
 

 

事 業 報 告 書 

平成２７年  ４月  １日 

平成２８年  ３月３１日 

 

公益社団法人富山県公共嘱託登記司法書士協会 

 

Ⅰ．  事業の概要 

  １．  公益社団法人移行後３年目の事業執行として、公益目的たる公共事業の嘱託登記手続きにつ

き適正・迅速なる執行に尽力した。 

 

  ２．  平成２７年度の業務処理状況は、前年度比１０４．５％の３０，５４３，７５４円となった。

（別紙、平成２７年度受託先別地区別報酬一覧表のとおり。） 

      ここ数年は、ほぼ３，０００万円ぐらいの受託額で推移している。 

 

  ３．  全国的には、解散した協会が１６協会にも上り、全司協に加盟・残存している協会は２０協

会のみとなっている。 

      もはや、全国組織としての全国公共嘱託登記司法書士協会協議会として体裁をなす状況となっ

ていない。 

      司法書士制度上の重要な問題と考えられる。 

 

  ４．  対内広報として、公嘱だよりＮｏ．３６、Ｎｏ．３７を発行した。 

 

  ５．  国関連の発注業務に対する入札については、積極的に対応した。 

      公益法人として富山県下における嘱託登記手続きについてはリーガルサービスの観点から 

積極的に受託した。 

      入札制度への対応を公益社団法人として検討する必要性がある。 

 

  ６．  ３０周年記念事業を実施した。 

 

Ⅱ．  受託処理の状況 

      別紙受託先別地区別報酬一覧表のとおり 

 

Ⅲ．  社員の異動 

      社員異動報告書のとおり 

 

 

業 務 概 要 

平成２７年 

４月 １日 富山県立大学 嶋之内主査と打合せ                     （石山理事長） 

上市町と登記事務委託単価契約書を締結                   （田中幹事） 

       富山県農林水産公社（農業部）と登記等事務委託契約書を締結 

３日 魚津地区報告会                    於 ﾎﾃﾙ･ｻﾝﾙｰﾄ魚津（石山理事長） 

PCA公益法人会計指導（決算） 

６日 富山地方法務局 近藤局長着任挨拶外1名     (石山理事長、子浦副理事長、瀧脇常任理事) 



４月 ８日 富山県土木部管理課と平成２７年度覚書を締結 

    ９日 石原世四明税理士と打合せ 

       あさひ総合病院へ所有権保存登記完了書を寄贈                （由井幹事） 

１０日 舟橋村と登記事務委託単価契約書を締結                   （田中幹事） 

１４日 氷見市と嘱託登記事務等委託契約書を締結                （小林副理事長） 

氷見市土地開発公社と嘱託登記事務等委託契約書を締結          （小林副理事長） 

朝日町と嘱託登記事務等委託契約書を締結                  （由井幹事） 

１５日 第3回30周年記念事業準備委員会   於 公嘱調査士協会2階会議室 （瀧脇、亀卦川委員） 

第1回富山地区幹事会（富共運営委員会）          於 公嘱調査士協会2階会議室 

砺波土木ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結 

砺波農林振興ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結 

１６日 高岡市と嘱託登記事務等委託契約書を締結                （小林副理事長） 

高岡市土地開発公社と嘱託登記事務等委託契約書を締結          （小林副理事長） 

１７日 高岡地区報告会                   於 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ高岡 （子浦副理事長） 

     富山農林振興ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結 

高岡農林振興ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結 

黒部市と嘱託登記事務等委託契約書を締結                  （畠平幹事） 

入善町と嘱託登記事務等委託契約書を締結                  （岩場幹事） 

入善土地改良区と嘱託登記事務等委託契約書を締結              （岩場幹事） 

   ２１日 立山町と嘱託登記事務等委託契約書を締結 

    新川土木ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結 

砺波市と登記事務委託単価契約書を締結                 （荒木副理事長） 

２２日 監査書類を事前検査 

    平成２７年度第１回理事会                  於 富山県司法書士会会議室 

平成２６年度監査会 

富山土木ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結 

高岡土木ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結                （武内幹事） 

魚津市土地改良区と嘱託登記事務等委託契約書を締結 

南砺市と登記事務委託単価契約書を締結                 （荒木副理事長） 

２３日 小矢部市と登記事務委託単価契約書を締結                （荒木副理事長） 

小矢部市土地開発公社と登記事務委託単価契約書を締結          （荒木副理事長） 

２４日 砺波地区報告会                      於 砺波平安閣 （石山理事長） 

２８日 新川農林振興ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結 

    黒部川左岸土地改良区と登記業務委託契約書を締結              （中田監事） 

 

５月 １日 富山市（道路河川管理課）と業務委託契約書を締結 

８日 富山地区報告会                            於 富山県民会館 

       茶木久繁元社員（富山地区）の葬儀に参列                  （石山理事長） 

        北陸地方整備局富山河川国道事務所へ入札参加申込書を提出        （水野常任理事） 

   １１日 北陸地方整備局神通川水系砂防事務所へ入札参加申込書を提出（郵送） 

   １２日 魚津市と登記業務委託契約書を締結                     （鍛治幹事） 

１６日（公社）成年後見ｾﾝﾀｰ・ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ通常総会                （瀧脇常任理事） 

２４日 富山県司法書士会定時総会に出席        於 富山第一ホテル     （石山理事長） 

日本司法書士政治連盟富山会定時大会に出席   於 富山第一ホテル     （石山理事長） 

   ２６日 北陸地方整備局富山河川国道事務所入札に参加、落札            （水野常任理事） 

２８日 第4回30周年記念事業準備委員会 於 公嘱調査士協会2階会議室 （子浦、瀧脇、亀卦川委員） 

２９日 北陸地方整備局神通川水系砂防事務所の入札に参加、落札      （水野、亀卦川常任理事） 



６月 １日 朝日町土地改良区と登記事務等委託契約書を締結 

４日 第３０回定時総会  総会本人出席33名 委任状出席45名     於 パレブラン高志会館 

    平成２７年度第２回理事会 

 ５日 公嘱土地家屋調査士協会定時総会に出席  於 ANAクラウンプラザホテル富山(石山理事長) 

   １８日 近畿中部防衛局管理部施設管理課 松野課長外1名来訪            （石山理事長） 

２０日 中部ﾌﾞﾛｯｸ公共嘱託登記司法書士協会連絡協議会第29回通常総会   於 愛知県（石山理事長） 

２３日 北陸地方整備局富山河川国道事務所と登記業務契約書（単価契約）を締結  

     平成２７年度第３回理事会                  於 富山県司法書士会会議室 

   ２５日 第5回30周年記念事業準備委員会 於 公嘱調査士協会2階会議室（子浦、瀧脇、亀卦川委員） 

２６日 北陸地方整備局神通川水系砂防事務所と登記業務契約書（単価契約）を締結 

   ３０日 富山県へ事業報告書等をオンラインで提出 

富山地方法務局へ年次報告書、変更登記完了届を提出 

 

７月 ６日 永森郁朗会員（富山地区）入会 

    ７日 富山県へ役員変更届出書をオンラインで提出 

   １０日 全司協第29回定時総会                     於 東京 （石山理事長） 

       富山県森林政策課と県行造林地上権設定登記等委託契約書を締結 

   １６日 北陸地方整備局立山砂防事務所用地課森様と打合せ             （石山理事長） 

１７日 射水市と嘱託登記事務等委託契約書を締結 

   １９日 石山彰雄社員（富山地区）の御尊父様の葬儀に参列             （子浦副理事長） 

   ２３日 第6回30周年記念事業準備委員会 於 公嘱調査士協会2階会議室（子浦、瀧脇、亀卦川委員） 

   ２８日 水原延幸社員（高岡地区）の御母堂様のお通夜に参列            （石山理事長） 

 

８月 ５日 30周年記念事業の後援を富山河川国道事務所へ依頼           （子浦、瀧脇委員） 

 ７日 社員名簿、公嘱だよりNo.36を全社員へゆうメールで送付 

   １７日 30周年記念事業の冊子について打合せ             （石山理事長、亀卦川委員） 

２４日 北陸地方整備局立山砂防事務所用地課森様外1名と打合せ          （石山理事長） 

２７日 第7回30周年記念事業準備委員会 於 公嘱調査士協会2階会議室（子浦、瀧脇、亀卦川委員） 

 

９月 ３日 北陸地方整備局立山砂防事務所用地課森様と打合せ             （石山理事長） 

５日 中部ﾌﾞﾛｯｸ会情報交換の会開催                       於 司法書士会会議室 （石山理事長） 

１７日 第8回30周年記念事業準備委員会 於 公嘱調査士協会2階会議室（子浦、瀧脇、亀卦川委員） 

２４日 平成２７年度第４回理事会                  於 富山県司法書士会会議室 

 

１０月 ６日 平成２７年度第１回常任理事会                 於 公嘱司法書士協会1階 

１４日 第9回30周年記念事業準備委員会 於 公嘱調査士協会2階会議室（子浦、瀧脇、亀卦川委員） 

１７日 魚津地区一泊研修会                           於 つるぎ恋月 

    ～１８日 

   ２０日 独立行政法人日本高速道路保有･債務返済機構入札に郵送で参加 

 

１１月１１日 第10回30周年記念事業準備委員会 於 公嘱調査士協会2階会議室（子浦、瀧脇、亀卦川委員） 

１８日 公嘱協会30周年記念事業                       於 サンフォルテ 

記念講演 京都大学教授 藤井聡氏「インフラ投資が地方を救う」  

参加人数 119名（官公署28名、司法書士協会24名、調査士協会67名） 

   ２０日 樋口威作夫社員（高岡地区）の御母堂様の葬儀に参列             （石山理事長） 

   ２３日 笠井幸一社員（高岡地区）の御尊父様の葬儀に参列             （谷道副理事長） 

   ２４日 年末調整説明会                       於 自遊館ホール （事務局） 



１１月２８日 中部ブロック理事会                於 石川県（石山理事長、瀧脇常任理事） 

 

１２月 １日 鍛治義明社員（魚津地区）の御母堂様の通夜に参列             （石山理事長） 

４日 平成２７年度第5回理事会及び懇談会                   於 磯はなび 

   １８日 岡村昭洋社員（富山地区）の通夜に参列                   （石山理事長） 

２８日 藤沢実社員（富山地区）退会 

 

平成２８年 

 １月 ４日 新年挨拶回り                （石山理事長、子浦副理事長、瀧脇常任理事） 

２１日 北陸地方整備局立山砂防事務所用地課森様と打合せ             （石山理事長） 

２７日 一般競争参加資格の更新申請を富山地方法務局会計課へ提出 

 

２月 ４日 平成２７年度第６回理事会                  於 富山県司法書士会会議室 

   ９日 石山努会員（富山地区）入会 

１９日 ４団体連絡協議会 於 富山県司法書士会会議室 (石山理事長、子浦・谷道・内島・大島副理事長) 

２３日 富山地区で「出前登記セミナー」を開催 於 富山総合庁舎 (石山理事長、水野・瀧脇常任理事) 

藤澤智恵美会員（富山地区）入会 

 

３月 ２日 事務局書庫整理                （石山理事長、子浦副理事長、瀧脇常任理事） 

５日 高岡地区一泊研修会                於 片山津温泉「ホテル北陸古賀乃井」 

  ～６日 魚津地区一泊研修会                       於 宇奈月温泉「延楽」 

      砺波地区合同研修会                    於 おやべクロスランドホテル 

１２日 中部ブロック理事会              於 愛知県  （石山理事長、子浦副理事長） 

１５日 平成２７年度第７回理事会                  於 富山県司法書士会会議室 

２２日 第2回富山地区幹事会                           於 公嘱協会 

２３日 公嘱だよりNo.37を全社員へメールで送付 

   ３０日 富山県へ事業計画書等をオンラインで提出 

   ３１日 富山県民会館の所有権保存登記を実施                  （水野常任理事） 

 

社員異動報告書（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

１．入   会 

永 森 郁 朗  平成２７年 ７月 ６日  富山地区 

石 山  努   平成２８年 ２月 ９日  富山地区 

藤 澤 智恵美  平成２８年 ２月２３日  富山地区 

２．退   会 

藤 沢  実   平成２７年１２月２８日  富山地区 

３．資 格 喪 失 

岡 村 昭 洋  平成２７年１２月１６日  富山地区（死亡） 

４．社 員 数      

平成２７年 ４月 １日現在   ９２名 

平成２８年 ３月３１日現在   ９３名 

内 訳  富山地区   ３５名(うち、法人の主たる事務所1) (法人の従たる事務所2) 

高岡地区   ２５名(うち、法人の主たる事務所1） 

魚津地区   １８名 

砺波地区   １５名 


