
令和３年度事業経過報告 
 

はじめに 

令和３年度、受託収入３０６７万円となり、前年度４１９９万円よりは減少したも

のの、予算３０００万円を少し超える収入実績を上げることができました。 

盛岡地方法務局の１年目長期相続登記等未了土地解消作業（登記名義人３５０人

分）１３２４万４０００円の報酬を受け、令和３年１０月に担当社員の皆様に分配い

たしました。 

昨年９月２日、前年度に引き続き、盛岡地方法務局との同作業（登記名義人４７０

人分）を１７２１万６１００円にて落札し、現在、総勢５０名の社員の皆様にご担当

いただいておりますが、３月末時点で６９％が納品済みと処理作業が順調に進んでお

ります。これも、本件調査業務に日々真摯に取り組んでいただいております担当者の

皆様の努力の結果です。改めまして御礼申し上げます。 

５年目となる令和４年度も入札が行われるようです。本作業は公益性が高く、当協

会をはじめとする全国の公共嘱託登記司法書士協会が中心となって積極的に受託継

続することによって、相続人調査の一番の専門家は司法書士であるということが社会

に広く認識され、相続登記義務化の法改正施行日が近づく今、司法書士の有用性を世

間にアピールする絶好の実績となっています。 

登記の件数も年々減少傾向にあり、かつ司法書士法人が多く存在するようになった

ここ数年の間に、他県の公嘱協会が複数解体し、当協会も先行きが危うく感じること

も少なからずありましたが、国家的プロジェクトである長期相続登記等未了土地解消

作業を落札し、加えて、神奈川県司法書士会からの貴重な助成金を頂きまして、そう

した危機を乗り越えた今、当協会は社会から求められ、司法書士業界の中でもその存

在意義が再び高まっていることを実感しています。 

長引くウィズコロナおよびロシアのウクライナ侵攻と大きく混迷する世界情勢の

中、日本においても不況に苦しむ業界が少なくありませんが、司法書士業界は比較的

影響を受けにくく恵まれた業界と言えるのではないでしょうか。共存共栄社会におい

て他人のために司法書士である自分に何ができるか、当協会はどのような貢献ができ

るかについて真摯に思いをめぐらせ、社員の皆様と力を合わせて日々の業務および協

会運営に取り組んでいくことができればと思います。 

公共嘱託登記を担い、その力を高めた社員の皆様が、今後も様々な分野において

益々ご活躍されることを祈念いたします。 

また、本会、組合、政連、リーガルサポート、青司協、公共嘱託登記土地家屋調査

士協会の各団体の皆様には昨年度も大変お世話になりました。今後も友好な関係を深

めていければと思っております。 

社員の皆様のご協力、当協会に対する貴重なご意見をこれからもどうぞよろしくお

願いいたします。 

具体的な事業についての詳細は以下に記載しております。 



第１ 新規案件継続案件等の受託 

 
令和３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」、「令和３年度受託事業収入一覧」及び「令和３年度

業務日誌（役員の動き）」を参照下さい。 

 

【報酬清算済案件】 

１．本部 

(1)盛岡地方法務局 

  長期相続登記等未了土地解消作業（登記名義人３５０名分） 

  地方公共団体において相続発生の有無を把握することができなかった土地につ

いて市区町村から取得した所有権の登記名義人の死亡の事実の有無等の情報を

用いて調査し、法定相続人に対して登記名義人の死亡後相続登記がされていない

旨を通知する。 

（2）独法）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

  ア、新横浜駅第５出入口ビル建設用地の権利売却にかかる市交通局の所有施設物

及び鉄道・運輸機構所有部分であるエスカレーター、エレベーターとエレベー

ター室の権利保全について資料作成業務を受託しました。 

  イ、相鉄・東急直通線、新横浜駅（仮称）の建設に伴う第５出入口部分の土地の

売却に伴う権利関係相談業務を受託しました。 

（3）綾瀬市 

  深谷中央地区保留地所有権移転業務 

  令和２年度に引続き、綾瀬都市計画事業深谷中央特定土地区画整理事業に伴う所

有権保存登記、所有権移転登記に向けた資料作成、権利者及び関係機関との調整

業務を受託しました。 

 

２．横浜支部 

(1)横浜市道路局 

  ア、建設課から令和２年度に引続き、横浜国際港都建設道路事業宮内新横浜線（新

吉田高田地区）の所有権移転登記業務を受託しました。 

   イ、建設課から令和２年度に引続き、県道川崎町田（恩田地区）道路改良事業に伴

う所有権抹消登記業務を受託しました。 

ウ、建設課から令和２年度に引続き、市道桂町第９７号線及び市道桂町第５４１号

線道路整備事業（上郷公田線道路整備事業）に伴う所有権移転登記業務を受託し

ました。 

エ、建設課から市道片倉六角橋線（神大寺地区）道路改良工事事業に伴う所有権移

転登記業務を受託しました。 

(2) 横浜市都市整備局 



   西戸部町地区土地所有者（相続人）及び横浜市道路局担当者との打ち合わせ等業

務を受託しました。 

(3)横浜市建築局 

  令和２年度に引続き、管理不全空家等の所有者調査業務を受託しました。 

(4)横浜市港湾局 

   本牧ふ頭における物流施設建設に伴う金銭消費貸借及び根抵当権設定契約締結

にあたる共同根抵当権設定登記業務を受託しました。 

(5)横浜市環境創造局 

中和田地区の下水道工事にかかる借地協議書作成業務を受託しました。 

 

３．川崎支部 

   受託業務はありません 

 

４．横須賀支部 

（1）横須賀土木事務所 

道路改良工事（県道３１１号）に関する権利調査業務を受託しました。 

 

５．小田原支部 

（1）松田町 

令和２年度に引続き、道路用地登記書類作成業務について登記名義人表示変

更・更正、所有権移転登記の業務を受託しました。 

（2）平塚土木事務所 

道路改良工事（県道６４号）に関する権利調査業務を受託しました。 

（3）県西土木事務所小田原土木センター 

道路改良工事（県道７３１号）に関する権利調査業務を受託しました。 

（4）県西地域県政総合センター 

広域農道整備事業用地湯河原地区（小田原湯河原線）土地権利調査業務を受託

しました。 

 

６．湘南支部 

（1）藤沢市道路管理課 

令和２年度に引続き、道路管理課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および狭あい道路整備事業に伴うに登記に必要な

手続き及び書類作成等の業務について所有権保存登記、相続登記、所有権移転登

記、登記名義人表示変更・更正登記、権利の抹消・変更・その他の登記業務を受

託しました。 

（2）茅ヶ崎市 

令和２年度に引続き、道路管理課から「狭あい道路整備事業に係る所有権移転



登記等業務」契約により、所有権移転、登記名義人表示変更・更正登記嘱託書の

作成・提出等の業務を受託しました。 

（3）寒川町道路課 

令和２年度に引続き、道路課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について所有権保存、所有権移転、登記名義人の表

示変更・更正登記業務を受託しました。 

 

７．相模原支部  

受託業務はありません。 

 

８．厚木支部 

（1）厚木市 道路整備課 

相続人調査業務を受託しました。 

（2）厚木土木事務所 

用地課から防災砂防工事に伴う権利調査業務を受託しました。 

（3）県央地域県政総合センター 

農地課から県営かんがい排水事業相模川右岸２期地区の調査及び登記業務を

受託しました。 

 

９．大和支部 

（1）綾瀬市 

ア、道路管理課 

令和２年度に引続き、道路用地取得に伴う所有権移転登記業務及び相続人調査

業務を受託しました。 

イ、綾瀬市土地開発公社 

保有地の所有権移転登記業務を受託しました。 

（2）海老名市 

令和２年度に引続き、下記登記業務等を受託しました。 

ア、施設車両課 

用地の所有権移転登記業務 

イ、用地課 

道路新設整備事業に伴う所有権移転登記業務 

ウ、下水道事業課 

排水路用地買収に伴う所有権移転登記業務 

エ、消防本部 

消防署南分署整備事業に伴う所有権移転登記業務 

オ、高座清掃施設組合 

権利登記にかかる業務 



カ、教育委員会 

用地取得に伴う所有権移転登記業務 

（3）大和市 

令和２年度に引続き、管財課から市有地の売却による所有権移転登記業務を受

託しました。 

  

【令和３年度作業案件】 

１．本部 

（1）盛岡地方法務局 

  ア、長期相続登記等未了土地解消作業（登記名義人３５０名分） 

  令和２年度に引続き、地方公共団体において相続発生の有無を把握することがで

きなかった土地について市区町村から取得した所有権の登記名義人の死亡の事

実の有無等の情報を用いて調査し、法定相続人に対して登記名義人の死亡後相続

登記がされていない旨を通知する。 

  イ、長期相続登記等未了土地解消作業（登記名義人４７０名分） 

  地方公共団体において相続発生の有無を把握することができなかった土地につ

いて市区町村から取得した所有権の登記名義人の死亡の事実の有無等の情報を

用いて調査し、法定相続人に対して登記名義人の死亡後相続登記がされていない

旨を通知する。 

 

 （2）綾瀬市 

  深谷中央地区保留地所有権移転業務 

  令和２年度に引続き、綾瀬都市計画事業深谷中央特定土地区画整理事業に伴う所

有権保存登記、所有権移転登記に向けた資料作成、権利者及び関係機関との調整

業務を受託しました。 

 

２．横浜支部 

 (1)横浜市道路局 

 ア、建設課から市道桂町第９７号線及び市道桂町第５４１号線道路整備事業（上 

郷公田線道路整備事業）に伴う所有権移転登記業務を受託しました。 

 イ、建設課から市道上白根第９９号線上白根一丁目地区（その１）道路改良事

業に伴う資料作成等業務を受託しました。 

 ウ、建設課から市道俣野第１９３号線道路改良事業に伴う相続登記業務を受託

しました。 

 エ、河川事業課から河川改修事業に伴う相続調査業務を受託しました。 

  (2)横浜市都市整備局 

    ア、令和２年度に引続き、西戸部町地区土地所有者（相続人）及び横浜市道路

局担当者との打ち合わせ等業務を受託しました。 



    イ、横浜国際港都建設道路事業瀬谷地内線（二ツ橋中部地区）権利者説明、書

類受領、打ち合わせ等業務を受託しました。 

    ウ、令和２年度に引続き、新綱島駅周辺地区土地区画整理事業に伴う抹消・変

更その他登記等業務を受託しました。 

    エ、西戸部町１丁目における所有者不明土地の相続人調査業務を受託しました。 

(3)横浜市建築局 

   令和２年度に引続き、管理不全空家等の所有者調査業務を受託しました。 

 

３．川崎支部 

(1)川崎市住宅供給公社 

細山第二住宅第４区画の賃借権変更登記、及び第１３区画の所有権移転登記

業務を受託しました。 

 

４．横須賀支部  

進行中の受託業務はありません。 

 

５．小田原支部 

（1）松田町 

令和２年度に引続き、道路用地登記書類作成業務について登記名義人表示変

更・更正、所有権移転登記の業務を受託しました。 

（2）平塚土木事務所 

   防災砂防工事（秦野市蓑尾）に伴う権利調査業務を受託しました。 

 

６．湘南支部 

（1）藤沢市道路管理課 

令和２年度に引続き、道路管理課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および狭あい道路整備事業に伴うに登記に必要な

手続き及び書類作成等の業務について所有権保存登記、相続登記、所有権移転登

記、登記名義人表示変更・更正登記、権利の抹消・変更・その他の登記業務を受

託しました。 

（2）茅ヶ崎市 

令和２年度に引続き、道路管理課から「狭あい道路整備事業に係る所有権移転

登記等業務」契約により、所有権移転、登記名義人表示変更・更正登記嘱託書の

作成・提出等の業務を受託しました。 

（3）寒川町道路課 

令和２年度に引続き、道路課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について所有権保存、所有権移転、登記名義人の表

示変更・更正登記業務を受託しました。 



 

７．相模原支部  

進行中の受託業務はありません。 

 

８．厚木支部 

（1）厚木市道路管理課 

相続人調査業務を受託しました。 

（2）厚木土木事務所 

用地課から河川改修工事に伴う権利調査業務を受託しました。 

（3）県央地域県政総合センター 

農地課から県営かんがい排水事業相模川右岸２期地区の調査及び登記業務を

受託しました。 

 

９．大和支部 

（1）綾瀬市 

令和２年度に引続き、道路管理課から道路用地取得に伴う所有権移転登記業務及

び相続人調査業務を受託しました。 

（2）海老名市 

令和２年度に引続き、道路管理課から道路新設整備事業に伴う所有権移転登記

業務を受託しました。 

（3）大和市 

   進行中の受託業務はありません。 

 

第２ 研究・研修活動 

社員の嘱託業務遂行の能力向上に資することと神奈川県司法書士会

会員への知識向上を目的として、例年研修会を実施している。 

社員研修 

 今年度は開催なし。 

   会員研修 

    開催日時 令和４年１月２８日 

    開催場所 神奈川県司法書士会館、及び Zoom 配信 

    テ ー マ 「所有者不明土地関連法案の再確認、法定相続人情報の利用に 

ついて」 

    講  師 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会相談役 

         東京司法書士会三多摩支会長 山田猛司先生 

 

    開催日時 令和４年２月１８日 

    開催場所 神奈川県司法書士会館、及び Zoom 配信 



テ ー マ 「民法・不動産登記法の改正、国庫帰属法案の解説」

講  師 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会相談役 

東京司法書士会三多摩支会長 山田猛司先生 

第３ 本部組織の充実 

（1） 業務開発委員会

（2） 研修委員会

（3）公益事業委員会において、ホームページの更新を行い、無料テレフォン相

談と無料出張相談を実施しました。 

第４ 関連友好団体との連携と協調 

（１）公益社団法人神奈川県土地家屋調査士協会と公開講座共催

今年度は開催なし

（２）全国公共嘱託登記司法書士協会協議会との協調

藤井理事長が、全司協副会長として全司協会務に従事しました。

（３）神奈川県職員研修会へ講師派遣

今年度は開催なし

（４）本会相続推進空家問題対策委員会、リーガルサポートかながわとの協調

（５）本会との協調

昨年に続き本会との連絡協調をし、公嘱協会の現状報告を行いました。

第５．令和３年度中の社員の異動 

令和３年３月３１日現在 １５７名 

入会した社員 １５名(内訳 個人 １１名、法人社員 ４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

令和４年３月３１日現在 １５９名 

第６．令和３年度中の事業収入 金３０，６７８，８９８円 

支部別の事業収入は、「各支部処理状況」を参照 



当期中における各支部処理状況は、次のとおりである。

《本部》

盛岡地方法務局 ¥11,764,800
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ¥479,600

綾瀬市区画整理事業　 ¥2,190,100

¥14,434,500

《横浜支部》

横浜市道路局 ¥1,307,178

横浜市都市整備局 ¥56,250

横浜市建築局 ¥2,225,120

横浜市港湾局 ¥1,996,815

横浜市環境創造局 ¥89,040

¥5,674,403

《横須賀支部》

横須賀土木事務所 ¥39,688

¥39,688

《小田原支部》

松田町 ¥493,020

平塚土木事務所 ¥71,570

県西土木事務所小田原土木センター ¥226,470

県西地域県政総合センター ¥80,320

¥871,380
《湘南支部》

藤沢市 ¥2,701,030

茅ヶ崎市 ¥3,017,962

寒川町 ¥399,985

¥6,118,977

《厚木支部》

厚木市 ¥11,070

厚木土木事務所 ¥2,816,800

県央地域県政総合センター ¥94,180

¥2,922,050

《大和支部》

綾瀬市 ¥78,560

綾瀬市土地開発公社 ¥66,100

海老名市 ¥188,060

高座清掃施設組合 ¥149,720

大和市 ¥135,460

¥617,900

¥30,678,898



令和３年度受託収入一覧

入金日 金　額 受託先

日付 金額 官公署

4月30日 96,800 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

4月30日 591,800 厚木土木事務所

4月30日 206,850 藤沢市

4月30日 1,485,000 厚木土木事務所

4月30日 334,107 茅ヶ崎市

4月30日 28,810 海老名市

4月30日 740,000 厚木土木事務所

4月30日 89,040 横浜市環境創造局

4月30日 80,320 県西地域県政総合センター

4月30日 255,834 寒川町

5月31日 17,300 綾瀬市

5月31日 35,760 綾瀬市

5月31日 597,980 藤沢市

5月31日 2,225,120 横浜市建築局

5月31日 56,250 横浜市都市整備局

5月31日 662,902 茅ヶ崎市

5月31日 304,302 横浜市道路局

5月31日 304,382 横浜市道路局

6月30日 310,780 横浜市道路局

6月30日 131,800 松田町

6月30日 57,920 藤沢市

6月30日 105,565 茅ヶ崎市

7月30日 37,890 海老名市

7月30日 427,215 横浜市港湾局

7月30日 189,140 藤沢市

7月30日 19,200 大和市

7月30日 15,620 高座清掃施設組合

7月30日 136,940 松田町

7月30日 71,570 平塚土木事務所

7月30日 149,368 茅ヶ崎市

8月31日 126,964 横浜市道路局

8月31日 14,810 海老名市

8月31日 307,420 藤沢市

8月31日 14,810 高座清掃施設組合

8月31日 16,430 高座清掃施設組合

8月31日 19,200 大和市

8月31日 14,000 海老名市

9月30日 1,569,600 横浜市港湾局

9月30日 169,040 藤沢市

9月30日 28,180 大和市

9月30日 107,655 横浜市道路局

9月30日 254,932 茅ヶ崎市

（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日）



入金日 金　額 受託先

10月8日 11,764,800 R02盛岡地方法務局

10月29日 382,800 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

10月29日 105,564 茅ヶ崎市

10月29日 30,430 高座清掃施設組合

10月29日 100,120 松田町

10月29日 66,100 綾瀬市土地開発公社

10月29日 247,080 藤沢市

10月29日 14,000 高座清掃施設組合

10月29日 144,151 寒川町

10月29日 140,388 茅ヶ崎市

11月30日 336,470 藤沢市

11月30日 39,688 横須賀土木事務所

12月10日 2,135,800 綾瀬市区画整理事業　

12月24日 14,000 高座清掃施設組合

12月24日 355,735 茅ヶ崎市

12月24日 207,680 藤沢市

12月24日 14,000 高座清掃施設組合

12月24日 64,000 松田町

1月28日 18,100 綾瀬市区画整理事業　

1月28日 272,344 茅ヶ崎市

1月28日 110,240 藤沢市

1月28日 25,500 綾瀬市

1月28日 14,810 高座清掃施設組合

1月28日 60,160 松田町

1月28日 43,090 海老名市

1月28日 15,620 高座清掃施設組合

2月8日 36,200 綾瀬市区画整理事業　

2月25日 28,810 海老名市

2月25日 20,650 海老名市

2月25日 153,095 横浜市道路局

2月25日 232,758 茅ヶ崎市

2月25日 226,470 県西土木事務所小田原土木センター

2月25日 130,400 藤沢市

2月25日 68,880 大和市

3月30日 219,561 茅ヶ崎市

3月30日 140,810 藤沢市

3月30日 184,738 茅ヶ崎市

3月30日 94,180 県央地域県政総合センター

3月30日 11,070 厚木市

令和３年度合計 30,678,898



業務日誌 2021/04/01　～　2022/03/31

令和3年4月9日 無料出張相談
13:30～14:30 場所： 横浜市港湾局

出席： 西川副理事長

令和3年4月15日 横浜地方法務局長就任挨拶
10:40～11:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 藤井理事長

令和3年4月15日 正副理事長会
18:30～20:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、荒井副理事長、
佐藤専務理事

令和3年4月19日 無料テレホン相談（小田原土木センター）
10:00～10:30 場所： 担当社員事務所

出席： 松木理事

令和3年4月20日 監査
18:00～19:30 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、永井監事、工藤幹事

令和3年4月23日 理事会
18:00～19:00 場所： Zoom会議

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、荒井副理事長、
佐藤専務理事、中澤理事、柳川理事、須藤理事、松木理事、
八木理事、中井理事、工藤監事

令和3年4月28日 無料テレホン相談（小田原土木センター）
10:00～10:30 場所： 担当社員事務所

出席： 松木理事

令和3年5月14日 無料テレホン相談（小田原土木センター）
10:00～11:00 場所： 担当社員事務所

出席： 松木理事

令和3年5月17日 総会議事進行打合せ
16:00～17:00 場所： Zoom会議

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、佐藤専務理事、須藤理事、
柴田哲社員

令和3年5月18日 無料テレホン相談（小田原土木センター）
10:00～11:00 場所： 担当社員事務所

出席： 松木理事

令和3年5月28日 第３６回定時社員総会
19:30～21:00 場所： リロの会議室（関内横浜スタジアム前）

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、荒井副理事長、
佐藤専務理事、中澤理事、須藤理事、工藤監事

令和3年6月1日 無料出張相談（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構
14:00～16:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 藤井理事長、西川副理事長、佐藤専務理事



令和3年6月9日 正副理事長会
17:00～18:30 場所： Zoom会議

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、中澤副理事長、
佐藤専務理事

令和3年6月11日 無料出張相談（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構
15:00～18:30 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 藤井理事長、西川副理事長、佐藤専務理事

令和3年6月15日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　開札立会
10:00～11:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 西川副理事長

令和3年6月15日 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構案件　社員打合せ
18:00～20:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 藤井理事長、西川副理事長、佐藤専務理事、田中宏和社員、
宮﨑社員

令和3年7月2日 理事会
18:00～19:30 場所： Zoom会議

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、荒井副理事長、
中澤副理事長、佐藤専務理事、柳川理事、八木理事、
大西理事、中井理事、松木理事、小宮山理事、
加藤淳一理事、工藤監事、小越監事

令和3年7月5日 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構案件社員打合せ
18:00～19:35 場所： Zoom会議

出席： 藤井理事長、西川副理事長、佐藤専務理事、田中宏和社員、
宮﨑社員

令和3年7月15日 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構案件社員打合せ
18:00～20:15 場所： Zoom会議

出席： 藤井理事長、西川副理事長、佐藤専務理事、田中宏和社員、
宮﨑社員

令和3年7月20日 無料出張相談
10:00～11:00 場所： 横浜市道路局

出席： 西川副理事長

令和3年7月21日 横浜地方法務局相続人等調査業務　開札立会
10:00～11:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 藤井理事長、西川副理事長

令和3年8月1日 無料出張相談
14:00～15:00 場所： 横浜市道路局

出席： 西川副理事長

令和3年8月3日 「長期相続登記等未了土地解消作業について」Zoom座談会
18:30～19:30 場所： Zoom会議

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、荒井副理事長、
中澤副理事長、佐藤専務理事、中井理事、加藤理事

令和3年8月5日 無料出張相談　横須賀土木事務所
10:30～11:30 場所： 神奈川県司法書士会館



出席： 藤井理事長

令和3年8月12日 無料テレホン相談（平塚土木事務所）
10:00～11:00 場所： 担当社員事務所

出席： 松木理事

令和3年8月16日 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構案件社員打合せ
18:00～20:00 場所： Zoom会議

出席： 藤井理事長、西川副理事長、佐藤専務理事、田中宏和社員、
宮﨑社員

令和3年9月3日 無料テレホン相談（県央地域県政総合センター農政部農地課）
13:00～13:30 場所： 担当社員事務所

出席： 八木理事

令和3年9月6日 無料出張相談
10:00～10:30 場所： 横浜市都市整備局都市再生課

出席： 西川副理事長

令和3年9月8日 無料テレホン相談（神奈川県健康医療局総務室）
14:00～14:30 場所： 担当社員事務所

出席： 三輪副理事長

令和3年9月9日 正副理事長会（盛岡案件報酬精算案の検討）
18:00～19:30 場所： Zoom会議

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、荒井副理事長、
中澤副理事長

令和3年9月28日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　リーダー打合せ
18:00～19:30 場所： Zoom会議

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、中澤副理事長、
佐藤専務理事

令和3年10月4日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～18:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、佐藤専務理事

令和3年10月5日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～17:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、中澤副理事長、
佐藤専務理事

令和3年10月8日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　社員説明会
17:00～20:00 場所： 神奈川県司法書士会館、Zoom

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、中澤副理事長、
佐藤専務理事、矢部社員

令和3年10月12日 見積打合せ
10:30～11:30 場所： 県央地域県政総合センター農地課

出席： 八木理事

令和3年10月15日 無料テレホン相談（平塚土木事務所）
10:00～10:30 場所： 担当社員事務所

出席： 松木理事



令和3年10月18日 無料テレホン相談（神奈川県庁畜産課）
15:00～15:20 場所： 担当社員事務所

出席： 三輪副理事長

令和3年11月8日 無料テレホン相談（厚木土木事務所津久井治水センター）
15:45～16:00 場所： 担当社員事務所

出席： 大西理事

令和3年11月26日 無料テレホン相談（横浜市都市整備局都市再生課）
13:10～13:20 場所： 担当社員事務所

出席： 西川副理事長

令和3年12月7日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～17:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 中澤副理事長、佐藤専務理事

令和3年12月9日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～17:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 三輪副理事長、西川副理事長

令和3年12月13日 無料テレホン相談
10:30～11:00 場所： 担当社員事務所

出席： 中井理事

令和3年12月14日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～17:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 西川副理事長、中澤副理事長

令和3年12月16日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～17:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 中澤副理事長、三輪副理事長

令和3年12月24日 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構年末挨拶
11:00～11:30 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 藤井理事長

令和4年1月11日 横浜地方法務局年始挨拶
10:00～10:30 場所： 横浜地方法務局

出席： 藤井理事長、西川副理事長、佐藤専務理事

令和4年1月11日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～16:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 中澤副理事長、佐藤専務理事

令和4年1月13日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～16:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 三輪副理事長、西川副理事長

令和4年1月18日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～16:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 中澤副理事長、佐藤専務理事

令和4年1月20日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～16:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 三輪副理事長、中澤副理事長



令和4年1月25日 無料テレホン相談（小田原市役所管財課）
13:00～14:00 場所： 担当社員事務所

出席： 松木理事

令和4年1月28日 令和３年度公嘱第１回会員研修会
17:30～21:00 「所有者不明土地関連法案の再確認、法定相続人情報の利用について」

場所： 神奈川県司法書士会館、及びZoom配信
出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、中澤副理事長、

矢部社員

令和4年2月1日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～17:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 西川副理事長、佐藤専務理事

令和4年2月3日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～17:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 三輪副理事長、中澤副理事長

令和4年2月8日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～17:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 西川副理事長、中澤副理事長

令和4年2月15日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～17:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 西川副理事長、佐藤専務理事

令和4年2月17日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～17:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 三輪副理事長、中澤副理事長

令和4年2月18日 令和３年度公嘱第２回会員研修会
17:30～20:30 「民法・不動産登記法の改正、国庫帰属法案の解説」

場所： 神奈川県司法書士会館、及びZoom配信
出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、中澤副理事長、

佐藤専務理事、矢部社員

令和4年3月1日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～16:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 中澤副理事長

令和4年3月3日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～16:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 三輪副理事長、西川副理事長

令和4年3月3日 正副理事長会
18:00～19:40 場所： Zoom会議

出席： 藤井理事長、三輪副理事長、西川副理事長、荒井副理事長、
中澤副理事長、佐藤専務理事

令和4年3月8日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～16:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 中澤副理事長、西川副理事長

令和4年3月10日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業



15:00～16:00 場所： 神奈川県司法書士会館
出席： 三輪副理事長、佐藤専務理事

令和4年3月15日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～16:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 三輪副理事長

令和4年3月17日 盛岡地方法務局長期相続登記等未了土地解消作業　発送作業
15:00～16:00 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 西川副理事長、中澤副理事長

令和4年3月17日 無料テレホン相談（神奈川県住宅営繕事務所）
15:00～15:30 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 西川副理事長

令和4年3月28日 横浜地方法務局長退任挨拶
10:15～10:30 場所： 神奈川県司法書士会館

出席： 藤井理事長
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