平成27年度事業報告書
自 平成27年04月01日
至 平成28年03月31日
内

月 日

容

場

所

平成27年
4月1日（水） 事務局職員採用のための面接試験

調査士会館

会長、副会長、総務部長 出席
4日（土） 土地家屋調査士第10回特別研修 考査

宮城自治労会館

宮城県受講者10名
協力員として星研修部長、ブロック事務局長として菅澤副会長出席
8日（水） 仙台法務局との打合せ会

仙台法務局

打合せ事項 会員指導に関する打合せ
9日（木） 財務部会（第１回）
協議事項

調査士会館

①平成26度決算監査会について
②その他

13日（月） 業務部打合せ会

仙台市役所

打合せ事項 仙台市道路台帳基準点の総括使用承認申請
街区基準点総括使用承認申請
16日（木） 業務部打合せ会

仙台市役所

打合せ事項 仙台市道路台帳基準点の総括使用承認申請訂正
街区基準点総括使用承認申請訂正
16日（木） 監査会（第1回）
協議事項

調査士会館

①平成26年度一般会計、特別会計収支決算について
②平成26年度会務、事業について

16日（木） 常任理事会（第1回）
協議事項

調査士会館

①第65回定時総会準備について
②平成26年度会務報告、事業報告について
③平成26年度収支決算報告について
④平成27年度会務執行、事業計画案について
⑤平成27年度予算案について
⑥その他

16日（木） 理事会（第1回）
協議事項

調査士会館

①第65回定時総会準備について
②平成26年度会務報告、事業報告について
③平成26年度収支決算報告について
④平成27年度会務執行、事業計画案について
⑤平成27年度予算案について
⑥その他

16日（木） 支部長会（第1回）
協議事項

調査士会館

①支部長会議長及び副会議長の選出
②その他

20日（月） 打合せ会

調査士会館

打合せ事項 新職員への就業規則等の説明
20日（月） 連合会主催「平成27年度第1回被災3県打ち合わせ会」
鈴木会長、菅澤副会長、鈴木業務部長出席

調査士会館

内

月 日

容

場

所

4月20日（月） 東北ブロック協議会理事会・監査会
調査士会館
ブロックより鈴木会長（ブロック会長）、菅澤副会長（ブロック事務局長）出席
21日（火） 打合せ会

調査士会館

打合せ事項 事務局体制について
22日（水） 総務部会（第1回）
協議事項

第65回定時総会議案書の校正

23日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として松田貞義会員を派遣
5月1日（金） 総務部会（第2回）
協議事項

藤崎一番町館6階
調査士会館

会場担当者との打合せ及び総会議案書送付

8日（金） 財務部会（第2回）
協議事項

調査士会館

調査士会館

①経理事務執務状況の確認について
②その他

11日（月） 業務部打合せ会

仙台法務局

打合せ事項 今年度実施予定の中山地区、吉成地区の基準点計画につ
いて
12日（火） 常任理事会（第2回）
協議事項

調査士会館

①第65回定時総会準備について
②その他

13日（水） マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ 全体会議

仙台市役所

菅原理事出席
14日（木） 業務部打合せ会

泉区中山、吉成

打合せ事項 中山地区、吉成地区の基準点現地調査
15日（金） 役員選任委員会（第２回）
協議事項

調査士会館

①届け出候補者の点検及び検討
②役員選任委員会での候補者選任
③総会までの準備事項
④総会時の役割分担
⑤投票に関する検討
⑥その他

19日（火） 業務部打合せ会

仙台法務局

打合せ事項 中山地区、吉成地区の基準点計画提出
21日（木） 仙台法務局との打合せ会

仙台法務局

打合せ事項 調査委嘱等に関する打合せ
21日（木） 打合せ会

調査士会館

打合せ事項 第65回定時総会について
22日（金） 役員選任委員会（第3回）
協議事項

メルパルク仙台

①確認事項について
②総会の役割分担役員選任委員会での候補者選任
③有効票、無効票の確認
④その他

22日（金） 第65回定時総会
議案

①平成26年度事業報告承認の件
②平成26年度収支決算報告承認の件
③平成27年度会務執行方針及び事業計画案審議の件

メルパルク仙台

内

月 日

容

場

所

④平成27年度収支予算審議の件
⑤全役員並びに綱紀委員任期満了に伴う改選の件
出席者161名、委任状54名
5月25日（月） 仙台法務局との打合せ会

仙台法務局

打合せ事項 筆界特定室との打合せ
28日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として齋藤克己会員を派遣

藤崎一番町館6階

29日（金） 正副会長会議（第1回）

調査士会館

協議事項

新役員役割分掌について

31日（日） 理事会（第2回）
協議事項

①理事役割分掌の件
②顧問、相談役委嘱の件

仙台市太白区「ホテ
ルニュー水戸屋」
（秋保）

③各種委員会委員委嘱の件
④みやぎ境界紛争解決支援センター委員委嘱の件
⑤日調連総会代議員及びオブザーバー選任の件
⑥東北ブロック協議会総会代議員及びオブザーバー選任の件

⑦平成27年度事業執行の件
⑧災害復興支援士業連絡会理事の委嘱の件
⑨マンション管理支援ネットワーク担当者選出の件
⑩その他
6月1日（月） 総務部会（第3回）
協議事項

①今年度事業計画について

仙台市太白区「ホテ
ルニュー水戸屋」

②その他
1日（月） 財務部会（第3回）
協議事項

①今年度事業計画について

仙台市太白区「ホテ
ルニュー水戸屋」

②その他
1日（月） 業務部会（第1回）
協議事項

①今年度事業計画について

仙台市太白区「ホテ
ルニュー水戸屋」

②その他
1日（月） 研修部会（第1回）
協議事項

①今年度事業計画について

仙台市太白区「ホテ
ルニュー水戸屋」

②その他
1日（月） 広報部会（第1回）
協議事項

①今年度事業計画について

仙台市太白区「ホテ
ルニュー水戸屋」

②その他
4日（木） 財務部会（第4回）
協議事項

調査士会館

①経理事務執務状況の確認について
②その他

9日（火） 東北ブロック協議会理事会
調査士会館
ブロックより鈴木名誉会長（ブロック会長）、菅澤会長（ブロック事務局長）出席
9日（火） 東北ブロック協議会理事会における日調連役員候補者所信表明会
調査士会館
ブロックより鈴木名誉会長（ブロック会長）、菅澤会長（ブロック事務局長）出席
松田副会長出席
12日（金） 仙台市役所資産税企画課佐藤氏来館による打合せ会
打合せ事項 公図閲覧に関する変更点の説明等

調査士会館

内

月 日

容

6月12日（金） 研修部打合せ会

場

所

仙台北税務署

打合せ事項 税務研修について
12日（金） 研修部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 仙台支部との研修内容の調整について
12日（金） 常任理事会（第3回）
協議事項

調査士会館

①監事・綱紀委員全労済の加入について
②顧問の委嘱状授与について
③祝賀会発起人立ち上げについて
④その他

16日（火） 日調連第72回定時総会
～17日（水） 会長、副会長、常任理事、舟山相談役出席
22日（月） 仙台法務局との打合せ会

文京区「東京ドーム
ホテル」
仙台法務局

打合せ事項 仙台法務局総務課長、首席登記官、総括表示登記専門官と
の打合せ
25日（木） 広報部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 ホームページについて業者との打合せ
25日（木） みやぎ境界紛争解決支援センター運営委員会（第1回）
協議事項

調査士会館

①センター長、副センター長の選出
②センター実務の運営について
③その他

25日（木） みやぎ境界紛争解決支援センター評議委員会（第1回）
協議事項

調査士会館

①委員長、副委員長、センター長の選出
②その他

25日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として菅原文人会員を派遣

藤崎一番町館6階

26日（金） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会

弁護士会館

髙野広報部長、松岡理事出席
7月1日（水） 境界鑑定委員会（第1回）
協議事項

①鑑定委員会開催の研修会について
②その他

2日（木） 財務部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 経理事務執務状況ついて
3日（金） 広報部会（第2回）
協議事項

調査士会館

①測量体験授業について
②宣伝費について
③宮調月報ファイル作成について
④調査士ファイル作成について
⑤マラソンユニフォームについて

7日（火） 常任理事会（第4回）
協議事項

調査士会館

①東北ブロック協議会第60回定時総会の件
②測量協会の役員幹事について
③その他

8日（水） 研修部会（第2回）
協議事項

①税務研修について
②境界鑑定委員会との合同研修会について

調査士会館

内

月 日

容

場

所

7月10日（金） 東北ブロック協議会理事会
メトロポリタン盛岡
ブロックより鈴木名誉会長（ブロック会長）、菅澤会長（ブロック事務局長）出席
10日（金） 東北ブロック協議会第60回定時総会

メトロポリタン盛岡

～11日（土） ブロックより鈴木名誉会長（ブロック会長）、菅澤会長（ブロック事務局長）
星相談役（相談役）出席
宮城会より副会長、常任理事出席
23日（木） 行政困り事相談へ相談員として芹沢佳人会員を派遣

藤崎一番町館6階

27日（月） 仙台法務局との打合せ会

仙台法務局

打合せ事項 調査委嘱について
28日（火） 広報部会（第3回）
協議事項

調査士会館

①ラジオＣＭについて
②測量体験授業について

29日（水） 研修部打合せ会

仙台北税務署

打合せ事項 税務研修について
8月6日（木） みやぎ境界紛争解決支援センター運営委員会（第2回）
協議事項

調査士会館

①相談員、調停委員名簿作成について
②相談員の説明会について
③無料相談会の日程について
④筆界特定室とセンターとの合同無料相談会について
⑤その他

6日（木） 財務部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 経理事務執務状況ついて
7日（金） 第１回研修会

宮城県建設産業会館

「土地家屋調査士に必要な税の知識」
講師 仙台北税務署審理専門官付上席国税調査官 斎藤義弘氏
講師 東北税理士会 宮城県支部連合会 千葉芳信 氏
参加人数 当会会員174名（他会含む）
10日（月） 業務部（第2回）
協議事項

調査士会館

①アンケートの集計方法と活用について
②その他

11日（火） 常任理事会（第5回）
調査士会館
協議事項 ①第30回日調連親睦ゴルフ大会へのご協賛品及び協賛金
について
②星貞行会員の祝賀会について
③小冊子「マンガでわかる土地家屋調査士のしごと」の有償
頒布について
④土地家屋調査士研修実施要領における土地家屋調査士
研修講師団名簿の更新に係る適任者の推薦について
⑤（公財）後藤・安田記念東京都市研究所へ震災記録誌「明
日に向かって」の寄贈について
⑥葉月の会について
⑦インターネットの接続について
⑧会員証の更新について
20日（木） 仙台法務局筆界特定室との打合せ会
打合せ事項 筆界特定室とセンターとの合同相談会について

調査士会館

内

月 日

容

8月25日（火） 綱紀委員会（第1回）
協議事項

場

所

調査士会館

①委員長、副委員長の選任
②その他

25日（火） 研修部（第3回）境界鑑定委員会（第2回）合同部会
協議事項

調査士会館

①合同研修会について
②その他

26日（水） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会

弁護士会館

髙野広報部長、松岡理事出席
27日（木） 総務部会（第4回）
協議事項

調査士会館

①会員名簿の校正
②その他

27日（木） 行政困り事相談へ相談員として鈴木健一郎会員を派遣

藤崎一番町館6階

28日（金） 表示登記研究会開催に伴う事前打ち合わせ会

仙台法務局

打合せ事項 表示登記研究会における協議事項について
28日（金） 東北ブロック事務引き継ぎ会

調査士会館

菅澤会長（ブロック前事務局長）、鈴木名誉会長（ブロック前会長）出席
9月2日（水） 協会・本会総務部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 調査士会館の使用及び財産管理に係る協定(覚書)について
3日（木） 財務部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 経理事務執務状況確認ついて
8日（火） 仙台法務局との打合せ会

仙台法務局

打合せ事項 仙台法務局からの当会への要望及び当会から法務局への
要望について
8日（火） 打合せ会

調査士会館

打合せ事項 事務局のインターネット環境についてNTT担当者との打合せ
8日（火） 常任理事会（第6回）
協議事項

調査士会館

①中間監査日程について
②会館敷地について
③マイナンバー制度への対応について
④個人情報保護の方針策定及び個人情報保護規則策定に
ついて
⑤日本加除出版「リーガルガーデン」契約満了のお知らせと
更新について
⑥土地家屋調査士が保有する業務情報公開システムのモニ
タリングへの協力方について（日調連からの依頼）
⑦空屋等対策連絡調整会議の設置と土地家屋調査士会の
参画について
⑧宮城県防災指導員養成講習会参加について
⑨星貞行会員の祝賀会について

16日（水） 仙台法務局との打合せ会

調査士会館

打合せ事項 仙台法務局評価委員会の委員の推薦について
（仙台法務局監査専門官室成田様他ご来館による打合せ）
17日（木） 財務部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 ネット環境のセキュリティについて
24日（木） 行政困り事相談へ相談員として山岸留吉会員を派遣

藤崎一番町館6階

内

月 日

容

9月25日（金） 東北ブロック協議会理事会
菅澤会長（ブロック理事）出席
30日（水） 第2回研修会
第一部 「筆界特定制度の現状と筆界特定について」
講師 仙台法務局総括表示登記専門官・筆界特定登記官 倉谷秀夫氏

場

所

青森県土地家屋調
査士会館
フォレストホール
（宮城県教育会館）

第二部 「重ね図の作成と活用方法について」
講師 釧路土地家屋調査士会
中村浩司氏
出席者172名（他会含む）
30日（水） 財務部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 ネット環境のセキュリティについて
10月4日（日） 全国一斉！法務局休日相談所
各会場1名 計8名派遣
8日（木） 財務部会（第5回）
協議事項

仙台法務局本局及
び支局8ヶ所
調査士会館

①平成27年中間監査会について
②経理事務執務状況確認について

8日（木） 財務部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 (株)セント担当者との当会セキュリティ対策についての打合
せ
14日（水） 中間監査会

調査士会館

監査事項 平成27年度経理状況と事業状況
14日（水） 常任理事会（第７回）
協議事項

調査士会館

①複合機リース更新について
②仙台支部移動理事会出席者について
③マイナンバー制度の実施に伴う連合会の対応に関する説
明会の参加者について
④仙台法務局評価委員会の委員の委嘱について
⑤仙台法務局との打合せ会開催について
⑥台風18号の影響に伴う雨等による災害に係る支援につい
て
⑦空屋問題に関するアンケートへの協力について
⑧その他

22日（木） 行政困り事相談へ相談員として鈴木健一郎会員を派遣

藤崎一番町館6階

23日（金） みやぎ境界紛争解決支援センター運営委員会（第3回）

調査士会館

協議事項

①筆界特定室との合同無料相談会について
②センターのホームページ内容修正について
③毎月の無料相談会について
④その他

23日（金） 調査士会・公嘱協会・調政連情報交換会
会長、副会長、鈴木総務部長出席
27日（火） 研修部会（第4回）
協議事項

仙台市青葉区
「波奈」
調査士会館

①特定研修実施内容の検討について
②その他

28日（水） 全国会長会議
～29日（木） 菅澤会長出席

東京都文京区
「東京ドームホテル」

内

月 日

容

10月29日（木） みやぎ境界紛争解決支援センター法務局との打合せ会

場

所

仙台法務局

打合せ事項 仙台法務局との合同無料相談会について
30日（金） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会

弁護士会館

髙野広報部長、松岡理事出席
11月4日（水） 広報部会（第4回）
協議事項

調査士会館

①ファイル考案について
②測量体験授業について
③宮調通信について
④その他

6日（金） 財務部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 経理事務執務状況確認について
6日（金） 第15回葉月の会
～7日（土） 菅澤会長、松田副会長、出席
12日（木） マイナンバー制度の実施に伴う連合会の対応についての説明会

神奈川県土地家屋
調査士会館
調査士会館

（電子会議システム）
12日（木） 常任理事会（第8回）
協議事項

調査士会館

①会館敷地検討委員会の委員の選出について
②仙台地裁の民事調停委員の推薦について
③東北ブロック協議会「次世代のための役員研修会」出席者
について
④登記所備え付け地図作成作業に係る入札情報の提供方
について
⑤土地家屋調査士業務の入札において的確な取扱いがさ
れていないと思われる事案の情報提供について
⑥第11回土地家屋調査士特別研修の責任者・協力員の候
補者の推薦について
⑦舟山政明会員の法務大臣表彰祝賀会について
⑧事務局職員賞与について
⑨その他

13日（金） 復興事業に関する打合せ会
菅澤会長、白子業務部長、高橋理事 出席
18日（水） 業務部会（第3回）
協議事項

岩手県盛岡市
「マリオス」
調査士会館

①仙台務局との打合せ会の内容について
②会員からの提案について

21日（土） 特定研修会開催

宮城県建設産業会館

「平成26年度全研修会DVD視聴による研修」
参加人数 35名
26日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として粟野憲治会員を派遣

藤崎一番町館6階

27日（金） 境界鑑定委員会（第3回）

調査士会館

協議事項

①筆界調査委員の推薦者のとりまめ
②その他

30日（月） 打合せ会

調査士会館

打合せ事項 地籍問題研究会「定例研究会」について
12月2日（水） 支部長会（第2回）
協議事項

①会館敷地持分取得について

調査士会館

内

月 日

容

場

所

②会館敷地検討委員の選出について
③その他
2日（水） 仙台法務局との打合せ会

仙台法務局

打合せ事項 法務局との連携・今後の対応について
2日（水） 筆界調査委員推薦委員会
協議事項

調査士会館

①筆界調査委員候補者の選考について
②その他

3日（木） 財務部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 経理事務状況確認
4日（金） 打合せ会

ひろむ法律事務所

打合せ事項 会務に関する相談等
4日（金） 常任理事会（第9回）
協議事項

調査士会館

①個人情報の保護に関する規則について
②特定個人情報取扱規程（マイナンバーの取扱）について
③その他

4日（金） 理事会（第3回）
協議事項

調査士会館

①顕彰委員選任の件
②会館敷地に関する件
③その他

11日（金） 広報部会（第5回）
協議事項

調査士会館

①宮調通信について
②その他

16日（水） 東北ブロック協議会「次世代のための役員研修会」

自治労会館

松岡広報部理事、山市業務部理事、菅原財務部理事出席
菅澤会長（ブロック理事）出席
18日（金） 第15回地籍問題研究会の打合せ会

調査士会館

菅澤会長 出席
24日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として亀山一宏会員を派遣

藤崎一番町館6階

平成28年
1月7日（木） 財務部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 経理事務状況確認
12日（火） 常任理事会（第10回）
協議事項

調査士会館

①各支部定時総会出席者について
②土地家屋調査士懲戒処分事例集の注文について
③土地家屋調査士法第３９条の２の規定による調査の実施
について
④その他

13日（水） 全国会長会議
～14日（木） 菅澤会長 出席
16日（土） 東北ブロック協議会理事会

東京都文京区
「東京ドームホテル」
調査士会館

菅澤会長（ブロック理事）出席
16日（土） 東北ブロック協議会土地家屋調査士合格者のための開業ガイダンス
菅澤副会長(ブロック理事)、鈴木名誉会長、西條会員出席

調査士会館

内

月 日

容

場

1月20日（水） みやぎ境界紛争解決支援センター法務局との打合せ会

所

仙台法務局

打合せ事項 ①平成２８年度の仙台法務局との合同無料相談会について
②その他
21日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会

弁護士会館

髙野広報部長、松岡理事出席
22日（金） 広報部会（第6回）
協議事項

調査士会館

①調査士グッズについて
②測量体験授業について
③その他

26日（火） 東北ブロック協議会説明会
調査士会館
「不動産登記規則第93条ただし書きに規定する不動産の調査に関する報
告に係る報告書の様式の改定」及び「不動産登記法14条第1項地図作成
作業」について
千葉研修部長、山市業務部理事出席
菅澤会長（ブロック理事）出席
28日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として高砂褜男会員を派遣
2月2日（火） 正副会長会議（第2回）
協議事項

藤崎一番町館6階
調査士会館

①紛議調停に関する件
②法務局からの調査委嘱に関する件

2日（火） 業務部（第4回）研修部（第5回）合同部会
協議事項

調査士会館

①第3回研修会について
②その他

5日（金） 土地家屋調査士第11回特別研修 基礎研修

宮城会受講者3名

調査士会館

～7日（日） 協力員として高橋研修部理事出席
6日（土） 仙台法務局筆界特定室主催、みやぎ境界紛争解決支援センター後援

仙台法務局

「土地の境界に関する無料境界問題相談会」
運営委員、髙野弘幸会員、門間勇一会員相談員として出席
9日（火） 財務部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 経理事務状況確認
10日（水） 常任理事会（第11回）
協議事項

調査士会館

①平成28年度事業計画案について
②平成28年度予算案について
③その他

16日（火） 土地家屋調査士法施行規則第39条の2の規定による調査の実施
調査従事者 本局5名、他各支局2名
18日（木） 土地家屋調査士法施行規則第39条の2の規定による調査の実施
調査従事者 各支局2名
22日（月） 東北ブロック協議会新人研修会
～24日（水） 講師として鈴木名誉会長、古積相談役出席
ブロック理事として菅澤会長出席
宮城会受講者 2名

仙台法務局本局、
石巻支局、気仙沼
支局
塩竈支局、大河原
支局、古川支局、登
米支局
山形県「メトロポリタ
ン山形」

内

月 日

容

2月23日（火） 平成27年度日本司法支援センター宮城地方協議会

場

所

仙台弁護士会館

松田副会長出席
25日（木） 広報部会（第7回）
協議事項

調査士会館

①宮調通信について
②その他

25日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として和井内貞明会員を派遣

藤崎一番町館6階

29日（月） 顕彰委員会（第１回）

調査士会館

協議事項 表彰者選考について
3月3日（木） 第3回研修会

フォレストホール

第一部 「不動産登記規則第93条調査報告書の様式改定について」
講師 業務部 山市恭弘理事

（宮城県教育会館）

第二部 「不動産登記規則第93条調査報告書記載の留意点について」
講師 仙台法務局 総括表示登記専門官・筆界特定登記官 倉谷秀夫氏
第三部 「成年後見制度と登記」
講師 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
宮城支部

支部長

司法書士

森田みさ氏

出席者20７名（他会含む）
3日（木） 財務部会（第6回）
協議事項

調査士会館

①経理事務状況確認
②平成27年度収支決算について
③平成28年度予算案について

4日（金） 正副会長会議（第3回）
協議事項

調査士会館

①法務局からの調査委嘱について
②その他

8日（火） 常任理事会（第12回）
協議事項

調査士会館

①平成28年度事業計画案について
②平成28年度予算案について
③平成28年度表彰候補者について
④「平成28年度版マンションネットワーク基本パンフレット」へ
の掲載について
⑤個人情報に関する規則について
⑥その他

8日（火） 理事会（第4回）
協議事項

調査士会館

①平成28年度事業計画案について
②平成28年度予算案について
③平成28年度表彰候補者について
④情報公開に関する規則について
⑤その他

8日（火） 打合せ会

調査士会館

打合せ事項 法務局からの調査委嘱について
8日（火） 研修部会（第6回）
協議事項

①平成28年度事業計画案について
②その他

調査士会館

内

月 日

容

3月11日（金） 土地家屋調査士第11回特別研修 集合研修・総合講義

場

所

調査士会館

～13日（日） 宮城県受講者3名 協力員として菅澤会長、星研副会長出席
16日（水） みやぎ境界紛争解決支援センター運営委員会（第4回）
協議事項

調査士会館

①来年度の事業計画について
②来年度のセンターの予算について
③その他

19日（土） 地籍問題研究会第15回定例研究会
高橋理事報告者、松岡理事司会者として出席
22日（火） 綱紀委員会（第2回）
協議事項

東北学院大学土樋
キャンパス
調査士会館

会則50条第1項に該当 規則第7条第1項 付託

28日（月） みやぎ境界紛争解決支援センター法務局との打合せ会

仙台法務局

打合せ事項 平成２８年度の仙台法務局との合同無料相談会について
29日（火） 綱紀（小）委員会（第3回）
協議事項

会則50条第1項に該当 規則第7条第1項 付託

調査士会館

