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栗東市立治田東小学校　6年　山本　羽舞さん

優秀賞　第２部門
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近日開催予定
◆ 会員交流会 ◆

　会員および従業者の皆様の情報交換と懇親を深めていただくために、地域別に会員交流会を開催い
たします。皆様お誘いあわせの上、奮ってご参加くださいますようよろしくお願い申し上げます。
【開催日時・会場】
　　　　　（第1地域）平成29年9月5日（火）18時00分～ 20時00分（17時30分～受付）
　　　　　　　　　　中国料理かすが　大津市梅林1-3-10　滋賀ビル9F
　　　　　（第2地域）平成29年9月12日（火）18時00分～ 20時00分（17時30分～受付）
　　　　　　　　　　あたか飯店　草津店　栗東市小柿7-9-11
　　　　　（第3地域）平成29年9月27日（火）18時00分～ 20時00分（17時30分～受付）
　　　　　　　　　　グリーンホテルYes近江八幡　是的菜館　近江八幡市中村町21-6
【参加費】　2,000円／名
　詳しい内容は、協会ホームページ等にてお知らせいたします。

◆ 平成29年度　第1回新規開業者研修会 ◆
　新規開業者研修会を下記のとおり開催いたしますので、受講対象である代表者及び取引士は、万障お
繰り合わせのうえ、ご受講くださいますようお願い申し上げます。
　なお、本研修会は本会会員のみならず、（公社）全日本不動産協会会員・自己供託業者の新規開業者
の方もご参加いただけます。（ただし、当協会会員以外の方は、受講料4,000 円のご負担をお願いいた
します。）

記
１．開催日時：平成29年8月22日（火）13時10分～ 16時50分（12時45分より受付）
２．開催場所：（公社）滋賀県宅地建物取引業協会　５階会議室
３．受講対象者：（1）平成28年12月1日～平成29年6月30日までに、本会に新規入会した会員
　　　　　　　  （2）前回平成28年12月20日(火)開催の研修会における受講対象者で欠席した会員
　　　　　　　  （3）（公社）全日本不動産協会会員・自己供託業者の新規開業者
　　　　　　　　　  （免許年月日：平成28年12月1日～平成29年6月30日）
　　　　　　　　　　以上（1）（2）（3）のいずれかに該当する代表者及び取引士
　詳しい内容は、協会ホームページ等にてお知らせいたします。

◆ 平成29年度不動産フェア ◆
　平成29年度不動産フェアを下記のとおり開催いたします。各種ブース、楽しいステージイベント等
を通じて安心・安全な不動産取引のPRを行い、一般消費者との信頼を築きます。ぜひ、ご家族やご友
人とご来場くださいますようお願い申し上げます。

記
【開催日時】　平成29年9月23日（土）　11時00分～ 16時00分
【開催場所】　イオンモール草津　1階セントラルコート
　　　　　　草津市新浜町300
【開催内容】　・不動産無料相談、税務相談、住宅ローン相談ブースの設置
　　　　　　・弁護士による不動産トークショー、キッズダンスショー等の各種ステージイベント
　詳しい内容は、協会ホームページ等にてお知らせいたします。

平成29年7月20日

編　集　後　記
学童軟式野球大会に行って参りました
　平成29年6月3日（土）東近江市ひばり公園湖
東スタジアムにて、開会式の参加と第一試合を観
戦させて頂きました。湖東スタジアムは私が思っ
ていたより、きれいな球場で、ここで試合ができ
る小学生達をうらやましく思いました。
　観戦させて頂いた第一試合は、最終回まで接戦
で2－1で７回裏2アウト満塁で一打逆転の場面
まであり、ハラハラドキドキするいい試合をみせ
てもらいました。また、予選を勝ち抜いてきてい
るチームだけあって親御さんたちの応援の仕方
も上手で楽しく観戦させて頂きました。来年も是
非参加したく思いました。

総務副委員長　池口　彰男

宅建しが　2017年　№221
平成29年7月20日発行



2 人権標語 ありがとう　こころをつなぐ　パスワード　　草津小学校 4年

野洲キッドスポーツ少年団 湖南

城南スポーツ少年団 彦根

五個荘野球スポーツ少年団 湖東

菩提寺ヤンキース 甲賀

八幡シャークススポーツ少年団 八幡

志津少年野球部A 草津

高月野球スポーツ少年団 湖北

瀬田スポーツ少年団A 大津

新旭少年野球スポーツ少年団 湖西

多賀少年野球クラブ 彦根
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〈抽選勝〉〈抽選勝〉

　6月3日（土）、4日（日）の2日間に亘り、東近

江市　湖東スタジアム並びにおくのの運動公園

にて第7回（公社）滋賀県宅地建物取引業協会会

長杯　学童軟式野球大会を開催し、滋賀県内の

9ブロックを勝ち抜いてきた10チームにより、

熱戦が繰り広げられました。

　1日目の3日（土）は天候に恵まれ、保護者の

熱い応援の中、2日目の準決勝進出を目指し、6

試合が行われました。

　2日目の4日（日）も好天のもと、勝ち進んだ

4チームにより3試合が行われ、1試合目は湖東

地区代表　五個荘野球スポーツ少年団が草津地

区代表　志津少年野球部を9－4で下しました。

その後の第2試合は大津地区代表　瀬田スポー

ツ少年団Aと前回大会優勝の彦根地区代表　多賀少年野球クラブが0－0の同点となり、抽選の結果、

瀬田スポーツ少年団Aが決勝へと駒を進めました。そして、五個荘野球スポーツ少年団と瀬田スポー

ツ少年団Aの決勝戦は、6－0で五個荘野球スポーツ少年団が本大会の初優勝果たしました。

　優勝の五個荘野球スポーツ少年団と準優勝の瀬田スポーツ少年団Aは7月28日（金）～ 8月2日（水）

にかけて福岡県で開催される筑後川旗第34回西日本学童軟式野球大会に滋賀県代表として出場します。

　本事業は、学童軟式野球大会の実施に

よって健全なる青少年の育成、野球技術

やマナーの向上を図り、本会会員と学童

野球選手の交流により、本会の活動内容

やハトマークの周知を目的として行って

おります。

第7回（公社）滋賀県宅地建物取引業協会会長杯
学童軟式野球大会



3人権標語 いじめの芽　みんなの勇気で　摘みとろう　　草津小学校 6年

平成29年度
第1回一般研修会（県指定）を開催しました

　会員、従業者及び一般消費者を対象に、平成29年7月10日（月）ピアザ淡海　ピアザホール、11日（火）

栗東芸術文化会館さきら　中ホール、14日（金）G-NETしが　大ホールにて、第１回一般研修会（県

指定）を開催しました。

　1時限目は、（一社）岡山県宅地建物取引業協会　理事・阪井土地開発株式会社　代表取締役　阪井

　ひとみ　氏による「空き家・空き室問題と社会的弱者支援活動への取り組みについて」として、全国

的に社会問題となっている適正な管理が行われていない空き家問題の解消と社会的弱者に対する居住

支援に関する先進的な取り組みについて講義を行いまし

た。その後の2時限目は、税理士事務所こころや　税理士

　井上　信彦　氏による「改正税制について」として、本

年度の不動産取引に関する税制改正についての講義を行

いました。

　参加者は会員539社677名、非会員7社7名、合計546

社684名でした。

平成29年度
「びわ湖の日」環境美化活動に参加しました

　滋賀県では、7月1日を「滋賀県環境基本条例」で「びわ湖の日」と定められており、また、「滋賀県

ごみの散乱防止に関する条例（クリーン条例）」で「環

境美化の日」と定められています。この7月1日を中心

に「びわ湖を美しくする運動」が県内各地で多くの県

民の参加のもと実施されており、当協会青年部会が7

月6日（木）に大津地区（大津市なぎさ公園コース）で

の清掃活動に参加しました。

　今後も、継続して地域社会に貢献してまいります。



4 人権標語 心の声　聞けない人に　ならないで　　草津第二小学校 6 年

広告規約違反者に対する措置の強化について

　平成29年8月より、「不動産の表示に関する公正競争規約」に違反し、（公社）近畿地区不動産公正

取引協議会が「おとり広告」や重大な不当表示として違約金課徴や厳重警告を講じた事業者について

は、首都圏の「ポータルサイト広告適正化部会」と連携し、下記不動産情報サイトへの1か月間以上の

広告掲載の停止措置がとられることとなります。

　会員各位におかれましては、適正な広告表示に努め、掲載物件のメンテナンスを確実に実施するべ

く、広告業務の体制を整えてくださいます様、お願いいたします。

記

平成29年度
全宅連・全宅保証定時総会が開催されました

　平成29年6月30日（金）にて平成29年度全宅連・全宅保証総会が開催され、全宅連の総会では、平

成28年度事業報告、平成29年度事業計画・収支予算の報告後、決議事項である平成28年度決算が承

認されました。全宅保証の総会では、平成28年度事業報告、決算報告、平成29年度事業計画・収支予

算の報告が行われました。

　また、教育研修制度「不

動産キャリアパーソン」

平成28年度受講目標達成

率で全国6位となり、本会

が表彰されました。

● アットホーム㈱（at home）

● ㈱CHINTAI（CHINTAI）

● ㈱マイナビ（マイナビ賃貸）

● ㈱LIFULL（LIFULL　HOME’S）

● ㈱リクルート住まいカンパニー（SUUMO）



5人権標語 みんなでね　なかよくえがお　いい気持ち　　志津小学校 4年

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会 設立 （2011年3月）

国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度」

一部改正 （2016年9月）

会員研修会開始 （2002年2月）

契約書等書式  提供
（2004年5月）

電話法律相談　開始
（2005年11月）

「賃貸不動産経営管理士」

資格制度  開始 （2007年10月）

国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度」 開始 （2011年12月）

「賃貸不動産管理業務マニュアル」

発行 （2013年2月）

「賃貸不動産管理  標準化ガイドライン」

策定 （2014年6月）

「全宅管理業務支援システム」

開始 （2016年6月）

「賃貸管理業賠償責任保険」開始 （2001年5月）

賃貸不動産管理業協会設立 （2001年5月）

「賃貸不動産管理士」
資格制度  開始 （2003年9月）

所在地 〒　　　　－資料請求

賃貸不動産管理業務マニュアル、
全宅管理フラッグ他計7点贈呈！ 

全国賃貸不動産管理業協会一　　般
社団法人

全宅管理
〒101-0032  東京都千代田区岩本町2-6-3  全宅連会館5階  TEL.03-3865-7031 全宅管理 検 索で　

事業内容、入会資格等については
ホームページでご確認ください。

いますぐ

賃貸管理業を行う宅建協会会員をあらゆる事業でサポート！ 着実に増え続けて
会員数

6,000社
突破！

●250種類の最新書式ダウンロード（無料）
●弁護士による電話法律無料相談

●賃貸管理業務に欠かせないサービス・商品を会員価格で
　

●最新でホットな情報提供 （WEBページ、メール・ＦＡＸマガジン、会報誌）

●会員研修会を開催 ●入居のしおり、原状回復冊子等を低価格で

賃貸管理のスタンダード
全宅管理は業界最大の組織です

（全宅管理業務支援システム、クラウド型防犯システムカメラ、宅配ボックス、
 夜間休日サポートシステム、家財保険、家賃保証etc）

（2017年1月達成）

平成 29年度入会特典

TEL／FAX TEL（　　　　　）　　　　　－　　　　　　　　　FAX（　　　　　）　　　　　－

会社名 担当者名

資料をご希望の方は、このページをコピーして下欄にご記入の上、ファックスでお申込みください。 FAX. 03-5821-7330

会員限定   主なサポート事業

宅建協会 新規入会会員“応援プロジェクト”実施中
◆宅建協会に平成29年度（H29.4.1～H30.3.31）に入会し、1年以内に本会の入会
　受付（入金）を完了した方の入会金（2万円）を全額免除します！

さらに

ハトマークグループ



6 人権標語 いじめとは　未来も夢もこわすもの　　志津南小学校 5年

第14回理事会
　滋賀県宅建協会の第14回理事会が5月15
日（月）協会理事会室で開催された。

 1．審議事項
　下記の8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
　4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」をご参照ください。
◎青年部会研修会について
　6月9日（金）に予定する青年部会研修会につ
いて提案があった。
◎青年部会研修旅行について
　7月4日（火）、5日（水）に予定する青年部会研
修旅行について提案があった。
◎平成29年度第1回一般研修会について
　7月10日（月）、11日（火）、14日（金）に予定
する平成29年度第1回一般研修会について提案
があった。
◎宅地建物取引士　模擬試験について
　8月2日（水）、9月6日（水）、10月4日（水）に
予定する宅地建物取引士　模擬試験について提
案があった。
◎宅地建物取引士　資格試験事務について
　10月15日（日）に予定する宅地建物取引士試
験の試験事務について提案があった。
◎「第70回全国人権・同和教育研究大会」滋賀県

大会の後援及び参加について
　平成30年11月に予定される「第70回全国人
権・同和教育研究大会」滋賀県大会の後援及び
参加について提案があった。
◎大津市空家対策協議会への委員推薦について
　大津市空家対策協議会への委員推薦について
提案があった。

 2．報告事項
◎会員資格者変更申請審査報告について
　2件の変更に係る審査は適正であったとする報
告があった。

第1回理事会
　滋賀県宅建協会の第1回理事会が6月12
日（月）協会理事会室で開催された。

 1．審議事項
　下記の4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
　4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」をご参照ください。
◎環境美化活動への参加協力について
　環境美化活動への参加協力について提案があ
った。
◎創立60周年記念事業・平成29年度第2回一般

研修会について
　11月25日（土）びわ湖ホール中ホールにて開
催する創立60周年記念事業・平成29年度第2回
一般研修会について提案があった。
◎栗東市空家等対策協議会委員の推薦について
　栗東市空家等対策協議会委員の推薦について
芝原理事を適任である、とする提案があった。

 2．報告事項
◎会員資格者変更申請審査報告について
　1件の代表者等の変更等に係る審査は適正であ
ったとする報告があった。

 3．その他
・吉田専務理事から、国土交通省の「空き家対策
の推進のための新規制度等に係る説明会」の特
に留意すべき事項としては、「小規模不動産特
定共同事業」の創設については、本来1億円を
要す資本金要件を、1千万円に緩和することで、
空き家・空き店舗の流通促進に寄与させる検討
がなされている事が報告された。また、相続登
記の促進のため、法務局において「法定相続情
報証明制度」が新設され、空き家等の円滑な媒
介業務に資するものとなることが報告された。
・吉田専務理事から、空き家取引の活性化に向け
て、低額物件の仲介手数料の上限の緩和を国交
省で検討している事が報告された。
・吉田専務理事から、不動産キャリアパーソンの
受講目標達成率で昨年度に全国6位となり、全
宅連の平成29年度定時総会にて、本会が表彰
されることが報告された。

第14回理事会・第1回理事会

顧問弁護士契約のお知らせ
　このたび、ヤマギワ総合法律事務所（大津市中央3丁目2-1）と顧問契約を締結
いたしましたことをご報告いたします。



7人権標語 あいさつは　こころのとびら　ノックする　　渋川小学校 3 年

協会行事記録 平成29年5月1日
　～平成29年6月30日

月日 月日行　　　　　　事 行　　　　　　事

〔5月〕
8日 第８回６０周年記念事業特別委員会 （協会４階　会長室）
 第２回入会審査委員会 （協会５階　理事会室）
 第１２回常務理事会 （協会４階　会長室）
 近畿不動産活性化協議会：総会
  〔小寺・遠藤〕（大阪府宅建会館）
 次世代委員会（青年部会） （草津）
10日 （公社）全日本不動産協会京都府本部：定時総会懇親会
  〔吉田〕（京都ブライトンホテル）
15日 第１４回理事会 （協会５階　理事会室）
 第２回流通対策委員会 （協会５階　会議室）
16日 第１回法定講習 〔三須・大依〕（彦根商工会議所）
 国土交通省：空き家対策の推進のための新規制度等に
 係る説明会 〔吉田〕（三田共用会議所）
17日 全宅連・全宅保証：常務理事会 〔小寺〕（全宅連会館）
18日 （公社）全日本不動産協会大阪府本部：定時総会懇親会
  〔小寺〕（ホテルニューオータニ大阪）
 （一社）大阪府宅地建物取引業協会：代議員総会開催
 に伴う懇親会 〔服部〕（ヒルトン大阪）
19日 （公社）全日本不動産協会滋賀県本部：定時総会懇親会
  〔小寺〕（琵琶湖ホテル）
20日 滋賀県司法書士会：定時総会懇親会
  〔小寺〕（びわ湖大津プリンスホテル）
22日 空き家相談員研修会 （協会５階　会議室）
24日 （公社）近畿地区不動産公正取引協議会：第１回理事会
  〔上田〕（ＯＭＭビル）
26日 通常総会・60周年記念式典・祝賀会 （琵琶湖ホテル）
27日 滋賀県行政書士会：定時総会懇親会
  〔小寺〕（クサツエストピアホテル）
 犬上・彦根暴力追放住民会議 〔北川剛〕（彦根商工会議所）
 （公社）滋賀県建築士会：通常総会懇親会
  〔服部〕（びわ湖大津プリンスホテル）
29日 第１回正副会長会議 （協会４階　会長室）
 （一社）兵庫県宅地建物取引業協会：定時総会懇親会
  〔小寺〕（ANAクラウンプラザホテル神戸）
30日 第１・２回レインズＩＰ型システム・ハトマークサイト研修会
  〔三好〕（協会５階　会議室）
 滋賀県不動産鑑定士協会：通常総会懇親会
  〔小寺〕（琵琶湖ホテル）
31日 全宅連・全宅保証：第１回理事会 〔小寺〕（第一ホテル東京）

〔6月〕
1日 次世代正副委員長・青年部会長会議 （協会５階　会議室）
 第３回入会審査委員会 （協会５階　理事会室）
 苦情解決業務委員会 （協会５階　理事会室）
 第１回常務理事会 （協会４階　会長室）
 （公社）近畿圏不動産流通機構：第２回レインズ運営委員会
  〔水野〕（大阪府宅建会館）
2日 （公社）近畿圏不動産流通機構：第１回理事会
  〔小寺・服部〕（大阪府宅建会館）
3日 第7回滋賀県宅建協会会長杯学童軟式野球大会
  （湖東スタジアム・おくのの運動公園）
4日 第7回滋賀県宅建協会会長杯学童軟式野球大会
  （湖東スタジアム）
5日 滋賀県不動産取引業協議会：監査会
  〔小寺〕（協会４階　会長室）

 不動産コンサルティング近畿ブロック協議会：監査会
  〔小寺〕（大阪府宅建会館）
6日 滋賀県不動産取引業協議会：理事会 （協会４階　会長室）
 近畿不動産活性化協議会：理事会 〔小寺〕（大阪府宅建会館）
 近畿圏不動産流通活性化協議会：理事会
  〔小寺〕（大阪府宅建会館）
 近畿圏不動産流通活性化協議会：定期総会
  〔小寺・遠藤〕（大阪府宅建会館）
 全宅連近畿地区連絡会：運営協議会 〔小寺〕（ルクアイーレ）
7日 平成２９年度北方領土返還要求運動滋賀県民会議総会
  〔小寺〕（ホテルボストンプラザ草津びわ湖）
8日 第１回教育研修委員会 （協会５階　会議室）
 第１回滋賀県空き家対策推進協議会 〔吉田〕（大津合同庁舎）
 滋賀県居住支援協議会定期総会 〔小寺〕（大津合同庁舎）
 （公社）大阪府不動産鑑定士協会：通常総会懇親会
  〔小寺〕（新阪急ホテル）
9日 第１回次世代委員会 （協会５階　会議室）
 次世代委員会研修会 （兵庫県不動産会館）
12日 第１回理事会 （協会５階　理事会室）
 第２回地域組織の在り方の検討に係る特別委員会
  （協会５階　会議室）
14日 湖国すまい・まちづくり推進協議会通常総会
  〔小寺〕（栗東ウイングプラザ）
15日 宅建試験第２回試験事務説明会
  〔仁志出〕（新大阪丸ビル別館）
16日 （公社）近畿地区不動産公正取引協議会：定時社員総会
  〔小寺、上田〕（ホテルグランヴィア大阪）
 第３回流通対策委員会 （協会５階　会議室）
19日 第２回全宅連５０周年・全宅保証４５周年記念式典等
 実行委員会 〔小寺〕（全宅連会館）
20日 （公社）滋賀県建設産業団体連合会：平成２９年度通常総会
  （ピアザ淡海）
 第１回総務委員会 （大津）
21日 全宅連・全宅保証：合同正副会長委員長会議
  〔小寺〕（全宅連会館）
22日 第１回組織委員会 （協会５階　会議室）
23日 （公社）近畿圏不動産流通機構：総会
  〔服部〕（ホテルモントレ　グラスミア大阪）
 （公社）近畿圏不動産流通機構：第２回理事会
  〔服部〕（ホテルモントレ　グラスミア大阪）
 （公財）不動産流通推進センター：第１回定時評議員会
  〔小寺〕（法曹会館）
25日 部落解放同盟滋賀県連合会：第７０回大会記念レセプション
  〔小寺〕（びわ湖大津プリンスホテル）
26日 第２回正副会長会議 （協会４階　会長室）
 第３・４回レインズＩＰ型システム・ハトマークサイト研修会
  〔北村〕（協会５階　会議室）
27日 滋賀県建築行政マネジメント推進協議会 〔吉田〕（滋賀県庁）
29日 全宅連５０周年・全宅保証４５周年記念式典・
 記念講演会・祝賀会 （ホテルニューオータニ）
30日 全宅保証：平成２９年度定時総会 （ホテルニューオータニ）
 全宅連：平成２９年度定時総会 （ホテルニューオータニ）
 全宅管理：第７回定時社員総会 （ホテルニューオータニ）



8 人権標語 やさしさで　人権の赤ちゃんを　生み出そう　　玉川小学校 4年

住宅宿泊事業法（民泊新法）が成立しました

住宅宿泊事業法（民泊新法）が成立しました。

概要は以下のとおりです。

（1）住宅宿泊事業に係る届出制度の創立

［1］住宅宿泊事業を営もうとする場合、都道府県知事への届出が必要

［2］年間提供日数の上限は180日

［3］地域の実情を反映する仕組み（条例による住宅宿泊事業の実施の制限）を導入

［4］住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置（宿泊者の衛生の確保の措置等）を義務付け

［5］家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け

（2）住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設

［1］住宅宿泊管理業を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要

［2］住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置（住宅宿泊事業者への契約内容の説明等）と（1）［4］

の措置の代行を義務付け

（3）住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設

［1］住宅宿泊仲介業を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要

［2］住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置（宿泊者への契約内容の説明等）を義務付け

詳細につきましては、観光庁ホームページ
（http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000318.html）をご確認ください。 



～新規入会者紹介～会員の広場

9人権標語 ケンカなし　差別なし　いじめなし　人を大切にしよう　　常盤小学校 5年

■株式会社 エスペーロ　代表者：中村　和広
栗東市手原1-9-2
TEL 077-596-5571 ／ FAX 077-596-5572
免許番号　滋賀県知事（1）第3617号
業態／媒介（売買）、賃貸管理

　弊社は平成29年6月に栗東市にて営業を開始させて頂きま
した。
　お客様の身近な相談所として、地域社会の発展に貢献でき
るよう微力ながら努めて参りたいと思います。
　今後とも、皆様のご指導ご支援を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。

■株式会社 心瑛　代表者：奥井　美香
近江八幡市島町1634　2F
TEL・FAX 0748-31-3110
免許番号　滋賀県知事（1）第3624号
URL　http://www.okuigrp.com/
業態／媒介

　弊社、株式会社心瑛は母体会社となる奥井総建よ
り不動産から解体・建築までワンストップサービス
で提供できる会社を目指し、新たに不動産業を立ち
上げる運びとなりました。
　奥井総建と共にOKUIgroupとしてグループ会社で
の目標を実現していくためにスタートします。
　今後はお客様と共に地域社会に貢献できるよう努力して参りたいと思っております。
　会員の皆様には、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

■株式会社 陽だまりビル　代表者：粂田　守
草津市大路二丁目9-1　陽だまりビル6階
TEL 077-569-4001 ／ FAX 077-569-4001
免許番号　滋賀県知事（1）3622号
業態／媒介（売買）、管理等

　この度、平成29年6月より不動産事業を新たに設立し、
営業活動をさせて頂くことになりました。
　不動産事業設立に向けて、お力添えを頂きました不動産
関係者及び宅建協会の皆様には感謝申し上げます。
　弊社は、お客様の「幸せ」のお手伝いを全力でさせて頂き、
地域密着の企業として、皆様に信頼される企業を目指し、
努力してまいります。
　今後とも会員の皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますようよ
ろしくお願い申し上げます。



10 人権標語 みすてない　だいじなともだち　ぜったいに　　矢倉小学校 2年



11人権標語 さべつしない　おとこもおんなも　おなじ人　　山田小学校 2年

出典：一般財団法人不動産適正取引推進機構　（「RETIO」No.104、2017年、148頁以下）



12 人権標語 いのちはね　一人に一つ　大切なもの　　山田小学校 3年

不動産キャリアパーソン資格登録者専用
フォローアップサイトが開設

　不動産キャリアパーソン講座修了試験に合格し、資格登録を行っていただいた皆様のスキルアップ

や更なる取引知識向上を支援するため、資格登録者専用のフォローアップサイトが開設されました。

フォローアップサイトでは、知識を日々磨いていただけるよう、演習問題

が毎朝（平日）配信されます。

　フォローアップサイトへは、下記ホームページへアクセスしてくださ

い。なお、ログインには資格登録者に付与されるＩＤとパスワードが必須

になっております。

　　https://www.newspeed.jp/mypage/zentakucp/login.php

変更届の提出について

　宅建業法第9条の規定に基づく変更が生じたときには、変更後30日以内に免許を

受けた国土交通大臣又は知事に変更届を提出し、また、その写しを協会までご提出く

ださいますようお願い申し上げます。



13人権標語 いじめとは　ごめんですまない　きずがつく　　山田小学校 5年



14 人権標語 広げよう　優しい心と　笑顔の輪　　高穂中学校 3 年

会員名簿登載事項の変更

会員資格喪失

会員権承継者紹介

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

1 ㈱アウル住販 代表者 奥村　好隆 奥村　政弘

5 ㈱笹川組 専任取引士 池口　真喜子 白子　芳久

7 ㈱創成コーポレーション
 代表者 奥村　好隆 奥村　政弘

  政令使用人 　　　　　　　－ 曽我　正人

10 びわこ総合サービス㈱ 専任取引士 　　　　　　　－ 村田　精一

12 森田ビル通商㈱
 事務所 大津市京町３－５－１２ 大津市京町３－４－３２

  専任取引士 福永　卓也 藤田　敦彦

17 ㈲梅村工房 専任取引士 宮川　恵美子 土井　清

21 三王ホーム㈱ 専任取引士 熊谷　之彦 宇野　正剛

  専任取引士 　　　　　　　－ 中村　賢治

23 ㈱パナホーム滋賀 専任取引士 　　　　　　　－ 徳井　めぐみ

  専任取引士 　　　　　　　－ 松梨　香奈子

24 ㈱ミシオン 専任取引士 中村　裕子 福原　優

 ㈱パナホーム滋賀　特建営業所 専任取引士 　　　　　　　－ 柴原　寛

26 ㈱カチタス　草津支店
 政令使用人 吉岡　健治 岸田　圭祐

  専任取引士 吉岡　健治 久保　章彦

 ㈱コンクウェスト　ミニミニ南草津店 専任取引士 森島　和子 谷口　世根子

27 橋本不動産㈱　草津店 専任取引士 佳山　昇永 　　　　　　　－

30 西和不動産販売㈱ 専任取引士 岡田　敦子 　　　　　　　－

35
 ㈱竹仁興産 専任取引士 　　　　　　　－ 永田　勝洋

 ㈱大生産業守山 ＴＥＬ 077-581-3737 077-581-3456

 東洋ビルホーム㈱ 専任取引士 井垣　洋子 　　　　　　　－

36 
橋本不動産㈱

 専任取引士 雲　好子 　　　　　　　－

 　 専任取引士 藤谷　光弐 　　　　　　　－

43
 辻寅建設㈱ 専任取引士 　　　　　　　－ 浅野　圭汰

 三陽建設㈱ 専任取引士 服部　公一 井上　大輔

47 橋本不動産㈱　湖南店
 政令使用人 原田　公之 安井　学

  専任取引士 　　　　　　　－ 藤谷　光弐

51 ㈱鳴尾工務店 専任取引士 森　久正 西川　ちえ

63 ㈱平和堂 代表者 夏原　平和 平松　正嗣

64 ㈱カチタス　滋賀支店 政令使用人 中嶋　和也 野村　祐也

  事務所 犬上郡豊郷町安食南３５０－１１ 彦根市後三条町６１１－４

72 ㈱トキワ・ホーム ＴＥＬ 0749-35-4357 0749-21-2177

  ＦＡＸ 0749-35-4938 0749-21-2199

　 5 2425 ナフコ 中澤　章二 廃　　業 平成２９年３月２０日

　 2 8062 橋本不動産㈱　マンション販売部事務所 中谷　奈緒美 廃　　止 平成２９年６月１４日

免許番号 商　　号 代表者／政令使用人 資格喪失事由 資格喪失年月日

旧 6 2208 フルカワ産業㈱ 古川　政博 古川　悦子 長浜市内保町２７７６－２ 0749-74-3630 0749-74-3630

新 1 3618 古川工業㈱ 古川　政博 古川　昇 長浜市内保町３２５－１ 0749-74-3075 0749-74-3078

免許更新番号 免許番号 名称又は商号 代表者名 取引士 住　　所 電話番号 FAX番号
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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
32,690
21,819
54,509
38,832
64,467
103,299
71,522
86,286
157,808

2,648
1014
3,662
3,746
5,281
9,027
6,394
6,295
12,689

19,109
12,093
31,202
44,171
71,337
115,508
63,280
83,430
146,710

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
1,223
1,451
2,674
369
441
810
1,592
1,892
3,484

（平成29年6月）

88
63
151
25
30
55
113
93
206

573
666
1,239
294
408
702
867
1,074
1,941

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

近日開催予定
◆ 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29年9月14日（木）9時50分～ 16時30分（9時20分より受付）
【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

◆ 第6回（公社）滋賀県宅建協会小学生絵画コンクール ◆
　今回で第6回目となりました（公社）滋賀県宅建協会小学生絵画コンクールについて、本年度は下記
のとおり募集いたします。ご家族、ご親戚、地域の方へ参加協力の周知をお願い致します。
詳しい内容は、協会ホームページの絵画コンクール募集ページ
（http://www.shiga-takken.or.jp/kaiga/kaiga2017_entry.html）をご参照ください。
【応募資格】　◎滋賀県内在住・在学の小学生
　　　　　　　　　　　第1部　小学校1年生及び2年生の児童
　　　　　　　　　　　第2部　小学校3年生及び4年生の児童
　　　　　　　　　　　第3部　小学校5年生及び6年生の児童

【テ ー マ】　「住んでみたい未来のまち」
【応募期限】　平成29年9月15日（金）
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優秀賞　第１部門

栗東市立大宝西小学校　1年　粂川　怜愛さん

優秀賞　第３部門

栗東市立治田東小学校　6年　山本　羽舞さん

優秀賞　第２部門

栗東市立大宝西小学校　4年　水口　直哉さん
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近日開催予定
◆ 会員交流会 ◆

　会員および従業者の皆様の情報交換と懇親を深めていただくために、地域別に会員交流会を開催い
たします。皆様お誘いあわせの上、奮ってご参加くださいますようよろしくお願い申し上げます。
【開催日時・会場】
　　　　　（第1地域）平成29年9月5日（火）18時00分～ 20時00分（17時30分～受付）
　　　　　　　　　　中国料理かすが　大津市梅林1-3-10　滋賀ビル9F
　　　　　（第2地域）平成29年9月12日（火）18時00分～ 20時00分（17時30分～受付）
　　　　　　　　　　あたか飯店　草津店　栗東市小柿7-9-11
　　　　　（第3地域）平成29年9月27日（火）18時00分～ 20時00分（17時30分～受付）
　　　　　　　　　　グリーンホテルYes近江八幡　是的菜館　近江八幡市中村町21-6
【参加費】　2,000円／名
　詳しい内容は、協会ホームページ等にてお知らせいたします。

◆ 平成29年度　第1回新規開業者研修会 ◆
　新規開業者研修会を下記のとおり開催いたしますので、受講対象である代表者及び取引士は、万障お
繰り合わせのうえ、ご受講くださいますようお願い申し上げます。
　なお、本研修会は本会会員のみならず、（公社）全日本不動産協会会員・自己供託業者の新規開業者
の方もご参加いただけます。（ただし、当協会会員以外の方は、受講料4,000 円のご負担をお願いいた
します。）

記
１．開催日時：平成29年8月22日（火）13時10分～ 16時50分（12時45分より受付）
２．開催場所：（公社）滋賀県宅地建物取引業協会　５階会議室
３．受講対象者：（1）平成28年12月1日～平成29年6月30日までに、本会に新規入会した会員
　　　　　　　  （2）前回平成28年12月20日(火)開催の研修会における受講対象者で欠席した会員
　　　　　　　  （3）（公社）全日本不動産協会会員・自己供託業者の新規開業者
　　　　　　　　　  （免許年月日：平成28年12月1日～平成29年6月30日）
　　　　　　　　　　以上（1）（2）（3）のいずれかに該当する代表者及び取引士
　詳しい内容は、協会ホームページ等にてお知らせいたします。

◆ 平成29年度不動産フェア ◆
　平成29年度不動産フェアを下記のとおり開催いたします。各種ブース、楽しいステージイベント等
を通じて安心・安全な不動産取引のPRを行い、一般消費者との信頼を築きます。ぜひ、ご家族やご友
人とご来場くださいますようお願い申し上げます。

記
【開催日時】　平成29年9月23日（土）　11時00分～ 16時00分
【開催場所】　イオンモール草津　1階セントラルコート
　　　　　　草津市新浜町300
【開催内容】　・不動産無料相談、税務相談、住宅ローン相談ブースの設置
　　　　　　・弁護士による不動産トークショー、キッズダンスショー等の各種ステージイベント
　詳しい内容は、協会ホームページ等にてお知らせいたします。

平成29年7月20日

編　集　後　記
学童軟式野球大会に行って参りました
　平成29年6月3日（土）東近江市ひばり公園湖
東スタジアムにて、開会式の参加と第一試合を観
戦させて頂きました。湖東スタジアムは私が思っ
ていたより、きれいな球場で、ここで試合ができ
る小学生達をうらやましく思いました。
　観戦させて頂いた第一試合は、最終回まで接戦
で2－1で７回裏2アウト満塁で一打逆転の場面
まであり、ハラハラドキドキするいい試合をみせ
てもらいました。また、予選を勝ち抜いてきてい
るチームだけあって親御さんたちの応援の仕方
も上手で楽しく観戦させて頂きました。来年も是
非参加したく思いました。

総務副委員長　池口　彰男
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