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【写真：シマリス／大雪山国立公園（緑岳山頂付近）】

　シマリスは、ネズミ目リス科シマリス属の動物の総称で、世界に約23種が属してい

るが、日本では、エゾシマリスが北海道に生息しているほか、大陸から移動してきた

チョウセンシマリスが本州から北海道にかけて分布している。雑食性で、木の実のほ

か穀類、鳥の卵、キノコ、イモムシ、昆虫なども食べる。秋になると、多くの種のシ

マリスが冬のための蓄えとしてこれらの食料を巣穴に集め始め、春になるまで巣の中

で過ごす。この木の種を取って地面に埋めておく習性が、苗木の定着には不可欠で、

シマリスは森の生態系に重要な役割を果たしている。（写真提供：北海道上川総合振

興局）



役員委員合同会議

■役員と委員が一堂に会し、協会事業活動への協力誓う

　（公社）全日本不動産協会北海道本部および（公社）

不動産保証協会北海道本部は、７月 26 日（金）にロ

イトン札幌（札幌市中央区）で、平成 25 年度・26

年度の役員委員合同会議を開催しました。

　合同会議は、役員 13 名と委員 29 名の合計 42 名

が一堂に会し、横山鷹史常務理事の司会・進行でス

タートしました。

　冒 頭 挨 拶 に

立った細井正喜

本部長は日頃の

会員としての全

日および保証協

会の事業活動へ

の協力に対する

感謝の意を述べ

た上で、「本日

お集まりいただきました新しい 41 名の委員会のメン

バーの皆さんには、この２年間、協会運営に力添え

をいただくことになりました。私もまだ２期目ですが、

さまざまな形で協会の魅力や力を創り上げていきた

いと考えています。北海道や札幌市とはこの２年間

の折衝の結果、緊密な関係を築くに至りました。今

後はこれをさらに広げて活動できるように図ってい

きたいと考えています。その意味でも皆さんの結集

した力をお借りして、一緒に協会の発展を目指して

いきたいと考えて

おりますのでよろ

しくお願いいたし

ます」と、新しい

執行部と各委員会

への期待を述べま

した。

　続いて、「総務」

平成25年７月26日（金）　ロイトン札幌

公益社団法人 全日本不動産協会 北海道本部
公益社団法人 不動産保証協会 北海道本部

　 役員委員
     合同会議を開催

「財務」「組織」「綱紀・求償」「不動産相談苦情処理・

取引相談」「研修」「広報」「流通推進・流通センター

運営」「会館管理」の順に各委員会の任期である二年

間の活動方針と各委員、長谷川ひとみ監事、大石清

司副本部長、大場勝己副本部長、細井本部長の順で

自己 PRを行い、事務局員の紹介なども行われました。

　その後、総本部で監修したプロモーション DVD

の鑑賞、大石副本部長による「北海道本部の歴史と

委員会の役割」についての講演が行われました。

　合同会議終了後は、懇親会が催され、情報交換や

親睦と交流を深めました。

※役 員・委 員 名 簿 は 北 海 道 本 部 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://hokkaido.zennichi.or.jp/）をご覧下さい。
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行事・イベント     

不動産無料相談会を開催

　10月10日(木)札幌駅前通地

下歩行空間（札幌市中央区）

において、(公社)北海道不動

産鑑定士協会との共催で不動

産無料相談会を開催しました。

　当協会は不動産相談苦情処

理委員会による無料相談と流

通推進・流通センター運営委

員会によるZeNNETを利用した

物件紹介等を担当しました。

　具体的な相談や資料請求だ

けではなく、今後の参考にと

取引に際しての注意事項等に

ついて質問される方もいらっ

しゃいました。また法律的な

アドバイス等が必要な方につ

いては、北海道本部と顧問契

約をしている弁護士法人札

幌・石川法律事務所の先生方

にご対応いただきました。

　当相談会に向けて、ZeNNET

の普及や活用の促進のため、

会員の皆様に物件情報の登録

をお願いし、多数の登録と予

定数を超える物件資料の提供

がありました。

　開始時間前から列をなし、

開催時間中は多くの方が立ち

寄られ、盛況のうちに終了し

ました。

宅建試験直前模擬試験

　研修委員会は、10月20日

(日)の宅地建物取引主任者資

格試験に向けた「宅建試験直

前模擬試験」を９月24日(火)､

26日(木)､10月３日(木)の3回、

全日ビル３階会議室で実施し

ました。

　のべ57名の参加があり、毎

回模擬試験の後には、専門

学校で宅建講座の講師経験

もある山本圭一研修委員を

講師に試験に向けた注意や

レジュメを用いた解説を行

い、参加者は熱心に受講し

ていました。

住宅ローンアドバイザー養成講座を開催

　（公社）全日本不動産協会が

全国主要都市で開催している

「住宅ローンアドバイザー養成

講座」が、９月 10 日（火）と

11 日（水）の２日間にわたって、

アスティ４５ビル（札幌市中

央区）で開催されました。

　同講座は、㈱住宅相談セン

ター（名古屋市）取締役主席

コンサルタントの吉田貴彦氏

を講師に進められました。基

礎編と実務編に分けられて行

われ、住宅ローンの種類や金

利タイプ、返済方法、住宅取

得に関する税金、住宅ローン

アドバイス業務の進め方、住

宅ローンの見直しなど、住宅

ローンの基礎知識から住宅

ローンの返済金の

算出やケーススタ

ディなど実務的な

シミュレーション

まで行われました。

　２日間の講義終

了後に効果測定が

行われ、一定以上

の点数を取得した

人に修了証書が交

付されました。

　同資格は、住宅ローンの多

様化、複雑化が進む中で、住

宅購入者に対して公平な立場

として住宅ローンに関する正

確な情報およびアドバイスを

提供する専門家の育成を目的

に同協会が認定している制度

で、修了証書の交付を受けた

人は１年以内に登録の申し出

を行い、登録者証が発行され

ます。

　有効期限は３年で、３年ご

とに講習を受けて更新するこ

とになっています。



研修会

平成25年度北海道・東北地区合同「取引・苦情処理業務指導者研修会」を開催

　９月27日（金）に平成25年度北海道・東北地

区合同「取引・苦情処理業務指導者研修会」を

ロイトン札幌（札幌市中央区）で開催しました。

　研修会には、北海道（18名）をはじめ青森

県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県

の東北六県の

代表者など合

計65名が参加

しました。

　（公社）不

動産保証協会

（以下＝総本

部）理事で教

育研修委員の田井仁氏の開会の辞に続き、総本

部専務理事の坊雅勝氏による「保証協会の義務

と現況について」と題した講演から研修会はス

タートし、続いて総本部理事で求償委員の高梨

秀幸氏による「求償業務について」と題した講

演が行われまし

た。

　その後、弁護

士法人札幌・石

川法律事務所の

石川和弘弁護士

か ら 演 習 問 題

（２問）が出題

され、各グルー

第１回新入会員研修会

　９月20日(金)全日ビル３階会議室において、

第１回新入会員研修会を開催し、９社 10 名の

参加がありました。

　細井正喜本部長はじめ池谷剛組織委員長、小

林邦章研修委員長のほか、札幌・石川法律事務

所弁護士石川和弘氏、（一社）北海道不動産公

正取引協議会事務局長下田俊司氏が講師となり、

協会について及び今後宅建業を営むにあたり必

要な知識について受講されました。

　今年度後半にも同研修会を予定しております

ので、今回出席できなかった方も次回是非ご出

席ください。

プごとに検討し解

答の発表を行いま

した。各グループ

とも熱心な討議が

行われ、日頃の経

験と知識を生かし

た適切な解答を披露しました。

　石川弁護士の解答発表と講評の後、同氏によ

る「ローン解

約について」

と題した講演

が行われ研修

会は閉会とな

りました。

　研修会終了

後は、参加者

による意見交換会が行われました。同会では、

北海道地区協議会会長でもある細井正喜本部長、

東北地区協議会会長の田屋慶一氏の挨拶などが

行われました。
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法定義務研修会

5

平成25年度第２回法定義務研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：10月31日（木）、13：30～16：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：札幌コンベンションセンター（札幌市白石区）

北海道開発局 建設産業課 不動産業第１係長

　　　　　　   　市川 直也 氏

賃貸住宅管理業者登録制度は、登録業者が一定のルールを守っ
て業務を行う事で、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、賃借
人等の利益を保護することを目的に平成23年12月１日より施行。

同制度の効果
・登録業者は国交省ＨＰに名簿公表されているので、一定のル
ールを遵守していることを前提に貸主や借主等の物件の選択や
管理業者の選択の判断材料となる。
・登録事業者が毎年提出する業務状況等報告書を貸主・借主等

Vol.156 2013 November. Zennichi Hokkaido

「賃貸住宅管理業者登録制度について」
　　　　　　　　　　　　　

が閲覧することで、さらなる判断材料として期待できる。
・シンボルマーク等を活用して登録業者であることを認知して
もらう事により安心感、信頼感を与えることができる。
事業者の登録状況（平成25年８月末現在）
・登録者数：３０６６業者（全国）、１６６業者（北海道）
・管理戸数：約４２０万戸（全国）、約１１万戸（北海道）

同制度の取組
・全日北海道本部主催「秋の不動産無料相談会」などでＰＲチ
ラシを配布など。

登録制度に関する情報
国土交通省不動産業課ＨＰ（Ｑ＆Ａ、申請書様式、記入例、登
録事業者一覧など）
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/index.html

　　　　　　   　１級建築士　小林　宏 氏

都市計画法
目的：「都市計画の内容およびその決定手続き、都市計画制度、
都市計画事業その他に関し必要な事項を定めることにより、都
市の健全な発展と秩序ある整備を図り公共の福祉の増進に寄与
すること」（同法第１条）
基本理念：「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化
的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すること並びにこの
ためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるこ
と」（同法第２条）
都市計画法の平成10年以降の主な改正
①線引き制度の見直し（Ｈ12年5月19日改正、Ｈ13年5月18日
施行）
②準都市計画区域の創設（Ｈ12年5月19日改正、Ｈ13年5月18

「都市計画法・建築基準法
    ～平成10年以降の主な改正～」
　　　　　　　　　　　　　

日施行）
③開発整備促進区の創設（Ｈ18年5月31日改正、Ｈ19年11月30
日施行）
④開発許可制度の見直し（Ｈ18年5月31日改正、Ｈ19年11月30
日施行）
建築基準法
目的：「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基
準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって
公共の福祉の増進に資すること」
建築基準法の平成10年以降の主な改正
①性能規定の導入（Ｈ10年6月12日施行）
②民間確認検査機関の創設（Ｈ11年5月1日施行）
③建築確認手続きの厳格化その１（Ｈ19年6月20日施行）
④建築確認手続きの厳格化その２（Ｈ20年11月28日施行）
⑤住宅用防災機器の設備が建築確認対象法令に追加（Ｈ18年6月
1日施行）
⑥特定大規模建築物の立地規制（Ｈ19年11月30日施行）
⑦近隣商業地域、準住居地区内の用途制限の緩和（Ｈ19年11月
30日施行）
⑧特例容積率適用地区の新設（Ｈ17年6月1日施行）
⑨容積率の算定上の床面積不算入規定の追加（Ｈ24年6月13日
施行）

　　　　　　   　弁護士　石川　和弘 氏

仲介業者の説明義務・調査義務
①宅建業法35条と民法644条の関係―宅建業法35条は民法
644条に含まれる。
②民法644条の善管注意義務により、宅建業者は買主等に対し説
明義務と調査義務が発生する。
③調査義務の範囲と程度―瑕疵には「法律的瑕疵」（例：前
面道路使用不可）、「物理的瑕疵」（雨漏）、「心理的瑕疵」
（自殺）、「環境的瑕疵」（近隣に暴力団事務所）の４つがあ
る。
　・法律的瑕疵―宅建業者は不動産取引の専門家とみなされ

「不動産に関する法律について」
　　　　　　　　　　　　　

　　るため、積極的な調査義務がある。
　・その他の瑕疵―宅建業者の専門分野ではないとみなされ、
　　積極的な調査義務はない。ただし、以下については説明義
　　務違反となる。
　　　Ⅰ．虚偽申告
　　　Ⅱ．不申告　「瑕疵を知っていた」「瑕疵を知っていて
　　　　　当然」「現場を見ていない」「売主からの聴取が不
　　　　　十分」「買主からの調査依頼に応じた」
　・特に「売主からの聴取が不十分」についての対策は、告知
　　書（物件状況報告書）を作成・提出すること（売主のサイ
　　ン必要）

『不動産に関する法律問題Ｑ＆Ａ』に掲載されている設問について
解説
①「相続物件売買」②「土地の境界線」③「雨漏りと調査・説
明義務」④「埋設物と調査・説明義務」⑤傾斜の存在と調査・
説明義務

第１講

第２講

第３講



各地法定義務研修・石川弁護士コラム

　今年の９月４日、最高裁判所は、非嫡出子の相続分について嫡出子の相続分の２分の１とする

ことを定めた民法９００条４号ただし書きの規定は、法の下の平等を定める憲法１４条１項に違

反するものと判断しました。

　最高裁の判断の特徴は、２つあります。１つは、既に、遺産分割協議や家庭裁判所の調停が成

立した、あるいは、家庭裁判所の審判が確定している場合には、その協議、調停、審判の内容が、

たとえ、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の２分の１とすることを前提としたものであったと

しても、今回、最高裁の判断が出されたこと（つまり、嫡出子と非嫡出子の相続分は同一である

こと）を理由として、過去の解決を反故にすることはできないということです。

　もう１つは、今回の最高裁の判断が当てはまると確実にいえるのは、被相続人の死亡が、平成

13 年７月以降の場合に限られるということです。平成 13 年６月以前に被相続人が死亡してい

る事案であって、まだ、遺産分割等の決着がなされていない事案については、嫡出子と非嫡出子

の相続分が同一なのか否かについては、今回の最高裁の判断からは導かれず、今後も、争いが生

じるケースが出てくることになります。

弁護士コラム
テーマ：「非嫡出子の相続について」

札幌・石川法律事務所　弁護士　石川和弘 
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函 館 支 部 　 法 定 義 務 研 修 会

　平成25年度第２回函館支部法定研修会は10月11日（金）サンリフレ函館（函館市）
に於いて開催し、57社59名が参加しました。
　研修会に先立ち亀谷副支部長からの講師紹介並びに研修課題の説明があり、角田支部
長からの開催挨拶へと続き、研修会が始まりました。
　第１講目は株式会社日本住宅保証検査機構函館営業所所長萩原氏を講師に「既存住宅
瑕疵担保責任保険」について、第２講目は札幌・石川法律事務所弁護士石川和弘氏を講
師に「不動産に関する法律」について講演頂き、判例をまじえての実務に即した内容に
参加者は熱心に受講していました。
　多くの質疑応答があり、大変充実した研修となりました。

道 央 支 部 　 法 定 義 務 研 修 会

　７月23日（火）苫小牧ニューステーションホテル（苫小牧市）にて、道央支部法定研修会

が開催され、道央支部会員15社18名の他、北海道本部小林邦章研修委員長が参加しました。

　土橋支部長からの挨拶の後、牧田税理士事務所所長で税理士の牧田秀崇氏より「現在の不

動産税務」と題した講義を頂きました。

ご注意
　すでに広報誌等でお知らせしておりますが、全日本不動産協会及び不動産保証協会は、ともに「社団法人」か
ら「公益社団法人」へ移行しております。
　物件資料等の所属団体の記載が社団法人となっているものが見受けられます。
　契約書式の他、物件資料や広告等に所属団体を記載する際に再度ご確認くださいますようお願いいたします。

　　社団法人全日本不動産協会北海道本部　　　　  公益社団法人 全日本不動産協会北海道本部
　　 社団法人不動産保証協会北海道本部　　　　　 公益社団法人 不動産保証協会北海道本部
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親睦会     

全日親睦会ゴミ拾い

　８月１日(木)に平成25年度第２
回クリーンキャンペーン(すすき
の祭りゴミ拾い)を開催しました。
　16時00分に集合し、竹田会長
の挨拶に始まり、菊地実行委員
の説明の後､今回は全日ビルから
国道36号線を東へ向い西３丁目

までを折り返して全日ビルに帰
ってくる行程で実施しました。
　当日はすすきの祭り前夜祭で
いつもより人通りが多いようで
した。
　今回は今までにない多くの参
加者で天候も良く、汗をかきな

がらのボランティアでした。参
加していただいた皆様、ご苦労
様でした。
　（親睦会会長 竹田尚泰・記）

全日親睦会ゴルフ大会

　第１回ゴルフ大会を下記のよ
うに開催しました。
【コース】北広島ゴルフ倶楽部
（東コース）
【時期】平成25年８月29日９時
スタート
【参加人数】20名
　前日までの雷を伴った時々激
しい雨もやんで、当日は晴れて
すがすがしいゴルフ日和となり
ました。
　親睦会竹田尚泰会長より交流
会の意味合いも兼ねた今回のゴ
ルフ大会の説明挨拶の後、新さ

っぽろ不動産の藤元正明競技担
当より競技方法の説明の後、１
組目がスタートし、その後５組
が順次スタートしました。
　競技の結果は以下のとおりに
なりました。
【優勝】笹谷勝廣(株)北日本不
動産(函館支部)
【準優勝】鈴木秀一(有)新さっ
ぽろ不動産
【協賛】
　横山総務委員長
(参加賞：札幌新名物えびそば一
幻のラーメンセット)

(有)新さっぽろ不動産(優勝カッ
プ)
　ご協賛ならびに多くのご参加
ありがとうございました。
　（親睦会会長 竹田尚泰・記）

青年会研修会

　９月13日（金）札幌東急イン
におきまして、平成25年度　全
日北海道青年会　第二定例会を
開催いたしました。
　今回は、㈱サテライトコンサ
ルティングパートナーズ　代表
取締役／税理士法人平川会計パ
ートナーズ税理士　平川茂氏を
講師にお招きし、40名の青年会
会員及びＯＢ会員の皆様にご出
席をいただきました。

　長年、企業コンサルタントに
携わり且つ税理士の立場から、
さまざまな切り口で不動産に係
わるお話を聞くことができ、大
変ためになる定例会となりまし
た。
　次回、第三定例会は忘年会を
兼ねて12月に開催いたします。
会員の皆様に喜んでいただける
ような企画を熟考中でございま
すので、ご期待ください。

コスモス会研修会

　７月18日(木)13時30分より全
日ビル３階会議室において初参
加も含め22社24名の会員の出席
にてコスモス会研修会を開催致
しました。
　今回は、講師に全日本不動産
協会北海道本部顧問弁護士　弁
護士法人札幌・石川法律事務所
の石川和弘弁護士をお迎えして、
前半『賃貸のクレーム事例及び
対処の仕方』、後半『高齢者に
関わる法律問題』をテーマに具
体的な判例をもとに日々不動産
業者・管理会社として頭を悩ま

せている様々なトラブルとクレ
ーム、原状回復の対処の仕方や
高齢者に係る相続、遺言等の講
義をしていただきました。その
中でも受忍限度論や書面での記
録の重要性、契約書の記載内容
を改めて確認する必要性を感じ
ました。
　また、テーマごとの質疑応答
では活発に多数の会員の皆様が
質問し、石川先生に回答してい
ただくことができ、大変有意義
な時間を過ごすことができまし
た。

　コスモス会研修会はこれから
も会員の皆様の業務に役立てる
ような企画に取り組んでいきた
いと思います。
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理事会・委員会

第１回全日常務理事会
■日時　７月25日（火）15：00～17：00
【議題】
１．事務局体制について
２．第２回理事会の議題について
【審議事項】
１．事務局職員の欠員補充について
２．全国不動産会議鹿児島県大会の助成
　　について
３．全日本不動産学院対応事務局への食
　　事代支給について
４．規定集の作成について
第１回保証常務理事会
■日時　７月25日（火）15：00～17：00
【議題】
１．事務局体制について
２．第２回理事会の議題について
【審議事項】
１．事務局職員の欠員補充について
２．全国不動産会議鹿児島県大会の助成
　　について
３．規定集の作成について
第６回全日理事会
■日時　７月26日（金）13：00～14：00
■議題
【確認事項】
１．役員委貝合同会議の開催について
【審議事項】
１．事務局職員の欠員補充について
２．全国不動産会議鹿児島県大会の助成
　　について
３．その他
（１）全日本不動産学院対応事務局への
　　食事代支給について
（２）「規定集」の作成について
【報告事項】
１．持回り審議の結果について
（１）事務局体制について
（２）総務・流通委員会の副委員長の承
　　認について
２．新規入会者の審査について
３．第２回全日東区情報交換会（7/2）
　　について
４．第１回組織委員会（7/26）について
５．第２回不動産相談苦情処理委員会　
　　（7/8）について
６．第１回研修委員会（7/24）について
７．第２回広報委員会（7/9）について
８．第３回広報委員会（7/18）について
９．その他
第６回保証常務理事会
■日時　７月26日（金）14：00～14：30
■議題
【確認事項】
１．役員委員合同会議の開催について
【審議事項】
１．事務局体制について
２．全国不動産会議鹿児島県大会の助成
　　について
３．その他
（１）「規定集」の作成について
【報告事項】
１．持回り審議の結果について

（１)事務局体制について
（２）総務委員会の副委員長の承認につ
　　いて
２．新規入会者の審査について
３．第２回全日東区情報交換会（7/2）
　　について
４．第１回組織委員会（7/26）について
５．第２回取引相談委員会（7/8）につ
　　いて
６．第１回法定義務研修会（7/4）につ
　　いて
７．第１回研修委員会（7/24）について
８．第２回広報委員会（7/9）について
９．第３回広報委員会（7/18）について
10．第１回函館支部法定義務研修会　　
　　（7/19）について
11．第１回道央支部法定義務研修会　　
　　（7/23）について
12．その他
第７回全日理事会
■日時　９月９日（月）14：00～15：30
■議題
【審議事項】
１．新年交礼会の日程・会場について
２．各規定の見直し・新設について
３．「札幌市民憲章制定50周年記念事 
　　業」への協賛金支出について
４．瀬尾相談役の再任について
５．全日ビル懸垂幕書換えについて
６．函館支部会館駐車場の段差解消工事
　　について
７．その他
【報告事項】
１．持回り審議の結果について
　　･事務局職員の欠員募集について
２．第２回総務委員会（8/20)について
３．第２回財務委員会（8/7）について
４．新規入会申込者等の審査について
５．第１回流通推進・流通センター運営
　　委員会（8/22）について
６．秋の不動産無料相談会（10/10）へ
　　の参加について
７．北海道既存住宅流通促進協議会　　
　　（8/27）平成25年度第２回運営会　
　議について
８．不動産関係団体協議会（8/27）協議
　　事項「コンビニ証明書」について
９．第１回会館管理委員会（8/23）につ
　　いて
10．その他
第７回保証理事会
■日時　９月９日（月）15：30～16：15
■議題
【審議事項】
１．新年交礼会の日程・会場について
２．各規定の見直し・新設について
３．「札幌市民憲章制定50周年記念事　
　　業」への協賛金支出について
４．瀬尾相談役の再任について
５．その他
【報告事項】
１．持回り審議の結果について
　・事務局職員の欠員募集について
２．第２回総務委員会（8/20）について
３．第２回財務委員会（8/7）について

４．新規入会申込者等の審査について
５．その他

第２回不動産相談苦情処理・取引相談合
同委員会
■日時　７月８日（月）15：30～17：30
■議題
１．平成25年度活動計画について
２．苦情申し立て案件について
３．その他
第２回広報委員会
■日時　７月９日（火）16：00～17：30
■議題
１．25年度事業計画及び予算について
２．全日ほっかいどう7月号の台割につ
　　いて
３．その他
第３回広報委員会
■日時　７月18日（木）10：00～12：00
■議題
１．全日ほっかいどう7月号の校正につ
　　いて
２．その他
第１回研修委員会
■日時　７月24日（水）15：00～17：00
■議題
１．平成２５年度活動計画について
２．全国不動産会議鹿児島県大会
　　（10/24）の助成について
３．法定義務研修会年間事業計画につい
　　て
４．第１回新人会員研修会について
５．消費者対象研修会について
６．地方（旭川・釧路）での研修会の実
　　施について
７．宅建試験直前模擬試験の実施につい
　　て
８．その他
■．報告事項
１．第１回法定義務研修会（7/4）アン
　　ケート結果について
２．理事会報告
３．その他
第１回組織委員会
■日時　７月26日（金）11：00～12：30
■議題
１．平成２５年度活動計画について
２．情報交換会について
３．宅建開業セミナー（札幌・旭川）の
　　開催について
４．入会審査について
５．その他
第２回財務委員会
■日時　８月７日（水）15：00～17：00
■議題
１．25年度事業計画及び予算等について
２．伝票及び財務諸表の精査
３．その他
第２回総務委員会
■日時　８月20日（火）14：00～17：00
■議題
１．事務局職員補充について
２．新年交礼会の日程・会場について

★委員会　　　　　

★理事会　　　　　
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理事会・委員会

３．各規定の見直し・新設について
第２回流通推進・流通センター運営委員
会
■日時　８月22日（木）15：00～17：00
■議題
１．平成25年度活動計画について
２．秋の不動産無料相談会(10/10)への
　　参加について
３．その他
第1回会館管理委員会
■日時　８月23日（金）13：00～15：00
■議題
１．平成25年度活動計画について
２．全日ビル懸垂幕書換えについて
３．会館管理委託業者の見直しについて
４．長期修繕計画について

５．煙感知器移設について
６．非常口誘導灯の劣化に対する対応方
　　について
７．函館支部からの要望事項について
８．その他
第4回広報委員会
■日時　９月10日（木）13：00～15：00
■議題
１．全日ほっかいどう10月号の台割につ
　　いて
２．フェイスブックについて 
３．その他
第３回不動産相談苦情処理・取引相談合
同委員会
■日時　９月19日（木）14：00～17：00
■議題

■審議事項
１．苦情申し立て案件について
２．「秋の不動産無料相談会」の実施に
　　ついて
３．取引・相談処理業務指導者研修会の
　　演習問題事前検討について
■報告事項
１．苦情申し立て案件の経過について

※会場が全日ビル3階会議室の場合は記載
を省略

新 年 交 礼 会 の ご 案 内

日　時　：　平成 26 年１月 24 日（金）17 時～ 19 時（予定）

会　場　：　ロイトン札幌

　　　　　　（札幌市中央区北１条西 11 丁目）

北海道本部及び総本部における役職一覧

全日本不動産協会北海道本部

不動産保証協会北海道本部

公益社団法人

公益社団法人

　　氏　　名　　　
北海道本部

役　職
総　本　部
　役　職

総　本　部　委　員　会
　　　　役　職 

本部長

副本部長
副本部長
常務理事
常務理事
常務理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事
相談役

[全日 ] 理事
[ 保証 ] 常務理事

[ 全日 ] 監事

[ 保証 ] 顧問

委員長
委員
委員

委員

[保証 ] 求償委員会・手付保証業務委員会・手付金等保管業務委員会
[保証 ] 弁済委員会
[ 全日 ] 全日住宅ローンアドバイザー推進特別委員会

[全日 ] 流通推進委員会

細 井　正 喜

大 場  勝 己
大 石  清 司
横 山　鷹 史
山 口  政 光
池 谷 　 剛
土 橋 　 徹
三 國　成 能
小 林　邦 章
亀 井　麻 也
藤 江　眞 吾
高 橋　智 春
角 田　隆 芳
岡 部 　 純
長谷川ひとみ
瀬 尾　索 夫



平間　博

〒062-0055 札幌市豊平区月寒東5条17丁目6-5

小澤　枝伸（石狩9550）

FAX0143-88-4899

FAX0138-57-6767

FAX011-611-2025

藤井　悦子（石狩14702）

〒070-0841 旭川市大町1条8丁目20番地の66メゾン松田2

斎藤　尚之（胆振1315）

〒001-0910 札幌市北区新琴似10条1丁目1番33-107号

TEL011-700-0502　FAX011-700-0503

小田島　亜希子

谷口　裕介（石狩19412）

横岡　さやか（渡島1286）

鈴木　宏和

中村　由美子（石狩12407）

中村　由美子

中上　淳二

中上　淳二（岡山9223）

藤原　潤（胆振707）

大笹　鞠子

大笹　鞠子（石狩400）

佐藤　竜志（石狩16863）

飛内　麻希

〒040-0011 函館市本町25-14 五稜郭ビル1階

TEL0138-31-8889　FAX0138-31-8889

〒006-0013 札幌市手稲区富丘3条4丁目６－１

TEL011-684-7620　FAX011-211-0342

藤井　兼蔵

〒011-0045 札幌市北区麻生町9丁目１－１２

TEL011-737-1422　FAX011-708-1131

北海道知事（石狩２）７００３

変更事項 会員ＩＤ 商　　号 変　　　更　　　後

代表者

所在地

主任者

主任者

ＦＡＸ番号

主任者

主任者

ＦＡＸ番号

ＦＡＸ番号

主任者

所在地

ＦＡＸ番号

主任者

所在地

代表者

主任者

主任者

主任者

政令使用人

主任者

政令使用人

代表者　　　

主任者

主任者

代表者　　　

主任者

主任者

主任者

主任者(氏名)

所在地

所在地

代表者

所在地

免許番号

(有)ヒラマ不動産商事

新日本商事(株)

(株)オープンウェイ

(株)日本ファシリティ

(株)トワ・ピリエ

日本ハウズイング㈱札幌支店

三鬼商事(株) 札幌支店

ひとし不動産

(株)リアルパートナーズ

(株)名信

(有)スマイルホーム

(有)帯広ドットコム 厚別東店

(株)グローバルゲイト

(株)AND

(有)ホームメイト

(株)ビッグシステム 南１条店

(株)ビッグシステム バスセンター前店

(株)大地住建

(株)ジェイ・エス・ビー北海道 札幌中央店

(株)ジェイ・エス・ビー北海道 札幌中央店

(株)ジェイ・エス・ビー北海道

(株)グローバルゲイト

札幌緑地開発(株)

コーディ(株)

レントプランニング(株)

(株)三光不動産 アパマンショップ新道東店

ジャパンホームズ(株)

(株)ライフファクトリー

(株)マイホームフジイ

(株)マーシャルホーム

平間　優

〒003-0834 札幌市白石区北郷4条1丁目1-10-905

杉田　美香（石狩19592）

三宅　勲（石狩18603）

FAX0143-45-2631

布川　真吾（石狩17736）

後藤　雅樹（石狩5855）　　　　　　　　　　

細川　康史（石狩16324）　　　　　　　　　　

舩水　貴司（石狩15849）

FAX0138-57-2027

FAX050-3737-2180

〒070-0842 旭川市大町2条10丁目173番地の46

FAX011-378-6132

金野　保夫（胆振951）

〒064-0804 札幌市中央区南4条西6丁目8番3号3階

TEL011-272-0502　FAX011-272-0503

山名　広司

谷口　裕介（石狩19412）

俵藤　健史（兵庫42265）

中村　栄里

鈴木　宏和（石狩15759）

鈴木　宏和

桑原　智春　　　　　　　　　　　　　　　　

桑原　智春（東京177017）

斎藤　尚之（胆振1315）

大笹　進

大笹　志津子（石狩19621）

川邊　誠也（石狩19268）

荒関　麻希

〒040-0063 函館市若松町7-17 富士ビル1階

TEL0138-24-2020　FAX0138-24-2022

〒064-0810 札幌市中央区南10条西10丁目1-20　

さくらビル TEL011-211-0341　FAX011-211-0342

藤井　和人

〒007-0835 札幌市東区北35条東23丁目5-10　

TEL011-787-2677　FAX011-787-2676

国土交通大臣（１）８４７７

25/09

25/08

175

56

1364

1616

1839

5000005

5000008

1954

1690

209

1431

2143002

1921

1728

1427

2114703

2114705

721

2191101

2191101

1911

1921

152

1847

1748

2148406

1840

1734

839

1483

■ 諸変更事項
変　　　更　　　前

Vol.156 2013 November.Zennichi Hokkaido

10

諸変更事項など

会員ＩＤ 免許番号 商　　号 代 表 者 所　在　地年/月

■ 新入会員

石狩（1）8092

石狩（1）8087

石狩（1）8083

石狩（1）8080

胆振（1）993

石狩（1）8073

石狩（1）8075

石狩（1）8067

石狩（1）8059

胆振（1）992

石狩（1）8057

( 株 )G・STAGE

( 株 ) アスカ住建

(株 ) ライフエフェクト

北都リビング(株 )

アルファライフ

(株 ) アトリエ

オリエントマネージメントサービス(株 )

イー・エフ プロパティ( 株 )

( 株 ) ミウラホームズ

(株 ) 原不動産

(株 ) 北海レジデンス

札幌市中央区大通西 13 丁目 4番 120 ジェネシスビル

札幌市清田区北野 4条 2丁目 3-6

札幌市中央区南 1条西 10 丁目 4-186 ほくえいビル 5階

石狩市花川南 8条 2丁目 90　木村ビル 1F

室蘭市日の出町 1丁目 20-1

札幌市中央区南 13 条西 15 丁目 3-19-102

札幌市南区石山 1条 7丁目 27-7

札幌市白石区東札幌 3条 4丁目 1-14

石狩郡当別町西町 15-3

登別市栄町 3丁目 4-2

札幌市北区北 18 条西 3丁目 1-18　リー北 18 条ビル 4Ｆ

濱 口　敏 博

福 原　浩 康

渡 部 　 智

野 崎　敏 央

木 村　正 樹

堀 江　謙 作

藤 田　春 幸

山 本　哲 大

三 浦　克 博

原 　 　 寛

佐 藤　広 幸

25/09

25/08

25/07

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

■入退会・諸変更事項

■ 退会会員

会員ＩＤ 免許番号 商　　号 代 表 者 所　在　地年/月

石狩 (1)8001

石狩 (7)4408

石狩 (9)3484

石狩 (3)6380

石狩 (3)6122

石狩 (1)7988

石狩 (7)4120

( 株 ) リズ・インターナショナル

(株 )リアルマジシャン

菱和 (株 )

( 有 ) あさひ地所

(株 )ワイ・イー・エー

島治興産 (株 )

( 株 ) リブハウス

札幌市中央区大通西 16丁目 5番 13号

札幌市中央区南 6条西 6丁目 8-2　ＢＯＮＤＺビル１F

札幌市豊平区月寒東 2条 5丁目 9番 6号 ハイツビバリーヒルズ 4階

札幌市北区新琴似 6条 1丁目 1-20　エンブレム新琴似 1階

札幌市豊平区平岸 2条 9丁目 1-26-101　ふじいハイツ平岸

札幌市中央区南9条西 16丁目 3番 26号　ヴィラ大島 301号

札幌市白石区本郷通13丁目南 3-1

青 木　基 勇

高 橋　大 介

中 村   勝

廣 田  春 枝

山 田  祥 仁

大 島　治 一 郎

沼 崎  国 勝

25/09

25/08

25/07

1939

579

24

1225

1104

1935

488
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諸変更事項 

中の島店

〒062-0921 札幌市豊平区中の島1条1丁目7-20

TEL011-816-3636　FAX011-816-3622

安原　弘勝（石狩11102）

佐藤　真智子

〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条2丁目1-58

TEL011-895-3444　FAX011-895-0999

佐藤　佳恵（石狩18649)

佐藤　佳恵

堀江　恭平（釧路854）

場谷　利正

松尾　一（釧路674）

松尾　一

森　健一（石狩15936）

濱田　千賀子（石狩17160）

西　蔵人（石狩18663）

中川　要（石狩15820）

泉　雄介

ユニダック(株)

田邉谷　彰

和田　猛

和田　猛（石狩13266）

大高坂　滝

大林　緑（石狩15646）

糸岡　彰治（石狩12576）

〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目3-4

マーシャルイーストビル

阿部　まゆみ（石狩17693）

〒060-0042札幌市中央区大通西15丁目2-1

ラスコム15ビル

TEL011-633-2556　FAX011-614-9045

変更事項 会員ＩＤ 商　　号 変　　　更　　　後

商号

所在地

主任者

政令使用人

所在地

主任者

政令使用人

主任者

政令使用人

主任者

政令使用人

主任者

主任者

主任者

主任者

代表者

商号

代表者

代表者

主任者

政令使用人

主任者

主任者

所在地

主任者

主任者

所在地

(株)エムズ　ひばりヶ丘駅前店

(株)エムズ

(有)アパ・マンセンター

(有)アパ・マンセンター　釧路昭和店

(株)アイリスマーク

(株)アトラス

(株)ファズ アパマンショップ琴似店

(株)ファズ アパマンショップ円山店

日本住宅販売(株)

ディズ・アーキテクツ(株)

(有)不動産サポート

(株)エクシング　エクシング支店

(株)ＣＯＲＥ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ

拓豊開発(株)

(株)マーシャルホーム

(株)シティビルサービス札幌

(株)三光不動産

(株)インザライフ

ひばりヶ丘駅前店

〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条2丁目1-58

TEL011-895-3444　FAX011-895-0999

佐藤　佳恵（石狩18649)

佐藤　佳恵

〒062-0921 札幌市豊平区中の島1条1丁目7-20

TEL011-816-3636　FAX011-816-3622

安原　弘勝（石狩11102）

佐藤　真智子

高橋　洸平

堀江　恭平（釧路854）

場谷　利正

間山　裕右（石狩17125）

松本　真弓（石狩7988）

佐藤　啓貴（石狩19507）

田中　雅敏（石狩19277）

堺　浩平（石狩18768）

蓑田　誠

ディズ・アーキテクツ(株)

天道　涼子

三浦　秀典

三浦　秀典（石狩1497）

高橋　孝尚

高野　昌博（石狩5181）

〒060-0061 札幌市中央区南1条西13丁目4-52

マーシャルウエストビル

富髙　一彰（石狩17870）

藤田　祥伍（石狩19373）

〒003-0801札幌市白石区菊水1条2丁目10-14

TEL011-374-5556　FAX011-374-5557

25/08

25/07

2140708

1407

1414

2141403

1515

1844

2133601

2133603

1754

528

1481

2095801

1626

749

1483

1873

1484

954

■ 諸変更事項
変　　　更　　　前

事務局
　  よしだ  れな

　吉田 玲菜

平成25年９月２日付採用

本部

早く一人前になれるよう
　　　　　　　頑張ります！

協
会
人
事

■平成２５年度会費の納付について
　（公社）全日本不動産協会北海道本部・（公社）不

動産保証協会北海道本部の会員の皆様、会費の納付

期限（平成 25 年６月末日）が過ぎています。

　お忘れの方は至急納付くださいますようお願いい

たします。

※入金先・会費（金額）等についてのお問い合わせは

北海道本部（Tel０１１－２３２－０５５０）までご連絡ください。
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第49回　全国不動産会議　鹿児島県大会

「地球環境、新エネルギー、そして住まいは…」テーマ

　（公社）全日本不動産協会・（公社）不動産保証協会は平成 25 年 10 月 24 日（木）、「第 49 回　全国不動産会議　鹿児

島県大会」を城山観光ホテル（鹿児島県鹿児島市）で開催し、北海道本部からも 37 名が参加しました。

　開会式では林直清 新理事長の強い挨拶が印象に残
りました。今回の全国不動産会議では講演やシンポジウ
ムが非常に充実しておりました。記念講演では、西郷隆

盛の子孫である
陶芸家の西郷隆
文氏による教育
に関する講演を
聞き、幕末に思い
を寄せることがで
きました。基調講

演では、「中古住宅流通活性化に向けて」と題して、富山
県の総合不動産業者オダケホーム（株）代表小竹茂樹
氏、不動産管理業者（株）三
福管理センター代表、永井
俊昭氏、明海大学不動産学
部教授齊藤広子氏の３名
によるトークセッションが
開かれました。
　年間売上高70億円を誇
るオダケホーム（株）は注文住宅事業で20年間の点検

保証サービスや定
期訪問定期点検な
ど、消費者目線の事
業を大切にしている
ように感じました。ま
た、大工等職人を自
前で育成する技能
センターも運営し技

能や人材の確保を大切にしており、売上高を維持する
理由の一端を見た気がしました。（株）三福管理センタ

ーは驚異の入居率
をどうやって維持
しているか、具体
的な取り組みにつ
いて触れ、事例と
してスカイポート
（株）の地域住民
が自由に出入りできるスペースもある120坪の店舗、地
域感謝祭を行うなど、地域に密着した戦略も目にし、中古
住宅がもっと流通するためには今の時代に必要な安心
感を持ってもらうことが必要だという考えを持つことがで
き、有意義でした。その他、分科会Ｃでは、コンパクトシテ
ィとスマートハウスをつなぐものと題して、少子高齢化が
進む中で、中心街をどう活性化するか、また新しいエネル
ギーを生み出し、融通しあうスマートハウスについて視
野を広げることができました。
　その後閉会式、交流会（懇親会）へと進み、北海道本部
の会員間のみならず、全国の会員とも懇親、交流を深め
ることができ、来年の愛媛県松山市にて開かれる予定の
記念すべき第50回目の大会での再会を誓いました。
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