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  ◆ 令和元年度第１回一般研修会（県指定）
【研修科目】
１．「たっけんクラウドについて」
　　講師：株式会社いえらぶマーケティング　ご担当者
２．「最近の社会情勢を反映した法律問題－高齢者・外国人の不動産取引－」
　　講師：松田・水沼総合法律事務所　弁護士　松田　弘　氏
３．「改正税制について」
　　講師：税理士事務所　こころや　税理士　井上 信彦　氏

【日時・場所】
◎令和元年7月  9日（火）13:15 ～（受付12:45 ～）　ピアザ淡海　ピアザホール
◎令和元年7月18日（木）13:15 ～（受付12:45 ～）　栗東芸術文化会館さきら　中ホール
◎令和元年7月19日（金）13:15 ～（受付12:45 ～）　G-NETしが　大ホール

【テキスト】
　送付いたしました「令和元年版　あなたの不動産税金は」をテキストとして使用いたしますので、
必ずご持参ください。

  ◆ 第８回（公社）滋賀県宅建協会小学生絵画コンクール
　今回で第８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】　令和元年9月13日（金）

第1部門

大津市立膳所小学校　2年
堀　修大さん

優秀賞

第2部門

米原市立大原小学校　3年
塚口　春香さん

TAKKEN SHIGA

FAX・HPにてお申し込み承ります。
氏名・住所・電話番号 参加人数をご連絡ください。

H  P
FAX

申込締切日:
令和元年 8月9日(金)

8月21日

「やれる理由こそが着想を生む。」 はやぶさ式思考法講演テーマ

JAXA
小惑星探査機「はやぶさ」 元プロジェクトマネージャー

川口 淳一郎氏 講演会
令
和
元
年

（水）

5
開演/13:30～15:00 開場(受付)/12:30

滋賀県宅建協会第２回一般研修会

077-525-5877(24時間受付)

イラスト：池下章裕

小学生以上対象

FAX・HPにてお申し込みください。
FAX 077-525-5877 

申込締切日
令和元年8月9日（金）お申込方法
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その後、資格審査員より出席者数、委任状提出

者数、そして総会は有効に成立した旨の審査報

告があり、議事に入りました。

　引き続き、令和元年度公益社団法人全国宅地

建物取引業保証協会滋賀本部定時総会が行わ

れました。

（公社）滋賀県宅地建物取引業協会

〈報告事項〉

報告事項1　平成30年度事業報告の件

〈決議事項〉

第1号議案　平成30年度正味財産増減計算書、

　　　　　　賃借対照表及び財産目録承認の件

第2号議案　定款一部変更の件

第3号議案　役員の報酬等の支給に関する規程

　　　　　　一部改正の件

◆令和元年度定時総会
　令和元年5月28日（火）午後1時30分より琵琶

湖ホテルにおいて、令和元年度公益社団法人滋

賀県宅地建物取引業協会定時総会、令和元年度

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会滋

賀本部定時総会を開催いたしました。

　開会に先立ち、国歌斉唱、物故者への黙祷、

出席会員全員で倫理綱領が唱和されました。そし

て、泉副会長の開会の辞、小寺和之会長の挨拶

が行われ、その後、滋賀県より三日月大造知事代

理　滋賀県土木交通部住宅課　課長　纓坂　

様より丁重なるご祝辞を賜りました。また、各方

面から頂戴致しました祝電が披露されました。

　顕彰・会長表彰状贈呈が行われ、受賞者を代

表して株式会社プリンスホーム西村氏が謝辞を

述べられました。

　審議に先立ち、議長に服部副会長が指名され、

令和元年度

宅建しが TAKKEN SHIGA宅建しが TAKKEN SHIGA vol.232vol.232

令和元年度定時総会
最近の判例から

会員インタビュー
株式会社大生産業 本店　代表取締役　梅村　忠生 氏

「地域密着に徹し、お客様一人ひとりを
　　　　　 大切にする会社を目指して」
協会行事記録

【理事会報告】第12回理事会・第13回理事会・第14回理事会

新規入会者紹介

会員資格承継者紹介

会員名簿登載事項の変更

会員資格喪失

近日開催予定
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03【人権標語】　てつだうよ　わたしもするよ　ぼくもする　　老上小学校1年

定時総会
（公社）全国宅地建物取引業保証協会滋賀本部

〈報告事項〉

報告事項1　平成30年度事業報告の件

報告事項2　平成30年度正味財産増減計算書、

　　　　　　貸借対照表及び財産目録の件

報告事項3　令和元年度事業計画の件

報告事項4　令和元年度資金収支予算書の件

　報告・審議事項はすべて挙手多数により原案

の通り承認されました。

◆顕彰・会長表彰状　受賞者名簿
◎会長表彰状

西村　純生　氏　　株式会社プリンスホーム

久芳　講平　氏　　株式会社おおつ不動産

近藤　誠之　氏　　株式会社大生産業大津

石上　義隆　氏　　なごみ住宅株式会社

大橋　一徳　氏　　株式会社ユース

和田　孝浩　氏　　有限会社増改工房

柴田　　譲　氏　　株式会社シバタ不動産

山口幸次郎　氏　　山甚開発株式会社



04 【人権標語】　どうしたの　そのひとことで　すくわれる　　老上小学校6年

最近の判例から （3）― 売買価格の説明義務 ―



05【人権標語】　いじめ見て　見て見ぬふりは　もうやめた　　笠縫小学校4年

出典：一般財団法人不動産適正取引推進機構　（「RETIO」No.109、2018年、94頁以下）



06 【人権標語】　君のこと　知れば知るほど　うれしいな　　笠縫東小学校4年

株式会社大生産業 本店　代表取締役　梅村 忠生 氏

「地域密着に徹し、
お客様一人ひとりを
大切にする会社を目指して」

ポーター、定借アドバイザーなど、資格や経験を

有するスタッフが活躍する、まさに住まいのトータ

ルコーディネーターとしての地歩を固めてきました。

　採用や人材育成に対する梅村社長の考え方も

ユニークで、明確な採用基準で選別するのでは

なく、入社後の仕事ぶりを見ながら続けていける

かを見極めるようにしています。その結果、多種

多様な人材の採用につながり、それまで社内にい

なかったタイプの新入社員であっても、それぞれ

の個性や考え方を活かして働き続けられる土壌

が育まれています。

新たなチャレンジで
視野を広げる

　梅村社長は地元にしっかり軸足を置きながら

も、東京の勉強会などに足繁く通い、人脈づくり

にも取り組んできました。平成3年に立ち上げ

た「大生会」は、もともとは取引のある会社や個

人を対象に勉強会やセミナーを開いていましたが、

広く一般にも開放してさまざまなテーマで公開講

座などを開催するようになりました。

に解決策を模索するスタイルを徹底するなど、地

域のお客様からの信頼に応えることに努めまし

た。

　ちょうどそのころ、野洲市が京阪神への通勤

圏として発展してきたことも幸いして、地域密着

に徹した営業方針で同社は着実に業績を伸ばし

ました。創業から3年経った平成3年には本社ビ

ルを竣工し、8年には大津支店を、12年には瀬田

案内所を開設、さらに平成13年には念願の大通

りに面した新本社ビルが完成しました。

経営理念は「日本で
一番あったかい不動産会社」

　「日本で一番あったかい不動産会社」という

経営理念を掲げる同社。マンションやテナントビ

ルの家主様が抱える悩み全般に対応できるよう

にと、返済保証付き集金管理システムを独自に

採用しています。これは「所有と運営の分離」と

いう考え方に基づき、借入金返済の不足分を同

社が立て替えて、家主様の負担軽減を図るという

ものです。

　高齢者向けの賃貸住宅、保育園付きマンショ

ンの建設のほか、保育園や住宅型有料老人ホー

ムなどの運営にも取り組んできた同社では、昨年

から就労支援施設の運営も手がけています。空

室が出て、家主様が苦慮しているのを何とか手

助けしようとテナントを借り上げて、保育園の経

営を存続できるようにしたのが、福祉事業への参

入のきっかけとなりました。

　また、円滑な相続をサポートできるようにと、

梅村社長自ら相続アドバイザー資格を取得した

ほか、不動産コンサルティングマスター、空き家サ

ィカルチェックの機器を導入していて、家主様や

入居者の方に利用していただけるようにしていま

す。「売買と違って賃貸は長い信頼関係を築くこ

とが大切になり、家主様の収入を確保するため

にこちらもがんばるというところがある。長くお付

き合いを続けるために、家主様にいつまでも元気

でいてもらうためには、予防医療が大切になると

考えた」と言う梅村社長。

　野洲と言えば三上山が有名ですが、ほかにも

由緒ある社寺や遺跡がたくさんあります。梅村社

長が「もっと注目されてもいいのでは」と言う祇王

寺もその一つで、平清盛の寵愛を受けた祇王が、

水路（祇王井川）を造って水不足に苦しむ村人を

救ったことが、祇王の恩沢（おんたく）として語り

継がれています。

　生まれ育った野洲でビジネスを始めて今年で

30年。愛着のある野洲をもっとよくしたい、地域

の発展に貢献したいという思いを、より一層強く

されていることが伝わってきました。

　30代、40代とひたすら仕事に打ち込んできた

梅村社長ですが、50歳になって長唄と茶道の稽

古を始めたところ、新たな出会いが生まれ、それ

が現社屋敷地内に移築した茶室「清清庵」に繋

がりました。

　また、平成16年からKBS京都ラジオで『住まい

の健康一番』という番組を担当していますが、生

放送に近い番組で視聴者の質問や悩みに答えて

いく中で、悩みを解決するためにどのようにアド

バイスすればいいかを想定しながら、相手の話を

真剣に聞くようになったと言います。

　このように年齢を重ねてもさまざまなことに興

味を持ち、新しいことに挑戦する気持ちが、専門

外の新規事業にチャレンジする原動力となってい

ます。

長いお付き合いを目指し
家主様の健康管理も

　今後のビジョンについて、「一日一生、その日に

思ったことを一生懸命やる

のがモットー」と答える梅

村社長ですが、「これから

はちょっと変わった不動産

業者を目指したい」と、例え

ばネイルやエステをしなが

ら不動産の相談ができたり、

店舗で気軽にメディカルチ

ェックが受けられるように

するといったアイデアを温

めています。

　瀬田支店ではすでにメデ

自宅の2階で電話1本からスタートしました。当初

は知り合いの大工さんのもとで昼間は大工見習

いをし、夜は不動産業という生活がしばらく続き

ました。

　賃貸管理をメインにしながらも、リフォームから

分譲地の開発、建築設計施工業務まで、頼まれ

たことはどんなことでも対応し、「地主様、家主

様の立場に立って」悩みや要望に耳を傾け、一緒

生まれ育った野洲市で創業

　平成元年創業の株式会社大生産業。創業者

の梅村忠生社長は、大津市の不動産会社で経験

を積みながら、二級建築士資格や宅建取引士の

免許を取得し、生まれ育った野洲に戻り33歳で

独立開業しました。前職でお世話になったお客

様のお仕事は一切引き継がない事を心に決め、

会員インタビュー



07【人権標語】　人権は　心の中の　キーワード　　草津第二小学校3年

生まれ育った野洲で起業して
30年を迎えた梅村社長

ポーター、定借アドバイザーなど、資格や経験を

有するスタッフが活躍する、まさに住まいのトータ

ルコーディネーターとしての地歩を固めてきました。

　採用や人材育成に対する梅村社長の考え方も

ユニークで、明確な採用基準で選別するのでは

なく、入社後の仕事ぶりを見ながら続けていける

かを見極めるようにしています。その結果、多種

多様な人材の採用につながり、それまで社内にい

なかったタイプの新入社員であっても、それぞれ

の個性や考え方を活かして働き続けられる土壌

が育まれています。

新たなチャレンジで
視野を広げる

　梅村社長は地元にしっかり軸足を置きながら

も、東京の勉強会などに足繁く通い、人脈づくり

にも取り組んできました。平成3年に立ち上げ

た「大生会」は、もともとは取引のある会社や個

人を対象に勉強会やセミナーを開いていましたが、

広く一般にも開放してさまざまなテーマで公開講

座などを開催するようになりました。

に解決策を模索するスタイルを徹底するなど、地

域のお客様からの信頼に応えることに努めまし

た。

　ちょうどそのころ、野洲市が京阪神への通勤

圏として発展してきたことも幸いして、地域密着

に徹した営業方針で同社は着実に業績を伸ばし

ました。創業から3年経った平成3年には本社ビ

ルを竣工し、8年には大津支店を、12年には瀬田

案内所を開設、さらに平成13年には念願の大通

りに面した新本社ビルが完成しました。

経営理念は「日本で
一番あったかい不動産会社」

　「日本で一番あったかい不動産会社」という

経営理念を掲げる同社。マンションやテナントビ

ルの家主様が抱える悩み全般に対応できるよう

にと、返済保証付き集金管理システムを独自に

採用しています。これは「所有と運営の分離」と

いう考え方に基づき、借入金返済の不足分を同

社が立て替えて、家主様の負担軽減を図るという

ものです。

　高齢者向けの賃貸住宅、保育園付きマンショ

ンの建設のほか、保育園や住宅型有料老人ホー

ムなどの運営にも取り組んできた同社では、昨年

から就労支援施設の運営も手がけています。空

室が出て、家主様が苦慮しているのを何とか手

助けしようとテナントを借り上げて、保育園の経

営を存続できるようにしたのが、福祉事業への参

入のきっかけとなりました。

　また、円滑な相続をサポートできるようにと、

梅村社長自ら相続アドバイザー資格を取得した

ほか、不動産コンサルティングマスター、空き家サ

ィカルチェックの機器を導入していて、家主様や

入居者の方に利用していただけるようにしていま

す。「売買と違って賃貸は長い信頼関係を築くこ

とが大切になり、家主様の収入を確保するため

にこちらもがんばるというところがある。長くお付

き合いを続けるために、家主様にいつまでも元気

でいてもらうためには、予防医療が大切になると

考えた」と言う梅村社長。

　野洲と言えば三上山が有名ですが、ほかにも

由緒ある社寺や遺跡がたくさんあります。梅村社

長が「もっと注目されてもいいのでは」と言う祇王

寺もその一つで、平清盛の寵愛を受けた祇王が、

水路（祇王井川）を造って水不足に苦しむ村人を

救ったことが、祇王の恩沢（おんたく）として語り

継がれています。

　生まれ育った野洲でビジネスを始めて今年で

30年。愛着のある野洲をもっとよくしたい、地域

の発展に貢献したいという思いを、より一層強く

されていることが伝わってきました。

　30代、40代とひたすら仕事に打ち込んできた

梅村社長ですが、50歳になって長唄と茶道の稽

古を始めたところ、新たな出会いが生まれ、それ

が現社屋敷地内に移築した茶室「清清庵」に繋

がりました。

　また、平成16年からKBS京都ラジオで『住まい

の健康一番』という番組を担当していますが、生

放送に近い番組で視聴者の質問や悩みに答えて

いく中で、悩みを解決するためにどのようにアド

バイスすればいいかを想定しながら、相手の話を

真剣に聞くようになったと言います。

　このように年齢を重ねてもさまざまなことに興

味を持ち、新しいことに挑戦する気持ちが、専門

外の新規事業にチャレンジする原動力となってい

ます。

長いお付き合いを目指し
家主様の健康管理も

　今後のビジョンについて、「一日一生、その日に

思ったことを一生懸命やる

のがモットー」と答える梅

村社長ですが、「これから

はちょっと変わった不動産

業者を目指したい」と、例え

ばネイルやエステをしなが

ら不動産の相談ができたり、

店舗で気軽にメディカルチ

ェックが受けられるように

するといったアイデアを温

めています。

　瀬田支店ではすでにメデ

自宅の2階で電話1本からスタートしました。当初

は知り合いの大工さんのもとで昼間は大工見習

いをし、夜は不動産業という生活がしばらく続き

ました。

　賃貸管理をメインにしながらも、リフォームから

分譲地の開発、建築設計施工業務まで、頼まれ

たことはどんなことでも対応し、「地主様、家主

様の立場に立って」悩みや要望に耳を傾け、一緒

生まれ育った野洲市で創業

　平成元年創業の株式会社大生産業。創業者

の梅村忠生社長は、大津市の不動産会社で経験

を積みながら、二級建築士資格や宅建取引士の

免許を取得し、生まれ育った野洲に戻り33歳で

独立開業しました。前職でお世話になったお客

様のお仕事は一切引き継がない事を心に決め、

著書の中で対談を行ったコシノヒロコ氏に
デザインを依頼した同社の制服
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ポーター、定借アドバイザーなど、資格や経験を

有するスタッフが活躍する、まさに住まいのトータ

ルコーディネーターとしての地歩を固めてきました。

　採用や人材育成に対する梅村社長の考え方も

ユニークで、明確な採用基準で選別するのでは

なく、入社後の仕事ぶりを見ながら続けていける

かを見極めるようにしています。その結果、多種

多様な人材の採用につながり、それまで社内にい

なかったタイプの新入社員であっても、それぞれ

の個性や考え方を活かして働き続けられる土壌

が育まれています。

新たなチャレンジで
視野を広げる

　梅村社長は地元にしっかり軸足を置きながら

も、東京の勉強会などに足繁く通い、人脈づくり

にも取り組んできました。平成3年に立ち上げ

た「大生会」は、もともとは取引のある会社や個

人を対象に勉強会やセミナーを開いていましたが、

広く一般にも開放してさまざまなテーマで公開講

座などを開催するようになりました。

に解決策を模索するスタイルを徹底するなど、地

域のお客様からの信頼に応えることに努めまし

た。

　ちょうどそのころ、野洲市が京阪神への通勤

圏として発展してきたことも幸いして、地域密着

に徹した営業方針で同社は着実に業績を伸ばし

ました。創業から3年経った平成3年には本社ビ

ルを竣工し、8年には大津支店を、12年には瀬田

案内所を開設、さらに平成13年には念願の大通

りに面した新本社ビルが完成しました。

経営理念は「日本で
一番あったかい不動産会社」

　「日本で一番あったかい不動産会社」という

経営理念を掲げる同社。マンションやテナントビ

ルの家主様が抱える悩み全般に対応できるよう

にと、返済保証付き集金管理システムを独自に

採用しています。これは「所有と運営の分離」と

いう考え方に基づき、借入金返済の不足分を同

社が立て替えて、家主様の負担軽減を図るという

ものです。

　高齢者向けの賃貸住宅、保育園付きマンショ

ンの建設のほか、保育園や住宅型有料老人ホー

ムなどの運営にも取り組んできた同社では、昨年

から就労支援施設の運営も手がけています。空

室が出て、家主様が苦慮しているのを何とか手

助けしようとテナントを借り上げて、保育園の経

営を存続できるようにしたのが、福祉事業への参

入のきっかけとなりました。

　また、円滑な相続をサポートできるようにと、

梅村社長自ら相続アドバイザー資格を取得した

ほか、不動産コンサルティングマスター、空き家サ

ィカルチェックの機器を導入していて、家主様や

入居者の方に利用していただけるようにしていま

す。「売買と違って賃貸は長い信頼関係を築くこ

とが大切になり、家主様の収入を確保するため

にこちらもがんばるというところがある。長くお付

き合いを続けるために、家主様にいつまでも元気

でいてもらうためには、予防医療が大切になると

考えた」と言う梅村社長。

　野洲と言えば三上山が有名ですが、ほかにも

由緒ある社寺や遺跡がたくさんあります。梅村社

長が「もっと注目されてもいいのでは」と言う祇王

寺もその一つで、平清盛の寵愛を受けた祇王が、

水路（祇王井川）を造って水不足に苦しむ村人を

救ったことが、祇王の恩沢（おんたく）として語り

継がれています。

　生まれ育った野洲でビジネスを始めて今年で

30年。愛着のある野洲をもっとよくしたい、地域

の発展に貢献したいという思いを、より一層強く

されていることが伝わってきました。

　30代、40代とひたすら仕事に打ち込んできた

梅村社長ですが、50歳になって長唄と茶道の稽

古を始めたところ、新たな出会いが生まれ、それ

が現社屋敷地内に移築した茶室「清清庵」に繋

がりました。

　また、平成16年からKBS京都ラジオで『住まい

の健康一番』という番組を担当していますが、生

放送に近い番組で視聴者の質問や悩みに答えて

いく中で、悩みを解決するためにどのようにアド

バイスすればいいかを想定しながら、相手の話を

真剣に聞くようになったと言います。

　このように年齢を重ねてもさまざまなことに興

味を持ち、新しいことに挑戦する気持ちが、専門

外の新規事業にチャレンジする原動力となってい

ます。

長いお付き合いを目指し
家主様の健康管理も

　今後のビジョンについて、「一日一生、その日に

思ったことを一生懸命やる

のがモットー」と答える梅

村社長ですが、「これから

はちょっと変わった不動産

業者を目指したい」と、例え

ばネイルやエステをしなが

ら不動産の相談ができたり、

店舗で気軽にメディカルチ

ェックが受けられるように

するといったアイデアを温

めています。

　瀬田支店ではすでにメデ

自宅の2階で電話1本からスタートしました。当初

は知り合いの大工さんのもとで昼間は大工見習

いをし、夜は不動産業という生活がしばらく続き

ました。

　賃貸管理をメインにしながらも、リフォームから

分譲地の開発、建築設計施工業務まで、頼まれ

たことはどんなことでも対応し、「地主様、家主

様の立場に立って」悩みや要望に耳を傾け、一緒

生まれ育った野洲市で創業

　平成元年創業の株式会社大生産業。創業者

の梅村忠生社長は、大津市の不動産会社で経験

を積みながら、二級建築士資格や宅建取引士の

免許を取得し、生まれ育った野洲に戻り33歳で

独立開業しました。前職でお世話になったお客

様のお仕事は一切引き継がない事を心に決め、

平成13年に竣工した本社社屋。 敷地内には茶室「清清庵」が移築されている。

　 滋賀県土地家屋調査士会との意見交換会

  ［小寺他2名］（協会4階　会長室）

3/15 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第5回理事会

  ［小寺、服部］（大阪府宅建会館）

3/18 青年部会寄贈式

 ［遠藤他2名］（滋賀県社会福祉協議会）

　 女性代表者意見交換会

  （ホテルボストンプラザ草津）

……………………………………………………

◆青年部会寄贈式 （平成31年3月18日）

　●社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会へ

　　車椅子10台

　●子どもの笑顔はぐくみプロジェクトへ

　　駄菓子3，600個

◆女性代表者意見交換会
  （平成31年3月18日）

　会　場：ホテルボストンプラザ草津

　参加者：11名

……………………………………………………

3/4 第3回一般研修会 （ピアザ淡海）

3/5 第3回一般研修会 （ひこね市文化プラザ）

　 大津市：空き家対策にかかる自治会

 との協議 ［池口］（山中比叡平支所）

3/7 第3回一般研修会

  （栗東芸術文化会館さきら）

……………………………………………………

◆平成30年度第3回一般研修会
  （平成31年3月4日・5日・7日）

  参加者：510社、623名

　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～

　　講師／不動産鑑定士　吉野　荘平 氏

　消費税転嫁対策の取り組みについて

　　講師／近畿経済産業局消費税転嫁対策室

　　　　　担当者

……………………………………………………

3/8 建産連：社会資本整備委員会及び懇親会

 ［遠藤］（夢けんプラザ・花ちょうちん）

3/10 冬木克彦氏黄綬褒章受章祝賀会

  （HOTEL&RESORTS NAGAHAMA）

3/11 第9回次世代委員会

  （協会5階　会議室）

　 第3回法務指導正副委員長会議 （草津）

3/12 第6回法定講習 （滋賀県庁）

　 全宅連・全宅保証：第3回常務理事会

  ［小寺］（全宅連会館）

　 第2エリア合同ブロック役員会議

  （協会5階会議室）

3/14 相談員研修会 （協会5階　理事会室）

　 ブロック長会議　 （協会5階　会議室）

　 第12回理事会 （協会5階　理事会室）

　 第4回教育研修委員会

  （協会5階　会議室）

　 第5回流通対策委員会

  （協会5階　会議室）

 第1回レインズ運営委員会

  ［水野］（大阪府宅建会館）

4/14 三尾順一氏黄綬褒章受章祝賀会

  ［小寺他2名］（ヒルトン大阪）

4/15 期末監査会 （協会4階　会長室）

4/16 ブロック長・幹事長合同会議

  （協会5階　会議室）

　 第13回理事会 （協会5階　理事会室）

　 保証協会 第4回幹事会

  （協会5階　理事会室）

　 全宅保証：第1回代議員選出委員会

  ［中田］（全宅連会館）

4/17 全宅連：第1回組織整備特別委員会

  ［小寺］（全宅連会館）

　 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 近畿圏不動産流通市場動向に関する

 記者発表 ［池口］（大阪建設記者クラブ）

4/22 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第14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）

4/25 第11回正副会長会議

  （協会4階　会長室）

　 正副流通対策委員長打ち合わせ

  ［池口、水野、為永］（石山）

　 大津市有地の売却にかかる依頼

  ［若松］（協会4階）

4/26 びわ湖大津プリンスホテル開業

 30周年感謝の集い

  ［小寺］（びわ湖大津プリンスホテル）

　 大津ブロック役員会議

  （協会5階　会議室）

5/7 高島ブロック役員会議 （白浜荘）

5/9 入会審査委員会 （協会5階　理事会室）

　 第2回苦情解決業務委員会

  （協会5階　理事会室）

3/20 （公社）近畿地区不動産公正取引協議会：

 第4回理事会他 ［泉］（OMMビル）

　 （公財）不動産流通推進センター：

 第2回臨時評議員会

  ［小寺］（法曹会館）

3/21 深谷政次氏黄綬褒章受章祝賀会

 ［小寺］（名古屋マリオットアソシアホテル）

3/22 全宅連・全宅保証：第5回理事会

  ［小寺］（第一ホテル東京）

　 全宅管理：第5回理事会

  ［泉］（第一ホテル東京）

3/24 平松勝氏黄綬褒章受章祝賀会

  ［小寺］（ホテルオークラ新潟）

3/26 建産連：正副会長会議

  ［小寺］（夢けんプラザ）

　 建産連：第4回理事会

  ［小寺］（夢けんプラザ）

　 草津市アドバイザリー業務研修会

  ［吉田］（草津市役所）

　 第10回正副会長会議

  （協会4階　会長室）

4/4 入会審査委員会 （協会5階　理事会室）

　 第1回苦情解決業務委員会

  （協会5回　理事会室）

　 懲戒委員会 （協会4階　会長室）

　 第11回常務理事会

  （協会4階　会長室）

　 常務理事懇親会 （くし屋敷）

4/5 第1回次世代委員会 （近江八幡）

4/8 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）

4/9 滋賀県関係官庁連絡会

  ［大谷］（滋賀県教育会館）

　 高島ブロック役員会議 （白浜荘）

4/11 （公社）近畿圏不動産流通機構：

　 建産連：加盟団体長会議

  ［事務局1名］（夢けんプラザ ）

　 （一財）不動産適正取引推進機構：

 創立35周年記念講演会

  ［小寺］（すまい・るホール）

5/24 大阪宅建：代議員総会開催に伴う懇親会

  ［小寺］（シェラトン都ホテル大阪）

　 湖国すまい・まちづくり推進協議会：

 企画運営委員会

  ［小寺］（滋賀県建築住宅センター）

5/25 滋賀県建築士会：通常総会懇親会

  ［小寺］（びわ湖大津プリンスホテル）

5/27 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 GD構築特別委員会システム部会

  ［小寺和人］（大阪府宅建会館）

　 兵庫宅建：定時総会懇親会

 ［小寺］（ANAクラウンプラザホテル神戸）

5/28 定時総会 （琵琶湖ホテル）

5/29 滋賀県不動産取引業協議会事務担当者

 打合せ会 （協会4階　会長室）

　 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）

5/31 全宅連・全宅保証：第1回理事会

  ［小寺］（第一ホテル東京）

　 全宅管理：第1回理事会

  ［泉］（第一ホテル東京）

　 第12回常務理事会

  （協会4階　会長室）

　 全日京都：定時総会懇親会

  ［小寺］（ホテルグランヴィア京都）

5/10 広報誌インタビュー（㈱大生産業梅村氏）

  ［小寺和人］（㈱大生産業）

5/13 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 決算監査会 ［服部］（大阪府宅建会館）

5/14 第1回法定講習 （彦根商工会議所）

　 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第1回調査研究委員会

  ［池口］（大阪府宅建会館）

5/16 第14回理事会 （協会5階　理事会室）

　 第3回苦情解決業務委員会

  （協会5階　理事会室）

　 全日大阪：定時総会・懇親会

  ［小寺］（ホテルニューオータニ大阪）

5/17 全日滋賀：定時総会懇親会

  ［小寺］（琵琶湖ホテル）

　 滋賀県建築士事務所協会:定時総会懇親会

  ［服部］（びわ湖大津プリンスホテル）

　 部落解放研究第27回滋賀県集会実行

 委員会：総会 （解放県民センター光荘）

5/18 滋賀県司法書士会：定時総会懇親会

  ［若松］（びわ湖大津プリンスホテル）

5/19 北里厚氏旭日双光章受章記念祝賀会

  ［小寺］（ホテルオークラ福岡）

5/20 全宅連・全宅保証：第1回常務理事会

  ［小寺］（全宅連会館）

5/21 高島ブロック発足式 （白浜荘）

　 湖国すまい・まちづくり推進協議会：

 企画運営委員会事前打合

  ［小寺］（滋賀県建築住宅センター）

5/22 滋賀県土地家屋調査士会：定時総会

 懇親会 ［小寺］（琵琶湖ホテル）

5/23 第1・2回レインズ研修会

  （協会5階　会議室）



09【人権標語】　やさしさが　いじめをやめる　おまじない　　草津第二小学校5年

協会行事記録 平成31年3月1日～平成31年4月30日

ポーター、定借アドバイザーなど、資格や経験を

有するスタッフが活躍する、まさに住まいのトータ

ルコーディネーターとしての地歩を固めてきました。

　採用や人材育成に対する梅村社長の考え方も

ユニークで、明確な採用基準で選別するのでは

なく、入社後の仕事ぶりを見ながら続けていける

かを見極めるようにしています。その結果、多種

多様な人材の採用につながり、それまで社内にい

なかったタイプの新入社員であっても、それぞれ

の個性や考え方を活かして働き続けられる土壌

が育まれています。

新たなチャレンジで
視野を広げる

　梅村社長は地元にしっかり軸足を置きながら

も、東京の勉強会などに足繁く通い、人脈づくり

にも取り組んできました。平成3年に立ち上げ

た「大生会」は、もともとは取引のある会社や個

人を対象に勉強会やセミナーを開いていましたが、

広く一般にも開放してさまざまなテーマで公開講

座などを開催するようになりました。

に解決策を模索するスタイルを徹底するなど、地

域のお客様からの信頼に応えることに努めまし

た。

　ちょうどそのころ、野洲市が京阪神への通勤

圏として発展してきたことも幸いして、地域密着

に徹した営業方針で同社は着実に業績を伸ばし

ました。創業から3年経った平成3年には本社ビ

ルを竣工し、8年には大津支店を、12年には瀬田

案内所を開設、さらに平成13年には念願の大通

りに面した新本社ビルが完成しました。

経営理念は「日本で
一番あったかい不動産会社」

　「日本で一番あったかい不動産会社」という

経営理念を掲げる同社。マンションやテナントビ

ルの家主様が抱える悩み全般に対応できるよう

にと、返済保証付き集金管理システムを独自に

採用しています。これは「所有と運営の分離」と

いう考え方に基づき、借入金返済の不足分を同

社が立て替えて、家主様の負担軽減を図るという

ものです。

　高齢者向けの賃貸住宅、保育園付きマンショ

ンの建設のほか、保育園や住宅型有料老人ホー

ムなどの運営にも取り組んできた同社では、昨年

から就労支援施設の運営も手がけています。空

室が出て、家主様が苦慮しているのを何とか手

助けしようとテナントを借り上げて、保育園の経

営を存続できるようにしたのが、福祉事業への参

入のきっかけとなりました。

　また、円滑な相続をサポートできるようにと、

梅村社長自ら相続アドバイザー資格を取得した

ほか、不動産コンサルティングマスター、空き家サ

ィカルチェックの機器を導入していて、家主様や

入居者の方に利用していただけるようにしていま

す。「売買と違って賃貸は長い信頼関係を築くこ

とが大切になり、家主様の収入を確保するため

にこちらもがんばるというところがある。長くお付

き合いを続けるために、家主様にいつまでも元気

でいてもらうためには、予防医療が大切になると

考えた」と言う梅村社長。

　野洲と言えば三上山が有名ですが、ほかにも

由緒ある社寺や遺跡がたくさんあります。梅村社

長が「もっと注目されてもいいのでは」と言う祇王

寺もその一つで、平清盛の寵愛を受けた祇王が、

水路（祇王井川）を造って水不足に苦しむ村人を

救ったことが、祇王の恩沢（おんたく）として語り

継がれています。

　生まれ育った野洲でビジネスを始めて今年で

30年。愛着のある野洲をもっとよくしたい、地域

の発展に貢献したいという思いを、より一層強く

されていることが伝わってきました。

　30代、40代とひたすら仕事に打ち込んできた

梅村社長ですが、50歳になって長唄と茶道の稽

古を始めたところ、新たな出会いが生まれ、それ

が現社屋敷地内に移築した茶室「清清庵」に繋

がりました。

　また、平成16年からKBS京都ラジオで『住まい

の健康一番』という番組を担当していますが、生

放送に近い番組で視聴者の質問や悩みに答えて

いく中で、悩みを解決するためにどのようにアド

バイスすればいいかを想定しながら、相手の話を

真剣に聞くようになったと言います。

　このように年齢を重ねてもさまざまなことに興

味を持ち、新しいことに挑戦する気持ちが、専門

外の新規事業にチャレンジする原動力となってい

ます。

長いお付き合いを目指し
家主様の健康管理も

　今後のビジョンについて、「一日一生、その日に

思ったことを一生懸命やる

のがモットー」と答える梅

村社長ですが、「これから

はちょっと変わった不動産

業者を目指したい」と、例え

ばネイルやエステをしなが

ら不動産の相談ができたり、

店舗で気軽にメディカルチ

ェックが受けられるように

するといったアイデアを温

めています。

　瀬田支店ではすでにメデ

自宅の2階で電話1本からスタートしました。当初

は知り合いの大工さんのもとで昼間は大工見習

いをし、夜は不動産業という生活がしばらく続き

ました。

　賃貸管理をメインにしながらも、リフォームから

分譲地の開発、建築設計施工業務まで、頼まれ

たことはどんなことでも対応し、「地主様、家主

様の立場に立って」悩みや要望に耳を傾け、一緒

生まれ育った野洲市で創業

　平成元年創業の株式会社大生産業。創業者

の梅村忠生社長は、大津市の不動産会社で経験

を積みながら、二級建築士資格や宅建取引士の

免許を取得し、生まれ育った野洲に戻り33歳で

独立開業しました。前職でお世話になったお客

様のお仕事は一切引き継がない事を心に決め、

　 滋賀県土地家屋調査士会との意見交換会

  ［小寺他2名］（協会4階　会長室）

3/15 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第5回理事会

  ［小寺、服部］（大阪府宅建会館）

3/18 青年部会寄贈式

 ［遠藤他2名］（滋賀県社会福祉協議会）

　 女性代表者意見交換会

  （ホテルボストンプラザ草津）

……………………………………………………

◆青年部会寄贈式 （平成31年3月18日）

　●社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会へ

　　車椅子10台

　●子どもの笑顔はぐくみプロジェクトへ

　　駄菓子3，600個

◆女性代表者意見交換会
  （平成31年3月18日）

　会　場：ホテルボストンプラザ草津

　参加者：11名

……………………………………………………

3/4 第3回一般研修会 （ピアザ淡海）

3/5 第3回一般研修会 （ひこね市文化プラザ）

　 大津市：空き家対策にかかる自治会

 との協議 ［池口］（山中比叡平支所）

3/7 第3回一般研修会

  （栗東芸術文化会館さきら）

……………………………………………………

◆平成30年度第3回一般研修会
  （平成31年3月4日・5日・7日）

  参加者：510社、623名

　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～

　　講師／不動産鑑定士　吉野　荘平 氏

　消費税転嫁対策の取り組みについて

　　講師／近畿経済産業局消費税転嫁対策室

　　　　　担当者

……………………………………………………

3/8 建産連：社会資本整備委員会及び懇親会

 ［遠藤］（夢けんプラザ・花ちょうちん）

3/10 冬木克彦氏黄綬褒章受章祝賀会

  （HOTEL&RESORTS NAGAHAMA）

3/11 第9回次世代委員会

  （協会5階　会議室）

　 第3回法務指導正副委員長会議 （草津）

3/12 第6回法定講習 （滋賀県庁）

　 全宅連・全宅保証：第3回常務理事会

  ［小寺］（全宅連会館）

　 第2エリア合同ブロック役員会議

  （協会5階会議室）

3/14 相談員研修会 （協会5階　理事会室）

　 ブロック長会議　 （協会5階　会議室）

　 第12回理事会 （協会5階　理事会室）

　 第4回教育研修委員会

  （協会5階　会議室）

　 第5回流通対策委員会

  （協会5階　会議室）

 第1回レインズ運営委員会

  ［水野］（大阪府宅建会館）

4/14 三尾順一氏黄綬褒章受章祝賀会

  ［小寺他2名］（ヒルトン大阪）

4/15 期末監査会 （協会4階　会長室）

4/16 ブロック長・幹事長合同会議

  （協会5階　会議室）

　 第13回理事会 （協会5階　理事会室）

　 保証協会 第4回幹事会

  （協会5階　理事会室）

　 全宅保証：第1回代議員選出委員会

  ［中田］（全宅連会館）

4/17 全宅連：第1回組織整備特別委員会

  ［小寺］（全宅連会館）

　 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 近畿圏不動産流通市場動向に関する

 記者発表 ［池口］（大阪建設記者クラブ）

4/22 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第14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）

4/25 第11回正副会長会議

  （協会4階　会長室）

　 正副流通対策委員長打ち合わせ

  ［池口、水野、為永］（石山）

　 大津市有地の売却にかかる依頼

  ［若松］（協会4階）

4/26 びわ湖大津プリンスホテル開業

 30周年感謝の集い

  ［小寺］（びわ湖大津プリンスホテル）

　 大津ブロック役員会議

  （協会5階　会議室）

5/7 高島ブロック役員会議 （白浜荘）

5/9 入会審査委員会 （協会5階　理事会室）

　 第2回苦情解決業務委員会

  （協会5階　理事会室）

3/20 （公社）近畿地区不動産公正取引協議会：

 第4回理事会他 ［泉］（OMMビル）

　 （公財）不動産流通推進センター：

 第2回臨時評議員会

  ［小寺］（法曹会館）

3/21 深谷政次氏黄綬褒章受章祝賀会

 ［小寺］（名古屋マリオットアソシアホテル）

3/22 全宅連・全宅保証：第5回理事会

  ［小寺］（第一ホテル東京）

　 全宅管理：第5回理事会

  ［泉］（第一ホテル東京）

3/24 平松勝氏黄綬褒章受章祝賀会

  ［小寺］（ホテルオークラ新潟）

3/26 建産連：正副会長会議

  ［小寺］（夢けんプラザ）

　 建産連：第4回理事会

  ［小寺］（夢けんプラザ）

　 草津市アドバイザリー業務研修会

  ［吉田］（草津市役所）

　 第10回正副会長会議

  （協会4階　会長室）

4/4 入会審査委員会 （協会5階　理事会室）

　 第1回苦情解決業務委員会

  （協会5回　理事会室）

　 懲戒委員会 （協会4階　会長室）

　 第11回常務理事会

  （協会4階　会長室）

　 常務理事懇親会 （くし屋敷）

4/5 第1回次世代委員会 （近江八幡）

4/8 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）

4/9 滋賀県関係官庁連絡会

  ［大谷］（滋賀県教育会館）

　 高島ブロック役員会議 （白浜荘）

4/11 （公社）近畿圏不動産流通機構：

　 建産連：加盟団体長会議

  ［事務局1名］（夢けんプラザ ）

　 （一財）不動産適正取引推進機構：

 創立35周年記念講演会

  ［小寺］（すまい・るホール）

5/24 大阪宅建：代議員総会開催に伴う懇親会

  ［小寺］（シェラトン都ホテル大阪）

　 湖国すまい・まちづくり推進協議会：

 企画運営委員会

  ［小寺］（滋賀県建築住宅センター）

5/25 滋賀県建築士会：通常総会懇親会

  ［小寺］（びわ湖大津プリンスホテル）

5/27 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 GD構築特別委員会システム部会

  ［小寺和人］（大阪府宅建会館）

　 兵庫宅建：定時総会懇親会

 ［小寺］（ANAクラウンプラザホテル神戸）

5/28 定時総会 （琵琶湖ホテル）

5/29 滋賀県不動産取引業協議会事務担当者

 打合せ会 （協会4階　会長室）

　 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）

5/31 全宅連・全宅保証：第1回理事会

  ［小寺］（第一ホテル東京）

　 全宅管理：第1回理事会

  ［泉］（第一ホテル東京）

　 第12回常務理事会

  （協会4階　会長室）

　 全日京都：定時総会懇親会

  ［小寺］（ホテルグランヴィア京都）

5/10 広報誌インタビュー（㈱大生産業梅村氏）

  ［小寺和人］（㈱大生産業）

5/13 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 決算監査会 ［服部］（大阪府宅建会館）

5/14 第1回法定講習 （彦根商工会議所）

　 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第1回調査研究委員会

  ［池口］（大阪府宅建会館）

5/16 第14回理事会 （協会5階　理事会室）

　 第3回苦情解決業務委員会

  （協会5階　理事会室）

　 全日大阪：定時総会・懇親会

  ［小寺］（ホテルニューオータニ大阪）

5/17 全日滋賀：定時総会懇親会

  ［小寺］（琵琶湖ホテル）

　 滋賀県建築士事務所協会:定時総会懇親会

  ［服部］（びわ湖大津プリンスホテル）

　 部落解放研究第27回滋賀県集会実行

 委員会：総会 （解放県民センター光荘）

5/18 滋賀県司法書士会：定時総会懇親会

  ［若松］（びわ湖大津プリンスホテル）

5/19 北里厚氏旭日双光章受章記念祝賀会

  ［小寺］（ホテルオークラ福岡）

5/20 全宅連・全宅保証：第1回常務理事会

  ［小寺］（全宅連会館）

5/21 高島ブロック発足式 （白浜荘）

　 湖国すまい・まちづくり推進協議会：

 企画運営委員会事前打合

  ［小寺］（滋賀県建築住宅センター）

5/22 滋賀県土地家屋調査士会：定時総会

 懇親会 ［小寺］（琵琶湖ホテル）

5/23 第1・2回レインズ研修会

  （協会5階　会議室）
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　 滋賀県土地家屋調査士会との意見交換会

  ［小寺他2名］（協会4階　会長室）

3/15 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第5回理事会

  ［小寺、服部］（大阪府宅建会館）

3/18 青年部会寄贈式

 ［遠藤他2名］（滋賀県社会福祉協議会）

　 女性代表者意見交換会

  （ホテルボストンプラザ草津）

……………………………………………………

◆青年部会寄贈式 （平成31年3月18日）

　●社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会へ

　　車椅子10台

　●子どもの笑顔はぐくみプロジェクトへ

　　駄菓子3，600個

◆女性代表者意見交換会
  （平成31年3月18日）

　会　場：ホテルボストンプラザ草津

　参加者：11名

……………………………………………………

3/4 第3回一般研修会 （ピアザ淡海）

3/5 第3回一般研修会 （ひこね市文化プラザ）

　 大津市：空き家対策にかかる自治会

 との協議 ［池口］（山中比叡平支所）

3/7 第3回一般研修会

  （栗東芸術文化会館さきら）

……………………………………………………

◆平成30年度第3回一般研修会
  （平成31年3月4日・5日・7日）

  参加者：510社、623名

　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～

　　講師／不動産鑑定士　吉野　荘平 氏

　消費税転嫁対策の取り組みについて

　　講師／近畿経済産業局消費税転嫁対策室

　　　　　担当者

……………………………………………………

3/8 建産連：社会資本整備委員会及び懇親会

 ［遠藤］（夢けんプラザ・花ちょうちん）

3/10 冬木克彦氏黄綬褒章受章祝賀会

  （HOTEL&RESORTS NAGAHAMA）

3/11 第9回次世代委員会

  （協会5階　会議室）

　 第3回法務指導正副委員長会議 （草津）

3/12 第6回法定講習 （滋賀県庁）

　 全宅連・全宅保証：第3回常務理事会

  ［小寺］（全宅連会館）

　 第2エリア合同ブロック役員会議

  （協会5階会議室）

3/14 相談員研修会 （協会5階　理事会室）

　 ブロック長会議　 （協会5階　会議室）

　 第12回理事会 （協会5階　理事会室）

　 第4回教育研修委員会

  （協会5階　会議室）

　 第5回流通対策委員会

  （協会5階　会議室）

 第1回レインズ運営委員会

  ［水野］（大阪府宅建会館）

4/14 三尾順一氏黄綬褒章受章祝賀会

  ［小寺他2名］（ヒルトン大阪）

4/15 期末監査会 （協会4階　会長室）

4/16 ブロック長・幹事長合同会議

  （協会5階　会議室）

　 第13回理事会 （協会5階　理事会室）

　 保証協会 第4回幹事会

  （協会5階　理事会室）

　 全宅保証：第1回代議員選出委員会

  ［中田］（全宅連会館）

4/17 全宅連：第1回組織整備特別委員会

  ［小寺］（全宅連会館）

　 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 近畿圏不動産流通市場動向に関する

 記者発表 ［池口］（大阪建設記者クラブ）

4/22 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第14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）

4/25 第11回正副会長会議

  （協会4階　会長室）

　 正副流通対策委員長打ち合わせ

  ［池口、水野、為永］（石山）

　 大津市有地の売却にかかる依頼

  ［若松］（協会4階）

4/26 びわ湖大津プリンスホテル開業

 30周年感謝の集い

  ［小寺］（びわ湖大津プリンスホテル）

　 大津ブロック役員会議

  （協会5階　会議室）

5/7 高島ブロック役員会議 （白浜荘）

5/9 入会審査委員会 （協会5階　理事会室）

　 第2回苦情解決業務委員会

  （協会5階　理事会室）

3/20 （公社）近畿地区不動産公正取引協議会：

 第4回理事会他 ［泉］（OMMビル）

　 （公財）不動産流通推進センター：

 第2回臨時評議員会

  ［小寺］（法曹会館）

3/21 深谷政次氏黄綬褒章受章祝賀会

 ［小寺］（名古屋マリオットアソシアホテル）

3/22 全宅連・全宅保証：第5回理事会

  ［小寺］（第一ホテル東京）

　 全宅管理：第5回理事会

  ［泉］（第一ホテル東京）

3/24 平松勝氏黄綬褒章受章祝賀会

  ［小寺］（ホテルオークラ新潟）

3/26 建産連：正副会長会議

  ［小寺］（夢けんプラザ）

　 建産連：第4回理事会

  ［小寺］（夢けんプラザ）

　 草津市アドバイザリー業務研修会

  ［吉田］（草津市役所）

　 第10回正副会長会議

  （協会4階　会長室）

4/4 入会審査委員会 （協会5階　理事会室）

　 第1回苦情解決業務委員会

  （協会5回　理事会室）

　 懲戒委員会 （協会4階　会長室）

　 第11回常務理事会

  （協会4階　会長室）

　 常務理事懇親会 （くし屋敷）

4/5 第1回次世代委員会 （近江八幡）

4/8 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）

4/9 滋賀県関係官庁連絡会

  ［大谷］（滋賀県教育会館）

　 高島ブロック役員会議 （白浜荘）

4/11 （公社）近畿圏不動産流通機構：

　 建産連：加盟団体長会議

  ［事務局1名］（夢けんプラザ ）

　 （一財）不動産適正取引推進機構：

 創立35周年記念講演会

  ［小寺］（すまい・るホール）

5/24 大阪宅建：代議員総会開催に伴う懇親会

  ［小寺］（シェラトン都ホテル大阪）

　 湖国すまい・まちづくり推進協議会：

 企画運営委員会

  ［小寺］（滋賀県建築住宅センター）

5/25 滋賀県建築士会：通常総会懇親会

  ［小寺］（びわ湖大津プリンスホテル）

5/27 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 GD構築特別委員会システム部会

  ［小寺和人］（大阪府宅建会館）

　 兵庫宅建：定時総会懇親会

 ［小寺］（ANAクラウンプラザホテル神戸）

5/28 定時総会 （琵琶湖ホテル）

5/29 滋賀県不動産取引業協議会事務担当者

 打合せ会 （協会4階　会長室）

　 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）

5/31 全宅連・全宅保証：第1回理事会

  ［小寺］（第一ホテル東京）

　 全宅管理：第1回理事会

  ［泉］（第一ホテル東京）

　 第12回常務理事会

  （協会4階　会長室）

　 全日京都：定時総会懇親会

  ［小寺］（ホテルグランヴィア京都）

5/10 広報誌インタビュー（㈱大生産業梅村氏）

  ［小寺和人］（㈱大生産業）

5/13 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 決算監査会 ［服部］（大阪府宅建会館）

5/14 第1回法定講習 （彦根商工会議所）

　 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第1回調査研究委員会

  ［池口］（大阪府宅建会館）

5/16 第14回理事会 （協会5階　理事会室）

　 第3回苦情解決業務委員会

  （協会5階　理事会室）

　 全日大阪：定時総会・懇親会

  ［小寺］（ホテルニューオータニ大阪）

5/17 全日滋賀：定時総会懇親会

  ［小寺］（琵琶湖ホテル）

　 滋賀県建築士事務所協会:定時総会懇親会

  ［服部］（びわ湖大津プリンスホテル）

　 部落解放研究第27回滋賀県集会実行

 委員会：総会 （解放県民センター光荘）

5/18 滋賀県司法書士会：定時総会懇親会

  ［若松］（びわ湖大津プリンスホテル）

5/19 北里厚氏旭日双光章受章記念祝賀会

  ［小寺］（ホテルオークラ福岡）

5/20 全宅連・全宅保証：第1回常務理事会

  ［小寺］（全宅連会館）

5/21 高島ブロック発足式 （白浜荘）

　 湖国すまい・まちづくり推進協議会：

 企画運営委員会事前打合

  ［小寺］（滋賀県建築住宅センター）

5/22 滋賀県土地家屋調査士会：定時総会

 懇親会 ［小寺］（琵琶湖ホテル）

5/23 第1・2回レインズ研修会

  （協会5階　会議室）

協会行事記録
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協会行事記録

　 滋賀県土地家屋調査士会との意見交換会

  ［小寺他2名］（協会4階　会長室）

3/15 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第5回理事会

  ［小寺、服部］（大阪府宅建会館）

3/18 青年部会寄贈式

 ［遠藤他2名］（滋賀県社会福祉協議会）

　 女性代表者意見交換会

  （ホテルボストンプラザ草津）

……………………………………………………

◆青年部会寄贈式 （平成31年3月18日）

　●社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会へ

　　車椅子10台

　●子どもの笑顔はぐくみプロジェクトへ

　　駄菓子3，600個

◆女性代表者意見交換会
  （平成31年3月18日）

　会　場：ホテルボストンプラザ草津

　参加者：11名

……………………………………………………

3/4 第3回一般研修会 （ピアザ淡海）

3/5 第3回一般研修会 （ひこね市文化プラザ）

　 大津市：空き家対策にかかる自治会

 との協議 ［池口］（山中比叡平支所）

3/7 第3回一般研修会

  （栗東芸術文化会館さきら）

……………………………………………………

◆平成30年度第3回一般研修会
  （平成31年3月4日・5日・7日）

  参加者：510社、623名

　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～

　　講師／不動産鑑定士　吉野　荘平 氏

　消費税転嫁対策の取り組みについて

　　講師／近畿経済産業局消費税転嫁対策室

　　　　　担当者

……………………………………………………

3/8 建産連：社会資本整備委員会及び懇親会

 ［遠藤］（夢けんプラザ・花ちょうちん）

3/10 冬木克彦氏黄綬褒章受章祝賀会

  （HOTEL&RESORTS NAGAHAMA）

3/11 第9回次世代委員会

  （協会5階　会議室）

　 第3回法務指導正副委員長会議 （草津）

3/12 第6回法定講習 （滋賀県庁）

　 全宅連・全宅保証：第3回常務理事会

  ［小寺］（全宅連会館）

　 第2エリア合同ブロック役員会議

  （協会5階会議室）

3/14 相談員研修会 （協会5階　理事会室）

　 ブロック長会議　 （協会5階　会議室）

　 第12回理事会 （協会5階　理事会室）

　 第4回教育研修委員会

  （協会5階　会議室）

　 第5回流通対策委員会

  （協会5階　会議室）

 第1回レインズ運営委員会

  ［水野］（大阪府宅建会館）

4/14 三尾順一氏黄綬褒章受章祝賀会

  ［小寺他2名］（ヒルトン大阪）

4/15 期末監査会 （協会4階　会長室）

4/16 ブロック長・幹事長合同会議

  （協会5階　会議室）

　 第13回理事会 （協会5階　理事会室）

　 保証協会 第4回幹事会

  （協会5階　理事会室）

　 全宅保証：第1回代議員選出委員会

  ［中田］（全宅連会館）

4/17 全宅連：第1回組織整備特別委員会

  ［小寺］（全宅連会館）

　 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 近畿圏不動産流通市場動向に関する

 記者発表 ［池口］（大阪建設記者クラブ）

4/22 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第14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）

4/25 第11回正副会長会議

  （協会4階　会長室）

　 正副流通対策委員長打ち合わせ

  ［池口、水野、為永］（石山）

　 大津市有地の売却にかかる依頼

  ［若松］（協会4階）

4/26 びわ湖大津プリンスホテル開業

 30周年感謝の集い

  ［小寺］（びわ湖大津プリンスホテル）

　 大津ブロック役員会議

  （協会5階　会議室）

5/7 高島ブロック役員会議 （白浜荘）

5/9 入会審査委員会 （協会5階　理事会室）

　 第2回苦情解決業務委員会

  （協会5階　理事会室）

3/20 （公社）近畿地区不動産公正取引協議会：

 第4回理事会他 ［泉］（OMMビル）

　 （公財）不動産流通推進センター：

 第2回臨時評議員会

  ［小寺］（法曹会館）

3/21 深谷政次氏黄綬褒章受章祝賀会

 ［小寺］（名古屋マリオットアソシアホテル）

3/22 全宅連・全宅保証：第5回理事会

  ［小寺］（第一ホテル東京）

　 全宅管理：第5回理事会

  ［泉］（第一ホテル東京）

3/24 平松勝氏黄綬褒章受章祝賀会

  ［小寺］（ホテルオークラ新潟）

3/26 建産連：正副会長会議

  ［小寺］（夢けんプラザ）

　 建産連：第4回理事会

  ［小寺］（夢けんプラザ）

　 草津市アドバイザリー業務研修会

  ［吉田］（草津市役所）

　 第10回正副会長会議

  （協会4階　会長室）

4/4 入会審査委員会 （協会5階　理事会室）

　 第1回苦情解決業務委員会

  （協会5回　理事会室）

　 懲戒委員会 （協会4階　会長室）

　 第11回常務理事会

  （協会4階　会長室）

　 常務理事懇親会 （くし屋敷）

4/5 第1回次世代委員会 （近江八幡）

4/8 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）

4/9 滋賀県関係官庁連絡会

  ［大谷］（滋賀県教育会館）

　 高島ブロック役員会議 （白浜荘）

4/11 （公社）近畿圏不動産流通機構：

　 建産連：加盟団体長会議

  ［事務局1名］（夢けんプラザ ）

　 （一財）不動産適正取引推進機構：

 創立35周年記念講演会

  ［小寺］（すまい・るホール）

5/24 大阪宅建：代議員総会開催に伴う懇親会

  ［小寺］（シェラトン都ホテル大阪）

　 湖国すまい・まちづくり推進協議会：

 企画運営委員会

  ［小寺］（滋賀県建築住宅センター）

5/25 滋賀県建築士会：通常総会懇親会

  ［小寺］（びわ湖大津プリンスホテル）

5/27 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 GD構築特別委員会システム部会

  ［小寺和人］（大阪府宅建会館）

　 兵庫宅建：定時総会懇親会

 ［小寺］（ANAクラウンプラザホテル神戸）

5/28 定時総会 （琵琶湖ホテル）

5/29 滋賀県不動産取引業協議会事務担当者

 打合せ会 （協会4階　会長室）

　 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）

5/31 全宅連・全宅保証：第1回理事会

  ［小寺］（第一ホテル東京）

　 全宅管理：第1回理事会

  ［泉］（第一ホテル東京）

　 第12回常務理事会

  （協会4階　会長室）

　 全日京都：定時総会懇親会

  ［小寺］（ホテルグランヴィア京都）

5/10 広報誌インタビュー（㈱大生産業梅村氏）

  ［小寺和人］（㈱大生産業）

5/13 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 決算監査会 ［服部］（大阪府宅建会館）

5/14 第1回法定講習 （彦根商工会議所）

　 （公社）近畿圏不動産流通機構：

 第1回調査研究委員会

  ［池口］（大阪府宅建会館）

5/16 第14回理事会 （協会5階　理事会室）

　 第3回苦情解決業務委員会

  （協会5階　理事会室）

　 全日大阪：定時総会・懇親会

  ［小寺］（ホテルニューオータニ大阪）

5/17 全日滋賀：定時総会懇親会

  ［小寺］（琵琶湖ホテル）

　 滋賀県建築士事務所協会:定時総会懇親会

  ［服部］（びわ湖大津プリンスホテル）

　 部落解放研究第27回滋賀県集会実行

 委員会：総会 （解放県民センター光荘）

5/18 滋賀県司法書士会：定時総会懇親会

  ［若松］（びわ湖大津プリンスホテル）

5/19 北里厚氏旭日双光章受章記念祝賀会

  ［小寺］（ホテルオークラ福岡）

5/20 全宅連・全宅保証：第1回常務理事会

  ［小寺］（全宅連会館）

5/21 高島ブロック発足式 （白浜荘）

　 湖国すまい・まちづくり推進協議会：

 企画運営委員会事前打合

  ［小寺］（滋賀県建築住宅センター）

5/22 滋賀県土地家屋調査士会：定時総会

 懇親会 ［小寺］（琵琶湖ホテル）

5/23 第1・2回レインズ研修会

  （協会5階　会議室）
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第12回理事会・第13回理事会・第14回理事会
理事会報告

  2．報告事項
◎会員交流会の実施報告について
◎地域懇談会の実施報告について
◎空き家相談員研修会の実施報告について
◎不動産関連講座の実施報告について
◎京都宅建青年部会との意見交換会の実施報告に
ついて

◎滋賀県下賃貸物件広告実態調査の実施報告について
◎部落解放研究第26回滋賀県集会の実施報告に
ついて

第13回理事会
　滋賀県宅建協会の第13回理事会が4月16日（火）
協会理事会室で開催された。

  1．審議事項
　下記の13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
　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」をご参照ください。
◎令和元年度法定講習について
　令和元年度の全6回にわたる法定講習について提
案があった。
◎令和元年度レインズ・ハトマークサイト研修会に
ついて

　令和元年度の第1回から20回まで行う、レインズ・
ハトマークサイト研修会について提案があった。
◎滋賀県宅建協会会長杯チャリティゴルフ大会に
ついて

　6月19日（水）に実施する滋賀県宅建協会会長杯チ
ャリティゴルフ大会について提案があった。
◎第1回新規開業者研修会について
　6月20日（木）に予定する、第1回新規開業者研修
会について提案があった。
◎第1回一般研修会について
　7月9日（火）、18日（木）、19日（金）に予定する、
第1回一般研修会について提案があった。
◎宅地建物取引士資格試験事務について
　10月20日（日）に予定する、宅地建物取引士資格
試験事務について提案があった。
◎定款の改正について
　公益移行後の協会運営にかかる諸課題を検討す
る中で、毎月の理事会等開催は不効率かつ理事の負
担も大きい現状を踏まえ、隔月開催への変更を予定
しており、障害となる新規入会の承認を適宜行えるよ
う、「理事会承認」から「会長承認」に変更する事が、
提案趣旨であることが説明され、5月28日の定時総会
上程が提案された。
◎諸規程の改正について

第12回理事会
　滋賀県宅建協会の第12回理事会が3月14日（木）
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
　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。
◎2019年度定時総会の開催について
　5月28日（火）に琵琶湖ホテルにて執り行う、2019
年度定時総会の開催ついて提案があった。
◎第8回（公社）滋賀県宅建協会小学生絵画コンク
ールについて

　第8回（公社）滋賀県宅建協会小学生絵画コンクー
ルについて提案があった。
◎広報誌「宅建しが」の発行及び配付について
　広報誌「宅建しが」の発行及び配付について提案
があった。また、本年度からは、年6回の発行から、4
回に変更し、プロのコピーライターに依頼して、総務
委員と一般会員との対談など写真を交えて掲載する
など、その内容の充実を図る事が附言された。
◎協会運営に対する要望・意見等への回答について
　協会運営に対する要望・意見等への回答について
提案があった。
　質疑等については、小寺会長から、会員への周知
方法について確認があり、堀総務委員長から、昨年
と同様に「宅建しが」の中で広報する事が回答された。
◎大津市空き家情報バンクの運営に関する協定の
締結について

　本会に運営協力にかかる協定の締結の申し入れの
あった事が報告された。また、その概要については、
これまでの5市町との協定と同様の業務フローとなる
旨が提案説明された。
◎栗東市空家等対策協議会委員の推薦について
　当委員には、芝原理事に出務いただいているが、
今月末で任期満了となるため、次期任期についても
引き続き、芝原重子理事の「再任」を推薦することが
提案された。
◎草津市総合計画策定市民会議の委員推薦について
　草津市総合計画策定市民会議委員の推薦依頼に
ついては、推薦報告までに期間のないため、小寺会長
に適任者の推薦を一任する事が諮られ、挙手による
採決を行った結果、全員の承認があった。
　また、小寺会長から、既に草津市の担当者から打
診を受けており、市民目線で「まちづくり」に関する意
見交換のできる適任者の選定が予告された。

実施報告について
◎平成30年度広報誌「宅建しが」の発行及び配布
について

◎事務局職員の採用について
◎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14回理事会
　滋賀県宅建協会の第14回理事会が5月16日（木）
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
　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」をご参照ください。
◎第2回一般研修会について
　第2回一般研修会について提案があった。
◎特別研修会について
　令和2年1月14日に実施する特別研修会について
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
　7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。

　定例理事会の開催回数の減少の検討に伴う、「定
款施行規則」・「入会審査細則」及び「理事会運営
規則」の一部改正、並びに役員の出務にかかる手当
を加増するための「役員の報酬等の支給に関する規
程」、「役員の職務執行に係る費用に関する規程」の
一部改正が提案された。
◎会員の懲戒について
　平成30年度会費が、9ヶ月以上の未納となる会
員、「有限会社マザー」1件については、本会定款第
12条により、「会員の資格喪失」処分とすることが、4
月4日開催の懲戒委員会審査に基づき、提案された。
◎会長表彰受賞者、会長感謝状受賞者並びに顕彰
対象者の承認の件

　当年度定時総会において表彰・顕彰する標題の件
について8名が提案された。
◎平成30年度事業報告（案）承認の件
　若松専務理事から、序文の読み合わせがあり、引
き続き、各委員会委員長から、別添資料に基づき、平
成30年度事業報告（案）が提案された。
◎平成30年度決算報告（案）承認の件
　平成30年度決算報告（案）承認の件が提案された。

  2．報告事項
◎第3回一般研修会の実施報告について
◎第2回相談員研修会の実施報告について
◎女性部会設立に向けた意見交換会の実施報告ついて
◎平成30年度法定講習の実施報告について
◎平成30年度レインズ・ハトマークサイト研修会の
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■㈱JIコンサルティング 長浜オフィス　代表者：小川　京子
〒526-0846　長浜市川崎町287－1　TEL 0749-64-4571　FAX 0749-64-4572
免許番号／大臣免許（1）第9118号

■㈱零　代表者：佐藤　琢也
〒520-0031　大津市尾花川8－32　TEL 077-523-0303　FAX 077-521-8030
免許番号／滋賀県知事（1）第3686号

■㈱COZY　代表者：尾﨑　健
〒525-0053　草津市矢倉2－2－10　TEL 077-585-9711　FAX 077-585-9722
免許番号／滋賀県知事（1）第3706号

■K－サイド不動産㈱　代表者：川端　秀樹
〒520-2342　野洲市野洲912－10　TEL 077-599-3267　FAX 077-587-0257
免許番号／滋賀県知事（1）第3705号

■㈱マツイ住活　代表者：松井　秀夫
〒523-0084　近江八幡市船木町968　TEL 0748-34-6238　FAX 0748-34-6255
免許番号／滋賀県知事（1）第3708号

■㈱きたそう　代表者：北山　秋男
〒527-0055　東近江市瓜生津町561－4　TEL 0748-23-5936　FAX 0748-24-0670
免許番号／滋賀県知事（1）第3711号

  2．報告事項
◎会員交流会の実施報告について
◎地域懇談会の実施報告について
◎空き家相談員研修会の実施報告について
◎不動産関連講座の実施報告について
◎京都宅建青年部会との意見交換会の実施報告に

ついて
◎滋賀県下賃貸物件広告実態調査の実施報告について
◎部落解放研究第26回滋賀県集会の実施報告に

ついて

第13回理事会
　滋賀県宅建協会の第13回理事会が4月16日（火）
協会理事会室で開催された。

  1．審議事項
　下記の13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
　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」をご参照ください。
◎令和元年度法定講習について
　令和元年度の全6回にわたる法定講習について提
案があった。
◎令和元年度レインズ・ハトマークサイト研修会に

ついて
　令和元年度の第1回から20回まで行う、レインズ・
ハトマークサイト研修会について提案があった。
◎滋賀県宅建協会会長杯チャリティゴルフ大会に

ついて
　6月19日（水）に実施する滋賀県宅建協会会長杯チ
ャリティゴルフ大会について提案があった。
◎第1回新規開業者研修会について
　6月20日（木）に予定する、第1回新規開業者研修
会について提案があった。
◎第1回一般研修会について
　7月9日（火）、18日（木）、19日（金）に予定する、
第1回一般研修会について提案があった。
◎宅地建物取引士資格試験事務について
　10月20日（日）に予定する、宅地建物取引士資格
試験事務について提案があった。
◎定款の改正について
　公益移行後の協会運営にかかる諸課題を検討す
る中で、毎月の理事会等開催は不効率かつ理事の負
担も大きい現状を踏まえ、隔月開催への変更を予定
しており、障害となる新規入会の承認を適宜行えるよ
う、「理事会承認」から「会長承認」に変更する事が、
提案趣旨であることが説明され、5月28日の定時総会
上程が提案された。
◎諸規程の改正について

第12回理事会
　滋賀県宅建協会の第12回理事会が3月14日（木）
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
　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。
◎2019年度定時総会の開催について
　5月28日（火）に琵琶湖ホテルにて執り行う、2019
年度定時総会の開催ついて提案があった。
◎第8回（公社）滋賀県宅建協会小学生絵画コンク

ールについて
　第8回（公社）滋賀県宅建協会小学生絵画コンクー
ルについて提案があった。
◎広報誌「宅建しが」の発行及び配付について
　広報誌「宅建しが」の発行及び配付について提案
があった。また、本年度からは、年6回の発行から、4
回に変更し、プロのコピーライターに依頼して、総務
委員と一般会員との対談など写真を交えて掲載する
など、その内容の充実を図る事が附言された。
◎協会運営に対する要望・意見等への回答について
　協会運営に対する要望・意見等への回答について
提案があった。
　質疑等については、小寺会長から、会員への周知
方法について確認があり、堀総務委員長から、昨年
と同様に「宅建しが」の中で広報する事が回答された。
◎大津市空き家情報バンクの運営に関する協定の

締結について
　本会に運営協力にかかる協定の締結の申し入れの
あった事が報告された。また、その概要については、
これまでの5市町との協定と同様の業務フローとなる
旨が提案説明された。
◎栗東市空家等対策協議会委員の推薦について
　当委員には、芝原理事に出務いただいているが、
今月末で任期満了となるため、次期任期についても
引き続き、芝原重子理事の「再任」を推薦することが
提案された。
◎草津市総合計画策定市民会議の委員推薦について
　草津市総合計画策定市民会議委員の推薦依頼に
ついては、推薦報告までに期間のないため、小寺会長
に適任者の推薦を一任する事が諮られ、挙手による
採決を行った結果、全員の承認があった。
　また、小寺会長から、既に草津市の担当者から打
診を受けており、市民目線で「まちづくり」に関する意
見交換のできる適任者の選定が予告された。

実施報告について
◎平成30年度広報誌「宅建しが」の発行及び配布

について
◎事務局職員の採用について
◎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14回理事会
　滋賀県宅建協会の第14回理事会が5月16日（木）
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
　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」をご参照ください。
◎第2回一般研修会について
　第2回一般研修会について提案があった。
◎特別研修会について
　令和2年1月14日に実施する特別研修会について
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
　7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。

　定例理事会の開催回数の減少の検討に伴う、「定
款施行規則」・「入会審査細則」及び「理事会運営
規則」の一部改正、並びに役員の出務にかかる手当
を加増するための「役員の報酬等の支給に関する規
程」、「役員の職務執行に係る費用に関する規程」の
一部改正が提案された。
◎会員の懲戒について
　平成30年度会費が、9ヶ月以上の未納となる会
員、「有限会社マザー」1件については、本会定款第
12条により、「会員の資格喪失」処分とすることが、4
月4日開催の懲戒委員会審査に基づき、提案された。
◎会長表彰受賞者、会長感謝状受賞者並びに顕彰

対象者の承認の件
　当年度定時総会において表彰・顕彰する標題の件
について8名が提案された。
◎平成30年度事業報告（案）承認の件
　若松専務理事から、序文の読み合わせがあり、引
き続き、各委員会委員長から、別添資料に基づき、平
成30年度事業報告（案）が提案された。
◎平成30年度決算報告（案）承認の件
　平成30年度決算報告（案）承認の件が提案された。

  2．報告事項
◎第3回一般研修会の実施報告について
◎第2回相談員研修会の実施報告について
◎女性部会設立に向けた意見交換会の実施報告ついて
◎平成30年度法定講習の実施報告について
◎平成30年度レインズ・ハトマークサイト研修会の

新
規
入
会
者
紹
介
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旧 滋賀県知事 2 3353 中央法積不動産 小林　清隆 近江八幡市中小森町676－10 0748-33-3748 0748-26-0421

新 滋賀県知事 1 3707 中央宝積㈱ 小林　清隆 近江八幡市中小森町676－10 0748-31-2231 0748-31-2232

免許
番号

免許更新
番号 名称又は商号 代表者名

（政令使用人） 住　　所 電話番号 FAX番号

会員資格承継者紹介

会員名簿登載事項の変更
会　員
名　簿
掲載頁

県受付日 商　　　号 変更事項
登　載　事　項　の　変　更

変　　更　　前 変　　更　　後

1 1月21日 アヤハ不動産㈱ 専任取引士 篠原　まなみ 　　　　－

1 4月1日 アヤハ不動産㈱ 専任取引士 桐畑　裕充 大西　良治

3 4月16日 ㈱ＳＧライフ 事務所 大津市富士見台４４－２０ 草津市若竹町４－１５

3 4月16日 ㈱ＳＧライフ ＦＡＸ 077-536-5139 077-509-7700

3 5月16日 ㈱SHK 代表者 村山　元基 村山　正基

3 5月16日 ㈱SHK 専任取引士 村山　元基 村山　正基

5 4月3日 ㈱サンアロウ ＴＥＬ 077-548-7755 077-535-8289

5 4月3日 ㈱サンアロウ ＦＡＸ 077-548-7759 077-575-1018

7 4月12日 双和住宅㈱ 代表者 木村　勲 木村　昌子

7 4月12日 双和住宅㈱ 専任取引士 木村　勲 木村　知樹

8 4月5日 飛島都市開発（同） 名称 飛島都市開発㈱ 飛島都市開発（同）

10 2月4日 ㈱びわこハウジングセンター 専任取引士 　　　　　－ 田淵　雄基

10 2月25日 びわこ開発㈱ 専任取引士 森井　次郎 小田　章三

11 3月14日 ㈲マキ不動産販売 専任取引士 　　　　　－ 前田　大輔

12 1月31日 ㈱目片工務店 専任取引士 　　　　　　－ 伊庭　正敬

12 12月21日 森田住宅㈱ 専任取引士 岩丸　明弘 　　　　　－

13 4月3日 ㈲洛都 専任取引士 　　　　　－ 井上　良平

13 4月15日 アヤハ不動産㈱　瀬田営業所 専任取引士 　　　　　－ 冨永　明日香

13 4月8日 アヤハ不動産㈱　アヤホーム草津店 専任取引士 　　　　　－ 貴井　浩晃

15 1月31日 ㈱福屋不動産販売　大津店 専任取引士 　　　　　－ 丸子　順一

15 1月31日 ㈱福屋不動産販売　堅田店 専任取引士 下　祐太朗 宇野　弘城

15 1月31日 ㈱福屋不動産販売　堅田店 政令使用人 下　祐太朗 宇野　弘城

19 5月13日 ㈱エム･ジェイホーム　エイブルネットワーク高島店 政令使用人 安部　優希 平田　博史

22 2月18日 ㈱smart 専任取引士 小林　俊也 松吉　俊明

22 5月16日 ㈱スムース 専任取引士 水島　佑香 尾関　真平

23 1月15日 ㈱パークホーム 専任取引士 　　　　　－ 下井　真人

23 1月29日 パナソニックホームズ滋賀㈱ 専任取引士 　　　　　－ 橋本　剛

23 4月24日 パナソニックホームズ滋賀㈱ 専任取引士 　　　　　－ 柴原　寛

25 4月1日 アヤハ不動産㈱　草津営業所 政令使用人 大西　良治 桐畑　裕充

25 4月1日 アヤハ不動産㈱　草津営業所 専任取引士 大西　良治 桐畑　裕充

25 4月1日 アヤハ不動産㈱　草津営業所 専任取引士 森　宏平 　　　　　－

25 4月1日 アヤハ不動産㈱　草津営業所 専任取引士 松宮　慎悟 　　　　　－

25 4月1日 アヤハ不動産㈱　南草津店 専任取引士 寺居　敏幸 森　宏平

25 4月1日 アヤハ不動産㈱　南草津店 専任取引士 　　　　　－ 松宮　慎悟

25 4月1日 アヤハ不動産㈱　南草津店 政令使用人 寺居　敏幸 森　宏平

25 4月1日 アヤハ不動産㈱　草津西口店 専任取引士 　　　　　－ 大崎　晃

27 1月31日 ㈱福屋不動産販売　南草津店 政令使用人 福島　充裕   佐渡山　誠

27 1月31日 ㈱福屋不動産販売　草津店 政令使用人 古北　貴敬 髙橋　寛明

27 1月31日 ㈱福屋不動産販売　草津店 専任取引士 古北　貴敬 髙橋　寛明

27 1月31日 ㈱福屋不動産販売　草津店 専任取引士 　　　　　－ 池田　圭助

31 4月8日 ㈱フィックスホーム 専任取引士 厨子　浩二 堀田　喜弘

32 3月18日 みやび不動産販売㈱ 専任取引士 　　　　　－ 佐野　和生
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32 2月15日 ㈱LALAHOME 専任取引士 倉貫　博巳 岩本　紗矢佳

32 5月13日 ㈱エム・ジェイホーム　エイブルネットワーク栗東店 専任取引士 落合　健二 　　　　　－

35 4月23日 ㈱タナカヤ守山 事務所 守山市吉身１－１１－５２ 栗東市川辺２８５－３

35 4月23日 ㈱タナカヤ守山 ＴＥＬ 077-514-2621 077-553-5625

35 4月23日 ㈱タナカヤ守山 ＦＡＸ 077-514-2622 077-553-5625

37 5月13日 ㈱エム・ジェイホーム　エイブルネットワーク守山店 専任取引士 　　　　　－ 今井　良和

38 1月31日 ㈱福屋不動産販売　守山店 政令使用人 林　浩美 下　祐太朗

38 1月31日 ㈱福屋不動産販売　守山店 専任取引士 林　浩美 下　祐太朗

38 1月31日 ㈱福屋不動産販売　守山店 専任取引士 丸子　順一 　　　　　－

39 1月18日 湖東開発㈱ 専任取引士 堤中　孝 　　　　　－

40 2月8日 ㈲ヤスライフ 専任取引士 白石　儀一 　　　　　－

40 5月17日 ㈱三上土地 事務所 野洲市大篠原３２６０ 野洲市妙光寺１９８

43 5月20日 ひまわり住宅㈲ 代表者 明石　金吾 明石　章吾

44 3月29日 パナソニックホームズ滋賀㈱　甲賀営業所 専任取引士 中村　賢治 　　　　　－

47 4月18日 美松不動産㈱ 事務所 ㈱山本美松 美松不動産㈱

47 4月18日 美松不動産㈱ 代表者 山本　保 平松　善雄

51 5月7日 パナレイク開発㈱ 代表者 福本　平一 種岡　真奈美

52 11月12日 ㈱ミツワコーポレーション 専任取引士 岩井　敏夫 西森　直久

52 4月1日 ㈱ミツワコーポレーション 専任取引士 西森　直久 脇本　孝敏

53 1月31日 ㈱福屋不動産販売　近江八幡店 政令使用人 髙橋　寛明 林　浩美

53 1月31日 ㈱福屋不動産販売　近江八幡店 専任取引士 髙橋　寛明 林　浩美

58 5月13日 ㈱エム・ジェイホーム　エイブルネットワーク能登川駅前店 政令使用人 田中　綾祐 安部　優希

58 5月13日 ㈱エム・ジェイホーム　エイブルネットワーク能登川駅前店 専任取引士 田中　綾祐 落合　健二

59 4月17日 ㈱奥田工務店 専任取引士 青木　雅巳 原　丞範

60 1月21日 ㈱イズミ 専任取引士 　　　　　－ 小川　久美

60 2月4日 ㈱イズミ 専任取引士 　　　　　－ 上田　貴子

60 2月25日 ㈱イズミ 専任取引士 　　　　　－ 河合　裕太

64 1月10日 タマホーム㈱　滋賀店 専任取引士 　　　　　－ 浜田　朱美

64 2月12日 タマホーム㈱　滋賀店 専任取引士 浜田　朱美 　　　　　－

64 3月27日 タマホーム㈱　滋賀店 専任取引士 　　　　　－ 藤井　赴賢

64 4月1日 アヤハ不動産㈱　彦根営業所 専任取引士 大崎　晃 寺居　敏幸

65 4月10日 東びわこ農業協同組合　住宅相談センター 政令使用人 北村　博五 辻　信之介

65 4月22日 パナソニックホームズ滋賀㈱　彦根営業所 専任取引士 村山　治 笠井　哲弘

67 2月25日 ㈱Ｋｉｚｕｎａ 専任取引士 　　　　　－ 髙橋　日出夫

67 5月13日 ㈱エム・ジェイホーム 専任取引士 　　　　　－ 川﨑　修児

69 4月22日 田中ホールディングス㈱ 専任取引士 藤居　逸史 横関　拓也

73 1月18日 ㈱スリーエー 専任取引士 速水　亜美 　　　　　－

15 265 木上産業㈱ 木上　秀仁 廃　　業 平成３１年３月１４日

14 353 ＮｏｖｅＷｏｒｋｓ㈱　栗東支店 村田　元希 廃　　止 平成３１年２月１５日

7 2024 小松林業㈱ 小松　敏夫 廃　　業 平成３１年３月６日

4 2668 ㈱バウハウス 奥村　篤士 廃　　業 平成３１年３月６日

3 2960 東洋ハウジング 鈴木　盛記 廃　　業 平成３１年２月２８日

3 3005 ㈲マザー 中内　侑星 資格喪失 平成３１年３月３１日

3 3078 パナソニックホームズ滋賀㈱　資産活用事務所 柴原　寛 廃　　止 平成３１年３月３１日

3 3104 トラストハウス 上田　真也 廃　　業 平成３１年３月３１日

回号 免許番号 名称又は商号 代表者名 資格喪失事由 資格喪失年月日
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  ◆ 令和元年度第１回一般研修会（県指定）
【研修科目】
１．「たっけんクラウドについて」
　　講師：株式会社いえらぶマーケティング　ご担当者
２．「最近の社会情勢を反映した法律問題－高齢者・外国人の不動産取引－」
　　講師：松田・水沼総合法律事務所　弁護士　松田　弘　氏
３．「改正税制について」
　　講師：税理士事務所　こころや　税理士　井上 信彦　氏

【日時・場所】
◎令和元年7月  9日（火）13:15 ～（受付12:45 ～）　ピアザ淡海　ピアザホール
◎令和元年7月18日（木）13:15 ～（受付12:45 ～）　栗東芸術文化会館さきら　中ホール
◎令和元年7月19日（金）13:15 ～（受付12:45 ～）　G-NETしが　大ホール

【テキスト】
　送付いたしました「令和元年版　あなたの不動産税金は」をテキストとして使用いたしますので、
必ずご持参ください。

  ◆ 第８回（公社）滋賀県宅建協会小学生絵画コンクール
　今回で第８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】　令和元年9月13日（金）

第1部門

大津市立膳所小学校　2年
堀　修大さん

優秀賞

第2部門

米原市立大原小学校　3年
塚口　春香さん

TAKKEN SHIGA

FAX・HPにてお申し込み承ります。
氏名・住所・電話番号 参加人数をご連絡ください。

H  P
FAX

申込締切日:
令和元年 8月9日(金)

8月21日

「やれる理由こそが着想を生む。」 はやぶさ式思考法講演テーマ

JAXA
小惑星探査機「はやぶさ」 元プロジェクトマネージャー

川口 淳一郎氏 講演会
令
和
元
年

（水）

5
開演/13:30～15:00 開場(受付)/12:30

滋賀県宅建協会第２回一般研修会

077-525-5877(24時間受付)

イラスト：池下章裕

小学生以上対象

FAX・HPにてお申し込みください。
FAX 077-525-5877 

申込締切日
令和元年8月9日（金）お申込方法


