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制度制定70周年を
迎えるにあたり
会

長

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、健やかなる新
年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。

中

林

邦

友

大阪土地家屋調査士会も会員の皆さまに対し、
今年は具体的な施策を提案し、実行していかなけ
ればならないと考えています。
そして、会員の皆さまがせっかくなった土地家

大阪土地家屋調査士会も昨年６月より新たな組
織で動き始め、私も大阪会と会員のためになるこ

屋調査士という仕事に満足し、誇りを持って日々
を送れるようにしたいと願っております。

とは何かを日々考え、勉強をさせていただきなが

それらを実現するために本会役委員は努力して

ら、尽くしているところでございますが、今年は

参る所存ですので、会員皆さまのご理解・ご協力

更に自分たちに何が出来るかを見極め、精力的に

をお願い申し上げます。

活動をしていかなければならないと、新年の抱負
として身を引き締めているところでございます。

最後になりましたが、会員の皆さまがこの一

私たちの仕事は土地の筆界を明らかにする業務

年、健康で明るく、より飛躍・充実した一年とな

の専門家として国民に認知され、信頼される資格

りますことを心より祈念し、年頭のご挨拶とさせ

者であり続けるために皆で研鑚し合い、中立・公

ていただきます。

平な立場での業務を心がけなければならないと思
います。
今年は「土地家屋調査士制度制定70周年」の
節目の年となります。
70周年を祝う気持ちは勿論大切ですが、それ
で終わるのではなく、自分達自身が制度の発展・
充実に対して出来ることを考え、皆で働きかける
必要があります。
今年一年も会員皆さまの日々の業務一つ一つが
土地家屋調査士ブランドを背負っており、誇り高
くなくてはならない資格業として国民の方々に認
知され、その地位を盤石なものに積み上げていく
礎となっていることを、心に刻んで誇りを持って
業務にご活躍されますことを期待しております。
制度を発展、充実させることがひいては会員皆
さまの事務所の経営の安定につながり、実り多き
人生を約束してくれると考えています。
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７０年目の新春を迎えて
大阪法務局長

杉

浦

徳

宏

明けましておめでとうございます。大阪土地家

の資格や組織がなかった訳ですから、大変な苦労

屋調査士会及び会員の皆様には日頃から法務局の

があったと思います。誠におめでたいことと心か

法務行政に御理解と御協力をいただき、心から御

らお慶び申し上げます。また、昨年６月には「土

礼申し上げます。振り返りますと、昨年も災害の

地の筆界を明らかにする業務の専門家」という位

猛威を痛感した一年でした。10月には台風19号

置付けが法律に確認されました。表示登記の専門

の大雨により、関東地方及び東北地方では多くの

家のみならず、不動産に関する紛争解決の専門家

河川が氾濫して甚大な被害が発生しました。予想

として、これからも発展し活躍されることを切に

もしない場所で川が氾濫し、新幹線の車両が水没

希望しています。

するなど、これまで聞いたことがないような大変

ところで、大阪法務局管内では、表示登記のベ

な被害です。台風ばかりではありません。４月に

テラン職員に人事上の慶事がありましたので、こ

フランス・パリのノートルダム大聖堂の尖塔や屋

こでささやかながら披露させていただきます。大

根の一部が火災で焼失しましたが、10月には首

阪法務局において、表示登記専門官として長年活

里城が火災で焼失しました。大聖堂は数年前に旅

躍してきました戸井琢也さん（前・大津地方法務

行で訪れた場所ですし、首里城は那覇地裁沖縄支

局首席登記官）が、同年10月１日付けで法務省

部勤務時代に何度も訪れた懐かしい場所です。心

民事局民事二課地図企画官に栄転されました。こ

に穴があいたような気持ちになりました。今年こ

の地図企画官とは、平成18年に新設され、不動

そ災害の少ない穏やかな年となることを祈るばか

産登記事務のうち地図及び筆界の特定等に係るも

りです。

のの企画・調整を司るポストで、東大阪公証役場

さて、昨年は、大阪司法書士会が創設100周年

の小宮山秀史公証人もかつて在籍した枢要ポスト

を迎えられました。大正８年に施行された司法代

です。大阪法務局としては大変な栄誉だと考えて

書人法に基づいて設立された大阪司法代書人会か

います。ただ、戸井琢也さんとしては、これまで、

ら100年、つまり、大正、昭和、平成、令和と４

大阪土地家屋調査士会の皆様と共に切磋琢磨して

つの元号を経てきたことになります。誠におめで

きたことによって、自身も成長できたと考えてい

たいことだと思います。もっとも、明治初期の代

るようです。この場を借りて、厚く御礼申し上げ

書人、江戸時代の公事師という時代があったこと

ます。引き続き、皆様と当局職員の間で実りある

を考えますと、もっと古い歴史があることになり

協力関係を継続していただき、力のある表示登記

ます。昭和22年５月３日に裁判所の供託部門か

専門官が一人でも多く育つことを願っています。

ら分離した法務局は70年を超えましたが、裁判

私事で大変失礼ですが、ここで、もう１つ皆様

所は明治初期から存在しましたので、全く新しい

に御礼申し上げたいことがございます。７年前に

組織ということにはなりません。これに対して、

広島法務局訟務部長から大阪高裁に転勤する際、

昭和25年７月31日に創設された土地家屋調査士

管内にて中古ですが自宅を購入しました。建物の

は全く新しい国家資格であり、今年でついに70

方は家族が気に入っていたので、特に問題はな

年を迎えられることになります。それ以前に同様

かったのですが、土地の四隅のうち２つで境界杭
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が設置されていませんでした。私たちの時代では

きることが判明しました。整備された地図の正確

なく、後の時代に紛争になるといけないと思い、

性について観念的には理解していたものの、これ

購入後も気にかけていたところ、ちょうど購入し

程正確であるとは理解していませんでした。地図

た年に付近一帯が地図整備の対象地に選定されま

整備は法務局の所管事項ですが、土地家屋調査士

した。むしろ、対象地の一区画を偶然購入したと

の皆様のお力を借りないと実現できない施策で

いう方が正確です。法務局から委嘱された土地家

す。たまたま、その正確性と確実性について身を

屋調査士の方が調査に来られ、両隣の方の話も総

もって体験しました。改めて、これまでの御協力

合して、14条地図が作成されました。これで一

に感謝するとともに、今後ともお力を貸していた

安心でしたが、その５年後に図らずも法務局長に

だきますようお願い申し上げます。

着任することになりました。そこで、自宅の土地

70年を迎える大阪土地家屋調査士会がますま

が地図整備の対象となり、きれいな地図になった

す発展し、会員の皆様もますます御活躍されます

旨を話したところ、どの程度再現ができるのか見

ことを祈念して、新年の挨拶に代えさせていただ

ていただきました。すると、極めて厳密に再現で

きます。

会

竹本

中林

正行

貞夫

邦友
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日本経済の先行きを見通し、
重大な局面を転換する工夫と努力を
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
新年明けましておめでとうございます。大阪土
地家屋調査士会会員の皆さまには、私ども公益社
団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会に対

主事業も含めた公嘱協会の公益性を示していきた
いと考えています。
ま た、 昨 年11月11日 に は「調 査 士 報 告 方 式」

しまして、格別なご理解とご協力をいただき深く

による申請が、先般来議論されている「資格者代

感謝申し上げます。本年も、何卒よろしくお願い

理人方式」に先立って開始され、表示の分野では

致します。

限りなくフルオンラインに近付いたものとされて

年頭から恐縮ですが、昨年10月経済政策的に

います。さらに、近々導入されることとなってい

は最悪手とも言うべき消費税の増税が断行されま

る「資格者代理人方式」は、資格者代理人による

した。今のところ２％の増税よりもポイント還元

申請と併せて官公署の嘱託登記が対象となるとさ

の話題などで悪影響の方は余り顕在化していませ

れています。言うまでも無く、土地家屋調査士は

んが、今年７月からは、この緩和措置がなくなる

表示登記の専門家であり、しかも、調査士の専門

ことに加え、今年夏に行われる東京オリンピック

的能力を結集して、専ら公共嘱託登記に携わる

終了後の反動とも重なり、特に秋以降の日本経済

我々公嘱協会は、当然、この「資格者代理人方式」

の先行きが危ぶまれ、縮小傾向が続く土地家屋調

に積極的に対応していかなければならないものと

査士業界にとっては、重大な局面を転換する工夫

考えています。

と努力が必要になります。少なくとも、一般競争

次に、制度上の課題としては、全国の公嘱協会

入札で安値競争をしている場合ではありません。

とともに、公嘱協会による筆界特定手続の代理権

一方、昨年６月の国会で成立した改正土地家屋

取得に向けて取り組んで参りました。これは、ひ

調査士法は、今年中には施行されます。この土地

とり公嘱のみならず、発注官公署においても、ま

家屋調査士法の改正第１条では、「土地家屋調査

た、その後ろにいる国民にも切実な問題ですの

士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界

で、より一層のご理解とご協力を賜りますよう、

を明らかにする業務の専門家として、不動産に関

お願い申し上げます。

する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安

法14条１項地図作成作業については、平成31

定と向上に資することを使命とする。」と規定さ

～令和元年度も、茨木市における大都市型及び枚

れ、第３条の業務規定にこそ盛り込まれなかった

方市における従来型の２箇所において受注し、前

ものの、土地家屋調査士こそが土地の筆界を明ら

年度からの業務と合わせて、現在、計４箇所の地

かにする専門家であると、はじめて、法律に明文

図作成作業に携わっておりますが、担当社員のた

化されました。これにより、隣接法律専門職とし

ゆまぬ努力と、法務ご当局のご指導のもと、いず

ての他の専門職との区別をより明確化されること

れも順調に推移しています。さらに、今後とも積

により、一調査士としても、土地家屋調査士の専

極的に取り組んで参りたいと考えています。

門性のアピールに繋げて参りたいと考えておりま

ところで、今や国からの発注のほとんどが一般

すが、公嘱協会としても、より一層、国民の不動

競争入札になっていますが、当協会は、従来から

産の権利の明確化に寄与するという公嘱協会の目

確固たる信念を持って、随意契約が委任契約であ

的を対外的に明確化するとともに、関連事業、自

る土地家屋調査士業務の本来の姿であるとの旗を
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掲げ続けており、現実に昨年度も法務局発注の
14条１項地図作成作業（この業務は、委任契約
ではなく請負契約であると認識しています）を除
く業務のほとんどを随意契約で獲得しています。
官公署の中には、行き過ぎた低価格入札によって
生じる不具合により、公共事業が遅れたり、安く
なるはずの入札がかえって高くつく事態も起こっ
ています。このため、一般競争入札を行っている
官公署に対しても、当協会に随意契約で発注する
有用性を訴え、14条１項地図作成を除いた一般
の64条業務も前年度は引き続き増加を続けてい
ます。未入会の会員の皆さんには、是非とも入会
をお願い致します。
最後になりましたが、この一年が皆さまにとりま
して希望に満ちた年になりますよう、心からお祈り
申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

公司

支 部 長 会

中島
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従来の枠組みにとらわれず、
新しい技術を取り入れた PR活動を
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・

さて、今後に目を向けますと、今年から第５世

組合員の皆様にはお健やかに新しい年をお迎えに

代移動通信システム（５G）の商用サービスが始

なられたことと存じます。

まります。中でも８月に開催される東京オリン

平素は、当組合活動に格別のご理解とご協力を
賜り厚く御礼申し上げます。
昨年を振り返りますと、関東から東北地方に大

ピックで仮想現実（VR）や拡張現実（AR）を使っ
た新しい体験ができるコンテンツが制作・配信さ
れることが期待されています。また産業界でも、

きな被害をもたらした台風15号や19号による豪

５G を使って人が直接行けないところで建機や

雨災害が多かった印象があります。特に19号に

ロボットを動かす実証実験も行われ、我々調査士

おいては上陸以前から何度も「史上最大級」と言

の業界も大きく変わることが予想されます。

われ、各テレビ局では何度も「命を守る行動を」

協同組合におきましては、ほんのわずかですが

と呼び掛けていましたが、残念ながら少しも大袈

５期ぶりに黒字になりました。これは頒布物の全

裟な表現ではない結果となってしまいました。

国販売に力を入れ、金バッジや売れ筋商品である

経済においては、10月１日から消費税が８％

成果ファイル等の販売強化をしたためです。また

から10％に上がり、３％で始まった税率が30年

厚生事業の１つである恒例のハイキング BBQ で

で２桁になりました。そのため消費増税による消

すが、昨年は４年ぶりに信貴山のどか村で開催致

費の落ち込みや、米中の経済摩擦、イギリスのＥ

しました。支部やご家族で炭火を囲み、にぎやか

Ｕ離脱の影響など先行きが見えない状況が続いて

で楽しい時間を過ごしていただきました。
これからも、従来の枠組みにとらわれず、積極

います。
明るい話題では、日本で初めてラグビーのワー

的に新しい技術を取り入れ、HP やソーシャルメ

ルドカップが開催され、日本代表が初めてベスト８

ディアなどを活用し組合の認知度をアップする

に進出したことや、ドーハでの世界陸上で男子20

PR 活動を行い、収益の大きな柱となる事業を育

㎞・ 50㎞ 競 歩において金メダルを獲 得するなど、

てていかなければと考えます。

身体能力的な不利を補い日本が世界で活躍するた

今後とも大阪土地家屋調査士会会員の皆様、そ

めにはどのような準備やアプローチが必要かを示

して組合員の皆様のご助言と温かいご指導をお願

してくれたように思いました。

い申し上げます。
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謹 賀 新 年
土地家屋調査士制度の維持と発展のため
20周年という節目の年に
新たな気持ちで頑張ります
大阪土地家屋調査士政治連盟

会 長

吉

田

栄

江

新年明けましておめでとうございます。

う成果が返ってくると考えておりますが、その制

会員の皆様方におかれましては、健やかに新春

度の維持と向上のためには政治活動が必要不可欠

をお迎えのこととお慶び申し上げます。

です。そのため、政治連盟は土地家屋調査士の地

昨年は４月の統一地方選にはじまり、大阪府知

位向上と会員の皆様の事務所経営の安定と繁栄に

事・市長の W 選挙、衆議院第12区補欠選挙、堺

向け、まだまだ多くのことをしていかなければな

市長選、参議院議員選挙と選挙が続き、調査士制

りません。20周年という節目の年に新たな気持

度に深いご理解をいただいております多くの候補

ちで役員一同頑張ってまいります。

者を推薦いたしました。政治連盟関係者の皆様方

最後になりましたが、大阪土地家屋調査士会会

には、一方ならぬご協力を賜り、誠にありがとう

員の皆様のなお一層のご健康とご活躍を祈念し

ございました。

て、新年のご挨拶といたします。今後も政治連盟

また、昨年は、土地家屋調査士法及び司法書士
法の一部を改正する法律案が可決されました。こ

の活動を温かくご支援いただきますよう何卒宜し
くお願い致します。

れを受け、当連盟では、11月１日、司法書士法・
土地家屋調査士法改正記念事業「次なる法改正へ
－令和元年法改正の意義と登記制度の未来－」に
協賛し、参加された多数の国会議員の方々に土地
家屋調査士制度のさらなる発展に向けてアピール
してまいりました。
今年は、土地家屋調査士制度制定70周年、政
治連盟も20周年を迎えます。土地家屋調査士政
治連盟は平成13年に土地家屋調査士制度の充実
と発展、また土地家屋調査士の社会的及び経済的
地位の向上のために必要な政治活動を行うことを
目的として、結成されました。隣接資格者団体か
ら比べてその歴史は短いのですが、当連盟の今ま
での役員がなしてこられたことは単に一単位政連
としての活動のみならず、国政をも動かす大きな
成果をあげてこられました。土地家屋調査士制度
を守り発展させるのは、私達調査士一人一人がし
なければならない社会的な使命の一つであり、そ
れを成すことで、社会的、経済的地位の向上とい

10
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年生まれの会員

今年の抱負

適応能力があると言われており、土地家屋調査士に
必須な能力が揃っている方が多いのではないかと思
います。
また一方では本音を言えなかったり、そのせいで
たまに爆発したり、好き嫌いがはげしかったり、問
題から目を背ける面もあると言われています。もし
心当たりのある方は令和という新しい年の始まりを
機に自分を見つめ直すのも良いかもしれません。
さてそんな性格をお持ち（であるかも）の今年の
干支である『子』の年男の中から各支部ひとり寄稿

令 和２年１月

あけましておめでとうございます。

いただき、今年の抱負を語っていただきました。同

令和になって初めてのお正月。皆様どのように過ご

じ年男であっても年代によってもさまざまな振り返

されたでしょうか。

りや抱負がありますので、そういった違いもお楽し

本年は子年でございます。子年生まれの方は、柔

みください。

和で明るく、几帳面、真面目で実直、倹約家であり、

難解で解明に頭を悩ます現場も多々ありますが、こ

三つの
「座右の銘」

の「故きを温ねる」ことは調査士にとって必須の姿
勢である、と考えています。
また「新しきを知る」ことが頭脳の容量として年々
難しくなり始めたことを正直に感じてはいるところ

北支部

松内

（社会事業部広報担当副部長・今村健太郎）

正樹

新年明けましておめでとうございます。
４度目の年男を迎えるにあたり、私は自身の三つ
の座右の銘をあらためて確認することにします。

でありますが、進取の気性を発揮されている調査士
の方々から刺激を受けることを忘れずにいよう、と
肝に銘じます。
「天網恢恢疎にして漏らさず」
大学では刑法を専攻しました。学んだことはこの
「天網恢恢」ぐらい、といえば、多方面からお叱り

「因果応報」
もともとは仏教の教えからくる言葉だそうで、現

を受けそうですが、私はこの「疎にして漏らさず」

代ではあまり良い意味では用いられていないように

を常に意識しています。日常においても、やはり少

感じます。例えば「昨日、飲み過ぎた…」だから今

しの気の緩みでおろそかにした事柄は、必ずどこか

日は体調がすぐれない、といった場合のように。今

でそのほころびが生じます。特に調査士業務におい

年こそは、体調管理に気を配り、暴飲暴食による翌

ては後々長期間にわたり、そのときの判断の責任を

日への影響は最小限に抑えたい、を一つ目の抱負に

負うことになりますので、今後も業務中は気を引き

します。

締めます。

もちろん、良い意味においても、これまで通り誠

といっても、四六時中、気を緩めずにいることは

実に調査士業務に邁進し、人づきあいを大切にする

身体に大きな負担をかけますので、心身をリリース

ことで、今後の糧につながるよう精進します。

するための気分転換の時間は、今年も極めて大切に
したいと思います。

「温故知新」
筆界の確認作業は、まさしく先輩調査士の方々が
積み上げてこられた英知の結晶である過去のさまざ

以上をもって、私の年頭の抱負とさせていただき
ます。

まな測量成果をたどる作業でもあります。ときには
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なく、その理屈抜きの力と力のせめぎ合いや、ラグ

健康と感謝

ビー精神である「One for all、 All for one」（一
人はみんなのために、みんなは一つの目的のため
に）に、すっかりにわかファンとなり感動と同時に、
遠く過ぎ去った若さということの素晴らしさを改め

中央支部

井上

直次

新年明けましておめでとうございます。よき新春
をお迎えのこととお喜び申し上げます。

て実感いたしました。
調査士となって早や42年が経ち、その中で多く
の皆さんに助けていただいて支部、本会と長きに渡
り会務に携わらせていただくことができました。ま

私は、今回で十二支の最初の干支である子年を迎

た、その中で良き友人たちにも出会えましたこと

えますこと６回目となり「子年会員の抱負」の原稿

は、私の大きな財産であり有難く思っております。

の依頼を受けましたが、改めて自分が歳を重ねたこ

さらに一昨年には、勿体なくも黄綬褒章の授与と

とに驚くばかりで、何を書いてよいのやら戸惑いな

いう身に余る光 栄を賜りましたこと、この場をお 借

がらの寄稿であります。

りいたしまして、ご尽力をいただきました皆様に心よ

昨年は、元号が平成から令和へと代わり、新しい

り御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

時代の幕開けとなりました。また関東、東北地方の

現在は少し時間にも余裕ができ、年々困難になっ

広範囲に台風による甚大な被害をもたらしました

ていく隣接地所有者との立会に頭を悩ませながら

が、一昨年の台風では私自身も被災いたしました。

も、気を引き締めて業務に専念しております。

頻発する地震と地球温暖化の影響といわれている

今後も健康に留意し業務はもちろんのこと、趣味

パワーアップする台風の影響をうけ、日本中のどこ

のゴルフや山歩きなどを楽しみ、家庭では決して妻

で起こっても不思議ではなくなった災害に、私たち

に口答えせず、買い物の手伝いなど出来ることは積

の年代も若い方に迷惑をかけることなく、自分の身

極的に協力し、家族の愛和を保つことに努めまし

は自分で守れるように日頃から水や非常食を準備

て、私の今年の抱負は『健康と感謝』とさせていた

し、避難先なども確認をおこないました。

だきます。

一方、ラグビーワールドカップ日本大会が開催さ
れ、日本チームが初のベスト８進出と大躍進し、長

会員の皆様の益々のご繁栄を祈念いたしまして、
新年のご挨拶とさせていただきたいと存じます。

年の長嶋巨人ファンの私ですがご多分に漏れること

土地家屋調査士として
社会の役に立つ
大阪城支部

谷口

靖

新年あけましておめでとうございます。

12

20会というグループがあります。新人研修の時
の同期入会の先生達によって運営されているグルー
プです。幸いにも20会に誘ってもらい、２か月に
１度ほど集まり、土地家屋調査士の業務等を相談し
あいつつ、日常の業務を行い過ごしていました。自
分の知らない、思いもよらない事象や解決方法にお
どろくことばかりであり、また人との出会いもあり
ました。

「今年の抱負」ということです。二年ほど前から

お金を稼ぐという日々の仕事は確かに重要です

急に五十肩になりました。運動不足でした。知らな

が、その仕事だけではありません。グループの中で、

いうちに体がかたくなっていたようです。最近は痛

日々の仕事をしつつ地元のボランティア活動に参加

みもなくなってきましたが、肩の可動域が狭くなり

されている先生もおられます。すばらしいです。わ

ました。学生時代は背中で右手左手の握手ができて

たしも触発されました。今後、私も公益とまではい

いました。もう少し肩が動くようにストレッチをし

きませんが、なにか自分の能力でできる相談業務や

ています。日常は漫然とラーメンやカレー等を食べ

お手伝いを行い、社会の役に立つ事をしたいと思い

歩いていました。反省です。

ます。
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まだまだわからないことが多く、満足できない自
分ですが、今年は、半分は自分のため土地家屋調査
士として業務と研鑚をはかりつつ、半分は社会の役

今後とも諸先生方のご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願いいたします。
ご覧いただきありがとうございます。

に立つすばらしい土地家屋調査士になりたいです。

令和２年新年に思う

１については現在最高が１時間13分で13分短縮す
ることは、私にとって無謀なことであるだろう。早
くも断念。
２については可能性はある。もう一度朝日に染まる

中河内支部

笹峯

澄三

エベレストが見たいものである。
３についてはこれも可能性はある。一度も登ったこ
とは無いが時間をかければ可能である。

振り返ると、皆様の助けを借りながらやっとこの

４については努力すれば出来る。どんな蕎麦が美味

歳を迎えることが出来た。大変長かったような、一

しいかは自分の好みの味にする事で、粉を選んで腕

瞬であったような複雑な気分である。

を磨けば何とかなるだろう。

６回目の子年を迎え新年に思うことを述べます。

５については、品種の選定が必要である。色々な種

1、10キロマラソンで1時間を切ること。

類のトマトを作る必要がある。又土壌を改良する必

2、もう一度エベレストのベースキャンプに行くこと。

要がある。

3、キリマンジャロに登ること。

６についてはサーブを研究して努力するのみである。

4、美味しい蕎麦を打つこと。

なんだか仕事以外のことばかりで、まじめに仕事

5、美味しいトマトを作ること。

をやっていない気がする。仕事については、まじめ

6、卓球がもう少しうまくなりたい。

に１つ１つをこなしてゆきたい。

等々思い浮かびますがこの内どれだけのことがかな

ここ最近は、毎年災害が多く発生し被害を受ける

えられるかである。このところ足の調子もあまり良

人が多い。今年は災害の少ない年であってほしいも

くない、もう少し足の筋肉を鍛え直さなくてはなら

のである。

ないだろう。

ごく一部しかしていないのですが、それでもとても

充実の年に

奥が深いものであると実感しています。試験勉強で
得た知識などでは太刀打ちできないので実務書とに
らめっこしたり、諸先輩方に教えていただいたりし

北河内支部

市場

洋行

新年あけましておめでとうございます。
今年で36歳、３回目の年男となります。今まで

ております（所属する北河内支部を中心に、親しみ
易く、かつ頼りになる先生方が沢山いますのでとて
もありがたいことと思います）。
これからも業 務を行っていくうえで様々なことを
吸収し、さらに自己研鑽を続けていこうと思います。

年男というものをあまり意識することがありません

二つ目は家族についてです。現在、妻と子供が２

でしたが、原稿の依頼を受けて「年男」なのね、今

人（長女７歳・長男３歳）おり、家事のお手伝い・

年は何かいいことがあるかなぁ、あればいいなぁと

育児にと忙しく過ごしています。昨年は、長女が病

思いました。

気がちで、長男がまだ小さいこともあり遠出したこ

さて、今年の抱負についてですが、せっかくの年
男ですので欲張りたいと思います。

とはなかったのですが、そろそろ大丈夫そうなので
旅行にでも行きたいね、と妻と画策しております。

まず一つ目は業務についてです。今年で登録して

また、妻には昨年はいろいろと迷惑をかけたりして

７年目になります。兼業のため調査士の業務範囲の

いましたので今年はそうならないようにしたいです
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（家庭円満がいいですねホントに）。
三つ目は健康についてです。家族の健康はもちろ

と思います。また、現在、体重が最高記録をたたき
出していますのでこの点も取り組みたいです。

んのことですが、自分自身についてもそろそろ真剣

この先、４回目・５回目（できれば６回目）の年

に向き合っていこうと思います。何をするにしても

男を仕事をしつつ迎えられるようになりたいと思い

健康でなければいけません。お酒は嫌いではないの

ます。

で今まではついつい飲みすぎてしまうことが多々あ
りましたが、これからはそこのところを意識しよう

最後に、皆様にとって実り多き一年になることを
祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。

と確信しています。

「七二歳」

調査士会の財務部として、会費滞納者（年間約
50名）に督促すること、そして退会者を増やさな
い努力をすることは実に辛いものです。

北摂支部

佐野

紀夫

古希を越え、六回目の干支を迎えて、72歳にな

土地家屋調査士は最善の注意義務と責任を課せら
れる業務です。その様な苦労をするのですから、せ
めて中流程度の社会生活を送りたいものです。
私事になりますが、我が家の老犬は昨年で17歳
になりました。人間で言えば85歳位です。それで

りました。
還暦で生まれ変わって12年、今２度目の小学生
として、日々の生活を楽しんでいます。
振り返れば、調査士業務を始めたのが昭和44年
５月、昨年で50年を迎えました。
そのお礼の意味も込めて平成29年５月より調査
士会の財務部長を務めさせていただき、今も財務部

も毎日散歩するのが楽しみで、足をふらつかせなが
らトボトボ歩きます。
その姿は、私の近未来をしっかり見せてくれ、勇
気をもらっています。そんなこんなで、もう少し、
現役生活を楽しんで過ごすつもりです。
末筆になりましたが、令和の時代が会員諸氏に素
晴らしい世になりますことを祈念いたしまして、筆

に居ります。
当時は、大阪万博の前年であり、大阪は勿論、日

を置きます。

本中活気に満ち溢れていました。
昭和48年のオイルショックの時でさえ、トイレッ
トペーパーの買い占め騒ぎの懐かしさの思い出があ
る程度です。
爾後、昭和から平成へと時代が移ろうと、平成３
年のバブル崩壊まで、経済は右肩上がりの中、われ
われ調査士も随分その恩恵を享受したものです。
就中、報酬規定の存在が大きな役割を果たしてい
たのは疑いのない事実であったと思っています。
後年、独禁法の関係で当該規定が廃止されまし
た。結果、報酬額のその後の凋落がそのことを明確
に証明しています。
今や、大阪会の会員数は千名を下回って減少傾向
に歯止めがかからない現状であります。
でも視点を変えれば、大阪府の人口は約880万人
であり、そこを千名の会員でカバーしています。多
い訳がありません。仕事は十分にあります。
個々の収入が安定すれば業務内容も充実するもの
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堺支部を発展・充実
させるスタートの
年に
堺支部

横田

浩明

いくら愚痴っても状況は何も変わらないので、自分
なりに完走も覚束ないレースをまだまだ走り続ける
積りである。どのみち金メダルは無理っぽいが完走
賞くらいはもらえるかも！？
ここで自分の抱負は尽きてしまったので、大阪会
のことに少しだけ触れさせていただきます。自分が
土地家屋調査士として開業したのは、平成13年で

懇意にさせてもらっている同業のＳ君からたって

その年は、それまで堺支部であった大きな支部が堺

のお願いがあると言うので聞いてみると、大阪会の

支部と南河内支部に分割された年でありました。そ

会報誌に記事をと求められ、それが年男にあたる者

の２支部が18年後の昨年の総会で再び１つの堺支

が寄稿すると聞いて、今年、自分が年男でさらに還

部に統合したことは自身の土地家屋調査士のキャリ

暦だと知って驚いた。自分が若い頃（昭和の末期か

アに重ね合わせて何とも感慨深いものがありまし

ら平成の初め頃）は還暦の年代にもなると、仕事は

た。美原はともかく何で富田林や河内長野が堺なん

そろそろリタイヤする頃で、退職金やら充実した年

や、という声も耳にしますが皆さん昔は南河内はお

金によって経済的にも精神的にも安定の境地に達し

ろか現在の奈良県も堺であった時期があったことは

ているものという漠然とした印象があったが、今の

ご存知ないでしょうか。北河内、中河内に大和川以

自分の境遇はそれとは程遠く仕事場、依頼者、現場、

南の大阪さらに奈良県を足した広大な堺県という県

役所を目まぐるしく行き来して、綱渡りを繰り返し

が近畿にあって、その県庁が現在の堺市堺区にあり

て何とか依頼を滞りなく完了するというせわしない

ました。そもそも「さかい」という地名は皆さんに

日々を送っています。

も馴染みある「境界」を意味する言葉で、それが中

今年開催される東京オリンピック種目のマラソン

世の自由都市の地名となり明治初期には県の名称に

に例えれば、そもそもは42㎞余り先にゴールを定

まで上り詰めたたいへん由緒ある地名なのです。そ

めてスタートしたはずであったレースが、政府の年

の名前にあやかって現在の堺支部を会員皆さんの協

金制度や雇用政策の改変、社会情勢の変動によって

力によりますます発展・充実させるスタートの年に

本来はゴールだったはずの場所が、10㎞とか20㎞

今年は是非していきましょう。

先に移動させられたような心持ちである。とはいえ

土地家屋調査士業務
を振り返って
泉州支部

上田

時嗣

昭和46年11月土地家屋調査士試験に合格してそ
の年から業務を開始。

そしてバブルに突入。信じられない仕事の量に、
信じられない報酬。
世の中何か狂っているとしか言いようが無い
日々。だが、良いことはそう続かない。バブルが崩
壊すると、バブル前には戻らず一層厳しい時代が
やってくる。仕事は減り、報酬は低くなる。ダンピ
ングと思われるほど安い価格。それでやっていける
のかと疑問さえ湧いてくる日々。何とか頑張って今
日まで来たけれど、これからはどうする？

開業当初は、あまり得意先もなく仕事もない状態
で苦労をしたが独身の強みもあり何となく生活は不
自由なく淡々と暮らせていた。

仕事の内容は年々難しく、報酬は低い。これで若
者は土地家屋調査士になりたいと思うだろうか。
私は思う。良い仕事をして適切な報酬をもらう。

徐々に仕事も増え、こなす上で悩んだのは仕事を

内容の濃い仕事をして依頼者に喜んでもらう。ス

共にする従業員の確保であった。なかなか良い人材

ピーディーな仕事、数は少なくとも十分な生活が出

は見当たらず、でも頑張っているうちに何とか人も

来る報酬をもらえばやっていける。そうありたいと

定着していき軌道に乗り始めた。

私は願っている。

令和２年１月
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本職同士お互い足の引っ張り合いはやめて、報酬
も高めに設定し、「先生」と呼ばれるに相応しい仕
事をするべきと考えている。
そして若者が本職を目指して頑張れる環境を作
り、夢のある職業としてトライできる、そんな希望
のある「土地家屋調査士」でありたいと願う今日こ
の頃である。
どんなに AI が進んでも、現場中心の我々の仕事
は少なくなることはない。
プロとしての自覚を持ち、日々努力すればやがて
世間がより認めてくれる職業であることに間違いな
い。私が引退する時、「土地家屋調査士」が素晴ら
しい職業と言われていることを大いに期待したいと
思う。
以上、新年を迎えるにあたって改めて自身を振り
返り、想い巡らしたことを本年の抱負に代えさせて
いただきたいと思います。

16
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全国一斉！法務局休日相談所

かし、各相談者の相談内容をお聞きする頃には「何
とかいいアドバイスを」という気持ちになり、真剣
に対応させていただきました。

大阪法務局主催の「全国一斉！法務局休日相談所

相談枠のうち、１組のキャンセルがあり、結果７

（大阪法務局）」が、令和元年10月６日（日）午前

組が相談に来られました。相談内容はすべて土地の

10時から午後４時まで大阪法務局４階会議室で開

境界に関するもので、簡単なものから難しいものま

催されました。

でさまざまでしたが、皆様から最後にお礼のお言葉

こ の 相 談 会 は 平 成23年 度 か ら 実 施 さ れ て お り、
今回で９回目となります。
相談対象は、法務局が所掌するすべての事務であ
り、法務局の職員はもとより、公証人、司法書士、

を頂き、これからもっと社会貢献活動を行い、土地
家屋調査士の知名度をさらに上げていかなければと
いう思いになりました。
（社会事業部公共担当副部長・内山善雄）

土地家屋調査士、人権擁護委員の各会が相談員を派
遣し、実施されました。本会からは公共、公益に関
わる事業推進の一環として社会事業部員から相談員
を毎年派遣しており、私（内山）と富澤理事が出向
しました。
相談会は午前の部（10：00～12：30）と午後
の部（13：00～15：30）で各４枠の合計８枠が
設けられており、私は午前の部を担当しましたが、
事前予約の段階で８枠すべて埋まっているという大
変な盛況ぶりで、最初に予約票を頂いた瞬間「こ
りゃ大変やな」という気持ちが正直ありました。し

全国一斉！法務局休日相談所と同時開催

相続に関する公開講座

大阪法務局主催の相続に関する公開講座が令和元

く講義され、所々にユーモアを散りばめて笑いをも
取っておられました。私も最初から最後まで受講し
ましたが、非常に為になる楽しい講座でした。伊集
院先生お疲れ様でした。

年10月６日（日）午前10時15分から午後２時45分

この日は、公開講座が終わってからも「全国一斉！

まで大阪法務局３階第４会議室にて開催されました。

法務局休日相談所」は午後４時まで開催されており、

第１回目は「遺言と相続」と題し、大阪公証人会
会員長井浩一様が講師を務められました。代襲相

大阪法務局は非常に賑わっており大盛況でした。
（社会事業部理事・森留禎雄）

続、相続欠格や相続放棄など内容は盛り沢山で受講
者の興味も大きかったようです。
第２回目は「未来につなぐ相続登記」と題し、大
阪司法書士会会員岩谷幸祐先生が講師を務められま
した。受講者は35名ほどおられ、会議室はほぼ満
席という人気ぶりでした。
そして第３回目は、大阪土地家屋調査士会会員伊
集院渉先生の講座です。第２回目の講座の後に数名
帰られた方がいらっしゃいましたが、新たに訪れた
受講者もおられ、やはりほぼ満席の人気ぶりに変わ
りありません。講座の内容は「放っておくと、さあ
大変～相続に伴う滅失登記、表題登記～」です。相
続時に未登記である建物の登記についてや土地・建

「放っておくと、さあ大変
～相続に伴う滅失登記、表題登記～」
伊集院渉 会員

物の登記事項証明書の見方などを親切にわかりやす

令和２年１月

第 336 号

17

日本土地家屋調査士会連合会

親睦ゴルフ千葉大会に参加して
連合会の親睦ゴルフ大会が千葉駅から、タクシー

認できました。キャディさんの話によると１週間掛

で７分程度走った「京成ホテルミラマーレ」で10

かってポンプで排水し、ゴルフができる様にしたそ

月27日（日）に懇親会、翌日の28日（月）にホテ

うです。キャディさんは、人生経験が豊富な女性で

ルミラマーレからバスで約１時間の東急セブンハン

コースを熟知しており色々とアドバイスをくれまし

ドレッドクラブで開催されました。大阪会から中林

たが自分の未熟なゴルフ技術では、キャディさんの

会長と加藤監事と当職の３名が参加しました。台風

アドバイスを生かすことができず不本意な順位で大

19号で大変大きな被害を受けた千葉県での開催で

変残念な思いでした。一緒に廻っていただいた愛媛

あった為に、東京駅から総武線快速で千葉駅に向か

会赤瀬雅英先生、栃木会塚原良夫先生、茨城会岡田

う約１時間の間、車窓からブルーシートを確認しま

健太郎先生、有難うございました。

したが１軒も見当たりませんでした。後で千葉会の

大阪会３名の成績は、ゴルフ参加者185名の中で、

会員に確認した結果、「被害を被った地域の通過で

61位が最高の成績でした。今回のゴルフ大会は、快

はなかった」とのことでした。

晴に恵まれると共に台風19号の傷跡があっても経験

懇親会は、観光組の会員も含めて約230人が集い、

豊富なキャディさんと良いコースコンディションのゴ

「台風の影響で観光客も減少し、千葉県の経済が悪

ルフ場でプレーができたことをお土 産に、表彰式前

化している中で日本土地家屋調査士会連合会親睦ゴ

の15時30分にゴルフ場からバスで千葉駅へ、千葉駅

ルフ千葉大会が開催されて千葉県の経済のプラスに

から総武線で東京駅へ、そして17時47分発の「のぞ

なった」という開催側の挨拶がありました。ゴルフ

み」に乗車し、新大 阪 駅に20時24分 無 事に着きま

大会に参加する組合わせを中心にしたテーブルで、

した。出発の時と同じく快晴でゴルフ大会の苦労を

所属する各単会の会員と単会の実情や今後の土地家

労らうかの様にキラキラと輝いている星 空を背に受

屋調査士制度についての話題で盛り上り、大変有意

けて、清々しい気持ちで 無事に我が家に辿り着きま

義な時間を過して９時頃に閉会しました。朝起きて

した。

（副会長・竹本貞夫）

見るとゴルフ大会で頑張れよと励ましてくれている
様な快晴に恵まれた絶好のゴルフ日和でした。「日
頃の行いが良いので神様が快晴を維持してくれたの
ルフ場まで約１時間の行程を加藤監事は６時30分
に、中林会長と当職は７時発のバスでホテルを後に
してゴルフ場へ向かいました。
女子プロのトーナメントを開催している素晴らし

（右から２番目）
加藤監事

だ」と勝手に自己本位に考えながら、ホテルからゴ

いゴルフ場でしたが、低い池のあるコースは、芝生
が土色に染まって台風19号の被害を受けた事が確

（右から２番目）
竹本副会長

中林会長
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北摂支部が団体戦優勝！
個人戦優勝も北摂支部の安田弘会員！

第34回 支部長会ゴルフ大会
東城陽ゴルフ倶楽部にて開催

晴天無風の絶好のゴルフ日和となった令和元年

プレー後は延山支部長（中央）の司会で表彰式が

11月６日（水）、京都府城陽市にある東城陽ゴルフ

行われ、８支部の全支部長が登壇し、支部長会議議

倶楽部にて第34回支部長会ゴルフ大会が開催され

長 中島支部長（北）の開会挨拶から始まり、大阪

ました。このコースは起状のなだらかな丘陵地を利

会中林会長、公嘱協会舩原副理事長、政治連盟加藤

用した林間コースで、各ホールは松林にてセパレー

名誉会長、協同組合甲斐理事長の挨拶の後に成績発

トされたすばらしい景観の箱庭風コースでした。

表があり、個人賞のブービー、ブービーメーカー、

大 会 は18ホ ー ル ダ ブ ル ペ リ ア 方 式 に て 行 わ れ、

跳び賞から１位～10位、ベスグロ、ドラコン、ニ

ＯＵＴ、ＩＮの２コースに分かれて第１組は午前７

アピン、会長賞をはじめとする８つの特別賞（抽選）

時30分にスタート、三井住友海上火災保険株式会

や団体賞の１～３位の発表が行われ、それぞれに賞

社様と株式会社島本保険事務所様を含む総勢95名

品が授与されました。

の参加者で競技が行われました。

今回の団体戦優勝は北摂支部、個人戦優勝も北摂

フェアウェイを外すと松林から張出した枝が障害

支部の安田弘会員となり、北摂支部の席は歓喜に包

となったり、グリーンが速く、アンジュレーション

まれました。北摂支部の参加会員が全員登壇しての

が読みにくいこともあったりと高精度のショットと

記念撮影、そして黒田支部長（北摂）からの喜びの

高い戦略性が必要なコースでしたが、カートのＧＰ

挨拶のあと、最後は支部長会議副議長の西田支部長

Ｓナビを熟知した会員は表示される各コースの攻略

（大阪城）より閉会の挨拶があり、大会は無事終了

方法やグリーンのアンジュレーション等を参考に楽

致しました。

しくプレーされたことでしょう（私はラウンドの最

次回開催も楽しみにしております。また、大会を

後の方に知りましたが…）。また、スコアを入力す

開催するにあたりご尽力、ご協力いただいた関係者

ると自分の順位がリアルタイムでわかるので大変盛

の方々に感謝申し上げます。

り上がり、楽しくプレーしました。

中島支部長会議議長

個人戦優勝の安田弘会員

令和２年１月

（社会事業部公共担当副部長・内山善雄）

笑顔！ 団体戦優勝

北摂支部のみなさん
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北支部の広報活動

北区民カーニバル 参加のご報告

北支部は、令和元年10月20日の日曜日に、大阪
市北区の扇町公園にて行われました「北区民カーニ
バル」に今年も参加しました。好天に恵まれ、子供
からお年寄りまで、多くの人で賑わい盛大に開催さ
れました。主に子供たちを中心とした体育祭と、演
奏や踊りなどの区民まつりからなるカーニバルで
「ツナガル、ヒロガル、区民の輪」をスローガンに、
みんなで楽しむ一日となっています。

今回も土地家屋調査士のブースを設け、広報啓発

いましたが、その甲斐あってか何組もの相談者さん

活動等を行いました。毎年好評のゲームコーナーは、

に来ていただきました。加えて、相談ではなくとも

昨 年もやったコイン落としゲーム、 さらにトータル

その場で興味を示していただいた方も結構多く、質

ステーションを用いた距離当てゲームを行いました。

問に答えたり業務についての説明をさせてもらった

子供から大人まで楽しんでいただけたようで、多くの

りと、有意義な広報活動もできました。また、カー

区民の方とふれあうことができました。特に距離当

ニバルに参加する20の地元地域の方に、広報グッ

てゲームは初めての試みで、手探り状態でやりました

ズと広報冊子を、参加させていただいたことに関す

が、結構皆さんの反応もよく、また次の機会があれ

る御礼と広報を兼ねて配布させていただきました。

ばさらに工夫して行えればと思います。

ゲーム、相談会ともに予想以上の反応があり、今

境界プレート・プラスチック杭などの境界標等を

年も大変有意義な活動ができたのではないかと感じ

展示したり、土地家屋調査士のリーフレットやボー

ます。また来年以降参加できるのであれば、さらに

ルペンなどの広報グッズを配り、調査士をＰＲして

工夫して区民の皆様と交流できればと思います。

いきました。さらに今年は、無料相談会にも力を入

（広報担当副支部長・奥田祐次）

れようということになりました。事前に告知等も行

無料相談会にも
たくさん来ていただきました

トータルステーションで
距離当てゲーム

大人気の水中コイン落とし
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大阪城支部の広報活動

秋晴れの中央区民まつりに参加

距離当てゲームは
今年も大盛況！

令 和 元 年10月20日（ 日 ） 午 前11時 か ら 第31回

務内容リーフレット、アニメジャー、携帯クリーナー

中央区民まつりが大阪市中央区の「なにわの宮跡公

兼ＬＥＤライト）、ゲームの景品となるお菓子、お

園」で開催され、大阪城支部として今年で３回目の

もちゃを多めに準備しました。
前日まで、ぐずついた天気が続いていましたが、

参加をしました。
区民まつりは例年多くの方が来場し、今年も相当
な人出が予想されましたので、事前に広報グッズ（業
当日、８時30分から担当スタッフが集まり、ブー
スの準備開始です。

日頃の行いがよいためか（笑）、区民まつりの当日
は絵に描いたような快晴となりました。
なかには、「これ去年もやったで」と言っていた
だける方も複数名いらっしゃいました。続けること

机、いすの準備、広報用のぼりの設置、景品の場
所など、ワイワイ相談しながら決めていき、スタッ
フ全員で【Ｗｈａｔ ｉｓ 土地家屋調査士？】の文

によって、覚えてもらえる機会が増えることを実感
しました。
中林会長はじめ多くの方に激励に来ていただき、

字をあしらったユニホームシャツを身にまとい準備

大変心強かったです。また、差し入れもたくさん頂

完了です。

き、ありがたく頂戴いたしました。

大阪城支部の企画は今年も距離当てゲームです。サ

15時30分に最後の来店者のゲームが終わり、来

イコロを振って出た目の距離【メートル】を定点から

店者を集計したところ、なんと796名（大人370名、

歩いて予想した場所にミラー付三角コーンを置いても

子ども426名）の方にご参加いただいていました。

らい、トータルステーションで実際の距離を測り、誤

事前に準備していた広報グッズ、お菓子等もすべて

差が少ないほど景品を多くもらえるというゲームです。

配布することができました。

11時開始予定でしたが、10時20分頃、最初の来

秋晴れの中、多くの来店者に恵まれ、充実した広

店者があり、「もういいですか？」「もういいです

報事業となり、私自身も楽しみながら従事すること

よ！」で、予定より早くスタートしました。

ができました。最後に当イベントにご協力ください

そこから、怒涛の来店
者です。家族連れ、子ど
も同士、老夫婦等いろい

ました支部役員、厚生部、社会事業部の皆様ありが
とうございました。
（社会事業担当副支部長・久保尚之）

ろな方に参加していただ
きました。
途中、おにぎりのお弁
当が配られましたが、食
べる時間もないほどゲー
ムに一所懸命でした。
秋晴れに映える背中の What is 土地家屋調査士？

距離当てゲーム

ミラー付三角コーンを置いて…当たるかな！？

令和２年１月
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堺支部の広報活動

堺まつりに初出展
新しい広報の形にチャレンジ！

令和元年10月20日（日）秋晴れの中、堺まつり

立ち、そして動きの取りやすいブースになるよう配

が開催され、堺支部広報部が今年度一番の広報活動

置を考えながら「いや、背の低い子どものために机

の目標として準備を重ねてきた堺山之口なんばん市

はたたんだまま使おう！」
「うまい棒の全種類をケー

への初出展を敢行しました。

スに貼りつけたら目を引くんじゃない？」とセッ

当日午前７時、休日の早朝にもかかわらず、深井
邦仁支部長をはじめ執行部役員の方々がぞくぞくと

ティング。ワクワクするようなブースを完成させま
した！

手伝いにかけつけてくださり、みんなで少しでも目

22

広報活動の内容として、まず、境界プレートの見

に「こんなところも見えます！」と書かれたキャラ

本や土地家屋調査士のパネルを展示。そして「コイ

クターの似顔絵入りポスターを貼り、それを覗いて

ン落としゲーム」ならぬ「境界プレート落としゲー

もらって測量を体験してもらいました。こちらは景

ム」をしました。水をはった水槽の上から下に沈め

品などなしでしたが、「一回覗いてみたかってん！」

た的をめがけ、コインではなく我々が実際に仕事で

という大人の方から、「エーッ！アンパンマンめっ

使用する３センチ四方１ｍｍ厚の金属プレート標を

ちゃ大きく見える～！」と、目をキラキラさせて体

落とすというゲームです。見事的に入ったら、子ど

験してくれる子どもたちがたくさんいてこれまた大

もから大人まで大好きなお菓子、うまい棒のつかみ

人気でした。中にはあまりにも近くに見えるアンパ

取りができるとあって、開催時間の午前10時とと

ンマンを触ろうと、器械を覗きながら手を伸ばす子

もにブース前には列ができるほどの人気ぶり！途中

どももいてとってもかわいかったです！

うまい棒がなくなって追加購入に走るほどでした！

「ふだん道路で測量している人を見かけたりする

お客様の中にはコインの代わりに使用した境界プ

けど、測量ってどうやってするの？」「今はＧＰＳ

レート標に興味を示し、「よく道路にこういうのつ

とか聞いたりするよね。この器械もそう？」「災害

いてるね！見たことあるわ」と声をかけてくださる

で土地の境界がわからなくなったらどうするの？」

方もいらっしゃいました。

など、たくさんの方からいろんな質問を受けまし

また、実際にトータルステーションを立て「プチ

た。私たち土地家屋調査士の仕事に少しでも興味を

測量体験コーナー」も設け、商店街アーケードの柱

持っていただけたこと、とても嬉しく思いました。

令和２年１月
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その他にも、『土地・

ちの仕事を知って「ちょっと聞きたいんやけどな

境界・登記のことなら

…」と相談をしてくださる方も５～６名いらっしゃ

土地家屋調査士へ』と

いました。午後５時まで多くの一般の方々とふれあ

書かれた手作りの窓枠

いながら、手応えを実感できる有意義な広報活動を

を作成し、そこから顔

行うことができたと思います。

を出して記念写真を

堺支部広報部では、人々の財産である不動産を守

撮っていただくコー

るという重要な仕事でありがながら知名度の低い土

ナーを設けインスタに

地家屋調査士という仕事を、少しでもたくさんの

アップしてもらえるよ

方々に知っていただけるよう、様々なアイデアを出

うお願いしたり、連合会の YouTube をプロジェク

しながら広報活動に取り組んでおります。土地家屋

ターで流したりもしました。インスタにアップして

調査士の知名度アップのため、そして会員皆様が元

もらえたのは２組だけでしたが、たくさんの方が

気になれるような広報活動ができるよう、引き続き

アップしてくだされば情報は拡散され一気に広まり

頑張って参ります。

ます。現代ならではの広報活動だと思うのでまた
チャレンジしたいと思っています。

最後になりましたが、堺まつり当日、休日にもか
かわらず中林邦友会長をはじめ、たくさんの会員の

出展終了時間の午後５時を前に、追加購入に走っ

皆様に応援にかけつけていただきましたことはとて

た景品のうまい棒もなくなってしまいましたが、プ

も励みになり、嬉しかったです。本当にありがとう

チ測量体験コーナーや窓枠を使っての記念写真撮影

ございました。

には最後までたくさんの人が訪れてくださり、私た

令和２年１月
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相談内容が複数の

北摂支部

士業にまたがる場合

専門家5士業による
日曜無料相談会

には複数の士業が１

令和元年10月27日（日）午前10時から午後４時、

お昼の時間はブース

ブースに入り相談を
受けます。 相談会開
始後は待ち時間が出
て バ タ バ タ し た り、

千里中央の千里文化センター「コラボ」多目的スペー

に空きが出たりもし

スにおきまして、『専門家５士業による日曜無料相

ましたが、 会場前で

談会』が開催されました。

のチラシ配布の効果

この相談会は、税理士、行政書士、司法書士、社

等もあり56組の方に

会保険労務士、土地家屋調査士の５つの資格者（士

ご相談いただきました。その内、土地家屋調査士に

業）が一堂に会して、市民の方から税金や年金、相

関する相談は５件で、境界や相続に関連する内容で

続や労働問題等のお悩みをお聞きする相談会で、旧

した。

豊能支部時代の平成24年から年１回行っており今
年で８回目の開催となります。

相談後にアンケートをお願いしているのですが、
ほとんどの方に「満足した」とお答えいただき、中

各士業の支部（近畿税理士会豊能支部、大阪府行

には「出来れば年に２回あれば有り難い」や ｢平日

政書士会豊能支部、大阪司法書士会豊能支部、大阪

希望｣ 等の声もいただき、実施年数と共に市民の方

府社会保険労務士会大阪北摂支部、大阪土地家屋調

に少しずつ浸透しているようにも感じました。

査士会北摂支部）行事として行われており、各会の

予定通り16時に相談会を終え、会場の片付けを

支部長及び担当副支部長が事前会議を行い、チラシ

行い無事に今年の開催を終えることができました。

の作成・配布等の事前告知及び当日の準備から後片

来年も開催予定です。会員の皆様、是非ご参加・

付けまでを自分たちで行います。
毎年５士業持ち回りで幹事士業を決めているので

ご見学にお越しください。お待ちしております。
（広報担当副支部長・吉田孝信）

すが、今年は土地家屋調査士が担当ということもあ
り、事前告知でケーブルテレビの２番組に出演させ
ていただきました。慣れないことで緊張もしたので
すが、少しでも各士業及び土地家屋調査士の PRに
なればとの思いを込めて告知を行いました。
当日は素晴らしい秋晴れ。相談会開始の１時間前
に集まり会場設営を始めました。相談スペースは会
場を６ブースに区切り１組30分以内の相談となり
ます。
56組の相談者がご来場

告知 PR のため、ケーブルテレビに出演
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令和元年度 インターンシップ
近畿ブロック協議会主催による立命館大学生の
インターンシップ実習が、令和元年８月19日（月）
～８月30日（金）までの２週間に渡り行われました。

していただきまして、総合評価Ａ + という素晴らし
い成績評価をされておられます。
８月30日には、荻田明男会員と実習生、小職が

実習生は１名で、この実習生が大阪府内に在住とい

出席した閉講式が京都土地家屋調査士会の会議室で

うこともあり受入れ事務所は、大阪会の荻田明男会

行われました。そこでインターンシップを行ってみ

員の事務所が手を挙げて下さいまして、お世話をお

ての実習成果の発表があり、互いに良い刺激のある

願い致しました。

２週間となったとのことで、荻田会員と実習生の交

８月19日の開講式は、京都土地家屋調査士会の

流が素晴らしいものだったことがうかがえました。

会議室で行われ大阪会からは、中林会長が出席され

閉講式後には懇親会も行われ、無事２週間の行事

ました。休日を含み２週間（実質10日間）という

日程を終了することができました。

期間で、土地家屋調査士業務に係る作業全般を指導

インターンシップ生を受け入れて
北摂支部

荻田

明男

（社会事業部長・森脇英明）

将来は、日本での就職を希望しているとのことで
したが、どのような業種についても、KIM 君の真
面目さと一生懸命さがあれば成功すると思うので頑
張ってください。

今回、初めてインターンシップ生を受け入れまし

今回のインターンシップ生の受け入れについて、加

たが、初めてのインターンシップ生が韓国人の留学

藤眞一先生から連絡をいただき、ふたつ返事で引き

生だったことに驚き、上手くコミュニケーションが

受けてしまい、後になってちゃんとした実習をしても

取れるか心配しておりましたが KIM 君は日本語が

らえるかどうか心配しておりましたが無事に終了する

凄く上手で、最初の頃は緊張からか自分から話しか

ことが できて、ホッとしております。私にとっても、

けてくれることはありませんでしたが、雰囲気に慣

仕事を始めた頃の新鮮な気持ちになる楽しい２週間

れてくると業務に関する質問を積極的にしてくれ、

となり、良い経験ができたと感謝しております。

土地家屋調査士という業務に興味を持ってくれたの
ではないかと思います。

最後に KIM 君はじめ、インターンシップ生の皆
様の今後の社会でのご活躍をお祈りしております。

実習の内容については、行政及び法務局に対する
調 査 及び 申 請、お客 様との打合 せ及び 納 品、現 場
作 業 全 般に現 場 作 業に伴う図面作成及び 書 類 作成
と一 通りの作 業は体 験してもらうことができたと思
います。
ほぼ毎日、現場作業に行きましたが暑い中、弱音
を吐くことなく黙々と作業に同行してくれて、現場
作業や申請書類の内容を理解しようとする姿勢と理
解力には感心させられました。また、KIM 君は現
場作業が楽しいとのことでしたので、現況測量の
ポール持ちから図面作成までと一連の作業を体験し
てもらいましたが、楽しくて一日時間が経つのが早
かったとの感想を聞き、現場作業があったり図面を
描いたりするような仕事に向いている学生なのかな
と思いました。

令和２年１月
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大阪工業大学寄付講座
第２講をクローズアップ
大阪市旭区にある大阪工業大学で、今年は10月31日（木）第
１講を堺支部深井邦仁先生、11月７日（木）第２講を中河内支部
中島幸広先生、11月14日（木）第３講を大阪城支部正井利明先
生にご講義いただきました。
いずれの講義も第４限目15：20～17：00までの100分間と非
常にボリュームのある内容で寄付講座が実施されました。

今年は、第２講中河内支部中島幸広先生の講義に
訪れ、私自身も勉強して参りました。
講義のテーマは「不動産登記法第14条の地図の
作成について」です。まず地籍調査の内容に触れ、
明治期の地籍編纂事業から現在の地籍調査に至るま
でを細かく説明されました。その後地図の歴史につ
いて講義は進み、検地図や地租改正事業、実地調査
や当時の測量方法についてお話をされました。非常
に難しい内容ですが優しく話す口調、丁寧な説明で
学生の理解度は非常に高かったと思います。

第2講

中島幸広 講師（中河内）

さらには、全国地押調査事業や土地台帳、その付
属地図の沿革を説明したり、地籍調査・一筆地測
量・境界立会の話もされ、法第14条の地図が備え
付けられるまでを詳しく説明され、100分間という
長いはずの講義があっという間に終わってしまいま
した。
この第２講では12名の学生が受講しました。学
生の講義に対する興味・関心は非常に高く、私語も

９号館

工学部都市デザイン工学科

全くありませんでした。土地家屋調査士になりたい
と思ってもらえたと思います。
今年度ご担当いただきました、深井先生、中島先
生、正井先生お疲れ様でした。
（社会事業部理事・森留禎雄）
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会員証および補助者証の
更新手続はお済みですか

会員証（補助者証）の更新について（お知らせ）
本会会員の現在使用している会員証・補助者証の有
効期限が令和２年3月31日となっております。

現行の会員証および補助者証の有効期

従いまして、今後新会員証・新補助者証と、現行の

限は令和２年３月31日（火）までとなって

会員証・補助者証を令和２年２月12日以降順次交換

います。現行の会員証および補助者証は、

し会員へ配付いたします。

４月以降使用できません。新会員証用の

つきましては令和２年２月12日から同年３月31日

写 真のご 提 出がまだお済みでない方は、

までの間は新旧両方の会員証・補助者証が重複するこ

至急、本会事務局までご提出ください。

とになりますのでご注意願います。なお、令和２年４

なお、大阪府下の法務局・各市区町村
へは、右記内容の文書を送っております
ので、お知らせします。

月１日以降は全て新会員証・補助者証となります。
関係機関の皆様方には、ご迷惑をお掛けいたします
が適宜関係各部署にお知らせいただきたくご配意の
程、よろしくお願い申し上げます。
大阪土地家屋調査士会

令和２年１月
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境界問題相談センター
おおさか

境界問題相談センター研修会
『「筆界確定訴訟とは何か」
−「倉田講演録」
「筆界特定を経た裁判例」を題材にして−』
11月８日（金）大阪市立住まい情報センターにて「筆界確定訴訟とは何か」について講義いただきました。土地
家屋調査士、弁護士、その他士業、法務局の合わせて 107名が出席し、盛況のうちに開催することができました。
第２部

第１部

「倉田講演録を読み解く」

「筆界特定と判決の結果が異なった事例」

倉田卓次「境界確定の訴えについて」

大阪高裁平成24年１月27日判決

前段で「筆界特定制度」については、筆界特定の

「山間部における事案」

現状を説明されました。また、
「所有権界」と「筆界」

・公 図と筆界特定線との相違による訴訟

についても講義いただきました。

判決からの推考

「倉田講演録」より

・重 ね図は一つの考え方である

① 筆界確定訴訟の実務的意義

・様 々な事項から考えるべき

② 筆界確定訴訟の法的性質

・原 始筆界であるならば明治初期に遡って関係土地

③ 判例の推移・動向

の所有者や利用状況の変遷等を考察して結論を導

・公 簿面積と実測面積に相違がある場合

くべき。

・ドイツ民法の影響が及ぼした事例

・
「土地現形図」（山林図面と耕地図面の関係を示し

・最高裁判所判例における「形式的形成訴訟」の徹底
「所有権」との関係に関する判例

た図面）が地元に保管されていた。
・筆界特定は昭和60年の府道改良工事に作成された

・訴 訟案件等について、証拠調べ上の留意点

「丈量図」、平成６年の道路改良工事に作成された

・書 証「公図」について「盲進するな」

「現況平面図」、平成19年実測の「実測平面図」を

通常、各筆のおおよその位置関係、境界線の形

基にして公図等に当てはめた重ね図を作成してい

状は、その特徴をかなり忠実に表現している。

るが、説明が無く、結論に合理性がない。

「分筆に警戒せよ」

筆界認定について

・人 証

・
「鑑定」を実施してもなお認定が困難であったが、

伝聞が多い、地域の古老を証人とする例

・検 証

山林図面等をもって境界を認定することは、裁判
所の裁量の範囲に属する（筆界確定訴訟）。
・現 在の利用状況、公図の状況、登記の推移（分筆
等）、自然の状況を考慮し、公平かつ合理的に認
定すべき。

大阪大学大学院客員教授・弁護士

吉野

孝義先生

境界問題相談センターでは、境界に関する
相談を受け付けています。お気軽にどうぞ
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大阪土地家屋調査士政治連盟だより
昨年９月以降の主だった行事について、ご紹介し

大阪司法書士政治連盟主催（大阪土地家屋調査士
政治連盟協賛、大阪司法書士会・大阪土地家屋調

ます。
各政党との政策要望懇談会に参加しています。

査士会後援）にて法改正記念事業が、令和元年11

９月９日（月）、自由民主党大阪政経懇談会がリー

月１日（金）大阪キャッスルホテルで開催されまし

ガロイヤルホテル大阪にて行われ、役員他多数出席

た。記念講演として同志社大学の佐久間毅先生によ

しています。第一部記念講演として、自由民主党総

る「所有者不明土地問題と相続による登記」、懇親

務会長（当時）加藤勝信様が「安倍政権６年間の実

会場では当政治連盟名誉会長加藤幸男より「表示登

績と今後の進路」について語られています。第二部

記、土地家屋調査士制度の沿革」、大阪司法書士政

は党幹部、地元選出国会議員、大阪府議会議員、大

治連盟顧問山内鉄夫様より「司法書士法及び土地家

阪市会議員、堺市議会議員、市町村議会議員等多数

屋調査士法の一部を改正する法律の概要」について

出席の盛大なパーティーでした。

講演がありました。盛会のうちに終了したことを報

９月20日（金）、関西公明会館にて、公明党政策
要望懇談会がありました。

告させていただきます。
（広報担当副会長・向井彰一）

大阪土地家屋調査士会副会長竹本貞夫様より「地
図の成り立ちと沿革について」、当政治連盟名誉会長
加藤幸男より「国土調査法に基づく地籍調査作業に
ついて」の講演をし、土地家屋調査士の専門性を地図
整備や地籍調査に活かせるように要望しています。
９月27日（金）、立憲民主党大阪府連合事務所に
て、政策・制度意見交換会がありました。当政治連
盟副会長彦坂浩子より「不動産登記制度と土地家屋
調査士制度について」、大阪土地家屋調査士会副会
長竹本貞夫様より「地図の成り立ちと沿革につい
て」の講演をし、土地家屋調査士についての意見交
換も活発に行われました。
さて、令和元年６月６日成立、６月12日公布さ
れた「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」に関して、当政治連盟もひとかたなら
ぬ関与をしてきたものですが、最大のポイントは使
命規定（第１条）で土地家屋調査士が「土地の筆界
を明らかにする業務の専門家」として明文化された

北側一雄 衆議院議員

ことです。

吉田栄江 会長
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大阪青年土地家屋調査士会だより
今年の全国青年土地家屋調査士大会が、11月９

会員交流企画としまして、7月にゴルフコンペが

日に茨城で行われました。それぞれの地域で培った

行われましたが、早くも２回目として11月に、今

知識・技術・専門家としての視点を交流し土地家屋

度は京都会の若手調査士、前述しました三青会の税

調査士としての成長発展の契機とすべく、全国各地

理士、司法書士との合同コンペを行います。また勉

よりこれからの時代を背負う青年世代が一堂に会し

強会とは違った交流ができるのではないかと期待し

ました。わが大阪青年土地家屋調査士会からも多数

ています。先月には麻雀大会も企画し、普段とは違っ

の会員が参加しましたが、実り多き土地で実りある

た会員同士の交流を楽しみました。恒例の釣り企画

出会いがあったことと思います。

も年末に予定されているようで、皆が気軽に参加で
きる行事で、会員の交流・親睦をはかっていけたら
と思っています。
ぜひ一緒に成長し、楽しみましょう。
≪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

11月19日には、以前からお伝えしています、三
青会（大阪青年土地家屋調査士会・近畿青年税理士
連盟大阪支部・大阪青年司法書士会）の合同勉強会

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

が行われます。それぞれの講義テーマとして

なくどなたでもご入会いただけます。私たちの活動

・税 理士「所有権移転の原因と税金」
「法人のメリッ

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）。

ト、デメリット」
・司 法書士「遺産分割、遺言執行」「事前通知、本

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。

人確認について」
・調査士「境界確定の流れと地図訂正の実務」
があげられました。それぞれが勉強し、親睦を深め

大阪青年土地家屋調査士会 HP アドレス :

る会として今後も力を入れていきたいと考えていま

http://oskseicyou.hotcom-land.com/wordpress/

す。新年初めにはボーリング大会も予定されていま
す。
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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 後援のレクレーションを開催しました

ハイキングの後、お昼からは、のどか村のデイキャ
令和元年10月19日（土）、令和元年度の厚生事業

ンプ場にてバーベキューを開催し、甲斐理事長の挨

としまして、大阪土地家屋調査士会後援のレクレー

拶、ご 来 賓の中林会 長の挨 拶、支部長 会 議 議 長の

ションを、信貴山のどか村で開催しました。

代理で出席された米山先生の乾杯でバーベキューが

昨年に続きハイキングとバーベキューのイベントで、

始まりました。ご 家 族や支部会員のグループでコン

大人91名、お子さん13名の合計104名の方にご参加

ロを囲み、和気あいあいと終始にぎやかな雰囲気の

頂きました。

中で 楽しんで頂けたことと思います。お腹が満たさ

開催にあたっては、前日から雨が降り始め一時雨

れた頃、梶 谷 副 理事 長の司 会で、恒 例の抽 選 会 が

脚も強く当日も雨の確率が高い予報で、歩く予定を

行われ、当選の品に一喜一憂の中、楽しいイベント

やむを得ずバスや車での移動に変更された方もおら

となり、更に交流の輪が深まったと思います。また、

れましたが、バーベキューの開始頃には雨も上がり、

当日の３時頃から再び雨の予報が出ていたこともあ

無事開催することができました。

り、名残り惜しい中、竹本副会長のご挨拶で無事イ

近 鉄 恩 智 駅 からの 約4.2Km に わたるハイキング

ベントを終えることができました。

コースは、急な登り坂も多く、前日からの雨でぬか
るみ、歩きづらかった声も聞かれましたが、木々の
間や雲 間からのぞく白く煙った大 阪平野の眺めや、
山の上ということで木々もほんのりと色づき始め、秋
の訪れを感じながらの山歩きを存分に堪能して頂け
たことと思います。

後援 頂きました大阪 土地家 屋調査士会をはじめ、
ご参加頂きました組合員・会員・ご家族・従 業 員の
皆様、ご協力頂きました地域代表の皆様、誠に有難
うございました。次回のレクレーションも皆 様に気
軽に参加し楽しんで頂けるイベントを企画したいと思
いますので、宜しくお願い申し上げます。

令和２年１月
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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）
第32回近公連通常総会を開催

第35回定時社員総会を開催
令和元年９月20日（金）大阪市北区の「ホテル

令和元年10月４日（金）午後３時から「ホテル

グランヴィア大阪」で第35回定時社員総会を開催

グランヴィア京都」において、第32回近公連通常

し、すべての議案が原案通り可決承認されました。

総会が開催されました。

来賓として、大阪法務局民事行政部総務課長内田

本年は役員改選の年度でありましたが、大阪会の

清様、同部不動産登記部門首席登記官福田克則様、

横山理事長が引き続き近公連会長に選任されまし

一般社団法人大阪公共嘱託登記司法書士協会代表理

た。

事佐々木俊明様、大阪土地家屋調査士会副会長芳多
正行様、大阪土地家屋調査士協同組合理事長甲斐健

尚、大阪会の竹中愼二社員が感謝状表彰を受賞さ
れました。

児様、大阪土地家屋調査士政治連盟副会長彦坂浩子
様、岬町副町長中口守可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

＊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、

しました。
来賓として、一般社団法人大阪公共嘱託登記司法

気軽にお声掛けください。

書士協会代表理事佐々木俊明様、大阪土地家屋調査
士会会長中林邦友様、同副会長芳多正行様、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副会長彦坂浩子様、公認会計士
勝山武彦様にご臨席賜りました。
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会

員

異

動

入
氏
岡

野

名
昌

登録番号 支
治

3368

部

泉州

入
年

月

会

（R1・12・1 現在）

者（ ４名）

会
日

1・9・10

事務所所在地・電話・FAX 番号
〒595-0036 泉
 大津市昭和町10-4
☎0725－24－7187

昭和ビル301号

0725－24－7188

〒530-0046 大
 阪市北区菅原町11-10
山

㟢

春

樹

3369

北

オーキッド中之島ビル401

1・9・20

☎06－4397－3392
赤

瀬

丈

晴

3370

北摂

1・10・1

〒565-0821

萩

原

裕

大

3371

大阪城

吹田市山田東３丁目９番18号

☎06－7222－9911
〒541-0045

06－4397－3393
072－344－5624

大阪市中央区道修町二丁目５番９号
イトヨシビル４F

1・11・1

☎06－6205－5858

06－6205－5859

事務所変更（ ８名）
氏

名

登録番号 旧支部 新支部

中

山

武

彦

2826

泉州

尾

島

直

人

2865 大阪城

届
出
年 月 日

泉州

1・9・5

北

1・9・9

新事務所所在地・電話・FAX
〒590-0533

☎072－471－7337
〒531-0064

葉

正

3165

中央

中央

サニークレスト101号

1・9・12
〒553-0001

中

実

2121

北

北

06－6358－4282

大阪市平野区西脇１丁目12番12号

☎06－6796－8492
野

072－485－3606

大阪市北区国分寺二丁目２番15号

☎06－6352－1635
〒547-0035

松

泉南市中小路二丁目2647番地２

06－6796－8493

大阪市福島区海老江一丁目
11番１-107号

1・9・18

☎06－6361－5343

06－7501－6365

〒550-0002 大阪市西区江戸堀１丁目17番16号
渡

邉

英

伸

3250

中央

北

肥後橋INAビル 関西シティ総合事務所内

1・9・19

☎06－4803－7700
〒577-0056
中 川 由 起 子

3304 大阪城

中河内

東大阪市長堂１-５-６
布施駅前セントラルビル605号室

1・10・3

☎06－6618－9377
〒541-0044
平

松

伸

元

2395 大阪城 大阪城

H K淀屋橋ガーデンアベニュー５F

1・11・15
〒540-0037

林

邦

友

2174 大阪城 大阪城

1・11・20

06－6232－3477

大阪市中央区内平野町２丁目４-５
内平野中央ビル５階

☎06－6941－6502

令和２年１月

06－6618－9388

大阪市中央区伏見町四丁目３番９号

☎06－6232－0039
中

06－4803－7711
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名
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会
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部

者など（資格取消・喪失者を含む） （ ８名）
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年

月

出
日

退

司

1740 中河内

1・9・17

死

亡

隆

3256

北

1・9・19

長

期

休

業

紀

2290

北摂

1・9・27

業

務

廃

止

努

3348 大阪城

1・9・30

長

期

休

業

佳

2897 大阪城

1・10・10

長

期

休

業

曜

3364

北摂

1・10・17

長

期

休

業

聖

美

3366

北

1・11・26

長

期

休

業

昌

憲

1661

堺

1・11・28

業

務

廃

止

正

里

法

人
新

名

称

土地家屋調査士法人
オフィスいぶき

支

部

北

事
規

登

務
録

所
事

会

務

員

所

2979

押村

3320

征治

関

理

由

係

（ ２ 法人）
事

社員・会員登録番号

佐々木直美

会

務

所

主 主たる事務所

所

在

地

従 従たる事務所

（電話番号・ＦＡＸ番号）

主 〒550-0003
大阪市西区京町堀一丁目12番10号

☎06－6446－1601

06－6446－1602

従

KASUGA
土地家屋調査士法人

北

山㟢

春樹

3369

〒530-0046
大阪市北区菅原町11番10号
オーキッド中之島ビル401号
☎06－4397－3392
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06－4397－3393

第８回常任理事会

河㟢・濵口・森脇（事務局）能勢・柳井原

①近 畿財務局意見交換会質問・要望事項を全会発送
令和元年９月10日（火）午後４時から本会３階役

する件について

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、第９回五士業合同協議会につい
てなど次の各事項が審議・協議された。

①各種行事の出席者の確認について

< 出席者・敬称略 > 中林・竹本・芳多・久保・山脇・

②登 記簿等の公開に関する（乙号事件）の民間競争入札

河㟢・濵口・森脇（事務局）能勢

に係る大阪法務局評価委員会委員の推薦について
③オ リジナルＬＥＤライト液晶クリーナーの追加発
注について

①各種行事の出席者の確認について

④立命館大学寄付講座への講師推薦について

②第９回五士業合同協議会について

⑤会則変更について

③第５回理事会の運営について

⑥貝塚市空家等協議会委員の推薦について
⑦第６回理事会の運営について

①「土地家屋調査士事務所形態及び報酬に関する実
態調査」について

①五士業合同協議会について

②協同組合への親睦事業助成金について

②支部長会議との意見交換会について

③支 部交付金の調整金廃止にむけての内規、会則別

③所在不明及び音信不通会員について

紙の変更について

④ＡＥＤの理事研修について

④国民年金基金のアンケートについて

第９回常任理事会

⑤事務局完全週休２日制の実施について
⑥完 全オンライン申請に係わる証紙貼付け対応につ
いて

第１1回常任理事会
令和元年９月19日（木）午後３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回理事会の運営についてな

令和元年11月13日（水）午後３時から本会３階役

ど次の各事項が審議された。

員室で第11回常任理事会が開催され、各部などか

< 出席者・敬称略 > 中林・竹本・芳多・久保・山脇・

らの報告事項に続き、岸和田市基準点データ包括承

河㟢・濵口・森脇（事務局）能勢・柳井原

認に係る確認書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・

①各種行事の出席者の確認について

河㟢・濵口・森脇（事務局）能勢・柳井原

②第５回理事会の運営について

第１０回常任理事会

令和元年10月24日（木）午後４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

①大阪府証紙還付（代金返還）の促進について

①各種行事の出席者の確認について
②第６回理事会の運営について

らの報告事項に続き、貝塚市空家等協議会委員の推
薦についてなど次の各事項が審議・協議された。
< 出席者・敬称略 > 中林・竹本・芳多・久保・山脇・

令和２年１月

①五士業合同協議会について
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②支部長会議との意見交換会について

第５回理事会

③岸 和田市基準点データ包括承認に係る確認書につ
いて
④事務局完全週休２日制について

令和元年９月19日（木）午後４時から本会４階会

⑤事務局ＰＣ入れ替えについて

第４回理事会

議室で第５回理事会が開催され、会長の挨拶に続
き、各部長、支部長会議議長、各種委員会などから
の報告・連絡事項があり、次の各事項が審議された。

審

令和元年８月２日（金）午後３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、

①第１号議案

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。

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
長から依頼があった令和２年３月31

令 和 元 年 度事 業 計 画 実 施 細目につ

所属（大阪地方裁判所兼務）の民事

いて

調停委員の推薦について、泉州支部

議

事

日で任期が終了する大阪簡易裁判所

の久保加奈子会員（再任）を推薦す
ることについての審議を提案する。

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

［結果］ 賛 成多数で承認された。
②第２号議案

登 記 簿 等 の 公 開 に 関 す る（ 乙 号 事

第５条第４項第１号に基づき運営委

務）の民間競争入札に係る大阪法務

員会委員の承認を提案する。

局評価委員会委員の推薦について

［結果］ 全 会一致で承認された。
③第３号議案

項

［提案理由］ 別 添資料のとおり、大阪地方裁判所

［結果］ 全 会一致で承認された。
②第２号議案

事

項

審
①第１号議案

議

［結果］ 審 議 事 項 と す る こ と が 承 認 さ れ た

大 阪土地家屋調査士会表彰規程の改

後、議案について常任理事会に一任

正について

することについて賛成多数で承認さ

［提案理由］ 現 状の運用と合っていないため、別

れた。

添のとおり変更することを提案する。
［結果］ 全 会一致で承認された。

この後、監事からの意見等があり、閉会した。

この後、監事からの意見等があり、閉会した。
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・境界問題相談センターおおさか事前無料相
談（会館）永野・杉田各境界問題相談センター
◇

9

月

◇

１日 ・ラ イトアップフェスティバル 2019（淀川河
川公園）今村社会事業部副部長
２日 ・近 畿税理士会との打ち合わせ（税理士会館）
中林会長、山脇総務部長
３日 ・綱 紀委員会（班別会議）（会館）
・財務部会（会館）
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）佐

おおさか推進委員
・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）今
村相談員
12日 ・筆 界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧
本相談員
17日 ・協 同組合部長会（会館）佐野財務部副部長
・近畿大学へ成績について打ち合わせ（近畿
大学）川口産学交流学術研究委員長、中島
（幸）同副委員長
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）八

古相談員
４日 ・社 会事業部会（会館）
・産学交流学術研究委員会（会館）
・社労士会との打ち合わせ（会館）中林会長、

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

山脇部長
・
（株）エンジンとの打ち合わせ（会館）森脇
社会事業部長、森留同部理事
・非調査士活動実態調査（法務局天王寺出張所）
金谷（充）非調査士活動排除副委員長、酒井・
荒木・杉本・石田・小川・綿谷各同委員
・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）白

・境界問題相談センターおおさか運営委員会
（会館）
・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森
留相談員
19日 ・常 任理事会（会館）
・理事会（会館）
・入会面談（会館）雨宮副部長、竹内総務部

井相談員
５日 ・筆 界特定室振分相談出向（法務局本局）森

理事
・大阪市マンション管理支援機構施設見学会

山相談員
６日 ・総 務部業務連絡会（会館）
・入会面談（会館）雨宮総務部副部長、白井

（阿倍野防災センター）正井会員
・大阪市マンション管理支援機構第５回常任
委員会（大阪市立住まい情報センター）森

同部理事
・Windows10対 応 打 ち 合 わ せ（ 会 館 ） 芳 多
副会長、山脇部長、塩田総務部理事、正井

脇部長、正井会員
・中河内支部下農惣司会員告別式（東大阪玉
泉院）中林会長

会員
・文書取扱規準打ち合わせ（会館）雨宮副部長、

・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）中
山（髙）相談員

白井理事
７日 ・第14回土地家屋調査士特別研修考査（新大
阪丸ビル別館）竹本副会長、濵口業務研修

20日 ・大 阪公嘱協会定時社員総会（ホテルグラン
ヴィア大阪）中林会長、芳多副会長
・公明党政策要望懇談会（関西公明会館）中

部長
・近ブロ研修部会（新大阪ワシントンホテル
プラザ）中林会長、竹本副会長、濵口部長
８日 ・マ ンション管理フェスタ（大阪市立住まい
情報センター）森脇部長、正井・藤野各会員
９日 ・筆 界特定制度推進委員会（会館）
10日 ・常 任理事会（会館）
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安

林会長、竹本副会長
24日 ・滋 賀会役員研修会（滋賀会会館）能勢専務
理事
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）田
中（久）相談員
25日 ・業 務研修部会（会館）
・表示登記実務研究会（会館）
・非調査士活動実態調査（法務局枚方出張所）

岐相談員
11日 ・支 部長会議（会館）
・財務部（厚生）業務連絡会（会館）

令和２年１月

井手下非調査士活動排除委員長、中川（繁）
同副委員長、 馬野・中元・島田・津本・佐
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藤根各同委員

・各種講座（堺総合福祉会館）濵口部長、堀

・大阪大学法科大学院寄付講座第１講（大阪
大学）久保副会長、川口委員長、中島（幸）
副委員長、正井産学交流学術研究委員、金子・
安部（眞）・井畑・西田（寛）・山脇各講師
・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）塩
田相談員

・講師依頼（新会員研修会）（法務局本局）濵
口部長
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
田（直）相談員
９日 ・総 務部会（会館）

26日 ・第 ２回筆界特定研修会（会館）
・民間総合調停センター運営委員会（大阪弁
護士会）

・入 会 面 談（ 会 館 ） 芳 多 副 会 長、 山 脇 部 長、
雨宮副部長、塩田総務部理事
・境界問題相談センターおおさか事前無料相

・民間総合調停センター広報・研修部会（大
阪弁護士会）

談（会館）浅井境界問題相談センターおお
さか推進副委員長、谷内田同委員

・民間総合調停センター研修会（大阪弁護士会）

・大阪大学 CLE 講習会（大阪大学）正井委員

・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）米

・大阪大学法科大学院寄付講座第３講（大阪

山相談員

大学）正井講師

28日 ・大 阪司法書士会創立百周年記念式典 ･ 祝賀会
（リーガロイヤルホテル）中林会長
・笠原孝氏黄綬褒章受章を祝う会（ザ・クレ
ストホテル柏）金子名誉会長
竹本副会長
◇

・第１回全国会長会議（10日も、東京ドーム
ホテル）中林会長
・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）永
野相談員

30日 ・近 ブロ正副・部会長会議（会館）中林会長、

10日 ・財 務部会（会館）
・各種講座（会館）彦坂・森次各業務研修部

10

月

◇

１日 ・筆 界特定室振分相談出向（法務局本局）今
西（眞）相談員
２日 ・会 務処理（会館）河㟢財務部長
・大阪大学法科大学院寄付講座第２講（大阪
大学）正井講師
・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）佐

理事
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）谷
山相談員
11日 ・社 会事業部会（会館）
・近ブロ業務部会（奈良会会館）濵口部長
・オンライン申請研修会動作確認（大阪産業
創造館）正井オンライン申請促進委員長
12日 ・林 千年氏黄綬褒章受章記念祝賀会（岐阜グ
ランドホテル）金子名誉会長

野相談員
３日 ・大 阪工業大学寄付講座講師会議（会館）
・中間監査監事事前打ち合わせ（会館）北川・
加藤（幸）・坂田（兼）各監事
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤
田（重）相談員
４日 ・第32回近ブロ公嘱協会通常総会（ホテルグ
ランヴィア京都）中林会長
６日 ・全 国一斉！法務局休日相談所（法務局本局）
内山・富澤各相談員、森留理事
・
「未来につなぐ相続登記」公開講座（法務局
本局）伊集院会員
７日 ・各 種講座（岸部市民センター）竹本副会長、
塚田業務研修部副部長、森口同部理事
・近 畿 大 学 表 敬 訪 問（ 近 畿 大 学 ） 中 林 会 長、
川口委員長、中島（幸）副委員長
８日 ・政 治連盟常任幹部会（会館）竹本副会長
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川業務研修部副部長、山本同部理事

令和２年１月

15日 ・資 料センター運営委員会（会館）
・協同組合部長会（会館）永野理事
・民間総合調停センター広報・研修部会（大
阪弁護士会）
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪
口相談員
１6日 ・支 部長会議（会館）
・第２回災害 ･ 空家等対策委員会（会館）
・筆界特定制度推進委員会（会館）
・大阪大学法科大学院寄付講座第4講（大阪大
学）神前・安部（眞）各講師、杉田産学交
流学術研究委員
・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）富
澤相談員
・堺一日合同行政相談所（堺市産業振興セン
ター）森脇部長、坂田（宏）社会事業部理事
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17日 ・中 間監査（会館）
・会 員 管 理 シ ス テ ム Windows10へ の 試 験 作
業（会館）正井会員、山脇部長
・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）正

雨宮副部長、塩田理事、正井会員
・年金基金支部長来会（会館）中林会長
・大阪大学法科大学院寄付講座第６講（大阪
大学）安部（眞）・浅井各講師
・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）塚
田相談員

井会員
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙

31日 ・大阪工業大学寄付講座第１講（大阪工業大学）
中林会長、川口委員長、中島（幸）副委員

山相談員
18日 ・ 70周年事業 PT 会議（会館）
・綱紀委員会（班別会議）（会館）
・綱紀委員会全体会議（会館）
19日 ・協 同組合レクレーション（のどか村）中林
会長、米山中河内支部長
21日 ・業 務状況調査（豊中市）山脇部長、佐野副

長 、深井講師
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
口（典）相談員
◇

11

月

◇

１日 ・会 務処理（会館）中林会長
・近ブロ広報部会（京都会）森脇部長

部長
23日 ・表 示登記実務研究会（会館）

５日 ・筆界特定制度推進委員会（会館）

・業務研修部会（会館）

・社会事業部会（会館）

・大阪大学法科大学院寄付講座第５講（大阪

・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）濵

大学）安部（眞）講師、森留産学交流学術

口相談員
６日 ・大 阪法務局無料登記相談（法務局本局）堀

研究委員
・近畿財務局管財部との顔合わせ（近畿財務局）

川相談員

久保副会長、森脇部長、内山社会事業部副

・支部長会ゴルフ大会（東城陽ゴルフ倶楽部）

部長

・大阪大学法科大学院寄付講座第7講（大阪大

・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）坂
田（宏）相談員
24日 ・常 任理事会（会館）
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）羽

学）浅井講師、富澤社会事業部理事
７日 ・筆 界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆
相談員
・大阪自由業団体連絡協議会の次年度の諸事
業についての検討打ち合わせ会議（社労士

倉相談員
25日 ・筆 界調査委員養成講座（会館）
26日 ・第 １回オンライン申請研修会（大阪産業創
造館）濵口部長、塚田副部長、森口・彦坂・
森次・山本各業務研修部理事
27日 ・日 調連ゴルフ大会（前夜祭）（千葉県）中林
会長、竹本副会長、加藤（幸）監事
28日 ・日 調連ゴルフ大会（千葉県）中林会長、竹
本副会長、加藤（幸）監事
29日 ・境 界問題相談センターおおさか推進委員会

会館）中林会長、山脇部長
・北支部登記事務連絡会（大阪市立住まい情
報センター）中林会長
・大阪工業大学寄付講座第2講（大阪工業大学）
中島（幸）・正井各講師、森留委員
８日 ・事 務局 PC 入替打ち合わせ（会館）山脇部長、
雨宮副部長、塩田理事、正井会員
・賠償責任補償制度紛争処理委員会（会館）
・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）

（会館）
・境界問題相談センターおおさか運営委員会

９日 ・地 籍問題研究会第26回定例研究会（マリン
パレスかごしま）内山副部長

（会館）
・大阪市測量明示課との打ち合わせ（大阪市
役 所 ） 森 脇 部 長、 内 山 副 部 長、 坂 田（ 宏 ）

10日 ・近 ブロ正副会長会議（近江八幡駒吉）中林
会長
11日 ・大 阪城支部登記事務連絡会（会館）中林会長

理事
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西
田（修）相談員
30日 ・事 務局 PC 入替打ち合わせ（会館）山脇部長、

令和２年１月

12日 ・筆 界特定室振分相談出向（法務局本局）池
原相談員
13日 ・常 任理事会（会館）
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・理事会（会館）

・業務研修部会（会館）

・境界問題相談センターおおさか事前無料相

・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）三

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、京谷同委員
・聴聞（会館）芳多副会長、山脇・河㟢各部長
・大阪府会計局来会（会館）山脇部長
・入会面談（会館）雨宮副部長、白井・塩田
各理事

・北 摂 支 部 明 示 協 議 会（池 田 市 民 文 化 会 館）
森脇部長
・北摂支部登記事務連絡会（池田出張所）（池
田市民文化会館）芳多副会長
・大阪大学法科大学院寄付講座第９講（大阪

・更新用新会員証確認作業（会館）雨宮副部長、
塩田理事

大学）中島（幸）講師、森留委員
21日 ・事 務局個人面談（会館）山脇部長

・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森
口相談員

・事務局 PC 入替打ち合わせ（会館）山脇部長、
雨宮副部長、正井会員

・大阪大学法科大学院寄付講座第8講（大阪大
学）浅井講師、中島（幸）副委員長
14日 ・会 務処理（役員交通費受け取り）
（会館）延山・
米山・深井各支部長
・筆界調査委員推薦委員会（会館）
・証紙購入調査（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）
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）佐
古相談員

・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）山
田（文）相談員
・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）正井
会員
22日 ・各 種講座（会館）濵口部長、塚田副部長

・北摂支部登記事務連絡会（北大阪支局）（茨
木市福祉文化会館）中林会長
・大阪工業大学寄付講座第3講（大阪工業大学）
正井講師、森留委員
15日 ・五 士業合同協議会（KKR ホテル大阪）中林
会長、竹本・芳多・久保各副会長、山脇・河㟢・
濵口・森脇各部長
・中河内支部登記事務連絡会（クレアホール・
ふせ）塚田副部長
・泉州支部登記事務連絡会（岸和田市立浪切
ホール）堀川副部長
18日 ・大 阪市担当者との打ち合わせ（会館）瀧本
資料センター運営委員長、野邊・山岡同副
委員長、佐藤・坂田同委員
・資料センター運営委員会（会館）
・労働組合団体交渉（会館）芳多副会長、山脇・
河㟢各部長

・産学交流学術研究委員会（会館）
・大阪大学寄付講座講師会議（会館）
・葉月の会（23日も、福岡会）中林会長、竹
本副会長
25日 ・打 ち合わせ（支部長会議と常任理事会との
意見交換会）（会館）中林会長、河㟢部長
26日 ・空 家等対策協議会委員意見交換会（会館）
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹
本相談員
・日調連事務局及び衆参議員会館挨拶廻り（議
員会館）中林会長
27日 ・国 民年金基金への加入の促進に関する説明
会（会館）山脇・河㟢各部長
・大阪法務局無料登記相談（法務局本局）内
山相談員
・北河内支部登記事務連絡会（枚方市市民会館）
中林会長

・近ブロ社会事業部会（和歌山会）森脇部長
19日 ・協 同組合部長会（会館）河㟢部長
・筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
脇相談員

・民間総合調停センター研修会（大阪弁護士会）
・大阪大学法科大学院寄付講座第10講（大阪
大学）中島（幸）講師、杉田委員
28日 ・ 70周年事業 PT 会議（会館）

・寄付講座に関する意見交換会（20日も、日
調連会館）正井委員
20日 ・表 示登記実務研究会（会館）
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谷相談員
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・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）森
山相談員
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・民間総合調停センター運営委員会（大阪弁
・民間総合調停センター広報・研修部会（大

１９日 ・第 ５回理事会（エル・おおさか）
・2019年協会事務連絡会（エル・おおさか）

阪弁護士会）
・京都御所茶会（京都御所）中林会長
29日 ・堺 支 部 登 記 事 務 連 絡 会（ 堺 地 方 合 同 庁 舎 ）

２０日 ・大 阪広域水道企業団職員対象の研修会（東
部水道事業所）講師：太田指導研修部長
２６日 ・第 １回指導研修部会（協会）

中林会長

◇

理事長、流王業務部長、西谷理事
１８日 ・第 ４回明示補助業務 PT 打合せ会（協会）

護士会）

９

月

◇

◇

1

月

◇

２日 ・第 ２回明示補助業務 PT 打合せ会（協会）

８日（水）大阪大学法科大学院寄付講座第14講

１１日 ・近 公連監査会（協会）横山理事長、三好事

１４日（火）常任理事会

務局長、古巣職員

オンライン申請初級者向け実習会（その２）

・近公連理事長会議（協会）横山理事長、三
好事務局長

１５日（水）第２回全国会長会議（16日も）
大阪大学法科大学院寄付講座第15講

１２日 ・第３回常任理事会（協会）

１７日（金）社会事業部会

１７日 ・近 公連総会について打合せ（ホテルグラン

２２日（水）表示登記実務研究会

ヴィア京都）三好事務局長、岡野事務局長（京

２３日（木）綱紀委員会班別会議

都）

２４日（金）常任理事会

２０日 ・第35回定時社員総会（ホテルグランヴィア
大阪）

３１日（金）近ブロ各会正副会長会議

・第３回理事会（エル・おおさか）
２８日 ・大 阪司法書士会創立百周年記念式典・祝賀
会（リーガロイヤルホテル）笹本副理事長
◇

10

月

◇

４日 ・近 公連第32回通常総会（ホテルグランヴィ
ア京都）

◇

2

月

◇

１２日（水）第１回会員研修会
１３日（木）筆界特定制度五者連絡協議会
２０日（木）常任理事会
２７日（木）常任理事会
名誉役員会

８日 ・第 ４回常任理事会（協会）

２８日（金）近ブロセンター長会議

９日 ・第 ３回明示補助業務 PT 打合せ会（協会）
１７日 ・第 １回大阪市内区域会議（協会）
１８日 ・第 ４回理事会（エル・おおさか）
・第１回安全対策委員会（エル・おおさか）
２３日 ・第 ５回常任理事会（協会）
◇

理事会

11

月

◇

3

月

◇

６日（金）近ブロ社会事業部会
１２日（木）常任理事会
理事会

◇

３日 ・藤 木政和氏黄綬褒章受章記念祝賀会（北ビ
ワコホテルグラツィエ）笹本副理事長
６日 ・支 部長会ゴルフ大会表彰式（東城陽ゴルフ
倶楽部）舩原副理事長
８日 ・入 会希望者面接（協会）與倉総務部長、三
好事務局長
・第６回常任理事会（協会）
１１日 ・全 公連第２回研修会（12日も、東京）横山

令和２年１月
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◆新年あけましておめでとうございます。
昨 年は、理事一年生ということで、右往左往して
◆新 年明けましておめでとうございます。本年もど

いる間に過ぎてしまった感じです。

うぞよろしくお願い申し上げます。昨年は部長と

本 年は、微力ながらも社会事業部の一員として一

いう大役を頂戴し、わからないことばかりで皆様

層頑張って参りたいと思います。

から教わるばかりでした。ようやく半年が過ぎ少

冷 え込む冬、くれぐれもお体ご自愛下さい。本年

しずつ前へ進んでいけたらと思います。

もよろしくお願いいたします。

（三谷）

今 年の目標としましては、健康で元気に過ごし、
より良い大阪会となるように会務を頑張って参り

◆社 会事業部広報担当森留禎雄です。今回は、寄付

ます。本年も皆様にとって実り多き素晴らしい一

講座の記事や大阪法務局休日相談所公開講座の記

年となることを心より祈っております。 （森脇）

事を書かせていただきました。今期ようやく半年
ほどが過ぎましたが、初めての事ばかりでなかな

◆あ けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願い致します。昨年５月に本会理事となり、

か慣れず皆様の足を引っ張っておりますが今後も
頑張っていきたいと思います。

（森留）

またさらに社会事業部の公共担当の副部長という
大役を仰せつかり、わけのわからないままあっと

◆過 日北河内支部慣例の三会合同ハイキング（京阪

いう間に半年が過ぎました。

電車私市駅からくろんど池まで）に初めて､ 歩い

実 際、他の理事の方々の協力を得て活動してはい

て参加してきました。

るものの、本会のことや社会事業部のことなどま

そ れまでも参加はしていたのですが、車でくろ

だまだ勉強不足のところがありますので、この一

んど池に直接行っており、歩いて行ったのは今

年、さらに頑張っていこうと思っておりますので

回が初めて（理事としては歩くべきという使命

よろしくお願い致します。

感？？）で、初めてのものには思いのほか道のり

（内山）

が厳しく、腰が痛くなり早い目に切り上げること
◆新 年あけましておめでとうございます。本年もよ

にしました。残るイベントは、子供たちが好きな

ろしくお願い致します。本会理事になり半年が過

芋掘りでしたが、それには参加せず唯々腰を押さ

ぎました。この歳になると時間の経つのが早く感

えて帰り道を急ぎました。老体は無理をせず、皆

じますが、理事の時間だけはまだ半年しか経って

様について行くのがいいと痛感しました。

いないのかという感じです。おかげさまで濃密な

今 後とも理事として皆 様の足を引っ張らないよう

時間を過ごさせていただいております。

ガンバッテいきますので、よろしくお願いします。
（富澤）

昨 年10月は地域で祭りに出店したり、相談会を
実施したりなど、各支部精力的に広報活動を実施
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されていました。どのブースも人がたくさん集

◆あ けましておめでとうございます。昨年に理事を

まっていたらしく、大きな制度アピールになった

拝命し、会報誌の編集作業もさせていただいてお

と思います。こういったひとりひとりの頑張り

りますが、読者の皆様が満足できる内容に仕上

が、業界全体を潤してくれるでしょう。これから

がっていますでしょうか？

も調査士全員の力を合わせて頑張っていきたいと

本 会運営も同じく、主役は大阪会会員全員です。

思います。

今年は多くの会員の方から意見を頂戴し、より良

今 号に各支部の活躍の記事が載っていますので、

い大阪会となるよう頑張っていきたいと思いま

ぜひご一読ください。

す。本年もよろしくお願いいたします。 （坂田）

令和２年１月

（今村）
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支

報

別

会

員

数（R１・12・１現在）

○内数字は法人会員数

支

中河内支部
下農

部

惣司 会員

令和元年９月17日ご逝去
（享年72歳）
▽昭和51年３月23日

部

会員数

増減

北

156⑬

1

中央

135⑤

-1

大阪城

133⑬

-3

中河内

106①

0

入会

支

部

会員数

増減

北河内

79②

0

152②

-1

155①

-1

北

摂
堺

泉

州

79⓪

1

合

計

37
995◦

-4

法人会員数

37法人（+1）

※増減は前回 R1年９月１日比

＊謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます

本会社会事業部員
▽平尾 一郎氏（北河内支部 平尾 正・尊父、
令和元年11月13日没）

訃報の対応について
事務局職員が在館する場合
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。
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健太郎
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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
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【好評図書のご案内】

区分建物表示登記に関する
事例と実務

日本土地家屋調査士会連合会 会長推薦

敷地権・敷地利用権、専有・共用部分、相続・譲渡、市街地再開発事業による
権利変換、円滑化法による建替え、上申書、
管理組合規約、
合意規約
伊藤直樹 監修 遠山昭雄・橋立二作・今井廣夫 著
2019年11月刊 B5判 256頁（予定）本体2,900円＋税

分譲したい、二世帯住宅で個々に登記したい、賃貸物件の一部を他社に譲渡したい、一部に抵当権を設定したい等、所有者の要望
に合わせた検討が必要となる区分建物の表示に関する登記について、実務に精通した著者が、実務上の手続や問題点の検討を重ね、
土地家屋調査士が知っておくべき知識や情報を集積。

新訂

設問解説 相続法と登記
幸良秋夫 著

2018年11月刊 A5判 736頁 本体6,600円＋税
169問の設問を交えながら、具体的設例で相続・遺言実務を体系的に解説。旧民法・応急措置法における相続や、外国人に関す
る相続登記についても解説。根拠となる判例・先例を500以上収録し、重要なものについては要旨まで掲載。相続法改正等近時
の法改正を踏まえた８年ぶりの全面改訂版。

改訂版
境界の理論と実務
寳金敏明 著

2018年12月刊 A5判上製 684頁 本体6,400円＋税
土地境界について体系的・網羅適に扱う唯一の理論書。新たな裁判や実務動向を踏まえた、待望の改訂版。
境界の判定手法とその理論のみでなく、境界の生成過程、境界を紡いだ成果として作成される地図や図面などの精度、筆界特定制
度や境界に関する裁判や協議など多くの事項について、法律問題に立脚して言及。

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
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 !
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。
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