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１．本部の各種事業報告について

相談・情報提供事業（公益事業１）
（１）不動産無料相談所
　①　不動産無料相談所の運営状況
　９支部７ブロックにおいて相談所を開設し、苦情の申し出及び一般相談等、不動産取引に
係る諸問題の解決にあたった。

相　談　所　名 相　談　件　数
水           戸 19件

土浦・つくば、石岡ブロック 32件
県南、牛久・竜ケ崎ブロック 22件

県 　 　   西 2件
鹿 　   　 行 7件
県 　 　   北 13件
古 河 ・ 岩 井 11件
合　　計 106件

②　不動産無料相談所の広報活動
　本会ホームページ及び新聞等の広告掲載（23回）により、消費者等への広報活動を行った。

③　不動産無料相談所相談員研修会開催状況
　研修内容：「不動産無料相談所の業務とトラブル事例について」
　講　　師：（公社）全国宅地建物取引業保証協会茨城本部　次長　鈴木淳一

期　　日 相談所 出席者数
6月2�日（金） 水 　 　   戸 �5名
6月24日（月） 鹿 　 　   行 8名
6月25日（火） 県 　 　   西 5名
7月�2日（金） 土浦・つくば、石岡ブロック 23名
7月�6日（火） 県南、牛久・竜ケ崎ブロック 9名
7月�8日（木） 古 河 ・ 岩 井 8名
7月24日（水） 県   　     北 �0名

合　　計 78名

④　不動産無料相談所相談員の派遣
　県内６か所の地域イベント等に参加し不動産無料相談所を開設いたしました。
　各会場に延べ５７名の相談員を派遣し相談業務を実施いたしました。
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支部名 事業・行事等
土浦・つくば ８/24、25、「まつりつくば」
鹿 　 行 ９/23、ジャスコ内チェリオ・ジーコ広場
県 　 南 ��/2、3、「取手産業祭」
牛久・竜ケ崎 ��/3、「うしくＷａｉワイまつり」
県 　 北 ��/9、�0、「日立地区産業祭」
水 　 戸 ��/�6、�7、「水戸市産業祭」

⑤　不動産法律相談所の運営状況
　不動産法律相談所を、水戸会場と土浦会場で実施しました。取扱状況は以下のとおりであ
ります。

開催回数 申込件数 取り下げ件数 処理件数
8回 2�件 3件 �8件

（２）法令・宅建業者情報提供
①　不動産関連法令等の改正の周知
　会報､ ホームページを通じて、宅建業法、不動産関連法令等の改正並びに判例等の周知を
行った。

②　協会及び会員業者の情報提供
　役員名簿、会員名簿、事業概要、財政状況をホームページ上に公開し消費者への情報提供
を行った。

③　会員業者からの問い合わせ等の対応
　会員からの法令改正、契約書式等に関する問い合わせに対し、適切な情報提供を行い取引
の適正化を図った。

④　宅建業開業希望者への開業情報、免許申請等の情報提供
　開業希望者からの問い合わせに対し、開業までの流れ、免許申請の手続きなどの情報提供
を行った。

⑤　情報提供に関するホームページの整備
　公益社団法人のホームページに相応しいものとなるよう、内容の充実に努めながらリニュ
ーアルを実施した。

（３）不動産流通情報提供
①　不動産流通機構（レインズ）の利用促進
  新規入会者に対し、レインズの加入及び利用促進に努めた。また、レインズを運営する公
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益財団法人東日本不動産流通機構のサブセンターとして、会員による適正な利用方法に関す
る指導や、利用申込、退会、変更手続きなどの会員管理に関するメンテナンス業務について
適正かつ迅速な対応を行った。

②　全宅連統合サイト（ハトマークサイト）の加入促進
　会員に対し、消費者が宅地建物の取引を安心して行える信頼性の高い不動産情報サイト「ハ
トマークサイト」への加入及び利用促進に努めた。
平成25年度運用実績
利用申込状況：9社
総アクセス数：23,68�件
物件成約数：�57件

（４）地域社会貢献・地域社会発展・振興
①　災害時における民間賃貸住宅の提供事業
ⅰ　茨城県土木部の災害時における訓練に参加した。
ⅱ　茨城県土木部住宅課との協定に基づき、同課と災害時における民間賃貸住宅提供に関す
るマニュアル作成を行った。　

②　「茨城県こどもを守る１１０番の家ネットワーク」への参加協力
　「こども・レディースを守る１１０番の店」として、茨城県こどもを守る１１０番の家ネ
ットワークに参加し地域住民の安全確保へ協力した。

③　「公益財団法人茨城県暴力追放推進センター」の事業への参加
　「暴力追放茨城県民大会」へ参加（５２名）するなど地域社会の健全な発展に協力した。

④　「茨城すまいづくり協議会」への参加協力
  茨城すまいづくり協議会の構成団体として参加し、住宅及び住宅リフォームの推進に向け
た事業を展開し、県民の安全・安心な住まいづくりができるよう協力した。

⑤　「いばらきさとやま生活推進会議」への参加協力
　県北地域の過疎対策や経済活性化を図るため、県北地域を対象とした空き家情報や、古民
家情報をホームページを通じて提供した。
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法令遵守・人材育成事業（公益事業２）
①　法定研修会開催状況
　第１回法定研修会

期 日 平成25年9月5日㈭ 平成25年9月�9日㈭ 平成25年9月24日㈫ 平成25年9月26日㈭

場 所 結城市民文化センター 鹿島セントラルホテル ホテルグランド東雲 水戸プラザホテル

参 加 人 数 �75名 �05名 457名 355名

研 修 内 容 報告
�．『一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会活動内容について』
2．『不動産キャリアパーソンについて』
研修
�．『最近の主な不動産関係法改正及びいくつかの注意点』
　　講師：吉野不動産鑑定事務所　吉野伸氏・吉野荘平氏
2．『不動産広告適正化研修』
　　講師：公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会　担当職員

　第２回法定研修会

期 　 日 平成26年�月2�日㈫ 平成26年2月3日㈪ 平成26年2月�0日㈪ 平成26年2月24日㈪

場 　 所 鹿島セントラルホテル 結城市民文化センター ホテルグランド東雲 水戸プラザホテル

参 加 人 数 ��2名 �53名 34�名 362名

研 修 内 容 �．『新・中間省略登記の活用と注意点について』
　　講師：フクダリーガルコントラクツ＆サービシス
　　　　　代表司法書士　福田龍介氏
2．『認証案件に見る不動産取引の注意点』
　　講師：公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会　担当者

②　新規免許取得者研修会開催状況

期 日 平成26年2月�8日㈫

場 所 ホテルグランド東雲

参 加 人 数 42名

研 修 内 容 �．『宅地建物取引業の運営について』
　　講師：茨城県土木部都市局建築指導課
2．『不動産広告について』
　　講師：公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会　担当者
3．『保証協会について』
　　講師：公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会中央本部　担当者
4．『宅地建物取引業と人権について』
　　講師：茨城県人権啓発推進センター　担当者
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③　宅地建物取引主任者法定講習会開催状況
　水戸、つくば会場で以下のとおり実施し、取引主任者証の即日交付を行った。

実施回数 講習会開催日 開催会場 受講者数
第２５５回 平成25年 4月17日（水） ホテルグランド東雲　　 162名
第２５６回 平成25年 5月22日（水） ホテルグランド東雲　　 130名
第２５７回 平成25年 6月11日（火） ホテルレイクビュー水戸 127名
第２５８回 平成25年 7月30日（火） ホテルグランド東雲　　 157名
第２５９回 平成25年 8月28日（水） ホテルレイクビュー水戸 152名
第２６０回 平成25年10月 1日（火） ホテルグランド東雲　　 140名
第２６１回 平成25年11月 6日（水） ホテルレイクビュー水戸 107名
第２６２回 平成25年12月17日（火） ホテルグランド東雲　　 139名
第２６３回 平成26年 2月19日（水） ホテルレイクビュー水戸 168名
第２６４回 平成26年 3月�4日（金） ホテルグランド東雲　　 148名

他県受講者　�4名含む　　合　計 �,433名

　茨城県からの受託業務である取引主任者証交付業務を実施し、320件の取引主任者証の交
付を行った。

④　宅地建物取引主任者資格試験開催状況
　平成25年度宅地建物取引主任者資格試験を一般財団法人不動産適正取引推進機構より委託
され、平成25年�0月20日（日）下記会場において厳正に実施し、平成25年�2月4日（水）に
合格発表を行った。
Ⅰ　受験申込状況及び受験状況

会場名 申込者数 受験者数 受験率

茨城大学会場（合計）
（内　一 般 受 験）
（内　講習修了者）

2,091名
（1,488名）
（ 603名）

1,715名
（1,159名）
 （ 556名）

82.0%
77.9%
92.2%

流 通 経 済 大 学 1,527名 1,175名 76.9%

合　　　計 3,618名 2,890名 79.9%

Ⅱ　合格状況（実施結果）

内　訳 申込者数 受験者数 合格者 合格率

一 般 受 験 3,015名 2,334名 315名 13.5%

講 習 修 了 者 603名 556名 105名 18.9%

合　　計 3,618名 2,890名 420名 14.5%

⑤　不動産実務セミナーの開催状況
　不動産実務セミナーを、水戸とつくば会場で開催した。なお、開催状況は、下記のとおり
である。
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事 業 名 不動産実務セミナー

開 催 日 時 平成25年��月�5日（金）
午後�時�5分～午後4時�0分

平成25年��月2�日（木）
午後�時�5分～午後4時�0分

会 　 場 水戸会場
「ホテルレイクビュー水戸」

つくば会場
　「ホテルグランド東雲」

参 加 者 参加者　延74名
内全宅管理会員　2�会員
（延37名）、非会員�名

参加者　延8�名
内全宅管理会員　23会員　
（延3�名）、非会員�名

研 修 内 容 ①　「管理業務のメリットと生き残り策」（９０分）
　　　講　師　　佐々木正勝氏
　　　　一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会 業務企画委員長
②　「中古住宅流通の具体的取り組み方」（６０分）
　　　講　師　　西尾建氏
　　　　一般社団法人既存住宅インスペクター教育研究会 代表理事

収益事業等
①　物品等の販売
　　会員を対象に各種需用品等の販売を行った。

②　茨城県収入証紙の受託販売業務
　　茨城県収入証紙の販売を行った。

③　従業者教育研修・資格制度募集事務の受託業務
　　不動産キャリアパーソンのＰＲ及び受付業務を行った。

④　他団体の会費徴収事務の受託業務
　　保証協会の会費徴収業務を受託し適正に行った。
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会員業者支援事業等（その他の事業）
１．会員支援事業
①　公的団体の分譲地等斡旋業務の活動状況

協　　定　　締　　結　　先 実　績
� 公益財団法人茨城県開発公社 ―
2 茨城県（工業団地） ―
3 茨城県（県有地） ―
4 一般財団法人ひたちなか市住宅・都市サービス公社 6
5 陽光台土地区画整理組合（境町） ―
6 かすみがうら市向原土地区画整理組合 ―
7 茨城県（桜の郷みなみ台） ―
8 阿見町本郷第一土地区画整理事業 ―
9 阿見町（岡崎土地区画整理事業地内） ―
�0 ひたちなか市（土地区画整理事業） 2
�� 水戸市水道部 ―
�2 茨城県土地開発公社（ＴＸ沿線開発関連用地） ―
�3 常陸太田市 ―

②　免許更新時期の通知
　宅地建物取引業免許有効期間満了４ヶ月前の会員478社に対して更新手続き到来を通知した。
③　会員向けに、民法改正の最新動向に関する小冊子を作成、配布した。
④　書籍及び契約書等各書式の取り次ぎを行った。

２．教育研修事業
①　不動産キャリアパーソン受講申込受付状況

支部名 人　　数
水 戸 �5人
土浦・つくば 28人
県 南 �4人
県 西 7人
鹿 行 7人
古 河･岩 井 9人
県 北 8人
牛久・竜ケ崎 7人
石 岡 2人
非会員・一般 7人

計 �04人
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３．専任取引主任者設置証明証発行状況
　一般消費者に対し、信頼と安心を与えられるよう宅地建物専任取引主任者の顔写真入り証明証
を発行し、また、主任者の名義貸し、トラブル等の未然防止に努めた。

４．宅地建物取引主任者賠償責任補償制度への加入促進
　宅地建物取引主任者の保護と業務の適正化を目的とした「宅地建物取引主任者賠償責任補償制
度」のＰＲをパンフレット等で行った。今年度の加入者は９８３名であった。

５． 要望活動
　土地の流動化促進や有効活用を図るため、全宅連及び関係団体と連携を図り、土地住宅政策、
土地税制及び各種特例措置の適用期限延長等を求める要望活動を行った。

６．他団体等の斡旋及び案内等に関する事業
①　一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会の入会促進、研修事業等の案内業務を行った。また、
同協会の茨城県モニター支部としての活動を行った。
　
②　全宅住宅ローンに関する案内業務を行った。

③　宅建ファミリー共済に関する案内業務を行った。

法人管理
１．役員研修会の実施
　公益法人の運営に関する役員研修会を開催し、ガバナンス、コンプライアンスの向上に努めた。

開催日：平成２５年１０月１１日（金）
テーマ：「公益法人の運営について」
講　師：弁護士　高川佳子　（深沢綜合法律事務所）

２．広報活動
①　年３回「いばらき宅建」を発行し、示達事項、協会活動状況の周知、誌上研修を通じ、不動
産取引に関する啓蒙等を行った。

発行日 発行号数 主　要　掲　載　内　容

H25.6 №�20

◇平成25年度通常総会開催
◇公益社団法人への移行のお知らせ
◇登記手数料についてのお知らせ
◇反社会的勢力データベース照会システムについて
◇紙上研修
◇法定講習会のご案内
◇茨城県水資源地域保全条例
◇平成25年度宅地建物取引主任者資格試験のお知らせ
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発行日 発行号数 主　要　掲　載　内　容

◇不動産キャリアパーソン講座案内
◇全宅管理入会のご案内

H25.11 №�2�

◇平成25年度宅地建物取引主任者資格試験
◇「土浦市民間賃貸住宅情報提供事業」協定締結
◇各支部活動報告
◇登録実務講習、登録講習【（公財）不動産流通近代化センター】
案内
◇消費税率の引上げに対応したすまい給付金
◇紙上研修
◇新入会員紹介

H26.1 №�22

◇山田会長新年のご挨拶
◇伊藤全宅連会長新年のご挨拶
◇各支部活動報告
◇沼尻常務理事国土交通大臣表彰受賞
◇第2回法定研修会のご案内
◇チェックリストの活用、小冊子の配布
◇消費税、報酬額の特例措置
◇紙上研修
◇空き家対策アンケート結果報告

②　本会ホームページを活用し、不動産関連情報等の公開を広く行った。

３．入会、退会業務
　入会申請者に対する手続きについては、9支部と連携し厳正に行なった。なお25年度支部別入
退会者数及び会員数は下記の通りとなった。

支部別
種別 水　戸

土 浦
・
つくば

県　南 県　西 鹿　行
古 河
・
岩 井

県　北
牛 久
・
竜ヶ崎

石　岡 合　計

期首会員数 412 384 222 166 165 152 158 150 96 1,905
入 会 者 数 12 13 4 6 6 7 5 5 1 59
退 会 者 数 15 24 11 5 2 4 3 6 4 74

支 部 移 動
1 1 2

-1 -1 -2
期末会員数 409 374 216 167 169 155 160 148 92 1,890
注：入会及び退会者数は、組織変更、免許換え、代表者死亡による継承などを除く。

４．会員管理　　
　会員情報は、最新の情報収集に努め、適正な管理を行った。

５．定款・諸規程の整備
　適正な会務運営及び業務処理を行うため、諸規程の整備に努めた。
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６．支部の管理・運営
①　本部・支部間の各種事務処理の、適正な管理・運営に努めた。
②　事務局職員研修会を平成２６年２月２５日に開催し、事務処理等の伝達、再確認及び意見交
換等を行い、役職員間の意思疎通を図った。

７．関係団体との連絡調整業務
　関係団体との連絡調整を適切に行い、情報収集及び会務運営の適正化に努めた。

８．会館管理業務
　不動産会館の適切な維持保全（メンテナンス含む）及び運営管理に努めた。

９．財務に関わる業務
　会計処理は、公益法人会計基準に準拠し、適正な経理処理に努めた。

10．文書管理
適正な文書管理に努めた。
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会　　議　　開　　催　　状　　況

総　　　　　　　　　　　　会

年月日 会　議　名 審　　　議　　　内　　　容 場　所 出席者

25.  5.28 平成25年度定
時総会

【報告事項】
①平成24年度事業報告書及び事業報告の付属明細 
書に関する件
②平成25年度事業計画書
【審議事項】
①平成24年度貸借対照表及び損益計算書（正味財
産増減計算書)並びに財産目録承認に関する件
②役員報酬規程の一部改正（案）承認に関する件

茨城県立
県民文化センター
（小ホール)

1435名
（うち委任状
1308名）

監　　　　 　査　 　　　　会

年月日 会　議　名 審　　　議　　　内　　　容 場　所 出席者

25.  4.19 定例監査会 ①平成24年度事業報告書並びに決算報告書につい
て
②監査結果報告
③総会における報告者

茨城県不動産会館 9名

25.11.22 中間監査会 ①平成25年９月30日現在の事業執行状況
②平成25年９月30日現在の収支予算執行状況
③監査結果報告について
④理事会における報告者

茨城県不動産会館 9名
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理　　　　　 事 　　　　　会

年月日 会　議　名 審　　　議　　　内　　　容 場　所 出席者

25.  4.25 第１回理事会 【報告事項】
①法人の移行設立登記及び旧法人の解散登記につ
いて
②平成24年度会員数及び入退会の推移状況
③役員賠償責任保険について
④会館のメンテナンスについて
⑤総会資料印刷用監査報告について
⑥平成25年度理事会、常務理事会の開催予定及び
年間予定について
⑦平成25年度支部総会の開催（予定、状況）につ
いて
⑧監査報告について
【審議事項】
①平成25年度入会承認に関する件
②諸規程について
③業務執行理事選定承認に関する件
④平成24年度事業報告及びその附属明細書承認に
関する件
⑤平成24年度貸借対照表及び損益計算書（正味財
産増減計算書）及びこれらの附属明細書並びに
財産目録承認に関する件
⑥平成25年度事業計画書（案）承認に関する件
⑦平成25年度収支予算書（案）承認に関する件
⑧資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
について
⑨平成25年度定時総会について
⑩空き家対策について
⑪全宅管理モニター支部公募に関する件

茨城県不動産会館 36（2）名

25.  5.28 第２回理事会 【審議事項】
①平成25年度定時総会の委任状について

茨城県立
県民文化センター
集会室�～3号室

39（3）名

25.  6.14 第３回理事会 【報告事項】
①平成25年度定時総会の出席状況について
②平成25年度各種研修会の開催スケジュールにつ
いて
③第１回法定研修会の実施について
④不動産無料相談所相談員研修会の開催について
⑤ＰＲ活動について
⑥５／3�全宅連理事会報告
⑦全宅管理モニター支部について
⑧全宅管理平成25年度入会促進制度報告
⑨全宅連東日本地区指定流通機構協議会に関する
報告
⑩「光圀伝」のＮＨＫ大河ドラマ化を求める署名
の協力について
⑪会館のメンテナンスについて

茨城県不動産会館 33（2）名
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年月日 会　議　名 審　　　議　　　内　　　容 場　所 出席者

【審議事項】
①平成25年度入会に関する件
②平成25年度宅地建物取引主任者資格試験につい
て
③宅地建物取引主任者法定講習会等運営規程（案） 
について
④平成26年度定時総会について
⑤賃貸管理の運営組織設置に関する件
⑥入会審査規則及び入会審査手続要綱の一部改正
（案）について
⑦ＰＣＡ会計ソフトのバージョンアップについて
⑧経理規程及び経理事務規則の改正について

25.  9.  3 第４回理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告
②「光圀伝」大河ドラマ化の署名活動結果報告
③平成25年度第１回法定研修会の一部変更につい
て
④賃貸管理に関する組織の設置に関する報告
⑤空き家対策に関する報告
⑥民法改正に関する役員研修会の開催について
⑦宅地建物取引業法施行令等の一部改正の件
⑧公２事業変更届けの審査状況報告
⑨公益法人の運営に関する役員研修会の開催につ
いて
⑩平成25年度暴力追放茨城県民大会について

茨城県不動産会館 33（2）名

【審議事項】
①平成25年度宅地建物取引主任者資格試験につい
て
②民法改正解説本の印刷について
③龍ケ崎市の定住促進に係る不動産物件の情報提
供事業に関する協定書の締結について
④土浦市民間住宅情報提供事業に関する協定書の
締結について

25.10.11 第５回理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告
②平成25年度不動産無料相談所相談員研修会の実
施報告
③平成25年度事業経過報告について
④平成25年度収支経過報告について
⑤平成25年度宅地建物取引主任者資格試験監督員
割振報告について
⑥不動産実務セミナーの開催について
⑦懲戒申請に関する報告について
⑧平成26年度支部事業計画の本部提出について
⑨事務局職員採用に関する報告について
⑩その他
　・会館ブラインド等の件

フェリヴェール
サンシャイン

33（2）名
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年月日 会　議　名 審　　　議　　　内　　　容 場　所 出席者

【審議事項】
①支部総会の開催時期及び役員選出基準の整備に
ついて

25.12.  6 第６回理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告について
②第１回法定研修会の実施結果について
③第２回法定研修会の開催について
④平成25年度新規免許取得者研修会の開催につい
て
⑤平成25年度宅地建物取引主任者資格試験実施報
告について
⑥組織整備特別委員会からの報告について
⑦支部総会の開催時期及び役員選出基準の整備に
関する件
⑧会費納入状況について
⑨平成25年度決算時における遊休財産に関する予
測について
⑩平成26年度予算編成について
⑪全宅管理茨城県モニター支部について
⑫監査報告について
⑬その他
　・��／26全宅連理事会報告
　・不動産実務セミナー報告
　・全宅連会員研修会報告

ホテルグランド
東雲

34（2）名

【審議事項】
①遊休財産保有制限の対応について
②定款の一部改正（案）について
③定款施行規則の一部改正（案）について
④会費催告手続規則の制定（案）について
⑤会員資格喪失手続規則の制定（案）について
⑥ハトマークサイト物件情報の利用について
⑦常陸太田市の不動産売却の媒介に関する協定に
ついて

26.  2.  7 第７回理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告について
②平成25年度不動産フェアの実施報告について
③全宅管理茨城県モニター支部の報告について
④かすみがうら市との協定報告について
⑤常陸太田市との協定報告について
⑥平成26年度宅地建物取引主任者法定講習会実施
計画について
⑦平成26年度定時総会までの会議予定について
⑧支部従事職員の退職及び再雇用について
⑨水戸支部の事務局体制について
⑩平成25年度予算の執行状況について
⑪平成26年度事業計画（案）について

茨城県不動産会館 34（2）名
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年月日 会　議　名 審　　　議　　　内　　　容 場　所 出席者

【審議事項】
①特別委員会設置の継続について
②役員賠償責任保険の継続について
③弁護士及び社会保険労務士との顧問契約の継続
について
④法令遵守指導研修会について
⑤ハトマークサイト研修会について
⑥事務局職員研修会の開催について

26.  3.  4 第８回理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告について
②平成25年度事業経過報告について
　・相談業務委員会関係
　・情報提供委員会関係
　・法令遵守委員会関係
　・人材育成委員会関係
　・総務委員会関係
　・組織整備特別委員会関係
　・賃貸管理特別委員会関係
③平成25年度収支経過報告について
④その他
・公益法人等の新制度移行後の法人運営と定期
提出書類の作成に関する研修会報告

茨城県不動産会館 31（2）名

【審議事項】
①平成26年度不動産法律相談所の運営について
②平成26年度不動産無料相談所の運営について
③員外監事の推薦について
④平成26・27年度理事･監事選出に関する件
⑤平成26年度事業計画（案）について
⑥平成26年度収支予算（案）について
⑦資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
について

※上記出席者数うち（ ）は監事出席数　
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そ　の　他　の　会　議
  開催場所：茨城県不動産会館

年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 出席者

25.  4.16 第１回常務理事会 【報告事項】
①法人の移行設立登記及び旧法人の解散登記について
②平成24年度会員数及び入退会の推移状況報告
③役員賠償責任保険について
④会館のメンテナンスについて
⑤第１回、第２回理事会の役割分担について
⑥監査報告書について
⑦平成25年度理事会、常務理事会の開催予定
⑧平成25年度支部総会の開催予定について

��名

【審議事項】
①平成25年度入会承認に関する件
②諸規程について
③業務執行理事選定承認に関する件
④平成24年度事業報告及びその附属明細書承認に関する件
⑤平成24年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）及
びこれらの附属明細書並びに財産目録承認に関する件
⑥平成25年度事業計画書（案）承認に関する件
⑦平成25年度収支予算書（案）承認に関する件
⑧資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について
⑨平成25年度定時総会について
⑩空き家対策について

25.  5.13 第２回常務理事会 【報告事項】
①常務理事会開催日程の変更について
②支部銀行口座の管理について
③民法改正に関する中間試案に係るパブリックコメント募集に関す
る件

�6名

【審議事項】
①平成25年度定時総会の運営について

25.  6.  6 第３回常務理事会 【報告事項】
①平成25年度定時総会の出席状況について
②平成25年度各種研修会の開催スケジュールについて
③第１回法定研修会の実施について
④不動産無料相談所相談員研修会の開催について
⑤ＰＲ活動について
⑥５／3�全宅連理事会報告
⑦全宅連モニター支部について
⑧全宅管理平成25年度入会促進制度報告
⑨全宅連東日本地区指定流通機構協議会に関する報告

��名

【審議事項】
①平成25年度入会に関する件
②平成25年度宅地建物取引主任者資格試験について
③宅地建物取引主任者法定講習会等運営規程（案）について
④平成26年度定時総会について
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年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 出席者

⑤賃貸管理の運営組織設置に関する件
⑥入会審査規則及び入会審査手続き要綱の一部改正（案）について
⑦ＰＣＡ会計ソフトのバージョンアップについて
⑧経理規程及び経理事務規則の改正について

25.  7.  2 第４回常務理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告
②その他
　・消費税引き上げに伴う住宅取得に係る給付措置について
　・定期借家推進協議会の件
　・不動産キャリアパーソンの件
　・市営住宅等への指定管理者制度導入について（水戸市）

�3名

【審議事項】
①水戸支部事務局に関する件

25.  8.  5 第５回常務理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告
②「光圀伝」大河ドラマ化の署名活動結果報告
③平成25年度第１回法定研修会の一部変更について
④不動産フェアの開催スケジュール等について
⑤賃貸管理に関する組織の設置に関する報告
⑥公益事業の変更届等に関する報告
⑦各支部電話回線の光回線への移行について
⑧事務局の夏季休暇について
⑨常務理事会の日程変更について

��名

【審議事項】
①龍ケ崎市の定住促進に係る不動産物件の情報提供に関する協定の
締結について
②民法改正解説本の印刷について
③水戸支部事務局に関する件

25.  8.26 第６回常務理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告
②空き家対策に関する報告
③懲戒申請に関する報告
④民法改正に関する役員研修会の開催について
⑤宅地建物取引業法施行令等の一部改正の件
⑥公２事業変更届けの審査状況報告
⑦公益法人の運営に関する役員研修会の開催について
⑧平成25年度暴力追放茨城県民大会について

�3名

【審議事項】
①平成25年度宅地建物取引主任者資格試験について
②「土浦市民間住宅情報提供事業に関する協定書」の締結について

25.10.  3 第７回常務理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告について
②平成25年度不動産無料相談所相談員研修会の実施報告について
③平成25年度事業経過報告について
④平成25年度収支経過報告について
⑤平成25年度宅地建物取引主任者資格試験監督員割振報告について

�2名
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年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 出席者

⑥不動産実務セミナーの開催について
⑦懲戒申請に関する報告について
⑧�0／��第５回理事会の開催会場報告について
⑨平成26年度支部事業計画の本部提出について
⑩その他
　・会館ブラインド等の件

【審議事項】
①支部総会の開催時期及び役員選出基準の整備について

25.11.19 第８回常務理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告について
②第１回法定研修会の実施結果について
③第２回法定研修会の開催について
④平成25年度新規免許取得者研修会の開催について
⑤平成25年度宅地建物取引主任者資格試験実施報告について
⑥組織整備特別委員会からの報告について
⑦支部総会の開催時期及び役員選出基準の整備に関する件
⑧平成25年度役員忘年会について
⑨会費納入状況について
⑩平成25年度決算時における遊休財産に関する予測について
⑪平成26年度予算編成について
⑫全宅管理茨城県モニター支部について

��名

【審議事項】
①遊休財産保有制限の対応について
②諸規程の整備について
③ハトマークサイト物件情報の利用について
④常陸太田市の不動産売却の媒介に関する協定について

26.  1.28 第９回常務理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告について
②平成25年度不動産フェアの実施報告について
③全宅管理茨城県モニター支部の報告について
④かすみがうら市との協定報告について
⑤常陸太田市との協定報告について
⑥平成26年度宅地建物取引主任者法定講習会実施計画について
⑦平成26年度定時総会までの会議予定について
⑧支部従事職員の退職及び再雇用について
⑨水戸支部の事務局体制について
⑩平成25年度予算の執行状況について
⑪平成26年度事業計画（案）について
⑫その他
　・事務局職員研修会について
　・法令遵守専門研修会について
　・ハトマークサイト研修会について

��名

【審議事項】
①特別委員会設置の継続について
②役員賠償責任保険の継続について
③弁護士及び社会保険労務士との顧問契約の継続について
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年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 出席者

26.  2.21 第�0回常務理事会 【報告事項】
①平成25年度入会状況報告について
②平成25年度事業経過報告について　
　・相談業務委員会関係
　・情報提供委員会関係
　・法令遵守委員会関係
　・人材育成委員会関係
　・総務委員会関係
　・組織整備特別委員会関係
　・賃貸管理特別委員会関係
③平成25年度収支経過報告について

��名

【審議事項】
①平成26年度不動産法律相談所の運営について
②平成26年度不動産無料相談所の運営について
③員外監事の推薦について
④平成26・27年度理事･監事選出に関する件
⑤平成26年度事業計画（案）について
⑥平成26年度収支予算（案）について
⑦資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について
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各　種　委　員　会
  開催場所：茨城県不動産会館

年月日 会　議　名 議　　　　　　　　題 出席者

25.  4.  3 第１回相談業務委員会 ①平成24年度会員向け不動産法律相談所の実施結果につ
いて

②不動産無料相談所の実施結果について
③不動産法律相談所の運営について

�0名

25.  4.  9 第１回総務委員会 ①法人の移行設立登記及び旧法人の解散登記について
②役員賠償責任保険について
③会館のメンテナンスについて
④空き家対策について
⑤平成24年度事業報告について
⑥平成25年度事業計画について（再確認）
⑦平成25年度理事会、常務理事会の開催予定及び年間予
定について

⑧業務執行理事選定承認に関する件
⑨第１回、第２回理事会の役割分担について
⑩平成25年度支部総会の開催予定について
⑪平成25年度定時総会について
⑫諸規程について
⑬その他
　・入会及び会員の推移状況報告
　・平成25年度入会承認に関する件
　・公益法人移行挨拶通知について
　・監査報告書について

9名

25.  4.12 第１回財務委員会 ①平成24年度収支決算報告書について
②平成25年度収支予算（案）について
③資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の備え
置きについて

④帳票確認について

8名

25.  5.15 第２回相談業務委員会 ①不動産法律相談所の運営について
②不動産無料相談所相談員研修会の実施について

8名

25.  5.17 第１回法令遵守委員会 ①各種研修会の年間スケジュールの策定について
②第１回法定研修会の研修テーマについて
③不動産広告について（公正競争規約指導員の活動）
④消費者セミナーについて
⑤事務所備付チェックシートの作成について

8名

25.  5.24 第２回総務委員会 ①平成26年度定時総会について
②平成25年度定時総会の委任状について

9名

25.  5.28 第３回総務委員会
（於：茨城県立県民文化セン
ター）

①平成25年度定時総会の委任状について 9名

25.  5.30 第１回情報提供委員会 ①会報「いばらき宅建」�20号の発行について
②不動産フェアの実施について
③ＰＲ活動について

7名
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年月日 会　議　名 議　　　　　　　　題 出席者

④「はじめての一人暮らしガイドブック」の取り扱いに
ついて

25.  6.3 第１回人材育成委員会 ①平成25年度宅地建物取引主任者資格試験について
②実務セミナーについて
③宅地建物取引主任者法定講習会等運営規程について
④全宅管理のモニター支部公募結果について

8名

第４回総務委員会 ①平成25年度宅地建物取引主任者資格試験について
②平成26年度定時総会について
③会館のメンテナンスについて
④空き家対策について
⑤平成25年度入会に関する件
⑥入会審査規則について
⑦職員の退職及び再雇用に関する件

9名

25.  6.  4 第２回財務委員会 ①経理規定の見直しについて
②遊休財産制限への対応について
③ＰＣＡ会計ソフトのバージョンアップについて
④支部口座の運用について

8名

25.  6.10 第２回情報提供委員会 ①会報「いばらき宅建」�20号の発行について
②ＰＲ活動について

8名

25.  6.27 法令遵守委員会正副委員長
打合せ会

①第２回法令遵守委員会の運営について
②平成25年度第２回法定研修会のテーマについて
③民法改正解説本の印刷について
④事務所備付チェックシートの作成について

2名

25.  7.  9 第２回法令遵守委員会 ①第２回法令遵守委員会の運営について
②平成25年度第１回法定研修会について
③平成25年度第２回法定研修会のテーマについて
④民法改正解説本の印刷について
⑤事務所備付チェックシートの作成について
⑥研修受講ステッカーの作成について

8名

25.  7.24 第５回総務委員会 ①空き家対策アンケート
②「光圀伝」大河ドラマ化の署名活動報告
③支部電話の件
④事務局の夏季休暇について
⑤会費の督促に関する件
⑥入会承認に関する件

7名

25.  7.25 第３回法令遵守委員会 ①平成25年度第１回法定研修会について
②平成25年度第２回法定研修会のテーマについて
③公正競争規約指導員の活動と広告指導について

9名

25.  7.29 第１回組織整備特別委員会 ①不動産実務セミナーについて 5名

第１回全宅管理モニター支部
等の運営に関する打合せ会

①平成25年度全宅管理モニター支部等の運営方法につい
て

②当協会内に設置する賃貸管理の組織について

5名

25.  8.20 第２回人材育成委員会 ①平成25年度宅建試験について 8名

第２回組織整備特別委員会 ①公益法人の運営について 5名



─ 23 ─

年月日 会　議　名 議　　　　　　　　題 出席者

総務委員長・総務委員空き家
対策の打合せ

①空き家対策の今後の対応について 3名

25.  9.  6 第３回相談業務委員会 ①不動産無料相談所相談員研修会の実施結果報告
②不動産法律相談所の運営について

9名

25.  9.  9 第１回賃貸管理特別委員会 ①正副委員長の選任について
②賃貸管理特別委員会の事業活動について
③平成25年度全宅管理モニター支部等の運営方法につい
て

�0名

25.  9.10 第３回財務委員会 ①財務執行状況について
②遊休財産制限への対応について

8名

25.  9.17 第３回人材育成委員会 ①平成25年度宅地建物取引主任者資格試験について
②不動産セミナーについて

7名

25.10.  4 第３回情報提供委員会 ①会報「いばらき宅建」�2�号の発行について
②「はじめての一人暮らしガイドブック」の配布について
③不動産フェアの実施状況について
④ハトマークサイト物件情報の利用について（龍ケ崎市
との協定締結による田舎暮らし及び定住促進活動）

8名

25.10.25 総務・財務正副委員長合同会
議

①遊休財産に関する件
②その他
　・会務運営に関する件

6名

25.10.28 第４回法令遵守委員会 ①第１回法定研修会の実施結果について
②第２回法定研修会の開催について
③平成25年度新規免許取得者研修会の開催について
④民法改正に関する役員研修会の実施について

7名

25.10.29 第４回財務委員会 ①財務執行状況について
②帳票確認について

7名

25.10.30 第４回情報提供委員会 ①会報「いばらき宅建」�2�号の発行について
②ハトマークサイト物件情報の利用について（龍ケ崎市
との協定締結による田舎暮らし及び定住促進活動）

7名

25.11.  7 第５回財務委員会 ①財務執行状況について
②遊休財産制限について
③平成26年度予算編成について

8名

25.11.  8 第６回総務委員会 ①平成25年度入会状況報告について
②平成25年度役員忘年会について
③常陸太田市の不動産売却の媒介に関する協定について
④遊休財産保有制限への対応について
⑤支部総会の開催時期及び役員選出基準の整備について
⑥諸規程の整備について
⑦空き家対策について
⑧その他
　・県西支部備品の件

9名

25.11.11 第４回人材育成委員会 ①宅地建物取引主任者資格試験について
②実務セミナーについて

7名
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年月日 会　議　名 議　　　　　　　　題 出席者

③全宅管理モニター支部について
④宅地建物取引主任者法定講習会について

25.12.11 第５回情報提供委員会 ①会報「いばらき宅建」�22号の発行について
②平成25年度不動産フェアの実施結果報告について
③ハトマークサイト物件情報の活用について
④平成26年度情報提供委員会所管の事業計画（案）及び
収支予算（案）の策定について

6名

25.12.18 第５回法令遵守委員会 ①第２回法定研修会の開催について
②平成25年度新規免許取得者研修会の開催について
③法令遵守委員会所管の平成26年度事業計画（案）及び
収支予算（案） の策定について

6名

25.12.19 第４回相談業務委員会 ①不動産無料相談所の運営状況について
②不動産法律相談所の運営について
③相談業務委員会所管の平成26年度事業計画（案）及び
収支予算（案） の策定について

�0名

25.12.20 第５回人材育成委員会 ①実務セミナー報告
②平成26年度宅地建物取引主任者法定講習会について
③人材育成委員会所管の平成26年度事業計画（案）及び
収支予算（案） の策定について

④その他
　・全宅管理モニター支部報告

9名

第７回総務委員会 ①諸規定について
②総会までの会議予定について
③総務委員会所管の平成26年度事業計画（案）及び収支
予算（案）策定 について

④その他
　・職員再雇用について
　・役員賠償保険について

9名

26.  1.10 第６回情報提供委員会 ①会報「いばらき宅建」�22号の発行について 7名

26.  1.14 専務理事・総務委員会正副委
員長打ち合わせ会

①平成26年度事業計画について
・平成26年度支部長会議所管事業計画（案）及び予算
（案）について
・平成26年度選挙管理委員会所管事業計画（案）及び
予算（案）について
・平成26年度綱紀委員会所管事業計画（案）及び予算
（案）について
・平成26年度組織整備特別委員会所管事業計画（案）
及び予算（案）について
・平成26年度賃貸管理特別委員会所管事業計画（案）
及び予算（案）について
・平成26年度事業計画（案）及び予算（案）について

②その他
　・員外監事の推薦について

3名

26.  1.16 第６回財務委員会 ①平成25年度決算見込、平成26年度予算（案）について
②財務三要件について

7名
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年月日 会　議　名 議　　　　　　　　題 出席者

26.  1.22 第８回総務委員会 ①平成25年度入会状況報告について
②選挙管理委員会の設置について
③特別委員会設置の継続について
④支部長会議の予算（案）について
⑤弁護士及び社会保険労務士との顧問契約の継続につい
て

7名

26.  2.14 第７回財務委員会 ①平成26年度予算（案）策定について 7名

26.  3.25 第８回財務委員会 ①平成25年度決算報告について
②遊休財産保有制限について

5名

26.  3.26 第５回相談業務委員会 ①不動産法律相談所の運営について
②その他
　・取引主任者の重要事項説明時の対応について

9名

26.  3.28 第８回総務委員会、第３回組
織整備特別委員会合同会議

①平成26年度定時総会議題について
②平成26年度定時総会及び第１回、第２回理事会の役割
分担について

③平成26年度定時総会について
④平成26年度定時総会の開催通知について
⑤平成26･27年度理事･監事候補者の推薦報告について
⑥役員賠償責任保険の加入について
⑦監査報告書について
⑧事業計画書等の報告について
⑨役員の変更届について
⑩平成25年度入会状況について

9名
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全 宅 連 会 議 出 席 状 況

年月日 会　　　議　　　名 場　　　所 出　　席　　者

25. 4.16 第１回人材育成委員会 全宅連会館 沼尻常務理事

25. 5. 8 第１回正副会長会議 京都：ホテル日航プリ
ンセス京都

山田会長

25. 5.15 第１回常務理事会 全宅連会館 山田会長

25. 5.31 第１回理事会 第一ホテル東京 山田会長、沼尻常務理事、川﨑
局長

25. 6.10 第２回人材育成委員会 全宅連会館 沼尻常務理事

25. 6.27 平成25年度定時総会 ホテルニューオータニ 山田会長他４名、川﨑局長

第３回人材育成委員会 沼尻常務理事

25. 8. 6 都道府県協会長・本部長合同会議 京王プラザホテル札幌 張替常務理事

25. 8.26 第４回人材育成委員会 全宅連会館 沼尻常務理事

25. 9.10 全日本不動産協会・不動産保証協会と
の意見交換会

ホテルグランドアーク
半蔵門

山田会長

25. 9.23 消費者セミナー 名古屋ミッドランドホ
ール

沼尻常務理事

25.10.30 土地住宅税制および政策に関する要望 衆議院第一会館 山田会長

25.11.11 第２回常務理事会 全宅連会館 山田会長

25.11.12 不動産実務セミナー 水戸日建学院 沼尻常務理事

都道府県宅建協会・本部事務局長会議 全宅連会館 川﨑局長

25.11.13 北海道・東北・甲信越・関東地区情報
提供担当者会議

アットホーム㈱日比谷
オフィス

沼尻常務理事、鈴木次長

25.11.19 第５回人材育成委員会 全宅連会館 沼尻常務理事

25.11.26 第２回理事会 第一ホテル東京 山田会長、沼尻常務理事、川﨑
局長

25.12.10 公益法人制度に関する地区ブロック研
修会

全宅連会館 関根常務理事、川﨑局長

25.12.12 第３回不動産総合研究所運営委員会 全宅連会館 山田会長

25.12.19 全宅連・全宅保証正副会長委員長合同
会議

全宅連会館 山田会長

25.12.25 第６回人材育成委員会 全宅連会館 沼尻常務理事

26. 1.20 都道府県協会長・本部長会議及び平成
26年度全宅連・全宅保証新年賀詞交歓
会

ホテルニューオータニ 山田会長、沼尻常務理事

26. 3. 5 第１回不動産キャリアサポート研修制
度検討会

全宅連会館 沼尻常務理事

26. 3.13 第３回常務理事会 全宅連会館 山田会長

26. 3.17 平成25年度後期不動産実務セミナー 埼玉県宅建会館 沼尻常務理事

26. 3.24 第３回理事会 第一ホテル東京 山田会長、沼尻常務理事、川﨑
局長
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公 取 協 会 議 出 席 状 況

年月日 会　　　議　　　名 場　　　所 出　　席　　者

25. 4.18 調査指導委員会・事情聴取会 公取協会議室 関根常務理事

25. 5.22 第２回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

25. 6. 3 全住協新設合併祝賀会 ホテルニューオータニ 倉田常務理事、関根常務理事

25. 6.13 調査指導委員会・事情聴取会 公取協会議室 関根常務理事

25. 6.20 第３回理事会 ANAインターコンチネンタ
ルホテル東京

倉田常務理事

平成25年度定時社員総会 山田会長、馬場副会長、倉田常務
理事、関根常務理事、髙瀨課長

第４回理事会 倉田常務理事

創立50周年祝賀会 山田会長、馬場副会長、倉田常務
理事、関根常務理事、髙瀨課長

25. 7.24 第５回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

25. 7.25 会員団体事務局との連絡会議 グランドアーク半蔵門 川﨑局長

25. 9.12 調査指導委員会・事情聴取会 公取協会議室 関根常務理事

25. 9.18 第６回理事会 アルカディア市ヶ谷 倉田常務理事

25.10.22 第７回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

25.11. 7 調査指導委員会・事情聴取会 公取協会議室 関根常務理事

25.11.15 第��回通常総会、理事会、懇
親会

セルリアンタワー東急ホテル 倉田常務理事

25.11.20 第８回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

25.12.18 第９回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

26. 1.17 調査指導委員会・事情聴取会 公取協会議室 関根常務理事

26. 1.24 第�0回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

26. 2.21 第��回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

26. 3.14 調査指導委員会・事情聴取会 公取協会議室 関根常務理事

26. 3.20 第�2回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

全宅連関東地区連絡会会議出席状況

年月日 会　　　議　　　名 場　　　所 出　　席　　者

25. 6.12 第１回運営協議会 第一ホテル東京 山田会長、川﨑局長

25. 7.30 第２回運営協議会 第一ホテル東京 張替専務理事、鈴木次長

25. 7.30 「不動産キャリアパーソン研修制
度」の事業説明会

第一ホテル東京 張替専務理事、沼尻常務理事、関
根常務理事、鈴木次長

25.11.27 関東地区連絡会・甲信越地区懇話会
の交流会

越後湯沢温泉 山田会長、川﨑局長

26. 2.17
　　～18

第３回運営協議会 鬼怒川温泉ホテル 山田会長、川﨑局長
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全 宅 管 理 会 議 出 席 状 況

年月日 会　　　議　　　名 場　　　所 出　　席　　者

25. 4.22 第１回モニター支部協議会 全宅連会館 横須賀常務理事

25. 4.24 第１回総務財務委員会 全宅連会館 横須賀常務理事

25. 5. 9 平成24年度下期監査会 全宅連会館 横須賀常務理事

25. 5.10 第２回モニター支部協議会 全宅連会館 横須賀常務理事

第５回預り金保証制度検討ワーキング

25. 5.16 第１回正副会長会議 福岡県不動産会館 横須賀常務理事

25. 5.31 第１回理事会 第一ホテル東京 横須賀常務理事、川﨑局長

25. 6.19 第２回正副会長会議 全宅連会館 横須賀常務理事

25. 6.28 第３回定時社員総会 ホテルニューオータニ 横須賀常務理事、山田会長
他５名、川﨑局長

25. 7.19 第３回モニター支部協議会 全宅連会館 横須賀常務理事

25. 7.31 定期借家推進協議会第�5回通常総会及び懇
親会

霞が関ビル東海大学校
友会館

張替専務理事、橋詰常務理
事、川﨑局長

25. 8.27 第３回正副会長会議 全宅連会館 横須賀常務理事

第１回標準化ガイドライン検討ワーキング

25. 9.10 三委員長会議 全宅連会館 横須賀常務理事

25.10.17 第２回総務財務委員会 全宅連会館 横須賀常務理事

25.10.22 上期監査会 全宅連会館 横須賀常務理事

25.10.28 第４回正副会長会議 全宅連会館 横須賀常務理事

25.11.26 第２回理事会 第一ホテル東京 横須賀常務理事、川﨑局長

25.12. 4 第２回標準化ガイドライン検討ワーキング 全宅連会館 横須賀常務理事

25.12.16 第６回預り金保証制度検討ワーキング 全宅連会館 横須賀常務理事

26. 1.16 第３回総務財務委員会 全宅連会館 横須賀常務理事

26. 1.28 運営審議会 全宅連会館 横須賀常務理事

26. 1.29 第３回標準化ガイドライン検討ワーキング 全宅連会館 横須賀常務理事

26. 2.17 第７回預り金保証制度検討ワーキング 全宅連会館 横須賀常務理事

26. 2.26 第４回総務財務委員会 全宅連会館 横須賀常務理事

26. 3.14 第６回正副会長会議 全宅連会館 横須賀常務理事

26. 3.24 第３回理事会 第一ホテル東京 横須賀常務理事、川﨑局長

全宅連東日本地区指定流通機構協議会会議出席状況

年月日 会　　　議　　　名 場　　　所 出　　席　　者

25. 5.15 第１回幹事会 全宅連会館 山田会長、川﨑局長

25. 5.31 第２回幹事会 第一ホテル東京 山田会長、川﨑局長

25. 8.21
　　～22

評議員会 ヨコハマグランドインタ
ーコンチネンタルホテル

馬場副会長、小沼常務理事、
長命理事、鈴木次長

25.11.26 第３回幹事会 第一ホテル東京 山田会長、川﨑局長
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支　部　活　動　報　告
自：平成25年４月 �日
至：平成26年３月3�日

【水戸支部】
支 部 事 業

年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
25. 8. 9 第�9回親睦・チャリ

ティーボウリング大
会

①支部親睦・チャリティーボウリング ＴＴＢｏｗｌ
ロゼオ水戸店

57名

25. 8.22 第１回支部研修会 ①「宅建共同広告アンケート結果」について
　 講師：㈱日宣　玉地裕平氏
②「既存住宅瑕疵保険」について
　 講師：㈱日本住宅保証検査機構

神田昂久氏
③「町内会加入促進のお願い」について
　 講師：水戸市市民生活課活動係長

柳橋剛氏
④「景観に関する制度」について
　 講師：水戸市都市計画課景観室

権瓶厚氏
⑤「水源地域保全条例」について
　 講師：茨城県農林水産部林政課 

課長補佐　高林敏明氏
⑥「企業メセナと社会貢献活動」
　 講師：（公財）常陽藝文センター総務部長

高島文治氏

茨城県
総合福祉会館

�00名

25.10.24 支部視察研修会 ①ジャパンホームショー20�3見学 東京ビッグサイト 2�名
25.11. 6 第22回親睦チャリテ

ィーゴルフ大会
①支部親睦チャリティーゴルフ オールドオチャード

ゴルフクラブ
30名

26. 1. 9 平成26年賀詞交歓会 ①賀詞交歓会 ホテル
レイクビュー水戸

�06名

26. 1.21 第２回支部研修会 ①「既存住宅瑕疵保険」について
　 講師：㈱日本住宅保証検査機構

神田昂久氏
②「再確認!重要事項説明書・売買契約書作
成のポイント」
　 講師：深澤綜合法律事務所

　柴田龍太郎弁護士

フェリベール
サンシャイン

�07名

26. 2.13 第20回親睦・チャリ
ティーボウリング大
会

①支部親睦・チャリティーボウリング 大学ボウル水戸店 55名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.18 平成25年度定時総会 ①平成24年度事業報告承認の件

②平成24年度事業監査報告
③平成25年度事業計画書（案）の件

茨城県開発公社ビル
大会議室

258名
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幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 8 第１回幹事会 ①平成24年度第２回会員研修会について

②平成24年度事業監査会について
③平成25年度水戸支部定時総会の件

水戸支部会議室 �9（2）名

25. 4.18 第２回幹事会 ①水戸支部定時総会白紙委任状取扱いの件 茨城県開発公社ビル
中会議室２

20（2）名

25. 5.21 第３回幹事会 ①水戸支部定時総会について
②本部定時総会委任状の件

水戸支部会議室 20（2）名

25. 6.21 第４回幹事会 ①平成25年度事業計画の件 協会本部
２F会議室

�7（2）名

25. 6.26 第５回幹事会 ①水戸支部運営の件 協会本部
２F会議室

2�（2）名

25. 7.12 第６回幹事会 ①辞任届の受理及び承認の件
②事務局の件
③常務理事会からの懲戒申請依頼の件

協会本部
２F会議室

�8（2）名

25.10.18 第７回幹事会 ①新規採用職員について
②認証申出と結果について
③視察研修について
④第22回水戸支部親睦チャリティーゴルフ大
会開催について
⑤不動産フェア実施について
⑥本部綱紀委員会について
⑦常陸太田市との業務提携について
⑧来年度支部事業計画（案）の件

協会本部
４F会議室

�7（2）名

25.12.11 第８回幹事会 ①各委員会報告について
②本部常務理事会の報告について
③支部予算について

協会本部
２F会議室

�9（2）名

26. 2.10 第９回幹事会 ①事務局体制の件
②役員選任規定の制定の件
③支部総会の日程の件
④役員選挙実施日程の件

協会本部
２F会議室

�5（2）名

26. 3.24 第�0回幹事会 ①支部総会の件 協会本部
２F会議室

�6名

※上記出席人数うち（　）は監査出席数

正 副 支 部 長 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 6.19 正副支部長会議 ①支部事務職員について 水戸支部会議室 3名
25.12.20 正副支部長･委員長

会議
①平成26年度水戸支部予算について
②支部事務職員について

協会本部
４Ｆ会議室

�0名

26. 1.27 正副支部長会議 ①事務職員採用書類審査について 水戸支部会議室 5名
26. 2. 3 正副支部長会議 ①事務職員採用面接 水戸支部会議室 5名

各 種 委 員 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 6.10 教育研修委員会 ①平成25年度事業計画について 水戸支部会議室 5名
25. 6.14 会員交流委員会 ①平成25年度事業計画について 水戸支部会議室 7名
25. 6.17 総務委員会 ①平成25年度事業計画について 水戸支部会議室 5名
25. 6.18 広報委員会 ①平成25年度事業計画について 水戸支部会議室 6名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 6.20 流通・自主規制委員

会
①平成25年度事業計画について 水戸支部会議室 6名

25. 8. 2 会員交流委員会 ①第�9回親睦チャリティーボウリング大会の
組合せについて

協会本部
２Ｆ会議室

5名

25. 9.24 会員交流委員会 ①第22回親睦チャリティーゴルフ大会開催に
ついて

協会本部
４Ｆ会議室

5名

25.10.28 広報委員会 ①平成25年度不動産フェアについて 水戸支部会議室 5名
25.10.30 会員交流委員会 ①第22回親睦チャリティーゴルフ大会組合せ

について
②平成26年度事業計画について

水戸支部会議室 4名

25.11. 7 教育研修委員会 ①第２回会員研修会について
②平成26年度事業計画について

水戸支部会議室 5名

25.11.14 総務委員会 ①平成26年賀詞交歓会について
②平成26年度事業計画について

水戸支部会議室 6名

25.12.25 会員交流委員会 ①第20回親睦チャリティーボウリング大会に
ついて

水戸支部会議室 5名

26. 2. 6 総務委員会 ①支部役員選任規定の改正について
②平成26年度支部総会及び役員選挙について

水戸支部会議室 6名

26. 2. 6 会員交流委員会 ①第20回親睦チャリティーボウリング大会組
合せについて

水戸支部会議室 5名

そ の 他 の 会 議
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 9.12 水戸支部不動産情報

Vol.��2掲載物件チ
ェック会

①水戸支部不動産情報Vol.��2掲載物件チェ
ック

水戸支部会議室 2名

26. 3.18 役員選挙立候補者資
格審査会

①平成26･27年度水戸支部役員（幹事・監
査）選挙立候補者資格審査

水戸支部会議室 5名

入 会 審 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 4 入会審査会 ①「㈱フレックス」入会審査

②「㈱マイルーム館笹野支店」入会審査
水戸支部会議室 4名

25. 4.12 入会審査会 ①「城北土地開発」入会審査 水戸支部会議室 4名
25. 6. 7 入会審査会 ①「一建設㈱住宅展示場水戸赤塚店」入会審

査
水戸支部会議室 4名

25. 7.12 入会審査会 ①「㈱アーネストワン水戸営業所」入会審査 水戸支部会議室 4名
25. 9.17 入会審査会 ①「香陵住販㈱ネット店」入会審査

②「㈲九曜」入会審査
水戸支部会議室 5名

25. 9.24 入会審査会 ①「一建設㈱ひたちなか営業所」入会審査 水戸支部会議室 5名
25.10.22 入会審査会 ①「中根三方堂」入会審査 水戸支部会議室 3名
25.11.22 入会審査会 ①「㈱棟匠」入会審査 水戸支部会議室 3名
26. 1.14 入会審査会 ①「㈱エイダイハウジング」入会審査 水戸支部会議室 3名
26. 2.17 入会審査会 ①「家づくりナイスホームズ㈲」入会審査 水戸支部会議室 3名
26. 3.13 入会審査会 ①「市毛不動産」入会審査 水戸支部会議室 4名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 8 平成24年度業務監査

会
①平成24年度業務監査 水戸支部事務局 7名
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【土浦・つくば支部】
支 部 事 業

年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
25. 4.22 美浦村空き家バンク

説明会
①「美浦村空き家バンク媒介に関する協定」
について

美浦村役場 �4名

25.10. 8 土浦市民間賃貸住宅
情報提供事業説明会

①「土浦市民間賃貸住宅情報提供事業に関す
る協定」について

土浦市役所 25名

26. 1.30 賀詞交歓会 ①講演会
②懇親会

ホテルマロウド
筑波

92名

26. 2.17 かすみがうら市空き
家バンク説明会

①「かすみがうら市空き家バンク媒介に関す
る協定」について

かすみがうら市役所
千代田庁舎

�4名

26. 3. 7 支部会員研修会 ①「重要事項説明におけるトラブル事例」
　講師：吉野不動産鑑定事務所　吉野伸氏

ホテルグランド
東雲

�92名

26. 3.17 つくば地区会 ①役員改選について
②意見交換会

ホテルグランド
東雲

45名

26. 3.18 土浦地区会 ①役員改選について
②意見交換会

ホテルマロウド
筑波

22名

26. 3.27 稲敷・荒川沖地区会 ①役員改選について
②意見交換会

ばんどう太郎 20名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　　　　所 出席人数
25. 4.23 支部総会 ①平成24年度事業報告承認について

②監査報告
③平成25年度事業計画書承認について
④役員の補欠選任について

ホテルマロウド
筑波

326名
（うち委任

状
277名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.11 第１回幹事会 ①平成25年度支部総会の運営について

②平成24年度事業報告について
③監査報告
④平成25年度事業計画について
⑤役員の補欠選任について

土浦・つくば支部 20（2）名

25. 5.23 第２回幹事会 ①平成25年度本部総会の委任状回収について
②本部総会への交通手段について
③無料相談所相談員研修会の開催について

土浦・つくば支部 �8（1）名

25. 7.29 第３回幹事会 ①平成25年度不動産フェアについて
②平成26年賀詞交歓会アトラクションについ
て

土浦・つくば支部 20（2）名

25. 9.12 第４回幹事会 ①平成25年度宅建試験監督員について
②平成26年賀詞交歓会について

土浦・つくば支部 �9（1）名

25.12.13 第５回幹事会 ①平成26年賀詞交歓会について
②平成26年度支部事業について

土浦・つくば支部 �9（1）名

26. 1.30 第６回幹事会 ①平成25年度支部研修会について
②平成26年度支部総会について

ホテルマロウド
筑波

�8（1）名

※上記出席数うち（　）は監査出席数
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各 種 委 員 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 9. 3 業務委員会 ①平成25年度宅建試験監督員について

②平成26年賀詞交歓会について
③平成25年度支部活動について
④第４回幹事会開催について

土浦・つくば支部 5名

25.10.11 業務委員会 ①平成26年賀詞交歓会について
②第５回幹事会開催について

土浦・つくば支部 7名

25.11.19 業務委員会 ①平成26年賀詞交歓会について
②第５回幹事会議案について

土浦・つくば支部 7名

26. 1.16 業務委員会 ①平成25年度支部事業について
②平成26年賀詞交歓会について
③平成26年度支部総会について

土浦・つくば支部 6名

そ の 他 の 会 議
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 5.13 美浦村との打合せ ①空き家バンクの実務について 土浦・つくば支部 2名
25. 6.10 土浦市との打合せ ①民間賃貸住宅情報提供事業について 土浦・つくば支部 4名
25. 7. 2 土浦市との打合せ ①民間賃貸住宅情報提供事業について 土浦・つくば支部 3名
25.10. 3 かすみがうら市との

打合せ
①空き家バンク制度について 土浦・つくば支部 3名

25.10. 4 土浦市との打合せ ①民間賃貸住宅情報提供事業について 土浦・つくば支部 2名
25.11.19 つくば市との打合せ ①転入者の自治会への参加促進について 土浦・つくば支部 2名
25.12.26 かすみがうら市との

打合せ
①空き家バンク制度について 土浦・つくば支部 3名

26. 1.20 土浦市との打合せ ①土浦市公共施設跡地活用についてのアンケ
ート実施について

土浦・つくば支部 3名

入 会 審 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25.6.7 第１回入会審査 ①「（同）ペットファミリー不動産」入会審査

②「土浦農業協同組合」入会審査
③「土浦農業協同組合不動産管理センター」
入会審査

土浦・つくば支部 3名

25. 7. 8 第２回入会審査 ①「ネクサス」入会審査 土浦・つくば支部 4名
25. 9.17 第３回入会審査 ①「㈱ランドエル茨城営業所」入会審査 土浦・つくば支部 4名
25. 9.25 第４回入会審査 ①「㈲坪井商事」入会審査 土浦・つくば支部 3名
25.11. 1 第５回入会審査 ①「加藤不動産」入会審査 土浦・つくば支部 4名
25.12. 5 第６回入会審査 ①「㈱鈴生ハウジング土浦店」入会審査 土浦・つくば支部 4名
25.12.13 第７回入会審査 ①「トヨタウッドユーホーム㈱つくば研究学

園展示場」入会審査
土浦・つくば支部 5名

25.12.25 第８回入会審査 ①「㈱ｅ－スマイル」入会審査 土浦・つくば支部 3名
26. 1.17 第９回入会審査 ①「㈱ツクバ計画」入会審査 土浦・つくば支部 3名
26. 2.28 第�0回入会審査 ①「㈱バロンティア」入会審査 土浦・つくば支部 3名
26. 3. 6 第��回入会審査 ①「いろは商会㈱」入会審査 土浦・つくば支部 5名
26. 3.17 第�2回入会審査 ①「㈱土屋ホームつくば営業所」入会審査 土浦・つくば支部 4名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.11 監査会 ①平成24年度事業について 土浦・つくば支部 �0人
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支部会報発行状況
発行日 発行号数 主要掲載内容
25. 5.22 第2�3号 ・平成25年度定時総会結果について

・規定集の送付について
・つくば市民間賃貸住宅情報提供事業の改正について
・美浦村空き家バンクについて
・６月少額短期保険募集人試験事前講習会の開催のご案内
・支部での需用品販売について
・平成24年度入退会者のご報告
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【県南支部】
支 部 事 業

年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
25.12. 4 合同親睦ゴルフコン

ペ
①牛久・竜ケ崎支部会員との親睦ゴルフコン
ペ

阿見ゴルフクラブ �5名

26. 1.27 県南支部新年会 ①新年会
②新入会員紹介

グリーンパレス
ふじしろ

80名

26. 2.27 水海道・つくばみら
いブロック研修会

①常総市長・つくばみらい市長講演会
②会長、役員、会員の意見交換を目的とする
親睦会

ねぎしや 3�名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.26 平成25年度支部定時

総会
①平成24年度事業報告書承認の件
②平成25年度事業計画書（案）承認の件
③つくばみらいブロックからの役員選任承認
の件

グリーンパレス
ふじしろ

 �6�名
（うち委任状
 �33名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 1 第１回幹事会 ①通常総会開催について 取手市商工会館 �4（2）名
25. 4.26 第２回幹事会 ①各委員会構成について 玉川寿司 �6（2）名
25. 5.21 通常総会の出欠確認

のための幹事会
①通常総会の出欠確認、委任状の回収につい
て

取手市商工会館 �5（2）名

25. 5.22 第４回幹事会 ①通常総会の出欠確認、委任状の回収につい
て

取手市商工会館 �6（2）名

25. 7.22 第５回幹事会 ①花火大会協賛について
②会員之章配布について
③委員会構成について

取手市商工会館 �6（2）名

25.10. 1 第６回幹事会 ①不動産フェアについて
②平成25年度宅地建物取引主任者試験につい
て

取手市商工会館 �6（2）名

25.12.17 第７回幹事会 ①年度内事業について
②新年会について

玉川寿司 �6（2）名

26. 1.23 第８回幹事会 ①新年会について
②平成26年度支部予算について

取手市商工会館 �6（2）名

26. 3.17 第９回幹事会 ①県南支部総会について 取手市商工会館 �6（2）名
※上記出席人数うち（　）は監査出席数

正 副 支 部 長 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 6.18 第１回正副支部長会 ①不動産フェアについて

②宅地建物取引主任者試験監督員について
取手市商工会館 4名
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各 種 委 員 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 6.18 第１回正副支部長

会・総務委員会
①平成25年度支部事業について 取手市商工会館 8名

25.10.18 第１回総務委員会 ①今後の行事について 取手市商工会館 8名
25.10.25 第２回正副支部長

会・総務委員会
①不動産フェアについて 取手市商工会館 8名

25.11.29 第３回正副支部長
会・総務委員会

①年度内事業について 取手市商工会館 8名

26. 2.26 第４回正副支部長
会・総務委員会

①平成26年度県南支部総会について 取手市商工会館 8名

入 会 審 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 6.25 第１回入会審査会 ①「㈱たくみ総合企画」入会審査 取手市商工会館  4名
25.10.22 第２回入会審査会 ①「アイム不動産㈱守谷支店」入会審査 取手市商工会館  4名
25.11.25 第３回入会審査会 ①「㈱Ｌ＆Ｃ」入会審査 取手市商工会館  4名
26. 3. 5 第４回入会審査会 ①「㈱アーバンヴィレッジ」入会審査 取手市商工会館  4名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 1 監査会 ①平成24年度事業報告書について 取手市商工会館 2名
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【県西支部】
支 部 事 業

年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
25. 7.24 親睦ゴルフコンペ ①ゴルフコンペ アジア下館ＣＣ �7名
25. 9.13 親睦ボウリング大会 ①ボウリング 下館ミナミボウル 23名
25.10. 8
　　～ 9

親睦旅行 ①白川郷と上高地
　（会員及び登録従業者）

岐阜県高山 27名

26.10.24 第１回業務研修会 ①「保証協会業務の取り組み状況について」
　 苦情処理委員長　沼尻和彦氏
②「苦情・弁済申出における重要事項説明と
契約締結の注意事項｣
　 講師：次長　鈴木淳一氏

下妻市立図書館 62名

25.12. 4 親睦ゴルフコンペ ①ゴルフコンペ 岩瀬桜川
カントリークラブ

20名

26. 1.24 支部新年会 ①支部新年会（会員及び登録従業者） ホテル
ニューつたや

45名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.24 第１回定時総会 ①平成24年度事業報告の件

②平成25年度事業計画の件
八幡屋 �26名

（うち委任状
 83名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 4 第１回幹事会 ①支部定時総会開催について 県西支部 �3名
25. 5.21 第２回幹事会 ①本部定時総会、出欠及び委任状について 県西支部 �4名
25. 8.21 第３回幹事会 ①親睦旅行について 県西支部 �4名
25.12.13 第４回幹事会 ①平成26年度事業計画について 県西支部 �4名

正 副 支 部 長 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.22 第１回正副支部長会 ①支部定時総会の出欠及び委任状確認につい

て
県西支部 5名

25. 4.24 第２回正副支部長会 ①支部定時総会開催準備について 八幡屋 9名
25. 8. 7 第３回正副支部長会 ①親睦旅行について 県西支部 7名
25.11.29 第４回正副支部長会 ①幹事会開催について

②平成26年度支部事業案作成について
県西支部 5名

26. 1. 9 第５回正副支部長会 ①平成26年度支部事業予算案作成について 県西支部 5名
26. 1.24 第６回正副支部長会 ①新年会会場準備について 県西支部 6名
26. 3.27 第７回正副支部長会 ①平成26年度支部定時総会について

②幹事会開催について
県西支部 5名

各 種 委 員 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 6.12 第１回総務・財務委

員会
①平成25年度活動企画について 県西支部 �0名

25. 6.18 第１回研修・広報委
員会

①平成25年度活動企画について 県西支部 9名

25. 8. 5 第２回研修・広報委
員会

①広報誌発行について 県西支部 8名
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入 会 審 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.15 第１回入会審査会 ①「㈱イナバ総合建物」入会審査 県西支部 4名
25. 7.18 第２回入会審査会 ①「グランドデザイン㈱」入会審査 県西支部 5名
25. 9.13 第３回入会審査会 ①「さくら建設㈱」入会審査 県西支部 5名
25.12.20 第４回入会審査会 ①「㈲都市開発センター」入会審査 県西支部 4名
26. 2.12 第５回入会審査会 ①「ＡＲＫプレゼン」入会審査 県西支部 5名
26. 2.17 第６回入会審査会 ①「㈲大塚忍建築設計事務所」入会審査 県西支部 5名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 1 第１回監査会 ①平成24年度監査 県西支部 6名

支部会報発行状況
発行日 発行号数 主要掲載内容
25. 8.28
 

県西支部便り　№45
　

・支部定時総会開催の報告
・支部長挨拶
・不動産無料相談業務と保証協会の苦情･弁済・求償業務について
・会員に聞く
・入会者、退会者のご報告
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【鹿行支部】
支 部 事 業

年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
25. 9.25 復興支援チャリティ

ーゴルフコンペ
①参加者からの善意金を寄託 麻生カントリー

クラブ
20名

25.10.27
　　～28

会員研修旅行 ①山形県最上峡・宮城県鳴子峡視察 山形県瀬見温泉 25名

26. 1.21 支部新年会 ①鹿行支部新年会 鹿島セントラル
ホテル

65名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.22 第１回支部総会 ①平成24年度事業報告書承認の件

②監査報告
③平成25年度事業計画書（案）承認の件

サンロード鹿島 ��3名
（うち委任状
  78名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 5 第１回幹事会 ①平成24年度支部活動費収支内訳に関する件

②本部理事会・委員会に関する件
③平成25年度第１回支部総会に関する件
④第１回支部総会上程議案に関する件
⑤総会業務分担に関する件

鹿嶋勤労文化会館 �4（2）名

25. 5.21 第２回幹事会 ①第１回支部総会収支内訳に関する件
②本部総会、委任状確認及び督促に関する件
③平成25年度事業計画に関する件

鹿嶋市商工会館 �3（1）名

※上記出席人数うち（　）は監査出席数

常 任 役 員 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.22 第１回常任役員会 ①平成24年度支部活動費収支内訳書及び監査 

報告書に関する件
②第１回支部総会事前打ち合わせに関する件

サンロード鹿島 7（2）名

25. 9. 5 第２回常任役員会 ①平成25年度宅地建物取引主任者試験監督員 
推薦に関する件
②不動産フェア開催に関する件
③本部理事会並びに委員会に関する件

鹿嶋勤労文化会館 6（1）名

25.10.24 第３回常任役員会 ①支部会員研修旅行実施に関する件
②本部理事会並びに委員会に関する件

鹿行支部 6（1）名

25.12.18 第４回常任役員会 ①平成26年度支部活動予算（案）に関する件
②支部新年会開催に関する件

鹿行支部 4（1）名

26. 1.14 第５回常任役員会 ①支部新年会出席者に関する件
②支部活動予算額及び支部活動予算（案）報
告書に関する件

鹿行支部 7（2）名

※上記出席人数うち（　）は監査出席数

正 副 支 部 長 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 7.23 第１回正・副支部長

会議
①平成25年度会費納入に関する件
②支部活動事業報告に関する件
③本部理事会並びに委員会に関する件

鹿嶋勤労文化会館 4名
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常 任 幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 9.12 第１回常任幹事会 ①平成25年度会費未納者に関する件

②不動産フェア開催に関する件
③平成25年度支部会員研修旅行に関する件

鹿嶋勤労文化会館 8（1）名

※上記出席人数うち（　）は監査出席数

入 会 審 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 7.23 第１回入会審査会 ①「㈱栗山コーポレーション」入会審査

②「大海工業㈱」入会審査
鹿嶋勤労文化会館 4名

25. 9. 5 第２回入会審査会 ①「エイ・ワン㈱」入会審査 鹿嶋勤労文化会館 5名
25.9 .27 第３回入会審査会 ①「㈱泉ハウジングエステートサービス」入

会審査
鹿嶋勤労文化会館 4名

25.11.15 第４回入会審査会 ①「おおくにや㈱」入会審査会 鹿嶋勤労文化会館 4名
26. 3. 7 第５回入会審査会 ①「合ケイアンドジー企画」入会審査 鹿嶋勤労文化会館 5名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 5 業務監査会 ①平成24年度業務監査 鹿嶋勤労文化会館 7名
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【県北支部】
支 部 事 業

年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
25. 8. 7 第１回研修会 ①「不動産適正広告」について

　講師：（公社）首都圏不動産公正取引協議会
　　　　事務局長　安田茂雄氏

日立地区
産業支援センター

53名

25.10.10 県北支部親睦ゴルフ
大会

①第�2回県北支部親睦ゴルフ大会 ザ・オーシャン
ゴルフクラブ

6名

25.11.27
　　～28

県北支部親睦旅行 ①県北支部親睦旅行 神戸 �7名

26. 1.15 第２回研修会、新年
会

①「中小不動産業の今後の事業展開のあり
方」
　講師：（公財）不動産流通近代化センター
　　　　研究所　研究理事　　昆信明氏

ホテル テラス
ザ スクエア日立

67名

26. 3.12 第３回研修会 ①「不動産取引上の留意点」改正消費税法の
対応 を含めて
　講師：片岡法律・税理士事務所
　　　　片岡優弁護士

日立地区
産業支援センター

55名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25.4.23 平成25年度定時総会 ①平成24年度事業報告承認の件

②平成25年度事業計画書（案）承認の件
③支部規程改正に関する件

ホテル天地閣 ��4名
（うち委任状
78名)

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.23 第１回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について

②平成25年度県北支部通常総会について
③平成25年度本部定時総会出席者について
④平成24年度監査報告について
⑤登記事項証明書等の交付請求に係る申請手
数料の引き下げについて
⑥不動産フェア・不動産実務セミナー実施計
画について
⑦平成25年度からの幹事会開催について
⑧不動産無料相談所設置規定について
⑨第３回県北支部研修会について
⑩業協会会費納入実績について
⑪宅建ニュース公取協指導について
⑫不動産無料相談所について

ホテル天地閣 �3（2）名

25. 5.20 総会前幹事会 ①委任状回収状況確認
②委任状の印漏れ等の確認
③未回収会社への通達役割分担
④平成25年度宅地建物取引業者立ち入り調査
実施について
⑤宅建ニュース公取協指導について
⑥県北支部第１回研修会について
⑦県北支部親睦事業について
⑧不動産無料相談所について

県北支部 �3（2）名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 6.12 第２回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について

②平成25年度本部通常総会について
③業協会会費請求書発送について
④「光圀伝」ＮＨＫ大河ドラマ化をめぐる署
名について
⑤津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立
地補助金の公募開始について
⑥不動産フェアについて
⑦第１回県北支部研修会について
⑧県北支部親睦旅行について
⑨県北支部親睦ゴルフ大会について
⑩不動産無料相談員研修会について　
⑪入会の会社について
⑫不動産無料相談所について

県北支部 �3（2）名

25. 8. 7 第３回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について
②平成25年度本部第１回法定研修会について
③第１回県北支部研修会について
④不動産フェアについて
⑤県北支部親睦旅行について
⑥入会の会社について
⑦退会の会社について
⑧夏季休業について
⑨不動産無料相談所について

県北支部 �3（2）名

25.10. 9 第４回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について
②平成25年度本部第１回法定研修会について
③平成25年度宅地建物取引主任者資格試験に
ついて
④県北支部親睦旅行について
⑤不動産フェアについて
⑥第３回県北支部研修会について
⑦県北支部親睦ゴルフ大会について
⑧会費の納入経過報告について
⑨入会の会社について
⑩退会の会社について
⑪会費口座振替のお願いについて
⑫看板の配布について
⑬備品購入について
⑭不動産無料相談所について

県北支部 �0（1）名

25.12.11 第５回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について
②県北支部親睦旅行について
③県北支部親睦ゴルフ大会について
④県北支部研修会について
⑤平成26年新年会・研修会について
⑥会費督促について
⑦年末年始休業について
⑧不動産無料相談所について

県北支部 �2（2）名

26. 1.15 第６回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について
②平成26年新年会・研修会について
③新規免許取得者研修会開催について
④県北支部研修会について

ホテル テラス
ザ スクエア日立

�2（2）名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
⑤平成26年度宅建ニュース申し込み状況につ
いて
⑥不動産無料相談所について

26. 2.13 第７回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について
②平成26年新年会・研修会について
③平成26･27年度県北支部役員の選考につい
て
④県北支部研修会について
⑤住宅地図の購入について
⑥県北支部活動費の執行状況について
⑦平成26年度宅建ニュース申し込み状況につ
いて
⑧不動産無料相談所について

県北支部 �2（2）名

26.3.12 第８回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について
②平成26年度県北支部定時総会について
③平成26･27年度県北支部役員の選考につい
て
④県北支部研修会について
⑤県北支部活動費の執行状況について
⑥平成26年度宅建ニュースについて
⑦平成26年度不動産無料相談所割り振りにつ
いて
⑧不動産無料相談所について

日立地区
産業支援センター

�2（1）名

※上記出席人数うち（　）は監査出席数

正 副 支 部 長 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 8.23 第１回正副支部長会

議
①文書発送内容確認会議 県北支部 3名

25. 8.27 第２回正副支部長会
議

①文書発送経過確認会議 県北支部 3名

25. 8.30 第３回正副支部長会
議

①文書発送経過確認・対応会議 県北支部 3名

25.12.17 第４回正副支部長会
議

①平成26年新年会・研修会について 県北支部 3名

各 種 委 員 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 5.23 事業委員会 ①県北支部研修会について

②県北支部親睦ゴルフ大会について
③県北支部親睦旅行について

県北支部 5名

25. 7.12 事業委員会 ①県北支部親睦ゴルフ大会について
②県北支部親睦旅行について

県北支部 3名

25. 8. 7 事業委員会 ①県北支部研修会について
②会場作成

日立地区
産業支援センター

��名

25. 9.13 事業委員会 ①不動産フェア打ち合わせ 県北支部 6名
25. 9.25 事業委員会 ①県北支部親睦旅行について 県北支部 6名
25.10.31 事業委員会 ①県北支部親睦旅行について 県北支部 6名
25.11. 6 事業委員会 ①不動産フェア打ち合わせ 県北支部 6名
25.11. 8 事業委員会 ①不動産フェア事前準備 県北支部 3名
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年月日 会議名 活動内容 場　所 出席人数
25.11.25 事業委員会 ①県北支部親睦旅行について 県北支部 3名
26. 3.11 事業委員会 ①県北支部研修会について 県北支部 �2名

入 会 審 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 6.13 入会審査会 ①「鈴木工務店㈱ライフルーム館」入会審査 県北支部 5名
25. 7.12 入会審査会 ①「大和物産㈱茨大前支店」入会審査 県北支部 5名
25. 8. 9 入会審査会 ①「㈱豊浦」入会審査 県北支部 6名
25.10. 7 入会審査会 ①「日立市多賀農協不動産管理センター」入

会審査
県北支部 5名

25.10.24 入会審査会 ①「鈴縫工業㈱不動産部日立駅前店」入会審
査

県北支部 7名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.9  監査会 ①平成24年度監査 県北支部 5名

支部会報発行状況
発行日 発行号数 主要掲載内容
25.4.23 №１ ・本部理事会、委員会報告について

・平成25年度本部定時総会について
・平成25年度県北支部定時総会について
・第３回県北支部研修会について
・平成24年度県北支部監査報告について
・平成24年度業協会会費納入結果報告について
・不動産無料相談所について（同封　定時総会資料、規定集）

25. 6.12 №２ ・本部理事会、委員会報告について
・平成25年度本部定時総会について
・「光圀伝」ＮＨＫ大河ドラマ化を求める署名について
・津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の公募開始について
・第１回県北支部研修会について
・県北支部親睦旅行について
・県北支部親睦ゴルフ大会について
・不動産フェアについて
・不動産無料相談員研修会について
・平成25年度会費請求書発送について
・入会の会社について
・不動産無料相談所について

25. 8. 7 №３ ・本部理事会、委員会報告について
・平成25年度本部法定研修会について
・第１回県北支部研修会について
・県北支部親睦旅行について
・県北支部親睦ゴルフ大会について
・不動産フェアについて
・不動産無料相談員研修会について
・入会の会社について
・退会の会社について
・不動産無料相談所について

25.10. 9 №４ ・本部理事会、委員会報告について
・平成25年度本部法定研修会について
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発行日 発行号数 主要掲載内容
・県北支部親睦旅行について
・第１回県北支部研修会について
・不動産フェアについて
・入会の会社について
・退会の会社について
・不動産無料相談所について

25.12.11 №５ ・本部理事会、委員会報告について
・県北支部親睦旅行について
・第２回県北支部研修会について
・不動産フェアについて
・県北支部親睦ゴルフ大会について
・平成26年新年会・研修会について
・会費督促について
・年末年始休業について
・備品の購入について
・不動産無料相談所について（同封　森林の所有権移転等の事前届出制度
について）

26. 1.15 №６ ・本部理事会、委員会報告について
・新規免許取得者（新入会員）研修会について
・平成26年新年会・研修会について
・第３回県北支部研修会について
・平成25年度第２回本部法定研修会について
・会費納入状況について
・平成26年度宅建ニュース掲載者募集について
・不動産無料相談所について（同封　宅建ファミリー共済・全宅住宅ロー
ンパンフレット、研修会資料）

26. 2.12 №７ ・本部理事会、委員会報告について
・平成26年新年会・研修会について
・第３回県北支部研修会について
・平成26･27年度県北支部役員候補者の選考について
・県北支部事業費の執行状況について
・住宅地図の購入について
・平成26年宅建ニュース申し込み状況について
・不動産無料相談所について

26. 3.12 №８ ・本部理事会、委員会報告について
・平成26年度県北支部定時総会について
・第３回県北支部研修会について
・平成26･27年度県北支部役員候補者の選考について
・県北支部事業費の執行状況について
・会費の納入状況について
・平成26年宅建ニュースについて
・平成26年度不動産無料相談所担当者割振りについて
・不動産無料相談所について（同封　無料配布冊子2冊、消費税率引き上
げに伴う報酬告示・ガイドラインの改正について）
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【古河・岩井支部】
支 部 事 業

年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
25. 7.23 第１回支部研修会 ①「わかりやすい！不動産トラブル解決のポ

イント｣【売買編】
　講師：（一財）不動産適正取引推進機構
　　　　  上席主任研究員　村川隆生氏

ネーブルパーク
平成館

63名

25.11.10 第23回坂東市いわい
将門ハーフマラソン
大会

①大会運営の協力・協賛 坂東市
八坂総合公園

5名

26. 1.23 第２回支部研修会 ①「わかりやすい売買契約書の書き方につい
て｣
②「最近の不動産トラブル事例について｣
　講師：中村司法書士事務所　中村慎一氏
③｢不動産広告について｣
　講師：（公社）首都圏不動産公正取引協議
会  調査指導委員会委員　関根一彦氏

ネーブルパーク
平成館

67名

新年会 ①会員相互の親睦をはかる 家族レストラン
坂東太郎

34名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.26 支部定時総会 ①平成24年度事業報告について 山びこ ���名

（うち委任状
  87名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.12 第１回幹事会 ①支部総会について

②平成24年度事業報告について
　監査報告
③平成25年度事業計画書（案）について
④平成25年度不動産無料相談所について
⑤平成24年度支部会議と費用について

古河・岩井支部 �2（1）名

25. 4.26 第２回幹事会 ①委任状の取扱いについて 山びこ �0（2）名
25. 5.21 第３回幹事会 ①本部総会委任状について 古河・岩井支部 ��（1）名
25.11.11 第４回幹事会 ①将門ハーフマラソン協賛金について

②平成25年度第１回本部研修会について
③平成25年度第２回本部研修会について
④平成25年度宅建試験について
⑤不動産キャリアパーソン講座について
⑥平成25年度第１回支部研修会について
⑦平成25年度第２回支部研修会について
⑧支部新年会について
⑨第５回幹事会について
⑩平成26年度事業計画書（案）について

旬おかさと �2（1）名

25.12.13 第５回幹事会 ①平成26年度支部活動予算（案）について
②支部会議と費用について

敏鮨 �2（1）名

26. 2.27 第６回幹事会 ①平成26・27年度役員改選について かつ太郎 �0名
※上記出席人数うち（　）は監査出席数
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正 副 支 部 長 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 5 第１回正副支部長会 ①監査会について

②第１回幹事会について
③支部総会について
④支部総会役割分担について
⑤支部総会開催通知について
⑥支部総会までの会議予定について
⑦平成24年度事業報告について
⑧平成25年度事業計画書（案）について
⑨平成25年度不動産無料相談所について

古河・岩井支部  6名

25. 6.24 第２回正副支部長会 ①平成25年度支部活動について 山びこ 8名
25. 8.27 第３回正副支部長会 ①宅建試験監督員派遣について 古河・岩井支部 5名
26. 2.17 第４回正副支部長会 ①平成26・27年度役員改選について

②平成26年度第２回支部定時総会について
③平成26年度事業計画（案）について

古河・岩井支部 5名

各 種 委 員 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 6.21 第１回研修委員会 ①第１回支部研修会について 古河・岩井支部 4名
25.10. 4 第２回研修委員会 ①第２回支部研修会について 古河・岩井支部 4名
26. 3.24 第１回総務委員会 ①平成26年度支部定時総会について

②支部定時総会までの会議予定について
③平成25年度事業報告について
④会費未納者について
⑤平成26年度不動産無料相談所について

古河・岩井支部 4名

入 会 審 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 5.10 入会審査会 ①「㈱クリーンエステート」入会審査 古河・岩井支部 5名
25. 7. 5 入会審査会 ①「㈲イワイオート」入会審査 古河・岩井支部 5名
25. 7.18 入会審査会 ①「㈱エイシン」入会審査 古河・岩井支部 5名
25. 8. 9 入会審査会 ①「椎名エステート」入会審査 古河・岩井支部 3名
25. 8.27 入会審査会 ①「㈲山忠」入会審査 古河・岩井支部 5名
25. 9.19 入会審査会 ①「トキワ企画」入会審査会 古河・岩井支部 3名
25.12. 5 入会審査会 ①「㈲東武ハウス」入会審査会 古河・岩井支部 5名
26. 1. 9 入会審査会 ①「㈱東和」入会審査会 古河・岩井支部 4名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 9 監査会 ①平成24年度事業監査 古河・岩井支部 5名
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【牛久・竜ケ崎支部】
支 部 事 業

年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
25. 6. 5 親睦ゴルフコンペ ①親睦ゴルフコンペ ザ・ゴルフクラブ

竜ケ崎
20名

25. 7.24 親睦日帰り旅行 ①東京方面への日帰り旅行 東京都 56名
25. 9.10 ボウリング大会 ①ボウリング大会及び懇親会 サウンドボウル

牛久店
33名

25.12.4 合同親睦ゴルフコン
ペ

①県南支部と合同の親睦ゴルフコンペ 阿見ゴルフクラブ 2�名

25.12.13 忘年会 ①忘年会 あさくま 牛久店 �8名
26. 1.20 新年会 ①新年会 松泉閣 55名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25.4.23 第１回定時総会 ①平成24年度事業報告書承認の件

②平成25年度事業計画書（案）
牛久市商工会館  ��4名

（うち委任状
  8�名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4. 5 第１回幹事会 ①平成24年度事業報告に関する件

②平成25年度事業計画書（案）承認に関する
件

牛久・竜ケ崎支部 �6（2）名

25.4.23 第２回幹事会 ①支部総会の委任状チェック及び取扱いに関
する件
②支部総会の会場準備及び打合せ

牛久・竜ケ崎支部 �4（2）名

25. 5.21 幹事会 ①本部定時総会の出欠確認、委任状回収に関
する件

牛久・竜ケ崎支部 �3名

25. 7.13 第３回幹事会 ①政治経済情勢等について 牛久・竜ケ崎支部 �6（2）名
25.10.21 第４回幹事会 ①不動産フェアに関する件

②新年会及び支部総会に関する件
③第５回幹事会及び忘年会開催の件

牛久・竜ケ崎支部 �6（2）名

25.12.13 第５回幹事会 ①新年会に関する件
②平成26年度支部活動に関する件

あさくま 牛久店 �6（2）名

26. 3. 6 第６回幹事会 ①平成26年度支部総会に関する件 牛久・竜ケ崎支部 �3（1）名
※上記出席人数うち（　）は監査出席人数

正 副 支 部 長 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 6. 7 第１回正副支部長会 ①不動産フェアの実施計画について 牛久・竜ケ崎支部 5名
25. 9.10 第２回正副支部長会 ①不動産フェアの打合せ 牛久・竜ケ崎支部 4名
26. 2. 6 第３回正副支部長会 ①「利根町空き家バンク」抽選会立会い 牛久・竜ケ崎支部 4名
26. 3.17 第４回正副支部長会 ①平成26年度支部総会について 牛久・竜ケ崎支部 4名

そ の 他 の 会 議
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 5.16 抽選会① ①「利根町空き家バンク」媒介希望の抽選会 牛久・竜ケ崎支部 4名
25. 6. 7 抽選会② ①「利根町空き家バンク」媒介希望の抽選会 牛久・竜ケ崎支部 3名
25. 8.23 抽選会③ ①「利根町空き家バンク」媒介希望の抽選会 牛久・竜ケ崎支部 3名
25.10. 4 抽選会④ ①「利根町空き家バンク」媒介希望の抽選会 牛久・竜ケ崎支部 2名



─ 49 ─

年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25.11.22 抽選会⑤ ①「利根町空き家バンク」媒介希望の抽選会 牛久・竜ケ崎支部 3名
※上記出席人数は、立会人を除く抽選に参加した人数

入会審査会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25.8.23 第１回入会審査会 ①「㈲ウッドゆう建築事務所」入会審査 牛久・竜ケ崎支部 4名
25.9.12 第２回入会審査会 ①「㈱うらら」入会審査 牛久・竜ケ崎支部 4名
26.2.20 第３回入会審査会 ①「㈱筑波商事 ひたち野うしく店」入会審

査
牛久・竜ケ崎支部 4名

26.3.18 第４回入会審査会 ①「山一興業㈱」入会審査 牛久・竜ケ崎支部 5名
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【石岡支部】
支 部 事 業

年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
25. 9. 4
  ～　5

支部研修旅行 ①支部研修旅行 山梨県　石和温泉 �8名

26. 2.21 支部研修会･新年会 ①支部研修会・新年会 ホテル
グランマリアージュ

34名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.22 支部定時総会 ①平成24年度事業報告承認の件

②平成25年度事業計画承認（案）の件
ホテル

グランマリアージュ
  69名
（うち委任状
  38名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 5.22 第１回幹事・監査会 ①本部総会委任状の取りまとめについて ㈱山義地所 ��（1）名
25. 7.22 第２回幹事・監査会 ①研修旅行の件 奈加田 �0（1）名
25.10. 3 第３回幹事・監査会 ①研修旅行の反省の件

②今年度後半の事業計画の件
いずみ荘 ��（1）名

26. 1.17 第４回幹事・監査会 ①新年会について
②平成26年度支部事業について

奈加田 ��（1）名

※上記出席数うち（　）は監査出席数

各 種 委 員 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 2.12 第１回総務委員会 ①支部研修会・新年会について ホテル

グランマリアージュ
4名

入 会 審 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 9.26 入会審査会 ①「小桜建設㈱｣入会審査 茨城県不動産会館 3名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
25. 4.10 第１回監査会 ①平成24年度石岡支部事業監査 ㈱山義地所  4名


