
最新情報満載の
ホームページも
ご覧ください。

2 0 2 2 年

定時総会特集号

マスコットキャラクター
ラビーちゃん®

vo
l.19
3

2022年
／
定
時
総
会
特
集
号

発
行

：
編

集
：

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
〒

064-0804　
札

幌
市

中
央

区
南

４
条

西
６

丁
目

11番
地

２
  全

日
ビ

ル
２

階
TEL.011-232-0550　

FA
X.011-232-0552  U

RL https://hokkaido.zennichi.or.jp/
組

織
・

広
報

委
員

会
  

第42回定時総会
第42回 公益社団法人 全日本不動産協会 北海道本部 定時総会
第42回 公益社団法人 不動産保証協会 北海道本部 定時総会
第 3 回 一般社団法人 全国不動産協会 北海道本部 定時総会
第39回 全 日 本 不 動 産 政 治 連 盟 北海道本部 年次大会

マスコットキャラクター
ラビーちゃん®



21 定時総会特集号 定時総会特集号

　令和3年度の執行状況について語り、入会促進キャンペーン
の『プロジェクト1000』については令和3年9月に目標の1000
社を達成、さらには令和3年末の入会状況に於いて、入会につ
いては東京・大阪・神奈川に次いで全国４位、純増については
東京・大阪に次いで全国3位の成果を上げたことを挙げ、現会
員の皆様、組織委員会の入会担当の皆様、事務局の皆様の大
変なご苦労の賜物であると、感謝を述べました。また、同キャン
ペーンは「スーパー80」と名称を変更し1年間の継続が決まっ
たことと、既に24社の申し込みがあったことが報告されました。
　次に事務局の就労状況の改善にも触れ、経理、労務業務を
アウトソーシングすることで事務局員の過重労働の軽減を実
現したこと、総本部が設けたハラスメント規程よりもさらに厳

　その後、司会者から本定時総会において決議を行うための
要件を満たしていることを報告し、議長には髙橋智春氏（（株）
ビルド）、副議長に新井田政人氏（（有）スマイル ）が選出されて

（公社）不動産保証協会北海道本部定時総会の議事に入り、
報告事項に続き、決議事項が上程され、全て提案通り承認さ
れました（詳細はP3）。
　続けて開催された（公社）全日本不動産協会北海道本部定
時総会では、議長新井田氏、副議長髙橋氏により議事を進め、
(公社)不動産保証協会同様、報告事項の報告の後、決議事項
が全て承認されました（詳細はP3）。
　小休憩をはさみ、（一社）全国不動産協会北海道本部定時
総会、及び全日本不動産政治連盟北海道本部年次大会も執
り行われ、各議案の報告後、決議事項については全てが承認
されました（詳細はP3）。

　（公社）不動産保証協会北海道本部、（公社）全日本不動産
協会北海道本部「第42回定時総会」、(一社) 全国不動産協会
北海道本部「第3回定時総会」及び全日本不動産政治連盟北
海道本部「第39回年次大会」が、令和4年5月27日（金）、札幌
パークホテル（札幌市中央区）にて開催されました。
　開会に先立ってこの３年間に亡くなられた会員の方々のご
冥福を祈り、出席者全員で黙祷を捧げた後、司会の齊田博文
常務理事が開会を宣言しました。
　冒頭、横山鷹史本部長による挨拶では、3年ぶりとなる集会
形式での総会を開催するにあたり、できる限りの新型コロナウ
イルス感染防止対策を講じた旨と、その対策に多大なる労力
を費やした総務委員等への感謝を述べました。

格化した独自の対策を講じていることなどの説明がありまし
た。今後も業務の合理化とコンプライアンス遵守を重んじ、残
業ゼロ・ハラスメントゼロを目指す考えを述べました。
　続いて、これまでブロック会・地区部会が存在しなかった地
域に関して、会員の受け皿となる組織を設置し、それぞれから
理事を選出することで、全ての地域の会員に札幌圏の会員と同
じレベルのサービスを届けられる環境への取り組みを議案と
して上程していることを述べました。
　最後にコロナ禍の状況にあっても執行部一丸となり北海道
本部の進化・発展を進めて行きたく、令和4年度も力を注いで
いくので皆様のさらなるご支援をお願いする旨の挨拶で結び
ました。
　続く永年会員表彰では対象となる会員を代表し4社の代表
者へ感謝状が手渡されました（表彰者はP3）。

議長の髙橋智春氏（左）と副議長の新井田政人氏（右）
（不動産保証協会北海道本部総会時）

司会の齊田博文氏 総務委員長の池谷剛氏

横山鷹史 本部長

第42回定時総会
令和4年5月27日（金）
札幌パークホテル3階 パークホール

第42回 公益社団法人 全日本不動産協会 北海道本部 定時総会
第42回 公益社団法人 不動産保証協会 北海道本部 定時総会
第 3 回 一般社団法人 全国不動産協会 北海道本部 定時総会
第39回 全 日 本 不 動 産 政 治 連 盟 北海道本部 年次大会
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合同懇親会

ご挨拶いただいた新入会員の皆様
（令和元年〜3年）

令和元年度入会
渡辺康太氏

（（株）シンエステート）

令和3年度入会
氷見敦氏

（（有）アックス）

令和4年度 永年会員感謝状受賞者

（有）大蔵物産 菊池  大蔵
信濃開発（株） 多田  導廣

（有）クローバー 川瀬 弘己
菱十商事（株） 中垣  幸夫
新世紀不動産開発 網塚  忠輝

（株）鳴海建設 鳴海 誠悦
（有）丸ワ渡邉商事 渡邉 繁
（株）ネクスト住宅販売 河西 弘謙
（有）池田総合企画 池田 雅志
（有）AREN 西岡 智恵

（株）メニーズコート 美田 法賢
室蘭不動産（株） 千田 悟士

（有）イトウホーム 伊藤 一幸
（株）佐々木建業 佐々木 弘一
（株）シティビルサービス札幌 津田 芳典
（有）ドッグ･ストック 佐藤 聡子
ケイセイマサキ建設（株） 正木 省司
オレンジベルホーム（株） 加藤 勝一

（株）協和機工製作所 辻 信太郎
（株）リ・セール 瀬間 道孝
（株）ウィンドワード 木村 輝
（株）フロンティアエステート 浜本 正太郎
（株）オオサワ建設 大澤 照道
（株）fasto 奥山 理理

（株）ケーズコンサルタント 小倉 啓悦
（株）ツカサホーム 佐藤 慎司
（株）ユークレスト 小野 祐一郎
（株）Bright 松原 卓
（株）アシスト不動産 金子 健一
（有）サンライズ 宍戸 博之
（株）アリーナ 岡田 厚思
フロンティア不動産（株） 加藤 隆則
グッドネクスト（株） 佐藤  高大

（株）テイアンドエス 原島 真吾
学園都市開発 中村  研一

（株）金鉄商会 佐藤 進一
（株）キムラシステム 木村 尚
北海道ブレイス（株） 平井 貴浩

（有）シントミ 早坂 吉弘
（株）アイワ不動産 橋坂 博
（株）徳建設 首藤 真人
（株）オープンウェイ 西海谷 巧一
（株）セナ・ホームコーポレーション 小俣 雅人
（株）円美屋 中川 一雄
こやなぎ不動産販売 小柳 敏彦

（株）デマン 布川 禎
北海道住宅（株） 大友 久志

（有）エフ・エス・ピーコーポレーション 岡部  紀幸
（有）グリーン興産 有吉 潔人
（株）リヴスタイル 田中 寿広
（株）アウル 谷 隆志

渡辺 康太氏 （（株）シンエステート）
五十嵐 弘氏 （（株）AHカンパニー）
氷見 敦氏 （（有）アックス）
森川 貴広氏 （（株）ベレーザ）
伊林 徹氏 （さくらパートナーズ（株））
安田 晴久氏 （（株）ランディックス）
村上 議一氏 （（株）NFTK）
石井　和義氏（（有）はやいサービス）
上田 健介氏 （こうゆう不動産事務所）

40年表彰会員（5名）

10年表彰会員（33名）

20年表彰会員（13名）

（株）福住 福原  裕
イネスホーム（株） 塚本 誠

（有）ホーム不動産 角田  隆芳
（有）ふかだ宅建 深田  正彦
（株）フェイス・タウン 新井 友廣
丸三三栄土地建物（有） 三浦  和矢

（株）ユニティーホーム 石川 孝

30年表彰会員（7名）

代表して感謝状を受け取る（有）クローバーの川瀬氏

代表して感謝状を受け取る室蘭不動産（株）の千田氏

代表して感謝状を受け取る（株）ユニティーホームの石川氏 代表して感謝状を受け取る（株）円美屋の中川氏

全日本不動産政治連盟 北海道本部
第39回年次大会議案
会員総数  903名 ／ 出席者 53名
議決権行使によるもの 227名
委任状によるもの 288名
決議要件充足数 452名

報告事項
（1）令和3年度 活動報告に関する件
（2）令和3年度 決算報告に関する件
（3）令和3年度 監査報告に関する件
（4）令和4年度 活動計画に関する件
（5）令和4年度 収支予算に関する件

決議事項
第1号議案 北海道本部規程細則一部改正（幹事定数上限

変更）承認の件

一般社団法人 全国不動産協会 北海道本部
第3回定時総会議案
会員総数  1041名 ／ 出席者 58名
議決権行使によるもの 271名
委任状によるもの 331名
決議要件充足数 521名

報告事項
（1）令和3年度 事業活動報告に関する件
（2）令和3年度 決算報告に関する件
（3）令和3年度 監査報告に関する件
（4）令和4年度 事業活動計画に関する件
（5）令和4年度 収支予算に関する件

決議事項
第1号議案 北海道本部組織運営細則一部改正（理事定数

上限変更）承認の件

公益社団法人 不動産保証協会 北海道本部
第42回定時総会議案
会員総数  1041名 ／ 出席者 54名
議決権行使によるもの 269名
委任状によるもの 341名
決議要件充足数 521名

報告事項
（1）令和3年度 事業活動報告に関する件
（2）令和3年度 決算報告に関する件
（3）令和3年度 監査報告に関する件
（4）令和4年度 事業活動計画に関する件
（5）令和4年度 収支予算に関する件

決議事項
第1号議案 役員の選出方法及び役員候補者の審査基準等

に関する規程一部改正承認の件
第2号議案 北海道本部組織運営細則一部改正（理事定数

上限変更）承認の件
第3号議案 北海道本部組織運営細則一部改正（緊急時に

おける理事会決議に代わる本部長決定新設）
承認の件

公益社団法人 全日本不動産協会 北海道本部
第42回定時総会議案
会員総数  1041名 ／ 出席者 54名
議決権行使によるもの 273名
委任状によるもの 325名
決議要件充足数 521名

報告事項
（1）令和3年度 事業活動報告に関する件
（2）令和3年度 決算報告に関する件
（3）令和3年度 監査報告に関する件
（4）令和4年度 事業活動計画に関する件
（5）令和4年度 収支予算に関する件

決議事項
第1号議案 役員の選出方法及び役員候補者の審査基準等

に関する規程一部改正承認の件
第2号議案 北海道本部組織運営細則一部改正（理事定数

上限変更）承認の件
第3号議案 北海道本部組織運営細則一部改正（緊急時に

おける理事会決議に代わる本部長決定新設）
承認の件

各議案報告と決議事項

　総会終了後、懇親会を開催しました。
　横山本部長による挨拶のあと、全日本不
動産協会副理事長ならびに不動産保証協
会副理事長及び全日本不動産協会大阪府
本部長の堀田健二様にご挨拶をいただき

ました。
　その後、令和元年度・2年度・3年度に入
会されました新入会員の皆様のご紹介及び
挨拶と、事務局員が登壇し一人ずつ挨拶し
ました。

　宴の幕は、三國副本部長の乾杯のご発声
により開き、和やかな雰囲気の中で出席者同
士の情報交換と親睦が深められました。
　藤江眞吾副本部長の中締めで惜しまれつ
つも懇親会は閉幕しました。

堀田健二 大阪府本部長 三國成能 副本部長による乾杯のご発声 挨拶する藤江眞吾副本部長と北海道本部役員一同
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報告事項
（1）令和3年度 事業活動報告に関する件
（2）令和3年度 決算報告に関する件
（3）令和3年度 監査報告に関する件
（4）令和4年度 事業活動計画に関する件
（5）令和4年度 収支予算に関する件

報告事項
（1）令和3年度 事業活動報告に関する件
（2）令和3年度 決算報告に関する件
（3）令和3年度 監査報告に関する件
（4）令和4年度 事業活動計画に関する件
（5）令和4年度 収支予算に関する件

報告事項
（1）令和3年度 事業活動報告に関する件
（2）令和3年度 決算報告に関する件
（3）令和3年度 監査報告に関する件
（4）令和4年度 事業活動計画に関する件
（5）令和4年度 収支予算に関する件

報告事項
（1）令和3年度 事業活動報告に関する件
（2）令和3年度 決算報告に関する件
（3）令和3年度 監査報告に関する件
（4）令和4年度 事業活動計画に関する件
（5）令和4年度 収支予算に関する件

議長 平出 実 （株）ステップホーム
議事録署名人 松井 正利 （有）グッドコム
議事録署名人 五十嵐 弘 （株）A&Hカンパニー

議長 水戸 喜則 （株）三喜建設
議事録署名人 梶田 多恵子（株）ジョイトーク
議事録署名人 亀井 英明 （株）タートルエステート

諸変更事項／入退会

各エリアの定時総会

道南ブロック

北見地区部会（書面送付による開催）

道央ブロック

後志地区部会（書面送付による開催）

　令和4年5月13日（金）ベルクラシック函館で開催しました。
石川幹事の司会により、会員数98名の内、出席21名、委任
状によるもの50名合計71名で定足数に達し、定時総会が
成立することが報告されました。

総正会員数　12名
議案書を送付した総正会員数　12名
定時総会への報告を行った日　令和4年4月26日

総正会員数　34名
議案書を送付した総正会員数　34名
定時総会への報告を行った日　令和4年4月26日

　令和4年5月20日（金）グランドホテルニュー王子（苫小牧
市）で開催しました。梶田副ブロック長の司会により、会員数
55名の内、出席14名、委任状によるもの27名合計41名で
定足数に達し、定時総会が成立することが報告されました。

年／月 変更事項 商　号 変　更　後 変　更　前

R4/3

所在地
TEL・FAX （株）Next－a 札幌市中央区宮の森4条10丁目4-32

TEL：011-213-9115・FAX：011-213-9225
札幌市豊平区豊平4条3丁目4番17号
TEL：011-867-0912・FAX：011-867-0926

政令使用人
専任取引士 （株）ビッグシステム　バスセンター前店 新谷 遥香

新谷 遥香（石狩019393）
村山 和成
村山 和成（石狩019761）

専任取引士 （株）アパートマンションハウス円山店 三塚 正幸（石狩022158） 工藤 綱三（石狩006228）
所在地
TEL・FAX （有）クレアホーム 札幌市白石区栄通20丁目11番12号

TEL：011-558-8811・FAX：011-300-8020
札幌市豊平区平岸2条2丁目3－30
TEL：011-807-4443・FAX：011-807-4454

所在地
TEL・FAX
専任取引士

（株）JOINT
札幌市中央区北2条西2丁目32第37桂和ビル6階
TEL：011-806-2728・FAX：011-351-5392
橘 啓輔（石狩021030）

札幌市中央区南6条西1丁目5番6・1ビル4階
TEL：011-252-7385・FAX：011-252-7386
八木 智哉（石狩020757）

代表者 （株）ランディックス 安田 晴久 穐田 雅司
所在地
TEL・FAX さくらパートナーズ（株） 札幌市豊平区美園4条8丁目2番4号

TEL：011-788-9945・FAX：011-788-9965
札幌市中央区南1条東2丁目8番1号 サンシティビル2F
TEL：011-213-1199・011-219-5046

専任取引士 （株）アシスト　札幌駅前店 實川 博美（石狩020826）
政令使用人
専任取引士 （株）アイリスマーク 岩田 昭法

黒須 真理（石狩022049）
代表者
専任取引士 （株）IRIELIFE 髙田 幸平

髙田 幸平（石狩019344）
髙田 浩一
安田 邦宏（石狩009846）

政令使用人
専任取引士 東建コーポレーション（株）　ホームメイト函館店 橋本 慎二

住吉 昌則（石狩020868）
岡田 裕明
岡田 裕明（石狩013106）

専任取引士 （株）フリールーム 長岡 正樹（石狩023496） 春山 信寛（石狩022965）
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所在地
TEL・FAX トゥモロービルズ（株） 札幌市西区琴似4条1丁目1-1 コルテナI

TEL：011-676-6882・FAX：011-676-6883
札幌市東区北19条東16丁目1-1
TEL：011-299-3081・FAX：011-299-3082

所在地
FAX （株）石狩R住宅販売 石狩市花川南9条2丁目237番地

FAX：0133-73-2012
石狩市花川北7条3丁目49番地1
FAX：0133-74-2568

専任取引士 （株）ヴィル 佐々木 梨恵（石狩022405）
専任取引士 （有）アルズプランニング 山本 夏美（石狩021103）
専任取引士 （株）オクムラ 鷲谷 豊子（石狩008984） 鷲谷 賢（石狩000426）
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代表者 Infinity Capital Group Japan Development（同）チェン ジョナサン トッサーニ敦子
免許番号 （株）北海道真和エンタープライズ 国土交通大臣（1）10126 北海道知事 石狩（2）008234
商号 （株）HIP （株）HIP H.I.Pマネジメント（株）
専任取引士 （株）Ark 岡崎 緋雲美（石狩022709）、渡部 健宏（石狩020658） 斉藤 晴香（神奈川114992）
所在地 （株）Miraieホーム 函館市宮前町11番15号 函館市富岡町1丁目22番3号
所在地 （株）グッドナイン 札幌市東区北38条東1丁目4番7号 札幌市西区西野3条10丁目9番20号 WEST.AP 102号
専任取引士 （同）ハウスカム・エステート 山崎 敦史（千葉076093） 西田 学（石狩015537）
専任取引士 イーフレックス（株） 小出 祥太（石狩022578）、有田 圭佑（石狩023649）
政令使用人
専任取引士 （株）エフズライフ　ホームメイトFC平岸店 横山 和樹

本間 照代（石狩009738）
堂用 英輔
岡崎 緋雲美（石狩022709）

専任取引士 （株）エフズライフ　ホームメイトFC円山店 呉 銀暎（石狩022720）
専任取引士 （株）エフズライフ　ホームメイトFC元町店 呉 銀暎（石狩022720） 本間 照代（石狩009738）
専任取引士 （株） コンサルティングボックス 飯塚 久美子（石狩013501） 小岩 美穂（石狩022899）、草薙 祐美（石狩020981）
専任取引士 （株）トワ・ピリエ　千歳店 高橋 甲一郎（石狩013921）
所在地
TEL・FAX （株）ラスク 札幌市北区篠路2条5丁目5番28号

TEL：011-768-7721・FAX：011-768-7501
札幌市豊平区美園9条7丁目1-6-202
TEL：011-817-0201・FAX：011-817-0202

TEL・FAX （株）アルク宅建事務所 TEL：011-558-1763・FAX：011-558-1767 TEL：011-681-5775・FAX：050-3852-3422

年／月 免許番号 商　　　　号 代　表　者 所　在　地
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渡島 (1) 1247 （株）ルーツナビ 中村 拓哉 函館市新川町4-2
石狩 (1) 9174 （株）アイリステック 岩田 敏雄 札幌市東区北四十二条東15丁目2-20
石狩 (1) 9173 （株）OODA 椎名 修子 札幌市白石区本通4丁目北6-1五光ビル3A
石狩 (1) 9169 ABD建築（同） Giral Franck 札幌市中央区南三条西10丁目1002番地1S310ビル502号
渡島 (1) 1248 （株）アイエフプラン 藤田 育浩 函館市富岡町2丁目28番18号2階
石狩 (1) 9168 （株）Ark 今井 かおる 札幌市豊平区平岸三条7丁目1-27平岸スクエアビル160号室
石狩 (1) 9157 CO-Studio（株） 角野 健一 札幌市中央区南一条東2丁目3番地2マツヒロビル6階
石狩 (1) 9166 （株）パートナー 村瀬 功 札幌市中央区南九条西15丁目2番2号F HOUSE 301号
石狩 (1) 9160 （株）MEZES 板橋 美奈 札幌市中央区南三条西13丁目320タキシムハイツ313　2D号
空知 (1) 521 こうゆう不動産事務所 上田 健介 夕張郡長沼町東6線北3番地
後志 (1) 448 Shinrin（同） 德島 正次郎 虻田郡倶知安町北一条西1丁目1番地10山崎ビル3F
渡島 (1) 1246 （株）レイホーム 加藤 厚子 函館市本通2丁目30番3号
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石狩 (1) 9179 （株）my room 上関 一輝 札幌市豊平区美園三条4丁目3-10日拓ビル2階
石狩 (1) 9186 トオダホーム（株） 遠田 耕治 札幌市白石区東札幌一条5丁目1番1－106号
石狩 (1) 9182 （株）ニックス 髙橋 良郎 札幌市白石区米里四条1丁目6番30号
石狩 (1) 9181 （株）HIP 柳 優太朗 札幌市手稲区新発寒四条4丁目8-5
石狩 (1) 9152 ホクイチ不動産 柿原 由美子 千歳市北斗3丁目8番19号北斗マンションC号
渡島 (1) 1249 （有）ベースホーム 杉野 義明 函館市松川町17番7号
石狩 (1) 9176 （株）MUSBUプラットフォーム 布広 尚幸 札幌市西区宮の沢一条5丁目23-8
石狩 (1) 9172 （株）SUMIKA 田中 建至 札幌市中央区南十条西10丁目1-20さくらビル4階
石狩 (1) 9175 （株）Mコンサル 羽根 泉美 札幌市白石区菊水元町八条1丁目14-8
石狩 (1) 9167 ミナトアセット（株） 細川 康史 札幌市中央区北七条西13丁目9-1塚本ビル7号館7階
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渡島 (1) 1251 （株）アサヒ商材 佐藤 清治 函館市神山3丁目48番14号
渡島 (1) 1250 （株）グリーンヴィレッジ 木村 孝司 函館市鍛冶1丁目31番12号
石狩 (1) 9194 （株）ユミノア 朝倉 英之 札幌市北区新琴似12条12丁目10番10号
石狩 (1) 9190 （株）ツバキ不動産 榊 亮介 札幌市中央区南3条西12丁目325-9SAKURA-W12-2F
石狩 (1) 9188 （株）アールエスホーム 佐々木 圭太 札幌市中央区南18条西11丁目2-18
石狩 (1) 9187 （株）札幌不動産 山本 尊寛 札幌市白石区本通2丁目南6番12号
石狩 (1) 9165 REPLUS（同） 高橋 恵里佳 札幌市北区北32条西5丁目3番28号SAKURAN32 C3

年／月 免許番号 商　　　　号 代　表　者 所　在　地
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石狩 (3) 7667 （株）日東ハウジング 小林 留美 札幌市中央区南21条西9丁目2番6号ベンリービル2階
石狩 (1) 8967 （株）ランドマネージ 高橋 範寿 札幌市豊平区豊平3条8丁目1番26号ヌーベルアーバンシティ3階
石狩 (2) 8080 北都リビング（株） 野崎 敏央 札幌市厚別区厚別南5丁目1番57号サントノーレ2階
石狩 (1) 8874 （株）オーエス　ハウスドゥ琴似店 佐山 正敏 札幌市西区琴似1条5丁目4-24
石狩 (9) 4399 （有）道拓不動産 米森  美枝子 札幌市南区川沿6条3丁目11-25
石狩 (3) 7399 （株）フォーユー 小山 むつみ 札幌市豊平区平岸4条8丁目3-11
石狩 (11) 2886 花川土地建物商会 加藤  貴与志 石狩市花川南3条3丁目188
石狩 (6) 5939 （有）熊谷組 平中 亮治 恵庭市漁町174
渡島 (1) 1229 （株）テクニカルウッド 三浦 龍 函館市富岡町2丁目27番2号
石狩 (6) 5964 （株）マギー店舗企画 佐野 隆弘 札幌市西区西野4条3丁目9-5

R4/4 石狩 (1) 8822 （株）Nexus 藤森 竜也 札幌市中央区南3条西3丁目11番4Nexus.BLD
石狩 (2) 8032 豊田ハウス（株） 豊田 雅士 札幌市南区真駒内泉町2丁目1番7-106号

R4/5 石狩 (1) 8467 （株）ワークファイン 近藤 義浩 札幌市白石区北郷四条３丁目2番28号

諸変更事項

■入会

■退会


