平成２９年度
総

務

１．部会

事業実施報告書

部

総務部長
第１回
第２回
第３回
第４回

鶴田

稔

平成２９年 ６月１６日
平成２９年 ９月２２日
平成２９年１２月 ８日
平成３０年 ２月 ９日

２．会員の指導および連絡
会員証の更新
有効期限到来ごとに随時更新
３．会の活性化
（１）諸規則、諸様式の精査
就業規則の見直し
苦情処理に関する規定の制定
（２）ホームページの管理・運営
４．境界情報資料等管理センターの運営
震災からの復旧・復興支援を最優先と捉え、本年度は管理資料公開に向けての
準備を行う
５．定時総会・式典および懇親会
日時 平成２９年５月２６日（金）13時30分開催
会場 ホテル日航熊本
出席者114名（40.4％）委任状出席126名 合計240名（85.1％）
６．「地図の源」原点記念碑清掃活動および親睦キャンプ
日時 平成２９年９月３０日（土）11：00～12：00
清掃活動参加者32名
ＢＢＱ参加者９名 キャンプ参加者６名
７．その他
（１）九州ブロック協議会への対応
①担当者会同
日時

平成２９年１０月２１日、２２日
城山観光ホテル
②九Ｂゴルフ鹿児島大会 日時 平成２９年１０月２３日
高牧カントリークラブ
（２）調査士法違反事例調査（非調査士申請事件の調査）
日時 平成２９年１１月中旬 県下法務局で実施予定
（３）青年土地家屋調査士会への助言
（４）行政書士会との合同研修及び歓談会
８月１０日（木）17：00～ メルパルク 調査士23名、行政書士39名参加
（５）会員名簿の作成
（６）行政書士会との協議
１月２６日（金）14：00～ 調査士会館
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財

務

１．部会
第１回
第２回
第３回

部

財務部長

渡邉博之

平成２９年 ６月１６日
平成２９年１０月 ６日
平成３０年 ２月 ９日

２．財産管理運営委員会
第１回 平成２９年
第２回 平成３０年

７月１４日
２月２３日

３．ＧＰＳ管理者会議
第１回 平成２９年１１月２７日
４．監査について
中間監査 平成２９年１０月１７日
期末監査 平成３０年 ４月２３日
５．会員の健康管理について
人間ドック費用の一部を助成
助成者数：２６名（前年度：２５名）
６．親睦事業について
（１）ボウリング大会
日時：平成２９年 ８月 ５日（土）
場所：宇土パスカワールド
参加人数：６０名（７１名）
内訳 熊本１９名（１８名） 玉名
３名（３名）
山鹿 ６名（ ９名） 阿蘇大津０名（２名）
人吉 ２名（ ３名） 天草
８名（９名）
※（ ）は、前年度の参加者数
（２）ゴルフ大会
日時：平成３０年 ２月２４日（土）
場所：高遊原カントリークラブ 参加人数 １９名
７．各種保険などについて
会員の福利厚生を目的とする補償保険などへの加入促進
（１）賠償責任保険・動産総合保険・所得補償保険
賠償責任保険：２２９名（前年度：２２４名）
動産総合保険： ６４名（前年度： ６３名）
所得補償保険： ２１名（前年度： １８名）
（２）土地家屋調査士年金基金
加入者：２９名（前年度３６名）
８．聴聞の実施について
実施の予定なし
９. 九州ブロック協議会
平成２９年１０月２１日・２２日の担当者会同に出席
― 11 ―

宇城 ９名（１２名）
八代１３名（１５名）

業 務 研 修 部

業務研修部長

松村充晃

１．部会・委員会の開催
第１回 平成２９年 ６月１６日（金）１１時より(部会・委員会)
第２回 平成２９年 ９月２２日（金）１４時より(部会・委員会)
第３回 平成２９年１０月１１日（火）１７時より(部会)
第４回 平成２９年１２月 ８日（金）１３時より(部会・委員会)
第５回 平成３０年 ２月１７日（土）１１時より(部会・委員会)
２．ＣＰＤ研修会の開催
第１回ＣＰＤ研修会
開 催 日：平成２９年 ７月２１日（金）１０時から（会場：火の国ハイツ）
講義内容：〇救急対応 〇法定相続制度
〇土地家屋調査士の今後の業務展開
参 加 者：75名（会員75名、補助者 0名）：出席率 26.8％
第２回ＣＰＤ研修会
開 催 日：平成２９年 ９月 ８日（金）１０時から（会場：パレアホール）
講義内容：〇戸籍の見方 〇トータルステーションの観測誤差の原因等
参 加 者：81名（会員78名、補助者 3名）：出席率 27.9％
第３回ＣＰＤ研修会
開 催 日：平成２９年１１月１７日（金）１０時から（会場：火の国ハイツ）
講義内容：〇熊本県報酬額（公嘱） 〇消費税の基礎知識
〇ＡＤＲセンター報告
参 加 者： 88名（会員 88名、補助者 0名）：出席率 31.3％
第４回ＣＰＤ研修会
開 催 日：平成３０年 ３月 ２日（金）１０時から（会場：パレアホール）
講義内容：〇准完全オンライン 〇個人情報保護法 〇ＵＡＶを用いた測量
参 加 者：115名（会員109名、補助者 6名）：出席率 39.4％
（研修会内容は略記）
３．平成２９年度新人研修会
開 催 日 平成３０年 ２月１７日（土）１０時から（会場：本会会議室）
新人参加者 ８名（講義内容：オンライン申請、報酬額、調査報告書、他）
４．熊本法務局との協議会
第１回協議会
開 催 日 平成２９年 ８月 １日（火）１５時から（場所：法務局）
参加人数 土地家屋調査士会：９名
法務局：４名
第２回協議会
開 催 日 平成３０年 ２月２７日（火）１５時から
（場所：熊本県総合福祉センター）
参加人数 土地家屋調査士会：10名
法務局：６名
（協議後決定事項は全会員へメール及びホームページ上にて通知）
５．研修ライブラリーの充実・継続
本会ホームページ上にて掲載（ＣＰＤ研修会毎に更新）
６．オンライン促進委員会の継続
オンライン申請の普及・９３条調査報告書対応、会員からの質問に対応
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７．本会ホームページ業務・研修関連の更新
業務関連、官公庁立会様式の更新
８．新人実務体験研修の実施
玉名地域で１名受講：実務研修終了後本会に入会済
９．熊本地震土地境界対策委員会（熊本地震記録誌作成打合）
第１回 平成２９年 ７月２６日（１８時より）
第２回 平成２９年 ８月２２日（１７時より）
第３回 平成２９年１０月 ６日（１６時より）
第４回 平成２９年１２月 １日（１６時より）
第５回 平成３０年 １月１９日（１６時より）
第６回 平成３０年 ２月２６日（１６時より）
10．講師派遣
〇佐賀県土地家屋調査士会
開催日：平成２９年 ４月２８日（金）
講 師：業務研修部 島田宗雄
〇岡山県土地家屋調査士会 岡山支部
開催日：平成２９年 ９月２９日（金）
講 師：業務研修部 島田宗雄
〇九州財務局
開催日：平成２９年１０月 ５日（金）
講 師：業務研修部 松村充晃・金子敏男
〇佐賀県土地家屋調査士会
開催日：平成２９年１１月２４日（金）
講 師：業務研修部 前田千秋
〇熊本県弁護士会
開催日：平成３０年 ３月１３日（火）
講 師：業務研修部 武田真佳
11．九州ブロック担当者会同への出席
期
日 平成２９年１０月２１日・２２日
場
所 鹿児島城山観光ホテル
参加人数 ４名（業務：２名・研修：２名）
12．地上絵プロジェクト協力
第１回 平成２９年 ５月３０日（１９時より）
第２回 平成２９年 ７月１１日（１９時より）
第３回 平成２９年 ７月２０日（１８時より）
第４回 平成２９年 ９月 ２日（１３時より）
第５回 平成２９年１０月 ４日（１８時より）
13．熊本大学法学部特殊講義
第１回講義 平成２９年１２月 ６日（１４時より）
講師 武田真佳
補助員 松村充晃・後藤隆一
第２回講義 平成２９年１２月１３日（１４時より）
講師 武田真佳
補助員 杉島仁弥・嶋崎恵一
第３回講義 平成２９年１２月２０日（１４時より）
講師 武田真佳
補助員 赤星和枝・山﨑隆弘
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広

報

部

広報部長

１．部会
第１回
第２回
第３回

平成２９年
平成２９年
平成３０年

２．委員会
第１回

平成29年６月16日

平田孝次

６月１６日
９月２２日
２月 ９日

３．会報の発行 （２回発行）
秋号 10月配布
春号 ３月作成
４月配布
発行準備編集会議
平成29年９月29日
平成30年３月23日
４．ホームページの管理・運営
（１）ホームページ運営委員会
随時開催
（２）「Ｑ＆Ａ」の拡充、広報・利便性の向上
５．啓蒙・宣伝活動
（１）メディア広告
①「土地家屋調査士の日」無料相談会広告
平成29年７月上旬チラシ配布
②「不動産トラブル１１０番」無料相談会広告 平成29年８月24日熊日朝刊
③「法の日」無料相談会広告
平成29年９月28日熊日朝刊
（２）野立看板の点検・修理・撤去
業者による点検 全６基
（３）広報手段の検討・実施
①ＡＤＲ、筆界特定制度の広報
②広報素材の企画、作製の継続実施
（４）経緯度標設置事業の継続実施
①設置希望地区へ１基設置
天草支部 上天草市立龍ケ岳小学校
贈呈式参加に本会１名、天草支部６名
②出前授業実施 同校で開催
（５）小学校地上絵プロジェクト（小学６年生を対象）
平成29年10月10日（火）
宇城市立小野部田小学校
業務研修部、社会事業部、公嘱協会、青年会との共同事業
当日の参加会員４１名
６．その他
（１）清掃活動（ボランティア）
場所日時の決定に至らず断念
（２）社会事業部事業への協力
専門士業合同無料相談会、会議、実行委員会への人員派遣
（３）九州ブロック担当者会同への参加（２名）
10月21日～22日城山観光ホテル（鹿児島）
（４）熊本地震記録誌作製プロジェクトチームの組織・運営
第１回会議 平成29年７月26日
第２回会議 平成29年８月22日
第３回会議 平成29年10月６日
第４回会議 平成29年12月１日
第５回会議 平成30年１月19日
第６回会議 平成30年２月26日
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社 会 事 業 部

社会事業部

１．社会事業部に関する事業
（１）部会、委員会の開催
① 部会の開催 年３回開催
第１回 ６月１６日（金）
第２回 ９月２２日（金）
第３回 ２月 ２日（金）
② 委員会の開催
ＣＰＤ、筆界調査員研修のための準備等
１０月２５日（水）
（２）筆界特定制度の普及
① ＡＤＲとの連携、法務局との打ち合わせ
６月７日（水）
② 筆界調査員研修、意見交換会の開催
６月７日（水）
（３）相談会の相談員派遣
① 暮らしの相談会
行政評価事務所主催（毎月１回程度、年１０回）
青年会にて対応
② 熊本何でも相談会
行政評価事務所主催
１０月６日（金）
③ 熊本県宅建業協会の相談会
今年度は無し
④ 「土地家屋調査士の日」の電話無料相談会
７月２９日（土）、３０日（日）
⑤ 他士業開催の相談会への相談員派遣
熊本県社会福祉協議会「絆プロジェクト」 ９月２日（土）
法務局日曜相談会
１０月１日（日）
（４）公嘱協会、政治連盟との連携
法務局からの委託事業等について
８月２９日（火）
（５）その他
① 九州ブロック協議会担当者会同への参加
平成２９年１０月２１～２２日
城山観光ホテル（鹿児島市）において開催
② 熊本県専門士業団体連絡協議会への参加
（ア）協議会（年４回開催）２９年度幹事会 公認会計士会
第１回 ６月１４日（水）
第２回 ８月 ３日（木）
第３回１０月１９日（水）
第４回 ２月１６日（金）
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濱崎顕爾

（イ）合同研修会 くまもと県民交流館パレア １０月１７日（火）
（ウ）合同無料相談会
税理士会主催 １１月１８日（土）～１９日（日） 場所：健軍商店街
８士業主催
１１月２５日（土） 場所：くまもと県民交流館パレア
（エ）大懇親会
９月 １日（金） 場所：ホテル日航熊本
（オ）若手懇親会
２月 ２日（金） 場所：コネクション
③ 地上絵プロジェクトへの協力
宇城市立小野部田小学校
１０月１０日（火）
２．ＡＤＲセンターに関する事業
（１）運営に関する事業
① 運営委員会 年３回開催
第１回 ８月 ９日（水）運営、相談、調停各委員の連絡、協議
第２回１０月２５日（水）運営、相談、調停各委員の連絡、協議
第３回 ２月２８日（水）運営、相談、調停各委員の連絡、協議
② 関与委員協議会・・関与委員意見交換会等の開催
（２）研修に関する事業
① 関与員研修会 開催日 １１月１８日（土）くまもと県民交流館パレア
佐賀簡易裁判所判事 澤谷修造 氏
研修対象者 運営、相談、調停の各委員及び受付事務担当者
研修内容 事前受託業務に関する研修
事例検討・・特に時効に関する事例
伝達研修（ＡＤＲセンターの認証手続きについて）
② 全体研修会
ＣＰＤ研修会 １１月１７日（金）火の国ハイツ
佐賀簡易裁判所判事 澤谷 修造 氏
研修対象者 会員全員（民事調停、境界確認）
③ 運営委員研修会・・他の県会開催のＡＤＲ研修会に参加
（３）広報活動
タウンパケット等を利用し市民に対してＡＤＲ制度を広報
ポスター等の作成
（４）筆界特定との連携・・法務局との打ち合わせ
随時開催
（５）九州ブロック協議会担当者会同への参加
平成２９年１０月２１～２２日
城山観光ホテル（鹿児島市）において社会事業部と合同開催
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