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会員数436（正会員405　準会員31）

支部担当理事会

● 第３回

　日　時：7月2日（木）10時30分〜11時30分

　場　所：宅建協会4階会議室

　出席者：西倉支部長、溝口副支部長、日髙副支部長、

　　　　　大内ブロック長、見里ブロック長、

　　　　　能勢ブロック長、中島ブロック長、

　　　　　山迫ブロック長、倉内ブロック長

　報告事項①令和2年度　会務報告書

　　　　　②月別会員数・入会・退会・変更者

　　　　　③7・8月行事予定表

　協議事項①新ブロック長自己紹介

　　　　　②ブロック長の役割について

　　　　　③今後のブロック活動について

※　新ブロック長に出席していただき、西倉支部長がブロック長の役割を説明しました。

　新型コロナウイルスの影響で、ブロック会開催が難しい状況のため、7・8月はブロック活動を

自粛することにしました。

● 第４回

　日　時：8月7日（金）14時〜15時

　場　所：宅建協会4階小会議室（第1）

　出席者：西倉支部長、溝口副支部長、日髙副支部長

　報告事項①令和2年度　会務報告書

　　　　　②月別会員数・入会・退会・変更者

　　　　　③8・9月行事予定表

　協議事項①令和2年度　会費未納者について

　　　　　②令和2年度　年間計画について

※　現時点でブロック会の開催が難しいため、支部からのお知らせなどの資料を作成し、9月に支

部会員へ発送することにしました。

● 第５回

　日　時：9月4日（金）10時30分〜11時30分

　場　所：宅建協会4階会議室

　出席者：西倉支部長、溝口副支部長、日髙副支部長

　報告事項①令和2年度　会務報告書

　　　　　②月別会員数・入会・退会・変更者

　　　　　③9・10月行事予定表

　協議事項①ブロック活動について

※　会員へ発送する資料を確認し、発送準備作業を打ち合わせました。

　　なお、資料は9月16日に発送しました。
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会員数465（正会員428　準会員37）

鹿児島南鹿児島南

支 部 だ よ り

支部担当理事

　オリンピックに鹿児島国体と、華々しい年になると心躍る令和2年が明けたのもつか

の間、新型コロナという聞きなれない病が蔓延した今年も残すところ3か月になりまし

た。鹿児島南支部長を拝命いたしましたが、このコロナ禍で研修等も開催できない状況

にあります。支部担当理事会ではそれぞれの知恵を絞り、支部会員の皆様に少しでも多

くの情報提供ができるように努力して参りたいと思っております。よろしくお願い致し

ます。

　今年度、鹿児島南支部の副支部長に任命されました。

　コロナ禍の影響で本来行われるはずの研修会や懇親会ができないことで、会員間での

不動産取引を円滑に行う為の勉強や交流が図れない状況が続いています。集会ができな

いなら書面研修やオンラインでの通信手段で有意義な情報を提供できるよう考えていき

ます。また、開業間もない会員にも支部活動に参加いただき意見交換をすることで資質

向上に繋げられればと思います。これからもよろしくお願いします。

　2020年、新型コロナ禍の真っ只中で理事に就任いたしました。人に会わない事が良い

とされている中、協会の運営もままならない状況ですが、鹿児島南支部担当理事会は、

定期的に開かれております。今私たちには何ができるのかを手探りで暗中模索しなが

ら、進めております。大きな時代の節目、不動産業界を取り巻く環境は大きく変わると

思いますが、変化を受け入れながら、きめ細かな対応ができるよう2年間務めて参りた

いと思います。どうぞよろしくお願い致します。

● 第２回
　日　時：6月29日（月）15時30分〜16時40分
　場　所：宅建協会4階会議室
　出席者：山元支部長、日髙副支部長、君野副支部長、
　　　　　安田ブロック長、宮上ブロック長、
　　　　　秋口ブロック長、城ヶ原ブロック長、
　　　　　福本ブロック長、田中ブロック長
　内　容　①新支部担当理事・新ブロック長紹介
　　　　　②ブロック研修会について
　　　　　③研修旅行について
※　新型コロナウイルスの影響で、ブロック研修会を開催せず、会員へ資料を郵送します。
● 第３回
　日　時：8月6日（木）13時30分〜14時30分
　場　所：宅建協会4階会議室
　出席者：山元支部長、日髙副支部長、君野副支部長、城ヶ原ブロック長
　内　容　①ブロック研修会について
　　　　　②研修旅行について
※　ブロック研修に代わり会員へ郵送する資料を検討しました。
　　また、研修旅行は中止します。
● 第４回
　日　時：9月4日（金）10時30分〜11時30分
　場　所：宅建協会4階小会議室
　出席者：山元支部長、日髙副支部長、君野副支部長
　内　容　①鹿児島南支部研修会について
　　　　　②アンケートについて
※　現在のコロナ禍の状況では支部研修会が開催できないため、会員へ研修資料を郵送します。

　(公社)鹿児島県不動産鑑定士協会のアンケート調査に協力し、会員へ研修資料を郵送する際、
アンケート用紙を同封します。

山元利洋支部長

君野初子副支部長

日髙徹副支部長

支 部 だ よ り

鹿児島北

12 Takken News

会員数436（正会員405　準会員31）

支部担当理事会

● 第３回

　日　時：7月2日（木）10時30分〜11時30分

　場　所：宅建協会4階会議室

　出席者：西倉支部長、溝口副支部長、日髙副支部長、

　　　　　大内ブロック長、見里ブロック長、

　　　　　能勢ブロック長、中島ブロック長、

　　　　　山迫ブロック長、倉内ブロック長

　報告事項①令和2年度　会務報告書

　　　　　②月別会員数・入会・退会・変更者

　　　　　③7・8月行事予定表

　協議事項①新ブロック長自己紹介

　　　　　②ブロック長の役割について

　　　　　③今後のブロック活動について

※　新ブロック長に出席していただき、西倉支部長がブロック長の役割を説明しました。

　新型コロナウイルスの影響で、ブロック会開催が難しい状況のため、7・8月はブロック活動を

自粛することにしました。

● 第４回

　日　時：8月7日（金）14時〜15時

　場　所：宅建協会4階小会議室（第1）

　出席者：西倉支部長、溝口副支部長、日髙副支部長

　報告事項①令和2年度　会務報告書

　　　　　②月別会員数・入会・退会・変更者

　　　　　③8・9月行事予定表

　協議事項①令和2年度　会費未納者について

　　　　　②令和2年度　年間計画について

※　現時点でブロック会の開催が難しいため、支部からのお知らせなどの資料を作成し、9月に支

部会員へ発送することにしました。

● 第５回

　日　時：9月4日（金）10時30分〜11時30分

　場　所：宅建協会4階会議室

　出席者：西倉支部長、溝口副支部長、日髙副支部長

　報告事項①令和2年度　会務報告書

　　　　　②月別会員数・入会・退会・変更者

　　　　　③9・10月行事予定表

　協議事項①ブロック活動について

※　会員へ発送する資料を確認し、発送準備作業を打ち合わせました。

　　なお、資料は9月16日に発送しました。
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支 部 だ よ り

北　薩
会員数133（正会員123　準会員10）

薬物乱用防止活動への協力

支部担当理事会

　社会貢献活動事業として出水ブロックでは、薬物乱用

防止キャンペーンに参画しております。

　本年はコロナウイルス感染症防止により、街頭での呼

びかけやポケットティッシュ等の配布を自粛することに

なりましたが、出水保健所より例年通り活動協力金の後

援依頼がありましたので6月16日出水保健所へ北薩支部

出水ブロックを代表して西野理事、森本会員の両名で活

動協力金を受け渡しに行きました。不法ドラッグ撲滅の

一助になればと思います。

● 第２回

　日　時：７月27日（月）10時〜12時

　場　所：阿久根市民交流センター

　議　題：①北薩支部会員数について

　　　　　②班編成について

　　　　　③本部主催研修会について

　　　　　④水害リスク情報の重要事項説明義務化について

　　　　　⑤低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について

　　　　　⑥インターネット広告の注意点

　　　　　⑦売買契約書　媒介契約書　賃貸借契約書　各重要事項説明書について

　　　　※④、⑤、⑥の資料を支部会員へ支部通信（ＦＡＸ）で発信しました。

● 第３回

　日　時：８月28日（金）10時〜12時

　場　所：阿久根市民交流センター

　議　題：①北薩支部会員数について

　　　　　②班編成について

　　　　　③宅建試験監督員の推薦について

　　　　　④川薩地区税務協議会・出水地区税務協議会　通常総会及び税務研修会について

　　　　　⑤その他

● 第４回

　日　時：9月28日（月）10時～12時

　場　所：阿久根市民交流センター

　議　題：①北薩支部会員数について

　　　　　②班編成について

　　　　　③薩摩川内市立地適正化計画について

　　　　　④川薩地区税務協議会・出水地区税務協議会

　　　　　　通常総会及び税務研修会・ブロック会について

　　　　　⑤宅建協会主催研修会中止による北薩支部の対応について

　　　　　⑥川薩・出水各ブロックの講演会、意見交換会について

※新型コロナウイルスの影響で、④の税務協議会通常総会及び税務研修会・ブロック会、

⑥の講演会、意見交換会は中止します。
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支 部 だ よ り

北　薩
会員数133（正会員123　準会員10）

薬物乱用防止活動への協力

支部担当理事会

　社会貢献活動事業として出水ブロックでは、薬物乱用

防止キャンペーンに参画しております。

　本年はコロナウイルス感染症防止により、街頭での呼

びかけやポケットティッシュ等の配布を自粛することに

なりましたが、出水保健所より例年通り活動協力金の後

援依頼がありましたので6月16日出水保健所へ北薩支部

出水ブロックを代表して西野理事、森本会員の両名で活

動協力金を受け渡しに行きました。不法ドラッグ撲滅の

一助になればと思います。

● 第２回

　日　時：７月27日（月）10時〜12時

　場　所：阿久根市民交流センター

　議　題：①北薩支部会員数について

　　　　　②班編成について

　　　　　③本部主催研修会について

　　　　　④水害リスク情報の重要事項説明義務化について

　　　　　⑤低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について

　　　　　⑥インターネット広告の注意点

　　　　　⑦売買契約書　媒介契約書　賃貸借契約書　各重要事項説明書について

　　　　※④、⑤、⑥の資料を支部会員へ支部通信（ＦＡＸ）で発信しました。

● 第３回

　日　時：８月28日（金）10時〜12時

　場　所：阿久根市民交流センター

　議　題：①北薩支部会員数について

　　　　　②班編成について

　　　　　③宅建試験監督員の推薦について

　　　　　④川薩地区税務協議会・出水地区税務協議会　通常総会及び税務研修会について

　　　　　⑤その他

● 第４回

　日　時：9月28日（月）10時～12時

　場　所：阿久根市民交流センター

　議　題：①北薩支部会員数について

　　　　　②班編成について

　　　　　③薩摩川内市立地適正化計画について

　　　　　④川薩地区税務協議会・出水地区税務協議会

　　　　　　通常総会及び税務研修会・ブロック会について

　　　　⑤宅建協会主催研修会中止による北薩支部の対応について

　　　　⑥川薩・出水各ブロックの講演会、意見交換会について

※新型コロナウイルスの影響で、④の税務協議会通常総会及び税務研修会・ブロック会、⑥

の後援会、意見交換会は中止します。
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南　薩
会員数106（正会員105　準会員１）

支部担当理事会

支 部 だ よ り

日　時：９月16日（水）13時〜15時30分

場　所：宅建協会４階小会議室

出席者：有木支部長、馬場副支部長、上園副支部長

協議内容

①税務研修会について

　毎年11月の「税を考える週間」に合わせ、支部区域内の３税務署の管轄毎に、税務署職員を

講師に招き税務研修会を開催しています。今年も例年通り開催するべきか検討しました。

　どんなに３密を考慮しても新型コロナのクラスターは起こりうるため、今年の税務研修会は

中止します。

②協会主催研修会

　新型コロナの影響で、今年度の協会主催研修会は、集合研修ではなくＷＥＢ動画研修にな

り、各会員にインターネットで研修動画を視聴していただきます。

　ＷＥＢ動画が視聴できない会員に対しては、宅建協会６階研修ホールにおいて、数回に分け

て集合研修スタイルで視聴していただきます。

③水害リスク情報の重説追加と低未利用土地等の活用促進に関する長期譲渡所得の100万円控除

の内容の把握など

　　８月28日から重要事項説明に追加された水害リスク情報と、税制改正で今年から追加された

低未利用土地等の譲渡に係る100万円特別控除について、会員からの問い合わせに対応できる

よう、内容を確認しました。

④その他

　協会の野立て看板について、広報部担当職員と打ち合わせを行いました。

　今年度は新型コロナの影響、特に8月後半に南薩地区でクラスターが発生したことなどから支部

活動を自粛せざるを得ない状況が続いています。予定していましたブロック活動なども中止になる

ことが多く、会員の皆様へは毎月の支部通信で随時お知らせ致します。
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支部担当理事会

霧島市空家等の対策に関する協定に基づく相談業務について

姶良伊佐
会員数171（正会員149　準会員22）

支 部 だ よ り

● 日　時：７月27日（月）13時30分〜

　場　所：支部事務所

　内　容：①報告事項

　　　　　②県政、国政報告会無期限延期について

　　　　　③本部研修会日程について

　　　　　④その他

● 日　時：８月20日（木）13時30分〜

　場　所：支部事務所

　内　容：①本部研修会日程について

　　　　　②その他

● 日　時：9月17日（木）13時30分〜

　場　所：支部事務所

　内　容：①本部研修会について

　　　　　②重要事項説明書の書き方について

　　　　　③低未利用地の譲渡に伴う100万円控除について

　　　　　④その他

　昨年12月に霧島市と「空家等の対策に関する協定」を締結しました。協定後、霧島市と協会本部

で具体的な相談実施方法を協議してまいりましたが、新型コロナウイルスの影響で関係者が集って

協議することができず、今年８月に実施要領がまとまりました。

　今後、宅建協会は霧島市の要請に基づき、空き家等所有者の相談への対応や空き家相談会へ会員

の派遣などを行います。

　　　

9月17日は、大久保ブロック長（研修部員）

に出席を要請し、研修会の実施方法を検討
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支 部 だ よ り

主な会務報告（７〜９月）

奄　美
会員数64（正会員64）

支部活動報告

●支部担当者会（ブロック長を含む）

　８月７日（金）

・場　所：支部事務所

・出席者：師玉支部長、森副支部長、

　　　　　豊ブロック長、福﨑会員

●生活保護受給者住宅確保に関する

　打ち合わせ

①８月６日（木）

・場　所：奄美市役所

・出席者：師玉支部長、森副支部長、

　　　　　ぴあリンク職員数名、

　　　　　奄美市役所担当者

②10月１日（木）

・場　所：奄美市役所

・出席者：森副支部長、ぴあリンク職員数名、

　奄美市役所担当者

●空き家バンク登録準備

①７月３日（金）

・場　所：名瀬現場2件

・出席者：師玉支部長、奄美市役所職員、

　　　　　家主立会

②７月14日（火）

・場　所：笠利現場

・出席者：師玉支部長、奄美市役所職員、

　　　　　家主立会

③７月16日（木）

・場　所：名瀬現場

・出席者：師玉支部長、奄美市役所職員、

　　　　　家主立会

④９月28日（月）

・場　所：名瀬現場

・出席者：師玉支部長、森副支部長、

　　　　　豊ブロック長、奄美市役所職員、

　　　　　家主立会

期　日 会　　務　　名 場　　所 出　席　者

7.�2 綱紀委員会 宅建協会4階会議室 岩川会長他

7.�3 研修部会 　　　　〃 下村部長他

7.�7 不動産相談委員会 宅建協会6階研修ホール 山元委員長他

7.10 宅建試験管理委員会 宅建協会4階会議室 上園委員長他

7.13 苦情解決業務委員会 　　　　〃 山元委員長他

7.14 不動産流通部会 宅建協会6階研修ホール 岩下部長他

7.16 総務企画部会 宅建協会4階会議室 牧野部長他

7.27 宅地建物取引士証交付業務 　　　　〃 下村部長他

7.28 常務理事会 　　　　〃 岩川会長他

8.�4 綱紀委員会 宅建協会6階研修ホール 坂口委員長他

8.21 宅建試験管理委員会 宅建協会4階会議室 上園委員長他

〃 広報部会 　　　　〃 丸峯部長他

8.24 宅地建物取引士証交付業務 　　　　〃 有木副部長他

8.25 鹿児島地区調査指導委員会 　　　　〃 久永委員長他

〃 不動産流通部会 宅建協会6階研修ホール 岩下部長他

8.31 常務理事会 宅建協会4階会議室 岩川会長他

9.�3 総務企画部会 　　　　〃 牧野部長他

9.16 宅建試験管理委員会 　　　　〃 上園委員長他

9.17 財務部会 　　　　〃 富山部長他

9.24 不動産流通部会 宅建協会6階研修ホール 岩下部長他

9.29 広報部会 宅建協会4階会議室 丸峯部長他

9.30 宅地建物取引士証交付講習会 宅建協会6階研修ホール 下村部長他
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支 部 だ よ り

主な会務報告（７〜９月）

奄　美
会員数64（正会員64）

支部活動報告

●支部担当者会（ブロック長を含む）

　８月７日（金）

・場　所：支部事務所

・出席者：師玉支部長、森副支部長、

　　　　　豊ブロック長、福﨑会員

●生活保護受給者住宅確保に関する

　打ち合わせ

①８月６日（木）

・場　所：奄美市役所

・出席者：師玉支部長、森副支部長、

　　　　　ぴあリンク職員数名、

　　　　　奄美市役所担当者

②10月１日（木）

・場　所：奄美市役所

・出席者：森副支部長、ぴあリンク職員数名、

　奄美市役所担当者

●空き家バンク登録準備

①７月３日（金）

・場　所：名瀬現場2件

・出席者：師玉支部長、奄美市役所職員、

　　　　　家主立会

②７月14日（火）

・場　所：笠利現場

・出席者：師玉支部長、奄美市役所職員、

　　　　　家主立会

③７月16日（木）

・場　所：名瀬現場

・出席者：師玉支部長、奄美市役所職員、

　　　　　家主立会

④９月28日（月）

・場　所：名瀬現場

・出席者：師玉支部長、森副支部長、

　　　　　豊ブロック長、奄美市役所職員、

　　　　　家主立会
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哀悼のことば

心より謹んで御冥福をお祈り申し上げます。

立元 一郎 殿 （㈲桜不動産　大隅支部） 　12月29日（火）〜１月３日（日）の期間、宅

建協会・保証協会・支部事務所・不動産会館の

業務を休業致します。ご理解とご協力をお願い

致します。

宅建協会・保証協会・不動産会館
休業日のお知らせ

宅建協会・保証協会・不動産会館
休業日のお知らせ

令和２年７月１日～９月30日

免許番号 種別 支部 商　号 代表者 専任取引士 事務所所在地 電話番号

6324 県知事 鹿児島北 ㈱YU＆Co. 宇井　英信 田添　　等 鹿児島市名山町9-6-405 099-219-6067

6325 〃 〃 ＨＹＬＡＮＤ㈱ 成富　真子 上田　由紀 鹿児島市西田2-20-8 099-800-5840

9727 大臣 鹿児島南 ㈱不動産総合センター
ｲｵﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｲｵﾝﾓｰﾙ鹿児島店 寺園　公教 清　　裕行 鹿児島市東開町7

2階219-3 区画 099-204-0915

6317 県知事 〃 寿－ Julien － 西村　寿枝 西村　寿枝 鹿児島市皇徳寺台1-28-7 099-811-3501

6321 〃 〃 ㈱ホームアシスト 佐藤　幸男 佐藤　幸男 鹿児島市上荒田町11-4-305 080-5256-8779

6319 〃 〃 ㈱クリエーション橋 橋元　　隆 野上　　歩 鹿児島市真砂町85-7 099-254-3336

6323 〃 〃 ㈱折田不動産 折田　晃一 折田　晃一 鹿児島市紫原3-37-1-1F 099-206-2233

6326 〃 〃 ㈱アルファサポート 大迫　　直 大迫　　直 鹿児島市荒田1-21-23 080-8364-5318

6322 〃 姶良伊佐 ㈱互商事 寺原　善成 寺原　善成 霧島市国分清水1-14-31 0995-73-3570

（９名）

令和２年７月１日～令和２年９月30日

支　部 商　号 代表者 理　由 支　部 商　号 代表者 理　由

鹿児島北 下大田商建 下大田秀子 業の廃止 鹿児島南 ㈱スーパーハウス 中江　達好 行政処分

〃 ㈲松下産業 松下　健一 〃 南薩 ㈱モリホーム 伊牟田一樹 期間満了

鹿児島南 エクセル不動産㈱ 藏原　勇二 期間満了 〃 ㈱山野井 山野井吉和 業の廃止

〃 ㈲グランドライフ 弓指　敦浩 〃 姶良伊佐 ㈲ピアホーム・プラザ 澤田　博海 〃

〃 DNKコンサルティング㈱ 川畑　敏幸 業の廃止 〃 ㈲鹿児島不動産サービス 水野　昭信 〃

〃 折田不動産 折田　晃一 法人免許取得 大隅 春日不動産 春日　貞行 〃

（12名）




