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2 人権標語 人にはね　いじわるしない　やくそくだ　　小松小学校 2年

　あけましておめでとうございます。

　皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　昨年は、2020年夏のオリンピック・パラリンピックの東京開催が決

定しました。招致活動においては、大津市出身でフェンシング、太田雄

貴選手も最終プレゼンターとして活躍されました。東京での開催が決定した瞬間、大粒の涙を流し、

喜びを爆発させる姿には本当に感動いたしました。

　また、景気につきましても12月の内閣府の月例経済報告において「緩やかに回復しつつある」との

基調判断が示され、住宅建設についても、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要もあって増加してい

るとされています。今後輸出の持ち直しとともに、家計所得や投資の増加傾向などにより、景気回復

の動きが確かなものとなることが期待されています。

　県内景気も、一部に弱い動きがあるものの緩やかに持ち直しているとされており、本県人口が引き

続き増加している中で、滋賀県で住宅を購入される方も多いかと思います。滋賀県宅地建物取引協会

の皆様におかれましては、県民の皆さんが安心して住まいを構えていただけるよう、不動産取引の専

門家としての知見を活かしたサポートを期待いたしますとともに、消費者の利益の保護と宅地建物の

流通の円滑化を図るため、なお一層のご尽力を賜りますようお願いいたします。

　さて、県では、「住み心地日本一の滋賀」を目指して、未来を見据えた８つのプロジェクトを戦略的

に進めており、今年は計画期間の仕上げの年に当たります。

　子どもも親も幸せを実感でき、地域が元気になる「子育て・子育ち応援」や、若者、女性、高齢者、

障害のある方など、全ての方が持てる力と資格と意欲を発揮し、しごとの場に就ける全員参加型の社

会を目指す「働く場への橋架け」などのプロジェクトにより、人と人とのつながりの中で、不安なく

楽しく暮らせる滋賀を実現していきます。

　そのためにも、安心・快適な住まいは欠かすことができません。県民の皆さんに「滋賀に住んでよ

かった」、「滋賀にこれからも住み続けたい」と思っていただけるよう、協会の皆様とともに本年も力

一杯取り組んでまいりたいと考えていますので、一層のご理解とお力添えをお願い申しあげます。

　結びに、本年が皆様にとりまして、幸多い年となりますことを心からお祈り申しあげます。

年頭のあいさつ年頭のあいさつ

滋賀県知事 嘉 田　由紀子



3人権標語 「ありがとう」　笑顔あふれる　その言葉　　木戸小学校 4年

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

　新年あけましておめでとうございます。

　皆様には、お健やかに初春を寿がれましたことと衷心よりお慶び申

し上げます。旧年中は、協会運営に多々ご支援とご協力を頂きましたこ

とに厚くお礼申し上げますと共に、本年も倍旧のご指導とご鞭撻を賜

ります様どうかよろしくお願い申し上げます。

　さて、一昨年4月に公益社団法人の認定を受けて以来、より公益性の高い業界団体として「消費者

擁護」と「公正な取引の推進」を旗印に、資質の向上と信頼構築に全力で取り組んでまいりました。一

昨年12月の安倍政権誕生以来、デフレ脱却と景気刺激策の矢継ぎ早の対応は、アベノミクスとして

効果をあげつつある様ですが、滋賀では地価の下げ幅の縮小と、一部下げ止まりはみられるものの県

南部の一部を除いては土地・建物の流動活性化は未だであります。喫緊の景気回復を願うばかりであ

ります。

　現在、新築住宅着工戸数は、90万戸余りでありますが、少子化と20年あまりに及ぶデフレ時代か

ら右肩上がりの着工増は望むべくもありません。そのようななか、国土交通省は長期優良住宅の促進

と併せ、既存住宅の流通活性化を図るべく、インスペクション（建物診断）・建物履歴を施し、耐震補

強も伴うリノベーションを推進するとして、ワンストップサービスの充実や、買取り再販のシステム

化等々、支援体制の整備に力を入れています。私共中小事業者が、地域密着のより密度の高いワンス

トップ体制を構築し、土地・建物に関わる者が連携して事業を展開し、消費者により信頼を受けるこ

とこそ必需と思います。「会員にとっての協会とは」を、いつも問いかけ、皆様のお役に立つことを忘

れることなく、協会の発展・充実に寄与いたしたく考えております。

　おわりに、本年が皆様にとりまして飛翔の一年となります様ご祈念申し上げ、新年のごあいさつと

致します。

公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会滋賀本部

会　長
本部長 中　田　全　一



4 人権標語 友だちが　はげましてくれて　がんばれた　　和邇小学校 2年

「流通広報」創刊号 「広報」第50号 「宅建しが」第65号 「宅建しが」第100号

広報紙「宅建しが」これまでのあゆみ

　昭和55年12月１日に現在の「宅建しが」の前身となる「広報流通」が発行されました。

　この時期は消費者保護と宅建業の健全な発達促進を目標にした宅地建物取引業法の改正が行われ、

改正された宅地建物取引業法や宅建協会の活動を会員に知らせる手段として毎月１回発行されまし

た。

　物件情報を掲載した時期もありましたが、昭和57年流通センターの活動により物件情報の掲載を

終了し、現在の形が出来、平成元年からは名称を「宅建しが」に変更し現在に至っております。

　編集委員として編集業務に携わってこられました歴代のご担当の方々には、企画から記事集めまで

大変苦労をされてこられたことと存じます。また、現在ご担当頂いている方、今後「宅建しが」の製作

に携わられる方々におかれましては、宅建協会の情報発信の為ご尽力いただきますよう、よろしくお

願いいたします。会員の皆様におかれましては紙面向上のため、ご指導、ご鞭撻を賜りますようよろ

しくお願いいたします。

副会長　野 﨑　栄 一　

広報紙「宅建しが」200号発行に寄せて

昭和55年12月 1 日   1  号 「流通広報」創刊号発行 これより毎月発行

昭和56年 5 月 1 日   6  号 物件情報の掲載が始まる これより毎月1日・15日発行

昭和57年 6 月15日  33 号 「流通」と「広報」が分離され、
  物件情報の掲載が終了する。 これより３ヶ月に１度の発行

昭和59年 7 月 1 日  42 号  これより２ヶ月に１度の発行

昭和61年 1 月 1 日  50 号 表紙・裏表紙カラー化 

平成元年 5 月20日  号 外 はじめての号外発行 

平成元年 7 月 1 日  65 号 名称を「宅建しが」に変更 

平成 8 年 4 月20日 100号  

平成17年 7 月10日 150号  

平成26年 1 月15日 200号 現在に至る



5人権標語 みんなとね　えがおの花を　さかせよう　　小野小学校 5年

　平成25年11月19日（火）ホテルボストンプラザ草津にて、青
年部会合同研修会を開催し会員80名の参加がありました。第一
部の講演では（公社）福島県宅地建物取引業協会　会長　安部　
宏　氏を講師に迎え「大震災が起きたとき、私たちにできること」
と題し、平成23年３月11日の震災発生時から今年４月に至るま
での東日本大震災に伴う、福島県宅建協会の動きをお話しいた
だきました。第二部では、（株）麒麟地震研究所所長　山村　賢
司　氏を講師に迎え、現在の地震発生状況から地震観測実績、地
震発生時の状況把握と予知について講演をいただきました。
　近畿・中部圏で生活や業務を行う会長は、身近な問題として大変興味をもって聴講されていました。

青年部会合同研修会を開催しました！

　昨年度からはじまりました「地域懇談会」を本年度も開催
しました。既に県内10会場にて行い、164名の参加がありま
した。会員の皆様からの貴重なご意見やご要望を伺い、今後
の協会運営の為に活かして参いるとともに、地域の会員の皆
様の交流を図る一助となるべく開催しております。
　参加者からは協会運営に対する疑問や、地域懇談会のよう
な、より地域に密着した交流を求めるご意見を頂きました。
　これからも継続して開催してまいりますので、ご案内いたしました際にはご参加くださいますよう
お願い申し上げます。

地域懇談会を各地で開催しました！

　「InternetExplorer11（以下、IE11）」で近畿レインズをご利用の場合、IE11の仕様により、一部の
画面でレイアウトの崩れや動作の不具合が発生することが確認されています。
〈IE11で確認されている主な不具合〉
　・物件検索結果一覧画面でページ番号のリンクをクリックしても次のページに移動できない
　・自社物件一覧を印刷すると枠線だけしか印刷されない
　・物件登録画面で「図面確認」をした時に図面が表示されない
　これらの現象を回避するため、IE11をご利用の場合は必ず以下のブラウザの設定変更を行ってください。
● 「Windows8.1」をご利用の場合
　１．「互換表示設定」を有効にしてください。
　２．「https://reins.kinkireins.or.jp」を「信頼済みサイト」に追加してください
● 「Windows7」をご利用の場合
　１．「互換表示設定」を有効にしてください。
　詳しい設定方法は、近畿レインズHPの「Internet Explorer 11」でご利用時の設定変更方
法（http://www.kinkireins.or.jp/information/ie11.pdf）をご覧ください。

InternetExplore11で近畿レインズご利用時のご注意



6 人権標語 この学校　友だちいっぱい　いじめなし　　葛川小学校 3年

最近の判例から （4）－媒介報酬請求－



7人権標語 ガンバレと　声かけられ　あふれる勇気　　伊香立小学校 5年

出典：一般財団法人不動産適正取引推進機構
（「RETIO」No.87、2012 年、92頁以下）



8 人権標語 ありがとう　幸せの芽が　ほらひとつ　　真野小学校 6年

新規入会者紹介新規入会者紹介
有限会社 スリーワン
代　表　者　石田　正明
取引主任者　石田　幸靖
事　務　所　湖南市石部東2-6-36
Ｔ　Ｅ　Ｌ　0748－77－0130
Ｆ　Ａ　Ｘ　0748－77－0129
免 許 番 号　知事（1）3440

セントラル ハウジング
代　表　者　大村　健志
取引主任者　大村　健志
事　務　所　大津市中央3-7-7
　　　　　　　ないきビル1F
Ｔ　Ｅ　Ｌ　077－522－7075
Ｆ　Ａ　Ｘ　077－522－7085
免 許 番 号　知事（1）3441

ハトマーク支援機構のご案内
　（公社）全国宅地建物取引業協会連合会では「宅建協会」並びに「傘下会員事業者」のために一

助となるような実効性ある支援等をスピーディーに実施するために「一般財団法人　ハトマーク支

援機構」を別組織として平成25年1月23日に設立し、不動産業者の業務サポートとして引越しやリフ

ォーム、住宅診断、太陽光発電、保険などに関するサービスの提供をスタートしております。提携

企業も続々と増えてきておりますので、ご活用下さい。

※詳細はハトマーク支援機構ＨＰまで → http://www.hatomark.or.jp/

●株式会社アクトコール様
賃貸管理業を営む不動産会社様など、住生活ビジネ
スを展開するお客様を支援しています。

●株式会社ネクスト様
今までの概念を変える、新しいホームページ作成サ
ービスAnnexについてご案内いたします。

●株式会社いえらぶGROUP様
不動産業務支援パッケージシステム「いえらぶ
CLOUD」は、進化し続ける”究極の不動産サービ
ス”です。

●アットホーム株式会社様
不動産情報メディア・不動産業務ソリューション等
の事業 を通じて、不動産に係わる皆さまのお役に
立つサービスを提供しています。

●住友スリーエム株式会社様
3M™ 住宅用リフォーム製品 貼るだけのスピード
リフォームについてご案内いたします。

●株式会社建築資料研究社様
建築・建設業や不動産業界に携わる方に役立つ実務
書や、資格取得の参考図書を多数発行しています。

◆ 事業者紹介 ◆



9人権標語 「いっしょにあそぼ」　みんなさそって　あそんだよ　　真野北小学校 1年

不動産キャリアパーソン講座が始まりました！



10 人権標語 だいじょうぶ　その一言で　すくわれる　　堅田小学校 4年

第５回

　滋賀宅建協会の第５回理事会が10月10

日（木）協会理事会室で開催された。

　１．審議事項として

　下記の５項目について、原案通り承認された。

◎青年部会合同研修会について

　11月19日（火）にホテルボストンプラザ草津

にて行われる青年部会合同研修会についての提

案があった。

◎官民合同不動産広告実態調査の実施について

　11月21日（木）に行われる官民合同不動産広

告実態調査の実施についての提案があった。

◎不動産無料相談所の設置・運営について

　11月22日（金）より設置する不動産無料相談

所についての提案があった。

◎事務局員の新規採用について

　事務局員の新規採用についての提案があった。

◎地域懇談会の開催について

　12月上旬より県内12 ヵ所にて順次開催され

る地域懇談会についての提案があった。

◎（一社）滋賀県造園協会との賃貸借契約の解約

について

　平成22年６月１日付、滋賀県造園協会と本会

との間に締結された賃貸借契約を解約

したいので提案があった。本件については、転貸

が公益社団法人として認められるの

かなど、前回の理事会での質問がなされたが、㈱

全宅住宅ローン及び滋賀県不動産政

治連盟が直接、（一社）滋賀県造園協会と賃貸借

契約を結ぶとして本会は契約を解除

する。

　２．報告事項

◎会員資格者変更申請審査について

　５件の会員資格者の変更に関する審査報告が

行われた。

◎不動産フェアの実施報告について

資料の通り、報告がされた。詳しい内容は、宅建

しが199号をご参照ください。

第６回

　滋賀宅建協会の第６回理事会が11月14

日（木）協会理事会室で開催された。

　１．審議事項として

　下記の６項目について、原案通り承認された。

◎新規入会申込者審査報告の件

　正会員３件　詳細は「新規入会者紹介」をご参

照下さい。

◎賃貸不動産管理業務に関する研修会について

　12月６日（金）に予定する賃貸不動産管理業

務に関する研修会についての提案があった。

◎新規開業者研修会について

　12月16日（月）に実施予定の新規開業者研修

会についての提案があった。

◎平成25年度特別研修会について

　１月14日（火）に新年賀詞交換会の前段で実

施予定の平成25年度特別研修会についての提案

があった。

◎新年賀詞交歓会について

　１月14日（火）実施予定の新年賀詞交歓会に

ついての提案があった。

◎会費未納に係る会員権一時停止処分等について

　会費未納となっている６会員を「会員権の一

時停止」として処分することが提案された。

　２．報告事項

◎会員資格者変更申請審査について

　２件の会員資格者の変更に関する審査報告が

行われた。

◎暴力団追放滋賀県民大会への出席報告について

　10月16日（水）に開催された暴力団追放滋賀

県民大会への出席について報告があった。

◎防犯キャンペーン駅前啓発活動の実施報告に

ついて

　10月17日（木）に実施された防犯キャンペー

ン駅前啓発活動についての実施報告があった。

また、次年度への課題として、駅の利用者数、啓

発の必要性等を総合的に考慮して、効果的な実

施場所を選定する旨が付言された。

◎宅地建物取引主任者資格試験の監督事務の実

施報告について

　10月20日（日）に実施された宅地建物取引主

任者資格試験の監督事務の実施について報告が

あった。また、出動監督員、特に雨天の中、任に

当たった設営係、駐車場係について謝意が述べ

られた。

◎平成25年度滋賀県宅地建物取引業暴力団等排

除対策協議会 総会の実施報告について

　10月29日（火）に実施された滋賀県宅地建物

取引業暴力団等排除対策協議会 総会の実施につ

いて報告があった。

◎中間監査会の実施報告について

　10月25日（金）に実施された中間監査会につ

いては、監事から特段問題の指摘を受ける事も

無く、終了した旨の報告があった。

第５回・第６回理事会
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第５回

　滋賀宅建協会の第５回理事会が10月10

日（木）協会理事会室で開催された。

　１．審議事項として

　下記の５項目について、原案通り承認された。

◎青年部会合同研修会について

　11月19日（火）にホテルボストンプラザ草津

にて行われる青年部会合同研修会についての提

案があった。

◎官民合同不動産広告実態調査の実施について

　11月21日（木）に行われる官民合同不動産広

告実態調査の実施についての提案があった。

◎不動産無料相談所の設置・運営について

　11月22日（金）より設置する不動産無料相談

所についての提案があった。

◎事務局員の新規採用について

　事務局員の新規採用についての提案があった。

◎地域懇談会の開催について

　12月上旬より県内12 ヵ所にて順次開催され

る地域懇談会についての提案があった。

◎（一社）滋賀県造園協会との賃貸借契約の解約

について

　平成22年６月１日付、滋賀県造園協会と本会

との間に締結された賃貸借契約を解約

したいので提案があった。本件については、転貸

が公益社団法人として認められるの

かなど、前回の理事会での質問がなされたが、㈱

全宅住宅ローン及び滋賀県不動産政

治連盟が直接、（一社）滋賀県造園協会と賃貸借

契約を結ぶとして本会は契約を解除

する。

　２．報告事項

◎会員資格者変更申請審査について

　５件の会員資格者の変更に関する審査報告が

行われた。

◎不動産フェアの実施報告について

資料の通り、報告がされた。詳しい内容は、宅建

しが199号をご参照ください。

第６回

　滋賀宅建協会の第６回理事会が11月14

日（木）協会理事会室で開催された。

　１．審議事項として

　下記の６項目について、原案通り承認された。

◎新規入会申込者審査報告の件

　正会員３件　詳細は「新規入会者紹介」をご参

照下さい。

◎賃貸不動産管理業務に関する研修会について

　12月６日（金）に予定する賃貸不動産管理業

務に関する研修会についての提案があった。

◎新規開業者研修会について

　12月16日（月）に実施予定の新規開業者研修

会についての提案があった。

◎平成25年度特別研修会について

　１月14日（火）に新年賀詞交換会の前段で実

施予定の平成25年度特別研修会についての提案

があった。

◎新年賀詞交歓会について

　１月14日（火）実施予定の新年賀詞交歓会に

ついての提案があった。

◎会費未納に係る会員権一時停止処分等について

　会費未納となっている６会員を「会員権の一

時停止」として処分することが提案された。

　２．報告事項

◎会員資格者変更申請審査について

　２件の会員資格者の変更に関する審査報告が

行われた。

◎暴力団追放滋賀県民大会への出席報告について

　10月16日（水）に開催された暴力団追放滋賀

県民大会への出席について報告があった。

◎防犯キャンペーン駅前啓発活動の実施報告に

ついて

　10月17日（木）に実施された防犯キャンペー

ン駅前啓発活動についての実施報告があった。

また、次年度への課題として、駅の利用者数、啓

発の必要性等を総合的に考慮して、効果的な実

施場所を選定する旨が付言された。

◎宅地建物取引主任者資格試験の監督事務の実

施報告について

　10月20日（日）に実施された宅地建物取引主

任者資格試験の監督事務の実施について報告が

あった。また、出動監督員、特に雨天の中、任に

当たった設営係、駐車場係について謝意が述べ

られた。

◎平成25年度滋賀県宅地建物取引業暴力団等排

除対策協議会 総会の実施報告について

　10月29日（火）に実施された滋賀県宅地建物

取引業暴力団等排除対策協議会 総会の実施につ

いて報告があった。

◎中間監査会の実施報告について

　10月25日（金）に実施された中間監査会につ

いては、監事から特段問題の指摘を受ける事も

無く、終了した旨の報告があった。

近畿レインズ物件登録状況
近畿圏

在庫物件成　約登　録
31,858
19,676
51,534
32,465
55,911
88,376
64,323
75,587
139,910

2,568
796
3,364
2,679
3,822
6,501
5,247
4,618
9,865

19,659
11,177
30,836
34,897
59,225
94,122
54,556
70,402
124,958

新　規
再登録
計
新　規
再登録
計
新　規
再登録
計

売物件

賃貸物件

合　計

（公社）滋賀県宅地建物取引業協会
在庫物件成　約登　録
1,063
961
2,024
271
504
775
1,334
1,465
2,799

84
32
116
10
32
42
94
64
158

576
425
1,001
227
424
651
803
849
1,652

新　規
再登録
計
新　規
再登録
計
新　規
再登録
計

売物件

賃貸物件

合　計

　平成26年1月27日（月）彦根商工会議所に開催予定です。
　研修内容：近畿レインズIP型システムおよびハトマークサイトの基本操作など
　詳しい内容は、随時、ホームページ（http://www.shiga-takken.or.jp/）、および郵送にてお知らせい
たします。

近畿レインズニュース

レインズIP型システム・ハトマークサイト研修会の実施について
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■アヤハ不動産株式会社　代表者：服部　克己
大津市馬場2-7-7
TEL 077-525-5522／ FAX 077-522-2363
免許番号　国土交通大臣（9）3088
URL　http:///www.ayaha.co.jp/arnet/
業態／売買・仲介・賃貸・管理・分譲宅地開発・建設

　私たちアヤハ不動産は、土地や建物の分譲、賃貸管理はもとより、
資産活用に関するコンサルティングまで、お客様の立場で目先の営
利にとらわれないご提案をさせていただく安心・信頼できるパートナーとして、昭和47年より湖国滋
賀を中心に地域に密着した活動を続けております。長年培った実績とノウハウ、そして信頼の証「アヤ
ハグループ」の一員として、いつまでも時代にあわせたお客様のご要望にお応えできるよう、「快適生活
応援企業」としてより一層の地域発展に貢献してまいります。

■住マイライフ有限会社　代表者：岡田　正明
大津市南郷6-1309-15
TEL 077-534-1188／ FAX 077-534-1224
免許番号　滋賀県知事（2）2944
URL　Info@sumailife.com
業態／媒介（売買・賃貸・管理・リフォーム・保険代理店）

　弊社は平成7年3月オカダ住宅サービスの屋号にて先代が創業い
たしました。平成15年5月現在の住マイライフ有限会社（すまいら
いふ）へ商号変更し、仲介業務・賃貸管理・工場・リフォームなどを行っております。

　業務では近隣のお客様や過去に取引させて頂いたお客様のご紹介をいただき嬉しく思うこともある
半面、日々の活動の中で失敗やお叱りを受け反省する事も多々あります。
　更に良い店舗、地域の不動産屋を目指し、快適な住まい、生活をお手伝い出来るよう日々模索してお
ります。末筆となりましたが、会員の皆様、今後ともよろしくお願い申し上げます。

■株式会社 ビッグ不動産センター　代表者：堀井　裕顕
栗東市小柿7-4-8
TEL 077-554-5688／ FAX 077-554-5689
免許番号　滋賀県知事（1）3358
URL　http://www.big-fudousan.net/
業態／不動産仲介・宅地分譲・リフォーム全般・
　　　賃貸・管理・損害保険代理店

　弊社は平成23年に設立いたしました。現在栗東市小柿に店を構
え、草津から近江八幡を中心に不動産売買、仲介を主な業としております。
　今後とも末永いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。

会員の広場会員の広場 ～会員紹介～
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URL  http://www.shiga-takken.or.jp/

■メープル・プランニング株式会社　代表者：奥野  義之
東近江市栄町6-25
TEL 0748-22-8870／ FAX 0748-24-1165
免許番号　滋賀県知事（5）2345
URL　http://www.canada-home.jp/index.html
業態／売買・仲介

　弊社は㈱大興として平成５年7月宅建業免許を取得後、平成13年
メープル・プランニング株式会社として社名変更し、宅建業を営ん
でおります。
　日頃は北米・カナダの輸入住宅を手掛ける別会社の不動産部門として業務をさせていただいており
ます。その関係でカナダ国旗にあるメープルリーフの “メープル”を拝借して社名につけました。お客
様には滋賀県下全域を建築エリアとして注文住宅用地のご紹介をさせていただいております。協会で多
くの会員様と知り合い、より多くの情報を得て幅広く業務ができるようにしていきたいと思っていま
す。

■大依不動産株式会社　代表者：大依　和義
長浜市地福寺町1-36
TEL 0749-63-3455／ FAX 0749-65-0065
免許番号　滋賀県知事（12）803
業態／宅地開発・売買仲介・賃貸仲介管理

　大正14年の創業以来、地域に根ざした不動産屋として親子３代
にわたり、地元長浜の発展と共に歩んで参ることができました。今

では３世代にわたる長いお付き合いのお客様もみえ、そのご縁に感
謝する毎日です。時代の流れの中で、これ程長く社業を営んで来ら
れたのも、協会会員の皆様やご支援下さった方々、地域の皆様方のお陰と感謝しております。
　来年の創立90周年を大過なく迎えるためにも、祖父から父そして私へと受け継がれてきた地元への
熱い思いを胸に業務に邁進していく所存です。皆様今後ともよろしくお願い致します。
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協会行事記録 平成25年11月1日
　～平成25年12月31日

月日 月日行　　　　　　事 行　　　　　　事

〔11月〕
1日 （公社）近畿地区不動産公正取引協議会第3回理事会
  〔中田会長〕（於：全日大阪会館）
5日 入会審査委員会 （於：理事会室）
5日 ハトマーク・グループビジョン推進部会第3回検討ワーキング
  〔中田会長〕（於：全宅連会館）
5日 第5回青年部会
  〔青年部会幹事〕（於：草津小間蔵）
6日 全宅保証監査会 （於：全宅連会館）
7日 レインズ研修会 （於：協会5階会議室）
7日 第６回常務理事会 （於：協会4階会長室）
7日 第1回　予算検討会議 （於：協会4階会長室）
8日 レインズ研修会 （於：協会5階会議室）
8日 第6回レインズ運営委員会
  〔宮本他１名〕（於：大阪不動産会館）
8日 第4回滋賀県既存住宅流通活性化協議会設立
 プロジェクトチーム委員会 （於：協会3階研修室）
9日 大工園隆氏黄綬褒章受章祝賀会
 〔中田会長他3名〕（於：ウエスティン都ホテル京都）
11日 全宅保証常務理事会・全宅連常務理事会
  〔中田会長〕（於：全宅連会館）
11日 近畿圏不動産流通機構・調査研究委員会
  〔冬木〕（於：機構会議室）
12日 苦情解決業務委員会 （於：協会5階理事会室）
14日 第６回理事会
  〔理事・監事〕（於：協会５階　理事会室）
15日 第27回近畿地区不動産取引税務協議会
  〔中田会長〕（於：大阪合同庁舎）
18日 近畿地区連絡会合同研修会 〔中田会長他７名〕
  （於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル）
19日 青年部会合同研修会
  （於：ホテルボストンプラザ草津）
20日 中部・近畿・西日本地区情報提供担当者会議
  〔宮本他１名〕（於：チサンホテル新大阪）
21日 官民合同不動産広告実態調査
21日 滋賀県公益法人等立入検査
  （於：協会４階会長室）
22日 第3回組織整備特別委員会
  〔中田会長〕（於：全宅連会館）
22日 第1回不動産無料相談
 〔小寺専務理事、服部、冬木〕（於：5Ｆ　会議室）
22日 かまどベンチ実行委員会
  〔小寺専務理事〕（於：豊郷町豊栄のさと）
22日 近畿圏不動産流通活性化協議会運営協議会
  〔宮本〕（於：大阪宅建）
25日 ハトマーク・グループビジョン推進部会第4回検討ワーキング
 〔中田会長〕（於：全宅連会館　地下1階第１・2会議室）
25日 滋賀県建設雇用改善推進大会
  〔小寺専務理事〕（於：大津プリンスホテル）

25日 総務委員会 （於：協会５階会議室）
26日 全宅管理第2回理事会〔小寺専務理事〕（於：第一ホテル）
26日 全宅保証第2回理事会〔中田会長〕（於：第一ホテル）
26日 全宅連第2回理事会〔中田会長〕（於：第一ホテル）
28日 正副会長会議 （於：協会４階会長室）
28日 部落解放研究第21回滋賀県集会第2回実行委員会
  〔山本〕（於：解放県民センター光荘）
29日 第3回広報啓発委員会 （於：大阪府不動産会館）
29日 かまどベンチ実行委員会
  〔小寺専務理事〕（於：月の輪健康サマーランド）
〔12月〕
2日 レインズ研修会 （於：協会５階会議室）
3日 第９回入会審査委員会 （於：理事会室）
5日 第７回常務理事会 （於：協会4階会長室）
6日 公益法人制度に関する地区ブロック研修会
 （中部・近畿・四国地区） （於：協会５階会議室）
6日 平成25年度賃貸不動産管理業務研修会
  （於：栗東芸術文化会館さきら）
9日 全宅連近畿地区連絡会運営協議会事務局長会議
  〔中山〕（於：グランフロント大阪）
10日 公益法人制度に関する地区ブロック研修会
 （北海道・東北・甲信越・関東地区）
  〔中田会長〕（於：全宅連会館）
10日 滋賀県建設業暴力団追放大会
  〔小寺専務理事他１名〕（於：大津プリンスホテル）
11日 公益法人制度に関する地区ブロック研修会（中国・九州地区）
  〔中田会長〕（於：福岡県不動産会館）
11日 立入検査勉強会（奈良・和歌山）
  （於：協会４階会長室）
12日 第7回理事会 （於：協会５階　理事会室）
13日 第7回レインズ運営委員会
  〔宮本他１名〕（於：大阪不動産会館）
16日 新規開業者研修会 （於：協会５階　会議室）
16日 全宅連近畿地区連絡会運営協議会
  〔中田会長他１名〕（於：グランフロント大阪）
17日 宅建試験総括会議 〔橋本他２名〕
  （於：（一財）不動産適正取引推進機構会議室）
17日 第5回既存住宅流通活性化協議会プロジェクト委員会
  （於：協会４階会長室）
18日 （一社）滋賀県建設産業団体連合会平成25年度臨時総会
  〔中田会長〕（於：滋賀県建設会館（夢けんプラザ））
19日 近畿圏不動産流通機構・理事会
  〔野﨑副会長〕（於：大阪府不動産会館）
19日 ハトマーク・グループビジョン推進部会第5回検討ワーキング
  〔中田会長〕（於：全宅連会館）
19日 全宅連・全宅保証正副会長委員長合同会議
  〔中田会長〕（於：全宅連会館）
20日 第2回不動産無料相談 （於：協会５階会議室）



15人権を守る大津市民の会発行　2012 年度（平成 24年度）「わたしと人権」に掲載の優秀作品より

会員資格喪失

3124 ㈱辰己工務店 辰己　康弘 　廃業 平成25年10月30日
1587 ㈱竹山開発 竹山　文一 　廃業 平成25年11月13日
3119 ㈱建築事務所エヌピィオー 小根田　守 　廃業 平成25年12月6日

免許番号 商号または名称 代表者名 資格喪失事由 資格喪失年月日

　先日、発行した平成25年度会員名簿について、記載に誤りがありましたので、謹んでお詫び申し上げますととも
に、下記の通り訂正させていただきます。

　　P43　　ユーベスト
　　　　　　FAX 0748－76－3215　　→　　FAX 0748－76－3216

　　P27　　ヤマト住建㈱
　　　　　　代表者名　　津　昌廣　　→　　西津　昌廣

　　P42　　（有）ソワナカ
　　　　　　免許番号（6）1759　　　   →　　免許番号（7）1759

平成25年12月1日
　会員各位

（公社）滋賀県宅地建物取引業協会
事務局

日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、今般は、会員の皆様への電話連絡並びにファクシミリ送信の際、誤った会員様宛に連絡を行い、ご迷惑を
おかけし誠に申し訳ございませんでした。
事務局で原因を調査いたしましたところ、電話を受けた際に商号と連絡先の確認を行わずに類似の誤った先様に
電話またはファクシミリを送信したと判明しました。
　こうした人為的ミスの発生を防止するため、日頃から職員全員がお互いに牽制し確認することを徹底いたして
おりましたが、多大なご迷惑をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます。
　今後は二度とこのような誤りの無いよう、細心の注意を払う所存でございます。
　何卒ご了承のほどお願い申し上げますとともに、今後とも変わらぬご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

会員名簿登載事項の変更
会　員
名　簿
掲載頁

商　　　号 変更事項
登　載　事　項　の　変　更

変　　更　　前 変　　更　　後
10 ㈱ハウスクリエイト 専任取引主任者 久芳　講平 　　　　　―
12 ㈱マイランド滋賀 代表者 福崎　忠仁 小嶋　義孝
15 ㈱大生産業　大津支店 政令使用人 近藤　誠之 大島　彩乃

15  専任取引主任者 藤谷　寛明 　　　　　―

24 ㈱パナホーム滋賀 専任取引主任者 吉永　憲次 野津　卓也
27 橋本不動産㈱　草津店 専任取引主任者 　　　　　― 上松　克則
29 ㈱シガホーム 専任取引主任者 林　　英三 　　　　　―
35 

橋本不動産㈱
 専任取引主任者 安本　幸治 　　　　　―

35  専任取引主任者 上松　克則 　　　　　―
38 ㈱サンユーホーム 事務所 野洲市三上1084－1 野洲市北野１－1－４
39 ヨシノホーム㈱ 代表者 吉野　尊善 山本　正五
43 ユーベスト ＦＡＸ 0748-76-3215 0748-76-3216
46 ㈱山元工業 専任取引主任者 寺田　まゆみ 柳生　知江子
54 川重㈱ 専任取引主任者 川瀬　光子 川瀬　靜
61 ㈱ザイミツエステート 専任取引主任者 柴田　拓郎 　　　　　―
63 ㈱カチタス　草津支店 専任取引主任者 　　　　　― 鳥居　信一
68 ㈱福屋不動産販売　長浜店 専任取引主任者 西尾　昌浩 嶋津　哲也

京阪電鉄不動産㈱びわ湖ロ－ズタウン
小野駅前営業所

お　詫　び

名簿の訂正
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専用ステッカー

編　集　後　記
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　新年明けましておめでとうございます。
　安倍内閣が発足し、7月の参議院選自民党が大
勝してねじれ国会に終止符が打たれ「決める政
治」に転換しました。3本の矢から成るアベノミ
クスで、金融緩和・財政政策・成長戦略により
市場を一変させました。円相場は12月に、105円
台に下落、日経平均株価も16,000円台に上昇し
ました。GDPも1～ 6月年率4％前後の高い伸び

となりました。今年期待するのは政策が働く人
の収入増や設備投資の本格的回復につながり、
さらなる生産や、消費に結び付き好循環を持続・
発展させることです。本年ますます景気が良く
なる事を期待致します。
　本年も宅建業協会の運営に御理解と御協力を
お願い申し上げます。

総務委員会　委員長　泉　藤博　

　当協会は、現在県内の全事業所を対象に「こ

ども110番の店」活動を実施しています。

　子どもたちを狙った凶悪な犯罪から身を守

り、安全で安心できる住みよい地域社会の実

現に向け、今後とも防犯活動を継続して行き

たいと考えております。

　会員の皆様におかれましては、万が一、子

どもたちが事務所に助けを求めてきた場合

は、子どもたちを安全に保護していただくよ

う一層のご協力をお願い致します。

＊「専用ステッカー」の劣化、「対応
マニュアル」を紛失の際は、送付さ
せていただきますので、協会事務局
までご連絡願います。
（部数に限りがありますので、一会員
１セットとさせていただきます。）

「こども110番の店」ご協力のお願い「こども110番の店」ご協力のお願い

こども110番の店


