令和２年度事業報告書
自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日
内

月 日

容

場

令和2年
4月1日（水） 正副会長会議（第1回）
協議事項

調査士会館

①会務について

1日（水） 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
10日（金） 財務部会（第1回）
協議事項

調査士会館

①令和元年度決算監査会について
②その他

15日（水） 監査会（第1回）
協議事項

調査士会館

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

15日（水） 常任理事会（第1回）
協議事項

調査士会館

①第70回定時総会準備について
②令和元年度会務報告・事業報告について
③令和元年度収支決算報告について
④令和２年度会務執行・事業計画案について
⑤令和２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ホームページのバージョンアップについて
⑧会館前の看板の今後の取り扱いについて
⑨各相談会への会員派遣について
⑩土地家屋調査士制度制定70周年記念事業「登記制度創
造プロジェクト」担当者会同（電子会議）の開催について
⑪その他

17日（金） 東北ブロック協議会監査会

調査士会館

星相談役（ブロック監事）、熊谷仙台支部長（ブロック監事）出席
20日（月） 総務部会（第1回）
協議事項

調査士会館

①第70回定時総会議案書の校正

23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
28日（火） 土地家屋調査士制度制定70周年記念事業「登記制度創造プロジェクト」
担当者会同（電子会議）

調査士会館

白子副会長、我妻理事、高橋日調連理事出席
5月12日（火） 70周年記念事業「登記制度創造プロジェクト」打合せ（第1回）
打合せ事項 土地家屋調査士制度制定７０周年記念事業「登記制度創造
プロジェクト」について

調査士会館

所

内

月 日

容

19日（火） 打合せ会

場

所

調査士会館

打合せ事項 センターリーフレットについて業者との打合せ
19日（火） 定時総会事前打合せ会

調査士会館

打合せ事項 第70回定時総会について
20日（水） 第70回定時総会
議案

①令和元年度事業報告承認の件

仙台市青葉区「パレ
スへいあん」

②令和元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令和2年度会務執行方針及び事業計画案審議の件
⑤令和2年度収支予算審議の件
出席者25名、委任状188名
20日（水） 理事会（第1回）
協議事項

①日本土地家屋調査士会連合会総会代議員について

仙台市青葉区「パレ
スへいあん」

②今年度の事業計画及び方針について
③その他
21日（木） 70周年記念事業「登記制度創造プロジェクト」打合せ（第2回）

仙台市役所

打合せ事項 プロジェクトの趣旨説明
22日（金） 打合せ会

調査士会館

打合せ事項 会員の業務に関する相談の件
26日（火） 業務打合せ会

調査士会館

打合せ事項 会員からの業務相談対応について
28日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として菊地雅通会員を派遣
6月1日（月） 打合せ会

調査士会館
調査士会館

打合せ事項 センターリーフレットについて業者との打合せ
5日（金） 70周年記念事業「登記制度創造プロジェクト」打合せ（第3回）

仙台市役所

打合せ事項 プロジェクトの説明及び対象物調査のお願い
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
9日（火） 常任理事会（第2回）
協議事項

調査士会館

①東北ブロック総会開催について
②特別研修の協力員について
③日本土地家屋調査士会連合会第77 回定時総会事前説
明会（電子会議）の開催について
④土地家屋調査士制度制定70 周年記念事業「登記制度創
造プロジェクト」担当者会同（電子会議）における当日資料の
送付及び同プロジェクトに関するアンケートについて
⑤会館のセキュリティについて
⑥2020楽天ゴールデンイーグルス協賛デーについて
⑦その他

11日（木） 日本土地家屋調査士会連合会第77 回定時総会事前説明会（電子会議） 調査士会館
松田会長、白子副会長、鈴木副会長
高橋日調連理事、鈴木日調連監事出席

内

月 日

容

15日（月） 打合せ会

場

所

調査士会館

打合せ事項 会員の業務に関する相談
16日（火） 日調連第77回定時総会（web配信）

各事務所

松田会長、白子副会長
17日（水） 研修部打合せ会

調査士会館

打合せ事項 今年度の研修会の内容及び開催方法について
19日（金） 綱紀委員会（第1回）
協議事項

調査士会館

①会則50条第1項に該当 規則第7条第1項付託
②会員の執務状況の調査付託に関する会員への事情伺い

24日（水） 打合せ会

調査士会館

打合せ事項 会員の業務に関する相談
25日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会

戦災復興記念館

白子副会長、山市総務部長出席
25日（木） 行政困りごと相談所へ相談員とし澤山武之会員を派遣
7月1日（水） 打合せ会

藤崎一番町館6階
調査士会館

打合せ事項 東北ブロック総会について
6日（月） 令和2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 仙台法務局
めぐる紛争解決における連携推進協議会
協議事項

①令和元年度開催協議会結果に基づく連携方策の実施状
況について
②法務局、土地家屋調査士会ADR共同研修会の開催につ
いて
③その他

8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
8日（水） 総務部会（第2回）
協議事項

調査士会館

①問い合わせへの対応方法について

10日（金） 東北ブロック協議会理事会
ブロックより松田会長（ブロック理事）、鈴木日調連監事、高橋日調連理事、

青葉区「宮城自治労
会館」

星相談役（ブロック監事）、熊谷仙台支部長（ブロック監事）出席
宮城会より山市総務部長出席
10日（金） 東北ブロック協議会第65回定時総会
ブロックより松田会長（ブロック理事）、鈴木日調連監事、高橋日調連理事、

青葉区「宮城自治労
会館」

星相談役（ブロック監事）、熊谷仙台支部長（ブロック監事）
菅澤名誉会長（ブロック相談役）出席
宮城会より山市総務部長、升澤財務部長、松岡業務部長、
中嶋広報部長出席
10日（金） 土地家屋調査士第15回特別研修 基礎研修
～12日（日） 宮城会受講者4名

青葉区「宮城自治労
会館」

協力員として星相談役、鈴木副会長、中村研修部長出席
15日（水） 研修部会（第1回）
協議事項

①研修会について

調査士会館

内

月 日

容

15日（水） 常任理事会（第3回）
協議事項

場

所

調査士会館

①看板の修繕について
②今年度の司法書士会との懇談会の開催の有無について
③今年度の研修会について
④その他

28日（火） 打合せ会
打合せ事項

調査士会館
ビジネスフォンアプリについてＮＴＴ担当者と打合せ

28日（火） 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簡易調停の規則の検討

8月3日（月） 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 仙台市青葉区「東京
会
エレクトロン会議室」
白子副会長出席
7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
7日（金） 70周年記念事業「登記制度創造プロジェクト」打合せ（第4回）

調査士会館

打合せ事項 プロジェクトの内容について
7日（金） 常任理事会（第4回）
協議事項

調査士会館

①第２回北海道・東北ブロック協議会交流会について
②行政書士会主催士業合同相談会「くらしなんでも相談会」
について
③その他

21日（金） 打合せ会

調査士会館

打合せ事項 看板修繕について業者との打ち合わせ
21日（金） 土地家屋調査士第15回特別研修 集合研修・総合講義
～23日（日） 宮城会受講者4名

青葉区「宮城自治労
会館」

協力員として星相談役、鈴木副会長、中村研修部長出席
26日（水） 研修部会（第2回）
協議事項

調査士会館

①研修会開催について
②その他

27日（木） 行政困りごと相談所へ相談員とし小山昭弘会員を派遣
28日（金） 70周年記念事業「登記制度創造プロジェクト」打合せ（第5回）
打合せ事項 ３Ｄ登記に関する現地事前調査
9月2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）
協議事項

藤崎一番町館6階
若林区「仙台市立荒
浜小学校」「若林区中
央市民センター」
調査士会館

①簡易調停の規則の検討
②その他

2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）
協議事項

調査士会館

①簡易調停の規則の検討
②年間行事について
③その他

4日（金） 財務部打合せ会
打合せ事項 経理事務執務状況ついて

調査士会館

内

月 日

容

5日（土） 広報部打合せ会
打合せ事項 測量体験授業について高校担当者との打合せ
8日（火） 70周年記念事業「登記制度創造プロジェクト」打合せ（第6回）

場

所

仙台市太白区「宮城
県仙台向山高等学
校」
仙台市役所

打合せ事項 調査日程及び具体的な調査内容について
8日（火） 常任理事会（第5回）
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

調査士会館

いて
②ビジネスフォンアプリ等について
③会館セキュリティ設置完了について
④日調連７０周年記念イベント参加について
⑤国民年金基金会議について
⑥その他
10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
11日（金） 東北ブロック協議会理事会

調査士会館

ブロックより松田会長（ブロック理事）、鈴木相談役（日調連監事）、
高橋日調連理事出席
11日（金） 打合せ会

調査士会館

打合せ事項 会員に対する苦情に係わる相談について
12日（土） 土地家屋調査士第15回特別研修 考査
宮城会受講者5名

青葉区「宮城自治労
会館」

協力員として星相談役、鈴木副会長、中村研修部長出席
日調連担当者として高橋日調連理事出席
24日（木） 行政困りごと相談所へ相談員とし佐藤章弘会員を派遣
10月7日（水） 広報部事業測量体験授業
向山高等学校生徒 36名参加、当会役員及び協力員 16名参加
9日（金） 財務部会（第2回）
協議事項

藤崎一番町館6階
仙台市太白区「宮城
県仙台向山高等学
校」
調査士会館

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

13日（火） 中間監査会

調査士会館

監査事項 令和2年度経理状況と事業状況
13日（火） 常任理事会（第6回）
協議事項

調査士会館

①令和2年度土地家屋調査士新人研修実施方法変更に伴う
協力員選出について
②ビジネスフォンアプリについて
③会館上部設置のシールの修繕等について
④本会・協会・政連の情報交換会及び忘年会の開催につい
て
⑤その他

17日（土） 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

宮城郡利府町「イオン
モール利府」

内

月 日

容

場

所

19日（月） 70周年記念事業「登記創造プロジェクト」３Ｄ測量実施

若林区「仙台市立荒
浜小学校」

22日（木） 法務局との打合せ会

仙台法務局

打合せ事項 オンライン申請の具体的要請行動について
22日（木） 行政困りごと相談所へ相談員とし齊藤哲治会員を派遣

藤崎一番町館6階

26日（月） 土地家屋調査士制度制定70周年記念シンポジウム

東京都千代田区

松田会長出席
27日（火） 全国会長会議
松田会長出席
11月4日（水） 正副会長会議（第2回）
協議事項

「東京国際フォーラム
ホールＢ７」
東京都文京区
「東京ドームホテル」
調査士会館

①会務について

4日（水） 調査士会・公嘱協会・調政連情報交換会
会長、副会長、山市総務部長出席
10日（火） 財務部打合せ会

仙台市青葉区
「どんと丸」
調査士会館

打合せ事項 経理事務執務状況ついて
10日（火） 常任理事会（第7回）
協議事項

調査士会館

①令和３年度支部総会について
②土地家屋調査士が行う災害に係る住家の被害認定調査
等への取組に関する打合せ（電子会議）の開催について
③広島会アンケートの件
④会館のセキュティ開始について

10日（火） 仙台支部との情報交換会
松田会長、白子副会長、鈴木副会長、山市総務部長出席
11日（水） 日調連ＷＥＢ会議「出前授業に関する意見交換会」

仙台市青葉区「酉や
喜兵衛」
調査士会館

～12日（木） 中嶋広報部長出席
13日（金） オンライン通信活用推進委員会（第1回）

調査士会館

打合せ事項 ①オンライン申請の具体的要請行動について
②その他
17日（火） 日調連ＷＥＢ会議「土地家屋調査士が行う災害に係る住家の被害認定調 調査士会館
査等への取組に関する打合せ」
白子副会長、山市総務部長出席
20日（金） 東北ブロック協議会理事会

調査士会館

ブロックより松田会長（ブロック理事）、鈴木日調連監事、
高橋日調連理事出席
24日（火） 70周年記念事業「登記制度創造プロジェクト」打合せ（第7回）
打合せ事項 ライカジオシステムズ株式会社担当者との打合せ
26日（木） 日調連ＷＥＢ会議「国民年金基金への加入の促進に関する説明会」

調査士会館
仙台市役所
調査士会館

赤間一秋会員出席
26日（木） 行政困りごと相談所へ相談員とし泉裕一会員を派遣

藤崎一番町館6階

内

月 日

容

26日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会

場

所

弁護士会館

白子副会長、山市総務部長出席
28日（土） 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2日（水） 令和2年度第1回「仙台市空き家対策ネットワーク会議」

石巻市「イオンモール
石巻店」
仙台市役所

田中理事出席
4日（金） 令和2年度法務局・宮城県土地家屋調査士会事務打合せ会
打合せ事項 ① 土地基本法等の一部を改正する法律の施工に伴う不動
産登記事務の取扱について
② 表題部所有者不明土地解消作業の進め方等について
③ オンライン申請等における申請情報作成の留意点等に
ついて
4日（金） 仙台支部との打合せ会

仙台法務局

仙台法務局

打合せ事項 会務について
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
8日（火） 常任理事会（第8回）
協議事項

調査士会館

① 顕彰委員の選任
② 年始挨拶まわりについて
③ 本会と支部の研修及び広報の連携について
④ 土地家屋調査士制度制定70 周年記念事業「登記制度創
造プロジェクト」における実施内容の報告方の担当者につい
て
⑤ 国民年金基金の担当者の変更について

⑥ 復興事業等に関する打合せの開催に伴う出席について
⑦ 令和2 年度日本司法支援センター宮城地方協議会の開
催に伴う出席者について
調査士会館又はZoom
8日（火） 理事会（第2回）
協議事項

①顕彰委員の選任

による各事務所

②その他
9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

仙台法務局登米支局

調査従事者 2名
15日（火） 日調連ＷＥＢ会議「年次研修に関する説明会」

調査士会館

松田会長、山市総務部長、中村研修部長、渋谷理事出席
16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
21日（月） 日調連ＷＥＢ会議「復興事業等に関する打合せ会」

仙台法務局大河原支
局
調査士会館

松田会長、白子副会長、山市総務部長出席
21日（月） 日調連WEB研修「令和2年度土地家屋調査士新人研修」

調査士会館

～23日（水） 宮城会受講者 8名、協力員 4名
24日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として常川哲也会員を派遣

藤崎一番町館6階

令和3年
1月8日（金） 広報部会（第1回）
協議事項

①宮調通信発行について

調査士会館

内

月 日

容

場

所

②リーフレット作成について
③その他
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
調査従事者 4名
13日（水） 日調連ＷＥＢ会議「全国会長会議」

仙台法務局気仙沼支
局
松田会長事務所

～14日（木） 松田会長出席
15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
19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

仙台法務局塩竈支局

調査従事者 5名
19日（火） 常任理事会（第9回）
協議事項

調査士会館

①研修規則の一部改正
②宮城県土地家屋調査士会年次研修実施要領（案）
③宮城県土地家屋調査士会会則第86条第2項の指定する
研修の欠席者に対する指導要領（案）
④慶弔規則の一部改正
⑤士業連絡会の相談会について
⑥その他

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
25日（月） 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

仙台法務局名取出張
所
仙台法務局石巻支局

調査従事者 3名
28日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として鈴木聖臣会員を派遣
2月2日（火） 東北ブロック協議会理事会

藤崎一番町館6階
調査士会館

ブロックより松田会長（ブロック理事）、鈴木相談役（日調連監事）、
高橋日調連理事出席
3日（水） みやぎ境界紛争解決支援センター運営委員会（第3回）
協議事項

調査士会館

①簡易調停の規則について
②次年度の事業計画について
③その他

3日（水） みやぎ境界紛争解決支援センター評議委員会（第2回）
協議事項

調査士会館

①簡易調停の規則の検討
②その他

3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 12名（本局8名、古川支局4名）
4日（木） 宮城県災害復興支援士業連絡会理事会

仙台法務局本局、古
川支局
弁護士会館

白子副会長、山市総務部長出席
5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
9日（火） 紛議調停（小）委員会（第1回）
協議事項

①整理番号 2020年第1号 紛議調停申立について

調査士会館

内

月 日

容

9日（火） 研修部会（第3回）
協議事項

場

所

調査士会館

①令和3年度事業計画について
②年次研修について
③その他

9日（火） 常任理事会（第10回）
協議事項

調査士会館

①令和3年度事業計画案
②令和3年度予算案
③その他

24日（水） 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
25日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として芹沢佳人会員を派遣
3月3日（水） 正副会長会議（第3回）
協議事項

藤崎一番町館6階
調査士会館

①会務運営について
②その他

4日（木） 総務部会（第3回）
協議事項

調査士会館

①会則一部改正について
②その他

5日（金） 財務部会（第3回）
協議事項

調査士会館

①経理事務執務状況確認について
②令和3年度予算案について

9日（火） 常任理事会（第11回）
協議事項

調査士会館

①令和3年度事業計画案について
②令和3年度予算案について
③令和3年度表彰候補者について
④役員選任委員の選任について
⑤土地家屋調査士会会則の一部改正について
⑥研修規則の一部改正について
⑦研修実施要領の一部改正について
⑧土地家屋調査士年次研修の実施について
⑨文書取扱規定の一部改正について
⑩慶弔規則の一部改正について
⑪次年度の副会長選考人数変更について
⑫次期役員定数について
⑬「令和3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
⑭旅費規則について

9日（火） 理事会（第3回）
協議事項

①令和3年度事業計画案の件
②令和3年度予算案の件
③令和3年度表彰候補者の件
④役員選任委員の選任の件
⑤土地家屋調査士会会則の一部改正の件

調査士会館又はZoom

による各事務所

内

月 日

容

場

所

⑥研修規則の一部改正の件
⑦研修実施要領の一部改正の件
⑧土地家屋調査士年次研修実施要領（案）の件
⑨宮城県土地家屋調査士会会則第86条第2項の指定する
研修の欠席者に対する指導要領（案）の件
⑩文書取扱規定の一部改正の件
⑪慶弔規則の一部改正について
⑫次年度の副会長選考人数変更について
⑬次期役員定数について
⑭その他
23日（火） 日調連・東北ブロックＷＥＢ会議「土地家屋調査士業務取扱要領に関する 調査士会館
説明会」
松田会長（ブロック理事）、鈴木相談役（日調連監事）
山市総務部長、升澤財務部長、松岡業務部長、中村研修部長、
中嶋広報部長、田中理事出席
23日（火） 日調連ＷＥＢ会議「マンガ小冊子の制作に関する説明会」

我妻理事事務所

我妻理事出席
23日（火） 正副会長会議（第4回）
協議事項

調査士会館

①会館修繕について
②仙台市空家等対策計画検討部会専門委員の推薦につい
て
③東日本大震災10周年復興祈願、並びにコロナ退散祈願に
よる特別祭礼第37回「仙台・青葉まつり」への協賛について
④災害見舞金について
⑤その他

25日（木） 行政困りごと相談所へ相談員として砂金圭介会員を派遣

藤崎一番町館6階

26日（金） 役員選任委員（第1回）

調査士会館

協議事項

①委員長、副委員長の選任
②選任事務について

27日（土） 東北ブロック協議会理事会
ブロックより松田会長（ブロック理事）、鈴木相談役（日調連監事）、

宮城自治労会館
午後より調査士会館

高橋会員（日調連理事）出席
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 宮城自治労会館
ブロックより松田会長（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

