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【新シリーズ2021年11月刊行！】

不動産登記実務研究会 著
2021年11月刊 A5判 328頁（予定） 定価3,850円（本体3,500円）

不動産登記の
書式と解説

土地の表示に関する登記第１巻

●昭和26年創刊以来ご愛顧いただき、令和３年２月に休刊となった加除式図書「現行登
記総覧　不動産登記の書式と解説」を単行本としてリニューアル！

●約70年の中で蓄積されてきた不動産登記の知識を、より丁寧に、分かりやすく解説、
新たな情報も追加！

●充実の35事例！事例ごとに解説、申請書、添付書類、不動産登記記録例（平成28年
６月８日法務省民二第386号民事局長通達）を収録！

不動産登記
書式解説の
決定版！

【10年ぶり、待望の改訂版！】

【本書のポイント】
●相続適格者認定上必須の戸籍の見方を、ひな形、図表とともに191問のQ＆Aでわかりやすく解説。
●相続登記について、申請書等のひな形を示してわかりやすく解説し53事例を収録。
●事項索引を収録。

【改訂のポイント】
●未成年後見制度の見直しや嫡出でない子の相続分を嫡出子と相等しいものとする「民法等の一部を改正する法
律」及び「家事事件手続法」の施行等について反映。

●新たに「法定相続情報証明制度における被相続人と相続人の戸籍」を設け、制度全般と相続手続等について詳細
に解説。

●戸籍のコンピュータ化に伴い、遺産分割協議書やその他の書類が必要となる登記手続においては、従来の手続き
が一部変更されることになるため、登記解説部分にそれらを反映。

昭和61年の初版以降、実務家から絶大な支持を得て版を重ねるロングセラー

髙妻新・荒木文明・後藤浩平 著
2021年11月刊 A5判上製箱入 1,624頁 定価15,400円（本体14,000円）

相続における
戸籍の見方と登記手続
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　新年明けましておめでとうございます。
　旧年中は会員各位におかれましては本会の会務運
営にひとかたならぬ御協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
　世の中全体が、新型コロナウイルスとの闘いが長
く続いている所ではありますが、大阪土地家屋調査
士会会員の皆様におかれましては昨年もコロナ禍に
よる影響を受けつつも様々な工夫や努力で業務を行
う日々を過ごされたことと推察いたします。
　大阪会もwithコロナ社会の中でいかに前へ進ん
でいくか模索しながら会務を行う１年でした。
　その一つとしてZoomの導入により研修会はほ
ぼ全て、会議もかなりの割合で人が直接集まること
なく会員各自の事務所から参加出来るようになりま
した。
　コロナが終息しても集合形式とZoom形式両方
を取り入れたハイブリッドといわれる形式が増える
事も予想されます。私は慣れぬせいかどうしても顔
を合わせないと話がしにくく感じますが、そんな事
を言っていては駄目で、それも一つの時代の流れと
認識して受け入れなければならないのでしょう。た
だ、直接顔を突き合わせる良さというのも忘れずに
いたいと思います。
　さて、コロナ禍が落ち着いてきた昨年末から他業
種との打ち合わせも再開されてきており、今後開催
することは決まっていながらもそこからまた新型コ
ロナウイルスの影響で打ち合わせが止まってしまっ
ていた若手会員の士業間交流会も今年には開催まで
こぎつけられそうな予想です。
　停滞したり、進捗が遅くなったりと紆余曲折では
ありますが、それでも前を向いて一歩一歩、大阪土
地家屋調査士会の為になることを考え、皆が笑顔に
なれる未来を想像し歩を進めております。今年度勿
論通常の日常会務はコロナ禍においても粛々と進め

てまいりましたが、今年はより一層会員各位の為の
事業達成を目指し努力してまいります。
　困難な情勢の中での会務運営となりますが、会員
各位におかれましても、そのお知恵やお力を拝借し
ながら進めていきたいと考えておりますので、引き
続き会務運営にご理解、ご協力の程、よろしくお願
いいたします。
 
　最後になりましたが、この原稿を執筆している現
在、新型コロナウイルスの影響は落ち着きを見せて
きておりますが、このままこのコロナ禍が沈静化し
会員の業務にも経済にも明るい日が差し込み、会務
の検討や打ち合わせも元のように活発に行えるよう
になって、以前よりも更に活気に満ちた一年になる
ことを心から祈念し私からの新年のご挨拶とさせて
いただきます。

皆が笑顔になれる未来へ
　　　　　会　長　　　中　林　邦　友

謹賀新年
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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。
　振り返りますと、昨年も、一昨年同様、世界規模
で社会経済活動全体が新型コロナウイルス感染症の
影響を大きく受けた一年でした。一昨年と異なり、
一定の対応策は検討準備されてはいたものの、感染
力の高い変異株の出現などにより、新規感染者が爆
発的に増大して医療体制はひっ迫し、社会経済活動
が大きく制限される状態が長期間継続しました。と
りわけ、大阪では、年明け早々に緊急事態宣言が発
出されて以降、１年の大半の期間、緊急事態宣言又
はまん延防止等重点措置が発令されている状態が続
き、個人の心身の健康や社会経済全体に大きなダ
メージを与えました。新規感染者の発生数が減少し
た10月半ば以降も、新型コロナウイルス感染症は
社会生活の多くの場面に影響を与え続けています。
　そのような中、東京オリンピック・パラリンピッ
クが開催されました。１年延期され、多くの競技が
無観客での開催とはなりましたが、日本選手の活躍
や世界の頂点を争うハイレベルな競技に多くの方が
感動したことと思います。観客の制限等はあったも
のの、高校野球やプロ野球・Ｊリーグ・大相撲など
のプロスポーツも開催され、その他のイベントや人
の移動も、感染状況を見極めながら徐々に再開・拡
大されました。社会や国民全体が「新しい生活様式」
を受け入れ、感染症対策と折り合いをつけて、以前
とは異なった方法を工夫しながら活動を行うことが
定着してきたように思います。
　国民の社会経済活動の基盤となる業務を担う法務
局も、引き続き、感染症対策を十分に講じながら、
社会経済の要請に応じた職務の遂行とのバランスを

取り、円滑な業務の継続に努めてまいりたいと思い
ます。
　さて、こうした状況の下でも、法務局には、不動
産登記制度をはじめとした社会経済活動の基盤とな
る社会的インフラを確実に形成・維持することが求
められており、大阪法務局においても、この国民の
負託に応えるため職員一同努力しています。
　表示登記に関して言いますと、登記所備付地図作
成作業の推進は、「所有者不明土地等対策の推進に
関する基本方針」（令和３年６月７日関係閣僚会議
決定）に「地籍を明確化するための情報基盤である
登記所備付地図の整備を進める」ことが明記されて
いるほか、「経済財政運営と改革の基本方針（いわ
ゆる骨太の方針）2021」「成長戦略実行計画」及び

「成長戦略フォローアップ」（いずれも令和３年６月
18日閣議決定）においても、同様の方針が明記さ
れるなど、引き続き、政府の重要施策として位置付
けられています。
　大阪法務局においても、都市部地図混乱地域にお
ける登記所備付地図作成作業（従来型）として、枚
方市における２年目作業が終盤を迎えているほか、
茨木市（１年目）において基準点の設置作業等を行っ
ています。また、大都市型登記所備付地図作成作業
については、茨木市において２年目作業が行われ、
本年度から堺市において新たに作業が開始されてい
ます。いずれについても、感染症対策を講じながら
順調に作業が進められています。
　また、筆界特定制度は、発足から16年目を迎え、
大阪法務局管区内は、申請数、終了数共に全国トッ
プ水準の事件処理がなされています。さらに、令和
２年９月29日には「土地基本法等の一部を改正す
る法律」が施行され、一定の要件の下で地籍調査を
行う地方公共団体による筆界特定の申請が認められ
るなど、地籍調査、地図整備との連携が図られてお
り、同制度に対する需要がさらに高まることが予想

新 年のご 挨 拶
大阪法務局長　　　末　永　雅　之
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　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ま
した。大阪法務局管内におきましても、年々利用率
は上昇しており、多くの土地家屋調査士の皆様にオ
ンライン申請を利用していただいた結果、令和３年
度半ば以降は不動産に関するオンライン利用率が
65％を超えるようになりました。しかし、全国的
には、さらにオンライン申請が促進されており、不
動産に関する利用率が70％を下回る局は僅かしか
なく、残念ながら、大阪のオンライン申請利用率は
全法務局中で最下位にとどまっています。
　オンライン申請の利用
は、「新しい生活様式」に
合致するものであるとと
もに、国家公務員の定員
削減の中で業務を効率化
し、利用者の皆様に適正・
迅速な登記事務処理を継
続して提供するために必
要不可欠なものであるこ
とをご理解いただき、な
お一層ご利用いただくようお願いします。
　本年も、新年早々、お願い事ばかりとなってしま
いましたが、新しい年が中林邦友会長はじめ、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。

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

されます。一昨年、昨年と、新型コロナウイルス感
染症対策のために現地立会作業等が従前どおり行え
ないことの影響もあって処理期間が若干延びてしま
う傾向にありましたが、標準処理期間９か月以内を
目指して、業務体制を改善するなど、適正・迅速な
処理に取り組んでいます。
　さらに、令和３年６月には、「筆界認定の在り方
に関する検討会」において、「筆界認定の在り方に
関する検討報告書」が取りまとめられ、公表されま
した。この検討会は、登記実務の観点から、隣地所
有者が不明な場合や筆界確認情報を得るための労力
が過大となるケースなど、筆界確認情報を得ること
が困難な場合を念頭に置きつつ、筆界認定の在り方
等を整理することを目的として行われていたもので
す。法務省・法務局では、この検討報告書の内容を
踏まえ、筆界を認定・確認する登記申請において、
筆界確認情報の添付を要する場合と要しない場合の
類型化やその判断基準の具体化等、法務局における
統一的な筆界認定の在り方について、通達や指針の
策定に向けて検討を進めることを予定しています。
　法務局が、国民からの要請に応え、これらの施策
を円滑に実施するためには、「不動産の表示に関す
る登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門
家」である土地家屋調査士のみなさまのご協力、土
地家屋調査士会と法務局とのより一層の連携・協力
が不可欠です。改めて、これまで以上のご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。
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　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中、大阪土地家屋調査士会会員の皆さまに
は、公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査
士協会に格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げま
す。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
　かれこれ２年近く続くコロナ禍の中、皆さまにお
かれましても何かと気苦労の多い日々かと存じます
が、当協会にとっても前年から引き続き試行錯誤を
繰り返した令和３年でした。中でも、従来当協会が
公益事業として毎年執り行ってきた官公署等の担当
者や一般の方を対象とした講演会の開催には、ひと
きわ苦心致しました。普段官公署の依頼により業務
を行っている当協会にとって、この講演会は一般の
方たちに当協会を知っていただくためにもとても貴重
な機会の一つですが、令和２年には企画を進めてい
る途中でコロナ禍の進行に直面し、やむを得ず開催
を中止せざるを得なかった経緯がございます。その
経験もあって、令和３年には企画当初から会場での
開催とＷＥＢ開催の両方の可能性を検討し、初の試
みとしてＷＥＢ上での講演会の開催へと至りました。
不慣れなことも多い中進めた企画でしたが、当協会
の担当役員や講師の方たちはじめ皆さまのご尽力に
より、無事成功裏に終了することができ安堵致しま
した。また開催にあたっては大阪土地家屋調査士会
からも会員の皆さまに対する告知や参加記念グッズ
の提供等の数々のご協力をいただき、感謝に堪えま
せん。加えて日本土地家屋調査士連合会にも開催

告知のご協力をいただいたおかげで、当日は多くの
大阪会会員の皆さまをはじめ日本全国から多くの方
にご視聴いただけたのはうれしい驚きでした。ご視
聴くださった皆さま、またアンケートの回答で激励の
お言葉を多数お寄せくださった皆さま、誠にありが
とうございました。本年も、より多くの方にご参加い
ただけるような興味深いテーマをご用意し開催して
いきたいと考えております。どうぞご期待ください。
　さて、業務の面でも引き続き工夫が求められる昨
今ですが、当協会では従来からの法64条業務に加
え、不動産登記法14条１項地図作成作業や公共用
地境界確定補助業務にも力を注ぎ、広く官公署から
のご相談に対応しております。とりわけ公共用地境
界確定補助業務については、当協会担当者が府下の
多くの市町村担当者にお話を伺ったところ、各官公
署が公共用地境界確定業務に多くの悩みを抱えてい
ることを知りました。その悩みを解決するため、当
協会としてもさらに研究を重ね、行政サービスの向
上に資すると共に土地家屋調査士をより深く認知し
ていただけるよう努めていきたいと考えております。
つきましては、現在頼もしい社員の方たちとともに
頑張っていますが、より一層の拡充を図るため、未
入会の方はぜひとも入会いただきますようお願いし
ます。
　最後になりましたが、この一年が皆さまにとりま
して素晴らしい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。

令和４年 新年のご挨拶
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　　舩　原　大　弘
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　新年明けましておめでとうございます。
　会員・組合員の皆様には、日頃より当組合に関し
て格別なご理解とご協力を賜り、誠に有り難く厚く
御礼申し上げます。
　本年も変わらずのご支援を賜りますよう、よろし
くお願いいたします。
　一昨年より新型コロナウイルスに見舞われて、感
染拡大の波が繰り返され緊急事態宣言が何度も出さ
れる事態になり、対策が緩まれば感染者が増えると
いう先が見えない状態で、不安な日々が続く状況と
なりました。
　この事により日常業務にも多少なりとも影響さ
れ、私自身もご多分にもれず立会のお願いに行って
も、「こんな状況なのに何を言っているのですか」
と、お叱りを受けた事もありました。（飲食業界な
どの他業種に比べると、全くたいした事ではないの
でしょうが）
　ところで昨年は延期となっていた、東京オリン
ピックが開催されました。
　開催前からゴタゴタしていた感じでしたが、いざ
開催してみれば無観客ではありましたが、日本は金
メダルラッシュで非常に盛り上がったように思いま
す。
　賛否のあった大会のようでしたが、選手たちの思
いがこの結果につながり、諦めなければ報われる時
がいつかは来るんだと過去の自分を思い返し、改め
て勇気と希望をもらえたような気がします。
　昨今、ようやくワクチン接種も進み少しずつでも
生活を取り戻せていけそうな中で、緊急事態宣言が
解除され、今期こそ日帰りバスツアーを企画しよう
としましたが、残念ながら叶わずバーベキューなら
開催出来ると思い進めてまいりましたが、大阪府の
要請で急遽開催が困難となりました。

　当組合でも以前のようにはいかないでしょうが、
皆様と毎年恒例のレクレーションが開催出来ないも
のかと模索・検討する中、残念ながら今年度も皆様
に楽しんで頂けるような企画は出来ないようです。
来年度は状況も改善されていることを期待しつつ開
催出来ればと思っております。それでも集団感染対
策をとりながらになると思われますが、人と人の交
流が大切な世の中だと思うので、何かお役に立てる
事があればと思います。
　また、当組合では、切手やレターパック、カレン
ダーの斡旋、成果品を納める調査測量報告書・測量
作業着・アルミ製プレートなども扱っているので、
組合存続のためもご利用頂けると助かります。
　最後になりましたが、この一年が皆様にとりまし
て希望に満ち溢れたすばらしい年になりますように
と祈念して、新年の挨拶とさせていただきます。

新 年のご 挨 拶
大阪土地家屋調査士協同組合　　

理事長　　辰　巳　好　数
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　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揃いで健
やかな新年をお迎えになられたことと心よりお慶び
申し上げます。
　さて、昨年はコロナ禍が終息しない状況下にてオ
リンピック、パラリンピックの開催始め自民党総裁
選、臨時国会での首班指名後の組閣、そして、衆議
院の解散による衆議院議員の総選挙、と本当に慌た
だしい年でありました。
　私達、調査士制度は昭和25年７月に制度制定以
来、本年で72年を迎えますが、その間、過去の役
員の皆さまの弛まぬご努力により制度の充実と発展
をして頂きましたし会員各位の日頃よりの精進のも
と社会発展に遅れることなく進化をして参りまし
た。
　大調政連も平成13年５月に創設し本年で21年と
短い歴史の中で過去の役員の皆さまの弛まぬご努力
により多くの成果を積み上げて頂き、今後も調査士
の社会的地位向上に向け活動を致したく存知ます。
　大調政連は全国50ある単位政連の中でも過去の
役員の皆さまの弛まぬご努力により輝かしい実績を
残して頂き、全調政連始め各単位政連より高く評価
をして頂いているところであります。種々、このよ
うな活動ができ、大きな成果を残せたのは会員の皆
さまの深いご理解とご協力あってのことでありま
す。
　今後、昨年改正して頂きました土地家屋調査士法
第１条〔使命〕を全うさせて頂き国土強靭化への一
翼を担い、国民生活の安心と安定を図らさせて頂く
ためにはより一層の法整備が必要であります。
　調査士会は強制会であり、政治的な活動にはかな
りの制約があり、それを補う目的にて政治連盟を立
ち上げ国、地方議員の皆さまに制度の重要性を訴え
てきているところであります。

　役員の皆さまは日常的にそう言う活動をして頂
き、特に各々の選挙時には積極的なる選挙活動を通
して、土地家屋調査士の存在をお示しして頂き、よ
り一層の制度充実と発展を目指しているところであ
ります。
　去年は第49回衆議院議員選挙があり、政連の役
員始め会員の皆さまには大変ご苦労とお世話をおか
け致しました。本当にありがとうございました。
　さて、本年は平成17年（2005年）に本会と政治
連盟の共著にて発行して頂いた「土地家屋調査士制
度について」（冊子）の制度本は平成19年（2007年）
にその改訂版を発行され本年で改訂後14年を経過
し、その後、民法、不動産登記法、土地家屋調査士
法始め諸法令等の改正により内容の修正、追記をし
なければならなくなり本会と政連にてＰＴを立ち上
げてその改訂版発行に向けＰＴの皆さまには多大な
るご尽力を頂いているところであります。
　当、制度本（冊子）は発行後、当冊子を基にして国、
地方議員と各行政庁の首長始め担当部局の各位にお
配りをして制度の重要性を訴え、現在まで多くの成
果を上げているところでありますし、日調連、全調
政連からも高く評価を頂き、全国の単位政連より当
冊子の資料提供の依頼があり、各単位政連も制度Ｐ
Ｒに大いに役立てておられるところです。
　今後、より一層の法整備に向け当冊子の内容の充
実を図り制度充実と発展に向けての資料と致したく
改訂版の発行を本会と共に致したく思っていますの
でご期待下さい。
　昨年、実施されました第49回衆議院議員選挙に
おきまして大阪小選挙区では非常に残念なる結果で
はありますが自民党土地家屋調査士制度改革推進議
員連盟の前会長の塩崎恭久前衆議院議員がご勇退さ
れ、その後任にご子息の塩崎あきひさ氏が立候補さ
れることに伴い、制度充実と発展に向け今後ご尽力

より一層の進化を
大阪土地家屋調査士政治連盟　　

会　長　　加　藤　幸　男
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頂けることを願い大調政連としては塩崎あきひさ氏
のご当選を祈念し推薦をさせて頂きめでたくご当選
をされました。
　今後より一層の制度発展に向けご尽力頂けること
と思います。

　本年も会員の皆さまにおかれましては良い年であ
りますことをご祈念し新年のご挨拶とさせて頂きま
す。
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　新年明けましておめでとうございます。
去年はバイデンアメリカ大統領就任、

コロナワクチン接種開始、東京オリンピック開催や
バファローズの25年ぶりのリーグ制覇など、

１年を振り返ると様々なことが
ありましたが、ほぼ１年間コロナ中心で

世界が回っていたような気がします。
今年こそは、脱コロナ！

でなんとか皆様が健康に生活できることを
祈っております。

 
今年は、十二支の３番目「寅年」です。

 
 

　　　　　　　　　　　年は、　
 

「春が来て根や茎が生じて成長する時期、
草木が伸び始める状態」だとされています。
正にさよならコロナではないでしょうか⁉

 
また、寅年生まれの特徴は、

「前向きでチャレンジ精神が強く、
何事も強い信念と自信をもって挑んでいく、

行動力に加え社交的なため
リーダーに適している、

自信家で負けず嫌いな性格から反感をかう」等々
いわれていますが、

皆様はいくつ当てはまりましたか？
 

今年は、1950年、1962年、
1974年、1986年生まれの

４世代の先生方の抱負をいただきました。
 

（社会事業部理事・玉置直矢）

年生まれの会員

今年の抱負
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　新年あけましておめでとうございます。
　私は昭和61年寅年生まれの今年で36歳になりま
す。３回目の年男となりました今年の抱負は新しい
ことへのチャレンジと業務の効率化です。
　まず、新しいことへのチャレンジですが、土地家
屋調査士業務に関連する他業種の知識を身につける
ことを意識し、新たな資格取得を目指したいと考え
ております。
　私は登録して今年で７年目になります。開業当時
は知識も経験も乏しく周りの先生方に助けられなが
らなんとかこれまでやってきましたが、日々の業務
を遂行することに精一杯で他の事を考える余裕もあ
りませんでした。
　しかし、新型コロナウイルスが流行し大変な世の
中になってしまったことで、仕事が無くなるのでは
ないかという危機感が生まれました。また、新型コ
ロナウイルスの影響で、オンライン会議や無人化、
AI導入等、世間の意識にも大きな変化がありまし
た。
　自分はこのままで良いのかと本気で考えるように
なり、昨年は自動追尾のトータルステーションを導
入するなどの取り組みも始めました。
　そして、今後は自分自身が幅広い知識を身につ
け、土地家屋調査士の業務につなげていけるように
したいです。
　次に業務の効率化ですが、勉強する時間を作るに
は効率良く仕事をしなければなりません。また、私
事ではありますが、春に第三子が産まれます。３人
の子供を養っていかねばと考えるとこれまで以上に
頑張らないといけませんが、家族と過ごす時間も確
保しなければなりません。

北支部　  
峯本　大志

新しいことへのチャレンジと
業務の効率化

　オンライン申請が導入されてから、書面申請をし
ていた頃と比べると大幅に業務は効率化されたと感
じておりますが、それでもまだまだ無駄が多く効率
化できるところは沢山あると思います。今まで以上
に時間というものを意識して、できるだけ家族との
時間、自分の勉強の時間が作れるよう努力していき
たいです。
　最後に土地家屋調査士はまだまだ知名度も低く、
受験者数も年々減っております。まずは自分自身が
成長することが土地家屋調査士を広めることにつな
がると信じてこれからも日々の業務を頑張りたいと
思っております。
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　新年あけましておめでとうございます。よい年を
お迎えのこととお慶び申し上げます。 
　４度目の年男を迎えるにあたり、少し過去を振り
返ってみます。
　私は勉強が大変嫌いでした。しかし父親に反抗し
ていた私は、父親が４年制の大学を卒業していたの
で、それより劣るのが嫌で、嫌々ながらも何とか４
年制の大学を６年がかりで卒業しました。
　卒業後は「もう勉強することはない」と思ってい
ました。が、この業界に入り、補助者として仕事が
できない私は、「仕事以外で何か上回れるものは、『資
格』しかない」と思い、土地家屋調査士試験に挑み
ました。
　受けて受けても不合格。
　平成21年の７度目の受験が終わり、家族で帰省
した際に、自己採点の結果は例年どおりであること
を伝えると、私のすることに何も言わなかった父親
から「家族に迷惑かけているんやから、そろそろ諦
めたらどうや？」と言われました。衝撃でした。次
の年からは諦めようかとも思いました。
　何とかその年に合格し、今に至っていますが、日々
勉強の毎日です。勉強嫌いの私が。
　『人間一生、忍耐。人間一生、試練。人間一生、青春』
これは父親が私に残した言葉であり、夢や望みのた
めに年齢に関係なく勉強し続けろという意味だった
のだろうかと、勝手に解釈しています。
　父親がまだ歩み続けているのであれば、まだまだ
追い越せていないと思っていますので、父親が私に
残した言葉を重く受け止め、日々自己向上に励み、
分相応でありたいと思っております。
　会員の皆様のますますのご清栄を祈念いたしまし
て、新年の挨拶とさせていただきます。

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年の９月、今年で48歳を迎える私のところへ
寄稿の依頼がありました。なんやのん？と思いなが
ら話を聞き、初めて自分が年男であることに気が付
きました。
　振り返ってみると、私を育てていただいた乾義尚
先生、稲山充先生が核になって経営されてきた乾事
務所を承継させていただいたのは、私が36歳にな
る年でした。
　あれから12年。お二人は他界され、だからこそ
お二人をはじめ先輩方の強さを痛感する毎日です。
　よくもこんなアホが12年間も事務所を維持出来
たものだと、我ながら驚きます。
　維持できた理由、それは「人」なのだと考えてい
ます。
　幸せなことに、この12年間で事務所内から２名
の土地家屋調査士を輩出することが出来ました。そ
してその２名共、結婚し、子宝に恵まれ、立派に家
庭を築いてくれています。彼らには感謝の気持ちし
かありません。
　また、これまでに出会い、導いていただいた皆様
にも心から感謝致します。
　さて12年後の寅年に向け、この一年をどのよう
な年にするのか…この原稿が掲載される頃になって
も真剣には考えていないと思いますが。
　ただ、私的には若い人同士が前向きに仕事を出来
るよう、あと1人２人くらいは土地家屋調査士を輩
出できたら、と考えています。
　それから、もう少し事務所が強くなるようにした
いとも考えています。振り返って、起点になった年
だったと思える一年にしたいと思います。
　次に寄稿の依頼が来るとしたら60歳！？
　まったくもって嫌になりますが、その頃の自分が
元気に過ごしていれば、きっと事務所も元気であろ
うと考え、頑張りたいと思います。
　皆様、本年も宜しくお願い申し上げます。

中央支部　  
森次　裕一

大阪城支部  
黒岡　純二

父親が私に残した言葉 振り返り、起点になった年だった
と思える一年に
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　新年あけましておめでとうございます。
　今年で５回目となる寅年を健康で迎えることの出
来る事に感謝し、仲間たちに助けられて調査士業務
を33年も続けられている事に感謝し過去を振り返
ると平成元年に開業した頃は、バブル経済といわれ
ている年で、あの頃は新人調査士の私でも仕事に溢
れ、毎日夜遅くまでパソコンと向き合い仕事をして
いたことが、つい最近の様に思うのは、歳を重ねた
証拠ですね。
　平成９年に大阪で開催予定のなみはや国体に向け
て、わが町大東市が会場となる射撃場の用地取得に
関わる地図訂正・確定業務等に平成４年から関わら
せてもらったり、国鉄民営化に伴う付替え道水路
作業・地方分権に伴う法定外公共物用の特定作業
等々、仕事に溢れて仕事に溺れる毎日だったような
調査士生活をおくりながら、趣味の旅行にも行か
ず、業務をこなしているあいだにバブル経済が崩壊
し今度は、債権整理に伴う境界確定業務等々で、ま
た仕事に溢れて仕事に溺れる毎日が続く日々だった
気がします。
　ここ数年、新型コロナウイルスという目には見え
ない敵と戦いながら、人とのコミュニケーションに
制限がかけられ、事務所経営に支障をきたす程にま
で仕事量が激減する中で、「今出来る」事をしっか
りこなし毎日を充実させ、自分を納得させています
が、今年こそは、今出来る事ではなく、「今やりた
い事」が出来る寅年になることを願い、前を向いて
歩んでいける事に感謝して頑張りたいと思います。

　新年あけましておめでとうございます。
　私は寅年生まれで、今年の３月で60歳になりま
す。
　年男、一つの区切りという事で色々なことが思い
出されます。私が補助者をしていた頃は、バブルの
真最中でしたが、当時はバブルを感じることなく調
査士試験の合格を目指して勉強をしている時期でし
た。
　そして私が開業したのは、バブルが崩壊した頃の
平成４年です。当時お世話になった方から景気の悪
い時に開業した方が良いよ、これ以上悪くならない
からと言われましたことを思い出します。
　早いもので今年開業30年になります。色々な方々
に支えられ今日まで続けてくることができ本当に感
謝の言葉しかありません。
　入会した当時のことを思い出しますと本会での面
接を受け、そして北河内支部の支部長様へご挨拶に
行ったことが昨日の様に思い出されます。まさか
30年後に私が支部長になるとは思ってもおりませ
んでした。支部長という役職を通して少しでも調査
士会の発展に何かができればと思っております。
　話は変わりますが、私の趣味はマラソンを走る事
です。最近コロナでマラソン大会もリモート開催が
多くなりましたが、2月27日には大阪マラソン・び
わ湖毎日マラソンを走ることが決まっており只今練
習の真最中です。久しぶりのマラソン大会を満喫し
たいと思います。
　年男の年に、目標であるサブ3.5（３時間30分以
内）の完走と３年前に一度ウルトラマラソン大会

（100km）に参加し無事完走しておりますので、も
う一度100kmウルトラマラソンに参加し完走を目
指したいと思っております。
　今年も、皆様にとって良い年なることを願い、ご
挨拶とさせていただきます。

中河内支部　  
山岡　昇

北河内支部 
阪口　太

振り返ると 調査士会の発展と100kmウルトラ
マラソン完走！
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　新年あけましておめでとうございます。
　今年で48歳、４回目の年男を迎えて、改めて自
分の年齢を意識しました。大学卒業後に就職した
ゼネコンを退職して27歳の折に土地家屋調査士試
験に合格し、30歳で大阪土地家屋調査士会に登録。
30代前半は調査士業務の下積みで毎日現場を走り
回り、30代後半は本職としての実績を重ねていき、
40代前半では人との交流に感じるものが大きくな
り、40代後半になって今まで構築してきた人との
関わりや人間関係を大きく実感するようになってき
ました。自分の今までの努力や誠意がいかに自分や
周りの人の人生に影響していくかということをしみ
じみ感じるようになりました。同時に、自分の怠慢
や傲慢がいかに自分や周りの人に悪影響を及ぼすか
という事も実感しております。
　もうすぐ50代を迎えるにあたって、まだまだ未
熟である自分がせめて年相応に成長できるように自
分を見つめなおし、還暦を迎えた際に振り返って良
い評価のできる50代を迎えたいと思います。
　現在の私は少し合理主義的なところがあり、割と
直線的に結果に向かう部分があると感じています。
調査士業務においては特に立会など、相手の言葉や
表情から色々な情報を拾って、心情を考えた言葉使
いや説明などが求められる事は当然で、時には時間
をかけて遠回りしつつ筆界確認の合意形成に努めて
おり、業務においてはそういった能力は自然と身に
つくものですが、業務外の人間関係となると割とシ
ンプルに言葉を受け止めて受け答えしがちなところ
があり、他人の思慮深さに尊敬を覚えることがよく
あります。私もそのような思慮深い受け答えができ
る人間になる為に、よく考えて受け答えするように
心がけたいと思います。まだまだ未熟なところが多
い私ですが、皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。
　本年が皆様にとって良い一年となりますように祈
念いたしまして新年のご挨拶とさせていただきま
す。

　皆様、新年明けましておめでとうございます。１
月生まれ寅年の還暦60歳の深井でございます。12
年に一度の干支を五巡した計算になります。我なが
ら、あまり進化がないのが残念なところです。
　俗に学年的に１月生まれは、得生まれなどと言
われておりますところ、バイクの運転免許は16歳、
自動車の運転免許は18歳の受験資格の年齢制限が
あり、高校生の時に、一つ年齢が上の同級生が先に
バイクの運転免許を取ってしまい羨ましく、あまり
得生まれとは考えられませんでした。（バイクと言っ
ても原付免許です。）遅れながら、16歳になった時、
急いで友人と二人で試験に臨みましたが、私一人不
合格で気まずく、友人の合格を素直に喜んであげら
れませんでした。試験会場を出ると、路上に虎の巻
の参考書が、あちらこちらで販売されており、本試
験そっくりの問題で驚きました。もっと情報収集し
ておくべきであったと反省しました。後日、虎の巻
で勉強して即合格しました。  
　自動車の運転免許は、近くの教習所に行く時間と
費用の都合が付かなかったので、21歳のときに２
週間で結果の出せる合宿方式の教習所に行きまし
た。石川県の教習所で、小さな部屋にロの字状に二
段ベットがある８人部屋でした。共同のシャワー
ルームはありますがお風呂は無く、また、遠方の銭
湯のチケットがありましたが、ものすごく遠く１回
だけ行きました。
　合宿方式なので、お弁当が毎日三食あり毎食切り
干し大根が入っていました。当初、苦手でしたが、
日曜日のお弁当に切り干し大根が見当たらないの
で、自然に探していました。知らぬ間に好物になっ
ていました。これも鍛錬なのだと感じました。
　教習課程を終え大阪に戻り、同部屋の仲間と一緒
に門真の運転免許試験場の試験に臨みました。前回
のこともあり、一人だけ不合格にならないか、少し
心配もありましたが、仲間の皆が合格でき嬉しい思
い出となりました。
　現在は、どちらかと言えば、飲みにケーション

北摂支部　  
加藤　充晴

堺支部 
深井　邦仁

人生の折り返し地点 「思い出」
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で、情報収集や仲間との繫がりをキープしていまし
たが、今は寂しい状態にあります。一刻も早くコロ
ナ禍が収束し、通常の社会生活が過ごせますことを
願っております。
　最後に、皆様も本会や支部の役員にチャレンジし
て、仲間を増やし、人脈力、人間力を磨いていただ
ければと考えています。還暦、深井、切磋琢磨しま
す。

　新年明けましておめでとうございます。
　本年、年男だそうです（笑）。本当に「光陰矢の
如し」を実感します。時代は確実に変わっている、
測量の計算を電卓で行っていた時代、遥か昔の過去
ですね。
　最近、調査した建物ですが、一部が曲線になって
おり、直角がほとんどありません。設計図を見る
と、細かく長さは記載されているのですが、面積算
定に必要な部分の長さも、ほとんど記載がありませ
ん。実際、設計の中でも面積は算出されているので
すが、三斜法が使われていました。しかも、高さ等
の数値には何の根拠も示されていません。やむな
く、座標を組み、交点計算を駆使して必要な要素を
算出しました。40年以上、この仕事をしていますが、
多分初めての経験です。残るは、曲線部分（いわゆ
る「弓型」です。）の面積算定、昔の経験から、弦
の長さと、一番出っ張りの大きな弧までの距離（仮
に「高さ」と呼ぶことにします。）を測定すれば、
弦×高さ×２／３で（十分な近似値が）求められる
ことは知っていました。まさか、各階平面図に、三
角関数の計算式とか、積分による計算式とかを書く
わけにもいかないので、この公式は重宝していま
す。
　この式は、単曲線（円弧）を放物線で近似する事
により得られるのですが、確か、随分以前だけれど、
この式を誘導した文章を書いていたな、と思い出
し、できれば登記に添付しようと探してみました。
見つかった事は見つかったのですが、ワード曰く「こ
の文書はMicrosoft数式3.0を用いて作成されてお
り、Microsoft数式3.0は使用できなくなりました」
との事。そういえば一時、NETで話題になってい
たな、と思い出しました。印刷だけならできるので
すが、手を加える事はできません。
　最近は、数式を使った文章は余り書いていなかっ
たので忘れていました。やむなく、Microsoftが用
意した新しい数式エディタを試してみたのですが…
最近のMicrosoftによるオフィスの改変は結構使い

泉州支部　  
神前　泰幸

徒然なるままに
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づらかったのですが、この数式エディタは、私は
「ヒット」だと思います。まだ、触った事の無い方は、
一度試してみることをお勧めします。ほとんど思考
を中断しないで、y=ax²+bx²+cなどと書けるの
ですから。
　話が脱線してしまいました。
　まあ、こんな調子で、毎日徒然なるままに仕事を
しています。本年も、心身ともに健やかに過ごせれ
ばと思っています。　　 皆様も、Bon Voyage‼︎
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　 コ ロ ナ 禍 に よ る 緊 急 事 態 宣 言 発 令 中 で あ り、 
Zoomウェビナーを利用したオンライン研修により
開催されました。今日明日にでも期間延長が報じら
れるであろう厳しい状況での研修会でしたので、会
場で受講される方達のために、充分にソーシャル
ディタンスを考慮し、机や椅子の配置が成されてい
ました。
　参加者は、Zoom385名、会場16名、合計401名
です。
　定刻になり、業務研修部森口稔副部長司会により
開催され、大阪土地家屋調査士会中林邦友会長より
開会のご挨拶がありました。

　今回の研修は、令和５年10月１日から開始されま
す適格請求書等保存方式の概要「インボイス制度の
理解のために」と題し、大阪国税局課税第２部消費
税課実査官上野弘貴様からご講演して頂きました。

　まだ、多くの会員が充分に理解出来ていないので
はないかと思われるインボイス制度ですが、令和５
年10月１日から開始され、令和５年３月31日まで
に適格請求書発行事業者の登録申請手続きが必要

（事業者の任意）となります。

　登録申請手続は、令和３年10月１日から始まり
ますので、そのためには、私達は何をしなければな
らないのか。
 
　１，適格請求書等保存方式の概要
　２，適格請求書の記載事項・記載の留意点
　３， 売手の留意点（適格請求書発行事業者の義務

等）
　４，買手の留意点（仕入れ税額控除の要件）
　５，税額計算の方法等
　６，適格請求書発行事業者の登録申請手続
　７，免税事業者の登録申請手続等
　８，適格請求書発行事業者公表サイト
　９，インボイス制度特設サイト
 
　一時間という短いお時間ではございましたが、上
記項目事の内容を、お時間ギリギリ迄ご講演して頂
きました。　　　　　（社会事業部理事・彦坂浩子）

令和３年度　
第一回会員研修会

　令和３年９月８日水曜
日、15時～16時迄、令和
３年度第一回会員研修会
が開催されました。

中林会長 森口業務研修部副部長

大阪国税局課税第２部消費税課
実査官　上野弘貴様
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　令和３年９月22日（水）17時「令和３年度第二
回会員研修会」が本会会館４階会議室にて開催され
ました。コロナ禍による緊急事態宣言中ということ
で、研修会場には少人数のご参加で、大半の会員の
皆様にはオンライン研修による視聴にて実施されま
した。
　研修会場は、最近ではおなじみのアクリル板にて
区切られた長机に１人というソーシャルディスタン
スばっちりの体制で準備がされていました。設営を
ご準備して下さる事務局の皆様、業務研修部の皆
様、本当に毎回ありがとうございます！
　定刻となり、業務研修部の森次裕一副部長司会の
もと、大阪土地家屋調査士会 中林邦友会長の開会
の挨拶、松島稔副会長の
研修趣旨の説明という流
れで研修会が開始となり
ました。今回の研修は、

「相続法をめぐる諸問題」
と題して、大阪城支部の
会員でもあり司法書士で
もある伊集院渉先生にご
講義いただきました。

　まず初めに、「近年の相続法等の改正内容につい
て」振り返っていただきました。過去の勉強会等で
一度は皆さん聞いている内容だとは思いますが、調
査士としてはあまり実務として経験していないこと
が多いかと思います。その辺について、実務を交え
ながら振り返っていただき、非常に分かりやすかっ
たと思います。
　次に「相続放棄及び相続放置について」、そして

「今次の民法・不動産登記法改正、相続土地国家帰
属法創設」について、レジュメと法務省が開示して
いる「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制
の見直し」の資料と両方を使用してご講義いただき
ました。レジュメを見て法務省の資料を見てと、あ
まり得意分野でない私はバタバタしながら、講義に
ついていくのがやっとでしたが、とても分かりやすく
資料及び講義構成をまとめられていましたので、聞
いている時は「ふむふむ」と理解することができまし
た。今回は２時間の研修ということで、始まる前は
ちょっと長いのではないかと思っていましたが、そこ
はさすがのご講義！ 内容の説明、実務例、ご自身
の考え（勿論さり気ないジョークも）と聞き手を飽
きさせないご講義で、あっという間の２時間でした。

（社会事業部理事・玉置直矢）

令和３年度　第二回会員研修会

森次業務研修部副部長 

松島副会長 伊集院講師
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　こんにちは、大阪城支部の中居克彦です。今回資
料センター運営委員会の活動を紹介する機会を頂き
ましたこと、お礼申し上げます。コロナ感染症拡大
で自由な行動ができない状態でしたが、先日、９月
にＲＴＫドローン測量を見られるということで鹿児
島まで行ったことを書かせて頂きます。直接委員会
と関係なくてすみません。
　名門大洋フェリーを使い０泊３日の弾丸日程で鹿
児島の山中10haほどＲＴＫドローン測量を瀧本会
員をリーダーとし、西村会員、野邊会員、私と４人
で行いました。天気、電波状況に恵まれ、特に問題
もなくこなせました（旅費等全額は野邊会員の補助
にて、委員会のお金は使っていません）。
　今回の測量はドローンで測量地の上空を飛行しな
がら地上に設置する固定局と移動局の２つの受信機
で情報をやり取りし、精度の高い位置情報を得なが
ら、複数の重複させた写真を撮影しつなぎ合わせる
ものでした。ドローンは DJⅠの Phantom4RTKで、
画像解析は Agisoftの PhotoScanを使用しました。
現地はやはり広く、高低差もあり、4人で現地測量
しても１週間かかるほどボリュームがありました。
しかし、実飛行時間は15分ほどで準備、撤収時間
込みでも半日程度でした。一般的な測量しか知らな
い私にとっては画期的でした。山の中の測量ですの
で充分な精度が出ているということでした。あとレ
ベルも取れている（どの地点でも）ので効率が優れ
ていると感じました。画像解析も30分ほどで（ほ
ぼ自動）３D画像ができました。帰りのフェリーで

画像解析し測量がしっかりできたことに皆安堵して
いました。土地家屋調査士の仕事の中ではドローン
測量は決して必要では無いかもしれませんが、知識
としては必要であるし、適している測量があるとい
うことを理解することができました。
　今回の鹿児島の現場にてわかった、ドローン測量
のメリット、デメリットを述べていきます。メリッ
トとして圧倒的に早い計測ができる、コストが抑え
られる、高低差がある場合安全に現場測量ができ
る、自動部分が多く間違えにくい等が考えられる。
逆にデメリットとして小さい土地には向かないし、
都市部では難しそうです。あと一般的な測量と比べ
ると、精度がよくなく、筆界の測量には向かないこ
とが考えられる。それでも可能性があるので需要は
高そうです。将来性としてはまだまだ成長できる業
界だと思います。特に測量分野では需要は高いと思
います。しかし初期投資で費用がかかることは事実
ですが、長期的に見ればメリットが大きいです。こ
れから他の人と差別化するにはいいかもしれませ
ん。測量以外でも建設、農業、防災、物流、文化財
保存等様々なところで使われています。まだまだ成
長の可能性があるのを感じています。まだまだ勉強
していかないといけないと痛感しました。
　話は変わりますが、資料センター運営委員会が進
めていることで、2周波の RTK-GNSSレシーバーを
買って使えるかどうかを確認していこうと考えて
います。今までも似たようなものがありましたが、
100万円を超えていたのでなかなか手が出ず、実際

資料センター運営委員会

写真測量と善意の基準局を使用して
　　　　　安価なGNSS機器の使用報告
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私も有志でお金を出し合い使用していました。これ
が15万円くらいで購入できるなら安いと思います。
ご存じの方も多いと思いますが、簡単に説明する
と、トラバー点を直に世界測地系の座標として測量
するということです。そうするとドローン測量も自
動航行できますし、復元も楽ですし、画像処理も楽
です。例えば今までのスタティック法に比べると時
間、コスト、人数など利点が多々あります。
　最後に委員会では基準点や、バックアップ地図以
外にも会員の皆さんに貢献できるよう日々研鑽し努

力しておりますが、個人に大変負担がかかっている
のが現状です。若い会員でボランティア精神がある
方、お待ちしております。瀧本リーダーも後継者不
足に日々悩んでおります。できれば ITに強い方が
適任です。何卒よろしくお願い申し上げます。では
会員の皆様、様々なアイディア、工夫で困難を乗り
切っていきましょう（説明文の内容、表現に多少間
違いが有りますが、素人が理解した内容ですのでご
了承よろしくお願いします）。

（資料センター運営委員会・中居克彦）
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販売好調の作業服

■1570：ブルゾンVer.2
  新ロゴ　組合員価格5,180円

 旧ロゴ　組合員価格4,780円
カラー： コン、ディープネイビー、シルバーグレー、

ワイン、コバルトブルー、マスタード、　
クロ、アラスカグリーン、ナイルグリーン、
ミストグリーン　

■1573：サイドポケット付スラックス
組合員価格3,350円

大阪土地家屋調査士協同組合だより

桐マーク入り秋冬作業服の斡旋

　組合では秋冬用の作業服として、桐マーク入りブ
ルゾン、スラックスを斡旋しています。
　ブルゾンには、腕の部分に桐のマークがプリント
されています。また、オプションとして左胸ポケッ
トに事務所名などの刺繍を入れることもできます。

（刺繍料は300円）
＜価格は税別表記となっています。＞

新タイプの作業服
■ブルゾン（AZ60601）

新ロゴ　組合員価格5,520円
旧ロゴ　組合員価格5,120円

■ノータックカーゴパンツ（AZ60621）
組合員価格3,820円

カラー： シルバーグレー、モカ、カーキ、ネイビー、
カーキブラック

（ノータック
　カーゴパンツ）

サイズ  ウエスト 74 ～ 119
股下 80

サイズ S M L LL 3L 4L 5L 6L
胸廻 106 112 116 120 124 128 138 148
肩幅 42 45 47 49 51 53 56 59
袖丈 55 58 61 61 62 63 63 63
着丈 60 63 65 67 69 71 71 71

ウエスト 70 ～ 115
股下 76,78

サイズ S M L LL 3L 4L 5L 6L
胸廻 107 111 115 119 123 127 131 135
肩幅 49 50.5 52 53.5 55 56.5 58 59.5
袖丈 50 53 55.5 57 57.5 57.5 57.5 57.5
着丈 61 63 65 67 69 71 71 71

大阪土地家屋調査士協同組合だより

桐マーク入り秋冬作業服の斡旋 
 
 組合では秋冬用の作業服として、桐マーク入りブ

ルゾン、スラックスを斡旋しています。 

 ブルゾンには、腕の部分に桐のマークがプリント

されています。また、オプションとして左胸ポケッ

トに事務所名などの刺繍を入れることもできます。

（刺繍料は300円） 

    ＜価格は税別表記となっています。＞ 

 

新タイプの作業服 

◼ ブルゾン（AZ60601） 

      新ロゴ 組合員価格5,520円 

      旧ロゴ 組合員価格5,120円 

◼ ノータックカーゴパンツ（AZ60621） 

           組合員価格3,820円 

    

       
・シルバーグレー ・モカ ・カーキ ・ネイビー ・

カーキブラック  

サイズ S M L LL ３L ４L ５L ６L 

胸廻 106 112 116 120 124 128 138 148 

肩幅 42 45 47 49 51 53 56 59 

袖丈 55 58 61 61 62 63 63 63 

着丈 60 63 65 67 69 71 71 71 

   

サイズ ウエスト 7４～１１９

　　　　　股下 80 （ノータックカーゴパンツ）           

 
販売好調の作業服 
 
◼ 1570：ブルゾンVer.2 

       新ロゴ 組合員価格5,180円 

       旧ロゴ 組合員価格4,780円 

 

カラー：コン・ディープネイビー、シルバーグレ

ー、ワイン、コバルトブルー、マスタード、クロ、

アラスカグリーン、ナイルグリーン、ミストグリー

ン 

     

サイズ S M L LL 3L 4L 5L 6L 

胸廻 107 111 115 119 123 127 131 135 

肩巾 49 50.5 52 53.5 55 56.5 58 59.5 

袖丈 50 53 55.5 57 57.5 57.5 57.5 57.5 

着丈 61 63 65 67 69 71 71 71 

 

◼ 1573：サイドポケット付スラックス 

         組合員価格3,350円 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

ウエスト 70～１15 

股下 80 

 

大阪土地家屋調査士協同組合だより

桐マーク入り秋冬作業服の斡旋 
 
 組合では秋冬用の作業服として、桐マーク入りブ

ルゾン、スラックスを斡旋しています。 

 ブルゾンには、腕の部分に桐のマークがプリント

されています。また、オプションとして左胸ポケッ

トに事務所名などの刺繍を入れることもできます。

（刺繍料は300円） 

    ＜価格は税別表記となっています。＞ 

 

新タイプの作業服 

◼ ブルゾン（AZ60601） 

      新ロゴ 組合員価格5,520円 

      旧ロゴ 組合員価格5,120円 

◼ ノータックカーゴパンツ（AZ60621） 

           組合員価格3,820円 

    

       
・シルバーグレー ・モカ ・カーキ ・ネイビー ・

カーキブラック  

サイズ S M L LL ３L ４L ５L ６L 

胸廻 106 112 116 120 124 128 138 148 

肩幅 42 45 47 49 51 53 56 59 

袖丈 55 58 61 61 62 63 63 63 

着丈 60 63 65 67 69 71 71 71 

   

サイズ ウエスト 7４～１１９

　　　　　股下 80 （ノータックカーゴパンツ）           

 
販売好調の作業服 
 
◼ 1570：ブルゾンVer.2 

       新ロゴ 組合員価格5,180円 

       旧ロゴ 組合員価格4,780円 

 

カラー：コン・ディープネイビー、シルバーグレ

ー、ワイン、コバルトブルー、マスタード、クロ、

アラスカグリーン、ナイルグリーン、ミストグリー

ン 

     

サイズ S M L LL 3L 4L 5L 6L 

胸廻 107 111 115 119 123 127 131 135 

肩巾 49 50.5 52 53.5 55 56.5 58 59.5 

袖丈 50 53 55.5 57 57.5 57.5 57.5 57.5 

着丈 61 63 65 67 69 71 71 71 

 

◼ 1573：サイドポケット付スラックス 

         組合員価格3,350円 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ウエスト 70～１15 

股下 80 

 

大阪土地家屋調査士協同組合だより

桐マーク入り秋冬作業服の斡旋 
 
 組合では秋冬用の作業服として、桐マーク入りブ

ルゾン、スラックスを斡旋しています。 

 ブルゾンには、腕の部分に桐のマークがプリント

されています。また、オプションとして左胸ポケッ

トに事務所名などの刺繍を入れることもできます。

（刺繍料は300円） 

    ＜価格は税別表記となっています。＞ 

 

新タイプの作業服 

◼ ブルゾン（AZ60601） 

      新ロゴ 組合員価格5,520円 

      旧ロゴ 組合員価格5,120円 

◼ ノータックカーゴパンツ（AZ60621） 

           組合員価格3,820円 

    

       
・シルバーグレー ・モカ ・カーキ ・ネイビー ・

カーキブラック  

サイズ S M L LL ３L ４L ５L ６L 

胸廻 106 112 116 120 124 128 138 148 

肩幅 42 45 47 49 51 53 56 59 

袖丈 55 58 61 61 62 63 63 63 

着丈 60 63 65 67 69 71 71 71 

   

サイズ ウエスト 7４～１１９

　　　　　股下 80 （ノータックカーゴパンツ）           

 
販売好調の作業服 
 
◼ 1570：ブルゾンVer.2 

       新ロゴ 組合員価格5,180円 

       旧ロゴ 組合員価格4,780円 

 

カラー：コン・ディープネイビー、シルバーグレ

ー、ワイン、コバルトブルー、マスタード、クロ、

アラスカグリーン、ナイルグリーン、ミストグリー

ン 

     

サイズ S M L LL 3L 4L 5L 6L 

胸廻 107 111 115 119 123 127 131 135 

肩巾 49 50.5 52 53.5 55 56.5 58 59.5 

袖丈 50 53 55.5 57 57.5 57.5 57.5 57.5 

着丈 61 63 65 67 69 71 71 71 

 

◼ 1573：サイドポケット付スラックス 

         組合員価格3,350円 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

ウエスト 70～１15 

股下 80 
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■A-1150：ブルゾンVer.１ 
 新ロゴ　組合員価格4,700円
　　　　　　　　　　旧ロゴ　組合員価格4,300円

カラー： シルバースパーダ、ネイビーマリーナ、　
ライトベージュ、シエロブルー、　　　　
フレスコグーン、カーボンチャコール

■A-1155：スラックスサイドポケット有
　　   組合員価格3,290円

　　
カラー： シルバースパーダ、ネイビーマリーナ、 　

ライトベージュ、シエロブルー、　　　　
フレスコグーン、カーボンチャコール

ウエスト 70 ～ 120
股下 80

サイズ SS S M L LL EL 4L 5L
胸廻 108 112 116 120 124 128 134 142
肩幅 44 46 48 50 52 54 56 60
袖丈 51 53 55 57 59 60 60 61
着丈 60 62 64 66 68 70 70 72

・申込方法　 申込書（事務局または HP）に必要事
項記入の上、FAX でお申込み下さい。

・納 品 日  申込後約３週間～４週間
・頒布方法　組合で受取、または送付
　　　　　　（送料は購入者負担です）
・支払方法　 ご持参または郵便払込用紙（別途手数

料）にてお支払い下さい。
・そ の 他　 裾上げ作業も可能です。　　　　　

股下から裾までの長さをお知らせ下
さい。

〈３Ｌ以上のサイズは 300 円～ 1,000 円アップしま
す。裾上げ料金は別途 340 円（税別）がかかります。〉

　組合員以外の方は税抜合計額に 10％上乗せし
た価格になります。作業服は他にもございますの
で詳しくは協同組合までお問い合わせ下さい。
　また、色やサイズなどは協同組合のホームペー
ジでご確認いただけます。
 

　　　 総　務　部  からのお知らせ

　令和３年５月１日から令和３年10月31日まで、
組合に新規加入が承認されたのは以下の方です。

（敬称略）

地　　域 氏　　名 事務所電話番号
北 李　文奈 06 － 4797 － 0903

北摂 木原　政幸 06 － 6846 － 1110
北 中川　正雄 06 － 6320 － 2753
堺 藤井　良守 072 － 200 － 3091

北摂 古崎　昭博 072 － 723 － 2400
中央 冨田　芳信 06 － 7896 － 1121

令和３年10月31日現在　
組合員総数　783名
本会会員数　965名

◼ A-1150：ブルゾンVer.１ 

      新ロゴ 組合員価格4,700円 

    旧ロゴ 組合員価格4,300円 

 

カラー：シルバースパーダ、ネイビーマリーナ、ラ

イトベージュ、シエロブルー、フレスコグーン 
 

サイズ SS S M L LL EL 4L 5L 

胸廻 108 112 116 120 124 128 134 142 

肩巾 44 46 48 50 52 54 56 60 

袖丈 51 53 55 57 59 60 60 61 

着丈 60 62 64 66 68 70 70 72 

 
 
 
◼ A-1155：スラックスサイドポケット有 

         組合員価格3,290円 

 

カラー：シルバースパーダ、ネイビーマリーナ、ラ

イトベージュ、シエロブルー、フレスコグーン 

 

       ウエスト 70～１20 

      股下 80 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

・申込方法  申込書（事務局またはHP）に必要 

事項記入の上、FAXでお申込み下さ

い。 

・納品日   申込後約３週間～４週間 

・頒布方法  組合で受取、または送付 

(送料は購入者負担です） 

・支払方法  ご持参または郵便払込用紙（別途手 

数料）にてお支払いください。 

・その他    裾上げ作業も可能です。 

股下から裾までの長さをお知らせ下

さい。 

＜3L以上のサイズは300円～1000円アップし

ます。裾上げ料金は別途340円（税別）がかか

ります。＞ 

 

組合員以外の方は税抜合計額に１０％上乗せした価

格になります。作業服は他にもございますので詳し

くは協同組合までお問い合わせください。 

また、色やサイズなどは協同組合のホームページで

ご確認して下さい。 

 総  務  部 からのお知らせ 

 令和３年２月１日から令和３年１０月３１日ま

で、組合に新規加入が承認されたのは以下の方で

す。 

（敬称略） 

地 域 氏  名 事務所電話番号 

中河内 松尾 弘文 072-900-2648 

北河内 谷川 晃一 072-831-3999 

中河内 柄川 元 06-6729-1711 

北摂 北田 崇 072-646-5377 

北 李 文奈 06-479７-0903 

北摂 木原 政幸 06-6846-1110 

北 中川 正雄 06-6320-2753 

堺 藤井 良守 072-200-3091 

北摂 古崎 昭博 072-723-2400 

中央 冨田 芳信 06-7896-1121 
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大阪土地家屋調査士政治連盟だより
　新年明けましておめでとうございます。平素より
当連盟の活動にご協力頂き心より御礼申し上げま
す。本年も宜しくお願いします。
　今期の活動に付きご報告いたします。コロナ禍の
ため各種会議の開催が延期となっておりましたが、
緊急事態宣言の解除に伴い活動を再開致しました。
それまでも感染対策に十分の注意を行った上での常
任幹部会、政連関係者との会合、情報交換等を行っ
ており、本会とともに「土地家屋調査士制度につい
て」の改訂版発行の協議、10月19日には堺市に於
いて司法書士政治連盟との合同勉強会が坂田副幹事
長のご尽力で開催され元国土交通大臣の北側一雄様
より「所有者不明土地対策及び民法 ･不動産登記法
等の今後の動向」についてのご講義を頂きました。
　また10月末には京都にて行われた令和３年度全
国土地家屋調査士政治連盟と近畿各土地家屋調査士

政治連盟打合会には加藤会長、松本幹事長が参加
し、大阪会の活動についての報告を行いました。
 
　今年度は第49回衆議院選挙が行われることとな
り、10月19日公示10月31日投開票となりました。
今回も日頃より述べております様に当連盟の目的に
沿った活動をして頂ける政党候補者を応援し、各候
補者の街宣活動の情報を共有し、有志にて大阪土地
家屋調査士政治連盟ののぼりを持って応援に駆けつ
けました。結果はマスコミの予想とは異なり、自民
が単独で「絶対安定多数」を確保し与党である公明
党とともに293議席を獲得しました。
　この結果が今後我々の業界にどの様な影響を及ぼ
すのか今後も注意深く見つめていく必要があると思
います。     　

（広報担当副会長 ･井之上　貢） 

司法書士･土地家屋調査士合同勉強会にて

街宣応援の様子

推薦した塩崎あきひさ氏が当選
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　大阪会会員の皆さま、初めまして。大阪公嘱協会
堺・南河内区域の舩原大弘と申します。令和３年９
月１７日開催の総会の後の理事会で新理事長に就任
致しました。４期８年にわたり理事長職を務められ、
深い見識を発揮して協会の運営に当たってこられた
横山幸一郎前理事長の後任に私のような若輩者が、
と、あまりの大役に身の引き締まる思いですが、力
を尽くして励みたいと考えております。どうぞよろし
くお願い申し上げます。
　さて、皆さまもよくご存じの通りですが、令和２
年８月に施行された改正土地家屋調査士法第１条で
は「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記
及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、
不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民
生活の安定と向上に資することを使命とする」と、
土地家屋調査士が土地の筆界に関する専門家である

公嘱協会新役員
理事長（代表理事）舩原　大弘
副理事長　流王　英樹（指導研修・業務）
副理事長　西谷　俊治（総務・経理部長）
常任理事　安倍　徹夫（総務部長）
常任理事　太田　保樹（指導研修部長）
常任理事　山田　和雄（業務部長）
理事　竹内　秀治（業務）
理事　朝日　一真（経理部次長・業務）
理事　阪本　征仁（総務部次長・業務）
理事　奥井　利昌（業務）
理事　津本　浩昭（業務部次長）
理事　岡田　真一（指導研修部次長・業務）
理事　冨岡　隆（業務）
理事　松島　秀訓（総務・業務）
理事　大山　龍一（指導研修・業務）
理事　石野　光俊（業務）
監事　佐野　紀夫
監事　大西　幸三

ことが明記されました。さらに令和３年４月に法務
省民事局民事第二課長回答により、土地の所有者等
の依頼を受けて土地の筆界に関する資料の収集、そ
の他の調査を行い、土地の筆界を明らかにする業務
のうち、登記の申請を伴わないものをも土地家屋調
査士が行うことが示されました。土地家屋調査士に
対する国民の期待と要求はこれまで以上に一層大き
く、幅広くなっていくに違いないと考えられます。
　当協会としましても、土地家屋調査士にしかでき
ない業務をこれからも官公署に強く訴えかけ、土地
家屋調査士制度の発展に尽力していきたいと強く
願っております。会員の皆さまにおかれましては今
後ともご指導ご鞭撻を賜りたく、加えて協会未入会
の皆さまにおかれましては是非ご入会をお願いして、
甚だ簡単ですが就任のご挨拶とさせていただきます。

区域長
豊　能　竹内　秀治
三　島　森　　建一
北河内　阪本　征仁
　北　　奥井　利昌
　東　　松原　正彦
天王寺　安田　省道
阪　南　冨岡　隆
中河内　松島　秀訓
堺・南河内　中村　一哲
泉　州　石野　光俊
 

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） 

　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
理事長　舩　原　大　弘

理事長就任のご挨拶
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大阪青年土地家屋調査士会だより

　７月の定時総会からいよいよ新体制による活動が
始まりました。
　本格的な活動はこれからですが、先日は青年税理
士会の会長をお招きして少人数でしたがゴルフを行
い、徐々にではありますが他団体との交流も活発に
していこうと考えています。
　新体制にしたことにより、会費も廃止しておりま
すので、活動の自由度が増し、仕事・遊びにかかわ
らず仲間を増やしたい、仕事に関して気軽に相談し
たいなどができる会と考えております。
　筆者自身もこの会に入って以降、他支部の方との
交流が一気に広がり、仕事に関する相談だけではな
く、遊び（私の場合は主にゴルフですが…）に関して
も仲間が増えています。
　ご自身が所属されている支部だけではなく、他支
部の方々との交流もいかがでしょうか。
　面白い人もたくさんいらっしゃいます。いろんな
考えをお持ちの方もいらっしゃいます。
　土地家屋調査士という狭い領域の中でもいろんな

刺激を受けられる数少ない場所-それが「大阪
青年土地家屋調査士会」という場所だと思います。

（「青年」と謳ってはいますが、年齢層は意外に高い
です。）
　特に入会されて間もない方にとっては、右も左も
訳が分からないことが多いことがあると思います。
そんな時にこの青年会をご活用いただければ幸いで
す。
 
　是非とも外にも目を向けていただき、皆様のご参
加をお待ちしております。

（中央支部・冨岡　隆） 

新体制で徐々にスタート

会員を随時募集しております。

会費は無料です。年齢制限は特にございません。

入会ご希望の方は、大阪土地家屋調査士会HP内

の会員専用ページ「澪標ネット」から
中央支部　冨岡　まで直接ご連絡ください。

新入会員募集
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会　員　異　動　（R３・12・１ 現在）

入　会　者（ ５ 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

上　田　寛　之 ３２４３ 北 3・10・1
〒530-0026　 大阪市北区神山町８番１号
　　　☎090－7351－6330

富　田　芳　信 ３４０７ 中央 3・10・11
〒547-0016　大阪市平野区長吉長原四丁目１番24号　
　　　　　　　　大長ハウス311
　　　☎06－7896－1121　 06－7894－2463

酒　井　敏　雄 ３４０８ 北 3・10・11
〒532-0011　大阪市淀川区西中島４丁目７番30号　
　　　　　　　　アネックス新大阪ビル２階
　　　☎06－6304－0646　 06－6304－0683

古　崎　昭　博 ３４０９ 北摂 3・10・11
〒562-0003　箕面市西小路三丁目１番４号
　　　☎072－723－2400　 072－723－0037

菰　田　祐　介 ３４１０ 北 3・11・22
〒550-0025　大阪市西区九条南１丁目２番20号　
　　　　　　　　ドーム前いずみビル３階
　　　☎06－6563－9485　 06－6563－9486

事　務　所　変　更（ 11 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

藤　野　　　充 ２９３１ 北 北摂 3・9・3
〒562-0041　箕面市桜４丁目11番16号　
　　　　　　　　ニアルサクラ401号室
　　　☎072－722－7880　 072－722－7881

武　内　恒　行 ３３３５ 北河内 北河内 3・10・6
〒570-0026　守口市松月町５番７号
　　　☎06－6993－1180　 06－6993－1181

竹　内　玄　徳 ２３１６ 北摂 北摂 3・10・11
〒560-0002　豊中市緑丘４丁目35番19号　
　　　　　　　　グリーンヒル松本103
　　　☎06－6845－4020　 06－6845－4019

松　本　充　弘 ３２８９ 大阪城 大阪城 3・11・4
〒540-0012　大阪市中央区谷町３丁目１-２-403
　　　☎06－7810－2583

溝　口　憲　一 ２５００ 北 大阪城 3・11・5
〒541-0041　大阪市中央区北浜四丁目４番９号　
　　　　　　　シュナイダーエレクトリック大阪ビルディング4階
　　　☎06－6225－7888　 06－6225－7898

溝　口　達　哉 ３２０９ 北 大阪城 3・11・5
〒541-0041　大阪市中央区北浜四丁目４番９号　
　　　　　　　シュナイダーエレクトリック大阪ビルディング4階
　　　☎06－6225－7888　 06－6225－7898

中　林　孝　寛 ２１９３ 中河内 中河内 3・11・9
〒581-0015　八尾市刑部１丁目117番地の2
　　　☎072－924－0035　 072－924－0034

梅　田　正　人 ３２８６ 中河内 中河内 3・11・11
〒581-0882　八尾市恩智北町１丁目69番地
　　　☎072－968－8246　 072－968－8249
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退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ 9 名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

坪　内　隼　斗 ３３８５ 北 3・9・9 徳　島　会　へ

吉　峯　　　仁 ３３９１ 北 3・9・20 兵　庫　会　へ

芳　多　正　行 ２１７６ 北 3・9・27 業　務　廃　止

野　間　豊　史 １８０３ 北摂 3・9・27 業　務　廃　止

與　倉　郁　朗 ２２８８ 中央 3・9・27 業　務　廃　止

天　野　雅　之 ３４０５ 大阪城 3・9・30 業　務　廃　止

髙　橋　晴　雄 ２４４２ 中央 3・10・21 死　亡

永　井　隆　博 ２４７９ 北摂 3・10・31 死　亡

辻　　　康　利 ３０７５ 堺 3・11・26 業　務　廃　止

法　人　事　務　所　会　員　関　係

新　規　登　録　事　務　所　（ １ 法人）

名　　　称 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）

PGM　土地家屋調査士法人 北 砂田　武義　３３９０
従　〒530-0027
大阪市北区堂山町１番５号
☎06－4301－4473　 06－4301－4474

法 人 の 退 会　　（１法人）

名　　　称 支　　　部

土地家屋調査士法人　中尾パートナーズ 北

屋　納　　　隆 ２５０２ 堺 堺 3・11・17
〒586-0022　河内長野市本多町４番６号
　　　☎0721－56－0256　 072－370－4503

村　尾　智　利 ２１６８ 中央 中央 3・11・25
〒537-0003　大阪市東成区神路三丁目17番４号
　　　☎090－5653－4187

京　谷　智　弘 ３０７８ 堺 堺 3・12・1
〒591-8025　堺市北区長曽根町185番地16
　　　☎072－370－3733　 072－320－1802
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第７回常任理事会

　令和３年９月９日（木）午後３時から本会３階役員
室で第７回常任理事会が開催され、各部などからの
報告事項に続き、第４回理事会についてなど次の各
事項が審議された。
<出席者・敬称略>中林・山脇・松島・相澤・加藤
（充）・吉田・濵口・中島（事務局）能勢・柳井原

①事務局ＰＣウイルスバスター契約更新について

①第20回葉月の会について
②第４回理事会について

第８回常任理事会

　令和３年10月21日（木）午後４時から本会４階会
議室で第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、大阪司法書士会との協議会の開
催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・山脇・松島・相澤・加藤
（充）・吉田・濵口・中島（事務局）能勢・柳井原

①日本土地家屋調査士会連合会委員等の選任について
②第10回五士業合同協議会について

① 民間総合調停センター支援連絡委員会委員の追加
選任について

②貝塚市空家等対策協議会委員の推薦について
③第５回理事会について

① 会員証カード発行システム、出欠管理システムの
見直しについて

②備品管理（パソコンやソフト等）について
③大阪司法書士会との協議会の開催について
④高齢会員に対する会費減額措置申出について
⑤ 戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱管理

規程（モデル）の一部改正について

⑥ 地下鉄谷町線「谷町四丁目」駅看板広告の継続掲
出について

第９回常任理事会

　令和３年11月11日（木）午後２時30分から本会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>中林・山脇・松島・相澤・加藤
（充）・吉田・濵口・中島（事務局）能勢・柳井原

①名誉会員の委嘱について

①大阪市空家等対策協議会委員の推薦について
②第５回理事会について

①会館使用申し込みに対する対応について

第４回理事会

　令和３年９月９日（木）午後４時からZOOMによ
るオンライン会議で第４回理事会が開催され、会長
の挨拶に続き、各部長、支部長会議議長、各種委員
会などからの報告・連絡事項があり、次の各事項が
審議・協議された。

審 議 事 項

①第１号議案　 「土地家屋調査士制度について」の
改訂について

　［提案理由］　 「土地家屋調査士制度について」の
冊子につき平成19年以降改訂され
ておらず現行制度との整合が取れて
いないため、同冊子の改訂をしたい
と考えている。ついては、改訂の検
討作業をするにあたり、本会と政治
連盟の役員数名ずつで組織する社会
事業部内の委員会を設けて対応する
ことを提案する。

　　　［結果］　 賛成多数で承認された。
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①第１号議案　 会員名簿作成について
　［提案理由］　 今年度の事業計画に基づく写真入り

会員名簿を発刊するにあたり、会員
名簿の仕様を決定の上会員名簿作成
委託業者に発注が必要なため、会員
名簿の仕様、会員名簿掲載用顔写真
の収集方法に関する通知文書及び執
行予算について協議することを提案
する。

　　　［結果］　 協議後、協議事項から審議事項（第
２号議案）とすることについて、賛
成多数での承認を得て、あらためて
会員名簿掲載用顔写真の収集方法に
関する通知文書及び執行予算につい
てが提案された。前記提案につい
て、提案のとおり写真については新
たな提出もしくは令和２年度の会員
証更新時の写真を使用すること及び
㈱一心社で発注することが賛成多数
で承認された。

②第２号議案　 令和４年度定時総会会場及び懇親会
の中止について

　［提案理由］　 太閤園の営業終了に伴い総会会場の
変更が必要であるが、コロナ禍の収
束の見通しが立たない中で総会会場
の選定期限が迫っているため、令和

４年度定時総会会場を中央公会堂と
すること及び総会後の懇親会を開催
しないことの可否についての協議を
提案する。

　　　［結果］　 協議後、次回の理事会で協議するこ
とが確認された。

③第３号議案　 Zoomウェビナーの契約更新につい
て

　［提案理由］　 昨年度に契約したZoomウェビナー
の更新期限が本年１０月となってい
るため、契約更新を行い引き続き
Zoomウェビナーを導入したいと考
えている。ついては、契約更新に関
する条件を業者（Ｖ－ＣＵＢＥ）か
ら提示を受けたため、提示を受けた
金額、条件でZoomウェビナーの
契約を更新することの可否について
協議を提案する。

　　　［結果］　 協議後、協議事項から審議事項（第
３号議案）とすることについて、賛
成多数での承認を得て、あらためて
Zoomウェビナーの契約を更新する
ことが提案された。前記提案につい
て、提案のとおりZoomウェビナー
の契約を更新することが賛成多数で
承認された。

　この後、監事からの意見等があり、閉会した。
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◇　　　９　　　月　　　◇

１日 ・ 社会事業部会（会館）
　　 ・  制度対策委員会（会館）
　　 ・  非調査士活動実態調査（法務局本局・天王

寺出張所）小川非調査士活動排除副委員長、
藤田（嘉）・山本・杉本・藤田（好）・中川・
綿谷各同委員

５日 ・ マンション管理フェスタ2021（大阪市住ま
い情報センター）奥田社会事業部副部長、
正井会員

７日 ・ 財務部会（会館）
　　 ・  財務部（厚生）業務連絡会（会館・Web）
８日 ・ 会員研修会（会館・Web）
９日 ・ 理事会（会館）
　　 ・  常任理事会（会館）
　　 ・  大阪市マンション管理支援機構第５回常任

委員会（大阪市住まい情報センター）奥田
副部長、正井会員

10日 ・ 協同組合部長会（会館）吉田財務部長
11日 ・ 近ブロ研修部会（新大阪丸ビル別館）松島

副会長、濵口業務研修部長
15日 ・ 労働組合団体交渉（会館）山脇副会長、加

藤（充）総務部長、吉田部長
　　 ・  制度本改訂作業打ち合わせ（会館）中林会長、

相澤副会長、加藤（幸）・松尾各会員
　　 ・  筆界特定制度推進委員会（Web）
16日 ・ 年次制研修（会館）濵口部長
　　 ・  資料地図等搬入作業（会館）野邊資料センター

運営副委員長、田中・西村・中居各同委員
　　 ・  八尾市訪問（八尾市役所）中島社会事業部

長
　　 ・  民間総合調停センター運営委員会（大阪弁

護士会）
　　 ・  民間総合調停センター支援連絡委員会（大

阪弁護士会）
　　 ・  民間総合調停センター広報・研修部会（大

阪弁護士会）
17日 ・ 年次制研修（会館）松島副会長
　　 ・  大阪市来会（会館）中島部長、奥田副部長
　　 ・  会務処理（会館）濵口部長
21日 ・ 年次制研修（会館）森次業務研修部副部長
22日 ・ 会員研修会（会館・Web）
　　 ・  業務研修部会（会館）

24日 ・ 年次制研修（会館）阪本業務研修部理事
27日 ・ 年次制研修（会館）森口業務研修部副部長
　　 ・  民間総合調停センター第２回ADR実践講座

録画撮影（大阪弁護士会）山脇副会長、浅
井民間総合調停センター支援連絡委員長、
谷川同副委員長

28日 ・ 年次制研修（会館）安岐業務研修部理事
29日 ・ 年次制研修（会館）森次副部長
　　 ・  入会面談（会館）和田総務部副部長、井上・

永野・竹内・塩田各総務部理事
　　 ・  総務部会（会館）
　　 ・  境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
30日 ・ 年次制研修（会館）石川業務研修部理事
　　 ・  資料センター運営委員会（会館）
　　 ・  全国会長懇談会（会館）中林会長

◇　　　10　　　月　　　◇

１日 ・ 年次制研修（会館）濵口部長
４日 ・ 年次制研修（会館）松島副会長
　　 ・  会務処理（伝票処理）（会館）吉田部長
　　 ・  境界問題相談センターおおさか研修会講師

打ち合わせ（法務局本局）辻田境界問題相
談センターおおさか推進委員長、西田同副
委員長、京谷同委員

　　 ・  「制度本改訂委員会」打ち合わせ（会館）
５日 ・ 年次制研修（会館）安岐理事
　　 ・  正副会長会議（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原相談員
６日 ・ 年次制研修（会館）森口副部長
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）河

﨑相談員
７日 ・ 年次制研修（会館）濵口部長
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）佐

古相談員
８日 ・ 協同組合部長会（会館）河﨑財務部副部長
12日 ・ 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）山

脇相談員
13日 ・ 境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館）杉田境界問題相談センターおお
さか推進委員、中川（耕）会員

　　 ・  筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・  基準点管理システム復旧作業（オージス総研）

瀧本資料センター運営委員長、佐々木同委
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　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧
本相談員

27日 ・ 業務研修部会（会館）
　　 ・  資料センター運営委員会（会館）
　　 ・  外部講師養成講座（Web）正井・雪本各講

師
　　 ・  茨木市訪問及び地籍整備促進委員会（茨木

市役所）
　　 ・  五士業合同協議会（大阪弁護士会）中林会長、

山脇副会長、加藤（充）部長
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）彦

坂相談員
28日 ・ 境界問題相談センターおおさか推進委員会

（会館）
　　 ・  境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）八

幡相談員
　　 ・  大阪工業大学挨拶（大阪工業大学）京谷産

学交流学術研究委員長、川口会員
29日 ・ 労働組合団体交渉（会館）山脇副会長、加

藤（充）・吉田各部長

◇　　　11　　　月　　　◇

１日 ・ 「制度本改訂委員会」打ち合わせ（会館）
２日 ・ 支部長会議（会館）
　　 ・  八尾市訪問（八尾市役所）中島部長、田中

理事
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）中

山（髙）相談員
　　 ・  近ブロ正副会長会議（京都会）中林会長
４日 ・ 大阪府来会（会館）中島部長
　　 ・  PCメモリ増設作業（会館）正井会員
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）田

中（久）相談員
９日 ・ 筆界特定制度五者連絡協議会（会館）
　　 ・  総会打ち合わせ及び下見（大阪市中央公会堂）

和田副部長、竹内理事
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）米

山相談員
10日 ・ 境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館）谷内田境界問題相談センターお
おさか推進委員、野邊会員

　　 ・  北支部登記事務等連絡会（大阪市住まい情
報センター）中林会長

　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）玉

員
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）安

岐相談員
14日 ・ 社会事業部会（会館）
　　 ・  サイボウズ社との打ち合わせ（Web）塩田

澪標ネット運営委員長、河田・正井・阪本
各同委員、加藤（充）部長

　　 ・  大阪府収用委員会研修打ち合わせ（会館）
中島部長

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

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
田（文）相談員

15日 ・ 財務部会（会館）
　　 ・  近ブロ社会事業部会（兵庫会）中島部長
　　 ・  近ブロ業務部会（Web）濵口部長
　　 ・  基準点管理システム復旧作業（オージス総研）

瀧本委員長、佐々木委員
18日 ・ 総務部会（会館） 
　　 ・  筆界調査委員推薦委員会（会館）
　　 ・  オンライン申請促進委員会（Web）
　　 ・  基準点管理システム復旧作業（オージス総研）

瀧本委員長、佐々木委員
　　 ・  全国会長会議（東京ドームホテル）（19日も）

中林会長
19日 ・ 民 間 総 合 調 停 セ ン タ ー 広 報・ 研 修 部 会 

（Web）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹

本相談員
20日 ・ 資料センター小委員会（会館）
　　 ・  オンライン申請研修会 （Web）正井オンラ

イン申請促進委員長、野邊同副委員長、安
岐同委員

　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森
口相談員

21日 ・ 常任理事会（会館）
　　 ・  中間監査（会館）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）森

山相談員
22日 ・ 外部講師養成講座動画撮影（会館）
　　 ・  大阪府収用委員会研修打ち合わせ（大阪府

咲洲庁舎）中島部長、正井会員
25日 ・ 政治連盟常任幹部会（会館）相澤副会長
26日 ・ 大阪法務局訪問（法務局本局）中島部長、

田中社会事業部理事
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置相談員
11日 ・ 常任理事会（会館）
　　 ・  理事会（会館）
　　 ・  出欠管理システムについてキャノン来会（会

館）井上理事
　　 ・  民間総合調停センター運営委員会（大阪弁

護士会）
　　 ・  民間総合調停センター広報・研修部会（大

阪弁護士会）
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）今

西相談員
12日 ・ 協同組合部長会（会館）笠原財務部理事
15日 ・ 入会面談（会館）井上・永野各理事
　　 ・  労働組合団体交渉（会館）山脇副会長、加

藤（充）・吉田各部長
　　 ・  オンライン申請研修会リハーサル（Web）

正井委員長、野邊副委員長、安岐委員
　　 ・  境界問題相談センターおおさか研修会講師

打ち合わせ（大阪法務局）辻田委員長、西
田副委員長、京谷委員

16日 ・ 産学交流学術研究委員会（会館・Web）
　　 ・  筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・  近ブロ広報部会（Web）中島部長
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤

田（重）相談員
17日 ・ 本会と政治連盟意見交換会（会館）中林会長、

相澤副会長
　　 ・  オンライン申請研修会（Web）正井委員長、

野邊副委員長
　　 ・  大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森

次相談員
18日 ・ 財務部会（会館）
　　 ・  大阪市マンション管理支援機構第７回常任

委員会（大阪市住まい情報センター）奥田
副部長、正井会員

　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
田（直）相談員

19日 ・ 境界問題相談センターおおさか運営委員会
（会館）

　　 ・  葉月の会（札幌会）中林会長、加藤（充）
部長（20日も）

22日 ・ 支部長会議（会館）
24日 ・ 制度対策委員会（会館）
　　 ・  業務研修部会（会館）
　　 ・  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）笠

原相談員
25日 ・ 会員証発行機について打ち合わせ（会館）

井上理事
　　 ・  大阪司法書士会との協議会（イルピアット）

中林会長、松島・山脇・相澤各副会長
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙

山相談員
26日 ・ 総務部会（会館）
　　 ・  社会事業部会（会館）
27日 ・ 地籍問題研究会第30回定例研究会（Web）

奥田副部長
29日 ・ 資料センター運営委員会（会館）
　　 ・  近ブロ財務部会（Web）吉田部長
　　 ・  民間総合調停センター研修会録画撮影（大

阪弁護士会）山脇副会長、谷川副委員長
　　 ・  法務局枚方出張所カレンダー持参（法務局

枚方出張所）相澤副会長
30日 ・ 会務処理（会館）中島部長
　　 ・  近ブロ総務部会（京都会）加藤（充）部長
　　 ・  筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪

口相談員

◇　　　９　　　月　　　◇

10日 ・ 第３回常任理事会（「Zoom」によるテレビ
会議）

13日 ・ 近公連監査会（「Zoom」によるテレビ会議）
横山理事長、三好事務局長、山内職員

　　 ・ 第２回近公連理事長会議（「Zoom」による
テレビ会議）横山理事長、三好事務局長

17日 ・ 第37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）
27日 ・ 総務部引き継ぎ（協会）西谷副理事長、安

倍総務部長、與倉前総務部長

◇　　　10　　　月　　　◇

５日 ・ 第４回常任理事会（エル・おおさか）
８日 ・ 近公連第34回通常総会（「Zoom」によるテ

レビ会議）舩原理事長、流王・西谷副理事長、
横山前理事長、三好事務局長

14日 ・ 第４回理事会（「Zoom」によるテレビ会議）
　　 ・ 第１回安全対策委員会（「Zoom」によるテ

レビ会議）
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19日 ・ 大阪法務局へ挨拶（大阪法務局）舩原理事長、
流王・西谷副理事長

22日 ・ 全公連第２回研修会（「Zoom」によるテレ
ビ会議）舩原理事長、太田・山田常任理事

29日 ・ 第１回大阪市内区域会議（エル・おおさか）

◇　　　11　　　月　　　◇

２日 ・ 入会希望者面接（協会）安倍総務部長、三
好事務局長

　　 ・ 業務部引き継ぎ（協会）流王副理事長、山
田業務部長

　　 ・ 第５回常任理事会（エル・おおさか）
４日 ・ 第１回総務部会（協会）
８日 ・ 第３回近公連理事長会議（エル・おおさか）

舩原理事長
12日 ・ 第５回理事会（「Zoom」によるテレビ会議）
　　 ・ 理事対象の研修会（「Zoom」によるテレビ

会議）講師：横山幸一郎氏
15日 ・ 第１回経理部会（協会）
25日 ・ 板野顧問弁護士との打合せ（板野弁護士事

務所）舩原理事長、流王・西谷副理事長

◇　　　１　　　月　　　◇

６日（木）常任理事会
11日（火）総務部会
12日（水）第４回オンライン申請研修会
　　　　「制度本改訂委員会」打ち合わせ
17日（月）財務部会
　　　　財務部業務連絡会
18日（火）外部講師養成講座（その２）
19日（水）表示登記実務研究会
20日（木）常任理事会
　　　　理事会

◇　　　２　　　月　　　◇

２日（水）第79回日調連総会（臨時総会）（３日も）
３日（木）三会会長懇談会
４日（金） 五士業合同協議会（キックオフミーティン

グ）
８日（火）近ブロ各会正副会長会議
17日（木）常任理事会
24日（木）名誉役員会
　　　　常任理事会

◇　　　３　　　月　　　◇

10日（木）常任理事会
　　　　理事会

◆ 皆様、新年明けましておめでとうございます。社
会事業部広報担当理事の玉置です。新年を迎えら
れていかがお過ごしでしょうか？今年は例年より
年末年始休みが短く、「休みが短かったな…」と思
われていますでしょうか？「休みが短かったから
仕事が一杯できるぜ！」と思われていますでしょ
うか？

　 　早いもので初理事からもう半年が経過してしま
いました。私は社会事業部では、主にこの会報誌
の編集を担当させていただいております。投稿記
事の依頼や編集スケジュールの管理等、結構大変
な作業ではありますが、事務局さんの（絶大な）サ
ポートもあって、何とか２回目の会報誌の発行ま
できました。文章を書くのが苦手な私ですが、あ
れやこれやで、もう５つ程記事を書かせていただ
いております。文章力はある程度才能もあるかと
思いますので、「読みにくいな～」というお気持ち
はグッと我慢していただいて、「変わった文章や
な～」と温かい目で見守っていただければ幸いで
す。

　 　社会事業部は中島部長をはじめ、皆さん私より
経験も知識も豊富で、おまけにいい人ばかりで大
変楽しく活動させていただいております。「楽し
いだけではあかんやろ！」という声が聞こえてき
そうで、はい、その通りです。時代の変化が激し
い今日、大阪会の在り方についても色々と考えて
いかなければならないと私なりに日々感じており
ます。感じているこの心を、今年から行動に移し
ていこうと思っています。理事会の承認事項を決
めるときは1000人近い会員を代表して決めると
思い、特に気が引き締まります。

　 　さて、今号は一年の始まりの号です。恒例の「寅
年生まれの会員　今年の抱負」のコーナーでは各
支部のお一人の会員の先生に今年の抱負を語って
いただいています。皆様の今年の目標は何にされ
ていますか？私の目標は「責任」と「身体作り」で
す。ぜひご一読下さい。 （玉置）
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支　部　別　会　員　数（R３・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 152⑱ -3 北河内 78② 0

中央 128⑥ -1 北　摂 145④ 0
大阪城 133⑯ 1 堺 150③ -1
中河内 102⓪ 0 泉　州 75⓪ 0

合　計 963◦ -4

法人会員数　49法人（-1）
※増減は前回R3年９月１日比

49

訃　　　報

 中央支部
髙橋　晴雄会員
令和３年10月21日ご逝去

（享年52歳）

▽平成７年２月20日入会

北摂支部 
永井　隆博会員 
令和３年10月31日ご逝去

（享年51歳）

▽平成８年２月13日入会

＊謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます

▽垣花 久美氏（堺支部 垣花 久嗣・尊父、
　令和３年９月26日没、95歳）
▽梶谷 健太氏（北摂支部 梶谷 信・令息、
　令和３年９月28日没、44歳）
▽田邉 スエ子さん（中河内支部 田邉 博和・母堂、
　令和３年11月21日没、90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

　本会社会事業部員　

　中　島　幸　広　　　　　 奥　田　祐　次
　加　藤　眞　一　　　　　 彦　坂　浩　子
　玉　置　直　矢　　　　　 田　中　秀　典
　小　林　俊　彦
　（社会事業部担当副会長）　相　澤　褜　雄

　支部社会事業（広報）担当責任者　

　　北　　塚田　　徹　　中　央　阿部　孝信
　大阪城　請田　隆広　　中河内　森山　泰久
　北河内　大津　拓馬　　北　摂　吉田　孝信
　　堺　　白井　康之　　泉　州　堀川　経希　
　　　　　（事務局）山口　知晃
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【新シリーズ2021年11月刊行！】

不動産登記実務研究会 著
2021年11月刊 A5判 328頁（予定） 定価3,850円（本体3,500円）

不動産登記の
書式と解説

土地の表示に関する登記第１巻

●昭和26年創刊以来ご愛顧いただき、令和３年２月に休刊となった加除式図書「現行登
記総覧　不動産登記の書式と解説」を単行本としてリニューアル！
●約70年の中で蓄積されてきた不動産登記の知識を、より丁寧に、分かりやすく解説、
新たな情報も追加！
●充実の35事例！事例ごとに解説、申請書、添付書類、不動産登記記録例（平成28年
６月８日法務省民二第386号民事局長通達）を収録！

不動産登記
書式解説の
決定版！

【10年ぶり、待望の改訂版！】

【本書のポイント】
●相続適格者認定上必須の戸籍の見方を、ひな形、図表とともに191問のQ＆Aでわかりやすく解説。
●相続登記について、申請書等のひな形を示してわかりやすく解説し53事例を収録。
●事項索引を収録。

【改訂のポイント】
●未成年後見制度の見直しや嫡出でない子の相続分を嫡出子と相等しいものとする「民法等の一部を改正する法
律」及び「家事事件手続法」の施行等について反映。
●新たに「法定相続情報証明制度における被相続人と相続人の戸籍」を設け、制度全般と相続手続等について詳細
に解説。
●戸籍のコンピュータ化に伴い、遺産分割協議書やその他の書類が必要となる登記手続においては、従来の手続き
が一部変更されることになるため、登記解説部分にそれらを反映。

昭和61年の初版以降、実務家から絶大な支持を得て版を重ねるロングセラー

髙妻新・荒木文明・後藤浩平 著
2021年11月刊 A5判上製箱入 1,624頁 定価15,400円（本体14,000円）

相続における
戸籍の見方と登記手続
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