみなさ
ん、講師陣のみなさん、ありがとうございました。
お礼は、私が立派な調査士となり、調査士会、支部
に貢献することだと思います。
 
大阪城支部  野邊　光夫
　調査士としての社会に対する自覚、職務を通じ
て、しっかりと国民の皆様の期待とニーズに応えて
いくために、会として、また構成員の一人として、
使命感をもって講師を努める本会のホープの皆さん
の講義をお聴きして大いに感動しました。業務研修
部の方は、各御担当のレジメをお作りくださって、
皆様の真摯な取組みが温かく有難く思います。正井
委員長のオンラインに取組み、将来の調査士の前途
を思うとき、大変感銘を受けました。昭和43年の
初回受講時の池田会長の調査書をつけて申請してく
ださいと、御自分の調査書でお話しいただいた時と
まさに隔世の感が致しました。楽しく受講できたこ
とに感謝致します。
 
北河内支部  品川　雅裕
　２日間の研修を通して、調査士個人としての研
鑽、スキルアップはもちろんのこと、調査士会とい
う組織として土地家屋調査士という職業の重要性、
地位向上に尽力されている役員の皆様により研修等
の知識の研鑽の場や知識共有の場も成り立っている
ことが感じられ、有意義な時間でした。通常の業務
においても、常に土地家屋調査士の団体の一員であ
る意識を持ち、活動していきたいと思います。
 
北支部  山根　光弘
　調査士業務に関わって25年程になりますが筆界
に関する問題はやはり慣れだけでは解決させること
が難しく（感情論になった時の対処の仕方はなかな
か一筋縄とはいかない）日々勉強の毎日です。今回
の受講で、取り入れるべき事と、継続していく事の
整理ができたことは意義があったことであり、講師
の先生方の考え方と自分の考え方の違い等をふまえ
て、もっと視野を広げて物事を考えられればと思い
ました。２日間お疲れ様でした。

阪南支部  原野　敦士
　昨年に受講できなかったため、1年遅れとなりま
したが、実務にともなった研修で大変参考になりま
した。講師の方々本当にありがとうございました。
今後もご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
 
三島支部  湖﨑　勇次
　第１日目の二講目「不動産登記規則第93条調査
報告書について」の講義が、普段では聞ける内容で
はないので、非常に勉強になりました。また懇親会
では意見交換などを行うことができましたので、今
後の業務に活かしていこうと思います。
 
三島支部  佐々木　年郎
　不動産登記規則第93条調査報告書についての講
演を聞いて、たいへん参考になりました。これから
は自分なりの調査図を作成し、登記官に分かりやす
く作成しようと思いました。またオンライン申請の
ススメについても、今まで知らなかった「地番検索
サービス」やいろんなフリーソフトがあることを知
り、申請をオンラインですることにしました。この
研修会で教わったことを活かしてこれからの調査士
の業務を行っていきたいと思いました。
 
北河内支部  前田　雅久
　登録して約10ヶ月が過ぎましたが、普段の実務
ではなかなか経験できない様々な話を聞くことがで
きました。特に地図や地積測量図の成立や現在まで
の経緯については、今後筆界確認業務を行うにあた
り、活かしていきたいと思います。
 
北支部  田中　正二
　平成30年度新会員研修会を受講しまして、一人
で業務を行っていたら分からないことも多々あった
のですが、今回このような会を設けていただいたこ
とにより、とても勉強になりました。特に、オンラ
イン申請のススメでは、オンライン申請のメリット
だけではなく、プロとしてのプライドを持って、そ
の時代に見合った土地家屋調査士にならなくてはな
らないと、改めて強く感じました。日々の研鑽を忘
れずに頑張っていきたいと思います。
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　平成31年２月13日（水）午後１時30分から午後
４時30分まで「平成30年度第２回会員研修会」が
大阪市中央区の大阪府立労働センター「エル・おお
さか」において開催されました。
 
　定刻になり業務研修部森次裕一理事司会のもと、
同じく業務研修部藤野充副部長より「2025年に大
阪万博も決定し、大阪が栄え仕事も増えてくるであ
ろうこの機会に、今一度土地家屋調査士として倫理
規定を見直しましょう」と開会の辞・研修趣旨が説
明され、金子正俊会長からも、「今日は倫理規定を
読むだけではわからない実際の業務の助けになる話
をお聞かせいただけると聞いており大変楽しみで
す」という挨拶の後、研修会が開始されました。
 
　第一部は大阪法務局　杉浦徳宏局長から、「土地
家屋調査士の倫理と実際」と題し御講演いただきま
した。自己紹介から始まり，「抽象的な話はおもし
ろくないので、具体的な例を取り上げて話したいと
思います」というお言葉どおり、考えられる様々な
事例をもとに、行為規範と評価規範を考えながら、
私たち土地家屋調査士がこのような事例に遭遇した
場合プロとしてどう対応するか、質問を投げかけな
がらご自身の意見も含め御講演くださいました。事
例の詳しい内容をここに掲載することはできません
が、講演内容は私たち土地家屋調査士一人一人のプ
ロとしての資質そして人間性をも問われるものであ
り、まさに品位を保持し、公正な立場で誠実に業務

を行うことの大切さを考えさせられるものでした。
最後は質疑応答の時間にもご対応いただき、ユーモ
アたっぷりなメッセージで会場に笑いを誘い降壇さ
れました。ユーモアたっぷりでありながら核心をつ
く御講演に耳を奪われ、あっという間に時間が過ぎ
ました。
 
　約20分の休憩後、第２部は東税務署　審理専門
官（法人）上席国税調査官　小笠原繁雄氏から、「消
費税の軽減税率制度について」と題し、本年10月
１日から軽減税率制度が開始され、標準税率10％
と軽減税率８％の複数の税金となることについて御
講演いただきました。商品の税率が８％か10％か
を判断する基準、帳簿と請求書の記載例や区分経理
方法などを教えていただき、同じ新聞でも定期購読
の場合には税率８％に対しコンビニで買う場合は
10％となることや、同じパンでも持ち帰りでは税
率８％に対し店内飲食では10％となること、また
その金額の表示方法は店によって①両方の税込価格
を表示、②店内掲示等を行うことを前提にどちらか
一方の税込価格を表示、③持ち帰り、店内飲食に関
わらず、同一の税込価格で表示と規定がないことを
知りました。慣れるまでには時間がかかりそうです。
まだまだ先と思っていましたが、あと半年後に開始
と迫った軽減税率制度・・・。とまどうことなく生
活できるよう今から準備しておきたいものです。

（社会事業部理事・杉田育香）

大
阪
法
務
局
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徳
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氏

平成30年度
第２回 会員研修会
●具体的な事例で、プロとしての行為規範と評価規範を考える
●半年後に迫る、消費税の軽減税率制度
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　平成30年11月25日（日）爽やかな秋晴れのなか
第８回大阪マラソンが開催され、大阪城支部から、
精鋭６名がグループ参加し、全員見事42.195キロ
メートルを走りきることが出来ました。

　当日は、午前７時頃より出走参加者及び応援団数
名が集合し出走前のミーティングを行い、出走参加
者６名はまだ見ぬゴールを思い描き、各自緊張感を
高めてスタート地点に向かうのでした。
　一方応援団は、スタート地点からおよそ13キロ
メートルの中之島中央公会堂前に午前９時に集結し
出走参加者と同じ『What is 土地家屋調査士？』の
ロゴ入りユニホームと『大阪土地家屋調査士会大阪
城支部』と書かれたのぼり２本を準備し、あわよく
ばテレビに映ることを期待しつつ読売テレビのカメ
ラ前に陣取り、応援の準備万端となりました。
　ランナーの位置は、専用サイト【ランナーズ・ア
イ】で確認できるので、スマートフォンを片手に同
志の位置を確認しつつ通過を待ちました。10時30
分頃より順次ランナーが通過しハイタッチ又はアイ
コンタクト等で応援を行いましたが、スマートフォ

ンアプリの精度があまりよくないうえ、３万人もの
ランナーのなかで同志全員の通過を確認することが
できなかったのが残念でした。
　この後応援団は、およそ24キロメートル地点の
恵美須町駅前の折返点に場所を移し応援を再開しま
した。
　こちらでは、ケイ・オプティコムの現場実況中継
などがあり、運がよければ応援団の様子が放映され
ていたかも知れません？
　すでに全行程の半分強を走っている同志は各自元
気そうな様子で、のこり20キロメートル弱を走り
きるものと確信しました。
　ランナーのゴールを見届ける為、応援団はフィ
ニッシュ地点のインテックス大阪に移動し、同志全
員のゴールを確認しました。
　６名のランナーは皆、42.195キロメートルを走
りきり、疲労が半端ではないはずですが、全員達成
感に満ちた明るい表情であったのが印象的でした。

■第8回大阪マラソンのご報告　大阪城支部■

What is 土地家屋調査士？



第333号 13平成31年４月

【記録】
小林敬一　選手：４時間 ０分18秒
藤原盛雄　選手：４時間12分47秒
上田寛之　選手：４時間39分22秒
吉川　聰　選手：５時間21分45秒
久保尚之　選手：５時間45分44秒
中川由起子選手：６時間13分44秒

【報告】
　土地家屋調査士のシャツを着て走っていたので、
途中後ろのランナーから『土地家屋調査士』って何
ですか？との質問を受けたそうです。

【出走者のコメント】
　お疲れ様でした。
　応援、ＰＲに参加してくださいました皆々様、あ
りがとうございました。
　一日、楽しく走らせていただきました。
　走るより応援のほうが大変やったと思います。
　本当にありがとうございました。

　この後、南港から大阪市内まで帰ってくるのが大
変です。ランナー３万人＋応援者数万人の民族大移
動で、予想をはるかに超えた大行列が続くのでした
……。

　最後に、出走参加者の皆様、本当にお疲れ様でし
た。
　また応援にご参加いただきました本会役員の皆
様、協同組合役員の皆様、支部役員の皆様、支部
青年会の皆様、支部会員様、他支部よりご参加いた
だきました会員様、皆様のご協力により土地家屋調
査士の知名度アップに少しは貢献できたものと思い
ます。
　ありがとうございました。

（社会事業担当副支部長・津本浩昭）
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　商売繁盛の神様「えべっさん」として知られてい
る今宮戎神社。今年も南支部は、本戎にあたる平成
31年１月10日（木）の午後３時から、地下鉄御堂
筋線「大国町駅」から神社へと向かう歩道で、商売
繁盛を願う大阪商人たちに少しでも土地家屋調査士
の名前が知れ渡るようにと、外部広報活動として大
阪土地家屋調査士会の名前が入ったボールペンを配
布してきました。
　忙しい平日にも関わらず、本会から松尾賢副会
長、正井利明社会事業部長にお越しいただき、また
９名の会員が集まって、阪神タイガースの応援団か
と見間違うような少し派手目の黄色い法被を身にま
とい、ノベルティグッズを配りはじめました。
　歩道の両サイドに、箱に入った大量のボールペン
を抱えた会員が並んで準備完了。そこへ大国町駅か
ら神社に向かう人の波が、50メートルほど先にあ
る信号が青に変わるたびにどっと押し寄せてきま
す。「大阪土地家屋調査士会で～す」、「これよかっ
たら使ってくださ～い」と、神社へ向かう人達に歩
道の両脇から一斉にボールペンが差し出されます。
　受け取られた方からは「あっ、ありがとう」、「な
んかボールペンもらった」といった声があがりま
す。「いいなぁ、私もらってない」そんな会話が聞
こえてくると、後方で待ち構えていた別の会員か
ら、まだ受け取られていない方の手元へとボールペ
ンが差し出されて「ありがとう」と、見事な連携プ
レーでみんなが笑顔に。
 
　そしてこの日もっとも活躍してくれたのが、幼稚
園が終わったあとで応援に駆けつけてくれた吉松会
員の娘さんでした。「これどうぞ」と小さな“福む

すめ”さんから満面の笑みで差し出されるボールペ
ンに、受け取られる方の表情も思わずゆるんでしま
います。
　小さな“福むすめ”さんの活躍もあり、１時間も
たたないうちに用意していたボールペンを無事に配
り終えることができました。
　さて、支部の合併に伴いまして今宮戎で行う南支
部の広報活動はこれが最後となりました。最後の
ボールペンを配り終えて後片付けを進めながら、背
中に「南支部」と書かれた黄色い法被ともこれでお
別れかと思うと少し寂しい気持ちになります。
 
　その後は、難波の居酒屋に場所を移して新年会を
開催しました。新年会の席では「また出来たらええ
のになあ」、「がんばって復活させるぞ」という声も。
というのも、支部合併のため今宮戎で行ってきた広
報活動は一旦休止となります。今後も同じ様な形で
開催することができるのか、それとも違う広報活動
を行うことになるのかはわかりません。しかし存続
を希望される方の声を聞くと、今宮戎での広報活動
は「愛される存在」であったのだと感じました。
　新支部となって行われる外部広報活動も、できる
だけ多くの方に愛される活動となって欲しいもの
です。
 
　なにはともあれ今年も無事に終了することができ
たことに感謝し、そして新支部としての船出の年が
良い一年となることを祈念して散会となりました。
　寒い中ご協力いただきました会員の皆様、まこと
にありがとうございました。

（社会事業担当副支部長・髙橋正和）

商売繁盛で笹持って来い
　　　　　恒例の十日戎で広報活動

南支部



第333号 15平成31年４月

　平成30年12月８日（土）の午後12時30分から
16時30分まで、近畿税理士会館３階におきまして、
大阪自由業団体連絡協議会（弁護士、司法書士、公
証人、弁理士、行政書士、社会保険労務士、不動産
鑑定士、税理士、公認会計士、そして我々土地家屋
調査士）の主催、大阪市の共催及び大阪府の後援に
よる「第14回専門家による合同無料相談会及び専
門家によるセミナー」が実施されました。
　この相談会は大阪自由業団体連絡協議会に集う各
分野の専門家が年齢・職種にかかわらず、一般市民
生活上や企業経営上の現役世代、次世代、ありとあ
らゆる相談に応じることを目的として平成17年度
から実施されており、今回は新しい試みとして、同
時に「次世代に繋ぐ」というタイトルで無料セミナー
も開催され、各分野の専門家が講師となり、境界・
不動産・社会保険・登記・許認可・知的財産活用・
事業承継・相続・税金などのテーマについて講演さ
れました。
　今回の相談会開催に先立ち、平成30年６月８日

（金）には大阪自由業団体連絡協議会の諸行事に関
する検討小委員会が開かれ、これまで13回実施さ
れてきた合同相談会の実施状況に鑑み、そのあり方
について検討されました。
　また、平成30年７月12日（木）には第85回大阪自
由業団体連絡協議会が開かれ、前記小委員会での
協議事項を踏まえ、この会の目的である「大阪府下に
事務所を有する自由業団体の代表者等が相互の理
解と協調により、ますます友誼を深め各団体の発展
に寄与する」ため、継続して合同相談会を開催するこ
とが決定し、その実施細目は事業委員会を設置し、
この委員会において検討していくこととなりました。
　事業委員会には社会事業部から正井利明社会事業
部長と小職が委員として参加し、正井部長がセミ

ナー担当の一員、小職は相談担当の一員となり、も
う一つ設けられた広報担当とがそれぞれ協議を重
ね、相談会の開催に向けて準備をしました。
　さて、相談会当日、この日は相談会場案内係となっ
た小職のほか、中林邦友社会事業部担当副会長、井
手下武史社会事業部理事、杉田育香社会事業部理事
にも相談員として出向いただき、セミナー講師と
なった正井部長の５名で参加しました。
　やはり土曜日の開催、しかも場所は大阪メトロ谷
町線天満橋駅４号出口スグの近畿税理士会館という
こともあり、受付終了の16時まで途切れることな
く相談者が訪れ、平成29年度の37件を大幅に上回
る57件の相談件数を数えました。我々土地家屋調
査士が担当する土地の境界問題や建物の滅失、表題
部の変更登記並びに土地の測量について弁護士と合
同で相談を受けたものも含め合計６件の相談者が訪
れ、相談員となった先生方は一息つく間もなく対応
に追われました（最後には会場案内係のはずの小職
がいつの間にか相談員となってしまうほどの盛況ぶ
り）。また、併設されたセミナーにも計39名の受講
者が訪れ、正井部長は「杭を残して悔いを残さず～
境界管理は自己責任～」をテーマに土地家屋調査士
の役割等を紹介しました（こちらも最後、受講者か
らのリクエストが土地境界問題についてとのことで
他士業より１回多い計４回の講演）。
　そんなこんなで、あっという間に終了時刻の16
時30分となり、17時からは会場を大阪マーチャン
ダイズマートビル（OMMビル）20階にある「東
天紅」に移し、懇親会が盛大に開催されました。
　この席では、小職が事業委員会でもお世話になっ
た今回の当番会、近畿税理士会の大阪府第３支部連
合会勇元淸治会長のホッとしたお顔が非常に印象的
でした。
　この「専門家による合同無料相談会」、次年度の
当番会は大阪府社会保険労務士会が務めることと
なっており、その次の年には大阪土地家屋調査士会
が当番会となることが予定されております。

（社会事業部副部長・川口良仁）

相
談
に
乗
る
中
林
副
会
長

セ
ミ
ナ
ー
の
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子
　
　
　
　
　

正
井
部
長
（
左
か
ら
２
人
目
）

第14回専門家による  　
合同無料相談会　

「次世代に繋ぐ」無料セミナーも同時開催

大盛況‼



16 第333号平成31年４月

　平成30年12月21日（金）午後２時から堺市役所
において「災害発生時における支援協力についての
協定書」締結式が執り行われ、金子会長、中林副会
長、正井社会事業部長、深井堺支部長、坂田堺支部
公共担当副支部長、小職が出席しました。
　2018年「今年の漢字」に「災」の字が選ばれま
したとおり、平成30年は全国的にも地震、豪雨、
台風や猛暑に見舞われ、各地で甚大な被害が発生し
ました。
　大阪土地家屋調査士会は平成29年２月２日に大
阪市との間で災害発生時における支援協力について
の協定を締結しており、平成30年６月18日に発災
しました大阪府北部地震におきましてはこの協定に
基づく大阪市からの支援要請により、被災家屋の被
害認定調査に会員を派遣いたしました。また、この
地震では三島支部が締結した災害協定に基づき高槻
市、茨木市での被災家屋の被害認定調査にも、枚方

市におきましても北河内支部の会員を中心に大阪府
北部地震と共に昨秋の台風21号での被害認定調査
にも協力いたしました。
　堺市におきましても地震や風水害その他の災害が
発生した際、被災者の生活再建に必要な行政手続き
である「罹災証明書の交付」について、その実施体
制の確保と手続きの迅速化を図り、市職員が実施す
る罹災証明書を発行するために必要な「被災家屋の
被害認定調査」に土地家屋調査士が同行すること
で、調査人員の確保による業務時間の短縮と調査の
確実性・効率性を向上させること、被災者相談窓口
が設置された際には専門的知識を必要とする分野の
相談に対応できることを期待し、この協定を締結す
ることとなりました。
　竹山修

おさ

身
み

市長は堺市内における地籍調査事業の推
進についても我々土地家屋調査士の職能を理解な
さっており、今回の協定締結は、これまで政治連盟
や公嘱協会と本会・支部が取り組んだ活動が成果を
あげたものであることを実感いたしました。
　この協定締結により、今後、大阪土地家屋調査士
会は堺市における家屋被害認定調査への同行や被災
者相談窓口への同席（建物滅失登記や土地境界復元
等の相談）を行うこととなります。堺支部会員の皆
様は勿論のことながら、大阪土地家屋調査士会の会
員の皆様には社会貢献活動の一環としてご理解とご
協力をお願いいたします。

（社会事業部副部長・川口良仁）

堺市との「災害発生時における支援協力についての協定書」締結式

金子会長　　竹山市長　
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オンライン申請！！

ラスボスを倒せ！
～完全オンライン申請の世界へジャンプ！～

Vol.４　最終回誰でも
できるよ！

オンライン申請促進委員会　委員長　正井利明

　連載もいよいよ今回が最終回となりました。例に
よって例のごとく、３か月も前に読んだ記事のことを
今でも覚えてい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、「着実にレベルアップ！～地道な努力が
実を結ぶ～」と題して、申請用総合ソフトの使い方
の基本についてご説明をさせていただきました。前
回までの記事を読んでいただければ、パソコンに環
境設定を行い、申請情報だけを電子的に作成し、電
子署名を付与して送信する「不動産登記令附則第５
条の特例法式によるオンライン申請」程度のミッ
ションは確実にこなせるようになっているのではな
いかと思います。

　連載の最終回となる本号では、「ラスボスを倒せ！
～完全オンライン申請の世界へジャンプ！～」と題
して、いよいよ究極のオンライン申請である「完全
オンライン申請」についてご説明をしたいと思いま
すので、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
　それでは早速、オンライン申請のラスボスである
大魔王「完全オンライン申請」の部屋へ向かって歩
を進めていこうではありませんか！！
 

前回記事の振り返り

ラ
ス
ボ
ス
大
魔
王
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る

魔
王
四
天
王
を
倒
せ
‼

今回のロードマップ

	１．広場の立て札の前に人だかりが！！
	２．不動産登記令（不登令）第13条をご存知ですよね？
	３．事後提示完全省略方式（仮）とは？
	４．添付情報の電子化って難しくね？
	５．武器屋で仕入れておくべきもの
	６．最初の魔王は「紙図面の魔王」
	７．四天王２番目の魔王「デジタルファイルの魔王」を攻略する
	８．３体目の魔王「書面の魔王」に挑む
	９．ＰＤＦファイルのとりまとめ
10．第４の魔王「ＰＤＦ署名の魔王」を攻略する
11．ラスボスの大魔王攻略に着手しよう！
12．最後に
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　ラスボスたる大魔王の部屋に向かおうとして通り
かかった広場の立て札の前に、ものすごい人だかり
ができています。これは一体何なのでしょうか？人
ごみを押し分け、やっとの思いで立て札の前までた
どり着き、読んでみてびっくり仰天！！立て札には
デカデカと以下のように書かれていたのです。

　（表示に関する登記の添付情報の特則）
第13条　前条第２項の規定にかかわらず、電子情
報処理組織を使用する方法により表示に関する登記
を申請する場合において、当該申請の添付情報（申
請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの
並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物
図面及び各階平面図を除く。）が書面に記載されて
いるときは、当該書面に記載された情報を電磁的記
録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的
記録を作成した者による電子署名が行われているも
のでなければならない。
第２項　前項の場合において、当該申請人は、登記
官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提
示しなければならない。

　さて、本年１月末の全会員発送に同封されていた
連合会からのお知らせ（平成30年12月26日付日調
連発第260号）をご覧になった会員の皆さんはすで
にご存知かもしれませんが、オンライン申請を取り
巻く状況において、私たち（特に土地家屋調査士）
にはものすごく強い追い風が今まさに吹こうとして
います。それは、「添付情報の事後提示完全省略方
式（仮）」のはじまりです。早ければ2019年の９月
ごろから実施が計画されているこの新方式は、「資
格者代理人方式（仮）」とは異なり、法令の改正を
せずに、土地家屋調査士だけ先行して、実質的な完
全オンライン申請を可能とする、いろんな意味で画
期的な制度であるといえます。これまで何度も話題
となったにもかかわらず、法令の改正が実現せずに
棚上げ状態となっている「資格者代理人方式（仮）」
に代わる「救世主」として登場しようとしているこ
の制度について、現時点（本原稿執筆時点＝2019
年２月13日現在）での最新情報を交えて、冒頭に
説明をしたいと思いますが、その前に…。
 

　この不登令第13条を要約すると、「表示に関する
登記においては、書面で存在する添付情報のうち一
定の条件を満たすものについては、代理人が電子化
して電子署名を付与し、オンライン申請に添付する
ことができ、その場合には、申請情報送信後にその
原本を登記官に見せるだけでよい」ということを
言っています。そして、「一定の条件を満たさない
情報については、原則に従い作成者本人が電子署名
を付与したものでない限り、原本たる書面を出して
ね」というわけです。

広場の立て札の前に人だかりが！！

不動産登記令（不登令）第13条をご存知ですよね？

１

２

告
2019年の秋から

勇者土地家屋調査士に限り
完全オンライン申請が簡単にできるよう

ゲームルールの変更を行う
大いに期待されたし

 運営管理者　法務 省太郎

　現在でも筆界確認書類を典型例とする法定外添付
情報については、原本を確認した旨を不動産登記規

則（不登規則）第93条調査報告情報に記録し、書
面として存在する添付情報をスキャナで電子化し、

事後提示完全省略方式（仮）とは？３
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電子署名を付与したうえでオンライン申請に電子的
に添付すれば、不登令第13条第２項で義務付けら
れている「事後提示」が省略できる取り扱いとなっ
ています。近い将来、この事後提示の適用範囲を法
定添付情報まで拡大し、さらに提示期間を定めない
ことによって、事後提示省略を可能とし、表示に関
する登記の完全オンライン申請を実現しようという
のが、「事後提示完全省略方式（仮）」の概要となり
ます。以下でさらに詳しく見ていきましょう。

　先にお示しした不登令第13条第１項で、事後提
示の対象とされる情報については「…（申請人又は
その代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土
地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び
各階平面図を除く。）」との除外規定があります。こ
のため、申請人が作成した書面である委任状は、申
請代理人が電子化して電子署名を付与して添付した
としても、事後提示の対象には該当せず、原本の提
供が必要であり、当然の結果として事後提示省略の
対象ともなり得ませんでした。
　しかし、新しい方式の運用開始に際しては、この
不登令第13条第１項の除外規定にある「申請人又
はその代表者若しくは代理人が作成したもの」の部
分を、「代理人による申請にあっては、当該代理人
が作成したもののみが該当するものと解する」こと
によって、書面として存在する委任状（＝本人が作
成した書面の添付情報）を不登令第13条の除外対
象情報から除外する（すなわち不登令第13条の対
象とする）ことにするようです。この解釈変更によっ
て、実質的に書面の委任状を含むあらゆる書面を電
子化したデータについて、事後提示の対象としたう
えで、従来、同条第２項で義務付けていた「相当期

間内の原本の事後提示」の期間を特に定めないこと
によって原本の提示を実質免除（＝省略可能）とし、
表示に関する登記の代理申請における完全オンライ
ン申請を実現する…という内容になっています。

新方式のポイント①
表示に関する登記にのみ適用される
　根拠法令が不登令第13条（表示に関する登記の
添付情報の特則）であることから、この新方式の対
象は表示に関する登記にのみ適用されます。権利に
関する登記には適用されません。

新方式のポイント②
資格者代理人の申請にのみ適用される
　適用の条件として、不登規則第 93 条調査報告情
報への「原本を確認した旨の記録」が指定されていま
す。そして、本調査報告情報を作成できるのは、資
格者代理人である土地家屋調査士に限定されていま
す。資格者代理人以外の一般人には適用されません。

　要するに、土地家屋調査士が表示に関する登記を
代理してオンラインで申請する場合に限定して適用
される制度であるということです。やった～！！

＼(^o^)／
　かくして、勇者土地家屋調査士にはラスボスたる
大魔王「完全オンライン申請」を攻略する必殺技が、
近い将来特別に用意されることになったということ
になります。そして、来るべき大魔王を攻略する日
のために今から準備しておくこと、それは、オンラ
イン申請のキモ＝徹底的な添付情報の電子化以外に
はありません！！

　添付情報の電子化は、イメージとして「ムズイ」
という風にとらえられがちですが、そんなことは全
くありません。皆さんは日常的にコピーを取り、プ
リンターで印刷をしていますよね？実を言うと、添
付情報の電子化に必要な技能レベルとは、それらと
ほとんど変わらない技能レベルでしかありません。
嘘だと思う方は以下のことをちょっと考えてみてく
ださい。
　複合機でコピーを取るのと、スキャンしてＰＤＦ
ファイルに変換するのとは、ほとんど同じ操作をす

ることになります。ガラス面に書類を置いてボタン
をポチるだけ。違いといえば、作ったＰＤＦファイ
ルをどこに保存するかを指定する必要があるかない
か程度のことです。そして、ワードやエクセルから
ＰＤＦファイルを作成するのは、印刷操作をする際
にプリンターとしてＰＤＦプリンターと呼ばれるソ
フトを指定するだけで、その他は全く同じ操作とな
ります。違いがあるとすれば、これまた作ったＰＤ
Ｆファイルをどこに保存するかを指定する必要があ
るかないか程度のことです。これってそんなに難し

添付情報の電子化って難しくね？４
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いことですか？
　百歩譲って多少難しかったとしても、是非とも前
向きに取り組んでください。誰でもできる簡単なこ
とに高いお金を払う人などいません。普通の人には
簡単にできないことだからこそ、普通は誰もが嫌が
ることだからこそ、お金になるのです。だからオン
ライン申請をもっと簡単にすべきなどと軽々しく言
うべきではありません。それは本人申請の門戸を広
げ、結果的に自分で自分たちの首をぐいぐいと絞め
ようとしていることに他ならないのですから。そう
考えれば、資格者代理人にとって「小難しいこと」
は「大いに歓迎すべきこと」くらいのおおらかな気
持ちで取り組んでいただければと思います。

　さてさて、今回の物語はここからが本番です。ラ
スボスである大魔王「完全オンライン申請」を攻略
すべく情報収集をした結果、大魔王の部屋に行くに
は、これまでの装備に加えてさらに複数のツール（＝
武器）を入手し、そして大魔王の手下である魔王四
天王を攻略し、添付情報の徹底的な電子化を実現せ
ねばならないことが分かりました。すなわち、これ
までに入手してきた「三種の神器」（パソコン、申
請者ＩＤ、電子証明書）や申請用総合ソフトだけで
は到底太刀打ちすることができないというのです。
早速、馴染みの武器屋に行って魔王四天王を打倒す
るための装備を整えることにしましょう。

　大魔王の手下である魔王四天王を倒すには、それ
なりの武装をする必要があることが分かりました
が、通常、ゲームの世界で「強力な武器の入手」と
いえば課金される（＝有償）というのが相場です
が、ご安心を！オンライン申請の世界では全部無料
のツール（＝武器）で対処が可能です。入手すべき
武器には以下のようなものがあります。
（ア） （図面）ＸＭＬ署名ツール（第１の魔王対策）
（イ）  ＰＤＦプリンターソフト（第２の魔王対策、例：

「CubePDF」）
（ウ）  ＰＤＦ編集ソフト（第２・第３の魔王対策、例：

「CubePDF Utility」）
（エ）  ＰＤＦ署名付与ソフト（第４の魔王対策、例：

「Adobe Acrobat Reader DC」）
　以下では順番にそれぞれのツール（＝武器）の役
割、そして入手方法とインストール方法について簡
単に説明をします。
（ア） （図面）ＸＭＬ署名ツール
　　 　これは、ＴＩＦＦ形式またはＸＭＬ形式で出

力された図面ファイルから、図面ＸＭＬ署名
ファイルという、特殊なファイルを生成するた
めのソフトであり、連合会の会員の広場（ロ
グイン操作が必要）にて無償で公開されてい
ます。これを会員の広場からダウンロードし
て、それを解凍（展開）するだけで使えるよう
になります。特にインストール作業は必要あり
ません。ただし、解凍した後で保存場所を移動
させる場合には、フォルダ丸ごと移動させる必
要があります。デスクトップなどに実行ファイ

ル「xmlsign.exe」だけをコピーしてもソフト
が起動しません。このような場合には、フォル
ダを移動させた後でデスクトップに「xmlsign.
exe」へのショートカットを作成するようにし
てください。

　　 　さて、この（図面）ＸＭＬ署名ツールですが、
平成30年の８月にバージョンアップされたこ
とをご存知でしたか？現在の最新バージョンは
（Ver.2.0.0）です。この最新バージョンでは、
一度の操作で最大1,000個までの図面ファイル
を対象に署名ファイルの生成が可能になってお
り、また、土地家屋調査士法人の電子証明書に
も対応しています。さらに、これまで報告され
ていた複数の不具合を修正していますので、古
いバージョンをまだ使っているという方は、最
新バージョンへの切り替えをよろしくお願いい
たします。

（イ） ＰＤＦプリンターソフト（例：「CubePDF」）
　　 　ＰＤＦプリンターソフトとは、ワープロソフ

トや表計算ソフトなどから直接ＰＤＦファイル
を作成するためのソフトで、プリントアウトす
る感覚でＰＤＦファイルを作成することが可能
になります。デジタルファイルから直接ＰＤＦ
ファイルを作成することによって、歪みやゴミ
の映り込みがなく、しかも容量の小さい非常に
コンパクトなＰＤＦファイルを作成することが
可能となりますので、おすすめです。

　　 　 有 償 で 提 供 さ れ て い る「Adobe Acrobat 
DC」などには、こういった機能が標準で備わっ

武器屋で仕入れておくべきもの５
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ています。また、近年の傾向として個々のアプ
リケーションソフトそのものにＰＤＦファイル
出力機能を持たせるのがひとつの流行になって
きてはいますが、それでもそういった機能を搭
載していないソフトもまだ多くあり、機能未搭
載のソフトから直接ＰＤＦファイルを作成する
場合など、ＰＤＦプリンターソフトをひとつ
持っておくと様々な場面で非常に重宝します。

（ウ） ＰＤＦ編集ソフト（例：「CubePDF	Utility」）
　　 　ＰＤＦ編集といっても、個々のＰＤＦファイ

ルに文字や図形を書き加えたりすることを指し
ているのではありません。ここでいう編集と
は、複数のＰＤＦファイルを１個のＰＤＦファ
イルにまとめたり、１個のＰＤＦファイルか
ら特定のページを削除したり、抜き出したり、
ページの順番を入れ替えたりする機能のことを
指しています。そして、有償で提供されている

「Adobe Acrobat DC」などの製品版には、こ
ういった機能は標準で搭載されています。

　　 　通常、ワープロソフトから作成したＰＤＦ
ファイルと、スキャナを使って作成したＰＤＦ
ファイルは、別々のＰＤＦファイルとして存在
することになりますので、このツールはそれら
を統合したり、必要な部分だけ抽出したりする
ときに使います。

　　 　この種のツールはオンライン申請において必
須のツールではありません。しかし、ばらばら
に存在するＰＤＦファイルすべてに個別に署名
を付与するよりも、まとめておいてから1回だ
け署名を付与する方が効率的であり、後々の
ファイル管理のことも考えると、持っていて損
はないツールであるといえます。

（エ） ＰＤＦ署名付与ソフト
　　	（例：「Adobe	Acrobat	Reader	DC」）
　　 　ＩＣカードに電子証明書が格納されていた

時代にＰＤＦファイルに署名を付与するに
は、ＩＣカードリーダライタを購入し、有償の
Adobe Acrobat製品だけでなく署名プラグイ
ンソフトも必要だとされていました。環境設定
も非常に複雑で、うまくいかない場合のその原
因を特定するだけでも膨大な時間を要したこと
を今でも覚えています。しかし、今では電子証
明書もファイル形式となり、無償で提供されて
いる「Adobe	Acrobat	Reader	DC」単体で
ＰＤＦファイルに電子署名を付与することがで
きるようになっています。ダウンロードの際に

「オプションソフト」のチェックマークに注意
していただく必要はあるものの、それ以外は特
に注意すべき点はありません。インストーラー
をダウンロードして、それを実行すればインス
トールが完了し準備ＯＫです。

　　 　なお、買ったばかりのパソコンやWindows
をクリーンインストールした環境では、ＰＤＦ
ファイルが「Adobe Acrobat Reader DC」に
関連付けられていません。そんな場合には、ネッ
ト上で公開されている情報などを参考にしなが
ら、関連付けを事前にしておいてくださいね。

 
　さぁ、皆さん、出発の準備はよろしいでしょうか？
武器の入手とお手入れができましたら、早速、魔王
四天王の攻略に出かけることにしましょう。最初に
攻略すべき魔王は「紙図面の魔王」です。ちゃっちゃ
と片づけていくことにしましょう。

　他の３体の魔王はさておき、最初にこの魔王を攻
略せねばなりません。なぜならば、紙図面の電子化
すなわち、土地所在図等図面類の電子化には「メリッ
トばかりでデメリットがない」からです。具体的な
メリットとしては、①スキャニングしないのでゴミ
の映り込みや歪みがない、②図面証明書や登記情報
で得られる図面データが非常に鮮明で美しい、③用
紙の浪費を少しでも減らせる、④補正が非常に簡
単、というようなものが挙げられます。お気づきか
もしれませんが、ここでいう図面の電子化には「紙

に出力した図面を自分でスキャニングして電子化し
たもの」は含まれません。それではほとんどのメリッ
ト（④以外全部）を自ら捨てていることになるから
です。さて、「紙図面の魔王」の攻略、すなわち図
面の電子化とそれに対する署名については、２段階
に分けて考える必要があります。いうなれば、「紙
図面の魔王」にまず致命傷を与えておいてから、次
にとどめを刺すという感じですね。早速攻略開始で
す！！
 

最初の魔王は「紙図面の魔王」6
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（ア） 図面ファイルを出力する（致命傷を与える！）
　　 　図面を電子化する方法には、ＸＭＬ形式とＴ

ＩＦＦ形式とがありますが、通常の登記測量Ｃ
ＡＤであれば、標準機能としてＴＩＦＦ形式の
図面ファイル出力に対応しているはずです。す
なわち、追加投資も不要で特別な作図技術の習
得も不要ですから、今すぐにでも実現可能なは
ずです。詳しいことはＣＡＤソフトベンダーの
担当者に聞いてください。きっと思っていたよ
りも拍子抜けするほど簡単ですよ！

 
（イ） 図面ファイルから図面署名ファイルを生成する
　　（とどめを刺す！）
　　 　図面署名ファイルは、図面ファイルから生成

するものであって、図面ファイルそのものに変
更を加えるようなものではありません。生成さ
れるファイルの形式がＸＭＬ形式のファイルで

あることから、図面ＸＭＬ署名ファイルと呼ば
れています。これを生成するためのツールが

「（図面）ＸＭＬ署名ツール」なのです。このツー
ルの使い方は簡単で、連合会の会員の広場には
詳細な図入りのマニュアルも公開されています
ので、それを参考にすれば、難しいことは何一
つないと言い切っていいくらい簡単です！！

　　 ①ツールを起動して、②図面ファイルを選択
し、③「署名実行」をクリックするだけ！！！

 
　たったこれだけのことで、第１の魔王「紙図面の
魔王」は攻略できます。申請情報に添付する際の唯
一の注意点として、図面ファイルと図面署名ファイ
ルは両方とも添付・送信する必要がありますので、
忘れないようにしてください。それでは、次は第２
の魔王「デジタルファイルの魔王」の攻略に向かい
ましょう！

　オンライン申請においてＰＤＦファイルは、多少
の例外を除いてほぼ唯一といえるほど添付情報とし
て中心的な役割を担っています。ですので、ＰＤＦ
ファイルの取り扱いに慣れるということが非常に重
要になってくるわけです。ＰＤＦファイルを入手す
る道筋としては大きく分けて３通りあり、その１つ
目は「もともとＰＤＦファイルとして入手した」と
いうもの、２つ目は「パソコン内にあるデジタルファ
イルからＰＤＦファイルを作成した」というもの、
そして最後は「書面としてあるものをスキャナでＰ
ＤＦに変換して入手した」というものになります。
１つ目については特に何もすることがないので問題
外として、２つ目のルートに立ちはだかるのが、第
２の魔王である「デジタルファイルの魔王」であり、
３つ目のルートに立ちはだかるのが、第３の魔王で
ある「書面の魔王」なのです。ここでは第２の魔王
たる「デジタルファイルの魔王」の攻略の仕方につ
いて説明をしましょう。
 
　パソコンでは、日常業務においてワープロソフト
や表計算ソフトなどを使って情報を処理するわけで
すが、その結果をデジタルファイルから直接ＰＤＦ
ファイルとして出力できるということを知らないと
いう方も少なくありません。デジタルファイルから
直接ＰＤＦファイルを作成すれば、①容量の小さい

非常にコンパクトなＰＤＦファイルが作成できる、
②スキャニングしないので歪みがなくゴミが映り込
まない、というメリットが得られます。オンライン
申請では添付・送信できる情報の容量が限られてい
る（１申請あたり10ＭＢまで）わけですから、少
しでもコンパクトで美しい（判読がしやすい）ＰＤ
Ｆファイルの作成技術を何としても身に着ける必要
があるのです。そういった事情から、第２の魔王た
る「デジタルファイルの魔王」を攻略し、デジタル
ファイルとして存在する添付情報は是非とも直接Ｐ
ＤＦファイルに変換して出力いただきたいと考えて
います。
 
　さて、この「デジタルファイルの魔王」の攻略方
法ですが、先ほど少し説明しましたように、昨今の
アプリケーションソフトには直接ＰＤＦファイルに
変換して出力する機能を備えているものも少なく
なく、規則93条調査報告書作成ソフトのみならず、
WordやExcelにだってそういう機能が標準で搭載
されているような状況です。そのようなソフトであ
れば、比較的簡単に添付情報を電子化することが可
能でしょう。しかし、先にも説明しましたように、
すべてのソフトがそのような機能を備えているわけ
ではありません。そのような場合には魔王対策ツー
ルのひとつである「ＰＤＦプリンターソフト」をプ

四天王２番目の魔王「デジタルファイルの魔王」を攻略する7
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リンターとして指定して印刷操作をすることによっ
てＰＤＦファイルに簡単に変換して出力することが
可能なのです！！
 
　具体的操作方法については、ソフトによって異な
るのでここでの説明は割愛しますが、紙にプリン
トアウトするのと全く同じと思ってください。その上、
たとえ失敗したとしてもパソコンの中にゴミファイル
ができるだけで、用紙が無駄になるというような経
済的ダメージを受けるわけでもありませんから、気
軽にチャレンジしていただきたいと思います。
　それに、この魔王を攻略し、身に着けることがで
きたＰＤＦファイル作成の技術は、オンライン申請
以外の日常業務や日常生活においても十分に活用で
きる技術となりますので、必ず攻略していただきた
いと思います！！
 
　そうそう、言い忘れそうになりましたが、規則
93条調査報告情報の作成には連合会が無償で公開
しているあのソフトを使ってください。このソフト

はかなり優秀で、多数枚の画像情報を取り込んで
も、見事な圧縮技術でコンパクトなＰＤＦファイル
を出力することができます。なお、事後提示を省略
する場合には、添付情報欄に「原本を確認した」と
いう旨も忘れずに記録しておいてくださいね！
 
　かくして、２体目の魔王「デジタルファイルの魔
王」もあっさりと攻略できちゃいましたね。ですが、
次の魔王は少々手ごわい。じっくりと攻略していき
ましょう。

　書面として存在する添付情報は、スキャナでデジ
タル化する必要があります。しかしながら、これを
非常にハードルの高い作業に思っている方が少なく
ありません。その昔はスキャンして得た画像データ
からＰＤＦプリンターソフトを使ってＰＤＦファイ
ルに変換するという面倒くさくて効率の悪いことを
しなければならない時代もありましたが、今はそん
なことは全くありません。スキャンする際の設定は
原則として「カラー」で、「200ｄｐｉ」としてく
ださい。大抵の場合はこれでいけます。後は「保存
する場所」を指定し、読み取り形式を「ＰＤＦファ
イル形式」にセットするだけで準備完了！！とどめ
に「スタート」ボタンをポチるだけです。
　基本的なことだけでいえば、これで「書面の魔王」
は攻略できたことになりますが、実はそう簡単にい
かないケースも実際に存在します。そこが「この魔
王が手ごわい」といわれるゆえんです。その典型例
は地紋紙に印刷された証明書類をスキャンしなけれ
ばならないというケースです。地紋紙に印刷された
証明書類（例えば登記事項証明書など）は、そのま
まカラーやグレースケールでスキャンすると、容量
が大きくてそのくせ判読しにくいというさんざんな

ＰＤＦファイルしか生成できないことがあります。
そのような場合には、一旦モノクロ（白黒）でコピー
を取って、そのコピーを白黒でスキャンすると、
200ｄｐｉ程度でも判読が可能なＰＤＦファイルが
出力できることが確認されていますので、容量をよ
り小さくしたいという場合にはこのひと手間を惜し
まずにかけてみてください。まぁ、よくよく考えれ
ば本末転倒のような気がしないでもありません。役
所が発行する証明書類が最初からデジタルデータと
して提供されれば何ら問題のないことなのですが、
恐らくそれが実現するのは、はるか未来のその先の
ことになりそうですので、ここは「大人の対応」を
よろしくお願いいたします。<(_ _)>
 
　また、平成31年度の春ごろからから、各法務局
には順次Ａ３モノクロプリンターが公式に導入され
ることになっていると聞いています。連合会としま
してはＡ３カラープリンターの導入を再三再四お願
いしていたにもかかわらず、「予算がない」との一
言で断られてしまったという残念な状況ではありま
すが、図面の朱線などについては、モニター画面で
確認するようになるとのことですので、Ａ３サイズ

３体目の魔王「書面の魔王」に挑む8
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以上の大きな図面は、できるだけＡ３サイズに分割
してカラー、200ｄpｉ程度でスキャニングするよ
うにしてください。
 
　あとひとつだけ、この「書面の魔王」を攻略する
ときに絶対に忘れてはいけない注意点を書いておき
ます。それは「登記識別情報通知書」は絶対にスキャ
ンしてはいけないということです。登記識別情報は

オンライン申請の申し子であり、必ず定められた様
式（登記識別情報提供様式）で電子的に暗号化して
申請情報に添付することが義務付けられており、こ
の取り扱いに例外は一切ありません。この通知書を
スキャンして電子的に添付しても法務局から「無
知」呼ばわりされるだけで、何もいいことはありま
せんから注意してください。

　四天王のうち３体の魔王を攻略したら、次は最後
の魔王四天王の攻略に一気に突き進みたいところで
すが、ここでちょっと回り道をしましょう。実は、
ＰＤＦファイルに対する電子署名の付与は１ファイ
ルに１回となっています。ですので、添付すべきファ
イルの個数が多くてもそれぞれに署名を付与する手
間を気にしなければ、何ら問題はありません。しか
し、中には署名を付与する前にまとめておきたいも
のや、順番を変えておきたいというようなケースが
あるかもしれませんね。そのような場合には、魔王
対策ツールのひとつである「ＰＤＦファイル編集ソ

　ＰＤＦファイルのとりまとめができたら、あとは
これらに署名を付与するだけということになりま
す。昔に比べれば簡単になったとはいえ、電子署名
の付与は私たちにとって完全な「ブラックボックス
状態」であるため、いつの時代になってもハラハラ
ドキドキというのが偽らざるところです。ここでは
魔王四天王最後の魔王である「ＰＤＦ署名の魔王」
を攻略する方法について、ポイントを切り出して説
明したいと思います。
 
（ア） 使うのは「Adobe	Acrobat	Reader	DC」だけ
　　 　ＰＤＦファイルに電子署名を付与するときに

は、法務省が推奨しているソフトを使っておく方
が無難でしょう（ホームページで紹介されていま
す）。そのひとつが「Adobe Acrobat Reader 
DC」（無償）です。今は電子証明書がファイル
形式ですので、署名プラグイン等を用いる必要
はありません。「Adobe Acrobat Reader DC」
の標準機能だけで署名の付与ができますし、事
前の特別な環境設定も不要です。

フト」を使いましょう。これを使えば、署名を付与
する回数も少なくて済みます。また、調査報告情報
の末尾に道路地図をスキャニングすることで作成し
た現地見取り図のＰＤＦファイルを簡単に差し込む
ことができます。また、不要な白紙のページが挟まっ
ている場合にはそれを除去することも簡単です。
ここで一工夫加えておくことが、添付忘れというケ
アレスミスをなくすことにもつながりますので、こ
のツールの使い方もできればマスターしていただき
たいところです。急がば回れ！！です。

（イ） 電子証明書が保存されているメディアを接続する
　　 　電子署名を付与するためには、図面ファイル

から署名ファイルを生成するときと同じく、電
子証明書が必要になります。ですので、署名の
付与操作を開始する前に電子証明書が保存され
ているメディア（ＵＳＢメモリやＳＤメモリー
カードなど）をパソコンに接続しておいてくだ
さい。

（ウ） 署名対象となるＰＤＦファイルを開く
　　 　これは当然のこととして、最初にすること

は、署名の付与対象となるＰＤＦファイルを開
くことです。事前の環境設定として、ＰＤＦ
ファイルと「Adobe Acrobat Reader DC」が
関連付けられていればWindowsの「ファイル
エクスプローラー」を使って、目的のファイル
を表示させ、ダブルクリックで開けばいいだけ
です。

（エ） 「ツール」タブをクリックする（「罠」に注意！！）
　　 　目的のＰＤＦファイルが開いたら、画面の右

側に縦に並んでいるツールの一覧に「入力と署

ＰＤＦファイルのとりまとめ

第４の魔王「ＰＤＦ署名の魔王」を攻略する

9

10
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名」というものが表示されていますが、絶対に
これを選んではいけません！これは魔王軍が仕
掛けた「罠」なのです！！この「入力と署名ツー
ル」は手書きのサインをＰＤＦファイルに加え
るために用意されているツールで、私たちが目
的としている電子証明書を使った署名の付与と
は全く関係のない別のツールです。ところが、
ツールの名前が紛らわしいのと、古いバージョ
ンのAdobe Acrobat Readerでは同じような
場所に電子署名を付与するためのツールが表示
されていたことから、この罠にずっぽりとは
まって身動きが取れなくなり、私にヘルプを求
めてくる勇者が後を絶ちません。しかし、ここ
は騙されることなく画面左上の方にある「ツー
ル」と書いてあるタブを選択しましょう。

（オ） 「証明書」ツールを起動させる
　　 　「ツール」タブをクリックして表示されるツー

ル一覧の中に「証明書」と書かれているアイコ
ンがあります。これが電子証明書を使って署名
を付与するために必要なツールですから、ここ
をクリックしてください。そうすると、元の文
書内容を表示する画面に戻りますが、上の方に
細長く「証明書ツール」というものが表示され
ていることが確認できると思います。ここまで
くれば、「ＰＤＦ署名の魔王」は８割がた攻略
できたといっても過言ではありません。

（カ） 証明書ツールバーにある「電子署名」を
　　	クリックする
　　 　証明書ツールバー上には「電子署名」と書か

れているところがありますので、ここをクリッ
クすれば、電子証明書を使った電子署名の付与
手続きが開始されます。後は、表示されるメッ
セージに従って操作をすればいいわけです。

（キ） 署名を表示させるエリアを指定する
　　 　最初にするのは「署名フィールドの作成」で

す。電子署名は直接目には見えませんので、疑
似的に目印を表示させる仕組みになっていま
す。その目印を表示させる場所を指定するわけ

です。邪魔にならない場所（できれば空白のと
ころ）を選びましょう。

（ク） デジタルＩＤを設定（選択）する
　　 　エリアが指定できたら、次にデジタルＩＤを

設定（選択）する画面となります。デジタルＩ
Ｄのタイプとしては「ファイルのデジタルＩ
Ｄ」を選び、電子証明書が保存されているメディ
アを指定して、電子証明書ファイルを選択しま
す。次にパスワード欄に「ＰＩＮコード」を入
力して先に進んでください。

（ケ） 署名の付与を実行する
　　 　電子署名を付与する準備が整いましたら、署

名実行です。実行すると、ファイル保存画面が
表示されますので、名前を付けて保存しましょ
う。上書きすることも可能ですが、補正があっ
たときのことを考えると、別の名前を付けて保
存しておく方が無難かと思います。

（コ） 警告めいたメッセージが表示されても気にしない
　　 　署名付与済みのＰＤＦファイルの保存が完了

すると、その署名済みのＰＤＦファイルが開く
仕組みになっています。このとき、画面の上の
方に「少なくとも１つの署名に問題があります」
などという警告めいたメッセージが表示される
場合がありますが、これはガン無視してくださっ
て結構です。無 償で提供されている「Adobe	
Acrobat	Reader	DC」には、電子署名を検
証する機能がなく、その機能がないがために表
示されるメッセージですので、気にする必要は
ないのです。電子証明書の期限が切れていない
限り問題となることはないと断言できます。

 
　さてさて、これで魔王四天王最後の魔王である「Ｐ
ＤＦ署名の魔王」を攻略することができました。こ
れで晴れてラスボスである大魔王「完全オンライン
申請」に堂々と挑むことができるようになったわけ
です。おめでとうございます！

＼(^o^)／＼(^o^)／＼(^o^)／＼(^o^)／＼(^o^)／ 

　ここまで説明してきて非常に残念なことではあり
ますが、現時点では、ラスボスである大魔王「完全
オンライン申請」を攻略することは事実上不可能で
あると思われます。それは、委任状の電子化が進ん

でおらず、添付情報の事後提示省略も限定的な取扱
いにとどまっているという現状があるからです。
　ですので、現時点では、リハーサルとしての「片
道完全オンライン申請」に取り組んでいただく以外

ラスボスの大魔王攻略に着手しよう！11
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にはありません。この聞きなれない「片道完全オン
ライン申請」とは、返却物が一切ないオンライン申
請であり、最低限送ったり持参すべきものはそうす
るにしても、登記完了後に返送されたり受領に行っ
たりするものは一切なくすことを目指した申請方式
です。魔王四天王を攻略した結果として、勇者の皆
さんはあらゆる添付情報を電子化し、そして添付・
送信することが可能になっている状態であると思い
ます。ですので、これを活用しないでおくのは勿体

無いことです。現時点でも「スキャンして電子化し
た委任状を添付してはいけない」と法で規制されて
いるわけではありません。ただ、添付したとしても
原本を提供する必要があるというだけのことです。
来るべき「事後提示完全省略方式（仮）」の解禁に
向けて、今はそのリハーサルとして、あらゆる添付
情報を電子化して添付する方式のオンライン申請に
真剣に取り組んでいただきたいと思っています。

　今はまだ届かぬその先に手の届く時が来ます。
そしてそれはもう、そう遠くはありません。今年の
９月から開始とウワサされているゲームルール改正
の鐘が鳴った時、勇者土地家屋調査士は満を持して
一気呵成にラスボスたる大魔王「完全オンライン申
請」の部屋になだれ込み、それを攻略する時が来る
のです。

　さあ、勇者		土地家屋調査士諸君よ！
　これからも日々着々と技術を磨き、経験値をより
高めつつ、その時を今か今かと楽しみに待っていよ
うではありませんか！！　　　　　　　　　　

＜終わり＞

最後に12

　さてさて、連載記事「誰でもでき
るよ！オンライン申請！！」も最終回
となりました。１年間にわたりお付
き合いいただきました皆さまには心

から感謝申し上げます。繰り返しになりますが、オ
ンライン申請は「慣れること」、すなわち日々の繰
り返しが着実なレベルアップにつながっていきま
す。また、技術は日進月歩、いや秒進分歩といって
もいいような猛スピードで変化しています。言われ

(≧∇≦)	
ｵﾂｶﾚｻﾏー♪

るまでもなく「強いものが生き残るのではない、変
化に対応できるものが生き残る」のですから、皆さ
んは生き残りをかけてこの変化にしっかりとくらい
ついてきていただきたいと思っています。
　オンライン申請促進委員会では、今後も様々な機
会をとらえて継続的に最新の情報を皆さんに提供し
ていきたいと考えています。アンテナを大きく広げ
しっかりと情報をキャッチしてください。皆様の今
後の益々の発展を心から願っております！！ 

完
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
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相談手続

　センターで相談できます。相談申出があれば、弁
護士と土地家屋調査士で構成されている相談委員会
が詳しく相談に応じます。そして、相談委員会は、
相談者の話をよく聴きながら的確にアドバイスいた
します。

調停手続

１． そして、相談者が単に相談だけではなく、相手
方との調停によって案件の解決を希望される場
合は、調停手続に回付して、当センターで相手
方との調停手続を行います。

２． 本件のように、境界に関する双方の主張が食い
違う場合は、現地調停も行われ、調停員が現地
で双方の主張をお聴きすることもいたします。

３． また、共通図面の作成など土地家屋調査士によ
る資料調査、現地測量や鑑定が必要な場合は、
当センターの調停手続の中で調査・測量・鑑定

　　 実施員を選任して、その実施員によりそれらの
作業を行います。

４． そして、調停委員会は、それらの結果を踏まえ
ながら、当事者双方の合意形成のために努力い
たします。

５． 次に、当事者双方間で合意が形成されましたら、
調停委員会は和解契約書を作成いたします。

　　和解契約書では、
　　（1）合意された内容
　　（2）手続に要した費用およびその負担
　　（3）調停終了等
　　を和解条項にまとめて確認し合います。
　　なお、和解契約書は当事者双方に交付されます。
６． さらに、当事者が希望すれば、別途費用により

境界標を設置し、筆界確認書を作成することも
行われます。

 

境界問題相談センターおおさか推進委員会

「使ってみよう！センターおおさか」 ～想定事例より～「使ってみよう！センターおおさか」 ～想定事例より～

　境界問題相談センターおおさかでは、３回にわたってセンターおおさかについてご紹介してきました。今回
は、想定される事例についてさらに詳しくご紹介します。

　自分の土地（甲）と相手方の土地（乙）の境界について、自分は
アイ線だと思っていますが、相手方はウエ線だと主張して、話し合っ
ても解決しません。センターで相談できますか？

事例１：自分が主張する境界線と相手方が主張する境界線が異なり、
　　　　話し合いをしても合意に至らない
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相談手続

　相談できます。弁護士相談員と調査士相談員に境
界のことも建物の越境のことも相談できます。
　相談員はともに専門家ですから、事案の内容だけ
ではなく、解決の方法なども相談できます。

調停手続

１． そして、相談者が調停手続を希望される場合は、
調停手続に回付して、当センターで相手方との
調停手続を行います。

２． 本件のように、境界をめぐる調停の場合は、現
地調停も行われ、調停員が現地で双方の主張を
お聴きいたします。

３． また、共通図面の作成など土地家屋調査士によ
る資料調査、現地測量や鑑定が必要な場合は、
当センターの調停手続の中で調査・測量・鑑定
実施員を選任して、その実施員によりそれらの
作業を行います。

　他にも色々な事例をHPで紹介しています。
（http://www.kyokai-osaka.jp/index.html）
　「センターおおさか」の中で調停により合意解決
をした事案を振り返ってみますと、合意にむかって
の当事者双方の努力は真剣なものですし、調停員各
位の努力も大変なもので、共に敬意に値します。 
ところで、それにもまして調停が成立した瞬間の当
事者双方の表情はすばらしいものです。調停員が
ねぎらいの言葉をかけますと当事者双方の表情が、
ぱっと明るくなり、「生き返った表情」になります。
　それまでの重しがとれるわけですから、もっとも
なことです。 そして、境界問題が解決すると当事
者には変化が起こります。例えば、
①心の変化としては、紛争の心から和の心へ、

 
 
４． そして、調停委員会は、それらの結果を踏まえ

ながら、当事者双方の合意形成のために努力い
たします。

５． 次に、当事者双方間で合意が形成されましたら、
調停委員会は和解契約書を作成いたします。

　　和解契約書では、
　　（1）合意された内容
　　（2）手続に要した費用およびその負担
　　（3）調停終了等
　　を和解条項にまとめて確認し合います。
　　なお、和解契約書は当事者双方に交付されます。
６． さらに、当事者が希望すれば、別途費用により

境界標を設置し、筆界確認書を作成することも
行われます。

 

② 生活面では、生活基盤・生産基盤の不安定から生
活基盤・生産基盤の安定へ、

③土地の価値の面では、価値の低下から向上へ、
④精神面では、精神的不安定から精神的安定へ。
　また、隣人同士の関係が安定してきますし、その
安定の仕方が他者からの強制ではなく、双方の納
得・合意によるものですから、それは人格の形成・
成長へと向かいます。境界問題は継続的隣人関係で
もありますから、調停で解決するということが双方
にとって、もっとも良い解決方法かと思います。
　どうぞ、境界問題でお困りの方は、気楽な気持ち
で「境界問題相談センターおおさか」をご利用下さい。

（境界問題相談センターおおさか推進委員会）

　相手方は、当方の主張する境界線を認めません。さらに相手方は
最近家を増築し、その一部が当方に越境してきていると思います。
相談できますか？

事例２：相手方の家の一部が境界を越えている
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支部の区域改編について（お知らせ）

平成31年４月１日から、下記の通り12支部から８支部に改編されますので
　　　 お知らせいたします。

記

新支部名 旧支部名 管轄庁名 区　域

北 北 北出張所
都島区、西淀川区、東淀川区、淀川区、北区、福島区、

此花区、西区、港区、大正区

中央

南 本局 中央区の一部（南部）、浪速区、西成区

阪南
天王寺出張所

住吉区、東住吉区、平野区、住之江区、阿倍野区

天王寺 天王寺区、生野区、東成区

大阪城 大阪城 本局 中央区の一部（北部）、旭区、城東区、鶴見区

中河内 中河内 東大阪支局 東大阪市、四条畷市、大東市、八尾市、柏原市

北河内 北河内 枚方・守口出張所 枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市

北摂
豊能 池田出張所 池田市、箕面市、豊中市、豊能郡（豊能町、能勢町）

三島 北大阪支局 高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、三島郡島本町

堺

堺 堺支局 堺市、高石市、松原市、大阪狭山市

南河内 富田林支局
富田林市、羽曳野市、藤井寺市、河内長野市、

南河内郡（河南町、太子町、千早赤阪村）

泉州 泉州 岸和田支局
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉大津市、泉南市、

阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡（田尻町、熊取町、岬町）
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大阪土地家屋調査士政治連盟だより
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」

　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。
　「空家等対策の推進に関する特別措置法」に続い
て、所有者不明土地の利用の円滑化を図ること等を
目的として平成30年11月15日「所有者不明土地の
利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行
されました。特措法40条では、長期間相続登記が
未了の土地について、登記官に職権にて必要な措置
を執るよう定めています。
　併せて、不明所有者探索の合理化を目的とし、特
別措置法施行令および土地所有者の効果的な探索に
関する基本方針が告知されています。
　国として所有者不明土地問題への取り組みが本格
的に始まったこととなります。
　また、２月８日法務省より相続登記の義務化、所
有権の放棄を認める制度の創設などを柱として、民

法、不動産登記法を見直すとの発表がなされました。
　相続登記の義務化や行政による所有者不明土地の
利活用、空き家問題等の解決には、登記の対抗要件
など、様々な法的、実体的問題を解決する必要があ
ると考えられます。
　しかし、まちづくりなどの公共事業や災害対応の
問題を考えると、実情に即し、より踏み込んだ変革
が求められていることも事実でしょう。
　我々を取り巻く状況は、刻一刻、目に見える形で
変化しつつあります。
　これらの国民の要望に応える為に、我々土地家屋
調査士も一丸となり、変化に対応する必要があるも
のと思量します。
　その一助として、これからも当政治連盟は活動を
続けて参りますので、今後ともご理解、ご協力よろ
しくお願いします。 

「所有者不明土地に関する取組について」 平成30年５月 国土交通省土地・建設産業局企画課　より抜粋
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　今年も全国青年土地家屋調査士大会が、平成30
年11月17日（土）に行われました。今年は岐阜での
開催で、我が大阪会からも多くの会員が参加しまし
た。全国から210名程の調査士が集まり、最新の技
術に関する講演、調査士の未来像についての討論会
などが行われました。その後の懇親会、二次会は例
年の通り、盛り上がりを見せ、盛会のうちに終了し、
来年の開催地は「茨城」と決定しました。

 
　近畿青年税理士連盟、青年司法書士会との合同勉
強会を12月5日（水）に開催しました。ともに疑問に
思っていること、これは知っておいてほしいことな
ど、それぞれが講師となりお互いに勉強していこう
という試みです。初めての試みでしたが、各会から
多数の会員が参加し、終了後の懇親会も含め非常に
良かったという声が多く聞かれました。ちなみに名
前は「三青会」と決まり、今後もいろいろと活動し
ていこうと、皆が声を揃えました。

 
　平成31年に入り、1月25日（金）に厚生事業とし
てボーリング大会＆新年会を行いました。ボーリン
グでは賞品も用意され、真剣かつ楽しく大いに盛り
上がりました。
 

　２月８日（金）には、三島支部・豊能支部との合同
研修会として寳金先生による「実務における筆界に
ついて」を行いました。筆界と所有権界の基礎に併
せ、実務における根拠法令や留意点などを、判例等
も用いて詳しく講義いただきました。

 
　釣り同好会やゴルフ同好会等も活発に行われてい
ます。ぜひ仲間となり活動していける会員になって
いただいて、ともに成長し土地家屋調査士を盛り上
げていきましょう。

大阪青年土地家屋調査士会だより
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≪新入会員募集≫
　我々は新入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/

2019年度 第81回定時総会のお知らせ2019年度 第81回定時総会のお知らせ
日　時： 2019年５月31日（金）午後１時開催予定　 　　　　　
場　所：太閤園（大阪市都島区網島町９－１０）　　　　　　　　

　　　　・ＪＲ東西線「大阪城北詰」駅３号出口から徒歩約１分

　　　　　　　　・大阪メトロ長堀鶴見緑地線「京橋」駅２番出口から徒歩約５分
　・京阪電鉄「京橋」駅（片町口）から徒歩約７分

　　 ＴＥＬ：０６－６３５６－１１１０（代）　　　　　
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桐マーク入り春夏用作業服の斡旋

　組合では春夏用の作業服として、桐マーク入りブ
ルゾン・スラックス・制電半袖ポロシャツ・Tシャ
ツを斡旋しています。
　ブルゾン、ポロシャツ・Tシャツには、腕の部分
に桐のマークがプリントされています。また、オプ
ションとして左胸ポケットに事務所名などの刺繍を
入れることもできます。（刺繍料は310円）

＜価格は税別表記となっています。＞

新タイプの作業服
■ブルゾン（7041）　 新ロゴ　組合員価格4,333円

旧ロゴ　組合員価格3,912円
■ストレッチパンツ（7042） 組合員価格3,056円
 
 

従来の作業服
■ブルゾン（A-4451）  新ロゴ　組合員価格3,921円

 旧ロゴ　組合員価格3,432円
■スラックス（A-4455） 組合員価格2,575円

カラー：ライトベージュ、フレスコグリーン、
　　　　シルバースパーダ　

■制電半袖ポロシャツ（AZ50005）
新ロゴ　組合員価格3,541円
旧ロゴ　組合員価格3,091円

カラー：ホワイト、グレー、ブルー
　　　　サックス、ネイビー

（ストレッチパンツ）
サイズ  ウエスト 74 ～ 126
　　　　股下 78 ～ 80

サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L
胸廻 100 106 110 114 118 122 128 134
肩巾 40 42 45 47 49 51 53 55
袖丈 55 57 59 60 61 62 62 62
着丈 58 60 63 65 67 69 71 71

（スラックス）
サイズ  ウエスト 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 SS S M L LL 3L 4L 5L
胸廻 82 88 98 106 112 120 128 136
裄丈 37 39 45 47 48 50 50 51
着丈 58 60 68 73 74 75 75 75

大阪土地家屋調査士協同組合だより
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■ブルゾン（1554） 新ロゴ　組合員価格4,912円
旧ロゴ　組合員価格4,483円

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

■スラックス（1556） 組合員価格3,233円
■レディーススラックス（1557）
 組合員価格2,904円
1556

1557

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

■ドライポロシャツ（MS3114）
新ロゴ　組合員価格1,980円
旧ロゴ　組合員価格1,600円

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

・申込方法　  申込書（事務局またはHP）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）にてお支払いください。
・ そ の 他　  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。
＜上着のサイズ３ＬとＥＬ、スラックスのウエスト
サイズ90cm以上は、500円～1,000円アップとな
ります。＞

　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
でご確認いただけます。
http://www.chosashi-coop.net/sagyounatsu.html

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

サイズ GS GM GL S M L LL 3L 4L 5L
身丈 60 62 64 65 68 71 74 77 80 83
身幅 41 44 47 47 50 53 56 60 64 68
肩幅 34 36 37 41 42 44 46 49 51 54
袖丈 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25

サイズ S M L LL 3L 4L 5L 6L
胸廻 107 111 115 119 123 127 131 135
肩巾 49 50.5 52 53.5 55 56.5 58 59.5

サイズ S M L LL 3L 4L 5L 6L
ウエスト 66-

74
72-
80

78-
88

86-
96

94-
104

102-
112

110-
120

118-
128

サイズ S M L LL 3L 4L 5L 6L
ウエスト 57-

62
62-
67

67-
72

72-
80

80-
88

88-
96

96-
104

104-
112

ヒップ 95 100 105 110 118 126 134 142
股下 72 　　 総　務　部  からのお知らせ

　平成30年８月１日から平成31年１月31日までの
組合に新規加入が承認されたのは次の皆さん。

（敬称略）

地　　域 氏　　名 事務所電話番号
天王寺 太田　祐介 070 － 4819 － 4341
南河内 久次米健太郎 0721 － 26 － 7673
大阪城 上原　栄二 06 － 6205 － 5858
大阪城 加藤　和彦 06 － 6205 － 5858

北 安永　孝康 06 － 6467 － 8940
北 橋本　孝一 06 － 6292 － 4672

　　平成31年１月31日現在
　　　　　　　組合員総数　　　 ８３２名
　　　　　　　本会会員数　　１,０１４名
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近畿ブロック公嘱協会連絡協議会研修会を開催
 
　平成30年12月7日（金）天満研修センターにて
標題の研修会を開催しました。
　講師として上智大学法科大学院教授　楠茂樹先生
をお迎えし、『士業における公共調達の適正化への
提言』と題して講演をお願いしました。
　一番身近な課題であり、近畿ブロックから多数の
社員が参加されました。

新年互礼会を開催
 
　平成31年1月11日（金）午後6時から大阪キャッ
スルホテル「金城閣」で新年互礼会を開催いたしま
した。
　来賓として大阪土地家屋調査士会副会長中林邦友
様、大阪土地家屋調査士政治連盟副会長吉田栄江
様、大阪土地家屋調査士協同組合副理事長辰巳好数
様にご臨席賜りました。
　来賓の方々から新年のご挨拶をいただき、また出
席者の方々との歓談で終始にぎやかな雰囲気の中、
盛会のうちに閉会となりました。

近畿ブロック公嘱協会連絡協議会研修会を開催
 
　平成31年1月23日（水）午後2時からエル・おお
さかにて標題の研修会を開催しました。
　全国公共嘱託登記司法書士協会協議会　山田猛司
会長を講師としてお迎えし、『相続登記制度と戸籍
の読み方』について、講演を賜りました。
　近畿ブロックから多数の社員が参加されました。

＊  当協会では、社員を募集し
ています。

　 協会に関心のある方は、気
軽にお声掛けください。

公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会だより
One For All,All For One（一人はみんなのために　みんなは一人のために） 
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会　員　異　動　（H31・3・1 現在）

入　会　者（ ９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

安　永　孝　康 ３３５１ 北 30・12・3
〒531-0071　 大阪市北区中津３丁目25番９号　
　　　　　　　　株式会社トラスト内
　　　☎06－4300－6950　 06－4300－6951　

谷　渕　大　輔 ３３５２ 大阪城 30・12・3
〒541-0053　 大阪市中央区本町一丁目７番１号 
　　　　　　　　三星本町ビル４F
　　　☎06－6266－3766　 06－6266－3785　

橋　本　孝　一 ３３５３ 北 30・12・3
〒531-0072　大阪市北区豊崎２丁目７番９号 
　　　　　　　　豊崎いずみビル
　　　☎06－6292－4672　 06－6292－4677

和　田　匡　広 ３３５４ 北 30・12・3
〒532-0003　大阪市淀川区宮原５-１-28
　　　☎06－6393－0590　 06－6393－0520

池　澤　　　修 ３３５５ 大阪城 30・12・20
〒540-0026　大阪市中央区内本町一丁目１番１号
　　　☎06－6809－3335　 06－6944－5336

松　本　　　悟 ３３５６ 北 31・２・１
〒530-0001　大阪市北区梅田一丁目11番４-800号 
　　　　　　　　大阪駅前第４ビル８階
　　　☎06－4797－0903　 06－4797－0901

廣　田　尚　三 ３３５７ 北 31・3・1
〒553-0003　大阪市福島区福島５丁目１番７号
　　　　　　　　西梅田ビル10階
　　　☎06－6467－8960　 06－6467－8961

芋　縄　康　弘 ３３５８ 中河内 31・3・1
〒581-0029　八尾市東弓削一丁目22番地 
　　　　　　　　（株）川測設計内
　　　☎072－948－5600　 072－949－7799

秋　葉　宗　利 ３３５９ 三島 31・3・1
〒564-0071　吹田市西の庄町２番28号
　　　☎06－6380－8847　 06－6310－8919
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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

前　田　信　明 ３０７４ 豊能 大阪城 30・12・13
〒540-0026　大阪市中央区内本町二丁目１番19号
 　　　　　　　　内本町松屋ビル10-710号室
　　　☎06－6946－5566　 06－6866－9222

芝　田　智　裕 ３０８４ 北 堺 30・12・25
〒590-0952　堺市堺区市之町東６-２-30
　　　☎072－222－2421　 072－222－6671

市　場　洋　行 ３２１４ 北河内 北河内 30・12・27
〒573-0027　枚方市大垣内町２丁目３番12号
　　　☎072－845－0553　 072－843－0640

赤　松　　　隆 ３２５６ 北 北 30・12・27
〒530-0047　大阪市北区西天満四丁目10番19号
　　　　　　　　第一住建西天満ビル204号
　　　☎06－6362－6021　 06－6362－6022

橋　本　孝　一 ３３５３ 北 北 31・1・5
〒531-0072　大阪市北区豊崎２丁目７番９号
　　　　　　　　豊崎いずみビル２階 NISSO内
　　　☎06－6292－4672　 06－6292－4677

松　本　雅　明 ２７０２ 南 阪南 31・1・7
〒559-0001　大阪市住之江区粉浜１丁目24番24号
　　　☎06－6657－7375　 06－6657－7378

平　松　伸　元 ２３９５ 泉州 大阪城 31・1・16
〒540-0026　大阪市中央区内本町一丁目１番１号
　　　☎06－6809－3335　 06－6944－5336

田　栗　俊　二 ２８４４ 豊能 豊能 31・1・16
〒563-0042　池田市宇保町８番33号
　　　☎072－751－2323　 072－751－2333

岡　田　啓　吾 １９４１ 大阪城 大阪城 31・1・28
〒540-0012　大阪市中央区谷町二丁目３番８号 
　　　　　　　　土地家屋調査士法人岡田登記測量設計
　　　☎06－6946－7191　 06－6946－7190

岡　田　好　史 ２３４１ 大阪城 大阪城 31・1・28
〒540-0012　大阪市中央区谷町二丁目３番８号 
　　　　　　　　土地家屋調査士法人岡田登記測量設計
　　　☎06－6946－7191　 06－6946－7190

津　本　浩　昭 ２５５７ 大阪城 大阪城 31・1・28
〒540-0012　大阪市中央区谷町二丁目３番８号 
　　　　　　　　土地家屋調査士法人岡田登記測量設計
　　　☎06－6946－7191　 06－6946－7190

野　口　貴　宏 ３２７２ 北 北 31・2・25
〒534-0024　大阪市都島区東野田町１丁目12番５号 
　　　　　　　　京王ビル301
　　　☎090－3274－8346　 06－7878－5942

落　合　庄三郎 １１８８ 大阪城 大阪城 31・2・26
〒540-0012　大阪市中央区谷町２-７-６ 
　　　　　　　　みのるビル602
　　　☎06－6941－1809　 06－6942－3779
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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）

土地家屋調査士法人
岡田登記測量設計

12-0033 大阪城
岡田　啓吾　１９４１
岡田　好史　２３４１
津本　浩昭　２５５７

主　〒540-0012
大阪市中央区谷町二丁目３番８号
☎06－6946－7191　 06－6946－7190

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　F&Partners 16-0004-12-0015 大阪城 平松　伸元　２３９５
（社員の加入）

解散等　　（１法人）

名　　　称 法　　人
登録番号 支　部 社　　員・

会員登録番号

土地家屋調査士法人　林事務所 12-0014 北
（社員）

土肥　伸之　３３３２
（法人の退会）

退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ ６名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

辻　　　欣　司 １３６５ 三島 30・12・14 業　務　廃　止

中　島　　　浩 １７７６ 阪南 30・12・25 長　期　休　業

守　屋　晴　之 ２１０４ 中河内 30・12・28 長　期　休　業

須　藤　　　蕃 １１５８ 北 31・1・29 業　務　廃　止

上　田　寛　之 ３２４３ 大阪城 31・1・31 長　期　休　業

土　肥　伸　之 ３３３２ 北 31・2・2 長　期　休　業
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第14回常任理事会

　 平 成30年12月６日（ 木）午 後４時 から 本 会３階
役 員 室 で 第14回 常 任 理 事 会 が 開 催 さ れ、 各 部
などからの報 告事 項に続き、 堺 市との災害 協 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・正井（事務局）能勢・柳井原

①平成31年新年の御挨拶について
②平成31年年賀状送付先について

①各種行事への出席者の確認について

①境界問題相談センターの執務体制について
②堺市との災害協定について
③八尾市との空家対策協定について

第１５回常任理事会

　平成31年を迎えて最初となる第15回常任理事会
が１月８日（火）午後３時から本会３階役員室で開催
され、各部などからの報告事項に続き、平成31年
度重点施策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・中林・松尾・久保・佐野・
髙山・正井（事務局）能勢・柳井原

① 資料センターで運用しているサーバ用セキュリ
ティの更新について

② 平成30年度における大規模災害対策基金の募金
について

①各種行事への出席者の確認について
②第５回理事会の運営について

①八尾市との空家対策協定の締結について
②未納会費の支払督促について
③ 枚方市台風21号建物被害認定調査支援業務の交

通費の支出について
④役員について
⑤支部長会議と常任理事会との意見交換会について
⑥平成31年度重点施策について
⑦谷町四丁目駅看板の書き換えについて
⑧ 平成30年オンライン登記申請利用促進に係る感

謝状の贈呈候補者の推薦について
⑨ノベルティグッズの作成について

第１６回常任理事会

　平成31年１月22日（火）午後２時から本会３階役
員室で第16回常任理事会が開催され、各部などか
らの報告事項に続き、大阪大学法学部法科大学院に
おける寄付講座の実施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・中林・松尾・久保・佐野・
髙山・正井（事務局）能勢・柳井原

① 民調・和解あっせん人、仲裁人候補者名簿改製に
ついて

② 会員管理システムの支部統合・改元対応作業につ
いて

①各種行事への出席者の確認について
② 第５回理事会について
③ 大阪大学法学部法科大学院における寄付講座の実

施について

① 大阪宅建Web相談におけるアドバイザーの推薦
について

② 情報公開に関する規則および情報公開に関する細
則の一部改正について

③ 各種様式の改元対応について
④傷病見舞金の請求について
⑤ 谷町四丁目ホームの広告内容変更について
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第１７回常任理事会

　平成31年２月18日（月）午後２時から本会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、平成31年度事業計画案につ
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・中林・松尾・久保・佐野・
髙山・正井（事務局）柳井原

① 民間総合調停センター運営委員会及び財務委員会
留任・退任について

②堺市の道路占有許可更新について

①各種行事への出席者の確認について
②支部長会議と常任理事会との意見交換会について
③ 大阪宅建Web相談アドバイザー推薦依頼への対

応について
④北河内支部証紙頒布所の廃止について
⑤ 名誉役員会について
⑥平成31年度各種表彰の推薦候補者について
⑦期末監査会について

① 大阪府北部地震及び台風21号により被災された
会員への災害見舞金の給付について

②平成30年度事業経過報告案について
③平成31年度事業計画案について
④平成31年度予算案について
⑤事務局職員に対する研修について
⑥第６回理事会について

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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◇　　　12　　　月　　　◇

１日 ・ 新会員研修会（２日も、会館） 
　　 ・ 日調連・地籍問題研究会共催シンポジウム（日

本大学法学部三崎町キャンパス）山田（貴）
社会事業部副部長

４日 ・ 近ブロ正副会長会議（会館）金子会長
　　 ・ 日調連・土地法制研究会（会館）金子会長、

髙山業務研修部長、正井社会事業部長、相澤・
杉田各同部理事

　　 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
田（文）相談員

５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）川

口相談員
６日 ・ 常任理事会（会館）
　　 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）矢

原相談員
７日 ・ 打ち合わせ（文書取扱基準）（会館）久保総

務部長、濵口同副部長
　　 ・ 堺支部登記事務連絡会（堺市総合福祉会館）

松本副会長
　　 ・ 北河内支部登記事務連絡会（枚方市市民会館）

松尾副会長
８日 ・ 大阪自由業団体協議会無料相談会（近畿税

理士会）中林副会長、正井部長、川口社会
事業部副部長、井手下・杉田各同部理事

１０日 ・ 支部長会議（大阪市北区・ゆめふく）
　　 ・ 近ブロ関東ブロックとの協議会（11日も、エ

ル・イン京都）金子会長、加藤日調連監事
１１日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹

本相談員
１２日 ・ 資料センター運営委員会（会館） 
　　 ・ 境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館）西田（寛）・辻田各境界問題相談
センターおおさか推進委員

　　 ・ 堺市内における地図整備研究会（法務局堺
支局）正井部長、川口副部長

　　 ・ 大阪法務局無料登記相談（法務局本局）奥
田相談員

１３日 ・ 財務部会（会館） 
　　 ・ 総務部会（会館） 
　　 ・ 入会面談（会館）久保部長、塚田・雨宮・

森脇各総務部理事

　　 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）森
山相談員

１４日 ・ （近ブロ）近畿地方整備局来会（会館）金子
会長

１７日 ・ 大阪市マンション管理支援機構第２回協議
会・第８回常任委員会（大阪市立住まい情
報センター）正井部長

１８日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）吉
田（正）相談員

　　 ・ 協同組合理事会及び臨時地域代表会（会館）
佐野財務部長

　　 ・ 民間総合調停センター広報・研修部会（大
阪弁護士会）

　　 ・ 第４回昭和48年作成の法14条１項地図に関
する実務担当者協議会（東大阪支局）髙山
部長、鈴木会員 

１９日 ・ 近畿大学講師準備会議（会館）
　　 ・ 打ち合わせ（会員面談）（会館）金子会長、

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）津

本相談員
２０日 ・ 貝塚市来会（会館）正井部長、杉田理事、

神前会員
　　 ・ 境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館） 
　　 ・ 綱紀委員会全体会議（会館） 
　　 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧

本相談員
２１日 ・  （近ブロ）近畿地方整備局用地部長来会（会館）

金子会長
　　 ・ 堺市との災害協定締結式（堺市役所）金子

会長、中林副会長、正井部長、川口副部長、
深井支部長、坂田・小林各副支部長

２５日 ・ 外部講師に関する打ち合わせ（会館）正井
部長

　　 ・ 八尾市役所訪問（八尾市役所）正井部長、
山田（貴）副部長、杉田理事、中島（芳）
支部長、山田（和）副支部長

　　 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）八
幡相談員

２６日 ・ 業務研修部会（会館）
　　 ・ 職員個人面談（会館）久保部長
　　 ・ 大阪法務局無料登記相談（法務局本局）中

島（幸）相談員
２７日 ・ 近畿財務局打ち合わせ（近畿財務局）山田（貴）

副部長
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　　 ・ 大阪大学教授との打ち合わせ（大阪大学）
正井部長、川口副部長、山脇・中島（幸）
各会員

　　 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）中
山（髙）相談員

２８日 ・ 常任理事会打ち合わせ（会館）

◇　　　1　　　月　　　◇

７日 ・ 新年挨拶（法務局本局他） 
８日 ・ 常任理事会（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）田

中（久）相談員
　　 ・  近畿税理士会新年賀詞交歓会（帝国ホテル

大阪）中林副会長
９日 ・ 総務部会（会館） 
　　 ・  入会面談（会館）濵口副部長、塚田・森脇・

雨宮各理事
　　 ・  境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館）山脇境界問題相談センターおお
さか推進副委員長、永野同委員

　　 ・  資料センター小委員会（会館） 
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）濵

口相談員
　　 ・  日本公認会計士協会近畿会新年賀詞交歓会

（ザ・リッツ・カールトン大阪）金子会長
１０日 ・ 財務部会（会館） 
　　 ・  証紙購入状況調査（会館）中林副会長、佐

野部長、光井財務部副部長、中居同部理事
　　 ・  基準点データの貸与要請について打ち合わ

せ（岸和田市）（岸和田市役所）川口副部長、
十川資料センター運営委員

　　 ・  南支部外部広報活動今宮戎まつり（今宮戎）
正井部長、山田（貴）副部長

　　 ・  日本弁理士会近畿支部新年賀詞交歓会（イ
ンターコンチネンタルホテル大阪） 金子会長

　　 ・  大阪府社会保険労務士会新春賀詞交歓会
（シェラトン都ホテル大阪）久保部長

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）米
山相談員

１１日 ・ 調停期日当事者対応（会館）吉田（栄）境
界問題相談センターおおさか推進委員長

　　 ・  （公社）大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協
会新年互礼会（錦城閣）中林副会長

１２日 ・ 大阪府行政書士会新年賀詞交歓会（ホテル
阪急インターナショナル）金子会長

１５日 ・ 証紙購入状況調査（会館）佐野部長、光井

副部長、中居理事
　　 ・  協同組合部長会（会館）光井副部長
　　 ・  大阪府宅地建物取引業協会中央支部創立十

周年記念講演及び記念祝賀会新年互礼懇親
会（ホテルニューオータニ大阪）中林副会長

　　 ・  GIS大縮尺官民協議会WG （大 阪 府 新 別 館）
瀧本資料センター運営委員長、山岡同副委
員長、神前・野邊・佐藤（修）同各委員

　　 ・  第19回愛知境界シンポジウム（愛知県産業
労働センター）正井部長

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）今
西（眞）相談員

１６日 ・ 社会事業部会（会館） 
　　 ・  全国会長会議（17日も、東京ドームホテル）

金子会長
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）塚

田相談員
１７日 ・ 筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤

田（重）相談員
　　 ・  会員事務所調査　久保部長、濵口副部長、

雨宮理事
　　 ・  民間総合調停センターハーグ条約PT会議（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

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

１８日 ・ 資料センター運営委員会（会館）
２１日 ・ 大阪司法書士会新年賀詞交歓会（リーガロ

イヤルホテル）金子会長
　　 ・  民間総合調停センター研修会（大阪弁護士会）
　　 ・  青調会役員会 明示関連情報に関する申入れ 

（会館）正井部長、山田（貴）副部長
　　 ・  第５回昭和48年作成の法14条１項地図に関

する実務担当者協議会（東大阪支局）髙山
部長、伊藤（友）・鈴木（洋）各会員

２２日 ・ 常任理事会（会館）
　　 ・  理事会（会館）
　　 ・  支部長会議（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田（直）相談員
２３日 ・ 表示登記実務研究会（会館）
　　 ・  業務研修部会（会館）
　　 ・  オンライン申請研修会（大阪産業創造館）正

井オンライン申請促進委員長、黒田同委員
　　 ・  （一社）大阪府建築士事務所協会新年会員交
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礼会（ホテルプリムローズ大阪）中林副会長
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森

脇相談員
２４日 ・ 綱紀委員会打ち合わせ（会館）髙島綱紀委

員長、與倉同副委員長、辻林同委員長職務
代理、田中（久）・延山・三好各同委員

　　 ・  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総務部会（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） 

　　 ・  大阪市マンション管理支援機構第９回常任
委員会（大阪市立住まい情報センター）正
井部長、藤野業務研修部副部長

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）谷
山相談員

２５日 ・ 近ブロ各会正副会長会議（オリエンタルホ
テル）金子会長、中林・松尾各副会長、加
藤日調連監事

　　 ・  近ブロ、近公連、近政連との意見交換会（オ
リエンタルホテル）金子会長、中林・松尾
各副会長、加藤日調連監事

２９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） 

　　 ・  会員研修会講師打ち合わせ（東税務署）髙
山部長

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪
口（太）相談員

３０日 ・ 大阪法務局無料登記相談（法務局本局）雨
宮相談員

３１日 ・ （公社）日本測量協会関西支部賀詞交歓会（大
阪キャッスルホテル）正井部長

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙
山（恒）相談員

◇　　　２　　　月　　　◇

１日 ・ 総務部打ち合わせ（文書取扱基準）（会館）
久保部長

　　 ・  大阪司法書士会との打ち合わせ（会館）久
保部長

　　 ・  近畿地方所有者不明土地連携協議会設立総
会（大阪合同庁舎）金子会長

　　 ・  大阪府不動産鑑定士協会新年賀詞交歓会（大
阪新阪急ホテル）金子会長

４日 ・ オンライン申請促進委員会（会館） 
５日 ・ 財務部業務連絡会（財務担当）（会館） 
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）濵

口相談員
６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）山

田（貴）相談員
７日 ・ 筆界特定制度推進委員会（会館） 
　　 ・  豊能町建設課訪問（豊能町役場）川口副部長、

十川委員
　　 ・  北河内支部三者協議会（サンプラザ生涯学

習市民センター）相澤理事
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）羽

倉相談員
１２日 ・ 第１回選挙管理委員会（会館） 
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西

田（修）相談員
１３日 ・ 第２回会員研修会（エル・おおさか） 
　　 ・  入会面談（会館）濵口副部長、塚田・森脇・

雨宮各理事
　　 ・  境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館）中居・三谷（善）各境界問題相
談センターおおさか推進委員

　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）光
井相談員

１４日 ・ 聴聞（会館）松尾副会長、佐野部長
　　 ・  業務研修部会（会館）
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備付図書のお知らせ
　本会では、会員の有効な利用を目的とした備付図書があります。
　このたび、図書の整理を行いましたので、会員各位に備付図書一覧を
お知らせいたします。
　備付図書一覧は総合通信システム『澪標ネット』へ保存しておりますので、
そちらからご確認ください。
　なお、図書は閲覧のみで貸し出しは行っておりません。閲覧のみですが、
複写（料金要）は可能です。　

総務部

　　 ・  資料センター運営委員会（会館）
　　 ・  GIS官民協議会大東市道路課ヒアリング（大

東市役所）山岡副委員長、山田（貴）・川口
各副部長

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
口（典）相談員

１５日 ・ 実務研究会打ち合わせ（法務局本局）髙山
部長、藤野副部長

１８日 ・ 常任理事会（会館） 
　　 ・  支部長会議（会館） 
　　 ・  支部長会議と常任理事会との意見交換会（会

館） 
　　 ・  八尾市役所訪問（八尾市役所）正井部長、

山田（貴）副部長、杉田理事、中島（芳）
支部長

１９日 ・ 民間総合調停センター広報・研修部会（大
阪弁護士会） 

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）森
山相談員

２０日 ・ 近畿財務局管財部との意見交換会（近畿財
務局）中林副会長、正井部長、山田（貴）
副部長、相澤・杉田各理事

　　 ・  民間総合調停センター研修会（大阪弁護士
会） 

　　 ・  第６回昭和48年作成の法14条１項地図に関
する実務担当者協議会（東大阪支局）髙山
部長、伊藤（友）・鈴木（洋）各会員

　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）中
居相談員

２１日 ・ 表示登記実務研究会（会館） 
　　 ・  大阪市マンション管理支援機構第10回常任

委員会（大阪市立住まい情報センター）正
井部長

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆
相談員

２２日 ・ 協同組合部長会（会館）中居理事
　　 ・  近ブロ総務部会（滋賀会）久保部長
　　 ・  近ブロ支部長会議長等交流会（滋賀会）加

藤（眞）支部長会議議長
２４日 ・ 住まい情報センタータイアップ交流会（大

阪市立住まい情報センター）正井部長
２５日 ・ 総務部会 （会館）
　　 ・  予算打ち合わせ（会館）
２６日 ・ 財務部会 （会館）
　　 ・  筆界調査委員養成研修会（大阪弁護士会）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原相談員
２７日 ・ 大阪宅建業協会来会（会館）正井部長、川

口副部長
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）正

井相談員
　　 ・  会員章証紙頒布所表敬訪問（鈴木・江原・小西・

川口各事務所）光井副部長
　　 ・  境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
２８日 ・ 綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・  会員章証紙頒布所表敬訪問（岩崎事務所）

光井副部長
　　 ・  会員章証紙頒布所表敬訪問（辻林・山上・井上・

小川各事務所）中居理事
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）佐

古相談員
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◇　　　12　　　月　　　◇

１日 ・ 大阪土地家屋調査士会新会員研修会懇親会
（湖陽樹 谷町店）與倉総務部長

２日 ・ 大阪土地家屋調査士会新会員研修会（調査
士会館）與倉総務部長

４日 ・ 第５回常任理事会（協会）
７日 ・ 近公連第１回研修会（天満研修センター）
１３日 ・ 第４回理事会（エル・おおさか）
　　 ・ 第１回区域長会議（エル・おおさか）
１８日 ・  2019講演会実行委員会（協会）

◇　　　1　　　月　　　◇

７日 ・ 大阪法務局へ新年挨拶（大阪法務局）横山
理事長

１１日 ・ 第５回理事会（エル・おおさか）
　　 ・ 新年互礼会（錦城閣）
１５日 ・ 近公連理事長会議（滋賀）横山理事長
２１日 ・ 大阪司法書士会賀詞交歓会（リーガロイヤ

ルホテル）横山理事長
　　 ・ 大阪土地家屋調査士会新年役員互礼会（プ

リムローズ大阪）横山理事長
２３日 ・ 近公連第２回研修会（エル・おおさか）
２５日 ・ 近ブロ調査士会・公嘱協会・政治連盟意見

交換会（オリエンタルホテル）横山理事長

◇　　　2　　　月　　　◇

５日 ・ 第６回常任理事会（協会）
　　 ・ 第２回2019講演会実行委員会（協会）
７日 ・ 外部監査（協会）勝山公認会計士、舩原副

理事長、笹本経理部長、三好事務局長、古
巣職員

１３日 ・ 入会希望者面接（協会）與倉総務部長、三
好事務局長

　　 ・ 第６回理事会（エル・おおさか）
１４日 ・全国理事長会議（15日も、東京）横山理事長
２０日 ・ 監査会（協会）

◇　　　4　　　月　　　◇

４日（木） 正副総会議
　　　　 会長表彰選考委員会
　　　　 常任理事会
９日（火） 財務部会
１２日（金） 期末監査
　　　　  大阪青年土地家屋調査士会第８回定時総会
１７日（水） 第２回選挙管理委員会
２３日（火） 正副総会議
　　　　 常任理事会
　　　　 理事会
２６日（金） 泉州支部総会
　　　　 北河内支部総会
　　　　 堺支部総会
　　　　 南河内支部総会

◇　　　5　　　月　　　◇

９日（木） 南支部総会
　　　　 阪南支部総会
　　　　 天王寺支部総会
　　　　 中央支部総会
１０日（金） 中河内支部総会
１４日（火） 大阪城支部総会
　　　　 豊能支部総会
　　　　 三島支部総会
　　　　 北摂支部総会
１７日（金） 北支部総会
２４日（金） 総務部会
　　　　  大阪土地家屋調査士協同組合第26回通常

総代会
３１日（金） 大阪土地家屋調査士会第81回定時総会

◇　　　6　　　月　　　◇

１日（土） 土地家屋調査士新人研修（２、３日も）
３日（月） 「測量の日」記念フェア2019
１２日（水） 理事会



46 第333号平成31年４月

◆ 光陰矢の如し。今年も早四半期が過ぎました。皆
さんは年頭に立てた目標に向かって着実に歩を進
めていることと思います。さて、2019年度の秋
冬学期に大阪大学の法科大学院で新規に寄付講座
を実施することが決まりました。大変名誉なこと
です。決定に至るまでは紆余曲折がありました
が、ご協力いただきました皆さまには、この場を
お借りして厚く御礼申し上げます。 （正井）

◆ 今年に入って寒さが昨年末よりきついかなと感じ
るこの頃ですが、皆さまお体には十分気をつけて
いただきたいと存じます。

　 私事ですが司法書士を兼業していまして成年後見
業務をさせていただいているのですが、この寒さ
のせいかどうかわかりませんが今年に入って被後
見人が立て続けに３人も亡くなりました。今はその
死後事務に追われててんやわんやという状況です
が、会務も残りわずかという時期、自分も体調に
は気をつけて頑張りたいと思います。 （山田）

◆ ついこの間、332号の編集作業が終わり、ゆっく
りと新年を迎えることができたと思いきや、もう
333号（平成31年４月号）の編集に追われる１
月末にこの編集後記を書いております。

　 表紙に写真を載せるのは今号が最後になりそうな
…ということで、今号では社会事業部をはじめ、
理事の皆さんからご提供いただいた桜の写真をち
りばめました。１年前からこのために撮りためた
桜、桜、桜です。この号がお手元に届くころ、今
年の桜はもう咲いているのでしょうか？

　 次号は新しい元号のもと発行される７月号です。
　有終の美を飾りたいものです。 （川口）

◆ 理事の任期もあとわずかです。私以外の社会事業
部員は、専従者のようにほぼ毎日会務に励んでい
ました。敬服致します。純粋に会のことを考え行
動している姿を見て、自分の姿勢に恥じ入る気持
ちでいっぱいです。来期は一会員として、会のた
めに少しでも力になれたらと思いました。

 （井手下）
 

◆ 社会事業部理事として、任期満了になろうとして
います。表紙の写真が桜をテーマとしています
が、私は成田山不動尊の桜を提供しました。さて、
どれが私が提供した写真でしょうか？

　 残り僅かですが、悔いが残ることのないよう精一
杯やりますので、応援よろしくお願いします。

 （相澤）

◆ 先日どでかい再交付の明示図面を控え用にと印刷
会社へコピーの依頼に行きました。受付の女性は
ちっとも笑わないし、なんだか社員同士の仲もよ
くないようで値段を確認するのもためらいがち、
そしてその返事をする社員さんもケンカごし。。。
私はそんな痛々しい空気をひしひしと感じなが
ら、印刷ができ上がるまでの待ち時間暇つぶしの
ため置いてある知恵の輪を解き始めました。1つ
解け、２つ解け…。少し難しい３つ目もクリア！
嬉しくて思わず「できました！これっ！３つ制覇
しました～！」と叫びました。するとみんなの注
目を浴び、お店に笑いが…。最後解けずに1つ残っ
た知恵の輪は「今度来たときの宿題に置いておき
ますね」と告げ、店を後にしようとすると、ちっ
とも笑ってくれなかった受付女子、満面の笑みで

「はい、お待ちしております！ありがとうござい
ましたっ！」と言ってくれました。笑いって大事
です。社会事業部にはいつもこんな笑いがありま
す。2年かけて育てあげてきた仲間同士の信頼か
らくる笑いです。ゴールまであと少しとなりまし
たが、この笑いを大切に、社会事業部員最後まで
一丸となって頑張ります！笑！ （杉田）

平成19年10月から平成30年10月まで、11年
事務局でお世話になりました山中紫職員が平成
30年10月31日をもって退職いたしました。　
長い間ありがとうございました。
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　■ 発行所　大阪土地家屋調査士会
　■ 〒 540-0023　大阪市中央区北新町３番５号
　■ 電　話　0 6 ( 6 9 4 2 ) 3330（代）
　■ ＦＡＸ　0 6 ( 6 9 4 1 ) 8070
　■  E － mail：otkc-3330@chosashi-osaka.jp
　■ ホームページ：http://www.chosashi-osaka.jp

　本会社会事業部員　

　正　井　　利　明　　　　山　田　　貴　弘
　川　口　　良　仁　　　　井手下　　武　史　　
　相　澤　　褜　雄　　　　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

▽神津 明功氏（堺支部 神津 年博・尊父、
　平成30年12月30日没、76歳）
▽品川 和夫氏（北河内支部 品川 雅裕・尊父、
　平成31年１月25日没、79歳）
▽盛岡 妙子さん（中河内支部 盛岡 寛・母堂、
　平成31年２月11日没、82歳）　

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

訃報の対応について
　事務局職員が在館する場合

支　部　別　会　員　数（Ｈ31・３・１現在）
○内数字は法人会員数

支　部 会員数 増減 支　部 会員数 増減
北 159⑪ 1 北河内 82② 0
南 34① -1 豊　能 64⓪ -1

阪   南 69③ 0 堺 112① 1
天王寺 38① 0 泉　州 79⓪ -1
大阪城 136⑫ 3 三　島 92② 0
中河内 110① -1 南河内 41⓪ 0

合　計 1,016◦ 1

法人会員数　34法人（０）
※増減は前回Ｈ30年12月１日比
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【好評図書のご案内】

●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（１～３巻）』にて確認できるよう工夫。

先例から読み解く!
土地の表示に関する登記の実務
後藤浩平・宇山聡 著
2017年12月刊 A5判 800頁 本体6,700円＋税

●事務処理上有益な「主要79先例」を全文掲載し、解説も付与。
●主要先例に関連する「関係30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『新版 Q＆A 表示に関する登記の実務シリーズ（４、５巻）』にて確認できるよう工夫。

先例から読み解く!
建物の表示に関する登記の実務
後藤浩平 著
2018年10月刊 A5判 488頁 本体4,300円＋税

●改正に関する要綱仮案、中間試案、法制審議会部会の議事録、関連書籍や論文等から、相続法改正を徹底分析。
●変更点が一目で一覧できる「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」の条文、及び「法務局における遺言書の保管等に
関する法律」条文を、巻末付録として収録。

相続実務が変わる！
相続法改正ガイドブック
安達敏男・𠮷川樹士・須田啓介・安重洋介 著
2018年9月刊 A5判 280頁 本体2,400円＋税

●土地境界について体系的・網羅適に扱う唯一の理論書。新たな裁判や実務動向を踏まえた、待望の改訂版。
●境界の判定手法とその理論のみでなく、境界の生成過程、境界を紡いだ成果として作成される地図や図面などの精度、筆界特定
制度や境界に関する裁判や協議など多くの事項について、法律問題に立脚して言及。

寳金敏明 著
2018年12月刊 A5判上製 684頁 本体6,400円＋税

改訂版 境界の理論と実務

●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 712頁 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
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