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大津市立石山小学校　2年　杉本　山東

大津市立瀬田東小学校　2年　宮里 こいき

第１部門

大津市立石山小学校　4年　蔵内　拳

甲賀市立貴生川小学校　4年　倉田　双葉

第２部門

湖南市立菩提寺小学校　5年　國分　日和

湖南市立三雲小学校　5年　北島 皓依里

多賀町立大滝小学校　6年　圓城　深愛

第３部門

（公社）滋賀県宅地建物取引業協会 平成26年5月20日

２ 平成26年度スタートしました！年間行事予定

４ 第３回一般研修会を開催しました
 不動産関連講座を開催しました

５ 宅地建物取引業免許の更新手続きは、免許有効期限の
 　　　　　90日前から30日前までに行ってください！
 専任の取引主任者の確認方法について

６ 最近の判例から

８ 宅建協会ホームページをご活用ください！

９ 新規入会者紹介
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2 人権標語 友達と　手と手でつくる　絆の輪　　石山小学校６年

　滋賀県宅建協会では、本年度も様々な事業を行う予定です。奮ってご参加いただきますよう、

お願い申し上げます。

　各事業の詳細が決まり次第、協会ホームページ・案内書・広報等でお知らせいたします。

　実施月日 　　　　　　　 行　　　事 　　　   場　　所

5月20日（火） 第１回法定講習会 コラボしが21　３階大会議室

5月29日（木） 平成26年度定時総会 琵琶湖ホテル　瑠璃

6月21日（土）

　   22日（日） 
第４回滋賀県宅建協会会長杯学童軟式野球大会 東近江市　湖東スタジアム

7月1日（火） 宅建試験受験申込開始 

7月1日（火） 第３回滋賀県宅建協会小学生絵画コンクール募集開始（～ 9月16日まで）

7月上旬 レインズ研修会 

7月16日（水） 第２回法定講習会 県庁東館７階大会議室

7月中旬～下旬 第１回一般研修会

8月上旬 レインズ研修会

8月上旬 第１回新規開業者研修会 当協会　５階会議室

9月上旬 会員交流会 県内３会場

9月中旬 第３回法定講習会

9月23日（月・祝） 不動産フェア 

9月下旬 不動産関連講座 

10月上旬 レインズ研修会 

10月19日（日） 宅地建物取引主任者資格試験 

 賃貸管理業務研修会 

11月上旬 レインズ研修会 

 防犯キャンペーン 

11月中旬 第４回法定講習会 

12月上旬 第２回新規開業者研修会 当協会　5階会議室

12月上旬 レインズ研修会 

12月14日（日） 絵画コンクール表彰式 ビバシティ彦根

12月14日（日）～

12月23日（祝） 
絵画コンクール展示会 ビバシティ彦根

1月上旬 新年賀詞交歓会・特別研修会 

1月中旬 第５回法定講習会 

１月下旬 レインズ研修会（第19回～第20回） 

2月下旬 第３回一般研修会 県内３会場

3月中旬 第６回法定講習会 

平成26年度スタートしました！年間行事予定

定時総会（平成25年度） 宅建協会会長杯学童軟式野球大会（平成25年度）



3人権標語 「おはよう」　みんなでいると　ぽっかぽか　　南郷小学校２年

　滋賀県宅建協会では、本年度も様々な事業を行う予定です。奮ってご参加いただきますよう、

お願い申し上げます。

　各事業の詳細が決まり次第、協会ホームページ・案内書・広報等でお知らせいたします。

　実施月日 　　　　　　　 行　　　事 　　　   場　　所

5月20日（火） 第１回法定講習会 コラボしが21　３階大会議室

5月29日（木） 平成26年度定時総会 琵琶湖ホテル　瑠璃

6月21日（土）

　   22日（日） 
第４回滋賀県宅建協会会長杯学童軟式野球大会 東近江市　湖東スタジアム

7月1日（火） 宅建試験受験申込開始 

7月1日（火） 第３回滋賀県宅建協会小学生絵画コンクール募集開始（～ 9月16日まで）

7月上旬 レインズ研修会 

7月16日（水） 第２回法定講習会 県庁東館７階大会議室

7月中旬～下旬 第１回一般研修会

8月上旬 レインズ研修会

8月上旬 第１回新規開業者研修会 当協会　５階会議室

9月上旬 会員交流会 県内３会場

9月中旬 第３回法定講習会

9月23日（月・祝） 不動産フェア 

9月下旬 不動産関連講座 

10月上旬 レインズ研修会 

10月19日（日） 宅地建物取引主任者資格試験 

 賃貸管理業務研修会 

11月上旬 レインズ研修会 

 防犯キャンペーン 

11月中旬 第４回法定講習会 

12月上旬 第２回新規開業者研修会 当協会　5階会議室

12月上旬 レインズ研修会 

12月14日（日） 絵画コンクール表彰式 ビバシティ彦根

12月14日（日）～

12月23日（祝） 
絵画コンクール展示会 ビバシティ彦根

1月上旬 新年賀詞交歓会・特別研修会 

1月中旬 第５回法定講習会 

１月下旬 レインズ研修会（第19回～第20回） 

2月下旬 第３回一般研修会 県内３会場

3月中旬 第６回法定講習会 

不動産フェア（平成25年度）

賀詞交歓会（平成25年度）

絵画コンクール（平成25年度） 一般研修会（平成25年度）



4 人権標語 わたしたち　命でつながり　生きている　　大石小学校３年

第３回一般研修会を開催しました
　会員、従業者および一般消費者を対象に、３月19日（水）栗東芸術文化会館さきら中ホール、３月

25日（火）滋賀県立文化産業交流会館小劇場、３月27日（木）ピアザ淡海ピアザホールにて、弁護士　

熊谷　則一　氏による「判例で学ぶ！瑕疵担保責任と仲介業者の責任」として、実際の判例を基にし

た解説および（公社）湖南・甲賀人権センター　黄瀬　重義　氏による「人権問題について」として、

人の中にある思考のくせから生じる差別や顧客からの同和地域に関する問い合わせがあった場合の対

応方法などの解説を行いました。参加

者は、会員482社、577名、非会員５社

５名でした。

　第１回一般研修会および第３回一般

研修会は、県指定の研修会となってい

ますので、代表者および専任の取引主

任の方は必ず受講いただきますようお

願いいたします。

不動産関連講座を開催しました
　会員、従業者および一般消費者を対象に３月11日（火）に基礎コース、３月13日（木）に応用コー

スを開催しました。基礎コースでは、司法書士による登記簿謄本の読み方、不動産鑑定士による物件

調査のポイント、当協会理事による賃貸借契約のポイント、弁護士による契約書・重要事項説明書に

ついて、人権DVDの鑑賞の講義を行い、応用コースでは、不動産ポータルサイト運営会社による反響

につながる広告の打ち出し方、大津地方法務局による筆界特定制度の利用について、住宅情報ネット

ワークによる中古住宅流通活性化につい

て、人権DVDの鑑賞の講義を行いました。

参加者は、基礎コースが75名、応用コー

スが35名でした。平成26年度においても、

より実践的で業務に役立つ講座を行って

まいりますので、積極的にご参加いただき

ますようお願いいたします。



5人権標語 うれしいな　友達が言った　「ありがとう」　　田上小学校６年

　期限が切れますと、新たに宅建業の免許を申請していただくことになり、新たな免許番号で供託が

完了するまでは、宅建業が行えなくなります。

　なお、申請の際の添付資料として必要な「弁済業務保証金分担金納付届出済書」は、協会事務局にて

発行致しますので、申請に行かれる前に協会事務局へお立ち寄り下さい。

　昨年度より、免許更新時および専任の取引主任者の新たな設置を伴う変更届の『専任の宅地建物取

引主任者の確認方法』が変わっています。

今までの書類に加えて、以下１～３のいずれかの書類の添付をお願いします。

１．「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」

　　（年金事務所（旧社会保険事務所）が発行する書類。コピー可）

２．「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」

　　（ハローワークが発行する書類。コピー可）

３．「専任取引主任者勤務内容報告書」

　　（様式は滋賀県庁住宅課ホームページ）　

※３の場合、さらに下記のア～エのいずれか一つの添付書類　（コピー可）が必要です。

ア. 当該主任者が法人役員の場合は、法人税確定申告書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書⑭」。

イ. 当該主任者への給与支払が確認できる「賃金台帳」又は「賃金支払明細書」のどちらか一つに加

え、その給与の源泉徴収に関する「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（納付書）領収

済通知書」の領収日付印つきのもの。

ウ. 当該主任者の「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書（特別徴収義

務者用）」（自治体によって名称が異なる場合がある）。

エ. 当該主任者が出向（派遣）の場合は、「出向（派遣）契約書」、「出向（派遣）辞令」、「出向（派遣）

者の賃金の負担関係を示す書類」等その者の氏名と出向（派遣）の事実が確認できる書類。

専任の取引主任者の確認方法について

宅地建物取引業免許の更新手続きは、
免許有効期限の90日前から30日前までに行ってください！



6 人権標語 せかいじゅう　みんながみんなを　ささえあう　　上田上小学校２年

最近の判例から （5）－直接取引と報酬請求権－



7人権標語 「ありがとう」　いつもとなりに　友の声　　青山小学校５年

出典：一般財団法人不動産適正取引推進機構（「RETIO」No.91、2013 年、74頁以下）



8 人権標語 すぐそばに　なかまがいるよ　だいじょうぶ　　瀬田小学校２年

　当協会ホームページでは、国土交通省や（公社）全国宅地建物取引業協会連合会からのお知らせや、

法改正情報、公売情報、各種研修会の案内などの最新情報を随時発信しています。

　また、各種書類のダウンロードや反社会的勢力データベース照会システムなど、業務に必要なコン

テンツも多数ご用意いたしております。

　随時更新しておりますので、定期的な閲覧をお願いいたします。

●宅建協会ホームページ：http://www.shiga-takken.or.jp/

●各種書式ダウンロード：http://www.shiga-takken.or.jp/member/member_dl.html

●反社会的勢力データベース照会システム：

　　　　　　　　http://www.shiga-takken.or.jp/member/member_hansyadb.html

反社会的勢力データベース照会システムについて（宅建協会会員用）

システムの流れ

1.会員業者が「照会申請

フォーム」に入力を行

い、申請します。

2.申請（メール）を受け

た協会事務局は申請者

が会員か否かの確認を

します。

3.協会事務局より承認さ

れた申請は、自動で反

社会勢力データベース

に照会され会員業者

に、照会結果がメール

にて送信されます。

宅建協会ホームページをご活用ください！



9人権標語 やさしさで　みんなえがお　うれしいな　　瀬田南小学校 3年

新規入会者紹介新規入会者紹介新規入会者紹介
アカイ商事有限会社
代　表　者　赤居　徹弥
取引主任者　赤居　徹弥
事　務　所　長浜市高月町高月955-1
Ｔ　Ｅ　Ｌ　0749－85－5129
Ｆ　Ａ　Ｘ　0749－85－5629
免 許 番 号　知事（1）3443

シライゴールド株式会社
代　表　者　白井　敬二
取引主任者　白井　隆敬
事　務　所　野洲市冨波甲1020-2
Ｔ　Ｅ　Ｌ　077－588－1155
Ｆ　Ａ　Ｘ　077－588－1720
免 許 番 号　知事（1）3455

高伸
代　表　者　高橋　賢司
取引主任者　福原　泰夫
事　務　所　東近江市建部堺町254-3
Ｔ　Ｅ　Ｌ　0748－20－0515
Ｆ　Ａ　Ｘ　0748－20－0631
免 許 番 号　知事（1）3454

株式会社 Alku
代　表　者　大黒　厚
取引主任者　兵頭　健司
事　務　所　近江八幡市鷹飼町北3-7-11
Ｔ　Ｅ　Ｌ　0748－43－1191
Ｆ　Ａ　Ｘ　0748－43－1192
免 許 番 号　知事（1）3463

株式会社 ルネサス総合管理
代　表　者　中井　俊彦
取引主任者　中井　俊彦
事　務　所　草津市野路1-4-16
　　　　　　　　MNK-3ビル4階
Ｔ　Ｅ　Ｌ　077－569－0599
Ｆ　Ａ　Ｘ　077－569－0602
免 許 番 号　知事（1）3464

株式会社 コンクウェストミニミニ水口店
代　表　者　河合　隆史
取引主任者　杉山　良空
事　務　所　甲賀市水口町城東4-34
Ｔ　Ｅ　Ｌ　0748－63－3666
Ｆ　Ａ　Ｘ　0748－63－5222
免 許 番 号　知事（3）2835

なお、会員専用ページのパスワードは、
協会事務局までお問い合わせください。

株式会社 おおつ不動産

赤居　徹弥氏 白井　隆敬氏

高橋　賢司氏

中井　俊彦氏

河合　隆史氏

久芳　講平氏

代　表　者　久芳　講平
取引主任者　久芳　講平
事　務　所　大津市馬場2-7-22-205
Ｔ　Ｅ　Ｌ　077－521－6300
Ｆ　Ａ　Ｘ　077－521－6299
免 許 番 号　知事（1）3462



10 人権標語 一緒やん　みんな一緒の　人間やん　　瀬田東小学校５年

第９回

　滋賀宅建協会の第９回理事会が２月13日（木）

協会理事会室で開催された。

　１．審議事項

　下記の９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について

　正会員１件　詳細は「新規入会者紹介」をご参

照下さい。

◎不動産関連講座について

　平成26年３月11日（火）及び13日（木）に予

定する不動産関連講座の実施についての提案が

あった。

◎第３回一般研修会について

　平成26年３月19日（水）、25日（火）、27日（金）

に予定する第３回一般研修会についての提案が

あった。

◎献血事業について

　びわ湖草津献血ルーム、湖北献血ルームで実

施予定の献血事業についての提案があった。

◎入会及び会費に関する規程の一部改正について

　「入会及び会費に関する規程の一部改正」及び

それに対応する「定款施行規則の一部改正」につ

いての提案があった。

◎会員内より選任する監事候補推薦委員会設置

承認について

　監事の推薦委員を選任し、推薦委員会として

設置することが提案された。

　委員については、事前の各地域の理事の協議

により、第一地域が宮本理事、吉田理事、第二地

域が大谷常務理事、山本常務理事、第三地域が橋

本理事、小西理事が任に当たる事が報告された

ので、小寺専務理事を含めた７名の構成による

設置の可否について議長が採決を行った。この

結果、全員挙手により承認された。

◎滋賀県との商店街等空き店舗活用マッチング

支援事業の連携・協力に関する協定書の締結

について

　滋賀県との商店街等空き店舗活用マッチング

支援事業の連携・協力に関する協定書の締結に

ついての提案があった。

◎平成26年度事業計画（案）及び予算（案）の承

認について

　各委員会委員長（総務、財務、法務組織、教育

研修、業務推進、人権啓発推進特別、青年部会の

順による）より平成26年度の事業計画（案）につ

いて提案があった。

　続いて服部財務委員長から平成26年度の予算

案に関する提案があった。

　２．報告事項

◎会員資格者変更申請審査について

　４件の会員資格者の変更に関する審査報告が

行われた。

◎平成26年27年度理事選挙の実施の有無及び

特別推薦について

　平成26年27年度理事選挙については、投票を

行わない事が報告され、各理事に特別推薦につ

いての協力要請があった。

◎平成25年度特別研修会の実施について

　平成25年度特別研修会の実施報告があった。

◎新年賀詞交歓会の実施報告について

　１月14日（火）の新年賀詞交歓会についての

実施報告があった。

◎法定講習会の実施報告について

　１月17日（金）の法定講習会についての実施

報告があった。

◎役員研修旅行の実施報告について

　１月22日（水）、１月23日（金）の役員研修旅

行について実施報告があり、視察先である福岡

宅建の事業運営に関する情報交換の内容や福岡

宅建独自の物件登録・検索システム「ふれんず」

についての説明があった。

◎第１回～第20回レインズIP型システム研修会

実施報告について

　第１回～第20回レインズIP型システム研修

会について一括して実施報告があった。

◎会費未納者の納入状況について

　２月５日現在の会費未納者４件について報告

があった。

第10回

　滋賀宅建協会の第10回理事会が３月14日（金）

協会理事会室で開催された。

　１．審議事項

下記の１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ｐ9の「新規入会者紹介」

をご参照下さい。

　２．報告事項

◎会員資格者変更申請審査について

　１件の会員資格者の変更に関する審査報告が

行われた。

◎青年部会環境整備活動の実施報告について

　青年部会環境整備活動についての実施報告が

あった。

◎第２回一般研修会の実施報告について

　２月７日（金）の第２回一般研修会についての

実施報告があった。

◎賃貸物件広告実態調査の実施報告について

　２月18日（火）の賃貸物件広告実態調査につ

いての実施報告があった。

◎部落解放研究第21回滋賀県集会の実施報告に

ついて

　２月15日（土）の部落解放研究第21回滋賀県

集会について実施報告があった。

◎会費未納者の納入状況について

　３月６日現在の会費未納者３件について報告

があった。

第９回・第10回理事会
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近畿レインズ物件登録状況
近畿圏

在庫物件成　約登　録
32,222
20,356
52,578
35,881
53,039
88,920
68,103
73,395
141,498

2,446
772
3,218
3,172
3,955
7,127
5,618
4,727
10,345

18,440
11,928
30,368
40,281
55,832
96,113
58,721
67,760
126,481

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
1,216
979
2,195
376
452
828
1,592
1,431
3,023

77
43
120
14
18
32
91
61
152

676
415
1,091
293
376
669
969
791
1,760

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

近畿レインズニュース

第９回

　滋賀宅建協会の第９回理事会が２月13日（木）

協会理事会室で開催された。

　１．審議事項

　下記の９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について

　正会員１件　詳細は「新規入会者紹介」をご参

照下さい。

◎不動産関連講座について

　平成26年３月11日（火）及び13日（木）に予

定する不動産関連講座の実施についての提案が

あった。

◎第３回一般研修会について

　平成26年３月19日（水）、25日（火）、27日（金）

に予定する第３回一般研修会についての提案が

あった。

◎献血事業について

　びわ湖草津献血ルーム、湖北献血ルームで実

施予定の献血事業についての提案があった。

◎入会及び会費に関する規程の一部改正について

　「入会及び会費に関する規程の一部改正」及び

それに対応する「定款施行規則の一部改正」につ

いての提案があった。

◎会員内より選任する監事候補推薦委員会設置

承認について

　監事の推薦委員を選任し、推薦委員会として

設置することが提案された。

　委員については、事前の各地域の理事の協議

により、第一地域が宮本理事、吉田理事、第二地

域が大谷常務理事、山本常務理事、第三地域が橋

本理事、小西理事が任に当たる事が報告された

ので、小寺専務理事を含めた７名の構成による

設置の可否について議長が採決を行った。この

結果、全員挙手により承認された。

◎滋賀県との商店街等空き店舗活用マッチング

支援事業の連携・協力に関する協定書の締結

について

　滋賀県との商店街等空き店舗活用マッチング

支援事業の連携・協力に関する協定書の締結に

ついての提案があった。

◎平成26年度事業計画（案）及び予算（案）の承

認について

　各委員会委員長（総務、財務、法務組織、教育

研修、業務推進、人権啓発推進特別、青年部会の

順による）より平成26年度の事業計画（案）につ

いて提案があった。

　続いて服部財務委員長から平成26年度の予算

案に関する提案があった。

　２．報告事項

◎会員資格者変更申請審査について

　４件の会員資格者の変更に関する審査報告が

行われた。

◎平成26年27年度理事選挙の実施の有無及び

特別推薦について

　平成26年27年度理事選挙については、投票を

行わない事が報告され、各理事に特別推薦につ

いての協力要請があった。

◎平成25年度特別研修会の実施について

　平成25年度特別研修会の実施報告があった。

◎新年賀詞交歓会の実施報告について

　１月14日（火）の新年賀詞交歓会についての

実施報告があった。

◎法定講習会の実施報告について

　１月17日（金）の法定講習会についての実施

報告があった。

◎役員研修旅行の実施報告について

　１月22日（水）、１月23日（金）の役員研修旅

行について実施報告があり、視察先である福岡

宅建の事業運営に関する情報交換の内容や福岡

宅建独自の物件登録・検索システム「ふれんず」

についての説明があった。

◎第１回～第20回レインズIP型システム研修会

実施報告について

　第１回～第20回レインズIP型システム研修

会について一括して実施報告があった。

◎会費未納者の納入状況について

　２月５日現在の会費未納者４件について報告

があった。

第10回

　滋賀宅建協会の第10回理事会が３月14日（金）

協会理事会室で開催された。

　１．審議事項

下記の１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ｐ9の「新規入会者紹介」

をご参照下さい。

　２．報告事項

◎会員資格者変更申請審査について

　１件の会員資格者の変更に関する審査報告が

行われた。

◎青年部会環境整備活動の実施報告について

　青年部会環境整備活動についての実施報告が

あった。

◎第２回一般研修会の実施報告について

　２月７日（金）の第２回一般研修会についての

実施報告があった。

◎賃貸物件広告実態調査の実施報告について

　２月18日（火）の賃貸物件広告実態調査につ

いての実施報告があった。

◎部落解放研究第21回滋賀県集会の実施報告に

ついて

　２月15日（土）の部落解放研究第21回滋賀県

集会について実施報告があった。

◎会費未納者の納入状況について

　３月６日現在の会費未納者３件について報告

があった。
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■滋賀県勤労者住宅生活協同組合　代表者：清水　源次
大津市打出浜2-1　コラボしが21　6階
TEL 077-524-2800／ FAX 077-527-8810
免許番号　滋賀県知事（12）第631号
URL　http://www.shiga-jutaku.jp/
業態／開発・分譲住宅・リフォーム

　滋賀県勤労者住宅生活協同組合（滋賀県住宅生協）は、
昭和43年県下の労働組合により勤労者に安価で良い住宅
を供給するために設立されました。滋賀県労働者福祉協議
会の傘下である事業団体の一員で関連団体には近畿労働
金庫や全労済があります。
　住宅生協は、分譲住宅事業、注文住宅事業、リフォーム
事業等住宅に関するさまざまな事業を展開しています。
　分譲住宅事業は、「レインボータウン」の名称で県下、北
は彦根から南は大津まで広い地域で宅地開発し分譲住宅を
販売しています。注文住宅事業、リフォーム事業につきま
しても分譲住宅事業同様実績を重ねています。
　今後も「レインボータウン」を通じて喜んでいただける家づくり、街づくりを進めていきます。

■ダイワ不動産株式会社　代表者：村田　和夫
大津市御殿浜20-2　　TEL 077-524-8075／ FAX 077-523-1800
グリーンヒル店
草津市若草5-8-6　　TEL 077-563-1198／ FAX 077-563-7980
免許番号　滋賀県知事（5）第2366号
URL　http://www.daiwa-fudosan.co.jp/
業態／売買・媒介（売買・賃貸）・賃貸管理・リフォーム

　弊社は「飛島グリーンヒル」開発分譲開始一年前（1981年）に飛島都市開発（株）関係会社として大津
市を拠点としてスタートいたしました。
　「飛島グリーンヒル」及び大津・草津を始め県内外での買替のご相談や賃貸管理を数多く取扱させて頂
き、今年で33年目を迎えております。
　地域密着企業として、引き続きお客様のご意見を頂戴し、さらなるサービス向上に取り組んで参りた
いと存じます。
　会員皆様のご指導、ご支援を賜りますよう、今
後とも宜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～

「飛鳥グリーンヒル」ダイワ不動産テナントビル
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URL  http://www.shiga-takken.or.jp/

■株式会社 AZ ZERO　代表者：髙井　哲也
栗東市小柿6-9-22
TEL 077-552-6677／ FAX 077-552-6663
免許番号　滋賀県知事（1）第3301号
業態／不動産売買・仲介・宅地分譲・開発・賃貸管理

　弊社は平成22年に地元であります栗東に設立致しました。
当社は、大津市南部、栗東、守山、草津を主なエリアとし、宅
地分譲、リファイン中古住宅の売買、事業用物件の売買及び
賃貸をメインに活動させていただいております。今後も地元
密着で、お客様のニーズを考え、より良い物件を提供してい
ける様、より一層の地域発展に貢献してまいります。
　最後になりましたが、まだ4年の会社ですので、皆様のご
指導の程、宜しくお願い申し上げます。

■カドノ不動産株式会社　代表者：門野　重雄
東近江市八日市清水3-1-22
TEL 0748-24-1517／ FAX 0748-24-2238
免許番号　滋賀県知事（8）第1678号
URL　http://www.kadono2103.jp
業態／開発分譲、売買、媒介、賃貸管理、
　　　損賠保険代理店、建設業

　昭和63年に創業以来、東近江市を拠点として宅地
開発分譲を中心に地域に密着した営業活動を行って
まいりました。ここまで続けてこられたのは、お客
様や会員の皆様の支えがあったからこそだと思って
おります。
　これからも地域および滋賀県宅建協会の発展の為に貢献させて頂きたいと思います。
　今後ともよろしくお願い致します。

■株式会社 ひらつか建築　代表者：平塚　一弘
犬上郡多賀町大字多賀1835-1
TEL 0749-48-7575／ FAX 0749-48-7576
免許番号　滋賀県知事（4）第2552号
URL　 http://olty.info/index.html
業態／売買、媒介（売買・賃貸）、開発、建築工事

　弊社は昭和33年に創業以来、主に注文住宅やリフォーム
といった建築工事の請負を行ってまいりましたが、平成８
年より土地開発を始めとした不動産事業も展開することと
なりました。
　弊社の理念は「携わったお客様の家に対して生涯のお抱え大工としての責任を持つ」ということです。
　地域に根ざし、希有な職人気質と懐の深い家づくりの思いをお客様に向けて発信していきたいと思っ
ております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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協会行事記録 平成26年3月1日
　～平成26年4月30日

月日 月日行　　　　　　事 行　　　　　　事

〔3月〕
4日 入会審査委員会 （協会５階理事会室）

5日 湖国すまい・まちづくり推進協議会：長寿化リフォームセミナー
  （フェリエ南草津）

6日 理事及び監事資格審査会 （協会４階会長室）

6日 常務理事会 （協会４階会長室）

11日 不動産関連講座　基礎コース （協会５階会議室）

11日 「宅地建物取引業者に関する人権実態調査」に係る調査
 プロジェクトチーム第２回会議
  〔佐敷他１名〕（大津合同庁舎５階）

13日 不動産関連講座　応用コース （協会５階会議室）

13日 全宅保証：常務理事会 〔中田会長〕（全宅連会館）

13日 全宅連：常務理事会 〔中田会長〕（全宅連会館）

13日 （一社）不動産適正取引推進機構：講演会
  〔小寺〕（すまい・るホール）

14日 理事会 （協会５階理事会室）

14日 臨時常務理事会 （協会５階会議室）

17日 総務委員会 （協会５階会議室）

18日 （一社）滋賀県建設産業団体連合会：正副会長会議・理事会
  〔中田会長〕（滋賀県建設会館）

19日 宅建試験事務説明会 〔橋本他２名〕（ＫＤＤＩホール）

19日 第３回一般研修会 （栗東芸術文化会館さきら中ホール）
19日 （公社）近畿地区不動産公正取引協議会正副会長会議・理事会
  〔上田副会長〕（全日大阪会館）

20日 近畿圏不動産流通機構・理事会
  〔中田会長他１名〕（大阪府不動産会館）

20日 第５回不動産無料相談 〔大谷他２名〕（協会５階会議室）
20日 法定講習会 （県庁新館７階大会議室）

24日 全宅管理第３回理事会 〔小寺〕（第一ホテル）

24日 全宅保証第３回理事会 〔中田会長〕（第一ホテル）

24日 全宅連第３回理事会 〔中田会長〕（第一ホテル）

25日 第３回一般研修会 （文化産業交流会館小劇場）

25日 不動産流通市場活性化・事業者間連携協議会シンポジウム
  〔中田会長〕（ニッショーホール）

26日 正副会長会議 （協会４階会長室）

27日 第３回一般研修会 （ピアザ淡海ピアザホール）

28日 （一社）滋賀県建設産業団体連合会：構造改革先進地調査
  〔小寺〕（米原市　ローザンベリー多和田）

28日 教育研修委員会 （協会５階会議室）

〔4月〕
1日 入会審査委員会 （理事会室）

1日 近畿圏不動産流通活性化協議会：理事会・運営委員会
  〔中田会長他１名〕（大阪宅建）

3日 理事及び監事候補資格審査会 （協会４階会長室）

3日 常務理事会 （協会４階会長室）

4日 緊急雇用対策加盟団体事務担当者説明会
  〔小寺〕（滋賀県建設会館）

8日 全宅連セミナー宅地建物等対策議員連盟・全国不動産
 政治連盟合同総会 〔中田会長〕（衆議院第一議員会館）
10日 理事会 （協会５階理事会室）

10日 会長副会長選挙管理委員会 （協会４階会長室）

11日 レインズ運営員会 〔宮本他１名〕（飛栄創建ビル）

15日 不動産コンサルティング協議会監査会
  〔中田会長〕（飛栄創建ビル）

15日 空き家管理等基盤強化推進事業についての関係団体
 意見交換会 〔小寺〕（滋賀県庁）

17日 期末監査会 （協会４階会長室）

21日 組織整備特別委員会 〔中田会長〕（全宅連会館）

22日 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
  〔中田会長他５名〕（協会４階会長室）

24日 正副会長会議 （協会４階会長室）

24日 臨時理事会 （協会５階理事会室）

24日 保証協会幹事会 （協会５階理事会室）

25日 滋賀県任意売却再生支援センター説明会
  （協会５階会議室）

25日 理事予定者会議 （協会５階会議室）

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
4  名称 ㈱キムラ住宅 ㈱リビングハウスツジイチ
4  代表者 木村　昭雄 辻　健治
4 ㈱リビングハウスツジイチ 事務所 大津市晴嵐２－３－２４ 近江八幡市田中江町２２０－２
4  ＴＥＬ 077-537-5414 0748-36-6115
4  ＦＡＸ 077-537-5414 0748-34-8709
4  専任取引主任者 木村　昭雄 辻　健治
6  事務所 大津市雄琴３－２－３８ 大津市南小松１６４－１
6 ㈱シービック ＴＥＬ 077-577-2880 077-596-8010
6  ＦＡＸ 077-573-1798 077-596-8031
9 ㈲トータルライフ 専任取引主任者 　　　　　　　― 橋詰　孝志
9 ㈱ネクサス 専任取引主任者 大坪　真信 松本　成希
11 ㈱ヤマギワ地所 名称 ㈱福田 ㈱ヤマギワ地所
11  専任取引主任者 草川　洸治 福田　博文
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13 ㈱ヤマギワ事務所 事務所 大津市におの浜３－３－１ 大津市南志賀１－７－３
17 ㈱アドミールリゾート 専任取引主任者 町田　勝哉 　　　　　　　―
21 草津市農業協同組合 代表者 勝部　増夫 村田　勘一
24  専任取引主任者 野村　享史 柴原　寛
24  専任取引主任者 林　　晶子 多田　祐代
24 ㈱パナホーム滋賀 専任取引主任者 　　　　　　　― 荒木　之広
24  専任取引主任者 　　　　　　　― 鈴木　敏郎
24  専任取引主任者 　　　　　　　― 宮本　倫子
24  専任取引主任者 　　　　　　　― 古関　貴浩
25  名称 ㈲レイム ㈲ユニジョン
25  代表者 小林　行子 谷　隆司
25 ㈲ユニジョン 事務所 草津市若竹町８－３５ 栗東市小柿６－２－６
25  ＴＥＬ 077-565-5941 077-554-9660
25  ＦＡＸ 077-565-5942 077-552-4455
25  専任取引主任者 小林　行子 谷　隆司
27 ㈱福屋不動産販売　南草津店 専任取引主任者 　　　　　　　― 髙橋　寛明
29 西和不動産販売㈱ 専任取引主任者 　　　　　　　― 竹島　優
48 ㈱浅田建設 専任取引主任者 堀　　隆男 　　　　　　　―
56 平和建設㈱ 代表者 宮本　篤彦 岡橋　成泰
56  政令使用人 　　　　　　　― 磯部　善男
59 エスタシオン　ホームネット彦根店 事務所 彦根市大東町２-３０ 彦根市佐和町１１－１５
65 ㈱Ｋｉｚｕｎａ 代表者 熊川　裕 熊川　裕基子
66 ㈱髙山 専任取引主任者 辻　良子 大古　哲央
68 ㈱福屋不動産販売　彦根店 専任取引主任者 　　　　　　　― 丸山　正

会員資格喪失

1443 ㈱タナカヤ　大津店 井上　伸太 廃　　止 平成25年12月27日
1713 協栄不動産㈱ 木本　　茂 期間満了 平成26年1月8日
1776 ユニジョン 谷　　詔司 廃　　業 平成25年12月31日
2003 バンブ・コーポレーション 竹内　　守 期間満了 平成26年1月16日
2414 びわこ不動産㈲ 渡部　　勝 廃　　業 平成26年3月25日
2510 大和産業㈱ 平山　秀樹 廃　　業 平成26年3月5日
2656 岡田製材所 岡田　源一 期間満了 平成26年2月16日
2676 トミタエステート 冨田　好彦 廃　　業 平成26年3月31日
3262 陽光建設 奥村　博 廃　　業 平成26年3月18日
3347 ㈱マイランド滋賀 小嶋　義孝 廃　　業 平成26年3月31日
7243 ㈱チャンスハウジングシステム 堂野　光生 廃　　業 平成25年10月10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 摘　　要

会員権承継者紹介

旧 第２地域
 草津 正 ま 7 1990 ㈱前谷ハウス 前谷　由弘 前谷　由弘

所属地域 支部詳細 正・準 ｱｲｳｴｵ 免許更新番号 免許番号 名称又は商号 代表者名 取引主任者１

  525-0028 草津市上笠２－１１－２２ 077-565-6567 077-565-6567
郵便番号 住　　所 電話番号 FAX番号

所属地域 支部詳細 正・準 ｱｲｳｴｵ 免許更新番号 免許番号 名称又は商号 代表者名 取引主任者１

所属地域 支部詳細 正・準 ｱｲｳｴｵ 免許更新番号 免許番号 名称又は商号 代表者名 取引主任者１

郵便番号 住　　所 電話番号 FAX番号

郵便番号 住　　所 電話番号 FAX番号

旧 第２地域
 野洲 正 な 3 2734 中塚商店 中塚　五三九 中塚　五三夫

所属地域 支部詳細 正・準 ｱｲｳｴｵ 免許更新番号 免許番号 名称又は商号 代表者名 取引主任者１

  520-2433 野洲市八夫１３３１ 077-589-2345 077-589-2203

新 第２地域
 草津 正 ま 1 3453 ㈱前谷ハウス 前谷　由弘 前谷　由弘

  525-0028 草津市上笠２－１１－２０－２０２ 077-565-6567 077-565-6567

新 第２地域
 野洲 正 な 1 3460 中塚商店 中塚　五三夫 中塚　五三夫

  520-2433 野洲市八夫１３３１ 077-589-2345 077-589-2203

郵便番号 住　　所 電話番号 FAX番号
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編　集　後　記

宅建しが　2014年　№202　平成26年5月20日発行
発 行 人　中田　全一　／発行責任者　泉　　藤博
発 行 所　公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会　〒520－0044  大津市京町3丁目1－3　TEL 077－524－5456
　　　　　公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会滋賀本部　URL  http://www.shiga-takken.or.jp　FAX 077－525－5877 

　平成24年度より広報「宅建しが」の編集を行い早や２年が経ちます。この間本紙では様々な行

事のお知らせや事業実施報告を行って参りました。

　平成24年４月１日に公益社団法人へ移行をし、新しい事業としまして小学生を対象とした「滋

賀県宅建協会小学生絵画コンクール」を実施しましたところ、第１回は25校1,220点、第２回は

79校971点の応募を頂き盛況のうちに終了することができました。

　優秀作品については毎号本紙の表紙にてご紹介させていただき、楽しい作品の数々で華やかな

表紙となりました。

　その他にも会員の広場や滋賀県宅建協会会長杯学童軟式野球大会や不動産フェア、青年部会の

活動や法令改正など、さまざまな記事を掲載させていただきました。これまで本紙を無事に発刊

することが出来ましたのも、会員の皆様方のご理解とご協力の賜と厚くお礼申し上げます。

　今後は新しい編集委員の皆様による発行となります。会員皆様方のご指導ご鞭撻を賜りよりよ

い「宅建しが」の発行を行って参りたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

総務委員長　泉　藤博　

平成24年度・25年度広報編集委員

委 員 長　泉　　藤博

副委員長　佐敷　好一　　上田慶一郎　　小西　和哉

委　　員　池口　彰男　　奥村　篤士　　澤井　史郎　　小林　行子　　　芝原　重子

　　　　　北村　浩史　　大橋　徳治　　望月三樹子　　小西　　孝　　　岡　茂

　　　　　北川　　剛　　西堀　誠一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

平成26年度定時総会開催のお知らせ平成26年度定時総会開催のお知らせ
開催日時　平成26年５月29日（木）　13時30分（受付：13時00分～）

会　　場　琵琶湖ホテル　３階瑠璃

　通知および定時総会資料は、郵送にて送付しております。

　定時総会終了後、懇親会を予定しておりますので、合わ

せてご参加くださいますようお願いいたします。


