令和２年度

事業経過報告

総務部
1. 諸規程集の整備
研修規則の変更、職務上請求書取扱管理規程の変更、会則の変更
2. 非調査士についての実態調査協力
令和 2年10月 27日 小松支局
令和 2年11月10日 七尾支局
令和 2年11月10日 輪島支局
令和 2年12月 1日 本局
3. 中期修繕計画に則った会館の補修備品購入
会館駐車場整備
4. 新会員管理ｼｽﾃﾑの導入
以前の会員管理システムで利用していたソフトがなくなりメンテナンス不可のため
令和元年３月14日

契約

令和２年８月27日

本格導入

5. 災害時を想定した訓練、備蓄用品の購入
災害対策委員会
防災訓練

なし

なし

災害時を想定した訓練の実施
備蓄用品の購入

なし

なし

6. 事務所調査の実施
対象者:令和2年1月1日~令和2年12月31日入会会員及び事務所移転会員
令和 3年 3月 5日 金沢支部会員
令和 3年 3月10日 小松支部会員
令和 3年 3月17日 七尾支部会員
令和 3年 3月17日 輪島支部会員
7. 令和２年度役員研修会の実施

なし

8. 部会開催
9. 総務部会
令和 2年12月 4日 役員・委員の選出、令和３年度表彰等について
令和 3年 2月12日 会則変更、事業計画案等について
総務財務合同部会
令和 2年 9月 29日 会費、外物置処分、互礼会等について
紛議調停委員会
令和3年3月29日

委員長、副委員長の選出

紛議調停
令和3年3月29日

調停不成立

綱紀委員会
令和2年6/30、7/1、7/14、8/6、9/14、9/29
注意勧告理事会
令和2年7/15、10/29

10. 中部ﾌﾞﾛｯｸ協議会
令和 2年 7月 3日 定時総会
令和2年 7月 3日 総務･財務担当者会議

財務部
1. 財務基盤の安定化と適正執行
･費用対効果を意識し事業を明確化した予算の執行
令和２年度予算がコロナ禍の影響があるなか計画的かつ適切に執行されるように管理し、
事業執行における適正な発注及び支出に努めた。
･会員数の推移予測による予算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
令和元年度（１７２会員）、令和２年度（１７２会員）及び令和３年度（１６９会員）の
１月１日時点の会員数の動向を見ながら令和３年度予算を作成した。
2. 業務関係図書､用品等の斡旋･頒布
･業務関係図書の斡旋･頒布
･用品等の販売
3. 国民年金基金､各種保険の加入促進
･国民年金基金､各種保険の案内
･国民年金基金加入促進に向けた電子会議
4. 支部への助成
･各支部に助成金を交付
･各支部に支部交付金を交付
5. 親睦事業への助成
･ｺﾞﾙﾌ同好会に対して年3回助成金交付
6. 財務部会開催
･財務部会
令和 2年 4月 6日

令和２年度の予算編成会議

平成 2年 4月14日

令和元年度の会計監査

令和 2年 4月21日

令和元年度の業務監査

令和 2年 9月29日

総務財務合同部会

令和 2年10月13日

令和２年度の中間会計監査

令和 2年10月29日

令和２年度の中間業務監査

令和 2年10月26日

国民年金基金加入促進に向けた電子会議

7. 中部ﾌﾞﾛｯｸ協議会
令和 2年 7月 3日 中部ﾌﾞﾛｯｸ協議会総務･財務担当者会議

業務部
1. 業務を円滑に実施するための研究､指導及び連絡
法務局との業務に関する打合せ
関連各所との意見交換会

法務局との打合せ会に出席し業務に関する意見交換をした。
登記研究会の開催の検討
法令遵守に関する諸問題の検討
諸問題について法務局との打ち合わせ会において協議･検討した｡
筆界鑑定技法に関する検討
社会事業部と連携して一般事件及び筆界特定事件への利用促進を図る
今後予想される不動産登記法の改正に関する研究
その他必要な事項に関する検討
令和

３年 ４月２８日

業務研修会開催

研修内容「土地家屋調査士業務取扱要領の制定について」
講師：業務部
2. 地域の慣習･地図に関する研究
地域の慣習を研究して会員の能力向上を図り､地図作成､筆界鑑定の積極的参加､登記業務の
円滑化を図る
『県内の城下町､市街宅地について作成された地籍図及びその附属書類に関する調査』現在
調査を実施中
地域の慣習･地図に関する研修会を開催
なし
3. 境界及び境界標に関する資料の管理
資料ｾﾝﾀｰ運営委員会の運営
令和 2年12月 2日
令和 3年 3月 9日

現状報告、今後の計画、法務局からの要望

資料の閲覧方法、資料の収集及び管理の方法

4. 中部ﾌﾞﾛｯｸ業務担当事業の実施
中部ﾌﾞﾛｯｸ業務担当者会議に出席
令和 2年 7月 3日 中部ﾌﾞﾛｯｸ業務担当者会議
中部ﾌﾞﾛｯｸ重点活動の実施
中部地籍研究会事業の実施
5. 部会開催
部会を６回開催
主な内容は『今年度の事業や土地家屋調査士業務取扱要領について』

研修部
1. 業務研修会
･業務に関する研修会
①倫理に関する研修会
令和３年２月１８日「懲戒処分事例集から倫理を読み解く」
講師：日調連副会長 鈴木泰介氏
②業務に関する研修会
令和３年４月２８日「令和３年６月１日施行予定
土地家屋調査士業務取扱要領について」
講師：業務部

2. ﾗｲﾌﾞｵﾝｼｽﾃﾑによる研修会
なし
3. 石川会新人研修(新入会員･入会後3年以内対象)
令和 3年 2月13日 石川県土地家屋調査士会新人研修会
講師:石野芳治会長､村谷正己政連会長､武部恭典壱公嘱副理事長
4. 役員研修会 なし
5. 研修部会開催
研修全般についての検討･ﾗｲﾌﾞｵﾝ研修の運営(随時執行中)
令和2年 7月13日 今年度の研修計画について
6. 日調連新人研修
令和2年12月21〜23日
年次研修に関する説明会
令和2年12月14日
7. 県外研修会(富山､福井を除く)への参加､情報収集
なし

広報部
1. 土地家屋調査士啓発活動
（１）新聞、テレビ、イベント等を利用した広報活動
①新聞広告
・本会による無料電話相談の案内を北國新聞の相談欄に毎週金曜日掲載
②新聞記事掲載
・令和2年10月10日

地上絵プロジェクト（珠洲市立飯田小学校）

北國新聞記事掲載 ③テレビ放送
・令和2年11月中旬

地上絵プロジェクト（珠洲市立飯田小学校）

能越ケーブルテレビネット放映
④無料相談会の実施
・令和2年7月31日

土地家屋調査士の日全国一斉無料相談会

（電話相談）
（２）広報ツールを利用した広報活動
・付箋、定規等の広報グッズを配布
（３）インターネットを利用した広報活動
・ホームページ、フェイスブックの更新
・ホームページリニューアル作業
2. 学校等への講師派遣･養成
（１）地上絵プロジェクト補助金
・令和

2年10月

8日

珠洲市立飯田小学校（輪島支部）

（２）高校への出前授業検討
（３）講師育成
・令和3年2月2日
・令和3年2月15日

第１回寄附講座会議
第２回寄附講座会議

・令和3年3月1日

第３回寄附講座会議

・令和3年3月23日

第４回寄附講座会議

3. 日調連､中部ﾌﾞﾛｯｸ協議会広報活動
１）制度広報啓発のための素材の研究と作成（中部ブロック）
・令和2年7月3日

広報担当者会議出席

（２）制度広報啓発のための素材の研究と作成（日調連）
・令和2年11月11日

出前授業に関する意見交換会出席

（３）寄附講座（中部ブロック）
・令和3年1月20日

寄附講座運営委員会全体会議出席

（４）土地家屋調査士開業ガイダンス（中部ブロック）
・令和3年3月21日

金沢市内にて開催

（５）調査士制度７０周年記念事業（日調連）
・令和2年4月28日

登記制度創造プロジェクト担当者会同出席

・令和3年3月23日

マンガ小冊子の制作に関する説明会出席

4. 会報編集室
･令和 3年 1月26日 会報いしかわNo.167発行
5. 部会開催
・令和２年７月７日
・令和2年7月27日

今年度の事業計画
ホームページリニューアル、出前授業

・令和2年10月21日
・令和3年1月7日

ホームページリニューアル、会報

会報編集

・令和3年3月26日

今年度の事業総括

社会事業部
1. 境界問題相談ｾﾝﾀｰいしかわ(ADR)の利用促進
令和3年2月19日

所有者不明土地問題を契機とする土地家屋調査士をめぐる最近の動向

2. 筆界特定制度に関する事項
筆界特定事件件数 6件
法務局との打合せ(筆界特定制度と土地家屋調査士ADRとの連携)
令和2年12月2日
･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの相互ﾘﾝｸ
･共通ﾘｰﾌﾚｯﾄの備付
･合同相談会の開催、協力（今年度は未開催）
･統一連絡票の作成については､今後の検討課題
･合同研修会の実施 令和 2年 7月3日 中部ブロック分科会
所有者不明土地についての研究
変則登記につての研究
ＡＤＲと筆界特定についての調査・研究
筆界調査委員の推薦、測量者の調整・連絡
令和

2年10月5日

調査委員任期満了に伴う変更（１０名）

3. 公共嘱託登記土地家屋調査士協会に関する事項
協会との意見交換会
常任理事会に3回､理事会に4回出席
4. 公共･公益に係る事業の推進に関する事項
石川県士業団体協議会への参加､相談会の実施
令和2年8月7日

士業団体第１回定例会

令和3年2月6日

士業団体よろず無料相談会

（１０士業で行う第１９回無料相談会を電話相談にて開催）
令和3年3月5日

士業団体第２回定例会

（無料相談会の総括、本年度及び次年度の交流会活動、災害協定について）
令和2年10月６日

石川県宅地建物取引業協会と意見交換会

令和2年11月17日

土地家屋調査士が行う災害に係わる住家の被害認定調査等への取組に

関する打合せ
令和3年3月25日

金沢市空き家等活用・流通促進体制運用研修会

5. 土地家屋調査士特別研修に関する事項
第15回土地家屋調査士特別研修実施 受講者なし
6. 本会による相談業務
電話相談72件､面談2件(相談ｾﾝﾀｰにて相談0件)
境界確認に関する相談 26件
境界紛争に関する相談 7件
不動産売買に関する相談 2件
一般事件に関する相談 26件
会員の業務に関する相談 4件
その他(業務範囲外) 9件
令和 2年 7月31日 ｢土地家屋調査士の日｣無料相談会
7. 変則型登記の研究
令和 2年10月21日 北陸地区所有者不明土地対策連携協議会講習会(2名参加)
令和 2年12月10日 北陸地区所有者不明土地対策連携協議会講習会(Skype配信）
8. 部会開催
社会事業部会
令和 元年 6月 5日 今年度の事業について
令和 元年 8月26日 所有者不明土地問題について
研修･広報･社会事業部合同部会
令和 元年12月24日 研修会について

境界問題相談ｾﾝﾀｰ
1. 相談･調停の実施
電話1件
相談1件
調停0件(成立0件､継続0件､不成立1件)

2. 研修会の指定(ｾﾝﾀｰいしかわ規則第11条第2項)
令和 3年 2月19日所有者不明土地問題を契機とする土地家屋調査士をめぐる最近の動向
3. 運営委員会･事務局幹事会の開催
境界問題相談センターいしかわ運営委員会（令和2年6月12日開催予定）は コロナ感染症拡
大防止のため中止し書面による報告（令和2年6月3日）

