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大阪土地家屋調査士会 泉州支部

支部長 橘 泰 弘

(貝塚市基線場にて測量機器点検中)



支 部 長 ご 挨 拶

大阪土地家屋調査士会 泉州支部

支部長 橘 泰 弘

平成２９年４月の支部総会において支部長を拝命してから早くも２年が過ぎようとして

います。皆様のご協力により、予定どおり支部事業を行うことができています。厚く御礼

申し上げます。

さて、昨年は災害の多い年となりました。特に我々泉州地方では台風２１号の影響が大

きかったのではないでしょうか。地元、関西空港では６０メートル近い瞬間最大風速を記

録しました。今まで何度も台風は経験していますが、最強クラスでした。地球温暖化の影

響か、最近の異常な夏の暑さ、海面水温の上昇などにより台風２１号なみの台風が多くな

りそうです。また、大阪府北部地震もかなりの被害がありました。私は、大阪土地家屋調

査士会よりの罹災建物調査員の募集に応募し、調査員として、「大阪市淀川区」「高槻市」

「枚方市」に参加しました。土地家屋調査士の腕章をつけ、被災者宅をまわります。最初

は「土地家屋調査士」の名前の宣伝程度にしか思わず参加しましたが、ちょっと違いまし

た。実際に被災された方々と接しましたが、訴えたいことが凄くよく分かったように思い

ます。「ここにひびが入った。壁が割れた。屋根がずれた。」気持ちが伝わってきました。

出会う人々は、気持ちを持っています。業務の中でいろんな人と出会いますが、相手を尊

敬し、理解しようとする努力が必要であると今回の体験から本当に思いました。

上記の事象などから支部としてどう対応するか、正副支部長会で議論してみました。

結果は、無責任かもしれませんが基本的に「どうすることもできない」となりました。

自宅が崩壊、道路が分断、電気、水道、ガスが止まる。などなど。最悪は「自分で自分を

守ることしかない。」となりました。自分のことはやはり最優先です。

こういう状況で、では自分はどうすればいいか。

地域のコミュニティーに頼ることが一番いいのでは、と思います。台風２１号で我が家

は停電となりました。コンビニも品数少なく、欲しい電池も売り切れ。幸い、その日の夜

には電気が通りましたが、酷いところでは一週間程度停電状態であったとのことです。

日頃から近所の人や地域との交流が大事であり、避難所の確認や情報を持つことが必要

であるものと思います。このことは、我々支部会員としても同じであり、研修会や支部事

業に積極的に出席いただくことにより、交流を深め、日々の業務に役立つ情報を得ていた

だきたく思います。



支部役員紹介

総務担当副支部長

花田 修

幹事 逵 光隆

幹事 谷 英史

財務担当副支部長

堀川 経希

幹事 西川 吉実

幹事 中山 武彦

業務担当副支部長

雪本 栄

幹事 西明寺 雄大

幹事 藤本 雅也

研修担当副支部長

伊與部 浩人

幹事 石川 貴之

幹事 伊藤 喜彦

幹事 永井 義之



公共担当副支部長

佐藤 均

幹事 沼間 公朗

幹事 半野 雅章

厚生担当副支部長

渡口 優

幹事 塩田 征司

幹事 川島 政樹

広報担当副支部長

向井 常能

幹事 酒井 健

幹事 日根 啓助



会員の移動ご紹介

退会会員

平成３０年 ６ 月 ５ 日 中 稔

平成３０年 ８ 月１２日 郡 元 親 男

事務所移転

平成３０年 ７ 月２５日（泉州支部内） 伊 藤 喜 彦

事務所 〒 598-0001 泉佐野市上瓦屋８５３番地の６

TEL ０７２－４２４－３３１０

平成３１年 １ 月１６日（泉州支部→大阪城支部） 平 松 伸 元

事務所 〒 540-0026 大阪市中央区内本町一丁目１番１号

TEL ０６－６８０９－３３３５



泉州支部定時総会
平成３０年４月２７日 泉大津市 ホテルレイクアルスターにて

支部長の挨拶と報告

大阪法務局岸和田支局 支局長 畑村伸子様

黄綬褒章受章の神前先生

ご来賓の皆様

議長（角野先生）による

議案の審議は無事終了



懇親会（泉州支部定時総会後）
平成３０年４月２７日 泉大津市 ホテルレイクアルスターにて

まずは兵頭先生の「乾杯！」

初のビンゴゲームを

開催♪



研修会
平成３０年９月７日 岸和田市立浪切ホール

テーマ１、「最近の登記申請の傾向と今後の登記申請について」

テーマ２、「土地家屋調査士として登記申請において留意する点について」

講師 大阪法務局 岸和田支局登記部門 統括登記官 片桐克典 様

登記事務連絡会
平成３０年１１月２２日 岸和田市立浪切ホール

新たな試みとしまして、大阪法務局岸和田

支局の登記官の方々とディスカッションを

行いました。普段から思っていること、

お互いにこうして欲しいと思うこと等、

忌憚のない意見の交換をし、有意義な時間

だったと思います。

岸和田支局長 畑村様の挨拶

４つのグループに分け、各テーブルに登記官

１～２人参加頂いております

（登記官個人の見解もあるため、議事録は

残しておりません。）



基線場利用(1)
平成３０年５月１９日 貝塚市立総合体育館横

機器の点検を自分達で行います

２５ｍ地点を確認

５０ｍ地点を確認

距離の確認を行った後は、２５ｍ地点に

機械を置き、方向の確認も行います



基線場利用(2)
平成３０年５月１９日 貝塚市立総合体育館横

協賛頂きました(株)リンク様による

ピンポールプリズムの水平点検

（参加者の方に支部より検査部品の配布

を行いましたので、点検方法の講習）

新機種のデモンストレーション

(株)リンク様による

在庫品フリーマーケットも開催



司法書士会合同親睦ＢＢＱ
平成３０年６月９日

橘支部長の挨拶

お酒が入って上機嫌の橘支部長

本年も無事、共同開催できました

いつもありがとうございます



支部厚生事業
支部旅行：平成３０年７月２９日（土）・７月３０日（日）

宮城県仙台市（秋保温泉 ホテルニュー水戸屋）

支部長の「復興後の宮城県を見てみたい」で決定



広報部より 今年度は、

・熊取町内循環バス（ひまわりバス）時刻表・運行図

（熊取町広報１０月号と一緒に町内全戸に配布）

・忠岡町福祉バス時刻表

（忠岡町広報１月号と一緒に町内全戸に配布）路線図・時刻表

に広告を掲載しました

ひまわりバス 時刻表・運行図（見開きＡ３サイズ 時刻表記載分省略）



忠岡町福祉バス 路線図・時刻表（見開きＡ３サイズ）



平成３１年度 登記測量相談日程表

泉大津 和 泉

市役所 市役所

相談日 土地家屋調査士名 電話番号 相談日 土地家屋調査士名 電話番号

４月１９日 渡口優 0725- ４月５日 中野雅之 0725-

４６－２７８８ ５３－１９００

５月１７日 井之上貢 0725- ５月１３日 古谷博 0725-

９２－０９００ (月曜日) ４７－５１７７

６月２１日 上田時嗣 0725- ６月７日 沼間公朗 0725-

４１－８４３２ ４１－６５４９

７月１９日 加山恵一 0725- ７月５日 半野雅章 0725-

２３－１７６４ ９０－７５６５

８月１６日 國本仁一 0725- ８月２日 藤原哲也 0725-

４６－６２６４ ５７－３５７８

９月２０日 﨑山勝 0725- ９月６日 西川吉実 0725-

４３－４０７３ ４３－７７０１

１０月１８日 塩田征司 0725- １０月４日 堀川経希 0725-

２４－７１８７ ４１－２７７０

１１月１５日 隅谷康利 0725- １１月１日 松岡勝行 0725-

４３－２９０７ ３２－７７４５

１２月２０日 逵光隆 0725- １２月６日 向井利雄 0725-

２１－６６７７ ５１－１７０１

２０２０年 辻村昌克 0725- １月６日 脇田健一 0725-

１月１７日 ４０－０８８５ (月曜日) ４３－５９０１

２月２１日 露口治男 0725- ２月７日 渡口優 0725-

４１－３４７８ ４６－２７８８

３月２０日 0725- ３月６日 井之上貢 0725-

春分の日 ５１－７６２６ ９２－０９００

毎月第３金曜日 午後１時から３時 相談日は原則毎月第１金曜日（午後１時～３時）

市役所１階 市民相談室 予約制相談当日の午前９時～電話予約（先着４名）

担当日時が不都合、変更の場合は必ず支部長に申出てください。

変更終了後の担当者は必ず経理担当副支部長に報告してください。



土地家屋調査士倫理綱領

１．使命

不動産に係る権利の明確化を期し、

国民の信頼に応える。

２．公正

品位を保持し、公正な立場で誠実に業務を行う。

３．研鑽

専門分野の知識と技術の向上を図る。


