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             静岡県立島田工業高校にて出前授業を開催

公益社団法人　静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

      ※静岡新聞平成２７年６月１１日掲載　（静岡新聞社編集局調査部許諾済み）

平成２７年６月９日に静岡県立島田工業高等学校都市工学科と建築科の２年生の
生徒を対象に出前授業を開催しました。今回の出前授業はいつもと手法を変えて、
ＧＮＳＳ（全地球航法衛星システム）機器を利用し、事前に埋設してある杭を探索す
る実習を行いました。ゲーム性がある実習となり、生徒には大変好評でした。



 

平成 27年度役員及び担当委員 

   

理事長・副理事長・常任理事 

役員名 氏 名 担 当 

理 事 長 伊藤 彰 
 

副理事長 木下忠義 業務部担当 

副理事長 櫻井良一 総務・経理部担当 

副理事長 遠藤  護 広報・研修部担当 

常任理事 内野隆行 総務・経理部長 

常任理事 松本健巳 業務部長 

常任理事 滝  庸徳 広報・研修部長 

常任理事 森 道男 総務・経理部次長 

   

役員業務分掌 

各 部 担当常任理事 部 員 

総務・経理部 
内野隆行 

 
森 道男 

業務部 松本健巳 
小川宗隆、横矢博史、仲田博之、 

増田教義、向笠昌博、平坂弘 

広報・研修部 滝  庸徳 内山仁、長澤克美、澤登均 



 

その他の業務分掌 

業務処理委員会 

委 員 長：  木下忠義     

副委員長： 松本健巳 
 

  

委  員：  宮本稔、野上創、石野和好、田内尉晴、 

 平野高光、小笠原佳彦、海福篤、 

 鷺坂隆太、中原智弘、増田貴行、 

 平井謙次、諏訪田光紀、梶明良、 

 牧野正徳、堀池一彦、増田博之、 

 久能修、芹澤史人、野村英次、 

 松下幸司、市川恵一、中川信幸、 

 小川鉄平、岩佐幸志 

業務処理審査委員会 

委 員 長：  櫻井良一 

副委員長：  森道男 

委  員： 内野隆行、滝庸徳 

  室  長： 木下忠義   

用地事務 下田土木事務所 山本松廣 熱海土木事務所 齊藤 薫 

アドバイザー 沼津土木事務所 望月繁和 富士土木事務所 小川和保 

推進室 静岡土木事務所 櫻井良一 島田土木事務所 鷺坂隆太 

  
袋井土木事務所 鈴木康之 

浜松土木事務所 
野中庄次 

  天 竜 支 局 

  浜松土木事務所 亀松駿行     

業 

務 

部 

地図整備 担当役員： 横矢博史、増田教義 

業務推進室 室  長： 萩間昭宏（中遠） 

  委  員：杉本守（清水） 

(公共基準点業務)   

狭隘道路整備事業 担当役員： 小川宗隆、仲田博之 

業務推進室 室  長： 市川和彦（西遠） 

(国土調査法第 19条第 5項業務） 委  員：中野賢行（志太） 

品質管理推進室 担当役員： 向笠昌博、平坂弘 

  室  長： 松下幸司（沼津） 

(業務マニュアル作成) 
 

監 査 会 監  事： 加茂雅広、是永秀行 

 



 

理 事 長 挨 拶 
 

 

 

公益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

理事長 伊 藤  彰 

 

日頃より、当協会につきまして格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当協会は昭和６１年１月設立以来、来年１月には３０周年を迎えるにいたりました。こ

の間、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とし、公共の利益となる事

業を行う者による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱

託若しくは申請に、専門的能力を結合し、適正かつ迅速な実施に寄与できましたことは、

偏に皆様方のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。 

さて、当協会は内閣総理大臣から公益認定を受け、平成２３年１０月３日をもって「公

益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会」へと移行し、移行後は、地図整備事

業及び境界標管理事業並びに関連する情報提供サービス等をはじめ、次世代を担う人材育

成の一助として、出前授業等を行ってまいりました。今後も、一層公益性が高く、社会か

ら信頼される法人として活動をしていく所存でありますので、ご指導ご鞭撻を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

また、官公署の良きアドバイザーとして、活力ある国土・地域づくりに少しでもお役に

立つべく、社員一丸となって更なる研鑽を積み、鋭意努力してまいりますので、各位に

おかれましては、当協会の諸活動について、忌憚のないご意見を賜りますよう重ねてお

願い申し上げます。 

 

 

 



 

役 員 挨 拶 
 

 

 

副理事長 木下忠義 

 

平成２７年度の通常総会におきまして、副理事長を拝命いたしました、西遠地区の木下

忠義です。 

業務担当として、受託契約に関する事項、業務啓発活動に関する事項、情報の収集伝達

に関する事項等、担当させていただきます。 

引き続き、公益目的事業を中心に国土調査法第１９条第５項を利用した地図づくり及び

公共基準点につきまして、研究・啓発を進めて行きたいと考えております。 

そして、業務処理につきまして、業務処理システム、ＧＩＳの充実を図ります。 

測量技術・品質の向上と共に、基本的な業務の進め方につきまして、社員皆様及び発注

者の満足度をアップする業務の進め方を考えてまいります。 

社員皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 

 

副理事長 櫻井良一 

 

平成２７年度の通常総会において、理事に再任され、その後の理事会で総務・経理担当

副理事長を仰せつかりました櫻井良一です。 

当協会は平成２３年に新公益法人に移行し、これまでの役員・社員の活動により、社会

に貢献できる組織に変遷しつつあると自負しております。 

今後も当協会のさらなる進化を目指して歩まなければなりません。その一翼を担えるよ

う努力してまいりたいと考えております。 

官公署の皆様をはじめ、社員の皆様のご意見を伺いながら、協会の運営に努めてまいり

ますのでよろしくご指導のほどをお願い申し上げます。 

 

副理事長 遠藤護 

 

この度、副理事長を拝命しました三島地区の遠藤護です。 

不動産登記法による表題登記業務のみならず、公嘱協会には公益性と社会貢献を要求さ

れる時代となりました。 

行政、市民の要求に応えるべく研鑽をつみ、社員と一丸となって協会の発展のため努め

てまいります。 

ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 



 

常任理事、総務・経理部長 内野隆行 

 

前期に続き、再度総務・経理部長を仰せつかりました内野隆行です。 

部長として２期目ではございますが、未だに未熟者であり、前期についても反省しきり

です。しかしながら、これまで学ばせていただいたことを生かし、これからの２年間を精

一杯努めさせていただく所存です。 

当協会は社会にとってなくてはならない組織として約３０年間実績を積み重ねて参りま

した。これからもその使命を全うし続けるため、専門家の集団としてその高度な専門性を

十分に発揮していくことはもちろんのこと、急速な社会の変化にも対応していく会務運営

を意識して進めていきたいと思っております。 

皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

常任理事、業務部長 松本健巳 

 

この度、業務部長に選任されました掛川地区の松本健巳と申します。 

業務部では、３つの推進室を立ち上げ、「公共基準点設置についての技術研修」、「国土調

査法第１９条第５項についての研究推進」、「業務マニュアルの作成」を事業の中心として、

業務部役員の皆様と一致協力して実施していきたいと思っております。 

私自身、平成２１・２２年度以来の再任ということになりますので、その経験を生かし、

協会と社員の皆様、官公署の皆様がさらなる信頼関係を築けるよう、微力ながらお役に立

ちたいと存じますので、よろしくご指導のほどお願い申し上げます。 

 

常任理事、広報・研修部長 滝庸徳 

 

この度、広報・研修部長に選任されました富士地区の滝庸徳です。 

今期より、広報部と研修部が合体し、新たに広報・研修部として運営いたします。 

広報では、高校生を対象とした出前授業や境界シンポジウム等のＰＲ活動を行い、土地

家屋調査士の仕事を多くの人に知っていただくことを目標とします。 

研修では、新人研修会、司法書士協会との合同研修会や官公庁職員からの相談会等の企

画を考えております。 

これから２年間、協会が発展するために微力ではありますが精一杯努力したいと思いま

す。皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

常任理事、総務・経理部次長 森道男 

 

総会において理事に選任され、引き続き総務・経理部次長を仰せつかりました森道男と

申します。総務・経理部長を補佐し、協会の運営が滞りなく進められるよう任期中努めた

いと考えております。 

今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 



 

理事 内山仁 

 

この度、理事に選任されました西遠地区の内山仁と申します。 

広報・研修を担当させていただくことになりました。今年度から広報部と研修部が一緒

になり、業務量も増えそうです。部長を助け、公嘱協会が発展するよう頑張って行きたい

と思います。皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

理事 小川宗隆 

 

この度、理事に選任されました西遠地区の小川宗隆です。 

業務部に配属され、国土調査法第１９条第５項業務の推進を担当することとなりました。  

微力ながらも、当協会の公益目的事業の一つである地図づくりに貢献したいと考えてお

りますので、皆様のご指導ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

理事 横矢博史 

 

今期、理事兼地区長に任命されました榛原地区の横矢博史と申します。引き続き業務部

地図整備業務推進室のメンバーになりました。この分野でさらに努力し少しでも協会の役

に立てるようがんばりたいと思います。 

 

理事 仲田博之 

 

この度、理事兼地区長に選任されました島田地区の仲田博之と申します。 

業務部狭隘道路整備事業業務推進室の担当となりました。 

初めて公嘱協会の役員となりましたので、不慣れな点も多いですが、一生懸命頑張りま

すので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 

 

 

理事 増田教義 

 

この度、理事に選任されました志太地区の増田教義です。 

業務部への配属が決まり、地図整備業務推進室を担当することになりました。 

社員皆様のお役にたてるように努力いたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

 

 

 



 

理事 長澤克美 

 

この度、理事に選任されました静岡地区の長澤克美と申します。 

前期では２年間広報部に所属し活動をさせていただきましたが、今期から広報部・研修

部と２つの部の活動をすることになり、一層責任の重さを痛感しています。 

広報・研修部の部長、部員の皆さんの足を引っ張らないように２年間努めさせていただ

くつもりです。 

皆様のご指導ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

理事 澤登均 

 

この度、理事に選任されました富士宮地区の澤登均と申します。 

広報・研修部に配属されましたが、初の役職であり、何分不慣れな点はございますが、

２年間、しっかりと職務をまっとうしていきたいと思いますので、皆様にご協力をいただ

き頑張っていきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

理事 向笠昌博 

 

この度、理事に選任されました沼津地区の向笠昌博です。 

業務部に配属が決まり、品質管理推進室を担当することになりました。協会の地区役員

の経験もありませんが、公嘱協会の業務部員として微力ながら頑張りたいと思っています。

皆様のご指導ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

理事 平坂弘 

 

この度、賀茂地区より理事兼地区長に選任され、業務部品質管理推進室に配属になりま

した平坂弘です。 

私共の協会も公益社団法人に移行し４年余りになります。より一層の社会貢献、そして

公共嘱託登記業務の適切で迅速な実施を実現するため、業務の取扱いマニュアル本の作成

に取り組んでまいります。微力ではありますが精一杯努力する所存でありますので皆様の

ご指導ご協力をお願いいたします。 

 




