令和元年度事業報告
令和元年度においても、会員の皆様方のご協力や各委員会の活発な活動のお陰を
もちまして、滞りなく事業を実施することができました。誠にありがとうございま
した。令和元年度の事業内容の主なものは以下のとおりです。
１．不動産鑑定評価制度の普及啓発
無料相談会の開催、外部（商工会議所等）の相談業務等への参画、公的土地評
価研修会の開催、不動産に関する一般資料閲覧等
２．不動産鑑定評価に関する資料の調査収集
事例資料の収集整理・閲覧・資料提供、不動産ＤＩ事業（第６回〜第７回）等
３．不動産鑑定評価に関する調査研究
固定資産税評価における太陽光発電施設用地及び土砂災害警戒区域等に関する
調査及び報告書の作成・配布等
４．公的評価に関して会員が行う鑑定評価業務等の支援
北海道地価調査業務、固定資産税標準宅地評価業務、同時点修正業務等の管理
支援受託、社会福祉協議会からの受注管理、公的評価発表時の記者レク・報道対
応等による啓発活動等
５．会員の業務や資質の向上の支援
定期研修会（第１回〜第２回）、研修会（住家被害認定調査関連）、新春講演会
の開催、住宅ストック維持・向上促進事業（北海道ＣＬＡＩＶ適合認定住宅）の
支援、評価人・公職候補者の推薦等
６．総務企画関連
新春交礼会・懇親会の開催、総会・理事会の運営、例規集の整備（規則・規定
改正の検討）等
７．他団体との交流の促進
北海道既存住宅流通促進協議会、北海道・札幌災害復興支援士業連絡会、不動
産関係団体協議会、北海道所有者不明土地問題連携協議会、六士会等への参画、
北海道用地対策連絡協議会へ講師派遣等
８．災害復興支援に関する活動
住家被害認定等調査（国土交通大臣感謝状受彰）、自然災害被災者債務整理ガイ
ドラインに基づく価格調査等
なお、上記６．の規則改正については、財源の見直し（地価公示事例調査費から
の繰入廃止）を行った結果、通常会費の値上げをお願いすることになりました。
この一年間、会員の皆様方には多大なるご理解ご支援を賜り、深く感謝申し上げ
ます。
今後につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が当士協会に及ぼす
影響を注視しながら、適宜適切に対応して参りたいと存じますので、引き続きよろ
しくお願い申し上げます。
各委員会活動の具体的内容につきましては、次頁以下のとおりです。

令和元年度事業別事業報告書
○公益目的事業
Ⅰ．不動産鑑定評価制度の普及・啓発事業
１．社会一般に対する相談会の開催
（１）不動産の無料相談会の開催
①札幌市役所本庁において毎月第１木曜日開催
相談会開催回数１０回 相談件数３８件
（開催月日及び相談件数）
開催月日

相談件数

開催月日

相談件数

H31. 4.2

2件

R01.10.3

6件

R01. 6.7

4件

11.7

6件

7.4

4件

12.5

3件

8.1

1件

R02. 2.6

3件

9.5

5件

3.5

4件

②鑑定士協会において毎月第３木曜日開催
相談会開催回数６回 相談件数２３件
（開催月日及び相談件数）
開催月日

相談件数

開催月日

相談件数

R01.5.16

4件

R01.11.21

5件

6.20

1件

12.19

4件

9.19

4件

R02. 2.20

5件

（２）定例（地価公示・地価調査発表時）の無料相談会
秋の無料相談会
令和元年１０月１１日(金)１０：３０〜１８：００
札幌駅前通地下歩行空間北大通交差点広場（東側）において開催
後 援 国土交通省、北海道、札幌市
相談員１１名、相談者１３名
（３）その他の相談業務
①法テラスの対応
日本司法センターとの連携による窓口相談業務
②北海道空き家対策連絡会議への参画
空き家対策に関する道内市町村担当者及び住民からの相談対応。
③札幌商工会議所空き家の相談窓口
札幌商工会議所が主催する空き家の相談窓口に協力団体として参加。
２．媒体を活用した不動産鑑定評価の啓発活動
新聞・チラシ等の広報媒体利用による「定例の無料相談会」の開催告知と共に不動産
鑑定士の役割、不動産鑑定評価制度等について紹介。
３．セミナーの開催
公的土地評価に関する研修会の開催
令和元年１０月２５日(金)１０：３０〜１６：１０

第２３回公的評価研修会をニューオータニイン札幌にて官公庁の税務担当者並び
会員を対象とする研修会を開催。
第１部 演題「土地・家屋の評価替えに向けて」
講師 東京都主税局資産税部 資産評価専門課長 岡島 茂 氏
講師 東京都主税局資産税部 資産評価専門課長 藤田 浩 氏
第２部 演題「固定資産税評価をめぐる判例について」
講師 慶応大学大学院法務研究科 教授 佐藤 英明 氏
第３部 演題「所有者不明土地法について〜地域福利増進事業に係る特例措置」
講師 国土交通省北海道開発局開発監理部用地課 課長補佐 櫻庭 尚美 氏
参加者 １４５名（官公庁８７名、会員５８名）
４．不動産等に関する一般資料閲覧事業
（１）一般資料の閲覧
鑑定士協会において公示価格一覧、公示価格要覧、書籍等不動産に関する閲覧。
（２）地価地図の作成販売（業務推進委員会）
毎年地価公示、地価調査発表に基づき、札幌市及びその周辺の公示・地価調査の価
格を表示した地価地図を作成販売。
札幌圏地価地図令和元年度版 ４月地価公示、１０月地価調査 各５５０部発行。
Ⅱ．不動産鑑定評価に係る資料の調査収集と調査研究事業
１．不動産鑑定評価に必要とされる資料の調査・収集事業
（１）事例資料の収集・整理事業
取引事例の収集及びデータ化
不動産取引価格情報提供制度の閲覧４次データ収集及び日本不動産鑑定士協会
連合会（以下連合会という）への提出。
（２）事例資料の閲覧
不動産取引事例、不動産賃貸事例等に関する事例資料の閲覧
連合会不動産取引事例に関する資料の閲覧については、連合会との閲覧管理・運営
業務に関する業務受託を締結のうえ閲覧。
（３）不動産鑑定評価に係る情報、資料の提供
グループウエアの活用による迅速且つ大量な情報並びに資料の提供。
（４）不動産ＤＩ事業
宅地建物取引業協会、全日本不動産協会と共同で第６回、第７回事業を実施。
２. 調査研究事業
不動産鑑定評価及び利用に関する調査研究事業
（１）固定資産税評価における太陽光発電施設用地及び土砂災害警戒区域等の調査。
道内市町村の補正等に関する実態握態を目的としたアンケート調査（無記名）の
結果について取り纏め、会員並びに各市町村に報告を行った。
（２）継続地代実態調査・不動産（地価公示データ）の活用検討
連合会の調査研究事業である上記２事業に関連し、意見交換を行った。
Ⅲ．地方公共団体からの公的評価に関する会員の鑑定評価業務等の管理・支援受託事業
１．公的評価事業
（１）北海道地価調査業務の管理・支援受託事業
地価調査業務を北海道の委託を受けて契約当時者となり、会員が行う鑑定評価の
管理・支援を実施。
地点数１,０３９地点、評価員７２名
（２）固評時点修正業務の管理・支援受託事業
令和元年度時点修正業務を札幌市、北広島市、岩見沢市の委託を受けて契約当時
者となり、会員が行う時点修正の管理・支援を実施。
（３）固定資産税評価業務の管理・支援受託事業
令和３基準年度評価替えに係る業務を札幌市をはじめとする道内３７市町村より
委託を受け契約当事者となり、会員が行う標準宅地鑑定評価８，５２０地点の管
理・支援を実施。

２．公的評価対応事業
不動産取引価格情報提供制度に基づく不動産取引価格調査業務の運営補助
国、道市町村の不動産取引状況調査に係わる「不動産取引のアンケート調査」の
実施及び情報の取扱い。
３．不動産鑑定評価受注・管理受託事業
北海道社会福祉協議会からの不動産鑑定評価の受注・管理受託事業
『要介護世帯向け不動産担保型生活資金』貸付金に係かる不動産鑑定評価の受注・
管理。
受注件数２０件（新規評価１６件、再評価４件）
４．その他
公示・調査・国税発表時における対応
報道機関を対象として記者レクチャー及び報道各社に対しての取材協力。
国税庁 令和元年分の路線価
令和元年６月２６日(水)
北海道 令和元年度地価調査
令和元年９月１７日(火)
国土交通省 令和２年地価公示 令和２年３月１６日(月)
○その他の事業
Ⅰ．会員の業務、資質の向上を支援に関する事業
1.不動産の鑑定評価及び利用に関する研修事業
（１）定期研修会
第１回定期研修会
日 時 令和元年５月３１日(金)１２：３０〜１６：２０
場 所 ニューオータニイン札幌
演 題 民法改正について
講 師 北海道大学名誉教授・北海学園大学大学院法務研究科
教授 松久 三四彦 氏
参加者 ６７名
第２回定期研修会
日 時 令和元年６月２８日(金)１１：００〜１７：００
場 所 道特会館
演 題 第１部 ＡＳＡ国際資産評価養成講座説明会
第２部 動産・機械設備評価について（基礎）
講 師 一般社団法人日本資産評価士協会 代表理事 若山 和夫 氏
参加者 ３６名
（２）研修会
日 時 令和元年１１月８日(木)１５：００〜１６：３０
場 所 日本不動産研究所北海道支社 会議室
演 題 住家被害認定調査浸水被害
講 師 不動産鑑定士 遠藤公正 氏（北海道会）
参加者 １０名
（３）令和２年新春講演会
日 時 令和２年２月１４日(金)１６：００〜１７：３０
場 所 ニューオータニイン札幌
演 題 地域と連携し、北海道発展のために空港が果たせる役割
講 師 北海道エアポート株式会社 社長 蒲生 猛 氏
参加者 ６２名
２.不動産の鑑定評価及び利用に関する調査研究事業
前年引き続き住宅ストック維持・向上促進事業「北海道CLAIV適合認定住宅」に関
する取引フロー、認定基準等について取り纏めた。
３．災害復興支援に関する活動
（１）住家被害認定調査の実施
北海道胆振東部地震により被害を受けた厚真町、むかわ町からの派遣要請により、

前年度より継続して住家被害認定調査を実施。
派遣人員 ６４名
調査件数 １２０件
（２）自然災害被災者債務整理ガイドライン
災害救助法の適用を受けた自然災害により被災した個人債務者の債務整理に関し
ての手続きを支援。
登録支援専門家に係る登録状況 ３２名
登録支援専門家委嘱状況 ７件
４.不動産鑑定評価業務の評価人並びに諸官庁及び外部団体等からの公職候補者の推薦
依頼に対しての候補者推薦事業。
（１）不動産鑑定評価人の推薦
受注件数 ３件、推薦評価人 ３人
(２）公職候補者の推薦
札幌地方裁判所(苫小牧簡易裁判所所属)民事調停委員(再任)
平成31年4月〜
札幌地方裁判所(室蘭簡易裁判所所属)民事調停委員(新任)
〃
札幌家庭裁判所家事調停委員(新任）
〃
根室市空家等対策協議会委員(新任）
〃
札幌地方裁判所民事調停委員(再任）
令和元年10月〜
札幌地方裁判所(苫小牧簡易裁判所所属)民事調停委員(再任）
〃
北海道収用委員会予備委員(再任）
〃
札幌家庭裁判所家事調停委員２名(新任）
〃
札幌家庭裁判所家事調停委員(新任）
〃
北海道土地利用審査会委員(再任）
〃
札幌市土地利用審査会委員(新任）
令和元年12月〜
北海道国土利用計画審議委員(新任）
令和 2年 2月〜
帯広市消費生活審議会委員(再任)
〃
５．総務部門
（１）総会・理事会の運営
第３６回通常総会
日
時：令和元年５月３１日(金)
場
所：ニューオータニ札幌 ３F『青葉の間』
出席会員数：８５名（内訳 会場出席３５名、書面出席２５名、委任状２５名）
議
案：第１号 平成３０年度事業報告承認の件
第２号 平成３０年度決算承認の件
監事報告
第 ３〜１６号 理事選任の件
第１７〜１９号 監事選任の件
第２０号 代表理事選出の件
第２１号 役員報酬に関する規則改定の件
報告事項 (１）平成３１年度事業計画に関する件
(２）平成３１年度予算に関する件
第１８５回理事会
日
時：令和元年５月８日(火)１４：００〜１７：３０
場
所：士協会２Ｆ会議室
出席理事：１２名（定足数７名）
出席監事： ３名
議事事項：１．平成３０年度事業報告（案）の承認について
２．平成３０年度決算（案）の承認について
３．役員報酬等に関する規則改定（案）について
４．通常総会召集（案）承認について
５．事務局防犯カメラ設置について
６．入会承認について
７．リアネット取引事例用カット図面作成ツールで使用しているゼン
リン地図について
８．連合会『新リアネット』移行に伴う対応

第１８６回理事会
日
時：令和元年５月３１日(金)１７：００〜１７：３０
場
所：ニューオータニ札幌 ３F『新緑の間』
出席理事：１４名（定足数８名）
出席監事：３名
議事事項：第１号 副会長の選定について
第２号 会長代行順位について
第３号 新会員の入会承認について
第１８７回理事会
日
時：令和元年６月２７日(木)１４：００〜１７：３０
場
所：士協会２Ｆ会議室
出席理事：１４名（定足数８名）
出席監事：３名
議事事項：第１号 会長職への報酬支給について
第２号 委員会委員の委嘱について
第３号 連合会「新リアネット」に伴う対応
第４号 固定資産税評価における土砂災害、太陽光のアンケート集計結果
について
第５号 地価調査第１分科会問題と事例調査費支払い問題について
第６号 宮城県士協会の固評契約について
第７号 鑑定評価類似行為について
第１８８回理事会
日
時：令和元年８月３０日(金)１４：３０〜１７：１０
場
所：士協会２Ｆ会議室
出席理事：１４名（定足数８名）
出席監事：２名
議
題：第１号 無料相談会（春・秋）の実施回数の削減について
第２号 固評協会契約に係る確認書の締結について
第３号 ＪＡＩＫＯ賛助会員への加入について
第４号 会員名簿の個人住所欄の削除について
第５号 携帯電話番号等の届出について
第６号 ニュービジョン研究小委員会の存続について
第７号 事例調査費全額返還について
第１８９回理事会
日
時：令和元年１０月２８日(金)１４：３０〜１７：３０
場
所：士協会２Ｆ会議室
出席理事：１１名（定足数８名）
出席監事：２名
議
題：第１号 事例調査費の支払いと地価調査幹事の権限について
第２号 固評の道内各地町村の担当評価員と標準宅地数の把握について
第３号 固評の大工場地実施（全国）に対する意見
第４号 事例調査費の全額還元に伴う通常会費値上げについて
第５号 総会緊急動議の制限（総会運営規則の改定）
第６号 会員電話カードの廃止
第７号 台風19号の被災に係る見舞金について
第１９０回理事会
日
時：令和元年１２月１３日(金)１４：００〜１７：１０
場
所：士協会２Ｆ会議室
出席理事：１３名（定足数８名）
出席監事：３名
議
題：第１号 通常会費値上げについて
第２号 事例調査費の支払基準見直しに伴う各種手当の支払方法について
第１９１回理事会
日
時：令和２年２月２８日(金)１４：００〜１７：１０
場
所：士協会２Ｆ会議室

出席理事：１３名（定足数８名）
出席監事：３名
議
題：第１号 事務局職員給与改定について
第２号 令和２年度事業計画（案）について
第３号 令和２年度収支予算（案）について
第４号 令和３基準年度固定資産評価事業に関する諸経費の分担について
第５号 北海道不動産鑑定士協会ネットワーク運営規程及びネットワーク
運用細則の改定について
第６号 春の無料相談会の中止について
第７号 北海道住宅フェアについて
第８号 ラジオCMについて
第９号 北海道経済連合会の入会について
第１０号 損害保険会社に対する相談業務について
（２）例規集の改正編集
例規集様式集等の整備
（３）予算案・決算案の作成
平成３１年４月 平成３０年度決算(案)を理事会へ上程
令和 ２年２月 令和 ２年度予算(案)を理事会へ上程
（４）親睦事業
令和２年２月１４日(金)ニューオータニ札幌にて新春交礼会を開催
その他、地価調査全体会議、通常総会、研修会開催に併せて懇親会を開催。
（５）当協会の事業活動以外について会議室を有料貸出。
Ⅱ．他団体との交流を深める事業
（１）隣接周辺業界との連携業務等、当協会及び他団体の業務拡充の相互支援
①北海道既存住宅流通促進協議会
②不動産関係団体協議会
③六士会
④札幌市地域災害復興支援士業連絡会
⑤北海道所有者不明土地連携協議会
（２）他団体への講師派遣
令和元年１１月２０日(水) 北海道用地対策連絡協議会用地事務研修会
講 師 塩野 未来 会員
以上

令和元年度委員会別事業報告
総務企画委員会 【決算：６５５千円】
１．総会・理事会の運営
総 会 第３６回通常総会 令和元年５月２５日(金)
理事会 第１８５回理事会 令和元年５月８日(火)
第１８６回理事会 令和元年５月３１日(金)
第１８７回理事会 令和元年６月２７日(木）
第１８８回理事会 令和元年８月３０日(金)
第１８９回理事会 令和元年１０月２８日(金）
第１９０回理事会 令和元年１２月１３日(金)
第１９１回理事会 令和２年２月２８日(金）
２．役員報酬報酬等に関す規則の改正
３．予算案・決算案の作成
平成３１年４月 平成３０年度決算(案)を理事会へ上程
令和 ２年２月 令和 ２年度予算(案)を理事会へ上程
４．親睦事業
令和２月３日(金)ホテル札幌ガーデンパレスにて新年交礼会を開催
その他、地価調査全体会議、通常総会、研修会開催に併せて懇親会を開催。
５．隣接周辺業界との連携業務等、当協会及び他団体の業務拡充の相互支援
①不動産関係団体協議会
②六士会
業務推進委員会 【決算：９３千円】
１.地価地図の作成販売
札幌圏地価地図令和元年度版４月地価公示、１０月地価調査 各５５０部発行。
２．社会福祉協議会の鑑定評価受注・管理受託業務
「要介護世帯向け不動産担保型生活資金」貸付金に係かる不動産鑑定評価の受注・管理。
受注件数２３件（新規評価２０件、再評価３件）
３.既存住宅流通促進事業への取組
住宅ストック維持・向上促進事業「北海道 CLAIV 適合認定住宅」事業。
４.法テラスの対応
日本司法センターとの連携による窓口相談業務。
５.空き家等対策
空き家対策に関する相談対応、北海道空き家対策連絡会議等への参画。
６.所有者不明土地対策
所有者不明土地連絡協議会等への参画。
７.不動産の鑑定理論等に関する研修会への講師派遣
北海道用地対策連絡協議会用地事務研修会
講師 塩野 未来 会員
広報委員会 【決算：１，７９１千円】
１．不動産の無料相談会の開催
①札幌市役所本庁において毎月第１木曜日開催
相談会開催回数１０回 相談件数３８件
②鑑定士協会において毎月第３木曜日開催
相談会開催回数 ６回 相談件数２３件
③秋の無料相談会
令和元年１０月１１日(金)１０：３０〜１８：００
札幌駅前通地下歩行空間北大通交差点広場（西側）において開催
相談員１４名、相談者３７名
２．公示・調査・国税発表時における対応
国税庁 令和元年分の路線価記者レクチャー
令和元年６月２６日(水)
北海道 令和元年度地価調査記者レクチャー
令和元年９月１７日(火)
国土交通省 令和２年地価公示記者レクチャー 令和２年３月１６日(月)

３．媒体を活用した不動産鑑定評価の啓発活動
新聞・チラシ等の広報媒体利用による「定例の無料相談会」の開催告知と共に不動
産鑑定士の役割、不動産鑑定評価制度等について紹介。
調査研究委員会 【決算：１５１千円】
１．固定資産税評価における太陽光発電施設用地及び土砂災害警戒区域等の調査
道内市町村の補正等に関する実態握態を目的としたアンケート調査（無記名）回答
を集計、分析した成果品を道内市町村に対して配付。
２．継続地代実態調査・不動産（地価公示データ）の活用検討
連合会の調査研究事業である上記２事業に関連し、意見交換を行った。
研修委員会事業 【決算：５４０千円】
（１）定期研修会
第１回定期研修会
日 時 令和元年５月３１日(金)１２：３０〜１６：２０
演 題 民法改正について
講 師 北海道大学名誉教授・北海学園大学大学院法務研究科教授 松久 三四彦氏
参加者 ６７名
第２回定期研修会
日 時 令和元年６月２８日(金)１１：００〜１７：００
演 題 第１部 ＡＳＡ国際資産評価養成講座説明会
第２部 動産・機械設備評価について（基礎）
講 師 一般社団法人日本資産評価士協会 代表理事 若山 和夫 氏
参加者 ３６名
（２）研修会
日 時 令和元年１１月８日(木)１５：００〜１６：３０
演 題 住家被害認定調査浸水被害
講 師 不動産鑑定士 遠藤公正 氏（北海道会）
参加者 １０名
（３）令和２年新春講演会
日 時 令和２年２月１４日(金)１６：００〜１７：３０
演 題 地域と連携し、北海道発展のために空港が果たせる役割
講 師 北海道エアポート株式会社 社長 蒲生 猛 氏
参加者 ６２名
情報安全活用委員会 【決算６９９千円】
（１）一般資料の閲覧
鑑定士協会において公示価格一覧、公示価格要覧、書籍等不動産に関する閲覧。
（２）不動産鑑定評価に必要とされる資料の調査・収集事業
①取引事例の収集
不動産取引価格情報提供制度の閲覧４次データ収集及び日本不動産鑑定士協会連合
会(以下連合会という）への提出。
②不動産取引事例、不動産賃貸事例等に関する事例資料の閲覧
連合会不動産取引事例に関する資料の閲覧については、連合会との閲覧管理・運営
業務に関する業務受託を締結のうえ閲覧。
③不動産鑑定評価に係る情報、資料の提供
グループウエアの活用による迅速且つ大量な情報並びに資料の提供。
（３）不動産ＤＩ事業
宅地建物取引業協会、全日本不動産協会と共同で第５回、第６回事業を実施。
公的土地評価委員会 【決算：１，５１９千円】
１．公的評価事業
（１）北海道地価調査業務の管理・支援受託事業
地点数１,０３９地点、評価員７２名

（２）固評時点修正業務の管理・支援受託事業
札幌市、北広島市、岩見沢市
（３）固定資産税評価業務の管理・支援受託事業
受託市町村数３７市町村 標準宅地鑑定評価地点数８，５２０地点
２．公的評価対応事業
不動産取引価格情報提供制度に基づく不動産取引価格調査業務の運営補助
国、道市町村の不動産取引状況調査に係わる「不動産取引のアンケート調査」の実施
及び情報の取扱い。
３．公的土地評価研修会
第２３回公的評価研修会
令和元年１０月２５日(金)１０：３０〜１６：１０
第１部演題「土地・家屋の評価替えに向けて」
講師 東京都主税局資産税部 資産評価専門課長 岡島 茂 氏
講師 東京都主税局資産税部 資産評価専門課長 藤田 浩 氏
第２部演題「固定資産税評価をめぐる判例について」
講師 慶応大学大学院法務研究科 教授 佐藤 英明 氏
第３部演題「所有者不明土地法について〜地域福利増進事業に係る特例措置」
講師 国土交通省北海道開発局開発監理部用地課 課長補佐 櫻庭 尚美 氏
参加者 １４５名（官公庁８７名、会員５８名）
４．地価調査ワークバランス等検討小委員発足
事例調査費の還元方法、地価公示・地価調査幹事に対する支援方法等について検討。
推薦委員会 【決算：２１千円】
（１）不動産鑑定評価の評価人推薦
受注件数 ３件、推薦評価人 ３名
(２）公職候補者の推薦 １４名
裁判所関係 民事調停委員(苫小牧、室蘭含む)４名、家事調停委員４名
北海道関係 収容委員会予備委員、国土利用計画審議委員、土地利用審査会委員
市町村関係 札幌市土地利用審査会委員、根室市空家等対策協議会委員、帯広市
消費生活審議会委員
災害復興支援特別委員会【決算：２，００９千円】
(１）住家被害認定調査
厚真町、むかわ町
派遣人員６４名 調査件数１２０件
（２）自然災害被災者債務整理ガイドライン
登録支援専門家委嘱状況 ７件
（３）北海道胆振東部地震の記録誌の作成
以上

