
 

 

事 業 報 告 書 

平成３１年  ４月  １日 

令和 ２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７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．  令和元年度（平成３１年度）の業務処理状況は、長期未相続解消作業を除くと、前年度比１

０３．５％の２７，９００，８２３円となった。 

 

  ３．  昨年度からの継続事業であった長期未相続解消作業についても、担当社員の多大な協力のも

と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。 

      この作業による受託金額は、９，１３８，０００円であり、当協会の受託総額は、 

      ３７，０３８，８２３円となった。 

      （別紙、令和元年度受託先別地区別報酬額一覧表のとおり。） 

 

  ４．  対内広報として、公嘱だよりＮｏ．４４、Ｎｏ．４５を発行した。 

 

  ５．  国関連の発注業務に対する入札についても、嘱託登記手続きに関するリーガルサービスとし

ての観点から積極的に対応してきた。 

      しかし、落札金額の常道を逸する対応については、司法書士制度の危機的状況にあり、地域要

件、最低予定価格などの設定が必要と考えられる。 

 

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３１年 

４月 ４日 富山県土木部管理課と平成31年度覚書を締結 

 魚津地区報告会  18名出席             於 スカイホテル魚津（石山理事長） 

８日 上市町と登記事務委託単価契約書を締結                   （田中幹事） 

９日 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) 

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） 

１２日 立山町と嘱託登記事務等委託契約書を締結                  （高田幹事） 

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

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

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



４月１５日 新川土木ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結 

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） 

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） 

砺波土木ｾﾝﾀｰと登記事務委託単価契約書を締結 

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 

立山町土地改良区と嘱託登記等事務委託契約書を締結             （高田幹事） 

１７日 北陸地方整備局富山河川国道事務所の入札に参加             （水野常任理事） 

監査書類を事前検査 

    平成31年度第1回理事会  13名出席            於 富山県司法書士会会議室 

平成30年度分監査会 

富山県伏木港事務所と登記事務委託単価契約書を締結 

   １８日 富山市（道路管理課）と業務委託契約書を締結 

   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） 

１９日 高岡地区報告会  20名出席             於 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ高岡 （石山理事長） 

第1回富山地区幹事会（富共）  6名出席     於 公嘱土地家屋調査士協会2F会議室 

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         （亀卦川常任理事） 

魚津市と登記業務委託契約書を締結                     （青山幹事） 

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） 

   ２２日 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） 

       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） 

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） 

２６日 砺波地区報告会  13名出席              於 TONAMI翔凛館（石山理事長） 

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

 

令和元年 

５月 ７日 南砺市と登記事務委託単価契約書を締結                 （水牧副理事長） 

   ８日 富山県公営企業管理者（富山県企業局）と区分地上権設定登記業務委託契約書を締結 

１０日 富山地区報告会  16名出席               於 富山県民会館（石山理事長） 

１３日 富山県農林水産部（新川、富山、高岡、砺波の各農林振興センター）と登記事務委託単価契約書を締結 

１４日 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         （水野常任理事） 

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） 

１８日（公社）成年後見ｾﾝﾀｰ・ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ第20回通常総会  於 富山県司法書士会  （石山理事長） 

２２日 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） 

２５日 富山県司法書士会定時総会                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           於 富山第一ホテル（石山理事長） 

２７日 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） 

 

６月 ６日 第34回定時総会 76名出席                   於 パレブラン高志会館 

（総会本人出席39名 委任状出席20名 書面表決提出者17名） 

 令和元年度第2回理事会 13名出席 

７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 （石山理事長） 

１５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33回通常総会 於 愛知県 

（石山理事長、子浦副理事長） 

   ２５日 令和元年度第3回理事会  14名出席            於 富山県司法書士会会議室 

２６日 富山地方法務局へ年次報告書及び変更登記完了届を提出 



６月２６日 富山県へ事業報告書等及び変更の届出をオンラインで提出 

   ３０日 千田隆社員（富山地区）退会 

       小林博之社員（高岡地区）退会 

 

７月 ５日 全司協第33回定時総会             於 東京 （石山理事長、子浦副理事長） 

   ９日 （司法）谷道事務所（高岡地区）退会 

      （司法）谷道事務所富山店（富山地区）退会 

１１日 富山地方法務局と長期相続登記等未了土地解消作業について打合せ（石山理事長、子浦副理事長） 

  ２４日 笠井幸一元社員（高岡地区）の葬儀に参列                  （石山理事長） 

 

８月 １日 小谷秀範社員（高岡地区）退会 

６日 公嘱だよりNo.44、社員名簿、入会金及び会費に関する規則の差替を社員へゆうメールで送付 

 

 ９月２４日 令和元年度第4回理事会  14名出席  於 富山県司法書士会会議室 

２５日 表野和暁社員（高岡地区）退会 

２８日 魚津地区報告会及び支部研修会 13名出席  於 スカイホテル魚津 

 

１０月 １日 齋藤華子会員（富山地区）入会 

       平成30年度長期相続登記等未了土地解消作業（②登記名義人400人分）の変更契約書(3)を締結 

８日 入札公告（長期相続登記等未了土地解消作業について） 

１５日 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 

（石山理事長、子浦副理事長、水野常任理事、事務局 西沢） 

２１日 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） 

   ３０日 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）    （子浦副理事長） 

 

１１月 １日 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）  

６日 南昌樹社員（富山地区）のご令室様の葬儀に参列            （石山理事長） 

   令和元年度長期相続登記等未了土地解消作業委託契約書（登記名義人650人分）を締結 

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    

   １１日 富山県土地改良事業団体連合会の坪崎係長と打合せ      （亀卦川・永森常任理事） 

１３日 長期相続登記等未了土地解消作業説明会 出席者19名     於 富山県司法書士会会議室 

１４日 長期相続登記等未了土地解消作業説明会 出席者14名     於 富山県司法書士会会議室 

１８日 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 

   ２９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・水原・沢田副理事長、長木常任理事） 

３０日 中部ﾌﾞﾛｯｸ理事会     於 富山マンテンホテル 

（石山理事長、水原・沢田副理事長、長木常任理事） 

       砺波支部合同研修会  12名出席                  於 福野文化創造センター ヘリオス 

 

１２月 ６日 令和元年度第5回理事会  9名出席             於 ウイング・ウイング高岡 

１０日 渡辺純一会員（富山地区）入会 

１１日 片岸吉充会員（高岡地区）入会 

１３日 吉田隆会員（魚津地区）入会 

１９日 長期相続登記等未了土地解消作業説明会（新規対象）出席者6名 於 富山県司法書士会会議室 

２３日 宍戸洋様と建物の補修について打合せ① 於 公嘱土地家屋調査士協会2F会議室（石山理事長） 

２５日 平成30年度長期相続登記等未了土地解消作業（②登記名義人400人分）の変更契約書(4)を締結 

 



令和２年 

 １月 ６日 新年挨拶回り                       （石山理事長、子浦副理事長） 

１０日 令和元年度支払調書を全社員へ郵送 

   ２３日 令和元年度第1回常任理事会  6名出席   於 公嘱司法書士協会 

 

 ２月１４日 ユニット事務機より入出金ソフト修正品を納品 

   １５日～１６日 魚津地区一泊研修会 14名出席              於 宇奈月温泉 延楽 

   ２６日 令和元年度第6回理事会  12名出席            於 富山県司法書士会会議室 

   ２７日 富山地区で「出前登記セミナー」を開催  7名出席       於 富山県民会館612号室 

２８日 宍戸洋様と建物の補修について打合せ② 於 公嘱土地家屋調査士協会2F会議室（石山理事長） 

 

３月７日～８日 高岡地区一泊研修会  7名出席              於 九殿浜温泉ひみのはな 

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） 

令和元年度第7回理事会   14名出席           於 富山県司法書士会会議室 

   ２３日 協議書（登記名義人650人分）を締結 

       令和元年度長期相続登記等未了土地解消作業（登記名義人650人分）の変更契約書を締結 

   ２５日 富山地方法務局小宮山局長退任、石井総務課長転任の挨拶 外1名  

（石山理事長、子浦副理事長、長木総務部長） 

   ２７日 富山県へ事業計画書等をオンラインで提出 

   ３１日 公嘱たよりNo.45を全社員へメールで送付 

 

社員異動報告書（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 

１．入   会 

齋 藤 華 子   令和元年１０月 １日  富山地区 

渡 辺 純 一   令和元年１２月１０日  富山地区 

片 岸 吉 充   令和元年１２月１１日  高岡地区 

吉 田  隆     令和元年１２月１３日  魚津地区 

２．退   会 

千 田   隆     令和元年 ６月３０日  富山地区 

小 林 博 之   令和元年 ６月３０日  高岡地区 

司法書士法人谷道事務所     令和元年 ７月 ９日  高岡地区 

司法書士法人谷道事務所富山店  令和元年 ７月 ９日  富山地区 

小 谷 秀 範   令和元年 ８月 １日  高岡地区 

表 野 和 暁   令和元年 ９月２５日  高岡地区 

３．社 員 数      

平成３１年 ４月 １日現在   ８４名 

令和 ２年 ３月３１日現在   ８３名 

内 訳  富山地区   ３０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   １９名 

魚津地区   ２０名 

砺波地区   １４名 


