
令 和 ３ 年 度 会 務 報 告

自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日

会 員 の 動 き

　１．入　会　者 ０名

　２．退　会　者 ６名

腰　山 稔　(大館能代支部) 令和３年５月31日 業務廃止

梅　田 誠　(大館能代支部) 令和３年８月25日 死　　亡

関 将　人　(秋 田 支 部) 令和３年11月９日 死　　亡

松　橋　養　一　(秋 田 支 部) 令和４年１月14日 業務廃止

小　林　忠　雄　(大 曲 支 部) 令和４年３月10日 死　　亡

佐　藤　忠　義　(大館能代支部) 令和４年３月31日 業務廃止

　３．会　員　数 112名　　１法人

会議の開催回数

総 会 １回 綱  紀  委  員  会 １回

正  副  会  長  会 １回 会 報 編 集 委 員 会 ２回

部 長 会 ２回 社会事業推進委員会 ２回

理 事 会 ４回

支　 部　 長　 会 ３回

監 査 会 ２回

総　 務　 部　 会 １回

財　 務　 部　 会 １回

業　 務　 部　 会 ３回

　研　 修　 部　 会 ３回



月 日

令和３年

４.５

　 13

　 13

　 20

秋田地方法務局長来訪（着任挨拶）

監査会開催　　於　事務局

１．令和２年度業務監査について

２．令和２年度一般会計収支決算書の

　監査について

３．令和２年度特別会計収支決算書の

　監査について

第１回部長会開催

於　山王プレスビル

１．令和２年度各部事業報告

２．令和２年度一般会計・特別会計収

　支決算について

３．監査会について

４．令和３年度事業計画(案)及び一般

　会計・特別会計収支予算(案)につい

　て

５．日調連からの事業助成金について

６．年次研修に関する規程の一部改正

　について

７．綱紀委員会規則の一部改正につい

　て

８．職務上請求書取扱管理規程の一部

　改正について

９．会則の一部改正について

10．証紙の貼付状況について

11．秋田県土地家屋調査士会証紙規程

　の廃止及び秋田県土地家屋調査士会

　特別負担金規則制定について

12．第２回選挙管理委員会について

13．理事会の協議事項について

14．理事会及び総会の運営について

15．エフエム秋田「ハナキン桜庭編集

　部」終了後の広報活動について

第１回理事会並びに支部長会合同会議

開催

於　ホテルメトロポリタン秋田

１．理事会

　　各部会

２．支部長会

　　支部の現況報告及び事業計画に

　　ついて

　役員改選と理事定数について確

　　認

３．全体会議

　　各部会報告、支部長会報告

　令和２年度会務報告について

　　令和２年度一般会計・特別会計

　　収支決算について

　　令和３年度事業計画(案)につい

　　て

　　令和３年度一般会計・特別会計

　　収支予算(案)について

　　日調連からの事業助成金につい

　　て

　　年次研修に関する規程の一部改

　　正について

　　綱紀委員会規則の一部改正につ

　　いて

　　職務上請求書取扱管理規程の一

　　部改正について

　　会則の一部改正について

　　証紙の貼付状況について

　　秋田県土地家屋調査士会証紙規

　　程の廃止及び秋田県土地家屋調査

　　士会特別負担金規則制定について

　　第２回選挙管理委員会について

　　エフエム秋田「ハナキン桜庭編

　　集部」終了後の広報活動について

　　定時総会の会費・総会次第、政

　　治連盟との連携について

　　定時総会議事の報告事項及び議

　　案事項について

　　総会における役員改選と理事定

内  容 月 日 内  容



月 日

４.27

５.13

　 20

　 20

６.２

　 ３

　 ４

　　数についての確認

　　日調連定時総会代議員について

　　東北ブロック協議会定時総会代

　　議員について

　　第２回理事会の開催日時・場所

　　などについて

第１回東北ブロック協議会理事会開催

於　いわて県民情報交流センターア

イーナ　　会長　出席

第76回定時総会の打ち合わせ会（電子

会議）開催

於　事務局（出席者の土地家屋調査士

事務所）

第76回定時総会開催

於　ホテルメトロポリタン秋田

　出席会員 41名

　委任状 73名

　出席会員合計　114名

第１回正副会長会開催

於　ホテルメトロポリタン秋田

１．役員の業務分担について

２．各委員会及び委員について

３．本年度行事日程について

４．本年度の会務執行について

５．第２回理事会並びに支部長会開催

　日時・場所・出席者・会議案件につ

　いて

６．日調連定時総会の代議員について

７．東北ブロック協議会定時総会の代

　議員について

第２回東北ブロック協議会理事会開催

於　宮城県土地家屋調査士会館

会長　出席

日調連第78回定時総会に係る開催方法

についての説明会（電子会議）開催

会長　出席

第２回理事会並びに支部長会合同会議

開催　　於　秋田市文化会館

１．理事会

　　令和３年度、４年度の業務分担

　　について

　　各種委員会委員の委嘱及び担当

　　理事選出について

　　令和３年度事業計画について

　　各部会

　　日調連定時総会の代議員につい

　　て

　　東北ブロック協議会定時総会の

　　代議員について

　　東北ブロック協議会主催の各種

　　研修会について

　　会費・証紙・共済に関する意見

　　のとりまとめについて

　　全国一斉不動産表示登記無料相

　　談会ほか、について

　　秋田地方法務局との情報交換会

　　について

　　第３回理事会の開催日時・場所

　　などについて

２．支部長会

　　議長、副議長の選出について

　　年間行事日程について

　　各支部情報交換

３．全体会議

　　各部会、支部長会報告

　　役員の業務分担について

　　本年度の行事日程について

　　本年度の会務執行について

　　顧問の委嘱について

日調連第78回定時総会事前説明会（電

子会議）開催　　於　事務局

会長、根本副会長　出席

日調連第78回定時総会（ライブ配信）

開催　　会長　出席

第１回業務・研修部会開催

於　山王プレスビル

６.11

　 15

　 16

内  容 月 日 内  容



月 日

６.16

　 30

７.２

　 ２

　 ９

 ～11

　 17

　 29

１．土地家屋調査士年次研修について

２．全県総合研修会について

３．秋田大学の測量学・測量実習及び

　寄附講座について

第１回社会事業推進委員会開催

於　山王プレスビル

１．秋田大学の測量学・測量実習及び

　寄附講座について

綱紀委員会並びに非調査士排除委員会

開催　　於　山王プレスビル

１．委員長及び副委員長、広報担当の

　選任について

２．綱紀関係について

　　各支部の調査士業務に対する苦

　　情等の実情について

　　一部改正後の綱紀委員会規則に

　　ついて

３．非調査士排除対策について

　　調査士会員の業務遂行上の障害

　　と実情について

　　土地家屋調査士法施行規則第39

　　条の２への対応について

第３回東北ブロック協議会理事会開催

於　ホテルメトロポリタン盛岡

会長　出席

日調連東北ブロック協議会第66回定時

総会開催

於　ホテルメトロポリタン盛岡

会長、根本副会長　出席

第16回土地家屋調査士特別研修（基礎

研修）開催

於　宮城県土地家屋調査士会館

土田博之会員　受講

第１回勉強会開催

於　中仙市民会館ドンパル

１．ドローン測量について

第１回会報編集委員会開催

於　事務局

１．会報あきた第159号の発行

２．原稿整理

第16回土地家屋調査士特別研修（集合

研修・総合講義）開催

於　宮城自治労会館

土田博之会員　受講

第１回総務・財務合同部会開催

於　事務局

１．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につい

　て

２．公嘱協会・政治連盟との連絡協議

　会について

３．令和４年度各種表彰候補者の選考

　について

４．一般会計・特別会計収支現況報告

　について

５．日調連からの事業助成金について

６．会費・特別負担金・共済金に関す

　る検討について

第３回理事会開催

於　秋田市文化会館

１．各部会報告

２．日調連定時総会について（報告）

３．東北ブロック協議会定時総会につ

　いて（報告）

４．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につい

　て

５．公嘱協会・政治連盟との連絡協議

　会について

６．秋田地方法務局との意見交換会に

　ついて

７．一般会計・特別会計収支現況報告

　について

８．日調連からの事業助成金について

９．会費・特別負担金・共済に関する

　検討について

８.20

 ～22

　 25

９.７

内  容 月 日 内  容



月 日

９.10

　 11

　 14

　 17

10.13

10．秋田大学寄附講座並びに測量実習

　について

11．全県総合研修会について

12．秋田会新人研修について

13．ラジオ番組への出演について

14．会報発行について

15．各支部の登記無料相談会並びに法

　務局休日相談所について

16．本年度の行事日程について（次回

　理事会開催日時・場所など）

第４回東北ブロック協議会理事会開催

於　ホテルメトロポリタン山形

会長　出席

第16回土地家屋調査士特別研修（考査）

開催　　於　宮城自治労会館

土田博之会員　受講

秋田境界ＡＤＲ相談室運営委員会開催

於　山王プレスビル

１．運営委員長、副委員長の選任につ

　いて

２．各担当の進行状況報告

３．ＡＤＲ認証後の秋田境界ＡＤＲ相

　談室の運営について

４．筆界特定制度とＡＤＲとの連携に

　ついて

５．事前相談の受託体制について

６．役割分担の確認について

全県総合研修会開催

【集合研修】

於　ホテルメトロポリタン秋田

出席者　30名

【オンライン研修】

於　各自事務所など　　出席者　48名

第２回業務・研修部会開催

於　山王プレスビル

１．全県総合研修会について

２．土地家屋調査士年次研修について

３．秋田会新人研修について

４．秋田大学測量実習について

第２回社会事業推進委員会開催

於　山王プレスビル

１．秋田大学測量実習について

第１回全国会長会議開催

於　東京ドームホテル　　会長　出席

第３回業務・研修部会開催

於　ホテルメトロポリタン秋田

１．全県総合研修会の内容について

２．秋田県森林整備課からの講師依頼

　について

土地家屋調査士年次研修開催

於　ホテルメトロポリタン秋田

出席者　24名

第５回東北ブロック協議会理事会開催

於　仙台駅前貸会議室　　会長　出席

会員数に応じた事業助成の対象となっ

ている土地家屋調査士会を対象とした

オンライン研修会開催

受講者　３名

第２回会報編集委員会開催

於　事務局

１．会報あきた第160号の発行

２．原稿整理

監査会開催　　於　事務局

１．令和３年度業務中間監査について

２．令和３年度一般会計中間監査につ

　いて

３．令和３年度特別会計中間監査につ

　いて

東北税理士会秋田県支部連合会特別研

修会開催

於　ホテルメトロポリタン秋田

会長（講師として）　出席

秋田大学寄附講座開催

於　秋田大学

根本副会長、高谷業務部長、藤原研修

部長　出席

10.13

　 18

 ～19

11.10

　 10

　 16

　 17

　 25

　 26

12.６

　 15

内  容 月 日 内  容



月 日

令和４年

１.７

　 21

　 25

第２回部長会開催

於　山王プレスビル

１．土地家屋調査士会会則モデルの一

　部改正について

２．戸籍謄本・住民票の写し等職務上

　請求書取扱管理規程（モデル）の一

　部改正について

３．土地家屋調査士法施行規則第39条

　の２の規定による調査について

　＊調査員への日当支給について

４．中間監査会報告

５．特別負担金廃止と会費改定の日程

　について

６．死亡会員の相続人からの共済金受

　給申請への対応について

７．表示登記研究会について（報告）

８．秋田大学寄附講座開催報告

９．全県総合研修会について

10．秋田会新人研修について

11．公共基準点使用報告書の提出につ

　いて

12．広報部におけるＰＲグッズ作成に

　ついて

13．秋田境界ＡＤＲ相談室運営委員の

　承認について

14．日調連第79回総会（臨時総会）及

　び意見交換会開催について

15．第４回理事会の協議事項について

16．年度末から新年度にかけての行事

　予定について

公嘱協会理事会（電子会議）開催

会長　出席

第４回理事会並びに第３回支部長会合

同会議開催　　於　秋田市文化会館

１．理事会

　　各部会

２．支部長会

　　公共基準点使用報告書の提出に

　　ついて

　　支部の現況報告について

　　定時総会の議長、書記、議事録

　　署名員の推薦について

３．全体会議

　　全国会長会議、東北ブロック協

　　議会理事会報告及び各部会、支部

　　長会報告

　　秋田県土地家屋調査士会会則の

　　一部改正について

　　秋田県土地家屋調査士会戸籍謄

　　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

　　土地家屋調査士法施行規則第39

　　条の２の規定による調査における

　　調査員への日当支給について

　　中間監査会報告及び一般会計・

　　特別会計収支現況報告

　　特別負担金廃止と会費改定の日

　　程について

　　秋田県土地家屋調査士会共済規

　　約一部改正について

　　死亡会員の相続人からの共済金

　　受給申請への対応について

　　秋田大学理工学部測量実習・寄

　　附講座の事業報告

　　全県総合研修会及び年次研修に

　　ついて（報告）

　　秋田会新人研修について

　　筆界調査委員並びに所有者等探

　　索委員の推薦について（報告）

　　国民年金基金への加入の推進に

　　ついて

　　支部助成金について

　　令和４年度各種表彰候補者の選

　　考について

　　広報部におけるＰＲグッズ作成

内  容 月 日 内  容



月 日

１.26

２.２

　 ８

　 14

 ～16

　 16

　 17

３.２

　 19

　　について

　　秋田境界ＡＤＲ相談室の現況報

　　告及び運営委員の承認について

　　日調連第79回総会（臨時総会）

　　及び意見交換会開催について

　　次回の理事会開催日時・場所決

　　定について

　　年度末までの行事予定と新年度

　　の事業計画について

　　新年度の定時総会開催日時・場

　　所決定について

森林経営管理制度登記関係業務研修会

開催　　於　ルポールみずほ

藤原研修部長（講師として）　出席

第２回全国会長会議（電子会議）開催

会長　出席

全県総合研修会（オンライン）開催

於　各自事務所など　　出席者　67名

土地家屋調査士新人研修（ウェブ配信

形式）開催　　伊藤博之会員　受講

銀行担当者向け研修会に関する意見交

換会（電子会議）開催

根本副会長　出席

秋田境界ＡＤＲ相談室運営委員会開催

於　山王プレスビル

１．運営委員の任命について

２．各担当の進行状況報告

３．秋田境界ＡＤＲ相談室の運営につ

　いて

４．筆界特定制度とＡＤＲとの連携に

　ついて

５．事前相談の受託体制について

６．役割分担の確認について

土地家屋調査士会ＡＤＲセンター担当

者会同（電子会議）開催

傳農ＡＤＲ相談室長　出席

第６回東北ブロック協議会理事会開催

於　仙台駅前のぞみビル

会長　出席

試験合格者のための開業ガイダンス開

催　　於　ＴＫＰガーデンシティＰＲ

ＥＭＩＵＭ仙台西口　　会長　出席

秋田地方法務局首席登記官、総括表示

登記専門官来訪（離任挨拶）
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