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平成26年度事業報告書
  自　平成26年４月１日
  至　平成27年３月3�日

　平成２６年度におけるわが国の経済情勢は、政府与党が経済再生へ向けて推進する諸施策が効果
を顕し、株高・円安基調へとシフトされ、好循環へ向かっているように思われます。今後は、第三
の矢である成長戦略効果で、都市部と地方の格差縮小に期待するところであります。
　しかしながら我々不動産業界を取り巻く環境は、少子高齢化、都市部への人口集中、空き家対策
などの課題克服が急務となっております。一方、２０１５年１月１日時点の公示地価は、３大都市
圏が住宅地・商業地ともに二年連続で上昇を示し、地方圏の下落率も縮小傾向となりました。特に
商業地におきましては、全国の地価変動率が７年ぶりに横ばいとなり下落の歯止めに期待するとこ
ろであります。
　このような状況下、本会は、公益目的事業１の「相談・情報提供事業」におきましては、県下７
か所の不動産無料相談所において、消費者から寄せられた相談事案に適正かつ迅速に対応いたしま
した。情報提供事業におきましても、ハトマークサイト説明会を開催し、情報登録の正確性の確保
や消費者のアクセス増加に努めました。その他、新規開業時の情報提供や各市町村が所有する不動
産売却情報の提供に係る協定の締結推進、さらに地域社会貢献・発展等に関する事業にも参加し、
地域社会の健全な発展に努めました。
　公益目的事業２の「法令遵守・人材育成事業」におきましては、法令遵守に係る研修会の実施や
不動産広告の適正表示の助言・指導を行う公正競争規約指導員の研修会を実施し、指導員の養成に
努めました。宅建業者・宅地建物取引主任者等の研修及び人材育成事業においては、各種研修会、
セミナー、宅地建物取引主任者法定講習会、宅地建物取引主任者資格試験を適正かつ厳正に実施し、
公正で安全・安心な宅地建物の取引を行うための人材育成を図りました。
　会員支援事業においては、県及び各市町村と連携を図り「不動産売却斡旋の情報提供、空き家バ
ンク媒介に係る情報提供等」の協定締結の推進、会員の交流、親睦等に関する事業を実施いたしま
した。
　法人管理においては、入会促進及び入会審査業務、不動産会館の適切な維持、管理に努めて参り
ました。
　平成２６年度における主な事業の実施状況は、以下のとおりであります。
 

報告事項１
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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 25件

土浦・つくば、石岡ブロック 46件
県南、牛久・竜ケ崎ブロック 20件

県 　 　   西 7件
鹿 　   　 行 12件
県 　 　   北 9件
古 河 ・ 岩 井 7件
合　　計 126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
７月　８日（火） 古 河 ・ 岩 井 8名
７月　９日（水） 県 　 　   西 5名
７月１５日（火） 土浦・つくば、石岡ブロック 22名
７月２２日（火） 鹿 　 　   行 8名
７月２５日（金） 県南、牛久・竜ケ崎ブロック �2名
７月２９日（火） 水 　 　   戸 �5名
８月　５日（火） 県   　     北 �2名

合　　計 82名

④　不動産無料相談所相談員の派遣
　県内８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し、各会場に延べ７２名の
相談員を派遣し相談業務を実施した。
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支部名 事業・行事等
水 戸 ��月2、3日「ひたちなか市産業交流フェア」
土浦・つくば 8月30、3�日「まつりつくば」
県 　 南 ��月�、2日「とりで産業まつり」
鹿 　 行 �0月5日「ジャスコ鹿嶋店内チェリオ・ジーコ広場」
県 　 西 ��月3日「イオンモール下妻店内」
県 　 北 ��月8、9日「日立市産業祭」
牛久・竜ケ崎 ��月3日「うしくｗａｉワイまつり」
石 　 岡 ��月2日「商工祭」

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ある。

開催回数 申込件数 取り下げ件数 処理件数
８回 ２２件 ２件 ２０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、内容の充実に努めた。
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（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
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26年度運用実績
利用申込状況：26社
総アクセス数：6�,253件
物件成約数：88件

③　ハトマークサイト説明会開催状況

期　　日 平成２７年３月１３日（金）　　午後１時（開会）

開催会場 ホテルグランド東雲

参加人数 ７６名

説明会内容及び講師
①「集客力を上げる為のインターネット活用術」60分
②「ハトマークサイトのリニューアルについて」�5分
　講師：アットホーム　担当者

④各種協定締結状況
協定締結日 協定内容

平成26年７月��日 行方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

平成26年７月25日 阿見町土地開発公社との業務協定

平成27年２月�3日 常陸太田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

平成27年２月27日 水戸市企業誘致に係る情報提供等に関する連携協定

平成27年３月23日 利根町空き家・空き地バンク媒介に関する協定

（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
　茨城県土木部都市局住宅課と、災害時における災害時連絡表等の作成を行った。

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
ットワーク会議に参加し地域住民の安全確保に努めた。
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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」へ参加するなど地域社会の健全な発展に努めた。

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、住宅のリフォーム推進に向けた事業に参加し、
県民の安全・安心な住まいづくりができるよう協力いたしました。　　
　また、茨城すまいづくり事業に係る、リフォーム事業に参加を希望する会員の推薦を行った。

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
家情報の提供を本会ホームページを通じて行った。

⑥　危険ドラッグ等の販売等の防止に関する協定の締結
　茨城県、茨城県警、本会との間で平成２６年１２月２４日に協定を締結し、危険ドラッグ
等製造、販売、貯蔵等の未然防止に取り組むこととなった。

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26年9月�日㈪ 平成26年9月�0日㈬ 平成26年9月�6日㈫ 平成26年9月26日㈮

開 催 会 場 （つくば会場）
ホテルグランド東雲

（水戸会場）
水戸プラザホテル

（鹿島会場）
鹿島セントラルホテル

（結城会場）
結城市民文化センター
「アクロス」

参 加 人 数 ４５７名 ２８２名 ９１名 １７１名

研 修 内 容 １　研修
（１）『平成２５・２６年税制改正で今後の相続税、所得税はこんなに高くな
　　　る！その傾向と対策』
　　　　講師：東京シティ税理事務所　税理士
（２）『不動産広告の最近の違反事例』
　　　講師：（公社）首都圏不動産公正取引協議会　担当者
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　第２回法定研修会

期 　 日 平成27年�月26日㈪ 平成27年2月�0日㈫ 平成27年2月�8日㈬ 平成27年2月26日㈭

開 催 会 場 （鹿島会場）
鹿島セントラルホテル

（つくば会場）
ホテルグランド東雲

（水戸会場）
水戸プラザホテル

（結城会場）
結城市民文化センター
「アクロス」

参 加 人 数 １０７名 ３８７名 ３０２名 １５３名

研 修 内 容 （１）行政からの示達事項
研修
（１）「高齢者と不動産取引及び相続トラブルの対応について」（90分）
　　　　　講師：弁護士　　松田　弘　氏
（２）「県に寄せられた不動産取引に関するトラブル事例解説及び最近の法令改正と
　　　重要事項説明について」（60分）
　　　　　講師：茨城県土木部建築指導課　担当官

②　新規免許取得者研修会開催状況

期 日 平成２７年２月１６日（月）

開 催 会 場 ホテルグランド東雲

参 加 人 数 55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　担当官
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
�．『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　　　　　　

③　法令遵守研修会の開催状況

期 日 平成26年��月�7日（月） 平成26年�2月3日（水）

開 催 会 場 水戸会場
「フェリヴェールサンシャイン」

つくば会場
「ホテルグランド東雲」

参 加 人 数 �79名 237名

研 修 内 容 ①　「民法関係：瑕疵担保責任（具体的事例の解説）」（60分）
②　「消費者契約法関係：不動産売買・賃貸借契約の特約事項の有効性」（60分）

講　師　　深沢綜合法律事務所
　　　　　弁護士　柴田　龍太郎　氏　　　
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④　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。

講習会開催日 開催会場 受講者数
平成26年 4月 8日㈫ ホテルレイクビュー水戸 119名

5月15日㈭ ホテルグランド東雲 169名
6月13日㈮ ホテルグランド東雲 144名
7月14日㈪ ホテルレイクビュー水戸 13８名
８月27日㈬ ホテルグランド東雲 153名
9月1８日㈭ ホテルレイクビュー水戸 142名
11月 6日㈭ ホテルグランド東雲 164名
12月17日㈬ ホテルレイクビュー水戸 141名

平成27年 2月 4日㈬ ホテルグランド東雲 16８名
  3月  6日㈮ ホテルレイクビュー水戸 122名

他県受講者１１名含む　　合　計 �,�60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、290件の取引主任者証の交
付を行った。

⑤　宅地建物取引主任者資格試験実施状況
　平成26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26年�0月�9日(日)下記会場において厳正に実施し、平成26年�2月3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） 1,763名 1,4８0名 ８3.9％

（内　　一般受験者） （ 1,120名）   （ 900名） ８0.4％

（内 　 講習修了者） （ 643名）  （ 5８0名） 90.2％

流通経済大学 1,0８7名 ８30名 76.4％

つくば国際大学
（第２キャンパス） 744名 611名 82.�％

合　計 3,594名 2,921名 8�.3％

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

一般受験者 2,951名 2,341名 33８名 14.4％

講習修了者 643名 5８0名 133名 22.9％

合　計 3,594名 2,921名 471名 16.2％
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⑥　不動産実務セミナーの開催状況

期 日 平成27年2月25日（水） 平成27年3月9日（月）

開 催 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 人 数 ７８名 ９９名

研 修 内 容 ①　「民法改正と宅建業」（90分）
　　　　講　師　　深沢綜合法律事務所
　　　　　　　　　　弁護士　柴田　龍太郎　氏
②　「全国賃貸不動産管理業協会からのお知らせ」

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。

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） １
� 一般財団法人ひたちなか市住宅・都市サービス公社 ３
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） ―
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協　　定　　締　　結　　先 実　績
�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） １
�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１２２社に対して更新手続き到来を通知し
た。
③　会員向けに、不動産広告ハンドブックを配布した。
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 １７人
土浦・つくば １９人
県 南 １２人
県 西 ４人
鹿 行 ３人
古 河･岩 井 ７人
県 北 ３人
牛久・竜ケ崎 ５人
石 岡 ８人
非会員・一般 ５人

計 ８３人

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１，０１９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。
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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、
全宅管理茨城支部の発足式・研修会を平成26年�0月28日にフェリヴェールサンシャインに於い
て行った。
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２６年７月４日（金）
テーマ：「役員の役割と心得」
講　師：瀬川徹法律事務所
　　　　弁護士　瀬川　徹氏

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

H26. 7 №�23

◇会長就任挨拶
◇平成26年度定時総会開催記事
◇役員、各種委員会構成員、各支部長一覧
◇宅地建物取引主任者資格試験案内
◇法定講習会案内
◇紙上研修（判例紹介）
◇不動産キャリアパーソン案内
◇不動産コンサルティング技能試験案内
◇賃貸不動産経営管理士資格認定試験案内
◇新入会員紹介

H26.11 №�2�

◇平成26年度宅地建物取引主任者資格試験
◇不動産フェア開催
◇紙上研修（判例紹介）
◇（公財）不動産流通近代化センター登録講習・登録実務講習案内
◇全宅管理入会案内
◇第2回法定研修会、法令遵守研修会開催案内
◇新入会員紹介

H27. 1 №�25

◇山田会長新年の挨拶
◇伊藤全宅連会長新年の挨拶
◇不動産フェア開催
◇宅地建物取引主任者資格試験結果
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発行日 発行号数 主　要　掲　載　内　容

H27. 1 №�25

◇宅地建物取引士への名称変更に伴うご案内
◇山田守氏旭日双光章受章
◇第2回法定研修会・新規免許取得者研修会開催案内
◇紙上研修（判例紹介）
◇危険ドラッグ等の販売等の防止に関する協定締結
◇新入会員紹介

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
①　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。なお平成26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 409 374 216 167 169 155 160 14８ 92 1,８90
入 会 者 数 10 10 12 2 3 6 2 6 3 54
退 会 者 数 25 13 ８ 4 4 4 10 1 4 73

支 部 移 動
0
0

期末会員数 394 371 220 165 16８ 157 152 153 91 1,８71

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。
②　本会の入会案内リーフレットをリニューアル作成し、関係各所へ配布、配置を行った。

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。

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２７年３月２０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。
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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

26.  5.27 平成26年度定
時総会

【報告事項】
①平成25年度事業報告書及び事業報告の附属明細
書に関する件
②平成26年度事業計画に関する件
【審議事項】
①平成25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、
監査報告
②理事36名選任承認に関する件
③監事3名選任承認に関する件

ホテルレイクビュー
水戸

1,399名
（うち委任状
1,272名）

監　　　　 　査　 　　　　会

年月日 会　議　名 審　　　議　　　内　　　容 場　所 出席者

26.  4.22 定例監査会 ①平成25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

26.11.1８ 中間監査会 ①平成26年度事業実施状況並びに予算執行状況
　 について
②監査結果報告
③理事会における報告者

茨城県不動産会館 �0名

理　　　　　 事 　　　　　会

年月日 会　議　名 審　　　議　　　内　　　容 場　所 出席者

26.  4.25 第１回理事会 【報告事項】
①平成25･26年度入会状況及び会員の推移状況報
告について
②役員変更届の県への報告について
③平成26年度事業計画書等の県への報告について
④監査報告
【審議事項】
①平成25年度事業報告及びその附属明細書承認に
関する件
②平成25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

茨城県不動産会館 35（2）名
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年月日 会　議　名 審　　　議　　　内　　　容 場　所 出席者

③平成26年度定時総会の議題について
④平成26年度定時総会について
⑤平成26年度定時総会の開催通知について
⑥理事36名選任承認に関する件
⑦監事3名選任承認に関する件
⑧選挙管理委員会の設置について

26.  5.27 第２回理事会 【報告事項】
①水戸支部事務局に関する件
【審議事項】
①平成26年度定時総会の委任状について

ホテルレイクビュー
水戸

34（3）名

第３回理事会 【報告事項】無し
【審議事項】
①会長の選定について
②専務理事の選定について
③副会長の選定について
④公取協派遣役員等の推薦について

3８（3）名

26.  6.  9 第４回理事会 【報告事項】
①宅地建物取引士法案について
②平成26年度入会状況報告
③副会長の序列について
④本部役員懇親会について
⑤平成26年度宅建試験について
⑥定時総会出席状況報告
⑦全宅管理支部設置について
【審議事項】
①委員会構成（案）について
②常務理事構成（案）について
③業務執行理事の選定について
④関連団体派遣役員（案）について

茨城県不動産会館 37（2）名

26. 7.17 第５回理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②行政庁への事業報告等の提出報告について
③｢行方市の定住促進に係る不動産物件の情報提
供に関する協定書｣の締結について
④取引主任者法定講習会の担当割振りについて
⑤不動産無料相談所相談員研修会について
⑥第１回法定研修会の開催について
⑦公正競争規約指導員研修会の開催について
⑧不動産フェアの実施について
⑨ＰＲ活動について
⑩空き家対策について
⑪平成26年度会議開催予定について
⑫平成27年度定時総会の開催について
⑬本部役員忘年会について
⑭水戸支部事務局に関する件
【審議事項】
①入会案内リーフレットの作成について

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

②旅費交通費の見直し（案）及び旅費規程の一部
改正（案）並びに会議旅費支給一覧の一部改正
（案）について
　・旅費交通費の見直し（案）について
　・旅費規程の一部改正（案）について
　・会議旅費支給一覧の一部改正（案）について
③定款施行規則の一部改正（案）について

26. 9.  4 第６回理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②行政庁への役員変更等の提出報告について
③阿見町土地開発公社との業務協定締結報告
④平成26年度暴力追放茨城県民大会について
【審議事項】
①宅地建物取引主任者資格試験について

茨城県不動産会館 36（2）名

26.10.  3 第７回理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②不動産無料相談所相談員研修会実施状況報告
③第２回法定研修会の開催について
【審議事項】
①宅地建物取引主任者資格試験について
②法令遵守研修会の開催について

茨城県不動産会館 34（2）名

26.11.  4 第８回理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②平成26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26年度収支経過報告について
④第２回法定研修会について
【審議事項】無し

茨城県不動産会館 33（2）名

26.12.12 第９回理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②危険ドラッグ等の販売等の防止に関する協定書
の締結について
③不動産実務セミナーについて
④財務状況について
⑤監査報告
【審議事項】
①会費未納会員の対応に関する件
②定款施行規則の一部改正（案）について
③会員資格喪失手続規則（案）について
④平成27年度宅地建物取引士資格試験について
⑤平成27年度宅地建物取引士法定講習会について

水戸プラザホテル 37（2）名
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年月日 会　議　名 審　　　議　　　内　　　容 場　所 出席者

⑥事務局職員に関する件

27. 2. 5 第�0回理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②危険ドラッグ等の販売等の防止に関する協定書
の締結報告
③不動産フェアの実施結果について
④ハトマークサイト説明会の開催について
⑤常陸太田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
⑥第１回法定研修会の実施結果について
⑦法令遵守研修会の実施結果について
⑧平成26年度新規免許取得者研修会の実施につい
て
⑨第２回公正競争規約指導員研修会の実施につい
て
⑩平成27年度宅地建物取引士法定講習会担当割振
り報告
⑪平成27年度定時総会までの予定について
⑫新公益法人等に係る立入検査について
⑬平成27年度予算編成について
【審議事項】
①役員賠償責任保険の継続加入について
②弁護士、社会保険労務士との顧問契約の継続に
ついて
③都道府県宅建協会｢倫理規程｣の制定について

茨城県不動産会館 35（2）名

27. 3. 5 第��回理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告について
②平成26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26年度収支経過報告について
④水戸市企業誘致に係る情報提供に関する連携協
定書について
⑤｢常陸太田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｣の締結報告
【審議事項】
①宅建協会入会時の推薦人の廃止について
②入会審査手続要綱の一部改正（案）について
③会員資格喪失に関する件
④支部事務局に関する件
⑤特定資産取得改良資金の計上について
⑥平成27年度事業計画（案）について
⑦平成27年度収支予算（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

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

※上記出席者数うち（ ）は監事出席数　

常　 務　 理　 事　 会
  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

26.  4.17 第１回常務理事会 【報告事項】
①平成25･26年度入会状況及び会員の推移状況報告について
②役員変更届の県への報告について
③平成26年度事業計画書等の県への報告について
④第１回理事会及び第２回理事会の役割等について
⑤不動産業務用ソフトウェア販売提携について
【審議事項】
①平成25年度事業報告及びその附属明細書承認に関する件
②平成25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
③平成26年度定時総会の議題について
④平成26年度定時総会について
⑤平成26年度定時総会の開催通知について
⑥理事36名選任承認に関する件
⑦監事3名選任承認に関する件
⑧選挙管理委員会の設置について

�2名

26.  7.11 第２回常務理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②行政庁への事業報告等の提出報告について
③｢行方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書｣
の締結について
④取引主任者法定講習会の担当割振りについて
⑤不動産無料相談所相談員研修会について
⑥第１回法定研修会の開催について
⑦公正競争規約指導員研修会の開催について
⑧不動産フェアの実施について
⑨ＰＲ活動について
⑩空き家対策について
⑪平成26年度会議開催予定について
⑫平成27年度定時総会の開催について
⑬本部役員忘年会について
⑭水戸支部事務局に関する件
【審議事項】
①入会案内リーフレットの作成について
②旅費交通費について
　・旅費交通費の見直し（案）について
　・旅費規程の一部改正（案）について

�3名
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年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 出席者

　・会議旅費支給一覧の一部改正（案）について
③諸規定の見直しについて
　・定款施行規則の一部改正（案）について

26. ８.26 第３回常務理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②行政庁への役員変更等の提出報告について
③阿見町土地開発公社との業務協定締結報告
④平成26年度暴力追放茨城県民大会について
【審議事項】
①入会審査に関する件
②宅地建物取引主任者資格試験について

�3名

26. 9.25 第４回常務理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②不動産無料相談所相談員研修会実施状況報告
③その他
　・平成26年度暴力追放茨城県民大会について
　・第２回法定研修会開催（案）について
　・全宅管理茨城支部会員研修会について
【審議事項】
①宅地建物取引主任者資格試験について
②法令遵守研修会の実施目的と研修テーマ（案）について

�2名

26.10.24 第５回常務理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②平成26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26年度収支経過報告について
④第２回法定研修会について
⑤不動産実務セミナーについて
【審議事項】無し

�2名

26.12. 4 第６回常務理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②危険ドラッグ等の販売等の防止に関する協定書の締結について
③不動産実務セミナーについて
④役員忘年会について
⑤財務状況について
⑥監査報告
【審議事項】
①会費未納会員の対応に関する件
②定款施行規則の一部改正（案）について
③会員資格喪失手続規則（案）について
④事務局職員に関する件

�3名
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年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 出席者

⑤平成27年度宅地建物取引士資格試験について
⑥平成27年度宅地建物取引士法定講習会について

27. 1.29 第７回常務理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告
②危険ドラッグ等の販売等の防止に関する協定書の締結報告
③不動産フェアの実施結果について
④ハトマークサイト説明会の開催について
⑤常陸太田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
⑥第１回法定研修会の実施結果について
⑦法令遵守研修会の実施結果について
⑧平成26年度新規免許取得者研修会の実施について
⑨第２回公正競争規約指導員研修会の実施について
⑩平成27年度宅地建物取引士法定講習会担当割振り報告
⑪都道府県宅建協会｢倫理規程｣の制定報告
⑫平成27年度定時総会までの予定について
⑬新公益法人等に係る立入検査について
⑭平成27年度予算編成について
【審議事項】
①役員賠償責任保険の継続加入について
②弁護士、社会保険労務士との顧問契約の継続について

�3名

27. 2.20 第８回常務理事会 【報告事項】
①平成26年度入会状況報告について
②平成26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26年度収支経過報告について
④水戸市企業誘致に係る情報提供に関する連携協定書について
【審議事項】
①宅建協会入会時の推薦人の廃止について
②入会手続要綱の一部改正（案）について
③会員資格喪失に関する件
④支部事務局に関する件
⑤平成27年度事業計画（案）について
⑥平成27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

��名
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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

26. 4.11 第１回総務委員会 ①平成26年度入会状況報告について
②平成25年度事業報告について
③選挙管理委員会の設置について
④退任役員感謝状について
⑤その他
・平成26年度定時総会の確認について（前回委員会の
確認）
・事業報告等に係る提出書類について

8名

26. 4.14 第１回財務委員会 ①平成25年度決算報告について
②帳票確認について

8名

26. 5.12 第１回選挙管理委員会 ①会長選挙について 2名

26. 5.22 第１回法令遵守委員会 ①法令遵守活動について 7名

26. 5.23 第２回総務委員会 ①会員名簿の作成について
②定時総会の委任状について

8名

総会打ち合わせ会 ①平成26年度定時総会の運営について ��名

26. 5.29 打ち合わせ会 ①委員会構成（案）について
②常務理事構成（案）について
③業務執行理事の選定について
④関連団体派遣役員（案）について
⑤平成26年度入会状況報告

7名

26. 6.16 第３回総務委員会 ①平成26年度定時総会収支報告
②平成27年度定時総会について

9名

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

26.  6. 3 第１回支部長会議 【報告事項】
①宅地建物取引士法案について
②平成26年度入会状況報告
③副会長の序列について
④本部役員懇親会について
⑤平成26年度宅建試験について
⑥その他
　・定時総会出席状況報告
　・全宅管理支部設置について
【審議事項】
①委員会構成（案）について
②常務理事構成（案）について
③業務執行理事の選定について
④関連団体派遣役員（案）について

�0名
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年月日 会　議　名 議　　　　　　　　題 出席者

③本部役員懇親会について
④役員忘年会について
⑤平成26年度理事会・常務理事会の開催予定（案）につ
いて

⑥夏期休暇について
⑦空き家対策について

26. 6.1８ 第１回人材育成委員会 ①平成26年度宅地建物取引主任者資格試験について
②宅地建物取引主任者法定講習会について
③実務セミナーについて

7名

26. 6.20 第１回相談業務委員会 ①相談業務委員会の所管事業について
②不動産法律相談所の運営について
③不動産無料相談所相談員研修会の開催について

9名

26. 6.23 第２回法令遵守委員会 ①法令遵守委員会の所管事業について
②第１回法定研修会の開催について
③公正競争規約指導員研修会の開催について
④法令遵守専門研修（仮称）の実施について
⑤法令遵守活動について
⑥26年度研修会の年間スケジュールについて

�2名

26. 6.24 第１回情報提供委員会 ①情報提供委員会の所管事業について
②会報「いばらき宅建」�23号の発行について
③不動産フェアの実施について
④不動産物件情報提供活動の促進について
⑤ＰＲ活動（広告宣伝等）について
⑥三大紙以外の新聞広告について
⑦入会案内リーフレットの作成について
⑧東日本不動産流通機構とハトマークサイト並びに（公
社）茨城県宅地建物取引業協会との関連について

7名

26. 6.25 第２回財務委員会 ①財務状況について
②遊休財産保有制限への対応について
③会費請求状況について

7名

26. 7. ８ 第４回総務委員会 ①旅費交通費について
②諸規定の見直しについて
③平成26年度入会状況報告について

�0名

26. 7.10 第２回情報提供委員会 ①会報「いばらき宅建」�23号の発行について
②入会案内リーフレットの作成について
③不動産フェアについて
④その他
・行方市の定住促進に係る不動産物件の情報提供に関
する協定書の締結について
・ＰＲ活動について

��名

第１回組織整備特別委員会 ①行政庁への事業報告等の提出報告について 3名

26. 7.15 第３回財務委員会 ①旅費交通費の見直し（案）について
②財務執行について

8名

26. 7.31 第１回賃貸管理特別委員会 ①全宅管理茨城支部及び賃貸管理特別委員会の活動につ
いて

9名
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年月日 会　議　名 議　　　　　　　　題 出席者

②全宅管理茨城支部役員について
③全宅管理茨城支部規定（規則）（案）について

26. ８. 7 第３回情報提供委員会 ①入会案内リーフレットの作成について
②不動産フェアについて
③その他
・阿見町土地開発公社との業務協定締結の報告につい
て
・空き家対策に関する今後の活動について

7名

26. ８.21 第２回人材育成委員会 ①平成26年度宅地建物取引主任者資格試験について 9名

26. 9. 2 第２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について 9名

26. 9.16 第３回人材育成委員会 ①平成26年度宅地建物取引主任者資格試験について
②不動産実務セミナーについて

8名

26. 9.24 第３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法令遵守研修会（仮称）の開催について
③平成26年度新規免許取得者研修会の開催について
④第２回公正競争規約指導員研修会の開催について

9名

26.10. 7 第２回賃貸管理特別委員会 ①全宅管理茨城支部会員研修会の開催（案）について
②全宅管理茨城支部規則について
③全宅管理茨城支部役員について

6名

26.10.10 第４回財務委員会 ①収支状況について
②帳票確認

8名

26.10.20 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空き家対策について
③入会案内リーフレットの配布について

8名

第２回組織整備特別委員会 ①平成26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

7名

26.10.21 第５回財務委員会 ①帳票確認 7名

26.10.30 第５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情報提供委員会平成27年度事業計画（案）について

7名

26.11.2８ 第５回総務委員会 ①平成26年度入会状況報告について
②車両のリースについて
③喫煙所について
④役員忘年会について
⑤支部総会の開催時期に関する件
⑥会費未納会員の対応に関する件
⑦事務局職員に関する件
⑧危険ドラッグ等の販売等の防止に関する協定書

�0名

26.12. 1 第４回人材育成委員会 ①宅地建物取引士資格試験について
②宅地建物取引士法定講習会について
③不動産実務セミナーについて

9名
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年月日 会　議　名 議　　　　　　　　題 出席者

④宅地建物取引士への名称変更に伴うご案内について

26.12.15 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法令遵守研修会の実施結果について
③第２回法定研修会の実施について
④平成26年度新規免許取得者研修会の実施について
⑤第２回公正競争規約指導員研修会の実施について
⑥平成27年度法令遵守委員会所管の事業計画（案）並び
　に収支予算書（案） の策定について

�0名

26.12.16 第６回情報提供委員会 ①不動産フェアの実施結果について
②会報「いばらき宅建」�25号の発行について
③ハトマークサイト説明会の開催について
④平成27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

9名

26.12.1８ 第３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状況について
③平成27年度相談業務委員会所管の事業計画（案）並び
に収支予算（案）の策定について

�0名

26.12.19 第６回総務委員会 ①平成26年度入会状況報告について
②会費未納会員の対応について
③都道府県宅建協会｢倫理規程｣の制定について
④役員賠償責任保険の継続加入について
⑤弁護士･社会保険労務士との顧問契約の継続について
⑥事務局職員に関する件
⑦会館の防水工事について
⑧総務委員会所管の平成27年度事業計画（案）及び収支
予算（案）の策定について

⑨平成27年度定時総会までの予定について
⑩事務局職員研修会について

�0名

第３回組織整備特別委員会 ①弁護士とのアドバイザー（顧問）契約の継続について
②組織整備特別委員会所管の平成27年度事業計画（案）
及び収支予算（案）の策定について

③新公益法人等に係る立入検査について

5名

26.12.22 第５回人材育成委員会 ①不動産実務セミナーについて
②平成27年度法定講習会について
③人材育成委員会所管の平成27年度事業計画（案）及び
収支予算（案）の策定について

9名

第３回賃貸管理特別委員会 ①賃貸管理特別委員会及び全宅管理茨城支部の活動につ
いて

②賃貸管理特別委員会所管の平成27年度事業計画（案）
及び収支予算（案）の策定について

③不動産実務セミナーについて

6名

27. 1. 9 第７回情報提供委員会 ①会報「いばらき宅建」�25号の発行について
②ハトマークサイト説明会の開催について
③空き家等の対策について
④常陸太田市の定住促進に係る不動産物件の情報提供に

7名
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年月日 会　議　名 議　　　　　　　　題 出席者

　関する協定の締結について

27. 1.15 第６回財務委員会 ①執行状況について
②財務委員会所管の平成27年度事業計画（案）及び収支
予算（案）の策定について

③運営の対応について
④平成27年度予算編成について

9名

27. 1.22 第４回組織整備特別委員会 ①新公益法人等に係る立入検査について �名

27. 2. 9 第７回財務委員会 ①財務執行状況について
②平成27年度予算の策定について

�0名

27. 2.12 第７回総務委員会 ①平成26年度入会状況報告について
②宅建協会入会時の推薦人の廃止について
③入会審査手続要綱の一部改正（案）について
④平成26年度事業経過報告について
⑤平成27年度事業計画（案）について
⑥支部事務局に関する件
⑦会員資格喪失に関する件

8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

26. 4.19 第１回不動産キャリアサポート研修制
度検討会

ホテル・クレストン鹿
児島

沼尻常務理事

26. 5.16 第１回常務理事会 全宅連会館 山田会長

26. 5.30 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

26. 6.26 平成26年度定時総会 ホテルニューオータニ 山田会長、沼尻常務理事他５名、
川﨑局長

第２回理事会 山田会長、沼尻常務理事

26. 7.16 第２回常務理事会 全宅連会館 山田会長

26. 7.2８ 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

26. ８.1８ 第１回人材育成委員会 全宅連会館 沼尻常務理事

26. ８.20 都道府県協会長・全宅保証本部長合同
会議

松山全日空ホテル 山田会長

26. 9.21 消費者セミナー 木材会館：東京 沼尻常務理事

26.10.10 第２回人材育成委員会 全宅連会館 沼尻常務理事

26.11.12 第３回常務理事会 全宅連会館 山田会長

26.11.25 第４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

26.11.26 �7都道府県協会流通担当者会議 トラストシティカンフ
ァレンス・丸の内

萩庭常務理事、鈴木次長

26.12.17 全宅連・全宅保証合同正副会長委員長
会議

全宅連会館 山田会長

26.12.24 第３回人材育成委員会 全宅連会館 沼尻常務理事

27. 1.14 都道府県協会長・本部長会議及び平成
27年度全宅連・全宅保証新年賀詞交歓
会

東京プリンスホテル 山田会長、沼尻常務理事、橋詰
常務理事

27. 1.19 都道府県宅建協会・本部事務局長会議 アーバンネット神田カ
ンファレンス

川﨑局長

27. 2.10 平成26年度不動産実務セミナー 日建学院　水戸校 沼尻常務理事

27. 2.13 公益法人制度に関するブロック研修会 フクラシア東京ステー
ション

関根常務理事、川﨑局長

27. 3. 5 第４回人材育成委員会 全宅連会館 沼尻常務理事

27. 3.13 第４回常務理事会 全宅連会館 山田会長

27. 3.24 第５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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（公社）首都圏不動産公正取引協議会会議出席状況

年月日 会　　　議　　　名 場　　　所 出　　席　　者

26. 5.15 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. 5.21 第２回理事会 アルカディア市ヶ谷 倉田常務理事

26. 6.13 第３回理事会 東京：セルリアンタワー東急
ホテル

倉田常務理事

平成26年度定時社員総会 山田会長、倉田常務理事、川﨑局
長

第４回理事会 倉田常務理事

26. 7.17 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. 7.30 第５回理事会、総務・渉外・
広報・審理合同委員会

公取協会議室 倉田常務理事

懇親会 ホテルグランドアーク半蔵門

26. 9.12 会員団体事務局との連絡会議 公取協会議室 鈴木次長

26. 9.25 第６回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

26.10.16 調査指導委員会・事情聴取会 公取協会議室 関根常務理事

26.11.26 第８回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

26.12.11 調査指導委員会・事情聴取会 公取協会議室 関根常務理事

26.12.16 第９回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

27. 1.23 第�0回理事会 ホテルメトロポリタンエドモ
ント

倉田常務理事

27. 2.12 調査指導委員会・事情聴取会 公取協会議室 関根常務理事

27. 2.20 第��回理事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷 倉田常務理事

27. 3.1８ 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

26. 6. 4 第１回運営協議会 第一ホテル東京 山田会長、川﨑局長

26. 7.16 第２回運営協議会 第一ホテル東京 山田会長、川﨑局長

26.10.22 第３回運営協議会 TKPガーデンシティ
品川

山田会長他８名、川﨑局長

26.11.20 第４回運営協議会及び甲信越地区交
流会

ホテル小暮：群馬県 山田会長、川﨑局長

27.2.17 第５回運営協議会 ホテル河鹿荘：神奈川
県

山田会長、張替専務理事、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

26. 4.1８ 第１回総務財務委員会 全宅連会館 横須賀常務理事

26. 5.13 平成25年度下期監査会 全宅連会館 横須賀常務理事

第１回正副会長会議

26. 5.30 第１回理事会 第一ホテル東京 横須賀全宅管理総務財務委
員長

26. 5.31 第１回運営協議会 オーセントホテル小樽 横須賀全宅管理総務財務委
員長

26. 6. 9 第４回標準化ガイドライン検討ワーキング 全宅連会館 横須賀全宅管理総務財務委
員長

26. 6.27 第２回理事会 ホテルニューオータニ 車副会長

総会 山田会長、車副会長他６名、
川﨑局長

26. 7.2８ 第３回理事会 第一ホテル東京 車副会長、川﨑局長

26.11.21 会員研修会 日建学院　水戸 車副会長

26.11.26 第４回理事会 アーバンネット神田カ
ンファレンス

車副会長

26.12. ８ 第１回支部協議会 全宅連会館 車副会長、横須賀全宅管理
茨城支部幹事長

27. 3.25 第５回理事会 アーバンネット神田カ
ンファレンス

車副会長

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

26. 5.30 第１回幹事会 第一ホテル東京 山田会長、川﨑局長

26. ８.27
～2８

評議員会 パレスホテル大宮 山田会長、佐藤常務理事、
萩庭常務理事、鈴木次長

26.11.25 第２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26年４月 �日
至：平成27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
26. ８. 7 第2�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 53名

26. ８.1８ 第１回支部研修会 ①「茨城県の住宅政策と震災の復興問題」
　講師：茨城大学教育学部住居学研究室　
　　　　教授　乾康代氏
②「平成25年度税制改正における相続税・贈
与税のポイント」
　講師：水戸税務署資産課税第一部門
　　　　統括国税調査官　澁井剛一氏

ホテルレイクビュー
水戸

�00名

26.11. 5 支部視察研修会 ①旧日本銀行地下金庫見学 日本銀行 3�名
26.11.19 第23回親睦チャリテ

ィゴルフ大会
①支部親睦･チャリティゴルフ 扶桑カントリー

倶楽部
25名

27. 1. ８ 平成27年賀詞交歓会 ①賀詞交歓会 ホテルレイクビュー
水戸

�39名

27. 2.19 第22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 6�名

27. 3. 3 第２回支部研修会 ①「町内会加入促進のお願い」について
　 講師：水戸市市民環境部市民生活課 
　 　　　副参事 黒澤純一郎氏
②「水戸市企業誘致」について
　 講師：水戸市産業経済部兼商工課　
　 　　　課長 鈴木吉昭氏
③「『孤独死』補償の背景と保険内容および
保険事故例」について
　 講師：㈱宅建ファミリー共済 佐藤照勝氏
④「水戸市風致地区条例」について
　 講師：水戸市都市計画課景観室
 　　　　係長 権瓶厚氏
⑤「賃貸物件に①相続②紛争が発生した場合
にオーナーに提供すべき情報」
　講師：武市法律事務所
　　　　弁護士 武市吉生氏

ホテルレイクビュー
水戸

79名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4.15 定時支部総会 ①平成25年度事業報告承認の件

②平成25年度事業監査報告
③平成26年度事業計画書（案）の件
④平成26･27年度役員（幹事・監査）選任の
件
⑤平成26・27年度本部理事候補推薦の件

ホテルレイクビュー
水戸

289名
（うち委任状
221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
26. 4. 3 第１回幹事会 ①平成25年度業務監査会について

②水戸支部総会について
協会本部２F
会議室

�9（2）名

26. 4.15 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 ホテルレイクビュー
水戸

20（2）名

第３回幹事会 ①平成26・27年度正副支部長選任の件
②平成26・27年度本部理事候補推薦の件

ホテルレイクビュー
水戸

22（2）名

26. 5.20 第４回幹事会 ①本部定時総会委任状の件
②平成26年度水戸支部委員会構成の件

協会本部２F
会議室

2�（2）名

26. 7. 9 第５回幹事会 ①各委員会報告の件 ホテルレイクビュー
水戸

2�（2）名

26. 9.26 第６回幹事会 ①各委員会の報告について
②来年度支部事業計画（案）の件

協会本部２F
会議室

�9（2）名

26.12. 9 第７回幹事会 ①各委員会報告について
②来年度支部事業計画（案）について
③予算について

ホテルレイクビュー
水戸

�9（�）名

27. 3.10 第８回幹事会 ①各委員会報告について
②平成27年度水戸支部定時総会について

協会本部２F
会議室

2�（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
26. 4.21 第１回正副支部長会

議
①平成26・27年度本部理事候補推薦の件
②水戸支部委員会構成について

水戸支部会議室 �名

26. 6.24 第１回正副支部長･
委員長会議

①各委員会報告について 協会本部４F
会議室

6名

26.12.1８ 第２回正副支部長･
委員長会議

①平成27年度水戸支部予算について 水戸支部会議室 8名

27. 2. 9 第３回正副支部長･
委員長会議

①平成27年度水戸支部予算について
②事業活動会員アンケートについて

水戸支部会議室 9名

各 種 委 員 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 5.16 流通･自主規制委員

会
①水戸支部不動産情報Vol.���掲載物件チェッ
ク
②平成26年度事業について

協会本部４階
会議室

7名

26. 6. 6 教育研修委員会 ①平成25年度事業報告について
②平成26年度研修事業計画について

水戸支部会議室 7名

26. 6.13 広報委員会 ①平成26年度委員会活動について 水戸支部会議室 6名
会員交流委員会 ①平成26年度行事予定について 7名

26. 6.17 総務委員会 ①平成26年度事業について 協会本部４階
会議室

6名

26. 7.29 会員交流委員会 ①第2�回親睦チャリティーボウリング大会の
組合せについて

水戸支部会議室 6名

26. 9.11 会員交流委員会 ①第23回親睦チャリティーゴルフ大会開催に
ついて 水戸支部会議室

6名

流通･自主規制委員
会

①水戸支部不動産情報Vol.��5掲載物件チェッ
ク

2名

26. 9.25 広報委員会 ①平成26年度不動産フェアについて 水戸支部会議室 7名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26.11.11 会員交流委員会 ①第23回親睦チャリティーゴルフ大会組合せ

について
②平成27年度事業計画について 水戸支部会議室

6名

教育研修委員会 ①第2回会員研修会について
②平成27年度事業計画について

7名

26.11.14 流通･自主規制委員
会

①平成27年度事業計画について 水戸支部会議室 7名

26.11.21 広報委員会 ①支部ニュース発行打合せ 水戸支部会議室 7名
26.11.27 総務委員会 ①平成27年賀詞交歓会について

②平成27年度事業計画について
水戸支部会議室 7名

26.12. ８ 広報委員会 ①支部ニュース発行打合せ 水戸支部会議室 6名
26.12.1８ 会員交流委員会 ①第22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 6名

27. 1.19 流通･自主規制委員
会

①水戸支部不動産情報Vol.��6掲載物件チェッ
ク

水戸支部会議室 2名

27. 2.13 会員交流委員会 ①第22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 7名

27. 2.24 流通･自主規制委員
会

①共同広告について 水戸支部会議室 6名

27. 2.26 総務委員会 ①平成27年度定時支部総会について 水戸支部会議室 5名
27. 3.13 流通･自主規制委員

会
①水戸支部不動産情報Vol.��7掲載物件チェッ
ク

水戸支部会議室 2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
26. 6.17 事務職員採用書類選

考会
①事務職員採用書類選考 水戸支部会議室 �名

26. 6.23 事務職員採用面接 ①事務職員採用面接 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
26. 5.2８ 入会審査会 ①「㈲城栄不動産」入会審査 水戸支部会議室 �名
26. 6.10 入会審査会 ①「エムズプランニング㈱」入会審査

②「三峰不動産㈱」入会審査
水戸支部会議室 �名

26. 7.17 入会審査会 ①「㈱三河」入会審査 水戸支部会議室 �名
26. ８.26 入会審査会 ①「㈱真興企画」入会審査 水戸支部会議室 �名
26. 9.25 入会審査会 ①「㈱テクノ」入会審査 水戸支部会議室 5名
26.10.14 入会審査会 ①「㈱ＹＥＳ」入会審査 水戸支部会議室 5名
26.11.20 入会審査会 ①「㈱ライフステージ」入会審査 水戸支部会議室 5名
27. 1.15 入会審査会 ①「木下地所㈱」入会審査

②「仲野不動産コンサルタンツ」入会審査
水戸支部会議室 5名

27. 2.20 入会審査会 ①「あっぷるホーム㈱」入会審査会 水戸支部会議室 5名
27. 3. 5 入会審査会 ①「水戸ステーション開発㈱」入会審査会 水戸支部会議室 �名
※仲野不動産コンサルタンツは、入会承認後入会金等未納入のまま開業せず廃業

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4. 2 平成25年度業務監査

会
①平成25年度業務監査 水戸支部事務局 6名
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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
26. 6.30 �6号 ①平成26年度定時総会について
26.12.11 �7号 ①不動産フェア・親睦チャリティーゴルフ、ボーリング大会について
27. 3.31 �8号 ①賀詞交歓会、親睦チャリティーボウリング大会、会員研修会について
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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
26.11.20 ３支部合同研修会

（県南支部、牛久･
竜ケ崎支部と合同）

①「取引におけるトラブル事例」
　 講師：松田・水沼総合法律事務所　
 　弁護士　松田弘氏

ホテルグランド
東雲

207名
（当支部
のみ）

26.12. 9 土浦地区会 ①情報、意見交換会 鈴や食堂 �5名
27. 1.16 賀詞交歓会 ①懇親会 ホテルグランド

東雲
�09名

27. 2.24 稲敷・荒川沖地区会 ①情報、意見交換会 ダイナスティー 20名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　　　　所 出席人数
26. 4.24 定時支部総会 ①平成25年度事業報告承認について

②監査報告
③平成26年度事業計画書承認について
④平成26・27年度役員の選任について

ホテルグランド
東雲

32�名
（うち委任状
270名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4. 4 第�回幹事会 ①平成26年度支部総会の運営について

②平成25年度事業報告について
③監査報告
④平成26年度事業計画について
⑤役員の選任について
⑥平成26年度無料相談所担当割当について
⑦美浦村・かすみがうら市空き家バンクの業
者選定方法について

土浦・つくば支部 �9（1）名

26. 4.24 第2回幹事会 ①平成26年度支部総会白紙委任状の取り扱い
について

ホテルグランド
東雲

�5（2）名

第3回幹事会 ①平成26・27年度支部長選任について
②平成26・27年度副支部長選任について
③平成26・27年度本部役員（県理事）選任に
ついて
④平成26・27年度代表監査選任について
⑤平成26・27年度入会審査委員・業務委員選
任について

�8（2）名

26. 5.20 第�回幹事会 ①本部総会委任状の取りまとめについて
②役員の担当会員振り分けについて

土浦・つくば支部 �8（�）名

26. ８. 4 第5回幹事会 ①不動産フェア開催について
②公正競争規約指導員の選出について

土浦・つくば支部 �6（�）名

26.10. 9 第6回幹事会 ①３支部合同研修会開催について 土浦・つくば支部 �8（�）名
26.12.16 第7回幹事会 ①平成27年賀詞交歓会開催について

②平成27年度支部活動について
土浦・つくば支部 �7（�）名

27. 3.12 第8回幹事会 ①平成27年度支部総会の開催について
②平成27年度支部事業について
③平成27年度無料相談所担当について

土浦・つくば支部 �7（�）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
26. 4. 4 選考委員会 ①平成26・27年度役員選任について 土浦・つくば支部 3名
26. 4.1８ 業務委員会 ①平成26年度支部総会委任状取りまとめにつ

いて
土浦・つくば支部 6名

26. 6.25 業務委員会 ①かすみがうら市市長選推薦について
②不動産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 6名

26. 9. 4 業務委員会 ①平成26年度支部研修会の開催について
②平成27年賀詞交歓会の開催について
③平成26年度宅地建物取引主任者資格試験監
督員について

土浦・つくば支部 7名

26.12. 4 業務委員会 ①平成27年賀詞交歓会について
②平成27年度支部事業について

土浦・つくば支部 7名

27. 2. 5 業務委員会 ①平成27年度支部総会の開催について
②平成26年度支部予算の使用状況について

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
26. 4.1８ 空き家バンク抽選会 ①美浦村空き家バンク制度協力業者抽選会 土浦・つくば支部 5名
26. 5.16 空き家バンク抽選会 ①かすみがうら市空き家バンク制度協力業者

抽選会
土浦・つくば支部 6名

26. 7. 1 土浦市との打合せ ①土浦市公共施設跡地利用アンケートの結果
報告及び今後の予定

土浦・つくば支部 3名

26. 7.25 土浦市との打合せ ①土浦市中心市街地活性化基本計画補助事業
について

土浦・つくば支部 3名

26. ８.19 つくば市との打合せ ①区会（自治会）への加入促進について 土浦・つくば支部 2名
26. 9.10 ３支部合同会議 ①３支部合同研修会の開催について 土浦・つくば支部 �名
26. 9.25 賀詞交歓会関係 ①賀詞交歓会アトラクション打合せ・下見 歌芸夢者 5名
26.11.20 賀詞交歓会関係 ①賀詞交歓会アトラクション打合せ 歌芸夢者 9名
26.12.16 つくば市との打合せ ①区会（自治会）への加入促進について 土浦・つくば支部 �名
27. 1.13 賀詞交歓会関係 ①賀詞交歓会の準備 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
26. 4.30 第１回入会審査 ①「㈱都市開発」入会審査

②「㈱スマートヴィレッジ」入会審査
土浦・つくば支部 �名

26. 6. 6 第２回入会審査 ①「㈱三栄商事つくば店」入会審査 土浦・つくば支部 5名
26. ８.20 第３回入会審査 ①「㈱電源社」入会審査 土浦・つくば支部 �名
26. ８.25 第４回入会審査 ①「㈱サンヨーホームつくば研究学園店」入

会審査
土浦・つくば支部 �名

26. 9.22 第５回入会審査 ①「㈱ネクサス・アールホーム茨城」入会審
査
②「一誠商事㈱みどりの支店」入会審査

土浦・つくば支部 5名

26.10. 3 第６回入会審査 ①｢桂不動産㈱みどりの支店」入会審査 土浦・つくば支部 5名
26.10.17 第７回入会審査 ①「㈱ピカソ」入会審査 土浦・つくば支部 5名
26.11. 6 第８回入会審査 ①「オリエンタルエステート（同）」入会審査 土浦・つくば支部 �名
27. 2.13 第９回入会審査 ①「㈱一緑」入会審査 土浦・つくば支部 5名
27. 3. 2 第�0回入会審査 ①「㈱神立不動産」入会審査 土浦・つくば支部 5名
※㈱電源社は、入会承認後入会金等未納入のまま開業せず廃業
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監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4. 4 監査会 ①平成25年度事業について 土浦・つくば支部 8人

支部会報発行状況
発行日 発行号数 主要掲載内容
26. 5.19 第2��号 ①平成26年度定時総会結果について

②つくばエキスプレス沿線開発関連用地の処分に関する協定について
③宅建ファミリー共済のご案内
④支部での需用品販売について
⑤平成25年度入会者のご報告
⑥平成25年度退会者のご報告
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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
26. 9. 3 県南支部親睦ゴルフ

コンペ
①県南支部会員相互の親睦ゴルフコンペ 桜ヶ丘ゴルフ

クラブ
23名

26. 9.30 守谷ブロック研修会 ①「当市の不動産に関わる現状と展望につい
て」
　講師：守谷市長　会田真一氏
　　　　茨城県議会議員　小川一成氏
②本部役員、会員相互の意見交換会･親睦会

おおくぼ 23名

26.11.20 ３支部合同研修会
（土浦･つくば支部、
牛久･竜ケ崎支部と
合同）

①「取引におけるトラブル事例」
　　講師：松田・水沼総合法律事務所
　　弁護士　松田弘氏

ホテルグランド
東雲

77名
（当支部
のみ）

26.12. 3 合同親睦ゴルフコン
ペ

①牛久・竜ケ崎支部との親睦ゴルフコンペ 霞台カントリー
クラブ

�2名
（当支部
のみ）

27. 2.24 水海道・つくばみら
いブロック研修会

①「市の不動産動向と防災対策（土砂災害警
戒区域）」
　講師：常総市長　高杉徹氏
　　　　つくばみらい市長　片庭正雄氏
②本部役員、会員相互の意見交換会・親睦会

満月 29名

27. 3.12 取手ブロック研修会 ①「取手市の人口減少対策」
　講師：取手市長　藤井信吾氏
　　　　茨城県議会議員　中村修氏
②本部役員、会員相互の意見交換会・親睦会

ちゃいなはうす �7名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4.1８ 定時支部総会 ①平成25年度事業報告書承認の件

②平成26年度事業計画書（案）承認の件
③役員選任承認の件

グリーンパレス
ふじしろ

 �3�名
（うち委任状
 �07名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26.4.1 第１回幹事会 ①定時総会開催について 取手市商工会館 �7（2）名
26.4.1８ 第２回幹事会 ①平成26･27年度県南支部役員について

②平成26･27年度本部役員について
③平成26･27年度代議員について

グリーンパレス
ふじしろ

�7（2）名

26.5.20 定時総会の出欠確認
のための幹事会

①定時総会の出欠確認、委任状の回収につい
て

取手市商工会館 �7（2）名

26.7.15 第４回幹事会 ①花火大会協賛について
②県南支部親睦ゴルフコンペについて
③委員会構成について

取手市商工会館 �7（2）名

26.9.８ 第５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
③支部研修会について

取手市商工会館 �7（2）名

26.12.８ 第６回幹事会 ①新年会について
②平成27年度県南支部事業予算について

玉川寿司 �7（2）名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
27. 1.19 第７回幹事会 ①新年会について

②平成27年度県南支部事業計画について
取手市商工会館 �7（2）名

27. 3.11 第８回幹事会 ①平成27年度県南支部活動予算について
②平成27年度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
26. 6.19 第１回正副支部長会 ①平成26･27年度県南支部委員会構成につい

て
②県南支部親睦ゴルフコンペについて

取手市商工会館 �名

26.10. 7 第２回正副支部長会 ①ブロック研修会について
②不動産フェアについて

取手市商工会館 �名

各 種 委 員 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 7.29 第１回正副支部長会

･総務委員会
①平成26･27年度県南支部委員会構成につい
て
②県南支部親睦ゴルフコンペについて

取手市商工会館 �0名

26. 9.16 第２回正副支部長会
･総務委員会

①３支部合同研修会について
②今後の支部事業について

取手市商工会館 �0名

26.11.11 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 �0名

27. 2. 9 第４回正副支部長会
･総務委員会

①平成27年度県南支部総会について
②平成27年度県南支部事業予算について

取手市商工会館 �0名

入 会 審 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4. 3 第１回入会審査会 ①「㈱NT投資顧問」入会審査 取手市商工会館 �名
26. 4.16 第２回入会審査会 ①「㈱岳南ホールディングス守谷営業所」入

会審査
取手市商工会館 �名

26. 6. 6 第３回入会審査会 ①「㈱URコムシステム取手店」入会審査 取手市商工会館 �名
26. 7.14 第４回入会審査会 ①「㈱みらい平ハウジング」入会審査 取手市商工会館 �名
26. ８.11 第５回入会審査会 ①「㈲セオケンホーム」入会審査

②「㈱住まい工房ナルシマ」入会審査
取手市商工会館 �名

26. 9. 2 第６回入会審査会 ①「㈲自然と住まい研究所」入会審査 取手市商工会館 �名
26. 9.17 第７回入会審査会 ①「㈱アーク不動産」入会審査 取手市商工会館 �名
26. 9.29 第８回入会審査会 ①「㈱荒木工務店」入会審査 取手市商工会館 �名
26.11. 6 第９回入会審査会 ①「南守谷不動産」入会審査 取手市商工会館 �名
26.11.21 第�0回入会審査会 ①「㈱トータルハウジング」入会審査 取手市商工会館 �名
27. 1.27 第��回入会審査会 ①「㈱中古住宅情報館茨城支店」入会審査 取手市商工会館 �名
27. 2. 3 第�2回入会審査会 ①「タクトホーム㈱守谷店」入会審査 取手市商工会館 �名
27. 2. 6 第�3回入会審査会 ①「㈱アイワ技建」入会審査 取手市商工会館 �名
27. 3.17 第��回入会審査会 ①「茨城グランディハウス㈱守谷支店」入会

審査
取手市商工会館 �名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4. 1 監査会 ①平成25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
26.7.16 第１回親睦ゴルフコ

ンペ
①ゴルフコンペ スプリングフィル

ズゴルフクラブ
20名

26.9.12 親睦ボウリング大会 ①ボウリング 下館ミナミボウル �7名
26.10.9 第１回支部研修会 ①「不在者財産管理人及び相続財産管理人に

ついて｣
　講師：林廣明司法書士事務所　林廣明氏
②「茨城県宅建協会と公益法人」
　 講師：協会本部　局長　川崎康弘

下妻市立図書館 67名

26.10.22
　　～23

親睦旅行 ①焼津温泉、日本平、三保松原方面
　（会員及び登録従業者）

静岡県焼津市方面 25名

26.11.12 第２回支部研修会 ①「相続税・贈与税の改正のポイント」
　講師：下館税務署
　統括国税調査官　佐瀬正氏

県西生涯学習
センター

�7名

26.11.21 第２回親睦ゴルフコ
ンペ

①ゴルフコンペ ゴールデンレイク
スカントリークラブ

�5名

27.1.23 支部新年会 ①支部新年会（会員及び登録従業者） ホテル新東 39名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4.16 定時支部総会 ①平成25年度事業報告の件

②平成26年度事業計画の件
③役員改選の件

下妻市立図書館 �27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
26. 4. 4 第１回幹事会 ①定時支部総会開催について

②総会資料確認について
県西支部 �5名

26. 4.16 第２回幹事会 ①役員改選について 下妻市立図書館 �5名
26. 5.20 第３回幹事会 ①本部定時総会、出欠及び委任状回収につい

て
県西支部 ��名

26. 6.10 第４回幹事会 ①平成26年度事業活動年間スケジュールにつ
いて
②各種委員会構成について

県西支部 �5名

26. ８.20 第５回幹事会 ①親睦旅行について
②各委員会事業について
③不動産フェアについて

県西支部 �5名

26.12. 9 第６回幹事会 ①平成27年度事業計画案作成について 県西支部 �3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
26. 4.11 第１回正副支部長会 ①定時支部総会の出欠及び委任状確認につい

て
県西支部 5名

26. 4.16 第２回正副支部長会 ①定時支部総会開催準備について 下妻市立図書館 7名
26. 6. 2 第３回正副支部長会 ①平成26年度事業活動について

②幹事会開催について
県西支部 5名

26. 7.1８ 第４回正副支部長会 ①親睦旅行について 県西支部 5名
26. ８. 7 第５回正副支部長会 ①幹事会開催について 県西支部 5名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 9. 5 第６回正副支部長会 ①研修会開催について

②不動産フェアについて
県西支部 5名

26.10.16 第７回正副支部長会 ①親睦旅行について 県西支部 7名
26.11.12 第８回正副支部長会 ①研修会準備について 県西生涯学習

センター
�名

27. 1.23 第９回正副支部長会 ①新年会会場準備について ホテル新東 6名
27. 2.17 第�0回正副支部長会 ①平成27年度定時支部総会開催について 県西支部 �名
27. 3.26 第��回正副支部長会 ①平成27年度定時支部総会について

②幹事会について
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
26. 6.24 第１回研修・広報委

員会
①平成26年度活動企画について 県西支部 6名

26. 7. 7 第１回総務・財務委
員会

①平成26年度活動企画について 県西支部 �0名

26. 7.22 第２回研修・広報委
員会

①広報誌発行について 県西支部 7名

26. 9.12 第２回総務・財務委
員会

①ボウリング大会準備及び実施打合せについ
て

下館ミナミボウル 6名

26.11. 3 第３回研修・広報委
員会

①不動産フェア開催 イオンモール下妻 8名

26.11.27 第３回総務・財務委
員会

①事業経過報告並びに平成27年度事業計画案
作成について

県西支部 9名

26.12. 2 第４回研修・広報委
員会

①事業経過報告並びに平成27年度事業計画案
作成について

県西支部 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
26. 5.29 第１回入会審査会 ①「はこもり土地建物」入会審査 県西支部 5名
26.12.10 第２回入会審査会 ①「㈱ティック」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
26. 4. 1 第１回監査会 ①平成25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
26. ８. 5
 

県西支部便り　№�6
　

・定時支部総会開催の報告
・支部長就任挨拶
・本部定時総会開催の報告
・支部役員就任あいさつ
・支部年間行事予定
・宅建取引主任者から宅建取引士名称変更について
・印紙税法改正について
・県西支部組織図
・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
26. 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
25名

26.10.15 鹿島地区暴力団追放
推進協議会

①鹿島地区暴力団追放推進協議会への加入及
び総会出席、暴力団排除の説明会に参加

鹿島ハイツ 5名

26.10.26
　　～27

会員研修旅行 ①静岡県土肥金山・下田開国記念館視察 静岡県
堂ヶ島温泉

27名

27. 1.26 支部新年会 ①鹿行支部新年会 鹿島セントラル
ホテル

75名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4.23 定時支部総会 ①平成25年度事業報告書承認の件

②監査報告
③平成26年度事業計画書（案）承認の件
④役員選任の件

サンロード鹿島 ��0名
（うち委任状
 �00名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4.10 第１回幹事会 ①平成25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26年度第2回支部総会に関する件
④第２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
⑥役員改選の選考委員選出の件

鹿嶋勤労文化会館 ��（2）名

26. 4.23 第２回幹事会 ①総会業務分担・進行要領確認に関して 鹿島サンロード �2（2）名
26. 5.19 第３回幹事会 ①本部総会、委任状確認及び督促に関して

②平成26・27年度不動産無料相談所相談員名
簿に関して
③平成26年度事業計画に関する件
④不動産フェア実施に関して
⑤支部チャリティーゴルフコンペ開催に関し
て
⑥会員研修旅行開催に関して

鹿島サンロード ��（1）名

26. 9. 2 第４回幹事会 ①平成26・27年度公正競争規約指導員に関し
て
②会議旅費支給に関する件（旅費規定改正）
③平成26年度事業計画実施に関して
④平成26年度宅地建物取引主任者資格試験監
督員推薦に関する件
⑤平成26年度会費未納者に関して（複数年未
納者も含む）

鹿嶋勤労文化会館 9（2）名

27. 2.17 第５回幹事会 ①平成27年支部新年会収支報告に関して
②支部総会前の監査会・幹事会の日程に関し
て
③定時支部総会日程に関して
④平成27年度支部活動予算（案）に関して

鹿嶋勤労文化会館 ��（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会員資格喪失申請書（会費未納者）に関して

※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
26. 4. 2 第１回常任役員会 ①平成26年度支部総会日程に関して

②定時支部総会前の監査会等の日程に関して
鹿行支部 6（2）名

26. 7.14 第２回常任役員会 ①本部理事会・委員会に関する件
②公正競争規約指導員の人選に関して
③不動産フェア実施に関して

鹿行支部 3（1）名

26.12.1８ 第３回常任役員会 ①平成26年度支部活動費収支内訳書に関して
②本部理事会並びに委員会に関する件
③支部新年会開催の役割分担並びに進行要領
に関して

鹿行支部 6（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
26.11.19 第１回正・副支部長

会議
①平成27年支部新年会開催に関して
②平成27年度支部活動予算（案）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 �名

27. 3. 2 第２回正･副支部長
会議

①㈱週刊住宅新聞社の取材に関して
　･東日本大震災の復興状況
　･震災４年経過後の現在の不動産の現状

鹿行支部 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
26. 9. 2 第１回入会審査会 ①「㈱アイルホーム」入会審査

②「シノケン・コンサルティング㈱」入会審
査

鹿嶋勤労文化会館 3名

26.11.19 第２回入会審査会 ①「㈱セーフティハウス」入会審査 鹿嶋勤労文化会館 �名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4.10 監査会 ①平成25年度監査 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
26. 7.29 第１回研修会 ①「不動産業者が知っておくべき保険」

　講師：富士火災海上保険㈱
　　　　マーケティング部　大村健二氏
②「相続税・贈与税の税制改正のあらまし」
　講師：日立税務署　資産課税部門
　　　　統括国税調査官

日立地区
産業支援センター

55名

26.10.29 県北支部親睦ゴルフ
大会

①第��回県北支部親睦ゴルフ大会 ザ・オーシャン
ゴルフクラブ

9名

26.11.1８
　　～19

県北支部親睦旅行 ①県北支部親睦旅行 福岡県 �7名

27. 1.14 第２回研修会･新年
会

①「アロマセラピーを取り入れてイキイキ元
気生活20�5これであなたも　お店も　やる
気UP」
　講師：いばキラＴＶアナウンサー
　　　　西野ひとみ氏

ホテル テラス
ザ スクエア日立

52名

27. 3.10 第３回研修会 ①「不動産取引のプロフェッショナルとは何
か？」 お客様に信頼される宅地建物取引
業者とは 
　講師：瀨川法律事務所　弁護士　瀨川徹氏

日立地区
産業支援センター

57名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4.23 定時支部総会 ①平成25年度事業報告承認の件

②平成26年度事業計画書（案）承認の件
③平成26・27年度支部役員選任の件

ホテル天地閣 ��9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
26. 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年度県北支部第２回定時総会につい
て
③白紙委任状の取り扱いについて
④平成25年度事業報告承認について
④平成25年度監査報告について
⑤平成26年度事業計画（案）について
⑥平成26・27年度県北支部役員の選考につい
て
⑦第１回県北支部研修会について
⑧次回の幹事会について
⑨不動産無料相談所について

ホテル天地閣 �2（1）名

26. 5.20 総会前幹事会 ①委任状回収状況確認について
②委任状の印漏れ等の確認について
③未回収会社への通達役割分担について
④県北支部第１回研修会について
⑤不動産フェアについて
⑥不動産無料相談所について

県北支部 �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
26. 6.11 第２回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について

②平成26年度本部定時総会について
③県北支部第１回研修会について
④不動産フェアについて
⑤退会の会社について
⑥不動産無料相談所について

県北支部 �3（�）名

26. 7.30 第３回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について
②第�86回通常国会で成立した宅地建物取引
関連の主な法律について
③公正競争規約指導員の選出について
④県有地の売却について
⑤阿見吉原業務用地のご案内について
⑥県北支部第１回研修会について
⑦不動産フェアについて
⑧県北支部親睦旅行について
⑨不動産無料相談所相談員研修会について
⑩退会の会社について
⑪不動産無料相談所について

県北支部 �3（2）名

26.10. 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26年度本部第１回法定講習会について
③平成26年度宅地建物取引主任者資格試験に
ついて
④平成27年県北支部研修会・新年会について
⑤県北支部親睦旅行について
⑥不動産フェアについて
⑦県北支部親睦ゴルフ大会について
⑧入会の会社について
⑨退会の会社について
⑩不動産無料相談所について

県北支部 �3（2）名

26.12.15 第５回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について
②法令遵守研修会について
③第２回法定研修会について
④県北支部親睦旅行について
⑤県北支部親睦ゴルフ大会について
⑥不動産フェアについて
⑦平成27年新年会・研修会について
⑧第３回県北支部研修会について
⑨平成26年度支部活動費経過報告について
⑩平成27年度県北支部活動費予算（案）につい
て
⑪会費督促について
⑫退会の会社について
⑬年末年始休業について
⑭不動産無料相談所について

県北支部 ��（2）名

27. 1.14 第６回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について
②平成27年度不動産関係税制改正の概要につ
いて
③再生可能エネルギーの最大限導入に向けた
固定価格買い取り制度運用の見直し等につ
いて

ホテル テラス
ザ スクエア日立

��（2）名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
④第２回法定研修会について
⑤平成27年新年会・研修会について
⑥新規免許取得者研修会開催について
⑦第３回県北支部研修会について
⑧平成27年度宅建ニュース申し込みについて
⑨不動産無料相談所について

27. 3.11 第７回幹事会 ①本部理事会・委員会報告について
②平成27年新年会･研修会について
③桜川市定住促進助成金制度について
④第２回法定研修会について
⑤新規免許取得者研修会開催について
⑥平成26年度県北支部活動費執行状況につい
て
⑦県北支部第３回定時総会について
⑧平成27年度県北支部活動費予算（案）につい
て
⑨監査会について
⑩第３回県北支部研修会について
⑪幹事の辞任届について
⑫事務職員について
⑬次回の幹事会について
⑭不動産無料相談所について

県北支部 �3（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
26. 7.1８ 第１回正副支部長会

議
①県北支部事業について 県北支部 3名

27. 3. 4 第２回正副支部長会
議

①県北支部事業について 県北支部 3名

27. 3.20 第３回正副支部長会
議

①事務職員募集についての打ち合わせ 県北支部 3名

27. 3.23 第４回正副支部長会
議

①新事務職員面接について 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
26. 7.23 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 �名

26. 7.29 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

26. 9.12 事業委員会 ①不動産フェア打ち合わせ 県北支部 3名
26.10. 1 事業委員会 ①不動産フェア打ち合わせ 県北支部 5名
26.10.24 事業委員会 ①県北支部親睦旅行について 県北支部 5名
26.11. 7 事業委員会 ①不動産フェア事前準備 県北支部 3名
26.11.14 事業委員会 ①県北支部親睦旅行について 県北支部 �名
26.12.25 事業委員会 ①県北支部研修会について 県北支部 3名
27. 1.23 事業委員会 ①県北支部研修会について 県北支部 3名
27. 3.10 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
�3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
26. ８.25 入会審査会 ①「常陸農業協同組合日立不動産管理センタ

ー」入会審査
県北支部 7名

26.10.21 入会審査会 ①「日立サンライズエステート㈱」入会審査 県北支部 6名
27. 2. 9 入会審査会 ①「すまいらいふ」入会審査 県北支部 5名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4. 3 監査会 ①平成25年度監査 県北支部 5名
27. 3.25 監査会 ①平成26年度監査 県北支部 �名

支部会報発行状況
発行日 発行号数 主要掲載内容
26. 4.23 №１ ・本部理事会・委員会報告について

・平成25年度県北支部第２回定時総会について
・白紙委任状の取り扱いについて
・平成25年度事業報告承認について
・平成25年度監査報告について
・平成26年度事業計画（案）について
・平成26・27年度県北支部役員の選考について
・第１回県北支部研修会について
・次回の幹事会について
・不動産無料相談所について

26. 6.12 №２ ・本部理事会・委員会報告について
・平成26年度本部定時総会について
・第１回県北支部研修会について
・不動産フェアについて
・退会の会社について
・不動産無料相談所について

26. 7.31 №3 ・本部理事会・委員会報告について
・第�86回通常国会で成立した宅地建物取引関連の主な法律について
・公正競争規約指導員の選出について
・県有地の売却について
・阿見吉原業務用地のご案内について
・県北支部第１回研修会について
・不動産フェアについて
・県北支部親睦旅行について
・不動産無料相談所相談員研修会について
・退会の会社について
・不動産無料相談所について
（同封　第�86回通常国会で成立した宅地建物取引関連の主な法律について、
県北支部旅行案内、日立市保健福祉部からのお知らせ）

26.10.10 №４ ・本部理事会・委員会報告について
・平成26年度本部第�回法定講習会について
・平成26年度宅地建物取引主任者資格試験について
・平成27年県北支部研修会・新年会について
・県北支部親睦旅行について
・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
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発行日 発行号数 主要掲載内容
・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

26.12.19 №５ ・本部理事会・委員会報告について
・法令遵守研修会について
・第２回法定研修会について
・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
・平成27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年度支部活動費経過報告について
・平成27年度県北支部活動費予算（案）について
・会費督促について
・退会の会社について
・年末年始休業について
・不動産無料相談所について
（同封　平成27年研修会・新年会のお知らせ）

27. 1.15 №６ ・本部理事会・委員会報告について
・平成27年度不動産関係税制改正の概要について
・再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買い取り制度運用の
見直し等について
・第２回法定研修会について
・平成27年新年会・研修会について
・新規免許取得者研修会開催について
・第３回県北支部研修会について
・平成27年度宅建ニュース申し込みについて
・不動産無料相談所について

27. 3.23 №７ ・本部理事会・委員会報告について
・平成27年新年会・研修会について
・桜川市定住促進助成金制度について
・第２回法定研修会について
・新規免許取得者研修会開催について
・平成26年度県北支部活動費執行状況について
・県北支部第３回定時総会について
・平成27年県北支部活動費予算（案）について
・監査会について
・第３回県北支部研修会について
・幹事の辞任届について
・事務職員について
・次回の幹事会について
・不動産無料相談所について
（同封　無料配布冊子｢わかりやすい不動産法令集｣、クリアファイル）
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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
26. 7.22 第１回支部研修会 ①「法務局移転にともなう図面・登記事項証

明書の取得について」
　講師：中村司法書士事務所　中村慎一氏
②「不動産相談事例�0選」の解説
　講師：弁護士　松田弘氏

古河市商工会館 6�名

懇親会（暑気払い） ①会員相互の親睦 おかさと庵 2�名
26.11. 9 第2�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

27. 1.23 第２回支部研修会 ①「古河市景観条例について」
②「屋外広告物について」
　講師：古河市役所都市計画課職員
③「不動産流通業界で働く人の実践！コンプ
ライアンス」
　講師：（公財）不動産流通近代化センター
　　　職員

ネーブルパーク
平成館

58名

新年会 ①会員相互の親睦 家族レストラン
坂東太郎

32名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4.24 定時支部総会 ①平成25年度事業報告について

②平成25年度監査報告について
③平成26・27年度支部幹事の選任について
④平成26・27年度支部監査の選任について
⑤平成26・27年度本部理事候補者推薦につい
て

古河市商工会館 �35名
（うち委任状
 �08名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4.15 第１回幹事会 ①支部総会について

②平成25年度事業報告について、監査報告
③平成26・27年度支部幹事の選任について
④平成26・27年度支部監査の選任について
⑤平成26年度不動産無料相談所について
⑥退任役員への感謝状贈呈について

古河・岩井支部 ��（�）名

26. 4.24 第２回幹事会 ①委任状の取扱いについて 古河市商工会館 �2（2）名
第３回幹事会 ①支部長選定について

②副支部長選定について
③本部理事候補者選出について
④不動産無料相談員推薦について

�5（2）名

26. 5.20 第４回幹事会 ①支部総会決算報告について
②平成26年度支部会議と費用について
③平成26・27年度委員会構成（案）について
④平成26・27年度委員会委員配属（案）につ
いて
⑤連絡網について

古河・岩井支部 �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
⑥平成26年度支部活動について
⑦平成26年度不動産無料相談所当番日と担当
者について
⑧平成26年度不動産フェアの実施について
⑨平成26年度本部総会委任状回収について

26. 9. ８ 第５回幹事会 ①平成26年度宅建試験監督員推薦について
②支部会議と費用について

旬おかさと �2（2）名

26.12. ８ 第６回幹事会 ①平成27年度支部事業計画（案）について
②平成27年度支部活動予算について

山びこ ��（�）名

27. 3.23 第７回幹事会 ①第３回定時支部総会について
②平成27年度事業計画（案）について
③平成27年度支部活動費について

敏鮨 �3（�）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
26. 4. 3 第１回正副支部長会 ①幹事・監査候補者について

②監査会について
③第１回幹事会について
④支部総会について
⑤支部総会までの会議予定について
⑥平成25年度事業報告について
⑦平成26年度不動産無料相談所について
⑧退任役員への感謝状贈呈について

古河・岩井支部  7名

26. 5. ８ 第２回正副支部長会 ①支部総会決算報告について
②支部会議と費用について
③委員会構成（案）について
④委員会委員配属（案）について
⑤連絡網について
⑥支部活動について
⑦第４回幹事会について
⑧不動産無料相談所担当者について

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
26. 6.24 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 5名
26.11. 6 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 �名
26.11.27 第１回総務委員会 ①平成27年度事業計画書（案）について

②平成27年度支部活動予算（案）について
③第６回幹事会・忘年会について
④第２回支部研修会について
⑤新年会について

古河・岩井支部 6名

27. 3. 3 第２回総務委員会 ①平成27年度定時支部総会について
②定時支部総会までの会議予定について
③平成27年度事業計画書（案）について
④支部研修会・新年会の実施結果について
⑤支部研修会・新年会の決算報告について
⑥会費未納について
⑦第７回幹事会について

古河・岩井支部 �名



─ �8 ─

入 会 審 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. ８. 4 入会審査会 ①「日本リアライズ㈱古河事務所」入会審査 古河・岩井支部 5名
26.12.24 入会審査会 ①「㈱e-nacreate」入会審査 古河・岩井支部 3名
27. 1. 9 入会審査会 ①「㈱シティアホーム」入会審査 古河・岩井支部 5名
27. 1.19 入会審査会 ①「㈱仁風」入会審査 古河・岩井支部 �名
27. 2.27 入会審査会 ①「アーバンネット不動産㈱」入会審査 古河・岩井支部 5名
27. 3.1８ 入会審査会 ①「㈲アクティブ」入会審査 古河・岩井支部 5名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4.10 監査会 ①平成25年度事業監査 古河・岩井支部 7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
26. 6.25 親睦ゴルフコンペ ①親睦ゴルフコンペ 金之台カントリー

クラブ
2�名

26. 7.30 親睦日帰り旅行 ①東京方面（葛西臨海水族園他）への日帰り
旅行

東京都 �0名

26. 9.16 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

3�名

26.11.20 ３支部合同研修会
（土浦･つくば支部、
県南支部と合同）

①「取引におけるトラブル事例」
　講師：松田・水沼総合法律事務所　
　　　　弁護士　松田弘氏

ホテルグランド
東雲

�6名
（当支部の
み）

26.12. 3 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 霞台カントリー
クラブ

25名
（当支部の
み）

26.12. 9 忘年会 ①忘年会 あさくま 牛久店 �6名
27. 1.20 新年会 ①新年会 レストラン

｢キャノン｣
58名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4. 7 定時支部総会 ①平成25年度事業報告書承認の件

②平成26年度事業計画書（案）
③役員改選の件（案）

牛久市商工会館  �09名
（うち委任状
  72名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4. 1 第１回幹事会 ①平成25年度事業報告に関する件

②平成26年度事業計画書（案）承認に関する
件
③役員改選（案）承認に関する件
④第２回支部総会委任状に関する件

牛久・竜ケ崎支部 ��（2）名

26. 4. 7 第２回幹事会 ①平成26・27年度役員の役職に関する件 牛久・竜ケ崎支部 �6（2）名
26. 5.19 幹事会 ①本部総会の出欠状況報告、委任状回収に関

する件
②牛久市観光協会ホームページ掲載の契約に
関する件
③支部委員会の組織編成に関する件

牛久・竜ケ崎支部 ��（�）名

26. ８.29 第３回幹事会 ①不動産フェアに関する件
②親睦旅行の決算報告の件
③平成26年度宅地建物取引主任者資格試験監
督員推薦に関する件

牛久・竜ケ崎支部 ��（2）名

26.10.20 第４回幹事会 ①不動産フェアに関する件
②３支部合同研修会に関する件
③第５回幹事会及び忘年会開催の件
④新年会に関する件

牛久・竜ケ崎支部 �2（�）名

26.12. 9 第５回幹事会 ①新年会に関する件
②平成27年度支部活動に関する件

あさくま 牛久店 �6（2）名

27. 3.10 第６回幹事会 ①利根町空き家・空き地バンクに関する件
②平成27年度支部事業予算に関する件

牛久・竜ケ崎支部 �3（�）名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
③平成27年度支部総会に関する件

※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
26.10.16 第１回正副支部長会 ①宅地建物取引主任者資格試験に関する件

②不動産フェアに関する件
③忘年会に関する件
④新年会に関する件

牛久・竜ケ崎支部  5名

27. 3.24 第２回正副支部長会 ①支部総会に関する件
②利根町空き家･空き地バンクに関する件
③平成27年度支部事業に関する件

牛久・竜ケ崎支部 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
26. 5.19 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 3名
26. 6. 6 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 �名
26. 7. 3 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
26. 9.11 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 3名
26.11.21 打合せ及び抽選会⑤ ①「利根町空き家バンク」打合せ及び抽選会 牛久・竜ケ崎支部 6名
27. 2.26 抽選会⑥ 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 5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
26. 5. 1 第１回入会審査会 ①「タカモトエステート㈱」入会審査 牛久・竜ケ崎支部 �名
26. 6.19 第２回入会審査会 ①「和気不動産」入会審査 牛久・竜ケ崎支部 �名
26. 7.14 第３回入会審査会 ①「㈲美たか」入会審査 牛久・竜ケ崎支部 5名
26. ８.11 第４回入会審査会 ①「セゾンホーム」入会審査 牛久・竜ケ崎支部 �名
26. ８.25 第５回入会審査会 ①「ミライエ㈱」入会審査 牛久・竜ケ崎支部 5名
27. 2.24 第６回入会審査会 ①「㈱ランディックハウスネット」入会審査 牛久・竜ケ崎支部 �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
26. 9.10
　　～11

支部研修旅行 ①支部研修旅行 長野県
上諏訪温泉

�9名

27. 1.22 支部新年会 ①支部新年会 ホテルグラン
マリアージュ

36名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26.4.23 定時支部総会 ①平成25年度事業報告の件

②平成26年度事業計画書（案）報告の件
③役員改選に関する件

ホテルグラン
マリアージュ

  80名
（うち委任状
  50名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
26. 4. 9 第１回幹事・監査会 ①平成25年度石岡支部事業監査

②平成26年度石岡支部総会について
いしざき ��（1）名

26. 4.23 第２回幹事・監査会 ①役員選任の件 ホテルグラン
マリアージュ

��（1）名

26. 5.20 第３回幹事・監査会 ①本部総会委任状確認の件 ㈱山義地所 ��（1）名
26. ８. 7 第４回幹事・監査会 ①支部会員研修旅行について

②不動産フェアの開催について
やき鳥居酒屋
一丁目

��（1）名

26.12. 5 第５回幹事・監査会 ①平成27年度事業計画（案）について
②平成27年度予算（案）について
③平成27年新年会開催について

料理茶屋　芭蕉 ��（1）名

27. 3.19 第６回幹事・監査会 ①支部総会について
②支部予算変更による事業計画について

彩食酒房　吉 ��（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. 7. 9 第１回業務委員会 ①支部会員研修旅行について やき鳥居酒屋

一丁目
5名

27. 1. 7 第１回総務委員会 ①支部新年会について ホテルグラン
マリアージュ

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
26. 4.10 入会審査会 ①「アオキ㈱」入会審査 茨城県不動産会館 2名
26. 6.11 入会審査会 ①「㈱小泉屋」入会審査 茨城県不動産会館 3名
26.12.11 入会審査会 ①「㈱鶴亀」入会審査 茨城県不動産会館 3名


