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平成20年（ケ）第2028号事件は終わっているのか、、、

東京地方裁判所民事21部、平成20年（ケ）第2028号、担保不動産競売申立事件。

 

 小野塚弘子競落物件登記事項

上記クリック

この登記を見ると甲区12番差押登記があります。

 

ところが、売却許可決定がある。（ 小野塚清研究会。 ）クリック

 

ア　売却許可決定どおりに、32800万円を小野塚弘子が裁判所に代金納付していたら、

なぜこの物件の登記名義が小野塚弘子になっていないのか。

イ　32800万円を支払っていないなら、なぜこの場所で小野塚清は駐車場を経営できるのか。

 

事例アであるなら、競売事件は結果として終了していない。

それでいいのか天才魔術師。変態バカボンバカボンボン。

事例イであるなら担保権者はそれでいいのか大島健伸。変態同士で仲が良いと言うことか。

それに競売事件は終わっていないことになる。

ギャラリー

  

  

  

<<   October 2016   >>

S M T W T F S

            1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

MS blog
私小説的体験ブログ。

http://mita.blog.jp/archives/66238337.html
http://mita.blog.jp/archives/66260918.html
http://mita.blog.jp/archives/66252726.html
https://db.tt/8QIW1Xbg
http://mita.blog.jp/archives/66227682.html
http://mita.blog.jp/archives/71395293.html
http://mita.blog.jp/archives/71395293.html
http://mita.blog.jp/archives/71395293.html
http://mita.blog.jp/archives/70944425.html
http://mita.blog.jp/archives/70771093.html
http://mita.blog.jp/archives/70771093.html
http://mita.blog.jp/archives/70771093.html
http://mita.blog.jp/archives/70771093.html
http://mita.blog.jp/archives/70771093.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-09.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-11.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-01.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-02.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-03.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-04.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-05.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-06.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-07.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-10.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-12.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-13.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-14.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-15.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-16.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-17.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-18.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-19.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-20.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-21.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-22.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-23.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-24.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-25.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-26.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-27.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-28.html
http://mita.blog.jp/archives/2016-10-29.html
http://mita.blog.jp/


2020/10/20 MS blog : 平成20年（ケ）第2028号事件は終わっているのか、、、 - livedoor Blog（ブログ）

mita.blog.jp/archives/66252726.html 2/3

 

こういうことを民事執行法は予測しているのか。

実害ないから構わないのか。実害はある。小野塚弘子の責任財産が隠蔽されているから、

小野塚弘子の債権者は執行が出来ない。

まず固定資産税は支払われているのか。

固定資産税も債権である。請求は誰にしているのか。

東京都は登記名義人はサンフォレストリアルティだから倒産会社に請求しているのか。

 

考えてみると、固定資産税は登記名義人に賦課される税金だから小野塚は

固定資産税を免脱している可能性が高い。

そうであるかどうかは警察はわかる。東京都もわかる。免脱しているとする。

こういう悪質な脱税者は逮捕すべきである。

 

思うに、小野塚は裁判所が代金納付競落人に委託した登記嘱託書を登記所に届けていないの

であろう。そうであるなら身勝手な奴であり登記を行わない登記権利者であるから、

東京都は職権で小野塚弘子に代位して登記名義を小野塚弘子に替えて、

ＳＦＣＧの抵当権や差し押さえ登記も抹消すべきだ。

 

このようなことがあるとすれば、不作為という行為による公正証書原本不実記載事件である。

刑事警察はこのような不埒な奴らを逮捕し、検察は起訴し、裁判所は実刑判決を

小野塚弘子に出すべきなのである。
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最新記事

細野豪志の説明責任。

子供を殺すと香典袋

香典袋に「お前の子を殺す」
という香典を入れる。（１）

税務というお仕事。そして
「なんでやねん」ドツキ漫才。
籠池辻元。

結果はしぬまでわからない。

平昌に仕事でゆくのか、単
なる観光で終わるか。

吉本芸人の経済行為。

故人住吉会西口総裁と亀井
静香、笠岡和雄、国際新聞
I。

アクセスジャーナル記事に
ついて。（一部の参考用）

諸々、続く些事が瑣事にな
る。
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