
 
 

令和３年度事業報告 

令和３年度の士協会活動は、令和２年度と同様に新型コロナウイルス感染症によって、大

きな制約を受けましたが、各位のご協力により職員及び、協会活動に伴っての会員の感染者

を出すことなく 1年間を乗り切ることができました。誠にありがとうございます。 

 令和３年度の事業内容の主なものをあげると以下のとおりです。 

 

１．不動産鑑定評価制度の普及啓発 

  無料相談会の開催、北海道空き家対策連絡会議への参画、札幌商工会議所空き家の相談

窓口への参画、広報媒体を利用した不動産鑑定士の役割等についての紹介、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１０回、第１１回)等。 

３．不動産鑑定評価に関する調査研究 

  「田畑及び山林取引、地代等の調査方法」「旧借地権と定期借地権の簡易な分類方法」

について連合会へ回答。 

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、固評時点修正業務の管理・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、資質向上の支援 

研修会の開催、ｅ-ラーニング受講者への補助金支援、公職候補者の推薦等。 

６．総務企画関連 

  総会・理事会の運営、予・決算案の作成、理事数の適正化に係る検討、会員支援策とし

て特別見舞金の給付等。 

７．他団体との交流促進 

  北海道既存住宅流通促進協議会、不動産関係団体協議会、六士会、札幌市地域災害復興

支援士業連絡会、北海道所有者不明土地連携協議会への参画、他団体への講師派遣等。 

８．災害復興支援に関する活動 

災害対策支援活動に係る組織体制の構築等。 

 

この 1年間の、会員特に理事及び委員の皆様には多大なるご理解とご支援を賜り、深く

感謝申し上げます。 

今後も、新型コロナウイルス感染症に適切に対応しつつ、協会活動を行ってまいります

ので、引き続き当士協会事業へのご理解とご参加をよろしくお願いいたします。 

各委員会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３年度事業別事業報告 
 
○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２回 相談件数２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 

令和３年４月１日         １件                     

    ５月１日      １件   

    

②鑑定士協会において毎月第３木曜日開催 
  本年度 11 月より電話又はオンライン相談の運用開始。 
  相談会開催回数７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 

令和３年 4 月 15 日 ６件 令和 4 年１月 20 日 2 件 

5 月 20 日 ３件        2 月 17 日 １件 

11 月 18 日 ５件 3 月 17 日 １件 

12 月 17 日 ５件   
③当士協会ホームページ「不動産鑑定相談所」の利用促進。 

（２）その他の相談業務 
①法テラスの対応 

    日本司法支援センターとの連携による相談対応。     
  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した。 

３．セミナーの開催 
  公的土地評価に関する研修会 
  令和３年１０月２８日（木）１３：００～１７：００ 
  第２４回公的評価研修会をオンライン方式（Web 会議システム）にて官公庁の税務担当者 

並び当士協会会員を対象とする研修会を開催した。 



 

 

  第１部 演題 固定資産税土地評価「市町村に求められる評価の中身」 
            講師 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 
         公的土地評価委員会 阿部 祐一郎 氏 
  第２部 演題 「不動産鑑定士の業務と選任のあり方」～固定資産税評価に係る 
          不当鑑定、所有者不明土地問題への取組などを受けて～ 
      講師 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 
         副会長・業務委員長 宮達 隆行 氏 
      参加者 １０５名（官公庁５１名、士協会会員５４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業務。 

(２)地価地図の作成販売 
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３年度版４月地価公示、１０月地価調査各２５０部を発行。 

          
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）事例資料の閲覧事業 
 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事例資料の閲覧業務を実施。 

（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１０回、第１１回調査を実施。 
２．調査研究事業 
   『田畑及び山林取引、地代等の調査方法』『旧借地権と定期借地権の簡易な分類方法』につ

いて検討。 
 
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 
業務を実施。 

地点数１,０２９地点、評価員６７名  
   



 

 

（２）固評時点修正業務の管理・支援受託事業 
令和３年度固定資産税評価時点修正業務を札幌市、北広島市、苫小牧市の委託を受けて
契約当時者となり、会員が行う時点修正業務の管理・支援業務を実施。 

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」の運営補助 
業務を実施。 

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・管理業務
  を実施。     受注件数 再評価３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３年分の路線価   令和３年６月２５日(金) 説明対応者 副会長 齊藤武也 
 北海道 令和３年度地価調査    令和３年９月１５日(水)   〃        〃 
 国土交通省 令和４年地価公示  令和４年３月１５日(火)   〃        〃 

     
○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令和３年度定期研修会       
    日 時 令和３年１２月１５日（水）１５：００～１６：５０ 
   場 所  TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前 毎日会館５F  
   対象者 士協会会員及び連合会会員 
       オンライン方式（Zoom ウェビナーと集合研修の併用） 

演 題 「コロナ禍での生活様式の変容と不動産市場への影響」 
   講 師 有限会社インフォメーション・システム・キャビン 
           代表 志田 真郷 氏 
       参加者 ３５２名（内 会場参加者１７名）  
  ②e-ラーニング受講者への補助金支給 
   コロナ禍の影響による主催集合研修の代替措置として、e ラーニング受講者に対し受講費

用のうち上限３万円を補助し、研修の義務化に対し研修受講率の向上を図った。 
２．災害復興支援に関する活動 

①災害発生時における住家被害認定調査等に関する協定の締結方法と内容についての検討。 
②債務整理に関するガイドライン（コロナ特則）における価格等調査の方針の検討。 

   
３．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 
札幌家庭裁判所家事調停委員(新任 1 名）             令和３年 4 月就任 
札幌地方裁判所民事調停委員(新任 1 名、再任２名）     〃   ４月就任 
根室市空き家等対策協議会（新任１名）          〃   ４月就任 
札幌地方裁判所民事調停委員（再任３名）                  〃  １０月就任 
北海道収用委員会委員（新任１名）                        〃  １１月就任 
北海道収用委員会予備委員（新任１名）                    〃  １１月就任 
札幌地方裁判所鑑定委員（新任１名）          令和４年 １月就任 
帯広市消費者審議会委員（再任１名）            〃   ２月就任 
札幌市住まいの協議会委員（新任１名）           〃   ３月就任 

４．総務部門 
（１）総会・理事会の運営 

   第３７回通常総会  
    日   時：令和３年５月２８日(金) 
    場   所：ニューオータニ札幌 ２F『北斗の間』Web 会議システムとの併用  
    出席会員数：８４名（内訳 会場出席６名、書面出席５９名、委任状１９名）  
    議   案：第１号    令和２年度事業報告承認の件 
            第２号    令和２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 
  報告事項 (１）令和３年度事業計画に関する件  
             (２）令和３年度予算に関する件 

 第１９８回理事会 
日  時：令和３年５月７日(金)１４：３０～１７：００ 

    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．令和２年度事業報告（案）の承認について  
              ２．令和２年度決算（案）の承認について 
              ３．第３７回通常総会招集について 
         ４．入会承認について 

      ５．事務局長の定年延長について 
  第１９９回理事会 

日  時：令和３年５月２８日（金）１５：００～１５：３０ 
    場  所：ニューオータニイン札幌 ２Ｆ北斗の間 Web 会議システムとの併用 
    出席理事：１４名（定足数８名） 
    出席監事：３名 



 

 

    議事事項：１．会長の選定について 
       ２．副会長の選定について 
       ３．会長代行順位について 
       ４．顧問及び相談役の委嘱について 
       ５．委員会委員長委嘱について 
   第２００回理事会 
    日  時：令和３年６月２８日(月)１５：００～１７：００ 
    場    所：士協会２Ｆ会議室（Web 会議システム）  
    出席理事：１４名（定足数８名） 
    出席監事：３名 
  議事事項：１．委員会委員の委嘱 
       ２．理事・監事の定数について 
       ３．コロナ禍における委員会活動について 
    第２０１回理事会 
   日  時：令和２年１０月２２日(金)１４：００～１６：４０ 
    場    所：士協会２Ｆ会議室（Web 会議システム） 
    出席理事：１３名（定足数８名） 
    出席監事：２名 
  議  題：１．理事・監事の定数について 
       ２．e-ラーニング受講者への補助金支給について 

第２０２回理事会 
日  時：令和３年１１月１６日(火)１５：００～１７：００ 

  場    所：士協会２Ｆ会議室（Web 会議システム） 
   出席理事：１３名（定足数８名） 

  出席監事：２名 
    議  題：１．理事・監事の定数について 
       ２．サイボウズ上のメモ価格掲載について 
       ３．住家被害認定調査等に関する協定の締結形態について 
       ４．中央バス車内映像広告の掲載について 
       ５．北海道の用地取得等における不動産鑑定評価業務について 

   ６．今後のコロナ対応について 
       ７．入会承認について 

第２０３回理事会  
    日  時：令和４年２月２５日(金)１５：００～１７：００ 
    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  題：１．令和４年度事業計画（案）について 

    ２．令和４年度収支予算（案）承認について 
        ３．事務局職員の昇給（案）について 

     ４．特別見舞金の給付について 



 

 

       ５．「取引事例閲覧事業」に係る業務委託契約書の改定について 
     ６．周年事業について 

７．入会承認について 
（２）例規集の改正編集 

        理事・監事の適正化に係る定款及び総会運営規則の改正を検討。 
（３）予算案・決算案の作成 

     令和３年４月 令和２年度決算(案)を理事会へ上程 
        令和４年２月 令和４年度予算(案)を理事会へ上程 

（４）特別見舞金の給付 
   新型コロナウイルス感染症における会員支援対策として特別見舞金２万円を給付。 
（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 
   ①令和３年度用地事務研修 

開催日 令和３年１１月１７日（水） 
   主 催 北海道用地対策連絡協議会 
   対象者 協議会用地事務担当者 
   内 容 不動産鑑定評価に関する実務（Web 会議システム） 
   講 師 副会長 小林 永佳 

②信金中央金庫 Web セミナー 
開催日 令和４年１月２８日（金） 

   主 催 信金中央金庫北海道支店 
   対象者  信金中央金庫及び道内信用金庫の実務担当者 
   内 容  札幌市および札幌近郊における不動産市況等に関する Web セミナー 
      講 師 広報委員長 原口 康洋 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

令和３年度委員会別事業報告 
 
 総務企画委員会 【決算：０千円】 
１．総会・理事会の運営 
 総 会 第３７回通常総会 令和３年５月２８日(金) 
 理事会 第１９８回理事会 令和３年５月７日(金)                         
        第１９９回理事会 令和３年５月２８日(金) 
       第２００回理事会 令和３年６月２８日(月） 

第２０１回理事会 令和３年１０月２２日(金) 
   第２０２回理事会 令和３年１１月１６日(火) 

      第２０３回理事会 令和４年２月２５日（火) 
２．理事・監事の適正化に係る定款及び総会運営規則の改定について検討 
３．予算案・決算案の作成 
    令和３年４月 令和２年度決算(案)を理事会へ上程 
    令和４年３月 令和４年度予算(案)を理事会へ上程 
４．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 
５．新型コロナウイルスの感染予防等の対応 

①Web 会議の推進 
②会員、事務局職員等に対する具体的な感染予防策の周知徹底 
③新型コロナウイルス感染症における会員支援対策として特別見舞金２万円を給付 

 
業務推進委員会 【決算：５３千円】 

１．地価地図の作成販売 
札幌圏地価地図令和３年度版４月地価公示、１０月地価調査 各２５０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 再評価３件 
３．法テラス 

 日本司法センターとの連携による相談対応。   
４．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。 
５．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。 
６．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への講師派遣。 
７．北海道の用地取得等における不動産鑑定評価業務の推進      
  
 
 



 

 

広報委員会 【決算：５１９千円】 
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２回 相談件数２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７回 相談件数２３件 
 ③当士協会ホームページ「不動産鑑定相談所」の利用促進 
２．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３年分の路線価   令和３年６月２５日(金) 説明対応者 副会長 齊藤武也 
 北海道 令和３年度地価調査    令和３年９月１５日(水)   〃        〃 
 国土交通省 令和４年地価公示  令和４年３月１５日(火)   〃        〃 

３．媒体を活用した不動産鑑定評価の啓発活動 
①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鑑定士の 

役割、不動産鑑定評価制度等について紹介。 
②他団体への講師派遣 

信金中央金庫 Web セミナー 
開催日 令和４年１月２８日(金) 

  主 催 信金中央金庫北海道支店 
  対象者  信金中央金庫及び道内信用金庫の実務担当者 
  内 容  札幌市および札幌近郊における不動産市況等に関する Web セミナー 
    講 師 広報委員長 原口 康洋 
            
 調査研究委員会 【決算：０千円】 

連合会からの要請により『田畑及び山林取引、地代等の調査方法』『旧借地権と定期借地権の
簡易な分類方法』について回答。 

       
  研修委員会事業 【決算：１，５７１千円】 
（１）令和３年度定期研修会       
   日 時 令和３年１２月１５日（水）１５：００～１６：５０ 
  場 所  TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前 毎日会館５F  
  対象者 士協会会員及び連合会会員 
      オンライン方式（Zoom ウェビナーと集合研修の併用） 

演 題 「コロナ禍での生活様式の変容と不動産市場への影響」 
  講 師 有限会社インフォメーション・システム・キャビン 
        代表 志田 真郷 氏 
  参加者 ３５２名（内 会場１７名）  
（２）e-ラーニング受講者への補助金支給 
  コロナ禍の影響による主催集合研修の代替措置として、e ラーニング受講者に対し受講費用 

のうち上限３万円を補助し、研修の義務化に対し研修受講率の向上を図った。 
 



 

 

情報安全活用委員会 【決算:４９３千円】 
（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業務を実施。 

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１０回、第１１回調査を実施。  
       
 公的土地評価委員会 【決算：６２５千円】 
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１,０２９地点、評価員６７名  
（２）固定資産税評価時点修正業務の管理・支援受託事業 
   協会契約市町村 札幌市、北広島市、苫小牧市 
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 
令和３年１０月２８日（木）１３：００～１７：００ 

  第２４回公的評価研修会をオンライン方式（Web 会議システム）にて官公庁の税務担当者 
並び当士協会会員を対象とする研修会を開催 

  第１部 演題 固定資産税土地評価「市町村に求められる評価の中身」 
            講師 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 
         公的土地評価委員会 阿部 祐一郎 氏 
  第２部 演題 「不動産鑑定士の業務と選任のあり方」～固定資産税評価に係る 
          不当鑑定、所有者不明土地問題への取組などを受けて～ 
      講師 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 
         副会長・業務委員長 宮達 隆行 氏 
      参加者 １０５名（官公庁５１名、士協会会員５４名） 
４．令和６基準年度固定資産税評価事業の実施に向けて 
  固定資産税評価事業に係る協会契約の実施方針及び実施体制等について検討。 
 
 



 

 

推薦委員会 【決算：０千円】 
（１）不動産鑑定評価の評価人推薦 

受注件数 ３件、推薦評価３人  
（２）公職候補者の推薦 １３名 

 裁判所関係 民事調停委員６名、家事調停委員１名、鑑定委員１名 
   北海道関係  北海道収用委員会委員１名・予備委員１名 
      市町村関係  根室市空き家等対策協議会委員１名、札幌市住まいの協議会委員１名、 

帯広市消費者審議会委員１名 
 

災害復興支援特別委員会【決算：０千円】 
 災害復興支援に関する活動 

①災害発生時における住家被害認定調査等に関する協定の締結方法と内容についての検討。 
②債務整理に関するガイドライン（コロナ特則）における価格等調査の方針の検討。 

以上 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


