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第４章 各種専門家への相談・業務委託 
 
４－１ 所有者不明土地連携協議会への相談について 
 

（１）所有者不明土地連携協議会について 
 

所有者不明土地法の円滑な施行を図るため、平成 31 年に全国 10 地区で地方整備局等、

法務局、地方公共団体、関係士業団体等が連携して所有者不明土地連携協議会（以下

「地方協議会」という。）を設置しました。 

地方協議会は、所有者不明土地問題に対応するため、構成員間で、土地所有者の探索

方法等のノウハウや先進事例の共有、有識者の知見の活用方策の検討等を図ることによ

り、所有者不明土地の利活用等に取り組む地方公共団体を支援します。 

地方協議会では、相談窓口を地方整備局用地部等に設置していますので、是非、ご活

用ください。 

図 0-1 所有者不明土地連携協議会のイメージ 

 

・相談窓口では、地域福利増進事業、土地収用法の特例など所有者不明土地法で創

設された制度等に関すること及び事業用地等の土地所有者等の探索など用地業務

に関する相談を受け付けています。 

・土地所有者等の探索方法や所有者不明土地等を取得するための方法、所有者不明

土地法に関すること、どの専門家に依頼すれば希望している業務に対応してもら

えるか等、ご相談ください。 
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図 0-2 相談窓口のイメージ 

 

表 0-１ 各地方協議会の相談窓口一覧 

協議会名 事務局 電話番号 FAX 

北海道所有者不

明土地連携協議

会 

北海道開発局 開発監

理部 用地課 

011-709-2311

（代表） 

011-709-2319 

東北地区所有者

不明土地連携協

議会 

東北地方整備局 用地

部 用地企画課 

022-225-2171

（代表） 

022-213-7472 

関東地区所有者

不明土地等に関

する連携協議会 

関東地方整備局 用地

部 用地企画課 

048-600-1358 048-600-1398 

北陸地区所有者

不明土地対策連

携協議会 

北陸地方整備局 用地

部 用地企画課 

025-280-8880

（代表） 

025-280-8723 

中部地区所有者

不明土地等に関

する連携協議会 

中部地方整備局 用地

部 用地企画課 

052-953-8105 052-953-9103 

近畿地方所有者

不明土地連携協

議会 

近畿地方整備局 用地

部 用地企画課 

06-6942-1141

（代表） 

06-6947-7240 

中国地区所有者

不明土地等連携

協議会 

中国地方整備局 用地

部 用地企画課 

082-511-6447 082-227-2759 

四国地区所有者

不明土地連携協

議会 

四国地方整備局 用地

部 用地企画課 

087-811-8339 087-811-8439 

九州地区所有者

不明土地連携協

議会 

九州地方整備局 用地

部 用地企画課 

092-476-3541 092-476-3489 

沖縄所有者不明

土地連携協議会 

内閣府沖縄総合事務

局 開発建設部 用地課 

 

098-866-1902 098-861-9926 
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（２）国土交通省職員の派遣について 
 

国土交通省では、所有者不明土地法第 41 条に基づき、地方公共団体からの要請に応

じて、国土交通省職員を派遣し、土地所有者等の探索について、具体的な探索方法、留

意点等について助言等を行います。 

なお、職員の派遣期間については、日帰り～数日間程度の比較的短期間で、講義・

OJT の形式で実践的なノウハウの提供等を行うことを想定しています。 

（派遣する職員の旅費等は、地方公共団体の負担になります。） 

 

 
図 0-3 職員派遣のイメージ 

 

所有者不明土地法 

（職員の派遣の要請） 

第 41 条 地方公共団体の長は、地域福利増進事業等の実施の準備のためその

職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要がある

ときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、国土

交通省の職員の派遣を要請することができる。 

（職員の派遣の配慮） 

第 42 条 国土交通大臣は、前条の規定による要請があったときは、その所掌

事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣す

るよう努めるものとする。 
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４－２ 専門家へ相談・業務委託できるケース 
 

地域福利増進事業や収用適格事業等を実施するため、土地を取得又は使用するために

は、土地や建物の所有者等の探索、土地の測量、土地価格等の評価や用地交渉を行うこ

とになります。 

そのため、それぞれの場面においては、専門的な知識や経験が必要となり、人手の掛

かる作業もあることから、以下の専門家へ業務を委託することで、より円滑に、かつ、

的確に事業を進めていくことができます。 

この節では、各専門家に依頼できる業務の内容をまとめました。 

 

１）弁護士 
・弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱に

よって、訴訟事件及び行政庁に対する不服申立事件に関す

る行為その他一般の法律事務を行います。 

 

表 0-２ 弁護士に業務委託できる内容 

項目 業務委託できる内容 

土地及び建物の権

利者の調査に関す

ること 

・業務に伴う登記名義人等やその相続人の探索や所在の確

認 

土地の調査・測量

及び建物の調査に

関すること 

・土地の境界確定業務（筆界特定制度の申請代理業務） 

用地交渉に関する

こと 

・用地権利者間の遺産分割協議、調停及び審判並びに共有

物分割請求訴訟に関する法律相談及び代理手続 

・財産管理制度全般について並びに法律相談及び代理手続 

・不在者財産管理人及び相続財産管理人としての業務 

契約に関すること ・契約書作成全般に関すること 

登記に関すること ・各種登記手続請求に関する法律相談、交渉及び訴訟（正

しい権利関係を登記に反映する事案、すでに消滅した権

利の登記を抹消する事案等） 

その他 ・法律問題及び各種紛争全般に関する相談並びに代理手続 

・土地の活用を検討している関係機関や当事者の依頼によ

り、どのような法的手続を行うことで土地の活用を実現

できるのか、全体を見通した法的助言を実施 
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２）司法書士 
・司法書士は、登記、供託及び訴訟等に関する手続を適正か

つ円滑に実施するため、依頼を受けて、これらの事務を行

います。 
 

表 0-３ 司法書士に業務委託できる内容 

項目 業務委託できる内容 

土地及び建物の権利者

の調査に関すること 

・業務に伴う、登記名義人等やその相続人の探索や所在

の確認 

登記に関すること ・相続、買収、交換、売買などを原因とする登記その他

権利に関する登記手続の代理及び相談業務 

 

その他 ・後見開始審判申立書等の作成及び相談業務並びに成年

後見人等としての業務 

・財産管理処分等に関する業務及び財産管理人等の選任

申立書等の作成並びに相談業務 

・不在者財産管理人及び相続財産管理人としての業務 

・遺産分割調停申立書、相続放棄申述書等の作成及び相

談業務 

 

 

 
 
 
３）土地家屋調査士 

・不動産の表示に関する登記手続を円滑に実施するため、依

頼を受けて、これらの事務を行います。 
 

表 0-４ 土地家屋調査士に業務委託できる内容 

項目 業務委託できる内容 

土地の調査・測量及び

建物の調査に関するこ

と 

・土地の境界に関する業務（土地の筆界確定業務に関す

る調査・測量及び筆界特定制度の申請代理業務） 

・土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務 

土地の評価、建物等の

補償金額の算定に関す

ること 

・鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の筆界

に関する鑑定を行う業務 

登記に関すること ・表示に関する登記手続の代理業務（土地の分筆登記、

地積更正登記等） 
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４）行政書士 
・官公署に提出する書類の作成など、行政に関する手続を円

滑に実施するため、依頼を受けて、これらの事務を行いま

す。 

 

 

表 0-５ 行政書士に業務委託できる内容 

  項目 業務委託できる内容 

土地・建物

の権利者の

調査に関す

ること 

・権利義務・事実証明に関する書類の作成及び相談業務 

例）親族・相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、相続・

買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成等 

・官公署に提出する書類の作成・相談及び提出手続代理業務 

例）認可地縁団体の認可申請手続 

・業務に伴う、登記名義人等やその相続人の探索や所在の確認 

土 地 の 調

査、測量及

び建物の調

査に関する

こと 

・官公署に提出する書類の作成・相談及び提出手続代理業務 

例）国土利用計画法・農地法・森林法等に基づく申請手続 

・実地調査に基づく図面類の作成 

例）立会確認及びその事実を証する書面の作成 

 

その他 ・許認可等に関する審査請求、再審請求等行政庁に対する不服申立

ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出す

る書類を作成（特定行政書士） 
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５）不動産鑑定士 
・不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しく

は分析を行い不動産の鑑定評価を行うとともに、不動産の

利用、取引若しくは投資に関する相談業務を行います。 

 
表 0-６ 不動産鑑定士に業務委託できる内容 

項目 業務委託できる内容 

土地の調査・測量及び

建物の調査に関するこ

と 

・不動産の維持管理計画の策定 

・土地等の不動産の履歴調査 

土地の評価、建物等の

補償金額の算定に関す

ること 

・不動産の鑑定評価業務 

例）社会資本整備時の補償金算定のための鑑定評価、

地域福利増進事業の補償金算定のための鑑定評

価、管理財産の処分時の価格に関する鑑定評価、

相続財産に関する鑑定評価、訴訟時における権利

調整のための鑑定評価、農地・林地の鑑定評価 

等 

・補償金算定支援のためのコンサルティング 

例）用地取得の際の土地評価業務、地域福利増進事業

の補償金算定のためのコンサルティング、地域福

利増進事業の土地賃借事例に関するコンサルティ

ング 等 

 

用地交渉に関すること ・開発事業内に存する所有者不明地の取扱に関するコン

サルティング 等 

 

その他 ・所有者不明土地の有効活用に関するコンサルティング 

・不動産の特性分析に基づく需要動向のコンサルティン

グ 

・その他不動産全般に係る相談及び助言業務 

例）所有者の探索の支援から鑑定評価まで一貫した相

談及び助言業務 等 
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６）補償コンサルタント 
・公共事業の施行において、土地の取得や建物の移転を行う

場合に、その所有権や関係人に対する損失の補償に関する

業務を行います。 

・また、事業の施行に起因する事業損失に係る調査・算定等

の業務を行います。 

 
表 0-７ 補償コンサルタントに業務委託できる内容 

項目 業務委託できる内容 

土地及び建物の権

利者の調査に関す

ること 

・土地及び建物の登記事項証明書及び戸籍謄本等の確認ある

いは居住者等からの聞き取り等によって、土地及び建物等

の権利者を調査 

・相続が発生している場合には、戸籍謄本等の確認あるいは

関係者からの聞き取り等によって、権利者の調査を行い、

相続関係図を作成 

 

土地の調査・測量

及び建物の調査に

関すること 

・用地取得の対象となる土地に係る用地測量並びに建物、工

作物、立竹木調査及び営業実態調査等の公共用地取得のた

めの移転補償金算定等に必要となる各種調査を実施 

 

土地の評価、建物

等の補償金額の算

定に関すること 

・「公共用地の取得に伴う損失補償基準（昭和 37 年 10 月

12 日用地対策連絡会決定）」等の基準に基づき、取得等

する土地に係る正常な取引価格、建物等の移転費用及び営

業補償等の公共用地取得のための移転補償金等を算定 

・土地の取得等によって残地が生じる場合に、損失補償基準

等に基づき、残地補償等を算定 

 

用地交渉に関する

こと 

・土地、建物等の権利者と面接し、調査内容及び補償内容の

説明を行い、公共事業に必要な土地の取得等に対する協力

を求めることなどを実施 

 

その他 ・公共用地交渉方針の策定から公共用地交渉資料の作成、公

共用地交渉及び契約締結後の移転履行状況等の確認までの

一連の業務を実施する用地補償総合技術業務を実施 

・土地収用法に規定される事業認定申請図書及び裁決申請・

明渡裁決申立て図書等を作成 

・所有者不明土地法に規定される地域福利増進事業及び収用

適格事業に係る裁定申請図書等を作成 

・事業の施行により生ずる地盤変動影響（建物損傷）調査、

日陰影響調査、テレビジョン電波受信障害調査、水枯渇調

査等の各種調査及びこれらの費用負担額算定並びに費用負

担説明を実施 
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４－３ 関係士業団体等（各種専門家）への業務委託等に関する相
談窓口について 

 
地域福利増進事業や収用適格事業等で土地を取得、又は使用す

るための土地所有者等の探索や各種用地業務について、関係士業

団体等の下記の窓口に相談できますので、是非、ご活用ください。 

 

１）弁護士 
日本弁護士連合会ホームページより 

（https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html） 
北海道    

弁護士会名 住所 電話番号 FAX 

札幌弁護士会 

〒060-0001 

011-281-2428 011-281-4823 札幌市中央区北一条西 10 丁目 

札幌弁護士会館７F 

函館弁護士会 
〒040-0031 

0138-41-0232 0138-41-3611 
函館市上新川町１－３ 

旭川弁護士会 
〒070-0901 

0166-51-9527 0166-46-8708 
旭川市花咲町４丁目 

釧路弁護士会 
〒085-0824 

0154-41-0214 0154-41-0225 
釧路市柏木町４番３号 

    

東北    

弁護士会名 住所 電話番号 FAX 

仙台弁護士会 
〒980-0811 

022-223-1001 022-261-5945 
仙台市青葉区一番町２－９－18 

福島県弁護士会 
〒960-8115 

024-534-2334 024-536-7613 
福島市山下町４－24 

山形県弁護士会 

〒990-0042 

023-622-2234 023-635-3685 山形市七日町２－７－10 

NANA BEANS８階 

岩手弁護士会 

〒020-0022 

019-651-5095 019-623-5035 盛岡市大通１－２－１ 

岩手県産業会館本館（サンビル）２階 

秋田弁護士会 
〒010-0951 

018-862-3770 018-823-6804 
秋田市山王６－２－７ 

青森県弁護士会 

〒030-0861  

017-777-7285 017-722-3181 青森市長島１丁目３番１号 日赤ビル

５階 
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関東    

弁護士会名 住所 電話番号 FAX 

東京弁護士会 

〒100-0013 

03-3581-2201 03-3581-0865 千代田区霞が関１－１－３ 

弁護士会館６階 

第一東京弁護士

会 

〒100-0013 

03-3595-8585 03-3595-8577 千代田区霞が関１－１－３ 

弁護士会館 11 階 

第二東京弁護士

会 

〒100-0013 

03-3581-2255 03-3581-3338 千代田区霞が関１－１－３ 

弁護士会館９階 

神奈川県弁護士

会 

〒231-0021 
045-201-1881 045-212-2888 

横浜市中区日本大通９ 

埼玉弁護士会 
〒330-0063 

048-863-5255 048-866-6544 
さいたま市浦和区高砂４－７－20 

千葉県弁護士会 
〒260-0013 

043-227-8431 043-225-4860 
千葉市中央区中央４－13－９ 

茨城県弁護士会 
〒310-0062 

029-221-3501 029-227-7747 
水戸市大町２－２－75 

栃木県弁護士会 
〒320-0845 

028-689-9000 028-689-9018 
宇都宮市明保野町１番６号 

群馬弁護士会 
〒371-0026 

027-233-4804 027-234-7425 
前橋市大手町３－６－６ 

静岡県弁護士会 

〒420-0853 

054-252-0008 054-252-7522 静岡市葵区追手町 10―80 

静岡地方裁判所構内 

山梨県弁護士会 
〒400-0032 

055-235-7202 055-235-7204 
甲府市中央１－８－７ 

長野県弁護士会 
〒380-0872 

026-232-2104 026-232-3653 
長野市妻科 432 

新潟県弁護士会 

〒951-8126 

025-222-5533 025-223-2269 新潟市中央区学校町通一番町１ 

新潟地方裁判所構内 
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中部    

弁護士会名 住所 電話番号 FAX 

愛知県弁護士会 
〒460-0001 

052-203-1651 052-204-1690 
名古屋市中区三の丸１－４－２ 

三重弁護士会 
〒514-0032 

059-228-2232 059-227-4675 
津市中央３－23 

岐阜県弁護士会 
〒500-8811 

058-265-0020 058-265-4100 
岐阜市端詰町 22 

福井弁護士会 

〒910-0004 

0776-23-5255 0776-23-9330 福井市宝永４－３－１ 

サクラＮビル７階 

金沢弁護士会 
〒920-0937 

076-221-0242 076-222-0242 
金沢市丸の内７番 36 号 

富山県弁護士会 
〒930－0076 

076-421-4811 076-421-4896 
富山市長柄町３－４－１ 

    

近畿    

弁護士会名 住所 電話番号 FAX 

大阪弁護士会 
〒530-0047 

06-6364-0251 06-6364-0252 
大阪市北区西天満１－12－５ 

京都弁護士会 
〒604-0971 

075-231-2378 075-223-1894 
京都市中京区富小路通丸太町下ル 

兵庫県弁護士会 
〒650-0016 

078-341-7061 078-351-6651 
神戸市中央区橘通１－４－３ 

奈良弁護士会 
〒630-8237 

0742-22-2035 0742-23-8319 
奈良市中筋町 22 番地の１ 

滋賀弁護士会 
〒520-0051 

077-522-2013 077-522-2908 
大津市梅林１－３－３ 

和歌山弁護士会 
〒640-8144 

073-422-4580 073-436-5322 
和歌山市四番丁５番地 

    

中国    

弁護士会名 住所 電話番号 FAX 

広島弁護士会 
〒730-0012 

082-228-0230 082-228-0418 
広島市中区上八丁堀２番 73 号 

山口県弁護士会 
〒753-0045 

083-922-0087 083-928-2220 
山口市黄金町２－15 
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弁護士会名 住所 電話番号 FAX 

岡山弁護士会 
〒700 ｰ 0807 

086-223-4401 086-223-6566 
岡山市北区南方１丁目８番 29 号 

鳥取県弁護士会 
〒680-0011 

0857-22-3912 0857-22-3920 
鳥取市東町２丁目 221 番地 

島根県弁護士会 

〒690-0886 

0852-21-3225 0852-21-3398 松江市母衣町 55 番地４ 

松江商工会議所ビル７階 

    

四国    

弁護士会名 住所 電話番号 FAX 

香川県弁護士会 
〒760-0033 

087-822-3693 087-823-3878 
高松市丸の内２－22 

徳島弁護士会 
〒770-0855 

088-652-5768 088-652-3730 
徳島市新蔵町１－31 

高知弁護士会 
〒780-0928 

088-872-0324 088-872-0838 
高知市越前町１－５－７ 

愛媛弁護士会 
〒790-0003 

089-941-6279 089-941-4110 
松山市三番町４－８－８ 

    

九州    

弁護士会名 住所 電話番号 FAX 

福岡県弁護士会 
〒810-0044 

092-741-6416 092-715-3207 
福岡市中央区六本松４丁目 2 番 5 号 

佐賀県弁護士会 
〒840-0833 

0952-24-3411 0952-25-7608 
佐賀市中の小路７－19 

長崎県弁護士会 
〒850-0875 

095-824-3903 095-824-3967 長崎市栄町１－25 
長崎 MS ビル４階 

大分県弁護士会 
〒870-0047 

097-536-1458 097-538-0462 
大分市中島西１－３－14 

熊本県弁護士会 
〒860-0078 

096-325-0913 096-325-0914 
熊本市中央区京町１－13－11 

鹿児島県弁護士
会 

〒892-0815 
099-226-3765 099-223-7315 

鹿児島市易居町２－３ 

宮崎県弁護士会 
〒880-0803 

0985-22-2466 0985-22-2449 
宮崎市旭１－８－45 

沖縄弁護士会 
〒900-0014 

098-865-3737 098-865-3636 
那覇市松尾２－２－26－６ 
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２）司法書士 

日本司法書士連合会ホームページより 

（https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_listh/） 
北海道ブロック    

司法書士会名 住 所 電 話 FAX 

札幌司法書士会 
〒060-0042 

011-281-3505 011-261-0115 
札幌市中央区大通西 13－４ 

函館司法書士会 

〒040-0033 

0138-27-0726 0138-27-0721 函館市千歳町 21－13 

桐朋会館内 

旭川司法書士会 
〒070-0901 

0166-51-9058 0166-51-5470 
旭川市花咲町４ 

釧路司法書士会 
〒085-0833 

0154-41-8332 0154-42-8643 
釧路市宮本１－２－４ 

    

東北ブロック    

司法書士会名 住 所 電 話 FAX 

宮城県司法書士会 
〒980-0821 

022-263-6755 022-263-6756 
仙台市青葉区春日町８－１ 

福島県司法書士会 
〒960-8022 

024-534-7502 024-531-1271 
福島市新浜町６－28 

山形県司法書士会 
〒990-0021 

023-623-7054 023-624-8078 
山形県山形市小白川町１－16－26 

岩手県司法書士会 
〒020-0015 

019-622-3372 019-653-2427 
盛岡市本町通２－12－18 

秋田県司法書士会 
〒010-0951 

018-824-0187 018-824-0196 
秋田市山王６－３－４ 

青森県司法書士会 
〒030-0861 

017-776-8398 017-774-7156 
青森市長島３－５－16 

    

関東ブロック    

司法書士会名 住 所 電 話 FAX 

東京司法書士会 

〒160-0003 

03-3353-9191 03-3353-9239 新宿区四谷本塩町４－37 

司法書士会館２Ｆ 

神奈川県司法書士

会 

〒231-0024 
045-641-1372 045-641-1371 

横浜市中区吉浜町１番地 
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司法書士会名 住 所 電 話 FAX 

埼玉司法書士会 
〒330-0063 

048-863-7861 048-864-2921 
さいたま市浦和区高砂３－16－58 

千葉司法書士会 
〒261-0001 

043-246-2666 043-247-3998 
千葉市美浜区幸町２－２－１ 

茨城司法書士会 
〒310-0063 

029-225-0111 029-225-2545 
水戸市五軒町１－３－16 

栃木県司法書士会 
〒320-0848 

028-614-1122 028-614-1155 
宇都宮市幸町１－４ 

群馬司法書士会 
〒371-0023 

027-224-7763 027-221-8207 
前橋市本町１－５－４ 

静岡県司法書士会 
〒422-8062 

054-289-3700 054-289-3702 
静岡市駿河区稲川１－１－１ 

山梨県司法書士会 
〒400-0024 

055-253-6900 055-251-1677 
甲府市北口１－６－７ 

長野県司法書士会 
〒380-0872 

026-232-7492 026-232-6699 
長野市妻科 399 

新潟県司法書士会 
〒950-0911 

025-244-5121 025-244-5122 
新潟市中央区笹口１丁目 11 番地 15 

    

中部ブロック    

司法書士会名 住 所 電 話 FAX 

愛知県司法書士会 
〒456-0018 

052-683-6683 052-683-6288 
名古屋市熱田区新尾頭１－12－３ 

三重県司法書士会 
〒514-0036 

059-224-5171 059-224-5058 
津市丸之内養正町 17－17 

岐阜県司法書士会 
〒500-8114 

058-246-1568 058-245-2327 
岐阜市金竜町５－10－１ 

福井県司法書士会 

〒918-8112 

0776-43-0601 0776-43-0608 福井市下馬二丁目 314 番地 

司調合同会館 

石川県司法書士会 
〒921-8013 

076-291-7070 076-291-4285 
金沢市新神田４－10－18 

富山県司法書士会 

〒930-0008 

076-431-9332 076-431-0010 富山市神通本町１－３－16 

エスポワール神通３Ｆ 
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近畿ブロック    

司法書士会名 住 所 電 話 FAX 

大阪司法書士会 
〒540-0019 

06-6941-5351 06-6941-7767 
大阪市中央区和泉町１－１－６ 

京都司法書士会 

〒604-0973 

075-241-2666 075-222-0466 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁

目 232 番地の１ 

兵庫県司法書士会 
〒650-0017 

078-341-6554 078-341-6567 
神戸市中央区楠町 2－2－3 

奈良県司法書士会 
〒630-8325 

0742-22-6677 0742-22-6678 
奈良市西木辻町 320－５ 

滋賀県司法書士会 

〒520-0056 

077-525-1093 077-522-1396 大津市末広町７－５ 

滋賀県司調会館２Ｆ 

和歌山県司法書士

会 

〒640-8145 
073-422-0568 073-422-4269 

和歌山市岡山丁 24 番地 

    

中国ブロック    

司法書士会名 住 所 電 話 FAX 

広島司法書士会 
〒730-0012 

082-221-5345 082-223-4382 
広島市中区上八丁堀６－69 

山口県司法書士会 
〒753-0048 

083-924-5220 083-921-0475 
山口市駅通り２－９－15 

岡山県司法書士会 
〒700-0023 

086-226-0470 086-225-9004 
岡山市北区駅前町 2－2－12 

鳥取県司法書士会 
〒680-0022 

0857-24-7013 0857-24-6081 
鳥取市西町１－314－１ 

島根県司法書士会 

〒690-0887 

0852-24-1402 0852-31-0200 松江市殿町３８３番地  

山陰中央ビル５階 

    

四国ブロック    

司法書士会名 住 所 電 話 FAX 

香川県司法書士会 
〒760-0022 

087-821-5701 087-821-5879 
高松市西内町 10－17 

徳島県司法書士会 
〒770-0808 

088-622-1865 088-622-1896 
徳島市南前川町４－41 
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司法書士会名 住 所 電 話 FAX 

高知県司法書士会 
〒780-0928 

088-825-3131 088-824-6919 
高知市越前町２－６－25 

愛媛県司法書士会 
〒790-0062 

089-941-8065 089-945-1914 
松山市南江戸１－４－14 

    

九州ブロック    

司法書士会名 住 所 電 話 FAX 

福岡県司法書士会 
〒810-0073 

092-714-3721 092-714-4234 
福岡市中央区舞鶴３－２－23 

佐賀県司法書士会 
〒840-0843 

0952-29-0626 0952-29-5887 
佐賀市川原町２－36 

長崎県司法書士会 

〒850-0874 

095-823-4777 095-823-4662 長崎市魚の町３番 33 号 

長崎県建設総合会館本館６階 

大分県司法書士会 
〒870-0045 

097-532-7579 097-532-3560 
大分市城崎町２－３－10 

熊本県司法書士会 
〒862-0971 

096-364-2889 096-363-1359 
熊本市中央区大江 4－4－34 

鹿児島県司法書士

会 

〒890-0064 

099-256-0335 099-250-0463 鹿児島市鴨池新町１－３ 

司調センタービル３Ｆ 

宮崎県司法書士会 
〒880-0803 

0985-28-8538 0985-28-8537 
宮崎市旭１－８－39－１ 

沖縄県司法書士会 
〒900-0006 

098-867-3526 098-861-7758 
那覇市おもろまち 4－16－33 
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３）土地家屋調査士 

日本土地家屋調査士会連合会ホームページより  

（https://www.chosashi.or.jp/consulting/nationwide/） 
北海道    

土地家屋調査士会名 住所 電話 FAX 

札幌土地家屋調査士

会 

〒064-0804 

札幌市中央区南四条西６－８ 

晴ればれビル８F 

011-271-4593 011-222-4379 

函館土地家屋調査士

会 

〒040-0033 

函館市千歳町 21－13 

桐朋会館 

0138-23-7026 0138-23-4486 

旭川土地家屋調査士

会 

〒070-0032 

旭川市二条通 17－465－１ 
0166-22-5530 0166-23-0868 

釧路土地家屋調査士

会 

〒085-0833 

釧路市宮本１－２－４ 
0154-41-3463 0154-43-2045 

    

東北    

土地家屋調査士会名 住所 電話 FAX 

宮城県土地家屋調査

士会 

〒980-0802 

仙台市青葉区二日町 18－３ 
022-225-3961 022-213-8485 

福島県土地家屋調査

士会 

〒960-8131 

福島市北五老内町４－22 
024-534-7829 024-535-7617 

山形県土地家屋調査

士会 

〒990-0041 

山形市緑町１－４－35 
023-632-0842 023-632-0841 

岩手県土地家屋調査

士会 

〒020-0816 

盛岡市中野１－20－33 
019-622-1276 019-622-1281 

秋田県土地家屋調査

士会 

〒010-0951 

秋田市山王６－１－１３ 

山王プレスビル 4F 

018-824-0324 018-865-6488 

青森県土地家屋調査

士会 

〒030-0821 

青森市勝田１－１－15 
017-722-3178 017-775-7067 

    

関東    

土地家屋調査士会名 住所 電話 FAX 

東京土地家屋調査士

会 

〒101-0061 

千代田区神田三崎町１－２－10 

土地家屋調査士会館 

03-3295-0587 03-3295-4770 

神奈川県土地家屋調

査士会 

〒220-0003 

横浜市西区楠町 18 
045-312-1177 045-312-1277 
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土地家屋調査士会名 住所 電話 FAX 

埼玉土地家屋調査士

会 

〒330-0063 

さいたま市浦和区高砂４－14－１ 
048-862-3173 048-862-0916 

千葉県土地家屋調査

士会 

〒260-0024 

千葉市中央区中央港１－23－25 
043-204-2312 043-204-2313 

茨城土地家屋調査士

会 

〒319-0312 

水戸市大足町 1078－１ 
029-259-7400 029-259-7403 

栃木県土地家屋調査

士会 

〒320-0036 

宇都宮市小幡１－４－25 
028-621-4734 028-627-3794 

群馬土地家屋調査士

会 

〒379-2141 

前橋市鶴光路町 19－２ 
027-288-0033 027-265-6810 

静岡県土地家屋調査

士会 

〒422-8006 

静岡市駿河区曲金６－16－10 
054-282-0600 054-282-0650 

山梨県土地家屋調査

士会 

〒400-0043 

甲府市国母８－13－30 
055-228-1311 055-228-1312 

長野県土地家屋調査

士会 

〒380-0872 

長野市大字南長野妻科 399－２ 
026-232-4566 026-232-4601 

新潟県土地家屋調査

士会 

〒951-8068 

新潟市中央区上大川前通六番町

1211－５ 

三好マンション鏡橋 3 階 

025-378-5005 025-225-5678 

    

中部    

土地家屋調査士会名 住所 電話 FAX 

愛知県土地家屋調査

士会 

〒451-0043 

名古屋市西区新道１－２－25 
052-586-1200 052-586-1222 

三重県土地家屋調査

士会 

〒514-0065 

津市河辺町 3547－２ 
059-227-3616 059-225-2930 

岐阜県土地家屋調査

士会 

〒500-8115 

岐阜市田端町１－12 
058-245-0033 058-248-1898 

福井県土地家屋調査

士会 

〒918-8112 

福井市下馬２－314 

合同会館２F 

0776-33-2770 0776-33-2788 

石川県土地家屋調査

士会 

〒921-8013 

金沢市新神田３－９－27 
076-291-1020 076-291-1371 

富山県土地家屋調査

士会 

〒930-0856 

富山市牛島新町８－22 
076-432-2516 076-432-2529 
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近畿    

土地家屋調査士会名 住所 電話 FAX 

大阪土地家屋調査士

会 

〒540-0023 

大阪市中央区北新町３－５ 
06-6942-3330 06-6941-8070 

京都土地家屋調査士

会 

〒604-0984 
京都市中京区竹屋町通富小路東入
魚屋町 439 

075-221-5520 075-251-0520 

兵庫県土地家屋調査

士会 

〒650-0017 

神戸市中央区楠町２－１－１ 
078-341-8180 078-341-8115 

奈良県土地家屋調査

士会 

〒630-8305 

奈良市東紀寺町２－７－２ 
0742-22-5619 0742-24-1269 

滋賀県土地家屋調査

士会 

〒520-0056 
大津市末広町７－５ 
滋賀県司調会館 

077-525-0881 077-522-8443 

和歌山県土地家屋調

査士会 

〒640-8144 

和歌山市四番丁７ 
073-421-1311 073-436-8101 

    

中国    

土地家屋調査士会名 住所 電話 FAX 

広島県土地家屋調査

士会 

〒732-0057 

広島市東区二葉の里１－２－44 
082-567-8118 082-567-8558 

山口県土地家屋調査

士会 

〒753-0042 

山口市惣太夫町２－２ 
083-922-5975 083-925-8552 

岡山県土地家屋調査

士会 

〒700-0807 

岡山市北区南方２－１－６ 
086-222-4606 086-225-2018 

鳥取県土地家屋調査

士会 

〒680-0022 

鳥取市西町１－314－１ 
0857-22-7038 0857-24-3633 

島根県土地家屋調査

士会 

〒690-0826 

松江市学園南１－２－１ 

くにびきメッセ３階 

0852-23-3520 0852-27-1051 
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四国    

土地家屋調査士会名 住所 電話 FAX 

香川県土地家屋調査

士会 

〒760-0033 

高松市丸の内９－29 
087-821-1836 087-822-3410 

徳島県土地家屋調査

士会 

〒770-0823 

徳島市出来島本町２－42－５ 
088-626-3585 088-626-3027 

高知県土地家屋調査

士会 

〒780-0928 

高知市越前町２－７－11 
088-825-3132 088-873-3018 

愛媛県土地家屋調査

士会 

〒790-0062 
松山市南江戸１－４－14 
合同会館３F 

089-943-6769 089-943-6779 

    

九州    

土地家屋調査士会名 住所 電話 FAX 

福岡県土地家屋調査

士会 

〒810-0073 

福岡市中央区舞鶴３－３－４ 

ライフピア舞鶴 201 号 

092-741-5780 092-731-5202 

佐賀県土地家屋調査

士会 

〒840-0041 

佐賀市城内２－11－10－１ 
0952-24-6356 0952-24-6349 

長崎県土地家屋調査

士会 

〒850-0031 

長崎市桜町７－６ 

サンガーデン桜町 101 号 

095-828-0009 095-828-2629 

大分県土地家屋調査

士会 

〒870-0045 

大分市城崎町２－３－10 
097-532-7709 097-536-4088 

熊本県土地家屋調査

士会 

〒862-0970 

熊本市中央区渡鹿３－14－21 
096-372-5031 096-372-5057 

鹿児島県土地家屋調

査士会 

〒890-0064 

鹿児島市鴨池新町１－３ 

司調センタービル１F 

099-257-2833 099-256-4337 

宮崎県土地家屋調査

士会 

〒880-0803 

宮崎市旭２－２－２ 0985-27-4849 0985-27-4898 

沖縄県土地家屋調査

士会 

〒900-0021 

那覇市泉崎２－１－４ 

大建ハーバービューマンション

401 

098-834-7599 098-854-8131 

 

  



158 
 

４）行政書士 

日本行政書士会連合会 ※令和元年 10 月１日現在 

（https://www.gyosei.or.jp/members-search/prefectural.html） 

北海道地方協議会    

行政書士会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

北海道行政書士会 

〒060-0001 

札幌市中央区北１条西 10－１－６ 

北海道行政書士会館 

011-221-1221 011-281-4138 

    

東北地方協議会    

行政書士会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

秋田県行政書士会 

〒010-0951 

秋田市山王４－４－14 

秋田県教育会館３F 

018-864-3098 018-865-3771 

岩手県行政書士会 

〒020-0024 

盛岡市菜園１－３－６ 

農林会館５F 

019-623-1555 019-651-9655 

青森県行政書士会 
〒030-0966 

青森市花園１－７－16 
017-742-1128 017-742-1422 

福島県行政書士会 
〒963-8877 

郡山市堂前町 10 番 10 号 
024-973-7161 024-973-7174 

宮城県行政書士会 
〒980-0803 

仙台市青葉区国分町３－３－５ 
022-261-6768 022-261-0610 

山形県行政書士会 

〒990-2432 

山形市荒楯町１－７－８ 

山形県行政書士会館 

023-642-5487 023-622-7624 

    

関東地方協議会    

行政書士会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

東京都行政書士会 

〒153-0042 

目黒区青葉台３－１－６ 

行政書士会館１F 

03-3477-2881 03-3463-0669 

神奈川県行政書士

会 

〒231-0023 

横浜市中区山下町２ 

産業貿易センタービル７F 

045-641-0739 045-664-5027 

千葉県行政書士会 

〒260-0013 

千葉市中央区中央４－13－10 

千葉県教育会館４F 

043-227-8009 043-225-8634 
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行政書士会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

茨城県行政書士会 

〒310-0852 

水戸市笠原町 978－25 

茨城県開発公社ビル５F 

029-305-3731 029-305-3732 

栃木県行政書士会 

〒320-0046 

宇都宮市西一の沢町１－22 

栃木県行政書士会館 

028-635-1411 028-635-1410 

埼玉県行政書士会 

〒330-0062 

さいたま市浦和区仲町３－11－11 

埼玉県行政書士会会館 

048-833-0900 048-833-0777 

群馬県行政書士会 

〒371-0017 

前橋市日吉町１－８－１ 

前橋商工会議所４F 

027-234-3677 027-233-2943 

長野県行政書士会 

〒380-0836 

長野市南県町 1009－３ 

長野県行政書士会館 

026-224-1300 026-224-1305 

山梨県行政書士会 

〒400-0031 

甲府市丸の内３－27－５ 

山梨県行政書士会館 

055-237-2601 055-235-6837 

静岡県行政書士会 

〒420-0856 

静岡市葵区駿府町２－113 

静岡県行政書士会館 

054-254-3003 054-254-9368 

新潟県行政書士会 

〒950-0911 

新潟市中央区笹口３－４－８ 

新潟県行政書士会館 

025-255-5225 025-249-5311 

    

中部地方協議会    

行政書士会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

愛知県行政書士会 

〒461-0004 

名古屋市東区葵１－15－30 

愛知県行政書士会館 

052-931-4068 052-932-3647 

岐阜県行政書士会 

〒500-8113 

岐阜市金園町１－16 

ＮＣリンクビル３F 

058-263-6580 058-264-9829 

三重県行政書士会 

〒514-0006 

津市広明町 328 番地 

津ビル２階 

059-226-3137 059-226-4707 
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行政書士会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

福井県行政書士会 

〒910-0005 

福井市大手３丁目４番１号 

福井放送会館３階Ｋ室 

0776-27-7165 0776-26-6203 

石川県行政書士会 

〒920-8203 

金沢市鞍月２－２ 

石川県繊維会館３F 

076-268-9555 076-268-9556 

富山県行政書士会 

〒930-0085 

富山市丸の内１－８－15 

余川ビル２F 

076-431-1526 076-431-0645 

    

近畿地方協議会    

行政書士会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

滋賀県行政書士会 

〒520-0056  

大津市末広町２－１ 

滋賀県行政書士会館 

077-525-0360 077-528-5606 

大阪府行政書士会 
〒540-0024 

大阪市中央区南新町１－３－７ 
06-6943-7501 06-6941-5497 

京都府行政書士会 
〒601-8034 

京都市南区東九条南河辺町 85－３ 
075-692-2500 075-692-3600 

奈良県行政書士会 

〒630-8241 

奈良市高天町 10－１ 

（株）T.T.ビル３F 

0742-95-5400 0742-26-6400 

和歌山県行政書士

会 

〒640-8155 

和歌山市九番丁１ 

中谷ビル２F 

073-432-9775 073-432-9787 

兵庫県行政書士会 

〒650-0044 

神戸市中央区東川崎町１－１－３ 

神戸クリスタルタワー13 階 

078-371-6361 078-371-4715 
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中国地方協議会    

行政書士会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

鳥取県行政書士会 

〒680-0845 

鳥取市富安２－159 

久本ビル５F 

0857-24-2744 0857-24-8502 

島根県行政書士会 

〒690-0888 

松江市北堀町 15 番地 

島根県北堀町団体ビル２F 

0852-21-0670 0852-27-8244 

岡山県行政書士会 

〒700-0816 

岡山市北区富田町一丁目７番 15 号 

富田町ビル２Ｆ 

086-222-9111 086-222-9150 

広島県行政書士会 

〒730-0037 

広島市中区中町８－18 

広島クリスタルプラザ 10F 

082-249-2480 082-247-4927 

山口県行政書士会 

〒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 3F 

083-924-5059 083-924-5197 

    

四国地方協議会    

行政書士会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

香川県行政書士会 

〒761-0301 

高松市林町 2217－15 

香川産業頭脳化センター４F 407 号 

087-866-1121 087-866-1018 

徳島県行政書士会 

〒770-0873 

徳島市東沖洲２－１－８ 

（マリンピア沖洲内） 

088-679-4440 088-679-4443 

高知県行政書士会 

〒780-0935 

高知市旭町２－59－１ 

アサヒプラザ２F 

088-802-2343 088-873-4447 

愛媛県行政書士会 

〒790-0877 

松山市錦町 98－１ 

愛媛県行政書士会館 

089-946-1444 089-941-7051 
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九州地方協議会    

行政書士会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

福岡県行政書士会 

〒812-0045 

福岡市博多区東公園２－31 

福岡県行政書士会館 

092-641-2501 092-641-2503 

佐賀県行政書士会 

〒849-0937 

佐賀市鍋島３－15－23 

佐賀県行政書士会館 

0952-36-6051 0952-32-0227 

長崎県行政書士会 

〒850-0031 

長崎市桜町３－12 

中尾ビル５F 

095-826-5452 095-828-2182 

熊本県行政書士会 
〒862-0956 

熊本市中央区水前寺公園 13－36 
096-385-7300 096-385-7333 

大分県行政書士会 

〒870-0045 

大分市城崎町１－２－３ 

大分県住宅供給公社ビル３Ｆ 

097-537-7089 097-535-0622 

宮崎県行政書士会 

〒880-0812 

宮崎市高千穂通１丁目５番 35 号 

グラン高千穂１Ｆ 

0985-24-4356 0985-29-4195 

鹿児島県行政書士

会 

〒890-0062 

鹿児島市与次郎２－４－35 

KSC 鴨池ビル 202 号 

099-253-6500 099-213-7033 

沖縄県行政書士会 

〒901-2132 

浦添市伊祖４－６－２ 

沖縄県行政書士会館 

098-870-1488 098-876-8411 
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５）不動産鑑定士 

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 

（https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/link_j/shikyokai/） 

北海道    

不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 FAX 

公益社団法人北海道

不動産鑑定士協会 

〒060-0001 

札幌市中央区北１条西３－３ 

ＳＴＶ時計台通ビル１Ｆ 

011-222-8145 011-222-8146 

    

東北    

不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

公益社団法人青森県

不動産鑑定士協会 

〒030-0861 

青森市長島１－３－22 

長和ビルＡ ２Ｆ 203 

017-752-0840 017-752-0841 

一般社団法人岩手県

不動産鑑定士協会 

〒020-0022 

盛岡市大通１－３－４ 

宝来ビル６Ｆ 

019-604-3070 019-622-8485 

一般社団法人宮城県

不動産鑑定士協会 

〒980-0802 

仙台市青葉区二日町６－26 

ＶＩＰ仙台二日町 208 

022-265-7641 022-265-7642 

一般社団法人秋田県

不動産鑑定士協会 

〒010-0951 

秋田市山王３－１－１７ 

東カンビル４階 

エルグ不動産鑑定内 

018-862-4506 018-862-4623 

一般社団法人山形県

不動産鑑定士協会 

〒990-2412 

山形市松山３－10－11 

月田不動産鑑定事務所内 

023-631-5390 023-633-3550 

公益社団法人福島県

不動産鑑定士協会 

〒963-8025 

郡山市桑野２－５－１ 

桑野ビル２Ｆ 

024-931-4360 024-995-5571 

    

関東    

不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

一般社団法人茨城県

不動産鑑定士協会 

〒310-0836 

水戸市元吉田町 1041－４ 

サンビル５Ｆ 

029-246-1222 029-246-1221 

公益社団法人栃木県

不動産鑑定士協会 

〒321-0953 

宇都宮市東宿郷４－２－20 

ＫＤビル５Ｆ  

028-639-0556 028-639-9411 
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不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

公益社団法人群馬県

不動産鑑定士協会 

〒371-0025 

前橋市紅雲町１－７－12 

群馬県住宅供給公社ビル３Ｆ 

027-243-3077 027-243-3071 

公益社団法人埼玉県

不動産鑑定士協会 

〒330-0061 

さいたま市浦和区常盤４－１－１ 

浦和システムビルヂング５F 

048-789-6000 048-789-6160 

公益社団法人千葉県

不動産鑑定士協会 

〒260-0015 

千葉市中央区富士見２－22－２ 

千葉中央駅前ビル５Ｆ 

043-222-7588 043-222-9528 

一般社団法人神奈川

県不動産鑑定士協会 

〒231-0012 

横浜市中区相生町１－３ 

モアグランド関内ビル６F 

045-661-0280 045-661-0263 

一般社団法人山梨県

不動産鑑定士協会 

〒400-0032 

甲府市中央２－13－20 

川上ビル２Ｆ 

055-221-2380 055-221-2381 

一般社団法人長野県

不動産鑑定士協会 

〒380-0936 

長野市岡田町 124－１ 

（株）長水建設会館２Ｆ 

026-225-5228 026-225-5238 

    

東京    

不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

公益社団法人東京都

不動産鑑定士協会 

〒105-0001 

港区虎ノ門３－12－１ 

ニッセイ虎ノ門ビル６Ｆ 

03-5472-1120 03-5472-1121 

    

北陸    

不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

公益社団法人新潟県

不動産鑑定士協会 

〒951-8068 

新潟市中央区上大川前通７番町

1237－４ 

北越ビル５Ｆ 

025-225-2873 025-224-8188 

一般社団法人富山県

不動産鑑定士協会 

〒930-0029 

富山市本町３－25 

富山本町ビル７Ｆ 

076-471-5712 076-471-5713 

公益社団法人石川県

不動産鑑定士協会 

〒920-0901 

金沢市彦三町２－５－27 

名鉄北陸開発ビル 501 

076-232-0304 076-232-0306 
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不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

公益社団法人福井県

不動産鑑定士協会 

〒910-0006 

福井市中央１－３－１ 

加藤ビル２Ｆ 

0776-21-0501 0776-21-0525 

    

中部    

不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

公益社団法人岐阜県

不動産鑑定士協会 

〒500-8847 

岐阜市金宝町２－５－１ 

國井ビル３F 

058-201-2411 058-201-2422 

公益社団法人静岡県

不動産鑑定士協会 

〒420-0858 

静岡市葵区伝馬町 18－11 
054-253-6715 054-253-6716 

公益社団法人愛知県

不動産鑑定士協会 

〒460-0008 

名古屋市中区栄４－３－26 

昭和ビル３Ｆ 

052-241-6636 052-241-6680 

一般社団法人三重県

不動産鑑定士協会 

〒514-0021 

津市万町津 203 

三重県不動産鑑定士会館 

059-229-3671 059-229-3648 

    

近畿    

不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

公益社団法人滋賀県

不動産鑑定士協会 

〒520-0043 

大津市中央３－１－８ 

大津第一生命ビル 10Ｆ 

077-526-1172 077-521-4406 

公益社団法人京都府

不動産鑑定士協会 

〒604-8136 

京都市中京区三条通烏丸東入る梅忠

町 22－２ 

中井ビル３Ｆ 

075-211-7662 075-211-7706 

公益社団法人大阪府

不動産鑑定士協会 

〒541-0042 

大阪市中央区今橋１－６－19 

コルマー北浜ビル９Ｆ 

06-6203-2100 06-6203-0505 

公益社団法人兵庫県

不動産鑑定士協会 

〒650-0011 

神戸市中央区下山手通３－12－１ 

トア山手プラザ 807 

078-325-1023 078-325-1022 

公益社団法人奈良県

不動産鑑定士協会 

〒630-8115 

奈良市大宮町５－４－12 

新奈良ビル 

0742-35-6964 0742-35-4900 
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不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

一般社団法人和歌山

県不動産鑑定士協会 

〒640-8156 

和歌山市七番丁 17 

和歌山朝日ビル５Ｆ 

073-402-2435 073-402-2441 

    

中国    

不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

公益社団法人鳥取県

不動産鑑定士協会 

〒680-0011 

鳥取市東町３－171 
0857-29-3074 0857-29-3071 

公益社団法人島根県

不動産鑑定士協会 

〒690-0886 

松江市母衣町 55－４ 
0852-28-7115 0852-28-7112 

公益社団法人岡山県

不動産鑑定士協会 

〒700-0815 

岡山市北区野田屋町２－11－13－

301 

086-231-4711 086-221-1702 

公益社団法人広島県

不動産鑑定士協会 

〒730-0013 

広島市中区八丁堀６－10 

アセンド八丁堀５Ｆ 

082-228-5100 082-227-0065 

公益社団法人山口県

不動産鑑定士協会 

〒754-0021 

山口市小郡黄金町 11－４ 
083-973-1051 083-973-1048 

    

四国    

不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

公益社団法人徳島県

不動産鑑定士協会 

〒770-0847 

徳島市幸町１－21 

Ｋ－クレストⅠ 

088-623-7244 088-623-7250 

公益社団法人香川県

不動産鑑定士協会 

〒760-0022 

高松市西内町３－７ 

森ビル２Ｆ 

087-822-8785 087-822-8158 

公益社団法人愛媛県

不動産鑑定士協会 

〒790-0003 

松山市三番町４－８－７ 

第５越智ビル６Ｆ 

089-941-8827 089-945-1301 

一般社団法人高知県

不動産鑑定士協会 

〒780-0926 

高知市大膳町１－24 

（有）瑞穂不動産鑑定内 

088-823-0354 088-823-0445 
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九州    

不動産鑑定士協会名 住所 電話番号 ＦＡＸ 

公益社団法人福岡県

不動産鑑定士協会 

〒812-0038 

福岡市博多区祇園町１－40 

大樹生命福岡祇園ビル８Ｆ 

092-283-6255 092-283-6256 

公益社団法人佐賀県

不動産鑑定士協会 

〒840-0804 

佐賀市神野東４－７－２４ 

江頭ビル２F 

0952-97-6958 0952-97-6959 

公益社団法人長崎県

不動産鑑定士協会 

〒850-0032 

長崎市興善町４－６ 

田都ビル３Ｆ 

095-822-3471 095-822-7992 

公益社団法人熊本県

不動産鑑定士協会 

〒862-0950 

熊本市中央区水前寺６－５－19 
096-385-5020 096-385-0165 

公益社団法人大分県

不動産鑑定士協会 

〒870-0047 

大分市中島西１－２－24 

日宝グランディ中島 203 

097-534-9377 097-534-9399 

公益社団法人宮崎県

不動産鑑定士協会 

〒880-0803 

宮崎市旭１－７－12 

エスポワール宮崎県庁通り 203 

0985-29-3389 0985-29-3392 

公益社団法人鹿児島

県不動産鑑定士協会 

〒890-0064 

鹿児島市鴨池新町６－５ 

前田ビル４Ｆ 

099-206-4849 099-258-0389 

公益社団法人沖縄県

不動産鑑定士協会 

〒900-0033 

那覇市久米２－16－19 
098-867-6275 098-869-9181 
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６）補償コンサルタント 

一般社団法人日本補償コンサルタント協会 ※令和２年 11 月現在 

（http://www.jcca-net.or.jp/link/branch/） 

 

北海道支部    

支部・都府県部会 住所 電話番号 FAX 

支部事務局 

〒060-0002 

札幌市中央区北二条西２－29－１ 

札幌ウイングビル４階 

011(232)3738 011(232)3728 

    

東北支部    

支部・都府県部会 住所 電話番号 FAX 

支部事務局 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町１－３－９ 

第６広瀬ビル７階 

022(261)1935 022(261)4558 

青森県部会 
〒030-0822 

青森市中央１－１－８ 
017(777)6799 017(777)2598 

岩手県部会 
〒020-0127 

盛岡市前九年三丁目１７-２０ 019-645-4255 019-645-4266 

秋田県部会 

〒010-0951 

秋田市山王６－１－13 

山王プレスビル 

018(862)8050 018(862)9183 

山形県部会 

〒990-0024 

山形市あさひ町２５-１７  

Office Zao 2F 東  

023(631)4433 023(631)4434 

宮城県部会 
〒982-0023 

仙台市太白区鹿野２－10－14 
022(248)5231 022(246)3160 

福島県部会 
〒960-8135 

福島市腰浜町 32－28 
024(531)3351 024(531)3369 

    

関東支部    

支部・都府県部会 住所 電話番号 FAX 

支部事務局 

〒110-0005 

台東区上野３－17－９ 

タイムビルⅡ４階 

03(5818)7221 03(5818)7224 

茨城県部会 

〒311-4164 

水戸市谷津町１－23 

測量設計会館２F 

029(306)9553 029(306)9573 
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支部・都府県部会 住所 電話番号 FAX 

栃木県部会 
〒320-0166 

宇都宮市今宮２－13－12 
028(658)2797 028(659)3974 

群馬県部会 
〒370-0864 

高崎市石原町３２０７－１ 
027(384)4073 027(323)4043 

埼玉県部会 

〒331-0814 

さいたま市北区東大成町２－464－

２ 

048(871)9490 048(871)9491 

千葉県部会 
〒260-0032 

千葉市中央区登戸１－23－16 
043(203)6260 043(203)6262 

東京都部会 

〒170-0005 

豊島区南大塚２－45－４ 

三栄ビル 

03(3944)8887 03(3944)8885 

神奈川県部会 

〒231-0011 

横浜市中区扇町 3-8-8 

関内ファーストビル 

045(664)7931 045(664)6598 

山梨県部会 
〒402-0051 

都留市下谷３－２－３ 
0554(43)0322 0554(43)0366 

長野県部会 
〒386-0002 

上田市住吉 104－１ 
0268(25)1047 0268(25)5563 

    

北陸支部    

支部・都府県部会 住所 電話番号 FAX 

支部事務局 

〒950-0087 

新潟市中央区東大通１－１－15 

東大通ビル６階 

025(241)8303 025(247)2700 

新潟県部会 

〒950-0925 

新潟市中央区弁天橋通１－２－39 

ＶＭビルヂィング１Ｆ 

025(250)5580 025(250)5521 

富山県部会 
〒939-3553 

富山市水橋的場 234 番地 
076(478)0090 076(478)1190 

石川県部会 
〒921-8033 

金沢市寺町３丁目９－41 
076(274)8801 076(274)8420 
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中部支部    

支部・都府県部会 住所 電話番号 FAX 

支部事務局 

〒460-0008 

名古屋市中区栄４－３－26 

昭和ビル６階 

052(241)9779 052(252)5359 

愛知県部会 

〒460-0008 

名古屋市中区栄４－３－26 

昭和ビル６階 

052(241)9779 052(252)5359 

岐阜県部会 

〒500-8358 

岐阜市六条南２－11－１ 

岐阜産業貿易会館４階 

058(273)7308 058(273)7308 

静岡県部会 

〒420-0858 

静岡市葵区伝馬町９－７ 

塚本ビル２階Ｂ号室 

054(266)7851 054(272)3007 

三重県部会 
〒514-0103 

津市栗真中山町小八丁子 158－１ 
059(232)1672 059(232)1673 

    

近畿支部    

支部・都府県部会 住所 電話番号 FAX 

支部事務局 
〒540-0026 

大阪市中央区内本町１－２－６ 
06(6949)0805 06(6949)0816 

福井県部会 
〒918-8026 

福井市渕１丁目 1704 番地 
0776(36)5267 0776(36)6520 

    

中国支部    

支部・都府県部会 住所 電話番号 FAX 

支部事務局 

〒730-0012 

広島市中区上八丁堀３－６ 

第２ウエノヤビル６階 

082(224)5970 082(224)5971 

広島県部会 

〒730-0012 

広島市中区上八丁堀３－６ 

第２ウエノヤビル６階 

082(881)4123 082(888)4677 

岡山県部会 
〒710-0251 

倉敷市玉島長尾２１４－１ 
086(526)8382 086(525)5683 

島根県部会 
〒690-0046 

松江市乃木福富町３８３－１  
0852(21)0364 0852(21)0584 

鳥取県部会 
〒683-0006 

米子市車尾３－１－46 
0859(22)5501 0859(32)2905 

山口県部会 
〒753-0212 

山口市下小鯖 2192－10 
083(941)3200 083(941)3205 
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四国支部    

支部・都府県部会 住所 電話番号 FAX 

支部事務局 
〒760-0066 
高松市福岡町３－11－22 
建設クリエイトビル４階 

087(822)7265 087(822)8350 

香川県部会 
〒762-0042 

坂出市白金町 1-1-17     
0877(45)4120 0877(46)9342 

徳島県部会 
〒770-0942 

徳島市昭和町２－74 
088(625)3735 088(625)3799 

高知県部会 
〒781-0087 

高知市南久保 16－17 
088(883)1030 088(882)4779 

愛媛県部会 
〒798-0015 

宇和島市和霊元町２－４－15 
0895(25)3344 0895(25)3663 

    

九州支部    

支部・都府県部会 住所 電話番号 FAX 

支部事務局 
〒812-0012 
福岡市博多区博多駅中央街５－11 
第 13 泰平ビル 10 階 

092(471)8808 092(471)6797 

福岡県部会 
〒812-0016 
福岡市博多区博多駅南１－７－22 
ブックローン福岡ビル６F  

092(411)5200 092(411)5201 

佐賀県部会 
〒849-0937 

佐賀市鍋島２－13－４ 
0952(33)5996 0952(33)6012 

長崎県部会 

〒850-0034 

長崎市樺島町７－６ 

ＮＳビル 

095(827)3708 095(823)4610 

大分県部会 
〒871-0024 

中津市中央町１－２－35 
0979(23)0136 0979(23)1644 

熊本県部会 
〒860-0073 

熊本市西区島崎２－22－39 
096(288)3910 096(288)3942 

宮崎県部会 
〒880-0013 

宮崎市松橋１－５－27 
0985(23)3615 0985(23)3605 

鹿児島県部会 

〒890-0066 

鹿児島市真砂町 48－１ 

測量設計会館ビル２階 

099(253)6644 099(255)2430 

    

沖縄支部    

支部・都府県部会 住所 電話番号 FAX 
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支部事務局 
〒900-0021 

那覇市泉崎１－13－８ 
098(869)8570 098(869)4044 

【巻末１】収用適格事業一覧（事業認定申請の手引き（第２版）より） 
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【巻末２】法務局一覧 

 

出典：法務局ホームページ、令和２年１月

（http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_inde

x.html） 
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法務局・地方法務局所在地一覧 

出典：法務省ホームページ、令和２年 1 月時点 

（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html） 

 

局名 管轄区域 〒 所在地 電話番号 

東京管
内 

東京法務局 東京都 102-8225 
東京都千代田区九段南１－
１－15 
九段第２合同庁舎 

(03)5213-1234 

横浜地方法
務局 

神奈川県 231-8411 
横浜市中区北仲通５－57 
横浜第２合同庁舎 

(045)641-7461 

さいたま地
方法務局 

埼玉県 338-8513 
さいたま市中央区下落合５
－12－１ 
さいたま第２法務総合庁舎 

(048)851-1000 

千葉地方法
務局 

千葉県 260-8518 
千葉市中央区中央港１－
11－３ 

(043)302-1311 

水戸地方法
務局 

茨城県 310-0011 水戸市三の丸１－１－42 (029)227-9911 

宇都宮地方
法務局 

栃木県 320-8515 宇都宮市小幡２－１－11 (028)623-6333 

前橋地方法
務局 

群馬県 371-8535 
前橋市大手町２－３－１ 
前橋地方合同庁舎 

(027)221-4466 

静岡地方法
務局 

静岡県 420-8650 
静岡市葵区追手町９－50 
静岡地方合同庁舎 

(054)254-3555 

甲府地方法
務局 

山梨県 400-8520 
甲府市丸の内１－１－18 
甲府合同庁舎 

(055)252-7151 

長野地方法
務局 

長野県 380-0846 長野市大字長野旭町 1108 (026)235-6611 

新潟地方法
務局 

新潟県 951-8504 
新潟市中央区西大畑町
5191 
新潟法務総合庁舎 

(025)222-1561 

大阪管
内 

大阪法務局 大阪府 540-8544 
大阪市中央区谷町２－１－
17 
大阪第２法務合同庁舎 

(06)6942-1481 

京都地方法
務局 

京都府 602-8577 
京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町 197 

(075)231-0131 

神戸地方法
務局 

兵庫県 650-0042 
神戸市中央区波止場町１－
１ 
神戸第２地方合同庁舎 

(078)392-1821 

奈良地方法
務局 

奈良県 630-8301 奈良市高畑町 552 (0742)23-5534 

大津地方法
務局 

滋賀県 520-8516 
大津市京町３－１－１ 
大津びわ湖合同庁舎 

(077)522-4671 
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局名 管轄区域 〒 所在地 電話番号 

和歌山地方
法務局 

和歌山県 640-8552 
和歌山市二番丁 3 
（和歌山地方合同庁舎） 

(073)422-5131 

名古屋
管内 

名古屋法務
局 

愛知県 460-8513 
名古屋市中区三の丸２－２
－１ 
名古屋合同庁舎第１号館 

(052)952-8111 

津地方法務
局 

三重県 514-8503 
津市丸之内 26－８ 
津合同庁舎 

(059)228-4191 

岐阜地方法
務局 

岐阜県 500-8729 岐阜市金竜町５－13 (058)245-3181 

福井地方法
務局 

福井県 910-8504 
福井市春山１－１－54 
福井春山合同庁舎 

(0776)22-5090 

金沢地方法
務局 

石川県 921-8505 
金沢市新神田４－３－10 
金沢新神田合同庁舎 

(076)292-7810 

富山地方法
務局 

富山県 930-0856 
富山市牛島新町 11－７ 
富山合同庁舎 

(076)441-0550 

広島管
内 

広島法務局 広島県 730-8536 
広島市中区上八丁堀６－
30 

(082)228-5201 

山口地方法
務局 

山口県 753-8577 
山口市中河原町６－16 山
口地方合同庁舎２号館 

(083)922-2295 

岡山地方法
務局 

岡山県 700-8616 
岡山市北区南方１－３－
58 

(086)224-5656 

鳥取地方法
務局 

鳥取県 680-0011 
鳥取市東町２－302 
鳥取第２地方合同庁舎 

(0857)22-2191 

松江地方法
務局 

島根県 690-0001 
松江市東朝日町 192 番地
３ 

(0852)32-4200 

福岡管
内 

福岡法務局 福岡県 810-8513 
福岡市中央区舞鶴３－５－
25 

(092)721-4570 

佐賀地方法
務局 

佐賀県 840-0041 佐賀市城内２－10－20 (0952)26-2148 

長崎地方法
務局 

長崎県 850-8507 長崎市万才町８－16 (095)826-8127 

大分地方法
務局 

大分県 870-8513 
大分市荷揚町７－５ 
大分法務総合庁舎 

(097)532-3161 

熊本地方法
務局 

熊本県 862-0971 
熊本市中央区大江３－１－
53 
熊本第２合同庁舎 

(096)364-2145 

鹿児島地方
法務局 

鹿児島県 890-8518 鹿児島市鴨池新町１－２ (099)259-0680 
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宮崎地方法
務局 

宮崎県 880-8513 
宮崎市別府町１番１号 
宮崎法務総合庁舎 

(0985)22-5124 

那覇地方法
務局 

沖縄県 900-8544 
那覇市樋川１－15－15 
那覇第１地方合同庁舎 

(098)854-7950 

仙台管
内 

仙台法務局 宮城県 980-8601 
仙台市青葉区春日町７－
25 
仙台第３法務総合庁舎 

(022)225-5611 

福島地方法
務局 

福島県 960-8021 
福島市霞町１－46 
福島合同庁舎 

(024)534-1111 

山形地方法
務局 

山形県 990-0041 
山形市緑町１－５－48 
山形地方合同庁舎 

(023)625-1321 

盛岡地方法
務局 

岩手県 020-0045 
盛岡市盛岡駅西通１－９－
15 
盛岡第２合同庁舎 

(019)624-1141 

秋田地方法
務局 

秋田県 010-0951 秋田市山王７－１－３ (018)862-6531 

青森地方法
務局 

青森県 030-8511 
青森市長島１－３－５ 
青森第二合同庁舎 

(017)776-6231 

札幌管
内 

札幌法務局 

最寄りの法
務局等へお
尋ね下さ
い。 

060-0808 
札幌市北区北８条西２－１
－１ 

(011)709-2311 

函館地方法
務局 

040-8533 
函館市新川町 25－18 
函館地方合同庁舎 

(0138)23-7511 

旭川地方法
務局 

078-8502 
旭川市宮前１条３－３－
15 
旭川合同庁舎 

(0166)38-1111 

釧路地方法
務局 

085-8522 釧路市幸町 10－３ (0154)31-5000 

高松管
内 

高松法務局 香川県 760-8508 
高松市丸の内１－１ 
高松法務合同庁舎 

(087)821-6191 

徳島地方法
務局 

徳島県 770-8512 
徳島市徳島町城内６－６ 
徳島地方合同庁舎 

(088)622-4171 

高知地方法
務局 

高知県 780-8509 
高知市栄田町２－２－10 
高知よさこい咲都合同庁舎 

(088)822-3331 

松山地方法
務局 

愛媛県 790-8505 
松山市宮田町 188－６ 
松山地方合同庁舎 

(089)932-0888 

 


