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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

●民法等の実体法及び不動産登記法をはじめとする手続法に基づき、正確に解説。
●申請手続から所有権、地上権等の用益権、抵当権等の担保権、仮登記、代位登記、判決による登記など、権利
に関する登記に係る設問を網羅的に収録。

不動産登記の実務
相談事例集Ⅱ
後藤浩平 著
2019年5月刊 A5判 332頁 本体3,200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
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 第76回日調連定時総会

　　　新会長に國吉正和氏（東京会）が就任／法務大臣表彰 中林邦友会員が受賞

 近畿ブロック第63回定例協議会が京都で開催

　　　新会長は橋詰繁美会長（兵庫会）／大阪会から14名が表彰

 本会・各部長の就任ごあいさつ

令和元年度　事業計画実施細目

 近畿大学寄付講座　～新講師２名の感想と講義取材レポート～

令和元年度　本・支部役委員合同研修会報告

 ７月31日　全国一斉不動産表示登記無料相談会開催‼　ここ数年で最多相談件数‼

花園ラグビー場　ネームプレート設置のご報告

令和元年度　吹田市地域防災総合訓練ブース展示のご報告　～知る 考える 動く～

北河内支部広報事業 2019年ライトアップフェスティバル（枚方市）

表彰規程が一部改正されました

政治連盟だより　新執行部が始動 ～怒涛の選挙ラッシュ～

大阪青年土地家屋調査士会だより

協同組合だより　「コードレスハンマードリル」の斡旋／健診のご案内

大阪公嘱協会だより　公嘱協会社員研修会を開催／公嘱協会主催の講演会を開催

会員異動

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

おくやみ／訃報の対応／支部別会員数
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第76回
　日調連　定時総会

　総会初日は、この１年間に亡くなられた方々に対
しての黙とうの後、参加者全員で土地家屋調査士倫
理綱領を読み上げ、「調査士の歌」を斉唱しました。
　定刻になり、小野伸秋副会長の開会の言葉に続
き、岡田潤一郎会長が挨拶、続いて20名の法務大
臣表彰が行われました。大阪会からは中林邦友会員
（大阪城支部）が受賞されました。日調連顕彰規程
第４条表彰受賞者には、大阪会から山脇優子会員（中
河内支部）が受賞され、日調連顕彰規程第５条表彰
受賞者には、黒田聡会員（北摂支部）、藤田重信会
員（大阪城支部）、石﨑克佳会員（堺支部）、岡田好
史会員（大阪城支部）、藤原秀浩会員（中央支部）、
垣花久嗣会員（堺支部）、織田敏秀会員（北河内支部）
の７名の皆さまが受賞され、他の表彰者も含め各総
会で伝達済みであるとの説明がありました。

　休憩の後、来賓祝辞・来賓紹介と続き、山梨会の
大村義之会長と、山口会の杉山浩志会長が議長に選
任され、執行部から会務報告があり、議案として
▽第１号議案　（イ）平成30年度一般会計収入支出
決算報告承認の件、（ロ）平成30年度特別会計収入
支出決算報告承認の件が上程され、質疑応答と続
き、挙手多数で承認可決されました。
▽第２号議案　役員等選任の件が上程され、会長に
３名の立候補者、副会長に４名の立候補者がありま
した。各々所信を述べられ、その後、投票に移りま
したが、開票は翌日に行うということとなりました。
▽第３号議案　日本土地家屋調査士会連合会会則の
一部改正（案）審議の件が上程され、質疑応答と続
き、挙手多数で承認可決された後、休会となり、第
一日目は終了しました。

新会長に國吉正和氏（東京会）が就任

法務大臣表彰　中林邦友会員が受賞

左から、森脇部長、加藤日調連監事、芳多副会長、中林会長、竹本副会長、久保副会長、山脇部長、河﨑部長

　日本土地家屋調査士会連合会の第76回定時総会
が、令和元年６月18日（火）・19日（水）の２日間
にわたり、東京都文京区の東京ドームホテル「天空」
で全国各会の会長・代議員、日調連役員178名の出
席で開催されました。

　大阪会からは中林邦友会長、竹本貞夫・芳多正行・
久保加奈子各副会長、山脇優子総務部長、河﨑尊財
務部長、森脇英明社会事業部長の総勢７名と、日調
連監事として加藤会員が出席しました。　　
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　第１日目終了後、同場所で立食形式での懇親会が
開催され、各ブロックにテーブルが作られ、来賓祝
辞・乾杯の後、各会の参加者との談笑や情報交換等
で交流を深め、有意義な時間を過ごしました。

　２日目は午前８時40分から土地家屋調査士であ
り参議院議員の豊田俊郎氏の講話があり、午前９時
から議事を再開。
▽第４号議案　令和元年度事業計画（案）審議の件
▽第５号議案（イ）令和元年度一般会計収入支出予
算（案）審議の件、（ロ）令和元年度特別会計収入
支出予算（案）審議の件に関して一括上程の提案・
承認が行われ、審議に入りました。
　まず、令和元年度事業方針大綱（案）として
①「所有者不明土地問題」への対応
	 ～時代の風を取り込む～
②各種法（制度）改正に対する対応
	 ～正しい明日は国民の信頼と共に～
③研修・研究制度の拡充
　	 ～自らの未来は、自ら拓く～
④地図づくりへの参画と発信・提言
　	 ～私たちは、つくり続ける～
⑤土地家屋調査士制度70周年に向けて
	 ～輝き続ける未来の創造～
⑥多様化する社会的要請への貢献
	 ～時宜を得た準備と対応～
につき詳細な説明がなされ、各部から事業計画
（案）・予算（案）に関する説明がなされ、質疑応答
に入りました。ここで一旦第２号議案に戻り会長選
挙について決選投票が行われました。

　再度第４号、５号議案に戻りました。事前に書面
での質問および要望が34件あり、大阪会からは以
下の質問を提出いたしました。

１.	土地家屋調査士制度環境への対応について
　　（久保副会長）
２.	政党への要望活動（中林会長）
３.		土地家屋調査士制度制定70周年記念事業につい
て（久保副会長）

４.		土地家屋調査士報酬ガイドの発行について（久
保副会長）

５.		「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」に
対応する施策について（山脇総務部長）

　各担当者から詳細な答弁がなされた後、議場から
質問・要望があり、これに対しても同様に答弁がな
され、その後、挙手多数で承認可決されました。
　続いて、第２号議案の役員選任の結果が発表さ
れ、会長には國吉正和会員（東京会）が新たに選出
され、副会長には、伊藤直樹会員（愛知会）・小野
伸秋会員（岐阜会）・野中和香成会員（福岡会）・鈴
木泰介（千葉会）が当選されました。また、近畿ブロッ
クから理事に山田一博会員（京都会）・東良憲会員（奈
良会）・北村秀実会員（滋賀会）が選任されました。
　以上で審議事項が終了し、満場の拍手の中、議長
が降壇されました。降壇後、國吉新会長をはじめ新
役員が整列され、國吉新会長から挨拶、続いて戸倉
副会長から閉会の言葉があり、第76回日調連定時
総会は２日間の予定を無事に終えました。

（社会事業部長・森脇英明）

法務大臣表彰　中林邦友会員 挨拶する國吉正和新会長（東京会）



6 第335号令和元年10月

　令和元年７月12日（金）午後１時30分から京都
市下京区の「ホテルグランヴィア京都」の会場で日
本土地家屋調査士会連合会近畿ブロック第63回定
例協議会（総会）が開催されました。
　大阪会からは、中林邦友会長、竹本貞夫・芳多正
行・久保加奈子各副会長、山脇優子総務部長、河﨑
尊財務部長、濵口泰隆業務研修部長、森脇英明社会
事業部長、田中久也綱紀委員長、中島公司支部長会
議議長、衛藤政宣紛議調停委員長、近ブロ役員とし
て、金子正俊近畿ブロック副会長・松尾賢近畿ブロッ
ク研修部会長の13名が出席しました。
　協議会は京都会の冨士原衛総務部長の司会で始ま
り、まずは物故者に黙とうを捧げ、倫理綱領を朗読、
「調査士の歌」を斉唱の後、近畿ブロック協議会山
田一博副会長（京都会）が開会の辞を述べられ、近
畿ブロック協議会の沢弘幸会長（滋賀会）の挨拶が
あり、続いて議長に京都会の山田一博名誉会長、副
議長に滋賀会の沢弘幸会長を選出し、議事に入りま
した。

（１）平成30年度　会務報告の件　
近畿災害対策まちづくり支援機構

（２）平成30年度　収支決算報告及び監査報告の件
（３）令和元年度　活動計画（案）の件
（４）令和元年度　予算（案）の件
（５）役員改選について
（６）次期開催地について	

　以上、報告事項ならびに各議案は賛成多数で承認
可決され、役員改選では、大阪会から中林会長が副
会長に、芳多副会長が監事に、相談役に市原一勲会
員・加藤幸男会員が選任されました。
　引き続き
１．連合会報告
２．全調政連報告
３．桐栄サービスの扱う保険について
４．国民年金基金について
　以上の報告・説明がおこなわれました。

　その後会場を移し、式典を開催。
１．来賓紹介
２．近畿ブロック協議会会長挨拶
３．表彰式
　　・管区法務局長表彰
　　・近畿ブロック協議会会長表彰
４．来賓祝辞
５．祝電披露

　最後に京都会の池谷一郎会長の閉会の辞をもっ
て、本定例協議会はつつがなく終了しました。　　
　再度会場を移し、懇親会が開催され、各会の取組
み等の情報交換を行い、親睦を深め、盛会裏に終了
しました。
　なお、次年度は滋賀で開催されます。

（社会事業部長・森脇英明）

新会長は橋詰繁美会長（兵庫会） 
大阪会から14名が表彰 

近畿ブロック第63回定例協議会が京都で開催 
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◇大阪法務局管区局長表彰
　佐野　紀夫（北　摂）	 		髙杉　直秀（　北　）
　藤田　嘉宣（泉　州）	 		延山　奎柄（中　央）
　木下　孝司（北河内）	 		安川　隆男（中河内）
◇近畿ブロック協議会会長表彰（規程第３条第２号）
　桧山　一志（　堺　）	 		竹内　秀治（北　摂）
　安原　義弘（　北　）
◇近畿ブロック協議会会長表彰（規程第３条第３号）
　山本　功二（中　央）	 		谷川　典子（北河内）
　髙山　恒夫（中河内）	 		山田　直樹（北　摂）
　辰巳　好数（大阪城）

表彰を受けられた皆さま（大阪会のみ・敬称略）

山田直樹 会員 辰巳好数 会員 

木下孝司 会員 谷川典子 会員 

髙杉直秀 会員 藤田嘉宣 会員 

佐野紀夫 会員
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本会・各部長の就任ごあいさつ

柔軟さをもって円滑な会務執行を  　

総務部長　
　山脇　優子

会員の皆様とともに  　

財務部長　
　河﨑　尊

　この度、総務部長を拝命致しました、山脇優子で
ございます。どうぞ、宜しくお願い致します。
　私は、平成５年８月に土地家屋調査士登録をし、
今年、土地家屋調査士歴26年となりました。今ま
で、総合研究室、境界問題相談センターおおさか推
進委員会、産学交流学術研究委員会等の委員は務め
させていただきましたが、理事のお役目は初めて務
めさせていただきます。と言いますのも、これま
で、「弱小事務所を経営する私が、理事なんて務め
られるはずがない」と思ってきたため、歴代役員の
方々の会務運営を、感謝しつつも一歩引いたところ
で見てきたからです。しかし、昨年、自身の土地家
屋調査士25周年を迎え、「25年間土地家屋調査士
を続けてこられたのだから、こんな自分でも大阪
土地家屋調査士会のために何かできるのではない
か？」との思いが湧き上がってまいりました。登録
当時はまだ小さかった息子も独立し、土地家屋調査
士業界に恩返しできるのは、今を置いて他にないと
の思いもございました。

　思いがけず、総務部長という大役に任ぜられまし
たが、臆することなくお引き受けしました。ご存じ
のとおり、総務部の所管の会務分野は多岐にわたっ
ております。そのため、日々何かしら対応しなけれ
ばならない業務があり、未だに戸惑うことも多いの
ですが、持ち前の「適応能力」で、お役目を遂行し
たいと思っております。勿論、それには、芳多副会
長、雨宮副部長はじめ部員の皆さん、そして事務局
の助力や協力が不可欠です。自分に足りないところ
は、無理をせず、役員の皆様、部員や事務局の皆さ
んを頼りにして、柔軟さをもって会務執行を円滑に
行い、中林会長をお支えできるよう、努力する所存
です。
　さて、早速のお願いですが、本年度は、会員証・
補助者証の更新時期となっております。今お手元に
ある会員証・補助者証は来年３月末が有効期限で、
その後はご使用になれません。新しい会員証・補助
者証作成のために、会員の皆様には、更新作業に向
けて、写真の提出をお願いしているところです。未
だ、提出いただいていない会員におかれましては、
失効期間が生じることのないよう、早急にご提出い
ただきますようお願い致します。
　また、来年度、土地家屋調査士制度70周年を迎
えるにあたり、本年度はＰＴを立ち上げ、周年事業
の準備作業に入る予定です。会員の皆様にも何かと
ご協力をお願いすることがあるかと存じますが、ご
協力の程、何卒宜しくお願い致します。

　本年度、財務部長を拝命いたしました河﨑でござ
います。財務部は、芳多正行副会長、北摂支部の佐
野紀夫副部長、中央支部の永野美重理事の各氏と私
を含めた４名が担当となっております。２年間、ど
うぞよろしくお願いいたします。
　今期、初めて本会理事に出向することになったば
かりの私が、まさか部長職に就くことになるとは夢
にも考えておらず、就任のお話をいただいた時は、
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不明土地問題に積極対応  　

業務研修部長　
　濵口　泰隆

　このたび業務研修部長を拝命いたしました大阪城
支部の濵口泰隆でございます。前期２年間は、総務
部として会務に携わってまいりましたが、今期は支
部でも経験したことのない部の部長職を拝命したこ
とに、まだまだ不安のほうが大きいのですが、竹本
貞夫担当副会長のもと、泉州支部の堀川経希業務担

当副部長、北支部の塚田徹研修担当副部長、北支部
の森口稔理事、中央支部の彦坂浩子理事、中央支部
の森次裕一理事、堺支部の山本龍也理事の経験豊か
な皆様のお力をお借りして精一杯頑張ってまいりま
す。２年間どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、今年度の重点施策の一つに「全体研修、各
種講座及び支部研修を有機的に行い、会員の知識と
技術の向上を図る」という項目があります。新聞・
テレビなどで報道されているように「所有者不明土
地問題」が世間の耳目を集めています。世論を受け
て政府も動き出し、令和元年５月17日には「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」が成立したことは会員の皆様もご承知のこと
と存じます。

まさに青天の霹靂でした。就任が決定した当初はそ
の職責の重大さに、毎日体調不良が続くほど凹んで
おりましたが、支部内外で懇意にしていただいてい
る先生方に温かいお言葉やご助言を頂戴したこと
や、いざ新執行部による会務運営が開始されると、
会長をはじめ、副会長、常任理事メンバー、財務部
メンバー、事務局職員の方々に過分なるご助力をい
ただいていることで、現在は気力も回復し気概も溢
れてきました。お世話になっている大阪会ひいては
調査士業界に少しでも恩返しできるよう、微力では
ありますが尽力していきたいと思っております。
　さて、これからの財務部として早急に検討してい
かなければならない大きな事項は、今後の会員章証
紙制度のあり方の検討と、近年の会員数減少に伴う
会費収入の減少に対応する方策の検討の２点である
と考えています。
　まず、今後の会員章証紙制度のあり方について
は、来年から順次導入が予定されている登記申請の
資格者代理人制度によるⅤ30システムにより、捺
印書類や原本書類を紙ベースで提出する必要が無く
なるフルオンラインでの申請が可能になり、申請書
等への会員章証紙貼付が実質不可能となるため、会
員章証紙制度の廃止も含めた検討が必要となってき
ます。会員の皆さんのご意見をできる限りいただい
たうえ検討決断していければと存じます。
　また、近年の会員数減少に伴う会費収入の減少
は、深刻な問題であります。10年前は1,200名で

あった会員数は、現在1,000名を割る直前であり、
この会員数減少傾向が続けば、更なる会費収入の減
少が見込まれます。さらに会員章証紙制度を廃止せ
ざるを得ないとすれば、早急に財政状況改善に向け
ての方策を検討しなければ、数年後の本会の財政は
深刻な状況となると予想されます。
　収入を増やす方法は、会費値上げ以外に方法はあ
りませんが、できることならば行いたくはありませ
ん。しかしながら、会費値上げを行わないために
は、義務負担金等の固定費の見直しや、更なる経費
削減の検討が必要となるのですが、これについて
は、これまでも十分に検討を重ねて対応してきてい
る事項が大半であり、大きな改善が見込まれる事案
はそれほど多くはありません。また、会員にとって
必要な事業や制度を削減することは、会の規模・資
質の低下につながるため、あってはならないとも考
えます。
　つきましては、今後財務部では、この本会収入減
少の問題について、大阪会の会員全員で理解・検討
していただけるような会の財政状況や予算執行状況
を簡潔にまとめた資料を作成し、皆様に提供できれ
ばと考えています。それを基に、より良い大阪会の
未来のために、より健全な財政を築けるよう、会員
の皆様とともに知恵・方策を出し合い検討していけ
ればと思います。ご理解とご支援よろしくお願いい
たします。
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　この法律は、所有者不明土地問題への対策の一環
として、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は
名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されてい
ない「表題部所有者不明土地」について、その登記
及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講
ずることによりその権利関係の明確化及びその適正
な利用を促進しようとするものです。
　具体的には、表題部所有者不明土地の登記の適正
化を図るための措置として、登記官に所有者の探索
のために必要となる調査権限を付与するとともに、
所有者等探索委員制度を創設するほか、所有者の探
索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の
特例が設けられました。これについては、公布の日か
ら６月以内の政令で定める日から施行されることが

予定されています。所有者等探索委員については、本
会会員が任命されることが考えられます。
　業務研修部としてもこの動きに対応し、10月に
３会場に分けて制度について研修会を実施するとと
もに、会員の皆様が法律に定められた「所有者等探
索委員制度」の委員となられた際に参考とする情報
が提供できるように支援を行う所存です。
　また次年度は土地家屋調査士制度発足70周年に
当たります。この制度がこれからも永続し、さらに発
展するように会員の皆様の思っておられることをくみ
取り会務執行に反映できるように所属の理事の皆様
や支部の役員の方々とも連絡を密にし、活動すること
といたしますので、ご協力をお願いいたします。

土地家屋調査士制度の有用性の周知のために  　

社会事業部長　
　森脇　英明

　この度、社会事業部長を拝命しました堺支部の森
脇英明です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
　私は、平成15年２月に登録し調査士として17年
目を迎えております。これまで非調査士活動排除委
員や前期総務部の理事をしておりましたが、それ以
外にはあまり会務に役立つことは少なかったので、
とても重責のあるこの度の役職のお話を頂戴した時
には、「本当に私で務まるのか、皆様のお役に立て
るのか」と不安もありました。しかし、前期共に総
務部をされていた方々も居られるので、心強い気持
ちがありお受けさせていただくことに致しました。
　社会事業部では、たくさんの担いがあります。そ
の中で年４回の会報誌の発刊をはじめとする広報活
動を行います。ここでは行政機関や関連団体、各支
部の広報部門の皆様と共に連絡を取り合いいろいろ

な行事にも積極的に参加し活動したいと考えます。
また澪標ネットも有効的に活用し、日調連や近畿ブ
ロック協議会、他士業団体等からの案内や各種資
料、報告をタイムリーに上げていきます。そして土
地家屋調査士制度のＰＲや知名度の向上を図ってい
きたいと思います。
　また、公共用地境界確定業務に関する情報収集や
関係官公庁との意見交換を行うことで会員皆様の一
助となるよう努めてまいります。そして産学連携事
業としての寄付講座、インターンシップの展開や災
害・空家等の対策、資料センターの充実等も所掌す
る役割としてしっかりと学びながら推進してまいり
ます。
　微力な私ではありますが、会長・副会長の思いを
具現化し、この社会事業部の多岐に亘る担いをしっ
かり発展させていくことが役割と考えておりますの
で、久保副会長にご教示いただきながら、社会事業
部員の内山副部長、今村副部長、富澤理事、三谷理
事、森留理事、坂田理事、そして事務局の皆さんと
共に考え行動し、一つ一つを大切に遂行していきた
いと思います。
　会員の皆様にはご理解とご支援、ご協力を何卒宜
しくお願い申し上げます。
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令和元年度 事業計画実施細目
　令和元年５月31日（金）の第81回定時総会で承認
された令和元年度の各事業計画に基づき、各業務部
では実施細目を次のとおり決め、８月２日（金）に開
催された第４回理事会に諮られ、承認された。

 総　務　部 

１．会員への指導及び連絡に関する事項
　 （１）入会者の面談時に助言及び指導を行う。
　 （２）調査士及び調査士法人に関する登録事務を
　　　適正に行う。
　 （３）戸籍謄本等職務上請求用紙の適正な利用と
　　　管理を指導する。
　 （４）年計報告書の提出について指導する。
２．会則、諸規則等の整備に関する事項
　　	　会則、諸規則、諸規程について検討し、整備

する。
３．文書、資料及び備品の管理に関する事項
　 （１）会務資料等の管理・保管・廃棄を適切に
　　　行う。
　 （２）文書決裁の効率化について検討する。
４．事務局に関する事項
　 （１）事務局職員に対する指導を行う。
　 （２）事務局組織のあり方について検討し、事務
　　　処理の効率化を図る。
　 （３）事務局職員の研修会等の参加について検討
　　　する。
５．会館の維持及び管理に関する事項
　 （１）会館設備の補修や改良を随時行う。
　 （２）館内清掃を充実させ、清潔な会館を保つ。
６．渉外に関する事項
　　　行政機関、関係諸団体との連絡協調を図る。
７．所掌する委員会に関する事項
　 （１）非調査士活動排除委員会
　 （２）苦情処理委員会
　 （３）澪標ネット運営委員会
　 （４）紛議調停委員会
　 （５）会員紹介センター運営委員会
　 （６）制度対策委員会
　 （７）民間総合調停センター支援連絡委員会

８．その他
　 （１）会員証・補助者証の更新を行う。
　 （２）70周年事業についての検討を行う。

 財　務　部 

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

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

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

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

　 （４	）本会から支部への各種交付金の見直しを検
討する。

２．�協同組合及び支部厚生事業・財務事業担当部門
との連絡調整

　　	　協同組合部長会との連絡調整を行い、円滑な
事業の推進を図る。

　　	　また、各支部担当者と連絡をとり、支部から
の要望について連絡調整を行い、円滑な事業の
推進を図る。

３．�日調連や近畿ブロック協議会等の親睦行事の参
加者への支援

　　	　日調連及び近畿ブロック協議会等主催の親睦
行事等の運営・実施に際し、適切な対応に努める。

４．�全国国民年金基金土地家屋調査士支部への加入
促進

　　	　支部と連携し、全国国民年金基金土地家屋調
査士支部への加入促進を図る。

５．会計規則等の見直し
　　	　会計規則等につき、現状との整合性等につい

て検討し、見直しを検討する。
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６．�会員章証紙頒布状況の調査及び貼付の徹底、ま
た、今後の会員章証紙制度のあり方についての
研究

　　	　申請に際し、会員章証紙を必ず貼付するよう、
証紙制度の理解と協力を会員へ呼びかける。

　　	　また、会員ごとの会員章証紙の購入枚数を把
握し、他の資料等も参考に調査し、貼付の徹底
を図る。

　　　会員章証紙制度の廃止を検討する。
７．所掌する委員会に関する事項
　 （１）共済事業審査委員会
　 （２）賠償損害補償制度紛争処理委員会
８．その他

 業務研修部 

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

の充実発展を図るための体系的かつ効果的な
研修の実施

　　　ア　会員研修の企画立案及び実施
　　　イ　新会員研修の企画立案及び実施
　　　ウ　年次研修（倫理）の企画立案及び実施
　　　エ　	本支部役委員合同研修会の企画立案及び

実施
　 （２	）登記申請に関する研究及び指導
　　　　オンラインによる申請の促進
　 （３	）筆界特定制度の適正な運用に関すること
　　　	　筆界特定制度推進委員会を通じ、筆界調査

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

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

いての研究
　　　イ　	認定土地家屋調査士の活用に関する情報

の収集

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

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

計資料を分析及び活用
３．�業務関連法規その他業務に関する調査、統計及

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

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

続への協力
　 （３	）筆界調査委員推薦委員会
　　　ア　推薦する調査委員名簿の作成協力
　　　イ　筆界調査委員候補者に対する研修協力
　　　ウ　	筆界調査委員推薦委員会に関する事務手

続への協力
５．その他
　　	　日調連、近畿ブロック協議会、各部・各委員

会・他士業団体・関係機関との協力と連携に努
める。

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

　 （２	）各部・各委員会が主催する研修会への講師
派遣・参加・情報収集　

　 （３	）他士業・団体等が実施する研修への講師派
遣・参加・情報収集
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 社会事業部 

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

発行し、充実した内容になるように編集会議
等を行う。

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

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

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

る広報活動事業への参加・協力を行い、										
情報収集に努める。

　　　（ア）		国土地理院近畿地方測量部・（一社）大
阪府測量設計業協会との主催・共催												
事業「測量の日」記念フェア2019を実
施する。

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

　　　（ウ）		支部が参加する地域のイベント等に制
度ＰＲの協力を行う。

２．地図に関する調査及び研究に関する事項
　　	　大阪法務局の地図混乱地域の調査に協力す

る。
３．公共基準点及び認定登記基準点に関する事項
　 （１	）街区基準点使用包括承認の締結更新と各市

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

る事項
　 （１	）公共用地境界確定業務に関する情報収集及

び各支部が行う関係機関との協議会の開催を
助成する。

　 （２	）関係官公庁との意見交換会を開催する。

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

事項
　 （１	）登記相談の実施
　　　ア　	大阪法務局で開催している毎週水曜日の

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

士の日」の無料登記相談を実施する。	
　　　ウ　	近畿管区行政評価局主催の「一日合同行

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

日相談」に相談員を派遣する。
　 （２		）地籍整備事業への対応
　　　	　地籍問題研究会等に参加し、関係各省との

連携を深め、積極的に情報収集を行うととも
に、土地家屋調査士が地籍整備に関わってい
くことの大切さをＰＲしていく。

７．所掌する委員会に関する事項
　 （１	）資料センター運営委員会
　　　	　委員を派遣し、事務処理等を支援する。部

と委員会との意見調整を行う。
　 （２	）産学交流学術研究委員会
　　　	　委員を派遣し、事務処理等を支援する。部

と委員会との意見調整を行う。
　 （３	）災害・空家等対策委員会
　　　	　委員を派遣し、事務処理等を支援する。部

と委員会との意見調整を行う。
８．その他
　　	　日調連、近畿ブロック協議会、各部・各委員会、

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

報活動に協力する。
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　大阪土地家屋調査士会が毎年実施している近畿
大学での寄付講座が、今年も４月10日から７月24日
までの約３カ月間、毎週水曜日に計15回開講されま
した。昨年までは約400名が受講し、かなりの人気
講義でした。しかし今年は、約150名の受講生となり
使用する教室も昨年までとは異なり、大教室ではな
く普通教室となりました。この数字だけを見て取る
と、土地家屋調査士に対する学生の興味がなくなっ
てしまったのか？といった悲観的な感覚を受けてしま
いますが、そうではありません！学生たちが毎回授業
の後に提出する感想文を読んでいると、昨年より増
して土地家屋調査士に「興味を持った」「私もなりた
いと思う」などの意見が多く見受けられました。また
全般的に受講態度が昨年と比べ私語が少なく、この
講義に興味・関心・意欲をもって受講してもらえてい
たと思います。
　しかし、担当講師は大変です。昨年までとは様子が
異なるので、大教室から普通教室での授業に適した

内容へ様々な工夫をして講義に臨みました。社会事
業部としては、今年の寄付講座につきまして講師陣
の全面バックアップを行い、各回にアシスタントとし
て理事を派遣しサポートして参りました。また、各回
の講義の様子を皆さまにご報告して参りました。
　その講義も無事に終了し８月７日（水）には、担当
講師らによってレポート採点会議が開催され厳正に
審査されました。
　この寄付講座をきっかけに土地家屋調査士を目指
される学生さんもおられます。今後は受講生の数も
勿論ですが、土地家屋調査士に興味を持ってもらえ
る実質的な数が増えてくれることを願っております。
　それでは、今年初めて講師を担当していただいた２
名の会員に感想文を寄稿していただき、また、第14
講の取材も記事にしましたので、皆さま是非ご一読く
ださい。

（社会事業部理事・森留禎雄）

近畿大学寄付講座 新講師２名の感想と講義取材レポート

講義前後、互いに協力し合う講師陣 講義後、学生から質問が
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寄付講座　講師を担当して 　～新任講師感想文～

　母校で地元でもある近畿大学で寄付講座が毎年実
施されていることは、知っていましたが講師になる
決心がなかなかつきませんでした。
　高校時代や大学時代には、高校で物理の教諭にな
りたいとおぼろげながら希望はもっていましたが、
目の前にあった資格である土地家屋調査士に合格し
たこともあって、遠い夢になっていました。
　大学の寄付講座は、私の記憶では、約20年前に
実施されていました。鑑定人養成講座の第１回と第
２回の講師だった京都産業大学法学部の村田博史教
授が、その講師が縁で、日本初の土地家屋調査士会
による寄付講座が京都産業大学の法学部で始まった
と聞いています。
　現在、京都産業大学の講座は、京都会に引き継が
れ、また担当の草鹿晋一教授は、土地家屋調査士制
度のよき理解者だと感じています。
　肝心の私の寄付講座ですが、第８講の「測量の基
礎」を担当させていただくことになりました。前年の
「測量の基礎」を担当されていた中山武彦講師から
資料を頂きましたが、自分の言葉で講義するために、
結果的にその骨組みのみ残して、大幅に変更させてい
ただきました。
　正直、測量の基礎を学習するのは、30年ぶりに
なるのと、文系で法学部の学生さんに、どう学んで
もらうかを工夫するのに苦労しましたが、それが自
分自身の学習になったのかも知れません。
　角度の測量の説明では、分度器、視力検査で使う
ランドルト環を用いたり、三角関数（三角比）の説

　私自身、講師としての経験があり、初参加ではあ
るものの自信を持って参加致しました。
　しかしながら、講義内の細かな内容について指摘
をされても上手く答えが返せず、やはり自身の知識
不足を痛感致し、先輩方の知識量の多さに驚かされ
ました。

還暦の講師デビュー 
中河内支部　和田　康邦 

近畿大学寄付講座に参加して 
北摂支部　湖﨑　勇次

明には、伊能忠敬や、古代ギリシアの天文学者であ
るヒッパルコスに登場してもらったり、また戦国時
代の測量道具の基準である、太閤検地尺のレプリカ
を作ったりして、それなりの講義内容になったと自
負していますが、肝心の講義当日では、緊張のあま
り聞きにくい講義になったことは否めません。
　標準の報酬の基準が撤廃されてから、自分の中で
土地家屋調査士への帰属意識が低下していたと感じ
ていましたが、今回講師を経験して、寄付講座の講
師会議や前年担当者からの資料、講義中のアシスタ
ントや社会事業部の皆さんのご指導やサポートが
あってなんとか、夢の一部が叶ったことで、薄れつ
つあった帰属意識が高まったことは言うまでもな
く、それがこの講義で一番感じたことです。
　最後にこの講義でよく出てきた伊能忠敬が55歳
で測量を開始し17年間かけて日本全図を作成した
のには、到底及ばないと思いますが、少しでも長く
講師をさせていただきたいと思っています。

　講義にあたり、再度不動産登記法や土地家屋調査
士法を見直すことで今後の業務の為にも良い経験が
できたと思います。
　実際教壇に立ってみると、人の多さに少し戸惑い
ましたが、緊張することなく自分らしい講義ができ
たと思います。
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　前方で頑張って学習している学生もいれば、後方
で寝ている学生もいました。
　普段、私の講義では基本的に業者様や勉強する意
欲がある方を対象に講義を行っている為、寝る方は
いらっしゃいません。
　後日になって思い返せば、まだまだ私の講義は退
屈なもので、学生に寄り添えていなかったと思いま
した。
　満足感より「もっと多くの学生をなぜこちらに引
き込めなかったのか」といった悔しさが残る講義に
なりました。
　私自身まだまだ勉強する立場であり、もっと多く
の人に土地家屋調査士の楽しさや素晴らしさを、伝
えていかなければいけないと感じる体験をさせてい
ただきました。

　最後に私の講義を事前に聞いてご指摘くださった
先輩方や、このような場を私に設けていただいた大
阪土地家屋調査士会に感謝致します。ありがとうご
ざいました。

　今日は本当に暑い…。湿度が高い…。今年は現場
に出てもそれほど暑くもなく、作業がしやすいなと
思っていましたが、スーツでネクタイの日に限って
…。
　令和元年７月17日（水）こんなことを思いながら、
近鉄長瀬駅で電車を降り、目的地に向かい歩いてお
りました。
　この日は近畿大学で大阪土地家屋調査士会主催の
寄付講座第14講目が行われました。教壇に立った
のは中河内支部の三谷善樹会員です。三谷会員に社
会事業部の取材で見学に行く旨を伝えると、「駅か
ら20分かからず大学に着きます。敷地内のＣ館で
待ち合わせしましょう。入ってすぐ案内板があるの
で詳細はすぐにわかると思います」と丁寧に教えて
いただき、安心して向かっておりました。
　時間に余裕もあり、汗をかかないようゆっくり歩
きましたが、たしかに20分かからず近畿大学の門
に到着。たくさんの学生たちがいます。「さてＣ館
は…」と、入ってすぐ正面にある案内板を見ると全
体図が描いてありました。おお！広い！２街区は軽
くある。この広い敷地の中にＣ館はどこかと探すと
…見つけました。ああ…Ｃ館って向こうの街区やん
…ココでまだ３分の２ぐらいやん…。
　余裕で着いたと思い込んでいた私は気を取り直
し、今度はちょっと急ぎ足で流れる汗を拭きながら

近畿大学の敷地をさらに１街区進み、２街区目の敷
地の中で今度こそ本当に到着。こんなに大きな会場
で何人もの前に立つのだなあと来てみて初めて実感
しました（ひとごとなので余裕ですが）。
　見学のために先に到着していた北河内支部の武下
淳会員を見つけ、話しながら待っていると三谷会員
も到着、同じく講師をしている中河内支部の森留禎
雄会員、北河内支部の阪本征仁会員と合流し、お昼
ご飯です。大学内のお弁当販売で弁当を購入し、構
内のテーブルで食事をしていると、同じく講師をさ
れている泉州支部の安部眞三会員、中河内支部の和
田康邦会員が合流。講義の手伝いに来ているとのこ
とで講師陣のチームワークの良さがうかがえます。
　さて講義の時間が近づいてまいりました。会場の
教室に入ると部屋いっぱいの学生たちが！200人収
容の教室でしたが、時間前なのにほぼ満席の状態。
正直驚きました。こんなにたくさんの学生に関心を
もっていただいているとは。これまで尽力されてき
た講師や役員の方々の努力の賜物でしょう。大勢の
生徒がすぐ目の前にいる状態で、いったいどんな講
義をするのか…。見学に来た私ですら緊張してしま
いました。
　教室の中には同じく講師をされている大阪城支部
の小澤貞之会員、前社会事業部長の大阪城支部の正
井利明会員もおり、いよいよ講義がスタートしました。

令和元年　７ 月 １７ 日　 水曜日 　 晴れ

近畿大学寄付講座　第14講を見学
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　講義内容は『境界紛争の解決手段』についてで
す。挨拶もそこそこで最初の30分は前回講義のおさ
らいのような感じでした。私は個人的に三谷会員と
は親しい間柄ですが、正直に言えば「らしくないな」
と感じました。普段ユーモアに溢れ、面白おかしく
話す三谷先輩にしては鉄板ネタの例のプロフィール
も無く、なにかこう生真面目に（あたりまえですが）
講義されているなと。学生たちは静かに集中して聞
いており、たくさんのメモを取りながら講義を受けて
いました。その真剣さが三谷会員にも伝わったので
しょう。後で聞くと時間が限られているのもあるが、
緊張がひどくて自己紹介を挟む余地すら無かったと
のことで。普段の立会とはまた違う空気感があの最
前線にはあるのだろうと感じました。
　講義の内容ですがこの第14講は筆界特定制度や
ＡＤＲ、民事調停、訴訟など調査士の仕事の中でも
特殊なところです。講義するサイドは相当気を遣う
内容でしょう。しかしながら逆に学生たちにとって
は講義全体の中でも一番身近な部分かもしれませ
ん。分筆、滅失などの専門用語より、時効や和解な
ど一度は聞いたことがあるような単語が比較的多い
のでイメージしやすいのではないかと思いました。
　三谷会員は訴訟、筆界特定制度、ＡＤＲ、民事調
停、それぞれのメリット、デメリット、そして調査
士がどのように関与するのかを上手く説明されてい
ました。時折黒板に説明図を描き、スクリーンを指
し棒で指しながら講義を進めていきます。
　おお！教師っぽいなあ！過去にも講師をされてお
り、教壇に立つのは９年ぶりぐらいと聞いていまし
たが、ブランクを感じさせず「これが教師だ」と言
わんばかりです。
　この時間帯になると、ノッテきたのでしょう。声
も一段と大きくなり、流ちょうに話されるいつもの
先輩になっておりました。ここぞとばかりに１回

ちょっとした冗談を挟むも学生たちに完全スルーさ
れたことは、もったいないのでここでちゃんと報告
しておきます。他の先生方には別の機会にドカンと
笑いをとってもらい、ぜひ先輩の仇をとってもらい
たいです。
　終わりに、授業内容の一部を問題として出題し、
学生全員にその解答とアンケートを書いていただき
この日の講義は終了となりました。回答用紙の一部
を見せていただきましたが「集中しすぎてあっとい
う間に終わってしまいました」とか具体的な質問な
どが書いてあり、どの学生も本当に興味を持ってく
れているのだなあと感じさせてくれ、この寄付講座
という取組みが私たちの業界にとって価値あるもの
だと改めて思いました。
　講義を終えやっと心の解放を得た三谷会員と一部
のメンバーは近所のファミリーレストランで慰労会
（反省会？）を行いました。そこでも講師経験者の
先生方から様々な体験談を聞きながら、カキ氷を食
べました。
　「なぜ教壇に立つのですか」（←聞けと言われた）
の問いに三谷先輩が「この一口目のカキ氷が美味し
いからかな！」と（俺、名言いうたで）的な感じで
おっしゃりました。はいはい書けばいんでしょと、
渋々入れましたが、後日この原稿の初稿を本会社会
事業部でチェックした際、社会事業部理事でもある
本人からやっぱりこのくだりをカットしてほしいと
言われました。理由を尋ねると、この質問と返しが
他の講師をされている先生へのオマージュだったら
しく、見られると恥ずかしいとのことでした。先輩
思いの私としては、これも今以上に仲良くなるきっ
かけではありませんかと、無断で容赦なく追記して
載せることにしました。このパクリ疑惑ネタを肴に
また美味いかき氷を食べてください（笑）。
　冗談はさておき、それくらい喉がカラカラにな
り、プレッシャーがあろうということは外から見て
いても感じましたし、計画、準備から教壇に立ち、
採点までする、役員、講師の方々の苦労は本当に大
きなものでしょう。しかしながら会員のこういった
ひとつひとつの取組みが調査士会を支える一部とな
り、結果として会員ひとりひとりの生活を豊かにし
ていくのだろうと思います。
　三谷先生、お手伝いに来ていた先生方、本当にお
疲れ様でした。

（社会事業部広報担当副部長・今村健太郎）
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平成31年度　大学寄付講座授業スケジュール

近畿大学（毎週水曜日３時限目　13:15～14:45）
教室：C館２階２０３教室

回数 日程 内　　容 担当講師
1 4/10 ガイダンス／表示の登記（総論）・民法 京谷　智弘
2 4/17 表示の登記に関する調査・調査士の日常業務 湖﨑　勇次
3 4/24 建物に関する表示の登記Ⅰ 阪本　征仁
4 5/	８ 建物に関する表示の登記Ⅱ 黒岡　純二
5 5/15 建物に関する表示の登記Ⅲ 森留　禎雄
6 5/22 土地に関する表示の登記Ⅰ 藤野　　充
7 5/29 土地に関する表示の登記Ⅱ 玉置　直矢
8 6/	５ 測量の基礎 和田　康邦
9 6/12 測量の実習 吉田　孝信
10 6/19 災害における土地家屋調査士の役割 中山　武彦
11 6/26 土地制度の歴史的沿革（明治以降） 小澤　貞之
12 7/	３ 境界に関する理論と実務 松内　正樹
13 7/10 境界紛争発生のメカニズム 松内　正樹
14 7/17 境界紛争の解決手段 三谷　善樹
15 7/24 表示登記制度と土地家屋調査士（まとめ） 安部　眞三

立命館大学（毎週金曜日２時限目　10:40～12:10）※第６講は土曜日

教室：AS２５７

回数 日程 内　　容 担当講師 所属会

1 4/12 ガイダンス
～マンガでわかる土地家屋調査士のしごと～ 正井　利明 大阪会

2 4/19 国家基盤たる「表示の登記」の調査実務
～法務局へ行ってみよう！登記簿の編成、登記情報の見方～ 中山　敬一 兵庫会

3 4/26 日本の土地制度と歴史的沿革①
～境界はいつからどのようにできたのか～ 小野寺　秀史 滋賀会

4 5/10 日本の土地制度と歴史的沿革②
～土地とは一体なんだろう？～ 部屋　昇壮 兵庫会

5 5/17 土地に関する表示の登記
～その実務と実際～ 岩田　勝範 滋賀会

6 5/18 境界論
～公法上・私法上の境界、占有境界、登記との関係～ 平塚　　泉 京都会

7 5/24 地籍整備、不動産登記法14条の地図
～災害後復興から事前復興を目指して～ 中邨　明生 京都会

8 5/31 地籍整備に必要な測量に関する理論と実務
～これでバッチリ、登記所に備える図面の見方～ 片岡　聖佳 和歌山会

9 6/７ 建物に関する表示の登記（普通建物）
～登記できる建物の認定　これ建物なのですか？～ 井本　秀典 兵庫会

10 6/14 建物に関する表示の登記（区分建物）
～今住んでいるマンションは一体だれのもの～ 正井　利明 大阪会

11 6/21 まちづくりにかかせない不動産に関連する各種の法律
～各種法律からみる不動産取引の実務～ 嶌村　拓滋 和歌山会

12 6/28 立命館大学の不動産
～私たちの大学の不動産を考えてみよう～ 加藤　充晴 大阪会

13 7/５ 境界紛争発生のメカニズム
～境界紛争を未然に防げ～ 貫渡　利行 奈良会

14 7/12 境界紛争の解決手段
～境界紛争解決における土地家屋調査士の役割～ 長村　　護 奈良会

15 7/19 不動産における諸問題と土地家屋調査士
～現代社会と登記制度～ 信吉　秀起 京都会

※近畿ブロック協議会にて実施
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　令和元年７月26日13時30分より本・支部役委員合
同研修会がエル・おおさか10階（南1023）にて開催
されました。
　当日は梅雨も明け暑い日であり体感的には36度
以上の日でした。

　森次業務研修部理事の司会により、濵口業務研修
部長から開会の辞及び研修の趣旨説明がなされまし
た。
　続いて中林会長からの挨拶では、会長として就任
２か月足らずですがと前置き、これからの２年間の
会務運営に対する熱い想いが述べられました。

	　次に能勢専務理事より「綱紀委員会について」
と題しての講演に先立ちまず自己紹介があり、今ま
で２年間を振り返り、これからも頑張っていきたい
との抱負が述べられました。
　本題である懲戒事案については、全国での平成
27年から平成30年までのデータに基づいた話をさ
れ、特に土地家屋調査士法第2条［職責］について
具体的に一言一言を説明され、我々土地家屋調査士
は社会的信用を失墜することがないよう業務に専念
しなければならないこと等のお話、そしてこれから
の２年間新しいことにチャレンジしてくださいと締

めくくられました。
　休憩をはさみ14時35分より
吉田栄江大阪土地家屋調査士政
治連盟会長より統一地方選挙及
び参議院選挙のお礼があり、続
いて神寳敏夫政治連盟顧問より
「政治連盟の役割」についてと
題した講演で、全国の土地家屋
調査士の会員数の減少及び土地
家屋調査士試験の受験者数の減

少に関して、具体的な数字をもとに説明されました。
　土地家屋調査士制度を守るの
は土地家屋調査士自身であると
いう熱い想いを語られました。
　また、土地家屋調査士の参議
院議員（豊田俊郎氏）が今回の
選挙で２回目の当選を果たされ
たとの報告がありました。

　次に15時15分より大阪弁護士会弁護士宮﨑誠司
様より「役委員の義務と責任」を題に具体的な事例
をもとに土地家屋調査士会とその役員の【職務職
責】【義務責任】についての話があり、特に法人の
責任については弁護士会の例をとり、指導監督義務
違反について述べられました。
　また強制会である土地家屋調査士会とそうではな
い政治連盟との関係は明確にしておくべきとの助言
がありました。
　最後に役員等は行動について常に懐疑心をもって
臨み、単独で結論が出せる時でも合議を持って答え
を出す慎重さが必要と述べられました。

　16時20分より日本土地家屋調査士会連合会会長
國吉正和様より「日本土地家屋調査士会連合会とし
て、今」と題しての講演がありました。まず自己紹介
から述べられ、浅草出身で38年間土地家屋調査士
の個人事務所を営んできたとのお話がありました。

令和元年度　本・支部役委員合同研修会報告

濵口 部長 中林 会長 能勢 専務理事

吉田 政連会長

神寳 政連顧問
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　新会長として１か月しか過ぎて
いないがとの前置きのもと、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の概要で、下
記の内容を説明されました。
１.	調査士法第１条の目的が国
民生活の安定と向上に資する
ことを使命とすると変更され
た。

２.	懲戒権者が法務局長又は地方法務局長から法務
大臣に変更された。

國吉 日調連会長

３.懲戒の除斥期間が７年と新設された。
４.	懲戒手続き中に清算した法人への懲戒処分が可
能になった。

５.調査士法人の一人法人が可能になった。
６.共有地関係及び相隣関係等についてのお話。
等々これからの土地家屋調査士の向かう方向の講演
でした。
　竹本副会長閉会の辞の後、エル・おおさか本館
10階にて17時30分より懇親会があり、國吉連合会
会長も出席のもと楽しい時間を過ごしました。

	（社会事業部理事・富澤祐二）
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　歩くだけで汗が噴き出る暑い夏の真っただ中、私
たち土地家屋調査士にとって特別な日を迎えまし
た。昭和25年のこの日は土地家屋調査士制度制定
の日であり、それを記念してこの７月31日が『土
地家屋調査士の日』とされているのを会員の皆様も
ご存じかと思います。日本土地家屋調査士会連合会
では社会貢献と制度ＰＲを目的に全国各地で同時期
に『全国一斉不動産表示登記無料相談会』を行って
おり、私たち大阪土地家屋調査士会では正にこの７
月31日（水）に大阪土地家屋調査士会館で開催し
ました。
　本会社会事業部ではこの無料相談会を盛況とすべ
く、新聞広告や、各メディアに開催告知の放送願い
を送るなどの外部広報活動を行ってきたのですが、
そのうちの一つ、『ＦＭひらかた』から１時間の番
組の出演依頼が来たのです。このようなチャンスは
そうはありません。７月23日の生放送に社会事業
部の理事２名でゲスト出演し、イベントと制度のＰ
Ｒをしてきました。
　こういったさまざまな外部広報活動の成果が出た
のでしょうか、当日、相談員として集まった私たち
は予約件数が多いことに驚きました。相談会は午前
10時から午後４時までなのですが、午前中はほぼ
すべての時間枠が埋まっていたのです。あらゆる要
望に応えられるようスタッフを増員し、社会事業部
全員で参加した私たちにとっては非常に嬉しく、意
気込みも倍増です。
　相談者の中には待ちきれず午前９時半に来た方も
いらっしゃり、やはり一般の方の中には不動産絡み

のトラブルなどの対処に困っている方々がたくさん
おられ、皆さんいち早く解決したいという気持ちを
もっているのだと強く感じます。頼りにされる一
方、誠心誠意をもって疑問や不安の解消に努めなけ
ればならないと気が引き締まる思いでした。
　４階の大部屋を二つに仕切り、Ａ班とＢ班に分
け、相談員２名一班で１件30分。それぞれ相談業
務をこなしていきます。予約以外の飛び込みで来ら
れる方には３班目を構成して対応にあたりました。
相談内容はさまざまですが、多いのはやはり境界線
の争いでした。『境界紛争ゼロ宣言‼』を提唱して
いる私たちにとっては一番に解決しなければならな
い問題です。各自、相談者の説明と手持ち資料から
なんとか現地の状況と相談者の悩みを把握し、的確
にお悩みに答えていきます。また、我々の業務の流
れがまだまだ世間一般に周知していないこともあ
り、	「突然、境界立会の依頼を受けた」とか「境界
線はどのような根拠をもって確認されていくのか」
など、今後自分がどのように対応すれば良いかを聞
きに来られた方もいらっしゃいました。
　この日は最終的に11件の相談件数があり、過去
４年間の中で最多となりました。不動産で悩みを抱
えている方はまだまだいるでしょう。今後も登記相
談活動を続け、『測量、表示に関する登記、境界線
で困ったらまずは土地家屋調査士に相談』というこ
とを、全国の皆さんにもっともっと知ってもらえる
よう努力していきたいと思います。

（社会事業部広報担当副部長・今村健太郎）

７月３１日
全国一斉不動産表示登記無料相談会 開催‼ 

ここ数年で最多相談件数‼ 
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　「今日は現場にならない。行き先を変更しよう…」
　７月27日（土）、この日は台風の影響で大阪全域
を雨雲が覆っており、時折激しい大雨となり現場泣
かせの日となってしまいました。測量をあきらめた
私は午前中の打ち合わせを済ませると、車で東大阪
へと向かいました。花園ラグビー場の改修工事が完
了し、『ラグビーのまち東大阪基金』の協力者のネー
ムプレート板を公開していると、以前から連絡を受
けていたのです。この改修工事には大阪土地家屋調
査士会も寄附しており、完成の折には取材に行くこ
とになっていました。私のスケジュールの都合で
元々次の日の28日（日）に行く予定でしたが、台
風のせいで急きょ体が空いたので今から取材に行こ
うと思いついたのです。幸いネームプレートは１階
コンコース内にあるとのこと。室内だしちょうど良
いと、激しい雨の中、ゆっくり車を走らせていまし
たが、途中でふと気が付いてしまいました。
　「あ、確かにネームプレートは撮れるけど、そも
そも改修した建物がメインやん…」
　うっかりしておりました。この大雨の視界の悪い
中、まともな写真が撮れるはずもありません。「仕
方ない…今日は内業にしようか」と考えながら、ちょ
うど東大阪市に入ったときでした。なんとこっちは
雨が止んでいるではありませんか‼このチャンスを
逃す手はないと私はそのまま花園ラグビー場へと向
かいました。
　到着した私はラグビー場近くのコインパーキング
に車を停めました。よしよし。今も雨は降っており
ません。駐車場はラグビー場の北側にあり、ここか
らでもラグビー場が見えます。私はずっと大阪に住
んでいながら、一度もこの聖地へ来たことがなかっ
たので、前の建物を見たことがありませんが「どこ
が変わったのかな？…表題変更はいるのかなー？」

などと職業病に襲われながらひとまず正面入口のあ
る南側に周ってみることに。	「さすがに大きいな」
と長い縦の距離をてくてく歩いて正面広場にたどり
着くと、なるほど。これは明らかにきれいになって
いる。
　建物のど真ん中に『HANAZONO	 RUGBY	
S TAD IUM』と書かれ、斜めのラインで飾られたス
タイリッシュなデザインは、前の姿を見たことがない
私でもすぐにわかりました。
　おそらく普段は入場料がいるのですが、この時は
ネームプレートのおかげで１階コンコースの限定さ
れた範囲が無料開放されていました。入口から入る
とすぐに「ネームプレートの見学ですか？」と係の
人に声をかけられました。取材に来たことを伝える
と団体名を聞かれました。名簿でプレートの位置を
探してくれるとのこと。それもそのはず。プレート
板にはすごい数の個人名、企業名が並んでいまし
た。そのための名簿か。大阪土地家屋調査士会だと
名乗り、係の人に名簿をめくってもらいながら、私
自身もプレート板のほうを探しはじめると、あ…一
瞬で見つけてしまった…。先に見つけられてしまっ
た係の人は気まずそうに「すいません…。名簿の意
味ありませんでした…」と謝り、「いえ…たまたま
です。ありがとうございました」と、のっけから変
なやりとりになってしまいましたが、撮影の許可を
もらい、一通り撮影を済ますと、奥にミュージアム
があるのを見つけました。なんとなく入口を撮影し
ていると係の人に「中もどうですか？撮影も大丈夫
です」と親切に声をかけていただき、お礼を言い、
私はミュージアムの中へと見学に行きました。
　中には歴史を綴ったボード、日本代表のユニ
フォームや優勝旗など、特にラグビーファンという
わけでもない私でもテンションがあがりました。今

花園ラグビー場　ネームプレート設置のご報告
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までの過去の歴史がここに刻まれており、そして今
年また新しい歴史が作られ記録されていくことは間
違いありません。
　この時点で残り55日、ワールドカップが始まれば
きっとたくさんのファンが訪れ、熱狂の嵐となるだろ
う。それこそ今日の台風など比ではない大嵐に！

　会場に来た会員が運良く（笑）ネームプレートを
見つけてくれるよう祈りながら、来る９月の開催を
楽しみにラグビー場をあとにしました。

	（社会事業部広報担当副部長・今村健太郎）
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　令和元年９月１日（日）の防災の日に吹田市地域
防災総合訓練が千里北公園にて行われました。
　当支部は毎年、ブース展示という形で参加させて
いただいており来場者の皆様にトランシットでの
簡単な測量体験や、地籍調査、14条地図の重要性、
災害復興時における土地家屋調査士の役割などをＰ
Ｒさせていただいております。
　当日、早朝は雲が多く小雨もぱらついておりまし
たが、開始時刻には良い天気となりたくさんの方々
にご来場いただきました。
　防災訓練は令和元年９月１日午前９時に地震が発
生したという想定で各協力団体協力の下、避難誘導
訓練や身を守る訓練、消火訓練等をメイン会場にて
実施し、展示ブース会場においては当支部を含め
23団体によるブース展示、スタンプラリー、陸上
自衛隊のカレーの炊出し等が行われました。

　当支部ブースも列ができるほどの盛況ぶりで、小
さなお子さん、お父さんお母さん共に初めて覗くト
ランシットに感嘆の声をあげていました。測量体験
をしていただいたお子さんにはアニメジャー、大人
の方々にはボールペンをお配りし、土地家屋調査士
のＰＲ活動もしっかりさせていただきました。防災
訓練終了の13時には本会から頂いたアニメジャー
200個は全てお配りでき、ボールペンもほとんど無
くなっておりました。
　私は初めての参加でしたので予想を超えるたくさ
んの方々のご来場に驚き、市民の皆様の防災意識の
高さに感心致しました。
　この様な活動を通じて少しでも一般の皆様に土地
家屋調査士を知っていただけたらと思います。最後
に蒸し暑い中、お手伝いいただいた吉田広報副支部
長、流王会員本当に有難うございました。

（公共事業担当副支部長・安田　弘）

令和元年度　
吹田市地域防災総合訓練
ブース展示のご報告
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　数日前からの断続的な雨の影響で、開催が危ぶま
れたライトアップフェスティバルですが、皆の想い
が届いたのでしょう。９月１日（日）の当日は快晴
‼とまではいきませんでしたが、雲に覆われる程度
で、雨は止んでくれました。しかしまだまだ８月が
終わったばかり。これくらいの天気のほうが暑くは
ありません。
　北河内支部社会事業部では今年も淀川河川敷、枚
方大橋付近で開催されたライトアップフェスティバ
ル（花火）に協賛しました。さらに今年度は支部コ
ラボ事業として、14時30分から北河内支部厚生部
主催のバーベキューをすることになっています。私
は例年夕方から参加していたのですが、今年は初め
て昼イチからフェスティバルに来ました。
　13時頃現地到着した私は早速、フィナーレに上
がる花火の観覧シートのエリアに。ブルーシート（色
は緑ですが）が整然と並んでいます。それもそのは
ず、この観覧シートエリアは北河内支部会員（辰巳
誠二会員、大津拓馬会員、武下淳会員、今村健太郎）
により事前に測量をかけており、巨石の位置、藪の
位置など現況をおさえ、平面図にシート配置を計画
し、フェスティバル前日には逆打ちによりシートの
基準の位置出し（約80点）を行っています。その
基線どおりに並べてくれたのでしょう。私は美しく
並んでいるシートに満足しながらその様子を撮影し
ました。

　会場には協賛企業ののぼりが立っており、そこに
はしっかりと大阪土地家屋調査士会北河内支部のの
ぼりもありました。ありがたいことです。会場の河
川側にはケータリングの販売車が並んでおり、中央
には縁日ブース、南側では水都音楽祭でプロのアー
ティスト（アンダーグラフも来ていました！）によ
る熱いライブが行われており、どこも人がいっぱい
です。それぞれのブースを楽しみながら見て回って
いるうちにバーベキューの時間になりましたので、
取材はひとまず中断し、ウチの支部のバーベキュー
会場へ。
　バーベキュー会場では業者がテントから、食材、
飲み放題のドリンクまですべて用意してくれてい
て、私たち支部会員はその家族と一緒においしい焼
肉をほおばりながらワイワイ楽しみました。ウチの
厚生部はいつも楽しい企画を用意してくれます。
　楽しい時間はあっという間に過ぎ17時になり、
ほろ酔い（泥酔？）の私は、潰れる前にまだ仕事を
こなさなければなりません。花火の取材に行かなけ
れば。
　まずは協賛企業の看板を撮影に行きます。今年も
デカデカと良い位置に『大阪土地家屋調査士会北河
内支部』と載せてくれています。ありがたや、あり
がたや。

２０１９年
ライトアップフェスティバル
（枚方市）

北河内支部広報事業
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　この花火には協賛特典があり、観覧シートが付い
てきます。北河内支部も125人分のシート（しかも
最前列‼）があり、今年もみんな一緒に特等席で花
火を観覧します。
　ライトアップフェスティバルもいよいよ終わりが
近づくころ、バーベキュー終わりの支部会員とその
家族、花火を観覧に来られた支部長会メンバー（合
わせて80名ほど）が続々と観覧シートに集まりま
した。
　打ち上げ時間になり、枚方市長や交野市長ら来賓
の挨拶のあと、最後にフェスティバルの主催者代表
の挨拶です。今年もきっちり言ってくれました。
　「皆さん、今年もシー
トがきれいに並んでい
ます。僕たち素人では
こんなにきれいに並べ
られないです。大阪土
地家屋調査士会北河内
支部がプロの測量の技
術で位置出ししてくれ
ています‼」
　代表の井關君。いつ
もありがとう。今年は
５万人ほど（数えてい
ませんが）集まっているとも聞こえてきていたの
で、大勢に活躍を知ってもらえる本当に良い広報に
なりました。毎年のことですが、感無量で泣きなが
ら挨拶をする代表のカウントダウンにより、いよい
よフィナーレの花火の開始です。

　ドーン！！！！！
　大きな音とともに灯りを消した真っ暗な会場に大
輪の花が咲きました。

　すぐそこ目の前で上
がる花火は今年も大迫
力！あまりに近すぎて
フレームに収めるのに
苦労するほどです。

　音楽に合わせて次々と
上がっていきます。皆、
ゆったりとした空間で
広々とシートに座りなが
ら花火に負けない大輪の

笑顔で過ぎ行く夏を楽
しんでいました。
　空が色めくたびに巻
き起こる歓声を聞くと、
本当に良い事業だと思
います。

　今後もこのような楽しく広報できるような活動を
続けていってもらいたいです。

（社会事業部広報担当副部長・今村健太郎）

淀川河川敷に美しく並ぶブルーシート



第335号 27令和元年10月

改　　正　　前 改　　正　　後

別表２　感謝状に対する副賞

４	．副部長・綱紀副委員長・綱紀委員長職務代行者・
56条委員会委員長・支部長会議長・支部長会副
議長
　　１期（２年）毎に、金５,000円程度の金品

５	．理事・監事・綱紀委員・支部長・ 56条委員会
副委員長
　　１期（２年）毎に、金４,000円程度の金品

６．56条委員会員
　　１期（２年）毎に、金３,000円程度の金品

７．役職が重複する場合は上位の方を適用する。

８	．その功績がとくに顕著であるときは常任理事
会の推薦により理事会の承認を得て増額するこ
とができる。

別表２　感謝状に対する副賞

４	．副部長・綱紀副委員長・綱紀委員長職務代行者・
支部長会議議長・支部長会議副議長
　　１期（２年）毎に、金５,000円程度の金品

５．理事・監事・綱紀委員・支部長
　　１期（２年）毎に、金４,000円程度の金品

　削除

６．役職が重複する場合は上位の方を適用する。

７	．その功績がとくに顕著であるときは常任理事
会の推薦により理事会の承認を得て増額するこ
とができる。

附則
（施行期日）
この規程の別表２は、令和元年８月２日から施行
する。

表彰規程が一部改正されました

　令和元年８月２日（金）の第４回理事会で表彰規程が一部改正され、同令和元年８月２日（金）から施行され
ました。

表彰規程　新旧対照表
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大阪土地家屋調査士政治連盟だより

　この便りが届くころには、危険な暑さも和らいで
いることだと思います。前回（334号）、お伝えし
ましたように、役員改選により新執行部（吉田栄江
会長－松本充司幹事長）が始動しましたが、いきな
り怒涛のような選挙ラッシュとなり、４月の統一地
方選挙、大阪府知事・大阪市長ダブル選挙、衆議院
大阪12区補欠選挙、６月の堺市長選挙、７月の参
議院選挙への対応に追われました。選挙期間中はた
くさんの会員の皆様にご協力いただきましたことを
お礼申し上げます。
　当政治連盟では、土地家屋調査士議員連盟のある
各党より推薦依頼のありました候補者の方々を事務
所開きから投票日前日まで、全面的に応援させてい
ただきました。もう少し詳しく申し上げますと、推
薦状と為書きを作成し各候補者に交付、事務所開
き、出陣式、決起大会、個人演説会への参加と可能
な限り投票前日まで取り組みます。統一地方選、ダ
ブル選、衆議院大阪１２区補選、堺市長選では残念
な結果となりましたが、この活動の成果は当政治連
盟、ひいては大阪土地家屋調査士会にとって意義の
あるものであったと考えます。
　国政選挙である参議院選挙においては
　自民党　太田房江候補
　　　　　豊田俊郎候補（千葉区）
　公明党　山本かなえ候補
　　　　　杉ひさたけ候補
を応援。全員当選されたこと、会員の皆様のご協力
にあらためてお礼申し上げます。

　今後は各議員の皆さまに、土地家屋調査士制度の
さらなる発展にご協力いただけるよう、協議を重ね
ていく所存であります。
　さて、他業種においても高齢化、後継者不足によ
り産業の空洞化が一部懸念されますが、土地家屋調
査士制度も同じ問題を抱えているものと思慮しま
す。どなたかがおっしゃっていましたが、「我々土
地家屋調査士は個人事業主であるといっても、調査
士会という組織や法律によって守られているから仕
事ができるのであって、それがなければ、ただのオッ
サン、オバサンやで」と。法律に関しては自らの業
界に不利益とならないようにするべく、他士業にも
政治連盟は存在しています。調査士会では政治活動
ができないから政治連盟があるので、土地家屋調査
士制度を守るという目的からいうと一心同体でなけ
ればなりません。
　去る８月６日に、本会と政連との意見交換会が本
会会館において開かれました。出席者は本会の会
長、副会長、総務部長及び政連の会長、副会長、幹
事長です。本会と政連の連携についての話合いがで
き、意義のある顔合わせであったと思います。
　会員の皆様、今後ともご理解、ご協力よろしくお
願いします。

（広報担当副会長・向井彰一）

新執行部が始動　～怒涛の選挙ラッシュ～
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大阪青年土地家屋調査士会だより

　恒例の青調会ゴルフコンペが７月３日に行われま
した。天候が心配された中でしたが、なんとか雨に
降られることもなく、大変楽しくラウンドできま
した。
　仕事の関係でも必要性がある、公私問わず楽しい
仲間に入りたいといったことで「ゴルフを始めてみ
たいんだけど…」という人は結構いると思います。
ただやはり敷居が高く、なかなかできない方も多く
いることでしょう。今回のコンペでは、初めてのラ
ウンドという参加者が２名おられましたが、楽しい
デビューを果たされました。
　このように青調会コンペでは、過度に気を遣うこ
ともなく、気軽にできますので、ぜひ一度参加して
みてください。さらに今回は近畿青年税理士連盟か
らも参加していただきました。今後も他の士業団体
等にも広げていきたいと考えています。
	

	
　去年から始まりました、司法書士・税理士会の青
年会との「三青会」ですが、今年もいろいろとやっ
ていこうという話が進んでいます。
　まずは昨年も開催しました研修会。お互いが聞き
たい事、知っておいてほしい事をテーマにそれぞれ
が講師となり研修会を行うものです。今年もそれぞ
れが検討を行って、お互いの為になる研修としたい
と考えています。もちろんそのあとの懇親会でも、
いろいろと話し合ったりしながら、いい関係が築け
ればいいかなと期待しています。さらにボーリング
大会といった事業も検討されているようです。
	
	

　毎年行われている、青年調査士会の全国大会で
すが、今年は11月に茨城県で行われます。国土地
理院があり、伊能忠敬ゆかりの地で行われる全国
大会。今年もたくさんの会員が参加すると思われ
ますが、今からいろいろと期待されます。もちろ
ん全国から集まる調査士仲間との時間が一番の楽
しみです。
	
	

	≪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。なお現在、期間限定で年会費は無料となって
おります。ぜひ仲間となりともに活動していける
会員になっていただきたいと思います。
　賛助会員としてのご入会は年齢、登録年数に関係
なくどなたでもご入会いただけます。私たちの活動
にご賛同いただける先輩先生方のご入会をお待ちし
ております（賛助会員も会費は同額です）。
　入会ご希望の方は下記HPの入会案内フォームに
必要事項を記入して送信してください。

大阪青年土地家屋調査士会HPアドレス：
http://oskseicyou.hotcom-land.com/wordpress/
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「コードレスハンマードリル」の斡旋

　組合ではボッシュ製のコードレスハンマードリル
GBH		18V-26型の斡旋を行っております。

・商品内容
　　・GBH		18V-26　　	本体	１式
　　・6.0Ahバッテリー　　　２個
　　・充電器　　　　　　　　１式
　　・キャリングケース　　　１式
　　	〈上記セット標準小売価格　99,800円（税別）〉
・頒布価格
　　組合員価格　　　75,000円（税別）
　　非組合員価格　　80,000円（税別）
　　（送付の場合、別途送料がかかります）
・申込方法
　　	申込書（澪ネットの【協同組合からのお知ら

せ】からダウンロードできます。又は組合にあ
ります）に必要事項を記入の上、FAXでお申
込み下さい。

・納品日
　　申込後約１週間
・支払方法（頒布方法）
　　	組合で支払（商品と引き換え）又は送付の場合

は代引き支払い（配達運送業者に代金を渡し商
品を受取り）

・その他　
　　	（パンフレットはホームページのNEWSのリ

ンク先または、澪ネットでご確認下さい）
http://www.chosashi-coop.net/doriru20190805.pdf

健 診 の ご 案 内

　例年、組合員・会員・ご家族・補助者の方々を対
象としております健康診断の実施機関のご案内を申
し上げます。できるだけ多くの方々がご希望の所で
受診できますよう、受診希望日は早めにご指定をお
願い申し上げます。
	
①竹村医院
②（一財）大阪府結核予防会
③（一財）岸和田農友協会　岸和田平成病院
　　　総合健診センター
④社会医療法人愛仁会　愛仁会総合健康センター
⑤医療法人領愛会　大嶋クリニック
⑥（一財）近畿健康管理センター
　　　KKCウエルネス新大阪健診クリニック
⑦大阪府医師会保健医療センター
⑧（一財）日本健康増進財団大阪支部
⑨コーナンメディカル鳳総合健診センター
⑩医療法人錦秀会　阪和第二泉北病院
　　　阪和インテリジェント医療センター
⑪医療法人城見会
　　　アムスニューオータニクリニック
⑫（一財）大阪市環境保健協会	総合健診センター
⑬	医療法人東和会　第一東和会病院
　　　健診センター
※	受診機関の詳細・申込書等は澪ネットの【協同組
合からのお知らせ】をご覧下さい。

大阪土地家屋調査士協同組合だより

　　 総　務　部  からのお知らせ

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

（敬称略）

地　　域 氏　　名 事務所電話番号
北摂 小川　　曜 072－ 634－ 0331
北摂 中川　正規 072－ 635－ 6881
北摂 寺田　喬之 072－ 634－ 1262

　　令和元年７月31日現在
　　　　　　　組合員総数　　　	８２３名
　　　　　　　本会会員数　　１,００３名

�（先端工具別売）
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公嘱協会社員研修会を開催

　令和元年６月11日（火）「エル・おおさか」にお
いて、午後６時半から研修会を開催いたしました。
　横山理事長の挨拶の後、当協会の顧問弁護士に就
任されました板野充倫弁護士による「土地家屋調査
士の倫理と公益社団法人としてのコンプライアンス
について」研修を行いました。
　第２部は太田指導研修部長より「業務処理の流れ
について」と題して、特に工程表の提出、進捗状況
報告書の提出、協会への成果品の提出等を力説され
ました。
　舩原副理事長の閉会の辞では、フローチャートを
厳守していただきたい。今後は厳しくチェックしま
すとの言葉が印象的でした。

公嘱協会主催の講演会を開催
	
　令和元年６月20日（木）午後２時から午後５時ま
で「エル・おおさか」本館２階のエル・シアターで
当協会自主事業として講演会を開催いたしました。
　官公署職員、一般参加を含めて140名の方にご参
加をいただきました。

　第１部では気象予報士正木明氏を講師にお迎えし
「防災は自助・互助・協働のまちづくり」と題して
講演を賜りました。
　昨年８月に近畿を直撃した台風21号を事例に被
害を拡大させた理由を時系列に解説されました。関
空が水没した被害、貨物船が橋脚に衝突したあの台
風です。
　特に台風が大阪湾を縦断した時の風の変化を重点
的に詳しく解説されていました。

　第２部では上智大学法科大学院教授の楠茂樹先生
をお迎えし「企業と行政のコンプライアンスとガバ
ナンス」と題して講演を賜りました。
　最近の事例を題材にということで、リニア談合事
件、日産ゴーン氏立件など数多くの事例をもとに独
禁法や公正取引委員会の見解を解説されました。
　私が印象深く残ったのは『競争の利点と弊害』、『財
務部門（契約）と技術部門（現場）では認識の乖離
がある』でした。
　今回は行政のコンプライアンスというテーマにて
官公署の来場者に変化があったように思います。

　今年度は新聞媒体を活用して府民の方にも繰り返
し告知いたしました。
　次年度もより多くの方に足を運んでもらえるよう
な講演を企画していきますので会員の皆様も足をお
運びいただきます様よろしくお願いします。

＊		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（ 8 名）

氏　　名 登録番号 旧支部 新支部 届　　　出
年　月　日 新事務所所在地・電話・FAX

道　川　俊　輔 ３１２１ 中央 大阪城 1・7・9
〒538-0054　大阪市鶴見区緑一丁目５番19号
　　　☎06－7162－4346　 06－7162－4346

鹿　島　直　樹 ２５４１ 北摂 北摂 1・7・9
〒560-0052　豊中市春日町２丁目５番27号
　　　☎06－6842－0555　 06－6842－0556

小　野　俊　仁 ３２６０ 北 大阪城 1・7・16
〒541-0056　大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号
　　　　　　　　久太郎町恒和ビル８階
　　　☎06－6484－5780　 06－6484－5786

梅　田　正　人 ３２８６ 中河内 中河内 1・7・17
〒581-0885　八尾市神宮寺４丁目28番１号-102号
　　　☎072－968－8246　 072－968－8249

江　川　秀　樹 ３０１８ 堺 堺 1・7・29
〒590-0026　堺市堺区向陵西町四丁11-15　
　　　　　　　　三国ヶ丘駅前ビル301号
　　　☎072－355－2130　 072－355－8045

安　藤　雅　輝 ３２５１ 北摂 北摂 1・8・7
〒563-0029　池田市五月丘４丁目２番12号
　　　☎072－737－5389　 072－737－5394

竹　中　寿　文 ２８９３ 堺 堺 1・8・19
〒590-0027　堺市堺区榎元町２丁１番４号
　　　☎072－233－2838　 072－233－2839

久　保　尚　之 ３２０８ 大阪城 大阪城 1・8・28
〒541-0046　大阪市中央区平野町２丁目５番14号
　　　　　　　　フクビル三休橋601号
　　　☎06－6222－8222　 06－6222－8233

会　員　異　動　（R１・９・１ 現在）

入　会　者（ ４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

寺　田　喬　之 ３３６５ 北摂 1・6・3
〒567-0894　	茨木市若園町14番35号
　　　☎072－634－1262　 072－634－1262　

川　本　聖　美 ３３６６ 北 1・7・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　

土　肥　伸　之 ３３３２ 北 1・7・19
〒530-0047　大阪市北区西天満３丁目２番９号　翁ビル７F
　　　☎06－6363－8985　 06－6363－8986

梅　垣　和　也 ３３６７ 堺 1・8・1
〒583-0992　南河内郡太子町大字山田694番地の７
　　　☎0721－21－6902　 0721－21－6902

退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ 15 名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

加　藤　秀　治 １４３４ 北摂 1・6・5 長　期　休　業

大　山　泰　弘 ３３４９ 大阪城 1・6・13 長　期　休　業
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法　人　事　務　所　会　員　関　係

常駐する社員の変更及び社員の脱退　　（３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　グローバル 12-0002 北摂 加藤　秀治　１４３４
（社員の脱退）

土地家屋調査士法人　F＆ Partners 16-0004-12-0015 大阪城 池澤　修　３３５５
（代表社員の加入）

土地家屋調査士法人　KANDA 12-0017 北

大橋　礼王　３２９０
（社員の加入）

西田　達哉　３０５７
（社員の脱退）

新　規　登　録　事　務　所　　（ ２ 法人）

名　　　称 法　　人
登録番号 支　部 社員・会員登録番号

事　務　所　所　在　地
主主たる事務所　従従たる事務所

（電話番号・ＦＡＸ番号）

土地家屋調査士法人
林事務所

01-0077-
12-0026

北 廣田尚三　３３５７

従　〒553-0003　
大阪市福島区福島五丁目１番７号　
西梅田ビル10階
☎06－6467－8980　 06－6467－8981

SAKURA　
土地家屋調査士法人

01-0078-
12-0025

大阪城 古谷　崇　３３６２
従　〒541-0053　
大阪市中央区本町三丁目４番11号
☎06－6266－6706　 06－6268－0102

秋　山　滋　男 ２２９２ 中央 1・6・21 業　務　廃　止

門　下　秀　雄 ２４３０ 北河内 1・6・27 業　務　廃　止

小　島　秀　明 １７３７ 堺 1・6・27 業　務　廃　止

荻　　　謙　二 ２１７８ 北 1・6・28 業　務　廃　止

十　川　耕　大 ３２２６ 堺 1・6・30 徳　島　会　へ

宮　武　義　昭 ２９５７ 中央 1・7・22 長　期　休　業

吉　田　憲　治 ３３３８ 北摂 1・7・22 長　期　休　業

和　田　匡　広 ３３５４ 北 1・7・30 長　期　休　業

梅　本　廣　美 ２２１２ 北摂 1・8・6 業　務　廃　止

東　　　年　幸 ２０７５ 中河内 1・8・22 業　務　廃　止

椋　本　幸　春 ２２６０ 北 1・8・29 長　期　休　業

大　栃　和　夫 ２３９３ 中央 1・8・30 会則第87条による退会

友　田　和　雄 １６９２ 泉州 1・8・31 業　務　廃　止
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第５回常任理事会

　令和元年７月３日（水）午後４時から本会３階役員
室で第５回常任理事会が開催され、各部などからの
報告事項に続き、令和元年度事業計画実施細目につ
いてなど次の各事項が審議・協議された。
<出席者・敬称略>中林・竹本・芳多・久保・山脇・
河﨑・濵口・森脇（事務局）能勢・柳井原

個 別 報 告

①副会長の担当について
②大阪市有地の境界明示制度の変更について

審 議 事 項

①各委員会の委員の構成について
②令和元年度事業計画実施細目について
③	澪標ネットのグループ登録、閲覧権限設定等につ
いて

④火曜会について
⑤八尾市空家等対策協議会委員の推薦について
⑥	境界問題相談センターおおさか運営委員会委員に
ついて

⑦各種行事の出席者の確認について
⑧８／２第４回理事会の運営について

協 議 事 項

①令和２年度の定時総会について
②「未来につなぐ相続登記」公開講座の開催について
③	国民年金基金に関するアンケートの実施方法につ
いて

④支部交付金の調整金について
⑤五士業合同協議会の開催について
⑥70周年記念事業について
⑦表彰規程の改正について
⑧死亡会員の職務上請求用紙の未返却について
⑨	入会時、事務所変更時提出書類（使用承諾書、事
務所写真、賃貸契約書または登記事項証明書）に
ついて

⑩	境界問題相談センターおおさかの事務局員に対す
る研修の所管について

⑪会員証、補助者証の更新作業について
⑫調査・測量実施要領の印刷について

第６回常任理事会

　令和元年８月２日（金）午後２時から本会３階役員
室で第６回常任理事会が開催され、各部などからの
報告事項に続き、三会会長懇談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>中林・竹本・芳多・久保・山脇・
河﨑・濵口・森脇（事務局）能勢・柳井原

個 別 報 告

①戸籍謄本等職務上請求書の発注について
②死亡会員の対応について

審 議 事 項

①三会会長懇談会について
②各種行事の出席者の確認について
③８／２第４回理事会の運営について

協 議 事 項

①（仮称）70周年記念事業検討ＰＴについて

第７回常任理事会

　令和元年８月22日（木）午後４時から本会３階役
員室で第７回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、70周年ＰＴ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>中林・竹本・芳多・久保・山脇・
河﨑・濵口・森脇（事務局）能勢・柳井原

審 議 事 項

①各種行事の出席者の確認について
②	令和２年４月１日付け任命予定の民事調停委員候
補者の推薦について

協 議 事 項

①70周年ＰＴについて
②銀行口座の整理・集約について
③支部交付金の調整金について
④日調連親睦ゴルフ千葉大会の予算について
⑤会館の火災保険の満期更新について
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第６回理事会

　平成31年３月26日（火）午後４時から本会４階会
議室で第６回理事会が開催され、会長の挨拶に続
き、各部長、支部長会議議長、各種委員会などから
の報告・連絡事項があり、次の各事項が協議・審議
された。

協 議 事 項

①第１号議案　平成30年度事業経過報告案について
②第２号議案　平成31年度事業計画案について
③第３号議案　平成31年度予算案について

審 議 事 項

①第１号議案　	役員等選任規程第３条第２号なお書
きによる理事の数について

　［提案理由］　	役員等選任規程第３条第２号なお書
きに基づき、次回定時総会において
選任する理事の数を22人と定める
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　	役員等選任規程第８条第３項及び第

18条における「支部長」について
　［提案理由］　	役員選任規程第８条第３項及び第

18条における「支部長」は、区域
変更前の支部長（複数）で対応する
ことについて承認を求め提案する。

　　　［結果］　	趣旨に変更のない軽微な修正につい
ては会長に一任することを含めて、
全会一致で承認された。

③第３号議案　	情報公開に関する規則及び情報公開
に関する細則の一部改正について

　　　［結果］　	趣旨に変更のない軽微な修正につい
ては会長に一任することを含めて、
賛成多数で承認された。雨宮総務部
理事、相澤社会事業部理事が反対を
表明した。

④第４号議案　八尾市との空家等対策協定について
　　　［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。

平成３1年度
第１回理事会 

　平成31年４月23日（火）午後４時から本会４階会
議室で平成31年度第１回理事会が開催され、会長
の挨拶に続き、各部長、支部長会議議長、各種委員
会などからの報告・連絡事項があり、次の各事項が
審議された。

審 議 事 項

①第１号議案　平成30年度事業経過報告について
　　　［結果］　	軽微な字句修正は会長に一任するこ

とを含めて全会一致で承認された。
②第２号議案　平成30年度決算報告について
　　　［結果］　	軽微な字句修正は会長に一任するこ

とを含めて全会一致で承認された。
③第３号議案　平成31年度事業計画案について
　　　［結果］　	軽微な字句修正は会長に一任するこ

とを含めて全会一致で承認された。
④第４号議案　平成31年度予算案について
　　　［結果］　	軽微な字句修正は会長に一任するこ

とを含めて全会一致で承認された。
　　　　　　　	また、定時総会に上程する議案につ

いて、第２号議案の役員等改選に関
する件も含めて、軽微な字句修正は
会長に一任することが改めて上程さ
れ、全会一致で承認された。

⑤第５号議案　会長表彰者について
　　　［結果］　	全会一致で承認された。
⑥第６号議案　	平成30年度の予備費の支出について
　［提案理由］　	平成30年度の予備費の支出につい

て、11月29日の第４回理事会で承
認を受けた	大阪府北部地震に関し
て15万1,195円と１月22日第５回
理事会で承認を受けた台風21号に
関して14万9,000円の２回の承認
を受けたが、片や数千円多目に、片
や数千円少な目に承認を受けてお
り、この２回の理事会で承認された
金額を足しても決算と合わなくなる
ため、再度本日の財務部報告資料２
－１のとおり、大阪府北部地震に	
関しては14万6,695円、台風21号
に関しては15万6,200円であらた
めての承認を提案する。
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　　　［結果］　	審議事項第６号議案とすることが承
認された後、議案について、全会一
致で承認された。

　この後、監事からの意見等があり、閉会した。

第２回理事会

　令和元年５月31日（金）午後６時10分から太閤園
ガーデンラウンジで第２回理事会が開催され、会長
の挨拶に続き、次の事項が審議された。

審 議 事 項

①第１号議案　日調連総会の代議員等の選出について
　［提案理由］　	連合会第76回定時総会（６月18日、

19日）の代議員及び傍聴者の選出
を正副会長に一任することについて
承認を求めるもの。

　　　［結果］　	全会一致で承認された。

第３回理事会

　令和元年６月12日（水）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、次の各事項が審議された。

審 議 事 項

①第１号議案　常任理事の選任について
　　　［結果］　	全会一致で決議された。

②第２号議案　部長、副部長、部員の人事について
　　　［結果］　	全会一致で決議された。
③第３号議案　名誉役員の委嘱について
　　　［結果］　	全会一致で決議された。
④第４号議案　注意勧告理事会理事の選任について
　　　［結果］　	全会一致で決議された。
⑤第５号議案　火曜会構成員の指定について
　　　［結果］　	全会一致で決議された。
⑥第６号議案　各種委員会の委員の選任について
　　　［結果］　	苦情処理委員会、非調査士活動排除

委員会、紛議調停委員会、会員紹介
センター運営委員会の委員の選任に
ついて全会一致で承認された。　　
また、①共済事業審査委員会から⑧
オンライン申請促進委員会までの委
員会については、委員会の立ち上
げ、委員の選任、委嘱を常任理事会
に付託することが、全会一致で決議
された。

⑦第７号議案　近ブロ定例協議会（総会）について
　　　［結果］　	紛議調停委員長が出席できる場合に

は、陪席者として出席することも含
めて、全会一致で承認された。

⑧第８号議案　役員報酬について
　　　［結果］　	全会一致で承認された。
⑨第９号議案　感謝状贈呈について
　　　［結果］　	全会一致で承認された。
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◇　　　６　　　月　　　◇

１日 ・	正副会長打ち合わせ（会館）中林会長、竹本・
芳多・久保各副会長

３日 ・	測量の日記念フェア2019（大阪合同庁舎第
４号館）中林会長、正井前社会事業部長、
山田（貴）・川口各前同部副部長、井手下・
相澤・杉田各前同部理事

４日 ・	大阪法務局挨拶（法務局本局）中林会長、竹本・
芳多・久保各副会長

　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）佐
古相談員		

５日 ・	近畿大学寄付講座期末レポート検討会議（会
館）京谷・湖㟢・阪本・森留・藤野・玉置・
和田・吉田（孝）・中山・三谷各講師、正井
前部長、川口前副部長

　　 ・		近畿大学寄付講座第８講（近畿大学）和田・
吉田（孝）各講師、正井前部長

　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）津
本相談員

６日 ・	筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
脇相談員

７日 ・	不動産鑑定士協会総会懇親会（ザ･リッツ･
カールトン大阪）中林会長

10日 ・	大阪市マンション管理支援機構幹事会（大
阪市立住まい情報センター）中林会長

11日 ・	筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
田（文）相談員

12日 ・		理事会（会館）
　　 ・		綱紀委員会（会館）
　　 ・		支部長会議（会館）
　　 ・		境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館）中居・中島（幸）各前境界問題
相談センターおおさか推進委員

　　 ・		簡易調停打ち合わせ（会館）西田（寛）前
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９講（近畿大学）吉田
（孝）・和田・玉置・安部・中山・京谷各講師、
山田（貴）前副部長、杉田前理事

　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）正
井相談員

13日 ・	近ブロ各会新旧会長会議（会館）中林会長、
金子前会長

　　 ・日調連立候補者所信表明説明会（会館）　　

　　 ・		民間総合調停センター定時社員総会（大阪
弁護士会）山脇部長

　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
田（直）相談員

14日 ・	正副総会議（会館）
　　 ・		入会面談（会館）芳多副会長、山脇部長、

雨宮総務部副部長
　　 ・		大阪市明示課来会（会館）久保副会長、森

脇部長、内山社会事業部副部長
　　 ・		日本弁理士会関西会支部名称変更記念パー

ティ（ホテルグランヴィア大阪）中林会長
　　 ・			大阪司法書士会訪問（ご挨拶）（大阪司法書

士会）中林会長、竹本・芳多・久保各副会長、
山脇・河㟢・濵口各部長

17日 ・	業務研修部引継ぎ（会館）濵口部長、髙山
前業務研修部長

　　 ・		労働組合団体交渉（会館）芳多副会長、山脇・
河㟢各部長

　　 ・		大阪府社会保険労務士会通常総会懇親パー
ティ（シェラトン都ホテル大阪）中林会長

18日 ・	協同組合部長会（会館）佐野財務部副部長
　　 ・		民間総合調停センター広報・研修部会（大

阪弁護士会）
　　 ・		日調連総会（東京ドームホテル）（19日も）

中林会長、竹本・芳多・久保各副会長、山脇・
河㟢・森脇各部長

　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
田（文）相談員

19日 ・	近畿大学寄付講座第10講（近畿大学）中山
講師、相澤前理事

　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）山
田（貴）相談員

20日 ・	社会事業部会（会館）
　　 ・		大阪市マンション管理支援機構第３回常任

委員会（大阪市立住まい情報センター）森
脇部長、正井会員

　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）森
山相談員

24日 ・	苦情処理委員会全体会議（会館）
25日 ・	財務部会（会館）
　　 ・		業務研修部会（会館）
　　 ・		日本公認会計士協会近畿会定期総会記念交

流会（ホテル阪急インターナショナル）中
林会長

　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧
本相談員
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26日 ・	境界問題相談センター運営委員会（会館）
　　 ・		境界問題相談センター推進委員会（会館）
　　 ・		表示登記実務研究会（会館）
　　 ・		近畿大学寄付講座第11講（近畿大学）小澤・

松内各講師、杉田前理事
　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）正

井相談員
　　 ・		全国一斉不動産表示登記無料相談会ポスター

掲示依頼（法務局本局）森脇部長
27日 ・	資料センター運営委員会（会館）
　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）八

幡相談員
28日 ・	総務部会（会館）

◇　　　７　　　月　　　◇

１日 ・	非調査士活動排除委員会全体会議（会館）
　　 ・		日本測量協会関西支部業務報告会（大阪

キャッスルホテル）森脇部長
　　 ・		全国一斉不動産表示登記無料相談会ポスター

掲示依頼（法務局枚方出張所）富澤社会事
業部理事

２日 ・	紛議調停委員会全体会議（会館）
　　 ・		全国一斉不動産表示登記無料相談会ポスター

掲示依頼（法務局岸和田支局、天王寺・池
田各出張所）森脇部長（守口出張所）今村
社会事業部副部長（北大阪支局）三谷同部
理事（北出張所）内山同部副部長（東大阪
支局）森留同部理事

　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）米
山相談員

３日 ・	正副総会議（会館）
　　 ・		常任理事会（会館）
　　 ・		本･支部役委員合同研修会講師打ち合わせ（会

館）濵口部長
　　 ・		近畿大学寄付講座第12講（近畿大学）松内・

京谷各講師、川口前副部長
　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）相

澤相談員
４日 ・	綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・		社会事業部引継会（会館）森脇部長、内山

副部長、今村副部長、正井前部長、山田（貴）・
川口前副部長

　　 ・		筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・		全国一斉不動産表示登記無料相談会ポスター

掲示依頼（法務局堺支局・富田林支局）坂
田（宏）社会事業部理事

　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）田
中（久）相談員

５日 ・	近畿税理士会役員就任挨拶（会館）中林会長、
竹本副会長、森脇部長

　　 ・		会員紹介センター運営委員会（会館）
９日 ・	財務部会（会館）
　　 ・		澪標ネット運営委員会（会館）
　　 ・		非調査士活動実態調査打ち合わせ（法務局

本局）井手下非調査士活動排除委員長、金
谷（充）・中川（繁）各同副委員長

　　 ・		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）中

山（髙）相談員
10日 ・	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）境界問題相談センター
おおさか推進委員長、辻田同委員

　　 ・		近畿大学寄付講座第13講（近畿大学）松内・
三谷各講師、井手下前理事

　　 ・		職務上請求書返還のための調査（元会員事
務所）山脇部長

　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）相
澤相談員

11日 ・	産学交流学術研究委員会（会館）
　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）今

西（眞）相談員
12日 ・	近畿ブロック第63回定例協議会（ホテルグ

ランヴィア京都）
13日 ・	地籍問題研究会第25回定例研究会（機械振

興会館）坂田（宏）理事
16日 ・	協同組合部長会（会館）永野財務部理事
　　 ・		火曜会（法務局本局）
　　 ・		大阪法務局無料登記相談資料持参（法務局

本局）富澤理事
　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤

田（重）相談員
17日 ・	支部長会議（会館）
　　 ・		資料センター運営委員会（会館）
　　 ・		近畿大学寄付講座第14講（近畿大学）三谷・

安部各講師、正井前部長、今村副部長
　　 ・		GIS大縮尺空間データ官民共有化推進協議

会総会（大阪府咲洲庁舎）森脇部長、坂田（宏）
理事、瀧本委員長、山岡・野邊各副委員長、
佐藤（修）・神前各同委員

　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）川
口相談員

18日 ・	境界問題相談センターおおさか推進委員会
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（会館）
　　 ・		境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・		入会面談（会館）芳多副会長、雨宮副部長、

竹内総務部理事
　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹

本（貞）相談員
19日 ・	第14回土地家屋調査士特別研修（基礎研修）

（21日まで）（会館）竹本副会長、濵口部長
22日 ・	大阪市マンション管理支援機構第４回常任

委員会（大阪市立住まい情報センター）森
脇部長、正井会員

23日 ・	社会事業部会（会館）
　　 ・		業務研修部会（会館）
　　 ・		表示登記実務研究会（会館）
　　 ・		FMひらかたラジオ放送出演（枚方市駅内ス

タジオ）今村副部長、森留理事
　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪

口（太）相談員
24日 ・	会務処理（会館）中林会長
　　 ・		近畿大学寄付講座第15講（近畿大学）安部・

阪本各講師、山田（貴）前副部長
　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）杉

田相談員
25日 ・	民間総合調停センター支援連絡委員会（会館）
　　 ・		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）谷

山相談員
26日 ・	本･支部役委員合同研修会（エル・おおさか）

中林会長、竹本副会長、濵口部長、塚田・
堀川各業務研修部副部長、森口・森次・彦坂・
山本各同部理事

27日 ・	マンション管理組合交流サロン（大阪市立
住まい情報センター）正井会員

　　 ・		花園ラグビー場ネームプレート設置取材（花
園ラグビー場）今村副部長

29日 ・	綱紀委員会第１班・第３班会議（会館）
　　 ・		大阪工業大学、大阪大学挨拶・打ち合わせ（大

阪工業大学、大阪大学）中林会長、川口産
学交流学術研究委員長、中島（幸）同副委
員長、正井同委員

30日 ・	筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙
山相談員

31日 ・	総務部会（会館）
　　 ・		社会事業部業務連絡会（会館）
　　 ・		綱紀委員会第２班会議（会館）
　　 ・		第10回全国一斉不動産表示登記無料相談会

（会館）久保副会長、森脇部長、内山・今村
各副部長、三谷・森留・富澤・坂田各理事

　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）正
井相談員

◇　　　８　　　月　　　◇

１日 ・	筆界特定室振分相談出向（法務局本局）濵
口相談員

２日 ・	常任理事会（会館）
　　 ・		理事会（会館）
３日 ・	年次制研修①（会館）森口・山本各理事
　　 ・		年次制研修②（会館）塚田副部長
５日 ・	筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・		オンライン申請促進委員会（会館）
６日 ・	証紙購入状況調査（会館）芳多副会長、河

㟢部長、佐野副部長、永野理事
　　 ・		財務部会（会館）
　　 ・		政治連盟と本会との意見交換会（会館）中

林会長、竹本・芳多・久保各副会長、山脇
部長

　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）羽
倉相談員	

７日 ・	近畿大学寄付講座採点会議（会館）
　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森

脇相談員
８日 ・	年次制研修③（会館）彦坂・森次各理事
　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西

田（修）相談員
９日 ・	聴聞（会館）芳多副会長、山脇・河㟢各部長
13日 ・	筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

口（典）相談員
14日 ・	大阪法務局無料登記相談（法務局本局）内

山相談員
15日 ・	筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安

岐相談員
19日 ・	大阪大学寄付講座講師会議（会館）
　　 ・		インターンシップ開講式（近ブロ）（京都会）

中林会長
　　 ・		民間総合調停センター広報・研修部会（大

阪弁護士会）
20日 ・	協同組合部長会＆理事会地域代表会（会館）

河㟢部長
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　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆
相談員

21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）

　　 ・		資料センター運営委員会（会館）
　　 ・		業務研修部会（会館）
　　 ・		災害・空家等対策委員会（会館）
　　 ・		非調査士活動実態調査（法務局本局）井手

下委員長、中川（繁）副委員長、馬野・中元・
島田・津本・佐藤根各非調査士活動排除委員

　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）雨
宮相談員

22日 ・	常任理事会（会館）
　　 ・		筆界特定研修（会館）
　　 ・		大阪市明示課との打ち合わせ（会館）久保

副会長、濵口・森脇各部長、内山副部長
　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原相談員
23日 ・	綱紀委員会（班別会議）（会館）
　　 ・		三会会長懇談会（愛知会）中林会長、濵口・

森脇各部長
27日 ・	筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹

本相談員
28日 ・	年次制研修④（会館）塚田・堀川各副部長
　　 ・		非調査士活動実態調査（法務局堺支局）金

谷（充）副委員長、酒井・荒木・杉本・石田・
小川・綿谷各非調査士活動排除委員

　　 ・		地籍問題研究会空き地・空き家問題に関す
る分科会（連合会会館）正井委員長

　　 ・		大阪法務局無料登記相談（法務局本局）竹
内（秀）相談員

29日 ・	総務部会（会館）
　　 ・		入会面談（会館）雨宮副部長、竹内・塩田

各総務部理事
　　 ・		綱紀委員会（班別会議）（会館）
　　 ・		筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

脇相談員
30日 ・	インターンシップ閉講式（近ブロ）（京都会）

森脇部長
		

◇　　　６　　　月　　　◇

４日 ・	第10回常任理事会（協会）
６日 ・	全公連定時総会・研修会（７日も、東京）	　

横山理事長、舩原・竹中副理事長
10日 ・	大阪公共嘱託登記司法書士協会総会（司法

書士会館）横山理事長
11日 ・	社員研修会（エル・おおさか）講師：板野

充倫顧問弁護士、太田指導研修部長
12日 ・	奈良協会主催講演会（橿原市）横山理事長
13日 ・	第９回理事会（エル・おおさか）
20日 ・	2019講演会（エル・シアター）正木明講師、

楠茂樹講師
24日 ・	豊能区域全体会議（池田市民文化会館）流

王業務部長

◇　　　7　　　月　　　◇

３日 ・	勝山公認会計士による実査（協会）
　　 ・	阪南区域全体会議（東住吉会館）與倉総務

部長
　　 ・	北河内区域全体会議（枚方市民会館）横山

理事長
９日 ・	第１回常任理事会（協会）
11日 ・	北区域全体会議（北区民センター）横山理

事長
12日 ・	日調連近畿ブロック定例協議会（ホテルグ

ランヴィア京都）横山理事長
17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

18日 ・	第１回理事会（エル・おおさか）
19日 ・	外部監査（協会）勝山公認会計士、三好事

務局長、古巣職員
　　 ・	天王寺区域全体会議（東成区民センター）

横山理事長
　　 ・	泉州区域全体会議（岸和田市立浪切ホール）

笹本経理部長
22日 ・	明示補助業務PT打合せ会（協会）
25日 ・	第１回選考委員会（協会）



第335号 41令和元年10月

◇　　　8　　　月　　　◇

２日 ・	三島区域全体会議（茨木市福祉文化会館）
流王業務部長

６日 ・	第２回常任理事会（協会）
７日 ・	東区域全体会議（協会）竹中副理事長
９日 ・	監査会（協会）
　　 ・	境界標のカウント（協会）横山理事長、舩原・

竹中副理事長、與倉・笹本・太田・流王常
任理事、三好事務局長

20日 ・	第２回理事会（エル・おおさか）
　　 ・	第１回業務部会（エル・おおさか）
22日 ・	第１回近公連理事長会議（和歌山協会）横

山理事長
23日 ・	堺・南河内区域全体会議（堺市産業振興セ

ンター）舩原副理事長

◇　　　10　　　月　　　◇

６日（日） 全国一斉法務局休日相談所
７日（月） 各種講座（８日、10日も）
９日（水） 第１回全国会長会議（10日も）
　　　　 大阪大学法科大学院寄付講座第３講
11日（金） 近ブロ業務部会
16日（水） 第２回災害・空家等対策委員会
　　　　 支部長会議

17日（木） 中間監査
23日（水） 大阪大学法科大学院寄付講座第４講
24日（木） 常任理事会
27日（日） 日調連ゴルフ大会（前夜祭）
28日（月） 日調連ゴルフ大会
30日（水） 大阪大学法科大学院寄付講座第５講
31日（木） 大阪工業大学寄付講座第１回目

◇　　　11　　　月　　　◇

６日（水） 支部長会ゴルフ大会
　　　　 大阪大学法科大学院寄付講座第６講
７日（木） 大阪工業大学寄付講座第２回目
13日（水） 常任理事会
　　　　 理事会
　　　　 大阪大学法科大学院寄付講座第７講
14日（木） 大阪工業大学寄付講座第３回目
15日（金） 五士業合同協議会
20日（水） 大阪大学法科大学院寄付講座第８講
22日（金） 葉月の会（23日も）
27日（水） 大阪大学法科大学院寄付講座第９講	

◇　　　12　　　月　　　◇

４日（水） 大阪大学法科大学院寄付講座第10講
７日（土） 新会員研修会（８日も）
11日（水） 大阪大学法科大学院寄付講座第11講
12日（木） 常任理事会
18日（水） 大阪大学法科大学院寄付講座第12講
25日（水） 大阪大学法科大学院寄付講座第13講
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◆	今期、社会事業部の部長を務めさせていただきま
す堺支部所属の森脇英明です。理事経験は２期目
でまだまだわからない事が多いですが、正副会長
や他の常任理事、社会事業部のメンバーに助けて
いただきながら、本会や会員の皆様に少しでも役
立てられるように頑張ります。どうぞよろしくお
願いいたします。					 （森脇）

	
◆	今期から社会事業部で公共担当副部長となりまし
た内山です。

　	これまで北支部で業務部長を２期務めさせていた
だきましたが、本会の役員は初めてとなります。
知識も経験も不足しておりますが、自分なりに頑
張りますのでよろしくお願いします。	 （内山）

	
◆	今期から理事となり、社会事業部で広報担当副部
長を務めさせていただくことになりました。これ
まで支部の社会事業部で業務にあたってまいりま
したが、本会業務は初めてです。

　	至らぬところもあると思いますが、精一杯頑張り
ますのでよろしくお願いいたします。	 （今村）

	
◆	今期から理事となりました三谷です。社会事業部
で公共担当を務めさせていただきます。

　	これまで本会はもちろん支部でもあまり役員を務
めておりませんので至らぬこともあると思います
が、任期を精一杯頑張ります。よろしくお願いし
ます。	 （三谷）

	
◆	今期から、社会事業部の広報担当理事を務めさせ
ていただくことになりました森留です。産学委員
会にも所属することになり、一生懸命広報活動に
努めたいと思っております。しかしながら経験が
乏しく皆様の足を引っ張らないように、まずはそ
こから頑張っていこうと思っております。よろし
くお願いいたします。	 （森留）

	

◆	今期から社会事業部で広報を担当することにな
り、何処でどうなって私が、広報担当の理事に。
それでも何とかなるの精神で、部会に手ぶらで臨
むと、他の理事たちはタブレット・ＰＣ等を持っ
ておられ、手元に紙が無い…どうしよう、エラい
ところへ来てしまった。

　	これが最初の感触で、家に帰りまず、古いタブレッ
ト（YouTube専用）を取り出し、部会で使用でき
るように、設定変更をガンバっているところです。

　	これから会報誌を楽しみにしておられる会員の皆
様に喜んでいただけるような誌面になるよう努力
しますので、今後とも新米理事（年はとってます
が）をよろしくお願いします。	 （富澤）

	
◆	今期から社会事業部担当の理事となりました坂田
です。支部では公共事業部担当の役員をしており
ましたので、社会事業部でも主に公共を担当させ
ていただきます。

　	これからの土地家屋調査士のために頑張っていき
ますので、よろしくお願いいたします。	（坂田）
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　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

▽川﨑	里美氏（北支部	川﨑	啓二・尊父、
　平成30年11月６日没、96歳）
▽川﨑	石野さん（北支部	川﨑	啓二・母堂、
　平成31年４月12日没、94歳）
▽佐藤	ミヨ子さん（北支部	佐藤	忠信・母堂、
　令和元年６月８日没、98歳）
▽大山	一夫氏（堺支部	大山	龍一・尊父、
　令和元年７月11日没、85歳）
▽佐藤	美江さん（中河内支部	佐藤	徒美夫・母堂、
　令和元年７月14日没、94歳）
▽松野	節子さん（堺支部	松野	利忠・母堂、
　令和元年７月30日没、92歳）
▽谷口	博子さん（中央支部	谷口	通治・令室、
　令和元年８月21日没、70歳）	
▽前橋	幸見さん（北支部	前橋	新吾・母堂、
　令和元年８月25日没、77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・９・１現在）
○内数字は法人会員数

支　部 会員数 増減 支　部 会員数 増減
北 155⑫ -2 北河内 79② -1
中央 136⑤ -4 北　摂 153② -2
大阪城 136⑬ 1 堺 156① -1
中河内 106① -1 泉　州 78⓪ -1

合　計 999◦ -11

法人会員数36法人　（+2）
※増減は前回R1年６月１日比

36









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

www.kajo.co.jp
ツイッターID：@nihonkajo

【好評図書のご案内】

●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

●民法等の実体法及び不動産登記法をはじめとする手続法に基づき、正確に解説。
●申請手続から所有権、地上権等の用益権、抵当権等の担保権、仮登記、代位登記、判決による登記など、権利
に関する登記に係る設問を網羅的に収録。

不動産登記の実務
相談事例集Ⅱ
後藤浩平 著
2019年5月刊 A5判 332頁 本体3,200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
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