平成２８年度 会務・事業報告
【会務・事業報告記載様式変更の目的】
平成２８年度の事業運営に関して、各役員の皆様、会員の皆様、事務局の皆様の協力を得て、予定しておりました事業
計画もほぼ終了する事が出来た事に感謝申し上げます。
今までは、総会において各担当者から報告をさせていただきましたが、時間の都合上詳細な説明が行えませんでしたの
で、本総会より各事業の経過及び詳細な説明を議案書に記載させていただき、総会当日の説明はその内容を補足する形に
いたしました。
この記載方法は今後も継続していきながら、一般会員の方が本会事業運営をご理解いただく事によって、これからも栃
木県土地家屋調査士会全体の向上を目指します。

【会務報告】
1 会員数

期

首

平成28年4月 1日現在

２９５

名（内，法人会員

主１・従２）

期

末

平成29年3月31日現在

２９１

名（内，法人会員

主１・従２）

2 会の機関
（１）

役員及び理事会（会則第28条）
会長１名，副会長２名，常任理事５名，理事９名，代表監事１名，監事２名（予備監事３名）

（２）

（３）

業務分掌（会則第55条）
総務部

４名（副会長１名・部長１名・次長１名・理事１名）

財務部

４名（副会長１名・部長１名・次長１名・理事１名）

業務部

４名（副会長１名・部長１名・次長１名・理事１名）

研修部

４名（副会長１名・部長１名・次長１名・理事１名）

広報部

３名（副会長１名・部長１名・次長１名）

綱紀委員会（会則第48条）
委員長１名，副委員長１名，委員４名

（４）

紛議調停委員会（会則第113条）
委員長１名，副委員長１名，委員９名

（５）

以上６名（予備綱紀委員４名）
以上１１名

苦情処理委員会（苦情処理委員会規則第2条）
委員長１名，副委員長１名，委員９名，各部部長５名，業務部理事２名

（６）

注意勧告理事会（会則第106条・第107条）
委員５名（各部部長兼務）

（７）

以上１８名

以上５名

境界問題解決センターとちぎ（会則第86条の2）
運営委員長１名（センター長兼務），副委員長２名（内１名は弁護士），運営委員３名
以上

（８）

６名

支部長会議（会則第72条）
支部長１１名（議長１名・副議長１名・運営委員１名），
会長１名，副会長２名，各部部長５名

（９）

以上１９名

境界問題連絡協議会事務局（境界問題連絡協議会設置要綱第5条）
運営委員長１名，副委員長１名，運営委員４名

（10）

境界鑑定委員会（土地境界鑑定委員会規程第3条）
委員長１名，副委員長１名，委員５名

（11）

以上６名

以上７名

オンライン申請推進委員会（会則第54条）
委員長１名，副委員長１名，委員１名

以上３名

（12）

職員給与規定等見直し検討委員会（会則第54条・平成28年度会長特命：総務部所管）

（13）

会館再築検討委員会（会則第54条・平成28年度会長特命：財務部所管）

委員長１名，委員２名
委員長１名，委員３名

以上３名
以上４名

（14）

事務局（会則第57条）
事務長１名，事務職員２名（パートタイマー１名中途退職）

（15）

以上３名

顧問委託先
顧問弁護士：太田うるおう法律事務所

弁護士

太田うるおう様（宇都宮市）

顧問税理士：税理士法人鎌形会計

税理士

鎌形俊之様（宇都宮市）

顧問社労士：小野労務管理事務所

社会保険労務士

小野弓子様（宇都宮市）

HP管理会社：株式会社アズプロダクツ

3 総会
平成28年5月26日

第６８回定時総会（ホテルニューイタヤ）

平成29年1月25日

臨時総会（パルティ）

4 理事会
平成28年4月22日

第１回理事会

平成28年9月28日

第５回理事会

平成28年5月26日

第２回緊急理事会

平成28年10月27日

第６回緊急理事会

平成28年7月14日

第３回理事会

平成28年12月7日

第７回理事会

平成28年8月22日

第４回緊急理事会

平成29年2月23日

第８回理事会

5 監査会
平成28年4月19日

平成27年度期末監査会

平成28年11月25日

平成28年度中間監査会

6 常任理事会
平成28年4月19日

第１回常任理事会

平成28年9月23日

第７回常任理事会

平成28年5月23日

第２回常任理事会

平成28年10月14日

第８回常任理事会

平成28年6月17日

第３回常任理事会

平成28年10月18日

第９回常任理事会

平成28年7月5日

第４回常任理事会

平成28年11月25日

第１０回常任理事会

平成28年8月9日

第５回常任理事会

平成29年1月20日

第１１回常任理事会

平成28年8月22日

第６回常任理事会

平成29年2月15日

第１２回常任理事会

平成28年9月15日

ミニ常任理事会

平成29年3月22日

第１３回常任理事会

7 正副会長会議等
平成28年4月2日

第１回会議

平成28年5月31日

第２回会議

平成29年1月6日

新年挨拶往訪

8 支部長会議
平成28年4月27日

第１回支部長会議

平成28年10月7日

第２回支部長会議

平成28年12月13日

第３回支部長会議

9 綱紀委員会
平成28年6月29日

第１回綱紀委員会

平成28年11月1日

第５回綱紀委員会

平成28年7月12日

第２回綱紀委員会

平成28年11月10日

平成28年9月1日

第３回綱紀委員会

会員執務調査
（高野・小町・豊田）

平成28年9月13日

第４回綱紀委員会

平成28年11月22日

第６回綱紀委員会

平成28年9月29日

打合せ（高野・小町・豊田）

平成29年2月22日

第７回綱紀委員会

10 注意勧告理事会
平成28年8月9日

第１回注意勧告理事会

平成28年12月13日

第２回注意勧告理事会

平成29年1月20日

第３回注意勧告理事会

平成29年3月22日

第４回注意勧告理事会

11 会員への苦情処理・調査・指導等
平成28年5月31日

職務上請求書の取扱に関する打合せ（東野・加藤・稲葉・橋本）

平成28年6月10日

会員事務所実態調査（山本・池田）

平成28年8月22日

会員へ注意勧告書交付（東野）

平成28年10月3日

苦情相談対応 （加藤・津田・角橋）

平成29年1月30日

会員へ注意勧告書交付（東野）

平成29年2月18日

会員事務所実態調査（宇都宮南支部）（岡部・大野）

平成29年2月20日

会員事務所実態調査（宇都宮北支部）（加藤・荻原）

平成29年2月23日

会員事務所実態調査（小山支部、芳賀支部）（山本・松本・鈴木）

平成29年3月30日

会員へ注意勧告書交付（東野）

12 紛議調停委員会
開催無し

13 新入会員伝達式等
平成28年4月7日

伝達式（藤間洋一会員）（東野）

平成28年6月9日

伝達式（北條章弘会員）（東野）

平成28年11月25日

伝達式（髙瀬洋二会員、鉢村悦男会員）（東野）

平成28年12月22日

法務局土地家屋調査士試験合格証授与式列席（東野）

平成29年2月17日

伝達式（安納孝博会員）（東野）

14 会員研修会等
平成28年7月9日

土地境界鑑定人養成講座初級編

平成28年7月20日

土地境界鑑定人養成講座初級編

平成28年7月30日

土地境界鑑定人養成講座初級編

平成28年8月22日

第１回会員研修会（とちぎ福祉プラザ）

平成28年10月14日

第1回ＡＤＲセンター研修会（とちぎ福祉プラザ）

平成28年11月16日

オンライン申請サポート研修会

平成28年12月1日

第2回会員研修会・公開講座（パルティ）

平成29年2月1日

筆界調査委員研修会（とちぎ福祉プラザ）

平成29年2月3日～5日

第１２回土地家屋調査士特別研修（基礎研修）

平成29年3月10日～12日 第１２回土地家屋調査士特別研修（集合研修・総合講義）
平成29年3月16日

栃木会新人研修会

平成29年3月25日

第１２回土地家屋調査士特別研修（考査）

15 支部総会
平成28年4月20日

足利支部総会来賓出席（東野）

平成28年4月21日

北那須支部総会来賓出席（東野）

平成28年4月24日

宇都宮二支部総会来賓出席（東野）

平成28年4月28日

日光支部総会来賓出席（加藤）

平成28年4月28日

佐野支部総会来賓出席（東野）

16 連合会・ブロック協議会事業等
平成28年5月10日

関東ブロック協議会正副会長会議・監査会（千葉：東野）

平成28年6月6日

関東ブロック内会長及び政治連盟会長との打合せ会（東野）

平成28年6月21日/22日

連合会定時総会（東野・加藤・永島）

平成28年7月1日

連合会会長選についての事前協議（東野・加賀谷・高村・加藤・鈴木関ブロ副会長）

平成28年7月9日

東北ブロック協議会定時総会（ホテル青森）（東野）

平成28年7月10日

関東ブロック協議会定時総会（東京）

平成28年7月15日

関東ブロック協議会会長会議（東野）

平成28年7月22日

関東ブロック協議会研修委員会（東京会） （加賀谷・永島）

平成28年7月31日

全国一斉不動産登記無料相談会（日光市中央公民館、大田原市総合文化会館）

平成28年8月1日

全国一斉不動産登記無料相談会（佐野市役所、宇都宮地方法務局、真岡支局）

平成28年8月29日

関東ブロック協議会会長会議（東野）

平成28年9月16日

関東ブロック協議会からの連合会会長候補推薦事前協議（東京）（東野・加賀谷）

平成28年9月17日～19日 関東ブロック協議会新人研修会（東野・永島・加賀谷）
平成28年9月18日

関東ブロック協議会会長会議（東野）

平成28年10月2日

関東ブロック協議会ゴルフ大会前夜祭（東野・塚原・加藤・塚島）

平成28年10月3日

関東ブロック協議会ゴルフ大会（大箱根CC：東野・石嶋・篠崎・塚原・塚島）

平成28年10月12日/13日 全国会長会議（東京ドームホテル）（東野）
平成28年10月23日/24日 四県連絡協議会（ラフレさいたま）（東野・加藤・稲葉・橋本・鈴木・永島・池
田・中島）
平成28年11月16日

東京会小沢会長との関東ブロック会長推薦についての打合せ（東野）

平成28年11月16日

関東ブロック協議会正副会長会議（東野）

平成28年11月18日
平成28年11月30日

関東ブロック協議会総務・業務・社会事業部・ＡＤＲ・事務局担当者会同（山本・鈴木・高
橋・稲葉・星・事務局砂川）
関東ブロック協議会正副会長会議（東野）

平成28年11月30日

関東ブロック協議会中間監査（東野）

平成28年12月1日

連合会ADR担当者会同（阿部）

平成28年12月4日/5日

近畿ブロック協議会と関東ブロック協議会との懇談会（東野）

平成28年12月16日

関東ブロック協議会会長会議（東野）

平成28年12月16日

関東ブロック協議会代議員会議（東野・加藤・加賀谷）

平成29年1月11日

関東ブロック協議会研修委員会（東野・永島）

平成29年1月12日

関東ブロック協議会推薦日調連会長候補との打合せ会（東野）

平成29年1月18日

連合会新年賀詞交歓会（東京ドームホテル）（東野）

平成29年1月18日/19日

全国会長会議（東京ドームホテル）（東野）

平成29年1月19日

関東ブロック協議会会長会議（東野）

平成29年2月16日/17日

北海道ブロック協議会シンポジウム（東野）

17 近隣会総会・祝賀会・研修会等
平成28年5月19日

埼玉会定時総会来賓出席（東野）

平成28年5月20日

群馬会定時総会来賓出席（東野）

平成28年5月25日

千葉会定時総会来賓出席（東野）

平成28年5月27日

静岡会定時総会来賓出席（東野）

平成28年5月30日

東京会定時総会来賓出席（東野）

平成28年5月30日

神奈川会定時総会来賓出席（東野）

平成28年7月30日

福島会業務研修会（東野・稲葉・永島）

平成28年9月6日

埼玉会業務研修会（東野・鈴木）

平成28年9月10日

伊藤美義氏（山梨会）旭日双光章受章祝賀会（常磐ホテル）（東野）

平成28年9月22日

菊池千春氏（東京会）黄綬褒章受章祝賀会（東京ドームホテル）（東野）

平成28年9月25日

荻原守利氏（埼玉会）黄綬褒章受章祝賀会（浦和ロイヤルパインズホテル）（東野）

平成28年10月9日

高橋順治氏（千葉会）黄綬褒章受章祝賀会（京成ホテルミラマーレ）（東野）

平成28年11月17日

千葉会ＡＤＲシンポジウム（星）

平成28年11月26日

福島会ＡＤＲ相談員・調停員養成講座（阿部・星）

平成29年1月17日

東京会新春交礼会（東京ドームホテル）（東野）

平成29年1月24日

埼玉会新春交礼会（浦和ロイヤルパインズホテル）（東野）

平成29年1月27日

神奈川会賀詞交歓会（クルーズクルーズ横浜）（東野）

平成29年3月4日

福島会業務研修会（臼井）

平成29年3月11日

阿部春男氏（新潟会）黄綬褒章祝賀会（ホテルオークラ新潟）（東野）

平成29年3月16日

連合会研究所平成27～28年度研究報告会（東京）（杉山・手塚）

18 友好団体・関係機関等との連絡協調・連携
平成28年4月7日

白鷗大学講演打合せ（東野・黒尾）

平成28年4月14日

白鷗大学講演打合せ（東野・山本）

平成28年4月22日

宇都宮地方裁判所へADRセンター研修会講師依頼及び挨拶（東野・稲葉）

平成28年4月22日

退任会長との意見交換会

平成28年4月22日

栃木県弁護士会新役員就任披露パーティ出席（東野）

平成28年4月25日

白鷗大学講演（東野・山本・黒尾）

平成28年5月21日

栃木県司法書士会総会来賓出席（東野）

平成28年5月26日

栃木県土地家屋調査士政治連盟

平成28年5月27日

栃木県宅建協会総会来賓出席（東野）

平成28年6月24日

白鷗大学講演反省懇談会（東野・山本・高橋・永島）

平成28年6月28日

栃木県弁護士会へ挨拶（東野・加藤）

平成28年6月30日

三士会（司法書士会・行政書士会）打合せ会議（東野・加藤・高橋）

平成28年7月5日

宇都宮地方裁判所への次年度講師派遣依頼打合せ（東野・稲葉）

平成28年7月23日

公嘱協会宇都宮地区報告会来賓出席（東野）

平成28年7月26日

宇都宮地方裁判所長へ挨拶（東野・加藤）

平成28年8月8日

栃木県弁護士会との打合せ懇談会（東野・加藤・稲葉・山本・橋本・鈴木・高橋）

平成28年8月27日

（公社）栃木県公共嘱託登記土地家屋調査士協会定時総会来賓出席（東野）

平成28年8月28日

顧問螺良昭人県議「たなばたの夕べ」（ホテルニューイタヤ）（東野・髙村・加藤・橋本・岡部）

平成28年9月29日

県知事並びに宇都宮市長、総決起大会（宇都宮グランドホテル）（東野・稲葉）

平成28年9月30日

三士会会議・三士会会長懇談会

平成28年10月25日

福田知事選対本部合同会議（護国会館）（東野）

平成28年11月3日

三士会法の日無料相談会

平成28年11月5日

元法務大臣保岡興治氏ゴルフ懇親会（栃木市）（東野）

平成28年11月20日

宇都宮マラソン大会参加

平成28年12月2日

宇都宮地方裁判所と調停委員等の推薦及び更新方法についての打合せ（東野）

平成28年12月6日

三士会 引継ぎ会

平成28年12月7日

三団体（公嘱協会・政治連盟）合同幹部会

平成28年12月12日

政治連盟主催 議員との意見交換会（東野・岡部）

平成28年12月13日

栃木県弁護士会との研修会打合せ（稲葉・永島・橋本）

平成28年12月14日

顧問茂木敏充衆議院議員 政経フォーラム（ホテルニューオータニ）（東野）

平成28年12月14日

自由民主党政務調査会長就任祝賀会（ホテルニューオータニ） （東野）

平成29年1月19日

那須清峰高校との出前講座事前打合せ（加藤・高橋）

平成29年1月21日

顧問中島宏県議 新春懇話会（宇都宮グランドホテル）（東野）

平成29年1月23日

那須清峰高校出前講座（加藤（欽）・高橋・中島・手塚・塚島・加藤（良））

平成29年2月4日

顧問船田元衆議院議員 新春の集い（宇都宮グランドホテル）（東野）

平成29年2月10日

行政書士会新春交流会（ホテル東日本宇都宮）（東野）

平成29年2月15日

退任会長との意見交換会

平成29年2月21日

栃木県弁護士会との研修会打合せ（稲葉・永島・橋本）

定期大会来賓出席（東野）

平成29年3月7日

栃木県土地家屋調査士政治連盟定時大会来賓出席（東野）

平成29年3月15日

福田富一知事新春の集い（東野）

平成29年3月21日

本澤宗夫氏（栃木県建築士事務所協会）旭日小綬章受章祝賀会（ホテル東日本宇都宮）
（東野）

19 法務局との連絡協調
平成28年4月4日

宇都宮局着任挨拶来訪（東野・加藤・稲葉）

平成28年4月19日

新年度挨拶往訪（東野・加藤）

平成28年4月27日

打合せ会議（東野）

平成28年6月29日

打合せ会議（東野・鈴木）

平成28年7月22日

打合せ会議（東野・稲葉）

平成28年8月9日

打合せ会議（鈴木・杉山）

平成28年8月18日

打合せ会議（東野）

平成28年9月23日

境界問題連絡協議会打合せ会議（杉山）

平成28年10月2日

全国一斉!!法務局休日無料相談所相談員派遣（本局：荻原・阿部）

平成28年10月18日

筆界調査員に関する打合せ（稲葉・鈴木）

平成28年11月2日

非調査士実態調査（日光支局）

平成28年11月9日

非調査士実態調査（栃木支局）

平成28年11月10日

非調査士実態調査（本局）

平成28年11月14日

非調査士実態調査（大田原支局）

平成28年11月15日

非調査士実態調査（小山出張所）

平成28年11月17日

非調査士実態調査（真岡支局）

平成28年11月18日

非調査士実態調査（足利支局）

平成28年11月10日

打合せ会議（東野）

平成28年11月25日

打合せ会議（東野・加藤・稲葉・山本・橋本・鈴木・永島・高橋）

平成28年12月15日

打合せ会議（稲葉・鈴木）

平成28年12月20日

調査付託に関する中間報告（東野）

平成29年1月31日

打合せ会議（稲葉・鈴木・橋本）

平成29年3月8日

打合せ会議（鈴木）

平成29年3月30日

宇都宮法務局長退任挨拶来訪（東野・加藤）

20 関係自治体等との連絡協調
平成28年4月27日

宇都宮市建築指導課と後退用地等寄附申請業務処理に関する覚書の締結（東野・稲葉・
加藤）

平成28年5月6日

宇都宮市建築指導課と後退用地等寄附申請業務処理に関する協議（東野・加藤・橋本）

平成28年5月23日

宇都宮市建築指導課と後退用地等寄附申請業務処理に関する覚書再締結（東野・加藤・
橋本）

平成28年6月30日

宇都宮市危機管理課との打合せ（東野・加藤）

平成28年8月8日

宇都宮市資産税課との打合せ（東野・稲葉）

平成28年8月17日

栃木県庁危機管理課訪問（東野・稲葉）

平成28年9月28日

宇都宮市資産税課との打合せ（東野・稲葉）

平成28年10月27日

境界問題連絡協議会（パルティ）

平成28年11月1日

宇都宮市行政改革課との打合せ（東野）

平成29年1月13日

県住宅課と空き家対策について打合せ（東野）

平成29年2月9日

住生活支援協議会空き家住み替え部会（栃木県庁）（東野・稲葉）

平成29年3月3日

宇都宮市役所市街地整備課より、市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の新制度
に関する説明（東野・加藤）

21 その他事業
平成28年12月7日
平成29年3月26日

髙村利夫氏黄綬褒章受章祝賀会発起人会（発起人：東野・加藤・稲葉・山本・橋本・鈴木・
永島・高橋・宇都宮二支部長・公嘱協会・政治連盟）
髙村利夫氏黄綬褒章受章祝賀会（ホテル東日本宇都宮）

【事業計画に基づく業務報告】

基本方針総括
1 国民の信頼に応える土地家屋調査士制度の使命遂行
2 社会情勢の変化に伴う組織対応
3 土地家屋調査士制度の広報と会員の社会的地位の更なる向上
【総括】
１．制度の目的及び職責を栃木県土地家屋調査士会全体として果たせるように、会員全体を対象にした全体
研修及び入会間もない会員を対象とした新人研修並びにＡＤＲ認定調査士を対象とした裁判官による研修を
行いました。
２．今後の会員減少が考えられる中、土地家屋調査士を取り巻く経済環境も更に厳しくなってくることが考
えられますので、今年度は関係団体との関係強化を行いました。司法書士会、行政書士会と行っている無料
相談会の継続はもちろんですが、新たに不動産鑑定士協会会長を講師に招いての研修会を行うと共に次年度
は弁護士会との合同研修会を計画しています。
３．土地家屋調査士制度の広報と社会的責任として、空き家対策及び災害対策に関して栃木県及び各市町と
協議を始めました。今後は各支部とも調整をしながら協議を行います。
＊各部が行った事業の他に単年度事業として、会館再築に伴う敷地取得に関する事業及び将来の会員減少が
考えられる中、責任をもって事務局職員を雇用する為に、職員給与規定等の見直しを行いました。今後とも
基本方針に沿って事業を行い、土地家屋調査士制度の向上を図ると共に、無駄な経費の削減に努めていきま
す。

総務部 事業経過報告
【諸会議】
1 部会
平成28年5月23日

第１回総務部会を開催

平成28年9月15日

第２回総務部会を開催

平成29年1月11日

第３回総務部会を開催

2 職員給与規定等見直し検討委員会
①

平成28年 6月 9日

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

平成28年 6月17日
平成28年 8月 9日
平成28年 9月 9日
平成28年 9月23日
平成28年10月 7日
平成28年10月18日
平成28年11月 8日
平成28年11月18日
平成28年11月25日
平成28年11月25日
平成28年12月 7日
平成28年12月13日
平成29年 1月11日
平成29年 2月 8日

第１回委員会開催（東野、稲葉、山本、鈴木）
委員会構成：稲葉副会長（委員長）・山本総務部長・鈴木業務部長
第２回委員会開催（稲葉、山本、鈴木、星）
小野労務管理事務所打合せ（稲葉）
第３回委員会開催（稲葉、山本、鈴木）
常任理事会 経過報告
小野労務管理事務所打合せ（稲葉）
第４回委員会開催（稲葉、山本、鈴木）
第５回委員会開催（稲葉、山本、鈴木、事務局職員）
小野労務管理事務所打合せ（稲葉）
第６回委員会開催（稲葉、山本、鈴木、事務局職員）
常任理事会 経過報告
理事会経過報告
支部長会議経過報告
第７回委員会開催（稲葉、山本、鈴木、事務局職員）
小野労務管理事務所打合せ（稲葉）

⑯
⑰
⑱

平成29年 2月 9日 事務局との最終打合せ（稲葉、事務局職員）
平成29年 2月15日 常任理事会 最終報告
平成29年 2月23日 理事会承認
＜見直し規定内容＞
１，旅費規程
２，職員給与規程及び棒給表
３，職員退職金規程
４，職員就業規則
５，継続雇用規定の新設及び申請書の新設

【総務部分掌事業計画の執行】
1 法令・会則遵守の徹底
平成28年6月10日

事務所調査

平成29年2月

事務所調査（新入会員・事務所変更会員）
連合会会則変更等における会員への通知

2 支部の育成、強化
平成28年4月

支部総会へ役員の参加

3 主管規程等の検討、改正案の作成
4 調査士会規程の新設・改廃の検討及び規程集の改定
平成29年2月23日

旅費規程・職員給与規程・職員退職金規程・職員就業規則を改訂

5 事務のコンピューター化の啓発・推進
会員データベースの構築

6 関係官庁との連携協調
平成28年11月25日

法務局との打合せ会の開催

7 近隣会との連絡協調
平成28年7月10日～11日 関東ブロック協議会定時総会の対応
平成28年10月23日～24日 4県会議の対応

8 友好団体との連絡協調
平成28年12月7日

三団体合同幹部会の開催

9 非調査士の調査・排除対策及び調査士制度の啓発普及
平成28年11月

10
11
12
13
14
15
16

土地家屋調査士法の規定に違反する有無についての実態調査の実施

紛議調停等への対応
情報公開への対応
個人情報保護への対応
倫理規定の研究及び啓発
会員の業務紛争への対応
災害時における危機管理システムの研究及び構築
その他、他の部の所掌に属さない事項
平成28年4月22日

退任会長との意見交換会

【総括】
１．事務処理の効率化を考え、会員データベースの構築を行いました。
２．会議費の削減のため、会議の効率化を進め、会議数・時間の削減、会議資料の事前発信に努めました。
３．事務局職員に業務週報を提出してもらい、事務局執務業況を確認しています。
今後も会運営において、改善に進めていければと思います。

財務部 事業経過報告
【諸会議】
1 部会
平成28年6月14日

第１回財務部会を開催

平成28年9月15日

第２回財務部会を開催

平成29年2月9日

第３回財務部会を開催

2 会館再築検討委員会
平成28年6月17日

第１回委員会を開催

平成28年6月30日

宅建協会へ会館再築に関する協力依頼（東野・加藤）

平成28年8月18日

第２回委員会を開催

平成28年9月2日

会館再築に関する打合せ（加藤・橋本）

平成28年9月15日

第３回委員会を開催

平成28年9月28日

会館再築に関する打合せ（加藤・橋本・永島）

平成28年10月7日

第４回委員会を開催

平成28年10月14日

会館再築に関する打合せ（東野・加藤・橋本）

平成28年10月17日

会館再築に関する打合せ（東野・加藤・橋本・永島・高橋）

平成28年10月19日

会館再築に関する打合せ（東野・加藤・橋本）

平成28年10月20日

会館再築に関する打合せ（橋本）

平成28年10月24日

第５回委員会を開催

平成28年11月4日

会館再築に関する打合せ（加藤・橋本）

平成28年12月19日

会館再築に関する打合せ（橋本）

平成29年1月27日

会館再築に関する打合せ（加藤・橋本）

平成29年1月31日

宇都宮市役所西部区画整理事業課打合せ（橋本）

平成29年2月9日

会館再築に関する打合せ（加藤・橋本）

平成29年2月15日

清住物件売買契約・決済（東野・加藤・橋本・大関）

平成29年2月23日

宇都宮市区画整理個別説明会参加（桂林寺）（東野・加藤・橋本）

平成29年2月23日

第６回委員会を開催

平成29年3月6日

清住物件警備保障工事立ち会い（橋本）

平成29年3月22日

顧問馬上剛宇都宮市議へ区画整理に関する要望説明

【財務部分掌事業計画の執行】
1 入会金及び会費の徴収並びに予算の適正な管理
・ 平成28年４月１日

会員へ前期定額会費（前期４～９月分￥72,000）納入通知を発出

・ ４月中旬

連合会費（４～６月分）・関ブロ会費（１年分）を振り込み

・ ４月１９日

前年度期末決算監査

①財務監査

②業務監査

～出席：監事・正副会長・常任理事・財務部理事
監事から会長宛「監査報告書」が提出された
・ ４月２２日

理事会にて，前年度決算書承認・当年度予算（案）承認を得る

・ ４月末日

中退共からの「掛金納付状況票・退職金試算票（事業主用）」を確認
～職員退職金支給規程による試算額との差額を確認
次年度「職員退職金引当金」への計上額を試算

・ ５月２日

前期定額会費納入期限

・ ５月２６日

定時総会において，決算報告・監査報告，予算案を上程・承認

・ ５月～６月

各支部へ支部交付金＜前期分＞（￥2,000／会員１名＜含法人＞）を支出

・ ６月初旬

比例会費からＡＤＲ特別会計へ７５万円繰入処理

・ ７月１日

比例会費確定・納入通知を発出

・ ７月３１日

比例会費

・ ８月初旬

連合会費（７～９月分）を振り込み

納入期限

～滞納者数：５３名

～滞納者数：３３名

・ １０月３日

会員へ後期定額会費（後期１０～３月分￥72,000）納入通知を発出

・ １０月初旬

連合会費（１０～１２月分）を振り込み

・ １０月３１日

後期定額会費納入期限

・ １１月２５日

当年度中間決算監査

～滞納者数：４７名
①財務監査

②業務監査

～出席：監事・正副会長・常任理事・財務部理事
・ １１月下旬

各予算項目の執行率を確認

・ １２月～１月

各支部へ支部交付金＜後期分＞（￥2,000／会員１名＜含法人＞）を支出

・ 平成29年１月初旬

連合会費（１～３月分）を振り込み

・ １月３１日

年計表提出期限～比例会費算出根拠とする

・ ２月７日

各部から次年度予算案要求

・ ２月９日

財務部会にて財務部次年度予算案・本会次年度予算案を編成

・ ２月中旬～３月上旬

各予算項目の執行率確認・繰越金の見込額を推計

・ ３月９日

顧問税理士事務所と打合せ（橋本）

・ ３月中旬～下旬

比例会費から一般会計へ５００万円繰入処理
比例会費から災害対策基金へ３０万円繰入処理
連合会へ大規模災害対策寄付金として１５万円支出
比例会費から７０周年記念事業積立金へ２０万円繰入処理
各予算項目の執行率確認・繰越金の見込額を推計

・ ３月３１日

定額会費未納者０名・比例会費未納者１名（督促中）確定

＜会費滞納者への対応＞会費納入等取扱い規程第２条・第４条
・ 納入期限１ヵ月後
滞納会費の第１回催告状発出→徴収（滞納会費・催告手数料・延滞金）
・ 督促期間経過後
・ 納入期限６ヵ月経過後

未収→第２～ｎ回催告状発出→徴収（滞納会費・催告手数料・延滞金）
未収→聴聞手続き→徴収／滞納→みなし退会処分

2 支出入決議書の決済
本会事務局にて又はメール回覧により，会長・担当副会長・財務部長にて決済処理
各種証憑書類を調査

3 業務用統一用紙の頒布
用紙会計関係：会員への頒布
不要用紙を整理・棚卸し，不足用紙を補充，用紙の改廃新設を検討

4 参考図書の斡旋
実務に関して有益な各種図書が多数発行されていることから，引き続き図書の斡旋を行った。
①

日本加除出版からの図書案内斡旋

※斡旋手数料収入あり（雑収入）

②

新日本法規出版からの図書案内斡旋

※斡旋手数料収入あり（雑収入）

5 経理事務の改善
①

中長期財務計画シミュレーション策定，継続して毎年度修正を加える

②

顧問税務会計事務所との連携

③

職員給与等・就業規則関係の検討（総務部所管特別委員会に委ねた）

④

次年度予算案における公益法人会計に準拠した新財務諸表様式への対応検討

⑤

監査報告書の全面改訂検討（監事と協議）

⑥

本部役員日当等を銀行口座振込処理（次年度から）

6 土地家屋調査士国民年金基金の加入促進
栃木会

１５口

全

１６５口

国

３加入
４２加入

7 土地家屋調査士賠償責任保険の加入促進

その他

栃木会

個人会員１６５

全

個人会員３９６３＋単位会９１７２加入

国

０／全国

法人会員１

医療保険

栃木会

１６３

所得補償

栃木会２６／全国１３３６

加入

生活保障

栃木会２１／全国１３５６

測量機器

栃木会

６／全国

２８７

自動車

栃木会

０／全国

２１９

（以上平成２８年１月１日現在連合会資料から）

8 区画整理による会館再築等への対応
・ 定時総会において，①宇都宮市の査定を受けないこと，②Ａ：小幡地区内での土地買増し敷地選定交渉／
Ｂ:小幡地区外移転の場合の敷地選定交渉の二本立てについて執行部に一任すること の承認決議
・ 総会決議を受け，「会館再築検討委員会」を組成し，候補地を選定・検討・交渉
構成： 加藤副会長（委員長）・橋本財務部長（座長）・永島研修部長・高橋広報部長
・ 宇都宮市西部区画整理事業課から小幡清住土地区画整理事業に関する情報を収集
・ 検討委員会の諮問結果・理事会決議を受け，臨時総会での上程案を策定
・ 臨時総会において，清住物件購入案・公嘱協会との共同購入案を承認決議
・ 臨時総会決議を受け，清住物件を公嘱協会と共同購入（物件毎に単有）した。
※

清住１丁目
同上
同上

２８０７番土地
２８０７番建物
２８０６番２土地

調査士会が購入
調査士会が購入
公嘱協会が購入

売買金額： ¥9,744,800
売買金額： ¥13,380,800
売買金額： ¥3,374,400

・ 清住所有地を小幡所有地と合併換地の要望を宇都宮市へ提出・顧問宇都宮市議へ協力働きかけ
・ 清住物件（建物）の有効利用を検討
・ 小幡地区内での会館建設基本方針を検討
・ 臨時総会での会員要望への対応（公嘱協会と意見調整を図り，覚書取交し等申し合わせを行いたい）

【総括】
１．会費納入状況に関して，定額会費につき前後各期での納期限未納者は多数を占めたが，年度期末に於け
る滞納者は督促の結果ゼロとなった。比例会費は未だ１名滞納者がおり，継続して督促手続き中である。
２．懸案の会館再築等対応に関して，定時総会での執行部一任決議を戴き，「会館再築検討委員会」を財務
部所管で組成した。委員会では小幡地区内物件・小幡地区外物件・テナント物件につき相当数の候補地を選
定し検討を行った。臨時総会においては清住物件購入の承認を戴き，同物件を購入するに到った。この結
果，区画整理事業での合併換地要望により，減歩後においても現状規模以上の敷地を確保しうる見通しが
立った。次年度には宇都宮市の換地計画を注視・情報収集しつつ新館建築計画に向けて「会館建設準備委員
会（仮称）」を組成するなど検討を進め，併せて建設資金確保に向けた財務体制を構築していきたい。な
お，購入した清住住宅については，解体までの有効利用検討に着手し次年度に取り纏めたい。
３．経理事務改善の一環として，現在役員へ支出している日当・交通費の手渡しを改め，次年度からは銀行
口座振り込みとすることとした。
４．監事との協議により，監査報告書の様式改訂を行い，より充実した監査結果報告に資するものとした。
５．財務部長発案により「中長期財務計画シミュレーション」を試行的に策定した。今後の会員数増減傾向
を把握しつつ，財務部の継続課題として同シミュレーションを策定していくものとし，本会運営の指針策定
に利活用できるようにしていきたい。

業務部 事業経過報告
【諸会議】
1 部会
平成28年6月2日

第１回業務部会を開催

平成28年7月5日

第２回業務部会を開催

平成28年7月14日

第３回業務部会を開催

平成28年7月21日

第４回業務部会を開催

平成28年9月14日

第５回業務部会を開催

平成29年2月1日

第６回業務部会を開催

2 境界鑑定委員会
平成28年6月3日

第１回委員会を開催(鑑定人養成講座(初級編)開催要領の協議)

平成28年10月12日

第２回委員会を開催(鑑定人養成講座(初級編)の総括，鑑定人名簿更新の検討）

平成28年12月20日

第３回委員会を開催(次年度事業計画及び鑑定人名簿更新の件)

平成29年2月7日

第４回委員会を開催(地租改正編纂事業の件(委員会として返上の結論))

3 境界問題連絡協議会運営委員会
平成28年6月2日
平成28年9月14日

第１回協議会運営委員会を開催(開催要領・日時場所の協議)
第２回協議会運営委員会を開催(進行確認，法務局依頼，行政への意見募集，パネ
リスト人選協議)

平成28年10月18日

第３回協議会運営委員会を開催(会場設営，進行の確認，議長・パネリスト打合せ)

4 業務・苦情処理委員会
役員改選年度開催につき本年度委員会開催は無し。

【業務部分掌事業計画の執行】
1 会員の業務の指導及び連絡に関する事項
後退用地等寄附申請業務処理に関する覚書きの締結（東野・稲葉・加藤）
･ 平成28年4月27日
後退用地等寄附申請業務処理に関する覚書きの通知
･ 平成28年4月28日
後退用地等寄附申請業務処理に関する話し合い（宇都宮市，東野・加藤・橋本）
･ 平成28年5月6日
後退用地等寄附申請業務処理に関する覚書きの再締結（東野・加藤・橋本）
･ 平成28年5月23日
平成28年6月3日
後退用地等寄附申請業務処理に関する覚書きの一部変更通知
･
土地境界鑑定人養成講座・初級編の受講についての業務部からの通知
･ 平成28年6月6日
改定不動産調査報告書についての質問・意見の募集（お願い）
･ 平成28年6月7日
宇都宮地方法務局と打合わせにあたり「情報提供及び質問・要望等」の提供(お願
･ 平成28年6月17日
･
･
･
･

平成28年6月29日

い)
宇都宮地方法務局と打合わせ（東野・鈴木）

平成28年7月11日

宇都宮地方法務局不動産表示登記調査要領の一部を改正する訓令の通知

平成28年7月20日

規則93条不動産調査報告書(改訂版)作成ソフトに関する日調連回答の通知

平成28年7月22日

宇都宮地方法務局と打合わせ「改定不動産調査報告書記載例」の検討依頼，他（東
野・稲葉）

･ 平成28年8月9日

宇都宮地方法務局と打合わせ「質問・意見・要望等の提出，登記処理日数の短縮」
について要望（鈴木・杉山）

･ 平成28年8月22日

会員研修会での「質問・意見・要望」「登記処理日数短縮」「改定不動産調査報告
書」の経緯説明

･
･
･
･
･

平成28年9月6日

埼玉会業務研修会（東野・鈴木）

平成28年9月23日

改定不動産調査報告書に関する意見・質問等の募集

平成28年9月23日

宇都宮地方法務局オンライン申請アンケート募集の通知(法務局より依頼)

平成28年11月16日

H28年度関東ブロック協議会担当者会同（業務部：鈴木）

平成28年11月25日

宇都宮地方法務局と打合わせ「業務部事項：登記処理日数の短縮」について（東
野・加藤・稲葉・山本・橋本・鈴木・高橋・永島）

･ 平成28年12月15日

宇都宮地方法務局と打合わせ「質問・意見・要望及び街区基準点の使用」について
（稲葉・鈴木）

･ 平成29年1月31日

宇都宮地方法務局と打合わせ「質問・意見・要望，街区基準点の使用及び14条地
図」の件（稲葉・橋本・鈴木）

･
･
･
･

平成29年2月21日

宇都宮法務局への質問・意見・要望の最終協議事項提出

平成29年3月8日

宇都宮地方法務局と打合わせ「質問・意見・要望」の件（鈴木）

平成29年3月15日

宇都宮法務局への質問・意見・要望の回答

平成29年3月15日

宇都宮法務局への質問・意見・要望の回答の会員への通知及びＨＰへの掲載

2 境界についての確認，管理及び鑑定に関する調査及び研究に関する事項
･ 平成28年10月18日

宇都宮法務局との筆界調査委員に関する打合わせ（稲葉・鈴木）

他，境界鑑定委員会，境界問題連絡協議会に関する事項にて記録

･ 平成29年3月16日

日調連研究所研究報告会（杉山・手塚）

3 苦情・業務相談への対応
・ 平成28年10月3日 面談にて苦情相談（加藤・津田・角橋）
他，苦情相談5件，業務相談20件。(苦情処理委員が各事務所において電話対応)

4 筆界特定制度への対応及び研究
筆界調査委員を対象とした研修会の開催(とちぎ福祉プラザ第1研修室)
・ 平成29年2月1日
・ 法務局への筆界特定測量に係る業者推薦について。
・平成28年6月14日（大田原市）
・平成28年6月20日（宇都宮市）
・平成28年7月12日（栃木市）
・平成28年7月25日（宇都宮市）
・平成28年8月2日（宇都宮市）
・平成28年9月7日（鹿沼市）
・平成28年9月13日（佐野市）
・平成28年11月28日（大田原市）
・平成29年3月6日（小山市）
・平成29年3月17日（鹿沼市）

5 土地境界鑑定委員会に関する事項
･ 土地境界鑑定人養成講座初級編(4回目）の開催
・6月10日

受講対象会員へ開催案内通知

・7月 9日

講座開催第1日目

（土地制度，地租改正）

・7月20日

講座開催第2日目

（一般論，鑑定実務）

・7月30日

講座開催第3日目

（訴訟手続）

･ 平成28年10月6日 全会員へ地租改正に関する情報提供のお願い通知
･ 平成29年1月23日 土地境界鑑定等業務取扱会員登録名簿登録候補者宛登録申し込み案内通知
6 境界問題連絡協議会運営委員会に関する事項
第４回境界問題連絡協議会開催について
・8月 5日

日本大学大学院法務研究科へ講師派遣依頼通知

・9月15日

第4回境界問題連絡協議会開催通知（県内各行政，関ブロ各単位会宛）

・9月23日

宇都宮地方法務局と打ち合わせ「開催案内，パネリスト派遣依頼」について（杉山）

・9月28日
・10月6日

協議会開催会場打合せ（パルティ：星野）
パネルディスカッションへの参加依頼通知（佐野市道路河川課，ＡＤＲセンター長，名誉会長
宛）

・10月14日

法務局との打合せ（鈴木）

・10月14日

宇都宮市道路管理課との打合せ（東野・稲葉・鈴木）

・ 平成28年10月27日 第4回境界問題連絡協議会開催（パルティ：法務局・行政より94名参加）

【総括】
１.宇都宮地方法務局，日調連，関ブロ等からの通知は重要な情報を含んでいるため，会員への通知に遺漏
なきよう留意し，併せてＨＰに掲載した。次年度においても会員への通知について遺漏なきよう留意する必
要があると思われる。
２.会員からの「質問・意見・要望等」については業務に重大な影響がある為，宇都宮地方法務局と慎重な
打合わせを重ね，相互の意思疎通を図り，会員に対しての迅速な回答を目指したが，至らない部分があった
と思われる。次年度も継続的な取り組みが望まれる。
３.宇都宮地方法務局管内の登記処理日数の短縮については，一部で改善があったと思われるが，相当な処
理日数を要している支局もあるので，今後とも継続的な調査のうえ処理日数短縮の要望を行なう必要がある
と思われる。
４.境界鑑定委員会の活動は本年度「境界鑑定人養成講座初級編」を開催し成果を得たが，次年度に於いて
は中級編等の開催が望まれる。また，境界鑑定人名簿の更新については今後の検討課題とした。
５.地租改正編纂事業は境界鑑定委員会において行なう予定であったが，今後は別組織での事業の検討が必
要となる。
６.境界問題連絡協議会については，宇都宮地方法務局及び行政庁からの出席者が増加しているが，定着を
図るには今後も継続して開催する事と共に，パネラー等に行政庁からの出席者の増加が望まれる。今後，こ
の協議会での活動を通して行政庁での会員の業務の改善，効率化に寄与したい。
７.筆界特定制度への対応については，筆界調査委員の推薦，筆界特定測量に係る業者推薦と共に，筆界調
査委員の研修会の開催を継続する必要があると思われる。また，筆界特定測量の成果は筆界特定に重大な影
響がある為，成果を担保する意味からも，筆界特定測量受託希望者への研修も望まれる。

８.苦情処理・業務相談については，委員長を中心に各委員が献身的に対応しているが，過去には困難な事
例も見受けられた為，顧問弁護士の活用も考慮した。委員改選時の規則，マニュアル及び対応に関する研修
は今後も必要であると思われる。
９.改定不動産調査報告書については大きな混乱もなく移行できたと思われる。その他，会員の業務の改善
等につながる業務研修を実施できなかった事については，責任を感じており力不足であったと反省してい
る。

研修部 事業経過報告
【諸会議】
1 部会
平成28年6月2日

第１回研修部会を開催

平成28年9月14日

第２回研修部会を開催

平成29年2月1日

第３回研修部会を開催

2 関東ブロック研修委員会
平成28年7月22日

第１回委員会を開催

平成29年1月11日

第２回委員会を開催

3 研修事業事前打合せ
平成28年7月1日

伊矢野不動産鑑定士との打合せ（第１回会員研修会関連）

平成28年8月29日

山﨑司平弁護士との打合せ（第２回会員研修会関連）

【研修部分掌事業計画の執行】
1 土地家屋調査士業務に関する研修事業の企画・運営
①第１回会員研修会（福祉プラザ）
平成28年8月22日

１６６名参加（会員１４２名,補助者２２名,他会２名）

「土地の鑑定評価と不動産鑑定士からみた地積測量図」ほか
講師：(公社)栃木県不動産鑑定士協会会長

伊矢野忠寿先生

②関東ブロック新人研修会（幕張国際研修センター）
平成28年9月17～19日

栃木会より３名参加(総勢１６３名)

③オンライン申請サポート研修会
平成28年11月16日

３名参加

④第２回会員研修会・公開講座（パルティ）
平成28年12月1日

２０１名参加(会員１２５名,補助者８名,他会１０名,行政５８名)

「道路と通行に関するトラブル」・境界実務に関するパネルディスカッション
講師：日本土地家屋調査士会連合会顧問

弁護士山﨑司平先生

⑤栃木会新人研修会
平成29年3月16日

９名参加

同日

情報交換会23名参加(登録3年内新人17名,ほか会役員)

⑥ＡＤＲ特別研修実施協力と参加者への情報提供
平成29年2月3～5日

ＡＤＲ特別研修（基礎研修）

平成29年3月10～12日

ＡＤＲ特別研修（集合研修・総合講義）

平成29年3月25日

ＡＤＲ特別研修（考査）

2 研修事業の研究
①弁護士会との合同研修会開催に向けた打合せ
平成28年12月13日

第１回会合（基本計画の調整）

平成29年1月21日

第２回会合（実施案の策定）

②ＣＰＤ（調査士継続学習）ポイントのＨＰへの公開
③内部講師名簿のＨＰへの掲載
④研修情報の収集

平成28年7月30日

福島会会員研修会視察「調査士制度の将来」（会員証更新研修）

平成29年3月4日

福島会会員研修会視察「土地家屋調査士のための基準点測量」

⑤その他(他会研修会実施協力)
平成29年1月27日

新潟会会員研修会講師派遣（境界鑑定関連：永島）

平成29年2月14日

新潟会会員研修会講師派遣（筆界特定関連：臼井）

【総括】
１．土地家屋調査士業務に関する研修事業の企画・運営については、当初予定のとおり実施。今後も時代が
求める資格者であるための研修事業の策定を、各部と連携のうえ推進していきたいと考える。
２．研修事業の研究については、ＣＰＤポイント公開・内部講師名簿のＨＰへの掲載を実施。他会の研修事
業の視察、又他会研修事業への協力を行った。
３．現在、年度をまたぎ県弁護士会との合同研修会開催を企画調整中である。

広報部 事業経過報告
【諸会議】
1 部会
平成28年6月17日

第１回広報部会を開催

平成28年9月12日

第２回広報部会を開催

平成29年1月17日

第３回広報部会を開催

【広報部分掌事業計画の執行】
1 会報とちぎの編集及び発行
９月～１０月

会報とちぎ校正（在宅）

１０月１５日

会報とちぎの発行

2 一般向広報活動の推進（調査士制度ＰＲ）
４月１４日

白鷗大学土地家屋調査士講演事前打合せ

４月２５日

白鷗大学土地家屋調査士講演

１１月２０日

宇都宮マラソン大会参加

１月１日

下野新聞年賀名刺掲載

１月１９日

那須清峰高校出前授業事前打合せ

１月２３日

那須清峰高校出前授業

3 土地家屋調査士の日、啓発活動
６月

県内法務局へポスター掲示依頼

７月２４日

下野新聞広告掲載（土地家屋調査士の日全国一斉無料相談会）

７月３１日、８月１日

土地家屋調査士の日全国一斉無料相談会の開催（県内４支部）

4 表示登記無料相談会の開催
宇都宮二支部・鹿沼支部・日光支部・小山支部にて対応

5 会員の広告等の相談
6 日調連、関ブロ等広報活動への協力
7 法務局休日無料相談所開設への協力、相談員の派遣
１０月２日

全国一斉法務局休日相談所への相談員派遣（２名）

8 ホームページの管理
業者委託により管理

9 友好団体との広報活動に関する事項
６月３０日

第１回

８月

三士会無料相談会会場打合せ

９月３０日

第２回

三士会「法の日」無料相談会開催打合せ
三士会「法の日」無料相談会開催打合せ

１０月

下野新聞他広告、とちぎテレビ広告ＯＡ、各市町広報誌掲載（三士会相談会）

１１月３日

三士会「法の日」無料相談会開催（県内３会場）

１２月６日

第３回

三士会「法の日」無料相談会打合せ

引継ぎ

10 会員の福利厚生に関する事項
５月１７日

写真コンクール審査会

５月２６日

定時総会において写真展示

３月８日

栃木会主催ゴルフコンペの開催（都賀カンツリー倶楽部）

11 日本司法支援センター（法テラス）との連絡協調
12 販売促進
境界問題ゼロ宣言ピンバッチの購入
鹿児島会クリアファイルの購入

13 その他
平成２８年５月

法務通信「土地家屋調査士ひろば」執筆依頼対応

平成２９年１月

栃木県住宅課と空き家対策について打合せ

平成２９年１月

第２回空家住み替え部会

【総括】
１．出前授業に関して、白鷗大学で初めて講演をさせてもらった。また、那須清峰高校では２コマの時間を
いだたいて、外での測量作業を行うことが出来た。今後も学校側の要望を聞きながら、調査士制度のＰＲを
行って行きたい。
２．会報とちぎの寄稿文について、次回も全支部からの寄稿をお願いしたい。
３．各支部の相談会や三士会の相談会において、のぼり旗やパンフレットなど広報グッズが必要なときは事
前に連絡をもらえれば対応する。
４．三士会相談会では担当会であったが、例年通り滞りなく行うことが出来た。
５．新たな事業として、空き家対策や災害協定についての対応が必要となってくるが、直接的な業務受注の
他に、新たな広報活動の場としての対応もしていきたい。

境界問題解決センターとちぎ 事業経過報告
【諸会議】
1 運営委員会
平成28年6月9日

第１回運営委員会を開催

平成28年3月14日

第２回運営委員会を開催

2 小委員会
平成28年5月30日

第１回小委員会を開催

平成28年6月9日

第２回小委員会を開催

平成28年9月28日

第３回小委員会を開催

平成28年3月14日

第４回小委員会を開催

【センターとちぎ分掌事業計画の執行】
1 受付面談事件・相談事件・調停事件への対応
平成28年7月8日
事業実績：

事務局とセンターとちぎ事務分担打合せ
問い合わせ（電話含む）

４８件

受付面談事件受理

７件

相談事件受理

０件

調停事件受理

１件

調査測量鑑定事件受理

０件

2 法務大臣認証への対応
平成28年6月末日

法務省大臣官房司法法制部審査監督課へ定期事業報告

3 広報活動
平成28年7月26日

宇都宮地方裁判所へ所長赴任挨拶

東野、稲葉

4 受付面談員・相談員・調停員・事務局の新規募集
特に応募無し

5 研修会の開催
① 受付面談員・相談員・調停員・事務局への研修
平成28年4月22日

センタ－とちぎ主催研修会講師依頼（宇都宮地方裁判所）

平成28年7月5日

講師派遣依頼打合せ（宇都宮地方裁判所）

平成28年10月14日

センターとちぎ第１回研修会（福祉プラザ）

東野、稲葉

東野、稲葉

研修内容 「筆界確定訴訟と筆界特定制度の連携について」
講

②
③
6
7

師

宇都宮地方裁判所判事

茂木典子 先生

ADR認定土地家屋調査士への代理業務活用支援研修
本会主催による会員研修会への企画・設営
弁護士会・法務局筆界特定室・法テラス等との連携
運営に関する研究
平成28年12月1日～2日

日調連主催ADR担当者会同

阿部

8 他会センターとの情報交換
平成28年11月17日

センターちば

平成28年11月26日

センターふくしま研修会参加

研修会参加

星
阿部・星

【総括】
１．例年通り運営委員会、小委員会を定時開催した。
２．電話による問い合わせは多数あるものの、受付面談、期日相談に発展するものは少なく、調停申し立て
は１件のみであった。申立事件は相手方の都合により合意成立までには至らなかった。

・ 発送文書 １６７件
・ 収受文書 ７１９件
（ＦＡＸ，Ｅメールは記録外）

