
法務省民二第1496号

平成18年7月4日

法 務 局 長 殿

地 方 法 務 局 長 殿

法 務 省 民 事 局 民 事第 二 課 長

年金資金運用基金 の解散 に伴 う不動産登記事務 の取扱 いについて(依 命通知)

標 記につ いては,本 年3月17日 付け法務省民二第693号 をもって依命通知 した とこ

ろですが,今 後 は,下 記 によることとしますので,こ の旨貴管下登記官 に周知方取 り計 ら

い願 います。

なお,前 記依命通知 につ いては,照 会事項2,4た だ し書 き,6及 び7に 関す る部分 を

除き,こ の依命通知 によ り変更 します。

お って,こ の件 は,独 立行 政法人福祉医療機構(以 下「 福祉医療機構 」 という。)と 協

議済みです ので,念 のた め申し添 えます。

1年 金福祉事業 団名義 の登記 について

(1)所 有権 の移 転の登記

① 年金福祉事業 団が所有権 の登記名義 人 とな っている不動産(平 成18年3月31

日まで に第三者 に譲渡 されているものを除 く。)に ついては,福 祉医療機構の 申請

によ り,所 有権 の移 転の原 因を併記 し,年 金福祉事業団か ら直接福祉 医療機構へ の

所有権 の移転 の登記 を行 う。

この 申請 書の様式 は,別 添様式1と す る。

② 年金福祉事業 団が所有権 の登記名義人 とな っている不動産の うち,平 成13年4

月1日 か ら平成18年3月31日 まで の間に第三者 に譲渡 された ものにつ いては,

当該第三者へ の所有権 の移転の登記 の前提 として,福 祉医療機構の 申請 によ り,年

金福祉事業 団か ら年金資金運用基金へ の所有権 の移転 の登記 を行 う。

この 申請書 の様式 は,別 添様式2と す る。

なお,当 該第三者への所有権 の移転 の登記 の申請 につ いては,後 記2の(1） の

② による。

③ 年金福祉 事業団が所有権 の登記名義人 となっている不動産 のうち,平 成13年3



月31日 まで に第三者 に譲渡された ものについては,福 祉 医療機構 と当該第三者 と

の 申請 によ り,年 金福祉事 業団か ら当該第三者への所有権 の移転 の登記 を行 う。

この申請書の様式 は,別 添様式3と する。

(2)抵 当権等 の移転 の登記

① 年金福祉事業 団が抵 当権 等の登記名義人となっている不 動産(平 成18年3月3

1日 までに抹消原因が生 じているものを除 く。)に ついては,福 祉 医療機構 の申請

によ り,抵 当権 等の移転 の原因を併記 し,年 金福祉事業 団か ら直接 福祉医療機構へ

の抵当権等 の移 転の登記 を行 う。

この 申請書 の様式は,別 添様式4と する。

② 年金福祉事 業団が抵 当権等の登記名義人 とな ってい る不動産 のうち,平 成13年

4月1日 か ら平成18年3月31日 までの間に抹 消原 因が生 じてい るものについ

ては,当 該抵 当権等の抹 消の登記の前提 として,福 祉 医療機構 の申請 によ り,年 金

福祉事業団か ら年金資金運用基金へ の抵当権等 の移転 の登記 を行 う。

この申請 書の様式 は,別 添様式5と す る。

なお,当 該抵 当権等 の抹消の登記の申請 については,後 記2の(3)に よる。

(3)抵 当権等の抹消 の登記

年金福祉事業 団が抵 当権 等の登記名義人 となって いる不動産 のうち,平 成13年3

月31日 まで に抹消原 因が生じているものにつ いては,福 祉 医療機構 と登記権利者

との申請 によ り,抵 当権等 の抹消の登記 を行 う。

この申請書 の様 式 は,別 添様式6と する。

2年 金資金運用基金名義の登記につ いて

(1)所 有権 の移転 の登記

① 年金資金運用基金が所有権 の登記名義人 となってい る不動産(平 成18年3月3

1日 まで に第三者 に譲渡 されて いる もの を除 く。)に ついて は,福 祉 医療機構 の申

請 によ り,福 祉 医療機構への所有権 の移 転の登記 を行 う。

この申請書 の様 式は,別 添様式7と す る。

② 年金資金運用基金が所有権 の登記名義人 とな っている不動産の うち,平 成18年

3月31日 まで に第三者 に譲渡 されている ものについては,福 祉 医療機構 と当該第

三者 との申請 によ り,年 金資金運用基金か ら当該第三者へ の所有権の移転 の登記 を

行 う。

この 申請書 の様式は,別 添様式8と する。

(2)抵 当権等 の移 転 の登記

年金資金運用基 金が抵 当権等の登記名義 人 とな っている不動産(平 成18年3月3

1日 まで に抹消 原因が 生 じているものを除 く。)につ いて は,福 祉 医療機構の 申請

によ り,福 祉 医療機構へ の抵当権等の移転の登記を行 う。



この 申請書の様式は,別 添様式9と す る。

(3)抵 当権等 の抹消の登記

年金資金運用基金が抵 当権等の登記名義人 となっている不動産の うち,平 成18年

3月31日 まで に抹消原 因が生 じて いる ものについては,福 祉医療機 構 と登記権利

者 との申請 によ り,抵 当権 等の抹消の登記 を行 う。

この申請書 の様式は,別 添様式10と す る。

3第 三者名義 の登 記につ いて

年金資金運用基金 を抵 当権者 として平 成18年3月31日 まで に設定 された抵 当権

等 について,そ の設定の登記が されていな い不動産 については,福 祉医療機構 と登記

義務 者 との申請 によ り,年 金資金運用基金名義の抵 当権等 の設定の登 記を行 う。

この 申請書 の様式は,別 添様式11と す る。

なお,当 該抵 当権等の福祉医療機構への移転 の登記の申請につ いては,前 記2の(2)

による。

4福 祉 医療機構名義の登記等 について

平成18年4月1日 以降 の 日を登記原 因 日付 とす る所有権 の移転,(根)抵 当権 の抹

消及び抵 当権 の設定の登記 の申請書 の様式 は,別 添様式12か ら様式14ま で とす る。

5福 祉 医療機構 に係 る包括委任状について

申請書の様式等 の見 直 しに伴い,福 祉 医療機構 に係 る包括委任状は,別 添様式15か

ら様 式18ま で とす る。



様式1(オ ンライン庁用)

登 記 申 請 書



様式1(非 オ ンライ ン庁用)

登 記 申 請 書



様式2(オ ン ライ ン庁用)

登 記 申 請 書



様式2(非 オ ンライ ン庁 用)

登 記 申 請 書



様式3(オ ンライ ン庁用)

登 記 申 請 書



様式3(非 オ ンライ ン庁用)

登記申請書



様式4(オ ンライン庁用)

登 記 申 請 書



様式4(非 オ ンライ ン庁用 〉

登 記 申 請 書



様式5(オ ンライ ン庁用)

登 記 申 請 書



様式5(非 オンライン庁用)

登 記 申 請 書



様式6(オ ンライ ン庁用）



様式6(非 オ ンライ ン庁用)



様式7(オ ンライン庁用)



様式7(非 オ ンライ ン庁用)



様式8(オ ンライ ン庁用）



様式8(非 オ ンライ ン庁用)



様式9(オ ンライ ン庁用)



様式9(非 オ ンライ ン庁用)



様式10(オ ンライ ン庁用)



様式10(非 オンライ ン庁用)



様式11(オ ンライ ン庁)



様式11(非 オ ンライ ン庁)



様式12(オ ンライ ン庁用)



様式12(非 オ ンライ ン庁用)



様式13(オ ンライ ン庁用)



様式13(非 オ ンライ ン庁用)



様式14(オ ンライ ン庁)



様式14(非 オンライ ン庁）



様式15

委 任 状

平成 年 月 日

東京都港区虎ノ門四丁 目3番13号

独立行政法人福祉医療機構

理事長

私は、住宅金融公庫を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任する。

記

独立行政法人福祉医療機構法(平 成14年 法律第166号)附 則第5条 の2第1項 の規定に基

づき行う、年金積立金管理運用独立行政法人法(平 成!6年 法律第!05号)附 則第14条 の規

定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平 成12年 法律第20

号)第12条 第2項 第2号 ロ若しくはハ又は同法附則第3条 の規定による廃止前の年金福祉事業

団法(昭 和36年 法律第180号)第!7条 第1項 第3号 ロ若しくはハの規定により貸付けた資

金に係る次に掲げる事項を処理すること。

1独 立行政法人福祉医療機構(以 下r機 構』という.)を 債権者又は担保権者とする金銭消費

貸借契約、抵当権設定金銭消費貸借契約及び担保権設定契約等担保権設定契約の締結に関する

こと。

2機 構を債権者又は担保権者 とする貸付金債権又は担保権につき、その変更又は処分の契約の

締結に関すること。

3前2号 の契約につき、公正証書作成の嘱託に関すること。

4機 構を担保権者 とする担保権 にっき、その設定、移転(年 金積立金管理運用独立行政法人法

附則第3条 第1項 及び第4項 による年金資金運用基金(以 下r基 金」という。)を 被承継者 と

する抵当権の移転並びに廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1

条第1項 に基づく権利の承継による年金福祉事業団を被承継者とする抵当権の移転を含む.)、

変更、処分、更正、回復又は抹消の登記の申請に関すること及び当該担保権の登記申請に係る

登記識別情報の受領に関すること。

5廃 止前の基金が登記名義人となっている担保権の消滅の承諾、数個の建物が合体して一個の

建物 となった場合において基金が当該合体前の一つの建物について担保権等の登記名義人と

なっているときの当該合体後の建物の持分を定めることについての承諾又は権利の変更の登

記で機構が登記上利害の関係を有するものの承諾に関すること。

6弁 済金の受領に関すること。

7機 構を担保権者 とする担保権につき、担保権登記、名義人表示変更登記の申請に関すること。

8登 記原因証明情報、委任状、資格証明書及び印鑑証明書の原本還付請求並びに受領に関する

こと。



9第1号 、第2号 、第3号 、第4号 、第7号 及び第8号 に掲 げる行為をなす につ き復代理 人選

任 に関する こと。

以上



様式16

委 任 状

平成 年 月 日

東京都港区虎ノ門四丁 目3番13号

独立行政法人福祉医療機構

理事長

私は、沖縄振興開発金融公庫を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任する。

記

独立行政法人福祉医療機構法(平 成14年 法律第166号)附 則第5条 の2第1項 の規定に基

づき行 う・年金積立金管理運用独立行政法人法(平 成 工6年 法律第105号)附 則第14条 の規

定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平 成12年 法律第20

号)第12条 第2項 第1号 若しくは第2号 又は同法附則第3条 の規定による廃止前の年金福祉事

業団法(昭 和36年 法律第180号)第17条 第1項 第2号 若しくは第3号 の規定によ り貸付け

た資金に係る次に掲げる事項を処理すること。

1独 立行政法人福祉医療機構(以 下r機 構」という。)を 債権者又は担保権者とする金銭消費

貸借契約、抵当権設定金銭消費貸借契約及び担保権設定契約等担保権設定契約の締結に関する

こと。

2機 構を債権者又は担保権者 とする貸付金債権又は担保権につき、その変更又は処分の契約の

締結に関すること。

3前2号 の契約につき、公正証書作成の嘱託に関すること。

4機 構を担保権者 とする担保権につき、その設庫、移転(年 金積立金管理運用独立行政法人法

附則第3条 第1項 及び第4項 による年金資金運用基金(以 下r基 金」という。)を 被承継者と

する抵 当権の移転並びに廃止前の年金福祉事業 団の解散及び業務の承継等 に関する法律第1

条第1項 に基づく権利の承継による年金福祉事業団を被承継者とする抵 当権の移転を含む。) 、

変更・処分・更正・回復又は抹消の登記の申請に関すること及び当該担保権の登記申請に係る

登記識別情報の受領に関すること。

5廃 止前の基金が登記名義人となっている担保権の消滅の承諾、数個の建物が合体 して一個の

建物 となった場合 において基金が当該合体前の一つの建物について担保権等の登記名義人と

なっているときの当該合体後の建物の持分を定めることについての承諾又は権利の変更の登

記で機構が登記上利害の関係を有するものの承諾に関すること。

6基 金を担保権者 として登記した工場抵当法第2条 による抵当権登記の機械器具目録並びに

工場財団・鉱業財団・漁業財団・港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団の財

産目録について物件の表示変更、追加、分離若 しくは消滅による変更登記の同意 に関すること。

7基 金を担保権者として登記 した第6号 に掲げる財団の分割について工場抵 当法第42条 の



2第3項 又 はその準用規定 による抵 当権 の消滅 の承諾 に関する 乙と。

8弁 済 金の受領に関する こと。

9機 構 を担保権者 とする担保権 につ き、担保権登記、名義人表示変更登記の申請 に関する こと。

10登 記原 因証明情報、委任状、資格証明書及び印鑑証明書の原本還付請求並 びに受領 に関す る

こと。

11第1号 、第2号 、第3号 、第4号 、第9号 及び第10号 に掲 げる行為 をなす につ き復代理人

選任 に関す ること。

以上



様式17

委 任 状

平成 年 月 日

東京都港区虎ノ門四丁 目3番13号

独立行政法人福祉医療機構

理事長

私 は、 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任する。

記

独立行政法人福祉医療機構法(平 成14年 法律第166号)附 則第5条 の2第1項 の規定に基

づき行う、年金積立金管理運用独立行政法人法(平 成!6年 法律第105号)附 則第!4条 の規

定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平 成12年 法律第20

号)第12条 第2項 第1号 若 しくは第2号 イ又は同法附則第3条 の規定による廃止前の年金福祉

事業団法(昭 和36年 法律第180号)第17条 第1項 第2号 若しくは第3号 イの規定により貸

付けた資金に係る次に掲げる事項を処理すること。

1独 立行政法人福祉医療機構(以 下r機 構」という。)を 債権者又は担保権者とする金銭消費

貸借契約、抵当権設定金銭消費貸借契約及び担保権設定契約等担保権設定契約の締結に関する

こと。

2機 構を債権者又は担保権者 とする貸付金債権又は担保権 につき、その変更又は処分の契約の

締結に関すること。

3前2号 の契約につき、公正証書作成の嘱託に関すること。

4機 構を担保権者 とする担保権につき、その設定、移転(年 金積立金管理運用独立行政法人法

附則第3条 第1項 及び第4項 による年金資金運用基金(以 下r基 金」.という。〉を被承継者と

する抵当権の移転並びに廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1

条第1項 に基づく権利の承継による年金福祉事業団を被承継者とする抵当権の移転を含む.)、

変更、処分、更正、回復又は抹消の登記の申請に関すること及び当該担保権の登記申請に係る

登記識別情報の受領に関すること。

5廃 止前の基金が登記名義人となっている担保権の消滅の承諾、数個の建物が合体 して一個の

建物 となった場合において基金が当該合体前の一つの建物について担保権等の登記名義人と

なっているときの当該合体後の建物の持分を定めることについての承諾又は権利の変更の登

記で機構が登記上利害の関係を有するものの承諾に関すること。

6基 金を担保権者 として登記した工場抵当法第2条 による抵当権登記の機械器具 目録並びに

工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団の財

産 目録について物件の表示変更、追加、分離若しくは消滅による変更登記の同意に関すること。

7基 金を担保権者 として登記 した第6号 に掲げる財団の分割について工場抵当法第42条 の



2第3項 又はそ の準用規定 による抵 当権の消滅 の承諾 に関する こと。

8弁 済金の受領 に関する こと。

9機 構を担保権者 とする担保権 につき、担保権登記、名義人表示変更登記 の申請 に関する こと。

10登 記原 因証明情報、委任状、資格証明書及び印鑑証明書の原本還付請求並び に受領 に関す る

こと。

11第1号 、第2号 、第3号 、第4号 、第9号 及び第10号 に掲 げる行為 をなす につき復代理人

選任 に関す ること。

以上



様式18

委 任 状

私 は、 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任する。

記

1後 記物件について、次に掲げる事由による所有権の移転、(根)抵 当権の設定及び(根 〉抵

当権の移転の登記の申請に関する件

(E)廃 止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平 成12年 法律第20

号)第1条 第1項 に基づく被承継者年金福祉事業団から廃止前の年金資金運用基金への権利

の承継

(2)年 金積立金管理運用独立行政法人法(平 成16年 法律第105号)附 則第3条 第1項 及び

第4項 に基づく被承継者年金資金運用基金から独立行政法人福祉医療機構への権利の承継

2上 記申請の取下げ及び登記済証又は登記識別情報通知並びに登記完了証の受領の件

3共 同担保目録に代理人として署名捺印する件

4上 記申請に関する登記原因証明情報、委任状、代表者事項証明書若 しくはその他の登記申請

書添付書類の原本還付請求及びその受領の件

物件の表示

平成 年 月 日

東京都港区虎ノ門四丁 目3番13号

独立行政法人福祉医療機構

理事長



法務省民二第1497号

平 成18年7月4日

独立行政法人 福祉 医療機構

理事長 山 口 剛 彦 殿

法務省民事局長 寺 田 逸 郎

年金資金運用基 金の解散 に伴 う不動産登記事務 の取扱 いにつ いて(通 知）

標記 の取扱 いについて,別 紙 の とお り法務局長 ・地方法務 局長 あて通知 したので,お 知

らせ します。


