
平成２９年度事業経過報告 

１．総務部 

（１）苦情処理、紛議の調停及び事故処理に関する対応とその予防のための会員の指導 

   本年度は、苦情に関する電話の応対のみで、各委員会を開催する案件はなかった。 

（２）日調連、中部ブロック協議会、法務局及び友好団体との連絡、協議 

   日調連等からの連絡文書を会員に向け発信した。 

（３）非常用備品等の備え置き 

   災害時マニュアルの非常用備品一覧表に基づき、非常用備品等を購入し、合同会館に備え置 

いた。 

（４）非調査士による登記申請の調査 

   法務局の嘱託による非調査士の調査については、社会事業部にその実施を委託した。 

（５）組織のあり方を検討する特別委員会の開催 

   「組織のあり方を検討する特別委員会」を計５回開催し、合同会館の今後のあり方及び会 

費のあり方について、第１回目の意見募集を行い、報告書を提出した。 

２．財務部 

（１）健康診断、中部ブロック協議会ゴルフ大会等への助成 

ア 健康診断への助成 

一般検診 1 名、人間ドック 10 名（合計 11 名）に対して、それぞれの支払額の 50％（百円の位を

四捨五入。一人当たり 20,000 円を上限。）を助成した（助成額合計 113,000 円）。 

イ 中部ブロック協議会親睦ゴルフ三重大会への助成（日調連ゴルフ大会を兼ねる） 

平成 29 年 9 月 10 日（日）、11 日（月）に三重県において開催された。今年は日調連ゴルフ大会も

兼ねており、ゴルフをしない参加者には観光コースが設けられた。参加者 6名（①前夜祭・宿泊・

競技等 5名参加、②前夜祭・宿泊 1名参加）に対して、それぞれ①9,000 円、②4,500 円を助成し

た（助成額合計 49,500 円）。 

（２）業務関連図書の定期購入 

登記研究及び登記情報の各図書を定期購入した。 

（３）健全な財政の維持についての取り組み 

本年度分においては、各部、各委員会等において予算執行率を適宜伝えると共に、それを念頭に 

節約努力を行ってもらった。次年度の予算編成においては、実際の会費収入の範囲内での支出を 

賄うことを前提に、各部、各委員会において予算要求を行っていただいたうえで取りまとめた。 

３．業務部 

（１）業務部 

ア 日調連からの情報収集 

イ 中部ブロック業務担当者会議への参加、情報収集 

筆特・ＡＤＲ、空家対策関係（福井会では社会事業部が担当） 

ウ 法務局との意見交換 

法務局保管資料開示について協議（平成２９年７月１３日実施）を行った。 



エ 自治体との意見交換 

鯖江市と亡失点調査に関する協議等、随時行った。 

オ その他 

（ア）業務部アンケートの実施 

（イ）新人研修会への対応 

（ウ）会ホームページの業務部関連の見直し 

（エ）自治体所有の空中写真データの収集 

（２）業務研究委員会 

ア 基準点管理ＰＴ 

（ア）亡失点調査（平成２９年１０月２０日実施） 

武生支部と協力の下、会員２９名参加。 

街区三角点・三角節点・多角点の亡失調査結果データ等、会員へ報告した。 

（イ）使用報告書の管理 

イ 資料管理ＰＴ 

（ア）資料収集 

（イ）保管資料の整理 

（平成３０年３月９日、定例研修会にて検討結果を報告した。） 

（ウ）使用報告書の管理 

４．研修部 

（１）本会定例研修（３回） 

ア 第１回 平成２９年９月２７日（水） 

第１部「法定相続情報証明制度」第２部「筆界特定制度」 

講師：福井地方法務局 総括表示登記専門官 加藤一途氏 

第３部「不動産登記法規則第９３条 調査報告書」について 

 講師：福井地方法務局 表示登記専門官 小林 学氏 

イ 第２回 平成２９年１２月１日（金） 

「境界問題ディスカッション」「最新の境界確定訴訟の判例についての解説」 

講師：福井県土地家屋調査士会 顧問弁護士 寳金敏明先生 

ウ 第３回 平成３０年３月９日（金） 

   第１部 「調査士カルテＭａｐ」の紹介その他 担当：業務部 

第２部 「土地家屋調査士と制度のグランドデザイン」「適正な事務所運営」 

講師：宮城県土地家屋調査士会 名誉会長 鈴木 修先生 

（２）本会新人研修 

   平成２９年８月２９日（金）：現場作業 

   平成２９年９月 ８日（金）：座学 

会の組織と運営 懲戒処分事例 福井県における公図の特徴について など 

（３）他会研修受講 

   平成２９年３月２日（金）開催：石川県土地家屋調査士会 



    「土地家屋調査士の将来を語る集い」「グランドデザインを考える」 

平成３０年１月２３日（火）開催：岐阜県土地家屋調査士会 

    「調査士カルテＭａｐ」「調査士制度とグランドデザイン」 

（４）他部・委員会 WEB 研修支援 開催：岐阜県土地家屋調査士会 担当：公図研究委員会 

   平成３０年３月２日(金) 

「中部地籍研究報告会」原始筆界を求めて ～１０年間の研究を総括～ 

    ｺ-ﾃﾞｨﾈ-ﾀ- 飯沼健悟（岐阜会） 

愛知会 太田英雄  三重会 安田典生  岐阜会 早川正城  福井会 青山勉 

石川会 千野原実  富山会 砂道章 総括 小野伸秋 

（５）中部ブロック協議会新人研修会への協力 

   平成３０年２月２日（金）～２月３日（土） 

加藤会長他２名派遣 

（６）支部、他会研修の支援 

福井弁護士会の司法修習生への研修対応 

   平成２９年９月８日（金）：座学、現場作業 

合同会館計測・建物図面作成 

（７）新人自主研修会の支援 

（８）登録前研修への対応 

   希望者への受け入れ先事務所の紹介を行った 

（９）ライブオンシステムの設営、啓発活動、運用 

同システムを用い、福井会場と他会場とをネット回線を利用して結び双方向中継による研修会や

部会等に利用 

（10）ＣＰＤの運用と公開 

自己申告カードによるポイントの計上、ホームページによる公開 

（11）過去の研修会に関する記録映像の活用方法についての検討 

   新人自主研修などへ紹介、活用を行った 

（12）その他時代に即した土地家屋調査士を目指すための研修の企画、検討 

５．広報部 

（１）「おたより」の発行   平成２９年８月３０日 第１７２号発行 

              平成３０年２月２８日 第１７３号発行 

（２）ＨＰの更新      ・各部更新への取り組み 

              ・便利なリンク集 内容充実 

              ・その他内容充実 

（３）無料登記相談会の実施 

   平成２９年７月２９日 土地家屋調査士の日無料登記相談会 相談件数 １０件 

   平成２９年１０月７日  県下８会場にて司法書士会との合同開催 ３８件 

（４）その他の無料登記相談 

毎月第３水曜日（合同会館内）年間２５件 

   平成２９年９月９日 士業等合同相談会に参加（ＡＯＳＳＡ）  



   平成２９年１２月９日 法務局相続関係相談会に参加（法務局） 

（５）宣伝広告 

 ア 福井新聞にて広告掲載（7月・10月）・日刊県民福井にて無料相談会の広報記事掲載（7月） 

イ ＴＶＣＭの制作・放送 平成２９年９月２７日～１０月５日 ＦＢＣにて計１７回放送 

ウ ＦＢＣリレーマラソンに参加 

（６）あんしんＮＡＶＩ 

   平成２９年９月 新築建物編２，０００部増刷 

（７）関連業界との会合 

   平成２９年７月７日、平成３０年３月５日   福井県士業等団体友好協議会に参加 

６．社会事業部 

（１）非調査士による登記申請の調査 

   法務局からの付託により、非調査士による登記申請の調査を福井本局と敦賀支局,小浜支局の 

３局で、２日間に亘り実施した。合計４１名の本会会員が、平成２９年３月１日から５月３１ 

日、７月１日から８月３１日の５か月分の登記申請書を調査した。 

（２）業務受託者選定に関する事務処理の実施 

   業務受託者選定に関する事務処理規則について、現在２５名の会員が名簿登録されており、今年 

度の業務依頼の実績は３件である。 

（３）福井県士業等団体友好協議会 主催の「合同無料相談会」への相談員の派遣 

   平成２９年９月９日に行われた士業合同相談会へ相談員２名を派遣した。 

（４）「法務局休日相談所」への相談員の派遣 

   平成２９年１０月１日に行われた全国一斉法務局休日相談所へ相談員４名を派遣した。 

（５）福井新聞「ふくいを生きる」の取材を受ける 

   平成２９年１０月２７日 福井県土地家屋調査士会会長室にて、加藤会長,小竹副会長が福井新聞 

の取材を受け、平成２９年１１月２７日の福井新聞「ふくいを生きる」の記事として掲載される。 

（６）法務局 主催「相続登記等相談会」への相談員の派遣 

   平成２９年１２月９日に行われた法務局主催「相続登記等相談会」へ相談員を、福井会場４名・ 

武生,敦賀,小浜の各会場へ２名ずつ派遣した。 

（７）各市町の空家等対策検討委員会への委員派遣 

   昨年度に引き続き、越前町の空家等対策協議会、小浜市の同協議会、あわら市の同協議会に、 

それぞれ委員を推薦・派遣した。 

（８）ＡＤＲ運営委員会の開催 

   無料登記相談会後に数回ＡＤＲ委員会を開催。 

うち１０月８日開催時には、福井地方法務局 加藤統括登記官をお招きして、ＡＤＲ制度と 

   筆界特定制度の連携についての意見交換を行った。 

（９）「第１３回土地家屋調査士特別研修」の募集 

   平成３０年２月９日から行われた「第１３回土地家屋調査士会特別研修会」の案内を行う。 



７．境界鑑定委員会 

（１）明治維新 150周年記念と称し、研修会を兼ねた福井会全体での企画を検討し、福井県文書館にて

打合せ協議を行なった。結果、福井県文書館共催により福井県文書館でこの企画を行なう事とな

った。 

検討した企画としては、①研修会の開催、②福井会及び文書館保管の絵図面等の資料の展示、③

無料相談会、④調査士のＰＲなど。 

（２）委員会の開催 

   上記企画の検討・福井県文書館にて打合せ・この研修会で教材として使用する古文書解読など、

計８回の委員会を開催した。 

８．公図研究委員会 

（１）中部地籍研究会への参加（中部六県） 

   中部ブロック協議会による会議が三回実施され、全ての会議に二名派遣した。各単位会が行って 

いる研究の進捗報告や、研究会発足１０年の総括発表会を開催する内容を協議した。 

（２）研究成果の発表 

平成３０年３月２日（金） メイン会場：ぎふメディアコスモ 

 サテライト会場：司調合同会館他３会場  

「原始筆界を求めて」 ～１０年間の研究を総括～ 

 福井会発表者：青山勉会員 

（３）戦災･震災復興土地区画整理事業に関する研究（戦災･震災ＰＴ） 

   福井空襲、福井大地震からの復興事業による区画整理の資料収集を実施。施行当時の手法や精度 

などを調査し後発的原始筆界の成立ちを研究。 

（４）間縄・十字法に関する研究（間縄ＰＴ） 

   昨年度実施した地租改正時の測量器機や測量方法による丈量再現の成果の取りまとめ。 

（５）調査士会が保管する展示用パネルの取得調査（パネルＰＴ） 

   旧土地台帳地図が作成された当時の条例や規則等を紹介する展示用パネル(亡田中完一先生制作) 

の取得に向けた権利関係の調査を実施。 

（６）講師の派遣 

   平成２９年９月８日に行われた新人研修会へ講師を１名派遣した。 

以上 



平成２９年度 会務報告 

日付・時間 会  務 （場 所） 会 務 内 容 ・ 出 席 者  （＊印はWeb 会議） 

４月３日 士業等団体友好協議会引継

16:00 （税理士会館） 小竹部長、事務局 

６日 合同会館監査  

13:30 （合同会館会議室） 正副会長、高橋正財務部長、富田副部長、中嶋・田中弘・吉田尚監事 

７日 福井地方法務局長新任挨拶

13:20 （合同会館会長室） 正副会長 

13:40 登録証交付式   （会長室） 会長 

１０日 推薦委員会 木村選挙管理委員長、山崎利副委員長、山形、中津、山﨑勇、片岡芳、 

13:30 （合同会館会議室） 番匠、山本英、青垣、宗沢、北野、土田康、吉村國委員 

１３日 本会監査  

10:00 （合同会館会議室） 正副会長、高橋正財務部長、富田副部長、中嶋・田中弘・吉田尚監事 

 定例理事会 正副会長、青垣、今西信、高橋正、富田、番匠、北野、藤本、山本英、細川 

13:30 （合同会館会議室） 小竹、宗沢理事、吉田尚監事 

１７日 推薦委員会 山形委員長、中津、山﨑勇、片岡芳、玄覺、番匠、山本英、青垣、 

15:00 （合同会館会議室） 宗沢、北野、宮川、吉村國委員 

１９日 

13:00 

定期無料相談会毎月第三水

曜日   （合同会館会議室）

倉田、宮本、斎藤、山本正、井上愼、勝山、片岡弘、青木、川上、竹内元、濵

田、石田、石井、田中一、岡田、田中裕、松浦、黒川、水島、大西、 

  西岡、増田健、中津、河瀬会員 

２０日    13:30 
職員採用面接        

（合同会館会議室） 
正副会長 

２９日 中六会議  

12:00 （岐阜会会議室） 会長 

５月１２日 新人自主研修 髙田 厚志、植村 政信、金子 栄吉、藤堂 法明、菊川 亨一委員 

14：00 （合同会館会議室）  

５月１３日 司法書士定時総会  

13：00 （アオッサ 8F） 会長 

5 月 15 日 登録者面談   

15：00 （合同会館会議室） 正副会長  

5 月 15 日 定時総会打合せ  

16：00 （合同会館会議室） 小川、近藤会員、正副会長 

20 日 定時総会 第６７回福井県土地家屋調査士会定時総会 

13：45 （まつや千千） 出席者８２名  委任状提出者５９名 

２２日 正副会長会議  

 （合同会館会議室） 正副会長  

25 日 法務局挨拶  

10：00 （福井地方法務局） 正副会長 

25 日 登録書交付式  

11：00 （合同会館会議室） 会長  

27 日 行政書士会定時総会  

13：00 （繊協ビル） 会長 

30 日 ADR 相談  

15：00 （合同会館会議室） 浦井、今西信委員 

6 月 2 日 中六会長会議 (愛知会) 会長 

6 日 合同会館委員会  

15：00 （合同会館会議室） 会長、岩坂副会長、土田康財務部長 

9 日 定例理事会 正副会長、山形名誉会長、山﨑参与、今西信、錦織綾、土田康、吉村國、佐竹、北 

14：00 (合同会館会議室) 嶋、山本英、藤本、伊吹、矢尾崇、細川、川上理事、田中弘、中嶋、阿部監事 

9 日 綱紀委員会 会長、田中幸、竹松、孝久、杉谷英、石塚憲 委員 

15：00 （会長室）  

13 日 ADR 相談  

15：00 （合同会館会議室） 浦井、今西信委員 

16 日 中部ブロック公嘱協会総会  

16：00 (富山) 会長 

18 日 ＦＢＣリレーマラソン ＦＢＣリレーマラソン参加者 15 名 

20 日 連合会総会時岐阜会懇話会

11：30 （東京 ザシティビュッフェ） 正副会長 

20 日・21 日 連合会総会  

13：00 (東京ドームホテル) 正副会長 

29 日 研修部会 会長、武藤副会長、細川、川上、澤本、加藤直、 

15：00 （合同会館会議室） 吉村治、髙田、長谷川、吉田尚(*) 委員 

30 日 広報部会 会長、武藤副会長、佐竹、北嶋、倉田、酒井、 

15：00 （合同会館会議室） 宗沢、斉藤愼、山本慶、菊川、宮川、松田 委員 



30 日 業務部会  

15：00 （中産大 第 1 実習室） 会長、小竹副会長、伊吹、矢尾崇、服部、井上慎、番匠、田中裕、片岡弘委員

７月４日 正副会長会議  

 （合同会館会議室） 会長、岩坂副会長、小竹副会長 

5 日 法務局武生支局意見聴取  

13：45~ （法務局武生支局） 伊吹業務部長、矢尾業務副部長 

７日・８日 中六定時総会 正副会長、山形名誉会長、山﨑参与、今西信、土田康、佐竹、山本英、 

 （東京第一ホテル） 伊吹、細川部長 

７日 福井県士業等団体友好協議会 錦織綾総務副部長、北嶋広報副部長 

14：00 （税理士会館）  

１２日 新入会員面接 正副会長 

15：00 （合同会館会議室）

１３日 境界鑑定委員会 会長、青垣、番匠、丸岡、片岡芳、西田 委員 

14：00 （合同会館会議室）  

１３日 公図研究委員会 会長、山﨑、片岡芳、片岡弘、倉田、山本慶 委員 

15：15 （合同会館会議室）  

13 日 法調打合せ  

15：00 （福井地方法務局） 小竹担当副会長、伊吹業務部長、矢尾業務副部長、番匠資料管理ＰＴ長 

19 日 街区基準点の亡失点調査  

 （越前市役所２階会議室） 伊吹業務部長 

19 日 街区基準点の亡失点調査  

 （鯖江市役所２階土木課） 土田武生支部長 伊吹業務部長 

２０日 部長会 正副会長、今西信、土田康、佐竹、山本英、伊吹、細川部長、田中弘監事 

14：00 （合同会館会議室）  

２１日 紛議調停委員会 会長、小川、古木、國嶋、石塚憲 委員 

15：00 （合同会館会議室）  

２１日 組織のあり方を検討する特 岩坂副会長、小川、青垣、久野、阿部、西田、田中幸委員 

16：00 別委員会（合同会館会議室）

２１日 石川会研修会 細川研修部長、川上研修副部長 

２４日 登録証交付式 会長 

13：00 （合同会館会議室）  

２７日 業務部会 小竹副会長、伊吹部長、矢尾崇副部長、服部、番匠、田中裕、井上愼、 

15：00 （合同会館会議室） 植村、藤堂、松井竜、片岡弘委員 

２９日 調査士の日 高越、岩佐、山崎雅、河瀬、竹内元、寺前会員 

10：00 （合同会館会議室）  

８月２日 広報部会 武藤副会長 佐竹広報部長 北嶋副部長 倉田 酒井  宗沢 斉藤愼  

13：30 （ユニオンプラザ） 松田 宮川 菊川 山本慶委員 

３日 研修部会 武藤副会長 細川部長 川上司副部長 澤本  吉田尚（*）  杉谷英（*） 

14：00 （合同会館会議室）  吉村治 大西 高田 長谷川 加藤直 委員 

４日 正副会長、総務、財務 正副会長、今西信、土田康部長、錦織綾、吉村國部副長 

16：00 合同部会（合同会館相談室）

4 日 福井市監理課との打合せ  

9：00 （福井市監理課）  小竹副会長、伊吹業務部長、矢尾崇業務副部長 

７日 業務（基準点管理）  

9：00~ （鯖江市役所） 伊吹業務部長、服部委員長 

7 日 街区基準点の亡失点調査  

13：30 （越前市役所２階会議室） 伊吹業務部長 

１０日 業務部資料ＰＴ 伊吹部長、矢尾崇副部長、片岡弘、田中裕、藤堂、番匠委員 

15：00 （合同会館会議室）  

１８日 境界鑑定委員会 片岡芳副委員長・青垣・番匠委員・西田委員長 

14：00 （合同会館会議室）  

22 日 総務・財務部長会 岩坂副会長、今西信、土田康部長 

15：00 （会長室）  

24 日 業務部会 伊吹部長、矢尾崇副部長、服部、井上愼、植村、阿部委員 

15：00 （合同会館会議室）  

28 日 業務部 資料管理ＰＴ 伊吹部長、番匠委員 

13：30 （合同会館２階会議室）  

29 日 新人研修測量研修 武藤副会長、細川部長、川上副部長、澤本委員長、加藤直副委員長、  

 （会長室・相談室） 吉村冶、大西、高田委員、菊川、藤堂、森下、長谷川、吉村章、戸田新入会員

30 日 業務部 資料管理ＰＴ 伊吹部長、番匠委員 

13：30 （合同会館会議室）  

9 月 1 日 広報部会 武藤副会長 佐竹部長 北嶋副部長 倉田 酒井  宗沢ＨＰリーダー  

15:00 （合同会館会議室） 斉藤副リーダー 松田 宮川 菊川 山本慶委員 



1 日 ADR 委員会 北野 ADR センター長、山崎雅副センター長、今西信前 ADRセンター長 

14：00 （相談室） 松木、浦井、錦織勝、西田委員、山本英社会事業部長 

4 日 i正副打合せ 会長、岩坂副会長、小竹副会長 

13：30 （合同会館会議室）  

5 日 合同会館管理委員会 会長、岩坂副会長 

14：00 （合同会館会議室）  

8 日 本会新人研修 武藤副会長 細川部長 川上副部長 澤本 杉谷英 吉村治 

8:30 （合同会館会議室） 大西 加藤直委員 

9 日 士業等団体友好協議会相談会 山本英 斉藤愼会員 

10:00~ （アオッサ）  

9 日 富山会黄綬褒章祝賀会 会長 

 （富山）  

10・11 日 日調連ゴルフ・観光 会長、岩坂副会長、武藤副会長、山﨑参与、土田康部長、戸田会員 

 （三重会）  

１０日 中六会長会議 会長 

 （三重会）  

14 日 業務部 資料 PT 伊吹部長、矢尾崇副部長、片岡弘、田中裕、藤堂、番匠委員 

 （合同会館会議室）  

15 日 境界鑑定委員会 西田委員長・青垣・番匠・丸岡・片岡芳委員 

 （合同会館会議室）  

17 日 中部地籍研究会 片岡弘 山本慶委員 

14:00~ （富山会）  

21 日 支部長会議 正副会長 片岡福井支部長、土田康武生支部長、藤本敦賀支部長、 

10:00 （合同会館会議室） 富田小浜支部長 

21 日 稲田議員来館 正副会長他 山形政連会長 

13:00 （会長室）  

21 日 定例理事会 
正副会長、今西信、錦織綾、土田康、伊吹、矢尾崇、細川、川上、佐竹、北

嶋、山本英、藤本理事、山﨑勇参与、中嶋監事 

13：30~ （合同会館会議室）  

22 日 滋賀会地籍・地域慣習に 片岡弘、倉田英会員 

 関する研修会（滋賀県）  

27 日 第 1回定例会員研修（ユニオ 受講者 107 名 

13:30 ンプラザ・小浜商工会議所）  

29 日 総務・財務部会 会長、岩坂副会長、今西信部長、土田康財務部長、錦織綾副部長 

14：00 （相談室）  

29 日 公図研究委員会 片岡弘、山本慶、片岡芳、倉田、石塚尚委員 

 （合同会館会議室）  

10 月 1 日 法務局休日無料相談会  

10:00 （福井地方法務局） AM 松木、錦織勝 PM山本英、北野会員 

5 日 研修部会 武藤副会長 細川部長 川上副部長、澤本委員長 杉谷英（*） 吉村治 

14：00~ （合同会館会議室） 大西 高田 長谷川 加藤直委員、宗沢広報委員 

6 日 組織のあり方を考える特別 会長、岩坂副会長、今西信部長、小川委員長、土田康副委員長、田中幸、 

14：00~ 委員会（合同会館会議室） 青垣、阿部、西田委員 

6 日 業務部会 小竹副会長、伊吹部長、矢尾崇副部長、服部、井上愼、片岡弘、田中裕、 

14:00 （中産大） 番匠、植村、松井、藤堂委員 

6 日 業務部会資料管理ＰＴ 片岡弘、田中裕、藤堂、番匠委員 

16：00 （合同会館会議室）  

6 日 業務部会基準点管理 PT 小竹副会長、伊吹部長、矢尾崇副部長 服部委員長、 

16：00 （中産大） 井上愼副委員長、植村、松井委員 

7 日 無料登記相談会（福井、坂井 担当者 46 名  相談数 38 件 

10：00~ 大野、鯖江、越前、敦賀）  

10 日   10：00 法司調協議会  （法務局） 正副会長

12 日 ビデオ研修 受講者 11 名 

13：30 （合同会館会議室）  

12 日 業務部会基準点管理 PT 伊吹部長、服部委員長 

13：30 （鯖江市役所）

13 日 業務部会基準点管理 PT 伊吹部長、矢尾崇副部長、服部委員長、井上愼副委員

15：00 （合同会館会議室）  

18 日 ADR 運営委員会 山本英部長、北野センター長、山崎雅、松木、浦井、西田委員 

15：00 （中産大）  

19 日 中間監査 正副会長、土田康部長、田中弘、中嶋、阿部監事 

10：00 （合同会館会議室）  

19 日 部長会 正副会長、今西信、土田康、伊吹、細川、佐竹、山本英部長、阿部監事 

13：30~ （合同会館会議室）  



19 日 第４回境界鑑定委員会 片岡芳副委員長、青垣委員、番匠委員、西田委員長 

16：30 （相談室）  

20 日 鯖江・武生亡失点調査 伊吹部長、矢尾崇副部長 服部委員長、井上愼副委員長、阿部、植村委員 

11：30 （鯖江市立神明センター）  

24・25 日 
全国会長会議         

（東京ドームホテル） 
会長 

２７日 中六研修担当者会議（名古屋） 武藤副会長、細川部長 

７日 福井新聞インタビュー 会長、小竹副会長、山本英部長 

10：00 （会長室）  

11 月 1 日 不動産協会主催無料相談会 錦織勝、山本英会員 

10：00~16：00 （福井市役所）  

2 日 研修部会 武藤副会長・細川部長・川上副部長・澤本委員長・加藤直副委員長・ 

14：00 （合同会館会議室） 吉村治・髙田・長谷川・吉田尚委員（*）・大西委員 

7 日 宅建協会創立 50 周年 会長 

11：00 （フェニックスプラザ）  

9 日 新人自主研修 金子、植村、森下、長谷川、戸田、菊川、藤堂、髙田会員 

14：30 （合同会館会議室）  

9 日 15：30 境界鑑定委員会（相談室） 西田委員長，片岡芳副委員長，丸岡，番匠，青垣委員 

15 日 9：00~12：00 非調査士調査 敦賀支局 藤本、杉谷英、阿部会員 

16 日 業務部会 小竹副会長・伊吹部長・矢尾崇副部長・番匠・片岡弘委員・服部委員長 

14：00 （合同会館会議室） 井上愼副委員長・植村・藤堂・田中裕委員 宗沢 HP委員 

16 日 非調査士調査小浜支部 富田、吉村國、中積会員 

9：00~12：00 小浜支局  

17 日 非調査士調査小浜支部 富田、吉村國会員 

13：00～17：00 小浜支局 

21 日 相続登記等相談会打合せ 酒井広報委員・山本英社会事業部長 

16：00～17：00 （福井地方法務局）  

21 日 福井市打合せ（資料） 番匠会員 

10：00～10：30 （合同会館会議室）  

22 日 亡失点調査報告 伊吹業務部長 

9：00～9：30 （鯖江市役所土木課） 

22 日 第 2 回 ADR調停 片岡芳・山本英委員 

9：00～12：00 （中産大）  

24 日 理事会 正副会長、正副総務部長、正副財務部長、正副業務部長、正副研修部長 

13：30 （合同会館会議室） 正副広報部長、正副社会事業部長、中嶋監事、青垣境界鑑定委員 

25 日 中部地籍研究会（岐阜会） 片岡弘、倉田委員 

27 日 財務打合せ 岩坂副会長、土田康財務部長 

14：30～16：00 （会長室）  

27日 17：00～17：30 資料返却 福井市 番匠、片岡弘会員 

27・28 日 非調査士調査福井支部 中津、今西清、佐藤、戸庭、矢尾崇、髙田、小泉、松森、辻川、服部、植村、倉田、 

9：00~17：00 （福井地方法務局） 丸山、黒川、近藤、井上愼、竹松、山本慶、小川、田中幸、高橋正、木野、齊藤満会員 

30 日 業務部資料管理 PT 伊吹部長、矢尾崇副部長、番匠、田中裕、片岡弘、藤堂委員 

15：00～17：00 （合同会館会議室）  

30 日 法務局・正副会長打合せ 加藤会長、岩坂副会長 

14：00～ （会長室）  

12 月 1 日 第 2回定例会員研修（ユニオ 受講者 81 名 

 プラザ、小浜商工会議所）  

12 月７日 組織のあり方を検討する特別 加藤会長、岩坂副会長、今西信部長、小川委員長、土田康副委員長、 

14：00 委員会（合同会館会議室） 田中幸、青垣、阿部、西田委員 

8 日 広報部会 武藤副会長、佐竹部長、北嶋副部長、倉田委員長、酒井、山本慶、菊川  

15：00 （合同会館会議室） 宗沢、斉藤愼委員 

9 日 相続登記無料相談会 酒井、水島、青垣、丸山、古木、石塚尚、山本英、小竹、大下、富田会員 

10：00 福井・武生・敦賀・小浜  

12 日 調査士カルテ（岐阜会） 伊吹部長、番匠、片岡弘委員 

15 日 境界鑑定委員会 西田委員長、片岡芳副委員長、丸岡、青垣、番匠委員 



13：30～17：00 （合同会館会議室）  

15 日 公図研究委員会 片岡弘委員長、山本慶副委員長、倉田、片岡芳、石塚尚委員 

15：00～17：00 （合同会館会議室）  

20 日 11：00 
平成 29 年度合格者面談 

（合同会館） 
加藤会長、岩坂副会長 

29 日～1 月 3 日 事務局休務  

平成 30 年１月４日 仕事初め  

5 日 10：00 法務局長来訪 加藤会長、武藤副会長、小竹副会長 

5 日 登録者面談 加藤会長、武藤副会長、小竹副会長 

11：00～ （合同会館会議室）  

11 日 広報部会 武藤副会長・佐竹部長・北嶋副部長・倉田委員長・酒井副委員長、 

15：00～17:00 （合同会館会議室） 山本慶一・菊川・斉藤愼・松田・宗沢委員 

12 日 業務部会 小竹副会長、伊吹部長、矢尾崇副部長、番匠資料管理ＰＴ長、藤堂委員 

14：00～17:00 （合同会館会議室） 井上愼ホームページリニューアルＰＴ長 

15 日 綱紀委員会 加藤会長、岩坂副会長、田中幸委員長、竹松、孝久、石塚憲、杉谷英委員 

14：00～16：00 （相談室）  

16 日 法務局講演会 加藤会長、小竹副会長、他 8 名聴講 

17：30～19：10 （合同庁舎 8F）  

17 日 公図研究会 片岡弘委員長、片岡芳、山本慶委員、青山勉協力員 

9：00～11：00 (合同会館会議室)  

17・18 日 全国会長会議 加藤会長 

 （東京ドームホテル）  

18 日 新人自主研修会 金子、植村、森下、長谷川、戸田、菊川、藤堂、河端、髙田会員 

14：00～17：00 （合同会館会議室）  

20 日 中部地籍研究会 片岡弘委員長、青山勉協力委員 

 (石川会)  

20 日・21 日 理事会 正副会長、今西信、土田康、佐竹、伊吹、細川、北嶋、山本英、錦織綾、 

 （灰屋） 矢尾崇、川上司理事、阿部監事、山﨑勇参与、山形名誉会長 

23 日 13：00～ 調査カルテＷｅｂ(会長室) 伊吹業務部長、矢尾崇業務副部長、細川研修部長 

25 日 研修部会 武藤副会長、細川部長、川上副部長、澤本委員長、加藤直副委員長、 

14：00～17：00 （合同会館会議室） 吉村冶、高田委員 

28 日 調査士ガイダンス 加藤会長、岩坂副会長 

13：00 （金沢）  

29 日 登録証交付式 加藤会長 

13：00 (会長室)  

2 月 1 日 公図・境界委員会 片岡弘委員長、山本慶副委員長、井上一、三好、青山、倉田、片岡芳委員 

13：30～17：00 （合同会館会議室・相談室） 西田委員長、青垣、番匠、丸岡委員、会長、小竹、武藤副会長、石塚尚委員 

2 日 総務・財務部会 岩坂副会長、土田康財務部長、吉村財務副部長、今西信総務部長、 

 （会議室） 錦織綾総務副部長 

2 日・3 日 中六会長会議 （名古屋） 会長 

2 日・3 日 中六新人研修会 武藤副会長、細川部長 

 （名古屋）  

17・18 日 第 13 回特別研修基礎 小竹副会長、山本英部長 

8:30～ 研修補講（合同会館会議室）

22 日 組織のあり方検討特別 小川委員長、土田康副委員長、西田、青垣、田中幸、阿部、久野委員、会長、

14：00～ 委員会（合同会館会議室） 岩坂副会長、今西信総務部長 

23 日 9：30～ 新入会員面接（会長室） 正副会長 

23 日 予算編成会議 片岡弘公図委員長、正副会長、今西信、土田康、伊吹、細川、佐竹,山本英部

10：00～  長、吉村國副部長 

23 日 理事会 青垣境界委員、正副会長、今西信、土田康、伊吹、細川、佐竹,山本英部長 

13：00～ （会議室） 吉村國、錦織綾、矢尾崇、北嶋副部長、中嶋監事 

27 日 災害視察 岩坂副会長、今西信総務部長 

14:00～ 坂井市丸岡  

3 月 1 日 業部会 小竹副会長、伊吹部長、矢尾崇副部長、田中裕、植村、番匠、阿部、 

15:00～ （合同会議室） 井上慎、藤堂、服部委員 



2 日 中部地籍研究報告会 加藤会長、片岡弘委員長、山本慶副委員長、青山協力委員 

 （岐阜市）  

2 日 中部地籍研究報告会Web 受講者 20 名 

 （会議室）  

3 日 三重会神戸氏黄綬褒章 会長、岩坂副会長 

 祝賀会   （三重県）  

5 日 福井県士業等団体友好 会長、佐竹広報部長 

16：00 協議会（ユアーズホテル）  

6 日 総務・財務部会 岩坂副会長、土田康財務部長、吉村國財務副部長、今西信総務部長、 

14：00 （合同会館会議室） 錦織綾総務副部長 

8 日 広報部会 武藤副会長・佐竹部長・北嶋副部長・倉田委員長・宗沢・ 

15：00 （合同会館会議室） 山本慶・菊川・斉藤愼委員・酒井副委員長 

9 日 第 3 回定例研修会（ユニオン 受講者 77 名  

 プラザ・小浜商工会議所）  

12 日 合同会館運営委員会 加藤会長、岩坂副会長、土田康財務部長 

13：30～ （合同会館会議室）  

15 日 10：00 ＡＤＲ調停（現地） 山本英、片岡芳調停委員 

15 日 正副会長会議 正副会長 

12：00 （会長室） 

15 日 定例理事会 正副会長、今西信、土田康、吉村國、伊吹、矢尾崇、細川、川上、佐竹、北嶋 

13：00 （合同会館会議室） 山本英、藤本理事、阿部監事、山﨑参与 

16 日 ビデオ研修 受講者  ６名 

13:00～17:00 （合同会館会議室） 

20 日 正副会長会議 正副会長 

14：00～ （会長室） 

23 日 明治維新 150 周年ＰＴ 加藤会長、片岡芳、丸岡、青垣、番匠、片岡弘章、山本慶、倉田、川上委員 

13：30 （合同会館会議室） 西田委員長 

23 日 登録証交付式 加藤会長 

14：00 （会長室）  

23 日 境界鑑定委員会 丸岡、青垣、番匠委員、西田委員長 

15：00 （合同会館会議室） 

23 日 公図研究委員会 加藤会長 片岡弘委員長 青山アドバイザー 井上一 山﨑 片岡芳  

15：00 （合同会館会議室） 石塚尚 倉田 山本慶 委員 

２７日 法務局離任挨拶 正副会長 

10：20 （会長室）  

29 日 研修部会 武藤副会長、細川部長、川上副部長、澤本、加藤直、吉村治、髙田、長谷川 

9：15 （合同会館）会議室 委員 

29 日 支部長会議 正副会長、片岡芳、藤本、富田支部長 

10：00 （中産大）  

30 日 組織のあり方を検討する 小川委員長、田中幸、青垣、阿部、西田委員、加藤会長、岩坂副会長、 

15：00 特別委員会         

（合同会館会議室） 

今西信総務部長 



平成２９年度 会員の異動 

１．入会者 

氏  名 支部 登録番号 登録年月日 備   考 

きくかわ こういち 

菊川 亨一 
福井 440 平成 29 年 4月 3日 

平成２８年１２月９日 

調査士試験合格 

はせがわ ひさのり 

長谷川 久範 
福井 441 平成 29 年 4月 3日 

平成２８年１２月９日 

調査士試験合格 

よしむら あきひろ 

吉村 章宏 
小浜 442 平成 29 年 5月 22 日 

平成２７年１２月１１日 

調査士試験合格 

とだ たいち 

戸田 泰智 
福井 443 平成 29 年 7月 20 日 

平成２７年１２月１１日 

調査士試験合格 

まつなが しょういち 

松永 庄一 
福井 444 平成 30 年 1月 22 日 

平成２９年１２月８日 

調査士試験合格 

なかや ともあき 

中谷 友昭 
福井 445 平成 30 年 3月 20 日 

平成２９年１２月８日 

調査士試験合格 

2．退会者 

氏  名 支部 登録番号 退会年月日 備   考 

いわい はるのぶ 

岩井 春信 
福井 368 平成２９年４月３０日 廃業 

たかさき ともゆき 

髙嵜 朝行 
福井 370 平成２９年８月２５日 廃業 

よしむら あきひろ 

吉村 章宏 
小浜 442 平成２９年９月１７日 死亡 

ながい りょうじ 

永井 良治 
小浜 395 平成３０年１月１９日 廃業 

ますだ ときし 

増田外來士 
福井 217 平成３０年２月２８日 廃業 




