
平成２8 年度 事業報告

平成２８年７月１日から平成２９年６月３０日まで 

１ 総括 

 公共嘱託登記に係る受託事業ついては、一部官公署から履行期限について注意を受けました

が、概ね適正に業務処理を行うことができました。関連事業である地図作成の促進等に係る受

託事業については、発注者から資料等の管理体制の不備を指摘されましたが、その改善に取り

組み、業務を完了することができました。自主事業である境界標埋設事業については、目標の

設置点数を安定して達成することができました。 

 もう一つの自主事業である登記基準点設置事業については、実施計画の変更もあり、御坊地

区で２級基準点を５点設置するにとどまりました。事業計画の実施内容等の検討が必要である

と感じました。 

詳細は以下の報告のとおりです。 

社員の皆様のご協力のもと協会運営に励んでおります。今後ともよろしくお願い申し上げま

す。 

２ 公益目的事業 

(1) 公共嘱託登記に係る受託事業 

  平成２８年度は事業収入が予算３億３０００万円に対して、４億４３３３万円の実績と 

なりました。 県関係では海草、那賀、有田振興局を除いて事業収入は減少していますが県 

全体では事業収入は昨年より増加しています。市町関係では、岩出市、橋本市、海南市、田 

辺市、由良町の事業収入が増加していますが、市町関係全体では昨年より減少しています。 

発注機関別 平成 27 年度 平成 28 年度 前年対比 

国関係 29,433,377 52,835,767 179.5％ 

県関係 242,776,969 286,617,309 118.1％ 

市町関係 106,886,796 103,885,321 97.2％ 

合 計 379,097,142 443,338,397 116.9％ 

(2) 地図作成の促進等に係る受託事業 (関連事業) 

� 和歌山地方法務局による登記所備付地図作成作業は、和歌山市新堀東一丁目・二丁

目・宇須一～四丁目・東高松一丁目・二丁目の全部及び打越町の一部の２年目作業が

完了しました。また、和歌山市東高松三丁目、東高松四丁目、西高松二丁目、秋葉町、

和歌浦西一丁目（各地区の全部）の１年目作業が完了し、２年目作業に着手していま



す。 

 

� 国土調査法１９条５項指定を活用した地図整備について研究を行いましたが、本 

年度は結果を残すことができませんでした。 

 

� 国土調査法１０条２項包括委託方式による地籍調査の受託に対応するための人 

材の育成、技術の向上のため、地籍主任調査員の試験に６名が参加し全員合格しまし 

た。 

 

(3) 登記基準点設置事業 (自主事業) 

昨年度設置に着手し、観測まで完了していた新宮市三輪崎地区内での４級基準点

（４９点）については、今年度登基準点として認定されました。 

また、同じく、踏査・選点まで完了していた和歌山市森小手穗、西外地区内での

２級基準点（１１点）についても、登記基準点として認定されました。 

  御坊市名田町野島地区内において、２級基準点５点を設置し、登記基準点として

認定されました。 

 

(4) 境界標埋設事業 (自主事業) 

境界標埋設事業については、事業計画の６００点を大幅に超える１，１１０点を設置し 

ました。  

 

３ 業務関係 

(1) 社員に対する研修会の開催 

平成２９年６月９日・１０日、和歌山・田辺・新宮で社員に対して報酬事務に関する 

研修会を実施しました。 

 

(2) 官公庁契約担当者説明会の開催 

平成２９年６月２日、和歌山県用地事務担当者を対象に、公共嘱託登記業務単価及 

びその運用について説明を行いました。 

 

(3) 土地家屋調査士会その他関係機関との連携強化 

� 平成２９年１月２６日に調査士会と合同で社員に対して「委任業務と請負業務の違 

いについて」と題した研修会を実施しました。 

 

� 全公連が主催する下記の会議等に出席しました。 

全公連理事長会議 平成 29 年 2月 13日～14日（東京） 



全公連臨時総会・研修会 

全公連第 32回定時総会・研修会 

平成 28 年 11月 14日～15日 （東京） 

平成 29 年 6月 6日～7日  （東京） 

 

� 近公連が主催する下記の会議等に出席しました。 

近公連通常総会 平成 28 年 10月 7日（滋賀） 

近公連理事長会議 平成 28 年 7月 11日、8月 17日、9月 14日、11月 11日 

平成 29 年 1月 19日、3月 1日、4月 14日 (大阪) 

近公連研修会・検討会等 平成 28 年 7月 29日 近公連研修会(大阪) 

平成 28 年 11月 28日  近公連実務担当者会同（登記所備付地 

図作成作業関係）(大阪) 

平成 28 年 12月 20日 近公連三者合同意見交換会(大阪) 

平成 29 年 6月 14日 近公連研修会(大阪) 

 

(4) 官公署等に対する広報活動の実施 

 当協会の業務内容を周知し、未契約庁の解消に努めましたが、結果、契約には至りま 

せんでした。 

 

４ 総務関係 

(１)  法人統治の確立 

規則を１件、変更しました。 

       

(２)  情報公開の充実 

      新宮地区で設置した４級登記基準点、和歌山地区、御坊地区で設置した２級登記 

基準点をホームページにて公開しています。 

 

(３)  資産の処分 

平成２８年９月３０日に調査士会と不動産売買契約及び賃貸借契約を締結し、平 

成２８年９月３０日、平成２９年６月３０日に８３０万円ずつ受け取り、所有権の

３分の２を調査士会へ移転しました。 

 

５ 法人運営に関する事項 

� 社員の異動 

社員数 １２４名（平成２９年６月３０日現在）  

入 会 者 ０名 

退 会 者 ３名 

小畑 清弘   森 芳久   大河内 泰明  



 

� 社員総会及び理事会等の開催  

会 議 開催日 開催場所 

第 32回定時社員総会 平成 28 年 9月 9日 紀伊田辺シティプラザホテル 

理事会 

 

平成 28 年 8月 9日、12月 2日 

平成 29 年 3月 29日、5月 29日 

公嘱協会 

 

監 査 決算監査 平成 28 年 8月 9日 公嘱協会 

常任理事会 平成 28 年 8月 4日 

平成 29 年 3月 17日 

公嘱協会 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



業業業業    務務務務    日日日日    誌誌誌誌    

自  平成２８年７月 １日 

至 平成２９年６月３０日 

 

機関名省略 近畿ブロック公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会→近公連 

       全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会→全公連 

 

年 月 日 摘       要 

H2８.7.７ 

 8 

| 

9 

11 

15 

29 

海草振興局 業務打合せ                               長岡・石垣 

                                

高知協会視察                           長岡・相原・石垣・北脇・竹友                           

 

近公連理事長会議                                       長岡 

土地家屋調査士会近畿ブロック定例協議会                        長岡 

近公連研修会                                  理事・監事 １１名 

8. 4 

９ 

 

 

17 

24 

25 

26 

常任理事会                        

法務局開札 

業務監査 

理事会                

近公連理事長会議 

法務局 １４条地図作成作業打合せ 

総会打合せ（田辺）                            稲垣（和）・宮井・竹友 

法務局 １４条地図作成作業打合せ 

9.2 

7 

９ 

14 

和歌山県土地家屋調査士会会議                              長岡 

総会打合せ                         長岡・相原・石垣・稲垣（和）他 ７名 

第３２回定時社員総会 

近公連理事長会議                                       長岡 

10. 3 

4 

 

7 

和歌山市管財課 単価契約について協議                     石垣・竹友 

１４条地図作成作業受託に伴い法務局長へ挨拶               長岡・木下(彰) 

藤井弁護士に相談                                 川口会長・長岡 

近公連通常総会（滋賀） 

11.11 

14 

| 

15 

近公連理事長会議                                       長岡 

 

全公連臨時総会及び第 2 回研修会                         長岡・石垣 

 



28 近公連実務担当者会同（登記所備付地図作成作業関係）（大阪）      長岡・小柳 

12.2 

14 

20 

理事会 

和歌山市管財課 単価契約について協議                     石垣・竹友 

近公連三者合同意見交換会                                 長岡 

H29.1. 4 

19 

20 

26 

 

31 

法務局年始挨拶                                 長岡・相原・石垣 

近公連理事長会議                            長岡 

和歌山県用地対策課 単価契約について協議                  石垣・北脇 

和歌山県農林水産総務課 業務について説明            稲垣（和）・川口（周） 

和歌山県土地家屋調査士会との合同研修会 

和歌山県用地対策課 業務について協議                 長岡・石垣・島本 

2.13 

| 

14 

25 

| 

26 

 

全公連理事長会議                                       長岡 

 

 

14 条地図作成作業 住民説明会                                  長岡・石垣 

 

3.1 

7 

 17 

26 

27 

29 

近公連理事長会議                                       長岡                  

和歌山県用地対策課 単価契約について協議              石垣・北脇・竹友 

常任理事会 

京都会の大西淳先生の黄綬褒章受章記念祝賀会（京都）               長岡 

法務局長離任挨拶                               長岡・相原・石垣 

理事会 

4. 4 

5 

12 

13 

14 

 

17 

20 

21 

22 

24 

26 

法務局長新任挨拶                               長岡・相原・石垣 

和歌山河川国道事務所 開札                 

和歌山県用地対策課 単価契約について協議           長岡・石垣・北脇・竹友 

紀南河川国道事務所 開札                   

近公連理事長会議                                       長岡 

紀伊山系砂防事務所 開札 

御坊支所報告会 

和歌山支所報告会 

有田支所・橋本支所報告会 

田辺支所報告会 

田島ルーフィングとヘリサイン事業 打合せ                     石垣・北脇           

シンロイヒとヘリサイン事業 打合せ                          石垣・北脇 

5.8 和歌山県県民活動団体室  財政その他について相談           相原・石垣他 



12 

18    

29 

紀南河川国道事務所 開札 

和歌山市地籍調査課 地籍調査について打合せ             川口会長・長岡 

理事会                                     

6. 2 

6 

 | 

7 

9 

10 

10 

 | 

11 

14 

20 

23 

27 

和歌山県用地事務担当者説明会                   正副理事長・常任理事 

 

全公連定時総会及び第１回研修会                      長岡・相原・石垣 

 

請求事務研修会（和歌山・田辺）                       長岡・石垣・北脇 

請求事務研修会（新宮）                            長岡・石垣・北脇 

 

第19 回地籍調査研修 ・第19 回地籍主任調査員検定試験    金﨑・宮本（良）・須川 

 

近公連研修会                                   長岡・相原・石垣 

請求事務研修会（補講）                                石垣・北脇 

和歌山市管財課 単価契約について協議                     石垣・竹友 

田島ルーフィングとヘリサイン事業について打合せ                石垣・北脇 

和歌山県防災企画課 ヘリサイン事業について説明               石垣・北脇 

海草振興局 業務打合せ                               石垣・北脇 
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