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１．総務部関連 ※灰色網掛けが提案会 

議題 参考資料 福岡会 佐賀会 長崎会 大分会 熊本会 鹿児島会 宮崎会 沖縄会 

① 総会の開催方法に
ついて 

 会則改正は行ったが、
実施されたことは無
く、まだハード面ソフ
ト面での対応はできて
いません。 

通常通りの形式で開
催。 
懇親会を会員のみの参
加とした。 
ライブ配信、ハイブリ
ット形式は検討してい
ません。 

通常開催としました
が、委任状出席が主で
会場出席は 40 名程度
でした。 
なお、ハイブリッド方
式は検討しておりませ
ん。 

大分会では一昨年の総
会はハイブリット方式
で開催しました。 
問題点として会場のイ
ンターネット回線の問
題があるため、会場が
限定されてしまい今後
ハイブリット方式で開
催する予定はないです 

感染防止対策を講じて
定時総会は通常開催し
ました。 
 
現状ではライブ配信は
考えていません。しか
し感染防止のために出
席を控える会員が多け
れば一考しなければな
らないと考えます。 

特に検討していませ
ん。 
本年度の総会におい
て会則は改正しまし
たので技術的に可能
かどうかは今後、検討
します。 
ただ、ここ 3 年は議決
権等がありませんで
したが、YOUTUBE を用
いてライブ配信はし
ました。 

コロナ禍、前回の総会
をどのように開催し
たかお聞きしたい。 
宮崎会では、会場での
開催をして、試験的に
ライブ配信を行いま
した。 
また、まだまだ終息が
見えない中、今後総会
をいわゆるハイブリ
ッド方式で検討して
い る 会 は あ り ま す
か？もし、検討してい
る会があれば、ソフ
ト・ハードを含めた技
術的なことをお聞き
したい。 
 
 
 

沖縄会は、前回の総会
を、通常開催とし、試
験的に ZOOM でのライ
ブ配信を実施した。途
中で配信が途切れて
しまうハプニングが
起きてしまい、課題が
残る。今後の予定とし
ては、やはり集合形式
を基礎とした上で、状
況に応じてライブ配
信の実施を検討する。
機材等はビデオカメ
ラ 2台とスイッチャー
の ATEM MINI を利用し
て、飽きないような映
像を配信できるよう
にしたい。 

② 事務局長の採用に
ついて 

 現在は一般からの採用
で初年度は 30 万円。 
過去法務局ＯＢからの
採用で初年度は 35 万
円。 
法務局ＯＢについて特
段メリットは無かっ
た。一般だからといっ
て特にデメリットはあ
りません。 

ハローワークの求人に
より一般採用してい
る。 
しがらみがないので法
務局に気を使う必要が
ない。 

事務局長に法務局 OB
を採用したことはな
く、ハローワークを通
じて募集（一般採用）
しています。初年度給
与は、18 万円です。 
メリット・デメリット
を特に感じたことはあ
りませんが、職歴・役
員や他の事務局職員と
の意思疎通が図れるこ
とを採用の判断基準と
しています。 
 
 
 

大分会は法務局出身者
ではなく、一般からの
募集です。大分会では
法務局出身者が事務局
長であったことがない
ため良い点悪い点は分
かりません。 

事務局長を置いている
場合、その採用は法務
局ＯＢですか。その理
由と初年度給与はいく
らぐらいか。反対に法
務局ＯＢにこだわらず
一般採用されている会
（ベテラン事務局職員
含）では、一般採用に
おける良かった点・反
対に良くなかった点が
あれば伺いたい。 

事務局長はおいてい
ません。 
 
一般採用の職員は業
務に関するスキルが
あることを前提に採
用できる。 

事務局長は一般採用
です。法務局 OB は記憶
の限りでは、過去にも
なかったと思います。 
法務局 OB との比較対
象がないので、回答が
難しいですが、法務局
OB であれ、一般採用委
であれ、個人の能力次
第かと思います。 
 

事務局長は、一般採用
としており。法務局 OB
を採用した事はあり
ません。メリット・デ
メリットについては
分かりかねるので、他
会のご意見を参考に
したい。 

③ 新型コロナウイル
スの感染拡大防止
のため事務局職員
に出勤停止を求め
た場合の給与支払
いについて 

 当会では特に規程はあ
りません。 

取り決めはありませ
ん。 
出勤停止にした場合の
期間は出勤扱いになり
ます。 

濃厚接触者等に該当し
欠勤した場合も、給与
の支払いを行っており
ます。新型コロナウイ
ルス感染症に関連して
労働者を休業させる場
合の処置として、厚生
労働省から平均賃金の
100 分の 100 を支払う
ことが望ましいとの方
針を受け、事務局職員
就業規則の一部改正を
行いました。 
 
 
 

事務局員が感染した時
は、明確な規定は有り
ませんので、理事会等
で協議の上決定される
と思いますが、道義上
職務として自宅待機で
あると考えると有給と
考えるべきではないで
しょうか？ 

事務局員が感染したと
きに、他の事務局職員
が濃厚接触者に該当す
るためＰＣＲ検査結果
が出るまでの期間、出
勤停止にした場合、そ
の期間の給与支払いに
ついて取扱が決まって
いる会があるか伺いた
い。 

基本、無給。傷病手当
で補填。 
濃厚接触者は年次有
給休暇 

コロナでの療養期間
の給与については、特
に取決めはありませ
ん。国の休業支援金等 
利用することになる
かと思います。 

特段の取扱いを定め
てはいません。有給休
暇を消化してもらう
等、臨機応変な対応を
検討していますが、今
のところ、そういった
事例がありません。 

④ コロナ過における
会則等の見直しに
ついて 

 コロナウイルス流行か
ら約 2 年が経過した現
在、他会での現状を伺
い参考としたい。 

総会の決議方法につい
て検討しています。 

会則モデルにおける総
会開催内容を含め、見
直しは行っておりませ
ん。 

連合会からのモデル規
則以外の変更は検討し
ておりません。 

総会議決等に関するハ
イブリッド方式の日調
連モデルを参考に大臣
認可後に会則変更を予
定している 

連合会の方針に従い
たい 

昨年度の総会で、連合
会のモデル会則にな
らい、web 総会ができ
るように変更した。役
員選任規則等も同じ
く変更した。 
 
 
 

日調連の会則モデル
に沿った改正を順次
行っている（いく）。総
会の開催方法、役員選
任規則等。 
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⑤ 会則等の改正につ
いて（データ管理） 

 会則や規則等の変更に
ついては、事務局のパ
ソコンに改正案や新旧
対照表はその都度保存
しています。 

事務局のパソコンに
て、事務局で管理して
もらっています。 

宮崎会様と同様の対応
です。 
諸規程は、事務局のパ
ソコンで管理していま
す。総務部長の管理下
とし、確実に引継ぎで
きるようにしていま
す。 

会則や規則の履歴およ
び変遷については管理
しておリません。会則
および規則の変更の新
旧対照表の作成は各担
当部長が行っており、
各部長の事務所で作成
したものを事務局で取
りまとめているため、
事務局内にデータは存
在すると思われます
が、管理はされていな
いため、履歴は総会議
事録にて確認しなけれ
ばならない状態です。 

アナログ的ですが、改
正する新旧対照表のデ
ータをパソコン内に保
存し、改正後の会則・
規則等を事務局のパソ
コンに保存していま
す。 

宮崎会に同じ 会則や規則等の改正
の履歴のデータをど
のように管理してい
るか。 
宮崎会では、会則や規
則等の変更について、
改正案や新旧対照表
は担当総務部長が作
成し、改正後の会則等
は事務局のパソコン
でデータ管理してい
ます。 
そのため、総務部長が
変わる度に、その変遷
についてのデータの
所在が分からなくな
ることがあります。 
他会においては、会則
や規則の改正歳、その
データ等をどのよう
に管理しているか 
お聞きしたい。 

事務局のパソコンで
新旧のデータを管理
しています。また、総
務部長にて作成した
データも同様に事務
局のパソコンに保管
しているので、今のと
ころ所在が分からな
くなることはないよ
うです。 

⑥ 事務局の利便性・効
率化を図るため 

 当会もグループウェア
の導入はしておりませ
ん。 

グループウェアの導入
は検討していませんで
した。 
導入されている会の情
報を提供いただき参考
にしたいと思います。 

グループウェアは導入
していません。 
正副会長と常任理事間
では、グループ LINE で
随時、情報共有をして
います。 
 

大分会ではグループウ
ェアは導入しておりま
せん 

導入していません。 
導入されている会がど
のように活用されてい
るか参考にしたい。 

NI コラボというもの
を採用している。 
正副会長、監事、常任
理事、事務局職員のラ
イセンスを契約し、グ
ループウェアででき
る旅費日当申請・スケ
ジュール管理で利用
している。 
360 円/月/人 
また、旅費日当支給や
用紙販売について、会
員がエクセルのマク
ロを使った仕組みを
作成し効率化してい
る。 

宮 崎 会 で は 、 一 時
slack を使用していた
が、現在は使用してい
ない。グループウェア
も使用していない。他
会での運用があれば、
ぜひお聞きしたい。 

沖縄会では事務局、理
事等の間でグループ
ウェアの導入をして
おりません。 
ある会では、グループ
ウェアを導入してい
ると伺っているが、そ
の効果はいかがでし
ょうか。また、導入し
ているグループウェ
アの詳細をご教示頂
きたいです。（月額・機
能等） 

⑦ 総務部員の人数及
び活動内容 

 当会では担当副会長、
部長、理事 2 名に加え
前部長が委員として残
るため、連携は取りや
すくなっています。 

総務部長と総務部担当
理事（総務次長）の２
名です。総務部の事業
としては特にありませ
ん。 
総務部次長が定時総会
等の司会を担当しま
す。 
苦情の対応は苦情処理
委員会へ付託していま
す。 

総務部長、総務部次長、
総務部員３名の５名で
構成しています。 
事業範囲は、会則に定
められた事務、総会の
準備や運営となりま
す。 
苦情相談は、総務部で
は対応せず、副会長２
名・総務部長・業務部
長で対応しています。 

大分会では、数年前ま
で総務部は部長 1 名で
運営を行っていまし
た。しかし、苦情の増
加会則変更への対応の
ため委員会を新設して
対応している。今後の
総務部の体制について
検討したいため、各会
の総務部の規模および
事業範囲についてお聞
かせいただきたい 
 

部員はいませんが、理
事全員が担当部付理事
となるため、担当理事
と協力して業務運営を
行っています。今年度
の人数は部長を含め 3
人と総務担当副会長の
計 4 人です。 

部長、理事 2 名、委員
3 名 
 
部長は苦情相談委員
長を兼ねる 
 
理事・委員が事務をす
る 
 
委員は理事会の議事
録作成をする 

総務部長 1 名、次長 1
名、総務担当副会長 1
名。総務の業務は、基
本的に部長が行って
います。総務部はかな
りの範囲の業務を行
うので、部長・次長・
事務局と連携が必要
であると考えます。今
後の課題です。 

総務部は部長 1 名、担
当理事 2名の計 3名で
す。基本的には部長の
みで対応している。た
だし、苦情に関して
は、苦情相談委員会に
おいて対応する。委員
会の構成員は副会長
２名と総務部長と業
務部長の４名。現状は
この体制で対応可能。 

⑧ 外部綱紀委員につ
いて 

 当会では会則改正に伴
い外部綱紀委員の選任
を考えているところで
す。他会での動向を伺
い参考としたい。 

外部綱紀委員について
は検討していません。 

令和３年度の定時総会
において、モデル会則
に基づき外部綱紀委員
を選任できるよう改正
しましたが、現時点で
は外部綱紀委員の選任
は無く、その予定もあ
りません。 
なお、綱紀案件は年に
１件程度です。 

外部綱紀委員の選任は
考えておりません。 

綱紀委員の外部選任に
ついて会員の中から選
任しています。 
当会が外部選任した場
合は他会における報酬
金額を参考にさせてい
ただきたい。 

弁護士、司法書士をお
願いしている。 

外部綱紀委員 1 名で
す。現在は弁護士が外
部綱紀委員となって
います。 

外部綱紀委員は、当会
顧問弁護士に打診す
る予定です。 
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⑨ 職務上請求書の頒
布について 

 規則により配達証明郵
便にて行っています。 

遠隔地の会員へは郵送
にて対応しているとこ
ろ、配達証明付き郵便
で購入可能となってい
ますが、レターパック
プラスで対応できない
かとの問合せが対象会
員よりあります。各会
において如何されてい
るかご教授願いたい。 

配達証明付き郵便（佐
川急便）を利用してい
ます。レターパックプ
ラスについて同様に問
い合わせがありました
が、利用していません。 

大分会では使用済職務
上請求書と交換になっ
ているため、遠隔地の
会員への対応につきま
しては、追加購入理由
書を提出していただい
た上、レターパック等
の追跡可能な郵送方法
で送付しています。 

令和３年１月よりレタ
ーパックプラスもしく
は配達証明付き郵便で
の購入で対応していま
す。 

鹿児島会は、佐川急便
です。 

規定で配達証明での
請求となっているの
で、レターパックでの
対応はしていない。 
要望等があれば、検討
したいと考えます。 

簡易書留（レターパッ
クプラス）にて発送し
ています。会員からの
問合せはありません
が、レターパックプラ
スの方が少し金額も
安いのと、毎回郵便局
へ行く必要がないの
で、レターパックプラ
スでの対応が問題な
いか日調連の意見も
伺いたい。 

⑩ 会員証の更新期に
ついて 

 当会では 10 年ごとの
更新を行っています
が、入会時期に関係な
く全会員一斉に更新し
ています。 

佐賀会は５年ごとの更
新をしているところ、
以前に有効期限を揃え
ていたが、新入会及び
再発行から５年ごとに
更新しているため、ま
たバラバラになってい
ます。更新は会員から
の申出により行ってい
るため期限切れが散見
されますことから、有
効期限を揃えようと考
えています。 
1,時期は揃えているか 
2,更新手続きの期間を
期限の何カ月前から行
っているか各会の更新
の状況をご教示願いた
い。 
佐賀会の現状 
1,バラバラ 

2,申出により随時 

１．バラバラです。 

２．申し出により随時 

※研修会や毎月発信し
ているマンスリーメー
ルで有効期限の確認を
お願いしています。 

会員証の更新は全員同
時に５年ごとの更新を
行っております。よっ
て新人会員は５年未満
の更新とはなりますが
今のところ不満はあり
ません。 

1，更新時期は各会員バ
ラバラで、会員毎に対
応しています。 
 
2，会員証及び補助者証
の更新は更新月の前日
を目安に更新案内のメ
ールを送信していま
す。 
 

本年度が更新予定。 
全ての会員が一律に 5
年に一度更新 

会員証、補助者証につ
いては、5 年更新。 
更新時期に合わせて
会員・補助者に案内を
している。 
更新の案内は約 2 カ月
前から行っている。 

沖縄会の現状 
1,バラバラ 
2,申出により随時 
今のところ現状のま
ま継続する。 

⑪ 苦情相談における
対応について 

 

 苦情相談の対応で解決
する事が少なくないた
め、他会での対応を伺
い参考としたい。 

事務局で受付けて苦情
処理委員会で対応して
もらっています。 
申出者に長崎会モデル
の「苦情相談に関する
お願いとご注意」をお
渡しし苦情処理委員会
の役割を理解してもら
うよう、事務局の応対
の仕方について検討し
ています。 
（先般、文書での報告
を求められたため） 

本会へ苦情相談があっ
た場合、まずは各支部
の地区苦情相談委員２
名が対応しています。 

苦情については、年々
増えていっているよう
に感じます。また、些
細なことでの苦情も多
く感じますが、今のと
ころほぼすべて解決で
きています。 

苦情相談は電話対応で
落ち着くことがほとん
どですが、昨年２件は
苦情相談委員会で対応
しました。 

苦情相談員会を設置
している。事務局への
問合せがあれば、委員
長が折り返し電話。そ
の電話で苦情相談と
して会員の調査が必
要と思えば苦情申立
書を提出してもらい、
苦情相談員会にて申
立人、非申立調査士か
ら事情を聴き、違反性
について議論する。 
違反の可能性があれ
ば綱紀委員会に付託
するか、会長に対応を
具申する。 

まずは、各支部長に対
応してもらい、出来る
限り穏便に解決して
もらう。 
難しい場合は、苦情相
談小委員会で対応と
なります。 
苦情は、些細なことが
多いので、出来る限り
支部長や支部の中で
解決するようお願い
している。 
 

苦情相談委員会で対
応している。 

⑫ 苦情処理委員への
研修について 

 当会では総務部 2 名で
苦情処理にあたってお
り、苦情処理委員会や
研修はありません。 

苦情処理委員会とし
て、クレーマーへの対
応について注意すべき
点等を研修しておく必
要を感じたため。 
 各会において研修や
申し合わせを行ってお
られればご教授願いた
い。 

研修を行ったことはあ
りません。佐賀会様同
様、ご教授いただけま
すと助かります。 

大分会では、総務部長
一人で対応しておりま
すので研修等は行って
おりません。 

現在の苦情相談員は役
員が就いているため、
特に若手調査士という
ことでないため、相談
員の研修は行っていま
せん。 

ADR の研修を受ける 
 
具体的にはない 

上記の通り、基本的に
は各支部長に初期の
対応をお願いしてい
る。宮崎会において
も、苦情件数が増えて
きているように感じ
ます。 
研修等は行っていま
せんが、今後はケース
スタディを含めた研

今のところ検討して
いません。今後の参考
にしたいです。 
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修を行った方がいい
かと思います。 

⑬ 報酬額に関係する
会員指導のあり方
について 

 本当にきちんとした業
務を行った上での金額
であれば何も言えない
が、きちんとした業務
を行っているか疑義が
有る場合は事務所訪問
の対象としている。 

不当廉売と受け取られ
かねない場合の対応に
ついて、各会にて如何
されているかご教授願
いたい。 

現状、不当廉売に関す
る事案はありません。 

今のところそのような
情報が入っていないた
め、対応を話し合う等
は行っておりませんが
どこからが廉価なのか
が曖昧なため対応する
とすればかなり価格に
ついて調査を行った上
で指導しなければなら
ないと考えます。 

新人研修会や青年調査
士会の研修会等の折
に、報酬に関する研修
を行います。 

特にない。 
 
問題があることは理
解している。 
 
事務所に掲示した報
酬額基準に沿わない
見積をしているケー
スもあると考えてい
る。 
 

実際に驚くような報
酬で受注している会
員がいることは聞い
ています。しかし、会
として何か対応する
ことは難しいかと思
います。 

不当廉売への対応（指
導）について、現状は
難しいと考えており
ます。ただし、報酬に
関する知識を深める
ための研修会を定期
的に行っています。 

⑭ 調査士カルテマッ
プの活用について 

 当会では無料提供を受
けていますが、活用は
しておりません。 

提供を受けています
が、活用できていませ
ん。 

協定を結び、無料提供
を受けています。 
現状、積極的な活用は
していませんが、利用
していた会員が退会し
た際の資料管理の受け
皿となることを想定し
ています。 

各単位会と協定を結ぶ
と調査士カルテマップ
のアカウントを各調査
士会に無料で交付して
いただけるとのことで
すが、各会でのアカウ
ントの無料提供を受け
ているのか状況をお聞
きしたい。また活用の
内容についてもお聞き
したい。 

当会はアカウントをも
っています。 
個人会員がアカウント
も所持して活用してい
るような場合に、当該
会員が退会後に同会員
の情報を本会が引継げ
ることを想定していま
す。 

協定は結んだが、活用
していない。 

宮崎会では、事務局で
無料提供を受けてい
ます。残念ながら、ゼ
ンリン等の閲覧が主
な利用となっていま
す。 

沖縄会ではアカウン
トの無料提供を受け
てています。問合せの
ある会員へは来会し
て頂き、利用可能です
が特に活用している
ことはありません。 

⑮ 担当者会同の２日
間開催について 

 今回当番会である当会
で は 、 総 支 出 額 約
7,180,000 円、総収入
額約 7,518,000 円を予
定しております。 

各会と情報交換や悩み
等を共有でき親睦を深
めることが出来るの
で、開催方法は現状の
ままで問題ないと考え
ています。 
 
・令和３年（コロナ禍） 
総収入額 4,030,000 円 
総支出額 3,710,000 円 
差額を返金 
・平成２５年 
総収入額 5,420,000 円 
総支出額 5,860,000 円 

担当会であった令和２
年度の担当者会同は、
コロナの影響で中止と
なりました。また、10
年前の担当者会同は、
総会と合わせて開催し
たため、支出入額の比
較ができません。 
近年（直近 10 年程度）
の担当者会同は、議題
への事前回答を集約す
ることにより、進行が
スムーズになったと考
えています。また、当
日回答でなくなったこ
とで、「出席者」の考え
ではなく、「県会」の考
えを伺える機会になっ
たと聞いております。 
時間については、全体
報告会を開催する年も
ありますので、会長会
議に諮る必要があると
思いますが、時間に余
裕があるのであれば、
個人的な質問でも有意
義に使ってもらえたら
と考えています。 

大分会では総支出額が
２３０万です。支出を
抑えるには、開催場所
と宿泊場所、懇親会を
質素に行えばかなり金
額が変わると思われま
すが、各会おもてなし
の気持ちを表すために
立派な会場と立派な懇
親会となるため、この
辺りを各会の申し合わ
せで質素に行うことが
可能であれば安価に開
催できるのではないか
と考えます。 

私が初参加した７，８
年前から会議の運営方
法は変わっていないよ
うで、全ての部会が一
律でなく、協議時間が
足りない部があること
も承知の上で、総務・
財務部会については半
日で協議できるかと。
ちなみに経費の面では
熊本開催の時は総支出
額約 6,150,000 円、助
成金･集金による総収
入額約 5,650,000 円で
した。 
各会が開催県だったと
きの支出入額を伺いた
い。また会議の質を変
えずに開催方法を効率
的にする方法を伺いた
い。 

オフレコですが・・・
飲みニケーションも
大事なので 2日制が良
いと思っています。た
だ、毎年する必要はな
く 2年に 1度で良いと
思います。 
 
鹿児島会での開催は
平成 29年度でしたが、
総支出額 3,025,000
円 、 総 収 入 額
2,714,000 円だったよ
うです。 

総務・財務において
は、例年 1 日で十分で
あるような気はしま
す。他の部は 2 日間で
も足りないケースが
あるとのことです。 
日数の件もですが、
土・日開催についても
見直しが必要かと思
います。ブライダルシ
ーズンの土日に会合
を開くと、会議場をと
るのも難しく、宿泊料
金も休日料金で割高
になります。土日開催
にこだわる必要はな
く、平日開催も検討す
べきだと考えます。 
開催県の際の収支は
財務担当より報告し
ます。 

沖縄会が当番会であ
った平成３０年度に
ついて 
総支出額 4,350,000円 
総収入額 4,780,000円
です。 
総会、担当者会同（総
務、業務、研修、社会
事業）、新人研修の総
額です。 
会議の質の向上につ
いて、今のところ明確
な回答はありません
が、会議の方法や話合
う内容、話合いに至る
までのプロセス等、複
合的に検討していく
必要があり、今後の検
討課題となると思っ
ています。 
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① 予算案作成時の各
部の予算見積書に
ついて 

 例年通りのことが大半
でそれまでは求めては
いないですが、新規事
業については見積もり
を提出してもらってお
ります。特段規定はあ
りません。 

予算見積書の規定は無
く、提出もありません。 
予算案作成時に各部に
要望を聞き、特に要望
事項が無いときは毎年
同等程度の予算付けを
しています。 

長崎会にも会計規程に
おいて各部より提出す
るようになっており、
予算編成前には提出し
てもらっている。 
提出してもらっている
見積書について決まっ
た様式等はなく、項目
とそれにかかる予算を
出してもらっていま
す。 

経理規定において、宮
崎会と同趣旨の規定は
ありませんが、次年度
の事業計画に合わせて
予算書を提出して頂い
ております。 

・予算に関しては財務
部長の承認を得る事と
の規定あり。 
 
・予算案は毎年提出し
てチェックしている。 
予算も毎年変動してい
る。 

鹿児島会も規程内容は
同じだと思われます。
各部長・ADR センター
長には、２月初旬に作
成をお願いして３月中
旬までには提出いただ
いています。 

宮崎会の会計規程で
は、各担当部長は予算
見積書を作成し、財務
部長に提出しなければ
ならないとあるが、予
算見積書は提出される
ことなく、毎年同等程
度の予算となっている
のが現状です。他会で
は、予算見積書の規程
や提出はありますか。 

当会も同様の規程があ
りますが、予算見積書
の提出はなく、各部長
で希望の予算額を提示
して頂いています。 

② 各会に於ける部毎
の予算構成（事業費
の予算） 

 総務部 14％  
財務部 3.6％  
業務部 13％ 
広報部 25％  
研修部 30％  
社会事業部 14％ 

ここ数年、社会事業部
関連の予算に変更はあ
りません。 
 

➀のように各部より予
算見積を提出してもら
っている中で現状は全
体で予算超過するとい
うことはないので、ど
こかの部で予算枠が減
るということは今のと
ころありません。 

R１年度まで、境界問題
相談センター・解決セ
ンターの会議費を社会
事業部予算としており
ましたので、その分は
減少しております。 
単年でのチラシ作成等
の年度は増加していま
すが、概ね現状維持の
状況です。 

熊本会に於いては、社
会事業部の予算枠が減
りつつあるので 
他会の動向を確認した
いから 

鹿児島会では、令和 2
年度より登記困難防災
委員会が社会事業部の
中に設置された関係で
予算は増額していま
す。決算はコロナの影
響で減額しています
が。 

各部から予算の見積書
の提出や増額の要望も
ないので、毎年同額の
予算としている。 

特に予算枠が減ってい
る部はありません。 

③ コロナ過の予算執
行、及び有効活用の
ための活動につい
て。 

 特別な事業を行って、
予算を執行したことは
ありません。 
ただし、余る予算をど
うするか検討する必要
があるとは考えてま
す。 

特別な事業は実施して
いません。 

予算執行のために特別
な事業を行ったことは
ありません。 
 
コロナ禍の初期段階で
1 度会費の免除を行い
ました。（3 カ月）会費
免除に伴う収入減の補
填は会運営積立金で行
うようにしていました
が、実際は補填せずに
決算できました。 
 
長崎で開催される「デ
ジマ博」に協賛するこ
とでテレビ CM 放送 50
本(時間帯ランダム)と
イベント内でのブース
出展というものです。
CM については 15 秒の
もので、制作会社に依
頼しました。 
金額は協賛 55万、CM制
作 40 万程度です。 
各方面から CM を見た
との反響はありまし
た。 

コロナ禍での特別な事
業はありません。 
 
また、年会費の免除も
行っておりませんが、
次年度以降で比例会費
の廃止に伴う、全体的
な会費システムの変更
のため、余った予算は
繰り越しています。 

 
・特別な事業なし 
 
・免除制度し 

年会費の減免について
は、コロナ１年目に検
討しましたが、結果と
しては行いませんでし
た。 
特別な事業としては、
今年度７０周年記念事
業としてシンポジウム
を開催しました。 
支出額は、担当者会同
当日には発表できるか
と思います。 

特別な事業は行ってい
ません。令和３年度、
令和４年度に会費１ヶ
月分の減免をしまし
た。総会決議を経た後、
会費１ヶ月分を減額し
た金額を口座引き落と
し。（宮崎会は３ヶ月に
１回・年４回、口座引
き落としを基本に会費
の徴収を行っていま
す） 

コロナ禍にあって、各
会事業が行えず予算執
行に苦慮していると思
われます。各会の予算
執行で特別な事業を行
い執行したことがあれ
ばお伺いしたい。その
内容、予算の規模、何
費から執行したかなど
の執行の詳細。 又、
会員の年会費を免除し
たことがあるか、免除
した時はどのようにし
たか。 それと、長崎
会がテレビＣＭを作成
したそうですが、その
内容、予算額、反響な
どをお伺いしたい。 

④ 事務局職員の給与
振込方法について 

 役員承認後、事務局職
員が振り込み手続き、
その後に財務部長、監
事が帳簿確認。 

毎月１回、財務部長が
事務局に出向き支出の
チェックをしていま
す。 

長崎会においても事務
局に経理関係をお任せ
している部分はありま
すが、会計担当の事務
局員が行っていること
を事務局長がチェック
をするなど一人に全て
を任せるということの
ないようにしていま
す。又、財務部でも支
出の確認、監査等を行
い適正に処理しており
ます。 

事務職員の給与は、現
金渡しで運営しており
ます。 

熊本会では事務局に全
てを任せていた為に不
正経理が行われていた
事が発覚したことか
ら、各会の体制を確認
したいから。 

どのくらいの期間を経
て発覚したのでしょう
か？その他詳細をお聞
きしたいです。 
税理士事務所と財務委
員会でのチェック、毎
月通帳の確認は行って
います。 

現金払い。 
当月１５日〆、２１日
支払い。 

当会でも振込手続きは
事務局しか関わってい
ません。経理で申請し
て事務局長の承認手続
き後に送金という体制
です。 
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⑤ 特別会計および引
当金について 

 福岡では現在、災害に
備えた災害協定費引当
金と役員慰労引当金の
導入を検討しておりま
す。 
他会の災害に備えた引
当金等の導入および計
画等は、いかがでしょ
うか？ 
現在当会では、会館特
別会計、周年記念式典
引当金、職員退職引当
金を導入しておりま
す。 
 
 

災害に備えた引当金計
上はしておらず、現在
のところ導入の検討も
していません。 
会館特別会計、役員慰
労引当金、職員退職積
立金は導入していま
す。 
 

長崎会では福岡会が検
討しているような引当
金導入は現在検討して
おりませんが、今後検
討していかなければい
けないことかと考えて
おります。 
 

一般会計において、下
記の引当金を積み立て
ています 
 
  役員退職引当金 
  12.5 万（25 万） 
  職員退職引当金 
  25.5 万（295 万） 
  災害対策引当金 
  30 万（190 万） 
  会館修繕積立金 
  190 万（1161 万） 
 

 
・災害基金として毎年
30 万を積み立ている。 
300 万を目標額として
いる。 
 
・役員退職金の規定 
あり。 

鹿児島会では平成 26
年度から災害関連基金
の積立をしています。
昨年度末で 270 万円と
なっています。 
  
運営基金は廃止、 
退職金積立は中退共へ
移行、 
会館整備基金、建物減
価償却引当は事務局移
転に活用予定、 
災害関連基金は上記の
とおり。 

令和３年度の大規模災
害対策基金を創設。 
特別会計は、大規模災
害対策基金、境界問題
相談センターみやざき
の二つ。引当金として、
会館補修積立金、職員
退職金積立の二つで
す。 

令和３年度より災害対
策準備金を積立ていま
す。現在会館営繕積立
金、周年事業準備資金
積立金を導入していま
す。 

⑥ 災害対策の積立金
や物資の備蓄につ
いて 

 検討中です。参考にさ
せていただきます。 

大規模災害対策として
積立、物資の備蓄は行
っていません。 

災害対策の積立金及び
備蓄はしておりませ
ん。 

災害対策引当金の本年
度予算は 30 万円でし
て、今年度までの合計
額は 190 万円となって
おります。 
備蓄物資は下記のとお
りです。 
手回し式ラジオ（LED
ライト、携帯充電、ラ
ジオ機能付き）、ＬＥＤ
ライト（水と塩で 80 時
間連続点灯）、飲料水
（2L×6 本、500ｍｌ
×24 本）、サバイバル
パン数量 10、手回し式
防災ライト、乾電池
40、ヘルメット 20、軍
手 48、ベスト 50、非常
持ち出し袋（防炎タイ
プ）3、応急措置用医薬
品、エマージェンシー
マット・ブランケット
5、防寒具セット、タオ
ル 10、携帯カイロ 30 
 
 

 
・⑤に同じ 

災害関連基金を積立し
ており、昨年度末で２
７０万円となっていま
す。毎年の積立額や目
標金額の設定があるわ
けではありませんが、
20 万～50 万円の積立
をしてきています。 
備蓄：主に事務員の避
難用具・飲料水・非常
食くらいです。 

宮崎会では、令和３年
度に大規模災害対策基
金を創設し、毎年１０
０万円の積立をするよ
うになりました。今後
は物資の備蓄も検討し
ています。 
災害対策の積立金はし
ていますか。その場合
の毎年の積立金額と目
標金額を伺いたい。ま
た、物資の備蓄をして
いる場合は、何をどの
位備蓄していますか。
備蓄の予算も併せて伺
いたい。 

令和３年度より災害対
策準備金として会員一
人当たり年間 1,000 円
（約 180,000 円程度）
として積立てていま
す。物資の備蓄はして
いません。 

⑦ 新入会員への実地
研修補助金につい
て 

 新入会員受講者から 
受入会員に月２万円を
支払ってもらっていま
す。会からの補助金は
出しておりません。 

新人実務体験研修規約
を定めて、平成２６年
度から実施していま
す。期間は２週間以上
三か月程度とし、受講
者には２万円／月の負
担を求めています。 

熊本会のような体制は
なく、各会員からもそ
のような要望や意見が
出ておらず、体制構築
の検討等は行っており
ません。 

大分会では実務の実地
研修の仕組みがないた
めに、補助金もありま
せん。 
ただし、会員様の減少
が続く中で、実態に合
った対策が必要と考え
ております。 

:熊本会では現在、実務
経験が無い新入会員に
対し受入可能な事務所
での 1 カ月毎の更新制
による実務体験を出来
る様な体制を整えてい
る。(無給) 
しかし、現実には調査
士業務を短期間で習得
するには無理があり、
長期的サポートが急務
であると思慮してい
る。予算に受入事務所
への補助金体制を構築
していくべきと考える
が、九州各県で意識を
共有したい為に提案。 
 
 

補助金としてはだして
いない。 
 
鹿児島会では、2 年に 1
度程度、鹿児島会とし
ての新人研修を実施し
ている。 
本年は 8 月 27 日に実
施した。 

現在、新入会員に対し
ての実地研修・受入れ
体制は整えていませ
ん。実務経験の無い新
入会員にはあった方が
良い体制だとは思う
が、今のところは考え
ていません。会費収入
面から考えても補助金
を出すのは厳しいと思
う。 

新入会員への研修補助
金はありません。予算
が許されれば対応した
いのですが、現状は厳
しい状況です。ただし、
沖縄会では微力なが
ら、２年に１回のペー
スで入会間もない会員
のみを対象とした研修
を行っております。 
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⑧ 会員の親睦事業の
実施及び補助金支
出について 

 同好会の活動について
は補助金を出すように
しています。 

近年のコロナ禍による
各種行事の中止や非対
面化への転換、また登
記申請のオンライン化
推進の成果などもあ
り、会員間の交流が減
少していると感じてい
ます。そこで、厚生事
業として会員相互の交
流の機会を増やしてい
きたいと考えますが、
各会ではどのような活
動をされているか参考
としたい。また、同好
会のような会員のグル
ープに対して補助金等
の支出をされたことが
あるか伺いたい。 

会員間の親睦事業とし
て日調連主催の親睦ゴ
ルフ大会に合わせて長
崎会での親睦旅行を毎
年計画しています。 
その際に参加された会
員に対して補助をおこ
なっています。 
(定額予算÷参加人数) 
 
同好会などのグループ
に対しての補助という
のはありません。 

大分会では総会後の懇
親会も無く、会員相互
の交流事業及び九州ブ
ロックゴルフ大会参加
者への補助金を含めた
会員グループへの補助
金もありません。 
人間関係が希薄になっ
ていく中で、会員相互
の交流の必要性も感じ
ていますので、前向き
に検討を進めている状
況です。 

 
・毎年 1 回ずつボウリ
ング大会（支部毎参加） 
とゴルフ大会を行って
いる。 

補助金等は特にだして
いない。 
 
青調会では半年に 1 度
程度 ZOOM 懇親会を実
施しているようであ
る。 
 
鹿児島会では例年チャ
リティゴルフ大会（交
通被災者たすけあい協
会への寄付を目的とす
る）を開催しています。
参加人数は 20 名程度
で、他士業にも声掛け
をしています。参加者
への補助はありません
が、大会開催に関する
予算は確保していま
す。 

毎年、各支部持ち回り
でレクリエーションを
開催している。令和２
年、令和３年はコロナ
禍で中止しましたが、
今年は１１月にバーベ
キューを開催予定。 
ゴルフも年に１回予算
を付けて開催してい
る。 
現在、同好会の活動は
ありません。 

会員間の交流を目的と
した、各種同好会・ク
ラブ又は支部交流等に
ついて、活動報告があ
れば助成金（ 10,000
円）を支給することと
しています。活動報告
を受けることによっ
て、広報部（会報等）
への情報提供もできま
す。 

⑨ 会費の慢性的遅延
会員の状況と、その
対応について 

 同じく慢性的な会員が
います。延滞後に督促
状をだすと支払われる
という状況をくりかえ
しております。 

近年では会費納入の遅
延はありません。 
過去には数名おられた
ようですが、FAX によ
る督促でも納入されな
い時は、財務部長が会
員の事務所を訪問され
ていたと聞いていま
す。 

会費未納については毎
回数人でている。 
対応策についてはその
都度連絡して納付をお
願いするしかないが、
連絡がつかない会員も
いるため、親交のある
会員にお願いして連絡
をとってもらうケース
もあります。 
6 か月滞納が続いた場
合は 6 か月分をまとめ
て納入しなければみな
し退会から免れないよ
うにしております。 

大分会では、一部の会
員が慢性的に会費の納
入期日を遅延し、催促
を繰り返し納付する状
況が数年続いている。
各会の状況と対応策が
ありましたら、ご教授
頂きたくをお願い致し
ます。 

 
・全会員を会費引き落
としに移行中である。 
 

鹿児島会でも大体同じ
会員が遅延を繰り返し
ており、同様の状況で
す。連絡が取れ難い会
員もおり、苦慮してい
ます。 
今年度は会員証の交付
があるので、交付方法
で差をつけたいと思っ
ています。 

毎回２～３人遅延する
会員がいます。電話と
メールで催促をして、
ほとんどの場合、数週
間のうちに納付して頂
けている。 

沖縄会でも同様の状況
です。対応としては、
会費未納者に対する延
滞金について、顧問弁
護士と相談していま
す。今のところ会則変
更までは至っておりま
せんが、公序良俗の範
囲内の金額であれば、
延滞金として徴収する
事も可能ではないかと
の回答を得ています。
ただし、日調連や他会
の見解についても情報
収集が必要かと思いま
す。 

⑩ 顧問税理士との契
約状況について 

 契約はございません。 
顧問弁護士のみです。 

佐賀会でも顧問税理士
契約はありません。 

顧問税理士との契約は
ありません。 

大分会では顧問税理士
との契約はありません
が、各会の状況を教え
て頂きたくお願い致し
ます。 

 
・顧問契約なし 

鹿児島会では税理士事
務所と顧問契約してい
ます。ほぼ月１回来て
もらって、会計ソフト
への入力間違いが無い
か、各種税・保険料の
相談にのってもらって
います。 
会計担当の事務員が
次々に退職していくの
で、助かっています。 
金額は、月 38,500 円、
年 462,000 円です。 

顧問税理士との契約は
ありません。分からな
いところを必要な時に
だけ相談しています。 

顧問税理士との契約は
ありません。契約の予
定もありません。 

 
 


