
自　平成29年04月01日

至　平成30年03月31日

月　日 場　　所

平成29年

4月3日（月） 業務部打合せ会 仙台市役所

打合せ事項 仙台市公共基準点使用に係る包括承認申請

街区基準点等使用に係る包括承認申請

6日（木） 財務部会（第１回） 調査士会館

協議事項　 ①平成28度決算監査会について

②その他

14日（金） 監査会（第1回） 調査士会館

協議事項 ①平成28年度一般会計、特別会計収支決算について

②平成28年度会務、事業について

14日（金） 常任理事会（第1回） 調査士会館

協議事項 ①第67回定時総会準備について

②平成28年度会務報告、事業報告について

③平成28年度収支決算報告について

④平成29年度会務執行、事業計画案について

⑤平成29年度予算案について

⑥会館敷地持分購入について

⑦その他

14日（金） 理事会（第1回） 調査士会館

協議事項 ①第67回定時総会準備について

②平成28年度会務報告、事業報告について

③平成28年度収支決算報告について

④平成29年度会務執行、事業計画案について

⑤平成29年度予算案について

⑥会館敷地持分購入について

⑦その他

14日（金） 業務部会（第1回） 調査士会館

協議事項 ①表示登記実務研究会のテーマについて

③「登記原因の日付」について

⑤その他

17日（月） 総務部会（第1回） 調査士会館

協議事項 ①第67回定時総会議案書の校正

19日（水） 東北ブロック協議会理事会・監査会 調査士会館

20日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会　 弁護士会館

松岡理事出席

平成29年度事業報告書

内　　　　容

ブロックより菅澤会長（ブロック理事）出席

②仙台法務局との打合せ会（仮称：宮城登記事務連絡協議
会）のテーマについて

④規則７７条２項に規定される基本三角点等に基づく測量が
できない特別の事情について



月　日 場　　所内　　　　容

24日（月） 仙台市道路区域管理システム運用開始に伴う説明会 仙台市役所

白子業務部長、山市理事出席

26日（水） 平成29年度第1回仙台市空き家対策ネットワーク会議 仙台市役所

中嶋理事出席

27日（木） 行政困りごと相談所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

5月10日（水） 財務部打合せ会 調査士会館

打合せ事項 ①経理事務執務状況の確認について

②その他

12日（金） 役員選任委員会（第1回） 調査士会館

協議事項 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

12日（金） 総務部打合せ会 調査士会館

打合せ事項 総会会場担当者との打合せ

12日（金） 常任理事会（第2回） 調査士会館

協議事項 ①第6７回定時総会準備について

②その他

18日（木） 打合せ会 調査士会館

18日（木） 打合せ会 調査士会館

打合せ事項 第67回定時総会について

19日（金） 役員選任委員会（第2回）

協議事項 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

19日（金） 第6７回定時総会

議案 ①平成28年度事業報告承認の件

②平成28年度収支決算報告承認の件

③平成29年度会務執行方針及び事業計画案審議の件

④平成29年度収支予算審議の件

⑤会館敷地共有持分購入の件

⑥全役員並びに綱紀委員任期満了に伴う改選の件

出席者149名、委任状58名

22日（月） 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

25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

28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」

仙台市宮城野区「メ
ルパルク仙台」

仙台市宮城野区「メ
ルパルク仙台」

打合せ事項 仙台法務局髙橋誠総務課長と定時総会進行についての打
合せ



月　日 場　　所内　　　　容

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29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

29日（月） 総務部会（第2回）

協議事項 ①今年度事業計画について

②その他

29日（月） 財務部会（第2回）

協議事項 ①今年度事業計画について

②その他

29日（月） 業務部会（第2回）

協議事項 ①今年度事業計画について

②その他

29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

②その他

29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

②その他

6月5日（月） 法務局打合せ会 仙台法務局

打合せ事項 地図作成事業の業務対応について

7日（水） 財務部会（第3回） 調査士会館

協議事項 ①経理事務執務状況の確認について

②その他

8日（木） 境界鑑定委員会（第1回） 調査士会館

協議事項 ①境界鑑定委員会主催研修会開催について

9日（金） 東北ブロック協議会理事会 調査士会館

9日（金） 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

13日（火） 常任理事会（第3回） 調査士会館

協議事項 ①平成29年度会務執行及び事業計画について

②自由民主党第20回政経セミナー出席者について

⑤その他

19日（月） 広報部会（第2回） 調査士会館

協議事項 ①広報誌の発行について

菅澤会長（ブロック理事）出席

仙台市太白区「ホテ
ルニュー水戸屋」

仙台市太白区「ホテ
ルニュー水戸屋」

仙台市太白区「ホテ
ルニュー水戸屋」

仙台市太白区「ホテ
ルニュー水戸屋」

仙台市太白区「ホテ
ルニュー水戸屋」

菅澤会長（ブロック理事）出席、松田副会長出席、高橋一秀会員出席

③東北ブロック総会2日目『調査士広報　東北大会～そうで
す、それが知りたかった』開催について

④測量協会東北支部平成２９年度支部業務報告会の出席
者について



月　日 場　　所内　　　　容

②調査士グッズの販売について

③ラジオＣＭの計画について

④その他

20日（火） 日調連第74回定時総会

～21日（水） 菅澤会長、松田副会長、白子副会長、山市業務部長出席

22日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会　 弁護士会館

我妻理事出席

22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

26日（月） 仙台市との打合せ会 仙台市役所

打合せ事項 仙台市道路区域管理システムの成果品について

27日（火） 仙台法務局高橋総務課長来館による打合せ会 調査士会館

打合せ事項 仙台法務局・司法書士会・調査士会三者打合せ会について

28日（水） 境界鑑定委員会（第2回） 調査士会館

協議事項 ①境界鑑定委員会主催研修会開催について

30日（金） みやぎ境界紛争解決支援センター運営委員会（第1回） 調査士会館

協議事項　　①センター、副センター長の選出

②センター実務の運営について

③研修会について

④その他

30日（金） みやぎ境界紛争解決支援センター評議委員会（第1回） 調査士会館

協議事項　　①委員長、副委員長、センター長の選出

②その他

７月1日（土） 宮城県災害復興支援士業連絡会理：東日本大震災復興シンポジウム

みやぎボイス２０１７　計画・制度とそこから零れ落ちるもの

我妻理事出席

3日（月） 広報部会（第3回） 調査士会館

協議事項 ①ラジオCMについて業者との打合せ

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） 東北ブロック協議会理事会

7日（金） 東北ブロック協議会第62回定時総会

～8日（土）

宮城会より松田副会長、白子副会長、常任理事、小川正志会員、

高橋日調連理事出席

11日（火） 境界鑑定委員会（第3回） 調査士会館

協議事項 ①境界鑑定委員会主催研修会開催について

11日（火） 常任理事会（第4回） 調査士会館

③葉月の会参加者について

④プロジェクターの購入について

東京都文京区「東京
ドームホテル」

ブロックより菅澤会長（ブロック理事）、高橋日調連理事出席

秋田県秋田市「メトロ
ポリタン秋田」

ブロックより菅澤会長（ブロック理事）、鈴木名誉会長（ブロック名誉会長）出席

②井上義久衆議院議員との意見交換会（勉強会）の開催に
ついて

協議事項 ①司法書士会との会館敷地共有持分購入の契約取り交わし
について

仙台市青葉区「せん
だいメディテーク」

秋田県秋田市「メトロ
ポリタン秋田」



月　日 場　　所内　　　　容

⑤(株)アドコーポ-レションからの広告掲載の依頼について

⑥来年度の本会総会の日程について

⑦その他

21日（金） 総務部会（第3回）

協議事項 ①来年度定時総会会場打合せ

26日（水） 研修部打合せ会 仙台法務局

打合せ事項 8月18日研修会について

26日（水） 境界鑑定委員会主催、筆界調査員を対象とした研修会 仙台市宮城野区

第一部「写真測定の実際について」 「(株)パスコ会議室」

第二部「筆界特定の現状について」

参加人数　37名（仙台法務局職員3名含む）

28日（金） 法務局との打合せ会 仙台法務局

打合せ事項　会員指導について

28日（金） 法務局との打合せ会 仙台法務局

打合せ事項　①相続登記の促進について

②オンライン申請の推進について

③空家問題について

8月1日（火） 研修部会（第2回） 調査士会館

協議事項 ①第1回研修会について

②第2回研修会について

③その他

1日（火） 法務局との打合せ会 仙台法務局

打合せ事項 会員指導について

3日（木） 広報部会（第4回） 調査士会館

協議事項 ①ラジオCMについて業者との打合せ

4日（金） 財務部打合せ会 調査士会館

打合せ事項　経理事務執務状況ついて

10日（木） 研修部打合せ会

打合せ事項　斉藤睦男弁護士と研修内容の打合せ

18日（金） 第１回研修会

第一部「ｅラーニングの使い方及びＣＰＤポイント公開について」　

 講師　日本土地家屋調査士会連合会　理事　高橋一秀会員

 講師  株式会社トリンブルパートナーズ東北　取締役　金野幸次氏

第三部「法定相続情報証明制度」　

参加人数　163名（他会5名含む）

29日（火） みやぎ境界紛争解決支援センター主催研修会

第一部「みやぎ境界紛争解決支援センターの手続と運用の説明」　

講師　みやぎ境界紛争解決支援センター運営委員　山市恭弘会員

仙台市青葉区「パレ
スへいあん」

仙台市青葉区「フォレ
スト仙台」

仙台市青葉区「自治
労会館」

第二部「最新の測量技術（ドローン・デジタルレーザースキャナー）を使っ
た測量」

仙台市青葉区「ひろ
む法律事務所」

講師 仙台法務局民事行政部不動産登記部門　統括登記官　坂井孝一
郎氏

第二部「仙台弁護士会ＡＤＲセンターについて」

講師  仙台弁護士会紛争解決支援センター事務局長　上林　佑氏



月　日 場　　所内　　　　容

参加人数　51名

29日（火） 研修部打合せ会

打合せ事項　第2回研修会第三部健康講話について打合せ

31日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会　 弁護士会館

松岡理事、我妻理事出席

9月5日（火） 広報部会（第5回） 調査士会館

協議事項 ①ラジオCMについて

8日（金） 財務部打合せ会 調査士会館

打合せ事項　経理事務執務状況ついて

12日（火） 総務部会（第4回） 調査士会館

協議事項 ①会員名簿の校正

13日（水） 常任理事会（第5回） 調査士会館

協議事項 ①被災３会打合せ会について

③日調連講師団名簿更新に係る適任者の推薦について

④プロジェクターの購入について

⑤リーガルガーデンの更新について

⑥司法書士会との懇談会開催について

⑦行政書士会主催相談会について

⑧仙台法務局「法務局相続登記相談会」開催について

⑨来年度総会会場の配置について

⑩研修員候補者の推薦について

⑪仙台法務局と石巻市との包括連携協定の締結について

⑫葉月の会の出席者及び議題について

⑬事務局太田職員（パート勤務）の雇用・給与形態について

⑭その他

14日（木）

21日（木） 境界鑑定委員会打合せ会 仙台法務局

打合せ事項 筆界調査委員の推薦及び辞令交付式等について

22日（金） 東北ブロック協議会理事会　

菅澤会長（ブロック理事）、高橋一秀会員（日調連理事）出席

27日（水） 業務部会（第3回） 調査士会館

協議事項 ①表示登記研究会のテーマについて

②被災３会打合せ会のテーマについて

③登記基準点の手続きについて

④その他

28日（木） 研修部会（第3回） 調査士会館

協議事項 ①10月6日(金)　第2回研修会について

②平成30年2月開催東北6県新人研修について

③その他

岩手県土地家屋調査
士会館

②井上義久衆議院議院との意見交換会（勉強会）の開催に
ついて

公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会平成29年度移動無料相談会
へ松浦大三会員派遣

仙台市泉区「仙台市
健康増進センター」

岩沼市「竹駒神社参
集殿」



月　日 場　　所内　　　　容

28日（木） 行政困り事相談へ相談員として高橋善晴会員を派遣 藤崎一番町館6階

10月1日（日） 全国一斉！法務局休日相談所　　　

各会場1名　計3名派遣

3日（火） 広報部会（第6回） 調査士会館

協議事項 ①ラジオＣＭの原稿について

②その他

6日（金） 第2回研修会

講師　顧問弁護士　斉藤睦男氏

講師　弁護士　煙山正大氏

第三部「毎日の健康を保つために」

第四部「間違いやすい境界の実務－法的知識の深化を目指して－」

講師  元東京法務局長・弁護士　　寳金敏明氏

参加人数　218名（他会含む）

12日（木） 財務部会（第4回） 調査士会館

協議事項　 ①平成29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

13日（金） 境界鑑定委員会（第4回） 調査士会館

協議事項 ①筆界調査委員候補者の推薦について

②その他

17日（火） 中間監査会 調査士会館

監査事項　平成28年度経理状況と事業状況

17日（火） 常任理事会（第6回） 調査士会館

②11月28日開催東北ブロック役員研修会について

③調査士会・公嘱協会・政連情報交換会開催について

23日（月） 広報部事業ラジオＣＭ　第1回 調査士会館

TBC東北放送における電話インタビュー　担当：広報部松岡理事

24日（火） みやぎ境界紛争解決支援センター運営委員会（第2回） 調査士会館

協議事項　　①センターの事業計画について

②相談員、調停委員の名簿の更新について

③事件の報告について

④その他

24日（火） 全国会長会議 東京都文京区

～25日（水） 菅澤会長出席 「東京ドームホテル」

26日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会　 弁護士会館

松岡理事、我妻理事出席

第一部「境界立会及び境界確定図作成等において土地家屋調査士が留
意すべき事項Ⅲ（アンケートを踏まえて）」

第二部「個人情報保護法適用拡大を受けて土地家屋調査士が留意すべ
き事項」

講師　公益財団法人仙台福祉事業団仙台健康増進センター 早坂幸代氏

仙台市青葉区「フォレ
スト仙台」

④平成29年度における大規模災害対策基金の募金につい
て

①平成29年度日本司法支援センター宮城地方協議会出席
者について

協議事項

仙台法務局本局及び
支局2ヶ所



月　日 場　　所内　　　　容

26日（木） 平成29年度第1回表示登記実務研究会 仙台法務局

協議事項 ①会則の改正について

②平成29年表示登記実務研修会の議題について

③土地家屋調査士提出協議事項について

④その他

26日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として佐藤忠晴会員を派遣 藤崎一番町館6階

27日（金） 打合せ会 仙台市役所

打合せ事項 仙台市町並み形成課からの問い合わせ内容について

28日（土） 福島会主催第1回調停員（メディエーター）養成セミナー

31日（火） 広報部事業ラジオＣＭ　第2回 調査士会館

TBC東北放送における電話インタビュー　担当：広報部我妻理事

11月7日（火） 境界鑑定委員会（第5回） 調査士会館

協議事項 ①筆界調査委員候補者のとりまとめについて

②その他

7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　2名

8日（水） 広報部事業ラジオＣＭ　第3回 調査士会館

TBC東北放送における電話インタビュー　担当：広報部松岡理事

9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

9日（木） みやぎ境界紛争解決支援センター打合せ会 仙台簡易裁判所

打合せ事項　仙台簡易裁判所との連携について

14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　16名（大河原支局8名，古川支局4名，石巻支局4名）

15日（水） 仙台法務局総務課との打合せ会 調査士会館

打合せ事項　法務局からの要望等について

15日（水） 常任理事会（第7回） 調査士会館

協議事項 ①第3回理事会に向けて

②葉月の会議題について

③11月28日開催東北ブロック役員研修会について

④被災３会打合せ会について

⑤表示登記実務研修会会則の改正について

⑥事務局職員賞与について

⑦その他

15日（水） 調査士会・公嘱協会・政連情報交換会 仙台市青葉区

会長、副会長、常任理事出席 「おしか」

15日（水） 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　14名（本局10名，気仙沼支局4名）

16日（木） 平成29年度日本司法支援センター宮城地方協議会

松田副会長出席

仙台法務局本局，
気仙沼支局

仙台法務局登米支局

名取市「イオンモール
名取」

仙台法務局大河原支
局，古川支局，石巻
支局

菅澤会長（センター評議委員）、山市業務部長（センター運営委員）、
松岡理事（センター運営委員）、茂木会員（センター調停員）出席

福島県郡山市「ビック
パレットふくしま」



月　日 場　　所内　　　　容

16日（木） 広報部事業ラジオＣＭ　第4回 調査士会館

TBC東北放送における電話インタビュー　担当：広報部我妻理事

19日（日） 仙台法務局「相続登記・相続税相談会及び講演会」　　

相談員として古積威会員を派遣

20日（月）,21（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　4名（各日2名）

22日（水） 綱紀委員会（第1回） 調査士会館

協議事項 ①委員長、副委員長の選出

②その他

22日（水） 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　5名

23日（木） くらしのなんでも相談会

相談員として石巻支部高橋支部長、相澤副支部長を派遣

24日（金） 広報部事業ラジオＣＭ　第5回 調査士会館

TBC東北放送における電話インタビュー　担当：広報部松岡理事

24日（金） 第17回葉月の会

～25日（土） 菅澤会長、松田副会長、白子副会長　出席

27日（月） 広報部事業ラジオＣＭ　第6回 調査士会館

TBC東北放送における電話インタビュー　担当：広報部我妻理事

28日（火） 東北ブロック協議会理事会 調査士会館

28日（火） 東北ブロック協議会「役員研修会」 宮城自治労会館

松田副会長、鈴木総務部長、山市業務部長、各部副部長出席

菅澤会長（ブロック理事）、高橋日調連理事出席

30日（木） 連合会主催「被災三県における復興事業等に関する打合せ会」 調査士会館

菅澤会長、白子副会長、山市業務部長出席

12月1日（金） 常任理事会（第8回） 調査士会館

協議事項 ①平成29年度事業計画案及び予算案について

②特別研修協力員の選任

③「調査士カルテＭａｐ」の説明会への参加者について

④その他

1日（金） 理事会（第3回） 調査士会館

協議事項 ①筆界調査委員の選任の件

②顕彰委員選任の件

③その他

1日（金） 支部長会（第1回） 調査士会館

協議事項 ①支部長会議長、副会議長の選任

②その他

5日（火）

山市業務部長、藤原理事、遠藤理事、熊谷理事出席

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

仙台法務局名取出張
所

仙台法務局塩釜支局

名取市「イオンモール
名取」

ブロックより菅澤会長（ブロック理事）、高橋日調連理事出席

高知県土地家屋調査
士会館

岩手県土地家屋調査
士会館

登記基準点説明会

石巻市「イオンモール
石巻」



月　日 場　　所内　　　　容

18日（月） 土地家屋調査士調査情報保全管理システム「調査士カルテMap」説明会

山市業務部長、千葉研修部長出席

28日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として高橋徳夫会員を派遣 藤崎一番町館6階

平成30年

1月11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

15日（月） 研修部打合せ会

打合せ事項 新人研修会会場打合せ

15日（月） 常任理事会（第9回） 調査士会館

協議事項 ①各支部定時総会出席者について

③その他

16日（火） 全国会長会議事前打ち合わせ　菅澤会長出席

17日（水） 全国会長会議及び新年賀詞交歓会 東京都文京区

～18日（木） 菅澤会長出席 「東京ドームホテル」

23日（火）

菅澤会長、松田副会長出席

25日（木） 業務部会（第4回） 調査士会館

協議事項 ①調査士MAPの取扱について

②本人確認について

③その他

25日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会 弁護士会館

松岡理事、我妻理事出席

25日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として尾形淳会員を派遣 藤崎一番町館6階

26日（金） 研修部打合せ会

打合せ事項 第3回研修会について講師との打合せ

27日（土） 東北ブロック協議会土地家屋調査士試験合格者のための開業ガイダンス 調査士会館

菅澤会長(ブロック理事)、高橋会員（日調連理事）

鈴木名誉会長、西條会員出席

29日（月） 平成29年度第2回「仙台空き家対策ネットワーク会議」 仙台市役所

中嶋理事出席

31日（水） 研修部会（第4回） 調査士会館

協議事項 ①平成29年度東北ブロック協議会新人研修会について

②第3回研修会について

③特定研修会について

④その他

2月8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

9日（金） 土地家屋調査士第13回特別研修　基礎研修　　

～11日（日） 宮城会受講者2名

②用対連「平成30年度版『補償金算定標準書』作成に伴う資
料等の提供者の選出

岩手県盛岡市「いわ
て県民情報交流セン
ター：アイーナ」

仙台市宮城野区「ホ
テルレオパレス仙台」

東京都千代田区「土
地家屋調査士会館」

仙台市青葉区「東京
エレクトロンホール宮
城小会議室」

士業合同相談会「くらしなんでも相談会」に係る報告・反省会

仙台市青葉区「ひろ
む法律事務所」

東京都千代田区「土
地家屋調査士会館」



月　日 場　　所内　　　　容

12日（月） 東北ブロック協議会新人研修会 仙台市宮城野区

～14日（水） 講師として鈴木名誉会長、古積相談役、千葉三郎相談役出席

ブロック理事として菅澤会長、高橋日調連理事出席

担当役員として、星副会長、研修部理事出席

宮城会受講者11名

14日（水） 常任理事会（第10回） 調査士会館

協議事項 ①平成30年度事業計画案について

②平成30年度予算案について

③その他

16日（金） 広報部会（第7回） 調査士会館

協議事項 ①宮調通信について

②その他

20日（火） 総務部打合せ会 調査士会館

打合せ事項 今後の会務について

20日（火） 仙台市建築指導課担当者来館打合せ 調査士会館

打合せ事項 仙台市私道取扱手引き書について

22日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として互野宣明会員を派遣 藤崎一番町館6階

26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1日（木） 第3回研修会

講師　顧問弁護士　斉藤睦男氏

講師　仙台法務局　局長　秦愼也氏

参加人数　135名（他会含む）

1日（木） 総務部打合せ会

打合せ事項 会務について

9日（金） 財務部会（第5回） 調査士会館

協議事項 ①経理事務執務状況確認について

②平成30年度予算案について

9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センター研修会について

②来年度の行事予定について

③その他

14日（水） 常任理事会（第11回） 調査士会館

協議事項 ①平成30年度事業計画案について

②平成30年度予算案について

③平成30年度表彰候補者について

④その他

14日（水） 理事会（第4回） 調査士会館

協議事項 ①平成30年度事業計画案について

②平成30年度予算案について

③平成30年度表彰候補者について

④その他

第二部「これまでの表示登記行政の足跡とこれからの課題とその対応」

第一部「民法改正について」

仙台市青葉区「東京
エレクトロンホール宮
城会議室」

仙台市青葉区「ひろ
む法律事務所」

「ホテルレオパレス仙
台」



月　日 場　　所内　　　　容

16日（金） 土地家屋調査士第13回特別研修　集合研修・総合講義　　

～18日（日） 宮城会受講者2名

22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

24日（土） 特定研修会開催 調査士会館

「平成29年度全研修会DVD視聴による研修」

参加人数　30名

24日（土） 研修部会（第5回） 調査士会館

協議事項 ①新年度の研修内容について

②その他

31日（土） 土地家屋調査士第13回特別研修　考査

宮城会受講者2名

東京都千代田区「土
地家屋調査士会館」

東京都千代田区「日
本教育会館第一会議
室」


