
支部研修会　実施状況（令和元年度）
支部 項目 第１回 第２回
岩国 日時 平成31年4月26日（金）14:30～17：30 令和元年10月26日（土）13：30～17：30

　　　　10月27日（日）10：00～12：00
内容 ①消費税引き上げについて ①「地籍調査の歴史、関係法令の

②日常業務の中での疑問点、問題点の協議 　　変遷とその解き方」
②「作業車及び測量道具の展示」

場所 アクティブやない ふれあいパーク山口県由宇青少年自然の家
講師 ①岩国税務署上席国税調査官　徳本芳正氏 ①　岩国支部　浦井義明会員
人数 19名/37名 会員18名/37名　補助者3名

周南 日時 令和元年6月4日（火）15：00～17：15 令和元年12月4日（月）14：00～
内容 ① 法務局からの伝達事項及び支部会員との協議会 ①相続人の特定（戸籍の見方）について

② 筆界特定制度の概要、手続きの進め方 ②財産管理人支援センターについて
③周南支局との協議（説明）

場所 山口地方法務局周南支局3階会議室 山口地方法務局周南支局3階会議室
講師 濱本一夫表示登記専門官 ①②　山口県土地家屋調査士会　杉山浩志会長
人数 25名/38名 26名/38名

防府 日時 令和元年10月18日（金）17：00～18：30
内容 防府市法定外公共物との境界確認手続きについて
場所 ルルサス防府2階　研修室2
講師 防府市道路課法定外公共物管理室　担当職員3名
人数 12名/16名、補助者1名、他支部2名

山口 日時 令和元年10月25日（金）14:00～17:30 令和元年12月6日（金）14:00～17:30
内容 ①相続人の特定 家族信託について

（戸籍の見方、取得、相関図の作成方法）
②財産管理人支援センターについて
（所有者不明土地等）

場所 山口勤労者総合福祉センター 山口勤労者総合福祉センター
講師 岩国支部 杉山浩志会員 司法書士・民事信託士 春口剛寛 氏
人数 14名/29名 14名/29名

萩 日時 令和元年10月25日（金）15:30～17:00
内容 働き方改革セミナー
場所 サンライフ萩
講師 萩労働基準監督署　監督・安全課　刀根基昭氏
人数 8名/9名

宇部 日時 令和元年7月26日（金）
内容 山口地方法務局宇部支局との意見交換会

（質問＆協議）
場所 宇部地方合同庁舎会議室
講師
人数 16名/37名

下関 日時 令和元年7月31日（水）18：00～20：00 令和元年11月27日（水）18：00～
内容 スマートフォン・タブレットを活用した業務円滑術 知って得する！メタボ予防
場所 下関市勤労福祉会館2階第4会議室 下関市勤労福祉会館
講師 有限会社パイプライン担当者 下関市立唐戸保健センター　安森周子　氏
人数 19名/50名 16名/50名



支部研修会　実施状況（令和２年度）
支部 項目 第１回
岩国 日時

内容
場所
講師
人数

周南 日時 令和2年11月7日（土）
内容 三角点めぐりハイキングin笠戸島
場所 周南市
講師
人数 11名/36名

防府 日時
内容
場所
講師
人数

山口 日時
内容
場所
講師
人数

萩 日時
内容
場所
講師
人数

宇部 日時
内容
場所
講師
人数

下関 日時 令和3年2月26日（金）
内容 「Zoomの接続」
場所 （ウェブ研修）
講師
人数 16/48名



支部研修会　実施状況（令和３年度）
支部 項目 第１回
岩国 日時 令和3年10月30日（土）13:00～17：00

内容 第1部　調査士報告方式の申請方法について
第2部　日常業務における問題点・疑問点について
　　　　　①　山林地番地区における境界確認、
　　　　　　　　境界特定根拠について
　　　　　②　工事施工者の印影確認について

場所 （ウェブ研修）
講師 第1部　立山良祐岩国支部会員

第2部　①永田裕之岩国支部会員
人数 17/32名

周南 日時 令和3年11月12日（金）13：00～15：15
内容 法務局との協議・ドローンによる測量
場所 山口地方法務局周南支局3階会議室
講師 野村表示登記専門官
人数 23/36名

防府 日時
内容
場所
講師
人数

山口 日時 令和4年2月9日（水）14：30～16：30
内容 土地家屋調査士とIT化
場所 （ウェブ研修）
講師 吉岡英治山口支部会員
人数 21/33名

萩 日時 令和4年3月11日（金）13：30～15：30
内容 不在者財産管理人について
場所 （ウェブ研修）
講師 杉山浩志会長
人数 8/8名

宇部 日時 令和3年12月10日（金）
内容 Web研修について
場所 国際ホテル宇部
講師 西村暢夫会員
人数 14/36名

下関 日時
内容
場所
講師
人数



支部研修会　実施状況（令和４年度）
支部 項目 第１回
岩国 日時 令和4年7月15日（金）13:30～16：30

内容 周南支部との合同研修会
第1部　周南地区における測量　公図・街区
　　　 基準点使用地域他について
第2部　「国策としての地籍調査の変遷等」に
　　　ついて

場所 周南市シビック交流センター
講師 第1部　戸倉茂雄周南支部会員

第2部　浦井義明周南支部会員
人数 18/32名

周南 日時 令和4年7月15日（金）13:30～16：30
内容 岩国支部との合同研修会

第1部　周南地区における測量　公図・街区
　　　 基準点使用地域他について
第2部　「国策としての地籍調査の変遷等」に
　　　ついて

場所 周南市シビック交流センター
講師 第1部　戸倉茂雄周南支部会員

第2部　浦井義明周南支部会員
人数 20/36名

防府 日時 令和5年2月18日（土）14：00～17：00
内容 ①調査士業務での悩み事解決

②土地建物調査への３D スキャナーの活用
場所 ニューロンドン・パリ３区 ２階
講師 ①松田幹央支部企画委員

②前田祐史支部企画委員
人数 12/15名

山口 日時 令和5年3月7日（火）15：00～17：00
内容 ①不動産表示登記事務取扱要領の改正について

②日常業務の疑問点について（座談会形式）
場所 サンフレッシュ山口
講師 山口地方法務局不動産登記部門

　　藤原研治総括表示登記専門官
人数 20/33名

萩 日時 令和5年2月17日（金）
内容 ①山口地方法務局萩支局との意見交換

②登記多角点観測について
場所 山口地方法務局萩支局　地下１階会議室
講師 ①統括登記官　町田圭司氏

②株式会社諏訪　代表取締役　前田拓史氏
人数 7/8名　補助者6名

宇部 日時 令和4年12月2日（金）
内容 戸籍の見方、山林番土地の調査方法について
場所 ヒストリア宇部
講師 藤永幸成会員
人数 24/37名

下関 日時 令和4年7月27日（火）18:30～19：30
内容 インボイス制度とは
場所 （ウェブ研修）
講師 山田康雄 税理士 
人数 21/46名


