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　平成7年1月の第1号の発刊より第231号を迎えた宅建しがですが、ホームページの全
面リニューアルに伴い、宅建しがについても誌面の見直しを行い、この度大幅リニューア
ルを行うこととなりました。年6回から年4回発行へ変更し、新たなコンテンツもご用意
しております。会員のみなさまに親しんでいただける誌面を目指して参りますので、皆様
からのご感想もお待ちしています。
　次号の発刊予定は、2019年6月です。
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◆ 2019年度定時総会 ◆

【日　時】2019年5月28日（火）13：30 ～（12:45より受付）

【会　場】琵琶湖ホテル　3階瑠璃

　　　　　大津市浜町2－40　TEL：077‐524‐7111

◎詳しい内容は、後日、協会ホームページ及び案内書等でお知らせいたします。

滋賀県教育委員会教育長賞

大津市立田上小学校　3年　浅田　遥さん

滋賀県宅建協会会長賞

栗東市立大宝西小学校　6年　水口　直哉さん 大津市立石山小学校　2年　古谷　葵さん

滋賀県知事賞

近日開催予定

次年度より宅建しがをリニューアルします！

協会ホームページが4月1日よりリニューアルします！
ご活用くださいますようお願いいたします。

※会員ログインのパスワードは変わりありません。



2 人権標語 みとめあおう　あなたもわたしも　ありのまま　　常盤幼稚園

　平成31年1月8日（火）ホテルニューオウミにて平成31年新年賀詞交歓会を開催し、県内全域の会

員138名が一堂に会し、情報交換と懇親を深めました。

　津軽三味線ユニット　ルナーレによるステージでは、迫力ある演奏に会場は大いに盛り上がりまし

た。

　その後、話題の人気家電等、様々な商品をご用意した福引抽選会を行い、当選された方から楽しい

スピーチをいただくことができ、盛会裏に終えることができました。

　本年も会員間の交流が一層深

まる事業を実施いたしますので、

ご参加の程よろしくお願い申し

上げます。

新年賀詞交歓会を開催しました

　平成31年1月8日（火）ホテルニューオウミにて平成30年度特別研修会を開催しました。会員・従業者、

一般消費者を対象に、政治評論家である八幡和郎氏より「平成の終わりと新時代の始まり～政治経済・

皇室～」と題して、講演を行いました。参加者は会員80名一般消費者8名の合計88名でした。

特別研修会を開催しました



3人権標語 まきたいな　みんなが笑顔に　なれる種　　玉川中学校 1 年

　平成31年1月22日（火）ホテルボストンプラザ草津にて青年部会　新春交流会を開催しました。

　次代を担う若手経営者並びに従業者の今後の業務の一助となることを目的とし、株式会社LIFULL

より「業務支援サービス」について事業説明をいただきました。その後、参加者の情報交換と交流、親

睦を図るため、懇親会を行い、併せて募金活動も行いました。

　県内全域より81名の参加がありました。

青年部会　新春交流会を開催しました

　平成31年3月4日（月）ピアザ淡海 ピアザホール、5日（火）ひこね市文化プラザ　エコーホール、7

日（木）栗東芸術文化会館さきら 中ホールにて、第3回一般研修会を開催しました。

　1時限目は不動産鑑定士　吉野荘平氏による「紛争事例と予防～重要事項説明における物件調査の

留意点～」として、重要事項説明におけるトラブルの事例や原因、調査方法、解決方法等について具体

的な解説を行いました。

　2時限目は近畿経済産業局消費税転嫁対策室　担当者による「消費税転嫁対策の取り組みについて」

として、消費税の転嫁拒否等の行為の禁止や宣伝・広告、価格表示等に関する新しいルールについて

説明がありました。

　会員506社・617名、非会員6名

の参加がありました。

　第1回一般研修会および第3回一

般研修会は、県指定の研修会でご

ざいます。代表者及び専任取引士

の方は必ずご受講いただきますよ

うお願いいたします。

第3回一般研修会（県指定）を実施しました



4 人権標語 だいじょうぶ　いっしょにやろうよ　ありがとう　　老上小学校 1年

　平成31年1月29日（火）に不動産関連講座

　基礎コース、2月8日（金）に不動産関連講座

　応用コースを協会5階会議室にて実施しまし

た。

　基礎コースでは、（一財）不動産適正取引推

進機構による「重要事項説明の作成と説明にお

ける実務上の留意点」について、（公社）近畿地

区不動産公正取引協議会による「インターネッ

ト等の不動産広告の違反事例」について、不動

産キャリアパーソン講座の紹介、ライヴスby

西村建設株式会社　西村氏による「空室対策＆

物件力ＵＰの成功事例」について、日本スキルズ株式会社担当者による「IT重説スタートアップ＆物

件写真撮影のスキルアップセミナー」について行いました。

　応用コースでは、株式会社LIFULLによ

る「AIの現状と不動産業の未来像」について、

びわ湖DRONE　WALKER　永田氏による「実

例で見るドローンの可能性」について、有限会

社プランサービス　本鳥氏による「重要事項説

明書の書き方解説」について行いました。

　基礎コースが77名、応用コースが54名の参

加がありました。

不動産関連講座を開催しました

　平成31年2月15日（金）京都セ

ンチュリーホテルにて京都府宅建

協会青年部会役員と本会次世代委

員会と意見交換会を行いました。

主な内容としては、京都市内のイ

ンバウンド効果に伴う不動産流通

事情、京都府内の地域別の不動産

流通事情、青年部会の事業運営内

容等についてでした。

京都府宅建協会青年部会との意見交換会を
開催しました



5人権標語 分けようよ　いじめする子に　やさしさを　　笠縫小学校 5 年

　平成31年1月24日（木）栗東芸術文化会

館さきらにて空き家相談員研修会を実施しま

した。

　当協会は空き家問題解消のため、平成28

年度より行政と協力し、空き家所有者の相談

対応を行っており、この度、空き家相談員を

募集するため、当研修会を実施しました。一

級建築士　木村 敏氏による「空き家のイン

スペクション」について講義を行い、司法書

士 岩渕 誠氏より、「空き家相談員のミカタ～

空き家の法律と利活用～」についての講義を行いました。165社242名の参加がありました。

　また、当研修は、昨年までに135名が登録する「空き家相談員」の更新及び新規登録申請にかかる義

務研修を兼ね、終了後より、事務局にて申請を受け付けております。登録または更新をご希望の方は、

協会事務局までお問い合わせください。

空き家相談員研修会を実施しました

消費税増税経過措置について



6 人権標語 つらくても　支えてくれる　友がいる　　草津小学校 5年



7人権標語 やさしさは　だいじにまい日　もっておく　　志津南小学校 2年

出典：一般財団法人不動産適正取引推進機構　（「RETIO」No.109、2018年、92頁以下）



8 人権標語 一人ひとり　できることは　ちがうから　　渋川小学校 3年

◆ ご意見 ◆

　エリア・ブロック制により、今回、新たな地域組織の改編がなされることは、歓迎すべきであると

考えるが、公益社団法人の移行に伴う支部の廃止は本当に必要であったのか、また、結局は、旧支部が

理想的な地域運営の単位であったと考えるか、これまでの協会の地域の組織運営についての総括をお

願いしたい。

◆ 回答 ◆

　支部の運営にかかる経費が、公益認定を受ける際の財務基準（公益事業比率50％以上）に抵触し、

支部を維持したまま公益社団法人に移行できなかったため、支部の果たしてきた重要な役割を認めつ

つも、廃止を選択したことについては、当時も現在も妥当な選択であったと評価しております。

　また、「支部」に代替する、新たな地域組織の運営について、「地域組織の在り方の検討にかかる特別

委員会」において、平成30年度までに検討し、各地域から選任した委員のご意見をいただきながら、8

ブロックを決定いたしました。

　ご意見のように、8ブロックは、概ね従前の支部区分と一致するところも多く、より活発な交流や、

組織運営を可能とする単位として考えております。

◆ ご意見 ◆

　新たに、従前の地域をエリアに、地区をブロックに名称変更されるが、単純に支部で良いのではな

いか？支部とブロックの違いについて伺いたい。

◆ 回答 ◆

　「支部」は独立して事業執行するのに対し、今回導入する「ブロック」は、会員交流等、「本会事業」

の一部を、ブロックごとに計画・実施していただくための内部組織となります。

　予算面でも、事業の都度、参加者に応じた補助費を本会会計から支弁し、余剰を清算するところは、

支部運営とは異なります。

　平成30年度の地域懇談会におきまして寄せられました協会運営に関する主なご意見・

ご要望等につきまして、以下のとおり回答いたします。

協 会 へ の 要 望 ・ 意 見 等 に つ い て の 回 答



9人権標語 伝え合おう！　その気持ち、まずわたしから　　矢倉小学校 4年

◆ ご意見 ◆

　新年の賀詞交歓会は会員の交流が目的であり、多くの来賓を招く必要があるのか？特に議員との互

礼は政治連盟の役割ではないか？

◆ 回答 ◆

　近年、議員や首長から、本会事業等へのご臨席やご協力をいただく機会が増えている事は、対外的に、

本会活動に一定の評価を頂戴しているものと捉えております。引き続き、直接お顔を合わせる賀詞交

歓会等を通じて、ご来賓の皆さまとの関係構築と、本会事業のPRに努めたいと考えております。

　また、「滋賀県宅建政治連盟」も、土地住宅政策にかかる要望や提言活動の推進のため、宅建協会と

連携を取りながら、独自に議員や首長との関係構築を進めております。今後は、宅建議員連盟の組織

など、独自のアプローチも検討しております。

◆ ご意見 ◆

　香川県では、平成16年に新たな土地利用コントロール方策の導入を前提にした「都市計画の見直

し（線引きの廃止）」があったが、本会も、こうした事例を参考に、都市計画の見直しについて研究し、

地域単位で意見集約して、行政に提言するべきであると考える。また、こうした課題について地域単

位で議論できる組織づくりをお願いしたい。

◆ 回答 ◆

　香川県の事例については、その弊害も踏まえて、慎重に調査・研究したいと考えます。

　また、上述の「ブロック制」は、会員交流事業のほか、行政懇談会を開催する単位として、機能する

ことも期待しております。ご要望のように、地域の課題を会員が共有し、対処できる組織づくりを進

めて参ります。

◆ ご意見 ◆

　東日本大震災や熊本地震の際に義援金を支出しているが、その後起こった災害にはどのように対処

されたのか？また、相手方の受入れ体制を考えれば、振込等の手段がよいと考えるが、直接訪問する

ことの是非について伺いたい。

◆ 回答 ◆

　全宅連・全宅保証の災害見舞に合わせて、激甚災害に指定のあった「平成30年7月豪雨」には、本

会から、広島宅建・岡山宅建・愛媛宅建に各20万円の災害見舞金を支出いたしました。なお、訪問に

際しては、事前に訪問先のご事情、ご意向を確認の上、同年9月に本会小寺会長が、各3協会の会長を

訪問しております。

　送金手段については、直接お顔を合わせて気持ちをお伝えし、見舞金を手交することが礼儀にかな

うとの考えによるものです。



10 人権標語 見てただけ　止めない時点で　イジメです　　高穂中学校 3年

◆ ご意見 ◆

　常任相談役及び相談役の選出基準を「正会員に限るもの」と変更したのはなぜか？

◆ 回答 ◆

　当変更については、組織・諸規程等整備プロジェクト委員会の提案に基づき、平成27年12月開催

の理事会において定款施行規則の改正を可決し、平成28年の改選時から適用しております。

　当変更は、本会が会員から構成される団体であることから、常任相談役及び相談役についても正会

員であることが適当である、との趣旨によるものです。

◆ ご意見 ◆

　一般消費者から、無料相談所等に理不尽な内容のクレームを申し立てられることがあるが、こうし

た事例を会員や一般消費者に知らしめ、度の過ぎたクレームについては毅然と対処する姿勢を周知し

てはどうか？

◆ 回答 ◆

　本会（及び保証協会）に苦情解決の申し出があった場合については、申立人である消費者、被申立人

である業者の双方からの主張をお聞きし、内容を精査して解決を勧めるよう努めております。

　ご意見の業務を妨害されるような一方的なクレームについては、昨今、社会問題化しておりますし、

公表は難しいとしても、クレームへの的確な対処法を本会の研修会等のテーマとして取り入れ、学ぶ

ことは有意義であり、今後、検討したいと考えます。



11人権標語 「やめとけよ」　自分がされたら　いやなこと
「やめとけよ」　勇気を出して　言ってみる　　高穂中学校 3年

第10回理事会

　滋賀県宅建協会の第10回理事会が1月18日（金）

協会理事会室で開催された。

　1．審議事項

　下記の3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

　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」をご参照ください。

◎部落解放研究第26回滋賀県集会について

　2月9日（土）に予定する部落解放研究第26回滋

賀県集会に参加する旨の提案があった。

◎滋賀県下賃貸物件広告実態調査について

　2月21日（木）に滋賀県下賃貸物件広告実態調査

を実施する旨の提案があった。

　2．報告事項

◎賃貸不動産管理業務研修会の実施報告について

◎第2回新規開業者研修会の実施報告について

◎第7回滋賀県宅建協会小学生絵画コンクールの実

施報告について

◎会員資格者変更申請審査報告について

　1件の代表者（政令使用人）変更に係る審査は適

正であった旨の報告があった。

第11回理事会

　滋賀県宅建協会の第11回理事会が2月14日（木）

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

　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」をご参照ください。

◎第2回相談員研修会について

　3月14日（木）の理事会同日に予定する第2回相

談員研修会を実施する旨の提案があった。

◎女性部会設立に向けた意見交換会ついて

　3月18日（月）に女性部会設立に向けた意見交換

会を実施する旨の提案があった。

◎㈱いえらぶへの業務委託について

　㈱いえらぶへの業務委託及び同宅建クラウドの

導入の提案があった。

◎会員の懲戒処分について

　滋賀県住宅課による戒告処分を受けて行う会員

の懲戒処分についての提案があった。

◎平成31年度事業計画（案）及び予算（案）の承認

について

　各事業委員会委員長から、事業計画(案)が提案

され、続いて事務局から、委員会ごとの予算見積書

の中で、昨年度からの変更点を中心に内訳が説明さ

れた。質疑等については特に無く、挙手による採決

を行った結果、原案通り全員に承認された。

　2．報告事項

◎特別研修会の実施報告について

◎新年賀詞交歓会の実施報告について

◎青年部会交流会の実施報告について

◎栗東市企業立地用地等物件の情報提供について

◎会員資格者変更申請審査報告について

　4件の代表者（政令使用人）変更に係る審査は適

正であった旨の報告があった。

第10回理事会・第11回理事会



12 人権標語 人はみな　めぐりめぐって　こんにちは　　新田町教育を考える会中学 2 年

月日 月日行　　　　　　事 行　　　　　　事
【1月】
4日 部落解放同盟滋賀県連合会：２０１９年新春荊冠旗びらき  
  ［小寺］（びわ湖大津プリンスホテル）
 滋賀県知事新年あいさつ ［小寺他３名］（県庁本館）
7日 建産連：新春賀詞交歓会 ［小寺他５名］（琵琶湖ホテル）
8日 特別研修会 （ホテルニューオウミ）
 新年賀詞交歓会 （ホテルニューオウミ）
10日 入会審査委員会 （協会５階　理事会室）
 第８回常務理事会 （協会４階　会長室）
 予算検討会議 （協会４階　会長室）
11日 全宅連・全宅保証：新年賀詞交歓会
  ［小寺］（ホテルニューオータニ）
 全宅連：平成３０年度臨時総会
  ［小寺］（ホテルニューオータニ）
 都道府県会長・全宅保証：本部長合同会議
  ［小寺］（ホテルニューオータニ）
 建築関係団体合同年賀会 ［泉］（彦根ビューホテル）
12日 全宅連：第４回組織整備特別委員会
  ［小寺］（AP市ヶ谷LearningSpace）
 日本司法書士会連合会主催シンポジウム
  ［小寺］（AP市ヶ谷LearningSpace）
15日 滋賀県関係官庁連絡会 ［大谷］（滋賀県教育会館）
17日 第５回法定講習 （県庁新館）
 全日大阪：新年賀詞交歓会
  ［服部］（ホテルニューオータニ大阪）
 東京宅建：２０１９年賀詞交歓会  ［小寺］（京王プラザホテル）
 栗東市空き家相談会 ［若松・芝原］（栗東市役所）
18日 滋賀県電気工事工業組合新春賀詞交歓会
  ［小寺］（びわ湖大津プリンスホテル）
 滋賀国道事務所・滋賀県土地開発公社表敬訪問
  ［冬木・北川善］（国道事務所・滋賀県土地開発公社）
 大津ブロック役員打合せ
  ［大津ブロック役員・理事］（協会５階　会議室）
 いえらぶ（たっけんクラウド）説明会
  ［理事・監事］（協会５階　理事会室）
 第１０回理事会 （協会５階　理事会室）
20日 部落問題「映画＆学習会」
  ［教育研修委員］（ひこね市文化プラザ）
22日 大阪宅建：各種表彰受賞者合同式典・祝賀会兼新年互礼会
  ［小寺］（リーガロイヤルホテル大阪）
 青年部会新春交流会 （ホテルボストンプラザ草津）
 地域懇談会（長浜・米原） （グランパレ京岩）
 全宅管理京都支部：会員研修会 ［泉］（京都タワーホテル）
24日 空き家相談員研修会 （栗東芸術文化会館さきら）
25日 第７回レインズ運営委員会 ［水野］（大阪府宅建会館）
28日 第１７・１８回レインズIP型システム・ハトマークサイト研修会
  （協会５階　会議室）
 第８回正副会長会議 （協会４階　会長室）
29日 不動産関連講座 （協会５階　会議室）
30日 全宅連：ハトマークグループイメージキャラクターに係る
 打ち合わせについて ［小寺］（全宅連会館）

【2月】
1日 近畿不動産鑑定士協会連合会：新年賀詞交歓会
  ［小寺］（大阪新阪急ホテル）
4日 中部地区・近畿地区連絡会合同研修会
  ［小寺］（有馬グランドホテル）
 なくそう犯罪滋賀安全なまちづくり実践県民会議総会
  （県庁新館）
5日 中部地区・近畿地区連絡会合同研修会
  ［小寺］（有馬グランドホテル）
 地域懇談会（草津・栗東） （京都つゆしゃぶCHIRIRI 草津店）
 大津ブロック研修会 （協会５階　会議室）
 大津市空家バンク検討にかかる打合せ
  ［池口］（協会４階　会長室）
7日 入会審査委員会 （協会５階　理事会室）
 第９回常務理事会 （協会４階　会長室）
8日 不動産関連講座 （協会５階　会議室）
9日 部落解放研究第２６回滋賀県集会
  （滋賀県立文化産業交流会館）
12日 建産連：社会資本整備委員会　啓発セミナー
    ［遠藤］（滋賀県危機管理センター他）
13日 全宅連・全宅保証専務理事・委員長・所長意見交換会 
  ［小寺］（全宅連会館）
14日 都道府県協会・本部事務局長会議
  ［事務局］（御茶ノ水トライエッジカンファレンス）
 第５回総務委員会 （協会５階　会議室）
 第４回業務対策委員会 （協会５階　会議室）
 第１１回理事会 （協会５階　理事会室）
 第３回保証協会滋賀本部　幹事会 （協会５階　理事会室）
15日 第８回次世代委員会 ［次世代委員］（協会５階　会議室）
 京都宅建　青年部会との意見交換会
  ［次世代委員］（京都センチュリーホテル）
 日建学院滋賀校合格祝賀会
  ［小寺］（ホテルボストンプラザ草津）
 第２回滋賀県空き家対策推進協議会 ［池口］（県庁北新館）
19日 だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり推進会議
  ［若松］（県庁新館）
20日 （公社）近畿圏不動産流通機構：第３回団体長との意見
 交換会 ［小寺］（大阪府宅建会館）
21日 第１９・２０回レインズIP型システム・ハトマークサイト研修会
  （協会５階　会議室）
 賃貸物件広告実態調査 ［大谷・川上］（草津市内）
 不動産適正取引推進機構：第１０８回講演会
  ［小寺］（すまい・るホール）
22日 （公社）近畿圏不動産流通機構：第１３回グランドデザイン
 構築特別委員会 ［小寺和人］（大阪府宅建会館）
 公益社団法人・公益財団法人のための決算実務講座
  ［仁志出］（CIVI研修センター新大阪東）
23日 全宅連近畿地区連絡会運営協議会 ［小寺］（ヒルトン大阪）
25日 第９回正副会長会議 （協会４階　会長室）
26日 正副組織委員長会議 （協会４階　会長室）
 第４回組織委員会 （協会５階　理事会室）
27日 建産連：災害対策委員会及び懇親会
   ［小寺・池口］（夢けんプラザ・花ちょうちん）
28日 全宅連：第５回組織整備特別委員会 ［小寺］（全宅連会館）
28日 （公社）近畿圏不動産流通機構：第８回レインズ運営委員会
  ［水野］（大阪府宅建会館）

協 会 行 事 記 録 平成31年1月1日～平成31年2月28日



13人権標語 ごめんなさい　言える勇気　わたしから　　大路幼稚園

～新規入会者紹介～会 員 の広 場
■株式会社 辰己工務店　代表者：辰己　弘至
東近江市南清水町546-1
TEL 0749-45-8281 ／ FAX 0749-45-8283
免許番号　滋賀県知事（1）第3697号
URL　https://tatsumi-shiga.co.jp
業態／一般住宅、建築、リフォーム、不動産

■株式会社 トキワ・ホーム 近江八幡支店　政令使用人：徳永　美香
近江八幡市堀上町122-1
TEL 0748-31-0666 ／ FAX 0749-31-0667
免許番号　滋賀県知事（7）第2210号
URL　tokiwa-hd.jp
業態／土地開発、売買、賃貸、管理
　　　建築施工、リフォーム
　ハウジングスタジオ近江八幡店として皆様にご愛顧いただ
いておりましたが、この度、不動産取引業務全般を行う「トキ
ワ・ホーム近江八幡支店」を新設する運びとなりました。
　彦根市に本店を置く弊社は、創業以来29年、「地域の発展に
貢献し、地元を元気にする」という理念の元、一貫して地域密
着型の住まいづくりでお客様の信頼にお応えしてまいりまし
た。
　トキワグループでは、不動産取引、宅地開発から設計・施工・
リフォームに至るまで、トータルにサポートできる強みがあ
ると自負しております。
　これからも地域の皆様の幸せと笑顔をつくるための努力を
重ね、邁進してまいりたいと思います。
　会員の皆様には、引き続きご指導のほどよろしくお願い致します。

■株式会社 AUC　代表者：　野　亨
東近江市今在家町602-1
TEL 0749-47-2225 ／ FAX 0749-47-2226
免許番号　滋賀県知事（1）第3696号
URL　https://www.a-u-c.co.jp
業態／媒介（売買）、開発 、土木建設業
　　弊社は、平成19年に土木建設業の会社として創業しま
した。
　この度は、土木工事の経験を開発業務に活かして行きた
いとの思いで不動産部門を立ち上げ、グループ企業で新築・
仲介をメインとしています株式会社ライトパス、宇野行政書士事務所と共に、お客様のご要望に多方面
からお応えできればと思っています。
　地域の皆様の信頼を得て社会に貢献できるように社員全員一丸となって邁進します。



14 人権標語 差別しない　私とあなた　みんないい　　老上西小学校 5 年

■株式会社 ビワ壱　代表者：進藤　一則
草津市若竹町8-38　TEL 077-569-5441 ／ FAX 077-566-1762
免許番号　滋賀県知事（1）第3681号

■株式会社 樹樹　代表者：松吉　成樹
近江八幡市西本郷町西7-1-102　TEL 0748-38-8338 ／ FAX 0748-38-4176
免許番号　滋賀県知事（1）第3695号

■株式会社 賃貸ネット FC南草津店　政令使用人：出島　惠美子
草津市野路1-14-36-1　TEL 077-561-4649 ／ FAX 077-561-4647
免許番号　大臣免許（3）第7469号

■株式会社 チシロ土地　代表者：千代　直人
草津市草津3-13-13山田ビル302　TEL 077-598-1201 ／ FAX 077-598-1251
免許番号　滋賀県知事（1）第3700号

■株式会社 リバーズ　代表者：古川　雅隆
草津市野路町372　TEL 077-576-5730 ／ FAX 077-565-7051
免許番号　滋賀県知事（1）第3702号

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

  事務所 大津市大江２－１２－１１　パシオンビル 大津市浜大津４－８－３－１１１３

9 ㈱パシオン ＴＥＬ 077-548-9600 077-511-0222

  ＦＡＸ 077-548-9250 077-511-0333

10 ㈲ビーシーインターナショナル 専任取引士 根津　静枝 騎馬　英里

14 ㈱土屋ホーム　関西本店 政令使用人 伊藤　豊 岩本　朋樹

25 六栄不動産㈱ 事務所 草津市平井１－７－１ 栗東市目川７２６－７

 
㈱ハウスドゥ住宅販売　草津店

 政令使用人 渡邉　啓之 土井恵佑

27
  専任取引士 　　　　　　　－ 田原　宏樹

 
㈱ミニテック西日本　滋賀営業所

 政令使用人 山田　裕樹 西澤　祐子

  専任取引士 　　　　　　　－ 西澤　祐子

39 ㈱タクス 事務所 野洲市冨波甲９７７ 野洲市冨波甲９７２

46 石部住宅開発㈱ 代表者 呉山　良雄 呉山　光伸

  名称 エスタシオンホームネット彦根店 Stay Design

60 Stay Design 事務所 彦根市佐和町１１－１５ 彦根市旭町８－３１エスタシオン彦根ビル 2F

  ＴＥＬ 0749-22-3533 0749-22-1118



15平成 30年度　人権作品　入賞作品（標語の部）より

会員資格喪失

12 927 ㈲服部商事 服部　正章 期間満了 平成３１年２月３日

11 1143 ㈱ハウジング東叡 大西　貴之 期間満了 平成３１年１月２９日

4 2657 ハウジング光正㈱ 馬場　光正 廃　　業 平成３１年１月１０日

4 2757 大阪屋不動産 木村　道代 廃　　業 平成３０年９月１３日

4 2776 ㈲エムピーシー 宇都　弘昌 廃　　業 平成３１年２月１９日

4 2793 東洋不動産㈲ 金城　栄圭 廃　　業 平成３０年１２月２５日

1 3449 ㈱ブルームハウス 木本　信子 廃　　業 平成３１年１月２１日

1 3541 ㈱湖光商会 北川　善也 廃　　業 平成３１年２月１日

2 7911 みやび建設㈱　草津店 山上　恭昌 廃　　止 平成３１年２月１５日

2 7911 みやび建設㈱　近江八幡店 樋口　勉 廃　　止 平成３１年２月１５日

回号 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

　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。

　平成31年度の会費は定款施行規則第7条第1項に基づき平成31年4月1日現在で算定させてい

ただきます。

　名簿登載事項や従業者数に変更がある場合は、変更事項があってから30日以内に、必ず滋賀県土

木交通部住宅課及び宅建協会事務局まで変更届をご提出ください。

　なお、年度途中で廃業された場合も4月1日現在で在籍されている方には、全額請求させていた

だきますので、あらかじめご了承ください。

ご注意ください！ 
免許更新時期及び変更申請について

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！

　この期間に提出や届出がない場合は、宅建業法上の指導監督・監督処分の対象となりますので、

遵守いただきますよう、ご注意ください。

代表者及び役員・事務所等、宅建業免許登録内容に変更が生じた場合、
30日以内に行政に手続きをしていただく必要があります。

会 費 算 定 基 準 に つ いて
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　平成7年1月の第1号の発刊より第231号を迎えた宅建しがですが、ホームページの全
面リニューアルに伴い、宅建しがについても誌面の見直しを行い、この度大幅リニューア
ルを行うこととなりました。年6回から年4回発行へ変更し、新たなコンテンツもご用意
しております。会員のみなさまに親しんでいただける誌面を目指して参りますので、皆様
からのご感想もお待ちしています。
　次号の発刊予定は、2019年6月です。

総務委員長　堀　常一

宅建しが　2019年　№231 平成31年3月25日発行

発 行 人 小寺　和之　
発行責任者 堀　常一
発 行 所 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
 〒520-0044  大津市京町3丁目1-3　TEL 077-524-5456　FAX 077-525-5877　https://www.shiga-takken.or.jp

編

　集

　後

　記

◆ 2019年度定時総会 ◆

【日　時】2019年5月28日（火）13：30 ～（12:45より受付）

【会　場】琵琶湖ホテル　3階瑠璃

　　　　　大津市浜町2－40　TEL：077‐524‐7111

◎詳しい内容は、後日、協会ホームページ及び案内書等でお知らせいたします。

滋賀県教育委員会教育長賞

大津市立田上小学校　3年　浅田　遥さん

滋賀県宅建協会会長賞

栗東市立大宝西小学校　6年　水口　直哉さん 大津市立石山小学校　2年　古谷　葵さん

滋賀県知事賞

近日開催予定

次年度より宅建しがをリニューアルします！

協会ホームページが4月1日よりリニューアルします！
ご活用くださいますようお願いいたします。

※会員ログインのパスワードは変わりありません。


