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表 紙 写 真・・・日本の原風景（志木支部　森田稔哉会員）
　能登半島を旅したときの一枚、「白米千枚田」は日本の
棚田百選にも指定されており、そこには、タイトル通り
の日本の原風景が広がっておりました。
　都会では決して見ることができない景色、写真を撮ら
ずにはいられませんでした。
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　皆様　あけましておめでとうございます。
　昨年、日本はエルニーニョ現象により天候が目
まぐるしく移り変わるという、異常気象となり、九
州の大雨、全国に及んだ猛暑、近畿地方を襲った
台風、9月には、梅雨前線と台風により、関東、東
北の豪雨により、多くの被災者が出ました。
　中でも、9月の豪雨の際には、栃木県、茨城県に
おいて堤防の決壊がありました。
　幸いにも、会員には人的被害はありませんでし
たが、床上浸水、床下浸水などの被災報告を受け
ております。茨城会では9名の会員が被災し、埼
玉会でも3名の会員が被災しております。自然の
力の恐ろしさを感じさせられた1年でした。

　93条調査報告書の改訂が決定されております。
今回もこの改訂にはいろいろ議論が出ております
が、現在使用されている調査報告書が採用される
にあたっては、紆余曲折がありました。それまで
の調査書は、A3用紙一枚のものでした。
　どうしてA3用紙一枚の物では足りなかったの
でしょうか。それは、不動産登記規則の制定と、そ
の規則中に規定された「土地家屋調査士の作成し
た調査報告書」があれば実地調査を省略できる（規
則第93条）と規定されたことから、日調連執行部
としてはどうしても調査報告書を制定しなければ
ならない状況におかれました。
　登記官が実地調査を省略するには、それなりの
情報を調査報告書の内容としなければならない。
そのことから調査報告書を制定しなければならな
かったのです。そして、日調連執行部から示され
た土地、建物それぞれの調査報告書は10ページ近
くになるものでした。その当時、日調連執行部は、

まず関東ブロック協議会に説明に来ました。各単
位会の代表5名から10名くらいが説明会に出席し
たように思います。そこでは猛反対に遭いました。
事前に骨子案について十分な説明がないことが
原因だったのでした。説明会は紛糾し、収拾でき
ない執行部は、「反対のための反対でなく、対案を
出してほしい」と逆提案してその時の説明会は終
了しました。何のための説明会だったのかと説明
会に出席した単位会の役員からは不満が漏れまし
た。この逆提案に対して各単位会が、それぞれの
立場で対案を考えて出していきましたが、埼玉会
は会員、執行部協力のもと対案を出していきまし
た。採用されたのは埼玉会の対案でした。当時の
日調連執行部には「埼玉会案をそのまま執行部案
としてもよいのではないか」という意見まであっ
たということを後から聞きました。もちろん極端
な意見であったろうと思います。対案として出し
た埼玉会の案は7 ～ 8割くらい採用されて、現在
使用中の調査報告書となっております。後日、当
時の日調連松岡会長と私とが懇親の席で、よもや
ま話をしたときに、「あのときに埼玉会から対案が
出ていなければ、調査報告書はつぶれていただろ
う。本当に助かったよ」と述懐していたことを今
でも思い出します。私に対するリップサービスで
あったと思いますが、今は懐かしく思い出します。
その調査報告書が改訂されます。現在使用されて
いる調査報告書は、制定当時のいきさつから考え
ると、一時しのぎの、間に合わせの調査報告書で
あったのかなと思っております。それでも埼玉会
の提案した調査報告書が現在まで使用されてきた
というのは灌漑深いものであり、今回の改訂され
た調査報告書もその手直し程度のものと思われる
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ので、埼玉会の大きな誇りと感じ、当時の埼玉会
の皆様に敬意を表しておるところであります。
　今回の改訂の大きな目的の一つは全国統一された
様式を採用することではないかと思っております。
現調査報告書は、埼玉方式、東京方式、神奈川方式
と、各会の事情、地域から求められる情報提供と報
告内容の表現手段が異なっているため、必ずしも一
律に運用されていなかったが、これを統一様式とす
ることがその目的ではないかと思っております。
　なぜ統一様式が必要なのでしょうか。それは、
単位会を超えて担当官の人事異動があっても統一
様式であれば、調査担当官が調査に必要な事項、
順番を把握しやすいこと。結果として、実地調査
すべき土地・建物か否かを判断しやすいこと。将
来訴訟物となった場合に全国統一のものであれば
十分に訴訟に耐えうるものとなるからである。
　運用開始時期につきましては、法務省の人事異
動との兼ね合いからと思われるのですが、平成28
年3月14日となっております。これは法務省の設
定した希望日であります。
　6カ月程度の併用期間が設定されるようですが、
調査報告書の改訂が決定された以上、それに対応
していかなければなりません。会員の皆さんに調
査報告書の位置づけを認識していただき運用され
ることを希望します。

　また、日調連では、筆界立会いの代理権・立会
い要請権・筆界調査権・筆界認証権等について研
究を始めております。内容としまして、「立会代理
権」というときの「立会」の定義 。「立会代理」を問
題にするときの「立会」とは何かについて、「事実
確認」としての「筆界の確認」か「所有権界の確認」
かの意味等に関しての検討。「筆界確認」という概
念については、土地家屋調査士が介在して行う場
合と他の場合と分けて検討。境界立会いについて
の境界調査を法改正での視野に向けて検討。等に
ついて意見交換を行った、との発表がありました。
研究成果を現場で運用するにはまだまだ検討課題
があり、すぐに実現はできないが、土地家屋調査
士の地位の向上、業務の処理に役立つことを願っ
ております。
　この土地境界確認に関する代理行為や、立会要
請が法律で明文化されると、土地家屋調査士の業

務は大きく前進することになり、大いに期待して
おるところであります。

　次に、「空き家対策等に関する協議会」の設置と
土地家屋調査士会の参画についてですが、本会も、
埼玉県に対して、「空き家対策等に関する協議会」
への参画を申し入れ、すでに参画しております。
また、新座市に対しても、「空き家対策等に関する
協議会」への参画を申し入れ、地元の会員が参画、
出席することになり、吉川市からも「空き家対策
等に関する協議会」への参画の要請があり地元の
会員が出席することになっております。
　昨年12月4日には、和光市と「空き家等に関す
る総合的対策推進の協定書」の締結が行われまし
た。この協定書の締結については、テレビ埼玉で
報道され、また産経新聞に載りましたので既にご
承知の方々もおられることと思います。また、「災
害時における家屋被害認定調査に関する協定」を
川越市と締結し、現在24市町となります。土地家
屋調査士の社会貢献事業という目的と、調査士制
度の知名度の向上ということから、今後も続けて
いく所存であります。

　人類の発祥の地はアフリカだといわれておりま
す。その人類は同じところに留まることなく東へ、
あるいは北へと進み、ヨーロッパ、アジアへと進
み、世界各地に広がっていったと思われています。
安住の地に留まることなく、あるいは安住の地を
求めて移動していったものと思われます。そこに
は多くの失敗、危険が伴ったことは容易に想像す
ることができます。失敗を恐れて同じところに留
まっていれば人類は世界中に広がることはなかっ
たでしょう。我々の業務も同じです。「何もやらな
ければ、平穏無事、でも、それでは進歩がない。」
これはわが会の長老の言葉です。前向きに進み、
そこで失敗したら仕方がないが、失敗を恐れて何
にもしないのは最悪だという教えだと捉え、肝に
銘じておきたい言葉です。私は、長老の言葉に沿
うように、今後とも今必要とされる会員の業務に
プラスとなる事業を続けて参りたいと思っており
ますので、今後も会務運営にご協力の程よろしく
お願い申し上げ、皆様の今年一年のご多幸ご繁栄
を祈念し筆をおきます。
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　新年明けましておめでとうございます。
　埼玉土地家屋調査士会会員の皆様に、謹んで
新年のお慶びを申し上げます。
　また、平素から不動産の表示に関する登記を
はじめとする法務行政の適正かつ円滑な運営に
つきまして、特段の御理解と御協力を賜り、心か
ら感謝申し上げます。
　平成27年度における登記所備付新規地図作成
作業につきましては、DID地域の地図作成第2次
10か年計画に基づく作業に加え、本年度から新た
に大都市における地図混乱地域対策事業を10か
年計画で開始したところです。全国の都市部にお
いては、精度の高い地図の整備が不十分であり、
不動産の流動化や公共事業の円滑な実施が妨げ
られている状況を解消しようとするものですが、
取り分け、大都市においては、権利関係が複雑で
あって、地権者の理解が得られにくく、地図の整
備が進んでいない現状を打開しようとするもの
であり、国民の期待度も高いものがあります。
　このような情勢の中、当局においては、本年度
本局管内の川口市青木四丁目及び中青木三丁目
において、貴会会員の御協力も得て、登記所備付
新規地図作成2年目作業を実施し、昨年12月18
日及び19日には、作成成果に対する縦覧が終了
し、その結果、境界確定率は12月20日現在で約
99.7%となっています。
　また、大都市における地図混乱地域対策事業
の1年目作業として、所沢支局管内の所沢市寿町
及び日吉町において、基準点設置作業等が実施
されています。
　これらの新規地図作成作業は、全国法務局に
おける重点施策として、今後とも地域住民の皆
様の期待に応えられるよう、引き続き積極的に

推進していくこととなりますので、会員の皆様
には引き続き御協力のほどよろしくお願い申し
上げます。
　一方、筆界特定制度につきましては、平成17
年の発足以来10周年を迎え、昨年は11月末現在
で51件82手続の申請がありました。当局ではこ
こ数年高水準の申請・手続数が続いており、こ
れら事件の適正迅速処理も懸案となっています。
筆界調査員の皆様の御尽力により処理されてお
り、感謝申し上げますとともに、今後ともよろし
くお願い申し上げます。
　また、登記所窓口での相談については、昨年1
月から、管内全庁において登記相談の予約サービ
スを導入したところです。その趣旨は、事前に電
話予約をお願いすることによって、お客様の相談
窓口の混雑を緩和し、来庁後の待ち時間を解消す
るとともに、職員が登記申請の審査事務に集中で
きない環境を改善し、迅速・適正な事務処理体制
を整えることにあります。会員の皆様からの照会
については、書面による照会をお願いしていると
ころですが、その趣旨を御理解いただき、御協力
を賜りますようお願い申し上げます
　法務局は、国民の権利擁護とともに、不動産取
引をはじめとする経済活動の安全と円滑を支える
役割が求められており、当局におきましても「信
頼され進展する法務局を目指して」を基本方針と
して局務運営に取り組んでいるところです。会員
の皆様におかれましても、引き続き御理解と御協
力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
　終わりに、埼玉土地家屋調査士会のますます
の御発展と会員の皆様の御健勝、御多幸を祈念
申し上げ、新年の御挨拶とさせていただきます。

新春の御挨拶
さいたま地方法務局

局長　弘瀬　晃
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　新年の候、ますますご健勝のこととお慶び申
し上げます。埼玉土地家屋調査士政治連盟は、1
月～ 12月までが年度の活動であります。会長に
就任して、一期を経過して二期目に入り、早一年
も過ぎてしまいました。震災復興から五年目を
迎えようとする新年度、気薄になりがちな性格
として、当時を振り返り、未曽有の体験を忘れる
ことなく、本年度も一層気を引き締めて、会務に
取り組み埼玉土地家屋調査士政治連盟会員と共
に、土地家屋調査士制度を守る為、議員との橋渡
しとして努めてまいります。
　今年度は参議院選挙があります。ともすると
同時選挙の声が聞かれてきております。時代の
流れをしっかりと掴み取り、土地家屋調査士制
度を理解して頂ける議員を中心に、党派を超え
て協力して参りたいと思っております。埼玉調
査士会会員の皆様も是非、政治に背を向けず、
しっかりと係って頂きたいと思います。不動産
登記制度及び国民の権利擁護に寄与することを
目的とする政治連盟の活動をより一層強固にす
るため、未入会の方々に本年度は力強く入会を
勧めていく活動も行っていきます。
　その活動について、埼玉土地家屋調査士政治
連盟は、①入札区分「土地家屋調査士」の業務区
分を求める。自民党をはじめ各党の議連を通し
て要望し、国・地方の発注する業務区分を求め
ていく。②不動産登記法第14条地図作成作業予
算の増額を進める政治活動。③空き家問題に関
する地方自治体の協議会への参加と適切な管理・
利活用の推進を図るための活動。④報酬額の適

正価格の推進要望。近年では極端な低価格での
業務受託が聞かれ現状のままでは、土地家屋調
査士制度を担う調査士の減少の原因にもなりか
ねず、適切な報酬を求めて行きたいと思います。
　等々、土地家屋調査士の業務に関して、将来の
希望を見出す事と、調査士会員の地位向上を目的
として、制度の発展を限りなく協力して戴く議員
との交流を通し要望を訴え、行う事が活動の中心
であります。
　昨年一年は、各党の代表との懇談会も数多く
行い、調査士会館に国会議員との膝詰での時間
を取り、埼玉土地家屋調査士政治連盟の活動を
説明し、有意義に意見交換会を開催、更に今後と
も交流を計画する約束を交わす事となりました。
又、埼玉県議員会館に訪問し、予算の要望をお願
いし、調査士業務の説明、活動する内容の目的等
を話し調査士業務の国民に対する重要性を説明
しました。
　今後もより一層、議員との懇談会を中心とし
た活動を続け、議員に土地家屋調査士の活動を
しっかりと刻み込むことにより、地位向上を果
たす役割を行うことが、宣伝効果につながる第
一歩であると確信しております。
　何卒、埼玉土地家屋調査士政治連盟の活動を
理解して頂き、未入会の皆様、入会を御願い致す
ものです。
　土地家屋調査士会会員の皆様にとって「申年」
が一年を通してのご活躍とご健康を願い、本年
の挨拶とさせて戴きます。

年頭の挨拶
埼玉土地家屋調査士会政治連盟

会長　森田重之
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　新年明けましておめでとうございます。
　エレクトロニクスの急速な発達によりイン
ターネットによる情報管理が浸透し登記申請
もオンライン化が進み、街や電車の中ではスマ
ホを操作していない人が居ないくらいの普及と
なっております。
　また、世界的には異常気象が続き、原油価格も
リーマンショック後につけた安値を更新、世界
同時株価の急落で、政治的、経済的にも大きな混
乱が起きている現状を見れば何か大きな時代の
変革が求められていると確信しております。
　貧困の撲滅と、健康で持続可能な生活スタイ
ルが求められる中、皆様におかれましては穏や
かな新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　さて、私たち埼玉公嘱協会は、昭和61年の設
立から、官公署等が行う公共事業に係る用地取
得等に当たり、所有権を始めとする国民の皆様
の財産権の安定に欠かすことが出来ない不動産
の嘱託登記のお手伝いをしてまいりました。今
後も公益法人としての矜持を堅持し一層研鑚に
励み、難渋事件は勿論、通常事件を含めて嘱託登
記の完全処理を執行すべく責任態勢を整備して
参る所存であります。
　東日本大震災からの教訓である災害に強い国
土の再構築を目指してのインフラ整備が開始さ
れつつあります。高齢化社会の到来が確実であ
り高福祉社会の構築に向けた社会基盤整備充実
が叫ばれる中で、環境問題と調和し新しい科学
技術を取り入れた強靱な国土を実現する施策が
求められるでしょう。
　公共事業の推進に伴い派生する嘱託登記事件
は、将来にわたり国民に不動産取引の安心と安全
を提供すること「こなすのではなく、取り組む」
ことであり品質の向上が要請されるでしょう。

　もう一つの私たち土地家屋調査士の使命であ
ります登記所備え付けの「地図作成」についても、
事業を尚一層促進するため、各方面より強力な
ご助力をいただき感謝申し上げます。地殻変動
が起きても役立つ高精度でかつ現地復元性があ
る地図を、早期に日本全国に対し完備すること
を目指してまいりたいと思います。公共嘱託登
記に係る受託事業はもとより、『筆界と地図の専
門家集団』として、協会の総力をあげての不動産
登記法第14条第1項地図等の地図整備促進事業・
登記事務に関する情報提供事業・登記基準点設
置事業・嘱託登記に関する知識普及啓発事業等
の『国民の権利の明確化に寄与する公益事業』に
積極的に取り組み推進していく所存であります。
　明るい未来を築くため、持続可能で活力ある国
土・地域づくりに少しでもお役に立ち続ける公
益法人を目指します。国民から愛され、信頼され
る公益法人となれるよう鋭意努力をし続けます
ので当協会所属の社員の皆様はもとより、埼玉土
地家屋調査士会員の皆様及び関係機関のご理解
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　社会の情勢も気になる中、今年の干支「丙申」

（ひのえ・さる）形が明らかになって実が固まっ
て行くと云う成長段階です。埼玉公嘱協会に
とって将来を見据えた対策に思いを馳せる時、
待つのではなく自ら考え、思案し積極的に実行
し、新たな発見がありそれをきっかけに新しい
道が開かれることとなるでしょう。
　結びとなりますが、皆様におかれましては国
家の重要な経済基盤制度である不動産登記制度
へ一翼を担う私たち埼玉公嘱協会への更なるお
力添えをお願いすると共に、今年一年ご健康で
ご活躍されますことをお祈り申し上げ新年の挨
拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ
公益社団法人埼玉公共嘱託登記土地家屋調査士協会

代表理事　加藤　実
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◆ 誌上研修 ◆

１．オンライン登記申請
甲野：  先輩、お久しぶりです。ここのところなか

なかお目にかかる機会がありませんね。
今日はたまたま近くまで来たので事務所
に寄らせていただきました。

埼玉：  こちらこそお久しぶり。元気だった?昔と
違って登記所で仲間と会う機会が減った
からね。顔を合わせることが少なくなっ
たのはオンライン申請の普及の結果かな。

　　　  ところでオンライン申請続けているかい。
補正とかにつまずいて書面申請に戻った
りしてないだろうね。若い人がそんなこ
とになったら恥ずかしいよ。

甲野：  もちろん、そんなことはありませんよ。だ
けど昨年は色々とありましたよね。変化
に対応できなかった人もいるのではない
でしょうか。例えば私たちの電子証明書
がICカード方式からファイル形式に変更
され、日調連自前の認証局も閉鎖されて
しまいました。

埼玉：  そうだね。でも使ってみれば分かるけど、
ファイル形式の電子証明書の方が使い勝
手は良い。その辺でつまずいてしまった
人は再度チャレンジして欲しいな。何故
ならこれからがITの恩恵を受ける本番だ
から。便利になる、楽になるのが見えてい
て来た道を引き返すのはもったいない。

甲野：  オンライン申請で添付情報とするPDF
ファイルには私たちの電子署名が必要で

す。これまで有料のAdobeAcrobatを買
い求め、それを利用しなければなりませ
んでした。しかし、無料で配布されている
最新のAdobeReader（PDFファイルの閲
覧用ソフト）が電子署名機能を持ち、登記
の申請にまで利用できることが公式にア
ナウンスされたことは大事件でした。オ
ンライン登記申請の障害のようなものが
次々と取り外されています。

埼玉：  6月から実施された法定外添付情報の「原
本提示省略（農地を農地以外に地目変更
する場合を除く）」も大きな変化で、とて
もエポックメイキングな年だった。

甲野：  原本提示省略とは登記令第13条第2項で
すね。添付情報をPDFファイルとし、土
地家屋調査士が電子署名をして法務局に
オンラインで送付する。登記官が申請を
処理するまでに原本を見せなければなら
ない。結局、法務局に行く事に何ら変わり
ないと、書面申請に固執される方々の口
実となっていた手続です。ただし、原本提
示省略は現在オンライン申請をされる方
でも十分に理解されていない方も多いと
聞いています。

埼玉：  まずは法定外添付情報とは何だろうね。
具体的に例をあげてみると分かりやすい
かな。

甲野：  土地の分筆や地積更正であれば境界確認
書、立会証明書。地目変更であれば農地転

平成 27年を振り返る
副会長　中原照泰

　あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては清々しい新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
　さて、昨年私たち土地家屋調査士はいろいろな変革のうねりの中にありました。年頭に
あたり、この誌上をお借りしてあらためてそれらを概観し、今年一年の活躍の糧にできれ
ばと思います。
　以下、先輩調査士「埼玉太郎」と新人調査士「甲野二郎」の会話として記述しました。ど
うぞ最後までお付き合い下さい。

誌上研修
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用届出受理通知書などでしょうか。建物
登記であれば工事完了引渡書などは所有
権証明書だからダメだし、そうだ、滅失登
記の取壊し証明書などですかね。

埼玉：  農地を農地以外に変更する場合の法定外
添付情報は例外的に提示省略とはならな
い。気をつけておいた方が良いよ。あとは
君の言うとおりだ。ただし、注意すべきポ
イントがいくつかある。一つ目は「原本提
示省略」を調査報告情報に記載する。（図
1）あとは提示省略した資料の原本を登記
官が要求した場合はすみやかに提示でき
るようにする。また、原本を3年程度は保
管しておくようにとの日調連の意向だ。
いずれにしても信頼関係だから事故、事
件にならないように十分に注意する必要
がある。

甲野：  登記情報提供サービスも昨年は便利にな
りましたね。さすがにオンライン申請を
利用しなくてもこちらは利用されている
方は多い。とくに新しく「地番検索サービ
ス」が開始され、たいへん便利になりまし
た。画面上で住宅地図を見ながら地番を
検索できます。法務局までブルーマップ
を見に行く必要がありません。

埼玉：  さすがに個人のお宅の名前は出ていない
けど便利であることは間違いない。

２．登記令等の改正
甲野：  登記令等が改正されました。法人が申請

人の場合、資格証明書を添付情報としな
くても、会社法人等番号を申請情報に記
載すれば良いことになりました。登記官
が会社法人等番号で検索すれば商号等が
確認できるのですね。これもITの恩恵で
しょうか。

埼玉：  ポイントとしては、これまでどおり資格
証明情報を添付情報とすることもできる
のだけれど、それは作成後1か月以内のも
のに限定される。土地家屋調査士法人の
ような代理人の資格証明情報については
従前どおり作成後3か月以内のものであ
ることに変わりない。もっとも、その法人
が登記中である場合を除いて、会社法人
等番号を記載することがこれからは常識
となるでしょう。おっと、印鑑証明書につ
いては何ら変更ないから注意しておかな
いとね。

甲野：  建物表題登記、建物滅失登記に添付する
工事施工会社の資格証明書も会社法人等
番号を提供することで良いとされたこと
には正直驚きましたね。下馬評ではこれ
は無理だろうという意見もありました。
法務局にとっては収入減につながりま
しょう。

埼玉：  みみっちい話だね。それほどのことはな
いよ。工事施工会社が工事完了とともに
印鑑証明書、資格証明書を引き渡すのは

登記令　第十三条 　前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により
表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報（申請人又はその代 表者若し
くは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面
図を除く。）が書面に記載されているときは、当該書面 に記載された情報を電磁的記録に記録し
たものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録
を作成した者による電子 署名が行われているものでなければならない。 
２　前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を
提示しなければならない。

図1
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◆ 誌上研修 ◆

あたりまえで、登記で必要ないからと
言って資格証明書を渡さないことはない
でしょう。それより、工事施工会社の会社
法人等番号の記載場所だけれど、これに
は諸説あるね。

甲野：  先日、群馬の知り合いの土地家屋調査士
に会ったら、会社法人等番号を工事完了
引渡書や建物滅失証明書に記載すること
で法務局の了解を得たと言ってました。

埼玉：  法人が申請人の時、オンライン申請の様
式には申請人欄に名義人情報追加ボタン
で記入欄が出る。（図2）添付情報の場合は
法務省の例示のように「滅失証明書（会社
法人等番号○○○○―○○―○○○○○
○）」で良いのではないかな。その方が法
務局の受付の段階で申請情報を見ながら
調査できて手間が省ける。それから先ほ
どのみみっちい話の続きだけど、合筆の
登記申請でお預かりした登記識別情報の
有効確認はどうしてるかな。

甲野：  ええ、いつもオンラインで有効証明をい
ただいてから申請しています。手数料は
三百円だったかな。

埼玉：  登記令改正にともなって、申請用総合ソ
フトもバージョンアップした。その中で
申請様式に「登記識別情報通知・未失効
照会(通知・未失効の回答を取得するため
の照会です。証明書は請求できません。)

【署名不要】」（図3）が新設された。これは
無料だよ。あくまでも識別情報の通知、未
失効を照会するものであることに注意し
たいね。その他、漢字検索（図4）もソフト
上で可能となった。さらには3月22日に
は申請システムを大幅に更新予定だ。

甲野：  申請システムの更新ですか。そういえば
私たちのパソコンも5年ぐらいで買い換
えていますからね。ところで法務局で交
付される登記識別情報通知も目隠しシー
ル方式から折り込み方式に様式変更しま
した。やはり接着剤による事故が多かっ
たのでしょうか。順次、全国の法務局で新
様式に変えていくようですが、さいたま
地方法務局管内はすべて変更されたよう
です。新様式はQRコードも付いてます。
識別情報を入力する際、スキャナーとソ
フトを利用して誤入力を防ぐ方法もある
と聞いています。時代はどんどん動いて
いますね。

埼玉：  新様式はA4版だが、下を折り込んでいる
分、縦の長さが少し短い。また、開いた後
の目隠しもしないわけにはいかない。新
様式に対応する封筒やビニール袋、新し
いシールを本会で小分けして販売してい
るそうだ。高橋財務部長が宣伝しておい
て欲しいと言っていた。

３．マイナンバーついて
甲野：  マイナンバーも通知され、いよいよ個人

番号カードの交付が始りました。住基
カードの時の二の舞いは御免被りたいで
す。業務で注意すべき事は何ですか。

埼玉：  本人確認情報に通知カードは使えない。
もちろん、顔写真を貼り付けた個人番号
カードは確認情報として利用できる。た
だし、オンライン申請に利用するため、個
人番号カードに電子証明書を入れる人は

図2

図3

図4



10

どれほどいるかね。いろいろと個人番号
カードの使い道を増やす工夫が必要だろ
う。それと住民票の原本にマイナンバー
が記載されている場合、墨などで消して
添付情報とすると偽造と判断される。く
れぐれも注意して欲しいな。

４．空家対策
甲野：  昨年は空家対策について県内市町村と協

定を結んだというニュースがありました。
今ひとつわからないことがあるのです。
これが私たちにとってどのようなメリッ
トがあり、私たちは何をすれば良いので
しょうか。また、災害家屋とはどこが違う
のでしょうか。

埼玉：  これも社会貢献ですよ。災害家屋と同じ
です。違うところは、災害家屋は一朝事あ
る時に活動する。空家対策は平時から活
動するものです。具体的には空家に関す
る市民からの相談で、市町村の職員では
対応できない専門的な相談（2次相談）を
土地家屋調査士が受け持つことを考えて
いるようだ。たとえば、被相続人名義の建
物の取壊し登記手続や、再利用のために
リフォームした建物の登記手続。建物取

壊し工事に伴う土地境界の確認と保存策
提案など、いろいろと貢献できることは
あると思います。相談は原則無料で、その
後は有料ですね。また、昨年締結した自治
体との協定書には、必要な場合に限り、所
有者等の同意を得た上で市が空家等に関
する情報を提供する旨の条項がある。こ
れは所有者不明の土地、家屋の納税管理
者と連絡をとる新しい道となるかも知れ
ないな。

甲野：  空家対策の主体は県内市町村とお聞きし
ています。私たちが2次相談だけに留まっ
て良いのでしょうか。

埼玉：  市町村によっては、空家対策協議会を立
ち上げ、そのメンバーとして本会に推薦
依頼をしているところもある。選ばれた
方は埼玉土地家屋調査士会を代表してい
るわけで、頑張って欲しいね。いずれにし
ても今年も忙しくなる。おっと、もうこん
な時間だ。どうだい、少し駅前で飲んで行
くかい?

甲野：  そのようなお誘いはいつでも大歓迎です
よ。いつもご教授いただいてばかりだか
ら、今日は私が奢らせていただきますね。

おわり
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◆ 支部だより ◆

支部だより支部だより

　会員諸兄には、目新しくもなく平凡な事かも
知れませんが、独断と偏見を交えて記してみま
した。土地家屋調査士（以下、調査士と記しま
す。）業務の中で境界（筆界）立会い確認（以下、
境界確認と記します。）は、難易度からすれば屈
指の範疇に入ると考えています。
　言うまでもありませんが、地積測量図が法務
局に保管され、現地にはその辺長と一致した境
界標が大部分存在し、相互に隣接する土地所有
者双方が、その既存境界で合意していれば境界
紛争が生じることは稀であり、ここで言う屈指
の範疇には入りません。
　難易度の高い境界確認とは、私見ですが、例え
ば先祖代々所有する土地に境界を示す標識はな
く、防風林等の雑木等が繁茂する甲地と乙地の
境界を探求することであり、法務局にも関係自
治体等にも境界を示す地積測量図等の資料が殆
どない場合と定義しています。
　甲地所有者から境界確認を受託した調査士は、
収集した資料に基づき甲・乙地の境界を双方の
所有者に提示しますが、提示した境界と双方の
所有者が認識していた境界とに齟齬が生じた場
合は合意を得るのに難航します。
　甲・乙地の各所有者に対し公正・誠実に対応
しなければならない立場で、合意点を探り導い
ていくには、業務に関する法令及び実務に精通
し、加えて多くの経験が解決の端緒を示唆して
くれるに違いありませんが、同時に根拠を示す
地積測量図等が無く、現地に境界標が殆ど存在
しない場合の境界確認の難しさを再認識させら
れます。
　業務遂行に当たり、初対面の乙地所有者にど
う対応すれば良いか。常に躊躇し腐心するとこ

ろです。乙地所有者に対する境界確認依頼の通
知は、甲地所有者が行うのか、それとも受託した
調査士が行うのか。また、通知方法として境界確
認依頼書を郵送するのか、それとも訪問し面談
のうえ手交するのかなど、甲地の境界確認委託
者と受託調査士との業務委託契約内容によって
違いが生じてきます。
　何れにしろ、相互に隣接する境界は、土地所有
者相互の微妙な相燐関係が潜在している場合が
あり、境界確認の際に噴出し形を変えて顕在化
する事が少なくありません。
　老婆心ながら筆者は、前述のような境界確認
業務を受託した場合は、甲・乙地の各所有者が
認識している境界に齟齬が生じた場合を想定し、
利害が生じながらも合意出来る環境（互譲）づく
りに勤しんでいます。この勤しみは、功を奏した
り徒労に暮れたり、特に杞憂の場合などは、悦に
入ったり苦笑したりと独り芝居に興じることも
あります。
　とは言え、前述のような場合を除き、多くの土
地所有者は、調査士が収集した資料に基づいて
提示した境界で平穏のうちに合意しているのが
実情のようです。
　まとめとして、難易度の高い境界確認の成否
は、土地境界確認委託者と受託調査士との関係、
それに隣接地所有者と受託調査士との関係など、
謂わば、交錯する境界認識の中から如何に一致
点を探求し合意に至るかに尽きますが、究極的
には主導権を握る立場にある調査士に対する土
地所有者双方から、資格者として得られる信頼
度、すなわち異なる意見に傾注できる“ゆとり”
により左右されるような気がします。

土地家屋調査士雑観
大宮支部　齋藤好司
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　今回、支部だよりが当支部の当番とのことで、
どんなことを書けばいいのか思案していたとこ
ろ、支部の自慢をとのことなので、2点ばかり、
ご紹介させていただきます。
　当支部は、羽生・加須・久喜・幸手・白岡・
蓮田の6市約70名の会員を抱える大所帯ですが、
自慢の一つが「若い支部」ということです。会員
の本会・支部行事に対する参加率も高く11月の
日本スリーデーマーチへは例年、30名前後の会
員と家族・補助者の参加をしていただいており
ます。

　これだけ多くの皆さんに参加いただけるよう
になったのは、ここ数年のことですが、一つには
当時の大久保支部長（S44生）が四〇代の若い支
部長だったこと。その他の役員も登録年数10年
未満の若い役員たちの今までにない発想力と熱
意でした。
　一つ例をあげると、支部独自の参加賞を設けて、
特に小学生以下の会員子弟には、おもちゃの金
メダルを完歩賞として記念に差し上げています。
　この子供たちに会って「去年はお父さんに途
中でおんぶされていた、午後は電車に乗ってい
た子たちも最後まで歩ききっていた」など年々
の成長を見られることが、毎年の楽しみという
参加者もいます。

　いつの日か、この子たちの中から私たちの後
輩が現れて、「そういえば、○○先生とは、子供
のときに一緒に東松山を歩いたね」など憶えて
いてくれたら、なんとも楽しい話だと思います。
　そのほかに、夏には山好きの武井相談役（S19
生）率いる登山部や野球大好きの大金キャプテ
ン（S49生）率いるソフトボール部など、家族補
助者等参加可能なイベントがあり、一年を通し
て、役員は楽しみながら支部行事に奔走してい
ます。そのせいか解りませんが、去年の支部役員
改選期には、役員の立候補が多く、定数オーバー
ということもはじめて経験しました。
　もう一つの自慢を紹介いたします。会員番号
320番の小島弘先生（S2生）です。
　小島先生は昭和33年に登録され会員歴57年の
埼葛支部の最長老ですが、今年、米寿を迎えられ
たということで連合会長表彰を春に受賞されま
した。
　昭和33年というと国民栄誉賞受賞者の長嶋茂
雄さんが鮮烈なデビューを飾った年であり、57
年間、土地家屋調査士として現役で活躍されて
きた小島先生は、まさにミスター埼葛支部であ
り、若い土地家屋調査士にとっては、永遠に超え
られない目標です。
　先生は現在でも、現場立会い、お客様との打ち

支部自慢？
～埼葛支部～ 老いも若きも我ら支部

埼葛支部　阿部公仁

埼葛支部inスリーデーマーチ

未来の土地家屋調査士たち
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◆ 支部だより ◆

合わせ、羽生市の無料相談会相談員など第一線
で活躍されており私（S47生）のような支部の若
い会員にとっては、「埼葛支部の水戸黄門」です。
　先日、先生の米寿祝いということで、地元羽生
市の会員を中心とした有志でお祝いの席を設け
させていただきましたが、先生のスピーチのなか
で、「土地家屋調査士」の知名度は低すぎる。「空
き家問題」など社会的課題にも目を配り、我々会
員自身にできることを見つけ、積極的に業界全体
として取り組みなさい。もっと知名度をあげ、社
会的地位の向上を図らないと、将来がないんだと
強く訴えられているのを聞き、先生の見識の深さ、
意識の高さに感心させられるとともに、この「若

さ」こそ、先生が
長く続けられて
きた秘訣なのか
と、見習わせて
いただきました。
　こういった大
先輩から、今は
10キ ロ 歩 く こ
とが目標の未来
の土地家屋調査
士会員まで含め
て、我が埼葛支
部です。
　ぜひ、県内他
支 部 の 皆 様 に
も、各種の本会
行事に家族等に多く参加いただき、支部のみだ
けでなく、埼玉会という大きな家族で交流でき
たらいいな。というのが、その先にある楽しい夢
です。
　10年先、20年先、未来の支部を作っていく。こ
れこそが支部の役員の仕事であるという自負を
持って、戸田支部長（S48生）中心に、埼葛支部役
員一同、楽しんで取り組んでいます。

埼葛支部の黄門様小島先生

お祝いに集まった羽生市の先生と小島先生
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　平成27年11月8日（日）栃木県日光市鬼怒川
温泉「きぬ川　ホテル三日月」において栃木県会、
群馬会、茨城会、埼玉会の4県の代表が一堂に集
う四県連絡協議会が開催されました。

　埼玉会からは、佐藤忠治会長、髙栁淳之助副会
長、中原照泰副会長、山口光男副会長、廣居英夫
総務部長、髙橋修財務部長、古賀新生業務部長、
松本嘉明研修部長、髙橋公二広報部長の9名の参
加でした。
　開会の辞、当番会会長東野勝一栃木県会会長
のご挨拶につづき、佐藤忠治会長、堀越義幸群馬
会会長、菊池清次茨城会会長とご挨拶がありま
した。
　それぞれ、過日の鬼怒川決壊災害について、触
れられておりました。

　そして、議事に入りますが、今回は、初の試み
で各部ごとに分科会形式で協議が行われ、その
後、全体会議として、分科会での協議内容の発表
となりました。
　3時間半という会議時間であり、また新任の
方々も多いなか、白熱した協議がなされました。
分科会協議内容については、後にご報告します。
　会議終了後、各自休憩、入浴をすませ、浴衣に
着替えての懇親会となりました。
　主催者の心遣いで部会ごとにまとまり、たい
へん和やかなうちにお開きとなり日程を終了い
たしました。
　さて、次年度は、埼玉会が当番会とのことで
す。今から開催地などの構想を思い描いており
ました。

平成27年度

四県連絡協議会
平成27年度

四県連絡協議会
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◆ 連絡協議会 ◆

総務部議題
① 会員の事務所実態調査について（埼玉会）
②   災害時における会員の安否確認方法と支援

体制について（茨城会）
③   マイナンバー制度の会員研修等について
（栃木会）

④ みなし退会規定について（栃木会）
⑤   各会議（常任理事会・理事会・支部長会等）

の開催数・時間について（栃木会）
⑥   過去５年くらいで紛議の調停請求の件数、

調整合意に至った件数、内容などの概要及
び苦情処理等の案件で、紛議の調停を利用
した事例があれば、その概要（群馬会）

　例年、四県連絡協議会は、参加者全員での会議
方法にて開催していました。今年度は初めての
試みとして会議方法を変更し、各部において議

題を持ち寄り、各部の担当者が、日頃の会務にお
いての疑問や諸々の対応に苦慮している点など
の意見交換等を行うことで企画されました。５
部の分科会に分かれ、当番会である栃木会の担
当者が進行役を務め、議事を進行しました。分科
会終了後に、各部の報告を元にして参加者全員
で会議を行い、充実した協議会になりました。
　全ての会議が終了した後、懇親会が行われま
した。懇親会でも各部ごとに席を設けられてお
り、会議の延長になってしまいました。酒の席で
しか話せないことも出てきたり、会員に対する
苦情の対応や、会員の非違行為が表面化した時
の対応など、会務において悩みの多い総務部ゆ
えの愚痴も飛び出しました。日頃のストレスや
うっぷんを晴らすかのように、なぜか総務部の
席がひときわ盛り上がっているように見えたの
は、私の気のせいだったでしょうか。

総務部分科会報告 総務部長　廣居英夫

　財務部分科会では、主に会費納入について話
し合いがもたれました。調査士会の運営は各調
査士会員の会費と入会金を原資としております。
その徴収は公平・明確に行われる必要がありま
す。会費の納入忘れをなくし、期日内に全会員に
会費を納めていただくことが理想です。会費の
納入を簡便に行っていくために口座振替の利用
は四県全会で取り組んでいました。会費の納入
回数についても本会は年2回に分けております
が、年4回に分けて行っている会もありました。
振替回数の増加は会員に1回当たりの会費負担
を減らす一方、事務局の負担は増大し、振替手数
料の増額は会の財政を圧迫する等の課題もあり
ます。また、会費の未納者に対する聴聞に旅費等
の請求を可とする一方で、督促料・催告料を課
している会もありました。本会では、平成27年
度は未だ会費未納による「みなし退会」の問題は
発生しておりませんが、他会では「みなし退会」
後、再入会し業務で問題を起こし綱紀委員会に

かかる会員がいて、その費用はばかにならない。
「この種の会員の再入会に歯止めをかける方法は
ありませんか」などの問題提起もなされました。
　本会では、福利厚生として毎年7月にボーリ
ング中央大会を実施し、11月には東松山支部に
ご協力頂き日本スリーデーマーチに参加してお
ります。他会では近年、「本会が主催する親睦事
業は実施できていない」とのことでした。人が集
まらない、怪我人が出て中止になった等、理由は
様々です。幸い、本会は各支部のご協力により本
年度も無事に実施でき会員相互の親睦が図れた
こと、改めて御礼申しあげます。
　最後に、会員数の減少は共通の問題です。本会
でも会員数は減少傾向にあります。よって、財務
の効率化は常に配慮すべき問題です。各会財務
部の問題は基本的には共通のものであり、公開で
きる情報は共有し、知恵を出し合い改善に向け協
力することを誓った有意義な会となりました。

財務部分科会報告 財務部長　高橋　修
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提案議題
１．  不動産に関する調査測量業務について、境
界確認不能な場合の対策（群馬会）

　　  　筆界特定によるか、これから国家資格
である土地家屋調査士が確定作業による
地積測量図などを、法務局に対して認め
られるように信頼を積み上げて行くこと
が必要ではないか。

２．  管理放棄不動産に関する対応について（茨
城会）

　　  　空家など所有者不明が増え調査も思う

ように進まない。空家対策の行政が作る
委員会に土地家屋調査士が参加し境界の
不明による、調査など出来るような方法
を勘案できるようになれば。他会ではマ
ニュアルなど出ていないとのこと。

３．  立会証明書と境界確認書の取り扱いにつ
いて（埼玉会）

　　  　立会証明書と境界確認書について、以
前とは違い図面を付けた確認書を隣接者
に渡す事で土地家屋調査士の身を守る事
にもなる。

業務部分科会報告 業務部長　古賀新生

　分科会は5つの部（総務部・財務部・業務部・
研修部・広報部）に分かれ、少人数での会議制形
式で、栃木会会員が進行役を務め、議事を進行さ
せました。
　研修部会は進行役である栃木会の永島研修部
長、群馬会の戸所研修部長、茨城会の木村研修部
長の2名が所要のため欠席だったことから、群馬
会の齋藤副会長、茨城会の小松崎副会長、そして
松本の計4名で分科会を行いました。
　議題は『単位会の新人研修について』と、『報酬
の研修について』の2つで、他の部と比較すると
一番少ない議題数なので時間が余ってしまうの
ではという不安感もありましたが、内容の濃い
意見交換が行え、返って時間が足りなくなって
しまうほど話も弾みました。
　簡単に纏めますと、新人研修について、他の3
会は3年目まで、3年連続して出席させて行うそ
うで、内容を変えて行うのに苦労が絶えないこ
とを感じました。我が埼玉会は、研修部員の理事
と委員が協力して内容を決め、各人が講義をし
ますので、しかも1年目だけですので、今後変え
た方が良いのかどうかは検討課題であります。
　私が提案した報酬額研修についてであります
が、他会は全く行っていないのが現状ですが、

（サイクルタイムについての研修を行っている。・
報酬額が決まっていた時代に渡していたピンク
本を増刷して配っている。）等、価格自由化以降
は各々に任せている実情が伺えましたが、話し
合っているうちに、議題から少し外れ、地目変
更、土地分筆、建物表題とこの場合幾ら位もらっ
ている等、こういう話は底が無いくらいの意見が
あがり、地目変更と建物表題はそんなに格差は
ありませんでしたが、分筆はかなりひらきがあり
特に測量報酬は各地において都市部と郊外での
差があること、埼玉の報酬額は農村部において
もまだ良い方なのかということが分かりました。
　報酬額表についてどうしているのか伺ったとこ
ろ、熊本会の会員の例を取り上げ、例えば建物の
調査費用○○円、50㎡増すごとに○○円加算等、
少ない文字で纏められている表を資料としてもら
いましたが、今後は素人が見ても分かり易い報酬
額基準表を提案してみようと考えております。
　最後に年計報告書についてですが、栃木・群
馬会は件数だけで金額を入れてもよい、茨城会は
件数だけでよいと伝えてあるが、5 ～ 6割の会員
が報酬も入れてくるそうです。因みに東京、神奈
川、千葉も報酬額自由化以降は件数のみで大丈
夫だそうです。さて、埼玉はどうするべきか…。

研修部分科会報告 研修部長　松本嘉明
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◆ 連絡協議会 ◆

広報部分科会報告 広報部長　高橋公二

　広報部分科会においては、４つのテーマが出
ておりました。
１．  出前授業の実施状況について。今後の予定や
問題点。

　    小学生対象では、「トランシットを触ってみ
よう」

　    工業高校生対象（茨城会）「逆打ち実習」、「授
業前後のアンケート（気持ちの変化）」

　    調査士業務の説明など就職活動の参考にな
る。実習時間に組み込めれば継続できる。

　    埼玉会は、小中学生対象を想定して検討して
いる。

　  ＊  茨城会では、工業高校生を対象に出前講座
を行っていて、授業に測量の科目がある、
就職活動を目前にしている、などで自然
な調査士の認知度アップや、ピーアールに
も、絶好の機会であると感じた。

２．相談会の実施について。相談会を周知する方法。
　    単発的なものは、来場数に期待できない。
　    法務局や連合会との活動の一部として行っ

ているが支部単位や他士業との合同相談会
のほうが定着している。周知方法としては、
市の広報誌の活用効果あり。

　  ＊  相談会を単発で行うには、やはり周知の方
法に難があり、一様に苦労しているようだ。

　  　  他士業等と合同で開催するなどは、お互い
に相乗効果が期待できそうである。

３．ＨＰの活用について。
　    各会、リニューアル（検討中）の時期に来て

いる。今後の継続に課題あり。
＊既にリニューアルを行っている会もあり、埼玉
会は、作業中であるが、早い実現が期待される。
４．  各会の愛好会等の状況について。年間の活動
状況や規約等。

　    栃木会　愛好会なし。群馬会　ゴルフ、ラン
ニング。茨城会　ゴルフ。

　    埼玉会はゴルフ、ソフトボール、規約あり。
　  ＊  それぞれ、懇親、福利厚生、健康増進とい

うことで工夫を凝らしている部分が垣間
見えました。
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研修部長　松本嘉明
会　　場　関内ホール　大ホール（横浜市）
開 催 日　平成27年9月10日（木）
時　　間　午後1時30分～ 5時30分
講演内容
　第一部「現場に潜む危険な虫達」

カラーで見やすい冊子を配布され、実際の虫
例えばスズメバチ、ダニ、つつがムシ、蚊等
実際の写真が掲載されており、子供でも分か
るような講師の解説ではあるが、場所によっ
ては現場に実際にいることが明らかな為、よ
り注意しなければならないことを教訓とし
た。

　第二部「 空家等対策特別措置法の各市町村の
対応について」

神奈川県についても深刻化しており、空き家
率が平成25年で11.2%、486,700戸にも上る。
横浜市に至っても空き家率は低いものの空
き家は増加傾向にある。景観や衛生面、危険
家屋等様々な問題があるが、それを指導した

くても転居して連絡が取れないことが一番
の問題らしい。資料についてもカラーでと
ても見やすく工夫されていた。

　第三部「非違行為対策特別委員会の答申の解説」
弁護士が講義を行い、調査士法の調査士に対
する規制、懲戒処分、罰則を掲げ、具体的な
事例と弁護士との違い等、様々な観点から非
調査士と補助者任せ、名義貸しについての解
説をして頂いた。

　第四部「 非違行為対策特別委員会の答申後の
展望」

岩倉会長からこの問題について早く行う約
束だったが、遅れてしまったことについての
コメントもしていた。今後は支部と一体協
力を行い、解決を試みていることは、埼玉会
より先に行っていることに相違なく、見習は
なければならいことが多くあり、神奈川県会
の意気込みが感じられた。

尚、資料につきましては、事務局にて閲覧できます。

神奈川県土地家屋調査士会主催

「平成27年度 第１回会員・一般研修」研修会レポート



19

◆ 新入会員紹介 ◆

御挨拶

熊谷支部
小林章浩

　皆様、初めまして。７月に入会させていただき
ました小林章浩と申します。
　ふとしたきっかけで私が調査士を目指したの
は、平成24年1月の事です。（恥ずかしながらそ
れまで「土地家屋調査士」なる職業をよく知りま
せんでした。）そして古書店にて100円で購入し
た測量士補のテキストから挑戦は始まりました。
　運転免許取得以来の勉強でしたが何とか5月
の士補の試験に間に合い、その流れで調査士試
験に臨んだものの、問題の意図すら解らず当然
足切り。因みに「通常は予備校を利用するもの
だ」という事をそこで初めて知りました。それ程
疎かったです。しかし「このまま、もう1年だけ
やってみよう。」と完全に舐めていた自分を悔い
改め、翌年に合格出来ました。
　それから退職し、いよいよ就活です。全く畑違
いの仕事をしていた私には当然実務経験も無く、
年齢的な事もあってか求人している事務所に応
募するも書類選考すら通らず、あえなく全敗…。
他の可能性も模索した中で、ようやく１年間都
内で測量を学ぶ機会を得る事が出来ました。そ
こでは平板測量に始まり一通り基礎を教えて頂
き、その甲斐あって測量士の試験に合格。全く無
知な私に根気強く、丁寧に教えてくれた東京会
の先生方には感謝しきれません。

調査士を目指してから３年半、多くの失敗や挫
折を繰り返しつつもようやく登録することとな
りましたが、ここまで来られたのも多くの人達
が支えてくれた御蔭です。登録してから数か月
経ち、未だ「生業」と言うのも憚られますが、日々
何をすべきかを考え、少しずつでも着実に力を
蓄えていきたいと考えています。
　若輩者である私にとって、自身以外の調査士の
方々全てが頼もしい「先輩」であります。これか
ら諸先輩方から沢山の事を学んで行きたいと考
えております。御迷惑を掛ける事も多々あると思
いますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

自己紹介

東松山支部
田中丈雄

　皆様、初めまして。平成25年度土地家屋調査
士試験に合格し、平成27年6月に登録をしまし
た東松山支部の田中丈雄です。
　私は、土地家屋調査士、測量という職業を全く
知らず、先生の下で働き始めました。
　働き始めて数十年、数々の先生や諸先輩方と
の出会いにより、土地家屋調査士としての知識
や経験を学び身に着けることができました。土
地家屋調査士になれたのも色々なことを教えて
くださった先生方、先輩方、そして優しく見守っ
てくれる家族に大変感謝しております。そうし
た経験の中でも私自身がこれからも一番心掛け

新入会員紹介

（今年度以前入会者）
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たいことは、整理整頓です。身の回りのこともあ
りますが、書類では、依頼事件の調査資料等を素
早くまとめ、伝聞等を忘れないよう書きまとめ
ておくことで書類の散乱や他の事件と書類がま
ざることがなくなります。パソコンでは、データ
を他人が見ても直ぐに探し出せる階層・名前に
しておくことで過去の資料等を素早く参照する
ことが出来ます。現場では、使う道具に裏切られ
ないよう汚れを落として持ち出した場所へ戻し、
置き去りにしてきた道具がないかを確認するこ
とで、道具への二重投資が減り、道具がいい仕事
をさせてくれる気がします。又、それらを「後で
やる」・「後でいいや」と思わず直ちに行うよう
にしております。頭の中の整理整頓は、なかなか
出来ないので、狭い室内でなく、屋外で一息つき
気分を爽やかにしてから乱雑なメモを取捨選択
します。それでもスッキリしないときは、先生方
にご指導を頂いております。他にも「笑顔」、「感
謝」、「初心を忘れず」など心掛けていきたいこと
もありますが、土地家屋調査士としては、未熟者
です。これからは、もっと大勢の寛大なる先生方
や先輩方に出会い、ご指導、お教えを頂き、研修
や講習に参加し、私自身の知識向上に努めてい
き、依頼者（土地所有者・建物所有者）の要望に
迅速かつ的確に応えられる土地家屋調査士にな
るため、日々精進していきたいとおもいます。そ
していつの日か、教えることができる土地家屋
調査士となりたいです。

自己紹介　私が目指す
土地家屋調査士

埼葛支部
木村昭夫

　はじめまして。平成25年に土地家屋調査士資
格試験に合格し、今年の4月に登録させて頂きま
した、木村昭夫と申します。
　私は大学の土木科を卒業後、大手コピーメー
カーに営業職として就職しましたが、やりがい

を感じず1年足らずで退職しました。
　転職活動をしていた時、大学の頃から父親か
ら何となく聞いていた測量の仕事の求人が目に
入り面接を経て運よく就職することが出来まし
た。
　仕事をしていて感じたことは、毎日同じこと
の繰り返しではなく、広範囲に渡る仕事の内容
があり、とても面白いということでした。法令の
知識はもちろん、測量の野外での作業、確定測量
では隣地の方にきちんと資料をお見せしながら
説明し、納得していただいた上で気持ちよく印
鑑を押して頂くという対話力も必要です。一つ
一つが大変重要で意味のある仕事だと、実感す
るとともに、気付けば「いつかは独立を」という
目標まで持つようになっていました。
　一つ苦労話をさせて頂きますと、平成14年か
ら土地家屋調査士の資格試験を毎年受け続け、
合格したのは平成25年ということです。周りの
同僚らが次々と合格していく中、取り残される
のはとても辛いものがありました。もう、今回だ
めだったら一生だめかもしれない・・・。とい
うところまで追い込まれた年に、合格すること
ができたのです。諦めずに、実現する努力をし
続けていればいつかは実る。ということを身を
もって体験しました。これほど苦労し、やっとそ
れを乗り越えることが出来たからこそ、一生の
仕事にしていきたいと考えております。
　最後に、私が目指す土地家屋調査士は、思い付
きや偏った考えをせず、過去の資料や現状の地
形、現在の法令を加味し、充分な調査をし、確か
な成果を生めるよう精進し続けたいと思ってお
ります。また、ご依頼者様に安心、信頼を寄せて
頂け、木村調査士に任せれば安心だ、と言って頂
けるような調査士を目指します。



21

◆ 新入会員紹介 ◆

自己紹介

大宮支部
内山　啓

　大宮支部にて2015年4月より開業しました、
内山啓と申します。
　2年半の補助者経験はあったものの、新人の中
でも業界歴が長い方ではなく、ほとんど何のコ
ネも伝手もないままの船出でしたが、徐々に応
援して下さる方も現れ、将来の展望が見え始め
てきた今日この頃です。しかし同時に、土地家屋
調査士業界の陋習や、それに伴う限界も知覚し
つつあるところです。
　縷々言われていることではありますが、本業
界の弱みは「知名度の低さ、業務内容の認知度の
低さ」に尽きると考えます。「土地家屋調査士」と
自己紹介をして、地質調査やシロアリ診断と間
違えられた事例は枚挙にいとまがありません。
もっとも、それだけなら笑い話で済みますし、半
世紀以上の歴史を有する名称を変更することに
対して抵抗感を覚える向きもあるでしょう。そ
もそも「弁護士」や「司法書士」にしたところで、
字面だけみれば何をやっているのかわからない
職業です。
　本質的な問題は、認知度の低さ故に、依頼者か
ら直接のオファーを頂く機会をほとんど得られ
ないことにあります。
　本業界においては、昨今のIT全盛時代にして
多くの事務所がWebサイトすら開設しておら
ず、開設していても価格の明示がなされている
ものは稀で（準備不足のため当事務所サイトで
も明示には至っていませんが、近いうちに実施
する予定です）、他業種と比して一般国民からの
アクセシビリティが著しく低い状況にあります。
業者との付き合いだけで喰えているからなので
しょうが、誰もがそのような状況に甘んじてい
てはパイの奪い合いに終始するだけで業界の成
長は見込めませんし、何より独立事業者として
の魅力を欠きます。

　やはり商売は、エンドユーザーを直接掴んで
こそだと思います。測量や境界問題解決に対す
るニーズは少なくありません。現場作業中に見
知らぬ人から「測量って幾らでやってもらえる
の?」と声を掛けられたことも1度や2度ではあ
りませんし、知人と話していても身の回りで境
界問題を抱えている人は意外に多いと感じてい
ます。それらのニーズを掘り起こす手立てを講
ずるか、拱手傍観するかに個人の成功のみなら
ず、業界の未来がかかっているといえます。
　かくいう私は、この年末から年始にかけて、
WebサイトにSEO（検索エンジン最適化。検索
結果が上位に表示されるための工夫）を施すな
どの改変を加えてリニューアルオープンし、某
大手通販サイトへもネットショップを出店しま
す。加えて、今後さらなる冒険的取組みに着手す
る予定です。
そうはいっても、個人のアイディアや行動力に
は限界があります。我々は一匹狼であるべきな
ので共闘しようとは申しませんが、問題意識を
共有する調査士の皆さんがそれぞれのやり方で
努力すれば、いずれは大きな流れになると確信
しています。今後ともよろしくお見知りおき下
さい。

私が目指す土地家屋調査士

川口支部
佐藤寛哲

　この度、川口支部に入会しました佐藤寛哲と
申します。この業界では3年程度の実務経験しか
積んでおらず、まだまだわからないことだらけ
ですが、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し
上げます。
　ご存知の通り、土地家屋調査士は「不動産に係
る国民の権利の明確化に寄与すること」の一端
を担っております。しかしながら、一般社会で
は、不動産の取引等で権利の明確化を強く意識
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する機会はとても少ないと考えます。そういう
社会の中で、例えば依頼人に不利益になること
を如何に判り易くお伝えするか、或いは、隣接地
所有者に境界立会いをお願いする場合に如何に
スムーズに立会い・確認をして頂くか。その命
題を解決することが土地家屋調査士業の本質で
あると感じました。では、その解決方法とは？
　相手も人である以上、それぞれ考え方が違っ
て当然です。即ち、私の考えと相手の考えは当
然違うと想定しておくことが業務遂行の上で大
事になります。考え方が同じであればラッキー
だというスタンスで、初めは相手の話をよく聞
き、私の考えとの相違点を見つけることが先決
です。その上で相手の考えに歩み寄れるか、もし
くはこちらの考えに歩み寄って頂けるか？そう
いった折衝が日常茶飯事な職業でありますから、
相手方の意見をよく理解し、潜在的な要望まで
汲取ることが大事になってきます。依頼人がこ
の登記を申請する本当の目的は？不動産取引の
円滑化？権利の保全？将来のトラブル防止？相
続対策？節税？相手方が承諾して頂けない理由
は？誤認？遺恨？嫌がらせ？
　では、そういった本来の目的を的確に把握す
るために私ができることとは？それは土地家屋
調査士倫理綱領にも書かれている「研鑽」という
言葉に集約されると思います。不動産登記法に
精通するのはもちろんのこと、民法、建築基準
法、都市計画法、農地法、税法等々、様々な法令・
判例を常に勉強し続け、本会・支部での研修会、
他業種の公開講座等にも積極的に参加し、幅広
い視野を得なければなりません。
　「土地家屋調査士なら知っていて当然」と思わ
れている知識を取りこぼすことは、依頼人・利
害関係人の利益を害することにも繋がりかねな
いことです。
　まだまだ業界の慣例等には疎い私は、常に自
身の研鑽を意識し、多方面からの提案ができる
土地家屋調査士を目指したいと思います。

自己紹介

上尾支部
新井孝司

　この度、上尾支部にて2014年10月より登録さ
せていただきました新井孝司と申します。
　 以前は司法書士事務所（調査士兼業）に勤め
ており、補助者として権利関係及び建物の調査
等の業務に従事しておりました。測量等につい
ては業務にとして携わる機会は少なく、業務の
内容やCADの使い方等についての多少の理解は
ありましたが、業務への取り組み方、考え方やな
ど異なる点も多く、実務の経験も不足している
こともあり、知り合いの土地家屋調査士の先生
から現地での仕事をお手伝いさせていただける
機会をいただき、測量作業やご依頼主と隣地の
方とのやり取りを拝見し、特に境界立会いのよ
うに場合によっては協力を得にくい隣接地の方
を相手に説明し、交渉をしていくことは業務に
おいてその都度、現場に応じた判断力と対応の
柔軟さが求められ、また初めてお会いする人と
会話をする能力が求められる大変難しい職業で
あると認識したものであり、改めて業務への取
り組み方、考え方並びに土地の境界への理解を
深めることができましたした。
　登録させていただき１年近くになりますが、
まだまだ経験不足のなか、正直不安も感じるこ
とも多いですが、　諸先生方からの貴重なアドバ
イスをいただくことができ、これからも、登記・
測量の経験や知識をさらに向上させるとともに、
依頼人を含めた関係者の方のお話をよく聞き、
その真意をくみとり、結果に満足をしていただ
けるように業務を行っていきたいと思っており
ますので、ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお
願い致します。
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◆ トピックス ◆

　11月1日（日）東松山市において第38回日本ス
リーデーマーチが盛大に開催されました。今回
も埼玉土地家屋調査士会からは、125名の会員及
び家族の皆さまが森林公園までの10kmのコー
スに参加されました。昨年は大雨でしたが、今年
は晴天に恵まれました。森田光一東松山市長か
ら激励のご挨拶をいただき、佐藤会長の挨拶、準
備体操をして、午前9時半頃さいたま地方法務局
東松山支局を出発しました。

　東松山支部の吉田会員を先頭に、東松山名物
「やきとり」を楽しみに森林公園を目指してゆっ
くり歩きました。橋本東松山支部長を中心に東
松山支部会員の毎年恒例のお接待を受け、和や
かな昼食タイムになりました。

　お揃いのグリーンのジャンバーと埼玉土地家
屋調査士会のノボリが目印になり、迷うことなく
ゆっくり休憩を取りながらの10kmコースを皆さ
ん完歩することが出来ました。埼玉土地家屋調
査士会の広報活動にも貢献出来たと思います。

スリーデーマーチ参加報告
広報委員（熊谷支部）　松本真弓
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　埼玉友好士業協議会主催による「暮らしと事
業のよろず相談会」が、平成27年11月7日（土）
浦和コルソ7階ホールにおいて開催されました。
　平成27年11月4日（水）に街宣活動を行い、専
門家である11士業が一堂に集結するということ
もあって、10時30分の受付開始時には20名以上
の方々が列を作り待っている状況でした。また、

いくつもの士業に相談される方もいました。
　当日は天候もよく、昨年よりも多い168組もの
大勢の方々から相談があり、土地家屋調査士に
も14組の相談がありました。
　今年度は埼玉土地家屋調査士会が当番会となっ
ており、事前の準備、当日の受付・案内・相談等、
担当された役員の皆様大変お疲れ様でした。

暮らしと事業のよろず相談会開催！
広報部（埼葛支部）　杤原雅之
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◆ トピックス ◆

　平成27年11
月 20 日 ( 金 )、
浦和コルソ７
階ホールにお
いて「境界紛争
と土地家屋調
査士」　をテー
マに、名城大学教授・弁護士　梅津和宏先生を
お招きして下記内容にて公開講座が開催されま
した。

第１　筆界特定制度制定の背景
　①司法制度改革
　②民事関係法の制定・改正

第２　境界確定訴訟
　①非科学的・不合理な境界確定
　②土地家屋調査士との出会い

第３　筆界特定制度との創設と現状
　①創設に至る経過
　②筆界特定制度の創設
　③筆界特定手続における科学的な手法の採用
　④筆界特定制度と筆界確定訴訟との関係

第５　土地家屋調査士の職務を巡る裁判事例
　①地積更正登記関係
　②土地家屋調査士の懲戒に関する事例
　③境界確定訴訟において鑑定費用が高額になる
ことが見込まれたため、これを回避し、裁判所が
調停に代わる決定を行って紛争を解決した事例。

　筆界特定制
度が創設され
てから現在ま
で申請件数が
増加している
というお話か
らも、この制度

を利用して境界紛争を解決したいという国民の
期待の高さがうかがえました。梅津先生の豊富
な経験と知識での講演に、会員をはじめ参加いた
だいた皆様にとって有意義な講座となりました。
　また、同時に写真コンクール、無料表示登記相
談会も同時開催されました。相談会には１件の相
談があり、会場には一般市民、他会など合わせて
170名を越える多数の御参加をいただきました。
　公開講座終了後の慰労会ではリラックスした

雰 囲 気 の 中、
梅津先生と談
笑させていた
だき盛会に終
わりました。

公開講座の開催
広報委員（浦和支部）　外山　健
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西部ブロック懇談会開催

平成27年9月8日（火）川越市「川越東武ホテル」において標記懇談会が開催されました。
担当支部　川越支部
内　　容　本会報告事項、質問、要望事項等
出席者数　本会10名　ブロック44名

公明党埼玉県議団との意見交換会

平成27年9月15日（火）埼玉県議会議事堂5F公明党控室において公明党埼玉県議団と本会政治連
盟ならびに本会との意見交換会が行われました。
要望内容　空き家対策連絡協議会への参画について
　　　　　県及び市町村が保有する建物の公示のあり方について
　　　　　埼玉県入札参加資格審査制度において登録情報の登録情
　　　　　報名の中に土地家屋調査士を新設する事について
出 席 者　本会政治連盟 森田会長、同　加藤副会長、同　中山副会長、
　 　 　　同　関根幹事長、同　飯田会計責任者
　 　 　　本会中原副会長、同　杤原広報部理事

日本土地家屋調査士会連合会関東ブロック協議会主催
「第36期土地家屋調査士新人研修会」開催

平成27年9月19日（土）から21日（月）　「幕張国際研修センター　レセプションホール渚（千葉市）」
において、標記研修会が開催されました。
内　　容　  会員の心得、土地家屋調査士の職責と倫理、筆界確認の実務等ほか、パネルディスカッ

ション
出席者数　27名（埼玉会）

北部ブロック懇談会開催

平成27年9月29日（火）東松山市「紫雲閣」において標記懇談会が開催されました。
担当支部　東松山支部
内　　容　本会報告事項、質問、要望事項等
出席者数　本会10名　ブロック34名

第１回会員業務研修会

平成27年9月30日（水）「さいたま市民会館おおみや」において標記研修会が開催されました。
内容（講師）　1．オンライン登記の注意点（武田業務部理事）
　　　　　　2．登記教材建物認定にない事例の建物登記（松本研修部長）
　　　　　　3．マイナンバー制度について（安田順社会保険労務士様）
出 席 者 数　324名
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◆ トピックス ◆

民主党選出国会議員との懇話会

平成27年10月13日（火）本会3階会議室において民主党選出国会議員と本会政治連盟ならびに本
会と懇話会が行われました。
要望内容　県議団提出の要望に加え
　　　　　標準業務料の目安を告示のような形で出していただきたい
　　　　　国道事務所における道路境界証明手続き処理について
　　　　　（議員からの要望）今後も県議を含め意見交換会等設けたい
出 席 者　本会政治連盟森田会長、加藤副会長、関根幹事長、
　　　　　本会佐藤会長、髙栁副会長、中原副会長、山口副会長

境界問題相談センター埼玉
相談員候補者及び調停員候補者任命式・研修会

平成27年10月30日（金）本会会議室において標記任命式及び研修会が行われました。
第1部任命式において、相談員11名、調停員9名に佐藤会長より任命書が交付されました。
第2部研修会では、講師に運営委員の町田知啓弁護士を迎え「調査士会ADRと弁護士委員の経験」
というテーマでお話しいただきました。

暮らしと事業のよろず相談会

平成27年11月7日（土）浦和コルソ7階ホールにおいて
標記相談会が開催されました。
担 当 者　会長、副会長、各部理事、事務局　計22名
相談者数　総数168組うち土地家屋調査士関連14組

川越市との災害時における家屋被害調査に関する協定締結式

平成27年11月25日（水）川越市役所4階迎賓室において標記調印式が執り行われました。
出席者　川越市　　川合善明市長、西島昭義危機管理監、相川満資産税課長、
　　　　　　　　　市ノ川千明危機管理課長、山下秀美福祉推進課長、
　　　　本　会　　佐藤忠治会長、中原照泰副会長、坂本義明災害家屋調査委員長、
　　　　　　　　　髙橋公二広報部長
　　　　川越支部　湯澤斗紀二支部長、江口好晴紛議調停委員、吉野淳司副支部長、
　　　　　　　　　斉藤健司副支部長
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　平成27年11月20日（金）浦和コルソ7階ホールにおいて「公開講座」と同時に「第8回（平成27年度）
写真展」が開催されました。
　昨年を超える38点の写真が出展され、会場を訪れた方からは毎年レベルアップしていて選定が難し
いとの感想が多く聞かれました。ご協力いただいた会員の皆様には、厚く御礼を申し上げます。
　今年は有効投票者数が127人と多くの方に鑑賞していただき投票をしていただきました。第1位から
第3位までの結果は以下のとおりです。
　次回開催時にはさらに多くの写真を出展していただきますようお願い申し上げます。

　能登半島を旅したときの一枚、「白米千枚田」は日本の棚田百選にも指定されて
おり、そこには、タイトル通りの日本の原風景が広がっておりました。
　都会では決して見ることができない景色、写真を撮らずにはいられませんでし
た。

志木支部　森田稔哉

第１位  『日本の原風景』

第８回（平成27年度）写真コンクール
広報部
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◆ 写真コンクール ◆

第２位  『ランプの宿』

第３位  『駿河の煌めき』

　写真は、石川県能登半島最先端にある珠州
岬よしが浦温泉を訪れたときのものです。
　空中展望台「スカイバード」より「ランプ
の宿」の前に広がる、5月の美しい海を見て
思わずスマホで・・・。
　大地の気流と海上の暖流・寒流がぶつか
り合い、自然界の気が集中する地点。
　日本3大パワースポットの1つに数えられ

「聖域の岬」と呼ばれているそうです。
　左下にデッキが見えます。床はグレーチン
グ状で崖から9.5mも突き出ています。
　そこまで出れば、もっと素晴らしい写真が
撮れていたかもしれませんが。
　パワーを少しだけ、もらってきました。

志木支部　髙橋公二

第３位  『大落古利根川の水面に映る青鷺』

　自宅近くの大落古利根川の近くで、測量作業中
青鷺を見つけ、車からカメラを持ち出し撮ろうと
しましたが水面に正対した青鷺が映っていました。
　水面に波が立たない時を待ってシャッターを切
りました。
　青鷺の表情等とても良いアングルで撮ることが
できたと思います。

草加支部　小久保博二

　写真の撮影は測量に通じるものがあります。
　現場に行き器械を据え付け、対象物の視通を確
保します。
　データを持ち帰り検討を経て成果を印刷、いざ
納品。
　帰ってみて、もっとあっちを撮っておけば良
かったなんて時もありますね。

川口支部　酒井暢生

※日本3大パワースポット
　長野県の分杭峠（ゼロ磁場）・山梨県の富士山
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会 員 の 動 静
〔平成 27年 10 月 1日現在会員名簿からの訂正〕

入　会　者

支
部

会員番号 ＡＤＲ認定
調査士番号

氏　　　　名 事　務　所　所　在
事務所電話
〃　ＦＡＸ登録番号

P.30
川
口

2259
小　針　洋　平 〒 333－0862

川口市北園町 15 番 38 号
048－259－3822
　　259－78932600

P.66
春
日
部

2260
島　田　　　進 〒 344－0115

春日部市米島 155 番地 1
090－3312－0199
　　746－83252601

P.35
志
木

2261
吉　田　有　情 〒 354－0015

富士見市東みずほ台二丁目19 番地 1
049－255－7777
　　251－00072602

P.53
埼
葛

2262
河　𠩤　広　明 〒 346－0106

久喜市菖蒲町菖蒲 4089 番地 1
0480－85－6868
　　 85－34432603

退　会　者

支
部

会員番号 ＡＤＲ認定
調査士番号

氏　　　　名 事　務　所　所　在 退会年月日
登録番号

P.41
大
宮

2211
渋　谷　正　博

〒 331－0814
さいたま市北区東大成町一丁目626 番地 1
野原ビル 2 階　土地家屋調査士法人えん道グループ社員

平成 27. 9. 30
退会2553

P.66
春
日
部

1400
利根川　喜　一 〒 344－0062

春日部市粕壁東 4 丁目 6 番 35 号
平成 27. 10. 6

退会1773
P.30
川
口

2257
佐　伯　勝　利

〒 332－0014
川口市金山町 12 番 1
サウスゲートタワー川口 2 階

平成 27. 10. 29
退会2598

P.48
上
尾

1449
矢　島　武　志 〒 369－0137

鴻巣市大芦 340 番地 1
平成 27. 10. 29

業務廃止1819
P.103
秩
父

1686
若　林　秀　則

〒 368－0024
秩父市上宮地町 23 番 24 号
CP ビル 2F

平成 27. 11. 11
退会2046

P.80
所
沢

2020
大　倉　忠　広

〒 359－0037
所沢市くすのき台三丁目 18 番地の 2
マルナカビレッジ 1－307

平成 27. 11. 25
退会2370

P.75
川
越

1622
星　野　　　眞 〒 350－1114

川越市東田町 22 番地 40
平成 27. 11. 26

業務廃止1985
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◆ 会員の動静 ◆

事務所移転

P.25
浦
和

1681
403016 安　達　康　彦 〒 335－0023

戸田市本町 5 丁目 13 番 16 号
048－441－9468
　　441－94682041

P.66
春
日
部

1949
遠　藤　義　明 〒 344－0067

春日部市中央五丁目 1 番地 30－101 号
048－878－8091
　　878－80922301

事務所変更（住所表示等変更）

P.54
埼
葛

1710
103031 大久保　徳　仁 〒 349－0212

白岡市新白岡七丁目 6 番地 1
0480－93－0105
　　 92－10542070

P.54
埼
葛

2109
603003 大　金　知　弘

〒 349－0212
白岡市新白岡八丁目 17 番地 26
新白岡チェリー館 A

0480－93－5806
　　 93－58062455

法人社員の脱退

法人番号
支
部

法　人　名　称 社　　　員 事　務　所　所　在 脱退日

P.107
法
人

03－0011 大
宮

土地家屋調査士法人
えん道グループ 渋 谷 正 博

〒 331－0814
さいたま市北区東大成町一丁目 626 番地 1
野原ビル 2 階

27. 9. 30

会変更登録（埼玉会退会）

支
部

会員番号
氏　　　　名 事　務　所　所　在

退会年月日
退 会 理 由登録番号

P.50
上
尾

2182
高　森　　　雄 〒 364－0013

北本市中丸一丁目 169 番地
平成 27. 11. 10

東京会へ変更登録2525
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ＡＤＲ認定調査士（平成 27 年 10 月 1 日認定）

支
部

会員番号 ＡＤＲ認定
調査士番号

氏　　　　名 事　務　所　所　在
事務所電話
〃　ＦＡＸ登録番号

P.30
川
口

2241
1003001 加　藤　　　真 〒 332－0033

川口市並木元町 4 番 13 号
048－291－8239
　　256－56362582

P.22
浦
和

2238
1003003 森　田　祐　孝

〒 330－0063
さいたま市浦和区高砂 2 丁目 2－21
平井ビル 4 階

048－711－4590
　　711－45912579

P.88
坂
戸

1845
1003004 高　﨑　孝　一 〒 350－2218

鶴ヶ島市柳戸町 5 番地 3
049－271－3264
　　271－72592201

P.41
大
宮

2222
1003006 大　谷　和　孝 〒 331－0802

さいたま市北区本郷町 408 番地 4 048－666－0112
2563

P.49
上
尾

2232
1003007 髙　橋　利　公 〒 365－0065

鴻巣市中井 240 番地 1
048－597－2938
　　611－94992573

P.93
熊
谷

2231
1003008 関　根　一　隆 〒 360－0026

熊谷市久下 2 丁目 131 番地
048－526－6187
　　526－61862572

P.22
浦
和

2239
1003009 小　町　尚　徳

〒 338－0001
さいたま市中央区上落合
一丁目 7 番 18－102 号

048－699－6731
　　851－52612580

P.62
越
谷

2203
1003010 伊勢﨑　直　人 〒 343－0806

越谷市宮本町 1 丁目 70 番地 16
048－972－5648
　　972－57682546

P.62
越
谷

2230
1003011 落　合　航　平

〒 343－0845
越谷市南越谷一丁目 7 番 13 号
土地家屋調査士法人おちあい総合事務所社員

048－985－7055
　　985-70662571

P.70
草
加

2114
1003012 成　毛　　　実 〒 340－0017

草加市吉町 1 丁目 4 番 22－5 号
048－945－7371
　　611－76262460
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◆ 編集後期 ◆

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は箱根山大涌谷周辺での活発な火山活動など各地で自然災害が多発しまし
た。万が一に備えて、災害等への備えが必要だと考えさせられます。
　さて、今回の会報164号ですが、前号で表紙デザイン一新してから2号目となりま
した。
　まだまだ慣れない編集発刊作業の中、広報部、広報委員の方々と試行錯誤しなが
ら編集会議を進めてまいりました。
　これも記事をご寄稿してくださった多くの会員、取材に快く応じていただいた会
員の皆様により発刊できたことに心より感謝申し上げます。
　今後も広報部に対しましてご理解、ご支援を賜ることをお願い申し上げます。

広報部次長　竹村博之

発 行 日 平成28年1月
発 行 所 埼玉土地家屋調査士会

〒330-0063　さいたま市浦和区高砂4－14－1
電 話 （048）862－3173
Ｆ Ａ Ｘ （048）862－0916
ホ ー ム ペ ー ジ http://www.saitama-chosashi.or.jp/
E - m a i l office@saitama-chosashi.or.jp/
発 行 人 佐藤　忠治
編 集 責 任 者 中原　照泰
広 報 部 長 髙橋　公二
印 刷 株式会社埼玉新聞事業社

編 集 後 記

広 報 部
中　原　照　泰 木　村　正　英
髙　橋　公　二 尾　崎　博　則
竹　村　博　之 吉　澤　　　寛
杤　原　雅　之 篠　原　　　剛
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好評図書のご案内

筆界特定実務研究会 編著　
2008年1月刊 A5判 672頁 本体5,600円＋税

Q&A 表示に関する登記の実務 特別編
筆界特定制度 一問一答と事例解説

現場での疑問・実例に基づく、166問と20事例を収録！

ポイントを網羅した全205問 ! 関係する全ての実務家にとっての必携書

押さえておくべき知識から希少な事例まで現場での疑問・実例を網羅

中村隆・中込敏久 監修　荒堀稔穂 編集代表

新版 
Q&A 表示に関する登記の実務
第１巻 登記手続総論・土地の表題登記・分筆の登記
2007年1月刊 A5判 560頁 本体4,700円＋税

第２巻 合筆登記・地積更正・地目変更・地図訂正
2007年5月刊 A5判 560頁 本体4,800円＋税

第３巻 地積測量図・土地の滅失の登記・特殊登記
2007年11月刊 A5判 500頁 本体4,500円＋税

第４巻 建物の表題登記・建物の増築の登記
2008年5月刊 A5判 504頁 本体4,500円＋税

第５巻 建物の合体・合併・分割の登記、区分建物の登記、
　　　 建物の滅失の登記、建物図面関係
2008年12月刊 A5判 640頁 本体5,500円＋税

末光祐一 著　
2015年６月刊 A5判 584頁 本体5,300円＋税

Q&A
道路・通路に関する法律と実務
登記・接道・通行権・都市計画

日本土地家屋調査士会連合会 会長推薦

表示登記オンライン申請実務研究会　編著
2015年11月刊 A5判 428頁 本体3,600円＋税

第２版 Q＆A
表示登記オンライン申請の実務

実際の画面を用いた解説！基本から応用まで、幅広い設問を収録した必備書

岩島秀樹・青木清美 編著
2015年10月刊 B5判 480頁 本体5,300円＋税

建築瑕疵の法律と実務
必要な法律知識と建築知識を一冊にまとめた、画期的な解説書
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