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 平成31年度　第81回定時総会

　　　11代目新会長に中林邦友会員を選出

表彰を受けた人たち

ご来賓・ご招待者の皆さま

新役員名簿

祝辞　大阪法務局長　杉浦　徳宏様ほか

会長・副会長　就任のごあいさつ

 支部総会報告

支部長のひとこと（就任あいさつ）

平成30年度調査士試験合格証書交付式　大阪管内で53名が合格

～未来に繋がる～測量体験　北河内支部の外部広報活動

八尾市との「空家等対策の連携に関する協定」締結式

「測量の日」記念フェア2019を開催

大阪法務局　着任のご挨拶

　　　福田　克則民事行政部首席登記官（不動産登記担当）

　　　田代　尚昌民事行政部不動産登記部門総括表示登記専門官

メールの代わりにLINEスタンプを送りませんか？

　　　「地面の妖精たち」（第１弾）デビュー‼

役員等選任基準・情報公開に関する規則・情報公開に関する細則の一部改正

政治連盟だより　第20回定時大会

大阪青年土地家屋調査士会だより　第８回定時総会

協同組合だより　第26回通常総代会

大阪公嘱協会だより　自主事業として震災後の基準点検査測量の実施

会員異動

法人会員名簿

 消費税の軽減税率制度が実施されます

常任理事会・理事会

業務日誌

公嘱協会の動き

行事予定

編集後記

訃報／おくやみ／訃報の対応／支部別会員数
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4 第334号令和元年７月

　大阪土地家屋調査士会の平成31年度第81回定時
総会が、令和元年５月31日（金）午後１時から大
阪市都島区の「太閤園」で開催されました。
　当日は、午後１時時点で本会会員総数1010名の
うち208名が出席、委任状提出者は367名でした。
　定刻に、濵口泰隆総務部副部長の司会で開会宣言
がなされた後、会員および会員ご家族の物故者への
黙とうが行われ、松尾賢副会長の開会の辞で始ま
り、初めに金子正俊会長が大阪大学での寄付講座が
始まること等を含め調査士制度の充実・発展につい
て挨拶をされ、その後、議長に堺支部の深井邦仁・
北河内支部の木下孝司両会員が選出され、議事進行
がなされました。
　平成30年度会務ならびに事業経過報告は、総括
的な報告を松尾賢副会長がされ、各部の詳細な報告
は久保加奈子総務部長（泉州支部）、佐野紀夫財務
部長（北摂支部）、髙山恒夫業務研修部長（中河内

支部）、正井利明社会事業部長（大阪城支部）が報
告した後、拍手多数で承認されました。
　続いて、議案審議の第１号議案として「平成30
年度決算報告に関する件」が上程され、佐野紀夫財
務部長から説明が行われた後に坂田兼則監事（堺支
部）が、監査結果は①相当で②正しく示され③違反
する事実が認められなく④着実適切に実行されてい
ることを認めると報告されました。そして、議長が
事前に提出されている質問事項を取り上げられ、そ
れぞれ答弁が行われ、質問者はその答弁に納得され
ていました。
　第２号議案の「役員等改選に関する件」について
は、議長から髙杉直秀選挙管理委員長（北支部）に
交替され、髙杉委員長から今年は会長立候補者が２
名、副会長定員３名につき立候補者が５名、監事定
員３名につき立候補者が１名であった旨が報告され
ました。

深井邦仁議長　　　木下孝司議長 投票箱へ！髙杉直秀選挙管理委員長

１１代目新会長に中林邦友会員を選出
第８１回定時総会を開催!!
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Ⅰ．開　　会　　　
　　１．物故者に黙とう
　　１．開　会　の　辞
　　１．会　長　挨　拶

Ⅱ．議　　事
　　１．議長選出・挨拶
　　１．議事録署名者選出
　　１．報　告　事　項
　　　　　平成30年度　会務ならびに事業経過報告
　　１．議　案　審　議
　　　　　第１号議案　平成30年度　決算報告に関する件
　　　　　　　　　　　（各特別会計を含む）
　　　　　第２号議案　役員等改選に関する件
　　　　　第３号議案　平成31年度　事業計画案に関する件
　　　　　第４号議案　平成31年度　歳入・歳出予算案に関する件

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

第 81 回定時総会　式次第

　その後、会長候補者、副会長候補者の立会演説
会、投票へと進み、休憩後、第３号議案の「平成
31年度事業計画案に関する件」と第４号議案の「平
成31年度歳入・歳出予算案に関する件」について、
議場承認の上、一括上程され、金子会長から平成
31年度事業計画案の重点施策として、
①　変化に順応できる組織構築
②　将来を見据えた財政基盤の確立
③　�土地家屋調査士制度制定70周年に向けた広報

活動の充実・強化
④　適正な業務の検討・周知及び業務の拡充
以上の説明があり、各部長から事業計画について説

明がなされ、拍手多数で承認されました。
　ここで、第２号議案の役員等改選について、髙杉
直秀委員長から選挙結果発表が行われ、新会長に中
林邦友会員（大阪城支部）、新副会長に竹本貞夫会
員（北摂支部）、芳多正行会員（北支部）、久保加奈
子会員（泉州支部）が選ばれたことの報告があり、
監事立候補加藤幸男会員（北摂支部）は無投票で当
選となり、不足する監事・理事については選考委員
会に選任が任され、選考委員長の加藤眞一会員（北
摂支部）から選考結果が発表され、２名不足の監事
に坂田兼則会員（堺支部）、北川俊一会員（中河内
支部）を、２名不足の理事については、富澤祐二会

金子正俊会長 中林邦友新会長 ご来賓の方々
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員（北河内支部）、今村健太郎会員（北河内支部）
が理事に選考され、拍手によって承認されました。
　これですべての審議事項が終了し、満場の拍手を
もって、両議長は降壇されました。
　休憩後、久保田ひろみ司会者のもと式典に移り、
拍手でご来賓の方々を迎えました。来賓紹介の後、
杉浦徳宏大阪法務局長、岡田潤一郎日本土地家屋調
査士会連合会会長および金子正俊会長から、それぞ
れ大阪法務局長表彰、連合会長表彰、会長表彰の授
与があり、また佐野財務部長が長寿祝金贈呈者（表
彰者名簿は別掲）の名前を読み上げられ、表彰式を
終えました。続いて、杉浦徳宏大阪法務局長をはじ
めとして、ご来賓の方々よりご祝辞をいただき、午

後６時に中林邦友副会長の閉会の辞で今年度の総会
は定刻に無事終了しました。
　この後、迎賓館３階の「ダイヤモンドホール」に
会場を移して開かれた懇親会では、議員の先生・議
員秘書の方にも多数ご出席いただき、祝杯・乾杯の
発声の後、久保田ひろみ司会者から新会長・新副会
長の紹介があり、お祝いと期待を込めた盛大な拍手
がありました。支部ごとに準備されたテーブルを囲
んで会食が始まり、ご来賓やご招待者、会員の交流
の輪が広がり、和やかな雰囲気の中、午後８時30分、
盛況のうちに終了しました。

（社会事業部理事・相澤褜雄）
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大阪法務局長表彰
竹本　公 （中　央）　　衛藤　政宣（大阪城）
中林　孝寛（中河内）　　森　　光広（北　摂）
土谷　　均（　堺　）　　安部　眞三（泉　州）

連合会長表彰
【顕彰規程第４条】
山脇　優子（中河内）

【顕彰規程第５条】
藤原　秀浩（中　央）　　藤田　重信（大阪城）
岡田　好史（大阪城）　　織田　敏秀（北河内）
黒田　　聡（北　摂）　　垣花　久嗣（　堺　）
石﨑　克佳（　堺　）

【顕彰規程第６条】
山口　知晃（事務局）

連合会長感謝状
【顕彰規程第 7 条第 1 項第３号】
〈土地家屋調査士国民年金基金の全国国民年金との
合併における土地家屋調査士支部の発足に尽力した
役員等〉
中林　邦友（大阪城）

会　長　表　彰
一守　博正（　北　）　　仲田　隆司（　北　）
井上　朝雄（大阪城）　　　口　和広（大阪城）
大貫　宗克（中河内）　　笠原　伸司（中河内）
吉田　英彦（北河内）　　中村　寛文（北河内）
馬野　隆一（北　摂）　　中川　耕一（　堺　）
小林　俊彦（　堺　）　　黒田　成宣（泉　州）
田　　修（泉　州）

長寿祝金贈呈
＜傘　寿＞
森田　芳明（中河内）　　和田　朝博（北　摂）

＜古　稀＞
井上　博志（　北　）　　神田章太郎（　北　）
椋本　幸春（　北　）　　長岡　統一（　北　）
井上　直次（中　央）　　西山　正一（中　央）
尾西　睦男（中　央）　　河尻　伸作（中　央）
九鬼　成元（大阪城）　　中野　　章（大阪城）
田中　秀明（大阪城）　　北村　省一（大阪城）
伊藤　善昭（大阪城）　　久吉　　薫（中河内）
河　憲三（中河内）　　石井　雅文（中河内）

山本　重男（中河内）　　野坂　　傑（北　摂）
平良　明徳（北　摂）　　木原　達志（北　摂）
貞方　澄夫（　堺　）　　瀧　　克則（　堺　）
坂田　兼則（　堺　）　　守護喜一郎（　堺　）
楠木　　進（　堺　）　　上田　時嗣（泉　州）

表彰を受けた人たち
（敬称略）

大阪法務局長表彰 連合会長表彰
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＜ご　来　賓＞
大阪法務局
　　　局　　　長� 杉浦　徳宏様○
　　　民事行政部部長� 林　　淳史様○
　　　同部総務課長� 内田　　清様○
　　　同部不動産登記部門
　　　首席登記官� 福田　克則様○
国土交通省国土地理院
近畿地方測量部部長� 山本　洋一様○
大阪府議会副議長� 西　　惠司様　
大阪市会議長� 広田　和美様　
大阪市会副議長� 有本　純子様　
大阪弁護士会副会長� 飯島　奈絵様○
大阪司法書士会会長� 香山　恭慶様○
大阪公証人会副会長� 大島　忠郁様　
日本公認会計士協会近畿会
　　　副　会　長� 安原　　徹様　
近畿税理士会副会長� 北田　全基様　
大阪府行政書士会副会長� 黒田　淳子様　
大阪府社会保険労務士会
　　　副　会　長� 澤田　敏仁様　
日本弁理士会関西会
　　　副　会　長� 明田　佳久様　

（順不同・○印は総会式典・懇親会ともご出席）

第 81 回定時総会ご来賓・ご招待者の皆さま

公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部
　　　専 務 理 事� 近藤　良一様　
公益社団法人大阪府不動産鑑定士協会
　　　副　会　長� 善本かおり様　
一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会
　　　副　会　長� 三木　　功様　
日本土地家屋調査士会連合会
　　　会　　　長� 岡田潤一郎様○
公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
　　　理　事　長� 横山幸一郎様○
大阪土地家屋調査士協同組合
　　　理　事　長� 甲斐　健児様○
大阪土地家屋調査士政治連盟
　　　会　　　長� 吉田　栄江様○
公益社団法人民間総合調停センター
　　　理　事　長� 比嘉　廉丈様　
境界問題相談センターおおさか運営委員会
　　　委員長・弁護士� 近藤　行弘様　
境界問題相談センターおおさか運営委員会
　　　委員・弁護士� 大谷　俊彦様　
顧問弁護士� 満村　和宏様○
顧問弁護士� 中村　好春様○

会長表彰 （同左） （同左）
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< 政　治　関　係＞
衆議院議員� 伊佐　進一様　　
同・大隈和英議員秘書� 早野　孝臣様　　
同� 大塚　高司様　　
同・大西宏幸議員秘書� 吉田　　剛様　　
同� 岡下　昌平様　　
同・北側一雄議員秘書� 橋本　勝之様　　
同� 左藤　　章様　　
同・佐藤茂樹議員秘書� 浮田　広宣様　　
同� 佐藤ゆかり様　　
同・竹本直一議員秘書� 佐野　　昇様　　
同・とかしきなおみ事務局長� 藤木　祐輔様　　
同・長尾敬議員秘書� 阪本　　圭様　　
同・中山泰秀議員秘書� 茂原　英仁様　　
同・原田憲治議員秘書� 中井健次郎様　　
同� 宗清　皇一様　　
同� 鰐淵　洋子様　　
参議院議員� 石川　博崇様　　
同� 太田　房江様　　
同� 熊野せいし様　　
同� 杉　　久武様　　
同� 松川　るい様　　
同� 柳本　卓治様　　
同・山本香苗議員秘書� 西村　晴天様　　

大阪府議会議員� 内海　久子様　　
同� 占部　走馬様　　
同� 垣見大志朗様　　
同� 杉本　太平様　　
同� 林　　啓二様　　
同� 肥後洋一朗様　　
同� 三浦　寿子様　　
同� 三宅　史明様　　
大阪市会議員� 明石　直樹様　　
同� 小笹　正博様　　
同� 八尾　　進様　　
同� 山田　正和様　　
東大阪市議会議員� 山﨑　毅海様　　
元大阪府議会議員� 鈴木　和夫様　　

＜ご　招　待＞
大毎広告株式会社
　　　　代表取締役社長� 　　上野　　晃様　　
三井住友海上火災保険株式会社
　　　　関西企業営業第三部

公務開発室長　　　　　大矢　邦雄様　　
株式会社島本保険事務所

取締役営業部長　　　　城谷　雅也様　　
阪奈測機株式会社

代表取締役　　　　　　前田　公俊様　　
太平建設工業株式会社

営業第四部課長代理　　清水　哲也様　　
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新　役　員　名　簿 ��（敬称略）

会　　長　　中林　邦友　大阪城
副 会 長（業務研修部担当）
� 竹本　貞夫　北　摂
副 会 長（総務・財務部担当）
� 芳多　正行　　北　
副 会 長（社会事業部担当）
� 久保加奈子　泉　州
�

【総 務 部】
常任理事（部　長）
� 山脇　優子　中河内
理　　事（副部長）
� 雨宮　敏之　北　摂
理　　事　　竹内　秀治　北　摂
理　　事　　白井　康之　　堺
理　　事　　塩田　征司　泉　州
�

【財 務 部】
常任理事（部　長）
� 河﨑　　尊　大阪城
理　　事（副部長）
� 佐野　紀夫　北　摂
理　　事　　永野　美重　中　央
�

【業務研修部】
常任理事（部　長）
� 濵口　泰隆　大阪城
理　　事（副部長）
� 塚田　　徹　　北　
理　　事（副部長）　　
� 堀川　経希　泉　州
理　　事　　森口　　稔　　北
理　　事　　彦坂　浩子　中　央
理　　事　　森次　裕一　中　央
理　　事　　山本　龍也　　堺

【社会事業部】
常任理事（部　長）
� 森脇　英明　　堺　
理　　事（副部長）
� 内山　善雄　　北　
理　　事（副部長）
� 今村健太郎　北河内
理　　事　　三谷　善樹　中河内
理　　事　　森留　禎雄　中河内
理　　事　　富澤　祐二　北河内
理　　事　　坂田　宏志　　堺
�

【監　　事】
� 北川　俊一　中河内
� 加藤　幸男　北　摂
� 坂田　兼則　　堺　
�

【名誉役員】
顧　　問　　市原　一勲　中　央
顧　　問　　横山　慶子　　北
顧　　問　　松本　充弘　大阪城
相 談 役　　松尾　　賢　中　央
参　　与　　髙山　恒夫　中河内
参　　与　　正井　利明　大阪城
参　　与　　髙島　康弘　中河内
�

【名誉会長】
� 金子　正俊　大阪城
�

◇支　部　長　会　議◇
（支部長会議議長）
北　　支部� 中島　公司
（支部長会議副議長）
大阪城支部� 西田　修尋
�
中央　支部� 延山　奎柄
中河内支部� 米山太一郎
北河内支部� 北川　貞司
北摂　支部� 黒田　　聡
堺　　支部� 深井　邦仁
泉州　支部� 橘　　泰弘
�

◇綱　紀　委　員◇
委 員 長　　田中　久也　中　央
副委員長　　小林　教張　北　摂
委員長職務代理　
� 松島　　稔　大阪城
委　　員　　橋本　宗三　　北
委　　員　　佐々木志展　　北
委　　員　　上田　大人　中　央
委　　員　　岡田　好史　大阪城
委　　員　　和田　久司　中河内
委　　員　　山岡　　昇　中河内
委　　員　　木下　孝司　北河内
委　　員　　山口　典彦　北　摂
委　　員　　土谷　　均　　堺
委　　員　　久保田宣生　　堺
委　　員　　黒田　成宣　泉　州
�

◇注意勧告理事会理事◇
会　　長　　中林　邦友　大阪城
副 会 長　　竹本　貞夫　北　摂
副 会 長　　芳多　正行　　北
副 会 長　　久保加奈子　泉　州
常任理事　　山脇　優子　中河内
常任理事　　河﨑　　尊　大阪城
常任理事　　濵口　泰隆　大阪城
常任理事　　森脇　英明　　堺
理　　事　　雨宮　敏之　北　摂
理　　事　　佐野　紀夫　北　摂
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大阪法務局長　　杉浦　徳宏

　本日、ここに大阪土地家屋調査士会第81回定時
総会が開催されますことを、心からお喜び申し上げ
ます。
　大阪土地家屋調査士会及び会員の皆様には、平素
から表示に関する登記事務手続だけでなく、筆界特
定制度や法務局備付地図整備作業といった法務局が
所掌する行政事務の適正・円滑な運営のために、格
別の御理解と御協力をいただき、この場をお借りし
て、深く御礼申し上げます。
　また、先ほど表彰を受けられました会員の皆様
は、永年、土地家屋調査士として業務に精励され、
土地家屋調査士制度の充実・発展に大いに貢献され
るとともに、登記事務の適正な処理及び法務行政の
運営に寄与されました。その御功績は誠に顕著であ
ると考えます。改めて敬意を表するとともに、心か
らお祝いを申し上げます。
　元号が「平成」から「令和」に改められました。
昭和22年から70年を超えて所掌の法務行政を所管
している法務局にとって、新しい時代を切り拓いて
いく必要があると考えています。同じく、昭和25
年に表示登記の専門家として創設され、来年の令和
２年には創設70周年を迎える土地家屋調査士制度
も、やはり、新しい時代を切り拓いていく必要があ
るのではないかと拝察いたします。この、新しい時
代を切り拓くという観点から、この70年の土地家
屋調査士制度を、簡単に、振り返ってみたいと思い
ます。
　もともとは、権利の客体となる土地・建物の現状
を正確かつ適切に登記簿に反映させることによっ
て、国民の、権利の保全と取引の安全を確保する目

的で、土地・建物の調査・測量・申告手続を業とす
る専門的職能集団である土地家屋調査士制度が創設
されました。当初は、不動産表示の正確性を確保す
る目的のみでしたが、国民の権利の明確化に寄与す
ることが目的に付加されたほか、調査・測量・申告
に加え、審査請求手続も付加されました。
　平成に入ると、規制緩和の波を受けて、土地家屋
調査士法人の新設、試験制度や懲戒手続の整備が図
られました。さらに、不動産登記事務のコンピュー
タ化に対応するためオンライン申請が認められたほ
か、筆界特定制度が創設されるとともに、筆界紛争
解決及び地図整備への貢献も要請されるようになり
ました。
　このように、土地家屋調査士業務は、表示に関す
る登記申請事件の処理のみならず、筆界特定制度や
法務局備付地図整備作業等、様々な場面に活動の幅
が広がっており、それに伴い、利益相反代理の禁止
等の新たな職業倫理が求められています。中でも、
いわゆる ADR業務においては、当事者同士の利益
が対立することが常であり、土地家屋調査士として
経験のない職業倫理が求められています。
　令和という新しい時代を迎えた今、土地家屋調査
士の皆様方には、職務精励、品位保持といった職責
を全うすることはもとより、より高いレベルの法律
知識や能力に加えて職業倫理が求められることにな
りました。その責任の重要性と業務の公共性を十分
認識され、今後とも、土地家屋調査士としての品位
を保持していただき、一層、国民の期待と信頼に応
えていただくようお願いいたします。
　終わりに、本日の御盛会を祝し、ますますの御発
展と皆様方の御健勝、御活躍を祈念いたしまして、
私の祝辞といたします。
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日本土地家屋調査士会連合会
会長　岡田潤一郎

　本日ここに、大阪法務局長様を始め、多くのご来
賓をお迎えし、大阪土地家屋調査士会第81回定時
総会が盛会に開催されましたことに、まずもってお
慶びとお祝いを申し上げます。
　また、日頃から金子会長を始めとして、役員の皆
様、そして、会員の皆様には、日本土地家屋調査士
会連合会の会務運営につきまして、ご理解・ご協力
をいただいておりますこと誠に心強く感謝を申し上
げます。
　早いもので、現在の執行部となって二年が経過し
ようとしていますが、平成三十年度の連合会の事業
方針大綱を基に策定された事業計画を遂行し、おお
むね所期の目標を達成できたものと考えておりま
す。この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上
げます。
　連合会においては、本年度も継続して、「境界紛
争ゼロ宣言‼︎」の更なる発信と、土地家屋調査士の
業務環境整備を推し進めるとともに、土地家屋調査
士が社会に貢献できる機会を更に拡大させるため、
強靭かつしなやかな業務遂行を事業方針の中心に据
えて活動しております。
　さて、土地家屋調査士法の一部改正に関する動向
については、去る４月12日に参議院本会議におい
て、「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改
正する法律案」が全会一致をもって可決されまし
た。この法律案には、連合会が要望している事項が
全て網羅されており、特に、土地家屋調査士法第１
条は、目的から使命の規定に改正され、これまで要
望してきた土地家屋調査士法施行規則第29条の改
正に深く関わる事項でもあった「土地の筆界を明ら
かにする業務の専門家」という土地家屋調査士の業
務全般を表す文言がうたわれると同時に私たちの専
門性をより明確に表現した内容であります。今後

は、衆議院における審議の動向も注視し、全国土地
家屋調査士政治連盟とも連携のうえ、適時適切な対
応をしてまいります。
　所有者不明土地問題への取組については、本年３
月から、法務大臣の諮問機関である法制審議会にお
ける民法・不動産登記法部会に、私が委員として参
画しているところであります。この部会では、所有
者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組み
を早急に整備する観点から、民法、不動産登記法等
を改正する必要があると思われるので、これらの方
策を始め、その仕組みを整備するために導入が必要
となる方策について、意見が求められております。
連合会といたしましては、相続登記の義務化の可
否、土地所有権の放棄の可否、共有制度の見直し、
そして相隣関係の見直し等の議論に対し、組織を上
げて全力で取り組み、的確な提言や意見を提示し、
適切な対応をとってまいりたいと考えております。
その中で、情報提供可能なものについては迅速に行
うこととし、全国の土地家屋調査士会にご意見を求
めることもあるかと思いますので、是非ともご理解
ご協力をお願いいたします。
　本年度は、これまで全国の各ブロック協議会に委
託しておりました新人研修を連合会が主体となって
実施する中央型の新人研修が行われます。会員の帰
属意識を高め、一人一人が土地家屋調査士という専
門資格者であることの矜持を持つこと、それは当然
のことながら、次世代の土地家屋調査士の人材育成
に欠かせない核であり、連合会の責任と役割は今ま
で以上に重くなることを自覚し、準備を進めており
ますが、この初の試みである中央実施型新人研修を
成功させ、その後の経験を積むことによる専門家へ
の道のりは、各土地家屋調査士会の皆様のお力添え
がまだまだ必要不可欠でございます。是非ともよろ
しくお願いいたします。
　また、来年は、土地家屋調査士制度制定七十周年
を迎える年でございます。土地家屋調査士が社会か
ら必要とされ続ける資格として、また、土地家屋調
査士制度広報のためにも、連合会は土地家屋調査士
制度制定七十周年記念事業準備チームを組成し、役
員も一丸となって準備を進めております。記念事業
が社会情勢の変化に対応し時流に乗ることができま
すよう、ご協力のほどお願い申し上げます。
　社会的諸問題解決の一翼を担う土地家屋調査士制
度に吹く風に最大限の帆を広げて、その期待や要請
に応えていかなければなりません。連合会は土地家
屋調査士政治連盟との協調体制を強く持って、土地
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家屋調査士制度の充実・発展に向けて全力で取り組
み、役員一丸となって、迅速に邁進する覚悟でおり
ます。
　今後とも大阪土地家屋調査士会及び会員諸兄の一
層のご理解とご提言を賜りたくお願い申し上げます。
　結びに当たり、本日ご列席の皆様のご健勝と大阪
土地家屋調査士会の益々のご発展を祈念し、お祝い
の言葉といたします。

大阪府議会副議長　 西　惠司
　大阪土地家屋調査士会第81回定時総会式典の開
催、誠におめでとうございます。
　大阪府議会を代表いたしまして一言お祝い申し上
げます。
　皆様方におかれましては、日頃から不動産の表示
に関する登記制度の適正かつ円滑な運営に多大な御
貢献を賜り、厚くお礼申し上げます。
　近年、所有者不明の土地や空き家の増加が、大き
な社会問題となっているなか、皆様方には、専門的
な知識と豊かな経験を有する表示登記に携わる専門
家として「所有者不明土地問題」や「空き家問題」
の解決に御尽力いただいておりますことに、改めて
感謝申し上げます。
　今後とも諸問題の早期解決に向けて、ますますの
御活躍されますよう御期待申し上げます。
　私ども大阪府議会といたしましても、安全・安心
して、暮らせる大阪の街づくりに全力で取り組んで
まいりますので、更なる御支援、御協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
　さて、本年６月28日、29日の両日に G20大阪サ
ミットが開催されます。
　大阪府議会では、世界中の注目が集まるこの機会
を通じて大阪の持つ魅力とポテンシャルを全世界に
発信し、大阪の更なる成長と発展に繋げてまいりた
いと考えておりますので、皆様方の御理解・御協力
を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、大阪土地家屋調査士会の益々の御発展
と、本日御参会の皆様の御健勝・御活躍を御祈念申
し上げましてお祝いの言葉とさせていただきます。

大阪市会議長　 広田　和美
　大阪土地家屋調査士会第81回定時総会の開催に
あたり、一言ごあいさつを申し上げます。
　はじめに、只今、表彰並びに感謝状を受賞されま
した皆様に対し、心よりお祝い申し上げます。
　皆様方には、市民の不動産に関する権利の保全や
取引の安全確保にご貢献いただいておりますことは
もとより、空家等対策の推進に関する特別措置法に
基づき設置された、大阪市空家等対策協議会の委員
として参画いただくなど、市政全般にわたり多大の
ご尽力を賜り、深く感謝申し上げます。
　また、不動産登記や境界問題についての無料相談
会の開催や、インターンシップ生の受け入れ、大学
での講義など幅広い領域でご活躍されておりますこ
とに、改めて敬意を表する次第であります。
　大阪市会といたしましても、市民サービスの一層
の向上とともに、大阪の成長の実現に向けた取り組
みを着実に進めてまいりますので、皆様方におかれ
ましては、今後ともより一層のお力添えを賜ります
ようお願い申し上げます。
　また、来月の６月28日及び29日には、我が国で
行われる史上最大規模の首脳会議である「G20大
阪サミット」が開催されます。
　この機会に、大阪・関西のあふれる魅力や特色を
世界に向けて発信することで、2025年に開催され
る万博の成功に向けた大きな弾みになるものと存じ
ます。
　G20サミット並びに万博の成功に向けて皆様方の
ご理解、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
　結びに当たり、大阪土地家屋調査士会の今後ます
ますのご発展と、皆様方のご健勝ご多幸を心よりお
祈り申し上げまして、お祝いのことばといたします。
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会長・副会長　就任のごあいさつ

はっきりした指針を示し、会務運営に取り組んでいきたい

会　長　
　中林　邦友

　令和元年５月31日、第81回定時総会において会
長に選任いただきました、中林邦友でございます。
　我々、土地家屋調査士を取り巻く状況の悪化が続
き、会員の皆様の心の中も『こんなはずじゃなかっ
た』『もっと何とかならないか』といったネガティ
ブな想いに支配されている会員が、多いのではない
でしょうか？
　私は会長として、周囲の荒波に翻弄されるままに
身を委ねるのではなく、土地家屋調査士が自分達の
仕事に自信と誇りを持ち、様々な意味で豊かになれ
る方策を練って提案・行動していきたいと考えてい
ます。
　勿論、簡単に出来ることではないのは充分に理解
しています。
　しかし、理解したうえでいろいろと足掻き続けた
いと思います。

　会長としてダメ元という言葉は、無責任な感じが
するので使いませんが、『どうせ出来っこない』と
か『そんなことは実現しないだろう』と初めから諦
めてしまっては何も変わりません。考え、行動した
うえで、成果が出なければ別の発想、方法を考える
ということを粘り強く、２年間続けていこうと思っ
ています。
　主役である会員の想い、考えを間近に感じておら
れる支部長の皆さんとの情報交換、意見交換は必須
で、膝を突き合わせた話し合いを胸襟を開いてして
いきたいと思います。
　土地家屋調査士の為の組織という同じ目的で作ら
れた大阪土地家屋調査士政治連盟、公益社団法人大
阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会、大阪土地家屋
調査士協同組合の皆さんとも、しっかりと協働して
いきたいと思っています。
　内の組織だけでなく、法務局や府、市、大学他団
体等との連絡、交流、対話をしっかりと行ない、土
地家屋調査士の為になることを貪欲に探していきた
いと思っています。
　総論的な想いを書いてきましたが、これらの想い
を実現させる為に、一つ一つにはっきりした指針を
示し、執行部の皆さんのお力を借りて会務運営に取
り組んでいきたいと思います。
　２年間しっかりと頑張ってまいりますので、会員
の皆様どうぞ宜しくお願い致します。
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人材の育成と調査士業務の特性を活かした業務拡大を図る

副会長　
　竹本　貞夫

　今回、多くの会員の方々のご支援をいただいて副
会長に当選させていただきました竹本貞夫でござい
ます。どうか、今後も「調査士制度の維持発展と会
員の為の会務運営」を調査士人生最後の仕事と考え
て頑張りますので、ご支援・ご協力いただきます様
に心からお願い申し上げます。私は、40数年とい
う長きに渡り、純粋の調査士業務一筋に生きて来ま
したので「制度の有難さと我々調査士は何をすべき
であるか」を十分に承知しております。次代の大阪
会を牽引していただく人材の育成と筆界の専門家で
ある我々調査士業務の特性を活かした業務拡大を図
ることが急務であると考えております。
　今までの建物表題登記・土地分筆登記・地積更正
登記という標準的な登記関係の業務では、調査士全
員を養っていける程の業務量は、ほぼ飽和点に達
し、少なくなる一途であると思っております。これ
から先は、筆界争い及び地籍調査事業・法務局が実
施する地図整備事業への積極的な参入と、現在、我
が国で大きな社会問題になっております「845万戸
の空き家の内、腐朽や破損がある200万戸に及ぶ住
宅の滅失に関する不動産登記法上の判断と滅失登
記、及び、九州の面積を超えると言われている不在
地主の土地境界確定等によって、調査士業務拡大が
図れるのではないかと考えております。
　様々な業界（建築士・行政書士・測量士等）か
ら、調査士業務の一部に参入するという動きが多く
なっている現在、我々調査士業務の特性を活かせた
筆界争いに参入できない調査士は、今後一般社会か
ら淘汰される虞があります。筆界争いに参入するに
は「筆界は、何時・誰が・どんな方法により特定
し・どんな機器を使用して丈量し・何の為に地図を
作成したのか？」の筆界誕生の経緯を熟知すると共
に、地図の表題地名及び記載されている地番の字形

から、地租改正地図か？更正図か？の地図作成時期
等を推認する能力と調査士法第25条第２項の「地
域の特性」である当該地が６尺〇〇寸竿を使用して
丈量したのか？等の多くの知識を習得する必要があ
ります。
　現在法務局に筆界調査委員として推薦されている
100名の調査士だけでなく、大阪会の調査士全員が
筆界調査委員に推薦できるという状況のレベルまで
「知識を高める」ことを当職は理想としておりま
す。この理想に一歩でも近づける基本である「土地
制度の歴史的沿革」を主にした研修会を開催し、大
阪会の調査士であれば誰でも「筆界特定申請の意見
書を書くことができ、法務局の筆界調査委員になれ
る」様にしたいと考えております。筆界の専門家で
ある調査士にとって、「土地制度の歴史的沿革」を
熟知することは現地の立会において、筆界の所在位
置を特定する理由として相手に説明することによ
り、業務の早期完成に繋がると私の経験上から確信
しております。
　当職の様に70歳を超えても業務ができて、ある
意味の調査士業務を通じて我が国へ貢献できるとい
う調査士制度への「感謝と恩返し」の一環として後
退しない確実な「調査士制度の維持・発展」を図る
と共に、外部の友好団体や近畿ブロックから信頼さ
れる「大阪会」になる様に、他の役委員と力を合わ
せ、人生最後のラストスパートを掛けて頑張ること
によって副会長としての責任を果したいと考えてお
ります。
　若い調査士の方及び、今後入会して来られる調査
士の方に数年後には「報酬額という名前の果実」を
収穫してもらえる様に、今から調査士業務拡大の種
蒔きをすると共に新年号の令和に合わせて、「会員
の意見を尊重した会員の為の会務運営」を実行する
「大阪会の新たな門出にしたい」と考えておりま
す。会員各位の温かいご支援に応える為に、会務運
営に秘密は全く必要ありません。会員の意見に耳を
傾けて、役委員一同開かれた会務運営を目指して頑
張りますので、会員各位のご支援・ご協力を心から
お願い申し上げまして、副会長就任のご挨拶と致し
ます。
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誤りなき会の意思決定と実施のため、活発な議論、十分な審議を

副会長　
　芳多　正行

　私は、このたび選挙を経て副会長に就任すること
になりました。改めて職責の重さを双肩に感じていま
す。今回は、会長、副会長ともに選挙となったため会
員の会務運営に対する関心が高まった効果があり、
その意味では意義のある選挙だったと実感していま
す。今後とも各位の叱咤激励をお願い致します。
　私は、理事会のあり方にも強い関心を持っていま
す。この機会に誌面をお借りして、そのことに絞っ
て私見を申し上げます。過去２年、監事として理事
会を傍聴し、必要に応じて監事を代表して発言を
行ってきました。いささか残念な印象は、理事会の
議論が必ずしも活発でなかったことです。会則上、
理事会は、総会を除けば会務運営についての最高意
思決定機関であり、常任理事会（執行部）に対する
監督機能が与えられています。この機能が何らかの
事情で十分発揮できていないのではなかろうか。そ
んな疑問が私を副会長立候補に駆り立てた一因であ
ります。
　通常、理事会議案は常任理事会から提出されま
す。よい結論を得るには、議案を理事が批判的に検
討する姿勢が肝要だと考えています。理事の選任は
支部推薦候補を総会が承認する形になっています。
理事の皆様は、総会の承認を得て就任する以上、理

事となった時から全会員を代表していることを会議
の都度、自己確認し遠慮のない意見を発していただ
きたく思います。当会は現在、多くの、先延ばしで
きない課題を抱えています。どのような処理をする
にせよ、会の意思として決定、実施する以上、理事
会の十分な審議が前提となります。
　もっとも、当会は組織構造上の弱点がないとは言
えません。それは、理事は四つの業務部のいずれか
に配属され、会長、副会長のもと、当会業務の実施
にあたります。その一方、理事会会議は、理事（各
業務部の部長）が構成員の半数となる常任理事会が
提出する議案を審議する組織構造になっていること
です。つまり、自分たちの業務を、自分たちで決
定・監督しているともいえる構造です。
　せっかくの理事会の執行部監督機能が十分発揮で
きない構造と見れないこともありません。健全な会
務運営という観点から見れば弱点又は矛盾点と言え
るでしょう。これを解決するには理事会会議の構
成員を別の代議員で構成する組織構造にすることで
すが、これには新たな人材確保と財源確保の問題が
避けて通れず、すぐに改革できる問題ではないで
しょう。
　今、とりあえずできることは、理事の皆さんの、
意識の持ち方だと思います。
　配属された業務部において会務にあたる時と、理
事会に臨むときには意識を完全に切り替え、すべて
の議案を批判的に吟味し、活発な議論に切磋琢磨す
ることをお願いしたいと思います。
　誤りなき会の意思決定と実施のため、このことを
切にお願いして副会長就任のご挨拶とさせていただ
きます。
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知名度の向上、倫理観の高揚などのための広報活動を

副会長　
久保　加奈子

　第81回定時総会において副会長に選任いただき
ました泉州支部の久保加奈子です。どうぞよろしく
お願いいたします。
　このたび、私は社会事業部を担当する副会長を拝
命いたしました。
　平成25年から３期６年理事、常任理事と常に全
力で取り組み、とても有意義な経験をさせていただ
きました。それらの経験を踏まえ、会長を補佐し、
他の役員と連携して大阪会会員へのサポートの充
実・促進のため、一所懸命努力してまいります。
　さて、本総会において承認された重点施策には社
会事業部が関与すべきものが多く、部長を含め７名
の理事で業務を行っていきます。広報においては、
土地家屋調査士制度のピーアールのために継続的な
広報とタイムリーで親しみやすい広報を常に意識し
た効果的な広報を一層進めていきたいと考えており
ます。支部長及び担当副支部長におかれましては、
ご協力をお願いすることもあるかと存じます。その
際には快くお引き受けくださるよう、この場を借り
てお願い申し上げます。

　また、2020年土地家屋調査士制度が70周年を迎
えるにあたり、連合会においては70周年記念事業準
備チームを組成し、検討を重ねられているところで
す。連合会からは、各土地家屋調査士会に対して記
念事業案としてランドマーク建物の登記プロジェク
ト、研究論文、シンポジウム・祝賀会の開催のほか、
５つの事業が提案されています。大阪会としても周年
記念事業の検討を進めていく必要があります。
　ところで、土地家屋調査士法一部改正により土地
家屋調査士の使命として「土地の筆界を明らかに
する業務の専門家」と規定されました。会長の強い
リーダーシップの下、業務環境の充実等が図られてい
くものと思いますが、これらの機会を好機と捉え、知
名度の向上、倫理観の高揚などのために広報活動の
中で大阪司法書士会、大阪法務局と協働するなどし
て効果的に使っていきたいと考えています。
　そのほかにも、次世代に向けた産学連携事業とし
ての寄付講座、インターンシップの展開など、公共、公
益に関わる事業の推進など多くの事業を担います。
　このように重責を伴う社会事業部ではあります
が、会長からの強い要請があり、ここに担当をお受
けした次第です。
　会員の皆様にはご理解、ご支援、ご協力を何卒、
よろしくお願いいたします。
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　令和元年度北支部定時総会は、５月17日（金）
午後４時から大阪マルビル・大阪第一ホテルで開催
されました。�
　当日の出席会員は96名（委任状提出者50名を含
む）、来賓として大阪法務局北出張所より北田英明
所長、同じく沼真佐人統括登記官、橋本清文表示登
記専門官、大阪土地家屋調査士会より金子正俊会
長、大阪司法書士会北支部・赤松更支部長、大阪司
法書士会西支部・平木寛二支部長、大阪土地家屋調
査士政治連盟・松島稔会計責任者、大阪土地家屋調
査士協同組合・甲斐健児理事長、大阪城支部・野邊
直紀副支部長、北摂支部・中広文副支部長、中央支
部・延山奎柄支部長、大阪青年土地家屋調査士会・
加藤充晴会長を迎えました。�
　佐々木総務部幹事の司会のもと、奥田副支部長に
よる開会の辞、物故者に黙とう、中島支部長の挨拶、
支部長表彰と続き、松内会員が議長に選出されて議
事に入りました。�
　まず、支部長と各部担当副支部長が平成30年度
支部事業報告を行い、拍手多数により承認されまし
た。続く平成30年度決算並びに監査報告は、挙手
多数により承認されました。�
　令和元年度事業計画案、同予算案については、いず
れも原案どおり挙手多数により可決承認されました。�
　第４号議案において、「役員任期満了につき改選
の件」の審議がなされ、役員選考委員会の選考によ
り、新しい役員が選任されました。�

　以上で議事が終了し、来賓の祝辞、一守副支部長
による閉会の辞をもって総会は終了しました。�
この後、同ホテル内にて懇親会が催され、会員間の
親睦を深めました�
　大阪会の他の支部に先立ち、合併をしてから２年
が経ちました。僅かではありますが前進できたと感
じています。役員改選に伴って、本年度も新しい
執行部により運営してまいります。「これは行きた
い！」と思っていただける事業執行を目指して頑
張っていくという決意のもと、北支部の発展を誓っ
て、盛会のうちに終了しました。�

��（広報担当副支部長・奥田祐次）�

　◇北支部新役員
　支 部 長　　中島　公司
　副支部長　　中川　正雄（総務担当）
　副支部長　　藤野　　充（財務担当）
　副支部長　　中川　正幸（業務担当）
　副支部長　　仲田　隆司（研修担当）
　副支部長　　奥田　祐次（広報・公共事業担当）
　副支部長　　松内　正樹（厚生担当）　

支 部 総 会 報 告支 部 総 会 報 告支 部 総 会 報 告

北 支 部
「これは行きたい！」と思っていただける
� 事業執行を目指して！

　中央支部として初めての総会は令和元年５月９日
（木）午後５時より阿倍野区の「都シティ大阪天王
寺　吉野西の間」で開催しました。
　来賓として、大阪法務局民事行政部不動産登記部

門次席登記官・雑喉谷哲夫様、大阪法務局民事行政
部不動産登記部門総括表示登記専門官・田代尚昌
様、大阪法務局天王寺出張所所長・池上秀樹様、大
阪司法書士会南支部支部長・和泉本正人様、大阪司
法書士会阪南支部支部長・石田頼義様、大阪司法書
士会天王寺支部支部長・山本英樹様、大阪土地家屋
調査士会副会長・松尾賢様、大阪土地家屋調査士協
同組合理事・谷山泰吉様、大阪土地家屋調査士政治

中央支部
会員３名に大阪法務局から
オンライン登記申請利用促進に係る感謝状
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連盟副会長・彦坂浩子様、公益社団法人大阪公共嘱
託登記土地家屋調査士協会常任理事・與倉郁朗様、
北支部支部長・中島公司様、北河内支部支部長・北
川貞司様、泉州支部支部長・橘泰弘様、中河内支部
支部長・中島芳樹様、大阪城支部副支部長・牧村章
利様をお迎えしました。
　松本章太郎会員司会のもと、物故者への黙とう、
小川和德会員による開会の辞の後、執行部を代表し
て永野美重会員が挨拶を行いました。利川良一会員
が議長に選出され、議事録作成者に綿谷茂則会員、
議事録署名者に岡田真一会員、大栃和夫会員がそれ
ぞれ指名され、議事に入りました。
　第１号議案　2019年度事業計画（案）、第２号議
案　2019年度収支予算（案）、第３号議案　役員選
任、第４号議案　支部規程に関する件が、それぞれ
承認可決され、新役員を代表して延山新支部長が挨
拶を行いました。
　全議案の審議終了後、上田大人会員の閉会の辞を
もって総会は終了しました。
　大阪法務局民事行政部不動産登記部門次席登記
官雑喉谷哲夫様からご祝辞を頂戴し、大阪法務局か
らオンライン登記申請利用促進に係る感謝状が網元
誠一会員、冨岡隆会員、和田眞実会員に授与されま
した。

　総会終了後は、別席を設けて懇親会を開催しまし
た。懇親会では、窪田厚生担当副支部長の司会のも
と、上田会員の挨拶の後、市原一勲会員による乾杯
の発声で始まり、参加者はビンゴゲーム等楽しいひ
と時を過ごしながら親睦を深めた意義のある懇親会
となりました。

（社会事業担当副支部長・阿部孝信）

　◇中央支部新役員
　支 部 長　　延山　奎柄
　副支部長　　松本　博樹（総務担当）
　副支部長　　富岡　　隆（財務担当）
　副支部長　　高橋　正和（業務研修担当）
　副支部長　　阿部　孝信（社会事業担当）
　副支部長　　窪田　将人（厚生担当）

　令和元年５月14日（火）大阪土地家屋調査士会
大阪城支部定時総会が大阪マルビル「大阪第一ホテ
ル」にて開催されました。
　定刻の午後３時30分、金子友紀会員が司会を務
め、次第に従い物故者に対しての黙とう、開会の辞、
支部長挨拶、慶祝金贈呈と続き議長には、高橋政博
会員が選出され、平成30年度会務、事業経過報告
及び監査報告がなされ拍手多数で承認を得た後、議
事に入りました。
　ここで当日の出席会員数の確認が行われ、支部会
員135名に対し、出席会員数41名、委任状提出者
48名、合計89名で支部規定により定足数を満たし
総会が有効に成立することが確認されました。
　第１号議案　平成30年度収支決算承認の件及び
第２号議案　平成30年度支部財政調整資金特別会

計決算承認の件は一括審議となり、挙手多数により
承認されました。
　続いて、第３号議案　令和元年度事業計画案審議
の件及び第４号議案　令和元年度収支予算案審議の
件についても一括審議となり、同じく挙手多数にて
可決承認されました。
　その後、第５号議案　支部規則の変更の件、第６
号議案　財政調整資金特別会計運用規定の変更の

大阪城支部
恒例の景品抽選会�親睦を深めた懇親会
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件、第７号議案　支部会費徴収規定の変更の件につ
いても承認され、最後に第８号議案　支部役員改選
の件が上程され、藤原正三選挙管理委員長より支部
長及び副支部長当選の報告があり、選出員数を満た
していない監事２名が選考委員会により選考されま
した。
　ご来賓として、大阪法務局局長・杉浦徳宏様はじ
め、大阪土地家屋調査士会会長及び友好支部ご代表
の皆様そして関連団体ご代表の皆様に多数ご臨席い
ただきご祝辞を頂戴しました。
　最後に大阪法務局長よりオンライン登記申請利用
促進に係る感謝状を、野邊直紀会員に授与され、牧
村章利業務研修担当副支部長の挨拶をもって閉会と
なりました。
　総会閉会後は、隣接会場にて野邊直紀厚生担当副
支部長進行のもと、金子正俊大阪土地家屋調査士会
会長の開会の挨拶、中野章会員の乾杯のご発声によ
り懇親会が開催され、恒例の景品抽選会などでご来
賓の皆様、支部会員の皆様が親睦を深め楽しい一時
を過ごしました。

（ご来賓の皆さま）
大阪法務局� 局長　杉浦徳宏様
大阪法務局民事行政部不動産登記部門
� 首席登記官　福田克則様

大阪法務局民事行政部不動産登記部門
� 総括表示登記専門官　田代尚昌様
大阪土地家屋調査士会� 会長　金子正俊様
大阪土地家屋調査士会中央支部支部長　延山奎柄様
大阪土地家屋調査士会中河内支部
� 支部長　米山太一郎様
大阪土地家屋調査士会北支部副支部長　一守博正様
大阪土地家屋調査士会北河内支部
� 副支部長　山下　博様
大阪司法書士会東支部� 支部長　黒河貴司様
大阪土地家屋調査士政治連盟　副会長　玉置広和様
公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
� 副理事長　竹中愼二様
大阪土地家屋調査士協同組合斡旋事業部
� 部長��藤田重信様
大阪青年土地家屋調査士会　　副会長　伊藤友輔様

（社会事業担当副支部長・久保尚之）

　◇大阪城支部新役員
　支 部 長　　西田　修尋
　副支部長　　中原　　亨（総務担当）
　副支部長　　牧村　章利（業務研修担当）
　副支部長　　野邊　直紀（厚生担当）
　副支部長　　平井　泰善（財務担当）
　副支部長　　久保　尚之（社会事業担当）

　平成31年度中河内支部定時総会は令和元年５月
10日（金）、沿線事故により開始を15分遅らせて
午後４時45分より「シェラトン都ホテル大阪」に
おいて、会員93名（委任状提出者27名を含む）の
出席を得て開催されました。
　森留禎雄幹事の司会のもと、物故者に対して黙と
うを行い、辺見実副支部長より開会の辞の挨拶がな
されました。
　来賓として大阪土地家屋調査士会会長金子正俊
様、大阪司法書士会河内支部支部長干場源太様、中
央支部支部長延山奎柄様、北河内支部副支部長辰巳
誠二様、大阪城支部副支部長中原亨様、公益社団法
人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会常任理事太
田保樹様、大阪土地家屋調査士政治連盟会計責任者
職務代行者坂田宏志様、大阪土地家屋調査士協同組

合購買事業部部長岡本禎治様の紹介がなされました。
　中島芳樹支部長の挨拶の後、来賓を代表して金子
会長より祝辞を頂きました。
　次に、福間典夫会員、岩崎幸雄会員両議長のもと
議事に入り、各部より事業報告がなされました。
　続いて、議案審議に移り第１号議案（平成30年
度収支・決算報告に関する件 同監査報告）、第２号
議案（平成31年度支部会費に関する件）、第３号議

中河内支部
和やかに、かつ厳粛にて承認可決
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案（平成31年度事業計画案に関する件）、第４号議
案（平成31年度事業予算案に関する件）と議事が
進められ、執行部より詳細な議案説明がなされ、ま
た議長による明確な議事進行も相俟って、各議案と
も挙手多数による賛成で承認可決されました。
　続いて、支部役員任期満了に伴い、第５号議案（支
部役員改選に関する件）が上程されました。選挙管
理委員会藤田好高選挙管理委員長より次期支部役員
立候補者に係る報告がなされました。立候補者がな
かったことから、選考委員会を立ち上げ、同委員会
より次期支部役員候補者の選考経過の結果を受けた
旨、支部長より報告し、挙手多数により承認可決さ
れ、後掲のとおり選任されました。
　以上により、議案審議はすべて終了し、新任とな
る米山太一郎支部長をはじめ新役員の紹介、幹事委
嘱へと続き、慶祝記念品贈呈、転入新人会員の紹介
がなされたのち、干場源太様より祝辞を戴き、笠原
伸司副支部長の閉会の辞のもと無事に総会が終了し
ました。

　その後、会場を移し懇親会が催され、懇親会から
ご出席戴いた東大阪公証役場公証人小宮山秀史様、
大阪法務局東大阪支局支局長有年由香利様、統括登
記官船井芳治様、総務登記官森口謙和様、表示登記
専門官小西和生様、登記官流久生様、を含む来賓各
位をはじめ出席者が親睦を深め、ビンゴゲ－ムによ
り盛り上がり、和やかなうちに閉会となりました。

（社会事業担当副支部長・森山泰久）

　◇中河内支部新役員
　支 部 長　　米山太一郎
　副支部長　　西川　和宏（総務担当）
　副支部長　　大貫　宗克（財務担当）
　副支部長　　伊藤　友輔（業務研修担当）
　副支部長　　古屋　禎孝（厚生担当）
　副支部長　　森山　泰久（社会事業担当）

　第68回北河内支部通常総会は、４月26日（金）
午後４時から「ホテル・アゴーラ大阪守口」におい
て開会しました。
　来賓として大阪司法書士会北大阪支部支部長・川
島吉博様、一般社団法人大阪府建築士事務所協会第
３支部支部長・上田寛様、大阪土地家屋調査士会副
会長・松尾賢様、大阪土地家屋調査士政治連盟会長・
吉田栄江様、大阪土地家屋調査士協同組合情報事業
部部長・菅雄二様、大阪土地家屋調査士会三島支部
支部長・加藤真一様、大阪土地家屋調査士会中河内
支部支部長・中島芳樹様、大阪土地家屋調査士会大
阪城支部副支部長・平井泰善様のご臨席を賜りました。
　緊張した空気の中、議場より議長が選任され、執
行部より事業報告、決算報告に続き、事業計画、事
業予算案が提案されました。支部役員改選では支部
役員推薦委員長から北川貞司会員が支部長に推薦さ
れ、支部長ほか役員が承認されました。新執行部が
前に呼ばれ、今年度の支部長、副支部長が並びまし
た。皆、拝命した任の重さを感じていたのでしょう。
いつもよりいささか緊張した感がありました。
　特に質問、意見等は無くスムーズに議事が進行し

ていきすべての議案は無事可決となり、第68回通
常総会は全ての予定が滞りなく行われ、支部規定に
則り閉会しました。
　その後同会場での懇親会では、懇親会からの来賓
として大阪法務局枚方出張所所長・徳永貞幸様、大
阪法務局守口出張所所長・土屋佳代様に公務終了後
にご臨席を賜り宴が開かれ、一緒に食事をしながら
有意義な意見交換ができました。又、オンライン表
彰が法務局より行われることで、より一層のオンラ
イン化が促進されました。
　宴の途中ではおなじみ北河内のキャラクター「と
ちねこ」が登場し、会場を沸かせました。「とちねこ」
は毎年登場しており、各テーブルを周りながら出席
者と一緒に記念撮影をしていました。

北河内支部
各テーブルを周る「とちねこ」と記念撮影
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　ホテルの料理とお酒を楽しみながら懇親会は盛大
に行われ、宴会を楽しみながら会員同士もますます
交流が深まったことでしょう。

（社会事業担当副支部長・大津拓馬）

　◇北河内支部新役員
　支 部 長　　北川　貞司
　副支部長　　辰巳　誠二（総務担当）
　副支部長　　山下　　博（財務担当）
　副支部長　　吉田　英彦（業務・研修担当）
　副支部長　　大津　拓馬（社会事業担当）
　副支部長　　阪本　征仁（厚生担当）

　令和元年５月14日（火）心地よい気候の中、新
阪急ホテルにて、三島支部定時総会、豊能支部定時
総会、その後に、第１回北摂支部定時総会が開催さ
れました。
　今回は支部合併に伴う総会で、例年にも増しての
大イベントのため、旧支部、新支部の執行部が一丸
となって準備を行い総会当日を迎えました。
　午後３時からの三島支部、豊能支部の定時総会で
は両支部共に解散が決議され、無事に長年の歴史に
幕を下ろしました。
　午後４時からは会場を変えて、会員数150名を超
える北摂支部の記念すべき第1回目の定時総会が行
われました。
　司会は石田貴子会員です。はじめに旧三島支部長
の加藤眞一会員によるご挨拶、ご来賓者の代表とし
て大阪土地家屋調査士会副会長の松尾賢様によるご
挨拶を頂戴しました。
　総会の議長には、松本充司会員が選出され、緊張
した雰囲気につつまれ始まりました。続いて、役員
選考委員長の小林教張会員より北摂支部の役員が発
表され、記念すべき初代支部長には黒田聡会員が選
任されました。
　黒田新支部長の就任のご挨拶では、旧支部での独
自の活動を継続しつつ旧支部の垣根を取り払うべく
会員間の交流の機会を多く作っていきたいこと等を
述べられました。
　第１回北摂支部定時総会は全ての議事が支部規則
に則り滞りなく進められ、執行部の提案は全て可決
され無事閉会しました。
　午後６時からは小野貴広会員の司会により懇親会
が行われ、ホテルの料理とお酒を楽しみながら、ご
来賓ならびに会員同士が親睦を深め、盛況のうちに
閉会となりました。

（広報担当副支部長・吉田孝信）

（ご来賓の皆さま）
大阪法務局北大阪支局支局長� 萩山浩一様
大阪法務局北大阪支局統括登記官� 川本秀文様
大阪法務局池田出張所所長� 阿部　晃様
大阪法務局池田出張所統括登記官� 大森八朗様
大阪司法書士会北摂支部支部長� 徳永正尚様
大阪司法書士会豊能支部支部長� 尾西秀人様
大阪土地家屋調査士会副会長� 松尾　賢様
公益社団法人大阪公共嘱託登記
� 土地家屋調査士協会理事長　横山幸一郎様
大阪土地家屋調査士協同組合副理事長� 梶谷　信様
大阪土地家屋調査士政治連盟副会長� 中島宗德様
大阪土地家屋調査士会北支部支部長� 中島公司様
大阪土地家屋調査士会北河内支部副支部長
� 阪本征仁様
弁護士�� �松原伸幸様
弁護士� 松原有里様

　◇北摂支部新役員
　支 部 長　　黒田　　聡
　副支部長　　松原　政春（総務担当）
　副支部長　　西嶌健志郎（財務担当）
　副支部長　　中　　広文（業務・研修担当）
　副支部長　　吉田　孝信（広報担当）
　副支部長　　小野　貴広（厚生担当）
　副支部長　　安田　　弘（公共事業担当）

北摂支部
令和と共に北摂支部発足
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　平成31年４月26日（金）午後４時00分。ホテル・
アゴーラリージェンシー大阪堺において平成31年度
大阪土地家屋調査士会堺支部定時総会が開催されま
した。
　時、場所を同じくして平成31年度大阪土地家屋
調査士会南河内支部定時総会が開催されました。平
成最後の、旧堺支部最後の、旧南河内支部最後の支
部総会が開催されました。そう、今年は旧堺支部と
旧南河内支部の合併が実施される年であります。
　総会は例年とは少し異なり第一部と第二部に分け
て行われました。
　第一部では、旧堺支部、旧南河内支部が向い合せ
の別の部屋にて、それぞれ開会の辞、物故者に捧げ
る黙とう、支部長挨拶、議長の選出、議長の挨拶、
議事録署名者の選出、報告事項として平成30年度
の会務並びに事業経過報告、議案審議として平成
30年度の収支決算報告、同監査報告を行い、議案
の審議を受け、賛成多数により承認・可決されまし
た。大阪土地家屋調査士協同組合事業報告、閉会の
辞までの内容を30分で完遂させ、15分の準備時間
をおいて第二部へ。
　第二部は、合併後の新堺支部として１つの大きな
会場にて平成31年度（令和元年度）に関する議案
審議がなされました。
　司会は田中秀典会員が務めました。まず始めに開会
の辞を桧山一志会員が述べ、続いて深井邦仁会員が
支部代表者挨拶として支部合併報告を行いました。
　続いて、来賓の皆様を紹介し、大阪法務局堺支局
長の金森雅美様よりご祝辞を頂戴しました。引き続
き、オンライン登記申請貢献者への感謝状の贈呈が
あり、山田勝彦会員、安倍徹夫会員が感謝状を受領
しました。
　新堺支部最初の総会の議長には大西幸三会員が選
出され議事を進行しました。
議事の内容は以下の通りです。
【第１号議案】平成31年度事業計画に関する件
【第２号議案】平成31年度収支予算に関する件
【第３号議案】支部役員任期満了に伴う役員改選の件
　以上の議案は賛成多数により承認・可決されまし
た。

　深井邦仁新支部長より新支部役員の紹介が行われ
挨拶を行いました。続いて、大阪土地家屋調査士会
中林邦友副会長より来賓祝辞を頂き、地域代表中山
髙良会員から大阪土地家屋調査士協同組合からの報
告事項の話があり、最後に羽倉昌治副支部長の閉会
の辞にて第二部の幕を閉じました。
　本年度の定時総会は合併によるイレギュラーな動
きがあったにも関わらず、大きな混乱も無く、非常
にスムーズな進行で毎年行っているかの如く無事終
えることが出来ました。これは偏に執行部の皆様の
事前の綿密な準備の賜物であることに間違いありま
せん。とりわけ深井支部長自ら陣頭指揮を執り、身
を粉にしてご尽力頂きましたお姿があったことは記
事に書かずにはいられません。
　新たな元号となった令和元年、会員数も150名を
超え、管轄範囲も大きくなった新堺支部の運用は今
まで以上に大変なことではあると思いますが、新堺
支部元年度、令和と共に更なる飛躍を願いたいと思
います。

（旧堺支部広報担当副支部長・小林俊彦）

　◇堺支部新役員
　支 部 長　　深井　邦仁
　副支部長　　大山　龍一（総務担当）
　副支部長　　羽倉　昌治（財務・業務研修担当）
　副支部長　　原　　俊広（厚生担当）
　副支部長　　中川　耕一（公共事業担当）
　副支部長　　杉田　育香（広報担当）

堺 支 部
執行部の綿密な準備のおかげで
� スムーズに進行
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　平成31年度泉州支部定時総会が４月26日（金）午
後３時30分からホテルレイクアルスターアルザ泉大
津にて開催されました。総会の進行は花田修総務担
当副支部長が務め、伊與部浩人研修担当副支部長の
挨拶で開会し、来賓として大阪法務局岸和田支局・中
谷勝彦支局長、片桐克典統括登記官、佐原浩二表示登
記専門官、大阪土地家屋調査士会・金子正俊会長、大
阪司法書士会岸和田支部・樋口聡支部長、原章副支部
長、大阪府建築士事務所協会第四支部・藤江雅文様、
顧問弁護士・兵頭厚子様、大阪公共嘱託登記土地家屋
調査士協会・笹本一雄常任理事、大阪土地家屋調査士
協同組合・藤田嘉宣理事、大阪土地家屋調査士政治連
盟・向井彰一副会長の方々をお迎えしました。
　橘泰弘支部長の挨拶のあと、来賓を代表し大阪法
務局岸和田支局・中谷勝彦支局長よりご祝辞を頂戴
し、その後亡くなられた会員への黙とうを行った後、
転出会員の紹介がありました。続いて司会者から祝電
披露があり、オンライン申請の功績を称え黒田成宣
会員への感謝状の贈呈のあと、会員証紙頒布の労を
執っていただいている辻林一郎会員へのお礼が手渡
されました。
　このあと、本会出向者から昨年度の活動報告がな
されました。その後公嘱協会・協同組合・政治連盟か
ら経過報告をいただきました。
　議事進行にあたり、議長は司会者一任の声が上が
り、露口治男会員が選出され、暫時休憩後、議長から
定足数の確認がなされました。会員総数79名中、出席
者47名、委任状提出者15名、支部規定により議決権
を有することを確認しました。議事録署名者には隅谷
康利会員・永井義之会員が選出されました。
　「平成30年度会務並びに事業経過報告」が各部よ
りあり、出席会員に了承され議案審議に移りました。

　第１号議案での決算報告では、加山惠一監事から
正確かつ適正であることが報告されました。第２号、
第３号議案は一括審議となり、平成31（令和元）年度
事業計画案、予算案は全会一致で承認可決しました。
以上で審議は無事終了しました。審議終了後、金子正
俊会長より来賓祝辞をいただきました。
　そして、雪本栄業務担当副支部長の閉会の辞を
もって支部総会は閉会となりました。
　引き続き、同ホテル別室において懇親会を開催、渡
口優厚生担当副支部長の司会進行により、和やかに
親睦を深め、盛会のうちに、懇親会は終了しました。

（広報担当副支部長・向井常能）
�
　◇泉州支部新役員
　支 部 長　　橘　　泰弘
　副支部長�　　花田　　修（総務担当）
　副支部長�　　谷　　英史（財務担当）
　副支部長�　　雪本　　栄（業務担当）
　副支部長�　　中山　武彦（研修担当）
　副支部長　　�向井　常能（広報担当）
　副支部長�　　石川　貴之（公共事業担当）
　副支部長�　　渡口　　優（厚生担当）

泉州支部
全会一致で承認可決



第334号 25令和元年７月

支 部 長 の ひ と こ と

２つのお願い『一人一役』『一日一回』  　

中央支部長　
　延山　奎柄

　このたび、中央支部支部長に就任いたしました延
のぶ

山
やまこうへい

奎柄です。よろしくお願いいたします。私は、旧
天王寺支部で支部長を歴任しており、今回２度目の
就任になります。

　中央支部は、旧阪南・南・天王寺の３支部が合併
し、総勢140余名の大きな支部になりました。大役
を受けて身が引き締まる思いです。
　旧阪南支部は私が補助者時代にお世話になった支
部であり、旧南支部は合同研修会などで仲良くさせ
ていただきました。それぞれの支部に顔見知りも多
数おられ、今後の支部運営にご協力いただけるもの
と心強く思っております。
　私から会員の皆様に２つのお願いがあります。
　１、『一人一役』　なるべく多くの先生方に一つ
の会務をご担当いただきたい。
　会員数の減少により会務の負担が大きくなり、一

土地家屋調査士の魅力を発信  　

北支部長　
　中島　公司

　北支部の支部長を務めさせていただきます中
なかじまこう

島公
司
じ

です。
　引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
　北支部では平成29年に支部合併を終え、すでに
２年が経過しましたが、厚生事業を重ねていくこと
で、少しずつではありますが会員同士の交流が図れ
るようになってきたのではないかと思います。今
後、更に月日を重ねていくことで、気がつけば合併
のことは過去の事のように話ができるのではないか
と思われます。
　ちなみに２年前にも挨拶させていただく機会があ
り、その際、啓発活動とともに相談事業を行いたい
旨を述べさせていただきましたが、これについては
啓発・相談事業ともに実施させていただくことがで
き、このうち相談事業については機会を確保し、司

法書士会とも連携をしながら継続していきたいと思
います。
　一方、２年前には「一歩を踏み出していただける
ような、魅力的な事業」を行いたい旨も述べさせて
いただき、多くの支部会員の皆様に支部事業に参加
していただこうと考えておりましたが、この点につ
いては更に会員の皆様の意見を伺いながら着実に参
加者が増えていくよう、親睦、登連、研修など各事
業に取り組んでまいりたいと思います。
　また、私自身、この２年間、土地家屋調査士につ
いて、その仕事内容や司法書士など他士業との違い
について、話をする機会が多くあり、受験者数や登
録者数の減少など改めて土地家屋調査士という資格
の人気について考えることがありました。確かに、
世間一般における土地家屋調査士の認知度は低いか
もしれません。しかし、不動産取引の安全や国民の
財産を守る使命を我々が負っていること、そして、
調査士制度の将来を考えると、我々が今行うべき
は、土地家屋調査士として仕事の魅力や責務などを
市民の皆様に発信し、調査士に関心をもっていただ
けるようになることが重要であると考えます。
　以上を踏まえ参加する側も設営する側も楽しく思
える支部運営を心掛けてまいりたいと思います。
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人でいくつもの会務を抱えている先生方が多くい
らっしゃいます。
　そこで、たくさんの先生方に一つの会務を担当い
ただければ、会務の負担を少なくすることができ、
それぞれの事務所の業務に支障が出ないようになる
のではないかと考えます。
　将来的には、本会も支部も会務のスリム化・シス
テム化を図っていき、だれでも支障なく会務をこな
せるようできれば理想であります。一期ごとで会務
を交代することが出来たらいいなと思います。
　２、『一日一回』　澪標ネットを閲覧する。
　澪標ネットは、本会が費用と改良を重ねた優れた
システムであります。連絡事項や資料等がすぐに手
に入ります。
　中央支部の連絡手段は澪標ネットを基本に考えて
います。支部執行部の負担を少なくするためであり
ます。

　FAXでの連絡のほうがいいという方もおられるで
しょうが、一人二人と増えていくとやはり執行部の
負担になります。
　澪標ネットの設定等の不明な場合は、開設のお手
伝いをさせていただきますので、今一度、ご協力を
お願いいたします。
　発足して間もない中央支部でありますが、旧３支
部それぞれの習慣や伝統があり、慣れないことも
多々あると思います。少しずつ慣れ親しんでいただ
き、話し合い、協力しあっていただければ、素晴ら
しい支部になることでしょう。
　私を含めた支部執行部も一生懸命に務めさせてい
ただきます。
　支部会員の皆様には、長い目で見守っていただ
き、ご協力とご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ
ます。

繋がる・繋げる  　

大阪城支部長　
　西田　修尋

　令和元年５月14日（火）支部総会において、支
部長に就任致しました。
　西田修

のぶひろ

尋と申します。
　どうぞよろしくお願い致します。
　時代も平成から令和に変わり現在、調査士制度も
会員の減少に伴い、うかうかしていられなくなって
きました。現状では、一人事務所が多くなってきて
おり、会員同士のコミュニケ－ションが希薄になっ
てきているような気がしています。
　ベテランの諸先輩方には、昔の話をよくしていた
だきますが、きっとその当時は、今の時代よりも
もっと、会員同士のコミュニケ－ションが図れてお
り心も豊かだったのではないかと感じております。
　我が大阪城支部では、役員会、支部事業等を通じ
会員間で声を掛け合う場所はありますが、会員同士
のコミュニケ－ションの場として、同好会（青年
会・自転車部等）が盛んに行われており、会員も積

極的に参加しその活動を通じて、会員相互の情報を
共有しています。
　そういう活動こそが、支部への帰属意識、支部の
発展に繋がっていくものと思っています。
　会員一人では、小さな力ですが繋がる・繋げるこ
とによって大きな力となって豊かな心に再びしてい
きたいと思っています。その渡し役が支部長ではな
いかと思います。
　ですので、自分たちの支部だけにこだわるのでは
なく、オ－ル大阪会として、皆様の支部と手を取り
頑張っていきたいと思います。
　また、限られた予算の中で、各担当副支部長らも
事業を一生懸命企画し一人でも多くの会員に対し情
報を発信したいと日々研鑽をしておりますので、ご
興味がございましたら研修等ご参加くださればと思
います。
　どうか、皆様、若輩者で支部長として、右も左も
わかりませんが１期２年、ご指導ご鞭撻の程、よろ
しくお願い申し上げます。
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明るく楽しい支部を  　

中河内支部長　
米山　太一郎

　この度、令和元年５月10日の中河内支部の定時
総会で支部長を拝命いたしました米山太一郎です。
当然ですが、支部長職は初めてですので、行き届か
ない点が多々あろうかと思いますが、宜しくお願い
いたします。
　さて私事ですが、私は平成８年に土地家屋調査士
登録して今年で25年目の節目を迎え、いつの間に
か開業して四半世紀が経過しておりますが、お恥ず
かしい話、無駄に年月ばかりが過ぎ、成長していな
いことに反省しております。
　25年前の開業当時、携帯電話は一部の人しか所
持しておらず、インターネットという言葉をようや
く耳にし始めたところで、全く普及しておりません
でした。当時、本会主催の研修会でインターネット
上のＨＰの検索や閲覧の仕方を教わったことを思い
出しました。その後、ＩＴ関連技術が瞬く間に進歩
し、現在では事務所にいながらにして登記記録関係
の閲覧、登記申請も出来るようになり、調査士の日
常業務も大きく変わりました。このようにこの25
年間で私たち調査士の仕事を含め、世の中が急激に

変化しましたが、その変化の速度は衰え知らずで、
まだまだ増しているようです。次の25年後、どの
ように変化しているか、想像力の乏しい私には予測
できませんし、深く考えることが苦手な性格ですの
で、これからもその変化に、その場その場での行き
当たりばったりで、対応していきたいと思います。
　支部の話に戻しますと、支部長として大変失礼な
話ですが、最近、私自身が支部会員の中でお顔の知
らない方（特に新入会員の方や登録年数の浅い方が
多いのですが）が多くいらっしゃいます。単純に、
私の記憶力不足の問題でもありますが、これは改善
すべきことかと思いますので、支部の皆様は、役所
などで私を見かけましたらお気軽にお声を掛けてい
ただければ幸いですし、私の方からお声掛けして
も、ご対応お願いいたします。
　表題の「明るく楽しい支部を」とは、私の支部運営
をする上での気持ちですが、２年間で、少しでも前進
できればと思っておりますので、まずは幹事さんを
含めた支部役員全員で支部運営に携わっているとい
う認識を持っていただき、役員の方が、楽しく事業を
行っていけるよう配慮したいと考えております。幸い
にも、一緒に支部運営に携わって頂ける副支部長が
優秀な方々ばかりですので、心強く感じており、微力
ですが頑張っていきたいと思っております。
　最後になりますが、中島芳樹前支部長をはじめ退
任されました支部役員の先生方、本当にお疲れ様で
した。心よりお礼を申し上げます。

土地家屋調査士業務に通ずる「品位・情熱・結束・規律・尊重」  　

北河内支部長　
北川　貞司

　４月26日北河内支部の総会において支部長に選
出されました北川貞

さだ じ

司です。

　統一地方選挙を終え、元号が、平成から令和へと
変わり、大阪でのサミットを控え、夏には参議院選
挙、秋にはラグビ－ワ－ルドカップが日本で開催さ
れ、また大阪で初めて「百舌鳥・古市古墳群」が世
界遺産に登録という記念すべき年の中で、支部長を
仰せつかり身が引き締まる思いであります。
　自分自身ラグビ－をプレ－していたこともあり、
とりわけ、ラグビ－ワ－ルドカップの日本開催は楽
しみにしております。支部総会の懇親会の席でご挨
拶申し上げたことと重複しますが、少しだけラグビ
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－の話をさせていただきます。ラグビ－憲章では、
次の五つのワ－ドが原則として定められております。
　一つ目は「品位」ラグビ－は紳士のスポ－ツです。
　二つ目は「情熱」英語ではパッションというそう
です。
　三つ目は「結束」得点となるトライは、１５人の
選手の結束により生み出されたものと考え、トライ
した選手は決してガッツポ－ズなどはしません。
　四つ目は「規律」レフェリ―のホイッスルは絶対
です。レフェリ―に対して抗議は行いません。
　最後に「尊重」相手をリスペクトする気持ち。い
わゆるノ－サイドの精神です。
　何故就任の挨拶にラグビ－の話？と疑問に思われ
た方も気づいていただいたと思いますが、この五つ
の原則「品位・情熱・結束・規律・尊重」は土地家
屋調査士業務に通ずるものがあると、日頃より感じ
ております。

　また、もう一つラグビ―の大切な要素に「キャプ
テンシ－」が挙げられます。ラグビ－では、監督コ
－チとも試合中指示を出すことができず、プレ－の
選択はキャプテンに任されます。
　北河内支部では、昨年、台風被害、地震被害の影
響により枚方市の被災建物の調査を通じて支援協力
がなされました。中でも前支部長は、毎日のように
建物調査に参加されていました。身をもって会員を
引っ張っていくということが、ラグビ－における、
まさに「キャプテンシ－」と感じました。私には到
底真似することはできませんが、幸い経験豊富で熱
意のある副キャプテンが五人も揃ってくれておりま
す。また、我が支部には協力的な会員がたくさんい
らっしゃいます。皆さんの力をお借りして、ラグビ
－憲章でいうところの「品位・情熱・結束・規律・
尊重」を大切に二年間キャプテンマ－クを預からせ
ていただきたいと思います。
　最後になりましたが、大阪土地家屋調査士会の
益々のご発展を祈念いたしまして支部長就任のご挨
拶とさせていただきます。

諸先輩方に感謝し、次世代へ繋ぐ支部事業を  　

北摂支部長　
黒田　聡

　この度、大阪土地家屋調査士会北摂支部の支部長
を拝命いたしました黒田聡でございます。
　伝統ある旧豊能支部、三島支部が統合して誕生し
た新支部の初代支部長ということは非常に名誉なこ
とでありますが、それ以上に淀川から北側の大阪市
を除く全市町という広大な地域の会員代表になるこ
とに大きな責任を感じております。
　私は平成６年に事務所を開設しましたが、試験は
平成元年に合格しておりましたので平成の時代がそ
のまま土地家屋調査士として歩んできた道のりにな
ります。この間に２人の子どもを授かり、妻、両親
の３世代家族６人を土地家屋調査士という資格のみ
で養ってくることが出来ました。

　これは諸先輩方が土地家屋調査士制度の維持・発
展に対し真摯に向き合い様々な努力をしてきていた
だいた結果であると非常に感謝しております。
　その平成の時代が終わり令和へ改元された現在で
は皆様もご承知のとおり全国で800万戸以上の空き
家が問題になっており、不動産全体がダブついてき
ている状況であります。
　このような時代の中で今後土地家屋調査士が社会
に対しどのような形で貢献できるかを模索し、次世
代の若い方々をはじめとする支部会員が将来におい
てこの資格で十分に生活していける体制作りを目指
せるような支部事業を計画いたしました。
　具体的には、まず支部会員の皆様に旧豊能支部、
三島支部の垣根を取っ払っていただけるよう研修
会、親睦会、支部旅行、青年会並びに同好会等を通
じて出来るだけ顔を合わせて交流してもらえる機会
を作らせていただきたいと考えております。
　元々両支部は昭和46年まで同じ支部であったこ
ともあり以前から友好支部として様々な形で会員間
の交流はありましたが、やはり再度の統合により同
一支部になりますと最初はどうしてもお互いが遠慮
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をして一線を引いてしまいがちになると思います
が、この目に見えない壁を出来るだけ早く取っ払う
ことが第一の目標であります。
　次に支部内各市町への「土地家屋調査士の活用」
の提案です。
　昨年６月に当支部内の高槻市、茨木市を震源とす
る大阪府では史上最大となる震度６弱を観測した大
阪北部地震がありました。
　幸い壊滅的なものではありませんでしたが、国の
発表では今後も東南海地震を始めとする大地震が起
こる可能性は十分あるとのことでありますし近年の
異常気象による河川の氾濫、土砂崩れ等はもっと現
実的な災害であります。
　昨年の地震後には旧三島支部が高槻市、茨木市と
災害協定を結んでいたことから、他支部の会員の皆
様にもご協力いただき両市が行った罹災状況の調査
に土地家屋調査士が参加したことに対し各市役所か
らは非常に感謝していただきました。
　しかし私個人としましては各市町が目指す「災害
に強いまちづくり」に土地家屋調査士が最も貢献出
来るのが、災害からの復興の際に非常に重要な役目
を果たす「不動産登記法第14条１項地図」の法務
局備付作業ではないかと考えております。

　現在、幸運なことに当支部内の茨木市で土地家屋
調査士が中心となり行われている大都市型地図整備
事業が今年度で４期目という実績を残されており、
平行して土地家屋調査士と測量士がジョイントした
地籍調査も行われております。
　この作業を担当されている会員においてはかなり
の経験及び知識が蓄積されていることから、まずは
支部研修会にて他の会員にもそのノウハウを勉強し
ていただき、将来的に茨木市以外の近隣各市町の担
当部署へ地籍調査並びに地図整備事業の推進とこの
事業へ境界査定、境界立会交渉のプロである土地家
屋調査士の活用を提案していきたいというのが第二
の目標であります。
　この第二の目標は単年ではもちろん、私が支部長
をさせていただいている間でも達成することは難し
いかもしれませんが、将来の実現へ向けての道標に
なれれば幸いです。
　以上が私の北摂支部長としての抱負でございます
ので何卒宜しくお願い申し上げます。

支部会員の融合  　

堺支部長　
深井　邦仁

　平成31年４月26日堺支部総会において、支部長
を拝命いたしました。深井邦仁でございます。どう
ぞ、よろしくお願いいたします。
　今年度の支部総会は、アゴーラリージェンシー大
阪堺にて、堺支部、南河内支部の両支部において、
第１部総会を開催し、一旦、会場退出いただき、新
しい堺支部の会員として、第２部総会の会場に再度
入場いただき総会を開催いたしました。新しい支部
規則の運用開始の報告、支部合併の報告を行い、新
しい堺支部となりました。

　ご来賓様には、お祝い事として、第２部総会より
ご出席いただきました。大阪法務局堺支局長、富田
林支局長、法務局職員及び関連団体の多数の皆様方
のご参加をいただきました。
　支部改編・支部合併により、新しい堺支部は、約
160名の会員が所属する11市町村の管轄区域の支部
となりました。どうぞ、よろしくお願いいたします。
　今後の抱負といたしましては、会員相互の結束が
必要と考えますので、支部事業を計画する時には、
堺区域会員と南河内区域会員の皆様方が、顔見知り
になれる行事等を行いたく思っております。今年度
は、支部会員の融合の年度と位置づけ、事業執行し
てまいりますので、新しい堺支部会員の皆様方に
は、積極的な行事参加を、よろしくお願いしたいと
考えています。他の支部の皆様方、関連団体の皆様
方には、今後とも新しい堺支部を、どうぞよろしく
お願いいたします。
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まずは、魅力のある研修を計画  　

泉州支部長　
橘　泰弘

　平成31年４月26日（金）の泉州支部総会におい
て再度支部長に就任いたしました橘泰弘でございま
す。よろしくお願い申し上げます。
　皆様もご存じのとおり、支部の区域改編により、
今までの12支部から８支部となりました。
　その結果、泉州支部は大阪会の支部の中で一番人
数の少ない支部となってしまいました。
　恥ずかしながら、私自身新入会員の面談をおこ
なったことがありません。
　どういうことか、すなわち１期２年の間、新入会
員がいなかったということです。
　毎年、徐々に徐々に会員が減ってきています。
　なにか魅力のある支部、なにか魅力のある土地家
屋調査士にならないと、人数減少の傾向は今後も続
くものと思われます。
　魅力のある支部、魅力のある土地家屋調査士にな
るには、支部の役員だけで考えてもいい案が浮かば
ないこともあります。
　支部の会員全員にご協力いただき、なにかいい案
があれば教えていただきたいと思っています。
　なんとかみんなで盛り立てて魅力のある支部、魅
力のある土地家屋調査士にしていきたいと思います。

　まずは、本年度、支部事業として研修会は会員の
皆様にとって役に立つ、そして魅力のある研修を計
画したいと思っています。
　厚生事業は、会員の親睦を大事に協同組合とも協
力しながら事業を執行していきたいと思います。
　広報活動にも力を入れたいと思っています。
　話は変わりますが、５月からは新元号、令和の時
代になりました。
　さまざまな新しい技術がでてきそうです。
　私自身、フェイスブックやツイッターなどもした
ことがなく、時代遅れになりつつあるような気がし
ます。
　測量の世界では日本独自の準天頂衛星「みちび
き」のサービスが開始されました。これにより、
GNSS測量では都市部や山間部でも安定した測量が
できるようになるそうです。
　また、トラクターの無人走行、ドローンによる宅配
サービスなどさまざまな分野で応用されていきます。
　今後も衛星の数が増えていくらしいので、位置の
精度も増々高くなるそうです。
　ほかにもIPS細胞や人工知能などの応用により、
本当に世の中変わりそうな気がします。
　私たちは、時代遅れにならないように日々研鑽し
なければなりません。
　先程も言いましたが、魅力のある研修を計画した
いと思っています。
　今後ともご支援、ご協力のほど宜しくお願いいた
します。
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平成３0年度
調査士試験合格証書交付式

～国民からの期待に応え、
　　　　国民に信頼される土地家屋調査士に～

大阪管内で53名が合格

　平成31年３月４日（月曜日）午前10時から、大
阪法務局４階会議室におきまして、平成30年度土
地家屋調査士試験合格証書交付式が執り行われま
した。当日は未明から雨模様でしたが、近畿２府４
県で受験し合格された53名の方のうち、大阪府在住
の方を中心に16名の合格者が本式典に出席されまし
た。合格された皆様、本当におめでとうございます。

　会場には開式時間ちょうどに入りましたが、その
時点では合格者の皆さんは着席しており、かなり緊
張した面持ちで、年齢はさまざまながら「フレッ
シュ！」という印象を強く受けました。
�
　式典は次第に則り、厳かな雰囲気の中で全員が起
立し、互礼することから始まりました。
　続きまして、参列者の紹介があり、式典に出席し
た16名の合格者を代表して久

く す い

壽居慶
よしかず

一氏に林淳史
大阪法務局民事行政部長から合格証書が交付されま
した。そして、民事行政部長の挨拶、さらには金子
正俊大阪土地家屋調査士会会長の挨拶が続き、再
び全員起立しての互礼で式典はつつがなく終了しま
した。

　民事行政部長の挨拶の中では、合格を祝うととも
に、これから土地家屋調査士として仕事をするであ
ろう式典参加者に対して、土地家屋調査士の業務が
表示に関する登記の申請代理のみならず、筆界特定
や民間紛争解決手続代理業務へと広がり、境界紛争
解決の専門家として国民から大きな期待が寄せられ
ている旨が紹介され、さらには法14条地図作成事

業においても土地家屋調査士の存在は欠かせないと
の言葉もありました。また、登記の申請においては
オンライン申請の積極的な利用をお願いしたいとも
語っておられました。

　続く金子会長の挨拶では、難関試験である土地家
屋調査士試験の合格を心からお祝いするとともに、
昨今の土地家屋調査士業界
の動向（オリンピックや万
博）をはじめ、大阪土地家
屋調査士会の置かれている
現状や課題についても触れ
られ、国民から信頼される
土地家屋調査士を一緒に目
指していただきたいと熱く
語りかけられました。
�
　式典終了後に、まずは法務局からの説明の時間が
あり、土地家屋調査士関係者は退出。そして法務局
の説明の後で大阪土地家屋調査士会事務局次長か
ら、入会手続きに関する資料の配布と書類の説明等
の時間が設けられ、参加者は真剣に聞き入っていま
した。その後質疑応答を経て散会となりました。
�
　かつて自身もこの式典には出席しましたが、その
当時（平成16年）に比べると「随分とさみしくなっ
た」というのが偽らざる率直な感想です。ですが、
これが土地家屋調査士業界の現状であり、未来の一
端を指し示す鏡でもあるわけです。個人的にこの現
状を真摯に受け止め、後継者を育てていく事業によ
り力を注いでいく必要性を強く感じた次第です。私
たちの日常業務の重要性について国民に知っていた
だくには、教育という舞台にも積極的に打って出る
必要があると思っておりますので、自分でできるこ
と（寄付講座の講師など）をぼちぼちと継続してい
きたいと強く思いました。

（社会事業部長・正井利明）
林民事行政部長から合格証書の授与
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久壽居慶一

石倉　裕也

楠　　浩治

奥田　眞矢

大谷　純平

中野　雅子

中谷　志士

久保田善行

塚田　守寛

吉田　珠美

山中　雄貴

吉良　亮一

古定　常猛

中川　正規

表　　恒介

内野　雅彦

太田　雄也

中川　康明

髙原　洋和

橘　幹治郎

藤井　寛也

安藤　昭吾

伴　　秀哉

松本　大司

北浦　広大

萩原　裕大

粕谷　泰彦

山村　文彦

安田　篤史

町田　慎治

井花　　僚

鳥居　裕幸

菰田　祐介

髙橋　　充

足立　真也

渡部　壽弘

八田　鉄兵

石原　良樹

前田　雄司

岡野　昌治

山田　　晃

田所　朋子

中居　　薫

山田　　峻

木田　琢也

向山　　剛

戸田　純椰

西本　佐知

梅垣　和也

高山　将志

渡邉　主季

渡邊　祐太

小塩明日香

大阪管内の調査士試験合格者
（敬称略・受験番号順）
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　平成31年３月16日（土）、北河内支部主催の外部
広報活動、測量体験を見学してきました！
　以前から、「北河内さんがやってる広報活動の小学
生向け測量体験、めっちゃおもしろいで！」という噂
は聞いていたのですが、これまで実際に見学に行く
機会がなかった私。今年こそは！と北河内支部社会
事業担当副支部長の今村健太郎先生に「見学希望で
す！」とミオメールを送信させていただいたのですが
…。前日の朝、「明日どうやら天気が思わしくないよ
うなんです。決行するかどうか、明日の朝連絡させ
ていただきます」とお電話を頂戴しました。
　３月に入り、春を感じる暖かい日もあれば、まだ
まだとても寒い日もあったりの三寒四温。天気予報
では明日大荒れの予報。どうなるんだろう…と心配
でしたが当日目を覚ますと雨も降っておらず快晴！
（奈良在住の私です。）今村先生からも「こっち雨
は降っていますがウェザーニュースでは10時くら
いにやみそうなんで決行します」とお電話が！「で
は今から向かわせていただきます！」とはりきって
奈良から高速に乗りいざ枚方へ！…すると松原を過
ぎたあたりからでしょうか…だんだんと不気味な黒
い雲が広がり始め、あれよあれよという間に冷たい
ヒョウまじりの雨が勢いよく降ってきたではありま
せんか！うわわわわ！これは大変！中止になるか
も。。。覚悟をして待ち合わせ場所の法務局枚方出張
所に到着したのは８時前でした。雨はまだザァザァ
降っています。しかし集合しておられる北河内支部
の先生方13名の皆さんは落ち着いていて、駐車場
の手配をし、乗合で体験実習の場である伊加賀小学
校まで連れて行ってくださいました。小学校へ到着
し、しばらくするとあんなに不気味だった黒い空に
少し明るさが見え始め、雨も小降りに。さすが現場
作業のプロ。天気の判断にも狂いがないなぁと感心
しつつ、それぞれのパートに分かれて準備作業をす
る姿から見学させていただきました。

　まずは『くいのすけス
トラップ』がたくさん
入った宝箱を埋める作
業から。くいのすけは手
作りです！よく見ると1
つ1つ表情が微妙に違っ

ていてかわいい！作成にはきちんとした工程表もあ
り、毎年支部会員の皆さんで時間をかけ、手作りさ
れているそうです。
　そしてビックリしたのは測量器械！なんとこちら
も手作り！脚はふだん我々が使用している三脚の古
くていらなくなったものを使い、その上に回転テー
ブルに円分度器、望遠鏡をつけたものを正確に中心
をとって設置し、磁石で固定して使用するというア
イデアもの！下げふりを垂らして器械をたてていき
ます。…うーん、すごいクオリティ、手作りの器
械！費用を抑えるため工夫し、100均などで調達し
た材料を使って手作りされたそうです。ポールは植
木に添える支柱に赤と白のビニールテープを巻いた
もの。それらを使っていかにも『宝の地図』といっ
た感じのドクロが描かれた用紙に、器械点にバック
点、角度と距離を書き込み、埋めた宝の場所に印を
入れた『宝の地図』を完成させます。
　場所を変え、教室では紙芝居の準備が終わり、児
童達もそろそろ集まりかけてきました。雨にもか
かわらず大人数。今回は25名ほどの参加でしたが、
多い時では60名を超える児童が集まるのだとか！
お手伝いにきてくださっている地域のボランティア
の方にお話しをお伺いすると、「枚方市が主催で毎
週土曜日にいろんな催しをしているけれど、今日は
測量の体験ということで、普段一度も参加しない子
どもも参加しているんですよ」とのこと。測量に興
味を持って参加してくれている子どもがいるだなん
て、とっても嬉しいことではありませんか！
　さぁ、いよいよ紙芝居の始まりです！北河内支部
今村副支部長が子ども達に向け「測量って知って

測量体験 北河内支部の外部広報活動
枚方市立伊加賀小学校にて

～未来に
　　繋がる～
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る？」とゆっくりとした口調で問いかけながら、ど
んな話が始まるのかと興奮気味の子ども達の心を
ぐっと引きつけ紙芝居に入られました。もっとざわ
つくのかと思いきや、自然と紙芝居の世界に引き込
まれていく子ども達。「え？今村先生、学校の先生
されてました？」というくらい紙芝居は順調に進ん
でいきます。…が、突然やってきたトラブル！なん
と紙芝居の順番が途中から入れ替わり、絵と内容が
噛み合わない状況に！「あれれ？ちょっと待ってく
ださいね～。おかしいなぁ。トラブル発生です。し
ばらくお待ちください」さすが場数をこなしてい
らっしゃるだけあって落ち着いたもの。（後でお尋
ねすると相当焦っておられたとか！）子どもに「な
んかおかしいと思っててーん！」と突っ込みを入れ
られながらも正しい順番に入れ替え紙芝居が終わり
ました。ホッと一安心していると絶妙なタイミン
グで登場したのが北河内支部マスコットキャラク
ターとちねこ！「とちねこと一緒に宝を探しに行こ
う！」といよいよ教室を飛び出して宝探しへ出発で
す！雨もすっかり上がっています！グランドがぬか
るんで宝を埋める場所が確保できなかったこともあ
り、今回は２グループに分かれ、それぞれ作られた
宝の地図をもとに方向と距離を測定していきます。

　みんな早く器械を
覗きたくてウズウズ
しています。一生懸
命器械を覗きながら
ポール持ちのお友達
に「こっちこっち、
違う！もっと左！」。
でもポール持ちのお
友達にとっては右側
へ動かないといけな
かったり…。

　無言でチョイチョイと動いてほしい方向に向かって
手を振って合図を送る様は、私たちが現場で測量し
ている姿とまるで同じ！なんだかおかしくて笑えまし
た。必死にあっちだこっちだと言い合いながら、目
指すお宝が埋められた場所をつきとめて、スコップで
掘り返すと…「あった～！」宝箱が出てきました！そ
の中にはくいのすけストラップがたくさん！「かわ
いい～！妹の分もほしい！」と大人気です！子どもた
ちのあふれんばかりの笑顔を見ていると、なるほど、
北河内さんがやっている測量体験めっちゃいいで！と
聞いた言葉に納得できた私です。
　測量なんてふつうに生活していたら体験する機会
はなかなかありません。それどころかそんな仕事が
あることすら、私も大人になるまで知りませんでし
た。でもこのような活動から、測量を知り、境界と
いう言葉を知り、土地家屋調査士という仕事を知っ
てもらえることになるのだなーと感じました。今では
毎年いろんな小学校で開催されているこの測量体験
のおかげで、街で測量をしていると「あ！知ってる！こ
れ測量してるんやろ？」「俺、くいのすけ持ってるし！」
と小学生から声をかけられることがあるそうです！広
報活動の成果の表れ！いつか小学生が大人になって、
体験したあの土地家屋調査士になってみたい！とか、
うちの境界どこやろう？わからないなぁ…そうや！体
験の時来てくれてた…土地家屋調査士に頼んで境界
さがしてもらおう～なんて日が、すぐそこに想像でき
た本当に素敵な測量体験でした！
　労力を惜しまず、時間をかけ、未来に繋がる広報
活動に力を注いでいらっしゃる北河内支部の先生方
の結束力や行動力に感服すると同時に、このような
素晴らしい活動がどんどん他支部でも行われるよう
になればと思った私です。北河内支部の先生方、本
当にお疲れ様でした！

（社会事業部理事・杉田育香）
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　年度末も迫った平成31年３月28日（木曜日）、本
会は、八尾市との間で「空家等対策の連携に関する
協定」を締結いたしましたので、その報告をさせて
いただきたいと思います。
�
　実は、八尾市は平成30年８月末には12の専門家
団体と空家等対策に関する協定を締結しています。
しかし、残念ながらその専門家団体の中に本会は含
まれていませんでした。これは八尾市からの働きか
けがなかったからではなく、当初八尾市側から提案
された連携・協力の内容が、本来土地家屋調査士が
取り扱うべき業務にとどまらず権利や流通に関する
ものをも含む包括的なものであり、誤解を招く恐れ
のある内容であったため、８月末の段階では協定の
締結に至りませんでした。
�
　しかし、その後も粘り強く本会内での議論及び八
尾市との協議を重ねた結果、両者が取り組むべき具
体的な連携・協力内容については協定書とは別に覚
書を作成することで明確化し、その覚書の存在を協
定書に明記することによって、最終的には連携・協
力内容についても合意するに至り、協定を締結する
運びとなりました。
�
　この覚書の中には八尾市が取り組むべき連携・協
力内容として、（１）八尾市が所有者等から空家等
を構成する敷地についての境界確認等及びそれに基
づく登記処理並びに空家等自体の登記処理に関する
相談を受けた場合の本会の紹介、（２）空家等に係
る相談窓口の設置及び総合的な相談会の開催、（３）
広報紙、市のホームページ等による本協定に基づく
事業の周知、（４）空家等及び所有者等に関する情
報の本会への提供、といった内容を明記し、そして
本会が取り組むべき連携・協力内容として、（１）
空家等を構成する敷地についての境界確認等及びそ
れに基づく登記処理並びに空家等自体の登記処理に
関する相談、（２）八尾市が主催又は共催する空家
等に関する相談会への会員の派遣、（３）八尾市が
主催又は共催する空家等に関する研修会への会員の
講師派遣（４）空家等及び所有者等に関する情報の
八尾市への提供、といった内容が明記されています。
�

　この最終的な覚書も含めた協定内容が定まったの
は、平成31年３月12日のことでした。その後、具
体的な式典の段取りを整えつつ、２日後には式典本
番を控えた３月26日に、本会にて理事会が開催さ
れ、そこで最終的に本協定の締結について可決・承
認されるに至りました。
�
　さて、協定締結式当日（28日）には、16時から
八尾市役所本館５階の応接室にて、八尾市からは田
中誠太市長、比留間浩之建築部長、梶山隆彦建築部
次長、稲葉守弘建築部次長兼住宅政策課長が、本会
からは金子正俊会長、小職（社会事業部長）、山田
貴弘社会事業部副部長、杉田育香社会事業部理事、
中島芳樹中河内支部長、山田和雄協議委員が参加
し、締結式が執り行われました。式典に先立ち名刺
交換を行い、一同着席。その後は式次第に則り出
席者紹介の後、協定書の趣旨説明が行われました。
�
　趣旨説明では、「空家等に関する問題は複雑多岐
にわたるため、先の12団体に加え、今回新たに大
阪土地家屋調査士会とも協定書の締結に至った旨、
さらには今後、本協定に基づいて、大阪土地家屋調
査士会の専門分野である不動産登記の表示に関する
相談や啓発等の取組みを連携して実施していきたい
旨」が説明されました。
�
　その後、田中市長と金子会長の間で調印済み協定
書が交換され、協定は無事に締結されました。締結
を祝して挨拶が交換され、田中市長の挨拶では「八
尾市の空家をめぐる状況は深刻なものになりつつあ
る。自分たちでできることは積極的に取り組むべき

八尾市との「空家等対策の連携に関する協定」締結式
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であり、不動産の表示に関する登記の専門家である
土地家屋調査士の全面的な協力を得られるというこ
とは大きなメリットとして位置づけられている」と
のお言葉があり、それに応えて金子会長は「不動産
をめぐる社会問題は空家にとどまらず、空地、所有
者不明土地という形で日々拡大しているが、幅広い
官民の連携が相乗効果を生み、全体がよい方向に向
かうＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を築いていく、その一助
となることができればこれほど嬉しいことはない」
との抱負を述べられました。
�
　最後に、田中市長と金子会長のツートップによる
記念写真、関係者が整列しての写真撮影を行い、式
典は終了となりました。式典終了後には当初予定に
はなかった歓談の時間が設けられ、市長はじめ市の
担当職員の方々との意見交換が行われたのちに散会
となりました。
�

　ところで、大阪府は本年３月に「空家総合戦略・
大阪2019」を公表しました。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/osaka_
akiya/senryaku2019.html
　この総合戦略の中には「民間等との連携強化によ
る空家の適正管理・除却の促進」が盛り込まれ、そ
の具体例として八尾市と12団体の協定、貝塚市と
５団体の協定が取り上げられています。昨年（平成
30年）大阪では大阪府北部を中心とした大きな地
震を経験し、さらには２つの猛烈な台風による甚大
な被害も経験しました。その中で、空家が被災する
事例が非常に多く発生し、防災・減災の観点からも
空家等への対策がより一層強く求められていること
を自覚するきっかけとなりました。今後本会では対
策委員会の立ち上げも視野に入れつつ、引き続き各
自治体との協力体制の確立に向けた取り組みを積極
的に進め、表示に関する登記と土地境界の専門家と
して活躍の場を広げつつ社会に貢献していきたいと
考えています。

（社会事業部長・正井利明）

八尾市役所本館５階　応接室にて田中市長　と　金子会長
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　「測量の日」記念フェア2019が、６月３日（月）
12:00から、大阪合同庁舎第４号館２階で開催され
ました。
　「測量の日」は、「測量法」が昭和24年６月３日
に公布され、平成元年の制定40周年を機に、ひと
りでも多くの人が地図に親しみ、測量の重要性につ
いて理解してもらえるように、毎年６月３日を「測
量の日」として定めたものです。
　国民生活に必要不可欠である測量の意義・重要性
について、国民の理解と関心を一層高めることを目
的に、国の機関や関係団体が関係機関の協力を得
て、平成元年から毎年「測量の日」を中心に、全国
各地で各種行事等の活動を行っています。
　大阪土地家屋調査士会も国土交通省国土地理院近
畿地方測量部、一般社団法人大阪府測量設計業協会
と共催で、毎年、記念事業を開催しています。
　本年は第23回近畿地方測量技術発表会が次の内
容で開催されました。

◆激甚化する自然災害と高精度測位社会への対応
　　発表者：国土地理院　近畿地方測量部
◆平成30年７月台風第７号及び前線等による豪雨
　災害に伴う緊急撮影（竹原三原地区）報告
　　発表者：株式会社かんこう
　　　　　　技術本部基盤情報技術部　空間解析課
◆「パネル展、測量機器・システム展」の
　展示内容紹介
　　発表者：参加団体・参加企業
◆公共測量における新技術活用のための取組
　　発表者：国土地理院　企画部測量指導課
◆高精度・高分解能の空間情報の使い道
　　発表者：株式会社日本インシーク
　　　　　　水工計画・解析部�
◆古地図とＧＩＳ
　　発表者：土地家屋調査士　神前　泰幸

　大阪土地家屋調査士会からは前年に引き続き、神
前泰

ひろゆき

幸会員による「古地図とＧＩＳ」について一番
最後の講義として発表がありました。
　神前会員からは、地図訂正を行う場合に、市役所
等に保管がある古地図が土地の境界確認に有用に
なった事例を２例紹介されました。現状公図に道路
が存在しないが、現況は存在しているケースで、ど
うして公図が現在の状況になったのかをその古地図
を空中写真と照らし合わせ合成してみると、当初は
国有沼地だったものを民有地として売却するごとに
売却部分はきちんと表示されていったが、売却され

「測量の日」記念フェア２０１９を開催

「古地図とGIS」　神前会員
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なかった無地番の部分（道路）を漏らして転記作成
されたという事情が判明し地図訂正に至ったという
話や、現公図の誤りを見つけるために古地図を実測
図の上に張り付け、さらにその張り付けた実測図を
ＧＩＳ上に展開して古地図の概略の座標値を取得し、
長さ・面積等について検討を行ったところ、相当な
制度で古地図が正しいことが確認でき現行公図の訂
正にたどり着いたという説明があり、古地図が場合
によっては役に立つことがあると締められて講演は
終わりました。
　その後、中林邦友会長による閉会の挨拶で第23
回近畿地方測量技術発表会が無事に終了しました。

　また、調査士会としては地図展として、法務局作
成の地図混乱地域の地図訂正の流れをパネル展示に
て行いました。来場者の皆さんは、大阪土地家屋調
査士会の展示した資料に興味深く見入っていました。
　調査士会はＰＲグッズとして、ふせんセット、手
ぬぐいと土地家屋調査士を紹介したパンフレットを
見学者に配布し、好評を得ました。
　他の出展者の展示物は主としてMMSやUAVな
どの最新技術やドローンの現物などが紹介・展示さ
れ去年のそれよりも力が入ったものでした。
　調査士会が用意したＰＲグッズもすべて配布完了
し、盛況の内に定刻の17:00に記念事業を終了し
ました。　　　　（社会事業部副部長・山田貴弘）

フェア終了！お疲れ様でした！調査士会のパネル展示中林邦友会長
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大阪法務局民事行政部　首席登記官（不動産登記担当）

　　福田　克則

　本年４月１日付けの人事異動により首席登記官を
拝命しました福田と申します。どうぞよろしくお願
いいたします。
　大阪土地家屋調査士会員の皆様方には、平素か
ら、表示に関する登記を始め、当局の所掌事務の適
正・円滑な運営のために、格別の御理解と御協力を
頂いておりますことに対し、本誌面をお借りして改
めて感謝申し上げます。
　せっかくの機会ですので、若干の自己紹介をさせ
ていただきます。
　私は、宇都宮地方法務局に採用され、以後、東京
法務局管内では東京局、横浜局に、大阪法務局管内
では和歌山局、そして前任地である大津局で勤務い
たしました。中でも和歌山局では、統括登記官とし
て表示に関する登記を担当させていただき、今振り
返りますと貴重な経験であったと感じております。
　さて、現在、法務局においては様々な重要施策を
推進しているところですので、この現状等について
御報告させていただきます。
　はじめに、登記所備付地図作成作業についてで
す。当局管内では、枚方市における従来型の地図作
成作業と茨木市における大都市型登記所備付地図作
成作業を実施していますが、当局管内においては、
土地家屋調査士の皆様方の御支援により、いずれの
作業も順調に進行しております。改めて御礼申し上
げるとともに、同作業は、引き続き当局の重要施策
として位置付け、円滑に推進してまいりたいと考え
ておりますので、ますますの御支援と御協力をお願
いします。
　二つ目に筆界特定制度についてです。本制度は平
成18年１月に創設され、今年で制度が発足して14
年目に入りました。この間、筆界特定の申請は年々
増加し、当局管内では、申請件数及び終了件数は共

に毎年300件前後の高水準で推移しています。これ
は、土地家屋調査士の皆様方が、筆界調査委員又は
申請人代理人として、この制度の適正かつ円滑な運
用を積極的に支えていただいている成果であり、改
めて感謝申し上げます。当局といたしましては、よ
り適正・迅速な処理を図るため筆界調査委員の皆様
との連携を密にするとともに、大阪土地家屋調査士
会等との連携を更に強化してまいりたいと考えてお
ります。
　三つ目にオンライン申請についてです。登記のオ
ンライン申請の利用につきましては、これまでも皆
様方に対しまして、御理解と御協力をお願いし、利
用促進に取り組んでいただいているところ、平成
30年度においては、不動産登記における利用率は
対前年度比で約10パーセント上昇しており、これ
までの皆様の御協力に対しまして、この場をお借り
して御礼申し上げますとともに、さらなる利用促進
につきまして、より一層の御理解と御協力を、改め
てお願い申し上げる次第です。
　最後に表題部所有者不明土地の解消についてで
す。表題部所有者不明土地の解消につきましては、
相続登記促進の事業の一つであるところ、御承知の
とおり、「表題部所有者不明土地の登記及び管理の
適正化に関する法律」が本年５月17日に成立しま
した。そして、法律の公布後、６月以内に施行する
こととなっています。表題部所有者不明土地の解消
作業が開始された後は、所有者等探索委員につきま
しても土地家屋調査士の皆様のこれまで培われてき
た知識と経験に期待しているところですので、何と
ぞよろしくお願いいたします。
　終わりに、貴会のますますの御発展と会員の皆様
方の御健勝を祈念いたしまして、私の就任の御挨拶
とさせていただきます。

大阪法務局　着任のご挨拶

重要施策の現状等の御報告
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大阪法務局民事行政部不動産登記部門　総括表示登記専門官

　　田代　尚昌

　４月１日付け人事異動により、訟務部民事訟務部
門から配置替となりました田代と申します。どうぞ
よろしくお願いいたします。
　大阪土地家屋調査士会並びに会員の皆様方には、
日頃から、登記行政、とりわけ不動産の表示に関す
る登記の適正な事務処理を始め、登記所備付地図作
成作業、筆界特定登記等、当局の重要施策の円滑な
運営に多大な御理解と御協力を賜り、誌面をお借り
いたしまして、深く御礼申し上げます。
　私は、大阪法務局に採用され、途中福井地方法務
局に２年、神戸地方法務局に１年勤務した以外は大
阪局での勤務となります。不動産登記部門には平成
19年度から３年間在籍し、その際には、地図整備
室の業務に携わっていましたので、地図整備室の業
務に関してはある程度承知しているつもりではあり
ましたが、着任してみると、当時に比べ情勢がかな
り変化しており、改めて変化の早さに戸惑い、驚い
ているところです。
　さて、登記所備付地図作成作業につきましては、
枚方市において従来型登記所備付地図作成作業を、
茨木市中心部において大都市型登記所備付地図作成
作業を、それぞれ実施しているところです。特に大
都市型登記所備付地図作成作業においては、当初、
土地の細分化が著しく、権利関係がふくそうする地
区での作業であることから、従来型登記所備付地図

作成作業のように２年間での作成は相当困難である
と予想していましたが、土地家屋調査士の皆様方の
御支援により、順調に作業が進行しています。改め
て御礼申し上げますとともに、引き続き御支援、御
協力をお願いいたします。
　また、いわゆる表題部所有者不明土地の解消につ
いては「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適
正化に関する法律」が今通常国会で５月17日に成
立し、公布後、６月以内に施行することとなりまし
たところ、同法律施行後の作業を円滑に実施するた
めには、土地家屋調査士の皆様方のこれまで培われ
てきた知識と経験が必要不可欠ですので、特段の御
協力をお願いいたします。
　御挨拶の場で、お願いばかりとなり恐縮ですが、
不動産の表示に関する登記は、権利の客体である不
動産の物理的状況を登記記録上に明確にすることを
目的としており、不動産登記制度の基礎となるもの
です。今後も表示登記制度を適正かつ円滑に運用し
ていくためには、土地家屋調査士の皆様方のお力が
必要不可欠ですので、今後ともよろしくお願いいた
します。
　終わりに、貴会のますますの御発展と会員の皆様
方の御健勝を祈念いたしまして、私の御挨拶とさせ
ていただきます。

今後も御支援をお願いいたします
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　皆さん携帯電話は「ガラケー」ですか？�
　それとも「スマホ」ですか？�
　近年スマホ率がかなり高くなっていますよね。�
　「現場で使いやすいからガラケーが良い」とずっ
とガラケーを愛用していた私ですが、ある日、電車
の窓ガラスに映った「ガラケーを使っている自分」
を見たとき、正直なぜかちょっとした気恥ずかしさ
を感じたのです（あくまでも個人的な感想です！）。�
　その日から数日後、私はスマホデビューを果たし
ました。�
　私は、すぐさま使ってみたかったLINEアプリを
ダウンロードし、家族でグループを組みLINEでの
会話を始めました。使ってみるととても便利‼︎最初
は文字だけのやり取りで満足していたのですが、ふ
とLINEのスタンプ機能を使ってみると、文字では
伝えきれない微妙な気持ちをダイレクトに伝えるこ
とができて、それがなんとも嬉しかったことを覚え
ています。
　『LINEスタンプとはなんて可愛くて便利なものな
んだ！自分でも作ってみたい！』とその時強く感じ
ました。
�
　さて、それから月日は流れ、構想すること６か月！
自分で作ったLINEスタンプを公開することができ
ました‼︎�
　今回私が作成したLINEスタンプには北河内支部
の青年会を担当していた時に誕生させた「くいのす
け」という境界杭のキャラクターと「とちのこぞう」
という境界鋲のキャラクターを採用しました。「く
いのすけ」の方はかつて谷町四丁目駅ホームの広告
にも採用されていた、ちょっとした「有名人」です
（ほんの少し前に「引退」しちゃいましたけど…）。
名付けて「地面の妖精たち」です。�

　私が所属している北河内支部では、毎年のように
枚方市内の小学校で、小学生を対象に測量体験会を
実施しているのですが、その時のプレゼントとし
て、この「くいのすけ」の手作りストラップを渡し
ています。また、この体験会では「くいのすけ」や「と
ちのこぞう」を主人公にした紙芝居で土地家屋調査
士の存在を知ってもらい、家に帰ってからも、「く
いのすけ」のストラップを囲んで家族や友達と一緒
に話をすることで、一人でも多くの方に土地の境界
や土地家屋調査士に興味をもってもらえたらという
思いで活動をしています。�
　そしていつの日か、境界確定作業で隣地へ挨拶に
伺ったときに「あっ！くいのすけの人」と言っても
らえる日がきっと来ると確信しています。�
　そのためにも「くいのすけ」や「とちのこぞう」
を沢山の人達に知ってもらいたい！そのひとつの方
法として今回LINEスタンプを作成・公開するに至
りました。�
　このLINEスタンプを作るに先立ち、すでに土地
家屋調査士のスタンプがあるものなのか検索してみ
ると、なんと意外にも個人で作られているスタンプ
がいくつかあるではないですか！ビックリ！そこ
で、私も諸先輩方に負けじと皆さんに楽しみながら
使っていただけるスタンプを目指してみました！�
　じつは、作成にあたって苦労したことが一つあり
まして、それは「くいのすけ」は手も足も無く動け
ないというところでした。「とちのこぞう」は身振
り手振りで感情を表現しやすいのですが「くいのす
け」は文字通り「手も足も出ない」わけで、基本的
に顔の表情と文字だけでおおかたを伝えないといけ
ないところが難しい部分でした。
�
地面の妖精たち�
https://store.line.me/stickershop/product/74�
83383/ja�

メールの代わりに
LINEスタンプを送りませんか？
～ LINEスタンプ「地面の妖精たち」（第１弾）デビュー‼ ～
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　このスタンプは残念ながら有料（120円）です。
本当は無料で公開したかったのですが、LINEスタ
ンプを無料で公開するには「企業のLINE公式アカ
ウントを作ったうえで、16種類のスタンプを期間
限定で無料配布するのに、なんと4,000万円もの費
用がかかる‼︎」ということが分かりましたので、や
むなく断念しました。申し訳ありません。蛇足なが
ら、作った自分ですらもこのスタンプを使うのにお
金を取られたくらいです。
…LINE恐るべし。�

　みなさん、スマホはお持ちでしょうか？そして
LINEは使っておられるでしょうか？もしそうであ
れば、よく使われるスタンプは、どのようなもので
すか？
　今回公開したLINEスタンプは第１弾で、私は、
これからも頑張って第２弾、第３弾と作っていきた
いと思っていますので、『こういうのあったらいい
なー』とか『このフレーズが使いやすいわ』という
ようなリクエストがありましたら、ぜひお知らせく
ださい‼︎応援のほどよろしくお願いいたします。

（北河内支部・長田育紀）

サンプル
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役員等選任基準・情報公開に関する規則・情報公開に関する細則の一部改正

　平成31年２月12日（火）の第１回選挙管理委員会で役員等選任基準が、平成31年３月26日（火）の第６回
理事会で情報公開に関する規則と情報公開に関する細則が一部改正され、それぞれ平成31年４月１日から施行
されました。

役員等選任基準　新旧対照表

（掲載の順）
第10条
　告示等の文書の掲載の順は、受付の順による。
　ただし、支部推薦理事、綱紀委員については北支
部から、西、南、阪南、天王寺、大阪城、中河内、
北河内、豊能、堺、泉州、三島、南河内支部の順に
よる。

（掲載の順）
第10条
　告示等の文書の掲載の順は、受付の順による。
　ただし、支部推薦理事、綱紀委員については北支
部から、中央、大阪城、中河内、北河内、北摂、堺、
泉州支部の順による。

附　則
（施行期日）
　第10条の改正は、平成31年４月１日から施行す
る。

改　　正　　前 改　　正　　後
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情報公開に関する規則　新旧対照表

情報公開に関する細則　新旧対照表

（公開の方法）
第５条
　情報の公開は、本会の掲示場への掲載、本会が運
営するインターネット上のホームページへの掲載、
又は、請求者の申し出による閲覧若しくは複写の提
供により行う。

（連合会への公開の委託）
第６条
　本会は、第３条第６号並びに第４条第１号及び第
７号の情報の公開については、前条の規定にかかわ
らず、日本土地家屋調査士会連合会に公開を委託す
ることができる。

附　則 　（略）

（新設）

（公開の期間）
第４条
（３）業務の禁止又は解散の処分を受けたとき。
業務の禁止又は解散の処分の日から５年間。

附　則 　（略）

（新設）

（公開の方法）
第５条
　情報の公開は、本会の掲示場への掲載、本会が運
営するウエブサイトへの掲載、又は、請求者の申し
出による閲覧若しくは複写の提供により行う。

（連合会への公開の委託）
第６条
　本会は、第３条第６号並びに第４条第７号の情報
の公開については、前条の規定にかかわらず、日本
土地家屋調査士会連合会に公開を委託することがで
きる。

附　則 　（同左）

附　則 
（施行期日）
　この規則の第５条、第６条の改正は、平成31年４月
１日から施行する。

（公開の期間）
第４条
（３）業務の禁止又は解散の処分を受けたとき。
業務の禁止又は解散の処分の日から５年間。
　ただし、業務の禁止の被処分者については、公開
期間内に土地家屋調査士の登録が行われた場合、公
開期間の終了を待たずその公開を終了する。

附　則 　（同左）

附　則 
（施行期日）
　この細則の第４条第２号第３項の改正は、平成31
年４月１日から施行する。

改　　正　　前 改　　正　　後

改　　正　　前 改　　正　　後
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大阪土地家屋調査士政治連盟だより
大阪土地家屋調査士政治連盟第 20 回定時大会

　平成31年３月６日（水）午後４時から、大阪市
中央区の「ホテルプリムローズ大阪」にて大阪土地
家屋調査士政治連盟の第20回定時大会が開催され
ました。

　中河内支部の森山泰久副幹事長の司会により、中
島宗德副会長の開会の辞、加藤幸男会長の挨拶、金
子正俊本会会長、神寳敏夫全調政連副会長をはじめ
とする来賓の方々のご挨拶の後、司会者から議場に
議長選出の方法が諮られ、「司会者一任」の声を頂
戴し、泉州支部の橘泰弘会員が指名され、議事に入
りました。

議事の内容は以下のとおりです。
�

〈議事内容〉
　報告第１号　平成30年度活動経過報告の件
　議案第１号　�平成30年度決算報告及び同監査報

告承認の件
　議案第２号　平成31年度運動方針決定の件
　議案第３号　平成31年度予算決定の件
　議案第４号　役員改選の件
　議案第５号　大会宣言採択の件

　上記の議案中、議案第４号では、会長、幹事長立
候補による無投票当選以外は選考及び新会長の指名
により下記のとおり決まりました。

〈新役員名簿〉※敬称略（カッコ内は再編前支部名）
　会　　　長　　　吉田　栄江（北河内）
　副　会　長　　　中島　宗德（豊　能）
　副　会　長　　　玉置　広和（大阪城）
　副　会　長　　　向井　彰一（泉　州）
　副　会　長　　　彦坂　浩子（　南　）
　幹　事　長　　　松本　充司（三　島）
　会計責任者　　　松島　稔　��（大阪城）
　同職務代行者　　坂田　宏志（　堺　）
　監　　　事　　　大塚　哲雄（阪　南）
　監　　　事　　　井上　直次（阪　南）
　名 誉 会 長　　　加藤　幸男（三　島）

�　また、各支部推薦による副幹事長は下記のとお
りです。

〈幹部会名簿〉※敬称略　（支部名は再編前）
　北　支　部　　髙杉　直秀　　中島　公司
　南　支　部　　髙橋　正和　　
　阪 南 支 部　　上田　大人　　岡本　吉雄
　天王寺支部　　飯田　正直
　大阪城支部　　衛藤　政宣　　西口　和広
　中河内支部　　米山太一郎　　西川　和宏
　北河内支部　　辰巳　誠二　　吉田　英彦
　豊 能 支 部　　古崎　耕也　　竹内　玄徳
　堺　支　部　　大西　幸三　　深井　邦仁
　泉 州 支 部　　橘　　泰弘　　石川　貴之
　三 島 支 部　　加藤　眞一　　松原　政春
　南河内支部　　山田　勝彦

新役員のみなさん

加藤会長



46 第334号令和元年７月

�

　　　　　　　吉田栄江

　このたび、３月６日の
第20回定時大会にて会
長に就任いたしました吉
田栄江でございます。
　日頃は当連盟の活動に対し、何かとご協力、ご支
援を賜り、ありがとうございます。おかげさまで、当
連盟も平成13年度に創設してから、本年で19年目を
迎えます。その間、土地家屋調査士を取り巻く環境
は大きく変わってまいりましたが、ここまで発展して
きたことは、歴代の執行部の皆様方、会員の皆様方
のお陰です。あらためてお礼を申し上げます。
　執行部も新しいメンバーでスタートいたしまし
た。今年は、新執行部になってすぐに統一地方選挙、

会長就任のご挨拶

　吉田新会長は、就任挨拶で「新体制となりました
が、土地家屋調査士制度の発展・充実のために頑張っ
てまいります」と熱く語られました。

　すべての議案審議が可決承認され、中林邦友副会
長による閉会の辞をもって大会は盛会裏に終了いた
しました。

（広報担当副会長・向井彰一）

大阪府知事、大阪市長のダブル選挙、衆議院大阪
12区補欠選挙があり、その後、７月には参議院議
員選挙がございます。その中での会長という大役に
責任を感じております。
　加藤名誉会長の後を引き継ぎまして、微力ながら
当連盟会長として今後二年間土地家屋調査士制度の
発展・充実のため、ひとつひとつの課題に丁寧に向
き合っていきたいと思っています。
　ですが、政治連盟の活動は執行部だけではなく、
副幹事長をはじめ、会員の皆様方のご協力がなけれ
ば成り立ちません。どうか皆様のより一層のお力添
えをお願いいたします。
　最後になりましたが、４月の選挙におきまして
は、各支部の支部長を始め、政治連盟関係者の皆様
方には、一方ならぬご協力を賜り、ありがとうござ
いました。
　この場をお借りしてお礼を申し上げます。
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大阪青年土地家屋調査士会だより

≪第８回定時総会のご報告≫
　平成31年４月12日（金曜日）大阪青年土地家屋調
査士会第８回定時総会が、大阪土地家屋調査士会館
４階会議室において実施されました。
�
（令和元年度　青調会役員）
会　長　　　　　加藤　充晴
副会長　　　　　西田　修尋
副会長　　　　　羽倉　昌治　
副会長　　　　　伊藤　友輔
�
総務部長　　　　平野　和昭
財務部長　　　　松内　正樹
事業部長　　　　中　　広文
広報部長　　　　奥田　祐次
厚生部長　　　　雨宮　敏之
財務補佐　　　　藤野　充
�
　大阪青調会としては８年目を迎えますが、これま
で、事業への参加が一部の役員に留まってしまって
いることや、会員の年齢層の変化、事業のマンネリ
化など、様々な面から組織の見直し・変革が必要に
なってきているように感じます。
　よって、今年度は根本的に、今後青調会として組
織や事業をどのようにしていくべきかを議論し、一
若手調査士としてどうすべきか、そのために組織は
どうあるべきかをじっくりと考え、実行する準備を
整えたいと思います。

　青調会に入ってよかったと思える事業計画、役員
をやってみたいと思えるような会務運営を目指して
いきたいと思っております。今年度も青調会への御
支援・御協力をよろしくお願い致します。また、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。
�
　このたびの総会におきまして、会則に定められて
いる年額6,000円の会費を、１年間の期間限定で、
無料とする会則変更が承認されましたことをご報告
いたします。

≪新入会員募集≫
　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（前述のように、今期にかぎり無料）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/

第８回定時総会が開催されました
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大阪土地家屋調査士協同組合だより

第２６回通常総代会開催

　令和元年５月24日（金）大阪土地家屋調査士会
館４階会議室で、第26回通常総代会を開催いたし
ました。
　定刻の午後３時30分に、購買事業部藤田嘉宣次
長の司会のもと、議案審議に入る前に、物故者に対
する黙とう、健康祝金の贈呈者読み上げの後、次第
に従い総代会がスタートしました。
　議長選出にあたっては、「司会者一任」の声を受
けて、堺地域の中山髙良総代と北地域の髙杉直秀総
代が指名され、会場承認を得て両総代は議長席に着
き就任挨拶と議事進行の説明を行いました。
　議事に入るに先立ち、出席状況が報告され本総代
会が有効に成立していることを議長が宣言して議事
審議に入りました。議案第１号、第２号、第３号の
審議は髙杉議長によって進められ、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
で承認されました。また、議案第４号から第６号
は、中山議長によって進められ、議案第４号と第５
号、議案第６号の組合役員の任期満了につき承認を
求める件も、原案どおり全会一致で賛成可決されま
した。
　ここで総代会は休憩に入り、その時間を利用して
先ほど選任された新理事による臨時理事会が同会館
３階会議室で開催され、理事長１名と副理事長３
名の互選を行い、新理事長に甲斐健児理事（北地
域）、副理事長に梶谷信理事（北摂地域）、辰巳好
数理事（大阪城地域）、藤澤勤理事（北地域）が就
任しました。

甲斐理事長

＜懇親会場にて＞

　５時に総代会は再開され、今回任期満了で退任さ
れる岡田修二監事、脇田秀樹監事、井上広副理事
長、森脇英明理事、楓定晴理事、橋本宗三理事６名
の中で、出席された３名に感謝状と感謝金が贈呈さ
れました。

　お忙しいにもかかわらず、ご出席いただきましたご
来賓の大阪土地家屋調査士会会長　金子正俊様、大
阪司法書士協同組合理事長　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副会長　向井彰一
様、大阪土地家屋調査士協同組合顧問　和田朝博様
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。
　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。
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ピンポールプリズムセットの斡旋について

　組合では、コノエ製のピンポールプリズムセット
SV-６を斡旋しております。
　この機会に購入を希望される方は、申込書に必要
事項を記入の上お申し込みください。
　組合事務局に同等品を展示しておりますので、お
立ち寄りの際はご覧下さい。

ピンポールプリズムセット  SV-６

■セット内容
　・ピンポール三脚　本体
　・60cmピンポール（ステンレス）２本
　・55cmピンポール（ステンレス）１本
　・石突
　・専用ケース
　・プリズムセット　SV-６

　※チラシの三脚に付いている錘は含まれません。

■販売内容
　・販売価格�　組合員価格　31,000 円（税抜）
　　　　　　　組合員以外　32,000 円（税抜）
　　　　　　　　　　�　（送料・代引き手数料別）
　・申込方法　�申込書に必要事項記入の上、ＦＡＸ

でお申込み下さい。
　・支払方法　  組合で支払（商品と引き換え）又は

送付の場合は代引き扱い（配達運送
業者に代金を渡し、商品受取）

　・頒布方法　���組合在庫ありの場合は即日。通常
は申込日より３日～１週間

申込書のダウンロード
http://www.chosashi-coop.net/purizumusv3104.pdf

　　 総　務　部  からのお知らせ

　平成31年２月１日から平成31年４月30日までに
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
北 松本　　悟 06－ 4797－ 0903

北河内 品川　雅裕 06－ 6991－ 7181
中河内 芋縄　康弘 072－ 948－ 5600
堺 前田　雅久 072－ 248－ 4480
中央 森知　哲也 06－ 6974－ 5888

　　平成31年４月30日現在
　　　　　　　組合員総数　　　�８２８名
　　　　　　　本会会員数　　１,０１２名
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自主事業として震災後の基準点検査測量の実施

　平成30年６月18日７時58分ごろ大阪府北部で最
大震度６弱の地震が発生し、茨木市・高槻市を中心
に、建物・ブロック塀の倒壊、電気・水道は停止し、
ガスは最大６日間停止しました。地震から１年経っ
た今でも屋根にブルーシートを覆った家が残ってお
り、阪急南茨木駅もテナントのスーパーが再開して
いない状態が続いております。
　当時は、大阪法務局の大都市型法務局備付地図整
備事業（14条地図整備）が茨木市にて進行中であり、
すでに地震発生前の平成29年12月に基準点を設置
し、地震発生時は一筆地境界確認作業中でした。

�

　幣協会は、設置した基準点の精度が確保されてい
るか確認するため、自主事業の一環として３級基準
点５点、４級基準点211点の検査測量を行いました。
　４級基準点のＴＳ測量と３級基準点のＧＮＳＳ測
量を行った結果、４級基準点１点の著しい移動が認
められ設置場所の破損が原因と判断し、復旧作業を
行いました。
　その他の基準点に関しては著しい移動は認められ
ず、全基準点の移動値に一定の傾向が認められな
かったため、基準点の精度は確保できていると判断
いたしました。基準点は今後長く使用していくもの
であるため、この点検作業により今後安心して使用
できる基準点を提供できたと考えております。

＊��当協会では、社員を募集して
います。

　協会に関心のある方は、気軽
　にお声掛けください。

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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事務所変更（ 15 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

小　野　俊　仁 ３２６０ 大阪城 北 31・3・11
〒530-0047　大阪市北区西天満１丁目２番５号　
　　　　　　　　大阪ＪＡビル４階
　　　☎06－6311－1155　 06－6311－1144

小　澤　貞　之 ３０９８ 北摂 大阪城 31・4・1
〒535-0031　大阪市旭区高殿2-8-38-207
　　　☎06－6955－8160　 06－6923－6171

前　田　雅　久 ３３２９ 北河内 堺 31・4・4
〒591-8022　堺市北区金岡町2141番地８
　　　☎072－248－4480　 072－275－4577

長谷川　裕　紀 ３１４８ 北摂 北摂 31・4・8
〒567-0876　茨木市天王一丁目５番47号
　　　☎072－623－8901　 072－621－4582

森　知　哲　也 ３３６１ 中央 中央 31・4・8
〒537-0001　大阪市東成区深江北３丁目２番８号　
　　　　　　　　シティメゾン深江207号
　　　☎06－6974－5888　 06－6974－5890

会　員　異　動　（R1・６・１ 現在）

入　会　者（ ６名）

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

細　川　隆　志 ２６４３ 南河内 31・3・26
〒583-0011　�藤井寺市沢田一丁目26番31号　
　　　　　　　　サンシャイン藤井寺１階東
　　　☎072－931－2233　 072－931－2235　

太　田　雄　也 ３３６０ 堺 31・4・1
〒580-0024　�松原市東新町５丁目１番28号
　　　☎072－349－0125　 072－349－0126　

森　知　哲　也 ３３６１ 中央 31・4・1
〒537-0001　大阪市東成区深江北三丁目２番８号
　　　☎06－6974－5888　 06－6974－5890

古　谷　　　崇 ３３６２ 大阪城 31・4・1
〒541-0053　大阪市中央区本町三丁目４番11号　丸寿ビル
　　　☎06－6266－6706　 06－6268－0102

中　川　正　規 ３３６３ 北摂 1・5・10
〒567-0835　茨木市新堂三丁目28番25号
　　　☎072－635－6881　 072－635－6881

小　川　　　曜 ３３６４ 北摂 1・5・10
〒567-0828　茨木市舟木町6番24号
　　　☎072－634－0331　 072－632－8345
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江　川　秀　樹 ３０１８ 中河内 堺 31・4・17
〒593-8327　堺市西区鳳中町八丁３番地９
　　　☎072－992－6668　 072－951－0085

細　田　庄　一 １６３８ 北河内 北河内 1・5・9
〒573-0028　枚方市川原町５番９号
　　　☎072－844－6666　 072－844－1516

古　田　哲　久 ２６２５ 堺 堺 1・5・9
〒592-0005　高石市千代田４丁目９番30号
　　　☎072－260－4330　 072－260－4333

廣　田　達　治 ２８７３ 中河内 中河内 1・5・13
〒577-0056　東大阪市長堂一丁目20番12号
　　　☎06－6785－7951　 06－6785－7952

吉　田　憲　治 ３３３８ 北摂 北摂 1・5・16

〒564-0044　吹田市南金田二丁目14番2号　
　　　　　　　　ミカサビル201号　
　　　　　　　　　株式会社�中野測量事務所内
　　　☎06－6387－1500　 06－6387－0034

橋　本　宗　興 ２７３９ 堺 堺 1・5・16
〒583-0864　羽曳野市羽曳が丘6丁目9番8号
　　　☎072－915－0089　 072－915－0090

森　留　禎　雄 ３１５７ 中河内 中河内 1・5・27
〒581-0869　八尾市桜ケ丘一丁目2番地1・203号
　　　☎072－923－8933　 072－929－8035

請　田　隆　広 ３２１１ 大阪城 大阪城 1・5・29
〒540-0038　大阪市中央区内淡路町一丁目3番6号
　　　　　　　　片岡ビル501
　　　☎06－4790－8018　 06－4790－8028

赤　塚　智恵子 ２３９１ 北摂 北摂 1・5・29
〒567-0884　茨木市新庄町3番19号
　　　☎072－646－5377　 072－646－5378

成　田　　　豊 ３２９８ 大阪城 大阪城 1・5・30
〒540-0012　大阪市中央区谷町2-2-20
　　　☎06－6948－6480　 06－6948－6481

退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ 12 名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

戸　川　勝　寛 ３１９９ 北 31・3・10 福　岡　会　へ

山　本　　　樹 ２６３３ 中河内 31・3・25 長　期　休　業

関　戸　正　司 ２４６０ 中河内 31・3・26 長　期　休　業

福　田　和　行 １４６９ 大阪城 31・3・26 死　亡　　

白　 　晴　雄 ２３４７ 三　島 31・3・26 死　亡　　
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法　人　事　務　所　会　員　関　係

法 人 の 退 会　　（１法人）

名　　　称 法人登録番号 支　部

PGM　土地家屋調査士法人 01-0072-12-0022 北

常駐する社員の変更及び社員の脱退　　（４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　コクド 12-0019 北河内 前田　雅久　３３２９
（社員の脱退）

土地家屋調査士法人　A.I.グローバル 01-0017-12-0007 北 戸川　勝寛　３１９９
（社員の異動）

土地家屋調査士法人　武島合同 12-0031 大阪城 兵頭　聖貴　３１９２
（社員の加入）

PGM　土地家屋調査士法人 01-0072-12-0022 北 中原　俊二　３３２７
（社員の脱退）

大　藪　正　幸 ２３６２ 豊　能 31・3・31 会則第87条による退会

曽　川　康　代 １５９３ 中　央 31・４・２ 死　亡　　

西　口　省　吾 １５４５ 大阪城 31・4・15 業　務　廃　止

谷　野　勝　美 １７３２ 北 31・4・25 長　期　休　業

毛　原　俊　明 ２１１９ 北河内 31・4・26 長　期　休　業

伊　藤　藤　幸 １４８１ 中　央 1・5・30 業　務　廃　止

中　原　俊　二 ３３２７ 北 1・5・31 長　期　休　業
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第1８回常任理事会

　平成31年３月12日（火）午後４時から本会３階役
員室で第18回常任理事会が開催され、各部などか
らの報告事項に続き、中央・北摂支部規則の承認に
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池田出張所の名札板費用について
②�綱紀事案に関し制度対策委員と並行して取り組む
ことについて

①各種行事への出席者の確認について
②平成31年度法務大臣表彰推薦候補者について
③八尾市との空家対策協定について
④中央・北摂支部規則の承認について
⑤第６回理事会について

①平成30年度事業経過報告案について
②平成31年度事業計画案について
③平成31年度予算案について
④�相談センターおおさか事務対応のための職員研修
会について���

⑤空家等対策協議会委員の推薦について
⑥�「事例解説�境界紛争�解決への道しるべ」を韓国語
に翻訳し、韓国地籍公社が発行することについて

⑦今後の地籍問題研究会への出席について

第１９回常任理事会

　平成31年３月26日（火）午後３時から本会３階役
員室で第19回常任理事会が開催され、各部などか
らの報告事項に続き、第６回理事会についてなど次
の各事項が審議・協議された。
<出席者・敬称略>金子・中林・松尾・久保・佐野・
髙山・正井（事務局）能勢・柳井原

①�３/18�第８回五士業合同協議会について

①各種行事への出席者の確認について
②第６回理事会について

①第81回定時総会について��
②�豊能町の空家等対策計画における協力者の再推薦
について

③近畿大学寄付講座前の挨拶について
④各部・各委員会会議の事務局職員の出席について
⑤�取扱事件年計報告書の未提出者への会員指導につ
いて

⑥支部改編に係る費用について
⑦�大阪大学法科大学院寄付講座の新入生歓迎パー
ティへの出席者について

⑧大阪大学寄付講座講師の委嘱について
⑨�支部総会報告及び支部長就任あいさつ寄稿依頼に
ついて

第1回常任理事会

　平成31年４月４日（木）午後２時から本会３階役
員室で第１回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、第81回定時総会議案等につい
てなど次の各事項が審議された。
<出席者・敬称略>金子・中林・松尾・久保・佐野・
髙山・正井（事務局）能勢・柳井原

①�民事調停委員の任命について
②講演会のリーフレットについて

①各種行事への出席者の確認について
②第81回定時総会議案等について
③各部・各委員会会議の事務局職員の出席について
④第１回理事会について

第2回常任理事会

　平成31年４月23日（火）午後３時から本会３階役
員室で第２回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、日調連第76回定時総会の出席
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者についてなど次の各事項が審議・協議された。
<出席者・敬称略>金子・中林・松尾・久保・佐野・
髙山・正井（事務局）能勢・柳井原

①第81回定時総会について
②事務局出席委員会について
③登記事務連絡会等運営要綱の一部改正について

①各種行事への出席者の確認について
②日調連第76回定時総会の出席者について
③第１回理事会について

①大阪府北部を震源とする地震の記録の公開について

第3回常任理事会

　令和元年５月13日（月）午後３時から本会３階役
員室で第３回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、会館維持預り金未返金会員の対
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・中林・松尾・久保・佐野・
髙山・正井（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会館維持預り金未返金会員の対応について
②各種表彰の代表謝辞について
③火曜会について

第4回常任理事会

　令和元年５月27日（月）午後２時から本会３階役
員室で第４回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、「土地家屋調査士調査・測量実
施要領」の印刷・製本の取りまとめについてなど次
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・木下・深井（事務局）能勢・柳井原

①�住之江区地域による人と家の見守り活動支援事業
への協力事業者登録について

①各種行事への出席者の確認について

①第81回定時総会について
②�岸和田市からの空家等対策協議会委員の再推薦依
頼について

③�「土地家屋調査士調査・測量実施要領」の印刷・
製本の取りまとめについて

④�大阪市マンション管理支援機構への常任委員出向
者について

第3回理事会

　平成30年９月28日（金）午後４時から本会４階会
議室で第３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。

①第１号議案　�証紙制度について
②第２号議案　空家等の対策に関する協定について

①第１号議案　�高圧ケーブル経年劣化による取り替
えについて

　　　［結果］　全会一致で承認された。
②第２号議案　空家等の対策に関する協定について
　　　［結果］　�協議事項から審議事項にすることに

ついて、賛成多数で承認され、空家
等対策に関する協定書の締結につい
て常任理事会に一任することが、賛
成多数で承認された。藤野業務研修
部副部長、相澤社会事業部理事の２
名が反対し、その旨の議事録への記
載を希望した。

③第３号議案　�資料センターサーバー延長保守契約
の締結について

　　　［結果］　�審議事項に上程することについて、
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賛成多数で承認され、資料センター
サーバー延長保守契約の締結につい
て賛成多数で承認された。

④第４号議案　�社会事業部正井理事を常任理事に選
任する件について

　　　［結果］　�審議事項に上程することについて、
賛成多数で承認され、社会事業部正
井理事を常任理事に選任する件につ
いて賛成多数で承認された。

　この後、監事からの意見等があり、閉会した。

第４回理事会

　平成30年11月29日（木）午後４時から本会４階会
議室で第４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　�大阪府北部地震現地対策本部の解散
について

　　　［結果］　�大阪府北部地震現地対策本部の解散
について賛成多数で承認された。な
お、連合会への解散報告に関する資
料等について、字句修正等があった
場合には会長に一任する。

②第２号議案　�入会面談及び事項の変更（事務所）
時の提出書類について

　　　［結果］　�趣旨に変更のない軽微な修正につい
て会長に一任することも含めて、賛
成多数で承認された。なお、�相澤社
会事業部理事が反対、正井社会事業
部長が賛否の意思を保留した。

③第３号議案　�２階男子便所給水管修繕工事について
　　　［結果］　全会一致で承認された。
④第４号議案　�澪標ネット運用サーバーの移設につ

いて
　　　［結果］　全会一致で承認された。
�⑤第５号議案　社会事業部の副部長について
　　　［結果］　�12月１日付で社会事業部川口理事

を同部副部長とすることが全会一致
で承認された。

⑥第６号議案　堺市との災害協定の締結について
　［提案理由］　�堺市との災害協定について、その対

応について協議を提案する。
　　　［結果］　�まず、本件を審議事項に上程するこ

とについて、賛成多数で承認され
た。上程することについては、松本
副会長、久保総務部長、髙山業務研
修部長、濵口総務部副部長、塚田総
務部理事が反対の意思を表明した。
その後、本件について、賛成多数で
承認された。本件については、松本
副会長、藤野業務研修部副部長の反
対があった。

�
　この後、監事からの意見等があり、閉会した。

第５回理事会

　平成31年１月22日（火）午後４時から本会４階会
議室で第５回理事会が開催され、会長の挨拶に続
き、各部長、支部長会議議長、各種委員会などから
の報告・連絡事項があり、次の各事項が協議・審議
された。

①第１号議案　�八尾市との空家対策協定の締結につ
いて

②第２号議案　次年度の理事について
　［提案理由］　�次年度の理事の定数を決定するにあ

たり、本年度の事業執行の状況など
から各部の必要人数を協議すること
を提案する。

③第３号議案　�谷町四丁目駅看板広告の書き換えに
ついて

　［提案理由］　�谷町四丁目の駅看板広告の書き換え
について、デザイン等について協議
を提案する。

　　　［結果］　�協議事項から審議事項第３号議案と
することが提案された。

④第４号議案　ノベルティグッズについて
　　　［結果］　�協議事項から審議事項第４号議案と

することが提案され、全会一致で承
認された。

①第１号議案　�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
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　［提案理由］　�標記の件について支援、協力をいた
だいた方への交通費の支出科目につ
いて予算化されていないため、京都
会からの義援金10万円、残りの14
万９千円を予備費からの支出とする
ことを提案する。

　　　［結果］　全会一致で承認された。
②第２号議案　�注意勧告理事会理事の補充選任につ

いて
　［提案理由］　�大阪城支部松本充弘会員（平成30

年12月31日辞任）、中河内支部中島�
幸広会員（平成30年９月12日辞任）
の辞任に伴い、注意勧告理事会の構
成員が会則第113条第２項に定めら
れた人数に満たなくなったため、同
理事会の構成員に正井利明社会事業
部長、�藤野充業務研修部副部長を補
充選任することを提案する。

　　　［結果］　全会一致で承認された。
③第３号議案　�谷町四丁目駅看板広告の書き換えに

ついて
　　　［結果］　全会一致で承認された。
④第４号議案　ノベルティグッズの作成について
　　　［結果］　全会一致で承認された。
�
　この後、監事からの意見等があり、閉会した。

◇　　　３　　　月　　　◇

１日 ・�会員章証紙頒布所表敬訪問（品川事務所）
佐野財務部長

２日 ・�平成31年度近畿大学寄付講座講師会議（会
館）

　　 ・��会員章証紙頒布所表敬訪問（吉田事務所）
佐野部長

３日 ・�マンション管理組合交流会（大阪市立住ま
い情報センター）藤野業務研修部副部長

４日 ・�平成30年度土地家屋調査士試験合格証書交
付式（法務局本局）金子会長、正井社会事
業部長、濵口総務部副部長

５日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
脇相談員

６日 ・�政治連盟定時大会（プリムローズ大阪）金
子会長

　　 ・��堺支部明示協議会（堺市役所）川口社会事
業部副部長

　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）藤
野相談員

７日 ・�名誉役員会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田（文）相談員
８日 ・�業務研修部業務連絡会（会館）
　　 ・��近ブロ財務部会（会館）中林副会長、佐野

部長
　　 ・��近ブロ社会事業部会（兵庫会）正井部長
９日 ・�地籍問題研究会第24回定例研究会（日比谷

コンベンションホール）山田（貴）社会事
業部副部長

11日 ・�財務部会（会館）
　　 ・��近ブロ研修部会（会館）金子会長、松尾副会長、

髙山業務研修部長
　　 ・��近ブロ広報部会（京都会）正井部長
12日 ・�正副総会議（会館）
　　 ・��常任理事会（会館）
　　 ・��近畿財務局管財部との意見交換会の議事録

内容について打ち合わせ（近畿財務局）山
田（貴）副部長

　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹
本（貞）相談員

13日 ・�境界問題相談センターおおさか事前無料相
談（会館）浅井・中島（幸）各境界問題相
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談センターおおさか推進委員
　　 ・��資料センター小委員会（会館）
　　 ・��近ブロ正副会長会議（会館）金子会長
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）正

井相談員
14日 ・�業務研修部会（会館）
　　 ・��大阪市マンション管理支援機構第11回常任

委員会（大阪市立住まい情報センター）正
井部長、藤野副部長

　　 ・��民間総合調停センター運営委員会（大阪弁
護士会）

　　 ・��民間総合調停センター支援連絡委員会（大
阪弁護士会）

　　 ・��民間総合調停センター広報・研修部会（大
阪弁護士会）

　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）吉
田（正）相談員

15日 ・�地理空間情報イブニングセミナー（イトゥ
ビル）正井部長

16日 ・�北河内支部外部広報活動測量体験（枚方市
立伊加賀小学校）正井部長、川口副部長、
杉田社会事業部理事

　　 ・��兵庫会岸本八太郎氏黄綬褒章受章記念祝賀
会（神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ）
金子会長、中林・松尾各副会長

18日 ・�資料センター小委員会（会館）
　　 ・��労働組合団体交渉（会館）松尾副会長、久

保総務部長、佐野部長
　　 ・��五士業合同協議会（KKRホテル大阪�）金子

会長、中林副会長、髙山・正井各部長
　　 ・��民間総合調停センターハーグ条約対応検討

PT（大阪弁護士会）谷川民間総合調停セン
ター支援連絡副委員長

19日 ・�協同組合第12回部長会（会館）佐野部長
　　 ・��「測量の日」記念フェア打ち合わせ（大阪府

測量設計業協会）山田（貴）副部長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安

岐相談員
20日 ・�表示登記実務研究会（会館）
　　 ・��総務部会（会館）
　　 ・��入会面談（会館）久保部長、濵口副部長、塚田・

雨宮各総務部理事
　　 ・��近畿測量専門学校卒業式及び卒業祝賀会（近

畿測量専門学校）正井部長
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森

次相談員

22日 ・�社会事業部会（会館）
　　 ・��事務局研修打ち合わせ（相談センター）（会館）

吉田（栄）境界問題相談センターおおさか
推進委員長、山脇同副委員長、西田同委員、
正井部長

　　 ・��近ブロ業務部会（ホテルニューアワジ）髙
山部長

26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）瀧

本相談員
27日 ・�資料センター運営委員会（会館）
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）相

澤相談員
28日 ・�境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・��八尾市との空家等対策の連携に関する協定

締結式（八尾市役所）金子会長、正井部長、
山田（貴）副部長、杉田理事

　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）八
幡相談員

29日 ・�京都会研究部共同研究成果報告会（京都産
業大学）正井部長、安部業務研修部理事

◇　　　４　　　月　　　◇

１日 ・�会務処理（会館）金子会長
２日 ・�大阪弁護士会来会（会館）金子会長、松尾・

中林各副会長、久保・佐野・髙山・正井各
部長

　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）中
山（髙）相談員�

３日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）黒
田（成）�相談員

４日 ・�会長表彰選考委員会（会館）
　　 ・��常任理事会（会館）
　　 ・��大阪法務局来会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）田

中（久）相談員
５日 ・�中央支部曽川康代会員通夜（大阪市立瓜破

斎場）松尾副会長
６日 ・�事務局研修（会館）
　　 ・��大阪北部地震記録打ち合わせ（会館）正井

部長、川口副部長、井手下・相澤・杉田各
社会事業部理事

　　 ・��國吉正和氏の黄綬褒章受章を祝う会（東京
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ドームホテル）金子会長
８日 ・�日本写真映像専門学校・近畿測量専門学校

合同入学式（ホテルアウィーナ大阪）中林
副会長

９日 ・�財務部会（会館）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）米

山相談員
10日 ・�近畿大学寄付講座講師会議（会館）
　　 ・��境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館）吉田（栄）委員長、辻田委員
　　 ・��近畿大学寄付講座第１講及び教授挨拶（近

畿大学）金子会長、正井部長、川口副部長、
京谷・湖㟢・阪本・黒岡・森留・藤野・玉置・
和田（康）・吉田（孝）・中山（武）・小澤・
松内・三谷・安部各講師

　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）橋
本相談員

11日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）今
西（眞）相談員

12日 ・�期末監査（会館）
　　 ・��大阪青年土地家屋調査士会第８回定時総会

（会館）金子会長
15日 ・�立候補等届出（会館）（16日も）
16日 ・�会員指導（会館）金子会長、松尾副会長、

久保部長
　　 ・��協同組合理事会及び地域代表会（会館）中

居財務部理事
　　 ・��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）藤

田（重）相談員
17日 ・�社会事業部会（会館）
　　 ・��第２回選挙管理委員会（会館）
　　 ・��近ブロ監査会、正副会長会議、正副部会長

会議（会館）金子会長、松尾副会長
　　 ・��近畿大学寄付講座第２講（近畿大学）湖㟢・

阪本各講師、正井部長
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）川

口相談員
18日 ・�会員指導（会館）金子会長、松尾副会長、

久保部長
　　 ・��大阪大学寄付講座準備会議（会館）
　　 ・��大阪市マンション管理支援機構第１回常任

委員会（大阪市立住まい情報センター）正
井部長、藤野副部長

　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田（直）相談員
19日 ・�総務部会（会館）
　　 ・��入会面談（会館）塚田・雨宮各理事
　　 ・��総会会場下見（太閤園）松尾副会長、久保部長、

濵口副部長、塚田・森脇・雨宮各理事
22日 ・�堺市無料相談における訪問（堺市役所）川

口副部長
23日 ・�常任理事会（会館）
　　 ・��理事会（会館）
　　 ・��「測量の日」近畿地区連絡協議会委員会（大

阪合同庁舎）正井部長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪

口（太）�相談員
24日 ・�第３回選挙管理委員会（会館）
　　 ・��境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・��資料センター運営委員会（会館）
　　 ・��表示登記実務研究会（会館）
　　 ・��大阪自由業団体連絡協議会の次年度以降の

諸事業についての検討小委員会（大阪府社
会保険労務士会）中林副会長、正井部長

　　 ・��「測量の日」記念フェア打ち合わせ（大阪合
同庁舎）山田（貴）副部長

　　 ・��近畿大学寄付講座第３講（近畿大学）阪本・
黒岡各講師、正井部長

　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）奥
田相談員

25日 ・�国モデル事業取組発表会（大阪ガス　　
hu+gMUSEUM）�正井部長

　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）谷
山相談員

26日 ・�北河内支部総会（ホテルアゴーラ大阪守口）
松尾副会長

　　 ・��堺支部総会（ホテルアゴーラリージェンシー
大阪堺）中林副会長

　　 ・��泉州支部総会（ホテルレイクアルスターア
ルザ泉大津）金子会長

◇　　　５　　　月　　　◇

７日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池
原相談員

８日 ・�綱紀委員会全体会議（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・京谷各境界問題相談センター
おおさか推進委員

　　 ・��近畿大学寄付講座第４講（近畿大学）黒岡・
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森留各講師、相澤理事
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）髙

橋（正）相談員
９日 ・�簡易調停打ち合わせ（会館）吉田（栄）�委員長、

山脇副委員長
　　 ・��中央支部定時総会（都シティ大阪天王寺）

松尾副会長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西

田（修）相談員
10日 ・�中河内支部定時総会（シェラトン都ホテル

大阪）金子会長
13日 ・�常任理事会（会館）
　　 ・��選考委員会（会館）
14日 ・�聴聞（会館）松尾副会長、久保部長、濵口

副部長、森脇理事
　　 ・��入会面談（会館）久保部長、濵口副部長
　　 ・��簡易調停打ち合わせ（会館）山脇副委員長、

西田委員
　　 ・��大阪城支部総会（大阪マルビル大阪第一ホ

テル）金子会長
　　 ・��北摂支部総会（大阪新阪急ホテル）松尾副

会長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）羽

倉相談員
15日 ・�近畿大学寄付講座第５講（近畿大学）森留・

藤野各講師、杉田理事
　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）阿

部相談員
16日 ・�全日本不動産協会大阪府本部定時総会（ホ

テルニューオータニ大阪）松尾副会長
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（大阪法務局本局）

濵口相談員
17日 ・�北支部定時総会（大阪マルビル大阪第一ホテ

ル）金子会長
21日 ・�協同組合部長会（会館）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）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

口（典）�相談員
22日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）正

井相談員
　　 ・��近畿大学寄付講座第６講（近畿大学）藤野・

玉置各講師、井手下理事
23日 ・�大阪市マンション管理支援機構第２回常任

委員会（大阪市立住まい情報センター）正
井部長、藤野副部長

　　 ・��民間総合調停センター運営委員会（大阪弁
護士会）

　　 ・��民間総合調停センター広報・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）安
岐相談員

24日 ・�総務部会（会館）
　　 ・��大阪土地家屋調査士協同組合第26回通常総

代会（会館）金子会長
　　 ・��（一社）大阪府宅地建物取引業協会代議員総

会懇親会（シェラトン都ホテル大阪）松尾
副会長

27日 ・�常任理事会（会館）
　　 ・��不在者投票（会館）吉川・岡田・中西・阪口・

山㟢・花田各委員
　　 ・��本支部役委員研修会講師依頼（大阪弁護士会）

髙山部長
28日 ・�不在者投票（会館）髙杉委員長、岡田・中西・

森留・二上・田中・一守各委員
　　 ・��大阪府行政書士会第70回定時総会懇親パー

ティ（ハイアットリージェンシー大阪）中
林副会長

　　 ・��（一社）大阪府建築士事務所協会総会交流会
（帝国ホテル大阪）金子会長

　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆
相談員

29日 ・�式典懇親会司会者・政連との打ち合わせ（会
館）

　　 ・��不在者投票（会館）髙杉委員長、松原・石田・
一守・吉川・井上各委員

　　 ・��近畿大学寄付講座第７講（近畿大学）玉置・
和田各講師、川口副部長

　　 ・��大阪法務局無料登記相談（法務局本局）柳
原相談員

30日 ・�大阪市建設局来会（会館）正井部長、山田
副部長

　　 ・��民間総合調停センター研修会（大阪弁護士会）
　　 ・��筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙

山相談員
31日 ・�第81回定時総会（太閤園）�
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◇　　　３　　　月　　　◇

５日 ・�第７回常任理事会（協会）
６日 ・�大阪土地家屋調査士政治連盟第20回定時大

会（ホテルプリムローズ大阪）横山理事長
12日 ・�第３回2019講演会実行委員会（協会）
16日 ・�岸本八太郎氏黄綬褒章受章祝賀会（神戸ベイ

シェラトンホテル＆タワーズ）横山理事長
18日 ・�近公連理事長会議（協会）横山理事長

◇　　　4　　　月　　　◇

２日 ・�第８回常任理事会（協会）
11日 ・�第４回2019講演会実行委員会（協会）
　　 ・�第２回指導研修部会（エル・おおさか）
　　 ・�第７回理事会（エル・おおさか）
　　 ・�第１回業務部会（エル・おおさか）
23日 ・�近公連実務担当者会同（エル・おおさか）

横山理事長、流王業務部長、金田理事
　　 ・�第１回明示補助業務PT打合会（協会）
25日 ・�大阪法務局へ挨拶（大阪法務局）横山理事長、

竹中副理事長
　　 ・�板野顧問弁護士と打ち合わせ（松葉・板野・

中村法律事務所）横山理事長、舩原・竹中
副理事長、太田指導研修部長

26日 ・�泉州支部総会（ホテルレイクアルスター　
アルザ泉大津）笹本経理部長

　　 ・�堺支部総会（ホテル・アゴーラ　リージェ
ンシー大阪堺）舩原副理事長

◇　　　5　　　月　　　◇

７日 ・�第９回常任理事会（協会）
９日 ・�中央支部総会（都シティ大阪天王寺）與倉

総務部長
10日 ・�中河内支部総会（シェラトン都ホテル大阪）

太田指導研修部長
14日 ・�北摂支部総会（大阪新阪急ホテル）横山理

事長
　　 ・�大阪城支部総会（大阪マルビル大阪第一ホ

テル）竹中副理事長
16日 ・�第８回理事会（エル・おおさか）
　　 ・�第２回業務部会（エル・おおさか）
24日 ・�大阪土地家屋調査士協同組合第26回通常総

代会（調査士会館）横山理事長
30日 ・�第５回2019講演会実行委員会（協会）

31日 ・�大阪土地家屋調査士会第81回定時総会（太
閤園）横山理事長

◇　　　7　　　月　　　◇

１日（月） 非調査士活動排除委員会全体会議
２日（火） 紛議調停委員会全体会議
３日（水） 正副総会議
　　　　 常任理事会
　　　　 近畿大学寄付講座第12講
４日（木） �綱紀委員会全体会議
　　　　 筆界特定制度推進委員会
９日（火） �財務部会
10日（水） 近畿大学寄付講座第13講
12日（金） 近畿ブロック第63回定例協議会
16日（火） 火曜会
　　　　 常任理事会
17日（水） 支部長会
　　　　 近畿大学寄付講座第14講
18日（木） 境界問題相談センターおおさか
　　　　 推進委員会
　　　　 境界問題相談センターおおさか
　　　　 運営委員会
23日（火） �社会事業部会
　　　　 業務研修部会
　　　　 表示登記実務研究会
24日（水） 近畿大学寄付講座第15講
26日（金） 本・支部役委員研修会
31日（水） 第10回全国一斉不動産表示登記無料相談会
　　　　 社会事業部業務連絡会

◇　　　8　　　月　　　◇

２日（金） 常任理事会
　　　　 理事会
６日（火） 財務部会
７日（水） 近畿大学寄付講座採点会議
22日（木） 常任理事会
�

◇　　　9　　　月　　　◇

10日（火） 常任理事会
19日（木） 常任理事会
　　　　 理事会
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◆�言いにくいことも言い合える、良き部員に恵まれ
て、２年間の（おそらく最後の）任期を無事に（？）
終えることができたことに、まずは感謝したいと
思います。そして次に、様々なことにチャレンジ
させていただきましたことに感謝いたします。更
には、右も左もわからなかった社会事業部メン
バーを２年間、全力でサポートしてくださった寺
田さん、山口さんをはじめ事務局の皆様に感謝し
たいと思います。末尾となりましたが、会報誌を
最後までお読みくださいました会員の皆様に感謝
いたします。本当にありがとうございました。

（正井）

◆令和最初の編集後記が最後となりました。
　�私は社会事業部を２期務めさせて頂きましたので
もう４年になったのかという気持ちで一杯です。

　�これまでいろいろありましたが、事務局の方々、
理事の皆様に支えられてここまでやって来られま
した。今は来期の役員の方々に向けて引き継ぎ事
項などをまとめているところです。

　�会員の皆様にもお世話になり感謝しております。
これまでありがとうございました。　　　（山田）

◆�時代が平成から令和へと移り変わる今年のゴール
デンウイーク、10連休を利用して社会事業部理
事者としての最後の編集後記を書いております。

　�光陰矢の如し、２年間というのはあっという間の
出来事でした。

　�この編集後記も最初は前任者の過去の記事を参考
（というか、ほぼ丸写し）に嫌々書いていたので
すが、最近に至ってはことわざを散りばめる技能
も取得し、自画自賛ながらも進化を実感しつつ、
掉尾を飾ることとなりました。

　�今期、素敵な仲間と出会え、この仲間と共に社会
事業部理事としての任期を全うできましたこと、
（この行間には途中離脱した誰かさんへの思いも
含まれておりますが）大変感謝しております。

　ありがとうございました。　　　　　　　（川口）

◆２年間大変お世話になりました。
　ありがとうございました。　　　　　　（井手下）

◆�社会事業部理事としては、我が人生最良の経験を
させていただきました。この経験は、若い会員に
是非味わってもらいたいものです。２年間は、短
く感じたときもあれば、長く感じられたときもあ
ります。正井部長、山田副部長、川口副部長、井
手下理事、杉田理事そして中島旧部長ありがとう
ございました。

　�そして、会報誌の発行を楽しみに待っていただい
てくれた会員の皆様に感謝です。ありがとうござ
いました。　　　　　　　　　　　　　　（相澤）

◆�先に原稿を書き上げた社会事業部員の編集後記を
読みながら涙が出そうになっている私です。

　�あぁ、本当にもう終わってしまうんだなぁ。理事
に拝命されて２年。事務所のある河南町から本会
までの道のりは遠く、午前から午後にかけ現場仕
事を終えてからの会務は想像していた以上に大変
でした。しかしこの２年でかけがえのない経験を
させていただき、尊敬できる仲間と巡り合うこと
ができました。一生の宝を得たと思っています。
まずはいつも陰で支えてくださった事務局の皆さ
んに感謝。そして原稿依頼に応えてくださった会
員の皆様やいつもお読みいただいている会員皆様
に感謝。何より…個人的なことになるかもです
が、社会事業部で出会えた中林担当副会長をはじ
め正井部長、山田副部長、川口副部長、相澤理事、
井手下理事、…離脱者！笑、全員に心から、本当
に心から感謝し、最後の編集後記とさせていただ
きます。令和という新しい時代も、会員皆様にとっ
て幸多き毎日となりますように。ありがとうござ
いました。（杉田）
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　■�〒 540-0023　大阪市中央区北新町３番５号
　■�電　話　06(6942)3330（代）
　■�ＦＡＸ　06(6941)8070
　■��E －mail：otkc-3330@chosashi-osaka.jp
　■�ホームページ：http://www.chosashi-osaka.jp

　本会社会事業部員　

　森　脇　英　明　　　　　内　山　善　雄
　今　村　健太郎　　　　　三　谷　善　樹
　森　留　禎　雄　　　　　富　澤　祐　二
　坂　田　宏　志
　（社会事業部担当副会長）　久　保　加奈子

　支部社会事業（広報）担当責任者　

　　北　　奥田　祐次　　中　央　阿部　孝信
　大阪城　久保　尚之　　中河内　森山　泰久
　北河内　大津　拓馬　　北　摂　吉田　孝信
　　堺　　杉田　育香　　泉　州　向井　常能　
　　　　（事務局）山口　知晃

▽菅河�順子さん（中河内支部�菅河�憲三・令室、
　平成31年４月11日没）
▽井上�寅雄氏（堺支部�井上�広・尊父、
　令和元年５月18日没、94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（R１・６・１現在）
○内数字は法人会員数

支　部 会員数 増減 支　部 会員数 増減
北 157⑪ -2 北河内 80② -2
中央 140⑤ -1 北　摂 155② -1
大阪城 135⑫ -1 堺 157① 4
中河内 107① -3 泉　州 79⓪ 0

合　計 1,010◦ -6

法人会員数34法人　（0）
※増減は前回Ｈ31年３月１日比

34

訃　　　報

大阪城支部
福田　和行会員
平成31年３月26日ご逝去

（享年73歳）

▽昭和46年５月22日　入会

三島支部
白 　晴雄会員
平成31年３月26日ご逝去

（享年73歳）
�

▽平成５年２月１日　入会

中央支部
曽川　康代会員
平成31年４月２日ご逝去

（享年72歳）
　　　　　　　　　
▽昭和49年１月16日　入会

�
＊謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます
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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

●不動産の共有化にまつわる権利の登記につき、所有権保存・移転・更正・抹消の登記の可否及びその手続を、理論と設例を交え
て体系的に解説。

●信託・相続・その他と不動産の共有の諸形態について、その変動における登記の実務を、設例を基に解説。

不動産の共有と更正の登記を
めぐる理論と実務
藤原勇喜 著
2019年3月刊 A5判 440頁 本体4,500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

●相続法改正の全体像を２時間でチェックできるよう、各項目を見開きで完結して解説。配偶者居住権、遺産分割、自筆証書遺言、
遺言執行者、相続の効力、遺留分、相続人以外の者の貢献の７つテーマごとに整理し、現行法の問題点から改正内容を解きほぐす。

図解でわかる 改正相続法入門
碓井孝介 著
2018年12月刊 A5判 148頁 本体1,400円＋税
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