『 表紙の写真： 東京国際フ ォ ーラ ム

東京都千代田区丸の内 3 丁目 5 番 1 号』

令和２ 年１ ０ 月２ ６ 日に開催し た土地家屋調査士制度制定７ ０ 周年記念シン ポジウ ム の会場であ る 東京国際
フ ォ ーラ ム を 東京交通会館から 撮影し たも のです。
シン ポジウ ム の概要は本冊子７ ページに掲載し ていま す。
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『 公嘱協会 第2号』の発刊に寄せて
全国土地家屋調査士政治連盟
会
こ のたび公嘱協会第２ 号が 発刊さ れま すこ と 誠に
おめでと う ござ いま す。
そし て 、 寄稿の 機会を いた だき まし たこ と 、 厚く
御礼を申し 上げま す。

長

椎名

勤

取り 組んでいま すが、 実現は決して 簡単ではなく 、
連合会、 全公連、 全調政連の団結が 必要と 感じ て
いま す。
三者は、 昨年の７０ 周年記念シン ポジウ ムを 機会

政治連盟と 公嘱協会は、 こ れから 土地家屋調査

に 連 携を 確認し まし た が、 小 異を 捨て て 大同につ

士制度が歩む道程において 、 し っかり と 連携し 、 制

く 、 更に強い団結力で 臨ま な け れば法改 正はでき

度の発展に貢献し なければなら ないと 考えま す。

ま せん。 団結を 図り たいと 考えま す。

令 和元 年度の 土地 家 屋調 査 士 試 験 受 験 者は

狭隘道路解消については、 前記シン ポジウムでそ

4198名でし たが、 令和２ 年度の受験者は、 おそらく

の必要性を 訴え 、 各党議員連盟総会において 、 狭

4000名を下回ったのではないでし ょ う か。

隘道路に特化し た 予算の 創設と 国によ る 狭隘道路

こ のまま 受験者が減少し 続ければ制度そのも のの
見直し の声があがってく るでし ょ う 。

解消の指針の策定を要望し まし た 。
当局はいずれの要望にも 消極的であり まし た が、

全調政連は、 そのよう なこ と になら ないよう 、 先

狭隘道路解消の必要性については認識を共有してお

人の遺産に加えイ ンフラ 向上に寄与する 新たな業務

り ま すので、 あき ら める こ と なく 、 狭隘道路研究会

を 積み上げ、 魅力ある 土地家屋調査士制度と して 、

の立ち 上げも 視野に入れな がら 、 実現に向け た 政

次の担い手に引き 継ぎたいと 考えていま す。

治活動を展開致し ま す。

新たな業務は公共調達の中に埋も れていま す。

一昨年の法改正において 、 土地家屋調査士は、

防災・ 減災・ 国土強靭化政策が 推進さ れる 今日、

筆界を 明ら かにする 業務の専門家である 旨が法第１

土地家屋調査 士の 行う 業務、 と り わけ公嘱協会が

条に明記さ れ、 地位の向上が実現致し まし たが、 公

行う 業務は、 国土強靭化政策の 礎を 為すも のであ

嘱協会や調査 士法人が 筆界を 明ら かにする 業務を

り 、 その活躍が 期待さ れていま す。

行える 明文の規程は、 今なお存在し ま せん。

地籍調査事業における 筆界未定地の 解消、 官民

こ の 問題は 極めて 重要であり 、 最優 先課 題と し

境界確定事務の民間委託、 狭隘道路解消、 道路内

て 、 社会の 要請、 実状に照ら し た 法令改正を 連合

民有地解消、 いずれも 公嘱協会の 得意と する 分野

会、 全公連と 連携し 求めて行き たいと 考えま す。

であり ま す
全調政連は、 こ れら の 分野において公嘱協会等
が 誇り を 持って 専門性を 発揮でき る 法的環境づく り

各単位公嘱協会及び 社員の 皆様におかれまし て
は、 力強いご 支 援、 ご 協力を 賜り ま すよう よ ろし く
お願い申し 上げま す。

に邁進し ま す。
その一環と して 、 土地家屋調査士法第６４ 条の改
正、 土地家屋調査 士法施行規則第２９ 条の改正に
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公嘱協会 2021

こ のよう な異例な状況下ではあり まし たが、 各担当
者の努力の甲斐も あり 、 作業も 順調に進んでいき 、
無事に縦覧も 終えるこ と が出来ており ます。
今後も 感染症に十分気を 付けて 業務完了を 達成さ
せたいと 思っており ます。

△作業区域内の完成後の堤防。
左側は旧北上川。（ 中央２ 丁目付近）

△縦覧の受付付近。 感染症対策が施さ れている ）。

今回の作業概要につきましては下記の通り と なり ます。
≪令和元・ ２ 年度震災復興型地図作成作業概要≫
地

区： 石巻市住吉・ 中央・ 石巻駅周辺地区

（ 石巻市旭町、 鋳銭場、 駅前北通り 一丁目、 住吉町一丁目及び二丁目、 千石町、 立町一丁目及び二丁目、 中央一
丁目から 三丁目ま で（ 区画整理実施地区及び区画整理実施予定地区を 除く ）、 東中里一丁目から 三丁目ま で並び
に元倉一丁目及び二丁目の全部）
面

積： １ ． ０ ０ 平方キロメ ート ル

筆

数： ４ ， ８ ５ １ 筆

公嘱協会 2021
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地籍調査事業と 筆界特定制度

１ ．筆界特定制度と は
本制度が運用さ れるまでは、筆界
（ 境界）に関する 紛争の解決は裁判上の境界確定訴訟又は所有権確認訴訟に
よる 手続し かあり ませんでし た。
平成１ ５ 年６ 月、司法制度改革及び平成地籍整備の流れを受けて、内閣に都市再生本部が設置さ れ筆界をめぐ
る 紛争を早期に解決すると 共に、 地図の整備の促進に寄与するよう な制度を設けるための法整備が検討さ れまし
た。
こ のよう な経緯から 、法務局が境界紛争を迅速に解決する 筆界特定制度が創設さ れ、平成１ ８ 年１ 月２ ０ 日から
その運用が開始さ れまし た。
２ ．地方公共団体による 筆界特定申請
土地基本法等の一部を改正する 法律（ 令和２ 年法律第１ ２ 号） による 不動産登記法（ 平成１ ６ 年法律第１ ２ ３ 号）
の一部改正により 、地籍調査の円滑化・ 迅速化を図る 観点から 地方公共団体による 筆界特定の申請制度
（ 不動産
登記法第１ ３ １ 条２ 項）が創設さ れ、地籍調査を現に実施している 地方公共団体による 筆界特定の代位申請ができ
るよう になり まし た。
３ ．筆界特定申請の申請人と なる 者
① 不動産登記法第１ ２ ３ 条第５ 項
所有権登記名義人等所有権の登記がある 一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一
筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題
部所有者の相続人その他の一般承継人を 含む。
② 不動産登記法第１ ３ １ 条第２ 項
（ 令和２ 年９ 月２ ９ 日施行）
地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のう ちいずれかの者の同意を得たと きは、筆界
特定登記官に対し 、当該土地の筆界
（ 第１４ 条第１ 項の地図に表示さ れないも のに限る 。）について、筆界特定の申
請をするこ と ができる 。
③ 筆界特定手続を代理するこ と ができる 有資格者
筆界特定の手続は、 現地の調査及び測量に関する 専門性が要求さ れると とも に、 一般の法律事件についての素
養が要求さ れているこ と から 、次の資格を有する 者が、業として筆界特定の手続の申請代理業務をするこ と ができ
ます。
１ 土地家屋調査士
（ 土地家屋調査士法第３ 条第１ 項第４ 号）
２ 弁護士
３ 簡易訴訟代理等関係業務を行う こ と につき認定を受けた司法書士
（ 司法書士法第３ 条第２ 項）
ただし 、 司法書士ができる 手続は、 対象土地の価格の合計額の２ 分の１ に１ ０ ０ 分の５ を 乗じ た額が１４ ０ 万円
を 超えない場合に限ら れます。
４ ．公共嘱託登記土地家屋調査士協会
（ 以下
「 協会」と いう ）と 地籍調査
＜協会が地籍調査を受託するこ と について＞
平成２ ３ 年１ 月３ １ 日付法務省民二第２ ４ ５ 号民事局民事二課長回答により 、 土地家屋調査士法（ 昭和２ ５ 年法
律第２ ２ ８ 号）上何ら支障がない旨の通知があり 、全国の協会に積極的に地籍調査事業への参画を啓発しており ま
す。
また令和２ 年９ 月２ ９ 日には、 法務省民事局民事第二課より 、 地方公共団体が不動産登記法第１ ３ １ 条第１ 項又
は第２ 項に基づく 筆界特定の申請をする 場合に、 当該筆界特定手続についての代理や当該手続に必要な書類等
を協会が業として受託するこ と は、土地家屋調査士法第６ ４ 条に違反し ないも のと 解さ れ、地籍調査実施区域内に
おいては、公共嘱託登記土地家屋調査士協会も 申請代理できる旨の事務連絡を頂きまし た。
我々全公連、そして各単位協会は、地籍調査事業における 筆界未定地の解消はもと より 、公共工事に伴う 調査･
測量登記・ 狭あい道路解消などのインフラ 整備事業・ 災害時における 復旧･復興に向けた支援など 、 官公署の皆
様のパート ナーとして官民協働
（ PPP）への取組みを考え日々研鑽に努めており ますので、地元の協会へ是非ご 相談
く ださ い。
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熊本地震の概要
全公連理事
（ 熊本協会所属）

吉村

秀一

平成２ ８ 年４ 月熊本県から大分県を中心とし た「 平成２ ８ 年熊本地
震」は、 １４ 日（ 前震）と１ ６ 日（ 本震）の２ 度にわたる震度７ を観測す
る 地震が発生し 、余震は、同年４ 月１ ６ 日だけで１ ,２ ２ ２ 回、平成３ ０
年４ 月３ ０ 日までに４ ,４ ８ ４ 回観測さ れ、 マグニチュード ３ .０ 以上の地
震は１ ,２ ０ ０ 回を超えた。
被害は、死者２ ７ １ 名が重傷者２ ,８ ０ ８ 人、建物の被害、全壊が８ ,
６ ８ ８ 件、半壊が３ ４ ,７ １ ８ 件、公共物４ ３ ９ 棟をはじ め道路や橋の崩
壊や熊本城をはじ めと する文化財などに大きな被害を与えた。
熊本県調査士会（ 以下「 熊本会」と いう ）と 熊本県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会（ 以下「 熊本協会」と いう ）においては、 ４ 月１４ 日
会長を本部長と する「 平成２ ８ 年度熊本地震災害本部」を立ち上げ今
後の対応に当たった。
※写真「 益城町断層」
地震発生後に公共基準点のずれが発生しているこ と が判明し たこ
と から 、 官公署の担当職員や調査士会員等から 、 測量や境界の復
元・ 確認に対し 不安が生じ る 状態になった。
ただ、 現実的には広い範囲で平行移動し た地区が大部分であり 、
その地域内では基準点と 境界点と の相対的な異動はなく 、 任意座標
として利用が可能なこと から 、 その地区がどのよう に移動しているか
を見極めること で基準点として使用できること を確認し た。
そこ で、 公共物
（ 道路、 水路、 公園等）と の境界の確認する官公署
の相談に応じ るため「 熊本協会地震対策委員会」を設置し 、地区担当
として、熊本会の支部長、公嘱協会の地区長等を選任し 研修会等を
開催するなどして対応に当たった。
又、地積測量図の添付が必要な登記申請に関しては、兵庫県南部
地震による 土地の水平地殻変動と 登記取り 扱いについて平成７ 年３
月２ ９ 日付法務省民三第２ ５ ８ ９ 号「 地震による 地殻変動に伴い広範
囲にわたって地表面が水平移動し た場合には、 土地の筆界も 相対的
※写真「 熊本城飯田丸」
に移動し たも のとして取り 扱う 。なお、 局部的な地表面の土砂の移動
（ 崖崩れ等）の場合には、 土地筆界は移動し ないも のとして取り 扱う 。」とし た回答に基づき 地積測量図に熊本地震前
の座標であること を明記すること で通常どおり に取り 扱われた。
熊本協会の独自の復興活動として、 益城町、 熊本市における熊本地震における 木造住宅家屋被害認定の二次調査
及び再調査。
熊本地方法務局における 、熊本地震による 倒壊建物の滅失調査作業、土地の被害状況等実態調査作業、登記所備
付地図精度確認作業、街区単位の修正作業等を行った。
今後も 被災地益城町における 不動産登記法第１４ 条第１ 項地図の作成作業も予定さ れている 。

※写真「 熊本地震によ り 横ずれし た断層によ る 亀裂」
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※写真「 全壊し た重要文化財阿蘇神社楼門」
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一括譲与財産の管理業務を めぐ る 法的環境の変化について
（ 一括譲与財産の管理業務に公嘱協会１ が果た すべき 役割）
元東京法務局長

弁護士

寳金

敏明

1． 法定外公共物の一括譲与と それに伴う 財産管理者の交代
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２ ． 一括譲与後の市町村での財産管理の現状― 登記・ 官民境界確定事務の不実施
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３ ． 一括譲与財産についての境界確定・ 登記等をし ないこ と の法律上の問題点
⌉߁ږ ⌊␢⏢␀␆ݐাऐ␇⌊ ߕഝ܊इ⌱ ⎠⎛⎛⎝⏷⏠ܨఃࡆ⎜⎢⌲ ⏣␡⎜⎠ʂ߁Ԛ⏷եۀਮ␃⏢⏜⏾␚␂⏢⌊ ʤιߕഝ
␆ټنҙΠ৺܊इ੧␀⏵␤␃ʲ⏥इ⏜⏾␆ணۈਾл੧ۢ ⌊␇␀⏫␆⏵ ⌊⏯⏣⏯ ⌋⏜␂⏜⏾⏯ڞʂ̰␃ ⌊␢⏢␀␣␑ݐృ
ൣ߁⏭␖⏮␖␂ा⏰␛⏻н⏯⏾⏜␣⌋
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␆ۋ⏤⏚␣⌋ ⏯⏣⏯⌊ ܕो۴⏷␣ږাऐ␃␇⌊ ʔਬਾл⏯␂⏜␀⏜⏞ۋ␇␂⏜⌋ ږಱ␆ټنН⏞⏧⏱␣Ҟ␤␙
␂⏜⏣␡⏿⏚␣⎜⎞⌋
⌉ߕഝ␃ժ␡⏲⌊ ⏢␠⏵ݨټഋՊ܈ઌ⏯⏷⏫␀़ٲ۴␃तֹ⏱␣⏷␙␃␇⌊ ತਾл␆␇⏾⏜⏼␃ټنਾл␃ݨணा
ਾлѨ␋ݨഋՊడऌ ⌎ ʔਬਾл੧߷࡙ ⌱ږাऐ␆߈ߘ ⌊ो⌲ ⏱␣ஒവ⏤⏚␢⌊ Ыਾл␆ݨ ⌊␚⏾⏜⏼␃ټنഋ
Պʔਬਾл␆߷࡙ ⌱ߘो⌲ ⏯⏾⌊ ़ٲ۴␐␆तֹവԹ⏱␣ஒവ⏤⏚␣⌋ ⏵␆⏷␙⌊ ߕഝټنϹ൛␆ਚࡍЬ⏯⌊ ؒ
ൎತࢩ␃౫␣⏱ڡՓঁ⏣␡⌊ ߕഝټن ⌊␇⏾⏜⏼␃ټنϹ൛␆ঘΝਘ␂௰⏿⏚␣⌊ ணाਾлѨ␋ݨഋՊడऌਾл
⏭␡␃␇ݨ␆␡⏣ഋՊʔਬਾл␆ۢ␆⏾⏯␀ࢹ␆␡␤⏵ ⌊ךϡಱҙΠ৺␆ۢږ ⌊␇ڞಱ␃त⏯⏾ܕो۴⏷␣ږাऐ⏤
०⏯⏾⏜␣ృਘяಳ␀⏱␡ը⏠␠⏞⌋
⌉ഫ␃⌊ ږাऐ⏤ߕഝ֠⏷⏩ܕҒയټنϹ൛⏳⏲⌊ ܈֢ۀઌ⏭␤⏾⏯␖⏞␀⏜⏞ڸप⏤ओଷ⏯⏾⏜␣⏤⌊ ⏵␆␠⏞␂ڸ
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߁л ≲≻≳ ␆⌊ ږಱ⏣␡ټنϹ൛ܕो⏯⏾⏜␣۴␀⏯⏾␆ಳ␇⌊ եךృ߁⌊ ږಱ␃␠␣ܹಱ϶࡙؞ѯ␊⏜⏾␇ܹಱࣀ
␀⏜⏞ృਘ⑀⑾⑂⑲⑾⏿൞छ⏹⏭␤⏾⏜␣⌋
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ܹಱࣀ⏿⏵␆ਮ՟⏯⏧ؿ⏷␤⏭ॸښඟޮͤ⏯⏾⏢⏧⌋
⌉⏱␂⏹⌊ ⏭⏜⏷␖ঁఃࡆ⎝⎛⎜Ը⎞⎛ૈ ⌱⎝⎣⎢⎛⎞ۋఋ⌲ ␇⌊ ֠ઇϹ൛ᄥऩʛృΠ࡙ѯڸԹ ⌱ඕঁ⏤֠
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(3) 土地基本法の改正に伴う 市町村の責務の強化

⌉≲⎿≳≪Ͳࡍࢦ␆ੈঁР౾ృ⏤ʍ࠘⏯⏾⏜⏷кࡁ
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ృ␇⌊ ࣠इਾл␆ۢీْג␜ڞЮ␂␁⌊ ੈঁϹ൛⏯␂⏜␀⏜⏞ੈঁݨഋՊ␃Ԃ␣ْʑ␀⌊ ⏵␆Ե̀⌊ ߶␂۲ͥ
ा␀␂⏻⏾⏜␣ݨഋ۴ೀੈঁाৎࡴ␆⑊⌤␀⏯⏾⌊ ⏭␡␃␇ঁࡪৄڸ؞Ҵ␆ۢ⏞⏜␀ڞϡ֠␆ݮْʑ␃
त⏯⏾⌊ ⏵␤⏶␤қ⏜৺ਘத̵ഝ⏠⏾⏜␣␆⏤એষਘ⏿⏚␣⌋
⌉␀␢⏩݃വ␂␆␇⌊ ͲࡍੈঁР౾ృ⎡ߎ⏿⏚␣⌋ к৺␇⌊ ੈঁݨഋ۴੧␆ಳ৺␙␣␃⏷␢⌊ ़⎜ঁੈ ⌊⏿צ
␃⏼⏜⏾␆Р౾൛⌱Ͳࡍృ⎝ߎ⏣␡⎠ߎ⌲␃␆⏻␀␢⌊ੈঁݨഋ۴␇⌽ੈঁ␆ൖയѨ␋Ϲ൛ఆ␋␃܈ʲ⏞ךಳഋ⏱␣⌾
␀⏯⏾ੈঁϹ൛ԛइ⏱␣ಳೀл⏯⏷߁⌊ ़⎝⏿צൖയ ⌎ Ϲ൛ಳࠥ ⌊⏾⏯␀⏠׃߮␣⏱ך⌽ੈঁ␆ݨഋ۴␇⌊ ⌫⏵
␆ݨഋ⏱␣ੈঁ␃Ј⏱␣ਾл܊इ⏵␆ऒ␆ՊൖЈԂ␆ೀΠ̱␆⏷␙␆ࢲঈѨ␋Όੈঁ␆ݨഋՊ␆ҙ⎜⎠≪␆ೀΠ̱␆
⏷␙␆ࢲঈਚࡲ␃⌋⏜␂␡␂␈␤⏩␂␙␃⏞␠␣⏲ל⌾ ␀⏯⏾⌊ ੈঁ␆Պൖ␆ೀΠ̱␃̷⏠⌊ ੈঁҙ ⌱ݨഋՊ⌲
␆ೀΠ̱␆ಳֳ⏧ࢃೀ⏯⏾⏜␣⌋
⌉⏫␆Ͳࡍృ⎡ߎ␃ծ̔⏱␣⏣␆␠⏞␃⌊ Ͳࡍృ⎜⎞ߎ␇⌊ Ѩ␋ঁు֠Ғॶढ␃त⏯⌊ ਚࡍ␂ੈঁ␆ൖയѨ␋Ϲ൛␆Π
డ࠘␣⏷␙⌊ ੈঁ␆ൖയಖ␇Ϲ൛␆кࡁಖ␇ഔ␃Ј⏱␣ࢲঈਚࡲ␃␆צ ⌊␃␚␀␀␣⏲לԡ͜␃Ԃ␣ڸҴ␆ۢ
ڞѨ␋ΌڸҴ␆യ␃ҍ⏱␣ੈঁ␆ҙ ⌱ஔ⌲ ␆ೀΠ̱⏵␆ऒஒവ␂ࢲঈ␀⏫␣⏲לృਘಳ␀⏯⏾വ࡙⏯⏾⏜␣⌋
⌉≲⏁≳≪ੈঁР౾ృ␆Ͳࡍ⏤⌊ ږাऐ␆Ҵಳ␃ഝ⏠␣˜ҭ
⌉ঁࡪৄڸ؞Ҵ␇⌊ ږাऐ␆ڸۃۋಳ ⌱ঁుۃۋృ⎝ߎ⎣␀ ⌲צʄঈ⏩␡␤⏾⏜␣␚␆␆⌊ ತগ␈⏣␇␆্ࠄ⏯⏜␂܊
⏣⏯⏧␂⏜ঁࡪৄڸ؞Ҵ␃Ј⏯⏾␇⌊ ߁лͲࡍ⎜⎞ߎ␃Р⏽⏧ڞۢ␆␡⏣ɭඋ⏤қ␖␣⏫␀␇ۋೀ␀ը⏠␣⌋
⌉⏭␡␃⌊ ͲࡍੈঁР౾ృ␃␠␤␈⌊ ൠઇ੧␆ʤιߕഝږ⏷⏩ܕাऐ␇⌊ ⌽ੈঁݨഋ۴⌾ ⌱Ͳࡍ⎡ߎ⌲ ␀⏯⏾␚⌊ ␆ੈ
ੇרൖയ⌎ੇרϹ൛࠘␣␑⏥ ⌽ঁుۃۋढ⌾ ⌱Ͳࡍ⎜⎞ߎ⌲ ␀⏯⏾␚⌊ ʤιߕഝ␆त␣⏷ټنࡇךൠઇ⌎ࠟස੧␃⏼⏥⌊
ඕঁ␀␆ҙ␆ೀΠ̱Ѩ␋⏵␤␡␆ৼঁ␆ணۈਾлн⏫⏯⌊ ݨഋ۴␀⏯⏾డऌਾл⏞ךృਘಳ⏞⏫␀␀␂␣⌋
⌉␚⏻␀␚⌊ ⏵␤␡␆ಳ␇⌊ ఃࡆ⎜⎟⏣␡⎜⎢␃⏣⏩⏾ږাऐ⏤ൠઇ ⌎ ࠟස␆ʤιߕഝۀ⏷⏩ܕਮ⏣␡⌊ Մࢦ␀⏯
⏾␇ऌ⌋⏷⏜⏾⏯ك
⌉⏯⏣⏯⌊ ࢦл⎝⌍ ⏿ ⌊␢⏢␀⏷␑ݐओ⏧␆ږাऐ␃⏢⏜⏾␇⌊ ഛٽँ ⌎ࠇʯँ੧൛␃⌊ եߕ ⌊⏿␖␣ڬ␃كഝܕ
⏩⏷ൠઇ ⌎ ࠟස ⌎ િʲԗ੧␆ʄঈୗʇవιਘ␃ৄऀ؞ඈ⏱␣⏫␀␚␡ۋҙΠ⏱␣⏫␀␚⏯⏾⏜␂⏜⌋ ⏵␆⏷␙⌊
⏣␂␢␆ږাऐ␃⏢⏜⏾⌊ ʤιߕഝ␆त␀␂␣ൠઇ⌎ࠟස੧⏤␁⏫␃␁␤⏧␡⏜ऌ ⌊⏣␆␣⏱ك૮ɦ⏯⏾⏜␂⏜ߑң␃⏚␣⌋
⏵␆Ёਮ␃⏢⏜⏾␇⌊ ۋղ⏤࣠इ⏯⏷ੈঁ⏤␁⏫␃␁␤⏧␡⏜ऌ⏣␣⏱ك௰⏣⏻⏾⏜␂⏜࣠इತਾлੈঁݨഋ۴␀̳␡క
␣␀⏫␥␇␂⏜⌋
⌉⏜⏲␤␃⏳␠⌊ ߁лഏഛк৺⏤ʤιߕഝ⏾⏜⏼␃ټنਚയ⏭␤␣␀⏯⏾␚⌊ ⏚⏧␖⏿ۺӎ␆ڛ௫⏜ഏഛ␀⏰⏧⌊ ␀⏲ۋ
ժੇ⏤⏚␣⌋ ʤιߕഝ⏣␡⎜⎠␆⏥شԸԚ⏷ե⏢␂␚⏾⏻⏚⏿كడऌਾл␆ۢ ⏞⏜␀ڞ⌽ਚࡍ␂Ϲ൛⌾ ऩ⏻⏾⏜␣
␀⏜⏞␆⏿⏚⏻⏾␇⌊ ʛృ⏣␚␀⏧␂ދ⏿⏚␢⌊ ࡇךਘઽ␇ೈ␤␂⏜⌋
⌉⏵⏞⏱␣␀⌊ࢦ⌊␢⏢␀␆ ≳≼≲ ݐΌږাऐ␆ܹಱ␇⌊ʤιߕഝݨټنϹ⏱␣ߠʯ⏤ʛృ␇⏧⏯܃␃␆ټنϹ൛ऩ⏻
⏾⏜␣␀⏯⏾⌊ܹಱ϶࡙؞ѯ⏿⏥␣⏫␀␀␂␣⌱ঁుۃۋృ⎝⎟⎝ߎ⎜⌊⏲␡␂␗␆ ⌋⌲צʤιߕഝ⏷⏩ܕൠઇ␜ࠟස੧␆⌱Ѻ⌲
ృ৺֠Ғ௮␆ࢪ␖⏷␇ʤ⏤ృࢂҀ⏭␤⏷␢⌊ ܈֢ۀ␢␠␃ࠇڦઌ⏭␤⏵⏞␃␂⏻⏾⏜␣␆␃⌊ ݨϹ⏱␣ߠʯ⏤ϡ
ಱҙΠ੧␆Ϲ൛Ҵಳ␜ऴ⏥࡙ѯ੧ ⌊␇⏥␀␣⏚⏤ߌڸ⏞⏜␀⏜␂ךْʑ␆ʛృ൛␃ܹಱࣀ ⌱ঁుۋ
ۃృ⎝⎟⎝ߎ⎝⌲ ␚ਃн⏿⏥␣⏫␀␃␂␥⏞⌋
⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪
≪⌽ݨഋՊ␆ҙ⌾ ␀␇⌊ড়ߋ␇ݨഋՊ␀ݨഋՊ␆ҙ ⌱ݨഋՊ⌲ ⌊␚␀⏻␚ ⌋⏱ښృ ≻≽≪ߎ␇⌊⌽ੈঁ␆ҙ⌾ ⌱ড়ߋ␇ஔ⌲⏱ښ

≻≿

␀ணե⏯⏾⏢␢⌊ ஒ⏲⏯␚ݨഋՊ␆␗ʍ⏷⏯ۑృ␀␇ը⏠␂⏜⌋ ݨഋ۴␇ڦਘҙ⏷␣ ⌽ݨഋՊ⌾⌊ ֠ ⌎ Ғॶढ␇֠ృ߁␆
ҙ⏷␣ஔϹ൛⏳␠␀⏜⏞⏫␀⏿⏚␥⏞⏣⌋ ⏜⏲␤␃⏳␠⌊ ϡ֠ݨ␣␠␃ݮഋՊ␆Π␃⏷⏻⏾␇⌊ ߋ␃ஔ␀␆ᬙᬞ⏤␂⏜␠
⏞␃ଅ൴⏯⌊ ൺ۴⏤ᬙᬞ⏱␣߈ ⌊␇␃௰ஔ੧ۢ ⏾⏯ڞ⌽ݨഋՊԽஔ⌾ ␀⏱␣⏫␀␃␠␢⌊ ௺ࣞತࢩ␃౫␣⏱ڡஒവ⏤⏚␣⌋
ࡳপ ⌽ҙ␆൛ේ␀ۢಳ⌾ ⌳Ͳ⌴ ⊁≼≪ఋ ≿≪⌋ޤٴ
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⌉؇ͧ␆ੈঁР౾ృ␆Ͳࡍ␇⌊ ߁л␆ߠಳऩಟ⏤⌊ ॣ␂␣ࡇךਘઽ␃൭␖␡⏲⌊ ̼ਘ␆ঁੈ␆⏾⏯␀ࠅښਚࡍϹ൛
␃Ԃ␣ృਘಳ␃␚ʛେ⏱␣⏫␀ೀΠ␃⏯⏾⏜␣⌋ ⏱␂⏹ȍਚࡍ␂Ϲ൛␆ࡍഔ⏱␣ಳ ⌱ృ⎜⎞ߎ⌲ ␃ږা
ऐ⏤␡ۋʛେ⏯⌊Ȏੈঁݨഋ۴␀⏯⏾⌊ ⏚⏷⏣␚࣠इತਾлݨ␆ټഋ۴␀ഫ␃⌊ ⌽⌫⏵␆ݨഋ⏱␣ੈঁ␃Ј⏱␣ਾл
܊इ⏵␆ऒ␆ՊൖЈԂ␆ೀΠ̱␆⏷␙␆ࢲঈѨ␋Όੈঁ␆ݨഋՊ␆ҙ␆ೀΠ̱␆⏷␙␆ࢲঈਚࡲ␃⏞␠␣⏲ל
␃␙␂⏩␤␈␂␡␂⏜⌾ ␀␆ͲࡍੈঁР౾ృ⎡ߎ␃ೀΠ␃ʛେ⏯⏾⏜␣⌋
⌉⏵␤␞⏠⌊ ʤιߕഝږ⏷⏩ܕাऐ␇⌊ ൠઇ⌎ࠟස੧␆ʤιߕഝ⏣␡⎜⎠Ԛ⏷ե ⌊كృ␆ѯ␙␣ऀඈ␜⌊ ҙΠ⌊
௰ஔْ࠘ࡆ⌊ ணۈਾл੧қඋ␃ࠞࠄ⏱␑⏥ృਘಳ०⏯⏾⏜␣␀ը⏠␠⏞⌋

４ ． 一括譲与財産の管理に係る 公嘱協会 16 の役割
⌉≲≻≳≪֠ߘҔͥ␃␠␣ணۈਾлߘोڸಳѨ␋ϡಱҙΠ৺Ҵಳ␆ܕो
⌉ͲࡍੈঁР౾ృ␃␠⏻⏾⌊ ږাऐ␆ੈঁݨഋ۴␀⏯⏾␆ಳ␇⌊ ʤ࣎ೀ␡⏣␀␂⏻⏷⌋ ږাऐ⏤ʤιߕഝ␆ټنਚࡲ␂
Ϲ൛⏳⏲␃ీঈ⏯⏾⏢⏧⏫␀␇⌊ ࣠इీ␆ټنঈ␜⌊ ీْגЮঁ␆Κऻ␂␁␀⏰⏧⌊ ̼ਘк⏿␆֠Ғਘൖ˭ए
␂⏞␚␆␀ը⏠⌊ ͲࡍੈঁР౾ృ␃େ⏱␣␀ը⏠␠⏞⌋
⌉ऒు⏿ږাऐߠʯ␇⌊ ҷ␙⏾ۡڳ⏜רഋ⏱␣֠ಳʯܶॶ⏿⏚␢␂⏤␡⌊ ಟࡅਘ␂ࠇ܊ँ␀⏲⏣⎝〈⎞⏬␀␆ࠇڸ
⑸⌤⌤⑂⑲⑾Ѩ␋Վܢढࡁ␆␂␁␆␆ঁੈ ⌊␢␠␃ߌڸݲਾлߘोڸಳ␜ϡಱҙ␆Π৺ڸಳ␀⏜⏞ࢄ೧ࡅ␆ר
⏜Ҵಳ⏱␂⏫␡ۋ૧උΟઌ⏱␣Яͥ␃ౕ⏯⏜␀⏜⏞եۢ⏤⏚␣⌋
⌉ੈঁ̼̤ৄ␆ڐ؞ঘ⏿␚֠ߘҔͥ␇⌊ ۲ʯ⏿⏚␣ੈঁ̼̤ৄࢄ␆⏵⏤␡ڐ؞೧ਘ૧උԵ⏾⏯ϡ֠ݮ੧␃␠␣
␆ټண␃ۈЈ⏱␣ਾл␃ஒവ␂ৄऀ ⌎ ؞ඈಖ␇⏵␆ਾл␆ߘो ⌎ ߷࡙␆⌊ ਚࡍ⏣⏼ࠑं␂ۢ␃ڞУഝ⏱␣⏫␀ਘ␀
⏯⏾⏜␣ ⌱ټਾлృ⎡⎞ߎ⌲⌋ ⏵␤␞⏠⌊ ږাऐ⏤ʤιߕഝऻ⏷⏩ܕඈ␆ੈঁ ⌱ൠઇ ⌎ ࠟස੧⌲ ␆ʄঈ ⌎ ԋ
ߑ␀␢⏩ඕࡴੈঁ␀␆ஔৄऀ ⌎ ؞ඈ⏯⌊ ⏵␆ࡆ̀␃Р⏽⏜⏾ږাऐह൛⏯⏾ணۈਾл␆ߘोਚࡍ⏣⏼ࠑं␃
ߘ֠ ⌊␇⏾⏜⏼␃⏞ךҔͥ⏤⏵␆ࢾߟԋप␃ࡐ⏯␡ޤെਘ␃ਚ⏯⏾⏜␣␀ը⏠␠⏞⌋
⌉౾⏿त␀␂⏻⏾⏜␣␆␇⌊ ़ٲ۴ݨഋ␆ੈঁ␃Ј⏱␣ணۈਾл੧⏿␇␂⏧⌊ ږাऐݨ⏤ࠂۋഋ⏱␣␃⏷⏻ڬʤιߕ
ഝ␣⏷ټنൠઇ ⌎ ࠟස੧␃Ј⏱␣ணۈਾл੧␆ߘोҴಳѨ␋⏵␆ࢦਃ␀␂␣ϡಱҙ␆ৄ؞Ҵಳ⏿⏚␣⌋ ⏵␆Ҵಳ␆
ܕो␃ృඝ߁э␆ജঁ␇␂⏜⌋ ⏯⏣⏯␂⏤␡⌊ ≲≼≳ ʂ̰␃ ⌊␢⏢␀␣␑ݐஔએ৺߷࡙ह൛Ҵಳ␃⏼⏜⏾␇⌊ ܃ϣђ
ේ␆ജঁ⏤⏚␣⌋
⌉≲≼≳≪ʤιߕഝ␣⏷ټنൠઇ ⌎ ࠟස੧␃⏼⏜⏾␆ஔએ৺߷࡙ह൛␆
⌉⌉≲⊬≳≪ಾя܊␆␢ۺృ
⌉ʤιߕഝ␣⏷ټنൠઇ ⌎ ࠟස੧␆ʄঈ ⌎ ୗʇ␃⏼⏥⌊ ඕঁݨഋ۴␀␆І⏿Ҕђࠄ␙␣⏫␀⏤⏿⏥␂⏜߈ ⌊ஔએ
৺␆ह൛߷࡙֠ߘҔͥ⏤⏣⏭⏭⏜ ⌊␇⏾⏜⏼␃␆␀⏫⏞ךђේ␆ജঁ⏤⏚␣⌋
⌉֠ߘҔͥ␇ஔ␆ࢄ೧̼⏷␣ੈঁ̼̤ৄ␣⏱ߟࢾ⏤ڐ؞ృࠇ⏿⏚␢⌊ ணۈਾл␃ஒവ␂ৄऀ ⌎ ؞ඈ␂⏜⏯⏵␆ਾлߘ
ो ⌎ ߷࡙Ҵಳ␀⏱␣ʂ߁⌊ ࡐെਘ␃ஔએ৺߷࡙Պह൛Պഋ⏯⏾⏜␣␀ը⏠␠⏞⌋ ʤ␃⌊ ੈঁ̼̤ৄߟࢾ⏤ڐ؞
⏱␣ॶढ␀⏯⏾ஔ␃⏼⏥ৄऀ ⌎ ؞ඈ⏞ךՊ૧ഋ⏯␂⏤␡⌊ ␂⏢ੈঁ̼̤ৄڐ؞կഋ␆Պ૧⏷␣ஔએ৺߷࡙ह൛Պ
␇ഋ⏯⏾⏜␂⏜⌊ ␀⌋⏜⏧␃⏠ד⏵⏫␀⏫␣⏠ד
⌉⏯⏣⏯⌊ ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృ⎡⎟ߎ⎜⌱ ⎟ߎ␇צஔએ৺߷࡙ह൛Ҵಳ⌲ ʲയ⏯⏾⏜␂⏜⌋ ⏵␆൛␇⏢⏵␡⏧⌊ ⎟
Ҵಳ␚ࡐെਘ␃֠ߘҔͥ␆␂⏯ઌ␣Ҵಳ⏿␇⏚␣⏤⌊ ృ␇ۀೌ⌊ ֠ߘҔͥ⏤⏜␂␡␂␈␤⏩␂⏣٭Ҵಳ␆ঘ
⏿␇⌊ ஔએ৺߷࡙࣑৺⏱␣Ҵಳԋप⏤␂⏧⌊ ⎟ʲയ⏱␣ஒവϦ⏰⏾⏜␂⏣⏻⏷⏣␡ʲയ⏯␂⏣⏻⏷⏸⏩␀ࠞऀ⏭
␤␣⌋ ⏵␤␃␚⏣⏣␡⏲⌊ ␀⏜⏞⏣⌊ ␇ڸృේ␃Ѩ␋⏣␅␂⏜␀␆ଅ൴⏣␡⏿⏚␥⏞⏣⌊ Ѻെ␆ۢಳ␇⌊ ಾя܊␆␢ۺృ⌊
⏱␂⏹֠ߘҔͥ␇ۢۡਘ␃ஔએ৺߷࡙ह൛␆Ҵಳમത␃Јഝ⏱␣␚␆␆⌊ ⏹␂⏱;ॼ␆֍ثஔએ৺߷࡙ह൛
␆ԋېਘ܊इ⏸⏩␇⌊ Ҕͥ␆हண۴ಾя⏿␂⏧⌊ Ҕͥ␆ͥʯ⏷␣ੈঁ̼̤ৄږ␇⏜␣⏚ڐ؞াऐߠʯ␆ಾяך⏾␢ۺ
⏞␀␆ԋ␀⏷⏻⏚⏤␀⏫␣܈ېฉ⏯⏾⏜␣⌋
⌉⏯⏣⏯␂⏤␡⌊⏫␆ಾя܊⏥␑⏱ު␚⏿␀␢ۺృ␇⌊⏚⏷⏣␚⏜␞␣ড়౧҃фண⌱ ۈಱృ⎤⎟ߎ⌲ ࣑⏭⏳␣܊ృ⏿⏚␢⌊
Բ⏯⏾ࠞ⌋⎢⎜⏜␂␇⏿␆␚␣␤⏭ޅ
⌉≲⊭≳≪֠ߘ␆ஔએ৺߷࡙ה৺⏱␣ේҀ⌥⏵␆⎜
⌉ ⌊␃⏞ڙஔએ৺߷࡙␆ह൛ࠇڳΜ␇⌊ ੈঁ̼̤ৄࢪڐ؞ʯ⏤կഋ⏯⏾⏢␢ ⌱ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృ⎞ߎ⎜ঁੈ ⌊⌲⎟צ
̼̤ৄڐ؞ృࠇ␃␠␣ह൛⎜⎣≪␚ࢩ␃ഛ৺⏭␤⏾⏜␣ ⌱ټਾлృךڞкࣻ⎝⎛⎢ߎ⎝ ⌊⏹␂⏱ ⌋⌲⎝צஔೀ␡
⏣␃⏱␣⏷␙␆եңऀඈ␆⏵⏜ך৺Ե̀␃Р⏽⏜⏾ஔએ৺߷࡙ ⌊⏜ךஔ␆ؐҀ␀␂␣܇ۢڸਦͽ⏱␣⏫
⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪
≪ʤ۲ॶృࠇ֠Ғߘोਾлੈঁ̼̤ৄڐ؞Ҕͥ ⌋⏱ښʂ̰⌊ ⏰⌋

≻⊀

≪ੈঁ̼̤ৄڐ؞ʂ␆۴⏤ْࡆ⏯⏷ঁࡩऀඈ࠘०֠ಳʯ⏤ْࡆ⏯⏷⏣␆␠⏞␃ࢬ⏻⏾⌊ ணۈਾлߘो␆␆فਨڳൽ␀⏱␣

≻⊁

ඟ⏤࣑н⏭␤␣⌋
≪ஔએ৺߷࡙␆ह൛ࠇ⏤ృࠇ⏿⏚␣␀⏥␇⏵␆हண۴␆ڣಾл⌋␣⏱ـ

≻⊂
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␀␇⌊ஔೀ␡⏣␃⏱␣ࢄ೧̼⌱ృ⎜ߎ⌲␀⏯⏾␆ੈঁ̼̤ৄ␆ڐ؞կഋ␆Ҵಳ␀⏭␤⏾⏜␣⏫␀⏣␡␚ೀΠ␃٣⏳␡␤␣⌋
⏫␆ਮ⌊ ஔએ৺߷࡙ह൛␆Պժഋ⏯⏾⏜␣۴⏤ڳΜ۴␆ʤ␃൭␖␣ڌృ␀≪⎤⎜߈␆ڐݯ՚প␃ʓ␂␣⌋
⌉֠ߘҔͥ␇ੈঁ̼̤ৄڐ؞ৄ̤̼ঁੈ␣␤⏭ࡆ׃⏾⏻␠␃␗␆ڐ؞ృࠇ␆ʤ⏼⏿⏚␣⎝⎛ʂ߁⌊ ֠ߘҔͥ␃␚⌊ ࢩ␃
ஔએ৺܊इЈഝ⏤␙␡␤␣␀ͦ⏭␤␣⌋
⌉⏵␤␃␚⏣⏣␡⏲⌊ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృ⎡⎟ߎ⎜⌱⎟ߎ␇צஔએ৺߷࡙ह൛Ҵಳ⌲ʲയ⏯⏾⏜␂⏜⌋ ⏵␆⏫␀⏤⌊
߁л ≲⊬≳ ␆ಾя܊␆␢ۺృਾ߈⏭⏳⏷␆⏿⏚␥⏞⏣⌋ ⏯⏣⏯␂⏤␡⌊ ࢦл⎟⏤ʲയ⏭␤⏾⏜␂⏜␆␇⌊ ࢦ␢⏢␀␆ݐ
ృߘ֠ ⌊ۀҔͥ⏤ࠂۋஒവ␀⏯⏾⏜␂⏣⏻⏷⏣␡⏿⏚␥⏞⏫␀␇ࣲ࣑␃ઽ⏧␂⏜⌋ ౿⏻⏾եۀਮ␃⏢⏜⏾␇⌊ ஔએ৺
߷࡙ह൛Ҵಳ⏤⌊ ஔೀ␡⏣␃⏱␣Ҵಳ ⌱ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృ⎜ߎ⌲ ␆ঘΝ␂⏱␚␆⏿⏚␣ʂ߁⌊ ⏵␆ࢄ೧̼ܶॶ⏷
␣֠ߘҔͥ␆ஔએ৺߷࡙ह൛Ҵಳࡩҷ৺⏱␣൛␇ࢪ⏧Փ⏷␡␂⏜⌋
⌉≲⊮≳≪֠ߘ␆ஔએ৺߷࡙ה৺⏱␣ේҀ⌥⏵␆⎝
⌉ஔೀ␡⏣␃⏱␣⏷␙␆եңऀඈঀ␆⏵ ⌊߁⏷⏻ךՓ␃Р⏽⏜⏾ஔએ৺߷࡙ ⌊␇␀⏫⏞ך౾ۡਘ␃Ѕ৺ ⌱ಱڸ
ࣀృ⎝⎜⎝ߎ⌲ ␃Ό⏱␣⌋ ⏱␂⏹⌊ Ѕ৺␀␇ࢄ೧ࡅ␆⏜ר௰೮␃⏼⏜⏾⌊ એఐ␆ΪۑԚ՛ഋ⏱␣़ٲ۴␃ʍՓ
ѯ␙␣܊इ␆⏫␀ ⌊⏤⏱ښஔ␆ࢄ೧̼ ⌱ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృ⎜ߎ⌲ ␀⏯⏾⌊ ټਾлృ⎜⎟⎞ߎݨ৺␆ݲവԹࣣ
Ϛɾ⏯⏾ஔ৺⏱␣ךʑ␇⌊ э⏜␂⏧⌊ ஔЅ৺␆౾ۡഋ⏱␣␆⏿⏚⏻⏾⌊ ࢪ⏾␆ੈঁ̼̤ৄ⏯␂⏤ڐ؞ઌ␣␀ͦ⏭
␤␣⎝⎜⌋ ⏵␆⏷␙⌊ ثӍ⏿␇⌊ ੈঁ̼̤ৄ⌱ ڐ؞լࠇ⌲ ⏤ؿݨ੧⏣␡ஔ␆ʄঈ␃⏼⏜⏾Ѕ৺␜Ѕ৺ʍՓݯ੧ѯ
␙␡␤␣⌤⑄⏤̷ࣳ⏯⏾⏜␣⎝⎝⌋
⌉
⏯⏣⏯␂⏤␡⌊ ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృ␆ృ߁␇⌊ Ѕ৺Ҵಳੈঁ̼̤ৄڐ؞լ⌡␆Ҵಳ␀⏯⏾⏿␇␂⏧⌊ ੈঁ̼̤ৄ؞
ڐృࠇ␆Ҵಳ␀⏯⏾к৺⏯⏾⏜␣⌋ ⏱␂⏹⌊ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృ⌎ךڞкࣻ␆Θ⎝⎤ߎ␇⌊ৄڐ؞ృࠇ␆Ҵಳୗʇ␃⏼⏥⌊
⏜␞␣⎞ߎҴಳ␆␓⏣⌊⌽ڸ۴⏵␆ऒЈԂࠇ␆ʅൈಖ␇ϡ֠␆ݮʉߘ␃␠␢⌊Ѕ৺ࠇ⏵␆ऒ⏫␤␡␃ග⏱␣ঁʄ␃⌊⏥ܠ
ੈঁ␆ஔ␃Ј⏱␣Ѕ৺⏞ךҴಳ⌾ ੧ ⌱кࣻ⎝⎤ߎ⎜ ⌲ҁ⏪⏾⏜␣⌋ ⏫␤␃␠␢ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృࠇ␇⌊ ৺Ϯ৺
␙␤␈⌊ஔ␆ࢄ೧̼⌱ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృ⎜ߎ⌲ܶॶ␀⏯⏾⌊ஔ␆ʄঈЅ৺⏯⌊⏵␆ʍՓЅ৺ࠇ⌱ಱࣀڸృ⎝⎞⎛ߎ⌲
⏚␣⏜␇ஔએ৺߷࡙ह൛ࠇ ⌱ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృ⎞ߎ⎟ ⌲੧␀⏯⏾ணೀ⏯ઌ␣⏫␀␃␂␣⌋ ⏵⏞⏱␣␀⌊ ֠ߘҔͥ␚ੈঁ
̼̤ৄڐ؞ృࠇ␆ʤ⏼⏿⏚␣⏫␀⏣␡⌊ ⏫␆Ѕ৺␃Ԃ␣ߎ␚֠ߘҔͥ␆ஔએ৺߷࡙ह൛Ҵಳה৺⏱␣ؐҀ␀␂␢
ઌ␠⏞⎝⎞⌋
⌉≲⊯≳≪֠ߘҔͥ␆ஔએ৺߷࡙ह൛Պ␃⏼⏜⏾␆ͦ܁ේਘаԵ
⌉߁л ⌱⊭⌲ ⌎ ⌱⊮⌲ ␃⏢⏩␣Չੰ␃␠␤␈⌊ ஔએ৺␆߷࡙ह൛Պ␇⌊ ੈঁ̼̤ৄࢄ⏞⏜␀ڐ؞೧̼ܶॶ␃ऄ⏱␣۴␆ࢪ
ʯ␃ഝ⏠␡␤⏷Պ૧⏿⏚␣⏫␀⏤Πঀ⏭␤␣⌋ ֠ߘҔͥ␚ʤ␆ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృࠇ␀ഫ⌊ ੈঁ̼̤ৄ׃␗␆ڐ؞
ࡆʯ␀⏯⏾ࡆ⏯⏾⏜␣۲ॶృࠇ ⌱ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృ⎝⎣ߎ ⌎ ⎡⎞ߎ⌲ ⏿⏚␣␀⏫␥⌊ ஔએ৺܊इ␆Рୟ␂⏱ஔ␆
Ѕ৺ࠇ␀⏯⏾␆૧උ␃␇ࢪ⏧ ⌊⏲␡⏣⏣␚␃␤⏵ ⌋⏜␂⏤؝եڐ؞ৄ̤̼ঁੈ␆ךృ ⌎ ךڞкࣻ␆Θ⎝⎤ߎ␇⌊ ʤક
⏱␣␀⌊㋐լࠇ⏷␣ੈঁ̼̤ৄ⌊ڐ؞㋑ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృࠇ⌊㋒֠ߘҔͥ␆⎞⑶⌤③␆⏞⏹⌊Ѕ৺␆Պ૧㋑␆␗␃ഝ⏠⌊
㋐␀㋒␃␇ഝ⏠⏾⏜␂⏜⏣␆␠⏞␂Մ⏾⏩␃␂⏻⏾⏜␣⌋ ⎞۴␆І␃⏢⏜⏾ஔ␆ࢄ೧̼␀⏯⏾؝␃ۡڳʓ⏤⏚␥⏞␇⏲␚
␂⏧⌊⎞⑶⌤③␇⏜⏲␤␚ੈঁ̼̤ৄ⌊␀␣⏱⏞⏵ ⌋␣⏜⏾⏻ࡆ␡⏣␗␆ڐ؞Ѕ৺Ҵಳ␆౾ۡഋ⏱␣ஔએ৺܊इ ⌱߷࡙⌎
ߘो␆ह൛ҴಳЎ␘⌲ ␇⌊ ృ␆Փ⏣⏩߁␆Մ⏾⏩␃␚⏣⏣␡⏲⌊ ⎞۴ࢪ⏾␆Պ૧␃ऄ⏱␣␀ͦ⏱␣ऒ␇␂⏜⌋
⌉⏵␆⏷␙⏿⏚␥⏞⏣⌊ ㋐⑶⌤③␃␇⌊ Ѻെ␠␢Ѕ৺Ҵಳ⏤␙␡␤⏾⏢␢⌊ ㋒⏱␂⏹֠ߘҔͥ␃⏼⏜⏾␚⌊ ثӍ⏿␇
ࡍೌ⏣␡Ѕ৺Ҵಳ␆ʤ⏿⏚␣ஔએ৺܊इ ⌱߷࡙⌎ߘो␆ह൛Ў␘⌲ ה⏱␣֍л ≲⊰≳ ␆߱ড়ॕ⏤ե␤␣␃⏻ڬ
⏾⏜␣⌋
⌉≲⊰≳≪֠ߘҔͥ␆ஔએ৺߷࡙Պ␃⏼⏜⏾␆߱ড়ॕ
⌉߁л ≲⊯≳ ␆ృͦ܁Ѩ␋⏵␆аԵ␃Ѕ␗␣␀⏥⌊ ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృ⎡⎟ߎ⎜ߎ ⌊␃⏞␠␆צ⏤ʤՓ⏯⏾એ৺␆ךʑ҄ത
⏯⏾⏜␂⏜⏣␆␠⏞␂Մ⏾⏩␀␂⏻⏾⏜␣߈ ⌊␚⏿ԋېਘ␂⏾␇␙␆Ե̀⏤ృ␆߹ʍ⏭␡␃␇ऒ␆ృߎ␆ܑ␀ڟൡ
⏱␣␆⏿⏚␣␂␡␈⌊ ͦ܁ේ␀⏯⏾␇Եේ␃⏢⏜⏾ృ␆Մ⏾⏩ۢۡਘ␃⑄⑶⌤⏱␣⏫␀⏤⏚⏻⏾␚අ⏜⌋
⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪⊪
≪ڌృ ⌊␇߈␆ڐݯϺʏࣀह൛੧ЈԂҴಳ⏥⏼␃␀⏫⏞ך৺ڌ⏷⏩ܕృ␃ڐݯժ␡␤␣ ⌱ڌృڐݯృ़⎞ߎ़⎝⌋⌲צ

≻⊃

≪ټਾлృඝ␇⌊ ֠ߘҔͥ␃␠␣ह൛৺⏯⏾⏜␂⏜⌋

≼≺

≪ʝ⏞ך␆ڗந൛ࠁॹ␀ ⌋␣⏜⏾ڹߠ⏤ߋ⌡ ⌽ੈঁ̼̤ৄ␇ڐ؞ҙ␆ʝڗ⌾ ␀⏢ਯ⏠⏯⏾⏜␣␆␇⏫␆ਮ␃െ⏱␣⌋

≼≻

≪એ␃⌊ ஔએ৺ࡁੇ߁⏪␆ࢦ֍⏣␡⌊ ؿ⏤ڐ؞ৄ̤̼ঁੈ␇ݨஔ␆ࢄ೧̼⏿⏚␣␀␆ۑқ␙⌊ ੈঁ̼̤ৄڐ؞ҙ

≼≼

␆Ѕ৺ࠇ੧␀⏯⏾ృ৾␃Јഝ⏭⏳␣ੇ⏤⏜প⏯⏧ࣳ⏯⏾⏜␣␠⏞␃⌋␣␤ڙ
≪ஔЅ৺ڸಳ␃Ԃ␣ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృךڞкࣻ⎝⎤ߎ⎜ڐ؞ৄ̤̼ঁੈ␚⏣⏷⏚ ⌊␇ృࠇ␆␗␃␙␡␤␣⏣␆␠⏞␂к৺␎␢

≼≽

␃␂⏻⏾⏜␣⏤⌊ լ⌡ࠇ␆ੈঁ̼̤ৄ ⌊⏤ڐ؞ஔ␃Ԃ␣Ѕ৺Ҵಳɯ⏠␣⏫␀␇⌊ ̳ࠇ␚э␂⏜⌋ ੈঁ̼̤ৄڐ؞Ҵમ␃⏢
⏩␣Ҵಳୗʇ␃Ԃ␣ੈঁ̼̤ৄڐ؞ృඝ␆Մ⏩␇⌊ ␜␜⏢⏣⏯⏜␆⏿␇␂⏜⏣⌋
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⌉⏵␆␠⏞␂ד൴⏤⏜⏷⏷␙⏿⏚␥⏞⏣⌊ ঁࡪৄ␃؞Јഝ⏱␣ߘ֠␆فҔͥ␆Պժ␃Ј⏱␣ృಳަಱڸҵ␆߱ড়ॕ⎝⎟␆
⏞⏹⌊ నؘϡড়ঀ ⌱ڸಳോ⌲ ␇⌊ ⌽ঁࡪৄ؞ե␃ۢڞঘ␆Ӕʠમ␆ੈঁ␃⏼⏜⏾ঁు֠Ғॶढ⏤ஔએ৺␆߷࡙≪
⏱␣߈֠ ⌊␃Ғߘोਾлੈঁ̼̤ৄڐ؞Ҕͥ⏤⏵␆ह൛੧␆Ҵಳܕो⏱␣⏫␀␃⏼⏜⏾⌾ ␇⌊ ⌽ঁు֠Ғॶढ⏤
ټਾлృ़⎜⎞⎜ߎ़⎜צಖ␇़⎝␃צР⏽⏧ஔએ৺␆߷࡙⏱␣߈ ⌊␃Όஔએ৺܊इ␃⏼⏜⏾␆ह൛␜
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全公連に加盟する 公共嘱託登記土地家屋調査士協会所在地一覧
令和3年1月1日現在
協会名

〒

協

会

事

務

所

所

在

地

電話番号

設立年月日

社員数

（ 公社） 神奈川県

220-0003

横浜市西区楠町18

(045)316-0455

昭和61. 1.29

192

（ 公社） 埼

玉

330-0063

さ いたま 市浦和区高砂2丁目3番4号201

(048)824-6038

昭和61. 1. 7

248

（ 公社） 千葉県

260-0024

千葉市中央区中央港一丁目23番25号

(043)204-2525

昭和61. 1.28

250

（ 公社） 茨城県

319-0312

水戸市大足町1078番地の1

(029)259-7402

昭和61. 2.18

101

（ 公社） 栃木県

320-0036

宇都宮市小幡1丁目4番25号

(028)624-9695

昭和61. 1.23

86

（ 公社） 群馬県

379-2141

前橋市鶴光路町19番地2 群馬土地家屋調査士会館内

(027)289-9822

昭和61. 2.10

164

（ 公社） 静岡県

422-8006

静岡市駿河区曲金六丁目16番10号 静岡県土地家屋調査士会館2階

(054)203-6833

昭和61. 1.13

344

（ 公社） 山梨県

400-0043

甲府市国母八丁目13番30号

(055)228-1515

昭和61. 1.14

124

（ 公社） 長野県

380-0872

長野市大字南長野妻科399番地2 長野県土地家屋調査士会館4階

(026)232-3301

昭和61. 1. 4

207

（ 公社） 新潟県

950-0084

新潟市中央区明石二丁目2番20号 明石ビ ル101号

(025)378-5601

昭和60.12.16

134

（ 公社） 大

阪

540-0036

大阪市中央区船越町1丁目3番6号 フ レ ッ ク ス 大手前

(06)6942-9251

昭和61. 1.28

200

（ 公社） 京

都

604-0984

京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439番地 京都土地家屋調査士会館3階

(075)222-2155

昭和61. 1.29

161

（ 公社） 兵庫県

650-0011

神戸市中央区下山手通五丁目7番6号

(078)371-4630

昭和60.11. 5

245

（ 公社） 奈良県

630-8357

奈良市杉ヶ 町47番地3

(0742)25-0122

昭和61. 1.11

113

（ 公社） 滋賀県

520-0051

大津市梅林二丁目1番28号 ア ク ティ 大津 3Ｆ

(077)525-8869

昭和61. 1.29

139

（ 公社） 和歌山県

640-8144

和歌山市四番丁7番地

(073)425-2907

昭和61. 1.17

121

（ 公社） 愛知県

460-0007

名古屋市中区新栄二丁目2番1号 イ ノ フ ィ ス 6階

(052)212-7536

昭和61. 1.23

426

（ 公社） 三重県

514-0035

津市西丸之内21番19号

(059)226-0863

昭和61. 1. 6

173

（ 公社） 岐阜県

500-8115

岐阜市田端町１ 番地の12

(058)248-1895

昭和61. 2.13

230

（ 公社） 福井県

918-8112

福井市下馬二丁目314番地

(0776)33-2731

昭和61. 1.14

57

（ 公社） 石川県

921-8013

金沢市新神田三丁目9番28号

(076)291-0408

昭和61. 2.12

127

（ 公社） 富山県

930-0092

富山市安田町3番3号

(076)433-9922

昭和61. 2.12

114

（ 公社） 広島県

732-0057

広島市東区二葉の里一丁目2番44-301号

(082)568-2424

昭和60.12.20

154

（ 公社） 山口県

753-0042

山口市惣太夫町2番2号 山口県土地家屋調査士会館2階

(083)923-5115

昭和61. 1.14

（ 公社） 岡山県

700-0807

岡山市北区南方2丁目1番6号 岡山県土地家屋調査士会館1階

(086)223-8967

昭和60.12.21

165

（ 公社） 鳥取県

680-0022

鳥取市西町一丁目314番地1

(0857)24-9977

昭和60.12.19

55

（ 公社） 島根県

690-0843

松江市末次本町91番地2

(0852)27-8570

昭和61. 2.12

70

（ 公社） 福岡県

810-0073

福岡市中央区舞鶴三丁目3番13号

(092)715-2065

昭和60.12.20

（ 公社） 佐賀県

840-0041

佐賀市城内二丁目11番10-1号

(0952)23-4131

昭和61. 1.30

49

（ 公社） 長崎県

850-0033

長崎市万才町6番34号 第5森谷ビ ル303号室

(095)824-0398

昭和61. 1.21

112

（ 公社） 大分県

870-0045

大分市城崎町二丁目3番10号 司調会館1階

(097)534-6336

昭和60.12.27

（ 公社） 熊本県

862-0970

熊本市中央区渡鹿三丁目14番21号 熊本県調査士会館3階

(096)372-5366

昭和61. 1.23

184

（ 公社） 鹿児島県

890-0064

鹿児島市鴨池新町1番3号

(099)256-0336

昭和61. 1.28

199

（ 公社） 宮崎県

880-0803

宮崎市旭二丁目2番2号 土地家屋調査士会館2階

(0985)22-8885

昭和61. 2.10

127

（ 公社） 沖縄県

900-0021

那覇市泉崎二丁目1番地4 大建ﾊｰﾊﾞ ｰﾋﾞ ｭｰﾏﾝｼｮﾝ301

(098)854-1532

昭和61. 1.31

101

（ 公社） 宮城県

980-0802

仙台市青葉区二日町18番3号

(022)263-0388

昭和61. 1.17

162

（ 公社） 福島県

960-8107

福島市浜田町4番16号

(024)525-1055

昭和60.12.12

140

（ 公社） 山形県

990-0041

山形市緑町一丁目4番35号

(023)625-4976

昭和61. 1.31

80

（ 公社） 岩手県

020-0816

盛岡市中野一丁目20番33号

(019)625-3200

昭和61. 1.13

119

（ 公社） 秋田県

010-0951

秋田市山王六丁目1番13号 山王プレ ス ビ ル4階

(018)867-2188

昭和60.12.19

95

（ 公社） 青森県

030-0821

青森市勝田一丁目1番15号 青森県土地家屋調査士会館内

(017)777-3060

昭和61. 1.13

52

（ 公社） 札

幌

064-0804

札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ればれビ ル8階

(011)232-5040

昭和60.12.12

115

（ 一社） 函

館

040-0033

函館市千歳町21番13号 桐朋会館3階

(0138)26-5883

昭和60.12.13

25

（ 公社） 旭

川

070-0032

旭川市二条通十七丁目465番地1

(0166)23-5066

昭和60.12.16

36

（ 公社） 釧

路

085-0833

釧路市宮本一丁目2番4号

(0154)44-7772

昭和60.12.23

43

（ 公社） 香川県

760-0033

高松市丸の内9番29号

(087)823-8882

昭和60.12.28

133

（ 公社） 徳島県

770-0823

徳島市出来島本町二丁目42番地5

(088)623-7275

昭和60.12. 7

（ 公社） 高知県

780-0928

高知市越前町二丁目7番11号

(088)823-8988

昭和60.12. 5

94

（ 公社） 愛媛県

790-0062

松山市南江戸一丁目4番14号

(089)935-8933

昭和61. 1.24

180

99

330

91

90

無断転載、 無断複製を 禁止し ま す。

