事 業 報 告 書
平成３０年 ４月 １日
平成３１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６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３０年度の業務処理状況は、前年度比８８．９％の２６，９３８，５０５円となった。
（別紙、平成３０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たが、減少傾向となった。
３． 平成３０年度の最大事業であった長期相続登記等未了土地解消作業が昨年１１月より開始し
た。これにつき当協会の総力を結集し、全国でもトップクラスの成果品納入率を達成すること
が出来た。
全国公嘱協会の状況を確認し、受託団での業務執行ではなく公嘱協会としての優位性をアピ
ールする必要がある。
４． 対内広報として、公嘱だよりＮｏ．４２、Ｎｏ．４３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。
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３０年
４月 ２日 舟橋村と登記事務委託単価契約書を締結
（田中幹事）
３日 富山県土木部管理課と平成 30 年度覚書を締結
常東用水土地改良区と嘱託登記事務等委託契約書を締結
（岩間調査士）
牛ヶ首用水土地改良区と嘱託登記事務等委託契約書を締結
（岩間調査士）
４日 上市町と登記事務委託単価契約書を締結
（田中幹事）
砺波市と登記事務委託単価契約書を締結
（水牧副理事長）
５日 富山地方法務局 小宮山局長、川野次長着任挨拶外 1 名
(石山理事長、子浦副理事長、長木常任理事)
南砺市と登記事務委託単価契約書を締結
（水牧副理事長）
６日 魚津地区報告会
15 名出席
於 スカイホテル魚津（子浦副理事長）

４月 ６日 立山町土地改良区と嘱託登記等事務委託契約書を締結
（岩間調査士）
９日 氷見市と嘱託登記事務等委託契約書を締結
（松原副理事長）
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
（松原副理事長）
１０日 石原世四明税理士と打合せ
(石山理事長、子浦副理事長)
富山県伏木港事務所と登記事務委託単価契約書を締結
射水市と嘱託登記事務等委託契約書を締結
（松原副理事長）
１１日 砺波土木ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結
１２日 富山市（道路河川管理課）と業務委託契約書を締結
１６日 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
高岡市と嘱託登記事務等委託契約書を締結
（松原副理事長）
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
黒部市と嘱託登記事務等委託契約書を締結
（畠平幹事）
小矢部市と登記事務委託単価契約書を締結
（水牧副理事長）
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
（水牧副理事長）
１７日 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
１８日 監査書類を事前検査
平成 30 年度第 1 回理事会
14 名出席
於 富山県司法書士会会議室
平成 29 年度分監査会
新川土木ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結
朝日町と登記事務等委託契約書を締結
（由井幹事）
１９日 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）
２０日 北陸地方整備局富山河川国道事務所の入札に参加、
落札
（水野常任理事）
第 1 回富山地区幹事会（富共）7 名出席
於 公嘱土地家屋調査士協会 2F 会議室
高岡地区報告会
17 名出席
於 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ高岡 （石山理事長）
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
魚津市土地改良区と嘱託登記事務等委託契約書を締結
（青山社員）
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
２５日 黒部川左岸土地改良区と登記業務委託契約書を締結
（中田幹事）
２７日 砺波地区報告会
14 名出席
於 TONAMI 翔凛館
（石山理事長）
５月 １日 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
（松原副理事長）
１０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
立山町と嘱託登記事務等委託契約書を締結
（高田幹事）
１１日 富山地区報告会
13 名出席
於 富山県民会館（石山理事長）
１８日 朝日町土地改良区と登記事務等委託契約書を締結
（由井幹事）
１９日（公社）成年後見ｾﾝﾀｰ・ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ第 19 回通常総会
於 富山県司法書士会
（石山理事長）
２６日 富山県司法書士会定時総会
於 ホテルグランテラス富山
（石山理事長）
日本司法書士政治連盟富山会定時大会
２８日 魚津市と登記業務委託契約書を締結
（青山社員）
６月 １日 第 33 回定時総会 81 名出席
於 パレブラン高志会館
（総会本人出席 33 名 委任状出席 28 名 書面表決提出者 20 名）
８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（子浦副理事長）
全司協理事会（全国公共嘱託登記司法書士協会協議会）於 東京 （石山理事長）
１２日 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
１５日 富山地方法務局へ年次報告書を提出
１６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 32 回通常総会 於 愛知県

６月２１日
２６日
７月 ６日
１２日
８月 ２日
３日
２４日
９月１０日
１２日
２０日
１０月１０日
１５日
１７日
２５日
２６日
１１月 １日
２日
６日
８日
１０日
１２日
１３日
１４日
１５日

２０日
２７日
３０日
１２月 １日
４日
５日
６日

（石山理事長、子浦副理事長）
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）
富山県へ事業報告書等をオンラインで提出
全司協第 32 回定時総会
於 東京 （石山理事長、子浦副理事長）
北陸地方整備局神通川水系砂防事務所の入札に参加
（水野常任理事）
公嘱たより No.42 と改訂版：相続早わかり読本を全社員へゆうメールで送付
近畿中部防衛局管理部施設管理課の入札に参加（郵送）
富山県森林政策課 中田様外 1 名と打合せ
（亀卦川常任理事）
平成 30 年度第 1 回常任理事会
6 名出席
於 公嘱司法書士協会
富山地方法務局と打合せ
（石山理事長、子浦副理事長）
平成 30 年度第 2 回理事会
14 名出席
於 富山県司法書士会会議室
高岡市上下水道局と嘱託登記事務等委託契約書を締結
富山地方法務局と打合せ
（石山理事長、子浦副理事長）
研修会（司法書士会と共催） 60 名出席
於 県民会館 304 号
健保・厚生年金被保険者の資格及び報酬の調査について 於 社会保険事務所 （事務局 西沢）
入札公告（長期相続登記等未了土地解消作業について）
入札説明会（長期相続登記等未了土地解消作業） 於 富山地方法務局 2 階会議室
（子浦副理事長、水野常任理事、事務局 西沢）
砺波地区研修会
13 名出席 於 福野文化創造センターヘリオス 2 階
平成 30 年度第 2 回常任理事会
5 名出席 於 公嘱協会 1 階
富山地方法務局会計課へ入札参加資格審査書類を提出（長期相続登記等未了土地解消作業）
魚津地区報告会及び支部研修会 11 名出席
於 スカイホテル魚津
長期相続登記等未了土地解消作業の入札について打合せ
於 公嘱協会 1 階
（石山理事長、子浦副理事長、水野常任理事）
富山地方法務局へ入札書を提出（長期相続登記等未了土地解消作業） （水野常任理事）
富山地方法務局の入札に参加、落札（長期相続登記等未了土地解消作業）
長期相続登記等未了土地解消作業委託契約書を締結（①登記名義人 600 名分）
長期相続登記等未了土地解消作業委託契約書を締結（②登記名義人 400 名分）
長期相続登記等未了土地解消作業説明会
62 名出席（代理・補助者含む）
於 富山県民会館 401 号室
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、子浦副理事長、松原副理事長、長木常任理事）
平成30 年分年末調整説明会
於 富山国際会議場
（事務局 西沢）
富山地方法務局会計課へ長期相続登記等未了土地解消作業着手届を提出
（事務局 西沢）
平成 30 年度第 3 回理事会
12 名出席
於 おやべクロスランドホテル
中部ﾌﾞﾛｯｸ理事会
於 福井県
（石山理事長、
子浦副理事長）
森井光則会員（魚津地区）入会
長期相続登記等未了土地解消作業説明会
於 富山県司法書士会会議室
長期相続登記等未了土地解消作業説明会
於 富山県司法書士会会議室
板倉雄太会員（魚津地区）入会
第 1 回長期相続登記等未了土地解消作業打合せ
9 名出席
於 公嘱協会 1 階
第 2 回長期相続登記等未了土地解消作業打合せ
6 名出席
於 公嘱協会 1 階
中村松郎社員（魚津地区）退会

１３日
２５日
２８日
平成３１年
１月 ４日 新年挨拶回り
（石山理事長、子浦副理事長、水野常任理事）
８日 長期相続登記等未了土地解消作業について法務局と打合せ
於 富山地方法務局
（石山理事長、子浦副理事長、水野常任理事）

１月１０日 平成 30 年度支払調書を全社員へ郵送
宮田明裕社員（富山地区）の御尊父様の通夜に参列
（石山理事長）
１５日 水土里ネット富山外輪野用水土地改良区岩瀧理事長外 3 名と打合せ
（水野常任理事）
１６日 富山県企業局と委託契約書を締結（上百瀬発電所建設事業）
３０日 第 3 回長期相続登記等未了土地解消作業打合せ
6 名出席
於 公嘱協会 1 階
２月 １日 富山県企業局と委託契約書の一部を変更する契約書を締結（上百瀬発電所建設事業）
１２日 平成 30 年度第 4 回理事会
13 名出席
於 富山県司法書士会会議室
１８日 長期相続登記等未了土地解消作業説明会
於 富山県司法書士会会議室
１９日 長期相続登記等未了土地解消作業説明会
於 富山県司法書士会会議室
２７日 外輪野用水土地改良区と嘱託登記事務等委託契約書を締結
（水野常任理事）
３月 １日 南昌樹会員（富山地区）入会
５日 笠井幸一社員（高岡地区）退会
１１日 富山県企業局と委託契約書を締結（上百瀬用水改修工事）
１３日 変更契約書を締結（長期相続登記等未了土地解消作業①登記名義人 600 名分）
変更契約書を締結（長期相続登記等未了土地解消作業②登記名義人 400 名分）
１８日 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）
平成 30 年度第 5 回理事会
14 名出席
於 富山県司法書士会会議室
２５日 南芳明社員（富山地区）退会
変更契約書（2）を締結（長期相続登記等未了土地解消作業②登記名義人 400 名分）
２６日 協議書（長期相続登記等未了土地解消作業②登記名義人 600 名分）
変更契約書（2）を締結（長期相続登記等未了土地解消作業①登記名義人 600 名分）
３０日 富山県へ事業計画書等をオンラインで提出
２９日 公嘱だより No.43 を全社員へメールで送付
高瀬正明社員（高岡地区）退会
松本一哲社員（砺波地区）退会

社員異動報告書（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）
１．入

２．退

会
森井 光則
板倉 雄太
南
昌樹

平成３０年１２月 ４日
平成３０年１２月 ６日
平成３１年 ３月 １日

魚津地区
魚津地区
富山地区

中
笠
南
高
松

平成３０年１２月２８日
平成３１年 ３月 ５日
平成３１年 ３月２５日
平成３１年 ３月２９日
平成３１年 ３月２９日

魚津地区
高岡地区
富山地区
高岡地区
砺波地区

会
村 松郎
井 幸一
芳明
瀬 正明
本 一哲

３．社 員 数
平成３０年 ４月 １日現在
８６名
平成３１年 ３月３１日現在
８４名
内 訳
富山地区
２９名(うち、法人の主たる事務所1) (法人の従たる事務所3)
高岡地区
魚津地区
砺波地区

２２名(うち、法人の主たる事務所1）
１９名
１４名

