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　謹賀新年　犬も朋輩　鷹も朋輩　　　　  会　　　　長　　　金子　正俊
　協力・連携の一層の強化を　～メモリアル・イヤーに寄せて～　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪法務局長　　　森木田邦裕
　『３Ｋ』から『新３Ｋ』へ　　　　　 　公嘱協会理事長　　横山幸一郎
　牛歩の道を30周年に向かって　　　 　　協同組合理事長　　甲斐　健児
　謹賀新年　調査士制度の充実と発展は私たちの手で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政治連盟会長　　　加藤　幸男
戌年生まれの会員　今年の抱負
　平成29年度インターンシップ　　大阪会では３大学４名を受け入れ
実習生と受け入れ事務所からのひとこと
　「境界や登記の重要性とコミュニケーションの大切さを学んだ」
神前泰幸会員　黄綬褒章受章記念祝賀会を開催
　大阪市北区　帝国ホテル大阪
第32回日調連親睦ゴルフ三重大会　全国から128名、大阪会から３名参加
第32回近ブロ親睦ゴルフ奈良大会　団体戦で大阪会優勝　昨年のリベンジを果たす
第32回支部長会ゴルフ大会　中河内支部が団体優勝！！ 個人優勝も中河内支部の盛岡　寛会員
阪南支部広報　今年の四士会は「あべのカーニバル」に参加
大阪城支部広報　雨の中初めて「中央区民まつり」に参加　距離当てゲームは大人気　登記相談にも対応
堺支部広報　第14回 ファミリーウォーク DE 人権で広報活動！！
三島支部　高槻市・島本町と災害協定締結
全国一斉！法務局休日相談所を開催　大阪は今年２カ所で開催　調査士への相談件数は４件
堺一日合同行政相談所に参加
懲戒処分事例
協同組合だより　バーベキューイベント（レクリエーション）を開催
大阪青年土地家屋調査士だより
政治連盟だより　土地家屋調査士制度の充実と発展のために！　
大阪公嘱協会だより　第33回定時社員総会を開催
会員異動　　　　　　　　　　　　　　　法人会員名簿
常任理事会・理事会　　　　　　　　　　業務日誌
公嘱協会の動き／行事予定　　　　　　　　　　　　
訃報／おくやみ／訃報の対応／支部別会員数
編集後記

 4
 5

 7
 8
 9

10
17
19

23

24
26
28
30
31
32
33
34
34
35
38
39
40
41
42
44
51
52
53

43
46

【表紙写真解説】　撮影者：大阪城支部　正井利明
　大阪取引所は、大阪経済界の重鎮・五代友厚らが発起人となって明治11年に設立された大阪株式取引所が
その前身といわれています。戦後は大阪証券取引所（大証）として東京証券取引所（東証）とともに日本の
株式市場の一翼を担っていましたが、東証との経営統合によりデリバティブ専門取引所となった2014年３月
24日に社名を「株式会社大阪取引所」と改め、現在に至っています。その建物と五代友厚像は北浜のシンボ
ルとして今なお商都大阪を静かに見守っています。
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　あけましておめでとうございます。
　「土地家屋調査士 大阪」の読者の皆さま、会員
の皆さまにおかれましては、この新しき日をどの
ようなお気持ちでスタートされましたでしょう
か。大阪土地家屋調査士会は、平成30年も国民
に信頼され、愛される資格者であるために日々の
研さんを怠らず、利用者目線での業務遂行に励む
ところでありますので、変わらずのご支援、ご協
力をお願いいたします。
　さて、2017年は10月の「台風第21号」をは
じめ、自然の厳しさをあらためて思い知らされる
年となりました。読者の方、お知り合いの方には
被災された方もおられることと思います。被災さ
れた皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
悲しくも大規模な災害が起こった場合、土地家屋
調査士会は各自治体と協力し、被災された方々お
よび地域社会が早期に再生できるような取り組み
を行っております。まだまだ力の足りないところ
もございますが、地域の方々と共に生きる資格者
であり続けたいと思います。
　現在、法務局では「地図混乱地域の解消のため
の地図作成作業」の実施および情報収集や「建物
所在図の作成作業」の試行的実施等国民の権利の
安定のために「法定相続情報証明制度」等の新制
度を含めてさまざまな施策を検討または実施して
おります。また「空家問題」や「相続登記未了問
題」等の解消のために、継続して各地方自治体と
も積極的に連携を図っているところであり、土地
家屋調査士への期待はこれまでとは少し変化して
きているように思います。
　また、平成30年度初めには完全オンライン登
記申請（仮称：資格者代理人方式）が実施される
予定であると聞き及んでおります。これは、平成
28年９月に完全実施された不動産登記規則第93

条ただし書きに規定されている「不動産調査報告
書」の質をより高め、充実することで、ゆくゆく
は不動産の表示の登記に提供する情報は、土地家
屋調査士または土地家屋調査士法人が作成した

「不動産調査報告書」のみとなることも夢ではな
いように思います。また、この報告書は不動産取
引の場面では「保証書」的な役割を担える可能性
もあります。そうなるためにも倫理を含めた研修
の継続が必要となってきます。変化のときが好機
であることは歴史が証明するところですが、会員
の皆さん、一緒に歴史をつくっていきましょう。
　ところで、タイトルの「犬も朋輩　鷹も朋輩」
は「同じ主人に仕える以上、身分に違いはあって
も、仲良くしていく義務がある」という意味で
す。登記官、司法書士と立ち位置に違いはありま
すが、同じ不動産登記法の中で国民の権利の保護
を実現するため、連携・協力していきたいと思い
ます。会員一人ひとりにおかれましても、それぞ
れの立場でご協力をお願いします。
　過ぎてみれば早いもので、新執行部始動から７
カ月が経過しました。願い、動くことはきっと通
じると信じ、さまざまなことを発信し、必死に走っ
てまいりました。共に走っていただいている会員
の皆さま、役員および事務局職員の方々に感謝し
ております。
　それでは、本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。

 犬も朋輩　鷹も朋輩
　　　　　会　　長　　　金　子　正　俊
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　明けましておめでとうございます。
　大阪土地家屋調査士会及び会員の皆様には、日
頃から法務行政にご理解をいただくとともに、表
示の登記及び筆界特定事務の適正・円滑な遂行に
つきましてご協力をいただき、心から感謝申し上
げます。本年も昨年同様、よろしくお願いいたし
ます。
　2018年は冬季オリンピック・イヤーです。今
回は平昌（ピョンチャン）で開催されますが、ス
キー・ジャンプ女子、フィギュア・スケート男女、
スピード・スケート女子など、日本選手の活躍が
期待される種目が多々あります。昨年は、こうし
た冬季オリンピック競技だけでなく、様々な分野
で若者の活躍が話題になりました。日本人の短距
離陸上選手として、初めて100ｍ９秒台を達成し
た桐生祥秀選手や、40年ぶりに日本女子オープ
ン・ゴルフで２連覇した畑岡奈紗選手、将棋界で
公式戦29連勝と30年ぶりに連勝記録を更新した
藤井聡太四段など、日本中の注目を集めました。
景気の良い話ということですと、昨年９月25日、
経済再生担当大臣の会見において、景気回復期間
が58か月となり、戦後２番目とされていたいざ
なぎ景気を超える可能性が高いとの見解が示され
ました。国民の間では、景気回復が実感されてい
ないとの報道もありますが、マンション建設等の
住宅関連投資は引き続き堅調に推移しているよ
うです。大阪法務局における登記申請事件数に
ついても、平成29年１月から10月末までに累計
517,508件であり（速報値）、ここ数年とほぼ同
水準で推移しています。
　表示登記に関しては、登記所備付地図の整備
が最重要課題となっていますが、いわゆる「骨
太の方針2004」以降、政府の経済財政改革の基
本方針に登記所備付地図の整備が毎年盛り込まれ

るようになり、「経済財政運営と改革の基本方針
2017」でも「登記所備付地図の整備」等が明記
され、その重要性が広く認識されています。大阪
法務局においても、積極的に地図作成作業に取り
組んでおり、一つには、都市部地図混乱地域（枚
方市）における登記所備付地図の作成作業（第２
次10か年計画、初年度・平成27年度）に取り組み、
大阪土地家屋調査士会のご協力も得ながら、継続
的かつ着実に地図作成作業を行っているところで
す。さらに、ＪＲ茨木駅と阪急茨木市駅に挟まれ
た茨木市駅前１丁目～４丁目ほかの一帯の地域を
対象として、平成27年度から10か年計画で大都
市型登記所備付地図の作成作業を行っています。
この作業については、法務局の現地事務所を茨木
市役所内の建設管理課（地籍調査係）と同じ部屋
に置いて、市職員との間で情報とノウハウを交換
しながら作業をするという、全国的にも珍しい取
組をしています。いずれの地図作成作業もおおむ
ね順調に経過していますが、今後、思わぬ障害が
生じることも考えられるところですので、改めて
ご協力をお願いします。
　また、筆界特定制度は、平成18年１月に創設
され、13年目を迎えました。この間、大阪法務
局管区内においては、平成29年10月末日までの
速報値によりますと、9,350手続余の申請がなさ
れ、既に約8,820手続余が終了し、依然として申
請数と終了数ともに全国トップの状況にありま
す。そのような中で、大阪法務局では、申請から
１年以上経過したいわゆる長期未済事件は解消さ
れています。この成果は、筆界調査委員をはじめ
として、筆界特定事件に関与する申請者代理人等
の関係者のご尽力によるところが大きいことはい
うまでもありません。これからも標準処理期間９
か月以内を目指して、適正・迅速な処理に取り組

協力・連携の一層の強化を
～メモリアル・イヤーに寄せて～

大阪法務局長　　森木田　邦　裕　
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んでいきたいと思いますので、よろしくお願いし
ます。
　さらに、筆界特定制度に関しては、「筆特活用
スキーム」として、所有者不明土地問題の解消策
に活用することや、地方公共団体等が行っている
地籍調査との連携が検討されており、地図関連事
業の重要性は今後も高まる一方ですが、これらの
円滑な運用のためには、土地家屋調査士会の皆様
とのより一層の協力・連携が不可欠と考えられま
す。
　最後に、大阪法務局では、かねてから皆様に登
記関係オンライン申請の積極的利用をお願いして
きたところ、大阪管区内全体におきましても、一
部の登記所周辺を例外として、多くの土地家屋調
査士の皆様がオンライン申請に取り組んでいただ
いている状況となりました。平成29年度末には、
いわゆる資格者代理人制度の運用も予定されてお
り、オンライン申請を利用しやすくするための環
境改善にも取り組んでいますので、なお一層の利
用をお願いします。

大阪法務局オンライン登記申請
利用促進イメージキャラクター

おんらいおん君

　ところで、我が国で、地図作成の先駆者とい
えば伊能忠敬ですが、2018年は、伊能忠敬没後
200年のメモリアル・イヤーにも当たるようで
す。地図に対する国民の関心が高まる年になるか
もしれません。新しい年が金子正俊会長はじめ、
大阪土地家屋調査士会及び全会員の皆様にとりま
して、飛躍の年となりますことを祈念いたしまし
て、私の年頭の挨拶といたします。

会　

長　

金
子　

正
俊

副
会
長　

松
本　

充
弘

副
会
長　

中
林　

邦
友

副
会
長　

松
尾　
　

賢
あ
つ
ひ
ろ



第328号 7平成30年１月

　大阪土地家屋調査士会会員の皆さまに謹んで新年
のご挨拶を申し上げます。
　平素は公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調
査士協会に対し格別なご高配を賜り、厚くお礼を申
し上げます。
　さて、統計的には「いざなぎ景気」を超える戦後
２番目の景気拡大だそうですが、年率10％もの成
長をしていた昭和40年代の景気と年率１％台をう
ろうろしている今の景気を比べること自体がナンセ
ンスです。
　５年前、２年後には年率２％のインフレを実現す
るという目標を掲げたアベノミクスですが、先延ば
し先延ばしで５年たった今でも、いまだ道半ばだと
の説明がされていますが、一体いつ実現できるのか
分からない。目標の期間の2.5倍を過ぎても、実際
にはめどさえ立たない現状は、ごく普通の人間がご
く普通に判断すれば、失敗だったというのが、ごく
普通の評価だと思います。
　輸出が好調な大企業だけは空前の利益を上げて、
内部留保の額は史上最高。トリクルダウンが起き
て、次第に下まで富が滴り落ちてくるというのが、
新自由主義の説明（言い訳？）ですが、そんな夢物
語が起こるはずもなく、少なくとも、土地家屋調査
士のうちの99％のところへは、ひとしずくも落ち
てきません。
　とりわけ土地家屋調査士の世界では、報酬額基準
が撤廃されたことと、公共調達の原則的な発注形態
が一般競争入札に移行したことが主な原因で、深刻
な価格破壊がここ数年続いています。しかも、低価
格入札の結果、不具合事例が数多く発生しており、
低価格が土地家屋調査士を枯渇させるよりも前に、
土地家屋調査士制度自体への不信感から、土地家屋
調査士制度そのものの存続を危うくしています。
　当協会は、かつての調査士会の報酬額基準の
80％相当額をベースに、毎年、国土交通省が定め
る設計業務委託等技術者単価の変動に応じた見直し
を行って、当協会独自の業務報酬額運用基準を定め、
これにより随意契約での受注を継続しています。

　当協会が、随意契約を主張するのは、私利私欲に
よるものではありません。土地家屋調査士業務が委
任業務であるからにほかなりません。特に、土地家
屋調査士業務の根幹部分である筆界を見つけ出す作
業は、請負であるはずがなく、委任であるからです。
しかも、高度な専門知識と法律的判断を要する委任
契約である以上、委任者と受任者の間には強い信頼
関係があって初めて成立するものであり、価格の高低
だけで決めてよいものであるはずがないのです。ここ
にも、新自由主義の弊害が象徴的に表れています。
　当協会は、今後も随意契約の旗を高く掲げていき
ます。それこそが当協会の社員だけでなく、すべて
の土地家屋調査士の幸せとなり、また、土地家屋調
査士制度を守り育てることで、広く国民の不動産の
権利の明確化の維持発展に寄与できるものと確信し
ています。
　土地家屋調査士の仕事は「３Ｋ」（きつい、汚い、
危険）だといわれ、嫌われてしまっていますが、同
様に「３Ｋ」といわれる建設土木業界で盛んにいわ
れているのが、給料が良く、休暇が取れ、希望の持
てる『新３Ｋ』です。「給料が良い」は、土地家屋
調査士の報酬が良いと言い換えられるだけでなく、
現状は多くの調査士事務所が補助者のいない一人事
務所であることを考えると、給料を払えてしかも良
い給料を払うのは、極めて高い目標といっていいか
もしれませんが『新３Ｋ』を目指して、大阪土地家
屋調査士会、大阪土地家屋調査士政治連盟共力を合
わせて、前進していきたいと思います。
　結びに、この一年が皆さまにとりまして、より良
い年になりますよう心からお祈り申し上げて、新年
のご挨拶とさせていただきます。

『３Ｋ』から『新３Ｋ』へ
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
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牛歩の道を
　30周年に向かって

大阪土地家屋調査士協同組合　理事長　　甲　斐　健　児

　新年あけましておめでとうございます。会員・
組合員の皆さまはお健やかに新しい年をお迎えに
なられたことと存じます。
　昨年の大阪土地家屋調査士会後援レクリエー
ションは初めての試みとしまして「水族館見学＋
バーベキュー」を行いました。今回は吹田市の「万
博記念公園」で午前中にゆっくりと水族館を見て
いただき、午後からはバーベキュー会場へ移動し
ました。雨天でもバーベキューが行えるよう屋根
付きの会場でしたが、幸い秋晴れに恵まれ無事終
了することができました。後援していただいた大
阪土地家屋調査士会やお世話いただいた方々への
感謝の気持ちでいっぱいです。
　ところで私も理事長に就任して３期５年目を迎
え、毎日調査士業務に追われながら理事長職を務
めております。しかし、ここ数年は当協同組合の
業績が思わしくなく、ネガティブな気分に陥りが
ちです。
　平成８年に当協同組合が発足して以来10年ほ
どは、保険取扱事業、法務局でのコインコピー事
業、各種斡旋事業などいろいろな収入源に恵まれ
てきましたが、それ以降は大阪会会員数の減少や
オンライン申請の普及で印紙や用紙販売の落ち込
み、長期にわたる経済環境の低迷で保険加入者数

や斡旋件数の減少等が原因で、悪戦苦闘の連続で
す。
　この苦境を脱するべく、利益の出る事業を開発
しなければと、役職員一同知恵を絞り、いろいろ
アイデアを出すのですが、なかなか思うような成
果を挙げるに至っておりません。
　土地家屋調査士の象徴である「桐マーク」を作
業服や帽子に付けて商品化したり、20周年を記
念して、18金製調査士会員バッジを制作・販売
しましたが、いま一歩というところでした。
　これからも試行錯誤を繰り返しながら、牛歩の
道を30周年に向かって踏み出していきます。
　今後とも大阪土地家屋調査士会会員の皆さま、
そして組合員の皆さまのご助言と温かいご指導を
お願い申し上げます。
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調査士制度の充実と
　　発展は私たちの手で

大阪土地家屋調査士政治連盟　会 長　　　加　藤　幸　男

　新年明けましておめでとうございます。　　　
　会員の皆さまにおかれましては、ご家族おそろ
いで健やかなる新年をお迎えになられましたこと
と心からお慶び申し上げます。　
　昨年は衆議院の解散に伴い、第48回衆議院議
員総選挙が行われ、与党が安定多数の議席を確保
され、これからのわが国の安定と繁栄に向け、政
策を実行していただけることと存じます。
　このたびの選挙にも、大阪土地家屋調査士政治
連盟といたしましては調査士制度に深いご理解と
ご指導、ご協力を賜わっております多くの候補者
を推薦させていただき、当政治連盟の役員、会員
の皆さまの多大なるご協力で大阪での候補者全員
がご当選されました。
　今回の選挙も当政治連盟は隣接資格者の政治連
盟よりも積極的な活動を行い、各政党と候補者各
位に調査士の存在をアピールできたと思います
し、多方面から評価をいただいており、選挙後、
各政党と候補者各位からそのお礼のご挨拶をいた
だいたところであります。
　今後、この実績を踏まえてご当選されました各
議員に国民の皆さまのためにある制度であること
を旗印にして制度充実と発展に向け、役員一同た
ゆまぬ活動をしていきたく思います。
　国の制度とシステムを変えるのは地方から変え
なければ変わりませんので、まずは大阪から調査
士制度についてのシステムの改善を図り、国に働
き掛けたく思っております。
　それらの活動の財源は政治連盟の会員さんから
賜わっております貴重な会費で賄っております
が、その成果の恩恵は等しく全会員が享受されて
います。
　一部の会員の心温まる厚いご理解で頂戴してお
ります会費で政治活動を行い、その成果を政治連
盟の会員になっておられなく、汗も流されていな

い多くの大阪会会員各位が享受されています。
　大阪会の現在の会員数は1,028名（11月１日
現在）で当政治連盟に入会していただいている会
員は512名です。加入率は49.8％であります。
　「俺は政治に関心がない」とか「現在の政権与
党を支持していない」等々の種々のご事情とお考
えはあるにせよ、まず私たちは調査士であり、制
度があるからこそ事務所を経営し、補助者を雇用
し、家族を養い、生活していることは変わりのな
い事実であります。
　今後も調査士として事務所経営を行い、より良
い生活と人生を送るためにはより一層の制度発展
を目指し、皆さまが「調査士になって良かった
…！！」と思えるような制度にいたしたく思いま
すので、どうか未加入の会員の皆さまの温かいご
理解とご協力を伏してお願い申し上げます。制度
を守り、発展させるのは国民の皆さまでも法務省
でも調査士会のみでもありません。会員一人ひと
りです。
　各位におかれましては、本年がより良い年であ
りますことをご祈念いたしております。

謹　賀　新　年
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　干支（えと）とは十「干」十二「支」（じっかんじゅうにし）からきています。この干支のカウント方法は少し
変わっていて、甲子（きのえね）・乙丑（きのとうし）・丙寅（ひのえとら）…という具合に両方が進んでいきます。
60歳のお祝いを「還暦」と呼ぶのは、干支の周期が60年であることに由来するそうです。2018年は戊戌（つちの
えいぬ）で、60年周期の35番目に当たります。
　さて、戌（犬）は忠誠心の強い生き物とされ、人類と最も長い付き合いのある動物であるともいわれています。
そして、戌年生まれの人は「尊敬する上司や同僚に対して忠実に従い、確実に仕事をこなしていく」というタイプ
の人が多いといわれています。
　戌年生まれの有名人には深田恭子さんや吹石一恵さん、海外ではマザーテレサさんやマドンナさんがいま
す。また長きにわたり国会議員としても活躍された西川きよし師匠も戌年生まれだとか。「小さなことからこつ
こつと」。とても素敵な言葉ですよね。そんな戌年生まれの会員の皆さまに今年の抱負を語っていただきました。

戌年生まれの会員　今年の抱負

現在・過去・未来

北支部　　　
横山　慶子

　新年あけましておめでとうございます。健やかに
新春をお迎えになったことと思います。
　本年は戌の年です。恒例の原稿依頼がありました
おり、元会長としては「年齢がバレるので・・・」
とは言えず、会報で久しぶりに皆さまにお目に掛か
ることとなりました。
　思い起こせば、一回り（12年）前には、本会の
研修担当の副会長でした。研修部が創設され、質、
量共に十分な研修を会員の皆さんに提供すること、
生涯教育の重要性、ポイント制の導入、研修で、自
己の中に力を蓄え、それを糧として、社会からの期
待に応えられる資格者であらねばならない、と日々

「研修」づけの毎日でした。
　さらにその12年前は、広報部理事で、調査士に
必要な「広報活動」とは何ぞや、と広報一色の日々
でした。このように常任理事、副会長、会長として
長く役員を務められたこと、会長選挙のおり、また、
在職中にいただいた会員の皆さんの温かいお心は、
大変にありがたく、長く心の支えとなっています。
　また、おかげさまをもちまして、平成27年春に
黄綬褒章をいただいたことは、皆さんのお力添えと
深く感謝しています。と、書くとこれでもう、すご
ろくでいうところのアガリ、めでたし、めでたし、

と思われるかもしれません。
　ところが、さにあらず、現実はそうでもありませ
ん。毎日、事務所で声をからし、現場では、暑い寒
いとつぶやき、お金勘定をして・・・と相変わらず
の日々です。
　役員を退任したことで、少し時間ができましたの
で、旅に出られるようになりました。季節ごとの花
を愛で、蒼い海の色に驚き、おいしいモノをいただ
き、ついでに体重も増える、という旅です。
　次の戌年、12年先もワンワン、キャンキャンと
にぎやかな日々であればいいなと思っています。
　あちらこちらに出掛けられる健康と美しいものに
感動できる心を持ち、しなやかに年齢を重ねていき
たいと思っています。
　戌の年が皆さんにとって、良い年となりますよう
に！！

「お父さんの仕事って？」

南支部　　　
髙橋　正和

　新年明けましておめでとうございます。
　「戌年会員の抱負」ということで執筆の依頼を受
けましたが、新年の抱負といったことを年頭に掲げ
ることなく生きてきた身ですので、私にとっての課
題である「土地家屋調査士とは何ぞや？」というテー
マで進めさせていただきます。しばし駄文にお付き
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合いください。
　「土地家屋調査士とは何ぞや？」といっても小難
しい話ではなく、土地家屋調査士の仕事を小学生で
も分かるよう説明できるようになりたい、ならなけ
ればという話です。
　この思いを持つようになったきっかけは、まだ娘
が小学生のころ「お父さんの仕事」について調べて
きなさいという宿題で「お父さんの仕事って？」と
聞かれたときのことです。「お父さんの仕事はねえ、
土地家屋調査士といって・・・」と、ここで言葉に
詰まってしまいました。さて、娘に「土地家屋調査
士」の仕事がどういったものなのかを説明しようと
あれこれ考えてみるのですが、これがなかなか難し
い。登記がどうの、境界がこうの・・・。うーん、
小学生が分かるようにはどう説明すればよいのや
ら。娘は、答えに詰まっている私の横でタブレット
を使って音声検索し、画面の中の文章を読んで「ふー
ん」と一言。「お父さんは難しい仕事をしているん
やで」とごまかすのが精いっぱいでした。さて、皆
さんはどのようにご自身の仕事を説明されているの
でしょうかね。
　まあ、娘の宿題はこのときだけですが、現実には
これとよく似たシーンにしょっちゅう出くわしま
す。初対面の方との名刺交換のときや、隣接地の方
に挨拶するとき。親戚やご近所さんに説明しなけれ
ばいけないときもありますね。残念ながら、こう
いった場面で土地家屋調査士という職業をうまく説
明できていないと認めざるを得ないのが悩みの種で
もあります。最近、使っているのは「土地の境界の
測量をしている土地家屋調査士の髙橋です」という
挨拶。単なる「測量」という言葉に比べると、まだ
しっくりしているのですがあくまでも最初の挨拶の
ときだけで、今はまだ次に続く言葉が見つかってい
ないのが現状です。
　このことは行き着くところ、土地家屋調査士とい
う職業の知名度、認知度がアップしないことともつ
ながります。一般の方が私たちの仕事を目にするの
は、現場での測量作業というごく一部。これでは土
地家屋調査士と測量士を区別することは至難の業で
しょう。見えないところでどういったことをしてい
るのかを理解してもらえないかぎり、この仕事に「価
値」は生まれません。そのためには、一体どういっ
たことをする職業なのかを自分の中でもっと明確に
して、さらにそれを相手に分かりやすく伝える努力
をする必要があるのではないでしょうか。単に「測
量」という言葉でごまかさずに。

　ということで、今年も一年「土地家屋調査士とは
何ぞや？」をうまく説明できるように、そして娘が
私の仕事を友達に自慢できるよう、日々の業務を頑
張りたいと思います。
　

次の年男を無事に迎えるために！！

阪南支部　　
奥村　典裕

　昨年は、目の手術をしたり父が亡くなったりと何
かと忙しいまま60歳の年男を迎えることとなりま
した。
　自分自身はまだ若くて、諸先輩の後を追い掛けな
がら仕事をしていこうと思っておりましたが、よく
見ると会員名簿で私よりも前の人がかなり少なく
なっていることに気付きました。もうそんな歳なの
かと思いながらも、まだまだ体は元気なので、自分
ではそれほど年を取っているようには思っておりま
せん。
　といいますのも、年を取るに従い、いろいろとや
りたいことが増えまして、以前からの趣味であるチ
ヌ（黒鯛）釣りや読書、蕎麦屋巡りに加えまして、
ウォーキング（トレッキング）で熊野古道を歩いた
り、さまざまな古道や街道等を調べて歩いたりもし
ております。
　そうなると、とてもではありませんが時間が足り
ず、体がしんどいということに気付く暇もなく非常
に忙しい日々を送っているため、年男ということは
きれいさっぱり忘れておりました。
　いつかは四国八十八カ所や、西国三十三カ所を歩
きたいと思っていますし、この調子で年を取ること
を忘れていたいと考えています。
　数年前にどうしても記憶力が衰えているような気
がして、近所の医院へ認知症の診察に行きました。
　「先生、最近記憶力が落ちていろんなことをよく
忘れるんですが、認知症と違いますやろか？」と聞
きましたら「ああ、それは歳なりです」といわれま
した。安心したものの、歳なのかと少しショックを
受けました。
　それでも年を取ることは仕方ありませんので、ま
めにメモをしたり、忘れない工夫をして、家族や顧
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客、友人たちに迷惑を掛けないようにしていきたい
と思っています。
　次の年男を無事に迎えることができるように、こ
れからは今以上に心と体に気を付けていきたいと思
います。
　先日（平成29年９月）93歳のお客さんと話をし
ました。

「先生何歳ですか？」
「58歳です。」
「若いですなあ！」

目標を見定めて日々努力を！

天王寺支部　
松本　博樹

　明けましておめでとうございます。
　私は昭和45年生まれ、48歳になります。
私には中学生になる娘がおり、昨年から陸上をやっ
ています。
　私も中学、高校と陸上をやっていましたので、子
どもが同じ競技をしているとうれしいものだとあら
ためて思いました。今、娘はもっと速く走りたいと
日々練習を頑張っています。
　陸上つながりで、昨年陸上界では大きな出来事が
ありました。桐生祥秀選手が念願の日本人初の100
ｍ競技で９秒台を出し、大いに話題になりました。
　しかし、ここ１、２年の彼は、なかなか良い結果
が出ず、また他の選手の台頭もあり、苦しい時期を
過ごされたものだと思います。それでも、目標をも
ち、自分を信じ、日々努力を重ねた結果、偉業を成
し遂げたのだと思います。
　独りで仕事をしていると、なかなか思うように仕
事ができずイライラしたり、人に頭を下げ過ぎて心
が折れそうになったり「もうええわ」と投げ出した
くなります。しかし、そこで弱い自分に流されず、
もう一度目標を見定めて日々努力をし、自己を打ち
破っていけるよう頑張っていきたいです。
　また、戌年の私は普段どちらかというとにぎやか
な小型犬のようだと思いますが、職務上ではどっし
りと構える大型犬でいたいと思っています。顧客の
皆さまに信頼していただけるよう、20年、30年と

まい進してまいりたいと思っております。
　最後に、いつも自分の支えになってもらっている
家族、またいろいろと相談に乗ってもらっている支
部の先輩方そして仲間たちに感謝し、私の今年の抱
負とさせていただきます。

健康第一

大阪城支部　
朝倉　　努

　新年あけましておめでとうございます。
　今回「戌年会員の抱負」ということで原稿の依頼
をいただき、あらためて今年で48歳になるんだなぁ
と実感しております。年齢的に若くはないのです
が、土地家屋調査士としては昨年の４月登録なので
まだ １年目の新人といったところで、日々新鮮な気
持ちで仕事に取り組んでおります。
　今年の抱負を考えてみますと…なんといっても

「健康第一」でしょうか。何を当たり前のことをと
いわれるかもしれませんが、ここ数年仕事にしても
私生活でも健康でなければ充実した時間を過ごす
ことができないと思うことが多くなってきました。
40歳を超えてくると体の具合の悪いところが出て
くるもので、私の場合腰の調子が良くなく、動くの
も面倒になる状態の日もありました。また、健康診
断では高血圧と診断される始末。私が所属する土地
家屋調査士法人の社員は、フルマラソンに挑戦した
り、毎週バスケットボールの試合や練習に参加した
りして健康維持に努めていますが、私は週末に息子
の少年野球の練習に参加（見学？）する程度で明ら
かに運動不足。また、毎晩遅めの夕食にビールの飲
み過ぎで私の下腹は年々着実に成長していく一方。
　「このままではいかんっ！」と心の中で叫んでみ
るものの、何もしていないのが現状なので、今年は
積極的に体を動かそうと思っています。いきなり
ハードなトレーニングはできませんが、ウォーキン
グなどから始めて昔からの趣味であるスノーボード
に行く時間を増やしたり、登山にもチャレンジした
いと考えています。
　仕事の面では、さまざまな意見を取り入れるため
に諸先輩方との交流を大切にしたいと思っていま
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す。所属する大阪城支部はフレンドリーな方が多
く、支部の会合やレクリエーションに参加した際に
貴重なお話を聞くことができ、大変助かっています。
　次回の戌年のとき、私は60歳。うかうかしてい
るとあっという間に時間は経ってしまうでしょう。
そのときを笑顔で迎えられるように、一年一年、一
瞬一瞬を大切に「健康に」過ごしていきたいと思い
ます。

ほどほどに

中河内支部　
杉本　典之

　新年あけましておめでとうございます。
　私は今年で60歳になり還暦を迎えます。若いと
きは60歳の自分の姿が想像できませんでしたし、
そこまで生きないだろうと思っていました。この歳
になってみると視力や体力に衰えを感じ、さらに物
覚えが多少悪くなったように感じますが、病気もけ
がもせず、思ったよりも元気でいるなと思っています。
昨年病院に行ったのは歯医者ぐらいです。なんといっ
ても食べるものがおいしいと感じています。もとも
と食い意地が張っているせいか、よく食べます。毎
日、三食をおいしくいただいております。
　さて、私は八尾市に住んでいますが、近所を歩い
ていると、やたらに空き家が目立ちます。庭の木が
伸び放題、ごみが捨てられている、窓ガラスが割れ
ていたり、ひどいものは屋根の一部が落ちているの
もあります。
　住人が病院に入院しているのだろうか、介護施設
に入っているのだろうか、亡くなられて子どもが相
続争いしているのだろうか、などといろいろ思い巡
らすのです。このような空き家についての調査も仕
事の一部になるのかなと思っています。
　昨年を振り返ってみると、仕事のほか私事の雑用
が多かったことで、気持ちに落ち着きをもてません
でした。飲みに行っても心底酔えない気がしていま
した。
　今年の抱負といっても、年初に何か目標を決めた
ことなんかなく、行き当たりばったりでした。まあ、
もう歳なので、とにかく健康に気を付けることを重

点にしたいと思います。まずたばこをやめること、
次に酒をひかえること、そして運動をすること、さ
らにオンとオフの切り替えをはっきりすることなど
です。後の二者はある程度できると思いますが、節
酒、禁煙は自信がありません。正月から飲んだくれて、
禁煙したといいながら最後にならないたばこを吸って
いるような気がします。ほどほどに頑張ります。
　今年もよろしくお願いいたします。

徒然なるままに

北河内支部　
武下　恒雄

　新しい年を迎えました。今年は年男、気付けば早
や干支を６周してしまいました。思い起こせば、独
立して42年を迎えることとなります。
　今日までいろいろな方々にお会いし、さまざまな
ことを教えていただきました。今となっては、その
すべてが、未熟な私には無駄ではなかったと感慨ひ
としおです。
　こんな印象深いことがありました。隣地所有者に
封書で測量挨拶文をお送りした際、宛名が○○殿と
なっていました。大阪のホテルに呼び出されて「宛
名に殿を使うとはどういう了見だ、人をばかにして
いるとしか思えない」とおしかりを受けました。非
常に懐かしくもありがたい思い出です。皆さんに教
えてもらうことばかりでした。
　事程左様に、調査士の皆さん、事務局の皆さんに
も数え切れないほどお教えをいただきました。本当
にありがとうございました。
　この仕事は、“お客さまあっての物種！お客さま
は神様です”この気持ちは一生持ち続けることで
しょう。
　さて、最近、準天頂衛星が上がりましたね。近い
将来ＧＰＳとドローンを利用しての測量も始まるの
でしょうか。知識を広げ見守っていきたいものです。
　それと、最近不安なこともあります。法律を作っ
ている人は国会議員ですが、議員さんの中で、土地
家屋調査士と測量士の違いを分かる人がどれくらい
いるでしょうか。
　私たち土地家屋調査士も法律の中で生きていかな
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ければなりません。土地家屋調査士の今後を考える
ならば、もっと議員さんに活躍していただかなけれ
ばならないのでは？と考えますがどうでしょう。具
体的に何をすべきか、否々今のままでいいのか、若
い先生方にお願いするとしましょう。
　私の今年の抱負というより、日々の心掛けは、適
度な運動を欠かさず、健康な日々を過ごしたい。病
に倒れて以来、ただただ、肝に銘じて努力中です。
いつのころからか、自分ではこれぞ天職！！と思
えるまでになりました。どうぞ、無事happy retire
を迎えられますように。
　皆さんのご活躍を祈念するとともに、ご交誼をい
ただいた大勢の皆さまに心から感謝申し上げて、筆
をおきます。

流れにおいていかれないように

豊能支部　　
濵田　真輝

　新年あけましておめでとうございます。
　昭和57年３月17日生まれ。本年が年男となると
いうことで支部長から連絡があり、今年の抱負を文
章にするようにとのこと。
　一体何をお話しすればよいのか分かりませんが、
あらためて自分が土地家屋調査士として登録をして
何年目になるのだろうと振り返ってみると既に登録後
７年目を迎えておりました。補助者歴を含むと10年
以上土地家屋調査士業に携わっていると知り、感慨
深い気持ちになりました。20代前半のころは定職に
もつかずプラプラと過ごしていた自分が、土地家屋
調査士という責任ある仕事を10年も続けてこられ
たのは誇れることです。
　しかし、土地家屋調査士の諸先輩の方々からすれ
ば10年なんてまだまだヒヨッコであることも自覚
しております。
　これから先10年、20年とこの仕事を続けていく
中では業界全体の大きな変化も当然あると思いま
す。測量技術でも次々と新たな手法が出てくること
でしょう。その流れにおいていかれぬよう日々アン
テナを張っていかなければならないと考えておりま
す。

　そして、2018年の抱負、１年は一瞬で過ぎ去る
中で何ができるだろう…そうだ！　ゴルフの飛距離
アップを目指して筋トレをしよう。

いつも通り

堺支部　　　
小林　俊彦

　新年明けましておめでとうございます。
　平成30年、今年の干支は戌年です。戌年生まれ
の私に「今年の抱負」というお題の執筆依頼の白羽
の矢が突き刺さってしまいました！　一体誰がこん
な企画をしようと思いついたんや「迷惑な！」と思
いながらも、まあ私も支部役員経験があり、依頼す
る側の気持ちも分からないではありません。執筆依
頼をお受けすることにしました。
　さて「今年の抱負」といわれましても困ったもの
で、今年も例年と変わらず「いつも通りにやる」の
一言で片付いてしまいます。
　これで終わらせていただけると、とてもありがた
いのですが、そういう訳にもいきませんので、いつ
も通り何をするのか？を、ちょこっと書いてみよう
と思います。言うまでもなく土地家屋調査士の仕事
は多岐にわたりさまざまなことをしなければなりま
せん。調査、測量、図面作成、聴聞、申請等々細か
な内容を挙げるとキリがありませんが、その中で
も、測量について私の「いつも通り」を取り上げて
みたいと思います。
　「測量」というと「測量士でもあるまいし、調査
士が測量にかかわってどうするねん？」とおっしゃ
る方もいるかもしれませんが、私は少しこだわって
みたいと思っています。例えば区画整理が実施され
た１街区が２×５の10個の区画で構成されたその
中の一つの区画を分割してほしいという依頼を受け
たとき、私は依頼を受けていない９筆を含め基本的
に１街区を丸々測ります。１街区の四隅に多角点を
設置して閉合させます。もちろん閉合差は０（ゼロ）
を目指します。すべての区画の関係性に矛盾や食い
違いのないよう確認、調整をします。当たり前のこ
とを当たり前に行います。実際無駄な作業が多いか
もしれませんが、遠回りこそが実は近道だったりす
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ることもあると思います。
　これが私のいつも通りで、今年もいつも通りに過
ごそうかと考えているのですが、会員の皆さまはい
かがでしょうか？　今年は何か新しいことに挑戦し
ようと考えている方もいらっしゃるのではないで
しょうか。そんなすべての会員が幸せに過ごせる１
年になることを祈りつつ。

継続は力なり！

泉州支部　　
酒井　　健

　新年あけましておめでとうございます。
　今年は年男ということで、48歳になります。
資格を取ったのが平成11年で、平成17年に開業し
てから、今日まであっという間に過ぎて、法律や環
境が目まぐるしく変わってきたと思います。
　昨年まで支部の副支部長を２期させていただきま
して、今期は非調査士活動排除委員をさせていただ
いており、普段できない貴重な体験をさせていただ
きました。
　仕事に、商工会の役や、町内会の役などある中で、
昨年から定期的な運動を始めました。健康診断で、
いろいろと不具合を指摘されまして、体の衰えを実
感してきたところで、なんとかしないといけないと
思い、ジムに通い、ソフトバレーを始めました。お
かげで、健康診断の数値も正常になり、体も軽くなっ
たように思います。それと、40歳から始めたゴル
フもやっと100を切ることができました。
　これから迎える50代に備えて、引き続き頑張り
たいと思っております。「継続は力なり」とありま
すが、何事も継続することが難しいと思いますの
で、体力を維持しながら、健康寿命を延ばすことが
目標であります。
　また、昨年度から泉南市の空家等対策協議会の委
員として泉南市空家等対策骨子案の策定について参
画させていただき、泉南市の空家問題について学び
ながら、土地家屋調査士として、社会貢献できるこ
とをアピールしてまいりました。空家問題は各市町
村で協議が行われておりますが、安全で快適な街づ
くりのお手伝いができると思いますので、引き続き

頑張ってまいります。
　最後に、これからも土地家屋調査士として継続し
て業を営むことができるように日々精進してまいり
ますので、本年もよろしくお願い申し上げます。

人生を振り返って！

三島支部　　
流王　英樹

　新年あけましておめでとうございます。
　昭和45年生まれ、早くも４回目の年男を迎える
ことができました。年男として今年の抱負について
の原稿依頼を受け、これまでの人生を振り返ってみ
ました。
　１回目の年男、12歳のころは、生まれ育った静
岡県浜松市の田舎で中学生でした。そのころ、テニ
ス部に所属していた私は、とにかく部活づけの毎日
だったことを覚えています。
　２回目の年男、24歳のころは、浜松を離れ東京
の大学に通っていました。バブルがはじけ、前年ま
で人材確保のため頻繁に研究室に来ていた大企業が
全く来なくなり、面接なしで内定をもらえていた企
業も新卒採用なしという就職氷河期に就職活動を
行っていました。
　３回目の年男、36歳のころは、土地家屋調査士
試験を受けるべく、司法書士事務所に勤めながら試
験勉強をしていた時期でした。結婚４年目で、周り
からは「そろそろ子どもを・・・」といわれていま
したが、試験に合格して食べていけるまでは子ども
を作れないと思っていたのを思い出します。試験日
はお盆明けの日曜日、緊張で試験前夜は眠れませ
ん。ちょうど「24時間テレビ」の放送日で、今で
も「24時間テレビ」を見ると当時を思い出し、少
し憂うつな気分になります。
　そして４回目の年男、土地家屋調査士の仕事も
今年で10年目を迎えます。２人の子どもに恵まれ、
家庭円満です。
　開業当初は訳も分からず、行き当たりばったりで
業務を行っていましたが、一般業務の経験を積ませ
ていただいたこともさることながら、４年前から任
命された筆界調査委員の仕事、また、２年前から行っ
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ている不動産登記法第14条１項地図作成業務の経
験から、少しだけ土地家屋調査士の仕事の入り口に
立てたかなと感じています。
　この先、５回目、６回目の年男も土地家屋調査士
の仕事で食べていくために、日々研さんしていくこ
とを今年の目標としたいと思います。
　最後に、本年も会員皆さまのますますのご活躍と
ご多幸をお祈り申し上げます。

調査士の夢
「境界不明地の境界を決定していく」

南河内支部　
辻　　隆司

　新年あけましておめでとうございます。
　昭和21年生まれの年男、この世に生を受けて72
年。年回りも６回目を数えました。
　そして、土地家屋調査士の仕事を得て44年。会
員名簿を見ると、今は一番上に載っています。
　入会当時は、富田林管内の調査士も少なく、仕事
もあまりない状態でした。しかし、大都市の人口集
中で南河内地区にもその影響から農地山林が宅地化
し、住宅が建設されました。土地造成に伴う測量、
登記の仕事も増え、農村から街へと変化していき、
そのような中から土地神話が生まれました。土地は
持てば持つほど値上がりするという神話です。
　そして、日本経済はバブル経済に突入しました。
昼は仕事、夜は毎日飲み屋街をうろうろし、よく体
がつぶれなかったと思います。
　同業者で体をつぶした会員をよく見ました。そし
てバブル経済がはじけ、今度は仕事のない状態に落
ち込み、最近は少子高齢化が進んでいます。

　空き家、土地所有者不明という現象が増え、測量
の依頼を受け、隣接地に立会依頼に行くと空き家で
所有者不明ということがたびたびあります。
　新聞では、九州より広い面積が所有者不明、資産
価値や利用価値のなくなった土地が相続登記されな
かったり、相続放棄され、所有者不明になったりし
ています。
　土地神話の崩壊で大都市の一部を除き、土地建物
の不動産が負の資産となりつつあります。この問題
は、国、地方自治体、そしてわれわれ土地家屋調査
士会、政治連盟も真剣に考え、これから子どもたち
に優良資産としての不動産を残していくことを考え
る必要があります。
　最後に、われわれ土地家屋調査士の夢としては、
土地の境界に関する専門家であり「境界不明地につ
いては調査士が境界を決定していく」とこんな夢を
もつのもいいと思います。
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　平成29年度インターンシップが平成29年８月21
日（月）から９月１日（金）までの２週間（期間中
の土日は休業のため、実質10日間）にわたって行い、
今年度は社会事業部が担当しました。
　今年度は大阪会として近畿大学・関西大学・摂南
大学の３大学から４名、近畿ブロック協議会からの
依頼で立命館大学の学生１名を受け入れました。
　８月21日（月）の開講式に先立ち、正井利明社
会事業部副部長が「土地家屋調査士の主な業務」に
ついてのダイジェスト講義を行い、学生たちは真剣
な表情で受講しました。
　引き続き行われた開講式には大阪会から金子正俊
会長、近畿ブロック協議会から沢弘幸会長、山田一
博副会長、池谷一郎広報担当部会長が出席され、立
命館大学から高村学人政策科学部教授もご参加いた
だきました。金子会長、沢会長の挨拶の後、実習生、
受け入れ事務所の自己紹介があり、対面式を経て解
散、各事務所での実習となりました。
　８月22日（火）は午前中は各事務所で実習の後、
午後からは社会事業部理事が引率し、大阪地方裁判
所で法廷見学を行いました。まず、新館４階の空き
法廷で裁判所職員から頂いた資料を見ながら裁判所

の制度や裁判の種類、法廷の様子などの説明を受
け、法壇から見る法廷の風景を体験しました。
　その後、その日唯一行われていた裁判員裁判と新
件の刑事裁判を傍聴しました。実習生たちは授業で
は教わることのない刑事裁判の被告人の生い立ちを
目の当たりにし、これに強く印象を受けたようでし
た。

　法廷見学後、裁判所近くのタワーマンションの共
用ラウンジをお借りして、実習生と社会事業部理事
との座談会を行い、開講式後から当日午前中までに
実習生が体験した業務について報告してもらい、受
講動機などについてもお聞きしました。また、翌日

大阪地方裁判所

大阪会では３大学４名を受け入れ
平成29年度インターンシップ
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からの実習について予想される業務上の注意点につ
いて、各理事からの体験談を交えて意見交換を行い
ました。
　８月23日（水）から引き続いて各事務所での実
習を行い、最終日の９月１日（金）午後４時から閉
講式が行われ、実習生全員が元気な姿を見せてくれ
ました。式には金子会長、池谷部会長、京都会から
酒井規宏広報部理事が出席され、金子会長、池谷部
会長の挨拶の後、実習生と受け入れ事務所から実習
成果を発表していただきました。
　開講式で見たときより明るい様子で実習体験を発
表する実習生たちから、われわれ土地家屋調査士の
実務の一端を体験し、そこから得るものがあったも
のと感じ取れました。
　終了後に行われた懇親会の最後には実習生たちが
お互いの連絡先を交換するのを見て、彼らがこれか

ら先何年も交流を続けてもらえれば、それがこのイ
ンターンシップの何よりもの成果となるのではと思
いながら、無事２週間の行事日程を終了することが
できました。

（社会事業部理事・川口良仁）

インターンシップ受講生と受け入れ先事務所

学　生 大　学 受け入れ先事務所

池　田　　　悠 近畿大学 玉置　広和（大阪城）

小　野　祐　也 関西大学 神田章太郎（　北　）

横　江　美　佳 関西大学 加藤　充晴（三　島）

配　川　芽　生 摂南大学 中林　邦友（大阪城）

江　波　明日香 立命館大学 加藤　眞一（三　島）

平成29年度学生インターンシップ日程

８月21日（月） 学　　　生
10：00～11：30 土地家屋調査士講座

（ダイジェスト版）
11：30～ 開講式
11：35～ 会長挨拶
11：45～ 自己紹介
12：00～ 対面式（昼食手配）
13：00～ 解散　各事務所で実習

８月22日（火） 学　　　生
 9 ：00～11：30 各事務所で実習
13：15～ 大阪地方裁判所集合
13：20～ 空き法廷で説明

法廷傍聴
15：00～17：00 社会事業部理事との座談会

８月23日（水）
～31日（木） 学　　　生

 9 ：00～17：00 各事務所で実習

９月1日（金） 学　　　生
 9 ：00～ 各事務所で実習
16：00～17：30 閉 講 式
17：30～ 懇 親 会
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　池田　悠
はるか

（近畿大・玉置広和事務所）
　今回、玉置広和先生の事務所で２週間インターン
シップに参加させていただきました。私は学部のイ
ンターンシップ先の候補として目にするまで土地家
屋調査士という名前すら知らず、どのような業務を
行っているか全く知りませんでしたが、事務所の
方々の丁寧な指導のおかげで多くのことを学ぶこと
ができました。
　一つ目に土地家屋調査士の仕事が社会になくては
ならない仕事であると実感しました。それを実感し
たのが境界のプレートを入れる実習のときでした。
境界を入れる前は建物や溝等の位置からおおよその
境界を推定することができましたが、正確な境界の
位置はあいまいな状態でした。プレートの設置後は
正確な位置が目に見える形で確認できるようにな
り、おおよそという非常にあいまいな要素がなくな
りました。将来、紛争の火種となるような事柄を土
地家屋調査士の仕事によって事前に防ぎ、普段争い
なく安心して生活することができる社会の基盤を支
えているという大切な役割を果たしていると感じま
した。
　ニつ目に土地家屋調査士の仕事を通して、法学部
で学んだ民法といったさまざまな法が実務でどのよ
うな運用をされているか、法律を情報と実務の角度
から見ることができるようになり、知識と経験を深
く学ぶことができました。
　三つ目に土地家屋調査士事務所の業務で営業に同
行させていただくときや、現場での業務のときなど
多くの企業の方と出会い、今まで知らなかった業種
や企業について知るきっかけになりました。

実習生と受け入れ事務所からのひとこと
境界や登記の重要性とコミュニケーションの大切さを学んだ

　その他にも今回のインターンシップを通して、仕
事に対する責任・誇り・楽しさや社会人としての礼
儀といった土地家屋調査士の仕事以外の多くのこと
も学ばせていただきました。
　最後になりますが、２週聞という短い間でしたが、
大学では学ぶことのできないことばかりの貴重な体
験をさせていただきました。玉置事務所の皆さま、
本当にありがとうございました。今回の経験を残り
の学生生活や就職活動に生かしていきたいと思いま
す。

　★　玉置　広和会員（大阪城支部）
　地域の生

いくくに

國魂
たま

さんの子ども太鼓、盆踊り、地蔵
盆、インターンシップが終わり、夏の行事がすべて
完了。やれやれ。
　今年の池田君は、いろいろな趣味をもっています
ね。旅行、弓道、美術館めぐり、とても素晴らしい
ことです。いろいろな人と会い、話しを聞く、これ
は若いときにしかできません。将来の肥やしに必ず
なります。
　遊びたいとき、休みたいときにインターンシップ
に参加する勇気。どこの事務所に行くかわからない
不安もあると思うのに、池田君は最初ワクワクして
いますと話しましたね。この勇気とワクワクに感動
しました。
　将来どのような仕事についてもこの気持ちを忘れ
ずに、今回学習してもらった内容もあわせて活躍さ
れることを期待しております。
私は今、地域貢献の活動を主にしており、池田君も
地域貢献の活動もあわせて頑張ってください。
最後に、箱根の『彫刻の森美術館』と『箱根ラリッ
ク美術館』はぜひ見てきてください。それではまた
会える日まで。
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北
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）

　小野　祐也（関西大・神田章太郎事務所）
　このたびはインターンシップに参加させていただ
きありがとうございました。私は神田総合司法書士
事務所で、土地家屋調査士の業務を体験させていた
だきました。
　私は今回のインターンシップをきっかけに土地家
屋調査士という仕事を知り、登記という言葉は知っ
ていても、実際の登記簿を見るのも初めての体験で
した。それでも事務所の方々が丁寧に教えてくだ
さったおかげで、その業務の大変さと社会での重要
性を深く知ることができました。聞き慣れない言葉
や見慣れない機械なども多くありましたが、そのた
びに優しく教えてくださり、非常に楽しく充実した
10日間を過ごすことができました。
　最後になりますが、インターンシップを実施して
くださった事務所の方々と大阪土地家屋調査士会の
皆さまに感謝の言葉を伝えたいと思います。ありが
とうございました。この経験をこれからに生かして
いきたいと思います。

　★　神田　章太郎会員（北支部）
　今年度は、関西大学の小野祐也くんがインターン
シップ生として当事務所へ来てくれました。毎回感
じることですが、今回も真剣に学ぼう、少しでも社
会経験を積もうとする姿勢や意気込みが強く感じら
れ、当事務所も良い影響を受けることができました。
　短い間ですので教えられることは限定的ですが、
当事務所は土地家屋調査士、司法書士および行政書
士の兼業事務所ですので、それぞれの業務を通じ、
社会人としてのマナーや接客態度、心構えなどを可
能なかぎりお伝えしました。
　土地家屋調査士業務では、境界標の設置に同行し
たことで、日ごろあまり気にすることがないであろ
う境界標をじっくり観察し、境界の意味を学び、そ
の大切さを認識し、土地について新たな視点がもて
たのではないかと思います。

　司法書士業務では、不動産の代金決済立会に同行
したことで、不動産の売買がどのように進んで、ど
のように完結するのか、ある程度イメージできたの
ではないかと思います。
　いずれも業務のほんの一部でしかありませんが、
事務所の中で所員の電話応対や会話、業務態度を見
たり、同行の際にアドバイスや経験談、価値観を聞
いたりすることが、実は最も勉強になり、また良い
経験になったのではないかと思います。
　今後どのような業界に進まれるにしても（できれ
ば土地家屋調査士や司法書士の業界に入っていただ
くことを希望はしていますが）、今回の経験は必ず
役に立つと思います。
　小野くんをはじめ、インターンシップ生の皆さん
が、今後社会でご活躍されることをお祈りしており
ます。

三
島
支
部
の
加
藤
充
晴
会
員
と

横
江
美
佳
さ
ん
（
関
西
大
学
）

　横江　美佳（関西大・加藤充晴事務所）
　このインターンシップで土地家屋調査士の仕事だ
けでなく、さまざまなことを教えていただきました。
特に土地の測量や、境界の立会いはとても貴重な経
験で、測量の方法や境界の重要さを学びました。
　また、市役所や法務局にもたくさん連れて行って
いただき、毎日いろいろな人と関わり、信頼関係が
とても大切な仕事なんだなと感じました。他にもこ
こには書き切れないくらいたくさんのことを教えて
いただきましたが、特にこのインターンシップを通
じて、人とのコミュニケーションの大切さや事前準
備の大切さを学びました。仕事は、チームワークと
情報伝達をうまく行うことが大切なことや、前もっ
て必要なものを準備したり、必要な時間を計算して
動くことが必要であるとわかりました。
　最後になりますが、お忙しい中、さまざまなこと
を優しく丁寧に教えてくださった事務所の方々、本
当にありがとうございました。とても充実した10
日間でした。このインターンシップに参加すること
ができて良かったです。
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　★　加藤　充晴会員（三島支部）
　インターンシップ生の受け入れが今回何回目にな
るか、もう正確な回数はわからなくなってしまいま
したが、今回は今までで一番おとなしくて声の小さ
い女の子が来たなあ、というのが第一印象でした。
いろいろと話を聞いてみると彼女は関西大学政策創
造学部の３回生で、まだどの分野で就職活動してい
くのか迷っているとのことでしたので、不動産業界
の知識を簡単にかみ砕いて話をしました。
　彼女はとてもまじめな性格で、すべて一生懸命に
吸収しようとするのですが、気になったのは内気な
性格で自己表現が乏しいことです。どのような仕事
にしろ、良い仕事をして成功するためにはコミュニ
ケーション能力が重要なのは当然ですが、簡単に情
報が得られる社会ではどうもコミュニケーション能
力の低下が進行するようですね。自分の娘でもおか
しくない年ごろの彼女におせっかいの処世術を伝え
たつもりですが、今後の彼女の人生に役立つことを
切に願う、そんな２週間でした。

大
阪
城
支
部
の
中
林
邦
友
会
員
と

配
川
芽
生
さ
ん
（
摂
南
大
学
）

　配川　芽
め い

生（摂南大・中林邦友事務所）
　今回のインターンシップを通じて、さまざまな人
と交流をすることができたことがとても良い経験と
なりました。土地家屋調査士という資格とその業務
に触れられたことでの発見や学んだことがたくさん
ありました。ささいなことや大きなものもあり、受
講して正解だったと実感します。専門的な業務が多
く、とても短く感じられた２週間でした。受け入れ
てくださった事務所の方々もお忙しいのにご指導く
ださり、現場等へ連れて行っていただき、とても勉
強になりました。
　また、いろいろな資格をもった方々との交流をさ
せていただき、漠然と考えていた将来についての
イメージが少し具体的なものになりつつあります。
ずっと一本道だと思っていたのが、実は見方によっ
ては選択肢があること、また、何でも踏み込んでみ

ることなどたくさんのことを交流を通じて学び、気
付けました。
　あらためて期間中にお世話になった方々に感謝い
たします。ありがとうございました。

　★　中林　邦友会員（大阪城支部）
　毎年インターンシップ生を受け入れていて、毎年

「今どきの学生はまじめだなー」と感心しますが、
今年もまじめな学生さんでした。現場のほとんど無
い２週間でしたので、知り合いの弁護士、税理士、
社会保険労務士、公認会計士、公証人の事務所を訪
れ、各自の学生時代から新人社会人時代、今に至る
半生を話してもらいました。配川さんには、明日訪
れる資格者に対する質問を前日のうちに考えておく
ように指示をしておきましたので、自分なりの質問
をして、おのおのの資格者とさまざまな話題で話を
していました。このインターンシップを経験して自
分なりに少し成長してくれたように見受けられ、喜
ばしく思っています。最後にインターンシップ事業
を企画、運営していただいた社会事業部の皆さま、
本当にありがとうございました。

三
島
支
部
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大
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　江波　明日香（立命館大・加藤眞一事務所）
　私は大学で2016年度前期に受講した「土地家屋
の調査」という講義で初めて土地家屋調査士という
仕事を知りました。数年前から漠然と不動産関係の
仕事につくことができればいいなと考えていたの
で、講義を受けてもう少し学んでみたいと思い、今
回のインターンシップに参加することを決めまし
た。実際に多くの現場に行ったり、作業のお手伝い
をさせていただいていると、大学で座って講義を受
けているだけでは思い浮かばない疑問や発見があ
り、学びの意欲が日に日に増していきました。質問
にも丁寧に答えていただいて、毎日新しい知識を得
ることができるのがとてもうれしかったです。
　現場では、それぞれ違う問題点や判断のつきにく
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いものがあって、難しいと感じることが多々ありま
した。特に測量の作業では障害物のためになかなか
スムーズに進めることができない場面もありまし
た。しかし、経験と工夫でその状況に適した対応を
している姿はとても格好良くて、土地家屋調査士の
仕事に魅力を感じました。また、加藤先生に同行さ
せていただいていると、人とのつながりを何よりも感
じました。今まで人脈を意識したことはあまりありま
せんでしたが、仕事をする上で重要なものであると
気付きました。加藤先生はさまざまな知識をもって
いらっしゃって、多方面への知識も人脈を形成する
のに欠かせない要素の一つであると思いました。
　まだ２回生であると思って、具体的に就職につい
て考えたことはありませんでしたが、事務所の方々
とお話ししていると、今から将来を見据えて考えて
いかなければならないと感じ、これまでの学生生活
を振り返る良い機会となりました。
　10日間という短い期間でしたが、一日一日が濃
い、貴重な体験をすることができました。事務所の
方々にはお忙しい中、時間を割いてご指導していた
だき、とても感謝しています。この経験を生かして、
今後の学生生活を悔いなく過ごすことのできるよう
に、意欲的にさまざまなことを学んで知識を増やし
ていきたいです。

　★　加藤　眞一会員（三島支部）
　今回で７人目の受け入れです。今回は立命館大学
政策科学部の女子２回生です。
　色白で現場は大丈夫かいな？というのが第一印象
でしたが、大学のサークルで野外でのテニスをして
いるとのことで、なら大丈夫とお預かりしました。

趣味は書道とピアノ演奏とのことでご両親に大切に
育てられたお嬢さんなのでしょうね。１年前の１回
生のときに土地家屋調査士の寄付講座を受講してく
れていたので、制度のことはある程度理解してくれ
ていました。例年、受け入れ初日にミニ寄付講座を
実施するのですが、不動産登記のことは予備知識を
十分もたれていました。
　２週間の間にあいにく境界立会いの予定がなく、
代わりに現在茨木市内で実施されている大都市型
14条地図作成業務の立会いを見学させていただき
ました。また、関連資格者の友人を紹介して、宅地
建物取引士・不動産鑑定士・司法書士の話を伺える
機会を設けました。例年のごとく、小職の建築士系
の仕事の一環で行政のヒアリングや手続工程の作成
の補助なども体験いただきました。土地家屋調査士
業務としては区分建物表題登記の現地調査や土地調
書の作成、現況測量作業や杭入れ作業などを体験い
ただきました。デスクワークとフィールドワークが
半々という土地家屋調査士の醍醐味はご経験いただ
けたかと思います。
　将来は不動産系の職業につきたいとのこと、実家
の福井県に就職することを視野に入れているとのこ
と、土地家屋調査士はもちろん、士業の開業も選択
肢の一つとして考えたいとのことです。職について
報酬を得ることの大変さや大切さを経験いただいた
と思いますので、来年の就職活動・卒業後社会人と
してのご活躍を祈ります。
　また、このインターンシップの制度は土地家屋調
査士事務所の活性化の良いきっかけになりますの
で、受け入れ未経験の会員の皆さまはぜひご検討く
ださい。
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　平成29年10月21日（土）午後12時30分から大
阪市北区の「帝国ホテル大阪」で、泉州支部の神前
泰
ひろ

幸
ゆき

先生の黄綬褒章受章記念祝賀会が華々しく開催
されました。
 

　当日は台風の影響下にもかかわらず、先生のご人
徳か、全国各地から多数のご来賓が参集されました。
　大阪土地家屋調査士会の中林邦友副会長の開会の
ことばの後、受賞者である神前先生のご経歴が紹介
され、発起人を代表して同金子正俊会長から挨拶が
ありました。
　ご来賓を代表して、貝塚市長の藤原龍男様、日本
土地家屋調査士会連合会の岡田潤一郎会長からご祝
辞を頂戴し、祝電の披露に続き、岡田会長から記念
品が贈呈されました。今回は受賞者本人だけではな
く、共にご苦労された奥さまにも記念品が贈られ、そ
の後、神前先生のお二人のお孫さんから花束贈呈が
あり、そのときの神前先生のお顔が非常に印象に残っ
ております。神前先生の謝辞の後、大阪土地家屋調
査士会加藤秀治顧問の乾杯のご発声で祝宴が始まり
ました。

　しばし歓談の後、丸田恵都子様のアルパ（パラグ
アイハープ）の独奏、丸田様の伴奏で広沢孝美様の
独唱、柴田さとみ＆美ら唄三線太鼓の三線の演奏・
琉球舞踊で祝宴を盛り上げていただき、三線の演奏
には中林副会長も参加されておりました。
　最後に、松尾賢

まさる

副会長の閉会のことばで閉演いた
しました。
　神前先生には、これからも制度発展の担い手とし
てますますご活躍いただけると確信しております。

（社会事業部長・中島幸広）

神前泰幸会員　黄綬褒章受章記念祝賀会を開催
大阪市北区　帝国ホテル大阪
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『おいないさ美（うま）し国、伊勢志摩へ』

第32回 日調連親睦ゴルフ三重大会

全国から128名、大阪会から3名参加
　日本土地家屋調査士会連合会親睦ゴルフ三重大会
が日本土地家屋調査士会連合会中部ブロック協議
会、三重県土地家屋調査士会のお力添えで、平成
29年９月11日（月）、三重県志摩市の「近鉄賢島
カンツリークラブ」を会場に、全国から128名が集
まり開催されました。
 
 

　同コースは、伊勢志摩国立公園の美しい海と横山
の緑に囲まれ、リアス式の海岸線を巧みに取り入れ
たリゾートコースであり「ミズノクラシック」の開
催コースとなっていることでも広く知られていま
す。
　大会冠名『おいないさ美（うま）し国、伊勢志摩
へ』を堪能する余裕はありませんでしたが、天候に
も恵まれ、他会の土地家屋調査士との親交も深める
ことができ、良い一日となりました。
　大阪土地家屋調査士会からは、ＯＵＴ１組で大阪
土地家屋調査士政治連盟会長でもある加藤幸男日本
土地家屋調査士会連合会監事が岡田潤一郎日本土地
家屋調査士会連合会会長、林千

ち と し

年同前会長、椎名勤
全国土地家屋調査士政治連盟幹事長と、同６組で久
保加奈子総務部長が菊地啓介会員（札幌会）、徳永
美雪さん（愛媛会補助者）、伊藤秀三会員（広島会）
と回られました。当職はＩＮ15組で宮川善行・王
音夫妻（兵庫会）、古平真一会員（石川会）と回り

ました。
　この大会は親睦が目的であることの趣旨を良く理
解している３名は、スコアにこだわらずプレイでき
たものと思います。スコア・順位は個人情報（？）
ですのでここでは割愛しますが、緑映えるコースを
歩くだけで心が洗われていくようで楽しいラウンド

金子会長（右から2人目）

加藤会長（右から2人目）

久保部長（右から2人目）
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となりました。
　また、ゴルフ大会とは別に48名が観光コースに
参加されています。
　伊勢志摩サミットで会場となった志摩観光ホテル
での昼食が観光コースに入っており、他に賢島ク
ルーズ、伊勢神宮参拝、おかげ横丁散策等を組み込
んだコース選択は、参加者からはとても好評だった
ようです。
　私も、前日の前夜祭までに時間がありましたの
で、おかげ横丁に立ち寄り伊勢うどんを食しまし
た。好みにもよるのでしょうが、そこの名物をそこ
で食べられることはおいしさも倍増しますね。まさ
に「美（うま）し国」でした。

　さて、次年度の第33回ゴルフ大会は、中国ブロッ
ク協議会の協力で開催される予定です。私と同組の
兵庫会の宮川夫妻は、次回も必ず参加すると宣言し
て帰途につかれました。腕に自信のある人もない人
も参加されてみてはいかがですか。

（会長・金子正俊）

団体総合生活補償保険

： ：
上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。
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近ブロゴルフ大会 昨年のリベンジを果たす
第32回 近ブロ親睦ゴルフ奈良大会　団体戦で大阪会優勝

　平成29年10月16日（月）奈良県奈良市の「奈良
万葉カンツリー倶楽部」で、奈良県土地家屋調査士
会主催の近畿ブロック協議会親睦ゴルフ大会が開催
されました。
　前日の15日（日）、日本土地家屋調査士会連合会
の岡田潤一郎会長をお迎えして午後６時から「奈良
ロイヤルホテル」で前夜祭が盛大に開催されまし
た。大阪土地家屋調査士会からは金子正俊会長以下
６名が参加しました。当日は雨でしたので、翌日の
空模様を気にしながら散会しました。
　翌日、参加者の願いもかなわずあいにくの雨模
様。雨男の噂に違わぬことを見せつけた岡田会長の
挨拶もそこそこに、参加者63名（うち大阪会から
11名）がＩＮコース・ＯＵＴコースに分かれ、スター
トしていきました。その後、びしょ濡れになりなが
ら、全員がホールアウト。雨にもかかわらず実力を
発揮された方や、雨に負けてしまいスコアを崩す方

など明暗を分け、表彰式会場に参集しました。
　沢弘幸近畿ブロック協議会会長のご挨拶の後、い
よいよ成績がブービー賞から順次発表されていきま
した。大阪会は10位に野邊直紀会員（大阪城支部）、
７位に金子会長、３位に黒岡純二会員（大阪城支
部）、竹本貞夫監事（三島支部）が惜しくも２位に
入られました。個人戦はグロス77で回られた滋賀
会の田中敏也会員が優勝されました。一方、団体戦
では昨年は悔しい思いをしましたが、今年は大阪会
が優勝し、リベンジを果たしました。
　このゴルフ大会は今後は隔年となり、次回は、平
成31年に大阪会が当番会となり開催されます。ゴ
ルフ愛好会の皆さま、奮ってご参加いただきますよ
うお願いいたします。
　大会に参加していただいた皆さま、雨の中お疲れ
さまでした。次回開催時にもご参加いただきますよ
うお願いいたします。

（社会事業部長・中島幸広）

沢会長（左）と三島支部の２位入賞・竹本監事（右） 沢会長（左）と大阪城支部の３位入賞・黒岡会員（右）
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◇成績上位５名と大阪会会員の成績
　（順位、氏名、所属、アウト、イン、グロス、ハンデ、ネットの順）

　 優勝　田中敏也（滋　賀）　　39　　38　　77　　20　　57
　 ２位　竹本貞夫（三　島）　　49　　46　　95　　34　　61
　 ３位　黒岡純二（大阪城）　　49　　52　 101　　36　　65
　 ４位　橋詰繁美（兵　庫）　　41　　50　　91　　25　　66
　 ５位　阪田英司（和歌山）　　37　　39　　76　　10　　66
　 ７位　金子正俊（大阪城）　　56　　47　 103　　33　　70
　10位　野邊直紀（大阪城）　　54　　55　 109　　36　　73
　36位　加藤幸男（三　島）　　49　　50　　99　　15　　84
　38位　井上直次（阪　南）　　52　　54　 106　　22　　84
　40位　光井宏明（天王寺）　　54　　50　 104　　20　　84
　46位　中島幸広（中河内）　　63　　62　 125　　36　　89
　53位　中尾哲夫（ 堺 ） 　60　　58　 118　　23　　95
　59位　川口良仁（ 堺 ） 　64　　66　 130　　32　　98
　62位　久保加奈子（泉州）　　76　　69　 145　　36 　109
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　前日の雨が寒気を連れてくるとの予報に反し暖か
い日差しの中、平成29年11月15日（水）、第32回
大阪土地家屋調査士会支部長会ゴルフ大会（主催：
支部長会議、後援：大阪土地家屋調査士協同組合）
が開催されました。
　会場は前年度個人・団体ダブル優勝を飾りました
南支部の方々が幹事となって用意された奈良県山辺
郡山添村の「オークモントゴルフクラブ」。今年５
月26日（金）から28日（日）までの３日間、女子
プロゴルフ大会『リゾートトラストレディス』の会
場となったゴルフ場で、同クラブホームページの
コース紹介から引用しますと「大和高原の丘陵に雄
大に広がる３コース」「ゴルフの醍醐味を満喫する
ダイナミックなコースです」「ゴルフの帝王ジャッ
ク・Ｗ・ニクラウス氏が設計したダイナミックなチャ
ンピオンコースです。グリーンは、ベントワングリーン。 
冷静な判断力と高い技術が求められ、ラウンドを重
ねるごとに挑戦意欲を掻き立てる戦略性の高いコー
スと評価されています」というなかなかの難コース。
　午前９時24分、ＥＡＳＴ、ＷＥＳＴ、ＳＯＵＴ
Ｈの３コースに分かれ、総勢86人の参加者が個人
戦・団体戦の上位入賞を目指してスタートしていき
ました。参加者はホールアウト後、キャディマスター
にスコアを提出し、隠しホールによるダブルペリア

方式で順位を確定しました。
　表彰式は小川和德南支部長の司会進行で、三島支
部加藤眞一支部長（支部長会議議長）・全支部長登
壇の開会挨拶、金子正俊大阪土地家屋調査士会会長
のご挨拶、中林邦友大阪土地家屋調査士政治連盟副
会長のご挨拶、甲斐健児大阪土地家屋調査士協同組
合理事長のご挨拶と乾杯のご発声と続きました。い
よいよ、成績発表。賞位は１位から10位、20位、
30位、40位、50位、60位、70位、80位、ブービー
賞、ブービーメーカー賞、ベストグロス賞、ニアピ
ン賞、ドラコン賞、特別賞（抽選）と協賛企業や協
同組合からの賞品が多数用意されていました。

中河内支部が団体優勝！！
第32回支部長会ゴルフ大会　個人優勝も中河内支部の盛岡 寛会員

団体優勝の中河内支部の皆さん
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　今年度の個人戦優勝は中河内支部の盛岡寛会員。
団体戦優勝も中河内支部が収め、中河内支部の席は
歓喜に包まれ、中島芳樹支部長が優勝の挨拶をされ
ました。
　大会に参加されました皆さま、お疲れさまでし
た。また、早朝から受付、写真撮影や表彰式のご用
意など、お骨折りいただきました支部長会議や事務
局の皆さま、ありがとうございました。

 （社会事業部理事・川口良仁）

◇個人戦上位３位まで
　（東、南、西各コース、グロス、ハンデ、ネットの順）
　優勝　盛岡　寛（中河内）
　　　　－　45　47　92　21.6　70.4
　２位　花田　修（泉州）
　　　　46　－　45　91　19.2　71.8
　３位　阿部　孝信（阪南）
　　　　48　－　47　95　22.8　72.2

◇団体戦上位３位まで
　優勝　中河内支部
　２位　泉州支部
　３位　天王寺支部

◇ベスグロ賞
　藤原　秀浩（阪南）グロス85

◇ドラコン賞
Ｅ４ 中川　博嗣（天王寺）　中川　　繁（三　島）
Ｗ４ 松川　浩一（　北　）　小林　教張（豊　能）
Ｓ８ 前　　浩明（阪　南）　渡口　　優（泉　州）   

◇ニアピン賞
Ｅ３ 濵田　真輝（豊　能）　阿部　孝信（阪　南）
Ｅ６ 森　　建一（三　島）　花田　　修（泉　州）
Ｗ３ 和田　芳郎（大阪城）　盛岡　　寛（中河内）
Ｗ８ 和田　芳郎（大阪城）　藤原　秀浩（阪　南）
Ｓ３ 椋本　幸春（　北　）　野邊　直紀（大阪城）
Ｓ７ 中川　博嗣（天王寺）　白井　康之（　堺　）

加藤支部長から優勝トロフィーを受け取る盛岡会員 2位の賞品を受け取る花田会員
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　阪南支部は、平成29年10月９日（月・祝）に大
阪市阿倍野区の大阪市立工芸高校グラウンド・阿倍
野区役所周辺で行われた「あべのカーニバル」に参
加しました。

　昨年に引き続き、大阪司法書士会阪南支部、大阪
府行政書士会阿倍野支部、大阪府社会保険労務士会
大阪南支部、大阪土地家屋調査士会阪南支部の四士
会合同でブースを設け、広報活動を行いました。
　ブースには駒川まつりで使用しておりますダーツ
ゲームを設置しました。開始の午後１時から子ども
たちが並び始め、ゲームが始まるころには長蛇の列
となり、終了の午後５時まで列が途切れることがな
く、たくさんの子どもたちや家族連れで大盛況とな
りました。
　参加者の皆さまには景品のミルクせんべいと大阪
土地家屋調査士会のリーフレット、ボールペンを配
布しました。参加者から「土地家屋調査士って何し
てるの？」という質問もあり、業務内容についての

説明をさせていただき、土地家屋調査士をＰＲしま
した。他士会に比べ土地家屋調査士はまだまだ認知
度は低いなと痛感しました。
　その後、場所を移動して懇親会を開催し、他士会
の皆さまと意見交換を行い、大変有意義な時間を過
ごすことができました。皆さま、お忙しい中ありが
とうございました。
　今回の出店に際し、支部長をはじめ各副支部長、
幹事の皆さま、いろいろとご協力いただき、ありが
とうございました。
　来年も引き続き「あべのカーニバル」に参加する
予定ですので、ご協力お願いします。

（社会事業担当副支部長・阿部孝信）

今年の四士会は「あべのカーニバル」に参加
阪南支部 外部広報活動
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　平成29年10月15日（日）午前11時から第29回
中央区民まつりが大阪市中央区の「なにわの宮跡公
園」で開催され、大阪城支部として初めて参加いた
しました。天候はあいにくの空模様で、前日から中
止が決まった区民まつりなどもあり、どうなるもの
かと気をもんでおりましたが、当日の午前７時、小
雨が降る中、実行委員会に確認すると実施するとの
こと、半ば実施がないものと思い込みあきらめてい
たのでそれからの準備が大変です。
　慌てて支度を整え、いざ会場へ。
　既に同士数名が到着しており、早速準備に掛かり
ます。
　なにぶん初めてのことで要領を得ないまま、机の
配置・ポスターの掲載・ＰＲ用に新調した【のぼり】
の設置など行ったり来たりでようやく格好ができた
のが午前10時ごろ。スタッフ全員【Ｗｈａｔ ｉｓ 
土地家屋調査士？】の文字をあしらったユニホーム
シャツを身にまとい準備完了です。

 

　まつり開始が午前11時なので試行錯誤を繰り返
した催し物の距離当てゲーム（サイコロを振って出
た目の距離【メートル】を定点から歩測の位置に置
いたミラーをトータルステーションで測定する）の予
行演習では、日常業務で慣れ親しんでいるはずの距
離計測ですが、皆さんなかなかうまく当たりません。
　そうこうしているうちに、オープニングセレモ
ニー前からゲーム参加者がご来場され、早速本番開
始です。
　そして、最初にチャレンジされたご婦人、なんと
距離誤差１センチメートル、いきなりのニアピン賞
で豪華景品をお持ち帰りになられました（素人さん
の方が距離感があるようです）。
　その後も小雨の降りしきる中、ゲーム参加者は後

を絶たず、休む間もないほどの行列で175名（大人
80名、子ども95名）の方にゲームを楽しんでいた
だきました。
　一方、主目的の広報グッズ（業務内容リーフレッ
ト、ボールペンおよび12月８日（金）開催の大阪
自由業団体連絡協議会の無料相談会のチラシ）の配
布（配布人数190名）も順調に進む中、今回予定し
ていなかった登記相談をされたいとの申し出があ
り、対応させていただきました。 

　また途中、本会社会事業部長の中島幸広先生が激
励に来られ、差し入れまで頂戴しました（ありがと
うございました）。
　午後からは、雨脚が強まり、予定時間を短縮して
の引き上げとなってしまいましたが、予定通り進ん
でいれば、広報グッズ配布人数およびゲーム参加者
はそれぞれ300名程になったのではと思われます。
　今回は初めての参加で反省点も多々ありますが、
良い広報活動であったと思量いたします。
　また、今年度の反省点を踏まえ、次年度につなげ
ていければと思っています。
　最後に当イベントにご協力くださいました支部役
員、厚生部、社会事業部の皆さまありがとうござい
ました。

（社会事業担当副支部長・津本浩昭）

雨の中初めて中央区民まつりに参加
距離当てゲームは大人気。登記相談にも対応　大阪城支部 外部広報活動
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　平成29年11月12日（日）午前11時から「第14
回ファミリーウォークＤＥ人権」が堺市堺区の「大
仙公園」で開催されました。
　このイベントは堺人権擁護委員協議会（堺市・松
原市・高石市・大阪狭山市）、大阪法務局堺支局が
主催するもので、大仙公園を歩き３カ所のチェック
ポイントで「ことばスタンプ」を集めながら、人権
について考えることを目的として毎年この時期に開
催されているようです。
　ここまでを読むと土地家屋調査士とは関係ないよ
うな…。
　今年は、新しく赴任されました鳥山隆大阪法務局
堺支局長から「会場内で法定相続情報証明制度や空
き家問題などについての啓発活動をするので、土地
家屋調査士制度についてのＰＲもしてあげるよ」と
のありがたいお話が深井邦仁堺支部長にあり、深井
支部長からの要請で社会事業部で各種リーフレット
やボールペン、アニメジャー等のノベルティグッズ
を用意することとなりました。

 

　特に人員派遣要請などもされておらず、ただただご
厚意でお申し出いただいた鳥山支局長に感謝の意を
伝えるべく、本会の社会事業部ならびに堺支部の一
員として深井支部長とともに行かねばならぬと発意。
　日帰り支部旅行の翌日で疲労感も残る中、イベン
ト開始に間に合うよう先発した深井支部長、公園を
掃除されている元支部長２名に遭遇したり、筆者の
連絡ミスで来場されることをお伝えしていなかった
相澤褜

い な お

雄社会事業部理事とお会いしたり、お昼に食
べようと購入した饅頭がお餅？で固くて食べられ
ない等とちっちゃいハプニングに見舞われながら、
午後12時30分に堺支部の大山龍一総務担当副支部
長、小林俊彦広報担当副支部長と合流し、あらため
て鳥山支局長にご挨拶させていただきました。

　「せっかくなので、ぜひイベントにも参加してく
ださいよ」という鳥山支局長のお勧めもあり、この
日は立冬を過ぎたとは思わせぬ暖かい陽気で多数参
加する家族連れに紛れ、普段は有料で遠慮していた
公園内の堺市博物館、日本庭園、自転車博物館サイ
クルセンターを巡り、色づく紅葉を楽しみ、２日続
きの支部日帰り旅行の様相。
　スタンプを集め、受付でお土産をもらうべく列に
並び、係の方の「お子さんはいらっしゃいますか？」
の問い掛けに「お子さんではなく、おっさんが４人
です」。

　最後に鳥山支局長にお願いして、深井支部長との
記念撮影をし、少し歓談。
　ボールペンやアニメジャーは人気で、品切れの模
様。また、リーフレットも一般の方々はそれぞれ興
味をもたれたものを多数お持ち帰りいただいた様子
でした。
　空き家問題など市町村と提携して取り組むべき問
題についても意見交換をすることができ、有意義な
一日を過ごすことができました。　

（社会事業部理事・川口良仁）

第14回 ファミリーウォークＤＥ人権で広報活動！！

鳥山支局長（左）と深井支部長（右）
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高槻市・島本町と災害協定締結
　大阪土地家屋調査士会三島支部は平成29年10月
31日（火）、高槻市と「災害発生時における支援協
力に関する協定書」いわゆる災害協定を締結いたし
ました。また10月10日（火）に島本町とも同様の
協定を締結しました。これで支部管内は吹田市・茨
木市・島本町・高槻市と締結済みで残るは摂津市の
みとなります。摂津市とは２年越しで交渉中です。
小職の任期中には締結に持ち込みたいと考えており
ます。
　災害協定の対象となる災害はさまざまです。震災
や台風被害をはじめ、局地的な大規模火災、テロな
どが想定されます。特に震災では広域での被害が予
想され、そのようなときに土地家屋調査士として何
ができるかを想定して説明してまいりました。各市
でよくいわれるのが「罹災家屋調査」です。しかし、
土地家屋調査士は建築士とは異なり、被害度の認定
は専門外です。今回、高槻市で説明させていただい
たのは、一定の客観的尺度を設定してもらい、その
尺度をもって現地確認することで罹災家屋調査の支
援をさせていただくということです。もちろん土地
家屋調査士の専門である滅失建物調査の認定に関し
ても協力できることはいうまでもありません。
 

　高槻市とは市長室で濱田剛史市長との調印式を実
施いただきました。調印式には高槻市総務部長や高
槻市税務長にもご同席賜りました。濱田市長は弁護
士出身で、土地家屋調査士のことや境界紛争のこと
もよくご存じです。災害で特に復興段階での街の復
元には地籍調査が不可欠であることをお伝えしたつ
もりです。復興の段階での地籍調査の有効性は、昨
年三島支部で実施した地籍シンポジウムでＰＲさせ
ていただいた通りです。現在茨木市内中心部で実施

されている大都市型地図整備作業のような事業を高
槻市でもぜひ、とお伝えしました。
　もちろん実際に災害が発生したときにご協力いた
だくのは会員の皆さまです。もしかしたらご自身も
ご家庭や事務所も被害に遭うかもしれません。しか
し専門職として地位向上を狙うためにはこういった
社会貢献は不可欠です。三島支部の皆さんはもちろ
ん、大阪会の会員の皆さまにもぜひご理解いただい
て土地家屋調査士制度の地位向上を果たしましょ
う。最後になりますが、今回高槻市・島本町との協
定締結にご尽力をいただいた高槻市の山田直樹会員
にこの場をお借りしてお礼を申し上げます。

（三島支部長・加藤眞一）
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全国一斉！法務局休日相談所を開催
大阪は今年２ケ所で開催　調査士への相談件数は４件

　大阪法務局主催の「全国一斉！法務局休日相談所
（大阪法務局）」が平成29年10月１日 （日）午前10
時から午後４時まで大阪法務局４階会議室と今回は
大阪法務局堺支局９階会議室でも開催されました。
　この相談会は今回で７回目となり、法務省主催で
行政サービスの向上を図るため、全国すべての法務
局・地方法務局で開催され、場所も法務局・駅・デ
パー卜・コミュニティーセンターなどの利便性のい
い場所で行われました。
　相談対象は、法務局が所掌するすべての事務であ
り、大阪法務局（各支局・出張所）の方々も受付・
誘導・相談員として活躍され、また、関係団体とし
て大阪府人権擁護委員連合会、法テラス（大阪弁護
士会）、大阪公証人会、大阪司法書士会、そして大

阪土地家屋調査土会の各会が相談員を派遣し、実施
されました。調査士会も社会事業部から本局と堺支
局それぞれに午前と午後各１名を派遣し、担当に当
たりました。

　当日は日曜日ということで、事前ＰＲも各法務局
のホームページ、自治体の広報誌、ポスター等と多
種多様にわたったことが功を奏したのか、多くの方
が相談に訪れていました。
　表示に関する相談件数は本局では午前中２件、午
後から１件の合計３件、堺支局では午前中１件、午
後は残念ながら０件となり、利用者からは「参考に
なった」「分かりやすいアドバイスをいただいた」
等おおむね好評をいただけたようでした。

（社会事業部副部長・山田貴弘）

堺一日合同行政相談所に参加

　平成29年10月18日（水）午前10時30分から午
後４時30分まで、泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」に隣
接する堺市南区の泉北パンジョ５階「パンジョホー
ル」で、堺一日合同行政相談所が開設されました。
大阪土地家屋調査士会からは川口良仁社会事業部理
事と、同部副部長である私（正井利明）が前後半交
代で相談員として参加してきましたので、簡単に報
告をさせていただきます。
　この一日合同行政相談所は、総務省が設定してい
る「行政相談週間」（10月16日（月）から22日（日）
までの一週間）行事の一環として実施されていま
す。大阪土地家屋調査士会のほか、大阪法務局、堺
市、日本年金機構、大阪弁護士会、近畿税理士会、
大阪司法書士会、大阪府行政書士会、（一社）大阪
府宅地建物取引業協会、堺民事調停協和会、近畿管

区行政評価局、行政相談員の計12機関が、相談テー
ブルを並べて市民の相談に応じるもので、相談会当
日は140組もの多数の市民（合同相談会終了直後の
速報値）が相談に訪れました。
　中でも税理士と弁護士への相談希望者が群を抜い
て多かったように見受けられましたが、大阪土地家



第328号 35平成30年１月

屋調査士会の相談テーブルにも午前中に２組、午後
に２組と計４組の相談者が訪れ、土地の境界や建物
の登記のことについて相談して帰られました。相談
に来られた方々には、相談内容に応じた複数のパン
フレットやノベルティグッズのボールペンを持ち
帰っていただきました。皆さん、最後はにこやかな
顔で「ありがとうございました」といっていただ
き、土地家屋調査士としてこのような大きな合同相
談会に協力することができて本当に良かったと思い

ました。
　今回の合同相談会は行政（堺市）当局が主導とい
うこともあり、かなり力を入れた広報活動を展開し
たと担当者からお伺いしました。イベント広報活動
の重要性をあらためて認識するとともに、行政機関
との協力の重要性も再確認することができた貴重な
相談会でした。

（社会事業部副部長・正井利明）

懲 戒 処 分 事 例

懲　戒　処　分　書

事務所　大阪市中央区久太郎町一丁目５番31号
　　　　三星中央ビル７Ｆ
　　　　　土地家屋調査士　　池　田　大　助

上記の者に対し、次のとおり処分する。

主　　　　文

　土地家屋調査士法第42条第２号の規定により、
平成27年５月16日から１年の※業務停止に処す
る。

処分の事実及び理由

第１　処分の事実
　　 　当局の調査、大阪土地家屋調査士会の報告、

土地家屋調査士池田大助（以下「被処分者」と
いう。） の供述によれば、以下の事実が認めら
れる。

　１ 　被処分者は、土地家屋調査士の資格を取得
後、土地家屋調査士の登録（昭和53年４月３
日大阪第1857号 ）をした者である。

　２ （１）関係当事者
　　　ア　甲は、大阪司法書士会に入会している司
　　法書士である（以下「甲司法書士」という。）。
　　 　イ　株式会社Ａ事務所（現在の本店所在地：

○○市○○区○○四丁目○○番○○号。以下「株
式会社Ａ」という。）は、平成６年６月24日、

測量業務等を目的とし、有限会社Ａ事務所とし
て設立され、平成18年８月４日、商号変更し、
移行したことにより設立された株式会社であ
る。

　　 　ウ　株式会社Ｂ総合研究所（以下「Ｂ」とい
う。）は、平成20年１月７日、株式会社Ａから
の会社分割により、本店所在地を○○市○○区
○○○町○丁目○番○○号○○○○ビル７階と
して設立された株式会社であり、その後，本店
を移転した後、平成26年９月１日、株式会社
Ａに合併し、解散している。

　　 （２）被処分者が株式会社Ａ ・Ｂのために甲司
　　法書士と締結した契約
　　 　ア　被処分者は、平成19年４月23日、株式

会社Ａの代表取締役として、甲司法書士との間
で、「就業の場所　株式会社Ａ事務所（○○市
○○区○○○町○－○－○○ ○○ビル７階）」、

「仕事の内容　司法書士業務全般・調査士業務
全般補助」、「基本給　月給20万円」とする雇
用契約を締結した。

　　 　イ　被処分者は、平成20年１月７日、株式
会社Ａの代表取締役として、会社分割によりＢ
を設立し、同年４月１日、自らＢの代表取締役
に就任した。被処分者は、同年５月頃、Ｂの代
表取締役として、甲司法書士との間で雇用契約
を締結した。

　　 　ウ　被処分者は、甲司法書士との間で、① 
平成21年９月１日付けで、Ｂの代表取締役と
して、要旨下記（ア）の業務委託契約（以下「本
件業務委託契約１」という。）を、② 平成22
年１月10日付けで、株式会社Ａの代表取締役
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として、要旨下記（イ）の業務委託契約（以下
「本件業務委託契約２」という。） をそれぞれ締
結し、本件業務委託契約１及び２に係る契約書
に、代表取締役としての記名・押印と併せ、「土
地家屋調査士　池田大助」と記名、押印した。

　　　 （ア）本件業務委託契約１
　　　 　a 甲司法書士は、株式会社Ａの取引先から

紹介された顧客から受任した司法書士業務に
関する事務処理の代行をＢに委託する。

　　　 　b Ｂの親会社である株式会社Ａは、甲司法
書士に代わって依頼者から報酬等を受領し
て、Ｂに支払い、Ｂは甲司法書士に対し、「元
請けフィー」を支払う。

　　　 　c なお、同契約においては、同社が受ける
委託費の額ないし算出方法は定められていな
い。

　　　 （イ）本件業務委託契約２
　　　 　甲司法書士は、株式会社Ａに対し、受任に

係る司法書士業務に関する報酬の集金代行を
委託し、株式会社Ａは、集金した中から受託
費（同社が受注した不動産登記の表示に関す
る業務の報酬を控除した司法書士業務の報酬
の20％）を差し引いた額を、Ｂを通じて甲
司法書士に支払う。

　　 　エ　Ｂと甲司法書士は、平成23年10月31日
付けで、本件業務委託契約１を合意解除した。

　　 （３）上記（２）の契約関係の下で甲司法書士
　　にさせた業務処理
　　 　ア　被処分者は、株式会社Ａにおいて、同社

の代表取締役として、甲司法書士の雇用後、大
手の不動産の仲介業者等から、司法書士の資格
で行う登記申請手続等の業務（以下「司法書士
業務」という。）を受注し、甲司法書士に、株
式会社Ａの従業員として、同社が受注した司法
書士業務を処理させた。

　　 　イ　被処分者は、平成20年５月頃、Ｂの代
表取締役として、上記（２）イのとおり、甲司
法書士の雇用を同社によるものに切り替えた後
も、上記アと同様の形態で司法書士業務を行わ
せ、同社名義で毎月給与を支払った。

　　 　ウ　被処分者は、平成21年９月、Ｂ及び株
式会社Ａの代表取締役として、上記（2）ウの
とおり、甲司法書士との契約関係を切り替えた
後も、それまでと同様の形態で司法書士業務を
行わせた。甲司法書士は、契約上は委託費との
清算後の「元請けフィー」の支払を受けること

になるが、少なくとも平成21年12月までの間、
それまでと同様、Ｂからの給与名義の支払を受
け、その後も、毎月Ｂから提示された金額をそ
のまま受領していた。

　３ 　被処分者は、平成24年10月頃から平成25年
10月頃までの１年程度の間、土地家屋調査士
会に補助者の届出をすることなく、甲司法書士
に、測量の補助業務を行わせた。

　４ 　被処分者が大阪土地家屋調査士会綱紀委員会
に提出した事件簿（平成19年から平成23年分
まで） 及び領収書控えは、日本土地家屋調査士
会連合会の定める様式で作成されておらず、領
収書については、発行名義人や受領した報酬額
の内訳も記載されていない。

　５  （１）被処分者は、平成24年12月21日及び平
成25年２月22日、大阪土地家屋調査士会の付
託による綱紀委員会の調査に対し、自らの執務
状況の調査について、株式会社Ａ及びＢに関係
する質問に対する回答を拒否した。

　　  （２）被処分者は、平成26年３月６日、当局
による事情聴取に対し、自らの執務状況の調査
について、株式会社Ａ及びＢに関係する質問に
対する回答を拒否した。

　　 （３）被処分者は、自らの執務状況について、　
　 　大阪土地家屋調査士会綱紀委員会委員長から平

　成24年11月21日付け、平成25年１月28日付
　け、同年４月５日付け、同月16日付け、同年
　６月20日付け文書により提出を求められた資
　料のうち、被処分者に関する事件簿、年計報告
　書及び領収書控え以外の資料、株式会社Ａに関
　する資料、Ｂに関する資料の提出を拒否した。

第２　処分の理由
　１ 　司法書士法第73条は、司法書士会に入会し

ている司法書士又は司法書士法人でない者は、
司法書士法第３条第１項第１号から第５号まで
に規定する業務を行ってはならない旨規定して
いる。

　　 　これによれば、非司法書士法人が，司法書士
業務に従事させる目的で、司法書士会に入会し
ている司法書士を常時雇い入れて、司法書士法
第３条の業務を行わせ、報酬を同法人自らの収
入とし、被準用者たる司法書士にはその者の実
績による業務収入額とは関係なく同法人又はこ
れと密接に関連する者から定額の給与を支払っ
ている場合は、司法書士法第73条に抵触する
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と解すべきである。
　　 　被処分者が株式会社Ａ及びＢの代表取締役と

してした上記第１の２（２）・（３）の行為は、
これに該当する。よって、被処分者は、非司法
書士法人に司法書士業務を行わせ、同条に違反
させたということができる。

　２ 　土地家屋調査士法施行規則（以下「規則」と
いう。）第23条第２項は、調査士は、補助者を
置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査
士会に届け出なければならないと規定してい
る。被処分者の上記第１の３の行為は、この規
定に違反する。

　３ 　規則第27条第２項は、領収書には、受領し
た報酬額の内訳を詳細に記載しなければならな
いと規定し、大阪土地家屋調査士会会則（以下

「会則」という。）第103条第１項は、連合会の
定める様式による領収証正副２通を作成し、正
本は、これに記名し、職印を押して当該依頼者
に交付しなければならないと規定し、規則第
28条第１項及び会則第104条第１項は、連合
会の定める様式により、事件簿を調整しなけれ
ばならないと規定している。被処分者の上記第
１の５の行為は、これらの規定に違反する。

　４ 　加えて、規則第40条第４項は、調査士は、
法務局及び土地家屋調査士会の執務状況の調査
について、正当な理由がなければ調査を拒んで
はならないと規定し、会則第55条は、会員は、
正当な理由がなければ綱紀委員会の調査を拒ん
ではならないと規定している。被処分者の上記
第１の５の各行為は、これらの規定に違反す
る。

　５ 　これら被処分者の各行為は、上記各規定のほ
か土地家屋調査士法第２条（職責） 、第24条（会
則の遵守義務） 、会則第90条（品位保持等） 、
第91条（会則等の遵守義務） の各規定に違反
する非違行為に該当する。

　６ 　被処分者の上記各非違行為は、常に品位を保
持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
公正かつ誠実にその業務を行うべき土地家屋調
査士の職責をないがしろにし、土地家屋調査士
に対する国民の信頼を損なうものというほかな
く、その責任は重大であるといわざるを得な
い。

　７ 　よって、土地家屋調査士法第42条第２号の
規定により、被処分者を主文のとおり処分す
る。

　　 　なお、この処分に不服があるときは、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に法務大臣に対して審査請求をする
ことができる。

　　 　おって、この処分につき、取消しの訴えを提
起しようとする場合には、この処分があったこ
とを知った日の翌日から起算して６か月以内
に、国を被告として（訴訟において国を代表す
る者は法務大臣になる。） 提起しなければなら
ない（なお、処分があったことを知った日の翌
日から起算して６か月以内であっても、処分の
日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを
提起することができない。)。ただし、審査請
求をした場合には、処分の取消しの訴えは、そ
の審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内、又は当該裁
決の日の翌日から起算して１年以内に提起しな
ければならない。

　　平成27年５月15日

大阪法務局長　富田一彦

※ 本件は、平成27年５月27日から平成28年12月６
日まで及び平成28年12月12日から平成29年９
月28日までは、その執行が停止されたため業務
停止期間の満了日は平成30年９月10日となる。
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　平成29年11月11日（土）午後１時30分から平
成29年度の厚生事業としまして、大阪土地家屋調
査士会後援のバーベキューイベントを吹田市の「万
博記念公園」内の施設で開催しました。
　参加者数は、大人104名、子ども20名の合計124
名で、そのうち62名の方は午前10時から海遊館が
プロデュースした体験型水族館「ニフレル」を見学
し、ちょうど開催されていた「生きものとアートに
ふれる展」を楽しんでいただきました。
　当日は少し肌寒い気温でしたが、明け方に降った
雨も集合時間のころには降り止み、平地でも紅葉が
少しずつ色づき、日本の四季の中で色だけで最も季
節を感じられる秋の深まりを体感できました。

　また、バーベキューが始まるまでのひととき
に、 公 園 内 の 散 策 や、 商 業 施 設 の「ら ら ぽ ー と
EXPOCITY」で買い物などを楽しんでいただきま
した。

大阪土地家屋調査士協同組合だより
大阪土地家屋調査士会 後援の

バーベキューイベント（レクリエーション）を開催しました

　メインイベントのバーベキューでは、甲斐健児理
事長の挨拶、ご来賓の大阪土地家屋調査士会松尾賢

まさる

副会長の乾杯で始まりました。都心とはいえ自然の
中、炭火で焼く肉はおいしく、ご家族のグループは
もちろん、普段は仕事以外であまり交流のない支部
会員間での集まりでもあり、和気あいあいと終始に
ぎやかな雰囲気でバーベキューを楽しみ、交流の輪
がより深まったと思います。
　また、用意させていただいた食材や飲み物もほぼ
完食され、梶谷信

のぶ

副理事長の閉会の挨拶で無事終わ
ることができました。
　後援いただきました大阪土地家屋調査士会をはじ
め、ご参加いただきました組合員・会員・ご家族・
従業員の皆さま、誠にありがとうございました。

　次回のレクリエーションも皆さまが気軽に参加し
て楽しんでいただけるイベントを企画したいと思い
ますので、よろしくお願い申し上げます。

太陽の塔

EXPOCITY内のオオサカホイール
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　前号で、大阪青年土地家屋調査士会会長の加藤充
晴から、平成29年度の施策方針を発表いたしまし
た。
①大阪府下各行政資料（情報）収集のまとめ
②測量支援システムの研究・構築
　それぞれにＰＴを立ち上げ、協議をしつつ進めて
いっております。特に①につきましては、各担当に
分かれてそれぞれの行政に出向き、調査を始めまし
た。一通りの調査が終わりましたら、まずは一度そ
れをまとめていきたいと考えております。
　調査をしていると、各行政で対応がまちまちで
あることが実感されます。これは実務を行う上で
も、皆さん感じられていることかもしれません。そ
ういった意味でも、今回のこの事業で少しでもまと
まった資料等が作成でき、皆さまのお役に立てれば
と思っています。行政の担当者にも、出来上がった
ものを見てみたいとおっしゃる方もおられました。
行政の方も、他の所との取り扱いの差を意識すると
いうことがあるのかもしれません。「自分のところ
だけが特異な対応をしているな」など認識してもら
う機会となり、改善してもらえるとなれば、今後の
業務がやりやすくなる、といった副産物も期待でき
るかも？ 

大阪青年土地家屋調査士会だより
　取りあえず、一通りまとまりましたら会員の皆さ
まに、提供していきたいと考えております。
今、進めております事業のほかにも、業務に関する
研修等も検討しております。過去には、３Ｄスキャ
ナーやＱＧＩＳ、ＵＡＶ（ドローン）についての研
修なども行いました。最新の知識や業務に直接関わ
ることなど、いろいろと考えていきたいと思ってお
ります。また、そういった研修だけでなく、会員同
士でのバーベキューや、釣りなどの同好会活動も
行っていますので、支部を越えた仲間づくりもでき
ると思います。ぜひ会員になって、皆で調査士を盛
り上げていきましょう。

≪新人会員募集≫
　われわれは新人会員を随時募集しております。
　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。
　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。（賛助会員も会費年額6,000円です。）
　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/

（広報部・奥田祐次）
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大阪土地家屋調査士政治連盟だより

2017年衆議院選挙
　平成29年９月28日（木）の臨時国会での衆議院
解散を受け、実施された第48回衆議院総選挙。大
阪土地家屋調査士政治連盟では所属政党にこだわら
ず土地家屋調査士を理解し、制度を推進される議員
を推薦いたしました。
　今回の選挙に当たっては、大阪府の19区ある広範
囲な選挙区の中、当政治連盟の役員をはじめ支部会
員の皆さんにも応援と支援協力をいただきました。
　おかげさまで大阪選挙区では推薦した各議員全員
が当選されました。当選議員の皆さんには引き続き調
査士制度の発展に寄与されることを願っております。
政治連盟の活動って？
　さて、会員の皆さまからは「政治連盟は何をして
いるかわからない」「活動が見えない」という声を
よくいただきます。政治連盟の目的は「土地家屋調
査士制度の充実・発展」です。制度を守るためには
制度を知ってもらうことから、と活動しており、こ
うした選挙時での活動をはじめ、日々会合や勉強会
などを催し、制度アピールに努めています。
　土地家屋調査士制度についての勉強会は国会議員
はもちろんのこと、大阪府議会議員や大阪市議会議
員の方々とも開催し、制度の充実と発展に努力して
います。
土地家屋調査士議員連盟
　土地家屋調査士制度は法令に基づいて維持されて
いますが、不変ではありません。あぐらをかいてい
るうちに他資格で補える・必要ないと判断されれ
ば、改正されてしまいます。
　そこで、制度の維持や改革を進める法案を立案す
るための手段として、土地家屋調査士制度に関する
議員連盟の創設がありますので少し触れておきます。
　「議員連盟」（略して議連といわれる）は、法案の

検討・立案をするには議員一人では対応に限界があ
ります。そのため、各政党の議員により土地家屋調
査士制度の改革のために議連を組織してもらい、議
連の働き掛けで省庁をまたぐ懸案や社会問題解決の
ため、時には超党派議連を結成し、立法化と予算化
を目指します。もちろん調査士制度に関心がなけれ
ば創設されません（ここで日々の活動が生きてくる
わけです）。
　議連の名称は各政党で違いますが、例えば自民党
では「土地家屋調査士制度改革推進議員連盟」とい
う名称で、平成28年末では130名を超える議員で
組織され、調査士制度に関して研究会や協議会を開
催して改革推進に尽力いただいております。
　超党派議連創設にはまだ道半ばではありますが、
最近の成果では、空家等問題対策として平成27年
に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置
法」で付帯決議に土地の境界の明確化がうたわれ、
各市町村の協議会でも土地家屋調査士が構成員とし
て関与し始めたのは、記憶に新しいところです。
　当政治連盟でも「調査士制度」についてはもとよ
り「地図混乱地域」や「地籍調査事業」についての
勉強会や懇談会を開催しており、議連とのパイプ役
を担っています。
政治連盟への入会を！
　ところで、議員が土地家屋調査士のために動いて
いるのに、当の調査士自身が制度に無関心というの
は恥ずかしいかぎりです。
　まだまだ政治連盟への入会率は低く、調査士制度
の改革を胸を張っていえる状況ではありません。将
来への改革・発展のためにも、政治連盟に入会し、土
地家屋調査士の明るい未来づくりに参加しましょう！

（広報部）

土地家屋調査士制度の充実と発展のために！
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第33回定時社員総会を開催
　平成29年９月22日（金）午後２時から大阪市北
区の「ホテルグランヴィア大阪」で第33回定時社
員総会を開催し、すべての議案が原案通り可決承認
されました。
　来賓として、大阪法務局民事行政部総務課長脇本
佳昭様、同部不動産登記部門首席登記官降

ふりはた

簱元様、
一般社団法人大阪公共嘱託登記司法書士協会代表理
事佐々木俊明様、大阪土地家屋調査士会副会長松尾
賢
まさる

様、大阪土地家屋調査士協同組合理事長甲斐健児
様、大阪土地家屋調査士政治連盟会長加藤幸男様に
ご臨席を賜りました。

　その後、同ホテル内に会場を移し、懇親会を開宴
しました。
　来賓として、八尾市長田中誠太様、一般社団法人
大阪公共嘱託登記司法書士協会代表理事佐々木俊明
様、大阪土地家屋調査士会副会長松尾賢

まさる

様、大阪土
地家屋調査士協同組合理事長甲斐健児様、大阪土地
家屋調査士政治連盟会長加藤幸男様、公認会計士勝
山武彦様にご臨席賜りました。

新役員および理事の業務分掌
理 事 長　横山幸一郎　（総括）
副理事長　井之上　貢　（総務・経理）
副理事長　舩原　大

ともひろ

弘　（指導研修・業務）
常任理事　與倉　郁朗　（総務部長・業務）
常任理事　笹本　一雄　（経理部長）
常任理事　竹中　愼二　（指導研修部長・業務部長代行）
常任理事　流王　英樹　（業務部長）
理　　事　竹内　玄

もとのり

徳　（総務部次長・業務）
理　　事　西谷　俊治　（業務部次長）
理　　事　織田　敏秀　（業務）
理　　事　藤澤　　勤　（業務）
理　　事　西田　修

のぶひろ

尋　（業務）
理　　事　延山　奎

こうへい

柄　（業務）
理　　事　太田　保

や す き

樹　（指導研修・業務）
理　　事　金田　真一　（指導研修部次長・業務）
理　　事　石野　光俊　（総務・業務）
監　　事　佐野　紀夫
監　　事　山田　良和

近畿ブロック公共嘱託登記
土地家屋調査士協会連絡協議会

　平成29年10月６日（金）開催の近畿ブロック公
共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会第30回
通常総会の席上で、当協会理事長横山幸一郎氏が、
同連絡協議会の会長に就任されました。

＊  当協会では、社員を募集し
ています。

　 協会に関心のある方は、気
軽にお声掛けください。

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

大阪法務局民事行政部不動産登記部門　首席登記官　降簱 元様

近公連の会長に就任された横山幸一郎氏
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事務所変更（ ７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

葉　山　貴　規 ３２６８ 南河内 阪南 29・９・４
〒547-0027　大阪市平野区喜連二丁目７番24号
　　　　　　　　３F
　　　☎06－6797－3605　 06－6797－3606

宮　本　雅　文 １４５０ 堺 堺 29・９・ ５ 
〒580-0044　松原市田井城１丁目５番20号
　　　☎072－331－2426　 072－333－5120

中　島　純　一 ６０６ 堺 堺 29・９・14
〒590-0964　堺市堺区新在家町東三丁２番７号
　　　☎072－232－0695　 072－232－1570

真　野　恵　介 ３１０８ 北 北 29・10・30
〒531-0073　大阪市北区本庄西３丁目９番11号
　　　☎06－7174－4214　 06－4981－5276

西　谷　尚　志 ３２８７ 大阪城 北 29・10・30
〒530-0026　大阪市北区神山町８番１号　
　　　　　　　　梅田辰巳ビル２階
　　　☎06－4709－0355　 06－4709－0356

松　本　充　弘 ３２８９ 大阪城 大阪城 29・10・31
〒540-0038　大阪市中央区内淡路町１-３-11-802
　　　☎06－6940－1011　 06－6940－1010

岡　野　一　也 ２７５０ 堺 泉州 29・11・ ６ 
〒597-0051　貝塚市王子1056番地１　　　
　　　☎072－496－0818　 072－496－0819

会　員　異　動　（Ｈ29・12・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

飯　野　耕　治 ３３２３ 南 29・11・ １ 〒542-0082　大阪市中央区島之内２丁目８番30号
　　　☎06－6211－0068　 06－6212－6920

牧　野　晃　一 ３３２４ 豊能 29・11・ １
〒561-0802　豊中市曽根東町三丁目５番３　
　　　　　　　　コマウイング402号室
　　　☎06－6398－9853　 06－6398－9855

金　光　　　豊 ３３２５ 南 29・11・ １
〒542-0083　大阪市中央区東心斎橋一丁目４番１号　
　　　　　　　　オリエンタル東心斎橋ビル７階807号室
　　　☎06－4963－3812　 06－4963－3822

中　村　厚　志 ２４５０ 三島 29・11・17 〒569-0855　高槻市牧田町５番42-205号
　　　☎090－1159－0605　 072－658－8941
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退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ 14 名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

生　田　　　廣 ３１４９ 北 29・９・ ７ 退　会　→　業　務　廃　止

小　馬　哲　也 ２４０９ 阪南 29・９・ ８ 退　会　→　業　務　廃　止

藤　田　浩　志 ２３７０ 三島 29・９・12 退　会　→　業　務　廃　止

小　林　覺　成 ３２８２ 豊能 29・９・12 長　期　休　業

佐　田　俊　彦 １２４３ 南河内 29・９・20 業　務　廃　止

吉　田　憲　治 ２６６５ 北 29・９・22 業　務　廃　止

新　野　信　彦 ２８６７ 堺 29・９・28 業　務　廃　止

仲　谷　和　隆 ３２３１ 南 29・10・ ２ 京　都　会　へ

栗　田　明　宏 ２３７８ 阪南 29・10・ ４ 業　務　廃　止

釣　場　浩　三 ２８８２ 三島 29・10・ ４ 退　会　→　業　務　廃　止

園　尾　いこひ ３０５３ 北河内 29・10・10 退　会　→　業　務　廃　止

河　井　要　祐 １７７９ 堺 29・11・21 死　亡

山　内　幸　彦 ２５４３ 三島 29・11・30 会則第87条による退会

松　冨　憲　二 ２００１ 泉州 29・11・30 死　亡

法　人　事　務　所　会　員　関　係

新　規　登　録　事　務　所　　（ １ 法人）

名　　　称 法　　人
登録番号 支　部 社　　員・

会員登録番号

事務所所在地
主主たる事務所　従従たる事務所

（電話番号・ＦＡＸ番号）

土地家屋調査士法人
林事務所

12-0014-
12-0021

C052
北 灘本　純弥　3284

従　〒553-0003
大阪市福島区福島五丁目１番７号
☎06－4707－1400　 06－4707－1401

解　　散　　等　　（１法人）

名　　　称 法　　人
登録番号 支　部 社　　員・

会員登録番号

とのがい土地家屋調査士法人
13-0006-
12-0014

C040
南 仲谷　和隆　３２３１

（法人の退会）
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第８回常任理事会

　平成29年８月23日（水）午後４時から本会３階役
員室で第８回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、支部改編など次の各事項が審
議・協議された。
＜出席者・敬称略＞金子・松本・中林・松尾・久保・
佐野・髙山・中島（事務局）能勢・柳井原

①近畿ブロック事務局に関する打ち合わせについて
②民事調停委員候補者の推薦について
③調査士手帳の発注について

①各種行事への出席者の確認について
②貝塚市空家等対策協議会委員推薦について
③講師団名簿の更新に係る適任者の推薦について

①支部改編について
②支部登記事務等連絡会への正副会長出向について
③４階会議室ワイヤレスマイク設備新規購入について

第９回常任理事会

　平成29年９月13日（水）午後４時から本会３階役
員室で第９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５回理事会についてなど次の
各事項が審議・協議された。
＜出席者・敬称略＞金子・松本・中林・松尾・久保・
佐野・髙山・中島（事務局）能勢・柳井原

①大阪司法書士会との協議会について
②サイボウズofficeサービスライセンス更新について

①各種行事への出席者の確認について
②４階会議室ワイヤレスマイク設備新規購入について
③支部改編について
④第５回理事会について

①葉月の会について
②ＡＤＲ規則規程取扱マニュアル増刷について
③外部広報について
④ノベルティグッズについて

第10回常任理事会

　平成29年９月27日（水）午後３時から本会３階役
員室で第10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、新会員研修会の日程など次の
各事項が審議・協議された。
＜出席者・敬称略＞金子・松本・中林・松尾・久保・
佐野・髙山・中島（事務局）能勢・柳井原

①産学交流学術研究委員会規則の改正について

①  第５回理事会の運営について

①新会員研修会の日程および次第について

第11回常任理事会

　平成29年10月17日（火）午後４時から本会３階役
員室で第11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、産学交流学術研究委員会規則
など次の各事項が審議・協議された。
＜出席者・敬称略＞金子・松本・中林・松尾・久保・
佐野・髙山・中島（事務局）能勢・柳井原

①産学交流学術研究委員会規則について
②制度対策委員会委員の選任について
③各種行事への出席者の確認について

①三会会長会議について
② 第１回空家等対策問題協議会委員との意見交換会

について
③テレビ大阪での外部広報について
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④基準点管理システムのバージョンアップについて
⑤ 日調連発第３５号の依頼について社会事業部とし

て推薦する会員について
⑥枚方市空家等対策協議会委員の推薦について
⑦会員研修実施要領の改正について
⑧立命館大学寄付講座講師について
⑨筆界調査委員推薦委員会について

第12回常任理事会

　平成29年11月20日（月）午後３時から本会３階役
員室で第12回常任理事会が開催され、各部などか
らの報告事項に続き、支部改編など次の各事項が審
議・協議された。
＜出席者・敬称略＞金子・松本・中林・松尾・久保・
佐野・髙山・中島（事務局）能勢・柳井原

①制度対策委員会の現状報告について
②資料センターサーバーの移設について
③懲戒処分者のホームページ掲載について
④筆界調査委員の推薦について

①  平成29年度年末一時金の要求について
②支部改編について
③支部改編に伴う諸規則・諸規程の整備について
④ 第１回空家等対策問題協議会委員との意見交換会

について
⑤テレビ大阪での外部広報について
⑥基準点管理システムのバージョンアップについて
⑦調停員の推薦について
⑧各種行事への出席者の確認について
⑨第６回理事会について

①平成30年新年互礼会について
②告発等の案件について
③ 会員研修会について
④共済規則改正案について
⑤会員研修実施要領の改正について
⑥公嘱協会への要望書について
⑦平成31年度定時総会後の懇親会の可否について

第２回理事会

　平成29年５月26日（金）午後６時15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、各部長、支部長会議長、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　 日調連総会の代議員等の選出について
　［提案理由］　  日調連第74回定時総会（６月20日、

21日）の代議員および傍聴者の選
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

　平成29年６月７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　 専務理事の選任について
　　　［結果］　  全会一致で決議され、金子会長から

委嘱状が交付された。
②第２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。
③第３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。
④第４号議案　 名誉役員（顧問、相談役、参与）の

委嘱について
　　　［結果］　全会一致で決議された。
⑤第５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。
⑥第６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。
⑦第７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。　　
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ただし、紛議調停委員会の委員につ
いて、豊能支部から選出された佐野
理事が常任理事となり負担が大き
いことから、後日、同支部から１名の
候補者を推薦いただき、その被推薦
者を委員として選任することを常任
理事会に一任することが決議された。
また、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。

⑧第８号議案　 近ブロ定例協議会（総会）７月21
日（金）について

　　　［結果］　全会一致で承認された。
⑨第９号議案　役員報酬について
　　　［結果］　全会一致で承認された。
⑩第10号議案　感謝状贈呈について
　　　［結果］　全会一致で承認された。

第４回理事会

　平成29年７月26日（水）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・協議さ
れた。

①第１号議案　 支部改編について

①第１号議案　 平成29年度事業計画実施細目につ
いて

　　　［結果］　 趣旨に関係ない字句修正等について
は会長に一任することを含めて、賛
成多数で承認された。

②第２号議案　 境界問題相談センターおおさか運営
委員会委員の承認について

　［提案理由］　 境界問題相談センターおおさか規則
第５条第４項第１号に基づき運営委
員会委員の承認を求めるもの。

　　　［結果］　賛成多数で承認された。

◇　　　９　　　月　　　◇

１日 ・  インターンシップ閉講式（会館）
４日 ・  綱紀案件打ち合わせ（会館）
　　 ・  近ブロ業務部会（会館）髙山（恒）業務研

修部長
５日 ・  ＧＩＳ大縮尺空間データ官民共有化推進協

議会ワーキンググループ会議（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）中

山（髙）相談員
６日 ・  正副会長会議（会館）金子会長、松本・中

林各副会長
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）川

口相談員
　　 ・  非調査士活動実態調査（法務局本局・東大

阪支局）岡本非調査士活動排除委員長、久
保田同副委員長、藤原・金谷（在）・金谷（充）・
酒井各同委員

　　 ・  滋賀会綱紀委員会勉強会（滋賀会会館）能
勢専務理事

７日 ・  社会事業部会（会館）
　　 ・  綱紀委員会班別会議および全体会議（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）米

山相談員
８日 ・  紛議調停期日（会館）冨田紛議調停委員長、

田坂・大向各同副委員長、藤井・石﨑・山
本（一）各同委員

　　 ・  大阪市来会（空家問題）（会館）中島社会事
業部部長、山田（貴）同部副部長、相澤・
杉田各同部理事、冨岡会員

　　 ・  支部改編会議（会館）
　　 ・  総務部会（会館）
10日 ・  日調連ゴルフ三重大会前夜祭（ホテル志摩

スペイン村）
　　 ・  大阪市マンション管理支援機構主催マンショ

ン管理フェスタ2017（大阪市立住まい情報
センター）藤野業務研修部副部長、正井社
会事業部副部長

11日 ・  筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・  筆界調査委員養成講座（大阪府立労働セン

ター エル・おおさか）
　　 ・  日調連ゴルフ三重大会（近鉄賢島カンツリー

クラブ）
12日 ・  支部長会議（会館）
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　　 ・  支部長会議・常任理事会会議（会館）
　　 ・  事前打ち合わせ（会館）金子会長、中林・

松尾各副会長、久保・佐野財務部・髙山（恒）
業務研修部・中島各部長

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤
田（重）相談員

　　 ・  日本マンション学会2017年賛助会員交流会
（大阪市立大学文化交流センター）正井副
部長

13日 ・  常任理事会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）杉

田（育）相談員
14日 ・  綱紀案件（ＴＳ事案）打ち合わせ（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田（直）相談員
　　 ・  綱紀案件（ＴＳ事案）法務局との打ち合わ

せ（法務局本局）
　　 ・  所有者不明土地問題を考えるシンポジウム

（岐阜市・じゅうろくプラザ）正井副部長
19日 ・  財務部会（会館）
　　 ・  協同組合部長会（会館）佐野部長
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪

口（太）相談員
20日 ・  業務研修部会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）正

井相談員
　　 ・  非調査士活動実態調査（法務局守口出張所）

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

21日 ・  綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）垣

内相談員
　　 ・  民間総合調停センター広報・研修部会（大

阪弁護士会）
　　 ・  民間総合調停センター運営・財務部会（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臨時総会（大阪弁護

士会）
　　 ・  大阪市マンション管理支援機構平成29年度

常任委員会（大阪市立住まい情報センター）
藤野・正井各副部長

22日 ・  国民年金基金代議員会（奈良会会館）金子
会長、久保部長

　　 ・  地籍・地域慣習に関する研修会（彦根勤労

福祉会館）山田（貴）副部長
　　 ・  （公社）大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協

会第33回定時社員総会（ホテルグランヴィ
ア大阪）松尾副会長

25日 ・  筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・  会員紹介センター打ち合わせ（会館）橋本

会員紹介センター運営委員長、安田同副委
員長

　　 ・  合併準備会議（堺市 夕凪）
26日 ・  会館修繕打ち合わせ（会館）雨宮（敏）・塚

田総務部各理事
　　 ・  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）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙

山（恒）相談員
　　 ・  綱紀案件現場確認（寝屋川市）松本副会長、

雨宮（敏）理事
　　 ・  民間総合調停センターハーグ条約検討ＰＴ

（大阪弁護士会）谷川民間総合調停センター
支援連絡副委員長

27日 ・  常任理事会（会館）
　　 ・  理事会（会館）
　　 ・  正副会長打ち合わせ（会館）金子会長、松本・

中林・松尾各副会長、芳多監事、雨宮（敏）
理事

　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）濵
口相談員

　　 ・  紹介案件打ち合わせ（松島事務所）橋本委
員長、黒岡会員紹介センター運営委員

28日 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）羽
倉（昌）相談員

　　 ・  ＡＤＲ利用推進コンソーシアム大阪（大阪
弁護士会館）吉田（栄）境界問題相談センター
おおさか推進委員長

　　 ・  平成29年度「大阪の住まい活性化フォーラ
ム」第２回住まいの相談・評価・災害派遣
部会（大阪府庁本館）相澤理事

29日 ・  資料センター運営委員会（会館）
　　 ・  近ブロ正副会長会議（会館）金子会長
　　 ・  大阪府都市整備部用地課財産グループへの

安全対策に関する問い合わせ対応（大阪府
都市整備部用地課財産グループ）髙山（恒）
部長
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◇　　　10　　　月　　　◇

１日 ・  全国一斉！法務局休日相談所（法務局本局・
堺支局）正井・山田（貴）各副部長、相澤・
川口各理事

２日 ・  支部規則モデル説明会（会館）
　　 ・  綱紀委員会全体会議（会館）
３日 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）與

倉相談員
　　 ・  近畿大学吉川教授挨拶（近畿大学）金子会長、

中林副会長、正井副部長
　　 ・  会員紹介センター打ち合わせ（依頼者宅）

松島支部長、黒岡委員
４日 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）塚

田相談員
　　 ・  関西大学インターンシップ実習報告会（関

西大学）正井副部長
　　 ・  阪南・天王寺支部登記事務等連絡会（大阪

国際交流センター）松尾副会長、森次業務
研修部理事

　　 ・  非調査士活動実態調査（法務局富田林支局）
岡本委員長、久保田副委員長、藤原・金谷

（在）・金谷（充）・酒井各委員
５日 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西

田（修）相談員
６日 ・  第30回近畿ブロック公共嘱託登記土地家屋

調査士協会連絡協議会通常総会（ホテルグ
ランヴィア和歌山）金子会長

10日 ・  綱紀案件打ち合わせ（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安

岐相談員
11日 ・  社会事業部会（会館）
　　 ・  大毎広告（株）来会（会館）中島部長、山

田（貴）・正井各副部長、井手下・相澤・川口・
杉田各理事

　　 ・  （株）新通来会（会館）中島部長、山田（貴）・
正井各副部長、井手下・相澤・川口・杉田
各理事

　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森
脇相談員

12日 ・  財務部会（会館）
　　 ・  綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆

相談員
13日 ・  境界紛争解決支援センターふくしま来会

（会館）金子会長、吉田（栄）委員長、山脇

境界問題相談センターおおさか推進副委員
長、西田（寛）・辻田各同委員

　　 ・  賠償損害補償制度紛争処理委員会（会館）
　　 ・  図書整理（会館）久保部長、髙山（恒）部

長
14日 ・  和歌山会役員研修会（ルミエール華月殿）

久保・髙山（恒）各部長
15日 ・  近ブロゴルフ大会前夜祭（奈良ロイヤルホ

テル）
16日 ・  近ブロゴルフ大会（奈良万葉カンツリーク

ラブ）
　　 ・  表示登記実務研究会打ち合わせ（法務局本局）

髙山（恒）部長
17日 ・  常任理事会（会館）
　　 ・  綱紀委員会第１班会議（会館）
　　 ・  協同組合部長会（会館）中居財務部理事
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原相談員
　　 ・  平成29年度住宅の長寿命化リフォームシ

ンポジウム（大阪市西区・ｈｕ＋ｇＭＵＳ
ＥUＭ）正井副部長

　　 ・  民間総合調停センター広報・研修合同部会（大
阪弁護士会館）谷川副委員長、山脇民間総
合調停センター支援連絡委員

18日 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）雨
宮（敏）相談員

　　 ・  近畿管区行政評価局堺一日合同行政相談所
（堺市南区・泉北パンジョ）正井副部長、川
口理事

19日 ・  綱紀委員会全体会議および制度対策委員会
会議（会館）

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）守
屋相談員

　　 ・  近ブロ社会事業部会（兵庫会会館）中島部長
　　 ・  平成29年度立命館大学寄付講座成績優秀者

表彰式（立命館大学大阪茨木キャンパス）
中林副会長、正井副部長

　　 ・  大阪市マンション管理支援機構第６回常任
委員会（大阪市立住まい情報センター）藤
野副部長

20日 ・  中間監査会（会館）
　　 ・  筆界調査委員養成講座（考査）（大阪産業創

造館）
21日 ・  摂南大学2017年度インターンシップ全体報

告会（摂南大学）井手下理事
23日 ・  入会面談（会館）濵口総務部副部長、塚田



49第328号平成30年１月

同理事
　　 ・  綱紀委員会全体会議および制度対策委員会

会議（会館）
　　 ・  総務部打ち合わせ（会館）
　　 ・  総務部会（会館）
　　 ・  正副総打ち合わせ（会館）金子会長、松本・

中林・松尾各副会長、久保部長
　　 ・  資料センター運営委員会（会館）
　　 ・  近ブロ各会正副会長会議会場下見（ＫＫＲ

ホテル大阪）金子会長、久保部長
24日 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）吉

田（正）相談員
　　 ・  全国会長会議（25日も、東京ドームホテル）

金子会長
　　 ・  北河内支部登記事務等連絡会（ラポール枚方）

松尾副会長、森次理事
25日 ・  オンライン申請研修会①（会館）正井オン

ライン申請促進委員長、野邊同委員
　　 ・  綱紀委員会全体会議および制度対策委員会

打ち合わせ（会館）
　　 ・  業務研修部会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）川

口相談員
　　 ・  会報誌表紙写真掲載許可申請（平和不動産）

川口理事
26日 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

脇相談員
　　 ・  境界問題相談センターおおさか研修会（大

阪市立住まい情報センター）
　　 ・  弁護士との打ち合わせ（大阪市中央区谷町・

弁護士事務所）松本・中林各副会長
27日 ・  会員管理システム等打ち合わせ（会館）濵

口副部長、塚田理事
　　 ・  表示登記実務研究会（会館）
　　 ・  近畿財務局への挨拶および打ち合わせ（大

阪合同庁舎第４号館）山田（貴）副部長、
相澤・川口・杉田各理事

　　 ・  松澤元会員事務所訪問（会員証等回収）（東
住吉区・松澤元会員事務所）森脇理事

30日 ・  筆界特定室振分相談所受任受託についての
研修会（会館）

　　 ・  筆界特定制度推進委員会（会館）
31日 ・  境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹

本（貞）相談員

　　 ・  近ブロ広報部会（京都会会館）中島部長
　　 ・  高槻市災害協定調印式（高槻市）山田（貴）

副部長、川口理事

◇　　　１１　　　月　　　◇

１日 ・  ホームページ打ち合わせ（会館）正井副部長
　　 ・  制度対策委員会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）光

井相談員
２日 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧

本相談員
６日 ・  資料収集（会館）松本副会長、雨宮（敏）

理事
　　 ・  大阪司法書士会との協議会（ホテルモント

レ大阪 隨縁亭）
７日 ・  大阪城支部登記事務等連絡会（会館）中林

副会長、橋本業務研修部理事
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）中

山（髙）相談員
　　 ・  支部改編会議（池田市立カルチャープラザ）
８日 ・  社会事業部会（会館）
　　 ・  支部長会議（会館）
　　 ・  制度対策委員会打ち合わせ（会館）中林・

松本各副会長、芳多監事、雨宮（敏）理事
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）中

居相談員
　　 ・  大阪市立住まい情報センター平成30年度タ

イアップ事業個別ヒアリング（大阪市立住
まい情報センター）中島部長、正井副部長、
相澤理事

９日 ・  綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・  制度対策委員会（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）米

山相談員
　　 ・  北支部登記事務等連絡会（大阪市立住まい

情報センター）中林副会長、藤野理事
10日 ・  財務部会（会館）
　　 ・  近ブロ事務局長等懇談会（会館）金子会長、

久保部長
　　 ・  日本ＡＤＲ協会シンポジウム（東京・大手

町サンスカイルーム）西田（寛）委員
　　 ・  泉州支部登記事務等連絡会（岸和田市立浪

切ホール）髙山（恒）部長、黒田業務研修
部理事

11日 ・  地籍問題研究会第20回定例研究会（京都産
業大学むすびわざ館）山田（貴）副部長、相
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澤理事
13日 ・  澪標ネット運営委員会（会館）
　　 ・  土地法制について日調連来会（会館）中島

部長、佐古・中山（髙）各会員
　　 ・  聴聞（会館）
　　 ・  泉州支部石野光俊会員ご尊父様通夜（シティ

ホール泉南）
　　 ・  大阪自由業団体連絡協議会の無料相談会チ

ラシ掲示依頼（阪急電鉄北千里・淡路・茨木・
十三・豊中各駅）正井副部長

14日 ・  泉州支部石野光俊会員ご尊父様告別式（シ
ティホール泉南）久保部長

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤
田（重）相談員

　　 ・  三島支部登記事務等連絡会（茨木市福祉文
化会館)中林副会長、橋本理事

15日 ・  筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）井

手下相談員
　　 ・  支部長会ゴルフ大会（奈良県山辺郡・オー

クモントゴルフクラブ）
16日 ・  入会面談（会館）濱口副部長、塚田理事
　　 ・  総務部会（会館）
　　 ・  会館修繕打ち合わせ（会館）雨宮（敏）理事
　　 ・  資料収集（会館）雨宮（敏）理事
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田（直）相談員
　　 ・  南河内支部登記事務等連絡会（富田林市民

会館）金子会長、黒田理事
　　 ・  大阪市マンション管理支援機構第７回常任

委員会（大阪市立住まい情報センター）藤野・
正井各副部長

17日 ・  南支部登記事務等連絡会（会館）松尾副会長、
森次理事

　　 ・  豊能支部登記事務等連絡会（池田市民文化
会館）佐野部長、藤野副部長

　　 ・  中河内支部登記事務等連絡会（東大阪市・
夢広場）松本副会長、髙山（恒）部長

　　 ・  制度対策委員会打ち合わせ（法務局本局）
松本・中林各副会長、芳多監事

　　 ・  豊能支部明示協議会（池田市民文化会館）
相澤理事

18日 ・  外部講師養成講座（会館）
　　 ・  京都弁護士会紛争解決センター認証取得
　　　 10周年記念シンポジウム（京都平安ホテル）

西田（寛）委員

20日 ・  常任理事会（会館）
　　 ・  筆界調査委員推薦委員会（会館）松尾副会長、

久保・佐野・髙山（恒）・中島各部長、髙島（康）
委員長、瀧本筆界特定制度推進委員長

　　 ・  官民連携まちづくり祭シンポジウム（和歌
山市民会館）正井副部長

21日 ・  財務部業務連絡会（会館）
　　 ・  労働組合団体交渉（会館）松尾副会長、久保・

佐野各部長
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪

口（太）相談員
22日 ・  表示登記実務研究会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）藤

野相談員
　　 ・  堺支部河井要祐会員通夜（泉南郡熊取町・

佛心殿東館）中林副会長
23日 ・  堺支部河井要祐会員告別式（泉南郡熊取町・

佛心殿東館）
24日 ・  堺支部登記事務等連絡会（堺市総合福祉会館）

髙山（恒）部長、黒田理事
　　 ・  葉月の会（25日も、高知会）金子会長、中

林副会長
27日 ・  資料センター運営委員会（会館）
　　 ・  綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・  制度対策委員会（会館）
　　 ・  民間総合調停センターハーグ条約検討ＰＴ

（大阪弁護士会）谷川副委員長
28日 ・  筆界特定制度五者連絡協議会（会館）
　　 ・  境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・  境界問題相談センターおおさか推進委員会

（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）羽

倉（昌）相談員
　　 ・  公明党議員団との勉強会（会館）
29日 ・  常任理事会（会館）
　　 ・  理事会（会館）
　　 ・  ＡＥＤ使用講習会（会館）
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）正

井相談員
30日 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）垣

内相談員
　　 ・  民間総合調停センター財務委員会（大阪弁

護士会）
　　 ・  民間総合調停センター運営委員会（大阪弁

護士会）
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　　 ・  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）

　　 ・  オンライン申請研修会②（クレアホール・
ふせ）正井副部長

　　 ・  弁護士との打ち合わせ（大阪市中央区谷町・
弁護士事務所）

◇　　　９　　　月　　　◇

５日 ・  大阪市内区域統合検討委員会（協会）
　　 ・  豊能・三島区域統合検討委員会（協会）
７日 ・  北河内・中河内区域統合検討委員会（協会）
12日 ・  近公連理事長会議（滋賀協会）横山理事長
14日 ・  入会希望者面接（協会）谷内田総務部長、

三好事務局長
　　 ・  第３回常任理事会（協会）
22日 ・  第33回定時社員総会（ホテルグランヴィア

大阪）
　　 ・  第３回理事会（ホテルグランヴィア大阪）

◇　　　10　　　月　　　◇

３日 ・  第４回常任理事会（協会）
６日 ・  近公連通常総会（ホテルグランヴィア和歌山）
12日 ・  第４回理事会（エル・おおさか）
19日 ・  大阪市内区域統合の打ち合わせ（協会）
20日 ・  第２回豊能・三島区域統合検討委員会（協会）
21日 ・  神前泰幸氏黄綬褒章受章記念祝賀会（帝国

ホテル大阪）横山理事長
25日 ・  近公連事務引き継ぎ（協会）

◇　　　11　　　月　　　◇

７日 ・  第５回常任理事会（協会）
８日 ・  第１回業務報酬額運用基準小冊子作成会議

（協会）
13日 ・  全公連研修会（14日も、東京）横山理事長、

井之上副理事長、流王業務部長
16日 ・  第５回理事会（エル・おおさか）
　　 ・  理事を対象とした研修会（エル・おおさか）
27日 ・  第３回近公連理事長会議（協会）横山理事

長
29日 ・  第２回北河内・中河内区域統合検討委員会
　　　（協会）

◇　　　　１　　　月　　　　◇

11日（木）常任理事会
17日（水） 近ブロ業務部会
　　　　 近ブロ研修部会
19日（金）オンライン申請研修会④
20日（土）近ブロ新人研修（21日も）
23日（火）常任理事会
　　　　 理事会
24日（水）表示登記実務研究会
25日（木）民間総合調停センター運営委員会
　　　　 民間総合調停センター財務委員会
　　　　 民間総合調停センター理事会
　　　　 筆界特定制度推進委員会
　　　　 筆界調査委員養成講座
26日（金）近ブロ各会正副会長会議

◇　　　２　　　月　　　◇

９日（金）～11日（日）
　　　　 第13回土地家屋調査士特別研修・基礎研修
16日（金）筆界特定制度五者連絡協議会
20日（火）筆界特定制度推進委員会
21日（水）常任理事会

◇　　　３　　　月　　　◇

７日（水）オンライン申請研修会⑤
９日（金）近ブロ財務部会
14日（水）常任理事会
16日（金）第13回土地家屋調査士特別研修・集合研修
　　　　 （17日も）
18日（日）第13回土地家屋調査士特別研修・総合講義
22日（木）民間総合調停センター運営委員会
　　　　 民間総合調停センター財務委員会
　　　　 民間総合調停センター理事会
28日（水）常任理事会
　　　　 理事会
31日（土）第13回土地家屋調査士特別研修・考査
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▽金鋼　千佐子さん（中河内支部　本多宏和・母堂、
平成29年９月12日没、90歳）▽守屋　フミエさん

（中河内支部　守屋晴之・母堂、平成29年９月16日
没、90歳）▽石野　延雄氏（泉州支部　石野光俊・
尊父、平成29年11月11日没、84歳）▽織田　敬
子さん（北河内支部　織田敏秀・母堂、平成29年
11月12日没、85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

訃　　　報

堺支部
河井　要祐会員
平成29年11月21日ご逝去
　　　　　　　 （享年75歳）

▽昭和52年１月18日入会

泉州支部
松冨　憲二会員
平成29年11月30日ご逝去

（享年70歳）

▽昭和57年４月　入会
▽平成元 年４月　副支部長

▽ 平成９年５月　非調査士活動排除委員
▽平成11年５月　副支部長

＊謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます

会報誌の表紙をあなたの写真で
飾ってみませんか!!

　社会事業部では、大阪会会報誌を年４回（４月、
７月、10月、１月）発行しており、表紙を会員各
位からご応募いただいた写真の中から厳選して採用
させていただいております。腕自慢の皆さん、ぜひ
ご応募してください。

記
① テーマ
　 　基本的には自由ですが、なるべく大阪に関係の

ある場所、もの等で、簡単な写真の説明を添えて
ください。

② 条　件
　 ・サイズは、2,500×1,600ピクセル程度以上
　・容量は、３ＭＢ以上
　・形式は、ＪＰＥＧ、ＢＭＰ、ＲＡＷデータ
　　※ 表紙のデザイン上、トリミング、色補正があ

ることをご了承願います。
　
③ 応募方法
　 　撮影データを１ＭＢ以下に圧縮（リサイズ）し、

写真の説明を添えて社会事業部宛澪内メールまた
はｅメール（syakaijigyo@chosashi-osaka.jp）
までお送りください。採用された会員には、元デー
タをご提供いただきますのであらためて社会事業
部からご連絡させていただきます。

④ 締切期限
　 ４月号＝１月末　 ７月号＝ ４月末　　
　10月号＝７月末　 １月号＝10月末
　 　　

支　部　別　会　員　数（Ｈ29・12・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 158⑪ ０ 北河内 79② ０
南 37① １ 豊   能 65 ０

阪　南 70③ ０ 堺 110① －３
天王寺 39① ０ 泉   州 83 ０
大阪城 137⑫ ―１ 三   島 93② ０
中河内 115① ０ 南河内 43 －２

合　計 1,029� －５

○数字は法人会員　　34法人（－１）
（※増減は前回・Ｈ29年９月１日比）
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◆ 新年あけましておめでとうございます。会員の皆
さまにはそろそろお正月気分も抜け業務に精励さ
れていらっしゃるころかと存じます。昨年は春に
神前泰

ひろゆき

幸会員が黄綬褒章を受章され、秋には加藤
幸男政治連盟会長も黄綬褒章を受章されました。
調査士会としてはおめでたいことが続きました。
また、スポーツ好きの方には２月には平昌冬季オ
リンピックが、６月にはロシアワールドカップが
開催され、日本人選手の活躍が期待されていると
ころです。われわれも昨年を振り返りながら事業
を執行させていただきますので、本年もよろしく
お願いいたします。 （中島）

◆ 新体制になり、今期ももうすぐ半分が過ぎようと
しています。今年度は公共事業担当となりました
が、自分の至らなさを痛感しているところです。
めげずに頑張っていきたいと思います。 （山田）

◆ 謹賀新年　本年もよろしくお願いいたします。平
成もあれよあれよという間に30年目。月日が経
つのは本当に早いです。社会事業部では今年も部
長を先頭に一丸となってガンガン情報発信をして
いきたいと思います。会員の皆さまからの情報提
供も大歓迎ですので、身近な出来事も含めてど
しどしお寄せください。お待ちいたしておりま
す！！ （正井）

◆ あけましておめでとうございます。これまで会報
誌にご協力いただいた皆さまに厚くお礼申し上げ
ます。広報担当として、土地家屋調査士をアピー
ルするため頑張りますので、本年もよろしくお願
いいたします。 （井手下）

◆ 古希になりました。認知症にめげず気分は30代、
他の社会事業部理事に置いてきぼりにされないよ
う、一生懸命やります。よろしくです。 （相澤）

◆ 新年明けましておめでとうございます。理事にな
り、半年が過ぎました。あっという間に新しい年
を迎えることとなりました。戌年生まれの会員さ
んの今年の抱負、いかがでしたか？　結構大変な
んですよ、原稿執筆の依頼するのって。表紙の写
真はどんなもんでしょう？　会報誌に掲載するに
は建物所有者に承諾を得なければいけないんです
ね。いろいろな経験をさせていただいておりま
す。　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

（川口）
◆ あけましておめでとうございます。理事に就任さ

せていただき、あっという間に半年が過ぎまし

た。慣れないことも多々あって四苦八苦しており
ますが、良き諸先輩方にさまざまなことを教えて
いただきながら頑張る毎日です。毎回部会では審
議事項が盛りだくさん！にも関わらず、テキパキ
と決議し、時には脱線してみんなで大笑いするこ
ともあったりと、メリハリのある社会事業部のメ
ンバーです。今年もますますチームワークを深
め、社会事業部みんなで調査士会を盛り上げてい
きます。今年もよろしくお願いいたします。

 （杉田）

　■ 発行所　大阪土地家屋調査士会
　■ 〒 540-0023　大阪市中央区北新町３番５号
　■ 電　話　0 6 ( 6 9 4 2 ) 3330（代）
　■ ＦＡＸ　0 6 ( 6 9 4 1 ) 8070
　■  E － mail：otkc-3330@chosashi-osaka.jp
　■ ホームページ：http://www.chosashi-osaka.jp

　本会社会事業部員　

　中　島　　幸　広　　　　山　田　　貴　弘
　正　井　　利　明　　　　井手下　　武　史
　相　澤　　褜　雄　　　　川　口　　良　仁
　杉　田　　育　香
　（社会事業部担当副会長）　中　林　　邦　友

　支部社会事業（広報）担当責任者　

　　北　　奥田　祐次　　　　南　　眞砂　誠 司　
　阪　南　阿部　孝信　　　天王寺　柳原　　薫
　大阪城　津本　浩昭　　　中河内　辺見　　実
　北河内　今村健太郎　　　豊　能　渡辺　秀和
　　堺　　小林　俊彦　　　泉　州　向井　常能
　三　島　辻田　智博　　　南河内　屋納　　隆　
　　　　（事務局）寺田　秀美



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

http://www.kajo.co.jp/
ツイッターID：@nihonkajo

【好評図書のご案内】

●大阪の事例を収録した第３巻では、長期未済事件を解消するための「筆界特定書のコンパクト化」「処理の
迅速化」に重点を置いた事例を紹介。筆界特定登記官が作成する理由の要旨には、原則として、結論（特定
した筆界）の根拠とした主要な事情だけを記載。また、申請者が筆界特定登記官の判断した筆界の正当性を
示す事実を理解できる程度に簡潔に記載。

大阪法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室 編著
2017年９月 B5判 244頁 本体2,600円＋税

筆界特定事例集３

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

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

筆界特定事例集１・２

内野篤 著
2017年６月刊 B5判 296頁 本体2,900円＋税

建物表示登記の実務
資料調査・建物認定・構造判定・床面積算定

●土地家屋調査士の業務の柱である資料調査・建物認定・構造判定・床面積算定などを解説。
●建物の構造、床面積の算定などについて、具体的に解説。また、新築、分割、合体などの目的ごとに26事
例（登記申請書、建物図面・各階平面図、調査報告情報）を収録、解説。

●本人・相続人・成年後見人・借地借家関係・事務管理者・近隣関係・自治体等からの相談を元にした解説書。
●将来の空き家予防から管理・処分・利活用、関連する様々な法的問題等、空家特措法上の「特定空家」だけ
でなく、空き家に関する総合的な視点からのQ＆A全81問。

Q＆A
空き家に関する法律相談
空き家の予防から、管理・処分、利活用まで
日本司法書士会連合会 編著
2017年7月刊 A5判 348頁 本体3,200円＋税

上智大学法学部教授 北村喜宣氏 推薦
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