
自　令和03年04月01日

至　令和04年03月31日

月　日 場　　所

令和3年

4月7日（水） 総務部会（第1回） 調査士会館

協議事項　 ①会則の一部改正について

②綱紀委員会規則の一部改正について

③戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱管理規程
の一部改正について

④その他

9日（金） 財務部会（第1回） 調査士会館

協議事項　 ①令和2年度決算監査会について

②その他

14日（水） 監査会（第1回） 調査士会館

協議事項 ①令和2年度一般会計、特別会計収支決算について

②令和2年度会務、事業について

14日（水） 常任理事会（第1回） 調査士会館

協議事項 ①第71回定時総会準備について

②令和2年度会務報告・事業報告について

③令和2年度収支決算報告について

④令和3年度会務執行・事業計画案について

⑤令和3年度予算案について

⑥会則一部変更審議の件について

⑦綱紀委員会規則一部変更案審議の件について

⑧戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱管理規程
の一部改正について

⑨役員選任委員会規則についての会員からの指摘箇所に
ついて

⑩災害見舞金について

⑪会員の休会について

⑫名取市空家等対策協議会委員の推薦方について

⑬会館の修繕について

⑭青調会総会への出席者について

⑮その他

14日（水） 理事会（第1回）

協議事項 ①第71回定時総会準備について

②令和2年度会務報告・事業報告について

③令和2年度収支決算報告について

④令和3年度会務執行・事業計画案について

⑤令和3年度予算案について

⑥会則一部変更審議の件について

令和３年度事業報告書

内　　　　容

仙台市青葉区「宮城
自治労会館」



月　日 場　　所内　　　　容

⑦綱紀委員会規則一部変更案審議の件について

⑧戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱管理規程
の一部改正について

⑨災害見舞金について

⑩会員の休会について

⑪会館の修繕について

15日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会　 弁護士会館

白子副会長、山市総務部長出席

22日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として白子智博会員を派遣 藤崎一番町館6階

27日（火） 東北ブロック協議会理事会

27日（火） 東北ブロック協議会監査会

高橋会員（日調連理事）出席

5月11日（火） 役員選任委員会（第2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（水） 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（水） 常任理事会（第2回） 調査士会館

協議事項 ①第71回定時総会準備について

②令和3年度「年次研修」の具体的運営と進行について

③令和3年度新人研修受講料の助成について

④第16回土地家屋調査士特別研修の責任者及び協力員の
候補者の推薦について

⑤その他

18日（火） 名取市空家等対策協議会　第1回 名取市役所

菊地雅通仙台支部理事を派遣

19日（水） 定時総会事前打合せ会 調査士会館

打合せ事項 第71回定時総会について

19日（水） 正副会長会議（第1回） 調査士会館

協議事項 ①会務運営について

21日（金） 役員選任委員会（第3回） 仙台市青葉区「パレ

協議事項 ①確認事項について スへいあん」

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

松田会長（ブロック理事）、鈴木相談役（日調連監事）、
岩手県盛岡市「いわ
て県民情報交流セン
ター アイーナ」

松田会長（ブロック理事）、鈴木相談役（日調連監事）、

高橋会員（日調連理事）出席

岩手県盛岡市「いわ
て県民情報交流セン
ター アイーナ」



月　日 場　　所内　　　　容

21日（金） 第71回定時総会 仙台市青葉区「パレ

議案 ①令和2年度事業報告承認の件 スへいあん」

②令和2年度収支決算報告承認の件

③会則一部変更案審議の件

④綱紀委員会規則一部変更案審議の件

⑤令和3年度会務執行方針及び事業計画案審議の件

⑥令和2年度収支予算審議の件

⑦全役員並びに綱紀委員任期満了に伴う改選の件

出席者52名、委任状155名

21日（金） 理事会（第2回） 仙台市青葉区「パレ

協議事項 ①日本土地家屋調査士会連合会総会代議員の件 スへいあん」

②理事業務分掌の件

③顧問、相談役委嘱の件

④各種委員会委員委嘱の件

⑤みやぎ境界紛争解決支援センター委員委嘱の件

⑥災害復興支援士業連絡会理事委嘱の件

⑦マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ担当者
選出の件

⑧仙台市空き家対策ネットワーク会議担当者委嘱の件

⑨東北ブロック協議会総会代議員及びオブザーバー選出の
件

⑩会費減免規則（案）について

⑪その他

27日（木） 業務部会（電子会議）（第1回） 各事務所

協議事項　 ①年間計画について

②その他

27日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として齋藤元会員を派遣 藤崎一番町館6階

6月2日（水） 東北ブロック協議会理事会 調査士会館

3日（木） 打合せ会 調査士会館

打合せ事項 調査士会館の大規模修繕について業者との打合せ

3日（木） 日調連WEB会議「第78回定時総会に係る開催方法についての説明会」 松田会長事務所

松田会長出席

4日（金） 打合せ会 調査士会館

7日（月） 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（水） 研修部会（第1回） 調査士会館

協議事項 ①令和3年度事業計画について

松田会長（ブロック理事）、鈴木相談役（日調連監事）、

高橋業務部長（日調連理事）出席

日本土地家屋調査士会連合会第78回定時総会開催方法に
ついて

打合せ事項



月　日 場　　所内　　　　容

②年次研修について

③その他

9日（水） 常任理事会（第3回） 調査士会館

協議事項 ①顧問委嘱に係る訪問について

②各委員会会議日程について

③調査士会館大規模修繕について

④第16回土地家屋調査士特別研修の責任者及び協力員の
候補者の推薦について

⑤その他

11日（金） 調査士会館

松田会長、鈴木副会長、高橋日調連理事、鈴木日調連監事出席

15日（火） 日調連第78回定時総会（web配信） 調査士会館

松田会長出席

22日（火） 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

23日（水） 支部長会議（第1回） 調査士会館

協議事項　 ①支部長会議長、副議長の選出

②その他

23日（水） 広報部会（第1回） 調査士会館

協議事項　　①ホームページのリニューアルについて

②その他

24日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会　 弁護士会館

熊谷副会長、高橋業務部長出席

24日（木） 行政困りごと相談所へ相談員とし山岸留吉会員を派遣 藤崎一番町館6階

30日（水） 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センター長、副センター長の選出について

②センターの年間計画について

③その他

30日（水） 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、副委員長の選任について

②年間行事について

③その他

30日（水） 打合せ会 調査士会館

打合せ事項 阿部和工務店担当者来館による調査士会館修繕に係わる
契約書の件

7月2日（金） 東北ブロック協議会理事会

2日（金） 東北ブロック定時総会「意見交換会」 岩手県盛岡市「ホテ
ルメトロポリタン盛岡」

日調連WEB会議「日本土地家屋調査士会連合会第78 回定時総会事前
説明会」

松田会長（ブロック理事）、鈴木相談役（ブロック理事）、

高橋業務部長（ブロック理事）出席

岩手県盛岡市「ホテ
ルメトロポリタン盛岡」

山市総務部長出席



月　日 場　　所内　　　　容

2日（金） 東北ブロック協議会第66回定時総会

山市総務部長出席

8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（金） 土地家屋調査士第16回特別研修　基礎研修　

～11日（日） 宮城会受講者6名

協力員として渋谷研修部長、高橋業務部長出席

14日（水） 常任理事会（第4回） 調査士会館

協議事項 ①会館修繕について

②その他

21日（水） 打合せ会 調査士会館

打合せ事項　土地家屋調査士の非違行為について

28日（水） 仙台法務局

協議事項

②その他

白子副会長、中嶋広報部長出席

4日（水） 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研修会について

②仙台法務局筆界特定室との連携について

③相談員・調停委員名簿の確認

④その他

5日（木） 打合せ会 調査士会館

打合せ事項　土地家屋調査士会館外部改修工事契約及び近隣挨拶

5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

5日（木） 綱紀委員会（第1部会第1回） 調査士会館

協議事項 ①会則第50条第1項に該当　規則第8条第1項付託
（R3-001）

10日（火） 名取市空家等対策協議会　第2回 名取市役所

菊地雅通仙台支部理事を派遣

20日（金） 土地家屋調査士第16回特別研修　集合研修・総合講義　　

～22日（日） 宮城会受講者6名

協力員として渋谷研修部長、高橋業務部長出席

26日（木） 行政困りごと相談所へ相談員とし粟野憲治会員を派遣 藤崎一番町館6階

9月1日（水） 業務部会（電子会議）（第2回） 各事務所

協議事項　 ①今年度の事業計画の遂行について

8月2日（月）

仙台市青葉区「宮城
自治労会館」

行政書士会主催士業合同相談会「くらしなんでも相談会」に係る打ち合せ
会

仙台市青葉区「東京
エレクトロン会議室」

令和3年度仙台法務局と宮城県土地家屋調査士ＡＤＲとの土地の境界を
めぐる紛争解決における連携推進協議会

①筆界特定制度と土地家屋調査士会ADR制度の今後の連
携方策について

調査士会館

岩手県盛岡市「ホテ
ルメトロポリタン盛岡」

高橋業務部長（ブロック理事）出席

松田会長（ブロック理事）、鈴木相談役（ブロック理事）、



月　日 場　　所内　　　　容

②業務上の課題

③その他

2日（木） 総務部会（第2回） 調査士会館

協議事項　 ①会員名簿の校正

②諸規則集について

③戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱管理規程
の一部改正について

④その他

8日（水） 境界鑑定委員会（第1回） 調査士会館

協議事項　 ①資料収集について

②その他

8日（水） 綱紀委員会（第1部会第2回） 調査士会館

協議事項 ①会則第50条第1項に該当　規則第8条第1項付託
（R3-001）

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） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会（WEB会議）　 各事務所

熊谷副会長、高橋業務部長出席

10日（金） 東北ブロック協議会理事会

11日（土） 土地家屋調査士第16回特別研修　考査

宮城会受講者6名

協力員として渋谷研修部長、高橋業務部長出席

14日（火） 常任理事会（第5回） 調査士会館

協議事項 ①日本加除出版「リーガルガーデン」団体契約の更新につ
いて

②戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱管理規程
の一部改正について

③その他

17日（金） 打合せ会 調査士会館

打合せ事項　土地家屋調査士の非違行為について

17日（金） 東北ブロック協議会研修会

22日（水） 研修部会（第2回） 調査士会館

協議事項 ①年次研修開催のための事前研修会開催について

②本年度の研修会について

③その他

29日（水） 綱紀委員会（第1部会第3回） 調査士会館

協議事項 ①会則第50条第1項に該当　規則第8条第1項付託
（R3－001）

仙台市青葉区「仙台
ビジネスホテル」

山形県山形市「ホテ
ルメトロポリタン山形」

県内５会場で開催
(ZOOMにてWEB配
信)

松田会長（ブロック理事）　調査士会館よりZOOM出席

「2021年土地制度改革―土地基本法・国土調査法・不動産登記法の改
正」

宮城会参加者　126名

講師　早稲田大学大学院法務研究科教授　山野目　章夫　氏



月　日 場　　所内　　　　容

10月1日（金） 綱紀委員会（第2部会第1回） 調査士会館

協議事項 ①会則第50条第1項に該当　規則第8条第1項付託
（R3-002）

2日（土） 年次研修開催に向けてのコーディネータのための事前研修会 調査士会館

6日（水） 広報部事業測量体験授業

向山高等学校生徒　35名参加、当会役員及び協力員　15名参加

6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 仙台法務局塩竈支局

調査従事者　5名

8日（金） 財務部会（第2回） 調査士会館

協議事項　 ①令和2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

12日（火） 中間監査会 調査士会館

監査事項　令和3年度経理状況と事業状況

12日（火） 常任理事会（第6回） 調査士会館

協議事項

③　講師団名簿の作成に係る登載者の推薦について（依頼）

④　wifiの導入について

⑤　その他

12日（火） 打合せ会 調査士会館

打合せ事項 綱紀委員長との意見交換

12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 仙台法務局石巻支局

調査従事者　3名

１3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 仙台法務局本局

調査従事者　8名

１3日（水） 打合せ会 調査士会館

打合せ事項 wi-fi設置に伴う業者との現場確認

18日（月） 綱紀委員会（第1部会第4回） 調査士会館

協議事項 ①会則第50条第1項に該当　規則第8条第1項付託
（R3-003）

18日（月） 全国会長会議（web出席） 調査士会館

～19日（火） 松田会長出席

19日（火） 打合せ会 調査士会館

打合せ事項 wi-fi設置機器及び費用について

20日（水） 綱紀委員会（第2部会第2回） 調査士会館

協議事項 ①会則第50条第1項に該当　規則第8条第1項付託
（R3-002）

20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　4名

21日（木） 名取市空家等対策協議会　第3回 名取市役所

菊地雅通仙台支部理事を派遣

仙台市太白区「宮城
県仙台向山高等学
校」

①令和３年度東北地区所有者不明土地連携協議会講習会
参加者について

②　「連合会長とリモートで話そう企画」参加者募集について
（お知らせ）

仙台法務局名取出張
所



月　日 場　　所内　　　　容

22日（金） くらしのなんでも相談会

相談員として塩釜支部　猪股芳一会員を派遣

28日（木） 行政困りごと相談所へ相談員とし和井内貞明会員を派遣 藤崎一番町館6階

29日（金） 第1期第１回土地家屋調査士年次研修会

45名修了　

11月2日（火） 広報部会（第2回） 調査士会館

協議事項　 ①ホームページのリニューアルについて

2日（火） 令和3年度東北区所有者不明土地連携協議会講習会（web講習会） 白子正昭事務所

白子副会長出席

4日（木） 打合せ会 調査士会館

打合せ事項  wi-fi取り付けに係るアッドシステム（株）担当者との最終現場
打合せ

5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

5日（金） 綱紀委員会（第2部会第3回） 調査士会館

協議事項 ①会則第50条第1項に該当　規則第8条第1項付託
（R3-002、R3-004）

5日（金） 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

9日（火） 常任理事会（第7回） 調査士会館

協議事項  ①財務局ホームページへの当会情報の記載について

②ホームページリニュールについて

③その他

10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 仙台法務局古川支局

調査従事者　4名

11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　4名

12日（金） 境界鑑定委員会（第2回） 調査士会館

協議事項 仙台法務局筆界調査委員の選出

12日（金） 筆界調査委員推薦委員会（第1回） 調査士会館

協議事項 仙台法務局筆界調査委員の選考

16日（火） 東北ブロック協議会理事会

17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　8名

19日（金） 研修部会（第3回） 調査士会館

協議事項 ①年次研修についての反省・改善点について

②本年度の研修会について

③その他

19日（金）、 第18回葉月の会

20日（土） 松田会長、山市総務部長　出席

北海道札幌市「札幌
調査士会館」

仙台市青葉区「フォレ
スト仙台会議室」

仙台市青葉区「TKP
ガーデンシティ
PREMIUM仙台西口」

仙台法務局気仙沼支
局

宮城郡利府町「イオン
モール利府」

仙台法務局登米支局

仙台法務局大河原支
局

松田会長（ブロック理事）出席



月　日 場　　所内　　　　容

25日（木） 綱紀委員会（第2部会第4回） 調査士会館

協議事項 ①会則第50条第1項に該当　規則第8条第1項付託
（R3-004）

25日（木） 行政困りごと相談所へ相談員とし舟山政明会員を派遣 藤崎一番町館6階

25日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会

熊谷副会長、高橋業務部長出席

26日（金） くらしのなんでも相談会

相談員として石巻支部　前田健一会員を派遣

12月3日（金） 綱紀委員会（第1部会第5回） 調査士会館

協議事項 ①会則第50条第1項に該当　規則第8条第1項付託
（R3-003）

10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

14日（火） 常任理事会（第8回） 調査士会館

協議事項 ①日調連臨時総会代議員の選出について

②顕彰委員の選任

③仙台法務局筆界調査委員候補者の承認について

④表題部所有者等不明土地探索委員の推薦

⑤その他

14日（火） 理事会（第3回） 電子会議（ZOOM）

協議事項 ①日調連臨時総会代議員の選出について

②顕彰委員の選任

③仙台法務局筆界調査委員候補者の承認について

④表題部所有者等不明土地探索委員の推薦

⑤その他

20日（月） 綱紀委員会（第1部会第6回） 調査士会館

協議事項 ①会則第50条第1項に該当　規則第8条第1項付託
（R3-005）

23日（木） 総務部会（第3回） 調査士会館

協議事項 ①土地家屋調査士法施行規則第39条の2の規程による調査
の報告書とりまとめ

②その他

23日（木） 業務部会（電子会議）（第3回） 各事務所

協議事項　 ①筆界確認情報取扱の指針案(意見募集)について

②業務取扱要領マニュアル案(意見募集)について

③業務取扱上の課題等

④その他

令和4年

1月7日（金） 正副会長会議（第2回） 調査士会館

協議事項 ①苦情対応について

②その他

14日（金） 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

石巻市「イオンモール
石巻店」

宮城県建築士事務所
協会大会議室



月　日 場　　所内　　　　容

18日（火） 仙台法務局との打合せ会 調査士会館

協議事項 ①会員に対する苦情の状況について

②調査士法改正後の綱紀委員会の状況について

③苦情処理の受付について

18日（火） 研修部会（第4回） 調査士会館

協議事項 ①研修会について

②その他

18日（火） 常任理事会（第9回） 調査士会館

協議事項 ①【日調連】銀行担当者向け研修会に関する意見交換会
（電子会議）への出席者について

②【用対連】令和4年度版「補償金算定標準書」作成に伴う資
料提供について

③ホームページのセキュリティについて

④その他

21日（金） 綱紀委員会（第1部会第7回） 調査士会館

協議事項 ①会則第50条第1項に該当　規則第8条第1項付託
（R3-005）

25日（火） 綱紀委員会（第2回） 調査士会館

協議事項 ①綱紀委員会規則第15条第1項に基づく各事案事実認定

②綱紀委員会規則第14条第1項に基づく綱R3-003号被調
査会員弁明

③その他

27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

2月2日（水） 日調連ＷＥＢ会議「全国会長会議」 調査士会館

松田会長出席

3日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会　 弁護士会館及び

熊谷副会長、高橋業務部長出席 ZOOM

4日（金） 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

8日（火） 常任理事会（第10回） 調査士会館

協議事項 ①令和3年度予算案について

②その他

10日（木） 第1回研修会

第一部　「筆界特定と取得事項」

第二部　「土地台帳の見方読み方」

出席者191名

16日（水） 日調連WEB会議「銀行担当者向け研修会に関する意見交換会」 白子正昭事務所

白子副会長出席

25日（金） 顕彰委員会（第1回） 調査士会館

協議事項　①表彰者選考について

仙台市青葉区「フォレ
スト仙台フォレスト
ホール」及びZOOM
配信講師　千葉三郎会員、千葉正宏会員

講師　元横浜地方法務局長　新井克美氏



月　日 場　　所内　　　　容

25日（金） 打合せ会 調査士会館

打合せ事項 会員の業務に対する相談対応及び方向性について

3月2日（水） 日調連WEB会議「土地家屋調査士会ADRセンター担当者会同」 調査士会館

熊谷センター長（副会長）

4日（金） 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

7日（月） 広報部打合せ会 調査士会館

打合せ事項 宮調通信発行について業者との打合せ

8日（火） 常任理事会（第11回） 調査士会館

協議事項 ①令和4年度事業計画案について

②令和4年度予算案について

③令和4年度表彰候補者について

④宮城県土地家屋調査士会会則の一部改正について

⑤宮城県土地家屋調査士戸籍謄本・住民票の写し等職務
上請求書取扱管理規程の一部改正について

⑥境界センター遠隔地調停等実施要領について

⑦「令和4年度版マンションネットワーク基本パンフレット」の
作成申込みについて

⑧その他

8日（火） 理事会（第4回）

協議事項 ①令和4年度事業計画案について

②令和4年度予算案について

③令和4年度表彰候補者について

④宮城県土地家屋調査士会会則の一部改正について

⑤宮城県土地家屋調査士戸籍謄本・住民票の写し等職務
上請求書取扱管理規程の一部改正について

⑥境界センター遠隔地調停等実施要領について

⑦その他

11日（金） 綱紀委員会（第3回） 調査士会館

協議事項 ①綱紀委員会規則第15条第1項に基づく各事案事実認定

②綱紀委員会規則第14条第1項に基づく綱R3-003号被調
査会員弁明

③その他

14日（月） 広報部会（第3回） 調査士会館

協議事項　 ①ホームページのリニューアルについて

15日（火） 業務部会（電子会議）（第4回） 各事務所

協議事項　 ①次年度事業計画について

②業務取扱上の課題等について

③その他

19日（土） 東北ブロック協議会理事会

19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

調査士会館及び
ZOOMによる各事務
所

仙台市青葉区「TKP
ガーデンシティ
PREMIUM仙台西口」

仙台市青葉区「駅前
のぞみビル」

松田会長（ブロック理事）、鈴木相談役　出席

ブロックより松田会長出席



月　日 場　　所内　　　　容

24日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として大浦康宏会員を派遣 藤崎一番町館6階

29日（火） 正副会長会議（第3回） 調査士会館

協議事項 ①相談対応について

②その他


