
 

 

平成３１年度事業報告 
 
 平成３１年度の基本方針に基づき、以下のとおりの活動を実施して参りまし

た。 
 
Ⅰ．嘱託登記等受託事業 

平成３１年度は、例年受託している嘱託登記業務及び権利調査業務に加え、

所有者不明土地特措法による長期相続登記等未了土地解消業務を落札すること

ができ、充実した年度となりました。 

 

 【入札案件】 

（１）長期相続登記等未了土地解消業務 

 東京法務局管轄の業務を落札し、受託しました。 

 

【市区町村等からの受託事業】 

府中地区においては、府中市及び府中市土地開発公社より継続的に受託して

いる狭あい道路の拡幅、法定外公共物関連、公共用地取得に関する嘱託登記業

務を受託し、平成３１年度の当該事業による受託は、５８件となりました。 

調布地区においては、調布市より継続的に受託している狭あい道路の拡幅に

関する嘱託登記業務を受託し、今年度の当該事業による受託は、７５件となり

ました。 

武蔵野地区においては、武蔵野市より登記業務１件、権利調査業務を２件受

託しました。 

港地区においては、港区より継続的に受託している敷地権切取りに係る権利

調査及び相談業務を受託し、登記を申請しました。 

中野地区においては、中野区よりリバース・モーゲージに償還による所有権

移転登記 1件を受託しました。 

八王子地区においては、八王子市より所有権移転登記業務１件を２件受託し

ました。 

品川区、東村山市より空き家問題に関連した権利調査を受託しました。 

その他、練馬区、江戸川区、奥多摩町、御蔵島村、東京都三宅島支庁より、

それぞれ権利調査業務を受託しました。 

 

 【東京都住宅供給公社等からの受託事業】 



 

東京都住宅供給公社関連では、東京都住宅供給公社所有建物の抵当権抹消登

記あるいは民間借り上げ住宅の賃借権抹消登記等の嘱託登記を主に受託しまし

た。平成３１年度に受託処理した案件は、所有権保存登記１件、抵当権抹消登

記１１件、賃借権抹消登記２５件でした。 

 

【建設事務所等からの受託事業】 

第六建設事務所より足立区不動産の権利調査業務を受託しました。 

 

【その他官公署からの受託案件】 

国立研究開発法人産業技術総合研究所より、建物に係る所有権保存登記業務

を１件受託しました。 

 
Ⅱ．地域防災・災害復興支援事業 
 当協会は専門家の正会員団体等で構成される「災害復興まちづくり支援機構」

に継続して参加しました。災害復興まちづくり支援機構の活動は、東日本大震

災対応として、本年度も継続して大船渡市末崎町碁石地区等への支援活動を行

いました。 
また、首都直下型地震に備えるため、令和元年７月１２日には東京都と共催

でシンポジウム「第１３回専門家と共に考える災害への備え～被災者に寄り添

った支援方策を考える～」を開催しました。 
来年度は上記災害復興まちづくり支援機構の令和２年復興シンポジウムとし

て「第１４回専門家と共に考える災害への備え」が開催されます。（前記シンポ

ジウムは新型コロナウイルス感染症の影響で中止が決定されています。） 
 当協会は、平成２２年３月２６日以来、東京都内において地震、風水害その

他災害により被害が発生した場合、東京都と協力し、復興まちづくりを円滑に

行い、被災住民の生活の早期安定を図るために「復興まちづくり支援に関する

協定」を締結しております。 
地域防災対策としては、当協会のある新宿区四谷本塩町では、本塩町地域防

災コミュニティ強化会議（事務局：東京司法書士会）を設置し、発災時に備え、

地域連携の防災対策を行っています。令和２年１月２０日には本塩町町内会内

事業所で締結している災害時相互援助協定に基づき行われた地域連携による震

災訓練を含む本塩町地域防災コミュニティ防災訓練会議等に参加しました。 
 
Ⅲ．公共嘱託登記及びその他の関連する知識の普及啓発事業 
○相続及び遺言に関する公開市民講座及び相談会の開催 

公開市民講座は、公共事業推進の妨げとなっている相続登記未了の不動産が、



 

相続・遺言の知識の普及によって少しでも減少することを目的とした活動です。

一般の市民を対象に、当協会から講師を派遣して相続・遺言についての法律知

識をわかりやすく講義するもので、地区幹事が中心となって下記のとおり講座

の開催をすることができました。参加者から感謝の言葉もいただき、司法書士

制度の広報に寄与できていれば幸いです。 

３１年度は、下記のとおり２回実施致しました。 

 

① 平成３１年４月２７日開催 場所 青梅市霞共益会館 

・「相続と遺言」と題し、立川地区の羽生明彦社員に講演をしていただきま

した。３１名の参加者の皆様には、熱心に話を聞いて頂きました。 

 

② 令和２年２月１５日開催 場所 葛飾区かつしかエコライフプラザ研修

室 

・「区民大学初！司法書士による相続の話」と題し、江戸川地区の近藤光弘

社員に講演をしていただきました。参加人数は４５名で、講演後には２１

名の方が個別相談会に参加されました。 

 

○公開セミナー（研修会）の開催 

当協会主催の公開セミナー（研修会）を下記のとおり開催しました。 

 

① 日時 令和２年２月１２日（水） 会場 司法書士会館 地下１階「日司

連ホール」 

 

テーマを「戸籍の変遷と戸籍法の改正・相続人関する民法の変遷」と題し、

下記のとおり２部構成にして開催しました。 

第１部「戸籍法の変遷と戸籍法の改正」 

講師 江戸川支部 石川和博様 

第２部「相続人に関する民法の変遷」 

講師 調布支部  山田猛司様 

参加者 ９０名 

 ・大変多くの社員及び社員以外の方々にご参加頂きました。講義の内容、

充実した資料ともに多くのご好評賜りました。 

 

○権利登記実務研修会 

不動産権利登記の実務全般に関する知識を学ぶため、全国公共嘱託登記司法

書士協会協議会会長山田猛司様を講師にお招きし、全４７回にわたる研修を開



 

催しております。平成３１年度中は下記のとおり、全４７回中第１７回から第

２７回までの研修を実施しました。なお、第２８回は都合により中止されまし

た。 

 

① 第１７回 「株主総会または取締役会の承認を証する情報」 

日 時 平成３１年４月９日（火） 会場 司法書士会館２階会議室 

参加者 １６名 

 

② 第１８回 「その他の登記原因についての第三者の許可等を証する情報」 

日 時 令和元年５月１４日（火） 会場 司法書士会館２階会議室 

参加者 １６名 

 

③ 第１９回 「登記上の利害関係人の承諾を証する情報、印鑑・住所を証す

る情報、登記申請の処理、審査請求」 

日 時 令和元年６月１１日（火） 会場 司法書士会館２階会議室 

参加者 １４名 

 

④ 第２０回 「登記上の利害関係人の承諾を証する情報、印鑑・住所を証す

る情報、登記申請の処理、審査請求 第２回 全５回」 

日 時 令和元年７月９日（火） 会場 司法書士会館２階会議室 

参加者 １８名 

 

⑤ 第２１回 「代表者資格証明情報、代理権限証明情報、利益相反と特別代

理人の選任、遺贈における申請人および代理権限証明情報」 

日 時 令和元年８月１３日（火） 会場 司法書士会館２階会議室 

参加者 ２４名 

 

⑥ 第２２回 「一般承継証明情報」 

日 時 令和元年９月１０日（火） 会場 司法書士会館２階会議室 

参加者 １９名 

 

⑦ 第２３回 「印鑑証明書」 

日 時 令和元年１０月８日（火） 会場 司法書士会館２階会議室 

参加者 １８名 

 

⑧ 第２４回 「登記申請後の処理、却下・取下げ、審査請求、審査請求手続



 

きの流れ」 

日 時 令和元年１１月１２日（火） 会場 司法書士会館２階会議室 

参加者 ２３名 

 

⑨ 第２５回 「仮登記① 仮登記の意義、仮登記された権利の処分」 

日 時 令和元年１２月１０日（火） 会場 司法書士会館２階会議室 

参加者 １８名 

 

⑩ 第２６回 「仮登記②  仮登記に基づく本登記」 

日 時 令和２年１月７日（火） 会場 司法書士会館２階会議室 

参加者 １８名 

 

⑪ 第２７回 「信託の登記 、 信託の意義」 

日 時 令和２年２月１０日（月） 会場 司法書士会館２階会議室 

参加者 １８名 

 

○ホームページの充実 

当協会ホ－ムページ「公開市民講座等」のコーナーでは、当協会で開催した

出前講座等の報告を行いました。 

当協会ホ－ムページ「協会の概要」のコーナーでは、地区ごとの社員名簿（氏

名、事務所の郵便番号及び住所記載）をＰＤＦで公開しています。社員の変動

のあった地区ごとに適宜更新を行いました。 

当協会ホ－ムページ「ハロ・ハロ・ガーデン」のコーナーでは、当協会の広

報誌、ハロ・ハロ・ガーデンのバックナンバーおよび、広報用チラシをハロ・

ハロ・ガーデンの号外としてＰＤＦで閲覧できるようにしています。 

 

○ハロ・ハロ・ガーデンの発行 

平成３１年度は「ハロ・ハロ・ガーデン」第１３３号を７月に、第１３４号

を１２月に発行しました。当協会の広報誌として東京司法書士会の会員の皆様

に当協会をより身近に感じていただくとともに業務についても役立てるよう充

実した内容を目指しました。 

令和元年７月発行第１３３号の内容は以下のとおりです。 

１．研修報告 

  全国公共嘱託登記司法書士協会協議会会長である山田猛司先生を講師に迎

え、令和元年５月に開催された「第１８回権利登記実務研修会」について、

当協会の後藤基副理事長に執筆していただきました。 



 

２．案件処理奮闘記 

  当協会が受託し作業を進めている「長期相続登記等未了土地解消作業」の

内容について、当協会の大西誠常任理事に執筆していただきました。 

３．法務局周辺探訪 

  広報委員の皆さんに、東京法務局台東出張所の近く、台東区上野の明治２

５年創業の高級蕎麦処「上野 藪そば」店を取材していただき、杉並地区

の伊坂重郎さんに執筆していただきました。 

４．新入社員紹介 

  新入社員として、目黒地区の若林桂子さんと城北地区の竹下洋一さんをそ

れぞれ紹介しました。 

 

令和元年１２月発行第１３４号の内容は以下のとおりです。 

１．案件処理奮闘記 

  当協会で受託した奥多摩町の山林に設定されていた地上権抹消登記業務に

おいて、必要となった訴訟等の対応について、江戸川地区の山田修司さん

に執筆していただきました。 

２．登記リスペクト 

  準備を重ね迎えた決済日に登記義務者の本人確認が出来ず、決済を中止せ

ざるを得なかった事案について、髙木宏副理事長に執筆していただきまし

た。 

３．法務局周辺探訪 

  広報委員の皆さんに、東京法務局墨田出張所の近く、都営新宿線森下駅そ

ばの老舗の馬肉料理店、昭和２９年に建てられた建物が味わい深い「桜な

べ みの家 本店」を取材していただき、大西誠常任理事に執筆していた

だきました。 

５．新入社員紹介 

  新入社員として、杉並地区の奥本浩臣さんと府中地区の小早川朋子さんを

それぞれ紹介しました。 

 

令和２年度も、より内容の充実したハロ・ハロ・ガーデンを２回発行する予

定にしております。 

 

Ⅳ．会務運営の円滑化事業 
（１）協会の社員動向 

令和２年３月３１日現在の社員は、個人社員３５５名、法人社員３０法人で

す。（平成３１年４月１日から個人社員については、２８名減、１７名増、法



 

人社員については、１法人減、２法人増） 

社員加入促進のため、東京司法書士会の新入会員入会式に理事が出席し、当

協会をアピールしました。また、当協会の社員名簿（氏名、事務所）をホーム

ページで公開しています。 

 

（２）事務局の執務改善 

理事は週２回交替して事務局で執務を行い、日常業務を把握するとともに、

事務局の業務の効率化に努めました。 

 

（３）関連団体との連携 

令和２年１月１０日には、明治記念館において国会議員、都議会・市区町村

議会議員などの多数の来賓を招いて、司法書士五団体による新年賀詞交歓会を

開催しました。 

令和２年１月１４日には、東京司法書士会との協議会を開催し空き家問題等

における相続人調査の方法について意見交換を行いました。 

また、東京法務局との共催による長期相続登記等未了土地解消作業の結果判

明した相続人を対象とした相談会の開催について東京法書士会と協議しました。

（この相談会は令和２年３月１４日、１５日で実施予定でしたが、新型コロナ

ウィルスの感染拡大を防止する観点から開催は延期となりました。）  

 

（４）地区幹事会の開催 

令和元年８月２７日に、地区幹事会を開催しました。 

地区幹事会では、古賀尊子田無地区幹事に地元自治体に対する当協会のアピ

ールのやり方等について、自身の経験に基づき報告をしていただきました。ま

た、執行部から日常の活動や現在受託している長期相続登記等未了土地解消作

業について、その概要や現状について報告をするとともに意見交換を行いまし

た。 

令和２年３月１１日には第２回目の地区幹事会を開催予定でしたが、新型コ

ロナウィルスの感染拡大を防止する観点から第２回地区幹事会の開催は中止し

ました。 

 


