
日　　時 平成29年10月21日（土）13:30～17：00　25日（日）09：00～12:00

場　　所 城山観光ホテル４階　クイーン

出席者 鹿児島会：竹添裕二・広報部長

平成２９年度九州ブロック担当者会同広報部議事録

１２名 熊本会：平田孝次・広報部長、福本正人・広報部理事

長崎会：嶋隆信・広報部長

福岡会：池田直之・広報部長

大分会：中野宏司・広報部長

宮崎会：押川三郎・広報部長

沖縄会：糸数厚・広報部長

佐賀会：(座長)高尾賢士・広報部長、(記録)岩崎道明・広報部理事

連合会：日野智幸・業務部理事（福岡会）、山口賢一・広報部理事（長崎会）

作成者 佐賀会：岩崎道明

開会挨拶 会議に先立ち、座長が挨拶を行い、引き続き各会担当者が自己紹介を行った。

協議案並びに資料の確認

第１号議案 会報について

資料[各単位会の会報誌]

福岡会資料[別紙①　県会ニュース目次、別紙②　会報ふくおか送付先]福岡会資料[別紙①　県会ニュース目次、別紙②　会報ふくおか送付先]

第２号議案 ホームページの運用について

福岡会資料[別紙③　ホームページ画像]

第３号議案 メディア広告等(ＳＮＳ含む)の利用について

福岡会資料[別紙④　新聞広告]

第４号議案 効果的な広報活動について

福岡会資料[別紙⑤　名刺広告]

第５号議案 広報の費用対効果(予算等)について

第６号議案 単位会独自のイベントの実施について

沖縄会資料01[(測量体験教室)、沖縄会資料02(折り鶴プロジェクトギネス世界記録)]沖縄会資料01[(測量体験教室)、沖縄会資料02(折り鶴プロジェクトギネス世界記録)]

宮崎会資料[H27,H28_地上絵プロジェクト]

熊本会資料[地上絵プロジェクト2017資料]

第７号議案 調査士(制度含め)の社会的認知度の向上(受験者拡大等)について

佐賀会資料01[職場体験スケジュール]

第８号議案 空き地・空き家対策、災害協定等について第８号議案 空き地・空き家対策、災害協定等について

佐賀会資料02[空家対策協議会資料]

第９号議案 その他、全体総括及びフリーテーマ

以上の各議案について、各会担当者から提案及び補足説明を頂き、協議を行った。
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記録者　佐賀会　岩崎道明

１． 会報について

項№/提案会 項№＝①、提案会＝（宮崎会）

協議内容
及び

提案理由
各会の会報を持ち寄って頂き参考にしたい。

提案理由

鹿児島会 各会用に１部ずつ持参

熊本会 過去３回分持参

長崎会 沖縄会の紙面見やすく参考になりました

佐賀会 去年の会報８冊持参

福岡会
直近の会報８冊持参。
他会の内容を参考にします。

福岡会
他会の内容を参考にします。

大分会 去年の会報８冊持参

宮崎会

沖縄会 持参

項№/提案会 項№＝②、提案会＝（宮崎会）

協議内容
及び

提案理由

受け取っても読まない会員が多い。そこで関心を持ってもらうため、会報の作成にあたり会
員の興味を引く記事や情報がありましたら、ご教授ください。

鹿児島会
２０１７年秋号より、学術顧問に就任頂いた大学教授による連載物を開始した。リレー投稿
や新入会員記事等出来るだけ堅くなく、軟らかい内容にするよう努めている。今年から京産
大の先生からの寄稿を依頼。他会同様記事集めに苦労している。

熊本会
業務に関することに限定せず、『こらよかばい』『おっぱい焼き』等、身近でいいと思うよ
うなものを紹介する記事を掲載、会員に興味をもっていただけているかは不明。うなものを紹介する記事を掲載、会員に興味をもっていただけているかは不明。

長崎会

特に対策なし。会報については毎年ほぼ同じ内容テーマのため、興味を示さない会員多数で
あるのは事実。多種多様なテーマは年1回のWEB会報で取り上げる事にしている。２年に１回
の新入会員記事、理事改選時の記事等、多種多様なテーマは年1回のWEB会報で取り上げる事
にしている。

佐賀会
特に対策はとっていない
毎号フリーテーマを設け会員の人となりを知る機会としている。毎号名物記事を読むのを楽
しみにしている他の会員や法務局職員もいる。
特にありません。

福岡会
特にありません。
会報の意義・必要性について再考してます。興味を惹くような内容を心がけている。紙媒体
の必要性も含めて考えていく予定。

大分会
同様です。会報配布の際に添え書きをし、広報部の取材内容を充実しようと考えています。
鹿児島会の支部便りを参考にした(PR記事。)各企業の会報誌も参考にしている。文字数と写
真のバランスに配慮している。

宮崎会
〈補足、その他意見等〉
会員からランダムに３名を選び、寄稿してもらっています。
会員のお子さん、お孫さんの写真をコメント付きで表紙に掲載しています。会員のお子さん、お孫さんの写真をコメント付きで表紙に掲載しています。

沖縄会
当会においても、読まれているかは不明。フリーテーマでの投稿記事には反応が見られま
す。広報委員を各支部に設けたが、結局支部長が兼任しあまり機能せず。研修会の内容も記
事にしている。

項№/提案会 項№＝③、提案会＝（熊本会）

協議内容
及び 会報の発行回数ついて各会の現状を把握したい。

提案理由

鹿児島会 年２回。紙媒体で。Web版も検討したが、一部から反対もあり中止。

熊本会
〈補足、その他意見等〉
年2回会報誌を発行。電子版は検討していない。費用は掛かるが紙の方が読まれると考えて
いる。

長崎会 会報誌を年1回、WEB会報を年1回。会務、各部の報告は随時。
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佐賀会 年1回会報誌を発行。月1回会務報告をメールにて発信。

福岡会
・年1回会報「ふくおか」発行。・毎月1日に県会ニュース発行（全会員あてメール→ホーム
ページへ掲載））別紙①

大分会
年1回会報誌を発行。月1回常任理事会の内容を「マンスリーおおいた」としてホームページ
に掲載。他県会を取材したり、参考にして記事に。情報の新旧にこだわっていない。

宮崎会 1月と8月の年2回です。

基本的に年２回発行。平成２７年度と２８年度は創立５０周年式典・記念誌の発行の為、年
沖縄会

基本的に年２回発行。平成２７年度と２８年度は創立５０周年式典・記念誌の発行の為、年
１回の発行になった。１０年間の取り纏めでもある。各会に送付済み。６０周年も計画して
いる。座談会記事等

項№/提案会 項№＝④、提案会＝（沖縄会）

協議内容
及び

提案理由

１．主な配布先と効果的な配布先はないか
２．各支部からの「支部だより」等の寄稿はありますか
３．５０周年記念誌を発行（平成２８年度）
報道各社、他士業団体、国県市町村行政機関、公証役場、簡易裁判所、図書館、県議会議長

鹿児島会
報道各社、他士業団体、国県市町村行政機関、公証役場、簡易裁判所、図書館、県議会議長
など。支部だよりは7割ほどの支部から有り

熊本会 会員、連合会各単位会62、法務局、専門士業7、指定店15、顧問弁護士1、退会1年未満

長崎会
1.他会、日調連、長崎会員以外では、長崎地方法務局、司法書士会、顧問弁護士。
2.役員改正のない年は相談会や出前授業等の報告をお願いしている。

佐賀会

各会員、司法書士会、法務局、佐賀県庁に配布
毎年各支部長からの支部だよりを寄稿している。
定例の年一回の会報を５０周年記念号とし、別冊での記念誌は発行していない。

佐賀会
定例の年一回の会報を５０周年記念号とし、別冊での記念誌は発行していない。
その他の発刊物なし

福岡会
1.会員、法務局、連合会、公嘱協会、専団連、学術顧問、顧問弁護士。別紙②
2.現在は「なし」
3.ふくおか「制度制定60周年記念誌」平成22年度発行済み

大分会
１．県立図書館に置いてもらえないか思案中です。
２．今回初めて寄稿依頼をしました。
３．記念誌は発行していません。
１．各会員、各単位会、県内各法務局、

宮崎会

１．各会員、各単位会、県内各法務局、
２．ないですが、いい案なので当会でもやってみたいと思います。
３．平成１７年に当会５０周年記念事業の一環として「日向の郷『綱引きどん』の半世紀」
という記念誌をで発行していますが、それ以降は発刊していません。

沖縄会
〈補足、その他意見等〉
主な配布先は会員、法務局、隣接士業。
今年度から各支部広報委員から毎号に「支部だより」を寄稿してもらう予定。

項№/提案会 項№＝⑤、提案会＝（佐賀会）項№/提案会 項№＝⑤、提案会＝（佐賀会）

協議内容
及び

提案理由

１．各会広報部の構成について
２．会報の広告収入について
３．会報原稿の謝礼について

鹿児島会
１．広報部は５名
２．３万円前後、過去に５万円で１社申込あり
３．現金３千円
１．副会長１、部長１、理事２、の４名。８支部の広報委員１０名（８、熊本支部＋２）

熊本会
１．副会長１、部長１、理事２、の４名。８支部の広報委員１０名（８、熊本支部＋２）
２．希望があった会社のみ無料掲載、指定店１５社×15,000円
３．3,000円の図書カード

長崎会
１．部長１、次長１、広報部員２、支部長報告（１２支部）
２．２万円×８社＝１６万円
３．支部予算の日当支払いで活動報告書提出を義務としている。

佐賀会
１．部長１、理事１、５支部に広報委員５名
２．桐栄サービス１社のみ
３．1,000円の図書カード３．1,000円の図書カード

福岡会
１．担当副会長１、部長１、広報部員２の４名
２．広告収入は１５万～３０万円
３．３千円

大分会
１．広報部は４名、支部はいない
２．８ページ載せているが金額不明
３．３千円～５千円、文字数で金額が変わる。
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宮崎会
１．広報部は２名
２．広告収入は１５万円
３．1,000円の図書カード

沖縄会
１．広報部長１、理事１、７支部に広報委員７名
２．１ページで１２，０００円、（年間５万円くらい）
３．５千円がたまに支給される。

記録者　佐賀会　岩崎道明

２． ホームページの運用について

項№/提案会 項№＝①、提案会＝（宮崎会）

協議内容
及び

提案理由

ホームページの作成にあたり、注意されている事や、発信されている情報などありましたら
ご教授ください。

提案理由
ご教授ください。

鹿児島会
更新の頻度が低いので、これを頻繁に更新したいが、ままならず。無料相談会の告知など。
会報もＰＤＦ型式で載せている。

熊本会 政治連盟関係の掲載ページ。他会も様々だったので会員専用ページにリンクを載せている。

長崎会
前任者の2年間でレイアウトの変更を行った。組織案内、会の活動、支部の活動の整理等。
発信内容は組織案内の他、講演会、相談会、支部活動報告等。

佐賀会
メールフォームに注意している。特に調査士の斡旋などしないようにしている。研修会も
ホームページに載せるよう検討したい。

佐賀会
ホームページに載せるよう検討したい。

福岡会

・会員の広場にて各種申請書をアップ
・補助者募集ページ
・会員名簿
別紙③

大分会 不明です。

〈補足、その他意見等〉
・各会員の個人情報の取り扱い（クレーマー化した顧客対策）

宮崎会
・各会員の個人情報の取り扱い（クレーマー化した顧客対策）
・リンク先の見直し（政治連盟へのリンク削除）
理事会の内容は会員の広場に載せている。

沖縄会
TOPページの最新情報は広報部・事務局で更新、会員専用ページの各部の情報は各部長と事
務局で更新

項№/提案会 項№＝②、提案会＝（沖縄会）

協議内容協議内容
及び

提案理由

・会員の広場のアクセス状況
・会員専用にどのような情報を掲載しているか

鹿児島会 会員の広場はあるが、利用無し。

熊本会
連絡事項なども会員ページから見るよう配慮して掲載している。
会員ページにはアクセスしやすいよう気をつけて各部の情報も載せている。

長崎会
93条報告書ソフト、研修会資料配布を行うため、強制的にアクセスが必要な状況にしてい
る。会務、業務報告、研修会資料・講演の映像、地域の慣習、各種研究資料、部会、理事会長崎会 る。会務、業務報告、研修会資料・講演の映像、地域の慣習、各種研究資料、部会、理事会
報告もドロップボックスに入れると事務局が載せてくれる。

佐賀会 会員専用ページがない。昔、便利な道具のコーナーがあったが今は特に無い。

福岡会
・平成29年4月14日ホームページリニューアル後はアクセス数が確認できないようになって
います。（カウンターなし）６万円／年間

大分会
１．セッション1,171ユーザー749ページビュー3,402(意味は不明)
２．①会務スケジュール②共有フォルダー（盛沢山）③アクセス解析④リンク集
・会員の広場は、主にデータ閲覧程度しか活用されていないと思う。

宮崎会
・会員の広場は、主にデータ閲覧程度しか活用されていないと思う。
・本会会則や規則など掲載。また行事の写真も掲載（撮り溜めたもの）
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沖縄会

〈補足、その他意見等〉
会員の広場へのアクセスは3,4名で限られている。
(資料センター)：区画整理成果の所在、登記決議集、調査士会本棚の紹介、実務書の写真と
目次も掲載している。
(研修部)：業務研修会資料
(業務部)：連合会からの情報等、那覇地方法務局、桐友会情報、法務局との意見交換事項等

記録者　佐賀会　岩崎道明

３． メディア広告等(ＳＮＳ含む)の利用について

項№/提案会 項№＝①、提案会＝（熊本会）

協議内容
及び

提案理由

当会の広報事業の参考としたいので、利用した（利用予定）のメディア広告等の種類につい
て、またその結果について伺いたい

提案理由
て、またその結果について伺いたい

鹿児島会
無料相談会の実施告知をラジオ番組の一コーナーとして出演した。
基本的に費用がかかる広告はしていない。

熊本会
〈補足、その他意見等〉
法の日無料相談会開催告知、不動産トラブル110番の新聞広告、無料相談会の開催告知のみ
であるため、効果については不明。

長崎会
新聞はインタビュー形式で土地家屋調査士と活動等のの説明を行う形。ラジオは上記と、相
談会等の案内のスポットCM(５万円くらい)。KTN、TV長崎はラブフェスのブース出店協賛。
相談会の前にCM（TV,ﾗｼﾞｵ）を流す(50万円)。一般における効果については不明。相談会の前にCM（TV,ﾗｼﾞｵ）を流す(50万円)。一般における効果については不明。

佐賀会 全国一斉無料相談会の新聞広告のみ。結果はほんの数件相談があった。

福岡会
・西日本新聞広告：毎週水曜日（１か所）の無料相談会の広告（ＡＤＲ委員による北部地
区、中央地区、南部地区）別紙④
・郵便にて発送56役所へ：広報誌等への掲載について（お願い）無料相談

大分会 建築雑誌に広告を載せていたが、趣旨がちがうので中止した。

公嘱協会と合同で地元紙に広告を掲載した程度。専門士業団体連絡協議会の無料相談会を年
宮崎会

公嘱協会と合同で地元紙に広告を掲載した程度。専門士業団体連絡協議会の無料相談会を年
１回開催する際に､自治体の広報誌掲載。

沖縄会
無料相談会時に新聞広告を実施(21,400円くらい)。相談件数７１件、昨年は５７件で広告効
果はあった。
５０周年記念事業では新聞1面を利用しての名刺広告を実施。

項№/提案会 項№＝②、提案会＝（福岡会）

協議内容
当会では、対外的広報活動として新聞題字下広告・新聞名刺広告をしておりますが、CM・ラ

協議内容
及び

提案理由

当会では、対外的広報活動として新聞題字下広告・新聞名刺広告をしておりますが、CM・ラ
ジオ・新聞等での対外的広報活動はどのようにされてますか？

鹿児島会
過去に名刺広告はやったが、効果不明のためこの１０数年やっていない。
夕方のラジオ番組を使用したこともある。各支部担当がリレーでのラジオ出演あり。

熊本会 無料相談会の開催告知のみ新聞広告

長崎会
新聞はインタビュー形式で土地家屋調査士と活動等のの説明を行う形で新年のみ。
ラジオはインタビュー形式と、相談会等の案内のスポットCM。TVはラブフェスの協賛ラジオはインタビュー形式と、相談会等の案内のスポットCM。TVはラブフェスの協賛

佐賀会 特になし（予算の都合）

福岡会
〈補足、その他意見等〉
ラジオはあまり効果が無さそう。「ラジオ聞いたよ」とは１人も言われていない。

大分会 特になし

宮崎会 CM・ラジオ・新聞等はやっていません。(予算の都合)

沖縄会 特になし
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項№/提案会 項№＝③、提案会＝（鹿児島会）

協議内容
及び

提案理由

１．鹿児島会では、ＳＮＳ（フェイスブック）を利用して、会の行事等の告知を行うように
した。ＳＮＳを利用した広報活動について、注意すべき点があればお聞きしたい。
２．昨年及び本年にラジオ番組のコーナーの中で、調査士に出演の機会があった。今後もア
ピールしていきたい。他会でそのような事例があった場合の、反響などお伺いしたい。

鹿児島会
〈補足、その他意見等〉
１．ＳＮＳはとりあえず始めたところ。投稿のみで効果は不明。１．ＳＮＳはとりあえず始めたところ。投稿のみで効果は不明。

熊本会
利用していない。
ラジオ等も機会がない。

長崎会
SNSは現在準備中。ラジオはインタビュー形式と、相談会等の案内のスポットCMを行った。
一般からの反響は正直なところ不明、継続していくことが大事と考える。

佐賀会 会としてSNSは利用がない。ラジオ番組も機会が無い。

１．SNSは利用してない。
２．「調査士の日無料相談会」RKBラジオ中継放送

福岡会

２．「調査士の日無料相談会」RKBラジオ中継放送
平成27年度、平成28年度：「全国一斉不動産表示登記無料相談会時にＲＫＢラジオ番組内で
広報部長がインタビュー受ける（県会会議室にて）
平成26年度：ラジオにて『ＲＫＢ天気予報』枠で平成２６年７月８日(火)～８月５日(火)の
毎週火曜日1日12回（博多弁が入る）境界問題に的をしぼり、前半の週は問題提起編、後半
の週は問題解決編で行った。
平成27年度：ラジオにて『ＲＫＢ天気予報』枠で平成27年７月2日(木)～7月30日(木)の毎週
木曜日1日12回（博多弁が入る）放送内容は昨年に引き続き、会員の原稿にて、博多弁を
使った掛け合いが親近感を感じ、また土地家屋調査士の必要性を感じさせる作品となってお使った掛け合いが親近感を感じ、また土地家屋調査士の必要性を感じさせる作品となってお
ります。
平成26年度：テレビにて「カンパニーファイル」平成26年9月8日6分間の内、本会の放送は3
分程度。コニカミノルタソリューションズ㈱のユーザーとして福岡会の紹介及び会議システ
ムに関するインタビューに対して、本会の役員がコメントする様子が放送されました。

大分会 特になし

宮崎会 １．ＳＮＳはやっていません。２．ありません。

沖縄会
SNSの利用なし。会員がパーソナリティーを務めるコミュニティーFMへの誘いがあったが都
合が合わず、そのままになっている。

記録者　佐賀会　岩崎道明

４． 効果的な広報活動について

項№/提案会 項№＝①、提案会＝（大分会）

協議内容
及び

提案理由
広報活動についての取り組み事例があれば紹介して頂きたい。

鹿児島会
調査士グッズは全国から引き合いがあるが、事務局が手いっぱいなので、メーカーさんに引
き継いだ。

熊本会 専門士業で無料タウン誌くまにち『すぱいす』に法律相談として掲載。30万3千部熊本会 専門士業で無料タウン誌くまにち『すぱいす』に法律相談として掲載。30万3千部

長崎会
TV・ラジオのスポットCM、新聞・ラジオのインタビュー、相談会広告（支部の要請時）、各
種活動のHP掲載。

佐賀会 全国一斉無料相談会の新聞広告のみ、ほんの数件相談があった。

福岡会

・新聞広告年間契約：（境界問題無料相談会、法の日無料相談会（グッズ、パンフ、マンガ
でわかる・・・渡す。全国一斉表示登記無料相談会など）
・名刺広告：別紙⑤・名刺広告：別紙⑤
・ＨＰへチラシ等掲載：全国一斉表示登記無料相談会チラシ法務局へ郵送（本庁は持参）

大分会 〈補足、その他意見等〉無し

宮崎会
「地上絵プロジェクト」を行っている程度ですが、子どもが関わるのでＴＶ新聞の取材報道
は必ず来て貰えます。
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沖縄会 市町村や行政機関からの要請等があれば積極的に参加している。

項№/提案会 項№＝②、提案会＝（福岡会）

協議内容
及び

提案理由

当会では、今年度の事業として制度広報のポスターの製作・掲示(福岡県内の公民館)を行う
ようにしておりますが、ポスター・チラシ・グッズ等の製作・取り扱いについてどのように
されていますか？
本年はＡＤＲの認証取得予定なので、リーフレットを新たに作成し、関係各所(行政など)に

鹿児島会
本年はＡＤＲの認証取得予定なので、リーフレットを新たに作成し、関係各所(行政など)に
配布予定

熊本会 のぼり旗を作成したいと考えており、広報委員会で取扱いについては決定する。

長崎会 現状、カレンダーの作成、配布のみ。

佐賀会 ポスター、チラシ、グッズの作成はない。

福岡会 〈補足、その他意見等〉無し

大分会
ポスターは、法務局の本局及び全支部に会員名簿入りで掲示
チラシ、グッズの作成はない

宮崎会

作業車やカラーコーン等に貼る「子どものみまもり中」「地域の防犯活動」等ステッカーの
製作を企画しております。（社会事業部）
昨年、作業車に貼るよう「境界紛争ゼロ宣言」のマグネットシートを各会員に配布しまし
た。ポスター等は配布、作製しておりません。た。ポスター等は配布、作製しておりません。

沖縄会 無料相談会のポスターの増刷のみ

項№/提案会 項№＝③、提案会＝（福岡会）

協議内容
及び

提案理由

無料相談会について、実施状況(相談件数)・告知の方法・について教えてください。
県会主体でなされていますか？支部主体でなされていますか？
当会での告知の方法は市町村の広報誌への掲載・新聞掲載での告知を行っております。

鹿児島会
無料相談会の件数は低い。鹿児島支部（鹿児島市内）が支部独自にやっている。他は県会主
体や法務局や他士業との共催など。

熊本会
１．司・調合同で新聞に掲載：調査士の日（2日間）、事務局1箇所、相談件数3件。
２．法の日：各支部司調合同15箇所（1日間）、調査士関係15件
３．不動産トラブル110番：青年司調3箇所（1日間）、調査士関係20件

長崎会
概ねHPでの告知のみ。支部より要請があった場合は広報紙に掲載。どれも効果は期待薄の状
況。

佐賀会
7月31日全国一斉無料相談会の佐賀県内の全相談件数は5件、相談会場6カ所設置。県会主催

佐賀会
7月31日全国一斉無料相談会の佐賀県内の全相談件数は5件、相談会場6カ所設置。県会主催
で、支部単位によるものはない。各個人事務所での対応はあるが、助成等は行っていない。

福岡会 〈補足、その他意見等〉無し

大分会
大分会として相談センターを設置しており、法務局及び市役所にパンフレットをおいている
のでそのルートでくる案件も多い。（8月末で30件）

宮崎会
専門士業団体連絡協議会で「なんでも無料相談会」を年１回開催しております。告知は各市
町村の広報誌に掲載を依頼しております。
本会単独では「全国一斉無料相談会」以外やっておりません。本会単独では「全国一斉無料相談会」以外やっておりません。

沖縄会
新聞広告で有料掲載と無料掲載も活用、
支部においては近隣の商業施設や役場、公民館等へのポスター掲示をお願いしている。
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記録者　佐賀会　岩崎道明

５． 広報の費用対効果(予算等)について

項№/提案会 項№＝①、提案会＝（沖縄会）

協議内容
及び 全国一斉無料相談会について新聞広告等の掲載料はどのくらいですか？及び

提案理由
全国一斉無料相談会について新聞広告等の掲載料はどのくらいですか？

鹿児島会
・新聞広告は行っておりません。無料枠の利用で賄っている。
・調査士の日は幟を掲示したり、費用がかからない方法としている。

熊本会
法の日＝30万円(総額60万円を司と折半）
不動産トラブル110番＝10万円（総額20万円を司と折半）

長崎会
1支部あたり3万～5万。
無料で相談を受けるのに予算を費やすのはどうか、手段が目的化しているのではという意見
もある。もある。

佐賀会 新聞広告のみで312,000円

福岡会
西日本新聞広告は年間契約している。月２回朝刊題字下の契約内で「全国一斉無料相談会の
広告も載せている。

大分会
108,000円（社会事業部の予算から支出）
市報は効果があるという意見もある。

宮崎会 各事務所に掲示、新聞広告等は行っておりません。

沖縄会
〈補足、その他意見等〉
広告代理店、新聞社への支払い￥214,920(税込)

項№/提案会 項№＝②、提案会＝（熊本会）

協議内容
及び

提案理由
今後予算計上の際に参考としたいので、広報年間予算の内訳についてお聞きしたい。

提案理由

鹿児島会
予算総額＝200万円
(内訳)会報費等＝70万円、委員会費他＝130万円

熊本会

〈補足、その他意見等〉
予算総額＝318万5000円
(内訳)
会議費等＝58万円、印刷費＝85万円、ホームページ＝24万円、啓蒙費＝141万5000円、
雑費＝10万円。※啓蒙費は地上絵プロジェクトのため増額（大勢の小学生を統率する参加会
員に対する日当等）員に対する日当等）

長崎会

今年度は180万。
ラジオ、TV、新聞に60万程度。
HP管理費に6万程度、今年のみ変更のため、30万～50万を予定。残りは人件費、雑費等。
部会費は別に60万。

佐賀会
年間広報費は110万程度。
会議費、役員報酬は除く

福岡会

予算総額＝405万程度
(内訳)

福岡会
(内訳)
部会比費＝34万円、無料相談会人件費＝85万円、会報＝60万円、新聞広告費＝60万円、
ホームページ＝16万円、グッズ等＝63万円

大分会
351,000円（新聞広告、雑誌広告）司法書士と合同で費用を抑えている。チラシ、グッズの
作成はない。

宮崎会
広報部の予算としては5万円（旅費雑費）会報出版費が40万円、広報宣伝費が50万円（ＨＰ
の維持管理、見守りステッカー作製、啓発リーフレット作製費…作った際の予備費）合計90
万円（会議費等含まず）
広報費115万(合計)

沖縄会

広報費115万(合計)
会報出版費50万
広報諸費65万
会議費、役員報酬は除く
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項№/提案会 項№＝③、提案会＝（長崎会）

協議内容
及び

提案理由

当会においては新聞、ラジオ、TV等の広告、出演等を予定しております。
他会におかれての、現在、各種メディアに対する広告費等、どの程度の予算を掛けておられ
るか教えていただきたい。

鹿児島会 前問にて説明済み。

熊本会 新聞広告以外にメディア広告費はない。熊本会 新聞広告以外にメディア広告費はない。

長崎会

〈補足、その他意見等〉
今年度は180万。ラジオ、TV、新聞に60万程度。HP管理費に万程度。残りは人件費、雑費
等。部会費は別に60万。
ラジオ・ＴＶは効果がない割に費用高い、他会のように子供向けイベントが長い目で見て良
いかも知れないと思い質問した。

佐賀会
年間広報費は110万程度。
会議費、役員報酬は除く会議費、役員報酬は除く

福岡会 前問にて説明済み。

大分会 351,000円（新聞広告、雑誌広告）

宮崎会
広報宣伝費は前述の50万円を確保しております。実際は４０万円弱支出されております。こ
の中には会議費、役員報酬は入っていません。会員の日当は無くボランティア活動として
行った。

沖縄会 前問にて説明済み。沖縄会 前問にて説明済み。

日本土地家屋調査士会連合会・広報部理事より挨拶と報告事項＿（１５：４３～１５：５０）

日野智幸・業務部理事（福岡会）、山口賢一・広報部理事（長崎会）

連合会の 資料：第１回連合会報連合会の 資料：第１回連合会報

広報部より 平成３１年度からの登記申請完全オンライン化について：明日、岡田会長より報告の予定

平成２９年７月３１日実施の無料相談会の報告について：統計まとまり次第報告の予定

連合会ホームページのリニューアルについて：会員の広場のコンテンツをご利用下さい。

記録者　佐賀会　岩崎道明記録者　佐賀会　岩崎道明

６． 単位会独自のイベントの実施について

項№/提案会 項№＝①、提案会＝（宮崎会）

協議内容
及び

提案理由

地域のまつり等へ土地家屋調査士会としての参加や相談会等イベントを開催されているか、
教えてください。また出前授業等の活動もされているのであれば、併せてご教授ください。

提案理由

鹿児島会
会としての独自のイベントはしていないが、支部単位でのイベント協力は、法被や幟を使っ
て行っている。

熊本会
ウォーキング協会のイベント・八代国際スリーデーマーチに幟を持って参加していたが、今
年度エントリーしていない。

長崎会
連合会主催相談会、法務局主催相談会、7士業開催の相談会
単位会独自の相談会は行っていない。出前授業は佐世保、島原にて定期、大村、長崎を計画
中。「ラヴフェス」への協賛が中心となっている。

佐賀会
各支部単位での祭りイベントへの参加を助成している。

佐賀会
各支部単位での祭りイベントへの参加を助成している。
佐賀市役所にて無料相談会を毎月行っている。

福岡会
地域貢献活動助成
・支部助成金の予算　16支部+1回+雑費　500,000円　（1支部30,000円）

大分会
実施例なし。
小学校への出前授業を実施している。
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宮崎会

〈補足、その他意見等〉
現在はやっていません。以前は県会として調査士会のハッピを着て参加していたようです。
世間に露出する良い機会だと個人的に考えます。他県では有名なお祭りもあるようですがど
うされているのか教えてください。
高校生を対象に出前授業を行いたいと考えております。実例をご教授ください。

沖縄会
（資料・沖１参照） 子ども測量体験教室「測量を体験しよう！」を実施
（資料・沖２参照）2017沖縄市民平和の日行事に参加

項№/提案会 項№＝②、提案会＝（沖縄会）

協議内容
及び

提案理由

沖縄県立博物館・美術館企画展「琉球・沖縄に地図展」が開催され関連催事として子ども測
量体験教室「測量を体験しよう！」を実施
（平成２８年度）

鹿児島会 とても参考になりました。

熊本会 とても参考になりました。熊本会 とても参考になりました。

長崎会 とても参考になりました。

佐賀会 とても参考になりました。

福岡会 とても参考になりました。

大分会 とても参考になりました。大分会 とても参考になりました。

宮崎会 とても参考になりました。

沖縄会
事業の説明〈補足、その他意見等〉
ＴＶの取材等もあり、良いＰＲが出来た。子供達にも喜ばれて大成功だった。

項№/提案会 項№＝③、提案会＝（沖縄会）

協議内容
及び

提案理由

2017沖縄市民平和の日行事「折り鶴プロジェクト 最も長い折り紙レイ」ギネス世界記録に
認定、織り鶴ロープの計測を実施
（平成２９年度）

鹿児島会 とても参考になりました。

熊本会 とても参考になりました。

長崎会 とても参考になりました。長崎会 とても参考になりました。

佐賀会 とても参考になりました。

福岡会 とても参考になりました。

大分会 とても参考になりました。

宮崎会 とても参考になりました。宮崎会 とても参考になりました。

沖縄会
事業の説明〈補足、その他意見等〉
多くのボランティアの協力もあり、夕方のＴＶや後日の新聞報道もあり良い事業であった。
尚、社会事業部のメイン事業のため広報部からの予算支出は無い。

項№/提案会 項№＝④、提案会＝（熊本会）

協議内容
小学校での地上絵ロジェクト実施状況、今後の予定は？

及び
提案理由

小学校での地上絵ロジェクト実施状況、今後の予定は？
当会でも10月10日に実施予定であり、次年度以降の参考としたい。

鹿児島会

熊本会
〈補足、その他意見等〉
衆議院選の公示日と重なってしまったため、新聞と市広報の掲載のみとなった。
宮崎会を参考にさせていただき事業は計画予定。
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長崎会

佐賀会

福岡会

大分会 視察させて頂きました。ありがとうございました。

宮崎会
一昨年から年1回、社会事業部と合同で『地上絵プロジェクト』と称し県内の小学校で測量
の体験授業を行っております。本年は１１月に都城市で開催予定です。（別添資料）石川県
に視察に行き参考にした。

沖縄会

記録者　佐賀会　岩崎道明記録者　佐賀会　岩崎道明

７． 調査士(制度含め)の社会的認知度の向上(受験者拡大等)について

項№/提案会 項№＝①、提案会＝（大分会）

協議内容
及び

提案理由

大分会では小学１年生に「ボタンのナゾ」の読み聞かせを行っています。中学生や高校生対
象の出前授業も行いたいと考えております。他会の取り組み事例の紹介をお願いいたしま
す。
刑務所から抗議の依頼があった。社会貢献活動として月に１回、座学と実技を行っている。

鹿児島会
刑務所から抗議の依頼があった。社会貢献活動として月に１回、座学と実技を行っている。
会から交通費支給、刑務所から日当を支給されている。

熊本会 熊本大学の法学部に無料講座を開講予定。

長崎会 登記や土地家屋調査士に関する説明に始まり、器械やドローンを使った演習等。

佐賀会 後段でも触れますが、職場体験を行った。

福岡会 北九州マラソンでの給水ボランティアをしている。

大分会

〈補足、その他意見等〉
前の大分会副会長夫人が、読み聞かせをやっていたことが切っ掛けで小学校で始まり、他と
も話を進めているところ。土地家屋調査士アピールの訓練の場として利用したい。ＰＲ活動
として重点的に取り組みたい。

宮崎会

昨年、「地面のボタンのなぞ」を県内小学校に配布しましたが、よく読まれているかどうか
は不明です。「読み聞かせ」は確実に伝える機会があり、コストパフォーマンス的にもとて
も良いと思います。「出前授業」と言いますか、前述のとおり小学校６年生を対象に『地上宮崎会 も良いと思います。「出前授業」と言いますか、前述のとおり小学校６年生を対象に『地上
絵プロジェクト』を行いましたが、出来れば中学生～一般までを対象に出前講座を行いたい
と考えております。

沖縄会
沖縄県の入札参加資格審査申請書の登録を受けている業種に「土地家屋調査士業」の追加要
請をする方針で、役務の提供では経費率が４０％だが、業者登録をすれば８０％になる。広
い意味でＰＲと地位向上にもなる。政治連盟を中心に動き始めているところ。

項№/提案会 項№＝②、提案会＝（佐賀会）項№/提案会 項№＝②、提案会＝（佐賀会）

協議内容
及び

提案理由

平成29年8月22日～8月25日、佐賀県立唐津工業高校にて別紙のスケジュールにて生徒を対象
とする前段として先生達への職場体験を行いました。「若者へ向けた調査士への誘い…」と
して、今後、出前授業を実施する可能性有り。他県の状況を教えて頂きたい。又資料があれ
ば提供頂けるとありがたいです。（資料・佐１参照）

鹿児島会
鹿児島大学から1コマ(９０分程)くらいの授業はどうかと打診が来ているところ。小中学生
向けの事業は未定です。

熊本会 とても参考になりました。熊本会 とても参考になりました。

長崎会 出前授業は佐世保市、島原市にて定期開催中、今後長崎市を計画中。

佐賀会
〈補足、その他意見等〉
学校側の依頼で先生へ職場体験を行い、今後の生徒への職業選択の一つにして欲しいという
目的です。
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福岡会
※社会事業部管轄の社会連携講座
・九州大学で１５コマの授業を行っている。（平成24年度から）
・西南学院大学（本年度から）

大分会 実施しておりません。教えて頂きたいと思います。

宮崎会 学校側へのアプローチをしてみては。

沖縄会 参考になります。沖縄会 参考になります。

記録者　佐賀会　岩崎道明

８． 空き地・空き家対策、災害協定等について

項№/提案会 項№＝①、提案会＝（沖縄会）項№/提案会 項№＝①、提案会＝（沖縄会）

協議内容
及び

提案理由
隣接士業と連携しての災害協定締結（那覇市・豊見城市）

鹿児島会 鹿児島県、鹿児島市と結んでいる。（社会事業部担当）

熊本会
2011年に熊本県、熊本市と災害協定締結
・熊本地震後に無料相談を開催・罹災証明発行の現場随行支援を行った。・熊本地震後に無料相談を開催・罹災証明発行の現場随行支援を行った。

長崎会
連携はなし。
佐世保市との空家協定においては7団体が同時締結。・災害協定は長崎県と結んでいる。人
口の多い市とも結んでいる。（総務部担当）

佐賀会 後述の通り

福岡会
（社会事業部管轄）
福岡県・調査士会・公嘱協会の三者にて災害協定を締結する予定です。
大分県、調査士会、公職協会の３社協定をしている。対応できる体制は出来ている状況。

大分会

大分県、調査士会、公職協会の３社協定をしている。対応できる体制は出来ている状況。
（社会事業部担当）
ちなみに地震より水害が被害額が大きい。自治体としては人手が欲しいので人員を派遣して
いる。

宮崎会
専門士業団体連絡協議会と宮崎県との間で「大規模災害時における相談業務に関する協定」
を締結しております。各自治体とは個別に締結していませんが、宮崎市とは締結に向けて動
いている状況です。

沖縄会
〈補足、その他意見等〉
配布する会報により説明。10月4日に那覇市から空家対策協議会参画の打診があった。罹災沖縄会 配布する会報により説明。10月4日に那覇市から空家対策協議会参画の打診があった。罹災
証明等の対策のための災害協定を結んだ。

項№/提案会 項№＝②、提案会＝（佐賀会）

協議内容
及び

提案理由

社会事業部と重なる部分でもありますが、自治体との協定締結の動きと絡めた広報活動など
ありましたら各会の取り組み事例をお伺いしたい。
佐賀会では、鳥栖市が横浜市の事例を参考とした協定締結が進めらる予定。

鹿児島会
県が各市町村に指導を行っているところ。空家活用と取壊し物件の振り分けを行っている。

鹿児島会
県が各市町村に指導を行っているところ。空家活用と取壊し物件の振り分けを行っている。
長島町がモデル地区で先行している。

熊本会 ありません。（社会事業部担当）

長崎会
現在、災害防止協定と空家に関する協定を各地方公共団体と締結。
広報では、締結の旨をHPに掲載。（社会事業部担当）

佐賀会 〈補足、その他意見等〉（資料・佐２参照）

福岡会 社会事業部で検討中

大分会
社会事業部が協定を結んでおり。九州北部地震及び大分豪雨災害・台風18号災害で被害認定
調査に参加しております。（大分市を除く）

宮崎会
年に１回、宮崎県と専門士業団体連絡協議会との「平時における情報交換会」を開催してお
ります。
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沖縄会 那覇市より空き家対策審議会委員の推薦について依頼がありました。

記録者　佐賀会　岩崎道明

９． その他、全体総括及びフリーテーマ

項№/提案会 項№＝①、提案会＝（佐賀会）項№/提案会 項№＝①、提案会＝（佐賀会）

協議内容
及び

提案理由
今年の７月３１日(調査士の日)の無料相談の件数を教えて下さい。

鹿児島会
7月31日は各支部長の事務所で行っているが、ほぼ０件。10月1日(法の日)でも1，2件。法務
局主催も年2回あるが、あまり力を入れていない。特殊な例では社会福祉協議会主催の何で
も相談がある。

熊本会
7月31日は各支部・各事務所対応。法の日の無料相談がメインで司法書士と合同で１０会場

熊本会
7月31日は各支部・各事務所対応。法の日の無料相談がメインで司法書士と合同で１０会場
で行っている。件数は合計50～60件(調査士分野のみ)

長崎会 １０件程度（全県内で）

佐賀会 7月31日は５件（全県内で）

福岡会 7月31日は４件。10月1日は福岡、北九州、久留米の合計で１３件

大分会
7月31日は１０支部で開催で３１件。10月1日は調査士１２件、司法書士１２件、公証人９
件。12月には８士業団で行う「よろず相談」があり、調査士と他士業が一緒に話を聞く体制大分会 件。12月には８士業団で行う「よろず相談」があり、調査士と他士業が一緒に話を聞く体制
をとっている。これは評判が良く今後も続けていく予定。

宮崎会 10月1日が5，6件くらい

沖縄会 １３会場の内７会場は法務局職員も協力し合同開催。相談件数７１件（前述の通り）

―　担当者会同の終了予定時刻となり、これにて打ち切り　―

閉会挨拶 座長：(佐賀会)高尾賢士
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