平成２８年度事業報告書
年 月 日

事

項

平成２８年
４月
２日
５日
〃
８日
１４日

第１１回土地家屋調査士特別研修〔考査〕（広島会館会議室）
決算監査会（島根会合同会館第２会議室）
第１回正副会長会（島根会合同会館第１会議室）
第１回理事会（島根会合同会館第２会議室）
第３回口頭弁論（松江地方裁判所）

５月
７日 中国ブロック協議会監査会・第１回役員会（鳥取会館会議室）
出席者 木戸中ブロ副会長 寺本中ブロ監事
１６日 第４回口頭弁論（松江地方裁判所）
２１日 島根県司法書士会総会（サンラポーむらくも）
出席者 木戸会長
２４日 第１回業務部会（島根会合同会館第２会議室）
〃 合同研修会について法務局と打合せ（松江地方法務局）
出席者 佐藤副会長 山中業務部長 山﨑・江﨑両業務副部長
２６日 島根県行政書士会総会（ホテル宍道湖）
出席者 木戸会長
２７日 第２回理事会（ニューウェルシティ出雲）
〃 第４９回定時総会（ニューウェルシティ出雲）
６月
１日 入会式 出雲支部 伊藤祐士会員（島根会合同会館第２会議室）
６日 島根県公共嘱託登記推進議員懇談会総会（県議会議事堂大会議室）
（法務局長より相続登記についての説明）
出席者 木戸会長
１０日 第２回業務部会（島根会合同会館第２会議室）
〃 第１回業務研修委員会（島根会合同会館第２会議室）
２１日～２２日 日本土地家屋調査士会連合会第７３回定時総会（東京ドームホテル）
出席者 木戸会長 佐藤・三好両副会長
２７日 第２回業務研修委員会〈合同研修会について法務局と打合せ〉（松江地方法務局）
出席者 佐藤副会長 山中業務部長 山﨑・江﨑両業務副部長 遠藤・矢冨両業務研修委員
〃 第３回理事会（島根会合同会館第２会議室）
７月
１日～２日 中国ブロック協議会第５９回定例総会（ホテルニューオータニ鳥取）
出席者 木戸会長 寺本・佐藤・三好各副会長 小林・中島・山中・持田各常任理事
１１日 判決言渡（松江地方裁判所）
１５日 第１回広報部会・第１回広報編集委員会合同会議（島根会合同会館第２会議室）
２１日 合同行政相談会（浜田）
２８日 空家等対策の推進について市町村訪問
出席者 和田支部長（大田市役所） 櫻井支部長（飯南町役場）
２８日 第１回会報校正（島根会合同会館第２会議室）
２９日 空家等対策の推進について市町村訪問
出席者 直江支部長（江津市役所） 寺本支部長（美郷町役場）

年 月 日
事
項
７月
３１日 「土地家屋調査士の日」旬間行事として各支部において無料登記相談所の開設
８月
５日 中国ブロック協議会第２回役員会（岡山会館会議室）
出席者 木戸中ブロ副会長 寺本中ブロ監事
８日 入会式 出雲支部 冨永 満会員（島根会合同会館第２会議室）
〃 第２回正副会長会（島根会合同会館第１会議室）
１０日 島根会新人研修会（ビッグハート出雲）
２５日 第３回正副会長会（島根会合同会館第２会議室）
〃 第４回理事会（島根会合同会館第２会議室）
９月
９日 臨時総会（ホテル玉泉）
９日～１０日 平成２８年度第１回業務研修会（ホテル玉泉）
１６日 第３回業務研修委員会（島根会合同会館第２会議室）
〃 合同研修会について法務局と打合せ（松江地方法務局）
出席者 佐藤副会長 山中業務部長 山﨑・江﨑両業務副部長 遠藤・矢冨両業務研修委員
１６日～１７日 中国・九州・四国ブロック協議会合同研修会（岡山市：ピュアリティまきび）
出席者 木戸会長 寺本副会長 川手センター長
２３日 出前授業打合せ（松江工業高等専門学校）
出席者 持田広報部長 長野会員
２８日 空家等対策の推進について市町村訪問
出席者 木戸会長（安来市役所）
１０月
１日 「法の日」旬間行事として各支部において無料登記相談所の開設
６日 第１回境界問題相談センター運営委員会（島根会合同会館第２会議室）
１２日～１３日 平成２８年度第１回全国会長会議（東京ドームホテル）
出席者 木戸会長
１３日 第４回業務研修委員会（松江地方法務局）
１７日 第１回口頭弁論（広島高等裁判所松江支部）
〃 第１回常任理事会（島根会合同会館第２会議室）
１８日 合同行政相談会（松江）
２０日 空家等対策の推進について市町村訪問
出席者 植松支部長（益田市役所・津和野町役場）
２１日 空家等対策の推進について市町村訪問
出席者 植松支部長（吉賀町役場）
２１日 第１回紛議調停委員会（島根会合同会館第２会議室）
〃 合同行政相談会（益田）
２５日 中間監査会（島根会合同会館第２会議室）
〃 合同行政相談会（出雲）
２８日 平成２８年度第２回業務研修会（ビッグハート出雲）
２９日～３０日 中国ブロック協議会事務局研修会（山口県周南市）
１１月
４日 第１回支部長会議（島根会合同会館第２会議室）
９日 苦情対応
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１１月
１１日～１３日 中国ブロック協議会新人研修会（山口県岩国市）
出席者 木戸中ブロ副会長 寺本中ブロ監事
１２日 中国ブロック協議会第３回役員会（山口県岩国市）
出席者 木戸中ブロ副会長 寺本中ブロ監事
１７日 苦情対応
１８日 空家等対策の推進について市町村訪問
出席者 渡邉支部長（隠岐の島町役場）
２２日 空家等対策の推進について市町村訪問
出席者 直江支部長（浜田市役所）
２５日 苦情対応
２９日 空家等対策の推進について市町村訪問
出席者 寺本支部長（川本町役場・邑南町役場）
１２月
１日～２日 平成２８年度土地家屋調査士会ＡＤＲセンター担当者会同（東京：土地家屋調査士会館会議室）
出席者 川手センター長
１日 空家等対策の推進について市町村訪問
出席者 櫻井支部長（奥出雲町役場・雲南市役所）
７日 土地家屋調査士法施行規則第３９条の２に基づく非士調査（松江地方法務局西郷支局）
９日 第２回広報部会（島根会合同会館第１会議室）
２０日 平成２８年度土地家屋調査士試験合格証書交付式（松江地方法務局）
２１日 判決言渡（広島高等裁判所松江支部）
２２日 本会・政連・協会三者協議会（島根会合同会館第２会議室）
出席者 木戸会長 寺本・佐藤・三好各副会長
２８日 第４回正副会長会（島根会合同会館第２会議室）

平成２９年
１月
５日 法務局へ新年あいさつ（松江地方法務局）
出席者 木戸会長 寺本副会長
１１日 土地家屋調査士法施行規則第３９条の２に基づく非士調査（松江地方法務局益田支局）
１３日 顕彰審査会（島根会合同会館第２会議室）
〃 第５回正副会長会（島根会合同会館第２会議室）
〃 合同会館運営委員会（島根会合同会館第２会議室）
出席者 木戸会長 寺本・佐藤・三好各副会長
〃 土地家屋調査士法施行規則第３９条の２に基づく非士調査（松江地方法務局出雲支局）
１６日 出前授業（松江工業高等専門学校）
出席者 持田広報部長 長野会員
１７日 土地家屋調査士法施行規則第３９条の２に基づく非士調査（松江地方法務局本局）
１８日～１９日 平成２８年度第２回全国会長会議及び平成２９年新年賀詞交歓会（東京ドームホテル）
出席者 木戸会長
１９日 第１回総務部会・第１回財務部会合同会議（島根会合同会館第２会議室）
１９日 第２回広報編集委員会（島根会合同会館第１会議室）
２０日 土地家屋調査士法施行規則第３９条の２に基づく非士調査（松江地方法務局浜田支局）
２７日 第６回正副会長会（島根会合同会館第２会議室）

年 月 日
１月
２７日
２月
３日～５日
１０日
１７日
〃
３月
１日
１０日
〃
１０日～１１日
１２日
２３日
〃
２５日
３１日

事
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職員採用面接試験（島根会合同会館第１会議室）
第１２回土地家屋調査士特別研修［基礎研修］（広島会館会議室）
会報校正（島根会合同会館第２会議室）
中国ブロック協議会第４回役員会（広島会館会議室）
オンライン登記申請促進組織中国ブロック会議（広島会館会議室）
竹下職員辞令交付式（島根会合同会館第２会議室）
第2回常任理事会（松江テルサ）
第２回支部長会議（松江テルサ）
第１２回土地家屋調査士特別研修［集合研修］（広島会館会議室）
第１２回土地家屋調査士特別研修［総合講義］（広島会館会議室）
第７回正副会長会（島根会合同会館第１会議室）
予算編成会議（島根会合同会館第２会議室）
第１２回土地家屋調査士特別研修〔考査〕（広島会館会議室）
井上事務局長退職

