
平成２６年度事業報告 
 

事業期間 自 平成２６年 ７月 １日 

      至  平成２７年 ６月３０日 

 

〈会務総括〉 

平成２６年度は、事業計画の基本方針に基づき、全体として概ね事業計画に則した事業

を実施することができた。そして、公益法人として相応しい組織づくりを行い、不動産に

係る国民の権利の明確化に寄与するため、公益目的事業を推進した。 

 組織関係では、嘱託登記業務取扱いマニュアルについて公益移行に伴う修正や必要箇所の

見直しを行い、参考資料をより充実させ、改訂版を発行し、社員研修を行った。ホームペー

ジについては全面的にリニューアルし、社員の広場を使いやすく修正することにより、公益

法人としての情報公開とガバナンス強化に努めた。また、適正な会務運営と業務処理をめざ

し、事務管理システムの構築に着手した。 

 事業関係では法定事業の推進として、例年並みに官公署との契約の締結ができ、事業実績

としては昨年を上回る事業量となった。関連事業としては、岐阜地方法務局発注の登記所備

付地図作成作業を受託した。 

自主事業については、防災及び災害時支援事業として防災訓練の参加や、ホームページ・

新聞広告を通じて災害に備えた境界管理の重要性を市民に広報した。また、土地の境界及び

公共嘱託登記に関する知識の啓発事業については、無料登記相談会や研修会の開催等により

事業の推進を図った。 



 

総 務 部 

１．組織関係 

（１）諸規則等の整備・充実 

  ① 以下に掲げる定款・規程等の改正案を作成した。 

「定款」の改正 

「入会金及び会費に関する規則」の改正 

「理事会運営規程」の改正 

「会務執行規程」の改正 

「地区及びグループ設置規程」の改正 

「品質管理委員会運営規程」の改正 

「地図情報管理委員会運営規程」の改正 

「比例報酬支給要領」の改正 

「弔意並びに傷病、災害等見舞支給基準」の改正 

  ② 定款・諸規則集を発行した。 

（２）効率的な事務運営の検討 

   事務管理システム検討委員会を立ち上げ、システムの構築に着手した。 

（３）会議及び研修会等の効率的な開催と円滑な運営 

① 下記諸会議の開催及び参加取りまとめを行った。 

（ア）協会内 

定時社員総会  平成２６年９月１２日（金）ホテルパーク 

臨時社員総会  平成２７年５月２２日（金）長良川国際会議場 

理事会      ６回開催 

業務執行理事会 １３回開催 

新任役員研修会  １回開催 

   （イ）協会外 

全公連研修会 ホテルメトロポリタンエドモント 

  第１回 平成２６年１１月１７日（月）～１８日（火） 

   第２回 平成２７年２月１７日（火）～１８日（水） 

全公連総会 ホテルメトロポリタンエドモント  

平成２７年６月２日（火）～３日（水） 

中嘱連総会・中嘱連研修会・中嘱連事務局連絡会議 

 金沢東急ホテル 

平成２７年６月１９日（金）～２０日（土） 

     三会会議（調査士会・政治連盟・公嘱協会の連絡会議）２回参加 



 

  ② ウェブ会議の開催を促進した。（３１回開催） 

（４）公益法人としての透明性確保のための情報公開 

① 事業報告・決算書類・事業計画等法令に基づく書類を迅速に公開した。 

② 社員名簿を発行した。 

（５）公益法人としてのガバナンスの強化 

  ① 役員研修会の実施 

公益目的事業推進会議において以下の研修を実施した。 

開催日 平成２６年１２月１９日（金） 

場 所 テクノプラザ ４階プラザホール 

内 容 「役員の義務と責任」 

    講 師 秋保賢一顧問弁護士 

  ② 公嘱ニュースを４回発行した。 

  ③ ホームページをリニューアルし、社員の広場を充実させた。 

  ④ 全社員の名刺を作成した。 

（６）岐阜県法務・情報公開課、用地課による公益法人立入検査への対応 

（検査員４名） 

   検査日 平成２７年６月２３日（火） 

場 所 調査士会館 第３会議室  

   内 容 事業関係・会計関係書類の検査  

 

２．事業関係 

   不動産登記制度・調査士制度の啓発と公嘱協会の広報 

① 本会会長と理事長による新聞紙上対談を実施した。 

② 「土地家屋調査士の日」「土地の日」に公嘱協会の新聞広告を掲載した。 

③ ホームページのトピックスを随時更新して、協会の活動内容を広報した。 

 

財 務 部 

 公益法人として社会から信頼される会計情報の提供 

① 公益法人会計基準に則した決算書類及び予算書（案）を作成した。 

② 会計検査院による実地検査に対応した。（検査員３名） 

  検査日 平成２７年５月２７日（水）、２８日（木） 

  場 所 調査士会館 第１会議室 

対 象 登記所備付地図作成作業（平成２５年度及び平成２６年度） 

請負契約（多治見市住吉町地内） 



 

③ 岐阜県による公益法人立入検査へ対応した。 

  ④ 監査会を開催し、長尾公認会計士立会のもと監事３名による業務、会計

監査を受けた。 

   第１回監査会  開催日 平成２６年７月２３日（水） 

場 所 調査士会館 第３会議室 

    第２回監査会  開催日 平成２７年１月３０日（金） 

場 所 調査士会館 第３会議室 

 

企 画 部 

１．地図づくり・境界情報管理の推進 

（１）認定登記基準点設置に関する研究 

  ① 既存の測量成果（世界測地系２０００）を基に３級基準点を認定登記基

準点として改測し、世界測地系２０１１成果に改算することにより国土調

査法第１９条第５項指定申請事業を支援した。 

② ＧＮＳＳ測量機器導入に向けての検討を行った。 

  参考（業務による認定登記基準点申請箇所） 

（ア）瑞浪市釜戸町字苅宿地内 H26.6  ３級、４級 計２２点 

（イ）本巣市下真桑上真桑地内 H26.7  ４級     ４８点 

（ウ）恵那市大井町地内    H26.9  ２級      ７点 

（エ）多治見市山吹町地内   H26.11 ３級      ６点 

（オ）岐阜市岩田東１丁目地内 H27.1  ３級、４級 計２０点 

（カ）岐阜市日置江１丁目地内 H27.1  ３級     １２点 

（キ）本巣市高砂・三橋地内  H27.4  ４級     ６５点 

（ク）高山市内        H27.4  ２級、３級 計２８点 

（２）境界情報の管理、公開に関する研究 

   業務管理システムに登録されている座標データを地区・グループ別に整理

した。登録方法を再度統一する必要があることが確認できた。 

（３）情報共有の方法に関する研究 

   岐阜県地籍情報管理研究会に参加し、官公署との情報共有についての研修

を受けた。 

（４）地理空間情報事業の情報収集及び研究 

   平成２６年１１月１４日Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１４、岐阜県地籍情報管理研

究会及びＵＡＶ（無人航空機）勉強会等へ参加し、最新の地理空間情報事業

の情報を収集した。 



 

 

２．防災及び災害時支援事業の推進 

（１）災害時のマニュアル作成 

   既存の防災ハンドブックなどを参考に検討を行った。災害時の社員連絡に

関し、本会、支部の連絡と安否確認が重複することから、統一した緊急連絡

網の検討が必要なため、今年度の作成を見合わせた。 

（２）官公署との情報共有推進 

   県出先機関、市町村へ事業啓発を行い、情報共有に努めた。 

（３）大規模災害を想定した他協会との相互応援に関する研究 

   中嘱連のＩＰＵ（公益法人改革）委員会へ参加し意見交換を行った。 

（４）認定登記基準点整備事業 

   災害に備えた地図づくりに必要な基準点を整備するため、認定登記基準点

成果を寄付した。 

   事業実施区域：高山市 

 

３．研修会の企画 

（１）官公署等からの講師派遣依頼に対する企画検討 

   岐阜県からの講師派遣依頼に対応した。 

  ① 岐阜県用地対策連絡協議会 用地事務初任者研修会 

    開催日 平成２６年７月７日（月） 

    場 所 岐阜県シンクタンク庁舎 大会議室 

    参加者 ７０名 

    内 容 分筆登記の手続 

  ② 岐阜県官民境界確定実務研修会 

    開催日 平成２７年５月２０日（水） 

    場 所 ふれあい福寿館第２棟７Ｂ研修室 

    参加者 ２５名 

    内 容 「境界確定の実務」について 

（２）不動産登記に関わる知識啓発の研修会企画 

   平成２７年度開催予定の協会設立３０周年に向けたシンポジウムの企画検

討を行った。 

 

４．人材育成に関する研究 

（１）分野毎のスペシャリスト育成に関する研究 

  ① 全公連主催の地図作成統括責任者養成講座に社員２名を派遣し、認定試



 

験を経て新たに２名の責任者を育成した。 

  ② 中嘱連のＩＰＵ（公益法人改革）委員会へ社員を派遣し、情報交換、研

修等に参加した。 

（２）外部講師による客観的視野に立った人材育成に関する研究 

   全公連主催の外部講師による研修会に参加し、大規模災害復旧支援に関す

る研修を受けた。 

 

業 務 部 

業務推進部門 

１．地図づくり関連事業の推進 

（１）不動産登記法第１４条第１項地図作成業務への協力 

   認定登記基準点整備事業の啓発により各地区における地図作成業務に対応

した。   

（２）地図づくり関連事業の研究、啓発及び提案書の作成 

  ① 官公署に対し国土調査法第１９条第５項指定制度を利用した地図づくり

事業を提案した。 

  ② 地籍整備推進調査費補助金制度を活用した地籍整備事業を啓発、提案し

た。 

    事業実施区域：瑞浪市、岐阜市、多治見市、 

           北方町北方始め旧八ヶ村入会地等    

  ③ 地籍調査事業参入への対応について、調査士型の作業工程を検討した。 

  ④ 地図づくり関連事業を啓発するためのメモ帳を作成し、官公署等に配布

した。 

（３）地図整備の促進等に係る受託事業（関連事業） 

 登記所備付地図作成作業を受託した。 

事業実施区域：多治見市住吉地区、岐阜市琴塚地区 

 

２．受注、契約に関する対外的な諸問題への対応 

 公共調達の研究、対応について 

 ① 国発注の事業等につき随時対応した。（積算、応札） 

 ② プロポーザル方式等による業務啓発について 

    登記所備付地図作成作業の応札にあたり、仕様書・作業規程等の内容に

ついて検討した。 

 



 

３．公益目的事業推進会議への協力 

（１）公益目的事業推進会議の日時、テーマ、内容の検討及び設営協力した。 

（２）公益目的事業推進会議を活用した官公署への業務啓発活動に協力した。 

 

業務管理部門 

１．嘱託登記受託処理体制の強化と啓発活動 

（１）官公署との事務打合せ会の開催 

  ① 岐阜地方法務局、国土交通省地籍整備課、岐阜県用地課と事務打合せを

行った。 

  ② 各地区において所管の官公署に対し、嘱託登記受託に向けた啓発と打合

せを行った。 

（２）官公署を対象とした研修会の開催 

   第１回公益目的事業推進会議、第２回公益目的事業推進会議において、官

公署担当者に出席いただき、研修及び事務打合せを行った。 

（３）品質管理 

  ① 業務処理工程及び成果品の画一化並びに業務処理管理（検査含）の徹底 

    業務処理期限の徹底について注意喚起を行った。 

  ② 嘱託登記業務取扱マニュアル(赤本)の改訂 

 改訂版（第３回）を作成・配布した。 

（４）新規業務啓発 

  ① 登記測量の啓発（全部受託業務の啓発） 

    公益目的事業推進会議、各地区の官公署との打合せにより登記業務の啓

発を行った。 

  ② 県への官民境界補助業務受託に向けての啓発及び条件整理 

    岐阜県用地課と河川境界官民補助業務について協議した。 

    岐阜土木事務所用地課と官民補助業務について協議した。 

 

２．公益目的事業推進会議の開催 

（１）第１回公益目的事業推進会議 

   開催日 平成２６年１２月１９日（金） 

   場 所 テクノプラザ ４階プラザホール 

   テーマ ①「地籍調査の現状」 

        講師：国土交通省 土地・建設産業局 地籍整備課  

    課長補佐 峰嵜 悠 様 

   テーマ ②「国土調査法１９条５項指定を利用した地図づくりのための    



 

        工程管理と注意事項について」 

 講師：国土交通省 土地・建設産業局 地籍整備課  

    整備推進第一係長 森田和幸 様 

   テーマ ③「地籍整備推進調査費補助金制度の活用について」 

 講師：国土交通省 土地・建設産業局 地籍整備課 

    課長補佐 峰嵜 悠 様 

出席者：官公署４１名 他協会１６名 社員５１名 

（２）第２回公益目的事業推進会議 

   テーマ：成果品の統一及び嘱託登記業務取扱いマニュアルの説明 

   ・大垣地区 

平成２７年 ５月１５日（金）ソフトピアジャパン 

地区社員３３名、執行部４名 

   ・中濃地区 

平成２７年 ５月２７日（水）みのかも文化の森 緑のホール 

官公署職員２１名、地区社員２４名、執行部４名 

   ・岐阜地区 

平成２７年 ５月２９日（金）ワークプラザ岐阜  

官公署職員１２名、地区社員２２名、執行部２名 

   ・本巣山県地区 

平成２７年 ６月 ５日（金）ぬくもりの里 

官公署職員７名、地区社員２０名、執行部５名 

   ・高山地区 

平成２７年 ６月１０日（水）飛騨・世界生活文化センター 

地区社員２０名、執行部７名 

   ・関八幡地区 

平成２７年 ６月１２日（金）アピセ・関 

地区社員２８名、執行部２名 

   ・各務原羽島地区 

平成２７年 ６月２４日（水）羽島市中央公民館 

官公署職員１２名、地区社員１８名、執行部３名 

   ・東濃地区 

平成２７年 ６月３０日（火）セラトピア土岐 

地区社員２９名、執行部８名 

 

 



 

業務処理監理委員会 

１．業務処理監理委員会 ３回開催 

（１）業務受託担当社員選定に関して意見収集を行った。 

（２）各地区における業務処理の状況報告及び問題点について、根拠規程に基づ

いて改善・対応策を検討した。 


