
【会務報告】

1 会員数 期　首 平成29年4月 1日現在 ２９１ 名（内，法人会員　主１・従２）

期　末 平成30年3月31日現在 ２８４ 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） 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 ３名（副会長１名・部長１名・次長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 ４名（副会長１名・部長１名・次長１名・理事１名）

（３） 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　以上６名（予備綱紀委員３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　以上１１名

（５） 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　以上１８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）　以上５名

（７） 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４名

　以上　７名

（８） 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（内，総務部長は運営委員兼務）　以上１９名

（９） 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　以上６名

（10） 土地境界鑑定委員会（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　以上７名

（11） 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） 会館再築委員会（会則第54条・平成29年度会長特命：財務部所管）

　委員長１名，委員４名　以上５名

（13） 調査士制度７０周年記念事業常任委員会（業務部所管）

　委員長１名，副委員長１名，委員２名　以上４名

（14） 事務局（会則第57条）

（15） 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（宇都宮市）

　会員データベース構築：株式会社タビトジャパン（佐野市）

3 総会関係

総会会場打合せ（ホテル東日本宇都宮）

役員選考委員会

定時総会議長打合せ

第６９回定時総会（ホテル東日本宇都宮）

　平成２９年度 会務・事業報告　

平成29年5月19日

平成29年4月12日

平成29年5月10日

平成29年5月17日



4 理事会・監事会

第１回理事会 第５回理事会

第２回理事会、第１回監事会 第６回理事会

第３回理事会

第４回理事会

5 監査会

平成28年度期末監査会

平成29年度中間監査会

6 常任理事会

第１回常任理事会 第７回常任理事会

第２回常任理事会 第８回常任理事会

第３回常任理事会 第９回常任理事会

第４回常任理事会 第１０回常任理事会

第５回常任理事会 第１１回常任理事会

第６回常任理事会

7 正副会長会議等

新年挨拶往訪

8 支部長会議関係

第１回支部長会議

第２回支部長会議

第１回支部長会議運営委員会

第３回支部長会議

第２回支部長会議運営委員会

第４回支部長会議

9 綱紀委員会

第１回綱紀委員会及び研修会

第２回綱紀委員会

第３回綱紀委員会

第４回綱紀委員会

綱紀案件に関する事情聴取（東野・杉山・橋本・小町・佐々木）

綱紀委員事件報告打合せ（東野・橋本・小町）

10 注意勧告理事会

第１回注意勧告理事会

第２回注意勧告理事会

11 会員への苦情処理・調査・指導等

苦情に関する事情聴取（東野・杉山・橋本・小町・佐々木）

会員事務所実態調査（鹿沼支部）（増渕・佐野）

会員事務所実態調査（塩那支部）（増渕・山﨑）

会員事務所実態調査（足利支部）（木村・中島）

会員事務所実態調査（宇都宮南支部）（増渕・渡邉・橋本）

会員事務所実態調査（栃木支部）（永島・青木）

12 紛議調停委員会・苦情処理委員会

第１回紛議調停委員会・苦情処理委員会

13

伝達式（齋藤純会員）（東野）

伝達式（河合史郎会員）（東野）

伝達式（清水理会員）（東野）

平成30年1月23日

平成29年6月7日

平成29年11月18日

平成29年11月27日

平成29年11月28日

平成29年11月22日

平成29年9月12日

平成30年1月5日

新入会員伝達式等

平成29年4月26日

平成29年6月30日

平成29年9月28日

平成29年7月19日

平成29年9月12日

平成29年4月20日

平成29年10月26日

平成29年8月17日

平成30年1月24日

平成30年3月2日

平成30年1月26日

平成29年9月13日

平成29年10月4日

平成29年6月17日

平成29年4月17日 平成29年12月4日

平成29年4月13日

平成29年4月13日 平成29年10月26日

平成29年5月31日

平成29年6月28日

平成29年9月27日

平成29年5月17日

平成29年5月31日

平成29年6月14日

平成29年7月19日

平成30年2月23日

平成29年11月2日

平成29年11月22日

平成29年12月4日

平成30年2月14日

平成29年11月15日

   　  〃

平成29年11月22日

平成29年12月4日

平成29年10月26日



伝達式(下山智昭会員、長真次郎会員)(東野）

14

新役員研修会（コンセーレ）

栃木県弁護士会とのコラボレーション研修会（東武ホテルグランデ）

第１回会員研修会

第１回ＡＤＲセンター研修会（パルティ）

オンライン申請サポート研修会

第２回ＡＤＲセンター研修会（パルティ）

第２回会員研修会・公開講座（護国会館）

第１３回土地家屋調査士特別研修（基礎研修）

栃木会新人研修会

第１３回土地家屋調査士特別研修（集合研修・総合講義）

第１３回土地家屋調査士特別研修（考査）

15

小山支部総会来賓出席（稲葉）

足利支部総会来賓出席（加藤）

佐野支部総会来賓出席（稲葉）

北那須支部総会来賓出席（東野）

宇都宮二支部総会来賓出席（東野）

日光支部総会来賓出席（東野）

芳賀支部との意見交換会（暖や）（東野）

16 連合会事業等

岡田日調連会長候補及び加賀谷氏副会長候補との顔合わせ打合せ会

連合会定時総会(東京ドームホテル)（東野・橋本・杉山・永島・小町）

全国一斉不動産登記無料相談会（栃木支局）

全国一斉不動産登記無料相談会（那須塩原市いきいきふれあいセンター）

全国一斉不動産登記無料相談会（真岡支局、日光市市民活動支援センター）

全国会長会議（東野）

連合会新年賀詞交歓会（東京ドームホテル）（東野）

全国会長会議（東京ドームホテル）（東野）

日調連web会議（カルテMap説明）（橋本・永島・大野）

17 ブロック協議会事業等

関東ブロック協議会正副会長会議（東京：東野）

関東ブロック協議会会長会議（東京：東野）

東北ブロック協議会へ國吉会長候補者と訪問（東野）

関東ブロック協議会監査会（東野）

東京会会長候補者小沢宏氏総決起大会（東野）

関東ブロック協議会新旧会長会議（東京：東野）

九州ブロック協議会定時総会（鹿児島）（東野）

中部ブロック協議会へ訪問（東野）

神奈川会へ訪問（東野）

九州ブロック協議会定時総会（鹿児島）（東野）

東北ブロック協議会定時総会（宮城）（東野）

四国ブロック協議会定時総会（香川）（東野）

〃 大阪会へ訪問（東野）

埼玉会役員会へ訪問（東野）

関東ブロック協議会会長会議（東京：東野）

平成30年1月17日/18日

平成29年12月12日

平成30年3月31日

支部総会等

平成29年4月12日

平成29年4月19日

平成29年4月21日

平成29年4月26日

平成29年12月1日

平成29年4月21日

   　  〃

平成29年9月14日

平成29年5月31日

平成29年7月28日

平成29年9月5日

平成29年6月12日

平成29年6月20日/21日

平成30年2月16日

平成30年3月16日～18日

会員研修会等

平成29年6月2日

平成29年6月8日

平成29年6月10日

平成29年11月17日

平成29年10月24日/25日

平成30年3月29日

平成30年1月17日

平成29年6月21日

平成29年7月29日

平成29年6月3日/4日

平成29年6月3日/4日

平成30年2月22日

平成29年5月17日

平成29年7月28日

平成29年6月5日

平成29年6月9日

平成29年7月31日

平成29年4月12日

　　　　〃

平成29年4月19日

平成29年5月8日

平成29年5月15日

平成29年11月16日

平成30年2月9日～11日



中部ブロック協議会定時総会（東京第一ホテル錦）（東野）

関東ブロック協議会研修委員会（東京会）（東野・迫田）

関東ブロック協議会正副会長会議（東野）

関東ブロック協議会新人研修会(幕張国際研修センター)（東野・迫田）

四県連絡協議会（草津温泉ホテル一井）

関東ブロック協議会ゴルフ大会（静岡：東野・杉山・加藤・塚原）

関東ブロック研修委員会（東野・迫田）

関東ブロック協議会中間監査（東京：東野）

〃 関東ブロック協議会正副会長会議（東京：東野）

関東ブロック協議会会長会議（東京：東野・加賀谷）

18 近隣会総会・祝賀会・研修会等

千葉会定時総会来賓出席(京成ホテルミラマーレ)(東野)

埼玉会定時総会来賓出席(清水園)(東野）

茨城会定時総会来賓出席(ホテルレイクビュー水戸)(東野）

群馬会定時総会来賓出席(群馬ロイヤルホテル)(東野）

長野会定時総会来賓出席(立山プリンスホテル)(東野）

神奈川会定時総会来賓出席(ロイヤルホールヨコハマ)(東野）

東京会定時総会来賓出席(東天紅)(東野）

福島会会員研修会(郡山ユラックス)（蘓原・迫田）

綱紀委員研修会(東京会)(東野・小町)

「所有者不明土地」の問題構造と政策課題研修会（日本財団ビル）（橋本・迫田）

森田重之氏(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)

鈴木康夫氏（行政書士会）黄綬褒章受章祝賀会（ホテル東日本宇都宮）（橋本）

福島会第１回ＡＤＲ調停員養成セミナー(星)

境界問題相談センター埼玉法務大臣指定10周年記念式典（清水園）（東野）

東京会新春交礼会（東京ドームホテル）（東野）

神奈川会新春賀詞交歓会（メルパルク横浜）（東野）

福島会第２回ＡＤＲ調停員養成セミナー(星)

佐藤忠治氏（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）

上原兼雄氏（長野会）黄綬褒章受章祝賀会（ホテルメトロポリタン長野）（東野）

19 友好団体・関係機関等との連絡協調・連携

栃木県弁護士会新役員就任披露パーティ出席(東武ホテルグランデ)(永島)

栃木県司法書士会総会来賓出席(護国会館)(東野）

栃木県宅建協会総会来賓出席(ホテル東日本宇都宮)(橋本）

栃木県不動産鑑定士協会総会来賓出席(ホテル東日本宇都宮)(杉山）

栃木県建築士会総会来賓出席(ホテルニューイタヤ)(杉山）

三団体(公嘱協会・政治連盟)合同幹部会

宇都宮地方裁判所長へＡＤＲセンター研修会講師依頼及び挨拶(東野・稲葉)

船田元衆議院議員を励ます会（宇都宮グランドホテル）（東野）

三士会法の日無料相談会打合せ（東野・杉山・池田）

加賀谷朋彦日調連副会長会務報告及び意見交換会

小林幹夫県議会議員就任を祝う会（宇都宮グランドホテル）（永島）

平成29年4月21日

平成30年1月31日

平成29年9月16日

平成30年3月18日

平成29年11月14日

平成29年10月28日

平成29年5月25日

平成29年5月26日

平成29年5月30日

　　　 〃

平成30年1月16日

平成30年3月11日

平成29年5月18日

平成29年5月24日

平成29年5月30日

平成29年5月20日

平成29年6月28日

平成29年6月30日

平成29年7月3日

平成29年7月19日

平成29年7月29日

平成29年8月28日

平成29年5月20日

平成30年2月4日

平成29年5月28日

平成29年5月26日

平成29年6月7日

平成29年7月29日

平成29年11月8日

平成29年11月30日

平成29年12月6日

       〃

平成30年1月18日

平成29年5月16日

平成29年9月7日

平成29年9月22日～24日

平成29年10月15日/16日

平成29年7月25日

平成29年7月7日

平成29年10月22日/23日

関東ブロック協議会定時総会（軽井沢プリンスホテル）
（東野・杉山・橋本・永島・大野・永岡・迫田・池田・加賀谷）

関東ブロック協議会 総務・財務・業務・広報・ADR担当者会同
（永島・橋本・大野・永岡・池田・星）

平成29年8月28日

平成29年7月9日/10日

高橋克法参議院議員 議員生活20周年を祝う会
(宇都宮グランドホテル)(東野・橋本)



（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）

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・橋本）　　

LRT早期着工を目指す市民大会（県総合文化センター）（東野・橋本）

木村好文県議会議員自民党県連幹事長就任パーティ(宇都宮グランドホテル)(東野)

三士会法の日無料相談会打合せ（東野・杉山・池田）

茂木敏充氏（会顧問）出陣式（東野）

   　　〃 船田元氏（会顧問）出陣式（東野・橋本）

船田元氏（会顧問）選挙事務所緊急集会（橋本）

船田元氏（会顧問）選挙事務所往訪（橋本）

宅建取引業協会創立50周年記念式典及び祝賀会

三士会法の日無料相談会(ベルモール宇都宮・イオン栃木店・大田原市総合文化会館)

馬上剛宇都宮市議会議員市政報告会（ホテルニューイタヤ）（東野・橋本）

宇都宮マラソン大会参加

三団体（公嘱協会・政治連盟）合同幹部会

三士会法の日無料相談会反省会（和食了寛）（東野・杉田・池田）

宇都宮地方裁判所長へ挨拶(東野・稲葉)

公嘱協会と14条打合せ（東野・橋本）

建築士会新年会（ホテルニューイタヤ）（杉山）

中島宏県議会議員「新春懇談会」（宇都宮グランドホテル）（東野・橋本）

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・橋本）

行政書士会　新春交流会（ホテル東日本宇都宮）（東野）

退任会長との意見交換会

福田富一知事 新春の集い（二荒山会館）（東野）

20 法務局との連絡協調

宇都宮局着任挨拶来訪（東野・加藤）

法務局へ調査報告書及び勧告書持参（東野）

法務局との新役員顔合わせ（東野・橋本・杉山・永島・大野・永岡・迫田・池田）

法務局首席登記官へ挨拶（金田・布施）

法務局とADRセンター長との顔合わせ（東野・稲葉）

研修会打合せ会議（杉山・永岡）

打合せ会議（東野・橋本）

打合せ会議（橋本）

境界問題連絡協議会パネリスト派遣願い伺い（山本・永岡）

法務局との非調査士調査打合せ（永島）

筆界調査委員推薦打合せ（杉山・永岡）

法務局・司法書士会との三者協議についての打合せ（東野、杉山）

全国一斉!!法務局休日無料相談所相談員派遣（本局：大関・阿部）

非調査士実態調査（栃木支局）

非調査士実態調査（小山出張所）

非調査士実態調査（足利支局）

非調査士実態調査（真岡支局）

非調査士実態調査（本局・日光支局）

打合せ会議(東野・杉山・橋本・大野・永岡・迫田・池田)

非調査士実態調査（大田原支局）

法務省土地家屋調査士試験合格証授与式（杉山）

筆界調査委員及び特定測量受託者説明会（パルティ）

平成29年4月26日

平成30年1月17日

平成30年2月10日

平成29年7月11日

平成29年7月3日

平成29年11月19日

平成29年12月7日

平成29年4月3日

平成30年2月16日

平成29年12月4日

平成30年1月5日

平成30年3月2日

平成29年8月27日

平成29年8月25日

平成29年9月12日

平成29年9月25日

平成29年10月1日

平成29年10月26日

平成29年11月8日

平成29年11月9日

平成29年11月15日

平成29年11月20日

平成29年11月21日

平成29年11月11日

平成30年1月20日

平成29年8月24日

平成29年7月19日

平成29年9月2日

平成29年10月27日

平成29年11月3日

平成29年8月30日

法務局・司法書士会・土地家屋調査士会の三者協議会
（東野・杉山・橋本・永岡・迫田）

平成29年10月23日

平成29年9月5日

平成29年9月25日

平成29年10月10日

平成29年10月18日

平成29年11月22日

平成29年12月25日

平成29年6月7日

平成29年6月30日

　　　〃

　　　　〃

平成30年3月16日

平成30年1月12日

平成30年1月18日



法務局筆界特定室とADRセンターとの連携についての打合せ(稲葉・星・杉山・永岡)

筆界特定室とADRセンターとの連携に関する打合せ（杉山・永岡・稲葉・星）

筆界特定室とADRセンターとの合同相談会（稲葉・星・永岡）

宇都宮法務局長退任挨拶来訪（東野・杉山 ）

21 関係自治体等との連絡協調

宇都宮市市街地整備課との打合せ（東野）

栃木県住生活支援協議会総会（栃木県庁）（東野・稲葉）

宇都宮市役所税務課へ公開講座パネラー打診（迫田・小町）

〃 栃木県住生活支援協議会 第1回空き家住み替え部会（東野・池田）

境界問題連絡協議会（パルティ）

栃木県住生活支援協議会全体会議（池田・川田）

公開講座開催案内及びパネラー事前打合せのお願い（橋本）

〃 壬生町空家対策協議会委員会の構成員との打合せ（池田）

開発許可基準の変更に関する説明（宇都宮市役所都市生活課）（東野）

宇都宮市長表敬訪問（東野・杉山）

壬生町空家等対策協議会（池田）

栃木県住生活支援協議会空き家住替部会（栃木県庁）（杉山）

22 その他事業

なし

・ 発送文書　　２１３件

・ 収受文書　　８０４件

（ＦＡＸ，Ｅメールは記録外）

【事業計画に基づく業務報告】

1

2

3

第２回会員研修会兼公開講座パネルディスカッション打合せ
（加賀谷・東野・橋本・迫田）

平成29年11月21日

平成29年12月13日

平成30年3月15日

平成30年2月27日

平成30年3月15日

平成30年3月28日

平成29年5月17日

平成29年11月4日

平成29年5月16日

【総括】

１　本年度は、平成２９年５月１９日定時総会において役員改選が行われた為、同年５月３１日最初の理事
会で「連合会元会長　西本孔昭様」を講師に招いて「土地家屋調査士会役員の心構えについて」の研修を行
いました。通常の会員研修会、新人研修会、ＡＤＲ研修会等を行う前に本会役員としての研修会を行う事に
よって、その後の研修会内容や運営方法に生かすようにしました。

２　厳しい経済情勢の中、日本人の人口減少が進んでいますが、栃木会としても平成２９年度（平成３０年
３月３１日現在）は、入会者７名、退会者１４名で全会員２８１名（法人会員は含まない）という状況で
す。ここ４、５年は大きな会員数の増減は有りませんでしたが、今年の会員減少は単年度だけでは無く、今
後も続いていく問題です。将来に向かって本会の目的である「会員の指導及び連絡に関する事務」を支障な
く行えるように本年度は検討してきました。来年以降、検討結果を反映出来るように次年度の事業計画等を
作成しました。

平成29年11月7日

平成29年11月13日

平成29年9月26日

平成29年10月17日

平成29年11月29日

国民の信頼に応える土地家屋調査士制度の使命遂行

社会情勢の変化に伴う組織対応　

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　

平成29年5月2日

　　　　〃

宇都宮市建築指導課との後退用地に関する覚書取り交わしの打合せ（東野）

境界問題連絡協議会運営委員会及びパネリスト打合せ

平成29年11月2日

　基本方針総括　



【諸会議】
1 部会

第１回総務部会を開催

第２回総務部会を開催

第３回総務部会を開催

第４回総務部会を開催

【総務部分掌事業計画の執行】
1 法令・会則遵守の徹底

平成29年11月 事務所調査（新入会員・事務所変更・会長委託）10件

2 支部の育成、強化
平成29年4月 支部総会へ役員の参加

平成29年11月 支部意見交換会への会長の参加

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

清住住宅利用基本要綱の制定

名誉会長・顧問等に関する取扱基準の制定

紛議の調停に関する規則（会則該当条文変更による修正）

文書の整理及び保管に関する規程の改定

表彰規程の改定

清住住宅利用基本要綱の改定

5 事務のコンピューター化の啓発・推進      
事務局保管文書の整理（会長・担当副会長・総務部）

ほか 保管文書の電子化（スキャン）作業準備

会議資料のペーパレス化の推進

会員データベースの管理

6 関係官庁との連携協調
法務局との打合せ会の開催

7 近隣会との連絡協調
平成29年7月9日～10日 関東ブロック協議会定時総会の対応

平成29年10月15日～16日 4県会議への対応

関東ブロック協議会担当者会同への参加対応

8 友好団体との連絡協調
三団体合同幹部会の開催

公嘱協会との覚書の締結

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29年11月

10 紛議調停等への対応

11 情報公開への対応

12 個人情報保護への対応

13 倫理規定の研究及び啓発

14 会員の業務紛争への対応

会員サポートシステムの案内

15 災害時における危機管理システムの研究及び構築

関東ブロック協議会災害時協定書の締結

16 その他、他の部の所掌に属さない事項

退任会長との意見交換会

ほか 各種会議日程及び議案の調整 支部長会議運営委員会への対応

３　平成２９年５月１６日栃木県住生活支援協議会総会において、栃木県土地家屋調査士会も正式に会員に
なりました。この協議会には県内の各市町担当者も参加していますので、協議会を通して土地家屋調査士制
度や資格者として貢献できる事などを説明しています。又、平成２９年度からは各市町においても「空き家
対策協議会」を設置するようになってきていますので、資格者として協力できる事をアピールすると共に協
力依頼が有った場合には、対応できるようにしました。

平成29年6月6日

平成29年9月4日

　総務部 事業経過報告　

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（管内全局）
会員１３４名参加

平成29年6月7日

平成30年2月27日

平成30年1月6日

平成29年3月2日

平成29年11月14日

平成30年1月24日

平成29年6月28日

平成30年2月23日

平成30年2月23日

平成30年2月23日

平成29年10月7日

平成29年11月21日

平成29年11月8日

平成29年4月17日

平成29年5月16日



法務局、他団体への名簿配布 定時総会開催対応

退任役員への感謝状贈呈 新規顧問就任依頼への対応

リーガルガーデンの利用推進 連合会・他会各種アンケート協力

ブロック協議会WEB会議対応 ブロック協議会ゴルフ大会協力

ウイルス対策（UTM装置）の管理 役員名刺の作成

顧問弁護士との相談対応 顧問社会保険労務士との相談対応

調査士手帳関連（来期より希望者のみ有料配布）

会館・事務局関連 事務局打合せの実施（随時） 会館備品の購入・修繕

就業環境の整備についての対応 清住住宅設備の管理・修繕

出入業者への対応、契約の見直し

【総括】

【諸会議】
1 部会

第１回財務部会を開催

第２回財務部会を開催

第３回財務部会を開催

2 会館再築委員会

第１回委員会を開催（正副委員長を互選）

【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29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

・ 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

・ 理事会にて，前年度決算書承認・当年度予算（案）承認を得る

８．事務局と随時打合せ会を実施のうえ、事務局での事務処理と各部の事業執行の円滑化に努めておりま
す。清住住宅を含め会館の備品等の整備、修繕と併せ各種契約の見直しを進め経費の削減に努めて参りたい
と考えております。

４月１９日

平成29年6月6日

平成29年9月4日

平成30年2月7日

４月２２日

平成29年10月26日

　財務部 事業経過報告　

６．近隣会との連絡協調につきましては、例年関東ブロック協議会、同担当者会同、４県会議等におきまし
て意見の交換が行てわれております。各部同士での情報収集も可能な状態であり会運営の参考とさせ頂いて
おります。

７．三団体（本会・政治連盟・公嘱協会）合同幹部会を開催し、友好団体としての連絡協調を図り意見交換
を実施しております。公嘱協会との関係におきましては会館再築に向けた覚書を締結するに至っておりま
す。

１．事務所調査を例年通り実施致しました。業務の適性執行がなされる環境かどうかの確認を支部長と連携
のうえ実施しました。私たちの業務は広く市民に対して専門的なサービスを提供する使命があます。よって
その基盤となる事務所が適切に設置される必要がありますので今後も引き続き実施の予定です。

２．支部総会、支部会合において役員の派遣を推進しました。本会業務は発信文書、理事・支部長を通じて
随時報告がなされているものと思われますが、各支部の事情や意見を伺いながら今後の会運営の参考にさせ
て頂ければと考えております。

３．諸規定の改定については、今後も必要に応じ随時行うこととしております。現在の会事情にそぐわなく
なった規程もみられます。改定にあたっては、ブロック協議会内の各単会での情報収集や意見をききながら
慎重に進めていきます。

４．会事務局保管文書の整理を進めております。保管期限の経過した文書は廃棄し保管文書はデータ（ＰＤ
Ｆ）化のうえ保管の方針といたしました。又、諸会議文書につきましても紙での配布を極力省きペーパレス
化、経費の削減に努めていく方針とし実施中です。

５．法務局ほか各官庁との連携協調につきましては、日常の調査士業務、又会においての事業の執行におい
ても重要であると考えますが、対応が不十分であった部分もありました。今後は各官庁とは相互の意思疎通
が円滑に運べるよう各部とも連携しながら推進したいと考えております。



・ 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

・ 前期定額会費納入期限

・ ５月１９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

・ 比例会費確定・納入通知を発出

・ 比例会費　納入期限　

・ ８月初旬 連合会費（７～９月分）を振り込み

１０月1日より 本部役員手当・日当・交通費を毎月銀行口座振り込みとした。

・ 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

・ 後期定額会費納入期限　

・ 当年度中間決算監査　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

・ 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

・ １月初旬 連合会費（１～３月分）を振り込み

・ 年計表提出期限～比例会費算出根拠とする

・ 各部から次年度予算案要求

・ 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

・ 各予算項目の執行率確認・繰越金の見込額を推計

・ 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２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

・ 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）

・ 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こととした

② 顧問税務会計事務所との連携

③ 本年度決算書における公益法人会計に準拠した新財務諸表様式へ変更

④ 平成29年10月より本部役員日当等を源泉処理して銀行口座振込とした

⑤ 平成30年1月より本部委員日当等を源泉処理して銀行口座振込とした

２月１日

１月３１日

３月中旬～下旬

平成30年１月より

７月１日

５月２日

４月末日

７月３１日

納入期限６ヵ月経過後

１０月３１日

１１月２２日

本部委員及び支部長会議における支部長の手当・日当・交通費を毎月銀行口座振
り込みとした。

２月７日

２月中旬～３月上旬

納入期限１ヵ月後

督促期間経過後



6 土地家屋調査士国民年金基金の加入促進

栃木会 １５口　３加入

全　国 １４２口　３５加入

7 土地家屋調査士賠償責任保険の加入促進
栃木会 直接加入１６９／会加入０

全　国 直接加入３９３７／会加入９１８３

その他 医療保険 栃木会　０／全国　１３５

所得補償 栃木会２４／全国１２９３

生活保障 栃木会１９／全国１３０５

測量機器 栃木会　８／全国　２９７

自動車 栃木会　０／全国　２０６ （以上平成２９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

・ 理事会にて会館再築委員会及び要綱承認

第１回委員会を開催

区画整理事業に関する宇都宮市個別説明会の開催

理事会にて公嘱協会からオブザーバー参加要請承認

合同幹部会にて会館再築について意見交換

区画整理進捗状況の情報収集（大野）

・ 区画整理課仮換地案

・ 調査士会 21街区17画地（読取値；間口約18.9ｍ×奥行約19.3ｍ）

⇒364.55㎡（110.27坪）

公嘱協会 21街区16画地（読取値；間口約2.1ｍ×奥行約19.3ｍ）

⇒40.92㎡（12.37坪）

総合計 405.47㎡（122.65坪）

平均減歩率：5.8％（当初予定15～20％　馬上市議からの事前情報）

9 比例会費の検討
・

10 近隣会との連絡協調
・ 群馬県草津において四県会議財務担当者会同を開催

・ 連合会において、関ブロ財務担当者会同開催

【総括】

平成29年9月27日

平成29年10月26日

平成29年11月24日

平成29年12月4日

平成29年12月4日

平成30年1月24日

平成29年9月27日 会長の指示により比例会費に関する情報収集を行うこととした。

平成29年10月15日～16日

平成29年11月8日

１．会費納入状況に関して，定額会費につき年度期末に於ける滞納者は２名（決算監査時点で０名）であっ
た。比例会費は１名滞納者がおり，継続して督促手続き中である。

２．会館再築等に関して，第4回理事会（平成29年9月27日開催）において、会館再築委員会要綱及び会館再
築委員会の設立が承認され、同委員会を財務部所管で組成することとなった。区画整理事業課の住民説明会
で仮換地案が提示されたが、区画変更は軽微なものと思われるものの、仮換地画定までは半年から1年の期
間を要すると考えられる。そこで会館の規模等について検討に着手した。なお、引き続き当会顧問馬上市議
から周辺土地を含む仮換地に関する情報、及び会館及び清住住宅の解体時期についての情報収集に努め、友
好団体との意見の調整を行いながら、本会としての要望事項を纏めたい。

３．経理事務改善の一環として，本部役員、本部各種委員及び支部長会議における支部長へ支出している手
当・日当・交通費の手渡しを改め，本年度からは銀行口座振り込みとすることとした。

４．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行きたい。

６．比例会費については、関ブロ及び四県会議における財務担当者会同等を通して、本会顧問弁護士の意見
を参考としながら、各単位会の動向を見極め、情報収集に努めた。



【諸会議】
1 部会

第１回業務部会を開催

第２回業務部会を開催

第３回業務部会を開催

第４回業務部会を開催

2 土地境界鑑定委員会

3 境界問題連絡協議会運営委員会

4 業務・苦情処理委員会

5

【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

･

･

･

･

･

･

発出文書
･

･

･

･ 「法定相続情報証明制度」の創設について（参考送付）

･ 地籍調査作業規程準則第38条の規定に基づく基準点等の取扱について（連絡）

･ 第20回弁護士業務改革シンポジウムの開催について（参考送付）

･

･

･

･

･

　業務部 事業経過報告　

平成29年6月12日

平成29年8月24日

平成29年10月20日

平成30年1月19日

平成29年6月14日

平成29年10月19日

平成30年1月19日

平成30年2月22日

平成29年8月8日

平成29年12月19日

平成30年3月7日

平成29年7月3日

平成29年9月12日

平成29年10月16日

平成30年2月27日

平成29年5月2日

平成29年6月26日

平成29年8月24日

土地家屋調査士法制度70周年記念事業常任委員会

平成29年10月26日 第1回委員会：委員長・副委員長の互選，記念事業基本方針の検討

第３回委員会を開催（説明会及び集合研修の検討）

平成29年11月8日

平成30年1月17日

平成29年4月3日

平成29年4月25日

平成29年4月25日

平成29年4月25日

第３回協議会運営委員会を開催（開催時期，会場，進行の確認）

第１回委員会を開催（委員の人選の協議）

平成29年7月12日 第２回委員会を開催（委員長・副委員長の互選，今年度の養成講座の検討）

第４回委員会を開催（評価方法の検討）

第５回委員会を開催（集合研修，次年度の鑑定講座の検討）

平成29年6月14日 第１回協議会運営委員会を開催（委員の人選）

第２回協議会運営委員会を開催（委員長・副委員長の互選，今年度の協議会内容
の検討）

第４回協議会運営委員会を開催（協議会最終確認，議長・パネリスト打合せ）

平成29年6月7日 第１回苦情処理委員会を開催（委員長・副委員長の互選，相談順番表の調整）

平成29年11月8日 第2回委員会：記念事業の内容の検討

第3回委員会：記念事業の内容の検討

第4回委員会：記念事業の内容の検討

法務局筆界特定室との研修会(9/5)についての打合せ

法務局筆界特定室との筆界調査委員の推薦についての打合せ

四県連絡協議会

第１回筆界特定とＡＤＲの連携に関する協議会（連携強化についての協議）

第２回筆界特定とＡＤＲの連携に関する協議会（合同相談会開催の検討）

「法定相続情報証明制度に関するＱ＆Ａ（暫定版）」の送付について

不動産登記規則第93条不動産調査報告書作成ソフトのアップデート（2.4.1版）に
ついて（お知らせ）

関ブロ担当者会同

法務省不動産登記法第14条第1項地図作成等基準点測量作業規程の変更について
（お知らせ）

所有者不明土地を隣接地とする土地について分筆の登記等を可能とするための筆
界特定手続の試行運用の機関の継続等について（連絡）

不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取り扱い
について（参考送付）

法務局への質問および要望等の募集について

「土地境界鑑定人養成講座中級編（その6）」受講のご案内

不動産登記規則第93条不動産調査報告書作成ソフトのアップデート（2.4版）につ
いて（お知らせ）

平成29年7月10日

平成29年7月25日

平成29年9月19日

平成29年9月20日

平成29年12月20日

平成29年12月21日



･

･

･

･

･

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

･

3 苦情・業務相談への対応

4 筆界特定制度への対応及び研究

・ 筆界調査委員及び特定測量受託希望者を対象とした研修会の開催

・ 法務局への筆界特定測量に係る業者推薦について。

5 土地境界鑑定委員会に関する事項

･

6 境界問題連絡協議会運営委員会に関する事項

【総括】

平成30年2月9日

平成30年3月19日

『「重ね図」作成手引書』の更新について（お知らせ）

平成30年度地積整備推進調査費補助金（19条第5項に関連する民間事業者等直接交
付金）の交付希望事業者の募集について（お願い）

土地家屋調査士業務における個人情報の適正かつ厳重な取扱いについて（通知）

平成30年3月14日 不動産登記の登録免許税課税標準価格の認定基準の一部改訂について（ご依頼）

平成30年1月24日

平成30年1月26日

法定相続情報証明制度に関するQ&A（平成30年3月追加）の送付について

平成29年9月12日 宇都宮法務局との筆界調査委員に関する打合わせ

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

苦情相談 7件，業務相談 23件。(苦情処理委員が各事務所又は調査士会館において電話対応)

平成30年1月17日

・平成29年 9月14日（小山市）

・平成29年10月17日（塩谷町）

・平成29年10月27日（真岡市）

・平成29年11月 6日（宇都宮市）

・平成29年11月 6日（茂木町）

・平成30年 1月18日（矢板市）

・平成30年 3月29日（宇都宮市）

・平成30年 3月29日（真岡市）

土地境界鑑定人養成講座中級編（その6）の開催

・平成29年9月20日　全会員へ開催案内通知

・受講者に課題をCDにて配布

・平成30年2月22日　集合研修及び修了証授与式

第5回境界問題連絡協議会開催

・平成29年 8月10日　立教大学大学院法務研究科安達栄司教授へ講師派遣依頼通知

・平成29年 8月29日　第5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）

・平成29年 7月 3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

・平成29年 9月26日　協議会開催会場打合せ（パルティ）

・平成29年 8月24日　パネルディスカッションへの参加依頼通知（法務局，栃木県，宇都宮市，佐野市）

・平成29年10月17日　パネリストとの打合せ

・平成29年11月 2日　第5回境界問題連絡協議会開催（パルティ：法務局・行政より63名参加）

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であるため，会員への通知に遺漏なきよ
う留意した。また，極めて重要な通知等は併せて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。

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平均登記処理日数の短縮については，年度当初７．７日であったが年度末には
４．１日と３．６日短縮されている。しかし，管内支局・出張所間でもばらつきがあり，今後も継続的に登
記処理日数短縮の要望を行っていく必要があると思われる。

４．土地境界鑑定委員会は本年度「土地境界鑑定人養成講座中級編」を開催し一定の成果を得たと思われ
る。しかしながら、受講者は１９名（内鑑定書提出者９名）と全会員の１割にも満たず，鑑定講座開催の意
義が危惧される。しかし，会員のスキルアップには絶好の機会であろうことは言うまでもなく，次年度も中
級編を開催する方向である。
また，次年度は鑑定講座と並行し，土地境界鑑定委員会の存続について検討していく。



【諸会議】

1 部会

第１回研修部会を開催

第２回研修部会を開催

第３回研修部会を開催

第４回研修部会を開催

2 関東ブロック研修委員会

第１回委員会を開催

第２回委員会を開催

3 研修事業事前打合せ

横堀太郎弁護士との打合せ（第１回会員研修会関連）

加賀谷連合会副会長との打合せ（第２回会員研修会関連）

加賀谷連合会副会長・栃木県県土整備部用地課　課長

宇都宮市理財部資産税課　課長・公嘱協会薄根代表理事

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弁護士会合同研修会（宇都宮東武ホテルグランデ）

調査士会37名・弁護士会26名参加(総勢63名)

「調査士が知っておくべき取得時効の法理」講師：小坂誉弁護士

「地図の種類とその見方」講師：角橋徹土地家屋調査士

②第１回会員研修会（パルティ）

165名参加（会員149,補助者9,他会7）

「筆界特定手続きにかかる特定測量」 講師：宇都宮地方法務局不動産登記部門

坂本真一表示登記専門官・藤塚英二登記官

「法定相続情報証明制度について」 講師：新井健二登記官

「不在者・相続における財産管理人制度について」 講師：横堀太郎弁護士

③関東ブロック新人研修会（幕張国際研修センター）

栃木会より6名参加(総勢147名)

④オンライン申請サポート研修会

7名参加

　研修部 事業経過報告　

７．苦情処理・業務相談については，委員長を中心に各委員に対応して頂いた。会員への苦情については，
倫理道徳の問題を指摘されるケースがあり，今後，倫理研修が必要と思われる。

８．土地家屋調査士法制度70周年記念事業については，常任委員会提案のとおり，基本テーマを「土地家屋
調査士１００年～これまでの７０年、これからの３０年～」と設定し，①記念シンポジウムの開催（公開講
座の拡大版で対応），②記念誌の発行（土地表示登記の変遷・栃木県版）をメイン事業に掲げ，来る平成３
２年度秋頃実行に向けて準備段階に着手した。

６．筆界特定制度への対応については，筆界調査委員の推薦及び特定測量受託希望者の推薦をした。また，
前年度の総括から，筆界調査委員と特定測量受託希望者の合同研修会を初めて開催できた。両者共重要な職
務であり今後も継続して合同研修会を実施していきたい。

平成29年7月25日

平成29年11月30日

平成29年8月18日

平成29年11月4日

平成29年12月4日

平成29年7月28日

平成29年9月5日

平成29年9月22～24日

５．今年度の境界問題連絡協議会は第５回目を向え，宇都宮地方法務局及び県・市・町からの参加に加え，
初めて財務局からも参加を頂き成功に終わったと思う。その反面，行政側からは実務に直結した講演を希望
するとの意見があり，次年度は講演者の人選に配慮したい。また，今後も継続して開催すると共に，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。

平成29年6月7日

平成29年9月1日

平成29年11月14日

平成30年1月24日

平成29年11月16日



⑤第２回会員研修会・公開講座（護国会館）

252名参加(会員128,補助者11,他会12,行政101)

土地の「所有者不明化」の問題と提言・土地所有者不明問題に関するﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

講師：吉原祥子先生（東京財団研究員・政策プロデューサー）

⑥栃木会新人研修会

8名参加

情報交換会21名参加(登録3年内新人11名,ほか会役員)

⑦ＡＤＲ特別研修実施協力と参加者への情報提供

ＡＤＲ特別研修（基礎研修）

ＡＤＲ特別研修（集合研修・総合講義）

ＡＤＲ特別研修（考査）

2 研修事業の研究

①ＣＰＤ（調査士継続学習）ポイントのＨＰへの公開

②内部講師名簿のＨＰへ掲載

③研修情報の収集

福島会会員研修会視察

「報酬額の積算について・所有者所在不明土地問題を考える」

東京財団フォーラム視察

「所有者不明土地」の問題構造と政策課題

【総括】

【諸会議】
1 部会

第１回広報部会を開催

第２回広報部会を開催

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

平成29年9月～11月 会報とちぎ校正（在宅）

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）

那須清峰高校出前授業事前打合せ

那須清峰高校出前授業

宇都宮マラソン大会参加

下野新聞年賀名刺掲載

3 土地家屋調査士の日、啓発活動

県内法務局へポスター掲示依頼

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）

土地家屋調査士の日全国一斉無料相談会の開催（県内５支部）

平成29年12月15日

　広報部 事業経過報告　

平成29年6月12日

平成29年8月24日

平成30年1月19日

平成29年11月 9日

平成29年 7月28日～31日

平成29年11月14日

平成29年 6月

平成29年11月19日

平成30年 1月 1日

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。今後も資格者
であるための研修事業の策定を、各部との連携のうえ推進していきたいと考える。
２．オンラインによる登記申請について会員へのさらなる周知徹底が必要と思われる。
３．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。他会等の研修
事業の視察を行った。現在、異業種合同研修会開催を検討中である。

平成29年12月12日

平成30年2月16日

同日

平成29年2月9～11日

平成29年3月16～18日

平成29年3月31日

平成29年7月29日

平成29年9月7日

平成29年 7月21日



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

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

第１回　三士会「法の日」無料相談会開催打合せ

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（県内３会場）

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

写真コンクール審査会

定時総会において写真展示

栃木会主催ゴルフコンペの開催（鹿沼カントリー倶楽部）

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

13 災害協定に関する事項

14 空家対策に関する事項

栃木県住生活支援協議会第１回空家住み替え部会

平成29年10月12日 壬生町空家等対策協議会委員委託依頼

栃木県住生活支援協議会第２回全体会議

栃木県住生活支援協議会第２回空家住み替え部会

15 その他

平成29年 8月 法務通信「土地家屋調査士ひろば」執筆依頼対応

【総括】

【諸会議】
1 運営委員会

第１回運営委員会を開催

第２回運営委員会を開催

2 小委員会

第１回小委員会を開催

第２回小委員会を開催

第３回小委員会を開催

第４回小委員会を開催

平成29年10月23日

平成29年6月9日

平成30年3月13日

平成30年1月5日

平成29年6月9日

平成29年8月21日

平成29年10月31日

　境界問題解決センターとちぎ 事業経過報告　

平成29年11月 3日

平成29年12月 7日

平成29年12月20日

５．空き家対策に関しす協議会に参加したが，土地家屋調査士に関与している部分が少なく今後，登記関係
や境界確認，確定の重要性を発信していきたい。

６．災害協定に関して締結等を結ぶことができなかったので，他会や他の団体を参考にして進めていきた
い。

４．土地家屋調査士の日，無料相談会のＰＲ活動については市の広報誌や回覧板等を利用し，周知徹底がで
きるよう開催支部にお願いしたい。

平成29年 9月25日

平成29年 5月 9日

平成29年 5月19日

平成29年10月 1日

平成29年 7月 3日

平成29年 9月26日

平成30年 3月15日

１．出前授業に関して、那須清峰高校では２コマの時間をいだたいて、教室内で座学，外でのドローン測量
の紹介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。



第５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

問い合わせ（電話含む）

受付面談事件受理

相談事件受理

調停事件受理

調査測量鑑定事件受理

2 法務大臣認証への対応

法務省大臣官房司法法制部審査監督課へ定期事業報告・変更届を提出

3 広報活動

宇都宮地方裁判所へ所長赴任挨拶（東野・稲葉）

宇都宮地方法務局首席登記官へ挨拶（東野・稲葉）

宇都宮地方裁判所長へ挨拶（東野・稲葉）

本会新入会員との情報交換会（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

② ADR認定土地家屋調査士への代理業務活用支援研修

③ 本会主催による会員研修会への企画・設営

6 弁護士会・法務局筆界特定室・法テラス等との連携

法務局休日無料相談所相談員として参加（阿部副センター長）

第1回筆界特定室との連携に関する打ち合わせ（稲葉・星）

第2回筆界特定室との連携に関する打ち合わせ（稲葉）

第3回筆界特定室との連携に関する打ち合わせ（稲葉・星）

筆界特定室、ADRセンターとちぎ合同相談会開催（稲葉・星）

7 運営に関する研究

境界問題連絡協議会へ参加（稲葉・星・阿部）

関ブロ主催ＡＤＲ担当者会同（星）

本会役員との打合せ会（土地家屋調査士運営委員）

8 他会センターとの情報交換

福島会主催第１回ＡＤＲ調停員養成セミナーに出席（星）

福島会主催第２回ＡＤＲ調停員養成セミナーに出席（星）

【総括】

平成30年2月24日

平成29年11月2日

平成29年9月14日

平成29年11月17日

平成29年6月28日

平成29年10月28日

事業実績：

平成30年3月13日

平成29年6月29日

平成29年6月30日

平成29年11月17日

平成29年11月9日

１．運営員会について
　例年通り運営委員会を年間2回、小運営委員会を5回開催した。
　運営委員の体制づくりのため新協力員を募集した。
　なお、センターとちぎ・認定調査士の知名度アップのため、一般市民・法務局・裁判所・行政等への広報
  を本会と共に継続活動することを決めた。

８１件

 ５件

 １件

 ０件

 ０件

３．法務局との連携について
　今年度は法務局筆界特定室との合同相談会を開催し、今後も不定期ではあるが継続して開催する方向で決
  まった。

２．研修会について
　認定調査士対象の研修会を例年通り年2回開催し、内1回は裁判所判事による研修会であった。

第１回センターとちぎ研修会開催
『コミュニケーション研修～　人に寄り添う会話の方法』
講師 ： 土地家屋調査士　近藤正行先生(愛知会副会長)
第２回センターとちぎ研修会開催
『訴訟と民事調停の違い、民事調停のメリット・デメリット、民事調停の現状と
問題点。』
講師 ： 宇都宮地裁判事　笹原誠先生

平成29年10月1日

平成30年3月15日

平成30年1月17日

平成30年2月13日

平成30年2月27日

平成30年2月16日

平成30年1月5日



４．他会との情報交換及び連携について
　関ブロ担当者会同に参加の他、福島会主催の『ＡＤＲ調停員養成セミナー』に運営委員が継続参加するこ
  とを決めた。

５．受付面談について
　電話での問い合わせから受付面談に至る案件が少ないため、相談者への案内や電話応対等に工夫を凝らし
  受付面談件数の増加を図るべく対策を協議した。


