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支部長挨拶

 　創立50周年を迎え会員の皆様には心からお慶び申し上げます。また支部事業には並々ならぬ

ご支援とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。

本年度、創立50周年記念事業として、９月記念講演、１月には多くの会員皆様にお出で頂き記念

祝宴を開催できました。また記念品（腕時計）を作成し全会員に配布致しました。50周年記念号

を発行致します。

　さて、私ども支部は、昭和40年４月、東京都宅地建物取引業協会が発足と同時に八王子支部が

誕生致しました。昭和42年６月には社団法人東京都宅地建物取引業協会として、東京都より認可

されました。その後公益法人制度改革により平成24年４月に現在の公益社団法人東京都宅地建物

取引業協会となりました。

　過去10年を振り返りますと、長期的な不況が続くなか、2008年リーマン・ショック、2011年東

日本大震災は日本の経済に大きな痛手を与えました。民主党政権の崩壊後、安倍政権が誕生、長

引くデフレからの早期脱却と日本経済の再生のため、金融政策、財政政策、民間投資を一体的に

取り組む「三本の矢」がスタートしました。景気も徐々に回復に転じて、私たちを取り巻く経

済環境も明るくなってまいりました。また、明るい話題としては2013年９月に、2020年のオリン

ピック・パラリンピックの開催地が東京に決定しました。

　また、支部と致しましては、市内の大学が学生への賃貸業務を特定の業者に一本化し、外部委

託する動きがありました。地元の仕事は地元不動産業者にと八王子不動産協同組合を設立、八王

子市役所、八王子商工会議所のお力添えを頂き、各大学に賃貸センターを開設し賃貸業務をス

タート出来ました。地元業者の存在価値を示すこととなりました。

　私たち業界の一番大きな問題として公益社団法人制度改革でした。本部理事会は公益社団法人

を目指す事となり、33支部の会費の一元化や支部職員は本部職員となりました。

　そうした中、八王子支部会館の問題が出てきました。33支部の中で唯一固有の問題でもありま

したが、樫﨑支部長はじめ支部役員の精力的な交渉の末、池田会長の決断で支部の皆様方にも満

足のいく形で決着いたしました。

　念願でありました、宅地建物取引主任者から宅地建物取引士への呼称変更につきましては、会

員の皆様の地道な署名活動の賜物と感謝申し上げます。宅地建物取引業法の一部を改正し平成27

年４月より「宅地建物取引士」がスタート致しました。新たに設けられた「信用失墜行為の禁

止」「知識及び能力の維持向上」等規定を遵守して行かなければなりません。

　公益社団法人に伴い、八王子支部会員の減少もあり、支部として組織財政改革を進める事とな

りました。14地区から10地区へ、理事数定数も14人から10人へと削減をいたしました。公益社団

法人としての事業を如何に推進して行くかが課題であります。支部研修会「市民公開セミナー」

や、不動産街頭無料相談を充実させ地域社会にねざした事業を目指していくところであります。

　結びに、私たちを取り巻く経済環境もまだまだ厳しい状況でありますが、今後も支部運営に全

力で取り組む覚悟でございます。皆様方のご指導、ご協力をお願い申し上げ、御礼の挨拶と代え

させていただきます。

宅建八王子支部50周年挨拶

支部長　野　口　文　男
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祝　　　辞

　公益社団法人東京都宅地建物取引業協会八王子支部創立50周年を迎えられ、心よりお祝いとお

慶びを申し上げます。

　貴支部は、オリンピック景気とその後のいざなぎ景気・高度経済成長に続く希望と躍動に満ち

た昭和40年に創設されました。

　八王子市は江戸時代から続く織物を中心に発展した歴史と由緒のあるまちであります。そのよ

うな地域環境の中で、貴支部は人と人とのつながりを第一に、地域密着を掲げ活動されてこられ

ました。特に、行政機関との連携を図り、行事やまちづくりに積極的に参画するなど、地道な活

動を続けられ、今日の協会の礎となっております。

　この半世紀の間、オイルショック、バブル景気とその崩壊、リーマンショック、東日本大震災

など本会を震撼させる数々の事件が起こりましたが、その都度、会員間の緊密な連携と協力を図

り、苦難を乗り越え、現在の協会を築いてまいりました。貴支部におかれましても、樫﨑副会

長・野口支部長をはじめ、歴代の役員、会員の皆様が率先して、宅地建物取引業の健全な発達を

目的に、公正な取引を実践するため、協会における指導的役割を担い、協会の発展に貢献されま

したことに対しまして、改めて感謝を申し上げる次第です。

　また、今年４月に会員の念願でありました「宅地建物取引士」が実現いたしましたが、貴支部

の皆様にも署名活動など強力なご支援をいただきましたことを重ねて御礼申し上げます。この宅

建士の誕生によりまして、新たな信用失墜行為の禁止、コンプライアンスの徹底など、高い倫理

観が求められ、業界の発展･向上に向け、大きな牽引力になるものと期待しております。

　ところで、我々業界を取り巻く環境は、依然として厳しい環境にあります。このところの景気

の動向は、株価や原油価格が中国経済の不透明感から大幅下落に転ずるなど、不安定な状況にあ

ります。このようなときこそ日本経済を牽引するためにも、不動産市場には本格的な回復が待ち

望まれます。2020年のオリンピック･パラリンピック東京開催が追い風になり、かつての勢いを

取り戻すことを期待しております。

　私は、今後の50年を見据え、将来にわたって協会が持続発展するため、「一歩先の礎を築くた

め」を理念に、協会の財政改革、制度改革を行いました。財政健全化のため、不要不急の事業の

廃止・縮小をはじめ、事務合理化を進めるとともに、新規入会者の獲得のため、入会費用の値下

げなどを実行に移しました。皆様方の信頼を裏切ることのないように全身全霊で取り組んでまい

りたいと思っております。

　今後とも、貴支部におかれましても、これまで同様に中枢支部として活躍され、貴支部並びに

会員の皆様の益々の発展とご健勝を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

祝　　辞

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 会長　瀬　川　信　義
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祝　　　辞

　公益社団法人東京都宅地建物取引業協会八王子支部、創立50周年おめでとうございます。心よ

りお慶び申し上げます。

　昭和41年に83名で創立されました八王子支部は、その後歴代支部長、役員の皆様方、さらには

会員の方々の努力の結果、現在では323名を数える、多摩ブロックでも有数の支部に成長されま

した。

　又、その間平成8年度に、八王子不動産会館を建設、支部事務所として機能、会員相互交流の

場としても、活用されています。

　平成18年に、加藤政利支部長のもと、八王子不動産協同組合を設立し、本年創立10年を迎えま

した。

　このように、八王子支部は都宅協32支部の中でも極めて意識も高く、また地域社会の中でも評

価が高い支部でもあると思います。

　平成24年都宅協は、公益社団法人として認可され、新たなスタートをきりました。　

　公益性の高い事業を展開し、さらには地域貢献を求められるこの制度を、八王子支部は創立以

来持ち合わせた支部であります。

　これは、古くから多摩の中心都市として栄え、培われてきた歴史、風土が、創立時以来諸先

輩、会員の皆様方が自然の形で地域社会に立脚した、不動産業を営んできた結果であろうと思い

ます。

　また昭和48年には「八王子街づくり協議会」設立、不動産業に関連した他の６団体と歩調を合

わせ、八王子の街づくりに貢献してきています。このように八王子支部は、八王子のまちづくり

の上で欠くことが出来ない団体として、認知され現在でもその精神は脈々と受け継がれてきてい

ます。

　特にここ10年、八王子市との関係も良好であり、行政の諸政策に八王子街づくり協議会や支部

の提言が取り入られ、八王子市の発展に寄与しています。

　来年には、八王子市制施行100年を迎える中、さらに支部に求められる期待は大であると思い

ます。

　不動産業を取り巻く環境が厳しい中、業を通じて地域社会に貢献しその役割を全うするところ

に将来があると思います。

　八王子支部の益々の発展と、会員の皆様方のご繁栄を心からご祈念申し上げ、お祝いの挨拶に

代えさせていただきます。

祝　　辞

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 副会長　樫　﨑　　　博
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祝　　　辞

　公益社団法人東京都宅地建物取引業協会八王子支部が、会員の皆様の長きにわたるご尽力によ

り、ここにめでたく創立50周年を迎えられたことを心よりお慶び申し上げます。また、日頃から

本市で実施している市民向け専門相談「不動産相談」へのご協力をはじめ、様々な場面で本市行

政運営に多大なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　この不動産相談では、一般消費者である市民の皆様の利益保護などを目的に、貴会の公益的な

活動として長年にわたりご協力をいただいております。近年の傾向としては、相続に関連した内

容が増加し、60歳代以上の方からの相談が４分の３を占めるなど、高齢化が進む中でますます市

民ニーズが高まってきているものと実感しております。

　不動産取引や相続で発生する思いがけないトラブルに対し、丁寧で適切なアドバイスをいただ

くことは、市民の皆様の大きな安心につながります。相談者へのアンケートでも、皆様の親身な

対応に感謝の声が寄せられ、９割を超える方から「満足した」との回答をいただいており、心よ

り感謝申し上げる次第であります。

　私は、八王子を「活力ある魅力あふれるまち」にするため、私の政治の原点である“郷土愛”

のもと、「攻めのまちづくり」を政治信条にソフト・ハードの両面から積極的に施策展開を図っ

てまいりました。その中でも平成27年４月に中核市へ移行し、東京都から1,261 の事務権限の移

譲を受けたことは、本市にとって大きな転機となりました。東京都から移譲された事務権限を最

大級活用し、「多摩のリーディングシティ」にふさわしいまちづくりを進めてまいります。

　また、平成29年に、本市は市制100周年を迎えます。この100周年は、市民の皆様とともに「ま

ちの魅力を再認識し、次世代に継承していく」という大きな節目になります。国内最大規模の花

とみどりの祭典「全国都市緑化はちおうじフェア」の開催も決定し、100周年の中心的事業とし

て準備を加速させたところです。市民の皆様の「ふるさと八王子」への愛着が、この記念事業を

通じてより一層深まっていくものと期待しております。

　八王子市に「住んでよかった」「住み続けたい」と思っていただけるまちづくりを進めるため

には、宅地や建物の取引にかかる事業を展開する貴会のお力添えが必要です。今後とも市政運営

への変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

　結びに、貴会の一層のご発展と、会員の皆様の益々のご健勝を心から祈念申し上げ、お祝いの

言葉とさせていただきます。

創立50周年を祝して

八王子市長　石　森　孝
たか

　志
ゆき
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祝　　　辞

　公益社団法人東京都宅地建物取引業協会八王子支部が創立50周年の大きな節目を迎えられまし

た事を心よりお祝い申し上げます。野口支部長はじめ、業界の発展、本市の街づくりに多大なご

尽力を頂いた歴代の役員の皆様のご労苦に敬意と感謝を申し上げる次第です。

　50年前の八王子といえば、戦後復興から経済成長への移行期であり、東京オリンピックの自転

車競技会場としての成功を収め、多摩のリーダーとしての地位をしっかり示していた頃でした。

　都心勤めの住宅供給が必要となり、めじろ台を始めとする民間住宅開発や多摩ニュータウンの

計画が進み、街が大転換期を迎えましたが、いくら国や大手企業が相手とはいえ先祖から引き継

いだ土地を手放す事に躊躇しない人はいません。地元の顔が見える、信頼ある宅建の皆様のお力

無しには今日の八王子の発展はありえませんでした。

　又、次々と転入してくる大学群に合わせ、学生のアパート建設や入居斡旋にも協会の皆様が汗

を流して下さいました。故郷を離れ、期待と不安を胸に上京する新入生達を支部協会をあげて暖

かく迎え、様々なおもてなしをして頂いた事が、今日の学園都市の礎ともなりました。

　一方、街の変遷の中では、次々とデパートの撤退や企業の転出等、本市の進む方向を見失う時

代もありましたが、昨年には、都内初の中核市へと移行を果たしました。都市計画を含む数多く

の権限移譲によって、街づくりを市独自の判断と責任で拡げる可能性が生まれ、攻めの街づくり

が期待されます。圏央道八王子西インターのフル化によって車社会における東京の西の玄関口と

なる本市のポテンシャルは高まり、今後は、職住近接の自立都市、三多摩のリーディングシティ

としての八王子再生を目指して参ります。私も国政からしっかりと追い風を送りますが、引き続

き宅建協会の皆様には街づくりのパートナーとして、ご活躍頂く事をお願い申し上げます。

　併せて数年前より公益法人へと移行した貴協会におかれましては、今まで以上に様々な分野で

の社会貢献も期待されているところです。スポーツや文化、福祉など市民の笑顔が集うところに

「ハトマーク」がたなびく、そんな八王子を目指し皆様と力を合わせて頑張っていきますので、

一層のご指導と会員皆様の益々のご活躍を祈念してお祝いのご挨拶といたします。

創立50周年を祝して

衆議院議員　萩生田　光　一
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祝　　　辞 

　公益社団法人東京都宅地建物取引業協会八王子支部が、創立50周年を迎えられましたことを心

よりお祝い申しあげます。

　貴支部は創立以来、常に地域経済の牽引役として、地域の振興ならびに市民生活の向上に、大

きな役割を果たしてこられました。

　これも偏に、歴代、そして現在の役員、会員の皆様のたゆまぬご尽力の賜物であり、深く敬意

を表する次第でございます。

　支部活動においては、業界振興のための事業、会員企業向けの福利厚生事業をはじめ、広く市

民に門戸を開いた不動産無料相談会やセミナーなど多岐にわたる事業を積極的に展開され、地域

貢献されておりますことに感謝申し上げます。

　貴支部が創立された昭和40年当時は、国としては高度成長期であり、八王子は繊維産業の全盛

期でありました。しかし、時は流れ産業構造の変化、転換が大きく進む時代へと移り変わりまし

た。現在、国は地方創生を最重要課題と位置付け、それぞれ魅力あふれる地域のあり方を構築す

ることを各自治体に指示いたしました。

　地域が元気になるには、その地域で事業活動を行う中小、小規模企業が元気にならなければ叶

いません。地域の様々な企業や資源、そして強みを「点」ではなく「面」として結び付け、積極

果敢に取り組めば、地域活性化を大きく前進させることができるものと確信いたしております。

　是非とも、貴支部のネットワークを最大限に発揮され、活力ある地域経済の創出に更なるご尽

力を賜りますようお願いを申し上げます。

　八王子商工会議所といたしましても、成長の原動力である企業への支援をより一層強化し、地

域経済全体の底力向上と活力あるまちづくりに、全力で取り組んでまいります。

　東京都宅地建物取引業協会八王子支部におかれましては、この記念すべき創立50周年を新たな

出発点として、野口支部長をはじめとする役員各位を中心に結束を深められ、支部活動に邁進さ

れますことを心よりご期待申しあげるとともに、会員の皆さまがより一層ご活躍されますことを

祈念申し上げ、お祝いのことばとさせていただきます。

創立50周年を祝して

八王子商工会議所 会頭　田　辺　隆一郎
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祝　　　辞  

　公益社団法人東京都宅地建物取引業協会八王子支部の創立50周年、誠におめでとうございま

す。

　野口支部長をはじめとする役員や会員の皆様方のご努力に敬意を表すると共に、半世紀にも及

ぶ活発な支部活動は、多くの先輩会員と共に築き上げて来たものであると思います。

　貴支部は、その支部活動を通して業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保する

とともに、宅地建物取引業の健全な発展のための取り組み、不動産の購入者等の利益の保護と宅

地及び建物の円満な流通に尽力してこられました。これらの活動は、行政や商工会議所などとも

連携をはかりながら、我が市の土地の利用や使用に関する様々な提言などもなされ、住みよい豊

かな街づくりに貢献して来たことは誰れもが認めるところであります。

　環境を大切にした快適で住みよい街づくりを推進するために、用途地域の見直しを訴え、大学

生の住居の紹介業務に取り組み、学園都市を目指した街づくり政策にも協力をして来ました。さ

らに、会員の自立を推進し、親睦と団結を促して支部会館の建設もなされました。

　特にこの数年間は、公益社団法人化に伴う支部組織の改革、宅地建物取引主任者から宅地建物

取引士への名称変更、それに伴い不動産業者としての社会的な責任を自覚し、会員の研究研鑽、

支部運営資金や財政問題、さらには公益事業への積極的な取り組みなど目を見張るものがありま

した。

　私は縁あって平成14年12月から支部顧問弁護士として支部の様々な活動や取り組みに協力させ

ていただいております。支部会員からの法律相談はもちろんのこと、毎年恒例となっている市民

を対象とした「街頭無料相談」にも参加をさせていただいております。この相談会では、市民の

皆様から毎年多くの相談申し込みがあり、その企画は毎年充実したものに発展し、地域社会に対

する、又市民の皆様に対する有益な事業ともなっております。さらに、支部会員の研究会も活発

になされ、毎年講師として声がかかり、その時々話題となっている法律相談について講義をさせ

ていただいております。会員の皆様には、その名称が「宅地建物取引士」となりますます法律知

識の必要性が増大すると共に、顧客への安心、安全な契約等を実施していくことが求められてお

ります。そのために会員はさらなる研鑽を積んで、これらの期待にこたえることが必要であり、

今後も支部会員が一丸となってその役割と使命を果たされることを期待するものであります。

　最後に、支部会員の皆様方のご活躍と宅建八王子支部のますます発展をご祈念申し上げ、お祝

いの言葉とさせていただきます。

創立50周年を祝して

弁護士　馬　場　榮　次
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歴代支部長

昭
和
41
～
43
年
度

初代　松村千代吉

昭
和
44
～
45
年
度

２代　手塚　藤蔵

昭
和
46
～
49
年
度

３代　加藤　叔道

昭
和
50
～
56
年
度

４代　小林　高義

昭
和
57
～
60
年
度

５代　加藤　隆治

昭
和
61
～
平
成
２
年
度

６代　田倉　芳郎

平
成
３
～
８
年
度

７代　山本德太郎

平
成
９
～
19
年
度

８代　加藤　政利

平
成
20
～
25
年
度

９代　樫﨑　　博

平
成
26
～
現
在

10代　野口　文男

歴 代 支 部 長
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支 部 年 表

支　部　年　表

平成18年

（2006年）

●バーコードカード導入（研修会用）

●12月八王子不動産協同組合設立総会。法政大学・拓殖大学構内にて

　「宅建八王子学生賃貸センター」を設置

平成19年

（2007年）

●支部ホームページ（会員専用）開設

●八王子支部青年部会発足

●八王子市（副市長）との懇談会

平成20年

（2008年）

●９代支部長・樫﨑　博

●支部運営費・会館運営費・従業員会費廃止

●街頭不動産無料相談会開催（八王子町自連に開催チラシ回覧依頼）

　八王子テレメディアにおいてＣＭを放映、当日取材・放映

平成21年

（2009年）

●４月より本部会費年払いとなる

●地区編成委員会設置（15地区から14地区に検討）

●９月より八王子不動産会館セコム導入

平成22年

（2010年）

●４月より地区編成15地区⇒14地区

●八王子総合市民相談会への派遣

平成23年

（2011年）

●八王子市くらしの便利帳に広告掲載

●東日本大震災義援金を行う

平成24年

（2012年）

●社団法人から公益社団法人となる

●公益法人化に伴い役員・委員会名称変更

平成25年

（2013年）

●６月より常設相談所開設（毎月第３火曜日１時～予約制）

●ブロック研修会２会場から１会場（オリンパスホール八王子）となる

●地区編成委員会設置（14地区から10地区に検討）

●宅地建物取引主任者呼称変更署名を行う

平成26年

（2014年）

●10代支部長・野口文男

●４月より地区編成14地区⇒10地区

●支部ホームページのリニューアルを行う

●支部創立50周年特別委員会設置

平成27年

（2015年）

●４月より宅地建物取引士呼称変更

●支部創立50周年式典及び記念講演

●創立50周年記念品配布

●広報誌創立50周年記念号発刊
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写真で見る八王子支部

11.01～02 親睦旅行「土肥金山」

10.15 取引主任者試験会場

01.10 新年会

04.27 通常総会にて挨拶に立つ加藤支部長

平成18年度
（2006年度）

●バーコードカード導入（研修会用）

●12月八王子不動産協同組合設立総会。法政大学・拓殖大学構内にて

　「宅建八王子学生賃貸センター」を設置
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写真で見る八王子支部

11.15 八王子市副市長との懇談会 02.12 支部研修会

09.05 ゴルフ大会にて

11.06 親睦旅行「草津温泉」

平成19年度
（2007年度）

●支部ホームページ（会員専用）開設　●八王子支部青年部会発足

●八王子市（副市長）との懇談会
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写真で見る八王子支部

09.09 支部研修会06.05 役員班長懇親会

05.26 市民相談研修会

07.10 ボウリング大会

04.25 ９代支部長に就任した樫﨑支部長

04.25 通常総会の様子

平成20年度
（2008年度）

●９代支部長・樫﨑　博　●支部運営費・会館運営費・従業員会費廃止

●街頭不動産無料相談会開催（八王子町自連に開催チラシ回覧依頼）

　八王子テレメディアにおいてＣＭを放映、当日取材・放映
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写真で見る八王子支部

10.27 親睦旅行「母畑温泉」

06.09 青年部総会の様子

平成21年度
（2009年度）

●４月より本部会費年払いとなる

●地区編成委員会設置（15地区から14地区に検討）

●９月より八王子不動産会館セコム導入
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写真で見る八王子支部

12.06 レインズ勉強会

07.23 本部研修会

11.10 ソフトボール大会

11.16 親睦旅行「昼神温泉」09.24 レディス部会の救命講習会

09.07 八王子市役所での無料市民相談

平成22年度
（2010年度）

●４月より地区編成15地区⇒14地区

●八王子総合市民相談会への派遣
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写真で見る八王子支部

11.15 親睦旅行「戸倉温泉」

04.05 監査報告会 06.28 固定資産説明会 

02.14 レディス部会賀詞交換会

09.08 支部研修会

平成23年度
（2011年度）

●八王子市くらしの便利帳に広告掲載

●東日本大震災義援金を行う
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写真で見る八王子支部

11.27 八王子副市長との懇談会

10.02 支部研修会

11.14 親睦旅行「東京ディズニーシー」

02.08 支部研修会

06.04 不動産相談の研修会の一コマ

平成24年度
（2012年度）

●社団法人から公益社団法人となる

●公益法人化に伴い役員・委員会名称変更
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写真で見る八王子支部

平成25年度
（2013年度）

01.10 支部新年会

07.30 青年部研修会06.02 学園都市センターでの不動産相談フェア

07.19 第１回本部主催ブロック別研修会

●６月より常設相談所開設（毎月第３火曜日１時～予約制）

●ブロック研修会２会場から１会場（オリンパスホール八王子）となる

●地区編成委員会設置（14地区から10地区に検討）

●宅地建物取引主任者呼称変更署名を行う
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写真で見る八王子支部

07.08 ボウリング大会

10.20 八王子市街づくり協議会

11.19 親睦旅行「横須賀」

02.05 支部研修会

04.24 10代支部長に就任した野口支部長

平成26年度
（2014年度）

●10代支部長・野口文男　●４月より地区編成14地区⇒10地区

●支部ホームページのリニューアルを行う

●支部創立50周年特別委員会設置
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写真で見る八王子支部

10.20 八王子市都市計画懇親会

04.28 総会で万歳三唱する佐藤相談役

09.08 50周年記念式典

平成27年度
（2015年度）

●４月より宅地建物取引士呼称変更

●支部創立50周年式典及び記念講演　●創立50周年記念品配布

●広報誌創立50周年記念号発刊

04.28 支部総会の模様




