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2 人権標語 みんなで力を合わせて　いじめをやらない　やらせない　　藤尾小学校 3年

　会員、従業者および一般消費者を対象に、平成
27年７月14日（火）栗東芸術文化会館さきら中ホ
ール、21日（火）ピアザ淡海ピアザホール、24
日（金）近江八幡市文化会館小ホールにて、第１回
一般研修会を開催しました。
　１時限目は、滋賀県警察本部刑事部組織犯罪対
策課暴力団対策係　担当者による「最近の暴力団
情勢」として、暴力団の情勢と主な事件の発生・
取締状況、暴力団対策法で禁止されている行為の
説明後、滋賀県暴力団排除条例の説明を行い、暴
力団排除の協力を呼びかけました。２時限目は、
滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課　担当者による「滋賀県薬
物の濫用の防止に関する条例について」として、危険ドラッグにつ
いての滋賀県における販売・相談・濫用状況の説明の後、平成27
年３月23日に公布された「滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例」
の宅地建物取引業に関わる第５章「不動産の譲渡等における措置」
について解説が行われました。３時限目は、吉田専務理事による「不
動産の貸付等に係る薬物の製造等防止に関する協定について」として、平成27年５月21日に締結さ
れた協定書の内容と、賃貸借契約書等への特約事項の記載例を示しました。４時限目は、７月14日24

日は税理士 井上信彦氏、７月21日は税理士 野坂喜則氏に
よる「改正税制について」として、本年度の不動産関係税制
改正についてとマイナンバー制についての講義を行いまし
た。５時限目は、部落解放同盟滋賀県連合会　担当者によ
る「人権問題について」として、実際に発生した不動産取引
に関わる差別事件を事例に挙げ、人権問題に対する意識の
向上が行われました。参加者は会員532社671名、非会員
６社７名、合計538社678名でした。

平成27年度
第１回一般研修会（県指定）を開催しました

　新規開業者を対象に、平成27年８月20日（木）当協会5
階会議室にて、第１回新規開業者研修会を開催しました。
宅建業の事務所要件および個人情報保護法・犯罪収益移転
防止法、手付金等保管と手付金保証、全宅住宅ローンの活
用について、レインズシステム、不動産広告、宅建業法、人
権問題についての研修が行われました。受講者は宅建協会
会員12社16名、全日協会会員２社３名、自己供託業者１社
１名の合計15社20名でした。

平成27年度
第１回新規開業者研修会を開催しました



3人権標語 友だちに　え顔と元気の　プレゼント　　膳所小学校 3年

　平成27年7月10日（金）、eXPLATINUM（南草津）にて、青年部会の第2地域が主体となり会員拡
大交流会が開催されました。遠藤部会長より昨年度のチャリティ募金の報告（車いす10台寄贈）、今年
度の事業並びにチャリティ募金活動への協力要請、日建学院より宅地建物取引士資格試験の試験対策
講義と模擬試験の実施要項の説明並びに参加申し込みの受け付けが行われました。その後、懇親会で

は名刺交換等、積極的に交流されている姿が多く
みられました。
　青年部会とは、その年度の4月1日において、
45歳以下の会員及び従業者で構成されています。
従業者登録されている45歳以下のすべての方が
対象となります。青年部会員の皆さまが親睦を深
め、業務交流ができるよう、これからも交流会を
行って参りますので、皆様お誘いあわせの上、ご
参加の程よろしくお願い致します。

青年部会
会員拡大交流会を開催しました

　10月18日に実施される宅地建物取引士資格試験合格への一助となるべく、会員及び従業者の皆さま
を対象に、平成27年8月5日（水）に試験対策講義と模擬試験（中級レベル）、平成27年9月9日（水）
に試験対策講義と模擬試験（上級レベル）が協会5階会
議室にて行われました。各模擬試験終了後には、試験解
説が1時間行われ、後日受験者個人に解答解説書と個人
分析表が郵送されます。今後10月7日（水）には、本試験
レベルの模擬試験（最上級レベル）を実施する予定とな
っており、100名以上のお申し込みを頂いています。
　青年部会主催事業である宅地建物取引士資格試験試験
対策講義及び模擬試験は（一社）ハトマーク支援機構と
事業提携を行っている日建学院の協力を得て受講料・受
験料無料で実施しております。

宅地建物取引士資格試験の試験対策講義と
模擬試験を行いました

　多年宅地建物取引業に精励するとともに関
係団体の役員として地方業界の発展に寄与し
た功績が認められ、当協会の上田 善四郎 副
会長（星和都市開発 株式会社）が受賞されま
した。

平成27年度
国土交通大臣表彰が発表されました



4 人権標語 なぜだろう　あなたといると　安心できる　　堅田小学校 4年

　平成27年９月６日（日）、不動産フェアをイオンモール草津にて開催しました。不動産に関する各種
相談ブースの設置や各種イベントを通じて、広く一般消費者に安心安全な不動産の取引についての
PR活動を行いました。各ブースではハトマークサイトによる物件検索等の実演、当協会顧問弁護士で
ある弁護士 岡本正治氏及び当協会相談員による不動産無料相談コーナー、税理士 久保卓巳氏による
税務相談コーナー、住宅ローン相談コーナーを設け、一般消費者へのアドバイスを行っていただきま
した。ステージイベントでは、オープニングとして書家 真澪さんによる書のパフォーマンスを始め、
滋賀県警のマスコットキャラクターけいた君の防犯PRやハトマークフェローであるホームセキュリ
ティのアルソックによる防犯クイズ、アットホーム株式会社による不動産検索デモ、滋賀レイクスタ
ーズのキッズチア、アミンチュショー、そして滋賀県出身の桂三度さんによる「住まいに関するQ&A」
には、当協会会長 小寺和之氏と常務理事 泉藤博氏がお答えしました。また、多岐川華子さんによる「女
性が憧れるお家」などをテーマにしたトークショー、滋賀県出身の4人組バンド ウルトラタワーによ
るライブステージを開催しました。他にも似顔絵、射的、風船、水ものすくい、ノベルティグッズの配布、
昨年度の絵画コンクール優秀作品の展示コーナーを設け、当協会及びハトマークの周知を行いました。
当日はあいにくの雨にも関わらず、たくさんのご来場者があり、盛会裏に終了いたしました。

不動産フェアを開催しました



5人権標語 みんなのね　心をひらく　ありがとう　　仰木中学校 4年



6 人権標語 笑顔でね　毎日楽しく　いじめ０　　下阪小学校 4年
ゼロ

最近の判例から （2）－境界確認－



7人権標語 だいじょうぶ　相談してね　あなたのみかた　　比叡小学校 4年

出典：一般財団法人不動産適正取引推進機構（「RETIO」No.96、2015年、104頁以下）



8 人権標語 「だいじょうぶ」　見ていてあげるよ　最後まで　　大石小学校 4年

協会行事記録 平成27年7月1日
　～平成27年8月31日

月日 月日行　　　　　　事 行　　　　　　事

〔7月〕
2日 第４回入会審査委員会 （協会5階理事会室）
2日 第２回常務理事会 （協会4階会長室）
2日 不動産コンサルティング近畿ブロック協議会：理事会
  〔小寺・冬木〕（飛栄創建ビル4階）
7日 第1・2回レインズIP型システム研修会
  （協会5階会議室）
10日 青年部会第３回幹事会 〔青年部会幹事〕（草津）
10日 青年部会・会員拡大交流会 （草津）
13日 組織・諸規程等整備に係る確認会 （協会4階会長室）
13日 第２回理事会 （協会5階理事会室）
13日 全宅連近畿地区連絡会運営協議会
  〔小寺〕（「銀平」グランフロント8Ｆ）
14日 第1回一般研修会（県指定） （栗東芸術文化会館さきら）
14日 災害対策委員会（かまどベンチ等）〔小寺〕（夢けんプラザ3Ｆ）
15日 第２回法定講習 （県庁新館７階大会議室）
15日 広島宅建視察、意見交換会
  〔小寺他5名〕（協会４階会長室）
16日 近畿圏不動産活性化協議会理事会
  〔小寺〕（大阪宅建会議室）
17日 滋賀県空き家管理等基盤強化推進協議会
  〔小寺・吉田〕（ピアザ淡海302会議室）
21日 第1回一般研修会（県指定） （ピアザ淡海）
23日 土木交通部長、大臣表彰状手交 〔上田〕（県庁５階監理課）
23日 組織・諸規程等整備に係る確認会 （協会4階会長室）
23日 第２回正副会長会議 （協会4階会長室）
23日 流通機構第2回調査研究委員会
  〔大谷・泉〕（飛栄創建ビル）
24日 第4回レインズ運営委員会 〔田中〕（飛栄創建ビル）
24日 第1回一般研修会（県指定） （近江八幡市文化会館）
28日 第2回業務推進委員会 〔業務推進委員〕（協会5階会議室）
30日 第3・4回レインズIP型システム研修会
  （栗東ウイングプラザ）

〔8月〕
3日 法務組織正副委員長会議 （協会5階理事会室）

3日 第５回入会審査委員会 （協会5階理事会室）
3日 第３回常務理事会 （協会4階会長室）
3日 第２回組織整備特別委員会 〔小寺〕（全宅連会館4階）
4日 草津市民による同和地区所在地確認に係る差別事件から学ぶ学習会
  〔岩崎・芝原〕（草津市立人権センター）
5日 宅地建物取引士模擬試験 （協会5階会議室）
5日 青年部会第1地域幹事会 （大津）
6日 第5・6回レインズIP型システム研修会 （協会5階会議室）
6日 建産連：災害対策委員会 〔小寺〕（夢けんプラザ）
10日 組織・諸規程等整備に係る確認会 （協会4階会長室）
10日 第３回理事会 （協会5階理事会室）
10日 第1回相談役会 （協会4階会長室）
11日 平成27年度全宅連中部地区・近畿地区連絡会合同会議
  〔小寺〕（グランディア芳泉）
12日 平成27年度全宅連中部地区・近畿地区連絡会合同会議
  〔小寺〕（グランディア芳泉）
17日 任売支援センターとの打合せ会懇親会
  〔小寺他4名〕（任売支援センター）
19日 湖国すまい推進協：第2回研修部会
  〔大橋〕（滋賀県建築住宅センター）
20日 第１回新規開業者研修会 〔小寺他4名〕（協会5階会議室）
21日 近畿地区連絡会運営協議会：懇親会 
  〔小寺〕（魚匠「銀平」）
24日 第３回組織整備特別委員会 〔小寺〕（全宅連会館４階）
25日 都道府県協会会長・全宅保証本部長合同会議
  〔小寺〕（岐阜グランドホテル）
27日 組織・諸規程等整備に係る確認会 （協会4階会長室）
27日 第３回正副会長会議 （協会4階会長室）
28日 宅建試験第2回説明会
  〔長谷部・仁志出〕（新大阪丸ビル別館）
28日 第２回教育研修委員会 〔教育研修委員〕（草津）
28日 ＢＢＣ番組内不動産フェア告知 〔小寺〕（びわ湖放送㈱）
31日 土木交通部部門研修（人権研修）
  〔岩崎他3名〕（県庁新館7階会議室）

◎平成27年度特別研修会について
　新年賀詞交歓会と同日開催の平成27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12日（火）に開催予定の新年賀詞交歓会
について提案があった。
◎会員管理システムの導入について
　会員管理システムの導入についての提案があ
った。
◎会員名簿の作成について
　会員名簿の作成について提案があった。
◎グループウェアの導入について
　グループウェアの導入について提案があり、
実際のデモンストレーション画面が議場に展示
された。将来的にペーパーレス化を検討する事
が附言された。

　２．報告事項
◎第５回滋賀県宅地建物取引業協会会長杯
　学童軟式野球大会の実施報告について
　第５回滋賀県宅地建物取引業協会会長杯学童
軟式野球大会の実施報告があった。
◎事務局職員の採用について
　１名を８月３日付にて採用する事が報告され
た。
◎会員資格者変更申請審査報告について
　４件の会員資格者変更に係る審査は適正であ
るとする報告があった。
◎その他
・「滋賀県建設産業魅力アップ事業」に、本会か
ら参画し、無料相談や模擬店等のブースを受け
持つ予定である事が報告された。

・「草津市差別発言事件から学ぶ学習会」の実行
委員会に本会より参画する事が報告された。

・逢坂ビルの外看板について落下の危険性があ
る事から、即時にその撤去を行うべく、大津市、
造園協会と協議中である事が報告された。

第3回
　滋賀宅建協会の第３回理事会が８月10日（月）
協会理事会室で開催された。

　１．審議事項
　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について
　正会員６件・準会員１件の新規入会の申込の
承認に関する審議が行われた。

　詳細は「新規入会者紹介」をご参照下さい。
◎森づくり交流会ふれあいフェスタ2015への出
展について

　10月３日（土）の森づくり交流会ふれあいフ
ェスタ2015への出展について提案があった。
◎滋賀県宅建協会会長杯・青年部会合同ゴルフ
大会について

　11月25日（水）に開催を予定する滋賀県宅建
協会会長杯・青年部会合同ゴルフ大会について
提案があった。
◎役員研修旅行について
　11月26日（木）、27日（金）に予定する役員研
修旅行について提案があった。
◎滋賀県空き家管理等基盤強化推進協議会への
参画について

　滋賀県空き家管理等基盤強化推進協議会への
参画について提案があった。
◎事務局職員の採用について
　当初１名から２名の職員の採用について理事
会承認を得ていたが、８月から就業の１名に加
え、もう１名はパートタイマーから正職員へ９
月16日付けで転換する事が提案された。
　
　２．報告事項
◎青年部会会員拡大交流会の実施報告について
　７月10日（金）の青年部会会員拡大交流会の
実施報告があった。
◎法定講習の実施報告について
　７月15日（水）の法定講習の実施報告があっ
た。
◎会員資格者変更申請審査報告について
　６件の会員資格者の変更に係る審査は適正で
あるとする報告があった。
◎その他
・本会の入会審査委員会上での入会理由に関す
る質問では、本年度の入会者数の増加と推薦人
制度の廃止との相関関係は見られず、研修会の
充実や、会員交流等を理由挙げた回答が多かっ
た事が報告された。

・ハトマーク宅建士会のバッジについては、弁護
士からの取り扱いについての意見も踏まえ、頒
布が保留される事が報告された。

・協会事務局に来客者用に無料の自動販売機を
設置した事が報告された。

・平成27年度の宅建試験の申込状況について報
告があった。

第2回
　滋賀宅建協会の第2回理事会が７月13日（月）
協会理事会室で開催された。

　１．審議事項
　下記の10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３件の新規入会の申込の承認に関する
審議が行われた。
　詳細は「新規入会者紹介」をご参照下さい。

◎平成27年度不動産フェアの開催について
　平成27年度不動産フェアの開催について提案
があった。
◎会員交流会について
　会員交流会について提案があった。
◎地域懇談会について
　地域懇談会について提案があった。
◎第２回一般研修会について
　第２回一般研修会の実施について提案があっ
た。

第2回・第3回　理事会



9人権標語 かなしい時　家ぞくのえがお　うれしいな　　瀬田南小学校 4年

◎平成27年度特別研修会について
　新年賀詞交歓会と同日開催の平成27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12日（火）に開催予定の新年賀詞交歓会
について提案があった。
◎会員管理システムの導入について
　会員管理システムの導入についての提案があ
った。
◎会員名簿の作成について
　会員名簿の作成について提案があった。
◎グループウェアの導入について
　グループウェアの導入について提案があり、
実際のデモンストレーション画面が議場に展示
された。将来的にペーパーレス化を検討する事
が附言された。

　２．報告事項
◎第５回滋賀県宅地建物取引業協会会長杯
　学童軟式野球大会の実施報告について
　第５回滋賀県宅地建物取引業協会会長杯学童
軟式野球大会の実施報告があった。
◎事務局職員の採用について
　１名を８月３日付にて採用する事が報告され
た。
◎会員資格者変更申請審査報告について
　４件の会員資格者変更に係る審査は適正であ
るとする報告があった。
◎その他
・「滋賀県建設産業魅力アップ事業」に、本会か
ら参画し、無料相談や模擬店等のブースを受け
持つ予定である事が報告された。

・「草津市差別発言事件から学ぶ学習会」の実行
委員会に本会より参画する事が報告された。

・逢坂ビルの外看板について落下の危険性があ
る事から、即時にその撤去を行うべく、大津市、
造園協会と協議中である事が報告された。

第3回
　滋賀宅建協会の第３回理事会が８月10日（月）
協会理事会室で開催された。

　１．審議事項
　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について
　正会員６件・準会員１件の新規入会の申込の
承認に関する審議が行われた。

　詳細は「新規入会者紹介」をご参照下さい。
◎森づくり交流会ふれあいフェスタ2015への出
展について
　10月３日（土）の森づくり交流会ふれあいフ
ェスタ2015への出展について提案があった。
◎滋賀県宅建協会会長杯・青年部会合同ゴルフ
大会について
　11月25日（水）に開催を予定する滋賀県宅建
協会会長杯・青年部会合同ゴルフ大会について
提案があった。
◎役員研修旅行について
　11月26日（木）、27日（金）に予定する役員研
修旅行について提案があった。
◎滋賀県空き家管理等基盤強化推進協議会への
参画について
　滋賀県空き家管理等基盤強化推進協議会への
参画について提案があった。
◎事務局職員の採用について
　当初１名から２名の職員の採用について理事
会承認を得ていたが、８月から就業の１名に加
え、もう１名はパートタイマーから正職員へ９
月16日付けで転換する事が提案された。
　
　２．報告事項
◎青年部会会員拡大交流会の実施報告について
　７月10日（金）の青年部会会員拡大交流会の
実施報告があった。
◎法定講習の実施報告について
　７月15日（水）の法定講習の実施報告があっ
た。
◎会員資格者変更申請審査報告について
　６件の会員資格者の変更に係る審査は適正で
あるとする報告があった。
◎その他
・本会の入会審査委員会上での入会理由に関す
る質問では、本年度の入会者数の増加と推薦人
制度の廃止との相関関係は見られず、研修会の
充実や、会員交流等を理由挙げた回答が多かっ
た事が報告された。

・ハトマーク宅建士会のバッジについては、弁護
士からの取り扱いについての意見も踏まえ、頒
布が保留される事が報告された。

・協会事務局に来客者用に無料の自動販売機を
設置した事が報告された。

・平成27年度の宅建試験の申込状況について報
告があった。

第2回
　滋賀宅建協会の第2回理事会が７月13日（月）
協会理事会室で開催された。

　１．審議事項
　下記の10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３件の新規入会の申込の承認に関する
審議が行われた。
　詳細は「新規入会者紹介」をご参照下さい。

◎平成27年度不動産フェアの開催について
　平成27年度不動産フェアの開催について提案
があった。
◎会員交流会について
　会員交流会について提案があった。
◎地域懇談会について
　地域懇談会について提案があった。
◎第２回一般研修会について
　第２回一般研修会の実施について提案があっ
た。



会員の広場会員の広場 ～会員紹介～

10 人権標語 仲直り　だれかじゃなくて　自分から　　附属小学校 4年

■アサヒ住建株式会社　代表者：岩井　秀司
大津市一里山三丁目19-2
TEL 077-545-5335／ FAX 077-543-1988
免許番号　滋賀県知事（12）第591号
URL　http://www.asahijuken.com/
業態／売買、媒介（売買・賃貸）、賃貸管理、建設業、
　　　一級建築士事務所
　父である先代が昭和47年に創業し、以来瀬田エリアを中心に建
売住宅や分譲、仲介、建築設計などを行ってまいりました。
　長年築いてきた伝統と信用を損ねることのないよう、今後も地域や協会発展のため努力してまいりま
す。皆様のご指導ご鞭撻 を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

■有限会社 イズタ住宅　代表者：伊豆田　紘一
大津市瀬田五丁目40-9
TEL 077-544-4252／ FAX 077-544-4581
免許番号　滋賀県知事（6）第2317号
URL　http://www.izu-jyu.com
E-mail　info@izu-jyu.com 
業態／不動産仲介
　平成4年に独立しましてもう23年になりました。近年は不動産業もインターネットの時代になりパソ
コンやスマホ等が使えないと、情報収集や情報発信がむずかしい時代になりました。
　人は何が幸いするかわからないものです。
　私は左利きで小さい頃に文字を書く時だけ右手で書かされましたので、文字を書くのが下手で苦手で
す。仕事のいきづまりもあって平成11年に、浜町の事務所を引き上げ、自宅の事務所で、一人で仕事を
する様になって、下手な文字で書面等の作成はできません。どうしてもパソコンに頼らざるを得なくな
って、60才で始めました。幸い同業者にパソコンの堪能な友人や周りの人たちにアドバイスを受け、現
在では仕事に関することはなんとか熟せます。もし私が達筆であればパソコンは触っていなかったと思
います。ホームページも平成13年位から始めその後インターネット等の広告媒体はパソコンからの発信
に頼っていますが、最近は大津・草津地域で、戸建・マンションの買取も少し始めました。適応する情報
がありましたら宜しくお願いいたします。

■株式会社 クリエイトSHIGA　代表者：杉沢　宮子
守山市笠原町742-3
TEL 077-583-8899／ FAX 077-583-8111
免許番号　滋賀県知事（1）第3468号
業態／不動産売買・宅地分譲・宅地開発
　弊社は平成26年5月より守山市笠原町にて不動産業を開業させ
て頂きました。地元守山市を中心に、不動産売買、宅地分譲、宅地
開発の業務をメインに活動しております。
　さまざまな情報が飛び交う現在において、顧客様のニーズに迅
速かつ丁寧にお応え出来るよう常に勉強しながら営業させて頂いております。
　不動産業に携わりまだ1年余りという浅い年月ではありますが、これからの不動産業界の発展、そし
て地域の活性化に少しでも貢献できればという思いでおります。
　今度とも、会員の皆様方のご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。



URL  http://www.shiga-takken.or.jp/

11人権標語 みんなが　小野っ子スマイル　たのしいな　　小野小学校 5年

■株式会社 まるなか住宅　代表者：馬場　毅
甲賀市土山町北土山1438-2
TEL 0748-66-0054／ FAX 0748-66-1174
免許番号　滋賀県知事（13）第537号
URL　http://www.kk-marunaka.com/
業態／建設事業・不動産開発事業・賃貸事業

　弊社は昭和30年4月に山林経営・立木伐採業を主に甲賀郡土
山町に創業致しました。
　現在では建設事業、不動産開発事業、賃貸事業を展開しております。
　今年で創業60年となりますが、これからも「人と人との和と努力」を経営理念に未来的空間を創造す
る企業として、更なる飛躍を目指し取り組んで参りたいと思っております。
　今後とも会員皆様のご支援、ご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

■株式会社 山彦　代表者：田中　彦嗣
東近江市八日市東本町6-52
TEL 0748-22-3060／ FAX 0748-25-1250
免許番号　滋賀県知事（8）第1618号
URL　http://www.yamahiko1.jp/
業態／媒介・賃貸・開発・建築・木材卸

　株式会社山彦は、1677年に木材商として創業以来、地域の
住環境に資する為に事業展開を行って参りました。1985年に
は不動産事業部を開設し、更に1991年には建築事業部を開設。
不動産の購入から、住宅の建築、資材のご提供、独立される皆
様の一人暮らし用マンション・アパートから、不要になった不動産の流動化まで、人生で住まいに関わ
る全ての出来事を、弊社一社でご対応できる住まいの専門業者として、みなさまのご愛顧により、歩みを
進めております。
　新たな事業展開として、より多くの皆様へ建築資材のご提供が出来るシステムの構築、不動産投資の
ご提案を目下の目標として、今後も地域の皆様の住環境に資する事業展開を行ってまいります。

■ファミリー住宅販売　代表者：内西　恵美子
彦根市野瀬町96-5
TEL 0749-47-6663／ FAX 0749-47-6673
免許番号　滋賀県知事（1）第3363号
URL　http://family-j.jp/
業態／不動産仲介・リフォーム・中古住宅販売（売主）

　当社は平成24年３月に開設致しまして、早くも４年目を迎
えております。
　不動産全般を取り扱っておりますが、主にリフォーム済住
宅の販売と仲介業が多くなっております。常に、お客様の立
場に立って優良な住宅を紹介させて頂く事に努めております。今後も日々社会貢献と法令順守に努め、
より良い会社造りをしていきたいと思います。



12 人権標語 まぶしいな　仲間と笑う　その笑顔　　真野小学校 5年

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

5 ㈱笹川組 専任取引士 中村　洋介 池口　真喜子
5 ㈱コンクウェスト 専任取引士 長神　一平 高畠　陽子
14 ㈱コンクウェスト　ミニミニ大津店 政令使用人 吉田　壮秀 青木　英悟
14  専任取引士 高畠　陽子 青木　英悟
14 ㈱コンクウェスト　ミニミニ堅田駅前店 政令使用人 青木　英悟 瀬田　淳人
14  専任取引士 青木　英悟 瀬田　淳人
14 ㈱コンクウェスト　ミニミニ石山駅前店 専任取引士 瀬田　淳人 長神　一平
15 ㈱福屋不動産販売　大津店 専任取引士 佐渡山　誠 　　　　　　　－
15 橋本不動産㈱　大津店 政令使用人 丘澤　亘孝 髙坂　英紀
15  専任取引士 丘澤　亘孝 髙坂　英紀
17  ＴＥＬ 0740-28-0057 0740-20-6550
17 栗本不動産 ＦＡＸ 0740-28-0851 0740-20-6549
17  事務所 高島市マキノ町海津２３３１ 高島市マキノ町西浜１１４４－２
22 ㈱三王不動産草津 専任取引士 宇野　正剛 上田　恵一
22 ㈱ダイワ住研 専任取引士 鈴木　紀之 木村　竜治
23  事務所 草津市木川町１２０１－１ 近江八幡市安土町常楽寺９４４－２
23 ㈲ｎａｐｅｄｏステーション ＴＥＬ 077-598-1572 0748-43-2011
23  ＦＡＸ 077-598-1568 0748-43-2033
26 ㈱コンクウェスト　ミニミニ南草津店 専任取引士 山本　美耶子 　　　　　　　－
27 ㈱福屋不動産販売　南草津店 専任取引士 　　　　　　　－ 大谷　元重
27 橋本不動産㈱　草津店 専任取引士 上松　克則 　　　　　　　－
27  専任取引士 　　　　　　　－ 山本　めぐみ
29  専任取引士 　　　　　　　－ 金木　京子
29 西和不動産販売㈱ 専任取引士 金木　京子 　　　　　　　－
29  専任取引士 神園　正行 　　　　　　　－
33 おうみ冨士農業協同組合 専任取引士 北川　文雄 水木　誠
35  専任取引士 　　　　　　　－ 上松　克則
35 橋本不動産㈱ 専任取引士 　　　　　　　－ 安本　幸浩
35  専任取引士 　　　　　　　－ 丘澤　亘孝
41 甲賀農業協同組合 代表者 但馬　甚一 山田　嘉一郎
43 ㈱パナホーム滋賀　甲賀営業所 政令使用人 前田　裕明 牧野　聡
48 近江ハウジング㈱ 代表者 黒田　宣正 滝本　治
48 ㈱アルティ 代表者 谷口　良治郎 谷口　豊
48 ㈱秋村組 代表者 秋村　田津夫 秋村　昻
48  政令使用人 　　　　　　　－ 秋村　田津夫
52 ㈱OKDリアルエステート 名称 ㈱リアルプランナーズ ㈱OKDリアルエステート
57 ㈱秀和不動産　東近江営業所 事務所 東近江市沖野５－１６４８－１ 東近江市妙法寺町７２１
59 近江鉄道㈱ 代表者 中村　隆司 喜多村　樹美男
61 田中商事㈱ 専任取引士 田中　晴子 　　　　　　　－
62 東びわこ農業協同組合 代表者 石部　和美 木村　正利
62 ㈱橋本不動産 FAX 0749-25-3308 0749-28-8877
63 ㈱エム･ジェイ　彦根店 政令使用人 山岡　怜司 北川　祐輔
63  専任取引士 平田　博史 堀田　昭人
64 ㈱オールワン 事務所 長浜市八幡中山町１４３ 長浜市八幡中山町２２－８
65 ㈱Ｋｉｚｕｎａ 専任取引士 寳　重造 土田　典子
65 滋賀不動産㈱ 代表者 伊藤　友美子 伊藤　和真
65  専任取引士 　　　　　　　－ 宮部　信敏
65 ㈱葛正工務店 代表者 葛川　順一 葛川　隆三
67 ㈱マルセイプランニング 代表者 鈴木　勝美 鈴木　一平
67 日成不動産㈱ 事務所 長浜市南高田町１２０－１ 長浜市室町４０５－１
68 ㈱福屋不動産販売　長浜店 専任取引士 嶋津　哲也 鈴木　洋平

会員資格喪失

2597 ㈱エステート寺新 水上　良郎 廃　業 平成２７年３月３１日
2885 ㈱ケイ・ジー 池田　勝明 廃　業 平成２７年６月３０日
3032 堀口不動産 堀口　暢英 廃　業 平成２７年７月７日
3114 ㈲ダイヤモンドリース 鈴木　喜展 廃　業 平成２７年７月３１日
3177 ㈱アド 今若　伸男 廃　業 平成２７年６月２５日
5940 ㈱丸商　京都支店  廃　止 平成２７年３月２７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



13人権標語 たくさんの　笑顔の花を　咲かせたい　　仰木の里小学校 5年

宅建しがvol.209　会員名簿登載事項の変更の訂正

平成27年度　会員名簿の訂正

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

25  専任取引士 　　　　　　　－ 松山　博貴
25 アヤハ不動産㈱　南草津店 専任取引士 奥村　典弘 　　　　　　　－
25  政令使用人 三宅　正治 奥村　典弘

（訂正前）

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

25 アヤハ不動産㈱　南草津店 専任取引士 　　　　　　　－ 松山　博貴
25  専任取引士 奥村　典弘 　　　　　　　－
25 アヤハ不動産㈱　草津西口店 政令使用人 三宅　正治 奥村　典弘

（敬称略）

（敬称略）

（訂正後）

　宅建しがVOL209（平成27年7月24日発行）の「会員名簿登載事項の変更」について、記載に誤り
がございましたので、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頂きます。

会　員
名　簿
掲載頁

商　　　号 訂正事項 訂　　正　　前 訂　　正　　後

25 アヤハ不動産㈱　草津西口店 取引士 三宅　正治 奥村　典弘

会　員
名　簿
掲載頁

商　　　号 訂正事項 訂　　正　　後

43 西村建設㈱　甲賀支店 代表者名 中村　好弥
27 ㈱福屋不動産販売　草津店
27 ㈱福屋不動産販売　南草津店
39 ㈱福屋不動産販売　野洲店 代表者名 枇榔　巧
63 ㈱福屋不動産販売　彦根店
69 ㈱福屋不動産販売　長浜店

　会員名簿（平成27年6月30日現在）について、記載に誤りがございましたので、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頂きます。

　全宅保証では、「会員之証」のリニューアル及び「会員之証の
貸与に関する規程」についての一部改正が決議され、新たな「会
員之証」が交付されることとなりました。新しい「会員之証」は
会員の本店事務所及び従たる事務所に順次直送されます。つき
ましては、事務所移転や商号・代表者等の変更があった場合は、
新しい「会員之証」が不達と
なりますので、必ず滋賀県土
木交通部住宅課及び当協会
へ変更届のご提出をお願い
いたします。

全宅保証「会員之証」リニューアルのお知らせ

サイズ：B4縦　　厚さ：3㎜
付属品：取付金具・チェーン・取扱説明書
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新規入会者紹介新規入会者紹介新規入会者紹介
株式会社 ASK
代　表　者　駒井　裕
宅建取引士　駒井　裕
事　務　所　大津市本宮町二丁目8-63
　　　　　　エバーブライト107
Ｔ　Ｅ　Ｌ　077-572-7651
Ｆ　Ａ　Ｘ　077-572-7652
免 許 番 号　知事（1）3513

駒井　裕氏

株式会社 ハウスオークション
代　表　者　久田　恭弘
宅建取引士　久田　恭弘
事　務　所　東近江市八日市本町3-6
　　　　　　森ビル2F
Ｔ　Ｅ　Ｌ　0748-20-3211
Ｆ　Ａ　Ｘ　0748-36-2511
免 許 番 号　知事（1）3522

久田　恭弘氏

近畿レインズ物件登録状況
近畿圏

在庫物件成　約登　録
32,274

22,739

55,013

33,915

60,255

94,170

66,189

82,994

149,183

2,214

667

2,881

2,461

4,269

6,730

4,675

4,936

9,611

17,787

12,539

30,326

35,697

64,658

100,355

53,484

77,197

130,681

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

（平成27年8月）

在庫物件成　約登　録
1,288

1,311

2,599

358

645

1,003

1,646

1,956

3,602

89

47

136

17

32

49

106

79

185

615

615

1,230

304

655

959

919

1,270

2,189

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

永和住販株式会社
代　表　者　坂本　浩一
宅建取引士　坂本　浩一
事　務　所　高島市マキノ町高木浜一丁目6-16
Ｔ　Ｅ　Ｌ　0740-20-6560
Ｆ　Ａ　Ｘ　0740-20-6561
免 許 番 号　知事（1）3521坂本　浩一氏

株式会社 サンアロウ
代　表　者　矢野　忠昭
宅建取引士　矢野　忠昭
事　務　所　大津市竜が丘13-43
Ｔ　Ｅ　Ｌ　077-548-7755
Ｆ　Ａ　Ｘ　077-548-7755
免 許 番 号　知事（1）3524矢野　忠昭氏

大西ハウスサービス
代　表　者　大西　秀幸
宅建取引士　大西　秀幸
事　務　所　野洲市永原889-16
Ｔ　Ｅ　Ｌ　077-575-9588
Ｆ　Ａ　Ｘ　077-575-9588
免 許 番 号　知事（1）3523大西　秀幸氏
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近日開催予定
◆ 第10回森づくり交流会ふれあいフェスタ2015への出展 ◆

　このイベントは滋賀県が主に県民の方を対象に、森林・林業に興味を持って頂くこと並びに森林・
林業及び木材利用の魅力を伝えるために主催するもので、交流会の趣旨に則り、琵琶湖を守る森林づく
りについて啓発と当協会のＰＲを兼ねて、青年部会幹事による模擬店の出店の他、様々な団体による展
示・販売・体験ブース、チェーンソーアートショーや各種ステージイベントもあります。皆さまぜひお
立ち寄りください。
【日　時】　平成27年10月3日（土）　10：00 ～ 15：30
【場　所】　長浜市豊公園（グラウンド、噴水広場）　　長浜市公園町10－１

◆ インスペクション研修会 ◆
【日　時】　平成27年11月13日（金）　13：30 ～ 15：30
【場　所】　協会５階会議室
【対象者】　会員または従業者
【内　容】　既存住宅流通の活性化と透明化の促進に向け多様なニーズに対応した魅力ある中古住宅・
　　　　　リフォームを提供するための総合的な研修
　詳しい内容は、ホームページ（http://www.shiga-takken.or.jp/）およびＦＡＸにてお知らせいたします。

◆ 法定講習 ◆
　取引士証の更新のための次回講習は下記のとおりです。引き続き取引士として従事される方及び新
たに取引士証の交付申請をされる方は、事前に受講手続きを行ってください。申込手続き等に関するお
問い合わせは本協会までお願いいたします。

記
【講習日時】　平成27年11月17日（火）　9：45 ～ 16：40（9：20より受付）
【講習場所】　滋賀県庁新館　７階　大会議室
【受講対象者】 講習日当日から６ヵ月以内に更新期限となる方

　国土交通省からの要請に基づき、中古住宅市場の活性化並びに消費者利益の保護増進に向けて、以下の2機
能を導入いたします。（平成28年1月6日運用開始予定）

1.物件情報項目に【取引状況】を追加します
　売り物件の「専任」または「専属専任」物件に対して、物件情報項目【取引状況】を追加します。
・【取引状況】は入力必須項目です。
・【取引状況】は物件検索結果画面に表示されます。

【取引状況】とは…？
レインズ登録物件の取引の状態を表す項目で、以下の3種類から選択して設定できます。
①公開中　　　　　　　　　　…客付業者から購入申込みを受けられる状態のときに設定
②書面による購入申込みあり　…客付業者から購入申込みを受けた状態のときに設定
③売主都合で一時紹介停止中　…売主の事情により一時的に物件を紹介できないときに設定

2.登録された物件情報と【取引状況】を売主が直接確認できるようになります
　売り物件の「専任」または「専属専任」物件の場合、売主（依頼主）が、自己の売却依頼物件がどのように
レインズに登録されているのかをインターネット上で直接確認できるようになります。

公益社団法人近畿圏不動産流通機構からの重要なお知らせ

平成28年1月6日運用開始予定

近畿レインズに「ステータス管理」機能を導入します

詳しくは後日、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。
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　暑かった夏も過ぎ、ようやく秋の気配を感じる今日この頃です。
　今年、真夏には熱中症対策に追われ、また雨が降れば洪水がおこり、台風だけでなく突風や竜巻と気象状況が
大変目まぐるしく変化しています。
　経済情勢では、『上海ショック』という金融パニックが起こっており、あまり身近には感じませんが、世界市場
が混乱しているようです。
　そして、国内では『東京オリンピック』に向けて盛り上がるのかと思いきや国立競技場問題や、エンブレム騒
動と毎日のようにニュースで流れています。何事もそうはスムーズに進むものではないのですね。何事にも生み
の苦しみがあってこそ、成長を有り難く感じることができるようです。
　天気や世界の経済情勢を直接動かすことはできませんが、すぐに対応できる柔軟な姿勢がこれからますます
必要になってきそうです。

総務委員会　副委員長　望月　三樹子

◆ 第２回　一般研修会 ◆

【日　時】　平成27年11月14日（土）　13：30 ～ 15：00
【場　所】　びわ湖ホール　中ホール
【定　員】　800名
【内　容】　フリーアナウンサー　山本　浩之氏の講演
　　　　　　『日々新たな　出会い　発見！
　　　　　　　～ヤマヒロと一緒に不動産について考える～』
　詳しい内容は、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。

◆ 滋賀県宅建協会会長杯・青年部会合同ゴルフ大会 ◆

　会長杯・青年部会合同ゴルフ大会を下記により開催いたします。同時に青年部会による当協会のイ
メージアップにつなげる為のチャリティ募金を行います。賞品を多数ご用意しておりますので、皆さま
のご参加をお待ちいたしております。

記
【開催日時】　平成27年11月25日（水）　8：45 ～
【開催場所】　朝日野カントリー倶楽部　　東近江市鈴町1120
【対 象 者】　会員または従業者
【募集人数】　12組48名
【費　　用】　参加費1,000円、プレー費14,520円（昼食・キャディ・軽食パーティ付）
　詳しい内容は、ホームページ（http://www.shiga-takken.or.jp/）をご確認ください。

◆ 地域懇談会 ◆

　会員および従業者の皆様の地域に密着した情報交換や懇親を深めていただくために、県内３地域を
さらに細分化し、11月下旬から１月にかけて、地域懇談会を開催いたします。皆様お誘いあわせの上、
奮ってご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。
　開催日時・会場は後日ホームページ（http://www.shiga-takken.or.jp/）およびＦＡＸにてお知らせい
たします。


