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報告事項１

平成31年度事業報告書

  自　平成3�年４月１日
  至　令和２年３月3�日

　茨城県における不動産市場の動向として、令和２年３月に公表されました地価公示おける県内地
価の平均変動率の動向は、前年と比べて、「住宅地及び商業地において下落（平成５年から28年連
続の下落）したものの、住宅地の下落幅は前年と同じとなり、商業地の下落幅は８年連続で縮小と
なった」との結果になっております。下落幅縮小の要因の一つとしては「住環境や交通利便性に優
れた地域等において土地需要が高まっていることに加え、長期間にわたる地価下落により底値感が
出てきている地域が拡大したことによる。」と解説がされておりましたが、都市部と比較いたしま
すと地方圏における取引状況は、依然として厳しい状況が継続をしていると言わざるを得ません。
　さらに、今年２月からの新型コロナウイルスの世界的拡大は、日本経済にも深刻な影響を与え始
めており、今後、不動産取引市場への影響も大変懸念されるところであります。
　このような中にあって、本会の取り組みと致しましては、空き家等の既存住宅の流通促進対策で
あります。本会は、現在26市町村と「空き家バンク又は空き家・空き地バンクの登録物件の媒介に
関する協定」を締結しており、自治体が取り組む空き家対策に積極的に協力し、地域貢献と同時に
会員の商機拡大につながる事業として活動し、一定の成果を上げることができたと考えております。
　また、令和２年度税制改正におきましては、平成１６年に廃止されました長期譲渡所得の
１００万円控除に代わるあらたな制度として「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特
例措置」が創設されたことにより、今後、同制度を利用した宅地建物の取引が活発に行われること
に期待したいところです。
　そのような中、本会は、地域社会の健全な発展、国民生活の安定向上への寄与、宅地建物取引の
安全と公正の確保を目的とした事業に取り組みました。
　公益目的事業１の「相談・情報提供事業」の相談業務におきましては、不動産無料相談会を実施
し、トラブルの未然防止、消費者保護、また、空き家相談などにも対応いたしました。情報提供事
業は、不動産流通情報提供システムの利用促進を図り公正で迅速な不動産流通市場の活性化に努め
るなど、地域社会の健全な発展に寄与する相談・助言・情報提供を行い、消費者の利益の擁護、増
進を図りました。
　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、宅地建物取引士資格試験、宅建
士法定講習会を厳正に実施いたしました。また、研修事業におきましては、改正民法の施行を控え、
会員各位が４月１日からの業務に支障をきたすことのないよう研修会を充実させ、専門的知識の習
得・向上並びに宅地建物の公正な取引と消費者生活の安定確保を図り、法令遵守・人材育成事業の
実施により業界の資質の向上に努めました。
　会員支援事業は、新春の集いを実施し、地域行政並びに関係各団体等との連携を図り、地域に密
着した宅建協会として関係強化を図りました。
　また、全宅連不動産キャリアパーソン講座の受講促進をはじめ、全宅管理等の業務案内、入会促
進及び各種サービスの利用促進並びに会員の親睦、交流を図るための事業に取り組みました。
　法人管理は、入会促進を最重点に、本会のシンボルマークである「ハトマーク」のＰＲ活動、規
程の整備、会館の維持管理など、健全な会務運営に努めました。
平成３１年度における主な事業の実施状況は、以下のとおりです。
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相談・情報提供事業（公益目的事業１）
１．不動産無料相談所
⑴　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りました。

相談所名 相談件数
水　　　　　戸 １５件

土浦・つくば、石岡ブロック １８件
県南、牛久・竜ケ崎ブロック １９件

県 　 　 　 西 ２件
鹿 　 　 　 行 ５件
県 　 　 　 北 ９件
古   河 ・ 岩   井 ７件
合　　計 ７５件

⑵　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（１２回）により、消費者等への広報活動を行いました。

⑶　不動産無料相談所相談員の派遣
　県内１１ヶ所の地域イベント等に参加し、不動産無料相談所を開設、各会場に延べ１０１名
の相談員を派遣し相談業務を実施しました。

支部名 実施日 事業・行事等

水 戸
９月１６日 水戸まちなかフェスティバル
１１月２～３日 ひたちなか市産業交流フェア

土浦・つくば １０月５～６日 イオンモール土浦店内

県 南
９月２８～２９日 守谷市商工まつり
１１月２～３日 とりで産業まつり

県 西 １１月１７日 イオンモール下妻店内
鹿 行 ９月２９日 イオン鹿嶋店内
県 北 １１月９～１０日 日立市産業祭
古 河・岩 井 １０月１２日※ 古河・関東ド・マンナカ祭り

牛久・竜ヶ崎
１１月３日 うしくwaiワイまつり
１１月２３日 商業まつり「いがっぺ市」食の祭典

石 岡 １０月１９日 ふるさとまつりinかさま
※台風のため中止
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⑸　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、内容の充実に努めました。

３．不動産流通情報提供
⑴　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
迅速な対応を行いました。

⑵　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物件情報サイト
「ハトマークサイト」への加入及び利用促進に努めました。
　　　　　平成3�年度運用実績
　　　　　　　利用申込状況：25社
　　　　　　　総アクセス数：��9,7�2件
　　　　　　　登 録 物 件 数：�,6��件
　　　　　　　成約物件登録数：58件

⑶　空家バンク登録物件の媒介に関する協定締結状況
　　　・常 陸 大 宮 市
　　　・常 陸 太 田 市：取引物件に ｢空き地｣ を追加し再締結
　　　　※3�年度末現在、26自治体と協定を締結

２．法令・宅建業者情報提供
⑴　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
いました。

⑵　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
行いました。

⑶　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
適正化を図りました。

⑷　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
行いました。
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平成31年度空き家バンク実績一覧

Ｈ３１.４.１～R２.３.３１
登録件数 成約件数

売　買 賃　貸 どちらでも 計 売　買 賃　貸 計
１ 利 根 町 9 � 2 �2 3 � �
２ 美 浦 村 0 � 0 � 0 0 0
３ か す み が う ら 市 3 � 0 � 0 0 0
４ 常 陸 太 田 市 �8 2 � 2� �2 3 �5
５ 茨 城 町 � 0 0 � 0 0 0
６ つ く ば 市 7 2 � �0 3 � �
７ 稲 敷 市 �5 3 2 20 � � 5
８ 下 妻 市 3 � � 5 2 0 2
９ 筑 西 市 � � � 3 0 0 0
�0 笠 間 市 �� 0 � �2 � 0 �
�� 牛 久 市 23 0 5 28 �5 0 �5
�2 那 珂 市 0 0 0 0 0 0 0
�3 高 萩 市 7 � 0 8 5 0 5
�� つ く ば み ら い 市 � 0 0 � � 0 �
�5 桜 川 市 0 0 � � 0 0 0
�6 石 岡 市 5 � 0 6 0 0 0
�7 鹿 嶋 市 3 0 � � 0 0 0
�8 龍 ケ 崎 市 7 0 � 8 � 0 �
�9 常 総 市 0 0 � � 0 0 0
20 守 谷 市 0 0 0 0 0 � �
2� 鉾 田 市 � � � 6 2 � 3
22 行 方 市 � 0 � 2 0 0 0
23 小 美 玉 市 9 0 2 �� 2 0 2
2� 神 栖 市 2 0 0 2 � 0 �
25 古 河 市 6 0 0 6 2 0 2
26 常 陸 大 宮 市 0 0 0 0 0 0 0

�39 �5 25 �79 5� 8 62
※成約件数には、過年度登録の物件も含まれております。

⑷　空家対策関連協定
取手市「空家等の利活用に向けた媒介に関する協定」を締結

⑸　空家等対策協議会への委員派遣状況
新たに結城市、古河市の２自治体より推薦依頼を受け、委員の派遣を行いました。
※3�年度末現在、26自治体へ委員を推薦

⑹　空き家相談会等への専門家派遣状況
　土浦市、笠間市、日立市、牛久市、つくば市、稲敷市が実施した空家相談会へ、本会より宅
建士の派遣を行いました。
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ました。

⑶　「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ました。

⑷　「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活動を通じて、
安全・安心な住まいづくりに努めました。

⑸　「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、本会ホームページにおいて、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行いました。

法令遵守・人材育成事業（公益目的事業２）
１．法定研修会
　第１回法定研修会

開 催 日 ８月２０日（火） ９月３日（火） ９月５日（木） ９月９日（月）

開 催 会 場 （鹿嶋会場）
鹿島セントラルホテル

（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」

（つくば会場）
ホテルグランド東雲

参 加 人 数 ９９名 ２９３名 １３８名 ２９５名

研修テーマ ⑴『水害リスクに関する情報の解説について』
　　　講師：茨城県土木部河川課　水防災・砂防対策室　担当官
⑵『待ったなし！知らなきゃ危ない民法（債権法）改正が不動産取引に与える
　　影響（賃貸編）』
　　　講師：深沢綜合法律事務所　弁護士　柴田龍太郎　氏

４．地域社会貢献・地域社会発展・振興
⑴　災害時における民間賃貸住宅の提供事業
　茨城県土木部が実施する災害を想定した防災訓練に参加し、「災害時における民間賃貸住宅
の提供に関する協定」に基づく提供可能戸数の情報提供を行いました。
　また、台風１９号による風水害被害に対しましては、茨城県と締結している「災害時におけ
る民間賃貸住宅の提供に関する協定」に基づき民間賃貸住宅を応急仮設住宅として利用するた
めの物件情報の提供に協力いたしました。

⑵　「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
①　「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いたしました。
②　新規入会者に対し、「こども・レディースを守る１１０番の店」の店頭貼付用ステッカー
及びマニュアルを配布し、「茨城県こどもを守る１１０番の家ネットワーク」の周知を行い
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　第２回法定研修会

開　催　日 １月２７日（月） ２月３日（月） ２月１０日（月） ２月２５日（火）

開 催 会 場 （鹿嶋会場）
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」

（水戸会場）
水戸プラザホテル

（つくば会場）
ホテルグランド東雲

参 加 人 数 １１３名 １４２名 ３６３名 ２８１名

研修テーマ ⑴『業者立入調査の結果及び不動産取引の相談事例・アスベスト対策について』
　　　講師：茨城県土木部都市局建築指導課　担当官
⑵『不動産広告事例解説』
　　　講師：（公社）首都圏不動産公正取引協議会　担当官
⑶『民法改正（債権法関係）に対応した全宅連版売買契約書・建物賃貸借契約
　　書の解説』
　　　講師：深沢綜合法律事務所　弁護士　柴田龍太郎　氏

２．新規免許取得者研修会

開　催　日 ２月１４日（金） ２月２１日（金）

開 催 会 場 ホテルグランド東雲 茨城県不動産会館

参 加 人 数 ３５名 １６名

研 修 内 容 ⑴『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　　　　　　　　　　　
⑵『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　担当官　　　　　　
⑶『全宅保証の業務と苦情・弁済事例について』
　　　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　担当官
⑷『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　人権相談員

３．宅地建物取引士法定講習会
　水戸、つくば会場で以下のとおり実施し、宅建士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３１年４月１６日（火） ホテルグランド東雲 １５９名
令和元年５月１６日（木） ホテルレイクビュー水戸 ９９名

６月２１日（金） ホテルグランド東雲 １５３名
７月２３日（火） ホテルレイクビュー水戸 １１７名
８月２２日（木） ホテルグランド東雲 １２６名
９月１１日（水） ホテルレイクビュー水戸 １０８名
１０月１０日（木） ホテルグランド東雲 １１１名
１１月１９日（火） ホテルレイクビュー水戸 １０２名
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１２月１０日（火） ホテルグランド東雲 １５３名
令和２年１月２２日（水） ホテルレイクビュー水戸 １００名

２月１８日（火） ホテルグランド東雲 １３１名
３月１７日（火） ホテルレイクビュー水戸 ７１名

合　計（他県受講者１５名含む） １，４３０名

４．宅地建物取引士証交付業務
　茨城県からの受託業務である宅建士証交付業務を実施し、２４４件の宅建士証の交付を行いま
した。

５．宅地建物取引士資格試験
　令和元年度宅地建物取引士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、令
和元年１０月２０日（日）下記会場において厳正に実施し、令和元年１２月４日（水）に合格発
表を行いました。
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

流 通 経 済 大 学 １,８55名 １,３８4名 ７4.６％

茨 城 大 学 １,２９4名 １,０２１名 ７８.９％

つくば国際大学（講習修了者） ７８９名 ７１２名 ９０.２％

合 　 計 ３,９３８名 ３,１１７名 ７９.２％

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 ３,１4９名 ２,4０5名 ３54名 １4.７％
講習修了者 ７８９名 ７１２名 １4７名 ２０.６％
合 　 計 ３,９３８名 ３,１１７名 5０１名 １６.１％



─ 8 ─

６．不動産賃貸管理業務セミナー
　不動産賃貸管理業務セミナーを一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会茨城県支部と共催で開
催しました。なお、開催状況は以下のとおりです。

開　催　日 ２月１３日（木）

開 催 会 場 オークラフロンティアホテルつくば

出 席 者 １４０名

研修内容等 ⑴『賃貸不動産における事故事例並びに保険支払い事例』
　　　講師：㈱宅建ファミリー共済営業部
　　　第一営業課担当　課長　山中博司　氏
⑵『外国人賃貸トラブル事例と対処法』
　　　講師：㈱グローバルトラストネットワークス
　　　法人営業部　林　章博　氏
⑶『賃貸管理にかかわるトラブル事例』
　　　講師：（一社）全国賃貸不動産管理業協会
　　　専務理事　岡田　日出則　氏

収益事業等
⑴　物品等の販売
　　会員を対象に各種需用品等の販売を行いました。
⑵　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いました。
⑶　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及び受付業務を行いました。
⑷　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いました。

会員業者支援事業等（その他の事業）
１．新春の集い
　令和２年１月１７日に「令和２年新春の集い」を開催し、公益社団法人である当協会の事業活
動等について対外的に周知を図り、当協会の認知度向上と地方行政及び各種団体等との連携強化
並びに情報交換を通じた交流の場として実施しました。

２．会員支援事業
⑴　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
１ 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 陽光台土地区画整理組合（境町） ―
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協　　定　　締　　結　　先 実　績
５ かすみがうら市向原土地区画整理組合 ―
６ 茨城県（桜の郷みなみ台） ―
７ 阿見町本郷第一土地区画整理事業 ―
８ 阿見町（岡崎土地区画整理事業地内） ―
９ ひたちなか市（土地区画整理事業） ２
�0 水戸市水道部　 ―
�� 常陸太田市 ―

⑵　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１４７社に対して更新手続き到来を通知し
ました。
⑶　書籍及び契約書等各書式の取り次ぎを行いました。
⑷　不動産法律相談の運営状況
　担当弁護士による不動産法律相談を実施いたしました。取扱件数は以下の通りです。

申込件数 取下げ件数 処理件数 未処理件数
２５件 ４件 ２０件 １件

３．教育研修事業
⑴　不動産キャリアパーソン受講申し込み状況

支部名 人　　数
水 戸 １０人
土 浦・つ く ば ９人
県 南 ７人
県 西 ５人
鹿 行 ３人
古 河･岩 井 ５人
県 北 ６人
牛 久・竜 ケ 崎 ０人
石 岡 ３人
非 会 員・一 般 ５人

計 ５３人

４．専任宅地建物取引士設置証明証発行
　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士の顔写真入り証明証を発
行し、宅建士の名義貸し、トラブル等の未然防止に努めました。

５．宅地建物取引士賠償責任補償制度への加入促進
　宅地建物取引士の保護と業務の適正化を目的とした「宅地建物取引士賠償責任補償制度」のＰ
Ｒをパンフレット等で行った。今年度の加入者は１,１５８名でした。
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６．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いました。

７．他団体等の斡旋及び案内等に関する事業
⑴　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いました。
⑵　全宅住宅ローンに関する案内業務を行いました。
⑶　宅建ファミリー共済に関する案内業務を行いました。

法人管理
１．広報活動
⑴　会報発行
　年２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
取引に関する周知等を行いました。

発行日 発行号数 主　要　掲　載　内　容

Ｒ１.８ №１３８

◇法定講習会の案内
◇判例紹介（賃貸・売買）
◇平成3�年度定時総会開催報告
◇のぼり旗の掲示にご協力ください
◇空き家バンク登録物件の媒介業務にご協力ください
◇国土利用計画法による事後届出について
◇賃貸不動産経営管理士試験概要
◇「全宅管理」入会のご案内
◇新入会員のご紹介

　Ｒ２.３ №１３９

◇令和２年新春の集い
◇研修会を実施いたしました
◇判例紹介
◇４月から民法が改正されます　準備はお済みですか？
◇茨宅ハトマークのぼり旗
◇宅建士の資格登録簿事項の変更申請について
◇茨城県警からのお知らせ　いばらき防犯ファイル
◇法定講習会のご案内
◇新入会員のご紹介

⑵　シンボルマーク「ハトマーク」の広報活動
　本会のシンボルマークであるハトマークを一般に広くＰＲすることを目的に会員店頭掲示用
の「のぼり旗」を作成し会員へ配布しました。
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２．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いました。なお、３１年度支
部別入退会者数及び会員数は下記の通りです。

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
・
竜ケ崎

石　岡 合　計

期首会員数 ３７１ ３６９ ２０5 １5９ １６4 １4０ １4６ １３８ ８１ １,７７３
入 会 者 数 １１ １5 ６ 5 ３ ７ 5 ０ １ 5３
退 会 者 数 １4 １5 ６ 5 １ ６ 5 5 １ 5８

支部移動
入 ０ ２ ０ ０ ０ ０ １ ２ ０ 5
出 １ １ １ ０ ０ ０ ０ ２ ０ 5

期末会員数 ３６７ ３７０ ２０4 １5９ １６６ １4１ １4７ １３３ ８１ １,７６８

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。

３．会員管理
　会員情報は、最新の情報収集に努め、適正な管理を行いました。

４．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ました。

５．支部の管理・運営
本部・支部間の各種事務処理の適正な管理・運営に努めました。

６．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ました。

７．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ました。

８．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ました。

９．文書管理
　適正な文書管理に努めました。



─ �2 ─

会 議 開 催 状 況

総 会

年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 場　所 出席者

  �.  5.27 平成3�年度
定時総会

【報告事項】
①平成30年度事業報告書及び事業報告の附属明
細書に関する件

ホテルレイクビュー
水戸

�,362名
(うち委任状
�,203名）

②平成3�年度事業計画に関する件
【審議事項】
①平成30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

監 査 会

年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 場　所 出席者

H3�.  �.�9 定例監査会 ①平成30年度事業報告書並びに決算報告書につい
て

茨城県不動産会館 �2名

　・平成30年度事業報告書
　・平成30年度決算報告書
②監査結果報告
③理事会及び定時総会における報告者

  �.��.22 中間監査会 ①平成3�年度上半期事業実施状況並びに財務執
行状況について

茨城県不動産会館 ��名

　・事業執行状況
　・財務執行状況
②監査結果報告
③理事会における報告者

理 事 会

年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 場　所 出席者

H3�.  �.22 第１回理事会 【報告事項】 茨城県不動産会館 ３８(２）名
①入退会状況について
②全宅連第５回理事会報告について
③改元に伴う元号表示の取り扱いについて
④役員賠償責任保険の更新について
⑤平成30年度事業計画書等の提出報告について
⑥平成3�年度定時総会について
⑦クールビズへの対応について
⑧令和2年度定時総会の開催について
⑨平成3�年度第１回法定研修会の開催日程につい
て
⑩契約職員の採用報告について
⑪監査報告



─ �3 ─

年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 場　所 出席者
【審議事項】
①平成30年度事業報告書（案）について
②平成30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ついて

  �.  5.27 第２回理事会 【審議事項】
①平成3�年度定時総会委任状について

ホテルレイクビュー
水戸

36(2）名

  �.  7.  5 第３回理事会 【報告事項】
①入退会状況について

茨城県不動産会館 33(2）名

②平成3�年度定時総会実施報告について
③会議日程の変更について
④役員忘年会の日程変更について
⑤事務局夏季休暇について
⑥平成3�年度不動産フェアの実施について
⑦のぼり旗の作成並びに配布について
⑧令和元年度宅地建物取引士資格試験について
⑨平成3�年度第�回法定研修会の運営について
⑩その他
⒈賃貸不動産経営管理士講習について
【審議事項】
①令和２年度宅建士法定講習会の実施計画について
②青年部の創設について

  �.  9.  6 第４回理事会 【報告事項】
①入退会状況について

茨城県不動産会館 35(2）名

②青年部設立準備会構成員について
③令和元年度宅地建物取引士資格試験申込結果に
ついて
④「水戸市空き家等対策における連携協力に関す
る協定書」の締結について
⑤性的マイノリティへの不当な差別的取り扱いの
解消について
⑥会費納入状況について
⑦宅建士法定講習会の会員宛案内の送付について
⑧その他
⒈賃貸不動産経営管理士講習実施報告について
【審議事項】
①令和元年度宅地建物取引士資格試験監督員の割
振りについて

  �.��.  8 第５回理事会 【報告事項】
①入退会状況について

茨城県不動産会館 3�(�）名

②令和元年度宅地建物取引士資格試験実施結果に
ついて
③第１回法定研修会実施結果報告について
④「常陸大宮市空き家バンク制度運営に関する協
定書」の締結について
⑤令和２年度税制改正及び土地住宅政策に関する
提言書について
⑥台風�9号被害に対する対応について
⑦財政状況について
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年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 場　所 出席者
【審議事項】
①役員忘年会の実施（案）について
②令和２年「新春の集い」の実施計画（案）につ
いて
③パソコンの入れ替えについて
④会計ソフト等の入れ替えについて
⑤第２回法定研修会の開催について

  �.�2.  6 第６回理事会 【報告事項】
①入退会状況について

オークラフロンテ
ィアホテルつくば

36(2）名

②令和元年度上半期事業執行状況について
③令和元年度上半期財務執行状況について
④中間監査報告
⑤ホームページの運用状況について
⑥令和２年度総会までの会議スケジュールについて
⑦事務局職員の退職について
【審議事項】
①台風�9号への対応について
②会員管理システムの構築について
③会費未納による会員資格喪失について
④令和元年度新規免許取得者研修会の開催について
⑤令和２年度支部関係予算について

  2.  2.  6 第７回理事会 【報告事項】
①入退会状況について

茨城県不動産会館 32(�）名

②「新春の集い」実施結果について
③事務局職員研修会の開催について
④台風�9号への対応について
⑤不動産無料相談所の実施日程について
⑥令和元年度宅建試験合格概要について
⑦不動産フェアの実施結果について
⑧不動産管理業務セミナーの開催について
⑨東海村施工土地区画整理事業に係る保留地販売
斡旋の業務協定の締結について

【審議事項】
①令和２･３年度本部役員割振りについて
②令和２･３年度支部役員割振りについて
③令和２･３年度員外監事について

  2.  3.�3 第８回理事会 【報告事項】
①入退会状況について

茨城県不動産会館 36(2）名

②不動産管理業務セミナーの実施報告について
③第２回法定研修会の実施報告について
④新規免許取得者研修会の実施報告について
⑤のぼり旗の有償頒布について
⑥令和２年度宅建試験の実施スケジュールについて
⑦全宅連第２回理事会報告について
⑧取手市との「空家等の利活用に向けた媒介に関
する協定」締結について
⑨「常陸太田市空き家・空き地バンク登録物件媒
介に関する協定書」締結について
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年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 場　所 出席者
⑩「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する
協定」の見直しについて
⑪事務局職員研修会の延期について
⑫法定講習会の運営について
【審議事項】
①車両の入替について
②令和２年度事業計画書（案）について
③令和２年度収支予算書（案）について
④「資金調達及び設備投資の見込みについて」に
ついて
⑤駐車場用地取得積立資産の対応について
⑥事務局職員の採用について

※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

H3�.  �.�5 第１回常務理事会 【報告事項】
①入退会状況について

��名
（オブザーバー�名）

②全宅連第５回理事会報告について
③改元に伴う元号表示の取り扱いについて
④役員賠償責任保険の更新について
⑤平成30年度事業計画書等の提出報告について
⑥平成3�年度定時総会について
⑦第１回・第２回理事会の役割について
⑧クールビズへの対応について
⑨令和２年度定時総会の開催について
⑩平成3�年度第１回法定研修会の開催日程について
⑪契約職員の新規採用報告について
【審議事項】
①平成30年度事業報告書（案）について
②平成30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ついて

H3�.  �.22 第２回常務理事会 【審議事項】
①顧問の委嘱について

�2名

  �.  6.2� 第３回常務理事会 【報告事項】
①入退会状況について

��名
（オブザーバー�名）

②平成3�年度定時総会実施報告について
③会議日程の変更について
④役員忘年会の日程変更について
⑤平成3�年度不動産フェアの実施について
⑥のぼり旗の作成並びに配布について
⑦令和元年度宅地建物取引士資格試験について
⑧平成3�年度第１回法定研修会の運営について
⑨その他
⒈賃貸不動産経営管理士講習について



─ �6 ─

年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 出席者
【審議事項】
①令和２年度宅建士法定講習会の実施計画について
②青年部の創設について

  �.  8.26 第４回常務理事会 【報告事項】
①入退会状況について

��名
（オブザーバー�名）

②青年部設立準備会構成員について
③令和元年度宅地建物取引士資格試験申込結果について
④「水戸市空き家等対策における提携協力に関する協定書」の締
結について
⑤性的マイノリティへの不当な差別的取り扱いの解消について
⑥会費納入状況について
⑦宅建士法定講習会の会員宛案内について
⑧その他
⒈賃貸不動産経営管理士講習実施報告について
【審議事項】
①令和元年度宅地建物取引士資格試験監督員の割振りについて

  �.  9.27 第５回常務理事会 【報告事項】
①入退会状況について

�3名
（オブザーバー�名）

②令和２年支部新年会開催日程について
③全宅連会議報告について
④第１回法定研修会実施結果報告について
⑤「令和元年暴力追放茨城県民大会」について
⑥消費税増税に伴う報酬額表改訂の対応について
⑦「常陸大宮市空き家バンク制度運営に関する協定書」の締結に
ついて

【審議事項】
①令和元年度宅地建物取引士資格試験監督員の割振りについて

  �.�0.28 第６回常務理事会 【報告事項】
①入退会状況について

��名
（オブザーバー�名）

②宅建試験実施報告について
③財政状況について
④台風�9号被害に対する対応について
【審議事項】
①役員忘年会の実施（案）について
②令和2年「新春の集い」の実施計画（案）について
③パソコンの入れ替えについて
④会計ソフト等の入れ替えについて
⑤第２回法定研修会の開催について

  �.��.28 第７回常務理事会 【報告事項】
①入退会状況について

��名
（オブザーバー�名）

②令和元年度上半期事業執行状況について
③令和元年度上半期財務執行状況について
④中間監査報告
⑤ホームページの運用状況について
⑥令和２年度定時総会までの会議スケジュールについて
⑦その他
・事務局職員の退職について
【審議事項】
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年月日 会　議　名 審　　議　　内　　容 出席者
①台風�9号への対応について
②会員管理システムの構築について
③会費未納による会員資格喪失について
④令和元年度新規免許取得者研修会の開催について
⑤令和２年度支部関係予算について

  2.  �.2� 第８回常務理事会 【報告事項】
①入退会状況について

��名
（オブザーバー�名）

②「新春の集い」実施結果について
③事務局職員研修会の開催について
④台風�9号への対応について
⑤不動産無料相談所の実施日程について
⑥令和元年度宅建試験合格概要について
⑦不動産フェアの実施結果について
⑧不動産管理業務セミナーの開催について
【審議事項】
①令和２・３年度本部役員割振りについて
②令和２・３年度支部役員割振りについて
③令和２・３年度員外監事について

  2.  3.  3 第９回常務理事会 【報告事項】
①入退会状況について

�3名
（オブザーバー�名）

②不動産管理業務セミナーの実施報告について
③第２回法定研修会の実施報告について
④新規免許取得者研修会の実施報告について
⑤のぼり旗の有償頒布について
⑥令和２年度宅建試験の実施スケジュールについて
⑦全宅連第２回理事会報告について
⑧取手市との「空家等の利活用に向けた媒介に関する協定」締結
について
⑨「常陸太田市空き家・空き地バンク登録物件媒介に関する協定
書」締結について
⑩事務局職員研修会の延期について
⑪茨城県との「宅地建物取引業電算入力業務等業務委託契約」に
ついて
⑫法定講習会の運営について
【審議事項】
①車両の入替について
②令和２年度事業計画書（案）について
③令和２年度収支予算書（案）について
④「資金調達及び設備投資の見込みについて」について
⑤駐車場用地取得積立資産の対応について
⑥事務局職員の採用について
⑦営業保証金供託業者の入会の取り扱いについて
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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

H3�.  �.  8 第１回総務委員会 ①平成30年度事業報告書（案）について
②改元に伴う元号表示の取り扱いについて
③平成30年度事業計画書等の提出報告について
④平成3�年度定時総会について
⑤第１回・第２回理事会の役割について
⑥令和2年度定時総会の開催日について
⑦青年部の創設について
⑧クールビズへの対応について
⑨役員賠償責任保険の更新について

8名

H3�.  �.�� 第１回財務委員会 ①平成30年度決算報告について
②帳票確認

7名

  �.  5.  9 第１回情報提供委員会 ①いばらき宅建の発行について
②ハトマークPR「のぼり旗」の作成について
③不動産フェアの実施について

7名

  �.  5.22 第２回総務委員会 ①平成3�年度定時総会の委任状の確認について �0名
  �.  6.�� 第１回法令遵守委員会 ①平成3�年度第１回法定研修会の運営について

②民法改正リーフレットの作成・配布について
③平成3�年度第２回法定研修会について

��名

正　副　会　長　会　議

年月日 会　議　名 議　　　　　　題 場　　　所 出席者

H3�.  �.  � 第１回正副会長会議 ①会務運営について 茨城県不動産会館 5名
  2.  �.  9 第２回正副会長会議 ①令和２・３年度本部理事・監事の

割振りについて
②令和２・３年度支部幹事の割振り
について
③令和２・３年度員外監事について
④正副会長会議、綱紀委員会、支部
長会の予算（案）の策定について
⑤不動産管理業務セミナーの開催に
ついて
⑥「新春の集い」の運営について

茨城県不動産会館 5名

  2.  3.  2 第３回正副会長会議 ①法定講習会の実施について
②営業保証金供託業者の入会取扱い
について
③事務局員研修会の中止について
④宅地建物取引業電算入力業務等業
務委託契約について

ホテルグランド東雲 5名

  2.  3.�9 第４回正副会長会議 ①新型コロナウィルス感染拡大防止
への対応と協会運営について

ホテルグランド東雲 7名
（オブザーバー2名）
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年月日 会　議　名 議　　　　　　題 出席者

  �.  6.�8 第３回総務委員会 ①平成3�年度定時総会の実施結果について
②会議日程の変更について
③役員忘年会の日程変更について
④事務局夏季休暇について
⑤青年部の創設について

��名

  �.  6.�9 第１回人材育成委員会 ①令和元年度宅地建物取引士資格試験について
②令和２年度宅地建物取引士法定講習会の実施日程について
③キャリアパーソンの申し込み状況について

��名

  �.  7.  2 第２回情報提供委員会 ①いばらき宅建の発行について
②不動産フェアについて

�0名

  �.  7.22 第１回空家等対策
特別委員会正副委
員長会議

①特別委員会の活動について
②空き家関連の協定締結状況について

5名

  �.  7.29 第３回情報提供委員会 ①いばらき宅建の発行について
②不動産フェアについて

8名

  �.  8.  8 第２回財務委員会 ①財務執行状況について
②会費納入状況について
③財政状況について
④青年部設立に関する予備措置について

9名

  �.  8.�9 第２回人材育成委員会 ①令和元年度宅建試験申込結果について
②令和元年度宅建試験監督員割振りについて
③宅建士法定講習会会員宛て案内通知について

��名

  �.  8.26 第１回空家等対策
特別委員会

①空き家関連の協定締結状況について
②特別委員会の活動について
③パンフレットの作成について

7名

  �.  9.�0 第３回財務委員会 ①財政状況について 9名
  �.�0.�� 第４回総務委員会 ①役員忘年会の実施について

②「令和２年新春の集い」の実施について
③事務機器の入れ替えについて
④会員管理システム構築について
⑤会計ソフトの入れ替えについて
⑥次回委員会の開催日程について

9名

  �.�0.25 第２回法令遵守委員会 ①平成3�年度第１回法定研修会の実施結果について
②平成3�年度第２回法定研修会の開催について
③平成3�年度新規免許取得者研修会の開催について

�0名

  �.��.�� 第４回情報提供委員会 ①のぼり旗の利用状況に関するアンケート結果について
②のぼり旗の有償頒布について
③不動産フェアの開催状況について
④ホームページ運用状況について

7名

  �.��.�2 第３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

�0名

  �.��.�8 第５回総務委員会 ①上半期事業執行状況について
②会員管理システム構築について
③令和２年度定時総会までの会議日程について
④会費未納に伴う会員資格喪失手続について

9名
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年月日 会　議　名 議　　　　　　題 出席者

  �.��.�8 第４回財務委員会 ①平成3�年度上半期財務執行状況について
②令和２年度支部関係予算について
③帳票確認

9名

  �.��.2� 第１回青年部設立
準備会

①青年部設立準備会構成員
②青年部の設立に向けての準備について
③青年部の活動について

��名

  �.��.29 第１回相談業務委
員会

①不動産法律相談会の運営について
②相談業務委員会所管の令和２年度事業計画（案）及び予算（案）
案の策定について

��名

  �.�2.  2 第１回賃貸管理特
別委員会

①不動産管理業務セミナーについて
②賃貸管理特別委員会所管の平成3�年度決算見込み（案）につ
いて

9名

  �.�2.�0 第3回法令遵守委員会 ①新規免許取得者研修会について
②法令遵守委員会所管の令和２年度事業計画（案）及び予算（案）
案の策定について
③第２回法定研修会役割確認について

��名

  �.�2.�� 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人材育成委員会所管の令和２年度事業計画（案）及び予算（案）
の策定について

��名

  �.�2.�3 第５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のぼり旗の有償頒布について
③情報提供委員会所管の令和2年度事業計画（案）及び予算（案）
の策定について
④その他
⒈東日本レインズシステムについて

8名

  �.�2.�9 第６回総務委員会 ①「新春の集い」の運営について
②事務局研修会の開催について
③入会案内パンフレットの作成について
④総務委員会所管の令和２年度事業計画（案）及び予算（案）の
策定について

�0名

  2.  �.�0 第５回財務委員会 ①財務委員会所管の令和２年度事業計画（案）及び予算（案）の
策定について
②各委員会の予算（案）について

�0名

  2.  �.20 第７回総務委員会 ①青年部活動予算（案）について
②事務局研修会の開催について
③顧問契約について
④令和２年「新春の集い」実施結果について
⑤台風�9号の対応状況について
⑥入会パンフレットの作成について

8名

  2.  �.2� 第２回空家等対策
特別委員会

①空家等対策特別委員会令和2年度事業計画（案）及び収支予算
（案）の策定について

9名

  2.  2.  7 第６回情報提供委員会 ①いばらき宅建№�39の発行について
②のぼり旗の有償頒布について

7名

  2.  2.�7 第６回財務委員会 ①令和２年度予算（案）の策定について
②駐車場用地取得積立資産の対応について

9名
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年月日 会　議　名 議　　　　　　題 出席者

  2.  2.20 第８回総務委員会 ①令和２年度事業計画書（案）について
②青年部について
③入会促進パンフレットの作成について

8名

  2.  2.2� 第７回情報提供委員会 ①いばらき宅建№�39の発行について
②のぼり旗の有償頒布について

7名

  2.  3.�0 第５回人材育成委員会 ①法定講習会における新型コロナウィルス感染症への対応について
②令和２年度宅地建物取引士資格試験概要について

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

H３１.　4.１８ 第１回総務財務委員会 全宅連会館 張替会長

　１.　5.　９ 地区連絡会幹事協会会長会 全宅連会館 張替会長

　１.　5.１０ 第１回監査会 全宅連会館 張替会長

　１.　5.１３ 全宅連・全宅保証合同正副会長会 全宅連会館 張替会長

　１.　5.２０ 第１回常務理事会 全宅連会館 張替会長

　１.　5.３１ 第１回理事会 第一ホテル東京 張替会長・鈴木局長

　１.　６.１７ 全宅連・全宅保証合同正副会長委員長
会議
第１回入会促進プロジェクトチーム

法曹会館 張替会長

　１.　６.２７ 定時総会 ホテルニューオータニ 張替会長・車副会長　他４名

　１.　７.１９ 第２回総務財務委員会 全宅連会館 張替会長

　１.　７.３０ 第１回財政問題等検討プロジェクトチ
ーム

全宅連会館 張替会長

　１.　７.３１ 第１回業務改善・会員支援プロジェク
トチーム

全宅連会館 張替会長

　１.　８.１９ 第２回財政問題等検討プロジェクト 全宅連会館 張替会長

　１.　８.２８ 都道府県協会長・全宅保証合同正副会長委員長会議
奈良ホテル 張替会長

　１.　８.２９ 第２回業務改善・会員支援プロジェク
トチーム

　１.　９.１８ 第３回総務財務委員会 JＲタワーホテル日航札幌 張替会長

　１.　９.２5 第３回財政問題等検討プロジェクト 全宅連会館 張替会長

　１.１０.２4 第２回組織整備特別委員会 ホテルオークラJＲ
ハウステンボス

張替会長

　１.１０.２９ 第２回監査会 全宅連会館 張替会長

　１.１０.３０ 全宅連・全宅保証合同正副会長会議 全宅連会館 張替会長

　１.１１.１4 第２回常務理事会 全宅連会館 張替会長

　１.１１.１5 第４回業務改善・会員支援プロジェク
トチーム

全宅連会館 張替会長

　１.１１.２６ 第２回理事会 第一ホテル東京 張替会長

　１.１２.１１ 第４回総務財務委員会 全宅連会館 張替会長

　１.１２.１８ 全宅連・全宅保証合同正副会長委員長会議 全宅連会館 張替会長

第３回組織整備特別委員会

第２回入会促進プロジェクトチーム

　２.　１.２８ 全宅連・全宅保証新年賀詞交歓会 ホテルニューオータニ 張替会長・車副会長他２名
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年月日 会　　　議　　　名 場　　　所 出　　席　　者

　２.　１.２９ 第４回組織整備特別委員会 全宅連会館 張替会長

令和元年度臨時総会 ホテルニューオータニ 張替会長他５名

全宅連・全宅保証新年賀詞交換会

　２.　２.１３ 第５回総務財務委員会 全宅連会館 張替会長

　２.　２.１７ 第４回財政問題等検討プロジェクトチーム 全宅連会館 張替会長

　２.　２.１８ 都道府県宅建協会・地方本部事務局長会議
御茶ノ水トライエッジ
カンファレンス 鈴木局長

　２.　２.１９ 第３回監査会 全宅連会館 張替会長

　２.　３.　4 全宅連・全宅保証合同正副会長会議 全宅連会館 張替会長

　２.　３.　６ 第３回入会促進プロジェクトチーム ホテルメトロポリタン山形 張替会長

　２.　３.１７ 第３回常務理事会 全宅連会館 張替会長

　２.　３.１８ 第６回業務改善・会員支援プロジェクトチーム
全宅連会館 張替会長

　２.　３.２4 第３回理事会 第一ホテル東京 張替会長･鈴木局長

（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

H３１.　4.２３ 第１回理事会 ホテルメトロポリタンエドモンド 倉田専務理事

　１.　5.１4 総務委員会 首都圏不動産公正取引協議会会議室 倉田専務理事

　１.　5.２１ 第２回理事会 ホテルメトロポリタンエドモンド 倉田専務理事

　１.　６.２０ 第３回理事会 京王プラザホテル 倉田専務理事

定時社員総会 張替会長・倉田専務理事・鈴木局長

　１.　７.１１ 総務委員会 首都圏不動産公正取引協議会会議室 倉田専務理事

　１.　７.１３ 調査指導委員会・事情聴取会 首都圏不動産公正取引協議会会議室 関根副会長

　１.　９.１９ 調査指導委員会・事情聴取会 首都圏不動産公正取引協議会会議室 関根副会長

　１.　９.２4 第４回理事会 ホテルメトロポリタンエドモンド 倉田専務理事

　１.１０.２３ 第５回理事会 ホテルメトロポリタンエドモンド 倉田専務理事

　１.１１.１２ 調査指導委員会・事情聴取会 首都圏不動産公正取引協議会会議室 関根副会長

　１.１１.１９ 第６回理事会 ホテルメトロポリタンエドモンド 倉田専務理事

臨時社員総会 張替会長・倉田専務理事

　１.１２.１２ 調査指導委員会・事情聴取会 グランドアーク半蔵門 関根副会長

　１.１２.１７ 第７回理事会 ホテルメトロポリタンエドモンド 倉田専務理事

　２.　１.２３ 調査指導委員会・事情聴取会 首都圏不動産公正取引協議会会議室 関根副会長
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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

　１.　７.１７ 第１回運営協議会 第一ホテルアネックス 張替会長・笠島常務理事・
鈴木局長

　１.　９.２６ 第２回運営協議会・事業説明会 第一ホテル東京 張替会長・車副会長６他

　１.１０.　３ 関東地区連絡会・甲信越地区懇話会交流会 ANAクラウンプラザ
ホテル新潟

張替会長・鈴木局長

　２.　２.　３ 第３回運営協議会 竜宮城ホテル三日月　 張替会長他２名

全 宅 管 理 会 議 出 席 状 況

年月日 会  議  名 場　　　　　　　　所 出　席　者

H３１.　4.　5 第１回業務企画委員会 全宅連会館 横須賀常務理事

　１　.5.２０ 第１回正副会長・委員長合
同会議

全宅連会館 横須賀常務理事

　１.　5.３１ 第１回理事会 第一ホテル東京 横須賀常務理事

　１.　６.１１ 第２回正副会長・委員長合
同会議

全宅連会館 横須賀常務理事

　１.　６.２８ 定時社員総会 ホテルニューオータニ 横須賀常務理事

　１.　７.１２ 第２回業務企画委員会 全宅連会館 横須賀常務理事

　１.１０.１０ 第３回業務企画委員会 全宅連会館 横須賀常務理事

　１.１１.　８ 支部協議会 TＲＰ東京駅セントラルカンファレンスセンター 鳥居課長

　１.１１.２７ 第２回理事会 アーバンネット神田カンファレンス 横須賀常務理事

　１.１２.２０ 第４回業務企画委員会 全宅連会館 横須賀常務理事

　２.　１.２２ 第４回正副会長・委員長合
同会議

全宅連会館 横須賀常務理事

　２.　３.１２ 第５回業務企画委員会 全宅連会館 横須賀常務理事

　２.　３.１６ 第５回正副会長・委員長合
同会議

全宅連会館 横須賀常務理事

　２.　３.２5 第３回理事会 アーバンネット神田カンファレンス 横須賀常務理事

年月日 会　議　名 場　　　　　　所 出　　席　　者

　２.　１.２９ 第８回理事会 ホテルメトロポリタンエドモンド 倉田専務理事

　２.　２.２６ 第９回理事会 ホテルメトロポリタンエドモンド 倉田専務理事

　２.　３.　３ 総務委員会 首都圏不動産公正取引協議会会議室 倉田専務理事
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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

　１.　5.３１ 第１回幹事会 第一ホテル東京 張替会長

　１.　９.　4 評議員会 ホテル河鹿荘 張替会長・萩庭常務理事他１名

　１.１１.２６ 第２回幹事会 第一ホテル東京 張替会長

定 期 借 家 推 進 協 議 会

年月日 会   議   名 場　　　所 出　　席　　者

　１.　７.３１ 定期借家推進協議会第２１回通常総会 東海大学校友会館 倉田専務理事・鈴木局長

一般財団法人ハトマーク支援機構

年月日 会   議   名 場　　　所 出　　席　　者

　１.　5.２０ 提携企業交流会 全宅連住宅ローン研修
センター

張替会長

　１.１０.３０ 第３３回理事会 全宅連会館 張替会長

公益財団法人不動産流通推進センター

年月日 会   議   名 場　　　所 出　　席　　者

　１.　６.２5 第１回定時評議員会 法曹会館 張替会長
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支　部　活　動　報　告
自：平成3�年４月 �日
至：令和 2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
　１.　８.　６ 第3�回親睦チャリテ

ィーボウリング大会
支部親睦チャリティーボウリング 大学ボウル水戸店 4６名

　１.　８.２７ 第１回支部研修会 ①「違反対象物公表制度について」
　ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
　　　　　　予防課長補佐　黒澤　　昌　氏
②「立地適正化計画に係る届出制度」
　「都市景観重点地区」と「屋外広告物特別
　　規制地区」
　　　水戸市都市計画部　都市計画課
③「民法改正に伴う不動産取引の留意点～
　　売買・賃貸・相続 ～」
　　　　亀田法律事務所　亀田　哲也弁護士

ホテルレイクビュー
水戸

１１８名

　１.　９.１６ 不動産フェア 不動産無料相談会、記念品配布、ジオラマで
町づくり体験
（水戸まちなかフェスティバル内で開催）

水戸市中心市街地 �2名

　１.１０.２4 支部視察研修会 東京方面（豊洲市場見学） 豊洲市場 ３4名
　�.��.　2
　　　　～　3

不動産フェア 不動産無料相談会、記念品配布
（ひたちなか産業交流フェア内で開催）

ひたちなか総合
運動公園

１６名

　１.１１.１３ 第28回親睦チャリテ
ィーゴルフ大会

支部親睦チャリティーゴルフ 内原カントリー
倶楽部

３5名

　２.　１.１６ 賀詞交歓会 親睦会・チャリティービンゴ大会
アトラクション（ピアノ＆フルート演奏）

ホテルレイクビュー
水戸

１０９名

　２.　２.１８ 第２回支部研修会 ①「町内会促進について」
　　　水戸市市民協働部 市民生活課 
　市民活動・消費生活係長　吉田　友洋　氏
②「少し未来の賃貸管理・仲介業務」
　　　アットホーム株式会社　茨城営業所
　　　　　　　　　所長　　原田　　亮　氏
　　　　　　　　　　　　　小林　隼也　氏
③「水戸市中核市移行に伴う将来展望」
　　　　　　　　水戸市長　高橋　　靖　氏
④「高齢者オーナーの財産管理・成年後見と
　　民事信託」
　みとみらい法律事務所　後藤　直樹　弁護士

ホテルレイクビュー
水戸

１１１名

　２.　２.２０ 第32回親睦チャリテ
ィーボウリング大会

支部親睦チャリティーボウリング 大学ボウル水戸店 54名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.１８ 支部定時総会 ①平成30年度事業報告の件

②平成30年度事業監査報告
③平成3�年度事業報告計画の件

ホテルレイクビュー
水戸

2�5名
（うち委任状
�63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
H３１.　4.　4 第１回幹事会 ①平成30年度事業監査報告について

②水戸支部定時総会開催について
③その他

協会本部２Ｆ会議室 １９(２）名

H３１.　4.１８ 第２回幹事会 ①平成3�年度支部定時総会白紙委任状の取扱
いについて

ホテルレイクビュー
水戸

２２(２）名

　１.　5.２１ 第３回幹事会 ①各委員会からの報告について
②平成30年度事業監査報告
③その他

ホテルレイクビュー
水戸

１９(２）名

　１.　８.　１ 第４回幹事会 ①各委員会からの報告について
②その他
・青年部創設に向けての設立準備委員会の推
薦について
③支部規定変更について

協会本部２Ｆ会議室 ２０(２）名

　１.　８.２７ 第５回幹事会 ①各委員会からの報告について
②令和元年度宅建試験監督員について
③その他

協会本部２Ｆ会議室 ２０(２）名

　１.１１.２８ 第６回幹事会 ①各委員会からの報告について
②その他
・財政状況検討結果報告について
・会費未納者について
・令和２年度予算について

協会本部２Ｆ会議室 ２０(２）名

　２.　３.２６ 第７回幹事会 ①各委員会からの報告について
②令和２年度役員選挙資格について
③令和２年度無料相談会担当者について
④水戸支部総会について

協会本部２Ｆ会議室 １９(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
　１.１２.１６ 正副支部長・総務委

員長会議
①令和２年度水戸支部事業計画・予算について
②その他

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
　１.　5.１4 教育研修委員会 ①令和１年度事業計画について

・会員研修会について
②その他

水戸支部会議室 ８名

　１.　5.１5 広報・流通委員会 ①令和１年度事業計画について
・支部NＥＷＳ発行について
・不動産フェアについて
②その他

水戸支部会議室 ６名

　１.　5.１７ 会員交流委員会 ①令和１年度事業計画について
・親睦チャリティーボウリング大会について
・親睦チャリティーゴルフ大会について
・視察研修会について
②その他

水戸支部会議室 １１名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
　１.　5.２８ 総務委員会 ①令和１年度事業計画について

・暑気払いについて
・忘年会について
・賀詞交歓会について
・令和２年度支部定時総会について
②その他

水戸支部会議室 ８名

　１.　７.１１ 会員交流委員会 ①視察研修会について 水戸支部会議室 4名
　１.　７.２5 会員交流委員会 ①第3�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 4名

　１.　８.　７ 広報・流通委員会 ①不動産フェア（水戸まちなかフェスティバ
ル）準備打合せについて

水戸支部会議室 ３名

　１.　８.１９ 広報・流通委員会 ①不動産フェア（水戸まちなかフェスティバ
ル）準備打合せについて

水戸支部会議室 ２名

　１.　８.２０ 教育研修委員会 ①第１回支部会員研修会概要について
②第２回支部会員会員研修会について

水戸支部会議室 ８名

　１.　８.２８ 広報・流通委員会 ①不動産フェア（水戸まちなかフェスティバ
ル）準備打合せについて

水戸支部会議室 ２名

　１.　８.２９ 会員交流委員会 ①第28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

　１.　９.１１ 広報・流通委員会 ①支部NＥＷＳ№6�発行について 水戸支部会議室 １名
　１.　９.１２ 広報・流通委員会 ①不動産フェア（水戸まちなかフェスティバ

ル）準備打合せについて
水戸支部会議室 ３名

　１.１０.２９ 会員交流委員会 ①第28回親睦チャリティーゴルフ大会組合せ
について

水戸支部会議室 ６名

　１.１１.　5 総務委員会 ①令和２年賀詞交歓会について
②支部役員改選について
③その他

水戸支部会議室 ８名

　１.１１.１３ 広報・流通委員会 ①支部NＥＷＳ№62発行について 水戸支部会議室 ２名
　１.１２.　９ 総務委員会 ①令和２年度事業計画・予算について

②その他
水戸支部会議室 ７名

　１.１２.　９ 広報・流通委員会 ①令和２年度事業計画・予算について
②その他

水戸支部会議室 ８名

　１.１２.１１ 広報・流通委員会 ①支部NＥＷＳ№62発行について 水戸支部会議室 １名
　１.１２.１２ 会員交流委員会 ①第32回親睦チャリティーボウリング大会開

催について
水戸支部会議室 4名

　１.１２.１２ 会員交流委員会 ①令和２年度事業計画・予算について
②その他

水戸支部会議室 ９名

　１.１２.１３ 教育研修委員会 ①令和２年度事業計画・予算について
②その他

水戸支部会議室 ７名

　２.　２.　4 総務委員会 ①賀詞交歓会報告について
②水戸支部役員改選について
③その他

水戸支部会議室 ７名

　２.　２.１２ 会員交流委員会 ①第32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 4名

　２.　２.２６ 広報・流通委員会 ①支部NＥＷＳ №63発行打合せについて  水戸支部会議室 ３名
　２.　３.１６ 広報・流通委員会 ①支部NＥＷＳ №63発行打合せについて  水戸支部会議室 ２名
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そ の 他 の 会 議
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
　１.　5.２８ 茨城町空き家バンク抽選会 ①媒介業者決定抽選会 水戸支部会議室 ２名
　１.　６.１１ 常陸太田市空き家バンク抽選会 ①媒介業者決定抽選会 水戸支部会議室 ２名
　１.　６.２０ 要望活動 那珂市都市計画区域への要望活動 那珂市役所 4名
　１.　８.　９ 常陸太田市空き家バンク抽選会 ①媒介業者決定抽選会 水戸支部会議室 ２名
　１.　９.１２ 常陸太田市空き家バンク抽選会 ①媒介業者決定抽選会 水戸支部会議室 ２名
　１.１０.２１ 常陸太田市空き家バンク抽選会 ①媒介業者決定抽選会 水戸支部会議室 ２名
　１.１１.１９ 常陸太田市空き家バンク抽選会 ①媒介業者決定抽選会 水戸支部会議室 ２名
　１.１２.　4 常陸太田市空き家バンク抽選会 ①媒介業者決定抽選会 水戸支部会議室 ２名
　２.　２.２5 常陸太田市空き家バンク抽選会 ①媒介業者決定抽選会 水戸支部会議室 ２名
　２.　３.１９ 役員選挙立候補者資格審査会 ①令和２・３年度役員（幹事・監査）選挙

　選挙立候補者資格審査会
水戸支部会議室 5名

　２.　３.２７ 茨城町空き家バンク抽選会 ①媒介業者決定抽選会 水戸支部会議室 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
　１.　5.２９ 入会審査会 ①「㈱リーズ」入会審査 水戸支部会議室 �名
　１.　６.１７ 入会審査会 ①「片岡建設㈱」入会審査 水戸支部会議室 5名
　１.　６.２６ 入会審査会 ①「㈱ハウジングアイ」入会審査 水戸支部会議室 5名
　１.　８.　８ 入会審査会 ①「Nｅ　Ｐｌｕｓ㈱」入会審査 水戸支部会議室 �名
　１.　９.２4 入会審査会 ①「㈱ファミリー不動産」入会審査 水戸支部会議室 �名

②「㈱ときわ不動産管理」入会審査
　２.　１.２１ 入会審査会 ①「雨川開発工業㈱」入会審査 水戸支部会議室 �名
　２.　２.　4 入会審査会 ①「㈱ラフターウッド」入会審査 水戸支部会議室 4名
　２.　２.１２ 入会審査会 ①「㈱ファーストプランニング」入会審査 水戸支部会議室 �名
　２.　２.２６ 入会審査会 ①「㈱ダイムラ」入会審査 水戸支部会議室 �名
　２.　３.２６ 入会審査会 ①「大東建託リーシング㈱水戸店」入会審査 水戸支部会議室 5名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.　� 平成30年度業務監査会 ①平成30年度業務監査 水戸支部会議室 8名

支部会報発行状況
発行日 発行号数 主要掲載内容

　１.　９.２０ №6�号

①平成3�年度定時総会、会員研修会、親睦チャリティーボウリング大会、
支部予定報告
②支部会員入退会状況報告
③支部日記、協会・事務局からのお知らせ

　１.１２.２０ №62号
①宅建試験、視察研修会、不動産フェア、親睦チャリティーゴルフ大会報告
②支部入退会状況報告
③支部日記、協会・事務局からのお知らせ

　２.　３.２０ №63号
①賀詞交歓会、会員研修会、親睦チャリティーボウリング大会報告
②支部入退会状況報告
③支部日記、協会・事務局からのお知らせ
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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
H３１.　4.１８ 支部総会特別講演 「これからの土浦市の展望」

　　　　　　　　土浦市長　中川　　清　氏
ホテルマロウド筑波 4９名

　１.　７.　２ 第７回ボウリング大会 親睦ボウリング大会 大学ボウル ３０名
　１.　８.　１ 支部会員研修会

　
①「TX沿線地区、阿見吉原地区、桜の郷地
　区のご紹介」
　　　茨城県土地販売推進課
　　　　　　　　　副参事　緑川　　仁　氏
　　　　　　　　課長補佐　本田　晃一　氏
　　　　　　　　　　係長　武田　優子　氏
　　　　　　　　　　主任　飯村　元樹　氏
　竜ケ崎工事事務所阿見吉原地区区画整理課
　　　　　　　　　　主査　中村　　伸　氏
　　　　　　　　　　嘱託　篠崎　賢一　氏
②「土地取引における土壌汚染対策法の注意
　点について」
　　　つくば市生活環境部環境保全課
　　　　　　　　　　課長　田口　一彦　氏
　　　　　　　　　　係長　栁澤　一樹　氏
③「ＩT重説の現状と将来」
　涼風法律事務所　弁護士　熊谷　則一　氏

ホテルグランド
東雲

１６６名

　１.１０.　5
　　～　６

不動産フェア 不動産無料相談会
記念品の配布、無料抽選会

イオンモール土浦 １８名

　１.１１.２６ ４支部合同会員研修
会

①「不動産ネット広告の落とし穴～違反広告
　事例集～」
　公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
　　　　　　　事務局次長　関　　泰誠　氏

ホテルグランド
東雲

１６０名

　２.　１.２８ 賀詞交歓会 懇親会・ものまね歌謡ショー・ビンゴ大会等 ホテルマロウド筑波 １０4名
　２.　２.　６ 第８回ボウリング大会 親睦ボウリング大会 スポーレボウル ３０名
　２.　３.　5 説明会 ①「継続可能都市に向けた都市計画のヴィジ

　ョンと具体策」
　　　　　　　つくば市長　五十嵐立青　氏
②「つくば市における線引き前から宅地であ
　る土地を対象とした新基準について」
　「つくば市における開発許可制度の大字の
　取扱いの改正について」
　「つくば市の立地適正化計画について」
つくば市都市計画部　部長　中根　祐一　氏
つくば市都市計画部市街地振興課
　　　　　　　　　　課長　中島　一美　氏
　　　　　　　　課長補佐　水橋　光一　氏
つくば市都市計画部開発指導課
　　　　　　　　　　課長　根本　一夫　氏
　　　　　　　　課長補佐　直江　正和　氏
　　　　　　　　　　係長　河合　隆浩　氏
　　　　　　　　　　主任　川原　智彦　氏

ホテルグランド
東雲

８１名

　２.　３.１０ 土浦地区会 地区活動報告・意見交換会・懇親会 ホテルマロウド筑波 １１名
　２.　３.１２ つくば地区会 地区活動報告・意見交換会・懇親会 ホテルグランド東雲 １２名
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年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
　２.　３.１３ 稲敷・荒川沖地区会 地区活動報告・意見交換会・懇親会 くい処大八 １８名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　　　　所 出席人数
H３１.　4.１８ 支部総会 ①平成30年度事業報告承認について

②監査報告
③平成3�年度事業計画書（案）承認について

ホテルマロウド筑波 　290名
（うち委任状
2��名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.　5 第１回幹事会 ①平成3�年度支部総会開催について

②平成30年度事業報告について
③監査報告
④平成3�年度事業計画（案）について
⑤平成3�年度年間行事予定について
⑥平成3�年度不動産無料相談所の運営について

土浦・つくば支部 �9（2）名

H３１.　4.１８ 第２回幹事会 ①平成3�年度支部総会白紙委任状の取り扱い
について

ホテルマロウド
筑波

�8（2）名

　１.　5.２０ 第３回幹事会 ①平成3�年度本部総会委任状の回収について
②第７回ボウリング大会の開催について
③令和元年度支部研修会の開催について

土浦・つくば支
部

�7（2）名

　１.　９.１９ 第４回幹事会 ①令和元年度不動産フェアの開催について
②令和元年度�支部合同会員研修会の開催に
ついて
③令和２年賀詞交歓会の開催について
④第５回幹事会の開催について

土浦・つくば支部 ��（2）名

　１.１２.２０ 第５回幹事会 ①令和２年賀詞交歓会の開催について
②第８回ボウリング大会の開催について
③平成3�年度支部活動費の執行状況について
④令和２年度支部活動事業計画並びに予算に
ついて

土浦・つくば支部 �9（0）名

　２.　２.１９ 第６回幹事会 ①令和元年度支部説明会の開催について
②令和２年度支部総会の開催について
③令和２・３年度支部役員改選について
④各地区会の開催について
⑤令和２年度第１回幹事会の開催について

土浦・つくば支部 �6（�）名

※上記出席者数うち（　）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
　１.　5.　９ 業務委員会 ①第７回ボウリング大会の開催について

②令和元年度支部会員研修会の開催について
土浦・つくば支部 6名

　１.　６.２６ 業務委員会 ①第７回ボウリング大会の開催について
②令和元年度不動産フェアの開催について

土浦・つくば支部 6名

　１.　７.２２ 業務委員会 ①令和元年度支部会員研修会　講師との打ち
合わせ
②令和元年度不動産フェアについて

土浦・つくば支部 6名

　１.　９.　６ 業務委員会 ①令和元年度宅建試験監督員の推薦について
②令和元年度不動産フェアの開催について
③令和元年度�支部合同会員研修会の開催に
ついて
④令和２年賀詞交歓会の開催について
⑤第４回幹事会の開催について

土浦・つくば支部 6名

　１.１２.１２ 業務委員会 ①令和２年賀詞交歓会の開催について
②第８回ボウリング大会の開催について
③平成3�年度支部活動費の執行状況について
④令和２年度支部活動事業計画並びに予算に
ついて

土浦・つくば支部 6名

　２.　１.１4 業務委員会 ①令和２年賀詞交歓会について 土浦・つくば支部 6名
　２.　１.２３ 業務委員会 ①令和２年賀詞交歓会について（ビンゴ大会

の景品準備）
②令和２年度支部総会の開催について
③第６回幹事会の開催について
④第８回ボウリング大会の開催について

土浦・つくば支部 7名

　２.　２.　６ 業務委員会 ①令和元年度支部説明会の開催について 土浦・つくば支部 5名
　２.　３.１８ 業務委員会 ①令和２年度支部総会の開催について 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
H３１.　4.　4 抽選会 ①稲敷市空き家バンク媒介業者決定抽選会 土浦・つくば支部 �名
H３１.　4　２5 打ち合わせ ①竜ケ崎土木事務所との打ち合わせ 土浦・つくば支部 2名
　１.　5.　９ 抽選会 ①つくば市空き家バンク媒介業者決定抽選会 土浦・つくば支部 2名
　１.　5　２３ 打ち合わせ ①竜ケ崎土木事務所との打ち合わせ 土浦・つくば支部 2名
　１.　６.　4 抽選会 ①稲敷市空き家バンク媒介業者決定抽選会 土浦・つくば支部 �名
　１.　６　１０ 抽選会 ①かすみがうら市空き家バンク媒介業者決定

抽選会
土浦・つくば支部 2名

　１.　６　２６ 打ち合わせ ①第７回ボウリング大会の開催について（業
務委員会と合同開催）

土浦・つくば支部 3名

　１.　７.　１ 抽選会 ①稲敷市空き家バンク媒介業者決定抽選会 土浦・つくば支部 �名
　１.　７　１１ 抽選会 ①かすみがうら市空き家バンク媒介業者決定

抽選会
土浦・つくば支部 2名

　１.　７　１６ 抽選会 ①稲敷市空き家バンク媒介業者決定抽選会 土浦・つくば支部 �名
　１.　７　１９ 打ち合わせ ①竜ケ崎土木事務所との打ち合わせ 土浦・つくば支部 2名
　１.　７　３０ 抽選会 ①稲敷市空き家バンク媒介業者決定抽選会 土浦・つくば支部 �名
　１.　８.　２ 打ち合わせ ①イオンモール土浦との打ち合わせ「不動産

フェアの開催について」
イオンモール土浦 5名

　１.　９.３０ ４支部合同会議 ①４支部合同会員研修会の開催について 土浦・つくば支部 3名
　１.１０.１5 打ち合わせ ①阿見町との打ち合わせ 土浦・つくば支部 2名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
　１.１０.２１ 抽選会 ①つくば市空き家バンク媒介業者決定抽選会 土浦・つくば支部 2名
　１.１１.２5 抽選会 ①稲敷市空き家バンク媒介業者決定抽選会

②つくば市空き家バンク媒介業者決定抽選会
土浦・つくば支部 �名

2名
　１.１２.１２ 抽選会 ①稲敷市空き家バンク媒介業者決定抽選会

②つくば市空き家バンク媒介業者決定抽選会
土浦・つくば支部 2名

2名
　２.　１.　７ 賀詞交歓会 ①土浦市新年賀詞交歓会 ホテルマロウド筑波 2名
　２.　１.１０ 賀詞交歓会 ①つくば市新春賀詞交歓会 オークラフロンテ

ィアホテルつくば
2名

　２.　１.１７ 打ち合わせ ①令和２年賀詞交歓会アトラクション打合せ 歌芸夢者 5名
　２.　１.２３ 打ち合わせ ①第８回ボウリング大会の開催について（業

務委員会と合同開催）
土浦・つくば支部 3名

　２.　３.１３ 抽選会 ①つくば市空き家バンク媒介業者決定抽選会 土浦・つくば支部 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
　１.　5.　９ 第１回入会審査 ①「三久商事」入会審査 土浦・つくば支部 5名
　１.　5.２２ 第２回入会審査 ①「㈱Basis」入会審査 土浦・つくば支部 5名

②「いしも不動産」入会審査
　１.　６.　4 第３回入会審査 ①「ココカラ生活㈱」入会審査 土浦・つくば支部 �名
　１.　６.　６ 第４回入会審査 ①「㈱リノベ」入会審査 土浦・つくば支部 5名
　１.　６.１８ 第５回入会審査 ①「６doorｓ不動産部」入会審査 土浦・つくば支部 5名
　１.　６.２６ 第６回入会審査 ①「㈱スタイルプランニング」入会審査

②「レイワ・エステート㈱」入会審査
土浦・つくば支部 �名

　１.　７.　２ 第７回入会審査 ①「㈲平林」入会審査 土浦・つくば支部 5名
　１.　７.２２ 第８回入会審査 ①「アプロム㈱土浦支店」入会審査 土浦・つくば支部 5名
　１.　８.２３ 第９回入会審査 ①「プラスワンエステート㈱」入会審査 土浦・つくば支部 5名
　１.１０.２９ 第�0回入会審査 ①「㈱エダカワ」入会審査 土浦・つくば支部 5名
　１.１２.　９ 第��回入会審査 ①「㈱N&M's」入会審査 土浦・つくば支部 �名
　２.　２.１８ 第�2回入会審査 ①「㈱ハウサーチ」入会審査 土浦・つくば支部 5名
　２.　２.２８ 第�3回入会審査 ①「みずほ土地建物」入会審査 土浦・つくば支部 5名
　２.　３.１１ 第��回入会審査 ①「鈴縫工業㈱不動産部つくば店」入会審査 土浦・つくば支部 5名
　２.　３.１８ 第�5回入会審査 ①「㈱一緑　春日店」入会審査

②「ニューライフ不動産」入会審査
土浦・つくば支部 �名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.　5 監査会 ①平成30年度事業について 土浦・つくば支部 9名

支部会報発行状況
発行日 発行号数 主要掲載内容
　１.　６.�4 第2�9号 ①平成3�年度定時総会結果について

②土浦市における「まちなか定住促進事業」について
③今後の支部活動について
④宅建協会への変更の届出について
⑤支部での需要品販売について
⑥平成30年度入会者のご報告
⑦平成30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
　１.　８.１０ 第66回とりで利根川

大花火
①協賛 取手市緑地運動公園

　１.　９.１８ 親睦ゴルフコンペ ①親睦ゴルフコンペ 豊里ゴルフクラブ ２２名
１.　９.２８ 守谷市商工まつり

（不動産フェア）
①不動産無料相談会
②記念品配布によるＰＲ活動

守谷駅西口広場 １０名
１.　９.２９
　１.１０.１１ 県南支部研修会 ①「事前協議～譲渡所得等の課税の特例適用

　関係～」
　　　税理士法人タックスアドバイザーズ
　　　　　代表社員税理士　海老原宏美　氏
②「宅地建物取引士賠償責任保険について」
　　　損害保険ジャパン日本興亜㈱
　　　　　　　　茨城支店　白土　真衣　氏

取手市商工会館 4３名

１.１１.　２ とりで産業まつり
（不動産フェア）

①不動産無料相談会
②記念品配布によるＰＲ活動

取手市緑地運動公園 １０名
１.１１.　３
　１.１１.　６ 日帰り研修旅行 東京方面

①豊洲市場見学
②築地場外市場見学
③靖国神社見学

東京都 ３３名

　１.１１.２６ ４支部合同研修会 ①「不動産ネット広告の落とし穴～違反広告
　事例集～」
　　（公社）首都圏不動産公正取引協議会
　　　　　　　事務局次長　関　　泰誠　氏

ホテルグランド東雲 ６１名
(当支部のみ）

　２.　１.１６ 新年会 ①懇親会
②ビンゴ大会

ウエディングヒルズ
アジュール

１００名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.１６ 第７回定時総会 ①平成30年度事業報告

②監査報告
③平成3�年度事業計画（案）承認の件

ウエディングヒルズ
アジュール

　１６4名
(うち委任状
１３３名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.１１ 第１回幹事会 ①監査会について

②平成3�年度県南支部定時総会について
③平成3�年度支部活動について

取手市商工会館 １5(２）名

１.　5.２０ 第２回幹事会 ①平成3�年度県南支部総会について
②本部総会について

取手市商工会館 １4(１）名

１.　７.　９ 第３回幹事会 ①日帰り研修旅行について
②県南支部研修会について

取手市商工会館 １６(２）名

１.　８.３０ 第４回幹事会 ①宅建試験について
②不動産フェアについて
③業務委員会報告
④支部研修会について

取手市商工会館 １5(２）名

１.１０.１７ 第５回幹事会 ①宅建試験について 取手市商工会館 １２(２）名



─ 35 ─

年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
②親睦ゴルフコンペについて
③不動産フェアについて
④県南支部研修会について
⑤４支部合同研修会について
⑥会費未納者について

１.１１.１８ 第６回幹事会 ①不動産フェアについて
②日帰り研修旅行について
③４支部合同研修会について
④次回幹事会について
⑤令和２年県南支部新年会について

取手市商工会館 １２(１）名

１.１２.１７ 第７回幹事会 ①４支部合同研修会について
②県南支部新年会について
③令和２年度支部活動予算について

取手市商工会館 １２(１）名

２.　２.１３ 第８回幹事会 ①平成3�年度支部活動について
②令和２年度県南支部定時総会について
③令和３年県南支部新年会について

取手市商工会館 １２(１）名

２.　３.２4 第９回幹事会 ①令和２年度県南支部定時総会について 取手市商工会館 １4(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
１.　７.　１ 第１回正副支部長会 ①平成3�年度支部活動について 取手市商工会館 4名
１.１０.　4 第２回正副支部長会 ①平成3�年度支部活動について 取手市商工会館 4名
２.　３.１２ 第３回正副支部長会 ①令和２年度県南支部定時総会について 取手市商工会館 4名

各 種 委 員 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.２６ 第１回業務委員会 ①親睦ゴルフコンペについて

②日帰り研修旅行について
取手市商工会館 ６名

１.　６.１１ 第１回総務委員会・
広報委員会合同会議

①県南支部研修会について 取手市商工会館 ７名

１.　６.１３ 第２回業務委員会 ①親睦ゴルフコンペについて
②日帰り研修旅行について

取手市商工会館 ６名

１.　７.２２ 第１回広報委員会 ①不動産フェアについて 取手市商工会館 5名
１.　８.２３ 第３回業務委員会 ①親睦ゴルフコンペについて

②日帰り研修旅行について
取手市商工会館 5名

１.１０.２１ 第４回業務委員会 ①日帰り研修旅行について 取手市商工会館 5名
１.１１.１5 第１回総務委員会 ①新年会について 取手市商工会館 ６名
２.　１.　７ 第２回総務委員会 ①新年会詳細について 取手市商工会館 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
１.　７.　4 常総市第１回空家等

対策協議会
①会長・副会長の選出について
②市内の空家等の現状について
③特定空家等の判定について

常総市役所 １名

１.　７.１６ 第１回空家バンク抽選会
（つくばみらい市№２）

①つくばみらい市空家バンク媒介業者決定の
ための抽選会

取手市商工会館 ２名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
１.　８.２６ 守谷市第１回景観審

議会
①会長・副会長の選出について
②保存樹木の解除について
③保存緑地の指定について
④保存緑地の変更について
⑤保存緑地の解除について

守谷市役所 １名

１.　８.３１ 守谷市商工まつり出
店者説明会

①守谷市商工まつり出店者説明会
②出展申し込み・出店料等支払

守谷市商工会館 １名

１.　９.３０ ４支部合同会議 ①平成3�年度４支部合同研修会の開催について 土浦・つくば支部 ２名
１.１２.１２ 常総市第２回空家等

対策協議会
①特定空家等の進捗状況について
②特定空家等に対する措置について

常総市役所 １名

２.　１.２７ 第２回空家バンク抽
選会

①つくばみらい市空家バンク媒介業者決定の
ための抽選会

取手市商工会館 ２名

２.　３.３０ 取手市空家等の利活
用に向けた媒介に関
する協定の調印式

①協定調印式の立会 取手市役所 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
１.　６.　６ 第１回入会審査会 ①「有限会社オフィスAＳAＤA」入会審査 取手市商工会館 4名
１.　７.　３ 第２回入会審査会 ①「株式会社ジェック」入会審査 取手市商工会館 4名
１.　８.２９ 第３回入会審査会 ①「やまこ公産有限会社」入会審査 取手市商工会館 4名
１.１２.　２ 第４回入会審査会 ①「株式会社ウェルハウジング」入会審査 取手市商工会館 4名
１.１２.　９ 第５回入会審査会 ①「川口土地株式会社守谷店」入会審査 取手市商工会館 4名
２.　１.２０ 第６回入会審査会 ①「株式会社レステコ」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
H３１.　4.　１ 監査会 ①平成30年度事業について 取手市商工会館 ６名

支部会報発行状況
発行日 発行号数 主要掲載内容
H３１.　4.　１ 県南支部情報

（平成3�年１月～３月）
①県南支部会員　入会・退会・変更情報
②連絡事項
③全宅連書式ダウンロード方法

１.　８.　２ 県南支部情報
（平成3�年４月～令和元年７月）

①県南支部会員　入会・退会・変更情報
②連絡事項

１.１２.２０ 県南支部情報
（令和元年８月～�2月）

①県南支部会員　入会・退会・変更情報
②連絡事項
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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
１.　６.１７ 第１回親睦ゴルフコンペ 親睦ゴルフコンペ 岩瀬桜川カントリークラブ １１名
１.　８.２３ 親睦ボウリング大会 親睦ボウリング及び懇親会 筑西市　フリスポ ２３名
１.１０.１5
～１６

親睦旅行 熱海温泉と箱根・鎌倉（会員と登録従業者） 静岡県 ２７名

１.１１.１5 第２回親睦ゴルフコンペ 親睦ゴルフコンペ 東ノ宮カントリークラブ ７名
１.１１.１７ 不動産フェア 不動産無料相談会、協会ＰＲ イオンモール下妻 ９名
１.１２.１０ 第１回支部研修会 研修内容

①賃貸借に関する民法改正（施行：令和２年
４月１日）の内容と実務上の注意点
②その他不動産取引に関連する民法改正の概
要と実務上の注意点
③改正相続税法の内容と施行に伴う注意点

講師：弁護士　松田　　弘　先生

県西生涯学習センター ６5名

２.　１.２１ 支部新年会 支部新年会懇親会（会員及び登録従業者） ホテルニューつたや 4１人

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.１１ 定時総会 ①平成30年度事業報告について

②監査報告
③平成3�年度事業計画の件

ホテルニューつたや 　１4０名
(うち委任状
　１０１名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.　5 第１回幹事会 ①平成3�年度支部定時総会開催について

②総会資料確認について
県西支部 １4(１）名

１.　5.２０ 第２回幹事会 本部定時総会、出欠及び委任状回収について 県西支部 １4(２）名
１.　７.１２ 第３回幹事会 平成3�年度（令和元年度）事業実施について 県西支部 １4(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
H３１.　4.１１ 第１回正副支部長会 支部定時総会開催準備について 県西支部 ６名
１.　８.　６ 第２回正副支部長会 親睦旅行について 県西支部 ７名
１.１０.　８ 第３回正副支部長会 親睦旅行について 県西支部 5名
１.１１.１３ 第４回正副支部長会 不動産フェアについて 県西支部 5名
１.１２.１０ 第５回正副支部長会 研修会準備について 県西生涯学習センター 5名
１.１２.１６ 第６回正副支部長会 令和2年度予算案作成について 県西支部 5名
２.　１.１０ 第７回正副支部長会 新年会開催について 県西支部 5名
２.　１.２１ 第８回正副支部長会 新年会会場準備について ホテルニューつたや ６名
２.　３.１７ 第９回正副支部長会 次年度役員に関する件 県西支部 5名
２.　３.３０ 第�0回正副支部長会 ①令和２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
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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
１.　5.２２ 下妻市空き家バンク

抽選会
媒介希望業者抽選会 県西支部 ２名

１.　６.　5 第１回研修・広報委員会 平成3�年度（令和元年度）活動企画について 県西支部 ７名
１.　６.１０ 第１回総務・財務委員会 平成3�年度（令和元年度）活動企画について 県西支部 ９名
１.　６.１８ 下妻市空き家バンク抽選会 媒介希望業者抽選会 県西支部 ２名
１.　７.　９ 第２回研修・広報委員会 広報誌発行について 県西支部 ９名
１.　７.２4 第３回研修・広報委員会 広報誌発行について 県西支部 ８名
１.　８.２３ 第２回総務・財務委員会 ボウリング大会準備及び実施打合せについて 筑西市　フリスポ ７名
１.１１.１７ 第４回研修・広報委員会 不動産フェア開催について イオンモール下妻 ９名
１.１１.２７ 筑西市・下妻市空き

家バンク抽選会
媒介希望業者抽選会 県西支部 ２名

２.　３.２７ 桜川市空き家バンク
抽選会

媒介希望業者抽選会 県西支部 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
１.　６.　4 第１回入会審査会 「株式会社結和土地建物アクロス通り店」入会審査 県西支部 5名
１.　６.１4 第２回入会審査会 「株式会社石島建設」入会審査 県西支部 5名
１.　８.　６ 第３回入会審査会 「東洋補償鑑定株式会社」入会審査 県西支部 5名
１.　８.２０ 第４回入会審査会 「株式会社東陽ハウジング」入会審査 県西支部 5名
１.　９.　３ 第５回入会審査会 「株式会社ＩＫＥ」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
H３１.　4.　２ 監査会 平成30年度事業報告書について 県西支部 ７名

支部会報発行状況
発行日 発行号数 主要掲載内容
１.　８.　5 県西支部便り　№5�号 ・支部定時総会開催

・支部長挨拶
・親睦ゴルフコンペ
・新入会員紹介
・支部年間行事予定
・会員の入退会報告書
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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
１.　６.２９ 支部研修会 税法に関して　亀田哲也弁護士を講師に迎え

『賃貸トラブル』をテーマに受講した。
鹿嶋勤労文化会館 5３名

１.　９.２4 鹿嶋地区暴力団追放
推進協議会、総会

地域住民に対する広報啓発活動、暴力団排除
意識浸透を図る。

鹿島ハイツ２階会議室 ２名

１.　９.３０ 不動産フェア 今回の不動産フェアではバルーンアートをや
りお客さんが沢山立ち止まり賑わいました。

イオン鹿嶋店内
チェリオジーコ
広場

１０名

１.１０.　６
～７

会員研修旅行 神奈川県箱根関所めぐりをし静岡県熱海温泉
ホテルニューアカオに宿泊した。

神奈川・静岡方面 ２4名

１.１０.３０ 支部ゴルフコンペ 会員相互の親睦を深める為に年�回開催され
るゴルフコンペ。

ザ・ロイヤルオーシャン
クラブ

２９名

１.１０.３０ 神栖地区暴力団追放
推進協議会、総会

波崎・神栖地区の各種団体が一体となった
暴排意識の高揚と連携の強化。

神栖警察署 １名

２.　１.２７ 支部新年会 会員相互の親睦を深めて毎年開催され、今年
は余興で歌手あみさんの歌で大盛況でした。

セントラルホテル ７３名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.２4 第７回定時総会 ①平成30年度事業報告書承認の件

②監査報告
③平成3�年度事業計画（案）に関する件

アトンパレス 　１３６名
(うち委任状
　９２名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.１２ 第１回幹事会 ①平成3�年度新年会収支報告に関して

②本部理事会・委員会に関する件
③平成3�年度定時総会日程に関する件
④第７回定時総会上程議案に関する件

サンロード鹿島 １１(２）名

H３１.　4.２4 第２回幹事会 ①支部会員研修に関する件
②本部理事会・委員会に関する件

アトンパレス １4(２）名

１.　5.２０ 第３回幹事会 ①本部総会、委任状回収状況・督促に関して
②本部理事会・委員会に関する件
③第７回定時総会収支報告書に関して
④平成3�年度事業計画実施に関する件
⒈ゴルフコンペ開催に関して
⒉会員研修会開催に関して
⒊不動産フェア開催に関して

サンロード鹿島 １２(２）名

１.　７.１９ 第４回幹事会 ①令和元年度支部研修会支出内訳報告書に関して
②本部理事会・委員会に関する件
③平成3�年度事業計画実施に関する件
⒈不動産フェア開催に関して
⒉会員研修会開催に関して

サンロード鹿島 １１(２）名

１.　９.２5 第５回幹事会 ①平成3�年度年会費未納者に関して
②本部理事会・委員会に関する件
③宅建取引士資格試験監督員に関して

サンロード鹿島 １１(２）名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
１.１２.１4 第６回幹事会 ①本部理事会・委員会に関して

②新年会開催に関する件
③令和２年支部活動事業計画（案）に関して

アトンパレス １３(２）名

２.　２.１９ 第７回幹事会 ①本部理事会・委員会に関して
②令和２年支部新年会収支報告書
③令和２年度第８回支部定時総会の日程に関して
④役員改選に関して

サンロード鹿島 １１(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
１.１１.２０ 第１回正・副支部長会議 ①本部理事会・委員会に関して

②令和２年支部活動費支出明細に関して
③支部研修会に関して

鹿行支部 5名

２.　３.２３ 第２回正・副支部長会議 ①本部理事会・委員会に関して
②支部総会に関して

鹿行支部 ６名

そ の 他 会 議
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.　5 行方市空き家バンク

抽選会
行方市空き家バンク登録物件媒介協力業者抽
選会開催

鹿行支部 ２名

H３１.　4.２６ 鉾田市空き家バンク
抽選会

鉾田市空き家バンク登録物件媒介協力業者抽
選会開催

鹿行支部 １名

１.　5.２０ 鉾田市空き家バンク
抽選会

鉾田市空き家バンク登録物件媒介協力業者抽
選会開催

鹿行支部 ２名

１.　６.１８ 鹿嶋市・鉾田市空き
家バンク抽選会

鹿嶋市・鉾田市空き家バンク登録物件媒介協
力業者抽選会開催

鹿行支部 １名

１.１１.　６ 鹿嶋市・鉾田市空き
家バンク抽選会

鹿嶋市・鉾田市空き家バンク登録物件媒介協
力業者抽選会開催

鹿行支部 ２名

２.　１.１5 神栖市空き家バンク
抽選会

神栖市空き家バンク登録物件媒介協力業者抽
選会開催

鹿行支部 ２名

２.　３.１６ 神栖市空き家バンク
抽選会

神栖市空き家バンク登録物件媒介協力業者抽
選会開催

鹿行支部 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
H３１.　4.　９ 第１回入会審査 ①「株式会社住設計企画」入会審査会開催 鹿行支部 5名
H３１.　4.１６ 第２回入会審査 ①「有限会社オオタ」入会審査会開催 鹿行支部 ６名
１.　９.２5 第３回入会審査 ①「株式会社パパまるハウス」入会審査会開催 サンロード鹿島 ６名

監　　査　　会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.１２ 監査会 ①平成30年度事業について サンロード鹿島 ６(１）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
H３１.　4.１８ 県北支部懇親会 県北支部懇親会 ホテル天地閣 �6名
１.　６.　5 親睦ゴルフコンペ 第１回県北支部親睦ゴルフ大会 日立ゴルフクラブ 9名
１.　８.　６ 第１回支部研修会 テーマ：Ⅰ賃貸借に関する民法改正（施行：

　　　　令和２年４月１日）の内容と施行
　　　　に伴う注意点
　　　　Ⅱその他不動産取引に関連する民法
　　　　改正の概要と実務上の注意点
　　　　Ⅲ改正相続法の内容と施行に伴う注意点
　　　　　講師：弁護士　松田　　弘　先生

日立地区産業
支援センター

76名

１.１０.３０ 県北支部親睦旅行 県北支部親睦旅行 山形米沢方面 　23名
１.１１.　９
～１０

不動産フェア 県北支部不動産フェア 日立市池の川
さくらアリーナ

　��名

１.１１.１5 親睦ゴルフコンペ 第２回県北支部親睦ゴルフ大会 ザ・オーシャンゴル
フグラブ

７名

２.　１.２３ 第２回支部研修会 テーマ：「日本の民謡、三味線について」
　　　講師：靖秋会　会主　芝間　靖秋　様

ホテルテラス
ザスクエア日立

　�8名

新年会 新年会 　56名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.１８ 平成3�年度定時総会 ①平成30年度事業報告に関する件

②平成3�年度事業計画書に関する件
③支部役員補欠選任（案）に関する件

ホテル天地閣    �06名
（うち委任状
67名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.１８ 第１回幹事会 （報告事項）

①本部理事会・委員会報告について
②第３回研修会について
③第２回支部親睦ゴルフコンペについて
④不動産無料相談について
⑤相談業務実施要領改正について
⑥日立市空き家等相談業者抽選会について
⑦日立市お試し居住事業終了について
⑧監査会について
（審議事項）
①平成3�年度支部総会について
②支部総会、委任状取り扱いについて
③支部役員補欠選任（監査）について
④本部総会前幹事会開催について
⑤第１回支部親睦ゴルフコンペについて

ホテル天地閣 �2(2）名

１.　5.２０ 本部総会前幹事会 （報告事項）
①本部理事会・委員会報告について
②支部総会・懇親会報告について
③不動産無料相談について
④本部総会の委任状について
⑤高萩市空き家バンク抽選会について
⑥相談・苦情解決弁済マニュアル（追補版）について
（審議事項）
①第２回幹事会について
②上半期支部活動について
③第１回支部親睦ゴルフコンペについて
④６月事業委員会について

日立地区産業
支援センター

�2(2）名
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年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
１.　６.２６ 第２回幹事会 （報告事項）

①本部総会報告について
②高萩市空き家バンク抽選会について
③日立市空き家等相談業者抽選会について
④入退会者について
⑤第１回支部親睦ゴルフコンペについて
（審議事項）
①第１回支部研修会について
②支部親睦旅行について
③第３回幹事会について

県北支部 �2(2）名

１.　８.　６ 第３回幹事会 （報告事項）
①本部理事会・委員会報告について
②不動産無料相談について
③臨時無料相談について
④第１回支部研修会について（役割分担）
⑤不動産フェア日程について
⑥日立市空き家等相談業者抽選会について
⑦支部事務局夏季休暇について
⑧退会者について
（審議事項）
①支部親睦旅行について
②不動産フェア、アトラクションについて
③第４回幹事会について
④（公社）茨城県宅地建物取引業協会青年部創
設に向けての設立準備委員の推薦について

日立地区産業
支援センター

�2(2）名

１.１０.１１ 第４回幹事会 （報告事項）
①本部理事会・委員会報告について
②不動産無料相談について
③日立市空き家相談抽選会について
④第１回支部研修会について
⑤暴力追放茨城県民大会について
⑥本部青年部設立準備委員について
⑦支部活動費、支部会議費中間報告について
⑧新規入会者について
⑨宅建試験の試験室割り振り等について
（審議事項）
①支部親睦旅行について
②第２回支部親睦ゴルフコンペについて
③不動産フェアについて
④第５回幹事会、役員忘年会について
⑤令和２年支部新年会、第２回研修会について
⑥幹事会開催時間について

県北支部 �2(2）名

１.１２.１８ 第５回幹事会 （報告事項）
①本部理事会・委員会報告について
②不動産無料相談について
③日立市空き家等相談業者抽選会について
④支部親睦旅行について
⑤暴力追放茨城県民大会について
⑥不動産フェアについて
⑦第２回支部親睦ゴルフコンペについて
⑧日立市空き家相談会について
⑨退会者について
⑩茨城県北クリエイティブプロジェクト事業について
（審議事項）
①令和２年支部新年会、第２回研修会について
②第６回幹事会について
③第３回研修会について
④令和２年度支部総会について
⑤令和２年、支部活動、支部会議について
⑥県北宅建ニュースについて

県北支部 １２(２）名
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年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
２.　２.　4 第６回幹事会 （報告事項）

①本部理事会・委員会報告について
②高萩市空き家バンク抽選会について
③日立市空き家相談協力業者抽選会について
④本部「新春の集い」参加役員について
⑤支部第２回研修会、令和２年新年会について
⑥苦情解決受付、本部移管について
⑦入退会者について
⑧令和２年度支部無料相談日日程について
⑨第３回支部研修会講師派遣依頼について
（審議事項）
①第３回研修会について
②第７回幹事会について
③令和２年度支部スケジュールについて
④令和２年度支部総会、第１回幹事会について
⑤役員改選、立候補受付について
⑥令和１年度、支部監査会について
⑦宅建ニュースについて

県北支部 �2(2)名

２.　３.　６ 第７回幹事会 （報告事項）
①本部委員会・委員会報告について
②第２回本部研修会出席について
③本部新規免許取得者出席について
④不動産無料相談について
⑤入退会者について
⑥支部会議費、支部活動費収支決算見込みに
ついて
（審議事項）
①第３回研修会役割等について
②令和２年度支部総会、第１回幹事会について
③本部総会前幹事会について
④支部役員候補者選出について
⑤本部役員候補者、政連代議員候補者選出に
ついて

県北支部 １２(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
１.１０.　4 正副支部長会議 ①令和元年度上半期活動費、会議費執行状況

について
②会費納入状況について
③各委員会、理事会について
④役員改選について
⑤日立市空き家相談会委員について
⑥次年度の支部活動について

県北支部 3名

２.　３.１２ 正副支部長会議 ①令和２年度支部役員選出について
②令和２年度本部役員選出について
③監査会について
④支部総会準備について

県北支部 3名

２.　３.２７ 正副支部長会議 ①県北支部総会の対応、事前準備について
②改選期における支部役員選出について
③政治連盟代議員選出について

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
１.　5.２３ 事業委員会 第１回ゴルフコンペ打合せ 県北支部 3名
１.　６.　６ 事業委員会 親睦旅行打合せ 県北支部 �名
１.　６.　７ 事業委員会 第１回支部研修会打合せ 県北支部 7名
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年月日 行事名 活動内容 場　所 出席人数
１.　９.２5 事業委員会 不動産フェア打合せ 県北支部 5名
１.１０.２３ 事業委員会 第２回支部研修会打合せ 県北支部 7名
１.１１.　１ 事業委員会 第２回ゴルフコンペ打合せ 県北支部 3名
１.１２.２5 事業委員会 第３回支部研修会打合せ 県北支部 7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
１.　5.１３ 抽選会 高萩市空き家バンク抽選会 県北支部 2名
１.　5.２８ 抽選会 ①高萩市空き家バンク抽選会

②日立市空き家等相談業者抽選会
県北支部 2名

１.　６.２０ 抽選会 高萩市空き家バンク抽選会 県北支部 2名
１.　７.２３ 抽選会 日立市空き家等相談業者抽選会 県北支部 2名
１.　９.２６ 抽選会 日立市空き家等相談業者抽選会 県北支部 2名
１.１２.　３ 抽選会 日立市空き家等相談業者抽選会 県北支部 2名
１.１２.２5 抽選会 高萩市空き家バンク抽選会 県北支部 2名
２.　１.　７ 抽選会 日立市空き家等相談業者抽選会 県北支部 2名
２.　２.２5 抽選会 日立市空き家等相談業者抽選会 県北支部 2名
２.　３.１２ 抽選会 日立市空き家等相談業者抽選会 県北支部 2名
２.　３.２７ 抽選会 日立市空き家等相談業者抽選会 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
１.　5.２１ 入会審査会 ナッティジャパン合同会社 県北支部 �名
１.　６.２０ 入会審査会 三秀建設工業株式会社日立店 県北支部 �名
１.　８.２０ 入会審査会 丸光建設株式会社 県北支部 �名
１.１０.　4 入会審査会 株式会社パパまるハウス日立支店 県北支部 �名
２.　１.２８ 入会審査会 株式会社クレス不動産日立営業所 県北支部 3名
２.　２.１4 入会審査会 株式会社クリエイト 県北支部 �名

監 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.　９ 監査会 ・平成30年度事業監査について

・幹事会報告について
県北支部 ３名(２）

支部会報発行状況
発行日 発行号数 主　要　掲　載　内　容
H３１.　4.２３ №� ・本部理事会・委員会報告について

・第３回研修会について
・第２回支部親睦ゴルフコンペについて
・不動産無料相談について
・相談業務実施要領改正について
・日立市空き家等相談業者抽選会について
・日立市お試し居住事業終了について
・監査会について
・平成3�年度支部総会について
・支部総会委任状の取り扱いについて
・支部役員補欠選任（監査）について
・本部総会前幹事会開催について
・第１回支部親睦ゴルフコンペについて
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発行日 発行号数 主　要　掲　載　内　容
１.　5.２4 №2 ・本部理事会・委員会報告について

・支部総会・懇親会報告について
・不動産無料相談について
・本部総会委任状について
・高萩市空き家バンク抽選会について
・相談・苦情解決弁済マニュアル（追補版）について
・第２回幹事会について
・支部年間スケジュールについて
・６月事業委員会について

１.　６.２８ №3 ・本部総会報告について
・高萩市空き家バンク抽選会について
・日立市空き家等相談業者抽選会について
・入退会者について
・第１回支部親睦ゴルフコンペについて
・第１回支部研修会について
・支部親睦旅行について
・第３回幹事会について

１.　８.　８ №� ・本部理事会・委員会報告について
・不動産無料相談について
・臨時無料相談について
・第１回支部研修会について（役割分担）
・不動産フェア日程について
・日立市空き家等相談業者抽選会について
・支部事務局夏季休暇について
・退会者について
・支部親睦旅行について
・不動産フェア、アトラクションについて
・第４回幹事会について
・（公社）茨城県宅地建物取引業協会青年部創設に向けての設立準備委員
の推薦について

１.１０.１６ №5 ・本部理事会・委員会報告について
・不動産無料相談について
・第１回支部研修会について
・日立市空き家等相談業者抽選会について
・新規入会者について
・暴力追放茨城県民大会について
・本部青年部設立準備委員について
・支部活動、支部会議費中間報告について
・宅建試験の試験室割り振り等について
・支部親睦旅行について
・不動産フェア役員配置等について
・第２回支部親睦ゴルフコンペについて
・第５回幹事会、役員忘年会について
・令和２年支部新年会、第２回研修会について
・幹事会開催時間について

１.１２.２３ №6 ・本部理事会・幹事会・委員会報告について
・不動産無料相談について
・日立市空き家等相談業者抽選会について
・支部親睦旅行について
・暴追大会出席について
・不動産フェアについて
・第２回支部親睦ゴルフコンペについて
・日立市空き家相談会について
・退会者について
・茨城県北クリエイティブプロジェクト事業について
・令和２年支部新年会、第２回研修会について
・第６回幹事会について
・第３回研修会について
・令和２年度支部総会について
・令和２年度、支部活動、支部会議について
・県北宅建ニュースについて
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発行日 発行号数 主　要　掲　載　内　容
２.２.６ №7 ・本部理事会・委員会報告について

・高萩空き家バンク抽選会について
・日立市空き家等相談業者抽選会について
・本部「新春の集い」参加役員について
・第２回支部研修会、令和２年新年会について
・苦情解決受付、本部移管について
・入退会者について
・令和２年度支部無料相談日程について
・第３回支部研修会講師派遣依頼について
・第３回支部研修会について
・第７回幹事会について
・令和２年度支部スケジュールについて
・役員改選、立候補受付について
・令和１年度、支部監査会について
・宅建ニュースについて

２.３.１１ №8 ・本部理事会・委員会報告について
・第２回本部研修会について
・本部新規免許取得者出席について
・無料相談について
・日立市空き家等相談業者抽選会について
・入退会者について
・支部会議費、支部活動費収支決算見込みについて
・第３回研修会役割等について
・令和２年度支部総会、第１回幹事会について
・支部役員候補者選出について
・本部役員候補者、政連代議員候補者選出について
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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
１.　８.　９ 第１回支部研修会 ①『古河市立地適正化計画による届け出制度について』

　　　講師：古河市役所都市計画課担当者
②『地域密着型不動産業の取り組み成功事例』
　　　講師：㈱尚建　代表　徳山　　明　氏
③『民法改正 相続編』
　　　　講師：弁護士　熊谷　則一　 先生

古河市商工会館
総和事務所

5３名

１.１１.１０ 第29回坂東市いわい将
門ハーフマラソン大会

大会運営の協力・協賛 坂東市八坂総合公園 4名

１.１１.１4 親睦旅行 会員相互の親睦をはかる 東京都内
（浅草・東京湾クルーズ他）

２３名

１.１２.１６ 第２回支部研修会 ①『茨城県宅地開発関係資料集〈開発許可制度 
 関係編〉〈立地基準編（法3�条）〉の解説』

　　講師：古河市役所建築指導課
　　　　　　　　　　　宅地開発係　担当者
②『茨城県宅地開発関係資料集〈技術基準及
　びその他編〉の解説』
　講師：古河市役所建築指導課　宅地開発係　担当者

三和地域交流センター
コスモスプラザ

６６名

２.　１.３０ 第３回支部研修会 ①『賃貸不動産における火災・孤独死の事故
　事例と備え方』
講師：㈱宅建ファミリー共済　堀　雅紀　氏
②『平成30年相続法改正と不動産取引』
講師：中村司法書士事務所　中村　慎一　先生

ユーセンター総和 ６６名

２.　１.３０ 新年会 会員相互の親睦をはかる 山びこ ２７名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.１７ 第７回支部定時総会 【報告事項】

①平成30年度事業報告について
②平成30年度監査報告
③平成3�年度事業計画について
【講演】
古河市空家バンクの媒介に係る協定について

古河市
ユーセンター総和

　　９２名
(うち委任状
６８名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.　８ 第１回幹事会 【報告事項】

①平成3�年度本部総会について
②「古河市空家バンクの媒介に係る協定」について
③無料相談所の運営について
【審議事項】
①平成30年度事業報告について
②平成3�年度不動産無料相談所の当番日と担
当者について

古河市商工会館
総和事務所

１２(１）名

H３１.　4.１７ 第２回幹事会 【報告事項】
①平成3�年度本部総会について
②第７回支部定時総会の役割分担について
【審議事項】
①委任状の取扱いについて

山びこ １4(２）名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
１.　5.２０ 第３回幹事会 【報告事項】

①平成3�年度本部総会について
②第７回支部定時総会の決算報告について
③平成3�年度の支部活動について
④連絡網について
⑤平成3�年度の不動産フェアについて
【審議事項】
①本部総会委任状回収について
②平成3�年度の支部会議と費用について

古河市商工会館
総和事務所

１１(１）名

１.　９.１７ 第４回幹事会 【報告事項】
①平成3�年度本部総会の出席状況について
②坂東市いわい将門ハーフマラソン大会協賛
について
③平成3�年度第�回支部研修会実施結果につ
いて
④平成3�年度第�回本部法定研修会実施結果
について

【審議事項】
①令和元年度宅地建物取引士資格試験監督員
推薦について
②令和元年度不動産フェアについて
③親睦旅行について

かつ太郎 １２(１）名

１.１２.１９ 第５回幹事会 【報告事項】
①不動産フェアについて
②宅建試験の実施結果ついて
③将門ハーフマラソン大会協賛について
④親睦旅行の実施結果について
⑤第２回支部研修会の実施結果について
⑥第３回支部研修会の開催について
⑦新年会の開催について
⑧令和２年本部「新春の集い」開催について
⑨令和２年度支部定時総会までの会議予定について
【審議事項】
①令和２年度支部事業計画（案）及び支部活
動予算（案）について
②令和２年度支部定時総会について

敏鮨 １３(１）名

２.　３.　5 第６回幹事会 【報告事項】
①「新春の集い」実施結果について
②不動産無料相談所令和２年５月までの日程について
③支部役員忘年会決算報告
④第２回支部研修会決算報告
⑤第３回支部研修会決算報告
⑥支部新年会決算報告
⑦平成3�年度支部活動決算見込みについて
⑧令和２・３年度本部役員割振りについて
⑨令和２・３年度支部役員割振りについて
⑩令和２年度支部定時総会について
⑪令和２年度第１回支部幹事会について
【審議事項】
①令和２・３年度役員改選について
②令和２年度事業計画（案）について

おかさと庵 １３(１）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
２.　２.２６ 第１回正副支部長会 ①「新春の集い」実施結果について

②不動産無料相談所令和２年５月までの日程
について
③支部役員忘年会決算報告
④第２回支部研修会決算報告
⑤第３回支部研修会決算報告
⑥支部新年会決算報告
⑦令和２・３年度本部役員割振りについて
⑧令和２・３年度支部役員割振りについて
⑨第６回支部幹事会の日程変更について
⑩令和２年度第１回支部幹事会の日程変更に
ついて
⑪支部監査会について

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
１.　６.１4 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
１.　７.２5 第１回不動産フェア

委員会
①令和元年度不動産フェアについて 古河・岩井支部 ７名

１.　８.　６ 第１回親睦委員会 ①平成３１年度親睦事業について 古河・岩井支部 5名
１.　９.１３ 第２回親睦委員会 ①親睦旅行について 古河・岩井支部 5名
１.１０.　８ 第２回研修委員会 ①第１回支部研修会の決算報告について

②第２回支部研修会について
③第３回支部研修会について

古河・岩井支部 4名

１.１２.　３ 第３回親睦委員会 ①親睦旅行の決算報告について
②忘年会・新年会について
③令和２年度親睦事業について

古河・岩井支部 4名

１.１２.　６ 第１回総務委員会 ①令和２年度支部事業計画（案）について
②令和２年度支部活動予算（案）について
③令和２年度支部定時総会について
④令和２年度支部定時総会までの会議予定　
について

古河・岩井支部 5名

２.　３.２３ 第２回総務委員会 ①平成3�年度事業報告について
②令和２年度支部定時総会について
③支部監査会・第１回幹事会について

古河・岩井支部 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
１.　６.２5 古河市空き家等バン

ク抽選会
媒介業者決定のための抽選会 古河・岩井支部 ２名

１.　７.２２ 古河市空き家等バン
ク抽選会

媒介業者決定のための抽選会 古河・岩井支部 ２名

１.　９.１１ 古河市空き家等バン
ク抽選会

媒介業者決定のための抽選会 古河・岩井支部 ２名

２.　２.２７ 古河市空き家等バン
ク抽選会

媒介業者決定のための抽選会 古河・岩井支部 ２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
H３１.　4.２６ 入会審査会 ㈱JＰＭ 古河・岩井支部 4名
H３１.　4.２６ 入会審査会 ㈱三浦工務店 古河・岩井支部 4名
１.　5.３０ 入会審査会 いさお企画合同会社 古河・岩井支部 5名
１.　９.１２ 入会審査会 ㈱オークヴィルホームズ 古河・岩井支部 4名
１.　９.１２ 入会審査会 ㈱フィブイズホーム古河店 古河・岩井支部 4名
１.　９.２5 入会審査会 タマホーム㈱古河店 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
H３１.　4.　5 監査会 平成30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
１.　６.１９ 親睦ゴルフコンペ 親睦ゴルフコンペ 金乃台カントリークラブ ３３名
１.　７.２4 日帰り研修旅行 神奈川県方面への日帰り研修旅行 神奈川県 ６０名
１.　９.１２ 親睦ボウリング大会 親睦ボウリング大会 サウンドボウル牛久店 4０名

表彰式・懇親会 金太楼鮨
１.１１.　３ 牛久不動産フェア 不動産無料相談会、記念品の配布

（うしくWaiワイまつり会場内で開催）
牛久市中央生涯
学習センター

１０名

１.１１.２３ 龍ケ崎不動産フェア 不動産無料相談会、記念品の配布
（龍ケ崎商業まつり「いがっぺ市」食の祭典
会場内で開催）

龍ケ崎市上町商
店街大通り及び
にぎわい広場

９名

１.１１.２６ ４支部合同会員研修
会（土浦・つくば支
部、県南支部、石岡
支部と合同開催）

「不動産ネット広告の落とし穴～違反広告事
例集」
講師：公益社団法人　首都圏不動産公正取引協議会
　　　　　　　事務局次長　関　　泰誠　氏

ホテルグランド
東雲

３６名
(当支部
のみ）

２.　１.１4 新春研修会 ①全宅連と全宅保証の現状について
　　講師： 茨城県宅地建物取引業協会
　　　　　　　　　　会長　張替　武敏　氏
②茨政連の活動とその成果について
　　講師：茨城県宅建政治連盟
　　　　　　　　　　会長　笠島　兼治　氏
③茨城県宅建協会の事業活動について
　　講師：茨城県宅地建物取引業協会　
　　　　　　　事務局長　鈴木　淳一　氏

イオンホールA ６９名

新年会 新年会 ペニーレイン ６８名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.　９ 第７回定時総会 ①平成30年度事業報告の件

②平成3�年度事業計画書報告の件
牛久市商工会館 　１２８名

(うち委任状
１００名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.　９ 第１回幹事会 ①平成30年度事業報告に関する件 牛久・竜ケ崎支部 １３(２）名

②平成3�年度支部定時総会委任状について
③平成30年度空家・空地バンク等の実績について

H３１.　4.２６ 第２回幹事会 ①平成3�年度支部事業について
②本部定時総会について

牛久・竜ケ崎支部 １２(２）名

１.　5.２０ 第３回幹事会 ①本部総会の出欠状況報告及び委任状回収 
に関する件
②日帰り研修旅行について
③不動産フェアについて

牛久・竜ケ崎支部 １２(２）名

１.　８.　６ 第４回幹事会 ①日帰り研修旅行について
②親睦ボウリング大会について

牛久・竜ケ崎支部 １１(２）名

１.　９.　２ 第５回幹事会 ①宅地建物取引士資格試験に関する件
②親睦ボウリング大会について
③会費未納の件

牛久・竜ケ崎支部 １１(２）名



─ 52 ─

年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
１.１０.１5 第６回幹事会 ①不動産フェアについて

②４支部合同会員研修会について
③会費未納の件

牛久・竜ケ崎支部 ９名

１.１２.　９ 第７回幹事会 ①新春研修会・新年会に関する件
②令和２年度支部活動事業計画及び予算に関
　する件
③不動産フェアの反省点・改善点・要望事項
について

鮨処　まつき １３(２）名

忘年会
２.　２.１８ 第８回幹事会 ①令和２年度支部定時総会に関する件

②令和２・３年度支部役員に関する件
③今後の幹事会等について

牛久・竜ケ崎支部 １３(２）名

２.　３.２4 第９回幹事会 ①令和２年度支部定時総会に関する件
②令和２年度支部事業計画（案）について
③令和２年度支部定時総会の出欠回答状況に
ついて

牛久・竜ケ崎支部 ��(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
１.　5.１７ 第１回正副支部長会 ①日帰り研修旅行について

②不動産フェアについて
③本部総会委任状の件

牛久・竜ケ崎支部 　5名

１.　７.１８ 第２回正副支部長会 ①日帰り研修旅行について 牛久・竜ケ崎支部 　３名
１.１０.２１ 第３回正副支部長会 ①不動産フェアについて

②新春研修会・新年会について
牛久・竜ケ崎支部 　5名

１.１１.　７ 第４回正副支部長会 ①新春研修会事前打合せ イオンホールA 　4名
②新年会の事前打合せ ペニーレイン

２.　１.１１ 第５回正副支部長会 ①新春研修会・新年会の最終打合せ 牛久・竜ケ崎支部 　5名
２.　２.　８ 第６回正副支部長会 ①令和２年度支部定時総会について

②新春研修会・新年会の反省等について
牛久・竜ケ崎支部 　5名

２.　３.２１ 第７回正副支部長会 ①令和２年度支部定時総会全般について 牛久・竜ケ崎支部 　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
１.　5.２4 支部事業委員会 ①親睦ゴルフコンペの事前打合せ 牛久・竜ケ崎支部 　4名
１.　９.　９ 支部事業委員会 ①親睦ボウリング大会の事前打合せ 牛久・竜ケ崎支部 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
H３１.　4.　８ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「龍ケ崎市空家バンク」

媒介希望の抽選会
牛久・竜ケ崎支部 ２名

H３１.　4.２３ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「利根町空き家・空き
地バンク」媒介希望の抽選会

牛久・竜ケ崎支部 ２名

１.　5.１０ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「利根町空き家・空き
地バンク」媒介希望の抽選会

牛久・竜ケ崎支部 ２名

１.　5.２5 相談会 牛久市空家相談会 牛久市役所 １名
１.　６.　１ 市政報告会 牛久市市政報告会 牛久市中央生涯

学習センター
３名
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年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
１.　６.１１ 抽選会 「龍ケ崎市空家バンク」･「利根町空き家・空

き地バンク」媒介希望の抽選会
牛久・竜ケ崎支部 ２名

１.　７.　１ 抽選会 「稲敷市空き家バンク」媒介希望の抽選会 土浦・つくば支部 １名
１.　７.　８ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「利根町空き家・空き

地バンク」媒介希望の抽選会
牛久・竜ケ崎支部 ２名

１.　７.１６ 抽選会 「稲敷市空き家バンク」媒介希望の抽選会 土浦・つくば支部 １名
１.　７.３０ 抽選会 「稲敷市空き家バンク」媒介希望の抽選会 土浦・つくば支部 １名
１.　８.　１ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「龍ケ崎市空家バンク」

媒介希望の抽選会
牛久・竜ケ崎支部 ２名

１.　８.２4 相談会 牛久市空家相談会 牛久市役所 １名
１.　９.１３ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「龍ケ崎市空家バンク」

媒介希望の抽選会
牛久・竜ケ崎支部 ２名

１.　９.３０ ４支部合同会議 ４支部合同会員研修会の開催について 土浦・つくば支部 ２名
１.１０.　１ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「利根町空き家・空き

地バンク」媒介希望の抽選会
牛久・竜ケ崎支部 ２名

１.１０.３１ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「利根町空き家・空き
地バンク」媒介希望の抽選会

牛久・竜ケ崎支部 ２名

１.１１.２5 抽選会 「稲敷市空き家バンク」媒介希望の抽選会 土浦・つくば支部 １名
１.１１.３０ 相談会 牛久市空家相談会 牛久市役所 １名
１.１２.　２ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「利根町空き家・空き地

バンク」及び「龍ケ崎市空き家物件売却」の媒
介希望の抽選会

牛久・竜ケ崎支部 ２名

１.１２.１２ 抽選会 「稲敷市空き家バンク」媒介希望の抽選会 土浦・つくば支部 １名
１.１２.１4 相談会 龍ケ崎市空家相談会 龍ケ崎市役所 １名
１.１２.２３ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「利根町空き家・空き

地バンク」及び「龍ケ崎市空き家物件売却」
の媒介希望の抽選会

牛久・竜ケ崎支部 ２名

２.　１.　９ 賀詞交歓会 牛久市賀詞交歓会 牛久市中央生涯
学習センター

２名

２.　１.２９ 協議会 牛久市空家対策協議会 牛久市役所 １名
２.　１.３０ 開札立会い 牛久市有地売却の開札立会い 牛久市役所 １名
２.　２.１０ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「利根町空き家・空き

地バンク」及び「龍ケ崎市空き家物件売却」
の媒介希望の抽選会

牛久・竜ケ崎支部 ２名

２.　２.１4 査定会 利根町不動産査定会 牛久・竜ケ崎支部 ３名
２.　２.１5 相談会 牛久市空家相談会 牛久市役所 １名
２.　２.２０ 協議会 龍ケ崎市空家対策協議会 龍ケ崎市役所 １名
２.　２.２３ 相談会 稲敷市空家等相談会 稲敷市役所 １名
２.　３.１９ 抽選会 「牛久市空家バンク」･「利根町空き家・空き

地バンク」媒介希望の抽選会
牛久・竜ケ崎支部 ２名

２.　３.３０ 打合せ 令和２年度支部定時総会事前打合せ 牛久・竜ケ崎支部 ７名

入 会 審 査 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
１.　5.３０ 第１回入会審査会 「㈲理建」入会審査 牛久・竜ケ崎支部 5名
１.　６.１０ 第２回入会審査会 「㈱アイダ設計 牛久店」入会審査 牛久・竜ケ崎支部 5名

監　　査　　会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.　２ 監査会 平成30年度監査 牛久・竜ケ崎支部 　７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
　１.　６.２６ 親睦ゴルフ大会 親睦ゴルフ大会 内原カントリー

倶楽部
１７名

　１.１０.１９ 不動産フェア 無料相談会・協会ＰＲ 笠間市友部公民館 １０名
　１.１１.１９
～２０

支部研修旅行 支部研修旅行 群馬県：磯部温泉 ２０名

　１.１１.２６ ４支部合同研修会
（土浦・つくば支部、
県南支部、牛久・竜
ケ崎支部と合同開催）

「不動産ネット広告の落とし穴～違反広告事
例集」
講師：（公社）首都圏不動産公正取引協議会
　　　　　　　事務局次長　関　　泰誠　氏

ホテルグランド東雲 ２３名

　２.　１.２２ 支部新年会 支部新年会 石岡プラザホテル ３７名

支 部 総 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.１２ 支部定時総会 ①平成30年度事業報告の件、監査報告

②平成3�年度事業計画書に関する件
石岡プラザホテル 　　７２名

(うち委任状
4０名）

幹 事 会
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
H３１.　4.１２ 第１回幹事会 ①平成30年度事業報告書並びに監査報告につ

いて
②平成3�年度事業計画について
③平成3�年度石岡支部総会の運営について
④その他

石岡プラザホテル １１(１）名

　１.　5.１８ 第２回幹事会 ①本部総会委任状取り纏めについて
②支部活動について
③その他

㈱三和開発 １１(１）名

　１.　８.２２ 第３回幹事会 ①不動産フェアについて
②研修旅行について
③その他

くる味 １１(１）名

　１.１２.１７ 第４回幹事会 ①新年会について
②石岡支部研修旅行実施報告について
③その他

割烹「天芳」 １１(１）名

　２.　３.１６ 第５回幹事会 ①令和２年度事業計画（案）について
②令和２年度石岡支部総会について
③役員選任について
④その他

伊太利亜厨房ＫＵＵ １１(１）名

※上記出席人数うち（　）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
　１.　６.３０ 第１回業務委員会 ①支部事業の運営について

②その他
㈱三和開発 5名
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そ の 他 の 会 議
年月日 会議名 議題（主なもの） 場　所 出席人数
　１.　5.１７ 抽選会 笠間市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 ２名
　１.　5.２９ 抽選会 小美玉市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 ２名
　１.　６.２5 抽選会 小美玉市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 ２名
　１.　７.　９ 抽選会 石岡市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 ２名
　１.　７.２5 抽選会 笠間市･小美玉市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 ２名
　１.　９.１２ 抽選会 笠間市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 ２名
　１.　９.２８ 不動産フェア打合せ会 不動産フェア開催について 和光不動産 ３名
　１.　９.３０ ４支部合同会議 令和元年度４支部合同研修会の開催について 土浦・つくば支部事務局 ２名
　１.１１.２７ 抽選会 笠間市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 ２名
　１.１２.２３ 抽選会 笠間市・石岡市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 ２名
　２.　１.２３ 抽選会 小美玉市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 ２名
　２.　２.１９ 抽選会 石岡市・小美玉市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 ２名
　２.　３.１２ 抽選会 笠間市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 ２名
　２.　３.１９ 抽選会 小美玉市空家バンク媒介業者抽選会 茨城県不動産会館 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
　１.１０.１９ 入会審査会 「株式会社テルミン」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
H３１.　4.　２ 定例監査会 平成３０年度事業監査 茨城県不動産会館 ３名


