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           静岡県男女共同参画センター”あざれあ”にて公開講座を開催

　平成２９年６月２８日　官民連携で取り組む『防災・減災のまちづくりを宇宙から』

と題しまして公開講座を開催いたしました。　第１部では準天頂衛星《みちびき》の

打ちあげにより発展していく日本のGPS社会において、”準天頂衛星システムの開

発整備と利活用”をNEC宇宙システム事業部の曽我広志先生に御講演いただきま

した。　第２部では、沿岸部災害対策に伴う電子基準点のみを利用した２級基準点

測量等、静岡県公嘱協会の公益目的事業活動報告を行いました。



役職名 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 安田欣市 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 総務部長

常任理事 森道男 経理部長

常任理事 松本健巳 業務部長

常任理事 澤登均 広報・研修部長

各部 担当常任理事 部員

内野隆行

森道男

小川宗隆、鷺坂隆太、田中三智也、

岩田勝己

内山仁、酒井英一、鈴木寛征、

石井光春
広報・研修部 澤登均

松本健巳

平成29・30年度役員及び担当委員

理事長・副理事長・常任理事

役員業務分掌

総務・経理部

業務部



委 員 長：

副委員長：

委    員：

委 員 長：

副委員長：

委    員：

室    長：

杉山忠一 熱海土木事務所 宮上実芳

望月繁和 富士土木事務所 村松利光

櫻井良一 島田土木事務所 中原智弘

浜松土木事務所
天　竜　支　局

桑野直文

地図整備 担当役員：

業務推進室 室    長：

委    員：

狭隘道路整備事業 担当役員：

業務推進室 室    長：

委    員：

品質管理推進室 担当役員：

室    長：

委    員：

監    事：

木下忠義

安田欣市

森道男

内野隆行、澤登均

その他の業務分掌

業務処理委員会

木下忠義

松本健巳

佐藤裕良、野上創、松島弘明、佐原大介、

鈴木努、加藤孝尚、海福篤、鷺坂雄二、

仲田博之、増田貴行、中野賢行、諏訪田光紀、

櫻井宏志、牧野正徳、森伸治、岡田暢行、

宮崎辰男、芹澤史人、野村英次、大澤一朗、

中川信幸、鈴木勝博、富岡英男、杉山忠一

業務処理審査委員会

用地事務アドバイザー

推進室

横矢博史

市川和彦鈴木信行

下田土木事務所

袋井土木事務所

沼津土木事務所

静岡土木事務所

監　査　会

業
　
務
　
部 木戸丈敏

岩田勝己

斉藤伸

渋谷暢彦

加茂雅広、中山和雄

鷺坂隆太

杉本守

浜松土木事務所

田中三智也

館英二



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、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

嘱託若しくは申請を、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。

　平成２３年９月２９日には内閣総理大臣から公益認定を受け、平成

２３年１０月３日に「公益社団法人 静岡県公共嘱託登記土地家屋調査

士協会」へと移行しました。当協会は、管理部門を除く全ての事業が

公益目的事業と認定され、積極的に公共の利益となる公益目的事業を

実施しています。主な事業としては、公共事業に伴う調査・測量及び

その登記の嘱託、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

前授業等を行っております。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、国が推進する経済財政と改革の基本方針(いわゆる骨太の方

針)に則り、社会資本整備(所有者不明土地問題等)につき、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

　業務担当の副理事長に選任され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
り及び災害復興関連業務についての研究、提案を行い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。

副理事長 安田欣市

　総務・経理担当の副理事長に選任されました静岡地区の安田欣市です。
　当協会も長年にわたり官公署からの業務の委託から、その処理に至るまで社員
皆様のご尽力のもと今日を迎えることが出来た組織であります。しかし、公益法
人としての協会は様々な社会貢献活動を通じて公益目的事業の推進に邁進しなけ
ればなりません。
　協会役員として様々な活動に対し、どの程度寄与できるかわかりませんが、理
事長をはじめ他の役員の皆様と共に努力する所存です。
　社員の皆様この２年間よろしくお願いいたします。

副理事長 遠藤護

　広報・研修担当の副理事長に選任されました三島地区の遠藤護です。
　各種の業務処理方法の調査・研究をし、その成果を協会内だけのものではなく
広く外部に公表することにより地域及び業界の健全な発展に貢献したいと考えま
す。

常任理事（総務部長）内野隆行

　総務部長に選任されました静岡地区の内野隆行です。
　部長として３期目となりますが、前期までに経験させていただいたことを生か
しながら、精一杯努めさせていただく所存です。
　総務・経理部は過去４年間、私と森道男次長の二人三脚で執行してまいりまし
た。広範な業務を執行する中で、二人で協力して実施することも多くありました
が、森次長にほぼ単独で担当していただいた業務もある状況でした。今回はそん
な実情に合わせ、私が総務部長、森理事が経理部長ということで、それぞれが担
当を持ちながら協力して運営していく体制をとることとなりました。この体制を
生かし、これまで以上に円滑な会務運営を目指していきたいと考えております。
　また、時代の変化とともに、当協会に求められる役割も変化していることを感
じております。調査士会との協力体制を大切にしながら、政治連盟、全公連等、
各種関連団体との情報交換を密にし、そう遠くないＩｏＴ時代に何ができるのか
を常に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。



役員挨拶

常任理事（経理部長）森道男

　経理部長に選任されました静岡地区の森道男と申します。
　公益社団法人の特殊な会計事務を明確にし、次の担当者に引き継いでいけるよ
う取り組んで参りたいと考えております。
　理事としては三期目となりますので過去の経験を活かし、協会の運営が滞りな
く進められるよう努めていく所存であります。
　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。

常任理事（業務部長）松本健巳

　業務部長に選任されました中東遠地区の松本健巳と申します。
　業務部では、各部、各地区との連携を１つのテーマにし、３つの推進室を立ち
上げ、「公益目的事業である基準点設置事業の推進」、「国土調査法第１０条２
項による業務受託ついての研究推進」、「地図作成業務マニュアルの作成」を中
心に事業を実施していきたいと思っております。
　協会の発展と、社員の皆様と官公署の皆様がさらなる信頼関係を築ける様、微
力ながらお役にたちたいと存じておりますので、宜しくご指導の程お願い申し上
げます。

常任理事（広報・研修部長） 澤登均

　広報・研修部長に選任されました富士宮地区の澤登均です。
　広報では、高校生を対象に行う出前事業や境界シンポジウム開催をすることで
公嘱協会の役割、その公益活動について広く皆様に公嘱協会の存在を知っていた
だくことを目標といたします。
　研修では、新人研修会として法令順守等の周知徹底を行い、業務部との連携に
よる公開講座等を企画しております。
　これから２年間の間、微力ではございますが、協会の発展に誠心誠意努めてま
いりますので、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

理事（業務部次長）小川宗隆

　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１０条第２項業務の推進を主に担当させてい
ただくことになりました。
　微力ではありますが部長を補佐し、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（広報・研修部次長）内山仁

　理事に選任されました西遠地区の内山仁と申します。
　引き続き広報・研修を担当させて頂くことになりました。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宜しくお願
い申し上げます。



役員挨拶

理事 鷺坂隆太

　理事に選任されました中東遠地区の鷺坂隆太と申します。
　業務部狭隘道路推進室の担当となりました。不慣れな点も多いですが、少しで
も地域のためになれればという思いで一生懸命頑張ります。どうぞご指導ご鞭撻
よろしくお願いいたします。

理事 酒井英一

　理事に選任されました島田地区の酒井英一と申します。
　広報・研修部を担当することになりました。初の公嘱協会役員であり不慣れで
はありますが、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 田中三智也

　理事に選任されました志太地区の田中三智也です。
　よろしくお願いいたします。

理事 鈴木寛征

　理事に選任されました富士地区の鈴木寛征です。
　広報・研修部に配属となり、理事としての重責を感じておりますが、個人とし
てもこれまで以上に研鑽を積み、公嘱協会においては広報・研修部員として、少
しでも貢献できるよう頑張りたいと思います。皆様のご指導ご協力をよろしくお
願いいたします。

理事 岩田勝己

　理事に選任されました沼津地区の岩田勝己です。
　業務部に配属され、品質管理推進室を担当することとなりました。
　初めての役員ということで不慣れな点も多いですが、１４条地図作成の業務マ
ニュアル整備に向け鋭意努力してまいりますので、ご指導ご協力をよろしくお願
いいたします。

理事 石井光春

　理事に選任されました伊豆地区の石井光春です。
　広報・研修部への配属が決まりました。優秀な若い役員と共に努めさせていた
だくつもりですので、皆様のご指導ご協力をお願いいたします。



実施地区：

面積：0.548平方キロメートル
筆数：4077筆
新設基準点数：4級基準点　249点

基準点観測状況

静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

　公嘱協会では平成２９年度、平成３０年度　登記所備付地図作成作業を静岡
地方法務局より受注しました。
　現在、静岡市清水区梅が岡ほか地区に４級基準点を２４９点設置、観測を
行っております。
　不動産登記法第１４条第１項に規定する地図を備え付けることにより、都市
の再生、災害時の官民境界等の復元、用地取得に大いに役立つことが期待され
ます。
　公益目的事業の一環として静岡地区社員一丸となって頑張っております！

静岡市清水区梅が岡、梅田町、上二丁目、北矢部町一丁目、本町、南岡
町、美濃輪町、清水町の全部、三光町、八千代町及び松井町の一部

現場の交通、安全に配慮して作業に従事してます！


