
                      平成２２年度事業経過報告 

本年３月１１日、死亡者と行方不明者合わせて３万人に迫る未曾有の東日本大

震災が起こりました。マグニチュード９の威力は想像を上回る津波を発生させ、

東日本沿岸一帯を見るも無残な状況としました。津波の威力は福島第一原発にも

及び予備のディーゼル発電機の損傷により炉心の冷却ができなくなり、燃料棒の

溶融、水素爆発などで多量の放射能が漏れ、これを封じ込める手立てが短期間で

は難しい状況となっています。災害で死亡した方々に対しては深く哀悼の意を表

わすと同時に、今でも被災生活を続ける住民の方々に対しては、心よりお見舞い

申し上げ、一刻も早い復旧と復興を祈願いたします。 

 

さて、当協会の平成２２年度の事業について概略を申し上げますと、県や市町

村の行政経費節減による影響で嘱託案件は減少いたしました。また、そのうえ入

札による案件が増え、受託単価や受託総額を低額に抑えざるを得ない状況のなか

で、落札できなかった案件も出るなど協会にとっては厳しい１年となりました。 

 

当協会の公益法人移行については、２１年度に引き続き２２年度も委員会で準

備をすすめ、本年２月の臨時総会で移行及び移行後の定款の承認をいただきまし

た。本年４月に県の認定委員会に認定申請を行いましたが、本年３月に沖縄県調

査士協会の移行認定申請に対して不認定の決定がされ、司法書士協会の公益認定

についても予断を許さない状況となっています。 

 

このようななか、福島県、岩手県、鳥取県、福井県の４協会が全司協を脱会、

長崎県、佐賀県の２協会が解散しました。これで１５協会が全司協を脱退、うち

６協会が解散したことになります。更に５協会が解散を視野・予定とのことです。 

 

 以上の厳しい状況の中でも、２２年度の当協会の事業実績はそれなりの水準を

維持できました。社員各位のご努力に感謝申し上げる次第です。 

以下、平成２２年度の事業について報告いたします。 



第１． 自治体職員研修会への講師派遣 

昨年に引き続き、市からの講師派遣要請に積極的に対応しました。 

  横浜市職員を対象にした研修会 

  日時 平成２２年６月１７日 ９：００～１７：００ 

  派遣社員 稲坂直樹、唐戸小百合、伊藤明浩 

  講義内容 不動産登記法（初級） 

  対象職員 税務担当職員及びその他不動産登記法に関する知識を必要とする職員 

 

第２． 平成２２年度における主な事業について 

平成２２年度における既受託案件及び新規受託案件について次の通り報告し

ます。併せて、後掲「各支部処理状況」、「平成２２年度受託事業収入一覧」及

び「平成２２年度業務日誌（役員の動き）」を参照下さい。 

なお、末尾に※の印のあるものは、平成２１年度に受託した事案ですが、入金

が、年度末であったため平成２２年度に収入計上したものです。 

 

１．本部 

(1) 東海旅客鉄道株式会社 

昨年に引き続き東海旅客鉄道株式会社と、新幹線鉄道敷きの日本国有鉄道名

義の土地について、その承継法人である（独）鉄道建設運輸施設整備支援機構

を介しての東海旅客鉄道株式会社への譲渡登記に関する委託業務契約を締結し

成果品の納入をした。※ 

(2)独立行政法人森林総合研究所 

「平成２１年度分収造林契約の契約期間延長に伴う事務作業」の入札に対し

応札し、中国四国整備局・九州整備局から受託。委託内容は立木の所有を目的

とした地上権の存続期間変更の登記であるが、その前提として所有者の代位相

続をも含むものであり、納品が終わったものについて売上計上した。 

（3）松田土木事務所 

県道７０８号線秦野大井道路工事区間の「県土整備事業用地の調査事務及び

登記事務に関する業務」を受託し、権利者調査として戸籍等収集・相続関係説



明図作成を行い成果品を納入した。 

 

２．横浜支部 

(1)神奈川県住宅供給公社 

ア ３５年経過満了に伴う自然完済団地の所有権移転登記業務契約なし。 

 イ 神奈川県住宅供給公社のエンドユーザーから買戻抹消登記に関する登記業

務を受託した。 

 ウ 昨年受託した神奈川県住宅供給公社から大里賃貸住宅敷地に隣接する土地

について所有権移転及びその前提の相続の納品が完了した。※ 

(2) 横浜市住宅供給公社 

平成２２年度は、横浜市住宅供給公社から「アワーズタウンデュオ弥生台」

５件の買戻権抹消登記業務を受託した。 

(3)横浜市道路局 

 ア 横浜市瀬谷区二ツ橋町字戸塚道１３５番４８での都市基盤河川泉川改修事

業に伴う登記業務を受託した。※ 

  受託内容は、不在者財産管理人選任申立、所有権移転登記、登記書類作成等

である。 

 イ 横浜市旭区白根三丁目５１６番８での都市基盤河川改修事業（第二工区中

堀川改良工事）に伴う登記業務を受託した。※ 

受託内容は、抵当権抹消・所有権移転登記、住所変更登記等の登記手続、

登記書類の作成、所有者への説明などである。 

 ウ 横浜国際港都建設道路事業 中山北山田線（青砥北八朔川和地区）の登 

記業務を受託した。※ 

受託の内容は所有権保存・相続による所有権移転等の登記手続他に遺産分

割協議書捺印取付他である。 

 エ 横浜国際港都建設道路事業 大田神奈川線（神奈川区西寺尾馬場地区） 

の土地調査登記業務（その１）を受託した。※ 

(4)横浜市都市整備局 

戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業施設建築物に関する保存登記業



務を受託した。受託の内容は、所有権保存登記検討会議資料作成、法務局との

調整相談に関するものである。 

(5)横浜市環境創造局 

昨年受託した新横浜公園(スタジアム付近)の土地買収地について４筆(地権

者３名)からの市への所有権移転業務、寄付交渉並びに担保権の抹消交渉も含む

内容で、委託契約継続。 

(6)横浜市教育委員会 

 中区大和町不在者財産管理人選任申立業務を受託した。内容は、不在者所在

調査、土地境界立会確認・確認後の管理報告書作成・提出、その他調査等の資

料収集である。 

 

３．川崎支部 

(1)川崎市住宅供給公社 

公社と神奈川県土地家屋調査士協協会との３者で、２４年から始まる「川崎ゲ

ートタワー」の登記事務について、登記事務費用覚書を締結した。 

(2) 川崎市まちづくり局 

平成２１年度に、川崎市まちづくり局から小杉駅周辺総合整備として、廃止し

た「水利組合」名義の土地について川崎市名義への移転手続き方法の相談を受

け、嘱託書及び添付書類を作成し納品した案件を、平成２２年度嘱託収入とし

て計上した。※ 

（3）川崎市建設緑政局 

国土交通省所管の国有財産について、譲与に伴う道路敷地の権利移転登記業

務を受託した。 

 

４．横須賀支部 平成２２年度契約は、なし。 

 

５．小田原支部 

（1）神奈川県小田原土木事務所・平塚土木事務所 

昨年に引続き「県土整備事業用地の調査事務及び登記事務に関する業務」



を受託し、権利者調査として戸籍等収集・相続関係説明図作成等の事務処理を

した。 

（2）足柄上地域県政総合センター 

昨年に引き続き、土地改良事業用地の調査事務及び登記事務に関する業務

を受託し、所有権移転登記嘱託書の作成・提出等の事務処理をした。 

（3）松田町建設課 

昨年に引き続き、松田町との間で「道路用地等行政用地の権利調査及び登

記事務の業務」を受託し、登記名義人表示変更・更正、所有権移転登記嘱託書

の作成、提出等の事務処理をした。 

 

６．湘南支部 

（1）藤沢市道路課 

昨年に引続き藤沢市から「道水路等の土地の権利に関する登記に必要な手

続及び書類作成等の業務」を、更に「狭あい道路整備に伴う登記等業務」を受

託し、所有権保存、所有権移転登記嘱託書の作成・提出等の事務処理をした。 

（2）茅ケ崎市道路管理課 

昨年に引続き茅ヶ崎市から「狭隘道路整備事業に係る所有権移転登記等業

務」を受託し、所有権移転、登記名義人表示変更・更正登記嘱託書の作成・提

出等の事務処理をした。 

（3）寒川町道路課 

昨年に引続き寒川町から「狭あい道路解消事業、道路拡幅事業等の用地取

得に伴う所有権移転等業務」を受託し、所有権保存、所有権移転、登記名義人

の表示変更・更正登記嘱託書の作成・提出等の事務処理をした。 

 

７．相模原支部 

（1）相模原土木事務所 

昨年契約した、相模原土木事務所からマンション（恒陽小田急相模原マン

ション）敷地の一部について道路用地とするために神奈川県への所有権移転で、

売買契約から関与し担保権の抹消依頼から所有権移転、抵当権抹消登記等業務



の嘱託収入として、平成２２年度計上した。※ 

（2）相模大野駅西側地区市街地再開発組合 

「相模大野駅西側地区第１種市街地再開発事業に伴う権利変換計画変更に

関する登記（区分地上権設定）業務委託契約」を締結した。業務内容は、区分

地上権設定、担保権（根抵当権設定）、抵当権抹消。 

 

８．厚木支部 

（1）厚木土木事務所 

昨年に引続き、厚木土木事務所との間で、「県土整備事業用地の調査事務及

び登記事務に関する業務」を受託し、権利者調査として戸籍等収集・相続関係

説明図作成等の事務処理をした。 

（2）厚木土木事務所東部センター 

「県土整備事業用地（アーバンキャッスル相武台）の調査事務及び登記事務

に関する業務」を受託し、権利者調査として戸籍等収集・相続関係説明図作成・

所有権移転登記等の事務処理をした。 

（3）県央地域県政総合センター 

「県土整備事業用地の調査事務及び登記事務に関する業務」を受託し、権利者

調査として戸籍等収集・相続関係説明図作成等の事務処理をした。 

（4）広域幹線道路事務所 

「農業農村整備事業用地の調査事務及び登記事務に関する業務」を受託し、

権利者調査として戸籍等収集・相続関係説明図作成等の事務処理をした。 

（5）厚木市まちづくり事業部道路用地課 

「公共事業用地の調査及び登記事務に関する業務」を受託した。 

 

９．大和支部 

（1）海老名市道路管理課 

昨年に引き続き「狭隘道路拡幅改良に伴う登記業務」、資源対策課から「開

発行為によるごみ集積所用地取得に伴う登記業務」、管財課から「市有地の所

有権移転登記業務」、下水道課から「雨水幹線排水路整備事業に伴う登記業務」、



生涯学習課から「歴史公園用地買収に伴う業務」を受託し、登記事務を処理し

た。 

（2）綾瀬市道路管理課 

昨年に引き続き綾瀬市から「道路用地等の登記業務」を受託し、登記事務を

処理した。 

（3）綾瀬市土地開発公社 

昨年に引き続き「公共用地取得に伴う登記業務」を受託した。 

（4）大和市都市施設総務課 

昨年に引き続き、大和市から「公共用地取得に伴う登記業務」を受託し、

登記事務を処理した。 

 

第３．社団法人神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会との協調 

同協会とは、昨年に引き続き公嘱事件の一層の受託増に向けて、連携強化を図り

つつ、公益認定に向けた取組みを加速させることの重要性を確認しあった。 

 平成２３年２月２４日（木） 神奈川県司法書士会館会議室 

出席者 小山理事長、柳川副理事長、渡邉副理事長、岩屋口副理事長、 

杉本専務理事 

協議テーマ 

（１）公益法人認定についての情報交換 

（２）狭あい道路解消に向けて宅建協会と三者による市町村に対する働きか

けの検討 

（３）入札制度について 

 

第４．全国公共嘱託登記司法書士協会協議会との協調 

①当協会役員の全司協への役員派遣 

小山理事長が全司協の副会長に就任している。 

②平成２３年３月２５日（金）第１回公益法人認定プロジェクトチ

ームの会合に杉本専務理事が参加し、認定申請の動向、今後の方



向性などについて検討協議を行った。 

 

第５．公益認定向けての取り組み 

小山理事長、飯島副理事長、杉本専務理事、小越理事を構成員とする公益認定

検討会議を８回に亘って開催し、公益認定移行申請に向けての、定款並びに諸規

則の見直し作業を行い、平成２３年２月１５日に臨時総会を開催、公益移行と定

款変更の承認決定を得た。 

 

第６．当期中の役員の退任就任 

  退任役員 副理事長 伊藤明浩    退任日 平成２３年１月３１日 

       理  事 村上みどり   退任日 平成２３年１月３１日 

  新任役員 理  事 佐藤茂樹    就任日 平成２３年２月１５日 

       理  事 前田英昭    就任日 平成２３年２月１５日 

 

 

第７．当期中の社員の異動 

入会した社員  ６名(内訳 個人５名、法人社員１名) 

退会した社員  ６名(内訳 個人６名、法人社員０名) 

資格喪失社員  ７名（本会を脱会した社員） 

 

 

第８．当期事業収入  金 ４１,９９４,５０１ 円 

支部別の事業収入は、「各支部処理状況」を参照 

 

 

 

 



第９．その他 

全司協から脱退、解散の協会は下記のとおりです。 

 

              全司協調べ H23.3.31 現在 

協会名 脱会日 解散（予定）日 

高知県 平成 12 年ころ  

石川県 平成 12 年ころ  

山口県 21.3.31 21.6.30 

沖縄県 21.3.31 21.6.30 

長崎県 22.3.31 22.6.30 

大分県 22.3.31 22.3.31 

岐阜県 22.3.31 22.3.31 

佐賀県 22.3.31 23.3.31 

新潟県 22.3.31 解散視野 

熊本県 22.3.31 解散視野 

埼玉県 22.3.31 解散視野 

福島県 22.6.23 不  明 

岩手県 22.7.31 不  明 

鳥取県 22.11.27 解散予定 

福井県 23.3.31 解散視野 

退会協会＝15 協会  内解散＝6 協会 

 


